




1．維持規格における欠陥評価法の概要

（財）電力中央研究所金属材料部　鹿島　光 ・

1．緒言
　昨年8月、東京電力の原子力発電所において検査デ

ータをめぐる問題が明らかにされた。これにより、運転

中の発電プランi・における検査のあり方や検査によって

検出された割れの扱いに関する不備が認められ、この中

で、原子力発電所の維持基準整備の必要性が議論され

るに至った．維持基準とは設計基準に対応する基準で

あり、供用運転中の機器の性能を、　定の水準に保つ

ための規定として定めるものである。

　原子力発電機器のように高度の安全性・信頼性を確

保することが必要な機器に対しては、両者を整備してお

くことが不可欠である、我が国においては、原子力機器

に関する国の設計基準として、米国機械学会ボイラー

圧力容器基準ASME　Code　Sectlon　mに対応した告示

501号が定められている，、

　一方、維持基準については、米国においてはASME

CodeSectlonXI（以下、ASME－XI）が197i年に制定さ

れ、国内では日本機械学会の民間維持規格「発電用原

チ力設備規格・維持規格」が2000年5月に制定されてい

るものの、国の基準としては整備されていない、，こうし

たなかで、上述した原了・力発電における検査の問題が明

らかにされたため、現在、国は日本機械学会維持規格

のような民間規格を活用して、我が国に維持基準を導

入するための諸検討を進めつつある。

　以iぐには、本維持規格の技術的内容として、特に欠

陥評価法を中心にその概要を示す。

2．日本機械学会維持規格の策定

　一般に、維持規格は「検査」、「欠陥評価」、「補修・

取替え」の3つの柱から構成される。「検査」規定では、

供用中における機器の検査手法を定め、これにより欠陥

が検出された場合、「欠陥評価」規定に従い、継続運転

の可否と補修・取替えの必要性が判定される。，その結

果、必要と判断された機器は、「補修・取替え」規定に

従い補修・取替えがなされる、、

　欧米各国では、こうした考え方に基づいた規格の整備

が進んでおり、先に述べた米国機械学会ASME－X夏が

1971年に制定され、世界的にも権威ある基準として各

国に多大の影響を与えている。そのほかフランス、イギ

リス、ドイツ、スイスなどにおいても同種の規格が制定

済である、、さらに、航空機や船舶など国内他産業にお

いても、欠陥の挙動を考慮した機器設計や点検・整備

手法が適用され、石油関連施設を対象とした維持規格

も目下開発中である。

　こうした流れの中で、原子力機器に対する維持規格

を策定しようとする機運が国内においても高まり、1980

年代からASME基準の技術的調査が継続して進められて

きた。王997年には日本機械学会に「発電用設備規格委

員会」が組織され、1999年には同委貝会の下部組織と

して「維持規格分科会」が設置され、本格的な活動が

開始された、、

　そして、既に述べたように、2000年5月には、国内初

の民問原子力維持規格「発電用原子力設備規格維持規

格　JSME　S　NA！－2000」が発行された、、同規格は、

ASME．XIの考え方を基本としているが、材料データなど

をはじめとして、日本独自の研究成果も随時導入され

ている。同規格では、クラス1機羅の圧力容器、管にお

ける「欠陥評価」が規定されており、検査によ一）て検出

された欠陥に対して評価を行い、き裂を有する機器の継

続使用の可否が判定される。

　さらに、2002年10月には、「検査」規定を含む維持規

格の改定版が発行された，、同改訂版では、「標準検査」

と「個別検査」が規定され、特に、材料、環境、損傷

形態などが明確なシュラウド、シュラウドサポートに対

する炉内構造物の検査規定を「個別検査」として定め

ている。

3．欠陥評価法の概要

3．1　欠陥評価の流れ

　日本機械学会維持規格では、供用期間中検査（夏SI）

によ一）て欠陥が検出された場合、疲労き裂や応力腐食

割れ（SCC）といったき裂状の欠陥を対象とした評価予
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法を規定している、材料は、フェライト鋼圧力容器、

及びクラス／フェライト鋼管・オーステナイト系ステン

レス鋼管を対象とする、欠陥評価は、図1に示すように

以下のプロセスから構成される，、

　（1）第／段階の欠陥評価l　IS1によ一）て機器に欠陥が検

出された場合、欠陥指示から、評価すべき欠陥の形状

をモデル化し、その大きさを定める、，次に、モデル化さ

れた欠陥・f法をr評価不要欠陥寸法」と比較し、許容

値以 ドであれば当該機器は継続使用痙能とし、許容値

より大きい場合には、補修・取替えを行うか、あるいは

第2段階の欠陥評価に進む，なお、従来のように、欠陥

が検出された場合、ただちに補修・取替えを行うことも

吋能である，，

　（2）第2段階の欠陥評価：モデル化された欠陥に対し

て進展解析を行う．、欠陥の進展解析により、評価期間

末期（例えば、次回定期検査時、あるいは寿命末期な

ど）における欠陥寸法を自裕則し、これに基づき破壊評価

を行う。すなわち、評価期問末期の欠陥寸法が、破壊

を生じさせる評価欠陥・1諭法以トであれば、当該機器は

継続使用が可能とし、評価欠陥寸法より大きい場合に

は当該機器の補修・取替えを行う，

　こうした欠陥評価法の考え方は、欠陥を有する機器

について、ある　一定の評価期問を設け、この聞において

破壊が生じることがなくト分健全であると評価される場

合には当該期間内における継続使用を認め、そうでない

場合には補修・取替えを行うとするものである。「第2段

階の欠陥評価、1における破壊評価がこのプロセスに相当

する，，こうした評価を行うためには、評価期間末期にお

ける欠陥形状が必要である。欠陥の進展解析は評価期

1瑚末期における欠陥形状を予測し、破壊角翠析を再能に

するために行う。、

　しかしながら、検出されるすべての欠陥に対して、こ

うした詳細な第2段階欠陥評価を行うことは適切ではな

い、、検嵐される欠陥のうち、非常に軽微な欠陥について

は、第2段階欠陥評価を行わずとも十分健全であると判

断できるものがある、、こうしたことを考慮して、「第1段

階の欠陥評価」が設けられている、、すなわち、「評価不

要欠陥」といった概念を導人し、評価不要欠陥寸法よ

り大きい欠陥に対してのみ、第2段階欠陥評価を行うこ

とができるようにな一）ている。こうした考え方に基づい

て、E記の2段階による欠陥評価のステップが設けられ

ている。

供用期ll告1中検査

欠陥検出

㊤

②＜第1段階欠陥評価〉　　欠i焔モデル化
　　　　　　　　　　　評価不要欠陥基1躯

翁’

』℃

匪魎＜第2薪隻F皆欠1箱i浮催i＞　 ・き裂選｝展謡殆断

注）£第1段i浩欠陥評偲i基準を満足しない場合

②第1段階欠賑

③第2段階欠擁

④第2段階欠擁

’妻輪鉱§準を満足する場合

ノ靴商基準を満足する圭易合

ノ腫漸基準を満足しない場合

図1　欠陥評価の流れ

剛巫
　以 Lの維持規格における欠陥評価の基本的流れは

ASME－X1と共通であるが、具体的な評・価においては、

我が国の容器・管に使用されている材料特性等を考慮

し、より合理的な手法が採用されている。

3．2　評価不要欠陥

　評価不要欠陥は、供用期間中検査で検出された欠陥

指示を基にして形状をモデル化した場合、その寸法が、

破壊力学的な解析評佃1をせずに許容できるとみなされる

欠陥である、欠陥寸法が評価不要欠陥寸法以「であれ

ば、この欠陥を含む機器はそのまま継続使用でき（第1

段階の欠陥評価）、評価不要欠陥より大きい場合には、

補修・取替えを行うか、次の段階（第2段階の欠賄平価）

に進む。

　日本機械学会維持規格では、評価不要欠陥は、容器

と管に対してそれぞれ規定されている、、容器については、

ASME－XIと同様、線形破壊力学を用いて定めているが、

管については、我が国の材料の高靭性特性を考慮し、

限界応力をベースとして評価不要欠陥・f法を定めてい

る、，規定にあた一）ては、ASME－X1を参考にしているが、

非破壊検査（超音波探傷試験）に関する検出限界を考慮

し、評価不要欠陥寸法と欠陥検娼限界との関係を明確

にしている、、

　例えば、容器の場合、深さが肉厚の40分の1、長さが

深さの6倍の半楕円形き裂を基本とし、同き裂と応力拡

大係数が等しくなる各種き裂形状から評価不要欠陥寸

法を定めている。なお、応力腐食割れに対しては、評価

不要欠陥の概念を適用せず、常に第2段階欠陥評価を行

うように定められ、保守的な評価がなされるようになっ

ている。

2一



Z二二憂7RαMPE5ぐ5PRING，2003）

3．3　き裂進展評価

　日本機械学会維持規格では、き裂進展評価に用いる

進展速度線図は、対象とする材料、環境条件下におけ

る試験結果によ一）て定めるか、あるいは参照線図を使用

することとしている、、フェライト鋼容器・管の大気中・

軽水炉環境中疲労き裂進展速度、及びオーステナイト

系ステンレス鋼管の大気中疲労き裂進展速度の参照線

図は、ASME－XIと同じ線図を採用している、，　一方、オ

ーステナイト系ステンレス鋼の軽水炉環境中疲労き裂進

展速度及びSCCき裂進展速度については、現在ASME－

XIにおいて具体的規定はなく、維持規格においては国内

のBWR水質環境での各種試験結未を基に線図を設定し

ている、）

3．4破壊評価

　目本機械学会維持規格における破壊評価では、容器

と管についてそれぞれの評価手法が規定されている、，

般に、き裂のような欠陥を有する構造物の破壊条件は、

その材料強度、靭性・延性などに応じて、破壊力学や

構造力学を用いて定められる，、ステンレス鋼母材のよう

な高延性材料では、き裂断面の平均応力がある・一定の

限界値（流動応力）に達した時点で破壊するため、極

限荷重に基づく破壊評価法が多く適用される、これ以

外の材料については、破壊力学評価あるいは極限荷重

評価を用いる、，破壊力学評価では、応力拡大係数や」積

分といった破壊力学パラメータと破壊靭性との比較から

評価を行う、、ただし、これらの評価は手・順が複雑である

ため、維持規格ではZ係数など簡易的な評価手順を導入

していることが特徴である、、

　3．4．1容　　器

　目本機械学会維持規格では、圧力容器の破壊評価手

順及び解析方法は、ASME－XIと同様とし、線形破壊力

学を採用している，、また、欠陥・r法に関する安全率も、

ASME－XIと同様である。欠陥評価において参照してい

る破壊靭性は、国産圧力容器材料に対する破壊靭性検

討結果を基に設定している、、また、中性ヂ照射脆化の

予測方法は、原子炉圧力容器での照射脆化に関する日

本の加圧熱衝撃（pTs〉研究の成果から得られた予測式

を参照している、，

　3．4、2　管

　日本機械学会維持規格では、国産材の管の材料試験

データ、破壊試験データを基にして破壊評価規定を定

めている。ASME－XIと異なる点は、フェライ1・鋼とオー

ステナイト系ステンレス鋼の限界応力（流動応力）を同

　（2．7Sm、Sm：材料の設計応力強さ）としているメ、ll

である．これにより、極限荷重評価に基づく許容基準

を、フェライト鋼とオーステナイト系ステンレス鋼で共

通としている。、また、安全率は、ASME－X1と同様であ

る。

　破壊評価法の選択については、オーステナイト系ステ

ンレス鋼管は、ステンレス鋳鋼以外の母材、ステンレス

鋳鋼母材及び、溶接部の3つの材料に分類し、それぞれ

の材料区分に応じ、ステンレス鋳鋼以外の母材は限界

応力に基づく極限荷弔評価法を、ステンレス鋳鋼母材

及び溶接部は、靭性が低いことを考慮し、弾塑性破壊

力学評価法、または2ハラメータ評価法のいずれかの破

壊基準が選択される．、ステンレス鋳鋼母材に関しては、

熱時効によって靭性低ドが生じる可能性を考慮し、フ

ェライト重により破壊評佃i法が選択される、一方、フェ

ライト鋼管については、対象とする管の破壊靭性、欠陥

形状・・f法、及び負荷条件から「選択係数」と呼ばれ

るパラメータを算出し、この値に基づき破壊評価法が選

択される。選択の毛法はASME－XIとほぼ同じであるが、

国産材料の高靭性特牲を考慮し、線形破壊力学，評価法

は除外している．、

4．結 口

　ここでは、口本機械学会で策定された維持規格、特

に欠陥評価を中心としてその概要を取りまとめた。通常、

維持規格は、検査、評価、補修の3つの柱から構成さ

れる、、これまでに機械学会で策定された維持規格規格

は、検査およびクラス1機器における欠陥評価に関する

ものである，、今後は、補修あるいは、クラス至機器以外

の欠陥評価などに関する規定の策定を進め、規格の一

層の充実を図っていくことが電要である，

　原子力発電の安全性と経済姓の両航、電力の安定供

給達成に寄与するため、我が国においても絹の維持基準

導入が着実に進展することを期待したい，、
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2．RTによるきず高さ測定法の開発
　　　　　一GUCHl法による割れのサイジングー

