




1．建築構造物の耐震．免震について（後編

清水建設常任顧問　東北芸大教授　和泉　正哲

5　通常（在来型）の耐震建築物

　在来型の耐震建築物の強みは経験に根ざしている事ですが、それが同時に弱みでもあります。例

えば．強震に耐えた建物を参考に、さらに改良を加えて優れた耐震建築を設計出来るでしょう．良

く無い例も…つ挙げてみましょう。設計用震度（設計用水平地震力を重量で除したもの〉を置〆蔦

としたRC（鉄筋コンクリート造）建物が関東大震災で壊れず残った事をも参照して！／輪つまり

0．隻が法規上の建築物設計用震度と決められましたが、これは壁も多くある剛な建物が適当に柔な

地盤上と書う元の建物と地盤とに似た条件なら良いのですが、法規として経験外を含むすべての

建物の設計に使うのは問題であったことは後から判かりました。“耐力型’は、“建物の耐力が地

震力より大きくなるようにしておけば安全である野との考えで造られておりある意味で耐震建築

の基本型です．

　一方、“制震9は“地震力の建物に与える効力を減らすための工夫をしたもの野とも書得ます。

事実、たとえ免震構法を採用しても建物の耐力が低過ぎては耐震建築とはなれません。輔靭性型呈

は大きく変形しても崩壊しない性格を備えた物で、所謂粘り強さのある建物です。建物は大きく

変形すれば方々損傷し、修理するより立建て替えの方が安く経済上全壊と同じとなる事もあるで

しょう．しかし、耐力と粘りがあれば予期以上のは激しい地震に対しても人命が守れる可能性が

高いことから．在来構法でこれを重視していのは当然で、制振、制震構造でもこの性格は保存し

たいものです。耐震診断法により、建物がどの程度の耐力と粘りを持つかを調査し算定する事が

出来ますので、御使用中の建物に不安を持たれている方は専門家に相談されると良いと思います．

雛　制振．免震構造物

　拶30年代の初めに、日本の耐震建築の大御所と書われた二人の間で建物は柔の方が耐震的か剛

の方が良いのかを巡り、建築雑誌上での大論争がありました。所謂真島、武藤の柔剛論争です（図

12〉．柔剛何れがよいかは、揺らせかた．つまり地震動の性格に依存します。ゆっくりした揺れに

対しては剛が、逆に速い揺れでは柔が有利となります。当時日本には強い地震の記録は取られて

おらず、両大家の論争は不毛でしたが、世の中は武藤先生の剛構造を支持し、建物高さも誕灘以

下に制限されました。柔構造が難の目をみたのは第2次大戦後で、米国でとれた強震記録で長周期

成分つまりゆっくりした揺れのカが地震記録から見る限り少ないと判ってからです．地震と建物

一i一



叢篭灘蔓》翼§（A継翻磁額．璽蓼今7）
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応答スペクトル（R薦脚溝繕＄欝礁鋤

図13米國で醐発毒れた応警スペクトル簿周期の長い振り子ぽ∂が篤騰ビルに櫓嚢し．
　　地農鋳の加速農値の小婁いことが判ります

の相性についても米国で素晴らしい方法を開発しました。所謂“応答スペクトル勢です。振り子

は長い方が周期が畏い、同じように建物も高い方が長い周期でゆっくりゆれます。このような振

り子や建物自身の持つ周期を固有周期と書います。そこで建物を振り子に見立て、周期の異なる

多くの振り子を一枚の板に固定し、板を取れた地震記録と同じように動かし、各振り子の固有周

期をxに、揺れ（加速度、速度、変位）の最大値をy軸にとりプロットすれば、その地震による建
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澱脳欝器（A羅撫灘雛．玉鱒7〉

徹融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物のゆれの最大値が大体判かると書う
欝

欝蒙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものです（図13〉。この時、振り子の
毎
畿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減衰機能が大きいと、各最大値は減少
麟

　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　します。耐震建築の5原則の5番目を
穫
憲肇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思い出して下さい。建物の減衰能力を
審
璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高めるのは極めて良い事で、制振構法

灘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　での主要な手法の一つです。米国では
鍛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに幾つかの記録を参照して減衰別
　　《》　　　　　　　　　墾　　　　　　　　黛　　　　　　　　議

　　　　　　　　　　　隔嚇駆＄鱒周期（稠　　　　　　標準スペクトルを作りました・（図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14）。真島先生の柔構造は周期の長い　　騒擬　米團ハ㌘スナー教授の作成した標準スペクトル
　　　（速度スペクトル）A、鷺は大地震で近、中距離、
　　　　Cは薩下の小地震甥，ただし麟は減嚢0の場禽　　　　　振り子に相当しますので加速度は小さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く変位は大きくなります。時は丁度日

本は敗戦から立ち直り経済が活性化して居り都市で土地不足となり建物のたかさ制限を撤廃する

気運にあり、剛構造の武藤先生を中心として柔構造の超高層ビル時代が幕をあけました（鰺63

年）。超高層ビルが地震国で可能なら、建物下部に剛

性の小さい機構を入れて長周期化し揺れの加速度を

減らす事つまり世に言う免震構造が可能な事を松下

東大教授と私がMでの世界地震工学会議（轡65年〉

で論文発表して以来世界的に免震研究開が進みまし

た。ゴム支承で支えた最初の建物はマケドニア共和

国の首府スコピエにあるペスタロッチ学校（轡69

年〉で、地震で壊滅したこの町にスイスから寄付さ

れたものです。私もこれに関与したのですが．初め

に危惧したようにゴムは建物の重さでビア樽状に膨

れています（図15）。これを解決したのがフランスで　　　　　脚6NZ傷ユージーランド1灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　積騰ゴム（鉛．ダンパーが埋め
の積層ゴムの使用でした。醐ではこれに減衰機構を　　　　　　　込んであ》ま劉
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　　ゴム支承は建物の藁簸を憂けて膨れてい獣す
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叢租獺［獲鷺§　（A櫨疑懲醗。翼穆・7）

加え、現時点で免震構造の主流である積層ゴム支承の基

本型が完成しました。（図16）積層ゴム支承の建物の固

有周期丁は、ゴムのの総厚藪、ゴムに加わる単位面積当

たりの鉛直力δ、ゴムのせん断弾性係数Gで大略　丁瓢2

π砺　と表現出来ます。ただ、これらの値に

は限界があり、また安定した支承である為に第1第2の

形状係数値に制限が設けられています。超高層ビルや免

震建築にとり一番気になる事は、米国流標準スペクトル

が必ずしも当て嵌まらない事が次第に明らかになってき

た事です。後述のメキシコ地震は一例です．

7　減蓑機構

噸＿＿＿　　　D

勤

・　　　B　C　　鴎 E

　減衰機構はダンパーと呼ばれています。とにかく地盤

から建物に入り込んで来たエネルギを建物を揺らせ破壊

させずに熱に変えればよいので、ダンパーには色々のも

のが考えられます。水、油等の液体や粘性流体、粘弾性体（VED）、金薦等の弾塑性体の動きや変

形の利用や固体問の摩擦の利用などは実用されています（図1ア〉．

　中で少し変わっているのが．MD（マスダンパー）の系統です。これは共振現象の利用です。つま

り建物は自分の固有周期を持っていますが、殊にひょろ高いビルはその周期で揺れやすくなってい

ます。そのビル頂部に同じ周期を持つ小さな振り子を付ければそれは共振してよく揺れるので（図

18）．その振り子にダンパーを付設しておけばエネルギを消費してくれると言う寸法です。小さな振

i減蓑機構（タンパー》の色々

通常は減糞が大きいと揺れは小i

さく，また早く止まるので，わ

ざわざ減蓑機構を建物に設ける

場合がある．

A　lオイルダンパー，

獄粘性ダンパー一，Clまさつ
ダンパー

D　l高減衰物質，

Eニマスダンパー一，

ド1履歴ダンパー一

　　麟17　減褒機構（ダンパー）
　　　　（漁泉著　建築構造力学2
　　　　（培風館）より弓滞）
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　よく揺れ談す。振り子の質灘壱建物の質灘で割った値（質量比μ1が大巻いと識ストがかか》、余り
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図憾　メヰシ識齋の地盤上でとれた地震詑録の癩遠度応答スペクトノレ
　（異周期に鋭いピークがある1

り子の質量は建物全体の0．3彊，0％程度ダンパーの減衰定数は5憾％程度のものをよく使います．固

有周期を合わせる事から（チューンド（調律）したMDすなわちTMDと呼ばれています．質量は

固体の代わりに液体でも色々と利点があります（TLD　Lリキッド液体）．HMDはハイブリッド型

です。

擦　メキシ韓地震と関東大震災

　メキシコの太平洋側には、太平洋プレー一トと北米プレー一トに挟まれてココスブレートとがあり、

丁度遜本でのフィリピンブレート的な活動をしていて地震が多発しています．深刻な問題は、海

岸から400㎞近くも離れた首都メキシコ市で1蝿7年、79年、85年と30年間に3度も大きな被害

が発生したことです。メキシコ市は、盆地の湖を干上げ湖底に溜まった軟弱地盤の上に建てられ

ている都市で、盆地状であるが故に一旦軟弱地盤に入って来た地震のエネルギが逃げずに蓄積し

1一4秒の長周期を地盤の固有周期として揺れを繰返すため図19のような鋭いピークを持つ加速

度応答スペクトルとなります。このため固有周期が地盤の値と近い建物は大揺れに揺れ崩壊した

ものも多数あります。なかでトラテ撚ルコ団地では5、8、姓、鍛階のアパー一トが建ち並び丁度応

答スペクトル用の周期の異なる振り子群と同じ状態となりました．5階の住人は棚上の花瓶も落ち

なかったと言っている傍で縁階の建物は崩壊し全員死亡しています（図20）。米国の標準スペク

トルには無い強力な長周期成分が存在することは、超高層ビルや免震建物にとっては致命的な問

題です。日本でもメキシコ市と似た条件をもつ都市は幾つかあります。

　処で、近年、関東大震災での欝都圏各地での揺れがかなりの良い精度で算定できるようになっ
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図2導　メギシ数地震（協綱で崩壊したトラテ欝ル嵩懸地の毯騰のアパート
　13榛並んで建っている周型のアパート中端の嘩棟は曲げで、中央のは揺れ
　で崩壊した。嘆棟は大破したが崩壊を免れた）

て来ました。そして場所によっては長周期の地振動成分の存在は否めなくなって来ました。関東

大震災的性格を持った地震に襲われるまえに超高層ビルや震建物を再検討しダンパーを付けるな

どの対策が必要となるでしょう。

讐　おわりに

　地震は必ず来ます。しかし同じ地域でも地盤、地形、地質構造により、そして地震の起こり方

により揺れかたは相当異なります。そしてそこへ建物の相性の問題が入ります。木造家屋は屋根

を軽くし、大広間などは避けて多くの壁で仕切る、基礎は丈夫に造り殊に蟻害と腐食を避ける、接
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搬臓夏湊鵬（A琶撫灘裏．轡卿〉
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図禦　メ峯シ認地震（博細で大破した鉄欝2麟階ビル
　は鱗のウ罵ブ材の座屈のため柱を拘束するカが不簸し、
　櫨には縛持櫨的な応力が生じたと驚えられる

ぎ手、仕口に金物を使う、等に留意すれば耐震的です。火事に弱いのは大欠点です．RCは元来重

い構造ですから不利ですが、壁を多用しまた低層建物なら軟弱地盤でない限りゴム支承免震も有

効でしょう。高層になりますと免振効果が落ち、またアスペクト比（高さ／幅〉が大きいとゴム

に引っ張り力を生じ危険になりますので要注意となります。S造は、耐震設計は比較的容易と思わ

れていましたが、溶接部やその近傍で破断する被害が目立っています。ことに切り欠き部分が近

くにあり応力が集中するのは要注意です。引っぱり材の地震時の座屈も全体の崩壊の原因となる

こともあります（図21）。厚板の脆性破壊も問題です。SRC造（鉄骨鉄筋造〉は日本で開発した

耐力も粘りもある耐震耐火構造ですが、拶95年の阪神淡路大震災では鉄骨橋脚部などに被害を生

じており、細部設計の緻密さが要求されます．

　現在の耐震設計では．建物の使用期間中数度程度経験すると思われる強い地震に対しほとんど

無被害．一回起きるか起きないか程度の激しい地震に対し崩壊をせずに人命を護る事を目標とし、

重要な建物はさらに安全性を高めると考えています。同時に被災した建物の修理再使用を容易に

するため地震の際に壊れ取り替える部材をはじめから決めておき、被害をそれに集中させ他の部

材を無被害状態に保持するような建物が増えています。また．地震時に転倒物落下物などで怪我

をしないようにこれらの固定や制振、免震の利用も盛んになっています。忘れた頃に来る激しい

地震に対し日常の準備が必要ですが、目の前の仕事に追われ．経済的にも時間的にもその余裕が

ないのが実状です。
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獄腿欝粥（A繍継魏．至勢7）

2．溶接検査事業者の認証制度について

溶接検査認定委員会運営委員会

　現在、我が国で一般的に利用されている非破壊検査事業者などの認定制度は．当協会が実施し

ているW翼S欝倣に基づく溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別認定制度（略称C夏W認定制

度）と（財〉濁本適合性認定協会（略称JA霧）が欝0ゆ000シリー一ズに基づいて認定した晶質シス

テム審査登録機関が実施する晶質システムの認証登録制度とがある。

　後者の一つとして、（社〉非破壊検査振興協会が、平成9年2月に「36その他サー一ビス，ただし．

74．3工業上の試験及び分析業務」についての晶質システム審査登録機関として、JA懲の認定を受

けて実施している非破壊検査業務などのサービスを提供する企業の晶質システムの認証登録制度

がある。また、JA潟の品質システム審査登録機関として、JABから認定されている高圧ガス保安

協会をはじめとする各審査登録機関においても、非破壊検査業務などを実施する企業の認証登録

制度を運用している。

　当協会が運用しているC亙W認定制度は、基本的には、これらの各種制度と同様の趣旨を有して

いるものであるが、主として、溶接構造物の非破壊検査を行う事業者の技術レベルを審査して認

定している。具体的には、非破壊検査と溶接技術に関する知識と業務能力を要求した検査技術者

の資格、非破壊検査を行う事業者の組織、関連する技術者とその資格、非破壊検査を実施するた

めの設備・機器、品質保証体制などの項目を審査し，所定の基準に達した事業者を認定している．

このC亙W認定制度は、昭和40年から開始し、昭和52年に現在の認定制度に改正して今日に至っ

ているが、建築関係の業界で第3者的な検査機関として利用されるなどの他、非破壊検査事業者

を選考するときの目安としても利用されている。

　当協会では、聡（）9000シリーズを実現させる具体的な規格である亙8（）認34－i「Q囎康y

騰纏樋轍論影we盈伽琶一F疑si磁we翌α沁暮of搬搬磁e拠銭搬紬“　P韻LG謡趨e㎞¢s擬謡ee鑑董膿蹴魂

猫慈（溶接の晶質要求事項一金属材料の溶融溶接一選択及び使用の指針）」シリーズに基づく溶接

技術者、溶接技能者などの要員認証機関の認定制度をJA懲が認定業務の一つとして開始すること

を受けて当協会が要員認証機関となるためのJA鰹の認定取得準備をスタートさせた。具体的には

平成獅年7月に認定申講を行う予定で、当協会以外では、（社〉日本非破壊検査協会、（社）軽金属

溶接構造協会および（社）日本圧接協会などがそれぞれの分野における要員認証機関となるための

認定申講を行う予定となっている。当初、当協会では、溶接検査技術者あるいは溶接検査員につ

いてもこの要員認証の対象とすべく検討していたが、要員認証を行う基準として」欝、弼0及び
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搬灘駐鵬（A．麟雛灘騰．轡鍔〉

聡Cに限るとされたことから、今回の申請対象から外さざるを得なくなった。しかし、将来欝0規

格として制定された暁には，速やかに対応する予定である．

　…方、C茎W認定制度と弼0との対応関係については、前述の蔦0勢00シリーズによる品質シ

ステム審査登録制度では技術的な要素をんでいるが、現行のαW認定制度とは馴染みにくい。し

たがって、露0／聡CG騒報e3敷衿認「G膿鍵誠re墾血3e灘e膿誌鍵癒e畿e総診t鍛c磯賂pe磁膿恥o磁鋸

（検査機関の容認に関する一般要求事項）感に基づく溶接構造物の非破壊検査事薬者の認証につい

て調査・研究することとした．すでに、賂0／ECG磁厩39を考慮して制定されているイギリス

の規格βSEN45004ほ勢5　「G磯e鞭亙鍵蓋総r捻侮影癒eo脚r戯蓋膿of聡r隻o鵬鞭p銘○飾o磁奪§欝鍵墨劔瞬璽

堂鵬欝㏄撫瞼（検査を実施する各種機関の運営のための一般基準力を参考に検討することとした。こ

れらのG譲deでは、検査機関は，公平な第三者機関であって、規定の基準に合わせて検査業務が

できるような組織・職員構成・技術能力・完全性を有すると定義されているが、CXW認定制度に

最も対応しやすいと考えられるため、この制度への整合性、JA黙からの認定取得などを検討した

い。なお、総0／肥CG癒癒瓢（」弼Z囎25として制定されている〉r校正機関及び試験所の能力

に関する一般要求事項」に基づく試験所の認定制度は、工業技術院標準部管理システム規格諜が

窓口となって国の機関が直接認定を行う方式となっている。

　また、現在HW（hte騰磁磁講鵬繍櫨eofWe羅難g、国際溶接会議）で検討されているM㎞職嚢

R畷血e鷹趨蝕伽Ω照雌e麟轍o鐸盤e搬磁⑪瓢豊Wd磁膿離灘夢戯囎による溶接検査員（W台繊膿蓼

撫s騨蹴o鈴）の教育・訓練修了制度に対する動向を踏まえながら、当協会が運用しているC脾認定

制度の中で規定されている主任検査技術者及び主任試験技術者の資格との対応も合せて検討する

予定である．
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獄む麓墾翼§　（A騒撫幽猛．蓋｛》｛》’7）

3．“Wの溶接要員資格制度の概要

翼本鋼管工事（株）　野村　博一

璽　はじめに

　灘一一ロッパ連合（翼U）諸国は、轡92年の経済統合に合わせて、域内の通商制度の整備、改革を

進めてきた。なかでも、各国の工業規格が貿易障壁の一因となってはならない、との認識に立脚

して、規格の域内統一をはかってきた。

　溶接技術者のEU域内統一資格制度は、ヨーロッパ溶接連盟（鉱WF）によっていち早く検討さ

れ、実施に移されてきた。溶接に関する要員の資格制度が、他の制度に先駆けて実施されてきた

最大の理由のひとつに、欝0－3834「溶接の晶質要求」規格（EN7欝規格）に定義された、溶接は

代表的な「特殊工程」であり、プロセスの事前認証や従事する人の資格認証を必要とする、との

解釈がある。

　亙SO一認34に続いて聡0一蕪7綴「溶接管理一管理技術者の責務」（犯陣7聾規格）が成立し、現在、

約捲の欝0溶接規格が成立している。これらは亙SO－9000sの溶接版の体系化を目指している。HW

（国際溶接学会）では、EWFの資格制度を基にして、よりグローバルな溶接要員の資格制度を構

築すべく、検討してきている。本稿では、このHWスキムの概要と予想される成り行きとを、一

部私見を交えて紹介することとしたい。

慧　目Wスキー一ムの概要

　現在、HWで検討されている溶接要員の資格は図1に示すように、溶接技術者、溶接検査技術

者及び溶接作業者の3種類である。このうち溶接技術者についてはほぼ検討が終わり、実施要領

も決定している。

　溶接検査技術者、溶接作業者については、議論が始まったばかりである。

黛．肇　溶接技術者

　叢Wでは、溶接技術者を図“こ示したようUWE、亙WT、夏WS．獅Pの4種類に等級分けして

いる。ヨーロッパ諸国の強い要講により、学歴による受験規制が設けられている。4年制理工系大

学卒業者でないと夏WEを受験できず、理工系高専や短大卒業者でないと亙WTを受験できない。

亙WS、欝についての学歴規制は無い。

　各溶接技術者が最低限保有しなければならない溶接技術知識は詳細に規定されている（犯W欝の

一一 0一一



鷺膠醗欝鵬（A聡撫灘丑．轡興）

［溶接技術者］　　　　　　　　　　　　　　　最小教育時間

一亙躍e騰鍍蓑o総且Wの鰯簸琶臨幽eer（亙W鋤　　1騒6時間

一亙蹴購飢豊膿撚W駐臨熊琴Te薇盤o貰o琶麟（夏WT）1凝0時間

一亙殺搬灘勧灘亜W融描殺鹸pee繍観（腰WS）　：認2時間

一蔓贈撒ぬo副w8豊磁徽鯛盤c顧o驚r（夏WP）　1　纏6時問

1溶接検査技術者］（米国案〉

…1罐e灘麟o漁豊W融量慮鶏麟灘pec豊orLeve葺一1　　1規定せず

一亙溢鍵繍痴懸且W酵董齪瑠亙輔脚c重or　Leve亙一2　　：同上

一夏溢e撒瀧i騰麟W騨臨鹸群薦脚c妥orLeve豊一3　　：同上

1溶接作業者／（米国案）

一1蹴er灘隻沁η誠W倉騒鍵Le鴨L　I（E磁ryLevo蓋）　：　訓練時間は必須では無い

一亙蹴e騰厳沁賑劔W融賊鯉Le鴨レ薮（A感v蹴罵eα）　　；　同上

一亙醗e撒罐沁隙撮W磁膿鍵LεveL斑（Ex夢¢r蓄）　　　：　同上

図筆　口Wの溶接要員資格

スキムが基となっている）。技術知識の保有を確かなものとするために、原案では教授内容（シラ

バス）とその巖低教育・訓練時間を表驚のように規定している。

　シラバスの大綱については、賢W加盟国のほとんどが異論を唱えていない。しかしながら．教

育・訓練時間については、当初より日本、アメリカ、カナダ等が反対してきた．昨年の豆W年次

大会において、図2に示す決議が可決された。すなわち、原案の最低教育・訓練時間を経て本試

験を受験するコー一スに対して、荊は大学において履修したことが明らかな場合、その時間を免除

するルートである。＃2は最低時間については各国の提案を、妥当と認められた場合免除するルー一

ト。そして、＃3は最低時間については、全く規定せず、試験（ただし、より難しい〉だけで資格

付与するルートである。＃蓋～3の詳細については今後詰められる予定である。

2．2　溶接検董技術者及び溶接作業者

　この両者については昨年より議論が始まったばかりである。ヨーロッパ勢の推すEWFスキーム

に対して、アメリカが難易度により3レベルに分類する案を提出して対立している。EW翼のス

キームが、技術者を含め、生涯有効な、知識を重視した資格（夏）や豆o漁）を付与する制度であるの

に対して、アメリカのスキームは有効期限を定めた、職務能力を重視した、人の認証制度を構築

しようとするものである。また、検査技術者については、鷺WEでは4レベルに分類されているの

に対して、アメリカはAWSの現行SCW夏、CW夏、CAW豆をベー一スとし3レベルを提案している，

溶接作業者については、鱈WFでは資格をF灘硫、P豆襯、丁漁¢の3資格に分類しているのに対し

て・アメリカ案は継手形状、溶接姿勢、材質等の組合せで定まるモジュールをE雛ry　L解馨L

A伽撒総菰E聯戯の3レベルに分類することを提案している。
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澱礪叢》齢（A縫糠撒．璽勢7〉
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大学卒、最低時闇の緩和（受講歴に硲じて）
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翼灘鷲欝鉱§　（A難撫搬簸．玉艇》7〉

現行規格（W鷺雛綴03毒5〉　新規格

SW載資格　　　　　　特別級認証

i級資格　　　　　　　　窯級認証

2級資格　　　　　　　　2級認証

難Wスキー一ム

夏w鷺

璽WT

夏WS

麟3　協金の環響規格ゆ新規格ゆi　i　Wス牟一ムヘの移行

3　11Wスキームと欝本溶接協会の制度との関係

　鷺Wスキムは鉱W軍スキームをベースとしているため、教育・訓練時間と知識を重視した生涯有

効なD瞬o鎌の発行（g雌翫編磯〉を目的としている・これに対してJWESの制度は知識と職務

能力と試験を重視した、有効期限付きの人の認証（Cer藏c編礫）を目的としている。このような

制度の違いはあるものの、資格と認証のレベルが相互に合致すれば、相互認証は可能と考えられ

る。そのような観点から、当協会の溶接技術者資格認定委員会の運営委員会では、来年JA欝の認

証機関の認定取得を機に、技術者資格の改定を検討している。改定の骨子は，聡（あ147綴に対応

した資格制度に合致させることにおいている。HWスキー一ムの基になっているEWFスキームは

欝0．鍾731に引用されているくらい対応がとれているので、当協会の新制度は難Wの資格との対

応？へ容易にとれるものと想像される．

　運営委員会では、旧WES．8沁3一綴により現在の資格を保有している技術者をどのようにして

新制度の新資格に移行させるか、さらに新資格をどのようにしてHWで規定する資格に移行

《丁膿雛1覧）させるかの検討を開始している。旧資格→新資格擁HW資格の対応は、HWに学歴制

限の問題があるものの、図3のように考えられている。

　もともと当協会の技術者制度は且級と2級の2等級であった。轡85年、ドイツのDVSの溶接

専門技術者との相互認証を行うため、夏保持者で受験資格を有する者を対象として、SWEの資格

を設けた。此の資格は沁年以上の実績があるものの十分に普及しているとは言えない。そこで新

制度に改定の後も、現行の玉級ゆSWEの受験機会は当分の問残すことが考えられている．現在豊

級保持者でSWE資格を有していない人は是非受験することをお勧めする。

　他の現有資格者のHW資格への移行は今後の検討課題である。
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獄懸欝懸（触鴛灘懲．璽勢㌘）

4．平成9年度前期qW主任検査技術者試験問題解説

響題．最近は、事故解析も含めて総合的な検査が要求されてきている。溶接構造物の事故品の破

　面を走査型電子顕微鏡を用いて調べたところ．図繍、轟及びむに示す写真が得られた。

　　以下の問いに答えなさい。

　ω　図義、わ及びcはそれぞれどのような破壊形態か述べ、その内容を簡潔に述べなさい。

　（2）　図暴及びわのような破壊形態が予想される構造物を保守検査する場合に、どのような非

　　　破壊試験方法を採用すればよいかを挙げ、その内容及び理由を簡潔に述べなさい。

図b

図慕

羅黙騰

　　　　　　　國c

解　鋭

（丑）　獄）　疲労破壊1ストライエーシ葺ンが観察されるために、疲労破壊であるといえる。これは、

　　　静的な応力が深された場合には破壊しないような降伏応力以下の小さな応力であっても、
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嚢U簾蚕電§　（A纏騒灘鷺．豆蟹》響）

　　　繰返し深されると、ある繰返数後には破壌する現象である。最終破断をする前を除いて．

　　　割れは徐々に進展する場合が多いため、定期的に割れの進展状況を把握できれば破壊を防

　　　止することが可能である。破壊の事例の80～艶％以上は疲労破壊に起因しているといわ

　　　れている．

　　麹　ぜい性破壊1リバーパターンが観察されるため、ぜい性破壊であるといえる。これは．

　　　①切欠きの存在、②引張応力の存在、③低温で切欠き性の不足により発生する．この破壊

　　　に際しては、ほとんど塑性変形を伴わないのが特徴である。また．割れの進展速度は慧0麟

　　　紺seeに達する場合もあるとの報告があり、非常に速い。破壊の起点は溶接欠陥などの応

　　　力集中部である場合が多く、これから発生した疲労割れなどが限界長さ以上になったとき

　　　に限界以上の応力が作用するとぜい性破壊を生じる。

　　d　延性破壊1ディンプルパターンが観察されるため、延性破壊であるといえる。これは．

　　　桝料の引張強さ以上の過大応力が作用し、大きな塑性変形を起こした後に破壊する現象で

　　　ある。破壊の事例としては少ないが、材料の選択ミス、あるいは許容応力の設定ミスなど

　　　により延性破壊が生じる場合もある。

（鋤　疲労割れは材料表面またはその近傍から生じる場合が多い。また、ぜい性破壊に対しても疲

　労割れが大きく影響する場合が多い。したがって、まず表面欠陥を対象にした試験方法を選択

　すべきである．この際、まず目視試験により異常部がないか調べる．疲労の初期段階において

　は、割れの寸法は小さい。このため、強磁陸体に対してはMT、非磁性体に対してはPTを適

　用する、場合によっては翼丁も適用が可能である。検出された割れはその寸法（特に、高さ〉

　を定量的に振幅する必要がある。この目的に対しては、UTによるエコー一法あるいは電気ポテ

　ンシャル法などが有効である．さらに、必要に応じて製作時に見落とされていた欠陥が存在し

　ないかも含めて、RTまたはUTを用いて内部欠陥も調べる必要がある．
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籔礪蔓配8〈A鞭撫撒醜．衿鱗）

4、協議会創立朽周年を迎えて

　　　　　　　　　　晦C亙W検査事業者協議会

代表幹事　中野　盛司

　私どもαW検査事業者協議会が設立されましてから蔦周年を迎える事ができました。これも．

ひとえに関係各位の厚いご支援とご指導の賜と感謝し厚くお礼申し上げます。

　顧みますに、臼本の非破壊検査会社は昭和30年頃にスタートし．昭和35、6年頃の高度成長期

時代にその数が急速に増えてまいりましたが、その頃は未だ検査会社に関する規制も規準も全く

ありませんでした。当時、日本溶接協会会長をなされていた故木原博先生が、溶接技術だけ進歩

しても検査技術の向上が伴わなければ構造物の安全は図られないとのお考えで、昭和38年に検査

会社の認定制度／放射線検査事業者認定制度を設けられたのでございます。当初は、認定を受け

る会社は極少数でしたが、徐々に増えてまいりまして、昭和57年沁月、丁度今から蔦年前にな

りますが、認定を受けました認社が、業者間の懇親を目的として「溶接検査事業者懇談会」とい

う名称で団体として発足いたしました。その後、平成3年に名称を「αW認定事業者協議会」と

改め、平成6年には「αW検査事業者協議会」に再度改称の上、新事務所を設置し現在に至って

おります．お陰様で．現在、加盟会社数も蔦至社に増え日本全域で検査サービスを行える団体に

成長いたしました．

　この間、関係各位のご協力、ご指導を仰ぎながら、会員問の技術の向上、地位の向上と利用普

及および啓蒙活動を継続して展開してまいりました。特に、平成2年に「溶接事業者倫理綱領」を

制定し．平成3年には学識経験者・関係官公庁・諸団体をお招きし．倫理委員会を設置いたしまし

た。第三者性のある検査会社を目指しての活動の連続であったと思います。

　一方、検査会社の社会的地位の視点で欧米と比較いたしますと．9本の場合、残念ながら低い

ままで推移してきております。その理由は、欧米は多民族国家で不信頼の原則で社会が構築され

ており．自分が作ってそれを自分が検査するということはあり得ません。必然的に第三者検査制

度が確立されております。それが日本の場合は、単一民族国家でございますので信頼の原則で運

営されております。俺が作った物が信用できないのかとか、《～C思想で検査工程は無くせという考

えもございまして．検査会社の地位が認められにくい環境にございました。

　それが．数年前．東京都千代田区で建築物の不良鉄骨・不正検査事件が発生し、建築中のビル

が取り壊しになるという事件が発生いたしまして社会問題になったことがございます。その対策

の一環として、建設省から鉄骨検査は第三者が行うようにとの通達（建設省住指発349号）が出さ

れました。CfW協議会もそれを受けまして、技術とモラルの向上運動を全国レベルで展開してお
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聡u麗欝鵬（A麗纐澱．欝卯〉

りましたところへ、突然、阪神大震災が発生いたしまして数多くの建物が倒壊いたしました。そ

の様なところから鉄骨検査の重要1生が見直されまして、ようやく最近、第三者機関としてC亙W検

査事業者を指定していただくようになって参りました．ご支援いただきました皆様に対して本誌

上をお借りして深く感謝申し上げます。

　昨年来、古いビルの耐震補修い関する法律が制定されましたように、今後．安全問題にはます

ます社会の関心が高まって参ります。蔦周年を機会に更に技術の向上と倫理観の高揚に努め．社

会の構造物の安全に貢献して参りたいと念じております。

　関係各位の今後とも変わらぬご指導とご鞭燵を賜りますようお願い申し上げます。

rCIW通信1臓U鋪P鷹S』の原稿募集

　ゼC量W通信：RUMPES』を刊行しましてから本年で憩年になります。C亙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

すい畷W通信濃UMPE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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C薫W通信編集委員会
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獄γ棚郵欝（離撫難．量勢7）

β．αW検査事業者協議会発足憾周年にあたり

社団法人警本溶接協会会長　藤田　譲
鍵
響診

　C夏W検査事業者協議会発足購周年に当たり、心よりお祝い申し上げます。

　昭和鑓年に「溶接検査事業者協議会」として発足以来、検査業界のレベルアップ及び社会的地

位の向上に果たしてきた貴会の御努力は並々ならぬものがあったと考えます．

　技術委員会の下に、それぞれ専門的な委員会を設置し、技術の向上並びに普及に努めてこられ

ました、その中でも特に．鉄骨検査技術統…見解検討委員会では、欠陥判別に関する検討を行い、

検討結果は「建築鉄骨溶接部のUT妨害エコーの判別マニュアル」としてまとめられ、特定行政

庁および関連業界に配布されました．また、同マニュアル作成後、東京・大阪で講習会を開催さ

れ、技術の普及に努めておられます。また、建築鉄骨溶接部の外観マニュアル作成委員会では、研

究成果をマニュアルとしてまとめ、講習会を開いておられます。また、このマニュアルをもとに、

更に上級者用の「建築鉄骨外観検査の手引き」も発行し、貴会会員のみならず業界の技術の向上

に尽力されておられます。最近では、関連業界の技術並びにその動向を学ぶために、製鉄所の見

学会など積極的に活動を推し進めておられれるごとはよく知られております．

　顧みますと、平成3年には不正検査問題が発生致しましたが、この事件を契機に、検査業界の

健全な育成と、安全な構造物を社会に提供することを目的として、倫理委員会を発足されました．

同委員会は、学識経験者・関係官庁・業界代表で構成され、溶接協会としてもご協力申し上げま

したが、貴会の迅速な対応は．信頼回復の糸口となり、建築業界でC亙Wへの認知が一段と深まっ

たと考えます。

　平成2年には、小規模検査会社の救済育成措置の一環として、検査種目が且種類のD種の下に

犯種を設置しましたが、登録認定会社が急増し、現在蔦0社を超えるに至りました。これに伴い、

貴会も会員数が増加し、大規模な業界団体となられましたが、不正検査の再発防止に関しては、各

地区で活発な議論がなされ．倫理委員会の下に懲罰委員会が設置されたことなど、会員会社が一

丸となって努力を続けてこられました。このことは、今後永く将来に亘って信頼性のある検査が

なされることが強く期待されるところで御座います。

　現在、当協会では、検査会社の技術力及び公正さが問われている実状を配慮し、C璽Wの信頼性

をより高めるための活動として、貴会と共同で行っているC夏W通信rRUM囲題の編集作業の

充実、認定の継続及び更新の実施、審査内容のレベルアップ等を検討しております．また、検査

会社の晶質保証体制の確立を図るため、業務確認時に指導も行う予定です。小規模検査会社にと

り、時間・人員等に制約があるため．簡単なことではありませんが，より一層C亙W認定登録会社

の重要性が認められることが予測される現在．技術力の向上並びに品質保証体制の確立により、信

頼性のますますの向上に努めて戴ければ幸甚に存じます。

　最後になりましたが、貴会の益々のご繁栄と併せて、C璽Wの今後の発展を祈念致しまして、お

祝いの言葉に代えさせていただきます。
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織畷楚鵬（A雛撫騰、璽囎㌘）

7．随想　風の谷のナウシカ再考

東伸エンジニアリング（株〉佐藤　春夫

　私はマンガが好きです。ムツカシイ計算の後で読むと頭スッキリ・②一疲れがとれます。精

神的に気持ちを和らげることではタバコと同じではないのかなと思います。

　最近本物を目にすることは希なことで、動物では犬や猫のほか、馬とカラスくらいしか見られ

なくなりました。それをテレゼやマンガなら絶滅した恐竜さえ見せてくれます。動くマンガをア

ニメと言いますが、動かない方が頭の中で活発に想像でき本物らしくなるのです．大学生も電車

の中でマンガを読む時代です。マンガにもドタバタものの子供向け、大人向け、S軍もの、時代も

のと様々ですが優秀な作品を読むことでは小説を読むのと何ら変わるものではないと思います。数

あるマンガも週刊誌でなく総集編や文庫サイズが良く一気に最後まで読むことができます．

　この夏、恒例の夏休みマンガ映画大会で「もののけ姫」を見て来ました。ひさびさに宮崎駿ア

ニメの凝った作りに感動しました。ストーリーも非常におもしろい作品です。そこで宮崎さんの

作品で「風の谷のナウシカ珪をすこし私なりに紹介させて下さい。日頃デジタル思考なので登場

人物の情緒をアナログ思考で推測することは不得手なので主人公の周りのものについてすこしだ

け解説します。

　このナウシカは亨繊年2月に月刊rアニメージュ」に連載されて鱗年3月までの捻年間続けら

れたものです。すこし古いので．すでに読み終えているマンガ好きの方もいることでしょう．こ

のマンガは完全に騨マンガであり．動物や虫、船、巨神兵、墓所が興味のあるキャラクターで描

かれています。映画アニメのナウシカはオーム（だんご虫みたいな動物〉の大海囎から多くの

人々を救った勇敢な少女として終わりましたが、原作総集編では四分の一程度の話なのです．最

後の第7巻で分かるのですが、旧世界の科学者により作られた石組み巨大構造物の墓所が実は、浄

化後の数千年間をプログラムされたコンピューターで、表面は硬いサイの皮と想像したら良いの

か、青い血液の流れるバイオコンピューターなのです（ただし宮崎さんは技術系カタカナ文字は

ほとんど使っていない）。火の7日間と呼ばれた旧世界の戦争で汚染された大地、この大地を数千

年問の緩慢な浄化の後、新しい人類や動物植物を作り、住まわせる計画のようです。映画アニメ

にも出て来る巨神兵は皮膚や骨を持ち飛行できて自分は争い事の裁定者と名乗る．さらにオーム

も旧人類と墓所により地表の浄化を広めるために作られた生物で、脱皮を繰り返し大きくなりま

す。船と呼ぶ空飛ぶ大きな乗り物、これは半重力作用で浮上しロケット推進ですすみます。この

時代工房はあるが、旧世界の工業製品を地下から発掘し修理して使用するが作り出すことは出来

ません。登場する民衆は排他的に各部族でまとまり宗教により統一され献身的に活動します．娯

楽は歌や踊りで人間の気持ちの原点を描いています。科学と宗教を適当に使い分けた時代設定や

インフラ環境は宮崎駿マンガの得意とするところでありましょう、

　この一見少女マンガ的キャラクターと、まったく直線のない画質は拒絶反応を起こす人もいる

でしょうが、ハヤカワSEミステリー一以上に楽しめる作品であることは間違いないです。ひょっと

するとナウシカは宮崎さんの推測する宇宙船地球号の未来かもしれません。

　RUMPES読者の皆さん、たまにはマンガを楽しみましょう。手塚治虫の「ブラックジャック」

もリバイバル版で安く楽しめますよ。
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翼葛嚇欝獄8　（A櫨鞭路鐘．璽墾㌶）

