




1．ジェットエンジン部品における非破壊検査技術

川崎重エ業（株）ガスタービンビジネスセンター生産管理部　渡辺　義教

1　はじめに

　非破壊検査は金属製品を生産する業界にとって必要

不可欠な技術である。殊に人の命を預かる航空機のエ

ンジンを扱うとなれば、その重要性は言うまでもない。

事実、ジェットエンジンの部品を扱うわれわれの業界に

おいては、すべての製品に厳重な検査が要求されており、

ll々虎確な検査を行うと同時に、その技術の向、ヒ、維

持には常に気を配り顧客に製品を供給している。

　非破壊検査を実施するLでは、検査員の技量と設備

の健全性、そして 紅程が重要である。航空機業界の非

破壊検査認定制度は、米軍規格に従って認定されたも

のが広く採用されている。この制度では、高度の知識お

よび経験をもつ非破壊検査技術の最高責任 者（レベル

IIIと称する）1名を自社認定し、このレベルIIIが非破

壊検査を実際に遂行する検査員（レベルHまたは1）を

認定することになっている。これは永久認定ではなく、

定期問ごとに管理試験を実施してその資格を継続し

ている。検査設備も同様に、 一定期間ごとに管理試験

を行い、合格したもののみ検査に使われる。

　本稿では重要部品（Crit量cal　Parts）と呼ばれるブレー

ド（動翼）、ディスクなどに焦点を当てて、それらの検

査方法を紹介したいと思う。

2　ジェットエンジンの仕組み

　ジェットエンジンの原理を簡単に首うと、吸人した空

気を圧縮して燃焼させ、その燃焼空気を後方へ勢いよ

く吹出して推力を得るというものである。そのような機

能を持たせるために、ジェットエンジンの構造は図2の

図1　ジェットエンジン

ようになっている。その構造は大きく分けると、コンプ

レッサ、燃焼器、タービンの3つの部分に分かれている

（図3）。

　コンプレッサでは吸人した空気を1、1三縮する。コンプレ

ッサには、軸流式と遠心式がある。遠心式では写真4

に示すインペラと呼ばれる部品が用いられる。インペラ

が回転することによって空気は遠心方向に圧縮される。

軸流式は複数段の円板状のディスクからな一）ており、そ

のディスクの周上にはブレード（翼）が取り付けられて

いる。このディスクが回転することにより、空気は軸方

向に圧縮される。

　燃焼器では圧縮空気を燃料と混合して燃焼させる、、
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図3　ジェットエンジンの主要部位
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図2　ジェットエンジン断面図 図4　燃焼器臨面図
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o解通信

燃焼器の構造は基本的に図4のようになっている。この

図からわかるように、圧縮空気は燃焼のために使われる

ほかに、燃焼器の壁を冷却するため、あるいは燃焼空気

を適当な温度まで冷却するために使われる。よ一）て図4

のように内壁と外側との醐にも圧縮空気が流れる構造に

なっている。

　燃焼器の後ろのタービンは、数段の円板 Lグ）ディスク

になっており、その周．ヒに取り付けられたブレードが燃

焼空気を受けてタービンは回転する。タービンとコンプ

レッサは軸で固定されているため、このタービンの回転

がそのままコンプレッサの回転の駆動力となる．

3　ジェットエンジン部品と非破壊
　　検査

　L述したように、ジェットエンジンは高速回転と燃焼

によって機能している。よって部品の形状、用いられる

材料に関しては、回転する部位ではその遠心力に耐えら

れるもの、高温部では高温に耐えることができるもので

なくてはならない、，よってジェットエンジン部品にはチ

タン合金や、ニッケル基合金などの特殊な金属が用いら

れている，、

　・方、非破壊検査にはさまざまな検査方法がある。

その中でどの検査法を適用するかは、製晶の材質、形

状、部位の検査要求によって決まる。

　・般に鉄系合金などの磁性体では磁粉探傷検査を適

用して表面および表面近傍の欠陥を検出する。他の合

毒

写真1　磁粉探傷検査

金では浸透探傷検査を適用して表面の欠陥を検出する。

内部の欠陥を検出したい時にはX線透過検査、超音波

検査を適用する。

　以L述べたように、ジェットエンジン部品の材料は特

殊であり、また材料によって非破壊検査方法が決まるわ

けであるが、以下にその例として、おもな部晶について

その材料と適用されている非破壊検査法を紹介する。

3．1　コンプレッサ

　ブレードには低圧段にアルミ合金が用いられる場合も

あるが、マルテンサイト系ステンレス鋼やチタン合金が

広く用いられる。また高温部では耐熱ヒセを考慮しニッケ

ル基合金も用いられる。このようにコンプレッサのブレ

ードにはさまざまな材料が使われており、非破壊検査に

おいて、マルテンサイト系ステンレス鋼に対しては磁性

体のため磁粉探傷検査を適用し、その他の非磁性材料

に対しては浸透探傷検査を適用している。

　ディスクには、低温部に低合金鋼やチタン合金、高

温部にチタン合金、ニッケル基合金が用いられる。ブレ

ードと同様に低合金鋼に対しては磁粉探傷検査を、そ

の他の合金に対しては浸透探傷検査を適用している。

　これらの部品は重要部品であるため浸透探傷検査前
写真2　コンプレッサブレード

写糞3　コンプレッサディスク

　　　　　　鞠群

孝　簾

鑛　壕　　　　1　・　簾

写真4　インペラ（浸透液塗布〉

一2一



ZZ7RαMPE5㈹皿MNl2001♪

にはエッチングを行っている。そうすることで、機械加

tなどにより表面部分のみ覆われて普通では検出できな

い不連続指承も検禺できるため、より厳しく検査でき、

部晶の安全性もヒがる。

　ブレード、ディスクとも鍛造晶であるため、ラップ、

偏析、介在物などの不連続指承が出る口∫能性がある。

ヒ述したようにコンプレッサは回転体であり重要部品で

あるため、いかなる不連続指示、割れも許容していない。

なお、内部の欠陥については素材の段階でその有無を確

認する、、そ0）際、鋳造品についてはX線透過検査を、

鍛造品については超音波探傷検査を適用する。

3．2燃焼器

　燃焼器は高温にさらされるため、耐熱性、耐食性を

考慮し、ニッケル基、コバルト基合金が用いられており、

非破壊検査では浸透探傷検査が適用されている。2章

で述べたように燃焼器は複雑な構造である。このような

構造にするには機械加1二では比較的困難であるため、板

金部晶を成形して溶接しているものもある。

　燃焼器が溶接構造物の場合、溶接部には溶込み不足、

融合不良の他に、ガスホールなどの内部欠陥のある可能

性がある。このことから、非破壊検査では浸透探傷検

査の他に、溶接部においてはX線透過検査を適用して

溶接部の内部欠陥の有無を調べている。

3．3　タービン

　タービンブレードには、回転の速心力によりブレード

内部には高い応力が発生するため、　一般に材料は強度

に優れたニッケル基合金が用いられる、、さらにブレード

は高温にさらされるため、ここで用いるニッケル基合金

は、A1、Tlなどの添加により、さらに高温強度を高めて

いる。また、　・般にタービンブレードの構造は中空にな

っており、内部に冷却空気を流すことでブレードを冷却

している。

　ニッケル基合金は非磁性であるため浸透探傷検査を

適用している。ブレードは中空構造の複雑な形状を1｛、す

ために鋳造で作られることから、クラック、ホットティ

アー、コールドシャッi・、介在物、巣などの不連続指示

が出る可能性がある。

　これらの指示に対して、特に応力が集中しやすいセレ

ーション部（ディスクに組み込まれる部分）、翼縁部お

よび翼根元部が致命部位として合格基準が厳しい。内

難

写真5　燃焼器 写真6　タービンブレード

部構造については、X線透過検査で中空部に異物が残

留していないことを確認している。

　タービンディスクは、回転体であるために高い引張強

さ、延性、低サイクル疲労強度が要求される、、低圧側

のディスクは比較的低温の環境で使われるため、その材

料としては、マルテンサイト系やフェライト系ステンレ

ス鋼がよく用いられる。高圧側では、耐熱性を持たせる

ためにニッケル基合金がよく使われている。

　マルテンサイト系やフェライト系ステンレス鋼につい

ては、磁性体であるために磁粉探傷検査を適用している。

チタン、ニッケル基合金については、非磁性体であるた

めに浸透探傷検査を適用している。また3。iで述べた理

i．llから、浸透探傷検査前にはエッチングを行っている。

　ディスクは回転体であり重要部品であることから、い

かなる不連続指示、割れも許容していない。なお、内部

の欠陥に対しては、3．圭で述べたのと同様、素材の段階

で検査を実施している。

4　最後に

　以L、「ジェットエンジン部品における非破壊検査技

術」と題して簡単に書かせていただいた。

　非破壊検査にはさまざまな検査方法があり、またジェ

ットエンジンにおいては検査要求が厳しい。しかし、適

切な検査方法を設定し、いくら検査要求を厳しくしよ

うとも、最終的には人問の目に頼らざるを得ないのが現

実である。したがって検査員の技量、知識、検査員と

しての自覚が非常に重要である、、
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2．船舶、鉄構海洋構造物の非破壊検査について

三井造船（椥千葉造船エ場小俣　和夫

唾　造船所の品質基準

　造船所のおもな製品は、商船、官公庁船と海洋構造

物である。これらの製品は、使用時において予測困難な

環境、たとえば波浪や悪天候に曝されることが多く、ま

た繰り返し外力も受けることから、昔からさまざまな事

故を発生した，，特に、たびたび原因となった溶接につい

ては、これらの教訓を基に業界をLげて品質基準を整備

してきた。本誌では船舶および海洋構造物の外観検査、

非破壊検査およびその他グ）試験の概要を述べる。

2　船舶の外観検査

2．1　外観検査の基準

　・般商船の船体部の外観検査は、業界自1三基準であ

るJSQSGapan　Shipbuilding　Q琶alityStandard）およびそれ

を基にした各造船所の基準に従って行われている．この

基準は、戦後造船所に溶接r場が造られ、輸出商船が

大量に建造されるようになったころから始まっている。

　当時、外国船主や第 こ者検査機関である各国の船級

協会との間で、組立精度や溶接外観の品質に関する意

見の対ウ1が絶えなかった。そのため昭和37年から38年に

かけて溶接施1二委貝会は、「船体溶接施工Lの二、壬の

問題点」、「溶接技術管理1及び「船体溶接部の定量的

外観検査基準」を発行し、溶接施自E要領と溶接外観に

ついての業界基準化を進めた。その後、基本的な溶接

晶質基準は鋼船 ｝二作法委員会発行のJSQSに取り込まれ

た。

　現看三JSQSでは、材牽斗、切断・加1二、組立、シ容接、仕

Lげ、歪みなどの精度基準が網羅され、溶接については

アンダカット、オーバラップ、脚長などについて許容基

準が定められている。また、この基準は、日本海事協会

鋼船規則M編の今年度の改正で定められた「工事中の

検査事項」の基準としても使われてゆくと思われる。

2．2　外観検査体制

　船舶は、図韮に示すように切断した部材を溶接して

部品をつくり、その部品を外板、甲板、壁などの板の

Lに取り付けてブロックをつくり、さらにそれらのブロ

ックをドック内や船台に搭載して建造している。，

　したがって、薮場内または地Lでブロックの溶接部の

外観検査を行い塗装を終ゴさせ、ドックや船台ではブロ

ック同 Lの継1卜部だけの検査となる。これらの検査は、

溶接／憾≦施議1者がまず白ヒ検査を行い、次いでQC担当

、

→雛

☆嘉講一
轟一一

　　　唾郵塵璽∫

擁　　　　㎜旧『　　　　　　　　　　l
　　ブqック
ド

ー．＿酬 岡
図1　商船（ばら積船）の建造手順
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表壕液化ガスタンクの種類

タンクの分類 基本仕様 タンク方式例

・体塑タンク 船体構造と林型のタンク
物沸、1ミは一10℃以L

船体構造により支持された LNGテクニガス方式：タン
薄膜により構成される非自 ク防壁材はコルゲー一ト状に
己支持型のタンク 加｛二した薄板ステンレス鎌1

メンブレン を使絹し熱伸縮対策とする、

タンク LN（｝ガス・トランスポ…ト

方式：熱膨張係数の小さい
インバー一材（36％Nl合金）

を防壁材として使用する、

セミメンブレン 負荷状態において非自己支 LPGの低温常圧方式
タンク 持型となるタンク

A 通常の液｛本タンクとして設 LPGの低温常圧方式
タイプ 計し大雄の流出を想定する 角形また属彗筒

疲労1ヅ｝壊，変形，座履など LN（｝MOSS方式（球形〉
広範囲な構造解析を行い信 アルミニウム合金または9％

B 頼性を確保 Ni鋼σ）1プ板で球形タンクを

独甑 タイプ
作る．、

タンク 1、NGSPB方式（角形）

アルミニウム合金で角形の
タンクを作る、、

低温圧力容器として設計さ LPGの常温，または低温の加
C れるタンク、、設i諦蒸気圧は lE方式：円筒形，球形，ノ｛

タイプ 圧力容器としての計算によ イローブ咽筒形を抱き合
る わせた構造〉

内部防熱 非ド氾支持型のタンクで、
ノ∫式 かつ貨物格納に寄与一する防

タンク 熱材が直接貨物に曝される

員の検査、最後に船級検査官の検査という事順を踏ん

で行われる。

3　船舶の非破壊検査

3．1　船体の非破壊検査

　今年鋼船規則M編「溶接」の全面改正が行われ、そ

れに伴い鋼船規則検査要領として「船体構造の溶接部

モス方式崩G船
　　　　　　防熱
　　　　　　／

メンブレン方式困6船
㎜　　一　　 　　　　旧　　　　㎜　目　㎜　m

メンブレンタンク

一防熱

球形タンク

バイP一ブ型LPG船

　　　　　一中心線隔壁

㊦＠
図2　代表的な液化ガスタンカー臨面構造

に対する非破壊検査に関する検査要領」が制定された。

本規則では、船体構造の突合せ溶接継予部の非破壊検

査は、原則として放射線透過試験により抜き取り検査

を行うことが規定されている。

　抜き取り検査は、船体構造強度ヒ特に痘要な船の長

さ方向の申央部60％の範囲にあるL甲板や外板のバッ

ト継手（船を輪切りする方向の突合せ継毛）でもっと

も多く、中央部以外のバット継手や船の長さ方向の突

合せ継手や骨部材など内部の部材の突合せ継手も抜き

取り検査対象となっている。

　超音波探傷試験については、傷（欠陥）の検出能力

や記録性が放射線透過試験と同等以トであることが実

績により証明された場合、　一部の放射線透過試験に置

き換えることができる。また非破壊、1式験者の資格は、

ISO9712またはNmSJOO1の2種以Lの有資格者の監督

ドにある1種以Lとされており、放射線透過試験、超

音波探傷試験の合否判定基準も規定された。

3．2　液化ガス・タンクの非破壊試験

　各種の商船の中でLPGやLNGなどの液化ガス運搬船

は、特別な品質管理基準で建造される。貨物が低苗、髭の

ため、タンクの材料および溶接部が低温に耐えること、

また荷1二げドろしに伴う急速な温度変化による熱膨張

収縮の応力に耐えることが必要となる。

　また、万抵温貨物が漏洩した場合は、貨物の爆発

的沸騰や低温による船体構造材料への損傷が考えられ

るために、タンクおよびその周辺の溶接品質管理は特に

厳しいものとなる。

　液化ガスタンクは、表1に示すように分類されている。

沸点一42℃のLPGの大型タンクでは、低温用鋼を用い

た低温加圧または低温常圧の方式のタンクが採用され、

前者の場合は独立型タンクのCタイプとして扱われ、後

者の場合は、独 立タンク方式Aタイプまたはセミメンブ

レンタンクが採用される。

　・方、沸点が一160℃前後のLNGの大型タンクでは、

ガス・トランスポート方式のメンブレンタンクと独立タ

ンクBタイプのモス方式アルミニウム球形タンクが現在

セ流となっている。図2に液化ガスタンカー一の断面を示

す。

　5虫航型タンクグ）Cタイプ、Bタイプのタンク壁は完全：

溶込み溶接が要求され、これらの継招訂00％放射線透

過試験の対象となり、防擁材や付着贔のすみ肉溶接は、
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浸透探傷または磁粉探傷試験の対象となる，，

