


1．　ごあいさつ

溶接検査認定委員会　運営委員会

運営委員長藤田　 譲

　現在，非破壊検査は原子力・化学プラント，超高層ビル等を始めとする溶接構造物の品質あるい

は信頼性の確保のために欠くべからざるものと言えます。㈹日本溶接協会としては溶接の品質向上

だけでなく，溶接構造物の信頼性や贔質保証を考える立場から，非破壊検査事業者の認定制度を重

要な事業の一つであると認識しております。

　昨年6月，C笈W認定制度の指導を畏年続けられた仙田冨男先生が病に発れられ非常に残念に存

じております。CIW認定制度をこれからさらに拡大して推進されようとしていた矢先に急逝され

ましたことは，非破壊検査のパイオニアとして数々の功績を残され，世の中に非破壊検査の必要性

を広めてこられた仙田先生ご自身にとっても誠に心残りのことであったことと推察致します。この

度，私がC王W認定制度の運営を任されることになりましたが，検査業界を取巻く現在の環境は

総0間題等を含め非常に複雑で難しくなっておりますことを十分に配慮致し蕊して，当分の間は，

従来の委員会の基本方針とその思想を十分尊重しつつ，業界の方々からも十分に御意見を頂戴し

て，御期待に沿うよう運営してゆきたいと考えておりますので，秋園副委員長はじめ各委員，各認

定事業者の方々のご協力をぜひとも御願い申し上げる次第でございます。

　この制度を更に世の中に広く認識していただくためには，まず官公庁を中心にしたユーザー一への

欝Rが必要と考えます。そのためにはユー一ザー一が，何をr検査」に期待し，認定制度の問題点は何

かを知るためにアンケート調査等によりユーザー側（特にエンドユーザー一　の二一一ズを正確に把握

し，対応することが大切であると考えます。調査・PRなど具体的な実施方法については委員会に

て十分検討の上，実施して行きたいと思っており憲す。

　CIW通儒の前号にてr非破壊検査事業者の実態調査について」のぺ一ジにCIW認定制度に対

する種々のrご意見・ご要望」がありました。これらにつぎましては，委員会として畏期的に検討

しなければならない重要な間題もありますし，また，委員会の基本方針が明確に説明されれば解決

されるものもあります。このような種々のrご意見・ご要望」についてば前麟に受止め，検討して

行きたいと考えております。

　劔Wの運営委員長を御引受けするにあたって，一言御挨拶申し上げ，万般にわたり今後とも宜

しく御願い申し上げる次第でございます。

故仙田富男先生の御冥福を心から御祈り申し上げます。
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黛．CXW認定事業者のND互資格数について＊

（1）はじめに

　前号にて，非破壊検査事業者の実態をアンケート方式により調査した結果を掲載した。アンケ…

ト調査でぱ，建築鉄骨分野における検査の実態を中心に建築鉄骨への検査業界の浸透程度を調査L

た。特に超音波探傷検査が鉄骨分野でどのように位置付けられ，検査の受注先が建築工程（設計，

施工など）のどの部分であるかなどがある程度把握できた。

　今号においては，㈹臼本非破壊検査協会（以下JSND夏と略す）の実施する技量認定制度による

資格（以下掴Di資格と略す）について超音波探傷検査部門（以下UT部門と略す）を中心に統計

を取り，所属の会社を基本の単位としてC璽W認定事業者のND夏に占める割合を示す。なお，資

料の内容は，鐙獅年翰月i猶現在のものを使用しており，C三W認定会社も現在弼社を認定Lてい

るが当時の認定会社にて統計を取っている。またJS醤D至では今年から認定規程を改正Lて特級，

i級，2級及び3級の区分を特級，3種，2種及び憲種に変更L，既存の資格については読替えが

行われるが，本文では全て辮留年憩月の時点の資格名を用いる。

（黛）瓢擁資格保有数別会社数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓑l　N瓢資格保有数別会社数
　まず始めに会社ごとにN腿資格数、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和繊年蓋G月玉矯現在．3SN劔資料による）

