


1．人との出会い

加　藤　光　昭

　これまでの人生を振り返ってみると，いろいろな方との出会いがあり，特に学生時代の先生との

出会いは現在の私にとって大ぎな影響を及ぼしている。まず，私と溶接との出会いのきっかけを作

って頂いたのは岡山大学の時の指導教授である。大学の卒業研究のテーマは版相とβ相を有する

金属の疲労損傷のX線的検討．1であった。大学院へ進学したいがどこが良いでしょうかと相談し

たところ，大阪大学の溶接工学専攻はどうかと勧められた。大学を卒業して墨年間，大阪大学工学

部溶接工学科で研究生として過ごしてから修士課程に進学した。

　この重年間が故仙照富男先生との出会いのきっかけにもなった。というのは，丁度この時に溶接

工学科に非破壊試験講座が創設され，仙田先生が教授として赴任され，大学院のi期生とLて私が

配属されたからである。修士課程でもX線回折法を用いて疲労変形の検討を行った。博士課程進

学後も主としてX線回折法を武器として，アルミニウム溶接金属の凝固組織の特性について検討

した。この時，松田福久先生（現大阪大学溶接工学研究所教授）と出会うことができた。当時，溶

接工学科には溶接界のそうそうたるメンバーがお揃いで，その先生方の講義を拝聴でぎたのは好運

でもあり，また本当に有益であった。

　博土課程修了後，九州工業大学工学部金属工学科（現物質工学科）にお世話になることになった。

ここで，迎静雄先生（現九州工業大学学長）と出会うことができ，以来，溶接研究室で溶接に関す

る研究を続けさせて頂いている。溶接の分野は非常に多岐にわたっており，溶接法，材料，設計・

施工及び試験・検査の婆本柱で構成されているともいわれている。私は主として材料に関する研究

をしてぎたが，雄年ほど前から試験・検査に関する研究もやり始め，主として磁気探傷試験に関す

る研究をして今矯に到っている。最近は拡散接合や皿一ルボンディングに関する研究もやり始めて

おり，接合性，強度及び品質評価等について検討している。非破壊試験に関する研究も磁気探傷試

験だけでなく種々の方法や，新しい方法についても検討していきたいと思っている。

　北九州での生活も早くも20年近くになろうとしているが，この間にもたくさんの方々との出会い

があった。また，毎年の新しい卒論生との出会いもある。これからも幾多の方々との出会いがある

が，でぎるだけ有意義な出会いにしていきたいものと願っています。
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2．技術資料
黛。1　ステンレス鋼溶接部への電磁誘導探傷試験の適用の試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新矯本非破壊検査㈱小林 修

（1）はじめに

　電磁誘導探傷試験は鉄鋼，非鉄材料などを間わず導電性材料の探傷試験だけでなく，材質試験

膜厚測定や寸法試験に用いられている。また，電磁誘導探傷試験は，①…般に非接触で試験速度が

大きい，②表面欠陥及び管の内外面の欠陥の検出に適する，③試験指示が電気出力として得られ自

動化しやすいなどの特長を有しているため，パイヅなどの探傷試験に広く用いられている。しか

し，これまでのところ，溶接部の探傷に電磁誘導探傷試験を適用した報告はあまりない。そこで，

ここではステンレス鋼溶接部の探傷への適用を試み，試験周波数及び溶接部の形状などの影響につ

いて検討した結果を概説する。

（窯）ステンレス鋼電縫管溶接部への適絹

（翁）試験片及び実験方法

　材質がSUS3i6Lで，外径2鶴mm，肉厚3．Ommのものを使用した。これに図i及び表iに示

　すように，母材部への外面スリットを6種類（欠陥番号1①～⑥），溶接部への外面スリットを

　婆種類（欠陥番号：⑦～⑩），母材部へのドリル穴を3種類（欠陥番号1⑪～⑬）及び母材部へ

　の内面スリットを3種類（欠陥番号：⑭～⑯）加工した。スリヅト加工は放電加工により行った。

　探傷器はホッキング社製のPHASEC　D4Aを使用し，周波数は主としてioO　kHz（一部30kRz

　及び300kHzを用いた）を用いた。また，位相はリフトオフ儒号を水平（X軸）とし，探傷コイ

　ルは単一形（アブソリュート形）を用いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。
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表1　欠陥寸法及び探傷波形

