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研究報告�

1......はじめに

原子力発電プラントにおいて，ニッケル基合金溶

接部の損傷事例は増加しており，国内の例を挙げれ

ば，この10年間に，敦賀１号シュラウドサポート

（1999），浜岡１号CRDスタブ/RPV溶接部（2001），

敦賀２号加圧器逃がし弁管台SE（2003），大飯３号

原子炉容器上蓋管台（2004）などの損傷事例が報告

されている。更に2007年以降は，美浜2号（2007/9），

敦賀2号（2007/10），高浜2号（2007/12），高浜3号

（2008/2），玄海１号（2008/1）などの蒸気発生器入

口管台セーフエンド異材溶接継手部において，また

2000年には大飯3号機の原子炉容器出口管台のセー

フエンド異材継手でもSCCが検出されている。上記

の蒸気発生器入口管台や原子炉容器出口管台のセー

フエンド異材溶接継手部の場合は，機器の構造上，

内面からの検査が出来るが，構造上，外面からの超

音波探傷試験の実施が必須である機器もあり，超音

波探傷に対する期待は大きい。

しかしながら，ニッケル基合金溶接部の超音波探

傷に関しては，溶接部の組織不均質性・異方性が非

常に強い複雑な柱状晶やデンドライト組織であるこ

とや，この部位に発生するSCCがデンドライト組織

等からなる柱状晶に沿って複雑に進展する，凹凸の

大きな，かつき裂先端が櫛歯状のSCCであることな

どから，超音波の伝播特性や反射特性に対する影響

が大きく超音波探傷が難しい部位である事は良く知

られており，探傷特性の実情把握のためにSCCの検

出と深さサイジング特性を評価する世界的な規模の

ラウンドロビン試験PINCが米国NRCの主催で行わ

れた。

他方，原子力プラント全体の動向としては，正確

な健全性評価が可能であればき裂の存在を，例えば

次期定期検査まで許容するなどの弾力的運用が認め

られつつあるが，そのためには精度の高いサイジン

グ技術や継続監視技術を確立する事が不可欠であ

る。

本報告では，以上の背景・目的に沿って実施した

開口合成信号処理を用いた３次元超音波探傷技術

の，SCCの検出性・深さサイジングの可能性，およ

び深さサイジング精度に関する試験・評価結果と，

実機構造物の形状に依存する探傷不可能範囲の低減
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のための評価試験結果について述べる。

