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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：安全・安心な社会のための犯罪・テロ対策技術等を実用化するプログラム
■プロジェクト名：「ミリ波パッシブイメージング装置の開発と実用化」
■テーマ：爆発物・危険物検知装置の開発
■責任機関名：東北大学
■研究代表者名（役職）：陳 強 （教授）
■実施期間：5 年間（技術開発期間：平成 22～24 年度、実証期間：平成 25-26 年度）
■実施経費： 456.3 百万円（間接経費、環境改善費込み）
１．プロジェクトの背景と目的、必要性
近年、テロ・犯罪によって安全・安心な生活環境が脅かされており、危険物を所持する不審者
を迅速に検知する手段が望まれている。空港、港湾等の水際では、手荷物に含まれる危険物は X 線
検査装置で検出可能であるが、人が所持する液体・粉末状の爆発物やセラミックナイフ等の絶縁
物は金属探知機による検出が困難という状況にある。平成 21 年 12 月 25 日に米国で発生したデル
タ航空機爆破テロ未遂事件以降、これまでの金属探知機による乗客の検査や X 線による手荷物検
査に加え、不審者が衣服の下に隠し持った液体、プラスチック等、絶縁体製の爆発物を検出する
ためのボディスキャナーの導入が検討されている。また、空港の保安検査場において検知すべき
対象は航空法第 86 条の中で取り決められているものの、検知すべき危険物対象が日々追加されて
いく状況にある。
本プロジェクトは、不審者が所持する衣服下の絶縁物を非侵襲、非接触で検知可能なミリ波パ
ッシブイメージング技術を利用し、空港等の高度な保安対策を要する拠点におけるテロ行為を未
然に防ぐための危険物検知システムを開発することを目的とする。具体的には、既に開発した据
え置き型ミリ波パッシブイメージング装置のさらなる小型化、軽量化、高画質化を図るとともに、
空港保安検査場等の設置余地を考慮し、金属探知機等の既設装置との併設あるいは一体化が容易
な壁型装置および二次的な検査を目的としたハンディー型装置を開発することを目標とする。さ
らに、プライバシーの問題、空港保安検査場等の設置余地を考慮した実用装置を開発することを
目標とする。

２．研究の全体像
・ 目標
ミリ波パッシブイメージング装置は、人が衣服下に所持する液体やプラスチック製の
危険物を完全無侵襲・非接触で検知可能である。本課題では、既に開発した①据え置き
型パッシブ装置のさらなる小型化、軽量化、高画質化を図るとともに、空港保安検査場
等の設置余地を考慮し、金属探知機等の既設装置との併設あるいは一体化が可能な装置
の開発を目標とする。製品化は基本性能を向上させ随時進める。空港保安等を担う関係
機関の要望、プライバシーの問題を相互に配慮した装置を実用化する。また、金属探知
機との一体化が容易な②壁型装置の開発を進めるとともに、2 次的な検査を目的とした③
ハンディー型の開発を進める。最終的に、開発した装置の量産化・低コスト化を実現す
ることを目標とする。
・

技術的内容
既に開発したミリ波パッシブイメージング装置（①据え置き型装置）において抽出され
た小型化・軽量化の課題を、鏡面修整技術を用いたパラボラ反射鏡の採用により解決する。
イメージング素子アレーの最適利得配分と受信回路の MMIC 化により、低雑音化を実現
して高感度化を図る。画像処理アルゴリズム等の最適化により高スループット化を図る。
金属探知機との一体化が容易な壁型装置を実現するため、小型レンズを用いた撮像モジュ
ールアレーを開発する。画像処理装置を小型化して、小型撮像モジュールと組み合わせる
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ことにより、２次検査用ハンディー型装置を開発する。また、小型レンズアンテナに代わ
る超高利得アンテナの実現可能性について検討・評価する。既製の据え置き型装置で得ら
れた分解能 20 mm をさらに上げるため、イメージング素子アレーの最適配置設計を行う。
また、ミリ波源となり得る蛍光灯等を利用した装置の高感度化を図る。最終的に、作製し
た①据え置き型、②壁型、③ハンディー型の量産化を図り、随時製品化する。
据え置き型

ハンディー型

ﾊﾝﾃﾞｨｰ型対応の小型
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ開発の検討

MMICの開発
軽量化筐体の検討

反射鏡による
小型・軽量化

イメージング素子用
外気温 度測 定補正
回路の開発

空港での実証試験
製品モデル機の開発
多段反射鏡方式

他社製品の
動向調査

蛍光灯光源の検討
イメージング素子
アレーの最適配列

リアルタイム校正法
の改良
振動ﾘﾌﾚｸﾀのメカ部改良

近傍イメージング実験

壁型

小型レンズアンテナ実験

金属探知機

ミリ波パッシブ
イメージング装置

図 1 プロジェクトの開発の内容と分担
３．ミッションステートメント
【技術開発期間終了時】
・ ①空港港湾での設置環境に適応した、金属探知機との併設が可能でかつ家庭用洗濯機程度
のサイズを実現した据え置き型ミリ波パッシブイメージング装置のプロトタイプを製品化
する。機器性能としては、1 秒間に 4 枚の画像撮像を可能とし、危険物検出としては 50 ml
の容器に入った液体を検出可能とし、特定の種類の物質に対しては同定も可能とする。

・ ②金属探知機との一体化が容易な壁型ミリ波パッシブイメージング装置を開発する。装置
サイズ幅 1.2 m、高さ 1.5 m、厚さ 30 cm、2 枚の壁の間隔が 1.5 m、一人で簡単に機器
の移動が可能な重量を実現する。
・ ③2 次検査に使用可能なハンディー型ミリ波パッシブ不審物検知装置を開発する。重量は 2
kg 以下とし、危険物検知・警報の発報を可能とする。
【実証期間終了時】
・ ①金属探知機との併設が可能な①据え置き型ミリ波パッシブイメージング装置として、実
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証試験データをもとに、最終的に量産製品としてのレベルでの完成度を目指す。機器性能
としては、1 秒間に 4 枚の画像撮像を可能とし、危険物検出としては 50 ml の容器に入った
液体の検出可能とする技術開発時と基本的には同等であるが、実使用とメンテナンスを考
慮して、設計寿命 10 年を目指す。

・ ②金属探知機との一体化が可能な②壁型ミリ波パッシブイメージング装置として、実証試
験データをもとに、最終的に量産製品としてのレベルでの完成度を目指す。機器性能とし
ては、2 秒で 1 枚の高分解能撮像を可能とし、危険物検出としては 50 ml の容器に入った液
体を検出可能とする。
・ ③ハンディー型ミリ波パッシブ不審物検知装置について、①、②同様、量産レベルの完成
度を目指す。また、さらなる軽量化を目指し、最終的には 1kg 以下の重量実現を目指す。

４．研究計画
４.１ 全体計画
全体計画の線表及び開発する装置 3 機種の概念図をそれぞれ表 1、図 2 に示す。既に開発した①
据え置き型ミリ波パッシブイメージング装置のさらなる (2) 小型化、軽量化を図るとともに、(1)
要素技術を確立し、ミリ波イメージング画像の高画質化を図る。さらに、空港保安検査場等の設
置余地を考慮し、既設装置との併設あるいは一体化が可能な装置を開発する。製品化は基本性能
を向上させ随時進める。分解能と装置サイズの関係をもとに、空港保安等を担う関係機関の要望、
プライバシーの問題を相互に配慮した (4) ミリ波検査装置の総合システムを実用化する。また、
金属探知機との一体化が容易な② 壁型装置等の開発を進めるとともに、2 次的な検査を目的とし
た③ ハンディー型装置の開発を進める。最終的に、開発した装置の量産化・低コスト化を実現す
ることを目標とする。実証期間において、(5) 開発したミリ波検査装置を用いて実証試験を実施す
る。

研究項目

22 年度

表 1 全体計画の線表
23 年度
24 年度

(1) 要素技術の確立
(2) 小型化・軽量化
(3) 壁型装置およびハ
ンディー型装置用モ
ジュール
(4) 総 合 シ ス テ ム の
開発
(5) 実証試験
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25 年度

26 年度

金属探知機

壁型装置

① 据え置き型

② 壁型

③ ハンディー型

図 2 開発する装置 3 機種の概念図（① 据え置き型、② 壁型、③ ハンディー型）

図 3 研究項目と装置 3 機種の関係
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研究項目と装置 3 機種の関係を図 3 に示す。危険物の検知特性を向上させるためにはミリ波画
像の画質を改善する必要がある。高画質化を目的として、(1) 要素技術の項目はミリ波画像のコン
トラストおよび安定性の向上、高分解能化、高感度化、撮像速度の高速化、高画質化のための新
手法の検討等で構成され、新手法の検討には冷却順光イメージング法等を利用した高画質化、ズ
ームレンズの開発が含まれる。据え置き型装置および壁型装置の(2) 小型化・軽量化は、主に反射
鏡を利用した光学系の小型化、振動リフレクタの小型化・軽量化、軽量筐体の開発により実現す
る。ハンディー型装置の小型化・軽量化は、主に小型・軽量信号処理ボードのインターフェース
の開発等により実現する。
また、実証期間においては、(1) 使いやすさを充実させた各プロトタイプ機の開発、(2) 壁型、
ハンディー型装置の商品化の準備を並行して進めつつ、実証試験Ⅰ（ユーザー立ち会い試験）
、実
証試験Ⅱ（ユーザー環境試験）を通して、3 機種の要求性能を検証する。
４.２ 年次計画
研究項目で分類した年次計画を表 2 に示す。また、各プロトタイプの完成時期、プロジェクト
内試験、実証試験 I（国土交通省、空港関係機関、その他のユーザーが立ち会う試験）および実証
試験 II（空港における試験）の実施時期を示したロードマップ・マイルストーンを表 3 に示す。
図 2 に示す研究項目(1)要素技術の確立、(2)小型化・軽量化、(3)壁型装置およびハンディー型装置
用小型撮像モジュール、(4) 総合システムの開発及び(5) 実証試験は表 5 に示すように 3 機関共同
で進める。プロジェクト内試験を完了した据え置き型、壁型およびハンディー型装置を利用して、
国土交通省、空港関係機関等で構成されるユーザーによる実証試験を実施し、課題抽出を経たシ
ステムを用いて空港における実証試験 II を実施する。実証期間における各機種の年次計画及び試
験構成を以下に示す。
据え置き型装置
技術開発期間に開発した据え置き型プロタイプ 4a、4b の設計を見直し、さらに小型で軽量なプ
ロトタイプの試作を進める。本機には改良センサー、冷却順光法および不審物検知アプリケーシ
ョンの搭載を予定している。最終的に平成 26 年度において商品化のためのプロトタイプを試作し、
耐久試験、信頼性試験および量産化技術の確立を経て年度末の販売開始を目指す。
壁型装置
技術開発期間に開発した壁型装置プロトタイプ 2 の評価、改良点の抽出を進めるとともに、プ
ロトタイプ 2 を改良したプロトタイプへ反映させる。本機には冷却順光法の適用および不審物検
知アプリケーションを適用し、効果の検証を進める。最終的に平成 26 年度において商品化のため
の小型化・軽量化を図ったプロトタイプを試作し、耐久試験、信頼性試験および量産化技術の確
立を経てプロジェクト終了後の平成 27 年度の販売開始を目指す。
ハンディー型装置
技術開発期間に開発したハンディー型装置プロトタイプ 2 の評価、改良点の抽出を進めるとと
もに、さらなる高分解能化および筐体の低雑音化等を図ったプロトタイプの試作を進める。なお、
これらには冷却順光法および検知特性の向上を図ったアプリケーションを搭載する予定である。
最終的に平成 26 年度において商品化のためのプロトタイプを試作し、プロジェクト終了後の平成
27 年度の販売開始を目指す。
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表 2 研究項目に対する年次計画の線表
取組内容
(1)要素技術の確立

