




1.特定構造物の非破壊検査

　　　　　　　　　－－水中の非破壊検査の実際

第一検査㈱　柳　文夫

1　潜水について

　地球という星は表面の約70％を水におおわれた他に類をみない水の惑星である．そのため，

我々は昔から水というものを敬い，あるいはそこを活動の場として生活して鷺た．

　潜水の歴史は古く，五千年以上も前，貝や魚を獲るといった生播の糧を得るための手段として

行われたのが始まりだろうと欝われている．それから現代に至るまで様々な変化を産業用として，

時には軍事用として開発されてきた．

　近年，レジャー一としてのダイビングが急速に発展してきた．今臼のレジャー一としての潜水の形

が確立されたのは，ほんの灘年前，フランス海軍のジャック・イブ・クストーによってである．

それが今では臓本瞬内だけでもその入欝は灘万人を超えるものとなり，その発展ぶりには織癒見

張るものがある．それには様々な理歯もあると恩うが，やはり，海という未知の世界へのあこが

れの強さではないだろうか．

　海（水中）という世界がどのようなところであるのか少し述べたい．通常我々の腰るところに

は大気（空気）の璽さがある．それは，海抜麟黙において笈気圧（撫撫〉，つまり獅瓢窯に約職纒

の璽さがかかっていることになる．これが水中に入ること1により，大気の重さ＋水の重さが体に

かかってくることになる。水の重さは論ガの柱とすると，欝騰の高さで約簸霧となる。つ豪り，

欝鵬の深さへ潜ると蓋大気圧＋量水圧瓢慧気圧となり，窯鞭騰では笈＋黙で欝気圧となるのである．

この圧力がどのように影響するのかというと，地上軸（五鉦圧〉のところで館の大妻さの風船が

あったとすると，深さ沁騰穏気圧〉のところではその体積は互／窯（嚢．鋤となη，鷺騨騰（隷蕪

圧〉で笠／雛（鯵・灘4〉となる・実際の潜水においては，人閲の体の約鴇％が水分でできているた

め，体の大きさに目に見えるような変化はないが，耳，肺などの体内の空間には大きな影響がで

る．耳は鼓膜を境に外耳と内耳とに分けられ，内耳には空閥の部分がある．潜降（圧力の増加〉す

ることによって外耳が内耳を圧追する形になり，ダイバー一は耳に不快感を感じる．エレベーター

に乗ったリトンネルに入ったときに磁じるそれである．その不快感はさらに圧力が増加すること

により痛みへと変化し，やがては鼓膜の破裂等の傷害を起こす．肺という空問には，送気されて

くる塞気を普通に呼吸している分には何も問題はないが，潜水中に送無が停止したり，何らかの

原霞によリダイバー一がパニックに陥り，無意識に呼殴を停止して浮上（減圧〉使用とすれぱ，肺

の申の空気が膨張し，肺の破裂等の危険をもたらすことがある．

　また，通常の潜水（深海を除く〉の場合には，圧縮窒気を用いて潜水を行うが，窒舞申の簿％

を占める蜜素（暁〉は，潜水によって圧縮されることにより，麻酔作用を引き起こし，ダイバー一
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簸癬璽露（A輔騰縫．捗蟹き）

