


1．「守り」から「攻めの検査」へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　山　一　男

　仙田富男先生のご存命中に，多くのご指導を承った中で特に忘れられない書葉があります。それ

は次の言葉です。

　戦後から昭和の鱒年代窟では，r製造」が優先されr検査」がややもするとrあらさがし」をす

るという恐れと不安からr逃げの検査」の時代であったと言っても過書ではない。次の昭和50年代

は過去の反省からr守りの検査」に変ってぎた時代であった。これらの新しい時代はr守り」から

「攻めの検査」となるように考えていかなけれぱならない。　現在は，まったく仙照先生のお言葉

のとおりである。

　私も二十数年間先生と共に歩んできたr検査」の世界をふりかえってみて，現在の私の心境を述

べると，次の言葉を引用させていただきたい。

　　r正義は儲かる。」（竹内　宏著傷路地裏の経済学ラ’から）

　　「人は明かるみにおいて悪をなしえず。」（リクルート疑惑に関連して）

　　「転ばぬ先のつえ」

　ここで，最後の格言r転ばぬ先のつえ」は，製造物の欠陥による事故をいかに未然に予防するか

について考える場合に，古くて新しい間題である。

　製造物のr品質」とr企業責任」の問題について，昨年歪0月に発行された経済企画庁の報告書r製

造物責任と賠償履行確保」支）では，次のように述べている。

　r製造物責任概念の導入及び事業者の賠償履行確保のための構築は，現代社会において欠陥製晶

による事故の発生が不可避であることを前提とした，事故発生後の事後的救済にかかる問題である

が，そもそも製品による被害の発生を事前に予防するという問題が軽視されることがあってはなら

ない。すなわち，賠償履行確保のための制度（保険）の検討においては，いかにして合理的な事後

的・社会的損害分敵制度を構築するかという視点からの検討が必要であるが，同時に事業者におい

て安全な製品作りの努力を怠ってはならないことは言うまでもない。」

　さて，現在，製品安全及び品質管理の有力な手法として非破壊検査が広く用いられている。

　しかし，r検査」はr確かめる」だけであって，r検査によって品質が作られる」のではない。し

たがって，r安全な製品や品質は工程で作りこむ」ことを忘れてはならない2）。このことから非破

壊試験結果の情報を各工程に正しくフィード・バックするよう努力しなければならない。

　最後に，仙田富男先生のご冥福をお祈り申し上げます。

i）「製造物責任と賠償履行確保」，経済企颪庁瞬民生活局編集，大蔵省印刷局発行，昭和63年鐙月

2）「検査・製造物検査の総合的技術展開」，井上威恭監修，小野寺真作著，日本規格協会発行，

　蓋989
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黛．　技術資料

衰，，1　放射線透過試験で検出しなければならない微細欠陥に対する撮影条件の設定手順＊

（1）はじめに

　線源，X線フィルム及び増感紙の組合せにおける試験体の鋼板の厚さと透過写真の像質を示す

針金形透過度計の識別最小線径との関係はすでに明らかにされている室）。

　また，針金形透過度計の識別最小線径が0。5搬蹟以下の場合には，識別最小線径の横断面積と検

出限界となるスリット状欠陥の横断面積とは等しくなることも明らかにされており，このことがら

は溶接部に発生が予想される一般の微細欠陥についても拡大して適用することができることも実験

で確認されている2）。

　以上のことがらに従って，検出しなけれぱならない溶接部の微細欠陥に対する撮影条件の設定手

順の一例を示す。

（2）撮影条件の設定

　図蓋に示すように鋼板の厚さ捻瓢灘では，X線と＃50＋P鱒．0躍憾では，識別最小線径d緬，、は

o．鎗5漁憩（横断面積簸．纏3撒搬2）となる。すなわち，識別最小線径（㌔．がo，捻5m撒の透過写真を

撮影すれば，像幅が0．5懲猫以下では，横断面積○。税3撒m2以上の欠陥は検出でぎることになる。

また，X線と彬00＋鞠○。03箪憾では，識別最小線径は0．20灘m（横断面積：0。絡2m撒2）となり，
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（＄）試験条件と欠陥の識別状況

