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［要約］ 

第 1 章 調査研究の概要 

過酷な海洋環境下にあり、かつ、大気が汚染されている状態にある我が国では、鉄筋コ

ンクリート構造物の塩害や中性化による耐久性能の低下、鋼構造物の腐食による耐久性の

低下が極めて深刻な問題となっている。 

また、高度成長期に整備された社会基盤、住宅などの量は膨大であり、これらコンクリ

ート構造物や鋼構造物のメンテナンスを効率的かつ効果的に行うことが経済政策上におい

ても極めて重要な課題である。この場合、既設構造物がどの程度の劣化を受けているかを

評価することが、メンテナンスの鍵となり、これを効率的に実行できる手法の確立が必要

不可欠である。 

本調査研究は、コンクリート構造物あるいは鋼構造物の劣化程度を定量的かつ効率的に

把握することが可能な非接触・非破壊の先端的検査手法を調査し、構造物におけるメンテ

ナンス技術の高度化のための計測機器および機械システムとその活用方法を提言すること

で、計測機器システム等の高度化と新規事業の創出を図り、機械産業全般の振興に資する

ことを目的としている。 

平成 15 年度には、コンクリートおよび鋼構造物の非接触・非破壊検査技術に関する現

状調査と、各構造物において次世代型として期待される技術の検討を実施した。今年度は

これに引き続き、次世代型技術の将来像を明らかにするための検討を実施した。 

コンクリート構造物については次世代型技術として遠隔から非接触・非破壊でコンクリ

ート構造物の塩害等の劣化を評価するための技術に着目し、実験を主体とした検討による

実現性の評価と、今後の技術開発の方向性策定に向けた検討を実施した。その結果、室内

条件における定量評価の可能性が確認されるとともに、屋外の実構造物適用にあたっての

具体的な課題が整理された。また、対象技術の利用形態の想定、要素技術の現状調査を行

い、この結果を基に具体的な機器システム構成や今後の開発の方向性を明らかにした。 

鋼構造物については次世代型技術として遠隔検査手法を取り上げ、これについて目的別、

個別構造物事例における詳細検討を実施した。その結果、構造物の種類に応じたリスクベ

ースメンテナンス手法と連動する高リスク部位の遠隔モニタリングシステムが有効である

ことが見出された。 

 

第 2 章 コンクリート構造物の次世代型非接触・非破壊検査技術に関する検討 

本章では、次世代型のコンクリート構造物検査システムとして非常に有望な「①マルチ

スペクトル法を用いたコンクリート表面の劣化評価技術」と「②赤外線法を用いたコンク
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リートの物質移動抵抗性評価」に着目し、実現性を評価するための実験を主体とした検討

