
テラヘルツ電磁波によるガス検知

2008年本誌特集において，我々が

進めている，火災現場でテラヘルツ電

磁波を用いて遠隔から危険ガスの発生

を検知する技術の研究開発を紹介しま

した（1）．この研究開発は，2006年度

から独立行政法人情報通信研究開発

機構の委託を受け，進められていたも

ので，委託の最終年度である2010年

度末に，センシングシステムのプロト

タイプ機による，実スケール模擬火災

環境下での遠隔危険ガス検知に成功し

ました（2）．

以下ではまず，このプロトタイプ機

で使われた技術を説明します．

センシングシステムの概要

図１は遠隔ガスセンシングシステム

の動作を模式的に示しています．火災

で発生する一酸化炭素やシアン化水素

などの危険ガスは，テラヘルツ帯に固

有の吸収スペクトルを持っています．

遠隔ガスセンシングシステムでは，目

標物に向けてテラヘルツ波を発射し，

そこで反射して戻ってくる波の周波数

ごとの強度の違いから，目標物付近に

危険なガスが存在するか否かを判別し

ます．これを実現するシステムにおい

ては，動作周波数の広い，テラヘルツ

波送信器，受信器が必要になります．

そのため，我々は光信号を用いてテラ

ヘルツ波を発生させています．図２は，

その光信号発生器の構成を模式的に

示しています．これは，1.5μｍ帯で発

振する３台のレーザで構成されます．

３台のレーザのうち，１台は波長可変光

源（TLS: Tunable Laser Source），

残りの２台は波長固定光源（DFB-

LD: Distributed FeedBack-Laser

Diode）１，２です．TLSで発生す

る光信号は，いったん分波された後，

それぞれDFB-LD１，２で発生する光

信号と合波され，光ビート信号となり

ます．この２つの光ビート信号を，単

一走行キャリアフォトダイオードモ

ジュール（3）でテラヘルツ波に変換しま
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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

我々は，テラヘルツ電磁波の特性を活用して，火災現場等における危険ガ
スの存在を遠隔から検知するシステムの実現を目指しています．本稿では，
試作した遠隔分光センシングシステムの概要を紹介するとともに，ガスセル
を用いて評価したテラヘルツ帯電磁波の煙に対する透過特性と，実スケール
模擬火災を用いて行った遠隔危険ガス検知の結果について報告します．
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図１　遠隔分光センシングシステムの動作原理 
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す．DFB-LDの発振波長は１，２の