　種々の微細欠陥（No．i～No．5）について，試験条件iと試験条件狂で撮影した場合のそれぞれ

の透過写真の識別最小線径転．と，検出された欠陥及び検出されなかった欠陥の横断面積との関

係を表董に示す。

　試験条件1では，識別最小線径0．蓋25搬搬の横断面積より大ぎなNo．董の欠陥，No．2の欠陥及

びNo．3の欠陥は検出でぎている。また，識別されていない線径0．董0凱mの横断面積より小さな

No．5の欠陥は検出されていない。

　試験条件狂では，識別最小線径0，20凱膿の横断面積より大ぎなNの」の欠陥は検出でぎている。

また識別されていない線径0．i6凱搬の横断面積より小さいNo．2，No．3，No．蔓及びNo．5の欠陥

は検出されていない。

（尋〉まとめ

　検出しなければなばならない微細欠陥の横断面積が示された場合，像幅が0．5瓢m以下では，図

i及び図2を用いてその欠陥を検出するために必要な識別最小線径を得る撮影条件を設定すること

ができる。

〈参考文献〉

重）仙田，平山，横山，中村：線源及び感光材料の組合せと識別最小線径との関係，非破壊検査V砿　（36），

　No．鐙．

2）　仙田，平山，横山，中村こ放射線透過写真上における微細欠陥像の識別に関する研究，非破壊検査VoL

　（3の，No．董、

黛．2　透過写真の等級分類における試験視野の設定方法の私案について＊

　」欝Z3鎗婆一一968r鋼溶接部の放射線透過試験方法および透過写真の等級分類方法」（以下，Z

輿0蔓という）の規格本文3．3．iによれぽ，第i種の欠陥を等級分類するための試験視野の設定方法

について，r第三種の欠陥は，試験部の全面積の豊ちで，欠陥点数がもっとも大きくなる部分の試

験視野内を対象とする．」と規定されている。

　この規定によって以下の不都合が生じる。

　（i）透過写真i枚当りの試験視野は蓋箇所だけ（最大点数の箇所が複数の場合は複数箇所）で，

　　そのほかに不合格となる第玉種の欠陥があっても記録に残らない。

　（2）第i種の欠陥と第2種の欠陥が混在溢しているにもかかわらず，混在していない扱いにす

　　る場合が生じる。…例を次に示す注2）。

　　f）例轟2）

　　　物＞物で，両者に試験視野を適用した場合いずれも3級になるとする。この場合翫＞η2で

＊中村和夫　記

注め　混在：「蒐枚の透過写真に第i種の欠陥と第2種の欠陥が離れて存在するのではなく，第蓋種の欠陥点

　数を求める試験視野内に第2種の欠陥の全部又は一部が入っている場合である」（Z3鐙婆，規格，解説）

注2）放射線透過試験三（ig89）p．82㈹沼本非破壊検査協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　婆　一一
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あるから試験視野は衡の方にとるべきである。

　しかし，もしη2に試験視野（点線）をとったとするとη2と」1とが混在する欠陥となり婆

級となるが，この場合は試験視野は角の方にとるべぎであるから等級分類は，

　　第孟種欠陥翫点……3級

　　第2　ケ　ら　……3級

したがって等級は3級とするのが正しい。

駅3級）

〆　　距働　懸　轡
　　　啓　夢
　　　¢　　拶
　　　⑳

　　　　だへ　　　〆争、　　藤
戯夢で卿駄
　　　、　夢㌧！’

　　　　》

級、紅焦（3糸及） 孕毎、罫鼠（3糸及）

　これらの矛盾は，試験視野の設定方法を次のように改めれば解決される。

r第1種の欠陥の欠陥点数：試験視野を設け，試験視野内の欠陥点数の総和を求める。ゴ

　この案によれば前述の例喚の等級分類は次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注己擁三4糸及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県3級）

騨　　翻輪　　　夢

　　　　爵　　簿　⑳　　　夢

　　　働＠

夢
麟

　ダ
壌　　夢

璽

鋤

多z三、江、焦（3糸及） 梅点（3級）

　なお，以下の規格にも同様の矛盾点があるので一考を要する。

」聡Z3105ほg綴「アルミ論ウム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j

J蔦Z撮06護卯董rステンレス鋼溶接部の放射線透過試験方法および透過写真の等級分類方法」

J蔦z3鐙7－ig乃rチタン溶接部の放射線透過試験方法および透過写真の等級分類方法j

J弼G　O581…辮緻「鋳鋼品の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法j

J聡R　O52飴ig69「アルミ轟ウム鋳物の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法」

「
　　　　お知らせ　　　一　　　　一　　　一　　　　　　・　一　一一

　　　　　　　　「溶接構造物の検査」（C亙Wテキスト〉の発刊について
E

一．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　瞬本溶接協会ではWES8簿王に基づく認定を実施していますが，その認定試験において出題される可

能性のある事項を解説したテキストを発刊いたします。また，このテキストは溶接構造物の検査に際し

て，検査全般について体系的に窟とめてありますので，非破壊検査を専門としない方々が参考にされても

…応の理解ができるよう編集しております。ご希望の方は，有料にて頒布いたしますのでCiw事務局ま

でご連絡下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、』
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欝．CXW試験問題の解説

