


1．CIW技術者に要求されるもの

　(社）日本溶接協会・溶接検査認定委員会（略称CIW委員会）においては，溶接部の非破壊試験

検査の技術的な向上，及び溶接構造物の非破壊検査業務を行う事業者の充実・向上を図ることを1三1

的とL，これら事業者の技術認定を実施している。溶接構造物の健全性確保の観点から，溶接構造

物の非破壊検査事業者に対する期待と社会的責務は従来以上に大きなものがあり，これらの社会的

な要講に答えるための措置である。

　さて，溶接構造物の非破壊検査事業者の充実及び技術向上のためには，何よりも事業者に所属す

る技術従業員の‘‘溶接部の非破壊試験・検査に関する技術向上磐が必要となろう。

　従来から，㈱日本非破壊検査協会（NDi）において放射線透過試験，超音波探傷試験，磁粉探傷

試験，浸透探傷試験，渦流探傷試験及びひずみ測定等の非破壊試験技術について個人資格認定業務

が実施されている。しかし，N鎌における資格取得が，溶接部の非破壊試験・検査にとっての必

要・十分条件かというと，そうではなく，むしろ十分条件であると理解すべきである。N駆にお

ける教育は，試験・検査対象物としてあらゆるものを対象とLており，溶接部はその…例にすぎな

い。したがって，ND亙の資格を取得したからといって，溶接部の非破壊試験・検査を十分に計画

・遂行できるとはかぎらない。溶接部の非破壊試験・検査の位置付けは，≦6非破壊試験讐と“溶接’？

の業際的な位置にあり，したがって，非破壊試験と同時に溶接についても十分な知識・経験を有L

てこそ，初めて，適切な溶接部の非破壊試験・検査が遂行され得るものと考えられるからである。

例えば，高張力鋼溶接部の非破壊試験を実施する場合，溶接金属部だけを試験対象部としたのでは

十分な非破壊試験を実施したことにはならない。高張力鋼に発生し易い典型的な欠陥には低温割れ

があり，それがしばしば溶接熱影響部にも発生，伝播するからである。

　このようにC翼W技術者には，非破壊試験・検査のみではなく，溶接に関する知識・経験も要求

される。

　さらに，非破壊検査とは合否判定を含むものであり，当然欠陥等についての判定基準が用意され

なければならないが，判定基準は構造物の設計思想・概念に依るところが大きい。疲労等の動的荷

重を受ける溶接部の非破壊検査における判定基準は，そうでない場合に比較して厳しくなってい

るQ

　このように，溶接構造物の非破壊試験・検査には，溶接構造物に対する設計思想・概念を理解し

ておくことも要求される。溶接構造物の健全性は設計・製作（溶接），非破壊検査という…連の工

程を経て，はじめて確保されることを考えれば，溶接構造物の非破壊検査に従事する事業者及び従

業員が，非破壊試験・検査ぱかりでなく，溶接，さらには構造設計思想・概念についても十分な知

識と経験を有していることが望しいことは当然のごとといえる。

　C蓋W認定事業者及びそれに所属する技術従業員は，そういった観点から溶接構造物の非破壌検

査を計画・実施でぎるように努力しなければならない。
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黛．CXW認定の推移

　潤本溶接協会規格W鵬8簿亙「溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基準」が制定されて憩

年，改正後7年を経るに至った。この間のWES鯨Oiに基づく認定の推移を概説する。

○認定事業者数及び認定種別の推移一一図1

　昭和52年沁月i日にWES87蟹に基づく初の事業者認定が行牽）れた。当時の認定事業者数は欝

社（聾社5社，C種6社，D種8社）であったが，その後9年を経た昨年雄月蓬日現在では38社

（A種9社，お種喚社，C種嫉社，D種H社）と倍増している。全国には200余社の検査会社があ

り，認定事業者の割合は全体の約20％であるが，C夏W認定事業者は，技術的に一定レベルに達し

た厳選された会社として評価されよう。

　又，C笈W認定は，認定事業者の技術者の人員構成・設備及び機器により，認定種別を婆種類

（A種壌種・C種・D種）に分け，D種はi検査部門（たとえば超音波探傷検査部門）の認定で

C種からA種にいく程多部門の認定としている。表iを見るとD種よりC種，登種よりA種の認

定会社が増えていることが明らかで，たとえば超音波探傷検査といった単一の検査部門を専門とす

るのではなく，放射線透過検査と超音波
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓑1　認定検査部門数の推移
探傷検査といった複数の検査部門を所有

する総合検査会社指向がうかがえる。こ

れは，客先からの受入れ体制を万全に

L，各種非破壊試験方法の特長を組合せ

て品質管理・晶質保証に活用L，より高

晶質のサービスを提供Lようとする認定

　　　　月

門

56年 留年 灘年 59年 60年 6蓋年
婆月 鐙月 蔓月 箋G月 4矧紛月 盛月 鐙月 盛月 驚月 昏・月 三〇月

RT i6 蓋9 21 驚 鍛 26 27 26 27 27 28 25

uT 22 2婆 2感 騒 25 30 3i 3i 33 3婆 35 36

MT 6 6 6 7 9 11 i3 昼 i5 蓋6 i5 i5

蔓》T 5 5 8 9 9 10 i2 1i io 璽2 H 蔓2

ET 王 2 窪 5 6 6 8 7 6 8 重o 9
8M 蛋 蔓 6 6 7 7 蓋蓋 ま2 n 慧 i2 iO

計 5些 60 69 76 80 90 i（）2 鐙董 io2 玉08 n豊 緯7

OA種　四C種

翅睡鰯踊
　　　29　30　29

　　252壌

．5勿
影％

　　　3達
　30
27

2輔3、

数　5253　　54　　55　　56　　57　　58　　59　　60　　6i
　蓬0．！　4．蓋　／0．i　4．i　io．i　4．i　io．ま　4．1　10．1　4．三　蓋0．！　4．1　io．】』　4，1　10．i　4．三　】』0．！　4。王　10、i