8．協議会だより

￥，平成9年度・各地区総会

平成攣年度各地区総会を下記のとおり開催いたしました。

茎〉揖時、場所

　東撫本地区1平成嚢年今月n日（木）～同今月茎2日（金）

　　　　　　　於1秋霞県・田沢湖　駒ヶ岳観光ホテル

　関西地区1平成9年辞月4臼（木）～同9月5日（金）

　　　　　　　於1福井県・敦賀市　敦賀観光ホテル

　西賛本地区：平成9年9月4冒（木〉～同9月5日（金〉

　　　　　　　於1小倉市・プラザホテル北九州

勃共通議題及び特別講演並びに見学会：

　（1〉共通議題1

　　①会則の改正（案〉について

　　②蔦周年記念式典について

　　③3婦号通達励行陳情活動について

　　④その他（関連事項報告他）

　（2〉特別講演及び見学会

　　東日本地区1特別講演　r最近の建築鉄骨の現場における問題点」

　　　　　　　　講演者　　東京都千代田区役所　加藤　哲夫　氏

　　西日本地区；特別講演　r業界をとりまく最近のトピックス」

　　　　　　　　講演者　　　（社）β本非破壊検査協会会長・

　　　　　　　　　　　　九州工業大学教授　加藤　光昭　氏

　　関西地区1見学会　　動燃もんじゅ建設所

　各地区総会でもご紹介しましたとおり．15周年記念式典は、この10月互6日（木）に、東京・浜

松町東京會舘で行いました。記念特別講演は、日本弁護士会の吉岡和弘弁護士にr欠陥住宅被害の

予防と救済」と題し講演いただきました。

H．住宅・都市整備公団「工事共通仕様書ゴ（平成9年度版）鉄筋ガス圧接部検査関係標記仕様書篠

章　鉄筋工事」・晦、3．8　圧接継手の検査ゴに新たに超音波探傷検査が規定され、検査を実施する業

者は、第三者機関でC貰W認定事業者であることと、鉄骨の場合と同様にqW認定が明記されました。

m。予告二

本年穏月に、協議会の平成沁・H年度の幹事選挙を実施する予定ですので、ご協力をおねがい

します。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難雛鐸鵬（A麗灘難，夏勢㌘〉

　g．罵ニューフェイス諜

　捗卯年沁月1日付で新たに次の事業者が認定されましたのでご紹介いたします。

（株1脹起非破壊検査工業　→　復活事業者

　本社所在地　干744山口県下松市大字西豊井欝40書　TELひ833．覗護68暮

　代表者氏名　代表取締役　松村康人

　認定種別・番号部門　E種、第012E97号、超音波検査部門

　本社、営業所など　本社1、事業所5、出張所i

千景非破壊検査（株1　→　復活事薬者

　本社所在地　華807福岡県北九州市八幡西区陣原3．20．24　TE静％．642、9％5

　代表者氏名　代表取締役　永島　誠

　認定種別・番号・部門　翼種、第07聡97号、超音波検査部門

　本社、営業所など　本社のみ

（株1ゼネラル検査技術

　本社所在地　〒5灘大阪府大阪市西淀川区柏里3一妬．鳩、城戸興産ビル

　　　　　　丁憂ILO6＿474＿022纒

　代表者氏名　代表取締役　西日利勝

　認定種別・番号・部門　E種．第焉5E卯号、超音波検査部門

　本社、営業所など　本社のみ

膨翻エックス線（株1

　本社住所　干763香川県丸亀市郡家町3355　丁肌0377．22書脇2

　代表者氏名　代表取締役社長　岡　慎二郎

　認定種別・番号・部門　鉱種、第拶鷹餌号、放射線検査部門

　本社、営業所など　本社のみ
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灘燃欝盤（A繍灘麹．轡螢）

r

l
lが社会的二一ズによりその重要性、地位向上が図られてきたことを報告するとともに「昨年

　末、不特定多数の人が出入りする古い建物を耐震補修する旨の法律が制定されるなど．安全

　問題は今後ますます重要になってくる。当協議会が15周年を迎えるに当たり、より一層の

　技術の向上と倫理観の高揚に努め、社会の構造物の安全に貢献したい」と、同協議会の今後

　の積極的な活動への抱負を述べ、あいさつとした。

　　次に来賓の祝辞として、藤田譲日本溶接協会会長がr輔W認定事業者は現在のところ翌54

　社．C蛋W認定制度が社会的に認知されてきたことはご同慶の至り．これもひとえに検査業界

　の方々の日常の努力と研鐙の賜と心から敬意を表する。爾本溶接協会としてもC互W認定事

　業を非常に重要な事業として認識しており、離世紀に向かい欝0の品質システム、PL法な

　ど．世の中の安全性に対する要求が高くなってくるのは明らか。今後検査をする側の寅任も

　大きくなってくる。これに応えるには、信頼性の高い透明性、公平性、普遍性の高い検査を

　鷺識熱義繊　
　C夏W検査事業者協議会の創立蔦周年記念式典と祝賀会が鎗月妬門、東京・港区浜松町1

の東京會舘で、会員．関連各団体を始め、政界、官公庁など各界からの来賓、約焉0名が参

集し、盛大に開催された。

　同協議会は、昭和57年鎗月に掴本溶接協会溶接検査認定委員会の検査事業者認定制度に

より認定を受けた検査会社38社が、業種問の懇親を目的にr溶接検査事業者懇談会』を設

立。以来、平成3年に『C亙W認定事業者協議会』と名称を改称．平成6年に現在の陀亙W検

査事業者協議会灘と再度改称し、その間15年の長きにわたり、会員間の技術の向上、検査

業界での地位の向上とC夏W検査事業者の利用普及、啓蒙活動を積極的に展開してきた。

　午後3時から開催された記念式典では、冒頭、中野盛司代表幹事（シーエックスアール）

があいさつに立ち．噂W検査事業者協議会は現在、加盟会社が睨社にのぼる。従来、日

本の検査会社は欧米と比較するとその社会的地位は高いとは言い難い。これは欧米が多民族

国家で不信頼の原則で社会が構築され、必然的に第三者検査という制度が確立されているた

めである。しかし、日本は単一民族国家で信頼の原則で成り立っているところから監査や検

査が機能しにくい。検査会社の地位が一般的に認められにくいということである」と日本に

おいて第三者検査という概念がなかなか定着しないことの実情を説明。

　続けてFそんな中．数年前に東京都千代田区の建築物の不良鉄骨不正検査事件があり、社

会問題となった。その対策として、建設省から鉄骨検査は第三者が行うとの通達が出され、

当協議会としてもそれに対応する形で技術とモラルの高揚運動を全国レベルで展開してきた。

そこへ突然の阪神大震災により改めて鉄骨検査の重要性が見直され、最近では第三者検査機

関としてC亙W認定検査会社が社会的にも評価されるようになってきている」とC亙W協議会
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鷺駐擁灘欝　（A醜毫灘喪職．薫墾攣7〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き実行していく以外には無いと信じている．協議会のメンバーが一丸とな甑ご努力ご精進い1

ただきたい〕と同協議会に対する期待を述べ．お祝いの言葉とした．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　続いて、加藤光昭日本非破壊検査協会会長の代理で、大岡紀一副会長がr蕪年という節目