「簡　余盛中央部における透過温度計の線に対する透過写真のヨヌトラストが最大となるよ一荻『「

1　　X線の吸収係数を選んで撮影するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　この場合の許容でぎる余盛の高さについて簡潔に述べなさい。　　　　　　　　　　　　i

lただし透過する厚纏なつても線質をこ変化が帆露櫛と濃脚とは正比例の1

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！i関係があるものとし憾酎勘影翫無視でぎるほど小さいものとする・また・母欄例

1濃脚2は蹴母塑轍甜ヒ醐変化し埜も勉する・　　　、ヨ

〔解説）

　ある余盛高さゐで余盛中央部における透過写真のコストラストの最大値レ扮i愉．、は次式で表さ

れるま）。

　　臨酬，n継鶉q議㎜（雌）　　　　　　　（1）

ここで，

q一（ ）唱βゴ磯（定数）

　また，ある濃度のにおける識別限界懐ントラスト

協の融1は次式で表すことがでぎる。

　　1麗》m玉貰卜C彊一謹　　　　　　　（2）

ここで，C2，遵は定数

したがって，濃度の，余盛高さんにおいて識別で

ぎる透過度計の最小線径4は，レ疑〉1im、、畿レ3ヱ）嶽．1

すなわち（i）式畿（2）式より次式のようになる。

ぜ｛象丁　一一　　　（3）

　　1、0
　　　　両面余盛
　　　　母材濃度：3．5
　　　　言式験イ本1多岡
蔓　　　　焦、転フィルム間距離1800撚搬鍔　　0．5
　　　　試験体フィルム間距離12mm
、　0．40　　　　フイノレムニF娯liioOPbO・03｛＆b

　　　　母オ弓‘1享さl　Tmm羅　0．32
　　　　余盛幅二10mm輩
　0．25Q
　　　　　　　　　7’謀30鞭　0．20
蜂ヌ

　　　　　　　　　　　　丁鳳5
麹oユ6
轡0．125

　0．10
　　　i　　　　2　　　　　　5　　　　iO

　　　　　余盛高さh〔で，計〕（mm）

　解説図1　鋼における余盛高さと識別できる

　　　　透過度計の最小の線径

　鋼溶接部の余盛中央部において識別できる最小の線径を求めた結果の例を解説図iに示す。解説

図圭より明らかなように識別できる透過度計の最小の線径4は余盛塵さゐのおよそ姦～隻％程度で

ある。

．なお2X線の吸収係数が変化しても，母材部の散乱比物は変化しないから（i）～（3）式中のβは

零となる。

　したがって，許容できる余盛の高さと母材の厚さとの比馴乃は次のようになる。

　①4撒0．0勃の場合

　　ゐ認Tr為から

6
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　　　　　　　　　　　　　ゴ
　　　　　　　　　　　25一　　ゐ　　ゐ　　瓢4　　　　7、

　　殿　z磁　歎一2翻　　　　4
　　　　　　　　　　　置一25一
　　　　　　　　　　　　　鴇

たとえば，透過度計識別度を2．0％（躍丁冊0．02）とすると，

　　ん　　25×《）。｛〉2　　0．5
　一篇　　　　　　　罵一認蓋
　　乃　茎一25×（）。02　G．5

となる．すなわち許容でぎる余盛の高さは母材の厚さ以下でなければならない。

②許○．0騒の場合

　　　　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　　　　20一
　　ゐ　　ん　　　2翻　　　　処

　　乃　処一ゐ　z－2侃　　　　4
　　　　　　　　　　　蕊一20一
　　　　　　　　　　　　　歎

たとえば，透過度計識別度を2。○％（観鴇罵○．02）とすると，

　　島　　20×o．G2　　0．養　2

　　鱗　蓋一一2G×o．02　0．6　3

となる。すなわち許容できる余盛の高さは母材の厚さの2／3以下でなければならない。

（紛

（5）

＜参毒文献＞

め　放射線透過試験斑（露89）㈹β本非破壊検査協会発行欝．鍛

雁講の隔突舗溶癬の爾線透過試験嫉癒扉尿．て，放射線擁試験要講「

1を作成する腰がある．　　　　　　　　　i
ll　　放射線透過試験要領書に記載する事項のうち線源，X線フィルム，増感紙，撮影配置及
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　び透過度計の配置並びに透過写真の具備すべき条件について，規定する内容を具体的に述べ　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
il　なさい。また，その理由を簡潔に述べなさい。
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
iただし鋼勧外径燗鵬鵬掬厚1よ鱒騨余盛は削除されてし・るも吐する・㍉

