


1．CIWの歩み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣　瀬　貞　雄

　（社）日本溶接協会は昨年（平成元年）創立40周年を迎えた。溶接検査認定委員会（CIW）の創設

時から今日に到るまでの歩みを，「日本溶接協会30年史（近代溶接の歩み）」（日本溶接協会昭和54

年発行）の中からたどってみることにする、

　今から欝年前，昭和鴛年にC置Wの蕩身である「放射線検査委員会（鼠磁沁響膿擁y　A鞭欝・v謙C囎一

麟搬，略称RAC）」が設置されている、当時，溶接部の放射線透過検査には灘S　Z鴛騒（金属材

料の放射線透過試験方法）が用いられていたが，規格に定められた方法に従って，多数の人が同一

の透過写真の等級分類を実際に行ってみると，異なった等級になる場合が少なくなかった。この問

題に対処するために，鼠ACは検討を重ねて，「溶接部放射線透過写真等級分類方法」を定め，その

中では欠陥点数に算定しない欠陥の大きさを各母材の厚さの区分に応じて決めた。この成果は，昭

和輪年に制定された」総慰瓢縫（鋼溶接部の放射線透過試験方法および透過写真の等級分類方法）

に盛り込まれた、

　鼠ACは，当時の撮影技術の向上をはかるために講習会を開催するとともに，昭和齢年裏月にr放

射線透過写真撮影事業者技術認定規則」を制定し，鴛月に購本溶接協会の認定事業者の第凄号が生

れている。その後，撮影技術だけでなく，放射線検査全般の技術認定をする必要性から，昭和醸年

驚月に，規則を改めて「X線透過写真撮影事業者技術認定規則」が制定された．

　昭和船年度から，RACはr溶接検査委員会（C騰撒隻麟嚇静鑓欝麗£輪熟蝕W鷺臨，略称C亙WM

として再発足し，事業内容をr溶接部の放射線検査」から「溶接部の非破壊検査」に拡大する作業

が始まった、また，技術研修会を開いて認定会社の技術者の技術向上に努めていた．昭和報年燈月

になって，r非破壊検査事業者技術認定規則」が制定され，放射線透過試験，超音波探傷試験，磁

気・浸透探傷試験及びひずみ測定の慕部門に認定内容が拡大された。

　以前より，技術認定の種別基準なW£Sにするための審議が重ねられていたが，昭和鷺年董月に，

W鶏雛艦「溶接構造物非破壊検査事業鳶の技術種別基礁」が制定された．RACが設置されてから

終年1擁，窟た，最初の認定事業者が誕生してから鴛年目という誠に息の長い関係者の努力がようや

く結実したのである。

　昭和灘年度からは，r溶接検査認定委員会（幾搬翫蹴1灘飾r無甲館磁騰硬W鷺覧廊，略称綴WMが

設立され，昭和麟年3月にW欝欝艇が改訂されるところで，陰0年史」の記述は終わっている。

　昭和騒年から今ヨまでの紛年間の難Wの活動は，通信教育によるN蹴の三級試験受験者の教

育，主任検査技術者及び主任試験技術者に対する研修会など，認定事業者の技術力向上に貫献して

ぎた、それらの成果は，総合的な非破壊検査を挺当L、うる認定事業者の増加となって現れている。

　平成時代の溶接構造物の検査は，C夏W認定事業者の双肩にかかっているが，更に，幅広い検査

のふ一ズに対応するためには，特定の検査部門に秀れた技術力を有する技術者集団も磁W認定事

業者の中に迎え，関係者間の技術的協力を緊密にしながら検査を推進する態勢作りが，C置Wの当

塵する課題と言えるであろう．
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黛、1現場における超替波探傷試験の問題点＊