欠陥
番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

欠陥幅欠陥深さ
W（mm）d（mm）

　　　プ獄一ブ欠陥方向、

．諜畿 欠陥信号 備 考

0．圭　　　0．3

0．1　　0．6
一岨
か ケ

0．重　　0、9

0，5　　0．3

ク

ク

〃

　「　　　　　　　　　　　　　㎜　　 　 　…

〃
＿

i　　　　　　　　　　　＿　　r　　一　
1

融1一
0，1　　0．6　円周方向軸方向

0．5　　　0．9　軸方向円周方向

⑨、

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

0．1　　0．6 〃 〃

　　　　　　「

ll∵1謝

踊一一・ 三

轟
0．1 O．9 か ケ

τ　　〃

0，i 0．6 円周方向 ケ 　f

0k唇z

0。i
副

ケ ク
　｛

0GkHz

溶鱈含雌「
ゴ≠1『隷十誓』

・・鹸溜幽

　　　溶接信号合薦号

臨ニン』論1

」rノ
　　ト

rl斜』

　　　　 1轟

E鐙．茎

・鐙』辱』

0．i

0．笠

0．1

∵騨

⑳．
．

fl100kHz　　　30k糾z

；ノ落㌃き』
内面欠陥
…残肉厚0，9瓢瓢

f、100k8z　　　　　　30kト畦z

内面欠陥
残肉厚隻．5騰拠

f・iOOkHz　　　30kトlz

　　　」
内面欠陥
残肉厚2，歪m灘
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（b〉実験結果

　　ブラウン管上で得身）れた波形をXYプPッターに記録させた結果を表iに合せて示した。欠

　陥番号⑦及び⑧のように欠陥が溶接線と平行な場合には，プ・一ブを欠陥の方向と平行に走査L

　た場合より，欠陥の方向と直角方向に走査Lた方が振幅が高くなり，判別が容易になる。一方，

　欠陥番号⑨及び⑩グ）ように欠陥が溶接線と直角になっている場合にも，欠陥と薩角方向に走査し

　た方が振幅は高くなる。しかし，リフトオフ信号の位相（X軸に水平）との位相差が小さいた

　め，判別は困難であった。溶接線と直角方向にプ撰一ブを走査するときに得られる波形は溶接信

　号（溶接部に現われる材質による信号）との合成信号になるため，チャート上での判別は困難で

　あるが，ブラウン管上の波形を観察すると判別は可能であった。今回の実験では周波数を300

　数Hzにすると明瞭に欠陥を判別することがでぎた。

　　欠陥番号⑭～⑯のように内面にスリヅトを加工Lた場合には信号が小さくなり，また位相も異

　なってくる。試験周波数が30kHzとioO　k｝｛zの場合について比較すると，30kHzの方が大きな

　信号が得られた。しかし，残肉厚が2．蓋mmの欠陥番号⑯の場合にはほとんど信号が得られず，

　50％以下になρ）ないと明瞭な信号は得られなかった。

（3）ステンレス鋼板璽ねすみ肉溶接部への適爾

（段）試験片及び実験方法

　　材質はSUS30蔓を用い，板厚は2．Om搬とした。試験片の形状は図2に示すものを用いた。人

　P欠陥はφ1、0搬凱のドリル穴を用い，貫通穴及び底面より0．5mmの深さまで穴をあけたもの

　の2種類とLた。探傷器はPHASEC　D6Aを用いた。内径6mm，外径mm搬，長さ5mmのプ

　P一ブコイルを作成し，標準比較方式及び自己比較方式で実験を行った。また，コイルの巻数は

　200ターン，空心とした。

（b）実験結果
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／
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図2　ステンレス鋼重ね隅肉溶接試験片
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　ここでは，厚さが2mmの板を重

ねたすみ肉溶接部の欠陥検出を羅的

としているため，2臓獄の深さから

の信号が得られるような試験周波数

を用いる必要がある。そこで，試験

周波数を沁kH露～磁O　k翫まで変化

させ，図2に示Lた位置①，②，③

及び④にプβ一ブを置いたときの信

号の変化を求めた。探傷位置の①と

②あるいは③と④で位相角又は振幅

に変化が認められるのは周波数が

80kHzまでであり，これを越えた

周波数では変化は認められなかっ

た。ここで，位置①において得られ

たベクトル長さと②～③において得

られたベクトル長さとの比を振幅比

とすると，平坦部（①及び②）と湾

曲部（③及び④）では振幅比が約

撫％程度異なっているが，これは形

状に起因したものと考えられる。

　次に，ドリル穴の探傷を行（）た。

探傷はさきに示したプ・一ブ2個を

接近して使用する自己比較方式及び

プ9一ブ1個による標準比較方式の

両方で行なった。探傷に際しては，

試験周波数を30及び60kH窯の2種

類とし，探傷感度は艦，騒及び磁

d懲の3種類で行った。得られた結

果を表2に示す。いずれの場合も貫

通ドリル穴の判別は可能であった

が，底面より0。5mmの深さまであ

けたドリル穴の判別は困難であっ

た。

　ここで用いたすみ肉溶接部におい

ては溶接部の形状が・…定でなく，平
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蓑2　探傷条件及び探傷波形

人工欠陥　探傷方

　　　　L
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坦部と湾曲部で信号に変化があり，また，試験片形状が複雑であったためプ・一ブ走査が困難で

