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耐熱 1000℃、高温・高速金属疲労試験装置の開発に成功 
－ジェットエンジン、発電用ガスタービンの安全性確保に大きく貢献－ 

平成２３年７月１３日 

独立行政法人物質・材料研究機構 

  

概要： 

独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：潮田 資勝）の材料信頼性評価ユニット（ユ

ニット長：木村一弘）の古谷 佳之主幹研究員らは、ジェットエンジンやガスタービン内

部に酷似させた高温かつ高速振動の環境下で、重要部品用材料の金属疲労の特性を評価で

きる高温超音波疲労試験技術の開発に成功した。 

ジェットエンジンやガスタービン等のタービンブレードでは共振により数千ヘルツの

高速振動が発生し、振動による疲労では繰返し数がギガサイクル（109回＝10 億回）を超

える。ところが、従来の疲労試験は 10ヘルツ（1秒間に 10回、109回は 3年）程度の低速

で実施され長期間の試験時間を要するため、材料の疲労特性評価は 107回程度（約 1週間）

までが限度であった。 

それに対して、本研究では超音波振動を使い繰返し速度が 20000ヘルツ（1秒間に 2万

回、109 回は１日）という高速の疲労試験を実現できる超音波疲労試験技術を応用するこ

とを着想した。この技術を用いることにより、ギガサイクル域までの材料の疲労特性を迅

速に評価することができる。 

超音波疲労試験は共振現象を利用した特殊な試験法であるため、温度の影響を受ける因

子が非常に多く、全ての因子を特定して装置を追従させることが難しかった。それに対し

て、本研究では温度の影響を受ける因子を詳細に分析し、制御方法の見直し、部品の設計、

センサー類の追加・改良を行った。また、試行錯誤を行いながら装置の完成度を高めてい

く過程で従来の研究では見過ごされてきた因子があることを見出し、その問題の修正に成

功した。その結果、市販品をベースとし、多くの特殊な改造が施された全く新しい装置を

開発することができた。この装置では、1000℃という高温において高精度の超音波疲労試

験を実現でき、高温で高速振動にさらされるジェットエンジンやガスタービンの使用環境

に類似した疲労試験を行うことができる。 

実証試験では、今回開発した装置による疲労試験結果は比較データ（数十年の長年にわたっ

て蓄積された疲労試験結果）とよく一致した。この結果は、開発した装置による試験結果の信

頼性が高いことを示している。このように、1000℃まで試験可能な高温用超音波疲労試験

装置が開発され、試験結果の信頼性が確認されたことにより、ジェットエンジンやガスタ

ービンの信頼性向上に貢献するとともに、高強度のタービンブレード用材料の開発研究を

促進することが期待される。 

なお、本研究成果は日本機械学会 M&M2011 材料力学カンファレンスにおいて 7月 18日

に発表する。 

同時発表： 
筑波研究学園都市記者会（資料配布） 
文部科学記者会（資料配布） 
科学記者会（資料配布） 
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研究の背景： 
ジェットエンジンやガスタービンエンジンにおいてタービンブレード（タービン翼）

