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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
探傷しようとする金属製配管の外側で長さ方向途中位置の円周上に隙間を有して並べて配
置された複数の送信子と、
前記各送信子に同期した交流電流を流し、該各送信子からローレンツ力を駆動力とするガ
イド波を前記金属製配管の長さ方向に沿って発信させる発信器と、
前記各送信子と対となって、前記金属製配管の外側で長さ方向途中位置に前記各送信子と
は隙間を有して配置され、前記送信子とは同一構造となって、前記各送信子から発信され
たガイド波のエコー信号を受信する受信子と、
前記各受信子によって受信した前記エコー信号を増幅する増幅器と、
デジタル信号化された前記増幅器の出力を入力として、前記金属製配管の欠陥の位置を検
出する欠陥位置検出手段とを有し、しかも、前記発信器は前記各送信子にそれぞれ個別に
接続されていることを特徴とする超音波探傷装置。
【請求項２】
請求項１記載の超音波探傷装置において、前記各増幅器からの信号はセレクターを介して
前記欠陥位置検出手段に出力されていることを特徴とする超音波探傷装置。
【請求項３】
請求項１および２のいずれか１項に記載の超音波探傷装置において、前記各送信子は、前
記金属製配管の周方向に実質的に等間隔に配置されていることを特徴とする超音波探傷装
置。
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【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載の超音波探傷装置において、前記送信子は、永久磁石
と、該永久磁石の磁力線の方向と直交する面に設けられた交流電流の流路形成用の導電体
とを有し、該導電体を前記金属製配管の表面側に配置することを特徴とする超音波探傷装
置。
【請求項５】
探傷しようとする金属製配管の外側で長さ方向途中位置の円周上に隙間を有して並べて配
置された複数の送信子に、該各送信子ごとに接続された発信器から同期した交流電流をそ
れぞれ流し、前記各送信子からローレンツ力を駆動力とするガイド波を前記金属製配管の
長さ方向に沿って発信させる超音波発信工程と、
前記各送信子と同一構造かつ前記各送信子と対となって、前記金属製配管の外側で長さ方
向途中位置に前記各送信子とは隙間を有して配置された受信子により、前記各送信子から
発信されたガイド波のエコー信号を受信する超音波受信工程と、
前記各受信子によって受信した前記エコー信号を増幅器により増幅する増幅工程と、
デジタル信号化された前記増幅器の出力を入力として、欠陥位置検出手段により前記金属
製配管の欠陥の位置を検出する欠陥位置検出工程とを有することを特徴とするローレンツ
力を用いた超音波探傷方法。
【請求項６】
請求項５記載のローレンツ力を用いた超音波探傷方法において、前記欠陥位置検出工程で
は、前記各増幅器からの信号を、セレクターにより前記欠陥位置検出手段にそれぞれ出力
することを特徴とするローレンツ力を用いた超音波探傷方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、各種プラント設備に設けられた金属製配管、特に、発電設備に使用され表面が
断熱材で被覆された配管の欠陥、例えば、傷、腐食、減肉、亀裂（ひび）、または割れを
検出可能な超音波探傷装置およびローレンツ力を用いた超音波探傷方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
例えば、火力発電設備（火力発電所）に使用するボイラーの配管は、その使用期間が長く
なるに伴い、配管内を流れる蒸気等により内側が腐食され、その肉厚が次第に減少してい
る。このように、腐食が進行すると、薄肉となった部分が高圧蒸気によって破壊され、ボ
イラーの運転を停止しなければならない。このため、火力発電設備を適切に運転するには
、例えば、配管の局部腐食、または減肉状況を正しく把握する必要があった。
そこで、例えば、特許文献１～３に示すように、超音波厚さ計によるスポット測定（部分
測定）を実施している。
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２７１２４３号公報
【特許文献２】特開平９－１５２４２５号公報