　趨音波探傷試験を現場に適用する場合の簡題点の蚤つとして，試験対象物の蓑面状況及び材質に

起因する超音波の伝達損失及び減衰を考慮する必要があることが挙げられる。この間題点を解消す

るためには，試験体と同一の超音波特性をもつ材料（表面状況及び材質）で対比試験片を製作Lこ

れを感度調整用試験片として使用することである。Lかし，この場合も試験体の厚さが種々異なっ

ていたり表面状況が場所によって異なっていると，その都度対比試験片を製作するか試験体全体に

おける超音波特性のばらつきを測定しておくことが重要となる．蜜た，保守検査の場合のように，

新たに試験体と同…な性質を持つ対比試験片を製作するのが園難となることもある．

　上記のような間題点を解決するための方法のiつとして，試験体と使用する感度調整用試験片と

の超音波特性の違い，すなわち両者における伝達損失及び滅衰係数の違いを測定しておく必要があ

る。このための手法の…例が現在C三Wの超音波主任試験技術者に対する試験間題として出題され

ている。我々技術者は，これを単に試験間題とLてのみ捕らえるのではなく，実際の現場に活用す

るように努める事が非常に重要であると考えられる。

　ここで，試験の内容を思い起こして，実際に超音波探傷試験に使用されている試験材料のうち数

種類に対して，それらの超音波特性を測定し，伝達損失及び減衰係数がそれぞれどの程度異なって

いるかについて検討し，これらの結果から探傷時に感度補正をするとぎの留意点について蕪とめて

みた。

　図三に示すように，試験片又は試験体に対して豊スキップ，2スキヅプ，3スキップ…とV透過

パルスの大ぎさとそのとぎのビーム路程を順次測定し，図2に示される拡散減衰量を各ビ…ム路程

について補正して散乱減衰量を求めた。この結果をグラフにまとめることにより，試験体の減衰係

数を求め，さらに伝達損失の違いを測定した。探触子は5Z沁×紛A蕪を2個使用し，ST籔A墨及

びA2各2個と対比試験片5個に対して測定を行った。

　これらの試験体に対して，ビーム路程と敵乱減衰量の関係について求めた結果をプ・ヅトしたも

のを図3に示す。この図を用いて各試験体の減衰係数を求めたところ表iのような値が得られた。

表三に示すように，ST聾A置やA2のような標準試験片でも5M厳営では敵乱減衰が生じるのに対

して，SM灘Qで対比試験片を製作したものでは非常に散乱減衰が小さい結果が得られている。L

かし，総駁で対比試験片を製作したものはかなり散乱減衰が大きくなっている。このように…般

に溶接構造物によく使用されている材料でもかなり減衰係数が異なっていることが分かる。例えば

減衰係数が0．0気脇／撚搬）異なると，鎗○搬顯のビ～ム路程に対して婆鵡の違いが生じることにな

る。また，表三には，伝達損失量の相対値を示すY切片の値を読み取ったものを示した。このう

ちNひ．5及び6は圧延のま奮でその纏は機械仕、Lげをしてある．機械仕上げをLたものに比べると

凍横野泰和　記

2



《）互w通億（」鍛．欝鱒）

V1 V2 V3

、驚

o

王oo

50

10　　20　　30　　40　　50

Vi

v2

V3

図1 試験体のV透過パルスの測定
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図＄　各試験体における敵乱減衰量とビーム路程の関係

蓑1　試験体とその減衰係数載の測定結果
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斑延のままのものはやや伝達損失が大ぎいと言える。機械仕上げをLたものでも2認程度の違い

が現れているが，これは表面状況の僅かな違いの他に測定のぱらつぎが含まれているものと、思われ

る。

　以上のように，試験体の表面状況及び材質の違いによって超音波特性が異なることがあり，これ

らの補正を行なう必要が生じることがある。実際に超音波探傷試験を適用するに当ってまず重要な

ことは，このような補正が必要か否かを確認することである。補正が必要と考えられる場合は，例

えば試験体の表面を仕 Lげるとか対比試験片を製作することなどによって補正が不要となる方法を

選定するか，または補正量を測定する必要がある。また，実際の現場では，対象物の各部位によっ

てばらつきが生じることもある。この様な場合は，ばらつぎ状況を調査Lた上で，これを最小限に

柳えるような試験条件を選定することが重要となる。

　最後に，C互W主任試験技術者としては，テキストなどに記述されている内容や試験に出題され

ている間題を単に机上の理論として捕らえるのではなく，出来る限り実際の作業に結び付けるよう

努力を払うことが重要であると思われる。このことが，検査結果の信頼性に大いに寄与するもので

あると考えられる。

慧．黛　保守検査における欠陥評価技術の一一考について

㈱ニチゾウテック中林政廣

（1）　はじめに

　溶接構造物の保守検査時に，溶接部の健全性の評価の一環とLて，非破壊検査が多用されている

が，なかでも，超音波探傷試験（UT）は溶接部の欠陥の有無，位置，形状・寸法，方向性，分布

状態，種類などの推定を知るために多く適用されている。

　また，最近，破壊力学による欠陥評価の手法が確立されており，UTで検出された欠陥の評価が

寿命予測に重要な役割を果たしているのが実情である。

　このため，ここでぽ，各種溶接構造物の保守検査時のUTにおける試験体の調査，欠陥の検出，

位置及び形状・寸法の推定結果の実施例について述べる。

（黛）　試験体の調養

　（総）試験体の形状・寸法

　試験箇所の溶接部の母材の厚さ，余盛幅，余盛高さ，傾ぎなどを超音波探傷器または超音波厚さ

計，形ゲージ，スケールなどを用いて測定し，図面との照含を行う。

　（舞）溶接部の確認

　溶接部の余盛が削除され，溶接部と母材部の境界部が明瞭に現れていない場合は，その表面の代

表箇所をグラインダなどで研摩した後，5％硝酸アル麗一一ル溶液などでエヅチングし，その境界部

　　　　　　　　　　　　　　　　　一婆一
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を確認しておくことが重要である。

（鋤　欠陥の検出Q聡Z3060）

＠　探傷は，UT要領書に基づいて行う。

（わ）UTで検出した反射源が欠陥かどうかを知るため，その場で，作図又は計算を行い，判定す

　ることが必要である。

（c）欠陥と判定した反射源については，欠陥の位置，分布状態，欠陥工灘一高さの領域，欠陥指

　示長さを測定した後，等級分類を行う。

（亟）等級分類で3級又は蔓級となった欠陥は，必要により，その位置，形状・寸法，種類などの

　推定を広帯域垂直探触子，点集束又は二振動子斜角探触子を用いて行う。

（4）　欠陥位置の推定

　（＆）ステンレスクラッド鋼溶接部の反射源

　UTで検出した反射源の位置が，図蓋に示すように母材側溶接金属部か合せ材側溶接金属部かに

より，反射源の評価が異なることがあるため，合せ材側溶接金属部の溶込み深さの推定を精度良く

測定できることが必要となる。

　図2は，超音波による溶込み深さの推定結果（広帯域垂直探触子燈C12、7N）と横断面マク濃によ
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　　　・寸法の推定結果
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る確認試験結果である。超音波による溶込み深さの推定は，可能であり，また，その推定精度も良

い結果が得られていることが確認でぎた。

　図3は，保守検査時に，灘s　z3060で蔓級と判定された反射源について，その位置及び形状・寸

法の推定を広帯域垂直探触子，些5。及び6ぴ横波点集東斜角探触子を用いて行った結果である。図3

に示すようにこの反射源は，母材側溶接金属部の欠陥ではなく，開先形状に比べてはるかに大ぎく

溶接されている合せ材側溶接金属部内の反射源であった。また，経年変化を知るため，婆回（2回／

年）の追跡調査を保守検査時に調査したが，図3に示すように反射源の位置及び形状・寸法とも変

化していないものであった。

（§〉　欠陥の形状・寸法の推定

（農）藍／2Mo鋼溶接部近傍の治具跡の割れ

　図婆は，i／2Mo鋼溶接部近傍に発生していた治具跡の割れ高さの推定結果である。このとぎ用

いた探触子は，60。横波点集束斜探触子である。図に示すように割れ高さは，5．墨～6・0搬mであり，

その傾きは，約茎8。のものであったが，グラインダで除去したあとの高さは，喚．6m凱でUTの像

うが，約i拠搬程度大ぎく推定していた。
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図§　ステンレス鋼鋳鋼惚一ラー反射源の位置，

