




1．教育用パソコンソフトの紹介

－フレッシュマンのために－

菰 き

轍

　日本非破壊検査協会出版委員会ではこのほど，「超音波

探傷入門（パソコンによる実技演習）CD－ROM」を作成し

た、，

　本稿ではその内容を紹介する。

　「初心者が超音波探傷をパソコン感覚で演習できないか」

をコンセプi・に開発されたこのソフトは，「絵と音の出る

テキス磁として活用できるもので，いわゆる電子出版物

である。CD－ROM（Compact　disk　read　on玉y　memoryニコ

ンピュータの読み出し専用の記憶媒体としたコンパクト・

ディスク．バソコン使用者がよくご存知のとおり，パソコ

ンで使用すればモニタ ヒに絵が現れ，スピーカーから音

が聞こえる）のほかに解説書が附属している。

　このCD－ROMをパソコンで使用すれば，モニタLに超

音波探傷器や超音波探傷用の標準試験片が現れる。これ

を解説書にしたがって操作すれば，超貢波探傷器や標準

試験片を実際に使用して，超音波探傷の実技を行うこと

を模擬的に体験できる画期的な内容となっている。日本

非破壊検査協会としては最初の電臼ll版物となる。

　これを作成した経緯は，超音波探傷の初心者が基礎技

術を容易に身に付けることを補助するために，パソコン

揺二仮想探傷器を作り，超卜～波探傷の訓練ができるシ

ミュレーションソフトをH本航空専門学校の谷村康行先

生が制作したことによる。

　システムの特徴としては，簡単な操作性，リアリズム，

イメージトレーニング，自己採ノ、賦制を考慮したことが挙

げられる．すなわち，基本的にはパソコンのマウスのみで

実行でき，探触子の操作もマウスを探触 ヂに見立てて，類

似した操作性を追求した。初心者にとっては探傷のイ

メージを早く体験できるように考慮し，また，操作の良否

を判定してくれるので，指導者が側にいるように訓練で

きる、、

　1 1本非破壊検査協会の出版物として伺行するために，

同協会教育委員会の超音波部会に谷村氏を委員として加

えた「超音波探傷入門」編集委員会を設置。内容を同協会

の超音波探傷の1種技術者のレベルにほぼ整合するよう

に検討した。

　内容の』ヒ要項11を以下に示す。

　①　，留音波探傷のはじめ

②

③

④

⑤

⑥

　附属のテキストで，

基本についての理解はロ∫能であるが，

Mをセットし，パソコンの操作要領に従って実技演習を行

うとより効果的である。「斜角探傷」の実行画面を写真に

示す。

　CD－ROMを用いて実技演習を行うと，初心者は簡単に

超音波探傷の！種技術者のレベルにほぼ整合した実技を

習得できるので，超音波探傷を｝ 肩、fしたい初心 者には是

非とも推薦したい出版物となっている。

　ただし，この実技訓練はあくまでも仮想探傷器による

体験であるので，このソフトによる実技訓練が修ゴした

後に，実際の探傷器と標準試験片を使用した実技調練を

行う必要があることを付け加えておく。

　なお，詳細は次のとおり。

　【編集1（社）日本非破壊検査協会嵐版委員会

　【体裁I　B5’ドIL90頁十CD－ROM！枚

　【パソコンソフトの使用環境】〉OS＝W盤dows95，98

〉CPU篇PeRtium！00MHz以 ／◇・ハードディスク空き容量

鶏25MB以L〉RAM；16MB以L〉cDドライブ瓢window

s95，98標準のCDドライブ〉画面の表示色＝256色以1ニレ

画面の解像度＝800×600ドッi・以L（推奨解像度＝800×

600ドッi・）〉モニタ＝12インチ以L

　【定価】　一般4，000円（本体3，810円），日本非破壊検査協

会会員3，600円

　【申込方法1［．1本非破壊検査協会誌「非破壊検査」巻末

の「NDI書籍注文書」による（書籍略称「超入バ」，潜籍

コード「321550」）

　　　　　　　（文責：協会便り委員会委員　富L　岳）

超音波探傷のしくみ

装置と試験片

測定範囲の調整

ビーム路程の読み取り

探傷のてはじめ

　　　　　　　文章による説明を読んだだけでも

　　　　　　　　　　　　　ノ｛ソコン1こCD－RO

　　　　　　　　　参考文献
1）　谷村康行：超音波探傷入門者，洲練用シミュレーシコンソフ

　トσ）開発，’F成110年春季大会ぎ溝演概要集，PP玉97一一200
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2．高温・極低温用超音波探触子

石川島播磨重エ業（株）　荒川　敬弘

1　はじめに リード線

　構造物のより長期間の連続稼動が期待されており，こ

のための合理的な保全方法が望まれている。高温や極低

温で稼動する構造物に対し，稼働中の検査や劣化の監視

ができれば構造物の信頼性向上に役立つ。この目的で高

温や極低温に対しても長期間安定に使用できる超音波探

触子を開発している。

　従来の超音波探触子には，圧電素子を取付けるのに有

機系の接着剤を使用していた。このために，急激な温度変

化に対して接着部に剥離が生じたり，あるいは，高温や高

湿において接着部の劣化が生じた。

　このため，接着の替りにセラミックス製の圧電素子を

ろう付により金属接合する方法を開発し，耐熱性の大幅

な改善を計った。このろう付式の高温・極低温用超音波探

触子は，現在日本，米国，英国の特許を取得し，例えばカ

ナダの原子炉の炉心近傍配管の減肉をミクロンオーダー

で監視する1）など，種々の目的で使用されている。

　また，有機系を排し，金属接合したことで耐放射線性も

大幅に改善でき，例えば核融合炉などの高放射線下での

探傷用としても期待されている2）・3〉。

2探触子の構造と性能

』
　　　　　ケース

　　　　　電極

　　　　　圧電素子

　図1に探触子の構造を示す。圧電素子にはキューリー

点が約1200℃と高く，高温でも安定した圧電効果のある

ニオブ酸リチウム単結晶を用い，アルミ系のろう材を用

いて接合している4）。

　この探触子は550℃の炉中においても数週間の耐熱性を

示し，500℃の炉中では1年問以上の耐熱性の実績を持

つ。450℃以下の温度では探傷感度も極めて安定してお

り，おそらくは10年単位での耐熱性を持つであろうと考

えている。

　これらの試験は全て炉中に探触子を挿人して行った結

果であり，実構造物への取付けでは金厩製の遅延材を用

いることで，圧亀素子部の温度を構造物表面温度に対し

て容易に数十度低くでき，これによってより高温の構造

物にも対応できると考えている。

　また，液体窒素や液体水素などの極低温にも充分に対

図1　高温・極低温用探触子の構造

ろう付

応できることも確認している。液体窒素中にろう付式の

本探触子を直接に投げ入れて，急激な熱変動を与えた状

態でも探触デの性能が損なわれることのないことも確認

した。

　また，有機質を用いておらず，耐放射線性も著しく向上

した。γ線照射施設で行った試験では，10MGyの照射に

おいても探触子の性能は全く損なわれることがなかった。

3　適用例

3．1減肉監視

　探触子を走査して減肉を測定するには接触媒質が必要

である。市販の高温用接触媒質を調査したところ，あるも

のは高温で煙を上げて急激に探傷不能になるものもあり，
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300℃を超えて高温まで安定に使用できるものを見出せな

かった。

　このため，水溶性のガラスを用いた高温用接触媒質を

開発した。この接触媒質は，粉末を適用前に水に溶解させ

ぺ一スト状にして使用したり，予めぺ一スト状に加工し

たものを使用する。図2に開発した接触媒質を用いて高

温で肉厚を測定するときの底面エコーの感度変化を測定

した例を示している5）。高温でも安定して測定できること

がわかる。

　なお，探触子先端には約20mmの金属製の遅延材を取付

けて測定しており，試験体表面温度が600℃と高くても，

圧電素子部は劣化することなく測定できている。むしろ

測定限界は高温部への探傷者の接近性にあるようだ。

　定点で減肉を連続監視する目的には，予め探触子を構

造物に固定して取付け，探傷波菰をコンピュータに連続

記録して，ミクロンオーダーでの減肉を監視できる。

　これにより，例えば原料の違いなどで生じる腐食や摩

耗状況の変化をいち早く検知し対策を講じたり，データ

ベース化を計ることに寄与できる。なお，超音波音速は温

度により変化するので，配管の温度を熱電対で計測し，予

め求めておいた材料の音速変化量をコンピュータで補正

して肉厚を求めることができる。

　図3に探触子の取付けの例を示している。皿バネに

よって金属製遅延材を取付けた探触子を構造物に押付け

ている。このとき，探触子の遅延材と構造物との間に金や

銅などの柔らかくて展性に富む金属を挟むことで，接触

媒質を用いないでも，金属面を密着でき，超音波の送受信

圧電素子

〆

高温・極低温絹探触子　　　　　垂

←L一
素子

7

　　　　　　、、
製くさび　　　＼
　　　　　　　￥￥　　　　　　　　　￥

　　　き裂進展縮

　　！
　！

D

ノ！ △d

皿バネ

ナツト

喜温・桓 低温嗣探触

取付用治具一

己呂

鋼しバネによる

加圧

圧電素子

12　
儲紬試験体

葡＝（し2十D2〉1／2

VL二罰／（to／2）

△d＝D一｛（t／2〉2・VL2一し2｝1／2

　VL：縦波超音波の音速

　t。1初期ノッチ先端部の散乱波の伝播時間

　△d：き裂の進展量

　t　l進展したき裂先端部の散乱波の伝播時間

　図4　き裂進展量の計測方法

図3　高温・極低温爾探触子の取付方法の例

が可能になる。

　なお，開発した接触媒質は窓ガラスと同じガラス質の

もので，高温では長期間安定して超音波を送受信できる

性質を持っているが，大幅な温度変化が起こると超音波

の伝達が損なわれる傾向を持つ。これに対し，柔らかい金

属を挟んで密着させる方法は，大きな温度変化が生じて

も安定して超音波を送受信させることが可能である。

3．2　き裂進展の連続監視

　高温や極低温においてき裂の進展をリアルタイムに連

続して監視することができた6）。図4に監視方法を示して

いる。ここでは45度で縦波超音波を試験体に人射するた

めの探触子のくさびに圧電素子をろう付で取付けた探触

子を2個対向させて試験体に取付け，き裂先端で散乱す

る散乱波を受信し，測定することでき裂の進展を監視し

た。いわゆる，超音波丁OFD　CrimeofF1量g賊Di盤actio陰）

法と呼ばれている手法である。き裂の進展量はき裂先端

の散乱波の屯播時間の変化量より幾何学的に求めること
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図5　高温下（300℃）でのき裂進展の連続監視試験結果
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Cスキャン結果

図6　液体窒素（一196℃）での探傷例

ができる。

　図5に試験結果を承している。試験は，爵め機械ノッチ

を付けた疲労試験片に探触デを取付け，保温材で覆一）た

後に，試験体及び探触ヂ共に300℃の温度に定となるよ

うにヒーターで加熱しながら，3点曲げにより疲労き裂

を進展させながら行った、、

　疲労き裂の進展に伴って，き裂先端からの散乱波の

ビーム路程が連続して短くな一）ていくのが観察されてい

る。測定されたビーム路程から求めたき裂の進展量は，切

断試験などで確認した実際の進展量と極めてよく　数し

ていることも確認している．

3．3　極低温での探傷

　板厚2mmのステンレス鋼の袋面に深さ0．5mmの人工

ノッチを設けた試験体を作製し．これを液体窒素中に浸

漬させ，液体窒素（一ig6℃）中で開発した高温・極低温

用探触fをスキャンし，きずの探傷を行った得られたC

一スキャン画橡を図6に示す』のとき，探触’先端には

金属に凹面を加llした集束レンズを取付けて行った，、

　液体窒素の気化による発泡が納まるのを待一）て探傷し

たが，なお探触子のスキャナー部などを通しての熱の流

入による発泡が続き，これにより　部探傷結果に乱れは

あるものの．ノッチを鮮明に捉えることができている。

3．4　その他の適用例

　配管の両側に探触ヂを取付けて管内流体中を屯播する

透過波を監視することで，液中を流れるボィドの存在を

確認することができる。また，材料の超音波音速の温度依

存性を利規して，超lf波屯播時問の変化より機器の材料

中の温度変化を監視することができる。また，岩石など材

料の高温高圧ドでの超音波特性0）変化の計測に使用でき

る、、

　カナダのRPC社では，本高温・極低温用探触fを用いて

1≡蓬温流体の流量計を開発している，、また，高温で安定なア

コースティック・エミッション用センサーとしても期待

している7）．

4まとめ

本高温・極低温用探触ヂを開発して以来，種々のfl的で

使用いただいてきた。、標準的なものについてはイ了川島検

査計測株式会社より販売願一）ている，、また，特殊用途に対

しても開発の体制を整えている。

今後も，より合理的な保全や新しい技術の発展に貢献で

きれば幸いである，，

　　　　　　　　参考文献
1）P．Kleiczyaskietal．卜』Rece飢Deveiopme貧t漁Ul繊sonld）evl－

　ces　foギMonlt（）r搬g　Critical　P乏毫ram櫓rs　ln　Canadi鍛Nucie欝Re－

actorドig98豊EEEh窒tem訊ion31Ultras〔）鍛icSy脚〔）slum（ig98

　0ct．）

2）小源他「高・低温lll超1摩波探触ヂのガンマ線難射試験、』1体

　原θ」学会扮97春の年会p．i54

3）佐々木他「耐放射線性小型超音波探触ヂの開発」日本原ヂ力

　学会ig98年秋の大会p，141

4）な、島他1高温・低温用超音波探触fの開発と高温ドグ）割れ監

　視方法」非破壊検査第38巻101鼓薫989）pp．904－908

5）T。Arakawa纏撮．」bApp蓋ic譲lo鍛of　Brazed！ry茎）e　Ult撒so呈1ic　i）rol〉

　esfGr｝｛lg員3覧霜LowTemper雄穀re　UsゼN〔搬d礁繊ctlve　C鼓ara－

　cterlzatiO振）fMateri段ls－V（！99i－May）p登．263－272

6）吉川他1超音波探傷による高温、な『ドでの割れ進展の連続監視」

　1｛本非破壊検査協会’1え成6鯖蟹煙汰会、溝演概要集鋤．i87⑲

　0

7）武藤億「ろう付式超1筆波センサのAEへの適用試験i第8回

　アコースティック・エミッション総合コンファレンス論文集
　（王991）董）P．質2
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3．CW試験問題（主任検査技術者）解説

