
論文 FBG 光ファイバーを用いた橋梁モニタリング技術の実橋検証 
 

玉置 一清*1・杉谷 真司*2・土地 顕司*2・森川 英典*3 

 

 

要旨：橋長 2m 以上のすべての橋梁(約 70 万橋)に近接目視等による点検が義務付けられる等，橋梁の老朽化

対策が本格始動したが，特に地方自治体では，予算，人員等の不足から，より効率的で効果的な維持管理手法

の導入が喫緊の課題である。本研究は，橋梁モニタリングとして長期の耐久性，機能維持および高機能な活

用が期待される FBG 光ファイバーによるモニタリングシステムを開発し，実橋において，その運用検証を開

始したものである。現時点では，まだ短期間の検証ではあるが，電源確保が難しい場合の発電機を使用した

断続的測定の可能性や，フィールドにおいても優れたひずみ感度を有すること等を確認した。 
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1. はじめに 

 平成 26 年の道路法施行規則の改正に伴い，橋長 2m 以

上のすべての道路橋に 5 年に 1 度の近接目視による点検

が義務づけられるなど，橋梁の老朽化対策が本格始動し

た。こうした中，富山市では，橋梁マネジメント基本計

画の策定や，橋りょう保全対策室の新設など，持続的に

橋梁の維持管理・更新に取り組むための施策に取り組ん

でいるところであるが，予算や人員，技術力の不足とい

った地方自治体共通の課題も大いに有しており，今後は，

いかにして効率的，効果的に橋梁の状態を把握し，適正

な維持管理，更新に取り組むかが喫緊の課題である。 

 そこで，本研究は，比較的規模の小さい橋梁や築年数

が浅く健全な状態の橋梁を対象として，近接目視の代替

または補完により実施頻度を低減するなど，従来の点検・

診断精度を確保しつつ，維持管理コストの低減を目的と

した新しい点検手法の開発を行うものである。具体的に

は，過去の点検データとの連続性を確保するためのＩＴ

ツール（デジタルカメラ等による画像分析，現地におい

て過去の点検データベースや類似損傷を参照可能なモバ

イルタブレット等）の活用により遠望目視点検を有効に

機能させることを基本とし，劣化が顕在化した場合には，

固定センサを配置することで，さらに高度な点検診断を

可能にする構造物モニタリングの２段階から構成する。

本論文は，富山市が管理する築 38 年で ASR の進行が顕

著な橋梁において実橋検証を開始した構造物モニタリン

グの計画と測定結果の報告を行うものである。 

 

2. 構造物モニタリングの現状と課題 

 モニタリングが，構造物の点検，診断に有用であるこ

とは従来から提唱されており，高層ビル等，主に地震に

よる被害を対象とした加速度計によるモニタリングは多

くの実績があるが，橋梁構造物などの老朽化を対象とし

たモニタリングは，まだ実績は少ない。橋梁構造物にお

いても，加速度計により固有周期の変化を把握して診断

する手法が研究されている 1)が，PC 橋では相当の劣化が

進行しないと検知できない 2)など，実用化には課題が多

い。コンクリート構造物の老朽化診断には，ひび割れや

断面剛性(ヤング係数)の変化など，ひずみレベルでのモ

ニタリングが直接的でわかりやすく，有効であると考え

る。ひずみのモニタリングは，劣化が顕著となった橋梁

や，補修補強後の効果確認など，比較的短期間での採用

実績 3)はあるものの，下記の課題により，劣化の進行が

初期段階（比較的，健全な状態）の構造物の監視として

は，まだ実用化されているとは言い難い状況である。 

1) ひずみセンサは数十年に及ぶ長期信頼度が低い。（電

気系では，腐食等により電気抵抗が変化すれば，ドリフ

ト現象が生じ，センサとしての機能が喪失。また，構造

物の固定に，有機系接着剤を使用した場合，長期的にズ

レ変形が生じる等による機能喪失が懸念，等） 

2) 土木構造物の場合，電源の確保が容易でない。 

3) 長期間に及ぶデータ管理者の体制構築が必要である。 

4) ひずみ測定箇所の設定等のモニタリング計画及び結

果の診断には，設計，施工，材料に関する総合的で高度

な技術力が必要である。 

 3 章および 4 章に，1)2)に対する技術的解決策として，

FBG 光ファイバーによるひずみセンシング技術の提案

を，6 章あとがきにて，3)4)に対する制度的課題に関する

考察を述べる。 
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3. FBG 光ファイバーを用いた橋梁モニタリングの概要 

