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特集 非破壊検査技術の最新トレンド特 集

1　はじめに
国内の各種プラントおよび社会インフラ設備では，高

度経済成長期に建設された溶接構造物が多く，設備の高
経年化が進み稼働リスクも日増しに高まっている。不具
合に繋がる主な原因は，故障，破損，施工不良と様々だ
が，最も増加傾向にあるものは，腐食や疲労等の劣化に
よるものである。劣化が懸念される中，膨大な設備を前
に限られた時間での検査が必要であり，検査の効率化が
大きなテーマとなっている。さらに，近年ではこれらの
要因に加え，巨大地震や豪雨など自然災害の影響も考慮
され，非破壊検査に対する要望も増えている。
当社は，主に全国の主要プラント設備にて，非破壊検

査サービスを展開している。様々な検査ニーズに対応で
きるよう自社開発部門を持ち，減肉を対象とした検査シ
ステムの開発に力を入れている。
国内プラントの配管設備においては，保温配管やボイ

ラ加熱炉管の検査など，効率的な検査を行う上で課題と
なっている。中でも，最近多く聞かれるのが，埋設部
（総数約40,000ヵ所）の検査である。従来の手法では，
配管埋設部を解体して目視検査を行うことが主流であっ
たため，多大なコストや工期が掛かることが大きな課題
であった。
本稿では，埋設部を解体せずに検査するスクリーニン

グ手法として，ハイパワーガイド波技術1）について紹介
する。本技術は，日立パワーソリューションズ，発電設
備技術検査協会，徳島大学，ひろしま産業振興機構との
共同開発のもと，2014年度戦略的基盤技術高度化支援事
業（サポイン事業）に採択され，研究開発に着手した。
本開発の目的は，高出力のガイド波装置を開発し，配

管埋設部を解体せずに検査を可能とすることである。開

発目標として，埋設５m先の円形配管断面積の３％減肉
を検出することを設定した。これまでの成果では，埋設
５m適用の目標達成には至っていないが，１m～２m程
度であれば，評価可能なレベルまで到達した。プラント
設備では，２m以下の埋設部も数多く存在するため，早
期実用化を目指し，今後も高度化を進めていく予定であ
る。

2　ガイド波技術の概要
ガイド波技術は，欧米での基礎研究が原点であり，ガ
イド波装置を製造，販売するメーカーも数社存在する。
日本国内では，2000年以降ガイド波に関連する研究開発
も盛んになり，現在も技術の進化が注目されている2）。
ガイド波の原理は，数十～数百kHz帯域の超音波を使
用する。配管表面に超音波を伝搬させる手法であり，減
肉があった場合，送信波が減肉に反射してセンサで受信
され，位置を特定することが可能である（図１）。主な
特徴として，長距離配管など１回で広範囲を測定でき，
配管のスクリーニング検査としてもっとも注目されてい
る検査手法である。従来の定点肉厚測定の場合，抜き取
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りであるため，減肉の傾向を把握することが難しかっ
た。それに比べ，ガイド波を適用した場合は，減肉の深
さは分からないが，配管内外面の減肉を検出し，配管全
体の減肉傾向を把握することができる。

3　ハイパワーガイド波装置の開発
配管埋設部において，これまで，既存ガイド波技術で

は，埋設環境からの強い減衰により，定量的な評価がで
きていないのが現状であった。主な課題は，ガイド波の
信号が減衰し，ノイズレベルが高いことにより，減肉信
号を判別できないことである。さらに，得られたデータ
は，アナログ信号であるために，データを詳細に解析す
る必要があった。
本開発では，これらの課題に対応した高出力の装置を

開発し，配管埋設部におけるスクリーニング技術の確立
を目指し開発に着手した。
課題解決のために，ガイド波が埋設配管の周囲環境か

ら受ける影響を「模擬試験体を用いたモックアップ試

験」と，「ガイド波シミュレーションを用いた手法」か
ら分析した。さらに，得られた試験結果を踏まえ，埋設
環境にも対応した高出力で簡便なガイド波装置を開発
し，測定結果の映像化など最新技術を駆使した機能も盛
り込んだ。

