
JP 2019-86497 A 2019.6.6

(57)【要約】
【課題】励磁コイル、検出コイル及び補償コイルを同軸
上に配設し、補償コイルの検出結果と検出コイルの検出
結果との差により、被測定物の検査を行うことで、装置
を小型化すると共に、検出精度を安定化する検査装置を
提供する。
【解決手段】交流電圧源２に接続される励磁コイル４と
、励磁コイル４の磁界により被測定物９に生じる渦電流
の磁束量を検出する検出コイル５と、当該検出コイル５
と略同一の磁気特性を有する補償コイル６と、検出コイ
ル５及び補償コイル６の出力に基づいて、検出コイル５
で検出された被測定物９の磁束量を計測する計測部とを
備え、励磁コイル４、検出コイル５及び補償コイル６が
、励磁コイル４の磁束方向を同軸として並列に配置され
、それぞれのコイルが空心コイルとなっており、被測定
物９に対して検出コイル５と補償コイル６とが磁束方向
に異なる距離となる位置に配設されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電源に接続される励磁コイルと、
　励磁コイルの磁界により被測定物に生じる渦電流の磁束量を検出する検出コイルと、
　当該検出コイルと略同一の磁気特性を有する補償コイルと、
　検出コイル及び補償コイルの出力に基づいて、前記検出コイルで検出された被測定物の
磁束量を計測する計測部とを備え、
　励磁コイル、検出コイル及び補償コイルが、励磁コイルの磁束方向を同軸として並列に
配置され、それぞれのコイルが空心コイルとなっており、被測定物に対して検出コイルと
補償コイルとが磁束方向に異なる距離となる位置に配設されていることを特徴とする検査
装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の検査装置において、
　検出コイル及び補償コイルが、励磁コイル及び検出コイルの磁束方向の距離と励磁コイ
ル及び補償コイルの磁束方向の距離とが同一となる位置に配設されている検査装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の検査装置において、
　検出コイルと補償コイルとが、相互の磁界を打ち消すように逆極性に接続されている検
査装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の検査装置において、
　励磁コイルが中心から順次径が大きくなる渦巻状に巻回される検査装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の検査装置において、
　励磁コイルに対する検出コイルの磁束方向の距離、及び／又は励磁コイルに対する補償
コイルの磁束方向の距離を変化させる配置変更手段を備える検査装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の検査装置において、
　励磁コイル、検出コイル及び／又は補償コイルが超伝導コイルである検査装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の検査装置において、
　被測定物と検出コイルとの距離に応じて励磁コイルに印加する電圧を調整する調整手段
を備える検査装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の検査装置において、
　被測定物を配置した状態で検出コイルの出力と補償コイルの出力とを較正する較正手段
を備える検査装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、渦電流探傷法を用いて被測定物を検査する検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　渦電流探傷法を用いた検査に関する技術が特許文献１、２に開示されている。特許文献
１に示す技術は、非破壊検査装置は、被検体２に対向した励磁コイル１０１と、励磁コイ
ル１０１に電磁的に結合した参照コイル１０５と、被検体２に対向した検出コイル１０４
と、励磁コイル１０１を交番電圧で励振し、参照コイル１０５に発生する電圧と検出コイ
ル１０４に発生する電圧との差である被測定信号の振幅および位相を、励磁コイル１０１
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または参照コイル１０５の電圧を基準信号として検出する測定処理部４と、を備えるもの
である。
【０００３】
　特許文献２に示す技術は、被検査材１に近接する周方向に、各プローブが励磁コイルＭ
及び検出コイルＤを含む２つのプローブＳ1，Ｓ2を一定間隔で配置し、前記２つのプロー
ブＳ1，Ｓ2の各励磁コイルＭ1，Ｍ2に交流電流を発振器３より供給して被検査材１に渦電
流を発生させ、前記２つのプローブＳ1，Ｓ2の各検出コイルＤ1，Ｄ2による誘起電圧ｅ1