1た，撮影方灘二韓緬撮影方法と褐．．翻度計を試験部の線源側噺上曜くこ麺l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　園難であったため，透過度計を試験部のフィルム側の面上に置くことにした。　　　　　　　i

ll
L．る・

藤，試験み一翻顛廊轟毒をよWES2轍びWE8函痛財るものと訓

〔解説）

　間題中，特に下線部のことについて解説する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　7
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　解説図2は，種々の板厚について，横軸に板厚に対するフィルム，試験体間距離の比Lo／Tを，

縦軸に線源側とフィルム側の透過度計に対する透過写真の惚ントヲストの比は酬／頃1），1をとっ

て，散乱線の影響による透過写真のコントラストの変化を示したものである。なお，計算に際して

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となるように，また，透過度計の線径は

板厚丁の2％以下を満足するようにした。

　解説図2から，フィルム・試験体間距離を板厚の0．2倍（玉／5）以上とすれば，線源側とフィルム

側の透過度計に対する透過写真のコントラストは高々5％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よい。すなわち，

　Lo　一盈0．2　　　　　　　（逸）
　　T
　ここで，識別されな：ければならない

最小の線径4は板厚丁の2％であるか

ら，

　4灘0．02T

これを変形すると，

　丁認50認

となる。

　（2）式を（i）式に代入すると，

　L滋0．2丁慧0．2×きGだ

　L。盈iO4

　したがって，

（2）

（3）

。。L35

Q
㌣
一i．30

＼
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0
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潔
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※
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ぬ
八
　1．05
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斌1，00
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蜘
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試験体：鋼平板
フィルム：富士組00＋PbO．03　濃度12．5

焦点・フィルム間距離1800搬搬

焦点劉のフィルム・試験体間距離12艶m

0，0

フイルム側に透過度計　　解説図豊

を置く場合，焦点寸法の影響を受けないように焦点・

体から識別最小線径4の蓋0倍以上離して撮影すれば，透過写真の盤ントラストは線源側に透過度計

を置く場合とほぽ等しくなる。すなわち，フィルム側においても線源側と同じ規定の識別最小線径

が確認されれば良いことになる。

　　0．2　　　　　　0。5　　　　　　　　　　　1．0

板厚に対するフィルム・試験体間距離の比　為／7’

