
イメージング・センシング技術

2011年３月11日に発生した東日本

大震災以降，私たちの安心・安全な

生活を支えるさまざまな技術への期待

がますます高まってきています．NTT

研究所においては，震災以前から，安

心・安全を支えるイメージング・セン

シング技術について大別して４分野の

研究開発を，ニーズ指向とシーズ指向

の両面から推進しています（図１）．

前者の取り組みの代表は，通信用基

盤設備の維持管理を適切に行う設備

マネジメントの観点，特にコンクリー

ト柱，とう道，局舎といったコンク

リート構造物の点検・診断をより正確

に，より効率的に実施するための研究

開発です（1）．

後者の取り組みの１つは，通信用の

基盤技術として研究開発を進めている

テラヘルツ波という産業的に未開拓の
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NTTにおける安心・安全を支える
システム・デバイス研究開発の概要
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図１　安心・安全を支えるイメージング・センシング技術 

東日本大震災以降，私たちの安心・安全な生活を支えるさまざまな技術へ
の期待がますます高まってきています．本稿では，NTT研究所において研究
開発を進めている，「見えないものを見える化して」安心・安全を実現する
イメージング・センシング技術について紹介します．
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周波数帯を扱う技術を活用した新しい

イメージング・センシング技術の研究

開発です．この周波数帯は電波と光の

中間的な周波数領域であり，両者の

特徴をうまく活かすことにより，今ま

で実現できなかった安心・安全な社

会づくりに貢献する遠隔ガスセンシン

グ，分光分析等の新たな応用分野の

創出が期待されます（2）,（3）．後者の

もう１つの取り組みは，NTTマイク

ロシステムインテグレーション研究所

が保有する紫外領域の分光分析，μ

TAS（ Micro Total Analysis Sys-

tem）という基盤技術に基づく有害物

質の検出技術です（4）．

これらの研究開発では，理論を基に

シミュレーションと測定を繰り返すこ

とで，電磁波伝搬あるいは流路等の解

の振る舞いを把握し，デバイスの設計

や製造に活かしています．さらに，信

号処理を加えることによってセンシン

グや分析の感度を向上させ，各々のシ

ステムの完成度を高めています．

コンクリート構造物のひび割れ

検知技術

NTTは，コンクリート柱，とう道や

局舎等の通信サービスを支えるうえで

必要なコンクリート構造物を全国に網

羅するように保有しています．それら

の設備は主に高度成長期に建設され，

40年以上を経過したものが多く，経年

による老朽化が顕在化し始めています．

このような背景から設備マネジメント

が重要なテーマとなっています．

図２は，コンクリート柱に対する現

状の点検法および現在研究開発に取

り組んでいる新しい点検法の位置付け

を示したものです．

以下，ひび割れを検知する技術であ

る「画像解析による技術」と「ミリ波

イメージングによる技術」について紹

介します．

コンクリート構造物はその表面にひ

び割れが発生すると，そこから水分等

が侵入し内部の鉄筋が腐食することに

より強度が低下します．そのため，表

面のひび割れの有無，本数，幅，長

さなどが，構造物の健全性を評価する

際の重要な指標となっています．

NTT東日本・西日本管内には

約1  185万本のコンクリート柱があり

ます．現在はこれらのひび割れ検査を

目視により実施しているため，効率的

な点検手法の開発が求められています．

この要望にこたえる技術として，画

像解析技術によるひび割れの自動検

知が考えられます．しかし，コンクリー

ト柱には足場釘，ベルト，プレート等

の画像解析上の支障物が装着されてい

るため，市中のソフトウェアでは誤検

知する確率が高くなってしまいます．

この課題を解決するため，NTTアク

セスサービスシステム研究所では支障

物を除去する機能とひび割れ形状を

認識するニューラルネットワーク処理

により，支障物による誤検知を低減可

能なひび割れ自動検知ソフトウェアの

開発を進めています．本研究開発につ

いては，本特集記事『デジタルカメラ

画像を用いたコンクリート構造物のひ

び割れ検査技術』において詳細な解説

を行います．

また，コンクリート柱の一部には不

要な貼り紙を防止するためのプラス

チック製のシート（貼り紙防止シート）

が接着されており，コンクリート表面

を目視できないため，超音波を用いた

装置（ポールテスタ）により点検が行

われていますが，微細なひび割れを検

知することが難しいという課題を抱え

貼紙防止 
シート 

※1　貼紙防止シートの上下を探触子で挟むと，超音波の伝播経路が長い（約２ｍ）ため精度が低下し，微細なひび 
　　  割れを検知するのは困難． 
※2　打撃固有モード解析によって鉄筋破断を診断する装置を，現在NTTアクセスサービスシステム研究所で開発中． 
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ています．また，コンクリート柱に限