１年度目

２年度目

３年度目

４年度目

５年度目

冷却順光イメージング技術を利用
したブース型装置の開発

リアルタイム校正法の改良

高画質・高感度化・性能 イメージング素子アレーの最適配置設計のため
のメカシリンダを用いた基礎実験および数値シ
改善

センサーの性能向上
不審物検知アプリケーション

ミュレーション

高画質化のためのイメージング素
子アレーの最適配置設計
ミリ波画像を用いた物体認識と評価
イメージング素子用温度測定／補正回路の開発
LNA の 低 雑 音 化 を 目 的 と し た 専 用
MMIC を設計開発および設計評価検証

イメージデータ収集とミリ波強度測定

(2)小型化・軽量化
反射鏡の軽量化・小型化・収差最適化のための数値シミュレーション
反射鏡による軽量化・小型化・収差最適化の
設計・試作、多段反射方式光学系の検討
反射鏡と振動リフレクタの設計法確立
光学系の多段反射方式の開発
小型撮像モジュールとハンディー型に対応したインターフェースの開発
軽量化筐体の開発

(3)壁型装置およびハン
ディー型装置用
小型撮像モジュール

近傍界イメージングの実験
小型レンズアンテナの基礎実験、数値シミュレーション、及び設計
壁型装置開発のための近傍検出器開発
小型レンズに代わる近傍検出器の数値シミュレーションと
近傍界映像化方式検討・開発
ハンディー型対応センサー開発
パイプライン処理を用いた信号・画像処理の高速化

(4)総合システムの開発
ミ リ 波 パ ッシブ 撮像装
置商品化
① 小型化・軽量化され
た据え置き型装置
②

プロトタイプの評価、表示
プロトタイプ試作
系の充実

製品モデル機の開発製造

ハンディー型装置
プロトタイプ
装置設計製作

③

②

ハンディー型装置

③

壁型装置

プロトタイプ
装置評価

プロトタイプ装置評価、
改良点の抽出と修正研究開発

実験結果に対応した修
正、研究開発とその反映

プロトタイプ装置
設計製作

壁型装置

(5)実証試験
ミ リ 波 パ ッシブ 撮像装
置商品化
① 小型化・軽量化され
た据え置き型装置

改良センサー、冷却順光法の搭載による性能向上
確認、不審物検知アプリケーションの搭載

プロトタイプ装置
設計製作

プロトタイプ装置評価、 改良型装置製作
改良点の抽出と修正
商品化準備
研究開発
実験結果に対応した修正、
研究開発とその反映
特許権利化

実証試験Ⅰ

機器完成

機器完成

実証試験Ⅰ
実証試験Ⅰ

長期実証試験
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実証試験Ⅱ
（短期）

実証試験Ⅱ
（長期）

表 3 ロードマップ・マイルストーン
平成２５年度
4

5

6

7

8

9

平成２６年度

10 11 12

1

2

プロトタイプ４ａ-２完成

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1

2

3

プロトタイプ５完成

耐久試験・信頼性試験

据え置き型

販売開始

量産化技術確立

プロトタイプ４完成

プロトタイプ３完成

装置
開発

耐久試験・信頼性試験

壁型

量産化技術確立

プロトタイプ３ａ完成

プロトタイプ３ｂ完成

プロトタイプ４完成

ハンディー型

販売開始

プロジェクト内試験
実証試験 I
（ユーザー立ち会
い試験）
試験
構成

実証試験 II
（短期ユーザー環
境試験）
実証試験 II
（長期ユーザー環
境試験）

５．実施体制
＜研究実施体制図＞
本研究開発は、責任機関が東北大学、参画機関がマスプロ電工株式会社、中央電子株式会社と
して進める。各機関はそれぞれ下記の専門分野を持ち、この分野に合わせて開発を分担する。
表 4 機関の専門分野と開発分担
機関名
東北大学

マスプロ電工
株式会社
中央電子
株式会社

専門分野

開発分担
アンテナ・レンズ設計、システム設計、
電磁波工学、ミリ波パッシブイメー 基礎実験、新規技術開発、技術サポー
ジング技術、画像処理技術
ト、実用化のための技術開発、成果発
表、特許化、課題管理
イメージング素子の開発、反射鏡等光
無線受信機、アンテナ、反射鏡技術、
学系設計、製品化業務、他社製品調査、
製品化・実用化体制
実用化試験、量産化、特許化
信号・画像処理ボードおよび制御ソフ
信号処理、画像・映像処理、制御技
トウェア開発、筐体設計、製品化業務、
術、筐体・機構技術、製品化・実用
他社製品調査、実用化試験、量産化、
化体制
特許化
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表 5 実施体制表
研究項目

機関名

研究項番・項目名

(1)要素技術の確立 東北大 a)リアルタイム校正法の改良
b)イメージング素子アレーの最適配置設計のための基礎実験および数
値シミュレーション
f)イメージデータ収集とミリ波強度測定 (誘電率計測)による物質同定研究
g)蛍光灯等によるミリ波源を源とするアンテナの検討、設計・試作
b)イメージング素子アレーの最適配置設計のための基礎実験および数
マスプロ
値シミュレーション
c)LNA専用MMIC開発
e)多段配列構造等，イメージング素子アレーの最適配置設計
f)イメージデータ収集とミリ波強度測定 (誘電率計測)による物質同定研究
中央電子 a)リアルタイム校正法の改良
d)イメージング素子用温度測定／補正回路の開発
f)イメージデータ収集とミリ波強度測定 (誘電率計測)による物質同定研究
(2)小型化・軽量化 東北大 a)反射鏡設計による軽量化・収差改善
b)反射鏡の軽量化・小型化・収差最適化のための数値シミュレーション
c)光学系の多段反射方式
d)軽量筐体の開発
f)反射鏡と振動リフレクタの設計法確立
マスプロ a)反射鏡設計による軽量化・収差改善
b)反射鏡の軽量化・小型化・収差最適化のための数値シミュレーション
c)光学系の多段反射方式
d)軽量化筐体の開発
f)反射鏡と振動リフレクタの設計法確立
中央電子 c)光学系の多段反射方式
d)軽量筐体の開発
e)小型撮像モジュールとハンディー型に対応したインターフェースの開発
f)反射鏡と振動リフレクタの設計法確立
(3)壁型およびハン 東北大 a)近傍イメージングの実験
ディー型用小型撮
b)小型レンズアンテナの基礎実験および数値シミュレーション
像モジュール
d)近傍界映像化方式検討、開発
マスプロ a)近傍イメージングの実験
b)小型レンズアンテナの基礎実験および数値シミュレーション
c)近傍検出器開発
f)ハンディー型対応センサー開発
中央電子 a)近傍イメージングの実験
d)近傍界映像化方式検討、開発
e)パイプライン処理を用いた高速化
(4)総合システムの 東北大 2)[据置き型]プロトタイプ装置設計製作・評価
開発
3)[壁型]プロトタイプ装置設計製作・評価
4)[ﾊﾝﾃﾞｨｰ型]プロトタイプ装置設計製作・評価
マスプロ 1)製品モデル機の開発製造
2)[据置き型]プロトタイプ装置設計製作・評価
4)[ﾊﾝﾃﾞｨｰ型]プロトタイプ装置設計製作・評価
中央電子 1)製品モデル機の開発製造
2)[据置き型]プロトタイプ装置設計製作・評価
3)[壁型]プロトタイプ装置設計製作・評価
4)[ﾊﾝﾃﾞｨｰ型]プロトタイプ装置設計製作・評価
(5)実証試験
東北大

◎

研究担当者
澤谷邦男、佐藤弘康
澤谷邦男、佐藤弘康
澤谷邦男、佐藤弘康、水野皓司
澤谷邦男、佐藤弘康
荒川孝、高橋順一、遠松大輔
荒川孝、高橋順一、遠松大輔
荒川孝、高橋順一
植村順、武田政宗、高橋順一
平井晴之、松崎智彦、中田淳
平井晴之、新倉広高、松崎智彦
森近慶一、新倉広高、中田淳
澤谷邦男、佐藤弘康
澤谷邦男、佐藤弘康
澤谷邦男、佐藤弘康
澤谷邦男、佐藤弘康
澤谷邦男、佐藤弘康
植村順、武田政宗、遠松大輔
荒川孝、高橋順一、遠松大輔
荒川孝、高橋順一、遠松大輔
荒川孝、高橋順一
荒川孝、高橋順一、遠松大輔
森近慶一、平井晴之、新倉広高
平井晴之、新倉広高
平井晴之、松崎智彦、中田淳
平井晴之、新倉広高
澤谷邦男、佐藤弘康
澤谷邦男、佐藤弘康、水野皓司
澤谷邦男、佐藤弘康
荒川孝、高橋順一
高橋順一、遠松大輔
植村順、武田政宗、高橋順一
植村順、武田政宗、高橋順一
平井晴之、松崎智彦、中田淳
森近慶一、松崎智彦、中田淳
新倉広高、松崎智彦、中田淳
澤谷邦男、佐藤弘康
澤谷邦男、佐藤弘康
澤谷邦男、佐藤弘康
植村順、武田政宗、荒川孝
荒川孝、高橋順一、遠松大輔
荒川孝、高橋順一、遠松大輔
平井晴之、新倉広高、松崎智彦
平井晴之、新倉広高、松崎智彦
森近慶一、平井晴之、中田淳
平井晴之、松崎智彦、中田淳
◎陳強、佐藤弘康、澤谷邦男、
水野皓司