を調査した結果を表蓋に示す。表中の

ND亙資格保有数は，その会社に属す

る従業員のND蓋資格保有数の合計で

あり，蓋人が複数の資格を有している

場合もあり得る。

　会社数から見るとND翼資格保有数

の少ない会社ほど数が多くなってお

り，20資格で区分して表を見ると，全

体で3809社のうち19資格以下の会社が

3糠3社（鯉％）と，そのほとんどを占

める、検査会社の中で少数資格者しか

持たない会社は，検査会社3艦社のう

ち65％と大ぎな割合である。

　C璽W認定事業者の資格保有状況を

見てみるとC墓Wの全ての会社が20以

上の資格を有しており，20資格以上の

獄資格　1直有数　1

鉦㌧
検査会社以

の会社
検査会社 　C亙W

定会社

蔭薪孟，7醗
iヲ676 ノ o

2 7弼 728 20 o

3～婆 妬8 総5 33 o

5～6 223 202 2蓋 ○

7～9 ま欝 i28 29 （）

蓋（）～終 重33 拠0 33 o
董5～欝

一一…一一…
一1
　　85 　　　　灘一1…　一一一＋ 27 o

20～29 99 67 32 3

30～麹 79 騒 25 5

5G～99 52 33 ig 9
○（）～ig9 28 蕪 盤 9
oo～鱒9 亙7 7 茎0 暮

oo～9今9 書 蔓 婆 婆

ooo以上 ぽ斗 2 蓋 三

合　計 ，809 3，5む8 30i 39

資格数） 還 27，576 玉3，5瓢 暮，929

㎜　㎜　一　㎜　㎜　㎜ ㎜　㎜　…　㎜　㎜　　　皿 ＿　＿　㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　㎜　　囮　㎜ ㎜曜㎜　㎜㎜

資格数に対する害拾％） 67％ユ 33％ 22％

（全検査会社の資格数に対する割合） 66％

＊統計の数字ば全て鰺欝年輸月盆βのものである。
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総数徽，097 特級欝o

　　“w通信G礁鰺鍵〉

　　i糸及　3，676

　　　　　　43％
57％

　　　　　　　　　　　　　　　　2糸及　3婆，353　　　　　　　　　　　　　　　　　3糸及　2，9i8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礪

圃c里w

ロc粟w以外　　蹴

　　　　　図1　全NDI資格者数に対する鎌W認定事業者のN販資格数

　総数13，5飢　　　　　　　　　　特級57　　　　　　　　　　1級i，9瓢

　　　　　　　　　　　　　　　　　7
　　　　　　　　　　　　　　　　！12％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駁0
4，592　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2！％）
（3嘆％）

　　　　　8，929　　　　　　　　　　　　拶
　　　　　（66％）　　　　z50　　　　　L581
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（88％）　　　　　　（79％〉