3.1 FBG 光ファイバーセンシングの特徴 

(1) 基本原理 

本モニタリングシステムで採用した FBG(Fiber Bragg 

Grating )方式は，光ファイバー内部に加工した回析格子

から反射する光波長により，回折格子部のひずみ及び温

度を測定するものである。（図-1 参照） 

 

 

 

 

 

光ファイバーを用いたセンシング技術として，古くか

ら実績豊富である BOTDR 方式は，光ファイバーに加工

の必要がなく，分布計測が可能であるが，1 回の測定時

間が 5～30 分程度と長く，測定精度も 30～100μ である

ため，コンクリート構造物のひび割れ検出には不適であ

った。それに比べ，FBG 方式では，回析格子を加工した

部分のみの点計測になるものの，電気型ひずみゲージと

同等の精度・分解能(±1μ)を有し，1000Hz の高速計測が可

能である。図-2 に，FBG 光ファイバーによるひずみセン

シングのイメージを示す。構造物に固定した間の平均ひ

ずみを測定するため，任意のセンサ長を構築することが

でき，ひび割れが多い構造物であっても，測定ひずみが

局所的に集中，開放されることなく，平均的なひずみが

測定可能である。なお，圧縮側のひずみ測定には，プレ

テンションを与えて固定する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

(2) 特徴および採用理由 

 本システムが，橋梁の維持管理システムに適している

と考える理由を以下に述べる。 

(a)配線が直列配置であり，センサ設置作業および測定

作業が容易である(図-3)。 

 

 

 

 

 

 

 

FBG 光ファイバーは，製作時の回折格子の間隔により，

センサごとに固有の基本波長が割り当てられ，それによ

り，１本の線で繋げても，個別のセンサが識別できる。

図-4 に，6 個のセンサを直列接続した場合の測定器表示

を示す。現場設置作業においては，配線識別の必要がな

く，また基本波長が重複しないセンサであれば任意の位

置に追加することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 光ファイバーの距離減衰は極めて小さく，理論上は，

約 50km まで可能で，接続具等による損失を考慮して

も，数 km 程度は可能である。測定器の設置場所を遠

方に設定することや，数 km 程度離れた橋梁を一つの

システムで測定することが可能となる。 

(c) 電磁の影響を受けないため，現場フィールドにおい

ても，ノイズが極めて小さい。(4 章 図-14 参照) 

(d) 光ファイバーは，紫外線，湿気等の劣化要因がある

ものの，被覆材により抑制することができ，極めて耐

久性が高い材料である。劣化が生じた場合も，光の強

度が減衰するだけで，反射波長への影響は小さく，セ

ンサとしての機能は長期に保たれる。(電気式センサの

場合，リード線の僅かな腐食によっても，センサとし

ての機能が損なわれる) 

(e) 繰り返し疲労試験においても，ドリフト現象が全く

生じない。 

以上，FBG 光ファイバーは，現場フィールドにおける

長期計測，すなわち，維持管理に適していると考えるが，

国内では，東京ゲートブリッジ等，鋼橋への適用事例 4)

はあるものの，小規模コンクリート橋梁への汎用的な運

用は，まだ確立されていない。以下に，汎用システムの

確立を目指した課題および対策を示す。 

3.2 長期計測の課題に対する対策 

(1) コンクリートへの固定方法 

 光ファイバーの固定に接着剤を使用した場合，この接

着剤の劣化によるセンサ機能の喪失が懸念される。また，

圧縮ひずみの測定には，構造物固定時に，光ファイバー

にプレテンションを導入する必要があり，その管理も必

要となる。本システムで採用したひずみセンサ(長野計

器)を写真-1 に示す。固定治具は，ステンレス製の下プレ

ートと上プレートの 2 層で構成される。下プレートをア

ンカーでコンクリートに固定後，FBG 加工した光ファイ

バーを工場で接着した上プレートをねじで取り付ける。

ねじはスライド構造になっており，専用治具を用いて，

所定のプレテンション導入後，締め付け固定する。 

図-1 FBG 光ファイバーの概要(出典：伸興電線 HP)

図-2 FBG 光ファイバーによるひずみセンシング 

図-3 ひずみセンサの配置イメージ 

図-4 FBG センサの波長表示イメージ 

一般的な電気式センサー 光ファイバーセンサー

理論上、50kmまで延長可能

電源 測定器 電源 測定器

センサー センサー
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上プレートと光ファイバーの接着は，低融点ガラスで