マスプロ

武田政宗、荒川孝、高橋順一

中央電子

余座孝也、平井晴之、松崎智
彦、中田淳

研究代表者（平成 25～26 年度、平成 22～24 年度は澤谷邦男が研究代表者）

8

６．諮問委員会の委員構成及び開催状況
＜諮問委員会委員＞
内閣府政策統括官付 参事官補佐 （平成 22 年 9 月 2 日から平成 26 年 3 月 31 日）
内閣府政策統括官付 行政実務研修員 （平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）
内閣府政策統括官付 上席政策調査員 （平成 27 年１月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）
警察庁警備局警備課 係長 （平成 22 年 9 月 2 日から平成 25 年 3 月 31 日）
警察庁警備局警備課 課員 （平成 25 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）
国土交通省航空局監理部航空安全推進課航空安全対策室 専門官
（平成 22 年 9 月 2 から平成 27 年 3 月 31 日）
警察庁長官官房会計課装備室 課長補佐（平成 22 年 9 月 2 日から平成 27 年 3 月 31 日）
全日本空輸(株)オペレーション統括本部 航空保安部 主席部員
（平成 22 年 9 月 2 日から平成 26 年 9 月 30 日）
元全日本空輸(株) 主席部員（平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）
(株)日本航空安全推進本部安全企画グループ マネージャー
（平成 22 年 9 月 2 日から平成 27 年 3 月 31 日）
成田国際空港(株)空港運用部門保安警備部航空保安対策グループ 副主幹
（平成 22 年 9 月 2 日から平成 24 年 3 月 31 日）
成田国際空港(株)空港運用部門保安警備部航空保安対策グループ マネージャー
（平成 24 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）
(財)空港保安事業センター企画事業部 部長（平成 22 年 9 月 2 日から平成 25 年 12 月 31 日）
元(財)空港保安事業センター企画事業部 部長（平成 26 年 1 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）
東京大学 生産技術研究所 教授（平成 23 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）
＜諮問委員会オブザーバー＞
内閣官房副長官補付 内閣事務官 （平成 22 年 9 月 2 日から平成 24 年 3 月 31 日）
内閣官房副長官補付 主査（平成 24 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日）

諮問委員会の開催実績及び議題
平成２２年度第１回（平成２２年９月２日）
議題： １．携帯電話等の視認性について
２．検知能力の基準、TSA の基準について
３．危険物と温度差のない場合の検出について
４．検査時間の短縮について
５．箱型 1.5 m×1.5 m 内での検査方法について
６．ミッションステートメントの見通しについて安全・安心プログラムについて
平成２２年度第２回（平成２２年１２月９日）
議題： １．ミッションステートメントの確認
２．国交省航空保安検査についての発表について
３．各装置に対する意見および開発の進め方について
平成２３年度第１回（平成２３年５月２６日）
議題：１．装置性能のさらなる向上について
２．模擬爆弾の撮像について
３．光学マーキングについて
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平成２３年度第２回（平成２３年１１月１日）
議題：１．検知能力のさらなる改善について
２．さらなる小型化について
平成２３年度第３回（平成２４年１月３１日）
議題：１．検知能力のさらなる改善について
２．再審査および実証試験の見通しについて
平成２４年度第１回（平成２４年５月２３日）
議題：１．進捗状況・成果について
(1)据え置き型装置の小型化に関する審議
(2)センサーの性能と撮像速度に関する審議
２．今後の実施計画について
(1)画像目視とマーキングに関する審議
(2)装置の使用環境条件に関する審議
(3)物質同定、検出限界に関する審議
(4)実証試験に関する審議
平成２４年度第２回（平成２４年１２月７日）
議題：１．進捗状況・成果について
(1)ハードウェアと画質の関係の審議
(2)ハンディー型装置に関する審議
(3)装置の使用環境条件に関する審議
２．今後の実施計画について
(1)マーキングに関する審議
平成２４年度第３回（平成２５年３月２６日）
議題：１．進捗状況・成果について
(1)画質に関する審議
(2)装置サイズに関する審議
２．今後の実施計画について
(1)技術概要を準備、配布する
３．研究体制の変更について
(1)研究代表者に東北大学 陳強教授が着任
(2)参画機関中央電子担当責任者に余座孝也部長が着任
平成２５年度第１回（平成２５年７月２３日）
議題：１．進捗状況・成果について
(1)冷却順光源に関する審議
(2)撮影条件に関する審議
(3)ハンディー型装置に関する審議
２．今後の実施計画について
(1) 冷却順光源を用いた高画質化、センサーの性能向上、
マーキングによる物体の検知を軸とする。
平成２５年度第２回（平成２５年１１月１５日）
議題：１．進捗状況・成果について
(1)冷却順光源に関する審議
(2)プレイバシーとマーキングに関する審議
(3)スループットに関する審議
(4)ハンディー装置に関する審議
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２．今後の実施計画について
(1)電波環境に関する審議
警察・消防無線に関する調査を進める。ハイパスフィルタ回路を工夫する。
(2)装置の使用環境条件に関する審議
諮問委員からの実用化を視野にいれた意見を整理してまとめる。
平成２５年度第３回（平成２６年３月１７日）
議題：１．進捗状況・成果について
(1)据え置き型装置議論
(2)ハンディー装置関する議論
２．今後の実施計画について
(1)据え置き型装置に関する議論
実用的なスループットに実現を目指して実験を行う。
(2)ハンディー型装置に関する議論
さらなる軽量化を目指す。
(3)中部国際空港における実証試験の審議
中部国際空港にて実証試験を行い、スループット等の問題点を抽出する。
平成２６年度第１回（平成２６年８月２１日）
議題：１．進捗状況・成果について
(1)据え置き型装置に関する議論
(2)ハンディー装置に関する議論
(3)壁型装置に関する議論
２．今後の実施計画について
(1)据え置き型装置に関する議論
電波環境の影響についてより詳細に検討する。
(2)ハンディー装置に関する議論
さらなる小型化を目指す。
平成２６年度第２回（平成２７年２月２４日）
議題：１．進捗状況・成果について
(1)据え置き型・壁型・ハンディー型装置共通の議論
(2)ハンディー型装置の議論
２．今後の実施計画について
(1)報告書および評価委員会
報告書の取りまとめと評価委員会への対応を行う。
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Ⅱ．経費
１．所要経費
（間接経費、環境改善費を含む）

(単位：百万円)
所要経費（補助対象経費）

研 究 項 目

1. ミリ波光学系、ア

担当機関

研究担当者

等

東北大学

陳 強

ンテナ系、イメー

佐藤 弘康

ジング技術の基礎

澤谷 邦男

研究

水野 皓司

2. ミリ波光学系、イメ
ージング素子の開

マ ス プ ロ 武田 政宗
電工

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

22

23

24

25

26

年

年

年

年

年

度

度

度

度

度

12.9

12.7

22.2

24.5

9.8

82.1

80.9

57.6

45.2

35.8

10.0

229.5

30.0

21.79

38.6

39.9

14.4

144.7

123.8

92.1

106.0

100.2

34.2

456.3

合計

植村 順

発と量産化技術、

荒川 孝

量産化の実施

高橋 順一
遠松 大輔

3．映像・画像化処理

中央電子

余座 孝也

による画質向上と

森近 慶一

イメージング装置

平井 晴之

の実用化実施

新倉 広高
松崎 智彦
中田 淳

所 要 経 費
（合 計）
２．使用区分
研究項目１
１．補助金
設備備品費
人件費
消耗品費
その他
(直接経費計)
間接経費及び環
境改善費
合 計
２．自主経費
総 計
３．補助対象外経費

1.8
28.0
15.3
32.4
(77.5)
4.6

研究項目２

(

12.5
42.1
52.1
75.9
182.6 )
15.0

研究項目３

（単位：百万円）
計

26.9
36.0
15.9
40.2
( 118.9 )
4.8

41.2
106.1
83.3
148.5
( 379.0 )
24.3

82.1
0
82.1

197.6
32.0
229.5

123.6
21.1
144.7

403.3
53.0
456.3

0

0

0

0
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【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した研究項目】（H22～H26）
① ミリ波測定用ブロックダウンコンバータ装置：2011 年 11 月、6.0 百万円、研究項目２
② EMC ノイズスキャナー装置：2012 年 11 月、 5.2 百万円、研究項目３

Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
【技術開発期間終了時】

ミッションステートメント

設置環境への適応

金属探知機と併設可能

金属探知機のごく近傍に設置する
ことにより併設が可能

○

サイズ

家庭用洗濯機程度
例：Panasonic NA-VX7100L
639(W)×1021(H)×716(D) mm

600(W)×1150(H)×850(D) mm
（プロトタイプ4a）

○

商品化

商品化
（プロトタイプ3）

○

スループット

1秒間に4枚の画像撮像

1秒間に4枚の画像撮像可能
（プロトタイプ3（製品化））

○

危険物検知

50 ml容器に入った液体を検出可 50 ml容器に入った水溶液の検出
能
が可能

○

物質同定

特定の種類の物質に対する同定

冷却順光法の利用により金属と絶
縁体の識別がある程度可能

△

設置環境への適応

金属探知機との一体化

金属探知機と隣接して設置するこ
とにより一体化が可能

○

①据え置き 実用化
型

②壁型

③ハン
ディー型

成果
達成度
（H24年度末での見込みも含む）

目標

サイズ

1.2(W)×1.5(H)×0.3(D) m
2枚の壁の間隔が1.5 m

1.4(W)×2.1(H)×0.4(D) m
（プロトタイプ2）

○

重量

一人での機器移動が可能

装置重量150 kgで、キャスター等
を設けることで、一人でも機器移動
が可能

○

重量

2 kg以下

1.5 kg

○

危険物検知

警報の発報

本体にLEDライトを点灯し、PCから
警報音を発報

○
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特記事項

プロトタイプ4bは
513(W)×1023(H)
×693(D) mm

全身撮像を可能と
するため、装置寸
法の若干の拡張を
予定。壁型装置は
必要に応じて2機
の使用も可。

【実証期間終了時】

ミッションステートメント

目標

成果
（実証期間終了時）

達成度

設置環境への適応

金属探知機と併設可能

金属探知機のごく近傍に設置する
ことにより併設が可能

○

サイズ

家庭用洗濯機程度
例：Panasonic NA-VX7100L
639(W)×1021(H)×716(D) mm

600(W)×1150(H)×850(D) mm
（プロトタイプ4a）

○

実用化

量産製品としてのレベル，設計寿 製品化済み
命10年
設計寿命10年 価格3000万円

○

スループット

1秒間に4枚の画像撮像

○

危険物検知

50 ml容器に入った液体を検出可 50 ml容器に入った水溶液の検出
能
が可能

○

設置環境への適応

金属探知機との一体化

金属探知機と隣接して設置するこ
とにより一体化が可能

○

①据え置き
型

1秒間に4枚の画像撮像可能

サイズ

1.2(W)×1.5(H)×0.3(D) m
2枚の壁の間隔が1.5 m

1.4(W)×2.1(H)×0.4(D) m
（プロトタイプ2）

○

実用化

量産製品としてのレベル

量産製品レベル

○

スループット

2秒で1枚の高分解能撮像

1秒間に4枚の画像撮像可能

○

危険物検知

50 ml容器に入った液体を検出可 50 ml容器に入った水溶液の検出
能
が可能

重量

一人での機器移動が可能

装置重量150 kgで、キャスター等
を設けることで、一人でも機器移動
が可能

○

重量

2 kg以下

1.0 kg

○

実用化

量産製品としてのレベル

製品化済み、価格未定

○

危険物検知

警報の発報

本体にLEDライトを点灯し、PCから
警報音を発報

○

②壁型

③ハン
ディー型

特記事項

プロトタイプ4bは
513(W)×1023(H)
×693(D) mm

全身撮像を可能と
するため、装置寸
法の若干の拡張を
予定。壁型装置は
必要に応じて2機
の使用も可。

○

２.プロジェクト全体としての成果
（１）全体成果
（a） 技術開発期間
技術開発期間では、ミリ波パッシブイメージング装置の小型化、軽量化、高画質化のための要
素技術を着実に蓄積し、ミッションステートメントをほぼ達成するとともに実証試験で使用する
据え置き型、壁型およびハンディー型装置の 3 機種を完成させた。据え置き型装置は、パッシブ
装置の中では世界最高の解像度を持つもののプライバシーに配慮された画像を得ることが可能で
あるとの特徴を有している。また、ユーザーのニーズとして、不審物のマーキングソフトウェア
を開発し、検知率の向上のための様々な独自技術を追加した。壁型装置はパッシブ装置として世
界最薄かつ金属探知機との併設が可能な構造寸法を実現し、ハンディー型装置ではユーザーの意
見をもとに金属探知機を内蔵したパッシブ装置を世界発として開発し、約 1 kg の軽量化を達成す
るとともに信号処理および冷却順光法を適用して高い検知特性を実現した。また、ハンディー型
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装置に金属探知機能を導入する等ユーザーの意見をできる限り反映させ迅速に盛り込み、水壁ブ
ースを実証試験では使用しない等、議論の末総合的に見て不要と判断した部品・方法を削除する
ことでユーザーのニーズを満たす装置となるよう努めた。
①

据え置き型装置の開発
平成 22 年 7 月～9 月に成田空港で実施された国土交通省主催のボディスキャナー実証実験で使
用した据え置き型装置の表示系の修正および PC 等を装置内に収容したプロトタイプ 3 を製作し、
これをベースとした装置を平成 24 年 3 月に商品化して、マスプロ電工により販売を開始した。本
機種は、金属探知機を通過した被検者の追加検査として併設可能である。
商品化第 1 号バージョンであるプロトタイプ 3 は 800 (W)×1100 (D)×1600 (H) mm であるが、さ
らなる小型化が必要であり、24 年 7 月に光学系の改良および振動リフレクタの高速化を図ったプ
ロトタイプ 4a (600 (W)×850 (D)×1150 (H) mm)を設計・製作した。このサイズは概ね家庭用洗濯機
と同程度である。さらにズーム機能を組み込むことで空間分解能を変更可能なプロトタイプ 4b を
同年 7 月に設計・製作した。この機種はさらに小型な 513 (W)×693 (D)×1022 (H) mm である。検
査に必要な総床面積（フットプリント）を小さくすることにより、空港港湾等での設置環境に適
応できる。
プロトタイプ 3 およびプロトタイプ 4a では空間分解能は約 20 mm であり、50 ml の容器に入っ
た水溶液瓶の検出（図 4）が可能でかつ 1 秒間に 4 枚のミリ波画像を取得できる性能を持つ。一
方、プロトタイプ 4b では空間分解能は 20 mm～50 mm 程度の範囲で可変できる。さらに、プロト
タイプ 4s はプロトタイプ 4a のシールド性能をさらに向上させた機種であり製品レベルの完成度
を達成している。
新規のイメージング手法として、冷却された誘電体から放射される低熱雑音を被検者に照射す
る順光イメージング法を考案し、導体等、反射率が高く放射率が低い物体の検知特性が大幅に改
善された（図 5）
。本手法の利用により、特定の種類の物質として金属あるいは絶縁体の同定（識
別）が可能である。
以上のように、ミリ波パッシブイメージング装置の小型化、軽量化、高画質化のための要素技
術を着実に蓄積し、ミッションステートメントをほぼ達成するとともに実証試験で使用する据え
置き型装置を完成させた。据え置き型装置は、パッシブ装置の中では世界最高の解像度を持つと
ともにプライバシーに配慮された画像を得ることが可能である（図 6）
。また、画像の目視をせず
に、画像から得られた不審物の大きさに応じて変化するマークをマネキンに付ける方法で検知が
できればとのユーザーのニーズがあり、不審物のマーキングソフトウェアを開発した（マーキン
グの例を図 13、図 21 に示す）
。さらに、検知率の向上のための様々な独自技術を追加した（
（２）
研究項目毎の成果、研究項目１ 据え置き型装置の開発 「冷却順光イメージングを用いた検知特
性の改善」及び「誤検知低減のための機能」を参照）
。

導体板
（CD-ROM）

水 50 ml

冷却順光なし

図 4 水 50 ml の検知

冷却順光あり

図 5 冷却順光方式によるコントラスト制御
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図 6 高画質のミリ波画像
②

壁型装置の開発
金属探知機と併設が容易な装置として壁型装置を開発した。本装置は、従来垂直方向に振動さ
せていた振動リフレクタを水平に振動させ、複数の小型レンズによる取得画像をソフトウェアに
より合成して 1 枚の画像を得る方式を有し、装置の奥行きを極力小さくすることで、人の動線を
含む通路を撮像空間として使用可能な特徴を持っている。
壁型装置は複数のレンズで構成される光学系を並べる方式のために、各レンズが分担する各視
野内の複数の物点からの実像が、1 つのセンサー位置に結像するという、既開発の据え置き型装
置の光学系にはない問題を有している。そのため、所望の実像のみが結像するような構造として、
それぞれのレンズが受け持つ空間の間を電波吸収体で分離することにより、不要な実像を排除す
る構造を考案し、プロトタイプ 1 を開発した。
水平方向の視野の範囲は振動リフレクタの振れ角により決まるが、垂直方向については地面か
ら身長相当の 2 m の高さまで撮像可能とするために、垂直方向に密に並んだ 1 次元センサーアレ
ーが必要となり高コストとなる。これを回避するために、レンズをフレームレートに同期させて
レンズを上下運動させる方法を考案し、高分解能とセンサー数の減少を図ったプロトタイプ 2 を
開発した。さらに、搬入・搬出の便宜を図って高さを 2.1 m 以下に修正したプロトタイプ 3 を開
発し、据え置き型装置とほぼ同等の空間分解能 20 mm を達成した。
②

ハンディー型装置の開発
据え置き型、壁型の全身撮像型イメージング装置で実施する 1 次検査で検出された不審箇所お
よび全身検査で写りにくい箇所の 2 次的検査を目的として、非接触･近距離センシング方式による
ハンディー型装置を開発した。まず 1 センサーによる 1 次元走査実験ユニットを試作し、隠匿物
と体表面の熱雑音放射電力の差を十分に検出可能であることを確認した。
まず 1 次元走査実験ユニットを複数センサー型に拡張し、4 レンズ、4 センサーによるハンディ
ー型プロトタイプ 1 を開発した。また、小型化および軽量化に加え、検査時の機器の向きを考慮
したプロトタイプ 2 を製作したが、重量が 1360 g と目標値を越えたため、センサー数が 1、2 素
子のプロトタイプ 2.5、およびプロトタイプ 3 を開発した。最終的にセンサー数 6 で筐体の材質を
樹脂に変更するとともに、金蔵探知機を一体化した約 1kg のプロトタイプ 4 を開発し、目標を達
成した。プロトタイプ 4 は金属の検知時はブザー、液体や粉末等の誘電体の検知時は LED ライト
の点灯による警報発信が可能である。なお、実証試験ではさらなる軽量化の要求があったので、
今後さらなる軽量化を図る予定である。
以上述べたように、ハンディー型装置ではユーザーの意見をもとに金属探知機を内蔵したパッ
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シブ装置を初めて開発し、約 1 kg の軽量化を達成するとともに信号処理および冷却順光法を適用
し、約 20 ｍｍの空間分解能及び外乱に強い動作安定性を実現した。

