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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
車体と、該車体の進行方向に沿った前後位置関係で離間配置された少なくとも２組の車
輪対を備えた車両と、
前記２組の車輪対に係わる各車輪の車軸の振動を検知する車軸振動センサと、
最前部の前記車輪対の車軸の前方に相当する前記車体の車体前部、前後の各車輪対の車
軸間に相当する前記車体の車体中間部、及び最後部の前記車輪対の車軸の後方に相当する
前記車体の車体後部のうちの何れか二箇所において前記進行方向に沿った直線状に配置さ
れて路面の変位を検知する少なくとも２つの変位検知センサと、
前記路面上を前記車両が通過する際に、前記車軸振動センサ、及び前記変位検知センサ
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により夫々検知された振動データ、及び変位データを記憶する記憶手段と、
前記記憶手段から取得した前記振動データ、及び前記変位データに基づいて前記路面の
非平坦部に係る平坦性及び段差量を算出する制御手段と、を備え、
前記変位検知センサは、前記車体前部、又は前記車体中間部に配置されて第１変位デー
タを検知する第１変位検知センサと、前記車体中間部、又は前記車体後部に配置されて第
２変位データを検知する第２変位検知センサと、を備え、
前記制御手段は、前記記憶手段から前記第１変位データ及び前記第２変位データを取得
し、前記第１変位データと前記第２変位データとに挟まれた検知範囲に存在する車軸振動
センサに係るデータを前記非平坦部に係る振動データとして特定し、特定された特定デー
タに基づいて前記非平坦部に係る平坦性及び段差量を算出することを特徴とする構造体変
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状検知システム。
【請求項２】
前記制御手段は、前記記憶手段から前記第１変位データ及び前記第２変位データを取得
し、前記第１変位データを時間軸に対して所定量ずらしながら前記第２変位データとの差
の二乗平方根和を算出し、該差の二乗平方根和が最小になった場合に係るずらし時間に基
づいて前記車両の速度を推定することを特徴とする請求項１に記載の構造体変状検知シス
テム。
【請求項３】
前記制御手段は、前記記憶手段からの複数の前記変位検知センサに係る変位データ及び
前記車軸振動センサに係る振動データに基づいて、等間隔の３点の測定値Ｘ１、Ｘ２、Ｘ
３を抽出することにより当該３点の測定値に係わる区間の路面における平坦性を算出する
ことを特徴とする請求項１に記載の構造体変状検知システム。
【請求項４】
前記制御手段は、前記複数の変位検知センサ及び前記車軸振動センサに係るデータから
所定の移動距離内での鉛直方向の最大距離Ｄを算出することにより当該区間の路面におけ
る段差量を求めることを特徴とする請求項１又は２に記載の構造体変状検知システム。
【請求項５】
前記制御手段は、前記記憶手段から前記第１変位データ及び前記第２変位データを取得
し、前記第１変位データから前記非平坦部の変位が発生した第１時刻を特定し、前記第２
変位データから前記非平坦部の変位が発生した第２時刻を特定し、前記第１時刻と前記第
２時刻との間に存在する前記振動データを前記非平坦部の振動を表すデータであると判断
することを特徴とする請求項２に記載の構造体変状検知システム。
【請求項６】
前記制御手段は、前記特定された前記非平坦部に係る前記振動データを取得する取得手
段と、
前記振動データを高速フーリエ変換する高速フーリエ変換手段と、
前記高速フーリエ変換手段により生成されたレベルデータのうち、所定の周波数帯域の
第１レベルデータを抽出する抽出手段と、を備え、
前記非平坦部に係る健全時の前記所定の周波数帯域の第２レベルデータと前記第１レベ
ルデータとを比較して変化率を計算し、該変化率の傾向が特定の傾向を示した場合に前記
非平坦部が損傷していることと判定することを特徴とする請求項１に記載の構造体変状検
知システム。
【請求項７】
位置情報を取得する位置情報計測手段を更に備え、
前記制御手段は、前記位置情報計測手段により取得された位置情報が、予め設定した前
記路面に係わる構造体の位置情報に接近した場合、前記記憶手段の記憶動作を開始するこ
とを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の構造体変状検知システム。
【請求項８】
前記車軸振動センサは速度の変化を計測する加速度センサであり、前記変位検知センサ
は物体がある位置から他の位置へ移動したときにその移動量を測定するレーザ変位計であ
ることを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の構造体変状検知システム。
【請求項９】
車体と、該車体の進行方向に沿った前後位置関係で離間配置された少なくとも２組の車
輪対を備えた車両と、
前記２組の車輪対に係わる各車輪の車軸の振動を検知する車軸振動センサと、
最前部の前記車輪対の車軸の前方に相当する前記車体の車体前部、前後の各車輪対の車
軸間に相当する前記車体の車体中間部、及び最後部の前記車輪対の車軸の後方に相当する
前記車体の車体後部のうちの何れか二箇所において前記進行方向に沿った直線状に配置さ
れて路面の変位を検知する少なくとも２つの変位検知センサと、
前記路面上を前記車両が通過する際に、前記車軸振動センサ、及び前記変位検知センサ
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により夫々検知された振動データ、及び変位データを記憶する記憶手段と、
前記記憶手段から取得した前記振動データ、及び前記変位データに基づいて前記路面の
非平坦部に係る平坦性及び段差量を算出する制御手段と、
前記変位検知センサは、前記車体前部、又は前記車体中間部に配置されて第１変位デー
タを検知する第１変位検知センサと、前記車体中間部、又は前記車体後部に配置されて第
２変位データを検知する第２変位検知センサと、を備えた構造体変状検知方法であって、
前記制御手段が、前記記憶手段から前記第１変位データ及び前記第２変位データを取得
する取得ステップと、前記第１変位データと前記第２変位データとに挟まれた検知範囲に
存在する車軸振動センサに係るデータを前記非平坦部に係る振動データとして特定する特
定ステップと、特定された特定データに基づいて前記非平坦部に係る平坦性及び段差量を
算出する算出ステップと、を実行することを特徴とする構造体変状検知方法。
【請求項１０】
請求項９に記載された構造体変状検知方法における各ステップをプロセッサに実行させ
ることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、構造体変状検知システム、構造体変状検知方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、路面等の平坦性を測定するために、車両に搭載された加速度計やＧＰＳレシーバ
