


1．線形破壊力学の非破壊試験への適用＊

（1）適用上の注意点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ

　線形破壊力学は，①割れを含む材料の破壊を取扱う力学であり，基本的には，②脆性材料の脆性
　　　　

破壊にのみ適用し得るものである．ところで，金属材料は大小の差はあっても塑性変形能があり，

割れの先端では応力集中のため塑性変形領域が存在する。この塑性変形領域は延性材料ではある程

度の大きさを持・）ている。しかし，③塑性変形領域の寸法が部材（又は試験片）の寸法に比べて小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ
さい場合は（これを小規模降伏という。），延性材料に対しても線形破壊力学を拡張適用する。逆に

いえば，部材（又は試験片）の寸法に比べて，塑性変形領域の寸法が大きい場合は適用できないの

で注意する必要がある．又，実際の割れは複雑な形をしており，割れの面も凹凸があり曲面である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

場含があるが，④割れはその面ば平滑な平面で，単純な形（表面割れは半だ円，埋没内部割れはだ
ぽ　　　　　　　　　　　

円又は円板）とLて取扱う。更に，線形破壊力学によ・）て破壊応力を計算する場合には当然寸法精

度が問題となる、表面割れの長さはMT・PTによって検出し，割れそのものの長さ（模様の寸法

ではなく）を測定することによって精度よく求めることがでぎるが，表面割れの深さは他の手段が

必要であり，現在では十分実用・普及してはいない。結局，ほとんどの場合表面割れの深さは割れ

の種類や応力状態などから推定しているにすぎない。内部割れのす法についてはRT・UTとも測

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定精度は現在の所襲だ十分とはいえないであろう。このように，⑤割れの寸法の測定精度を考慮す

る必要がある。

　線形破壊力学は以 L述べた注意点を認識して活用すれば，非破壊試験にとって有力な武雛となる

が，計算して数値が求まるとその数値が絶対的なものであるかのように錯覚する場合があるので十

分注意する必要があろ弓。

（黛）破壊強度に及ぼす蓑面半だ円翻れの長さと深叢　（高さ〉の影響

　表面半だ円割れについて破壊強度に及ぼす長さと深さの影響を表豊及び図董に示す（数字はm翻、

　図i④に示すように，長さκ畷，深さッ畷の半円（図豊懸）に対して，深さはそのままで長さ

が5倍，κ諜憩（図i凹）になると破壌強度は烈3億．欝）となり，図蓋回に対して長さはそのまま

　　　表茎　表鵬半だ円割れ「について破壊強度砒）に及ぼす長さと深さの影響
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　　　　　　図1　表面半だ円割れについて破壊強度（比）に及ぽす長さと深さの影響

で深さが5倍，フ慧5（図墨［ヨ）になると破壊強度はやはり2／3（0・67）となる。｛田に対Lては剣9

（倉．騒）となる。｝このように，長さが5倍になっても，又深さが5倍になっても破壊強度ば2／3

（（）．67）　となる。

　又，長さF2，深さダ判の半円（図i巳）から長さκが大ぎくなるに従って破壊強度は，長さ

（κ）が短い間は急に減少し，長さκ≒6からはあまり減少しない。又，長さF憩，深さダ憶i（図i

の凹），から深さッが大きくなるに従って，破壊強度は深さ（ッ）が浅い間は急激に減少L，深さ

タ≒3から半円（ダ綴5）まではあまり減少しない。

（器〉表面半だ円割れと内部（埋没）だ円割れ・円板割れの破壊強度の比較

　畏さκ判0搬灘，深さヂ3撒論の表面半だ円割れと，①面積が等しい場合，②長さκが等しい場

合，③破壊強度が等しい場合の内部（埋没）だ円割れ・円板割れとの比較を表2に示す。表2中で，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一…　2一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磁w通儒（A欝鶏欝雛〉

表2　表面半だ門割れと内部（埋没）だ円割れ・円板割れとの比較
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　3：面積，σ灘破壊強度，ヲなし1表面半だ円割れ，ヲ1内部（埋没）だ円割れ，麹1内部（埋没）円板割れ