（b） 実証期間
実証期間では、3 機関によるプロジェクト内試験及び空港における電波環境測定において得られた膨
大な数値データから、主に劣悪な電波環境条件のデータを抽出し、検知特性を向上するためのミリ波回
路技術、信号・画像処理技術を蓄積した。また、航空保安・警察業務に携わっているユーザーの立ち合
い試験を 5 回（諮問委員会との併催として 3 回、個別ユーザーと 2 回）実施し、開発した①据え置き型装
置、②壁型装置および ③ハンディー型装置のアンケートを個別に実施し、各装置の課題の抽出および
装置の改良を実施した。さらに、模擬爆発物検知試験、非合法薬物検知試験を実施し、いずれも画像の
視認による検知が可能であるとの結果を得る等、開発装置の性能確認も順調に進んだ。
空港で実証試験を実施するための空港会社および関係機関との調整作業を精力的に進め、最終的
に中部国際空港および仙台空港において空港の従業員および一般旅客を対象とした実証試験を実施し
た。実証試験においては、航空保安を担う関係機関および一般旅客の意見をアンケートにより広く聴取し、
装置の使いやすさ等の改良を進めた。実証試験では金属探知機で検知できない爆発物の検知が可能
であること、および電磁波を照射しない本装置の優位性が報道され、高く評価された。
（２）研究項目毎の成果
研究項目１ 据え置き型装置の開発
・概要
本プロジェクトでは、平成 22 年 7 月 20 日～24 日に行われた国土交通省主催ボディスキャナー
実証試験以降、(1) 要素技術の確立を中心に研究開発を進め、平成 23 年度に据え置き型ミリ波パ
ッシブイメージング装置のプロトタイプ 3 を商品化し、平成 24 年 3 月 5 日より受注開始した。ボ
ディスキャナーとしては国内初であり、国内外問わず複数の問合せを受けた経緯がある。本節で
は、製品化されたプロトタイプ 3 をさらに小型化するとともに撮像速度の高速化を図ったプロト
タイプ 4a およびプロトタイプ 4b、シールド性能を向上させたプロトタイプ 4s の試作結果を述べ
る。また、物体と人体のコントラストの向上を目的として開発した冷却順光イメージング法およ
び冷却水壁パネル・ブース、誤検知低減のために追加したソフトウェアの機能について述べる。
・目標に対する成果
プロトタイプ 3（商品化）
商品化した据え置き型ミリ波パッシブイメージング装置（プロトタイプ 3）の外観写真、イメ
ージング装置とともに商品化したバックボードおよび画像表示ソフトウェアを図 7 に示す。バッ
クボードは被験者の背後のミリ波温度を制御し、背景と人体のコントラストを制御可能である。
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図 7 商品化した据え置き型ミリ波パッシブイメージング装置（プロトタイプ 3）
プロトタイプ 4a（小型化）
商品化したプロトタイプ 3 をさらに小型化したプロトタイプ 4a を製作した（図 8）
。プロトタ
イプ 4a の基本設計の方針は、プロトタイプ 3 の性能を維持して小型化を図ることおよび機構部と
して 10 fps 程度の撮像速度を可能とすることである。製作したプロトタイプ 4a は、プロトタイプ
3 に比べて高さが 1600 mm から 1150 mm、幅が 800 mm から 600 mm、奥行きが 1100 mm から 850
mm までの小型化を達成した。このサイズは概ね家庭用洗濯機と同程度である。重量も 260 kg か
ら 200 kg まで 77％に軽量化を達成した。また、空間分解能は 20 mm から 16 mm まで高分解能化
を達成した。さらに、撮像距離を 1900 mm から 1200 mm まで短縮し、検査に必要な総床面積（フ
ットプリント）の減少を図った。
小型化のための具体的な改善点は、反射鏡としてコーナーリフレクタの採用、レンズの固定治
具の見直し、振動リフレクタのさらなる小型化である。コーナーリフレクタは 2 枚の垂直な導体
板で構成され、電波レーダ等のターゲットとして用いられている。本装置のリフレクタのサイズ
は 500 mm×600 mm と大型であり、高精度な垂直の保持治具および光軸調整用固定治具を可能な限
り工夫した。また、レンズの剛性と装置筐体の剛性を同時に高められる治具を考案し、レンズを
固定した。
撮像速度の高速化のための具体的な改善点としては、振動リフレクタを高速化するためのタイ
ミングベルト方式の採用、装置重量を利用した振動低減のための上下リンク機構の採用、振動リ
フレクタのモジュール化、モジュール底部の耐震ゴムによる振動吸収およびハードロックナット
の採用による緩み・剛性の確保等がある。小型化も目指し開発した高速振動リフレクタモジュー
ルは 10 fps の機構動作において装置筐体がほとんど振動せず、機構部として撮像速度の高速化を
達成した。
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図 8 据え置き型装置プロトタイプ 4a
プロトタイプ 4b（小型化）
商品化したプロトタイプ 3 およびプロトタイプ 4a よりも小型のプロトタイプ 4b を製作した。
プロトタイプ 4b の基本設計の方針は、レンズの小型化による装置の大幅な小型化、センサー数の
減少による低コスト化、ズーム機能による空間分解能の確保および連続回転ミラーによる 20 fps
以上の高速撮像の実現である。製作したプロトタイプ 4b は、プロトタイプ 3 に比べて高さが 1600
mm から 1023 mm、幅が 800 mm から 593 mm、奥行きが 1100 mm から 693 mm までの小型化を達
成した。このサイズは家庭用洗濯機よりも小さく、重量も 260 kg から 90 kg まで 35％に軽量化を
達成した。
製作したプロトタイプ 4b の写真を図 9 に示す。レンズの小型化と、センサーモジュールを含む
機構部の小型化およびデッドスペースの縮小により装置の小型化と軽量化を達成した。また、プ
ロトタイプ 4b は倍率を可変するズーム機能を持ち、レンズの小型化とセンサー数の削減（従来品
48 素子⇒小型化モデル 20 素子）に伴う空間分解能の劣化を防ぐことが可能であり、小型化と同
時に低コスト化を実現できる。さらに、連続回転ミラーの採用により、スループット 20 fps の機
構動作をさせても装置の振動がほぼ発生することはない。

図 9 据え置き型プロトタイプ 4b
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プロトタイプ 4s（小型化、シールド性能向上）
プロトタイプ 4a は高分解能、高スループットを達成したものの、筐体の電磁シールド性が低い
ことにより携帯電話や無線 LAN 等の強い外乱ノイズを受けてしまうという問題があった。そこで、
プロトタイプ 4a の筐体構造を見直し、ガスケット、フィンガー等を用いて電磁シールド性能を向
上させるとともにレンズからセンサー収納ケースまでの光学系をアルミで覆ったシールド光学系
を有するプロトタイプ 4s を開発した（図 10、図 11）
。筐体の外板はアルミ製の袋状シールド板（2
層構造）を採用したため寸法がプロトタイプ 4a よりもわずかに大きい（図 10 右）
。さらに、セン
サーの LNA の発熱により熱を帯びやすい FR-4 基板を改め、全てのミリ波回路をアルミプレート
上に実装したプロトタイプ 4s 用新型センサーを開発して実装した。新型センサーは FR-4 基板を
用いた従来のセンサーよりも温度分解能が向上した。

図 10 据え置き型プロトタイプ 4s

図 11 据え置き型プロトタイプ 4s のシールド光学系

冷却順光イメージングを用いた検知特性の改善
ミリ波画像において、物体の検知特性を上げるために人体と物体のコントラストを向上させる
目的で、冷却順光イメージング法を世界で初めて提案した。本手法を実証するために、平成 25 年
度に据え置き型装置に接続可能な冷却水壁ブースを開発した結果、周囲環境が放射している不要
ミリ波帯熱雑音の遮断および冷却水壁からの低熱雑音ミリ波の照射により、画質とシステム温度
分解能が大幅に改善された。開発した冷却水壁ブースを図 12 に示す。本手法により反射率の大き
い材質の検知特性が大幅に改善され、拳銃や刃物等の金属と液体やプラスチック等の絶縁体の識
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別もある程度可能になった。
画質に関する性能は向上したもの、空港の狭い検査場においてはブース化による設置面積の増
加、可搬性の問題およびメンテナンス項目の増加等の指摘があった。そこで、内部循環型冷却水
壁パネルを開発し、実証試験で使用可能となるように可搬性とメンテナンス性を高めた。

図 12 冷却水壁ブースプロトタイプ 2

誤検知低減のための機能
実証試験や検査の現場では誤検知を極力低減する必要がある。そこで、不審物のマーキングに
よる誤検知を低減するための様々な機能をソフトウェアに実装した。わずかなノイズ幅の変化を
計測することにより外乱ノイズの到来を検知し、外乱ノイズを含んだ画像を利用せずにフレーム
を平均化するノイズフレーム除去法、帯域阻止フィルタ、フレーム毎に変化するノイズ幅をリア
ルタイムに検出して自動的にマーキングの閾値とするアダプティブ閾値設定法、装置正面に人が
いない場合にマーキングの機能を停止する人検知機能、隣接フレームを利用したランダムマーキ
ング除去機能等を開発した。以上の機能を組み合わせることで、外乱ノイズの影響が小さく、オ
フセット外れが無く、人の存在によって生じるマークの位置がフレーム毎に移動しない場合のみ
マーキングを実行することによって、誤検知が大幅に低下する結果が得られた。これらの画像処
理の一例を図 13 に示す。
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図 13 外乱ノイズを含むフレームの除去(Noise Frame Elimination, NFE)法および帯域素子フィル
タを適用した画像処理の一例（元画像、背景校正画像および人体校正画像は外乱ノイズの影響で
画像が乱れているが NFE 法及び帯域素子フィルタを適用した画像は乱れが無い）

研究項目２ 壁型装置の開発
・概要
据え置き型装置の場合は図 14 に示すように人の動線が曲がり、フットプリントが増加するとい
う問題がある。壁型装置は金属探知機との一体化が可能であるという特徴を有しており、空港の
検査場における人の動線を直線に保つとともに、2 枚の壁型装置によって人体の両面を同時に撮
像することが容易という特徴を有している（図 15）
。

図 14 据え置き型装置の概念図

図 15 壁型装置の概念図
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・目標に対する成果
壁型装置の光学系は据え置き型装置の光学系のスケールド構造を有しているため、理論的な空
間分解能は据え置き型装置と同一であるが、光学系のサイズが小さく壁面から近距離で結像させ
ることができるとの利点がある。しかし、人体をカバーする視野を確保するためには図 16 に示す
ように複眼のレンズ光学系が必要となる。レンズアレーのアレー間隔は、特定の被写体距離では
各光学系で得られたミリ波画像のオーバーラップ面積が最小となるように設計されている。レン
ズ径は据え置き型装置の約 1/2 であり、図 17 のプロトタイプ 2 ではレンズが鉛直方向に 8 枚設け
られており 8 画像の合成によって 1 枚の人体画像が得られる。振動リフレクタの振動方向は据え
置き型では鉛直方向であるのに対して壁型では水平方向であり、光学系の余剰スペースに配置可
能なラックピニオン方式の小型振動リフレクタを開発し、数フレームレートの機構動作をさせた
ときの安定性を確認した。さらなるセンサー数の削減のため、レンズを垂直方向に移動させる可
動機構を開発し、2 枚の撮像イメージを合成することで高分解能化を図った。壁の厚さは約 40 cm
であり、実用上壁面として設置可能な装置構造が得られた。

図 16 壁型装置プロトタイプ 2 の構造

図 17 壁型装置プロトタイプ 2 の写真

研究項目３ ハンディー型装置の開発
・概要
ハンディー型装置は、据え置き型、壁型の全身撮像型イメージング装置で実施する 1 次検査に
おいて検出された不審箇所および全身検査で写りにくい箇所の 2 次的検査を目的としている。仕
様として、不審物のイメージを得ることをせず、不審物発見時は LED ライトの点灯およびチャイ
ムアラームによる警報を発信するものとした。ハンディー型装置に要求される基本特性は、小形
で軽量な構造に加えて危険物検知の安定性、小さい距離依存性、危険物の検知の簡便さおよび短
い検査時間である。
・目標に対する成果
プロトタイプ 1 ~3 の結果を踏まえ、軽量化と検査面積、センサー数の関係について検討し、最
終的に実証試験に用いるハンディー型装置プロトタイプ 4（図 18）を開発した。図 19 はセラミッ
クナイフの検知例を示しており、装置を掃引して物体の位置で LED ランプが点灯する様子も示し
ている。樹脂筐体を採用することにより 6 素子の構成で約 1 kg まで軽量化を達成した。また、金
属探知機を内蔵させて金属の検知も可能とした。レンズは人体から約 10 cm で結像するように設
計されており、センサー長はハンディー型装置小型化のため短縮した。さらに、冷却順光源とし
て装置表面にジェルを貼り付け、装置のクレードルに冷却機能を持たせて冷却後使用することで
検知性能を大幅に向上させた。
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図 18 ハンディー型装置プロトタイプ 4 とミリ波光学系