問　溶接終了後の溶接継手の外観検査結果については，

検査実施者が異なれば，結果が異なる場合がある。

　主任検査技術者として，実施者による差異を少なくす

るためには，どのような対策を講じるべきか。あなたの考

えを述べよ。

解説

　溶接継手の外観検査は，溶接検査の基本であり，溶接

前，溶接中および溶接後の外観検査が適切に行われれば，

卜分満足できる品質の溶接継罫または溶接構造物が得ら

れる。外観検査は磁粉探傷試験や浸透探傷等の非破壊試

験と異なり，試験作煮は比較的容易で，いつでも，どこで

も，だれにでもできるという特徴をも一）ているが，実際に

は溶接継手の外観検査に要求される技術レベルはかなり

高く，理想的には溶接継手に対する広い知識と経験を有

する技術者（例えば，セ任検査技術者）が行うことが望ま

しい、、

　しかし，外観検査の検査羅は極めて多く，全ての外観検

査をL記の如き技術者が行うことは困難である。しかも，

溶按継手の外観検査は，ビード外観や付着物の有無など

数値化が困難なものを取扱うので，検査実施者が異なれ

ば，結朱にバラツキが生じ易い。

　それ故，セ任検査技術者は，以1ぐの点に留意して外観検

査を計画・実施する必要がある。

　（1）　外観検査対象項目を明確にする　外観検査におけ

　　る検査項目としては，割れ，目違い，余ノ、藻高さ，アン

　　ダカット，オーバラップ，ショートビード，ビード表

　　面の凹凸，表面ピット，角変形，スパッタおよびアー

　　クストライク等が挙げられる、、

　（2）　各対象項目毎に試験方法・試験手順を定め，これ

　　をマニュアル化する（試験扉t順書の作成）。

　（3）　その際，吋能な限り，治具，測定器等を屠いるよ

　　うにする。

　（4）定められた試験方法，試験手順で試験したことが

　　証明できるようなチェックシート，データシート等

　　のフォーマットを作成し，検査実施者に記録させる、、

　（5）各対象項目毎に判定基準を定める。この際，数値

　　化ができないような検査対象項目については，限界

　　見本を用意する、、

　（6）社内教育を通して1二記（！）～（5）について検査実施者

　　に徹底させる。場合によっては，試験片を用いて実際

　　に評価を行い，個人差が許容値内に収まるよう教育

　　する必要がある、、

　実際に業務監査等の機会に各メーカーを訪問し，外観

検査に対する取紺みについて質問すると，L記のような

対策が適切に講じられていないケースが少なくない。｝三

任検査技術者は，この悶題を資格取得のための試験問題

としてのみとらえるのではなく，言三任検査技術者のト1常

業務における最大の責務が外観検査の計画及び管理であ

り，外観検査の実施者による壊異が少なく，適切に検査を

指導実施することこそが，ヒ任検査技術者の佳事である

と認識して欲しい、、

　なお，CIW検査事嚢者競技会から「建築鉄骨溶接部の外

観検査ハンドブック」が発田されているので，外観検査の

際の参考にすべきである、、
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4．損傷評価の解説（2）

　一超音波による材料劣化損傷評価1一
非破壊検査（株）横野　泰和

1　はじめに

　前回述べたように，材料の経年的な劣化損傷の原因は，

結晶粒の変化（粒径，相変態），析出物や介在物の生成，ボ

イドの発生と連結，転位の増殖など組織変化によるもの

である。

　非破壊評価に用いられる各種の手法のうち，超音波は

物質内を伝搬するときこの微細な組織変化と相厚作用を

起こし，その伝搬特性に微妙な変化が生じる。この現象

は，伝搬させる超音波の種類や試験条件，超音波の伝搬媒

質となる材料の劣化・損傷の種類及び程度に依存するた

め，それぞれの検出目的となる劣化損傷に対して有効な

パラメータを選出することにより，材料損傷の評価に適

用できる可能性を有している。

　今回は，超音波を用いた材料劣化損傷の非破壊評価方

法に対する基本的な考え方について概説し，その適用例

の部を紹介する、，

2　超音波の種類と伝搬特性

（1）超音波の特徴

図蓬は，超音波を用いた材料劣化評価法の基本的な考

　送信パルス

嘩

嘩
送信パルス

え方を図示したもので，超音波が材料中を伝搬する際に

生じる微妙な変化を，時問軸波形又はこれをフーリエ変

換して得られる周波数スペクトラムの変化として捉える

方法である。時間領域では，受信波形の振幅（材料中での

超音波の減衰）と伝搬時問（材料中の音速）が重要な情報

として挙げられ，波形パターンからもいくつかのパラ

メータが導出される。

　また，周波数領域では，ピーク周波数，中心周波数，周

波数帯域，部分面積値等がセ要なパラメータとして挙げ

られる、

　一方，ボイドのようなミクロ的な不連続部で超音波は

散乱されこれが減衰の要因となるが，散乱されたエネル

ギーの…部は受信される（）これが後方散乱波であり，時間

軸Lでは表面エコーと底面エコーの問にノイズとして現

れる，，従来の超音波探傷器では，これをフィルターで除去

して，さらに両振れの波形を片振れの包絡線検波した波

形として見やすく表示していた。

　最近のCPU能力の画期的な進歩は，高速で超音波の波

形をデジタル化して取り込み記憶すること，FfTによる周

波数解析の計算など，多くの情報量を短時間で解析する

ことを可能とし，この技術が今目の超音波による材料劣

化損傷において不可欠なものとなっている。

翻

ノイズ

試験体8（損傷材）

底面エコー

　　　　　振幅（減衰）

伝㌦燦

振権

振

置璽趨

　蕉P

　孟㌔　　　　f8

妻

振幅

　周波数

触ピーク周波数

称中心周波数

　㌔蟹AぜB）／2

転

華

fB

周波数

部分面積値

図1　超音波スペクト臼スコピーの基本的な考え方

一6一



『RαMPE5ぐ5PRING，200の

（2）超音波を用いる場合の留意点

　超音波を利用する上で留意すべき点として以下の』点

が挙げられる。

　まず，空気中や液体中では縦波（圧縮波）だけが伝搬す

るのに対して，固体中では縦波以外に横波（せん断波）

が，固体の表面すなわち固体と気体（あるいは液体〉の境

界面では表面波などの特殊なモードの波が伝搬すること

である。

　例えば，ある媒質中から縦波が固体中に伝搬するとき，

その境み面に垂直入射するとそのまま縦波のみが伝搬す

るが，斜め入射すると縦波以外に横波や入射角によって

はその他のモードの波が伝搬する。これらの様子を図2

に示す。

　図のように入射角が大きくなり縦波臨界角と同程度に

なるとクリーピング波が発生し，固体

内部には縦波は存在しなくなる。さら

に入射角が横波臨界角にほぼ等しくな

ると表面波が伝搬する。これらの波は

いずれも反射や屈折の際にモード変換

しその伝搬形態は複雑になることが多

い。

　また，横波には垂直成分をもって振

動するSV波の他に，表面に水平方向の

振動が伝搬するSH波も存在する。この

ように，気体中や液体中に比べて固体

中の超音波の伝搬経路の解析は困難で

あるが，爵い換えればそれだけ多くの

情報を含むことになり，材料評価に有

効活用できる可能性があると菖える。

　もう…つの留意点は，伝搬する波が

その持続時間によって性質が異なるこ

とである。図3に示すように，連続波，

バースト波，スパイク波（持続時問の短

いパルス波〉などに分類され，それぞれ

特有の周波数スペクトラムを有してい

る。

　連続波やバースト波は単・の周波数

を持つのに対して，短いパルスは広い

範囲の周波数帯域を有しており，パル

ス幅が短くなるほど周波数帯域は広帯

域となる。したがって，広帯域パルスを

材料中に伝搬させたときは，そのスペ

クトラムが材料中の超音波伝搬特性の

小

影響を受けて変化することにより材料評価を行うことが

できる。

　また，音速や減衰の周波数依存性から評価を行う場合

は，連続波やバースト波を用いて特定の周波数を伝搬さ

せ，この周波数を種々変化させる必要がある。このような

手法を総称して超音波スペクトロスコピー法と呼んでお

り，材料損傷評価の最も有効な手法のつである。

3　超音波による水素侵食の評価の例

（1）超音波による材料劣化・損傷評価1》

　材料がマクロ的な損傷に至るまでの初期の段階では，

クリープ損傷に代表されるように，ミクロ的なボイドが

発生し，それが連結してフィッシャーに成長することが

多い。

入射角1α

媒質荏

（水）

①　　12）

媒質2（鋼）

①縦波o縦波
　　　　②縦波o縦波

　　　　　　　横波

時間領域波形

振幅

図2

α　

…

、、
、

、職

④　　　　　　　⑤

＼』
　　　　　』輔噸

大

③縦波£⇒クリーピング波　　　　　　　　　　　⑤縦波こ⇒表面波

　　　横波
　　　　　　　　④縦波O横波　　→縦波一一・〉横波

　　　　　　　　　　　　　　‡　　　　　　　　　　　　　　　　　クリーピング波
　　　　　　　　　　　　　　　　　表面波

境界面における各種モードの超音波の伝搬

時間

振

周波数

スペクトラム

振幅

時悶

振幅

振“

周波数、f

振幅

（a）連続波、バースト波

周波数f

時間

（b）狭帯域パルス

図3　持続時閤による信号の種類

周波数、f

（c）広帯域パルス
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継織困子（結晶粒径）の違い
時間

領域

振輻

周波数

領域

振幡

S・　面エコー 　　　　敷薩面エコー
クラツト掌境界工コー

　　　…

時閣　　ゲート範囲

部分

薦積値

重心周波数：f、篇ΣS、×i／灘

周波数、壬

図4　後方散乱波による材料劣化評価

　超費波を用いてこれらのミクロ的な不連続部を検出し

ようとする場合，これらの反射源からは明瞭なエコーは

期待できない、したがって，後方散乱波すなわちノイズの

中に含まれるこれらの情報を利用して評価を行う方法が

有効である、、

　例えば，垂直探傷したときの底面エコーより手前に現

れるノイズの振編，エネルギー，ヌ，辮皮数などがその情報と

なる，，ミクロ的な反射源を対象とする場合は，できるだけ

高い周波数を用いることが望ましいが，その材料の超音

波特性を考慮したLで適切な周波数を選定する必要があ

る

　後方散乱波はその発生のメカニズムから，材料の内面

状況（内表翻の形状や粗さ及びクラッドなど）の影響を受

けないという利点をイギしている．さらに，各散乱波は相々二

にインコヒーレントであるために，外表面粗さの影響も

受けにくいため，非常に実瑚的である。この方法を用いて

水素侵食を評価した例を紹介する、、

1嚇轡・
　　　　＼＼
　　　　　殴鳳

　　　　　　　　取×灘磯燃×撤

　　　　　　　パワースペクトラムの面積値

図5　超密波スペクト欝ス篇ピー法による水棄侵食の評価

働　水素侵食の非破壊評価方法21

　水素侵食は，高温高圧に曝される容器や配管などの内

表面から，メタンボィドが発生，増殖，連結してミケロ

フ仁ソシャーに成長する損傷であり，クラッド材の場合

1よウラッド境界面から母材側に発生する．

　これを非破壊的に評価するためには，外表痛からバル

ス波を飛直に入射して裏晦，又は内而クラッド境界面の

手前に現れる後方散乱波を評価の対象とする，、このとき，

周波数がボ，1いほど散乱波が得られぺ）すいが，板厚が厚く

なると伝搬中に高周波成分が結晶粒界で散乱して減衰す

るため，通常の炭素鋼では10MHz程度が実用的である、，

　図4（農）に，クラッド鋼板に対して，水浸法で超肖波を

癌直に人射させた場合の波形例を示す、図中のSが表面エ

コー，B及び夏はそれぞれ底面エコー及びクラッド境み面

エコーである．

　水素侵食を受けた材料では亙エコーの直前のノイズにそ

の影響が現れるが，必ずしも明確に振幅が大きくなると

は限らないため周波数解析が必要である、、

　ノイズの擁波数スペクトラムは，採鋒（b〉のように多く

の極大点をもつ複雑な形状となる場合が多く，振編が最

大となるビーク位置は複雑に変化するため，ピーク周波

数や中心周波数では安定した殖は得られない、このよう

な場合は．スベクトラムを積分した弔心1，窺皮数（1次モー

メント）や，ある特定の周波数帯域の部分晦積値が春効で

ある、、

　重心周波数（1次モーメント）と低周波数の部分面積値

をパラメータとして水素侵食の評価を行う場合，図5に

示すように，水素侵食が顕筈になるほど償心周波数は低

く低周波成分の1郎積｛直力葺曽加する傾向が現れる、、この傾

向は，超1㌢波散乱理論を用いた計算によって理論付けら

れている．

　次回は，表擁波を用いた材料評価の事例を紹介する，

　　　　　　　　　参　考　文献
i）松療ら1超1、二波による材料劣化、1ク断，非破壊検査，V（｝1．46，

　矯．3，鐙．1854g（）（董997）

2）向井ら：波形特徴硫による材料グ）劣化度の郵津網1，ll本非破壊

　検査協会ザ戒7年度秋季大会，，簿演概要集、鞭．鴛糧34（贈5）
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5．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来