　メンブレンタンクの場合は、防壁が1mm前後の膜で

形成されているので、図3に示すように抵抗シーム溶接

および重ね継手やへり継手のティグ溶接が使われる。こ

れらの継手に対しては、放射線透過試験は行わず、抵

抗シーム溶接部は外観検査とヘリウムガスを用いた漏洩

試験（通称ヘリウムテスト）を適用し、ティグ溶接部は

外観検査、浸透探傷試験とヘリウムテストを適用する。

3．3　船体の水圧試験および漏洩試験

　商船では、何ヵ所かが損傷し海水が船内に進入して

きても浮力を確株できるように水密隔壁で区切り、沈没

を防いでいる。また、液体貨物倉以外にも、燃料タン

クおよびバラスi・タンク（船グ）喫水や傾きを調整する海

水タンク）などを持っている。これらのタンクや隔壁に

対しては水圧やエア圧強度試験が行われるとともに、溶

接継乎に対しては漏洩試験が適用される。表2にこれら

の代表的な試験方法を示す。

4　海洋構造物の外観検査および非
　　破壊試験

4．1　海洋構造物とは

　海洋構造物は、鉱物資源の調査・採取・貯蔵のため

の装置、生物資源の育成装置、海洋エネルギー利用設

備、海中倉庫など海洋に築かれるあらゆる固定または半

固定装置を意昧しているが、建造実績では海底油田や

ガス開発のための装置に代表される。

　石油掘削装置（通称リグ）は、図4に示すとおり稼働

水深により構造が異なり、比較的浅い所では、人工島、

ジャケット（固定プラットフォーム）やジャッキアップ

リグ（昇降脚付きのプラットフォーム）が用いられるが、

100m以Lの稼働水深となるとセミサブリグ（海Lに浮

Lし錨で定点保持するが、波浪の影響を受けない半潜

水塑としている）やテンションリグプラットフォーム

（浮11状態の掘削台を海底に固定したテンションバーで

固定）などが使用される。

　これらの海洋構造物は作業プラットホームとして使わ

れるため、稼働海域の気象、海象状況に応じて緊急退

避することが難しく、また事故が発生した場合に大勢の

作業員を巻き込む恐れがある。

　また、安全トもっとも重要な脚部は、稼働申は海水

　　ミ
テげ溶接（へ嚇釧

　　　　　　　　　　　薯　　　　軋
　ティグ溶接（重ね継丁・）　　　　　　　　　ギ

　　　　　　　　　　　霧　　　　　　1　　　　　　　　轟
　　　　　　　帆ステンレス錐1／インバー

　　　　　　　　　　　　　塾

　　　　　　　　　　　　　ノ　
　　　　≧卸《板殉m

　　／　　　　　　　　／
　　　　　　　　ろ
　　レ　　ティグ醗（へ嚇和
　　　　／　＼　　　スタツド溶接
　　　　＼

曳

㌔

ティグ溶接（重ね継r〉

板厚童，Omm

抵抗シーム溶接

図3　メンブレン・ガストランスポート方式LNGタンクの溶接例

＆

面下にあり点検や保守が難しいという面もある。このた

め脚部やセミサブリグの没水部の浮体（ロワーハル）を

支えるコラムやブレース（トラス構造部）の格点部（通

称ノード）の溶接は特に厳重な品質管理が行われる。

4．2　海洋構造物の検査基準と検査

　海洋構造物建造に関しては、各国の船級規則の海洋

構造物編が…般に適用されるが、北海から赤道付近ま

で稼働海域の環境が異なるため、客先独自の仕様や基

準、またその海域を統治する国の機関（たとえば米国

USCGなど）や学協会の規則（たとえばAP夏、ASMEの

表2　水圧・漏洩試験

／

水圧漏洩試験 試験法 概　　要

タンク・区画 張り水テス1・ タンクや水蜜区画に水を張一）て外面か

としての水圧 ら水の漏れを確認する。船体浮1二後に

強度・漏洩テ 行うケースが多い。
スト エア圧テスト ドックや船台でのテス1・でも地盤強度

の問題がない、、

溶接継手の漏 すみ肉溶接のエ すみ肉溶接0）ルート部にハイプをつな

洩テスト アテスト（エア ぎ，パイプロから所定グ）圧力0）エアを
通しテスト） 流入させ，ビード表面に石鹸水を塗っ

て気’泡の発生を確認したり，　・定時問

放置し，圧力0）低下0）有無を確認する。、

とくに地Lのブロックで行われる。

バキュームテス 1二記工アテスト0）代替法で，発泡液を
ト 堂った継手を含む区画を1吸気装置を取

り付けたバキュームボックスで覆い，

低気1量1状態にした後，泡の発生を確認
する，、

ホーステスト ノ、ッチ，　トビラおよび外板などσ）解放

（射水テスト） 区藺の水蜜確認に川いられ，ポンプに
よって所定の1≦力以Lの水をホースノ
ズルで吹き付けて内側から漏洩を見る，

ヘリウムテスト メンブレンタンク特有0）試験方法で，

メンブレンタンク背面にHeを充てんし，

タンク内面側からHeチェッカーで漏れ
を確認する。
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プラットフォーム

囮 ジャケッ！・
（固定フ。ラツト

　フオーム）

N
ブレース

コラム

璽圧三吻

［コ［コ

脆瀦翼ズ

図4　代表的な海底石油掘削装置

圧力容器規格、AWS）なども適用される。

　溶接は安全Lの重要度から、Speci＆1、Pri搬ary、Sec－

ondaryなどに構造区分して管理され、円箭脚部分の突

合せ溶接やブレース格点部のTKY継手はSped＆1として

扱われる。これらの部分は外観検査は当然であるが、磁

粉探傷試験または浸透探傷試験および放射線透過試験

または超音波探傷試験が100％適用となる。

　特にTKY継手においては、応力集中を避けるためビー

ド止端を滑らかに仕Lげることが要求され、いわゆるコ

インテスト（コインを隙問なく転がすことができるかの

チェック）が行われる。またジャケットなど内部に入れ

ない小円筒ブレースのTKY継手は、仮付け検査のみなら

ず超音波探傷による裏波ビードのチェックも行われる。

このような条件のため使用鋼材に対する非破壊検査数

は、一般商船建造に比べ5倍から10倍といわれている。

　　　　　　　　参　考　文　献

1）鋼船1二作法研究委員会第一分科会；JSQS日本鋼船財乍法率拝重度

2）日本海雰協会　材料専門委員会；鋼船規則C轟，1、D編及びM編，

　鋼船規則検査要領B編、C編、D編、M編及びN駒，妻1並びに揚貨設

　備規則検査要領・部改正案（溶接施ll及び非破壊検査関連）

　　ののユコ　

3）（社）日本溶接協会　船舶鉄構海洋構造物部会海洋構造物溶接

　施に委員会；海洋構造物の溶接、1987、7

4）（社）目本溶接協会　船舶鉄構海洋構造物部会溶接施L委員

　会；8．1糸肝の気密試験溶接0）管・理／量儲、1999、12

5）（社〉目本溶接協会　船舶鉄構海洋構造物部会溶接施L委員

　会1新版溶接接施Lハンドブック、1999。5

6戸御1体溶接協会癖1謝鉄構研購慰勿部会1造船の溶接35

　年の歩み、1985．4

7〉（財〉目本海サ手協会；鋼船規粥　N編液化ガスばら積み船・P編

　1毎洋ぞ薄造耳勿、2000．4

8／ノ／喉ほか／名コ．3貯槽鑓船〉ガイドブック容器・

　　　　　　溶接学会溶接法研究委員会、2000．6

9〉酎憶か3名；ノ謹Bl－1・be舛プLPGタンク鶴卸）ll騰琳

　造船技報鋤67号
10）西垣ほか3名18。l　LNG船アルミニウム」求形タンクの11作　　船

　舶・海洋とアルミニウム　軽金属溶接構造協会、1990．ll

“男の台所”奮戦記⑫きのこ温麺

　虫の音が無常を伝え、乾いた風が街を彷い始めました。

少し厚予の服が欲しくなる今日この頃、内からの温かさ

も欲しくなります。今回は夏から秋にかけて風化してし

まいそうな素麺を使います。

　先ずは、「しめじ1という名で売られている「ぶなし

めじ」やら「平茸」、流行のエリンギに、椎茸、舞い茸、

えのき茸等を用意します。それぞれ「いしづき」を切り

取り、大きい笠のしめじは1本或いは半分に切ります。

エリンギは笠の方から割いて食べやすい大きさに、椎茸

は笠を表にして5mm程度にスライスし、舞い茸は5～

10cmぐらいの大きさに千切り、えのき茸は横半分に切

ります。しめじ・エリンギ・椎茸・舞い茸を水から難で

ます。きのこ類が程よい硬さに煮えた頃に汁の素を人れ、

昧を調えます。

　さらにえのき茸と白髪葱を加えます。その間、通常よ

りかなり多めのお湯で素麺を難で、芯が少し残る程度で

釜から1二げ、しっかりと湯切りをします。お椀に素麺を

移し、汁をかけて出来Lがり、，

　お好み次第で、三つ葉を散らしても構いませんし、金

銭的に余裕のある方は松茸もお使いi寸さい，、

　因みに「ざるうどん」としてよく使われる稲庭うどん

も、このようにして食べれば、身体の内から温かくなり

ます。
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3．フェーズドアレイ

　　　　　　　　　　　　　　　エイヂアールディテック　ジャパン　ー肱イヒ 直治

唾　はじめに

　フェーズドアレイの特長は、プローブの“送信ビーム
角度”“受信ビーム角度（受信感度最大の角度）”‘‘焦点”

“焦点部のビーム幅”を電f制御で広範囲に変化できる
タ、無にある，、

　したがってフェーズドアレイで、ビームの特性変化に

よるスキャンと単純化されるプローブ走査で、これまで

プローブの数や配置および走査条件の拘束から難しかっ

た超音波検査を容易に実施できる。

2　R／DTechのフェーズドアレイシステム

　R／D　Techのフェーズドアレイシステムは、高機能の
探傷機器　（「Tomoscan　FOCUS」、「QαickScan　PA」）　と

ソフ1・ウエア（「TomoView」）から構成され、ビームの

特性をPCのソフトウエアから設定できる。さらにこの
システムではビームの特性を高速かつダイナミックに変

化させることができるので、広い領域の検査を高能率で

実施できる。また、検査結果のリアルタイム表承も可能

である。

　このシステムのアレイプローブは、小さなトランスジ

ューサ素チの集合体で、図唾のようなアレイから構成さ

れる。

3　ビームのコントロール

1麟ゆ鹸鰯難　懸蕪

　フェーズドアレイのビームは、プローブの素子それぞ

れにわずかな時間華があるパルスを加えたとき、各トラ

ンスジューサ素子が発する位枳差をも一）た超音波の合成

波である。加えるパルスの時問茎をさまざまに制御する

ことでビームの角度、焦点など探傷に最適なビーム特性

を作ることができる。また印加するパルスのパターンを

ダイナミックに変化させることで、ビーム特性をダイナ

ミックに変化させ、ビームによる多様なダイナミ・ソクス

キャンを可能にできる（図2）。

4　セクトリアルスキャン

セクトリアルスキャンはフェーズドアレイの代表的な

図1　プローブトランスジューサ素子の配列の例

一　幽　　　ボψ警．、』灘
図2　パルスコントロールとビーム特性、角度の制御

図3　セクトリアルスキャン

応用例で、「FOCUS」システムでは毎秒20，000回に達す

る高速で角度の異なるビームを発生できる。図3にプロ

ーブを移動することなくテストブロックの分散したドリ

ル穴を明確に検出しているようすを示す。

5　複雑な形状の部品の探傷

　R／DTe磁のシステムでは、電f的に探傷目的に適し
たビーム特性を作り出せるので、簡潔なアレイプローブ

の配置と単純化したスキャンの機構で、タービンディス

ク、タービンルーツ、高圧容器ノズルなど複雑な形状の

機器の検査が容易となる。図4に、タービン翼ルーツの
欠陥の検出例（「TomoView」ソフi・ウエアLのトップ、

サイド、フロントビュー）を示す（次ページ）。

6　溶接面や表面の広い範囲の探傷

　このシステムでは、直列配置のトランスジューサ素子

を持つアレイプローブの…部をグループとして作動させ

ビームを合成し、このグループを移動させることでビー
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4．損傷評価の解説（6）
　　一表面分析と放射線を用いた材料劣化損傷評価一

非破壊検査（株）横野　泰和

1　はじめに

　放射線は、波長の非常に短い電磁波であり、物質内
を透過する性質をもっている。材料中にきずなどの異常

部が存在すると、放射線の透過線量が健全部のそれと

異なり、X線フィルムトで濃度差（コントラスト）をも

つ透過像として現れる。

　非破壊検査の分野では、これを観察して異常部の検

出を行う放射線透過試験（RT）が用いられる。最近で

は、X線フィルムを使用する代わりに透過線の強度を特

殊なプレートに記憶させ、データをデジタル化した後、

コンピュータヒで画像処理することにより像質を最適化

する手法や、また、断層撮影（CT：ComputedTomog－
raphy）のように断面像を連続的に再構成する技術が確

立されてきた，，

　しかし、材料中のミクロ糸1、1織的な変化すなわち結晶粒

界の不純物やボイドなどを検出することが要求される材

料劣化損傷評価において、放射線の利用は、X線回折、

分光分析などの表面分析や、メスバウア分析、陽電子

消滅など特殊な手法に限られる1）。

　しかし、これらの手法はいずれも他の非破壊評価方法

にはない特長をもっている。本稿では代表的な表面分析

法と放射線を用いた材料評価方法について概説する。

2　表面観察と表面分析方法

　試験対象物の表面を観察する場合、光学顕微鏡では

波長が1σ7m程度の可視光線を利用するため分解能に限
度があるが、放射線の反射や回折を利用すると、その波

長は図君二示すように1σ9m以ドであり解像度は格段に

改善される。電子顕微鏡ではこの性質を利用しており、

その代表的なものとして、走査電子顕微鏡（SEM）と

透過電子顕微鏡（TEM）が挙げられる。

　走査電 f顕微鏡（SEM）は、図2に承すような構造
をしており、試料の表面にきわめて小さく絞られた電子

ビームを照射して、その位置を試料表面の…定区域内

を走査しながら、反射電‘あるいは 二次電子を電子線

検出器で検翫する。検出された電fの強度を電子ビー

周波数：f　　　釜9授 重015 茎018 1021（Hz〉，司双獄・1

波長：λ　　凱麟

　　　　Io－3

μm

10－6

ロゆ

10－9　A

P凱

lO皿12（酷）

マイクβ波

繍

紫外線

X線

可

γ線

撫c／λ、c：光速度（詑3×109m／s）

図1　電磁波の種類とその波長

ムの照射位置に対応させて二次元的に表示させることに

より、試料表面の凹凸や表面形態の最大数ト万倍の拡

大像が得られ、材料劣化に伴う結晶粒界における析出

物やボイドの観察に有効である。

　また、光学顕微鏡に比べて焦点深度が大きいことを

利用して破面観察などにも有効である。透過電子顕微

鏡（TEM）は薄片状の試料表面に絞った電子ビームを照

射透過させて、透過強度差に応じた拡大画像を行るも
ので、SEMよりもさらに倍率が高いことから、たとえば

疲労などに伴う転位の増殖の観察などにも用いられる。

　また、表面分析も材料劣化を評価する上で重要な情

報を与えてくれる。 一般には、光子・電ゴなど各種粒

X線検出羅
　　試料

毯子銃

素容器

K図 Σ 収束レン

査コイ

物レン

羅料 電子線検出

制御部

表示羅

0口

櫛●隠勝雛■継跨修暫霧■瀞鍛

図2　走査電子顕微鏡の構成
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子を照射して試料表面を励起し、試料表面から放出さ