年月躍W総制定〉　　　　（WES改猛）

　　　図l　WES87磁制定後のCXW認定事業者数及び種別の推移
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義2　W罵S87瞑改正後グ）資格別登録技術者数の推移
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事業者の前向きな姿勢の現れであると考えられ

る。

○認定検査部門数の推移……表1

　過去6年間の認定検査部門の推移を表玉に示す。

6年前と現在を比較するとその部門別伸び率は，

RT…L6倍，UT…蓋。6倍，MT…2．5倍，PT…2．盛

倍，露丁…9倍，SM…2，5倍で，全体では倍増し

ている。認定事業者の伸び率に比べて認定検査部

門の伸び率が高いことから，前述したように認定

会社の総合検査会社指向がうかがえる。

○認定事業者の登録技術者数の推移……表黛

　WES87傷改正後の資格別登録者の推移を表2

に示す。
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C｛W試験受験者数・合格姦数の推移（1980～欝86）

　C亙Wでは溶接構造物の検査について総括的な責任を負える技術者を養成するために，昭和灘年

3月WES870まの改正を行い，新たに主任検査技術者の資格を設けた。これによりN腿の…級資

絡はもとよりCiwの主任試験技術者資格を一人で複数部門取得する技術者が増加し，試験技術者

についてもこれに刺激され，各資格の登録者数は順調な伸び率を示している。

OC貰W試験の受験者数・合格者数の推移……図2

　C三Wの試験は年2回実施される。主任検査技術者・主任試験技術者は，常に最新の技術を身に

つけておく必要があることから3年の有効期限としており，更新する際は新たに試験に合格しなけ

ればならない。更新試験は有効期限の切れる3年昌と半年前の2年半目の2回のチャンスが与えら

れて実施されている。このような事から更新者の多い昭和58年略三年は受験者数が多く，特に昭和

撫年の主任試験技術者受験者の急増が目立っている。なお図中の数字は合格率を示す．
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欝．qW認定事業者諜会社紹介灘

会　　社　　名　葬破壌検蓋株式会社

本社所姦．地攣5繭大阪市東区北久宝寺町2丁縫32懲06一一2叙2勢i（代）
代表者氏名　代表取締役　山口多賀司
認　定　番　号　第器A講0号

認定種別A種
認定検査都門　放射線透過検査部門，超音波探傷検査部門，磁気探傷検査部門，浸透探傷検査部門，電磁

　　　　　　誘導探傷検査部門，ひずみ測定部門

産業と社会の安全を黛指して

　非破壊検査㈱は昭和32年6月，大阪市旭区で創業以来自らを検査業界グ）り一ダー役として担い，

黎明期から今揖まで安全化技術の開発と，優秀な技術者の養成によって，地道に「安全、iを築いて

きた。

〔晶質第一が基本姿勢〕　検査の品質は，綿密な計画とその完全な実施により確保されるため，

　①顧客の要求を満たす信頼でぎる検査の計画と実施

　②円滑な工程管理の計画と実施③適切な安全管理の計画と実施④検査内容の機密保持

を基本的方針としており，又，品質保証マニュアルは，⑦検査員の管理，④装置・材料の管理，㊥

作業手順の遵守の三点を重点管理項／二1として掲げ，常に高い晶質を確保して安心Lていただける検

査を実施している。

〔損書賠償検蓋制度〕　非破壊検査業務は，r企業と個人」の共同責任のもとで提供されるもので，

自らが実施した検査については自らが責任をもてる制度として確立させた。石油精製プラントなど

の検査対象物に万一，検査ミスによる事故が発生した場合，その損失金額を賠償しようとするもの

で，電子科学研究所設備部会よりA級認定をうけ責任ある検査を実施している。

〔教欝システム）社員の技量・資質向上のため，入社時のユニークなブラザー教育をはじめ，技術

資格取得・安全・精神・労務などの教育を一・貫した生涯教育システムとしてつくりあげており，社

内外はもとより広く海外まで実施している。又，教育にかける情熱が，究極の課題としてr国際産

業学園」の設立となった。我が国初の非破壊試験・放射線管理・外国語研修の三つの識一スを設置

し，中高年令者も受け入れる特長ある学校づくりを行う。

〔安全化技術の開発〕　今後ますます老朽化していく社会資本に対Lて，予防保全し，有効活用を図

るため，尚…層安全化技術の開発を行うことは重大な責務と考え，産学官共同体制のもと，ライン

とスタヅフが一体となり，⑤改善提案制度，⑤自主申告開発制度，⑤国内留学割度，⑥海外探究旅

行制度などにより積極的に取組んでいる。

〔明臼への創造〕　非破壊検査は，産業と社会の安全を築く社会買献度の高いものであり，社員一人

ひとりがプ偉意識とアドベンチャー精神をもちつづけr人と技術．1の調和のとれた高度文明・技術

社会づくりを目指している。新商品・新技術・新サービスはもとより優秀な人材の育成・海外含弁

企業づくり，世界のメインテナンスリハビリセ、ンターづくり等々大いなるρマンを掲げている。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

鰐鯛脹曜　　　　　　　i
（昭和5年蛋月3臼生）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
匿昭和欝年工学院大学卒業　圏中学校教諭を経て昭和鍛年非破壌検査設立1