　　形状・寸法の推定結果
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　㈲　ステンレス鋼鋳鋼撰一ラー（溶接構造物）

　図5は，ステンレス鋼鋳鋼獄…ラーの円筒状内面側の段付部から発生する欠陥の検出と検出した

欠陥の位置及び形状・寸法の推定結果である。ここで用いた探触子は，喚5Q縦波点集束斜角探触子

（2駕30LA蕪）である。UTで推定した割れ高さは，5凱mであり，切断試験による実寸法は，墨．7

鵜瓢の高さであり，ほぼ，同じ寸法のものであった。

（銭）まとめ

　以上，保守検査時の溶接部の欠陥評価技術の一端を述べたが，今後とも溶接構造物の安全性の確

保と信頼性の向上に努めていぎたい、

黛．諺　管内走行技術を利用した検査の現状と今後の課題

日揮メンテナンス㈱　長谷川　祐蔵

（の　はじめに

　原子力，火力発電所や石油精製，石油化学工場などのプラント内配管，長距離パイプライン，あ

るいはビル，下水道，ガス配管など，いたる所で配管が使用されている。

　これらの配管の点検については，

①埋設，あるいは外面被覆されている。

②小臼径のため人間が入れない。

③放射線環境下のため容易に近づけない。

などの制約から，管外面より直接検査することができないものが多い。

　近年，これらの配管の点検を行うため，検査装置を搭載して管内を走行する種々の技術が開発さ

れている．

（黛）　管内走行技術の現状

　（縦）管内移行方式の現状

　管内を移行する方式を大別すると，圧送式，牽引式，押込式，自走式に分けられる。これらの駆

動原理と特徴を表iに示すi）。

　圧送式は管内の流体に検査装置を運ばせるもので，ピグ方式と呼ばれ，長距離の石油やガス輸送

のパイプラインの検査に用いられている。一方，短い配管に対しては，群一プやワイヤを利用して

牽引したり，ケーブルの剛性を利用して押込む方式が簡便な方法として利用される。

　（熱）管内自走装置の現状

　自走式管内走行には種々の駆動形式が採用されており，車輪形，ク環一ラ形あるいは嬬動形（関

節の伸縮によって進行）などがある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一7一
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蓑1　代表的な管内走行装置の駆動原理および特徴

駆動原理

、＿、、

特　　長

適編上の

注意点

圧送式
（ピグ形）

・管内壁に対
して非接触
で，内部流
体の差圧に
よって霞走

自 送 式

車輪形　ク獄一ラ形　尺取形

よっし濃定
る。

循蚤3⇔撃
力を利馬

を隔よつ　見鶏
を自走す 耀

して管内を る。
グa

自走する。

・畏距離のパ ．痴車輪形と比 ・蜜

イブライン 軽量化する べて，大き ｝

を検査する ことが可能 な駆動力が 器

のに適して である。 得られる。

いる。 ・鉛直管の昇 ・凹凸部を通
・管の操業中 降が可能で 過すること
に適胴でき ある。 が可能であ
る。 曲管部の通 る。

過性が優れ ・鉛直管の昇

㌧薦』
ている。 降が可能で

る。

ピグを挿入
するための
ランチャー
設備と，ピ
グを園収す
るためのレ
シーバー設
備が必要で
ある。

・岡一口径の
管でないと
適爾でぎな
いo

・管内壁に接
した車輪が
回転するこ
とによって
発生する摩

・管壁面との
面抵抗が小
さく滑り易
いo

・管内壁に接
したキャタ
ピラを駆動
さ慧ること
によって管1

・車輪形と比
べて，構造
が複雑であ
る。

・数台のシリ
ンダブ撰ツ
クの両側に
クランプブ
揖ックを配
置し，主に
空気圧によ
って，管内
をぜん動走
行する。

鉛直管の昇
降が可能で
ある。

・構造が複雑
で小形化が
困難であ
る。

・走行速度が
おそい。

・問欠的な動
きをする。

押　込　式

はやい。

甲込形 旋回押込形

匙査装置に ・コイルバネ
文付けた棒 をスクリュ
ビ押込むこ 一ギアとし

によつ て利爾し，

，装置を 旋回力を拍
駆進させる 進力に変捗
ともに， して管内を

転を引抜く 前進する。

とによっ
ヂ装置を後
憲させる。

多動速度が ・曲管部のタ

まやい 漏性が優才

・醐性のある
押込棒を使
矯した場
合，曲管部
を通過でき
ない。

ている。

欝…プ牽引形

・検査対象管
の中にあら
かじめ緯一
プなどを挿
入しておき
その惚一プ
に検査装置
を取付けて
牽引する。

・構造が簡便
である

・装置が大規・躍一プを牽
模になる。　　引するため

・直管部にお　の巻取ドラ
ける推進力　　ムが必要で
が十分とれ　ある。
ない。　　　・検査装置が

　　　　　詰った場合
　　　　　を想定し
　　　　　て，巻戻し
　　　　　用ρ一プが
　　　　　必要であ
　　　　　る。

車輪形式には鐙のガス導管用2）から招βの海底パイプライン用3）まで多くの自走式検査装置が

開発されている。小臼径管内を走行する装置は…般的に搭載可能なアクチ訟工一タの出力が小さ

く，走行距離も短いものが多い。一方，大口径用のものは強力なエンジンの搭載が可能で，走行距

離も畏くすることが可能であるが，装置としては極めて大型のものとなる。

プラント配管用に開発されたクρ一一ラ形の水平，垂直管内自走装置婆）を写真三に示す。特殊なク

饗一ラを装着し，90。シ隷一トエルボあるいは異径管をスムー一ズに走行できるようにしている。

蠕動形のものは走行速度が他方式に比べ極端に遅い欠点はあるが，つめなどを管内壁に突張り，

しっかりと固定する方式をとっているため，装置が安定する事から，内部点検の他に溶接作業など

を行わせる事ができる。

（c）検査技術の適用の現状

現在開発，実用化されている装置による検査対象はスケールの堆積状況，配管の腐食減肉が主で

ある。したがって，獄Vカメラによる目視点検が最も多く，腐食部の深さ測定に渦流センサーあ

一8一
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るいはレーザ光を利用した計測器が搭載されているもの