，ｅ2の差分値ｅ0を求め、このｅ0により欠陥を検出するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－０８７１６８号公報
【特許文献２】特開２０００－２２７４２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１、２に示す技術は、いずれも複数の励磁コイルに対してそれ
ぞれに対応する検出コイルや参照コイルを有する構造となっているため、装置の小型化に
限界があると共に、それぞれの励磁コイルごとに異なる箇所での測定が行われるため、検
出精度が安定しない可能性がある。
【０００６】
　本発明は、励磁コイル、検出コイル及び補償コイルを同軸上に配設し、補償コイルの検
出結果と検出コイルの検出結果との差により、被測定物の検査を行うことで、装置を小型
化すると共に、検出精度を安定化する検査装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る検査装置は、交流電源に接続される励磁コイルと、励磁コイルの磁界によ
り被測定物に生じる渦電流の磁束量を検出する検出コイルと、当該検出コイルと略同一の
磁気特性を有する補償コイルと、検出コイル及び補償コイルの出力に基づいて、前記検出
コイルで検出された被測定物の磁束量を計測する計測部とを備え、励磁コイル、検出コイ
ル及び補償コイルが、励磁コイルの磁束方向を同軸として並列に配置され、それぞれのコ
イルが空心コイルとなっており、被測定物に対して検出コイルと補償コイルとが磁束方向
に異なる距離となる位置に配設されているものである。
【０００８】
　このように、本発明に係る検査装置においては、交流電源に接続される励磁コイルと、
励磁コイルの磁界により被測定物に生じる渦電流の磁束量を検出する検出コイルと、当該
検出コイルと略同一の磁気特性を有する補償コイルと、検出コイル及び補償コイルの出力
に基づいて、前記検出コイルで検出された被測定物の磁束量を計測する計測部とを備え、
励磁コイル、検出コイル及び補償コイルが、励磁コイルの磁束方向を同軸として並列に配
置され、それぞれのコイルが空心コイルとなっており、被測定物に対して検出コイルと補
償コイルとが磁束方向に異なる距離となる位置に配設されているため、１つの励磁コイル
に対して、検出コイル及び補償コイルを同軸上に配設して装置を小型化することができる
という効果を奏する。
【０００９】
　また、それぞれのコイルを空心コイルとしているため、検出コイルと被測定物との距離
、補償コイルと被測定物との距離をそれぞれ異ならせることで、検出コイルと補償コイル
とで被測定物の渦電流による検出磁束の大きさを異ならせることができ、その差分により
被測定物を正確に検査することができるという効果を奏する。すなわち、例えば、鉄心等
の透磁率が高いコアを有する場合は、被測定物に対する検出コイルと補償コイルとの距離
を異ならせた場合であっても、それぞれのコイルを同軸上に配設してしまうと、被測定物



(4) JP 2019-86497 A 2019.6.6

10

20

30

40

50

の渦電流による検出磁束を同じように検出してしまい、その差を正確に検出することがで
きないが、本発明では、空心コイルとすることで、そのような問題を解消することができ
る。
【００１０】
　さらに、それぞれのコイルを空心コイルとすることで、磁気ヒステリシスによる損失の
影響を無視して高精度な検査を実現することができるという効果を奏する。
【００１１】
　さらにまた、それぞれのコイルを空心コイルとすることで、コイルと被測定物との間に
生じる磁力による吸引力を抑え、被測定物上でコイルを自由に動かすことができるという
効果を奏する。
【００１２】
　さらにまた、３つのコイル（例えば、コイル支持体に３つの銅コイルを巻回したもの）
と電源と計測部のみで検査装置を構成することができるため、極めて簡単で安価に製造す
ることができるという効果を奏する。
【００１３】
　本発明に係る検査装置は、検出コイル及び補償コイルが、励磁コイル及び検出コイルの
磁束方向の距離と励磁コイル及び補償コイルの磁束方向の距離とが同一となる位置に配設
されているものである。
【００１４】
　このように、本発明に係る検査装置においては、検出コイル及び補償コイルが、励磁コ
イル及び検出コイルの磁束方向の距離と励磁コイル及び補償コイルの磁束方向の距離とが
同一となる位置に配設されているため、検出コイルと補償コイルとが受ける励磁コイルに
よる励磁磁界の影響をほぼ同一にすることができ、測定結果に無関係な励磁磁界や外乱を
打ち消して、検出磁束のみを測定することができるという効果を奏する。
【００１５】
　本発明に係る検査装置は、検出コイルと補償コイルとが、相互の磁界を打ち消すように
逆極性に接続されているものである。
【００１６】
　このように、本発明に係る検査装置においては、検出コイルと補償コイルとが、相互の
磁界を打ち消すように逆極性に接続されているため、検出コイルや補償コイルに対する励
磁磁界の影響や外乱の影響を排除して、被測定物からの磁束のみを高感度に検出すること
ができるという効果を奏する。
【００１７】
　本発明に係る検査装置は、励磁コイルが中心から順次径が大きくなる渦巻状に巻回され
るものである。
【００１８】
　このように、本発明に係る検査装置においては、励磁コイルが中心から順次径が大きく
なる渦巻状に巻回されるため、励磁磁界をコアの中心部分から生じさせることができ、被
測定物に対してコイルの周縁部分だけではなく、中心部分から周縁部分まで面で検査する
ことができるという効果を奏する。
【００１９】
　本発明に係る検査装置は、励磁コイルに対する検出コイルの磁束方向の距離、及び／又
は励磁コイルに対する補償コイルの磁束方向の距離を変化させる配置変更手段を備えるも
のである。
【００２０】
　このように、本発明に係る検査装置においては、励磁コイルに対する検出コイルの磁束
方向の距離、及び／又は励磁コイルに対する補償コイルの磁束方向の距離を変化させる配
置変更手段を備えるため、仮に検出コイルと補償コイルとの磁界特性に誤差があった場合
であっても、励磁磁界の検出コイルや補償コイルへの影響を当該検出コイルや補償コイル
の配置を変更することで調整し、誤差を最小限に抑えることができるという効果を奏する