　（⑤べトナムNDT協会の設立でさらなる発展を

日本原鈎研究所　大岡　紀一一

1　はじめに

　！986年以来，諸外国の投資家がベトナムに投資をしは

じめ，地域さらには世界の各国と調和していくために，国

産贔，輸出人晶の晶質管理のための装置の設，汁，瞬際規

格，資格を1ノえられた導門家，特にNDT罫法に関してい

くつかの課題に直晦することとなった、、

　NDTに関してはハノイ及びホーチミン市で金属材料及

び非金属材料のためのNDTが賂EAプロジェケトのもとに

開催されたことで部分的ではあるが製晶の品質管理の疏

場を改善する乎助けとなった

　ig89年にはUNDP／iAEA／RCAl二業プロジェケi・へ参

加することにより，国内σ）関連機関との連携の必要性が

高まった。そして，他の機関，例えばGe醗r露De泌rt縫

e癬St鍛d農rdl廠1膿Metr（）logy隷雛d　Q撮11ty　C〔職rol（GDS

簸QC），大学，複合技術研究所及び他の関連団体，関連ラ

ボなどとの関係を持つことが出来た、

　当初聡滋g（罵NDT齢cletジと名付けられた地方の団体が

ホーチミン市に創設された，ハノイ及びホーチミン市で

行われた種々の醤DTトレ…ニンゲコース．ワークショッ

ブ，N夏）Tに関するセミナーがIAEAの嘩門家の1窃力を得て

行われた

　Vlet餓驚N撮1（鴉撮AI〔）mlc　E鷲蟹y　Co撫灘ls鰍澱　（V蓋NAT

紀）M）及びG裏）SMQCは他の機関とも意見を交換すること

により，ベトナムにおけるNDT発展に寄与してきた、、瞬

内NDT協会のための推進委員会が作られるとともにil納

1認定委員会（NC鷺），瞬内享武験委員会（NE暮）もまたGD

SMQCにより設けられた、、

　締毒999｛搬2／捻21 きにべけム非破壊検韻窃会（VSND

塁二丁鮭をVlet瓢鵬鴛se　S彰）c紛鞠勧ギN（職4短s雛績lve　hSl鐙c磁》

蕪）カ㍉疲壷二さ才L．V蚤e喜雛撮慧Res熱鞭罵（ノ）N．Vε議暮轟簸抵ンが∫津．疑と

なった。

2　国内活動の進捗状況

　（！）　1蝉的な機関としてベトナム国ウ1原f力委員会（V

INATOM）及び晶質管理のための標準化総務局（（｝DSMQ

C）がある、，

　（2）瞬内及び囚際活動のための助成は，放射線防護及

び安全などが建1内詑算で，金属材料及び非金属材料のND

T及びトレーニング，ワークショップ．セミナー及び彦葦門

家グ）派遣に関してはUNDP／RCA／麗Aブロジェクi・で

行われてきた、

　（3）　国内協会．委員会に関して舞サイゴンNぴr協会（璽

9弱年ホーチミ酒1∫で創設），縫9鱗年i2月に開l／llされた合

同会議により創設され，22人の会員が参加している国内N

購協会の創設のためのキャンベーン委員会』唯1内認定委

眞会（NC慧），聾｛韮内試験委員会（麗EB）等が設けられて

いる、

　（4）　トレーニング，卜武験，、認定について種々の技術分

野（原ヂね，超肖シ皮，電f．電f機械．電磁気，民問工．ン

ジニアリングなど）における專門家及びN雛’技術拷を含

むグル…プがハノイ及びホーチミン市に構成され，ll業

界における金属材料に対してのNDT技術を導人すること

がより縛能となり，さらに非金属材料，特にコンクリ…卜

構造物に対してもそれらのグル…プを利購できるように

なった．

　プ∫，N量y夏’技術者については，UNDP／夏A£A／殺CA地

域トレーニングコース，標準、試験片の製作などのワーケ

シ三ゴいノプ．セミナ…，地域モデル認証試！験など外瞬でのト

レーニングなどに参擁している、しかし，数人のN翼）丁技

郵∫者1よ，イギリスやフランスなどの1毎夕事企業でレベ燕蓋，簗

びレベ蔦2の認定を受けている、

　し，かしながら，ほとんどのM．》丁技術者は．ハノイの原

ヂメ」技術研究所及びサイゴンのN倉τ協会による匡1内ト

レ…ニングコ…スでトレーニングされており．その中で
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約60名が盟またはUTのレベルi及びレベル2の認定を得て

いる。教育のための教材及び認定のための規格は，それぞ

れIAEATECDOC－628及びISO9712を基としている。

　・方，ベトナムではレベル3技術者を作るために，UT及

び盟のレベル3の国内試験が，RCAプロジェクトの専門家

の援助により行われ，それを利用しての技術者の認定に

期待をかけている、，

　（5）NDTに関する国内規格を編纂するLでISO／TC13

5からの情報が大いに役立っており，国内委員会の提案に

よって次のようなNDTに関連する規格がGDSMQCによっ

て承認されている、，

　i）TCVN－5856／95（ISO9712に整合するNDTについ

　　ての技術者の認証，認定）

　2）選択されたNDT法に関する12の他規格（TCVN－5869

　　からTCVN－5880まで）が承認され施行された。

　（6）NDTサービスに関連して，これまでにいくつかの

NDTセンター，ラボ，企業が創設された。例えば金属材

料の試験関係では

　1）VXNArOM：2つのNDT局，1つはハノイにありもう

　　1つはホーチミン市にある

　2）　GDSMQC二3つのセンター，ハノイ，ダナング，

　　ホーチミン市

　3）労働及び社会省に属する2つのNDTセンター

　4）国内航空業界に属する3つのNDTラボ

　5）Vlesto－petrocompanyのiつのNDTラボ等である。

　また，建物や構造物のコンクリートの試験関係では，国

内にはコンクリートに関して従来行われている破壊試験

を行ういくつかのラボがあるが，既存の構造物のコンク

リーH二ついては2，3のラボが研究をしており非破壊試

験に関しては 1一分な複合方法ではないが癒NDT法を提

供している。

　ベトナムにおけるNDTサービスの必要性が経済の発展

に伴って増大してきている 一方，NDTサービスの国内供

給は不十分である，、発電，航空，石油，ガス業界及び多数

の外国人ユーザーを持ついくつかの特定企業が，海外か

らNDTサービスを受けなければならない状況にある。コ

ンクリートなど非金属材料のNDTはより現実的な課題を

有しているかも知れない。

3　国内活動についての将来計画

　べi・ナムのNDTプロジェクトとの係わりはかなり遅い。

そのため次に述べるように将来の長期計画を考える必要

がある。

　（1）国内のイニシアチブを取るスポンサー機関は，す

べてのNDT手法について規格化に向けた取り組みを行う

必要がある。例えば，国内認証，認定機関（国際及び地域

機構に整合した）によるレベル1，2，3NDT技術者の1・

レーニング，輸描入品を含む国内金属製品（旧晶及び新

品〉のNDTの規定，非金属材料，特に建築構造物のNDT

の規定等。

　（2）認定NDTトレーニングセンターを作るためには，

国際及び地域プロジェクトによる資金の援助が必要であ

り，特にRCA £業応用プロジェクトのうちllレベル3NDT

技術者の認定プログラムの開発樽が必要である。

　（3）　国内でのNDTサービスの編成が必要であり，この

分野で友好国との緊密な協力関係を持つ必要がある、，

　（4）　発電業界，石油，ガス業界及び航空業界のNDT，

非金属材料のためには公共構造物（建造物，橋梁，道路な

ど）のアセスメント及び晶質管理についてのNDT技法の

開発が求められる。特にコンクリート，複合材料，セラ

ミックに関するNDT技法の開発であり，そのためにはRC

ATl業利用プロジェクトヘの参加が役に立つであろう。

4　おわりに

　ベトナムは1AEA／RCAのNDT計画に参加して，かなり

成長してきたと薄える。そして前述のようにig99年12月

にVSNDIを設立し，今まさにNDTで世界の仲間になろう

としている，、2000年1月末に来日したVanBan会長は，こ

れからは是非日本のリーダーシップに期待しているし，

両国間でfriendshipを持ちたいと語っていた。
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6．随想「理科教育のプラスになれば…」

（株〉ニュ＿ジェック嘱託田渕　泰平

　1999年，夏休みも終わりに近い目，「先生ここどう切るの？」，

「オッチャン錐の使いかた解らへん」，「オジサンこの接着剤はど

う使うの？」…，と30人余りのヂ供たちから質問やらリクエスト

が殺到する、、この目は科学技術庁が1997年12月大阪に作った【サ

イエンス・サテライト】での『夏休み特別。董二作室書でのひと駒で

ある。

　H本の高度成長の時期に育った若者が，現在社会の中枢を占め

ようとしている。この若者たちの蓼1…には理£系を学びながら，例

えばコンピュータに異常に興昧があり，理解もできるためソフト

要員として銀行・商社などに職を持とうとする風潮が目セってい

た時期が続いた。

1物づくり」に活躍してもらうべき人材が『頭で金儲け』，『金で

金を稼ぐ』職業を好んで選択した訳である。さらに，この世代の

ヂ供たちに対しては，塾に通わせ，習い事をさせ，自分のf供を

社会のエースに育てようと懸命になっている。

　・方，ヂ供たちのの世界は裕福に与えられるお小遣いで，高価

なコンピュータゲーム機を購人し，月々そのソフトの購入競争に

走った。さらに塾や稽古で遊ぶ時問がないほど過密なスケジュー

ルの中で過ごすことになった。そのため家庭内での…人遊びが全

盛で，屋外で体を動かして遊んだり，葬先を使ったりする機会が

減少した，、特に，一人っヂにかける親の執念はすさまじく，兄弟

の多い家庭に比べ過保護の見本を作っている。

　時を同じくして，その頃文部省の学習指導要領の改定が理科教

育の時問を極端に滅少させてしまい，小学校のレ2年生では理

科という名称すらなくなってしま・）た。この結果，『算数・理科

嫌いな妊供』，『ナイフで鉛筆も削れないゴ供』を多数送り出すこ

とになった。

　こんな世相があと　一世代25年も続くと，技術立1困が必須の日本

の社会がどうなるだろうか，少し意昧が違うかも知れないが第二

のイギリス病に陥ってしまうのではないかと杞憂していた。

　1995年，文部省では清少年が科学技術の楽しさ，素晴らしさ

に触れる機会を増やす」というll的で．（社）目本L業会の協力を

得て，科学技術展等各種事業の セ催者の依頼に応じて，講師等と

して出向き，講演や実験等を行う『サイエンス・ボランティア』

を募集した。

　初年度は全囚で約520名が登録された。自分も肇速この名簿登

録に応募した、、この名簿の登録者の中から大阪ではサイエンス・

サテライトに約30名が協力することにな一）た、、

　非破壊検査の業界を卒業した5年余前より，自分が住むマン

ションのヂ供会の女ヂ児童の『キックベースボール・チーム』0）

まとめ役がいないということで，指導というより’供たちと一緒

に遊ぶ機会を得た。

　このチームは結成以来勝利の昧を知らなか’）たが，f供たちの

努力もあり，ここ5年問の公式試合の成績が15勝3敗と，金メダ

ルにも2回輝いた。このfたちとのつきあいが，自分が過去にい

ただいた世間からの恩を’供たちへの奉仕で返そうと決心させ

た。

　サイエンス・サテライトで実験・1二作教室を損当させていただ

くほか，今年は近隣の小学校へ白分では『押し売り理科実験教

室』と称し，2年生と4年生に対してゆとりグ）時閻の2時限程度

を約栗なしで使わせてもらって理科実験を見せたり，甥の学校で

は日曜目に体育館を借りてポ紙飛行機作りと飛ばしっこコンクー

ル』を実施させていただいた、，

　ヂ供たちの反応は，学校の授業とはかなり異なる興昧を感じて

くれたらしく，とても楽しかったと感想文をくれたヂが何人もい

た。、しかし，辛辣な感想を述べてくれるヂもいて，改めて理科教

育のありかたに闘志を燃やすことになった。

　こういうヂ供たちとのつきあいでは，異論を唱える人もいる

が，最も大切なのは『高い位置から教えるとの症場ではなく，ヂ

供たちと視線の高さを同じくして，緒に勉強しようとの、乞場を

作る匪ことであると感じている、、

　高い位置から話すと，「学校とはちゃうのに何で勉強をせんな

らんの刻と反発を招く、，視線を罫げて友達感覚で会話するのは

決して‘供たちを甘やかせたり，f供たちにへりくだる訳でな

く，確國たる線を保持する限り良好な関係が得られることにな

る、、ヂ供たちからは自分を呼ばせるのに『先生』では好結果が得

られず，『オジサン』，『オッチャン』が効果をLげることを経験

的に学んだ、，

　現在，仕事として，月の’彩分を揚水式水力発電所の地ド構造物

の挙動の調査に従事させていただいているほか，赫述のヂ供たち

とのつきあい，地域活動として町会のリーダを，さらに生涯学習

教室での勉強と予定表が満タンになるほど忙しい目々を送らせて

いただいている。

　頭の申の集樹口脇がプチプチと膏を疏てて断線していく年齢に

なっている。しかし，非破壊検査の業界に約25年身をおいた経験

から得た『全てが経験L学』を信条に，何事にも挑戦し，暇を作

らないのがこの断線の速度を遅らす毛並てとして，年寄りの冷水

をたっぷりかぶり続けていきたい、，
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7．ローカル・インフォメーション