　　　　　　　　　　　　　　　　2級H，0！0　　　　　　　3級463

　　　　　　　　　　　　　　　3・99i　　　　　　i84
囲C夏W　　　（36％）　　　　　（40％〉
口Clw以外　　繊）髪　　（繊）

　　　　　園2　検査会社のND1資格数に対するCiw認定事業者のN鑓資格数

　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　3　一



覗w通儒（ヌ鋤欝鱒〉

検査会社憩5社中39社（欝％）を占めている。また，資格数が多い検査会社ほどCXW認定事業者

の割合は高くなる。

（壽）“W認定事業者のM擁資格数

　全ND夏資格者数に対するCIW認定事業者に所属する技術者が所有している資格数の割合は図

iのようになり，総数嚇，0留のうち約22％の8，929資格はCiw認定事業の所属となっており特級，

蓋級，2級及び3級については，それぞれ50資格33％，i58三資格43％，70ig資格20％，279資格憩％

となっている。

　それを検査会社に所属する技術者が所有している資格の数に限って集計すると図2のようにな

る。検査会社が保有する総資格数は1352i資格で，そのうち劔w認定事業者に属するものは8929

資格66％になっている。特級，蓋級，2級及び3級については，CIW認定事業者が占める割合がそ

れぞれ，総％，79％，磁％，60％と非常に高い割合となっている。

　この2つの図から，検査会社が現在300余社と考えられているが，その技術資格の数に限って晃

ると，CIW認定事業者39社で，その7割強の資格数が保有されているということが読み取れる。

（尋）　UT部門にお1ナる資格について

　前号にて実施Lたアンケート調査でも分かったように現在建築鉄骨部門においてはUTの検査

が広く使用されている。この項ではUT部門の資格について集計を行った。表iに示したように，

N研資格は約婆万資格あり，そのうちでUT部門は，36％の盤，83Gの資格数で6つの検査部門を

持つND夏資格の中でも大ぎな比率を占めている（図3参照）。また，図婆では検査会社とそれ以外

のUT技術者の割合をグラフにしている。UT部門は，鉄鋼メーカが多くの2級技術者を保有して

いるため比率とLては検査会社に所属している技術者は鍛％と低くなっている。

　検査会社に所属している技術者をC笈W認定事業者とそれ以外の検査会社とで分けて見ると図5

のようになる。検査会社に所属する技術者35総人のうち2鱒2人63％はC夏W認定事業者に所属して

おり，特に仕様書・要領書の作成及び判定・評価のできる隻級技術者は磁w認定事業者の割合が

葡7人中鱈5人乃％と高い割合になっている。2級技術者も磁％がC亙W認定事業者に所属している。

UT以外
26，267

（63。9％〉

、撫…㌶1，
　　　　検鐵会祉
　　　　鵠欝
　　　　，〈23編〉
検沓会社

　以外
　n，綴2
　　（76．3％）

図諺　NDi資格全体に占めるUT技術藩数 図4　NDI　UT技術巻に占める検査会社のUT技術者

喚
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全体（3，5隻8人）

i，286

（36。6％）

2，232

（63．4％〉

囲c亙w
Oc酬以外

！級（657人） 2級（2，788人） 3牽及　（73人）

！62人
（24．7％）

495人
（75．3％）

！，0綴人
（38，8％）

i，707人、

（6i．2％）

43人
（58。9％〉

30人
・（41．玉％）

図昌　検査会社のUT技術者に占めるqW技術者数

（§）おわりに

　今回紹介したND三資格の資料掘87年雄月のものであり，現在と若干の相異があると思われるが

大きな観点からすればこの傾向は変わらないと考える。豪た現在，C夏Wの認定事業者は当時の39

社から弼社に増加しており，その資格数や比率も増加していると考えられる。

「“お知らせ

　　本誌は，C翌Wの認定事業の猟，溶接検査技術の普及を目的に発行しています。当協会編集担当とし

　ては，さらに誌面の充実を図りたく，読者の皆様のご意見・ご要望を承りたく存じます。

　　「あんな資料が見たい」「こんな技術について知りたい」等ご要望がありましたらお寄せ下さい。読者の

　皆様に役立つ情報誌として活胴されるべく編集いたすよう努力し豪す。

　　また，読者からの投稿も歓迎いたします。検査技術とはあまり関係のないことでも何でもけっこうです

　のでお寄せ下さい。掲載分については，些少ではございますが，御礼を差し上げます。

　　　　　攣蓋艦　東京都千代田区神田佐久間町H玉

　　　　　　　　㈱田本溶接協会　鱗W通信編集係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　m
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　潟．　技術資料

諺．1線源及び感光材料の組合せと識別最小線径との関係＊

（1）はじめに

　透過写真における欠陥の識別は，線源，X線フィルム及び増感紙の組合せに影響されることは

よく知られているが，定量的には明確にされていない。

　ここでは，透過写真のコントラストに影響を及ぽす諸因子の特性値を用いて，線源，X線フィ

ルム及び増感紙の組合せを変えた場合の識別最小線径について検討Lた結果の一例を紹介する。

（豊）塞験方法

　本実験で用いる二重露出撮影方法における透過写真のコントラストは次式で与えられる1）2）3）。

　　　　　　鱗3鋤μ〆かどぎ、
　　竃〉凱一　　　　　　・一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i）
　　　　　　　　碁η　　夢、十傷

ここで，　　滋の：透過写真のコントラスト　　　　　　　　認1針金の直径

　　　　　　γ1　フィルム雛ントラスト　　　　　　　　　η1散乱比

　　　　　傷：X』線フィルムの感度係数を　　　　　　　蓄ゲ透過度計を置いて撮影した時間

　　　　　　　考慮した放射線の吸収係数　　　　　　オゲ透過度計を置かずに撮影した時問

　　　　　σ：幾何学的補正係数

　二重露出撮影方法により（i）式における露出量（♂、＋砂が一定で，露出比のみを変化させる。す

なわち，同一線径の針金について，濃度が一定で透過写真のコントラストのみが異なる透過写真を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作製する。

