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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
管体の管軸方向溶接部の溶接面と前記管体の内面に対し、それぞれ３３．２°から５６．
８°の範囲内の角度で入射するように超音波を送波する送波部と、前記溶接面における正
反射方向に対して－１２°から１６°の範囲内の方向に反射した一部または全部の反射波
を受波する受波部とを有し、前記送波部及び前記受波部が、管体周方向に配置された一又
は二以上のアレイ探触子上の異なる振動子群からなる送受信部と、
前記アレイ探触子上で前記送波部及び前記受波部に対応する振動子群を変更する、または
前記アレイ探触子の角度を変更するように制御して前記管体の厚さ方向に走査するととも
に、前記溶接面と前記内面への入射角度および前記溶接面での反射波の角度が前記それぞ
れの範囲に維持されるように、各送波および受波における管体に対する超音波の入射角を
制御する制御部とを備えたことを特徴とする管体の超音波探傷装置。
【請求項２】
請求項１に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記制御部は、
前記振動子群における各振動子の送波および／または受波タイミングをずらすことにより
、前記溶接面と前記内面への入射角度および前記溶接面での反射波の角度が前記それぞれ
の範囲に維持されるように、前記管体への入射角および焦点位置を制御することを特徴と
する管体の超音波探傷装置。
【請求項３】
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請求項１または２に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記管体に対する送波側の超音波または受波側の超音波の少なくとも一方の入射角を一定
に保つことを特徴とする管体の超音波探傷装置。
【請求項４】
請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記制御部は、前記管体への超音波の入射角が一定となるように各振動子の送波または受
波の少なくとも一方を制御することを特徴とする管体の超音波探傷装置。
【請求項５】
請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記アレイ探触子は、前記管体周方向に沿うように曲率を持たせて振動子群を配置するこ
とを特徴とする管体の超音波探傷装置。
【請求項６】
請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記送波部および／または受波部は、集束係数５ｄＢ以上５０ｄB以下となる超音波を送
波する
ことを特徴とする管体の超音波探傷装置。
【請求項７】
請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記アレイ探触子には、送波ビームおよび受波ビームを管体の管軸方向に集束させるため
の音響レンズを備え、該音響レンズの焦点距離を、溶接部に近いほど短く、溶接部から遠
いほど長く設定することを特徴とする管体の超音波探傷装置。
【請求項８】
請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記送受信部は、複数のアレイ探触子から成るとともに、それぞれのアレイ探触子上に送
波部および受波部を有することを特徴とする管体の超音波探傷装置。
【請求項９】
請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記送受信部は、送波部と受波部が別々のアレイ探触子からなることを特徴とする管体の
超音波探傷装置。
【請求項１０】
請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記送受信部は、送波部と受波部が別々のアレイ探触子からなり、
前記制御部は、各アレイ探触子からの送波ビームおよび受波ビームの偏向角を変更するこ
とを特徴とする管体の超音波探傷装置。
【請求項１１】
請求項１ないし請求項１０のいずれか１項に記載の管体の超音波探傷装置において、
前記制御部は、送波ビームの走査線と受波ビームの走査線とが、前記管体周方向の複数の
位置において交差するように、各送波および／または受波における前記管体に対する超音
波の入射角および焦点位置を変更することを特徴とする管体の超音波探傷装置。
【請求項１２】
管体周方向に配置された一又は二以上のアレイ探触子上の異なる振動子群からなる送波部
および受波部とから構成される管体の超音波探傷装置を用い、
前記管体の管軸方向溶接部の溶接面と前記管体の内面に対し、
それぞれ３３．２°から５６．８°の範囲内の角度で入射するように前記送波部により超
音波を送波し、
前記溶接面における正反射方向に対して－１２°から１６°の範囲内の方向に反射した一
部または全部の反射波を前記受波部により受波し、
前記アレイ探触子上で前記送波部及び前記受波部に対応する振動子群を変更する、または
前記アレイ探触子の角度を変更するように制御して前記管体の厚さ方向に走査するととも
に、
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前記溶接面と前記内面への入射角度および前記溶接面での反射波の角度が前記それぞれの
範囲に維持されるように、各送波および受波における管体に対する超音波の入射角を制御
すること
を特徴とする管体の超音波探傷方法。
【請求項１３】
請求項１２に記載の管体の超音波探傷方法において、
前記振動子群における各振動子の送波および／または受波タイミングをずらして、前記管
体への入射角および焦点位置を制御することを特徴とする管体の超音波探傷方法。
【請求項１４】
請求項１２または請求項１３に記載の管体の超音波探傷方法において、
前記管体に対する送波側の超音波または受波側の超音波の少なくとも一方の入射角を一定
に保つことを特徴とする管体の超音波探傷方法。
【請求項１５】
請求項１２ないし請求項１４のいずれか１項に記載の管体の超音波探傷方法において、
前記送波部および／または受波部は、集束係数５ｄＢ以上５０ｄB以下となる超音波を送
波することを特徴とする管体の超音波探傷方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、溶接鋼管の溶接部に発生する微小な欠陥を超音波探傷で精度良く検出するた
めの管体の超音波探傷装置および超音波探傷方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　溶接鋼管では溶接部の品質が非常に重要であり、製造工程においては一般に超音波斜角
探傷によって溶接部のオンライン探傷が行われている。この方法は、被検材の検査面に対
して斜めに超音波を入射させ、欠陥で反射した反射波から被検材の内外表面欠陥および内
部欠陥を検出するものである。通常、例えば電縫管では5MHzで45゜の屈折角を持つ超音波
ビームによる反射法が適用され、mmオーダーの大きさの欠陥、例えば溶込不良、溶け落ち
、介在物による割れなどの欠陥が検出される。
【０００３】
　一方、最近では溶接鋼管に対する品質要求が厳しくなり、従来よりも小さい欠陥の検出
が求められるようになってきている。例えば、電縫管では冷接欠陥や微小ペネトレータ、
レーザー溶接管ではブローホールなどで、これらの欠陥の大きさは数10μm～数100μmと
非常に微小である。また、発生位置は溶接線に沿って内面から外面までのいずれの場所で
も発生する可能性があり、欠陥の位置によっては超音波ビームの入射点と帰点が異なって
しまう。これらの影響のため、従来実用されている超音波探傷法では検出できない場合が
多く、より精度良く検出できる技術が求められている。
【０００４】
　溶接鋼管の微小欠陥を検出する方法として、これまで以下のような従来技術が開示され
ている。特許文献１では、斜角探傷において周波数8MHz以上のポイントフォーカス型探触
子を用いるようにし、ペネトレータに対する検出能を向上させるようにしている。また、
特許文献２では、アレイ探触子によりフォーカスビームを形成して検出能を向上させ、セ
クタスキャンによって溶接部の内面側から外面側までをスキャンするようにしてブローホ
ールを検出できるようにしている。
【０００５】
　また、特許文献３では、超音波の周波数を25MHz以上500MHz以下として入射角0゜以上20
゜以下で管外面側から溶接部に入射させることで、数μm以下の微細なFeOが群をなして夾
雑している冷接欠陥を検出できるようにしている。さらに、特許文献４では、周波数20MH
z～80MHzのポイントフォーカス型探触子を複数用い、シーム直上から集束位置が3mm以下
のピッチとなるように配置することで、0.1mm以上のブローホールを検出できるようにし
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ている。
【０００６】
　なお、［発明の開示］において、下記の特許文献５を引用するので、ここにあわせて記
載しておく。
【特許文献１】特開昭６０－２０５３５６号公報
【特許文献２】特開平１１－１８３４４６号公報
【特許文献３】特開昭６１－１１１４６１号公報
【特許文献４】特開平７－３５７２９号公報
【特許文献５】特開平４－２７４７５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述の開示技術においても、以下に述べるような問題が残されていた。
