


1．透過写真の像質区分とその適用例＊

（1〉はじめに

　鋼溶接部に対して放射線透過試験を適用することにより欠陥を精度良く検出するためには，十分

な像質が得られなげればならない。

　ところが，従来透過写真の像質と欠陥の検出の程度の関係が不明確であったため，たとえば」雄

Z努纏（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）では，通常実施可能なレベ

ルの像質を規定しているのが実情である。

　これに対して，このたび制定されたW聡20碁（鋼板の突合せ溶接継手の放射線透過試験方法及

び透過写真の等級分類方法）では，試験のレベルに合わせて透過度計の識別されなければならない

線径を基準とした像質区分を規定している。（なお，これらの透過写真の撮影方法についての規定

の根拠はW鷺S20難の解説を参照されたい幻。）

　以下，W鵬20難の像質区分の規定内容とスリット状欠陥の適用例を」聡Z3蓋懸と比較して紹介

する。

（鱒　透過写真の像質区分

　W紀S2鱗玉においては像質をA級，駐級及びC級の3区分とし，C級は特別な工夫をすることな

く通常の撮影方法により得られる像質，A級及びβ級は余盛を削除する，極超微粒子フィルムを

用いる，狭照射野撮影方法を採用するなど，より高度の像質を必要とする試験の像質区分としてい

る。

　像質区分の基準としては，母材の厚さに対応した透過度計の識別されなければならない線径を規

定し（表玉），従来，」欝Z撮0婆で規定している材厚を基準とした透過度計識別度（表2）をより具

体的に明確化している。

　さらに，母材の厚さが50灘m未満の試験部にぱ階調計を適用し，階調計の濃度差（煮D）を母材

部の濃度（D）と階調計の厚さ（簾丁）で除した評価値の最小値を，識別されなければならない透

過度計の線径に対Lて規定（表3）し，これと密接な関係を持つ透過写真のコントラストをより定

量的に管理することを口指している。なお階調計の使用は，」捻Z3鐙婆では材厚が20膿灘以下の場

含について規定されている。

（鋤　スiノット状欠陥を含む鋼板に対する適用例

　厚さ騒撒mの鋼板に，図置に示すようなスリットを加工し試験体とした。余盛がある状態は，

図2に示す断面形状の模擬余盛により再現Lた。撮影配置の概略を図3に示す。

　図墨の試験体を，W盤20U及び」聡Z3継に従って撮影する場合の規定内容の具体例及び実験

結果の…例を表婆に示す。

　W聡2脚の像質区分A級及び黙級は，余盛がないかこれと同等の状態（肉厚補償マスクの使用
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嚢1　識別されなければならない透過度，，按）線径
　　　（W鷺S蹴叢，表奇）

　　　　　　　　　　　　　　　　単位齢懲

＼　、＼
母材の厚さ

　　　　3、2未満
　3、2以上　婆．o未満

　峯、o以上　5、o未満

　5。0以．と16．婆未満

　6．尋以。L　8，G未満

　8。｛）以 上鐙．o未満
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32．o以上齢．o未満

紛．○以上50．○未満

50，0以上級．○未満

鍵、0以上書0、0未満

＄○，○以上綿o　未満

輪o　以上鍛5　未満

鎗5　以上絡o　未満

絡○　以上200　未満

200　以上2鱒　未満
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規格　　　i
一÷一一一一…一一一

像質区分

導欝卜旧　　　　　　　　　　　　　　　

一←一

　　　1直　濃　度　　1

一一一

†響　　2．o以上　　3．o以下　　　　…　　　一　　黍P

階調計 五）憾丁

0．O路以上

低エネルギーX
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低エネルギーX
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　　　　　　　表毒　W聡黛鍛垂と」蔦Z3鐙喚の比較例（母材の厚さ騒m鵬）
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　　誰実効焦点寸法の最大櫨又は線源寸法，ノ『グ）値は下記実験に用いた装置のもの