3は面積，びは破壊強度，ラなしは表面半だ円割れ，’は内部（埋没）だ円割れ，”は（内部（埋没））

円板割れを示す。

　①面積が等しい場合，長面割れの破壊強度は内部（埋没）割れに比べて，だ円では国臨ともに

　　約乃％，円板では50％となる。

　②長さが等しい場合，長面割れの破壊強度は内部（埋没）割れに比べて，だ円では国は乃％（面

　　積は同じ），回は雛％（面積は表面割れの2倍），円板では％％（面積は長面割れの3，3倍）と

　　なる。

　③破壊強度が等しい場含，内部（埋没）割れの面積は表面割れに比べて，だ円では厘は3．2

　　倍，回は3．9倍，円板では3．7倍となる。
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灘．　C翌W試験問題の解説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1問　鋼構造物，タンク等の溶接検査で検出される欠陥の種類と形態及び浸透探傷試験で現れる　1

　指示模様の特徴を示し，欠陥の確認方法，判定の手順を示更、なさい。　　　　　　　　　　1

〔解説〕

　溶接部の表面（開先面は除く）に現れる欠陥の種類の主なものとしては次のものが挙げられる。

　（蓋）裏はつり後の面：溶込み不良，収縮割れ，ブ韓一ホール及びスラグ巻込み

　（2）最終溶接表面

　　　溶接のま窪の表面：割れ，ピヅト，スラグ巻込み，アンダカット及びオーバラップ

　　　余盛仕 1二げ面：割れ，ブ群一ホール及びスラグ巻込み

　これらの欠陥の浸透探傷試験による指示模様の現れ方を摸式的に示すと図茎のようになる。

溶込み不良

　外輪郭線は指牢摸様を示す
／　　　　欠陥（実線で示す）

アンダカット

　　　　指示模様

、

収縮、届れ

オ…バラノプ

　　　指示模様

ブロー一ホ…ル

の認③

○診

⑭

1南端で極めて鞍蚕1の狭い、季、厚れ　　　所々害彗れの瑳3績が異なる割れ

　　欝　　　 労物一一晦
　　　　　　図豊　欠陥の種類と指示模様の現れ方の模式図

スラグ巻1、鷹み

夕

　割れ12

伽

　これらの欠陥はそれぞれ発生原園及び性質が異なっている。浸透探傷試験による指示模様の現れ

かた，形成される過程及び最終形状はそれぞれの欠陥により異なってくる。現実に指示模様の形状

と欠陥の種類との関係，及び指示模様の大きさと欠陥の実際の大ぎさの関係を求めることは困難な

場合が多い。窟た，一般に非破壊試験には誕検出’夕と鋸計測鱒の2つの機能が要求される。しかし，

この2つの機能はそれぞれ相反する機能である。すなわち，欠陥を検出LやすくL検出機能を高め

ようとすると，指示摸様などにより欠陥を拡大するようにすればよいが，指示模様などをこのま蜜

計測すれば実際の欠陥との寸法 hの整含は得られない。浸透探傷試験はもっばら欠陥の検出を目的

としているもので，計測は別に考えるべぎである。したがって，ある指示模様が得られた場合に

は，現象塗膜を除去し指示模様を形成Lた欠陥そのものについて形状を調べ，大きさを調べる必要

がある。浸透探傷試験において欠陥の方法を調べるためには倍率が20倍程度のルー一ぺを用いるのが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 　喚　一
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よいにのことは超膏波探傷試験において探傷する場合には規定感度を2～3倍高くして行い，判