先ず特許文献１の方法では、集束した超音波のビーム幅が狭いため、溶接部の深さ方向（
鋼管の肉厚方向）の全域を見逃しがないように探傷するためには、数多くのチャンネルが
必要で設備コストが高くなる上、管のサイズが変わった際の位置調整などが非常に面倒で
あるという問題がある。また、欠陥形状がブローホール状ではなくペネトレータや冷接の
ように面状で、かつ位置が肉厚内部にある場合は、反射波が入射方向とは異なる方向に行
ってしまうため検出が困難である。
【０００８】
　また特許文献２の方法では、アレイ探触子が１個で済み、サイズ替わりの際の設定も電
子的に行えるので、特許文献１で示した前者の問題はないものの、後者の問題については
依然として未解決のままである。
【０００９】
　さらに欠陥形状が上記のように面状の場合、例えば電縫管ではシーム部にアプセットが
かかっているためにシーム直上から見た欠陥の幅は100μm以下と非常に細く、特許文献３
および特許文献４の方法であっても、実際には欠陥からの反射波は非常に弱くて検出困難
な場合が多い。また、表面エコー近傍の1～2mm程度は表面エコーの残響によって不感帯と
なるため、欠陥の位置が外面近傍にある場合は検出できないという問題がある。
【００１０】
　このように、溶接鋼管の管軸方向の溶接部に発生する数100μm程度以下の微小欠陥を検
出する技術は、溶接部を切り出したテストサンプルを、オフラインで測定するＣスキャン
法であれば可能であるが、数１００μm程度以下の欠陥を非破壊で、かつ、オンラインで
精度良く、安定して検出する技術はいまだに確立されていなかった。
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、電縫管などの溶接部の肉厚内部に位置する
数100μm以下の微小な欠陥を、内面から外面まで漏れなく検出できるようにすることを第
一の目的とし、さらには管のサイズ替わりに際しても容易に最適な条件を設定可能とする
ことを第二の目的とする管体の超音波探傷装置および超音波探傷方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　発明者は、電縫溶接鋼管の管軸方向溶接面では、その機械的特性がペネトレータなどの
微小欠陥の存在が大きく影響を及ぼすので、微小欠陥での反射特性の解析や曲率を有する
鋼管での複雑な伝播経路の解析を行い、数１００μm程度以下、場合によっては１００μm
程度以下の微小欠陥であっても、非破壊で、かつ、オンラインで検出できる技術を開発し
たものである。
【００１３】
　まず、ペネトレータの欠陥特性を調査し、管周方向に薄く、その管周方向と直交する管
軸方向溶接面内には広がった平坦な形態を有することに着目し、溶接面に対し超音波を入
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射させ、その反射波を正反射方向近傍の角度で検出すれば数１００μ程度以下の微小欠陥
に対しても高感度に信号検出できることを見出した。そのために一般には鋼管の超音波探
傷には用いられない送信・受信探触子のタンデム化（送信位置と受信位置を別とする）を
検討し、このようなタンデム化された探触子であっても、アレイ探触子を利用することで
オンラインで連続的な探傷ができる発明に至った。
【００１４】
　しかしながら、このように送信振動子と受信振動子を別々の位置（アレイ探触子であれ
ば用いる振動子群を異ならせる）に配したタンデム構成は、平鋼板であれば比較的容易に
適用できるものの、曲率を有する鋼管への適用は容易ではない。本発明では、タンデム構
成により、高感度で微小欠陥を検出できる技術を目指しているが、タンデム構成によって
向上させた感度を低減させず、維持することが重要である。これを実現するためには、横
波超音波が鋼管の内外面や欠陥で反射する際に一部が縦波に変換して超音波が減衰する現
象であるモード変換ロスを生じないようにしなければならない。
【００１５】
　しかし、アレイ探触子をそのまま鋼管の周方向に配置したのでは、アレイ上の送波部の
位置や超音波の鋼管入射位置が変われば、曲率をもつ管体に対しては超音波の入射角も対
応して変わることになる。そのために屈折率も変わり、鋼管内外面や欠陥で超音波が反射
する際の入出射角度も変わることになり、条件によりモード変換ロスを生じない理論的範
囲を外れる可能性がある。
【００１６】
　ここでは、入射角そのものが重要なのではなく、入射角に対応する屈折角の値自体が重
要であるが、入射角を制御すれば所望の屈折角を得ることができる。本発明は、タンデム
構成の超音波探傷装置の適用対象が管体の場合であっても、その曲率を考慮して入射角を
制御することにより、屈折角がモード変換ロスを生じない理論的範囲に収まるようにした
ものである。
【００１７】
　本発明の別の局面では、曲率を有する管体にタンデム化されたアレイ探触子を適用する
に際して更なる工夫を追加している。まず、一般的なアレイ探触子は直線状であって、こ
れを周面に対して配置することから、周方向には、アレイ探触子の振動子群と管外面との
相対角度は変化していく。つまり、溶接部を走査するために、送波部と受波部を構成する
振動子群のアレイ探触子上の位置を変化させ、移動させる際に、振動子群から送波する送
波ビームや受波する受波ビームの走査線角度をアレイ探触子面に対して一定角度で超音波
を出射させると、ある送受信と他の送受信では管体への入射角が変わってしまう。このた
め、管体内でのその後の伝播において超音波の屈折角度や反射角度も異なるものとなる。
つまり、入射角条件により、管への入射後の超音波の伝播経路が、管の内面反射後に溶接
部でなく外面で反射したり、管から出射した超音波がアレイ探触子の範囲外の位置を通る
という問題が発生する。
【００１８】
　このように、平鋼板検査でのアレイ探触子の走査技術では、曲率をもった管体において
は、送波部と受波部をアレイ探触子上の適切な位置に設定することが困難になる。発明者
は、送波側若しくは受波側の少なくとも何れか一方、好ましくは双方の入射角を、走査を
通じて一定角度に保つことで、かかる困難を解決できることに想到した。それにより、管
体内部の屈折角が一定になり、管体であっても送波部と受波部の位置関係を幾何学的に求
めることができ、送波部と受波部を適切な位置に設定することができた。なお、後に詳し
く説明するが、入射角を一定にする手段としては、送波部を構成する振動子群における各
振動子の送波を制御するか、リニアアレイ自体を管体と略同曲率で構成させればよい。
【００１９】
　本発明の更なる別の局面は、一定以上の高感度化を実現するための集束条件を見出した
ところにある。タンデム構成でない従来技術では、元々外乱ノイズがあるためビーム集束
度を上げても、集束効果が十分確認できなかった。これに対して、本発明では、タンデム
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構成により、溶接面での正反射波を受波することで、外乱ノイズ等の影響をなくしたため
、超音波ビームの集束効果が十分発揮されることも確認できた。この集束効果の顕著性に
着眼し、発明者は、高さ（管肉厚方向のサイズ）１００μｍ程度のペネトレータであって
も、現状のハードウエア制約の範囲で測定可能であることを見出しその検出条件を特定し
た。この検出能力は、本発明の高さ数１００μｍ程度以下の微小欠陥検出能力にあっても
、十分な検出能力を有し、高性能に属する。
【００２０】
　そして、このような発明者の知見や解析に基づき、上記課題を解決するために、具体的
には以下のような手段が提供される。
【００２１】
　本発明の請求項１に係る発明は、管体の管軸方向溶接部の溶接面と前記管体の内面に対
し、それぞれ３３．２°から５６．８°の範囲内の角度で入射するように超音波を送波す
る送波部と、前記溶接面における正反射方向に対して－１２°から１６°の範囲内の方向
に反射した一部または全部の反射波を受波する受波部とを有し、前記送波部及び前記受波
部が、管体周方向に配置された一又は二以上のアレイ探触子上の異なる振動子群からなる
送受信部と、前記アレイ探触子上で前記送波部及び前記受波部に対応する振動子群を変更
する、または前記アレイ探触子の角度を変更するように制御して前記管体の厚さ方向に走
査するとともに、前記溶接面と前記内面への入射角度および前記溶接面での反射波の角度
が前記それぞれの範囲に維持されるように、各送波および受波における管体に対する超音
波の入射角を制御する制御部とを備えたことを特徴とする管体の超音波探傷装置である。
【００２２】
　また本発明の請求項２に係る発明は、請求項１に記載の管体の超音波探傷装置において
、前記制御部は、前記振動子群における各振動子の送波および／または受波タイミングを
ずらすことにより、前記溶接面と前記内面への入射角度および前記溶接面での反射波の角
度が前記それぞれの範囲に維持されるように、前記管体への入射角および焦点位置を制御
することを特徴とする管体の超音波探傷装置である。
【００２３】
　また本発明の請求項３に係る発明は、請求項１または２に記載の管体の超音波探傷装置
において、前記管体に対する送波側の超音波または受波側の超音波の少なくとも一方の入
射角を一定に保つことを特徴とする管体の超音波探傷装置である。
【００２４】
　また本発明の請求項４に係る発明は、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の
管体の超音波探傷装置において、前記制御部は、前記管体への超音波の入射角が一定とな
るように各振動子の送波または受波の少なくとも一方を制御することを特徴とする管体の