は性能と信頼性を左右する重要部品である。タービンブレードでは運転中に kHz オーダ

（1秒間に数千回）の高速振動が生じるため、疲労繰返し数の極めて大きなギガサイク

ル域（109回＝10億回以上）での疲労破壊が問題となる。しかし、従来の疲労試験は 10Hz

（1秒間に 10回）程度であり、109回以上の疲労試験を行うには３年以上の長時間疲労

試験が必要であるため、109 回以上の疲労特性を実験で検証するのは、試験技術的にも

時間的にも困難であった。そのため、107 回（１千万回）程度までの疲労試験結果に基

づいて、その 100倍以上の高サイクル疲労強度特性を予測評価していたが、繰返し速度

の違いや疲労破壊メカニズムの違い等の要因により、実機の疲労破壊挙動を精度良く評

価するには限界があった。 

それに対して、今回の研究では繰返し速度が 20kHz（1 秒間に 2 万回）という高速の

疲労試験を実現できる超音波疲労試験技術を応用すること着想した。超音波疲労試験を

用いることにより、ギガサイクル域（109回＝10億回以上）までの疲労試験を迅速に行

うことができる。更にはタービンブレード材を想定した場合には、繰返し速度（20kHz）

が実機のそれ（数 kHz）に近いというメリットもある。ただし、通常の超音波疲労試験

は常温で行われ、タービンブレード材の評価に用いるためには高温条件下で試験を行う

ための技術開発が必要であった。 

超音波疲労試験は共振現象を利用した特殊な試験法であり、弾性係数（振動に影響

を与える材料定数）の温度依存性や超音波振動子を熱から守るための装置構成などの

解決すべき課題が数多くあるため、単純に加熱装置を取り付けただけでは信頼できる

結果を得ることはできない。ジェットエンジンのタービンブレード材では 1000℃程度

での疲労試験が求められるが、1000℃のような高温の条件では前述の問題はより顕著

となる。 
 

研究の背景今回の研究成果： 
今回の研究では、市販の超音波疲労試験装置をベースに種々の改造を加えていくこと

で装置開発を進めた。先ずは温度の影響を受ける因子を詳細に分析し、改造が必要な項

目を洗い出した。また、追加するセンサー類の選定や独自に作製する部品の設計も一か

ら行い、試行錯誤を行いながら完成度を高めていった。試行錯誤の過程では、従来の研

究で見過ごされてきた因子があることを見出し、その問題の修正に成功した。その結果、

温度、超音波振動の振幅、共振周波数等の各パラメータを精度よく制御できる装置の開

発に成功した。実証試験まで含めた総開発期間は 3年である。 

添付した写真 1は開発した装置の写真である。写真１では市販品の部分と独自開発の

部分を区別しているが、多くの改造が施されていることが分かる。部品類（ロッドやホ

ーン）は独自開発したものであるが、ソフトウェアについても新規に作成しており、共

振周波数の測定結果から弾性係数を逆計算するなどの機能も有している。この装置を用

いて試験できる温度の範囲は、おおよそ 500～1500℃である。この装置を用いて試験を
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行った結果が図 1と図 2である。図 1はボイラー用の耐熱鋼を用いて 650℃で行った試

験結果である。ボイラー材ではこのような長寿命の疲労試験は必要ないが、タービンブ

レード材は素材が貴重であるため、先ずは素材が十分にあるボイラー材を用いた試験を

行うことで装置の問題点の洗い出しを行った。その結果、軽微な問題の洗い出しと修正

に成功し、低速で試験された通常の疲労試験（比較データ）とよく一致する結果が得ら

れた。ボイラー材の比較データでは 1－800Hz の繰返し速度範囲で同等の結果が得られ

ているため、今回の試験条件では繰返し速度の影響は小さいと考えられていた。すなわ

ち、図 1は開発した装置による疲労試験結果の信頼性が高いことを示している。図 2は

真のターゲットであるタービンブレード材を用いて 1000℃で行った試験結果であり、

やはり比較データとよく一致する傾向を示している。この場合には比較データから繰返

し速度の影響を判断することはできないが、図 1で装置の信頼性が確認されていること

を考慮すると、タービンブレード材についても今回の試験条件では繰返し速度の影響が

小さいと考えられる。それと同時に、1000℃という高温の条件でも、開発した装置によ

る試験結果は信頼性が高いと考えられる。 

以上の結果に基づき、我々は 1000℃まで試験可能であり、信頼性が確認された高温

用超音波疲労試験装置の開発に成功したと判断した。 

 

社会への波及効果と今後の展開： 

 1996 年に福岡空港でガルーダ・インドネシア航空の DC-10 型機が離陸に失敗し、3

名の方が亡くなった。この事故の主因は機長の判断ミスであるが、引き金となったの

は右翼第 3エンジンのタービンブレードの疲労破壊による停止である。2005 年には同

じ福岡空港で JAL ウェイズの DC-10 型機の左翼第１エンジンのタービンブレードが破

損し、離陸後 20秒後にエンジンが火を噴いた。この場合には機長の適切な判断で福岡

空港に緊急着陸し、事故ではなく、イレギュラー運航扱いとなったが、偶然訪れてい

た NHK の取材クルーがこの様子を撮影していたため、当時のメディアで大きく取扱わ

れた。 

今回開発した高温超音波疲労試験技術はこのようなジェットエンジンの信頼性向上

に貢献するだけでなく、高温で高速振動が生じる部品、具体的には様々なガスタービ

ンエンジンやターボ機械などの幅広い分野に波及することが期待できる。また、高強

度のタービンブレード用材料の開発研究を促進することも期待される。 

 ただし、このような波及効果を得るためには課題も残されている。今回開発した装

置は手作りのプロトタイプであるため、誰にでも簡単に使用できるようにするための、

いわば商品化のための装置改造が必要である。また、最終的には試験法を規格化する

必要がある。 
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(用語説明) 

*1 疲労 

材料が、繰返しの荷重、またはひずみを与えられた際に破損する現象。 

*2  超音波疲労試験装置 

共振現象を利用することにより、20 kHz（１秒間に 2 万サイクル）という高速で

引張・圧縮の力を繰返して試験片に作用させることができる疲労試験装置。通常の

疲労試験装置は 100 Hz（１秒間に 100サイクル）程度が上限なので、約 200 倍の速

度で試験することができる。なお、1010 サイクルの試験は 100Hz では３年を要する

が、20 kHz では１週間以内に終えることができる。 

 

（問い合わせ先） 

    独立行政法人 物質・材料研究機構 

企画部門 広報室 

   TEL 029-859-2026 FAX 029-859-2017 

（研究内容に関すること） 

独立行政法人 物質・材料研究機構 

材料信頼性評価ユニット 疲労研究グループ 主幹研究員 古谷佳之 

TEL 029-859-2298 

E-mail FURUYA.Yoshiyuki@nims.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 開発した装置の写真 

高周波加熱器
（市販品）

破線部の拡大写真

超音波振動子
（市販品）

装置の全体写真

制御用ＰＣ
（ソフトは独自開発）

ホーン
（独自開発）

変位センサー
（市販品を用いた独自の測定法）

温度センサー
（市販品を用いた独自の測定法）

ロッド
（独自開発）

ロッド
（独自開発）

試験片
（独自開発）

高周波コイル
（独自開発）

mailto:FURUYA.Yoshiyuki@nims.go.jp
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図１ ボイラー用の耐熱鋼を用いて 650℃で行った試験結果。開発した装置に

よる結果は比較データ（文献値）とよく一致している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ タービンブレード材を用いて 1000℃で行った試験結果。開発した装置に

よる結果は比較データ（文献値）とよく一致している。 
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