注2）　賑1試験部の有効長さ
注3）　ここでは線源・フィルム間距離は賜の規制による。恥の値は材厚（又は母材グ）厚さ）＋5騰m

注多）　規定値の上限付近麟標
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の指針が示されており，

　細
　　　　　　　　　　　スリット状人、工欠陥

　　　　　　　　　　　　模擬余盛
　　　　図＄　撮影配置

次に，W欝2磁蓋では透過度計を識別するために必要な線源，X線フィルム及び増感紙の組合せ

　　　　　　　　　これらの中か又はこれらよりもヒ級の組合せを選定しなけれぱならない。

実験条件は，以上の規定内容を満足するものとした。なお，線源・フィルム間距離は，透過度計

フィルム間距離L2を基準として計算Lた値を50猫m単位で切上げた。

得られた透過写真はそれぞれW鵬2011及びJiS　Z3io婆に規定Lている具備すべぎ条件を，透過

など），C級は余盛がある状態を想定L，」爲

Z3憩喋では特級が余盛なし，普通級は余盛があ

る状態を想定Lているので，これと同一の状態

により実験を行った。

　まず，WES20Uでは像質区分毎に，母材の

厚さ騒灘mに対して識別されなければならな

い線径が表玉からA，欝及びC級でそれぞれ

0．32m搬，0。慈Omm及び0。磁mmと決まる。C

級はJls　z3雄嬉の普通級相当であるが，A級及

びβ級は特級よりも高度の像質を要求してい

るのがわかる。

度計の限界値及び濃度の上限値付近で満足している。

　得られたスリヅト状欠陥の像の長さは，スリット状欠陥の実際の長さ騒・Om瓢に対LてW雛

20熟のA級では33．5撒鵜とほぽ全長が検出でぎている。　一方，」欝Z310婆の特級の像質では30．0

瓢mと，お級の綴．5m獄よりも短い長さしか得られていない。C級と灘SZ3鎗喚の普通級では同じ

長さのスリット状欠陥像が得られている。このような現象は，識別できた透過度計の線径と良い対

応を示している。

　したがって，灘SZ斑縫の特級の像質ではこのスリヅト状欠陥の端部を検出するには十分でな

く，できFるだけ精度良く検出するためにはWES20i1のA級又は慧級の像質区分によることが望

まLい。

（尋）まとめ

　W鈴20Hにおける像質区分の概略について解説し，その適用例を紹介Lた。

　W賂20蓋まの特徴は，」1S　Z3i縫の特級以．ヒの像質を含む3つの像質区分を規定していることで

ある。WES20nの適用に当り，検出すべぎ欠陥の性状を考慮Lて，あらかじめ適切な像質区分を

選定する必要がある。

拳驚文献

1）　ND1資料No．i留2，昭和62年6月
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黛。CIW試験問題の解説

「闇一

L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
間　高張力鋼の溶接部において，発生が予想される溶接欠陥について次の問に答えよ。

　（隻）遅れ割れの具体的な名称を3つあげ，それぞれの遅れ割れを検出するためにはどのよう

　　な非破壊試験方法が適しているかを記L，適用時の留意点を述べよ。

　（2）罫S　Z雛鱗では，「割れ及びこれに類する欠陥」は垂級と規定されておへ仕様書では　、

　　婆級は一般に不合格と定められている。何故，r割れ及びこれに類する欠陥」の存在はゆ　1

　　るされないのか，その理由を記せ。

　（3）「割れに類する欠陥」とはどのような欠陥か具体的に記せ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、一」

〔解説〕

　（i）遅れ割れを非破壊試験によって，確実に検出するためにはそれぞれの遅れ割れの特徴を十分

　把握・考慮した上で，最も適していると考えられる非破壊試験方法を選定する必要がある。

　　例えば，横割れは，多層盛溶接部の最終層直下の溶接金属部に発生することが多く，板厚方

　　向の欠陥高さは一般に小さいため，放射線透過試験では検出しにくい。また，微細な欠陥が溶

　　接線と直角方向に多数発生し，溶接部表面に開口しない欠陥が少なくないため，浸透探傷試験

　　では，微細な欠陥を見逃すおそれがある。また，超音波探傷試験を適用したとしても，溶接線

　　と直角な方向に伝播していることと，最終膚直下の溶接金属部に存在することを念頭に置いて

　　適用しないと，横割れの検出は困難となる。

　　　また，遅れ割れの検出に際しては，各種非破壊試験の適用時期，試験対象範囲等についても

　　十分注意することが重要である。

　（2）溶接部に発生Lた欠陥が溶接継手の性能に及ぼす影響としては，まず，①欠陥が存在するこ

　　とによる断面の減少が挙げられる。次に，②欠陥が存在すると断面が急変するために切欠き効

　　果による応力集中が問題となる。浅い切欠ぎが存在する場合の応力集中係数は次式で示され

　　るQ

　　　－i＋瘍　α嚇集中係数瑚欠きの深さ瑚欠きの半径

　　　式より，切欠き半径ρが小さい獄ど，切欠きの深さ6が大きいほど応力集中係数縦は大きく

　　なり鋭い切欠ぎとなる。また，溶接割れが発生する箇所は一般に材質が硬化Lており，割れが

　　伝播し易い状態にあると考えられるので特に注意が必要である。

　（3）割れに類する欠陥とは，割れと同じ程度の応力集中を生じるもので切欠きの半径ρが小さ

　　い欠陥が考えられる。このような欠陥としては，欠陥先端の曲率半径ρの小さい溶込み不良

　　や溶着金属がコールドラップ状にな・）ている開先面の融合不良などがあげられる。また，鋭い

　　アンダカットなども割れに類する欠陥とLて注意しなければならない。
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「㎜…　