中国地方非破壊検査技術振興会

叢　沿革・構成

　当会は，昭和49年10月711，中野盛1ぎ1中国X線（株）社

長（現会長），永井欣・広島大学名誉教授ら有志が発起人

にな・）て，日本非破壊検査協会と密接な連携を保ち，非破

壊検査法に関する学術及び技術の向トと蒋及をはかり，

併せて会員相互の親睦と，地方産業の発展に寄与するこ

とを目的として設立し，現在，山本英爾会長（広島国際学

院大学教授）のもと，申国全域にわたり団体会員77社，個

人会員47名，特別会員13期間をもって事業活動を展開し

ています、，

2　事業活動

2．1　技術講習会

　会員間における当会では創立以来，毎年通常総会と併

せてND体部をはじめ非破壊検査ならびに関連部門におい

て指導的な凱場におられる研究者・技術者を講師として

の特別講演会を開催するほか，研修会等を開催していま

すが，その・例として平成7年7月，広島市内で開催した

「コンクリートの非破壊検査と診断・評価の人門講習会」

には，阪神・淡路大震災の直後のこともあり，遠く東京や

官公庁関係からの聴講者があり，会自体のアピールにも

定の効果がありました

2．2　技術談話会・見学会

　会員相互の非破壊検査に関する知識と技術向 Lを目的

とした情報交換の場として，昭和60年よりミニ・シンポ形

式にて「非破壊検査技術談話会」を開催，併せて平成元年

からは地区内における非破壊検査の現状把握を目的とし

た「非破壊検査技術先進事業所見学会」を，マツダ（株）

本社ギ1場（第三回），中国電力（株）島根原了力発電所（第

2剛等，地区内主要事業所を対象に開催し，所期の目的

以外に会員相互の親睦交流にも，　一定の効果を生んでい

ます

2．3　認定試験準備講習会

　当会の，没凱目的の・つとして中国地方における非破壊

検査技術資格者の充足に如何に貢献できるかという課題

を持っており，ND体部で実施される関連講習会を補完す

るH的をもって，設立第2年目の昭和50年に開催した「第

1回放射線透過検査技術講習会」にはじまり，毎・甘斐罫業

として当該講習会を実施しており，現在は1ム島ポリテク

センター（雇用促進事業団）と会場，設備，講師手配等に

おいて提携関係を持ち，NDIにおける春秋2回の技量認定

試験のうち，PD，PT，MY，MT，UD，UT科目に対する

第ま次，第2次試験対応の講習会を年問延べ46H間開催

しており，地区内資格者の充足に貢献するとともに，当会

における諸・暮業を展開するための頃要な財源にもなって

います。

齢
懸

中国電力（株）島根原子力発電所における第2回「非破壊

検査技術先進事業所見学」（平成2年⑳月5日開催）

讐臨憾．
r

　｛　、

三菱重工業（株〉広島製作所における第6回「非破壊検査

技術談話会」（平成8年斜月29日開催）
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一CWニュース・ラウンジ
！
…
卜

「

長崎県非破壊検査研究会　代表幹事　事木　邦弘（長崎県 ll業技術センター一

　長崎県非破壊検査研究会は，阪神人麗災の後，県内企業

の非破壊検査技術をレベルアップし，E業製品の晶質向

Lに繋げるために研究会を実施してほしいとの中小企業

からの相談があり，この研究会を始めました

　初期の頃は座学を中心に勉強会を開いてきましたが，

’1五成！0年3月の県ll業技術センターの非破壊検査設備導

人後は実技の勉強会も行うようになりました。

　また，N鎌，1式験のうちの学科試験については，ロ本非破

壊検査協会との率1，1談の後に，長崎においても実施できる

ようになり，県内受験者の増加に繋が一）ています．

　現在の研究会の組織は，企業側代表幹事及び県側代表

幹事を置き，そのドに，会員企業から各社i名ずつの代表

委員を選出して，幹事会を構成しています。研究会の運営

に当たっては，この幹事会において，事業の内容や講師，

補助員等の決定を行い，企業側が中心となって自言三的に

運営しています．

　研究会は毛に非破壊検査の有資格費の増大を1，1的に，

　（1）　学科講習会は3月と9月に各2回程度開催してい

　　ます、、多数の方々の参加を配慮して，日曜ロの朝9時

　　から夕方の5時までの時間帯で実施しています，、

　（2）　実技講習会は5～6月とn～⑫月に各8回程度開

　　催しています。なお，非破壊検査設備を使用する関係

　　と，平口の開催となります

　これらの講習会では会員企業から講師や補助員を派遣

するようにしています、、

　このほか．非破壊検査の　・般的な技術講習会を日本溶

接協会長崎県支1部との共催で毎年1瞬開催してきました．

このことは．検査を畢，1当している人にとっては溶接の検

査部門が多いために溶接のことを勉強したいとの要望が

あることと，また，現場で溶接を行う担’劃董者にとっては非

破壊検査のことを勉強したいとの意向が強いことから共

催することに意義があるようです，．

　講習会も企業が休みとなる輝熱．1に開催するなど参蜘

者への利梗をはかってきましたので，毎回，参加者数は

鎗0名を越えています、、企業を中心に自ら運営するこの研

究会は，講師及び受講者自身も熱心であり，技術の向Lに

大いに貞1献できているものと認識いたします，．

憾網離灘　

驚塾

轡

　本隼の非破壊検査技術研究会の・般講演会を紹介して

みましょう、

　講演会は長崎県非破壊検査研究会とl　l本溶接協会長崎

県支部との共催で開催し，それぞれの会員及び関連の企

業に案内いたしました、

1）

2）

3）

の

1）

　実施1 じ平成12年21 掻9目（L曜1｛〉

　会　場1長崎県E業技術センター

　講演及び実演内容

　非破壊検査研究会の活動内容（L業技術センター

カ・らの1溝印藝）

　溶接部の浸透探傷検査（会員企業からの講師）

　溶接機メーカーからの非鉄金属溶接への提案（県

外企業からの講師）

　最近のステンレス鋼溶接材料の動向（県外企業か

らの講師）

　溶接施乳1にあたってのポイント（L業技術セン
ター一力・らの藍溝ゼ擁）

　溶接の実演（アルミ，ステンレス，チタンの溶接の

実演）（地元企業からの実演指導者）

　参加者は，民問は大企業から中小企業まで，官庁関係は

高等技術專門校やポリテクセンターの指導者等の参加が

あり，参願者総数は慧6名でした．、

　以Lのような’ぎ考研究会の活動状況を紹介させていただ

きましたが．糞膏究会としては身鴛潅ヤが協ノノして県内冷」業等

の技術向Lに，今後とも　・層努力して貢献していきたい

と考えています、

一13一
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8．協議会だより

CIW検査事業者協議会

1平成壌2年度協議会定時総会（予定）

　別途，ご案内しますが定時総会を下記のとおり実施す

る予定です。

　！．日　時：平成12年5月19R（金）14：00～

　2．場　所：笹川記念会館（東京・港区）

　3。スケジュール1

　　14：00～焉：20　定時総会

　　15：30～16：45　特別講演

　　17：00～珀：00　懇親会

　4．定時総会の内容

　○「平成1i年度事業報告及び会計報告並びに監査報告」

　　の件

　○「平成12・13年度役員及び職務分担」（案）の件

　○「平成鴛年度事業計画（案）及び予算案」の件

　5．特別講演二

　　仮題「法改正に伴う検査制度の動向」と題し実施の予

　　定。

ll．平成唾2・13年度役員及び職務分担（案）

　上記，定時総会に諮る幹事会案は次のとおりです。

　（敬称略）

　○代表幹事　　　逸見俊一（（株）検査サービス）

　○副代表幹事　　中野盛司（（株）シーエックスアール）

　　同　　　　　鯉田長生（非破壊検査（株））

　○東日本地区幹事代表　安藤純』（（株）ジャスト）

　○関西地区幹事代表　　井川敏之（（株）アイ・エム・シー）

　O西日本地区幹事代表　飯田武司（東亜非破壊検査（株〉）

○倫理担当幹事

　同

　同
○技術担当幹事

　同

　同
○広報担当幹事

中西　諄（東京理学検査（株））

井川敏之（（株）アイ・エム・シー）

平川重貴（新日本比破壊検査（株））

安藤純二（（株）ジャスト）

井川敏之（（株）アイ・エム・シー）

重田博實（関西エックス線（株））

中野盛司（（株）シーエックスアール）

　1司

　同
○企画担当幹事

　同

　同
○庶務担当幹事

　同
○会計担当幹事

○監査役

福永　功（川重検査サービス（株））

平川重貴（新日本比破壊検査（株））

逸見俊一（（株）検査サービス）

鯉田長生（非破壊検査（株））

飯田武司（東亜比破壊検査（株））

木村武美（溶接検査（株））

森　俊郎（（株）北陸溶接検査事務所）

横山喜久男（石川島検査計測（株））

岩田雅史（（株）インテック）

lll．「第三回全国営業会議」開催結果の概要

　1。日　時：平成12年3月29日（水）14：00～

　2．場所：浜松町・東京會舘（東京都・港区）

　3．出席者：会員52社，72名

　4．概要二

　平成11年度の営業関係活動報告を中心に，看板表示及

び統一御見積書実施に関する会員会社からの事例紹介，

その他意見交換を行いました。看板表示に関しては，現在

51社，約700枚を頒布済みで，お願いしやすい会社から掲

示させていただいているとの活動報告や，表示に当たっ

ての涯意事項・事例等の紹介がありました。

　統一御見積書については，書式が指定されている需要

家には内訳書として添付，ご説明している事例や，社員の

コスト意識向上の一つにつながっている事例等の紹介が

ありました。会議後に提出いただいた出席者アンケート

結果（45名）では，営業関係者の集まりを継続して欲しい

との回答が圧倒的であり，平成12年度も検討課題を整理

した、Lで活動を展開していくことといたします。

　特別講演は「アメリカの検査制度から見た日本の検査

制度への提言」を主題に，日弁連消費者問題検討委員会等

でご活躍の吉岡和弘弁護士にご講演いただき，検査会社

は，三権分立の司法の立場で臨むべしとの要旨に，協議会

の現在までの活動と今後の展開の視点から深く共鳴いた

しました。
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9．ニューフェイス

2000年4月1日付で新たに次の事業者が認定されました

のでご紹介いたします。

■札幌インスペクション（株）

本社所在地　〒007－0848北海道札幌市東区北四十八条

　　　　　東15－2－1

　　　　　TELO11－743－1181／FAX．011－743－1183

代表者氏名　代表取締役　若林　雅志

認定種別　　D種

番号・部門　第216DOO号，超音波検査

営業所など　本社のみ

□三洋検査（株）

本社所在地　〒712－8051岡山県倉敷市中畝24525

　　　　　TELO8〔｝4554818／FAX．086－455－1720

代表者氏名　代表取締役　谷垣　弘信

認定不重別　　　D種

番号・部門　第218DOO号，超音波検査

営業所など　営業所一岡山県

■（株）総武検査工業

本社所在地　〒264－0021千葉県千葉市若葉区若松町

　　　　　442－2ビューパレー都賀212号

　　　　　TELO43－234－2233／FAX．043234－2235

代表者氏名　代表取締役　篠崎　文男

認定種別　　E種

番号・部門　第203EOO号，超音波検査

営業所など　本社のみ

■北都検査（株）

本社所在地　〒981－3109宮城県仙台市泉区鶴が丘1－39－7

　　　　　TELO22－371－3421／FAX．022－371－3422

代表者氏名　代表取締役　大塚　茂

認定種別　　E種

番号・部門　第204EOO号，放射線検査

営業所など　本社のみ

闘（株）アミック

本社所在地　〒230－0051神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央

　　　　　4－6－10木曽屋第 …ビル302号

　　　　　TELO45－510－4317／F照。045－51住43王8

代表者氏名　代表取締役　松原良知

茜忍定不重別　　　E不璽

番号・部門　第209EOO弩，超音波検査

営業所など　本社のみ

辮
　　　　　CW認定証授与式のもよう

■（株）アクトエイションハート

本社所在地　〒287－0001干葉県佐原市佐原ロ2097－141

　　　　　TELO478－5（＞2205／FAX。0478－50－2207

代表者氏名　代表取締役　尾形　源

認定種別　　E種

番号・部門　第211EOO号，超音波検査

営業所など　本社のみ

■ソーバー（株）

本社所在地　〒771－0134徳島県徳島市川内町平石住吉

　　　　　209－5

　　　　　TELO88－6374560／FAX．088－6374562

代表者氏名　代表取締役　鈴木　浩二

認定種別　　E種

番号・部門　第213EOO号，超音波検査

営業所など　本社のみ

■（株）ワイ・イー・エス

本社所在地　〒33m852埼玉県大宮市桜木町4－151－2

　　　　　プリムローズ202
　　　　　TELO48－644－6296／FAX．048－644－6293

代表者氏名　代表取締役　吉田　正之

認定種別　　E種

番号・部門　第214EOO号，超音波検査

営業所など　本社のみ

□（株）興亜技研

本社所在地　〒970－8025福島県いわき市平南自上1－5－5

　　　　　TELO24（シ23－9936／Fノ朕．0246－23－9937

代表者氏名　代表取締役　鎌田　剛之

　認定不重別　　　E不重

番号・部門　第217EOO号，放射線検査

営業所など　営業所一東京
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　咋年の1999年は，ウラン加 1二施設の臨界事故，宇宙開発分野における猛Hロケットの打ち．．ヒげ失