図 19 ハンディー型装置によるセラミックナイフの検知例

研究項目４ 実証試験
・概要
開発したミリ波パッシブイメージング装置（据え置き型装置、壁型装置及びハンディー型装置）
の性能を実際の使用環境で検証すること、及び装置の課題抽出を目的として中部国際空港及び仙
台空港において実証試験を実施した。試験の場所及び日程、装置 3 機種の基本実施形態、及び実
証試験における被験者への周知内容をそれぞれ表 6、図 20 及び図 21 に示す。中部国際空港での
実証試験は制限区域内での試験であり、検査場における一般旅客、従業員の動線に注意した試験
位置と形態を選択するとともに、旅客に迷惑が掛からないように努めた。
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表 6 実証試験の概要
空港名
実施日程
実施場所
使用装置
/検査人数
実施方法
（据え置き
型、壁型）

中部国際空港
2014 年 6 月 23 日（月）～26 日（木）
2014 年 7 月 1 日（火）～3 日（木）
11:00～17:00
中部国際空港国内線出発口
保安検査場（制限区域内）
据え置き型装置プロトタイプ 4a / 108 人
壁型装置プロトタイプ 3 / 20 人
ハンディー型装置プロトタイプ 4 / 128 人
検査場を利用する一般旅客及び空港従業
員のうち、実験の趣旨に同意して実験に
ご協力頂ける方を対象に、本装置の前で
約 5 秒静止して頂き撮像

①据え置き型装置

仙台空港
2014 年 12 月 20 日（土）～22 日（月）
9:30～17:00
仙台空港 2 階国際線側プラザ
イベントスペース（制限区域外）
据え置き型装置プロトタイプ 4s / 118 人
ハンディー型装置プロトタイプ 5 / 118 人
空港を利用する一般旅客及び空港従業員
のうち、実験の趣旨に同意して実験にご協
力頂ける方を対象に、本装置の前で約 5
秒静止して頂き撮像

②壁型装置
図 20 装置 3 機種の試験形態

図 21 実証試験における被験者への周知内容
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③ハンディー型装置

・目標に対する成果
実証試験で得られたアンケートの集計結果を表 7 に示す。
中部国際空港と仙台空港合わせて 246
人からアンケートの回答を取得できた。一般旅客が約 7 割、空港関係者が 3 割であり、空港関係
者のほとんどが空港におけるセキュリティを担っている検査官であった。また，男性 7 割、女性
3 割であった。
危険物の持ち込みを防ぐために、空港での保安検査にボディスキャナーによる検査を導入した
方が良いかとの問については、回答者の 93％が導入した方が良いと回答した。接触検査とボディ
スキャナーのいずれかを選択するとした場合、回答者の 90％がボディスキャナーを選択するとの
回答が得られた。
撮像された画像によりプライバシーが侵害されると感じたかとの問については 95％が問題ない
と回答した。なお、表 7 には示していないが、中部国際空港における実証試験では、金属探知機
で検知できない危険物があることを知っていたかとの問に対して 76％が知っていたとの結果が得
られた。身近なセラミックナイフや近年 3D プリンタ製プラスチック銃等の報道もあり、本装置
の重要性は徐々に認知されてきているものと考えられる。
これらの質問の他、空港の検査官からは装置の重量、操作性等の実使用に関する多くの意見を
収集できており、装置開発における多くの重要な知見が得られている。特に、プライバシーの問
題が少ないハンディー型装置に対する期待が大きく、ハンディー型装置がさらに軽量化されれば
使用したいとの意見を多数寄せられた。実証試験では金属探知機で検知できない爆発物の検知装
置が可能であること、電磁波を照射しない装置であることが新聞とテレビで報道され、これらの
ミリ波パッシブイメージング装置の優位性が高く評価された。
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表 7 実証試験アンケート集計結果

実証試験場所
中部国際空港
仙台空港
合計
割合
一般旅客
60
101
161
65
空港関係者
59
16
75
30
所属
その他（報道機関等）
9
1
10
4
合計
128
118
246
100
２０歳未満
4
14
18
7
２０歳～４０歳未満
79
38
117
48
４０歳～６０歳未満
34
45
79
32
年齢
６０歳以上
10
21
31
13
無回答
1
0
1
0
合計
128
118
246
100
男性
90
75
165
67
女性
29
43
72
29
性別
無回答
9
0
9
4
合計
128
118
246
100
航空機の利用頻度 年平均
３回以下
92
82
174
71
１０回以下
24
25
49
20
１１回以上
9
7
16
7
無回答
3
4
7
3
合計
128
118
246
100
危険物の持ち込みを防ぐために、空港での保安検査にボディスキャナーによる検査を
導入した方が良いとお考えですか？
導入した方が良い
114
114
228
93
導入しない方が良い
10
1
11
4
無回答
4
3
7
3
合計
128
118
246
100
検査（ボディタッチ）のどちらかを選択するとした場合、どちらを選択しますか？
ボディスキャナー
110
112
222
90
接触検査（ボディタッチ）
17
3
20
8
無回答
1
3
4
2
合計
128
118
246
100
撮像された画像によりプライバシーが侵害されると感じましたか？
問題ない
119
115
234
95
問題あり
9
0
9
4
無回答
0
3
3
1
合計
128
118
246
100
検査時間は如何でした？
問題ない
92
91
183
74
長すぎる
32
23
55
22
無回答
4
4
8
3
合計
128
118
246
100
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① 出願情報（2011- 88368、ミリ波撮像装置、2011/4/12
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
植村順、武田政宗、山田康太、高橋順一、遠松大輔、平井晴之、新倉広高、
松崎智彦、佐藤弘康、澤谷邦男、水野 皓司）
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2011/12/16、マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
松崎智彦、平井晴之、新倉広高、中田淳、武田政宗、荒川孝、高橋順、遠松大輔、佐藤弘康、
澤谷邦男、水野 皓司）
⑩ 出願情報（2012- 30835、ラインセンサ及び撮像装置、 2012/2/15、
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
武田政宗、荒川孝、高橋順一、遠松大輔、平井晴之、新倉広高、中田淳、佐藤弘康、
澤谷邦男、水野 皓司）
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⑪ 出願情報（2012- 30834、電波撮像装置、2012/2/15
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
武田政宗、荒川孝、高橋順一、遠松大輔、平井晴之、新倉広高、中田淳、佐藤弘康、
澤谷邦男、水野皓司）
⑫ 出願情報（2012- 40523、携帯型マイクロ波測定装置、2012/2/27
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学、
武田政宗、荒川孝、高橋順一、遠松大輔、岡本佳之、平井晴之、新倉広高、中田淳
佐藤弘康、澤谷邦男、水野皓司）
⑬ 出願情報（2012- 40524、携帯型マイクロ波測定装置、2012/2/27
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
武田政宗、荒川孝、高橋順一、遠松大輔、岡本佳之、平井晴之、新倉広高、中田淳 、
佐藤弘康、澤谷邦男、水野皓司）
⑭ 出願情報（2013- 41901、高周波回路基板、 2013/3/4
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
武田政宗、荒川孝、高橋順一、水野皓司、佐藤弘康、澤谷邦男、平井晴之、松崎智彦、
櫻井博英）
⑮ 出願情報（2013-255277、ミリ波アンテナ装置、2013/12/10
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
荒川孝、高橋順一、遠松大輔、岡本佳之、平井晴之、松崎智彦、中田淳、佐藤弘康 、
澤谷邦男、水野皓司）
⑯ 出願情報（2013-255275、ミリ波撮像装置、2013/12/10
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
荒川孝、高橋順一、平井晴之、松崎智彦、中田淳、佐藤弘康、澤谷邦男、水野皓司）
⑰ 出願情報（2013-255276、ミリ波撮像装置、2013/12/10
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
荒川孝、高橋順一、平井晴之、松崎智彦、中田淳、佐藤弘康、澤谷邦男、水野皓司）
⑱ 出願情報（2013-255278、高周波フィルタ、2013/12/10、
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
荒川孝、高橋順一、遠松大輔、岡本佳之、平井晴之、松崎智彦、中田淳、佐藤弘康、
澤谷邦男、水野皓司）
⑲ 出願情報（2014-196747、マイクロ波測定装置、2014/9/26
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
荒川孝、高橋順一、平井 晴之、松崎智彦、中田淳、佐藤弘康、澤谷邦男、水野皓司）
⑳ 出願情報（2014-249121、ミリ波撮像装置、2014/12/9、
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
荒川孝、高橋順一、平井晴之、松崎智彦、中田淳、佐藤弘康、澤谷邦男、水野皓司 ）
㉑ 出願情報（2015-064375、マイクロ波測定装置、2015/3/26
マスプロ電工株式会社; 中央電子株式会社; 国立大学法人東北大学
荒川孝、高橋順一、平井晴之、松崎智彦、中田淳、佐藤弘康、澤谷邦男、水野皓司）
（ⅱ）原著論文（査読付き）
① 澤谷邦男, 佐藤弘康, 水野皓司,“ミリ波イメージング技術の原理と応用”, 映像情報メディア学
会誌, vol. 6, pp. 465-467, (2013)【国内誌】
② H. Sato, K. Kuriyama and K. Sawaya, "Forward-Nulling Passive Millimeter Wave Imaging Using
Cooling Dielectric Tube," IEICE Trans. Commun., vol. E95-C, no. 10, pp. 1627-1634, (2012)【国外誌】
③ 滝本 未来, 中田 淳, 佐藤 弘康, 澤谷 邦男, “77 GHz 帯ミリ波パッシブイメージング用フレネ
ルレンズの設計,” 電子情報通信学会論文誌 B, vol. J94-B, no. 9, pp. 1153-1161, (2011) 【国内誌】
④ 澤谷邦男, 佐藤弘康, 水野皓司, “ミリ波パッシブイメージング技術のセキュリティ応用 －ミ
リ波雑音のカメラを利用したイメージング (特集 人をまもる電波センシング技術),” 計測技
術, vol. 11, (2011) 【国内誌】
⑤ H. Sato, Y. Takagi and K. Sawaya, "High Gain Antipodal Fermi Antenna with Low Cross Polarization,"
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IEICE Trans. Commun., vol. E94-B, no. 8, pp. 2292-2297, (2011)【国外誌】
（ⅲ） 上記論文以外による発表
国内誌（国内英文誌を含む）
無し
国外誌
無し
書籍出版
佐藤弘康、陳強：
「最新ミリ波技術」執筆分担, シーエムシー出版、2015.
（ⅳ) 口頭発表
招待講演
① H. Sato, K. Sawaya, K. Mizuno, J. Uemura, M. Takeda, J. Takahashi, K. Yamada, K. Morichika, T.
Hasegawa, H. Hirai, H. Niikura, T. Matsuzaki, S. Kato, J. Nakada, "Passive millimeter-wave
imaging for security and safety applications," SPIE Proceedings, 7671-30, Orlando, USA, 5-9
April, (2010)【国際会議】
②