鞘賜脹拡る圃昭醐神小企業庁長官賞，醜6触確献1
賞　圖r放射線と検査」，「放射線化学工業の現状」共同執筆　　　　　　　1

L．一

〔藏系・関連企業〕

麟ポ罵一原予工業株式会社　　華5縮大阪戯南区南船場3－3－27（サンエイビル）　　　　　丁鷺L．06 器2…器磁

麟非破壌検査サービス株式会社　　撃5麓大阪市南区南船場3 3峨7（サンエイビル）　　　　ぞEL，G愈2蕪 邸騒

鱒欝本試験検蓋株式会社　　帯鱒婆東京都中央区八丁堀2一欝4（第3長岡ビル）　　　　　　丁鷺L．03 灘3一”雛

嚢光陽検盗株式会社　　華802北九州市小禽北区若富士町2－i（朝欝興産ビル）　　　　　　TEL、093一鱒レ露酪

麟葉洋焼鏑株式会社　　撃騒2大阪市南区南船場餅3 卿（サンエイビル）　　　　　　　　　TEL．06豫52…8報0

礫検査技術サービス株式会社　　攣騒2大阪市爾区南船場3 ㍗館（サンエイビル）　　　　　TEL．G62鱒う鱒i

鑛麟本検査エンジ鑑ア》ンゲ株式会社　　攣騒2大阪市南区南船場3惑一2恢サンエイビル）　TEL．06一器2憾醤8

嚇欝本エンジ瓢アリング株式金社　　畢5懸吹田市南吹田シ7一烈　　　　　　　　　　　TEL，06一路翻綴欝

穣共岡検董工業株践会社　　帯io8東京都港区三田3…年董　　　　　　　　　　　　　　TEL，G3…鱒集澱拓

磯葬破壌検登工業株式会社　　撃乃襲傷広島市安佐南区祇園至畷O通1惑　　　　　　　　　TELO雛 875一灘鴛

囎エム・ジヱイ・ピー株式会社　　畢5強大阪市南区島之内i…2餅紛　　　　　　　　　　TEL．06一鱗5一蘇欝

鞭プラントエンジ篇アリンゲサービス株式会社　　攣5償大阪市東区北久宝寺町箔繊　　　TEL，06講総略鴛O

鑛東亜エンジ瓢ヤiノング株式会社　　欝900那覇帯泊嚢畷一3　　　　　　　　　　　　　　丁氾L．0§88－6曇…5鱒5

㈱ポリテケ罵ッケサービス株式会社　　撃乃6山ロ県小野田市南竜王町騰鴛　　　　　　TEL、0器総争灘雛

⑳篇ンケ》一一卜エンジ器アリング株式会社　　畢欝蛋東京都中央区八丁堀飴爲護　　　　　丁鷺L、03惑酪暑6縄

輪株式会社ピー一アイヱム　　華欝3千葉県船僑市本町7－7護（船橋ツインビル西館）　　　　TEL，0魏争黙〇参騒

〔営業所ネットワーク）

本　　　　祉　畢5畷　　　大阪市東区北久宝寺町2 32非破壊検査ビル

東京本店　帯隻縫　　　東京都中央区八丁堀影露一峯第3長岡ビル

中西部本店　帯鴛レ艦　広島市安佐繭区祇園裏繊奪璽三憾

神戸支社華6灘　 神戸市兵庫区小松通5畷一鰺第2初田ビル

苫小牧営業所　攣0勢畷3　苫小牧市沼の端繊6磁

福島営業所　畢留甑蔦　福島県双葉郡浪江町大字牛渡字竹の花3レ6

東海営業所華鍵9 雛　茨城県那珂郡東海村村松1鱒

京葉営業所撃29G　　千葉県市原市五井9露8
京浜営業所甲230　　横浜市鶴見区鶴見中央争翫8新生堂ビル
知多営業所　華戴7　　愛知県東海市高横須賀町御洲浜6 嫉

四閏市営業所　攣5鐙　　　三重県四購薦市西浜田町2曝

堺営業所　攣5鰻　　　堺市浜寺石津町西3－3護西村ビル

高砂営業所撃釘6　　高砂市荒井町新浜影5磁0
姫路営業所　畢6鷺　　　姫路市白浜町甲韓鉦鎗

水島営業所　攣7捻　　　倉敷市水島海岸通2護謡3菱興ピル珊2号

四国営業所　甲7聾艦　愛媛県松山市別府町銘奮3
西部営業所　攣8鍛　　　北九州市小倉北区若富士町影蓋朝欝興産ビル

沖縄営業所甲警00　　那覇市牧志町2護H2嘉数ビル
若狭総合事務所　甲劔9護2福井県三方郡美浜町丹生関西電力㈱美浜発電所内

熊取工場華膿○一縫大阪府泉南郡熊取町野田雛6

TEL　O6 262 雛騒代表

TEL　O3一灘シ70騒代表

丁紀L　O82－875－5522

丁肌078－6鍛 船68代表

丁氾LO重嚇 55耀7ig

TEL　O2婆o－3婆一紛73

丁冠L　O292－82弓7鱗

丁鷺乱o絡6－2影篶驚代表

TEL　O蕪 503 蓋三85

丁鴛LO56233 至330

TELO593一・舅一〇2弱

丁礁、072箔綴一3路8代表

TELo79昏43－22灘
「r鑑L　（）792一蔓6一一〇686

丁鷺L　（｝864… 婆く妥一8参53

丁班，偲9餅52礎8総代表

TEL　（｝93－92玉一〇iO蔓

TELO988－63－25％

丁玉鷺．（｝77G書9…宝659

τ鷺LO7滋卜2－3005
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4．C亙W試験問題の解説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒコ

1闘灘sz3舞蔓（鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法）及びJ聡z

l鷺（鋼溶灘の儲麟鰍験方法及び試験結果噂級頒方法）の2つの雛の等級分
1　類方法の類似点と相違点について簡潔に述べなさい。
L＿

〔解説〕

　放射線透過試験（以下RTと略称する）と超音波探傷試験（以下UTと略称する）とは，いず

れも鋼溶接部の内部欠陥の検出に用いられる非破壊試験方法であるが，いうまでもなく原理的には

全く異なった試験方法である。」聡z瓢縫の等級分類方法とJ蔦z3060のそれとの相違点を論じ

る場合には，両者試験法の原理及び原理に附随する特微に棚って検討する必要があろう。

　歎丁の場合は欠陥をX線透過方向の透過厚さの差（濃度差）としてフィルム上で識別する方法

なので，X線に直行する面における欠陥形状の把握が容易である。すなわち，内部欠陥の種類の

判別が比較的容易に行える。それに対してUTの場合は，超音波の反射を利用する方法であるの

で，欠陥の形状・傾ぎによっては超音波が様々な方向へ反射してしまうなどの理霞から，欠陥の形

状把握，欠陥の種類の識別はRT億ど容易ではない。

　以上のRTとUTの欠陥種類の識別に対する難易度が，両老の等級分類方法を大ぎく異ならし

めている原因の一つである。このことを念頭に置いて」欝Z3i綴と」欝Z3060の等級分類方法を

比較，検討すれば，自ずと両者の相違点が明りょうとなろう。

　なお，本設闘とは直接関係はないが，原子力発電設備に対する米国機械学会の供用期間中検査

（i8蓋）規格であるASME旋c．X｝の解説においては，UTでは欠陥の種類の判別がむつかしいので，

UTで検出される欠陥は保守的に全て割れとして取扱う旨記述されている。最近の超音波探傷技術

の進歩によって，UTによっても欠陥の種類の識別が可能となりつつあるが，欠陥の種類を明確に

区別する必要がある場合等は，RTを併用することも必要となろう。

　一方，RTとUTの等級分類方法の類似点は，その等級分類にみることがでぎる。すなわち，

灘8z毅縫，3総oとも，欠陥を重級から蔓級に分類することとしている。これは両者の試験結果に

整合性を持たせるため，RTの等級分類の考え方をUTでも採用したためである。」聡Z3060は，

」礁z頴縫より新しく制定されたが，」鵜z3060の解説には，J総z駁綴と整合性を取るため，

」犯Z鋭併の等級分類の考え方を採用した旨が明記されている。」欝Z3060一一欝鍵の解説には次の

ように記載されている。「領域Wで板厚憩類mから60搬mまでの場含に，蓋級，2級及び3級の欠

陥指示長さの最大値をそれぞれi／駄，董／腕，蓋／勲とLたのは，」欝Z3鐙4一釜粥8の第2種の欠陥

に対する等級分類の数値に合致させたものである。厳密には板厚範囲も相違しており，RTとUT

とは探傷原理が本質的に異なるので同一の結果を得ることは必ずしも期待できない。しかLなが

ら，同一長さの欠陥が放射線と超音波で異なる等級に分類されることは混乱を招くので欠陥指示長

さは見掛上等しくなるように定めたものである。」

6
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ問　構造物の応力測定をする場合，一般的には，電気抵抗ひずみゲー一ジを用いてひずみを測定　i

　し応力に換算する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　その場合（め単軸応力の場含，（2／平面応力状態で主応力方向が既知の場合，（3）平面応力状態　1

　で主応力方向が未知の場合の3つに大別される、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　この（i），（2）の場合について，その測定方法と換算公式（ひずみを応力に換算するため）を　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　求めなさい。また（3）の場合については，その測定方法と測定原理を簡単に説明しなさい。　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

〔解答例〕

（璽）単軸応力の場含

　イ）測定方法

　　単軸ゲージを応力方向に正しくはる、ひずみを求め応力に換算する。

　霞）換算公式

　　　σ罵εE，σ1応力［㎏ぜ／驚灘2コε1測定したひずみ［憩㎜6〕

　　　　　　E：材料の縦弾性係数［㎏ギ／灘聡2］　（鋼の場合2鱒00㎏f／驚麗2）

（2）平面応力状態で主応力方向が既知の場合

　イ）測定方法

　　二つの主応力方向に2軸直交ゲージのゲージ軸を正しく合せてはる、応力をかけ二方向のひず

　みを求める。

　9）換算公式

　　　　　玉　　　　　　　　　三　　　　ε仔一（σ豊一vσ2），ε2篇一（σr協）
　　　　　E　　　　　　　　　蕊

　　　　σ歪，の：2つの主応力臣暮f／騰灘2コ　婿，婁ゴ測定した2つの主ひずみ［i餅6コ

　　　　　E：材料の縦弾性係数　　ゼ材料のポアソン比〔鋼の場合0．3〕

偶　平面応力状態で主応力方向が未知の場合

　イ）測定方法

　　測定点に任意の方向に三軸“ゼットゲージをはり，応力をかけ，3方向のひずみを測定する。

　　この3つのひずみの値よりモー一ルのひずみ円を書くことができるので，主応力の大きさとその

　方向を求めることができる。また別法として，この3つのひずみの値を換算公式に代入し計算

　で，二つの主応力の値とその方向を求め得る。

　鐸）測定原理

　　二つの主応力とその方向が求まると，モールの応力円が書けるので…点の廻りの応力はすべて

　わかり，どの方向にどれだけの応力が生じているかがわかるので，あらゆる対策をたてることが

　できる。

7



CIW i~(,_ (Ap'. ~987} 

5 . ~~'~T~:*4 

5. s *~ ~:~~ o) ~~ {~ d: ~--~.･･--+i~~ ){~' * ;~~ * ~ 

i'i,i t-t~:-"~i'}(' (7)~ 

i 
+'~'k:_1'~~l 

i~/~~+_ ~~j ;r;..~.*+~,,･**~ 

~ 
W.~: ;.~AZ 1~.~fi 

il~ ~{7't t_~~; 7r i~ ,~+*,*i 

~_ J ' i'!*(S}'1=i~ ~ f~"- if~~~f+'jJ,~i. J 

' 
f(~l""{ (i+t,~t~}~',/f'(I~fi'i) 

