




1.特別寄稿

宇宙少年からUT技術者．そして政治家へ

衆議院議員　斉藤鉄夫

私はかつて「宇宙少年」であった。なったのは小学校5年生の時，担任の若い男の先生と小学

校の宿薩室に泊まり込んだその夜である。広島県境に近い島根の山深い山村の小学校である。大

学を卒業してすぐ赴任してきた先生にとって，山村の夜はうら淋しくて退屈であったに違いない。

その先生が宿直当番の時は，クラスの男の子数人に「晩ごはんが済んだら，宿直室に泊まりに来

い」と声をかけてくれるのが通例であった。そして，先生といろいろな話しをしながら宿直室に

寝るのである、

　夜空は満天の星．とくに秋，空気が澄んだ季節の月のない夜の星座シ黛一の美しさは，当時は

特別なこととも思わなかったが，今から考えると本当に素晴らしかった。

　先生が聞く．「天の川って，何か知っているか。」，当然私達は答えられない．そして次のように

教えてくれたのである。すなわち，私達の太陽系は銀河系にあること，その銀河系は数千億個の

太陽のかたまりであること，かたまりと書ってもものすごく巨大で端から端まで光の速さで旅行

しても数千万年かかること，銀河の形はちょうどせんべいのように平べったいこと，私達の太陽

系はそのせんべいの端っこの方にあること，端っこからせんべいの中心の方を眺めればせんべい

がちょうど川か帯のように見えること，これが天の川だと，だから天の川というのは私達がいる

銀河系の他の太陽の集まりを横から見ているその姿なのだと。そして極めつけは，全宇宙にはこ

のような銀河がわが銀河系だけではなく数千億個もあるということを語ってくれた．

　学校の裏山の真っ黒なシルエットの上に広がる夜空と先生の話しとで，私はすっかり宇宙の神

秘さ，不思議さに引きつけられてしまったのである。「よし，僕はできれば宇宙のことを勉強して

みたい」と思うようになり，いっぱしの宇宙少年になってしまった．

　思い込むということは恐ろしい．その後何の疑いもなく，宇宙そして物理学を勉強したいと大

学，大学院にまで進んだ。しかし，大学院を出る昭和駄年ひとつの転機を迎え，私の人生コー一ス
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瓢鵬欝慰響（§騒懸繍．璽勢轟）

は宇宙を目指してというひとつの軌道から大きくずれていくごとになる。

　就職口がないのである．昭和鑓年と書えば第慧次オイルシ躍ックの薩後，どの会社も新規学卒

者の採絹を取りやめたその年である。大学にも残れない。国公立の研究機関もせまい門戸に就職

希望者が殺到し，民間会社も採用ゼロ。困り果てた私を救ってくれたのが，ある大手の建設会社

であった。

　建築・土木の鋼構造溶接部の超音波探傷の基礎的理論的研究を今，建設会社の研究所がやって

おくべきだと考えた斯界のパイオニアがおられた訳である．理論的研究であれば物理学出身者が

適任であるということで，世の巡りあわせ，私がその任に就くことになったのである。「宇宙少年涯

からヂUT青年」への変舞である。

　超音波というのは媒質中を伝船る波である。「波」は物質の根元的な存在の姿である。ド・ブロー

イのヂ物質の粒子性と波動性」やアインシュタインのr宇宙空問とは電磁波を伝播する性質があ

るとしか数学的には記述できない」という言葉を待つまでもなく，波は宇宙の本質と深く関わっ

ている。したがって，外見的には宇宙から超音波探傷の世界への転身は不連続線のように見える

かもしれないが，本質的には同じものを異なる方向から追求しようとしているにすぎないのであ

る。少なくとも私の内部では連続線であった・超音波探傷の研究は宇宙の神秘さの追求と同じ行

為であった。

　超音波探傷研究の宇宙研究にはない面白さ，それはやはり研究成果が直接現場で応用され，現

実の社会で役立っていることをこの目で見ることができる点であろう。UT研究で私は充実した十

数年を過ごすことができ，私をこの世界に引っ張り込んでくれた先輩に感謝するとともに，昭和

鑓年の就職難を逆に幸運と感じている次第である。

　その私に，国政の場に出てみないかという話しがあった、今から4年前，就職して鰺年目を迎

えようとしていた時であった。青天の露震（へきれき）である。私がブリンストン大学プラズマ

物理学研究所に留学中に，参議院科学技術特別委員会の委員長が研究所を視察に来られたことが

ある。私が一揖ご案内をしたわけであるが，その時，私は委員長に鑓本の科学技術研究のあるべ

き姿について熱弁をふるったらしいのである。それを憶えていた委員長が，その方の地元である

広島の衆院選挙区の候補に私を推薦したというのである。

　何度もお断りした、お金も地盤も知名度もない。苦労するだけである。家族にも迷惑をかける．

研究の世界である程度の実績を挙げたのだから，その世界でずっと暖かい人間関係に囲まれなが

ら生きてゆきたい．それが正薩な気持ちであった。
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醜彫醗欝欝（触懸欝．鯵懸〉