あった。内部欠陥を探傷するにはより高い感度で探傷する必要があるが，そうするとノイズも高

くなるため，その対策のためにも溶接部をかなり均一にする必要があると考えられる。

（4）おわ》に

　ステンレス鋼溶接部の欠陥検出に電磁誘導探傷試験の適用を試みたが，欠陥信号を得ることは可

能であったが，欠陥の定量化をすることは困難であった。定量化を図るためには，プ偉一ブの開発

及びプρ一ブ走査用の治具の開発を進める必要がある。

2．黛　微細な割れと磁粉探傷試験における疑似模様＊

（1〉はじめに

　一般に，溶接部の磁粉探傷試験（以下，MTという）では疑似模様がしばLば認められ，欠陥と

の判別を困難にLている。よく認められる疑似摸様には，表面粗さに原因する表面粗さ指示及び異

なる材質の境界部に認められる材質境界指示等がある。この材質境界指示とLては，母材部と溶接

金属との境界部に認められる疑似模様等がよく知られているが，溶接金属の組織に起因Lた材質境

界指示についてはあまり知られていない。

　一方，溶接部のMTではこの溶接金属に微細な割れを検出することも多くあるため，疑似模様

との判別を適格に行わないと試験の目的を十分に果たすことができない。

　こ．こでは，円筒形石油タンクの底部隅肉溶接部（側板とアニュラー板との隅肉溶接部）において

検出された割れによる磁粉模様とこれによく類似した疑似模様とを紹介し，更に，両者の現場的な

判別方法等について述べる。

（の　検出した磁粉模様の性状

　異なる2基のタンク（A及びβ）の底部隅肉溶接部のMTにおいて検出した磁粉模様の位置及

び転写結果をそれぞれ図1及び図2に示す。これらの磁粉模様はいずれも溶接金属内で検出されて

おり，磁粉模様の形状及び寸法にはほとんど差異が認められない。

　そこで，磁粉模様が検出された位置の浸透探傷試験（以下，PTという）を行ったところ，次の

ことカ～明らカ・となー）た。

①　タンクAの場合：磁粉模様の一部と考えられる個所に微細な点状の指示を検出した。なお，

　この点状指示は微細なため，グラインダー研磨目に残った疑似模様と判断されてしまう恐れのあ

　るものであり，明瞭に割れ又は孔食等の欠陥指示と判断しがたいものであった。また，磁粉模様

＊薮下秀記　記
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　／

嚇）

／
側板

＼

図i（a／　タンクAグ）場合

麟1　磁粉模様の検出位置

＼＼

磁粉模様位ll

（内面）

図墨lb）　タンクBグ昇湯合

てご㌦ぐ　’零

藪灘轟欝灘騨

～

幅）タンクA

図2　磁粉模様

翻ほ）1タンクB

0　100　200μ驚

一（a）タンタA

～印二
→印1

（b）タンクB

横割れ状の磁粉模様の方向を表わす

割れを表わす（（3）タンクAの写真中）

写真1　磁粉模様の検出位置と金属継織（×100）

　の個数に比べ，PTによる点状指示の個数は著しく少なかった。

②タンクβの場合：指示模様を検出しなかった。

　上記の結果では割れとも疑似模様とも判断が困難であったため，スンプ法による金属組織試験を

適用して組織観察を行った。その結果をそれぞれ写真i（＆）及び（b）に示す。写真頁裁）の金属組織

中には明瞭なミク・割れが認められるが，写真1（b）にはミク群割れは認められない。写真i（ど）と

（わ）の組織の相異点としては，写真双b）の方が大きな初析フェライト（自い帯状のもの）が認めら

れることである。なお，写真双菰）及び（b）に示す位置ではスンプ法による金属組織試験の実施前後

にMTを行い，いずれの場含とも図2（＆）及び（b）と同様の磁粉模様が形成されることを確認して

いる。また，研削を行い，種々の深さにおける金属組織試験の結果，タンクAでは寸法及び密度

は幾分変化するが割れが認められた。しかし，タンクBではいずれの深さにおいても割れは検出

されなかった。

　以上の現場的な各種試験の結果，両者は非常に類似した磁粉模様であったが，片方は割れであ

り，他方は疑似模様であることが確認された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一7一
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蓑1　主、な溶接条件

翫、卑、∵ユ、タンクAユタンク黎

　　1　　　　　　　　　　　被覆ア｝ク溶接　　　　　　　　不明墨　1　溶接方法　　　　　　　　　　　（イノレミナイト系）

乳2　i入熱量　　　　　　　　　　約絡ooo～20000J／cm　　約25000～35GooJ／cm
一一L　　　　　　　　サー　　　　　　　　　　　躯一一一一　　｝

3、半毯、塾」．不明　！　不明
蛋　　地下処理　　サノドブラスト処理　　サンドブラスト処理

　ところで，溶接入熱が大ぎくなると，一般に溶接金属の結品粒は粗大化する傾向にある。表iに

タンクA及びタンクβにおける主な溶接条件を示す。タンク黎の入熱はタンクAの場合に比べ著

しく大きく，このため，写真iに示したように結晶粒が大きくなったものと考えられる。

　また，ミク瞠的に考えると，結品粒が異なると

透磁率が異なり，これに起因して磁粉模様が形成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　側
されることがある。この場合，結晶粒が大きいほ　　板

棚馳磁粉鰍なる・いま浮真’（b）に示 　　融
す初析フェライトの方向及び大きさに着目する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輪
と，図i（b）に示Lた磁粉模様の方向と大ぎさが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫
よく対応している。このことから，タンク』Bに　　　　　　　麟

おいて検出された磁粉模様は結晶粒界に起因した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑱　　　　　　　　㊧
材質境界指示と推定される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　底板
　一方，石油タンク底部隅肉溶接部の溶接金属中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図諺　溶接金属中の割れの分布（⑱印：割れグ）位置）
に検出される微細な割れについては，榎本ら藍）が