れる粒子の種類、強度、エネルギーおよびそれらの分布

状況を測定し、材料の表面組成、化学的状態などを調

べる方法である。材料の劣化損傷の状況や原因等を知

るための重要な手がかりとなる情報が得られる。表面分

析法の種類は非常に多く、その一福部を表璽に示すが、

それぞれの特徴を1一分に把握した上で用途に応じた使い

分けが必 要である2）・3）。

3　放射線による材料劣化損傷評価

3．1　メスバウア分光分析4）

　励起状態にある原子核はγ線を放出して基底状態に

移るが、そのγ線のエネルギーは別の基底状態にある原

子核を励起状態に写し、これが繰り返される現象を核

γ線共鳴現象と呼んでいる。

　このとき、固体内では原fは格子点に束縛されており

無反跳のままγ線の放出・吸収が起こる、、この現象を

メスバウア効果（無反跳γ線共鳴）と呼んでおり、特

定のγ線エネルギーにおいて生じる。

　図3に示すように、線源を左右に振動させ、試料

（吸収体）との間に相対速度を持たせγ線エネルギーを

変化（ドップラーシフト）させることにより、メスバウ

アスペクi・ルの測定を行うことができる。

　原子核が固有の磁気モーメントをもつと核の位置の磁

場と相々1作用を起こしエネルギー準位分裂（ゼーマン効

果）が起こり、スペクトルLにいくつかのビークが現れ

る。試料がFeの場合は、図4に示すように6つの吸収

ピークが現れ、特定のビークとピークの間隔が材料の内

部磁場に依存することから、材料の磁気的性質を測定

することができる。

　2相ステンレス鋼は、オーステナイトステンレス鋼に

比較して耐応力腐食割れ性に優れており、原子力発電

．李』』灘

樋＋ 　　［互コ

糊購

表葉　放射線を用いた代表的な表面分析法

名　　称 略称 原　理 得られる情報

X線光電‘分光法

－rayPhotoelectron

pectroscopy

XPS 試糧二単色X線を禰寸し蜘狂

れた臨ま掩ゴの運動エネル

ー0）大きさを灘定

表面綴成や化学

合状態分析

オージェ電ヂ分光法

ugerElectron

pectroscopy

AES ’寮線を試料表瀬に照脅札た

き，彦1仔核外に鮒1される

ージェ電fの運動エネルギー

）大きさを測定

表而の元素や紐

の分析

二次イオン質量分光法

econdalylo盤Mass
pectroscopy

SIMS イオンビームを照射して，瀞1

励原睦 次イオンとして

娼させ定 量する

深さ方向グ玩素
析、、表睡1にお

るノε素グ）分布

電子プ臥ブ微小部分析法

lectronProbeMlcro

nalysis

EPMA 綻捷電子線を試料婦1に照

し，発生するX線の波長お

び強度を測定

微小部伽二存在

る元素び）定性，

騒分析

蛍光X線分析

－rayFluoresce厩
1alysis

XRF 試料表面に白色X線を撒托

起された 次X線0）スペク

ラムを測定

微小部分に存在

る元素の定性，

量分析

試料

線源

線

検鐵器

線源駆動装置

　V
ドツプラー速度

スペクトル波形

図3　メスバウア分光測定システムブqック図

　↑

透過率

プラントの次冷却材管などに使用されているが、この

材料はオーステナイト相およびフェライト相の2相構造

をもっており、フェライト相において高温で長時間使用

されると熱時効によりスピノーダル分解（Crリッチ相と

Feリッチ相に相分離する）が生じ、材質的に脆化する

ことが懸念されている。

　Feリッチ相が生じると、材料の内部磁場が増加する

傾向があり、これをメスバウア分光分析法により測定す

ることにより、問接的に2相ステンレス鋼の熱脆化の程

度を評価できるl」∫能性をもっている。

wv一
吸収率

↓
　　　　　　　　　　　｝v　　　　O　　　　v　相対速度

　　　　　　　　　　Er一△ED　　　　E∫　　　　　EI十△ED

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ線エネルギー

図4　無反跳核γ線共鳴の検出とメスバウアスペクトル
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評

て
魂　　　　　磁　　　　　欝　　　　　　一　　　　　　詫

「瞬

搬写

雛み 簑
∫鴻

ゑC及びディスヅレイ

完全格子で消滅

γ線検出羅

瀬・づ蝦
γ

㌧
◎命

毎◆

ψ
◎「

㌧

γ線 γ線

γ線

伝聴電f　　陽イオン

＋・ 窃
8）囎∈る

蓼）q
欠臨なし

伝轟、電子のしみだし

格子欠陥（空孔、転位）で消滅

図5　陽電子消滅法の原理

ρ＋（汐
　　O　e十　　　　十
　　㊦○
鯨＋＋‘

欠臨有り　　　空乳

3．2　陽電子消滅5）

　陽電子消滅とは、加速器または放射性同位元素から

発生する陽電子が、材料中の電子と対消滅する現象で

あり、その際に発生するγ線のエネルギーの拡がりや陽

電fが消滅するまでの時閲分布を測定することにより材

料の特性を評価する方法である。

　図5に示すように、材料に陽電子を当てると、減速

した後に材料中の電fと対消滅を起こし、ほぼ正反対

に2本のγ線が発生する。静止した電ヂと陽電子が対

消滅を起こしたときのi本のγ線エネルギーは51癒eV

であるが、電rが動いているためにドップラー効果によ

りエネルギー分布が生じる。このエネルギー分布から電

子の状態を推定することができる。

　図6に示すように、欠陥のない原f配列では電了一が

ランダムに点在しているのに対して、空孔が存在してい

るとそこにf云導電子o）しみだしが生じ、陽電子がそこに

引き寄せられて対消滅を起こす確率が高くなる。すなわ

ち、空孔が多いほど、そこで陽電予消滅を起こす割合

が大きくなり、γ線のエネルギー分布の幅が狭くピーク

が鋭くなる。

　金属材料が繰り返し荷重を受ける栃合、疲労初期の

段階で転位が局部的に集まり、疲労が進展するにつれ

て転位が増殖し破断に至るまで転位が増加し続ける現

象が、それぞれのステージごとに試料を採取してTEM

観察することにより確認されているが、非破壊的にこの

状況を監視することはきわめて困難である。L記のよう

に、陽電子消滅法が空孔（格子欠陥）の量を定量化で

きる性質をもつことから、転位密度を非破壊的に評価

できる可能性をも一）ている、，

51董keV γ　工判ギー一

図6　陽電子消滅の際のγ線エネルギー分布

4　まとめ

　ン回紹介した重法は、これまでのものと比較して非破

壊検査業務におけるその位置付けが異なっているが、い

ずれも固有の特徴をもっており、材料劣化損傷評価に

有効なデータを与えてくれるものと考えられる。表面観

察および表面分析では損傷材料を直接観察できること

が望ましいが、前回紹介したレプリカ法の観察にも用い

られ、実機での損傷評価においても重要な位置付けにあ

る6）。

　また、メスバウア分光分析及び陽電『消滅については、

適用できる範囲が限られるが、他の手法にはない特長を

もっているため参考として紹介した。これらを含めてで

きる限り多くの可能性のある手法を考慮に入れること

が、材料劣化損傷の評価の精度向Lに繋がるものと考

えられる。
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1）横野泰和1損傷、1繍liの解説（1〉、本誌、VoLl4、No、1、倉p」546
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5．随想一言葉・諺・工トセトラー

　世に諺・名6の類は星の数ほどありますが、その多く

は「分かってはいるけれどできない」の反語であること

が殆どのようです。人間須らく煩悩を抱える以h「でき

ない」と悩むことは寧ろ自然なことなのでしょう。占よ

り現世を嫌い、老暑を問わず出家した人々や、寺院の

建立により神仏に救いを求めた為政者達などはこれを裏

付けているのでしょうか。一方過去においてこれら箴言

を前向きに捉え、改善・改革の姿勢をとり続けた歴史

Lの人々も、その多くは頓挫・天折したことを歴史は示

しています。現在、日本の政治においても「変革の人」

が国民の期待を集めていますが、尚セ断を許さない情勢

です。テーマは「改革なくして成長なし．1。

　ところで当業界に身を置く我々は混沌とした業況の中、

　一体どのような「言葉」に想いを致すべきか？ここでは

たと考え込んでしまいます。気の利いたアイディアは湧

きませんが、思いつくままに申し上げたいと思います。

・日計と歳計

　中国では、「日計すれば足らず。歳計すれば尚余りあ

り。」というそうです。字の示すとおり、1Hではマイ

ナスでも、i年を通してみればプラスになるというもの

です。もっとも当業界では好むと好まざるを問わず、明

日の100万より今日の1万という大変逆説的解釈が幅を

利かせているようです。日本はまさにデフレの真っ最中。

無理もないこととも思えます。業界の人たちは大変真面

目かつ誠実な人々であるだけに、こうした状況は誠に残

念至極というほかありません。また、その真面口さと愛

社精神が「他社には負けられない、見積負けだけはした

くない」という方向に極端に作用しているのかも知れま

せん。これでは日計も歳計も足らずとなってしまいます。

・ライバル

　現状では、未だ残念ながらルール無視の商行為さえみ

られます。「お互いライバルだから仕方がないこと」と

割り切っている営業さんも少なくないようです、、しかし

ライバルとはそのような利害関係のみを指す言葉かとい

うと、そうともいえません。ライバルの語源はリバー

（㎜R）、川だそうです。ライバルの本来の意味は「同

じ川の水を利用して暮らす共同生活者」のことだそうで

す。つまり同一水源を共有する訳で、誰かがL流で水

を汚せば下にいる人が困り、下流が汚せば雨となってL

流に還り、結局ライバル全員が困るということになると

いう、何やらイソップの寓話めいた教訓話のように聞こ

えます。尤も「墓穴を掘る」や「天に向かって唾する」

という表現があるくらいで、万国共通の課（命）題なの

（株）インテック　岩田　雅史

でしょうか。当業界トップマネジメントにとっても共有し

なければならない課題であることは間違いありません。

・井の中の蛙

　これも中国の諺ですが、1：1本と矢張り解釈が若季二異

なるようです。聞きかじりで恐縮ですが、申国では「井

の中の蛙大海を知らず。如かれど其れ天の深さ（高さ）

を良く知る。」つまり、尊敬を含んだ良い意味に使われ

るそうです。私たちは、多くが狭義の「検査業」に属し

ていますが、いわゆる「1ぐ請根性」に支配されすぎてい

るのかもしれません。業界に属する人々皆が大いにプラ

イドを持ち、プロフェッショナルとして異なる世界の

方々に対してもトラウマ状態を脱していくことが大切で

はないでしょうか。堂々と主張すべきはし、又行動する

ことが求められていると思います。例は適当か別として、

業界が結束して様々な資格試験を技術員の業務内容に

即した内容に変えていく活動を進める等、まさに現在国

が行おうとしているサプライサイドからカスタムサイド

ヘのシフトと相通ずるように思います。

・チャーチルの言葉

　読者諸兄の中にも「小泉メルマガ」を愛読している方

が多数おられると思いますが、小泉さんの信奉する英国

の元首相チャーチルが、その自伝の最後で次のように述

べています。私見ですが、多分小泉さんはこの言葉を大

いに意識していると思うのです。「Whatis撫e総e　of11v．

ing，if　it　be　not　to　make　this　world　a　better　p1＆ce，for

those　who　llve　ln　lt，＆fterweWERE　go総？」お分かりの

通り、「私たちが死んだ後、後からくる人々のために、

もし私たちが生まれる前よりも、より良い”、匙にできなか

一）たとしたら、私たちが生まれた価値はないのと同じで

はないか」この Lなく美しく、綺麗きれいでキザといわ

れかねないような言葉であるけれど、英国の危機を救っ

た首相の言葉はやはり電いですね。

　翻って、当業界のチャーチルの一刻も早いご登場を願

うものであります。若い人たちの為に、夢や魅力の感じ

られる環境作りや、社会的存在価値の確立、等々業界

全体で真剣且つ具体的に取組むことが、今まさに求め

られていると思います。

　今後、業界内で様々な合従連衡が進むかも知れませ

んが、「日暮れて道遠し」とならないうちに、ここはひ

とつ呉越同舟・一蓮托生で「明日の100万」について、

トップマネジメントは「虚心坦懐に熟慮する」のも意義

深いのでは。

（CIW検査事業者協議会　全国営業会議実行委員会　委員長）
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6．地区情報

