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情報通信サービスの環境負荷低減に向けた取り組み

NTTグループの省資源化への 
取り組み

情報通信サービスを支える電気通信
線路設備は，NTTグループ保有の設
備だけでも光ケーブル約70万km,メタ
ルケーブル約110万kmに及び，基盤設
備である電柱は約1200万本，管路は
約62万kmに達します．このように膨
大なインフラ設備の安心・安全を担保
しつつ，NTTグループとして省資源
化を推進することが重要となっていま
す．省資源化については，リデュース
（Reduce），リユース（Reuse），リサ
イクル（Recycle）という3Rの観点で
の議論がよくなされますが，投入する
設備量，すなわち資源量を減らすにあ
たっては，設備の将来設計だけではな
く，現行設備を長持ちさせることも重
要となります．そのためには，現行設
備の劣化状態を正確に診断・評価する
手法が不可欠です．
本稿では，まず，屋外基盤設備の診
断・評価技術として，「下部支線地中
部の劣化診断・評価技術」について紹
介します．また，設備のリサイクルに
直接的に貢献する技術として，廃棄さ
れる通信設備に含有されている資源の
種類や量等を明らかにしてリサイクル

の高度化を図る「資源見える化技術」
について紹介します．

下部支線地中部の劣化診断 ・  
評価技術

電柱を支える支線は上部支線と下部
支線で構成されており，下部支線には
支線アンカ，支線ブロックなどの種類
があります（図 １）．腐食への対策と
して，1988年以降の支線のロッド部
では，溶融亜鉛めっきの上からさらに
有機被膜が施されています．しかし，
有機被覆のない旧仕様の下部支線も，
今なお全体の3分の 1にあたる約250
万条が使用されているといわれてお

り，経年や環境によって，地際部や地
中部での腐食減肉を伴う劣化が進んで
いることがあります．当然ながら，劣
化の程度により更改する必要があり，
支線ロッド部については，新品での安
全率を2とした場合に，腐食減肉によ
り，安全率1に相当するロッド断面積
50%に至る前の段階での更改が求めら
れます．
しかしながら，下部支線については，
現状，目視できる地際部までの減肉は
確認できますが，地中部に関しては減
肉を直接確認したり診断したりする手
段はありません．そこで，地中部で減
肉や傷が生じ，破断の危険性が高く
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図 1 　下部支線アンカおよび下部支線ブロック

電気通信用設備材料の省資源化に向けた
R&Dの取り組み

NTT環境エネルギー研究所では，電気通信用設備を構成する材料に着目
して，次期設備の長寿命化，現行設備の延命化，設備更改時における省資
源化を実現するためのグリーンインフラ技術のR&Dを進めています．本稿
では，電気通信用設備材料の省資源化に貢献する取り組みとして，現行設
備の延命化につながる「下部支線地中部の劣化診断・評価技術」と，設備
更改時の省資源化につながる「資源見える化技術」について紹介します．
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なっている下部支線を掘り起こすこと
なく見分けるための新たな非破壊診断
技術の開発が必要となります．
以下に，超音波ガイド波を用いた下
部支線地中部の劣化診断技術について
述べます．
■超音波ガイド波による下部支線
地中部診断技術の開発
超音波ガイド波＊1とは，通常の超
音波（バルク波）とは異なり，対象物
に閉じ込められて伝搬する超音波で
す．一般にバルク波よりも距離減衰が
小さく長距離伝搬することから，パイ
プラインなどの診断用途での技術開発
が進んでいます（1）．しかし，ガイド波
を下部支線ロッド診断に適用するにあ
たっては，以下のような課題がありま
した．
①	　地中ではガイド波のエネルギー
がロッド外に散逸し減衰率が高
くなる
②	　現用の下部支線の場合，地上の
ロッド部分の側面から特定のガイ
ド波を送受信しなければならない
③	　地中の減肉や傷からの信号を良
好な感度（SN比）で検出するた
めには，地中部以外に由来するノ
イズを低減する必要がある
これらの課題を解決するにあたっ
て，まず，用いるべき超音波のモード
および周波数について検討を行いまし
た．支線ロッドのような円柱形状の等

方均質弾性体とみなせる物体を伝搬す
るガイド波には，その振動様態によっ
てLモードをはじめ，3つのモードが
存在します．そのうち，	Lモードの振
動形態を図 ₂（a）に示します．このよう
な振動形態を有するLモードが地中に
埋設されたロッドを伝搬する場合を想
定して，減衰率の周波数依存性を計算
によって求めました．結果を図2（b）
に示します（2）（ロッド径13	mm．一般
的な土壌の物性値を用いて計算）．こ
の結果から，下記改善を行いました．
①	　減衰率の小さいガイド波として，
60	kHzのL（ 0 , 1 ）モードを今回
選定することにしました．

