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神戸大学工学部斜面モニタリングサイト

• POFセンサーと画像処理アプリ「X1」の試験適用を視野に入れ
たモニタリングサイトを設置しています．

• 装置開発とPOFセンサーのミニ展示は先端膜工学研究拠点3
階の303-1にある芥川研究室（兼OSV研究会事務局）にて行っ
ています．

• 多種・多様なPOFセンサーの設置とデータ収集は工学部南側
の斜面にて行っています．最終的には約100chのモニタリング
システムを構築する予定です．
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POFセンサーや画像処理アプリ「X1」の開発経緯

• POFセンサー群は「自然および人工構造物変状検知装置」（特許
第5607185号，2014.9.5登録）をベースに製作され，その後に開発
したもの，使用可能になったものなども併用しています．

• 画像処理アプリ 「X1」は「状態変状検知装置、状態変状検知方法
および状態変状検知プログラム」（2020.3.31 特願2020-065363, 
2021.3.29 優先権出願特願2020-065363）に基づいて製作され，
開発費の一部は科学研究費基盤(B)（一般）「土砂災害の予知モ
ニタリングを従来の1/10以下のコストで実現できる方法の開発」
（2020～2022年度）の支援を得ています．アプリソフト開発は（株）
演算工房が担当しています．
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POFセンサーのデータを画像

処理機能によって分析する
アプリソフト「X1」
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室内展示場
先端膜工学研究拠点 3階

303-1
（OSV研究会事務局，芥川研究室）



室内展示場

• 先端膜工学研究拠点3階303-1にてPOFセンサー群の一部を

展示しています．ここは芥川研究室の学生研究室で，一般社
団法人On-Site Visualization研究会の事務局も兼ねています．

• 要望があれば，開発中のPOFセンサーやアプリソフト「X1」の
デモを実施することも可能です．
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変位計など
Gapセンサーなど

傾斜センサーなど

腐食検知セン
サーなど



9



10

相対変位の発生によってカ

ラーフィルターなどを動かし，
それによってPOFに入る光

の色や明るさが変わるセン
サーです．
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テールアルメなど，補強土壁の

シミュレーション装置です．パネ
ル間の相対変位がPOFのずれ

検知センサーによって監視され
る様式です．
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パネルの裏にPOFセンサーを

配置し，隣り合うパネル同士の
相対的なずれが検知できるよう
になっています．
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この2本のPOFの相対位置が変

化すると両者間で伝達される光
の量が変化する仕組みです．



15

このモルタル内には長さ2cmほどの

鉄筋片があり，人工的に腐食させて
います．従ってPOFセンサーによって
錆びた色が見えることになります．

こちらのモルタル内にも長さ2cmほど

の鉄筋片がありますが，人工的に腐
食させていません．従ってPOFセン

サーによって健全な鉄筋表面の色を
確認することができます．．



透明な接着剤

163mm

モルタルの中で鉄筋片を見ているのはPOFによる
Twin fiber方式のセンサーです．内径3mmのプラス
チックパイプ内に直径1mmのPOFを7本入れた状態
で，先端の3mmは透明な接着剤で充填されていま
す（右図）．従って，POFセンサーは先端から3mm離
れた場所にある鉄筋の表面を見ている状態です．

光を送り込むPOFと

表面の色を読み取る
POFの使い分けは，目

的に応じて自由に設定
することが可能です．

鉄筋の表面のような曲面にこのパイプ式のPOF

センサーを適用すると，部分的にはセンサーと計
測対象表面の間に異物が存在する場合がありま
すが，その厚さが十分に薄ければ，ターゲット表
面の色をある程度読み取ることができます．

（※横断面図）

（※縦断面図）
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腐食した鉄筋の色 腐食していない鉄筋の色
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下げ振り式の傾斜センサー
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天井から吊るされたアクリル円
柱形の錘下面に同心円状のカ
ラーフィルターを張り付けていま
す．傾斜が発生すると，装置下面
の中心位置にあるPOFが読み取

る光の色が変化し，傾斜の発生
とその大きさを確認することがで
きます．
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下げ振り式（ただし，カ
ラーフィルターの位置は上
側）の特殊な構造を有する
傾斜センサー