　しかし，何度も説得されるうち，次のような思いも湧き上がってきたのである．

　つまり，これからの日本は，高度な技術に支えられた社会になるであろうし，またそうでなけ

れば生き残れない。その社会のあり方を決める政治の徴界に，科学そして技術，とくに民問の現

場でそれを見てきた人間が一人ぐらいいてもおかしくはない．何か役割があるのかもしれない．ま

た，臼本の技術の基盤は，これまで基礎的研究を怠ってきた分だけぜい弱になりつつある、アメ

リカの第一線の研究所に3年間過ごしてきて，それを痛感していたのである、基礎研究充実にカ

を注ぎ込まなければ灘世紀の購本は学術文化の面でも経済の面でも欧米亜の諸国に大きく遅れを

とってしまって二流国になる．その基礎研究を撞う大学や国立研究機関の体制もお寒い限りだし，

産学官協力の考え方も薄い。侮とかしなければならない、何か私にできるかもしれない、

　このように考えて，私は衆院選出馬を決意したのである．選挙では，まさにこの問題意識…点

を訴えた。幸い，広島市民・県民の皆様のご理解ご支援を得て当選させていただき，UT技術者か

ら政治家に転身を果たしたわけである。

　国政の場に身を置いて3年，初志を貫いているつもりではある．昨年は，議員立法で科学技術

基本法を成立させた．しかし，霞本はいよいよ混迷の度を深めているように思う．そんな時こそ，

原点に帰り，現場の声を聞いて，自分がなぜここにいるのかを問い直しながら，進んでいきたい

と決意している、

　プOlフイーノレ
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魏欝灘欝欝（§麺欝欝醗．轡％）

黛．事故解新芋法について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎重工業㈱生産技術開発センター　松村裕之