3.1　モックアップ試験
本技術を配管埋設部に適用する上では，ガイド波信号
が大幅に減衰することが技術課題であり，減衰の影響に
ついて明確にする必要があった。本開発では，開発の
ベースとなる既存ガイド波技術（日立製）を用いモック
アップ試験を行った。実プラントのフィールド情報をも
とに写真１の埋設模擬試験体を製作し，ガイド波が配管
埋設部から受ける影響を分析した。図２は，試験体の概
略図を表す。土または砂を使用，さらにいくつかの埋設
条件を設定した。上部から最大２tの荷重をかけ，配管
に設置したロードセルで圧力監視を行いながら，ガイド
波信号の変化を分析した。

図３は，埋設模擬試験体に適用した際のアウトプット
イメージを表す。
縦軸は，振幅信号（V）の大きさを示し，横軸はセン

図２　試験体概略図
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写真１　埋設模擬試験体

図３　ガイド波アウトプットイメージ

〈〈サンプル〉〉

センサからの距離［m］

第 1管端
第 2管端
第 3管端

振
幅［
V
］

第 3 管端

第 2管端

第 1管端



54 溶　接　技　術

特集

サからの距離を示す。配管端部にガイド波を伝搬させた
場合，信号は全反射（円形配管断面積100％）する。こ
の全反射断面積100％が減肉信号反射の評価基準となり，
一般的には配管断面積の３％または５％で評価する。
図では，第１管端，第２管端，第３・・・と多重反射

を意味しており，埋設部を通過するたびに，信号が減衰
しているのが読み取れる。

図４はモックアップ試験測定結果の一例である。実
フィールドで用いられる埋設環境を試験環境とし，送信
周波数を変化させながら，ガイド波信号の減衰量を測定
した。図では，土または砂埋設の場合は大きな減衰はな
く，防食テープと砂埋設の組み合わせがもっとも減衰が
大きい環境であることが分かる。
モックアップ試験より得られたデータより，減衰量，
周波数依存性，土圧の影響などを分析し，埋設環境によ
る変化が試験結果に大きく影響することが明確になっ
た。また，強い減衰の条件下にて，配管肉厚の影響，温

度変化による影響など追加調査も行い，埋設状況に応じ
たおおよその減衰量を推測することが可能となった。

3.2　シミュレーションによる解析
種々の埋設条件におけるガイド波信号の減衰や波形の
ひずみ等を評価分析する上で，減衰やひずみの発生原因
やその影響を的確に見積もることは重要である。本開発
では，複雑な境界条件設定に対応できる有限要素法を用
いたガイド波シミュレーション3）を行い，いくつかのモ
デルを構築し埋設部からの影響を分析した。
モデルの開発では，埋設する土の種類や土圧等の条件
を変え，モックアップ試験結果や埋設部境界へ垂直入射
した超音波の反射強度の計測結果を基に，埋設部へ超音
波が伝搬（透過）する物理モデルを構築した。

図５，図６は，構築したシミュレーションモデルの一
例である。配管埋設部における強い減衰の要因を，①埋
設部にガイド波が伝搬，②埋設部の変位を拘束によるも
のと仮定し，シミュレーションモデルを構築した。①の
埋設部に伝搬するモデルの場合，送信されたガイド波
は，埋設部を通過するとともに，信号が弱くなっている
ことが分かる。一方，②の埋設部の拘束によるモデルの
場合は，送信されたガイド波は，埋設部入口付近で反射
が起こり，あまり減衰することなく，センサで受信され
ている。
これらの結果により，埋設部の入り口付近で起きる反
射波の大きさを分析することによって，埋設部の試験結
果の減衰要因を推測することが可能となった。

3.3　開発装置の概要
これまで配管埋設部にガイド波を適用する場合，埋設

図６　②埋設部の変位を拘束させるモデル図５　①埋設部に伝搬するモデル

図４　モックアップ試験測定結果
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部での強い減衰の影響を受け，明確な反射信号が得られ
なかった。本開発では，この課題を解決するために，研
究ベースで製作されていた日立製ガイド波装置をもと
に，開発に着手した。
ガイド波信号の出力を高め，伝達効率が良好で現場に

適したリングセンサを開発することを目的とした。ま
た，ソフトウェア開発では，取得したデータをアナログ
信号から映像化することにより識別性を高め，波形解析
機能も付加し，S/N比向上を実現した。
3.3.1　ハードウェア開発
ハードウェア開発では，強いガイド波を配管に伝搬さ