（株）日立製作所 原子力事業部　原子力品質管理部

　　　　　　　日本原子力研究所

樋口　真…

大岡　紀一

1．まえがき

　鋼構造物に発生した割れのサイジング技術に関して、

超音波関連の文献は少なくないが1）2）、放射線関連のそ

れは比較的少ない．（社）B本溶接協会の非破壊試験技術

実用化研究委員会（Apphcat1on　of　NDT　techniq“es　for

ind器tri段l　nelds、略称AN委眞会［大岡紀 一委員長1）で

は、平成11年度から自然欠陥に近いきずを入れた試験

片を購入し「RTとUTの検出性比較試験」を実施してい

る。その中で、RTで撮影した割れ像から割れの高さを

求める「割れ高さ像幾何学的解法」（GUCHI法：Geo－

metrlc　Unravel　for　Crack　Height　Image）が提案され、

’F成12年度からGUCHI法の適用試験を進めている3〉。

　この方法を適用して、①割れの隙問が狭い疲労割れ、

②割れを溶接で埋込んだ隙間が広く不規則な割れ、③

EDMスリットに対するサイジングを試みた。それらの

結果について超音波を用いた端部エコー法、TOFD法、

フェーズドアレー法による測定結果と対比したところ、

ほぼ同程度のサイジングの成果が得られることを確認で

きた。ここに試験結果の概要を紹介する、，

体

横

検

壷

RT JiSZ3壕04

割れ検出

UT JISZ3060

割れ検出

サイジング

〉盒磁　　血由（丁　　　　　ぬロ暉X線ッ線CT匿
ヨ　　　　　　　　　　　　　　　き

5（規場不砲き〉馨
響　　　　　　　　　　　　　　　奪

RTによるサイジングの二一ズ

（お異材継蕃部の割れ

（21UT探触乎逢董不筍構造部の割れ

サイジング

2．GUCHl法について

端部工＝3一法

芋OFD法
フエズドアレー法

　その他

　RTとしrrによる割れの検出とサイジングの概略手順を

図壌に示しているが2次元または3次元で画像表示する

X線CT装置やγ線CT装置の適用は困難である。

　GUCHI法は、きずを検出後、その位置に基準線とし

て銅線等の細線を置き、線源の位置を試験体と平行に

移動して2方向から撮影する。それらの透過写真につい

て割れ像の巾寸法、長さ寸法、割れ像の濃度の変極点

位㍑・r法、基準線像との相対位置寸法を計測し幾何学

的な関係式を用いて、割れの高さと長さを求める方法で

ある、、この方法は、CT装置が無くても試験体の形状・

大きさに係わらず、通常のRT検査が可能な部位であれ

ば汎用のX線又はγ線装置や設備等を用いてサイジング

が可能である。

図罐　RT〆UTによる割れの検出とサイジング手順の現状

　線源位置（又は試験体位置）を変えて撮影する方法

は、1960年代半ばに　“立体撮影”や“標点標線法”と

して発表されていた4）5）が比較的細かな数値を扱う多数

の計算を何回か繰り返す手同や、像の計測精度の点で

（燈｝ （x4）

（y2）

a＝（丁卓G）一ZP

ここで、

　ZP＝（m〆A｝・xp欄一（m／Al・x4

　×び（×4／A一×2／8）／（漆／A－4／8》

A＝（x4－x3），　B＝（×2－x1）

x燦瓢（D一疫≧），　x3郷（C－t4）

逡試x2・t／∈，t4簿x4・t／旺

E＝m鴫　t篇丁疲3牽○，5・k

k漏墓準線の径

（y41

7唯’

Y臓鐡去

丁
a

t
（ P

糟 （y3）素 穫1馨繋難瓢．

aエ（了争G）一ZP

ここで、

　zp駕（rn／A〉・yp華m一（m／A）・y4

　yp叢（y4／A－y2／8）／（1／A一蓬／8）

A訂（y4－y3），　8寓＜y2－y穫）

y1瓢（D一宅2），　y3瓢（C一虻4）

t2瓢y2・t／E，　t4鵠y4・t／1三

∈鴬m鴫　童誌丁÷G心．5徽

k轟纂準線の径

図2　GUCHl法の基本計算式
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実用化が困難であった，，

　近年、パソコン（PC）環境ドでデータさえ入力すれば

リアルタイムで計算処理が“∫能であり、また、割れ像の

計測に関しては、透過写真のディジタル化が進み、像の

～　　　・拡大機能・コントラスト調整・濃度分析・

測長が容易にできるようになってきている，、GUCHI法

は、以1ぐの 到順に承すように、これらを細合せて構築し

た方法で、実用化が期待できる，、

　（業）割れ像と基準線像を同時に1二業用X線フィルム

やイメージングプレート（IP）等の作像媒体に写し込む。

X線フィルムの場合には、拡大観察で像の計測を行うこ

とも再能であるが、ディジタル画像処理装置を用いると

より効果的である、、割れの両端、濃度の変極点など割

れの輪郭を代表する各点を、割れの長罫ノ∫向をら6X”、

それと直行する方向をら喚Y”、試験部の厚さ方向を“Z”

とした座標Lに置き換える、，

　（2〉割れ像から求めた各ノ、㌃1と基準線像との相対・r法

を基に、各点について基準線位置をX－0またはY篇0とし

た2次元の’1噛i座標L（X－Z平晦、Y』Z’約耐へ置き換え、

線源と各ノ、妊、1を通る直線の交メ、1ミを座標計算で求め、割れ

の長さ・高さを算出する（幾何学的位置関係をX方向移

動法ではX－Z座標、Y方向移動法ではY－Z座標に置き換え

て求める）（図2参照）、，

　（3）基準線寸法や試験体と作像媒体との問隔、割れ

面の形状や傾き、隙間などは幾何学的位概関係から考

慮して計算に反映させる　実際には割れ像から割れの最

深部先端を・点に、涜み取るこ』とは困難で、台形に近似

させて複数個求まる交点座標の申から形状に応じて定

まる交点条件と照らし合わせて必要な交メ、ll座標を選択

する（図3参照）、、

　なお、割れ長さや斜め照射の距離補IEは幾何計算で

算出でき、RT検出限界以ドの領域に関しては、透過度

計識別度を基に保守的に考えて計算に反映できるよう

考慮している，、また、試験対象部が管のように曲率を有

する試験体の場合、内部きずでは割れが反線源側から

進展している場合などでも、計算プログラムの若干の変

更で対応再能である、、

3．GUCHl法の適用事例

3．囎　疲労割れのサイジング6）
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のとiきP嬢参癌　P嬢31磁）となり
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図3　GUC圃法詳細の一例

結果、TOFD法によるサイジング例、GUCHI法による

サイジング結果を図4に示す、、疲労割れの長さは／7．8mm、

開口巾は約0．04～0．15mmである、、超背波を用いた端部

エコー法とTOFD法による割れ高さの測定結果は4．0～

4．8mmである。，この試験片は、破面形状・隙間ともに

自然の疲労割れを忠実に模擬しているものである、．撮影

は汎用のX線発生装置とRTフィルム（＃80）で行い、現像

は自動現像機を用いて実施した、，

　透過写真はデでジタイザーを用いてディジタル画像化

し、割れ像は画像の臼黒反転・拡大機能・コン1・ラス

ト調整・濃度分析・測長機能を適宜適用して観察し、汁

測した、、長さのサイジング結果はレプリカ法による測定

値の17．8mmに対してi7．2～！7．3mm、高さのサイジング

結果は4．5～4．7mmであり、超音波を用いた端部エコー

法及びTOFD法による測定値の4．0～4、8m膿とぽぽ同等

のサイジングが可能であることを確認した，、

3．2　溶接埋込みによる割れのサイジング

　GUCHI法によるサイジング結果の代表例を図5に承

す，，A社が対象とした試験片の移肌1巾は0。i～0。3mmで、

作像媒体としてIP（FCR）を用い、UT結果は9、C社に

よる試験結果を反映したものである、，それより開ll巾が

広く隙問が不規則な割れ試験片のげrはA祉が実施した、，

いずれの試験片についてもほぼ同様なサイジング結浪と

5一一
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図4　疲労割れ試験片へのGUCHl法の適用例

なっている

3．3　EDMスリットのサイジング

　UTのサイジング試験に使用していたEDMスリット試

験片について、GUCHI法を適用してサイジングを行っ

　FCRを需いた
　　GUC闇法と
丁OFD、端部工コー法

　との比較試験の例

（試験片膝さ9mm）

ディジタイザーを縮いた

　　GUCHけ去と
丁OFD、端部工コー法

　との比較試験の例

（試験片摩さ45mm）

た結果の 曲例を図6に示す、，X方向移動法、Y方向移動

法のいずれも、フェーズドアレー法、TOF1）法と比較し

て概ね同等の測定が口∫能であることを示している，，Y方

向移動法の特徴として、スリット位置が線源からX方向

に離れていると当然のことながら像は歪み、矩形のスリ

困療　　　　　　　幅　　　　　岬・施　　　　　　　磁

繍ξ』

　王0
　9

　　　　　’浦＿n

＿　絹蛾諏」一法’
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝拶刷　　　㎜
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駐§o
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｛｝、32

判、55

　　　　　　　　　　4

ディジタイザーを爾いた

GUC団法の割れ像と
計測例（一，十測照騎）

図5　溶接埋込みによる割れ試験片へのGUCHl法の適爾例
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畷
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ゑ　す　　　　　　　　　　　　　　　　セきおが　　　　　　く　　 ドヘフェいスいドアレ　ぬ

籔謀講＿．＿，、．　、．、、魏聯鶴ぜ

　　　　　RT－GUCHl法と
　　　　フエーズドアレー法、

　　　　TOFD法との比較例
　　　　（試験片厚さ23mm）

ぬ　ほパ
讐鎌

絶，欄認，

　議㎜纈卿
騰　　　　ず鐸
　燃欄繭臓臓

　繍綿翻膨鱗
　蝋獺繭麟

　燗勘轍騨

　　　　　　　　　　　　繍綴　ドド　．
　　　　　　　　　　　　　F筋貯〔欄峯
　　　　　　　　　　　　騨膿
　　　　　　　　　　　　麟　歴融嚇1細

フエーズドアレー法測定例

　　　（スリツトE3）

図6　EDMスリットヘのGUCHl法の適用例

ットも菱形に投影される。GUCHI法ではその歪みを考

慮して元に戻した形にして長さ・高さを算出している、，

　GUCHI法はUTにおける端部エコー法のいわばRT版に

相当し、端部エコー法がきずを検出するためのUT法と

は違った観点から装置の調整、CRTの観察、データ採取、

データの処理を行うのと同様に、従来のきずを検出する

ためのRT法とは違った観点で装置の設定、像の観察、

データ採取、データの処理を行う必要がある、、

している。

5．まとめ
　開口巾が0．美～0．3mmのような割れに対してはGUCHI

法のY方向移動法が適用1∬能であり、GUCHI法のX方向

移動法は開口巾が狭い割れに対して有効な方法と位置

づけて提案されたもので、溶接埋込みによらない疲労割

れ試験片を用いてサイジングを行い、EDMスリット試

験片については、X方向移動法、Y方向移動法を適用し、

フェーズドアレー法、TOFD法と比較した、，

　その結果、割れの高さに関しては超音波を用いた端部

エコー法、TOFD法、フェーズドアレー法による測定結

果と対比して、また、割れの長さに関してはレプリカ法

による測定結果などと対比してほぼ同等のサイジングが

ロ∫能であることを確認した。，今後は各種きずへ適用する

ためのデータの蓄積及び現場で実施するための要領の標

準化を図一）ていきたい，、

　最後に、AN委員会委員各位のご協力ご支援に対して

感謝申し Lげると共に、データ取得など積極的にご協力

頂いた（株）日立製作所・原ゴ力事業部の牧原、奥平両

氏に謝意を表します、、
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　日本溶接協会，2002．3．

4）石井，神尾，疏体撮影による欠陥位置の測定について，非破
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4．パソコン処理例

　本方法では、前述のように比較的細かな数偵を扱う

多数の計算を何回か繰り返し行う必要があることから，

計算をパソコンで処理することにより、リアルタイムで

結果が確認できるようにした。測定対象の選択、（板、

管、表割れ、裏割れ、内部きず）、撮影配置（X、Y方向）

の選択、データ入力テーブル、幽力テーブルとから構成
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3．高温でのモニタリング

石川島検査計測（株）

石川島検査計測（株）

笹原利彦
荒川　敬弓∫、

噸．はじめに

　超音波探傷試験ではセンサーを高温構造物に接近さ

せる必要があり、耐熱性に優れたセンサー（探触子）が

必要になる。このため、長期問高温で使用口∫能な高温

超言波センサを開老した。現在、カナダの原了・力産業

などにおける監視に用いられており1）、適用例について

紹介する．

2．高温超音波センサの原理

　従来の超音波探触デには、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ることもあり、また、

高温や高湿において接着部の劣化が生じた，、接着の代

わりに、セラミックス製の圧電素子をろう付により金属

接合することで耐熱性を大幅に改善した高温用探触子

を開発した。また、有機系を排し、金属接合したこと

で耐放射線性も大輻に改善でき、10MGyのγ線照射に

も感度低ドないことが確認されている2購．

　図茎に探触fの構造を示す，、圧電素了一にはキューリ

ー点が約招00℃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rは550℃の炉中に

おいても数週伺の耐熱性を承し、500℃の炉申では1年

問以L4）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、数年間も感度の低rが

なく使用可能である，

4 －
墨　／

F〆“
！／ ゴ〆　‘

、／’

〆 ㌻．穿一μ’

図1　高温探触子の構造

り一ド線

ケース

－電極

　駈電繁子

一ろう付

耀

嘱、

図2　監視部位の例

3．カナダ原子炉での適用事例

　図2に監視部位の例を示している。多数の小口径配

管が炉心部に配置されている、滅肉を連続監視して水

処理による腐食を制御したり、流速の監視が行われる，，

　図3に高温探触子の配管への取付けの例を示してい

る、、探触子と配管の間に柔らかい金箔を扶み、ねじで締

め付けて、取付けたバネによって加圧することで金箔を

介して超音波を試験体に直接に伝搬させている。接触

媒質を用いないので、長期問の安定した超音波の伝達

が可能である。

　測定した超斉波波形は最新のデジタル・シグナル・プロ

セッシングにより、数μmでの減肉測定を可能にしている。

図4に本方法によって配管の減肉を連続監視した結果の例

を示している。微小な減肉の過程をよく評価できている。

なお、温度による音速変化は、配管近傍に取付けた熱伝対

で温度を測定することで補正している（）

　また、配管に二つの高温用超音波センサーを対抗し

て取付けて管内流体中を伝搬する透過波の音速を監視

することで、高温流体の流牢オも開発され、実用され

ている、、超音波流量計はドップラー効果を利用して、伝

搬した超音波の周波数変化より内部流体の流速を求め

る方法である，，図5に配管への取付けの様子の例を、

一8一
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また、図6に測定例を示している、なお、横波超音波