　問

！、

　磁粉探傷試験を行う際にば探傷有効範囲を設定する必要がある。以下の問に答えよ。

（豊）探傷有効範囲を設定する場合に考慮すべき事項を2つ挙げよ。

働　A形標準試験片を用いて探傷有効範囲を設定する際に影響する因子を5つ以上挙げよ。

（3〉平板突合せ溶接部及びすみ肉溶接部を探傷する際の探傷有効範囲の求め方を縦割れ及び

　横割れを検出する場合にわけて述べよ。ただL，磁化方法は極間法を用いるものとする。

く注＞現在，探傷有効範囲はA形又はC形標準試験片を胴いて設定

されている。これらの標準試験片を用いて推定することがでぎるの

は磁場の強さである。磁粉探傷試験において欠陥部への磁粉付着に

大きな影響を及ぼすのぱ，欠陥からの漏洩磁東密度の大ぎさであ

る。これには使用材料の飽和磁東密度に対してどの程度の磁東密度

を与えているかが大きく影響する。すなわち，飽和磁束密度グ）簿～

薯○％以上の磁束密度を与えると，欠陥から¢）漏洩磁東密度は急激に

増大するようになる。このように，探傷有効範囲を設定する際に重

要な4）は磁場の強さではなく，探傷しようとする部位を流れている

磁束密度である。磁束密度を測定するためには試験中にドリ・レ穴を

あけ，これにサーチコイルを巻けばよい。しかし，実際グ）構造物に

ドリル穴をあけるわけにはいかないから，予め同 一の材料を用いて

確認試験を行っておくことも必要である。実際にこれを行うのは煩

雑であるため，次善の方法として標準試験片を用いて探傷部位の表

面近傍の磁場の強さを推定している。こグ）際，留意しなければなら

ないのは試験体表面と標準試験片裏面の間のギャップである。図1

に直径齢搬燃のS器Cの焼きな康し材を軸通電法で磁化した際の

A蚕7播0からの漏洩磁束密蔑に及ぼすギャップgの影響を示す。ギ

ャヅヅが増大すると共に漏洩磁東密度は増大していくのが認められ

る．しかし，αが増大して9畿0、050懲灘と0．欝Om搬の場合には少

しグ）差異更ノか認められない。

〔解説〕

（茎）探傷有効範囲を設定する場合に考慮すべぎ事項としては次の2つがある。

　①欠陥を検出するのに十分な磁場の強さがあること。

　②予想される欠陥の方向に対して磁場の方向がほぽ直交すること。

（2）A形標準試験片を用いて探傷有効範囲を設定する際に影響する因子としては，磁場の強さ，磁

　場の方向，磁粉の種類，検査液の種類・濃度・散布方法，試験面の傾ぎ，磁粉の適用時間，通電

　縛間及び観察方法などが挙げられる。

（3）いずれの場合に対しても磁極の配置，A形標準試験片の貼付の仕方及び探傷有効範囲を図示

　し，必要に応じて説明を加えればよい。すみ肉溶接部に対してぱ使用する鐸一クの形状と使い方

　にも配慮する必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺．導

栖　3瀞

蕊

隣
鱗

翼　2漕

灘
撫

趨

鱒
曝　薯．鶏

澄．導

鐘濫叡簿鑓鵬朧

鳶．繍⑪

尊，§韓
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奪 糠む　　　　　騰韓
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霧．技術資料

騰

奪

紅

灘

喰

臆

灘．1　鋼溶接継手の曲げ試験と非破壊検査（腰丁，糖丁，叢丁〉の関係灘その1篇＊

（蔓）はじめに

　溶接技術検定試験における合否の判定は，興本においては曲げ試験によって行われている。　・一

方，欧米においては放射線透過試験により行われている。ここでは，鋼溶接継手の曲げ試験結果と

放射線透過試験（以後，鼠丁と略記）結果の相関性について検討すると共に，磁粉探傷試験（極間

法，以後MTと略記）及び浸透探傷試験（溶剤除去性染色浸透探傷試験・速乾式現象法，以後

PTと略記）結果との相関性についても検討した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）溶接技術検定試験における不合格の

獅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原因調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図重（＆）及び（b）に辮8（）年度における
90

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州地区の中板及び中肉パイプ（板厚：

6撃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9縢細の溶接技術検定試験において，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表曲げ及び裏曲げ試験を行った際に不含
鱒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　格となった原因の百分率を示す。不合格

ZO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の件数は下向ぎ，立向ぎ，横向き，上向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ溶接及びパイプの溶接に対してそれぞ
難