によりデータを収集して、ＰＣにより路面の平坦性を演算する路面平坦性測定装置が知ら
れている。
このような路面平坦性測定装置においては、ＧＰＳレシーバにより試験車の走行速度を
測定していた。
【０００３】
このような従来の構造体変状検知システムの一例として、特許文献１が知られている。
特許文献１には、より精度の高い測定を可能にする路面平坦性測定装置を提供する目的
を有しており、ＩＲＩ（国際ラフネス指数）算出において、予め定められた測定区間長内
で試験車の走行速度が変化してもそれに対応することを容易にすると共に、時々刻々の速
度変化毎に速度補正ができるようにして、より精度の良い測定を可能にする技術が開示さ
れている。
詳しくは、試験車が、サスペンションの減衰定数が周波数に依存して変化するような非
線形特性を有するものであっても、より精度の高い測定を可能にする路面平坦性測定装置
を提供することができる。このため、構成が簡略化されると共に、ＩＲＩ算出において、
予め定められた測定区間長内で試験車の走行速度が変化してもそれに対応することが可能
となり、且つ時々刻々の速度変化毎に速度補正を行うことも可能となるので、より精度の
高い平坦性の測定を可能にすることができるという利点を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０−６６０４０公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、特許文献１にあっては、試験車の走行速度を測定するためにＧＰＳレシ
ーバが受信した位置情報を使用しているため、測定精度はＧＰＳレシーバが取得した位置
情報の精度に制約されてしまい、精度の高い測定ができないといった問題があった。
ところで、道路橋の橋桁間の遊間（隙間）をつなぎ、橋桁の温度変化による伸縮や地震
の揺れに追従させるための伸縮装置として、ジョイント部が設置されている。
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そこで、ジョイント部のような非平坦部の段差等の変状を高精度で、且つ高速走行に対
応した変状検知システムの開発が切望されていた。
本発明は、上記に鑑みてなされたもので、その目的としては、高速走行する試験車によ
り測定した場合でも、非平坦部の位置と段差量を高精度で、且つ効率的に測定できること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
請求項１記載の発明は、上記課題を解決するため、車体と、該車体の進行方向に沿った
前後位置関係で離間配置された少なくとも２組の車輪対を備えた車両と、前記２組の車輪
対に係わる各車輪の車軸の振動を検知する車軸振動センサと、最前部の前記車輪対の車軸
の前方に相当する前記車体の車体前部、前後の各車輪対の車軸間に相当する前記車体の車
体中間部、及び最後部の前記車輪対の車軸の後方に相当する前記車体の車体後部のうちの
何れか二箇所において前記進行方向に沿った直線状に配置されて路面の変位を検知する少
なくとも２つの変位検知センサと、前記路面上を前記車両が通過する際に、前記車軸振動
センサ、及び前記変位検知センサにより夫々検知された振動データ、及び変位データを記
憶する記憶手段と、前記記憶手段から取得した前記振動データ、及び前記変位データに基
づいて前記路面の非平坦部に係る平坦性及び段差量を算出する制御手段と、を備え、前記
変位検知センサは、前記車体前部、又は前記車体中間部に配置されて第１変位データを検
知する第１変位検知センサと、前記車体中間部、又は前記車体後部に配置されて第２変位
データを検知する第２変位検知センサと、を備え、前記制御手段は、前記記憶手段から前
記第１変位データ及び前記第２変位データを取得し、前記第１変位データと前記第２変位
データとに挟まれた検知範囲に存在する車軸振動センサに係るデータを前記非平坦部に係
る振動データとして特定し、特定された特定データに基づいて前記非平坦部に係る平坦性
及び段差量を算出することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、高速走行する試験車により測定した場合でも、非平坦部の位置と段差
量を高精度で、且つ効率的に測定できることにある。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る構造体変状検知システムのブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る構造体変状検知システムの機器構成を示す図である
。
【図３】本発明の第１実施形態に係る構造体変状検知システムの動作を説明するための概
略構成とその時の各センサの波形を示すグラフ図であり、（ａ）は車両と各センサの配置
を示す図であり、（ｂ）は車両がジョイント部２７を通過する直前の図であり、（ｃ）は
その時の各波形を示すグラフ図であり、（ｄ）は前方のレーザ変位センサがジョイント部
２７を検知したことを示す図であり、（ｅ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図で
あり、（ｆ）は後方のレーザ変位センサがジョイント部２７を検知したことを示す図であ
り、（ｇ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント部２
７の振動データ位置を特定する動作を説明するための図であり、（ａ）は車両と各センサ
の位置関係を示す図であり、（ｂ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図である。
【図５】（ａ）は走行時の計測によって得られた車両側の振動データの抽出方法と分析方
法を説明するための図であり、（ｂ）は健全時と損傷時におけるＦＦＴ処理後の比較デー
タを示すグラフ図であり、（ｃ）は健全時に対する損傷時のスペクトル変化率を示すグラ
フ図である。
【図６】ジョイント部２７の損傷判定を説明するためのフローチャートである。
【図７】本発明の構造体変状検知システムによるジョイント部２７の段差量及び平坦性の
評価を説明するためのサブルーチンのフローチャートである。
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【図８】（ａ）は図７の速度推定のサブルーチン動作を説明するためのフローチャートで
あり、（ｂ）は車両の前後に配置したレーザ変位計に係るデータの差の二乗平方根和を算
出する方法を説明するグラフ図であり、（ｃ）は差の二乗平方根和から速度を推定する方
法を説明するグラフ図である。
【図９】（ａ）は平坦性算定方法の概要を示すグラフ図であり、（ｂ）は平坦性の算出を