現場調査を行うと共に，溶接施工条件，水張り時の底部隅角部の挙動及び水張りに使用される海水

の影響等について詳細な解析，検討を行っている。その主な結論は下記のとおりである。

①　水張り試験後にタンク内面の底部隅肉溶接金属に微細な横割れとして検出され，ほぼ全周にわ

　たって認められる。

②容積が1000kJ以上のタンクにおいて多く認められ，長さo．5～2mmの微細な割れである。

③側板最下段の板厚が20mm以上の場合に多く検出される。

④溶接棒は低水素系あるいはイルミナイト系のいずれを用いても割れは検出される。検出される

　割合はイルミナイト系の方が多い。

⑤　グラインダー研摩した全ての底部隅角溶接金属に割れが認められた。

⑥水張り試験用として海水を用いたタンクに割れが検出された。

　更に，割れの発生位置，溶接金属の硬さ及び水素含有量等について詳細に検討Lた結果，次のこ

とカミ明らカ・となった。

⑦図3に示すように，MTにより検出される割れ以外に，表面下にも割れが存在L，これは表面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一8一
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　　　　　　　　　　　サンドブラスト処理

r一一一一一…r／
き

！
MT

r」
　　　l

　　　l　　　／
　　　1　　　　　　少し広い範
　　　1

　全溶接線の

　バフ又は
グラィンタ」一力｛け

　　　←

　　　1

　　　L一＿＿＿」／

磁粉模様検出

　　　　胡を軽微に

グラインダー研磨

MT

　　　「
　磁粉模様検出せず
　　　　↓

抜き取りにて，バフがけ

又はグラインダー研磨

磁粉模様検串

PT

検出せず
　↓

　OK

明瞭な欠陥指承模様

　　　検出

（スンプ法）

手旨／雰1榎≦ぞ張なし

　　↓

　スンブ法※

　　　　　　　　あり　　　割れなし
　　　　　　　　　　　　　　審

　　　　　　　　　　　　　　OK

　　補修範囲確認
　（MT，PT，スンブ）

※スンプ法1金騰組織試験

図尋　隅肉溶接金属中の微細割れ検毘の手順例

　から深い位置にあるためMTでは検出されなか一）た。

⑧割れが多く検出される最終層付近は，硬さが通常の軟鋼溶接金属の硬さ（i憩～160HV）に比

　べて高く，水素含有量も多い。

⑨割れ破面は擬へき開状であり，水素による低温割れである。

　今回検出した割れについては，その破面観察及び水素含有量測定等の調査を実施しなかったが，

以上の報告結果等を考えあわせると，水素による低温割れと考えられる．

（欝）微細な低温割れを考慮した瓢T

　MT以外の方法を併用することにより，図2（我）及び㈲に示した磁粉模様は，片方は割れであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一9一
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り，他方は疑似模様であることが明らかとなった。しかL，この場合，MTで的確に検出していな