②	　選定したガイド波を細い下部支
線ロッドの側面から送受信する
ため，60	kHzで振動する圧電素
子振動子を内蔵する小型の探触
子を新たに設計・製作しました．
測定にあたっては，同じ特性の探
触子をペアで用い，ロッドを両側
から挟み込むようにセットし，同
位相で駆動した後，受信信号を加
算することによって，Lモードの
みを選択的に送受信することを
可能にし，さらに複数組の探触子
ペアを配置しました．
③	　送信波の方向制御および受信波
の指向性制御（図2（c））を行い，

＊1	 超音波ガイド波：固体などの対象物に閉じ
込められて伝搬する超音波です．波長に比
べて十分大きな媒質中を伝わると見なせる
一般的な超音波（バルク波）と違い，一般
に複数のモードが存在し，音速の周波数依
存性があります．

（b）　地中埋設ロッドにおけるLモードガイド波減衰率の周波数依存性

（c）　ロッドに取り付けられた探触子ペアの配置例

（a）　Lモードの振動形態

軸対称な振動形態で，軸方向
と動径方向の変位成分を持つ
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送信の方向制御
２組の探触子ペア（P１，P２）の間隔
を調整し，遅延時間および位相差を制
御して，後方へのガイド波をキャンセル

受信の指向性制御
２組の探触子ペア（R１，R２）の間隔を調整し，
２つの受信信号を一定の遅延時間および極性で
加算することで，前方からのガイド波のみを受信

図 2 　Lモードガイド波の振動形態，減衰特性と探触子の配置例
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良好なSN比を実現するための高
感度化を図りました（3）．

以上に述べた装置構成を用いて，実
際の設備と同等の条件で地中に埋設し
た人工的な傷を施した下部支線ロッド
を模擬サンプルとして，人工傷が検出
可能かどうかを調べました．ガイド波
による探傷の概念図と，埋設したロッ
ドでの人工傷の実測結果の一例を図 ₃
に示します（人工傷の幅10	mm．直径
残存率60%）．このように，人工傷で
の実験では明確な傷エコーが観測され
ており，地中の人工傷を検出できるこ
とが確認できました．現在，この診断
技術については，事業会社などの協力
を得て，現用の下部支線ブロックを対
象としたフィールド実験を行ってお
り，実際の減肉等の劣化検出の可能性
（検出感度，検出精度，減肉判定）を
検証しています．
■支線アンカ地中部の劣化評価 ･
推定に向けた取り組み
一方で，圧倒的に設備数の多い下部
支線アンカについても，腐食による地
中部の劣化度合いを評価・推定する技
術の検討を進めています．下部支線ア
ンカでは，地中に打ち込んだ部分に
よって支持力が保たれていることか
ら，アンカ地中部の経年による腐食劣
化について調査したうえでモデル化
し，劣化モデルを用いた強度計算を行
うことで，更改判断に利用可能な技術
の実現を目指しています．

資源見える化技術

通信設備の資源見える化技術とは，
通信設備に含有されている資源の種

類，量，偏在個所を明らかにし，リサ
イクルの高度化に供する情報を得る技
術です．これまで，電子機器に含まれ
る資源として情報が得られたのは，有
害物である鉛等の重金属などのみで
す．有害物質は，使用段階やリサイク
ル段階で，人への健康被害を引き起こ

しかねないため，規制や法律に従って
製造者に報告が義務付けられています．
しかしながら，金，銀，銅といったリ
サイクルで回収される資源については，
特に報告する義務が供給側にないため，
廃棄する際も，資源量は不明のまま引
き取られているのが一般的でした．

端面エコー

（b） 　埋設ロッドの人工傷の実測結果

（a）　ガイド波による人工傷検出の概念図
（上部支線，ブロック等は省略）
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図 3 　ガイド波による人工傷検出の概念図と実測結果
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■資源見える化技術のねらい
NTTグループで排出される使用済
み交換装置類は，コンクリート柱に次
いで廃棄量が多く，また高機能を実現
するために多種多様な資源が使用され
ており，重要な資源となり得ます．そ
こで，資源の見える化技術の研究対象
として，今後，公衆電話網のマイグレー
ションに伴って大量に廃棄が予定され
る新ノード交換機を取り上げ，分析方
法，推定方法などの資源見える化技術
の核となる技術を開発しています．廃
棄される資源の種類や量が事前に分か
ることで，最適なリサイクル方法の選
択が容易となるだけではなく，希少金
属等が偏在する部品などが分かれば，
それを集めて処理することにより，資
源の濃縮が可能となり，回収効率の向

