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安心・安全のためのイメージング・センシング技術

貼紙防止シート下の点検

NTTは全国のお客さまへ安心・安

全な通信サービスを提供するために通

信ネットワークを配備し，恒久的な維

持管理に努めています．ネットワーク

設備の中でももっとも身近に存在する

コンクリート柱には，より高い健全性

が求められています．コンクリート柱

に限らず，構造物は経年劣化するため

健全性の維持には日々の点検による診

断と健全性の低下した構造物の補修や

更改が必要となります．コンクリート

柱の場合，ケーブルやトランスなどの

積載物による不平衡な荷重が長年にわ

たり付加され，曲げ応力による疲労に

より表面にひび割れが発生します．ひ

び割れが内部の鉄筋にまで到達すると，

それを経路として雨水などが侵入し，

腐食による鉄筋の破断が生じます．コ

ンクリートには圧縮，鉄筋には引っ張

りに対する耐性を持たせて強度のバラ

ンスを保っているため，鉄筋破断によ

りコンクリート柱の健全性が低下し，

地震などの外的衝撃により倒壊の可能

性が生じます．この劣化メカニズムに

基づいて考えると，表面に生じるひび

割れが初期劣化であると位置付けられ

ます．NTTでは表面でサブミリメート

ル幅のひび割れは鉄筋に到達している

可能性が高いことを実験的に解明し，

初期劣化の早期発見が健全性の維持

のための最善の手段と考え，目視によ

る表面状態の点検を徹底しています．

なお，NTTアクセスサービスシステ

ム研究所では目視点検法に代わる新た

な技術として，デジタルカメラで撮影

した画像からひび割れを自動検知する

ソフトウェアを開発しています．詳細

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』を参照してくださ

い（1）．

図１の写真のように，主要道路や住

宅街に敷設されているコンクリート柱

には無許可の貼紙を防止するために，

凹凸加工された約２mm厚のポリ塩化

ビニル製シート（貼紙防止シート）が

手の届く高さの部分にアクリル系樹脂

により接着されています．覆われた表

面を露出するため貼紙防止シートを剥

がす作業は重労働であり，目視点検

後，元の状態に復旧するために新たな

貼紙防止シートを接着することも経済

的ではありません．そこで，我々は貼

紙防止シートが付帯されたままの状態

でコンクリートの表面状態を観察でき

る，非破壊検査技術を研究開発して

います．

非破壊検査技術

被覆物を透視して，内部の状態を

観察する方法は取り扱う物理現象によ

り分類されます．特に，Ｘ線，超音

波，マイクロ波を用いた方法は，さま

ざまな分野で商用化されています．

電離線であるＸ線は水や重金属以外

の物質において高い透過性とマイクロ

メートルオーダの空間分解能を得られ

るため，内臓や骨の三次元撮像などに

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

図１　コンクリート柱に接着された 
　　　貼紙防止シートの例 
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NTTは通信アクセス網を支えるコンクリート柱を維持管理するために，日
常の保守点検を徹底しています．本稿では，貼紙防止シート下のコンクリー
ト表面状態を透視し，隠れたひび割れを検知するミリ波イメージング技術を
紹介します．
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医療応用されていますが，日々複数本

