




1．年頭の挨拶

溶接検査認定委員会

　　　　委員長藤　田　　　譲

新年あけましておめでとうございます。

　ここ数年来の円高ドル安は，昨年はついに1ドル100円を割る円高となり，景気の回復は底を打

ったと言われてい蚕すが，遅々として進まない状況にあり，皆様には厳しい思いで新年をお迎えの

ことかと御推察申し上げます、

　≦6業界の皆様のための協会夘を標榜して協会運営に当っておりますが，年を新しくしてさらにそ

の決意を新たにするもので御座います．

　さて，C夏W認定制度につぎ裏しては，皆様の御理解を得ま、して，昨年鱒月裏日現在で玉懸社を認

定するところとなり震したことは，誠に嘉ばしい二とであり窟す。

　また，認定会社の本社あるいは支店・営業所等が，全国都道府県を網羅してくまなく全園に配置

されるように皆様にお願い致し叢した結果，これが実現する運びとなりました。ご協力賜り震した

認定会社ならびにC夏W検査事業者協議会の皆様に厚くお礼を申し上げます。さらに各認定事業者

におかれましては，一屡の内容の充実を計って頂ぎ，関係業界の信頼に応えて頂きたいものと念願

する次第です。

　鰯瀬本晶質システム審査登録協会σA鷺）においては，溶接技能者，溶接技術者，試験・検査技

術煮等の人の資格に係わる認証についての検討も鋭意続けられており，当協会も中心的な立場で議

論に参爾しておりますが，今後も積極的に対応する所存です。さらに，総0鱒嚢むシリーズに基づく

試験・検査機関の登録機関に関しては，関係する団体，機関との調整を計りながら検討を進めてま

いりたいと考えております。

　海外におき藪しては，溶接界を含め，聡0，鷺W等の各機関が積極的に国際対応への動きを激し

くしており滅すし，國内にあっては，建築技術審査委員会の提書を受けて㈹日本鋼構造協会

（JSSC）を中心に，建築分野における資格制度の検討が進められていますことはご承知のことと存

じます。このように内外ともに今年は激動と転換の年になると予想されます。当会といたしまして

は，これらの情勢を踏震えて罵歌x漏妃に対応する所存で御座いますので，倍旧のご協力とご支援を

宜しく御願い申し上げ震す。

　本年が皆様にとりまして，幸多き年であり憲すように，そして，皆様のご健康と御発展を心から

お祈り申し上げ，年頭のごあいさつといたし窪す。
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2．αW認定事業者全国分布図

お蔭様で，C夏W認定事叢響が金騰都道府県をく蒙なく網羅いたし窟した。
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3．新潟～仙台間パイプライン建設工事

株式会社　ジャス鷲

　　　　　技術部迫 勝　文

（1）はじめに

　現代社会における謁ネルギー一源として天然ガスはクリー一ン性や扱いやすさ等に対する認識が高ま

り，都市部を中心に家庭用及び産業用等のエネルギー供給の担い手として重要な役割を果たし，豊

かな生活と産業の振興に貢献している。

　平成3年現在で天然ガスの確認可採埋蔵量約三鍛兆m3で1日ソ連圏39。2％，自由世界圏60。8％と旧

ソ連圏及び中東などに多く埋蔵されている。LNGが最初に輸入されたのは，昭和磁年にアメリカ

のアラスカからのものであって，現在ではアラスカのほかにブルネイ，アブダビ，インドネシア，

マレー一シア，オーストラリアなど7箇所から平成3年実績で3，500万t輸入されており全国で13の

受入拠点がある。我が国におけるLNGの将来の需要は，環境対策が進むこともあって2000年で

5，000万t，20io年で§，鱒0万宅が必要であろうと見込まれている。現在，国内で確認されている，

可採可能な油，ガス田は新潟県の中条油ガス田を始め16箇所と天然ガスの生産は1990年現在国内需

要の蔓％であり，LNGの96％が輸入されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一2一



鷺u瓢難8（w豊礁搬。欝鮪〉

　ここで，欝9窯年鐙月から施工されている新潟～仙台天然ガスパイプライン建設に伴う検査業務従

事者として概要を報告する。

（窯）工事概要

　新潟県産の豊憲な天然ガスを有効に活爆するために，東新潟生産基地を供給側とし，管径500

騰澱のポリエチレン被覆鋼管により，供給側圧力70k窪f／c搬2，到達点圧力io㎏・f／c鵬2，送ガス能

力日量鱒0万S難3，熱量姶，騒0キ騨力鑓り一の天然ガスを山形県を経由し宮城県の仙台新港を受入

基地とする。総工事延長灘O　k撚パイプライン建設工事である、

　現在，国内で建設されているパイプラインとしては圏内第一の大型プ環ジ諜クトでもある。ルー一

トの選定は航空写真撮影，現地踏査，地盤調査などを中心鶴数年間にわたる検討の結果，自然環境

に留意しつつ，安全性に寓み安定性の保てるルー一トを選定する運びとなる、パイヅラインのルー一ト

は，葭本海側の新潟県の加冶川村～黒川村～関川村～小国町～飯豊町～川西町～高畠町～七ケ宿町

～白石市～蔵王町～岩沼市～村田町～名取市～太平洋側の仙台市仙台新港間をバルブステーシ灘ン

蹴基地により構成される路線である。

　本工事は，「土木施工計爾書」，「現地円周溶接施工計画書」，「非破壊検査計顧書」等に準じて各

ゼクシ灘ンが施工にあたっている．平野部，山間部（山岳部），河耀地区等それぞれに適応した一

般掘削法，推進工法，スプレヅト工法，橋梁添架工事，トンネル工法などにより埋設管建設工事が

実施されている．山間部の一例として，海抜峯器m，高低差瓢2騰，工事延長約7k騰の工区では，

へ渉慧プターにより重機類を搬入し，幅員蛋撒の林道を造成する．あわせて，工事関係者の作業

従事のために，マウントライナーを設置し工事に対処することになる。このパイプラインは生産地

と大消費地を結ぶほか，枝線（支線）を山形市及び福轟市に拡大する計画もあり，沿線での波及効

果が期待されている。

　国内の大型パイプ腿イγとして，昭和即年新潟県で産出される天然ガスを大消費地の東京に輸送

する為，管径灘OAのパイプにより総延長約30鰍懲の長距離幹線ガスパイプラインが敷設されて

いる。供給地の新潟県，長野県，群馬，埼玉各県の沿線全域にわた・）て新潟県産の天然ガ熟が利罵

され，現在では枝線が栃木県まで延びその波及効果はます重す拡大している。

施工内容

　事業主体　石油資源開発株式会社殿

　施工メーカ　高炉メーカ蔓社

　工　　期着工平成婆年紛月

　　　　　　　完工平成＄年3月

　天然ガスソース　新潟県産天然ガスを主体にインドネシア産LNGとの混合

　主な供給先　都市ガス及び火力発電所

　始　　　　点　石油資源開発㈱東新潟生産基地

　終　　　　点　仙台新港

　総延畏器蝕灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一3・一
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新潟・イ由台問パイプライン計画図

適用法規　鉱山保安法

送ガス能力梁　鱒ひ万S撚3僑　使用圧力70㎏卿c鵬2気密テスト77㎏・f／cm2鍛時間保持

管　　　　径　撫倉む灘羅×穏。翫　PL欝鋼管（ポリエチレン被覆鋼管）

材質A鷲5LX60
溶接方法初暦ティグ溶接

　　　　二～四層被覆アー一ク溶接・一一一部前全自動溶接

検査比率　突合溶接欝0％（7枚／リング）

検査基準」欝瀦050（ig87）・JBGO565（三982）・J聡z23絡（ig82）

　　　　郡z3㈱（欝＄8）・J笈sz3玉o婆（1968）

　　　　石油資源開発株式会社殿　仕様書

　　　　　SKト鎌ギ現地溶接部非破壌検査仕様書」

鉱山法の検査基準の説明

　　　A基準
　　　　パイプー般部の箇所に適用するので溶接部は外観検査及び放射線透過試験を行

　　　　う。ただし放射線透過試験が出来ない場含，または特殊な事情の場合，外面から

　　　　超音波探傷試験を行い，さらに磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う。

　　　駐基準（一般部）

　　　　特に強度を必要とするなどパイプの特殊な箇所であって，溶接部は外観検査及び

　　　　放射線透過試験を実施，外面から超音波探傷試験を行い，さらに磁粉探傷試験ま

　　　　たは浸透探傷試験を行う。

判定基準　放射線透過試験　仕様書　rSKトG蔓一〇別による。

　　　　超音波探傷試験　仕様書　「SKトOH釧による。

　　　　　　　　　　　一4一
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　　　　　　　磁粉探傷試験　　仕様書　rS照略H刻による。