神奈川県非破壊試験技術交流会

　『神奈川県非破壊試験技術交流会』は、平成8年2月

i6Hに設立された、まだ新しい会です。神奈川は、JSN－

DI本部からも距離的にそう遠くなく、本部の主催する

大会、分科会や講習会などに出席がしやすいことから、

単なる技術情報取得の場としてでない存在を目指して地

域組織を設けました。会の名称の『技術交流会』は、

そうした背景で作られた会の特徴を表すものです。

　非破壊試験も、最近ではよく知られてきました。しか

し、法令や規格に準拠して試験を行う場合は、その記

述の内容を理解し、具体的な試験方法に結びつける検

査要領や手順書の作成能力が必要になり、実績がない

ところではその実施はなかなか難しいものです。

　また、そうした規格などが適用できない対象物を試験

する場合には、非破壊試験を適用することができるのか、

どんな結果が得られるのかということになると、非破壊

試験を専門とするものにと一）ても、幅広く深い知識や経

験が必要で、なかなか対応しにくいものです。

　こうした理由から、よく知られてきた割には非破壊試

験の普及や適用窪二例の拡大が今ひとつの状況と考えら

れます。また神奈川は、京浜1二業地帯を背景とするこ

とから多くの非破壊試験技術者人口を抱えています、，

この技術者から非破壊試験の普及に貢献するエキスバー

トを育てたいと考えています。また、こうした教育や助

言を行える経験豊かなOBが多く存在します。この状況

が、『技術交流会』発足に結びつきました。

　本会の設甑日的は、『広く神奈川サ，駕ドにNDT技術の普

騨

千葉県非破壊検査研究会と共催した「JSN団認定・認証に関す

　る意見交換会」（2001年5月12日〉

轍

肇幹馨

、軽・毒

AUTを特定テーマに据えた技術講習会の実習風景

　（2001年4月27日、千葉県NDT研と共催〉

及をはかるとともに、会員相互の情報交換、親睦、啓

発を促進してNDT技術を益々発展させることを目的と

する。』としています。これは会員企業に所属する若手

技術 者の成長に協力することや，NDT諸環境の変化を

いち早く情報伝達することの会員サービスもさることな

がら、会の外部、つまり非会員の企業やL業団地など

にNDTの普及活動を働きかけます。また、会の集まり

を会員相互のビジネス情報の交換の場や相互協力のき

っかけとなる場としての活用を強く望んでいます。

　以下におもな活動を紹介いたします。

1．技術研究会（年1回、総会0）開催に併せ6月頃に開催）

2．技術発表会（年1回、現場的な報告や機器の説明な

　ど、現場に密接なテーマで11月頃開催）

3．学科、実技受験対策講習会（試験直前に受講者全

　員合格を目標に開催しています）

4．特定テーマ講習会（昨年度はAUT技術講習会を実施、

　毎年テー一マを企画します）

5．広報活動（事業所会員の企業紹介パンフレット作成

　し、県内47f二業1寸け患に配看∫）

6．ホームページ開設（会の案内と会員企業情報を掲載）

　㎜、townlib．com／nd磁an3gawa

7．技術相談室（神奈川県産業技術総合研究所内に開

　設：FAX：0462－364525，E－maiLyy＠kanagawa一

　廼．gojp）会員、非会員いずれでも相談を受け付け

　ています。
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7．協議会だより

CIW検査事業者協議会

　L平成13年度各地区総会関係報告

　東日本地区と関西地区について次のとおり開催しま

した。西日本地区については10月12口（金）に北九州

市・プラザホテル北九州で開催の予定。

　1．東H本地区総会

　1）日　時：～ド成13年9月11日（火）14100～15：00

2）場　所：福島県・t湯温泉「向瀧」

3）出席者二26社27名（他に井川関西地区幹事代表出席）

4）議　事：

○　東日本地区幹事代表及び代表幹事挨拶

○　会務報告

○　行政庁・建築士事務所協会への第。』者検査陳情

　活動について

○　東日本地区・各ブロック営業会議概要報告

5）説明会：15：00～17：00

演題：「鉄骨工事の品質確保と検査」

講師：東京考賭B市計画局建築指導部

　　　春原匡利専門副参事

2．関西地区総会

1）日　時：平成13年9月27日（木）14：00～17二〇〇

2）場所1神戸市・シーサイドホテル「舞子ビラ」

3）出席者116社16名（他に逸見代表幹事及び飯田西

　日本地区幹事代表出席）

4）議　事1概要、束日本地区総会に同じ

5）意見交換会：

　テーマ「業界をとりまく最近の動向について」

　ll。外観検査ハンドブックの頒布について

　平成沁年（1998年）に初版として同行いたしました

「建築鉄骨溶接部の外観検査ハンドブック」（ポケット

サイズ）を2001年7月に改訂し珂行いたしました。

　改訂の要点は次のとおりで、名称も「建築鉄骨溶接

部及び鉄筋ガス圧接部の外観検査ハンドブック」といた

しました。

　（1）建築鉄骨溶接部については建設省告示第1464号の

　外観検査規定値を織り込んだ。

　（2）鉄筋ガス圧接部の外観検査及び圧接面不良部を追

　　加した。

　会員向け頒布価格は800円／冊（送料、消費税込み）

で、購入申し込みはFAXで協議会事務局まで（ド記協

議会ホームページでも受け付けいたします）、，

URL：http：／／www。clw．grjp／

　肌行政庁・建築士事務所協会への第三者検査陳情活

　　動について

　協議会の本年度活動の重要な課題の一つとして、標

題の陳情活動を掲げ、活動の具体的実施について各地

区総会で会員各位にご協力をお願いしているところで、

10月から実施する予定です。

　lV．その他報告

　L建築士事務所協会との外観検査講習会共催

　9月6日（木）、島根県建築士事務所協会と共催で講習

会を開催し、39社47名の受講者があり好評でした、、引

続き、愛知県、青森県、新潟県等で共催を予定してい

ます。

　2．JSNDI評議員選挙結果

　9月13目に投票が締め切られ、開票・公示の結果、協

議会会員会社から25名（Bグループ定員50名中）当選と

なりました。

　3．各ブロック営業会議関係

　本年度第…回の各地区での会議を開催し、各ブロッ

ク毎の課題について引続き活動を展開します。

　4．f二場見学会について

　（社）日本非破壊検査工業会と共催で11月1H　（木）

日本原子力研究所・大洗研究所（茨城県）の材料試験

炉及び高温 至二学試験炉施設の見学会を開催いたします。

奮ってご参加ドさい（東日本地区会員各社にはご案内

済みですが、ご不明な点は協議会事務局にお問い合わ

せ下さい）。

＊　　　＊　　　＊
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8．ニューフェース

　2001年10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。

劉（株）スクエア・インスペクション（222）

　本社所在地　〒457－0048　愛知県名占屋市南区大磯

　　　　　　通6．7　日直ビル2F

　　　　　　TELO52－8！1－4iOO／FAX．052－8114109

　代表者氏名　代表取締役　廣場保男

　認定不毒別　　 D樗1

　認定番号　　第222DO1号

　検査部門　　超音波検査
　斜奪業戸斤など　　　大i坂事務戸斤

駈（有）κ大インテックサービス（162）

　本社所在地　〒673－0049　兵庫県明石市西明石西町！－

　　　　　　　10－39

　　　　　　TELO78－923－5310／FAX．078－926－257！

　代表者氏名　代表取締役　申塚隆生

　認定種別　　E種
　認定番号　　第162EO！｝｝

　検査部門　　超音波検査

　営業所など　本社のみ

劉（有）トラスト（223）

　本社所在地　〒206－0012東京都多摩rlf貝取2－64－301

　　　　　　　TELO42－339－5240／F離、042－339－5283

　代表者氏名　代表取締役　篠崎麻美

　認定種別　　E種
　認定番号　　第223EO1号

　検査部門　　超音波検査

　営業所など　茨城支社

　　　　　　　　　昇　　格

翻L越鋼管検査（株）（80）

　本社所在地　〒943－Oi54　新潟県1越市稲田4－84

　　　　　　TELO255－25－5812／FAX．025525－0434

代表者氏名　代表取締役　下村天道

　認定種別　　c種

　認定番号　　第80CO1号

　検査部門　　放射線検査、超音波検査

　営業所など　本社のみ

■口本産機（㈱（1！1）

　本社所在地　〒532－0012　大阪府大阪市淀川区木川

　　　　　　東3－5－21　第3丸善ビル4F

　　　　　　TELO6－63044081／FAX．06－6304－0492

　代表者氏名　代表取締役　　　　髭一

　認定種別　　D種

　認定番号　　第111D帆号

　検査部門　　超音波検査

　営業所など　本社のみ

　　　　　　　　　部門追加

■不 1検査㈱（200）

　本社所在地　〒661－0033兵庫県尼崎市南武庫之荘9－

　　　　　　18－8
　　　　　　TELO6－64364800／FAX。06－6436－6043

　代表者氏名　代表取締役　岡村順弘

　認定種別　　E種

　認定番号　　第222EO！号
　検査部門　　超音波検査（E種・放射線検査を既得）

　営業所など　本社のみ

　　　　　　　　　社名変更

口（株）ニッセイ→（株）エヌエスアイ（！26）

　　　　　　　（広島県呉市、E種・超音波検査）
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9．平成13年度外務大臣表彰を受賞して

　この度、平成美3年度外務大臣表彰の栄誉に浴し大変

嬉しく思っており、これも偏に皆様方のご支援によるも

のと深く感謝申しLげる次第です。

　7月6日（金）の表彰式の丁度1週問前、外務省総政局

科学原子力課から「平成13年度外務大臣表彰が決まり

ましたので御知らせします。おめでとうございます。表

彰式に是非ご出席下さい」旨の電話連絡を頂きました。

事前に知らされてなかったこともあって突然の知らせに

驚き「有り難うございます。大変嬉しく是非出席させて

頂きます」と答えたもののイ本誰に話そうかと鱗迷い

ました。今回の式典は7月6日（金）正午から‘‘外務省

飯倉公館ヲで行われましたが、出席に先ウ1って、受賞

内容の説明よりも　き‘田中真紀ヂ外務大臣に会いに行こ

うと思っているが一緒にどうか”と女房に尋ねたら、驚

いた様‘で“本当に会えるの”とのことで同席（後で詳

細説明）となりました。

　ところで、受賞は「わが国有数の非破壊検査の専門

家として、わが国が国際原ゴ力機関と協力して推進す

る『アジア原f力地域協定』に基づき、国際原f力機

関加盟のアジア各国に対し、非破壊検査の研究、開発

及び訓練のための地域協力を中心に、講義，実習指導

活動等に積極的に取り組み、これら諸囚への囚際技術

協力の推進に多大な貢献をされた」ことによるもので、

個人表彰は私を含めて11名，団体表彰は5団体でした。

　表彰式では3番目の席に女房と並んで座り、田申真紀

ヂ外務大臣は急用のため（寸残念な気がしましたが）、

植竹繁雄外務副大臣の祝辞の後、副大臣から賞状と記

ゆ
纐．

欝

「今回は一味違った受賞の喜びを感じた」と語る大岡氏（中央）

　と佳子夫人、植竹外務副大臣（7月6日、外務省飯倉公館）

日本原子ガ研究所 大岡　紀一

念の』‘銀盃”を頂きホットしました。また、昨年も同表

彰式に出席された11本原子力研究所の佐藤征夫理事に

も出席を項き非常に心強かったこと、有り難く思ってお

ります。引き統き行われましたレセプションでは、佐藤

理事とともに副大臣と放射線のll業利用についてお話

ができましたことが強く印象に残っております。

　私にとりましては、平成5年度の通商産業大臣表彰

口諜…標準化事業功労者表彰」に続いての表彰となりま

したが、その時は非破壊試験に関するISO会議で南アの

プレトリアに出張しており、表彰式には出席出来ません

でした。そのためか今回の受賞は、　・昧違った受賞の喜

びを感じました。

　1982年以来行ってきた1二記活動がいつのまにか20年

近くなってしま一）たわけで、その間、レベル2及び3技術

者の教育訓練、NDTセミナー及びワークショップに約

20回、各種専門家会合に約20回の計40回程度アジア各

国へ出向きました（いくつかの国についてNDTの状況

を、以前にこの「RUMPES」で紹介させて頂いており

ます）。今さらながら、時の流れの速さを痛感している

ところです。　・方では、特に教育訓練において負重な経

験をさせて頂くとともに沢山の仲問にめぐり合え、素晴

らしい友人をアジア諸国に持つことができました。

　今回の受賞は、JSND1の元会長で、かつて1AEA（国

際原ゴ力機関）等が推進してきたNDTプロジェクトの

議長であった丹羽登先生及び元ABS首席検査官であっ

た大谷清史氏をはじめ特に実習指導活動等のために海

外へ行って頂いた方々、関係学協会の方々そして企業

など大勢の皆様方のご協力、ご支援によるものでありま

す。また、アジア諸国への教育指導に当たっては、ご理

解を頂いた目本原子力研究所の方々、更にはNDTプロ

ジェクトの計画推進等に当たってご尽力を頂いた外務省

科学原ゴ力課及び元科学技術庁国際協力室の関係者の

方々に厚く御礼申し上げます。

　最後になりますが、今後も発展途L国、特にアジア

諸国における非破壊検査技術者の技術向L及び人材育

成に努めたいと考えておりますので、これからも宜しく

お願い申しLげます。
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10．ニュースラウンジ

CW案内パンフレットの改訂について

　日本溶接協会とCIW検査事業者協議会は9月111、
「αW検査事業者認定制度のご案内」（以ド、「CIW案内」）

パンフレットの改訂版を発行した。CIW協議会では「会

員各社への配布をはじめ、行政庁・建築関連諸団体へ

のPR活動等で早速活用したい」としている。

A4見開き4頁の表紙には、CIW協議会のホームページ

のイラストを採用。けを基調にビル、鉄塔、プラント、

船舶、航空機などを組み合わせた鮮やかな配色に仕L

がっている。従来版は、「CIW検査事業者認疋制度のご

案内」に璽きを置いたデザインとなっていたが、改訂版

では協議会活動の現状に即して、「建築鉄骨第モ者検査」

を左肩に大きく配置した。

　見開き左頁ではまず、「C亙W検査事業者認定制度」

（Cer甑cation　forInspectlon　ofWelds）について、1溶接

検査に適用される非破壊検査方法について「検査会社

の技術」を認定する日本で唯一の制度』とし、認定検

査部門の放射線検査（RT）、超音波検査（UT）、磁気検

査（MT）、浸透検査（凹）、電磁誘導検査（ET）、ひず

み測定（SM）の6部門を紹介している。

　左t｛中盤から右頁にかけては「CIW認定検査会社は

建築鉄骨の第』渚検査を行います」の小見出しで建築

繍繕
改訂されたCIW案内パンフレットの表紙

鉄骨溶接部の第 《者検査、第三者検査の委託方法を説

明するとともに、鉄骨接合部の第壬者検査についても、

CW認定検査会社が十分に機能している点を明記した。

　このほか、「第 三者検査の証」としてシンボルマーク

をを掲載し、見開き下段には、認定種別（A・B・C・

D・E種）の各技術者構成、検査部門数の説明とともに、

主1任検査技術者、主任試験技術者、試験技術者それぞ

れの役割について記述している。裏面では、各都道府県

のCIW認定事業者数（2001年4月1日現在）を「1本地図

に示し認定検査会社の全国展開をアピールするととも

に、日溶協とCIW協議会の認定組織図を載せた。表紙

の斬新なデザインはもとより、全体的に明るい配色、図

を活用した点など関係者の評判もL々で、今後、「CIW」

の普及促進の重要なツールとして重宝しそうだ。

鉄建協・全構協が告示1464号検討委発足

　一CIW協議会も委員派遣一

　鉄骨建設業協会（毛利哲呉会長・松尾橋梁）と全国

鉄構1二業協会（橋本誠会長・大川トランスティル）は

共同で、告示の許容値を超える鉄骨溶接部の不具合の

適切な検証および補強方法などについて統・基準マニュ

アル作成を図る「告示1464号検討委員会」発足、9月

10日には都内で初会合を開催した。

　告示1464号を巡っては現在、目違い、食違い、アン

ダカットの各基準を大幅に超えた場合にただし書きを適

用するための補強方法について明確な残準が存在しない

ため、業界内ではllを追って議論が高まっている。

　こうした状況を受け、立ち上げられた同委員会は、森

田耕司・千褻大学教授を委員長に据え、国L交通省国

土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所、束

京都都市計画局建築指導部建築指導課、横浜市建築局

建築指導部建築指導課、鋼材倶楽部、H本建築構造技

術者協会（JSCA）、建築業協会（BCS）、AW検定協議

会、CIW検査事業者協議会、鉄建協、全構協に協力委

員として国L交通省住宅局建築指導課を加えた、13団

体16人（国交省国t技術政策総研、鉄建協、全構協は

各2人参加）が名を連ねる。

18一
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　検討事項の骨子は、①食違いの許容範囲（告示の内

容、入力設計、接合部のディテール）②食違い接合部

の性能③補強をしたときの食違い部の性能④製作段階

での防止方法など。

　ワーキンググループ（WG）については、現場で管理

設計者が認めている接合部の事例収集担当のWG1（看

定メンバー一；鋼材倶楽部、JSCA、BCS、AW）、製作段

階での防止方法担当のWG2（同＝鉄建協、全構協）を

甑ちLげる運びとな一）ている。今後のスケジュールは’ド

成廻年3月末までに慣習的な方法（95％の処理）、同年

12月末までに補強等を検証実験で確認し、焉年3月末

にはマニュアルを作成する方針。

総事業者、3社増の172社に

　一平成恰年後期授与式一

　日本溶接協会・溶接検査認定委員会（C　I　W認定委、

藤田譲委員長・東京大学名誉教授）は10月川、束京・

神田佐久閲町の同協会本部会議室で平成13年後期の新

規および昇格事業者の認定証授与式を開催した。同H

付で認定された事業者は新規3社、昇格は2社（部門追

加王社）で、これにより認定事業者の種別構成は、A種

娼社（・r成13年度前期比増減なし）、B種7祉（同1社

減）、C種33社（1司1村二増）、D種40・社（1司増力戎なし）、

E種74社（同3社増）、総事業者数は！72社（同3社増）

となった。

　席Lあいさつに立一）た藤田委員長は現在、国内の

製造業で相次いでいる業績ド方修正に触れ、「溶接およ

び非破壊検査についても先が読みにくい状況に変わりは

ないが、各種構造物の品質確保・評価において、非破

壊検査は今後、ますます重要になるだろう」と指摘。そ

のLで、「認定事業者が集うC｛W協議会においては・

平成13年後期授与式のもよう

致協力して、苦境を乗り切る方策を、Zてることが大事」

とし、「後ろ向きにならずに、こういう時にこそ、技術

およびモラルの向L、日頃の精進に努めてほしい．1と今

後の活動に期待を寄せた。

　山陰地区初の試み一外観検査講習会一

　CIW検査事業者協議会と島根県建築1二事務所協会と

の共同開催（後援：1 1本溶接協会）による「建築鉄竹

溶接部及び鉄筋ガス圧接部」の外観検査講習会が9月6

11、島根県出雲市の島根厚生年金会館で開催された。

建築士事務所協会とCIW協議会による同講習会は今年1

月の大阪、2月の新潟・長岡市に続くもので、山陰地区

では初の試み。講習会当日は、あいにくの秋雨にもかか

わらず設計、ファブリケータなど関係者50人が参加し、

外観検査への根強い関心の高さが浮き彫りとなった。

　講習会では、島根県建築士事務所協会の牧戸捷弘副

会長、日本溶接協会・溶接検査認定委員会運営委員会

の江端誠委員のあいさつに続き、CIW協議会技術委員

長の井川敏之氏と同技術委員の有馬良雄氏による講義

「鉄骨溶接部の外観検査」「鉄筋ガス圧接部の外観検査」、

実技講習が行われた。

　なかでも実技講習では、4班に分かれた受講者が、鉱

要試験体について目視で判定した。溶接部についてはア

ンダカット、突合せ継予の食違い、仕口のずれ、余盛

の高さ、脚長異常、目視用割れなどをゲージなどの測定

器具を用い、CIW検査技術者の指導のもと実技を展開。

また、鉄筋ガス圧接部については汎用超音波探傷器に

よる検査実技のほか、膨らみ不足、偏心、折れ曲がり、

熱間押し抜き、圧接（良・不良）の外観検査の実例を

学んだ。とくに実技講習中は、受講者と講師との間で

積極的な質疑応答が交わされ、外観検査への関心と熱

意が伝わった。

　　　量
轍鞠

毒毒

聾

UT探傷器による鉄筋圧接部の婁技
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　連目、米国を襲った乗っ取り航空機によるテロ事件が大々的に報じられている。無理もな