は漉に酔ったような状態になる、弱い入だと瀞数懲あたりからその症状があらわれ，轟騒灘を趨

えるとほぼ全員にその症状があらわれる．ダイバーは冷静な判断力を欠鷺，水中に雛ることさえ

も解らなくなってしまう．これが蜜素酔いである．

　蜜素は呼吸とともに一部は体外へ排出されるが，その～方，撫液中など体内に溶け込む、その

溶け込み量は深度・時間とともに増加し，ある一定の量以上溶け込むことによって，浮上（減圧〉

縛に気泡を形成し，体内の撫流を妨げ，潜水病（減圧症〉という傷害をもたらす．そのため，轟

る一定の深度と時閥を超えて潜水をする場金には，浮上時に段階を踏んで窒素の排出を行わなけ

れぱならない．例えば，水深鐙灘（紛蟹載〉の深度で笈時閥の作業を行ったとすると，ダイバーは

水面到藩濠でに6黙で騒分，翫糞で鍛分闇の減圧時閥をもうけなけれぱならない（U§．鶯AVYに

よる〉．このように潜水（水中下〉作業を行うには，様舞な危険を伴う凱とになり，また，時閥的

な制限，作業環境等の条件を考慮すると，同じ作業内容であっても，陸上と比べるとコストや時

閥がかさんでしまうのはやむを得ないあろう．作薬にあたる轡も，陸上でそれを監理する脅も，特

別な教育と酬練を受けなければならないのである．当社では先に検董員としての資格・教育を受

け，その後，約蓋カ月にわたり潜水の訓練を行った脅を，水中検査の作業従事者として作業にあ

たらせている。

黛　水申非破壊検董

　水中の非破壌検査は陸上と同様に以下のような方法が用いられる．

　総．目視検蛮

　水中検査の中で，もっとも多く用いられ，かっ一番重要な方法である．ダイバーは潜水鑑備以

外には特に機雛などを使わず，試験体の表藤への生物の付藩状溌や，外的損傷の有無を確認する

方法である。特別な機雛を用いないごとから軽視きれがちな部分もあるが，欝で確認して判断を

下さなけれぱならないということを毒えると，検査業務という仕事の経験を問われるところであ

ろう。また，水中ではどんなに熟練したダイバーであっても，多少の思考能力・判漸力の低下は

避けられない、そのため，欝視による判定をダイバー一だけに一任するのではなく，水中写真・VT叢

等によって記録する方法も多く利矯される．とくにVT叢等は，水申と陸上とでリアルタイムに確

ゾ》轟

奪糞筆　眠）v叢体

罐

認するごとができるので，近年二一ズも轟くなっ

て鷺た．深海や原子力といった入閥の入ることの

で鷺ないような場所では，翼OV《叢融瓢韓融

⑪欝鍵魏蓋膿V轟羅ゆ畿遠隔操作によるTVカメ

ラシステム（騨糞曝）が利用される．：瓢蹄はカメ

ラを内蔵した本体に数枚のスラスター一（プ灘ペ

ラ）が付いておη，懲航式に覇標物へ近づ壼撮影

するシスデムであり，今後ますます二一一ズの拡大

が期待されるシステムであろう．
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灘灘鯉鵬（A礁難騰．鰺懸）