　　　　　　　浸透探傷試験　　仕様書　「SK亙一〇H幻による。

（騒〉土木施工について

　土木工事の施工にあたっては，r現地土木工事計画書」に準じ掘削等の工事を実施．

　土木チームの構成は，人員融～憩名，ダンプカー2台，パヅクホー裏～2台が薫クルーの平均的

な構成状況で一般埋設部の施工能力は道路復旧蓑での施工で三日⑳～20漁，月間盛00mが平均的な

平野部での数量である．

　掘削工事はオープン工法が主で工事帯は約50～簿mほどで，平野部の一部ではスプレット工法

で施工されている場所もある。この場合，約300難の工事帯をもうけ施工にあたっている。発生土

は所定の残土置場に…時保管し後日産業廃棄物として処理される。埋管後の埋め戻しには，山砂が

使用され，一般道路では当日の復旧工事が求められている。

　また，農道，山間部等においてば，安全管理面及び利便性等を検討し，工事進捗にあわせ，埋め

戻し復旧工事が実施されている。

　なお，埋設工事蜘灘毎に測定点とし工事名称（工区名），工種，寸法，撮影月霞，設計図測点，

講負者名を記入した黒板を使用して，状況写真の撮影が事業主体より義務づけられている。総工事

区間内は平野部，山間部（山欝部），河川部等があり工事関係者は安全に留意し適確な工事の施工

に鋭意努力されており憲す。

㈲　溶接施工にっいて

　溶接施工にあたっては，r現地円周溶接施工計画書」に準じ溶接作業が実施されている。構成に

ついては，溶接士璽～2名プラス鉄工盆名が豊パーティで，エンジンウエルダー搭載の車両を使用

し溶接作業の施工にあたる。

　施工メーカー一サイドとして，材料及び溶接方法に対しての溶接施工法試験，機械試験，溶接士に

対しての溶接技量試験等を経て溶接作業に従事する．メーカーより搬入されたパイプの直管及び異

形管は管置場に所定の方法により保管され，土木班により，日々の使用分プラスアルファの管材を

埋設ルートにせットされる。

　溶接施工状況は掘削に合せ地上溶接，地下溶接等があへ直管＋直管の場合アウタークランプを

使用，直管＋異形管の場合は治具を使用し開先倉わせを行っている。

　溶接作業手順（①～④）

　①鉄工により，開先禽わせを行い，開先形状数値及び管番号を記録する。

　②溶接士卜2名により，初履ティグ溶接をティグ溶接用鋼棒により実施。

　③溶接士玉～驚名により，管体下場より上進法により，二層～仕上層まで，高張力鋼用被覆ア

　ーク溶接棒で手溶接を実施。

　④溶接士により，溶接部及びアンダーカット，オー一バラヅプ，スパヅタ等の除去と外観を整え

　検査チー一ムに引渡す。

　埋設路線の溶接作業と平行しながら，管置場ではあらかじめ予測できる曲り部分については，コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ー5一
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※地下埋設部の鋼管には電気防食が施され半永久的に腐食発生を防ぐように設計されている。

※推進工事部はヒ識一ム管，蜜たは鋼管によりカバーされている。

※橋梁添架部は遵路橋への添架，パイプビーム本管，パイプビームニ重管，トラス橋形及びアーチ橋形の場合

　があり保護管あるいは鞘響により保護されている。

一ルドベンダー一により所定角度の長管ベソト管として製作される。異形管についても予測できる曲

り部分については，直管に溶接をしておき工事進捗に合せ路線に搬入され埋設管として供される。

降雨時の作業については，原則として溶接作業は中止となる。

　なお，埋設部溶接継手⑳箇所毎に工事名称（工区名），工種，寸法，撮影月日，設計図測定，講

負者名等を記入した黒板を使用して，状況写真の撮影が事業主体より義務づけられている。

（暴〉検査施工1こついて

　非破壊検査工事は，r現地非破壊検査工事計爾書」に準じ，2名重班の編成でX線作業主任者資

格及びND鷺種及び3種資格所持者で構成されている。鉱山保安法の埋設管の検査はA基準（～

般部）及び黎基準（特殊部）の検査方法があり対象物件により基準を適用し施工にあたっている。

ある工区の構成は，検査婆チー一ム8名，品質管理員量名により編成され，資格構成はX線作業主

任者喚名，N腿RT3種黛名，驚種蛋名，UT2名，PT2名，MT2名相当の資格所持者がふくま

れている。

　資機材については，暗室車（タンク現像装備）＋X線装置2台（250KVP単角。200KVP全角）

＋発電機＋備品（ポケット線量計，濃度計，シャウカステン，カメラ，黒板，携帯用暗幕等）を用

意し使用する、（本工事に使用する暗室車は山岳部等のため四輪駆動車が望蜜しい）現地事務所に

特殊部（黎基準）検蓋の為，UT探傷器，PT探傷材，MT探傷器＋各種検査用備品を用意してお

き必要に応じ対応する．

　検査施工については，一般部及び特殊部とも，X線作業は外部線源窟たは内部線源を使用し撮

影を実施している．

　X線作業手順（①～⑨）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一6一
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　①撮影現場において，X線装置の忍一ジングを行う。

　②溶接位置の管番号の確認を鉄工蓑じえて行うとともに，外観欝視を実施する、

　③管理区域及び立入禁止区域のフィルムマーク板の作成をする。

　④X線装置を所定位置にセットしつつ，アクセサリー類のセヅトもする、

　⑤　X線照射開始，所定枚数撮影完了後，暗室車で現像処理を行う．

　⑥検査結果を関係義に報告，指示（再検等）する．

　（検査箇所が合格ならば鉄工班，土木班と次工程に進む）

　⑦所定作業完了後，フィルムを現地事務所に持帰り乾燥する。

　⑧翌揖乾燥フィルムの一次判定を行い，配管順図表及びチ鳳ヅクシー一トを作成する。

　⑨一次判定フィルム，配管順図表及びチェッタシートを品質管理者に提繊する。

　品質管理者はこれを受け二次判定を行い一時保管する。工事進捗に合わせ正武書類を作成，所定

工区の埋設管工事完了後，客先（施主），官庁（通産省）等のフィルム立会検査をうける。立会検

査合格後，フィルムはメー一力責任紅おいて5年閥保管される．受験後の埋設路線はピグ通しにより

管内が清掃され，気密により圧力77㎏ぞ／囎2，保持滋時間のテストが実施されて路線の一部とし

て準備が整う、

　気密テストの完了した工区は，工程に準じ工区間が挿管により接続され供給準傭が整っていく、

特殊部（熟基準）作業についても，X線作業に準じ各種検査業務が実施される。検査チームの作業

量は，夏縫で溶接士黛班を担当し，笠艮蔓リングを羅標に作業を進めている．X線撮影の外部線源

法（二重壁片面）の場禽，セット時から撮影完了結果報告迄，”ングあたり約60分かかるが，内

部線源の場合，管径灘○騰騰用簡易型パイプ内面走行装置（略水平物件を対象）を使用した場合，

セットから撮影完了結果報告まで約輪分と作業能率がi／3ほど短縮できるとともに，照射時間の短

縮による安全性の向上と検査精度のアップがはかれる利点がある．また，溶接継手が連続している

場合，i／3以下に短縮できる事が実証されている。

　なお，埋設部溶接継手鱒箇所毎に工事名称（工区名），工種，寸法，撮影月β，設計図測点，講

負者名等を記入した黒板を使用して，状況写真の撮影が事業主体より義務づけられている。

　ここで，本工事の…非破壊検査従事春として，一般埋設部が大半ではあるが，A＆隷基準適用

のいずれの場含でも最初羅施工する検査手法はX線検査であり，撮影後結果については的確な判

定のもとに関係者に報告，指示がだされ工事は次工程に移行する。溶接部の良否は一時判定者の即

断，即決のもと埋設工事は施工されているとも蓄えるので，検査従事春の判定ミスは許容されるも

のではない。撮影前の譲視検査を徹底し，現像処理を細心に行い疑似欠陥等の発生を最小限に押さ

え，万一現像後の判定時に明らかな欠陥以外に疑問が生じれば再撮影を実施，確認しておくよう注

力して作業に従事している、故に，検査班の一時判定者は相応の経験と熟練及び判断力が要求され

ることになる。

　晶質管理者の手元にあがってくるフィルムは大半が埋設されたものを対象としており，二次判定

者として日頃の打含せ，ミーティグにより見解の統一を図り品質管理業務を展開している．熟基準

　　　　　　　　　　　　　　　　　一7一
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外部線源一器O　KV欝単角。5mA蓋．婆m麺。濃度1．5～3。5　FFD一乃O　mm

内部線源一絡O　KVP全角。3mA重．O　m沁。濃度至．5～3，5　FFD螺騒mm

（富士ソィルム製フジ勲00玉2インチサイズPbO。03パック）

適胴の特殊部作業時の超音波探傷検査の場含，対象物件と同材質の試験片を携行し検査施工にあた

っている。この場合特殊部（橋梁添架，推進工事の立上り部）で，当目埋戻す事はなく比較的，余

裕のある的確な検査施工が実施でぎる、

（6）運営管理体制について

　パイプラインの運営は，新潟県長岡市と仙台市に設置される監視制御センターにおいて％時間体

制のもと，流量，圧力等を監視して安定した操業と万が一の緊急時に備えている．路線全域にわた

ってパト舞一ル隊を配し，β々保安点検を行っている。ガス漏れ検知，緊急停止装置等を設置し，

万が一の時には，監視センター一から遠隔操作により送ガスを停止するなど多重な安全対策が施され

ている。

〈参考文献〉

茎）石油資源開発㈱溌鼠パンフ秘ヅト

2）　広域天然ガス研究会：欝訣パンフレット

一くお知らせ＞

『CIW通信一RUMPES』の原稿募集

　rCIW通信一RUM囲S』を刊行しましてから本年で早9年目になります。

C夏W通僑編集委員会では内容の充実をはかるために，読者の皆様方より原稿を募集してお

ります。より親しみやすいゼ“W通信一RUM欝ES』にいたしたく，皆様方の原稿をお待ちし

ており豪すので，奮ってご応募下さい。採用の方には，些少ながら謝礼を差し上げますのでよ

ろしくお願いします、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CIW通信編集委員会
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4．JENT（パネルヂィスカッシ黛ン）概要