もあるQ3）・岱）

　…方，ピグ方式では漏洩磁東による欠陥深さ灘定の飽

に超音波を利用した深さ測定も行われている。6）

亀

（＄）　検査技術適用上の課題

　前項で述べたように…部に電磁気や超音波を利用した

検査技術が適用されているが，翼TVカメラを利用した

目視点検が主となっている、

　今後，損傷部を定量的に計測するためには，超音波法

の適用が増えると考えられるが，適用に当って次の点が

課題として挙げられる。

　①管内面の腐食による凹凸に対し超音波を管材料中 、織’

　に侵入させる工夫。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真1　ク群一ラ形水平，垂直管内自走装置
②管内面のスケー一ルなど堆積物を除去するなどの前

　処理技術。

③管内走行装置は管を開放して走行させる場合が一般的で，この場合，接触媒質を供給する必

　要がある。仮に水浸状態で行うとすれば走行装置の駆動部分を完全な防水タイプにする必要が

　　ある。この場合には走行装置の牽引力の低下も考慮しなければならない。

　④管内径に合わせシ隅一を用意する必要がある。

　なお，管内自走技術に対しては長距離走行が大きな間題点となろう。

〈参考文献＞
ま）

2）

3）

蛋）

5）

6）

小購原辰也，飽1化学装置における配管溶接継手の検査法，酎管・鍵置・プラント技術，ラ紹、鱒．欝，聾～鷲

冨岡鏡二，他1小昌径導管検査韓ボットの開発，漢立評論，V麟．礁，胴o、鱒（鐙緬，N蟹．）駐．騒～羅

上垣内秀幸：自走式管内TV検査システムの開発，N腿資料○縫…欝8（鰺総）

長谷珊祐蔵：管内自動走行装置の検査への適罵，醤賜資料OG駈3簿（露8馨）

例えば，好光新，他1貨油管内面検システムの開発，配管と襲置（豊嘘翻灘瀞．欝～碧

山瞬義洋，飽言パイプライン管内探査装置，目本鋼管技法　掬．攣釈盆鰭3）
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欝．αW試験間題の解説

闇　下図に示す開先形状を持つ重油備蓄タンク底板の溶接部の溶込み不良と開先面の融合不良

　を超音波探傷試験で検出するための試験条件を設定したい。余盛は削除しないものとし，検

　出すべき欠陥は高さがi搬撚以上の溶込み不良および直径3懲懲以上の円板状の融合不良と

　する。次の（ま）～（垂）を求めよ。

　（i）　使用探触子，探触子の走査範　　　　　　　　　　　　　60。

　　囲または位置

　（2）　感度調整用の試験片と標準穴

　　　の寸法

　（3）　検出すべき欠陥のエコー高さ　　　　　　　　　　　　　2

　　　レベルの最小値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験対象物の開先形状
　（婆）　探傷感度の具体的な調整方法

　〔実際の問題では，形状反射能率勤の表が与えられているが，紙面の都合で省略した。〕
し
〔解説〕

　溶接部に超音波探傷試験を実施する際，溶接条件等から発生しやすい欠陥やその位置があらかじ

め予想される場合，それぞれの欠陥の検出に最適な探傷方法，探傷条件を選定することが効果的で

あることは改めて言う豪でもないことである。この間題が従来からよく出題されているのは，探傷

方法，探傷条件を決める際の出発点になるからである。また，規格で定められている検出レベルを

定量的に比較・検討する際の必須の墓本知識でもある。

　解答に当たって注意すべぎ内容は次のとおりである。

（1）　探触子及び走査範懸

　探触子は，原則として，欠陥からのエコーが最も高くなるように選定すべぎである。探触子の顧

折角は，欠陥面に対して超音波が垂直入射するように，蓑た，減衰の特に大ぎな材料でなければ高

い周波数を選定するのがよい。溶込み不良の場合，欠陥面に超音波を垂直入射させることは出来な

いが，裏面に開覇した直線溝形の欠陥であり，いわゆるコーナ～反射による大きな工饗一が得られ

る，屈折角は，モード変換損失のない鱒度が望憲しいが，余盛の幅と探触子の接近限界長さとを考

え合わせると簿度にする必要がある。（接近限界長さの短い探触子を用いると，屈折角菊度が可能

となることもある。）屈折角60度はモー一ド変換損失が大ぎいだけでなく，わずかな屈折角の違いに

よる反射率の差違が大ぎく，探傷に適さない。蛇足であるが，溶込み不良であるからガタンデム法』

の適用を考える人がいるかも知れないが，タンデム法は，あくまでも，内部にある溶込み不良に適

用するものであって，ルート部（裏面）にある場合は適用でぎないし，その必要もない。

　探触子の走査範闘・位置を求めるときには，必ず図を描いて考えるのがよい。ルートギャヅプや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一憩一～
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余盛の幅を忘れていることが多い。