い。だれもが想像できなかった冷酷無比な事態が現実に起きてしまったのだから。ビルに突

・）込む旅客機、ビルの窓から身を乗りlllして助けを求める人々、まるで石ころのように頭を

下に落トしていく人。これらのシーンが、まるで劇映画の 9シーンのようにテレビや新聞で

報じられた。いずれ、真相の究明が行われ犯人が明らかにされると思うが犯人たちはそれら

のシーンをどのような気持ちで眺めているのだろうか？　犠牲になられた数千人ともいわれ

る方々に心からご冥括を祈りたい。

　さて、今回は色々な分野で活躍する非破壊試験を紹介しようと、ジェットエンジン部品、

船舶、鉄構海洋構造物の非破壊試験を取りトげた。それぞれの検査をわかりやすくご紹介い

ただいている。また、日本原子力研究所の大岡氏が通商産業大臣表彰に続いて、今般、外務

大臣表彰の栄誉に輝いた。非破壊試験に身を置く一人として喜びを禁じえない。早速、大岡

氏に受賞の喜びを執筆いただいた。それにしても、今回の国際テロ事件は狂気の沙汰である。

一刻も早く平和な社会が取り戻されることを望みたい。我々も非破壊試験等を通じて貢献で

きればと願う次第である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．E）

㌧＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4＿“＿“＿＿＿＿＿＿＿＿」

CrW通信　VOL15No．4（Autum蕪2001）

発行H　平成13年10月20日
編集・発行所　社団法人日本溶接協会
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1．ジェットエンジン部品における非破壊検査技術
川崎重エ業（株）ガスタービンビジネスセンター生産管理部　渡辺　義教
1　はじめに
　非破壊検査は金属製品を生産する業界にとって必要
不可欠な技術である。殊に人の命を預かる航空機のエ
ンジンを扱うとなれば、その重要性は言うまでもない。
事実、ジェットエンジンの部品を扱うわれわれの業界に
おいては、すべての製品に厳重な検査が要求されており、
ll々虎確な検査を行うと同時に、その技術の向、ヒ、維
持には常に気を配り顧客に製品を供給している。
　非破壊検査を実施するLでは、検査員の技量と設備
の健全性、そして
紅程が重要である。航空機業界の非
破壊検査認定制度は、米軍規格に従って認定されたも
のが広く採用されている。この制度では、高度の知識お
よび経験をもつ非破壊検査技術の最高責任
者（レベル
IIIと称する）1名を自社認定し、このレベルIIIが非破
壊検査を実際に遂行する検査員（レベルHまたは1）を
認定することになっている。これは永久認定ではなく、
定期問ごとに管理試験を実施してその資格を継続し
ている。検査設備も同様に、
一定期間ごとに管理試験
を行い、合格したもののみ検査に使われる。
　本稿では重要部品（Crit量cal　Parts）と呼ばれるブレー
ド（動翼）、ディスクなどに焦点を当てて、それらの検
査方法を紹介したいと思う。
2　ジェットエンジンの仕組み
　ジェットエンジンの原理を簡単に首うと、吸人した空
気を圧縮して燃焼させ、その燃焼空気を後方へ勢いよ
く吹出して推力を得るというものである。そのような機
能を持たせるために、ジェットエンジンの構造は図2の
図1　ジェットエンジン
ようになっている。その構造は大きく分けると、コンプ
レッサ、燃焼器、タービンの3つの部分に分かれている
（図3）。
　コンプレッサでは吸人した空気を1、1三縮する。コンプレ
ッサには、軸流式と遠心式がある。遠心式では写真4
に示すインペラと呼ばれる部品が用いられる。インペラ
が回転することによって空気は遠心方向に圧縮される。
軸流式は複数段の円板状のディスクからな一）ており、そ
のディスクの周上にはブレード（翼）が取り付けられて
いる。このディスクが回転することにより、空気は軸方
向に圧縮される。
　燃焼器では圧縮空気を燃料と混合して燃焼させる、、
蝋
コンプレッサ
燃焼器
タ
一ビン
図3　ジェットエンジンの主要部位
o
o
o
o
o
コンフ。レッサ
燃焼器　　l　l
　　　タービン
図2　ジェットエンジン断面図
図4　燃焼器臨面図
1
�
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燃焼器の構造は基本的に図4のようになっている。この
図からわかるように、圧縮空気は燃焼のために使われる
ほかに、燃焼器の壁を冷却するため、あるいは燃焼空気
を適当な温度まで冷却するために使われる。よ一）て図4
のように内壁と外側との醐にも圧縮空気が流れる構造に
なっている。
　燃焼器の後ろのタービンは、数段の円板
Lグ）ディスク
になっており、その周．ヒに取り付けられたブレードが燃
焼空気を受けてタービンは回転する。タービンとコンプ
レッサは軸で固定されているため、このタービンの回転
がそのままコンプレッサの回転の駆動力となる．
3　ジェットエンジン部品と非破壊
　　検査
　L述したように、ジェットエンジンは高速回転と燃焼
によって機能している。よって部品の形状、用いられる
材料に関しては、回転する部位ではその遠心力に耐えら
れるもの、高温部では高温に耐えることができるもので
なくてはならない、，よってジェットエンジン部品にはチ
タン合金や、ニッケル基合金などの特殊な金属が用いら
れている，、
　・方、非破壊検査にはさまざまな検査方法がある。
その中でどの検査法を適用するかは、製晶の材質、形
状、部位の検査要求によって決まる。
　・般に鉄系合金などの磁性体では磁粉探傷検査を適
用して表面および表面近傍の欠陥を検出する。他の合
毒
写真1　磁粉探傷検査
金では浸透探傷検査を適用して表面の欠陥を検出する。
内部の欠陥を検出したい時にはX線透過検査、超音波
検査を適用する。
　以L述べたように、ジェットエンジン部品の材料は特
殊であり、また材料によって非破壊検査方法が決まるわ
けであるが、以下にその例として、おもな部晶について
その材料と適用されている非破壊検査法を紹介する。
3．1　コンプレッサ
　ブレードには低圧段にアルミ合金が用いられる場合も
あるが、マルテンサイト系ステンレス鋼やチタン合金が
広く用いられる。また高温部では耐熱ヒセを考慮しニッケ
ル基合金も用いられる。このようにコンプレッサのブレ
ードにはさまざまな材料が使われており、非破壊検査に
おいて、マルテンサイト系ステンレス鋼に対しては磁性
体のため磁粉探傷検査を適用し、その他の非磁性材料
に対しては浸透探傷検査を適用している。
　ディスクには、低温部に低合金鋼やチタン合金、高
温部にチタン合金、ニッケル基合金が用いられる。ブレ
ードと同様に低合金鋼に対しては磁粉探傷検査を、そ
の他の合金に対しては浸透探傷検査を適用している。
　これらの部品は重要部品であるため浸透探傷検査前
写真2　コンプレッサブレード
写糞3　コンプレッサディスク
　　　　　　鞠群
孝　簾
鑛　壕　　　　1　・　簾
写真4　インペラ（浸透液塗布〉
一2一
�
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にはエッチングを行っている。そうすることで、機械加
tなどにより表面部分のみ覆われて普通では検出できな
い不連続指承も検禺できるため、より厳しく検査でき、
部晶の安全性もヒがる。
　ブレード、ディスクとも鍛造晶であるため、ラップ、
偏析、介在物などの不連続指承が出る口∫能性がある。
ヒ述したようにコンプレッサは回転体であり重要部品で
あるため、いかなる不連続指示、割れも許容していない。
なお、内部の欠陥については素材の段階でその有無を確
認する、、そ0）際、鋳造品についてはX線透過検査を、
鍛造品については超音波探傷検査を適用する。
3．2燃焼器
　燃焼器は高温にさらされるため、耐熱性、耐食性を
考慮し、ニッケル基、コバルト基合金が用いられており、
非破壊検査では浸透探傷検査が適用されている。2章
で述べたように燃焼器は複雑な構造である。このような
構造にするには機械加1二では比較的困難であるため、板
金部晶を成形して溶接しているものもある。
　燃焼器が溶接構造物の場合、溶接部には溶込み不足、
融合不良の他に、ガスホールなどの内部欠陥のある可能
性がある。このことから、非破壊検査では浸透探傷検
査の他に、溶接部においてはX線透過検査を適用して
溶接部の内部欠陥の有無を調べている。
3．3　タービン
　タービンブレードには、回転の速心力によりブレード
内部には高い応力が発生するため、　一般に材料は強度
に優れたニッケル基合金が用いられる、、さらにブレード
は高温にさらされるため、ここで用いるニッケル基合金
は、A1、Tlなどの添加により、さらに高温強度を高めて
いる。また、　・般にタービンブレードの構造は中空にな
っており、内部に冷却空気を流すことでブレードを冷却
している。
　ニッケル基合金は非磁性であるため浸透探傷検査を
適用している。ブレードは中空構造の複雑な形状を1｛、す
ために鋳造で作られることから、クラック、ホットティ
アー、コールドシャッi・、介在物、巣などの不連続指示
が出る可能性がある。
　これらの指示に対して、特に応力が集中しやすいセレ
ーション部（ディスクに組み込まれる部分）、翼縁部お
よび翼根元部が致命部位として合格基準が厳しい。内
難
写真5　燃焼器
写真6　タービンブレード
部構造については、X線透過検査で中空部に異物が残
留していないことを確認している。
　タービンディスクは、回転体であるために高い引張強
さ、延性、低サイクル疲労強度が要求される、、低圧側
のディスクは比較的低温の環境で使われるため、その材
料としては、マルテンサイト系やフェライト系ステンレ
ス鋼がよく用いられる。高圧側では、耐熱性を持たせる
ためにニッケル基合金がよく使われている。
　マルテンサイト系やフェライト系ステンレス鋼につい
ては、磁性体であるために磁粉探傷検査を適用している。
チタン、ニッケル基合金については、非磁性体であるた
めに浸透探傷検査を適用している。また3。iで述べた理
i．llから、浸透探傷検査前にはエッチングを行っている。
　ディスクは回転体であり重要部品であることから、い
かなる不連続指示、割れも許容していない。なお、内部
の欠陥に対しては、3．圭で述べたのと同様、素材の段階
で検査を実施している。
4　最後に
　以L、「ジェットエンジン部品における非破壊検査技
術」と題して簡単に書かせていただいた。
　非破壊検査にはさまざまな検査方法があり、またジェ
ットエンジンにおいては検査要求が厳しい。しかし、適
切な検査方法を設定し、いくら検査要求を厳しくしよ
うとも、最終的には人問の目に頼らざるを得ないのが現
実である。したがって検査員の技量、知識、検査員と
しての自覚が非常に重要である、、
3一
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2．船舶、鉄構海洋構造物の非破壊検査について
三井造船（椥千葉造船エ場小俣　和夫
唾　造船所の品質基準
　造船所のおもな製品は、商船、官公庁船と海洋構造
物である。これらの製品は、使用時において予測困難な
環境、たとえば波浪や悪天候に曝されることが多く、ま
た繰り返し外力も受けることから、昔からさまざまな事
故を発生した，，特に、たびたび原因となった溶接につい
ては、これらの教訓を基に業界をLげて品質基準を整備
してきた。本誌では船舶および海洋構造物の外観検査、
非破壊検査およびその他グ）試験の概要を述べる。
2　船舶の外観検査
2．1　外観検査の基準
　・般商船の船体部の外観検査は、業界自1三基準であ
るJSQSGapan　Shipbuilding　Q琶alityStandard）およびそれ
を基にした各造船所の基準に従って行われている．この
基準は、戦後造船所に溶接r場が造られ、輸出商船が
大量に建造されるようになったころから始まっている。
　当時、外国船主や第
こ者検査機関である各国の船級
協会との間で、組立精度や溶接外観の品質に関する意
見の対ウ1が絶えなかった。そのため昭和37年から38年に
かけて溶接施1二委貝会は、「船体溶接施工Lの二、壬の
問題点」、「溶接技術管理1及び「船体溶接部の定量的
外観検査基準」を発行し、溶接施自E要領と溶接外観に
ついての業界基準化を進めた。その後、基本的な溶接
晶質基準は鋼船
｝二作法委員会発行のJSQSに取り込まれ
た。
　現看三JSQSでは、材牽斗、切断・加1二、組立、シ容接、仕
Lげ、歪みなどの精度基準が網羅され、溶接については
アンダカット、オーバラップ、脚長などについて許容基
準が定められている。また、この基準は、日本海事協会
鋼船規則M編の今年度の改正で定められた「工事中の
検査事項」の基準としても使われてゆくと思われる。
2．2　外観検査体制
　船舶は、図韮に示すように切断した部材を溶接して
部品をつくり、その部品を外板、甲板、壁などの板の
Lに取り付けてブロックをつくり、さらにそれらのブロ
ックをドック内や船台に搭載して建造している。，
　したがって、薮場内または地Lでブロックの溶接部の
外観検査を行い塗装を終ゴさせ、ドックや船台ではブロ
ック同
Lの継1卜部だけの検査となる。これらの検査は、
溶接／憾≦施議1者がまず白ヒ検査を行い、次いでQC担当
、
→
雛
☆嘉講一
轟一一
　　　唾郵塵璽∫
擁
　　　　�o旧『
　　　　　
　　　　　l
　　ブqック
ド
ー．＿酬
岡
図1　商船（ばら積船）の建造手順
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表壕液化ガスタンクの種類
タンクの分類
基本仕様
タンク方式例
・体塑タンク
船体構造と林型のタンク
物沸、1ミは一10℃以L
船体構造により支持された
LNGテクニガス方式：タン
薄膜により構成される非自
ク防壁材はコルゲー一ト状に
己支持型のタンク
加｛二した薄板ステンレス鎌1
メンブレン
を使絹し熱伸縮対策とする、
タンク
LN（｝ガス・トランスポ…ト
方式：熱膨張係数の小さい
インバー一材（36％Nl合金）
を防壁材として使用する、
セミメンブレン
負荷状態において非自己支
LPGの低温常圧方式
タンク
持型となるタンク
A
通常の液｛本タンクとして設
LPGの低温常圧方式
タイプ
計し大雄の流出を想定する
角形また属彗筒
疲労1ヅ｝壊，変形，座履など
LN（｝MOSS方式（球形〉
広範囲な構造解析を行い信
アルミニウム合金または9％
B
頼性を確保
Ni鋼σ）1プ板で球形タンクを
独甑
タイプ
作る．、
タンク
1、NGSPB方式（角形）
アルミニウム合金で角形の
タンクを作る、、
低温圧力容器として設計さ
LPGの常温，または低温の加
C
れるタンク、、設i諦蒸気圧は
lE方式：円筒形，球形，ノ｛
タイプ
圧力容器としての計算によ
イローブ咽筒形を抱き合
る
わせた構造〉
内部防熱
非ド
氾支持型のタンクで、
ノ∫式
かつ貨物格納に寄与一する防
タンク
熱材が直接貨物に曝される
員の検査、最後に船級検査官の検査という事順を踏ん
で行われる。
3　船舶の非破壊検査
3．1　船体の非破壊検査
　今年鋼船規則M編「溶接」の全面改正が行われ、そ
れに伴い鋼船規則検査要領として「船体構造の溶接部
モス方式崩G船
　　　　　　防熱
　　　　　　／
メンブレン方式困6船
�o　　一　　
　　　　旧　　　　�o　目　�o　m
メンブレンタンク
一防熱
球形タンク
バイP一ブ型LPG船
　　　　　一中心線隔壁
��＠
図2　代表的な液化ガスタンカー臨面構造
に対する非破壊検査に関する検査要領」が制定された。
本規則では、船体構造の突合せ溶接継予部の非破壊検
査は、原則として放射線透過試験により抜き取り検査
を行うことが規定されている。
　抜き取り検査は、船体構造強度ヒ特に痘要な船の長
さ方向の申央部60％の範囲にあるL甲板や外板のバッ
ト継手（船を輪切りする方向の突合せ継毛）でもっと
も多く、中央部以外のバット継手や船の長さ方向の突
合せ継手や骨部材など内部の部材の突合せ継手も抜き
取り検査対象となっている。
　超音波探傷試験については、傷（欠陥）の検出能力
や記録性が放射線透過試験と同等以トであることが実
績により証明された場合、　一部の放射線透過試験に置
き換えることができる。また非破壊、1式験者の資格は、
ISO9712またはNmSJOO1の2種以Lの有資格者の監督
ドにある1種以
Lとされており、放射線透過試験、超
音波探傷試験の合否判定基準も規定された。
3．2　液化ガス・タンクの非破壊試験
　各種の商船の中でLPGやLNGなどの液化ガス運搬船
は、特別な品質管理基準で建造される。貨物が低苗、髭の
ため、タンクの材料および溶接部が低温に耐えること、
また荷1二げドろしに伴う急速な温度変化による熱膨張
収縮の応力に耐えることが必要となる。
　また、万抵温貨物が漏洩した場合は、貨物の爆発
的沸騰や低温による船体構造材料への損傷が考えられ
るために、タンクおよびその周辺の溶接品質管理は特に
厳しいものとなる。
　液化ガスタンクは、表1に示すように分類されている。
沸点一42℃のLPGの大型タンクでは、低温用鋼を用い
た低温加圧または低温常圧の方式のタンクが採用され、
前者の場合は独立型タンクのCタイプとして扱われ、後
者の場合は、独
立タンク方式Aタイプまたはセミメンブ
レンタンクが採用される。
　・方、沸点が一160℃前後のLNGの大型タンクでは、
ガス・トランスポート方式のメンブレンタンクと独立タ
ンクBタイプのモス方式アルミニウム球形タンクが現在
セ流となっている。図2に液化ガスタンカー一の断面を示
す。
　5虫航型タンクグ）Cタイプ、Bタイプのタンク壁は完全：
溶込み溶接が要求され、これらの継招訂00％放射線透
過試験の対象となり、防擁材や付着贔のすみ肉溶接は、
一5
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浸透探傷または磁粉探傷試験の対象となる，，
　メンブレンタンクの場合は、防壁が1mm前後の膜で
形成されているので、図3に示すように抵抗シーム溶接
および重ね継手やへり継手のティグ溶接が使われる。こ
れらの継手に対しては、放射線透過試験は行わず、抵
抗シーム溶接部は外観検査とヘリウムガスを用いた漏洩
試験（通称ヘリウムテスト）を適用し、ティグ溶接部は
外観検査、浸透探傷試験とヘリウムテストを適用する。
3．3　船体の水圧試験および漏洩試験
　商船では、何ヵ所かが損傷し海水が船内に進入して
きても浮力を確株できるように水密隔壁で区切り、沈没
を防いでいる。また、液体貨物倉以外にも、燃料タン
クおよびバラスi・タンク（船グ）喫水や傾きを調整する海
水タンク）などを持っている。これらのタンクや隔壁に
対しては水圧やエア圧強度試験が行われるとともに、溶
接継乎に対しては漏洩試験が適用される。表2にこれら
の代表的な試験方法を示す。
4　海洋構造物の外観検査および非
　　破壊試験
4．1　海洋構造物とは
　海洋構造物は、鉱物資源の調査・採取・貯蔵のため
の装置、生物資源の育成装置、海洋エネルギー利用設
備、海中倉庫など海洋に築かれるあらゆる固定または半
固定装置を意昧しているが、建造実績では海底油田や
ガス開発のための装置に代表される。
　石油掘削装置（通称リグ）は、図4に示すとおり稼働
水深により構造が異なり、比較的浅い所では、人工島、
ジャケット（固定プラットフォーム）やジャッキアップ
リグ（昇降脚付きのプラットフォーム）が用いられるが、
100m以Lの稼働水深となるとセミサブリグ（海Lに浮
Lし錨で定点保持するが、波浪の影響を受けない半潜
水塑としている）やテンションリグプラットフォーム
（浮11状態の掘削台を海底に固定したテンションバーで
固定）などが使用される。
　これらの海洋構造物は作業プラットホームとして使わ
れるため、稼働海域の気象、海象状況に応じて緊急退
避することが難しく、また事故が発生した場合に大勢の
作業員を巻き込む恐れがある。
　また、安全トもっとも重要な脚部は、稼働申は海水
　　ミ
テげ溶接（へ嚇釧
　　　　　　　　　　　薯　　　　軋
　ティグ溶接（重ね継丁・）　　　　　　　　　ギ
　　　　　　　　　　　霧
　　　　　　1　　　　　　　　轟
　　　　　　　帆
ステンレス錐1／インバー
　　　　　　　　　　　　　塾
　　　　　　　　　　　　　ノ　
　　　　≧卸《板殉m
　　／　　　　　　　　／
　　　　　　　　ろ
　　レ　　ティグ醗（へ嚇和
　　　　／
　＼　　　スタツド溶接
　　　　＼
曳
�`
ティグ溶接（重ね継r〉
板厚童，Omm
抵抗シーム溶接
図3　メンブレン・ガストランスポート方式LNGタンクの溶接例
＆
面下にあり点検や保守が難しいという面もある。このた
め脚部やセミサブリグの没水部の浮体（ロワーハル）を
支えるコラムやブレース（トラス構造部）の格点部（通
称ノード）の溶接は特に厳重な品質管理が行われる。
4．2　海洋構造物の検査基準と検査
　海洋構造物建造に関しては、各国の船級規則の海洋
構造物編が…般に適用されるが、北海から赤道付近ま
で稼働海域の環境が異なるため、客先独自の仕様や基
準、またその海域を統治する国の機関（たとえば米国
USCGなど）や学協会の規則（たとえばAP夏、ASMEの
表2　水圧・漏洩試験
／
水圧漏洩試験
試験法
概　　要
タンク・区画
張り水テス1・
タンクや水蜜区画に水を張一）て外面か
としての水圧
ら水の漏れを確認する。船体浮1二後に
強度・漏洩テ
行うケースが多い。
スト
エア圧テスト
ドックや船台でのテス1・でも地盤強度
の問題がない、、
溶接継手の漏
すみ肉溶接のエ
すみ肉溶接0）ルート部にハイプをつな
洩テスト
アテスト（エア
ぎ，パイプロから所定グ）圧力0）エアを
通しテスト）
流入させ，ビード表面に石鹸水を塗っ
て気’泡の発生を確認したり，　・定時問
放置し，圧力0）低下0）有無を確認する。、
とくに地Lのブロックで行われる。
バキュームテス
1二記工アテスト0）代替法で，発泡液を
ト
堂った継手を含む区画を1吸気装置を取
り付けたバキュームボックスで覆い，
低気1
量1状態にした後，泡の発生を確認
する，、
ホーステスト
ノ、ッチ，　トビラおよび外板などσ）解放
（射水テスト）
区藺の水蜜確認に川いられ，ポンプに
よって所定の1
≦力以Lの水をホースノ
ズルで吹き付けて内側から漏洩を見る，
ヘリウムテスト
メンブレンタンク特有0）試験方法で，
メンブレンタンク背面にHeを充てんし，
タンク内面側からHeチェッカーで漏れ
を確認する。
一6一
�

Z■7RαMPE5鯉丁α胤2001♪
プラットフォーム
囮
ジャケッ！・
（固定フ。ラツト
　フオーム）
N
ブレース
コラム
璽圧三吻
［コ［コ
脆瀦翼ズ
図4　代表的な海底石油掘削装置
圧力容器規格、AWS）なども適用される。
　溶接は安全Lの重要度から、Speci＆1、Pri搬ary、Sec−
ondaryなどに構造区分して管理され、円箭脚部分の突
合せ溶接やブレース格点部のTKY継手はSped＆1として
扱われる。これらの部分は外観検査は当然であるが、磁
粉探傷試験または浸透探傷試験および放射線透過試験
または超音波探傷試験が100％適用となる。
　特にTKY継手においては、応力集中を避けるためビー
ド止端を滑らかに仕Lげることが要求され、いわゆるコ
インテスト（コインを隙問なく転がすことができるかの
チェック）が行われる。またジャケットなど内部に入れ
ない小円筒ブレースのTKY継手は、仮付け検査のみなら
ず超音波探傷による裏波ビードのチェックも行われる。
このような条件のため使用鋼材に対する非破壊検査数
は、一般商船建造に比べ5倍から10倍といわれている。
　　　　　　　　参　考　文　献
1）鋼船1二作法研究委員会第一分科会；JSQS日本鋼船財乍法率拝重度
2）日本海雰協会　材料専門委員会；鋼船規則C轟，1、D編及びM編，
　鋼船規則検査要領B編、C編、D編、M編及びN駒，妻1並びに揚貨設
　備規則検査要領・部改正案（溶接施ll及び非破壊検査関連）
　　ののユコ　
3）（社）日本溶接協会　船舶鉄構海洋構造物部会海洋構造物溶接
　施に委員会；海洋構造物の溶接、1987、7
4）（社）目本溶接協会　船舶鉄構海洋構造物部会溶接施L委員
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8／ノ／喉ほか／名コ．3貯槽鑓船〉ガイドブック容器・
　　　　　　溶接学会溶接法研究委員会、2000．6
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　舶・海洋とアルミニウム　軽金属溶接構造協会、1990．ll
“男の台所”奮戦記�Kきのこ温麺
　虫の音が無常を伝え、乾いた風が街を彷い始めました。
少し厚予の服が欲しくなる今日この頃、内からの温かさ
も欲しくなります。今回は夏から秋にかけて風化してし
まいそうな素麺を使います。
　先ずは、「しめじ1という名で売られている「ぶなし
めじ」やら「平茸」、流行のエリンギに、椎茸、舞い茸、
えのき茸等を用意します。それぞれ「いしづき」を切り
取り、大きい笠のしめじは1本或いは半分に切ります。
エリンギは笠の方から割いて食べやすい大きさに、椎茸
は笠を表にして5mm程度にスライスし、舞い茸は5〜
10cmぐらいの大きさに千切り、えのき茸は横半分に切
ります。しめじ・エリンギ・椎茸・舞い茸を水から難で
ます。きのこ類が程よい硬さに煮えた頃に汁の素を人れ、
昧を調えます。
　さらにえのき茸と白髪葱を加えます。その間、通常よ
りかなり多めのお湯で素麺を難で、芯が少し残る程度で
釜から1二げ、しっかりと湯切りをします。お椀に素麺を
移し、汁をかけて出来Lがり、，
　お好み次第で、三つ葉を散らしても構いませんし、金
銭的に余裕のある方は松茸もお使いi寸さい，、
　因みに「ざるうどん」としてよく使われる稲庭うどん
も、このようにして食べれば、身体の内から温かくなり
ます。
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3．フェーズドアレイ
　　　　　　　　　　　　　　　エイヂ
アールディテック　ジャパン　ー肱イヒ
直治
唾　はじめに
　フェーズドアレイの特長は、プローブの“送信ビーム
角度”“受信ビーム角度（受信感度最大の角度）”‘‘焦点”
“焦点部のビーム幅”を電f制御で広範囲に変化できる
タ、無にある，、
　したがってフェーズドアレイで、ビームの特性変化に
よるスキャンと単純化されるプローブ走査で、これまで
プローブの数や配置および走査条件の拘束から難しかっ
た超音波検査を容易に実施できる。
2　R／DTechのフェーズドアレイシステム
　R／D　Techのフェーズドアレイシステムは、高機能の
探傷機器　（「Tomoscan　FOCUS」、「QαickScan　PA」）　と
ソフ1・ウエア（「TomoView」）から構成され、ビームの
特性をPCのソフトウエアから設定できる。さらにこの
システムではビームの特性を高速かつダイナミックに変
化させることができるので、広い領域の検査を高能率で
実施できる。また、検査結果のリアルタイム表承も可能
である。
　このシステムのアレイプローブは、小さなトランスジ
ューサ素チの集合体で、図唾のようなアレイから構成さ
れる。
3　ビームのコントロール
1麟ゆ鹸鰯難　懸蕪
　フェーズドアレイのビームは、プローブの素子それぞ
れにわずかな時間華があるパルスを加えたとき、各トラ
ンスジューサ素子が発する位枳差をも一）た超音波の合成
波である。加えるパルスの時問茎をさまざまに制御する
ことでビームの角度、焦点など探傷に最適なビーム特性
を作ることができる。また印加するパルスのパターンを
ダイナミックに変化させることで、ビーム特性をダイナ
ミックに変化させ、ビームによる多様なダイナミ・ソクス
キャンを可能にできる（図2）。
4　セクトリアルスキャン
セクトリアルスキャンはフェーズドアレイの代表的な
図1　プローブトランスジューサ素子の配列の例
一　幽　　　ボ
ψ警．、』灘
図2　パルスコントロールとビーム特性、角度の制御
図3　セクトリアルスキャン
応用例で、「FOCUS」システムでは毎秒20，000回に達す
る高速で角度の異なるビームを発生できる。図3にプロ
ーブを移動することなくテストブロックの分散したドリ
ル穴を明確に検出しているようすを示す。
5　複雑な形状の部品の探傷
　R／DTe磁のシステムでは、電f的に探傷目的に適し
たビーム特性を作り出せるので、簡潔なアレイプローブ
の配置と単純化したスキャンの機構で、タービンディス
ク、タービンルーツ、高圧容器ノズルなど複雑な形状の
機器の検査が容易となる。図4に、タービン翼ルーツの
欠陥の検出例（「TomoView」ソフi・ウエアLのトップ、
サイド、フロントビュー）を示す（次ページ）。
6　溶接面や表面の広い範囲の探傷
　このシステムでは、直列配置のトランスジューサ素子
を持つアレイプローブの…部をグループとして作動させ
ビームを合成し、このグループを移動させることでビー
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4．損傷評価の解説（6）
　　一表面分析と放射線を用いた材料劣化損傷評価一
非破壊検査（株）横野　泰和
1　はじめに
　放射線は、波長の非常に短い電磁波であり、物質内
を透過する性質をもっている。材料中にきずなどの異常
部が存在すると、放射線の透過線量が健全部のそれと
異なり、X線フィルムトで濃度差（コントラスト）をも
つ透過像として現れる。
　非破壊検査の分野では、これを観察して異常部の検
出を行う放射線透過試験（RT）が用いられる。最近で
は、X線フィルムを使用する代わりに透過線の強度を特
殊なプレートに記憶させ、データをデジタル化した後、
コンピュータヒで画像処理することにより像質を最適化
する手法や、また、断層撮影（CT：ComputedTomog−
raphy）のように断面像を連続的に再構成する技術が確
立されてきた，，
　しかし、材料中のミクロ糸1、1織的な変化すなわち結晶粒
界の不純物やボイドなどを検出することが要求される材
料劣化損傷評価において、放射線の利用は、X線回折、
分光分析などの表面分析や、メスバウア分析、陽電子
消滅など特殊な手法に限られる1）。
　しかし、これらの手法はいずれも他の非破壊評価方法
にはない特長をもっている。本稿では代表的な表面分析
法と放射線を用いた材料評価方法について概説する。
2　表面観察と表面分析方法
　試験対象物の表面を観察する場合、光学顕微鏡では
波長が1σ7m程度の可視光線を利用するため分解能に限
度があるが、放射線の反射や回折を利用すると、その波
長は図君二示すように1σ9m以ドであり解像度は格段に
改善される。電子顕微鏡ではこの性質を利用しており、
その代表的なものとして、走査電子顕微鏡（SEM）と
透過電子顕微鏡（TEM）が挙げられる。
　走査電
f顕微鏡（SEM）は、図2に承すような構造
をしており、試料の表面にきわめて小さく絞られた電子
ビームを照射して、その位置を試料表面の…定区域内
を走査しながら、反射電‘あるいは
二次電子を電子線
検出器で検翫する。検出された電fの強度を電子ビー
周波数：f　　　釜9授
重015
茎018
1021（Hz〉
，司双獄・1
波長：λ　　凱麟
　　　　Io−3
μm
10−6
ロゆ
10−9　A
P凱
lO皿12（酷）
マイクβ波
繍
紫外線
X線
可
γ線
撫c／λ、c：光速度（詑3×109m／s）
図1　電磁波の種類とその波長
ムの照射位置に対応させて二次元的に表示させることに
より、試料表面の凹凸や表面形態の最大数ト万倍の拡
大像が得られ、材料劣化に伴う結晶粒界における析出
物やボイドの観察に有効である。
　また、光学顕微鏡に比べて焦点深度が大きいことを
利用して破面観察などにも有効である。透過電子顕微
鏡（TEM）は薄片状の試料表面に絞った電子ビームを照
射透過させて、透過強度差に応じた拡大画像を行るも
ので、SEMよりもさらに倍率が高いことから、たとえば
疲労などに伴う転位の増殖の観察などにも用いられる。
　また、表面分析も材料劣化を評価する上で重要な情
報を与えてくれる。
一般には、光子・電ゴなど各種粒
X線検出羅
　　試料
毯子銃
素容器
K図
Σ
収束レン
査コイ
物レン
羅料
電子線検出
制御部
表示羅
0口
櫛●隠勝雛■継跨修暫霧■瀞鍛
図2　走査電子顕微鏡の構成
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子を照射して試料表面を励起し、試料表面から放出さ
れる粒子の種類、強度、エネルギーおよびそれらの分布
状況を測定し、材料の表面組成、化学的状態などを調
べる方法である。材料の劣化損傷の状況や原因等を知
るための重要な手がかりとなる情報が得られる。表面分
析法の種類は非常に多く、その一福部を表璽に示すが、
それぞれの特徴を1一分に把握した上で用途に応じた使い
分けが必
要である2）・3）。
3　放射線による材料劣化損傷評価
3．1　メスバウア分光分析4）
　励起状態にある原子核はγ線を放出して基底状態に
移るが、そのγ線のエネルギーは別の基底状態にある原
子核を励起状態に写し、これが繰り返される現象を核
γ線共鳴現象と呼んでいる。
　このとき、固体内では原fは格子点に束縛されており
無反跳のままγ線の放出・吸収が起こる、、この現象を
メスバウア効果（無反跳γ線共鳴）と呼んでおり、特
定のγ線エネルギーにおいて生じる。
　図3に示すように、線源を左右に振動させ、試料
（吸収体）との間に相対速度を持たせγ線エネルギーを
変化（ドップラーシフト）させることにより、メスバウ
アスペクi・ルの測定を行うことができる。
　原子核が固有の磁気モーメントをもつと核の位置の磁
場と相々1作用を起こしエネルギー準位分裂（ゼーマン効
果）が起こり、スペクトルLにいくつかのビークが現れ
る。試料がFeの場合は、図4に示すように6つの吸収
ピークが現れ、特定のビークとピークの間隔が材料の内
部磁場に依存することから、材料の磁気的性質を測定
することができる。
　2相ステンレス鋼は、オーステナイトステンレス鋼に
比較して耐応力腐食割れ性に優れており、原子力発電
．李』』灘
樋＋
　　［互コ
糊購
表葉　放射線を用いた代表的な表面分析法
名　　称
略称
原　理
得られる情報
X線光電‘分光法
−rayPhotoelectron
pectroscopy
XPS
試糧二単色X線を禰寸し蜘狂
れた臨ま掩ゴの運動エネル
ー0）大きさを灘定
表面綴成や化学
合状態分析
オージェ電ヂ分光法
ugerElectron
pectroscopy
AES
’寮線を試料表瀬に照脅札た
き，彦1仔核外に鮒1される
ージェ電fの運動エネルギー
）大きさを測定
表而の元素や紐
の分析
二次イオン質量分光法
econdalylo盤Mass
pectroscopy
SIMS
イオンビームを照射して，瀞1
励原睦
次イオンとして
娼させ定
量する
深さ方向グ玩素
析、、表睡1にお
るノε素グ）分布
電子プ臥ブ微小部分析法
lectronProbeMlcro
nalysis
EPMA
綻捷電子線を試料婦1に照
し，発生するX線の波長お
び強度を測定
微小部伽二存在
る元素び）定性，
騒分析
蛍光X線分析
−rayFluoresce厩
1alysis
XRF
試料表面に白色X線を撒托
起された
次X線0）スペク
ラムを測定
微小部分に存在
る元素の定性，
量分析
試料
線源
線
検鐵器
線源駆動装置
　V
ドツプラー速度
スペクトル波形
図3　メスバウア分光測定システムブqック図
　↑
透過率
プラントの次冷却材管などに使用されているが、この
材料はオーステナイト相およびフェライト相の2相構造
をもっており、フェライト相において高温で長時間使用
されると熱時効によりスピノーダル分解（Crリッチ相と
Feリッチ相に相分離する）が生じ、材質的に脆化する
ことが懸念されている。
　Feリッチ相が生じると、材料の内部磁場が増加する
傾向があり、これをメスバウア分光分析法により測定す
ることにより、問接的に2相ステンレス鋼の熱脆化の程
度を評価できるl」∫能性をもっている。
wv一
吸収率
↓
　　　　　　　　　　　｝v　　　　O　　　　v　相対速度
　　　　　　　　　　Er一△ED　　　　E∫　　　　　EI十△ED
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ線エネルギー
図4　無反跳核γ線共鳴の検出とメスバウアスペクトル
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評
て
魂　　　　　磁　　　　　欝　　　　　　一　　　　　　詫
「瞬
搬写
雛み
簑
∫鴻
ゑC及びディスヅレイ
完全格子で消滅
γ線検出羅
瀬・づ蝦
γ
�d
◎命
毎◆
ψ
◎「
�d
γ線
γ線
γ線
伝聴電f　　陽イオン
＋・
窃
8）囎∈る
蓼）q
欠臨なし
伝轟、電子のしみだし
格子欠陥（空孔、転位）で消滅
図5　陽電子消滅法の原理
ρ＋（汐
　　O　e
十　　　　十
　　��○
鯨＋＋‘
欠臨有り　　　空乳
3．2　陽電子消滅5）