(5) JP 2019-86497 A 2019.6.6

10

20

30

40

50

。
【００２１】
　本発明に係る検査装置は、励磁コイル、検出コイル及び／又は補償コイルを超伝導コイ
ルとするものである。
【００２２】
　このように、本発明に係る検査装置においては、励磁コイル、検出コイル及び／又は補
償コイルを超伝導コイルとするため、超伝導コイルに流れる大電流で大きな磁界を作るこ
とができ、検出感度を格段に向上させることができるという効果を奏する。
【００２３】
　本発明に係る検査装置は、被測定物と検出コイルとの距離に応じて励磁コイルに印加す
る電圧を調整する調整手段を備えるものである。
【００２４】
　このように、本発明に係る検査装置においては、被測定物と検出コイルとの距離に応じ
て励磁コイルに印加する電圧を調整する調整手段を備えるため、被測定物に対して常に適
正な励磁磁界を与えることができるという効果を奏する。
【００２５】
　本発明に係る検査装置は、被測定物を配置した状態で検出コイルの出力と補償コイルの
出力とを較正する較正手段を備えるものである。
【００２６】
　このように、本発明に係る検査装置においては、被測定物を配置した状態で検出コイル
の出力と補償コイルの出力とを較正する較正手段を備えるため、例えば、被測定物が磁性
体であるような場合には、励磁磁界が被測定物の透磁率により均等な分布でなくなり、検
出コイルに対する励磁磁界の影響と補償コイルに対する励磁磁界の影響とがアンバランス
になってしまうが、較正手段によりそのバランスを調整し、検出コイルに対する励磁磁界
の影響と補償コイルに対する励磁磁界の影響を同一にすることができるという効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】第１の実施形態に係る検査装置の構成を示す回路構成図である。
【図２】第１の実施形態に係る検査装置におけるコイルの配置構成を示す第１の図である
。
【図３】第１の実施形態に係る検査装置におけるコイルの配置構成を示す第２の図である
。
【図４】第１の実施形態に係る検査装置におけるコイルの接続構造を示す図である。
【図５】その他の実施形態に係る検査装置におけるコイルの構成を示す第１の図である。
【図６】その他の実施形態に係る検査装置におけるコイルの構成を示す第２の図である。
【図７】その他の実施形態に係る検査装置におけるコイルの構成を示す第３の図である。
【図８】その他の実施形態に係る検査装置の他の回路構成を示す図である。
【図９】実施例において用いた検査装置のシステム概要を示す図である。
【図１０】実施例において用いた検査装置のコイル寸法を示す図である。
【図１１】試験体がＳＭ４９０Ａ鋼板の場合の板厚ｄに対するインピーダンス変化の測定
結果を示すグラフである。
【図１２】試験体がアルミ板の場合の板厚ｄに対するインピーダンス変化の測定結果を示
すグラフである。
【図１３】ハンドヘルド型の検査装置においてＳＭ４９０Ａ鋼板の板厚ｄに対するインピ
ーダンス変化の測定結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。また、本実施形態の全体を通して同じ要素には
同じ符号を付けている。
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【００２９】
　　（本発明の第１の実施形態）
　本実施形態に係る検査装置について、図１ないし図４を用いて説明する。本実施形態に
係る検査装置は、渦電流探傷法を用いて被測定物の板厚、腐食、磁気特性等を測定するも
のであり、磁気飽和しない低磁場で且つ低周波での測定を可能とするものである。
【００３０】
　図１は、本実施形態に係る検査装置の構成を示す回路構成図である。図１において、検
査装置１は、被測定物９の近傍に配置され当該被測定物９に対して垂直な方向に磁界を生
じる励磁コイル４と、当該励磁コイル４と同軸上に並列に配設される検出コイル５と、当
該検出コイル５に対する励磁コイル４による磁場を打ち消して補償する補償コイル６と、
励磁コイル４に交流電圧を印加する交流電圧源２と、交流電圧源２からの電圧による励磁
電流を制御するための電流制限抵抗３と、検出コイル５で検出された信号を増幅する増幅
器７と、増幅された信号の電圧を計測するロックインアンプ８とを備える。
【００３１】
　検出コイル５と補償コイル６とは、それぞれに影響する励磁磁界を打ち消すために、同
一の磁気特性を有する構成で逆極性に接続されている。また、検出コイル５への励磁磁界
の影響と、補償コイル６への励磁磁界の影響とを同一にするために、励磁コイル４から検
出コイル５までの距離と励磁コイル４から補償コイル６までの距離とが同一となる位置に
配設されている。さらに、被測定物９の渦電流に誘導される磁束を確実に検出するために
、励磁コイル４を挟んで検出コイル５を被測定物９が配置される側、補償コイル６を被測
定物９が配置されない側に配設している。さらにまた、各コイルは空心コイルとなってお
り、コイルが巻回されたコイル巻枠は、非磁性・非導電性となっている。このような回路
構成でロックインアンプ８により電圧を計測することで、被測定物の厚さや減肉等を推定
することが可能となっている。
【００３２】
　図１に示すように、本実施形態においては、励磁コイルとは別に検出コイルを設ける相
互誘導法により励磁コイルの抵抗変化を間接的に検出する。相互誘導法においては、補償
コイル６が排除され、励磁コイル４と検出コイル５のみで構成される回路が考えられるが
、検出コイル５に鎖交する磁束に関して、励磁コイル４により発生する磁束の方が、被測
定物９に流れる渦電流により誘導される磁束よりも大きいため、後者の磁束を測定するこ
とは困難である。そこで、図１に示したように補償コイル６を備える構成が極めて有効と
なる。補償コイル６を設けることで、励磁コイル４により発生する磁束の影響を打ち消し
て無視することが可能となり、励磁磁界により被測定物９に流れる渦電流で誘導される磁
束のみを検出コイル５で検出することが可能となる。
【００３３】
　また、仮に励磁コイルと検出コイルとが同一のコイルとなっている自己誘導法を用いる
場合、測定される電圧は次式で表される。
【００３４】
【数１】