　灘．趨音波肉厚測定

　陸上の肉厚測定装置を耐圧・耐水のハウジングに入

れ使用する方法もあるが，最近では水中奪購のものも

市販されている．探傷は本体とケーブルとで一体化さ

れた分割形探触子を使い，ダイバーがデータを記録，

または陸上へ送るというものである．しかし，当社に

おいてもこの方法を採用していたが，データの採取に

あたり，付藩生物を除糞した後，正確なデータをとる

ために，試験体の衷面をエアー一グラインダー一処理等で

フラットにする必要があり，孔蝕のひどいものなどは

肉厚を減らすようなこともあった．そのため，数年前

からは探触子の非接触の水浸法を用いたり，探傷器本

体を陸上に置き，耐水用の探触子だけをダイバーが操

▽ ▽

　　　　　　　捧　　　1
　　　　　　　乳い

　　　　　　　　＼1
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　　　　　　　翻／

作し（図い，得られた波形から陸上の検査員が肉摩を算出する等の欝測を行い良い結果を得てい

る．

　難．水申超音波探傷

　肉厚測定と同様陸上用のものを耐圧・耐水ハウジングに入れるK膿謙轍鱗蟹社製欝蕪曙や，

陸上の本体と水中の探触子を分けて探傷する方法が矯いられる．麟春の方法では検査の資格を持っ

たインスペクシ灘ンダイバー一が作業にあたるのは当然だが，後者の方法では陸上・水中とも検蛮

資格が必要となり，なおかつ，ダイバーは波形を見ないで探触干を操作しなければならず，陸上

の検査員はダイバーに通信機を使って探触子を操作させ正確なデー一夕を得なけれぱならないので，

瞬者のコミュニケー一シ灘ンと事前の講練が重要となる．

　現状，水中における趨音波探傷は石油採掘現場におけるオイルリグやプラットフ漆一ムの点検

作業が主であり，麟内における二一ズはあまり多くない．今年も約灘む鵬に及ぶ溶接部を検査し

た実績もあり，今後園内でも溝躍してゆけるよう努力してゆきたい．

奪蕊鷺　〈癖喪＞陸上騰擁侮羅艦ゼ《灘鰍灘麟蕪薄脳惑嚇
　　《叢〉灘氷矯灘懸ケープル，〈省〉聯薦プ》ン轡

礪

奪糞欝　水中擬簿献況
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叢灘鯉鵬（み瀧懸懲．鰺懸）

　鵬、磁粉探傷試験

　検査内容・方法等は，陸上とあまり変わらない．主な

方法は，極間法・ブ嶽ッド法・灘イル法の呂種類である．

装置は陸上用のものを耐圧・耐水構造に改良したものも

あるが，大選さ・重量ともにかなりのものになってしま

うので，水中用として特別に作られたものを使うのが一・

般的である．写翼4は米国議灘社の窺鍵駄一覇澱という

襲澱で，極閥法尊周のユニットである。システムとして

は，ブラックライト（トランス内蔵〉・極間・ケー一ブルド

ラムから成っていて，電源も鋤OVと可搬性にも窟んで

←
221

州
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写糞4　水癖磁粉探簿犠溌

こ創：8 命　一112塗達．5　　　　夢茎．5　　　　　凄喜．5
掴2，0　　　　　d2．5　　　　　　く壽3、導

　　　　　　　　　　灘貌：鵬鱗
　翻豊　試験舞

議　亀

磁翰濃蕊；矯9絶3、鱒ノ4凌捜綿

繊AC擬翻獺 ハンデイマグナ 承久磁聡

横搬試験鐘 轟つ敏も穣錨 翻鳶のみ検鵡 翻。oのみ検鐵

いる・作業するにあたっては，ブラックライトは水

中でほぼ重量が浮力で相殺されるが，極間はほとん

ど陸上での重量のま濠であるのと，ケー一ブルがフ

鶯一’チィングケーブルではないので，浮き等を付け

て浮力を持たせる必要がある、

　検出能力については灘灘のような試験片を作成

し，実験を行った．その結果表爆のような結果が得

られた．実験時は静水中にて行ったもので，実験に

は表爾処理の問題，磁粉の散布方法，海流の影響等

も考慮しなくてはならないが，それでも陸上の検出

能力と比べ遜色はないといえる．

　嬢．放射線透過試験

　放射線透過試験には，X線方式とγ線方式とが用いられる。X線方式の場合，装置を耐圧・耐

水構造にすると，霊らに大きさ，重量とも増し，試験体への取付けも大変なものになる．それに

比べγ線の方は軽量，コンパクトであり，能率的である。これは陸上の問題と岡じであろう．し

かし，いずれの場合も水中で行う場合には，水による放射線の鞭収が激しいため，板厚等の撮影

条件にもよるが，叢撮影にi時閥前後の時閥を要するというデメリットがある、

　超音波探傷試験に比べ，データの僑頼性は高く，北海などの作業では爾春を併罵して行われる

ことが多い．

　L禍流探傷試験

　英圏癒はじめ，灘一灘ッパ等ではしぱしぱ行われているようで，則内においては，原子力発電

所などの限られた場所のみでしか行われていないのが現状であろう、

　検査方法は陸上と同じで，禍電流の乱れを検出し，判定されている、今まで経験がないので，シ

ステム等の詳細は割愛させていただきたい。

　謬．その他
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騒灘簾欝懸（A麟灘．辮郷〉

　海洋構造物に対しての監視方法としては，アコー一スティックエミッシ遡ン（Aのや，振動解析