iハネ轍一一一一　　l
i嚢光昭（九州　学）平山一男（　業大学）　　…

…一一一　　　　　i
　罰会　本欝のパネラーには，婆人の方にご登壇頂ぎました。九州工業大学工学部物質工学科教授

の加藤光昭先生，東北大学工学部材料工学科教授の伊達和博先生，ファブリケータ及び研究機関の

代表として石川島播磨重工業技術研究所接合部の課長である荒川敬弘先生，大阪産業大学工学部交

通機械工学科教授の平山一男先生です。ディスカヅシ滋ンのテーマは「非破壌検査の進歩と課題」

です。まず，各パネラーの方に婆つの課題をお話し頂くことになっております。

　最近，NDT，N腿，NDEなどの表現が用いられており，非破壊検査という時代から変化を遂げ

ていますが，そこで第叢番目の課題として‘≦非破壊検査とは’ヲ，第2番目に“非破壊検査の必要性野

が時代の変遷とともにどのように移り変わってきたのか，第3番目に“産官学における検査の現

状”，第婆番目に‘披術の将来鈴として今後どのような方向にあるのか，この婆点に関し，それぞ

れのパネラーの方にお願いしています。

　トップバッターである加藤先生には，‘6非破壊検査とは鰺という全般的な内容に焦点を絞り基調

講演をお願いしてい蕊す、では，加藤先生お願いします。

加藤　今年のプ惚野球は最後の土壇場まで2転3転し観衆の方は沸きに沸いたわけですが，もうひ

とつの話題はオilヅクスのイチ窟一選手で，出塁率は塗割8分程度だったろうと記憶しています。

トヅプバッターに仰せつかりまして，私が出塁しないと，あとの先生方の出番に関わりますので，

しっかり頑張らねばと重荷を感じております。また，皆様を前にして，“非破壊検査とは”といい

ましても，釈迦に説法になりかねないのですが，窪ず，とっかかりということでお話しさせて頂き

ます。

　先ほど会場のアナウンスで㌦ハカイケンザ’と，アナウンス嬢が非常にスムーズに発音してい

るのを聞いて，以前JSN腿の会長も務められた手塚先生が騨頃お話しされていたことを思い出し

ました。私は今回の展示会に，初磯から顔を出しているのですが，初日に聞いたアナウンス嬢の

‘‘

破壊検査ヲ’は，㌦・ハカイケンザ’と「非」の部分にアクセントを付けていました。手塚先生

は折りにふれこのことについておっしゃられていて，亡くなられる前には，業界の方を含めて，こ

の“非破壊検査’舜という言葉をスムーズに発音してもらえるようになったと喜んでおられました。

手塚先生が会畏職に就かれた頃は，業界の方ですらr非」にアクセントを付けた“非・破壊検査”，

つまりワンクヅシ鷺ソ置いた発音がされていたと聞いています。その言い方に時代の変遷を感じる
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轡〆 ．，轟

とお話しされていたのを，今思いだしたわけです。

　まさに，非破壊検査とい5のは物を壊さずにどう中を検査するかということです、物を評価する

ためには，何も中だけが対象になるのではなく表面も間題になります。とくに構造物の場合は疲労

が問題になるため，表面がどうなっているかをぎちんと評価しないければなりません。下手をする

と大事故に結びつぎかね震せんから。このような非破壌検査の重要性が，巷でかなり評価を受けつ

つあるのが現状といえ憲す。

　最近では，非破壊検査に関する表現にも色々あり，NDT，N腿，NDC，ND鷺といった略称で知

られています、規在，日本非破壊検査協会はN磁（貫N以）を使ってい蓑すが，初めの頃は色々

な言い方があって，研究会が発足する頃になってようやくND置というのが定藩するようになった

そうです。

　時代的な変遷については，各パネラー一の方々から詳しく話されると思いますので，全般的なとこ

ろを概括させて頂き叢す。まず外観検査から説明しますが，これはお医者さんに例えると，一般的

に最初に受ける内科の検診のようなものです。皮膚の色つやなど外観を診るわけですが，ドクター

の世界でも外観検査の重要性というのは，腕の良いお医者さんであればあるほど高震るわけで，そ

二での情報をもとに様々な検査を行うことで，焦点を絞り込んでいくことになります。構造物や製

品においても同じことがいえ，私の場合はとくに溶接関係の研究ですが，外観検査というのは非常

に重要な位置付けを持ち，ものによっては外観検査だけで内部の推測が可能といえるほどです。

　放射線検査については，X線が発見されてから来年でちょうど欝0年を迎える。その意味で今年

は白寿ということになり，医療関係をはじめ船舶の溶接部などで検査の重要性が認識されて今日に

至っています、超音波については，蓋9扮年にフランス人のランジ轟パンが超音波の送受信器の開発

に成功し豪した．放射線検査，超音波検査，それぞれに得手，不得手があり，それぞれに補う形で

適合され，同時に装置の開発が行われ，最近では非常に威力を発しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一韮o一
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　磁気関係では，古いところでは諸葛孔明が指

南車に磁気を使ったとなっていますが，最近で

は覆す意見が考古学者の通説となりつつありま

す。一般的にはギルバートの著した「磁石論」

がきっかけといわれ，表面付近のきずの検出に

利用されています。最近は定量化が重視されて

いますが，磁気探傷を用いた定量化がどこまで

可能かといいますと，やればやるほど壁にぶつ

かります。私としてはあるところに収東してほしいのですが，なかなか道が切り開けないのが現状

であります。浸透検査は非磁性体に威力を発揮し，とくにジ溝ットエンジンのブレードあたりで

は，なくてはならない手法として使われています。電磁誘導になるとファヲデー一が顔を出します。

また，中身としては良くないことですが，非破壊検査が広く知られるようになったぎっかけには美

浜の事故があげられます。産学官のなかでも学会に目を転じ，大学関係で非破壊検査という講座が

あるのかというと，全国を見回してもほとんどありません。したがって，学という観点でみると，

非破壊検査に対しては手薄だと喬わざるをえません。しかし，非破壊検査の重要性が世の中に受け

入れられつつある現在，学界のなかでも非破壊検査の人隣を増やしていくためにはどうすべきかと

いうことに関心を持ち，真剣に考えていかねばなりません。

　最後に技術の将来ということで，私としては従来からの延畏になりますが，きずをどのように評

価していくのか，その評価をするためにはきずを正確に検出しなければならないという点から，自

動化をどう進めていくか，加えて，コンピ識一タの活用が期待されます。これを援用することによ

り，定量化をどのように推し進めていくかということになり寂す。また，逆問題解析，更に，究極

的な羅的としては材料評価があるべぎと考えています。というのは，ドクター一の世界では予防医学

が重視されているように，色々な材料は劣化していくわけであり，それらを如何に非破壊の手法を

用いて推定していくかが課題です。少しがつ道が開けてきているように思え蜜すが，まだまだやら

ねばならないことがたくさんあるようです。

伊達　加藤先生の方から，大学で非破壊検査を研究しているところが少ないという指摘がありまし

たが，私のところは講座名が金履材料評価学で非破壊評価を主に専攻してい奮す。いま東北大学で

は講座名の変更が進められていて，非破壌評価学研究室とか，私のところは材料評価学研究蜜で，

また材料システム評価学研究窒など，機械系の方で非破壊評価という名称がたくさんでてきていま

す。とくに材料力学など強度方面をやっているところは非破壊評価に興味を示し，そのような講座

名を羅指しているようです。何かありましたら東北大学の方にちょっと声をかけて頂けれぱお答え

できると思います、

　さて，私自身，非破壊検査に関する仕事を日々行っているのですが，非破壌検査技術を取り巻く

状況変化について，いくつかテーマを提供させて頂きます。

　褻ず，評価の在り方ですが，機械，材料，構造物などは今までQρ活動が代表するように自己

　　　　　　　　　　　　　　　　　一u一
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評価に頼ってきていました。作る側が何とか良い物を作ろうという一連のプ舞セスの中で，自分で

評価して，これで間違いあり蛮せんとするのが日本の従来からの評価の在り方です。非破壊検査は

この中で一番最後のヅ雛セスに当たっていたわけです。ところが，最近，少しかわりまして，自己

評価で果たして良いのだろうかという意見が多くなってぎました。つまり，当然の発想として，自

分で作ったものを自分で良いとするのはあたりまえです。評価は第3者にしてもらわないと本当の

評価になりません．それが欝09000シリーズ，建築業界における通産省の通達という流れになっ

て現われてぎてい憲す。基本的なものの評価のとらえ方が変わってきたのです．学生によく言うの

ですが，この道鱒年，黛0年と経験を積んでいる溶接の現場担当者に，20代のUT技術者が探傷器

を用い，溶接部に欠陥がありますと指摘でぎるのが第3者による評価です。したがって，これから

非破壊評価を行っていこうとする学生には，まず，人間性を磨きなさいと言っています。「あなた

の言っていることは信用できない」と書われるようであれば，少なくとも非破壊検査を行う資格は

ありません。技術だ云々より人間性だと言っているんです。第3者による評価は世界的な流れにな

ってきているのですが，縫本では未だ外部評価という点に抵抗があるようです。

　次に検査方法ですが，現在，我が国でいくつか奇しくも同じ内容のプ輝ジ瓢クトが走りはじめて

います、それは，今窪で電気事業法，その他プラントの製造課程等で定められている鼠丁中心の

非破壊検査基準をUTに置き換えられないかということです。安全管理や鷲ストの問題に起因し

ていると思われますが，奇しくも色々な方面から沸ぎ上がっており，近い将来，数年後または数十

年後に，間違いなく主流になっていくでしょう。RTをUTに置き換えるためのキー一テクノ獄ジー

は，簡単に書ってし窟えば自動探傷ということになります。探傷結果をRT透過像並みの画像表

示するというのがキー一ポイントです。

　RTというのは，試験対象物に放射線が当たっていることが結果として残り叢す。もちろん欠陥

がある場合にも結果としてフィルムに残り，現場でやった人が判定することもできるし，フィルム

を持ち帰って別の人が判定することも可能です。これが記録性というRTの優れた面といえる。

それをUTに置き換えてみると，自動探傷結果を画像表示することになります。このためには

UTのデジタル化が必須です。その上でコンピ轟一一タコント騨一ルでデータを取り込むことになり

ます。ただ，最近色々な麗ンピ諜一タがでてきましたが，メモリー一，スピードからみてもまだまだ

非常に遅い。とくに懸像計算となると灘ンピ譲一一タも不得意なところで間題です．現在，RT透過

像に近い醐像として，Cス認一一プ爾像が挙げられますが，これでは不十分です。まったくきずのな

いものを探傷した時，醐面上には真っ白けの結果が現われる。真っ白けの結果を提出してきずがな

いと言っても納得されるかどうか疑間です、接触媒質にも使わないで，適当にスキャンしても結果

は同じではないかという意見にどうやって反論するのか。この画像表示がおそらくもっとも大きな

キーポイントになることでしょう。解決案として，底面工捻一高さも同時に画像表示してやること

が考えられ奮す．そうすれば底面蓑でエコーが通っていることがわかります。少なくともこういう

感じで画像表示を検討していかなくては。とにかく，ちゃんと超音波が通ったことを一緒に画像に

残すということを考えていかないと，超音波探傷試験というものはRTに置ぎ換わり得ません。
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同時に，非破壌検査も広く使われるようにならないのではないかというのが私の意見です。