定の場合には規定感度にLて行うのと目じ考え方である）。

　判定を行う際には，現像された試験面が正確な判定を可能とする条件を備えていなければならな

い。すなわち，（璽）試験条件が正確に守られて行われたか，（2）現像された試験面が試験面として具備

すべぎ条件を備えているか，をチェックしなければならない。これらの条件が満たされ．ていること

が確認されて初めて判定を行う意味がある。したがって，判定の手順としては次のようにすればよ

いQ

　（蓋）それまでに行われた試験条件のチェック（探傷剤の確認も含む），（2）観察環境の明るさのチ講

ック，（3）現像時間のチェヅク，14）現像皮膜の具備すべぎ条件のチ黒ック　（濃度及び現像むら等），

（5）判定（疑似指示との判別，欠陥の種類の推定，合否の判定）

「 一匝鉦戯1

○　綴w通僑教育

　この通儒教育は，繋本非破壊検査協会（ND夏）の裏級技量認定試験の合格を日指す人に対して，記述式

問題中心の添削指導とボイントを押さえた解答例を添付する，通信による利点を生かした教育グ）場を字え

るものです。

　スケジュールは，秋の澱擁試験に合せており半年間の実力養成には非常に便利です。

　実施部門　鼠丁，UT，凝丁，鎗丁，鷺丁，SM各コース

　受講期間　昭和酪年婆月禦月～9月緯購

　受講料各コース琴60，00G
ただし，受講希望蕊が少ない部門は開講できません。

○　昭和礁年度前期r溶接部の非破壌検董に関する研修会」

　この研修会は，新しく制定されたW鷺S2購董，2艇2，驚○滋，鱒澱を明確に理解していただくと同時に，実

際に検査する際の課題に対し試験閥題を具体例として，理解竃、ていただくごとを績的としております。

　また，溶接構造物の非破壊検査を行う立場からば，非破壊試験技術のみならず，溶接及び構造設計概念

に関する知識も必要なため，こうした観点からの解説も行います。

　大阪地区　昭和磁年5月7β憾蕪　　東京地区　昭和磁年5月終昌・篶葺

　受講料　　￥器，ooo

O　C叢W主任検査・主任試験技術者試験

　昭和磁年度前期C璽W試験を下記ぴ）鷺程で行います。

　一次試験　昭和繕年5月鷺β　（麟）9ほ5～

　　　　　東京，北九州，広島，大阪の蔓地区

　二次試験　昭和63年7月絡購　（土）東京，北九州，広島

　　　　　　　摩　7月蓋旧（ξお大阪

　申込み締切り　昭和繍年蛋月器1漣（月1）事務局必着
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諺．技術資料
馨．1　タンデム探傷法による内部溶込み不良の検出方法とその適用例（その1発

　　一一簡易探傷治異の製作と使用性能一一

（1）はじめに

　翌開先溶接部の開先面に発生する融合不良やX開先溶接部のルート部に発生する内部溶込み不良

のように，探傷面に対して垂直な溶接欠陥を検出するには，タンデム探傷法を適用するのが有効で

あり，例えばJls　z3060一綿83では附属書3に規定されている。しかL，実際の現場の溶接部に

対して手軽に実施されるには至っていないのが現状である。この原因のiつとして，タンデム探傷

法を実施するためにば，精度の良い縦方形タンデム走査又は横方形タンデム走査が要求されるため

かなり精密な治具を必要とすることが挙げられる。

　ここでは，タンデム探傷用治具とLて要求される性能を満足し，かつ構造がシンプルで簡単に取

り扱えるものの …例を紹介し，その使用方法及び製作上の留意点について解説を加える。

（2）タンデム探傷法における探触子の走査方法

　タンデム探傷法では，図iに示すようにある探傷断面を想定したとき，タンデム基準線から送信

側及び受信側の探触子の入射点までの距離が共に等しくなるように配置する。ここで探触子を走査

させる方法としては，図2に示す縦方形タンデム走査と横方形タンデム走査とがある。縦方形タン

デム走査では，送受の探触子を前後方向に移動させ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タンデム基準線
て交軸点深さを変化させて探傷断面全面を探傷しな　　　　　　　　一

がら溶接線方向に一定ピッチで治具全体を移動させ　　　　　　　．　／／／

る方法である。一方横方形タンデム走査では，探触　　・　　　　，腿信面　　、へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　l
子の轍位翫齪し交轍深さを淀にして論 8い 窺
具全体を溶接線方向に移動させる方法である。X　　　　　　　　＼F「　1　』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ開先溶接部に発生する内部溶込み不良を検出する場　　　　　　　　　　　罪

