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論文の内容の要旨
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超音波探傷法.AE法 な ど超 音波領域 の波形 を用 いて検査す る非破壊検査分野 に

おいて,検査部位 か ら得 られ る波形 の微′ト変化 を処理す る方法 が問題 となってい

る.この問題 を解決す るた めに,本研究ではニュー ラルネ ッ トワー クの ロバス ト

性 を利用 した波形処理 の方法 を考案 した.本研究では,まず超音波探傷法 による

波形 にニ ュー ラルネ ッ トワー クを適用 し,接着不 良の検査法 が確 立 され ていない 
cBNセ グメン ト砥石 の接着不良を検査 して,ニ ュー ラルネ ッ トワー クの有効性 を

確 か めた.次 に,非破壊検 査 の難 しい腐食 の問題 に対 し,AE法 による波形 にニュ

ー ラルネ ッ トワー クを適用 し,精度 良い腐食位置標 定が可能 であるこ とを示 し

た.以下に論文 の主 な内容 を示す . 
cBN砥石 は,難削材 の研削 に用い られ る.そのため研削加 工時 の砥石周速度 も

高速で,回転 に よる遠 心力 に加 えて研 削の負荷 がかか り,砥石 自体 に大 きな荷重

がかか る.回転砥石 は,砥石 セ グメン トを金属製 の台金 に接着す る構造 になって

い るこ とか ら,砥 石 と台金 との接着面 にお ける剥離 な どの接着不 良は大 きな事故

の原 因 とな る.現在 ,安全性 を保 障す るために,標本抽 出 による回転試験 が一般

的に行 われ ているが,高速 回転 で使用 され るものに対 して非破壊検査 による全数

検査 の実施 が求 め られ てい る .cBNセ グメン ト砥石 は,砥粒 を含 む リム層 ,砥粒

を含 まない コア層 と台金 に よ り構成 され ている. しか し,砥粒 を含 む リム層 は,

砥粒 ,結合材 ,空孔か らな る不均質材 で あ り, X線画像 な どにお いて も内部 の接

着不良 を調べ るこ とは困難 であ り,全数検査 の実施 は困難 である.超音波探傷 に

よる検査 を行 った場合 において も,得 られ た超音波波形か ら目視 で接着不良の有

無 を判 断す るこ とは不可能 である.そ こで,接着部 と接着不 良部それぞれ か ら得

られ る波形 をニ ュー ラルネ ッ トワー クで学習 し､それ をも とに接着不 良部 の有無

の検査 を行 った.その結果 ,接着不良部 の検 出が可能であ ることがわかった.

この よ うに複雑 な超音波波形 を数 多 く学習す る ことで､精度 の高い波形推定が

可能で あるこ とが分か ったので､波形 をニュー ラルネ ッ トワー クで学習す る方法

を腐食 の位置標 定の問題 に適用 した｡配管や屋外石油 タンクの経年変化 に よる腐

食 の進行 は,貯蔵物 の漏洩 の最 も大 きな原 因 となっているため,非破壊検査 の実



施 が必要 となって きてい る,比較的大 きな AE信号が発 生す る といわれてい る腐食

部位 の破壊 に よ り発 生す る AE信 号の大 き さを調 べ るために,腐食 したタンク底板

か ら切 り出 した試 験片 を用意 し曲げ負荷 を加 えた.腐食部位 の破壊 によ り発生す

るAE信 号の大 き さは,シャー プペ ンシル の芯 の圧接 に よる擬似 AEと同程度 の大 き

さで あるこ とがわか った.そ こで,ピッ トのよ うな局部的 な肉厚減少 のある試験

片 において,擬似 AE波 を発生 させ ,その位置標 定 を行 っ_た, ピッ トの有無 に関わ

らず,位置標 定できることがわか った.また,弾性波 には P波 ,s波 な ど様 々な波

形 が含 まれ てい るが,波頭 の検 出法 を工夫す る ことに よ り,そのいずれ の波頭 を

用 いて も位 置標 定が行 えるこ とを示 した.これ によ り,ニ ュー ラルネ ッ トワー ク

を位置標 定へ適用す ることの有効性 を確 かめた.その結果 をもとに,屋外石 油 タ

ンクの腐食位 置標 定への適用 をはかった.

次に実際 に屋外 に設置 され た タンク (容量 300kL) を用 いて実験 を行 った.た

だ し.実験 中の万一 の事故 を避 けるため,貯蔵物 の石油 に代 えて,海水 を利用 し

てい る.まず ,AE信号がタンク内を伝播す る経路 について詳細 に調べた.薄板 を

伝 わ る P波 ,s波, Lamb波 ( A｡波 な ど) の性質 を考慮 し,片側 が液体で満 た され た
薄板 (底板)中を伝 わる AE波 を解析 し,液体が存在す るこ とによって板 を伝 わる 
A Eの減衰 量 が大 き くなることを示す とともに,液体 中を伝 わ る P波 は減衰 が緩