ければ疑似模様とか割れとかいった話にはならず，無欠陥と評価してしまうことになっていたとも

考えられる。

　溶接部を含めて被試験体を検査する場合には，単に試験方法だけについて配慮するのではなく，

予測される欠陥の性状，溶接条件，使用条件及び下地然理方法等についても考慮しないと良好な検

査結果は得られない。

　このことも考慮して，上述の溶接金属内の微細な割れを検出することを目的とした試験手順の一

例を挙げると図婆に示す通りである。下地処理方法については別の機会に報告するが，欠陥の性状

等を考慮した的確な試験を行うことが必要である。

＜参考文献＞

ま）　榎本，他：石油貯槽の底隅角部グ）軟鋼隅肉溶接金属部に生じるミク費割れの再現に関する研究，溶接学会

　　　　　論文集，第3巻，第3号
2）　榎本，他：石油貯槽グ）底隅角部に生じるミク・割れにおよぼす各種パヲメーターの影響，溶接学会論文集，

　　　　　第3巻，第3号

平成2年度CIW関係スケジュール

　　　　　　を　月　　　　　　　　　　　　5　月
　　　　　　　　　ヨ

Clw厩　　　　　　　　　　翅，捻　研修会
　　　　b，22研修会
　　　　　　　　　　20前期C翼W
＿議区講習套　　　　　　　　　　　試験

　　　　　　　　　　節試験締切
溶接技術者l　　i各地殴新講習

、士蓮二㌧
C三W

　WES
溶接技術者

15後期試験締
　切
20，21　研修会

27，28研修会

io試験締切

綿後期Ciw
　試験

ii　後期筆記試

　験

6　月

30　CIW2次
　試験
　東京広島九
　州

3　前期筆記試
　験

i2月

日述試験

7　月 8　月

1　CIW2次　業務確認
　試験　大阪認定会社

3ユ技術者登録
　締切

口述試験

i 月

董9，20　　　　13　技術者登録
CIW2次試　　　締切
験

　　　　　認定会社
　　　　　業務確認

9　月

i　技術者認定

各地区講習会

3　月

重　技術者認定

一io一一



CXW通信　（A蓋》鮎裏鯵0）

8．C亙W試験問題の解説

陣同種　　欠麟在する療滴醐・Lている欠陥の方　欠陥よ司

1　構造物の強度に及ぽす影響は大きいといわれている。これについて次の間いに答えなさい。

　　（i）間題に記した内容の理由を破壊力学の立場から簡単に説明しなさい。

　　（2）鋼溶接部の表面欠陥を検出する方法にはMTとPTがある。これらの特徴を簡潔に述

1べ・どちらが微細欠陥の検出に優れているか璽べなさい・　　　　1

〔解説〕

（玉）

　右図のような（＆）及び（b）の場合を考え，（a）を表面欠

陥，（b）を内部欠陥と考える。破壊応力をそれぞれσ、及

びσ1とする。

　材料の破壊靭性値鶏cは等しいのでc《むθとすると

　（＆）の場合　　　KIC皿王．鴛σ、爾

　（b）の場合　　　KiC瓢σ、緬

　　σ、　爾7憂
　　一皿　　　　　累0．63
　　σ1玉。重2》而

したがって，（a）の場合の方が（b）の場合の0。63倍の応力

で破壊するためより危険であるといえる。

　σs
桑　争
　～／も1

c

1　壷
　σs

気a）

争

σ1

争

寺　毒
　σl
　lb）

（2〉

M　Tの特徴
㎜寸剛

P　Tの特徴
・材料は強磁性体に限られる。

・欠陥の長手方向と磁束の方両が直行する場合が最

も検出能力は高い。

・表面下の欠陥も検出が可能である。

・表面の粗さの影響はPTほど大きくない。

・材料は探傷剤に犯されないものであれば多孔質の

もグ）を除いてすべてのものが探傷可能。

。欠陥の方向は検串能力に影響しない。

。表面に開口した欠陥のみが検鐵可能である。

。表面の糧さの影響を受けやすい。

　疲労割れは一一般に幅が狭い。このような欠陥に対してはPTよりもMTの方が検出能力が高い。

今の場合は材料はRT80であるためMTが適用可能である。したがって，MTの方が疲労割れの

検出に優れているといえる。割れのような線状欠陥に対しては，PTよりMTの方が欠陥検出能力

は高い。したがって，強磁性体の場合には，MTを実施すべきである。

一一 重一
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4．W欝揮劔の改正点

平成2年蔓月重日に改正されたWES87侮の全文と主な改正点を紹介する。

　　　　　　　　　　　WES870Hg90（全文）

　　　　　　　　溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別基準

1．　適用範囲　この規格は，社団法人日本溶接協会が溶接構造物の非破壊検査を行うことを業務と

する事業者等（以下，事業者という。）の技術認定を行う場合の種別審査に適用する。

2．審査項欝　審査は次の項目について行う。

　（i）技術者の人員構成，　（2）設備及び機器

呂．事業者の種別　事業者の種別はA種，黎種，C種，D種及び駐種の5種類とL，検査部門数，

人員構成並びに機器の規模により決定する。

尋．　検査部門の名称　事業者が行う検査業務は次の6検査部門とする。

　（蓋）放射線検査部門，　（2）超音波検査部門，　（3）磁気検査部門，　㈲　浸透検査部門，

　（5〉電磁誘導検査部門，　（6）ひずみ測定部門

§．　技術者の種類と内容並びに資格

　§・1　技術者の種類　人員構成の審査において対象となる技術者は次の3種類とする。

　　（董）主任検査技術者，　（2）主任試験技術者，　（3〉試験技術者

　雛、黛　技術者の内容

　§・2・1主任検奮技術者　溶接構造物の検査について，次の事項を実施することができる広範な

　　知識と経験を有し，検査に関して総括的な責任を負う者。

　　（i）検査の計画と実施（検査仕様書及び検査要領書の作成），　（2）判定基準の決定，　（3）

　　総合判定，　（4〉検査報告書の作成

　　難・翌・鷺主任試験技術考　該当検査部門について，次の事項を実施することができる高度の知識

　　と経験を有し，かつ，指導者としての能力を有する者。

　　（1）非破壊検査の実施，　（2）関連規格の解釈，　（3）作業基準の立案，　（4）試験技術者