幾
穐

ゐ
図

継

ぬ
，＼

籍

G
繊
鱒
璽
糟

o．2

0．1

0．05

0、02

G。01

o．oo5

0，0（）2

　1

鉾50十PbO．03F・B
β〆織．83c灘』亙（X線）

線径ゴ箒0．憩m驚

0、035
o
×

o
×

o
△

x

x

O：明瞭に識別可

△：不明瞭ながら識鴉可

×：識別不可

籔1

。O　　i．5　　2，0　　2．5　　3．0　　3．5

　　　　　　　　濃　度　η

線径が0、鐙mmの場合の濃度と透過写真のコントラストとの関係

（3）糞験結果

　X線，輪0＋Pわ0。03の組

合せについて，線径がO．鉛，

0．i25，0．蓋6，0．20，0．25，0．32，

0．齢，0．50及び0．磁鵬狐の場

合の濃度と透過写真のコント

ラストとの関係を求めた実験

結果のうち線径が0．燈mm

の場合の濃度と識別限界コン

トラストとの関係を図五に示

す。図の○印は明瞭に識別で

きる場合を，△印は不明瞭な

＊横山計次　記
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がら識別でぎる場舎を，×印

は識別できない場合を示して

いる。図三の実線は，これよ

り大ぎな透過写真のコントヲ

ストでは針金像が明瞭に識別

できることを示している。

　種々の線径に対する透過写

真の濃度Dと識別限界惚ン

トラスト雌ρ蜘との関係を

図2に示す。図2から濃度の

上昇に伴って滋孟）。、1。が増加

することが分る。また，線径

が大きくなるほど濃五），蓮．は

減少Lている。ただし，線径

o．｝

ほ

讐　e．05

Q
陶

N
駆

，＼

口　o．0！

騰

鑑

や
艇

0．002

G．035

綴w轟信α無．欝総〉

0．Oi2ノ

＿一＿、議

線径
○．iO

o．｝25

0．龍6

0．2§

o．篇
o．32
0．感○，o．5G，○、64

　／、O　　　　　　i．5　　　　　　2，0　　　　　　2．5　　　　　　3。0　　　　　　3．5

　　　　　　　　　　濃　度　∂

図窯　種々の線径の針金に対する濃度と識別限界講ントラストとの関係

　　（x線，酵朽o＋騰G．o躍壌の場合）

がO．鱒，0，50及び0．磁灘騰では雌β繍籍の値は

近似的に一定と見なせる。

　図2から針金の線径と識別限界篇ントラス

トとの関係を求めると図3が得られる。図3

は針金の線径がある一定の線径幽より大き

い範闘ではそれぞれの濃度βに対Lて

滋β繍島は一定となるが，線径が碗より小さ

い範囲では線径の減少に伴って濃βmi，、が増

加していることを示す。

　X線＋彬00＋PbO。03，イリジウム＋韓

50＋騰0．至，イリジウム＋報00＋騰0．三及び

コバルト＋麟雄0＋Pも0．藍の場合についても　　図專

同様にして線径躍と識別限界窟ントラストと

の関係を求めた。

婁
き

嶋
驚

漏＿

貿

曽＼

ヌヘ

八

昏

齢

騒

騨
梅

0．1

o．05

（｝、03

o．02

o。o窪

0．035

o．Oi2

x線

韓5G十Pわ0，03F唱

P
3．5

3，0

2、き

2．O

i．5

o．三 一o．2　0．3　　0．5　　　i．（）

線径だ（燃鑓〉

X線，＃50＋％0．0翻憾の場合の線径と識別限界

コントラストとの関係

すべての結果に対して線径認と説）m1．との関係を示す線群は次式のように表すことができる．

　　瞬）癩藏1器6・〆（o。重魏鄭。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

　　瞬）糠、、i磯（裏．6㍊＞諾。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

ここで，

　パ，C及びκ：濃度によって決まる定数

　　　　　6：針金の線径

　　　　　碗：折点の位置における針金の線径

7
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（4）線源，X線ツィノレム及び増感紙の組合せと識別最小線径との関係

　線源，X線フィルム及び増感紙の組合せなどの試験条件が与えられたとき次式が成立する線径

4の最小値が識別最小線径となる。

　　　協釧≧口．Dm1nl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（婆）

　（婆）式に（i）式で晦鋤0の場合，及び（2）式を代入すると次式が得られる。

　　　帰｛。．鑑，齢茎“　　　　　　　　　（5）

　ここで，γ驚2、3（．0一診），またδ謡1を（5）式に代入すると次式が得られる。

　　　耐（言÷謝“冠　　　　　　　（6）

　　　ここで，がX線フィルムのかぶり濃度

　（6）式における諸因子を次の手順で求め，4mi．を求めることができる。すなわち，濃度のが決ま

れば濃及びCは求まる。散乱比箆は，図婆より，また吸収係数海は図5より求めることがでぎ

る。なお，これらの値は別途実験により求めたものである。

　各試験条件における試験体の厚さと識別最小線径との関係を求めた結果を図6に示す。

　図6において，例えぱ，鋼板の厚さが30mmのとき，線源及びX線フィルムの組合せがコパル

トと報00，イリジウムと韓ioO，X線と＃⑳0，イリジウムと牌50及びX線と葬50の順に識別最小

線径が小さくなっている。すなわち，線源，X線フィルム及び増感紙の組合せにより透過写真の

像質が決定されることになる。

　　X線装置1エレスコ300
　　管　　　電　　　圧：280kV
　　ミ

蝿※li撫，㌃

緩4 現　2ぴい分

韓31．

1▽＿＿
　　O　　　　圭0　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50

　　　　　鋼板の厚さ　（m組）

図4　鋼板の厚さと敵乱比との関係（X線の場合）

　　　　　　X線装置ニエレスコ300

可鷺※搬
董5L　現　像：一イレンド地瓢5分

劉

㍉　　灘
　　　5　　　　　　｝0　　　　　　15　　　　　　20　　　　　　25　　　　　30

　　　　　　　　鋼板の厚さ（mm）

國5　X線フィルムの感度係数を考慮したX線の吸収係数

8



αw通儒（夢鍛諜膿9）

3

2

一　　1
騒
黛

黛

9
鳩　0．5

剛
題

ぐ0β
曝
翼

驚α2

G，i

0，05

拡大率：彫鐘i
幾何学的補正係数1σ窯1

試験体二鋼平板
濃　度12．5

増感紙11r，Co…Pb　O，10F憾（FFD霊750mm〉

　　　X線　…Pb　O．03F・3（FFD罵600mm）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Co60，鍛00
観察器l　KS－3型（輝度：約3，500cd／m2）