ll-) 
･ 

)/ ;7'h ')' i' 1 

* -)~* -=)~i '/~ 

' '~V* 
' f~l'*~~i:~'~;I~t 

' 
>*~=_ ~.',~;~;fc;Ijt 

~..; J 
' ~t~!1~~ +~-

, 
~~~~~:~, **~~+ ･ !j(*_~ Il 

' i't-;~i';'~~"f*!~~_f(7)~<_'1 ~~~ 

' 
*fl~i 5t~;;Ijt 

' 
#S~~+*;;~~~,~ 

' 
P ' 'i/.i"~~.r*~ 

"~;~}*~*i?.~*{*!'***= 

' 
*~,~;**};':~*~;~~',.**~ ~; 

**t?{i tL 

' f~i i"~*L'~'~j ;iJ tL j 

[ ･･･ ･! 
f i_~~ 7~i *j~'i] ~L / 

' i*;~*;/:~".h~~(~ 

' 
"~~i/~=~ ~~~1~~L 

' ~~ ~~ //~~~iA 

' 7+~~ ',~.~--)~ 

J i:1~ 

t 

~~ 

~~~~ ~~i f) ~~r~~~,~i'ifil;*~~ ~) ~ 

?*'**'~~'~*1 IJ.C ~I'~'{ ~)~~f f ~ 

( (,'r;~: ･ jt･;)I~ ･ +J'j~~f~' ) 

~ej~-

~~~ 

~~ !ri ~i~ +~ 

~<~- '~]{'~' ' ~'frir~'i "~f'~**' 

( -,~ i~t~*~~ ~} ) 

i*~,'i~;~~~f~*~ia4~lpJ/) 

(~_i_~r~ i~=~i'.,'* 

~*r~:i ~:_'/'-f'-i' ' r~; 

~{*'.~ ~i~ ff~ 

i}Jxi ' ,;i*i 4~ ;~~:; 

( ~,j tL ) 

;~;~･.･･i,~+~'~=~~.~~･¥:: ~ 

i;,y_f'~ ~+;f*;~¥, 

tl':**~t 

･ ~F'^fljX{'1~ I~(,,~ f~-'i~~,(7) 

,~;t 
･ 

f'='~l~'~*+~-;;f~~~~{i;ff~ ~~~t~< f'~*~~ (7) 

;j'.-t 

i h~',t*_~** . ~~ ~i!{,-~** 

;~i+ ' ;,~ j ~ 

"++ii**}~~~~~i"~'}~(T)~f~~*Jxi"~ ~~,i;~ 

i~J ffi '~! !{!J 

*~i;~*j ??'~ '}~;~= i~fi f ~ ~ j{ !iii 'iif'~ *i*~ i~,";~' 

j;~ Tl/j'ii~a)~(~ ~ ~~ 

'J j~;~ . 

' 
~,~L*iijXi'i~*~ 

' 
jft'i'f~!;X~'!~~* 

' i~ lj -/"i;jXl'~(~i7 

' '~i~~.i~~?'[/t･/.~_<~r.'･ ･ ~~i~~ 

' 
~~~,~~ ~~>i~""-fJ 

' 
;t.~,jJ~;j~:~'+fij~L '~:";f;; 

(-'*'~*T~,*'..T. 

lrj;"i ~~ 

_ 

~:--~ +" *~~' _" _ 
i"Jx'~ ~i~~'~i~;~ {~~ 

/ 
~~ i~;'__.- ,i~;*c"";+c ~~ ~7) 

+"~i~: ~ 

/J*j ;!"'j 

~~ ~=i･ ~~¥ }i,ifl 

( ~~~:.' ~j( j'l'f~ ~'~ ~*{･ ) 

'j* I ;j'i~ ,;~~i,!fff~. 

'~~~~. 