2......開口合成3次元超音波探傷法の原理

図1に従来の探傷法の1例である斜角フェーズド

アレイ探傷法と開口合成3次元超音波探傷法の原理

を示す。即ち，現状の超音波探傷技術では，例えば

図1(a)に示す，ある程度の範囲を一度に画像化して

探傷できる斜角フェーズドアレイ探傷法を用いる場

合も，超音波ビームは特定の方向に送信され，その

方向から戻ってく反射波や回折波を検出するのが探

傷の原理である。

従って探傷結果の画像に見られる欠陥等の指示は

特定の方向から見たデータであるため，もし超音波

の入射方向に対して反射指向性の強い結晶粒界や組

織異方性などが存在すれば，欠陥等の指示と同様の

画像がノイズとして得られることとなるため，本当

の欠陥の指示とノイズ信号の識別は困難になる。

また，特定方向への超音波送受信が基本動作であ

るために，SCCなどの面状欠陥の深さを測定するた

めの端部エコーを，最適な条件で，即ち精度よく探

傷するには，超音波ビームを正しく欠陥先端位置に

入射させるために，探触子を前後走査することが必

要となる。

他方，開口合成３次元超音波探傷法は，図1(b)に

示すように，マトリックス状に配置した多数の超音

波振動子の中から1個の振動子を用いて超音波を送

信し，残りの全ての（又は任意の）振動子で欠陥等

から反射してくる超音波を受信する。この動作を，

送信に用いる振動子を，順次，切り替えて行ない，

得られた全ての受信信号を用いて開口合成信号処理

を行い，3次元の探傷画像（欠陥像）を得る。（開口

合成法とはレーダーや伝播望遠鏡の分野で用いられ

る，異なった方向から見た信号を合成することによ

り物体像の分解能を向上させる技術）

即ち，３次元超音波探傷法は１つの振動子から送

信され，欠陥・形状不連続・材料組織に依存する反

射原などから反射・回折して来る超音波を，送信用

振動子とは異なる全ての振動子で受信し，これを開

口合成信号処理しているため，欠陥等の反射原を

種々の方向から見た反射源像を得ることになる。

そのため，欠陥や形状不連続の様に超音波の反射

指向性が特定の方向に強い反射源からは，そのまま

のデータが得られ，溶接部の組織に起因する材料ノ

イズ源のような超音波の入射・反射方向に関してラ

ンダム性の高い反射源からの信号は，打ち消しあっ

て目立たなくなり，即ちSN比が向上すると言う利

点がある。

また，種々の方向から見たデータを得ることで，

開口合成法の原理から言って，欠陥像の分解能およ

び欠陥深さの測定精度が向上する特徴を有してい

る。

さらに，これらの特徴・利点は，３次元超音波探

傷法の適用対象領域が決れば，探触子を走査するこ

となく実現できるため，高温への対応で解決すべき

課題はあるが，今後，き裂が検出された後の補修ま

での間の，定点継続モニタリングに適用きる可能性

がある。

3......ニッケル基合金溶接部の探傷試験
3.1 ニッケル基合金溶接部試験体

試験には(独)原子力安全基盤機構JNESの超音波探

(a) 従来の斜角フェーズドアレイ探傷法�

(b) 開口合成3次元超音波探傷法�

図1　開口合成3次元超音波探傷法の原理�
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傷実証試験「ニッケル基合金溶接部の非破壊検査技

