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本研究室 は,第 3部 (電気 。電子)に 所属 し,山 口研
究室 。原島研究室 とともに電気機器学部門 を担当してい
る。研究室の発足は,昭 和 55年 4月 であ り,防 災 システ
ムエ学の立場か ら,大 規模 システムの事故 にともなう災
害を未然 に防止するための研究 を行 つている。
ー
本研究室での主要テ マは,以 下のとお りである。
1 高 電圧機器の絶縁監視
2 超 電導マグネットの安定化
ー
3.劣 化監視 と破壊予知手法のシミュレ ション
ー
4 高 速増殖炉配管 の AE(ア コ ステイックエ ミッシ
ョン)に よる監視
なお, 3と 4の 課題 については山口研究室 の研究に参
加 し,4の 実験 は動力炉核燃料開発事業団の協力を得た。
1.高 電圧機器の絶縁監視
電カケーブルや変圧器などの高電圧機器の絶縁物中で
ー
微小 な部分放電が生ず ると, ト リ イ ングな どの絶縁劣
化 の原因 となる。部分放電 はパルス状の間欠放電である
ため,団 体中のき裂進展同様 にAEの 発生を ともなう。
AEと は,固 体 の劣化 (微小なき裂,転 移,腐 食)が進行
する際 に発生す る超音波パルスを指 し, これを検出すれ
ば劣化の進行 を非破壊的 に,実 時間で把握することが可
能である。こ の AE信 号の計測 を,架 橋 ポ リエチ レン樹
ー
脂や ポ リエステル樹脂 の トリ イ ング劣化 につ いて行
ー
パ
ン
い,AE発 生 タ
(印加交流電圧 の瞬時値 とAE発 生
ー
数の関係)か ら, ト リ の形状やその発生位置 を知 る方
法 を開発 した。 また,固 体中のボイ ド欠陥内で生 じる放
電 に注目し,そ こか らの超音波波動 を逆たたみ込 み手法
で解析する ことにより,放 電時 にボイ ド壁に加わる衝撃
力の大 きさと時間変化 を定量的 に決定 した。
2.超 電導 マグネッ トの安定化
超電導マグネットは,核 融合炉,磁 気浮上鉄導,NMR
装置 などに不可欠の技術であるが,本 質的 に不安定な要
一
素を持 つている。すなわち,超 電導体の 部 の温度が何
らかの原因で超電導転移温度以上に上昇す ると,常 電導
化 した部分でのジユール発熱 によリコイル全体が常電導
状態 になってしまう可能性がある。マグネットを安定化
するためには, この部分的温度上昇 の原因である過渡的
で微小な擾乱 を計測することが必要である。

本研究室では,超 電導体 の動 きやそれにともなうエネ
ルギーの発生分布 を知るために,高 感度の微小エネルギ
ーセンサ と高速応答の変位 センサを開発 した。特に微小
エネルギーセンサは,液 体ヘ リウムの蒸発潜熱が小 さい
ことを利用 し,エ ネルギー放出を圧力の変化に変換 して
ー
測 るため,高 感度 と瞬間的なエネルギ 放出に対する速
センサ
と,AE。 熱電対
いる
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応性を兼ね備 えて
などを組み合わせた計測系 により,極 低温 における塑性
変形時のセ レーション現象,摩 擦 にともなうマイクロス
リップ,エ ポキシやマイカの微小破壊 などの現象を観測
し,興 味ある知見を得ている。
ー
3.劣 化監視 と破壊予知のシ ミュレ シ ョン
上述の 1〜2の 課題は,具体的対象 についての実験的研
一
究であるが,本 課題 の目的は 般に防災 システムが目指
すべ き方向の理論的な考察である。現在 までに得た成果
は,AEを 用いた構造物健全性 の常時監視 システムの計
算機 モデル を作成 したことである。
安全性監視 システ
AEに 限 らず,こ れか らの設備診断。
ムは, 自動化 を推進する必要がある。 システムの自動化
ー
により,(1)検 査作業によるヒューマンエラ の排除,
数の劣化 モー
(2)監 視 の連続化 と広範囲化,(3)無
ドに対する網羅性の向上,が 期待 されるが,こ れを実現
するためにはシステムを知能化 し自己学習機能 を付加す
ることが必要である。今後,こ れ らの機能水準 と安全性
向上効果の関係 について検討 を行 つてゆきたい。
4.高 速増殖炉配管 の AEに よる監視
高速増殖炉の冷却材 としては,高 速中性子の減衰の少
ない液体ナ トリウムが用いられる。 しかし,ナ トリウム
は水や空気 と活発な化学反応 をする活性物質であ り,ま
た中性子照射 により半減期 の長 い放射能 を帯びるため,
配管系か らの漏洩は許容 されない。次世代 の原子炉であ
る高速増殖炉 の配管 に微小 き裂が発生する際の AEを 検
出 し,破 壊予知を行 うシステムを開発するために,実 規
模 のエルボー継手の疲労破壊試験 を実施 した。また,導
波棒 (センサー保護 のため高温の配管か らの AEを 常温
ー
部 にまで導 く棒)の 最適形状 の決定,セ ンサ 当りの監
視領域範囲や波形の変歪 を決定する伝搬減衰特性 の測定
なども行つている。
( 藤 田 博 之 記)