を配管へ送信し、管内流体中への超音波の人射角が大

きくすることで測定精度を向Lさせている。

　この他、管内の流体温度と管壁の厚みをオンラインで

連続監視するシステムが開発されている．2つの高温用

超音波センサー（垂直探触f）を配管に対向して取り

付けて、それぞれの管壁の厚みを監視するとともに、管

内流体音速の温度依存性を利用して、超音波伝搬時問

の変化より流体湿度を監視する、，熱伝対を用いる方法

に比べて、温度変化に対する応答時問が極めて早く、

高精度の測定が可能にな一）ている，、

4．き裂進展の監視

　高温においてき裂の進展をリアルタイムに連続して監

視することも検討している5）。2個の縦波斜角探触子を

対向させて試験体に取付け、き裂先端で散乱する散乱

波を受信すること（超音波丁OFD法）で、き裂の進展を監

視している。き裂の進展量はき裂先端からの散乱波の伝

搬時間の変化量より幾何学的に求めることができる。

　図7に試験結果を示している、、試験は、予め機械ノ

o 2　　　　　4　　　　　　6

　疲労サイクル数（×104）

図7　300℃におけるき裂進展の連続監視試験結果

8

ッチを付けた疲労試験片に探触fを取付け、保温材で

覆った後に、試験体及び探触ヂ共に300℃の温度に一定

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

くなっ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　一致していたことも確認さ

れている。

参　考　文　献
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　f〔）ヂMoni韮o湘g　Critical　Paramc【cギs勧C註na（撫B臨cle乙嚢r　Reactors”

　1998iEEElmcmatk）na田ltl’as（）fllcS〉・mP（漁m（19980c重．／

2）小原他「高・低温用超音波探触ヂのガンマ線照射、武験」目本原

　壬力学会1997春の年会　p．1鱗
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　会1998年秋の大会　勲．1姐
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o解通信

4．鋼板の突合せ溶接継手の放射線透過試験における精密試験方法

大阪産業大学エ学部平山　…男

1．はじめに
度差）泌Pは、次式で与えられる。

盛P＝一．434γ、〆∠σd／（1＋η）

　平成拠年11月28日、（社）日本非破壊検査協会　放射

線分科会精密試験方法研究・編集合同委員会は、NDIS
規格「鋼板の突合せ溶接継手・の放射線透過試験におけ
る精密試験ノ∫法」（案）を公表した。ここでは、その経

緯と技術的背景を解説することにする。

2．一般試験と精密試験
　従来、 i二業用に使用されている放射線透過試験は、

適用する試験対象物の使用目的及び材質に応じて、規

格、基準に基づいた試験方法が適用されている。

　・方、試験対象物の種類と使用目的は非常に多岐に
わたるため、透過試験結果に要求される透過写真の像
質は・様ではないが、現在の規格で規定されている透過

写真の像質は、母材の厚さに対して2段階（例えばA

級及びB級）に分類されている。
　しかしながら、ある構造物の溶接継手の透過写真を
観察した場合、その透過写貞の像質が規格の必要条件、

すなわち写真濃度、階調計、透過度計の識別最小線径
の条件を満足していても、対象とする検出された透過像

が、きずの像か否か、またきずの像と判断されても、き

ずの種類、形状、寸法が明らかでない場合がある。

　したがって、その像が不鮮明な場合には、きずの像と

判断されても、きずの種類、きずの像の分類を誤ってし

まう恐れがある．特に重要な構造物に対しては重大な結

果を及ぼすことが考えられる。

　以Lのような場合に対して、誤った判断をするリスク
を避けるために透過写真の像質を改善することにより、

きずの像をより鮮明にし、きずの種類、きずの分類を明

確にする必要がある、，このように従来の一般試験によっ

て得られる透過写真の像質を、より良い像質に改善す

る目的で行う試験方法を一般試験に対して精密試験と

位置付けている。、

3．技術的背景
透過写真の像質を示す透過写真のコントラスト（濃

ここで、

　γ：X線フィルムの特性曲線の濃度Pにおける接線の勾紀

　σ1線源寸法及び撮影の幾何学的条件による補正係数

　，、：X線フィルムの感度係数を考慮した放射線の線質

　　（減弱｛系数）

　d：透過度計の針金の直径
　η：X線フィルムに…様に到達する散乱線の線竃率に

　　その感度係数を乗じたものを透過線の線量率にそ
　　の感度係数を乗じたもので除した商（散乱比）

　すなわち、透過写真の濃度と露出量だけを定にし
て、管電圧を変化させる場合を考えると、透過写真の

コントラスト（濃度差）は、撮影配置による幾何学的
補正係数．、散乱比η及び管電圧による減弱係数μによ

って決まる．すなわち、透過写真のコントラスト（濃度

差）は、μσ／（1＋n）に比例する。

　ここで、焦点・フィルム間距離を近づけて、滅弱係

数μを大きくすることによりコントラストすなわちμσ

を大きくし、像質を改誇する方法が近距離撮影方法で

ある、，近距離撮影方法を行う場合は、焦点・フィルム

問距離を小さくすれば、管電圧の低下により減弱係数
，、は大きくすることができるが、同時にσは小さくなる。

　解説図1は、焦点・フィルム間距離とμσとの関係を
図示した例である。解説図1から、，∠σが最大、すなわ

ち透過写真のコントラストが最大となる焦点・フィルム

問距離が存在する。

　また、照射野を狭くして、散乱比ηを小さくすること
によりコントラストすなわちσ／（1＋η）を大きくし、像質

を改善する方法が狭照射野撮影方法である。狭照射野

撮影方法を行う場合は、フィルム・試験体間距離を大
　きくすれば、ηは小さくすることができるが、同時にσ

　も小さくなる。

　解説図2は、フィルム・試験体間距離とσ／（1耀）と
の関係を図示した例である。解説図2からσ／（1＋η）が最

　大、すなわち透過写真のコントラスi・が最大となるフィ
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解説図響　近距離撮影方法
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解説図2　狭照射野撮影方法

ルム・試験体醐距離が存在する。

　したがって、両者の撮影方法を併用して適用すれば、

、’∠σ／（罫η）が最大となる最適撮影配置（焦点・フィル

ム間距離とフィルム・試験体間距離の最適な組合せ）

が存在する。今後、このような最適撮影配置の決定方

法のソフトを提案し、実験により確認して、規格化を提

案していく1与定である，、

4．主要な規定内容

　●適用範囲

　この規格は、母材の厚さ6．3mmを超え、50．Omm以下

の鋼欽の突合せ溶接継手に対して、X線による狭照射野

撮影方法及び近距離撮影方法を適用して、精密試験を

実施する場合について規定する、、

　●試験体

　狭照射野撮影方法を適用する溶接継手は、原則とし

て余盛を削除するものとする、、ただし、余盛を削除する

ことが困難な場合は、肉厚補償マスクを使用して、余

盛高さがLOmm以下の溶接継事と等価な試験体にすれ

ばこの限りではない、、

　●透過度計の識別最小線径

　撮影された透過写真の試験部において、透過度計の

識別最小線径は表1の値以Fとする。

　●透過写真の濃度範囲

　試験部のきずの像以外の部分の写真濃度は、／．8以ヒ、

　　　表1　透過度計の識別最小線径　単位　狼m

母材の厚さ 像質の種類　S級

6．3を超え8．0以ド 0．10

8．0を超え10．0以ド 0，125

10．0を超え12．5以 F 0．i6

捻、5を超え茎6．0以卜 0．16

董6．0を超え20．0以下 0．20

20．0を超え25．0以ド 0．25

25．0を超え32．0以ヂ 0．32

32．0を超え40，0以ト （）。40

40．0を超え50．0以r 0．50

4。0以rの範囲を満足しなければならない、、

　●肉厚補償マスク

　肉厚補償マスクは図1に承す形状とする、、母材部を

覆う所の肉厚補償マスクの厚さは、余盛高さ十LOmm

以下の値と同じ厚さでなければならない、、ただし、鋼以

外の材質の肉厚補償マスクを用いる場合は、これと同等

のX線吸収性能をもつものとする。

ド 轡

図壕　肉厚補償マスク

瑠

　●しゃへいマスク

　しゃへいマスクは図2に示す形状とする、母材部を覆

う所のしゃへいマスクの厚さは、濃度が少なくとも0。3

以1ぐになる厚さでなければならないし）また、しゃへいマ

スクの幅は、試験部の線源側表面からフィルムまでの距

離の3倍以上でなければならない。しゃへいマスクの窓

の寸法は、幅は試験部の董．5倍以下とし、長さは100mm

以下とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　飛

図2　しゃへいマスク

レ
⊥．

　●感光材料

　ヂ業用X線写真フィルムシステム（以ド、フ・ギルムシ

ステムという、，〉は、JISK7627による。増感紙を使用

する場合は、鉛はく増感紙とする。，フィルムシステムと

鉛はく増感紙の厚さについては表2による．

表2　フィルムシステムと鉛はく増感紙の摩さ

放射線源
フィル∠、システム　クラス由

　像質び）種類s級
錨まく脇錦留）厚さ1〕肇m

15鰍V以 トの

線装置 Tま又はT2
フロント、バツクとも
｝．03以F

王50kVを超え250kV以下の

線装置
T1又は「期

フロント、バックとも
）．02～0，15以卜

250kVを超え500kV以ト0）

線蒙置 T1又は12
フロント、バックとも
．02～0．20以ド

注（i）　より良好なフィルムシステムのクラスを使用しても差し支えない
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5．第12回ASNT主催のAnnual　Research　Sympo＄lum2003及び

　　lSOTC135／SC7関連WG等への出席
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本非破壊検査協会蓋so委員会委員長　大岡　紀…

　2003年3H12Hから米国フロリダ州オーランドのウィ
ンダム・オーランド・リゾー1・ホテルで開催されたAS－

NT（米国非破壊検査協会）の第！2回のAnnu＆l　Research

Symposium2003に出席する機会を得て、3月12日午前
にASNT理事関係者と技術者の相々二承認に関する打ち合

わせに、また午後はASNT－CMC（Certiflcatlon　Man＆ge－
mentCo猟ncii）のqosed　MeetlRgに出席し、そこではAS－
NTの“ACCP　Eq撮vaiellcy　Prog撒賢1（1）raftブヘのコメ

ン！・要請と』』Psychometriビについての説明が行われた、〕

i31『iの｝31（）0から16：30まて｝　“PerformanceBasedCer一

醸catlon－ANewApproachfor1）erso粧nei”に関するハ
ネルディスカッションにCo－Cha1rman及びパネリストと

しての発表を行った、、14i18：00から17二〇〇まで、
isO9712／i）ISの投票を受けてのコメントに対して討議が

行われたW（｝6に参加した，，生5日は9：00から16：00まで、

Terformance　Based　Qualificatlon　a獄d　Cert薫catioガ　に

関するWG7の初会合が、13日に行われたバネルディス
カ、ソションの成果を基に自由討議の形で開催され出席し

た．．そのうち、13日開催のバネルディスカッション、！4

日開催グ）WG6及び151i開催のWG7初会合の概要につい
て報告する、、

　1．Per葦orm蘭c魯Based　Certificatio獅一…A　New　Approach

　　で併Perso穐資elに関するパネルディスカッシ灘ン

　0｝eanderB室において、TrofessionalProgramの・
つとしてパネルディスカッションが設けられ、約50名が

　参加した、パネリストとしての筆昔は「IAEA／RCA／UNDP
のM）Tサブブロジェクトで実施した東南アジアにおける
Pr（）ficlencyTestingPr・gramme（技能試験）び）評価」

　について約20分発表を行一）た、、ここでは1992年から6ヵ

　田を選定し、それぞれの国のレベル2および3の検査技
　術者を対象に、》もきず試験／ドを用いてRr及びUTを実

施し、得られたサイジングなどに関するデータを評価し

た結果について示し、資格保有者のレベル2技術者にも
トレーニングが必要であること及び技能試験の必要性を

述べた，、

　今回のパネルでは、筆者以外に6名が招待された。
Westl負ghouseのCowfer氏はNDT技術者に関して、1960
年代から／980年代に行われた米国のPressureVesseiRe－

searchCommitteeo）研究プログラムとP1SCび）ラウンド
ロビンテス1・についてPerform＆nce　Based（PB）qualific＆一

tionをサポーi・し得ると述べ、TDIntemati（）na1のEarle

氏は？sycbometrics“に関して発表した、）E｝）Riの
Spanner氏1ま米1国び）原ヂカにおけるPBNDE　Q猛a｝lfica－

tionについて発表し、原r力分野ではトレーニングを改
良したり、PBQ横a茄catlonを適用することによって・信

頼性を改善したとしている．また、英国mNのThomp－
so負氏は欧州におけるNDTのi）B　Studyとして」）1SC　Iに

始まり、BS規格に基づく手1頗書で25個の欠陥を対象に
25歳～51歳のPCNレベル2技術者に実施したところ、サ
イジング（i～3mmび）￥r均高さに対して誤差は2mm〉
がよくなかったと述べた、、カナダCANSPECのZirf漁elt氏