を迎えられ、むしろこれからが大変だと感じる．国内のみならず量界的レベルで、C亙W検査

事業者協議会が世の中の二一ズに応えるため、一丸となってがんばっていただきたいと思う．

購本非破壊検査協会としても積極的に関わっていきたい」とエールを贈った．

　その後、感謝状贈呈式に移り．協議会活動に功績のあった者．歴代代表幹事、在籍慧年

会員会社に対し．中野代表幹事から感謝状が贈呈された、

　式典終了後は、吉岡和弘日本弁護士連合会幹事による「欠陥住宅被害の予防と救済」と題

した記念特別講演が行われた．欠陥住宅被害の実態として阪神大震災被害の実情、購弁連主

催の欠陥住宅被害HO番の相談、また欠陥住宅被害の発生要因．欠陥住宅被害の司法救済の

手法、調査・鑑定手法の確率、被害の予防などについて亙時問半にわたり講演。終了後は盛

んな質疑応答が行われていた。

　会場を移した祝賀会では、申野代表幹事がr慧周年を迎えたのを機に．今年を検査元年と

位置づけて、ゼ安全と安心は検査から護をモットーに．社会の構造物の安全に貢献していき

たい」と会場を埋める関係者らに呼びかけた、続いて、来賓の斉藤鉄夫衆議院議員が「今後

の日本の安全文化の創造に向けて皆さんと一緒に歩んでいきたい」、森英介衆議院議員が「こ

れからは技術、科学はますます重要性を増していく．皆さんが仕事をしやすいよう力を尽く

していく」と異口同音に協議会の活動に対するバックアップを約束した．さらに藤田会長が

「仲良く一丸というのが一番大事なこと」と祝辞の中で述べた．その後．鏡開きが中野代表

幹事．来賓らによって行われ．森直道日本溶接協会専務理事の音頭で一同乾杯。膿年の歴史

を振り返ると共に、今後の活発な協議会活動に思いをはせ、和やかな雰囲気の中、懇親が続

けられた。

式典で挨拶する麟野代議幹事

博翫㌦「　　　駁　礁　　　　ダ艦

パーティーでは報欝あいあいのムードで
懇親が図られた
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難欝醗欝黙蕪（響董購蟹．箆艇矯〉
嘱．隼頭の挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶接検奮認定委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長藤　田　　譲
　新年あけましておめでとうございます．
　蝿年から始まった平成不況は，一昨年の暮れに経済企爾庁によってヂ不況脱出宣翻が出され
たものの，その薩後に起きた阪神・淡路大震災によって，わが国の経済は再び大きな打撃を被り
ました．さらにバブル崩壌の後処理と書われる銀行不詳事件，住専の不良債権の処理問題などが
深刻な話題となりましたが，これらはわが騒の景気の回復を著しく阻害しているものと思われま
す．皆様方におかれましても昨年�f続き本年もとりわけ厳しい思いで新年をお迎えになられたこ
ととご推察申し上げます．
　さて，C翼W認定制度につきましては，皆様のご理解を得まして，昨年欝月嚢日現在で蕉錨社
を認定するところとなりましたごとは，誠に喜ばしいことであります．
　C夏W認定事業者協議会の皆様にあり康しては，第三者検査制慶の徹底と磁W認定事業者の積
極的活用を促進させるため，建築鉄骨に関わる建設省住指発第鍍墾号，貯蔭辱通達について金麟
各都道府県建築行政に要望書の形で括動を展開されておられ，また，本年度以降は，建築鉄骨と
闘連の深い土木分野へのアプ鶯一一チを図っていかれるとお聞きしており，その活動の幅を広げて
いかれることは当委員会にとりましても非常に感謝の念に堪えません．認定会社ならびにC璽W検
査事業奮協議会の皆様に厚くお礼購し上げます．さらに認定事業者の皆様におかれましては，非
破壊検査技術の研鍍をはじめとして一麟の内容の充実を図って頂き，関係業界の僑頼，贔質向上
に応えて頂きたいものと念願する次第です．
　（財順本晶質システム審査登録協会（JA翼〉関連につきましては，試験・検査技術者，溶接技能
者，溶接技術者等の人の技量，資格に係わる認証におきましても検討が鋭意続けられており，当
会も申心的な立場で参顧しております．今後，試験場，環境管理の問題も議論されていくことが
予想されております・とくに試験場につきましては第三者機関としてC置Wが入ってくる罵能性が
あります．そうなりますと國際共通つまり圏際的に認められた規格ということ1になりましょう．関
係団体，機関との調整を行いながら検討を進めてまいりたいと考えており竃す．
　今年もまた激動の璽年になるものと思われ窪すが，当会といたしましてはこのような檎勢を踏
まえたうえで迅速かつ機動的鶴対応していく所存でござい竃すので，倍簸のご協力とご支援を宜
しくお願い申し上げます．
一笈一一
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織灘攣欝（騨豊繍鍵．鯵妬）
駿
建設大臣富房嘗庁営繕部監督課、建設奪門富戸塚
晃
　新年を迎えるにあたり一一書ご挨拶申し上げます．
　静％年を振り返りますと，薗内ではオウム輿理教の一連の事件や
金融機関による不祥事など，また園外ではボスニア・ヘルツェゴビナ
やチェチェンの筑族紛争などの事件がありましたが，私たち建設業に
関わる者にとってもっとも大きな出来事は豊月の阪神大震災であったかと思います．
　昨年豊隼間は震審の調査や今後の地震対策などで多忙を極めました．多くの土木構造物や建築
物が被審を受けた中で，従来は耐震的であると書われてきた鉄骨構造の建物が多く被審を受けた
ことは特筆すべきことです・調蓋の結果を受けて，設計，施工の溝方の面でいくつかの改善すべ
鷺点が検討されておりますが，被害例の多かったラーメン構造の柱梁仕口部の溶接部の破断に対
しては，設計上の改善に加えて適正な溶接施工とその酷質管理が重要なポイントになります．
　今年の諜題としては，公共工事の分野では世界貿易機構（WTO）の政府調達に関する協定に墓
づいて工事や委託業務の発濫が行われるようになり，企業の圃籍を問わない一般競争入札の適粥
が一麟拡大するようになる点が挙げられます．このことは麟内外を問わず多くの企薬に受注機会
ができることを意味しますが，一方では公正な欝でその企業の信用，信頼性を判断できるような
システムを作っていく必要性があるというごとでもあります．
　近年の傾向ではありますが，今年も次のキーワードが重要なものだと考えられます．まず盈番
目のキー一ワー一ドはギ環境」です、ヂアジェンダ鍛譲合意に基づき國家レベルでの環境政策の立案が
なされている現状ですが，製造業の分野をはじめいくつかの企業において自ら企業イメー一ジ戦略
の一環として環境への配慮を行う例が見られます．その環境管理システムや監査に関する基準と
して今年の7月には欝《）錨�M�J�Jシリーズの一部が制定される予定になっております．これから
は地球の資源を有効に利矯し，また環境影響の大きい環境破壌物質の排出を抑え，地球環境の保
全に賞献するような企業経営のあり方が求められているということです・
　黛番鐵としてヂ高齢化」社会の到来があります．高齢者の入鑓比率の増大に備えて，今後は一麟
の高齢者や女性の雇用機会の拡大の促進と，寓齢者・身体障審脅及び女性の就業環境の整備が望
まれます。また，社会基盤整備の一つの課題は，商齢化社会における緩やかな経済成長に鑑み，
トー一タルライフコストを考慮しつつ建設コストの縮減と耐久性の向上を実現させることです．晶
質を低下させることなくコストを縮減するためには，顧客がどのような性能を建築物などに求め
るかということに対して，その性能を櫃常的に満足で鷺るような晶質システムが企業の中に構築
されていることが大事で，そのことが顧客に理解されることがまた重要なことと思われます．
　このような状況のもとで，C翌W認定制度は溶接構造物の製晶の晶質システムの重要な要素とな
るごとは明らかで，貴協会の社会的責任と協会に対する期待は一層大鷺いものになります．皆様
方がその期待に応えつつ，益々ご発展されることを祈念いたしまして年頭の挨拶と致します．
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叢欝藤欝獄＄（脚藍購鞭．欝蟹き〉
通商産業省工業技術院標準部材料規格課長　天　野
徹
　明けましておめでとうございます．
　今年撃月には，臓本溶接協会の藤田譲会長が，慧W（購際溶接学
会〉の会長にご就任されると伺っており，静懸年は，腿本溶接協会
が醸際的にさらに大きく飛躍する年になるものと期待いたしており
ま凱あらゆる活勤が麟際的な動きと無関係に語れなくなっている今臼，麟際的なサークルのり一一
ダーシップをとることは極めて大きな意義をもつものと考えます・私共も轟来る限りのお率伝い
を致したいと存じますが，我が麟が麟際社会において積極的な役割を果たすことの重要性とその
効胴に鑑み，関係蕎の方々のさらなる支援が望まれるところです．
　さて，標準化行政におきましても，今年は第畿次工業標準化推進長期謙圃がスター一トする年で
あり，多様化する二一ズや新技術の普及，さらに経済のボーダレス化に適切に対応していくため
の新しい施策が次々に実施されることとなります．なかでも，経済のボー一ダレス化に伴う園際標
準化の活発な動きに的確に対応していくことが鍛重要繰題です．
　その第璽は，欝�J（翻際標準化機構〉が制定する瞬際規格の原案作成に積極的に参加することで
す．即ち，規格原案を作成するTC（專門婁員会〉の幹事麟業務を引き受けるなどにより，顛際規
格の制定に主動的役割を果たしていこうと考えています．ちなみに，鷺Wは聡0の規格原案を作
成できる組織と認められており，そのような面での浩動を我が醗の関係春が協力して支えていく
ことが望まれます、
　第露は，」欝の圃際整禽化です．雰破壊試験分野の」聡憩件余りについても，聡《》規格との整
禽化の検討が進められています．国際整合化の目的とするところは，聡《》規格を単に」聡に取り
入れるということではなく，爾奮の規格の背景にある価値観や考え方を比較し，国際的な調和を
図るべきことと，我が國の特殊事情を勘案すべ鷺こととを，明確にすることです。これは，我が
瞬が圏際標準化において憲動的な役割を果たすための基礎としても重要だと考えます。
　最後に，国際的な認証の問題があります．海外の製晶等が，その消費蟹の求める規格に合致し
ているかどうかを第三者機関が認証する制度は，國際的な物流を円滑化する上で重要です．その
第三春機関のあり方に関する聡0ガイドラインが整備され，瞬際的な枠組み作りが進んでいます。
このような動きに禽わせた我が灘の体制整備が重要となっており，非破壌試験分野においても検
討しておくべき点があるようは愚います．
　以上，この場をお借りして，所感の一端を述べさせていただきました．臼本溶接協会溶接検定
委員会及び関係者の方々のご多幸をお祈りして，年頭の挨拶といたし談す．
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羅騰欝欝（覇継鍵．捗懸）
東京都都帯計顧局多摩東部指導二課尊門副参事田極義明
　新年あけましておめでとうございます．
　昨年逸月鷲欝，午前誉時鱒分，マグニチ識一ド7．鶉の兵庫県衛
部地震が大都市神戸の直下で発生しました．わが園の耐震設計は世
界一厳しいにもかかわらず，建築物や土木構造物などの都市施設に
戦後最大規模の多大な被害をもたらしました．このような中で，昭和瓢年蟻月以降の新耐震設講
法による新しい設計技術を適切に反映させた設計を行い，厳正な工事監理や検査を行うた建物に
は被審が少ないようです．
　昭和潟鯵年代からの鉄骨造は，角形鋼管を柱に，猛鋼を梁に使用した建物が規模の大小を問わ
ず，標準的な設計となり現在に至っております．r阪神・淡路大震災」で被審を受けた鉄骨造建物
のうち倒壊した原灘として，新耐震設計法以前の建築物ではブレー一スの破断や佳臓部の溶接不良
によるものが多く，新鮒震設計法以後の建築物では仕爲部の溶接不良がほとんどのようです．と
くに角形鋼管を柱に使用した溶接部が，突禽せ溶接とすべきところすみ肉溶接となっており，地
震による応力が最大となる盈階の柱頭部の溶接部破断が大きな原鶴となってい譲す．その他アン
カー一ボルトの破断など，施工が問題で崩壌したものが多く蒐受けられ厳す．これらの施工不良の
建物の被害が目立っています．このような溶接部の欠陥を防止するためにも，受入検盗の重要性
が指摘されるとごろです．
　平成感年鯵月の鉄骨造建築物の晶質適正化問題に関する建設省の通達＄夢驚の施工状況報告書
では，鉄骨加工の検査を第三者機関によることを推奨しています．この主鴇に適舎する全園的な
組織としてのC夏W認定事業者協議会の果たす役割は，行政関係者はもとより，工事監理者，工事
施工者，溶接関連技術者に選わめて重要なものと考えます．
　一方，東京都においても，軍成灘年灘月に制定した拶鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都
取扱要綱謁に，受入検査などの検査機関の指定について畷W認定事業者から選定するのが望まし
い」としております．
　鍛近の建設業界は，畏い不況からようやく回復の途につき始めたようにも見られますが，バブ
ル期の好況の反動として欝数年来の平成不況に見舞われており，鉄骨薬界も最盛期の丑／無畷／諺
程度の価格低迷に苦しんでいる厳しい状況にございます．このため，建築コストにもそ¢影響が
波及し，不良鉄骨発生の温床となるのではないかと，また検査部門にもその影響が及びかねない
かと，危惧いたしております．
　今後，これらの行政的な要望などを勘案されまして，認定事薬脅の方慶のご努力をお願いする
とともに，ますますのご繁栄をお祈り申し上げまして年頭の挨拶といたします．
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黙欝薦箪鵬（脚藍盤欄．鯵墾轟〉
黛．藍綬褒叢憂箪にあた欝て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畢、・響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謬鐵劉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野　盛司
　明けましておめでとうございます．
　皆様には，お健やかに新しい年を迎えられたこととお慶び申し上げます、私こと，昨秋はから
ずも藍綬褒章の栄に浴し格別の思いを抱いて新春を迎えました．
　これもひとえに関係各位のご指導ご支援の賜と心から感謝いたしております。このたびの褒章
は，社団法人非破壊検査振興協会のご推薦により戴いたものでございまして，協会設立以来今臼
まで，永年に璽り理事を務めさせていただいたことに対して評価されたものと思いますが，私鰯
人のことよりも，この受章によりまして，非破壌検査業が公式に認知されたということに最も大
きな意味があると思っております．
　H月慧臼，通商産業省において褒章の伝遠を受け，翌盈6日には皇居に参内し，豊明殿におい
て陛下に拝謁を賜り誠に感激の極みでございました．
　当初私が思っていたよりはるかに重い褒章で些か重荷に感じておりますが，皆様のご厚構に報
いるという願いもこめまして，今後一麟業界の発展に尽くして参りたいと存じております．
　本年もよろしくご指導・ご鞭縫を賜りますよう，心からお願い申し上げます．
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難む鍛欝欝（脚皇盤鍵。蓋勢藝）
3．猛U瓢狩璽S発判鉛周年に寄せて
溶接検査認定委員会通信編集委員会　委員長　江　端
魯
・艦》
記憶は定かではないのだが，沁年前の某臼，イ雌擁生と雑談をしているうちに，「c璽Wの活勤
を会員各社に伝えるためにニュースのようなものを発行したらどうだろう」というような相談を
いただいた。気軽に応じてヂそれならば，こんな記事を，あんな内容を・母一煽と書っているうち
に，r欝撮1即磁1その線で江端君やって下さい。まあ，置年も続けば上出来だ」ということに
なってしまった．これが，畷W通信（現嚢UM遡S）の始まりであった．
　ほんとうにアッという間の欝年間ではあったが，振り返ってみると色々なことがあった．今回，
欝年分のバックナンバーを繰りながら思い起したいくつかを記してみたい．
　当初，仙田先生と事務局の高山氏の諺人で，ワイワイ書いながら原稿をかき集めた．騒年に婆懸
出せば良い”と気軽に考えてスター一トしたが，実際はなかなか記事も集まらず，良い企顧も患い
浮かばず，樋年に4回も出さなければならない勢ことに気がついたが，その時はもう遅す藩た．
　発行してからわずか鶉年目，当のご本人である仙田先生が急逝された．仙田先生の追悼簿を編
集しなければならなかったことは，今でも何にもまして残念に思っている（轡繍輔，慧輪．＄）．
　平成灘年（拶鋤7月，磁W通信の内容を充実させるため，C蓋W通信編集委員会が新たに誕生
した。平成3年（拶鋤は，C夏W認定制度雛周年を受けて記念特集を企爾した．中でも，藤田委
員長をはじめ業界のトップメンバー一にご参加いただいたる蔭非破壊検査事業轡の役割と非破壊検査
技術の将来勢と題する座談会（鞠1．暮騰．簸が好評をいただいた．また，この年，読売新闘の不良鉄
骨報道があり，それらに関する記事を掲載せざるを得なかったことは残念であった（輔．謬翫。＄〉．
　平成4年く蓋9兇ア℃夏W通僑3’を茜鷺U鍛亙犯創と改称した・これを受けて，優れた掲載技術文書
1ご蹴U簾P鵬賞�nが授与されることになった．また，この年，編集委員会の手によって，パンフ
レッド℃蓋Wのご案内3’が作成された、あくる年，平成轟年（拶鋤年閥特集としで℃置W設立鍵
周ギが企画されたが，とりわけ，鍋写真で見るC夏Wの3馨年聚輔．7輪．のが好評を博した．
　他にも，当編集委員でもある松山氏の藍綬褒章受灘記事（聾鱗糠1，舘磯），全蟹都道府県をくま
なく網羅した5℃互W認定事業者全国分布図’》（静勢鞠1．警騰．Dなどは特筆するに値する．また，森
田氏の冬台湾に招かれで（蓋蜘憾，4臨，4）の軽妙な文章，中野筑の梶ホー一ルインワソ（静瓢輔．§
輪．慧），松山氏の砿私と写翼慧笈鰯嚇．5臨鴻など，それぞれのお人柄がにじみ患た楽しい寄稿も
あった．
　さて，今，叢U畷聖S発刊憩周年に当たり，業界の発展のため，従来以上に内容を充実してい
く所存である．しかし，発刊当時も現在も，企画作り・原稿集めに頭を悩ませている状況に変わ
りはない．関係各位の今後の積極的な協力を大いに期待したい．
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獄厳難麟（W叢離獣．拶懸〉
4．建築鉄骨工麟の磁壷検魔と憂入検糞について
エンジニァリングサービス（株）三浦　邦敏
噸．はじめに
　建築鉄骨の製作／施工に伴う検査には様々な事柄があり，鉄骨加工工場側が晶質管理上または
製作／施工管理上でおこなうものは，自主検査（社内検査），鉄骨の設誹監理者，発注者側でおこ
なうものは総じて受入検査と呼ばれ区別されている．第三者検査という謬葉はよく使われている
が，この用語は，建築鉄骨工事においては受入検査のことを指すことが多く，鉄骨工事の発注者
側が直接検奮会社に委託する検査を便宜上こう呼んでいるようである．
　さて，ここでは建築鉄骨工事において通常おこなわれている検査の種類とそのポイントについ
て述べ，とくに受入検査をおこなう上での心構え嬬ついて触れてみたい。
窯．鉄骨工霧の検蕊（検証〉
　建築鉄骨工事においてよくおこなわれている検査（検証〉は，おおむね次の如くである．これ
らの検査については，基本的にはまず鉄骨加工工場側の自主検査がおこなわれ，必要時，設誹・監
理者／発注者側による立会検査がお膿なわれる．これが受入検査とも呼ばれる事柄である．
　　（亙1工作翻チェック　働現寸検査（現寸グラフィの確認〉　�倹ｻ作要領書等のチェック
　　（の　材料試験・検鷹　織高カボルト試験／すべり試験　　　（61溶接施工法確認試験
　　（71溶接工技量付加試験　�激Xタッドボルト施工試験　（警1工場内製作中の検萱〈工程検萱／中間検鷹〉
　　�叶ｻ晶検査（溶接部検査・寸法検奮等〉　（聯高カボルト締付時の検査
　　�轄H事場溶接施工の検鷹（溶接前・溶接中・溶接後〉
　灘．亙工作図のチエツク
　　作成するのは鉄骨加工工場であり，当然一一次（自主〉チェックがおこなわれ，通常は，その
　後，設謙者等により検証される．
　欝．慧現寸検査（現寸グラフィの確認）
　　工作図が正確に完成していればこの検査は必要とされないが，通常では鉄骨詳細部の施工性
　等を検討するために立会検査がおこなわれることが多い．
　欝、＄製作要領書のチェック
　　工場側が作成し一次チェックをおこなった後，工事施工脅（ゼネ灘ン〉，設謙・監理者の順
　で内容チェック（チェックバック〉がおこなわれる．鉄骨の工場内製作要領のすべてが記載さ
　れているので，当該技術，作業に精通している者でないと内容チェックはむずかしい．
　欝、婆各種の試験
　　鉄骨素材，高カボルト（その摩擦接合面を含む〉，溶接施工法，溶接工に求められる技量，ス
　　タッドボルト施工法などは，それらの性能や実態が未知である場含，晶質保証の一環として鉄
　骨加工工場側で試験をおこない実態を明らかにしておくべきものであるが，必要時には立会検
　鷹がおこなわれる．
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撚彫獺欝聡（覇繍騨、捗懸）
禽．謬工場内製作中の検査（工程検査／中間検査）
　　鉄骨材料の調達，機械加工，組立，溶接接合に至る各段階1こおいて必要とされる欝主検査は，
　工場側のおこなう工程検査（各工程中の童）と呼ばれ，この検査が確実におこなわれているか
　どうかを発注者側で検証するのが中間検査とされている〈立会検査）．
　　受入検査としてこの検査がおこなわれる場合は，不，興合の早期の処理や予防が目的とされる
　ので，検査担当者は鉄骨製作技術に精通するのみならず相応の監理能力が求められる。
黛．6製晶検査
　　検査会社の検査員が通常おこなっている溶接部の鐵主検査と受入検査は，この製晶検査のな
　かに包含されている、現状では自主検査（社内検査）がまったくおこなわれないで受入検査が
　おこなわれるというケースは希であり，受入検査（抜取検査）は自主検査の土台の上に成立し
　ている．
　　溶接部の自主検査と受入検査においては技術上の差異はないが，受入検査撞当者は，少なく
　とも自らがおこなう検査が「製晶検査」という全体のワク組みの一環で，他の受入検査の概念
　と共通して成立していることを知らなけれぱならない、
　　なお，現状では溶接部の外観検査と非破壊検査を切り離して考えている工場も多いので，そ
　れらは一対の検査であることを確認しておくべきであろう。
　黛．7建設現地における検査
　　寓カボルト締付時の検査，現場溶接施工の検査が受入検査としておこなわれることも多々あ
　るが，高カボルトについては現地に搬入されたものが規定の性能を維持しているかどうか，締
　め付け方法が適正かどうか，締め付け後の状態が適正かどうか，また溶接施工においては施工
　前の開先周辺，施工中の溶接条件，施工後の溶接部の晶質等がそれぞれ適正かどうかを検査す
　る．したがって検査員の能力は非破壊検査技術の範癖に留まらない．
灘。窯とめ
　自主検査と同じ検査基準で同じように受入検査がおこなわれるので，非破壊検査を担当する検
査員はややもするとどちらでも簡単におこなえるものと思い込みがちである．しかし，溶接部の
受入検査もその纏の受入検査（検証〉事項の考え方とまったく同じであり，窃主検査の精度，信
頼性を確認する発注者側の立場に立っておこなうべ煮ものである．
　このことから，自主検査（社内検査〉を鉄骨加工工場側から依頼されて実施する検査会社が，縄あ
るときには発注者側に立って受入検査を担当する酵ということは，知らない内に検査者�煙酎Sな
精神を蝕んでゆくことになる．
　阪神大地震をひとつの契機として，正確・公正な溶接部検査が求められている実情癒鑑みると，
いま，非破壊検査担当者も原点に立ち返って鐵らの社会的責任と使命を再考する時期にきている
と思われる、
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聡灘鞭欝鵬（脚驚燃鞭．聾懸〉
5．わが社の奮闘記
＜風＞臓本濡接検盗��
田井　牧夫
　弊社は，平成元年憩月にC種，平成4年鴻月に聡種，平成6年撫月にA種の認定を受けて
いるβ
　灘種認定を受けたとき，近い将来にA種をと秘かに願った．社員も同じ思いであっただろう．念
願かなって窯年後にA種認定を受けることができた．　人にも企業にも，求めないものが与えら
れることはなく，願わないものがかなえられることはない。A種認定を求め願い，それを得るた
めにそれなりの努力を重ねた結果，得られた宝である．
　灘国という位置にあり，総勢欝◎名程度の小企業である弊社をこの方向に駆り立てたカはどこか
ら来たのだろうか．強いて探ってみるとすれば，おそらく次の慧つがそれに当たると思われる。
　叉つは，初めての認定を受けたときの数年ぐらい前から，しだいに発注条件として認定事業者で
あることが要求される場合が増え，将来はこれが必須条件になる時代が来ることが明らかに予測
されたことである。もう夏つは，C種を取れば搬種を，騒種が取れれぱ最上位のA種を，という
技術騰のチャレンジ精神がか鷺立てられたことであろう。
　いずれにしても，社員がそれぞれの能力に応じてJM》聡各種目・クラスの階級を昇り始めるこ
とをスター一トとして，主任試験，主任検査技術者へと長い道程を歩み続けた結果得られた宝であ
る．
　弊社はこれまで，小さな木に枝や葉を繁らせることにカを注いできた．これからはいたずらに
大木になることを欝指すのではなく，太い幹と，見えないところにしっかりとした根を張り，強
い風や厳しい日照りにも負けないような，強くかつ姿の良い木に育っていきたいと念じている．
　そのためには，社員の資格取得への意気込みの強さと，これを達成するために注いだ労苦を理
解し，それによって得られた結果に対して正しい評価が与えられなければならない．
　これをかなえる道は，C夏Wをさらに発展させることにより，われわれ業界の地位の向上癒謙り，
われわれの業務の社会的必要性をさらに確かなものにすることであると儒じ，そうなることを切
に願っているものである．
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蓑翻鑛欝欝（欝蓋蝋鍵．轡蝿）
＜慧＞　1株1札幌工業検登
ココ　滋啓
　当社がC董Wの認定を取得しようと考えたのは昭和欝年であった．この頃，北海道にC董Wの
認定会社はなく，試験がどういった内容なのか皆頚検討もつかず，懇意にしていた本州の検査会
社からC夏W手帳（現在では発行されていない）なるものを見せていただいた。この手帳の中に試
験問題が何題か載っていたが，それを初めて見たときには，一瞬，唖然としてしまった．問題文
の文字数は少ないのであるが，何を問われているのか，どのように答えていいのかさっぱり頭に
浮かんでこない．ヂ材料」，ヂ溶接施工」，r溶接欠陥」，r構造物の破壌」，ヂ試験方法」等の広範囲の
総含的な知識と応矯力が問われていた．普段まったく考えたことがなく（お恥ずかしい〉，また，
N瞬のテキストにも記載されてないような問題ばかりで，C璽W認定のレベルの寓さを思い知らさ
れたのであった．
　その灘から悪戦蕾闘の始まりである．まずは資料集めから始まったにの頃は，講習会が開催
されているのも知らなかった〉．N劔，W犯Sのテキストから始め，騰躍の会報，講演論文集，溶
接学会誌，溶接技術誌，翼S規格の解説文等いろいろ目を通し，個々の問題に轡分なりの解答例を
作成していった．茎問の解答例を作るのに何臼も掛かることもあり，深夜に及ぶことも度舞あっ
た．この当時のノートは今でも残っている．今になって見直すと，解答例としては心許ない部分
もあるが，この頃調べたことは今でも仕事に役立っているし，墓礎となっている．
　昭和灘隼沁月に購れて認定（恥種・UT部門）となった．その後，昭称砿年塩月にはC種に，
平成�c年鎗月には聾種に昇格となった。
　現在では，N隅にしろC夏Wにしろ，テキストも整理されており，試験問題集に詳細な解答例
もあり，受験する環境としては至れり尽くせりである．傾向と対策がしっかりと出来上がってお
り，さほど苦もなく試験に合格することができる（これで受からないようではどうにもならない）．
しかし，情報がしっかりしているだけに試験対策の勉強に終始してし讃い，基礎的な理論，知識，
応用力に欠ける認定技術者が誕生してしまう。ただでさえ，若い人の活字離れが欝立つ簸近は，文
献や雑誌に欝を通すなどという光景がほとんど見られない（これは，わが社に限ったことではな
いと思うが〉．この結果，資格だけは持っているがさほど知識の無い検査技術者が増える．検査結
巣に対する信頼性が低くなる一因となり，延いては検査業界全体の信頼性の低下につながるので
はないだろうか．こういった問題に対応する方法としては，個々の検査会社での社内教育の充実
ということが大事である、しかしその反面，資格者を維持し増やすことが急務という前提の下，爾
一的な試験問題と問題集の丁寧すぎる解答例に問題はないのであろうか．テキスト〈活字）を読
み，調べて，考える・この，r調べる蓑，ヂ考える諺という，検査技術者にとって一番大事な教育が
疎かになってしまっているような気がしてならない．
　C夏W認定が単なる技術者の数合わせであってはならないと患う．
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灘騰欝欝（騨繍騨．製勢轟〉
＜雛＞　�竃|士検蛮工業
堀部　儒義
穫．はじめに
　わが社は平成黛年沁月繋でC藁W｛種認定事業者となった。その後，主任試験技術者の退職
で平成謬年聾月，認定停止という事態を迎えるに至った．とりわけ当社は建築鉄骨を主に営業活
動を行っていたため，このときほどC夏W認定を持っていなかいことがいかに支瞳をきたすかを痛
感したことはない．これを機に社内の管理体制と教育のあり方を徹底的に見直す機会となった．そ
うして全社員がN購資格者となることと合わせて，幹部社員が率先してC護W主任試験技術者の
資格を取得することを目指して奮闘し，平成静年感月夏縫付でD種認定となった．現在は，帽当
数の資格者を所有し，C種昇格も本年申に取得できる位置に到達したと考えている．
窯．教欝システム
　わが社の教育システムを紹介すると，璽）新入社員教育，鱒資格試験対策，呂〉検査技術脅教
育，紛技術研究会の開催，講社内機関誌の定期的発行を柱にしている．特徴的なことは，資格
試験対策や検査技術者教育の…環として有カファブにお願いして溶接施工管理および雛の実務を
徹底的に教育する、資格が取得できればすぐに即戦力として対応できるようにしていることであ
る．また，建築鉄骨だけにとどまらず各種溶接構造物にも積極的に進出しつつあることである．一
方，現場の諸問題を中心にしてさらに最新構報を取り入れた技術研究会を濾してレベルアッブを
図ろうという試みである．
欝．資格餐数の到達点
　　　　　　　　　　　　平蹴7年沁欝璽臓現在の資格餐数
JSN鵬
∫W鷺S
圧接協会
全構連
鉄骨管理
種
RT
UT
MT
叢》T
＄M
αW主任試験
W鷺S
A種
UT
欝
亙
欝
鼎師
　
　
RT
夏
芝級　驚
2
3
薫
窯
3
黙
4
盈
窯
UT
難
黛級　馨
黛
嬉
＄
＄
窯
葱
計
8
蕪
験
轟
3
6
沁
暮
笈
　わが社の到達点は目標からすれぱ少ないが，UT資格者が技術系社員の鍵％を締めていること
が特徴である．各種業務の拡張を進めながら総合非破壊検査事業者を韓指して，N璽躍各種の資格
取得を騒標にしながらC簾Wをはじめ他の資格者の拡大に努めている・こうして，本年中にC璽W
昇格を欝標に鋭意奮闘している次第である．
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鷺礁辮欝（W豊鷹響，隻勢の
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難繍棚静撫く騨鐙、、ぎ．
7．協議金だよ甥
藻．申野代義幹嚢藍綬襲賞饗賞の件
　平成7年秋の褒叢に当たって，当協議会代表幹事である中野盛湖氏が藍綬褒賞を受賞されまし
た．検査薬および検査業界覇体において長年の貢献と指導とが認められたものでありまして，ま
た検査業界として初めてでもあり，誠に慶ばしいことであります．会員一同，心からお祝い申し
上げます．
慧、平成7隼慶・金麟秋期総金鰯催の件
　　　欝　時　1　平成7年紛月捻臼（金）
　　　場　所　：　和歌山寮・大泉研修所
　　　出席者　1　代表幹事他纒社，他に委任状擬出者捻社
　総会は中野代表幹事の挨拶で始康り，新規会員魂社の紹介がありました．続いて，議案書の報
欝および審議に入りました．今懸の議案は去る撃月に闘催された各地区総会で提案審議された次
の事項であります．
　　璽）磁W検査事業者協議会会辮（案）
　　勲　当協議会・役員（幹事）選挙規定（案〉
　　櫛　建設省住指発第騒攣号に関して行政庁に提出する要望書く案）
　　曝）　＄翻号通達の導守のための行政庁への灘欝方法について
　簸初に攣月に開催された各地区総会の状溌報告を安藤幹事（東撫本地区），尾崎幹事（関西地区）
および外山幹事〈西縫本地区）より説明がありました．
　続いて，議案について審議しました．
　協議会会則改正（案〉および協議会役員（幹事）選挙規定改正（案）については，ほぼ満場一致で
承認されました．
　編蓼響実施に向けての方針（要望書・運動方針等〉についても大多数の賛成を得て承認されまし
た．また，各行政庁への会員による具体的分担の件についても，原案通り承認されましたが，一
部の県については各地区幹事代蓑と個別に相談して決定することで了承を得ました．
　各行政庁への訪問括動の期限は平成7年膿月鉱Nむということになりました．
　総会終了後は引鷺続懸／社潰本溶接協会溶接検査認定委員会による新規会員および昇格会員の
認定証授与式が行われました。夕方からは岡場所で懇親会が開催され，C璽Wの関係者を囲んで夜
遅くまで和やかな懇談が続きました．
　なお，翌欝はゴルフ組（和歌山カントリー一クラブ）と和歌慮市内観光コースに分かれて，秋の一
鷺をそれぞれに楽しみました、
・〜
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叢翻鞭照（W薫灘贈．妙騰〉
壽．倫理婁餓金関連の件
　平成7年度第慧回倫理委員会を平成7年憩月器臓（水〉開催しました．今蹴からは倫理委員と
して新たに北後寿氏（臼本工業大学教授・（財1日本建築構造技術者協会・副会長〉が就任しました．
　今回は，かねて倫理委員会でも会員会社による不正検査の件について審議していましたが，鋼
構造ジャー一ナル第静曝簿（平成？年韓月鍵臼〉が記事として掲載したこともあり，その対処につ
いて審議し，倫理婁員会の見解（委員畏代行・加藤哲雄氏〉を早急に発表することにしました．な
お，見解は同ジャーナル第簿嚢号（平成7年慧月騒日付〉に掲載されておりますが，倫理委員会
としては今回の不正検査の問題の事実関係の究明と今後も不正検査の再発防止に輿剣に取り組む
方針を表明しました．
4．新規産叢分野拳入調査の件
　現在重点を置いている建築鉄骨以外に土木分野として，橋梁および鉄筋ガス圧接が対象として
可能性があるのではないかとの結論から，関連業界などについて訪問調査しました．翼体的には，
（社旧本圧接協会，（社1全蟹圧接業連禽会，（財職本道路保全センター一などについて訪問し，とり
あえず実情などをヒアリングすると同時に，当協議会の活動なども澄嚢しました。
欝．都灘府県行政庁への金愚による対応の件
　前記慧項で記述されていますように，建設省住指発第灘墾号通遠の都道府県行政庁に理解を求
めるべく，会員によるrお願い藩の運動がH月下旬より始まりました．年内には大部分の行政庁
への評叢が終了する予定です．
馨．建築鉄骨灘接部外観検鷹マ畿瓢アル改驚婁澱禽（仮称）の件
　標記委員会を今までに窯購開催しました．
　そこでは委員会名称をヂ鉄骨製晶外観検査規準作成委員会講とし，委轟としては大学，行政，設
欝事務所，璽A灘，検査会社などから広く参加して頂く方針が決まりました．マニ講アルには構造
理論および補修溶接に関する力学的考察なども取り入れる方針です．
7．平成艶》露年度役澱（幹事〉選挙の件
　当協議会平成7　霧年度の役員選挙は新選挙規定に基づいて臆月に実施され，膿月下旬には新
年度の役員（候補〉が決定され竃す．
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搬麗糖欝（騨ぬ鴛鍵．轡蝿）
8．お知らせ
平成暮年度のC蓋W試験および研修会の目程を下記のようにお知らせいたします。現在，黛次試
験の実施方法を検討しておりますので，下記の予定に変更が出る場合もあります。正しくは案内
パンフレットをご確認下さい。また，締切りはそれぞれございま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。
lll平成慧葬度検蓋講藁審認定のための技術籍試験
　前期　玉次試験　　平成暮年誉月黛6臼（鋤
　　　　　実施地区東京地区：中央大学（予定〉
　　　　　　　　　北九州地区1北九州テクノセンター
　　　　　　　　　広島地区；広島Y簾CA会館
　　　　　　　　　大阪地区1チサンホテル新大阪
　　　　2次試験
　　　　　　　　　東京地区：平成翻年7月慧鶴（土〉
　　　　　　　　　北九州地区こ平成霧年7月欝臼（土）
　　　　　　　　　広鶴地区1平成霧年7月慧臼（土）
　　　　　　　　　大阪地区1平成暮年7月蕪臼（日1
日本溶接協会
北九州テクノセンター
広轟YMCA会館
チサンホテル新大阪
　後期　i次試験　　平成馨年U月丑7韓（日）
　　　　　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
　　　　　　　　　広島地区1虹村共同福祉会館
　　　　　　　　　大阪地区1チサンホテル新大阪
　　　　2次試験
　　　　　　　　　東京地区1平成今年亙月膿臼（土〉　欝本溶接協会
　　　　　　　　　北九州地区：平成攣年玉月灘欝1土）　北九州テクノセンター一
　　　　　　　　　広島地区1平成参年蓋月欝鶴（土〉　広轟臓継会館（予定〉
　　　　　　　　　大阪地区：平成9年1月拶臼（印　
チサンホチル新大険（予定）
鋤　平成暮年度認定獄験のための研修会
　　前期　　東東地区1平成霧年4月欝臼（土1・2＄臼（鋤　日本溶接協会
　　　　　大阪地区1平成暮年4月慧0日（土〉・鍛臼償〉非破壊検査ビル
　　　　　広島地区1平成霧年難月H鶏（土1・欝臼（翻　広島鷺CC文化センター一
　　後期　　東京地区1平成暮年扮月轡日（土1・纏臼（類）　目本溶接協会
　　　　　大阪地区1平成麟年欝月B繭（土〉・暮臼（鋤　チサンホテル新大阪
　　　　　北九州地区1平成霧年蓋0月黛6臼（土〉・欝臼（臼）北九州テクノセンター一
一欝一
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織燃欝鵬（恥欝薫耀議鯵嚇〉
噛．パン7レット『Cl脚検糞事業麿認驚割度のご案内講の発剃に際して
溶接検甕認定委員会通信編集婁員会委員長　江端　　誠
　この度ドC翼W検査事業者認定制度のご案翻と題してC箆W認定制度の概要を紹介するパンフ
レットを刷新・刊行した．パンフレット作成に際しては．前回作成したパンフレットを基に．以
下の編集方針で臨んだ。
　（”発行奢鷹《祉旧本溶接協金C夏W認定婁愚金とC鼠W検蛮事業審協議会との興鷺とする．
C夏W認定制度を発展・推進させ．広く社会に貢献するためには（社旧本溶接協会C蛋W認定
委員会とC亙W検査事業者協議会が車の両輪の如く互いに協調していかねばならない。とりわ畝
本パンフレットを利用する機会が多い協議会を共同発行者とすることで．従来以上に協議会サイ
ドの意見を反映させ、協議会にとっても利用し易い内容となるよう配慮した．
　（の　建築鉄骨溶接部検糞とC置W認定制度の関わ》をアピールする．
　もとより．畷W認定制度は全ての溶接構造物の検査を対象としたものである．しかし．現状で
社会的にもっとも広くC璽W認定制度が牽傭されているのは建築鉄骨溶接部であることか叡その
紹介に重点を置いた．
　上記の編集方針に対してら塒定の構造物検査だけを重点的に取扱うことは公平性を欠きC翼W
認定制度を正しく紹介することにならない野との異論がなかったわけではない。しかし．前述の
ように・建築鉄骨溶接部の検査において広くC亙W認定制度が採用されている現状ねその反颪
それら検査において自主検査（社内検査）と第三者検査（受入れ検査〉の区別が必ずしも関係者
間で周知徹底されていない現状とに鑑み、これを少しでも啓蒙することを目的とし、あえて今縫
の編集方針を採用した。近いうちに、より一般的なC猛W認定制度紹介用のパンフレットを作成し
たいと考えている．
　（2）磁W認定検董会社が地域的に臓本金園をカバーしていることを強調す翫
　昨年憩肌日現在で磁W認定検査会社は鵬社に達した．それらの本社．支紘営業所等は
全都道府県に展開しており．顧客の求めに応じ目本全国のどこででもC夏W認定検査会社を利用で
きることを強調した．
　こうして出来上がったパンフレットを改めて見直してみると、デザイン・構成等必ずしも十分
納得のいくものではないが．上記の編集方針に沿ったパンフレット発行の目的は十分盛込まれた
ものと思っている、関係者に有効にご利用いただきC薫W認定制度を少しでも多くの方々に知って
いただければ幸甚である．
　最後にC夏W検査事業者協議会はじめ．本パンフレットの作成にご尽力いただいた方々に心から
謝意を表したい。
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澱｝鯉鵬（恥撫謬謹勢轟）
黛．平成7年度後期CIW主任試験技術審試験問題解観《ひず轟検査》
1問題図のように、一辺蕊黙の立方体く紙献蕪直方向昏ま省略）の
　　　A搬面に勢断力憩磁N．引張力200k阿が働いている。
　　　綾）麹Aは未完成であるので、これを完成しなさい。
　　　恥）モ》一づレの応力円をかきなさい、
レ
　　　ゆ最大引張応力をモール円から求めなさい。また簸大引張応
　　　　力の方向を図Aに示しなさい。
この閥題は、平面応力状態の場合に、一番よく現れる主応力方向が未知の場合に．主応力の大
きさと方向を求める問題で、溶接ビー一ド附近の応力測定に必要であ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σy
る．モー一ルの応力円は一度理解すると大変やさしく必要な場合が多
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　驚、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β
いので、頭から難しいと思わず理解してほしいと思う．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‡
　解答菰）　これは力学の問題で．立方体が平衡を保つためには、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ皿x
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　α
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ
A猛面の反対側CD面に大きさが等しく．方向反対（下向き〉のカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c
と．A黎麗は扮舷Nの勢断力により薄断応力が働くのでA欝面と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最大弓汚長応プ3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y
藁直なAC面に共役勢断応力（均質等方弾性体では大きさが等しく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図　欝
方肉反対）が作用する．懲D面．CD面も同様で、図墜が答である．
　解答轟）　二次元のモール円を書くには、次のことのみを知っておけばよい。
　1イ）　x軸に垂直応力δの値
　（灘）y軸に勢断応力τの値、ただし國Cに示すようにy軸の負の方向をτの正の値、正の方向
　　をτの負の値とする．聾断力は反時計麺りを正とする．
1ハ）　モールの応力円では、角度は慧倍に出てくる．A懲
面を考えるとx軸（σ軸）は応力になおして
　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　σ諜慧o砥N／（o．os搬〉
　　　　ア
　　　　　　　　　　　　　　ゑ
　　　　　綴暮（》獺P畿（N／猫搬）
　　　　　　　　　　　　　　ゑ
y軸ではτ，．蝶魏姻／（鼠05搬）
　　　　　誰40MP綾
C
2θ
E
ユ』＋ぴ
蓋）
（）至監瓢80MPa
EP鴛40MIP獄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麹　む
　どちらも符号は正なので．図Cで整点となる。次にAC画を考える。x軸（σ軸）はσ瓢0、y
軸はτ。y畿一�j誰一40躍亙�`となるので図CのQ点となる。A猛画とAC面は互いに参0。の角をな
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灘麗欝欝（恥誠雛轡蓋勢藪〉
しているので．モール円ではその2倍で膿αとなる。ゆえに蚕》Qを引き、これを直径とする円を
書けば・これがモールの応力円となる・PQとx軸との交点Cが中心である。A鷺面とCD面は
欝0。の角度をなしているので、モール円では灘0。となり一致するので考えなくてよい．AC面も
勝》面と一致する．
　解答の　最大引張応力はモール円より明らかなように、図CのD点で、この点はτ聯0なので
主応力である．値はOD瓢OC＋CD．OC慧σE／黛嵩容0／慧瓢船瓢駐轟．CD瓢半径篇C整
瓢而瓢》補篇56．磁P縫．奥，OD灘40＋56．6⇒6．磁P議
　次に、最大引張応力の方向は次のように考えるとわかる。図避と図Cを比較すると、図搬の中
心0は図Cのモール円の中心Cに対応する。図CのQ点はx篇0、y認一4�Jで決定される点だ
から、図騒ではσ轟0．τ欝一爆�Jの面至3Dの繍点に対応すると考えると、図聡のx軸（騒畿／は
図CではCQ線となる。そうすると最大引張応力の方向（÷σ方向1は．CΩより右廻りで慧θ
の方向である．モール円では角度は露倍に出てくるので．図懲では臓より右廼りでθの方向と
なる。値は鴎Cで∠QCO慧4ぎ隔∴∠ΩCE論13ぎ瓢2θ、∴θ認6気ざ　（図鱈1となる。
〈お知らせ＞
『CIW通信一RUMPE細の原稿募集
　轍W通信一叢U瓢囲鋤を刊行しましてから本年で早懲年になります。
　轍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。より親しみやすい瞭W通信一鼠U灘犯鋤にいたしたく、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
ろ区　
　
一編集
一3一
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繭瀞鵬〈蕪麟購璽勢曝〉
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叢む獺欝駐馨（鞠艶蓋聡．捗攣愚）
轟．Ol騨認驚事藁審一覧く◎雲本社．��1本社並びに出先機関．○：出先機関）
会　　社　　名
種別
所　　　　　在　　　　　地
丁畿L
北
�蒲吹@幌　工業検薮
鷺
北海適札幌帯南区南繰築西勢丁欝3懸尋
職づ82−2鯵む
海
臼鋼検査サー一ビス��
£
北海適室蘭市茶津町4弓
蓼泌一22−8386
遵
北　鷺　虚　電　極　��
欝
北海道札幌市臼石区菊水蓼条iT蹴略
鋤一翻一瓢1
東北金鱗検査��
£
脅森県八戸市沼館H3弓
僻8一麟一8522
東
溶　　接　　検　　壷　　��
£
宮城県多賀城市八幡2一撫憩
曜一365一継奪
東
�梶@　テ　　ッ　　ク　　ス
D
宮城県多賀城市大代5曝噸7
櫨2−365−8勢6
東　鷺　本　検　盗　��
P
宮城県纏台市宮城野区出花H磁
耀�竃粋鼬gi
東　　亜　　検　　査　　��
薮
山形県最上郡舟形町富懸瑚畷
0233弓2−3蕊9
北
葉　　北　　技　　検　��
鷺
・富城嬢多賀城市新磁掌酋後＄一n
欄一36騒3覗
北　央　検　査　技　術��
鷺
蕎森県八戸市下長を2H2
0”＄一2例ぢ35
石規鶴検壷計測�梶B．A
策京都翻懸大粥一2鍛3
03−37？8−7螂
撚
北縫本エックス線検査工業��
A
新潟県新潟市南紫竹i畷一擁
025−2864567
�潟Vー一エックスアール
A
東京都千代田区神磁秘漿町婦3畦麟細脇ぎ
鰺一3繊一搬1
東京理学検査��
A
東京都晶川区南大井6−2を6
93弓76ひ4鋤
関
獲　本工業検査��
A
神奈川劇1麟葡1麟難浅野剛纏
樋を3緬一6嚢蓼o
総本超音波試験��
A
神奈瑚県横浜市青葉区あざみ野南2曝弾
腿5一§！レ5翻
欝本非破壊検査��
A
東東都大欝区大森北縷鴫一3
鋒3糧一3彗2i
本
東
鷺立エンジ撒ア》ング��
A
茨城県馨立市幸町3鷲一i
92参を2をml
エンジ議ア謬ンダサービス��
欝
東東都晶縄懸南大井6畷ひ逸芦浪大森ビル鞭
蓼3−3766−2鰯
面
検査エンジ轟ヤリング��
鷺
神奈川県横浜市港北区綱島西5−4一姐
鰯一545一§688
繍本検査灘ンサルタント��
欝
神奈規県州嫡市瑚麟区本町i略一矯
畷一撫一三鋤
甲
アイ・シー・ティー��
c
神奈縄県横浜市磯子区杉田をを25
腿5−774弓8鍛
�梶@イ　ン　テ　ッ　ク
c
東東都中央区勝ど謝弓噸
鋒3532一鵬蓼
地
魯
�梶@　　エ　　　ス　　　謙
c
神奈川爆横浜市西区平沼！櫓一5
鰯一32H977
北欝本非破壌検壷��
c
紙潟嬢新潟市爾紫竹！丁蹴一玉毒
鰯一2＄総弱3
信
�梶@　検　　査　　技　　研
c
神奈川県川崎衛摺崎区渡撫4弓一i5
94を35箏一2／i／
�褐沚ｸサ　ー　ビス
鷺
東憲都港賦西麻布！鴫一3ひ5鳩
廼3−3鰯鼻756参
成　態　計　量　検，査　��
c
千葉県印旛郡富墾町七栄欝8略
艇76−92−720G
越
新潟検査工業��
c
新潟県新潟帯河渡庚2勢B
鰯一273一礁6
区
新潟非破壊検査��
c
新潟県西蒲原郡巻舟戸2罫
台256−72−8236
欝叢エックス線検査��
c
東京都大懸区羽懸旭町2一欝
G3−3驚畷鮒
ユ　轟　セ　　ッ　ク　��
c
神奈摺藁横浜市鶴兇区鶴見中央嗣4嘩
腿5弓G3−351i
�樺ｩ縫エンジ晶ア拶ング
P
埼玉県草簾市獺荷！−H
鵬賊7囎3隻
�梶@ア　デ　ィ　ッ　ク
P
東京都世田谷区代沢4−28弓
�i弓劇9一劔鱒
茨城総合検査��
撫
茨城曝那珂濫鰯餐珊町後台3鵬一第
謝2一蛇一32雛
�泣Cツオエンジ轟ア甥ング
D
埼玉県草加市八幡町脚※獅
縫8今一32−2親4
�梶@　轡　　磁　　産　　業
沿
東東都中央区勝どきを2−B
吟3533−2鰍
一一
一
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醐鞭弼（響縛曙鰺輸
　平成暮年爆月夏臼現在
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欄鯉欝（鞭蓋購紛鋳）
会　　社　　名
種別
所　　　　　在　　　　　地
丁鷺L
�轄H勢アイ　・シー
P
神奈川藁横浜撫鱈鷺単沼2礎一雛
幡一3露3−3鮒
�泣Gス　蓼　イ　ー　癬　シー
P
東京都大田区蒲鋤一32−8櫛3
03−3730−84％
�活�
「東検壷サ、響ビス
P
千葉藁千葉層璃欄傷一L　　　r　ご　　りrり司9壇一曽俘一窮年E専
鰯6−23−8螂
�潟L轟一シー謙ンサルタント
D
神奈川県横浜市神奈川区神奈川鍛i畦8
鰯一4轟H隅
東
関
繍数栄エンジ蒜ア饗ング
漁
千葉県木更津策轡根塁礎一鱒
鰯騒貝65ら
�梶@　国　　立　　技　　研
P
神奈川県横須賀市舟禽B伽鴫授ンシ鐘ン！G鰐
G毒68−3を3拠
東浜1険壷「工業��
P
神奈川県横浜斎金沢区福浦窯騨6一欝一
・鰯一7雛噌2徽
三共　メ　ン　チ　ナ　ン　ス��
P
東京都豊島区千川2※8
93−395弾一2鰍
�梶@　ジ　幽　　ス「灘
。Pド
神奈川漿横漂甫港北臨新横灘一撫22一
鰯繭爆73−5幽
上越鋼管検査��
D
新潟県上越帯稲田を8纏
0255−25−58／2
鷺
東
一ソi轟　　ッ　　ク　　�活�
一の
神楽糊藁横浜市繍鷹下珊井町！勢6尋
P鰯郵3一欝篇
第　　〜　　検　　糞　　��
D
東京都文京区本郷興勇
03弓81齢棚
�梶@　　チ　　　ッ　　　ク
P
千葉県佐療市山之辺幽7勇　「
纒7＄一58一捌響
齢
東亜非破壊検壷工事��
D
東京都港区芝胴6−2
G3−3毒55−5576
寮傭検籔エンジ轟プ》ング��
P
新潟縣潟帯東王2−6一鴛「
頒5−286−66欝
東揖本工業検査��
D
千葉市稲毛区長沼町雑一鑛
鰯一286覗73
本
甲
晶　質　検　壷　��
P
神奈川県横漢市鶴見鷺宋膿欝2弓
鰯一猫瑠マ粥
�褐寰m検査工業
P
神奈川県横浜市神奈川区新町3番地
G菊一麟i−6862
�梶@　蕊　　穐、険
蓋　，か
千薬藥八千代市上高野欝雛
鰯4嚇一8蜘
爵
�潟Cーアールアイ
鷺
鯨灘新宿区西早稲鋤一蝋7勲シ勃畷づ鞠贈2号
G3−320を棚6
�梶@エ　ス　テ　ィ　エ　ス
鷺
畏野県繭安曇郡豊科町大掌豊科蔀03解緯
鱗3−73−73鱒
�潟Gム　・アイ　・エス
鷺
神奈川爆座間市入谷／−220纏
腿62−55−6劉
地
信
�滑ﾖ東エンジ轟ア鱗ング呂．
鷺
茨城票水声市大塚町寧大塚隻2綴穫
�兜ﾜ露一8書鴇
�葛ｴ梁検査セ　ン　タ　ー
慧
東京都墨購区両国轟一23曝
03−3846−8呂8今
�求@　　　広　　　　竃
鷺
群馬県購橋市州蜘33酵ン辮シ壽蜘5　一，
謝舗を5鱒
�梶@　梱　　模　　理　　工
E
神奈川県相模原市上鶴間3577−3住商大野ビル硬
o魂27−45−772／
�潟W孝一アイエム
鷺
千葉県市川帯須秘懸ト緯鴫
瞭3弓8−2i73
�泣Wャパンエ欝一サービス
鷺
茨城県水戸市見秘畷笹26
029−252−9846
区
越
新　　東，技　　検　　��
鷺
掩肇斑繋横浜帯港北鼠新吉濁町撫6噸
鰯一544瞬57
住璽テクノセンター��
E
神奈川県横須賀斎夏島町D番地
0468−65−8姐
練合雰破壊検壷��
鷺
東康都新宿区藤新宿き翫8　’
93−33毒3一欝i
総和鋼業検査��
鷺
茨城県猿島郡総和町蕊生U3§弓
0280−9鱈883
�潟fィーアイジ満ク　ト
鶯
神奈難燥11麟帯州崎鷺鳩町2一聾6
幅伽斜286
�虚繽ｴ助ノいインスベク酒ン
E
神奈川漿横浜市鶴見区小野町鍛　酪鋤ピル10講
騒5−506−6240
�轄�本叢ンジ轟ア萄ングインスベクシ薄ン
鴛
・栃木凝宇都宮市江曾島3一雛今織勃赫ビ1レ2を、
蜘6−5鱈3ヨ3
臼　　本　　検　　蓋　　��
E
東京都江東区亀戸i−5−7露鐵魏Dタワー鍵
03勇627−235！
講　キ　ビ　ル　ぶ「��
鷺
神奈州漿規崎帯川崎区藤崎ト鉱一鐙』
綴一222一鵬7
一8一
�
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魏鯉鵬（蕪縛略轡懸）
会　　社　　名
種別
所　　　　　在　　　　　地
TEL
軸
横浜総合葬破壊��
鷺
擁懸横浜市港北区篠漂町緯雛ガ撫酵ツ辮灘2脇
鰯鴫2一甥3
富　　山　　検　　査　　��
欝
富山県富山市上野新町5畷
0764弓8−0808
北
北陸諜破壊検査��
D
福井藥福井市定正町ら10噸
G？76−56−1謝
�竃k陸溶接検査事務所
D
福井県福井市若栄町80！
0776−53−6585
陸
籔。難．c検壷サービス繍
鷺
富山県富山市豊城町箏一臓
騰魂一3細螂
�梶@　石　　川　　検　　査
E
石川県金沢市三十苅町乙三騎番地額較ビノ嚇鍔
076鱒8畷麟9
エヌケーケーエス・テック��
P
静岡県濤水市三保3＄7−i
鵬3−34−2嚇
関
東
太　　陽　　検　　査　　��
D
愛知県海部郡弥富町五明4一榊弓
0567−67−OIS8
�潟A　イ　　・　ソ　轟　ッ　ク
鷺
静岡県憲士市前田3爲．
鵬5−62−65鮒
�牛|造エンジニア》ング
鷺
静岡県三島市青木！64弓顯⇔シ婁ン20腸
0559−7H1！7
�求@　ト　　ー　　ケ　　ン
鷺
三重県鰻欝帝市御繭町鱒
鰯3嚇一螂5
海
東邦葬破壊検査��
鷺
愛知県名古屋市昭和区桜山町5−99略
槻一84属m
�潟�轟オ　ン検査
鷺
三重県津市大創H羅
鵬2−2＄一3鱗
�潟Aイ・エム・シー一
A
兵庫県神戸市兵庫区駅前通5−3−M
078−577−36弱
西
遡重検壷サービス��
A
兵庫県神芦布中央難東州崎町3※i
鵬一682−5鰯
神鋼検査サー一ビス��
A
兵庫県高砂市荒井町新浜露一3−！
む7参を45−7253
�梶@ダ　ン　チ　ツ　ク
A
大阪府大阪市北鷹天灘噸織3
96−3弊3磁
�轄激`　ゾウ　テ　ッ　ク
A
大阪府大阪市大正区鶴町2−15畷6
oひ555−7056
関
非　破　壊　検　嶽　��
A
大阪府大阪市西区北堀江逸・欝一懲
倉6一鵬略8灘
�梶@　　　大　　　　検
黎
大阪府守口市暁町4−27
06−99i−7蝋
キ轟一工一技研��
c
大阪府大阪帯天王寺区上本町3略一鶏
06一糊一5剛
地
極東工ンジ義ア》ング��
c
大阪府大阪市東淀川区上新庄3−i6−ii
06−321−5勢G
�梶@　篇　　一　　ケ　　ン
「c
大阪府大阪帯繭淀川区歌島1・2を鎗
○糾72−3知
�梶@　大　　検　　工　　業
c
大阪府大阪市西淀川区歌島H6一参
06一感74−6888
東洋検壷工業��
c
秘歌山県和歌ぬ市湊2一撫鍛
G73轟一52−3聾31
欝　本工業試験所
c
大阪府大阪市福島区鷺洲2−／鍛7
06鴫53−722／
エースエンジ論ヤ窪ング��
P
大阪府大阪市大正鷹鶴町3縫一ま7
倉6粥2一聯1
三協エンジニアリング��
D
大阪府大阪市福島区福轟7−Bぞ
06纏53−5388
区
新　　光　　検　　査　　��
D
兵魔県明石市藤江辻之外三8齢弓
む78轡928一鈴22
西
中　　央　　検　　査　　��
D
兵庫県神戸市東灘区魚麟南町3略一鍛
078−452−245i
千代磁検資工業��
D
大阪府大阪市此花区轟騒！※鱗　・
o樋6獄飾
テク功かエンド・インスペクシ選ンザーピ禰
D
大阪府大阪市北区天神橋2−5−28
06−357−1！93
鐵工検サービス��
P
大阪府大阪市酋区土佐堀3一劉8
G6嘱5一��3
�梶@　　　濤　　　　伸
D
大阪府大阪市天王寺区空堀町主5−20
06−763−3376
鷺本インスペック烹��
D
大阪府大阪帯都島区大棄町2−4一欝　，
轡6一蠣一3m
�潟Aイ　・アン　ド・アイ
E
大阪府大阪市淀川区東三国6※39−203
G6弓92一側7
�泣Aィ・イー謡エル
E
大阪府堺箏北花磁町藁轡3繊
0722−5G一獅2
一10一
�
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欝罐鵬（懇麟暗璽嚇6）
会　　社　　名
種別
所　　　　　在　　　　　地
TEL
関
�轄\造総合技術研究所
E
大阪府羽曳野市蔵之内6懸
0723−57一鵬8
関
�旧ﾜ大インテックサービス
E
兵庫県明石市西明石西町i　T目憩番39号
078−923−5310
西
ジヤパンCT＄��
E
大阪府大阪市淀川区新北野ま※i8
0ら一3騨3577
�潟Wェイアールシー
E
大阪府堺市少林寺町西3÷30
G722−21畷00
地
�泣_ブル・アイ・エル
鷺
兵庫県茄古郡播磨町古宮翻倉鴫
鵬4−3ぢ弓�f2
西
籔工試エンジ轟ア婁メング��
鷺
兵庫県神戸市中央区中町通3※16サンビル
078−34工一2興8
区
鷺　　本　　産　　機　　��
鷺
大阪府大阪市淀川区木鑓東3−5一瓢
06−3§4一菊激
関西エ　ッ　ク　ス線��
A
広島県広島市西区南観音6−3−10
082−29i−2500
鷺本シーセーク��
A
広島県広島市安佐繭区祇園ト2飼i櫓
今82一＄75−5鋤
中
�且O造試験センター
c
岡山県玉野市玉3−5−2
0863−23−2624
西
憲士電子工業��
c
山鷺藥下関市長府麟町師
蓼832纏8畷��
�梶@サ　ン　テ　ク　ノ　ス
D
臨根県松江市西嫁島！※禦
0852−22−4毒78
串　　國　　検　　蓋　　��
P
広島県呉市東中央／一王2囎
鰻3−23弓366
国
アトミックス工業��
鷺
広島県広島市安佐南区緑井！丁目駐8i弓
082−870覗31
�樺C趨舞破壊検査工業
鷺
山欝県下松市大掌西豊井字開作B4奪唱
0833畷穫絡8
鶏
�梶@　識　　ッ　　セ　　イ
鷺
広島県呉市朝籔町7番！号
0823−22一脚2
翼
鑓　本溶接検査��
A
蕃州娯丸亀帯川顯繭鱒弓
G暮マ7−28−5鰯
住　重　試験検査��
c
愛媛県東予市今在家15蝋番地
0898−65−4868
悶
�叶ｼ欝本超音波試験
鷺
香川県善通寺市金蔵寺町3艇織
濾77−63一幽黛
東亜非破壊検査��
A
福岡県北九州市八幡東区山王H3−i5
○勢略6Hi！5
本
新滋本舞破壊検壷��
A
福岡繋北九州布小倉北区井堀4一三艦3
鵬一57属鰯
計　　測　　検　　査　　��
c
福岡県北九州市八幡西区陣原i−8弓
0雪3−642−8231
九｝”
�椛謌鼈鼬沚ｸ工薬
c
畏崎県佐世保布早苗町5鱒一4
嚇6−3飼i5ぢ
長　　菱　　検　　蓋　　��
c
長崎県長崎市飽の浦町H
0958−6i−6紹6
�梶@　　　見　　　　忠
P
福岡県北九州市小禽南区璽住i−2略
鵬一警2鱒撚
地
州…
千景非破壊検壷��
D
福岡県北九州市八幡西区陣原3−20−2壊
093−642−9955
西環本検壷サービス��
P
福岡県磁川市大字鰐請臓葺畷
0鰯一44一鰯5
�堰@　　　胸”
沖　縄　工　業　検査　��
E
沖縄県中頭郡与那城町字平安座8i48弓
G98−977−8309
沖縄葬破壊検奄��
鶯
沖縄県沖縄市掌此屡根1ξ�f番地
038−333一捻58
沖’甲甲四
�梶@　　　九　　　　検
E
佐賀県佐賀市八戸溝2丁目6−U
0952−30−8221
区
九　　州　　検　　査　　��
鷺
福岡県北九州市戸畑区牧山レ1畷8
鵬一881−3鋤
産業エンジニアリング��
E
福岡県北九州市南小倉区湯川i−5−i8
093−921−5！00
縄｝蒔
新欝塞エックス線��
E
大分票大分市三川新町域弓
群粥一外8665
ダ　イ　ヤ　技　研　��
E
福岡県北九州市小禽南区守恒2−Bつ
093−96！−5346
南九州検蒼工業��
E
鹿児島県鹿児島市棄谷山レ75−16
G992鋤67弓567
宮崎県工業検査��
E
宮崎県宮崎市江平西1−2−27
0985−29−3蟹5
一鷲一一
�
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鞭｝鯉欝（§瞬購轡舞）
響．わが社の教育翻練
（掬コーケン奪務取締役笹川　繁
　わが社は．本年度より畏年の懸案であった研修室を設けたこと1により．新しい教育訓練計圃を
立てているところで．このシリーズに発表される内容は参考になるところである、
　わが社の教育も．新入社員教育と技術者教育（資格取得教育）とに分けられる、
灘　新入社員教育
　わが社は事薬所の関係で．他県の現地採用者があり、新入社員は約玉　2カ月の閲．大阪本社紅
て大阪地区採爾の新入社員とともに研修を受けることになる。
　まず初めの一週間で下記の内容で、社内講師による教育が行われる．
　　�@〜般教育
　　�A非破壊検査の概要
　　�B非破壊検査実技講習
　続いて．実技実地教育に移り．事業所配属後．即戦力にとの観点からOJT申心の教育が行われ
る、このOJTにおいては．教育実施内容（RT、UT．蘭丁．蛋》T）の均等化が難しく．担当者の
頭の痛いところである、
　新入社員は、基本的に一週闇単位で先輩技術者チームの中に編入され、現場作業を消化する。こ
の中において、非破壊検査の実際を体験し．理解していくことになる。〜方．会社としても新入
社員の適正（RT、UT、醗丁、蓋》Tのどれに向いているか〉を見極め、以後の教育指導の参考とし
ていく．
　教育終了後は．各事薬所の配属となり各事業所長の指導の下に事業所に適したOJTが薬務とと
もに続いていく．
黛　技術奢教育く資格取得教育）
　技術者教育は終わりがなく、生涯続くものとの観点から、わが社も大阪府の生涯能力開発給付
金制度の活用事業主となり．社員教育に活用してきた．
　資格取得教育は．おもにND董試験を対象に実施している。内容は、先に述べたような関係で通
信教育にてNU問題集から抜粋したものを試験前約2カ月の間に下記要領で実施し．さらに試験
直前に前回試験の問題を配布する。
　　�@非破壊検査概論一週間に薫回のペー一スで3回
　　�A各受験種目一週間に儀回のペー一スで5回
　また・全構連、W鵬、圧接などの受験要請が出た場合には．N腿、C夏Wと同様にそれぞれ開
一騒一
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1圃鯉鵬（＄韓昭議鯵轟）
催される講習会を受験させることにしている．わが社においては受験者を社内選抜するところ豪
で至らず．今のところ受験者全員を対象に実施している．
舞縄
い餐
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覇錨
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奪真　ビデオ蘇縷金
　なお．慧次実技試験に際しては．技術者に変な癖が藩かないよう各講習会に付随する実技講習の
受講を原則とし、工程の都合などにより無理な場含（とくにN勝関係〉は．関爾技能開発センター
および神鋼ヒューマンクリエイトなどが行っている実技講習会を受講してきた。しかし、前述し
たように研修室を設けたことにより、今後は社内講師による講習を実施できるよう計画している。
　社員教育に関しては、近年、教育資料がビデオ化の傾向にあ駄わが社においても下記のよう
な種類についてビデオ研修を取り入れている。
　　�@一般教育
　　�A安金教育（検振協〉
　　�B非破壊検査（NDD
　　�C溶接技術（日溶協〉
　　�D石油タンク（K鷺K〉
欝　おわ》に
　ここのところ会社の倫理、技術者の倫理が問われる話題が続き、わが社もC亙W検査事業者協議
会の一員とし．倫理意識の啓蒙を行ってきましたが．さらに、PL法実施など一段と厳しい状況が
予想され．社員教育を一麟充実させることが重要との認識に立ち．基本理念であり社暴でもある
r活き濡きとした．知性溢れる技術社集団を目指そう」を指標に努力を続ける所存である。
一欝一
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鋪鯉懸（麟舞購轡嚇）
　艦．新製晶紹介　〈この灘一一ナーは認定事藁審の開発した機器等癒紹介するものです〉
　　　自走式X線検査裟置の開発　　　　　　　　　　　　　　　東亜葬破壊検査（株》
餐　闘発欝的
　携帯式X線装置として團内簸大の能力を持つR拠7�JG．舘を能率的かつ安全に施行する目的で、
移動台車に搭載した鐵逢式X線検査襲置の開発を行った．
灘　鶴置概嚢
　ω　装置の構成
　　本体台車：X線発生羅．駆動藤羅．X線発生器昇降装置および回転装置
　　補助台幕l　X線制御器．油冷装置、安定化電源、退避用シェルター
　鋤走行装麗
　　走行速度：黛〜離瓢／癒鶏　　　　　　　　　板厚対応範囲：驚鞠欝娠馨鵬搬
　　停止位麗精度；土沁騰灘　　　　　　　　　機能；緩始動・緩停止機能付．学習機能付
　　タンク径対応範囲；韓《覗灘��懲灘
　（3／照準装緩
　　レーザ照準機による半自動照準
　紛衝突防止装置
　　超音波エリアセンサによる緊急自動停止
　紛検査員退避用シェルター一
　　補助台車、無に設置し．鉛板で遮蔽．ビデオカメラで試験部を観察
簿　メ甥ツト
　今％N蓋鋼溶接部の撮影において．従来の隷O鍬V墾装置に比べ，H．隷倍の蕩能率（肉厚36．8搬瓢〉
で．しかも撮影作業での被爆もなく安全に検査作業を行うことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評。
へ
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写嚢　現場使構挨況
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鮒鯉鵬（§麟�r議勢藪）
7．瓢昌羅一7ヱイス瓢
豊勢6年4月互臼付で新たに次の事業者が認定されましたのでご紹介いたします．
欝本検糞1株1
本社所在地　　甲B6東京都江東区亀戸1．5曙　日鐵NDタワー31F　TEL盤曝62肇器灘
代表者氏名　　代表取締役社長　鈴木輝彦
認定種別・番号・部門　　翼種、第1器Eゆ6号、超音波検査部門
1株1アイ・アンド・アイ
本社所在地　　鷲諺大阪府大阪市淀川区東三国6・1一鈴峨盤　TEL　O6講ゆ鎚Ol17
代表者氏名　　代表取締役　野閥弘幸
認定種別・番号・部門　　E種．第164犯96号、超音波検査部門
1株1九検
本社所在地　　鷲鱈佐賀県佐賀市八戸溝か641　TEL　Oゆ5か30心誠1
代表者氏名　　代表取締役　吉賀　實
認定種別・番号・部門　　翼種、第丑6斑96号、超音波検奮部門
1霧1卜一ケン
本社所在地　　撃灘〇三重県螺日市市御薗町伽5　TEL　O5勢雛45尋瓢暮
代表者氏名　　代表取締役　白浜一夫
認定種別・番号・部門　　E種、第167E勢6号、超音波検査部門
綜禽非破壊検査（株1
　本社所在地　　刊60東京都新宿区西新宿6瑠毒　TEIL　O3・器43峨7臓
　代表者氏名　　代表取締役社長　鈴木正志
　認定種別・番号・部門　　E種、第玉6騒E96号、超音波検査部門
1株）ジィーアイエム
　本社所在地　　鷺72千葉県市川市須和田蓋4隼2　TEL　O473曝8峨亙7簿
　代表者氏名　　代表取締役　福田純雄
　認定種別・番号・部門　　E種、第夏73E96号、超音波検査部門
1株1エム・アイ・エス
　本社所在地　　鷺盤神奈川県座間市入谷1．220壌　TEL　O462講5婚購1
　代表者氏名　　代表取締役　粕谷健畷
　認定種別・番号・部門　　E種、第三75E今6号、超音波検査部門
一三7一
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輔鞭鰯（§轡喝璽鯵轟）
漸鷺本エックス線（株1
　本社所在地　　苧欝0毒茎大分県大分市三川新町至壌峨　丁翼Lの97錐瓢毒66麟
　代表者民名　　代表取締役社長　高木俊夫
　認定種別・番号・部門　　犯種、第177翼ゆ6号、趨音波検査部門
ユキビルド《株｝
　本社所在地　　撃瓢7神奈川県川崎市川崎区藤崎1壌慧通O　T翼L　O44峨鍛毒307
　代表者氏名　　代表取締役　小塚畠伯
　認定種別・番号・部門　　翼種、第178E攣6号、超音波検査部門
棄灘検董1株）
　本社所在地　　苧勢郵妬山形県最上郡舟形町窟田360岨　丁翼L　O欝3・3露講46撃
　代表者氏名　　取締役　瞥根田秀敏
　認定種別・番号・部門　　犯種．第17臓E験6号、趨音波検査部門
《剤関策検董サービス
　本社所在地　　鷺勢毒蓋千葉県市原市青柳三6ゆ鋲1　丁翼L　O4謬6職隷壌今雛
　代表者民名　　代表取締役　福井博毅
　認定種別・番暑・部門　　璽》種、第捻IDゆ6号、趨音波検査部門
産業工ンジ凱アリング1株》
　本社所在地　　穐0�J毒黛福岡県北九州市小倉繭区湯川叢唱峨懇　丁犯L　Oゆ3ゆ2i−5100
　代表者氏名　　代表取締役　野中一生
　認定種別・番号・部門　　E種．第膿2E％号、超音波検査部門
1株1ディーアイジエクト
　本社所在地　　干灘�J神奈川県川崎市川崎区旭町2．灘毒　丁翼L　O44峨0ぴ7％6
　代表者氏名　　代表取締役社長　土井正義
　認定種別・番弩・部門　　猛種．第i鍵翼96讐、超音波検査部門
〜1慈一
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麗脇臨羅（＄鮮購辮懸〉
豊．聴ず議夢想一史詑ボ列伝認よ鱗
ジヤパンC．T．S．�梶@飯田英司
　近年になって、非破壊検査関係の騨S規格ではr欠陥」を鷹ず」と欝い替えるようになった・
その理由は、ゼ欠陥」という書葉は〜般的にC不具創なものを連想するからと恩われる．疇ず」と
いう漢字には、傷、創、蝦．疵といったものがあり、」聡に該当するのはド疵まのようだが、この
文字は難しい．だから改正された」聡ではrきず」と、ひらがなにしたのであろう．そして私は，
これらの「きず」を眺めているうちに．はるか遠い世界へと想いを馳せるのである。
　一一紀元前3世紀、中国は戦蟹時代であった。
　　　　　　　　　　　　めいゑよく　　　　　か　し　　へ　　　ト　ラス
　ある年、趙の国王は天下の名玉である和氏の壁（円環状の玉〉を手に入れた・これを知った秦の
国王は城焉と壁を交換したいと趨に申し入れた。秦は強大國である、璽を秦に与えても城が趙のも
のになる可能性はほとんどない．だが、壁をもし与えなけれぱ秦は趨を攻めるであろう．
　　　　　　　　　　　　　　　りんしょうじよ
　この無理難題を解決するために．藺相如という人が趙王に進書した．
　「秦には私が使者として参ります、壁を無事に守って趙へ帰ってくると約束します濃
　　　　　　　　　　　　しん　　　ニ　　　　　ヘ　き　　っまニ
　　　距講完盤而帰趙　一一臣、講う、壁を完うして趙に帰らんことを．
　完全無欠なことを「完壁達というのは．この藺相如の書葉に由来するのである．
　一殿上で藺相如を謁見した秦王の態麓は傲慢そのものであり、城を趨に渡すつもりはないとい
うことがはっきりとわかった．そこで、相如は秦王の前に進み出て雷った．
　　　　　　ゑ　ず
　「その壁には暇疵があります、それをお見せしましょう諜
　秦王は壁を相如に手渡した。相如はそれを奪い取って近くの柱に走り、叫んだ、
　r大王のさきほどからの態度はどういうことだ1　一国の使者に対する礼もわきまえず・天下の至
宝をもてあそぶだけではないか1　大王には城を渡すつもりはないと私は見た．さあ、私を殺すが
よい1　だがその前に壁もろとも頭を柱でぶち砕いて死んでみせようね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑいかい
　秦王はあわてた．相如をなだめ．わびを需い、城を渡すことを誓った。そして暮日閥の斎戒の後
　　ゆうひん
に九賓の礼（最高の礼式）をもって、あらためて使者藺相如を迎えた。相如は玉座の前で書った．
　「貴国は約束を守ったことは一度もありません．だから壁はすでに持ち帰らせました講
　難日間の斎戒を秦王に約東させたのは、壁が趨に著くまでに必要な時問稼ぎなのであった。
　愕然とする秦王に．相如は書った。
　「秦は強国、趨は弱国です．こうなった以上は、新たに使者を派遣してまず先に城を趨に与えれば．
ただちに趨は壁を秦に献上するでしょう。・…一しかしながら．趙の使者としての私が大王を欺い
た罪は死に相当すると承知しています。どのような罰を受けても本望です」
　秦王は驚きながらも、この使者の勇気に敬服した。　一一藺相如は秦王じきじきの手摩いもてな
しを受け、無事に帰国したのである。このようにして秦は城を与えないが．趙もまた壁を渡さない
ということで、この一件は落藩した．
　　　　　　　　　　　　じようたい　ふ
　この功績により．繭相如は上大夫に任ぜられ、趙の発展に大きく貢献することになるのである。
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鵬鞭欝（＄鮮�r。盈勢轟）
勲．協議会だよ》
慣。平成懲．鯵年度役蝿1幹事1選挙開禦結果
　当協議会・平成魯、勢年度の役員選挙の開票が平成7年鍛月灘購．関係者立合のもとに行わ
れました。
　その結果は選挙規定に基づき次のように決定しました．いずれも得票順です．（敬称略〉
ζ東臼本地区1
　幹　事　中野盛司（（株〉シーエックスアール）　安藤純二（臼本超音波試験（株））
　　　　　赤瀬　　暁（石川島検査計測（株））　　　三浦邦敏〈エンジニアリングサー一ビス（株））
　　　　　逸見俊一（（株〉検査サービス）　　　　若林雅志〈（株）札幌工薬検査〉
　監糞役　稲垣信夫（東京理学検査（株〉）
1関西地区】
　幹　事　井川敏之（（株）アイ・エム・シー一）　　尾崎眞純（（株1日本工業試験所）
　　　　　鯉田長生（非破壊検査（株〉）　　　　　森　　俊郎（1株）北陸溶接検査事務所〉
晒蟄本地区】
　幹　事　外山　弘〈新日本非破壊検査（株〉）　　飯珊武司（東亜非破壊検査（株））
　　　　　重鑓博實（関西エックス線（株〉〉
　なお、平成馨、ゆ年度の役員の職務分担は、平成露年2月i3臼に開催しました現・新の合同幹
事会の幹事による互選で次のように内定しました。（敬称略）
　　代表幹事　　　　　　中野盛遡　　　　　東日本地区幹事代表　　安藤純二
　　関西地区幹事代表　　井川敏之　　　　　西日本地区幹事代表　　外山　　弘
　なお、その他の企圃・広報・技術担当幹事などについては紙面の都合で割愛させていただきま
した。以上の人事につきましては、4月開催予定の春期総会で承認を受けてから正式に就任するこ
とになります。
黛。建畿轡通達34騒跨励行についての行政庁訪問の件
　会員の皆様のご協力により、平成8年亙月宋までに2暮の都道府県の訪問が終了しました、引き
続き訪問を予定しておりますので、2月下旬には終了予定です。
　なお、この活動中．多くの行政庁から担当窓口に行政対応地区の検査会社の一覧表の要望が出
されました．さっそく地区別の表を作成しましたので各行政窓口へ配布のお願いを申し上げます．
3、倫理婁員会開催の件
　平成慧年1月慧2獲および2月i4日に倫理委員会を開催しました。審議しました案件は会員会
社によるギ不正検査内部告発」、懲罰委員会の組織および懲罰規定などについて審議しました．
　なお、平成8年i月から倫理委員会オブザーバとして春原匡利氏（東京都都市計画局多摩東部
建築指導事務所〉が新たに就任しました．
一20〜
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噛．特別寄稿
宇雷少年からUT技術者．そして政治家へ
衆議院議貴　斉藤鉄夫
　私はかつて「宇宙少年」であった。なったのは小学校器年生の時，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�叶ｶ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�l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．
　�@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
　�A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
　�B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
　�C類似事故例の調査；調査報告資料，文献等
　�D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
　�E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，
　　�@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，
　　�A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。
　　　�@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．
　　　�A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．
　　　�B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�J鯵が制定されたが，これも欝〔》嚇�J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�梶酔Q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。
　　　　�@会社概要
　　　　�A就業規則
　　　　�B一般常識
　　　　�C非破壊検査概論（座学）
　　　　�D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、
　　　　�@溶接概論
　　　　�A金属材料概論
　　　　�B確率・統計概論（抜取検査の考え方〉
　　　　�Cタンク開放検査
　　　　�D鉄骨溶接部受入検査の現状
　　　　�E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�d
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�喧�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，0�J�J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�u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�q戯．蟹．1副一難鎌鎌1加囎x．雛醒富山検査株式会社
一i3…
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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
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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。
一驚一
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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�_
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羅腰欝（A麟灘．鰹蟹蚤〉
罎．特驚構遣物の錐破壌検驚
　　　　　　　　　一一水申の非破壊検査の実際
第一検糞�梶@柳　文夫
餐　潜水について
　地球という星は表面の約簿％を水におおわれた飽に類をみない水の惑墨である．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
一叢一
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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
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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
�J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
巳1二1二r糞r3
　　　　　　　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
←
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写糞4　水癖磁粉探簿犠溌
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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
一4一
�

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．
　　　�A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
�竃k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�L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．
　　　�@0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〉
　　　�A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
　　　�Bパソ謙ン1醐島総�C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
　　　�@読取り速度はアニュラ測定灘，詳細測定用で約欝枚／分�A測定値は雀略値での記
　　　入が可能�B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〉
　　　�CO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�D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　“�d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�褐泄ﾏ部部幾　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．
一麓一
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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�c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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雛騰瀞雛（W櫨騨．辮舞〉
響．隼頭の挨拶
簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶接検査認定委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員畏藤田譲
新年あけましておめでとうございます．
　昨年はバブル崩壊後の景気の低迷からの回復の兆しが必ずしも明らかではなく，方向感の定ま1ら
ぬ不透明な茎年でありました、非破壊検査業界を取り巻く経営環境も同じように不透明でしたが，
なんとかこの経営環境の姓転の糸籍をつかめる年となるよう念じる次第であります．
　さて，新年を迎えるにあたり，毎年申し上げることではございますがギ業界の皆様のための協会講，
ゼ薬界あっての協会聴と：の基本姿勢に立脚して，皆様とともに，この難局を乗り切るため協会運営に
取り組む決意を新たにしております．
　C護W認定制度につきましては，皆様のご理解を得まして，昨年驚月贈現在で豊灘桂を認定す
るところとなり崖したのは肇誠に毒ばしいことであります．
　認定会社で構成される畷W検査事業者協議会の皆様にありましては，第三者検査制度の徹底と
C璽W認定事業者の積極的活用を促進させるため，建築鉄骨に関わる建設省住指発第3齢号通達の遵
守に関して，会員の皆様が手分けして，全国各都道府県建築行政に要望書の形で活動を展開されて
きたことは大きな成果であり，また，本年度以降はこれまでにも増して，広報活動や新たな分野へ
のアプ篇一チを本格的に図っていかれる運びになっており，活動の幅を広げていかれることは，当
協会にとりましても，非常に感謝の念に堪えません．認定会社ならびに磁W検査事薬蓄協議会の皆
様に厚くお礼申し上げます、
　さらに認定事業者の皆様におかれましては，非破壊検査技術の研鑛をはじめとして一屡の内容の
充実を図って頂き，関係業界の僑頼，晶質向上に応えて頂きたいものと念願する次第です．
　平成7年度から行っております通産省からの委託事業一聡（）と」欝の整合化一については溶接
関連騒規格のうち平成縫年度は砿規格が整合できる見込みであ絵ます、
　一昨年の阪神大震災，艶L法施行，もんじゅ事故などを契機として，非破壊検査に対する社会的な
関心が高まっていると同時に，その重要性はますます認識されつつあります。当会といたしまして
は，このような惰勢を踏まえたうえで，迅速かつ機動的に対応していく所存でございますので，倍
鷺のご協力とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます．
　本年が皆様にとりまして，幸多き年でありますように，そして，皆様のご健康とご発展を心から
お祈り申し上げ，年頭のご挨拶と致します。
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董翻醒欝欝（響醸縫、轡螢）
黛．
　黙醜
掌舞
C互W検査事業者協議会　代表幹事　中野盛司
　明けましておめでとうございます。鷺年中は大変お世話になりました．
本年も宜しくお願い申し上げます．
　さて，昨年を振り返ってみますと，譲ったく厳しい豊年であったと思
います。仕事量の減少，受注価格の値下がり等で経営は大変でした。業
界の地位向上に努力したにも拘わらず，過当競争で買い手市場に転じむしろ地位が後退したのでは
ないかとさえ感じています．誠に残念至極であります。と申せ，高速道路の橋脚の耐震補強に係る
検査業務が新たに発生，さらに…昨年暮れ，建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律
第鷺3号）が施行されて，昭和騒年以前に建築された学校等の不特定多数の者が利用する建築物に
ついて耐震診断することが義務付けられ，検査業務も幾らか増加したしました。皐天の慈雨と申し
ましょうか，せめてもの救いでした。それに，驚月の衆議院選挙で磁W協議会が会を挙げて応援
いたしました斉藤鉄夫先生ならびに城島正光先生が当選され，検査業界に対するバックアップをお
約束いただけたことは百万の味方を得たような心境です。私個入と致しましては，政治家の先生方
のおカにおすがりするのはいかがかとも思っているのですが，4黛らのために計らわず多磁霞分に嘗
い聞かせながら業界の発展にご支援をお願いして参りたいと考えています．
　それに致しましても，私たち臼本人は大変忘れっぽい人種だなあ，と痛感しておりま飢阪神淡
路大震災で家盤，ビル，高速道路等が無惨に崩壊し，数多くの人命が失われたことをもう忘れかけ
ているのではないかと、慰います。ヂ安にいて危を思う．思えばすなわち備えあり。備えあれば憂いな
し浦という書葉があるように，臼頃侮事も無く安全なように見えても，常に備えを怠らぬことが大
切です、そして，そのギ備え雌こそ検査会社が社会的責務を果たす場であると蓄えます、
　幸い，業界にとってタイミング良く，約齢年間続いた建築基準法が黛むむ嚢年までに改正されるそ
うです。その答申（案）の骨子は，従来の唯様規定藩からヂ性能規定藩に変えるというもので，それに
伴って検査業務が膨大な量に増えること，官庁検査員のみでは検査がまかなえなくなること，民闘
の検査サービス機関を活用すぺきであること等がかなり詳細に記述されておりま凱ある学識経験
者の方から，答申案の眠間の検査サービス機関」に該当する組織団体としてC亙W協議会がもっ
とも相応しいのでは，という助書をいただいており，とりあえず小さな声で立候補したいと考えて
おります．私の感じではアメリカの糞サンゼルス市の建築に関する法律を参考にされているように
思われます。そこで，本年は検査会社の皆さんに呼びかけて，膿ス市の検査体制を視察してみたい
なと思っています．他力本願では何もできません．検査会社の濤で直接視て聴いて検査業界として
の考え方を塞とめ，検査業界の社会的位置付けについて行政に陳憎にあがりたいと思ってい薮す．
　なお，本年は欝《捗Gむむシリー一ズの取得や総O螢驚の」欝化等の闘題も表面化して参り震して，
業界にとって正念場の年になるでしょう．r議世紀は検査の時代藩と常に申し上げてい蜜すが，灘
世紀まであと難年，悔いを残さぬよう頑張りたいと思っていますので，変わらぬご指導をお願いい
たします。
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羅脳欝雛（脚醸蟹，鰺暫）
（
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衆議院議員斉藤　鉄夫
　鷺A膿慰S読者の皆様，新年あけましておめでとうございま劣本年が皆
様にとり塞して素晴らしい年でありますよう心から祈念申しあげます。
　昨年欝月に行われた衆議院選挙におきましては，皆様から大変大きな
ご支援を頂壼まして爲回羅の当選を果たすことができ譲した。心から御
礼を申しあげる次第でござい塞す。本当にありがとうござい塞した．驚期翼の衆議院議員として，私
は二つのことを決意しております．それをご紹介して新年のご挨拶とさせて頂器ます，
　第一は，一昨年議員立法した科学技術基本法を現実に具体化して，科学技術立国の方向性を確かな
ものにするということです。昭牽纏�J年代，灘年代の段本の高度成長を支え，罠本を経済大麟に押し
上げた原動力は技術力，特に製造技術の優秀性でした。今，その技術の優位性が大きく揺らぎ始めて
おります、欧米そしてアジア諸国のそれが縫本を急追しているからです．事態をこのまま放置して
おきますと，瓢世紀の購本は陳腐な技術しか持たない，そして無論資源もない，世界に対して何らの
発信もなし得ない貧しい二流国になってし塞います．
　雛本の科学技術の研究開発投資額そのものは，他国に比べて遜色ありません．なのに何故，讐本の
科学技術レベルが相対的に低下してきているのか．…つには欝本の物価や人件費が高いこともあり
ますが，もう・一つの重大な理由は，罠問の応用研究（基礎研究という概念の対語〉に偏った配分となっ
ているからだと思います。応用研究といいますのは，研究の成果が製晶に結びついたり，すぐ役に立
つ研究です．それに対して基礎研究は，自然界の法則などの真理の探求が驕的で，その成果が役に立
つかどうかは二の次，それどころか成果が得られるのかどうかもわからないような研究です．欧米
の場合，研究開発投資の婆割が基礎研究で大学や国立研究機関がその責を担っています，羅本は基礎
研究の割合が慧割，欧米の半分と蓄われています．つまりこれまでは，研究成果が出るか出ないかわ
からないお金のかかる基礎的なところは欧米にまかせて，欝本はその成果だけをもらって，優秀な民
間企業主体の応用研究で製晶化して利益をあげるという構図だウたのです．いわゆる基礎研究ただ
乗り論です．経済大国になった今，もうこれは通用しません、自前で基礎研究をやる必要があり豪
す．ところが，それを担う大学や国立研究所は，一度教授や主任研究員になったら，あとは何の研究
をしなくても一生安泰というぬるま湯体質でした．この体質の蜜ま基礎研究費だけ増やしても，そ
れはお金をドブに捨てるようなものです．科学技術基本法，そしてそれに基づいて作成した科学技
術基本計画は，その体質を競争的なものにあらため基礎研究予算も増やし，鷺本にしかない優秀な技
術がドンドン生まれる土壌を作ろうというものです．瓢世紀の瞬本が，平和で豊かな国家として世
界に貢献していくにはこれしかないと確信しています。蓋期目でその基本的な考え方を議員立法して
基本法を作りました．窯期翼でそれを着実に具体化する仕事をやりたいと決意しております。
　もう…つの私の仕事，それは構造物の安金性向上のためのギ検査藩の社会的認知と地位向上です．
阪神淡路大震災が私遠に教えてくれたこと，それは私達の生命を守るため構造物は設計どおり安全
でなければならないということでした。当たり前のことです、その当たり前のことが罠本では出来
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灘灘欝欝く脚蓋繍礫、蓋勢�c）
ていないのです．国民の生命を守るために構造物の安全性を向、Lさせる，そのための検査の役割が
非常に大きくなってきたと思っており震す。その仕事を国会でやりたいと決意しています．
　科学技術立園と検査，あまり脈絡もない二つの事柄を書きましたが，私の内部では渾然一体となっ
て燃えております．燃え尽きるまで頑張ります。よろしく御指灘のほどお願いいたします。
　　　凸、
　　　　　　　　　　　　通商産業省　工業技術院標準部材料規格諜畏　大嶋溝治
　　　　　　　’　　　　新年明けましておめでとうございます』今年は，國際整合化3ヶ年計爾
　　　　　　　　　　　の最終年度に当たり，目本の工業標準は欝《），聡Cの国際規格との調和が
　　　　　繍　　　、‘　　図られ，潤本経済のグ灘一バル化に対応した標準基盤の確立がされる年
　　　　　．ぞ、　／　　　となりました、黛本溶接協会におかれては，いち軍く園際的視野のも
お，藤繊譲金畏が鞭W（圏際溶接学会）の会長に昨年ご就任され，溶接技術の国際的調麹の実現とい
う蕩い理懸を持ち，国際的サークルのり一ダー一シップを発揮されることはご同慶の至りであります．
騒Wは第二次世界大戦後設立され，獣3年の畏きに渡り世界の溶接界の発展に輝かしい業績を残して
きており談す。藤田会長はアジアから選ばれた初めての会長であり，韓本溶接協会の皆様の暖かい
支援のもと立派な国際括動を展開されるよう期待しています。
　さて，標準化行政におきましては，国際的視点に立った行政の推進とともに，新技術への対応，社
会轟一ズヘの対応の蕊本柱が昨年度より開始した工業標準化第暮次長期計画の骨子となっています．
　第一は，新技術への対応です．これは新材料，電子技術，窟動制御技術等の新技術の進展に対応し
て，規格の整備を時代に遅れることなく制定していこうというものです。用譜規格，新技術の評価試
験規格等を単期に制定し，新技術の開発にも貢献する規格制定を行っていきます．岡時に，園の側で
の括動が進塞ず，厩閥の団体規格が先行しているものおよびデファクトスタンダードがあるものは，
ファーストトラック制度による簡便な手続きで国家規格，国際規格にすることを可能にしていきま
す．新材料の溶接，溶接の虞動化等への対応が考えられます．
　第二は，社会轟一一ズヘの対応．これは少子高齢化，環境問題，エネルギー闇題，安全閥題等の祉会
諜一ズに対応した規格を整備していくものです．とくに近年は，阪神淡路大震災の教翻から，耐震強
度や耐火性能等への対応が求められています。強度保証のできる確実な溶接の実施，溶接部位の耐
震強度等，必要に応じ検討することが考えられます。
　第黛は，国際化への対応ですが，これは先に述べた既存」欝規格の国際整合化にとどまらず，我が
麟から積極的に岡際規格を提案する，あるいは，欝0のTC，SC等の幹事国業務を引き受けることを
含んでい霰す．さらに，欝（）鱒0倉の晶質管理システムの相互承認体鋼の構築，試験所の相互承認体
舗の構築等，國際的な認証スキームの対応もあります。鐵本溶接協会においては非破壊試験分野の
灘鎚嚢件余りの整合化の課題，翼Wにおけるり一ダーシップ，そして非破壊分野の相互承認体制の検
討などが考えられます、
　最後に，今後の標準化行政の一環として，本年はとくに」欝表示許可制度における民問活力の活
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嚢灘簾絶鷺§（脚雛鷺鞭．鯵墾�c）
用，規制緩和の観点に立った規格の見直し等を行うこととしています。以上，この場を借りて，所感
の一端を述べさせていただきました。羅本溶接協会および関係者の方々のご多幸，ご発展を祈念して
年頭の挨拶と致します。
　　嬉ン
畷叢欝
建設省　建設大臣宮房官庁営繕部監督課　課長補佐　辻川孝夫
　新年あけましておめでとうございます．
　昨年は，聡�J撃OG騨シリーズに対する関心が一舞に表面化した感があ
り，書店には関係する書物が広いスペースを占拠していました。当初
TQCでの実績を背景に模様眺めの感があった建設業界におきましても，
建設省がモデル工事を指定したことや，将来受濫の際の資格要件として検討しているとの報道がな
されたことから，その資格取得の動きが活発になってきているようで凱今年は，設備業界，設計事
務所，調査会社等，取得の範囲は拡大していくことになるでしょう．また，地震被害への反省，設
計・施工における性能規定化といった観点からも嚇質の確保，保証」は今年も重要なキーワードにな
ることと考えられ譲す、
　鋼構造の分野においては鋼材に関しいくつかの動きがあり塞す。一つは鋼材の性能に関するもの
です．阪神淡路大震災の被害例を教訓として，従来は規定のなかった性能を確保する次世代の鋼材の
開発を羅標とした総合技術開発プ膿ジ瓢クトが昨年より3ヶ年の計画でスタートしました。このプ麗
ジェクトは，建設省の建築研究所を中心として学識経験者，高炉メーカー，設計春団体等が集まり，
材料レベルから設計による効果，施工による影響などを研究していこうというものです。二つ羅は，
建築物の性能規定化に向けて様々な動きがある中，建築基準法の構造規定に関しても同様の動きが
あることです。従来のように鋼材の種類を施行令，管示で規定するという方法から，降伏点や体びな
ど翼S規格のように鋼材の性能を規定する方法に変えていこうというものです。これが実施されます
と，施行令や告示の中からSN，SSといった鋼材の記号が消えて性能規定化が図られることになり，
結果として国内材，海外材の間の垣根がなくなることになります、
　こういった性能規定化，国際化に対応するべく，私共宮庁営繕部で制定しておりますド建築工事共
通仕様書藩につきましても，今回大幅な改定を行っております．詳細は割愛させていただきますが，
鉄骨工事におきましては，鋼材にSN材系統を取り入れ，選択は設計者によることとしています。ま
た，検査につきましては，溶接部の非破壊検査をはじめ，製晶検査に係わる検査機関は当該鉄骨製作
工場に所属していない，かつ当該工事の品質管理を行っていない機関と規定することによ甑製作工
場の麟主検査とは別に受入検査を行うよう講負者に要求する形となっています。これによ駄検査の
主体，責任の明確化が図られ，第三者検査が一暦促進されるものと考えており窪す。
　このヂ建築工事共通仕様書諜は国のみならず地方公共団体でも広く使われておりますので，今後，
貴協会の会員のおカを借りる機会も格段に増加するものと考えられ家す．これからの貴協会のご港
躍，ご発展を祈念いたしまして，年頭の挨拶といたします．
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　　　　新春
特測座談会
検査薬界の将来と抱負
若林雅志浅
木村武美既
佐藤購夫民
逸見俊一践
森　俊郎概
田井牧夫幾
撫藤光昭民
《出席犠》（顯不岡）
札幌工業検甕株式会祉
溶接検査株式会社
東仲検糞エンジ濫アリング株式会社
株式会社検糞サービス
株式会社北陸溶接検査事務所
欝本溶接検査株式会社
C互W認定委員会
　　　　　　《灘　　禽》
江端　　誠氏　　C夏W通信編集委員会委員長
　鷺蝋・皆さん，明け裟しておめでとうござい裟
す、
　一樹・おめでとうございます．
　鷺端・それでは，単速ご出席の方の自己紹介を
兼ねて，所属されておられる会社の概要をご紹介
琢灘いたいと、思い濠雪嚇。
　漁縄K株）検査サービスの逸見です。当社は建築
鉄脅・橋梁関係の検査をメインにしております．
経緯としてゼ今褒での検査会社はこれでいいのか譲
という考えがあって作った会社なものですから，
技術者巖優先という形でやっています。福島，山
形，大阪に営業所を設けています。
　森・私はく株）北陸溶接検査事務所の森と申しま
す。やはり建築鉄骨を主にして，あとはレントゲ
ン検萱やタンクの開放検査もやっています。地域
に密藩した検査の仕事を集めていこうと，そうい
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鵬簾遡§（W薫騰欝、鰺聾）
う念願で会社を運営してい窟す．私自身は福井の
人問なんですが，窟山県の方にも事業所を設けて
今現在灘名ほどで運営しています。
　佐藤・新潟で検査会社をやっています東伸検査
溝ンジ蒜アリング（株）の佐藤と申します．私共の
会社にエンジニアリングと付けているのは，現在
は鉄骨溶接部の検査の仕事がほとんどですが，将
来的にはエンジニアリングを臼指すことを考えて
いるためで，総合的な仕事もやっていこうと考え
ています．新潟県内を主体にしておりますが，要
望があれば関東近辺まで出てきております、現在
は欝人程度で活動してい籔す。
　著林・札幌工薬検査（株）の若林です。私共は北
海道で営業して欝年経ち譲す．地域柄，どうも照
舎の雑貨屡といい竃すか，何でも扱っているよう
な商売をしており談して，建築鉄骨の分野は鐙％
くらいです。
　仕事の量的なことからいって，夏人の技術麗が
複数の仕事をこなす何でも騰にならざるを得ない
ような地域の事情の中で何とかやってきました。
これからも贔質に対する考え方，あるいは技術的
なレベルが地方にあっても遅れないように，非破
壊検査の仕事を通じて底上げのお手伝いができれ
ば，ということでやゆています．
　木耕・溶接検査（株〉の木村です。私の方は建築
鉄骨が麟暮％くらい，プラントのメンテナンス関係
の仕事が識割くらいです。創業した時には造船関
係のX線検査から始まったんですが，地元の造船
会祉が船を作らなくなったものですから，それで
徐々にX線検査から撤退して今の形になっていま
す、
　会祉を作った時，東北で一番先に磁Wの認定会
社になりたいということを饗標にしていましたの
で，一応初期の罵標を達成することができました。
今後は応用力のある検査会枇を，若林さんが雑貨
量さんと謙遜して書っておられましたが，やはり
何でもできる方が良いという蝋持で，また今後
RTもやっていこうかと考えています。
　鐡齢・四国という皆さんから見れば僻地に思え
るでしょうが，そこで仕事をさせていただいてい
る臼本溶接検査（株）の霞井です、皆さん岡じだと
思いますが，最初はレントゲン主体で，いつの聞
にか趨音波，それも鉄骨の超膏波の比率がいつの
問にか増えてしまっていたという感じです、です
から逆に今，建設薬の不況の中で厳しい状況に
なっています。それでもやはり歌割くらいの売上
げを占めていると、愚います。あとは橋梁，造船の
部材関係とか船体の方はごくほんの少しやってお
ります。私達は看板だけは一応全部できるという
ことになっておりますが，仕事の比率はそういう
わけでUTが多いです．最近，去年の騨月頃からで
すが認ンクリートのレーザ探査を手掛けており談
して，それがこの夏くらいから仕事が増えつつあ
るいう状況です。
　鷺端・一通り会社のご紹介をいただいたわけで
すが，大部分の会祉は仕事の中心が鉄骨関連であ
るようにお伺いしました。それは，検査薬界が鉄
骨の検蚕を要求しているという理由なのか，ある
いは，たまたま磁Wの認定が建築鉄骨関係で採用
されているという関係からなのか，その辺はいか
がなんでしょうか。
礁轡へ衡しつつおる繕鎌
　逸見・私自身この業界に入った時にはガス導管
のX線検査の方からスタートしました．会社創立
から驚�M年くらいになるんですが，当時感名でやり
始めたものですから，人数が少なくてもできる分
野にいきました、プラント関係は多人数が必要で，
我々ではとても歯がたたないので・・��¢．その中で警
夏人でも検査できるということで必然的に鉄骨の
超音波検査という形になってきています．
　木村・そうですね。私の方もX線検査をやゆて
いたんですが，次第に超音波の割合が増えてき窟
した．X線の揚合は船ですと撮影するときには最
低でも諺人は必要ですが，き人をいっべんに取られ
るとなりますと傍…。その時，超音波も随分やる
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叢灘願鷺蕪（w雛籔．轡欝）
憲むら属たけみ
藩接検董株試会社代籔取締役社叢
ようになって憲ていたので，仲々，X線には人が
纒らないということになり談した、趨音波ですと
量人でできるといろこともあ参褒すから，その割
合が増えてき譲した．それと，曝年ぐらい前までは
バブルの影響もあり譲して黙っていても仕事が入
るという状況でしたので，だんだんと超音波の方
へ移行してきたんです．
　瀧端・さきほど，若林さんが縄雑貨麗鈴という
雷い方をされたんですが，お伺いしたところ今賛
ご出席の皆さんと姥ぺて鉄骨の割合が低いという
ことでしたが，そういう観，嶽からC茎Wの認定の関
係と建築鉄骨，その辺はどうお考えですか．
　轡綜・建築鉄轡では札幌にもいろんなビルが建
てられ，いろいろな溶接を晃ましたが，レントゲ
ンでここだけが良いだとか，あるいは鉄骨を検査
すればここだけが鍵いといった現実をいっぱい見
てきました．そういう翼実を見るにつけ，それで
は駄舞なんだと，盤静の中の欝ぐらいは欝�M点だ
けど，あとは馨点だという現実をなんとかしなけ
れば，全体が欝点，墾む点じゃなくても毒む、転まで
底上げしなければならないという認識が地方でも
あり憲した．鎗何年も前からそういう認識はあっ
たんですが，相も変わらず抜蓉取り紛％の部分だ
けが合格で，あとは窃点だということがありまし
た。これじゃどうしようもないと、懇い薮して，
ファブリケータを啓蒙しなければいけないという
時に，地方でも第三脅的の立場でしっかりした受
入検査をするという波が押し寄せました。必然的
にそういうことからも趨音波の比率が多くなりま
した。
　慧輪・加藤先生，今縫は加藤先生にC蓋Wの認定
サイドの代表ということでご出席いただいている
んですが，今，皆さんの方から鉄骨に経営の主体
を移行しつつある理磁をお聞きしたわけですが，
逆にC蟹Wの方として，もちろん建築だけ考えてお
られるわけではないと思い塞すが，その辺何かお
考えがあり塞したらお闘かせ下さい。
　撫灘・磁Wの組織は皆さま方ご存知の通り，仙
潤先生が検査を縫本で確たるものにしていくため
には溶接部をまず対象にする必要がある，構造物
として安全性，健全性そして信頼性を確保してい
くためには溶接部検査の部門はちゃんと確立して
いかなけれぱならないということで（】璽Wを立ち上
げていただいたわけです。それがここ譲で大きく
なってきたというのは，今βご出席いただいた方
も禽めてC璽Wに参懸していただいている方々のご
協力の賜物です。これはいくら雷っても書い過ぎ
ではないと思います。
　そこで，時代の趨勢もあるとは思い塞すが，技
術的にも超音波技術が催の技術と比べると良く
なってき談した。ところが，今お話になっている
建築絡みで，そこ濃での技術を駆使しないといけ
ないのかというと，境状ではそうではないところ
もあり讃す．
　一・方，現実閥題として資格を取る立場から考え
ると，超音波の何がメリットなのかということに
なります．企業にしてみると，資格を取ることに
よって傭のメリットがあるのかは当然考えること
だと思い塞す．そういう観点から書うと，東窟都
の方が色々と動いていただいて建築鉄骨が行政の
立場としても非常に闇題点があるということで，
条例に一書入れていただきました。こんなことも
あって，鉱種裟で禽めて超音波が主体になって壽
てい蕊す。これは当然の帰結だと、思うんですね．そ
うするとC置Wとして他の部門をどう行政側に蔓》嚢
していくのかが重要になります．必要性を訴えて，
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行政側に理解をいただいていくことも当然やらな
ければいけないところです、
　阪神大震災が起こった時のように，欝本の場合
は時新ポ恥ソと花火が打ち上がるんですね、とこ
るが最近多くの方が書い始めているのは，阪神大
震災はいったい何だゆたのかということです、根
本的な間題としてどう社会資本の安全性を行政と
乱、て進めていくのか，という閥題が現在では尻す
ぼみどころじゃなくなってい蜜す．C翼Wとしては
元々の主醤というのはちゃんとしたものがあって争
超音波以外に放射線，磁黛，禍流，浸透そして応
力測定騨）部門の主任試験技術饗と主任検査技術誉
の認定をさせていただいてい譲す。それにご賛同
していただいている企叢の方もあってここ蕊で来
たわけですから，それを踏譲えていかに祉会資本
の安金性確保に寄与していくかが大切なところで
す．ですから，慧Wのスタンスとしては議然それ
を継承することはもちろんですが，それをさらに
どう発展させていくかが大切です．これに対して
は隷本溶接協会がもちろんジーダーシップを取っ
て，企業の方々のサポートもいただいて，いかに
前紅進んでいくかを鷲えていく必要があると思っ
てい譲す．
　江端・今ε繁然の帰結2》というお話が出ました
が，逆に翻ってみて鉄骨だけで皆さんが良しとし
ているわけでは決してないと思うんですが，その
辺はいかがなんですか．旗た，それが磁W認定委
員会サイドヘの要望事項にもなろうかと思うんで
すけど．
礁築鉄融外驚qwの輔
　燃発・やはり一っの部門の認定資格しか持って
いないと，考え方も偏っているのが大部分ですね、
当祉の場合も建築鉄骨，橋梁関係をやってい裏す
が，検査技術者としては最低壌部門ぐらいの資格
は取るべきだと、懲います．生意無なようですが艮
指すのは総合検査会社だと常身社員に書うように
しています、
蜘》・としろう
株式金祉誌陸灘接検叢事務醗代褻取締般敏儀
　森・ちょっと意見を述べさせてもらいたいので
すが，検査会祉とは何か，ということなんですよ
ね、メーカー側の一晶質管理部門がサービス業と
して独立形態を生んで鳶ているのが我々検査会祉
なわけですよね．以前はメ…カー側の童体性が強
くてどうしてもそっちの意向が強かったわけです．
ところが楚L法も出てきて今後はいわゆる溝費者
側に基づく意見も述べていけるというようなそう
いう時代になろうとしているわけです．それで，
思うに建築鉄骨というものはメーカー側に弱小企
業が多いため，その中で私共の活躍の場も晃いだ
してこれた．それは超音波という道具そのものも
人間の判別に依るというか，メーカー側と消費轡
側による場合では変わってくるというか，道具そ
のものが曖昧な遵具であるということ。そこが私
は一つの立地条件だなと思っているわけです，検
査会社というものの．
　せっかくC置Wの需要がここ憲で発展して今轟む
祉ほどの仲閥がいる．私は仕事を初めて慧嚢年近く
になりますが，こんなになるとは夢にも思ひてい
なかったわけです．これから更に発展させていこ
うと思えば，加藤先生がおっしゃっているような
建築鉄骨以外の分野にこういう輪をどうやって拡
げていけるかということが今後の宿題であって，
霞た是非そういうふうにしていきたいと思ってい
譲す．
　緯藤・私自身はレントゲンから入って意たんで
すが，いわゆるガスの導管とかの検査ですね．今
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現在，ガスの導管というのは事業がほぼ終了して
おむ薮す、それとガスホルダもほぼ計画は終わっ
ていると思い譲す．そうした時に非破壌検査で何
が採算に合うかと考えた場合，今は鉄骨関係では
ないかなと思うんです．〜時，蕎油タンクの鵜万
トンクラスとかも色々やり蜜した．それと，それ
に関わる欝丁とか嫉丁とかもやって譲いりました。
今，そういう方面へ出て操算が合うのかというと，
私共ではできない状態です．プラント関係も発電
所関係にしても時期があり窪すので，採算に合い
ずらいんじゃないかなと思い窪すね。そうすると
やはり鉄骨の検査の方が今，事業所を維持してい
くためには十分採算が合うというか，そちらに出
ていくしかないと思うんですね．鉄骨関係の資格
は，N鑓の資格に始まって全構連の資格というふ
うに数種類あり蕊すが，それはあく談でも鉄骨の
検査ということでとどまっていると思うんです。
一方，溶接の検査，それは鉄骨の溶接部でも十分
それは代畿されると思うんですが，それだけでな
くて応力のかかり方とか色々ありますので，そこ
から先，私共ではドイツのシ講ア・ウエルディン
グ・エンジ灘アの資格を欝指すような考え方でお
り窪すので，鉄轡だけでは終わらないと私どもで
は考えており塵す．
　瀧端・森さん，佐藤さんのお話でマーケットが
形成される必然性ということをおっしゃっていた
と思うんです。そういった意味で鉄骨以外の必然
性がある事業分野，つ談り，その業界に検査の受
け羅が無いというような分野が，今後の経営的な
意味で進めていく道ではないかと思うんですが。
そういった意味の薬種は有り得るのでしょうか。
　撫藤・例えば鉄鋼メーカーでは，いわゆる自主
検査から撤退し始めているという話を聞き談した。
なぜかというと，技術がかなり熟成してきたから
検査をしても不具合なところは見っからないと書
うんですよね。今譲ではそれなりにラインの方で
人を配置していたけれども調べても何も出てこな
い。でもそれはゼ瓢じゃないんですが，ある時調
べた結果では何もなかった，と露う。しかし，た
震に不安なところが出てくる。すると，それに人
を張り付けておいてもリストラの時代ですから効
率は非常に悪い。そういうところもあるようです．
　森・結局，人を使わずに道具を開発して道具で
やっていこうという無人化ですか．それもやめて
し談うという訳ですか？
　撫藤・いや，それはやっておかないと欝L法が施
行されたわけですからまずいですよね。ですから
人としては一人いるかいらないかだということで
す。
　かたや，先ほどのお話の鉄骨がらみで欝えば，
入がちゃんと見ていかないといけない。部晶とし
て作っていく分にはある程度自動化が可能なとこ
ろがあると思い謹すが，間題になっているのはそ
ういうところではなくて，現地で組み立てたとこ
ろで，どこまで良いものを造っているか検蓋をす
る必要があり蛮す。
　それともう一つは，欝本の場合には検査技術者
の責任があ壕り無いわけですね．ですから，『こう
いう不具合なところがある麟と検査をした入が
欝ったとしても，財可を禽っているんだ譲と文句が
出るということが塞かり通っているところで検査
は一体どうあるべ壼かという間題もあり震す・狩
政，お役所がもう少し本当に社会資本を大事だと
思うんだとすれば，これは本黛で鷲えていただか
ないといかんと思います。
　アメリカなんかでは責任を持っているんです．
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だから，その人がDん羅と雷わない限り，そこ
の検査部はパスしていかないわけです。それだけ
の責任を持たされていますので，当然やりがいは
あると思い蜜す。ただし，それだけの責任が出て
き豪すから万が一の時はどうするのかというと，
祉会としては保険でカバーしていくしかない．そ
の辺はかなりうまく機能しているとのことですか
ら，目本も遅ればせながら本黛で取り組んでいか
ないといかんと思い襲す．
　要するに，行政がどう国民の財産を保全しよう
とするのか，その辺のところをどうやったらいい
のか，真剣に議論をして実行していく必要があり
ます。
　江端・先生から行政の話が出ましたが，確かに
非常に大きなテーマで難しいと思うんですが。逆
に皆さんの立場でそれに対してやれるようなこと
があると思いますが，その辺は実際にはどんなこ
とをやれるんでしょうか。
〆徹への警蒙轍龍
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　逸毘・加藤先生のお話の中で，責任施工を実際
にやられているところとして橋梁メーカーが現在
それにもっとも近い形態です。責任施工というの
は書葉は良いのですが，ややもすると自分勝手，
都合良く考え易い。手前味噌というような土壌に
なりやすいですね。実際にはなL、崩しというのが
横行していますから．例えば，第三者検査につい
て霞えば，アメリカ並みの検査制度，これは行政
の方で確立しないといけない。実際には社会資本
を守る，要はオーナーのための検査というのが存
在しなくなり蜜すね．なぜかと需うと，臼本の検
査会祉というのは権限が無いし，誰も認めていな
い。施工側から書わせると置なんで検査会社がそ
んなに強くでるのか，お前ら責任を取れるの力搏
という話もありますので，嚢然それには保険が絡
んでこないと検甕自体もなし崩しになり譲すから
ね．阪神大震災が起きた次の賢から皆騒ぐだけ騒
いで，ああいうことは露度と繰り返さないように
しようと鷺う人が多いわけですよ。ただ，実際に
行政が何をしたかというと非常に寂しい隈静で，
私の知る限りでは国会でも取り上げられた圧接不
良による阪神高速の倒壊ですね。昨年の秋からは
破壌検査から非破壊検査をしなさいと，今変わり
つつあるわけですね，行政の方で動いて明らかに
変わりつつあるというのはそれしかないですよ．
　3齢号通達というのは阪神大震災の前からある
わけで，実際に実施しているところと原麹的に遵
守しなさいと言っているところは全体の瓢％ぐら
いしかないんです。ということは，轟％がやウて
いないということです．建設省の＄紛号通達とい
うのは社会資本あるいは人命を守るという意味で
もっとも重要だと思うのですが，学識者の中でも
臼本には第三者検査会祉は存在しないという解釈
をしている人が非常に多いわけです、といい塞す
のは，第三者検査という喬葉だけが取り上げられ
て論議されているわけです．そんなものは私に欝
わせれば受取り検査でもいいし，受入れ検査でも
いい．ただ，臓本人の最も分かりやすい公平を保
っためということで，第三者検奮という欝薬が単
に出てきているだけですから．行政の方でも不良
施工を防止するということで，一応花火はかな鱗
打ち上げたのですが，それに対しては具体的対策
が何ら無いというのが現状ですね．ただ，あく蕊
でもこれは行政サイドに主導していただかないと
r通達議は地方自治体に運用自体が任されていると
いうことであれば，灘のための通達であるかわか
らない．騒蝿通達が出ているということを，異閥
の，例えば家を建て替えるというような人が知ら
なければ，検査しないで建っちゃうわけですよね．
行政というのは国厩を守るために，かけ声だけは
かけますけど，実行力に乏しいと思いますね、
　懸井・四国だけで需いますと，A県だけは畢く
に県条例で，これはかなりしっかりしたものです．
騒県は一一昨年の磯月からです．C県と蚕》県ではか
なり行政が消極的です．建設雀はその通達をして
終わりなんです。それで責任を果たしたと思って
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いるわけです．通遠だけ出して終わりじゃなくて，
ちゃんとフォ雛一をやらなければだめですね．
　談た，私は欝本には第三者検査というのは全く
存在しないと思います。欝葉のアヤだけではない
かと愚い窟す。ただ，もしも批界的な流れとして
晶質保証体制というのが，それぞれの立場で全部
なされるようになった時，逆に行政はいらなくな
ると思い蕊すね．だから，今，しかたなく行政の
カを借りないといけないのが揖本の場状じゃない
でしょうか．私達検査会社は品質保証の一部門を
講け負ったサービス業で一殉にか褒わないわけで
すよ．立場としてそれが弱いわけでも何でもなく
て，品質保証体制の中の，我々自舞が晶質保証体
制を持っていて，それを設計管理者なら設計管理
者が導門の技術集団として使って，それを自分の
晶質体制の中に組み込めばいいんですから。組み
込むためには我々が晶質保証体制を縛ってる検査
会祉でないと組み込めませんから，そういうこと
が定藩すれば良いのです。だけど，それは非常に
難しい．覇本には，裟だ塞だ育たないと思います
が，なんとか外圧みたいなもので，できていくん
じゃないかと、懸ってい蜜す。
　£翼Wの認定というのは，部門の数とかではなく
て，我々が晶質保証体制を持っているかどうかに
基づいているわけです。それを持っているものが，
どう利用してもらえるかに尽蓉ると、思いますね。
戦々轡身の立場というのはそこにあるんだと思い
ます。
　撫藤・さ量ほど，行政と蓄い譲したが，私の機
合工学の講義に行政の立場の方が聴講に来ている
んです．彼熱は，色々な溶接部を監督指導する立
場にあるわけです．もちろん初めは警分の経験し
か無いわけですから深い知識があるわけがないん
ですが，色々な中舞はこういうことなんですよと，
お話をすると，我灘引水的かもしれ譲せんが，繕
から鱗が落ちたような気持ちです，と蓄ってくだ
さる方が結構おられ談す．ですから，費政が本嚢
の意味で鋤くためには，導門嘗を育てていかなけ
ればいけないと懲い豪す．
　通達だけ出せばいいという訳ではあり蔑せん．
趨幾生括自体がもっと良くなるためには，どうい
うことをしていっていただかないと：いけないのか，
関係の方が，かくあるべきというような議論をし
ていただかないといけないと思っており窯す．
　鷺螺・今の加藤先生の話と多分に関係すると、懇
うのですが，さ鷺ほどから第三轡検査というのは
欝本では弱いというか，極論すると来だ成立して
いないんじゃないかという発書があり談した．ど
ういうことをすれば第三者検査が驚っていくのか
についてお話し下さい．
　　　讐
礁詫第諸髄岬籠
　＊騨・さきほどの閥題と絡み合ウてくると思う
んですが，現実に行政の方が通達を出しただけで，
一部そういう行政サイドの側にいる方も，その通
りだと認めている状況ですから，本来の第三者検
査というのは我廊の業界だけが変わっても変わる
ものではないと、懲うんですよね。そうすると本来
定義されている第三轡検査を行うことは難しいと
思うんです。溝井さんが露われたように，我々
C董脚の認定会社は晶質保証体制を持ってい談すよ
ということで，規状はゼネ灘ンから検査をいただ
いているケースが多いわけです。そうし震すと実
際闇題はゼネ灘ンの方が設計施工，管理を含めて
やっている場合もあり蜜すが，だいたい建纂事務
所とか設計事務所に管理する人が別にいるわけで
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すよね。ところが現状は施工者サイドの検糞を
やっているということになっているわけで，本質
的な受入れ検査，すなわち通達に出ているような
行政の代行の検査にもなっていないような状況だ
と思います．その辺はこの閥，行政の方と話をす
る機会がありまして，ゼネ聡ンから仕事を貰う体
系はまずいんではないでしょうかと私が書っても，
行政の方はゼネ灘ンからの発注でも行政の代わり
に検査しているん然という認識でした。その辺は
一部，業界ではなくて民間，一般的な人まで，我々
はこういったことをやっているんだということが
分かるように，一般紙に広告を出すとか，そう
いった建築事務所の方とか建設会祉，役所の方に
鰐して，我々はこういうことをやっているんだよ
ということをアピールしていかねばならないと思
うんですよね．現実に成功例も出ているわけです
から。一部に建築鉄骨では畷Wの業者でなければ
ダメだということが図面に入っているということ
にもなってきてい憲すので，協議会でやっている
ように行政庁を訪間したり，（祉）鋼構造建築技術
暫協会とかを訪閥しようとしているわけですから，
前向きにやっていくしかないと、懇っています．
　藩嚇・例えば，石油タンクの検査においては，危
険物保安協会の立会いがあって，璽箱の隅をつっ
つく位の溶接検査をするわけです、そういう方針
が地方自治体の方まで影響を与えて，対象となら
ない小さなタンクに対しても今霰でと違った見方
で溶接部の磁粉探傷を外観検査も禽めてじっくり
見るようになったんですよ，これは行政が専門官
を育ててきた結果だと、懇いますね．
　残念ながら，規制が働かなければ検査というこ
とも充分なものでなくてもよくなってしまいます．
行政が検査の重要性を認識していって，はじめて
第三者ということが育ってくると思います．
　検査の重要視ということの例で，E市に地盤が
悪くて橋脚が沈下し，取り付けてあった添架水道
管の溶接部がある時せん断破壊してしまった。X
線検奄をしていない溶接はいい加減だという認識
・黙
わかぱやし・叢惑し
札幌工叢検盗株式金社専務取締役
を強く持った自治体もあり譲したね．
　ただ，地方では建築なんか晃譲しても，騒鯵畢通
達は申央の動向を見ながら進めて行きたいという
他人任せなところがあります．
　北海道では釧路沖地震がありました．大きな地
震にもかかわらず，その時は建物の被審はほとん
ど無かったんです．その後の阪神大震災の大変獄
被害、これでも仲々腰が上がらないものですね．
行政担当者が検査の認識と知識を持ってもらうこ
とにより，第三者検査が生きてき蕊す。ぜひ改革
して欲しいと、懇いますが，我塵がもっと行政に対
して啓蒙活動をしていかねばならないと思ってい
ます。
　江端・そういう意味では，ある程度啓蒙濡動が
必要だということですね。
　俺藤・第三者検査というのは私のイメージでは
受入れ検査と同じと考えているんです．私共が鉄
骨についてやっているものは超音波です．それと
合わせて外観もやっていますが，それは本来
JAS騒で決まっているもの及び設計書で決窯って
いるものを私共が製晶で確認することだと思うん
ですね。ですか、ら敢えて第三轡というと特記から
ずれた不良部を報告すれば良いとなる．ただ工場
サイドからの依頼だとそこでフィルターがかかっ
てしまいます。ゼネ講ンか設計管理の依頼であれ
ば，第三者ないし受入れ検査がすんなりいくん
じゃないかと思うんですね。
　江端・今，みなさんから第三者検査についてお
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搬瓢欝欝（w　櫨雛．拶螢）
話をお伺いし譲したが，地方レベルといいますか，
色々なレベルでの啓蒙括鋤が，必要じゃないかと
いうご指摘だったと思い窟す．そういった意味で，
鷺欝璽灘鷺Sは啓蒙播動という意昧で役に立ってい
るんでしょうか．私の立場としては，そういうも
のに使い得る，役に立つ内容を企画していきたい
なと思っているんですが。
ゆ糀＄醐待すること
　森・検査会社の自覚，意義等も記事になってい
濠すから，自分達だけの業界の仲聞内だけのもの
では，もったいないなという意識があります。行
政の話もで豪したから，そういう部門にどんどん
漏布して，そちらの人の意見も嚢U麗欝犯Sの記事
に載るようになっていけば啓蒙運動に役立つと思
います。
　驚林・非常に読み易い，とっつ巻易いですよね。
ただ試験闇題だけが載っているだけではなくて。
　木繕・これは行政サイドの方にも持って回りま
したよね．
　漁発・ええ。
　末材・担当の方にも全部送っているんですか。
　進麗舜全部には送っていないんですよ。
　木耕・送っていただくとありがたいですね。例
えば，建築鉄骨なんかでも図面で特記仕様書があ
むますよね，特記仕様書に超音波検査とか特記が
なくても7．轟．斜こ依るとか書いてあるんですが，
今はマ．難．難なんですけど，建築工事共通仕様書に
呼び出されているにもかかわらず，特記がないと
検査をしなくてもいいと思っている人がかなりい
るんですよ，ゼネ灘ンとかに。そういったことも
ありますのでやっぱり・…。
　森・その辺の内容も詑事にし，自分達だけでな
く各関係者にも醜布するとか。
　寒榊・建築工事共通仕様書に呼び串されれば当
然，JA総6ないしは、それでやれば沁％は抜き
取り検蓋をやる必要があるわけなんですが，載っ
てないとゼ書いてないからやらない讃という話に
なっています。
　佐藤・私はお付き合いしている鉄工所に持って
行っています，しょっちゅう顔を出してぱかりい
たら，また来たかと思われるんで，今度はこれを
持って来褒したよというふうに手土産を持って
く実）。
　木耕・私は記事の内容によってお客さんに持っ
て行ってい談す。
　着林・私は，近舞箪市の役所に持って行巻ます．
というのは，そこがようやく少しづつ御輿を上げ
てきたんです。例えば，欝斎の建物を建設する鱒
に，ゼネ雛ンからの依頼で私共の者がファブリ
ケータの人と一緒に役所に行ったんです。そうす
ると，役所に「どうしてファブジケータの人と一
緒に来なけれぱならないんだ，ファブリケータの
推薦のある会栓なのか」と露われたんですね。そ
の時に《鷺Wの話がちらっと出たらしんですよ．
　そういうことで，実は《還Wとはこういうものだ
と徹底的に酔鷺しなければならない．地方都市か
ら火の手を挙げることを意図して嚢U簾欝叢Sを
持って行こうと思って譲す。翼鞭墾懸は技術の小
面倒くさいことばかり載ってはいませんから
（笑）。
　涯蠣・ありがとうございました。そういった意
味で，行政の方に読んでいただくことを多分に煮
識した企画が面白いと思うのですが。
　森・手始めに建築共通仕様書の内容のこととか，
JASS6の内容とかね。建築鉄骨から読んでいただ
ける内容を盛り込んでいけば。
　鐡鉾・鋼構造出版は時々，認定会社のことを記
事に載せたり，灘攣号通達の実施状況が載った参
しますね、あの遇り真似をしろというわけではな
いんですが。搬偽聾犯§にもC欝認定事業者とい
う名称がはっきり載ってい霰すね。名称を見せら
れることはいいことと思います．それから，周じ
ことの繰り返しになりますが，行政担轟者という
のは，よっぽど県に特別優れた人が一人いるかい
ないかだけで大きく変わります。いる県はC夏W認
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定会祉を知っているし，いない県はそんなのある
んですか，ということもあります。担当者が変わ
ると我々が改めて行政マンを啓蒙，教膏している
のが現状です．そういうことに少しは役に立つん
でしょうかね。私達は仕事に使うんであれば，事
業者猛簿の方を使うことが多いですね．
　擁藤・たまた窟窪溶接技術講にエンジ轟アリン
グサービス（株）の三浦さんが第三春検査の重要性
を書かれていました．自主検査は製晶の製造者が
製鵡をお客さんに納入するに際して，不具合な勝
がないかどうかを検査するもので，もしあれば手
直しをして仕様書に一一致する製麟として納入しま
す．受入れ検査は納入されてきた製品が仕様書に
則したものであるかどうかを，お客さんが行うも
のです．このいずれにも検査会社が関係する場合
があり譲す。この時，客観的な検査が必要な基準
などに基づいて行われていれば，とくに閥題は起
こらないはずです．
　しかし，身内に射してはややもすると甘くなり
がちですから，より厳疋な検査を行うために第黛
者検査が必要になります、これは製贔や構造物が
公共性の高いものであれば，より重要になります。
従来，欝本ではメーカーやファブリケー一タにスタ
ンスを置いた考え方が多くなされてい譲したが，
これからはそうではなくて，使う側にスタンスを
置いた考え方が重要になってきます．すると，利
審関係のない立場での第三者検査が必要になりま
す．C夏Wで行っている検査会祉の業務調査に際し
ては，『李下に冠を正さず謁ということで，自主検
査に係わった物件に対しては，受入れ検査に係わ
らないように要求しています．
　進難・それは検査会祉の方向性の閥題ですよね、
それがきちんとしていけば何も問題はないと思う
んですけど．
　懸鉾・現状で一番よくわかるのは例えば県の工
事ですね。その時に県から我々がお金を貰うこと
はないですから。これはゼネ誠ンの納晶検査に
なっているわけです。ただ，ゼネ躍ンは自分達の，
垂，欝
講
へんみ・しゆんい触
株式会社検鷹サー総ス代嚢取締役敏摂
例えば現場での圧接の検査なんかは受入れ検査と
も需えるんですよね．ですから，ちょっと曖昧で
すが，お金はゼネ灘ンから患ているわけですから，
これは発注者の県に対する納轟検査みたいなもの
です．公共工事で都なら都が検査費用を本嚢に払
うかということですよね．そこ震で行かないと施
主なりがお金を払うか，そうでなければ施主を代
行している管理者ですね，要するに，今の現実の
霞本の体系の中で監督脅の嚢級建築士とかが実際
の機能を全く果たしていないということに尽きる
わけです．ですから，彼らが通達は本嚢は監督者
の方に要求しているわけですから，ファブリケー
タに要求しているわけでもなく，施工業者に要求
しているわけでもないんですよ，通達の本当の意
味は。だけど今でもなっていない。
　だから，よく分かっているある県では，担嚢者
もよく理解されているんですけども，今の段階で
は『施工業者と妥協の産物です』と担当轡の方は
はっきりおっしゃってい蜜す、でも，本当はそう
ではいけないわけですよね．
　もう一つは，公共の建物窟でが発淺考の県なら
県が払わない。工事費の中に含んでいるというこ
とが現状を如実に表しているわけですね．
　江端・今までのお話を伺っていると，第三者検
査というイメージはみなさんお持ちで，ほとんど
〜致している。そうであれば例えば，誰がその辺
を整理してどんな形でどこヘアピールするのか、
その辺についてはいかがでしょうか、
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九鯛工灘大掌工蟻翻物難頴掌科教授
鈷雛くて祉げ猟齢？
　窄〆一　隙酸
　欝鉾・今後のあり方とか，結局そういうことに
絡んでくると、馨うんですが，欝Oの絡みで今後欝
本がどうなっていくかということですね。鎖本溶
接協会というのは薩接的な利審関係を持たない中
立的な懸体で，そこが我々の検盗会社を認定して
いるからいいんですね．私どもは磁蜘検査事業者
協議会に入っていて，非破壊検査振興協会に加入
していない会社なんです．はっきり書えば加入す
るこたの必要を認めていないんですね．もう一つ
は，適格事叢者制度も私は認めていません。それ
を認められる祉会というのはおかしいと思ってい
談す・それは自分達の団体が作った組織が，轡分
達を認定して誰が認めてくれるんだということで
す．だかむ，今後それに応えて欝（）的な考えの認
定された事業考というような位置付けを滋本溶接
協会に蓬非お願いしたいのです．もう拠り所とす
る所はここしかないと思っており家す．これが立
ち溺えになってし塵うのなら我々の今までの努力
は愈く締だったのだろうかということですから．
　森・ここに来ているのは地方の検査会社の経営
者なんですね．地方になればなる嫁ど第三者検査
の夢と税実のギャップがあるんです。だから仲々
御輿が上がらないんです．上げたくても上げられ
ないんです．まさに灘井さんのおっしゃる通りで
す．灘が思うに事業者協議会とレ・う協議会があり
塞すから，そこで一つの啓蒙普及をして，そうい
う権威を持ったものができれば，各社ではそれぞ
れカが弱いから何社かが合わさって仕事を受けて
やっていく方法があるのかなと思うんです．そう
いう実例が出てくれば，だんだんその声も通って
いくだろうと思います．それを地方の検査会社に
さあやれと蓄ってもネズミの相談で，誰が猫の酋
に鈴を付けるのかという話で，ある薬轡にやれと
書っても夙込みしてし裟う面があると思います．
　懸鉾・ただね，共同受注的なことはまず絶対成
功しないと、懸い譲すね。それと，協議会というの
はこれは団体としては全く体を成していないんで
すよ。この辺を誤解されている方がい窯す。協議
会は何ら正式な団体ではないわけですから，事業
を行うということは基本的に無理です，できない
団体です。ですから鉄骨ファブジケータにして霧
えば，全構連が大変な組織を持っていても，今こ
の価格競争の体たらくでしょう．公取委に引っか
かるようなことでもしない限り無理ですよ。だか
ら敢えて我々がそうすることはないと、思うんです
よ。メチャクチャな，我々が鰹国に潔、ても有り得
ない価格が出てくるんですから．それは手抜きし
か有り得ない価格が出てきますから。そういうこ
とが同じ仲問で趨きているという現実ですよ．そ
れはもうやはり轡ら恥べきことであって，それを
横から縛ったってダメですよ、
　灘端・加藤先生，協会サイドというかC翼Wサイ
ドとしてそういう声をどういうふうに受けとめて
いるかが大切なところだと思うんですが。
　触藤・磁Wをここ蛮で盛り立てていただいたの
は検査会祉の方々が（鷺Wはいいことだと思って
バックアップをして頂いたお陰です．今後“Wと
してはできるだけ‘各関連の省庁に1働きかけをして，
国規の社会資本をいかに守っていくかにターゲッ
トを当てるべきでしょう。もし，置お前らで守って
いけるのか譲と雷われた時には，『私共はここ談で
のことはできますよ，他のところでできる所があ
るのですか謂というもってい愚方もあると思うん
ですね。
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　C亙Wの方も各県に最低蓋事業所を配腰すること
ができ蒙した。これは，行政の側からの『何かや
ろうとしたときには数がなければ讃，『特別な地域
ができて，他のところはできないというのでは行
政として動きようがない愚という声を受けて，
£夏Wサイドで努力した結果です．まさに皆さんの
ご協力の賜物なわけです．すると，行政に対して
も置ここ譲で来ましたから，社会資本の安全確保
のために有効に利用して下さい誰と，お願いでき
る状況になってきたと思います。ただ効率の良い
ことをやっていかなければ殻は破れません・例え
ば，例は悪いんですが，風個の精子と夏個の卵子が
お互いにくっつき合うようなところを狙っていか
ないと経済効率が悪いわけです．その辺のところ
を燈非模索していきたいと思っています，
　甑端・それでは，今磁Wが建築鉄骨の方を向い
ており，それは産業構造の意味からも，ある程度
流れとして必然的な方向だというお話でしたが，
それを受けて，さ港ほどから話題に、出ている欝0
や夏隈・法関係，今後その飽の分野での可能性，ある
いは建築鉄骨行政にどのように組み込憲れるべき
かというようなことを考えながら，それぞれの会
歓の抱負，将来像，夢についてお話下さい、
奪弊ユづ櫛渤雛ゼ庵
　簸晃・当祉も創立慧麟年を迎え厳したので，もう
一度初心に帰ってやっていきたいと思い襲す．
C翼Wの方も亙難社を擁し全購を網羅したわけです
から，やはり同じように初心に帰って，溶接協会
には内部充実をやってもらいたいですね．当社の
方も実際に技術者を育てることに時聞をかけすぎ
て，人数を増やしていないんです．だからある意
味で嵩一ザーサイドの期待に仲々応えられないと
いうことがあり窟したので，これからは人を増や
して技術的に基盤のしっかりした会社にして次の
盤代にっなげるための足掛かりを築いていきたい
ですね．
　森・私共は建築鉄骨が騒割以上の収入源ですが，
それが〜つの節黛に来ておりますので，他の分野
のマーケットを見極めて探していきたいですね。
すでにでき上がった橋梁だとか，タンク等どか，
社会資本ができているもののメンテナンス業を会
社として取り上げてい鳶たいと思ってい寒す．そ
れに法的な裏付けが成さ敷、るものがないかなと
、思っています。一つには消防法的なものが，すな
わち危険物ですね。これからどんどんでてくるん
じゃないのかなと、愚っています。
　侮藤・私共の会社は鷲年鑓に入りましたが，技
術的にはまだまだです．これからはノウハウです
ね．これから伸びるには，ノウハウを藩積してい
かなければいけないだろうと思うんです。今年豊
年でそれが達成できるわけではないですが，長い
年月，長い時問をかけて将来ヱンジ認アと露われ
る人を育てていきたいと思ってい蜜す．
　藩林・近ごろメンテナンスということに対して
のメーカー離れが色々な面から出てきていること
も見受けられ褒して，我舞のようなところにも声
がかかってきており座す．これからはそういう方
面へも積極的に霞を向けて行かねばならないと
思っております。
　また，私共としては，ただ検査技術を高めるだ
けでなく，自分達の中でしっかりとした最質保証
の体制を整えて行きたいと、轡います．
　少し話が戻りますが，羅本溶接協会は，地方レ
ベルで溶接検定試験，溶接技術者講習，試験に
色々と来られて窟すので，その中で，検蕊の重要
性というか綴Wとはという話をがっち陰やってい
ただければ大変有りがたいと思い窪す。
　木村・溶接に携わっている人はタンクとか橋梁
とかもやっているわけですが，そういった人がタ
ンクとか橋梁の方に少し偏ると，溶接管理技術轡
などの資格を持っている人でもC豆Wを知らないん
ですよね．瞬本溶接協会が窓霞になってそういっ
た資格を認定しているわけですから，鉄骨以外の
人にも磁Wというのがあると働きかけをして欲し
いと、懲っています，いわゆる，欝丁とか難丁とか
一貿一
�

瓢腿纏欝（鵯購鞭．轡鰐）
灘響とか色んな分野で（鷺Wの認定を取得した事業
所で検査をするような形になれればいいなと思っ
ています、
　今，私の会祉としては欝0絡みの晶質保証体制
をキチッとできるような検査会祉になりたいと
愚ってい嶽す．それと，この閥，私の友入のとこ
ろの検査をやり薮したら暫報皆書が全然分からな
い調と，紅れだけ欠陥があっていいのか雌という
ような話が出まして，我々検査業界は実はなんら
エンド講一ザーのためにサービスしていなかった
んだなあと思いました．結局，我身はこれだけ欠
陥を探し談したというものを突きつけているだけ
ではないかと思います．
　灘端・今おっしゃったことは，欠陥について総
合的な晃地で認ンサルティングができるようなと
欝うことですね。
　寒桝・ええ。それと報告書自体も現実はきずと
か合格欠陥というような畿現で，この鉄骨は晶質
が悪いのではと，惑違いされやすい形ではなく，晶
質が良くなったということが分かる形に変える必
饗があると思い嶽す．
　撫灘・アメリカの場合はちゃんと敷居値を決め
られる所は決めているわけですね。それはなにも
大ざっぱなもので決めているわけではなくて，他
の強度絡みのデータに基づいて検討して，こうい
うところであれば安全は確保できるはずだ，それ
を超えたら危険サイドになってくるから，妥当な
ところで線引きをするんですね．ですが，欝本の
場合はそうではなくて，極端な話では指示模様な
しということを要求しているわけです。完全無欠
というものは資本主義の世の中では膚り得ない話
で，敷居値というものを下手に決めてし談うと責
任が出てくるから曖昧としたところで今濠でやっ
て意たわけです。しかし，それでは経済活鋤もう
譲くいかないでしょうし，何か判定規準がなけれ
ば検査をやる意瞭もないでしょう，翼本はそうい
うところが欠けていて，例えばAS瓢翼の規格をそ
の蜜窪引っ張りこんできたりしているんです。徹
すればいいはずのところを欝本的な発想がどこか
で垣問見えてくるものですから問題が生じてき談
す。きずや欠陥，それは雷葉だけの間題じゃなく
て，存在するから悪いということではなく，もし
存在しても，こうこうこういう理由があるから許
容できるのだというような認識を持っていただく
方が大事だと思います。
　鐡井・私共は少なくても第三者という書薬を使
いませんが，いわゆる製造側の晶質管理の立場の
検査と，受入検査とは今完全に住み分けができ塞
した。ですから，逆に今までのお客さんもずいぶ
ん捨て譲した．我々は他にばかり責任を求めても
だめであって，我々が身を削って自分達の立場を
守るという意思を完全に持たないとだめだと思い
濠す。それは，具体的に欝えばゼお宅を蓋社捨て
ても，うちは潰れません。潰れ塞せんけど紙切れ
夏枚でうちは潰れます藩と，はっきり雷って断り蜜
すから，加藤先生がご心配なっていることはあ蕊
り無いんだと信じていただきたいです。ですから，
倫理綱領があるとか無いとかの闇題ではなくて，
自分達が生きていく道はそれしかないんだという
ことを我々がはっ春りと腹をくくるということで
す。時代は急には変わりませんし，外的条件も急
には変わり譲せんけれども，我々がまず変わって
万が一のことは心配しなくてもいいという仕事を
することが大事だと，これは自信を持って書いた
いと思い蜜す．単々には中間管理者を育てること
も仲々思うようにい匙ませんから。人の鷺が届く
範闘というのは非常に狭いと思います。だから，
責任を持った仕事をしようと思うと拡大思考をや
ると非常に怖いですね・大手でもそれは十分管理
できていないなと感じることが現実にあり塞す．
鉄骨なら鉄骨について宋端までの仕事が安心して
で蓼ているかということについて，大会社の方は
本豪に安心しているのかな，と、愚うことがあり震
す．私は自分がトップでいる限りは絶対拡大、思考
はやらない。獺の届く範囲だけ．人問というのは
自分で自分を管理することは仲々できません．そ
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灘臓艶欝（脚繍騨．豊勢�c〉
うすると，小規模でやっている場合で晶質保証体
制があると需えるのかどうか，自分で自分を
チ黒ックできないとすれば，＄〜曝人でやっている
時にその組織を果たして自己管理できるのかとい
う問題を含んでいるように思っています。
　江端・ありがとうござい談した。ところで，実
は，私が常欝頃から，C夏W認定事業者の方々が望
んでいることは建纂鉄骨以外の業種に磁W認定を
広げていくことだと思っていたのですが，でも今
鶴のお話を聞いていると，もっともっと建築鉄骨
における薬界の中で確圃たる地位を築くというこ
とが，他の分野に出るよりどうも先かなあと。そ
れがC夏Wの認定の今我々がしなければならないこ
とに対する皆さんのご期待かなあと，今腿はそん
な感じがし談した．建築鉄骨の業界がいわゆる検
査手段をほとんど持っていない業界だから，必然
的にそっちへ入ってきて今こうなっているという
ような認識があり蕊す。結果的に業界サイドもそ
ちらへ向かっている．だから，我爵C夏Wも侮を緊
急な諜題としてやらなければならないのか，これ
が今臼の大切な諜題の一つであると思い塞すね。
　木糧・私は橋梁とかタンクの検査でも本当は
C互Wの認定会祉が入ってきてもらえればと思いま
す・入ってくれば現実問題として£夏Wという看板
が必要になると思うんです。翼種をっくったこと
もありますが，図面に畷W認定会祉が入ったため
に，認定会祉が随分増えて巻たという傾向がある
と思います。そういう意味では，嚢丁でも擁丁，
蟹，ひずみ等纏の検査もあるわけですから，そう
いった検査を必要とする各種協会が磁W認定会祉
ということを入れてくれれば，そちらの方の認定
を受ける会祉も増えてくるし，業界の発展にもつ
ながってくるんじゃないかと思います。
　違艶・話がずれるかもしれませんが，私の知る
かぎり検査会祉は非常に内向きな考え方が強いで
すね．それを無くすために横のつながりが必要で，
それを唯一できるのが協議会ということになり窪
すよね。
・癒講
えばた・蒙叢と
窯井造船株式会敏難バン踏礎刊アル事叢叢灘事難窯叢
　それと，検査業界だけの試験がかなりあり蕪す
けど，となりの業界，例えば建設業とか設計業と
かの業種があるわけですから，その狭閥を埋める
というか，蔑わりのことを勉強するという意味焦
翼種に限らず各祉の代褒轡が勉強会なるものを会
祉で開いたり，教育してもいいんじゃないかと、懇
います．そうすると，催業種とも溝が埋談ってく
るわけで，今の検査業界の形態も少しは変わゆて
くるんじゃないかという気がし譲す．
　撫藤・今度また畷Wの試験があり震す．溶接の
基礎も出題しているのですが，試験の成績が非常
に罠いんですね．平均、轄でも騒静点以上だと、懸い蜜
す。試験を始めた頃は惨々たるできで，これは何
も知らないんじゃないかと思い談した。とこるが，
間題集なんかも作って，それからW叢S綴礁の藁
級，鴛級の資格試験に挑戦している人も出てきて，
最近は非常に良い成績になってきました．
　これは，受験をしていただく方がそれな瞬に努
力をしている賜ですね．ですから，溶接技術考と
一緒に仕事をする時も是非自儒をもって取吟組ん
で下さい，決して引けを取るところはないはずで
す．それぐらいの実力は持っていますから大鷺な
顔して渡り合ってほしいなと思い蜜す．
　江端・ありがとうござい褻す．
　今年もまた激動の三年になるうかと思い謹すが，
皆さんもそれぞれ将来の高いビジ欝ンを掲げて，
それぞれの分野でご活躍することをお祈りすると
ともに，お願い申し上げます、
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雛灘鍛警鵬（脚繍醗．轡槻〉
3．RC橋脚鮒震補強工事における溶接と検糞
費本X線検査蘇）加藤潔
（株）窟士検査工業　　堀部　僑義
翌　は膿めに
　灘，む愈毒人以上の尊い命を奪い，各種の構造物に未曾有の被審をもたらし，それまでの耐震強度の
観念を一変させた阪神淡路大震災から早慧年が経過した．震災直後のテレビ報道で未だに強烈な
印象として残ひているのは，約離む0飛にわたって葺本の橋脚が連続して横倒しとなった商速道路
蕩架橋の映像である．この区間の高架橋は，ピルツ橋と呼ばれる脚と桁が一体となった鉄脇雛ン
ク夢一ト（獄C）構造で，橋脚は単柱であった・首都高速においても黎む本ほどの橋脚がピルツ橋構
造になっている．損傷を受けた橋脚は道路橋，鉄道橋も含めて嚢C構造のものが圧倒的に多かった
が，鋼製橋脚も少なからず損傷を受けた。震災当初はマス灘ミ等で設計，施工不良を強調する記
事が多く晃られたが，その後の調査検討でそれらが破壊の主因ではないかという党方に変わり，根
本的な設計基準の見直しが各方面で行われるようになった。
裳　騰C橋脚の補強工事の概蕪
　畿C構造の橋脚の場合，未だに解明できない破壊現象もあると書われるが，橋脚の倒壊はこれ蓑
での設計基準をはるかに超える水平方向のカが短時間のうちに加わり，脆性的なせん断破簸によっ
て起きたというのが大方の見方である。そのため，橋脚の耐震性を向上させるには脆性的なせん
断破壊を避けるじん性の強化が必要となり，帯鉄筋の増量，灘ンクリート断面の増加といった策
がとられることとなった。ただし，断面を増加する方法は，例えば直径3．蓋溝の脚の場合，新しい
基準では4謹欝にする必要があるなど，周辺の空間的制約，荷重増加による基礎工への影響などの
問題があるため，新設の橋脚においては帯鉄筋の配筋ピッチを鈴織から蓋5磁に狭め，さらに中
閥帯鉄筋を量欝ピッチで配置する構造が主流となるようである．しかし，この場合も帯鉄筋のフッ
クの加工，醍筋方法など施工性の上で解決しなければならない闇題がある。
　既設の橋脚の耐震補強には，厚さ6醗〜慧繍の鋼板を橋脚に巻き付ける鋼板巻立て工法，摩さ
数耀の炭素繊維，アラミド繊維などの新素材を巻き付ける炭素繊維巻立て工法，欝ンクリート断
面および主鉄筋量を増加させる鷺C巻立て工法（巻立て厚さは最小でも瓢編醜程度になるといわ
れる）が採用されている。工法の選定には工事に伴う空間的制約，周辺環境への影響，基礎工へ
の影響などを考慮する必要があるが，現在，各団体において採爾されている工法は畿嘩に示す通
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麓灘燃欝欝（職懸鞭．蓋勢欝
蕪罐　釜醸檸；におけ愚餐諜濃の欝施榔副〉
補　修　工　法
輿　　績
発濾済み1今後の採矯　　　　き橋欝蕪数1補修工法
団　　体　　名
鋼板巻立て
鷺c巻立て
カーボン巻立て
臼　本　遂　路　公　団
5驚
紡％
鱒％
約難曝i聡c巻立て
嘗都高速遵路公団
欝o驚
o％
○％
　　唖
羅劃鋼板巻立て
建設省関東地方建設局
鱒o％
○％
○％
　　t鴬護基1　　…
建設省中部地方建設局
紛o％
○％
嚢％
柵戴　　〜臓
東　海　旅　審　鉄　遊
鱒蔭％
o％
○％
蝋嬢蟄
名古麗高速遂踏公社
鱒o％
o％
○％
販神高遠遊蕗公社
紛o％
o％
○％
　　　　　罵｝｝””旧�o｝
欝基　　板巻立て
福岡北九州高速遂踏公社
鱒o％
o％
o％
縫5熱　　板巻立て
帝都高逮交通営団
鱒銘
o％
？鑑
墨紛基　　板巻立て
りである。
　表蓋に見られるように，翼本道路公団以外はほとんどが鋼板巻立て工法を採用しており，今後
もこの工法が主流になるようである．なお，首都高速道路公団においては，羅マ・プジー一タ地震
でのRC橋脚のせん断破壊事故に藩騒し，予防保全的な考えから，この工法による補強工事叡奔
前から藩手していた。
欝　溶接と葬破壌検鷹
　衰亙に示したように，鋼板巻立て工法が主流となっており，また，検査として非破壊検査を全
面的に適用している工法でもあるので，鋼板巻立て工法における溶接と非破壊検査の概要につい
て紹介する．
　鋼板巻立て工法は，柱の形状および大きさに応じて分割成形された鋼板を現場に搬入し，溶擬
によって既設の橋脚に取り付ける工法である。橋脚と鋼板の問隙はエポキシ樹脂珠たは無収縮モ
ルタルが充填され，橋脚と鋼板が一体化される。間隙の幅はエポキシ樹脂の場合婆膿〜舗鍛，モル
タルの場合は鐙麟〜5伽騰である，溶接継手は裏当て金付きの突合せ継手であるが，凱ポキシ樹
脂充填仕様の場合，樹脂の充填量を最小限に抑えるという謙スト上の理由のために裏当て金の厚
さは＄．震灘触輔灘に制限される、溶接はC犠半自動溶接が主流であるが，被覆棒による事溶接を
指定している団体もある、また，補強工事專用の自動溶接装置も開発され一部に適贋されている
が，採用率としては非常に低い・今後の自動溶接の採用は講負者次第と，各団体とも採驚には消
極的であるが，技術上の闇題があるというよりはむしろ工事費用とのバランスがとれればという
ことであろう、
　被覆棒による手溶接の場合はアークの電流密度はそれほど高くなく，また謙勤溶接の場合はアー
ク長が自動制御されるようになっているので，裏当て金の厚さが婁、撫騰程度でも裏当て金を突壽
抜くトラブルを回避して溶接することは比較的容易であるが，C賜半熱勤溶接の場合は，アーク
の電流密度が高く，またア〜ク長の制御が難しいため，現実としては，厚さ簿謙灘〜鱗蓄灘の裏嚢
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叢彫鍍欝鷺穆（脚濾量鍵、叢艇》7）
て金を突き抜くトラブルが多く発生している。塞た，嚢C橋脚は鋼製橋脚ほどの寸法精度で仕上げ
られていないため，現場での溶接継手の再加工調整が必要となるケースが少なくなく，肌合せを
含めた開先加工精度が不十分であると，C病半自動溶接ばかりでなく，他の溶接方法でもルート
部の溶込み不良，溶け落ち，裏当て金の突抜けといった溶接欠陥が発生する可能性が高談る。と
くに自動溶接の場合，溶接轟質に対する開先加工精度の影響が大きいため，現場での開先の調整
により多くの時間を要することになり，結果的には全体的な施工効率が他の溶接方法に比べてそ
れほど寓くはならず，自動溶接を採用することによるメリットはないとの意見も聞かれる。ルー
ト部付近に発生する、ヒ記の欠陥のほとんどは超音波探傷検査で検出されるが，これらの欠陥の補
修は一般に困難な場合が多く，無理な補修によりかえって材質的な劣化を招く恐れがあるため，
不合格箇所の補修方法については監督員との協議の上で決定するという方針をとっている団体も
ある。
　　　　　　　　　　　　　薮藷　餐鐡韓におけ愚葬破壊検趨鱒適灘献溌の
検　糞　手　法
浸透探鶴検蓋
趨音波探傷検董
懸　　体　　名
検萱頻痩・籔斯
判定基準1規格値1
検董頻蔑・籔所
講定基準（規格億1
繍　本　進　籍　公　懸
�o　　　　
醐　　　蝉
溶接難長の綿％
鷹
纏検拠レベル3類
上禽格
酋都蕩遠遊鶏公鑓
全　幾
割れが廠いこと
検萱籔醗は公騒
翼の指示
縦継手9論駕
横継手慧5驚
鍛検鐡レベル3類
上禽格
建設欝縄東地方建設覇
設雀中部地方建設局
壼　幾
割れ及ぴ有害な欠縮
ないこと
溶接難蓬の鎗駕
うち
縦継手懇o％
横継手1憩％
鍛検鐡レベル3類
上禽絡
東　海　旅　審　鉄　道
全　長
蓉ず等のないこと
と
�o　　　皿
�o　　　�o
犠古麗高逮遊錨公社
繊潭6懸に適講
接錘畏の購％
上
線状指紫模機が現れ
いこと
嫉灘鋤覇以上に
粥1溶接薙幾
欝編以上
L検繊レベル2類
上禽格
飯禰蕩連遺蕗公琶
�o　　　�o
働　　　一
薯工簗三騨につ
て全叢、その
絃溶接始終端
中心に蕊％
纏検鐵レベル3類
上禽繕
福岡沈九州蕩達遵驚公社
趨欝波擬傷適絹
外の籔辮全蔑
線状指示模雛が競れ
いこと
縦継手惑o％
継手惑○露
L検出レベル2類
上合格
帯部高速度交遜営団
抑騨につ蓉蓋鱗
Jls露23磯3による
鱒脚につ懸i鐵
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注1鐵視検査は全長にわたって実施することが規定されている．ただし，建設省の各建設局は鎖視検査を
　　規定していない，
　籔灘は各団体の鋼板巻立て工法の溶接検査に適用されている非破壊検査の実施状況を示したも
のである。検査は慧視，浸透探傷，手動による超音波探傷の組み合わせで行われている。超音波
探傷検査において，自動探傷方法塞たは探傷詑録（きずの検出状況）を残すことのできる探傷方
法が適用されている例もあるが，前述の懲動溶接の場合と同様，灘ストパフォーマンスに難点が
あり採用は一部に限られ，今後も検査灘ストに見合った予算が計上されなければ採用は鑓難と思
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灘臓欝欝（騨纏翻．璽鯵�c）
われる。表黛を見てわかるように，適用される検査手法，検査率，判定基準は各団体まちまちで
あるが，全体を見渡した場合，検査は目視検査については全線，浸透探傷検査については全線譲
たは抜取り，超音波探傷については抜取りで実施されている。私見ではあるが，今回の工事の性
格上，早期着コニが優先し，検査について十分検討がなされたのだろうかという疑問がないわけで
もない。現状では，同じ団体でも工区ごとに仕様が異なっている例もあり，実施面で，団体内部
でもまだ統一がとられていないようである。また，阪神淡路大震災を受けての耐震補強工事とい
う観点から，浸透探傷や超音波探傷も全数検査を実施すべきだとの意見もある。しかし，現実に
はそれらを実施できるだけの工期的余裕はなく，また予算も組まれていない．また，全数検査と
抜取り検査の効果の違いを現時点で評価することは困難で，極論すれば同じ規模の震災が起きて
みなければわからないであろう，ただし，全数にしろ，抜取りにしろ，溶接検査として非破壊検
査が適用されるか否かで溶接の本質が大きく変わるという事実を，この業界に携わったことのあ
る者であれば誰も否定はしないであろう．
4　おわ解に
　今回の耐震補強工事は婁年で亙兆円の大プ獄ジェクトである，検査薬界を担うC夏W検査事業者
協議会にとって，団体として当初からこの大プ鷺ジェクトに参画する動きがなかったことは残念
である．C亙Wを社会にアピールするにはこのような機会を捉え，先手を打って各関連団体への検
査技術の提雷を行ってゆく活動が必要と思われる。動きがとれなかったことの原因としていろい
ろ挙げられると思うが，協議会として提書できるだけのまとまった技術資料がなかったことは確
かであろう。今後，官庁や公益企業が絡むプ蓑ジェクトの場合，発注者側の工事管理に携わる人
員の不足から，施工者側に管理責任が移行されつつある．そのような社会動向をにらみ，奮た今
回の反省を含めて，最後に，溶接検査に関する技術資料の編纂を協議会に要望したい．
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糊】鞭欝（w惣観．轡卯）
4、溶接検萱技術者の国際化一一騨Wスキームー一
饗本鋼管工事�梶@野村　縛一
噸　は臆めに
　抄獅年諺月，欝0によって制定されたr晶質管理及び晶質保証」に関する國際規格聡《）％倉嚢鐘
は，製造者が購入者のために実施すぺき品質管理のプ雛セスを規定し，晶質システムの構築を要
求している。
　溶接は，溶接後の試験や検査によって，その晶質を保証することが困難な代表的なプ獄セスの
一つである。総（妙◎◎輪では，このような工程を特殊工程くS脚e繍評騰総綿）と定義してお甑そ
のプ雛セスの事前承認や従事する人の資格認証を実施すべきである，と記述している．
　翼一獄ッパ諸国の溶接機関は，このような認識に立脚して翼W獄犯C溶接連盟）を組織し，溶接
に関する犯U（ヨー獄ッパ連合）規格を整備してきた。また，轡鋤年には氾C／据軍TA域内で有効
な統一国家資格制度を実施してきた．
　最近，これら溶接規格の一部は夏S（）規格として制定された．また，叢Wによって翼W璽の溶接
資格制度を原案として，全世界に通用する国際資格としてゆこうとする論議が括発化してきてい
る。この叢Wによる国際溶接資格は激しい議論の渦中にあり予断を許さない状況にあるが，溶接
検査技術者に最終的な焦点をあてて現状を述べてみたい。
灘　鵬o蟹搬総艦紺応した総o藩接規格
　欝（）攣�J0儀に対応した最初の溶接規格は，欝（）総3撫嘱ザ溶接に関する晶質要求」規格である。
この規格は溶接構造物に対する晶質要求を規定しているが，欝0勢倉編で要求している晶質シス
テムの構築に対応している。いわば器（）攣0◎偽の溶接版といえる規格である。この規格は4つの
欝齪総からなっており，欝鍵載iは選択と使用の指針で，欝鍵爲〜嬉は構造物に対する晶質要求の
重要度に応じて選択される。蔦（）蓼◎綴もしくは蜘灘が適用される場合にはもっとも包括的な艶蹴
慧（欝（）認3塩露）を適用すべきである，と規定している．さらに猫（》灘灘、勢では，溶接技術者に
ついては欝0懲7瓢毒6に規定する資格を，溶接作業者については欝0妬鞭極鱗に規定する資格
を保有する入の従事を規定している。
　検査要員については，欝（）規格が制定されていないのでヂ十分な数の能力ある要員が必要達と
のみ規定されているが，翼W聖や慧Wで審議中の溶接検査員の資格が蛋S（）として制定されれぱ，
3総4は改定されることとなろう。欝0鎗34拶4，澱7鍵轡6，タ6む6書4の3規格は，欝0蟹矯懸に
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榊澱欝鵬（W　簸搬．鰺卿〉
巌　藩接検竃技衛蕎と藩接被衛餐の闘係
資格
教欝・灘練
濾加教膏・酬練
任務（織Q鱗7麟尋鱒
溶接罵ンジ瓢ア
lW羅（麟繍箒騰）
　、
→W鰻嚇《沁縣di麟め森癖曝鷹
W奪瞬鵯鵬欝鰍ぬn→W副鱗噂鵬欝o纏
溶接テクノ照ジスト
lWτ（鱗○鱒耀＄〉
→W．O．総v麟2
W濫一一一W、鵬欝蝶鰍
溶接スペシヤリスト
lW欝（難繍o騰）
・華W，C、睡v麟＄
W．1．
一一一一
》W．騰欝伽ダ
溶接プラクティシ鴛ナー　IW降
W．C，瞭》鋸4
＼＼→蹴き，
轡．鵬欝c継
溶接技能餐
《縦瞬ダ1畿照x欝醜麟磁》
　　　　↑
　　　1，W欝晦ド
対応した溶接に関するセット規格と雷われている．
欝　1醐で審議中の溶接検鷹技術脅制魔
　HWでは，溶接技術者・技能者の教育，訓練，試験，資格の國際制度について審議を続けてい
翫表に示す溶接エンジ謡ア（亙蹴¢欝纏沁難璽W難臨簸響E噸欝鵬夏W鷺と略称されているL溶
接テクノ認ジスト（夏WT〉，溶接スペシャリスト（亙r聡），溶接プラクティシ環ナーαW欝）はほ
ぽ審議が終了している．
　溶接検査技術者（夏W夏鵬絆礁鍵〉と溶接技能者（夏W〉については今年（湧轟年〉から議論が始
まったばかりである．
　夏W獄鵡年制大学の理工系学部の卒業者で，騒6時間の教育・訓練を受け，鷺Wが認定した認
証機関（AN鰹と呼ばれている）の行う試験に合格した者にHWの認定証が授与される．璽WTは
工科系短大，高專の卒業者で，謝時閥の教育・訓練時間が必要で，試験，認定証交付は薫WEと
同様である（以下の資格も同様〉．亙WSは2�S時間で，これら3資格は璽S（鷲卿3亙で定める婁資
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嚢欝獺整盤（脚繍雛．静賛）
格に対応している。翼W警は轡螢年蓋月に決定するであろう．讃に見るように，璽W8までは試験
により下からの昇級の機会が与えられている。
　検査技術者については，表に示された案がEW軍より提出されている．すなわち豆W蹴を取得し
た後，所定の非破壊／破壊試験に関する教育・翻練（実技を含む，捻嚢〜慧紳寺聞）を受講し，AN叢
の行う試験に合格した者をレベル互の溶接検査技術者として認証する案である．EW董が驚えてい
る溶接検査技術者は，高度の溶接技術と検査技術とを併せて保有する，極めて高いレベルを要求
している。
　同様に，レベル創調WTに，レベル3は亙WSに，レベル堀繭W驚にそれぞれ対応するもので
ある。
　現在，溶接検査技術者は，慧Wの第XIV委貴会の脚／G一擁で蒼蓋鶴輪響小委員長（AWSの常務
理事）のもとで審議が行われているが，各国の現状を紹介し，どのような教育・訓練内容綿y撫額懸）
とすべきか，分類（レベル）の数，などについて議論が始まっている．欝本からは筆者が£夏Wの資
格制度に関して，ぺ一パーを提出している。
鴫　欝本溶接協金QW齢〉の現響資格綱痩のllW瀞渡への移行措灘
　翼Wでは，臼本，ドイツ，英国，フランスなど，古くから資格制度を持ち実施してきた国に対
しては，若干の補習や試験を伴うにせよ，既資格保有者の鷲W制度への移行を認めてゆく考えで
ある。そのような観点から現行の」脚稲の制度と猛Wのスキームとを比較すると，W欝鍵繍の
溶接技術者SW翼は叢脚の璽W猛に，蓋級は夏脚丁に，鶏級は璽脚Sに，またW欝瓢鰐のWLは翌W警
にそれぞれ対応可能と考えられる．
　溶接検査技術者については，現在審議中であるのでなんとも欝えないが，C夏Wの主任検査技術
者は悪くとも夏W夏一鎗に，主任試験技術者は夏W騒，3に，試験技術者は璽W夏燕喋に対応可能ではな
かろうか，と考えている。それぞれの資格条件を満たし，試験もしくは面接試験などによ樋W璽，
璽WT，獅Sに匹敵する知識や経験が証明されれば，それぞれもう一つ上のレベルも期待できよう．
すでに溶接技術者としてW欝叙燧の資格を保有していればかなり有利なものとなろう．そのた
めにもより高い溶接技術者資格を保有しておくことをお勧めしてこの稿の結びとしたい．
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羅脳麗蕪（W繍鍵．鯵興〉
欝．協譲会だよ》
薫．平成麟年度・秋期総会
平成雛年沁月盤賦火），東京・浜松町・東京会館で平成融年度・秋期総会を開催した。
　職慰�@各地区総会議事概要報告
　　　　�A騒暢通達励行陳情活動計画について
　　　　�Bその他
　　　　　特別講演ゴ性能規定化の動きと鉄骨検査のありかた」
　　　　　ご講演者1東京都都市計画局　春原匡利氏
　夏磯　中野代表幹事から，今年度下半期の活動として不況対策と業界の地位向上にカを入れたい鷺
　　挨拶があり，業界内では特に，安値受注自粛について呼び掛けがなされた．
　璽憶議事に先立ち，平成暮年矯月胴付でC夏W認定を受けた次の新規会員（曝祉）の紹介があった．
　　　（霧）グ臓一バル検査（名古麗市二D種）　　　中臓非破壊検査（株〉（名古量市囎種）
　　　（有〉アップル商会（川崎市：戴種〉　　　　　（株〉中臼特殊工業（横浜市鋸種）
　　　（株〉ニッケン（呉市謝種〉　　　　　　　　内外エンジ識アリング蘇〉（大阪市灘種〉
　量疇各地区総会議事概要について各地区幹事代表から報告があり，その後の関連事項として臼本
　　溶接協会殿との関連活動および建設物価調査会殿の認スト惰報誌への調査協力対応等が紹介さ
　　れた．
　影感騒攣号通遠励行陳情について，次の関連4団体を訪問する活動計画が承認され，平成撃年鯛
　　末窯でに活動を展開することにした．
　　　（社照本建築土事務所協会連合会　　　　　（祉畑本建築士会連合会
　　　（社瀬本建築構造技術者協会　　　　　　　　（初建設業協会
　蟹疇ギ意見広告」について：建築鉄骨に関わる検査業務の発注に関して，建築主・設計者・工事管
　　理者の皆様あてのご協力お願い意見広告素案の紹介があり，意見交換を行った、標準検査価格
　　の表し方などについて種々意見があり，さらに検討を加えることにした、
　影轟特別講演1西暦瓢購隼に大改訂が予定されている建築基準法の動向について，現行の仕様規
　　定から性能規定化への抜本的改革を中心に詳細な解説を頂いた。この中で，検査については，
　　透明性の高い第三者検査が求められており，公正・正確な検査遂行のために，民間機関の濡用
　　も検討されている，との紹介があった．
簸．第豊翻綴W連絡会（平成暮年難月三霞（金〉　於：（祉）韓本溶接協会〉
　（社潰本溶接協会殿と協議会の連携強化の一環として，かねてより提案されていました連絡会が
秋園委員畏司会のもとに開催されました．第豆回でもあり，当面する課題として認定料金改定，C夏W
認定規定の充実ならびに認定の更新などについて意見交換を行い窟した．
　当連絡会は，春秋の年窯翻開催される予定です．会員各位からのご希望事項やご意見などをこの
連絡会の場に反映させたいと考え蔑すので，もしあれば，協議会事務局にご連絡ください。
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撒．関酉地区・製鉄所見学会開催
　平成霧年H月H鰍月），関酋地区の会員会社を対象に（株）神戸製鋼所・加古川製鉄所殿の見学会
を実施し，紛社膿名の参加がありました。高炉，厚板，線材の各工場を見学した結果，好評でし
た．霧月に行いました新響鐵・君津製鉄所殿の兇学会も含め，見学会参加者から提出頂いたアンケー
トの集計結果では，この見学会は好評であり，製鉄所以外（例えば，発電所など）についても企画
してほしいとの希望も多数あり，来年度以降の活動に活かしたいと考えます。
響．（財）建設物価調査会嵯建築と設備・識スト情報講誌対応について
　標詑調査会刊行の隠スト情報謹誌（上，下期版），平成参年慧月号に，解説紹介記事として，ギ建
築鉄骨における第三者検査の現状と課題」と題する報文を協議会名で投稿させて頂き蜜した。併せ
て，購誌のヂ施工単価編・鉄骨工事講のギ超音波探傷検査費講の説明の改訂および第三者検査の定
義などの追加も行わせて頂き裏した．詳しくは，同誌慧月号をご覧下さい。
お．お知らせ
　平成夢年度のC夏W試験および研修会の欝程を下記のようにお知らせいたしますも詳細は案内パン
フレットをご参照下さい、また，締め切りはそれぞれございま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。
　ω　平成9年度検査事業者認定のための技術者試験
　　前期　蓋次試験　　　平成ウ年5月鳩鐵（費）
　　　　　　　　　　（東京地区／北九州地区／広島地区／大阪地区）
　　　　　2次試験　　東京地区：平成9年7月5羅（土）
　　　　　　　　　　北九州地区1平成9年7月5揖（土）
　　　　　　　　　　広島地区1平成今年7月5臼（土）
　　　　　　　　　　大阪地区：平成参年7月6費（費）
　　後期　蓋次試験　　　平成夢年沁月26費（β）
　　　　　　　　　　（東京地区／北九州地区／広轟地区／大阪地区）
　　　　　慧次試験　　　東京地区1平成9年捻月6臼（土）
　　　　　　　　　　北九州地区1平成攣年灘月6縫（土）
　　　　　　　　　　広島地区1平成警年捻月6潤（土）
　　　　　　　　　　大阪地区1平成9年鶯月7欝（環）
　�A　平成墾年度認定試験のための研修会
　　　　　前期　　　　東京地区：平成今年4月拶臼（土〉ガ欝欝（縫）
　　　　　　　　　　大阪地区1平成今年塩月拶臼（土）・欝藏（鷺）
　　　　　　　　　　広島地区：平成攣年5月鐙臼（土）・H讐伯）
　　　　　後期　　　　東京地区1平成9年沁月4潤（土）・5鐵（臼）
　　　　　　　　　　大阪地区1平成参年扮月4臼（土）唱臼（臼）
　　　　　　　　　　北九州地区：平成今年置0月給揖（土）・捗揖（揖）
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糊鯉鵬（§麟購叢勢7）
嘔．　第二東名・東海大府高架橋の超音波臼動探傷（A騨）
三菱重工業�梶@横浜製作所
�梶@検　査　研　究　所
疇　は瓢めに
第一東名高速道路の交通量緩和のため，現在急ピッチで建設されている第二東名高速道路は，新
技術・新工法の導入による事業費の節減，施行の省力化，工期の短縮などを属的とし，現場接合部
に溶接継手を採用した画期的な工事となるため，各方面から注目されている．
従来の現場接合にはハイテンボルトが使用されていたが，本橋では蓋形主桁（フランジ厚さ最大
75灘〉の現場接合に溶接が採用され，溶接晶質の検証手段として，放射線透過検査（RTと略す〉に
代わるスピーディーな，この種の構造では初めて超音波自動探傷法（AUTと略す）が採用されるこ
ととなった。
AUTは従来，橋梁の鋼床版溶接部の探傷に採用された例はあるが，厚板の主桁溶接部の探傷は過
去にほとんど例が無く，適用に際しては，探傷能力・記録性等AUTの信頼性に関する各種の事前
検証が行われた。
　以下に，AUT採用に当たっての検証内容と工事の実施状況についてその概要を報告する。
黛　AUT装置の選定
AUT装置に求められている機能は次の通りである。
　　（玉）RTと比較して検出能力に遜色の無いこと。
　　（2）全姿勢での探傷が可能であること。
　　（3）軽量・小型であること．
　　（4〉連続探傷が出来ること、
　　（5）厚板溶接部に対して十分なCAD（距離振幅補償）性能を有し，データ収録ソフト・処理ソ
　　　フトが充実していること．
　　（6）汎用性，拡張性があること。
　　（7〉記録性，再現性があること。
　これらの条件を検証実験などから考慮して，AUTの装置としてαur−2（アスペクト社製〉を採
用した。
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榊鯉鵬（§轡聯璽勢7）
3　義慧Y採絹に畿たうての諜題と対応策
　　AUT採用に当たっての課題と対応策を下表に示す。
賑．烏』，，
　　の可能性がある。
　　探傷システムの検出性能、
　　信頼性が不明瞭である。
　　RTに対して探傷能力に遜
　　色が無いか。
鶏　　＆　》�s
色が無
2
同一形
も周波
探傷結
←
3
走査装
為靴
同一形式の探触子であって
も周波数・特性が異なり、
探傷結果が異なる。
　　　　　　　画像表示装置の
L」雛論〆陥　
対　　応　　策
”…
　　　　　　　　　　　　　一
溶接欠陥試験体（サンプル数約蓋30
）をAUT及びRTで探傷し、個々の
欠陥の定量的な整理を行い、その結果
と試験体をスライスすることにより得
られた欠陥の位置、形状（長さ・高さ
・傾き〉種類を比較検討した結果．検
出感度を2倍にする事により．RTと
比べても遜色の無い、十分な検出能力，
及び検出の楢頼性を確保した。
探傷器、探触子の組み合わせ尋こ湘
超音波特性（探傷周波数、帯域幅）を
測定する機能を導入し、初期性能とし
て記録した。この記録は実探傷の過程
で探触子又は装置等を交換した場合の
校正データとして供することにした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　「
走査精度測定（X，Y方向）及び表示
機能の性能測定を行い、欠陥の位置精
度を確認した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　」
略　現地継丁作業の輿際
　（董）現地UT作業フローチャート
　フ濃一一チャートを次ぺ一ジに示す。
　（2）探傷実績
　「東海大府高架橋」上り車線の現場溶接は，昨年の6月から開始され，現状蓋。S継手／臼のぺ一ス
で溶接および探傷が進んでいる．鷺月末現在，約40％（鷺0継手1溶接線畏約灘0購）の探傷を完
了したが，探傷機能については客先で行っている受け入れ検査でも何等の指摘もなく，期待通りの
結果が得られている．
　なお，Aur探傷の前に探傷部材の音響異方性を測定し，規定値以上の音響異方性が認められた場
合は，探傷条件（探傷角度，音速）を補正する事により，欠陥表示位置精度を向上させている。
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脚簾閥s（§釜擁轡欝鱒〉
二
機　器　の　校　正
同一人工欠陥試験片探傷による、機器校正の総合確認
く画面記録における各欠陥の表示精度を確認
］
NO
Y磯欝
AUT装置のセット
　　　　A　U　T　作　業
（形状エコーも含め全ての工灘一を収録〉
匠霊毒歳か　幽　合判断し・き1『コ
AUTできずと判定した箇所．及びAUTでの探傷が
不可能であった箇所を手探傷で確認
最
終
判
定
鄭　旗とめ
従来の手探傷による超音波検査は記録機能が無く，放射線検査に比べ客観性に乏しく，検査結果
が技術者個人の技量に左右されやすい検査方法との見方があります。しかし，最近はパソ薫ン機能
の進歩にともない，記録性および客観性のあるAUT装置が溶接部探傷用として開発され，機能に対
する多様化要求を含め，AUT装置の適用範囲がますます拡大されると思われる。
現在当社は，鋼構造溶接部だけでなく機械部晶にもAUT検査を導入しており，第二東名大府工区
の検査実績をべ一スに，顧客の識一ズに合ったより良いAUTシステムおよび検査方法の開発を推
進している。
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嗣瓢欄s（＄瞬購轡卯〉
2．AWA認証機構教育委員会が発足
一建築鉄骨外観検査の講習を開始一
（財）臼本溶接技術センター
　本年亙月にAWA認証機構教育委員会（委員長1松崎博彦AW検定協議会会長）が発足した、こ
れは建築鉄骨における外観検査の調査研究ならびにその技術の進捗と普及を図ることを目的に，AW
検定協議会，（社）日本溶接協会，臼本エンドタブ協会，磁W検査事業者協議会および（財〉臼本溶
接技術センターの5団体が結成したもので，事務所を（財）日本溶接技術センター（川崎市川崎区本
町2丁目H−19，電話044一鴛24韓2）内に置いた。
　いままで重要な位置づけが必要とされながら，きちんとした制度が確立していなかった建築鉄骨
における外観検査に関して，5団体が一つの機構を作り適正な検査の遂行，技術の向上のための教
育を行うことは画期的なことである。
　この嫉WA認証機構教育委員会まとAW検定協議会が主管する「AWA認証試験委員会講とが，
それぞれ教育と認証試験を受け持つ両軸となってAWA認証機構を構成する。
　AWA認証機構教育委員会は，建築鉄骨外観検査技術講習会を開催する。そのための下部組織とし
て技術講習会のカリキュラムの決定，担当する講師の選定等を行うAWA講習専門委員会と，修了
考査の間題作成，考査の実施，結果の判定などを行うAWA修了考査専門委員会がある．
　ここで行う講習会は，座学で�@外観検査の基本，�A試験片の外観検査および記録，�B溶接部の外
観検査，�C鉄骨全体の外観検査，�D破壊力学，�E技量試験の立会などと，実技で試験体の外観実習
等を行う。
　受講者に対しては，講習時に行う修了考査の合格者に対し修了証を発行する。修了証の有効期限
は3年，更新登録を行うことによって延長することができる。この修了証保持者は外観検査技術者
として活躍する．またこのAW検定協議会の行うAWA認証試験の受験資格を得ることとなる．
AWA認証試験委員会は，平成攣年度にスタートが予定されており，筆訪実技・面接の認証試験
を実施し，合格者にギ鷹のマー一ク」のデザインされた合格証を交付する。これは鷹の霞のような鋭
さでしっかリチェックできる技術者としての意昧が込められており，この認証を受けた資格者が，鉄
骨検査の総合判断に必要な外観検査の上級技術者としての位置づけを受ける。
　さらにこの認証資格者のうち，審査を受けて認められた技術者が永久のライセンスとしての新規
のAW検定委員として登録され，AW判定委員会の活動に従事できる。
　これまでに（財璃本溶接技術センターでAWA技術講習会が2回開催されており，すでに滋6名
が合格修了証を保有している。
　今後のスケジュールは，（財〉B本溶接技術センター一で5月鷲臼（土）と鵠月蛋臼（土）に予定
されている他，全国各地でも開催を検討している。
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獅鯉欝（麟麟薫轡拶卿）
3．C剛認定の継続及び翼新審査の実施その他について
（社）日本溶接協会C騨認定委員会運営委員会
　C夏W認定制度は，昭和齢年に発足し，昭和45年に一部改正を行い，続いて昭和勢年に現在の
認定方式による認定が行われましたが，昭和52年にこの認定制度の基準となる規格として
W鵬欝�pド溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基鞠が制定され，現在の認定制度が確立さ
れたものであります。
　C夏W認定制度の趣旨は，発足当初と現在もいささかの相違はありませんが，認定のための要件な
どは時代とともに変遷しております。とくに，この数年間は建築業界でC璽W認定事業者による溶接
部の第三者的な検査を要講するところとなった結果，認定事業者の資質と倫理が問われてきたこと
は記億に新しいところであります。
　溶接検査認定委員会が定めているC蔓W認定のためのギ非破壊検査事業者の技術認定実範規則」で
は，認定の継続（認定を受けてから3年経過後に内容を書類によって審査して認定を継続する）お
よび更新（認定の継続を受けてから3年経過後に内容を審査して認定を更新する）について規定し
ていますが，実務的にはこの認定の継続と更新についての審査は諸般の事情により実施しておりま
せん。ただし，新規認定を含めて認定種別の変更などの審査のために業務確認を実施することで相
当数の認定事業者の審査を行ってきており，各技術者の登録などの確認は実施しておりますが，す
べての認定事業者の実状を確認している訳ではありません。
　そこで，最近の関連業界の要請などを踏まえて，とくにその技術力，公正さが間われている実状
を配慮するとともにさらなる技術向上のために認定の継続および更新をするための審査を実施する
ことにしました．この審査は，具体的には本年下期からの実施に向けて検討をした上で正式に案内
する予定としておりますので各認定事業者のご協力を要請するところです。
　認定の継続および更新の審査の要点をまとめると次の通りとなります、
　（盈）認定事業者は認定の登録を受けてから3年経過後に認定の継続を，その3年経過後に更新
　　の審査を申請し，その審査を受けて頂きます。
　　　なお，この期問内に昇格などの審査があった場合は，この審査による登録から3年経過後に
　　継続，その3年経過後に更新とします。
　　また，全対象事業者の審査を一斉に実施することはできませんので，2〜3年間で審査を完了
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一7一
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灘襯雛（聾縛繋轡欝）
　し，以降は，規定どおりに審査を実施します。
（灘）審査を受けた結果，認定要件を満足しないときは，認定の降格，認定検査部門の変更，認定
　の停止などの処置を行います。
（3）審査の結果による認定証書は新しく交付します．なお，瞬認定書は，返還して頂きます。
（4）審査方法は，継続は書類審査，更新は書類審査または業務確認（現地調査）を予定していま
　す（具体的には，後鶏決定します）、
（ゆ　この審査内容は，最初に審査を受けた時と基本的に同じで，審査項目は，ω技術者の構成，
（灘）設備および機器，（3）晶質保証体制など，その他必要と認められる項義となる予定です（具
　体的には後日決定します）。
なお，“W認定制度の運用について次の事項にご留意下さい．
（墨）W弼蟹樋に規定されている主任試験技術者の数は認定検査部門の主任試験技術者の数を
　　示している．例えば，C種でRT部門とUT部門が認定されている場合，ギ該当する検査部門
　　に各三名以上」とあるのは，認定検査部門（叢丁部門とUT部門）の主任試験技術者の合計
　　が感名以上で，叢丁部門に璽名以上，UT部門に蓋名以上であることを示しているので誤解の
　　ないようにして下さい。
（慧）試験技術者の登録は，認定されている部門に限定しますので涯意して下さい。
　おかげさまで£夏W認定事業者の数は照0社を越えました。量は大切ですが，今後さらに重要性
が認められ，評価を高めるためには，質の一層の向上，すなわち，内容をより充実する必要がある
と、思われます。
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調欝鵬（麟麟購轡欝〉
4．我が祉の教欝譲練
検査エンジニヤリング�梶@前川　真一
壌　は膿めに
　検査会祉にとって検査技術者をいかに育成するかという問題はもっとも重要な課題であり，その
成否は会社の評価を直接左右する。
　わが祉としても次のような霞標を置き教育に取り組んでいる。
　（置）技術の早期習得と維持向上、それに伴う資格の取得．
　（慧）当社社員として．また社会人としての教養を持ち、良好かつ将来を見据えた客先対応のでき
　　る人材の育成。
灘　年間教欝謙麟の策定
　前年度の資格取得数、技術力．人材育成の進み方等を率直に評価．反省し次の醸標を定め．譲標
達成へ推進するため毎年爲月までに新年度の祉員教育計画を策定している、この計画では大きく分
類して次の感項穏に分け．それぞれに教育内容．講師．対象者、時期．教育方法を定めている。
　（蓋〉…般教育
　（黛）新入社員教育
　（簿）資格取得のための教育
　（感）定期及び随時教育
　以下この項躍に沿って話を進めることとする、
毒　一般教欝
　一般教育は祉員のモラル向上．トラブルの防止を獄的とし．全社員を対象として各担当課長（時
には役員）が現場視察時に実施する。
　教育項霞と霞的を一部紹介する。
　（豆）客先への対応　　　　　　　1客先等に対するマナーの徹底
　（鋤晶質保証と品質管理　　　：品質管理意識の定着化
　（3）安全教育　　　　　　　　：安全意識の向上
　（4）機器・車両の取扱い　　　1適正な取扱いにより作業トラブル．事故の防慮
　これらは目標にあげた人材の育成・人格形成・規範の定着には欠かすことのできない教育である。
礁　新入社員教欝
　新年度入祉の社員を対象に、入社βから3週間社内において、またその後3カ月問をOJTにて実
施する。社内教育ではおもに基礎的な知識．基本的な技術の習得を主な目的とし，OJTでは個人の
適性判断に力点を置く。
　社内教育ではとくに試験体による実習を重視し、非破壊検査の目的・方法・現実との比較という
基本的な事項を徹底的に理解させる．これらを理解させる手法としてわが社では次のような方法を
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採っている。
　（蓋）　持込検査室において試験体での澱丁・艶丁・UTを実施させ．どういう結果が得られるか、
　　また得られた結果は試験方法によりどう違ってくるのかを体験する。
　（驚）　同一試験体を放射線照射室でX線撮影を実施し，結果を比較する。
　（潟）　機械加工室においてきず部を切断，研磨し、きずの姿を見る。
　（4）材料試験室においてきずの有る試験体で引張・曲げ試験やシャルピー衝撃試験を行い、健
　　全な材料との比較をしたり．顕微鏡にて金属組織を確認する。
　これらを系統的に一人一人が体験することにより、より一層非破壊検査への理解が深まるのである。
馨　資格取縛のための教欝
　有資格者の拡充は検査会社にとって永遠の課題です．JSND亙資格はもとより、放射線関係（灘・
X線・γ線）、溶接関係（WES・C董W）、建築関係（全構連・ガス圧接）、安衛法関連資格と種々あ
る資格を効率よく取得させるのが目的である。
　ここではとくにJSN跳資格を例にとり、わが社のスケジュールを紹介する．まず簾次試験対策から．
（璽〉社内教育
　受験者にあらかじめ学習資料（テキスト、間題集、過去閥題及び解答例）を配布し、土、弩曜臼
を利用して教育指導を行う。
（慧）社内選考試験
　各部門ごとに選考試験を行い、社外教育対象者を選考する。
（3）社外教育
　社外教育対象者はその教育情報を報告し、他の受験者に提供する．
（4）代替試験・本試験
　受験者に受験レポートを提出させる。
　量次合格者には社内に試験装置、試験片を常備し、夜間・休日も利用できるようにし、試験日を
考慮して鶉次試験対策講習を繰り返し行う。
　わが社では教育担当者だけを講師とするのではなく、3種取得者、前回の合格者も選抜して講師
をつとめさせ、社員全体のレベルアップを図っている。
嚇　定期及ぴ随時教育
　ここでは法定定期教育（電離則等）を含め、新規規格の導入時，規格の改正時に速やかに対応で
きる事を目的として、全社員を対象として実施している。方法としては文書での通達がおもになる
が、内容によっては本社に関係者を集めて実施する。また客先とのタイアップで得られた新技術の
導入時にも随時教育を取り入れ、開発担当者を招いてその習熟と現場への早期適用を計っている、
7　おわ》に
　検査会社が厳しい競争の中にある昨今、将来に目を向けるには全体のレベルアップ、新技術の積
極的な導入、技術の特化などが非常に重要な課題であり、そのためにはより適切な教育とそのフォ
翼一アップが何より大切な事であると認識し今後も精進する所存である。
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5．随想「囲碁二題』
轍W検査事業者協議会三島　勇
　最近2冊の本に恵まれた。『名人灘（川端康成）と『呉清源』（江崎誠致）である。
　何れも不世出の名人を中心に，囲碁の世界と人と，その時々の時代が描かれており，面白かった。
ザル碁の域を出ず，強くはないが，囲碁を趣味の一つとしているので，これらの本を二題とし，こ
の紙面をお借りして思いつくままを記してみたい。
　臼本棋院・本院は都内・市ヶ谷駅近くにあり，その玄関には，最後の本因坊・秀哉名人の胸像が
ある。川端康成は『名人』で，この本因坊・名人と木谷実の壮絶な引退碁の様子と二人の人問，そ
の時代等を，研ぎ澄ました躍と深い感動で描いている。この引退碁は，昭和欝年に約半年間にわ
たって打ち継がれたもので，康成はその場に観戦記者として臨み，秀哉の死（昭和蔦年）から約20
年を経て，世にこの作最を発表した。この20年間，康成は本因坊・秀哉名人の死を悼みつづけ，そ
の影を暖めながら作品に点購を欠かないことのみに神経を集中している。その点購とは何か？囲碁
が俗世から離れ去った，厳しく抽象的な美の世界として存在していることを読者に訴えかけるべく
考え続けたであろうと，山本健吉はこの本の解説で述べ結んでいる。康成と囲碁と美。文学的側面
は別として，確かにプ雛の打碁を多く並べてみると美しい。それも石が中央に向かって大きく伸び
ていく姿や，いわゆる≦‘厚い跨姿は感動的ですらある。そして囲碁を知らないデザイナーが，と，あ
る囲碁の戦いの場に臨席し，どちらが勝ちかと問われて，即，白と答え，その理由を白の配石が美
しいからと断書したいう、共感できる。ヘボ碁の私も，この感覚を囲碁に臨む基本としたいと考え
ている。蛇足ながら，棋院・本院5階に対局室r幽玄の間」があある。その名の由来は康成揮壱の
ゼ深奥幽玄」にあり，囲碁界もこの作家に尊敬以上のものを寄せていることが窺い知れる。
　次の江崎誠致氏の『呉清源』は，希有の天才棋士，呉清源九段について余す所なく描かれた名作
である．呉九段は，＄O歳を過ぎた現在も犠曜臼のN旺K教育テレビ囲碁講座噴茎世紀の打ち方逢で
講師としてご活躍されている。
　『呉清源』によればザ鍛世紀の碁達は，ギ六合！とド三維までなる．「六合達とは，東西南北天地
の六方向のことで宇宙を指す。「三維藩とは，縦，横，高さを持った空間を示す。無限の変化を持つ
碁の世界の理を求めることは，宇宙の理を求めることで，このような広い角度から碁の世界を見な
おそうという試みであると紹介されている。自石と黒石でもって3磁の路に，宇宙の理を求めると
いう発想の原点は，もと’もと囲碁が中国の陰陽の占いや，天文の観測により暦を知る道具として使
われてきたことによるものと思われる。早くから，伝統に捉われずに新定石，新布石を研究・達成
し，圧倒的な戦績を誇り，林海峰という俊才を育て，なおかつ鍛世紀を考え続けるこの人を，江
崎氏は「天人」と呼び，この世の人ならぬ人とイメージしている。この偉大な申国人とその考え方
を知り得たことは，囲碁冥利につきると思う。
　ところで，康成はアマチ瓢ア六段格で，呉清源に五子置いたと聞く。美と無限とは，手談を通じ
何を語ったであろうか．
　さて，この2冊に感謝し，幽玄無窮を求めて，瓢世紀に向けて生きることにしよう。
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6．新製品紹介（このコーナーは認定事業者の開発した機器簿を紹介するものです）
〜CA恥による保全データ管理システム贋髄畷Cj〜
　　　　　　NDT　A総観V豊鱒隷盈§y鐘艶鵬董鷺CA融
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本非破壊検査��
開鰭懲的
　化学プラントでは、近年の定期点検周期の長期化にともなって、0纐（0鷺S鞭綴灘短叩eet沁ゆ
が重要になってきました。0鑓を効果的に実施していくためには、プラント図面をベースとしたす
べてのデータの一元的な管理が有効です。
　多様化する情報を図面や絵・写真・数値データと関連づけてビジュアルに管理するソフトです．
　当社のギ渦流探傷試験データ処理システム」フォーマットに対応させて、熱交換器の検査履歴の
管理や、配管の腐食データの極値解析も画面上で簡単にできます。
　また、MP8（画像処理システム）でスキャンした放射線透過写真フィルムを画像デー一タとリンク
して統合的な保全管理を簡単に行うために開発しました。
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特徽
丑。操作が簡単
　ほとんどマウスのみで繰作ができ、CADアプリケーシ遡ンに特有のタブレットや複雑な認マンド
の入力が不要である。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　極櫨統翫解析園薦
驚、データベース
　本格的なデータベ〜ス機能を持っており、機器などの図形オブジ講クトをデータベースに登録す
ることができる。
欝．　リンク
　図面上のオブジェクトと他の図面を簡単にリンクします。また、画像データや一太郎・W鍵瞭
聡x総鑑などのファイルとのリンクができるので、日常業務で作成したデータがそのままデータベー一
スとして活用できる．
愚．データの互換
　ほとんどのCADアプリケー一シ灘ンのデー一タの読み込み・書き出しができる。
欝．システムの拡張性
　パソ認ンLANを構築すれば、複数台の端末からのデータアクセスが可能．データの保存は鍍D・
CD壌0鍛・ハードディスクなど任意に拡張できる。
賎．優れた検索機能
　入力されているすべての項霞をキーとして、強力な検索を実行できる。例えば「過去5年間に検査し
た熱交換器の総補修費用は？∫時問の定修で必要になる検査員の人数は？比いうような検索・集計。
7，極値統計解析機能
　極値統計解析機能を持っているので、N畿v鵜データベースやリンクされている表計算アプリケー一
シ餐ンのデータを使って極値統計解析を行い、機器の余寿命を推定することができる。
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7．協議会だより
望　箪威隙年獲む輔検董事業者協誰金　審期総会（予定）
　別途．会員あてに正式にご案内いたしますが、標記総会を下記のとおり開催いたします。
　月揖1平成今年3月2の揖（火）および5月瓢繕（水）
　場所：愛媛県松山市　道後温泉
　議題ゴ平成諺年度事業報告・会計および監査報告ならびに平成勢年度事業計画（案）および予算
　　　（案）達／その他
黛婁醗会および糊の設置綜ついて
　熱置　技術委員会〔第亙回委員会1（平成9年4月3目）〕
　現在まで、当協議会の技術関連活動は、技術担当幹事を中心にマニュアル作成や外観、UT講習
会の開催等を進めてきましたが、さらに対外活動への協力や技術講習会等について幅広く意見をと
りまとめる必要が生じ、技術委員会を常設することにいたしました．このほど発足いたしました
AWA認証機構教育委員会への参画，マニュアル見直しや諸標準化、会員のための技術講習会の企
画、開催等を当面の括動課題としてい窪す。そのベースとするために、会員のご意見をアンケート
調査する予定ですので、ご協力をお願いします。
　無慧　（財）建設物価調査会殿向資料作成WG
　標記調査会殿の定期刊行誌｛‘建設物評価・建築と設備・コスト構報”に、r鉄骨第三者検査」（仮
称〉の項を新たに設け、その費臼解説（検査項目構成、費欝定義等）と標準検査単価（地域別）を
永続的に掲載していただく計画に対応するために、WGを設置し、検討を行ってきている。
　標準検査単価については、費欝構成を．�@検査技術員料、�A検査装置料、�B検査消耗晶料、�C検
査要領書作成費、�D検査報告書作成費、�E車輌費、�Fその他、とし、会員鍛社（東β本1拓社，関
西ゆ社，西臼本17社）へのアンケー一ト調査により、とりまとめを行っています。追って、会員各
位に、このWG活動報告書を送付する予定です。
騒　関茜地墜懇談会
　次のとおり開催する予定です．
　濁時：平成9年4月拠日（月）．憩時〜
　場所1大阪市　ホテル・ドゥ・スポーツプラザ