を行った。 

これらは遠隔から非接触・非破壊でコンクリート構造物の塩害等の劣化を評価しようと

するもので、上記①と②および解析的手法を併用することで、劣化の潜伏期（初期状態～

鉄筋腐食開始まで）における劣化進展予測手法を構築し、予防保全の確立に大きく寄与す

る次世代型検査手法として期待されるものである。 

2.1 マルチスペクトル法を用いたコンクリート表面の劣化評価手法 

マルチスペクトル法は、リモートセンシングの技術の一つとして用いられており、地球

上のあらゆる物質が固有に反射または放射する電磁波（分光特性）を用いて構成成分を特

定する方法である。人間の目は電磁波のうち、可視域と呼ばれるきわめて狭い範囲しか観

測することができないが、リモートセンシングでは、近赤外線、熱赤外線、マイクロ波帯

域などの様々な波長帯が利用されており、特に高い波長分解能でスペクトル特性を計測す

る技術をハイパースペクトルリモートセンシングという。この技術により、可視、近赤外、

短波長赤外域（400～2500nm）の波長域において分解能 10nm 以下でスペクトル特性を連続

的に観測できるようになった。この技術をコンクリート分野に応用し、既設構造物におけ

る表面塩化物イオン濃度や中性化程度の面的評価を試みるものである。 

昨年度は、マルチスペクトル法を用いたコンクリート表面の劣化評価手法の可能性を検

討するに当たり、本技術の根幹となる近赤外分光技術の最新動向に関する調査を実施した。

また、本技術の有効性を確認するために、セメントの種類、水セメント比、塩化物イオン

濃度等の異なるペースト、モルタル、コンクリート試験体 131 体の作製や、環境条件や供

用期間が異なり深さ方向に塩化物イオン濃度の異なる実構造物からのコア試験体６体の採

取を行い、これらの試験体を用いて、「カメラ撮影（平面撮影）」、「スペクトル測定（粉砕

試料）」、「JCI 法による全塩分量測定（粉砕試料）」を行った。 

カメラ撮影では、試験体の断面に光を当てて、近赤外線カメラで撮影し、特徴波長域の

吸光度の測定を行い、また、カメラ撮影した同配合の試験体から粉砕試料を作製し、近赤

外線分析計（Foss NIRSystems）によってスペクトルの測定を行い、カメラ撮影で得られた

スペクトルとの比較を行うと同時に、同じ粉砕試料の塩化物イオン濃度を電位差滴定法

（JCI 法）で測定し、特徴波長域の吸光度と塩化物イオン濃度の関係を調べた。なお、実

構造物からのコア試験体については、深さ毎の測定を行い、塩化物イオン濃度分布の評価

を行った。 

今年度は、昨年度作製した試験体を用い、塩化物イオン濃度を検出するための特徴波長

域の確認を行った。粉砕試料を用いた近赤外線分析計によって得られたスペクトルとカメ
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ラ撮影によって得られたスペクトルを比較したところ、ほぼ同じ特徴波長域が得られ、本