【特許文献３】特開２０００－１７１２３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、超音波厚さ計によるスポット測定では、配管の欠陥（例えば、減肉部）位
置を正確に検出することが困難であり、このため火力発電設備の寿命診断を精度良く行う
ことは困難であった。
また、表面が断熱材で覆われた配管のスポット測定においては、この断熱材の全部を剥が
して配管の厚み測定を行わなければならず、作業性が悪く作業効率が低下していた。
更に、超音波厚さ計によるスポット測定では、例えば、配管内部に超音波厚さ計を挿入す
る場合もあり、作業性が悪かった。
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【０００５】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、配管の欠陥位置を作業性よく正確に特定で
き、例えば、火力発電設備の寿命診断を精度良く行うことが可能な超音波探傷装置および
ローレンツ力を用いた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】
【０００６】
前記目的に沿う第１の発明に係る超音波探傷装置は、探傷しようとする金属製配管の外側
で長さ方向途中位置の円周上に隙間を有して並べて配置された複数の送信子と、
前記各送信子に同期した交流電流を流し、該各送信子からローレンツ力を駆動力とするガ
イド波を前記金属製配管の長さ方向に沿って発信させる発信器と、
前記各送信子と対となって、前記金属製配管の外側で長さ方向途中位置に前記各送信子と
は隙間を有して配置され、前記送信子とは同一構造となって、前記各送信子から発信され
たガイド波のエコー信号を受信する受信子と、
前記各受信子によって受信した前記エコー信号を増幅する増幅器と、
デジタル信号化された前記増幅器の出力を入力として、前記金属製配管の欠陥の位置を検
出する欠陥位置検出手段とを有し、しかも、前記発信器は前記各送信子にそれぞれ個別に
接続されている。
【０００７】
第１の発明に係る超音波探傷装置において、前記各増幅器からの信号はセレクターを介し
て前記欠陥位置検出手段に出力されていることが好ましい。
第１の発明に係る超音波探傷装置において、前記各送信子は、前記金属製配管の周方向に
実質的に等間隔に配置されていることが好ましい。
第１の発明に係る超音波探傷装置において、前記送信子は、永久磁石と、該永久磁石の磁
力線の方向と直交する面に設けられた交流電流の流路形成用の導電体とを有し、該導電体
を前記金属製配管の表面側に配置することが好ましい。
【０００８】
前記目的に沿う第２の発明に係るローレンツ力を用いた超音波探傷方法は、探傷しようと
する金属製配管の外側で長さ方向途中位置の円周上に隙間を有して並べて配置された複数
の送信子に、該各送信子ごとに接続された発信器から同期した交流電流をそれぞれ流し、
前記各送信子からローレンツ力を駆動力とするガイド波を前記金属製配管の長さ方向に沿
って発信させる超音波発信工程と、
前記各送信子と同一構造かつ前記各送信子と対となって、前記金属製配管の外側で長さ方
向途中位置に前記各送信子とは隙間を有して配置された受信子により、前記各送信子から
発信されたガイド波のエコー信号を受信する超音波受信工程と、
前記各受信子によって受信した前記エコー信号を増幅器により増幅する増幅工程と、
デジタル信号化された前記増幅器の出力を入力として、欠陥位置検出手段により前記金属
製配管の欠陥の位置を検出する欠陥位置検出工程とを有する。
【０００９】
第２の発明に係るローレンツ力を用いた超音波探傷方法において、前記欠陥位置検出工程
では、前記各増幅器からの信号を、セレクターにより前記欠陥位置検出手段にそれぞれ出
力することが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
請求項１～４記載の超音波探傷装置、および請求項５、６記載のローレンツ力を用いた超
音波探傷方法は、複数の送信子によりローレンツ力を駆動力とするガイド波を発信させて
、これを金属製配管の長手方向に全周に渡って伝搬させ、受信子により、例えば金属製配
管の欠陥等で反射されたエコー信号を受信するので、金属製配管の長手方向に全周に渡っ
て欠陥の探傷ができる。これにより、従来使用していた超音波厚さ計によるスポット測定
とは異なり、配管の欠陥位置を作業性よく正確に特定でき、例えば、火力発電設備の寿命