　フィルム・試験体間距離と隣矧／口の、1との関係

　フィルム間距離を大ぎくし，フィルムを試験

〈参考文献〉

　仙鐙，平山，向井1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　（1〉焦点側とフィ

　ルム側，溶接部の非破壊検査に関するシンポジウム（㈹日本非破壊検査協会関西支部）講演概要（紛86），欝．

　フ3
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磁w通僑（0蕊．鴛欝）

4．　台湾縦断印象記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本溶接専門学校丸山　温

　今回台湾の非破壊検査協会（中華民国非破壊検測協会）の招きを受け，現地で非破壊検査講演会

を行うことになり，ND王の山本会長以下，岸上，岩橋，丸山の4名による台湾訪問の機会を得た。

此度は全員夫人同伴にての招待だったので，計8人の旅行となった。

　講演会は台北，台南及び高雄の3ケ所で行う予定で7月21日に羽田を出発した。台北の空港では

原子能委員会の陳建源さん，石門環さんが出迎えてくれ，以後最後の高雄の空港を発つまで終始私

たちに付添って案内してくれたのは大変有難たかった。

　私は台湾は初めてなので，時期が7月下旬でもあり，さぞかし現地は暑かろうと半ば恐れをなし

ていたが，現地に着いてみて予想していたよりはるかに過ごしやすそうだったので一安心した。太

陽が真上から注ぐため，かえって暑さをそれほど感じさせないせいであろうか。不思議と私たちが

台湾にいる間，毎日のように夕方になるとスコールに見舞われた。日本では見られない滝のような

雨で，車に乗っていてフ麟ントガラスのワイパーが殆ど用をなさず，みるみるうちに車道が冠水し

てしまう凄さである。このような雨が暑さを和らげるのに一役かっているとも思われた。

　到着の翌日，先づ中華民国非破壊検測協会を訪問し，劉会長にお会いした。劉会長は行政院原子

能委員会秘書長で，先日当協会の友好訪日団の団長として来βし，その時もお会いしたが非常にお

だやかな人柄の方である。原子能委員会は台湾の原子力行政を司る最高機関に当るそうである、

　当日は原子能委員会の票さんが大変流暢な円本語で通訳してくれた。当協会が発足して約三〇年に

なるが非破壊試験技術の普及度とそのレベルは，目本とは相当の格差があり，今後とも日本との交

流を深めたいと云う強い意向がうかがえた。

　当日の午後は台北の郊外の小高い岡にある有名な故宮博物院に案内してもらった。建物は中國の

宮殿造りである。将介石総統が戦後中国大陸より台湾に引揚げる際に，歴史的な芸術品，文化財を

大陸より台湾に移したと云われており，それらが現在故宮博物院に展示されている。その蔵品は膨

大な数量にのぽり，展示晶は年に何回か入れ替えられるそうであるが，全部を展示するには20から

30年はかかると云われている。説明員の話によればすべてが歴史的，芸術的に世界の逸品だそうで

ある。中でも私が感心したものに象牙の彫刻がある。中国の王朝が財力と時間に糸目をつけずお抱

えの工匠に親から子に，子から孫へと技術を伝承させ乍ら何憩年もの歳月をかけて，たった一つの

品を作らせたと置うのには，今麟の芸術品とは次元の異った凄ささえ感じた。ここは訪台の折には

必見の価値があると思った。

　街中を車に乗って驚いたのは車の流れである。台湾の人たちは運転技術がすばらしいと云えばそ

れまでだが，追い越し，割り込みは普通で，前横に少しでも空きがあれぱその空間をうめるように

すっと車が入ってしまう。マナーの問題かどうかは別としてβ本では見られない光景である。運転

席のうしろで私達はひやひやの連続であった。

9



劔w遇鱈（《搬．欝齢）

　又バイクの多いのにも感心した。通勤時には壮観でさえある。3列盛列のバイクが一種の自己防

衛なのか，集団をなして走り，そして巧みに車と車のすき間を通り抜けて行く。ヘルメットを使用

している人は，殆ど見られず，3人乗り，を人乗りは珍身）しくない，とぎには親子5人乗りと云う

芸当に近い乗り方も見かける。自然と運転技術も身についてくるのであろう。rよく事故が起ぎな

いなあ、1と云ったところ「事故は多いですよ」との返事であった。やはり…である。

　フ月器賛は鑓曜ヨで孫文の國父記念館，将介石の中蕉記念堂，林家花園など台北市内の観光をし

た。7月2媚，第i回の講演会を市内の核能研究所で行った。聴講者は憩～50名であった。劉会畏

のあいさつで始まり午前中は山本会長の領本非破壊検査協会の活動鯵と岩橋氏の≦瞬本における

発電設備の非破壊検査の現状融の2件。午後は岸 ．転氏の≦懲本における超音波探傷試験の現状㌻）及

び私の‘噸本における放射線透過試験の現状”の講演を行った。続いて自由討論，質疑が行われた。

聴講者の職層は原子力，電力会社及び検査会社の人々と思われる。

　7月器βは台北より台南へ移動したが途中，台北より車で約2時間程の新竹にある工業技術研究

院を訪間，見学した。広大な敷地に瓢レクトρニクス，情報，機械，エネルギーと殆どの科学技術

分野の研究機関を集めた科学技術のセンターである。案内されたのは工業材料研究所と量測技術発

展中心の2ケ所である。非常に自然環境に恵まれたところで，どの研究所の建物も新しく，最新の

研究設備を導入した様子がうかがえた。

　見学後初めて汽車に乗り新竹より台南まで移動した。翌鱒鞘，台南市の成功大学にて2回浸の講

演会を行った。大学は夏休み中で，話によると大学の先生方の多くは夏休みには企業に出かけて実

践的な研修をするとのことで不在の方が多く，出席者はあまり多くなかった。講演内容は大学向き

に専門的な内容にとのことだったので，私は‘壕一ステナイト系溶接部に現われる疑似欠陥像勢に

ついて話をした。

　成功大学は医，理，文，工，経を含む総合大学だが，かって日本の統治時代は工業高等専門学校

だ一）たそうである。今でも当時の灘一緯ヅパ風の古い立派な建物がそのまま利用されている。緑豊

かな実に環境の良いところである。全学生数の約6G％が工学部の学生だとのことである。

　台北から台南に移ればその分だけ暑くなるのでは思っていたが，最近では台南より台北の方が気

温が高くなったとのことで，それは台北の都市化が急速に進み，冷房機などの普及による排熱の影

響だそうである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　ニタ　ンザヒ　ン　ク　ン　リア　ンィ　ザ
　午後は台南市を観光した。台南は揖本の京都と云われており，正平郡王詞に案内された。そこ

は台湾解放の英雄と云はれている鄭成功が祭られている廟であるが，そこで6（）才代の気さくなおじ

さんが案内をかって出て，実に親切にいろいろと説明Lてくれた。説明が終るとお茶など飲んで一

休みしてはと案内されたのが廟から通り一つ隔てた向いの小さなお店であった。彼は広島の高等学

校を卒業したと云う大の親揖家で，お茶，急須，掛軸などの小さな専門店を老後のたのしみにやっ

ていると云う。鳥寵茶の本当の入れ方を教えますと実演Lて，それから日本人び）奥さんがお茶をご

ちそうしてくれた。安くて良い晶を日本の人に提供したいのですといろので，これは商売と話半分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一欝一