がある．A麓の方は，轡驚年にメキシコ湾においてデモとして行われたのが始めで，その後，実

用化としては震だ至ってないようである．

　振動解析の方は，海洋構造物が風や波浪の程度によって振動周波数が変わらないという特性を

生かし，クラック等による周波数の変化を監視し，欠陥あるいは損傷の発生を知るシステムであ

る．いずれの場含も欠陥の有無までは判別で蓉るが，その位置までは正確に掘握で壼ないため，従

来の非破壊検査方法で原因を確認する必要がある、

纂　憲とめ

　縫本は霞方を海に囲まれた海洋國であり，護岸の鋼矢板・鋼管杭などの施設も多い。また，腐

度成長にともない，海外からの石油などの輸入も増え，そのため巨大なタンカー一などの受入施設

として，海底パイプライン，S欝簸といった施設も数多く建設されてきた．石油掘削用のプラット

フォーム等を数多く保有している灘一環ッパ等では，その点検・保守作業をCSW璽IPやAWS等の

認定されたインスペクシ灘ンダイバー一が行わなければならないよう義務づけているが，麟内では

そういった規定がないので，所有者の自主的検奮に任されているのが現状である．

　当然，検査する側の資質についての規定もない、となれば，陸上に比べ，時閥・コストともに

デメリットの多い海洋構造物に対しての検査も実施される例は少なく，実施したとしても，検奮

癒する側が検査経験の少ない潜水会社などによって行われる結果になってしまうことが多い．滋

社としても数多くの海洋構造物に対して検査を実施して鷺たが，その結果には驚かされる、陸．ヒ

と同様に，水中に対しても何らかの規定を持たなければ，近い将来，重大な事故が起鳶たとして

も不思議はないだろう．最後に，この文章を読んでいただいた皆様に，もう一度検査の必要性を

考えていただければ著者の喜びとするところである。
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雛灘瀞欝くA繍懸懲．欝懸）

慧．平繊7鐸農後鰯嚢笹試験妓纐噛鐵験問題解説《電磁誘導検蓋》

覇題．渦流探傷試験婆置における次の各回路及びコイルの働糞について，（

　　　毒れる図を描いてそれぞれ簡潔に説明せよ．

　　　②尚期検波（信号処理におけるベクトル図）

　　　　この問題は問夏ω～（3〉まで出題された申の一問である．

）内に指示

　探傷試験の成否は，いずれの手法においても，ノイズをいかに除去して鷺ず信騒が得られるか

にかかっている．禍流探傷器では，探傷信警のノイズ除去を行う重要な織路の一つとして岡期検

波襲路を持っている．ここでは同期検波回路の働鷺に関する問題例について解説する．

　この例に鰻らず説明麟を描くときは，籔中に描いた一つひとつの線や記馨が何を意味している

かを明らかにすることが大切である、これらが説明されていないと，図の内容を読者建十分伝え

ることがで毒ない．まったく知らない人に説明するつもりで描くのがよい、

　同期検波回路における信弩処理は，電圧ベクトル平面に僑弩ベクトル図を描いて説明するのが

分かりやすく，ここでもやはり僧讐ベクトル図が要求されている．灘噛に示すように，まずベク

トル平面における座標軸として，位相角む度の位相基準軸を横軸に示すことが重要である．そし

て位相基準軸のむ点を中心としてベクトル平面内に編ぴ翻転できる（回転1投影軸をとる．また

投影軸と信弩ベクトル闘の位相角をθとするとき，この投影軸への信号ベクトルの投影V沸は恥離θ

となり，これが同期検波翻路の出力となることを述べておく必要がある．電圧ベクトル平面に対

する基本的な説明がここまで済めば，次にきず信号とノイズベクトルの処理の説明をすれぱよい、

　灘鐵に示すような電圧ベクトル平面において，きず信号とノイズの位相角がそれぞれ窃および

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐙βであると選，投影軸とノイズの問の位相差が鈴となるよう

に投影軸の位相を調整すると，投影軸に対してきずベクトルの

投影はあるが，ノイズベクトルは投影されない．したがって，

岡期検波回踏からは，きず信簿ベクトルの投影軸への投影成分

釧灘翫総θのみが出力され，ノイズが除去できることを説明す

ればよい．

　このように岡期検波回路で除去で鷺るノイズは，原理的に鷺

ず信号と位相差を持っていることが必要である、それも位相差

　　ゆが蛉に近い場合ほど，容易にSN比が大煮くできる。この灰

対に位相差が小さいと，きず信畢とノイズの分離が困難とな

り，ノイズ除去は難しくなる．蒙た，岡期検波回路はノイズ除

去の他に，回銘を鶉台用いて参バ位相差を持った慧つの信号を

取り出し，これらの各僧馨をC嚢響上のXY軸に入力し，探傷

儒号をベクトル表示する慧次元表示蹴路にも適用されている、

姦．ゼ個転〉鐙影軸

憶、
　嚢　　　　A．罫位翻基準軸

鶴箏欝懸ベタトル離騰

A繭　　　　　　s

送△
　　　　蔭　　　　　　　A編
　灘　躍婁雛§夢
　ノ　　　　　　　　　　　　お
　翼　蹴鋪毒総麟む載む

翻黛べ外燕灘によ愚ノイズ線強の漂礫
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瓢ヌ醗欝（A麟灘臨璽舞轟〉