術実証」（通称NNW-Pj）1）で用いられた試験体の中

で，比較的厚肉の試験体から比較的薄肉の試験体ま

での，下記の3種類のニッケル基合金異材溶接部試

験体を借用して用いた。

①PWR加圧器サージ管台セーフエンド溶接継手

②PWR加圧器安全弁管台セーフエンド溶接継手

③BWR水位計装ノズルセーフエンド溶接継手

表1に用いた試験体の寸法諸元を示す。EDM欠陥

は目標通りの寸法で付与されているが，SCCは目標

深さを示しており，正確な深さは超音波探傷試験終

了後の切断調査により求められた。

3.2 探傷試験方法

開口合成3次元超音波探傷法（以下3DUT法と略

記）は，16ch×16chのマトリックスアレイ探触子を

軸方向探傷用および周方向探傷用のシューに取付け

て行った。図2(a)および(b)に，周方向欠陥を対象に

軸方向探傷を行う場合と，軸方向欠陥を対象に周方

向探傷を行う場合の模式図を示す。用いたマトリッ

クスアレイ探触子は2MHzと5MHzであり，また超

音波の欠陥への入射角としては45°と60°になる

ようにシューの形状を決めて実施したが，2MHz・

45°の場合に良好な結果が得られたため，本報告で

は2MHz・45°の結果に関してまとめた。

図2中の赤枠の領域は超音波の入射方向に規定し

た探傷データ収集範囲(即ち，開口合成処理を行って

3次元画像を求める範囲を示し，また青の領域は開

口合成処理結果の３次元画像を視覚的に認識しやす

いように配管の表面に平行・直交方向の領域に変換

して表わした範囲を示す。

3.3 探傷試験結果

このような探傷を行なった場合の典型的な探傷結

果の画像を以下に示す。図3はサージ管台試験体の

周方向欠陥のうち，深さ約18mm・長さ約80mmの

深いSCC欠陥を探傷した画像である。この探傷画像

には欠陥の3次元像として，超音波ビームの入射方

向に平行な断面を見た画像（Bスキャン図），被検体

の上方から見た平面像（Cスキャン図），および超音

波を入射する探触子の後方から見た断面像（Dスキ

ャン図）が描かれている。

この図3に示した探傷結果は長さ約80mmの長い

SCCに対して得た結果であるため，１つの探触子位

置ではSCCの全体像が描ききれず，探触子を周方向

に走査して複数の探傷画像を得たのち，これらを結

合してSCCの全体像を求めたのが図4である。SCC

全体の形状が明瞭に描かれていることが解る。

また，図5は安全弁管台試験体に付与された深さ

約16mmの軸方向欠陥の探傷画像を示す。この試験

体においては，SCCは溶接金属内だけを進展してい

ることや，SCC先端傷位置が明瞭に認識出来ること

が解かる。さらに，この結果は１つの探触子位置，

図2　開口合成3次元超音波探傷法 (3DUT法 )�
　　　による探傷方法�

(a) 軸方向探傷の場合�

(b) 周方向探傷の場合�

サージ管台�
安全弁管台�
水位計装ノズル�
�

390.0�
188.0�
77.0

46.0�
29.6�
13.9�
�

EDM・SCC�
目標深さ (％t)�

�

欠陥�
方向�

表1　ニッケル基合金溶接部試験体�
�

外径�
�(mm)試験体名称�

肉厚�
�(mm)

軸・周� 10，25，50
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即ち探触子を走査することなくこの画像が得られて

いるため，溶接金属内を選択的に進展するニッケル

基合金溶接部の軸方向欠陥を，定点継続監視する事

の可能性を示していると言える。

3.4 欠陥検出率

表1に示した３種類の試験体に付与されたEDM欠

陥およびSCCの，周方向および軸方向それぞれ3深

さ寸法の欠陥，即ち36個の欠陥に対して探傷試験を

行った結果，全ての欠陥を3DUT法で検出する事が

出来た。

なお，JNESの実証試験として行われた現行探傷

法，即ち従来探傷法およびフェーズドアレイ探傷法

においても，全ての欠陥の検出が可能であった。

3.5 欠陥深さ測定率

次に，SCC欠陥の深さ寸法を測定できたか否かに

関して評価した。図6は欠陥深さ測定率，即ち，欠

陥を検出した後に，端部エコー等を認識し欠陥深さ

を測定できたか否かを示したもので，3DUT法に関

しては今回の測定結果で測定可能であれば “1”と

し，JNESの実証試験結果においては3チームのうち

欠陥深さを測定できたチームの割合をx/3として示

している。なお，横軸は各欠陥を示したもので，試

験体種別・欠陥方向ごとに3個づつ用意されたSCC

欠陥の目標欠陥深さで示してある。探傷方法の凡例

中に記載したSE側・NZ側・CW方向・CCW方向

は，それぞれセーフエンド・ノズル・時計回り・反

時計回り方向からの探傷である事を示している。

図6(a)に示した安全弁管台周方向SCCにおいては，

3DUT法は全てのSCCの両方向からの探傷において

図3　3DUT法による典型的な探傷画像�

図6　欠陥深さ測定率に関する3次元UT法と現行UT法の比較�

図4　サージ管台試験体の周方向SCC探傷結果�

図5　安全弁管台試験体の軸方向SCC探傷結果�
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深さ測定可能であったが，従来UT法とフェーズド