舗儲が適し鴛δり，儲のための韻の赫そ　　　　1趨麺
の構造は簡単になる。　　　　　　　　　　　　　　　　図i　タンデム探傷法における探触子グ）配置

（諺）タンデム探傷爾治具に必要な性能

　タンデム探傷用治具については，種々の文献などで検討されておりエ）21，J爲z306α一ig83の解

説の中にも紹介されている。いずれの場合も要求される必要最小限の性能としては，次に示す項目

が挙げられる。

＊横野泰和　記
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　①送信側及び受信側の探触子を前

　　後方向に固定でぎるものであるこ

　　と。

②探触子の前後方向の位置を適当

　　に変えられる構造であること。

③溶接線方向に治具全体が平行移

　　動でぎること。

　④探触子を探傷面、ヒで安定して接

　　触させることのでぎる機構である

　　こと

　また，現場の溶接部に対して手軽に

適用でぎるためには，さらに次の性能

が要求される。

　⑤　対象物への治具の取付が容易で

　　あること。

　⑥可能な限り小形軽量であるこ

　　と。

　⑦送信側及び受信側探触子の配置

　　が簡単に行えること。

、クンデム麟1墾

　　　走査間隔
　＼　　　ト削

タンテきム基準線

∠

1

＼

融副 蚕量鷺

横ノ』ブ形タンテ㌧久走査

　　　　　　図2

走’乏間隔

｝｝一ぼ

　／　／

　　　　　　　　縦方彫タンデ云、走査

　　　　　　探触子の走査方法

L一茎ゴ幽
　　　　　　＼　　　＼　L
　　　　　　u墨」1迦鍵触銑　　・

　　　　ご！二v 一．　に二二ぐ

［霧『一奪コヲ烈i
　　　　　　＼　　　＼　　　〆／
　　　　　　　　＼＼気∠動

　　　　図3　タンデム探傷用治具

紹、1側探触ゴー
》一一一一一一一一

　上記の内容を満足するものとしては，横方形タンデム走査が実施でぎるものの方が容易に製作で

きるものと考えられる。

（4〉簡易探傷治具の例と取扱方法

　ここで，先の①～④の必要最小限の要求を満足し横方形タンデム走査の実施でぎる簡易探傷治具

の一例を紹介する3）。これは，図3に示すように，送信側及び受信側探触子を前後方向にアルミの

アングルではさんで固定できるようにしたもの

で，試験体の溶接線方向に貼り付けた直線定規に

沿って手動で移動させて使用する。このため，そ

の構造は非常にシンプルで，アルミのアングルと

ネジと補強のためのアクリル板のみで構成されて

いる。探触子を取り付けたとぎの治具全体の外観

形状を図蔓に示す。

　探触子の取付及び走査は次のようにして行う。

　①次式より送信側及び受信側探触子の位置yT

1鼻く、

耀
『

図蔓　タンデム探傷用治具の外観形状

7
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YゼAR胴　　l　　i

旨

爺
雪　1幽

　　　　　　／　　　　　／

　　（痴　受信側探触子の取付

　　　　　　　　　　　　　図5

　及び玲を求める。

　　聾凱4・撫｝6｛）

　　報灘（2γ一づ）糠論θ9

　ただし，アニ板厚，ゼ交軸点の深さ，

　　　　θo

②

　信側探触子を取り付ける。

③

　信側探触子を取り付ける。

④

YドAl・

一き急

o

探触子の取付方法

　　　壌個の探触子の平均屈折角

図駅幾）に示すように所定の位置に受

図駅嚇に示すように所定の位置に送

　図6に示すように，溶接中心線にガイ

ドとして用いる直線定規を取り付け，治

具の前面をこのガイドに沿わせて手動で

移動させて探傷を行う。

　　送！、i側探触ヂ・

（魏送信側探触子グ）取付

r　ヤr
覧

30C搬スケール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

溶接中心線　㎜

送信側探触子

信側探触予

図6　探触子の左右走査

（轟）治興製作上の留意点

　上記の治具を製作する上での留意点を挙げると次のとおりである。

　①探触子の側面をはさんでいる2個のアングルのうちいずれか一方の前後に短いアングルをで

　　ぎるだけ精度良く直角に取り付け，アクリル板などで補強をする、

　②図3の側面図に示すように，探触子をばさむアングルは試験体の表面から少し離れるよう

　　に，前方及び後方のアングルび）上に取り付ける。

　③探触子をはさむアングルの探触子側面が接触する面にゴム板を貼り付けておくと，探触子が

　　しっかりと固定される。

　④ネジ翫めは3～蔓か所で＋分であるが，その位置を適当に変えられるように，多いめに穴を

　　あけておくと便利である。

（難〉おわ》に

　タンヂム探傷に用いる治具とLて要求される必要最小限の性能を満足L，かつシンプルな構造を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一“一 8　・…
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した簡易探傷治具について紹介し，製作上の留意点を示した。この治具を用いた探傷例については