は、サービスlndustryの見通しとして、PB　Certiflcatio貸
について取り1二げ、そのプログラムは教育レベル」ii式

のトレーニング、実務経験及び認証試験に基づくもので
あることを述べた、，そして、要求された期間の終わりに

　疋式なトレーニングを受けることによって、認証取得率
　も向 ヒするとしている、，航空機関係のパネリス1・が欠席

　したため、代わりにEPRI（米国電力研究所のNDTセン
　ター）のStephe盤氏が最後のパネリストとして、Qua斑i－

　catloaシステムに必要なのは何か？また、1（》bねskとリ

　ンクしたknowiedge　test及び公衆安全に影響するリスク
　あるいは法律よって要求されるtaskを実行するperfor一

鱗
鷺
　“

　　［　、　㌔　」

ワークショップに勢揃いしたパネリストの面々
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mancetestについて発表した、、

　2．WG6会合

　ISO／DISの投票の結果、90を超えるコメントが出され、

その殆どがTechηlcalであったため、相当の時間をかけ

て審議した。日本からは7つのコメントを提出したとこ

ろ、6件の案件が取り入れられ1件が不採用となった。

また、H本にとって重要な案件の一つである再認証試験

に関しては、ドイツ提案は採用されなかったため、

Wrltten　Exam，の取り扱いについて採択となり、1－1本と

ドイツが賛成、英国とオーストラリアが反対となったた

め議長の判断で結果的に採用されなか一）た，、会議旨初、

1SOIEC17024class6。5が話題となったが、要員認証に

関しては今後注視する必要があるであろう． 二i三な点は

　！）最小トレーニング時周はUT、RTについてLeve1、1

　　は40時間を80時間、Levd－2は80時間を40時間とす

　　る提案を討議の結果、合計の120時問で表記するこ

　　ととなった（割合は各国によることになる）。

　2）最小基礎試験問題についてA1、A2、Bのそれぞれ

　　を簡略化して70％とする、、

　3）再認証試験における1回の再試験を2回の再試験とする．

　4）クレジッi・システム　（Annex　G）のnormativeにつ

　　いて日本の実情からlnformativeへの変更提案は採

　　用されず、目本の独自のポイントシステムは1999年

　　度版をもとに表記していることを説明したにとどま

　　った，、

　3．第1回WG7会合

　Largo会議室で開催され、出席者はメンバー8名、オ

ブザーバ4名の計12名であった。

　自己紹介後ConveaerであるTumbow氏から初期の段

階として、SC7へ提出のためのドラフトプロポーザルを

提出し、プロポーザルの提出をも一）てタイムテーブルを

スタ日・させる旨説明が行われ、また、このWGとして

は、PDQ＆CをカバーするWG6をセッi・アップするこ』と

で、認証プロセスとしてPDQ＆Cをレビュー一するために

設けたWG7にしたい、そしてそれに賛同してくれた、

南アフリカ、英国、H本、カナダ、ドイツ、オーストリ

ア、韓国、オーストラリア、ポーランド、フランス、イ

タリアが参加した旨の説明がなされた。Tumbow氏の発

蒔を受けて、提案すべき活動についての討議を行った。

　アウトプットは既存のスタンダードヘの付与あるいは

独立したものとし、今回は過去の経験を用いて技術者、

手順、装置のQualificationをどうするかについても討議

PB　NDTに関するWG7会合出席メンバー

する必要がある，

　ASMEのApρeRdix　VIHの検査員はいくら良くても他の

タスクの良い検査が行えるとは限らなく、　つのQualト

ficatlonでは十分でない。タスクにSpecl負cなPDを基とし

たSpeciflc　Qualiflcatlonが必要で、ブラン1・オーナーあ

るいはバイヤーに使われるPDのスタンダード又はガイ

ドラインを作ることも必要である，，

　1）Dのためのテス1・ピースのAccredltatlonについては討

議する必要があり、L業分野でのコストの節約はQ駁ali－

fication前に求められるトレーニング及び経験を短縮す

ることにより達成できる．，

　Qualifiedpersonndは一定期間ごとにre－qualifiedを行

うかどうかについては、K｝SCCの例では6ヵ月毎にCom－

petenceのre－demonstrationが要求されている、これは

あるレベルでのCompetenceを評価し続けることができ

ることでもある、、

　ISO9712がいか1二PerformaRcebasedを取り人れるか

のためにも、WG7からWG6へrecommendすることとし

て、［業及び認証機関で使うためのPDモジュールに対

するスタンダードを開発すること、要求されるComρe．

tenceを明確にし、いかにそれらが制定され得るか及び

現場での実行がPD中に達成されるレベルであることを

いかに確認するかを考慮するなどが挙げられた，、これら

の討議の結果、PD　Based　standardの必要性についての

コンセンサスが全員によって得られた，、

　最後に、ProposedstandardのためのesseRtlaldement

についての討論の結果、①トレーニング（これは要求事

項でなくあくまでrecommendationとして）②Compe－

tenceのスコープ③品質経験及び／あるいはOJT④評価

（assessment）のタイブ、の4つが挙げられた。これら

を基に丁慧mbow氏とThompson氏がドラフ1・を作成し，

次回の会合（韓国で2003年10月28Hを予定）で討議す

ることとして会議を終えた，，

一13



o，w通信

6．協議会だより

CIW検査事業者協議会

1．東京都の検査機関登録制度の運用開始
　「建築物の工事における試験及び検査に関する東京
都取扱要綱」（昭和61年6月18日制定、平成！4年2月14日

都市建指第275号改正）に基づく検査機関審査基準に適
合し、登録された検査機関の運用は、平成15年4月1rl
以降に受理された確認申請及び計画通知に係る建築物
の護事に対して適用されることになりました。

　ll．平成15年度定時総会、特別講演、懇親会の開催

　平成！5年度定時総会、特別講演、懇親会は、下記の
予定で開催されます、，

　　　　　　一定時総会一　14：30～15：30

1．日　　時　　平成15年5月13H（火）

2．場　　所　　浜松町東京會舘チェリールーム

3。議拝予定

　議案L平成14年度事業報告（案）の審議
　議案2．平成14年度決算報告（案）及び監査報告（案）

　　　　の審議
　議案3、平成15年度事業計画（案）の審議

　議案4。’F成15年度収支予算（案）の審議

　議案5．そ0）他

　　　　　　一一特…別言毒5寅一一　15：40～！6：40

　演題『鋼構造のエピソード』
　講演者　大越俊男氏（社団法人日本建築構造技術者

　　　　　協会会長）

　　　　　　一懇親会一　17：00～19：00

　m．全国営業会議
　全国営業会議は、今までに検討されたテーマを基に、

いよいよ積極的な活動を開始します。

　現在確認されている活動テーマは、次のとおりです。

　1．契約適 正化運動

　2．統一見積内容の充実と書式の利用促進運動

　3．対外夏）R方法の検討

　4．会員の協業及び精報交換の促進

　5．標準価格の整備

　　6．各ブロック活動の活性化

　lV．非破壊検査賠償責任保険の開始
　　東京火災海L保険㈱の団体制度に加入し保険の適用

が開始されました，、

　非破壊検査業務を遂行中に起こった事故などに対す

る法律 Lの損害賠責任を負うことによって生じる損害を

補填するものですが、期間途中での加入も可能ですので

加人を希望される会員は事務局まで連絡下さい。

　V．平成15年度東京都検査機関登録の審査予定

　「建築物の工事における試験及び検査に関する東京

都取扱要綱」（昭和61年6月181 1制定、yr成14年2月14日
都市建指第275号改正）に基づく検査機関の登録に関す
る申請、審査等の予定は次のとおりを予定しています．

○新規の登録申請

　1。説明会の開催

2．登録申請の受付期問

　3』書鷺殖崔轟忍と是」こ要オミ

　4．是正書類の提lil期限

　5．書類審査及び面接審査

　6．東京都へ申請

01年目の定期審査

平成15年4月11口

平成！5年7月！日～22H（期限厳守）

・1乙成15年7月221：1～8月81i

’r成15年8月15日　（期限厳守）

平成15年8月20R～9月30日

平成15年11月初旬

　平成M年／2月に登録された事業者は、必ずこの定期
審査を受けてドさい、，定期審査の申請及び審査予定は、

1二記2～6のとおりとなります、、

　Vl．東京都知事認定の研修会開催

　東京都検査機関登録制度で「検査技術者」及び「試
験実務担当者」に受講が義務付けられている知事が認
める研修会の実施機関として当協議会は東京都知事か
ら認定を受けました（14都市建企第370号、平成15年2
月6日付）。

　第1回は去る3月15日に開催しましたが、本年度は平
成15年9月と平成16年3月に開催しますので登録事業者
の該当技術者及び新規申請を予定される講業者の技術

者の受講をお勧めします。

　なお、この研修会は、平成16年度、17年度もそれぞ
れ2回合計で6回開催する計画ですから、受講者の業務

調整を図りながら予定を組んで下さい。

一14一



一RαMPE5（5PRING，2003）

7．ニューフェース

　2003年4月111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、、また、2002年10月川付認定から変更のあ、）た

事業者についてもご紹介いたします，「（　　）内の数字は、会社

コードです。

　　　　　　　　　　　＜新　規＞

翻テクノス三原（有）（229〉

・憐i所在地：〒7230重44広剛，巳屑締沼川醐イぐ広32卜96

電r活／FAX　：1モ⊃L　O848－62－9223／FAX．0848－62一（＞i78

代表κ氏名：代表取締役　向川定デ

認定種別　　耳）種

検査部門　二超1碧皮検査

認定番号　：第2291）03号

営業所など：なし

羅日本エックス線検査（株）（10壌）

本社所ず量三地：〒542研）81大阪府大阪市中囑ズ南船場2．＆7新る

珪製彩、llビル

電話／FAX：TELO昏6271－15茎4／FAX．06．6264、5777

代表者氏名：代表取締役　大鐘隼1郎

認定種別　：E種

検査部門　1超音波検査

認定番号　：第iOH勇3号

営業所など：東京営業∫1斤

　　　　　　　　　　　く昇　格＞

麹β本シーレーク（株）（30）

本初耐鉱地冴73川38広副，拡ll諦安1楠区祇i韓碧（腓8

、宣ポ活／FAX　：「夏聡L　O82－875－5000／FAX。082－875隅5767

認定種別　　l　A種

検査部門　1放射線検査、超肖」波検査、磁気検査、浸透検査、

電磁誘導検査、ひずみ測定

認定番号　：第30AO3号

営業所など：関乗営業所（看葉）、中部支1匠彗（愛矢即、岡山営業所、

東部支店・中爽如瓢ll・志和L場　（広島）、岩国営業所・西部支1、笹1・宇

1輝僕所（伽1）、ノし州営業所（衿，脚

鷹第一検査（株）（58）

本社所在地1〒圭王30（）33勲1聯文京区本郷｝妬3峰5ビル

電話／FAX　：TEL　O3－3818－0401／FAX．03－38184497

認定種別　：C種

検査部門　　1放射線検査、超音波検査

認定番号　：第58CO3号

営業所など：なし

麟（株）北陸溶接検査事務所（93）

本社所在地1テ910－0831福井壁，妻福井市若栄町8（）1

電r活／FAX　：TElイ。077各53－6585／FAX．0776－53階6004

認定種別　　：C種

検査部門　：放射線検査、超轟波検査

認定番号　：第93CO3号

営業所など：富山営業所

　　　　　　　　　　く検査部門変更＞

■エース・エンジニヤリング（株）（3）

本祷耐垂弛：〒551一（X）23大阪府大阪4f大1日メ1鶴町｝1．王7

電話／FAX：麗LO谷655ネ8631／FAX．0昏655塩7480

認定種別　　：C種

検査部門　　：放射線検査、超1樽皮検査

認定番｝ナ　：第3CO3号

営業所など1東京支社（r葉）

　　　　　　　　　　　＜降　格＞

顕茨城総合検査（株）（65）

本社所在地1〒31／－0111茨城サ，妻那珂郡那多曜lf後台3茎2（ト35

電話／FAX：TEL　O29－298－326翌／FAX．029－298－3933

認定種別　　：L）種

検査部門　：超占破検査

、1忍定番号　：第651）03号

麗（株）検査技研（39）

本社所在地1〒＝2io一（｝823神奈川県川崎rl∫川ll晦区江川2－7－3

電話／FAX：TELO44－280－2781／FAX．044、28（》2782

認定種別　　l　E種

検査部門　1痘磁，、秀導検査

認定番号　：第39EO3号

■三共メンテナンス（株）（沁4〉

本社断在地：〒17i描041東京都豊、ll毒区看川躍8

電話／FAX：TELO3－3959－202蔓／FAX．03、3959．2粟62

認定種別　　：E種

検査部門　1放射線検査

，認定番号　　1第104EO3号

（E種、超音シ皮検査を既得）

　　　　　　　　　　＜認定停止＞・

■（株）ゼネラル検査技術（で55〉

（大叛府）

■（有）長野葬破壊検査（壌84）

（長野県）

曝ソーバー（有）（2綿）

（徳島県）

　　　　　＜認定取消（平成i5｛卜2月2茎1附）＞

■（株）総武検査工業（203）

（千葉県）

　　　　　　　　　＜社名変更など〉

■J　F　Eエス・テック（株）（64）《（旧〉エヌケーケーエス・テッ

ク（株）

（静岡琴，妻、C種一放射線検査、超音波検査）

■（有）エヌエスアイ（鐙6）《（旧）（株）エヌエスアイ

（広島県、E種一超音波検査）

■J　Fεテクノス（株）（149〉《（旧）エヌケーテクノス（株）

（神奈川県、E種一超商波検査）
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ザ…一一一一一一一一一一編集後記一一一一一一一一一一一一