-~i 

< 

~~~ ~i~ f 4* 

'f;~'_<~: 

NO 

YF.S 

**'~'~~~~ jJ 

(, 
~) 

* CIW ~f'/*.~t#~*~}~.~"~.t'~~~~~~~ (~r~{; "-･'J'~,;"*1*) 

~ 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轍w遜儒（帥凱欝鋤

轟．黛　放射線透過試験における透過度計の配置が識別最小線径に及ぽす影響＊

　　　　焦点側とフィ熊ム側一。

（1）74ノレム・試験体間距離と透過写真の認ントラストの関係

　透過度計を焦点側とフィルム側の平板試験体表面に密着するように配置した場合の撮影配置を図

iに示す。

　図2は，焦点寸法の影響が無視できる場含について，フィルム・試験体間距離とフィルム側の透

過度計に対する透過写真のコントラストの関係を求めた一例である。なお，図2の破線は，参考ま

でにフィルム・試験体間距離を2m鵬とし，通常の撮影において実施されているように，透過度計

を焦点側に配置して得られる透過写真のコントラストを示す。

　図2は，板厚が罰mmの場合であるが，透過度計をフィルム側に配置した場合，試験体がフィ

ルムから数m搬程度しか離れていない場禽には，フィルム側の透過度計の方が焦点側より透過写

真のコントラストが大きい。また，このような範囲では，わずかのフィルム・試験体間距離の変化

に対して透過写真のコントラストが急激に変化する。これに対してフィルム・試験体間距離が十分

大きくなると，フィルム側の透過度計に対する透過写真の翼ントラストは，焦点側のそれに近づ

ぎ，しかもこのような範囲ではフィルム・試験体間距離の変化に対してもあまり変化なくほぼ…定

とな・）ている。

《x線難撫）

　　　　　　　平板試験体
義

為　　＿透搬霧†

　零A鷺フィルム
　　＆〉フィルム側

　　　　　　図1　撮影配置

板）＼ 透過度計

冬　X線装麗（焦点）
　　　　　　　Q
　　　　　　　樽
酵象　　　　　　　　　論o．065
鋒

　　　　　　　K蝶

鱒　　　　　　　　　　　恥
き　

疑　　　　　　　　　み0．060
鷺　　　　　　　　　　　　，＼
き

護息　　　　　　　　　　　n
さ

婁　　　　　　　　G
　　　　　　　麟G・055
　　　　　　　瞬
　　　　　　　璽
　　　　　　　噸α050

A　　猛　　フィルム

舞）焦点側

　　試験体1鋼平板　板厚：20灘灘
　　フィルム1富士堀00十P稔0．03濃度12，5
露亙〉fiエネルギー1蔦OkeV　線径：0護驚m

A　　焦点・フイルム間距離二800m騰

　フィルム側

B　　　　焦、点側（フィルム・試験体間距離2鵜騰）

擦Dsi

2

図黛

o　　　io　　20　　30　　4（｝
　　フィルム・試験体闘距離　Lo　m膿

　フィルム・試験体間距離と透過写真の

　コントラストとの関係

（幻　試験条件が透過写真の職ントラストの比に及ぼす影響

　フィルム側と焦点側の透過度計に対する透過写真のコントラストの違いを調べるために，両者の

比レ　酬月寂），1を考える。なお，以下焦点側に透過度計を置いた際のフィルム・試験体間距離は

通常の撮影において多く用いられている2mmとする。

　図3は，種々の板厚について，横軸に板厚に対するフィルム・試験体問距離の比を，縦軸に焦点

側とフィルム側の透過度計に対する透過写真のコントラストの比をとって，散乱線の影響による透

＊溶接部グ）非破壊検査に関するシンポジウム，昭和韓年紛月（平山一男記）
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　i．35

偽
豊i．30

蕊
爵王、25

漁
婦ま。20
・戯

ム
藍i．蔦

駆

論！。憩
八

登
　！．05
c
舷
麟！・Oo

響
麹α95

板厚

mm
5

10
i5

線径
m凱
0．三〇

0．20
○．25

エネノレキヤー一

　k総V
70

蓋0（）

120

Tmm　　20　Q・40　　麦50
30　　25　0・50　．200
25　　30　β50　250
20試験体：調平叛
llフィルム蹴鞭＋P縦濃灘5
5焦点・フイルム間距離800m拠
　焦点側のフィルム・試験体閥距離：2欝m

図3

　0．0　　　　　　　　　0．5　　　　　　　　　i．0

　板厚に対するフィルム・試験体間距離の比Lo／T

フィルム9試験体聞距離と口翻／口加との関係（3〉総

　フィルム側に透過度計を置く場合は焦点寸法の影響を受けないように焦点・

きくし，フィルムを試験体から板厚の1／2程度離して撮影し，焦点側で規定されているのと同じ透

過度計識別度が確認されれば良い。なお，このことは，試験体の形状が平板試験体及び平板試験体

に近いもグ）を低エネルギーX線で撮影する場含に適用できるが，試験体の形状が複雑な場合ある

いは線源の種類が異なる場合には散乱線の影響を検討する必要がある。しかL，X線フィルム及

び増感紙は散乱線の影響に関係しない。したがって，X線フィルム及び増感紙の種類が異なって

も適用することができる。

過写真のコントラストの変化を示したものである。

なお，検討の際に使用した実効エネルギーは吸収係

数と板厚の積（μT）が約3となるようなものを，

また，透過度計の線径は透過度計識別度が2．0％以

下を満足するもののうち最大のものを使用した。図

3からフィルム・試験体間距離を板厚の蓋／2以上と

すれば，焦点側とツィルム側の透過度計に対する透

過写真のコントラストは高々3％異なるだけで両者

の透過写真の鷲ントラストはほぽ等しいと考えて良

い。

　　　　括

　　　　　　　　　　　　　フィルム間距離を大

§、鎚　非破壊試験施工方法確認試験に用いる試験体の作製とその欠陥の確認方法の例＊

（1）はじめに

　非破壊検査仕様書に，検出すべぎ欠陥の種類及び寸法が明確に指定されているとき，これを受け

て作成した非破壊試験要領書に従って試験を実施して，目的とする欠陥が間違いなく検出できるか