手法によって塩化物イオン濃度を定量的に評価できる可能性があることが確認できた。し

かし、本試験結果はあくまでも室内試験の結果であるため、実構造物へ適用するために、

コンクリート中に存在する骨材等の影響や撮影上の影響を取り除くための試験も実施した。

骨材の影響は、波長毎の吸光度にほとんど変化がないことから、吸光度にしきい値を設定

することによって骨材の影響を取り除くことができた。また、撮影条件の影響は、コンク

リート表面の凹凸、含水率、光源の強度等を変えた撮影を行ったところ、表面の凹凸は、

撮影距離を遠くして１画素当りの撮影範囲を大きくすることによって影響を小さくできる

こと、含水率は、水の特徴波長域を避けた波長を有する物質であれば判別可能なこと、光

源の強度は、現状の白色ランプでは塩化物イオン濃度の特徴波長域の強度が小さいため、

骨材が多く含有しているモルタルやコンクリートにおいては、塩化物イオン濃度を定量化

するだけの吸光度に明確な差が生じないことから、この波長の光源強度を上げる技術開発

が必要であることが確認できた。今後、実構造物へ適用するにはさらに多くの影響要因に

ついての検討も必要であり、実験的に影響度を確認していく必要がある。 

2.2 赤外線法を用いたコンクリートの物質移動抵抗性評価手法 

一般に、コンクリートは日射や外気温変動により外部との間で熱が授受される。例えば、

コンクリート内部に空洞が存在している場合や表層部に浮きが生じていると、内部に密閉

された空気層はコンクリートに比べて熱抵抗が大きいため、欠陥部ではコンクリート内部

への熱伝導が少なくなり、欠陥部表面の温度の変動が大きくなる。そこで、この原理を応

用して、コンクリートの内部状況や状態の違い、すなわち品質の違い（微細な空隙構造の

差）を赤外線法によるコンクリート表面の温度差から評価することを試みるものである。 

昨年度は、適用性把握のための試験計画を策定し、これに必要な試験体の作製を行った。

試験体は、水セメント比や骨材量等が異なる小型試験体 18 体、水セメント比が異なる実物

大試験体３体とした。小型試験体は 20×20×10cm の平板状の形状で、基本的特性を把握す

るために、実物大試験体は実機への適用性を検討するために実物大の壁と柱を模擬して作

製した。 

今年度は、これらの試験体を用いて、①加熱方法の検討、②測定方法の検討等を行い、

温度勾配の特徴を抽出して、品質の異なる試験体の物質移動性の評価について検討を行っ

た。水セメント比が異なるなどのコンクリートの品質の違いを、コンクリート表面の放熱

過程での温度勾配等によって評価することが可能であることが分かった。しかし、実構造

物のコンクリート表面は、汚れや凹凸など温度測定に影響を及ぼす要因が多数存在するた

め、それらの影響度を確認していくことが必要である。 
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2.3 コンクリート構造物の次世代型非接触・非破壊検査システムの将来像 

 本節ではマルチスペクトル法を用いたコンクリート表面の劣化評価手法を対象として、

システムの技術開発コンセプト、要求仕様などについて検討した結果を取りまとめた。検

討にあたり、分光分析技術分野の専門家と利用側である建設分野のコンクリート専門家で

構成されるワーキンググループを設置し、①建設分野での理想的な利用の想定、②対象手

法に関する現状技術の調査、③技術開発の可能性の検討、そして④今後の開発の方向性の

手順で検討を実施した。 

（１）建設分野での利用形態 

 対象手法の利用形態として、次の３つが想定された。利用形態１は 10ｍ～20ｍ離れた場

所から一般的な橋梁の橋脚全体に相当する領域（調査範囲は５ｍ×５ｍ程度）を１回で調

査することが可能なもので、作業イメージとしてはデジタルカメラによる写真撮影に近く、

コンクリート構造物表面の大まかな塩分濃淡や中性化程度を把握するものである。次に利

用形態２は構造物の局部（調査範囲は１ｍ×１ｍ程度）を対象としてやや詳細な劣化分布

を調査するものである。さらに、利用形態３はポイント（調査範囲は１cm×１cm 程度）を

対象とするもので、簡易な操作によってスポット的な測定値を即座に得るイメージが期待

されるものである。コンクリート構造物の劣化診断の調査はまず構造物全体の劣化状況を

捉え、その結果を基に特定の箇所に絞り込んでいくと考えられることから、本検討では利

用形態１について、利用者側の要求をさらに整理した。 

（２）現状技術の調査 

 対象手法は 1400nm～2400nm 程度の波長帯域における分光分析技術が基礎となっている。

しかし、この波長帯域はこれまでに実用的用途があまり見出されていなかったため、現時

点においては対応する技術があまり充実していない状況にある。ここでは対象手法を構成

する主要な要素技術として近赤外線センサ、照明用光源、データ処理を取り上げ、これら

の現状と課題について整理した。 

 近赤外線センサとは近赤外帯域の光信号を電気信号に変換する素子のことを示しており、

受光面の形状に応じて、ポイントセンサ、ラインセンサ、エリアセンサの３種類の方式が

ある。ポイントセンサは点領域、ラインセンサは線領域、エリアセンサは面領域の近赤外

画像の測定が可能である。また、ラインセンサおよびエリアセンサの前段に分光器を設置

することで、点領域の分光スペクトル測定および線領域の分光スペクトル測定がそれぞれ

可能となる。対象手法に用いる波長帯域に対応する近赤外線センサは、ポイントセンサと

ラインセンサについては国内外において産業用のレベルで製品化されているが、エリアセ

ンサについては海外の数社において研究開発用のレベルで製造されるにとどまっており各
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国の技術戦略上入手が困難となるケースも存在する。対象手法の利用形態を考えると面領