融着している。ガラス融着は，有機系の接着剤に比べ，

長期耐久性に優れるが，極めて剛な固定である分，脆性

的な破壊が懸念される。メーカでは，2500μ の初期テン

ションから 5000μ までの疲労試験 11 万回を実施してい

るが，破壊はもとより，波長の変化(=固定点の滑り)も全

く生じていないことを確認している。光ファイバーの軸

剛性が小さく， 大引張力は約 500 グラム程度と極めて

小さいためと推定される。 

(2)センサの温度補正 

 FBG 光ファイバーの測定波長は，回折格子の間隔変化

と屈折率変化の積として検出されるが，ひずみ成分は主

に回折格子の間隔変化に依存し，温度成分は屈折率の変

化に依存する。このため，センサ自体の温度補正は，下

記の方法により比較的容易に分離できると考える。 図

-5 左に，FBG 光ファイバーをステンレス板(線膨張係数

17.3)に固定した場合と無拘束とした場合の温度特性を

示す 5)。図-5 右に，ステンレス板の線膨張ひずみ計算値

と，固定センサと無拘束センサの差分に校正係数を乗じ

て，温度補正したひすみ換算値の比較を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この温度補正方法では 10％程度の誤差が生じている

が，現場でリアルタイムに補正可能な簡易的な方法とし

て，十分に実用的な精度と考える。本システムでは，FBG

の製造上，製品ごとの温度特性にばらつきが小さいこと

を確認した上で，固定センサと同一の無拘束センサを配

置し(写真-2)，固定センサとの差分により温度補正を行う

こととした。この方法の妥当性の評価は，1 年間の計測

終了後に，再検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)電源の確保 

 光ファイバーセンサには給電する必要はないが，測定

器には電源が必要となる。フィールドにおける長期モニ

タリングにおいては，この電源確保は大きな課題である。

太陽光パネルの設置や，商用電源の敷設等の選択肢も検

討したが，この電源の維持も容易でない。老朽化診断と

いう目的においては，年に 1 回程度の測定と数日間の高

周波サンプリングにより，簡易な設備で次項に示す成果

が得られるものと判断し，当面は，インバータ発電機を

使用した断続的な測定を実施している。断続的な測定に

おいては，絶対波長が得られることが条件であり，波長

校正機能を有する測定器(共和電業 EFOX-1000B)を使用

している。 

3.3 断続的モニタリングにより得られる成果 

 年に 1 回程度（数日間連続）の断続的なモニタリング

により得られると考える主な成果を以下に列挙する。 

(1) 長期計測（年 1 回程度の測定） 

 (a) ひび割れの発生・進展，ひび割れ幅の変化 

 (b) ASR 等による膨張，乾燥収縮ひずみ 

 (c) 桁上縁・下縁の軸方向ひずみ（桁曲率）の変化 

 → 曲げ剛性(ヤング係数)の変化，プレストレス 

の損失等を推定 

(2) 短期の高周波サンプリング（数日間の連続測定） 

 (a) 車両走行時のひずみ，曲率，継目開口等 

 →例えば，重量既知車(20t)を走行させ，その値の

経時変化を記録 

 (b) 走行車両重量分析（Weight-In-Motion 特許：TTES） 

   測定期間中に走行した全車両の台数，重量，速度

を調査 →重車両による疲労回数推定，過積載車

両の有無・頻度の把握など 

4. 現場検証 

4.1 橋梁概要 

 河川上に架設された築 38 年(1978 年竣工)の単純 T 桁

を実証フィールドとして，2016 年 8 月より本システムに

よるモニタリングを開始した。本橋は，築 20 年頃に ASR

と推定される軸方向ひび割れや，床版間詰の剥落等が確

写真-1 FBG 光ファイバーひずみセンサ（長野計器(株)） 

図-5 FBG 光ファイバーの温度特性試験 5) 

写真-2 無拘束センサの配置例 
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認され，ひび割れ注入と，劣化が激しかった桁端部の断

面修復を実施している。築 35 年の段階で，橋面防水工お

よび伸縮継手の交換等の修繕を行ったが，現時点におい

て，注入したひび割れの再開口や，桁端部の断面修復部

のひび割れ等，新たなひび割れの発生が確認されており，

ASR の進行継続が疑われる橋梁である。 

4.2 FBG 光ファイバーの配置 

 図-6 に橋梁一般図を，図-7 に FBG 光ファイバーの配

置概要を，写真-3,4 に桁端部及び支間中央付近の配置状

況を示す。モニタリングを実施した桁は，遠望目視では，

点検が困難かつ走行車両の影響が も大きい，外桁から

2 番目の桁である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表-1に，測定目的及びそれに応じた測定項目，センサ