欝．畿が敏の数欝議繰

㈱北陸溶接検査纂務所森俊郎

騒．は離めに

　検査会社を設立し，運営拡大していくことは並大抵のことではない．祉員一人一人が宝であり，

その宝嶽磨きながら「技術雌と「信刷を営々と築き上げていかねばならないのですから．

　入社した当時はまだ何も知らない若人をで毒るだけ早い時問で，また，適正なコストで一人前

の検査技術蓄として育成できるか否かは経営脅にとって死活問題であります．C夏W認定会社とも

なれぱ，読者である皆様各社は独霞の方法で人材育成に努力されてきたことと愚います．わが社

においては，身をもって私趨身体験したことを各祉員に直接伝える方法で対処しております．

黛．入祉編（む蹄3韓閥）

　新卒春と申途採用者によって，補助要員としての期問は異なり家すが，N恥膿種以上の検査技

術餐の助手として扱い，検査前処理等の作業を手伝い，検査記録ができるまでにマンツーマン方

式で教育を行います．

　まず，超音波探傷検査に関する技術修得に專念させます．

　騰教材　畿．テキスト

　　　　　　蓋．蟹脱各種テキスト

　　　　　　黛．全構連各種デキスト

　　　　　　婁、臼本建築学会ギ鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説虚

　　　　　　　ヂ建築工事標準仕様書JAS騒鉄骨工事藩ゼ鉄骨精度測定搬針譲

　　　　　　感．営繕協会ギ建築工事共通仕様劃

　　　　　熱、テストピー一ス

　　　　　　夏．N瓢U熱蓋種，U鷺種用テストピー一ス

　　　　　　慧．全構連鉄骨超畜波検査技術春に類するテストピー一ス

　懸検糞員としての倫理感，嚢任感

　　　　　　先輩検査員と同行するごとにより，実務上の仕事の進め方，検査員としての倫理感

　　　　　責任感を自覚してもらう．

　鍵標はND夏U箆嫉種，UT慧種の資格者になることです．社内では受験対策のための勉強会に参

加し，社外ではK蔓Kのタンク底部板厚測定講習会などに参加します．

　この期間は，新入社員としてはりきってお鞍，砂地に水を注ぐ如く，指導する方にも楽しい時

でもあります．ギ鐵は熱い内に打て諜の気概で先輩社員は接するべきです．
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糞鞭欝欝くA麟灘搬．轡舞）