らずコンクリート構造物の表面は，塗

装・壁紙あるいはタイル装飾・補修材

等が施されていることが多く，目視検

査が困難な状況にあります．以上のよ

うな被服物下のひび割れを検知する技

術として，今までに超音波やＸ線など，

被服物を透過する媒体を使う装置が開

発されています．しかし，超音波の場

合，1 mm幅以上のひび割れの測定に

使用されていますが，コンクリート柱

のひび割れ早期診断に要求されるコン

マ数mm幅のひび割れ検出には分解能

が足りません．一方，Ｘ線の場合は，

極短波長で高分解能を有しています

が，検査対象物を挟んで送受信機を

対向配置する透過撮像方式であり，ま

た，X線の人体に及ぼす影響を考慮す

ると，実際の現場で適用することが困

難です．

本課題を解決するため，NTTマイ

クロシステムインテグレーション研究所

では，ミリ波と呼ばれる電磁波帯（77

GHz帯の電磁波）を使って目視でき

ない物体を「見る」ためのイメージン

グ技術に着目し，可搬型スキャナを開

発したことによって，被服物（貼り紙

防止シート等）下の表面状態観察に

成功しています．（1）

この研究開発については，本特集記

事『コンクリート柱貼紙防止シートに

隠れたひび割れを検知するためのミリ

波イメージング技術』において詳細な

解説を行います．なお，本特集では，

コンクリート構造物の鉄筋破断を引き

起こす要因である表面のひび割れを検

知する技術についてのみ紹介しますが，

NTTアクセスサービスシステム研究所

では，打撃モード解析により，鉄筋の

劣化そのものを診断する技術も併せて

開発しています．

テラヘルツ波を扱う基盤技術

テラヘルツ波は300 GHz～3 THz

（波長100 μm～1 mm）の電磁波です．

この周波数帯の電磁波には，ある程

度の物質透過性とともに，この周波数

帯に物質固有の吸収線が存在すること

から，この特性を利用した物質同定能

力があります．またＸ線などに比べて

生体に優しいという特徴もあります．

そのため，イメージングやセンシングに

活用すれば，Ｘ線や赤外線，マイクロ

波等を使用した従来技術では検出でき

なかった新しい情報が得られる可能性

があり，さまざまな応用が期待されて

います．

しかしながら，これまで産業応用が

ほとんどなされなかったのは，トランジ

スタなど能動デバイスの動作周波数を

超えるテラヘルツ波帯の電磁波を，効

率的に発生させる手段が未確立で，電

気的な技術を使って十分な強度のテラ

ヘルツ波を広い周波数範囲にわたって

発生することが非常に困難であったた

めです（5）．

NTTマイクロシステムインテグレー

ション研究所とNTTフォトニクス研究

所は，長年研究開発を続けてきた光

通信技術を応用し，フォトニクス技

術によりつくり出された光信号を，通

信用デバイスとして開発した超高速

な応答速度を特徴とする単一走行

キャリア・フォトダイオード（UTC-

PD: Uni-Traveling-Carr ier -Photo -

Diode）でO/E（Optical/Electri-

cal）変換し，電波に変え，テラヘル

ツ波を発生させる独自の技術を研究開

発してきました．この技術により，フォ

トニクスの広帯域性，超高周波性，安

定性を活かし，さまざまな応用に合わ

せたテラヘルツ波帯の電磁波を生成す

ることが可能となりました．その結果，

この周波数帯を活用したイメージン

グ・センシングが現実のものとなっ

てきました．

この研究開発については，本特集記

事『UTC-PDを用いたテラヘルツフォ

トミキサモジュールの開発』において

詳細な解説を行います．

テラヘルツ波による危険ガスの遠

隔検知

火災等の救助活動現場では，二次

災害を防止しながら素早い救助活動を

実施するため，一酸化炭素やシアン化

水素などの危険ガスを遠隔から検知

するシステムの開発が待ち望まれてい

ます．

NTTマイクロシステムインテグレー

ション研究所では，前述のテラヘルツ

波発生技術を活用し，テラヘルツ波を

利用した危険ガスの遠隔検知技術（図

３）の研究開発に取り組んでいます．

テラヘルツ波は，光と違い，粉じん

や煙，炎の中を伝搬しても散乱されて

減衰することがほとんどありません．ま

た，テラヘルツ波は，ガス分子の回

転・振動運動と共鳴するため，危険ガ

スそれぞれに固有の吸収線があり，そ

のパターンによりガスの種類を特定す

ることができます．以上の性質を活用

することにより，煙などで極端に視認

性が落ちた環境下でも，有毒ガスを

離れた安全な場所から検知すること

が可能となります．

NTTマイクロシステムインテグレー

安心・安全のためのイメージング・センシング技術

NTT技術ジャーナル 2011.1214
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ション研究所は，独立行政法人情報