説明するためのフローチャートであり、（ｃ）段差量の算出を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１０】（ａ）は段差量算定方法の概要を示すグラフ図であり、（ｂ）はジョイント部
２７の段差量を説明するための図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント部
２７に係る振動データ位置を特定する動作を説明するための図であり、（ａ）は車両と各
センサの位置関係を示す図であり、（ｂ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図であ
る。
【図１２】本発明の第３実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント部
２７に係る振動データ位置を特定する動作を説明するための図であり、（ａ）は車両と各
センサの位置関係を示す図であり、（ｂ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図であ
る。
【図１３】本発明の第４実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント部
２７に係る振動データ位置を特定する動作を説明するための図であり、（ａ）は車両と各
センサの位置関係を示す図であり、（ｂ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図であ
る。
【図１４】本発明の第５実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント部
２７に係る振動データ位置を特定する動作を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
＜構造体変状検知システムの全体構成＞
本発明は、高速走行する試験車により測定した場合でも、非平坦部の位置と段差量を高
精度で、且つ効率的に測定するために、以下の構成を有する。
すなわち、本発明の構造体変状検知システムは、車体と、車体の進行方向に沿った前後
位置関係で離間配置された少なくとも２組の車輪対を備えた車両と、各車輪の車軸の振動
を検知する車軸振動センサと、最前部の車輪対の車軸の前方に相当する車体前部、前後の
各車輪対の車軸間に相当する車体中間部、及び最後部の車輪対の車軸の後方に相当する車
体後部のうちの何れか二箇所において移動方向に沿った直線状に配置されて路面の変位を
検知する少なくとも２つの変位検知センサと、路面上を車両が通過する際に、車軸振動セ
ンサ、及び変位検知センサにより夫々検知された振動データ、及び変位データを記憶する
記憶手段と、記憶手段から取得した振動データ、及び変位データに基づいて路面の非平坦
部に係る平坦性及び段差量を算出する制御手段と、を備え、制御手段は、非平坦部を検知
した変位データに基づいて当該車両の速度を推定することにより非平坦部に係る振動デー
タを特定し、特定データに基づいて非平坦部に係る平坦性及び段差量を算出することを特
徴とする。
以上の構成を備えることにより、高速走行する試験車により測定した場合でも、非平坦
部の位置と段差量を高精度で、且つ効率的に測定できる。
上記の本発明の特徴に関して、以下、図面を用いて詳細に説明する。
【００１０】
＜第１実施形態＞
＜構造体変状検知システム＞
図１は、本発明の第１実施形態に係る構造体変状検知システムのブロック図である。
構造体変状検知システム２０は、加速度センサ２ａ、２ｂ、レーザ変位計４ａ、４ｂ、
４Ａ、４Ｂ、ＧＰＳレシーバ６、外部メモリ８、データロガー１０ａ、１０ｂ、ＰＣ１２
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等を搭載している。
この構造体変状検知システム２０においては、車両２４の進行方向Ｚに対して左側に加
速度センサ２ａ、レーザ変位計４ａ、４ｂを備え、右側に加速度センサ２ｂ、レーザ変位
計４Ａ、４Ｂを備えている。また、データロガー１０ａは左側の加速度センサ２ａ、レー
ザ変位計４ａ、４ｂのアナログ信号をデジタル信号に変換する機能を有し、データロガー
１０ｂは右側の加速度センサ２ｂ、レーザ変位計４Ａ、４Ｂのアナログ信号をデジタル信
号に変換する機能を有する。
上述したデータロガー１０ａ、１０ｂは、加速度センサ２ａ、２ｂが出力したアナログ
信号を例えば１０ｋＨｚのサンプリングクロックによりサンプリングして時系列のデジタ
ル信号に変換してＰＣ１２に出力し、外部メモリに記憶させる。また、データロガー１０
ａ、１０ｂは、レーザ変位計４ａ、４ｂ、４Ａ、４Ｂが出力したアナログ信号を例えば３
０００Ｈｚのサンプリングクロックによりサンプリングして時系列のデジタル信号に変換
してＰＣ１２に出力し、外部メモリに記憶させる。
また、位置情報を取得するＧＰＳレシーバ６を更に備え、ＰＣ１２は、ＧＰＳ６レシー
バにより取得された位置情報が、予め設定した被測定ジョイント部２７の位置情報に接近
した場合、外部メモリ８の記憶動作を開始する。これにより、予め設定した被測定ジョイ
ント部２７に係る振動データを特定して記憶するので、外部メモリ８の記憶容量を節約す
ることができると共に、自動的に記憶動作を開始することができる。
上述したＧＰＳレシーバ６は、例えば５Ｈｚのサンプリングクロックによりサンプリン
グされた時系列の位置情報を出力する。
ま た 、 Ｐ Ｃ １ ２ は 、 内 部 に Ｒ Ｏ Ｍ （ Read Only Memory） 、 Ｒ Ａ Ｍ （ Random Access Memo
ry） 、 Ｃ Ｐ Ｕ （ Central Processing Unit） 、 Ｈ Ｄ Ｄ （ Hard Disk Drive） を 有 し 、 Ｈ Ｄ Ｄ
からオペレーティングシステムＯＳを読み出してＲＡＭ上に展開してＯＳを起動し、ＯＳ
管理下において、ＨＤＤからプログラム（後述する各種フローチャートで示されるプログ
ラム）を読み出し、各種処理を実行する。
なお、本実施形態では、道路橋の橋桁間の遊間（隙間）をつなぎ、橋桁の温度変化によ
る伸縮や地震の揺れに追従させるための伸縮装置であるジョイント部２７を非平坦部とし
て想定しているが、非平坦部は道路面から下方向に段差を有する凹所であればよく、この
場合でもレーザ変位計を用いてその変位量を測定することが可能になる。
【００１１】
＜構造体変状検知システムの機器構成＞
図２は、本発明の第１実施形態に係る構造体変状検知システムの機器構成を示す図であ
る。
本実施形態では、構造体変状検知システムは、車体１６と、この車体１６の進行方向Ｚ
に沿った前後位置関係で離間配置された２組の車輪対１８ａ、１８ｃ、及び１８ｂ、１８
ｄを備えた車両２４と、各車輪１８ａ、１８ｃ、及び１８ｂ、１８ｄの車軸２２ａ、２２
ｂの振動を検知する加速度センサ２ａ、２ｂ（車軸振動センサ）と、を備えている。
また、構造体変状検知システムは、最前部の車輪対１８ａ、１８ｃの車軸２２ａの前方