（慧）　感度調整用試験片

　溶込み不良に対しては，厩折角70度（または45度）を使用するので，R猛略（φ2．秀）またはST難

A2（φ婆x婆）のいずれも使用可能である。開先面の融合不良には屈折角60度を使用することになる

ので，ST合一A2は使用できない。理由は，（1）に述べたように，屈折角の差による音圧反射率の変

化が大きく，基準エコーとして適していないためである。

（騒）　検出すべ鳶欠陥のヱ認一一高婁レベルの最小憾

　欠陥と基準反射源からの工篇一高さの比は次式で表される。

　　如　γo一一F　γ1ザ
　　ー篇一曹一一　　　①
　　娠　γ翻5　γ／耀

ここで，ゐ，海，γ1はそれぞれ工慧一高さ，形状反射能率および界面反射率であり，添字のE及び

Sはそれぞれ欠陥と基準反射源（標準穴）を表している。

　形状反射能率の表［省略1末尾の文献参照コを見ると，平面欠陥では，欠陥寸法と限界寸法（欠

陥寸法とエコー高さの間に比例関係が成り立つ最大の欠陥寸法のことで，ビームの拡がりと対応し

ている）との大小関係により式が異なっている。そこで，まず探傷条件（周波数，屈折角，ビーム

路程）によりそれぞれの欠陥形状ごとに限界寸脚、，を計算し，対象とする欠陥の最小寸法tと比較

して，使用すべぎ形状反射能率の式を決定する。

　界面反射能率は，各欠陥（または標準穴）に入射した超音波の音圧と反射直後の音圧の比で，反

射面が滑らかな場禽，音圧反射率に等しい。すなわち，垂直入射時には術駕i，斜め入射（篇一ナ

ー反射）時にはモード変換の影響を受けて，屈折角鱒度ではγ／擁，60度ではγ1≒o．欝，70度ではア1

≒ひ．5となる。（i），（2）で定めた条件に限定すれば，屈折角70度の探触子を用いて溶込み不良及び

ST聾A2のφ婆×蔓をとらえた場合にγ／篇0。5となり，それ以外の場合γ1⇒となる。

　探傷条件及び欠陥の最小寸法を代入して①式を計算すれば，標準穴からのエコー高さに対する欠

陥エコー高さの比が求まる。なお開先面の融合不良の場合，欠陥の深さ位置によってビーム路程が

変化するので，最長のビーム路程を用いて計算する必要がある。これは，欠陥と標準穴の距離振幅

特性の相異によるものであり，この問題からははずれるが，帯形平面欠陥あるいは直線溝形欠陥を

ST鯵一A2のφ蛋×蔓と比較する場合には，探傷条件によっては最短のビーム路程でエコー高さの比

が最小となることもあるので注意して欲しい。

　①式の計算結果をさらにデシベル表示しておくと，（盛）の問に答えやすい、結果が正の場合，欠

陥エコーの最小値は標準穴のエコーよりも高く，負の場合は低いことを表している。

（4）　探傷感度の異体的な調整方法

通常の超音波探傷試験では，感度調整用の標準穴を用いて距離振幅特性曲線を作成し，欠陥から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一勲一
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のエコー高さをこれと比較して評価している。例えば，J欝z3060ではST聾A2又はR鯵4を用

いて標準穴からのユコー高さレベルを表すR線，その亙／2（一6薦）のM線およびi／奴一鼠2認）の

L線の3本の距離振幅特性曲線（エコー高さ区分線）を作成することが規定されている。9線は

表示器上で鵜％を下回らないように作成するため検出レベルの指定には高過ぎて適していない。そ

こで，L線が検出レベル（欠陥とLて評価する欠陥工灘一高さの下限値）となるように感度調整す

る場合を考える。（3）で求めたエコー高さの比を濃酬認）とすると，標準穴からの工翼～がR線に

一致するように感度調整したとぎ，欠陥エコー高さの最小値はR線に比べて濃丑（認）だけ高い

（濃κ＜0の場合は口矧（鵡）だけ低い）。したがって，この後雌8＋i2（鵡）だけ探傷器の感度を低

めてやれば，欠陥工慧一一高さの最小値（すなわち検出レベル）がL線に一致することになる。な

お，実際の探傷器では感度調整器の最小単位が0．5磁となっているので，端数を切り捨てて0．5

認単位で答えればよい。

　解答例は次のとおりである。なお，①式の計算では，各々の形状反射能率を婆～5桁目濠で求め

ておいて代入し，最後に0．5脇単位に丸めるのがよい。例えば，3、灘5…磁→3．5脇，3．師5…一→3。5

のように．なる。

（墨）

（2）

（3）

（婆）

欠陥の種類 溶　込　み　不　畏 開先面の融合不良

探　触　子 5Z蓋G×iGA70 ‡、 5窺○×茎OA6⑪

走査範囲
　又は
探触子位置

感度調整瑞

試験片と標

準穴の寸法

欠陥蜜での

最畏ビーム

路程

（禽）

ST叢一A2

φ喚×墨鵜盤

騒鵬鵬

R霊一喚No，

φ2．些撒灘

y陣灘30～60騰憩

鼠暮一喚No．茎

φ2．婆鑓瀟

60盤撒

　　　　　　　　　　　㎜マー　　　丁
工惚一 さ　　　　　　　　　　（麺）

レベルの最　　［比コ2、欝　　　　［比抽．覆　　　　　　　枇］2．灘

小値げ 、げ ⊥げ一一
探傷感度の　（翫）　　　　　　　　　（b）

調整方法　　標準穴からのエコー　標準穴からのエコー　標準穴からのエコー高さを鷺線に合わせ

　　　　　蕩さを鷺線に合わ　高さを鷺線に合わ　たのち，鱒．0脇だけ低めればよい。

　　　　　、せたのち，蓋9。G鵡　せたのち，雄．5鵡

　　　　　だけ低めれぽよい．　だけ低めればよい。

注涙＆）又は（紛のいずれかで統一されていればよい。
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溶接検査認定委員会研究・教育委員会編1溶接構造物の検査，㈹揖本溶接協会発行（欝89）駐溢9
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4．今後の検査