　　の指導，　（5）装置使用L必要な校正，　（6）試験作業の実施，　（7）試験結果の解読及び等

　　級分類並びに合否判定，　（8）試験成績謁の作成又は承認並びに非破壊検査報告書の作成

　　籔、黛．3試験技術者　該当検査部門について，主任試験技術者グ）指揮の下に，次の事項を正しく

　　実施でぎる者。

　　（ま）試験作業の実施，　（2）試験結果の解読及び等級分類，　（3）試験成績書の作成

　轟．書　技術者の資格　各技術者の資格はそれぞれ次のとおりとする。

　　き．＄．1　主任検董技術者

　　（！）㈹日本破壊検査協会（以下，JSND蓋という）のND総偽艦「非破壊検査技術者技量認

　　　定規程」に基づく特級技術者技量認定証明書の所有者（JSND夏特級技術者）で，5。婆の主

　　　　　　　　　　　　　　　　　一蓋2一
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　　　任検査技術者試験に合格した者。

　　（2）JSNDiのND蔦06ωに基づく2つの技術部門の3種技術者技量認定証明書の所有老

　　　（JSND13種技術者）で，かつ，それぞれの検査部門で5．3．2の主任試験試験技術者の資格

　　　を有しており，5．婆の主任検査技術者試験に合格した者。

　　（3）WES勝03r構造物の溶接施工及び管理に関する技術者の資格認定基準」に基づく玉級

　　　技術者で，かつ，蓋つの検査部門で5．3．2の主任試験技術者の資格を有しており，5．婆の主

　　　任検査技術者試験に合格した者。

　§．3．2　主任試験技術者

　　　JSND1のNDIS　O6蟹に基づく各技術部門の3種技術者で，5，5の主任試験技術者試験に合

　　格した者。

　蚤．3．呂　試験技術者

　　（U　JSND夏のND聡06蟹に基づく各技術部門の3・2種技術者技量認定証明書の所有者

　　　qSNDI2種技術者）及び超音波厚さ測定技術者を除く隻種技術者技量認定証明書の所有

　　　者（JS層D難種技術者）。

　　（2）放射線検査部門については㈹軽金属溶接構造協会がJ爲z38艦（アルミニウム溶接部の

　　　放射線透過試験の技術検定における試験方法及びその判定基準）に基づいて行っている技

　　　術検定の鷺種に合格した者。

　　ただし，主任試験技術者数は，事業者に所属する技術従業員（検査の実務に当たる技術職員

　　及び作業員のすべてをいう。）の総数の20分の蓋以上であることを原則とする。

　影．4　主任検査技術者試験　主任検査技術試験は次の事項に関する知識について試験を行う。

　　（1〉溶接概論，　（2）溶接構造物の検査

　嚢，う　主任試験技術者試験　主任試験技術者試験は，次の事項に関する知識について試験を行う。

　　（／）溶接概論，　鋤　溶接部の非破壊検査

塔．部門数及び人異構成の棊準　事業者の種別は検査部門数及び人員構成の内容により，表1の基

準により決定する。

表1　各種別における部門数及び人員構成の基準

凱』型』讐蕪類L
人 員 構 成

　　　　　　　　㎜丁　　主任試験技術者
　　　　　　　　7十
　　　　　　該当検査

　　　　　　部門に各

銘以上「重名以上
　　　　＿⊥一＿ ＿＿＿　　　　＿＿一＿

試験技術者

（〕種

屑

D種†
2

一十…

『寸¶闇

釜名以上 「
　

至　　　　　　o名以、熱

i†　　　ヨ
コ

2名以上

該当検査部門の

主任試験技術者

藍名につぎ

2名～10名

E種 o名以上 隻名以 L

一歪3一



C亙W通信　（Apr。欝タ0〉

7．設備及び機器の基準　事業者は各検査部門について表2の設備及び機器を有していること。

　　　　　　　　　　　　表2　設備及び機露の基準

検査部門

放射線検査

超音波検査

備　及　び機器

（1）放射線透過装置

a）　絡O　kVp～260kVpのX線装置

b）　300kVp以上のX線装置

c）軟X線装置
d）γ線装置

e）　i　MeV以上の高エネルギー装置

（2）放射線測定用線量率計

（3）放射線撮影場（恒温槽を備えた暗室を付帯）

（4〉放射線撮影用自動車（暗室を付帯）

（5）透過度計

（6）濃度計

（7）フィルム観察器

（1）超音波探傷器

（2）標準探触子

　　（a）　垂直探触子（周波数2及5MHz，各i個）

　　（わ）斜角探触子

　　　（騰潔鼎綴び翻各姻

（3）鱗試紺（蹴A1・A2・A3）

（4）超音波厚さ計

E（5〉横波垂直探触子

（6）点集東探触子

　　（a）　点集束垂直探触子

　　（b）　点集束斜角探触子

（7）　タンデム探傷装置

（8）可変角探触子又はこれに準ずる斜角探触子群

巨9）探傷データ集録装置

⑲

　用機器

牛　台数及び箇所

　　　　　‘㎜じ

　1台以上
　1台以上
　i台以上
　i台以上
　i台以上
　2台以上
　1か所以上

　董台以上
　ま式以上

　i台以上
糖．．

シンクρスコープ又探傷システムの性能測定・解析、

磁気検査 （i）携帯形極間式磁粉探傷盟

（2）磁化装置（ブPッド法が可能なもの）及び電極

卍（3）紫外線照射装置

（4）　ガウスメーター

，（5）照度計（紫外線）

（ω　標準試験片

浸透検査 （i）紫外線照射装置

（2）照度計（紫外線）

（3）対北試験片

電磁誘導電磁誘導探傷装置

当該設備等を必
要とする主任試
験技術者数

蓋名以上

3名以上
5名以上

5名以上
io名以上

重名以上
10名以 ヒ

5名以上

i名以上

1名以ヒ

へ以上 i名以上

1名以上

2組以転　　i名以上

2組以上　　 ま名以上

1組以、L　　茎鴉以上

i台以上　　 i名以上

i個以上　 i名以上

i個以上

i個以上
蓋組以上

i組以上

i台以上

墨台以上
　　轄、

　　　2台以上
　　　蓋式以上
　　　1台以上
　　　i台以上

㌶劇

r』陛
ひずみ測定ω静ひずみ測定器Q台につぎ％点以上測定可能なも
　　　　　　の）
　　　　i（2）動ひずみ測定雛（記録計を含み1台につき6点以上
　　　　　　測定可能なもの）