に相当する車体前部１７、前後の各車輪対１８ａ、１８ｃ、及び１８ｂ、１８ｄの車軸２
２ａ、２２ｂ間に相当する車体中間部１９、及び最後部の車輪対１８ｂ、１８ｄの車軸２
２ｂの後方に相当する車体後部２１のうち、車体中間部１９と車体後部２１の二箇所にお
いて移動方向に沿った直線状に配置されて路面の変位を検知する２つのレーザ変位計４ａ
、４Ａ及び４ｂ、４Ｂ（変位検知センサ）と、を備えている。
【００１２】
さらに、構造体変状検知システムは、路面上を車両２４が通過する際に、加速度センサ
２ａ、２ｂ、及びレーザ変位計４ａ、４Ａ及び４ｂ、４Ｂにより夫々検知された振動デー
タ、及び変位データを記憶する外部メモリ８（記憶手段）と、外部メモリ８から取得した
振動データ、及び変位データに基づいて路面のジョイント部２７（非平坦部）に係る平坦
性及び段差量を算出するＰＣ１２（制御手段）と、を備えている。
ＰＣ１２は、ジョイント部２７を検知するための変位データに基づいて、当該車両２４
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の速度を推定することによりジョイント部２７に係る振動データを特定し、この特定デー
タに基づいてジョイント部２７に係る平坦性及び段差量を算出する。
なお、ＰＣ１２は、車両１６が走行中には上述した振動データ及び変位データの収集に
特化した処理を行い、収集後の振動データ及び変位データに対して、速度推定や平坦性及
び段差量を算出する処理を行う。
【００１３】
＜動作説明＞
図３は、本発明の第１実施形態に係る構造体変状検知システムの動作を説明するための
概略構成とその時の各センサの波形を示すグラフ図であり、（ａ）は車両と各センサの配
置を示す図であり、（ｂ）は車両がジョイント部２７を通過する直前の図であり、（ｃ）
はその時の各波形を示すグラフ図であり、（ｄ）は前方のレーザ変位センサがジョイント
部２７を検知したことを示す図であり、（ｅ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図
であり、（ｆ）は後方のレーザ変位センサがジョイント部２７を検知したことを示す図で
あり、（ｇ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図である。
図３では説明を簡略化するために、図３（ａ）に示すようにレーザ変位計をＬ１、Ｌ２
、加速度センサをＡとして説明する。この図では路面を２５、路面２５のジョイント部を
２７とし、同じ構成要件には同じ符号を付して説明する。
【００１４】
図３（ａ）は、車両２４が矢印の進行方向に進行したときにＬ１、Ｌ２がジョイント部
２７を検知しない場合を表している。
図３（ｂ）は、車両２４がジョイント部２７を通過する直前の図であり、この時は各レ
ーザ変位計Ｌ１、Ｌ２はジョイント部２７を検知していないため、図３（ｃ）に示す通り
、各レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２からは路面２５の小さな変位のみを検知している波形信号が
出力される。また、加速度センサＡは路面の振動信号を出力する。これらの信号はデータ
ロガー１０ａ、１０ｂにより上述したサンプリングクロックでＡ／Ｄ変換され、ＰＣ１２
によりタイムスタンプが付与され外部メモリ８に順次記憶される。
【００１５】
図３（ｄ）は、前方のレーザ変位計Ｌ１がジョイント部２７を検知したことを示す図で
あり、図３（ｅ）に示す通り、レーザ変位計Ｌ１からはジョイント部２７の変位により信
号Ｘが検知される。また、レーザ変位計Ｌ２は路面２５の小さな変位のみを検知し、加速
度センサＡは路面の振動信号を出力する。
図３（ｆ）は、後方のレーザ変位計Ｌ２がジョイント部２７を検知したことを示す図で
あり、図３（ｇ）に示す通り、この時はレーザ変位計Ｌ２からはジョイント部２７の変位
により信号Ｙが検知される。また、レーザ変位計Ｌ１は路面２５の小さな変位のみを検知
し、加速度センサＡは路面の振動信号を出力する。
ここで、外部メモリ８に記憶された各データは、データ収集後に読み出されて分析され
る。一つの方法として第１実施形態では、レーザ変位計Ｌ１に係る変位データＸとＬ２の
変位データＹに挟まれた検知範囲２９に存在する加速度センサＡに係るデータを路面２５
の変位データと特定して段差量及び平坦性が分析される。
【００１６】
図４は、本発明の第１実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント部
２７の振動データ位置を特定する動作を説明するための図であり、（ａ）は車両と各セン
サの位置関係を示す図であり、（ｂ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図である。
本発明の第１実施形態に係る構造体変状検知システムは、図４（ａ）に示す通り、２つ
のレーザ変位計Ｌ１、Ｌ２は、車両２４の進行方向Ｚの前方に配置され第１変位信号を検
知する第１レーザ変位計Ｌ１と、レーザ変位計Ｌ１よりも進行方向Ｚの後方で、且つ車軸
２２ｂの後方に配置され第２変位信号を検知するレーザ変位計Ｌ２と、を備えている。
ＰＣ１２は、図４（ｂ）に示す通り、外部メモリ８から第１変位データ及び第２変位デ
ータを取得し、第１変位データからジョイント部２７の変位Ｘが発生した第１時刻ｔ１を
特定し、第２変位データからジョイント部２７の変位Ｙが発生した第２時刻ｔ２を特定し
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、第１時刻ｔ１と第２時刻ｔ２との間２９に存在する振動データＡＤをジョイント部２７
の振動を表すデータであると判断する。
【００１７】
＜ジョイント部が健全か否かを判定するシステム＞
図５（ａ）は走行時の計測によって得られた車両側の振動データの抽出方法と分析方法
を説明するための図であり、（ｂ）は健全時と損傷時におけるＦＦＴ処理後の比較データ
を示すグラフ図であり、（ｃ）は健全時に対する損傷時のスペクトル変化率を示すグラフ
図である。
図５（ａ）に示すＰＣ１２は、外部メモリ８から第１変位データ（Ｌ１）及び第２変位
データ（Ｌ２）を取得して車両２４の速度を推定して、ジョイント部２７に係る振動デー
タを取得する取得回路（取得手段）３６と、振動データ４２を高速フーリエ変換するＦＦ
Ｔ（高速フーリエ変換手段）３０と、ＦＦＴ３０により生成された周波数毎のレベルデー
タのうち、所定の周波数帯域の第１レベルデータを抽出する抽出回路（抽出手段）３２と
、全体を制御する制御部３４と、を備えている。
ＰＣ１２は、ジョイント部２７に係る健全時の所定の周波数帯域の第２レベルデータ３
７と第１レベルデータ３８とを比較して変化率を計算し、この変化率の傾向が特定の傾向
を示した場合に、ジョイント部２７が損傷していることと判定する（更に詳しい判定フロ
ーを図６に示す）。
【００１８】
図５（ｂ）は健全時と損傷時におけるＦＦＴ処理後の比較データを示す図である。ＰＣ
