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大面積フラットパネル型 X線検出器と 
超小型 X線源による大型配管検査 

 

藤原	 健＊	 	 加藤	 英俊	 	 鈴木	 良一（産業技術総合研究所） 

 
Non-destructive X-ray inspection of large scaled pipes with battery driven X-ray tube and Flat-Panel 

Detector 
Takeshi Fujiwara＊, Hidetoshi Kato, Ryoichi Suzuki (AIST)  

 
We have developed a compact, battery driven X-ray inspection system with cold electron emission X-ray source 

and Flat-Panel Detector. Our system was tested at large-scaled piping facility and high-resolution non-destructive 
X-ray inspection was successfully demonstrated. 
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1. 緒言 

産業プラント配管などの構造物の維持・管理や生産現場

では効率的で信頼性の高い検査技術が必要とされている。X 
線検査技術は、検査対象物の内部を非破壊で観察が可能で

あるためすでにプラント保守の現場で広く普及している。

しかし、従来の X 線検査装置は大きく重く作業員の負担が
大きい、検査結果にばらつきが生じるという課題があり、軽

量化と効率化が求められている。我々は、バッテリーで長時

間駆動可能な X線源と大面積ディジタル X線検出器を開発
し、さらにそれらを駆動装置に搭載してオンラインで X 線
検査を可能にした。 

2. X 線検査システム 

X 線検出器(フラットパネル型検出器) 

老朽化した産業インフラなど、劣化箇所を高効率で診断す

る技術が求められている。X線を使用することで、保温材付
の配管など、目視検査や超音波探傷などの技術で診断が困

難だった箇所の非破壊検査が可能になる。X線検出器に要求
される性能は様々だが、大型配管の検査ではより効率的に

検査をするために、バッテリー駆動化、高感度化、高分解能

化、大面積化が求められており、かつ現実的な価格の装置で

あることが求められる。 
我々はこれらの要求に応える新しい X 線フラットパネル
型検出器(FPD)を、最先端の薄型ディスプレイ製造プロセス
を転用して開発した(1)。その構造を図１、２に示す。X線を
可視光に変換する蛍光体にはシート状に加工した Gd2O2S: 
Tbを用いて高解像と高感度、大面積を両立させた。蛍光体
からの発光を受ける受光センサには、ガラス板に成膜した

フォトダイオードアレイと、フォトダイオードから生じる

微小なで電荷をディジタル信号に変換する部分には、TFT
液晶ディスプレイの製造プロセスを転用し長時間保持可能

な低リークの TFTを用いた。本研究で開発した試作機の外
観を図３に示す。有感面積は 26 31 cm2で、ピクセルサイ

ズは 200 200 µmである。消費電力は約 15Wであり、バ
ッテリー駆動を可能とした。また、本装置はパソコンと接続

し、オンラインでリアルタイムのデータ取得が可能である。 

 
図 1	 X線検出器の構造 

Fig. 1.	 Diagrammatic sketch of FPD.  
 

 
図２	 X線検出器の構造（断面） 

Fig. 2.	 Cross-section view of FPD sensor. 
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図３	 開発した X線 FPD（試作機）の外観 

Fig. 3	 Outlook of the proto-type FPD. 
 
X 線検査システム 

大型プラント配管の現場での非破壊検査に対応するため、

電子源にカーボンナノ構造体を用いた最大管電圧200 kVの
バッテリー駆動 X線源を開発した(2)。図４に示すように、従

来の熱フィラメントを有する X線管は３0 kg以上あり、発
電機などの外部電源が必要になるが、本研究で開発した X
線管は電子の発生部に冷陰極を用いているため、大幅な低

消費電力化と小型化を実現した。これにより、X線装置全体
をバッテリー駆動化し、これらを移動装置に搭載して、保温

材を剥がすことなく高精度で、かつ高効率で配管の検査を

行うことが可能になった。 
 

 
図４	 X線検査システムの概要 

Fig. 4	 Sketch of the NDT system. 
 

3. 大型配管での実証実験 

開発した X 線検査システムの実証実験を大型配管設備内
にて行った。実験では老朽化し、減肉箇所を補修済みの直径

70 cm の大型配管を検査の対象とした。実際の現場と X 線
非破壊検査の様子を図５に示す。移動装置を外部から操作

して、配管内の複数の箇所を効率的に検査した。１枚の X線
画像の取得に要する時間は約３秒であり、図６に示すよう

に補修済みの減肉箇所の他、新たな減肉箇所を複数検知す

ることに成功した。 

 
図５	 X線検査の様子 

Fig. 5	 X-ray inspection system. 
 

 
図６	 得られた X線画像 

Fig. 6	 Obtained X-ray images. 
 

4. 結言 

 バッテリー駆動可能な、カーボンナノ構造体を用いた X線
源とフラットパネル型検出器を組み合わせた X 線検査装置
を開発した。本システムは、老朽化した産業インフラなど、

劣化箇所を高効率で診断することが可能になる。X線源に関
してはさらなる高エネルギー化を進めるとともに、検出器

に関しては、液晶ディスプレイのプロセスを基盤技術とし

ているため、原理的には市場に流通している液晶ディスプ

レイサイズにまで拡大できるため、さらなる大面積化を目

指し研究開発を進めている。 

文   献 

(１) 藤原健、他 : 「薄型テレビ製造プ セスを用いた高解像フラッ パ

ネル X 線検出器の開発」, 応用物理学会春季学術講演会予稿集 
(2017) 

(２) H. Kato, et al., : “Development of a Compact X-ray Source and 
Detector System for High-Throughput, Fully Autonomous 
Inspection”, Sensors and Materials. 28, No. 7, 763 (2016) 

NEDOインフラ維持管理技術シンポジウム2018 (2018.10.30 札幌) 
30am3-PD-22

 
- 109 -