【００３５】
　ここで、Ｉは励磁コイルの励磁電流、Ｖは励磁コイルの電圧、ωは励磁電流の角周波数
、Ｒ及びＬは励磁コイルの抵抗及びインダクタンス、ΔＲ及びΔＬは被測定物によって生
じる励磁コイルの抵抗及びインダクタンスの変化量である。励磁コイルが一般の銅コイル
で、低周波且つ低磁場で計測を行った場合、ΔＲが励磁コイル自身の抵抗Ｒよりも遥かに
小さくなるため、ΔＲの計測が困難となる。また、ΔＲにより生じる電圧｜ΔＲＩ｜が、
励磁コイルのインダクタンスＬで生じる電圧｜ｊωＬＩ｜よりも小さいため、ΔＲの計測
が困難となる。さらに、Ｒが温度により変化し、その変化量がΔＲよりも大きいため、Δ
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Ｒを計測する際には励磁コイルの温度を一定しなければならない等の問題がある。
【００３６】
　これに対して、本実施形態のように相互誘導法を用いる場合は、Ｒ及びＬの影響を無視
することができ、また、検出コイルの抵抗及びインダクタンスはその先に接続される増幅
器の入力インピーダンスが十分大きければ無視できる。これは、入力インピーダンスが十
分大きければ二次側、すなわち検出コイル及び補償コイルに電流が流れないからである。
このことについて、以下に式を用いて説明する。
【００３７】
　検出コイル５の電圧Ｖｄは、次式で表される。
【００３８】
【数２】

【００３９】
　ここで、Ｍは励磁コイル４と検出コイル５との間のコイル相互インダクタンス、ΔＲＭ

は被測定物９によって生じる見かけ上の抵抗（以下、相互等価抵抗と言う）の変化量、Δ
Ｍは被測定物９によって生じる相互インダクタンス変化量である。一方、補償コイル６の
電圧Ｖは、被測定物９の影響を無視すれば、次式で表される。
【００４０】

【数３】

【００４１】
　ただし、励磁コイル４と補償コイル６との間のコイル相互インダクタンスが励磁コイル
４と検出コイル５との間のコイル相互インダクタンスＭと等しいと仮定した。ゆえに、差
分電圧ΔＶＭは、次式で表される。
【００４２】
【数４】

【００４３】
　上記式から、励磁コイル４、検出コイル５及び補償コイル６自身の抵抗及びインダクタ
ンスによる計測制度の悪化を回避することができる。
【００４４】
　励磁コイル４を安定した電流を通電するため、コイルの線径を太く且つ巻数を少なくす
ることで励磁コイル４のインピーダンスを小さくし、さらに、励磁コイル４のインピーダ
ンスに対し十分大きな電流制限抵抗３を直列に接続することで、安定した定電流を通電で
きるようになる。ただし、大電流を通電しても、電流制限抵抗３の温度変化による抵抗変
化が生じないように放熱性を十分に高めておく。
【００４５】
　より具体的なコイルの配置構成について説明する。図２は、本実施形態に係る検査装置
におけるコイルの配置構成を示す図である。図２に示すように、平板状の被測定物に対し
て、コイルの軸が垂直方向となるように、励磁コイル４、検出コイル５及び補償コイル６
が配置される。
【００４６】
　上述したように、励磁コイル４による励磁磁界の影響が、検出コイル５と補償コイル６
とで同一とする必要があるため、検出コイル５と補償コイル６との磁気特性は同一のもの