否かを非破壊試験施工方法確認試験によって確認する必要がある。非破壊試験施工方法確認試験の

実施については，日本溶接協会規格W狂S2005に規定されており，一般に，非破壊試験を計画し

てから確認試験を経て試験を実施するまでには，図iに示すような手順を踏むことになる。

　ここでは，非破壊検査仕様書に長さ婆難m以上の面状欠陥（割れ，溶込み不良及び融合不良）を

非破壊試験により検出するように指定されている場合を想定L，このときの確認試験用試験体の作

製方法とこの欠陥の確認方法についての一例を紹介する。

㈲　対象とする試験体とその欠陥

　検査の対象としては，X開先の突合せ溶接部を想定し，（我）内部溶込み不良，（b〉開先面の融合不

良，及び（C）縦割れを検出すべぎ欠陥とした。また，仕様書により溶接線方向の長さが婆mmを超え

る場合は不合格とするものと規定されていると仮定する。

率溶接部の非破壊検査に関するシンポジウム，昭和60年緯月（横野泰和記）

一重0
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匪潔鞍萱鉦W鐙三巫翼璽麺
　　　　　　　　二
　　　　　　匡墜圃
　　　　　　．』コー

一一一一
｛』薯．領二蚕コ

　　　　　　　ニコニ．

　　　　　　腰遡璽i謝｛亜2延璽認試、蜀

　　　M）　　　　　　　確認試験の実施　　＞

　　　　　　　YES
　　　　　　「藁蔭蜀
　　　　　　　ニコニ
　　　　　　「訳麹．調

　　　　図1　非破壊試験の計圃から実施

　したがって，非破壊試験施工方法確認試験では長さ喚鵬膿の欠陥を内在させた試験体を用意し

て，非破壊試験要領書に規定された試験方法でこの欠陥が見落としなく検出され，的確に評価され

ることを確認する必要がある。このため，検出すべき最小の欠陥を内在させること，及び試験体中

の欠陥が予定通りに作製されているかを予め調べておくことが重要である。以下，確認試験用試験

体の欠陥の作製方法と，作製した欠陥の確認方法の例を示す。

（鋤　確認試験用試験体の作製方法

　確認試験用試験体は，確認試験を実施するのに十分な形状・寸法として，それぞれの欠陥につい

ては下記に示す要領で内在させることがでぎる。

（＆）内部溶込み不良

　図2（幾）に示すように，裏面側にV溝を加工して，その底部に畏さ婆獄騰深さ3灘mのスリット

を放電加工した後，深さ3m撚のスリットのうちi　mmだけ溶込むようにしてV溝を溶接し，高

さ2mmで長さ婆瓢撚の欠陥が内在するようにした。なお，最終的に切断して確認した結果，欠陥

の高さは2．3m醗であった．

（鶴）開先面の融合不良

　図2（舞）に示すように，表面側からV溝を加工し，その開先面に長さ盛灘驚幅3艶撒の板を取付

　　放1電加．工によるスリット

◇』3
（敏）　内部溶込み不良

　　　　　当板　　　　　　　　　　　　　肉盛硬化溶接

　　　　　1　　　　　　　　　　1

』『』』『3
　（b）開先蜘の融合不良　　　　　　　　（c〉縦鵠れ

　図2　模擬欠陥の作製方法

　　　一隻璽一
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けこの部分に不溶着部が残るようにし，そのヒをさらに溶接で埋めていぎ，開先面に沿った融合不

良を内在させた。

（c）縦割れ

　図瓢む）に示すように，表面側からV溝を加工し，初層に肉盛硬化棒でシ葦一トビードを置いて

割れを発生させ，その上を欝G溶接で溶込みをできるだけ小さくして割れがそのまま残るよらに

溶接した後，最後にV溝を溶接して埋めていった。

（尋）非破壊試験による欠陥の確認方法とその結果

＠　放射線透過試験による欠陥の確認方法

　図3に示す撮影配置で，鉛マスクを用いて狭照射野撮影を行った。試験視野は欠陥を内在させた

岬　　　　エレス灘300
　　　　（fニ2．3盤撚〉

罫02

〆 鉛板

・←塾幽、〆

め鷺
，　試燵

蘭警q

X線ツィルム

　（妬G÷鞠む

試験体

図霧　撮影配置と条件

溶接中心線

マグネノト
、

30Cmスケー一ル

晶
　　　o

題 去野甥

　　　　　　　倉

　　　　　…ヨ探触子

趨　ひ

　　　　　纏
　　　　　＼i5cmスケーノレ

図尋　端部エコー法における探触子グ）走査方法
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（鼠）　放射線透過試験
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（慈）　端部エコ…法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農）　切断試験結果

　　　　　　　図馨　非破壊試験による精密試験結果（溶込み不良）
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部分が中央にくるようにして，その幅を5燃瓢とした，

（わ）超音波探傷試験による欠陥の確認方法

　図4に示すように，溝を加工しなかった面（余盛のない面）から，点集束斜角探触子犯沁A鱒

SF6一捲を用いて端部エコー法を実施した。また，欠陥の溶接方向の中央と思われる部分につい

て，図5に示すように，屈折角墨ぴ，50。，60。及び70。の一探触子法の他にタンデム探傷法を併用し

て断層探傷を実施した。

（c）非破壊試験による欠陥の確認結果

　放射線透過試験（狭照射野撮影）による結果のうち溶込み不良の例を図6（＆）に示す。図に示す

ように溶込み不良の場合は，正確に長さが婆m搬と確認され，融含不良の場合も同様の結果が得ら

れている。これに対Lて，割れは放射線透過試験では検出されなかった。

　超音波探傷試験による精密試験の結果のうち，溶込み不良について，（b）に点集束探触子による

端部エコー法の結果を，（c）に断層探傷による結果を示し，さらに（d）に切断試験結果も合せて示し

た。このように溶込み不良の場合，端部エコー法では欠陥の上端及び下端からの工慣一が明瞭に認

められており，探傷面に垂直なルート部の欠陥として確認される。また，断層探傷ではタンデム探