や かで遠 方まで到達す ることを確 かめた.次 に.ニュー ラルネ ッ トワー クを用 い

た位 置標 定 の方法 について検討 し,タンク内の さま ざまな設置物 (授枠用 の加熱

コイルやセ ンター ポー/レ)の位 置標定精度 に及 ぼす影響 を調べた.また,波頭 の

決定方法 の違 いが位 置標 定精度 に及 ぼす影響 を調べた.前節 で示 した到達時間決

定方法 との有効性 を検証 し,位置標 定の 自動化 が可能で あることを示 した.さら

に,ノイ ズを含んだ AE信 号 に対 し,ウエーブ レッ ト変換 を用 いて波頭 を決定す る

方法 の有効性 を示 した.ニ ュー ラルネ ッ トワー クを用 いて石 油 タンクの底板 の位

置標 定 を精度 よ く行 えることを示 し,石 油タンクの腐食位置標 定 システムを構築

す るこ とが可能 で あるこ とがあるこ とがわかった.
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超音波探傷法,アコースティックエミッション (AE)法など超音波領域の波動を用いて検査

する非破壊検査の分野において,検査部位から得られる微細な波形の変化が目視で判別できない

ことが問題となっている.この問題を解決するため,本研究ではニューラルネットワークに着目

ivetc

NBcした. はじめに セグメント砥石の接着不良の検査において,超音波探傷波形をニューラルネ

ットワークで処理することにより,接着不良箇所の判定が精度良く行えることを示し,ニューラ

ルネットワークの有効性を確かめた.次に,非破壊検査が必要な危険物を貯蔵する大型構造物の

腐食進展の問題に対し,得られる AEの波形をニューラルネットワークで処理することで,精度良

い腐食位置標定が行えることを示した.

論文は,全 5章で構成されている.

第1章の ｢緒論｣では,本研究で主として取り上げた非破壊検査手牡である AE法のほかに,本論文

で用いた超音波探傷法に-jいても概略を述べている.健全性の評価を目的に全く独白に発達した

この二つの手法は,後者が対象物に対して ,a にイ言号を送っで情報を得るのに対し,前者の

ipassve情報の取得は,対象物から発せられた信号を に受け取るという全く対称的な方法といえ

る.実際には対象とする健全性評価の目的にあった手法を選定する必要があり,本論文では,異

なる手法による探傷波形情報をもとに,ニューラルネットワーク情報処理手法を媒介として,対

の判定および腐食位置の標定について簡単に記述し,問題点ならびに本研究の目的を記述 してい

る.

第2章は ｢接着不良の非破壊検査におけるニューラルネットワークの利用｣と題 し,探傷波形



をニューラルネットワークで処理 し,健全性評価を行った例を示 した.難削材の加工に用いら

れる cBNセグメント砥石の製造過程において,セグメントチップを金属の台金に接着したとき

に問題 となるはく離の有無を超音波探傷法で検出し,探傷面から得られるエコー波形と欠陥の

有無とを関係づけてニューラルネットワークで学習し,はく離損傷位置の特定や接着不良の程

度を判定する新たな手法をここでは提案している.

第3章の ｢銅板の腐食と AE｣では,まず比較的大きな AE信号が発生するといわれている腐

食部位の破壊により発生する AE信号の大きさを調べるために,腐食したタンク底板から切 り出

した試験片を用意し曲げ負荷を加えた.腐食部位の破壊により発生する AE信号の大きさは,シ

ャープペンシルの芯の圧折による擬似 AEと同程度の大きさであることがわかった,そこで,ピ

ットのような局部的な肉厚減少のある試験片において,擬似 AE波を発生させ,その位置標定を

行ったところ,肉厚減少の有無に関わらず,位置標定できることがわかった.また,弾性波に

はP波,s波など様々な波形が含まれているが,波頭の検出法を工夫することにより,そのいず

れの波頭を用いても位置標定が行えることを示 した,これにより,ニューラルネットワークを

位置標定-適用することの有効性を確かめた.

第4章の ｢屋外石油タンク底板を伝わる擬似 AE波の位置標定｣では,実際に屋外に設置さ

れたタンク (容量 300kL)を使用して実験を行っている.ただし,実験中の万一の事故を避け

るため,貯蔵物の石油の代わりに,海水を利用している.まず ,AE信号がタンク内を伝播する

経路について詳細に調べた.薄板を伝わる P波,s波,Lamb波(A｡波など)の性質を考慮し,片

側が液体で満たされた薄板 (底板)中を伝わる AE波を解析し,液体が存在することによって板

を伝わる AEの減衰量が大きくなることを示すとともに,液体中を伝わる P波は減衰が緩やか

で遠方まで到達することを確かめた.次に,ニューラルネットワークを用いた位置標定の方法

について検討し,タンク内のさまざまな設置物 (操拝用の加熱コイルやセンターポール)の位

置標定精度に及ぼす影響を調べた.また,波頭の決定方法の違いが位置標定精度に及ぼす影響

を調べた. 3章で示 した正規化による到達時間決定方法との有効性を検証し,位置標定の自動化

が可能であることを示した.さらに,ノイズを含んだ AE信号に対し,ウエーブレット変換を用

いて波頭を決定する方法の有効性を示 した. 

5章の ｢結論｣では,本研究のまとめと今後の展望について述べている.

以上の内容を要約すると,弾性体を伝わる超音波の波形の処理にニューラルネットワーク

の学習機能を使 うことによって,これまで判定が困難だった複雑な波形情報を的確に判別でき

ることを明らかにしたもので,本論文は非破壊検査の分野における新しい手法として十分高い

工学的価値を有するといえる.

以上のことから,本論文は博士(工学)の学位論文として十分な価値を有するものと認める.