次回以降に紹介する予定である。

＜参考文献＞

わ　仙田，廣瀬，裏垣，中林1タンデム法による内部溶込み不良び）検出と寸法の椎定について，非破壊検査

VoL鱒，臨，2〈三976），恥美隻2一慧3

2）仙賑，廣瀬，裏垣，竹中，松元1内部溶込み不良検出グ）ためのタンデム探傷用治具の試作，昭和灘年度

　N雛関西支部研究発表会講演概要，p，董磐～慧8

3）　仙田，裏垣，山貰，横野，南1溶接部のタンデム斜角探傷における欠陥の検出状況，昭和6芸年度N腿関西

　支部研究発表会構演概要p．鴛8一重懸

壽．黛　隅肉溶接部の磁粉探傷試験＊

（1〉はじめに

　鋼溶接部の表面欠陥の検出，特に，割れなどの線状欠陥を検出することを層的として，交流電磁

石を用いた磁粉探傷試験が広く用いられている。隅肉溶接部の探傷において，溶接線方向の欠陥

（縦割れ，アンダカットなど）を検出する場合には，図薮翫）に示すユニバーサルヨークを磁化装置

に取り付けて行うことが少なくない。また，溶接線に直角方向の欠陥（横割れなど）を検出する場

合には，図2に示すような磁極配置を行う。しかL，図2中に示す磁化装置の傾ぎθ及び側板との

距離♂については特に考慮せずに探傷している場合が多い、…般に，磁化方法が異なれば，試験体

中の磁東密度も異なり，欠陥の検出状況に差が生じる。ここでは，隅肉溶接部の磁粉探傷試験に及

ぼす灘一一クの種類の影響について検討した結果を述べる。

（幻　溶接線方向の欠陥検出

　図i（旬に示す三角形の灘一ク〔以下，三角欝一クという）を試作し，ぶにパーサル鍵一クとの

性能を比較した。一般に，試験体中を通る磁束密度が大きいほど欠陥部への磁粉の付着量が多くな

誌

ヤ

蝿

喚
＞
　　。㌧わ＿
　ずて一
　雪

〆《24
　　’、国〆

4

　　　　　　　　　　　　　．1照m）
（ωユ漏バーサル窯一ク　　（魏　三角羅一ク

図玉　隅肉溶接部の探傷に用いる景一クの種類

側

板

（底板／

絵
目
i　i
l　　／

θ

／

図2　隅肉溶接部を探傷する際の磁極の醍置

＊藪下秀記　記
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図3　試験体中を通る磁束密度と磁極中心からの距離との関係　　図婆

＼ユニバ…サルヨータ使用

民く、、、．」
50　　　　　55　　　　　60　　　　　65　　　　　70

戴鍛ヒ装置ので頃き，α（度）

探傷有効範翻と磁化装置の傾ぎの関係

るため欠陥が検出されやすくなる。そこで，溶接金属部にスリットを加工し，このスリット中にお

ける磁束密度を測定し，試験体中を通る磁束密度の目安とした。

　図3に試験体中を通る磁束密度と磁極中心からの距離の関係を示す。三角ヨークを用いた場合に

最も大きな磁束密度を有し，葺一クなLの場合，そしてユニパー一サル遡一クを用いた場合の順に磁

束密度は次第に小さくな一）ている。

　探傷有効範囲と磁化装置の傾ぎαの関係を図盛に示す。ここでは側板に標準試験片（A三一刀5む）

を貼付し，探傷有効範囲を測定した。図

婆の結果より明らかなように，貰角ヨー

クをつけた場合が探傷有効範翻の変化が

最も少なく，次がヨークなしの場含であ

る。ユニバーサルヨークを用いた場合に

は磁化装置の傾ぎが増大すると探傷有効

範囲は急激に減少している。このよう

に，ユ満バーサル薫一クを用いると性能

が低化している。これは，ユニバーサル

遡一クを用いると磁気抵抗が増大するこ

とによりこの部分で起磁力が消費される
　　　　　　　　　　　　　　　　　io
と共に，灘一クから試験体へ漏洩する磁

束が増大することに起因していると考え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図5られる。

k騒ノ 研寸菱帥
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試験体中の磁束密度に及ぽす磁化装置の傾きの影響
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　このことは，隅肉溶接部の溶接線方向の欠陥を検出する場合には，不必要に大きな隷一クを取り