　東京電力・福島原発における検査データ改ざんやトラブル隠しに端を発した一連の不祥事

は、電力業界の枠をノ超え、官にあっては関連法規の抜本的な見直しを余儀なくさせ、我々の

業界においても『きずの寸法評価技術』のおぼつかない現状を広く世間に露呈させる事とな

、，た，、本号では、現在急ピッチで法整備が進められている維持規格とR　Tにおける新しいき

ず測定技術等を紹介した。検査機器とりわけサイジング評価技術の開発と、非破壊検査技術

者個々のさらなる技量の研鐵が望まれる。

　4月川から東京都の『検査機関知事登録制度』がスタートした。初年度登録をクリアした

CIW認定の31社には、本制度を通じて検査業界の信頼性と重要性をおおいに発揮して頂きた

いぐ、

　暖冬の長期詑報が外れ、冷たい北風が続いた寒い冬であったが、ここへ来てようやくコー

トをr放す1 1が多くなった、，業界に居座る冬将軍はいつ退散するのだろうか、暖かい風が一

Hも早く吹き始めてほしいものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（LH）

㌧＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿“＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

CIW通信　VOL．17No．2（Spring2003）

発　　行　　日　　　平成！5年4月20日

編集・発行所　社団法人日本溶接協会
　　　　　　　溶接検査認定委員会

〒董01－0025　東京都千代田区神lll佐久間町1－n

　　　　　　　　　　　産報佐久悶ビル
　　　TELO3－32574525　FAX（）3－3255－5196

E－mail　l　clw＠jwes．or．lp

h｛tPl／／www．lwes，or，lp／
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1．維持規格における欠陥評価法の概要
（財庵ノ沖央研究所金属材料部　鹿島　光
・
1．緒
口
　昨年8月、東京電力の原子力発電所において検査デ
ータをめぐる問題が明らかにされた。これにより、運転
中の発電プランi・における検査のあり方や検査によって
検出された割れの扱いに関する不備が認められ、この中
で、原子力発電所の維持基準整備の必要性が議論され
るに至った．維持基準とは設計基準に対応する基準で
あり、供用運転中の機器の性能を、　定の水準に保つ
ための規定として定めるものである。
　原子力発電機器のように高度の安全性・信頼性を確
保することが必要な機器に対しては、両者を整備してお
くことが不可欠である、我が国においては、原子力機器
に関する国の設計基準として、米国機械学会ボイラー
圧力容器基準ASME　Code　Sectlon　mに対応した告示
501号が定められている，、
　一方、維持基準については、米国においてはASME
CodeSectlonXI（以下、ASME−XI）が197i年に制定さ
れ、国内では日本機械学会の民間維持規格「発電用原
チ力設備規格・維持規格」が2000年5月に制定されてい
るものの、国の基準としては整備されていない、，こうし
たなかで、上述した原了・力発電における検査の問題が明
らかにされたため、現在、国は日本機械学会維持規格
のような民間規格を活用して、我が国に維持基準を導
入するための諸検討を進めつつある。
　以iぐには、本維持規格の技術的内容として、特に欠
陥評価法を中心にその概要を示す。
2．日本機械学会維持規格の策定
　一般に、維持規格は「検査」、「欠陥評価」、「補修・
取替え」の3つの柱から構成される。「検査」規定では、
供用中における機器の検査手法を定め、これにより欠陥
が検出された場合、「欠陥評価」規定に従い、継続運転
の可否と補修・取替えの必要性が判定される。，その結
果、必要と判断された機器は、「補修・取替え」規定に
従い補修・取替えがなされる、、
　欧米各国では、こうした考え方に基づいた規格の整備
が進んでおり、先に述べた米国機械学会ASME−X夏が
1971年に制定され、世界的にも権威ある基準として各
国に多大の影響を与えている。そのほかフランス、イギ
リス、ドイツ、スイスなどにおいても同種の規格が制定
済である、、さらに、航空機や船舶など国内他産業にお
いても、欠陥の挙動を考慮した機器設計や点検・整備
手法が適用され、石油関連施設を対象とした維持規格
も目下開発中である。
　こうした流れの中で、原子力機器に対する維持規格
を策定しようとする機運が国内においても高まり、1980
年代からASME基準の技術的調査が継続して進められて
きた。王997年には日本機械学会に「発電用設備規格委
員会」が組織され、1999年には同委貝会の下部組織と
して「維持規格分科会」が設置され、本格的な活動が
開始された、、
　そして、既に述べたように、2000年5月には、国内初
の民問原子力維持規格「発電用原子力設備規格維持規
格　JSME　S　NA！−2000」が発行された、、同規格は、
ASME．XIの考え方を基本としているが、材料データなど
をはじめとして、日本独自の研究成果も随時導入され
ている。同規格では、クラス1機羅の圧力容器、管にお
ける「欠陥評価」が規定されており、検査によ一）て検出
された欠陥に対して評価を行い、き裂を有する機器の継
続使用の可否が判定される。
　さらに、2002年10月には、「検査」規定を含む維持規
格の改定版が発行された，、同改訂版では、「標準検査」
と「個別検査」が規定され、特に、材料、環境、損傷
形態などが明確なシュラウド、シュラウドサポートに対
する炉内構造物の検査規定を「個別検査」として定め
ている。
3．欠陥評価法の概要
3．1　欠陥評価の流れ
　日本機械学会維持規格では、供用期間中検査（夏SI）
によ一）て欠陥が検出された場合、疲労き裂や応力腐食
割れ（SCC）といったき裂状の欠陥を対象とした評価予
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法を規定している、材料は、フェライト鋼圧力容器、
及びクラス／フェライト鋼管・オーステナイト系ステン
レス鋼管を対象とする、欠陥評価は、図1に示すように
以下のプロセスから構成される，、
　（1）第／段階の欠陥評価l　IS1によ一）て機器に欠陥が検
出された場合、欠陥指示から、評価すべき欠陥の形状
をモデル化し、その大きさを定める、，次に、モデル化さ
れた欠陥・f法をr評価不要欠陥寸法」と比較し、許容
値以
ドであれば当該機器は継続使用痙能とし、許容値
より大きい場合には、補修・取替えを行うか、あるいは
第2段階の欠陥評価に進む，なお、従来のように、欠陥
が検出された場合、ただちに補修・取替えを行うことも
吋能である，，
　（2）第2段階の欠陥評価：モデル化された欠陥に対し
て進展解析を行う．、欠陥の進展解析により、評価期間
末期（例えば、次回定期検査時、あるいは寿命末期な
ど）における欠陥寸法を自裕則し、これに基づき破壊評価
を行う。すなわち、評価期問末期の欠陥寸法が、破壊
を生じさせる評価欠陥・1諭法以トであれば、当該機器は
継続使用が可能とし、評価欠陥寸法より大きい場合に
は当該機器の補修・取替えを行う，
　こうした欠陥評価法の考え方は、欠陥を有する機器
について、ある　一定の評価期問を設け、この聞において
破壊が生じることがなくト分健全であると評価される場
合には当該期間内における継続使用を認め、そうでない
場合には補修・取替えを行うとするものである。「第2段
階の欠陥評価、1における破壊評価がこのプロセスに相当
する，，こうした評価を行うためには、評価期間末期にお
ける欠陥形状が必要である。欠陥の進展解析は評価期
1瑚末期における欠陥形状を
予測し、破壊角翠析を再能に
するために行う。、
　しかしながら、検出されるすべての欠陥に対して、こ
うした詳細な第2段階欠陥評価を行うことは適切ではな
い、、検嵐される欠陥のうち、非常に軽微な欠陥について
は、第2段階欠陥評価を行わずとも十分健全であると判
断できるものがある、、こうしたことを考慮して、「第1段
階の欠陥評価」が設けられている、、すなわち、「評価不
要欠陥」といった概念を導人し、評価不要欠陥寸法よ
り大きい欠陥に対してのみ、第2段階欠陥評価を行うこ
とができるようにな一）ている。こうした考え方に基づい
て、E記の2段階による欠陥評価のステップが設けられ
ている。
供用期ll告1中検査
欠陥検出
��
�A
＜第1段階欠陥評価〉　　欠i焔モデル化
　　　　　　　　　　　評価不要欠陥基1躯
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注）£第1段i浩欠陥評偲i基準を満足しない場合
�A第1段階欠賑
�B第2段階欠擁
�C第2段階欠擁
’妻輪鉱§準を満足する場合
ノ靴商基準を満足する圭易合
ノ腫漸基準を満足しない場合
図1　欠陥評価の流れ
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Lの維持規格における欠陥評価の基本的流れは
ASME−X1と共通であるが、具体的な評・価においては、
我が国の容器・管に使用されている材料特性等を考慮
し、より合理的な手法が採用されている。
3．2　評価不要欠陥
　評価不要欠陥は、供用期間中検査で検出された欠陥
指示を基にして形状をモデル化した場合、その寸法が、
破壊力学的な解析評佃1をせずに許容できるとみなされる
欠陥である、欠陥寸法が評価不要欠陥寸法以「であれ
ば、この欠陥を含む機器はそのまま継続使用でき（第1
段階の欠陥評価）、評価不要欠陥より大きい場合には、
補修・取替えを行うか、次の段階（第2段階の欠賄平価）
に進む。
　日本機械学会維持規格では、評価不要欠陥は、容器
と管に対してそれぞれ規定されている、、容器については、
ASME−XIと同様、線形破壊力学を用いて定めているが、
管については、我が国の材料の高靭性特性を考慮し、
限界応力をベースとして評価不要欠陥・f法を定めてい
る、，規定にあた一）ては、ASME−X1を参考にしているが、
非破壊検査（超音波探傷試験）に関する検出限界を考慮
し、評価不要欠陥寸法と欠陥検娼限界との関係を明確
にしている、、
　例えば、容器の場合、深さが肉厚の40分の1、長さが
深さの6倍の半楕円形き裂を基本とし、同き裂と応力拡
大係数が等しくなる各種き裂形状から評価不要欠陥寸
法を定めている。なお、応力腐食割れに対しては、評価
不要欠陥の概念を適用せず、常に第2段階欠陥評価を行
うように定められ、保守的な評価がなされるようになっ
ている。
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3．3　き裂進展評価
　日本機械学会維持規格では、き裂進展評価に用いる
進展速度線図は、対象とする材料、環境条件下におけ
る試験結果によ一）て定めるか、あるいは参照線図を使用
することとしている、、フェライト鋼容器・管の大気中・
軽水炉環境中疲労き裂進展速度、及びオーステナイト
系ステンレス鋼管の大気中疲労き裂進展速度の参照線
図は、ASME−XIと同じ線図を採用している、，　一方、オ
ーステナイト系ステンレス鋼の軽水炉環境中疲労き裂進
展速度及びSCCき裂進展速度については、現在ASME−
XIにおいて具体的規定はなく、維持規格においては国内
のBWR水質環境での各種試験結未を基に線図を設定し
ている、）
3．4破壊評価
　目本機械学会維持規格における破壊評価では、容器
と管についてそれぞれの評価手法が規定されている、，
般に、き裂のような欠陥を有する構造物の破壊条件は、
その材料強度、靭性・延性などに応じて、破壊力学や
構造力学を用いて定められる，、ステンレス鋼母材のよう
な高延性材料では、き裂断面の平均応力がある・一定の
限界値（流動応力）に達した時点で破壊するため、極
限荷重に基づく破壊評価法が多く適用される、これ以
外の材料については、破壊力学評価あるいは極限荷重
評価を用いる、，破壊力学評価では、応力拡大係数や」積
分といった破壊力学パラメータと破壊靭性との比較から
評価を行う、、ただし、これらの評価は手・順が複雑である
ため、維持規格ではZ係数など簡易的な評価手順を導入
していることが特徴である、、
　3．4．1容　　器
　目本機械学会維持規格では、圧力容器の破壊評価手
順及び解析方法は、ASME−XIと同様とし、線形破壊力
学を採用している，、また、欠陥・r法に関する安全率も、
ASME−XIと同様である。欠陥評価において参照してい
る破壊靭性は、国産圧力容器材料に対する破壊靭性検
討結果を基に設定している、、また、中性ヂ照射脆化の
予測方法は、原子炉圧力容器での照射脆化に関する日
本の加圧熱衝撃（pTs〉研究の成果から得られた予測式
を参照している、，
　3．4、2　管
　日本機械学会維持規格では、国産材の管の材料試験
データ、破壊試験データを基にして破壊評価規定を定
めている。ASME−XIと異なる点は、フェライ1・鋼とオー
ステナイト系ステンレス鋼の限界応力（流動応力）を同
　（2．7Sm、Sm：材料の設計応力強さ）としているメ、ll
である．これにより、極限荷重評価に基づく許容基準
を、フェライト鋼とオーステナイト系ステンレス鋼で共
通としている。、また、安全率は、ASME−X1と同様であ
る。
　破壊評価法の選択については、オーステナイト系ステ
ンレス鋼管は、ステンレス鋳鋼以外の母材、ステンレス
鋳鋼母材及び、溶接部の3つの材料に分類し、それぞれ
の材料区分に応じ、ステンレス鋳鋼以外の母材は限界
応力に基づく極限荷弔評価法を、ステンレス鋳鋼母材
及び溶接部は、靭性が低いことを考慮し、弾塑性破壊
力学評価法、または2ハラメータ評価法のいずれかの破
壊基準が選択される．、ステンレス鋳鋼母材に関しては、
熱時効によって靭性低ドが生じる可能性を考慮し、フ
ェライト重により破壊評佃i法が選択される、一方、フェ
ライト鋼管については、対象とする管の破壊靭性、欠陥
形状・・f法、及び負荷条件から「選択係数」と呼ばれ
るパラメータを算出し、この値に基づき破壊評価法が選
択される。選択の毛法はASME−XIとほぼ同じであるが、
国産材料の高靭性特牲を考慮し、線形破壊力学，評価法
は除外している．、
4．結
口
　ここでは、口本機械学会で策定された維持規格、特
に欠陥評価を中心としてその概要を取りまとめた。通常、
維持規格は、検査、評価、補修の3つの柱から構成さ
れる、、これまでに機械学会で策定された維持規格規格
は、検査およびクラス1機器における欠陥評価に関する
ものである，、今後は、補修あるいは、クラス至機器以外
の欠陥評価などに関する規定の策定を進め、規格の一