欝．基礎編⑬一薦年闘》

　餓M　UT黛種の資格も取り，検査会社の社員としての自覚も備わり，仕事に対する積極性も認

められるようになれぱ…人購の検査技術者として扱いたい．ただし，検査技術の修得および研鐘

にはさらなる努力が必要であることを強調し，下記の資格修得を欝標とし蒙す．

　　　璽．N翌醜の他部門の嚢種，黛種　　　　　　灘、醸擁U響婁種

　　　灘．全構連の鉄骨超音波検査技術響および精度検査技術者

　　　爆．瀟本溶接協会のW欝継盤溶接技術者　銭、磁W主任試験技術者，憲任検査技術者

　社内の高位資格脅による社内勉強会および各機関が闘催する講習会に参加します．

　また，忙しい毎縫の業務を通して生ずる疑問点および問題点について社内会議を度麿開き，決

してあいまいな状熊で妥協せず，何故そうなったのか原蟹を最後まで追求、さらに今後どのよう

に改善すべきか，本人が納得するまで反復に心掛けます．

　この時期は，～入前の検査技術脅として自纏共に認め合うよう組織全体が協力します．

轟．応購編《蔦灘以上鞠》

　会社のグルー一プリーダーとして，経営上は管理職に就毒，新人祉員の教育はもとより，毎臼の

検査業務の遂行責任者として営業と技術の薄面で大活躍が要求されます、家庭と岡様，会社でも

文字どおり大黒柱として存在し，余暇時間も少なく忙しい毎嚢が続鷺嶽す．

　お客様からの問い合わせ，検査要領書，晃積書等の文欝作成，検査工程の計懸，担当者との業

務打ち合わせ，検査記録蓑および報告書のチェック，営業社内会議の資料作成および報告等のルー

チン薬務に搬えて，新技術の闘発，新分野の開拓を目的として尊門新闘，雑誌を読むなどの情報

収集も必要ですし，新しいお客様の開発にも気を注がねぱなりません．

　会社は生き物です．好況の波に乗って願鳳に成長する時もあれぱ，不況の悪嵐により後退も止

むなく実行しなければならない時もあ導ますが，社会状況変化を読み取り，二一ズを常に求め，新

しい技術サービス業の仕事を兇い出していかねぱならないとの気概が必要です．業務成績悪化は

常に管理脅の責任です．さらに加えて，自分の修得している技術部門の更新試験があり濠す．こ

れは大変懸難なことですが，技術者としての繭欝をかけて挑戦していくしかありません．

導．おわ夢に

　昨今，私ども検査会社の経営上に暗雲が立ちこもりつつあり，逆境の状懇となって鷺ました．

　過当競争による検査費単価の低下による売上金の減少と，それに伴う熱練検査技術者の分散化

の闘題であります・せっかく苦労して育成して鷺た熟練検萱技術脅が退祉となれぱ寂しい限りで

すが，これも先入の世の習いと思ってさっぱりあきらめて，また，新入社員の募集に走り，新入

社員の教育から再醐です．

　この逆境を乗り切る轍は経営蓄自ら泥まみれになって，わが道を行くの鉦持ちで社員と接して

いかねぱと思う次第です．
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蟹灘瀞灘蕪（轟繍職黙鱒．鯵鯵嚇

4．新製贔馨鷺介　にの識一ナーは認窟蕪叢灘の開発した機難簿鷹紹介するものです）

　　　　　　　　　TK凝EADERの開発
～手書き文掌読取り襲鐙によるタンク爆さ測定データ処理システムー・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臓本非破壊糠査疑株〉

餐．は雛めに

　タンク底板等の超音波厚さ灘定ではタンクの容量や腐食状況により，膨大な測定データの燃理

が要求される．これらのデータ処理は手書鷺データのキーボー一ド入力によるパソコン処理やデー

タ欝ガ付厚さ誹を利用したパソコン処理が行われているが，いずれも有効な処理方法とはいえな

い．このため，これらを解決する一一手法としてOCR装置（光学的文字読取り襲麗〉を利用したタ

ンク厚さ測定デー一夕処理システム鞭K譲聡A夏罵蜘を開発した．

黛．システムの構購

　TK婁翼A豆躍獄の構成は以下の通りである．また，システム外観を写翼嘩，各処理例を騨真黛に

それぞれ示した．

　　　①0膿鍵置誕沖電気膿毒瀞V（手書き数字，アルファペットおよび記号に対応〉

　　　②記入帳票雲アニ畿ラ測定購，詳細測定購，拡張詳細測定購の騒種類

　　　③パソ謙ン1醐島総④処理ソフトIOC駐処理ソフトおよび報告書作成ソフト

欝．システムの籍徽

　　　①読取り速度はアニュラ測定灘，詳細測定用で約欝枚／分②測定値は雀略値での記

　　　入が可能③複数のタンクのヂー一夕処理が可能（タンクごとにディレクトリを欝勤作成〉

　　　④O膿での不読文字はグラフィックとして手欝き文字がそのま灘襲面表示⑤腐食部

　　　の表示，最小・鍛大値，平均篠，測定点数等の自勤謙算が聾能

嬬．おわ》に

　鞭K．難欝A　罵灘により，マンパワーの削減ならびに作業者の負撫軽減に寄与できた．今後は

処理ソフト等さらに使い易いシステムヘと改良を加えたい．

漕驚』曳
ジー・・　　輝／訳ら

奪轟黛　シス轡ム外鰯

澱灘

　灘1
難；

ξ難

　…
＿｝、、

讐藩羅鰻騨1幽灘雛戦謹擁

麟購　“㌧聾旗ミ｛賢舜ギギ蜜　馨し難
欝欝　穐．離艦灘垂穀捧嘗駿
鯵y磯　綴　　灘　　疑L

臨鞭鯉
騨糞驚　c欝よの蕪燃i難鰹
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獄欝鯉翼藝（A輔懸。蓋蓬穆轟〉