つけて行うのは有効ではなく，黛一クを用いない方がかえってよい場合もあることを示している。

（雲〉溶接線に直角方向の欠陥検出に対する検討

　一般に，試験面の傾きが大ぎくなるほど検査液の流れが速くなるため，明瞭な磁粉模様を形成す

るには大きな磁束密度を必要とする。このことは特に側板の探傷を行う際に重要となる。

　磁化装置と底板とのなす角度θが0，騒及び9ぴと変化させた際の試験体中を通る磁束密度の変

化を求めた結果を図5に示す。測定は図3の場合と同様に試験体にスリットを加工L，スリヅトの

磁束密度をガウスメータを用いて測定した。θが小さくなるほど，側板における磁束密度は大ぎく

なる。

　ところで，標準試験片（A1ヲ／5①を貼付けLた平板試験体をぴ，婆プ及び9ぴと傾けて求めた各

々の探傷有効距離における試験体申の磁東密度を，（2）項と同じスリットを用いて測定した。これら

の値を図5中の斜線印で示した．水平部（底板）では，θが0。，婆5。及び9ぴのいずれの場合も斜線

印より大ぎな値を示しているが鉛直部（側板）ではθが大きくなると斜線印の値より小さくなって

いる。

　すなわち，θが大きくなるほど，側板部では試験体中を通る磁束密度は小さくなるため，すでに

述べた検査液の流速の影響とも相まって側板部では磁粉模様が形成されにくくなる。隅肉溶接部の

探傷では磁化装置を試験部に近づけることはもとより，側板部に多くの磁束密度が通るように磁化

装置の傾きについても配慮する必要がある。

（尋〉おわ》に

　以上，水平隅肉溶接部を磁粉探傷試験する場合について述べたが，単純に磁極を配置するだけで

なく，どの磁極配置で，最も欠陥磁粉模様がよくえ葛）れるかなどを常に考えて探傷を行うことが，

より精度の高い探傷につながる。

＜参考文献＞

1）　末次，薮下他：隅肉溶接部の探傷における葺一クの使用，N鎌分科会資料N・、36鷲

2）　末次，薮下他：隅肉溶接部の溶接線に平行方向の磁極配置について，S騒年度秋季大会講演概要

□一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　○　’細国際ウェルディングショ…

　　隔年毎に開催しております恒例の国際ウェルディングショーが，今年5月に大阪で開催されます。

　　このシジーは，名実ともに我が国溶接界の重要な行事として定着し，これまで溶接技術の進歩と発展を

　テ…マに囲を重ねています。

　鷺　程1昭和63年5月25日（水）一29日（日）AM玉G　l　OO～PM5100

　場　所1大阪願際見本市会場　インテックス大阪2号館・3号館

　テーマ：「新時代を創造する生産加工・システム技術、」瓢溶接・切断から接合・表面改質まで謙

一 茎玉
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嬉．“W認定事業者灘会社紹介講

会　社　者

本社所在地

代表春氏名

認定番号
認定種別
認定検査都門

営業勝ネッ砂ヲ

鱒本工業検査株式会社

攣2鎗　川崎市川崎区浅野町蓋 婆　欝○艦 鶴6憾OGO

代表取締役社長　林　　弘

第篶A講7号

A種

放射線透過検査部門，超音波探傷検査部門，磁気探傷検査部門，浸透探傷検査部門，電磁誘

導探傷検査部門

千葉事業所，大阪営業所，北九州営業所，大分営業斯，新潟営業所，名古羅営業所，四揖市

営業所，抽台営業所，新層浜営業麟

護技術の灘工検〕

　資本工業検査株式会社は，非破壊検査の重要性が呼ばれるようになって間もない，昭和脇年に設

立されて以来，常に指導的立場に立って検査業界の最大手として発展をしてき窟Lた。そして，世

界に羽ばたく日工検，技術の田工検とLて産業界に貢献してぎ甕した。海外工事では昭和総年シン

ガポール，モービルジュ翼ア製油所の検査を皮切りに現在迄30ケ国を越える国々へ社員を派遣し，

揖工検の名を世界に広げており蛮す。

　現在，社員数約鱒○名，系列子会社を含めて総勢沁○名近くの技術者を擁L，たえず新しい検査工

事にも挑戦Lております。

ζ安全の努力3

　安全は企業にとって，何にも優る重要なことであります。安全は企業の命です。名社においては