　　C膿舗C騰＄騒　C騰灘　C騰鎌　C膿騒　　　　れ露騒，至3繍，50，難0及び乃6件であっ
　　下向き　　立陶嚢　　横海蒸　　上陶憲　　パイプ
（識）表曲げ試験結果　　　　　　　　　　　　　　　　　た（横向き溶接は玉総0年度より新たに検

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定試験が行われるようになったため，件

髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数は少ない）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ところで，曲げ試験をした際に著しい
8奪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠陥はあってはならないと規定されてい

6騒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る、　ここで著しい欠陥とは，3．（）灘騰を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超える単独の割れ，割れが複数存在する
糠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場含には割れ長さの総計が7、G驚騰を超

鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えるもの，アンダカヅトあるいは溶込み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不良の著しいもの，0．3懲膿以Lのブ環
　鱒
　　C陀翻　C臨灘　ぴ黙蘇C臨灘　C懸灘　　　　一ホールが鐙個を超えて存在するもの，
　　下陶き　　立向鳶　横海嚢　　上向き　バイブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スラグ巻込みの大きなものなどをいう。
　（b）　裏曲げ試験結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いずれの溶接においても表曲げ試験に
　麟1　中板及び中肉パイブの溶接技術検定試験における

　　　不合格の原囚　　　　　　　　　　　　　　　　おいてはアンダカット及び割れ「により不

表蕪げ試験，曉蜘

魚割れ
ぴアンダーカット
臨：プ嶽一ホー一ル

翫スラグ巻込み
縫1破断

裏曲げ試験，緯80

Cl割れ
恥溶込み不貴
戴ブロー承一ル
翫スラグ巻込み
翫破臨

軒6 近の溶接継手の非破壌検査に関するシンボジウズ（加藤光昭　記）

7
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合格となったものが多い。特に，アンダカヅトは50～簿％を占めている。これに比べると，ブ緯一

ホールあるいはスラグ巻込みにより不合格になったものは少ない。一…方，裏曲げ試験においてぱ割

れ及び溶込み不良が原因で不合格になったものが多い。表曲げ試験と比べると割れにより不合格に

なったものが多いが，これは溶込み不良が存在することにより曲げ試験の際に割れに到ったものが

多いことに起因Lている。また，破断により不合格になったものが表曲げ試験の場含よりもかなり

多いことも同様の原因である。

（3）試験片

　ここで検討Lた試験片は簿鎌年5月に㈹矯本溶接協会福岡県支部で行った溶接コンクールにおい

て得られた溶接継手である。溶接方法は手溶接及び半自動溶接であり，板厚は3雛鵬及び9m撚グ）

2種類である。試験片枚数は手溶接材撮枚，そして半自動溶接材欝枚である。

　欠陥とLて検出されたのは総数で欝些個である。この内容ばMTで齢i個，墨）Tで購i個，歎丁で

弼個，そして曲げ試験で縫○個である。検出された欠陥数が総数とそれぞれ異なるのは，試験方法

により検出されたものと検出されなかった墨）のがあるためである。MTで検出されたものが多いの

に対して，RTではその約姶％と大きな差異が得身）れているのが特徴的である。RTは溶接のま憲

の状態で行い，MT及びPTは曲げ試験片に加工した後に行一）た。

＠　曲げ試験と非破壊検査の相関

　図瓢菰），（舞），（の及び（嫡）にそれぞれ板厚3雛撒の表曲げ試験材及び裏曲げ試験材，そして板厚

参撒搬の表曲げ試験材及び裏曲げ試験材に対する各種試験方法と欠陥像の様子を示す。図2（蔑）に

おいては曲げ試験の結果，ブ買一ホールが3個認め瑳）れる。欝丁においては欠陥による指示摸様は

認められていない。沢丁においては断続的に溶込み不良が認められる。一ヅ方，MTにおいてば連続

Lた磁粉模様が認められる。すなわち，ここで認められる欠陥は溶込み不良であり，RTでは断続

的にしか認められないのは，開口幅が狭い領域が存在することに起因していると考えられる。ま

た，この溶込み不良の深さぱあまり深くないため，表曲げ試験によっても欠陥とLて検出されてい

ない。

　図2（勤）においては曲げ試験の結果裏7、5搬凱に達する割れが認められる。PTにおいては点状の

指示模様しか認められないが，鼠丁の結果から判断すると欝丁で検出されているのはスヲグ巻込み

である。これら0）スラグ巻込みは溶込み不良で連結されている。この例のように，PTで点状に検

出される指示模様は場合によって線状欠陥の場合もあるため，十分気をつける必要がある。MTに

おいてははっきりと線状の磁粉模様が認められる。

　図2（c）においてば曲げ試験の結果，多数の割れ及びアンダカヅトが認められる。この場合には

MT及び駐丁による指示模様はよく対応Lており，曲げ試験の結果ともよく対応している。しかL，

歌丁においては曲げ試験で認められた割れあるいはアンダカットに対応するような欠陥はほとんど

認められない。

　図2（遣）においては曲げ試験の結果，試験片び）両端部に溶込み不良が認められる。MT，PT及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一8　一一・
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　　　（の　板厚9撒灘の表曲げ試験材　　　　　　　　　　　　　（巖）　板厚9驚騰の裏曲げ試験材