通信研究機構の委託を受け，東京大

学，産業技術研究所，有限会社スペ

クトルデザイン等と協力して，危険ガ

ス遠隔検知システムのプロトタイプを

開発し，東京理科大学火災科学研究

センターにおいて模擬火災環境下での

本システムの評価実験を行い，火災現

場で発生する危険ガスの一種とされる，

シアン化水素ガスの遠隔検知に有効で

あることを検証しました．

この研究開発については，本特集記

事『テラヘルツ波を用いた実スケール

模擬火災現場での遠隔危険ガス検知』

において詳細な解説を行います．

テラヘルツ分光

テラヘルツ分光法は，水素結合や水

和結合，その他分子間に働く相互作

用を検出し，同定することができる分

析化学技術です（3）（図４）．

最近の超短パルスレーザや光伝導ア

ンテナなどのテラヘルツ部品の性能向

上によって，テラヘルツ化学イメージ

ング（TCI: THz Chemistry Imag-

ing）が現実的な分析技術に近づいて

きました．TCIは水素結合の分布や

分子ネットワークを明らかにできるた

め，バイオ，薬学，ライフサイエンス

分野において強力なツールとなると期

待されています．TCI技術はテラヘル

ツ波吸収スペクトルによって，分子

ネットワークに基づいた分子の２次元

分布およびその濃度を知ることができ

ます．実際の医薬分子への応用とし

て，ヒスタミン受容体拮抗薬（H2ブ

ロッカー）で胃薬の成分であるファモ

チジンの２つの結晶多形を，錠剤中に

おいて識別することに成功しました．

結晶多形は同じ分子で構成されながら

分子のつながり方が異なるもので，化

学的性質の違いから薬の効き目が大き

く異なることが報告されています．医

薬品の安全性がより一層求められる中

で，新たな検査手法が開拓されること

の意味は大きいといえます．

この研究開発については，本特集記

事『テラヘルツ化学イメージングによ

る医薬分子の可視化』において，詳細

な解説を加えます．

紫外光を用いた吸光分光による

VOCガスセンシング

テラヘルツ波による遠隔検知で試み

ている一酸化炭素やシアン化水素など

の燃焼生成ガス以外にも身の回りにあ

る危険ガスとして，環境省により基準

が設けられている毒性の強いベンゼン，

トルエン，キシレンなど芳香族系の揮

発性有機化合物（VOC: Volatile

Organic Compound）があります．

これらの有毒ガスの発生源としては，

化学工場や製鋼所，製油所，発電所

等の大規模施設だけでなく，ガソリン

スタンドや印刷工場，塗装工場など地

域に密着した施設が挙げられます．こ

のような施設が地震や火災などで被災

した場合に，通常より多くの有害物質

が大気中に排出される危険性があり，

光源発生ユニット 

データ処理ユニット 

センシング用送受信ユニット 

図３　遠隔ガス検知装置 

図４　テラヘルツ分光の概念 

分子クラスタ 

テラヘルツ波 

分子 分子 

水素結合など 



放射能汚染などとともに，深刻な環境

汚染の原因になります．また，地震等

による被災でなくとも，ガソリンスタ

ンドの老朽化等により，地面や地下水

などに有害物質が溶け出す危険性もあ

ります．これらの有害物質を検出する

方法として，これまではガスクロマト

グラフィーとマススペクトロスコピー法

を組み合わせた分析法が一般的でした．

しかし，この方法は装置が大掛かりで，

人手に頼って収集したガスを分析室で

測定するため，測定の連続性，即時

性，分析コストの低減化に限界があ

り，この方法で環境を常時モニタリン

グすることは現実的ではありませんで

した．

そこで，NTTマイクロシステムイン

テグレーション研究所では，基盤技術

として保有してきたμTAS技術と紫外

分光技術を組み合わせた結果，簡単

な構成で微量なガスに対する感度を

1 000～１万倍に増幅できることを見

いだし，小型で連続モニタリング可能

な高感度気体サンプル用ガス検出セン

サを開発しました．さらに新規開発し

たバブリング法と浸透気化法に基づく

液体サンプル用モジュールを追加する

ことで，水中のベンゼンについても，１

ppb以下の検出感度を達成しました（4）

（図５）．

この研究開発については，本特集記

事『大気中および水中のベンゼンを高

精度に検出する可搬型センサ』におい

て詳細な解説を行います．

今後の展開

本稿では，NTT研究所で推進して

いる安心・安全にかかわるイメージン

グ・センシング技術について概要を紹

介しました．今後とも私たちはここで

紹介した技術の実用性と性能をさらに

向上させるための研究開発を推進して

いきます．そして，社内外のニーズに

タイムリに対応するとともに，新しい

技術を創出することにより安心・安全

な社会の実現を目指します．
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電磁波は直接目には見えませんが，ラジ
オ，TV，携帯電話など身の回りの生活必需
品の多くに使われています．このような電
磁波にも，まだ十分に利用されていない周
波数帯があります．私たちは，このような
未利用の周波数帯を非破壊・非接触で物質
を検査する技術に応用する研究を中心に，
安心・安全を支える幅広い技術開発を推進
しています．
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TEL 046-240-2600
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E-mail aihara.kimihisa lab.ntt.co.jp
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図５　水中ベンゼンセンサの装置構成 