安全専任者を置ぎ，常に安全目標を掲げ，業務の ・環として安全運動を推進しております。

　安全が確保されて初めて技術が生かされます。そLて，その安全環境の中から，信頼性のある技

術を常に提供し，今171に至っております。

〔教育と磁A〆蔓c体綱藁

　非破壊検査技術は鑓進月歩であり，また多様化の傾向にあり奮す。それに応えるためには，常葺

頃の勉強が大切です。また，昨今は有資格者による検査の義務づけも多くなっています。当社で

は，技術管理課の中に教育舷ンタ…を置き，社内教育体制を確立Lております。

　技能教育訓練は勿論のこと，各種試験に備え受験準備講習会も常時開催してい蚕す。この講習会

にはお客様も積極的に多数の参加をして頂ぎ，好評を得ております。

　また，教育は斐A／Ω、C体制の一環とLて，大切な役割りを果たします。従来か身），qAシステ

ムを導入し，これを軸とLて，教育を箋施し，更に技術の確立，革新と共に業務の円滑化を計って

おり奮す。

〔その他の鴬業種鋤

　弱工検では計測工事を含む非破壊検査の他に次のような業務も行っております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一纏一
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瀟瀕

熱交換器チゴーブ放射線減肉検査システ！、

．一

　　灘鞍㌧

瀞轟

電子走査形自勤超音波探傷システム

（講本鋼管㈱，㈱東茨殿との共同開発）

○応力除去焼鈍工事（予熱工事）

　　含金鋼，高炭素鋼の配管や圧力容器の溶接部の予熱，後熱、王r事

○タンククリー嵩ング』工事

　混気ジェヅトポンプの專用実施権を得てのタンククリーニング

○．三次元形状測定工事

　世界最強の測距測量機を用いた大型構造物等の座標の・ま次元的な計測

〔雀力化と技術開発灘

　当社では各種装置の開発を積極的に進めております。これまでの実績として，三次元計測システ

ム，アンモニアリ…ク試験テ…プ，四極式極間装置，クr窪一一ラ　（管内自走式X線装置），管内走行

自動厚さ計測システム，熱交換器チュ…ブ放射線減肉検査システム，電子走査形自動超音波探傷装

置などの開発をt．．てまいりました、

　例えば，熱交換器チューブ放射線減肉検査システムはガンマ線源と薄型パックフぜルムの組禽わ

せによりチュ…ブ断面像を撮影し，パーソナル鷺ンピュータとフィルム像寸法読み取り装置によっ

てデータ処理システムに．虹り減肉状況の解析を行うもグ）であり，従来の鼠丁では適用困難な磁性体

チューブび）腐食状況の検査に威力を発揮してい棄す。又，電子走査形自動超音波探傷装置は本州一

四国連絡橋の高張力鋼補剛桁溶接部用とLて開発されたものであり奮す。当装置はリニア・アレー

形探触子を組み込んでおり，工業分野とLて応用された数少ない実績を有する装置であり凌す。

　本州一四国連絡橋の検査用とt、ての趨勤超音波装置は当社以外にも数社で開発しておりますが，

電子走査方式を採用したものは当牝だけであります。なお，同装置による研究テーマが縫年度

ND三奨励賞授賞という栄誉を頂ぎました、この栄馨を胸に，更に省力化，自動化及び新技術の開

発に努力してゆく所在であります。

£結の

　今後共に，‘窟』L検野の愛称のもとに，安全と技術を旗印に，そじて，時代の二一一ズに適合した，

いかなる御要望にも応えるべく努力遇進してまいります。

繋・
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i会　社　名

1本社所在地

i代表轡氏名

i認定番号
1認定種別

漆類ネプトワーク

株式会社ニチゾウテック

甲5灘　大阪薦福島区福島鉦8磁0　騰06（菊3）難gO

代表取締役社長　浅野修一

第28A略2号

A種

1認定検鷹部門　放射線透過検査部門，超音波探傷検査部門，磁気探傷検査部門，浸透探傷検査部門，電磁誘1

　　　　　　導探傷検査部門，ひずみ測定部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　技術本部，東京事業部，大阪事業部，舞鶴事業部，広島事業部，九州事業部