現　イ象1ハイレンドー一ル，209C，5分

　　　　　　　　　　　　　　　　燈
　　　　　　　　　　　〆
　　　　　　　　　　　　　　　夏r王92蝦00
　　　　　　　　　∠〃一

x線／

響グ
辮／　8分／

図6

．一
5　　　　　　　ユ0　　　　　　20　　　30　　　　50　　　　　　！00　　　　　200

　　　　　　　　鋼板の摩さ（mm）

各種試験条件における鋼板の厚さと識別最小線径との関係

（§）結　鷺

　以上を要約すれば次のようになる。

　（蓋）透過写真と吸収係数及び散乱比箆が決まれば，識別最小線径が求められることが明らかとな

　　った。

　（2）線源，X線フィルム及び増感紙の組合せが異なる場合の，銅板の厚さと識別最小線径との

　　関係を求めた。この関係は，放射線透過試験を行う場合，試験体の鋼板の厚さに応じて，必要

　　な識別最小線径を有する透過写真の撮影条件を設定するための基礎資料となるものである。

〈参考文献＞

玉）　仙則，平山，横山，田淵，中村：線源と感光材料の組合せが透過写真の像質に及ぽす影響，働電子科学研

　究所　溶接部の非破壊検査に関するシンポジウム講演概要（緯83），

2）　仙田：X線透過写真の篇ントラストに関する研究，東京大学生産技術研究所報告，Vo里．員，N・．6（19§2）、

3）　仙田：X線透過撮影による欠陥の識別，理学電機ジャーナル，Vol，婆，蜘．3（笠962）．
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暮．灘　管円周及び板丁溶接継手の撮影方法＊

　婚編年及び漁雛年にそれぞれ改正された」聡Z3沁8（アルミ識ウム管の円周溶接部の放射線透

過試験方法）及び」欝Z3鐙9（アルミニウムの丁形溶接部の放射線透過試験方法）の改正の要点

を憲とめると次表のとおりである。

表　z3鐙8及びz綴09の主な改正点

項　　9　1規格1　　旧　　　　　　　t　　　

＿L．

新
』　　改正理瞳　“

豊、具備すべぎ条件姻 等級分類び）基準力

区分の基準となる試i　Z3鐙暮　i 管グ）肉厚 であるので，これ

験勲）恥　　…　　1
　　　卜　　r　材厚　　　　　　　　…

　　lz糊＿』　　」
照射角度毎に材厚

する繁雑さを

。　　　F旧　㎜　　晒　動一～由由『

】 ←焦及欝適糊響羅聯晶警・　　　　　　　　　1　　　　…を使用　　　　　　　　　…z3融題
厚さ及び大ぎさの異な

塾種類の…段形階調

をすべての肉厚の試
部に適用する。

階調計は透過度計
，定量的に撮景

管理が可能。

　　　　　　　　←・、、雛講翻　　麟欝響鶏　　　　　　　　　i　　　　　　i3紛9礁点透過度i器。釧／貞

薦戦値を求めるr及び…　　　　　　　　　　z3欝9　1

　　　　　　　　1　1　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　i　　　l

絶　5又は識別されなけれ

ぱならない線径だを用

いて計算した値の大ぎ

い方の値

　　　　　　　　†婆、透過度計の評価　　l　　　　l材厚を用いて計算する

　　　　　　　　匡3圃響計識蹴より
余盛の膚無を考慮し，

の肉厚毎に識別され
ければな葬）ない線径

透過度計識別度を
る繁雑さをなく

……　　　i 瞠定
ヒ㎜㎜心｝㎜r
　　　　
1　　　　　1

母材の厚さグ）和歎＋

の値毎に識別され
ければならない線径

　　を規定
5。階謝の諦　1欝董研階謝喉麟で諦　　　　　　　　　1灘l　　　　　　　　　P3玉o㌧

階調計の濃度差／濃度

評価

濃度変化の影響を
した橡質の管理

6．濃度鞭　　1　瞬駄ぎい場離狭
汁
題験部の厚さに関係な

恥三。5以下は識別低

I　Z3憩g敗規定。l　　　　　ii　　　　　　ii　　　　　　　　　　l

iく，璽．5以上3。5以下。 肉厚補償用くさひ
する。

これに統

＊6‘ 近の溶接継手の非破壌検査に関するシンポジウバ（中村和夫　記）

鐙一・
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4．αW試験問題の解説

腫
　　　溶接構造物の疲労破壊事疲防止に対する非破壊試験の役割を（韮）製造蒔，（1）使用開始覆に藩，l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　けて説明しなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酬闇而　　　　　　　　　　　