雛騨通信（o礁、鰺灘〉

に聞いていたが，そこで鳥龍茶と絵の掛軸を2本買ってしまった。もし又台南に行く機会があれば

再び立ち寄一）てみたいとも思っている。

　歴史的にはいろいろといぎさつがあったにせよ，戦前に日本の教育を受け，日本語を上手に話

し，日本に深い親しみを持っている人たちが今でも大ぜいいるようで改めて台湾に一層の親しみを

覚えた。

、翌2旧は高雄に移動し中国鋼鉄公司及び中国造船公司を訪問，見学した。いずれも鉄鋼と造船の

最新設備を誇る若い会社である。副所長とか責任老の方々を紹介されたがいずれもかなり年令の若

い方々に見受けられたのが印象的であった。

　造船所の見学は生憎雨で，車で所内を回ったが，雄0万屯ドックを持つ最大級の造船所である。

　28隣最後の講演会は中國鋼鉄公司で行われた。午前の講演の通訳は成功大学の黄教授が，午後は

中国鋼鉄公司の王さんがそれぞれ担当してくれた。聴講者は中国鋼鉄と中国造船の従業員の方々の

ように見受けられた。

　29鷺は最後の訪門先核能三廠（第三原子力発電所）を見学した。台湾の最南端パシー海峡に面す

る風光明媚なところにあり，加圧水型の原子炉2基（蓋基の出力9瓢MW）を持つ発電所である。

私が目本で原子力発電所を見学したのは亙綴の時で大勢の作業員が立働いていたが，今回は嫁動中

の原子力発電所を見学する機会を得たが，所内は人影もまばらで，コント獄一ルルームでは広い部

屋に3人の技術者が管理に当っているのみで非常に少ない人々で運転されているのが印象的であっ

た。現在台湾でも住民の原子力に対する反対運動がかなり強く，いろいろ問題をかかえているとの

ことであった。

　午後は最後の講演会も終りほっとしたところで観光を楽しませてもらった。原子力発電所より更

　　　　　　　　　ケンティノに南に下ったところに墾丁森林遊楽区がある。日本で言えば国立公園とも云うべぎ場所と思う。裏

年中花が咲ぎ，珍しい植物，深い洞窟などがあり南国情緒満点の場所である。更にそこから台湾の

　　　　オ　ナン　ビ
最南端の鵜難鼻燈台に足をのばした。澄んで晴れた欝にはそこからフィリピンが見えるそうである

が残念乍ら当日は見えなかった。しかしここへ来て，台北から始まりとうとう最南端までやって来

たのだなと実感した。

　最後に食べ物，飲み物について…書，今さら私から云うまでもないが，食事は日本人に合って大

変おいしい。果物は豊富，水瓜は一年中あるそうである。今回は訪問先の皆さんに観迎して頂き，

おいしい，珍しいものを沢山味わせて頂いた。大変ぜい沢で勿体ない話だが，飽食のうらみがあっ

た。又アルコールにあまり強くない私にとっては台湾の6‘乾杯”にうっかり調子を合わせるととん

でもないことになることがわかった。途中から儲随意障と言う飲み方を教わり，それに切りかえて

アルコールを楽しませてもらった、

　以上とりとめもなく，思いつくま鼠に書きました拙文，読みにくい点はお許し下さい。

　おわりに今回の講演旅行に際して，計画，先方との交渉連絡等に終始お骨折頂いた大阪大学の平

山さん，そしてM〉夏の事務局長の佐橋さんには紙面を借りて心から御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一茎蓋一
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難．αW認定事業者識会社紹介

1会　社　名　関藤エックス線株式会社

i本社所在地　撃733　広島市酉区南観音争7－20　欝082－29卜2500

i代錯酩代表聯役撒鄭鞭
認定番号　第聡89号
認定部門　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