超音波探傷装置である。
【００２５】
　また本発明の請求項５に係る発明は、請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の
管体の超音波探傷装置において、前記アレイ探触子は、前記管体周方向に沿うように曲率
を持たせて振動子群を配置することを特徴とする管体の超音波探傷装置である。
【００２６】
　また本発明の請求項６に係る発明は、請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載の
管体の超音波探傷装置において、前記送波部および／または受波部は、集束係数５ｄＢ以
上５０ｄB以下となる超音波を送波することを特徴とする管体の超音波探傷装置である。
・　　また本発明の請求項７に係る発明は、請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記
載の管体の超音波探傷装置において、前記アレイ探触子には、送波ビームおよび受波ビー
ムを管体の管軸方向に集束させるための音響レンズを備え、該音響レンズの焦点距離を、
溶接部に近いほど短く、溶接部から遠いほど長く設定することを特徴とする管体の超音波
探傷装置である。
【００２７】
　また本発明の請求項８に係る発明は、請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の
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管体の超音波探傷装置において、前記送受信部は、複数のアレイ探触子から成るとともに
、それぞれのアレイ探触子上に送波部および受波部を有することを特徴とする管体の超音
波探傷装置である。
【００２８】
　また本発明の請求項９に係る発明は、請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の
管体の超音波探傷装置において、前記送受信部は、送波部と受波部が別々のアレイ探触子
からなることを特徴とする管体の超音波探傷装置である。
【００２９】
　また本発明の請求項１０に係る発明は、請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載
の管体の超音波探傷装置において、前記送受信部は、送波部と受波部が別々のアレイ探触
子からなり、前記制御部は、各アレイ探触子からの送波ビームおよび受波ビームの偏向角
を変更することを特徴とする管体の超音波探傷装置である。
【００３０】
　また本発明の請求項１１に係る発明は、請求項１ないし請求項１０のいずれか１項に記
載の管体の超音波探傷装置において、前記制御部は、送波ビームの走査線と受波ビームの
走査線とが、前記管体周方向の複数の位置において交差するように、各送波および／また
は受波における前記管体に対する超音波の入射角および焦点位置を変更することを特徴と
する管体の超音波探傷装置である。
【００３１】
　また本発明の請求項１２に係る発明は、管体周方向に配置された一又は二以上のアレイ
探触子上の異なる振動子群からなる送波部および受波部とから構成される管体の超音波探
傷装置を用い、前記管体の管軸方向溶接部の溶接面と前記管体の内面に対し、それぞれ３
３．２°から５６．８°の範囲内の角度で入射するように前記送波部により超音波を送波
し、
前記溶接面における正反射方向に対して－１２°から１６°の範囲内の方向に反射した一
部または全部の反射波を前記受波部により受波し、前記アレイ探触子上で前記送波部及び
前記受波部に対応する振動子群を変更する、または前記アレイ探触子の角度を変更するよ
うに制御して前記管体の厚さ方向に走査するとともに、前記溶接面と前記内面への入射角
度および前記溶接面での反射波の角度が前記それぞれの範囲に維持されるように、各送波
および受波における管体に対する超音波の入射角を制御することを特徴とする管体の超音
波探傷方法である。
【００３２】
　また本発明の請求項１３に係る発明は、請求項１２に記載の管体の超音波探傷方法にお
いて、前記振動子群における各振動子の送波および／または受波タイミングをずらして、
前記管体への入射角および焦点位置を制御することを特徴とする管体の超音波探傷方法で
ある。
【００３３】
　また本発明の請求項１４に係る発明は、請求項１２または請求項１３に記載の管体の超
音波探傷方法において、前記管体に対する送波側の超音波または受波側の超音波の少なく
とも一方の入射角を一定に保つことを特徴とする管体の超音波探傷方法である。
【００３４】
　さらに本発明の請求項１５に係る発明は、請求項１２ないし請求項１４のいずれか１項
に記載の管体の超音波探傷方法において、前記送波部および／または受波部は、集束係数
５ｄＢ以上５０ｄB以下となる超音波を送波することを特徴とする管体の超音波探傷方法
である。
【００３５】
　なお、送波ビームの集束位置と受波ビームの集束位置とは、必ずしも一点ではなく送波
ビーム、受波ビームが集束された位置でのビーム幅に相当する領域範囲であり、管体の断
面内やそれと直交する管軸方向にもビーム幅をもち、その値は材料や超音波諸元で決定さ
れる。
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【発明の効果】
【００３６】
　本発明により、電縫管などの溶接部の肉厚内部に位置する数100μm以下の微小な欠陥を
、内面から外面まで漏れなく検出できるようになるため、溶接鋼管の溶接部の機械的特性
に影響を及ぼす微小欠陥が発生しないように溶接プロセスを改善したり、欠陥が流出しな
いように製造工程で選別できるようになり、溶接鋼管の品質を飛躍的に高めることができ
、従来以上に過酷な使用条件で使用できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　上述のように、まず、発明者は、検出対象とする欠陥の反射特性の調査を行い、微小欠
陥を検出するための、超音波の欠陥への入射角や、欠陥で反射する反射波について受波す
る超音波の反射角の最適範囲を求めた。詳細を以下に記載する。
【００３８】
　[欠陥の反射特性の解析]
本発明が対象とする電縫溶接鋼管の溶接部に存在するペネトレータや冷接欠陥などの微小
欠陥は、溶接部をアプセットして溶接鋼管を製造することから、管周方向にはつぶされ薄
くなり、一方、管厚み（管径）方向と管軸方向、すなわち、管軸溶接面内には伸ばされ、
面積を有する平坦な形状であると想定される。
【００３９】
　そこで、欠陥の大きさと反射指向性の関係を理論的に検討し、図１８に示す結果を得た
。ここで、図１８に示した結果は、図２４に示すように、超音波を-45°方向から入射し
、周波数10MHz、15MHz、20MHzにおいて、それぞれ管肉厚方向に対応する（図２４では横
方向に対応する）欠陥サイズ0.1mm、0.2mm、0.4mm、0.8mmの条件で、各反射角度における
信号強度を理論的に計算して求めたものである。なお、図１８の縦軸は正反射角度である
45°の信号強度を基準値１として、規格化した相対値で示している。いずれの場合も超音
波を入射した-45゜方向に反射する反射波の信号強度は非常に低く、正反射方向45゜のお
よそ0.2以下である。いずれの場合も正反射方向である45゜方向が最も強いことがわかる
。
【００４０】
　この計算条件で指向性が最も鋭い欠陥サイズ0.8mmの20MHzでは、正反射角度の信号強度
に対して、信号強度が半分（図１８で値が０．５）になる角度は40゜～50゜の範囲である
。このように、欠陥サイズによって指向性は異なるため、検出したい欠陥の大きさによっ
て受波ビームの溶接部に対する入射角の範囲を決定すればよい。例えば、より大きな欠陥
も感度の低下なく検出するためには受波ビームの溶接部に対する入射角は45゜に近い角度
が望ましく、例えば15MHzで0.8mmの欠陥の信号強度低下を半分に抑えるには39゜～52゜以
内の範囲が好ましい。反対に例えば15MHzで0.4mm以下のみの小さな欠陥を対象とする場合
は33゜～61゜の範囲でも好ましい。
【００４１】
　上記解析により、欠陥における超音波の反射信号は、正反射方向をピークとして信号強
度が高いことを見出した。その正反射方向の超音波を受波することが最も好ましいが、反
射強度がピークの５０％であれば十分に検出できるので、その範囲に対応する角度範囲に
反射した超音波を受波すればよいことが分った。
【００４２】
　図１８に示される、周波数１５ＭＨｚで欠陥サイズ0.4mmの反射指向性の結果からすれ
ば、反射強度がピークの５０％以上となる反射角度が33～61°であるから、正反射角度で
ある４５°を基準として、-12°～+16°の範囲が好ましい範囲である。また、周波数20MH
zで欠陥サイズ0.8mmまでを対象とすれば、正反射角度に対して、-5～+5°の範囲が好まし
い範囲となる。また、上述の例は、欠陥への入射角45°で反射角度特性を示したが、逆の
反射角度を45°としたときの入射角特性も同様の結果が得られる。
また、45°以外の入射角度であっても、後述するモード変換ロスの条件をクリアできる入
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射角度範囲であれば、ほぼ同様な特性が得られる。
【００４３】
　そして、この欠陥の反射特性に基づき、超音波センサの構成について検討を行った内容
について以下に説明する。
【００４４】
　[タンデム構成]
上記のような欠陥反射特性の知見によれば、欠陥での正反射方向を中心として所定の角度
範囲に反射した超音波を受波するためには、受波用超音波探触子を、送波用超音波探触子