　非破壊検査をやっていると欠陥の検出だけでなく，その欠陥をどういうふうに評価したらいいの

かと必ず求められます、現場の検査員がある程度評価できるようになるというのもこれからの新し

い流れではないかと思いますが，それでは評価の基になる“破壊力学は進歩したかヲ少というと，個

人的な印象で怒られそうなんですけれど，20年前と何にも変わっていない。破壊力学に関する色々

なレポートに，きずの評価をする際，非破壊検査できず・欠陥の定量的な寸法が測れないから正確

な評価がでぎないというような声が多く聞かれます。実際はおそらくそうではないだろう。大きな

声では書えないのですが，色々な国のプ舞ジェクトで欠陥材の強度評価を取り上げていて，現在ど

のように評価するかというと，疲労試験をやらないとわからない，引張試験をやらないとわからな

いという返答です、ちょっとは破壊力学で推定できるようになったのではと聞くと，ほとんど皆無

だという。評価をする上で，非破壊検査が悪いのではなくて，実は破壊力学の方に問題があるので

はないか。我々はもう少し自儒を持っていいのではないか，もう少し破壊力学の人にも頑張っても

らわないといけないと最近考えております。

　また，非破壊検査で欠陥の寸法はわかったけど，設計データもなしでどうやって評価したらいい

のだろうというところが間題になります。ひとつの提案ですけど，応力は材料の引張強度にとって

かまわない，破壊靭性は材料の一番最低値で評価してかまわない。現場で評価するにはこのくらい

のことやっていいのでは・おそらく非破壊検査で初めて検出されるような欠陥の寸法は，それらの

値にやっと引っ掛かる程度の微細なものなので，ほぽ最低値でとらえることで実態と合った計算が

できる。これは私の感触ですけど，ぜひ現場で使ってみてください。

荒川　私のテーマは，非破壊検査の立場を信頼性の観点からみてみようということです。ただ信頼

性といっても，信頼性とはどういうものかと聞かれるとなかなか答えられ玄せんので，r信頼性工

学」という古い本の序論の部分を参照させて頂きます。これには，“信頼し得るか”という点につ

いてrシステムや製贔がある使用状態に置かれた時，規定の時問（あるコストの制限下で使用者が

要求する時間）内に満足し得る状態にあるか」と書かれてあります。この‘‘規定の時間”，あるコ

ストの制限内で使用者が要求・期待する時間，というところに深い意味があるのではと考え豪す。

　というのも，この鷲ストというものを考えると，構造物には色々種類があって，当然，コストも

異なってくるというのが第一点。第二点は歴史的轟一ズです。ラジオを例にとると，満足し得る状

態というのはよく聞こえるとか音色がいいことが考えられますが，昔は常に新しい製品が出て，ラ

ジオが壊れなくてもよい物を求めて買い替えていました。ところが，新しいものがあまり出なくな

ると，同じラジオを長く使いたいというふうに二一ズが変わってぎます。構造物もまさに同じよう

な歴史の流れの中にあるのではないか，つまり，今までは，現在注意されている材料の劣化が起こ

る前に性能のいい構造物がでてきて，取り換えるほうに経済的メリットがあった時代と考えられま

す。ところが最近のように長く使うことを重視してくると，材料の経年劣化的なもの豪でも世の中

の晶一一ズになってきています．このように考えると，ここの6親定の時間”は我々が儒頼性を考え

るうえで非常に重要な意味があり窟す。
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　談た，ラジオの場合は壌れてもどうということはありませんが，構造物の場合は人命を含め社会

的な責任が非常に大ぎい．構造物そのものは優れていても，溶接部のなかに小さなきずがあるだけ

で心配される．私は，ぎずがあっても性能的に問題がなければ，満足し得る状態であると考えます

が，社会的な責任という側面から考えると予防保全ということにつながり，これが非破壊検査の非

常に重要な役割ではないかと考えます。

　もうひとつ，この序文に信頼性には黛つの意味があると書かれていて，ひとつが信頼度，もうひ

とつが保全性です．信頼慶は，あくまでも故障を起こさないように初期の段階で万全なものを作っ

ていくこと．保全性は，勢ジオで需うと韓チヅプを交換するくらい簡単に，稼働してから何かト

ラブルに見舞われたとき保全ができるかということ。まさに，現在の構造物はこの両者の意味で，

非破壊検査を期待しているのではないでしょうか．このような見地から非破壊評価の役割をみる

と，製造中検査，供用期間中検査，さらに構造物が長時間連続して稼働することを考えると，稼働

中に検査したいという轟一ズが強蜜っていく。

　私なりに非破壊検査のマップを考えると，まず材料が溶接されてひとつの構造物になり，それが

稼働していく．そこで，欲張りな我々は，溶接が終わってから検査するよりも溶接している間に検

査を一緒にやりたい，あるいはものを作っているとき一緒に検査をやりたいということになりま

す。つ褒りインプ撰癩スの検査で，これはひとつの轟一一ズとしてのカテゴリーです。また，このよ

うな一連の検査は，規格というものに準拠してなされていたわけですが，最近は規格そのものがど

のくらいの欠陥蜜で深憲るのだろうかと議論されてい談す。それが，世界数憩力国の共同研究とし

て現われている．このような努力のひとつの方向性がND翼（非破壊評価）という書葉に表れてい

蜜す。構造物が長期間連続して稼働していくと，いわゆるモ諜タリング・イン・オペレー一シ難ン・

イγスペクシ灘ンとい5ものが要求され窪す。構造物の材質劣化を見るためにはミク麟的な劣化・

変位をとらえる必要性があり，この流れをNDCと最近言っています．このように現在非破壊検査

の諜一ズが広がっていて，その個々の鵬一ズに対して重要な役割を持つとともに，ある仕掛けのよ

うなものが生み出されていく傾向にあり窪す．

　このような観点から，我々はもう一度非破壊検査の原点に立ち返って考えていくことが要求され

ていると誉え蜜す．鼠丁，UT等の手法にかかわらず，要は健全部と劣化部に生じる何らかの物理現

象の差位を利用して，製晶を破壊することなしに劣化の範囲や度合いを評価するという原点に立っ

てみると，やはり光とか熱とか音，放射線，磁気，電気などの，色々な検査手法は材料の劣化の種

類によってどんどん新しいものが生まれる可能性があり蜜す。もちろん，最近の函像処理などコン

ピ轟一タ技術の急速な発展はその一例です。

　最後に，構造物の信頼性を考えていくうえで，もちろん非破壊検査は非常に重要ですが，それを

サポートする設計段階の配慮，つ叢り疑似工麗一のでない溶接棒の設計等，非破壊検奮をサポー一ト

する設計・施工段階の配慮が進められていくなど，幅広い中での非破壊検査の役割が，今後ますま

す注目されていくのではないかと考えています。

平撫　私が非破壌試験という書葉をはじめて耳にしたのは大学を卒業した春です．今から三十年ほ
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ど前になり憲すが，その当時聞いた非破壊試験という嘗葉は，新しい技術的な用語とレて非常に印