署業所横浜蝶所，加胡蝶所，嶋営類，徳蟷瓢，九礪獅，鹿鵬営瓢

　関西エックス線株式会社は，原子力・火力プラント，石油精製・石油化学プヲント，原油タンク

等燃料設備，橋梁，船舶その他鉄鋼製品等の晶質保証と安全性の確保の一端をになう非破壊検査の

専門会社として，田本全国各地及び海外において活躍している。昭和36年2月創業以来「信頼，努

力，安全、1を社訓とLて，《より進歩》《より堅実》をめざして今環に至っている。

　今後も，目進月歩の工業技術社会に即応した高度な知識技術を駆使して，皆様から心技共に全幅

の僑頼を得るべく，人材の育成及び技術開発に力を注ぎ，たゆまぬ努力を続けていく所存である。

〔検蓋技術者の育成〕

　検査技術の育成としてr材料試験を含め，溶接部の検査について総合的に判断でぎる検査技術春

の育成」のための技術教育を行っている。その前段階として，各種の免許（N腿．WES8io3及び

欝倣等）を取得するための独自のトレーニング及び免許取得奨励制度を実施している。また，各種

講習会への参加，工業技術センター及び大学との技術交流を通じて資料の充実をはかり，それに基

づき社内教育を行うとともに規場に強い検査技術者の育成を行・）ている。またASMEスタソプ工

事におぎまして，弊社の品質管理マ器訟アルによるレベル認定教育侶NT－TC護Aを参考）も行

っている。

〔主な営業晶目〕

・国家備蓄基地，油槽所，製油所，船舶，発電所内タンクの新設・開放点検及び補修後の各種非破

　壊検査（タンデム探傷法を適用したアルミニウム合金溶接部のUT，肉厚補償マクスを使用した

　9．0％Ni鋼溶接部のRT等）

。発電用ボイラー（石油，石炭，水力，LPG，LNG，原子力燃料設備等）の建設時及び定期検査

　時の各種非破壊検査

。石油精製，石油化学プラントの建設時及び定期検査時の各種非破壊検査（熱交チューブ等の内部

　腐食の調査を目的とした渦流探傷検査及び結果の解析等）

。原子力発電設備の新設時及び定期検査時の品質管理要員派遣（管理区域内の放射線管理業務，空

　気及び排水中の放射性物質濃度測定等）

・SNT－TC－iAに準拠したLEVEL認定者のASME規格に基づく検査業務

。派遣業務（タンク建設時における監督業務及び溶接管理業務，製油所・石油化学工場の溶接管理

　業務及び品質管理業務，計装制御業務，ASME，ANS1，A灘及びAWS等外国規格に精通Lたス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～直2一
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〔

　　毒難ll

一膿
　　　　　　難

本・四連絡橋で使用された超音波探自動探傷器

　一パーバイザーの派遣業務）

。圧力容器，熱交換器，ボイラ，橋梁，建築鉄骨，海洋構造物，産業機械，化学機械，高圧ガス特

　定設備，各種配管，輸送機羅等の溶接部に対する熱処理工事（SUS材，含金鋼，RT材等を対

　象として，予熱・後熱・脱水素処理・局部焼鈍・簡易炉焼鈍・安定化処理，固溶化熱処理等）

〔その他の営業品圏）

。超音波自動探傷システム

　本州四国連絡橋で使用された調質高張力鋼の縦方向継手の溶接部について，X線フィルムと同

　程度の欠陥画像記録を作成でぎる超音波自動探傷システムにより検査を実施致した。これは超音

　波自動探傷システムが，非常に有効な品質保証の手段であることを本州四国連絡橋公団殿より認

　められ，採用されたものである。現在では平板突合せ溶接部の超音波自動探傷システムも確立さ

　せており，今後RT等他の検査結果と併用することにより，検査精度の向上を目差している。

。劣化調査，材料分析

　SDM実施時に検出された欠陥（割れ）について，金属組織試験等によるき裂性状を調査して，

　最善の処置方法を見い出すことを行う。また健全な金属組織について，製作時と一定期間使用後

　とを比較して経年変化を調べ解析することも行う。材料分析については，異材の有無のチェヅク

　等をするため，金属判別器による材質の調査も行っている。これは，新設時及びSDM実施時に

　前後して発生する金属組織試験や材料分析を一連の業務としてとらえ実施Lてゆこうとの考えに

　基づくものである。

。自動車部品の検査

　高度な贔質管理と安全の確保が重視される自動車業界において，自動車用エンジン部品等の精密

　検査及び検査の自動化について技術協力している。

。遺物の検査

　埋蔵文化財について，製造の過程や肉眼では判別できなくなった刻印や模様，象眼，内部介在物

　の有無の確認のため，精密撮影や拡大撮影を行い，遺物の考察の一助となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一重3一
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会　社　名　神鋼検蕊サー一ビス株式会社（S斑NKO夏NS冊CT三〇N改脇鼠V憩鷺CO．，LTD．）（略称l