とは別の位置に配置する、いわゆるタンデム配置の構成とすることが好ましい。しかしな
がら、特許文献１のような、ポイントフォーカス型探触子を用いて、溶接部の管肉厚み方
向（管径方向）に、抜けなく検査をするために、複数の探触子を配置する必要がある。ま
た、より小さい欠陥を検出するために、ビームを集束するための大開口径化を指向するこ
とになる。このことを、装置構成として実現するには、エンジニアリング的、コスト的に
非常に困難である。
【００４５】
　そこで、本願発明においては、アレイ探触子を用い、タンデム構成とした。アレイ探触
子を用いることにより、送波部の振動子群と受波部の振動子群、および／または送波時の
屈折角と受波時の屈折角を順次変更していくことで、超音波ビームの集束位置を溶接部の
管肉厚み方向の内面側から外面側まで（あるいは、外面側から内面側まで。向きはどちら
でもよい。）走査させることができ、内面側から外面側まで不感帯なく探傷可能となる。
また、アレイ探触子を使用しているため、管のサイズが変わっても、走査範囲および集束
位置を容易に変更でき、事前の設定調整が非常に簡単にもなる。このように、アレイ探触
子の振動子をタンデム配置となるように選択し、かつ、厚み方向に抜けの無い検査を実現
するようにした。
【００４６】
　なお、このタンデム構成は正反射方向に対し所定の角度範囲の反射波を受波することで
感度向上のメリットがあるが、それ以外に、以下に述べるように他の感度向上効果があり
、微小欠陥を確実に検出するためには、タンデム構成とすることが必要であるとの知見に
至った。
【００４７】
　図１５は、非タンデム構成とタンデム構成との比較を模式的に示す図である。
図１５（ａ）はアレイ探触子を用いて、送波部と受波部を同じとする一般的な反射法で溶
接部を探傷する場合を示したものである。超音波は、アレイ探触子の振動子群から発せら
れて、管外面で屈折して管の内部に入り、溶接部に達する。欠陥があれば反射して、送波
時と同じ経路を辿って送波した振動子群に入射し、受波される。ここで、受波する際に、
欠陥からの反射波以外に、アレイ探触子内部での残響、管外面の表面粗さに起因する乱反
射波、管外面で反射しアレイ探触子やその保持部などでの反射波、管内面の表面粗さやビ
ード切削残りでの反射波が、アレイ探触子に向かう。このように、一般的な反射法の場合
は、これらの不要な反射波、つまりノイズが、欠陥信号に重畳して、受波されるので、信
号感度、Ｓ／Ｎ比が悪い状態の検出を行っている。また、そのノイズ除去は非常に困難を
要するものである。
【００４８】
　一方、図１５（ｂ）に本発明による送波と受波を別の振動子群を用いたタンデム構成と
するタンデム探傷法の場合を示した。超音波は、アレイ探触子の送波用振動子群から発せ
られて、管外面で屈折して管の内部に入り、溶接部に達する。欠陥があればそこで反射し
、この時、正反射方向に最も強く進み、その後管内面で反射した後、管外面に達し、屈折
して受波用の振動子群に入射し、受波される。このような経路を辿るため、アレイ探触子
内部での残響、管外面の表面粗さに起因する乱反射、管外面で反射しアレイ探触子やその
保持部などで反射、管内面の表面粗さやビード切削残りでの反射は、全て送波用の振動子
群へ向かうが、受波用の振動子群には到達しない。つまり、本発明のタンデム構成におけ
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る受波用振動子群で受波する信号には、超音波の乱反射に起因するノイズエコーが重畳せ
ず、ノイズの影響をほとんど受けず、図１５（ａ）に示す一般的な反射法に比べて極めて
高いS/Nを得ることができることとなり、正反射方向の反射波を取ることの効果とノイズ
低減の効果が得られて、微小欠陥の検出を可能とするものである。
【００４９】
　図１６は、タンデム構成をとらない送受波を同じ探触子で行う従来法と本発明によるタ
ンデム探傷法とを比較した探傷結果の一例である。
【００５０】
　なお、比較するために使用した被検査管体には、図１７に示すような３種類のドリル穴
を設けている。すなわち、図１６（ｅ）に示すような、異なる肉厚方向の３箇所に、肉厚
方向と管軸方向からなる面に対し、直交方向にあけたφ１mmのドリル穴（図１７(a)）、
肉厚方向にφ1.6mmで貫通するドリル穴（図１７(b)）、および管軸方向にφ1.6mmで貫通
するドリル穴（図１７(c)）である。
【００５１】
　図１６（ａ）は従来法での探傷画像データ、（ｃ）は本発明での探傷画像データであり
、探傷画像（ａ）、（ｃ）の検出状況を説明するために、（ｂ）は（ａ）を模式的に示し
た図、（ｄ）は本発明での探傷画像である（ｃ）を模式的に示した図である。なお、画像
データ（ａ）、（ｃ）においては、信号強度が高いほど白くなるように表示している。
【００５２】
　この結果からわかるように、従来の反射法では内面側表面粗さによるノイズが強く発生
しており、微小欠陥を模擬したφ1mmドリル穴先端（図１７(a)参照）からのエコーはノイ
ズに埋もれて、その検出が困難である。特に肉厚内部からの反射は非常に弱くなっており
、ほとんど検出されていない。一方、本発明では内面側表面粗さによるノイズは弱くなり
、φ1mmドリル穴先端からのエコーにも影響を及ぼすことなく、肉厚内部も含めて明瞭に
検出できるようになった。
【００５３】
　上述のように、タンデム構成は、従来法に対して、検出性能を向上させることがわかっ
た。しかし、曲率をもった管体に適用するにあたり、いくつかの困難があることが判明し
た。その解決策について以下に説明する。
【００５４】
　［モード変換ロスの検討］
上述のようにタンデム構成により高感度化が十分達成できることを見出した。しかし、タ
ンデム構成の高感度化を維持するためには、超音波の鋼管内部の伝播過程で、管の内面や
外面、欠陥で反射する際の、「モード変換ロス」による信号強度の減衰が発生しないよう
にしなければならない。モード変換ロスは、鋼管に入射する超音波は横波超音波であるが
、反射条件により縦波超音波に変換し、その結果、信号強度が減衰し、検出感度が低下す
る現象である。この現象を図を用いて説明する。
【００５５】
　図２１は、平鋼板でのモード変換ロスを説明する図である。図２１（ａ）は平鋼板のタ
ンデム構成での探傷（以下、タンデム探傷とも記載する）を示している。平鋼板に対して
横波超音波を入射し、その屈折角をθとすると、平鋼板では、溶接面への入射角θaは（9
0°－θ）となる。また、底面への入射角θbはθとなる。ここで、鋼中においては、横波
超音波が溶接部や鋼板底面などで反射する際に、約33°以下の入射角で入射すると、反射
でのモード変換によって縦波超音波が図の点線方向に生じてしまうことが知られている。
【００５６】
　例えば、図２１（ａ）のように、θが大きい（約57°以上）と、θａが小さく（約33°
以下）なり、溶接部の反射でモード変換が発生し、図２１（ｂ）のように、θが小さい（
約33°以下）と、溶接部の反射でモード変換が発生しないが、θｂは約33°以下となるた
め、モード変換が発生する。このような横波から縦波へのモード変換が生ずると、タンデ
ム探傷方向の超音波強度は弱まってしまい、その結果、検出感度が低下する。このように
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反射時に超音波が横波から縦波にモード変換し、横波超音波の強度が減衰する現象をモー
ド変換ロスという。ここで、図２１（ｃ）は、反射する時に、その入射角に対する超音波
が溶接面と内面とで２回反射したときの、反射強度の変化を示したもので、これに示され
るように、理論値として入射角33.2°～56.8°の範囲とすれば、モード変換ロスは生じな
い。
【００５７】
　なお、平鋼板であれば、アレイ探触子面と平鋼板上面との相対角度は場所によらず一定
であるので、溶接面を超音波ビームを走査するために、送波部と受波部を構成する振動子
群を移動させた場合でも、任意の位置で、平鋼板上面に対するアレイ探触子面の相対角度
と探触子面に対する送波ビームの角度を検討しておけば、モード変換ロスが発生するか否
かの屈折角条件は、容易に判断できる。
【００５８】
　しかしながら、鋼管のタンデム探傷では、曲率の影響により、平鋼板のように単純にい
かないことを図２２で説明する。前述の平鋼板と同様に、溶接面の角度を基準角度０°と
した時に、屈折角θとなるようにアレイ探触子から超音波が鋼管に入射する場合を考える
。なお、鋼管外面への入射点（入射位置）は、入射点における外面法線方向と溶接面との
なす角がθ1となる位置とする。このときの溶接面への入射角θaは（90°-θ）にはなら
ず、（90°-θ-θ1）となる。同様に、底面への入射角θｂはθにはならず、（θ+θ2）
となる。
【００５９】
　この例においては、θ1<θ2であるから、平鋼板に比べると、モード変換ロスが生じな
い屈折角の範囲は最大でθ2だけ狭くなることになる。一例をあげると、肉厚ｔ／外径Ｄ
＝3.4％の鋼管では、例えば屈折角が約45°とすれば、θ2は約4゜であるから、屈折角に
対応させると、モード変換ロスが生じない屈折角の範囲は37゜～53゜と狭くなる。なお、
現実的に考えられる鋼管のサイズからすると、θ2は1.7°～11.25°程度の範囲になる。
　　　
【００６０】
　なお、ｔ／Ｄを最も小さい値からｔ／Ｄ＝5％程度までで、主要な鋼管サイズのかなり
がカバーでき、ｔ／Ｄ＝5％では、θ2が6.8°となる。この場合、屈折角の範囲は40゜～5
0゜となる。
【００６１】
　さらに、ここでアレイ振動子が一般的に直線状であり鋼管に曲率があることを考慮する
と、図２２（ｂ）に示すように、平鋼板の場合と同様にアレイ振動子から超音波ビームを