単管の下部に錘
を吊るします．そ
の錘には鉛直性
を保てる軽い棒が
取り付けられてお
り，錘とこの棒は
常に連動し，鉛直
性を保つと仮定し
ます．

棒の上端にカ
ラーフィルターを
取り付け，上側か
らPOFセンサーで

その色を読み取る
仕組みになってい
ます．
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地すべり変位計と同じ形
式で，インバー線の一端に
錘を吊るし，それを手前の
単管内に収めている状態．

この単管上部で変位発生
時に回転するカラーフィル
ターを設置し，POFのGap式

センサーで変位の大きさに
応じた光の色を読み取る方
式．

このパイプ
の下には地
盤内の各高
さにおいて
水を検知で
き る セ ン
サーを複数
個設置して
います．
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カラーフィルターを装着した
アクリル回転板

左右2本のPOFでギャップを形成

し，その間にある回転式カラー
ファイルたーの色を読み取ります．
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変位の大きさや管理基準値との関係
で必要に応じてカラーのピッチは変える
ことができます．
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シンプルなGap式センサー

で排水溝内の落ち葉や土
砂堆積の状況をモニタリン
グできます．
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排水溝のブロック間のずれ
を監視することもできます．
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この黒いプラスチッ
クの棒のようなものの
中に上向きのPOFセン
サーを埋設しています．



曲率半径3～5mm程度でPOFを曲げても，光データの

伝達には基本的には問題はありません．排水溝の水
の流れをできるだけ阻害しない目的で，厚さの薄いプ
ラスチック棒（内部に空間があるもの）にPOFを入れ，

先端を曲げて上側の自然光を取り入れるようにすると，
落ち葉や土砂が堆積している状況を確認できるセン
サーになります．



この現場では約10cmごとに
POFセンサーを設置していま
す．
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斜面に設置した多種・多様
なセンサーが持ち帰った光
データはPOF集約ボードに集
められます．



X1を搭載したアン

ドロイドスマートフォ
ンでデータを分析す
る場合には，外部
光が入らないボック
スを用意します．



X1を搭載したアン

ドロイドスマートフォ
ンでデータを分析し
ている様子です．

自然光取入れ方
式のセンサーに対
しては人工的に光
を供給することは不
要です．その他のセ
ンサーにはここから
LEDの白色光を送り
ます．
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10*10のグリッドで
最大 100本までの
POFを読み取れる状
況でX1が稼働して
いる様子です．





38

最大100本までの
POFを読み取れる

仕組みを構築する
際，POFセンサーの

取り付け，交換など
の作業効率を図る
目的でPOFの集約

ボードの改良が望
ましいことがありま
す．



39

この形式ではPOFの

取り付け，交換をする
際に POFのピ ッチが
20mm程度になるように
し，実際にX1を搭載し

たスマートフォン，もしく
はウェブカメラがPOFを

捉えている場所では
POFのピッチが5mmに

なるように製作していま
す．
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ガイドパイプ

POFのセンサーを現場に設置する際には，場合によって2本の
POFを連結する必要が生じることがあります．この際は，それらの
POFの外径に等しい内径を有するガイドパイプを用意し，その内部
で2本のPOFを瞬間接着剤で固定する方式が推奨されます．
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5mmピッチで配列されたPOFを

ウェブカメラで監視している状態で
す．画面一杯にPOFの映像を捉える

ことが望ましく，その際，フォーカス
が完全にあっている状態にする必
要はありません．あくまでも，明るさ，
色が正確に読み取れる状態になる
だけで大丈夫です．
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合計45個のPOFセンサーを設置し，ウェブカメラでその状態

を監視している様子です．カメラの画像はどこからでも確認で
きます．ウェブカメラの多くは，周りが暗くなると暗視モードに
自動的に切り替わる設定になっているため，それをさせない
工夫も必要になります．
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ウェブカメラが
POF集約ボード

を撮影し，それ
を他の場所（世
界中，どこでも
OK）で確認して

いる様子です．
この画像をX1で

分析することが
できます．