(8) JP 2019-86497 A 2019.6.6

10

20

30

40

50

となっている。また、励磁コイル４からの距離もそれぞれ同一の距離となる位置に配置さ
れている。検出コイル５及び補償コイル６は励磁コイル４を挟んで両端に配置されており
、検出コイル５は被測定物９に近い側、補償コイル６は被測定物９から遠い側に配置され
、検出コイル５と補償コイル６とは極性が逆になるように接続されている。すなわち、励
磁磁界の影響は相互に打ち消しあうことができると共に、被測定物９の渦電流に誘導され
る磁束の影響は検出コイル５と補償コイル６とで異ならせることができ、その差分により
被測定物９からの磁束のみを検出することが可能となる。
【００４７】
　このとき、それぞれのコイルのコアは空心となっている。つまり、コアが非磁性・非導
電性となっていることで透磁率が極めて低く、被測定物９の渦電流に誘導される磁束が補
償コイル６にまで影響を及ぼさないようになっている。したがって、検出コイル５では励
磁磁界＋被測定物９からの磁界が検出され、補償コイル６では励磁磁界のみが検出され、
それらの差分を取ることで、被測定物９からの磁界のみを高感度に検出することが可能と
なる。
【００４８】
　また、空心コイルとすることで、励磁コイル４により生じる磁力が被測定物９を吸引す
る力を抑え、被測定物９上で自由にコイルを移動させることができるため、検査時におけ
る操作性を格段に向上させることが可能となる。
【００４９】
　なお、上記においては、検出コイル５及び補償コイル６の磁気特性を同一とし、励磁コ
イル４から検出コイル５までの距離ｌ１と、励磁コイル４から補償コイル５までの距離ｌ

２とを同一（ｌ１＝ｌ２）としたが、例えば図３に示すように、励磁コイル４から検出コ
イル５までの距離ｌ１と、励磁コイル４から補償コイル５までの距離ｌ２とは同一でなく
（ｌ１≠ｌ２）てもよく、また、検出コイル５及び補償コイル６の磁気特性を同一としな
くてもよい。この場合、励磁磁界の影響が検出コイル５及び補償コイル６の差分として検
出されてしまうため、予めキャリブレーションを行うためのキャリブレーション手段（図
示しない）を備える構成とする。すなわち、励磁コイル４を励磁した状態で、検出コイル
５及び補償コイル６の差分が０となるように予め調整し、その状態で被測定物９にコイル
を近づけることで、被測定物９からの磁束のみを検出することが可能となる。このときの
検出コイル５及び補償コイル６の調整は、例えば、コンピュータ上で数値を補正をするよ
うにしてもよいし、コイルの巻き数、導線の太さ、コイル径、コイル位置等を機械的に変
更することで調整してもよい。
【００５０】
　また、上記においては、検出コイル５及び補償コイル６を極性を逆にする接続としたが
、検出コイル５及び補償コイル６を接続せずに、それぞれの検出結果から演算により差分
を求めるようにしてもよい。この場合も、上記のようにキャリブレーション手段（図示し
ない）を備える構成とすることで、励磁コイル４を励磁した状態で、検出コイル５及び補
償コイル６の差分が０となるように予め調整するようにしてもよい。これに関連して、例
えば図４に示すように、検出コイル５及び補償コイル６の接続を切り替えるようにしても
よい。すなわち、検出コイル５及び補償コイル６を極性を逆にする接続とした状態と、検
出コイル５と補償コイル６とをそれぞれ接続しない状態とに切り替える図４のようなスイ
ッチ部４０を備えるような構成としてもよい。
【００５１】
　特に、被測定物９が磁性体である場合は、励磁磁界が被測定物９の透磁率により均等な
分布でなくなり、検出コイル５に対する励磁磁界の影響と補償コイル６に対する励磁磁界
の影響とがアンバランスになってしまうが、上記のキャリブレーション手段によりそのバ
ランスを調整し、検出コイル５に対する励磁磁界の影響と補償コイル６に対する励磁磁界
の影響を同一にすることができる。
【００５２】