長，サンプリングの一覧を示す。ひび割れが多い箇所で

は，複数本のひび割れを跨ぐように 500mm～1000mm の

ロングゲージを使用し，平均ひずみを計測する。ひび割

れ幅や床版間詰め部等，微細な挙動を把握したい箇所に

は 100mm のショートゲージを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 設置および測定作業 

 設置作業は 2016 年 8 月下旬に行い，準備・片付等を含

め 3 日間で終了した。この 8 月の測定データを初期値（ゼ

ロ）とし，10 月に 2 回目，12 月に 3 回目の測定を実施し

た。1 回の測定は 3～5 日間継続し，全データを 100Hz で

サンプリングしている。以降のグラフは，図-13 以外は，

1 時間毎のデータに間引きして作成したものである。 

4.4 測定結果 

(1) 温度 

 図-8 に，無拘束センサの温度特性値から算出した温度

と，現場に常置した電池式温度計との比較を示す。断続

的な測定においても，測定波長のドリフトは生じておら

ず，絶対値として測定できていることを示している。図

-9 に，2 回目(10/3～10/7)の温度測定データの拡大を示す。

電池式温度計と無拘束センサの設置位置の相違が 

原因と推定される誤差が生じているが，おおむね値は一

致している。しかし，各ひずみセンサ設置位置との温度

差は想定以上に大きいものであったと推定され，今後は，

無拘束センサの個数を増加する等，十分に検討する必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 橋梁一般図（単純 T桁，5主桁） 