噸　まえが奮

　近年，鋼材などの素材の製造技術を始め，コンピュー一ター一を駆使した設謝技術，破壊力学に基づ

く安全性評価技術，自動化装置や臓ボットを導入した製作技術，さらには制御化された検査技術等

の進歩と昂質保証に対する製造企業の積極的な取り組みにより，構造物の破壊事故は，急速に減少

してきているとはいえ，完全に無くなったわけではない．一旦，事故が発生した場合には，その規

摸にもよるが，一般社会，業界，学協会などに大きな影響を及ぼすことから，この原因を十分究明

し，二度と類似の破壊事故が発生しないように防止対策を施すことが肝要である。

　ここでは，事故（き裂発生及び破壊等を事故と総称する）が発生した場合の原鶴究明のアプ償一

チの方法について，手順を追って紹介する。

2　華故原灘の分析

　事故は，当初想定していなかった条件が負荷したり，供用中に使用条件や性能等が経年的に変化

したり，設計／施工上のミスなどが原因で発生するものであり，事故が発生した場合には，先ず，事

故の状況を把握することが，重要であり，原因究明の第一歩である。このためには，事故を起こし

た対象となる構造物／機器について，応力，使用環境等の使用条件を明確にする必要がある。すな

わち，設計上および実際の応力はどの程度だったのか，応力の作用の仕方は，静的だったのか，疲

労や振動が作用する動的状態だったのか，さらには，使われている周囲の条件は，腐食環境にある

のか，温度，天候はどのような条件だったのか等について詳しく掘握しておくことが重要である。

　次に，使われていた材料の確認を行う必要がある．材料の規格はどの規格なのか，材質，機械的

性質，靱性等の性能はどの程度なのか，板厚・寸法はどの程度か，等を把握する必要がある。

　さらに，構造物／機器を製作したときの製作法，製作要領，製造環境／条件等の把握が重要であ

る。特に，溶接構造物においては，溶接法，溶接　　　　　　嘆糊　　　　　　　陳糊

条件及び大気条件，予後熱施工等の施工条件／

環境は，溶接欠陥の発生にきわめて密接な関係

があることから，事故原因を究明する上におい

て重要なファクタ㌫である。これらの状況を調

査・把握するためには，事故の写真，設計，製

作，検査等の実務者及び事故発生時にいた関係

者の見解，証書等を参考にする必要がある。ま

た，過去の類似の事故例についても調査してお

くことは，きわめて重要である。

　以上に示した事故原因の分析に必要な供用時，

施工時の要因の関係は図電のごとくである。

1共

期

時

施

工

時

　陵講曝境］
・温度（萬温，低温）

・腐禽燦境、等

鎚

　騰網桑糊
・応力条件（静的、動的｝

・使襯耕料、等

虞

講鹸（き裂溌盤／破壊）

撰

　1施工環麗〕
・火気棊件（温農、湿度）

・作業琿境楓鞘1
・シールド条絆、簿

L
隠

　醜工条絹
・施工法

・施工条件

・挙・後熱施工

・穫薦方法、簿

鶴等薯敵嚢閣の分栃
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聡彫鍛欝鵬（翫膿瓢縫．丑鯵6）

欝　原騰の究明

　夏）事故（き裂伸展）のプ厳セス

　事故が発生するプロセスを模式的に示すと図

黛のごとくである．すなわち，材料に内在する微

小欠陥や溶接部欠陥が構造物／機器の供用中に

受ける繰り返し応力，もしくは，使胴環境下での

応力によって疲労，応力腐食割れとして，徐々に

伸展し，遂には貫通，漏洩，崩壊，破壌等の事故

に至るものである。初期欠陥が無い場合でも，構

造の不連続部や応力集申部に疲労や応力腐食等

によって，き裂が発生し，これが伸展していく

き　伽
裂

叢

志

盆9

隈界壼裂畏き

先篠欠陥畏さ

破　壊

一隈界蕊裂長窓

安定嚢製成叢

・先叢欠縮

供罵期間 一図2鳶裂の成轟（破壊のプ縫慧ス〉

ケースもある。したがって，事故原因の究明を行う場合には，これらのき裂伸展のプロセスを十分

考慮して行う必要がある。

　2）事故解析の手順と方法

　事故が発生したときに採用される原霞究明の調査手順と方法は，一般には次のようなものである．

　①事故発生時の使用環境，使用条件の把握1設計，製作，検査，運転等の記録調査及び関係者

　　からの聴取

　②使用材料の材質，性能調査；化学分析，金属組織試験，機械的性能試験，破壊靱性試験等

　③破壊部の変形状態，き裂／破壊の伸展状態及び破面観察1写真観察，寸法計測，走査電顕等

　④類似事故例の調査；調査報告資料，文献等

　⑤上記調査結果に基づいた事故発生のプ臓セス，原因の検証1幅広い知識と経験

　⑥再発防止対策の検討1原因の撲滅施策の実施

　この調査項目の中でも，もっとも重要なものが金属組織観察による材質の調査とフラクトグラフィ

と呼ばれる破面観察とである。破壊の形態には，延性破壊，脆性破壊，疲労破壊，クリープ破壊，応

力腐食割れ及び座屈破壊などがあり，それぞれき裂伸展経路／状態，破面状況，変形状態などに特

徴があり，使用条件，環境との関係を考慮して特定するのが一般である。

　以上の調査，検討によって究明された事故原因が，設計，製作，検査，運転の各部門にどのよう

に関わっていたかを分析し，二度と同様な事故を起こさないために，技量，技術，管理，保全の観

点から再発防止の具体的対策を立て，実践することが重要である。

4　あとが毒

　機器の製作技術の高度化，進歩はめざましく，事故は減少しつつあるとはいえ，使用される環境

は，より過酷に，使用材料は，益々多様化していることから，晶質に対する要求は，益々強くなり

つつある。このためには，過去の事例を（事故例ばかりではなく，成功例をも含めて〉十分に調査，

分析し，そこで得られた教訓を生かして，事故が起こらない安定した錨質の製晶を製造することが

肝要である。このために，拙稿が多少なりとも読者のお役に立てば幸甚である．
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羅爆難慰懇（勲難蟹罫．轡蓼轟〉

欝．華峨7隼度後期Ol脚叢任試験技衛轡試験問題解説《磁気検螢》

　磁気検査部門においては，£董W研修会資料に平成7年度後期現在で，主任試験技術者試験に関

連した問題を灘問掲載してある、新規の問題も機会をみて追加しているが，基本的には，この資

料に基づいた問題を出題している。これは，C璽W主任試験技術者になっていただく方は，韓本非

破壊検査協会の3種の資格を所持しており，基本的な知識および経験は豊富であるため，後は溶

接部の試験に際してとくに重要な事柄を理解しておいていただければ十分であろうと考えている

ためである．ここでは，平成7年度後期に出題したものから夏題を選び，解説する・

ギ　　　　　 　ぼ　　　ロ
　ぼ　　 　ザ　　 ゆ　　　 　　　　　　　　　 　　　　ヒぼ　

　 　　 　　　ハ　　ゆハ　　　や　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ1問題　溶接完了後に行う溶接部の磁粉探傷試験に際しては，それに先立って前処理を行う必要　l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
iが臨この購鯛及び牒内容を齢論しなさい瀞勤容について1講接鵜

』塁西甥塑饗1彪響塑麟鰹溶璽毯塑登ll、．一1
　籔解　説翼

ω目的は，

　　①バックグランドを小さくして，きず部への磁粉の付著量を増やすことにより，きずによ

　　　　る磁粉模様の観察および微細割れの検出を容易にする，

　　②疑似模様の形成を少なくする，

　　ことである。

鋤理幽は，次のとおりである。溶接後に磁粉探傷試験を行う目的は，溶接部に継手の性能を阻害

　　するようなきずがないかどうかを確かめることである．この際に，検出の対象となるきずは，

　　アンダーカット，割れあるいはオ…バーラップなどである．したがって，ビード表面の凹凸が

　　激し、い場合や，スパッダやスラグなどが存在する場合には，磁粉探傷試験の対象としては適当

　　でない。

／3）主な作業内容は，次のとおりである。

　　　①手溶接をするときの溶接姿勢が横向や立向の場合には，ビ…ド表面の凹凸が大きくなる

　　　　傾向があるため，磁粉探傷試験を適稽する場合には，ビード表面をグラインダなどを用

　　　　いて平滑にする．蛾近は自動溶接が多く使用されるようになり，横向や立向の場合にも

　　　　ビー一ド表面の鱈凸は磁粉探傷試験に支障がないものも多い．しかし，球形タンクなどで

　　　　は手溶接を用いている場合もあり，注意が必要である．

　　　②下向溶接あるいは自動溶接でビード表面が比較的平滑な場含でも，止端部付近の割れは

　　　　検出しにくい場合があり，疑似模様も発生しやすいため，止端部付近を必要に応じてグ

　　　　ラインダなどを用いて平滑にする．

　　　③スパッタが付著している場合には，検査液の流れに影響を与えるし，また，スラグの除

　　　　去が十分でない場合にはきずの検出に影響を及ぽすため，これを除去する、
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聡馴嫉酔鰯（§羅灘燃礫、鯵髄〉