　　（本発明のその他の実施形態）
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　本実施形態に係る検査装置について、図５ないし図８を用いて説明する。なお、本実施
形態において前記第１の実施形態と重複する説明は省略する。
【００５３】
　図５は、本実施形態に係る検査装置におけるコイルの構成を示す第１の図である。図５
において、励磁コイル４は、コイルの中心部分から順次コイル径が大きくなるように渦巻
状に導線を巻回して形成されている。励磁コイル４がこのように巻回されることで、励磁
磁界がコイルの中心部分からコイル周縁部分にかけて全体的に面で分布するため、被測定
物９に腐食や減肉があった場合に、それを検出できる範囲を広げて検出精度を上げること
が可能となる。
【００５４】
　図６は、本実施形態に係る検査装置におけるコイルの構成を示す第２の図である。図６
において、励磁コイル４、検出コイル５及び補償コイル６の配置位置を機械的に可変でき
る構成となっている。この機能は、主に第１の実施形態において上述したキャリブレーシ
ョン手段（図示しない）によりキャリブレーションを行う場合に利用される。すなわち、
励磁コイル４が励磁する磁界が、検出コイル５及び補償コイル６に同じ磁束量だけ鎖交す
るように各コイルの配置を調整する。
【００５５】
　第１の実施形態にも示したように、検出コイル５と補償コイル６とは磁気特性が同一で
、励磁コイル４からの距離も同じ位置に配設されることで、励磁磁界を完全に打ち消すこ
とが可能であるが、設計上はそのように構成されていても、製造誤差等により励磁磁界を
完全に打ち消せない可能性がある。そのような場合には、キャリブレーション手段により
キャリブレーションを行い、図６に示すように各コイルの配置を微調整することで、励磁
磁界を完全に打ち消すことが可能となる。
【００５６】
　図７は、本実施形態に係る検査装置におけるコイルの構成を示す第３の図である。図７
において、励磁コイル４、検出コイル５及び補償コイル６が超伝導コイルとなっており、
冷媒７１に浸漬した状態で使用される。各コイルを超伝導にすることで、大電流で励磁す
ることができ、検出感度を格段に向上させることが可能となる。また、コイルの抵抗や温
度変化を無視することができるため、より高精度な検出が可能となる。さらに、検出回路
としてＳＱＵＩＤ（超伝導量子干渉計）を利用することで、さらに高精度且つ好感度に検
出を行うことが可能となる。
【００５７】
　なお、ここでは、励磁コイル４、検出コイル５及び補償コイル６が全て超伝導コイルと
しているが、例えば、励磁コイル４のみを超伝導コイル、検出コイル５及び補償コイル６
を常伝導コイル（例えば銅コイル）としてもよいし、逆に励磁コイル４のみを常伝導コイ
ル（例えば銅コイル）、検出コイル５及び補償コイル６を超伝導コイルとしてもよい。こ
の場合、超伝導コイルのみを冷媒７１に浸漬させてもよいし、全てのコイルを冷媒７１に
浸漬させてもよい。
【００５８】
　図８は、本実施形態に係る検査装置の他の回路構成を示す図である。ここでは、検査装
置１の持ち運びに便利なように小型化したハンドヘルド型の構成を示している。計測の原
理は、前記第１の実施形態における図１の場合と同じであるが、図８の場合は、励磁コイ
ル４のインピーダンスによる電流位相のずれを検出するため、シャント抵抗８１を挿入し
、その電圧を測定することで電流を求める構成となっている。その際、リレー回路８２で
接続を切り替えてシャント抵抗８１の電圧及び検出コイル５の電圧を計測する。
【００５９】
　マイコン８３のＤ／Ａコンバータを用いて正弦波を生成し、パワーアンプ８４を用いて
信号を増幅する。励磁コイル４とパワーアンプ８４との間には抵抗８５を挿入し、所定の
振幅の正弦波電流が流れるようにＤ／Ａコンバータの出力電圧値を設定する。用いた励磁
コイル４、検出コイル５及び補償コイル６は、第１の実施形態において説明したものと同