　　　　　　　　　　　　　　　麟慧　各種試験材の欠陥像グ）例

RTの結果もこの欠陥とよい対応を示している。この例のように鼠丁も含めていずれの試験におい

てもよい対応が得られるのは非常にまれである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜以下次号＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一§　一
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馨．黛　省令翻号第1種容器溶接部の非破壊試験＊

継手　の　種類　　　形状
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管 一管板との溶接部（耐圧部以外）
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溶接金属部に隣接する編欝搬驚グ）範囲内の母材を含めた部分における試験
溶接深さの豊ノ以溶接深さの郵2が鵜艶瓢をこえる場合は！3窒撒｝）毎グ）舗丁．（碧丁）

管台内径藁1灘艶難
管台軸が容器壁となす角が齢QC以上。

容器の穴が容器壁の強め材のみで補強されているもの。

管台は著しい配管反力を受けないもの。

裏あて金を使用する場合は，溶接完了後にこれを取除くもの。

（●）！（）ば○グ）検査が不適当な場合

突合せ両側溶接

完全溶込み溶接

＊‘‘ 気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令”（昭和船年通産省令第8響　昭廊ε§年改訂版）
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4．r健脚」 東亜非破壊検査㈱池田忠夫

　私事で恐縮ですが，最近自転車に凝っております。自転車と申しましても福沢諭吉先生グ）飛かう

方ではなく，いたって健全なサでクリングの方です。幸いなことに，小生の住んでいます所は田園

地帯でコースには不自由しません。近くには玄海トライアス韓ンの行われますシー一サイド3一スも

あります。普段は一周約難k灘の白分で設定Lた周回路（勿論公遵です）を走っています。なんと

この欝一スには豊箇所も信号機がないのです。つまり，赤信号で止まらなけれ．ばならない場合，足

をペダルに固定Lているトウストラップを緩める必要に迫られる訳で，これが不精者の小生にとっ

ては実に面倒な魂）のなのです。さて，トレ…ニングの成果の方ですが，精進の甲斐があって最初の

頃は心臓が喉からせりだしてくるのではないかと思われるほどゼーゼー一と，もがきながら走ってい

た峠の上りも段々と楽になり，平均速度も向上し，且つ， 一回の走行距離も延びて来るようになり

ました。そして，足脚の筋肉も段々とそれらしくなって来るのがわかります．走り始めて3臨揖の

夏を向かえましたが，今後もマイペースで続けたいと思っております。同じトレーユングでもジ灘

ギングは苦痛のみで長続ぎしませんでしたが，自転車は実に楽しく継続でき，何かやろうかと考え

ておられる方にはお勧め出来ると、慰います。何といっても車と違って公滋／二においても速度無制限

という点が実に自由で痛快ではありませんか。ただし，痛快さを充分堪能出来るようなレベルに達

するにはそれなりの鍛練が必要となるわけです。

　さて話は変わりますが，磁年姿月蓋日付けのC夏W技術者名簿によりますと，主任検査・試験の

7種日のうち全種昌の資格保持者は8名登録されているようです、小生もそのうちの…人なんです