轟．歎州朧》γ幌察ツアーレ潔一ト

（株〉シーエックスアール　　中野盛灘

　騒日本の非破壊検査会社の社会的地位の向．ゼヤ

　この課題は，私が非破壊検査振興協会の役員を仰せつかってから器年間努力してきたが結局なし

得なかった願望であったが，たまたま一昨年，非破壊検査振興協会で基本問題検討委員会が設置さ

れ，業界の基本的な問題について検討して欲しいとの委嘱を受けた．私に与えられた最後のチャン

スかなと思いもう…度挑戦してみようと決意した．非破壊検査業界における基本問題とはド検査業

界の地位の向上」と位置づけ．しかしこの閥題は永年に亘って議論されながら，いつも堂々めぐり

で愚痴に終わっている難題である．私は，井戸の中で幾ら議論しても始まらないので，検査業界の

位置づけが明確になっているヨー一欝ッパの実態を調査し，それをそのままβ本に導入するのが最も

手っ取り早い方策ではないかと前々から考えていた．

　近世の段本の歴史をみても，明治維新でヨー灘ッパの政治システムを輪嚢％そのまま取り入れ，も

のの見事に欧米流を消化して，世界の列強に伍する軍事大麟に成長した、また，大東亜戦争に負け

ると今度はアメリカの制度を沁麟％轟入し，これまたものの見事に縫本流に作り替え世界輪．窯の

経済大国に成長した．二のように醸本人は自ら体制を変えたり新しいシステムをつくるのは苦手で

あり，時代の節目節目に外圧を上手く利用して成長してきた歴史がある．

　最近駆S勢⑪鯵が制定されたが，これも欝〔》嚇⑪のを直訳してそのま豪」漏化したものであるが，

今やもう右を向いても左を向いても璽朕），購（）と大騒ぎである．この間まで，欝（）なんて疑本の国

情に金わないから育たないよ，なんて言っていた人達がである．非破壌検査の認定制度器〔轡7鷺に

しても整合性云々をするより，理屈抜きで直訳して…刻も早く」欝化される方が望ましい。

　そんなことを考えていた時に，たまたま露本コダックさんからヨーロッパ非破壊検査業界視察ツ

アーのお誘いを受けた．これはよい機会だと思い昨秋の非破壊検査振興協会三支部含同例会で灘ダッ

クさんの方から提案してもらい，東羅本，関西，西疑本の三支部からそれぞれ参加者を集うことが

でき，このたびのツアーが実現する運

びとなった．

　慧月矯日から鱗日までの醗輩問の

スケジュールで仏英を巡ったわけだ

が，宿泊地はパリ（慧泊）一シャ蘇ン

（C鮭繍豊《膿§聴欝S綴》龍歌／慧重臼）一欝ンド

ン（3泊〉、視察訪問先はコダック・

シャロン工場，ルー一ブル研究所（美術

館地階〉，欝（仏溶接協会／検査業務 OO醗雛濾1瞼蕪鷹務め懲簸．黍，ヘイス鷲と金食
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獄購欝鵬（s漉齢縫、i勢6）

も大々的に行う非営利団体／パリ郊外），コダック噸ンドン，マテリアル・メジャーメント社（検

査会社／ロンドン南西のサリー市）。この他にロールスロイス社の検査部門を訪問する予定であつた

が，ユー賞スターが6時問余り遅延したため，残念ながらキャンセルとなった。

　欝的であった検査会社の実態調査に関しては，十分とは書えないにしてもかなりの成果が得られ

たと私は思っている。フランスもイギリスもN：DT技術者の資格認定は，我が国よりはるかに権威

があることが確認できた。認定機関の所管がフランスは工薬省，イギリスは産薬省で日本の文部省

所管と比べてより確かに権威があり，産業界にも広く根ざしているようである。もともと灘一灘ッ

パは個人の技量に対する考え方が冒本より強いことも重ね合わせなくてはならないが，英マテリア

ル・メジャーメント社のブラウン社長が「資格者がいればいい。企業認定は必要ない漣ときっぱり

仰られていたことが印象的であった。

　マテ社に関して付け加えると，従業員鋤名の小規模な検査会社でありながら，撒一ルスロイスや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英国航空・ブリティシュガスその他数多くの大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手企業のアプルーバルという企業取引証明を取「
滅

騒ゼ
織

漁獄強糊㈱＄群繍蝋祉A．繕ゆ黙社摂と握等

得し，昨年は欝0％む2の認証も得たとのこと。

そのアプルーバルが企業パンフレットにも大き

く取り上げられ，応接室を取り巻くように飾っ

てあるのを見ると，我々が考えているよりも認

定証が権威あるもののようであった。また，小

規模の検査会社にもかかわらずラボラトリーを

持ち，盆U醗聖（Sはやっていない）の持込み

検査（第三者検査）を請け負っている。その持

込み検査要員が5名，その他捻名が外勤ということで中近東など海外での仕事も多いようで立派な

会社だと強く感じた。

　フランスでは，事前の調査が行き届かなかったせいか英マテ社のような検査会社を訪問すること

はできなかったが，その代わりにセットされた訪問先が欝というわけである。溶接および非破壊検

査の教育，技術指導，振興などを目的とする葬営利目的の中立機関であるが，その中で非破壊検査

部門に約ioO名が在籍し，フランス全土に拠点を持ち南部は石油化学，東部は原子力，北部は造船

逢主に，年間5，0GO万フラン（約H億円）の売上げがあるということで，フランスの賃金ベース等

から考えるとかなり立派な経営をされている検査会社といえる。

　フランスではこの他に灘ダックのフィルム工場とルーブル美術館地階にあるルーブル研究所を訪

れたが，特にルー一ブル研究所では美術品等の調査研究，鑑定が主として行われており，かの名高い

ルーブル美術館の地下に想像も出来ない大規模な研究所があったことに驚かされた。さらにそこに

は加速器があり，中性子線を駆使した素材の分析なども行われていた．

　今回のツアーでは当然のことながらコダックの方々には大変お世話になった。同行して頂いた騒

本コダックの3氏はもとより，還一欝ッパにおける工業用X線フィルムに携わって40年，この道一
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獄灘欝粥（s麗灘雌．妙鮪〉