象深いものでした。時代の変遷というテーマにそって，その当時から今日に至るまでを振り返って

みたいと思います。みなさんの心の中までは非破壊試験できないのですが，できると仮定して，私

が接してぎた検査に携わる人たちの心の変遷を時代的に区分してまとめてみました。

　戦後から昭和三十年代薮で（J＄N鎌の発足は昭和二十七年）は，ものを作る際に検査するとい

うことを決めて作っていない時代でした。仙田先生の研究室に来るお客さんは，検査することを言

われないでものをつくり，途中でユーザー一から検査を求められて来るケースが多かった。だいたい

そういうケースで持ってくるものには必ず欠陥があり放射線で撮影すると必ず現れる。お客さんに

は検査しないでその蜜窟轟一ザー一に納めるよう勧めていました。

　当時は，欠陥があるということを写真で見せることで，相手を納得させることができた。放射線

の一番いい時代にはそういうところに説得力があった。今でもあるのでしょうが，とにかく，子供

でもわかるのですから，検査というものに対して逃げ腰になっていて，できることなら検査なしで

済ませたいという意識で始まった時代だったといえます。その後，」三Sが体系化されてぎた昭和三

十年代から五十年代になると，規格が適用されるようになる。とにかく規格に通ればいいという守

りに撤した時代といえます。それから，だんだん中身まで闘題にする時代になってきました。その

間，昭和四十四年にJSN瓢の最初の技量認定試験が開始されました。当時のJSNDiの資格が何の

役に立つのかという鳳とが社会に普及する褒でに大分時間がかかったのも事実です、

　こうしたなかで非破壊試験の重要性を…番印象付けたのは，例の水島の事故だったと思われま

す。我が國でなぜ非破壊試験が進歩したかというと，個人的な見解ですが，事故の先進国だったか

らだと思います、震た，非破壊試験をやっても事故が起きるという例の昭和六十年代以降の代表的

なものとして，ジャンボ機の墜落，スペー一スシャトルの爆発，原発事故（東電，関電），つい最近

の話ですと簿0億円が宇宙のゴミになった事故があげられます。このような大ぎな事故が，我々へ

の要求を高めているのです。事故が起こるとあまりこちらサイドから重要性をアピールしなくても

世間が追い風になってくる。したがって，これからは攻めるということが必要になってくると思い

ます。騒攻める鯵ことの追い風としては，周知のとおり六月に国会でPL法が制定されたことがあ

り豪す。この欝L法は，過失責任から欠陥責任を閥うもの。いわゆる欠陥ということを言ってくれ

るのは，我々にとって応援団として期待できると思います。

司会　四氏のパネラ～それぞれにオー一パー一ラップすることなく基調講演を頂いたわけですが，その

中から6‘産宮学における検査の現状野，また，‘‘今後どうしたらNDTの進歩があるのか7’，さらに，

‘‘

術の将来ヲ’というテーマに絞って進めていぎたいと思います。

　産官学の現状につき豪しては，冒頭，加藤先生が，大学に講座がなく，NDTの技術者を育てる

ことは学校の立場では難しいと誉い，それぞれの大学の先生方が畠分なりに努力して人材を育成し

ているという現状があるかと思います。これが米国の場合，溶接の講座を有する大学に非破壊検査

に関する講座があります、鷺一灘ヅパにおいてもハノーバ大学等それぞれ持っています。加藤先

生，大学側として努力されている点等についてお聞かせください。

一騰一
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加藤　私の大学に機械分野で材料力学と称する講座があるのですが，力学よりも材料指向が強まっ

てい震す。また，電気の分野でも強電関係をやる人がほとんどいなくなって，申国から講師を招い

ているありさ豪で，電機・電子の先生方を含め蓑して，全体的に材料指陶になっています。このよ

うに材料指向になっていくと，その材料をつくるという点では大企業にかなわないので，大学では

その材料をどのよう観評価するかということになり，機械，電気など色々な分野で非破壊評価をや

っていこうとする動きが増えてくると思われます。この動きが盛んになると，今度はJSND夏の方

もそれらの新しい領域を取り込んでいく必要が出てくるのではないでしょうか。

　基調講演ではネガティブな発書をしましたが，私としては滋世紀に向けて全般的に非破壊試験，

非破壊評価というのが，大学でもテリトリーとして増えていくことは間違いないだろうと考えてい

羅す。

驚会　平山先生にひとつ伺いたいのですが，仙田先生がご活躍の頃，講座のなかで放射線や超音波

を主体におやりになっていて，現在加藤先生が取り組まれているMT，PT，鼠丁はあ濠りやられな

かったようですが，その理由にはどのようなことがあげられ蓑すか。

平山　とくに理由はあり蜜せん．ただ講座の予算規模の関係で手が回りかねたといえるでしょう。

また，駆sなどの規格が不十分だったこともあって，そのための基礎研究が主でありました。

駕会　次に，荒川さんにお伺いします．いわゆる産業界では独自に研究開発を進める面があるわけ

ですが，実際，ある分野では大学の協力を得る必要もあり，このような産学共同の研究について，

ファブリヶ一一タの立場ではどのように考えられているのでしょうか。

荒川　ひとつの考え方として聞いて頂きたいのですが，技術というのは急激に進歩する時代もあれ

ば，やるべきことをやって次のテー一マが見つからないような時代もあり，総体的にみて最近は，大

きな前進というより次のステヅプヘ移るタイムラグのような時代だと言えます。こういう時代です

から，私どもは大学の先生方に次の時代に対する萌芽，芽生えを期待しています．

　もうひとつ期待しているのは，非破壌検査に生ぎがいを感じるような若い人材を玉人でも多く世

の中に送り出して頂きたいということです。というのも日本の場合，大学で研究していたことを企

業に入ってからも継続したいということになるので，非破壊検査そのものに対するPRが行ぎ届い

てないと，若い人材が非破壊検査に入っていく機会が少なくなります。一部で産業の空洞化という

ことが書われていますが，現実には，やはり製造業に依存しなければならないのが事実であり，設

計，施工，検査という三本柱が，う蛮く回転していかなければ産業界の発展というのもありえませ

ん。とくに，構造物の長寿命化という検査・評価が非常に難しい段階にあるので，生きがいを感じ

てくれる若い人材が増えるということが重要だと思い蓑す。

欝会　伊達先生，大学での事例を紹介して頂けないでしょうか。

伊達　現在研究蜜で中心となっているのは鷲ンピ論一タシミ認レーシ灘ンと超音波顕微鏡をはじめ

とした損傷評価です。ただ，先嫌ど非破壊評価の研究室が増えつつあるという話をしましたが，現

実の問題としてはかなり難しいという感触を持っています。非破壊検査の研究をするためにはそれ

なりの設備投資が必要になるので，私どもでは灘ンピュータシミ訟レー一シ隷ンが中心になっている
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のです。同時に，今の学生はかなり扱いにくいのです。基礎が身についていないので，学生が入っ

