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This paper addresses we describe the development of a self-propelled robot equipped with ultra-compact X-ray 

and neutron moisture meter out of non-destructive inspection technology among piping maintenance and 

management in industrial infrastructure. 

 

キーワード：外面腐食，スクリーニング，配管，非破壊検査，中性子水分計，エックス線，ロボット，合理化，予防

保全，維持管理 

(Keywords, CUI, screening, piping, Non destructive inspection, Neutron moisture meter, Xray, Robot, 

Rationalization, Preventive maintenance, Maintenance) 

 

1. 開発の背景・目的 

高度経済成長期に建設された基幹産業インフラは、主力

製造施設が既に建設後４０年を経過し、大規模保全を本格

的に考えなければならない段階となっている。このうち配

管の保温材下外面腐食（CUI）は喫緊の課題のひとつとして

位置づけられている。 

CUI は、断熱材中に侵入、滞留する雨水等が要因となっ

て配管表面を腐食させる事象であるが保温材付配管全ての

範囲において発生しうる。CUIは発生場所の予想が難しく、

検査においては全て保温材を解体する必要がある。さらに

は高所の場合、図 1 のように全面足場が必要となり、多大

な付帯工事のコスト・時間を要することになる。 

CUI 検査としては、保温材解体後の目視検査や超音波に

よる配管肉厚検査が一般的である。検査前の段階で中性子

水分計により検査箇所をスクリーニングする手法はこれま

であったが、作業員が装置を手動で移動させながらの作業

が主となっている。 

一方、保温材を解体しないで配管の状態を確認する手法

としては、エックス線に代表される放射線透過試験が挙げ

られる。エックス線検査は配管円周の接線方向に照射して

定量的に配管厚さを測定する方法と配管表面方向に照射し

て配管表面の状態を定性的に確認する方法の 2 種類に大別

されるが、本開発では配管厚さの定量的な測定にこだわり

前者の手法を採用し、エックス線管厚計と定義する。 

これらの検査装置をロボットに搭載して図 2 に示すよう

に検査を自動化できれば、検査の大幅な効率化を実現でき

る。 

本開発ではロボットに搭載可能とするエックス線や中性

子の線源および検出器等の非破壊検査装置を開発するとと

もに、それらをプラント水平配管の直線部を移動できるロ

ボットに搭載した配管検査用自走ロボットを開発し、その

有効性を実証することを目的とする。 

全てを足場レスとするのではなく、明らかに腐食リスク

の高いフランジ部やバルブなどの不連続部は足場を設置し

ての検査が必要である。この部分的な足場を利用すること

で総コストを最小化するベストミックスな検査手法を構築

する。 

本開発において対象となる配管条件は、プラントで多く

使用されている STPG-370 Sch40(管肉厚 7.1mm)で保温材

厚さ 50mm を想定した。測定精度は従来の検査と同等の精

度である対真値±0.3mmを目標値とした。 
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図 1. 従来の検査 

 

 

図 2. 本開発導入での検査 

 

2.  搭載するセンサ 

〈2･1〉 中性子水分計   

雨水侵入や結露により滞留する保温材中の水分は CUIの

主要因のひとつと位置づけられており、水分が存在する箇

所は腐食リスクが高いといえる。 

図 3 に中性子水分計測の概念を示す。放射線の一種であ

る中性子の特性を利用して保温材中の水分を非破壊で検出

することが可能であるが、保温材以外の水分も検知してし

まう難点があることから、コリメータを採用するなどして

外乱の影響なく保温材中の水分のみを検出する仕組みを採

用している。中性子水分計は腐食を直接検出することは出

来ないが、プラント運転状態問わず計測することができ

CUI 検査箇所のスクリーニングに有用である。 

上記は㈱日立パワーソリューションズにてノイズ低減型

中性子水分計として製品化しポータブル機（図 4）を運用し

ている。 

このポータブルタイプをベースに自走ロボットに搭載で

きるモデルを開発した。中性子検出器は従来ヘリウム 3 ガ

ス式が一般的であるが、ヘリウム 3 ガスは完全輸入による

コスト変動、入手性に難点がある。より安定供給さらには

検出性能の高度化を探求すべく、リチウム化合物によるシ

ンチレータ方式を検討した。シンチレータは㈱トクヤマ製

の純国産でラバータイプであり、測定に最適なセンサ形状

を実現できるのが最大の特徴である。 

これを次世代中性子水分計と位置づけ、将来的には自走

ロボットに搭載可能とすべく、まずはポータブルにて検証

を進めている。図 5に次世代中性子水分計の概念図を示す。

ヘリウム 3 ガス式ポータブル機と同等の寸法、質量を目標

としており、2018年 3月に試作機が完成した。当面はヘリ

ウム 3 ガス方式を自走ロボットに搭載して実績を蓄積する

こととする。 

 

図 3. ノイズ低減型中性子水分計測概念 

 

 

図 4. 中性子水分計ポータブルタイプ 

 

 

(a) 