敗，鉄道トンネルにおける棚次ぐコンクリート落下事故等の事故災害が多発し，技術基盤への信頼

性の低下から，国氏の安全や安心の面で深刻な影響をもたらした，，

　12月8Hに公表された政府の「事故災害防 止安全対策会議報告書」で注口すべきは，これらの・

連の瓢牧の教訓として「安全」を来る21世紀に固有の価値の…つとして位置づけ，その認識と合意

を国民的規模で浸透させるとともに，社会の責任として「安全」という佃1値に対する適正なコスト

を負担していく必要があると提言している。

　換言すれば，これまで開発コストには積極的であるが，安全コストには消極的であるといった風

潮を克服しなければならない。まさにこのことはcnVが口指してきたものと伺じだと霞っても過霞

ではない。

　編集委員・同，気持ちを新たに切嵯琢磨していく所存であります。

　今後とも皆様のご協力をお願いいたします。
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1．教育用パソコンソフトの紹介
一フレッシュマンのために一
菰　噺　　鍋勲　距　　　謹茎
き
轍
　日本非破壊検査協会鵠版委員会ではこのほど，「超音波
探傷入門（ハソコンによる実技演習）CD−ROM」を作成し
た、，
　本稿ではその内容を紹介する。
　「初心者が超音波探傷をパソコン感覚で演習できないか」
をコンセプi・に開発されたこのソフトは，「絵と音の出る
テキス磁として活用できるもので，いわゆる電子出版物
である。CD−ROM（Compact　disk　read　on玉y　memoryニコ
ンピュータの読み出し専用の記憶媒体としたコンパクト・
ディスク．バソコン使用者がよくご存知のとおり，パソコ
ンで使用すればモニタ
ヒに絵が現れ，スピーカーから音
が聞こえる）のほかに解説書が附属している。
　このCD−ROMをパソコンで使用すれば，モニタLに超
音波探傷器や超音波探傷用の標準試験片が現れる。これ
を解説書にしたがって操作すれば，超貢波探傷器や標準
試験片を実際に使用して，超音波探傷の実技を行うこと
を模擬的に体験できる画期的な内容となっている。日本
非破壊検査協会としては最初の電臼ll版物となる。
　これを作成した経緯は，超音波探傷の初心者が基礎技
術を容易に身に付けることを補助するために，パソコン
揺二仮想探傷器を作り，超卜〜波探傷の訓練ができるシ
ミュレーションソフトをH本航空専門学校の谷村康行先
生が制作したことによる。
　システムの特徴としては，簡単な操作性，リアリズム，
イメージトレーニング，自己採ノ、賦制を考慮したことが挙
げられる．すなわち，基本的にはパソコンのマウスのみで
実行でき，探触子の操作もマウスを探触
ヂに見立てて，類
似した操作性を追求した。初心者にとっては探傷のイ
メージを早く体験できるように考慮し，また，操作の良否
を判定してくれるので，指導者が側にいるように訓練で
きる、、
　1
1本非破壊検査協会の出版物として伺行するために，
同協会教育委員会の超音波部会に谷村氏を委員として加
えた「超音波探傷入門」編集委員会を設置。内容を同協会
の超音波探傷の1種技術者のレベルにほぼ整合するよう
に検討した。
　内容の』ヒ要項1
1を以下に示す。
　�@　，留音波探傷のはじめ
�A
�B
�C
�D
�E
一
雛賑織・
　附属のテキストで，
基本についての理解はロ∫能であるが，
Mをセットし，パソコンの操作要領に従って実技演習を行
うとより効果的である。「斜角探傷」の実行画面を写真に
示す。
　CD−ROMを用いて実技演習を行うと，初心者は簡単に
超音波探傷の！種技術者のレベルにほぼ整合した実技を
習得できるので，超音波探傷を｝
肩、fしたい初心
者には是
非とも推薦したい出版物となっている。
　ただし，この実技訓練はあくまでも仮想探傷器による
体験であるので，このソフトによる実技訓練が修ゴした
後に，実際の探傷器と標準試験片を使用した実技調練を
行う必要があることを付け加えておく。
　なお，詳細は次のとおり。
　【編集1（社）日本非破壊検査協会嵐版委員会
　【体裁I　B5’ドIL90頁十CD−ROM！枚
　【パソコンソフトの使用環境】〉OS＝W盤dows95，98
〉CPU篇PeRtium！00MHz以
／◇・ハードディスク空き容量
鶏25MB以L〉RAM；16MB以L〉cDドライブ瓢window
s95，98標準のCDドライブ〉画面の表示色＝256色以1ニレ
画面の解像度＝800×600ドッi・以L（推奨解像度＝800×
600ドッi・）〉モニタ＝12インチ以L
　【定価】　一般4，000円（本体3，810円），日本非破壊検査協
会会員3，600円
　【申込方法1［．1本非破壊検査協会誌「非破壊検査」巻末
の「NDI書籍注文書」による（書籍略称「超入バ」，潜籍
コード「321550」）
　　　　　　　（文責：協会便り委員会委員　富L　岳）
　　　　　　　　　　馨繊灘
　　　　　　　−　　　一i
　　　　　　憲　　　一
　　　　　　磯
　　　　　　　　　　一
超音波探傷のしくみ
装置と試験片
測定範囲の調整
ビーム路程の読み取り
探傷のてはじめ
　　　　　　　文章による説明を読んだだけでも
　　　　　　　　　　　　　ノ｛ソコン1こCD−RO
　　　　　　　　　参考文献
1）　谷村康行：超音波探傷入門者，洲練用シミュレーシコンソフ
　トσ）開発，’F成110年春季大会ぎ溝演概要集，PP玉97一一200
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2．高温・極低温用超音波探触子
石川島播磨重エ業（株）　荒川　敬弘
1　はじめに
リード線
　構造物のより長期間の連続稼動が期待されており，こ
のための合理的な保全方法が望まれている。高温や極低
温で稼動する構造物に対し，稼働中の検査や劣化の監視
ができれば構造物の信頼性向上に役立つ。この目的で高
温や極低温に対しても長期間安定に使用できる超音波探
触子を開発している。
　従来の超音波探触子には，圧電素子を取付けるのに有
機系の接着剤を使用していた。このために，急激な温度変
化に対して接着部に剥離が生じたり，あるいは，高温や高
湿において接着部の劣化が生じた。
　このため，接着の替りにセラミックス製の圧電素子を
ろう付により金属接合する方法を開発し，耐熱性の大幅
な改善を計った。このろう付式の高温・極低温用超音波探
触子は，現在日本，米国，英国の特許を取得し，例えばカ
ナダの原子炉の炉心近傍配管の減肉をミクロンオーダー
で監視する1）など，種々の目的で使用されている。
　また，有機系を排し，金属接合したことで耐放射線性も
大幅に改善でき，例えば核融合炉などの高放射線下での
探傷用としても期待されている2）・3〉。
2探触子の構造と性能
』
　　　　　ケース
　　　　　電極
　　　　　圧電素子
　図1に探触子の構造を示す。圧電素子にはキューリー
点が約1200℃と高く，高温でも安定した圧電効果のある
ニオブ酸リチウム単結晶を用い，アルミ系のろう材を用
いて接合している4）。
　この探触子は550℃の炉中においても数週間の耐熱性を
示し，500℃の炉中では1年問以上の耐熱性の実績を持
つ。450℃以下の温度では探傷感度も極めて安定してお
り，おそらくは10年単位での耐熱性を持つであろうと考
えている。
　これらの試験は全て炉中に探触子を挿人して行った結
果であり，実構造物への取付けでは金厩製の遅延材を用
いることで，圧亀素子部の温度を構造物表面温度に対し
て容易に数十度低くでき，これによってより高温の構造
物にも対応できると考えている。
　また，液体窒素や液体水素などの極低温にも充分に対
図1　高温・極低温用探触子の構造
ろう付
応できることも確認している。液体窒素中にろう付式の
本探触子を直接に投げ入れて，急激な熱変動を与えた状
態でも探触デの性能が損なわれることのないことも確認
した。
　また，有機質を用いておらず，耐放射線性も著しく向上
した。γ線照射施設で行った試験では，10MGyの照射に
おいても探触子の性能は全く損なわれることがなかった。
3　適用例
3．1減肉監視
　探触子を走査して減肉を測定するには接触媒質が必要
である。市販の高温用接触媒質を調査したところ，あるも
のは高温で煙を上げて急激に探傷不能になるものもあり，
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300℃を超えて高温まで安定に使用できるものを見出せな
かった。
　このため，水溶性のガラスを用いた高温用接触媒質を
開発した。この接触媒質は，粉末を適用前に水に溶解させ
ぺ一スト状にして使用したり，予めぺ一スト状に加工し
たものを使用する。図2に開発した接触媒質を用いて高
温で肉厚を測定するときの底面エコーの感度変化を測定
した例を示している5）。高温でも安定して測定できること
がわかる。
　なお，探触子先端には約20mmの金属製の遅延材を取付
けて測定しており，試験体表面温度が600℃と高くても，
圧電素子部は劣化することなく測定できている。むしろ
測定限界は高温部への探傷者の接近性にあるようだ。
　定点で減肉を連続監視する目的には，予め探触子を構
造物に固定して取付け，探傷波菰をコンピュータに連続
記録して，ミクロンオーダーでの減肉を監視できる。
　これにより，例えば原料の違いなどで生じる腐食や摩
耗状況の変化をいち早く検知し対策を講じたり，データ
ベース化を計ることに寄与できる。なお，超音波音速は温
度により変化するので，配管の温度を熱電対で計測し，予
め求めておいた材料の音速変化量をコンピュータで補正
して肉厚を求めることができる。
　図3に探触子の取付けの例を示している。皿バネに
よって金属製遅延材を取付けた探触子を構造物に押付け
ている。このとき，探触子の遅延材と構造物との間に金や
銅などの柔らかくて展性に富む金属を挟むことで，接触
媒質を用いないでも，金属面を密着でき，超音波の送受信
圧電素子
〆
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儲紬試験体
葡＝（し2十D2〉1／2
VL二罰／（to／2）
△d＝D一｛（t／2〉2・VL2一し2｝1／2
　VL：縦波超音波の音速
　t。1初期ノッチ先端部の散乱波の伝播時間
　△d：き裂の進展量
　t　l進展したき裂先端部の散乱波の伝播時間
　図4　き裂進展量の計測方法
図3　高温・極低温爾探触子の取付方法の例
が可能になる。
　なお，開発した接触媒質は窓ガラスと同じガラス質の
もので，高温では長期間安定して超音波を送受信できる
性質を持っているが，大幅な温度変化が起こると超音波
の伝達が損なわれる傾向を持つ。これに対し，柔らかい金
属を挟んで密着させる方法は，大きな温度変化が生じて
も安定して超音波を送受信させることが可能である。
3．2　き裂進展の連続監視
　高温や極低温においてき裂の進展をリアルタイムに連
続して監視することができた6）。図4に監視方法を示して
いる。ここでは45度で縦波超音波を試験体に人射するた
めの探触子のくさびに圧電素子をろう付で取付けた探触
子を2個対向させて試験体に取付け，き裂先端で散乱す
る散乱波を受信し，測定することでき裂の進展を監視し
た。いわゆる，超音波丁OFD　CrimeofF1量g賊Di盤actio陰）
法と呼ばれている手法である。き裂の進展量はき裂先端
の散乱波の屯播時間の変化量より幾何学的に求めること
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図6　液体窒素（一196℃）での探傷例
ができる。
　図5に試験結果を承している。試験は，爵め機械ノッチ
を付けた疲労試験片に探触デを取付け，保温材で覆一）た
後に，試験体及び探触ヂ共に300℃の温度に定となるよ
うにヒーターで加熱しながら，3点曲げにより疲労き裂
を進展させながら行った、、
　疲労き裂の進展に伴って，き裂先端からの散乱波の
ビーム路程が連続して短くな一）ていくのが観察されてい
る。測定されたビーム路程から求めたき裂の進展量は，切
断試験などで確認した実際の進展量と極めてよく　数し
ていることも確認している．
3．3　極低温での探傷
　板厚2mmのステンレス鋼の袋面に深さ0．5mmの人工
ノッチを設けた試験体を作製し．これを液体窒素中に浸
漬させ，液体窒素（一ig6℃）中で開発した高温・極低温
用探触fをスキャンし，きずの探傷を行った得られたC
一スキャン画橡を図6に示す』のとき，探触’先端には
金属に凹面を加llした集束レンズを取付けて行った，、
　液体窒素の気化による発泡が納まるのを待一）て探傷し
たが，なお探触子のスキャナー部などを通しての熱の流
入による発泡が続き，これにより　部探傷結果に乱れは
あるものの．ノッチを鮮明に捉えることができている。
3．4　その他の適用例
　配管の両側に探触ヂを取付けて管内流体中を屯播する
透過波を監視することで，液中を流れるボィドの存在を
確認することができる。また，材料の超音波音速の温度依
存性を利規して，超lf波屯播時問の変化より機器の材料
中の温度変化を監視することができる。また，岩石など材
料の高温高圧ドでの超音波特性0）変化の計測に使用でき
る、、
　カナダのRPC社では，本高温・極低温用探触fを用いて
1≡蓬温流体の流量計を開発している，、また，高温で安定なア
コースティック・エミッション用センサーとしても期待
している7）．
4まとめ
本高温・極低温用探触ヂを開発して以来，種々のfl的で
使用いただいてきた。、標準的なものについてはイ了川島検
査計測株式会社より販売願一）ている，、また，特殊用途に対
しても開発の体制を整えている。
今後も，より合理的な保全や新しい技術の発展に貢献で
きれば幸いである，，
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3．CW試験問題（主任検査技術者）解説
問　溶接終了後の溶接継手の外観検査結果については，
検査実施者が異なれば，結果が異なる場合がある。
　主任検査技術者として，実施者による差異を少なくす
るためには，どのような対策を講じるべきか。あなたの考
えを述べよ。
解説
　溶接継手の外観検査は，溶接検査の基本であり，溶接
前，溶接中および溶接後の外観検査が適切に行われれば，
卜分満足できる品質の溶接継罫または溶接構造物が得ら
れる。外観検査は磁粉探傷試験や浸透探傷等の非破壊試
験と異なり，試験作煮は比較的容易で，いつでも，どこで
も，だれにでもできるという特徴をも一）ているが，実際に
は溶接継手の外観検査に要求される技術レベルはかなり
高く，理想的には溶接継手に対する広い知識と経験を有
する技術者（例えば，セ任検査技術者）が行うことが望ま
しい、、
　しかし，外観検査の検査羅は極めて多く，全ての外観検
査をL記の如き技術者が行うことは困難である。しかも，
溶按継手の外観検査は，ビード外観や付着物の有無など
数値化が困難なものを取扱うので，検査実施者が異なれ
ば，結朱にバラツキが生じ易い。
　それ故，セ任検査技術者は，以1ぐの点に留意して外観検