１２は、計測された振動データ４２からジョイント部２７の直上通過時の１２８データ（
０．０１２８秒）分を抽出し、ＦＦＴ処理の後、健全ジョイントの第２レベルデータ３７
、第１レベルデータ（損傷ジョイントデータ）３８のそれぞれで平均を採って比較する。
ここで、図５（ｂ）で示した傾向のうち、健全ジョイントの第２レベルデータ３７では
、特徴的なピークの確認が難しい。一方、第１レベルデータ３８では損傷によって１６０
０Ｈｚ（Ｅ点）付近の低減と、７００Ｈｚ（Ｃ点）と１２００Ｈｚ（Ｄ点）へ分散してピ
ークが現れる傾向を示す。
図５（ｃ）に健全時に対する損傷時のフーリエスペクトルの比（以下、変化率）を示し
た。変化率には１６００Ｈｚ付近（Ｈ点）の低減と７００Ｈｚ（Ｆ点）と１２００Ｈｚ（
Ｇ点）へ分散してピークが現れるという特定の傾向がより明確に現れている。
【００１９】
＜ジョイント損傷判定フロー＞
図６は、ジョイント部の損傷判定を説明するためのフローチャートである。
まず、抽出回路３２は、計測された振動データ４２からジョイント部２７の直上を通過
した時の所定時間分を抽出する（Ｓ１１）。
次に、ＦＦＴ３０は、抽出した振動データ４２をＦＦＴ３０によりＦＦＴ処理する（Ｓ
１３）。
次に、制御部３４は、健全ジョイントと損傷ジョイント（被測定ジョイント）の平均値
を比較する（図５（ｂ）により第２レベルデータ３７と第１レベルデータ３８を周波数毎
に比較する）（Ｓ１５）。
次に、制御部３４は、ステップＳ１５により比較した結果から健全時に対する損傷時の
フーリエスペクトルの比（変化率）を求める（図５（ｃ））（Ｓ１７）。
次に、制御部３４は、ステップＳ１７で求めた変化率の傾向が特定の傾向を持つか否か
を判断して（Ｓ１９）、特定の傾向を持てば（Ｓ１９でＮｏ）健全ジョイントであると判
断し（Ｓ２１）、特定の傾向を持たなければ（Ｓ１９でＹｅｓ）損傷ジョイントであると
判断する（Ｓ２３）。
ここで、図５（ｃ）に示すように、特定の傾向として、健全時に対する損傷時のフーリ
エスペクトルの比（変化率）が、１４００〜１６００Ｈｚ付近（Ｈ点）、７００Ｈｚ付近
（Ｆ点）、１２００Ｈｚ付近（Ｇ点）が、ジョイント損傷の状況に応じて、変化している
場合に、ジョイント部２７に損傷があることと判断してもよい。
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【００２０】
＜段差量及び平坦性の評価フロー＞
図７は、本発明の構造体変状検知システムによるジョイント部の段差量及び平坦性の評
価を説明するためのサブルーチンのフローチャートである。
本発明の構造体変状検知システムにおいて、ＰＣ１２は、大きく分けて４つのサブルー
チンを実行する。即ち、サブルーチンは、速度の推定（Ｓ３１）、振動データの特定（Ｓ
３３）、平坦性の算出（Ｓ３５）、及び段差量の算出（Ｓ３７）である。そして夫々のサ
ブルーチンの詳細は後述する。
更に詳しくは、ＰＣ１２は、ジョイント部２７を検知した変位データに基づいて当該車
両２４の速度を推定する速度推定ステップ（Ｓ３１）と、この速度推定ステップ（Ｓ３１
）によりジョイント部２７に係る振動データを特定する振動データ特定ステップ（Ｓ３３
）と、振動データ特定ステップ（Ｓ３３）により特定された特定データに基づいてジョイ
ント部２７に係る平坦性を算出する平坦性算出ステップ（Ｓ３５）と、特定データに基づ
いてジョイント部２７に係る段差量を算出する段差量算出ステップ（Ｓ３７）とを実行す
る。
【００２１】
＜速度の推定フロー＞
図８（ａ）は図７の速度推定のサブルーチン動作を説明するためのフローチャートであ
り、（ｂ）は車両の前後に配置したレーザ変位計に係るデータの差の二乗平方根和を算出
する方法を説明するグラフ図であり、（ｃ）は差の二乗平方根和から速度を推定する方法
を説明するグラフ図である。ここでは、図２に示した車両２４を参照して説明する。
まず、ＰＣ１２は、車両２４の進行方向Ｚに対して車軸２２ｂの前方に配置したレーザ
変位計４Ａ（４ａ）に係る変位データと、車軸２２ｂの後方に配置したレーザ変位計４Ｂ
（４ｂ）に係る変位データとを取得する（Ｓ５１）。
【００２２】
次に、ＰＣ１２は、図８（ｂ）に示すように、前方のレーザ変位計４Ａ（４ａ）に係る
データ値を０．０００１秒ずつずらしながら、後方のレーザ変位計４Ｂ（４ｂ）との差の
二乗平方根和を算出する（Ｓ５３）。算出の方法は（式１）に基づいて行う。尚、図８（
ｂ）は横軸に時間（ｓ）を表し、縦軸に変位データから読み取られた距離ｄ（ｍｍ）を表
す。
【００２３】
【数１】

【００２４】
詳しくは、ＰＣ１２は、ずらし時間ｔ、計測データ配列変数ｎ、比較データ個数Ｎ、前
方のレーザ変位計に係る変位データから読み取られた距離ｄ１、後方のレーザ変位計に係
る変位データから読み取られた距離ｄ２に基づいて、（式１）に従って差の二乗平方根和
Ｆ（ｔ）を算出する。
【００２５】
次に、ＰＣ１２は、ずらし時間ｔに対応する差の二乗平方根和を内部ＲＡＭに記憶する
（Ｓ５５）。
次に、ＰＣ１２は、図８（ｃ）に示すように差の二乗平方根和が最小になったずらし時
間ｔを検出する（Ｓ５７）。尚、図８（ｃ）の横軸にずらし時間ｔを表し、縦軸に差の二
乗平方根和ｆ（ｔ）を表す。
次に、ＰＣ１２は、検出したずらし時間ｔに基づいて速度を推定する（Ｓ５９）。例え
ば、レーザ変位計４Ａ（４ａ）とレーザ変位計４Ｂ（４ｂ）の間隔を０．７ｍとした場合
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、秒速１９．８３ｍとなり時速で７１．３９ｋｍと推測できる。
【００２６】
即ち、図２を参照して説明する。レーザ変位計は、車体前部１７、又は車体中間部１９
（本実施形態では車体中間部１９）に配置されて第１変位データを検知するレーザ変位計
４Ａ（４ａ）と、車体中間部１９、又は車体後部２１に配置されて第２変位データを検知
するレーザ変位計４Ｂ（４ｂ）と、を備えている。
ＰＣ１２は、外部メモリ８から第１変位データ及び第２変位データを取得し、第１変位
データを時間軸に対して所定量ずつずらしながら第２変位データとの差の二乗平方根和ｆ
（ｔ）を算出し、この差の二乗平方根和ｆ（ｔ）が最小になった場合（相関性が最も高い
場合）に係るずらし時間ｔに基づいて車両２４の速度を推定するものである。
【００２７】
＜平坦性の算出フロー＞
図９（ａ）は平坦性算定方法の概要を示すグラフ図であり、（ｂ）は平坦性の算出を説
明するためのフローチャートであり、（ｃ）段差量の算出を説明するためのフローチャー
トである。
ＰＣ１２は、外部メモリ８から取得した複数のレーザ変位計に係る変位データ及び加速
度センサに係る振動データに基づいて、等間隔（ここでは１５ｍ間隔）の３点の測定値Ｘ
１、Ｘ２、Ｘ３を抽出することにより、（式２）に従って当該区間の路面における平坦性
を算出する。
即ち、図９（ｂ）を参照して説明する。まず、ＰＣ１２は、プロファイルと加速度セン