域の情報が短時間で得られるシステムが期待されるので、対象波長帯域に対応可能なエリ

アセンサの早期国産化が望まれる。 

 対象手法の波長領域に対応する照明用光源としては白色ランプ（ハロゲンランプを含む）、

レーザー光線、通常のレーザーより広域帯の波長を照射できる超広帯域光源が考えられる。

白色ランプは広帯域の波長の光を得ることができるが、2000nm を越える波長の光量は極端

に低下する。そのため、10ｍ以上離れた場所から測定を行うには効率的な反射鏡などの開

発により光量を保持する工夫が必要となる。レーザー光線は高強度の長距離光源として有

効であるが、利用する波長を特定しなければならない。超広帯域光源は現状では 2000nm

以下であり、波長域の長周期化が課題である。また、レーザー光線および超広帯域光源は

白色ランプのような面的ではなく点領域の照明となるため、面的な測定に用いるためには

照明点を移動させるスキャニング機能が必要となる。 

 データ処理については、汎用的なケモメトリックスの分析手法が前処理的な機能に活用

できると考えられるが、対象手法のこれまでの研究成果が室内の光学的に理想的に近い状

態で得られたものなので、現場適用にあたって予想される種々の妨害要因（表面の凹凸、

含水率、光量など）に対する検討や対応処理機能の開発が課題である。また、実用的なシ

ステムとするには処理方法の効率化、ユーザーインターフェース向上なども重要な課題と

なる。 

（３）開発の可能性検討 

 利用形態１に対応できる測定装置としては、分光器方式とフィルタ方式が考えられ、そ

れらの概略の機器構成、必要機能、開発課題を整理した。 

①分光器方式 

分光器方式は測定面の各位置について分光スペクトルを得る方式である。スペクト

ルの波長範囲内において細かい波長刻みの分光情報をすべて利用できるため、高度な

解析処理が可能となる。また、スペクトルの波長範囲内で特定可能な複数の劣化要因

に対する同時検出も可能となる。エリアセンサとラインセンサを用いる方法が考えら

れるが、エリアセンサを用いる場合には線情報から面情報へのスキャニング機能を要

し、ラインセンサを用いる場合には点情報から面情報へのスキャニング機能を要する。 

 ②フィルタ方式 

フィルタ方式はセンサの前方にバンドパスフィルタを設置して分光画像を得る方

式である。ポイントセンサ、ラインセンサを用いる場合にはそれぞれ点情報から面情

報、線情報から面情報へのスキャニング機能を要するが、エリアセンサを用いる場合
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はスキャニング機能を要しない。そのため、装置のコンパクト化や測定時間の短縮な

どが見込めるが、必要な波長帯域の数が少なくて済む場合に有効な方式である。 

 また、データ処理に関しては、プレスキャン機能、本スキャン機能、測定因子の分離処

理機能、定量化機能、マッピング機能など、原位置で測定し、測定結果を表示するまでに

必要と考えられる機能について、その課題を整理した。 

（４）今後の開発の方向性 

 上述した調査、検討結果をもとに、システム開発の方向性について検討した。測定装置

そのものを考えた場合には、前項で検討した機器構成のうち、②フィルタ方式が製品コス

トや使い易さの面で有力な方法と考えられた。しかし、対象手法は、表面の凹凸、含水率、

光量などの影響検討がさらに必要な段階にあり、その上で現場において使用するために必

要な解析方法や装置のより詳細な仕様を明らかにしなければならない。 

そのため、まずは前項の①分光器方式を用いて幅広い分光分析情報を得て、劣化評価の

ために必要な手法を明らかにする。その上で、近赤外線センサ、照明用光源の開発の検討

とあわせて機器構成を選定し、システム開発を進めてゆく手順が妥当と考えられた。 

 