差周波が350 MHzとなるように設定

されています．DFB-LD１，２をこの

ような波長配置にすると，TLSの発振

波長がいくつであろうとも，発生する

２つのテラヘルツ波の周波数差は必ず

350 MHzで一定になります．得られ

る２つのテラヘルツ波を，センシング

用テラヘルツ波およびヘテロダイン受

信器の局部発振信号に用いることで，

センシング用送信信号の周波数と無関

係に，ヘテロダイン受信器の中間周波

数信号の周波数を350 MHzで一定に

することができます．したがって，セン

シング用送信信号の周波数を高速に掃

引しても，安定して送信信号の受信が

できることになります．

さらにDFB-LD１，２の出力の一

部を合波して得られるビート信号から，

周波数のずれを検知して，DFB-LD２

にフィードバックし，差周波を350

MHzで安定化する回路が付加されて

います．本研究では，DFB-LDの波長

は1 548.959 nm付近に設定し，波長

可変光源は1 547.363～１ 544.971

nmまでを，約１秒で掃引することに

しました．これはテラヘルツ波で考え

ると200～500 GHzまでの掃引に対応

します．本実験に用いた単一走行キャ

リアフォトダイオードモジュールの詳細

については，参考文献（3）を参照してく

ださい．

図３は受信器のブロック図を示して

います．ヘテロダイン受信を行うため

のテラヘルツ波ミキサには，産業技術

総合研究所が開発した超伝導ミキサ

（SIS Mixer）を用いました（4）．この

ミキサおよびその中間周波数信号出力

を増幅するための低温アンプは機械式

クライオスタット内に設置され，ヘリ

ウム温度に保たれています．センシン

グ用テラヘルツ波は，受信器直前に置

かれたカプラで局部発振信号と合波さ

れ，ミキサに導入されます．受信した

センシング用テラヘルツ波はS I S

Mixerにより，周波数350 MHzの中

間周波数信号に変換され，低温アン

プでその強度が増幅された後，帯域外

の雑音は除去され，検波器でその強度

に比例する電圧信号に変換されます．

その電圧は検波器後段に接続されたア

ナログ―デジタル変換器（ADC: Ana-

log Digital Converter）でPCに取

り込まれ，波長データと付き合わされ

ることにより，スペクトルデータになり

ます．

上記テラヘルツ波信号発生器，受信

器，送受信用光学系をまとめた，遠隔

分光センシングシステムの外観は，参

考文献（5）を参照してください．また，

以下に示す実験はすべて電磁的にシー

ルドされた場所にて行いました．

煙の透過スペクトル

開発したテラヘルツ波信号発生器，

受信器を用いて，テラヘルツ波の煙に

対する透過特性を調べました．この実

験では，長さ１m，直径10 cmのガス

セルを準備し，加熱されたパイプを通

し，ナイロンの燃焼により生成した煙

をこのガスセルに供給しました．図４

は，発生した煙を写真でとらえたもの

です．向こうが見えないほどの非常に

濃い煙がガスセルの中に充満している

のが，写真から分かります．煙は，直

径数μm程度の微粒子が大量に空中を

浮遊している状態ですが，我々がセン

シングに用いるテラヘルツ波はこれより

２～３桁大きい，１mm程度の波長

を有しています．したがってテラヘルツ

波はこの浮遊粒子により散乱されるこ

とがありません．つまり煙は，テラヘ

ルツ波にとってはほぼ透明な物質なの

です．そのため，煙中に含まれるガス
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図３　受信器のブロック図 



による固有な吸収スペクトルを観測す

ることが可能です．図５は実際に得ら

れた煙の透過スペクトルを示してい

ます．ナイロンを加熱し始めて，240，

480秒後に，右下がりの連続的な吸収

とともに，266，355，444 GHzに吸収

ピークが観測されています．これらの

吸収線のピーク周波数は，シアン化水

素分子が持つ吸収線の周波数によく一

致しています．詳細な解析を行ったと

ころ，これらスペクトルに，シアン化

水素，アセトニトリル，水の吸収線が

含まれていることが明らかになりまし

た（6）．ナイロンはアミド結合を有する

有機高分子です．したがって，今回の

実験ではナイロンが不完全燃焼してい

たということになります．

実スケール火災でのガス検知

最後に，実スケールの模擬火災環境

下で行った遠隔ガス検知の実証実験の

結果を紹介します．この実験には，遠

隔分光センシングシステムを用いまし

た．図６は，東京理科大学火災科学

研究センター実験棟において再現した

模擬火災実験の様子を模式的に示し

た図です．６畳間を模してつくられた

幅2.4 m，奥行3.6 m，高さ2.4 mの

試験機の中に，ウレタンブロックを置

き，そこに火を点け，試験機内部に煙

と燃焼生成ガスを充満させます．この

試験機から５m離れたところに設置し

た可搬型遠隔分光センシングシステム

から，試験機開口部をめがけてテラヘ

ルツ波を照射しました．今回の実験で

は試験機の壁際に設置した金属製コー

ナーリフレクタで照射したテラヘルツ波

を反射させ，遠隔分光センシングシス

テムに戻しています．

図７は遠隔分光センシングシステム

の後ろから，試験機の開口部を眺めた

ところです．開口下部の奥に，炎を上

特
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図４　煙が充満したガスセル
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図５　ナイロンを燃焼させて発生した煙の吸収スペクトル 
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げるウレタンブロックが写っています．

図８はこの実験で得られたテラヘル

ツ波の吸収スペクトルを示しています．

燃焼開始40～160秒において，265，

355，444 GHzに明瞭な吸収ピークを

観測しました．この周波数はシアン化

水素の吸収線の周波数と一致していま

す．また，各時間で得られた吸収線の

吸収強度から見積もったシアン化水素

濃度の100～250秒の平均は890 ppm

でした．この実験では，同時に燃焼開

始90～300秒の間，試験機内の気体

をサンプリングしています．得られた気

体を別途化学分析にかけ，シアン化水

素濃度を求めたところ640 ppmで，遠

隔分光センシングで得た値によく一致

しました．これらの結果は，テラヘル

ツ帯遠隔分光センシングシステムに

よって，火災により発生した危険ガス

を遠隔からリアルタイムで検知したこ

とを示しています．

なお，今回の実験はテラヘルツ波に

よる遠隔分光センシングの原理確認が

主たる目的でしたから，テラヘルツ波

の反射体として，人工的な金属製コー

ナーリフレクタを用いましたが，実際

には必ずしも金属製コーナーリフレク

タが必要というわけではありません．例

えば部屋の四隅や壁の出っ張り，引っ

込みのところで互いに垂直な３つの平

面が交わるコーナーリフレクタ構造が

形成されています．この壁材で形成さ

れる非金属のコーナーリフレクタ構造

は，建物の内外に不可避的に存在す

るものです．ここをめがけてテラヘルツ

波を照射することにより，十分な強度

の受信波を得ることができると考えら

れます．また，このことはコンクリート

パネルを３枚組み合わせて作成したコ

ンクリート製コーナーリフレクタを用い

た実験によっても確認されています．

今後の課題

本稿では，テラヘルツ電磁波を用い

て，遠隔から煙中のシアン化水素ガス

の発生を検知する技術を紹介しました．

今後はこの技術を用いて検知可能なガ

ス種および濃度，検知可能距離など

の基本性能を明確化するとともに，実

際に災害現場で活動する消防・防災

関係者のニーズを明らかにし，より実

用的な遠隔ガス検知システムを具体化

させることにしています．
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煙などを透過するテラヘルツ波の特徴を，
安心・安全の実現に役立てるべく，今後も
研究開発を進めていきます．
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図７　遠隔ガス検知の実験模様
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図８　遠隔ガスセンシングシステムで得た煙の吸収スペクトル 
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