〔解説〕

　構造物の破壊の原因として，疲労破壊が大きな割合を占めている。まだ記憶に新しい織航機の墜

落事故においても，後部隔壁のリベット部の修理ミスから疲労ぎ裂が進展し，あの痛ましい結果に

至・）たものと考えられている。当時，マスコミ等を通じ非破壊検査の重要性が改めて強調されたの

は承知のとおりである。

　溶接構造物においても疲労破壊は重大な問題であり，過去の事故例では溶接部から疲労き裂が進

展しているケー一スが多い。溶接部に発生する引張の残留応力，アンダカット・目違い等の形状的不

連統及び溶接欠陥が著しく疲労寿命を減少させるからである。そこで，使用中疲労破壊が問題とな

る溶接構造物については，それを防止するため設計者は最大限の注意を払っている。例えば，疲労

が問題となるような箇所に溶接部を避ける，継手形状とLて応力集中が大きくなる部分溶込み溶接

継手・すみ肉溶接等を採用しない，疲労に対する設計上の裕度が小さい箇所の溶接継手に対して余

盛仕上げを要求する，応力算定に溶接による残留応力を考慮する等の措置がとられている。そのう

えで，設計においては，通常，溶接部は母材と同等とみなし解析される。すなわち，特別な場合を

除けば，溶接部は母材と同じであると考えられているわけである。

　その溶接部に切欠き等の形状的不連続が存在するとすれば，上述の設計における前提条件は成立

しなくなる。したがって，溶接構造物の製造時における非破壊検査においては，疲労破壊を助長す

る切欠が残留しないよ5管理することである。応力集中が著しい溶接割れを残留させることは論外

である。

　溶接構造物の稼動後は，発生した疲労き裂が最終破断にまで進展しないうちに検出することが重

要である。それと同時に，き裂の疲労伝播解析に資する欠陥に関するデータを提供することが非破

壊検査に要求される。解析の上からは，欠陥の大きさ，特に欠陥の深さ（高さ）を知ることが重要

である。そのために，定期検査においては超音波探傷試験が要求されるケースが多い。

　なお，本問題とは直接関係はないが，定期検査時，非破壊試験によって欠陥が検出された場合，

それが疲労によって生じたものかどうかを調査することは重要なことである．許される場合には，

欠陥の破面観察によって欠陥の発生原因を推察することがでぎる。疲労によるものであれば，巨視

的には貝がら模様が，微視的にばストライエーシ藻ンと呼ばれるしま状模様が観察されることが多

い。このような手段によって，検出された欠陥が疲労によるものであると推定された場合には，検

査技術者は，それ等の情報を設計者にフィード・バックして善後策を協議することが望憲しい。

一鷲一
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難．C亙W認定事業者灘会社紹介盤

i会社名
1本魅所在地

代表者氏名
翻峯灘

溜定部門
i蝶ネッ防ク

〈沿革＞

　株式会社

株式会社　アイ・エム・シー

撃6鷺　神戸市兵庫区駅前通5丁目3番斑号　欝碑8略77弓69双代）

代表取締役　田中明彦

第聡櫓7号
β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

千葉事業所，名古蟹事業所，神戸事業所，播磨事業所，大分出張所

　　　　　アイ・エム・シーは，昭和麹年8月に創立，RT・UTの作業主体の小規模な会社か

らスタートし，非破壊検査全般の検査会社へと着実に歩んでいる。当社は他社に誇れる程の教育設

備や自動化された非破壊検査機器を保有している訳ではないが，r人が財」を基本にCIW認定会

社としてD種からC種へ，更にR種へと地道な歩みを続けていることは，関係各位の評価を得て

いると自負している。当社は非破壊検査専業者としてのCIW認定に自負と責任を持っており，そ

の維持，向上に努力を払いつつA種認定を目指しているところである。主な沿革は次のとおりで

ある。

昭和舶年

昭和騒年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

昭和57年

8月　設立

i月　播磨事業所開設

蛉月　（〕IW－D種認定

叢0月　CIW－C種認定

2月　関連会社㈱アイ・エム・

　　シー東海設立

n月　千葉出張所開設

昭和58年

昭和59年

昭和60年

昭和6i年

昭和62年

憩月

7月

8月

玉o月

　　C亙W一登種認定

　　名古屋出張所開設

　　北九州出張所開設

　　北九州出張所を大分に移設し

　　大分出張所開設

婆月　再度CIW略種認定

＜特色＞

　株式会社　アイ・エム・シーはRT主体の検査会社と言われているが，ND1の技量認定制度発

足当時よりのUT磁級技術者を中心に，特に阪神地区における鉄骨建築物の超音波探傷検査にお

いては数多くの実績を誇っている。この経験と実績を軸に順次検査対象物を拡大し，各種プラント

の製造時における検査から開放検査まであらゆる非破壊検査を施工できる検査会社へと進んでぎ

た。これはCIW認定の歩みと同様急激な伸びではないが，着実な一歩の積み重ねの結果と自己評

価している。最近では特に，製油所にみられるステンレスオーバーレイ容器の内部付属品溶接部の

止端部に発生した割れの検出を目的とした，接近限界長さの億とんどない微小探触子の考案（写真

叢）や高圧フランジリング溝に発生した割れの検出を目的とした一煙の探傷技術の開発（写真2）

等，検査対象部を絞った検査において独自の技術を発揮している。
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讐