サに係るデータから、等間隔の３点の測定値Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３を抽出する（Ｓ７１）。
【００２８】
次に、ＰＣ１２は、当該区間の平坦性σを式２より計算する（Ｓ７３）。
【００２９】
【数２】

【００３０】
詳しくは、ＰＣ１２は３点の距離ｄ、計測データ配列変数ｎに基づいて、（式２）に従
って平坦性σを算出する。
【００３１】
＜段差量の算出フロー＞
図１０（ａ）は段差量算定方法の概要を示すグラフ図であり、（ｂ）はジョイント部２
７の段差量を説明するための図である。
まず、ＰＣ１２は、プロファイルと加速度センサ２に係るデータから図１０（ｂ）で示
す２ｍ間（Ｗ１）での位置Ｄを計算する（Ｓ８１）。
次に、ＰＣ１２は、位置Ｄを作成する（Ｓ８３）。
次に、ＰＣ１２は、最大値を当該区間（Ｗ１）の段差とする（Ｓ８５）。
【００３２】
次に、ＰＣ１２は、プロファイルと加速度センサ２に係るデータに基づいて、図１０（
ｂ）に示す１５ｍ間（Ｗ２）での位置Ｄを計算する（Ｓ８７）。
次に、ＰＣ１２は、位置Ｄを作成する（Ｓ８９）。
次に、ＰＣ１２は、最大値を当該区間（Ｗ１）の段差とする（Ｓ９１）。
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このようにＰＣ１２は、複数のレーザ変位計及び加速度センサに係る測定データに基づ
いて、所定の移動距離内での鉛直方向の最大距離Ｄを算出することにより当該区間の路面
における段差量を求める。
これにより、高速走行する試験車により測定した場合でも、ジョイント部２７の段差量
を高精度で、且つ効率的に測定することができる。
【００３３】
＜第２実施形態＞
図１１は、本発明の第２実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント
部２７に係る振動データ位置を特定する動作を説明するための図であり、（ａ）は車両と
各センサの位置関係を示す図であり、（ｂ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図で
ある。
本発明の第２実施形態に係る構造体変状検知システムは、図１１（ａ）に示す通り、第
１の実施形態に係る構造体変状検知システムと異なり、前後の車軸２２ａ、２２ｂに夫々
加速度センサＢ、Ａを備え、２つのレーザ変位計Ｌ１、Ｌ２を、加速度センサＢを備えた
車軸２２ａの前後に備えていることを特徴点とする。
図１１（ｂ）に示す通り、この構成では加速度センサＢによりジョイント部２７の振動
データを特定する場合は、レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２によりジョイント部２７の変位が検知
された範囲Ｗ３の加速度センサＢに係る振動データをジョイント部２７に係るデータとし
て特定することができる。
【００３４】
また、加速度センサＡによりジョイント部２７に係るデータを特定する場合は、図１１
（ｂ）に示す通り、レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２によりジョイント部２７の変位が検知された
データに基づいて、図８で説明した方法により車両２４の速度を推定して、例えばレーザ
変位計Ｌ１又はＬ２と加速度センサＡの距離Ｗ４は予め分かっているので、車両２４の速
度から加速度センサＡに係る振動データがジョイント部２７の直上に来る時間を割り出し
、その時間軸のデータをジョイント部２７に係るデータと特定することができる。
これにより、同じジョイント部２７に係る振動データを加速度センサＡ、Ｂにより取得
することができるため、例えば加速度センサＡ、Ｂに係るデータを比較して一致性があっ
た場合に正式なデータと見做すことにより、データの信頼性を高めることができる。また
、どちらかの加速度センサが故障した場合でも、故障していない他方の加速度センサに係
るデータを採用することにより、再測定の必要がなくなり測定の効率を高めることができ
る。
【００３５】
＜第３実施形態＞
図１２は、本発明の第３実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント
部２７に係る振動データの位置を特定する動作を説明するための図であり、（ａ）は車両
と各センサの位置関係を示す図であり、（ｂ）はその時の各センサの波形を示すグラフ図
である。
本発明の第３実施形態に係る構造体変状検知システムは、図１２（ａ）に示す通り、第
１の実施形態に係る構造体変状検知システムと異なり、前後の車軸２２ａ、２２ｂに夫々
加速度センサＢ、Ａを備え、２つのレーザ変位計Ｌ１、Ｌ２を、加速度センサＢを備えた
車軸２２ａと加速度センサＡを備えた車軸２２ｂとの間に備えていることを特徴点とする
。
【００３６】
図１１（ｂ）に示す通り、この構成では加速度センサＡによりジョイント部２７に係る
振動データを特定する場合は、レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２によりジョイント部２７の変位が
検知されたデータ間隔（Ｗ５）に基づいて、図８で説明した方法により車両２４の速度を
推定して、例えばレーザ変位計Ｌ２と加速度センサＡの距離（Ｗ６）は予め分かっている
ので、車両２４の速度から加速度センサＡに係る振動データがジョイント部２７の直上に
来る時間を割り出し、その時間軸のデータをジョイント部２７に係るデータと特定するこ
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とができる。
【００３７】
また、加速度センサＢに係るデータによりジョイント部２７に係るデータを特定する場
合は、レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２によりジョイント部２７の変位が検知されたデータ間隔（
Ｗ５）に基づいて、図８で説明した方法により車両２４の速度を推定して、例えばレーザ
変位計Ｌ１又はＬ２と加速度センサＢの距離（Ｗ７）は予め分かっているので、車両２４
の速度から加速度センサＢに係る振動データがジョイント部２７の直上に来る時間を割り
出し、その時間軸のデータをジョイント部２７に係るデータと特定することができる。
これにより、同じジョイント部２７の振動データを加速度センサＡ、Ｂにより取得する
ことができるため、例えば加速度センサＡ、Ｂに係るデータを比較して一致性があった場
合に正式なデータと見做すことにより、データの信頼性を高めることができる。また、ど
ちらかの加速度センサが故障した場合でも、故障していない他方の加速度センサに係るデ
ータを採用することにより、再測定の必要がなくなり測定の効率を高めることができる。
【００３８】
＜第４実施形態＞
図１３は、本発明の第４実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント
部２７に係る振動データ位置を特定する動作を説明するための図であり、（ａ）は車両と
各センサの位置関係を示す図であり、（ｂ）はその時の各センサの波形信号を示すグラフ
図である。
本発明の第４実施形態に係る構造体変状検知システムは、図１３（ａ）に示す通り、第
１の実施形態に係る構造体変状検知システムと異なり、前後の車軸２２ａ、２２ｂに夫々
加速度センサＢ、Ａを備え、レーザ変位計Ｌ１を車軸２２ａの前方に備え、レーザ変位計
Ｌ２を車軸２２ｂの後方に備えていることを特徴点とする。
この構成では、加速度センサＢに係るデータによりジョイント部２７に係る振動データ
を特定する場合は、レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２によりジョイント部２７の変位が検知された
範囲（Ｗ８）の加速度センサＢに係る振動データをジョイント部２７に係るデータとして
特定することができる。
【００３９】
また、加速度センサＡに係るデータによりジョイント部２７に係る振動データを特定す
る場合も同様にして、レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２によりジョイント部２７の変位が検知され
た範囲（Ｗ８）の加速度センサＡに係る振動データをジョイント部２７に係るデータとし
て特定することができる。
また他の方法として、加速度センサＢに係るデータによりジョイント部２７に係る振動
データを特定する場合は、レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２によりジョイント部２７の変位が検知
されたデータに基づいて、図８で説明した方法により車両２４の速度を推定して、例えば
レーザ変位計Ｌ１又はＬ２と加速度センサＢの距離は予め分かっているので、車両２４の
速度から加速度センサＢに係る振動データがジョイント部２７の直上に来る時間を割り出
し、その時間軸のデータをジョイント部２７に係るデータと特定することができる。
【００４０】
また、加速度センサＡに係るデータによりジョイント部２７に係るデータを特定する場
合も、レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２によりジョイント部２７の変位が検知されたデータに基づ
いて、図８で説明した方法により車両２４の速度を推定して、例えばレーザ変位計Ｌ１又
はＬ２と加速度センサＡの距離は予め分かっているので、車両２４の速度から加速度セン
サＡに係る振動データがジョイント部２７の直上に来る時間を割り出し、その時間軸のデ
ータをジョイント部２７に係るデータと特定することができる。
これにより、同じジョイント部２７に係る振動データを加速度センサＡとＢにより取得
することができるため、例えば加速度センサＡ、Ｂに係るデータを比較して一致性があっ
た場合に正式なデータと見做すことにより、データの信頼性を高めることができる。また
、どちらかの加速度センサが故障した場合でも、故障していない他方の加速度センサに係
るデータを採用することにより、再測定の必要がなくなり測定の効率を高めることができ
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る。
【００４１】
＜第５実施形態＞
図１４は、本発明の第５実施形態に係る構造体変状検知システムにおいて、ジョイント
部の振動データ位置を特定する動作を説明するための図である。
本発明の第５実施形態に係る構造体変状検知システムは、車輪対を３つ備えた大型車両
、例えばバスやトラックに本発明を採用した場合である。
第５実施形態に係る構造体変状検知システムは、第１の実施形態に係る構造体変状検知
システムと異なり、最後部の車軸２２ｂに加速度センサＡを備え、２つのレーザ変位計Ｌ
１、Ｌ２を、車輪対１８Ａと１８Ｂの間に備えていることを特徴点とする。
この構成では、加速度センサＡに係るデータによりジョイント部２７に係る振動データ
を特定する場合は、レーザ変位計Ｌ１、Ｌ２によりジョイント部２７の変位が検知された
データに基づいて、図８で説明した方法により車両２４ａの速度を推定して、例えばレー
ザ変位計Ｌ１又はＬ２と加速度センサＡの距離は予め分かっているので、車両２４ａの速
度から加速度センサＡに係る振動データがジョイント部２７の直上に来る時間を割り出し
、その時間軸のデータをジョイント部２７に係るデータと特定することができる。
これにより、車軸が３つの車長が長い大型車でも、第１実施形態〜第４実施形態と同じ
ように、レーザ変位計に係るデータに基づいて加速度データを測定することができる。尚
、図１４では加速度センサを車軸２２ｂの１か所に備えた場合について説明したが、他の
車軸に複数備えても構わない。
【００４２】
＜本発明の実施態様例の構成、作用、効果＞
＜第１態様＞
本態様の構造体変状検知システム２０は、車体１６と、この車体１６の進行方向Ｚに沿
った前後位置関係で離間配置された少なくとも２組の車輪対１８ａ、１８ｂを備えた車両
２４と、各車輪１８ａ〜１８ｄの車軸２２ａ、２２ｂの振動を検知する加速度センサ２ａ
、２ｂと、最前部の車輪対１８ａ、１８ｂの車軸２２ａの前方に相当する車体前部１７、
前後の各車輪対の車軸間に相当する車体中間部１９、及び最後部の車輪対の車軸の後方に
相当する車体後部２１のうち何れか二箇所において移動方向Ｚに沿った直線状に配置され
て路面の変位を検知する少なくとも２つのレーザ変位計４Ａ、４Ｂと、路面上を車両２４
が通過する際に、加速度センサ２ａ、２ｂ、及びレーザ変位計４Ａ、４Ｂにより夫々検知
された振動データ、及び変位データを記憶する外部メモリ８と、外部メモリ８から取得し
た振動データ、及び変位データに基づいて路面のジョイント部２７に係る平坦性及び段差
量を算出するＰＣ１２と、を備え、ＰＣ１２は、ジョイント部２７を検知した変位データ
に基づいて当該車両２４の速度を推定することによりジョイント部２７に係る振動データ
を特定し、この特定データに基づいてジョイント部２７に係る平坦性及び段差量を算出す
ることを特徴とする。
本態様によれば、ＰＣ１２は、ジョイント部２７を検知した変位データに基づいて当該
車両２４の速度を推定することによりジョイント部２７に係る振動データを特定し、この
特定データに基づいてジョイント部２７に係る平坦性及び段差量を算出する。
これにより、高速走行する試験車により測定した場合でも、ジョイント部の位置と段差
量を高精度で、且つ効率的に測定することができる。
【００４３】
＜第２態様＞
本態様のレーザ変位計は、車体前部１７、又は車体中間部１９に配置されて第１変位デ
ータを検知するレーザ変位計４Ａと、車体中間部１７、又は車体後部２１に配置されて第
２変位データを検知するレーザ変位計４Ｂと、を備え、ＰＣ１２は、外部メモリ８から第
１変位データ及び第２変位データを取得し、第１変位データを時間軸ｔに対して所定量ず
らしながら第２変位データとの差の二乗平方根和を算出し、この差の二乗平方根和が最小