てきたら，まず雛一一ビーの入れ方，お茶の入れ方，それから穴のあけ方，はんだ付けの仕方と，手

とり足とり教えねばならないというありさまですから。

司会　最近の学生は，鉛筆を削らないで自分の手を切ってしまうとか，難しい側面を持っているわ

けですが，非破壊検査というと，きつい，汚いという3K問題を抱えているわけで，とくに放射線

関係などは顕著で，資格認定受験者数をみてもUTの方に指向しているのが見受けられます。

　MT，艶丁などを研究されている加藤先生に，ぜひ学生と3Kの諸問題についてお伺いしたいので

すが。

加藤　その傾向はあるようで，購ンピ識一タ実習などは喜んでやっています。困ったことに目を盗

んではそのほンピボータでゲームをやっていたりもしています。一生懸命取り組んでいるなと画面

を覗いてみると麻雀パイが並んでいたりするんです。それは別にしても，篇ンピ漁一タシミュレー

シ鞍ンはやったりするんですけれど，磁粉に窟みれるMTなどはやりたがらないですね。

　また，今までの工業試験場が工業技術センターに，とくに福岡県では機械電子研究所という非常

にアカデミックな名称に変わって最先端的な響きを持ってい蕊す。ところが，JSND亙などの実技

の会場として利用する場禽，今までとは違って汚してはいかんということになり苦労したりもする

ようになり嚢した箒

司会　コンピ甑一タシミ講レー一シ灘ンのようにハイテクを駆使して研究してきた学生が，いぎなり

現場に配属になると嫌気をさす傾向にあると思え憲すが，会場のなかには，そういうかっこいいこ

とばかりやってきた学生をよこされてもさっぽり仕事にならんと思っている方もいるのではないで

しょうか。

伊達　今年，米国のqN瓦毘，定量的非破壊評価会議に参加したのですが，どのような方向で産業

を進めていくかということに関する基調講演があったので概要を紹介したいと思います。米国はこ

れから，やはりものを売らなければならない。とくに金属材料，ハイリスクでハイリター一ンな簡単

に設計・施工のできないものを作っていかねばならない。そこでキーになるのは，設計・施工時の

シミ晶レーシ灘ンです、この五年間くらい米国は，金属加工に関するシミュレーシ滋ンを国家プP

ジ諜クトとして積極的に行っていくという話が中心でした。

　その講演を聞いていると，欝本のシミ隅レー一シ灘ン技術はかなり遅れていることを感じました。

例えば，精密鋳造工程の油ながれやでぎてくる組織のシミ熟レーション，溶接時に材料・入熱など

を変えた場合に変化する組織と形状などのシミ講レー一シ隷ン等，聞けば聞くほど，β本はシミュレ

ーシ灘ン技術について，今後，窟だまだ学んでいかねばならないと強く感じました。

司会　いま伊達先生からqND鷺についての話もで濠したので，ここから技術の将来というテーマ

に移りたいと思います．今講の基調講演のなかに，破壊力学と非破壊検査の接点について，今後，

お互いに切磋琢磨していかねばという話がありました。非破壊検査もNDTからND1，NDEへ，

さらにNDCへと変わってきているのですが，ここで今後の評価の方肉性についてそれぞれ慧メン

トを頂きたい。
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鷺欝臓欝鵬（騨藍賊轄．欝懸〉

加藤　先田，機械関係の学生のデー一タベー一ス化による半構円形材の定量評価に関する発表を聞いた

のですが，われわれ非破壊屋としてはそのデー一タをどうやって測定していくかが問題になります。

現状のゼンサー一技術では計算機上の精度が実現できないのです。そこで，その精度を実現するセン

サー一の開発が求められ廠す。つまり，定量化を実現する上では周辺技術も含めてセンサー一技術の向

上が問題になっていくのです。センサー一自体を根本的に見つめ直すことが定量化の根幹にあると思

います。

平山　私は最近，非破壊検査と事故の未然防止がどう結びついているのかということを考えていま

す。事故を起こすか起こさないかということは，非破壊検査とは違うところにあるようです。事故

を起こしてみないと取り替えに至らない。事故を起こしてみるとそのものだけでなく類似機器の交

換へと進んでいく。

　こんなことでは，非破壊検査で事故を未然に防ぐことはできない，事故には飽のファクター，人

間の心の問題が入っている。装置を止める決断をするという時に，自分の保身でなんとか逃げられ

ないかと考えていたら，今までのように事故を起こすのではないか。もちろん評価も大事ですが，

いったいその評価を何に役立てるかを突き詰めて考えねばならない。もっと説得力のあるものにし

て攻めていかねば，事故防止とは無縁の蚕まと考えています．

荒川　以前，産報出版の雑誌（溶接技術，九三年四月号）で，病院で胸部X線写真を見せられ「あ

なたの胸には影があり叢す。後はご自，身で考えて下さい」と医者にいわれたとしたら？　と書いた

ことがあり藪す。やはり，我々は非破壊検査をやっている以上，どういう状況に於いても何らかの

判断をしなければいけ窯せん、検査をやるうえで当たり前のことと思います。現実にみなさんは判

断していますので，あとはその精度を高めていくことにあると思います。また，僑頼性を高めるた

めに，これまでの経験をデータベース化し，シミュレーシ窪ンするなど，全員の努力が大切なので

は、ないでしょうカ㌔

司会　会場のみなさん，ご意見，コメントはありませんか。

武爾　（CXR）　今縫のお話を伺っていると，非破壊検査が，試験から検査，評価へと進んでいる

という方向性がでているようですが，賢頭，加藤先生が‘6ヒハカイケンサ野という名称について触

れられましたが，私には会場のアナウンスは未だ‘‘ヒ・ハカイケンザヲに聞こえています。また，

中学生が」鷺NTの霧板を見て，非破壊検査というのは‘‘検査をやらんということかね”と話して

いるのを耳にし談した。やはり，‘‘非破壊検査露という名前は非常に堅い印象を持っていて，私は

学生の頃から知ってい談したので抵抗はないのですが，世間には認知されていないのではと思われ

ます。大学に講座がないことが問題視されていましたが，講座があったところで認知度が低いため

学生が集まらない，集まらないことに講座ができないひとつの理由があるのではないでしょうか。

そこで，名称を変えてみたらいかがでしょうか。

禰会　名称変更という大きなテ～マはすぐに解決するという性質ではないのですが，一言づつネー

ミングについて鷲メントをお願いし蚕す．

加藤　せっかくですので，武照さん自身に何かアイデアはありませんか。
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鷺u簾欝粥（Wi鴛搬．玉9鱒）

武鐡　私自身にアイデアもなく誠に無責任な提案と恐縮しているのですが，なにか“評価ヲタを強調

するネーミングが必要になるのではと考えています。

加藤　今βの話のオチが名前のところにいくとは夢々予想していなかったので少し動揺しています。

JSND璽の機関誌i瞥非破壊検査」の編集委員会・理事会でもネーミングの問題はあがったのですが，

英語の日本語訳ということで諸外國が変えるつもりがないようなので，たいへん保守的な考えにな

っています．しかし，これから本気で考えたいと思いますのでしばらく時間を頂きたい。

上矢　（検査晶ンジ論アジング）　例えば私どもの会社には学校で非破壊検査を勉強してきた者がい

ないのですが，今後大学で非破壌検査の技師をどういうふうに育成していくつもりなのかを簡単に

説明して頂きたいのですが、

平山　仙照先生が非破壊検査の講座をつくり，当然そこから卒業生が巣立っていったわけですが，

そのなかで非破壊検査の分野に進んだ数は知れたもんです。講座を増やすより学科を増やさねばな

らないのではと思うのと同時に，就職を考えると，逆に，企業側から非破壊検査の教育を受けた学

生が欲しいという機運が必要なのでは。

　というのも，私立大学では丑人の学生に四年間だいたい500万円かかります。そのお金に対して

大学側はたった蓋枚の卒業証書という領収書を渡すだけです。例えば300人学生がいるとすると鱒

億円の領収書ということになります。ここに集まっている企業が全員で協力したところで鱒億円も

出せませんよね。このシステムを利用しない手はありません。こう考えると，機運として企業側が

十八歳からの教育というものについて応援することを考えたほうがいいと思い談す。私の学校で学

科を設立するときはぜひ応援して頂きたい．

驚会　名称変更の話が途切れ蕨したが伊達先生いかがですか。

俘達　私どもの大学では材料評価学という講座名で主に非破壊検査をやっています、材料評価学と

いっても学生たちには何を行っているのか分からないらしく，ただ評価学という名がかっこいいと

いうことで学生が集まってくるようです。そういう点では砿材料評価学㌻ヲはなかなかいい名前だと

思います。ある先生からは，材料評価学で非破壊検査をやっていいのかと厳しく問われるですが，

そういう時にはASNTの機関誌がMAT鷺鱒ALS鷺VALUA賢ON（材料評価）だと説明します。

すると，アメリカがいうんならしょうがないかと納得するわけです。

司会　そろそろ時間も褒いりましたので，今濠での話を簡単に締め括らせて頂きます。

　課題として，きずの定量化，早期寿命評価または早期対策という観点から材料の劣化・特性評価

における将来など鵜ついて数々の提案がありました。奮た，人間性を磨く，そこで自己評価から外

部評価に代わる，または，攻めるという考え方もあったわけですが，この辺も，今後，非破壊検査

を進めるうえで非常に重要ではないかと思っております。さらに，色々な方法あるいは基準が規格

化されるということで，ひとつ，そういう時代の流れで，今まで我々が歩んできたさまざまな足跡

から得られるデータを最大限に利用して，将来非破壊検査という名前がなにやらに変わるにして

も，やはり，安全性，健全性あるいは儒頼性を確保する技術が生き続けるように，みなさんの努力

に期待したいと思っており夜す。
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鼠u瓢囲s（報搬嚇，欝縣〉

籔．　我が社の教育訓練

㈱検査サー一ビス

　　総務部長成田辰雄

　シリーズ第誰回縁はやや気が重い。と言うのは我が社の社員教育は毎年違うのである。前年度の

新人の意見も参考にカリキ甑ラムを組むため，これでいいと言うことがない。

　　　　　　　　　　　　ぽ　　　　　　　　　
　検査員という人種は非常にワガママで，教える方もそうなのだから，教わる方も‘6推して知るべ

し”という状態．ともあれ若きインスペクターの参考にでもなればと思い，平成6年度の場合を書

いてみよう。

　我が社の場合，大別すると新入社員教育と通常教育に分けられる。

新入社員教育は概略次のようになる。

　①　社会人としての常識・マナー一

　②検査員としての倫理感・責任感

　　　これは非常に重要で，技術レベルは年数を費やせば誰でもある程度のレベルに達するが，倫

　　理感・責任感を持たない検査員は使いようがない。

　③溶接概論

　④非破壊検査概論

　⑤　専門（我が社の場含，最初はUT）

ここ談では全て講義で，期間は蛋月～6月（3ヶ月）行う。

7月からは実技に入り，各自，探傷器，他一式を与えられ

　①装置の調整

　②距離振幅特性曲線の作成

　③テストピースの探傷及び外観検査（20体前後）

これを反復練習する．なかなか妨害エコー，キズエ惣一一の区別がなく自儒をなくす時期でもある。

　8月になると，チーフについて現場での実技指導に入る。現場では業界用語，部材の名称，図面

の見方，客先との打禽せ，現場でのマナー，e総様々な教育を受ける。この頃になると，会社内に

いるよりも現場の方がいいと誉いだす。

　9月には，鱒月のN鵬試験に向けて練習問題を週に裏回程度行い，成績不良及び希望者には

UT3種以上のものがマンツー一マンで再教育を行う。

　技術的には，項議別指導要項により（約鴛0項目），教えるチーフによって差がでないように配慮

されている。各項目を全て終了後，チーフの推薦により社内終了試験を行う。終了試験は，C蔓W

主任試験技術者以上3名で試験を行い，連続して3回95点以上を合格とする。不合格者はN以2

種に合格しても助手として扱い，再度終了試験を行う。終了試験は，中途採用の技術者にも適用さ

れる。
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鷺u踊遡呂（w蚤識轍．欝95）

写1　外部講師を招いて 写窯　実技研修

　新入社員の教膏は脱学校であり，個々に目的意識をハッキリさせ，倫理感・責任感を持た慧るこ

とに重、点を置いている。

　通常教育の主なものは，春期・秋期の年2回の社内研修会である。研修会は我が社の年間行事の

中で最も重要な行事になりつつあり，外部講師を招いて協力会社も含め，全社員参加で開催され

る。一検査会社の研修会ではあるが，行政・設計事務所・ゼネコン等の参加もあり，責任を痛感し

ているところである。

　なお，参考までに平成6年度秋期研修会の内容は下記の通り。

　三9騒年鍛月3資　　　　　於1浦安市文化会館

　裏、特別講演　破壊力学と非破壊検査及び超音波可視化のシミュレーシ裟ン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学工学部教授　工博　伊達和博