第 3 章 鋼構造物の次世代型非接触・非破壊検査技術に関する検討 

3.1 鋼構造物の遠隔検査手法 

鋼構造物はコンクリート構造物に比べてはるかに使用環境は多種多様にわたる。このた

めに構造物における劣化損傷の形態は千差万別であり、構造物によって一般に保全方法が

異なっているのが現状である。また、構造物の老齢化に対して新たな劣化損傷が顕在化す

る場合や危惧される場合には、新たな損傷の評価手法が必要となる。そこで、現状の鋼構

造物に用いられる遠隔検査手法について調査した。 

平成 15 年度は、非破壊検査の動向について調査し、現状における各種非破壊検査技術

の紹介と整理と現状課題の分析を行った。この結果、老齢化する構造物に対する保全コス

トの増大が懸念されており、より合理的な保全技術としての Risk-Based Inspection（RBI）

や Risk-Based Maintenance（RBM）などの新しい保全手法が期待され、リスクの高い部位

の高精度の検査手法やリスクの低減を図るための状態監視技術やリスクの低い部位に対す

る高速検査手法などの検査の多様化が生じていることが明らかになった。 

そこで、これら各種検査手法を概観し、整理した。これより現状の検査における課題を

検討した。その結果、次世代に必要な検査技術として、センサを構造物に取付けて連続監

視する遠隔検査手法があげられた。また、遠隔検査手法の一つには、損傷の開始に伴い、

損傷の監視に注力する必要がある時点において警報を発する遠隔検査システムと、また一
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つには損傷の進展を精度よく把握するために必要な遠隔監視システムがあると考えられた。

また、監視の信頼性を向上させるために、一つの手法でなく複数の手法を用いて行うハイ

ブリッド型センシング技術や、高温構造物のクリープ損傷などの進展速度を監視するため

の高温で安定したセンシング技術の開発も重要であると考えられた。 

本年度は、次世代型非接触・非破壊検査システムの将来像を更に具体的に検討するため

に、まず現状検討されている遠隔検査手法を目的別に整理検討した。 

（１）遠隔で非接触により広範囲を監視する方法 

遠隔で広範囲を監視することは極めて重要であるが、鋼構造物においては一般に内部に

発生するき裂や、材質の経年劣化といった微視的損傷を許容しない場合も多い。また、圧

力容器などの鋼構造物は、これらの局部的な損傷から重大災害に至った事例も報告されて

おり、これらの重要構造物は一般に定期的な検査で溶接部などの詳細な非破壊検査が行わ

れ、許容できない欠陥が検出されれば補修などの適切な処理が行われる。従って、これら

の損傷を遠隔・非接触で広範囲に監視して安全を担保することには、困難が多い。 

また、これらの構造物に遠隔で非接触により広範囲を監視する方法が適用されても、例

えば目視による日常点検であり、赤外線サーモによる加熱部の異常監視やガス漏洩検知に

よる異常監視である。 

（２）センサを取付けた広域監視 

 内部に発生するき裂や腐食などの損傷を監視するには、発生する損傷を感知するための

センシング技術が必要である。比較的広範囲をセンシングする手法にはアコースティック

エミッション（AE）法、ガイドウェーブ法などがある。特に、AE 法は欧米で近年適用事例

が急増してきている。例えば、石油タンク類で、タンクを開放しないで操業中に AE 法で底

板の腐食の程度を評価する手法が一般に広く行われ、年間で 1000 基程度のタンクに適用さ

れていると考えられる。国内でも、本手法を適用するための多くの検討が各機関で進めら

れ、規格化も進められている。また、光ファイバーによる AE 受信を行う検討も進められて

いる。特に光ファイバーによれば、防爆性に優れ、重油内に直接設置しても安全であるな

どの長所が期待されている。 

ガイドウェーブ法は、配管などに板波を長距離伝播させ、損傷の有無を評価する方法で

ある。理想的には数十ｍの探傷が可能であるとされている。配管などの高速での状態監視

技術として期待されている。 

また、腐食の監視として、微量の電流を試験体に印加して、その電位応答から腐食速度

を求める電気化学的方法などがある。 

（３）非接触非破壊検査 
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電磁的に試験体表面に渦電流を発生させ、これと磁力線との間に働くローレンツ力で直