筋という瓢r．瓢，ネルさんには忙し

いところを全行程ご一緒頂いた。

また，フランスのNDT技量認定機

関であるCO罫RENDの副会長を

務められているコダック社工業用

マネージャー鍛r．」．ヘイスさんか

らも非破壊検査の資格認定制度等

について大変有意義なお話を聞か

せて頂いた．「コダックは業界の発

展のために金世界的なレベルで協

力してきているつもりです。業界

とともに発展するのが当社の考え

セー簿撫のぽと》で

方」と多少は上手もあったとしても，そのような言薬を伺い大変感銘を受けた．

　ところで，私にとってヨーロッパ訪問は2回目であるが，この度はフランスとイギリスの黛ヶ国に

絞った大変ゆったりした旅であった。

　先ずパリ。街並み建物の美しさ。世界中の絵描き・彫刻・デザイナー一等，芸術家の集まる街パリ

という印象は素晴らしい。街中の建物が大変なお金をかけて大事に保存されている。住む人たちに

は多少不便であろうとは思うが，それが文化と歴史の重みというものであろうか．非破壌検査つま

り都市の保全の一端に携わる者の一人としてパリ市の行政に敬意を表したい．東京で開催される予

定であった都市博が申止されたことが今思うと残念でならない、パリ・環ンドンその他数多くの都

市の人達の参加で瓢世紀の都市の在り方を議論して欲しかった．

　ロンドンではグロブナーハウスというホテルに泊まった．古い伝統的な建物で「旅・泊まる」と

いうゆとりを感じる素晴らしいホテルで有り難かった。たまたま最初に泊まった夜，貴族を思わせ

るような男女が正装で沢山集まっていて，さながら洋画の一場面を見るようであった。

　公式行事が終わってバース地方へ観光。バース市は伝統的な建築様式の古城と木々の緑が調和し，

春か秋にもう一度ゆっくり静養に来たいなあと感じさせる素晴らしく美しい街であった。バー一スか

らロンドンに帰るバスのなか，一週間抜けたせいか真っ青なゴルフ場のベントグリーンがおいでお

いで愉しているのには参った．

　最後に食べ物について一書。これまでは海外に行って数揖経つと和食が恋しくてたまらなくなる

のが通常であったが，今回は全くそんなことがなかった、案内して頂いた食事が美味しかったこと

もあると思うが，それにもましてワインが美味しかったことが原因のような感じがする。その土地

のワインを飲み，その土地の食事をとる。相乗効果でますます食事が美味しくなるということか。最

近は，日本酒よりすっかりワイン党である．

　最後に蟹r．ヘイス，獺r．ネル，擁r．ブラウン，日本コダック社他，お世話になった方々に本紙を

お借りして厚くお礼申し上げます、
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搬畷欝欝（鎌灘繍．轡係）

鰯．わが社の教欝翻練

（株〉札幌工業検査　二購滋啓

驚．はじめに

　非破壊検査という業種，検査会社という業界が世の中に広く認知されるようになり，検査会社

の社会的資任が問題視されるようになってきた．これら検査会社の質をどう評価するのかといえ

ば，一一つには，その会社の技術レベルに代表されると思う．

　技術レベルを裏付けるシステムとして，技術者の教育訓練が必要であり，当社もその必要性，重

要性を認識し，組織的な教育訓練を実施している。以下に当社の教育訓練の内容を紹介する．

豊．新入社員教轡

　入社時に一一週問実施する。

　　　　①会社概要

　　　　②就業規則

　　　　③一般常識

　　　　④非破壊検査概論（座学）

　　　　⑤非破壊検査概論（実技）

以上の教育を実施する。

3．資格取籍教欝

　検査会社の技術者が取得しなければならない資格は多種多様であり，ランク分けまで考えると，

その数は相当なものである。

　N魏，C璽W，W欝，労働省関係，全構連，圧接協会等の資格が必要であるが，取得に際して，

これらの全てに定期的に満足のいく教育を実施することは，中小規模の検査会社にとって非常に

むずかしいことである。

　検査会社の技術者にとって特に重要な，M擾の資格取得に際しては，当社もカをいれており，

受験者に対して翌ヶ月前から週黛回の模擬試験を実施し，添削後返却している。選抜試験は特に

行っていない。

　社内での教育ができない場合には，社外での講習会も積極的に活用し，代表者が受講しその内

容を他の受験者に伝えるようにしている．

　受験科目は業務状況，個人の適正を判断して教育担当者が決定する。ある程度ベーシックとな

る資格を取得した技術者には受験科目は自由に選択させている．
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鷺欝醗欝鵬（麟難灘撫鍵．嚢勢轟）