　2．建築鉄骨溶接部の外観検査・解説

　3、同上　実習

　盛．ND鷺i2小委員会角形鋼管柱向け角溶接部のUT指針・解説

　5．ND夏2i2小委員会「裏当て金付ぎ丁継手のノトト部の欠陥判断別WGj中間報告

　6．鉄骨未来研究会・東北非破壊検査研究会報告

　7。業務連絡・質疑応答

一2i一



薮u瓢艶鵬（w撫搬．欝％〉

露．．平成賎年秋季C互W主任試験技術試験問題（UT問4〉解説

　今回も試験が終わり，事務局より答案用紙が送られ，机の上に小高い山ができた。採点するほう

も結構大変である、そうは言っても，白紙の解答用紙があると嫌っとするとは決して書わない。

　構造物の儒頼性の確保に，瞬夜努力される一方で，技術の切磋琢磨に努められていることに敬意

を表しているからである、白紙の答案を見ながら少しでも解りやすくするにはなどとあれこれ考え

たりもする．またときには少しおこごとを書ってみたくもなる。

　技術は基本的観一歩，一歩の積み重ねである。基本を疎かにして高望みをすることは，砂上の楼

閣のようなものだ、難解な問題は，いくつかの基本的な事柄が複数組み合わさっていることが多

い。一つ一つの基本的問題を反復練習することで初めて難解な問題も理解されよう。このことが現

場で知識が実践に役立つ遵であると考える。単に，間題の説ぎ方だけを教わったとしても，それは

知識のための知識に過ぎない。

　今回，問憂の問題について誤りが見られた傾向に解説を加えたく筆を取った。まだ，ご記憶の方

も多いと思うが，鐵題閥題を以下に示す。

「　問婆　図婆．夏に示すような開先形状をもつ，外径船0撚撚，肉厚欝騰騰の配管突ぎ合せ円周溶接

　　部の超音波探傷試験の依頼を受けた、溶接部の断面形状は図峯．2に示すとおりで，余盛がつ

　　いたままである、なお，裏ビー一ドは，健全部で図藤．2に示すような形状が予想されるが，実

　　際には確認できないものとする。また，探傷は外面から行うものとする、下記の項羅につい

　　て答えよ．

　　（玉）開先面の融合不良と溶込み不良を検出するための最適探傷方法について，使用探触

　　　子，探傷方法←一探触子斜角探傷法，タンデム探傷法など），探傷面（片側又は両側），

　　　及び，探触子の走査範囲又は位置（いずれも，溶接中心位置からの距離で表示する）を

　　　述べよ。

　　（2）余盛部を削除すると，溶接表面から垂直探傷が可能になり，探傷面に平行な欠陥の検

　　　出が容易になるが，二の飽にも妨害ユコー一との関係で検出が容易になる欠陥が考えられ

　　　　る。欠陥の種類2つとその理由をできるだけ具体的にしめせ。

一
　問題は，（豊）と（2）の黛つの間題よりなっている。（隻）のほうは，C笈W研修会補助資料試験間題集の

問3（弼頁）と同類の間題で，ややこしい計算が必要な箇所を除いて出題してある。かっては，問

題集間6や問7の形で頻繁に患題していたものである．かなり受験者の理解が高まり，最近では出

題していなかった。（2）のほうは，前回，前々回にも出題した問題の一部を提出したものである。

　ここで，（i）と（2）の問題をそれぞれ独立に辮0点満点で採点すると，それぞれの平均点は（i）で騒

点，（2）で繊点となった．また，満点が取れた人数は（1）で8人，（2）では騒人であった。（2）の間題より

（玉）の方がはるかに難解であったことを数字は示している、
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黙u瓢欝鵬（w畳轍搬．五鱒5）

　こうした結果は，出題側としては決して予測しなかった、（夏）の問題は基本中の基本間題と考えて

いたからである。

　まず開先面の融合不良と溶込み不良の検出に最も適した探触子の選定を問うた。開先面の融含不

良は平面状欠陥の傾きがベベル角と一致するために，欠陥面に垂直な超音波ビームを入射させるた

めには，屈折角感0度の探触子を用いる必要がある。平面に超音波が斜めに入射する場合の音圧の低

下の様子は，テキストr溶接構造物の検査欝9剣の23三頁，図5、2．6に示してある。

　V開先における溶込み不良の検出は篇一ナー反射を利用すれぱ最も感度よく検出できる、開先

面の融合不良，溶込み不良ともに，探傷方法は…探触子斜角探傷法となる。あとは接近限界の間題

より使用したい探触子の使用が可能かを判断すればよい。

　なお，謙一一ナー反射の場舎，探触子の厩折角によってはモード変換による音圧低下が生じるため

に，使用したい順序としては，屈折角菊度，70度，60度の順となる。従って，使用探触子の正解は

開先面の融禽不良で鷲鳩×沁A臨鞭が，溶込み不良で5C鐙×鐙A簿が正解となる。これらの探触子

の接近限界距離は紛職灘程度のものであることは，お手持ちの探触子あたりで確認しておいてい

ただきたい。

　なお，正解率は開先面の融禽不良，溶込み不良ともに約鷲％であった。但し，この中にも探触子

の屈折角しか書いてないもの，探傷方法に題意に反してジグザグ走査などの走査方法を書いたもの

なども含震れている．探触子の屈折角だけでは，接近限界距離の間題を評価でぎないので，本来は

不十分な解答であることをご理解いただきたい．誤った解答としては，屈折角蜷度の探触子の使用

を答えた方が約欝％あった．開先面の融合不良であれ，溶込み不良であれ，接近限界の問題が極め

て深刻であることを確認しておいていただきたい。開先面の融合不良では複数の探触子を組含わを

答えた方がう％轍どあった．探傷方法が多ければ良いというものでもなかろう。開先面に垂直に超

音波ビームを入射させる方法より検出性が優れた方法はないのである。一般的な検査が行われてい

る機器類にトラブルを生じることもある、二の場禽，いままで予期しなかった欠陥に対して，最も

効果的で効率の良い方法を選定し，再発防止を計ることが重要である。このような技術レベルが望

まれている．

　溶込み不良では，タンデム探傷と答えた解答が鱒％強あった。ちなみに探傷範囲（位置）の答え

に送僑側探触子騨騰灘，受儒側探触子繊灘撫と答えたものがあった。このような検査指示書を受

け取った探傷者はどのように思うことであろうか。わずか5鰍mの間隔の中に，長さ約20聯撒程

度もある探触子を黛つどのように並べるのであろうか．この他にも垂直探傷やV透過法を書いた

解答も見られた．探傷範囲（位置）を求める問題で，溶接中心から何m搬の範囲を探傷するとの

解答があった．余盛部の上から探傷できるとしたら，問4の問題が成り立たない。また，接近限界

距離から何鵬糠の範闘と答えた解答が見られた。探傷できない範囲は私の責任ではありませんと

するのは，あ褒り鵜も無責任と思われる。所定の範囲に超音波ビームが確実に入射できていること

を確認することは基本である。

　また，探傷範囲又は位置を溶接中心部からの距離で示せとある。このために欠陥深さから単に欠
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鷺u簾欝欝（w撫蹴．欝懸）

欝

閥
　　60。

（
　　　　　　呂
図轟．1溶接前の試験体の開先形状

玉6

溝2
2

騨．2溶接後の試験体の断面形状

陥一探触子間距離を求めただけでは不十分であり，対象とする傷の位置が溶接中心部より離れてい

る距離を求め，両者の和で答えておく必要がある。この種の誤りもかなり見られた。

　（2）の誤解答には，間題をよく読んでないものが多かった、問題文にr探傷面に平行な欠陥の検出

が容易になるが，この他にも…」とある．すなわち，垂直探傷の実施で検出性が向上する暦間の融

合不良などがこれに含窟れる。この種の誤りが⑳％弱見られた。また，r妨害エコーとの関係で検

出が容易になる欠陥…」とある．このことは，あくまで余盛を潮除することで妨害瓢箒一一との判別

が容易になることを示す必要があることを言っている。この点で，溶接線状走査ができるようにな

り横割れの検出が良くなるとするのは正解と言えるであろうか。この種の解答が憩％強あった。横

割れについて言えば，一般に薄板には発生しにくい（縦割れとなりやすい）。曲率などがあるため

に発生するとしても，表面から誉驚撒直下あたりに発生する。この割れの検出には，直射法による

場合には不感帯の間題を，一回反射法の場禽には，裏面の裏波部（題意では暮搬膿幅）での超音波

ビームの散乱を考慮する必要がある。

　この他，開先面の融合不良やブ獄一一ホールなどの解答も見られた。開先面の融合不良は（蓋）の問題

に従って探傷するれば感度よく検出できる。ブ舞一ホー一ルも斜角探傷の一回反射法で集合ブ鷲一の

ような顕著なものは検出できよう。もちろん垂直探傷によればビー一ム路程が短くなる分，検出性は

向上するのは事実であろうが，妨害工㍑一との関連で検出性が向上するわけではない．

　従ってここでの正解は余盛止端部に発生する止端割れと，ルート割れや溶込み不良などの裏面近

傍に発生する欠陥について述べればよいことになる。詳細は「磁W研修会補助資料、1の問題と解

説の83，級頁に述べてあるので参照されたい。

　以上，解説を加えて見たが，試験と言う異様な雰翻気での思考状態と，実機における緊張した中

での思考状態は大いに異なることは理解しているし，経験もしている。私自信，種々の試験時によ

り冷静に立ち回れていたらと思うこともある．特に問憂は最後の間題であり，時間との戦いの中で

解答せざるを得ない状況も理解できる、あるいは，人の気持ちも知らずに勝手なことを書いて採点

者はのんきでよいと思われる方もあろう。

　しかしながら，最初に書いた，技術は基本の一歩，一歩の積み重ねであろうことを充分に読取っ

て頂ぎたい。縫頃の反復練習がいかなる環境においても冷静な判断を可能にし，重大な危険を未然

に防ぎ得る最大の方法であることを理解いただきたい。また，各指導者には，くれぐれもこの点を

聞頃よりご指導いただくようにお願いするものである。
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聡鵬鯉鼠s（w董鞭搬、笈鱒5〉