 

(b) 

図 5. シンチレータ式中性子水分計 
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〈2･2〉 エックス線管厚計 

エックス線撮影には配管肉厚を測定する方法と配管表面

の状態を撮影する方法があることを前述した。エンドユー

ザの保全管理は配管の厚さを定量的に把握することが大前

提であり、エックス線管厚計が要求仕様に最もマッチング

しているといえる。 

エックス線管厚計は、図 6 のようにエックス線源とエッ

クス線検出器で構成され、配管の接線方向に照射し、透過

像から配管外面および内面のエッジ位置を捉えることによ

り配管の肉厚を測定する装置である。 

図 7 に配管肉厚撮影のシミュレーションを示す。横軸が

配管肉厚方向の幾何学的長さであり、縦軸がエックス線の

透過量になり、エッジ部分でカーブが変化する。自走ロボ

ットに搭載することを前提条件とすると、エックス線管厚

計は超小型であることに加え、バッテリ駆動とする必要が

ある。 

エックス線源として、200kV の超小型線源を産業技術総

合研究所が開発した（図 8）。エックス線検出器として、CdTe

半導体検出器を静岡大学が開発した（図 9）。エックス線源

からのノイズ散乱、分解能向上などの課題があるが、コリ

メータの導入等により単体レベルでは改善の見通しが得ら

れ、シミュレーションに近づいた結果が得られている。エ

ックス線検出器についても低ノイズタイプの開発により、

SN改善の見通しが得られている。 

エンドユーザーの要求仕様は、自走ロボットに搭載した

状態での測定誤差0.3mmであり仕様を満足するための改善

を実施中である。 

 

 

図 6. エックス線管厚計概要 

 

 

図 7. 配管肉厚計測（シミュレーション） 

 

図 8. ロボット搭載用超小型エックス線源 

 

 

図 9. ロボット搭載用 CdTe半導体検出器 

 

3. 中性子水分計搭載自走ロボットの開発 

図 10に中性子水分計搭載自走ロボットを示す。配管上部

に接触する 4 輪により管軸前後方向走行し、走行姿勢制御

機構を有している。センサを周方向に移動させるための回

転機構およびセンサと配管表面間の位置を調整する昇降機

構を有している。計測位置までの移動速度は目標 15cm/秒

程度である。 

保温材の外側にある外装板金上を走行することになる

が、外装板金つなぎ目、板金表面の凹凸など走行安定性が

課題となる。 

自走ロボットは当然ながら作業者から離れて自走するこ

とから、ワイヤレスである必要がある。データ収集、制御

は無線 LANとし、電源バッテリを搭載している。 

水平配管にはサポートやフランジなどの付帯設備がある

が、走行の支障監視として、テレビカメラ、衝突防止セン

サを配備した。万が一衝突しても接触センサ作動により自

動で停止するようにしている。さらなる異常時の対策とし

ては落下防止機構を設置し、安全面を考慮した構造として

いる。総重量は 20kg程度となる見込みであり、2名で配管

への着脱を可能としている。 

 

図 10. 中性子水分計搭載自走ロボット 

保温材配管

可動範囲

X線源検出器
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4. エックス線管厚計搭載自走ロボットの開発 

図 11にエックス線管厚計搭載自走ロボットを示す。基本

ベースは中性子計搭載自走ロボットの機構を踏襲してい

る。 

エックス線管厚計にて配管肉厚を0.3mmの測定誤差を満

足させるためには、装置誤差を 0.1mmとすると機構の許容

誤差は 0.2mm以下に抑えなければならない。繊細な配管周

方向の回転機構と中心軸合わせ機構が肝要となる。 

エックス線照射時は放射線管理区域の設定が必要とな

り、照射中の警告灯を配備し現場での視認性が良好である

ものを採用した。 

さらには、エックス線撮影は夜間での運用となることか

ら、夜間照明を配備している。 

作業員 2名で持ち運び可能とするため、総重量は 45kg程

度を目標としている。 

 

 

図 11. エックス線管厚計搭載自走ロボット 

 

5. フィールド試験 

某化学プラントにおいて実配管をもちいてロボットの動

作確認を中心に検証を実施した。 

走行安定性、ロバスト性を中心に課題抽出し、改善対策

を進め試験による確認を継続する。 

図 12は夜間運用を想定しての日没後の動作確認試験であ

り、LED 面照明により視認性が良好であることが確認でき

た。 

今後は、センサとの組み合わせにて一気通貫での試験を

実施する予定である。 

 

 

図 12. エックス線管厚計搭載自走ロボット（夜間運用） 

 

6. おわりに 

中性子水分計、エックス線管厚計を搭載した自走ロボッ

トを開発中であり、開発成果が現れ始めている。2018年度

末には中性子水分計ロボットは実用レベルまで高め、早期

実用化を図る。エックス線管厚計に関しても性能向上を最

優先として単体レベルでの開発をめざし、将来的には自走

ロボットに搭載できるレベルを目指すこととする。 
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