Hiroyasu Sato, Kunio Sawaya, Koji Mizuno, Masamune Takeda, Keiichi Morichika, "Passive
Millimeter-wave Imaging Device for Security Applications," 信学技報, vol.112, no.216,
AP2012-87, pp. 31-36, (2012) 【国内会議】

③

佐藤弘康，“ミリ波サーモグラフィーのセキュリティ応用，警察庁第45回先端技術講演会
，警察庁，(2015) 【国内会議】

④

佐藤弘康，“ミリ波サーモグラフィーのセキュリティ応用”，一般公開講演会 「電波科学と安
全・安心」，(2015)【国内会議】

⑤

佐藤弘康，“ミリ波パッシブイメージングによる熱雑音計測”，平成26年度「東北受信環境クリ
ーン協議会 技術部会」，(2015)【国内会議】

主催講演
無し
応募講演
審査のある講演会
① H. Sato and K. Sawaya, “Forward-Nulling Passive Millimeter Wave Imaging Using Cooling
Water-Wall,” Proc. IEEE AP-S International Symposium and USNC/URSI National Radio
Science Meeting, 313-3, pp. 810-811, Orlando, USA, 7-13, (2013) 【国際会議】
② H. Sato and K. Sawaya, "Range Enhancement of Nulling Angle in FN-PMMW Imaging
Using Cooling Dielectric Tube Array," Proc. 2012 International Symposium on Antennas and
Propagation (ISAP 2012), 2B1-1, pp. 251-254, Nagoya, Japan, 29 Oct.-2 Nov., (2012) 【国際
会議】
③ H. Sato and K. Sawaya, "Forward-Nulling Passive Millimeter Wave Imaging Using Cooling
Dielectric Tube," Proc. IEEE AP-S International Symposium and USNC/URSI National
Radio Science Meeting, 152, CD-ROM, Chicago, USA, 8-14, (2012) 【国際会議】
④ H. Sato, K. Sawaya, K. Mizuno, J. Uemura, M. Takeda, J. Takahashi, K. Yamada, K.
Morichika, T. Hasegawa, H. Hirai, H. Niikura, T. Matsuzaki, S. Kato, J. Nakada, "Passive
millimeter-wave imaging for security and safety applications," SPIE Proceedings, 7671-30,
Orlando, USA, 5-9 April, (2010)【国際会議】
審査のない講演会
① 佐藤弘康, 澤谷邦男, "Forward-Nulling -ミリ波パッシブイメージング用冷却水壁ルー
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ムの開発," 電子情報通信学会2013年総合大会, B-1-70, March (2013) 【国内会議】
② 高橋順一, 河野真理, 荒川孝, 武田政宗, 水野皓司, 佐藤弘康, 澤谷邦男, "77GHz帯パ
ッシブイメージング装置における温度分解能向上に関する考察 ―イメージング素子
シールドケース内電波吸収体厚さの影響―," 電子情報通信学会2013年総合大会,
C-2-126, March (2013) 【国内会議】
③ 荒川孝, 河野真理, 高橋順一, 武田政宗, 水野皓司, 佐藤弘康, 澤谷邦男, "77GHz帯パ
ッシブイメージング装置における温度分解能向上に関する考察 ―ボンディング金ワ
イヤー高の影響―," 電子情報通信学会2013年総合大会, C-2-127, March (2013) 【国内
会議】
④ 佐藤弘康，栗山弘平，澤谷邦男, "冷却誘電体管アレーを用いたForward-Nulling-PMMW
イメージング", 電子情報通信学会ソサイエティ大会, B-1-112, (2012) 【国内会議】
⑤ 高橋順一，遠松大輔，荒川孝，武田政宗，水野皓司，佐藤弘康，澤谷邦男, "77 GHz
帯パッシブイメージング素子用シールドケースの寸法の最適化", 電子情報通信学会
ソサイエティ大会, C-2-90, (2012)【国内会議】
⑥ 遠松大輔，高橋順一，荒川孝，武田政宗，水野皓司，佐藤弘康，澤谷邦男, “77 GHz
帯パッシブイメージング装置光学系の空間分解能評価法”, 電子情報通信学会ソサイ
エティ大会, C-2-91, (2012) 【国内会議】
⑦ 佐藤弘康, 栗山弘平, 澤谷邦男，"冷却管雑音源を用いた順光ミリ波パッシブイメージ
ング，" 電子情報通信学会2012年総合大会, B-1-63, March (2012)【国内会議】
⑧ 高橋順一, 遠松大輔, 荒川 孝, 武田政宗, 水野皓司, 佐藤弘康, 澤谷邦男，"77GHz帯
イメージング素子の温度分解能評価 -周囲温度の影響-，" 電子情報通信学会2012年
総合大会, C-2-91, March (2012)【国内会議】
⑨ 遠松大輔, 高橋順一, 荒川孝, 武田政宗, 水野皓司, 佐藤弘康, 澤谷邦男，"小形77 GHz
帯パッシブイメージング装置のための複合レンズの設計，" 電子情報通信学会2012
年総合大会, C-2-92, March (2012) 【国内会議】
⑩ 栗山弘平, 中田 淳, 佐藤弘康, 澤谷邦男，"蛍光管オフセットパラボラアンテナを利
用したミリ波パッシブイメージングにおける物体検知特性の改善，" 電子情報通信
学会2011年総合大会, B-1-82, March (2011) 【国内会議】
⑪ 栗山弘平, 佐藤弘康, 澤谷邦男（東北大）,“冷却管とパラボラ反射鏡によるミリ波パッ
シブイメージングの物体検知特性の改善,”信学技報, vol. 111, no. 429, AP2011-198, pp.
123-128, Feb. (2012) 【国内会議】
⑫ 栗山弘平（東北大）, 中田 淳（中央電子）, 佐藤弘康, 澤谷邦男（東北大）,“蛍光管
パラボラアンテナを利用したミリ波パッシブイメージングにおける物体検知特性の
改善,”信学技報, vol. 111, no. 172, AP2011-52, pp. 19-24, (2011) 【国内会議】
⑬ 滝本未来, 中田淳, 佐藤弘康, 澤谷邦男,“77 GHz帯ミリ波パッシブイメージング用フ
レネルレンズの設計, ”信学技報, vol. 110, no. 410, AP2010-172, pp. 69-74, (2011) 【国内
会議】
（ⅴ）受賞等
無し
（ⅵ）その他の主な情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Ｗｅｂ等）
① 株式会社 東京ビッグサイト主催テロ対策特殊装備展 (SEECAT)’14（展示会），2014年10月15日～
2014年10月17日．
② 株式会社 東京ビッグサイト主催テロ対策特殊装備展 (SEECAT)’13（展示会），2013 年 10 月 2 日～
2013 年 10 月 4 日．
③ 株式会社 東京ビッグサイト主催テロ対策特殊装備展 (SEECAT)’12（展示会），2012 年 10 月 17 日
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～2012 年 10 月 19 日．
④ 第86回テレコム技術情報セミナー（講演会），2012 年 3 月 16 日．
⑤ 日本経済新聞社主催 SECURITY SHOW 2012（展示会），2012年3月6日～2012年3月9日．
⑥ 電子情報通信学会 APMC 国内委員会主催マイクロウェーブ展（展示会），2011年12月8日～2011
年12月10日．
⑦ 日本経済新聞社主催 SECURITY SHOW 2011（展示会），2011年3月10日～2011年3月12日
⑧ 電子情報通信学会 APMC 国内委員会主催マイクロウェーブ展（展示会），2010年12月8日～2010
年12月10日．
⑨ 株式会社 東京ビッグサイト主催テロ対策特殊装備展 (SEECAT)’10（展示会），2010年10月14日～
2010年10月23日．
⑩ 国土交通省主催ボディスキャナー実証実験，2010年7月20日～2010年7月24日．
http://www.mlit.go.jp/report/press/cab02_hh_000030.html
３．研究計画・実施体制
（１）研究計画の妥当性
（ⅰ）当初計画の見直し・変更の有無と経緯・理由
再審査の時点において、本装置による物質同定の機能については原理的に限界があることの
指摘を受け、小型化・軽量化・解像度向上等、実用化レベルを高めることに注力した。
また再審査時点の計画では、据え置き型装置が平成２６年度、壁型とハンディー型が２７年度の販
売開始とする製品開発の予定であったが、平成２６年度に補正予算に移行した影響、並びに市場から
の軽量化、低コスト化を望む声が開発当初に想定したよりかなり強くなり、導入しやすい価格水準には
至らなかった。
（ⅱ） 再審査コメントへの対応
表 8 再審査コメント及びその対応
指摘事項
対応策
①平成 25 年 2 月完成予定の実証試験用プロ 年次計画（装置開発、試験構成）の説明を追
トタイプ（据置型、壁型、ハンディ型）を用 加し、Ⅰ．プロジェクトの概要 ４．研究計
いた実証試験について、具体的なロードマッ 画の表 3 に示すロードマップを提示した。
プ、マイルストーンを提示すること。
②壁型及びハンディー型についての参画企 事業戦略を新設し、既に販売を開始した a.
業の商品化等の事業戦略について提示する 据え置き型については様々なユーザーのニ
こと。
ーズを調査して販売経路の開拓に努めるこ
ととした。また、b.壁型については毎秒２フ
レームの撮像速度を実現し、海外製品との差
別化を図ることとした。さらに c.ハンディー
型については使用環境に左右されにくい装
置を開発して、海外製品との差別化を図るこ
ととした。
③諸外国の空港ではミリ波装置はアクティ 「空港以外の販売経路開拓」を新設して警備
ブ型が主流になっていることから、本パッシ 会社及びデータセンターにおける SD カード
ブ型装置について、空港以外の可能性のある 等のメモリの持ち込み・持ち出しの検知への
販売経路開拓の具体的計画を提示すること。 応用の可能性を調査することとした。また、
原子力施設、港湾、刑務所等におけるテロ対
策と不審物の検出への適用を調査すること
とし、販売経路拡大の見通しを記載した。
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表 8 再審査コメント及びその対応（つづき）
指摘事項
対応策
④本装置による物質同定の機能については、 物質を同定する計画は削除し、据え置き型、
原理的に限界があることから、これにこだわ 壁型およびハンディー型装置についてさら
ることなく、小型化・軽量化・解像度向上等 なる小型化を進めることおよび解像度のさ
の実用化レベルを高めることに注力するこ らなる向上を随時進めることを、年次計画に
と。
追加した。
⑤価格面での競争力を視野に入れ、外国製品 コスト面での優位性を目指すために量産効
とのコスト面での優位性を目指す計画を提 果を期待して、部品、ユニットのロット購入
示すること。
の検討や、生産工程の見直しを実施した。メ
ーカーの迅速な保守対応や、アクティブ装置
に比べて部品の数がかなり少ない点で外国
製品に比べて優位であることが見出されて
いる。