アレイUT法では一番小さなSCCにおいて深さ測定

できなかった手法・チームが１チーム有ったことが

示されており，図6(b)の安全弁管台軸方向SCCにお

いては，一番小さなSCCを検出できなかった手法・

チームが従来UT法とフェーズドアレイUT法の中

で2チーム有ったことが示されている。

同様にサージ管台SCCの深さ測定率を示した図

6(c)と図6(d)においては，従来UT法とフェーズドア

レイUT法の中で中間の深さのSCC及び最も深い

SCCにおいても，深さを測定できなかったチームが

ある事が分かり，ニッケル基合金SCCのUTの難し

さが分かる。他方，3DUT法では全ての場合にSCC

深さを測定できており，3DUT法がUT法として優

れていることがわかる。

3.6 欠陥深さ測定精度

表1に示した加圧器サージ管台試験体・加圧器安

全弁管台試験体・水位計装ノズル試験体に付与され

た周方向SCCおよび軸方向SCCの全ては，JNESプ

ロジェクト一環として超音波探傷試験終了後に切断

調査が行われ，SCC深さおよびSCC長さが正確に測

定された。

この切断調査結果と3DUT法によるSCC深さ評価

の対応を，現行UT法の場合と比較して図7にまと

めて示した。図7(a)は周方向SCCに対する評価結果

である。水位計装ノズルに関しては，周方向欠陥は

EDMは製作されたがSCCを付与した試験体は製作

されなかったため，安全弁管台とサージ管台試験体

のみの結果である。3DUT法の結果で一部にSCC深

さの過大評価をしている場合があるが，全体的には

大きくばらついている従来UT法およびフェーズド

アレイUT法の結果に比較すれば深さサイジング精

度が優れていることが分かる。また図7(b)は3種類

の試験体に付与された全てのSCCに対する結果であ

る。この軸方向SCCの場合においても3DUT法の

SCC深さサイジング精度は，従来UT法およびフェ

ーズドアレイUT法の結果に比較して優れているこ

とが分かる。

以上に述べたように，3DUT法によるニッケル基

合金溶接部のSCCの深さサイジングに関しては，周

方向SCCおよび軸方向SCCのいずれの場合も，現行

UT法に較べて優れている事が示されたが，サイジ

ング精度向上の観点からは更なるデータの蓄積が望

ましいため，今後もSCCを探傷する機会があるごと

に実施してゆきたい。

3.7 探傷不可能範囲低減に関する探傷特性

原子力機器を安全に維持してゆく事を目的に，供

用中に機器に発生する割れ等の試験・検査手法や，

発見された欠陥の健全性評価手法および欠陥を有す

る機器の補修・取替え法等を定めている日本機械学

図7　欠陥深さ測定精度に関する3次元UT法と現行UT法の比較�
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会規格維持規格では，国内でもSCCが急増している

Ni基合金溶接部の検査に関して，体積試験及び表面

試験（外表面）を要求しているが，実機プラントな

かには体積試験（外面からのUT）が，管台側の幾

何学的形状のため，図8に示すごとく探傷不可範囲

が存在する場合があるのが現状である。

このような場合，維持規格はIA-2360「接近性」

における免除規定を適用しており，幾何学的形状等

のため構造上接近または検査が困難な機器の当該箇

所は検査を免除してもよいとしている。他方，国は

呼び径100mm以上のセーフエンド溶接部に対し，

NISA文書NISA-163a-03-1 及びNISA-163a-05-2で，

全ての試験可能な範囲のUTを要求しており，Ni基

合金異材溶接部の探傷不可能範囲を減少させる探傷

手法の検討と検証が期待されている。

3DUT法は，欠陥に対して真正面から超音波を入

射できない場合も，「種々の方向から見たデータを

用いて開口合成法による画像化を行う」と言う特徴

を生かして探傷することができる可能性があり，こ

の特性を図9に模式的に示す試験により評価した。

図10は，3DUTプローブを図9のように開口部長

さ25mm・最大深さ15mmのEDM欠陥に対して真

正面の方向から順次ずれた方向に移動しつつ探傷し

た欠陥検出画像（欠陥開口部の平面像）と，この際

の欠陥開口部の長さサイジング特性を表したもので

ある。 欠陥検出画像は，欠陥に対する30°方向以上

の画像は，ここには示していないが，長さサイジン

グのグラフから±約30°までは正しく長さサイジン

グが行われていることが分かる。

続いて図 11は，3DUTプローブを口部長さ

25mm・最大深さ15mmのEDM欠陥に対して真正面

の方向から順次ずれた方向に移動しつつ探傷した場

18

図8　構造上の接近困難性による探傷不可能範囲�

図9　斜め方向からの探傷特性評価の方法� 図11　斜め方向からの深さサイジング画像と�
　　　 深さサイジング特性�

図10　斜め方向からの欠陥検出画像と検出特性�
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合の欠陥深さサイジング画像（探触子後方から見た

Dスキャン図）と，この際の欠陥深さサイジング特

性を表したものである。 探傷画像からはEDM欠陥

の形状が確認でき，また深さサイジングのグラフか

ら欠陥の真正面から±約60°の範囲で正しく深さサ

イジングが行われていることが分かる。

4......まとめ

以上に述べたように3DUT法はSCCの深さサイジ

ングが可能であるかという点と，深さサイジング精

度の点で現行UT法に比較して優れており，また探

傷不可能範囲の改善にも有効である見通しを得た。

さらに探触子を走査しなくても一定範囲の探傷画

像が得られることから，定点継続監視への適用可能

性も示された。今後，この継続監視への適用性の検

証に努めてゆきたい。

なお，本研究は経済産業省 原子力・安全保安院か

ら（株）原子力安全システム研究所が委託された

「経年劣化事象の進展予測・評価手法の確立等」の

一環として実施したものである。
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