のコンクリート柱を点検しなければな

らない取扱者への被曝影響が懸念さ

れ，安全性の課題が残っています．ま

た，実用的なＸ線撮像装置は送受信

器を測定対象物を挟んで対向配置し

なければならない透過型ですが，作業

空間の限られた現場では反射型の撮像

装置が求められています．

弾性波＊１である超音波は人体へほ

とんど影響を与えず，反射型で高い透

過性とミリメートルオーダの空間分解

能を得られるため，胎児の三次元観察

などに医療応用されていますが，対象

物内に効率良く超音波を入出力でき

るように送受信機と対象物の隙間にグ

リスを充填するため，塗布，清掃の付

加的な費用が発生するという点で経済

性に課題が残っています．

電磁波であるマイクロ波はコンク

リート内における高い透過性とセンチ

メートルオーダの空間分解能を得られ

るためコンクリート内の鉄筋探査に用

いられていますが，コンクリート柱に求

められているサブミリメートルオーダの

空間分解能がないため，撮像性能に課

題が残っています．

ミリ波イメージング技術

私たちは安全性，経済性，撮像性

能の課題を克服するために，マイクロ

波よりも高い周波数の電磁波である，

ミリ波を用いたイメージング技術の研

究開発に取り組んでいます（2）．ミリ波

帯は30～300 GHzの周波数帯ですが，

電波法で定められたレーダ（イメージ

ングもレーダの１つの利用形態）とし

て利用できる周波数は76～77 GHz

（ミリ波レーダ割当て帯域）のみで，近

い将来公共の場で点検を行うことを考

慮してミリ波レーダ割当て帯域での検

討を進めています．ミリ波レーダ割当

て帯域を用いたコンクリート柱の貼紙

防止シート下のひび割れ検知技術の開

発で懸念される主な課題は，①貼紙防

止シートの透過性，②サブミリメート

ルの空間分解能，③装置としての操作

性，などです．

ミリ波レーダ割当て帯域でのポリ塩

化ビニルの比誘電率は約３，誘電正接

は約0.01であるため，４mm厚の無限

平板へ平面波が入射されると仮定する

と界面反射と伝搬損失による減衰量

は－10 dB程度と小さく，透過性の課

題は装置設計に大きな影響を与えない

と考えられます．むしろ貼紙防止シー

トの物性に由来する減衰よりも，貼紙

防止シートの凹凸形状による表面での

散乱による透過量の減少が懸念されま

す．また，検知しなければならないひ

び割れ幅はミリ波レーダ割当て帯域の

波長の10分の１以下であるため，レー

ダ断面積を考慮すると後方散乱は平面

波照射電力に比べて－30 dB以下とな

ります．上記の推定に基づいて，照射

したミリ波が貼紙防止シートを透過し

てひび割れに到達し，後方散乱された

のち再度貼紙防止シートを透過して出

力される電力は，照射電力の－50 dB

以下として装置設計を検討しています．

レンズなどを用いた準光学系により

集束される最小ビーム径は回折限界か

ら波長と同程度に制限されるため，空

間分解能は波長の半分程度となり，約

４mmの波長を有するミリ波レーダ割

当て帯域ではサブミリメートル幅のひ

び割れを検出することは困難と考え

られます．そこで，近接場散乱を検出

することによる空間分解能の向上に取

り組んでいます．概念的には，図２に

示すとおり，ひび割れの幅方向と深さ

方向を含む断面においては微小点と

見なせるひび割れからの散乱波は球

面波＊２となるため，散乱波の拡散が

小さい近接場では空間分解能を向上で

きると考えられます．サブミリメートル

オーダの空間分解能で近接場散乱を検

出するには，検出する高さでの散乱波

の広がり幅に相当する開口のアンテナ

図２　ひび割れからの散乱波の拡散の様子 

散乱波電力強度（任意単位） 

散乱波の拡散 

近接場での散乱波の電力半値幅 

ひび割れ ひび割れ 
コンクリート内部 コンクリート内部 

遠方場での散乱波の電力半値幅 

0 1

＊1 弾性波：弾性体中を伝わる変形波．
＊2 球面波：三次元の等方的な媒質中に存在す

る点波源から発生，もしくは１点に向かっ
て収束する球状の波動．
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を用いる必要があり，操作性を考慮し