5．髄想欝プ縫とアマの違い護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エンジニアリングサ“一ピス㈱検変部部幾　上平綱昭

　歌の世界，ゴルフの世界，囲碁・将棋の世界を禽め，プ縫とアマのカが接近していそうで格段

に相違があるものは少なくない．建築鉄骨溶接部の趨音波探傷検査員は，一見，有資格者になる

と一人繭のように思われたり轡認したりしやすいが，これにもプロとアマの違いが存在する、

　たとえば素人であっても，NDLU響黛種に合格することだけならば，頭の良い人閥ならぱそう難

しいことではないかもしれない．しかし，長年，鉄骨溶接部のUTを担当して様々な溶接欠陥を検

出して壼た人問に比べれぱ，彼はレッキとしたアマチ認ア検査員である．要するに，その道のプ

欝になるには最低限の資格をとったのちにいかにその道に精通するか，ということが重要なので

ある．溶接部の超音波探傷でいえぱ，欠陥エコーか疑似欠陥工コーかの簡単な判別ができないよう

では到底プ鑓の検査員と呼ぶことはできない．さらに，いかなる環境下においても一定以上のワ

ザを見せられること（環境の悪さを轡分の不出来の理由にしない〉，その臼の気分によっで聴事麹

の精度や密度がコロ1コ鶯変わらないことなどがプ灘の条件であり，検査員の場合においては，検

査の依頼者のみならず，検査を受ける側からも絶大な信頼を得られるようでなければ，本物とは

いえない。

　プ灘とアマの違いに，その道で金を稼げるか，その道に金をつ響込むか，という定義もあるら

しい。ファブリケー一タが自主検査要員の新卒を教育し，趨工場内での実地教育に金をかける．こ

れはアマチュアをプロフェッシ灘ナルに仕立てるための過程であり，当該要員はしかるべき期閥

の研修が終ってはじめて金の稼げるプ讐となる．道義ではごこから何年間かは会社に恩返しの期

閥がはじまる．

　非破壌検査会社の場合はどうであろう．

　いまのファブリケータの例と原理・原則は何ら変りはないが，しかし，まともなファブリケー一

タがかけるこの程度の教育・研修期聞を自らの新入社員にかける会社がどの程度あるかは，残念

ながら疑問である．基礎教育を行ってとりあえずの有資格春にするための時閥はおおむね蓋～黛年

だが，有資格者となってからの勉強にどの程度の時問をかけるかが，閥題だ．この問題はファブ

か検沓会款かの区別はあまりない．どちらも時閥に追われる樋常があれば，多くの場合にやむを

得ないのかもしれない．そこで問われるのが，当事者恵識である．コトは，当該要員がプ慧漁識

をもちあわせた人物かどうかで決まる．そうであれぱ自らは必死で勉強を続けるが，サラリーマ

ン根性（向上心がないという慧味〉で罫会社は何も教えてくれない遺と思っている者は危険な行動を

平気で繰り返し，技術鍵スを禽んだ昨今の不祥事にもつながることになる。

　その道を何十年も追求して壼たプ灘がヂ最近やっとわかりかけて鷺た誰と書っている光景にお目

にかかることがある．プ鶯根性をもってしても何十年であるのなら，サラリーマン根性なら数醤

年だと書いたい、常に最高レベルをめざす，という維マン漣求めるのがプ縫であろうし，我々

もまた，それを求めて仕事をしたいものである．
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麗灘獺畢鵬（撫蕊難灘．拶懸〉