せるために，入力電圧を200Vから300Vに増加させ，
バッテリ駆動で可能な限り出力を高めた。さらに，セン

サ部では，狭あい部や保温施工の場合を考慮し，リング
センサを小型および薄型にする構造設計も行った。
開発した本探傷システムは，リングセンサ（写真２）

とガイド波制御装置（写真３）となる。リングセンサ機
構では，センサを最小化し全体の機構の省スペース化
（130mm×20mm）を実現した。また，センサの配管へ
の固定では，エアを用いた押し付け機構を採用し，取り
付け時間の大幅短縮（従来法：30分以上→本システム：
２分）を達成した。ガイド波を制御する機構では，ハイ
パワー化を実現し約1.5倍の出力アップを達成した。ま
た，バッテリ化により利便性が大幅に改善された。
3.3.2　ソフトウェア開発
ソフトウェアの開発では，これまで，反射信号の強さ
を表すアナログ画像を使用した評価であったため，解析
に時間を要し，詳細な解析も困難であった。本開発で
は，映像化機能を設け，より識別性の高いアウトプット
を開発した。これにより，減肉位置の特定，溶接線信号
の判別など，視覚的に判断することが可能となった。微
弱な反射信号でも，信号の位置や周囲との変化を識別で
きるようになった。
開発したソフトウェアは，配管サイズに応じたガイド
波の分散曲線，各種パラメータを設定することで配管の
周位置，長さ位置の精度を高め，伝搬シミュレータで映
像化するシステムを構築した。また，波形解析機能（相
互相関処理）も付加し，S/N比の向上も達成することが
できた。映像化画像については，フィールド試験結果で
紹介する。

4　フィールド試験による検証

4.1　埋設配管への適用（ガイド波信号
の評価）

開発した装置を用い，実フィールドの埋設配管に適用
した。図７は幅1,300mmの防油堤貫通部を表している
が，配管外面に防食テープが施工されていることもあ
り，減衰が極めて大きい環境である。同図では，既存ガ

写真３　ガイド波制御装置

写真２　リングセンサ

図７　埋設配管測定結果（既存装置での測定）
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イド波装置で取得した信号をアナログ画像で示してお
り，図８に記載した開発した装置の波形と比較してい
る。フィールド試験で取得したデータを評価する際は，
対象となる試験範囲に基準となる信号が必要になる。こ
こでは，埋設部より先にあるフランジ信号（100％）が
基準となる。既存ガイド波装置を用いた場合，信号を明
確に検出することは困難であったのに対して，図８の開
発装置では，フランジ信号（100%）を明確に検出でき
ており，定量評価に繋がるデータを得ることが可能で
あった。

4.2　地上配管への適用
ハイパワーガイド波の適用環境については，埋設のみ

に係らず地上配管（長距離，保温）への適用も期待され
ている。開発装置は，高出力機能とS/N比向上を実現し，
長距離伝搬も可能となった。
長距離配管（塗装付き配管）に適用した試験結果を図

９に示す。図は，上段に波形画像，下段に映像化画像を
示している。波形画像は，縦軸が振幅，横軸はセンサか
らの距離であり，測定範囲25mを表す。映像化画像は，
展開図表示となっており，縦軸が周方向位置を表してい
る。
得られたデータでは，評価の基準となる溶接線信号

（W1，W2…）や配管Uボルト付きサポート（U1，U2…）
からの信号を得られており，ソフトウェアの映像化につ

いて，有効性を確認することが可能であった。

5　おわりに
冒頭にも述べたが，国内のプラント設備においては検
査の効率化が大きなテーマとなっている。ハイパワーガ
イド波技術は，スクリーニング検査手法としてその一端
を担うものと考えられる。今後も，フィールド試験を重
ね，早期実用化を目指す所存である。
本開発では，共同開発者をはじめ多くの方々の協力を
経て，取り組むことができた。また，埋設配管など大が
かりな検証設備について，提供いただいたプラント関係
者各位にも感謝の意を表する。
昨今，国内産業の発展とともに保守検査の重要度が増
し，非破壊検査の役割も少しずつ変化している。これま
で以上に検査力を強化し，国内産業の維持発展に貢献で
きるよう，研究開発に取り組んでいく。
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図９　長距離配管測定結果

図８　埋設配管測定結果（開発装置での測定）
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