たアンテナ配置高さでの開口の設計を

検討しています．

健全性を維持するために全国750万

本以上のコンクリート柱のすべてを日

常点検するには相当な作業効率が求め

られます．サブミリメートル幅のひび割

れ検知に必要な近接場散乱検出用ア

ンテナを貼紙防止シートの全面にアレ

イ配置して一括検出することにより撮

像時間を短縮できますが，ひび割れの

幅方向にはサブミリメートル間隔でア

ンテナを配置することは困難であり，

仮にミリメートル間隔での配置であっ

てもコンクリート柱の高さ方向の貼紙

防止シートの長さが1.5 m程度である

ため，アンテナやミリ波送受信器など

の部品個数が膨大となり装置費用の経

済性が得られません．また，装置の寸

法が大きくなり可搬性に乏しくなりま

す．経済性と可搬性を確保するため

に，ひび割れの長さ方向に10数個のア

ンテナを一次元アレイ配置し，ひび割

れの幅方向に走査する方法が考えられ

ます．ひび割れの幅方向にはサブミリ

メートル間隔で散乱波を検出すること

で空間分解能を維持し，ひび割れの長

さ方向には装置を複数回走査すること

によりコンクリート柱全面の撮像を可

能にします．

コンクリート柱点検装置

前述の設計指針に基づき，図３に

示すような可搬型のコンクリート柱貼

紙防止シート下ひび割れ検知装置

（CPスキャン）を試作しました．テー

パスロットアンテナを有する強度位相

検出モジュールを16個一次元アレイ配

置し，車輪に取り付けたエンコーダ信

号と同期してモジュールからの信号を

サブミリメートルの走査間隔でベース

バンド回路へ取り込んで，透視したコ

ンクリート柱の表面状態を画像化して

います．モジュール，エンコーダやベー

スバンド回路の搭載された筐体の重量

は３kg以下で片手での走査を可能に

し，電源およびPCを合わせても10 kg

以下の重量ですので１人での運搬が可

能になりました．さらに16個のモジュー

ルで８cm幅の一括撮像が可能で，図

４に示すとおり，１本のコンクリート

柱を点検するのに１人もしくは２人の

作業員で５，６回の走査を繰り返すこ

とにより，３分程度の時間で貼紙防止

シート全面の撮像を完了できます．

サブミリメートル幅の検知可能性

CPスキャンの適用性を確認するた

め，更改のために撤去されたコンク

リート柱に貼紙防止シートを付帯し，

CPスキャンを走査させて動作原理を

行いました（図５）．サンプルとして用

いたコンクリート柱にはサブミリメート

ル幅のひび割れが存在しており，原理

確認には適していますが，貼紙防止

シートは接着されていません．走査方

向に約0.2 mmの間隔でデータを取得

しながら，コンクリート柱１本を約３

分で点検できる120 mm/sで走査しま

した．すると３回の走査で図６のよう

なミリ波像を得ることができました．撮

像にあたっては装置をコンクリート柱

へ密着させながら走査させるだけなの

で，操作は簡単です．図４のように１

人で点検を行うためには電源やPCの

図３　CP スキャンの構成 

ミリ波IQ検波器 

アンテナ 

16アレイ 

図４　CPスキャンの利用形態 



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 2011.1220

小型・軽量化とともに，撮像したミリ

波像から自動的にひび割れを検出する

画像処理技術が必須となります．そこ

で現在NTTアクセスサービスシステム

研究所では，ミリ波像に適したアルゴ

リズムの開発を行っています．

今回の実験では，2008年度にアイ

レック技建へハード開示したクラック

スキャンのひび割れ自動検知ソフトを

用いて検出特性の評価を行いました．

図６の赤線はクラックスキャンの自動

検知アルゴリズムで検視したひび割れ

で，サブミリメートル幅のひび割れを

確認できました．このことから，１本

当り約３分の走査時間で最小サブミリ

メートル幅のひび割れを検知できる

可搬型装置を開発できる見通しを得ま

した．

今後の予定

今後は，貼紙防止シートの接着され

た実際のコンクリート柱で適用性を確

認し，NTTアクセスサービスシステム

研究所の開発するコンクリート柱ミリ

波像に適したひび割れ自動検知ソフト

ウェアにより検知能の評価を行う予定

です．実際のコンクリート柱の点検業

務で利用できる装置として求められる

検出性能だけでなく，操作性や点検効

率の向上についても最優先課題ととら

え，広く利用していただける研究開発

を進めていけるよう努めていきます．
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図５　適用性確認実験系 
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図６　供試体でのひび割れ検知実験結果 
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