2名以上
i名以上

2名以上
2名以上

1名以上

2名以上

1名以上

1名以上

1名以上

i名以上

1名以上

董名以上

箋名以上

1名以上

i名以上

蓋名以上

2台以上　　 i名以上

1台以上　　i名以上
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羅W通僑（A騨．欝20〉

　〔主な改正点〕

　ig80年にWES870董を改正し，主任検査技術者を新設して以来王0年が経った。その間に認定事

業者数もig80年io月の28社からig90年蔓月の57社と倍増している。種別ごとの会社数の変化を見る

とR種とC種には大きな変化が見られず，A種とD種が大櫓な増大を示している。ここ10年での

検査会社の技術レベルの上昇は目をみはるものがある。技術者の数や技術レベルの上昇は前号の

劔w通信でも紹介しているJSND翼の3種技術者の保有者数が示すとおりである。このようなレベ

ルアップにともない発注者側からの検査に対する要求も増大している。特にC夏W認定事業者は高

度な技術レベルを保有するものとして高い評価を得ているが，社会の変化に応じた対応を求める声

も多く，この度，内容を検討し改正をした。主な改正点は，

（1〉犯種の新設

　検査会社の技術レベルの向上を計るためには，小規模事業老も取り込んだ制度を考える必要があ

り，認定を取得するメリットを与えながら底辺の技術力のレベルアップを計る。

（2〉設備及び機器の見直し

　io年前に改正した時点から，検査機器の見直しを行っていなかったため最低必要な設備及び機器

の見直しを行った。また必要最低限のものを要求しており必須条件としている。

（3〉試験技術者の登録資格

　JSNDiの認定規程の改正にともなって受験資格及び登録資格の呼称変更を実施し，新設の

JSNDIのi種についても考慮を加えた。

　以上が主な改正点となる。また，WES規格の改正にともなって次の点の見直しが行われる。

。受験間隔を3年から6年にする。

　現在，主任検査技術者及び主任試験技術者は資格の更新を行う場合に再試験に合格しなければな

らなかったが，平成2年度前期試験合格者より，1回の書換え手続きを更新試験に代えられ受験間

隔が6年になる。
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う．C亙W認定事業者＝会社紹介

会　社　名　第一検蒼株式会社

本社所在地　撃鍛3　東京都文京区本郷3－4－534・5ビル　欝03…8茎8 縫拐　FAX　O3 8櫓 澱97

代表老氏名　代表取締役　木村孔久

認定番号第灘D－88号

話定種別D種
認定部門　超音波検査部門

瓢知的ベンチャー企業への確立聾

　第一検査株式会社は，昭和弼年創立以来非破壊試験を単なるr試験』から総合的評価のでぎるr高

品質な検査』とすることを目的とし，以下の5項目を基本方針としている。

i、社内教育・社外講習会等により，各種試験方法，規格等に精通する。

2、計画から判定まで…貫して行える体制を確立する。

3．理論的基盤となる破壊検査をよく理解した上で，非破壊検査を行う。

4、現状の技術に満足することなく，常に新鮮な感覚，意欲をもって，内外の新技術を吸収し，独

　自に実用化する。

5、過去のデータを細大漏らさず記録・分析L経年変化を見たり，次のステヅプヘの基礎とする。
　　　　の　　の　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　だ　　む

　また，‘‘若さと感性を持った知的集団”をキャヅチフレーズに，あらゆる点でユニークさを打ち

出L，特に新しい技術を身につけ，新Lい市場を開拓しつつ，非破壊検査という枠のみにとらわれ

ることなく，新Lいサービスの開発に努め，『先端的ベンチャー企業謁とLて，社会の二一ズに的

確に応えている。

瓢人材の育成謝

　　　　の　‘6企業ぱ人なバの基本理念に墓づぎ，OJTを中心とした社員教育後は，個人の能力・才能・希

望に合せた教育プ韓グラムを作成し，社員の資質が十分に発揮でぎるように配慮している。社員の

自己啓発も活発であり，新Lい技術・市場の開発に前向ぎに取り組める環境を作り上げている。

ζオールマイティな技術力｝

　鉄骨，橋梁，クレーン，圧力容器，船舶等の 一般溶接構造物を主体に晶質管理を軸として，水中

構造物や原子力発電所等の特異分野まで幅広く対応でぎる技術力を保有Lている。

　…一主な業務内容一

（三）一般溶接構造物の品質管理

　製造工程中の品質管理活動，設備保守検査，新設プラントの検査等。

（2）水中構造物の品質管理

　翻検査から施工まで”をキャヅチフレーズにタンカーの受け入れバース，海底管，港湾構造物等

の補修工事までを手掛け，フィールドとしては，浅海・深海を問わず対応Lている。

　また，水中における肉厚測定においては，省力化・含理化に重点を置き，水中用半自動肉厚測定

　　　　　　　　　　　　　　　　　一藍6一
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写真1　水中用半自勤肉厚測定器 写真窯　SRM（一点係留ブイ）磁粉探傷検査

