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1．　はじめに 2．実験概要

　我が国では，戦後の高度経済成長期に，社：会資本の整

備を目的として，多くの橋梁構造物が建設されてきた，

これらの構造物は，既に供用後30～40年が経過している

ことから，徐々に進行する経年劣化や地震や暴風等によ

る天災，また近年の走行車両の増加や大型化による設計

時に考慮された以上の走行荷重等によって，何らかの損

傷が生じているものが数多く存在しており，近い将来，

供用期間を超える構造物が増加することが予想されてい

る．しかし，この時期に建設された橋梁構造物は，現在

の社会基盤施設の根底部分を担うものが多く，架け替え

あるいは大規模な補修工事による交通遮断や交通制限は

社会的にも経済的にも大きな影響を与えることになる．

したがって，既存の橋梁構造物において，維持管理によ

り構造物の状態を正しく把握し，何らかの損傷が発見さ

れた場合は速やかに適切な補修補強を行うことにより，

長寿命化を目指すことが望まれる．以上のような背景か

ら，今後これらの構造物を合理的に維持管理していくた

めに，構造物の健全度診断あるいは何らかの損傷を推定

することが重大な課題であると考えられる．

　近年，健全度診断および損傷検出に関する研究が数多

く報告されている．構造物が損傷した際には剛性が低下

し，固有振動数や固有モードが変化する．こうした構造

パラメータの変化に着目し，構造物の動特性を計測する

ことにより損傷検出を行う方法が提案されている．これ

らの方法は，骨組構造の柱部材の断面を変化させること

により損傷をモデル化した実験モデルを用いて損傷検出

の可能性を検討されている．

　本研究は，構造物の健全状態の推定を行うための基礎

的研究である．まず，骨組構造剛結部の拘束状態を変化

させることにより健全状態と損傷状態をモデル化し，振

動台による加振実験により健全状態と損傷状態の動特性

を検討した．また，損傷度の変化による固有振動数と減

衰定数の変化の傾向を解析した，

　固有振動数や減衰定数の動特性の推定法には，観測波

形を周波数領域に変換するスペクトル解析によるハーフ

パワー法がある，この方法は，そのスペクトル曲線の傾

向から動特性を推定するものであり，高次の固有振動数

の推定は困難である．そこで，本研究は，観測波形を周

波数領域に変換せず，直接時間領域で解析を行い，動特

性を求める方法として，拡張カルマンフィルタを用いて

動特性の推定を試みた．

　実験供試体を図一1に示す，加工方向面を正面とし，加

振直角方向面を側面とする．厚さ4mm，幅40mmのアル

ミニウム板により作製し，各層にスチール板を設置した．

剛結部はコーナーアングルを用いて正面，側面の水平部

材と垂直部材を剛結するものとし，M4のボルト9本で

固定したものを健全状態として，損傷状態は固定してい

るボルトの本数を5本，3本，1本に減らすことによりモ

デル化した．

　9本のボルトの固定状態を図・2に示す．供試体正面側

のボルトの固定状態を一定にして側面側のボルトの固定

状態を変化させるCase1，2と，逆に側面側のボルトの固

定状態を一定にして正面側のボルトの固定状態を変化さ

せるCase3，4とした．
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　それぞれのCaseに対して，振動台による不規則加振

実験を行い，振動台の加速度と各層側面中央部の加振方

向の加速度を測定した．計測するときのサンプリング周

期は0．Olsec（100Hz）とし，計測時聞は40secとした．

3．実験結果

　各層で得られた加速度データからスペクトル解析によ

るハーフパワー法で固有振動数と減衰定数を求めた．結

果を表4に示す．この結果は，各層の加速度データから

各次振動の固有振動数，減衰定数を求：め，それを平均化

したものを示している．

　Casel，2では側面側の固定ボルト本数の減少による固

有振動数の変化は小さい。Case3，4では正面側の固定ボ

ルト本数の減少とともに固有振動数が小さくなっている．

これより，固有振動数の変化は，今回の実験供試体では

加振方向面側のボルトの固定状態より加振直角方向下側

の固定状態が大きく影響していることがわかる．

　減衰定数については，値にばらつきがあり，明確な傾

向が得られないが，1次振動の減衰定数について，Case2，

3，4で固定ボルト本数が9本のときと比べて1本になる

と値が大きくなる結果となった．2次振動の減衰定数で

も，同様の結果となり，また，Case4では固定ボルト本

数が3本のときと比べて1本になると若干値が小さくな

っているが，Case2，4から損傷度が大きくなるに連れて

ほぼ減衰定数が大きくなる結果となった．

　　正面　側面　正面　側面　　正面　側面　正面　側面

・本囲囲圏囲囲囲囲圏
・本囲顧圏魎騒薗図圏
・本囲厩圏睡記帳副圏
1本囲魎画幽面二三圏
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏・解放