査を計画・実施する必要がある。
　（1）　外観検査対象項目を明確にする　外観検査におけ
　　る検査項目としては，割れ，目違い，余ノ、藻高さ，アン
　　ダカット，オーバラップ，ショートビード，ビード表
　　面の凹凸，表面ピット，角変形，スパッタおよびアー
　　クストライク等が挙げられる、、
　（2）　各対象項目毎に試験方法・試験手順を定め，これ
　　をマニュアル化する（試験扉t順書の作成）。
　（3）　その際，吋能な限り，治具，測定器等を屠いるよ
　　うにする。
　（4）定められた試験方法，試験手順で試験したことが
　　証明できるようなチェックシート，データシート等
　　のフォーマットを作成し，検査実施者に記録させる、、
　（5）各対象項目毎に判定基準を定める。この際，数値
　　化ができないような検査対象項目については，限界
　　見本を用意する、、
　（6）社内教育を通して1二記（！）〜（5）について検査実施者
　　に徹底させる。場合によっては，試験片を用いて実際
　　に評価を行い，個人差が許容値内に収まるよう教育
　　する必要がある、、
　実際に業務監査等の機会に各メーカーを訪問し，外観
検査に対する取紺みについて質問すると，L記のような
対策が適切に講じられていないケースが少なくない。｝三
任検査技術者は，この悶題を資格取得のための試験問題
としてのみとらえるのではなく，言三任検査技術者のト1常
業務における最大の責務が外観検査の計画及び管理であ
り，外観検査の実施者による壊異が少なく，適切に検査を
指導実施することこそが，ヒ任検査技術者の佳事である
と認識して欲しい、、
　なお，CIW検査事嚢者競技会から「建築鉄骨溶接部の外
観検査ハンドブック」が発田されているので，外観検査の
際の参考にすべきである、、
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4．損傷評価の解説（2）
　一超音波による材料劣化損傷評価1一
非破壊検査（株）横野　泰和
1　はじめに
　前回述べたように，材料の経年的な劣化損傷の原因は，
結晶粒の変化（粒径，相変態），析出物や介在物の生成，ボ
イドの発生と連結，転位の増殖など組織変化によるもの
である。
　非破壊評価に用いられる各種の手法のうち，超音波は
物質内を伝搬するときこの微細な組織変化と相厚作用を
起こし，その伝搬特性に微妙な変化が生じる。この現象
は，伝搬させる超音波の種類や試験条件，超音波の伝搬媒
質となる材料の劣化・損傷の種類及び程度に依存するた
め，それぞれの検出目的となる劣化損傷に対して有効な
パラメータを選出することにより，材料損傷の評価に適
用できる可能性を有している。
　今回は，超音波を用いた材料劣化損傷の非破壊評価方
法に対する基本的な考え方について概説し，その適用例
の部を紹介する、，
2　超音波の種類と伝搬特性
（1）超音波の特徴
図蓬は，超音波を用いた材料劣化評価法の基本的な考
　送信パルス
嘩
嘩
送信パルス
え方を図示したもので，超音波が材料中を伝搬する際に
生じる微妙な変化を，時問軸波形又はこれをフーリエ変
換して得られる周波数スペクトラムの変化として捉える
方法である。時間領域では，受信波形の振幅（材料中での
超音波の減衰）と伝搬時問（材料中の音速）が重要な情報
として挙げられ，波形パターンからもいくつかのパラ
メータが導出される。
　また，周波数領域では，ピーク周波数，中心周波数，周
波数帯域，部分面積値等がセ要なパラメータとして挙げ
られる、
　一方，ボイドのようなミクロ的な不連続部で超音波は
散乱されこれが減衰の要因となるが，散乱されたエネル
ギーの…部は受信される（）これが後方散乱波であり，時間
軸Lでは表面エコーと底面エコーの問にノイズとして現
れる，，従来の超音波探傷器では，これをフィルターで除去
して，さらに両振れの波形を片振れの包絡線検波した波
形として見やすく表示していた。
　最近のCPU能力の画期的な進歩は，高速で超音波の波
形をデジタル化して取り込み記憶すること，FfTによる周
波数解析の計算など，多くの情報量を短時間で解析する
ことを可能とし，この技術が今目の超音波による材料劣
化損傷において不可欠なものとなっている。
翻
ノイズ
試験体8（損傷材）
底面エコー
　　　　　振幅（減衰）
伝�j燦
振権
振
置璽趨
　蕉P
　孟
�`　　　　f8
妻
振幅
　周波数
触ピーク周波数
称中心周波数
　�`蟹AぜB）／2
転
華
fB
周波数
部分面積値
図1　超音波スペクト臼スコピーの基本的な考え方
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（2）超音波を用いる場合の留意点
　超音波を利用する上で留意すべき点として以下の』点
が挙げられる。
　まず，空気中や液体中では縦波（圧縮波）だけが伝搬す
るのに対して，固体中では縦波以外に横波（せん断波）
が，固体の表面すなわち固体と気体（あるいは液体〉の境
界面では表面波などの特殊なモードの波が伝搬すること
である。
　例えば，ある媒質中から縦波が固体中に伝搬するとき，
その境み面に垂直入射するとそのまま縦波のみが伝搬す
るが，斜め入射すると縦波以外に横波や入射角によって
はその他のモードの波が伝搬する。これらの様子を図2
に示す。
　図のように入射角が大きくなり縦波臨界角と同程度に
なるとクリーピング波が発生し，固体
内部には縦波は存在しなくなる。さら
に入射角が横波臨界角にほぼ等しくな
ると表面波が伝搬する。これらの波は
いずれも反射や屈折の際にモード変換
しその伝搬形態は複雑になることが多
い。
　また，横波には垂直成分をもって振
動するSV波の他に，表面に水平方向の
振動が伝搬するSH波も存在する。この
ように，気体中や液体中に比べて固体
中の超音波の伝搬経路の解析は困難で
あるが，爵い換えればそれだけ多くの
情報を含むことになり，材料評価に有
効活用できる可能性があると菖える。
　もう…つの留意点は，伝搬する波が
その持続時間によって性質が異なるこ
とである。図3に示すように，連続波，
バースト波，スパイク波（持続時問の短
いパルス波〉などに分類され，それぞれ
特有の周波数スペクトラムを有してい
る。
　連続波やバースト波は単・の周波数
を持つのに対して，短いパルスは広い
範囲の周波数帯域を有しており，パル
ス幅が短くなるほど周波数帯域は広帯
域となる。したがって，広帯域パルスを
材料中に伝搬させたときは，そのスペ
クトラムが材料中の超音波伝搬特性の
小
影響を受けて変化することにより材料評価を行うことが
できる。
　また，音速や減衰の周波数依存性から評価を行う場合
は，連続波やバースト波を用いて特定の周波数を伝搬さ
せ，この周波数を種々変化させる必要がある。このような
手法を総称して超音波スペクトロスコピー法と呼んでお
り，材料損傷評価の最も有効な手法のつである。
3　超音波による水素侵食の評価の例
（1）超音波による材料劣化・損傷評価1》
　材料がマクロ的な損傷に至るまでの初期の段階では，
クリープ損傷に代表されるように，ミクロ的なボイドが
発生し，それが連結してフィッシャーに成長することが
多い。
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o解通信
継織困子（結晶粒径）の違い
時間
領域
振輻
周波数
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振幡
S・　面エコー
　　　　敷薩面エコー
クラツト掌境界工コー
　　　…
時閣　　ゲート範囲
部分
薦積値
重心周波数：f、篇ΣS、×i／灘
周波数、壬
図4　後方散乱波による材料劣化評価
　超費波を用いてこれらのミクロ的な不連続部を検出し
ようとする場合，これらの反射源からは明瞭なエコーは
期待できない、したがって，後方散乱波すなわちノイズの
中に含まれるこれらの情報を利用して評価を行う方法が
有効である、、
　例えば，垂直探傷したときの底面エコーより手前に現
れるノイズの振編，エネルギー，ヌ，辮皮数などがその情報と
なる，，ミクロ的な反射源を対象とする場合は，できるだけ
高い周波数を用いることが望ましいが，その材料の超音
波特性を考慮したLで適切な周波数を選定する必要があ
る
　後方散乱波はその発生のメカニズムから，材料の内面
状況（内表翻の形状や粗さ及びクラッドなど）の影響を受
けないという利点をイギしている．さらに，各散乱波は相々二
にインコヒーレントであるために，外表面粗さの影響も
受けにくいため，非常に実瑚的である。この方法を用いて
水素侵食を評価した例を紹介する、、
1嚇轡・
　　　　＼＼
　　　　　殴鳳
　　　　　　　　取×灘磯燃×撤
　　　　　　　パワースペクトラムの面積値
図5　超密波スペクト欝ス篇ピー法による水棄侵食の評価
働　水素侵食の非破壊評価方法21
　水素侵食は，高温高圧に曝される容器や配管などの内
表面から，メタンボィドが発生，増殖，連結してミケロ
フ仁ソシャーに成長する損傷であり，クラッド材の場合
1よウラッド境界面から母材側に発生する．
　これを非破壊的に評価するためには，外表痛からバル
ス波を飛直に入射して裏晦，又は内而クラッド境界面の
手前に現れる後方散乱波を評価の対象とする，、このとき，
周波数がボ，1いほど散乱波が得られぺ）すいが，板厚が厚く
なると伝搬中に高周波成分が結晶粒界で散乱して減衰す
るため，通常の炭素鋼では10MHz程度が実用的である、，
　図4（農）に，クラッド鋼板に対して，水浸法で超肖波を
癌直に人射させた場合の波形例を示す、図中のSが表面エ
コー，B及び夏はそれぞれ底面エコー及びクラッド境み面
エコーである．
　水素侵食を受けた材料では亙エコーの直前のノイズにそ
の影響が現れるが，必ずしも明確に振幅が大きくなると
は限らないため周波数解析が必要である、、
　ノイズの擁波数スペクトラムは，採鋒（b〉のように多く
の極大点をもつ複雑な形状となる場合が多く，振編が最
大となるビーク位置は複雑に変化するため，ピーク周波
数や中心周波数では安定した殖は得られない、このよう
な場合は．スベクトラムを積分した弔心1，窺皮数（1次モー
メント）や，ある特定の周波数帯域の部分晦積値が春効で
ある、、
　重心周波数（1次モーメント）と低周波数の部分面積値
をパラメータとして水素侵食の評価を行う場合，図5に
示すように，水素侵食が顕筈になるほど償心周波数は低
く低周波成分の1郎積｛直力葺曽加する傾向が現れる、、この傾
向は，超1�a波散乱理論を用いた計算によって理論付けら
れている．
　次回は，表擁波を用いた材料評価の事例を紹介する，
　　　　　　　　　参　考　文献
i）松療ら1超1、二波による材料劣化、1ク断，非破壊検査，V（｝1．46，
　矯．3，鐙．1854g（）（董997）
2）向井ら：波形特徴硫による材料グ）劣化度の郵津網1，ll本非破壊
　検査協会ザ戒7年度秋季大会，，簿演概要集、鞭．鴛糧34（贈5）
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5．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来
　（�DべトナムNDT協会の設立でさらなる発展を
日本原鈎研究所　大岡　紀一一
1　はじめに
　！986年以来，諸外国の投資家がベトナムに投資をしは
じめ，地域さらには世界の各国と調和していくために，国
産贔，輸出人晶の晶質管理のための装置の設，汁，瞬際規
格，資格を1ノえられた導門家，特にNDT罫法に関してい
くつかの課題に直晦することとなった、、
　NDTに関してはハノイ及びホーチミン市で金属材料及
び非金属材料のためのNDTが賂EAプロジェケトのもとに
開催されたことで部分的ではあるが製晶の品質管理の疏
場を改善する乎助けとなった
　ig89年にはUNDP／iAEA／RCAl二業プロジェケi・へ参
加することにより，国内σ）関連機関との連携の必要性が
高まった。そして，他の機関，例えばGe醗r露De泌rt縫
e癬St鍛d農rdl廠1膿Metr（）logy隷雛d　Q撮11ty　C〔職rol（GDS
簸QC），大学，複合技術研究所及び他の関連団体，関連ラ
ボなどとの関係を持つことが出来た、
　当初聡滋g（罵NDT齢cletジと名付けられた地方の団体が
ホーチミン市に創設された，ハノイ及びホーチミン市で
行われた種々の醤DTトレ…ニンゲコース．ワークショッ
ブ，N夏）Tに関するセミナーがIAEAの嘩門家の1窃力を得て
行われた
　Vlet餓驚N撮1（鴉撮AI〔）mlc　E鷲蟹y　Co撫灘ls鰍澱　（V蓋NAT
紀）M）及びG裏）SMQCは他の機関とも意見を交換すること
により，ベトナムにおけるNDT発展に寄与してきた、、瞬
内NDT協会のための推進委員会が作られるとともにil納
1認定委員会（NC鷺），瞬内享武験委員会（NE暮）もまたGD
SMQCにより設けられた、、
　締毒999｛搬2／捻21
きにべけム非破壊検韻窃会（VSND
塁二丁鮭をVlet瓢鵬鴛se　S彰）c紛鞠勧ギN（職4短s雛績lve　hSl鐙c磁》
蕪）カ�_疲壷二さ才L．V蚤e喜雛撮慧Res熱鞭罵（ノ）N．Vε議暮轟簸抵ンが∫津．疑と
なった。
2　国内活動の進捗状況
　（！）　1蝉的な機関としてベトナム国ウ1原f力委員会（V
INATOM）及び晶質管理のための標準化総務局（（｝DSMQ
C）がある、，
　（2）瞬内及び囚際活動のための助成は，放射線防護及
び安全などが建1内詑算で，金属材料及び非金属材料のND
T及びトレーニング，ワークショップ．セミナー及び彦葦門
家グ）派遣に関してはUNDP／RCA／麗Aブロジェクi・で
行われてきた、
　（3）　国内協会．委員会に関して舞サイゴンNぴr協会（璽
9弱年ホーチミ酒1∫で創設），縫9鱗年i2月に開l／llされた合
同会議により創設され，22人の会員が参加している国内N
購協会の創設のためのキャンベーン委員会』唯1内認定委
眞会（NC慧），聾｛韮内試験委員会（麗EB）等が設けられて
いる、
　（4）　トレーニング，卜武験，、認定について種々の技術分
野（原ヂね，超肖シ皮，電f．電f機械．電磁気，民問工．ン
ジニアリングなど）における專門家及びN雛’技術拷を含
むグル…プがハノイ及びホーチミン市に構成され，ll業
界における金属材料に対してのNDT技術を導人すること
がより縛能となり，さらに非金属材料，特にコンクリ…卜
構造物に対してもそれらのグル…プを利購できるように
なった．
　プ∫，N量y夏’技術者については，UNDP／夏A£A／殺CA地
域トレーニングコース，標準、試験片の製作などのワーケ
シ三ゴいノプ．セミナ…，地域モデル認証試！験など外瞬でのト
レーニングなどに参擁している、しかし，数人のN翼）丁技
郵∫者1よ，イギリスやフランスなどの1毎夕事企業でレベ燕蓋，簗
びレベ蔦2の認定を受けている、
　し，かしながら，ほとんどのM．》丁技術者は．ハノイの原
ヂメ」技術研究所及びサイゴンのN倉τ協会による匡1内ト
レ…ニングコ…スでトレーニングされており．その中で
一
9
�

o川“通信
約60名が盟またはUTのレベルi及びレベル2の認定を得て
いる。教育のための教材及び認定のための規格は，それぞ
れIAEATECDOC−628及びISO9712を基としている。
　・方，ベトナムではレベル3技術者を作るために，UT及
び盟のレベル3の国内試験が，RCAプロジェクトの専門家
の援助により行われ，それを利用しての技術者の認定に
期待をかけている、，
　（5）NDTに関する国内規格を編纂するLでISO／TC13
5からの情報が大いに役立っており，国内委員会の提案に
よって次のようなNDTに関連する規格がGDSMQCによっ
て承認されている、，
　i）TCVN−5856／95（ISO9712に整合するNDTについ
　　ての技術者の認証，認定）
　2）選択されたNDT法に関する12の他規格（TCVN−5869
　　からTCVN−5880まで）が承認され施行された。
　（6）NDTサービスに関連して，これまでにいくつかの
NDTセンター，ラボ，企業が創設された。例えば金属材
料の試験関係では
　1）VXNArOM：2つのNDT局，1つはハノイにありもう
　　1つはホーチミン市にある
　2）　GDSMQC二3つのセンター，ハノイ，ダナング，
　　ホーチミン市
　3）労働及び社会省に属する2つのNDTセンター
　4）国内航空業界に属する3つのNDTラボ
　5）Vlesto−petrocompanyのiつのNDTラボ等である。
　また，建物や構造物のコンクリートの試験関係では，国
内にはコンクリートに関して従来行われている破壊試験
を行ういくつかのラボがあるが，既存の構造物のコンク
リーH二ついては2，3のラボが研究をしており非破壊試
験に関しては
1一分な複合方法ではないが癒NDT法を提
供している。
　ベトナムにおけるNDTサービスの必要性が経済の発展
に伴って増大してきている
一方，NDTサービスの国内供
給は不十分である，、発電，航空，石油，ガス業界及び多数
の外国人ユーザーを持ついくつかの特定企業が，海外か
らNDTサービスを受けなければならない状況にある。コ
ンクリートなど非金属材料のNDTはより現実的な課題を
有しているかも知れない。
3　国内活動についての将来計画
　べi・ナムのNDTプロジェクトとの係わりはかなり遅い。
そのため次に述べるように将来の長期計画を考える必要
がある。
　（1）国内のイニシアチブを取るスポンサー機関は，す
べてのNDT手法について規格化に向けた取り組みを行う
必要がある。例えば，国内認証，認定機関（国際及び地域
機構に整合した）によるレベル1，2，3NDT技術者の1・
レーニング，輸描入品を含む国内金属製品（旧晶及び新
品〉のNDTの規定，非金属材料，特に建築構造物のNDT
の規定等。
　（2）認定NDTトレーニングセンターを作るためには，
国際及び地域プロジェクトによる資金の援助が必要であ
り，特にRCA
£業応用プロジェクトのうちllレベル3NDT
技術者の認定プログラムの開発樽が必要である。
　（3）　国内でのNDTサービスの編成が必要であり，この
分野で友好国との緊密な協力関係を持つ必要がある、，
　（4）　発電業界，石油，ガス業界及び航空業界のNDT，
非金属材料のためには公共構造物（建造物，橋梁，道路な
ど）のアセスメント及び晶質管理についてのNDT技法の
開発が求められる。特にコンクリート，複合材料，セラ
ミックに関するNDT技法の開発であり，そのためにはRC
ATl業利用プロジェクトヘの参加が役に立つであろう。
4　おわりに
　ベトナムは1AEA／RCAのNDT計画に参加して，かなり
成長してきたと薄える。そして前述のようにig99年12月
にVSNDIを設立し，今まさにNDTで世界の仲間になろう
としている，、2000年1月末に来日したVanBan会長は，こ
れからは是非日本のリーダーシップに期待しているし，
両国間でfriendshipを持ちたいと語っていた。
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6．随想「理科教育のプラスになれば…」
（株〉ニュ＿ジェック嘱託田渕　泰平
　1999年，夏休みも終わりに近い目，「先生ここどう切るの？」，
「オッチャン錐の使いかた解らへん」，「オジサンこの接着剤はど
う使うの？」…，と30人余りのヂ供たちから質問やらリクエスト
が殺到する、、この目は科学技術庁が1997年12月大阪に作った【サ
イエンス・サテライト】での『夏休み特別。董二作室書でのひと駒で
ある。
　H本の高度成長の時期に育った若者が，現在社会の中枢を占め
ようとしている。この若者たちの蓼1…には理
£系を学びながら，例
えばコンピュータに異常に興昧があり，理解もできるためソフト
要員として銀行・商社などに職を持とうとする風潮が目セってい
た時期が続いた。
1物づくり」に活躍してもらうべき人材が『頭で金儲け』，『金で
金を稼ぐ』職業を好んで選択した訳である。さらに，この世代の
ヂ供たちに対しては，塾に通わせ，習い事をさせ，自分のf供を
社会のエースに育てようと懸命になっている。
　・方，ヂ供たちのの世界は裕福に与えられるお小遣いで，高価
なコンピュータゲーム機を購人し，月々そのソフトの購入競争に
走った。さらに塾や稽古で遊ぶ時問がないほど過密なスケジュー
ルの中で過ごすことになった。そのため家庭内での…人遊びが全
盛で，屋外で体を動かして遊んだり，葬先を使ったりする機会が
減少した，、特に，一人っヂにかける親の執念はすさまじく，兄弟
の多い家庭に比べ過保護の見本を作っている。
　時を同じくして，その頃文部省の学習指導要領の改定が理科教
育の時問を極端に滅少させてしまい，小学校のレ2年生では理
科という名称すらなくなってしま・）た。この結果，『算数・理科
嫌いな妊供』，『ナイフで鉛筆も削れないゴ供』を多数送り出すこ
とになった。
　こんな世相があと　一世代25年も続くと，技術立1困が必須の日本
の社会がどうなるだろうか，少し意昧が違うかも知れないが第二
のイギリス病に陥ってしまうのではないかと杞憂していた。
　1995年，文部省では清少年が科学技術の楽しさ，素晴らしさ
に触れる機会を増やす」というll的で．（社）目本L業会の協力を
得て，科学技術展等各種事業の
セ催者の依頼に応じて，講師等と
して出向き，講演や実験等を行う『サイエンス・ボランティア』
を募集した。
　初年度は全囚で約520名が登録された。自分も肇速この名簿登
録に応募した、、この名簿の登録者の中から大阪ではサイエンス・
サテライトに約30名が協力することにな一）た、、
　非破壊検査の業界を卒業した5年余前より，自分が住むマン
ションのヂ供会の女ヂ児童の『キックベースボール・チーム』0）
まとめ役がいないということで，指導というより’供たちと一緒
に遊ぶ機会を得た。
　このチームは結成以来勝利の昧を知らなか’）たが，f供たちの
努力もあり，ここ5年問の公式試合の成績が15勝3敗と，金メダ
ルにも2回輝いた。このfたちとのつきあいが，自分が過去にい
ただいた世間からの恩を’供たちへの奉仕で返そうと決心させ
た。
　サイエンス・サテライトで実験・1二作教室を損当させていただ
くほか，今年は近隣の小学校へ白分では『押し売り理科実験教
室』と称し，2年生と4年生に対してゆとりグ）時閻の2時限程度
を約栗なしで使わせてもらって理科実験を見せたり，甥の学校で
は日曜目に体育館を借りてポ紙飛行機作りと飛ばしっこコンクー
ル』を実施させていただいた、，
　ヂ供たちの反応は，学校の授業とはかなり異なる興昧を感じて
くれたらしく，とても楽しかったと感想文をくれたヂが何人もい
た。、しかし，辛辣な感想を述べてくれるヂもいて，改めて理科教
育のありかたに闘志を燃やすことになった。
　こういうヂ供たちとのつきあいでは，異論を唱える人もいる
が，最も大切なのは『高い位置から教えるとの症場ではなく，ヂ
供たちと視線の高さを同じくして，緒に勉強しようとの、乞場を
作る匪ことであると感じている、、
　高い位置から話すと，「学校とはちゃうのに何で勉強をせんな
らんの刻と反発を招く、，視線を罫げて友達感覚で会話するのは
決して‘供たちを甘やかせたり，f供たちにへりくだる訳でな
く，確國たる線を保持する限り良好な関係が得られることにな
る、、ヂ供たちからは自分を呼ばせるのに『先生』では好結果が得
られず，『オジサン』，『オッチャン』が効果をLげることを経験
的に学んだ、，
　現在，仕事として，月の’彩分を揚水式水力発電所の地ド構造物
の挙動の調査に従事させていただいているほか，赫述のヂ供たち
とのつきあい，地域活動として町会のリーダを，さらに生涯学習
教室での勉強と予定表が満タンになるほど忙しい目々を送らせて
いただいている。
　頭の申の集樹口脇がプチプチと膏を疏てて断線していく年齢に
なっている。しかし，非破壊検査の業界に約25年身をおいた経験
から得た『全てが経験L学』を信条に，何事にも挑戦し，暇を作
らないのがこの断線の速度を遅らす毛並てとして，年寄りの冷水
をたっぷりかぶり続けていきたい、，
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7．ローカル・インフォメーション
中国地方非破壊検査技術振興会
叢　沿革・構成
　当会は，昭和49年10月711，中野盛1ぎ1中国X線（株）社
長（現会長），永井欣・広島大学名誉教授ら有志が発起人
にな・）て，日本非破壊検査協会と密接な連携を保ち，非破
壊検査法に関する学術及び技術の向トと蒋及をはかり，
併せて会員相互の親睦と，地方産業の発展に寄与するこ
とを目的として設立し，現在，山本英爾会長（広島国際学
院大学教授）のもと，申国全域にわたり団体会員77社，個
人会員47名，特別会員13期間をもって事業活動を展開し
ています、，
2　事業活動
2．1　技術講習会
　会員間における当会では創立以来，毎年通常総会と併
せてND体部をはじめ非破壊検査ならびに関連部門におい
て指導的な凱場におられる研究者・技術者を講師として
の特別講演会を開催するほか，研修会等を開催していま
すが，その・例として平成7年7月，広島市内で開催した
「コンクリートの非破壊検査と診断・評価の人門講習会」
には，阪神・淡路大震災の直後のこともあり，遠く東京や
官公庁関係からの聴講者があり，会自体のアピールにも
定の効果がありました
2．2　技術談話会・見学会
　会員相互の非破壊検査に関する知識と技術向
Lを目的
とした情報交換の場として，昭和60年よりミニ・シンポ形
式にて「非破壊検査技術談話会」を開催，併せて平成元年
からは地区内における非破壊検査の現状把握を目的とし
た「非破壊検査技術先進事業所見学会」を，マツダ（株）
本社ギ1場（第三回），中国電力（株）島根原了力発電所（第
2剛等，地区内主要事業所を対象に開催し，所期の目的
以外に会員相互の親睦交流にも，　一定の効果を生んでい
ます
2．3　認定試験準備講習会
　当会の，没凱目的の・つとして中国地方における非破壊
検査技術資格者の充足に如何に貢献できるかという課題
を持っており，ND体部で実施される関連講習会を補完す
るH的をもって，設立第2年目の昭和50年に開催した「第
1回放射線透過検査技術講習会」にはじまり，毎・甘斐罫業
として当該講習会を実施しており，現在は1ム島ポリテク
センター（雇用促進事業団）と会場，設備，講師手配等に
おいて提携関係を持ち，NDIにおける春秋2回の技量認定
試験のうち，PD，PT，MY，MT，UD，UT科目に対する
第ま次，第2次試験対応の講習会を年問延べ46H間開催
しており，地区内資格者の充足に貢献するとともに，当会
における諸・暮業を展開するための頃要な財源にもなって
います。
齢
懸
中国電力（株）島根原子力発電所における第2回「非破壊
検査技術先進事業所見学」（平成2年�S月5日開催）
讐臨憾．
r
　｛
　、