層の充実を図っていくことが電要である，
　原子力発電の安全性と経済姓の両航、電力の安定供
給達成に寄与するため、我が国においても絹の維持基準
導入が着実に進展することを期待したい，、
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2．RTによるきず高さ測定法の開発
　　　　　一GUCHl法による割れのサイジングー
（株）日立製作所
原子力事業部　原子力品質管理部
　　　　　　　日本原子力研究所
樋口　真…
大岡　紀一
1．まえがき
　鋼構造物に発生した割れのサイジング技術に関して、
超音波関連の文献は少なくないが1）2）、放射線関連のそ
れは比較的少ない．（社）B本溶接協会の非破壊試験技術
実用化研究委員会（Apphcat1on　of　NDT　techniq“es　for
ind器tri段l　nelds、略称AN委眞会［大岡紀
一委員長1）で
は、平成11年度から自然欠陥に近いきずを入れた試験
片を購入し「RTとUTの検出性比較試験」を実施してい
る。その中で、RTで撮影した割れ像から割れの高さを
求める「割れ高さ像幾何学的解法」（GUCHI法：Geo−
metrlc　Unravel　for　Crack　Height　Image）が提案され、
’F成12年度からGUCHI法の適用試験を進めている3〉。
　この方法を適用して、�@割れの隙問が狭い疲労割れ、
�A割れを溶接で埋込んだ隙間が広く不規則な割れ、�B
EDMスリットに対するサイジングを試みた。それらの
結果について超音波を用いた端部エコー法、TOFD法、
フェーズドアレー法による測定結果と対比したところ、
ほぼ同程度のサイジングの成果が得られることを確認で
きた。ここに試験結果の概要を紹介する、，
体
横
検
壷
RT
JiSZ3壕04
割れ検出
UT
JISZ3060
割れ検出
サイジング
〉盒磁　　血由（丁
　　　　　ぬロ
暉X線ッ線CT匿
ヨ　　　　　　　　　　　　　　　き
5（規場不砲き〉馨
響　　　　　　　　　　　　　　　奪
RTによるサイジングの二一ズ
（お異材継蕃部の割れ
（21UT探触乎逢董不筍構造部の割れ
サイジング
2．GUCHl法について
端部工＝3一法
芋OFD法
フエズドアレー法
　その他
　RTとしrrによる割れの検出とサイジングの概略手順を
図壌に示しているが2次元または3次元で画像表示する
X線CT装置やγ線CT装置の適用は困難である。
　GUCHI法は、きずを検出後、その位置に基準線とし
て銅線等の細線を置き、線源の位置を試験体と平行に
移動して2方向から撮影する。それらの透過写真につい
て割れ像の巾寸法、長さ寸法、割れ像の濃度の変極点
位�g・r法、基準線像との相対位置寸法を計測し幾何学
的な関係式を用いて、割れの高さと長さを求める方法で
ある、、この方法は、CT装置が無くても試験体の形状・
大きさに係わらず、通常のRT検査が可能な部位であれ
ば汎用のX線又はγ線装置や設備等を用いてサイジング
が可能である。
図罐　RT〆UTによる割れの検出とサイジング手順の現状
　線源位置（又は試験体位置）を変えて撮影する方法
は、1960年代半ばに　“立体撮影”や“標点標線法”と
して発表されていた4）5）が比較的細かな数値を扱う多数
の計算を何回か繰り返す手同や、像の計測精度の点で
（燈｝
（x4）
（y2）
a＝（丁卓G）一ZP
ここで、
　ZP＝（m〆A｝・xp欄一（m／Al・x4
　×び（×4／A一×2／8）／（漆／A−4／8》
A＝（x4−x3），　B＝（×2−x1）
x燦瓢（D一疫≧），　x3郷（C−t4）
逡試x2・t／∈，t4簿x4・t／旺
E＝m鴫　t篇丁疲3牽○，5・k
k漏墓準線の径
（y41
7唯’
Y臓鐡去
丁
a
t
（
P
糟
（y3）素
穫1馨
繋難瓢．
aエ（了争G）一ZP
ここで、
　zp駕（rn／A〉・yp華m一（m／A）・y4
　yp叢（y4／A−y2／8）／（1／A一蓬／8）
A訂（y4−y3），　8寓＜y2−y穫）
y1瓢（D一宅2），　y3瓢（C一虻4）
t2瓢y2・t／E，　t4鵠y4・t／1三
∈鴬m鴫　童誌丁÷G心．5徽
k轟纂準線の径
図2　GUCHl法の基本計算式
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実用化が困難であった，，
　近年、パソコン（PC）環境ドでデータさえ入力すれば
リアルタイムで計算処理が“∫能であり、また、割れ像の
計測に関しては、透過写真のディジタル化が進み、像の
〜　　　・拡大機能・コントラスト調整・濃度分析・
測長が容易にできるようになってきている，、GUCHI法
は、以1ぐの
到順に承すように、これらを細合せて構築し
た方法で、実用化が期待できる，、
　（業）割れ像と基準線像を同時に1二業用X線フィルム
やイメージングプレート（IP）等の作像媒体に写し込む。
X線フィルムの場合には、拡大観察で像の計測を行うこ
とも再能であるが、ディジタル画像処理装置を用いると
より効果的である、、割れの両端、濃度の変極点など割
れの輪郭を代表する各点を、割れの長罫ノ∫向をら6X”、
それと直行する方向をら喚Y”、試験部の厚さ方向を“Z”
とした座標Lに置き換える、，
　（2〉割れ像から求めた各ノ、�e1と基準線像との相対・r法
を基に、各点について基準線位置をX−0またはY篇0とし
た2次元の’1噛i座標L（X−Z平晦、Y』Z’約耐へ置き換え、
線源と各ノ、妊、1を通る直線の交メ、1ミを座標計算で求め、割れ
の長さ・高さを算出する（幾何学的位置関係をX方向移
動法ではX−Z座標、Y方向移動法ではY−Z座標に置き換え
て求める）（図2参照）、，
　（3）基準線寸法や試験体と作像媒体との問隔、割れ
面の形状や傾き、隙間などは幾何学的位概関係から考
慮して計算に反映させる　実際には割れ像から割れの最
深部先端を・点に、涜み取るこ』とは困難で、台形に近似
させて複数個求まる交点座標の申から形状に応じて定
まる交点条件と照らし合わせて必要な交メ、ll座標を選択
する（図3参照）、、
　なお、割れ長さや斜め照射の距離補IEは幾何計算で
算出でき、RT検出限界以ドの領域に関しては、透過度
計識別度を基に保守的に考えて計算に反映できるよう
考慮している，、また、試験対象部が管のように曲率を有
する試験体の場合、内部きずでは割れが反線源側から
進展している場合などでも、計算プログラムの若干の変
更で対応再能である、、
3．GUCHl法の適用事例
3．囎　疲労割れのサイジング6）
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図3　GUC圃法詳細の一例
結果、TOFD法によるサイジング例、GUCHI法による
サイジング結果を図4に示す、、疲労割れの長さは／7．8mm、
開口巾は約0．04〜0．15mmである、、超背波を用いた端部
エコー法とTOFD法による割れ高さの測定結果は4．0〜
4．8mmである。，この試験片は、破面形状・隙間ともに
自然の疲労割れを忠実に模擬しているものである、．撮影
は汎用のX線発生装置とRTフィルム（＃80）で行い、現像
は自動現像機を用いて実施した、，
　透過写真はデでジタイザーを用いてディジタル画像化
し、割れ像は画像の臼黒反転・拡大機能・コン1・ラス
ト調整・濃度分析・測長機能を適宜適用して観察し、汁
測した、、長さのサイジング結果はレプリカ法による測定
値の17．8mmに対してi7．2〜！7．3mm、高さのサイジング
結果は4．5〜4．7mmであり、超音波を用いた端部エコー
法及びTOFD法による測定値の4．0〜4、8m膿とぽぽ同等
のサイジングが可能であることを確認した，、
3．2　溶接埋込みによる割れのサイジング
　GUCHI法によるサイジング結果の代表例を図5に承
す，，A社が対象とした試験片の移肌
1巾は0。i〜0。3mmで、
作像媒体としてIP（FCR）を用い、UT結果は9、C社に
よる試験結果を反映したものである、，それより開ll巾が
広く隙問が不規則な割れ試験片のげrはA祉が実施した、，
いずれの試験片についてもほぼ同様なサイジング結浪と
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図4　疲労割れ試験片へのGUCHl法の適用例
なっている
3．3　EDMスリットのサイジング
　UTのサイジング試験に使用していたEDMスリット試
験片について、GUCHI法を適用してサイジングを行っ
　FCRを需いた
　　GUC闇法と
丁OFD、端部工コー法
　との比較試験の例
（試験片膝さ9mm）
ディジタイザーを縮いた
　　GUCHけ去と
丁OFD、端部工コー法
　との比較試験の例
（試験片摩さ45mm）
た結果の
曲例を図6に示す、，X方向移動法、Y方向移動
法のいずれも、フェーズドアレー法、TOF1）法と比較し
て概ね同等の測定が口∫能であることを示している，，Y方
向移動法の特徴として、スリット位置が線源からX方向
に離れていると当然のことながら像は歪み、矩形のスリ
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ディジタイザーを爾いた
GUC団法の割れ像と
計測例（一，十測照騎）
図5　溶接埋込みによる割れ試験片へのGUCHl法の適爾例
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図6　EDMスリットヘのGUCHl法の適用例
ットも菱形に投影される。GUCHI法ではその歪みを考
慮して元に戻した形にして長さ・高さを算出している、，
　GUCHI法はUTにおける端部エコー法のいわばRT版に
相当し、端部エコー法がきずを検出するためのUT法と
は違った観点から装置の調整、CRTの観察、データ採取、
データの処理を行うのと同様に、従来のきずを検出する
ためのRT法とは違った観点で装置の設定、像の観察、
データ採取、データの処理を行う必要がある、、
している。
5．まとめ
　開口巾が0．美〜0．3mmのような割れに対してはGUCHI
法のY方向移動法が適用1∬能であり、GUCHI法のX方向
移動法は開口巾が狭い割れに対して有効な方法と位置
づけて提案されたもので、溶接埋込みによらない疲労割
れ試験片を用いてサイジングを行い、EDMスリット試
験片については、X方向移動法、Y方向移動法を適用し、
フェーズドアレー法、TOFD法と比較した、，
　その結果、割れの高さに関しては超音波を用いた端部
エコー法、TOFD法、フェーズドアレー法による測定結
果と対比して、また、割れの長さに関してはレプリカ法
による測定結果などと対比してほぼ同等のサイジングが
ロ∫能であることを確認した。，今後は各種きずへ適用する
ためのデータの蓄積及び現場で実施するための要領の標
準化を図一）ていきたい，、
　最後に、AN委員会委員各位のご協力ご支援に対して
感謝申し
Lげると共に、データ取得など積極的にご協力
頂いた（株）日立製作所・原ゴ力事業部の牧原、奥平両
氏に謝意を表します、、
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4．パソコン処理例
　本方法では、前述のように比較的細かな数偵を扱う
多数の計算を何回か繰り返し行う必要があることから，
計算をパソコンで処理することにより、リアルタイムで
結果が確認できるようにした。測定対象の選択、（板、
管、表割れ、裏割れ、内部きず）、撮影配置（X、Y方向）
の選択、データ入力テーブル、幽力テーブルとから構成
7
�
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3．高温でのモニタリング
石川島検査計測（株）
石川島検査計測（株）
笹原利彦
荒川　敬弓∫、
噸．はじめに
　超音波探傷試験ではセンサーを高温構造物に接近さ
せる必要があり、耐熱性に優れたセンサー（探触子）が
必要になる。このため、長期問高温で使用口∫能な高温
超言波センサを開老した。現在、カナダの原了・力産業
などにおける監視に用いられており1）、適用例について
紹介する．
2．高温超音波センサの原理
　従来の超音波探触デには、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ることもあり、また、
高温や高湿において接着部の劣化が生じた，、接着の代
わりに、セラミックス製の圧電素子をろう付により金属
接合することで耐熱性を大幅に改善した高温用探触子
を開発した。また、有機系を排し、金属接合したこと
で耐放射線性も大輻に改善でき、10MGyのγ線照射に
も感度低ドないことが確認されている2購．
　図茎に探触fの構造を示す，、圧電素了一にはキューリ
ー点が約招00℃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rは550℃の炉中に
おいても数週伺の耐熱性を承し、500℃の炉申では1年
問以L4）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、数年間も感度の低rが
なく使用可能である，
4
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図1　高温探触子の構造
り一ド線
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図2　監視部位の例
3．カナダ原子炉での適用事例
　図2に監視部位の例を示している。多数の小口径配
管が炉心部に配置されている、滅肉を連続監視して水
処理による腐食を制御したり、流速の監視が行われる，，
　図3に高温探触子の配管への取付けの例を示してい
る、、探触子と配管の間に柔らかい金箔を扶み、ねじで締
め付けて、取付けたバネによって加圧することで金箔を
介して超音波を試験体に直接に伝搬させている。接触
媒質を用いないので、長期問の安定した超音波の伝達
が可能である。
　測定した超斉波波形は最新のデジタル・シグナル・プロ
セッシングにより、数μmでの減肉測定を可能にしている。
図4に本方法によって配管の減肉を連続監視した結果の例
を示している。微小な減肉の過程をよく評価できている。
なお、温度による音速変化は、配管近傍に取付けた熱伝対
で温度を測定することで補正している（）
　また、配管に二つの高温用超音波センサーを対抗し
て取付けて管内流体中を伝搬する透過波の音速を監視
することで、高温流体の流牢オも開発され、実用され
ている、、超音波流量計はドップラー効果を利用して、伝
搬した超音波の周波数変化より内部流体の流速を求め
る方法である，，図5に配管への取付けの様子の例を、