　検査はそれぞれの時代における製品・構造物の信頼性を確保するための重要な手段であり，検査

技術開発の論一ズとなっている。それ故，今後の社会の動向から検査の動向をマク瞬的に見ること

ができよう。

　揖本経済の発展は豊かな社会を実現してぎている。豊かな社会は，これに見合ったエネルギー一確

保を必要としている．反面，豊かな社会は危険回避に対しては過剰なまでに敏感になっている。例

えば，日本では起こり得ないとされながらも，ソ連チェルノブィル原子力発電所の大事故は，大き

な影を残し続けている。

　また，フPンガスによるオゾン麟破壊や炭酸ガスによる地球温暖化現象に代表される地球環境保

存は，瓢世紀に向けての重要な課題となってきている。また，石油等の資源に限りがあることも，

多くの報道が伝えている所でもある。

　巨大なエネルギーを作り出す上で，確かに困難な状況は存在しているように思えるが，これを先

端科学の進歩で克服しない限り，豊かな社会の存続はありえないと考える。また，困難な問題を克

服する上で，非破壊検査も重要な役割を担っていると言えよう。

　原子力エネルギーは，当面のエネルギー源として，また炭酸ガスを出さないクリーンエネルギー

として最有力視されている。現在世界鶯ヵ国の国際協力で行われているP欝C計画は，原子力圧力

容器のより優れた非破壊検査手法を検証するための巨大プPジェクトであり，原子力に対する限り

無い僑頼性追求の証でもある。

　瓢SC計颪は3つのフェーズに分れて行れており，現在第mのフ訊一ズがなされている。また，

P聡C計颪に先立って，米国の艶VRC（PressweVesse至Res鰍r慮Co澱mi蹴e）では，玉968年に大形

のモックアヅプ試験体を作成し，試験に着手している。従ってこれらの研究は，今日開始されたの

ではなく，多くの研究によって非破壊検査に関する現象が解明され，定量化が進められてきた。更

に今日ではコンピュー一ター技術の発展と相侯って，画像化を用いた新検査手法の適用検討も盛んに

なされてきている。

　これらの研究は，材料中の割れを検出し，評価することを目的としており，医者の立場から見れ

ば骨に入ったひびを検出する外科的診断に似ている。…方，構造物の長寿命化の傾向に対し，例え

ばウィルスに汚染されて体力が劣ってきているとかいった，内科的診断技術が望まれてきている。

　構造物が高温で長時間使用されていくと，材質に変化が生じてくる、この変化の度合を定量的に

把握していく必要が生じている。勿論，これらの劣化を充分把握して，極めて安全側で設計寿命が

決定されている訳ではあるが，構造物の老齢化が進むにつれて，余寿命評価への二一ズが高まって

きている。また，この評価法が確立され，また当初設定した寿命延長の信頼性が確認されれば，更

に構造物をより長く使用していくことが可能となり，安定成長下での経済的メリットは大ぎい。

　この材質劣化の評価には，従来とは全く異なる物理現象を用いていく必要がある。例えばクリー一

プ損傷は高温で長時間応力が付加されると，材料中に微小ボイドが発生し，これが連結して破壊に
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至る現象である。しかしながら，ボイドの大ぎさは超音波の波長に比べてはるかに小さく，従来の

超音波試験では欠陥として検出することは不可能である。

　反面，微小ボイドの発生は材料のヤング率を変化させていく。音速はヤング率の関数であるか

ら，極めて高精度の音速計があれば，クリープ劣化を計測でぎよう、従来の超音波探傷試験では，

音速を一定として音源位置を求めていくことを考えるならば，同じ超音波を用いても全く異なる評

価法であることがわかる。

　また，劣化評価の二一ズは，電気化学的手法，電気抵抗，陽電子放射等の広い物理現象を取り入

れて非破壊検査手法の範囲を急激に広げている。窟た，構造物の稼働中に検査を行ったり，神経と

してのセンサーを取り付けることも魅力が感じられる。しかしながら，構造物の多くは高温や極低

温で使用されているために，従来のセンサーを使用でぎないことが多い。この目的に対しては耐熱

性の優れたセンサーを開発していく必要があり，研究が進められている。

　また，高い信頼性要求は，欠陥の発生しない高晶質の溶接施工を期待してきている。ここにも非

破壊検査の新しい活躍の場としての期待がある。溶接施工時に超音波を用いて溶接部を監視し，同

時に施工条件をジアルタイムで制御するための研究や，施工時に溶接部をX線を用いて監視する

研究がなされてきている。

　蓑た，目を宇宙に向けるならぱ，2i世紀は人類の宇宙利用が現実のものとなる時代であろう。こ

れの実現に陶けて多くの新素材が鐸ケットや宇宙ステーシ薫ンに使用されよう。これのますます高

い信頼性確立のための非破壊検査技術の開発が大きな二一ズになっており，多くの研究成果が米国

を中心に報告されている。

　費本においても，釜9％年に鷺2ロケット打ち上げが予定されている。これによってもたらされる

大量輸送の道は，欝本においても急激に宇宙時代を迎える結果となろう。これにともなって，新素

材や新接合の非破壊評価技術の確立の二一ズが国内でもます襲す商まってこよう。

　蛮た，原子力産業を維持，発展させる上で必要な放射性廃棄物処理プラソトや高速増殖炉は，新

しい構造となり，これに伴って検査手法もより高度で信頼性の高いものへと発展してぎている。ま

た，将来に予測される超伝導技術の実用化は，エネルギー獄スを極めて小さなものとし，新しい構

造変化をもたらそう。これらの変化に伴って非破壊検査技術に対する二一・ズは全く異なったものに

なることも予測される。

　いずれにせよ，米国NASAのチャレンジャーの事故が，その計画を大きく変更させたように，

一度事故が起これば，人命の尊い犠牲もさることながら，巨大プ潭ジヱクトの計画そのものを大ぎ

く変える結果になりかねない。このように考えると先端技術開発に対して，非破壊検査の使命には

極めて大きいものがあると言える。

　先に述べたP欝C計爾に代表された，自然欠陥を対象とした非破壊検査の定量化の検討時代に対

し，今後の非破壊検査の二一ズはますます多様化し，新しい物理現象を利用した幅広い研究の場に

なっていくことが予想される。現在はこれへの節目の時期のような感を持っている。　　　（T。A．）
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轟．平成工年CIW連絡会について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶接検査認定委員会運営委員会