三菱重工業（株〉広島製作所における第6回「非破壊検査
技術談話会」（平成8年斜月29日開催）
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「
長崎県非破壊検査研究会　代表幹事　事木　邦弘（長崎県
ll業技術センター一
　長崎県非破壊検査研究会は，阪神人麗災の後，県内企業
の非破壊検査技術をレベルアップし，E業製品の晶質向
Lに繋げるために研究会を実施してほしいとの中小企業
からの相談があり，この研究会を始めました
　初期の頃は座学を中心に勉強会を開いてきましたが，
’1五成！0年3月の県ll業技術センターの非破壊検査設備導
人後は実技の勉強会も行うようになりました。
　また，N鎌，1式験のうちの学科試験については，ロ本非破
壊検査協会との率1，1談の後に，長崎においても実施できる
ようになり，県内受験者の増加に繋が一）ています．
　現在の研究会の組織は，企業側代表幹事及び県側代表
幹事を置き，そのドに，会員企業から各社i名ずつの代表
委員を選出して，幹事会を構成しています。研究会の運営
に当たっては，この幹事会において，事業の内容や講師，
補助員等の決定を行い，企業側が中心となって自言三的に
運営しています．
　研究会は毛に非破壊検査の有資格費の増大を1，1的に，
　（1）　学科講習会は3月と9月に各2回程度開催してい
　　ます、、多数の方々の参加を配慮して，日曜ロの朝9時
　　から夕方の5時までの時間帯で実施しています，、
　（2）　実技講習会は5〜6月とn〜�K月に各8回程度開
　　催しています。なお，非破壊検査設備を使用する関係
　　と，平口の開催となります
　これらの講習会では会員企業から講師や補助員を派遣
するようにしています、、
　このほか．非破壊検査の　・般的な技術講習会を日本溶
接協会長崎県支1部との共催で毎年1瞬開催してきました．
このことは．検査を畢，1当している人にとっては溶接の検
査部門が多いために溶接のことを勉強したいとの要望が
あることと，また，現場で溶接を行う担’劃董者にとっては非
破壊検査のことを勉強したいとの意向が強いことから共
催することに意義があるようです，．
　講習会も企業が休みとなる輝熱．1に開催するなど参蜘
者への利梗をはかってきましたので，毎回，参加者数は
鎗0名を越えています、、企業を中心に自ら運営するこの研
究会は，講師及び受講者自身も熱心であり，技術の向Lに
大いに貞1献できているものと認識いたします，．
憾網離灘　
驚塾
轡
　本隼の非破壊検査技術研究会の・般講演会を紹介して
みましょう、
　講演会は長崎県非破壊検査研究会とl　l本溶接協会長崎
県支部との共催で開催し，それぞれの会員及び関連の企
業に案内いたしました、
1）
2）
3）
の
1）
　実施1
じ平成12年21
掻9目（L曜1｛〉
　会　場1長崎県E業技術センター
　講演及び実演内容
　非破壊検査研究会の活動内容（L業技術センター
カ・らの1溝印藝）
　溶接部の浸透探傷検査（会員企業からの講師）
　溶接機メーカーからの非鉄金属溶接への提案（県
外企業からの講師）
　最近のステンレス鋼溶接材料の動向（県外企業か
らの講師）
　溶接施乳1にあたってのポイント（L業技術セン
ター一力・らの藍溝ゼ擁）
　溶接の実演（アルミ，ステンレス，チタンの溶接の
実演）（地元企業からの実演指導者）
　参加者は，民問は大企業から中小企業まで，官庁関係は
高等技術專門校やポリテクセンターの指導者等の参加が
あり，参願者総数は慧6名でした．、
　以Lのような’ぎ考研究会の活動状況を紹介させていただ
きましたが．糞膏究会としては身鴛潅ヤが協ノノして県内冷」業等
の技術向Lに，今後とも　・層努力して貢献していきたい
と考えています、
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8．協議会だより
CIW検査事業者協議会
1平成壌2年度協議会定時総会（予定）
　別途，ご案内しますが定時総会を下記のとおり実施す
る予定です。
　！．日　時：平成12年5月19R（金）14：00〜
　2．場　所：笹川記念会館（東京・港区）
　3。スケジュール1
　　14：00〜焉：20　定時総会
　　15：30〜16：45　特別講演
　　17：00〜珀：00　懇親会
　4．定時総会の内容
　○「平成1i年度事業報告及び会計報告並びに監査報告」
　　の件
　○「平成12・13年度役員及び職務分担」（案）の件
　○「平成鴛年度事業計画（案）及び予算案」の件
　5．特別講演二
　　仮題「法改正に伴う検査制度の動向」と題し実施の予
　　定。
ll．平成唾2・13年度役員及び職務分担（案）
　上記，定時総会に諮る幹事会案は次のとおりです。
　（敬称略）
　○代表幹事　　　逸見俊一（（株）検査サービス）
　○副代表幹事　　中野盛司（（株）シーエックスアール）
　　同　　　　　鯉田長生（非破壊検査（株））
　○東日本地区幹事代表　安藤純』（（株）ジャスト）
　○関西地区幹事代表　　井川敏之（（株）アイ・エム・シー）
　O西日本地区幹事代表　飯田武司（東亜非破壊検査（株〉）
○倫理担当幹事
　同
　同
○技術担当幹事
　同
　同
○広報担当幹事
中西　諄（東京理学検査（株））
井川敏之（（株）アイ・エム・シー）
平川重貴（新日本比破壊検査（株））
安藤純二（（株）ジャスト）
井川敏之（（株）アイ・エム・シー）
重田博實（関西エックス線（株））
中野盛司（（株）シーエックスアール）
　1司
　同
○企画担当幹事
　同
　同
○庶務担当幹事
　同
○会計担当幹事
○監査役
福永　功（川重検査サービス（株））
平川重貴（新日本比破壊検査（株））
逸見俊一（（株）検査サービス）
鯉田長生（非破壊検査（株））
飯田武司（東亜比破壊検査（株））
木村武美（溶接検査（株））
森　俊郎（（株）北陸溶接検査事務所）
横山喜久男（石川島検査計測（株））
岩田雅史（（株）インテック）
lll．「第三回全国営業会議」開催結果の概要
　1。日　時：平成12年3月29日（水）14：00〜
　2．場所：浜松町・東京會舘（東京都・港区）
　3．出席者：会員52社，72名
　4．概要二
　平成11年度の営業関係活動報告を中心に，看板表示及
び統一御見積書実施に関する会員会社からの事例紹介，
その他意見交換を行いました。看板表示に関しては，現在
51社，約700枚を頒布済みで，お願いしやすい会社から掲
示させていただいているとの活動報告や，表示に当たっ
ての涯意事項・事例等の紹介がありました。
　統一御見積書については，書式が指定されている需要
家には内訳書として添付，ご説明している事例や，社員の
コスト意識向上の一つにつながっている事例等の紹介が
ありました。会議後に提出いただいた出席者アンケート
結果（45名）では，営業関係者の集まりを継続して欲しい
との回答が圧倒的であり，平成12年度も検討課題を整理
した、Lで活動を展開していくことといたします。
　特別講演は「アメリカの検査制度から見た日本の検査
制度への提言」を主題に，日弁連消費者問題検討委員会等
でご活躍の吉岡和弘弁護士にご講演いただき，検査会社
は，三権分立の司法の立場で臨むべしとの要旨に，協議会
の現在までの活動と今後の展開の視点から深く共鳴いた
しました。
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2000年4月1日付で新たに次の事業者が認定されました
のでご紹介いたします。
■札幌インスペクション（株）
本社所在地　〒007−0848北海道札幌市東区北四十八条
　　　　　東15−2−1
　　　　　TELO11−743−1181／FAX．011−743−1183
代表者氏名　代表取締役　若林　雅志
認定種別　　D種
番号・部門　第216DOO号，超音波検査
営業所など　本社のみ
□三洋検査（株）
本社所在地　〒712−8051岡山県倉敷市中畝24525
　　　　　TELO8〔｝4554818／FAX．086−455−1720
代表者氏名　代表取締役　谷垣　弘信
認定不重別　　　D種
番号・部門　第218DOO号，超音波検査
営業所など　営業所一岡山県
■（株）総武検査工業
本社所在地　〒264−0021千葉県千葉市若葉区若松町
　　　　　442−2ビューパレー都賀212号
　　　　　TELO43−234−2233／FAX．043234−2235
代表者氏名　代表取締役　篠崎　文男
認定種別　　E種
番号・部門　第203EOO号，超音波検査
営業所など　本社のみ
■北都検査（株）
本社所在地　〒981−3109宮城県仙台市泉区鶴が丘1−39−7
　　　　　TELO22−371−3421／FAX．022−371−3422
代表者氏名　代表取締役　大塚　茂
認定種別　　E種
番号・部門　第204EOO号，放射線検査
営業所など　本社のみ
闘（株）アミック
本社所在地　〒230−0051神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央
　　　　　4−6−10木曽屋第
…ビル302号
　　　　　TELO45−510−4317／F照。045−51住43王8
代表者氏名　代表取締役　松原良知
茜忍定不重別　　　E不璽
番号・部門　第209EOO弩，超音波検査
営業所など　本社のみ
辮
　　　　　CW認定証授与式のもよう
■（株）アクトエイションハート
本社所在地　〒287−0001干葉県佐原市佐原ロ2097−141
　　　　　TELO478−5（＞2205／FAX。0478−50−2207
代表者氏名　代表取締役　尾形　源
認定種別　　E種
番号・部門　第211EOO号，超音波検査
営業所など　本社のみ
■ソーバー（株）
本社所在地　〒771−0134徳島県徳島市川内町平石住吉
　　　　　209−5
　　　　　TELO88−6374560／FAX．088−6374562
代表者氏名　代表取締役　鈴木　浩二
認定種別　　E種
番号・部門　第213EOO号，超音波検査
営業所など　本社のみ
■（株）ワイ・イー・エス
本社所在地　〒33m852埼玉県大宮市桜木町4−151−2
　　　　　プリムローズ202
　　　　　TELO48−644−6296／FAX．048−644−6293
代表者氏名　代表取締役　吉田　正之
認定種別　　E種
番号・部門　第214EOO号，超音波検査
営業所など　本社のみ
□（株）興亜技研
本社所在地　〒970−8025福島県いわき市平南自上1−5−5
　　　　　TELO24（シ23−9936／Fノ朕．0246−23−9937
代表者氏名　代表取締役　鎌田　剛之
　認定不重別　　　E不重
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　咋年の1999年は，ウラン加
1二施設の臨界事故，宇宙開発分野における猛Hロケットの打ち．．ヒげ失
敗，鉄道トンネルにおける棚次ぐコンクリート落下事故等の事故災害が多発し，技術基盤への信頼
性の低下から，国氏の安全や安心の面で深刻な影響をもたらした，，
　12月8Hに公表された政府の「事故災害防
止安全対策会議報告書」で注口すべきは，これらの・
連の瓢牧の教訓として「安全」を来る21世紀に固有の価値の…つとして位置づけ，その認識と合意
を国民的規模で浸透させるとともに，社会の責任として「安全」という佃1値に対する適正なコスト
を負担していく必要があると提言している。
　換言すれば，これまで開発コストには積極的であるが，安全コストには消極的であるといった風
潮を克服しなければならない。まさにこのことはcnVが口指してきたものと伺じだと霞っても過霞
ではない。
　編集委員・同，気持ちを新たに切嵯琢磨していく所存であります。
　今後とも皆様のご協力をお願いいたします。
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