診断を精度良く行うことができる。
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また、複数の送信子を金属製配管の外側の円周上に隙間を有して並べて配置し、各送信子
に同期した交流電流をそれぞれ流すので、各送信子により発信したガイド波の振動を同期
させることができる。これにより、各送信子により発信したガイド波同士の不要な干渉に
より発生するノイズを抑制でき、金属製配管の有する欠陥の検出精度を向上できる。
そして、受信子によって受信したエコー信号を増幅器により増幅するので、欠陥の検出精
度を更に向上できる。
なお、複数の送信子と受信子を、表面が断熱材で覆われた金属製配管の表面に設置するに
際しては、その設置する部分のみ、金属製配管の表面から断熱材を剥がせばよいので、作
業性が良好である。
更に、欠陥位置検出手段により、各受信子が受信したガイド波のエコー信号の強さをそれ
ぞれ比較することで、その強弱によって、金属製配管の有する欠陥が、どの受信子の延長
線上（金属製配管の長手方向に渡る直線上）またはその近傍に存在するかを検出できる。
これにより、金属製配管の欠陥の有無を検出するだけでなく、その存在位置までを容易に
特定できる。
【００１１】
特に、請求項２記載の超音波探傷装置、および請求項６記載のローレンツ力を用いた超音
波探傷方法は、各増幅器からの信号をセレクターの切換えにより、欠陥位置検出手段にそ
れぞれ出力できる。これにより、増幅器毎に欠陥位置検出手段を設ける必要がなく、装置
構成を簡単にできて経済的である。
請求項３記載の超音波探傷装置は、金属製配管の周方向に等間隔に配置された各送信子に
より、金属製配管へガイド波を発信するので、各送信子により発信したガイド波同士の不
要な干渉を更に抑制でき、金属製配管の有する欠陥の存在位置の測定精度を更に向上でき
る。
【００１２】
請求項４記載の超音波探傷装置は、送信子が、永久磁石と、交流電流の流路形成用の導電
体とを有するので、簡単な構成によってローレンツ力を駆動力とするガイド波の発信が行
える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施の形態につき説明し、本発
明の理解に供する。
図１～図４に示すように、本発明の一実施の形態に係る超音波探傷装置１０は、ローレン
ツ力を駆動力とするガイド波（板波または円筒波ともいう）を発信する複数の送信センサ
（送信子の一例）１１と、各送信センサ１１に対応して設けられ、送信センサ１１から発
信されたガイド波が金属製配管１３の欠陥等で反射されたエコー信号をそれぞれ受信する
複数の受信センサ（受信子の一例）１２とを有し、金属製配管１３を探傷して金属製配管
１３の欠陥、例えば、傷、腐食、減肉、亀裂（ひび）、または割れの存在位置を特定可能
な装置である。以下、詳しく説明する。
【００１４】
金属製配管１３は、各種プラント設備に設けられる配管、特に、発電設備に使用されるボ
イラー用配管または主蒸気用配管であり、その外径が、例えば、１５０ｍｍ以上６００ｍ
ｍ以下程度、厚みが、例えば、２ｍｍ以上１０ｍｍ以下程度のものである。なお、金属製
配管１３は、その表面が断熱材（例えば、被覆厚みが５ｍｍ以上２０ｍｍ以下程度）で覆
われているが、これに限定されるものではなく、例えば、その表面が露出したものでもよ
く、また直線状の配管または屈曲部を有する配管であってもよい。
この金属製配管１３の外側で長さ方向途中位置の円周上には、隙間（間隔）を有して複数
（ここでは、１～６ｃｈ（１～６チャンネル）の合計６個）の送信センサ１１が、金属製
配管１３の周方向に実質的に等間隔（断面視して金属製配管１３の軸心を中心として等角
度位置）に並べて配置されている。なお、金属製配管１３の周方向に隣り合う各送信セン
サ１１の間隔は、それぞれ異なっていてもよい。
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【００１５】
各送信センサ１１は、従来公知のものを使用できるが、例えば、図２（Ａ）、（Ｂ）に示
すように、永久磁石１４と、この永久磁石１４の磁力線の方向と直交する面に設けられた
交流電流の流路形成用の導体板（導電体の一例）１５とを有するものを使用できる。なお
、図２（Ａ）は、金属製配管１３の表面を覆った断熱材を省略して示している。
図２（Ａ）に示すように、永久磁石１４のＳ極側の端面には、薄い絶縁板１６が固着され