　　　　s笈scO）．

本社所在地　撃676　兵庫県高砂市荒井町新浜2－3膿　撫079争蘇一7253　FAX　O79を碧一7267

代表者氏名　代表取締役社長　牛島　進

認定番号第鷺c89号
認定種別　C種
認定部門　放射線透過検査部門，超音波探傷検査部門

鑑沿革藁

　当社は株式会社神戸製鋼所の機械事業部を主体とした試験，検査の機能（人材と設備）の一部を

分離独立し，重986年鍛月i揖に設立した。これらの事業の主体は，世界有数の大型鋳鍛鋼製晶，更

にそれらを使用Lた大型溶接構造物から原子用機器に至る，正に重化学工業の基幹製品を，高い晶

質評価を得ながら生み出している土壌をそのまま受継いでいる技術集団である。

　こうした技術基盤に加え，会社設立後多くの新分野へのチャレンジを続け，航空機部品の検査，

原子力設備，コー一ジェネ発電設備の検査等，その領域を広げ実績を重ね，Ciw認定についても，

平成元年盛月にD種，同年沁月にはC種認定と…歩一歩進めている。

髪特色薫

　当社の特色は，通常の非破壊試験以外に，溶接関連の生産技術，化学プラント用機器等の保全・

補修の技術指導，ND銭と材料物性調査，応力解析等を含め総含診断業務を行う事にある。

　長さ計，圧力計等の計量器検定業務を行う事とか，常に数人の技術者が海外に出て，機器の診断

業務や補修業務にたずさわっている事等も当社の幅広い活動を示す一面であろうかと思うものであ

る。

　最近では，某社より製品の探傷技術の確立にとどまらず探傷装置の開発の依頼を受ける等，検査

会社としての新技術開発も強く進めているところである。

鑑検査部門驚

　当社の事業主体をなす部門であり，溶接構造物や，鉄鋼材料の非破壊試験が中心となっている。

いずれも㈱神戸製鋼所が，ASMEの“N”スタンプ（原子力用機器の製造認可工場）取得する際の，

ND詑技術者として，ASMEサーヴ瓢イの洗礼を受けたテクノクラート集団である。この様な技術

背景をもとに次の様な事業を行っている。

　（i）製造工程中の晶質管理活動

　　（i）原子力機器，化学装置用機器，大型溶接構造物，鋳鍛鋼品のND翼

　　（1量）大型産業用機械の製品検査，受入晶検査

　　働　輸送機器（航空機，自動車）部品等の試験検査業務

　（2〉設備保守検査

　　（i）石油，化学プラント関係1大型塔槽熱交の保守検査や機器診断業務。

　　（亙1）電力・原子力関係1チャンネルボックスの保守検査，複水器チューブの猛丁，自動UT等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一鍾一
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評

劔∫．

瀦、

／毅慧

滋

　　　　　写真1　ライナ、ソクによるRT

　　㈱　貯槽類の保守検査1石油貯蔵タンクや，

　　高圧ガス設備の球形・竪形タンク開放検査

　（3）新設プラントの検査関係1検査企画から出

　　張検査，据付，試運転までの検査業務　　　　　　　　　曽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘麟
　（4）海外調達品等の検査業務1発注者の代行検　　　　　，，轄

　（5〉第三者検査機関1オーストラリア・ビクト　欝

　　リア州のDα．（労働省）より圧力容器，配

　　管等の第三者検査機関として認定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真壽
匿技術部門驚

　非破壊試験以外の技術サービスを行っており，

門である。事業内容を大別すると次の様なものがある。

　（董）プラント機器のメンテナンスサービス

　（i）

　侮）超高圧発生装置（｝置膨，Cip）の点検サービス

　（2）

　（3）技術サービス

　（i）

　（il〉

　㈹　特殊試験の受託l　He漏洩試験，バランステスト，

　㈲
　（4〉

　（5〉

写真黛　自動UT装置

三次元精密測定

響
　｝

この部門での活動が当社の持味を発揮している部

化学プラント1保守管理計画，SDM時の検査計画の立案と実施，補修計画の作成と実施

材料物性調査1機械試験，腐食試験，組織調査等を中心に，確性試験，機器の破損調査等

　　　圧力容器等の製造技術指導（圧力容器製造事業所としての公的認可取得の指導等）

　　　高圧ガス設備l　CE施設の保安点検指導（K頁Kより業務委託）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝一ドテスト等特殊試験業務

　　　応力解析，材料物性調査，機羅の非破壊試験の結果等より総合的機器診断

　　計量管理サービス1計量器（長さ計，圧力計，秤り，温度計等）の検定，校正，修理業務。

　　新技術開発1非破壊試験法の新技術の開発や，探傷システムの開発

r信頼と誠実対応』が我社の基本理念であり，C亙W認定事業者としで一層の努力を重ねて行く所存

である。

一玉5一



c蓋w通信（o¢t、欝鱒）

蔭．CXW認定事業者の認定部門・登録者数
平成蓋年m月1日現在
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