が，ギ有効期間が3年でその間に7種目の更新試験を受け続けるのは大変でしょうね。当然ND互の

方の更新もあるでしょうし一弓と物好きな人もいるものだという風に同情されます。当方とL．ま

しても敢えて反発ばせずrそうなんですよ。窟効期間が長くなると助かるんですがね。」となる走）

けです。ところが実際には資格を取得する際に、要するエネルギーと維持するためのエネルギーでは

後者の方が遥に少なくて済むといえます。つまり，数多くの資格を持っている者は取得の為の準備

期間を通じて鍛練を重ねたわけで，その結果として身についた脚力でそれほど苦労せずに更新試験

という峠を走破して行く訳です。さぎの全種瞬取得者のうち2名の方を除いて残1）の方々とは面識

がありますが，皆さん方に共通するものがあり興味深く思・）ています。全種目取得者というと一般

的には頭デヅカチのガリ勉タイゾを連想しがちかと思い蜜すが，実際は逆で人問的に偏ったところ

の少ない明朗な常識人で仕事もやるが遊びも人 借良くこなすといった印象を彼らから受けます。

実に爽やかな好漢ぞろいです。彼らは1蓬の前に山があったら，あれこれ考えずに持ち前の健脚でさ

っさと登ってしまうでしょう。C夏Wや澱蝋の更新試験といった山は彼らの脚ガからすると低すぎ

る訳で，普段はもっとハ…ドな山々に拶峯戦するのがふさ才）しい人達です。ただ一旦身についた脚力

も羅頃のトレーニングを怠ると低下すると言う点に注意が必要で，そのためには心身ともに健康を

維持出来る自己管理能力が要求されるかと思います。毒‘ご健闘を野

賛
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§．C薫W認定事業者驚会社紹介識

会　社　　名

本社所在地
代表者氏嶺
認　定　番　号

恥　定　種　別

認定検査部門

営業勝もト猶一ク

北鶏本エックス線検査工業株式会社

攣鱒費　新潟市南紫竹崖TR2番魯号　懸0瓢つ編4鮪7（代）

代表取締役　松本一郎

第綴A編号
A種

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

東京営業所，秋田営業所，北関東営業所

＜沿革＞

　北ヨ本エックス線検査工業株式会社は，昭和妬年に設立以来，非破壊検査を通じて，ガス・水道

管から原子力に至るまで，広範撚にわたる産業設備の安全管理と工業製品の品質の向上に貢献して

きた。当社は，溶接施工会社を前身とし，ヨ本海側においても非破壊検査会社の必要性を痛感，溶

接施工会社より非破壊検査部門を独立させて設立Lた会社である。主な沿革は次の通りである。

　　　　　　　　　毒昭和齢年9月

昭和欝年捻月

昭和灘年蓋月

昭和灘年婆月

昭和％年鐙月

昭和欝年婆月

昭和欝年5月

昭和欝年5月

昭和勢年6月

　昭和灘年鐙月

　昭和60年輸月

　昭和撰年墨月

く特色〉

　北臼本エックス線検査工業株式会社ば，比較的小規模な会社であるが，C夏W－A種の認定を受け

ている会社であり，社員の検査技術が特定の検査種目に片寄ることなく，全社員が全ての検査種目

において総合的な検査がでぎることを損標にLており，全社員に肖本非破壊検査協会の放射線透過

試験・趨音波探傷試験・浸透探傷試験・電磁誘導試験・ひずみ測定の6検査部門の2級に最低合格

することを義務づけている。これは，同協会の技量認定資格の重人当りの保有数が全国のトップク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー至2一