（ⅲ）外的要因の変化（制度の変更、市場の変化、競合者との関係の変化等）の有無とその変化に対
する対応
国土交通省からのガイドラインによると、空港での機器使用形態が、金属探知器使用後の２次検査に
限り使用可能というものであった。さらにボディスキャナーか、検査員による接触検査のいずれかを選択
可能となっている。このため、国内の主要航空会社は「急いで導入する必要が無い」との見解である。この
様にプロジェクト開始時と現時点では市場動向、保安検査環境予測に変化があり、空港での使用機器と
して直ちには導入されない状況にある。
（２）実施体制の妥当性
(1) ユーザーニーズの把握状況と研究計画への反映状況
ユーザー側にあたる空港保安関係者で構成される諮問委員会をこれまで 6 回開催し、ニーズの
把握に努め、可能な限り研究計画へ反映させた。また、平成 24 年 8 月 9 日に国土交通省を訪問し
て開発状況を報告し、平成 24 年 12 月に中央電子株式会社（八王子）にて成果をチェックして頂
いた。また、民間の中部国際空港と国が管轄する仙台空港における実証試験を実施し、国土交通
省の協力を得た。
(2) 研究開発体制の整備・機能状況、参画機関等と連携のための具体策、プロジェクトの運営上
の問題点と克服方法
本プロジェクトで開発する装置はいずれもセンサー部、信号処理部、装置筐体で構成されてお
り、マスプロ電工株式会社がセンサー部を分担し、信号処理部および装置筐体を中央電子が分担
し、東北大学は主に基礎実験および新規技術開拓を分担しているため、研究開発体制および分担
は明確である。
また、責任機関と参画機関の相互の連携に当っては、技術者会議、実務者会議を月 1～2 回の頻
度で開催した。プロジェクト運営にあたっては、諮問委員会をほぼ年 3 回開催し、開催毎の指摘
事項に対して次回諮問委員会までに実施または回答した。また、実証試験に関しては、諮問委員
会において具体的な実施手順を議論し、実施計画に反映した。さらに、協力者との面会における
議事内容、同意点、相違点を議事録化して共有することで、進捗状況に照らしたベクトル修正を
相互に図ることで克服した。
なお、本プロジェクトの開始当初の研究代表者は東北大学大学院工学研究科教授 澤谷邦男であ
ったが、平成 25 年 3 月で東北大学を定年退職したため、平成 26 年度から澤谷邦男の後任に当た
る東北大学大学院工学研究科教授 陳 強に交代した。澤谷はその後代表者を退いたが、その後も
プロジェクトの研究を継続した。
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４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
（１）実証期間終了後の事業化に向けた取組
現在ボディスキャナーの導入を先導しているのは空港保安であるが、特に国際線では米国運輸
保安局 (TSA) による対米航空機の保安規制が主導的である。これまでのところ、ボディスキャナ
ーに対する TSA の方針は不明であり、本プロジェクトを含めて、海外各社のミリ波パッシブ装置
はいずれも認証が得られていない。これは、TSA がボディスキャナーを使用する場合は、機内持
ち込み規制品の完全な検知ができることを前提としているためと言われている。ミリ波パッシブ
方式ではシステムの原理的制約のために、
現行の TSA 認証をクリアできるかどうかは不明ながら、
現実の保安需要として、100 ml 以上の液体物の検知については、必要かつ十分な性能が得られる
ことを訴えていきたい。また、中部国際空港と仙台空港における実証試験では報道機関を通じて
ミリ波パッシブイメージング装置の優位性をアピールすることができ、事業の継続性を後押しす
ることとなった。
空港以外の可能性についても調査を進め、警察業務担当者及び芸能事務所を訪問して警護、警
備需要に対する聞き取り調査を行った。現状の保安検査ではゲート型とハンディー型の金属探知
機が使用されているが、液体の持ち込みも防止したいとの強い要望があった。また、ハンディー
型ではさらなる軽量化が主に望まれており、据え置き型の場合では検査時間のさらなる短縮が望
まれた。その他、ある程度以上の量の粉末を検知できることから、港湾における保安以外への応
用の可能性が見いだされた。
（２）社会・経済・科学技術的波及効果
2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、公共施設におけるテロ行為に対処するた
めの機器としての需要が今後高まり、ボディスキャナーの社会的波及効果が相乗的に高まるもの
と考えられる。X 線を使用した装置やミリ波アクティブ方式は高画質が得られるものの、電磁波
を照射することやプライバシーの問題が懸念されるのに対してパッシブ装置はこれらの懸念がな
く 100 ml の液体物を十分検知できることから、警備体制強化として大量導入が実現すれば、一定
の経済効果が見込まれる。
マスプロ電工(株)及び中央電子(株)はそれぞれの研究・開発分野を中心に市場調査を実施し、ユ
ーザーのニーズを調査した結果、発電所の効率運転やイメージング以外のミリ波のセキュリティ
への応用など、ミリ波技術を用いた技術の発展性が明らかになった。
また、顧客データを大量に扱う関係機関からの問合せが急増しており、本プロジェクトの成果
は情報漏えいの無い社会実現にも貢献できると考えている。
社会的波及効果のため、特許出願 21 件、一般公開のセミナー、展示会、著書等 28 件（
（３）研
究成果の発表状況）を発表し、パッシブイメージング装置の優位性を精力的にアピールした。

Ⅳ．自己評価
1. 目標達成度
・不審者が所持する衣服下の絶縁物を非侵襲かつ非接触で検知可能な、世界最高レベルの
分解能を有するミリ波パッシブイメージング装置の開発を国内で初めて成功している。
・ミッションステートメントのほとんどの項目を達成することができたこと、ハンディー
型の製品化時期が若干ずれ込んだことから、目標に対して 95%の達成があったと評価し
ている。
2. プロジェクト全体としての成果
・ミリ波を使用したセキュリティ装置の国産技術が無い中で、研究開発を進めミリ波パッ
シブイメージング装置を完成させたことには、一定の成果が得られたと考えている。ま
た、装置の量産設計を実施して、商品化を発表できたことも成果の一つである。さらに、
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国内で唯一の技術であり、現在でもなお国内外を問わずに後発の対抗製品が出現してい
ない。この理由は、本プロジェクとの成果に追いつくためには相当な時間と人手が掛る
ためであると考えられる。
・商品化が完了したことによる社会の反響は大きく、当初の目的である空港の警備部門か
らの問い合わせが多く入った。このほかにも、テロ対策警備の分野では、イベント警備
や鉄道などの公共警備としての市場があることもわかった。さらに、原子力施設、刑務
所、データセンターからの問い合わせもあったが、特にデータセンターでは、外部から
の危険物の持ち込み防止のほかに、内部からの情報流出の防止という観点からの機器の
用途があることが分かった（問合せ件数：空港関係：国内 3 件、海外 2 件、警備会社：2
件、電力会社：2 件、データセンター：1 件、銀行：1 件、鉄道：1 件、電機メーカー：
1 件）
。
・水際での違法物品の持ち込み防止だけでなく、発電所の効率運転などのセキュリティ以
外の分野への応用市場もあることがわかり、完成したミリ波での撮像技術が応用できる
可能性があり、成果を有効に活用できるものと判断している。
3. 研究計画・実施体制
・初年度に申請した研究計画に沿った進捗で実施できたが、実証試験期間後半は開発費用
の削減があったこともあり、製品化に伴う検討項目が先送りされた。
・3 機関の実施体制として問題なく機能し研究を進めることができた。
4. 事業化に向けた取組の継続性・発展性
・ 据え置き型装置の生産・供給体制は既に構築済みであり、顧客からの問合せに対する訪
問説明、デモを継続的に実施しており、今後研究体制を維持しながら空港以外で顧客デ
ータを扱う部門、食品業界、重要施設への展開によって販売していく中で、製品改良の
ための資金確保を図っていくことにより研究開発を発展させることができた。また、透
視観測装置としての応用分野も視野にいれ、新たな分野を模索し、ハンディー型装置に
ついては可搬性、半屋外で使用との特長を生かしつつ、出入場（室）管理への展開を行
ってきており、今後の発展性に向けた基本部分を確保できた。
・ 各関係機関と調達見通しに向けた打ち合わせを進めてきたが、現時点でボディスキャナ
ーの導入に向けた動きは無いと聞いている。今後、2020 年の東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催に向けた動向を注視して販売のための情報収集を継続して進めてきて
おり、事業化に向けた継続性・発展性は確保できている。ハンディー型装置については、
プライバシーの問題も少なく警察庁及びセキュリティ関連企業が興味を示しているも
のの、さらなる軽量化、及び低コスト化が強く望まれており、引き続いての最終的な製
品化の前に使いやすさを含めた研究開発につなげており、今後の継続性が確保できてい
る。
・ 2020 年（平成 32 年）の東京でのオリンピック・パラリンピック開催に備え各警備部門
で準備を進めている。警備には開発したハンディー型装置が候補になると推測されるが、
プロジェクト参加のメーカー2 社では、関係部門の動向を調査して、警備での機器使用
形態にあわせた装置の改善点を明確にすることにより継続性・発展性を確保できている。
・ 完成した技術の応用分野への活用も重要と考え、セキュリティ以外も分野の要望に耳を
傾けながら、ミリ波装置がどのような形態で応用できるか継続して検討してきており、
ミリ波技術としての発展性を十分に確保できている。
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