、更にその表面に導体板１５が固着されている。この導体板１５は、図２（Ｂ）に示すよ
うに、平面視してＵ字状部分が交互に連続するように、ジグザグ状に屈曲形成されたもの
である。これにより、導体板１５の隣り合う直線部を流れる電流の向きが、交互に逆方向
になっている。また、導体板１５の両側端部１７、１８は、図３に示すように、同期装置
１９を介して探傷器２０に備えられた発信器（即ち、交流電源）に接続されている。
この各送信センサ１１は、図２（Ａ）に示すように、使用にあっては導体板１５が金属製
配管１３の表面側に配置される。なお、金属製配管１３は、その表面が断熱材で覆われて
いるので、各送信センサ１１と各受信センサ１２を設置する範囲のみの断熱材を除去する
必要がある。また、各送信センサ１１と各受信センサ１２は、金属製配管１３の表面に当
接させてもよく、また金属製配管１３の表面と隙間を有して配置してもよい。
【００１６】
これにより、図２（Ａ）の破線矢印で示すように、永久磁石１４中をＳ極からＮ極へかけ
て磁力線（磁束）が発生する。従って、金属製配管１３の表面では、これと垂直なバイア
ス磁界（Ｂ）が、金属製配管１３から送信センサ１１へ向けて印加された状態になる。
ここで、導体板１５に交流電流を流すと、導体板１５の互いに平行となった直線部には、
交互に逆向きの交流電流、即ち送信電流（ｌｅ）が流れる。これにより、金属製配管１３
の表面には、交流電流（ｌｅ）とは反対向きとなる交互に逆向きの誘導渦電流（Ｊｅ）が
流れる。
そして、この誘導渦電流（Ｊｅ）とバイアス磁界（Ｂ）との相互作用により、金属製配管
１３には、この金属製配管１３の表面と平行なローレンツ力（Ｆ）が生起し、金属製配管
１３の表面に沿って斜めの超音波（斜角超音波）が発生して、ガイド波として金属製配管
１３を伝搬する。なお、図１中の送信センサ１１側の矢印は、各送信センサ１１から発信
した全ガイド波の流れを示し、送信センサ１１と反対側の矢印は、金属製配管１３の欠陥
等で反射されたガイド波のエコー信号の流れを示している。
【００１７】
この各送信センサ１１の導体板１５が接続された同期装置１９は、各送信センサ１１へ流
す交流電流を同期させるため、その位相を制御する従来公知の装置である。なお、各送信
センサへ流す交流電流は、同期していればよいため、例えば、１つの交流電源から各送信
センサへ交流電流を流しても良い。
このように、各送信センサ１１へ同期させた交流電流を流すことにより、各送信センサ１
１から発信するガイド波も同期させることができる。
図１に示すように、各送信センサ１１の下流側（即ち、ガイド波の伝搬方向下流側）に位
置する金属製配管１３の外側で長さ方向途中位置には、送信センサ１１と同数の受信セン
サ１２が、各送信センサ１１と隙間（例えば、５０ｍｍ以上２００ｍｍ以下程度）を有し
て配置されている。このように、送信センサ１１と受信センサ１２とを隙間をあけて配置
することで、ＳＮ比（信号振幅に対する雑音振幅の比）を向上でき、欠陥の検出精度を向
上できる。
【００１８】
この受信センサは、送信センサと実質的に同一構成となっているが、各送信センサ（送信
子）から発信されたガイド波のエコー信号を受信できれば、他の構成のものでもよい。
各受信センサ１２は、各送信センサ１１が設置された金属製配管１３の延長線上（金属製
配管の長手方向に渡る直線上）に、各送信センサ１１と対となって配置されている。
これにより、金属製配管１３を管端部から軸心方向に見た場合、送信センサ１１と受信セ
ンサ１２とが重なる。
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なお、各受信センサは、エコー信号への影響が小さければ、各送信センサの延長線上から
金属製配管の周方向に多少（例えば、各送信センサ１１が設置された金属製配管１３の延
長線上を中心として、金属製配管１３の周方向に－３６０度／２ｎを超え＋３６０度／２
ｎ未満の範囲：ｎは送信センサ１１の個数）ずれても問題ない。
【００１９】
各受信センサ１２の導体板（導体板１５と同じ構成）の両端部は、図４に示すように、探
傷器２０に備えられた従来公知の増幅器（アンプ）に接続され、受信センサ１２が受信し
たエコー信号を増幅させている。
この増幅器は、セレクター２１を介して、金属製配管１３の欠陥の位置を検出するプログ
ラムが組み込まれたコンピュータ（欠陥位置検出手段の一例）２２に接続されている。こ
れにより、各受信センサ１２が受信し、増幅器によって増幅させたエコー信号の出力を、