　株式会社轟チゾウテックは，昭和6ま年3月1日に，日立造船非破壊検査株式会社及び大阪・舞鶴

・広島・九州の各ニチゾウメインテナンスの5社を統合L，設立したものである。

　当社の事業内容は，非破壊検査，構造物診断，メインテナンスなどであって，日立造船株式会社

において培って来た船舶，海洋構造物，橋梁，水門などの鋼構造物や，圧力容器などに関する設計

・製作・材料・溶接・強度などについての豊富な経験に基く優れた技術を基板としている。

　特に，鋼構造物診断業務には，非破壊検査技術者の他に構造力学，破壊力学，振動、工学，溶接工

学，金属工学などの各専門技術者群が参画Lている。

　以下検査，診断業務を中心に，その特微とするところを紹介する。

1．　非破壌検査

　ω　晶質保証体制

　　鯵　ASM量U，U2及びSスタンプの取得（大阪舞鶴，広島，九州各事業部）

　　難　No．SNT…T（HAに基づく非破壊検査技術者

　（2）極厚材の放射線透過検査技術（高エネルギーX線発生装置による）

　　懇　ベータト買ン（ま5及び20MeV）及びライナヅク（i及び15MeV）

　（3）超音波探傷検査技術の高度な応用（特に，特殊探触子による）

　　鑛　検出した欠陥の精密試験

　　懸　特殊材料・形状不整などの探傷

　　囎　熱交チ講一ブ拡管部近傍の探傷

　　麟　コンクリートひび割れの深さ測定

　（4）超音波厚さ測定検査技術（自社開発した超音波厚さ表示計による）

　　麟　表面塗装鋼板の塗膜上からの厚さ測定（ゴム，ガラスライニングなどを含む）

　　麟　クラッド鋼の母材及び合せ材部の厚さ測定

　　鑛　熱交チューブ拡管部近傍の厚さ測定

　（5）渦流探傷検査技術（多重周波数による）

　　㊨　チューブの厚さ及び欠陥の探傷

　　馨　厚い塗膜上からの欠陥探傷

　⑥　ひずみ，応力，振動計測による解析

一一
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　　雛　橋，煙突，ゲート，水圧鉄管，圧力容

　　器，配管など

　（7）特殊材料試験

　　磯　破壊じん性（COD）試験

　　鑛　大形疲労試験

　（8）金属組織検査

窯．　構造物診断技術

　　⑫　放射線を利用するタンク類の液面検出法

　　及びタンク底板下地盤形状の測定

　　麟　鋼構造物の強度，耐震，耐風性診断

　　麟　コンクリート構造物の強度診断及び劣化

　　診断

　　懸　コンクリートトンネル疏）巻立厚さ，背面

　　空隙などの調査

　　麟　レーダーによる地中探査技術を用いた，

　　埋没物や地下空洞などの調査

などの診断技術を大形試験機風洞設備，水槽，各

種翼ンピューターなどを活用するとともに各種自

動計測技術を駆使Lて行っている。また，非破壊

検査技術による検査結果についても破壊力学を応

用した鋼構造物の寿命予測の検討も行っている。

＄．　開発（輿用化したもの）

　　鯵

鞭

麟

⑱

⑱

鑛

雛

馨

麟

鯵

　壷

駈講『町一螺

　　　鑓

　　　　　　　鵡ぜ

　　　　　　　　　　　　ワ翻ゴ
　　　　　　　　　　　　1・ル外一

　　♂ヒュータ
　　980亙）
　　　　　　　　　　　認丈休　　汁スプレ弟

自勤超音波探傷装置H総○澱（ンA

！曲面状鋼溶接部の探傷試験状況）

騨

癖鐙旙

麟

〆　庵繍
超音波厚さ表承計TA噛00を市販の超音波探傷器

に接続した状態

（塗装鋼板の塗膜上からの鋼板部の厚さ測定状況）

長大橋補剛桁かど継手用自動超音波探傷装置H総OMC 憾RUT
平板状及び曲面状鋼溶接部の自動超音波探傷装置H欝ON鐙 A（写真上）

超音波厚さ表示計TA磯00（市販超音波探傷器に接続）（写真下）

熱交チ嵩一ブ拡管率測定器（超音波による）

シールド堀進機先端の地盤崩壊検知装置

バルブ開閉度探知装置

FRPのファイパー含有量測定装置

練り製品用チューブのシー一ル部自動検査装置

円管内点検Pボヅト

水中構造物点検・ボット

　以上，現状の一端を紹介しましたが，今度とも顧客のユーズに十分応えるよう，

を重ねて行きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
茎5

一

より一麟の努力
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