　　　　　　　1騨巽

鷺鐘漁婁麟，撫
　　　　　　　写真1

灘

　’

　　　　　　　『

　爵　ド

’

鯉 ① 　’
榊璽

騰
〆

　’
邸 、爾

“ 　“

o ～

～ ’
幅勒 　認 β購 1ボ

、卿，，

写真黛

　また，当社は，r地域に密着した事業活動」を重視しており，千葉，名古屋，神戸，播磨，大分

と順次拡大した5つの事業所を拠点に，地元企業との連係による事業活動を展開中である。これら

の展開の中で，従来の非破壊検査業にとらわれない試験，分析，QAアシスタント等の業務が著し

く増加しつつあることは特筆できる。反面，これらに従事する技術者は，従来の非破壊検査に関す

る一般的な知識に加えて，附帯する関連の知識を要求されており今後の技術者教育のあり方につい

て再考させられているところである。

く教育＞

　当祉は，前述のとおり特別な教育設備を持っている訳ではないが，社員教育に対する基本姿勢は

繊社に勝るとも劣らないと自負している。特に会社創立以来，社員の資格取得に対しては制度面で

バヅクアップしており，その成果は着実に実を結びつつある。基本的には，社員の資質を高めるこ

とを第一とし，個人の前向ぎな姿勢を引ぎ出し，成果へ結びつけることを推進している。r現場作

業の中から体が覚えた技術と，頭で考える技術を合体させる」との社長方針によって新入祉員は入

社後直ちに現場作業に従事させている。この作業の中から将来の管理技術者が誕生することを期待

している。

　また，日々の非破壊検査業務に従事する技術者については，少くともNDB検査部門（RT，

UT，MT，PT）の2級取得と，その中で最も得意とするi部門の玉級取得と畷W主任試験技術者

取得を指導しているところであるが，今だに2級安住を打破出来ないところもあり，成果もC裏W－

A種認定には至っていない。今後も従前にもまして，2級技術者の拡大と，その中から生まれる笈

級技術者，劔W主任試験技術老の複数化に努力を重ねる所存である。

〈まとめ＞

　株式会社　アイ・エム・シーは，CIW認定会社としての社会的責任を認識し，検査作業及びそ

の結果に信頼を得られるよう今後共に，当社の特色を生かした作業の考案，工夫，改善及び社員の

教育に地道な努力をいたします。

一i3一
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会　社名
本社所在地

代表愚氏名

認定番号

認定種別
認定部門

株式会社インテック

撃紛4　東京都中央区勝どき喚丁目2番i3号　欝03－532一娼鱒

取締役社長　岩田雅史
第83（〕 総号

c種

放射線透過検査部門，超音波探傷検査部門

〔インテックと岩繊産業〕

　㈱インテックば，昨夏その産声をあげたのでありますが，当社設立の主旨につぎましてはおおよ

そ次の様なことであります。

　i．㈱岩田産業の第3老検査実施担当部門を㈱インテックと称し独立させ，強化充実させる。

　2．その主業務を建築構造物検査部門に置く。

　岩田産業が斯界で培って来た30年余に頁る実積と信用とを礎として，第3老検査の分野で更に多

くの役割を果たし得るよう努力致Lて参りたいと存じます。

〔検査逢遍じて社会のお役に立つ）

　㈱インテヅクは歩みを始めたばかりであり豪すが，当社は真に慧ンシューマーオリエンテッドに

徹し，顧客が困っていることは何か？　顧客にとってその究極的利益とは何か？　に至るまで常に

意識しつつ進んで参ります。この基本理念のもと，当社の種々の業務を通して社会のお役に立つこ

と二そが当社の使命と考え，また同時に私共の毒びとして参りたいと存じます。

〔輿績づくりに向けて〕

　㈱インテックの業務については当面次のようになります。

　至．建築鉄骨・鉄筋，橋梁部門などの非破壊検査全般

　2．構造物診断部門

　　・コンクリート建造物の強度・中性化試験

　　・放射線を利用した灘ンクリート内部の調査

　　・赤外線を利用した外壁等剥離調査

　　・設備配管機器の劣化調査

　　・各種検査方法の技術開発・機器開発

　　・モルコジ還イントの施行チェック等及び調査結果に基づく改修計画の立案作成

　　・このほか付帯する鷲ンサルティング業務

〔技術者の育成〕

　㈱インテヅクは現在，墨人当りN劔資格者保有数が3。％となっています。この数字を最低蔓（部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　～纏一