図一2　ボルトの固定状態

4．拡張カルマンフィルタを用いた動特性の推定

　拡張カルマンフィルタは，以下に示す非線形連続型状

態方程式と非線形離散型観測方程式を基本式としている．

　　　　　　　認，μ＝∫（κ，，り＋qW『

　　　　　　　ン，た＝姻、，の＋・，左

　　　　渇，X1ゼ連続型，離散型状態ベクトル

　　　　　　ァ，パ観測ベクトル

　　　　　　w，：システム雑音ベクトル

　　　　　　㌦：観測雑音ベクトル

　　　　　　Gf：変換行列

表一1実験結果

1次固有振動数（Hz）　固定

{ルト本数 CaseI Case2 Case3 Case4

9本 2．1363 1．9332 2．1363 2．13正5

5本 2．1466 L9316 2．0997 2．0868

3本 2．1326 1．9339 2．0992 2．0562

1本 2．1315 1．8609 1．9332 1．8609

2次固有振動数（翫）　固定

{ルト本数 Case1 Case2 Case3 Case4

9本 5．6954 5．1292 5．6954 5．6987

5本 5．7000 5．1277 5．5682 5．5626

3本 5．7002 5．1334 5．4977 5．4874

1本 5．6987 5．1252 5．1292 5．1252

歌振動の減衰定数　固定

{ルト本数 Case1 Case2 Case3 Case4

9本 0．0121 0．0125 0．OI21 α0110

5本 0．0152 0．0120 0．0112 0．O164

3本 0．0108 0．0127 0．0108 0．0149

体 0．0110 0．0162 0．0125 0．0162

2次振動の減衰定数　固定

{ルト本数 Casel Case2 Case3 Case4

9本 0．0047 0．0052 0．0047 0．0042

5本 0．0042 0．0054 0．0047 0．0051

3本 0．0043 0．0056 0．0045 0．0059

1本 0．0042 0．0058 0．0052 0．0058

そして，初期の状態推定値■oおよび任意の初期の真の

値と誤差共分散値瑞を与えて，漸化的に状態ベクトルの
最適推定値2色kた）を求めるアルゴリズムである．

　本解析では，拡張カルマンフィルタのアルゴリズムを

基本としたEK－WGI法を用いて動特性の推定を行った．

EK－WGI法はこの拡張カルマンフィルタアルゴリズムを
用いて得られる継続時間’、時のをρ。1∫，〉，pe。iのの値を

初期値として与え，再び拡張カルマンフィルタアルゴリ

ズムを繰り返す方法である．そして，このグローバルな

繰り返しにおいて，評価値を用いて最適推定値の判断を

するものである．なお，各グローバルな繰り返し時の初
期値として用いるpe、1’、）の値は，重み研を付加している．

本解析で用いた評価値γ1を以下に示す．

伽一撫一r下〕

乃一 k飼／〔飼

　　　　　ハゼ観測量

脚圃・推定購

　　　　　　3：観測データ総数
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　次に，多自由度系として状態方程式に組み込んだノ次