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図3　高温での減肉連続監
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また、図6に測定例を示している、なお、横波超音波
を配管へ送信し、管内流体中への超音波の人射角が大
きくすることで測定精度を向Lさせている。
　この他、管内の流体温度と管壁の厚みをオンラインで
連続監視するシステムが開発されている．2つの高温用
超音波センサー（垂直探触f）を配管に対向して取り
付けて、それぞれの管壁の厚みを監視するとともに、管
内流体音速の温度依存性を利用して、超音波伝搬時問
の変化より流体湿度を監視する、，熱伝対を用いる方法
に比べて、温度変化に対する応答時問が極めて早く、
高精度の測定が可能にな一）ている，、
4．き裂進展の監視
　高温においてき裂の進展をリアルタイムに連続して監
視することも検討している5）。2個の縦波斜角探触子を
対向させて試験体に取付け、き裂先端で散乱する散乱
波を受信すること（超音波丁OFD法）で、き裂の進展を監
視している。き裂の進展量はき裂先端からの散乱波の伝
搬時間の変化量より幾何学的に求めることができる。
　図7に試験結果を示している、、試験は、予め機械ノ
o
2　　　　　4　　　　　　6
　疲労サイクル数（×104）
図7　300℃におけるき裂進展の連続監視試験結果
8
ッチを付けた疲労試験片に探触fを取付け、保温材で
覆った後に、試験体及び探触ヂ共に300℃の温度に一定
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
くなっ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　一致していたことも確認さ
れている。
参　考　文　献
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　1998iEEElmcmatk）na田ltl’as（）fllcS〉・mP（漁m（19980c重．／
2）小原他「高・低温用超音波探触ヂのガンマ線照射、武験」目本原
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4．鋼板の突合せ溶接継手の放射線透過試験における精密試験方法
大阪産業大学エ学部平山　…男
1．はじめに
度差）泌Pは、次式で与えられる。
盛P＝一．434γ、〆∠σd／（1＋η）
　平成拠年11月28日、（社）日本非破壊検査協会　放射
線分科会精密試験方法研究・編集合同委員会は、NDIS
規格「鋼板の突合せ溶接継手・の放射線透過試験におけ
る精密試験ノ∫法」（案）を公表した。ここでは、その経
緯と技術的背景を解説することにする。
2．一般試験と精密試験
　従来、
i二業用に使用されている放射線透過試験は、
適用する試験対象物の使用目的及び材質に応じて、規
格、基準に基づいた試験方法が適用されている。
　・方、試験対象物の種類と使用目的は非常に多岐に
わたるため、透過試験結果に要求される透過写真の像
質は・様ではないが、現在の規格で規定されている透過
写真の像質は、母材の厚さに対して2段階（例えばA
級及びB級）に分類されている。
　しかしながら、ある構造物の溶接継手の透過写真を
観察した場合、その透過写貞の像質が規格の必要条件、
すなわち写真濃度、階調計、透過度計の識別最小線径
の条件を満足していても、対象とする検出された透過像
が、きずの像か否か、またきずの像と判断されても、き
ずの種類、形状、寸法が明らかでない場合がある。
　したがって、その像が不鮮明な場合には、きずの像と
判断されても、きずの種類、きずの像の分類を誤ってし
まう恐れがある．特に重要な構造物に対しては重大な結
果を及ぼすことが考えられる。
　以Lのような場合に対して、誤った判断をするリスク
を避けるために透過写真の像質を改善することにより、
きずの像をより鮮明にし、きずの種類、きずの分類を明
確にする必要がある、，このように従来の一般試験によっ
て得られる透過写真の像質を、より良い像質に改善す
る目的で行う試験方法を一般試験に対して精密試験と
位置付けている。、
3．技術的背景
透過写真の像質を示す透過写真のコントラスト（濃
ここで、
　γ：X線フィルムの特性曲線の濃度Pにおける接線の勾紀
　σ1線源寸法及び撮影の幾何学的条件による補正係数
　，、：X線フィルムの感度係数を考慮した放射線の線質
　　（減弱｛系数）
　d：透過度計の針金の直径
　η：X線フィルムに…様に到達する散乱線の線竃率に
　　その感度係数を乗じたものを透過線の線量率にそ
　　の感度係数を乗じたもので除した商（散乱比）
　すなわち、透過写真の濃度と露出量だけを定にし
て、管電圧を変化させる場合を考えると、透過写真の
コントラスト（濃度差）は、撮影配置による幾何学的
補正係数．、散乱比η及び管電圧による減弱係数μによ
って決まる．すなわち、透過写真のコントラスト（濃度
差）は、μσ／（1＋n）に比例する。
　ここで、焦点・フィルム間距離を近づけて、滅弱係
数μを大きくすることによりコントラストすなわちμσ
を大きくし、像質を改誇する方法が近距離撮影方法で
ある、，近距離撮影方法を行う場合は、焦点・フィルム
問距離を小さくすれば、管電圧の低下により減弱係数
，、は大きくすることができるが、同時にσは小さくなる。
　解説図1は、焦点・フィルム間距離とμσとの関係を
図示した例である。解説図1から、，∠σが最大、すなわ
ち透過写真のコントラストが最大となる焦点・フィルム
問距離が存在する。
　また、照射野を狭くして、散乱比ηを小さくすること
によりコントラストすなわちσ／（1＋η）を大きくし、像質
を改善する方法が狭照射野撮影方法である。狭照射野
撮影方法を行う場合は、フィルム・試験体間距離を大
　きくすれば、ηは小さくすることができるが、同時にσ
　も小さくなる。
　解説図2は、フィルム・試験体間距離とσ／（1耀）と
の関係を図示した例である。解説図2からσ／（1＋η）が最
　大、すなわち透過写真のコントラスi・が最大となるフィ
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解説図響　近距離撮影方法
，i式験体・フィルム！ll擢ll離
解説図2　狭照射野撮影方法
ルム・試験体醐距離が存在する。
　したがって、両者の撮影方法を併用して適用すれば、
、’∠σ／（罫η）が最大となる最適撮影配置（焦点・フィル
ム間距離とフィルム・試験体間距離の最適な組合せ）
が存在する。今後、このような最適撮影配置の決定方
法のソフトを提案し、実験により確認して、規格化を提
案していく1与定である，、
4．主要な規定内容
　●適用範囲
　この規格は、母材の厚さ6．3mmを超え、50．Omm以下
の鋼欽の突合せ溶接継手に対して、X線による狭照射野
撮影方法及び近距離撮影方法を適用して、精密試験を
実施する場合について規定する、、
　●試験体
　狭照射野撮影方法を適用する溶接継手は、原則とし
て余盛を削除するものとする、、ただし、余盛を削除する
ことが困難な場合は、肉厚補償マスクを使用して、余
盛高さがLOmm以下の溶接継事と等価な試験体にすれ
ばこの限りではない、、
　●透過度計の識別最小線径
　撮影された透過写真の試験部において、透過度計の
識別最小線径は表1の値以Fとする。
　●透過写真の濃度範囲
　試験部のきずの像以外の部分の写真濃度は、／．8以ヒ、
　　　表1　透過度計の識別最小線径　単位　狼m
母材の厚さ
像質の種類　S級
6．3を超え8．0以ド
0．10
8．0を超え10．0以ド
0，125
10．0を超え12．5以
F
0．i6
捻、5を超え茎6．0以卜
0．16
董6．0を超え20．0以下
0．20
20．0を超え25．0以ド
0．25
25．0を超え32．0以ヂ
0．32
32．0を超え40，0以ト
（）。40
40．0を超え50．0以r
0．50
4。0以rの範囲を満足しなければならない、、
　●肉厚補償マスク
　肉厚補償マスクは図1に承す形状とする、、母材部を
覆う所の肉厚補償マスクの厚さは、余盛高さ十LOmm
以下の値と同じ厚さでなければならない、、ただし、鋼以
外の材質の肉厚補償マスクを用いる場合は、これと同等
のX線吸収性能をもつものとする。
ド
轡
図壕　肉厚補償マスク
瑠
　●しゃへいマスク
　しゃへいマスクは図2に示す形状とする、母材部を覆
う所のしゃへいマスクの厚さは、濃度が少なくとも0。3
以1ぐになる厚さでなければならないし）また、しゃへいマ
スクの幅は、試験部の線源側表面からフィルムまでの距
離の3倍以上でなければならない。しゃへいマスクの窓
の寸法は、幅は試験部の董．5倍以下とし、長さは100mm
以下とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　飛
図2　しゃへいマスク
レ
⊥．
　●感光材料
　ヂ業用X線写真フィルムシステム（以ド、フ・ギルムシ
ステムという、，〉は、JISK7627による。増感紙を使用
する場合は、鉛はく増感紙とする。，フィルムシステムと
鉛はく増感紙の厚さについては表2による．
表2　フィルムシステムと鉛はく増感紙の摩さ
放射線源
フィル∠、システム　クラス由
　像質び）種類s級
錨まく脇錦留）厚さ1〕肇m
15鰍V以
トの
線装置
Tま又はT2
フロント、バツクとも
｝．03以F
王50kVを超え250kV以下の
線装置
T1又は「期
フロント、バックとも
）．02〜0，15以卜
250kVを超え500kV以ト0）
線蒙置
T1又は12
フロント、バックとも
．02〜0．20以ド
注（i）　より良好なフィルムシステムのクラスを使用しても差し支えない
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5．第12回ASNT主催のAnnual　Research　Sympo＄lum2003及び
　　lSOTC135／SC7関連WG等への出席
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本非破壊検査協会蓋so委員会委員長　大岡　紀…
　2003年3H12Hから米国フロリダ州オーランドのウィ
ンダム・オーランド・リゾー1・ホテルで開催されたAS−
NT（米国非破壊検査協会）の第！2回のAnnu＆l　Research
Symposium2003に出席する機会を得て、3月12日午前
にASNT理事関係者と技術者の相々二承認に関する打ち合
わせに、また午後はASNT−CMC（Certiflcatlon　Man＆ge−
mentCo猟ncii）のqosed　MeetlRgに出席し、そこではAS−
NTの“ACCP　Eq撮vaiellcy　Prog撒賢1（1）raftブヘのコメ
ン！・要請と』』Psychometriビについての説明が行われた、〕
i31『iの｝31（）0から16：30まて｝　“PerformanceBasedCer一
醸catlon−ANewApproachfor1）erso粧nei”に関するハ
ネルディスカッションにCo−Cha1rman及びパネリストと
しての発表を行った、、14i
18：00から17二〇〇まで、
isO9712／i）ISの投票を受けてのコメントに対して討議が
行われたW（｝6に参加した，，生5日は9：00から16：00まで、
Terformance　Based　Qualificatlon　a獄d　Cert薫catioガ　に
関するWG7の初会合が、13日に行われたバネルディス
カ、ソションの成果を基に自由討議の形で開催され出席し
た．．そのうち、13日開催のバネルディスカッション、！4
日開催グ）WG6及び151i開催のWG7初会合の概要につい
て報告する、、
　1．Per葦orm蘭c魯Based　Certificatio獅一…A　New　Approach
　　で併Perso穐資elに関するパネルディスカッシ灘ン
　0｝eanderB室において、TrofessionalProgramの・
つとしてパネルディスカッションが設けられ、約50名が
　参加した、パネリストとしての筆昔は「IAEA／RCA／UNDP
のM）Tサブブロジェクトで実施した東南アジアにおける
Pr（）ficlencyTestingPr・gramme（技能試験）び）評価」
　について約20分発表を行一）た、、ここでは1992年から6ヵ
　田を選定し、それぞれの国のレベル2および3の検査技
　術者を対象に、》もきず試験／ドを用いてRr及びUTを実
施し、得られたサイジングなどに関するデータを評価し
た結果について示し、資格保有者のレベル2技術者にも
トレーニングが必要であること及び技能試験の必要性を
述べた，、
　今回のパネルでは、筆者以外に6名が招待された。
Westl負ghouseのCowfer氏はNDT技術者に関して、1960
年代から／980年代に行われた米国のPressureVesseiRe−
searchCommitteeo）研究プログラムとP1SCび）ラウンド
ロビンテス1・についてPerform＆nce　Based（PB）qualific＆一
tionをサポーi・し得ると述べ、TDIntemati（）na1のEarle
氏は？sycbometrics“に関して発表した、）E｝）Riの
Spanner氏1ま米1国び）原ヂカにおけるPBNDE　Q猛a｝lfica−
tionについて発表し、原r力分野ではトレーニングを改
良したり、PBQ横a茄catlonを適用することによって・信
頼性を改善したとしている．また、英国mNのThomp−
so負氏は欧州におけるNDTのi）B　Studyとして」）1SC　Iに
始まり、BS規格に基づく手1頗書で25個の欠陥を対象に
25歳〜51歳のPCNレベル2技術者に実施したところ、サ
イジング（i〜3mmび）￥r均高さに対して誤差は2mm〉
がよくなかったと述べた、、カナダCANSPECのZirf漁elt氏
は、サービスlndustryの見通しとして、PB　Certiflcatio貸
について取り1二げ、そのプログラムは教育レベル」ii式
のトレーニング、実務経験及び認証試験に基づくもので
あることを述べた、，そして、要求された期間の終わりに
　疋式なトレーニングを受けることによって、認証取得率
　も向
ヒするとしている、，航空機関係のパネリス1・が欠席
　したため、代わりにEPRI（米国電力研究所のNDTセン
　ター）のStephe盤氏が最後のパネリストとして、Qua斑i−
　catloaシステムに必要なのは何か？また、1（》bねskとリ
　ンクしたknowiedge　test及び公衆安全に影響するリスク
　あるいは法律よって要求されるtaskを実行するperfor一