傷法における工鷲一高さが最も高く，一探触子法で屈折角が小さくなる程エコー高さが低下し，探

傷面に垂直な欠陥であると推定される。同様に開先面の融合不良の場合も，端部エコー法では開先

面に沿った欠陥でその上端及び下端からのエコーと考えられるものが検出され，また断層探傷で

は，開先面に超音波が垂直に入射したとぎのエコーが最も大ぎく，その方向からずれるに従ってエ

コー さは小さくなり，明らかに開先面に沿った欠陥であると推定される。縦割れの場合も端部工

鶯～ で欠陥の上端及び下端からのものであると思われる工盤一が得られている。しかし，これ以

外の欠陥も検出されており，これらは必要に応じて手直しをして除去する必要がある。断層探傷の

結果では，特に大きなエコー高さの得られている方向はなく，反射指向性は鈍いことから，割れ特

有の反射面の粗い特徴を有しているという結果が得られている。

（§）まとめ

　非破壊検査仕様書に長さ垂搬憩以上の面状欠陥（割れ，溶込み不良及び融含不良）を検出するよ

うに規定されている場合を想定し，このときの確認試験用試験体の作製方法と欠陥の確認方法につ

いて，その一例を示した。

　溶込み不良及び開先面の融合不良の場合は，V溝を加．£した試験体に，それぞれ放電加工及び

当板により模擬欠陥を作製することがでぎる。またこれらの欠陥は，放射線透過試験の精密試験に

よりその畏さを，超音波探傷試験の精密試験によりその断面形状を正確に知ることがでぎる。一

方，縦割れの場合は，希望する寸法の欠陥を作製するのは困難であり，また放射線透過試験による

精密試験でも確認することができない場合があり，超音波探傷試験の精密試験を実施した上で，最

終的には切断試験により確認する必要のある場合が多いと考えられる。

搬一
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O．お知らせ

磯昭和創年度後期劔w主任検査技術者・主任試験技術老試験が下記β程で行われ，・その結果は次

の通りである。

　　　試験　鑓

…次　昭和6i年U月30日

二次　昭和62年韮月澱日

　　昭和62年2月iβ

　　　　　　　　　　　　　主任試験

暑欝筐噺算曝厭、ll
合格率 38．墨　　　婆2．2　　昏0．9 4f2．峯　　4r5．0　　56，0　　4ク．i 婆3．三

㊨上記試験による主任検変技術奮禽格者名

岩井正直・木津琢也（アイ・エム・シー），大友　裕・浜口章雄川重検査サービス），二購滋啓（札幌工業

検査），吉永泰久（新隣本非破壊検査），栗由真人（大検），有井伸一郎・松村善治（中国エックス線），岩本

　勇男・北川美一一城戸友文・向野英之・長井弘彰・古江明正・山鐙　修（東亜非破壊検査），小森一郎・宮

　沢　洋（欝本工業検査），池ケ谷靖（日本超音波試験），宮本贔和（日立エンジ論アリング），吾孫子良二・

豊賑修治・八木和明（非破壊検査），平田政司（非破壊検査工業）以上滋名

鯵昭和62年度前期のC夏W主任検査技術者・主任試験技術者試験要領

　…次試験
昭和62年5月3旧（日）9：30～

東　京：機械振興会館硬

大　阪1大阪工業大学　城北研修センター

広　島1広成ビル3F

北九州1毎日西部会館5F

　二次試験
昭和62年7月i蓋日（土）・捻β（日）

東京ほ蝦日本溶接協会研
大　阪ほ2B　大阪府私学教育文化会館窪F

広　島ほ蝦　広成ビル3F

北九州二11β　毎β西部会館7F

麟通信教育

期間1昭和62年婆月22日～昭和62年9月6濤（昭和62年度前期）

　目的二日本非破壊検査協会（NDわの工級技量認定試験の含格を目指す

要領1出題問題内容を刷新，2週間おきに8回の出題，添削・解答例の送付をくりかえす。

㊨溶接部の非破壊検査に関する研修会

　日程1昭和62年5月9田（東京）・5月雄欝（大阪）・5月絡日（広島）・5月17日（北九州）

　内容：溶接構造物の検査にたずさわる技術者が，非破壊検査を実施する際，真に役立つ技術者とし

　　　てどのような役割りを果さなければならないかを解説する。

一至5
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蝦壱実習を主体とする溶接部の晶質評価のための非破壊試験講習会磐

　： こ雌驚禦鵠1畿罰一鯨
　内容：溶接構造物の信頼性を確保するための一手段としての非破壊試験は，有能な技術者による総

　　　合的判定と検出すべぎ溶接欠陥を検出できることを確認しなけれぱならない段階に至ってい

　　　る。こうした情勢に鑑み実習を通して溶接部のRT・UTを実施する上での留意点を理解し

　　　てもらう。

※申込み及び間い合せ先

　撃憩量東京都千代田区神田佐久間町i－i1

　㈱鷺本溶接協会　溶接検査講習会係　TE嵐，03 2欝 籍盟

蝦犠近の溶接継手の非破壊検査に関するシンポジウムラヲ

　蕪時1昭和硫年5月館日（木）挿：OG～鐙：00

　場所：機械振興会館（東京）

　主催1㈲薦本溶接協会・㈹軽金属溶接構造協会

　後援1（賜電子科学研究所

　内容1最新の溶接継手グ）非破壊検査に関する研究報告と新しく制定された規格等を解説する。

　演題顕）溶接継手の非破壊試験適用通則及び非破壊試験施工方法の確認試験方法

　　　○各種超音波試験規格におげる検出レベルと評価の対象となる欠陥寸法の比較

　　　（』）板丁溶接継手グ）垂直探傷における試験条件の選定方法

　　　○鋼溶接継手の曲げ試験と非破壊検査（MT・罫丁・RT）の関係

　　　○微細欠陥の検出限界寸法と識別最小線径との関係

　　　○余盛が透過度計の識別最小線径に及ぽす影響

　　　○階調計による透過写真の像質の管理方法

　　　○撮影条件と透過写真の像質との関係

　　　OT溶接継手の透過写真の濃度分布と識別最小線径

　　　○管円周及び板丁突合せ溶接継手の撮影方法（誕S　Z3m8及び」罵Z3婚9グ）改正）

※申込み及び問い合せ先

　攣董儀東京都千代田区神田佐久間町餅3フー器　由良ビル

　㈲軽金属溶接構造協会　TEL稲一863略騒5
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