設　嘉。

秋田営業所を秋田市に開設。

関連会社（北欝本非破壊検査株式会社と新潟非破壊検査株式会社）を設立。

巻出張所を新潟県西蒲原郡巻町に開設。

C蓋W｛》種認定を受ける。

C翼W～C種認定を受ける。

非破壌検査研修センタービル（地下量階・地／つ階建）を本社敷地内に建設。

北関東営業所を群馬県高崎市に開設。

通商産業大臣よ1），ガス事業法のガスニ£作物の技術上の基準を定める告示第8条

の規定に基づく溶接方法の承認を受ける。（この承認を受けた事により，球形ガ

スホルダー及びその飽のガス工作物の溶接及び補修が出来る検査会社となる。）

東京営業所を東京都台東区 L野に開設。

C翌W 懸種の認定を受げる。

C夏W 一A種の認定を受ける。
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難饗齢響

超音波探傷検査状況（東京住友ツインビノの

ラスであることが，その結果である。

　当社ぱ，溶接施工会社の検査部門が独立してで

きた会社であるため，W齢の溶接技術者も多く，

溶接施工管理は得意な分野である，通商産業大臣

の承認を受けてガス事業法に基づく溶接も施工し

ており，実績をあげている。

　鉄骨建築物の超音波探傷検査においてば，検査

会社はC夏Wの認定会社であること，検査員は全

国鐵構工業連合会の超音波検査技術の認定を受け

ていること等々その資格が厳しい要求されてい

る。当社は，この方面にも積極的に取組み，全国鐵構工業連合会の鉄骨精度検査認定技術考と鉄骨

超音波検査認定技術者を最多数擁している。そして，現在わが国で建築中の代表的な高層ビル（特

に柱板厚蓋00mm以ヒの超高層ビル）で，その実績をあげている。最近は，規模的にみて最大規模

といわれる臼本電気本社ビル新築工事の超音波探傷検査を受注L，会社あげてこれに取組む構えで

ある。

〈教育＞

　北日本エヅクス線検査工業株式会社は本社の敷地内に非破壊検査研修センターを建設し，当社独

自のカリキュラムに基づいて密度の濃い教育を社員に実施している。

　日本非破壊検査協会の放射線透過試験・超音波探傷試験・磁気探傷試験・浸透探傷試験・電磁誘

導試験・ひずみ測定の6検査部門の2級に合格することが最低条件として義務づけられているび）は

隙検査部門のNDL2級に含格でぎない社員は総合非破壊検査技術者として知識不足である。6検

査部門の2級合格は必須である」とする社長の方針に従っており，全社員が6検査部門2級合格を

麟指して教育に取組んでいる。特に今年度，中学校卒で薦才の最年少者で婆検査部門（RT彫塾

MT礎丁）に初めて挑戦し，一回で盛検査部内とも含格L，rやれば出来る」二とを見事に実証し

た祉員がいたことは，他の社員に対する刺激と励みになっている。

　客先に対するサービスとして，地元及び近県のユーザーやメーカーの担当者の要望により，当社

の社員による講習会や実技指導，或いば中央より講師を招いての講習会や実技指導など研修センタ

ーを教育の場とLて提供L好評を得ている。特に，研修センターで行なわれた当社の社員による，

新潟県鉄骨工業組合主催の全国鐵構工業連合会鉄骨超音波検査技術実技指導では，後の実技試験で

受講者全員が合格した。

＜結　び＞

　北β本エックス線検査工業株式会社は，今後とも，心技共に全幅の信頼を得られるように，社員

教育，技術者の増強，機器の充実とたゆまぬ研讃を続け，非破壊検査会社としての責任の重要性を

認識し，尚一層の努力をLて行く所存である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一真3＿
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会社　名韓立凱ンジ罵アリング株式会縫
本社所在地　攣欝7茨城県薦立市幸町3丁目2番蓋号　欝0欝争2争難暴（代）

代表者氏名代表取締役社長ll／崎精二

認定番号第欝A懸号

認定種別A種

欝黛欝雛欝擁翼欝幾1
＜暮らしを，産業を，高度なエンジニアリング技術で支える＞

　弱立エンジニアリング㈱は昭和毅年婆月創立，㈱日立製作所の重電気部門のエンジニアリング事

業からエレクト爲ニクス事業へ，更にコンピ藷一タソフトウエア事業へと拡大し，広範な二一ズに

対応出来る総合的なエンジニアリング会社です。

＜高いレベルの技術と信頼性の高い業務を〉

　原子力・火力発電所，化学プラント機器などの高度な技術を背景とし，溶接構造物を主体とLた

それらの健全性評価業務分野においても，検査機露グ）開発および検査法の改良を重ね，高い技術レ

ベルと高い信頼性で，かつ低価格・高効率の業務を目指しています。

　非破壊検査業務に関連した主な事業内容ぱ次の通りとなっていますが，これ以外の業務について

も対応しています。

　（蓋）非破壊検査

　　㈱日本溶接協会より技術認定を受けている非破壊検査の主要6技術部門の他に硬度測定や極

　　微量漏洩試験（ヘリウムリーク試験，フレオンリーク試験）など，全ての非破壊検査の技術分

　　野でエンジニアリングから実務までを行一）ています。

　（2）検査業務全般の灘ンサルタント

　　　溶接構造物の品質管理と検査業務全般のコンサルタントから実務までを行っております。

　〈3）予防保全

　　　予防保全に対する 一般の非破壊検査のエンジニアリングと実務から鋼構造物の余寿命診断ま

　　で広範囲の二…ズに対応Lています。

　（犠）材料試験

　　　金属材料の機械試験（引張り強さ，衝撃値など），成分分析，顕微鏡組織観察などの材料試

　　験に加え，フラクトグラフィなどによる損傷原因調査究明までの二一ズに対応しています、

　（5）技術開発

　　　非破壊検査の適用方法はもとより，装置の技術開発蛮で広範囲な二…ズに対応出来る体制を

　　と一）ています。

　すなわち弊社はエンジニアリング事業，エレクト揮ニクス事業，認ンピュ…タソフトウエア事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一懲一
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翫瓢
自動超音波探傷試験