　昨年三〇月器Bに認定事業者を集めて初めて開催したrCIW連絡会」は従来r技術委員会」の名

称で開催していたものを，本年からその内容に名称を合せる形で変更し，年亙回認定証の授与式を

兼ねて開催することになった。今年は初めての開催でもあり，認定事業者と運営に携わる者との懇

親を深められるよう白浜温泉にて開催した。rC夏W連絡会」の後は，会議室ではできない懇親がで

ぎ，参加者に好評であった。以前よりC笈Wの資格や制度に対して多方面からご意見・ご要望があ

り運営委員会等で検討した結果をrC亙W連絡会」の席で説明した。今後の活動の方針説明になる

ので，この誌面を借りてその主旨やその後の検討を紹介する。

（颪）　主任検査技術者・主任試験技術者の更新試験が三回書替え手続ぎに代えられ，受験の間隔を

　3年から6年にし，6年目には再試験とする。下記（2）の試験を合格した者から適用。

（2）現在，受験時に参考図書の持込みが一部許可されている出題問題があるが，玉次試験受験時

　の参考図書の持込みを全面的に禁止する、これは平成2年5月の試験から実施する。

（3）　CIWの認定のA～D種の他にE種（仮称）を新設し認定事業者数の拡大を検討している。

（儀）C亙W認定をファブ・ゼネ撚ンヘの拡大する検討がなされている。

（5）　通僑教育について，アンケート調査の結果を受けて，現行のND13種合格を指導するもの

　は，所期の目的を達成したので中止し，Ciw技術者用の通僑教育の実施を検討している。

（6）　r溶接構造物の検査掘鐙塞テキスト）が編集され発刊された。また，このテキストは今後の研

　修会で使用して行く。

　以上を説明した後に質疑応答・要望等があり次のことが検討された。

　鼠種の認定においては，現在認定を取得していない事業者に窃Wの思想の周知というか，技術

の両上を計ってもらう意味で少しでも参加できるようにとの考えから，新しいクラスを設置するこ

とを検討している。また，認定の技術レベルを下げるということではなく，底辺の拡大を目的とし

ており，A～Dまでに登る予備軍という考えである。

　ファブ・ゼネコンヘの認定拡大は，CIWの認定は技術認定であり検査の技術が，ある…定のレ

ベルに達しているものに対して認定をする，という考えに基づき認定をしたい。ただ嬬認定拡大

については，混乱がないよう，その方法等は十分検討してから実施する，認定対象を拡大すること

により，C置Wの普及が計れるメリットがある。このことについては，以前に溶接検査事業者懇談

会から，個人認定や検査会社以外への認定拡大については承認する旨の文書が運営委員会が提出さ

れているので，それも踏まえて慎重に検討する。

　C五W認定は建築分野に浸透しているが他分野への展開を図って欲しい躊要望された。この件に

ついて今後前向きに検討することになった。

　蓑た，認定事業者から強い要望のあったCIWのシンボルマークは，現在いくつかの候補p中か

ら絞込みを行っている所で今年の蛋月頃には公表でぎる模様である。
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馨．　CXW認定事業者＝会社紹介＝

1会社名
1本社所在地

諌表舐名

i認定番号
　認定種別

　認定部門

く沿革＞

娼重検登サー一ビス株武会社

攣65創9蓋神芦市中央匿東州崎町3丁目i番蓋号　川崎重工業㈱神戸工場内

驚07秘6綴一5蔓55　罫AX　O簿一67レ53婆5

代表取締役社長　小山三雄

第6A唱6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，ひずみ測定部門

事　業　所　神戸事業所，坂出事業所，播磨事業所，野醗事業所，千葉事業所，中部事業所

　瑚重検査サービス㈱は，昭和52年i月，川崎重工業㈱の船舶，鉄構事業本部の非破壊検査部門

を，分離・独立する形で発足した。昭和56年には，原動機事業部から，昭和58年には，産機プラン

ト事業部とエネルギープラント事業部から非破壊検査部門の業務移管をうけ，現在に至っている。

もちろん，業務移管はなくても，航空機車輌部門および技術研究所など，川重の展開する事業全般

に検査会社として大きなかかわりをもち対象領域も大ぎく広がってきている。

＜特畏＞

　親会社の川崎重工業㈱の非破壊検査部門が分離・独立した経緯から，全国規模で広がる各事業所

（現在は6事業所）を中心に業務活動が展開されている。すなわち，川崎重工業㈱が現在製造中の

製晶の非破壊検査および川崎重工業㈱が手がけたプラントやタンクなどの完成後の定期検査が主な

仕事になる。また，技術開発営業活動，技術者教育なども，川崎重工業㈱の研究所，各関連事業

部門ならびに関連企業との密接な連携・協力をベースとして展開されている。

＜技術開発＞

　当社は，発足以来，川重グループの中で，特長ある技術者集団として着実な発展を遂げてきてい

るが，その原動力は何といっても技術開発にある。

　例えば，「写真　蓋」は最近，当社が「構造物の非破壊検査に関するシンポジウム」（平成元年獄月

飼麺潤，於　インテヅクス大阪）で発表した「石油貯槽底板自動板厚計測装置」（愛称騒六甲”）で

ある。この装置は，石油貯槽の開放現場で要請の大ぎい貯槽底板の全面自動計測を極めて軽量・小

型なシステムで，実現したものでr写真　2」にの腐食領域確認試験結果を示す。腐食領域は，概ね

正確に表示されており，補修の要否を示す等高線が，カラー一表示の境界線として，明瞭に認識でぎ

る。これは，保守管理の立場から要望の強い，貯槽底板の孔食を完全に発見でぎることを示唆する

ものと言えよう。この装置は，当社が，川崎重工業㈱の技術研究所（溶接・加工研究室）および技

術開発本部（電子・制御技術部）の全面的な支援と協力を得て完成したもので，川重グループで提

唱されている「イソター一K蹴グループ活動」の成果の一環である。

　このほか，川重検査サービス㈱の業容拡大と親会社の非破壊検査担当部門としての使命達成のた

め，非破壊検査の精度・信頼性の向上と省力化実現のため幾多の研究開発が関連部門との密接な連
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携，協力の下で進められている。