“w通儒儲繊．欝細

門）以上とすることが当社の短期的目標となっ

ております。これに伴い，勉強会・技術検討会

を月2回程度持ち目標早期達成を目ざしていま

す。…方，検査は人なりという面から知識・技

術ばかりではなく，堅実な職業観・意識・倫理

の育成に努める方針です．また，私たちは，

「木を見て森を見ず、iの言葉と同時にr木こり

森見て木も切れず」にならないよう，社員に対

する地道な技術指導を進めて褒いります．

£結びにかえて3

奪真1　鉄骨Uτ検査風景

　㈱インテヅクという社名は，インスペクション，イノベー一ション，テク論ヅク，コンサルテーシ

鷺ン鞭の頭文字を重ね合わせて創ったものですが，設立間もない現時点では未だ大幅に名前負け

の域を出蜜せん。しかしながらお蔭様で関係各位の皆々様から暖かいご支援・ご指導を得られ，ま

ずまずの船繊を致すことがでぎ憲した。折しも平成元年スタートの当時節に，この誌面をお借りし

て皆様に深謝致しますと共に，なお一層のお力添えをよろしくお願い申し上げる次第であります。

，繋

ぞ編

戦藷、瀟

写翼窯　設備配管検査

＼
　翼

鱒、

織

晦

・灘躾撫

写翼欝　UTデータ解析装置

…籍一・
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嬢．和して同ぜず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元　欝本溶接協会　C1W事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　山　憲一

　昨年は，私にとって大きな区切の年でしたが，CエWにとっては仙田先生という偉大な指導者の

急逝に，大きな空洞ができ困惑の一途をたどられたことと思います。昨年三月にすこぶるお元気な

先生とお別れして，嫌んの三ケ月たを）ずで他界されるとは，余りの衝撃に一瞬耳を疑わざるを得蓑

せんでした。公私共にことの他ご愛顧いただいただけに，離れてはいてもこれから御恩返しをと考

えていた時だけに，ただ果然とするだけでした。

　溶接協会でのi5年間，そのほとんどがCIWであり私の青春そのものでした。安全産業の一端を

担うCIWの意義にこれ嫌どまで私をとりこにしたのは，当然仙田先生との出合いからでした。鋼

鉄ともおもわれる信念を持って理想を追い求め，それを現実としていく先生の精力的な生ぎざまを

見るに，私はいつの間にか仙田教の一信者となっていました。

　先生には，妥協という文字がありませんでした。こんな笑い話があります。ある者が壷を買いに

いったところ，伏せてあるのを見て「このような口の無い壷があるものか」と言いながらその壷を

こんどはひっくり返してr底も抜けている」と買わずに帰ったという。消費者が王様である現代で

は，童話の「裸の王様」に対L忠告する人は少ないでしょう、世の中がどこか狂っている時，それ

を正視し，まともなことを書うのは，たしかに勇気がいるものです，誰もが見向きもしない場合も

あるでLよう。しかし，それにもめげず，あえて自分の信ずるところを正直に吐露できる人は本当

に尊敬に値いすると思います。先生はそういう方でした。大多数の人がr右へならえ」の姿勢をと

って他人を見習わなければ不安を感じているでしょう。絶えず話し相手を見つけ，大勢のおもむく

所にいき，同じ晶物・スタイルをまねて，そこに安心観をいだき孤独感をいやしてい蚕す。現代人

はr孤独なる群像」といえるのではないでしょうか。現代では，強圃な意志を持つことが難しくな

ってい嚢す、昔の伝統や義理・人構にとって代って，私達は均一化され物質的価値によっておしは

かれる非人間的個性を押しつけられているのではないでしょうか。私達はとかく周囲の評判を気に

し，自分の都合でイエス・ノーを使いわけたり，自分の発言に責任を持たず，同じ発言をある所で

は肯定し別の所では否定することが行われています。論語にr和して同ぜず」という書葉がありま

す。和とは決して妥協することではありません。あくまで真剣に相手と取り組み，お互いが納得い

く蕨で話し合うことです、いい加減な妥協や遠慮からは決してお互いの和は生じないでしょう。

　安全産業を担うC夏Wの役割は，益々増大することでしょう。それに伴いその責任も重大なもの

になり，益々妥協は許されません。r和して同ぜず」で押し通された先生の強固な意志は，多くの

人達に影響し受け継がれて，C亙Wの発展につながるものと僑じ甕す。

　私には，世をみすえ，真向から立ちむかう先生の勇姿が焼きついて離れません。

　誌面をお借りし，心より先生の御冥福をお祈り致します。　　　　　　　　　　　　　合　掌

一茎6一
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