接に超音波を試験体中に送受信させる電磁超音波法や、レーザーを試験体に直接照射して

試験体に超音波を送信するレーザー超音波法がこれにあたり、また、試験体中に渦電流を

流し、きずなどの存在で生じる渦電流の流れの変化を電磁的に検知して評価する渦流探傷

法や赤外線サーモによるきずの検知がある。 

非接触で検査を行うことで、高速の自動探傷が容易になることなど、非破壊検査方法の

合理化として期待されている。 

（４）センサを取付けた局部監視 

一定期間疲労センサを構造物に取付けて、箔状のセンサ部にき裂を進展させ、き裂の長

さより、その期間に受けた疲労損傷度を推定して疲労損傷評価することが行われている。 

また、光ファイバーを用いて、歪、変位、温度や超音波などを監視することが試みられ

ている。また、光ファイバーの特性を用いて、ネット状にセンサを配置することで、広域

の監視システムを構築することが期待されている。 

一方、高温構造物に対しては、耐熱性や対放射線性に優れた高温超音波センサが開発さ

れており、例えば、カナダの CANDU 炉で使用され、炉心近傍にある小口径配管の曲り管の

減肉を連続監視している。探触子と配管の間に柔らかい金箔を挟み、ねじで締め付けて、

取付けたバネによって加圧することで金箔を介して超音波を試験体に直接に伝播させ、数

μｍのオーダーで減肉を監視している。 

（５）ロボットを用いた遠隔検査 

検査ロボットを用いた遠隔検査手法は、古くより実用化されてきた。この目的の一つは、

検査コストの削減であるが、試験結果の再現性や客観性も大きな目的とされている。また、

原子力プラントにおいては、検査員の被爆量の低減が一つの大きな目的となり、古くより

積極的に実用化が計られてきている。 

また一つの特徴に、構造物の稼動中における検査手法としての位置付けが挙げられる。

例えば、球形ガスホルダーで、稼動中に外部より自動走行ロボットを用いて超音波探傷す

ることで、開放点検を延長することが検討されてきている。 

3.2 鋼構造物の次世代型非接触・非破壊検査システムの将来像 

 鋼構造物は、構造物の使用環境や事故時の損失の重大性において保全手法が大きく異な

るのが現状である。また、これらの検査は時間的な管理において、一定期間ごとの定期検

査が行われている。しかしながら、構造物の製造時の品質管理状態や使用環境、保全の方

法などにもよって、損傷の度合に大きな差異が生じる。このために、構造物の状態に応じ

た管理の必要性が叫ばれている。この目的で、RBM や FFS（Fitness for Service）などの
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管理手法が提言されてきている。 