4．技術餐教鷺

　この教育は年に笠回，全社員に対して行われる教育である。主に冬季間の閑散期に実施される。

過去の実績を以下に記載する、

　　　　①溶接概論

　　　　②金属材料概論

　　　　③確率・統計概論（抜取検査の考え方〉

　　　　④タンク開放検査

　　　　⑤鉄骨溶接部受入検査の現状

　　　　⑥溶接後熱処理

　理解度を確認するために，講習後蓋時間程度の試験を実施している。

　講師は社内で対応しているが，今後，社外のいろいろな分野での専門家に依頼することも検討

している．

騒．グルー一プ会議

　グループ会議は定期的に実施されているわけではないが，各グルー一プの責任者が必要と判断し

たときに随時実施される．過去平均鷺ヶ月に1回，実施されている。

　その内容は通常の業務においての疑問点，問題点，不具合等，また，規格や基準の改訂に対応

するための勉強会である．常に全員が参加できるわけではないので，議事録を作成し，回覧後，

ファイルして保存する、

　UT，RT，タンク開放グループ等の小グループで構成され，平日の終業時問後，慧時問程度実

施される。この後懇親会が開かれ，忌揮のない意見が交わされ社員相互の親睦を深めている．

蔀．おわ｝に

　以上，我が社の教育訓練の概要を説明したが，黛．～4．の教育はどちらの会社でも実施されてい

ると思うが，難．のグルーブ会議に関しては我が社の特色と考えており，羅常業務での問題点，疑

問点をぶつけ合い，これらの問題を責任者が汲み上げて，適切な資料や経験に裏付けされた助書

を与えることにより，社内の意志の統一を図っている。同じテーマであっても，重要な事柄に関

しては何度も話し含い，社内的に徹底するシステムである。

　教育訓練というと，ややもすると…方的に押しつける感もあり，時間をさいた割にはあまり身

に付かないということもある。

　大事なことは常にいろいろな問題点，疑問点を見つけだして話し合う習慣を持つことで，その

結果を周知徹底することである．

　こういったことの積み重ねが，もっとも大事な教育訓練であると考えている。
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鍛灘瓢艶欝（§難欝懸鍵．蓋麹轟）

艦．新製品紹介に伽一ナーは認定事業者の開発した機器等翻醗するものです）

新しい圧接専用探傷器の開発 欝本超音波試験（株〉

馨　はじめに

　拶簿年にガス圧接部の超音波検査法として，（社）日本圧接協会規格NAKS嚢001「鉄筋ガス圧接

部の超音波探傷検査規準」が制定され，圧接継手の晶質の向上に大きく寄与してきた。

　しかし，従来の圧接部専用探傷器および汎用探傷器は，圧接部の探傷において，基準レベルの設

定や探傷時に試験技術者は熟練を要求され，さらに記録性が劣ることで批判を受けてきた．そこで，

それらの問題を解決し，ユー一ザーの要求を満たし，圧接部の晶質向上に寄与する圧接部の趨音波探

傷器を提案し鶏本クラウトクレー一マーと信明ゼネラルの3者で共同開発を行った。

黛　従来の問題の解決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一丁

　基準レベルの設定は2探触子法のため爾手で探触子を持ち，さら

にゲインつまみの調整が要求され，正しい基準感度に設定するのは

容易でなかった。そこで，図壌のように最大透過パルスが容易に設

定される機能を持つことによってこの閥題を解決した。また，探傷

時の最大エコー一高さの検出および合否表示も同様に容易でなかった

が，図2のように最大エコー高さがホールドされ自動的に合否表示

がなされるようになった．これらのことで，試験作業の容易化およ

び信頼性の向上が実現できた。

　試験ヂー一タは，試験位置・舎否・鉄筋径・基準レベル・合否判定

レベル・合否レベルとのエコー高さの差・試験臼時の各項目を，齢む

箇所まで記録することができる。とくに，試験日時は時・分まで記

録でき，どのような内容の試験を行ったか他者が検証することが可

能である。

　上記以外にも，試験結果を報告書スタイルでプリントアウトでき，

嘩㌧
灘驚1鱗暑
　　図雪基準レベル設建

　　　　　　　　　属

鮮響☆
饗灘鷺欝属
　　　　　　　　史』ごン
　　　図鷺探傷作業

パソコン絹の出力を標準装備しており，パソコンヘのデータの保存・編集が可能である。

3　まとめ

　今圃の圧接部専用探傷器はユーザー（検査会社〉の二一ズに対応し，作業現場と備報を必要とす

る人く管理者等）への情報のリアルタイム化を一定実現できた。

じ1番号検査位置合否鉄筋径基準差合否レペル
i　OO噛　　OOOO85－O噛　OK　　　　D41　　　34寧24　濫　58d欝

l　OO2　　0000C9心鷺　OK　　　D5噛　　37車24謹61d欝
l　OO3　0000£）2、○爆　NG　　D25　　35÷24富59d8
L．

合否差　年月臼　時間　　！
　　　　　　　　　　　　き
ぐ06齢95．“．1刀61絡　l
　　　　　　　　　　　　i
く一〇6d臼95、穫幡．唱7　壕6爲9　　1

牽16dB95．唯壌，嘱7　噛6二23　　1
　　　　　　　　　　　．＿」

麟3プ騨ントアウトの一部
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鷺灘騰欝雛（雛撚懸鍵．蓋勢轟〉