窃．協議金だよ鱗

肇　平成霧年臓・各地醸総禽闘催

平成婁年度・各地区総会が，次の饗程で開催されました．

　・東驕本地区総会　平成騒年墾月繋日（金〉　　　　　　簿岡県熱海市1二講一一フジヤホテル

　・関爾地区総会　　平成銭年攣月纒鷺（金〉趣轟腱d瀞　三璽県鳥羽市；エクシブ鳥羽

　・西鷺本地区総会　平成賎年撃月購縫（金）ハ》脇鷺d瀞　北九州市1プラザホテル北九州

　東欝本と西購本地区総会では，衆議院議員・斉藤鉄夫先生に響命選守るために，検査薬界はもっ

と発書ボと題した特別講演をお願いし，検査薬界として有すべ壼理念を中心に，今後の諸諜題

について，親近感溢れる貴翼なご講演を賜りました．

　地区総会議題として，春季総会で承認された本年度事業謙画の進捗状況報告と今後の活動紅つ

いて，主として次の事項を取り上げました、

亙）

慧〉

簿）

礁）

難）

顧問摺へい，斉藤代議士応援について

幹事会報管

諺鈴弩通達励行陳構播動について

倫理綱領の遵守について

その飽

のの顧問招へいにつきま1しては，今後，各地区会員のご協力を得ながら進めていくこととし，

斉藤代議土につ鷺ましては，協議会として積極的に応援していくことになりました．

慧）の諸報皆で，各地区会員から出された意見から賢社）臼本溶接協会殿の蝋W認定各種料金

改正聾については，景気低迷の厳しい経営環境下にある現況を踏まえ，協議会として臼溶協殿

に再検討をお願いすることに致し蜜した．

鋤については，未実施行政庁への訪問と，今年度活動として引き続鳶関連諸団体への陳情凌実

施していくことの含意が得られました．具体的実施方法等については，幹事会で検討する予定

です．

のについては，倫理委員会で出された結論鮪祉内検査を行っている鉄工所の受入検査を行わな

い警餐は理解．受諾できるが，異体的な進め方についての一提案は，会員間での討議が必要との

意見が多数ありました．

駐その勉では，安億発温・受泣の現況等への対処の一環として，爵鉄骨UTの能率と標準料金難

について，検振協の調査資料を参考に，協議会として活動を行うことの提案等がありました．
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撚　鯉欝（鮎翻懸蓋、捗懸）

黛　製餓竸の晃学金鰯催

　平成纏年懸月㌘獣水）驚時～遜時，新欝鐵／書津製鉄所殿で，《社）嚢本溶接協会と共催により，

東翼本地区会員を対象に，初めての工場見学逢開催し蜜した．約齢名の参加者があり，製銑幅転

炉一遠鋳鞠遠続熱延ハ》厚板～眠》鋼管の各工程を見学し好評でした．

　闘西地区総会でも計顧が確認されており，現在，具体化を推進申です．

隷　罫建築鉄轡外観検驚の畢覗毒」雛刊

　当協議会で作成したマニ認アルをベースに，上級技術脅用に，建築鉄脅溶接技量検定協議会

（AW協議会）及び縫本エンドタブ協会（翼粉と共陶編纂，執筆した標題ザ手引き選が平成蕪年

灘月に発刊されました．現在，会員の皆さんに翻引料金で事務局で取扱中ですので申し込み下さ

い塗

　なお，このヂ手引題を使用したギ建築鉄轡外観検査技術講習会謹（当協議会主催〉は，平成嚢

年慧月に開催する予定です．

轟　輪灘叢轟会の件

　本年度上期に，轟翻の倫理婁員会と塁懇の懲翻婁員会を調催致しました．倫理綱領に抵触しそう

な事例情報が散見されます、会員各位の一一麟の綱領進守徹鷹をお願い致します、

響　その櫨

　め会計担当幹事が轟月茎欝付で赤瀬氏の退職によ鶏天海照之氏（石川轟検査謙測（株〉）に代

　わりましたので，よろしくお願いいたします．

　鋤各地区でのトピックス等あれば，事務局宛箪AX下さい．

　恥建設雀・建築審議会への諮閥事項

　　標記審議会の建築行政部会・基本閥題分科会（分科会長嚢岡田恒男・芝浦工大教授〉から軽二

　十一世紀を展望し，経済社会の変化に対応した新たな建築行政の在り方についで》の建設省・

　諮闘事項に対する答申素案としてギ建築物単体の基準及び建築規制制簾の枠組みの在勢方に関

　する基本的視点の整理諜が公表され，広く意蒐が求められています．この中で，検査業界に係

　る事項として，異体的見薩しの方向と検討諜題の一つに，蝿篶聞組織等の活用轍よる建築確認，

　検査等の合理化勢が挙げられ，第三脅検査について触れられておむます．当協議会としても，

　今後，この諜題についての進め方等を幹事会で取り上げたいと考えておりますので，ご協力を

　お願い致します．闘遠資料が必要な場合には事務局に申し込み下さい．
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