鱗
鷺
　“
　　［　、　�`　」
ワークショップに勢揃いしたパネリストの面々
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mancetestについて発表した、、
　2．WG6会合
　ISO／DISの投票の結果、90を超えるコメントが出され、
その殆どがTechηlcalであったため、相当の時間をかけ
て審議した。日本からは7つのコメントを提出したとこ
ろ、6件の案件が取り入れられ1件が不採用となった。
また、H本にとって重要な案件の一つである再認証試験
に関しては、ドイツ提案は採用されなかったため、
Wrltten　Exam，の取り扱いについて採択となり、1−1本と
ドイツが賛成、英国とオーストラリアが反対となったた
め議長の判断で結果的に採用されなか一）た，、会議旨初、
1SOIEC17024class6。5が話題となったが、要員認証に
関しては今後注視する必要があるであろう．
二i三な点は
　！）最小トレーニング時周はUT、RTについてLeve1、1
　　は40時間を80時間、Levd−2は80時間を40時間とす
　　る提案を討議の結果、合計の120時問で表記するこ
　　ととなった（割合は各国によることになる）。
　2）最小基礎試験問題についてA1、A2、Bのそれぞれ
　　を簡略化して70％とする、、
　3）再認証試験における1回の再試験を2回の再試験とする．
　4）クレジッi・システム　（Annex　G）のnormativeにつ
　　いて日本の実情からlnformativeへの変更提案は採
　　用されず、目本の独自のポイントシステムは1999年
　　度版をもとに表記していることを説明したにとどま
　　った，、
　3．第1回WG7会合
　Largo会議室で開催され、出席者はメンバー8名、オ
ブザーバ4名の計12名であった。
　自己紹介後ConveaerであるTumbow氏から初期の段
階として、SC7へ提出のためのドラフトプロポーザルを
提出し、プロポーザルの提出をも一）てタイムテーブルを
スタ日・させる旨説明が行われ、また、このWGとして
は、PDQ＆CをカバーするWG6をセッi・アップするこ』と
で、認証プロセスとしてPDQ＆Cをレビュー一するために
設けたWG7にしたい、そしてそれに賛同してくれた、
南アフリカ、英国、H本、カナダ、ドイツ、オーストリ
ア、韓国、オーストラリア、ポーランド、フランス、イ
タリアが参加した旨の説明がなされた。Tumbow氏の発
蒔を受けて、提案すべき活動についての討議を行った。
　アウトプットは既存のスタンダードヘの付与あるいは
独立したものとし、今回は過去の経験を用いて技術者、
手順、装置のQualificationをどうするかについても討議
PB　NDTに関するWG7会合出席メンバー
する必要がある，
　ASMEのApρeRdix　VIHの検査員はいくら良くても他の
タスクの良い検査が行えるとは限らなく、　つのQualト
ficatlonでは十分でない。タスクにSpecl負cなPDを基とし
たSpeciflc　Qualiflcatlonが必要で、ブラン1・オーナーあ
るいはバイヤーに使われるPDのスタンダード又はガイ
ドラインを作ることも必要である，，
　1）Dのためのテス1・ピースのAccredltatlonについては討
議する必要があり、L業分野でのコストの節約はQ駁ali−
fication前に求められるトレーニング及び経験を短縮す
ることにより達成できる．，
　Qualifiedpersonndは一定期間ごとにre−qualifiedを行
うかどうかについては、K｝SCCの例では6ヵ月毎にCom−
petenceのre−demonstrationが要求されている、これは
あるレベルでのCompetenceを評価し続けることができ
ることでもある、、
　ISO9712がいか1二PerformaRcebasedを取り人れるか
のためにも、WG7からWG6へrecommendすることとし
て、［業及び認証機関で使うためのPDモジュールに対
するスタンダードを開発すること、要求されるComρe．
tenceを明確にし、いかにそれらが制定され得るか及び
現場での実行がPD中に達成されるレベルであることを
いかに確認するかを考慮するなどが挙げられた，、これら
の討議の結果、PD　Based　standardの必要性についての
コンセンサスが全員によって得られた，、
　最後に、ProposedstandardのためのesseRtlaldement
についての討論の結果、�@トレーニング（これは要求事
項でなくあくまでrecommendationとして）�ACompe−
tenceのスコープ�B品質経験及び／あるいはOJT�C評価
（assessment）のタイブ、の4つが挙げられた。これら
を基に丁慧mbow氏とThompson氏がドラフ1・を作成し，
次回の会合（韓国で2003年10月28Hを予定）で討議す
ることとして会議を終えた，，
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6．協議会だより
CIW検査事業者協議会
1．東京都の検査機関登録制度の運用開始
　「建築物の工事における試験及び検査に関する東京
都取扱要綱」（昭和61年6月18日制定、平成！4年2月14日
都市建指第275号改正）に基づく検査機関審査基準に適
合し、登録された検査機関の運用は、平成15年4月1rl
以降に受理された確認申請及び計画通知に係る建築物
の護事に対して適用されることになりました。
　ll．平成15年度定時総会、特別講演、懇親会の開催
　平成！5年度定時総会、特別講演、懇親会は、下記の
予定で開催されます、，
　　　　　　一定時総会一　14：30〜15：30
1．日　　時　　平成15年5月13H（火）
2．場　　所　　浜松町東京會舘チェリールーム
3。議拝予定
　議案L平成14年度事業報告（案）の審議
　議案2．平成14年度決算報告（案）及び監査報告（案）
　　　　の審議
　議案3、平成15年度事業計画（案）の審議
　議案4。’F成15年度収支予算（案）の審議
　議案5．そ0）他
　　　　　　一一特…別言毒5寅一一　15：40〜！6：40
　演題『鋼構造のエピソード』
　講演者　大越俊男氏（社団法人日本建築構造技術者
　　　　　協会会長）
　　　　　　一懇親会一　17：00〜19：00
　m．全国営業会議
　全国営業会議は、今までに検討されたテーマを基に、
いよいよ積極的な活動を開始します。
　現在確認されている活動テーマは、次のとおりです。
　1．契約適
正化運動
　2．統一見積内容の充実と書式の利用促進運動
　3．対外夏）R方法の検討
　4．会員の協
業及び精報交換の促進
　5．標準価格の整備
　　6．各ブロック活動の活性化
　lV．非破壊検査賠償責任保険の開始
　　東京火災海L保険�鰍ﾌ団体制度に加入し保険の適用
が開始されました，、
　非破壊検査業務を遂行中に起こった事故などに対す
る法律
Lの損害賠責任を負うことによって生じる損害を
補填するものですが、期間途中での加入も可能ですので
加人を希望される会員は事務局まで連絡下さい。
　V．平成15年度東京都検査機関登録の審査予定
　「建築物の工事における試験及び検査に関する東京
都取扱要綱」（昭和61年6月181
1制定、yr成14年2月14日
都市建指第275号改正）に基づく検査機関の登録に関す
る申請、審査等の予定は次のとおりを予定しています．
○新規の登録申請
　1。説明会の開催
2．登録申請の受付期問
　3』書鷺殖崔轟忍と是」こ要オミ
　4．是正書類の提lil期限
　5．書類審査及び面接審査
　6．東京都へ申請
01年目の定期審査
平成15年4月11口
平成！5年7月！日〜22H（期限厳守）
・1乙成15年7月221：1〜8月81i
’r成15年8月15日　（期限厳守）
平成15年8月20R〜9月30日
平成15年11月初旬
　平成M年／2月に登録された事業者は、必ずこの定期
審査を受けてドさい、，定期審査の申請及び審査予定は、
1二記2〜6のとおりとなります、、
　Vl．東京都知事認定の研修会開催
　東京都検査機関登録制度で「検査技術者」及び「試
験実務担当者」に受講が義務付けられている知事が認
める研修会の実施機関として当協議会は東京都知事か
ら認定を受けました（14都市建企第370号、平成15年2
月6日付）。
　第1回は去る3月15日に開催しましたが、本年度は平
成15年9月と平成16年3月に開催しますので登録事業者
の該当技術者及び新規申請を予定される講業者の技術
者の受講をお勧めします。
　なお、この研修会は、平成16年度、17年度もそれぞ
れ2回合計で6回開催する計画ですから、受講者の業務
調整を図りながら予定を組んで下さい。
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7．ニューフェース
　2003年4月111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、、また、2002年10月川付認定から変更のあ、）た
事業者についてもご紹介いたします，「（　　）内の数字は、会社
コードです。
　　　　　　　　　　　＜新　規＞
翻テクノス三原（有）（229〉
・憐i所在地：〒7230重44広剛，巳屑締沼川醐イぐ広32卜96
電r活／FAX　：1モ⊃L　O848−62−9223／FAX．0848−62一（＞i78
代表κ氏名：代表取締役　向川定デ
認定種別　　耳）種
検査部門　二超1碧皮検査
認定番号　：第2291）03号
営業所など：なし
羅日本エックス線検査（株）（10壌）
本社所ず量三地：〒542研）81大阪府大阪市中囑ズ南船場2．＆7新る
珪製彩、llビル
電話／FAX：TELO昏6271−15茎4／FAX．06．6264、5777
代表者氏名：代表取締役　大鐘隼1郎
認定種別　：E種
検査部門　1超音波検査
認定番号　：第iOH勇3号
営業所など：東京営業∫1斤
　　　　　　　　　　　く昇　格＞
麹β本シーレーク（株）（30）
本初耐鉱地冴73川38広副，拡ll諦安1楠区祇i韓碧（腓8
、宣ポ活／FAX　：「夏聡L　O82−875−5000／FAX。082−875隅5767
認定種別　　l　A種
検査部門　1放射線検査、超肖」波検査、磁気検査、浸透検査、
電磁誘導検査、ひずみ測定
認定番号　：第30AO3号
営業所など：関乗営業所（看葉）、中部支1匠彗（愛矢即、岡山営業所、
東部支店・中爽如瓢ll・志和L場　（広島）、岩国営業所・西部支1、笹1・宇
1輝僕所（伽1）、ノし州営業所（衿，脚
鷹第一検査（株）（58）
本社所在地1〒圭王30（）33勲1聯文京区本郷｝妬3峰5ビル
電話／FAX　：TEL　O3−3818−0401／FAX．03−38184497
認定種別　：C種
検査部門　　1放射線検査、超音波検査
認定番号　：第58CO3号
営業所など：なし
麟（株）北陸溶接検査事務所（93）
本社所在地1テ910−0831福井壁，妻福井市若栄町8（）1
電r活／FAX　：TElイ。077各53−6585／FAX．0776−53階6004
認定種別　　：C種
検査部門　：放射線検査、超轟波検査
認定番号　：第93CO3号
営業所など：富山営業所
　　　　　　　　　　く検査部門変更＞
■エース・エンジニヤリング（株）（3）
本祷耐垂弛：〒551一（X）23大阪府大阪4f大1日メ1鶴町｝1．王7
電話／FAX：麗LO谷655ネ8631／FAX．0昏655塩7480
認定種別　　：C種
検査部門　　：放射線検査、超1樽皮検査
認定番｝ナ　：第3CO3号
営業所など1東京支社（r葉）
　　　　　　　　　　　＜降　格＞
顕茨城総合検査（株）（65）
本社所在地1〒31／−0111茨城サ，妻那珂郡那多曜lf後台3茎2（ト35
電話／FAX：TEL　O29−298−326翌／FAX．029−298−3933
認定種別　　：L）種
検査部門　：超占破検査
、1忍定番号　：第651）03号
麗（株）検査技研（39）
本社所在地1〒＝2io一（｝823神奈川県川崎rl∫川ll晦区江川2−7−3
電話／FAX：TELO44−280−2781／FAX．044、28（》2782
認定種別　　l　E種
検査部門　1痘磁，、秀導検査
認定番号　：第39EO3号
■三共メンテナンス（株）（沁4〉
本社断在地：〒17i描041東京都豊、ll毒区看川躍8
電話／FAX：TELO3−3959−202蔓／FAX．03、3959．2粟62
認定種別　　：E種
検査部門　1放射線検査
，認定番号　　1第104EO3号
（E種、超音シ皮検査を既得）
　　　　　　　　　　＜認定停止＞・
■（株）ゼネラル検査技術（で55〉
（大叛府）
■（有）長野葬破壊検査（壌84）
（長野県）
曝ソーバー（有）（2綿）
（徳島県）
　　　　　＜認定取消（平成i5｛卜2月2茎1附）＞
■（株）総武検査工業（203）
（千葉県）
　　　　　　　　　＜社名変更など〉
■J　F　Eエス・テック（株）（64）《（旧〉エヌケーケーエス・テッ
ク（株）
（静岡琴，妻、C種一放射線検査、超音波検査）
■（有）エヌエスアイ（鐙6）《（旧）（株）エヌエスアイ
（広島県、E種一超音波検査）
■J　Fεテクノス（株）（149〉《（旧）エヌケーテクノス（株）
（神奈川県、E種一超商波検査）
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ザ…一一一一一一一一一一編集後記一一一一一一一一一一一一
　東京電力・福島原発における検査データ改ざんやトラブル隠しに端を発した一連の不祥事
は、電力業界の枠をノ超え、官にあっては関連法規の抜本的な見直しを余儀なくさせ、我々の
業界においても『きずの寸法評価技術』のおぼつかない現状を広く世間に露呈させる事とな
、，た，、本号では、現在急ピッチで法整備が進められている維持規格とR　Tにおける新しいき
ず測定技術等を紹介した。検査機器とりわけサイジング評価技術の開発と、非破壊検査技術
者個々のさらなる技量の研鐵が望まれる。
　4月川から東京都の『検査機関知事登録制度』がスタートした。初年度登録をクリアした
CIW認定の31社には、本制度を通じて検査業界の信頼性と重要性をおおいに発揮して頂きた
いぐ、
　暖冬の長期詑報が外れ、冷たい北風が続いた寒い冬であったが、ここへ来てようやくコー
トをr放す1
1が多くなった、，業界に居座る冬将軍はいつ退散するのだろうか、暖かい風が一
Hも早く吹き始めてほしいものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（LH）
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