＜技術者教育＞

　r業界で，常にAタラスの評価を保持すること」が，当社の基本方針として掲げられているが，

このため，積極的に社外の学会，講習会などへ参加させるとともに，社内教育も川重関連部門の協

力を得ながら精力的に展開されている。

　その内容は，検査技術者として，より幡広い視野と技術の習得を目指してた技術老のレベルアッ

プ教育と，その取得・維持が検査会社としての死命を制するとの認識に立った資格所得教育であ

る。成果の一つとして，劔W認定事業者では業界トヅプクラスにランクされるまでになった。

＜業務内容〉

　川重グループの一員として，船舶，プラント，ボイラ，機械，航空機，車輔，鉄構，橋梁など川

重関係の製品を中心に検査業務が展開されている。その内訳は，売上比率の鱒％が外販，残り灘％

が川重関係で占めている。また，外販部門では，有力な安定顧客を多数かかえているのが特徴であ

る。

　業務内容としては，神戸事業所で，潜水艦，ジェットホイール，車輌，機械，ガスター一ビン，モ

ジ講一ル，鉄塔などの非破壊検査，坂出事業所でLNG船，LPG船，LNGタンクなど，播磨事業

所で球形タンク，鋼構造物，橋梁等の検査業務を行っている．また，中部事業所（岐阜）では，航

空機，環ケット関係の検査業務，千葉事業所で，ボイラ圧力容器関係，野蟹事業所で鋼構造物，鉄

骨，橋梁などの非破壊検査業務をそれぞれ行っている。

　今後の方向としては，更に新顧客および新分野を開拓することにより，外販を拡大し，その比率

を50％以上にしたいとしている。

＜むすび＞

　現在の仕事量は，引続く内需関連業務の活況と世界的な船舶需要の回復基調のうえでますます増

加傾向にあるが，これを完遂するための人材の確保と養成が当社にとっても最大の課題である。然

しながら人材養成は，早急な実現は難しいので，検査業務のなかで，できる所から自動化噌ボッ

ト化を積極的にとり入れ，更に川重グループの一員として関連会社との絆を太くして今後の成長発

展を期している。

奪真1

／

穰

灘　　　鹸　　桝

義翻
　鳩
　33
　凝
　誉マ

1一題

　禦
　終
　揮
　望～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟4騰賜鱗膿麟撃講蓉灘髄轟纈獅鱗，

石油貯槽底板自動計測装置（走行部外観）　　写真窯　実貯槽腐食試験体探傷結果（板厚　9．難灘騰）
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会　社　名　鑓本溶接検蓋株式会社

本社所在地　撃763　丸亀市用酋町南852番地i　欝0877－28－5963　罫AX　O＄77－28－88i2

代表者氏名　代表取締社長　田井牧夫

認定番号　第綴C89号

認定部門放射線透過検査部門，超音波探傷検査部門

事　業　所　大阪営業所

＜沿革＞

　類本溶接検査株式会社は，昭和娼年に設立された。当初は，船体，水門，タンク，配管等の溶接

部の放射線透過検査が主な業務であった。近年，大型構造物等の磁気検査，浸透検査，超音波検査

の比率が筒くなり，ここ数年は，特に超音波検査業務が急増している。

　当社は，全社員数が20名にも満たない小企業であるが，今回，四国地方で初めてのCiw認定会

社になり得たことを大ぎな喜びとし，濠た誇りとするものである。

　以下，当社の営業方針などについて述べる。

＜非破壊検査技術者のあるべき姿〉

　いうまでもなく，非破壊検査を行うものは，検査対象物についての十分な知識が要求されてい

る。当社は，単に基準等に従って欠陥を検出し，評価することだけにとどまらず，溶接欠陥の発生

原因の追求，それによって得られた知見をもとにした溶接方法の改善について，そしてさらに，生

産性の向上についてまで，溶接施工者側と密接な情報の交換を行い，意見が述べられるような，材

料，溶接施工，機械試験を含めた検査技術についての十分な知識を持つべぎであると考える。

　社員全員が…歩でもこの理想に近づけるよう心がけている。

＜社鰻の技術の向上・資格の取得＞

　上に述べた目標に近づくための第一歩を，先ずJSND1の2種の資格の取得とし，各人がとりあ

えず最低3部門の2種資格を持つことを要求している。現在，当社社員の各種資格の保有状況は別

表のとおりである。当社規模の会社で，JSNDI特級2名ということは，当社の姿勢を現わすもの

と自負している。また，今回のC三W認定会社となり得たことが技術者数，教育・管理体勢などに

ついて，一応の客観的評価を得られたことの証明になるものと思われる。

　ただ，表からわかるとおり，各種資格などが一部のものに集中して保有されており，今後は，

JSN：鎌の2種技術者の幅を広げ，さらに3種技術者数を増し，ひいてはC亙W主任検査・主任試験

技術者数を多くしていく必要がある。

＜将来への展望と課題＞

　以上述べたように，当社は遅ればせながら，ようやく社会から認められる検査会社の一員に加え

られたばかりである。あらゆる業種の企業も社会体係の変化，技術の高度化に対応し，順応してい

かなければならない。また，非破壊検査の分野でも，さらに高度化，自動化，機械化（装置化），

省力化を進めなければならない．そうなればなる程，個々の技術者，技能者の達成能力に対する要

求水準がさらに高度化し，知的集約度，技術集約度の高い技術者，技能者の育成こそが最大の課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　一蓋8一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磁w通僑（葺繍，憲露麟）

となることであろう。

当社は，このたびの，C翼W認定を新たな第一歩として，いたずらに規模の拡大をはかることな

く，社会の要求に応えられるような密度の高い技術老集団をめざして，一歩一歩堅実な歩みを進め

ていきたい慰のと考えるものである．

各種資格・免許取得状溌（いずれか1つ以上の保馨者のみ）
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