一定角度（図では探触子面に対して９０°）で送波すると、鋼管への入射角は一定角度に
はならず、よって屈折角も一定にはならない。タンデム探傷を行うためには、アレイ振動
子からのビームスキャン幅を肉厚の倍として、先のｔ／Ｄ＝3.4％の鋼管を例に取ると、
中心で屈折角45°となるように探触子を配置しても、スキャン幅内で屈折角は31°～62°
と変化してしまい、モード変換ロスが生じない範囲を超えてしまう。
【００６２】
　したがって、上記問題があるので鋼管の曲率を考慮して、溶接面および底面でモード変
換ロスが生じないよう屈折角が一定範囲となるようにビームを制御しないと、鋼管を高い
感度でタンデム探傷することはできない。管体の溶接面および管体の内面への入射角を上
記θ２を考慮して屈折角に変換すると、ｔ／Ｄが最も小さな値のときで入射角の理論値に
対して、屈折角は35゜～55゜の角度になる。
【００６３】
　つまり、超音波ビームを走査して測定位置を移動させていくと、鋼管への超音波入射角
（屈折角）を変化させていくことになるので、モード変換ロスの発生する角度になるのか
否かが容易に判断できず、その方法は確立されていなかった。
【００６４】
　発明者は、モード変換ロスの発生しないように入射角度を、一例として以下に示す走査
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線の決定方法により、設定することを実現した。
【００６５】
以下、屈折角度は、モード変換ロスが発生しない屈折角度範囲に設定する手順について説
明する。
【００６６】
　1) 屈折角を決め、アレイ探触子の位置および角度を定める。
1)-1：溶接面への入射角θaを考慮して、屈折角θを決定する。モード変換ロスが発生し
ない理論的な溶接面への入射角は、33.2°≦θa≦56.8°であり、この範囲内であれば溶
接面を管肉厚み方向の内面外面にかけて走査する際に、溶接面への入射角が一定でなく、
変化しても構わない。よって、ここでは計算を容易にするために、屈折角θが一定になる
ようにする例で示す。ここで、溶接面への入射角度θａは、θa＝90°－θ－θ1であり、
また、θ1は、0～θ2の範囲で溶接部肉厚方向位置により変化する（例えば、内面側では
θ１＝θ２、外面側でθ１＝０となる。）。例えば、θ2＝4°、屈折角45°のときは、θ
ａ＝41°～45°。また、溶接部の管肉厚中心近傍に入射するときに屈折角を47°とすれば
、溶接部の肉厚方向中心部でθa＝約４５°となり、内外面での走査では、θａ＝43°～4
7°の範囲となる。
1)-2：アレイ探触子の中心に位置する振動子から、その探触子面に対して垂直方向に送波
されるビームが、所定の屈折角度（例えば、45°）で、横波超音波が鋼管外面側から入射
し、溶接面の内面側端（または外面側端）の位置に所定の入射角（例えば、上述の例では
４１°）で入射するように、アレイ探触子の位置および角度を定める。
【００６７】
　2) アレイ探触子の各振動子から送受波される走査線が管の外面上に入射する位置を決
める。
2)-1：決め方は色々あるが、例えば、対象となる振動子（又は振動子の間の位置）につい
て、管外面上を走査して、振動子位置と外面走査位置と外面接線とで決まる屈折角θを算
出し、θが1)-1で決めた値になる外面上の入射位置を決定する。具体的には、各振動子か
ら外面上の各点（例えば、各点は外周上に等間隔や任意間隔に配置）とを直線で結んで走
査線を定め、それら各走査線について屈折角θを計算し、θが所定の屈折角と同じ、ある
いは、最も近い値となる走査線を選択し、その走査線の入射位置とする。
2)-2：振動子位置と上記2)-1で決めた外面上の入射位置と管形状（径と厚さ）から管入射
後の伝播経路を幾何学的に求め、溶接面への入射位置を割り出す。
【００６８】
　3）上記1)でアレイ探触子の中心で位置決めし、かつ屈折角一定で上記処理をしている
ので、アレイ探触子中心の走査線を基準として対称的に、溶接面上に2)-2で求めた伝播経
路（走査線）のルートの組合せ(ペア)ができる。このペアを送波・受波の走査線とし、送
波部・受波部それぞれの中心振動子とする（この振動子を中心に送波部・受波部の振動子
群が形成される）。なお、振動子群の数が偶数の場合は、中心位置が振動子の境界に修正
されて、上記処理を行う。さらに、ここでは屈折角θ一定として計算したが、溶接面への
入射角θaを一定として計算してもよいし、θおよびθaの双方を変化させることも可能で
ある。
【００６９】
　詳細は後述するが、振動子群を適宜制御するまたは曲率をもったアレイ探触子にするよ
うにすれば、入射角、屈折角をモード変換ロスを生じない理論的範囲に収めることができ
る。なお、横波での探傷に適した
【００７０】
　屈折角は、およそ30゜～70゜の範囲で適用できるが、横波が欠陥および内面で反射する
際の音圧反射率の角度依存性を考慮すると、全反射となるおよそ35゜～55゜の範囲がより
望ましい。さらに、安定性を考慮して40゜～50゜の範囲にしてもよい。
また、送波と受波の屈折角は同一であることが最も望ましいが、欠陥の反射指向性はブロ
ードであることから、反射指向性の範囲内で異なっていても適用できる。
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【００７１】
　［入射角一定の制御］
曲率を有する管体にタンデム化されたアレイ探触子を適用するに際しては、一般的なアレ
イ探触子は直線状であってこれを周面に対して配置することから、送波部と受波部を構成
する振動子群のアレイ上の位置が変化すると、ある送受信と他の送受信では管体への入射
角が変わってしまう。この現象を、管体での伝播経路例を表わす図２３にて示す。太線の
ビームでは送波と受波が成り立っているが、それ以外の細線のビームについては、屈折角
が異なっているため、送波と受波の関係が成り立たなくなっていることが分かる。
【００７２】
　すなわち、送波部はアレイ探触子内に収められても、受波部はアレイ探触子の外の位置
（図の破線に示す）になったりして、アレイ探触子の範囲内で、送波部と受波部の振動子
群をタンデム構成となるように配置することができなくなる。発明者は、送波側若しくは
受波側の少なくとも何れか一方、好ましくは双方の入射角を走査を通じて一定角度に保つ
ようにした。そのようにすると、鋼管などの管体内部の屈折角が一定になるため、上述し
たような問題はほとんど生じない。
【００７３】
　例えば、図２３と同様なアレイ探触子を用いた図４の場合でも屈折角を一定とすること
で、全ての送波部と受波部の組合せがアレイ探触子内に収まる。また、屈折角を一定にす
ると、例えば鋼管の外面側内面側ともに真円であれば送波と受波の位置関係が幾何学的に
容易に求まるという利点もある。さらには、鋼管に肉厚の変化があり内面側が真円でない
場合でも、送波側若しくは受波側の何れか一方が一定の屈折角であれば、溶接面へ入射し
て反射した経路までは鋼管の外面側は真円であるから容易に求めることができ、そこから
先の経路も内面側の形状を考慮して理論的あるいは実験的に決定することができる。
【００７４】
　なお、入射角を一定にする手段は、アレイ探触子から、送波部と受波部に使用する振動
子群の各振動子を制御することで実現できる。振動子群の選択は、上述の方法で行えばよ
いが、他の制御に関する詳細は後述する。
【００７５】
　また、別の手段としては、アレイ探触子自体を管体と略同曲率となる形状で構成し、振
動子を制御させてもよい。
【００７６】
　［超音波ビームの集束条件］
ペネトレータなどの微小欠陥の高さは数100μm以下と小さいが、集束によって送波ビーム
および受波感度を欠陥に集中させることで反射強度が高められる。発明者は、（１）式に
示す集束係数Ｊを用いて、微小欠陥の検出可能な条件を導き出した。集束係数Ｊとは、集
束位置での音圧上昇を示した値である。
【００７７】
【数１】

【００７８】
ここで、Ｄは振動子の開口幅、Ｆは焦点距離、λは波長である。なお、式(1)において、
焦点距離Ｆと波長λは水中換算の値を用いる。
【００７９】
　図３は、本発明において必要な集束能を調査した実験例を示す図である。この実験にお
いては、微小ペネトレータを含む電縫管溶接部を、シーム部を挟んで2mmずつにスライス
加工したサンプルを用い、種々の集束係数を持つポイントフォーカス探触子を用いてシー
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ム部に焦点を合わせて溶接部をＣスキャン探傷した。なお、ここではＣスキャンの測定結
果で集束係数の範囲を決定しているが、集束係数は異なる方式の超音波探傷法であっても
、等価に評価できる指標数値として扱える利点があるので、Ｃスキャンの結果をそのまま
適用できることになる。
【００８０】
　図３（ａ）は、Ｃスキャンの結果から、集束係数とS/Nの関係を求めた結果であり、集
束係数Ｊが高いほど欠陥エコーのS/Nが良いことが示されている。欠陥を断面観察した結
果、欠陥Ｆの高さ（鋼管の径方向における大きさ）はおよそ100μmであった。
【００８１】
　一般にオンライン探傷では最低でS/N ＝6dBは必要であり、望ましくは10dB以上必要で
ある。従って、同図より、欠陥Ｆと同様な欠陥、または小さな欠陥を検出しようとするな
らば必要な集束係数は5dB以上、望ましくは10dB以上であることが判明した。
【００８２】
　なお、前述の図１８に示した反射特性からすれば、タンデム構成でない従来技術では反
射角度が-45°相当になるので、タンデム構成の20％程度しか反射強度が得られない。つ
まり、従来技術ではタンデム構成に対して感度が約14ｄB劣っているので、同等のS/Nを得