　陽電子消滅とは、加速器または放射性同位元素から
発生する陽電子が、材料中の電子と対消滅する現象で
あり、その際に発生するγ線のエネルギーの拡がりや陽
電fが消滅するまでの時閲分布を測定することにより材
料の特性を評価する方法である。
　図5に示すように、材料に陽電子を当てると、減速
した後に材料中の電fと対消滅を起こし、ほぼ正反対
に2本のγ線が発生する。静止した電ヂと陽電子が対
消滅を起こしたときのi本のγ線エネルギーは51癒eV
であるが、電rが動いているためにドップラー効果によ
りエネルギー分布が生じる。このエネルギー分布から電
子の状態を推定することができる。
　図6に示すように、欠陥のない原f配列では電了一が
ランダムに点在しているのに対して、空孔が存在してい
るとそこにf云導電子o）しみだしが生じ、陽電子がそこに
引き寄せられて対消滅を起こす確率が高くなる。すなわ
ち、空孔が多いほど、そこで陽電予消滅を起こす割合
が大きくなり、γ線のエネルギー分布の幅が狭くピーク
が鋭くなる。
　金属材料が繰り返し荷重を受ける栃合、疲労初期の
段階で転位が局部的に集まり、疲労が進展するにつれ
て転位が増殖し破断に至るまで転位が増加し続ける現
象が、それぞれのステージごとに試料を採取してTEM
観察することにより確認されているが、非破壊的にこの
状況を監視することはきわめて困難である。L記のよう
に、陽電子消滅法が空孔（格子欠陥）の量を定量化で
きる性質をもつことから、転位密度を非破壊的に評価
できる可能性をも一）ている、，
51董keV
γ　工判ギー一
図6　陽電子消滅の際のγ線エネルギー分布
4　まとめ
　ン回紹介した重法は、これまでのものと比較して非破
壊検査業務におけるその位置付けが異なっているが、い
ずれも固有の特徴をもっており、材料劣化損傷評価に
有効なデータを与えてくれるものと考えられる。表面観
察および表面分析では損傷材料を直接観察できること
が望ましいが、前回紹介したレプリカ法の観察にも用い
られ、実機での損傷評価においても重要な位置付けにあ
る6）。
　また、メスバウア分光分析及び陽電『消滅については、
適用できる範囲が限られるが、他の手法にはない特長を
もっているため参考として紹介した。これらを含めてで
きる限り多くの可能性のある手法を考慮に入れること
が、材料劣化損傷の評価の精度向Lに繋がるものと考
えられる。
参　考　文　献
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3〉笹川薫1表面分析人門1検査技術、VoL6、N〔）．8、ρひ24−
　27（2（｝Ol）
4）切東章浩、由岡隆：メスバウア分光法を用いた2翻ステンレス
　鋼の捌分離過程の分析、溶接学会沁Voi．64、No．2、欝p．46−
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5．随想一言葉・諺・工トセトラー
　世に諺・名6の類は星の数ほどありますが、その多く
は「分かってはいるけれどできない」の反語であること
が殆どのようです。人間須らく煩悩を抱える以h「でき
ない」と悩むことは寧ろ自然なことなのでしょう。占よ
り現世を嫌い、老暑を問わず出家した人々や、寺院の
建立により神仏に救いを求めた為政者達などはこれを裏
付けているのでしょうか。一方過去においてこれら箴言
を前向きに捉え、改善・改革の姿勢をとり続けた歴史
Lの人々も、その多くは頓挫・天折したことを歴史は示
しています。現在、日本の政治においても「変革の人」
が国民の期待を集めていますが、尚セ断を許さない情勢
です。テーマは「改革なくして成長なし．1。
　ところで当業界に身を置く我々は混沌とした業況の中、
　一体どのような「言葉」に想いを致すべきか？ここでは
たと考え込んでしまいます。気の利いたアイディアは湧
きませんが、思いつくままに申し上げたいと思います。
・日計と歳計
　中国では、「日計すれば足らず。歳計すれば尚余りあ
り。」というそうです。字の示すとおり、1Hではマイ
ナスでも、i年を通してみればプラスになるというもの
です。もっとも当業界では好むと好まざるを問わず、明
日の100万より今日の1万という大変逆説的解釈が幅を
利かせているようです。日本はまさにデフレの真っ最中。
無理もないこととも思えます。業界の人たちは大変真面
目かつ誠実な人々であるだけに、こうした状況は誠に残
念至極というほかありません。また、その真面口さと愛
社精神が「他社には負けられない、見積負けだけはした
くない」という方向に極端に作用しているのかも知れま
せん。これでは日計も歳計も足らずとなってしまいます。
・ライバル
　現状では、未だ残念ながらルール無視の商行為さえみ
られます。「お互いライバルだから仕方がないこと」と
割り切っている営業さんも少なくないようです、、しかし
ライバルとはそのような利害関係のみを指す言葉かとい
うと、そうともいえません。ライバルの語源はリバー
（�oR）、川だそうです。ライバルの本来の意味は「同
じ川の水を利用して暮らす共同生活者」のことだそうで
す。つまり同一水源を共有する訳で、誰かがL流で水
を汚せば下にいる人が困り、下流が汚せば雨となってL
流に還り、結局ライバル全員が困るということになると
いう、何やらイソップの寓話めいた教訓話のように聞こ
えます。尤も「墓穴を掘る」や「天に向かって唾する」
という表現があるくらいで、万国共通の課（命）題なの
（株）インテック　岩田　雅史
でしょうか。当業界トップマネジメントにとっても共有し
なければならない課題であることは間違いありません。
・井の中の蛙
　これも中国の諺ですが、1：1本と矢張り解釈が若季二異
なるようです。聞きかじりで恐縮ですが、申国では「井
の中の蛙大海を知らず。如かれど其れ天の深さ（高さ）
を良く知る。」つまり、尊敬を含んだ良い意味に使われ
るそうです。私たちは、多くが狭義の「検査業」に属し
ていますが、いわゆる「1ぐ請根性」に支配されすぎてい
るのかもしれません。業界に属する人々皆が大いにプラ
イドを持ち、プロフェッショナルとして異なる世界の
方々に対してもトラウマ状態を脱していくことが大切で
はないでしょうか。堂々と主張すべきはし、又行動する
ことが求められていると思います。例は適当か別として、
業界が結束して様々な資格試験を技術員の業務内容に
即した内容に変えていく活動を進める等、まさに現在国
が行おうとしているサプライサイドからカスタムサイド
ヘのシフトと相通ずるように思います。
・チャーチルの言葉
　読者諸兄の中にも「小泉メルマガ」を愛読している方
が多数おられると思いますが、小泉さんの信奉する英国
の元首相チャーチルが、その自伝の最後で次のように述
べています。私見ですが、多分小泉さんはこの言葉を大
いに意識していると思うのです。「Whatis撫e総e　of11v．
ing，if　it　be　not　to　make　this　world　a　better　p1＆ce，for
those　who　llve　ln　lt，＆fterweWERE　go総？」お分かりの
通り、「私たちが死んだ後、後からくる人々のために、
もし私たちが生まれる前よりも、より良い”、匙にできなか
一）たとしたら、私たちが生まれた価値はないのと同じで
はないか」この
Lなく美しく、綺麗きれいでキザといわ
れかねないような言葉であるけれど、英国の危機を救っ
た首相の言葉はやはり電いですね。
　翻って、当業界のチャーチルの一刻も早いご登場を願
うものであります。若い人たちの為に、夢や魅力の感じ
られる環境作りや、社会的存在価値の確立、等々業界
全体で真剣且つ具体的に取組むことが、今まさに求め
られていると思います。
　今後、業界内で様々な合従連衡が進むかも知れませ
んが、「日暮れて道遠し」とならないうちに、ここはひ
とつ呉越同舟・一蓮托生で「明日の100万」について、
トップマネジメントは「虚心坦懐に熟慮する」のも意義
深いのでは。
（CIW検査事業者協議会　全国営業会議実行委員会　委員長）
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6．地区情報
神奈川県非破壊試験技術交流会
　『神奈川県非破壊試験技術交流会』は、平成8年2月
i6Hに設立された、まだ新しい会です。神奈川は、JSN−
DI本部からも距離的にそう遠くなく、本部の主催する
大会、分科会や講習会などに出席がしやすいことから、
単なる技術情報取得の場としてでない存在を目指して地
域組織を設けました。会の名称の『技術交流会』は、
そうした背景で作られた会の特徴を表すものです。
　非破壊試験も、最近ではよく知られてきました。しか
し、法令や規格に準拠して試験を行う場合は、その記
述の内容を理解し、具体的な試験方法に結びつける検
査要領や手順書の作成能力が必要になり、実績がない
ところではその実施はなかなか難しいものです。
　また、そうした規格などが適用できない対象物を試験
する場合には、非破壊試験を適用することができるのか、
どんな結果が得られるのかということになると、非破壊
試験を専門とするものにと一）ても、幅広く深い知識や経
験が必要で、なかなか対応しにくいものです。
　こうした理由から、よく知られてきた割には非破壊試
験の普及や適用窪二例の拡大が今ひとつの状況と考えら
れます。また神奈川は、京浜1二業地帯を背景とするこ
とから多くの非破壊試験技術者人口を抱えています、，
この技術者から非破壊試験の普及に貢献するエキスバー
トを育てたいと考えています。また、こうした教育や助
言を行える経験豊かなOBが多く存在します。この状況
が、『技術交流会』発足に結びつきました。
　本会の設甑日的は、『広く神奈川サ，駕ドにNDT技術の普
騨
千葉県非破壊検査研究会と共催した「JSN団認定・認証に関す
　る意見交換会」（2001年5月12日〉
轍
肇幹馨
、軽・毒
AUTを特定テーマに据えた技術講習会の実習風景
　（2001年4月27日、千葉県NDT研と共催〉
及をはかるとともに、会員相互の情報交換、親睦、啓
発を促進してNDT技術を益々発展させることを目的と
する。』としています。これは会員企業に所属する若手
技術
者の成長に協力することや，NDT諸環境の変化を
いち早く情報伝達することの会員サービスもさることな
がら、会の外部、つまり非会員の企業やL業団地など
にNDTの普及活動を働きかけます。また、会の集まり
を会員相互のビジネス情報の交換の場や相互協力のき
っかけとなる場としての活用を強く望んでいます。
　以下におもな活動を紹介いたします。
1．技術研究会（年1回、総会0）開催に併せ6月頃に開催）
2．技術発表会（年1回、現場的な報告や機器の説明な
　ど、現場に密接なテーマで11月頃開催）
3．学科、実技受験対策講習会（試験直前に受講者全
　員合格を目標に開催しています）
4．特定テーマ講習会（昨年度はAUT技術講習会を実施、
　毎年テー一マを企画します）
5．広報活動（事業所会員の企業紹介パンフレット作成
　し、県内47f二業1寸け患に配看∫）
6．ホームページ開設（会の案内と会員企業情報を掲載）
　�o、townlib．com／nd磁an3gawa
7．技術相談室（神奈川県産業技術総合研究所内に開
　設：FAX：0462−364525，E−maiLyy＠kanagawa一
　廼．gojp）会員、非会員いずれでも相談を受け付け
　ています。
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7．協議会だより
CIW検査事業者協議会
　L平成13年度各地区総会関係報告
　東日本地区と関西地区について次のとおり開催しま
した。西日本地区については10月12口（金）に北九州
市・プラザホテル北九州で開催の予定。
　1．東H本地区総会
　1）日　時：〜ド成13年9月11日（火）14100〜15：00
2）場　所：福島県・t湯温泉「向瀧」
3）出席者二26社27名（他に井川関西地区幹事代表出席）
4）議　事：
○　東日本地区幹事代表及び代表幹事挨拶
○　会務報告
○　行政庁・建築士事務所協会への第。』者検査陳情
　活動について
○　東日本地区・各ブロック営業会議概要報告
5）説明会：15：00〜17：00
演題：「鉄骨工事の品質確保と検査」
講師：東京考賭B市計画局建築指導部
　　　春原匡利専門副参事
2．関西地区総会
1）日　時：平成13年9月27日（木）14：00〜17二〇〇
2）場所1神戸市・シーサイドホテル「舞子ビラ」
3）出席者116社16名（他に逸見代表幹事及び飯田西
　日本地区幹事代表出席）
4）議　事1概要、束日本地区総会に同じ
5）意見交換会：
　テーマ「業界をとりまく最近の動向について」
　ll。外観検査ハンドブックの頒布について
　平成沁年（1998年）に初版として同行いたしました
「建築鉄骨溶接部の外観検査ハンドブック」（ポケット
サイズ）を2001年7月に改訂し珂行いたしました。
　改訂の要点は次のとおりで、名称も「建築鉄骨溶接
部及び鉄筋ガス圧接部の外観検査ハンドブック」といた
しました。
　（1）建築鉄骨溶接部については建設省告示第1464号の
　外観検査規定値を織り込んだ。
　（2）鉄筋ガス圧接部の外観検査及び圧接面不良部を追
　　加した。
　会員向け頒布価格は800円／冊（送料、消費税込み）
で、購入申し込みはFAXで協議会事務局まで（ド記協
議会ホームページでも受け付けいたします）、，
URL：http：／／www。clw．grjp／
　肌行政庁・建築士事務所協会への第三者検査陳情活
　　動について
　協議会の本年度活動の重要な課題の一つとして、標
題の陳情活動を掲げ、活動の具体的実施について各地
区総会で会員各位にご協力をお願いしているところで、
10月から実施する予定です。
　lV．その他報告
　L建築士事務所協会との外観検査講習会共催
　9月6日（木）、島根県建築士事務所協会と共催で講習
会を開催し、39社47名の受講者があり好評でした、、引
続き、愛知県、青森県、新潟県等で共催を予定してい
ます。
　2．JSNDI評議員選挙結果
　9月13目に投票が締め切られ、開票・公示の結果、協
議会会員会社から25名（Bグループ定員50名中）当選と
なりました。
　3．各ブロック営業会議関係
　本年度第…回の各地区での会議を開催し、各ブロッ
ク毎の課題について引続き活動を展開します。
　4．f二場見学会について
　（社）日本非破壊検査工業会と共催で11月1H　（木）
日本原子力研究所・大洗研究所（茨城県）の材料試験
炉及び高温
至二学試験炉施設の見学会を開催いたします。
奮ってご参加ドさい（東日本地区会員各社にはご案内
済みですが、ご不明な点は協議会事務局にお問い合わ
せ下さい）。
＊　　　＊　　　＊
一15一
�

o解通信
8．ニューフェース
　2001年10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。
劉（株）スクエア・インスペクション（222）
　本社所在地　〒457−0048　愛知県名占屋市南区大磯
　　　　　　通6．7　日直ビル2F
　　　　　　TELO52−8！1−4iOO／FAX．052−8114109
　代表者氏名　代表取締役　廣場保男
　認定不毒別　　
D樗1
　認定番号　　第222DO1号
　検査部門　　超音波検査
　斜奪業戸斤など　　　大i坂事務戸斤
駈（有）κ大インテックサービス（162）
　本社所在地　〒673−0049　兵庫県明石市西明石西町！−
　　　　　　　10−39
　　　　　　TELO78−923−5310／FAX．078−926−257！
　代表者氏名　代表取締役　申塚隆生
　認定種別　　E種
　認定番号　　第162EO！｝｝
　検査部門　　超音波検査
　営業所など　本社のみ
劉（有）トラスト（223）
　本社所在地　〒206−0012東京都多摩rlf貝取2−64−301
　　　　　　　TELO42−339−5240／F離、042−339−5283
　代表者氏名　代表取締役　篠崎麻美
　認定種別　　E種
　認定番号　　第223EO1号
　検査部門　　超音波検査
　営業所など　茨城支社
　　　　　　　　　昇　　格
翻L越鋼管検査（株）（80）
　本社所在地　〒943−Oi54　新潟県1越市稲田4−84
　　　　　　TELO255−25−5812／FAX．025525−0434
代表者氏名　代表取締役　下村天道
　認定種別　　c種
　認定番号　　第80CO1号
　検査部門　　放射線検査、超音波検査
　営業所など　本社のみ
■口本産機（�梶i1！1）
　本社所在地　〒532−0012　大阪府大阪市淀川区木川
　　　　　　東3−5−21　第3丸善ビル4F
　　　　　　TELO6−63044081／FAX．06−6304−0492
　代表者氏名　代表取締役　　　　髭一
　認定種別　　D種
　認定番号　　第111D帆号
　検査部門　　超音波検査
　営業所など　本社のみ
　　　　　　　　　部門追加
■不
1検査�梶i200）
　本社所在地　〒661−0033兵庫県尼崎市南武庫之荘9−
　　　　　　18−8
　　　　　　TELO6−64364800／FAX。06−6436−6043
　代表者氏名　代表取締役　岡村順弘
　認定種別　　E種
　認定番号　　第222EO！号
　検査部門　　超音波検査（E種・放射線検査を既得）
　営業所など　本社のみ
　　　　　　　　　社名変更
口（株）ニッセイ→（株）エヌエスアイ（！26）
　　　　　　　（広島県呉市、E種・超音波検査）
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9．平成13年度外務大臣表彰を受賞して
　この度、平成美3年度外務大臣表彰の栄誉に浴し大変
嬉しく思っており、これも偏に皆様方のご支援によるも
のと深く感謝申しLげる次第です。
　7月6日（金）の表彰式の丁度1週問前、外務省総政局
科学原子力課から「平成13年度外務大臣表彰が決まり
ましたので御知らせします。おめでとうございます。表
彰式に是非ご出席下さい」旨の電話連絡を頂きました。
事前に知らされてなかったこともあって突然の知らせに
驚き「有り難うございます。大変嬉しく是非出席させて
頂きます」と答えたもののイ本誰に話そうかと鱗迷い
ました。今回の式典は7月6日（金）正午から‘‘外務省
飯倉公館ヲで行われましたが、出席に先ウ1って、受賞
内容の説明よりも　き‘田中真紀ヂ外務大臣に会いに行こ
うと思っているが一緒にどうか”と女房に尋ねたら、驚
いた様‘で“本当に会えるの”とのことで同席（後で詳
細説明）となりました。
　ところで、受賞は「わが国有数の非破壊検査の専門
家として、わが国が国際原ゴ力機関と協力して推進す
る『アジア原f力地域協定』に基づき、国際原f力機
関加盟のアジア各国に対し、非破壊検査の研究、開発
及び訓練のための地域協力を中心に、講義，実習指導
活動等に積極的に取り組み、これら諸囚への囚際技術
協力の推進に多大な貢献をされた」ことによるもので、
個人表彰は私を含めて11名，団体表彰は5団体でした。
　表彰式では3番目の席に女房と並んで座り、田申真紀
ヂ外務大臣は急用のため（寸残念な気がしましたが）、
植竹繁雄外務副大臣の祝辞の後、副大臣から賞状と記
ゆ
纐．
欝
「今回は一味違った受賞の喜びを感じた」と語る大岡氏（中央）
　と佳子夫人、植竹外務副大臣（7月6日、外務省飯倉公館）
日本原子ガ研究所
大岡　紀一
念の』‘銀盃”を頂きホットしました。また、昨年も同表
彰式に出席された11本原子力研究所の佐藤征夫理事に
も出席を項き非常に心強かったこと、有り難く思ってお
ります。引き統き行われましたレセプションでは、佐藤
理事とともに副大臣と放射線のll業利用についてお話
ができましたことが強く印象に残っております。
　私にとりましては、平成5年度の通商産業大臣表彰
口諜…標準化事業功労者表彰」に続いての表彰となりま
したが、その時は非破壊試験に関するISO会議で南アの
プレトリアに出張しており、表彰式には出席出来ません
でした。そのためか今回の受賞は、　・昧違った受賞の喜
びを感じました。
　1982年以来行ってきた1二記活動がいつのまにか20年
近くなってしま一）たわけで、その間、レベル2及び3技術
者の教育訓練、NDTセミナー及びワークショップに約
20回、各種専門家会合に約20回の計40回程度アジア各
国へ出向きました（いくつかの国についてNDTの状況
を、以前にこの「RUMPES」で紹介させて頂いており
ます）。今さらながら、時の流れの速さを痛感している
ところです。　・方では、特に教育訓練において負重な経
験をさせて頂くとともに沢山の仲問にめぐり合え、素晴
らしい友人をアジア諸国に持つことができました。
　今回の受賞は、JSND1の元会長で、かつて1AEA（国
際原ゴ力機関）等が推進してきたNDTプロジェクトの
議長であった丹羽登先生及び元ABS首席検査官であっ
た大谷清史氏をはじめ特に実習指導活動等のために海
外へ行って頂いた方々、関係学協会の方々そして企業
など大勢の皆様方のご協力、ご支援によるものでありま
す。また、アジア諸国への教育指導に当たっては、ご理
解を頂いた目本原子力研究所の方々、更にはNDTプロ
ジェクトの計画推進等に当たってご尽力を頂いた外務省
科学原ゴ力課及び元科学技術庁国際協力室の関係者の
方々に厚く御礼申し上げます。
　最後になりますが、今後も発展途L国、特にアジア
諸国における非破壊検査技術者の技術向L及び人材育
成に努めたいと考えておりますので、これからも宜しく
お願い申しLげます。
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CW案内パンフレットの改訂について
　日本溶接協会とCIW検査事業者協議会は9月111、
「αW検査事業者認定制度のご案内」（以ド、「CIW案内」）
パンフレットの改訂版を発行した。CIW協議会では「会
員各社への配布をはじめ、行政庁・建築関連諸団体へ
のPR活動等で早速活用したい」としている。
A4見開き4頁の表紙には、CIW協議会のホームページ
のイラストを採用。けを基調にビル、鉄塔、プラント、
船舶、航空機などを組み合わせた鮮やかな配色に仕L
がっている。従来版は、「CIW検査事業者認疋制度のご
案内」に璽きを置いたデザインとなっていたが、改訂版
では協議会活動の現状に即して、「建築鉄骨第モ者検査」
を左肩に大きく配置した。
　見開き左頁ではまず、「C亙W検査事業者認定制度」
（Cer甑cation　forInspectlon　ofWelds）について、1溶接
検査に適用される非破壊検査方法について「検査会社
の技術」を認定する日本で唯一の制度』とし、認定検
査部門の放射線検査（RT）、超音波検査（UT）、磁気検
査（MT）、浸透検査（凹）、電磁誘導検査（ET）、ひず
み測定（SM）の6部門を紹介している。
　左t｛中盤から右頁にかけては「CIW認定検査会社は
建築鉄骨の第』渚検査を行います」の小見出しで建築
繍繕
改訂されたCIW案内パンフレットの表紙
鉄骨溶接部の第
《者検査、第三者検査の委託方法を説
明するとともに、鉄骨接合部の第壬者検査についても、
CW認定検査会社が十分に機能している点を明記した。
　このほか、「第
三者検査の証」としてシンボルマーク
をを掲載し、見開き下段には、認定種別（A・B・C・
D・E種）の各技術者構成、検査部門数の説明とともに、
主1任検査技術者、主任試験技術者、試験技術者それぞ
れの役割について記述している。裏面では、各都道府県
のCIW認定事業者数（2001年4月1日現在）を「1本地図
に示し認定検査会社の全国展開をアピールするととも
に、日溶協とCIW協議会の認定組織図を載せた。表紙
の斬新なデザインはもとより、全体的に明るい配色、図
を活用した点など関係者の評判もL々で、今後、「CIW」
の普及促進の重要なツールとして重宝しそうだ。
鉄建協・全構協が告示1464号検討委発足
　一CIW協議会も委員派遣一
　鉄骨建設業協会（毛利哲呉会長・松尾橋梁）と全国
鉄構1二業協会（橋本誠会長・大川トランスティル）は
共同で、告示の許容値を超える鉄骨溶接部の不具合の
適切な検証および補強方法などについて統・基準マニュ
アル作成を図る「告示1464号検討委員会」発足、9月
10日には都内で初会合を開催した。
　告示1464号を巡っては現在、目違い、食違い、アン
ダカットの各基準を大幅に超えた場合にただし書きを適
用するための補強方法について明確な残準が存在しない
ため、業界内ではllを追って議論が高まっている。
　こうした状況を受け、立ち上げられた同委員会は、森
田耕司・千褻大学教授を委員長に据え、国L交通省国
土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所、束
京都都市計画局建築指導部建築指導課、横浜市建築局
建築指導部建築指導課、鋼材倶楽部、H本建築構造技
術者協会（JSCA）、建築業協会（BCS）、AW検定協議
会、CIW検査事業者協議会、鉄建協、全構協に協力委
員として国L交通省住宅局建築指導課を加えた、13団
体16人（国交省国t技術政策総研、鉄建協、全構協は
各2人参加）が名を連ねる。
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　検討事項の骨子は、�@食違いの許容範囲（告示の内
容、入力設計、接合部のディテール）�A食違い接合部
の性能�B補強をしたときの食違い部の性能�C製作段階
での防止方法など。
　ワーキンググループ（WG）については、現場で管理
設計者が認めている接合部の事例収集担当のWG1（看
定メンバー一；鋼材倶楽部、JSCA、BCS、AW）、製作段
階での防止方法担当のWG2（同＝鉄建協、全構協）を
甑ちLげる運びとな一）ている。今後のスケジュールは’ド
成廻年3月末までに慣習的な方法（95％の処理）、同年
12月末までに補強等を検証実験で確認し、焉年3月末
にはマニュアルを作成する方針。
総事業者、3社増の172社に
　一平成恰年後期授与式一
　日本溶接協会・溶接検査認定委員会（C　I　W認定委、
藤田譲委員長・東京大学名誉教授）は10月川、束京・
神田佐久閲町の同協会本部会議室で平成13年後期の新
規および昇格事業者の認定証授与式を開催した。同H
付で認定された事業者は新規3社、昇格は2社（部門追
加王社）で、これにより認定事業者の種別構成は、A種
娼社（・r成13年度前期比増減なし）、B種7祉（同1社
減）、C種33社（1司1村二増）、D種40・社（1司増力戎なし）、
E種74社（同3社増）、総事業者数は！72社（同3社増）
となった。
　席Lあいさつに立一）た藤田委員長は現在、国内の
製造業で相次いでいる業績ド方修正に触れ、「溶接およ
び非破壊検査についても先が読みにくい状況に変わりは
ないが、各種構造物の品質確保・評価において、非破
壊検査は今後、ますます重要になるだろう」と指摘。そ
のLで、「認定事業者が集うC｛W協議会においては・
平成13年後期授与式のもよう
致協力して、苦境を乗り切る方策を、Zてることが大事」
とし、「後ろ向きにならずに、こういう時にこそ、技術
およびモラルの向L、日頃の精進に努めてほしい．1と今
後の活動に期待を寄せた。
　山陰地区初の試み一外観検査講習会一
　CIW検査事業者協議会と島根県建築1二事務所協会と
の共同開催（後援：1
1本溶接協会）による「建築鉄竹
溶接部及び鉄筋ガス圧接部」の外観検査講習会が9月6
11、島根県出雲市の島根厚生年金会館で開催された。
建築士事務所協会とCIW協議会による同講習会は今年1
月の大阪、2月の新潟・長岡市に続くもので、山陰地区
では初の試み。講習会当日は、あいにくの秋雨にもかか
わらず設計、ファブリケータなど関係者50人が参加し、
外観検査への根強い関心の高さが浮き彫りとなった。
　講習会では、島根県建築士事務所協会の牧戸捷弘副
会長、日本溶接協会・溶接検査認定委員会運営委員会
の江端誠委員のあいさつに続き、CIW協議会技術委員
長の井川敏之氏と同技術委員の有馬良雄氏による講義
「鉄骨溶接部の外観検査」「鉄筋ガス圧接部の外観検査」、
実技講習が行われた。
　なかでも実技講習では、4班に分かれた受講者が、鉱
要試験体について目視で判定した。溶接部についてはア
ンダカット、突合せ継予の食違い、仕口のずれ、余盛
の高さ、脚長異常、目視用割れなどをゲージなどの測定
器具を用い、CIW検査技術者の指導のもと実技を展開。
また、鉄筋ガス圧接部については汎用超音波探傷器に
よる検査実技のほか、膨らみ不足、偏心、折れ曲がり、
熱間押し抜き、圧接（良・不良）の外観検査の実例を
学んだ。とくに実技講習中は、受講者と講師との間で
積極的な質疑応答が交わされ、外観検査への関心と熱
意が伝わった。
　　　量
轍鞠
毒毒
聾
UT探傷器による鉄筋圧接部の婁技
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　連目、米国を襲った乗っ取り航空機によるテロ事件が大々的に報じられている。無理もな
い。だれもが想像できなかった冷酷無比な事態が現実に起きてしまったのだから。ビルに突
・）込む旅客機、ビルの窓から身を乗りlllして助けを求める人々、まるで石ころのように頭を
下に落トしていく人。これらのシーンが、まるで劇映画の
9シーンのようにテレビや新聞で
報じられた。いずれ、真相の究明が行われ犯人が明らかにされると思うが犯人たちはそれら
のシーンをどのような気持ちで眺めているのだろうか？　犠牲になられた数千人ともいわれ
る方々に心からご冥括を祈りたい。
　さて、今回は色々な分野で活躍する非破壊試験を紹介しようと、ジェットエンジン部品、
船舶、鉄構海洋構造物の非破壊試験を取りトげた。それぞれの検査をわかりやすくご紹介い
ただいている。また、日本原子力研究所の大岡氏が通商産業大臣表彰に続いて、今般、外務
大臣表彰の栄誉に輝いた。非破壊試験に身を置く一人として喜びを禁じえない。早速、大岡
氏に受賞の喜びを執筆いただいた。それにしても、今回の国際テロ事件は狂気の沙汰である。
一刻も早く平和な社会が取り戻されることを望みたい。我々も非破壊試験等を通じて貢献で
きればと願う次第である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．E）
�d＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4＿“＿“＿＿＿＿＿＿＿＿」
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