従来公知のＡＤ変換器（図示しない）によりデジタル信号化し、セレクター２１を切換え
ながら出力し、これを順次コンピュータ２２に入力できる。
【００２０】
コンピュータ２２は、デジタル信号化されたガイド波のエコー信号を加算処理する加算処
理部と、デジタル信号のノイズを除去する従来公知のフィルタ部（特定の周波数帯域の信
号を通過させ、それ以外の周波数の信号を阻止する部分）と、各処理が終了したエコー信
号の波形を表示するディスプレイとを有している。
なお、加算処理部とフィルタ部は、従来公知の波形処理プログラムにより起動できる。
ここで、エコー信号の加算処理は、各送信センサ１１から発信したガイド波のエコー信号
を、各受信センサ１２が受信するまでに要する時間、およびガイド波の伝搬速度を使用し
て行う。
このように、エコー信号を各受信センサ１２が受信するまでに要する時間（Ｔ）、および
ガイド波の伝搬速度（Ｖ）を使用（即ち、Ｔ×Ｖ）することで、金属製配管１３に存在す
る欠陥の位置を検出できる。
【００２１】
次に、本発明の一実施の形態に係るローレンツ力を用いた超音波探傷方法について、前記
した超音波探傷装置１０を用いて説明する。
まず、図１に示すように、探傷しようとする金属製配管１３の外側で長さ方向途中位置の
円周上に、導体板１５が金属製配管１３の表面側と向き合うように、複数（ここでは６個
）の送信センサ１１を配置する。また、各送信センサ１１と対となる受信センサ１２につ
いても、導体板が金属製配管１３の表面側と向き合うように、各送信センサ１１の下流側
に隙間（間隔）をあけて配置する。
この各送信センサ１１の導体板１５を、同期装置１９を介して探傷器２０に接続し、各受
信センサ１２の導体板を探傷器２０に接続する。なお、探傷器２０は、更にセレクター２
１を介してコンピュータ２２に接続する（以上、準備工程）。
【００２２】
そして、各送信センサ１１に、探傷器２０の発信器から同期した交流電流をそれぞれ流し
、各送信センサ１１からローレンツ力を駆動力とするガイド波を発信させる（以上、超音
波発信工程）。
このとき、金属製配管１３に欠陥、例えば、傷、腐食、減肉、亀裂（ひび）、および割れ
のいずれか１または２以上が存在すれば、各送信センサ１１から発信されたガイド波が、
欠陥によって反射されたエコー信号を、複数の受信センサ１２のいずれか１または２以上
が受信する（以上、超音波受信工程）。
そして、各受信センサ１２によって受信した欠陥によるエコー信号を探傷器２０の増幅器
により増幅し、更にＡＤ変換器によりデジタル信号化する（以上、増幅工程）。
【００２３】
デジタル信号化された各増幅器の出力を、セレクター２１を切換えながらコンピュータ２
２へそれぞれ入力し、コンピュータ２２で処理する。
コンピュータの処理に際しては、入力されたデジタル信号のエコー信号を加算処理部によ



(7) JP 4926628 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

り加算処理し、フィルタ部によりノイズを除去した後、この波形をディスプレイに表示す
る。
この操作を、各受信センサ１２についてそれぞれ行うことで、各受信センサ１２が受信し
た欠陥によるエコー信号が得られ、これらの強度の強弱を比較することで、金属製配管１
３の有する欠陥が、どの受信センサ１２の延長線上（金属製配管１３の長手方向に渡る直
線上）またはその近傍に存在するかを検出できる。即ち、欠陥の存在位置に近い延長線上
に配置された受信センサ１２ほど、その欠陥によるエコー信号の強度が強くなる。
また、金属製配管１３の長さ方向における欠陥の存在位置は、エコー信号を各受信センサ
１２が受信するまでに要する時間、およびガイド波の伝搬速度を使用することで算出する
。
これにより、金属製配管１３の欠陥の位置を検出できる（以上、欠陥位置検出工程）。
【００２４】
このようにして、欠陥の検出可能な範囲（例えば、Ｌｍの長さの金属製配管の長手方向に
渡って送信センサ１１から（片側で）、例えば、１ｍ以上６ｍ以下程度の範囲）の探傷が
終了した後は、金属製配管１３から各送信センサ１１および各受信センサ１２をそれぞれ
取り外し、これらを次の検出可能な範囲に設置し、上記した操作を繰り返し実施する。
なお、金属製配管１３に欠陥が存在しなければ、各送信センサ１１から発信されたガイド
波が欠陥により反射されたエコー信号が無いため、金属製配管１３から各送信センサ１１
