
３Ｄ計測装置を使った 
腐食減肉の供用適性評価 

株式会社セイコーウェーブ 

新村 稔 



今日の内容 

• 配管腐食計測の新しい手法（３Ｄ計測）と評価方法 

• ３Ｄ計測手法のインフラ計測への応用 
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腐食計測現場の要請 

問題箇所の発見 迅速で精密な計測 
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(2) Photos from “Web seminar, Evaluating  the Remaining Strength of Corroded 
Pipe”, by Joe Pikas, Technical Toolboxes Inc. 



現場の課題 

問題箇所の発見 

現在でも悩ましい課題 

• PIG を使えばいいが、、 

• Long range UT でも、、 

 

本稿では、問題箇所の特定後、いかに
効率よく評価するかの手法を解説 

計測の課題 

• 測定者に関わる課題 

– 再現性 

– 誤差 

• 規格に関わる課題 

– ASME “B31G” 

• 必要以上に保守的 

• 必要以上に補修しているのかも 
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Fitness for service の背景 

背景 

•  米国の配管敷設・運用業界では、腐食した配

管が、取り外しが必要なのか、修繕が必要か、

或いは減肉があっても引き続き共用可能であ

るかを、ASME ”B31G”基準を使って評価してい

た。しかし、”B31G”基準は過剰品質であること

が知られており、新しい評価基準が望まれてい

た。B31Gの適用により、配管運用業者が必要

以上に配管を切除せずに済んでいたことは言

をまたないが、配管を切除せずに共用を続けて

も、安全性を低下させなかったかもしれない事

例が多数存在する。 (1) 

改善された規格 

• ASME  B31G – 2009 edition では、必要以上に

保守的な評価手法であった”B31G” をベースに、

得られる腐食領域の計測データの品質、数量

などを基に、レベル０～レベル３の評価基準を

設けている。 

•  配管腐食評価のための修正された基準は、金

属損失の詳細な計測と、それに対する最小降

伏圧力を予測する計算式とともに利用される。

これらの複雑な解析はPCベースのソフトウェア

RSTRENG(© PRCI, Technical Toolboxes Inc.) 

で計算される。  (2) 
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RSTRENGとは 
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• RSTRENGは、外部に腐食を伴った配管の残存強度を評価するために開発された手法で、ASME B31G

手法に比べ、保守性の小さい、つまりより実態に即した腐食領域の評価手法である。この手法を適用す

ることで、所有者や運用者のコストを削減しつつ、堅牢性や安全性を高める結果をもたらす。 

• 米国運輸省は、パイプライン所有者や運用者、更に、サービス事業者らが、ASME B31GとRSTRENGを

評価手法として利用することを承認している。RSTRENGはNACE RP0502-2002 (パイプラインの外部腐

食の直接アセスメント手法）やASME B31.8S(ガスパイプラインのシステム堅牢性管理基準）の中で受容

可能な評価手法として紹介されている。RSTREGNはPRCI (Pipeline Research Council International) が

知的所有権を保有している。 

• RSTRENGは１９８９年に初版が発行された。RSTRENG V5 が最新版ソフトウェアである。この中に

RSTRENGに関するすべての技術的説明書がPDFで含まれており、ユーザーが米国の単位系やメトリッ

ク単位系で計算することを可能としている。 

 

• 参考文献（３） 



３Ｄ計測装置+ RSTRENGの利点 

計測・解析手法 

• 再現性の向上 

– グリッドを切る必要が無い 

– 非接触であるため、針の当て方によ
る読み取り値の変動が無い 

• データ密度の向上 

– 一度に３０万点群を生成可能 

• 分解能の向上 

– 縦横０．５ｍｍ以下の計測が可能 

• 作業効率の向上 

– 計測所要時間０．３秒 

– 計算所要時間３秒以内 

• Traceability の保証 

評価手法 

• ASME B31-G Effective Area 法適用 

– FFS level2 

– 一定の保守性を保ちつつ、より現実
的な評価手法 

– 計測・解析から評価まで迅速に実行 

• RSTRENG へのデータ引き渡しとレ
ポート作成の効率化 

平成26年度 保守検査ミニシンポジウム 7 



局部減肉の計測手順１ 

問題箇所の発見 表面状態の準備 
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(2) Photos from “Web seminar, Evaluating  the Remaining Strength of Corroded 
Pipe”, by Joe Pikas, Technical Toolboxes Inc. 