になった場合に係るずらし時間に基づいて車両２４の速度を推定することを特徴とする。
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本態様によれば、短い離間距離に配置されたレーザ変位計４Ａと４Ｂにより検知された
第１変位データと第２変位データの差の二乗平方根和に基づいて車両２４の速度を推定す
るため、非常に高い精度で速度を推定することができる。
これにより、車両２４がジョイント部２７の直上にある時の振動データの位置を正確に
特定することができる。
【００４４】
＜第３態様＞
本態様のＰＣ１２は、外部メモリ８から複数の変位検知センサに係る変位データ及び加
速度センサに係る振動データに基づいて、等間隔の３点の測定値Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３を抽出
することにより当該区間の路面における平坦性を算出することを特徴とする。
本態様によれば、等間隔の３点の測定値Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３に基づいて平坦性を算出する
ため、路面の平坦性を定量的に把握することができる。
【００４５】
＜第４態様＞
本態様のＰＣ１２は、複数のレーザ変位計及び加速度センサに係るデータから所定の移
動距離内での鉛直方向の最大距離Ｄを算出することにより当該区間の路面における段差量
を求めることを特徴とする。
本態様によれば、高速走行する試験車により測定した場合でも、ジョイント部２７の段
差量を高精度で、且つ効率的に測定することができる。
【００４６】
＜第５態様＞
本態様のＰＣ１２は、外部メモリ８から第１変位データ及び第２変位データを取得し、
第１変位データからジョイント部２７の変位が発生した第１時刻ｔ１を特定し、第２変位
データからジョイント部２７の変位が発生した第２時刻ｔ２を特定し、第１時刻ｔ１と第
２時刻ｔ２との間に存在する振動データをジョイント部２７の振動を表すデータであると
判断することを特徴とする。
本態様によれば、第１時刻ｔ１と第２時刻ｔ２との間に存在する振動データをジョイン
ト部２７の振動を表すデータであると判断するので、簡単な構造で確実にジョイント部２
７直上の振動データを特定することができる。
【００４７】
＜第６態様＞
本態様のＰＣ１２は、外部メモリ８から第１変位データ及び第２変位データを取得して
車両２４の速度を推定して、ジョイント部２７に係る振動データを取得する取得回路３６
と、振動データを高速フーリエ変換するＦＦＴ３０と、ＦＦＴ３０により生成されたレベ
ルデータのうち、所定の周波数帯域の第１レベルデータを抽出する抽出回路３２と、を備
え、ジョイント部２７に係る健全時の所定の周波数帯域の第２レベルデータと第１レベル
データとを比較して変化率を計算し、この変化率の傾向が特定の傾向を示した場合にジョ
イント部２７が損傷していることと判定することを特徴とする。
本態様によれば、健全なジョイント部２７に係る振動データのスペクトルと被測定ジョ
イント部２７に係る振動データのスペクトルとを比較して変化率を計算するので、健全デ
ータに対する損傷データの変化率が明確に判定できると共に、この変化率の傾向を明白に
判断することができる。
【００４８】
＜第７態様＞
本態様の構造体変状検知システム２０は、位置情報を取得するＧＰＳレシーバ６を更に
備え、ＰＣ１２は、ＧＰＳレシーバ６により取得された位置情報が、予め設定した被測定
ジョイント部２７の位置情報に接近した場合、外部メモリ８の記憶動作を開始することを
特徴とする。
本態様によれば、予め設定した被測定ジョイント部２７に係る振動データを特定して記
憶するので、外部メモリ８の記憶容量を節約することができると共に、自動的に記憶動作
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を開始することができる。
【００４９】
＜第８態様＞
本態様の車軸振動センサは、速度の変化を計測する加速度センサであり、変位検知セン
サは物体がある位置から他の位置へ移動したときにその移動量を測定するレーザ変位計で
あることを特徴とする。
本態様によれば、汎用の計測器を使用することができるので、システム構成が安価に構
成できる。
【００５０】
＜第９態様＞
本態様の構造体変状検知方法は、車体１６と、この車体１６の進行方向Ｚに沿った前後
位置関係で離間配置された少なくとも２組の車輪対１８ａ、１８ｂを備えた車両２４と、
各車輪１８ａ〜１８ｄの車軸２２ａ、２２ｂの振動を検知する加速度センサ２ａ、２ｂと
、最前部の車輪対１８ａ、１８ｂの車軸２２ａの前方に相当する車体前部１７、前後の各
車輪対の車軸間に相当する車体中間部１９、及び最後部の車輪対の車軸の後方に相当する
車体後部２１のうちの何れか二箇所において移動方向Ｚに沿った直線状に配置されて路面
の変位を検知する少なくとも２つのレーザ変位計４Ａ、４Ｂと、路面上を車両２４が通過
する際に、加速度センサ２ａ、２ｂ、及びレーザ変位計４Ａ、４Ｂにより夫々検知された
振動データ、及び変位データを記憶する外部メモリ８と、外部メモリ８から取得した振動
データ、及び変位データに基づいて路面のジョイント部２７に係る平坦性及び段差量を算
出するＰＣ１２と、を備えた構造体変状検知方法であって、ＰＣ１２が、ジョイント部２
７を検知した変位データに基づいて当該車両２４の速度を推定する速度推定ステップと、
この速度推定ステップによりジョイント部２７に係る振動データを特定する振動データ特
定ステップと、この振動データ特定ステップにより特定された特定データに基づいてジョ
イント部２７に係る平坦性及び段差量を算出する算出ステップと、を実行することを特徴
とする。
本態様によれば、ＰＣ１２が、ジョイント部２７を検知した変位データに基づいて当該
車両２４の速度を推定し、ジョイント部２７に係る振動データを特定し、特定された特定
データに基づいてジョイント部２７に係る平坦性及び段差量を算出する。
これにより、高速走行する試験車により測定した場合でも、ジョイント部２７の位置と
段差量を高精度で、且つ効率的に測定することができる。
【００５１】
＜第１０態様＞
本態様のプログラムは、請求項９に記載された構造体変状検知方法における各ステップ
をプロセッサに実行させることを特徴とする。
本態様によれば、各ステップをプロセッサに実行させることができる。このため、高速
走行する試験車により測定した場合でも、ジョイント部２７の位置と段差量を高精度で、
且つ効率的に測定することができる。
【符号の説明】
【００５２】
２…加速度センサ、４…レーザ変位計、６…ＧＰＳレシーバ、８…外部メモリ、１０…デ
ータロガー、１２…ＰＣ、１６…車体、１８…車輪、２０…構造体変状検知システム、２
２…車軸、２４…車両、２７…ジョイント部
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