(10) JP 2019-86497 A 2019.6.6

10

20

30

40

50

一である。検出コイル５の電圧は、増幅器７で増幅を行い、その信号をロックインアンプ
８で同期検波し、最後にマイコン８３に内蔵のΔ－Σ方式のＡ／Ｄコンバータで電圧の計
測を行う。
【００６０】
　使用するマイコン８３のΔ－Σ方式のＡ／Ｄコンバータが一機だけである場合は、マイ
コン８３内のマルチプレクサで接続を切り替えながら、同相及び直交成分の電圧を計測す
る。計測された電圧値はパソコン等（図示しない）に転送し、パソコン上にΔＲＭ及びΔ
Ｍの計測結果を出力する。このような構成とすることで、持ち運びが自在のハンドヘルド
型の検査装置１を実現することができる。
【００６１】
　なお、前記第１の実施形態及び本実施形態における上記各構成においては、検出コイル
５と被測定物９との距離（リフトオフ）に応じて励磁コイル４に印加する電圧を制御、又
は励磁コイル４の励磁電流に応じてリフトオフを制御するようにしてもよい。例えば、本
実施形態の検査装置の使用環境によっては、リフトオフをゼロ（被測定物９に検出コイル
を接触した状態での計測）にすることができず、被測定物９から離隔した状態で検査が必
要になる場合がある。このような場合に、リフトオフが大きいと検出感度がリフトオフに
応じて低くなってしまうため、励磁電流が多く流れるように制御し、検出感度を維持する
ようにしてもよい。
【００６２】
　逆に、励磁電流が多く流れているにも関わらず、リフトオフをゼロにしてしまうと検出
精度が低下してしまう可能性があるため、コイルを被測定物９から浮かしてリフトオフを
制御するようにしてもよい。
【００６３】
　また、リフトオフを０より大きくした状態で安定したい場合は、例えば検出コイル５の
被測定物９側のコイル面に一定の厚みを有する誘電体を設け、この誘電体を挟んで検出コ
イル５、誘電体及び被測定物９が接触した状態で計測することで、リフトオフを常に一定
に保つことができる。
【実施例】
【００６４】
　本発明に係る検査装置について、実際に検査装置を作製して以下の実験を行った。図９
は、本実施例において用いた検査装置のシステム概要を示す図である。ファンクションジ
ェネレータ（ＷＦ１９７４、ＮＦ　Ｃｏｒｐ.）で正弦波を生成し、パワーアンプ（ＨＳ
Ａ４０１４、ＮＦ　Ｃｏｒｐ.）で信号を増幅して励磁コイルを励磁した。なお、ファン
クションジェネレータの電圧振幅や周波数は、コンピュータからＵＳＢインタフェースを
介して制御した。パワーアンプと励磁コイルとの間には抵抗（１０Ω）を挿入し、振幅１
Ａの正弦波電流が流れるようにファンクションジェネレータの電圧値を設定した。
【００６５】
　図１０は、本実施例において用いた検査装置のコイル寸法を示す図である。補償コイル
と検出コイルとは同一形状のコイルで逆接続としており、励磁コイルからの磁場を打ち消
すようにした。励磁コイル、検出コイル及び補償コイルのいずれも、内径２０ｍｍ、外形
２８ｍｍであり、励磁コイルは５０Ｔｕｒｎ、検出コイル及び補償コイルは６００Ｔｕｒ
ｎである。
【００６６】
　差動接続された検出コイルの電圧はプリアンプ（ＳＡ－４００Ｆ３、ＮＦ　Ｃｏｒｐ.
）で増幅し、ロックインアンプ（ＬＩ５６４０、ＮＦ　Ｃｏｒｐ.）で励磁電流と位相が
同相および直交の電圧を取得し、ＧＰＩＢインタフェースを介してコンピュータにデータ
を収集した。上記式（４）においてＩはファンクションジェネレータへの電圧指令値と周
波数より計算でき、ロックインアンプでΔＶＭを計測しているため、ΔＲＭおよびΔＭを
得ることができる。被測定物として、ＳＭ４９０Ａ鋼板およびアルミ板を使用した。
【００６７】
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　図１１は、試験体がＳＭ４９０Ａ鋼板の場合の板厚ｄに対するインピーダンス変化の測
定結果を示すグラフである。図１１（Ａ）は相互等価抵抗変化、図１１（Ｂ）は最大値で
規格化した相互等価抵抗変化、図１１（Ｃ）は相互インダクタンス変化、図１１（Ｄ）は
最大値で規格化した相互インダクタンス変化を示す。すなわち、図１１（Ａ）、（Ｂ）が
板厚ｄに対するΔＲＭの結果、図１１（Ｃ）、（Ｄ）が板厚ｄに対するΔＭの結果である
。また、図１１（Ｂ）、（Ｄ）は周波数ｆを固定として板厚ｄを変化させた時の最大値で
規格化している。なお、図１１（Ａ）、（Ｃ）は、ｆ＝１～１０Ｈｚの結果を示している
が、図１１（Ｂ）、（Ｄ）は、簡略化のためｆ＝１～４Ｈｚの結果のみを表示している。
【００６８】
　図１１（Ａ）、（Ｂ）に示す通り、ｆ＜４Ｈｚの場合、板厚ｄに対して単調増加である
ことが分かる。一方、ｆ≧４Ｈｚの場合、表皮効果によりｄ≧１２ｍｍでは単調増加には
なっていない。つまり、ｆ＜４であればΔＲＭを測定することで板厚ｄを推定できる。
【００６９】
　図１１（Ｃ）、（Ｄ）に示す通り、板厚ｄが変化してもΔＭはほとんど一定あることが