局部減肉の計測手順２ 

屋外 屋内 
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３Ｄ計測器 3D TOOLBOX 

３Ｄ計測器 3D TOOLBOX 

計測領域 
・計測箇所との距離をある範囲に保ち、 
手ぶれの無いように保持  
・直射日光を避ける 
 ワンクリックで計測実施 



局部減肉の解析手順１ 
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• ①３Ｄデータの表示 

① 

② 

３Ｄ表示エリア 



局部減肉の解析手順２ 
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• ②腐食解析ソフトウェアへ移行 

③ ３Ｄ表示エリア 



局部減肉の解析手順３ 
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• ③元の円筒再現と腐食マップ 

腐食マップ２Ｄ表示エリア 



局部減肉の評価手順１ 
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• RBP(River Bottom Profile) = Critical Thickness Profileの生成とデータ引渡し 

引き渡すデータ領域 



解説：RBPとは何か 

輪切りの中の最深地点 最深地点の接続 
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最深地点の腐食深さをその輪切り領域の腐食深さとして扱う 

円
周
方
向 (C

ircu
m

ferential axis) 

長手方向 (Longitudinal axis) 



局部減肉の評価手順２ 

平成26年度 保守検査ミニシンポジウム 15 

• RSTRENGに必要なパラメータ代入 



局部減肉の評価手順３ 
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• RSTRENGの計算 



用語の説明 

• MAOP 
– Maximum Allowable Operating Pressure  

– 最大許容運転圧力 

– 通常、計算で得られた降伏圧力より小さな値で運用される 

• SMYS 
– Specified Minimum Yield Strength  

– 規定最小降伏強さ 

– 購入当時のパイプライングレード配管の規格である最小降伏強さを入れる 

• P (Barlow’s formula) 
– P = (2t*SMYS*F) / D 

• t = 肉厚、Ｄ＝管径、F＝Design Factor 
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局部減肉評価 事例２ 
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• 元の円筒再現と腐食マップ 



River Bottom Profile の生成 

平成26年度 保守検査ミニシンポジウム 19 



RSTRENGに必要なパラメータ代入 
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 RSTRENG の計算 
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インフラ計測の定量化事例１ 

路面の計測事例 ３Ｄ画像 
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レンガ損傷部の深さマッピング 
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レンガ損失体積(volumetric loss) 
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インフラ計測の定量化事例２ 

コンクリート壁の亀裂 ３Ｄ画像 
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３Ｄ解析 
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亀裂の左右で面の高さが異なる 

明白なギャップ 



まとめ 

• ３Ｄ計測装置とRSTRENGの活用で 

– より再現性の高い計測を、迅速に実行し 

• Fitness for service の手法を用いた腐食配管の評価が可能 

– 配管・圧力容器の安全性向上とコスト削減の両立 

– 貯槽側板・底板の腐食計測への応用 

• 更に、社会の安全性向上に貢献 

• インフラ（橋梁、橋脚、鋼柱、コンクリート壁、鉄道レールなど）

の近接目視を定量化可能 
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セイコーウェーブ 

業務内容 

• 創業 
– ２０１０年３月 

• 構造化光法を使った、３次元計測装
置の開発 
– 近接計測に特化 

– 現場で短時間内に計測・評価完了 

• 特定用途向け解析ソフトウェアの開
発 
– 配管や平板の腐食・損傷解析 

– 供用適性評価 (Fitness for service) ソフト
ウェアの提供 (RSTRENG) 

製品（量産出荷中） 
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125mm x 220mm x 83mm, 1.7kg 

3D Toolbox 
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株式会社セイコーウェーブ 
三鷹オフィス 

東京都三鷹市井の頭３－１２－１１ 

ＫＳ－５ビル ２０２号 

TEL: 0422-24-8044 

FAX: 0422-24-8344 

Mail: sales@seikowave.jp 

Web: http://www.seikowave/jp  
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