次世代の非破壊検査システムを考える上で、新しい管理手法や、情報管理システムとも

連携して、構造物の損傷状態をいかにセンシングして構造物をより合理的に保全していく

かを検討することが重要である。このためには、個々の構造物に対してセンシング手法を

議論していくことが必要である。まず、ボイラに関して検討し、その他、アンローダや低

温貯槽の構造物に対して検討を行った。 

（１）ボイラ 

我が国の発電用ボイラは、50 年前の 1955 年に第１号機が稼動しており、その後引き続

き多くのボイラが建造され、電力の供給に寄与してきている。現在、20 万時間の運転時間

を超えるボイラも多数稼動しており、また、現在の電力事情から、起動停止の回数が増大

しているボイラも増えてきている。このため、ボイラによっては使用環境が大きく異なり、

経年損傷の度合も大きく異なることが考えられる。従って、個々のボイラで健全性評価を

行い、余寿命を正確に評価していき、保全を行うことが重要であると言える。 

より合理的な保全手法としてのリスクベースメンテナンスをボイラに適用して保全コ

ストの低減を図ることが行われている。このときのリスクの高い部位は、最熱器出口管

（STB24 非加熱管）の経時的減肉に伴うクリープ損傷のリスクであり、また火炉前壁バー

ナーウォールボックスコーナー溶接部の疲労損傷によるリスクであった。 

リスクの高い部位に対しては、以下の処置を行うことで、リスクを軽減できる。 

① 詳細な検査を行い、被害が起こりにくいことを確認 

② リモートモニタリングによる未然に被害を検知 

③ 運転条件の変更 

④ 被害の大きさを軽減する対策 

構造物は運転時間の増加に伴って寿命消費量が増加する。この場合に、寿命消費の度合

は、ばらつきに伴う不確実さを必ず持っている。構造物を評価する場合には、通常この不

確実さを考慮して、最悪のケースで評価されるので、構造物の実際の残存寿命よりもかな

り短く評価されると言える。 

一方、検査を行って寿命評価を行ったとする。いかなる検査においても当然誤差を伴う

し、また、寿命評価後の運転における残存寿命の変化に対しても、再び不確実性が加わる。

しかし、検査前の評価による残存寿命に比べると、検査を行うことで、より長い残存寿命

が得られることが多い。 

稼働中に残存寿命を監視することで、正確な寿命評価が稼働中にリアルタイムで可能に

なり、不確実性を排除することで構造物の長寿命化を図ることができる。また、残存寿命
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の変化率を知ることで、最適な時期における計画的な改造工事も可能になるメリットが得

られる。特に、クリープ損傷においては、寿命の末期に急激にき裂が進展して破断に至る

ことが知られている。従って、通常の非破壊検査によってき裂を評価することは、極めて

残存寿命の少ない末期の状態を評価することになり、定期検査でき裂が検知されなくても、

稼働中に発生し、そのまま破断に至る可能性を否定できない。このために、クリープ損傷

の評価は、マクロ的き裂に至る以前の微小ボイド（結晶粒界に発生する数十μｍのもの）

の発生状態を評価して行われる。ボイドを監視する方法として超音波ノイズ法が提案され

ている。 

この他、材質劣化の評価には、電磁気、放射線、超音波など種々の手法が検討されてき

た。材質が変化することで、電気抵抗、磁気特性や音速などの種々の物性値が変化するこ

とが知られている。しかしながら、ここでの大きな課題の一つは、材質変化に伴う物性値

の変化に対して、材料固有の物性値に差異が見られることにある。この場合、初期の物性

値の値が分からなければ、余寿命評価に大きな誤差が生じるといえる。物性値を連続監視

し、物性値の変化量で余寿命を評価すれば、余寿命評価の精度を大きく改善できる。 

また、減肉監視に関しては、既にカナダの CANDU 炉で小口径配管の減肉を超音波で数μ

ｍの精度で連続監視している例が見られている。次世代の遠隔検査として、リスクベース

メンテナンスと連動した損傷監視システムが提案できる。 

（２）その他の構造物 

その他の構造物として、運搬機器の代表例としてのアンローダと、二重殻構造を持つ低

温貯槽の例について検討した。 

アンローダのリスクを考慮した検討の結果、構造物が崩壊するリスクの高い部位として

以下の３点が上げられた。 

① テンションバー及びバックスティの破断 

② 前脚、後脚部の座屈 

③ カンチレバーの疲労進展 

これらの部位に対して、光ファイバーセンサを取付けて、歪監視、変位監視や AE 計測

を行うことで、リスクを大きく低減できると考えられる。 

国内における二重殻構造を持つ低温貯槽タンクも経年化してきている。これらのタンク

は充分に安全性に配慮されてきているが、海外では内槽のアニュラー部隅肉溶接部の止端

部にき裂が生じた事例も報告されており、唯一リスクの潜在している部位と考えられる。 

これらの部位に対して、AE センサを内蔵し、あるいは導波棒を用いて外部より AE 計測

で監視すれば、更なる長期間の連続運転に対するリスクを大きく低減できると考えられた。 
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（３）鋼構造物の次世代型非接触・非破壊検査システムの将来像のまとめ 

次世代型の非接触・非破壊検査システムについて、ボイラ、アンローダや低温貯槽を対

象として検討してきた。その結果、次世代型の非接触・非破壊検査システムは、構造物の

種類によって考慮する必要があり、リスクベースメンテナンス（RBM）の手法を取り込んだ

リスクの高い部位の遠隔モニタリングシステムにあると言えた。個々の具体的な検査手法

に関しては、目的別に分類した 3.1 節の分類結果より最適の手法を選択していくことが可

能であると考えられる。 
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