7．随想『インターネット三昧』 大阪産業大学　平山一男

　最近，新聞・テレビの広告でrインターネット」という活字を見ない聞かない日がない．いまや世

の中「インター一ネット」，「電子メー一ル」なしでは仕事も暮らしもできないと書わんばかりである．私

の大学でも，大学生の就職活動にはrインター一ネット』を使い，会社説明会やセミナー一に電子メー一ル

で申し込めば返事が早くもらえると言われ，大学がそのようなパソコンを自由に使えないと，評判を

悪くして生き残れないですよと，目に見えない圧力を感じてしまう。それがあってかどうかは知らな

いが，ご多分にもれず，わが部屋にも4月からイエローケー一ブル（隻AN）が接続された。

　最初はあまり期待しないでrインターネット」でr非破壊検査」の世界を覗いて見ようとr検索ツー一

ルA多瞼V撤劇からはじめてみた。驚いたことに購膿縫曝騰磁vβ」のkey㈹躍で検索してみると

ヒット件数が約臆，0倉○件，喰撚勧罫響絃娯で約憩，OOO件，暖慨撒§騰細で約灘，0⑪⑪件もある。これ

が仮に数鐸w蟹δを含む画面のページ数（枚数〉であっても大変なことだ。これほどあるとはが

　誰かが喬ってたのを思い出した．これでは「インターネット」ではなくて，「ヒマネッ杓だ．暇な

時閥がたっぷりなければ付き合えない。ちょうどゴールデン・ウィークで大学は9連休であったので，

家でごろごろして暇をもてあます休日をドインターネット三昧」と決めて大学の自分の部屋に通うこ

とにした、

　ここにそのときに一番印象に残ったことをお話することにする．

　まず最初，rN鎌由繍照磁v¢丁艦量簸麟㎡騨灘磁磁A盤蔓y爵C綴驚む拶（NT豆AC〉」が目に入った。こ

れは何だ！世の中にこんなありがたい機関が実在しているのか。これは大きな驚きである．夢中に

なってキーボー一ドを叩き，応答があり，画面が現われるのを興奮して待っていたのをいまでも忘れら

れない．出た！！問違いなくあった。これはアメリカ国防省の情報解析センターの一つである．書う

までもなく次から次とクリックして探索した．

　それからが大変！！ゴールデンウィー一クが終わるまで毎日パソコンのもとに通いつめた。このとき

のことを一書でいうなら騒経験しない人にはわからない磐．これが私の結論である。

　私の独断と偏見をお許し願って，お勧めするホームページを次に示す．

　　（1〉繊p二〃wwv》．轟o，d瞳．酬燈財駿撫0／麟繊ohΦ騰澱瞬非破壊試験情報解析センター一

　　（2）蹴や1〃v》ww，繋蹴．欝9／アメリカ非破壊検査協会（A8NT〉

　　（3〉織P：〃wwv》．醜．翻．鑓ノー欝鉾翻1貸釧麟撫撫纏馨x厩離ニュージー一ランド非破壌検査協会

　　（4〉撚餌細ww，i＄o，c塀国際標準化機構総（）

　　（5）h簿：〃www．雛漁．欝創1麟蝋、h撫酵アメリカ材料試験協会ASTM

　　（6〉蹴p：／〆糊w．1職．oゼ．1副日本工業規格」欝

　　（7）蹴欝二〃www．醗懲＄o糞ic．d副ドイツのドU驚r総o癒eNDTJ綴澱講豊」

　最後に，C夏W認定検査会社のホー一ムページが一つありました．

　　　轍酬ノw脚、濾㎞戯．蟹．1副一難鎌鎌1加囎x．雛醒富山検査株式会社
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灘懸灘馨（§騒灘灘鍵．薫勢6）