分かる。これは、強磁性体によるコイル鎖交磁束変化が、渦電流によるコイル鎖交磁束変
化よりも大きいため、板厚ｄが変化したとしてもコイル鎖交磁束の大きさはほとんど変化
しないからであると考えられる。このことは，板厚ｄの変化によらずリフトオフによりΔ
Ｍが決まり、ΔＭを計測してリフトオフを推定できることを示している。
【００７０】
　図１２は、試験体がアルミ板の場合の板厚ｄに対するインピーダンス変化の測定結果を
示すグラフである。図１２（Ａ）は相互等価抵抗変化、図１２（Ｂ）は最大値で規格化し
た相互等価抵抗変化、図１２（Ｃ）は相互インダクタンス変化、図１２（Ｄ）は最大値で
規格化した相互インダクタンス変化を示す。すなわち、図１２（Ａ）、（Ｂ）が板厚ｄに
対するΔＲＭの結果、図１２（Ｃ）、（Ｄ）が板厚ｄに対するΔＭの結果である。また、
図１２（Ｂ）、（Ｄ）は周波数ｆを固定として板厚ｄを変化させた時の最大値で規格化し
ている。なお、図１２（Ａ）、（Ｃ）は、ｆ＝１～１０Ｈｚの結果を示しているが、図１
２（Ｂ）、（Ｄ）は、簡略化のためｆ＝１～４Ｈｚの結果のみを表示している。
【００７１】
　図１２（Ａ）に示す通り、ｆ≦８Ｈｚの場合、板厚ｄに対して単調増加であることが分
かる。一方、ｆ＞８Ｈｚの場合、表皮効果によりｄ≧１９ｍｍでは単調増加にはなってい
ない。図１２（Ｂ）に示す通り、表皮効果が小さいｆ≦４Ｈｚの場合、ｆが変化してもほ
とんど変化がないことが分かる。
【００７２】
　図１１（Ａ）と図１２（Ａ）との結果を比較すると、アルミ板の方がＳＭ４９０Ａ鋼板
より表皮効果は小さいと言えるが、アルミも良導体で表皮効果が比較的強いため、板厚が
２０ｍｍ以上の場合では１０Ｈｚ以上で板厚測定を行うことが困難であることを示唆して
いる。
【００７３】
　図１２（Ｃ）、（Ｄ）に示す通り、計測時のノイズが大きかった１Ｈｚの結果を除いて
、ΔＭは単調減少の傾向がある。これは、渦電流によるコイル鎖交磁束変化を表しており
、板厚ｄの変化により変化するからであると考えられる。このことは、磁性体を試験体と
した時の結果（図３（Ｃ）、（Ｄ））とは異なる特徴である。
【００７４】
　次に、ハンドヘルド型の検査装置を作製して実験を行った。検査装置のシステム構成は
、図８に示したものである。計測原理は、上記とほぼ同じである。マイコン（ＰＳｏＣ　
５ＬＰ　ＣＹ８ＣＫＩＴ－０５９、サイプレス・セミコンダクター社）のＤ／Ａコンバー
タ（分解能:１０ｂｉｔ）を用いて正弦波を生成し、パワーアンプ（ＯＰＡ５６９、テキ
サス・インスツルメンツ社）を用いて信号を増幅した。Ｄ／Ａコンバータとパワーアンプ
との間には抵抗（５Ω）を挿入し、振幅８００ｍＡの正弦波電流が流れるようにＤ／Ａコ
ンバータの出力電圧値を設定した。用いた励磁コイルおよび検出コイルは図１０に示すも
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のと同一である。検出コイルの電圧は、計装アンプ（ＡＤ８４２９、アナログデバイセズ
社）で増幅を行い、その信号をロックインアンプで同期検波し、最後に、マイコンに内蔵
のΔ‐Σ方式Ａ／Ｄコンバータ（分解能：２０ｂｉｔ）で電圧の計測をした。使用したマ
イコンにはΔ‐Σ方式Ａ／Ｄコンバータは一機だけであるので、マイコン内のマルチプレ
クサで接続を切り替えながら同相および直交成分の電圧を計測した。計測された電圧値は
パソコン等に転送し、パソコン上にΔＲＭおよびΔＭの計測結果を表示した。なお，試験
体としてＳＭ４９０Ａ鋼板を使用した。
【００７５】
　図１３は、ハンドヘルド型の検査装置においてＳＭ４９０Ａ鋼板の板厚ｄに対するイン
ピーダンス変化の測定結果を示すグラフである。図１３（Ａ）は相互等価抵抗変化、図１
３（Ｂ）は相互インダクタンス変化を示す。すなわち、図１３（Ａ）が板厚ｄに対するΔ
ＲＭの結果、図１３（Ｂ）が板厚ｄに対するΔＭの結果である。図１１の結果と同様、図
１３（Ａ）においては板厚ｄに対して単調増加であり、図１３（Ｂ）においては板厚ｄが
変化してもほとんど一定あることが分かる。
【００７６】
　以上のように、本発明に係る検査装置において、板厚が１０ｍｍを超える鉄鋼板の板厚
測定ができることが分かった。また、実用化に向けてハンドヘルド型の検査装置を試作し
たが、こちらも１０ｍｍを超える板厚測定ができることが示された。有限要素解析により
励磁電流量や周波数、コイルの巻数や寸法最適設計を行えばさらに安定した計測が見込め
ると考えられる。
【符号の説明】
【００７７】
　　１　検査装置
　　２　交流電圧源
　　３　電流制限抵抗
　　４　励磁コイル
　　５　検出コイル
　　６　補償コイル
　　７　増幅器
　　８　ロックインアンプ
　　９　被測定物
　　４０　スイッチ部
　　７１　冷媒
　　８１　シャント抵抗
　　８２　リレー回路
　　８３　マイコン
　　８４　パワーアンプ
　　８５　抵抗
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