の3本柱を経営基盤としており，それにN互〉夏の実務上のk総w無Owを加え，ND夏関連の技術嗣発

の嵩一ズに総合力で対応してい葱す。

　また日立グループの一員として，その技術を集約L製品化しており，実績として，原子力発電所

蓋鍵用の自動超音波探傷デ…タ処理システム，復合走査断面表示式超音波探傷装置などがその一例

であり，前述の鋼構造物の余寿命診断についても日立研究所での基礎研究に対し高精度の電気抵抗

測定装置を開発・実用化し，その業務のサ…ビスを弊社で行っています。

く灘世紀へのビジ灘ン＞

　N鵬業務の信頼性は従事者個人の技量に依存している度合が高く，これからの脱皮が環状の重

要課題と考えています。この技二量依存性に対処する一・手段とLてN鵬技術分野では，飽の技術分

野に比べ，各種資格制度があり，その良い面もありますが，乱立傾向にあり，必要以上に関係老を

圧迫しているのではと危惧されます。これはN賊業務におけるヒュ…マンエラーに対する心配に

端を発しておりますが，資格制度のみでこれに対処するのは不充分であり，N鎌装備の改善，更

には自動化により脱却していく必要があり，弊社はこの面でも大方の論…ズに対応して参りたいと

考えています。

　またND蓋業務の自動化は饗腿従事者の労働条件の大幅な向Lを実務面でも，意識上でももたら

すものであり，瓢世紀での社会情勢の変化にもマッチするばかりでなく，信頼性と評価精度の高い

業務を短工期と含理的な価格で提供出来る体制となり，大方の論…ズにも対応し，御満足いただけ

るものと確信するものであり童す．

　一方ND亙の需要先も変化し，従来の重電・重機から社会資本的な分野（都市，交通）の諸設備

の健全性診断業務の分野が展開してくるものと予見さわ．，これに対する需要に応える技術開発を行

い祉会に貢献していくと同時に既存分野でのN腿需要の低迷を打破し，明るい将来を築いて参り

たいと考えております。

　またこれからの技術の蓄積により，都市は，その安定性確保LとそのメインテナンスLより，ど

ういう構造であるべぎかなど都市工学の見地からのコンサルタントとなりうることを夢に地道な努

力をLて参り蕊す。

籍
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蘇．お知らせ
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○昭和縫年度前期C翌W主任検査技術者

　次の通りであった。

　試験揖

　 一次　昭和磁年5月3鷲運

　二次　昭和磁年7月員通蜘

・主任試験技術者試験が下記の揖程で行われ，その結果は

主任検査
珂「涜

主　任　試　験

7r｝丁証π
t＿

凹四一 m㎜｝甲｝P
　　i　MIT　　PT　　　i

受験者数 82 レ
量鎗 鱒レ36 5

合格騰数 26 顎
　禦

、一

i7i剰　4 3

合格率（％） 3隻．昏
　　1溝Oi鎗5 　　i3％嘩引60・o七 6

○上記試験による空任検査技術者合格者名

　岸峰隆芳・松本敏弘・山内清司（川重検査サービス），風間卓・自石仁士・長岡康之（検査技研），

　勝溝孝文・中山安正・山1］矩久（新日本非破襲検査），洲崎吉範・前西聡（中国X線），井村隆

　・佐藤昭生・西恵治（東亜非破壊検査），鑓村敬二郎（鑓本検査コンサルタント），h田昌広・西

　坂猛喜（1ヨ本工業検査），小金丸昭彦・竹内千峰（ニチゾウテック），斉藤伸一中山弘司・松野

　和彦（非破壊検査），原田義彦・舛行礼三（非破壊検査工業）以L

O昭和繍年後期C翼W主任検査技術者・主任試験技術者試験要領

　　　…次試験　　昭和繊年員月2囎（則9：鐙～（受付9鴎む～奮i5）

　東京：全国町村議員会館　講堂　　　　　大阪：大阪工業大学　城北研修セγター記念館

　広島：社会福祉会館　第i噛研修室　　北九州：毎日西部会館　輝中ホール

　　ニ次試験　　昭和繍年箋月総臼　（土）護7日　（臼）

　東京二絡臼　ヂ1本溶接協会緯F　　　大阪：蓋71葺　新大阪チサンホテル岬

　広島：照鑓　広成ビん3F　　　　　北九州：蜷鑓　毎門西部会館5F

鎌　　　謝鎌

目的　揖本非破壊検査協会楢D董）の隻級技量認定試験合格のための実力養成。

目的：昭和磁年鱒月2創二彗一昭和砧年3月2帽

指導：2週問おぎに8回の出題，添削を繰返します。記述式の間題を中心に出題Lております。

「
1投稿の募集に〆）いて

i　本誌は，C亙Wの認定事業の欝R，溶接検査技術グ）普及を興的に発行していますが，誌面の充実を図るた
ミ

iめ，読者からの投稿も受付げたいと考えております。投稿資格は特に聞いませんので下記までお寄せ下さ
i
iい。
ミ

…　原稿ば，長さ驚G掌あるいは繕00字程度で内容はC璽Wに関連したものとさせていただきます。所属，氏
i
l　名は明記して下さい。

1　　攣重劔　東京都千代田区佐久閲町レ員　㈱贈本溶接協会　（簾W通信編集係　回　03 2欝畷澱ii
し…　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

一16＿
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