欝．協議会だよ夢

筆　給IW検蓋箏業藩認定制度のご案内』作成協力

　（社旧本溶接協会発行「C夏Wのご案内」の記載内容が古くなったことから新しいパンフレットを

作成することになり，当協議会から津田，三浦，逸見の3名が作成委員として協力しました．協議

会会員にとっても従来以上に利用しやすいものになっていますので有効に活用して下さい．

黛　平成暮年度春期総会開催

　平成轟年4月紛鷺（水／大阪・インテックス大阪で春期総会を開催し，76社77名が出席しまし

た。議事次第は次の通りです。

i〉代表幹事挨拶（中野代表幹事）

3〉平成7年度事業報告（安藤幹事）

濁平成7年度監査報告（逸見監査）

7〉平成暮・9年度職務分担（案〉（外慮幹事）

鋤平成8年度事業計爾（案〉〈逸見幹事〉

2〉新規会員紹介〈井飛幹事）

4〉平成7年度会計報告（若林幹事）

6〉平成諺・攣年度役員選挙結果報告（尾崎幹事〉

創新役員代表挨拶（中野代表幹事）

翻平成馨年度予算（案〉（赤瀬幹事）

　各審議事項は満場一致で承認されました。平成7年度事業報告の中で新規参入分野検討委員会で

は，r橋梁」およびr鉄筋ガス圧接部の検査」を重点的にアプ澱一一チしていくことになりました。技

術講習会関連ではN腿改正点などを踏まえ，建築鉄骨溶接部超音波検査講習会が北九州で開催され

ました．倫理委員会関連では，今年度委員会強化のために北後寿氏（JSCA副会長，欝本工業大学

教授）が委員に，オブザーバとして春原匡利氏（東東都多摩西部建築指導事務所専門副参事），秋園

幸一氏，松山格氏，大岡紀一氏，鐙尻幸男氏（（社）日本溶接協会）が就任しています。

　なお，前号で紙面の都合により割愛した幹事の職務分担は次の通りです．

　◎企爾担当幹事　逸見俊…（（株〉検査サービス），羅崎眞純（（株）日本工業試験所），

　　　　　　　　飯田武司（東亜非破壊検査（株））

　◎技術担当幹事　安藤純二（費本超音波試験（株）），井川敏之（（株）アイ・エム・シ～一），

　　　　　　　　重田博實（関西エックス線（株〉〉

　◎広報担当幹事　　逸見俊一，鯉田長生（非破壊検査（株〉），外山弘（新揖本非破壊検査（株〉〉

　◎庶務担当幹事　　若林雅志（（株〉札幌工業検査），森俊郎（（株）北陸溶接検査事務所〉

　◎倫理担当幹事　　三浦邦敏（エンジニアリングサービス（株）），森俊郎，飯田武司

　◎会計担当幹事　　赤瀬暁（石川島検査計測（株〉）

　平成懸年度事業計調概要は次の通りです。

　《企爾関連》

　茎〉各講習会に関連団体代表等を招待　　　当協議会の活動を関連団体代表等に紹介しながら認

　　　知度を高めていきたいと思います。

一i4一



瓢朧閥懸侮購灘蟹．轡蝿）

慧）製鉄所の見学　一…検査技術者が鋼の製鋼工程，圧延工程および関連する検査の実際を見学

　　する機会に恵まれていないので（社旧本溶接協会と共催で見学会を実施します．これは今後

　　恒例化したいと思っています，

3〉（社旧本溶接協会との連携強化および改善

4〉高速道路割引制度の調査・加入

S〉賂周年記念事業の計画・準備　一…溶接検査事業者懇談会発足以来，来年で蔦周年になり

　　ます．この機会に協議会の活動を広くアピールするために記念事業を計画・準備します．

《広報関連》

粟〉関連団体および会社への璽獣　一一平成7年度の行政庁訪問に続き関連団体および会社への

　　訪問を行います、方法は各社の自主判断に委ねたいと思いますが，嘩の根運動的にC夏W

　　の名称を広げたいものです．

鋤広告の見通し　一一当協議会も簸4社になり，連名広告は無理になってきていますので「イ

　　メージアッブ広告」r意見広告鮭などにしてしていきたいと思います．合わせてユー一ザーサイ

　　ドの機関誌に広告掲載なども積極的に考えていきます．

《技術関連》

のUTおよび外観検査講習会の開催　一一UTは東京・大阪の慧回を予定しています．

2〉橋脚補強溶接部の検査に対する提言　　　現在行われている橋脚補強溶接に関して適切な検

　　査方法等を考えていきたいと思います．

3〉建築鉄骨のUT記号および検査報告書の標準化　　　行政庁訪問で指摘のあったUT記号，検

　　査報告書の標準化を進めていきます．

《庶務関連》

亙）事務局運営体制の整備　・一一一事務局女子職員の正式採用を行い，服務規定等を整備します．

2〉シールプレス使用状況調査

《倫理関連》

公正な第三者検査制度の啓蒙および普及に努めます。

欝　その他

　藁〉平成暮年6月蕉霞より新事務局長に三島勇氏が就任しました。よろしくお願いします。

　2〉鷺U擁蔓》ES編集委員会に，逸見俊一（（株〉検査サー一ビス），堀部信義（（株〉窟士検査工業），

　　津融冨三郎（日本非破壊検査（株）〉，三島勇新事務局長の4名が参加，協力することになり

　　ました。現在「新製品の紹介∬特定構造物の検査について誌の原稿が不足しています。会員

　　各位のご意見，投稿をお待ちしております．

　3〉C夏W検査事業者協議会の地区別名簿を作成しました。各社の営業所も網羅されていますので

　　必要な方は事務局までご連絡願います。
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鷲勢簾整鵬（§撒懸階、轡係）

勲．お節らせ

　平成賎年度後期のC璽W試験および研修会の類程を下記のようにお知らせいたします。詳細につ

いては案内パンフレットをご参照下さい。また，締切りは同パンフレットに明記しておりますの

で，期揖までに申込み下さい．

（璽〉平成馨年度後期認定試験のための研修会

　　　　　東京地区1平成諺年沁月妙欝〈土〉・欝則欝）

　　　　　大阪地区1平成暮年憩月轡日（土〉徽◎臼（鋤

　　　　　北九州地区1平成暮年沁月26沼（土）・27揖（卿

疑本溶接協会

チサンホテル新大阪

北九州テクノセンター

〈鋤平成暮年度後期検査事業者認定のための技術者試験

豊次試験

窯次試験

東京地区：平成暮年H月鴛日（警）

北九州地区1平成毬年H月貯日（卿

広鶴地区1平成8年H月葺獲（鋤

大阪地区：平成暮年H月脚獲（鋤

東京地区1平成9年1月器揖／土〉

北九州地区1平成9年笠月器猶（土）

広島地区1平成攣年1月器鶏（土〉

大阪地区：平成傘年蓋月26類（鶏）

中央大学

北九州テクノセンター一

虹村共同福祉会館

チサンホテル新大阪

臼本溶接協会

北九州テクノセンター一

広鶴Y難CA会館

チサンホテル新大阪

r一一一一一〈お知らせ〉
1

陀IW通信一RUMPES』の原稿募集

　陀蟹W通信一獄∫醗鞭翼鋤を刊行しましてから本年で早静年になります。

　C董W通信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。より親しみやすい靴蓋脚通信一嚢U欝麹鋤にいたしたく，皆様方の原稿を募集して

おりますので，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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信編墾㍉
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