図-7 FBG 光センサ配置図 

写真-3 桁端部におけるセンサ配置状況 

写真-4 支間中央部におけるセンサ配置状況 

表-1 測定目的と使用するセンサ長及びサンプリング一覧 

測定項目
FBG光ファイバー

センサー長
箇所数

サンプ

リング

端支点横桁 1箇所

桁端　　（ひび割れ顕著） 1箇所

支間中央（ひび割れ少） 1箇所

ウェブ（上フランジ近傍） 1箇所

下フランジ 1箇所

ひび割れ幅 PC鋼線に沿ったひび割れ 0.2mm以上のひび割れを選定 2箇所

床版間詰め部 支間中央付近 1箇所

速度検知 床版中央（車輪直下） 支間中央から±9.4m 2箇所

重量検知 橋軸方向ひずみ 1000mm 支間中央部 下フランジ　→桁曲率と兼用 （1箇所）

温度補正用 無拘束 － 1箇所

1時間毎

走行車両重量分析

（Weight-in-motion）

ASR進行度合いの把握

桁曲率変化の把握

ASR もしくは PC鋼材腐食膨張の可能性を検証

輪荷重の影響

支間中央部

ウェブ・横桁

100Hz

測定箇所

100mm床版ひずみ

（橋軸直角方向）

測定目的

鉛直方向ひずみ 500mm

橋軸方向ひずみ 1000mm
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(2) ひび割れ幅 

 センサ長 100mm とした FBG センサの測定可能範囲は

±0.25mm であるが，分解能は，100mm/106=0.0001mm で

あり，一般的に使用されている電気式 πゲージの約 

100 倍の分解能を有する。ウェブ側面に生じている PC 鋼

線に沿ったひび割れ幅をモニタリングしているが，8 月

から 12 月までの 4 ヶ月間，ほぼ変化は見られない結果

となった。図-10 に，2 回目(10 月)の測定時における，5

日間の日変化を示す。参考として，同時に測定した電気

式 πゲージの値を併せて示す。ASR が進行中の場合，長

期間におけるひび割れ進展だけではなく，日気温変化に

よる，ひび割れ幅の変動が大きくなる 6)ことが知られて

いるが，本橋では，その傾向は小さいものの，極めて微

細な変動も検知できていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 桁の膨張ひずみ 

 図-11に，ASRによる膨張ひずみの把握を目的とした，

端支点横桁及びウェブ鉛直方向のひずみを示す。FBG 光

のセンサ長は 500mm とし，数本のひび割れを跨いで設

置している。2 回目となる 10/4 から，参考として設置し

たセンサ長 120mm の電気式ひずみゲージは，ひび割れ

の無い箇所に貼付けている。8 月の初期値(ゼロ)から見る

と，膨張の傾向はなく，気温の低下に伴い，収縮の方向

に移行していることがわかった。日変化に着目すると，

10/6 深夜に台風 18 号の通過に伴い，気温が大きく上昇

した(図-9 参照)が，それに伴い，FBG センサは膨張の傾

向を示している。一方，ひび割れ間に設置した電気式ひ

ずみゲージでは，逆に収縮方向に移行している。このこ

とから，劣化構造物の膨張・収縮を正しく把握するため

には，ひび割れを数本跨ぐ，長いセンサ長が有効である

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 軸方向ひずみ（曲率）の変化 

 図-12，13 に，1 回目(8 月)及び 3 回目(12 月)の支間中

央における橋軸方向ひずみの測定結果を示す。8 月から

12 月にかけ，気温の低下により，橋軸方向に 150～200μ

の収縮が生じているが，下フランジ，上フランジの差で

ある曲率は，ほとんど変化していないことがわかる。単

純桁である本橋では，気温変化によっても，曲率≒桁た

わみの変動はなく，このことはレベル測量でも確認して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 温度測定データ（2回目） 

図-8 測定全期間の温度データ 

図-10 ひび割れ幅定データ(2 回目) 

図-11 鉛直方向ひずみ測定データ(2 回目:10 月)

図-12 橋軸方向ひずみ測定データ（1回目：8月） 

図-13 橋軸方向ひずみ測定データ（3回目：12 月） 
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いる。1 回目の測定では，曲率の微妙な日気温変化も確

認されており，今後，長期的な自重たわみ(曲率)の経時変

化も，この手法により把握することができると考える。 

(5) 走行車両によりひずみ及び Weight In Motion 

 100Hz サンプリングにより，走行車両によるひずみを

把握可能である。図-14 に，重量を事前に測定した車両

(前輪 6.7t，後輪 13.4t，計 20.1t)を時速を変化させて走行

させたキャリブレーション試験の際の下フランジ橋軸方

向ひずみ(図-12,13 と同じもの)と図-15 に示す車両速度検

知用の床版下面橋軸直角方向ひずみを示す。まず，車両

通過前後に着目すると，本システムはバラツキ（ノイズ）

が極めて小さく，2～3μ 程度の応答値であっても識別可

能であることがわかる。車両通過時のデータ分析により

測定期間中の全走行車両の台数，速度，重量を把握する

ことができる Weight-In-Motion7)を用いることで，橋梁の

疲労劣化に大きく起因する作用荷重特性を推定すること

が可能である。また，荷重既知車を定期的に走行させ，

そのひずみを比較することで，比較的簡便に実橋載荷試

験を行うことができ，マクロな橋梁健全性診断が可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. まとめ 

 本研究より得られた知見を以下に示す。 

(1) FGB 光ファイバーによるひずみセンシングは，高耐

久性，電磁場の影響が小さい，作業性等の理由によ

り，現場フィールドにおける長期測定，すなわち維

持管理に適していると考えられる。 

(2) 光ファイバーをコンクリートに固定する際，有機系

接着剤を使用した場合，材料劣化によりセンサとし

ての機能喪失が懸念されるが，ステンレスアンカー

＋低融点ガラス融着を用いることで長期保証の可

能性が高いと考えられる。 

(3) FBG 光ファイバーの温度補正は，無拘束センサとの

差分とすることで，実用上，簡便に実施できる。 

(4) 実橋検証の結果，断続的な計測における絶対値評価

の可能性，ひび割れ密度の高い構造物に対するロン

グセンサ長の有効性，ノイズが極めて小さいことに

より，走行車両によるひずみ測定の容易さ等が確認

された。 

 

6. あとがき 

 今後，さらに膨大化する老朽化ストックのメンテナン

スに持続的に取り組むには，マニュアル的な仕様規定か

ら性能規定型による新しい維持管理手法への転換が必要

と考える。さらに，橋梁マネジメントにおける業務の効

率化を図るためには，モニタリングにより得られた橋梁

個々の点検データの経時分析はもとより，橋梁の構造や

環境の類似性，地域特性等の相互の関連性の分析まで行

うことが理想であり，これは非常に膨大な作業になるこ

とが推察される。モニタリング技術等の新しい点検手法

の導入と併せ，点検・診断評価，維持修繕等の措置の実

施といった一連のマネジメント業務を，民間企業等へ一

括代行するといった，地方自治体における資源の不足を

補う新たな制度の導入なども，今後の大きな課題である

と考える。本報告が，これら新しい手法，制度の可能性

について，議論の一助となれば幸いである。 

 後に，本研究遂行にあたり，長野計器(株)，伸興電線

(株)，スペクトリス(株)，(株)共和電業，ＮＴＴインフラ

ネット(株)，(株)TTES，(株)シミウス，日本シーカ(株)に

ご協力をいただいたことを，ここに感謝いたします。 
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図-14 100Hz サンプリングによるひずみデータ 

図-15 Weight-In-Motion に使用するセンサ 
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