るためには、集束係数を少なくとも20dB程度は必要となる。さらに、従来技術には外乱ノ
イズが影響を避けられないことも考えれば、それ以上の集束係数の向上が必要になる。こ
のように、本願発明のタンデム構成とビーム集束を組み合わせることがより有効であるこ
とが分かった。
【００８３】
　また、同様にビーム径とS/Nの関係を求めた結果が図３（ｂ）である。同図より、必要
なビーム径は0.7mm以下、望ましくは0.5mm以下であることが判明した。
【００８４】
　なお、それぞれの集束係数の上限およびビーム径の下限については、鋼管の斜角探傷に
おいて、実際に実現可能な範囲として、周波数の上限の範囲は20MHz～50MHz程度、開口幅
の上限の範囲は20mm～40mm程度、焦点距離の下限の範囲は20mm～40mm程度であることから
、集束係数では24dB～50dB、ビーム径では30μm～0.32mmである。なお、周波数が２０Ｍ
Ｈｚを超えると鋼中伝播において超音波信号強度の減衰が大きくなるので、周波数の上限
を２０ＭＨｚとすれば、集束係数の上限は40dB、およびビーム径の下限は74μmとするの
が好ましい範囲である。
【００８５】
　例えば、水距離20mm、鋼中の路程を38mmとすると、焦点距離Ｆは20mm＋(38mm/水中音速
1480m/s×鋼中横波音速3230m/s)＝103mm、周波数を15MHzとすると、波長λは1480m/s/15M
Hz＝0.1mmであり、集束係数10dBを得るための開口幅Ｄは、以下の式(2)より求められる。
【００８６】
【数２】

【００８７】
式(2)より開口幅Ｄは、Ｄ＝11.3ｍｍと求められる。そこで、リニアアレイ探触子の振動
子ピッチが例えば0.5mmであれば、振動子群の振動子数は11.3/0.5＝約22個と求められる
。
【００８８】
　以上のようにして振動子群の振動子数は求められるが、これを一定の値とすると、溶接
部に近い側ほど焦点距離が短くなるためビーム幅が狭くなり細かい走査ピッチが必要とな
ってしまい、溶接部から遠い側ほど焦点距離が長くなるため集束能が悪化するという問題
が生ずる。
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【００８９】
　そこで、送波用の振動子群および受波用の振動子群の振動子数を、溶接部に近いほど少
なく、溶接部から遠いほど多く設定するのが好ましい。このようにすると、溶接部から近
い側ほど同時励振の際の開口幅は狭くなるため、焦点距離が短くてもビーム幅が狭くなり
過ぎることがなく、溶接部から遠い側ほど同時励振の際の開口幅は広くなるため、焦点距
離が長くても集束係数を高めることができ検出能の劣化が生じない。従って、各振動子群
からの集束特性を一定に揃えることができるため、内面側から外面側まで均一の検出感度
で探傷が可能となる。
【００９０】
　しかし、集束係数は、焦点距離Ｆと開口幅Ｄとをパラメータとして含んでいるので、集
束係数が一定または所定範囲内に入るように設定すれば、走査に伴う測定位置による感度
変化なく、焦点距離に合わせて開口幅も設定できる。このように、集束係数を用いること
によって、走査位置の移動に合わせての計算が非常に容易になるといった効果もある。
【００９１】
　さらに、リニアアレイ探触子には音響レンズを備えるようにし、音響レンズの焦点距離
は、溶接部に近いほど短く、溶接部から遠いほど長く設定すると、管軸方向に関しても集
束した送波ビームおよび受波感度が得られ、高い検出能を得ることができる。音響レンズ
を使うようにしているため、焦点距離の変更はレンズを交換するだけで容易に可能であり
、管サイズが変わった場合の設定調整も容易である。
【００９２】
　図２０は、周波数と集束係数の関係を示す図である。図２０に示すように、周波数は高
いほど集束係数が高くなるので好ましい。しかし、２０ＭＨｚを超えると鋼中伝播におい
て超音波信号強度の減衰が大きくなるので、高すぎるのも好ましくない。一方、周波数は
あまり低いと集束係数が低下するので良くない。周波数の下限は、集束係数が５ｄB以上
となる周波数とすれば、５ＭＨｚとなる。以上より、周波数の数値としては、５～２５Ｍ
Ｈｚがよく、１５～２０ＭＨｚがさらに好ましい。
【００９３】
　[シームずれ対応]
管の探傷では、アレイ探触子をシームに追従させて位置関係を保つことは難しく、多少の
シームずれが生じやすく、このシームずれが起きると送波の走査線と受波の走査線が溶接
線上で交わらなくなる。
【００９４】
　これに対し、設計上の正規の位置に置かれた管体の溶接部において、送波ビームの集束
位置と受波ビームの集束位置とが一致している条件を中心として溶接部の上下（管体の径
方向）、左右（管体の周方向）の複数点異なる位置に送波ビームと受波ビームの少なくと
もいずれか一方の集束位置となるように、前記送波用の振動子群と受波用の振動子群、お
よびまたは送波時の屈折角と受波時の屈折角を設定するようにしているため、シーム位置
がずれても、いずれかの走査線の組合せは溶接線上で交わることとなり、欠陥からの反射
波を確実に検出可能となる。
【００９５】
　なお、本発明は、ペネトレータに測定対象を限定するものではなく、種々の欠陥検出に
適用可能である。さらに例えば、複数のペネトレータや冷接欠陥などの微小な酸化物が分
散して存在しているような形態にも適用できる。
【実施例１】
【００９６】
　本発明の実施例を、以下に図面を参照しながら説明していく。図１は、本発明の第１の
実施例を説明する図である。図中、１は被検体である鋼管、２は溶接部、３は肉厚内部の
欠陥、４は超音波を伝達させるための水、５はリニアアレイ探触子、６は送波用の振動子
群、７は受波用の振動子群、８は送波ビーム、９は欠陥から受波用の振動子群に向かう超
音波を示す部分（以下、受波ビームとも呼ぶ）をそれぞれ表す。また、送波ビーム８およ
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び受波ビーム９の中間に引いてある線はそれぞれの走査線を示す。
【００９７】
　リニアアレイ探触子５は、溶接部２に近い側（図１における左側方向）に位置する振動
子群から送波される超音波が溶接部の鋼管外面から直接入射し、溶接部から遠い側に位置
する振動子群から送波される超音波が溶接部の鋼管外面に鋼管内面で１回反射したのち入
射するような大きさを持たせている。そして、中心から垂直に出る送波ビームが屈折角45
゜の横波で鋼管の外面側から入り、溶接部の鋼管内面側の端部に入射する（0.5スキップ
という）ように、鋼管の外周面に対して入射角を持たせて配置している。
【００９８】
　送波用の振動子群６からの超音波ビームは屈折角45゜となるように鋼管の外径に合わせ
てわずかにアレイ探触子の中心軸側に偏向させると共に、溶接部２を横切る位置で集束す
るように、各振動子の遅延時間が設定されている。同様に、受波用の振動子群７について
は、欠陥３からの反射エコーを内面側の１回反射波として受波できるように選択されてお
り、屈折角が45゜となるように指向性を鋼管の外径に合わせてわずかにアレイ探触子の中
心軸側に偏向させると共に、溶接部２を横切る位置で集束するように、各振動子の遅延時
間が設定されている。ここで、屈折角は45゜に限らず、横波での探傷が可能なおよそ30゜
～70゜の範囲で適用できるが、横波が欠陥および内面で反射する際の音圧反射率の角度依
存性を考慮すると、全反射となるおよそ35゜～55゜の範囲が望ましい。さらに、安定性を
考慮して40゜～50゜の範囲にしてもよい。
【００９９】
　上記のように、送波ビームと受波ビームの振動子群の位置・数や屈折角が溶接部の位置
に合わせて集束するように設定され、欠陥からの反射波を受波できるような位置関係にな
っているため、肉厚内部の微小欠陥からの反射を検出することができるようになる。
【０１００】
　次に、図２にて、鋼管内面から外面にわたる溶接部を走査するための手順例を示す。ま
ず、走査の開始を示すステップ１では、リニアアレイ探触子の中央近傍の振動子群を用い
て、溶接部の鋼管内面側に集束位置（焦点位置）を合わせて、0.5スキップの反射法で探
傷を行う。この時は送波と受波は同一の振動子群で行う。次に、ステップ２では、送波の
振動子群を溶接部側にずらすとともに、受波の振動子群を溶接部から遠い側にずらし、焦
点位置を溶接部の鋼管内面側から少し上（鋼管外面側）に設定することで、タンデム探傷
によって溶接部の鋼管内面側から少し上（鋼管外面側）の肉厚内部を探傷する。
【０１０１】
　引き続き、ステップ３では送波の振動子群を溶接部側に、受波の振動子群を溶接部とは
反対側にずらしていき、溶接部における探傷位置を鋼管外面側へと移動させて探傷を行う
。図ではステップ２と３のみ図示しているが、実際には超音波の焦点サイズ（焦点位置に
おけるビームサイズ）を考慮して、探傷の抜け（漏れ）と重複のない効率的な探傷となる
ように、超音波ビームの一部が重なり合うように振動子群のずらす個数を決定する。最後
にステップ４は走査の終了を示しており、溶接部から遠い側の振動子群を用いて、溶接部
の外面側を1.0スキップの反射法で探傷を行う。このステップ１～４を繰り返すとともに
、鋼管とリニアアレイ探触子の相対位置を管軸方向に機械的に走査させることで、溶接部
の全面全長（鋼管の外面側から内面側まで）にわたって探傷を行うことができる。
【０１０２】
　図１９は、本発明に係る超音波探傷装置の機能構成例を示す図である。被検体サイズ入
力部では、オペレータあるいはプロセスコンピュータから、探傷を行う鋼管の外径、肉厚
の値が入力される。アレイ探触子記憶部には、アレイ探触子の周波数、振動子ピッチ、振