および各受信センサ１２をそれぞれ取り外し、これらを次の検出可能な範囲に設置し、上
記した操作を繰り返し実施する。
これにより、金属製配管１３の欠陥位置を作業性よく正確に特定できる。
【実施例】
【００２５】
前記した超音波探傷装置１０を使用して、外径１５０ｍｍ、厚み５ｍｍの金属製配管（以
下、単に配管ともいう）におけるガイド波の伝搬限界距離、配管内面または外面への付着
物の影響、配管同士を接続した場合の溶接部の影響、および配管に設けられた欠陥の検出
限界について、それぞれ検討した。なお、使用した送信センサの出力は０．８ＭＨｚであ
る。
まず、ガイド波の伝搬限界距離について、長さ５．５ｍまで欠陥の検出を良好に実施でき
ることを確認できた。従って、この場合、欠陥の検出範囲を５．５ｍに設定し、配管を５
．５ｍごとに探傷することが好ましい。
【００２６】
次に、配管内面または外面への付着物の影響について、長さ１ｍの金属製配管の先端（送
信センサが設けられた側の反対）から３００ｍｍの位置に、金属製配管の内面または外面
に幅１００ｍｍに渡って付着物（ここでは、グリセリンペーストを使用）を塗布して調査
した。
その結果、内面に付着物が存在した場合、受信したガイド波のエコー信号の強度への影響
はほとんどなかった。また、外面に付着物が存在した場合、受信したエコー信号の強度は
僅かに低下したが、欠陥の検出に影響しない程度のものであった。
このことから、欠陥の探傷に及ぼす付着物の影響は、ほとんどないことを確認できた。
【００２７】
そして、配管同士を接続した場合の溶接部の影響について、長さ１ｍの金属製配管の先端
（送信センサが設けられた側の反対）から４００ｍｍの位置に、金属製配管の周方向に溶
接部を設けて調査した。
その結果、溶接部の存在によって、他の欠陥のエコー信号の強度低下はあるものの、溶接
部によるエコー信号は小さく、欠陥の検出に影響がなかった。
更に、配管に設けられた欠陥の検出限界について、長さ１ｍの金属製配管の先端（送信セ
ンサが設けられた側の反対）から３００ｍｍの位置に、金属製配管の内面側または外面側
にグラインダによる傷を設けて調査した。なお、この傷の深さを５ｍｍと２ｍｍとした。
その結果、金属製配管の内面側と外面側の傷をそれぞれ検出できた。また、このとき、Ｓ
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【００２８】
以上、本発明を、実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は何ら上記した実施の形
態に記載の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範囲
内で考えられるその他の実施の形態や変形例も含むものである。例えば、前記したそれぞ
れの実施の形態や変形例の一部または全部を組合せて本発明の超音波探傷装置およびロー
レンツ力を用いた超音波探傷方法を構成する場合も本発明の権利範囲に含まれる。
また、前記実施の形態においては、金属製配管の周方向に複数の送信センサと受信センサ
を配置し、金属製配管の周方向の欠陥の検出を一度に行った場合について説明した。しか
し、金属製配管の外径に応じて、金属製配管をその軸心を中心として円周方向に複数に分
割し、分割した領域の金属製配管の周方向に、複数の送信センサと受信センサを配置し、
各領域内の欠陥の検出をそれぞれ個別に行ってもよい。
そして、送信センサと受信センサの個数は、例えば、金属製配管の外径または肉厚、また
必要とする欠陥の検出精度に応じて、増減してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施の形態に係る超音波探傷装置の使用状態の説明図である。
【図２】（Ａ）、（Ｂ）はそれぞれ同超音波探傷装置の送信センサの使用状態の説明図、
送信センサの導体板の平面図である。
【図３】同超音波探傷装置の送信センサ側の説明図である。
【図４】同超音波探傷装置の受信センサ側の説明図である。
【符号の説明】
【００３０】
１０：超音波探傷装置、１１：送信センサ（送信子)、１２：受信センサ（受信子)、１３
：金属製配管、１４：永久磁石、１５：導体板（導電体)、１６：絶縁板、１７、１８：
端部、１９：同期装置、２０：探傷器、２１：セレクター、２２：コンピュータ（欠陥位
置検出手段）
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