7．イギリスのプ購サッカー議一チとめぐり会って

縁本原子力研究所大岡紀

　サッカー　特に」り一グの人気は今や野球をしのぐ勢いである。大洗町のスポー一ツ育成向上のた

めに，私の水戸一高の先輩で大洗の竹内現町長の要講にもとづぎ昭和56年，大洗町サッカー少年団

を創設した。

　月日の経つのは早いもので，第裏回の卒業生はすでに成人式を終えている。その約沁年間好きな

ゴルフを絶って，土曜購も日曜日も子供達を引率して県内のチー一ムと練習試含に，公式試合にと東

奔西走した昔をなつかしく思っている、時に年間路0試合を行い，大洗・室蘭フ瓢リー就航記念友

好サッカー大会に初めて飛行機で北海道へおもむいたことも，つい最近の様である。

　」リーグの人気とともに子供達の技術も年々両上していると思う。最近の私のサッカー状況の…

コマを紹介させて頂きたい。

　昨年の8月織欝（馨）から3聞間のお盆の時期に第2回関東Jr．サッカースクールジャンギリー一

が，茨城県の勝磁市（現ひたちなか市）を会場に開催された。イギリスプ興サヅカーリーグ（FA

り一一グ）を中心にプ継獄一チ陣6名を招膀し，基礎技術及び戦術面のトレー論ングが行われた。グ

ラハム・スミスを団長に，ワー一ルドカップ3回出場のハミルトン，オリンピック及びワールドカヅ

プ出場でワールドオヅサッカー一の会長であるウェイターズ（トニー），ワールドカップ2回出場で

かつワールドカヅプ決勝戦で辮衡年にはハットトリックをやったジ蕊フ・ファースト，ワールドカ

ップ，フェスティバルに於て鷹一一チノグクリックを行ったガルスチアレそしてテリーとすばらしい

コーチにめぐり会うことが出来た。第裏回目と第2回目はトニーの通訳を，第3回目はジェフの通

帆奪

薬

や
　　　、　｝’　㌧　　’

評

トニーと子供達のレヅスン風景（グラソドに．て）

囲
‘‘

ットトリック”のジ諜フ・ハー一ストさんと

（コンシン会にて）
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　瓢麗欝鵬（羅難織．欝灘／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オケ訳をつとめた。皆私のことを藏蕊と呼んだり蓑たOKと言ってみたりとてもリラックスして通訳出

来たことを幸せに思った、いずれの灘一一チも子供達に非常に親切で，かつわかり易く手とり足（脚）

とり教えていたのが印象に残っている。関東地区各県より選抜された約i3G名の子供達と3日間，

うだる様の暑さの中で私にとっても動くことと，英語の両方のトレーニングであったと書える。

　来年も機会あれば是非お手伝いしたい。それには私自身もさらなるトレー一論ングが必要であり，

かつ子供達から儲オッチャジなどと呼ばれないよういつまでも若くいたいものである。

騒．協議会だより

（1）全團秋期総会開催

　平成6年鱒月葱鰯（水）に，東京・科学技術館で開催された。当日は，産報出版㈱主催による

ヲ騒国際非破壊検査展の開場初縫と重なり，展示場の見学と兼ねて総会に出席される会員も多数で

あった。

　総会は，会員77社と新規会員嚢社（憩月蓋曙付認定会社⑳社）が出席した。議題は次め通り。

　i）　代表幹事挨拶

　2）　新規会員紹介

　3）　活動経過報告

　垂）平成藤年度地区総会報告

　最初に中野代衷幹事による挨拶があり，その中で最近の協議活動の主なものとして，検査会社の

モラルと技術レベルの向上，JSSCの資格制定および受注価格の安値自重について言及した。

　新規会員会祉の紹介があり，各社代表からも一言挨拶があった。

　活動経過報欝では①協議会の主な会議開催経過，②」総C鉄骨専門委員会・分科会活動状況，③

建築鉄鋼外観検査マ論識アル作成委員会および建築鉄骨UT用R餌乍製委員会の活動状況，④鉄骨

検査不祥事関連の件，⑤懲罰委員会・設麗（案）の審議経過，⑥料金問題で公正取引に相談した経

過，⑦当協議会の広報活動等についての報告あり。

　各地区総会報告のなかでは，懲罰委員会・設置（案）について重点的に討議されたので，特に各

地区幹事代表から審議経過について説明がなされた。

　ランプスの前号でもご報告した様に，各地区の賛否の結果が異なったので，各地区幹事代表会議

で付帯文をつけて倫理委員会に付託するとの意向を受けて，中野代表幹事から，ここに至る迄の経

過説明と協議会としての方針を説明し，会員の承認が得られた。付帯文の主なものは次の通りであ

るo

　①現時点では中央と地方では行政およびGC等の指導および認識に差異がある。

　②違反事例のうち，（蓋）受入検査要領書を提出せずに検査を実施する行為と（2）受入検査契約書お

　　よび検査仕様書なしで検査を実施する行為については文書を残すが，制裁対象から外す。

　③懲罰委員会は倫理委員会の下部機関として位置づけ，その制裁が日本溶接協会と同じ行為に

　　　　　　　　　　　　　　　　　一26一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聡UM：職蕩s（w量無徳r．1995〉

　なり実効のあるものにする等。

（2〉特別講演

　建設省・住宅局・建築指導諜課長補佐，越海興一氏によるr建築規準の今後」と題する特別講演

がなされた。内容は建築生産の現状および新しいシステムの模索についてで興味ある有益なご講演

を頂きました。

（3）建築鉄骨溶接部の外観検査講習会

　標記件について，㈱欝本溶接協会と共催で東京地区で2回，大阪地区で1回開催しました。定員

はいずれも各回紛○名でしたが，受講希望者が多く，会場の許す範囲で受付しました。結局東京第

王回UO名，第驚回婚倉名，大阪鴛0名の多数になりました。受講者は大部分が検査会社所属でした

が一部ゼネコン・EA欝等からも参加がありました。

　講演題目と講師は次の通り。

　玉）　行政で求める溶接部の性能のうち外観に関するとらえ方

　　東京都都市計画局・建築指導部・専門副参事　田極義明氏（東京地区）

　　大阪市計闘局・建築指導部・審査課　山本博文氏（大阪地区）

　2）JASS6精度検査における外観の項目について

　　㈱竹中工務店　東京本社　技術部・課長代理　護　雅典氏（東京地区）

　　　　が　　　　大阪支店　構造設計部・次長　丸岡義治氏（大阪地区）

　3）　溶接部における外観と性能に関する概論

　　信州大学工学部　社会開発工学科・教授　中込忠男氏

　盛）　外観検査のやり方（実習も含む）

　　三井建設㈱　建築技術部・部長代理　松崎博彦氏（東京第三回）

　　溝水建設㈱　技術部・主査　越雷和憲氏（東京第2回・大阪地区）

　なお，実習指導員として，マ轟瓢アル作成に参加された安藤幹事および会員の方々の特別なご協

力と参加があり，無事終了し霰した。

（4）建設鉄骨溶接部の外観検査マニュアル頒布について

　標記マニュアルについては，会員の方には既に配布しておりますが，更に希望され喬方には実費

で頒布しており窟す．一部1滋，200円（送料・消費税込み）ですので，必要の方はC夏W検査事業者

協議会事務局迄お申込み下さい。
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翼u瓢艶欝（脚蓋簸轍．欝鱒）

騒．お知らせ

　平成7年度の劔W試験及び研修会の縫程を，下記のようにお知らせ致します。現在，試験にお

ける2次試験の実施方法を検討しておりますので，下記の予定に出る場合もあります。正しくは案

内パンフレヅトをご確認下さい。また，締切りはそれぞれござい窟すので事務局にご確認下さい。

なお，研修会についても内容を検討しております．

（i）平成7年度検査事業者認定のための技術者試験

　前期　　蓋次試験　平成7年5月2韻（β）

　　　　　　実施地区　東京地区1中央大学（予定）

　　　　　　　　　　北九州地区1北九州テクノセンター一

　　　　　　　　　　広島地区1広島YMCA会館

　　　　　　　　　　大阪地区1チサンホテル新大阪

　　　　窯次試験

　　　　　　東京地区1平成7年7月8日（土）日本溶接協会会議室

　　　　　　北九州地区1平成7年7月8欝（土）北九州テクノセンター

　　　　　　広島地区1平成7年7月呂臼（土）広島YMCA会館

　　　　　　大阪地区1平成7年7月9霞（日）チサンホテル新大阪

　後期　　竃次試験　平成7年鱒月29日（日）

　　　　　　実施地区　東京地区1三雀堂文化会館（予定）

　　　　　　　　　　北九州地区：北九州テクノセンター（予定）

　　　　　　　　　　広島地区1広島YMCA会館（予定）

　　　　　　　　　　大阪地区：チサンホテル新大阪（予定）

　　　　2次試験

　　　　　　東京地区1平成7年鴛月9日（土）縫本溶接協会　会議室

　　　　　　北九州地区1平成7年鷲月タ欝（土）北九州テクノセンター（予定）

　　　　　　広島地区1平成7年鴛月9疑（土）広島YMCA会館（予定）

　　　　　　大阪地区1平成7年鴛月⑳縫（日）チサンホテル新大阪（予定）

（2）平成7年度認定試験のための研修会

　前期東京地区1平成7年婆月鷺薦（土）峨3聞（β）目本溶接協会会議蜜（予定）

　　　大阪地区1平成7年唾月鷺目（土）峨3日（β）チサンホテル新大阪

　　　広島地区：平成7年5月狢β（土）弓蝦（日）広島YMCA会館

　後期　東京地区：平成7年驚月7目（土）・8日（臼）日本溶接協会　会議室（予定）

　　　大阪地区：平成7年鐙月7縫（土）略日（日）チサンホテル新大阪（予定）

　　　北九州地区1平成7年憩月2蝦（土）・22目（田）北九州テクノセンター（予定）
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