動子数が記憶されている。
【０１０３】
　アレイ送信則計算部では、鋼管のサイズおよびアレイ探触子の仕様に応じて、送波用ア
レイ探触子の位置、送波用走査線の数、各走査線の送波用ビームの経路、各走査線の送波
用振動子群の振動子数、送波用振動子群の位置、焦点距離、偏向角を計算し、さらに走査
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線毎に各振動子の遅延時間を計算する。このように決定された上記の各値をここではアレ
イ送信則と呼ぶ。
【０１０４】
　アレイ受信則計算部では、アレイ送信則計算部と同様に、鋼管のサイズおよびアレイ探
触子の仕様に応じて、アレイ探触子の位置、受波用走査線の数、各走査線の受波用ビーム
の経路、各走査線の受波用振動子群の振動子数、受波用振動子群の位置、焦点距離、偏向
角を計算し、さらに走査線毎に各振動子の遅延時間を計算する。このように決定された上
記の各値をここではアレイ受信則と呼ぶ。さらに、アレイ送信則計算部およびアレイ受信
則計算部にて計算されたビームの経路に基づき欠陥検出用のゲート位置を決定してゲート
位置記憶部に記憶する。
【０１０５】
　なお、ここで、アレイ受信則は先に求めたアレイ送信則に基づいて決定しても良いし、
反対にアレイ受信則を先に求めてそれに基づいてアレイ送信則を決定しても良い。このよ
うにして決定されたアレイ送信則とアレイ受信則はそれぞれアレイ送信則記憶部とアレイ
受信則記憶部にて記憶され、以下の送受信制御に用いられる。
【０１０６】
　アレイ送信部では、アレイ送信則記憶部に記憶されたアレイ送信則に基づいて、送波用
の振動子群を選択し、各素子に遅延時間を付けて送信パルスを発生する。アレイ受信部で
は、アレイ受信則記憶部に記憶されたアレイ受信則に基づいて、受波用の振動子群を選択
し、各素子に遅延時間を付けて信号を加算し、探傷波形を得る。ゲート部では、ゲート部
記憶部に記憶されたゲート位置の信号を抽出する。
【０１０７】
　欠陥判定部では、判定しきい値入力部に入力された欠陥判定しきい値と、ゲート内の信
号強度とを比較し、信号強度がしきい値以上であれば欠陥と判定する。このようにして１
走査線の探傷が終了したら、アレイ送信則記憶部に記憶されたアレイ送信則に基づいて、
次の送波用の振動子群を選択し、以下上記と同様に探傷を繰り返し行う。なお、欠陥の判
定については、信号強度がしきい値以上となる場合が複数回あった時に欠陥と判定するよ
うにしても良い。
【０１０８】
　この超音波探傷装置を用いて、溶接面の厚み方向にビームを走査するための、振動子群
の制御手順を以下に説明する。具体的には、
送波・受波の振動子群、振動子の数、偏向角、焦点距離を、以下の手順で決定すればよい
。ここでは、屈折角が一定となるように、送波部と受波部に使用する振動子群の幅は、必
要な感度が得られるための集束係数から求めることとして、図１または４を適宜参照して
説明する。なお、以下に示すa)、b)、g)の内容は、前述した1)、2)、3)に対応するので、
ここでは簡潔に説明を行う。
【０１０９】
a)リニアアレイ探触子の中心に位置する振動子から、その探触子面に対して垂直に送波さ
れるビームが所定の屈折角度（例えば、屈折角45゜）の横波で鋼管に入り、溶接部の鋼管
内面側または鋼管外面側に入射するように、リニアアレイ探触子の位置を定める。
b)各振動子からの鋼管外面への入射角が常に一定、または、所定の範囲になるように、幾
何学的に入射点を決め、さらに屈折角45゜で鋼管内を通る線（走査線）を決定する。
ここでいう、各振動子とは送波部の中心位置に対応する振動子であり、送波部の振動子群
と鋼管外面の入射点との位置関係が決定される。また、屈折角に対応して鋼管入射後の伝
播経路、すなわち、内面での反射点、外面での反射点、溶接面での反射点が定まることと
なる。
【０１１０】
c)上記入射点と各振動子の位置関係から、各走査線の偏向角を計算する。
d)各走査線の水距離と、溶接部までの鋼中路程を計算し、音速と水距離で換算して水中焦
点距離Ｆを求める。
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五入することにより、各走査線の振動子群の振動子数ｎを求める。ここで（２）式から開
口幅Ｄを求めるのは、感度を確保するために必要な集束係数の値を満足するためである。
【０１１１】
f)各走査線の振動子位置と振動子数ｎから、送波部を構成する各振動子群の位置を決定す
る。
g)各走査線の溶接部で交わる位置関係から、探傷に使用する走査線を決定するとともに、
送波の振動子群とペアとなる受波の振動子群を決定する。送波部と受波部のペアの選択は
、逆方向から伝播してきて、溶接部で交わる走査線同士をペアとすればよい。また、溶接
部の同じ箇所を要求される空間分解能に対して必要以上に重複している場合には、間引く
ようにしてもよい。
h)探傷に使用する全ての走査線について、振動子群の数、焦点距離と偏向角が決定される
ので、各振動子に与える遅延時間をそれぞれ計算する。この計算方法については、本発明
者により以前に出願された特許文献５に開示されている公知技術を利用すればよい。
【０１１２】
　計算の基本的な考え方を、以下に図１４および数式を参照して説明する。まず、振動子
群の中心位置を座標の原点とし、焦点距離をＦ、偏向角をθとして、焦点位置の座標{Xf,
Yf}を以下のように求める。
Xf＝F・sinθ、Yf＝－F・cosθ
　次に振動子ピッチをＰ、振動子群の振動子数をｎ（ただし、ｎは偶数）として、各振動
子の座標{Xp(i),Yp(i)}を求める。
Xp(i)＝－n・p/2－p/2＋p・i、Yp(i)=0　　（i＝1～n）
【０１１３】
　さらに、焦点位置と各振動子との距離Z(i)およびその最大値Zmを次のように求める。
Z(i)＝SQRT{(Xf-Xp(i))2＋(Yf-Yp(i))2}　　　（i＝1～n）
Zm＝max{ Z(i)}　　（i＝1～n）
【０１１４】
　最後に、次式で遅延時間Δt(i)を求める。なお、Cは音速である。
Δt(i)＝（Zm-Z(i)）/C　　（i＝1～n）
【０１１５】
　なお、上記は計算の基本的な考え方を示したものであって、各走査線のそれぞれについ
て振動子群の中心位置を座標の原点とする必要は必ずしもない。また、振動子数ｎは偶数
として説明したが、奇数であってもよい。奇数の場合には、上記式を一部変更すれば適用
可能であることはいうまでもない。実際の計算においては、予めアレイ探触子の素子それ
ぞれの座標を決めておき、焦点距離と偏向角に応じて焦点位置の座標を求め、上記焦点位
置と各振動子との距離Z(i)を求めるようにすれば良い。
【０１１６】
　図４は、このように決定された走査線と、その走査線のうちの代表的な点の探傷条件計
算結果の一例を示す図である。外径φ558.8mm、肉厚25.4mmの鋼管を、超音波周波数15MHz
、振動子の間隔を0.5mmピッチ、160素子（振動子）のリニアアレイ探触子で、中心の水距
離20mm、屈折角45゜で探傷する例を示している。ここで振動子番号は、溶接部に近い側を
１、遠い側を160とした。
【０１１７】
　以上、図４の表のように、各振動子位置における焦点距離が求められるので、その焦点
距離にもとづき、管軸方向に集束するための音響レンズの曲率も決定される。音響レンズ
の曲率ｒは、良く知られているように式(3)にて計算される。但し、C1は音響レンズの材
料の音速、C2は水の音速、Fは水中焦点距離をそれぞれ表す。
【０１１８】
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【数３】

【０１１９】
　なお、走査線Ａは二点鎖線、走査線Ｂは破線、走査線Ｃは一点鎖線で示され、図をわか
りやすくするために、走査線Ａ、Ｂ、Ｃの線の両側は白で表示している。また、探触子の
黒色部分は各走査線を送受波するための振動子群を表している。
【０１２０】
　図５は、図４に示される走査線Ａについて遅延時間を計算した結果と送波の原理を示し
た図である。図中、10は、上記1)～8)までを計算する探傷条件計算部、11はそれに基づい
て送波パルスの送波タイミングを決定する遅延時間設定部、12はパルサー、13はリニアア
レイ探触子の各振動子である。図では、振動子番号17～22のみが選択され、振動子番号17
が一番先に励振され、徐々に時間遅れをもって振動子番号18～22までが励振されることが
示されている。これによって、走査線Ａに相当する送波ビームが形成される。
【０１２１】
　図６は、図４に示される走査線Ｃについて遅延時間を計算した結果と受波の原理を示し
た図である。図中、13はリニアアレイ探触子の各振動子、14は受信アンプ、15は遅延時間
設定部、16は合成処理部、17はゲート評価部である。図では、振動子番号124～155のみが
選択され、欠陥からのエコーが振動子番号124に一番先に入射し、徐々に時間遅れを持っ
て振動子番号125～155まで受信され、遅延時間設定部15にてこの時間遅れが補正されて位
相が一致し、合成処理部16にて合成され、集束効果によってエコーが大きくなることが示
されている。
【０１２２】
　これによって、走査線Ｃに相当する受波が行われる。この後、ゲート評価部17にて、送
波パルス（図中のＴパルス）からビーム路程に応じた距離に設定された時間域（ゲート）
にて欠陥エコー（図中のＦエコー）の有無が判定され、探傷が行われる。なお、遅延時間
設定部15、合成処理部16、ゲート評価部17については、受信アンプ14を出てすぐにA/D変
換し、信号をメモリーに記憶してからソフト的に処理を行っても実施できる。
【０１２３】