の運動方程式を以下に示す．

　　ξグ・2βノのノξク・ωノ2ξゲーρク髭・

　　ρダ＝吻δノ

　　z’＝Σξσ

　　　　ノ＝1

ωノ・ノ次の固有円振動数

βノ：ノ次のモード減衰

あ：入力加速度

δノ・ノ次の刺激係数

吻：ノ次の贋点での固有ベクトルの要素

pグノ次の∫質点での刺激係数

z，：贋点での応答変位

この状態方程式を用いて，まず，1自由度系の状態方程

式等において，任意の初期条件から動特性を推定する．

次に2自由度系に状態方程式等の拡張を行った後，1次

の推定された動特性を固定し，2次のみの推定を行う．

そして，この2次の推定結果と1次の推定結果を初期条

件として，再び2自由度系の1次，2次の推定を行う．

このような手順により，順次状態方程式等を重ね合わせ，

初期条件を推定しながら各次数の動特性を推定した．

5．推定結果

　拡張カルマンフィルタに必要な任意の初期条件は単一2

に示す値：を用いた．また，各グローバルな繰り返し時の

重み彫は1α0とし，観測方程式に付加するノイズの分
散値R（のは0．01とした．観測データは，入カデータは

振動台の加速度データ，出カデータは各層の加速度デー

タとし，計測開始時から5secまでのサンプリング周期

0．Olsecの500個のデータを用いて解析を行った，

　本解析では，解析可能な自由度数まで順次状態方程式

等を重ね合わせて解析を行った，解析可能な自由度数ま

で拡張させて解析を行う解析モデルを多自由度系モデル

とする，この多自由度系モデルの推定結果と比較するた

め，解析モデルを図一2に示す2自由度系モデルであると

した場合の推定結果，つまり多自由度系モデルの解析に

おいて，2自由度系まで拡張を行った時点で得られた値

をまとめた，2自由度系モデルの推定結果，多自由度系

モデルの1次および2次振動の推定結果およびハーフパ

ワー法による結果の比較を図一3に示す．なお，この結果

は，Caselの固定ボルト本数9本の状態から5本，3本，

1本，Case2の9本，5本という順に示しており，κ軸の

2桁の数値は，釜桁目の数値は供試体正面側の固定ボルト

本数を，2桁目の数値は供試体側面側の固定ボルト本数

を示している．

　1次固有振動数については，2自由度系モデルと多自由

度系モデルの結果は非常に近い値となり，ハーフパワー

法による結果と比較して小さい値となった，2次固有振

動数については，多自由度系モデルの結果とハーフパワ

ー法による結果が比較的近い値となり，2自由度系モデ

ルの結果は大きい値となった．1次および2次固有振動

数ともに，ハーフパワー法と同様に側面側の固定ボルト

本数の減少による固有振動数の変化は小さく（Case　1，2），

正面側の固定ボルト本数の減少とともに固有振動数が小

さくなる傾向が得られた（Case3，4）．

　1次振動の減衰定数については，2自由度系モデルと多

自由度系モデルの結果に大きな違いはなく，他の状態に

比べて側面側の固定ボルト本数が1本になると値が大き

くなる結果となった（Case2，4）．しかし，ハーフパワー

法による結果とは大きく異なる値となった．2次振動の

減衰定数については，2自由度系モデルと多自由度系モ

デルの結果にほぼ同様の傾向が見られるが，損傷度の変

化による傾向は得られず，値はハーフパワー法による結

果も含めて，それぞれが大きく異なる結果となった，

　次に，2自由度系モデルと多自由度系モデルの推定結

果の評価値を図一4に示す．2自由度系モデルより多自由

度系モデルの値が小さくなる結果となり，多自由度系モ

デルの方が最適に推定されている結果となった，また，2

自由度系モデルの2次振動の減衰定数の推定結果と同様

の傾向が見られる．．これより，2自由度系のモデルの評

価値が大きい値となった原因に2次振動の減衰定数の推

定結果が大きく関わっているのではないかと考えられる．

　本解析で解析可能な自由度数は，データにより違いが

あり，平均して4自由度程度であった．3自由度以上の

推定結果については値に大きなばらつきがあった，これ

は，1次，2次振動が卓越するために，精度良く推定する

ことが困難であったとも考えられるが，2自由度系モデ

ルに比べて多自由度系モデルの評価値が小さいことから，

推定が必ずしも3次，4次と順に推定されるとは限らな

いため，データによって推定される次数に違いがあった

のではないかと考えられる，

表一2　初期条件

勘＝島，秘＝鄭X3戸βノ，X4ノ＝ωノ，X5ノ＝匂

x1ノ メ2ノ エ3ノ ズ4ノ ズ5ノ

λ「 0．0 0．0 0．1 20．0 0．0

P
O

LO LO 100．0 100．0 100．0

R＝0．Ol，研＝10．0

n
　
　
　
　
　
o

o

麟

鰐

図一22自由度系モデル
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一∈〉一：2自由度系モデルの推定結果

一騒一：多自由度系モデルの推定結果

一〇一：ハーフパワー法による結果

　本研究では，2層ラーメン構造剛結部のボルトの解放

により損傷をモデル化し，健全状態と損傷状態の動特性

の変化を検討し，拡張カルマンフィルタを用いた動特性

の推定を試みた，本研究で得られた結果を以下に示す．

（D拡張カルマンフィルタを用いて推定された固有振動

　　数は，2自由度系モデルにおいても，多自由度系モ

　　デルにおいても，ハーフパワー法による結果と同様

　　の傾向が得られた．

（2）拡張カルマンフィルタを用いることにより，高次の

　　動特性の推定が可能であり，損傷度の変化による高

　　次の動特性の変化の傾向を解析できる可能性がある

　　と考えられる，
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図一3　推定結果の比較
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