上が期待できます．リサイクルの高度
化は，処理コストの削減も期待でき，
一石二鳥といえます．
■資源見える化技術の開発状況
資源見える化技術は，分析技術と推
定技術から成ります．含有資源推定シ
ステムのイメージを図 ４に示します．
図に示したように，代表的な部品・基
板の資源含有量を分析してデータベー
ス化します．一方，その他の資源量が
未知の基板に対しては搭載された部品
の種類と数をカウントし，前述のデー
タベースに蓄積されている同種の部品
の資源含有量から，資源含有量を推定
します．
新ノード交換機は，多種多様な基板
から成るため，まず基板の構成を調査
し，共通で使用される基板と数量が多

い基板を代表的基板として選定しまし
た．次に，基板に含まれる多種の資源
のうち，定量化する対象を経済性と資
源枯渇リスクの観点から選定し，対象
元素を金（Au），銀（Ag），銅（Cu），
パラジウム（Pd）を含む8種としました．
分析方法開発の課題は，多種多様な
金属のみならず，プラスチックも混在
する電子基板から目標とした元素を簡
易にかつ高精度に分析することでし
た．まず，通常適用されているICP分
析＊2を試みましたが，サンプルを粉
砕し，多段階の処理により溶液サンプ
ルを作製するため，前処理が煩雑でか
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基板A

画像

資源量

搭載基板構成

資源量

各部品・基板

含有
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CPU X個，IC　Y個，
コンデンサ Z個
　　　・
　　　・
　　　・
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　　　・
　　　・
　　　・
資源価値：X円
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  各部品の含有資源量データベース
 部品名 Au Ag Cu …

CPU  290 290 2500

IC  96 490 1500

コンデンサ 0 5900 2500

 …

  各基板の含有資源量データベース
 部品名 Au Ag Cu …

基板A 500 1000 18000

基板B 600 3700 16000

基板C 1200 1200 28000

 …

基板A
Au：500 mg

交換機X
Au：40 g

図 4 　含有資源推定システムイメージ

＊２	 ICP分析：元素分析法・定量分析法の１つ
です．高精度に多元素を分析できますが，
サンプル調製に手間がかかるといわれてい
ます．
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つ高コストでした．そこで，粉砕した
サンプルを固めるだけで分析サンプル
が作製できる蛍光X線法＊3を併用する
ことで，許容される精度の範囲を保っ
たまま，定量化を簡易にする手法を検
討しています．
次に推定方法では，部品の含有資源
量の資源別の濃度に，データベースに
登録された同種の部品とマッチングす
る部品の数をカウントし，掛け合わせ
ることにより含有量を求める「積上げ
法」を検討しています．この方法の利
点は，資源量が未知の基板に対し，基
板を粉砕しなくても，資源含有量を推
定できることです．さらに，チップコ
ンデンサのような小さくて数が多い部
品や，ICチップのような種類が多く，
分類が難しい部品に関しては，人の目
に頼るだけではなく，画像処理技術を
用いることにより，画像から高速かつ
簡易に部品を認識することも検討して
います．これまでのところ，表に示し

たように，新ノード基板や携帯電話に
は，経済価値や資源リスクの高い金属
が多数含まれることなどが明らかに
なっています．

今後の展開

通信設備には，多くの貴重な資源が
含まれています．将来も安心・安全な
情報通信サービスを提供し続けるため
には，資源の安定供給，リサイクルコ
ストの最適化が必要です．資源見える
化技術による資源含有量の情報によ
り，リサイクルが高度化されれば，よ
り健全な資源循環システムが構築さ
れ，情報通信サービスの持続可能性に
も寄与できると考えています．
今後は，対象とする装置類を拡大し，
データベースの拡充を図り，精度の向
上を目指します．さらに，環境・経済・
社会に与える将来的なリスクも考慮し
た情報の提供方法も模索したいと考え
ています．
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表　含有資源量の比較

新ノード基板※1 PC（4） 携帯電話※2 天然鉱石（5）

金 230 120 411 1.1
銀 440 680 182 13
銅 200000 159000 89000 8400

パラジウム 95 160 90 1.1
クロム 400 33 900 230000

ジルコニウム 170 110 230 3700
アンチモン 3800 58 130 9900

※ 1　新ノード基板 3枚の平均	
※ 2 　電池を除く140台の平均

（単位：重量ppm）

＊3	 蛍光X線法：元素分析法・定量分析法の１
つです．分析精度は，ICP分析よりも低く
なりますが，比較的サンプル調製が容易で，
多元素の同時分析が可能という特徴があり
ます．

（左から） 髙橋  和枝/ 澤田  　孝/  
 東　  康弘

通信インフラ設備に関する研究は地道で
すが，高速道路などのほかの社会インフラ
が抱える課題にも直結する研究です．我々
は，材料研究を切り口に，NTTグループだ
けではなく社会に貢献できる省資源化に向
けた取り組みを進めていきます．
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