　図７は、このようにして決定された設定値にて、管軸方向の振動子幅が10mmのリニアア
レイ探触子と音響レンズを用いて、管軸方向に機械走査しながら溶接部を探傷した結果（
微小欠陥分布の一例）を示す図である。従来の斜角探傷法では検出困難であった数100μm
以下の微小な欠陥を、肉厚中央部も含めて検出できるようになった。
【０１２４】
　本実施例において探傷条件の計算は、上記2)以降のようにまず各走査線の入射点を決め
てから、順次計算を行っていったが、これに限られることなく、例えば、焦点位置を決め
てから、その焦点位置に至る伝播時間が最も短い経路を各振動子について探索的に求める
ようにしても良い。
【実施例２】
【０１２５】
　次に本発明の第２の実施例について説明する。図８は、本発明の第２の実施例を説明す
る図であり、図２に示したステップ３における探傷の設定と手順を示している。図中、７
'～７'''は受波用の振動子群、９'～９'''は受波ビームである。この実施例では、送波用
の振動子群５から送波ビーム６を送波し、まず、受波用の振動子群７'で受信する。次に
、送波用の振動子群５から送波ビーム６を送波し、受波用の振動子群７''で受信する。最
後に送波用の振動子群５から送波ビーム６を送波し、受波用の振動子群７'''で受信する
。このようにすることで、溶接部位置が図に示されているように、溶接点の位置を特定で
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きない、位置決め精度が悪い、振動があるなどの理由によって、左右に揺らいでも、どれ
かの組合せでは溶接部で走査線が交差するため、欠陥を見逃しなく検出することができる
。
【実施例３】
【０１２６】
　次に本発明の第３の実施例について説明する。図９は本発明の第３の実施例を説明する
図である。第３の実施例では、図２におけるステップ１～４で管周方向のある部分を全肉
厚探傷した後、次にステップ５～８でその走査位置より手前（図中右側）を、さらにステ
ップ９～12で奥側（図中左側）を探傷するようにしている。
【０１２７】
　このようにすることで、溶接点の位置を特定できない、位置決め精度が悪い、振動があ
るなどの理由によって、左右に揺らいでも、どれかの組合せでは溶接線で走査線が交差す
るため、欠陥を見逃しなく検出することができる。図９では走査線の交差位置を管周方向
で３本としたが、これに限られることはない。走査線の交差位置をずらす方法としては、
送信または受信の振動子群の位置をずらす、あるいは偏向角を変化させるなどの方法で実
現できる。
【実施例４】
【０１２８】
　次に本発明の第４の実施例について説明する。第1の実施例では、１つのアレイ探触子
で溶接面厚み方向（管径方向）全域を走査したが、第４の実施例では、図10に示されるよ
うに、１つのアレイ探触子の中に、送波部と受波部が有するアレイ探触子を周方向に複数
個配置して、溶接面厚み方向（管径方向）を分割して、各アレイ探触子で走査するもので
ある。
【０１２９】
　この例では２つのアレイ探触子を用いて、図中左側のアレイ探触子では内面から肉厚中
央部までを探傷するようにし、右側のアレイ探触子では肉厚中央部から外面までを探傷す
るようにしている。図２に示すような一つのアレイ探触子で内面から外面までを探傷しよ
うとすると、特に厚肉材ではアレイ探触子の長さが長くなる。すると、送波用あるいは受
波用振動子群がアレイ探触子の端に来る場合に偏向角が大きくなってしまうため、感度が
低下するという問題が生ずる。
【０１３０】
　これに対し、本実施例は、複数のアレイ探触子を用いて肉厚方向を分割してカバーする
ようにしているため、アレイ探触子の長さが長くならず、偏向角があまり大きくならず感
度低下が抑えられる。例えば、22"で25mm厚の鋼管を第１の実施例で探傷する場合は、ア
レイ探触子の長さとしては88mmが必要であり、最も振動子群が端に設定される際の偏向角
は±5.9゜である。
【０１３１】
　ここで例えば、アレイ探触子の１素子の幅を0.95mm、周波数を10MHzとすると、偏向に
よる感度低下は17.4dBとなる。これを受信ゲインを増やして感度補償しようとしても、同
時に電気ノイズも増えてしまうため、S/Nを高くすることができない。一方、本実施例で
はアレイ探触子の長さは60mmで済み、最端の振動子群での偏向角は±3.4゜となり感度低
下は5dBで済む。この程度であれば受信ゲインを増やして感度補正を行っても電気ノイズ
の増大は少なくて済む。
【実施例５】
【０１３２】
　次に本発明の第５の実施例について説明する。第1の実施例と第4の実施例は、１つのア
レイ探触子の中に送波部と受波部があるようにしたが、第５の実施例では、図11に示され
るように、送波用のみに用いるアレイ探触子と受波用のみに用いるアレイ探触子とを区別
し、複数のアレイ探触子を配置する構成とした。このようにすると、送波受波それぞれに
最適化されたアレイ探触子を使うことができるので、感度が向上する。また、それぞれの
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鋼管に対する角度を最適に設定できるので、偏向角が小さくなり感度低下が抑えられる。
【実施例６】
【０１３３】
　第５の実施例までは、アレイ探触子の一部の振動子群を用いて送波部と受波部とし、送
波部と受波部を移動させながら溶接面を操作していたが、第６の実施例では、図12に示さ
れるように、送波用アレイ探触子と受波用アレイ探触子とを区別して、複数のアレイ探触
子を配置し、アレイ探触子の全部の振動子群で送受波する。溶接面の走査の方法は、送波
ビームと受波ビームの交差位置を設定するために、偏向角を変更させるようにしている。
このようにすると、アレイ探触子の素子全てを振動子群として使うことができるため、開
口が大きくなり、集束係数を大きくすることができる。ここで、アレイ探触子の位置を固
定している場合は、溶接線に対して送波ビームと受波ビームが正反射の関係にはならない
ため、偏向角を変更すると同時に、送波用アレイ探触子あるいは受波用アレイ探触子の位
置を送波ビームと受波ビームが溶接線にて正反射の関係になるように機械的に移動させて
も良い。
【実施例７】
【０１３４】
　次に本発明の第７の実施例について説明する。第７の実施例では、図１３に示されるよ
うに、アレイ探触子を管の曲率に合わせた形状とするものである。このようにすると、実
施例１から６までとは異なり、送信受信の入射位置が変わったとしても、リニアアレイ探
触子のような複雑な偏向角の演算処理を行わずに、偏向角および屈折角を一定として走査
することが容易に可能であり、感度ばらつきを抑えることができる。
【０１３５】
　なお、実施例４～７の構成は、単独で使用する構成と限定されるものではなく、例えば
、溶接面を内面側と外面側との分割し、内面側を実施例４の構成とし、外面側を実施例５
の構成として組み合わせたり、実施例７のように管の曲率をもったアレイ探触子に屈折角
度と遅延時間を制御を組み合わせた構成などのように、適宜組み合わせて、構成してもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本発明の第１の実施例を説明する図である。
【図２】本発明の第１の実施例における走査の手順例を示す図である。
【図３】本発明において必要な集束能を調査した実験例を示す図である。
【図４】走査線と、代表点の探傷条件計算結果の一例を示す図である。
【図５】走査線Ａについて遅延時間を計算した結果と送波の原理を示した図である。
【図６】走査線Ｃについて遅延時間を計算した結果と受波の原理を示した図である。
【図７】溶接部を探傷した結果（微小欠陥分布の一例）を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施例を説明する図である。
【図９】本発明の第３の実施例を説明する図である。
【図１０】本発明の第４の実施例を説明する図である。
【図１１】本発明の第５の実施例を説明する図である。
【図１２】本発明の第６の実施例を説明する図である。
【図１３】本発明の第７の実施例を説明する図である。
【図１４】各振動子に与える遅延時間の計算を説明する図である。
【図１５】非タンデム構成とタンデム構成との比較を模式的に示す図である。
【図１６】非タンデム構成をとる従来法とタンデム探傷法との比較例を示す図である。
【図１７】被検査管体に設けたドリル穴を説明する図である。
【図１８】欠陥の大きさと反射指向性の関係を説明する図である。
【図１９】本発明に係る超音波探傷装置の機能構成例を示す図である。
【図２０】周波数と集束係数の関係を示す図である。
【図２１】平鋼板でのモード変換ロスを説明する図である。
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【図２２】鋼管でのモード変換ロスを説明する図である。
【図２３】管体での伝播経路例を表わす図である。
【図２４】反射特性を説明する図である。
【符号の説明】
【０１３７】
　１　　　　　鋼管
　２　　　　　溶接部
　３　　　　　欠陥
　４　　　　　水
　５　　　　　リニアアレイ探触子
　６　　　　　送波用の振動子群
　７　　　　　受波用の振動子群
　８　　　　　送波ビーム
　９　　　　　受波ビーム
　１０　　　　探傷条件計算部
　１１　　　　遅延時間設定部
　１２　　　　パルサー
　１３　　　　リニアアレイ探触子の振動子
　１４　　　　受信アンプ
　１５　　　　遅延時間設定部
　１６　　　　合成処理部
　１７　　　　ゲート評価部

【図１】 【図２】
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