器を開発し，各方面より高い評価を受けている。二のシステムはアメリカ船級協会より認定を受け

ており，記録性に優れた肉厚測定器として，リアルタイムの多点測定には最大の威力を発揮してい

る．

⑥　原子力発電所の品質管理

　23年前に，東海村で産声をあげた日本の原子力発電所は急速な発展を遂げ，鐙年後にはi紛O

MW級の大型原子炉の運転が開始されるようになった。

　この間，被ばくの低減が間われ検査の自動化が急務と叫ばれながらも，国内ではなかなか検査装

置の自動化は実環しなかった。しかしながら，GE社ではこのときすでに自動UT装置を開発し

て，この国内初の大型原子炉のP駁および亙綴に適用していた。当社では早くから，この自動UT

装置にたずさわり，様々な問題と取り組みながら経験を積み重ねてきた。

　一方，一般的な露WR，PWRとは異なった形態を持つ日本独自の新型転換炉ATR。この心臓部

である圧力管集合体を検査するために開発された自動検査システム。開発からモックアヅプ試験

そしてモニタリング検査工事へと，二の分野でも当社では一貫したノウハウを蓄積してぎた、

　原子炉の中枢機能である中性子検出器。これを海外より購入して国内に納入する。そのために必

要な輸入溶検の実施。

　QA，qc技術員の派遣。qcマニュアルの翻訳。もちろん 一般のi綴，PS豆。

　小さな会社ではありますが，必要に応じて何にでも対応することがでぎる会社。個性ある人材を

持つ，ユニークな会社としての評価をいただいている。

瓢サービスの拡大藁

　鰹総年夏季より水中検査部門のサービスを拡大し，潜水技術指導・海洋リゾート開発・海洋技術

コンサルタントを目的として，『ファイン・ダイビングスクール』を設立した。

　現在，ダイビングスクールの運営を主な業務内容としているが，ダイビングインスベクターの教

育，会社の福利厚生イベントとし．て皆様に広く御利用頂けることを，切願している。
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会　社　名　長菱検査株式会社

本社社在地　〒85レ03長崎市飽の浦町王番王号　三菱重㈱長崎造船所構内　3ビル蝉

　　　　　TEL　　O958－6i－6086　　ぎAX　　O958－61－6086

代表者氏名　代表取締役被長　林　英輔

認定番号第フ91〉…89号

認定種別D種
認定部門　放射線検査部門

蓬沿革】

　近年製品技術力が飛躍的に進展するにつれこれら製品に対する信頼性確認の要請はますます強く

なっており，長菱検査㈱はこの二一ズに応えるべく三菱重工㈱長崎造船所が培ってぎた技術力と最

新鋭設備を受け継いで三菱重工業㈱蓋00％出資の検査専門会社として昭和61年i2月に独立発足した

会社である。

　弊社では永年品質保証業務に従事した技術者が豊かな経験と高度な技術を駆使しお客様の立場で

編質保証のあらゆるサービスを提供している。非破壊検査はもとより脱硝触媒試験，計電品検査，

製品検査，購入品検査を含め技術員の質的向上に努力と経験を重ね，平成元年4月CIW－D種の

事業者認定を取得し今田に至っている。

K特色】

非破壊検査

　当社は三菱重工業㈱長崎造船所の晶質保証部門より独立Lて発足した会社で有るため同所で製作

される火力プラントの陸用ボイラー及びタービソ，特殊機械，風力機械や三菱重工業㈱長崎造船所

が納品致しました関東，関西，九州の各発電所や自家発電所の新設工事，改造工事，一般定期検査

及び舶用ボイラー，船体構造物，LPG船，LNG船の特殊船の各種非破壊検査及び三菱重工業㈱以

外のタンク検査，橋梁，鉄骨，等の非破壊検査を実施している。

／＞放射線透過検査（写真1）

1＞超音波探傷検査

じ・磁粉探傷検査

じ〉浸透探傷検査

〉過流探傷検査

〉歪計測

／＞脱硝触媒試験

　当社でこれまで培った技術と最新鋭設備を駆使し触媒の活性試験，物性試験の評価分析を実施L

ている。

計電晶検査

　エレクト群ニクス，メカト緯ニクス技術の進歩により製品及び装置の制御技術は一段と高度化複

雑化し高い信頼性が要求されており，当社はこれら計電部品の絶縁抵抗試験，耐電圧試験，環境試

　　　　　　　　　　　　　　　　　一18一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　αW通儒（帥鶴欝醐

験，総合性能試験（写真3）高い技術力と最新の試験設備により実施している。

製品検査

　製品の信頼性と安全の確保が何よりも増して必要な時代となっています当社ではこれに対応する

ため経験豊富な検査員による製品の工場内及び現地での外観，寸法，性能等の検査及びプラント据

付工事の試験検査を実施している。

購入品検査

　技術の進歩に伴い製晶精度の要求は…層高まり購入品検査の信頼性は従来にも増して重要になっ

ている。当社では経験豊富な検査員を東京，大阪，長崎に常駐させ購入品検査を実施している。

【むすび】

　以上当社の現状を紹介したが今や企業にとり品質管理体制の整備，確立は必須の条件となってお

り，ますます多様化する顧客の轟一ズに応えるべく努力して行く所存である。

諺撫

写真1　大型圧力容羅の放射線検査（直線加速装置）

灘姦，

・／

無
　繁

写真暮　制御盤の総合性能試験

馨響

写真2　反応器及びガスサンプリング

写真4　オイルポンプの性能検査
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総．C璽W認定事業者の認定部門・登録者数

平成2年奈月i日現在

事　業　者　名　　　i種別　　　　　　認　定　部　門

警
主検　主試1 試験技 計
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O　CIW試験問題の解説

○　技術資料

O　CIW認定事業者＝会社紹介二

〇　CIW認定事業者の認定種別・NDI資格者数

○　検査会社・ファブリケータ等別NDI特級・3種ベスト30
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