　議題およびご講演：�@会務報告
　　　　　　　　�Aご講演ゴ安全を守るため、検査業界はもっと発書嶺
　　　　　　　　　　　　　衆議院議員　斉藤鉄夫　殿
母関遵情報紹介
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　愚覗　橋脚耐震補強工事関係・検討委員会
　平成勢年3月4目、衆議院予算委員会第八分科会で首都高速道路などの橋脚耐震補強工事で欠陥
溶接が見つかった問題が取り上げられ、建設省は、専門家による検討委員会を早急に設置し、超音
波探傷検査など検査方法や施工管理上の問題点を中心に検討を開始する意向を明らかにした．
　また．亀井建設大臣は、この分科会で斉藤鉄夫議員の儀検査を直接第三者に発注すべきでは’》と
の質問に‘溌注者が責任をもって行うのが原貝ザと答弁した、と報じられている。
　（参考記事：平成嚢年3月5日付読売新聞、平成墾年3月貯欝付鋼構造ジャーナル）
　姦露　「建築工事共通仕様書」の改定
　鷺灘醗欝欝（W量雛鞭、聾卯）略ぺ一ジの建設省・建設大臣官房官庁営繕部監督課　辻川課長補
佐の新年のごあいさつの中でもご紹介されているとおり、標記仕様書が改定され、5月ごろ発刊さ
れる予定とのことです。この改定原案の中で、麗超音波探傷試験の検査は，当該工事の鉄骨製作工場
に属しないもので、かつ当該工場の晶質管理を行っていない検査機関とする。齢と規定されており、
第三者検査がいっそう促進されるものと思われます．
黙ニューフエイス慧
簿卯年4月1β付で新たに次の事業者が認定されましたのでご紹介いたします。
北陸検鷹（株）
　本社所在地　　華男0．盤富山県富山市金山新東器　TEL鯵76冬35壌雛麟
　代表者氏名　　代表取締役　岩瀬　實
　認定種別・番号・部門　　E種，第膿偲勢号，超音波検査部門
（霧）畏野葬破壊検鷹
　本社所在地　　華鐙0長野県松本市両島弘蔦　丁磁L　O263壌5略嚢0撃
　代表者氏名　　代表取締役　伊藤尚亮
　認定種別・番号・部門　　翼種，第捻弼97号，超音波検査部門
（株）中嶋エンジ轟ア馨ノング
　本社所在地　　華576大阪府交野市星田北i．瓢壌　丁翼L　O7雛一翼．難沁
　代表者氏名　　代褒取締役　中嶋幸雄
　認定種別・番号・部門　　E種，第膿5E卯号，超音波検査部門
（有〉関西工ンジ諏γ
　本祉所在地　　撃543　大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻蓋一3一器　丁瞳．06−77撫騒3醸
　代表者氏名　　代表取締役　中元和義
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魏鯉欝（§擁�r．轡鍔）
平成騒年度春期のC酬認定証授与式開催される
　讐本溶接協会αW（溶接検査）認定委員会（委員長・藤田譲羅本溶接協会会長〉は4月窯鱒，東　i
京・千代田区の同協会本部会議室で，平成9年度の春期の新規および昇格事業者の認定証授与式を　［
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
開催した・
　　　　　　　　　　　　　　ll
　認定証は藤田委員長から手渡され，C董W認定事業者は1灘社となった。認定事業者の拡大基調がii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
継続するとともに，同協会および磁W検査事業者協議会の今後の活動にも拍車がかかっていくこと　i
になる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　種別ごとの認定事業者数は，A種紗社、懲種6社，C種27社，D種42社は昨年沁月認定時点と　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii
変わらず，璽種は灘社という分布となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　認定証授与式終了後には，別室で新規ならびに昇格事業者を囲んでの懇談が催された。懇談に先　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蛎藤畷嚴は瀬壊検査事業者1掴民のため瞳麩役割を担っているとした上鄭晶判
保証の一環として，第三者検査の必要性が高まっている。HW（国際溶接学会）でも検査がクロー…l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii
ズアップされており，今後，格段のご精進で臨んでいただきたい」とし，さらにヂαW事業者のみii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
なさん自らその重要性を発言，アピー一ルしてほしい」と述ぺた。　　　　　　　　　　　　　　　1
　業界地位向上を図るため，会員会社全社が参加し業界発展に貢献したいというC夏W検査事業者協li
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i…
議会代表幹事の中野盛司氏（シーエックスアール）の発生を機として歓談に入った。
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翼彫澱驚鵬（8懸灘鍵．1勢7〉
嘱、建築構造物の耐震．免震について（前編》
清水建設常任顧問　東北芸大教授和泉　正哲
1　はじめに
　“敵を知り己を知れば百戦危うからず鯵は単に兵法だけでなく色々と応用範囲の広い書葉で、耐震
建築にも当てはまります。耐震建築物とは、強い地震を受けてもこれに耐え、構造上殆ど無被害か
修復可能な程度の小被害で済む建築物を意味していますが、被害の有無や被害の大小は．“商ダであ
る地震と“己鈴である建築物との相互の関係できまります。地震被災地で耐震的と思われた建物が
崩壊し一見弱々しい建物が残っている例をよく見ますが、相互関係つまり相性の善し悪しと考えれ
ば納得が行きます。
　理学工学の粋を集めているはずの耐震建築物が、相性の問題で片付けられたのでは御不満の方も
多いと思われますので、まず、敵と己を知ることから始めましょう、しかし、相性の問題が大切な
事は、人間同士でも、地震と建築とでも同じですので、これも詳しく述べます。
2　地震はなぜ起こる
　地震がなぜ起こるのか．また．どうして地震の多い地域，少ない地域が在るのかについて地震学
が明確に答えられるようになったのはの60年代になってからです．もちろん、それ以前にも現在の
知識から見て正しかった説も色々とありましたが、これらの先見の明ある諸説は提案当時は必ずし
も受け入れられませんでした。
　半径約6，400駄騰の地球の構造はよく卵に例えられます。地球には卵の黄身に相当する半径約
欝，500k膿の地核があり、白身の部分はマントルと呼ばれ、表面の殻が地殻です。ただし、マントル
は岩質の固体で厚さはやく2，鐙◎k膿あり、また地核は外側は溶融状の、内部は固体の金属（鉄と
少々のニッケル）で出来ています。地核部は3，000度を超える高温で絶えず熱を地表に向かい放出
しようとしていますが、マントルの熱伝導率が小さく、丁度熱い釜を布団で包んだ状態であるため、
そう容易には放熱できません。このため地核に近いマントル下部は熱せられて温度が上がり膨張し
て軽くなり地表に向かい浮かび上がろうとし、逆に地表近くの冷えた重いマントルは沈み込もうと
してマントル内での移動が生じます。つまりド熱対流」です。マントル全体が大規模に動いている
のか、あるいはその一部に通路ができていてそこだけが動いているのかは今のところ不明ですが、マ
ントルが下方から地表へ湧き上がって来るところはほとんどが海底にあり，巨大な山脈群を形成し
一i一
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搬腿蔓蟄欝（＄磁幽鞭．聾�f）
1メソスフコ
　亀闘
海講一
図制　地球の構造
矯殻
’｝蕩
ていますので　海嶺（かいれい）と名付けられてい
ます．湧き上がったマントルは海嶺の軸を境に左右
に分れ固化してプレー一トと呼ばれる厚さ簿〜蔦舷朧
の連続した板の一部となり、海洋プレートとして年
間数センチ程度のゆっくりした速さで海嶺から遠ざ
かって行きます。この板が海底での地殻そのもので
す。一方、大陸での地殻はプレートの上に相対的に
軽い岩を乗せています。海嶺でプレートが絶え間無
く造られているのでプレートの面積が増え地表で押し合いになりそうですが、例えば大陸のプレー一
トと海洋プレートが押し合えば平均的密度の高い海洋プレー一トが大陸プレー一卜下方に沈み込まされ
マントルの中で消滅します。
　大陸同士が押し合う例にインドとユーラシアがあり、互いに押し上げられヒマラヤ山脈となって
います．いずれの場合も厚いプレー一ト同士の押し合いですからプレートは変形し，ひずみエネルギー一
を大量に溜めた後に滑り，あるいは壊れて移動し、溜めたエネルギを一気に放出して一段落と書う
現象を繰り返すことになります。滑り壊れた部分を「断層」と呼びます。放出されたエネルギーは
波動となり地球の内部や表面を伝わり、この時地面や建物を揺らせます。これが地震です。地震は
何なぜ起こる。答えはマントルの熱伝導率が小さいからです（図響）．そしてプレートが海嶺で造ら
れ移動する限り地震も繰り返し起こります。
＄　欝本の地震
　臼本のように4枚ものプレー一トの押し合うところにあれば、絶えず地震を感じることになります
（図窯）．また、ブレートの動きのために纈本自体が傷（つまり断麟）だらけであり、この傷口が動
けば直下型地震となります．世界中でプレートの数は十数枚あり、これらの境目付近にある国は全
て地震国ですが、その億にプレートの生まれる海嶺やプレー一ト内で動きの差による亀裂部分でも地
震が生じています．
　プレー一トから離れていても中國のようにイ
ンドプレートから押されてひずみエネルギー
が溜まり．時折大地震を経験する地域もあり
ます（図3〉。実際の断層は複雑ですが、解析や
計算には単純化したモデルを使います（図4）。
　大きな地震では断麟長さが紛Ok欝を超え
ることもありますが、断麟のずれの大きさ、
すなわちくい違いの量は高々数搬です。逆に
考えれば．断腐部は数燃ぐらいは滑らず、変
ユー一ラシア・
プレート　、
繭海トラフ・琉球海溝
　　　詑米プレート
勢獄鷺　
＿藷犠。
　．、・τ　フイリピン海プレート
図2　蹄講の地震の灘となる4枚のプレート
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膿騰欝欝（§灘懸獄．置勢7）
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　　　　　　　　　○蹴腰蕨頻
図3　プレート闘の動叢の違い1こよ》
　地震の騰生する場辮
　　　　，曖斜角δ・銑　　繋
　　　　　　　くい違い麟
幣・∠ダ瞳ノ
　　・断麟瀬蕪　　載撫・
　　　　長磐ゐ
翻轟　理論解紙・数鰹解栃のために
　単純化護れた断履
　　　　　　　　　　　ノ　　　北米プい外
　　ユー　プレ皿ト　／　い騰勅沖岬醐81
　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　搬匁、　き沖地ピ史　　ジエト覆フ島南沖継…震
　　　　　　ノ藤、帆驚継偽
　　　　ノ
　　　　　　　　量994鱈8）　　氏○＼　編輔
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〆
塾
織，灘
　ヂ独、
　．脇爆ノ　喜界島地震
　　　　19齪鯵＆Ol
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　　　琉球海溝
フィリピン海プレ…ト
虜総沖地震嬉53暁7・41
　郵鰍小笠原海溝
p　M＜6．暮
Φ　曝．○蕪躍＜7．辱
0　7．○≦M＜8．○
○腱懸．・
麟蕊　穆雛鐸以綾の被欝地震震喪鰹（璽§解隼理料鐸蕪1にプレート壌雰と
　　簗大地震の震源地械の賂麟壱描奮込んだもの
形しながら我慢していることに飽なりません・一方、プレートの動きは一年閥で数c膿（太平洋プ
レートは翌鵬騰．フィリピンプレー一トで4e灘ぐらい〉程度ですから、鳩◎年に一度ぐらいの割舎で
ブレートの境界部分で地震が繰り返されることになります。フィリピンプレートの沈み込みに起因
する伊豆半島から四国沖にかけての大地震は大体その程度の頻度で発生しています．東北、北海道
では太平洋プレートの動きが速いのでもっと地震が頻繁に起こりそうですが，地震とは書えない極
くゆっくりとしたすべり現象もこの地域にはあるらしく、それでエネルギーの大半が失われるので
助かっています（図響）。
　日本では大地震の多くは、海洋にある海溝やトラフ（海の窪み〉近くのブレート境界で起こる海
洋型ですが、稀に陸の断層の破壊による所謂　直下型地震も生じます、これは、通常M（マグニ
一3一
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嚢灘撒欝欝（s雛遡麺礎．轡卯）
チュード）で示される地震の規模はたとえ余り大きくなくても、夏（震度つまり揺れの激しさ）は強
く．局地的にひどい被害を起こします。この陸型の地震の発生頻度は全くまちまちで、比較的よく
動く断麟から千年万年の周期で活動するものまであり、極くごく稀に起こる直下地震を通常寿命が
百年以下の建物の設計にどう考慮すればよいかは、頭の痛いところです。地震の予知が出来れば人
命が救えかつ無駄の少ない設計が可能となるでしょう。少なくとも、今後百年の間に動く断麟の指
摘が可能になれば、どんなにか良いことでしょう。
尋　鮒震、免震、制震．制振
　磁名は体を表わず’つまり名称と実体とが一致することは現実の世界では必ずしも期待できません。
たまに歴史的背景の在る時、名付け親が書葉本来の意味を曲げて用いた時、外国の名称を変に翻訳
した時などに実体と異なる名が付けられ、その事備を知らない人々に誤った印象を持たせます。こ
こでは、それも含めて、書葉の意味と実態とを出来るだけ正しく説明しましょう。
　建築物は地震にもつか否かで耐震、非耐震に分けられます。田本のような激しい地震国では、非
耐震建築物は建ててはいけないことになっています。ただ、この文章の最初に説明した耐震建築物
の定義は．定義としては成立しますが、実際に、ある建物が耐震建築かどうかを質ねられると、専
門家でも答えに窮します．いや、むしろ本当の専門家ほど答えに窮すと書う方が正しいかも知れま
せん．それは、破壊つまり壊れると書う現象が、地震によるカの掛かり具合、構造物の全体及び細
部の設計．施工、保守状況に大きく影響を受け、現在の知識や技術では建物の使用期間中に起こる
地震そのものの大きさや性格も正確に推定できる自信が無い上に、建物の微妙な性格までは到底把
握できないからです。例えば鉄骨構造（S造、鋼構造〉で使用する鋼材は、構造用鋼材としての規
準に適合したものを用いていますが、それでも溶接接合部の破壊が地震時の気温の影響を受けるこ
ともあり、また、國際化が進み色々の国から鋼材を輸入し使用している今日、鋼材にも御国がらが
あって溶接部の破断しやすいものもあり外見からでは判かりません．‘本当に耐震建築かどうかは実
際に強地震に合って見ないと分からない’と投げ遣り的発書をする奪門家も居り、建築物を性能で
評価しようとしている時代に困ったことですが、しかし
多少の誤りを犯す事を許してくれるなら専門家は可成適
確な判断を示すでしょう。そして耐震診断法と書う公的
に認められた検定法もあります。ただし、これは後述の
耐力、靭性依存型の耐震建築物用の手法です。
　私は耐震建築物であるため、次の5原則が満たされる
ことが望ましいと考えています。�@良い地盤に建てる，
�A軽い建物が良い，�B強くかつ粘り強い建物が良い，�C
地動との共振を避ける，�D減衰能力が高い（建物に入った
エネルギー一を熱に変えて破壊に使われるのを防ぐ〉（図窃）
耐震建築の5原則
i，蔑い壇盤
2．軽い
3．強く．粘り強い
4．地震勤と莱振しない
5．エネルギー畷収能力大
　　　　　　　皿鋼　　隠」
図§　鷺奉の蕊璽塔は耐鑛建築の5源則に
　よく禽っていると欝われてい窪す
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鰹u鯉欝（s麗鵬鍵．轡蟹〉
　　　　　越翻…燃臨
　　　　　ア膿器吟ムめ棒麟ご鑓げ為菰，
木　　5脚磁齢7鞠爾（轍）
　％　　　　鰍曝篤雛2・7
騨轍　　　　　　x灘碑＄纏が／2，7
　　　　　　　　　　働　2騒憩（餓）
湧胤蟹燃艶
図7　木は軽くて強くかつ結り強い鰹れた材料です
　（ただし塵鷹奪蕎えず、濠た引張強憲で欝算してい蜜すので、一様漸講の
　棒を天から糀箒たと舞えてください．つま鱗図を逆さにして昆て下慈い1
　�A，�Bを併わせ考えると，強度を比重で除した値が大きな材料ほど程良いことになります。実は
木材はこの点から見れば素晴らしい材料です（図7）。また、�C，�Dを利用したのが免震を含む制振
構法です。一般には．この5原則を必ずしもすべて満たすことができずそれなりの工夫が要ります。
たまに軟弱な地盤に建物を建てるのは要注意です。
　耐震建築物はさらにパッシヴ型とアクティヴ型に分類できます。パッシヴ型は受動型とも呼ばれ．
建物が造られた時点で性格も決まっており、後は受け身一方で、地震の性格に応じ建物の性格を変
えるというような器用なことは通常はできません。つまり設計し施工する時に、建物の使用期間中
に起こる地震の大きさや性格とこれに対する建物の挙動を推定しておくことが必要です。この中に
は使用期間中での建物の劣化も含まれます。
　しかし前述のように、現在の学問技術の水準から見て仮令專門家でも二れは中々困難です。もし
露C鷲00年頃のハンムラビ法典のように建物が壊れ人が死ねば死者の数だけ関係した建築家とその
家族を死刑にする事と決められていれば、建築家は経済を無視して安全過ぎる建物を造るでしょう．
これは資源、労力の無駄で、社会が豊かになる芽を摘んでしまいます。そこで学問技術と社会状況
とを考慮して法規、基準などが整備され、これらに準拠して設計施工すれば一応社会の要求する安
全性が満たされるようになっています。
　このように法規、基準類に準拠して設謙施工すればよいとする方式を騒仕様規定穿と書います。臼
本では法規、基準類が積み上げると天井に達するほど多くあり、例えば外国人にとって読み理解す
ることは不可能であり，外国の設計者の締め出しであるとの声が上がり，臼本に対する外圧となり、
今後性能規定，つまり峰どのような設計施工方法を用いようと要は建物が実際に持っている性能で
評価しよゲと書う方向に向いています。地震の無い国なら問題が無いかもしれませんが、前述の
様に耐震性能の評価は中々大変で、今後のトラブルが予想されます。
　1勢5年1月の阪神淡路大震災後，ド免震建築」が脚光を浴びるようになりました。免震もパッシ
ヴ型に属します。免震つ茨り地震を免れると言う言葉は、抄世紀の終わり頃に使われてた歴史があ
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　　　　（C〉　免震購法の穰れの大きさは，地嚢と懸とんど変わ
　　　　　らず曾避来構籍の数分の一にな’）ている。
　　　　　　　　　　　　　　　免震梅法
理想的な免鑛構逡は建物壷窯辮で寛えることですが、ごム支激とダンパー壷介して地懸で
糞えても．撫速震壷小毒くお密え巻ことが出薬護す｛東北大・満＊建設終購欝究1
徽棄著1建築構遣力撃2｛培風館》よ夢引縮｝
り，今もそのまま使用されています．轡綴年にはRC3階の免振建物が岡隆一博士により姫路に建
てられ現存していますく麟＄）。
　ところで実際の免震建築とて地震を免れるわけでは無く（図騒）、また間違って使用されると返っ
て揺れを増大させることもあり．むしろ減振とか制震（地震による建物の揺れが過大にならぬよう
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図栂　これは、ハイブリッド型1綴属する8Mζ〉の麟です。パッシヴ型の丁蝦》の振子の揺れを
　　アタティプ型で翻整してい蒙す。襲置を闘燈すると建物の風揺れが増茄する様子が判》蔑
　　す，（清水建畿瀦巌欝究豊　灘村・金子等による｝
に工夫すること〉の方が適切な書葉です。また、地震に限らず建物に生じる振動を低く抑える工夫
をr制振」と書います。従って制振は制震をも含む書葉であり、また、制御すべき振動の中には人
は感じない程小さいのに電子素子の制作に有害と書うミク滋ン単位の微小なものもあります。アク
ティヴ型は能動型とも呼ばれていますが、要するに積極的に地震の建物への影響を減らそうとする
もので、通常地盤や建物の動きを把握するセンサ（感知器〉、動きを解析し最良の対策を瞬時に考え
るコンピュー一夕、そしてコンピュータの指令を受けて作動する加力装置とこの装置を動かすための
エネルギが必要です（図驚）。
　自前の，あるいは外からのエネルギーを使い、建物の揺れを抑え、安全を確保することは理論的
にも技術的にも可能ではありますが、経済性や地震時の膨大なエネルギー確保の困難さを考えると
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　　　l　l　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　減衰機構　　マスダンパー（猟D，覧D他）1
　　　玩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　アクティヴ型制振　　　　（A瀞他〉
　　　粍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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　　　砿ノ＼イブリツド酬振（鷺騒D弛）　　　l
　　　L．＿、＿＿＿＿＿一＿＿一＿＿一＿、一．＿＿＿巴一＿＿＿．．＿、」
非縦震建築物　　　　　　　　　　　　　　　　　風および申小地震用
図ll耐震建物の分類
現在の処実現は不可能で、事実アクティヴ型の制震建築は未だ存在しません。風や小地震による建
物の揺れを低減するための制振建築はパッシヴ型、アクティヴ型の爾者やこれらの組み合わせであ
るハイブリッド型として実用に供されています。
　セミ（半）アクティヴ型はアクティヴ型と異なり、加力装置の代わりに剛性や減衰など建物の性
質を、地震や建物の揺れ具合に応じ変化させる装置を持っています。例えば建物が剛性の低い状態
の時にゆっくりとした長周期の地震波動が来れば、高い剛性状態になるように切り替えて大揺れを
防止する等がこの型に属します。
　ハイブリッド（混成）型はアクティヴ型とパッシヴ型を組み合わせたもので、パッシヴ型の制振能
力をアクティヴ型を付加することで補うため、アクティヴ装置の費用がそれほど掛からずに済みま
す。通常の建物を含め．分類図を描いたのが図れです．次号にて各構法について捕捉説明をします。
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2．免震・制御構造の現状と展望
東京理科大学工学部　寺本　隆幸
璽　エネルギーの概念
　地震の多いわが國では、建築構造物を耐震的にしようということで地震被害の経験を踏まえて耐
震設計が古くから行われてきた．当初は．地震時に建物に作用する地震力を仮定して．カに対して
設計するという手法が昭和初期から採粥された．この手法は、昭和瓢年に制定された建築基準法に
も採矯され、畏い間耐震設謙の主流となってきた。
　その後、コンピュータを利用した解析技術が超高騒の建設需要と相まって発達し、主として超轟
麟建物を対象として昭和鐙年代後半から、力と変形に対して設計・検討が行われるようになった．
骨組の剛性を計算して．地震時に建物がどの程度変形（主として水平方向〉するかが計算できるよ
うになったのである。
　近年に至って．地震時の構造物の挙動を説明するために、エネルギー一の概念が導入された、エネ
ルギーは（力×変形〉により決まる量であり、今まで別々に考えていた力と変形の積も構造設計に
用いるようになった．エネルギーの概念を使うと、それまでの耐震設計における種々の手法がエネ
ルギー一という同一尺度で評価できるようになった。その概念を図示したのが．図1である．
　耐震構造（弾性設討）は、構造物（柱・梁・壁等〉の弾性特性（力が無くなると変形が元に戻る
性質）のみでエネルギーを分担するものである．耐震構造（弾塑性設計〉は．構造物の塑性履歴特
性（力には耐えるけれども変形が進む性質〉を利用して．部分的に構造物が破壊（降伏〉する事を
許容し．より含理的に設計することを目指している．現状の大半の建築物はこの設計法により、構
造物の降伏による履歴工ネルギー吸収性能を期待している。
　従来の耐震設計に対して、免震構造は構造物の足元を柔らかくして地震入力を減らすとともに、地
震入カエネルギーを足元に設けた減衰装置で吸収する方式である。地震時に建物は大きくゆっくり
揺れて，構造的安全性の確保と家具などの移動転倒防止が可能となる．
　制振構造は、エネルギーを吸収する機構を構造物の内部に設けて、直接エネルギーを吸い取らせ
て，建物の地震時応答量を滅らすものである．建築物では従来．鋼材やコンクリートと雷った限ら
れた材料のみを使用していたが、これからはエネルギー一吸収に周いる粘性体等の材料も積極的に使
用していくことになるであろう．
　このようなエネルギー一の概念を使用することにより耐震設計の幅が広がり，多様性を持った建築
性能の選定・設計を可能にしていくことになると思われる．
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図滝
愛　制振構造の分類
　振勤外乱を受ける構造物の設謙法を、耐震構造・制振構造として位置付け分類を行ってみる．分
類の基本的考え方は．構造物に入力する振動エネルギーをどう処理しているかによった。また、実
際に建築物に採用される場合は黛種類以上の制振装置を併用する場合が多い（例えば、積屡ゴム＋
鋼棒ダンパー、チュー一ンドマスダンパー＋粘性ダンパーなど）が、この分類では機能的に区分でき
るものは別にしてある。
　慧．i　一般構造
　わが国においては．一般構造では必ず耐震設計が行われているので．耐震構造がこれに該当する。
耐震構造は．強度抵抗型（弾性設計法）と履歴エネルギー利用型（弾塑性設謝法〉に分類される．
　露．2　制振構造
　α）免震構造
　免震構造は．地震動を対象としたものである。地面と構造物の問に何らかの工夫をして縁を切ろ
うとする工法（灘隷鍵璽鱒臨鷺沁職騒磁＄灘蓋¢麺轟就沁獺〉であり、地震入カエネルギーが構造物に入
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力しないようにした構造である（図窯〉。柔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らかい水平方向のバネで構造物を支持する．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるいは構造物を滑らせる方法が採耀され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般的には．ゴムと鋼板をサンドイッチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　状に交互に積麟させた積層ゴムアイソレー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タが多く用いられている。積層ゴムアイソ
　　（簾ゴムァィソレ魂＿1　　（猟嚢、チ　ン鞍スダンノ膚＿1　　　　レータは大きな鉛直支持能力と柔らかい水
　　　顯2免震構遷　　　　邸　質鍛効果機構　　　　　平バネをつくることができると同時に大変
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形に耐えることのできる能力を有している．
柔らかいバネと大きな変形能力を持つアイソレー一タの効果は．構造物を長周期化して加速度応答を
低減すると共に．地震入カエネルギー一を弾性歪エネルギーとして吸収する。アイソレータが一時薄
えたエネルギーを消費するためにダンパー一が併設される。ダンパーは地震入力エネルギー一を塑性履
歴エネルギーや熱エネルギーなどとして吸収し、免震層の水平変形を抑制し、応答せん断力を低減
させる効果を持つ．
　（鋤　質量効果機構
　振動時に構造物に入る入力工ネルギー一を、内部に付加した振動系の共振現象を利用して運動エネ
ルギーに変換すると．構造物自体が受持つエネルギーが減少し、構造物の応答量は減少する．運動
エネルギー一に変換するためには．付加質量が運動することが必要であることから、質量効果機構と
呼ぶ。
　質量効果機構の代表的な例は．付加質量・バネ・ダンパーから構成されるチューンドマスダンパー一
（TM［D〉である（図簿）．
　チューンドマスダンパー一は、建物と付加システムを共振させることにより、付加質量を大きく振
動させようというものである．チューンドマスダンパーの能力は、いかに多くの入力エネルギーを
運動エネルギー一に変換できるかにより、建物質量に対する付加質量の比率が大きいほど減衰効果が
大きくなり、付加質量の振動振編が大きいほど、大きな入力まで制振効果を発揮することができる・
　付加質量が振動することによる運動エネルギー一は、一時的にエネルギーを蓄えておくだけであり・
熱エネルギーなど変換して消費するために、エネルギー吸収機構であるダンパー一が取り付けられて
いる。付加質量の運動エネルギーの構造物への逆流を抑制することや、構造物に大きな入力が加わっ
たときに付加質量の振動振幅を制御して許容振幅内に納めることもダンパー一の役割になる。
　（鋤　エネルギー吸収機構
　エネルギー吸収機構はいわゆるダンパー一（減衰機構〉であり、振動時の入カエネルギー一を直接吸
収し構造物の振動応答を減少させるものである．金属の塑性履歴エネルギーに変換する履歴減衰機
構（図4〉と、流体の粘性や粘弾性体の変形により熱エネルギーに変換する粘性減衰機構（図辱〉と
に分類される。この機構は、構造物に生ずる変形差（層問変形など）を利用して、ダンパー一に変形
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や速度を与え仕事をさせようというもので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギー吸収機構は単独で使用するこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともできるし、前述の他の機構と組み合せ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て使用することも行われている。単独使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の場合には低層〜商層建物に煽広く使用で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きるが．使罵実績は超高麟建物に多い．
　麟　履灘減嚢機構　　　　図§糊鷺滅褻機構　　　　　　また，ビル間の相対変形を利用して、応答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を減少させるビル問ダンパーも提案されて
いる。
　（4）　自動制御機構
　自動制御機構の基本的な考え方は、センサにより地震動または構造物のゆれを計測し、応答量が
最小となるように種々のメカニズムをコントロールしてやろうというものである。この機構は、飽
のものが構造物の応答に応じて反慈するパッシブなタイプであるのに対し．油圧（油圧アクチュエー一
タ〉や電力IACサーボモータ）など他のカを利用して積極的に構造物の応答を制御しようとするア
クティブな機構である．
　自動制御機構として、簸も一般的なものは、アクティブマスダンパー（A鍍聾）と呼ばれるもの
で、構造物への入カエネルギー一をより多く、運動エネルギー一として吸収できるように付加質量の運
動をアクチュエータで制御するものである。アクティブマスダンパーの制振効果は、構造物の質量
に対する付加質量の比率が大きいほど、また大きな振動振幅で付加質量を制御できるほど効果が大
きくなる．アクティブマスダンパー一には、付加質量の支持機構が復元力を持たないか、または建物
周期に比べて十分に長い周期で支持したものと、支持機構の周期を積極的に建物周期に一致するよ
うにしたものがあり．最近の実施例では，アクチュエータのエネルギー効率から後者を採用するも
のが多くなっている．
　その他に自動制御機構としては．地震動の持っている周波数特性を利用して、建物のせん断剛性
を制御することで応答を減らそうとする可変剛性機構。アイソレー一タで地面と絶縁した構造物を空
中に設けた仮想の不動点との相対変位が小さくなるように．アクチュエー一夕を用いて地面と建物の
相対変形を制御する自動制御絶縁法などがある。
ダンバー
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3　おわ》に
　建築構造設計の分野では、設計手法が建築物の性能を基準とした性能設謙法に移行しようとして
いる．ここで述べた免震・制振構造の建築物は．地震時の応答性状を制御し明確化することができ
るので、建物性能が評価しやすいという利点がある。このような構造が性能上の特性を評価されて
使矯されていくことが期待される。
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継懸欝鵬（§聡盤灘礫。墨鈴7）
3、建築構造物の溶接・検査について
信州大学　申込　忠男
1　はじめに
　建築構造物の溶接接合部は地震時に大きな応力が負荷される個所であり、溶接部に問題がある場
合．その部分を起点として十分な変形能力を示さずに破壊する恐れがある。兵庫県南部地震でも上
記の理由による鉄骨構造物の被害事例が報告されており、溶接部が完全溶込溶接で行われなければ
ならない所をサイズが十分で無いような隅肉溶接で行っていたような施工不良が要因であったと思
われるものがあった。このようなことは溶接部の検査を適切に行うことにより防げたはずである、
　これらのごとは溶接施工には十分な知識と技術が必要であるということを示唆しており．溶接部
の品質を確保するためには、溶接部の特性を十分考慮した上で溶接施工と検査が行われなければな
らない．
鷺　溶接部の特性
　建築鉄骨の溶接部は図薯に示すように母材、溶接金属、
熱影響部（HAZ〉．ボンド部に分類でき、冶金的な不連続
部と接合部ディテー一ルや余盛り形状による形状的な不連続
部が存在する。これらの不連続部は応力の集申する箇所と
なりやすく、地震時に脆性破壊の起点となることが考えら
れる．溶接部は、母材と比較すると力学的性能や鉄骨品質
を低下させる要因が多く含まれている。しかし，それらの
要因が溶接部に与える影響を考慮し、適切な溶接施工を行
なえば溶接の利点を引き出すことができる。
　　　止端部
．、盛リ
　　　　　ボンド
麟肇　溜接部の名称
｝畷AZ
韓溶接欠陥
　溶接部に生じる欠陥は外部欠陥と内部欠陥に分けられる。外部欠陥ではアンダーカット、オーバー一
ラップ、ピット．ビード不整、割れなどが挙げられる。ピットは表面に生じたブ欝一ホールである。
ピットの多くは溶接内部に密集したブ鷺一ホールや他の欠陥が内在している場禽があるので注意が
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瓢畷葺麹懸（§魏醗欝、轡卯）
必要である。割れには高温割れと低温割れの2種類があり．高温割れは梨形割れとクレー一ター割れ
等である．低温割れは溶接終了後、溶接部の温度が約300℃以下の比較的低温に冷却した時に発生
する溶接割れを書い．溶接部に侵入した水素と室温付近で溶接部に生じる応力および熱影響部また
は溶接金属の硬化の3要圃が相互に作用しあうことによって発生する．とくに高張力鋼のような強
度が寓く．硬化性の大きい鋼材で発生しやすく微細な割れであるため検出しにくい。外部欠陥は國
窯に示すようなアンダーカットやオーバーラップが存在する、余盛り形状が滑らかでない場合は応
力が集中しやすいため破壊の起点となる。
　内部欠陥では溶込み不良やブ滋一一ホール、スラグ巻込みなどである。融合不良は形態上ではオー
バー一ラップと同様であり、オーバーラップが融合せずに内部に残存した場合に融合不良となるが、ス
ラグ巻込みは融合不良の軽微な場含になると考えられる。
オーバー一ラップ
　／
　アンダーカット
／
麹2　溶接外部欠陥の倒
魂　溶接接合部部の破壊に与える影響
　溶接欠陥の検出を目的として建築鉄骨では一般に超音波探傷試験と外観検査が行われている。
　超音波探傷試験は原理としては、鋼中に超音波を伝達させ、欠陥ではね返る音波（欠陥エコー）を
捉えることにより溶接の内部欠陥を検出する方法である。現場や高所などの検査場所が安定しない
場合が多い建築鉄骨の溶接部の内部欠陥の検出には、超音波探傷試験が多く用いられる。
　外観検査は表面的な欠陥や精度を目視によって行う検査方法である。溶接部の外観が良好であっ
ても．溶接部の内部に溶接欠陥が存在する場合も考えられるが、溶接部の外観が不良な場合、内部
の溶接状態も不良であることが多いので溶接部の晶質を見極めるためには、重要な検査である。こ
れらの検査方法を用いて検出した溶接欠陥は基準値を超えた場合でも形状や存在位置によって許容
される場合も有り得るし、その逆の場合も考えられる。また、溶接部の欠陥だけではなく、鉄骨晶
質を低下させる全ての要因を把握できるような知識が必要となってくる。
建築鉄骨の晶質保証のために考慮しなければならないものとして以下のような例が挙げられる。
（裏〉　鋼材および溶接材料の力学的性能および化学成分
鋤　溶接方法および溶接条件
（雛）　溶接部の内部欠陥および外部欠陥
（む　溶接ディテー一ルによる巨視的な欠陥
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職臓欝鵬（＄腿鐡醗黛．笈鯵7〉
　溶接施工が正常に行われるためには、溶接接合部の性能を低下させる要因を十分に検討する必要
がある。溶接接合部の性能を低下させる要因として、鋼材および溶接材料の力学的性能・化学成分、
溶接条件（予熱．溶接入熱．パス間温度など〉、溶接ディテール（スカラップ．エンドタブおよび裏
当て金の組立溶接や仮付け溶接など〉、溶接欠陥（内部欠陥、外部欠陥、ビー一ド形状不整など〉があ
る．これらの要因の溶接部の強度に与える影響の大きさを分類すると議璽のようになる。表亙はあ
くまでも平均的なものを想定したが．とくに母材の選定および母材に対しての溶接材料の選定や溶
接条件を適切に行うことは最璽要項目であるといえる。しかし．どの項目もその程度が悪すぎれぱ、
溶接部の強度を著しく低下させることになる．
羅肇　破壌に及ぼす影響度
要　霞
妄
鋼材および溶接縁料の力学的性能・溶接条件
貰
溶接ヂィテール・外部欠陥
腔
難
内部欠陥・ビード形状不整
難　溶接施工上の注慧点
　溶接施工に伴い破壊の起点となりやすい箇所として．スカラッブ，エンドタブ、裏当て金、組立
溶接等が挙げられる、これらは施工上必要ないし使用した方が便利であるものが多い．しかし、こ
れらは構造上の欠陥になりやすく溶接施工を行う際には注意が必要である．
　建築に溶接が取り入れられた当初は、鋼材および溶接材料の力学的憔能に問題があったことや溶
接線が重なることで溶接割れや欠陥が生じやすくなるごとを避ける意味でスカラップが設けられて
きた。しかし、鋼材および溶接材料の性能が安定してきたことからスカラッブを設けることへの存
在意義が薄れており．近年の実大実験や庫県南部地震の被害報告で、梁端部に断面欠損として存在
するスカラップ近傍で応力や歪が集中し脆性破壊に至ることが報告されている．
　このような状況から．スカラップを設けずに溶接施工するノンスカラップ工法や．スカラップ端
部の応力集中を緩和させた改良スカラップ工法などが提案されてきている。これらの工法を用いた
場合と従来のスカラップ工法を用いた場合では．実大実験や破壊力学などの研究により、梁端部の
力学的性能が飛躍的に向上することが確認されている、図懲に柱通し形式の改良スカラヅプ工法と
ノンスカラップ工法の例を示す．
　溶接始端部では溶接スタート時のアー一クの不安定から溶込不良やブロー一ホー一ル、溶接終端部では
クレーター一割れなどの欠陥が生じやすい。これらの溶接欠陥を母材内に生じないようにするために
通常は鋼製のエンドタブを取り付けて施工する。柱梁溶接接合部にエンドタブを取付ける場合は．麟
轟に示すように原則的に柱および梁フランジの母材には行わなず裏当金に組立溶接を行う必要があ
る。これはエンドタブの組立溶接がシ灘一トビー一ドとなり．熱影響部の破壊靭性を低下させる原困
一一
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　脚瓢臨騒（s臓灘礫．静卯）
4．投稿　r建築に携わるすべての人に問う』
読売新聞社　谷鰯　康司
　欠陥建築、不良施工の取材に携わるようになって七年になる。この間、手抜き溶接、インチキ検査、
ニセ鋼材証明書、不良鋼材閥題のほか、阪神大震災で露呈した欠陥建築や橋脚耐震補強工事などにつ
いて様々な分野の方から話を聞いた．そのなかに、ずっと心に引っ掛かって忘れられない言葉がある。
　首都圏のある鉄工所の社長にr手抜き溶接をした建物は、地震の時、大きな被害を受けるのでは
ないか講と疑問をぶつけた時のことだ。
　ヂそんなもの、壊れる時はみんな壊れるんだ」．まったく悪びれる風はなかった．
　その鉄工所は、一定の技術力を持つとして、ある団体の認定を受けていたが．未認定の下請けに
工事を発注していた．その溶接は，手抜きの「すみ肉」で済まされていた．
　何でもない書葉だったが、その後、取材を続けるうち、この書葉こそ、建築・土木の手抜き問題
の根源を象徴するものだと実感するようになった．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧
　阪神大震災発生から二週間後，現地入りした大学の調査団に同行し被災地を歩いた．見慣れた神
戸の街は、一変していた。
　柱が梁との接合部である仕口部の溶接がはずれて．バラバラに崩れた雑居ビル。アンカーボルト
が抜けて横倒しになった建物。ある建築家はその様子を．「不良施工の展示場講と表現した．
　阪神大震災が起きる以前、ある大学教授に、r柱、梁の仕口部の溶接が不十分だと、どんなことが
起こるのか」と尋ねたことがある。その鋼構造の専門家は、迷うことなく「地震に襲われれば、建
物は不良部分でぽっきりと折れる」と、言い切った。
　その時は、「荒唐無稽な大げさな話藩と、にわかには儒じられなかった．だが神戸の惨状は、まさ
に、「不良施工の建物に、揺れを加えるとどうなるか」の実験結果を見せてくれていた．
　こうした不良施工は、しかし．全壊十万戸、死者六千人余の被害の前に埋もれてしまった。
　阪神高速道路公団は、阪神高速が六百八十�bに渡って横倒しになった理由について、「地震の規模
が、想定を越えるものだったから」と説明する。家具の下敷きになり住宅に押しつぶされて、家族
を失ったり傷ついたりした市民も、それを信じているようだ。
　地震で倒壊したあるビルのオーナーは、取材に対し「弁護士に相談したが、地震があまりに大き
く、建築業者の責任追求は難しいと書われた」と答えた。そのビルは、柱の溶接がすみ肉溶接で、ダ
ルマ落としのように二階から上が裏の土手から崩れ落ち、鉄道の線路を塞いでいた、調査に当たっ
た専門家は、「明らかな欠陥建築」と5‘判定野を下した。それにもかかわらず、「手抜き工事の証拠達
はすぐに撤去されてしまった。
　これは、「壊れる時は、みんな壌れる」という、あの鉄工所の親父の発想と、何も変わらない、な
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灘礪塗鵬く§闘難簸鍵．轡燐）
ぜ壊れたのか。なにが原因だったのか．調べることも、考えることもしない．そこからは．どうし
たら被害を防げるかという対策は生まれてこない。r自分ではどうすることも出来ない大きなカに襲
われた」。こうした．思考停止とも呼べる安易な発想に、だれもかれもが陥ってしまった。もしくは．
そう思い込もうとしたとしか見えない。
　もっと危険なのは、r作る側」がこの発想を持ち出した時だ。建築の知識がない被害者が．ヂ大き
な地震だからやむを得ない」と思わされることがあっても、設計・施工・監理に当たった側が、何
の調査もせず「壊れる時は、みんな壊れるんだ」として、多大な犠牲から教訓を汲み取らないとし
たら許されないことだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧
　販神大震災の被災者の多くは、建物や家具の下敷きになった人たちだった。その後を火災が襲った。
　関東大震災から七十五年を経て、大地震の再来が危惧されている東京では、火災などの被害を想
定した防災謝画が立てられている．だが、そのなかにはr建物の倒壊」による入的被害は含まれて
いない．建物はすべからくr健全」で、倒れることなど想定されていないからだ。設計は全て正し
く．施工も手抜きなく行われ、だれも疑うことは許されない。建て売り住宅や分譲マンシ灘ンを購
入する人はもとより．家や自分のビルを建てる人も、このヂ健全さ」を信じるしかないのだ。
　それにもかかわらず、阪神大震災は、壁の奥や天井の裏に潜んでいた欠陥を暴き出した。
　不良施工や検査の問題を扱う時に、r性悪説と性善説」が話題に上ることがある。ゼネコンなどが
設謝・施工・監理まですべてを請け負う、現在の「責任施工」体制は．施主や行政など第三者の
チェックの度合いが非常に薄い。その点で．現行制度が「性善説」の上に立っていると書えるなら．
大震災で露呈した欠陥は、ヂ性悪説」の証左を示していると書えるだろう．
　まず、守るべきは．金を払って建物を発注した施主であり、部量や建物、施設を購入したり、利
用したりする一般市民だ．そのためには、第一に．施工時の各工程での検査を．第三者の立場から
実施する監理の一部に麗くことが必要だ．また、欠陥建築の責任を明確にすることも、不良施工を
抑止する効果につながる。そのためには．絹法の場で、手抜きの実態を明らかにし．万一、不良施
工をすれば、どんな不利益を被るかをはっきりさせることが重要だろう。その意味で、今度の阪神
大震災では、もっと訴訟が起きてしかるべきだった。
　さらに、設計に免振や制振の考えを導入して．建物自体に揺れのエネルギー一がかからないように
するのも．有効な方法だろう．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　一階がペシャンコにつぶれた芦墨市の六階建てマンシ鷺ンの壁には．申し訳程度の鉄筋しか入っ
ていなかった．一階の部麗は、五十�aほどの“空附9に変わり、押しつぶされた子供用の二段ベッ
ドや．赤ちゃんが乗って遊ぶ、ちっちゃなおもちゃの自動車がのぞき見えた。近所の人が手向けた
のか．その前に花束が置かれていた。
　建築に携わるすべての人が、堂々とこの部屋の前に立てるだろうか。この部麗を前にしてヂ壊れ
る時は．みんな壊れるんだコと書えるだろうか。
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灘懸欝鵬（舗麗懸鵬鞭．欝卯）
5．協議会だより
藁、平成嚢年度春期総会について
平成今年度C亙W検査事業者協議会春期総会を下記のとおり開催いたしました。
　（玉〉日時1平成墾年5月慧0日（火）〜同21日（水〉
　（2〉場所1愛媛県松山市道後温泉r宝荘ホテル」
　�葛c題：�@代表幹事ご挨拶
　　　　　�A新規会員紹介
　　　　　�B平成騒年度事業報告
　　　　　�C平成歌年度会謝報告
　　　　　�D平成暮年度監査報告
　　　　　�E平成参年度事業計画（案〉
　　　　　�F平成験年度予算（案）
　　　　　�Gその他
　平成ゆ年度の活動として．蔦周年記念行事実施を中心に、技術委員会による技術的活動（講習会
の開催．マニュアル作製等〉の充実・継続、検査業務に関するr能率とコスト」の調査検討、賛助会
員制度の導入、3勢号通達励行陳情活動の継続等が審議承認されました。また．総会終了後、（財〉建
設物価調査会関係コストWG報告（三浦WGリーダー一〉および特別講師としてお招きした日本非
破壊検査協会・加藤会長による．検査技術者の僑頼性、聡0�f鷺への国内対応状況等の講演を頂
きました。
2．蔦周年記念行事実施計醐（案〉について
　次の実施計爾（案）に沿い準備を進めています．
　（亙）日時：平成攣年憩月夏6臼（木）
　（鋤場所1東京浜松町東京会館
　（3〉記念式典及び祝賀懇親会1各種感謝状・表彰状贈呈、特別講演及び祝賀懇親会を準備中
　会員の皆様の御協力をお願いいたします。
3．N駁K京浜製鉄所見学会の実施
　昨年度に引き続き新入社員、若手技術者を中心とした見学会を、NKK京浜製鉄所殿（川崎市〉の
御協力を得て、去る5月7日（水）実施いたしました．会員鷺名参加のもと．原料岸壁．原料ヤー
ドを車窓外に見ながら、第一鳥炉、転炉、連続鋳造工程等を見学．好評裡に終えることができまし
た。
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搬灘欝懸（§簸鋤簸縫．轡鰐）
窃．お知らせ
平成蓼年度後期のC亙W試験および研修会の日程を下記のようにお知らせいたします。詳細につ
いては．後臼送付する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、期揖までにお申し込み下さい．
　（勤平成ゆ年度後期認定試験のための研修会
　　東京地区1平成9年蓋0月遷臼〈土〉・5日（日〉
　　大阪地区1平成攣年笈O月4日（土〉・難日（日〉
　　北九州地区1平成ゆ年憩月盤日（土〉・27日（日）
　1鋤平成9年度後期検査事業者認定のための技術者試験
　　丑次試験　平成攣年10月26欝（鷺）
　　（東京地区／北九州地区／広農地区／大阪地区）
　　2次試験東京地区1平成9年鷺月6臼（土）
　　　　　　北九州地区二平成攣年12月6B（土）
　　　　　　広島地区1平成9年鍛月6日（土）
　　　　　　大阪地区1平成夢年12月7臼（臼）
卿羅漉喬嬢磁駕84咳聯騨
　ゼqW通信lRUM遡S』を刊行しましてから本年で扮年になります。磁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
すいゼqW通信濃UM墾E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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CXW通信編集委員会
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夏雛1擁欝露§　（A麗騒磁雛．餐拶7〉
1．建築構造物の耐震．免震について（後編1
清水建設常任顧問　東北芸大教授　和泉　正哲
騒　通常（在来型）の耐震建築物
　在来型の耐震建築物の強みは経験に根ざしている事ですが、それが同時に弱みでもあります。例
えば．強震に耐えた建物を参考に、さらに改良を加えて優れた耐震建築を設計出来るでしょう．良
く無い例も…つ挙げてみましょう。設計用震度（設計用水平地震力を重量で除したもの〉を置〆蔦
としたRC（鉄筋コンクリート造）建物が関東大震災で壊れず残った事をも参照して！／輪つまり
0．隻が法規上の建築物設計用震度と決められましたが、これは壁も多くある剛な建物が適当に柔な
地盤上と書う元の建物と地盤とに似た条件なら良いのですが、法規として経験外を含むすべての
建物の設計に使うのは問題であったことは後から判かりました。“耐力型’は、“建物の耐力が地
震力より大きくなるようにしておけば安全である野との考えで造られておりある意味で耐震建築
の基本型です．
　一方、“制震9は“地震力の建物に与える効力を減らすための工夫をしたもの野とも書得ます。
事実、たとえ免震構法を採用しても建物の耐力が低過ぎては耐震建築とはなれません。輔靭性型呈
は大きく変形しても崩壊しない性格を備えた物で、所謂粘り強さのある建物です。建物は大きく
変形すれば方々損傷し、修理するより立建て替えの方が安く経済上全壊と同じとなる事もあるで
しょう．しかし、耐力と粘りがあれば予期以上のは激しい地震に対しても人命が守れる可能性が
高いことから．在来構法でこれを重視していのは当然で、制振、制震構造でもこの性格は保存し
たいものです。耐震診断法により、建物がどの程度の耐力と粘りを持つかを調査し算定する事が
出来ますので、御使用中の建物に不安を持たれている方は専門家に相談されると良いと思います．
雛　制振．免震構造物
　拶30年代の初めに、日本の耐震建築の大御所と書われた二人の間で建物は柔の方が耐震的か剛
の方が良いのかを巡り、建築雑誌上での大論争がありました。所謂真島、武藤の柔剛論争です（図
12〉．柔剛何れがよいかは、揺らせかた．つまり地震動の性格に依存します。ゆっくりした揺れに
対しては剛が、逆に速い揺れでは柔が有利となります。当時日本には強い地震の記録は取られて
おらず、両大家の論争は不毛でしたが、世の中は武藤先生の剛構造を支持し、建物高さも誕灘以
下に制限されました。柔構造が難の目をみたのは第2次大戦後で、米国でとれた強震記録で長周期
成分つまりゆっくりした揺れのカが地震記録から見る限り少ないと判ってからです．地震と建物
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叢篭灘蔓》翼§（A継翻磁額．璽蓼今7）
o柔・鰯論争
禰。灘棚伽舛年）　雌講蜜辮1
　鈴踊憾轡嬬・挑難醜侮顔％鞠）　ン繍耐癖轟糎意ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翁臨雛鎚識縣騒轟�L嬢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w織難雛1蚤鵬魏1隷総駕謬薯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，獅‘騰鍔豊＄撫鰯�括t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　君1　�Lぎ畿1灘豊轟）轍欝3蜜
　　　　　　　　　　　畿瀞
　　　　　　鱒難暴嚢濃　囎繍鱒轟　麟鱒鵬鱒　　　　　　　　　　　　　爾醐
　　　　　　麟縫灘　翻溺繍　　幽窪麟隣　　　　　　　　　　　　鑓翻
　　　　　　醐縄翻　�件J灘騎　講繍駿　　　　　　　　　　欝
　　　　　　懸醐麹轟認鷲欝麟鶴鹸　　　　　　　　
辮
　　　　　　膿　鵬　　　　　　　　　　　　　鱒　　鍛
　　　　　欝鯵鵜擁繍職轡の　　　　　　　欝鱒藍臨ll謙紙欝礁）
欝控　真鶴・斌藤の柔剛論華旧本に強震誹記録がなく結論が籍られ談せんでした）
携
喋
謬
　蕩G、丁　　　　　　　　　　瓢1　　　　／難・＼　　秘ぐ　k2　、
＼
観　＿〆　、＞ノ
／鵡、
一噂
、辮
パ
萄陰
Φ
欝
懲
＞
蕊
燐
Φ
鑑
域
め
叢
灘
訳
畷
e
締
燈
Aむc、
加逮度く麟鋤
　　　l
　　c翻♂
鍵lcm〉
V響め．
速度《ki醗〉
　　Ii
　c凱／＄
渥
＼
　　　覧　　Y2　　丁3　丁、
　　　　　→振子の周期　（秒）
応答スペクトル（R薦脚溝繕＄欝礁鋤
図13米國で醐発毒れた応警スペクトル簿周期の長い振り子ぽ∂が篤騰ビルに櫓嚢し．
　　地農鋳の加速農値の小婁いことが判ります
の相性についても米国で素晴らしい方法を開発しました。所謂“応答スペクトル勢です。振り子
は長い方が周期が畏い、同じように建物も高い方が長い周期でゆっくりゆれます。このような振
り子や建物自身の持つ周期を固有周期と書います。そこで建物を振り子に見立て、周期の異なる
多くの振り子を一枚の板に固定し、板を取れた地震記録と同じように動かし、各振り子の固有周
期をxに、揺れ（加速度、速度、変位）の最大値をy軸にとりプロットすれば、その地震による建
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一2一
�

澱脳欝器（A羅撫灘雛．玉鱒7〉
徹融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物のゆれの最大値が大体判かると書う
欝
欝蒙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものです（図13〉。この時、振り子の
毎
畿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減衰機能が大きいと、各最大値は減少
麟
　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　します。耐震建築の5原則の5番目を
穫
憲肇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思い出して下さい。建物の減衰能力を
審
璽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高めるのは極めて良い事で、制振構法
灘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　での主要な手法の一つです。米国では
鍛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに幾つかの記録を参照して減衰別
　　《》　　　　　　　　　墾　　　　　　　　黛　　　　　　　　議
　　　　　　　　　　　隔嚇駆＄鱒周期（稠　　　　　　標準スペクトルを作りました・（図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14）。真島先生の柔構造は周期の長い
　　騒擬　米團ハ�cスナー教授の作成した標準スペクトル
　　　（速度スペクトル）A、鷺は大地震で近、中距離、
　　　　Cは薩下の小地震甥，ただし麟は減嚢0の場禽　　　　　振り子に相当しますので加速度は小さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く変位は大きくなります。時は丁度日
本は敗戦から立ち直り経済が活性化して居り都市で土地不足となり建物のたかさ制限を撤廃する
気運にあり、剛構造の武藤先生を中心として柔構造の超高層ビル時代が幕をあけました（鰺63
年）。超高層ビルが地震国で可能なら、建物下部に剛
性の小さい機構を入れて長周期化し揺れの加速度を
減らす事つまり世に言う免震構造が可能な事を松下
東大教授と私がMでの世界地震工学会議（轡65年〉
で論文発表して以来世界的に免震研究開が進みまし
た。ゴム支承で支えた最初の建物はマケドニア共和
国の首府スコピエにあるペスタロッチ学校（轡69
年〉で、地震で壊滅したこの町にスイスから寄付さ
れたものです。私もこれに関与したのですが．初め
に危惧したようにゴムは建物の重さでビア樽状に膨
れています（図15）。これを解決したのがフランスで　　　　　脚6NZ傷ユージーランド1灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　積騰ゴム（鉛．ダンパーが埋め
の積層ゴムの使用でした。醐ではこれに減衰機構を　　　　　　　込んであ》ま劉
燐
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し一一」
・畠璽
　1籔
L男
1
／遠1
＿
、
　　　�t　　　　　：
l』」
　　　○一r吸一＿一＿＿FA
焚一　｝
触b眈営尽腿ド恥那
騒撚　マケド罵ア共灘國の鶴辮ス識ピヱにある挙校建築がゴム薫承壷潮いた免震建築第一畢ですが、
　　ゴム支承は建物の藁簸を憂けて膨れてい獣す
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叢租獺［獲鷺§　（A櫨疑懲醗。翼穆・7）
加え、現時点で免震構造の主流である積層ゴム支承の基
本型が完成しました。（図16）積層ゴム支承の建物の固
有周期丁は、ゴムのの総厚藪、ゴムに加わる単位面積当
たりの鉛直力δ、ゴムのせん断弾性係数Gで大略　丁瓢2
π砺　と表現出来ます。ただ、これらの値に
は限界があり、また安定した支承である為に第1第2の
形状係数値に制限が設けられています。超高層ビルや免
震建築にとり一番気になる事は、米国流標準スペクトル
が必ずしも当て嵌まらない事が次第に明らかになってき
た事です。後述のメキシコ地震は一例です．
7　減蓑機構
噸＿＿＿　　　D
勤
・　　　B　C
　　鴎
E
　減衰機構はダンパーと呼ばれています。とにかく地盤
から建物に入り込んで来たエネルギを建物を揺らせ破壊
させずに熱に変えればよいので、ダンパーには色々のも
のが考えられます。水、油等の液体や粘性流体、粘弾性体（VED）、金薦等の弾塑性体の動きや変
形の利用や固体問の摩擦の利用などは実用されています（図1ア〉．
　中で少し変わっているのが．MD（マスダンパー）の系統です。これは共振現象の利用です。つま
り建物は自分の固有周期を持っていますが、殊にひょろ高いビルはその周期で揺れやすくなってい
ます。そのビル頂部に同じ周期を持つ小さな振り子を付ければそれは共振してよく揺れるので（図
18）．その振り子にダンパーを付設しておけばエネルギを消費してくれると言う寸法です。小さな振
i減蓑機構（タンパー》の色々
通常は減糞が大きいと揺れは小i
さく，また早く止まるので，わ
ざわざ減蓑機構を建物に設ける
場合がある．
A　lオイルダンパー，
獄粘性ダンパー一，Clまさつ
ダンパー
D　l高減衰物質，
Eニマスダンパー一，
ド1履歴ダンパー一
　　麟17　減褒機構（ダンパー）
　　　　（漁泉著　建築構造力学2
　　　　（培風館）より弓滞）
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麹18　建物（m、K｝と薗有周期を禽わせた振り子締d，幻を建物に付設すると、振9子は共振して
　よく揺れ談す。振り子の質灘壱建物の質灘で割った値（質量比μ1が大巻いと識ストがかか》、余り
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図憾　メヰシ識齋の地盤上でとれた地震詑録の癩遠度応答スペクトノレ
　（異周期に鋭いピークがある1
り子の質量は建物全体の0．3彊，0％程度ダンパーの減衰定数は5憾％程度のものをよく使います．固
有周期を合わせる事から（チューンド（調律）したMDすなわちTMDと呼ばれています．質量は
固体の代わりに液体でも色々と利点があります（TLD　Lリキッド液体）．HMDはハイブリッド型
です。
擦　メキシ韓地震と関東大震災
　メキシコの太平洋側には、太平洋プレー一トと北米プレー一トに挟まれてココスブレートとがあり、
丁度遜本でのフィリピンブレート的な活動をしていて地震が多発しています．深刻な問題は、海
岸から400�q近くも離れた首都メキシコ市で1蝿7年、79年、85年と30年間に3度も大きな被害
が発生したことです。メキシコ市は、盆地の湖を干上げ湖底に溜まった軟弱地盤の上に建てられ
ている都市で、盆地状であるが故に一旦軟弱地盤に入って来た地震のエネルギが逃げずに蓄積し
1一4秒の長周期を地盤の固有周期として揺れを繰返すため図19のような鋭いピークを持つ加速
度応答スペクトルとなります。このため固有周期が地盤の値と近い建物は大揺れに揺れ崩壊した
ものも多数あります。なかでトラテ撚ルコ団地では5、8、姓、鍛階のアパー一トが建ち並び丁度応
答スペクトル用の周期の異なる振り子群と同じ状態となりました．5階の住人は棚上の花瓶も落ち
なかったと言っている傍で縁階の建物は崩壊し全員死亡しています（図20）。米国の標準スペク
トルには無い強力な長周期成分が存在することは、超高層ビルや免震建物にとっては致命的な問
題です。日本でもメキシコ市と似た条件をもつ都市は幾つかあります。
　処で、近年、関東大震災での欝都圏各地での揺れがかなりの良い精度で算定できるようになっ
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図2導　メギシ数地震（協綱で崩壊したトラテ欝ル嵩懸地の毯騰のアパート
　13榛並んで建っている周型のアパート中端の嘩棟は曲げで、中央のは揺れ
　で崩壊した。嘆棟は大破したが崩壊を免れた）
て来ました。そして場所によっては長周期の地振動成分の存在は否めなくなって来ました。関東
大震災的性格を持った地震に襲われるまえに超高層ビルや震建物を再検討しダンパーを付けるな
どの対策が必要となるでしょう。
讐　おわりに
　地震は必ず来ます。しかし同じ地域でも地盤、地形、地質構造により、そして地震の起こり方
により揺れかたは相当異なります。そしてそこへ建物の相性の問題が入ります。木造家屋は屋根
を軽くし、大広間などは避けて多くの壁で仕切る、基礎は丈夫に造り殊に蟻害と腐食を避ける、接
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図禦　メ峯シ認地震（博細で大破した鉄欝2麟階ビル
　は鱗のウ罵ブ材の座屈のため柱を拘束するカが不簸し、
　櫨には縛持櫨的な応力が生じたと驚えられる
ぎ手、仕口に金物を使う、等に留意すれば耐震的です。火事に弱いのは大欠点です．RCは元来重
い構造ですから不利ですが、壁を多用しまた低層建物なら軟弱地盤でない限りゴム支承免震も有
効でしょう。高層になりますと免振効果が落ち、またアスペクト比（高さ／幅〉が大きいとゴム
に引っ張り力を生じ危険になりますので要注意となります。S造は、耐震設計は比較的容易と思わ
れていましたが、溶接部やその近傍で破断する被害が目立っています。ことに切り欠き部分が近
くにあり応力が集中するのは要注意です。引っぱり材の地震時の座屈も全体の崩壊の原因となる
こともあります（図21）。厚板の脆性破壊も問題です。SRC造（鉄骨鉄筋造〉は日本で開発した
耐力も粘りもある耐震耐火構造ですが、拶95年の阪神淡路大震災では鉄骨橋脚部などに被害を生
じており、細部設計の緻密さが要求されます．
　現在の耐震設計では．建物の使用期間中数度程度経験すると思われる強い地震に対しほとんど
無被害．一回起きるか起きないか程度の激しい地震に対し崩壊をせずに人命を護る事を目標とし、
重要な建物はさらに安全性を高めると考えています。同時に被災した建物の修理再使用を容易に
するため地震の際に壊れ取り替える部材をはじめから決めておき、被害をそれに集中させ他の部
材を無被害状態に保持するような建物が増えています。また．地震時に転倒物落下物などで怪我
をしないようにこれらの固定や制振、免震の利用も盛んになっています。忘れた頃に来る激しい
地震に対し日常の準備が必要ですが、目の前の仕事に追われ．経済的にも時間的にもその余裕が
ないのが実状です。
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獄腿欝粥（A繍継魏．至勢7）
2．溶接検査事業者の認証制度について
溶接検査認定委員会運営委員会
　現在、我が国で一般的に利用されている非破壊検査事業者などの認定制度は．当協会が実施し
ているW翼S欝倣に基づく溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別認定制度（略称C夏W認定制
度）と（財〉濁本適合性認定協会（略称JA霧）が欝0ゆ000シリー一ズに基づいて認定した晶質シス
テム審査登録機関が実施する晶質システムの認証登録制度とがある。
　後者の一つとして、（社〉非破壊検査振興協会が、平成9年2月に「36その他サー一ビス，ただし．
74．3工業上の試験及び分析業務」についての晶質システム審査登録機関として、JA懲の認定を受
けて実施している非破壊検査業務などのサービスを提供する企業の晶質システムの認証登録制度
がある。また、JA潟の品質システム審査登録機関として、JABから認定されている高圧ガス保安
協会をはじめとする各審査登録機関においても、非破壊検査業務などを実施する企業の認証登録
制度を運用している。
　当協会が運用しているC亙W認定制度は、基本的には、これらの各種制度と同様の趣旨を有して
いるものであるが、主として、溶接構造物の非破壊検査を行う事業者の技術レベルを審査して認
定している。具体的には、非破壊検査と溶接技術に関する知識と業務能力を要求した検査技術者
の資格、非破壊検査を行う事業者の組織、関連する技術者とその資格、非破壊検査を実施するた
めの設備・機器、品質保証体制などの項目を審査し，所定の基準に達した事業者を認定している．
このC亙W認定制度は、昭和40年から開始し、昭和52年に現在の認定制度に改正して今日に至っ
ているが、建築関係の業界で第3者的な検査機関として利用されるなどの他、非破壊検査事業者
を選考するときの目安としても利用されている。
　当協会では、聡（）9000シリーズを実現させる具体的な規格である亙8（）認34−i「Q囎康y
騰纏樋轍論影we盈伽琶一F疑si磁we翌α沁暮of搬搬磁e拠銭搬紬“　P韻LG謡趨e�q¢s擬謡ee鑑董膿蹴魂
猫慈（溶接の晶質要求事項一金属材料の溶融溶接一選択及び使用の指針）」シリーズに基づく溶接
技術者、溶接技能者などの要員認証機関の認定制度をJA懲が認定業務の一つとして開始すること
を受けて当協会が要員認証機関となるためのJA鰹の認定取得準備をスタートさせた。具体的には
平成獅年7月に認定申講を行う予定で、当協会以外では、（社〉日本非破壊検査協会、（社）軽金属
溶接構造協会および（社）日本圧接協会などがそれぞれの分野における要員認証機関となるための
認定申講を行う予定となっている。当初、当協会では、溶接検査技術者あるいは溶接検査員につ
いてもこの要員認証の対象とすべく検討していたが、要員認証を行う基準として」欝、弼0及び
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搬灘駐鵬（A．麟雛灘騰．轡鍔〉
聡Cに限るとされたことから、今回の申請対象から外さざるを得なくなった。しかし、将来欝0規
格として制定された暁には，速やかに対応する予定である．
　…方、C茎W認定制度と弼0との対応関係については、前述の蔦0勢00シリーズによる品質シ
ステム審査登録制度では技術的な要素をんでいるが、現行のαW認定制度とは馴染みにくい。し
たがって、露0／聡CG騒報e3敷衿認「G膿鍵誠re墾血3e灘e膿誌鍵癒e畿e総診t鍛c磯賂pe磁膿恥o磁鋸
（検査機関の容認に関する一般要求事項）感に基づく溶接構造物の非破壊検査事薬者の認証につい
て調査・研究することとした．すでに、賂0／ECG磁厩39を考慮して制定されているイギリス
の規格βSEN45004ほ勢5　「G磯e鞭亙鍵蓋総r捻侮影癒eo脚r戯蓋膿of聡r隻o鵬鞭p銘○飾o磁奪§欝鍵墨劔瞬璽
堂鵬欝�t撫瞼（検査を実施する各種機関の運営のための一般基準力を参考に検討することとした。こ
れらのG譲deでは、検査機関は，公平な第三者機関であって、規定の基準に合わせて検査業務が
できるような組織・職員構成・技術能力・完全性を有すると定義されているが、CXW認定制度に
最も対応しやすいと考えられるため、この制度への整合性、JA黙からの認定取得などを検討した
い。なお、総0／肥CG癒癒瓢（」弼Z囎25として制定されている〉r校正機関及び試験所の能力
に関する一般要求事項」に基づく試験所の認定制度は、工業技術院標準部管理システム規格諜が
窓口となって国の機関が直接認定を行う方式となっている。
　また、現在HW（hte騰磁磁講鵬繍櫨eofWe羅難g、国際溶接会議）で検討されているM�q職嚢
R畷血e鷹趨蝕伽Ω照雌e麟轍o鐸盤e搬磁�J瓢豊Wd磁膿離灘夢戯囎による溶接検査員（W台繊膿蓼
撫s騨蹴o鈴）の教育・訓練修了制度に対する動向を踏まえながら、当協会が運用しているC脾認定
制度の中で規定されている主任検査技術者及び主任試験技術者の資格との対応も合せて検討する
予定である．
一一
一
�

獄む麓墾翼§　（A騒撫幽猛．蓋｛》｛》’7）
3．“Wの溶接要員資格制度の概要
翼本鋼管工事（株）　野村　博一
璽　はじめに
　灘一一ロッパ連合（翼U）諸国は、轡92年の経済統合に合わせて、域内の通商制度の整備、改革を
進めてきた。なかでも、各国の工業規格が貿易障壁の一因となってはならない、との認識に立脚
して、規格の域内統一をはかってきた。
　溶接技術者のEU域内統一資格制度は、ヨーロッパ溶接連盟（鉱WF）によっていち早く検討さ
れ、実施に移されてきた。溶接に関する要員の資格制度が、他の制度に先駆けて実施されてきた
最大の理由のひとつに、欝0−3834「溶接の晶質要求」規格（EN7欝規格）に定義された、溶接は
代表的な「特殊工程」であり、プロセスの事前認証や従事する人の資格認証を必要とする、との
解釈がある。
　亙SO一認34に続いて聡0一蕪7綴「溶接管理一管理技術者の責務」（犯陣7聾規格）が成立し、現在、
約捲の欝0溶接規格が成立している。これらは亙SO−9000sの溶接版の体系化を目指している。HW
（国際溶接学会）では、EWFの資格制度を基にして、よりグローバルな溶接要員の資格制度を構
築すべく、検討してきている。本稿では、このHWスキムの概要と予想される成り行きとを、一
部私見を交えて紹介することとしたい。
慧　目Wスキー一ムの概要
　現在、HWで検討されている溶接要員の資格は図1に示すように、溶接技術者、溶接検査技術
者及び溶接作業者の3種類である。このうち溶接技術者についてはほぼ検討が終わり、実施要領
も決定している。
　溶接検査技術者、溶接作業者については、議論が始まったばかりである。
黛．肇　溶接技術者
　叢Wでは、溶接技術者を図“こ示したようUWE、亙WT、夏WS．獅Pの4種類に等級分けして
いる。ヨーロッパ諸国の強い要講により、学歴による受験規制が設けられている。4年制理工系大
学卒業者でないと夏WEを受験できず、理工系高専や短大卒業者でないと亙WTを受験できない。
亙WS、欝についての学歴規制は無い。
　各溶接技術者が最低限保有しなければならない溶接技術知識は詳細に規定されている（犯W欝の
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鷺膠醗欝鵬（A聡撫灘丑．轡興）
［溶接技術者］　　　　　　　　　　　　　　　最小教育時間
一亙躍e騰鍍蓑o総且Wの鰯簸琶臨幽eer（亙W鋤　　1騒6時間
一亙蹴購飢豊膿撚W駐臨熊琴Te薇盤o貰o琶麟（夏WT）1凝0時間
一亙殺搬灘勧灘亜W融描殺鹸pee繍観（腰WS）　：認2時間
一蔓贈撒ぬo副w8豊磁徽鯛盤c顧o驚r（夏WP）　1　纏6時問
1溶接検査技術者］（米国案〉
…1罐e灘麟o漁豊W融量慮鶏麟灘pec豊orLeve葺一1　　1規定せず
一亙溢鍵繍痴懸且W酵董齪瑠亙輔脚c重or　Leve亙一2　　：同上
一夏溢e撒瀧i騰麟W騨臨鹸群薦脚c妥orLeve豊一3　　：同上
1溶接作業者／（米国案）
一1蹴er灘隻沁η誠W倉騒鍵Le鴨L　I（E磁ryLevo蓋）　：　訓練時間は必須では無い
一亙蹴e騰厳沁賑劔W融賊鯉Le鴨レ薮（A感v蹴罵eα）　　；　同上
一亙醗e撒罐沁隙撮W磁膿鍵LεveL斑（Ex夢¢r蓄）　　　：　同上
図筆　口Wの溶接要員資格
スキムが基となっている）。技術知識の保有を確かなものとするために、原案では教授内容（シラ
バス）とその巖低教育・訓練時間を表驚のように規定している。
　シラバスの大綱については、賢W加盟国のほとんどが異論を唱えていない。しかしながら．教
育・訓練時間については、当初より日本、アメリカ、カナダ等が反対してきた．昨年の豆W年次
大会において、図2に示す決議が可決された。すなわち、原案の最低教育・訓練時間を経て本試
験を受験するコー一スに対して、荊は大学において履修したことが明らかな場合、その時間を免除
するルートである。＃2は最低時間については各国の提案を、妥当と認められた場合免除するルー一
ト。そして、＃3は最低時間については、全く規定せず、試験（ただし、より難しい〉だけで資格
付与するルートである。＃蓋〜3の詳細については今後詰められる予定である。
2．2　溶接検董技術者及び溶接作業者
　この両者については昨年より議論が始まったばかりである。ヨーロッパ勢の推すEWFスキーム
に対して、アメリカが難易度により3レベルに分類する案を提出して対立している。EW翼のス
キームが、技術者を含め、生涯有効な、知識を重視した資格（夏）や豆o漁）を付与する制度であるの
に対して、アメリカのスキームは有効期限を定めた、職務能力を重視した、人の認証制度を構築
しようとするものである。また、検査技術者については、鷺WEでは4レベルに分類されているの
に対して、アメリカはAWSの現行SCW夏、CW夏、CAW豆をベー一スとし3レベルを提案している，
溶接作業者については、鱈WFでは資格をF灘硫、P豆襯、丁漁¢の3資格に分類しているのに対し
て・アメリカ案は継手形状、溶接姿勢、材質等の組合せで定まるモジュールをE雛ry　L解馨L
A伽撒総菰E聯戯の3レベルに分類することを提案している。
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蓑1
　　　　　理論的主題
1，溶接法及び機羅
　隻、！　溶接技術の概要
　逸．2　ガス溶接
　烹、3　特殊なガス加工法
　i、4　電気・電子工学概論
　ま．S　プークの特性
　1．6　アーク溶接用電源
　1．7　ガスシールドアーク溶接概論
　L8　ティグ溶接
　1，9　ミグ／マグ溶接
　逸、io被覆アーク溶接
　L難サゾマージアーク溶接
　！、駕抵抗溶接
　1，欝その他の溶接法
　1．三4切駈法及びその萢の開先加工法
　1、i5サーフェイシング
　！，！6自動機械化溶接法及び翼ポット
　1．／7ろう接法及びはんだ接舎
　隻．娼プラスチックの接合法
　i．狛新素材の接合法
　1．20溶擬硯究研〈箆掌，実警〉
L一　一
隔二料及び憲接時の難動
　2．！　鋼の製造と分類
2．2
2、3
2、4
2．5
2。6
2、7
2．8
2．9
的主題
羅概要
材料と溶接部の試験法
純金燭の総織と性質
合金と平衡状態図
鉄強素合金
母材及び溶接継学の熱処理
溶接継手の総織
鍛嚢鋼及び炭素一マンガン鋼
鋼の割れ現象
　購際溶接技術蓉教欝
躍丁璽
2
習〉
まo
102（3
2（2
4（4
4（4
2．紛細粒鋼
2．11丁瓢CP鋼
2、！2構造網鋼と高張力鋼の応駕
2，ま3纒低温月彗低愈金鋼
2、拠低禽金耐クリープ鋼
2．i5蔑愈金（ステンレス〉鋼
2．欝嚢食概論
2。17魔耗概論
2．雄襲猟処理
2，三9醗クリー一プ及び耐熱鋼
2，20鋳鉄及び鋳鋼
2．21銅及び鋼禽金
2，22諜ッケル及び鵡ッケル合金
2．23アルミ諾ウムとその合金
2、24その勉の金羅およびその合金
2．25異種材料の接合
2．26金薦緯織試験
　　　　含　　計
4（4）　2（2〉　1（i）
5（4）　4（3〉　2（2〉
至　　　ま　　　！
2（2）　4（2〉　2（2）
4（の　　2（2〉　1
4（4）　　4（4）　　2（！）
2〔2〉　2（2）　2（2／F
6（4〉　6（4）　4（2）
8（4〉　8（4〉　5（2）
／0（4）　6（3）　4（2）
6（4〉　4（2）　2
8　　　6　　　2
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　3．！
　3．2
　3．3
　3、4
　3，5
　3．6
3，7
3，8
3、9
陰
構造及び設謙
理論麺二『不璽琢耳1璽「
材料強度の基礎
溶擾設計の基本
溶接構造物の設計療理
継手設謙
破壌力学概論
異なる種類の荷重下での溶接
構造物の挙動
静的荷董を童とする溶接構造
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誰3
必要最低教育・訓練時聞を規定（表魔参照〉
大学卒、最低時闇の緩和（受講歴に硲じて）
最低時閥は各国のAT霧／AN欝が決定
教育・訓練時間を定めず、試験のみ
図2　等996蝶i　I　Wの決議
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翼灘鷲欝鉱§　（A難撫搬簸．玉艇》7〉
現行規格（W鷺雛綴03毒5〉　新規格
SW載資格　　　　　　特別級認証
i級資格　　　　　　　　窯級認証
2級資格　　　　　　　　2級認証
難Wスキー一ム
夏w鷺
璽WT
夏WS
麟3　協金の環響規格ゆ新規格ゆi　i　Wス牟一ムヘの移行
3　11Wスキームと欝本溶接協会の制度との関係
　鷺Wスキムは鉱W軍スキームをベースとしているため、教育・訓練時間と知識を重視した生涯有
効なD瞬o鎌の発行（g雌翫編磯〉を目的としている・これに対してJWESの制度は知識と職務
能力と試験を重視した、有効期限付きの人の認証（Cer藏c編礫）を目的としている。このような
制度の違いはあるものの、資格と認証のレベルが相互に合致すれば、相互認証は可能と考えられ
る。そのような観点から、当協会の溶接技術者資格認定委員会の運営委員会では、来年JA欝の認
証機関の認定取得を機に、技術者資格の改定を検討している。改定の骨子は，聡（あ147綴に対応
した資格制度に合致させることにおいている。HWスキー一ムの基になっているEWFスキームは
欝0．鍾731に引用されているくらい対応がとれているので、当協会の新制度は難Wの資格との対
応？へ容易にとれるものと想像される．
　運営委員会では、旧WES．8沁3一綴により現在の資格を保有している技術者をどのようにして
新制度の新資格に移行させるか、さらに新資格をどのようにしてHWで規定する資格に移行
《丁膿雛1覧）させるかの検討を開始している。旧資格→新資格擁HW資格の対応は、HWに学歴制
限の問題があるものの、図3のように考えられている。
　もともと当協会の技術者制度は且級と2級の2等級であった。轡85年、ドイツのDVSの溶接
専門技術者との相互認証を行うため、夏保持者で受験資格を有する者を対象として、SWEの資格
を設けた。此の資格は沁年以上の実績があるものの十分に普及しているとは言えない。そこで新
制度に改定の後も、現行の玉級ゆSWEの受験機会は当分の問残すことが考えられている．現在豊
級保持者でSWE資格を有していない人は是非受験することをお勧めする。
　他の現有資格者のHW資格への移行は今後の検討課題である。
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獄懸欝懸（触鴛灘懲．璽勢�c）
4．平成9年度前期qW主任検査技術者試験問題解説
響題．最近は、事故解析も含めて総合的な検査が要求されてきている。溶接構造物の事故品の破
　面を走査型電子顕微鏡を用いて調べたところ．図繍、轟及びむに示す写真が得られた。
　　以下の問いに答えなさい。
　ω　図義、わ及びcはそれぞれどのような破壊形態か述べ、その内容を簡潔に述べなさい。
　（2）　図暴及びわのような破壊形態が予想される構造物を保守検査する場合に、どのような非
　　　破壊試験方法を採用すればよいかを挙げ、その内容及び理由を簡潔に述べなさい。
図b
図慕
羅黙騰
　　　　　　　國c
解　鋭
（丑）　獄）　疲労破壊1ストライエーシ葺ンが観察されるために、疲労破壊であるといえる。これは、
　　　静的な応力が深された場合には破壊しないような降伏応力以下の小さな応力であっても、
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嚢U簾蚕電§　（A纏騒灘鷺．豆蟹》響）
　　　繰返し深されると、ある繰返数後には破壌する現象である。最終破断をする前を除いて．
　　　割れは徐々に進展する場合が多いため、定期的に割れの進展状況を把握できれば破壊を防
　　　止することが可能である。破壊の事例の80〜艶％以上は疲労破壊に起因しているといわ
　　　れている．
　　麹　ぜい性破壊1リバーパターンが観察されるため、ぜい性破壊であるといえる。これは．
　　　�@切欠きの存在、�A引張応力の存在、�B低温で切欠き性の不足により発生する．この破壊
　　　に際しては、ほとんど塑性変形を伴わないのが特徴である。また．割れの進展速度は慧0麟
　　　紺seeに達する場合もあるとの報告があり、非常に速い。破壊の起点は溶接欠陥などの応
　　　力集中部である場合が多く、これから発生した疲労割れなどが限界長さ以上になったとき
　　　に限界以上の応力が作用するとぜい性破壊を生じる。
　　d　延性破壊1ディンプルパターンが観察されるため、延性破壊であるといえる。これは．
　　　桝料の引張強さ以上の過大応力が作用し、大きな塑性変形を起こした後に破壊する現象で
　　　ある。破壊の事例としては少ないが、材料の選択ミス、あるいは許容応力の設定ミスなど
　　　により延性破壊が生じる場合もある。
（鋤　疲労割れは材料表面またはその近傍から生じる場合が多い。また、ぜい性破壊に対しても疲
　労割れが大きく影響する場合が多い。したがって、まず表面欠陥を対象にした試験方法を選択
　すべきである．この際、まず目視試験により異常部がないか調べる．疲労の初期段階において
　は、割れの寸法は小さい。このため、強磁陸体に対してはMT、非磁性体に対してはPTを適
　用する、場合によっては翼丁も適用が可能である。検出された割れはその寸法（特に、高さ〉
　を定量的に振幅する必要がある。この目的に対しては、UTによるエコー一法あるいは電気ポテ
　ンシャル法などが有効である．さらに、必要に応じて製作時に見落とされていた欠陥が存在し
　ないかも含めて、RTまたはUTを用いて内部欠陥も調べる必要がある．
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籔礪蔓配8〈A鞭撫撒醜．衿鱗）
4、協議会創立朽周年を迎えて
　　　　　　　　　　晦
C亙W検査事業者協議会
代表幹事　中野　盛司
　私どもαW検査事業者協議会が設立されましてから蔦周年を迎える事ができました。これも．
ひとえに関係各位の厚いご支援とご指導の賜と感謝し厚くお礼申し上げます。
　顧みますに、臼本の非破壊検査会社は昭和30年頃にスタートし．昭和35、6年頃の高度成長期
時代にその数が急速に増えてまいりましたが、その頃は未だ検査会社に関する規制も規準も全く
ありませんでした。当時、日本溶接協会会長をなされていた故木原博先生が、溶接技術だけ進歩
しても検査技術の向上が伴わなければ構造物の安全は図られないとのお考えで、昭和38年に検査
会社の認定制度／放射線検査事業者認定制度を設けられたのでございます。当初は、認定を受け
る会社は極少数でしたが、徐々に増えてまいりまして、昭和57年沁月、丁度今から蔦年前にな
りますが、認定を受けました認社が、業者間の懇親を目的として「溶接検査事業者懇談会」とい
う名称で団体として発足いたしました。その後、平成3年に名称を「αW認定事業者協議会」と
改め、平成6年には「αW検査事業者協議会」に再度改称の上、新事務所を設置し現在に至って
おります．お陰様で．現在、加盟会社数も蔦至社に増え日本全域で検査サービスを行える団体に
成長いたしました．
　この間、関係各位のご協力、ご指導を仰ぎながら、会員問の技術の向上、地位の向上と利用普
及および啓蒙活動を継続して展開してまいりました。特に、平成2年に「溶接事業者倫理綱領」を
制定し．平成3年には学識経験者・関係官公庁・諸団体をお招きし．倫理委員会を設置いたしまし
た。第三者性のある検査会社を目指しての活動の連続であったと思います。
　一方、検査会社の社会的地位の視点で欧米と比較いたしますと．9本の場合、残念ながら低い
ままで推移してきております。その理由は、欧米は多民族国家で不信頼の原則で社会が構築され
ており．自分が作ってそれを自分が検査するということはあり得ません。必然的に第三者検査制
度が確立されております。それが日本の場合は、単一民族国家でございますので信頼の原則で運
営されております。俺が作った物が信用できないのかとか、《〜C思想で検査工程は無くせという考
えもございまして．検査会社の地位が認められにくい環境にございました。
　それが．数年前．東京都千代田区で建築物の不良鉄骨・不正検査事件が発生し、建築中のビル
が取り壊しになるという事件が発生いたしまして社会問題になったことがございます。その対策
の一環として、建設省から鉄骨検査は第三者が行うようにとの通達（建設省住指発349号）が出さ
れました。CfW協議会もそれを受けまして、技術とモラルの向上運動を全国レベルで展開してお
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聡u麗欝鵬（A麗纐澱．欝卯〉
りましたところへ、突然、阪神大震災が発生いたしまして数多くの建物が倒壊いたしました。そ
の様なところから鉄骨検査の重要1生が見直されまして、ようやく最近、第三者機関としてC亙W検
査事業者を指定していただくようになって参りました．ご支援いただきました皆様に対して本誌
上をお借りして深く感謝申し上げます。
　昨年来、古いビルの耐震補修い関する法律が制定されましたように、今後．安全問題にはます
ます社会の関心が高まって参ります。蔦周年を機会に更に技術の向上と倫理観の高揚に努め．社
会の構造物の安全に貢献して参りたいと念じております。
　関係各位の今後とも変わらぬご指導とご鞭燵を賜りますようお願い申し上げます。
rCIW通信1臓U鋪P鷹S』の原稿募集
　ゼC量W通信：RUMPES』を刊行しましてから本年で憩年になります。C亙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
すい畷W通信濃UMPE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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C薫W通信編集委員会
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獄γ棚郵欝（離撫難．量勢7）
β．αW検査事業者協議会発足憾周年にあたり
社団法人警本溶接協会会長　藤田　譲
鍵
響診
　C夏W検査事業者協議会発足購周年に当たり、心よりお祝い申し上げます。
　昭和鑓年に「溶接検査事業者協議会」として発足以来、検査業界のレベルアップ及び社会的地
位の向上に果たしてきた貴会の御努力は並々ならぬものがあったと考えます．
　技術委員会の下に、それぞれ専門的な委員会を設置し、技術の向上並びに普及に努めてこられ
ました、その中でも特に．鉄骨検査技術統…見解検討委員会では、欠陥判別に関する検討を行い、
検討結果は「建築鉄骨溶接部のUT妨害エコーの判別マニュアル」としてまとめられ、特定行政
庁および関連業界に配布されました．また、同マニュアル作成後、東京・大阪で講習会を開催さ
れ、技術の普及に努めておられます。また、建築鉄骨溶接部の外観マニュアル作成委員会では、研
究成果をマニュアルとしてまとめ、講習会を開いておられます。また、このマニュアルをもとに、
更に上級者用の「建築鉄骨外観検査の手引き」も発行し、貴会会員のみならず業界の技術の向上
に尽力されておられます。最近では、関連業界の技術並びにその動向を学ぶために、製鉄所の見
学会など積極的に活動を推し進めておられれるごとはよく知られております．
　顧みますと、平成3年には不正検査問題が発生致しましたが、この事件を契機に、検査業界の
健全な育成と、安全な構造物を社会に提供することを目的として、倫理委員会を発足されました．
同委員会は、学識経験者・関係官庁・業界代表で構成され、溶接協会としてもご協力申し上げま
したが、貴会の迅速な対応は．信頼回復の糸口となり、建築業界でC亙Wへの認知が一段と深まっ
たと考えます。
　平成2年には、小規模検査会社の救済育成措置の一環として、検査種目が且種類のD種の下に
犯種を設置しましたが、登録認定会社が急増し、現在蔦0社を超えるに至りました。これに伴い、
貴会も会員数が増加し、大規模な業界団体となられましたが、不正検査の再発防止に関しては、各
地区で活発な議論がなされ．倫理委員会の下に懲罰委員会が設置されたことなど、会員会社が一
丸となって努力を続けてこられました。このことは、今後永く将来に亘って信頼性のある検査が
なされることが強く期待されるところで御座います。
　現在、当協会では、検査会社の技術力及び公正さが問われている実状を配慮し、C璽Wの信頼性
をより高めるための活動として、貴会と共同で行っているC夏W通信rRUM囲題の編集作業の
充実、認定の継続及び更新の実施、審査内容のレベルアップ等を検討しております．また、検査
会社の晶質保証体制の確立を図るため、業務確認時に指導も行う予定です。小規模検査会社にと
り、時間・人員等に制約があるため．簡単なことではありませんが，より一層C亙W認定登録会社
の重要性が認められることが予測される現在．技術力の向上並びに品質保証体制の確立により、信
頼性のますますの向上に努めて戴ければ幸甚に存じます。
　最後になりましたが、貴会の益々のご繁栄と併せて、C璽Wの今後の発展を祈念致しまして、お
祝いの言葉に代えさせていただきます。
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織畷楚鵬（A雛撫騰、璽囎�c）
7．随想　風の谷のナウシカ再考
東伸エンジニアリング（株〉佐藤　春夫
　私はマンガが好きです。ムツカシイ計算の後で読むと頭スッキリ・�A一疲れがとれます。精
神的に気持ちを和らげることではタバコと同じではないのかなと思います。
　最近本物を目にすることは希なことで、動物では犬や猫のほか、馬とカラスくらいしか見られ
なくなりました。それをテレゼやマンガなら絶滅した恐竜さえ見せてくれます。動くマンガをア
ニメと言いますが、動かない方が頭の中で活発に想像でき本物らしくなるのです．大学生も電車
の中でマンガを読む時代です。マンガにもドタバタものの子供向け、大人向け、S軍もの、時代も
のと様々ですが優秀な作品を読むことでは小説を読むのと何ら変わるものではないと思います。数
あるマンガも週刊誌でなく総集編や文庫サイズが良く一気に最後まで読むことができます．
　この夏、恒例の夏休みマンガ映画大会で「もののけ姫」を見て来ました。ひさびさに宮崎駿ア
ニメの凝った作りに感動しました。ストーリーも非常におもしろい作品です。そこで宮崎さんの
作品で「風の谷のナウシカ珪をすこし私なりに紹介させて下さい。日頃デジタル思考なので登場
人物の情緒をアナログ思考で推測することは不得手なので主人公の周りのものについてすこしだ
け解説します。
　このナウシカは亨繊年2月に月刊rアニメージュ」に連載されて鱗年3月までの捻年間続けら
れたものです。すこし古いので．すでに読み終えているマンガ好きの方もいることでしょう．こ
のマンガは完全に騨マンガであり．動物や虫、船、巨神兵、墓所が興味のあるキャラクターで描
かれています。映画アニメのナウシカはオーム（だんご虫みたいな動物〉の大海囎から多くの
人々を救った勇敢な少女として終わりましたが、原作総集編では四分の一程度の話なのです．最
後の第7巻で分かるのですが、旧世界の科学者により作られた石組み巨大構造物の墓所が実は、浄
化後の数千年間をプログラムされたコンピューターで、表面は硬いサイの皮と想像したら良いの
か、青い血液の流れるバイオコンピューターなのです（ただし宮崎さんは技術系カタカナ文字は
ほとんど使っていない）。火の7日間と呼ばれた旧世界の戦争で汚染された大地、この大地を数千
年問の緩慢な浄化の後、新しい人類や動物植物を作り、住まわせる計画のようです。映画アニメ
にも出て来る巨神兵は皮膚や骨を持ち飛行できて自分は争い事の裁定者と名乗る．さらにオーム
も旧人類と墓所により地表の浄化を広めるために作られた生物で、脱皮を繰り返し大きくなりま
す。船と呼ぶ空飛ぶ大きな乗り物、これは半重力作用で浮上しロケット推進ですすみます。この
時代工房はあるが、旧世界の工業製品を地下から発掘し修理して使用するが作り出すことは出来
ません。登場する民衆は排他的に各部族でまとまり宗教により統一され献身的に活動します．娯
楽は歌や踊りで人間の気持ちの原点を描いています。科学と宗教を適当に使い分けた時代設定や
インフラ環境は宮崎駿マンガの得意とするところでありましょう、
　この一見少女マンガ的キャラクターと、まったく直線のない画質は拒絶反応を起こす人もいる
でしょうが、ハヤカワSEミステリー一以上に楽しめる作品であることは間違いないです。ひょっと
するとナウシカは宮崎さんの推測する宇宙船地球号の未来かもしれません。
　RUMPES読者の皆さん、たまにはマンガを楽しみましょう。手塚治虫の「ブラックジャック」
もリバイバル版で安く楽しめますよ。
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翼葛嚇欝獄8　（A櫨鞭路鐘．璽墾�f）
8．協議会だより
￥，平成9年度・各地区総会
平成攣年度各地区総会を下記のとおり開催いたしました。
茎〉揖時、場所
　東撫本地区1平成嚢年今月n日（木）〜同今月茎2日（金）
　　　　　　　於1秋霞県・田沢湖　駒ヶ岳観光ホテル
　関西地区1平成9年辞月4臼（木）〜同9月5日（金）
　　　　　　　於1福井県・敦賀市　敦賀観光ホテル
　西賛本地区：平成9年9月4冒（木〉〜同9月5日（金〉
　　　　　　　於1小倉市・プラザホテル北九州
勃共通議題及び特別講演並びに見学会：
　（1〉共通議題1
　　�@会則の改正（案〉について
　　�A蔦周年記念式典について
　　�B3婦号通達励行陳情活動について
　　�Cその他（関連事項報告他）
　（2〉特別講演及び見学会
　　東日本地区1特別講演　r最近の建築鉄骨の現場における問題点」
　　　　　　　　講演者　　東京都千代田区役所　加藤　哲夫　氏
　　西日本地区；特別講演　r業界をとりまく最近のトピックス」
　　　　　　　　講演者　　　（社）β本非破壊検査協会会長・
　　　　　　　　　　　　九州工業大学教授　加藤　光昭　氏
　　関西地区1見学会　　動燃もんじゅ建設所
　各地区総会でもご紹介しましたとおり．15周年記念式典は、この10月互6日（木）に、東京・浜
松町東京會舘で行いました。記念特別講演は、日本弁護士会の吉岡和弘弁護士にr欠陥住宅被害の
予防と救済」と題し講演いただきました。
H．住宅・都市整備公団「工事共通仕様書ゴ（平成9年度版）鉄筋ガス圧接部検査関係標記仕様書篠
章　鉄筋工事」・晦、3．8　圧接継手の検査ゴに新たに超音波探傷検査が規定され、検査を実施する業
者は、第三者機関でC貰W認定事業者であることと、鉄骨の場合と同様にqW認定が明記されました。
m。予告二
本年穏月に、協議会の平成沁・H年度の幹事選挙を実施する予定ですので、ご協力をおねがい
します。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難雛鐸鵬（A麗灘難，夏勢�c〉
　g．罵ニューフェイス諜
　捗卯年沁月1日付で新たに次の事業者が認定されましたのでご紹介いたします。
（株1脹起非破壊検査工業　→　復活事業者
　本社所在地　干744山口県下松市大字西豊井欝40書　TELひ833．覗護68暮
　代表者氏名　代表取締役　松村康人
　認定種別・番号部門　E種、第012E97号、超音波検査部門
　本社、営業所など　本社1、事業所5、出張所i
千景非破壊検査（株1　→　復活事薬者
　本社所在地　華807福岡県北九州市八幡西区陣原3．20．24　TE静％．642、9％5
　代表者氏名　代表取締役　永島　誠
　認定種別・番号・部門　翼種、第07聡97号、超音波検査部門
　本社、営業所など　本社のみ
（株1ゼネラル検査技術
　本社所在地　〒5灘大阪府大阪市西淀川区柏里3一妬．鳩、城戸興産ビル
　　　　　　丁憂ILO6＿474＿022纒
　代表者氏名　代表取締役　西日利勝
　認定種別・番号・部門　E種．第焉5E卯号、超音波検査部門
　本社、営業所など　本社のみ
膨翻エックス線（株1
　本社住所　干763香川県丸亀市郡家町3355　丁肌0377．22書脇2
　代表者氏名　代表取締役社長　岡　慎二郎
　認定種別・番号・部門　鉱種、第拶鷹餌号、放射線検査部門
　本社、営業所など　本社のみ
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灘燃欝盤（A繍灘麹．轡螢）
r
l
lが社会的二一ズによりその重要性、地位向上が図られてきたことを報告するとともに「昨年
　末、不特定多数の人が出入りする古い建物を耐震補修する旨の法律が制定されるなど．安全
　問題は今後ますます重要になってくる。当協議会が15周年を迎えるに当たり、より一層の
　技術の向上と倫理観の高揚に努め、社会の構造物の安全に貢献したい」と、同協議会の今後
　の積極的な活動への抱負を述べ、あいさつとした。
　　次に来賓の祝辞として、藤田譲日本溶接協会会長がr輔W認定事業者は現在のところ翌54
　社．C蛋W認定制度が社会的に認知されてきたことはご同慶の至り．これもひとえに検査業界
　の方々の日常の努力と研鐙の賜と心から敬意を表する。爾本溶接協会としてもC互W認定事
　業を非常に重要な事業として認識しており、離世紀に向かい欝0の品質システム、PL法な
　ど．世の中の安全性に対する要求が高くなってくるのは明らか。今後検査をする側の寅任も
　大きくなってくる。これに応えるには、信頼性の高い透明性、公平性、普遍性の高い検査を
　鷺識熱義繊　
　C夏W検査事業者協議会の創立蔦周年記念式典と祝賀会が鎗月妬門、東京・港区浜松町1
の東京會舘で、会員．関連各団体を始め、政界、官公庁など各界からの来賓、約焉0名が参
集し、盛大に開催された。
　同協議会は、昭和57年鎗月に掴本溶接協会溶接検査認定委員会の検査事業者認定制度に
より認定を受けた検査会社38社が、業種問の懇親を目的にr溶接検査事業者懇談会』を設
立。以来、平成3年に『C亙W認定事業者協議会』と名称を改称．平成6年に現在の陀亙W検
査事業者協議会灘と再度改称し、その間15年の長きにわたり、会員間の技術の向上、検査
業界での地位の向上とC夏W検査事業者の利用普及、啓蒙活動を積極的に展開してきた。
　午後3時から開催された記念式典では、冒頭、中野盛司代表幹事（シーエックスアール）
があいさつに立ち．噂W検査事業者協議会は現在、加盟会社が睨社にのぼる。従来、日
本の検査会社は欧米と比較するとその社会的地位は高いとは言い難い。これは欧米が多民族
国家で不信頼の原則で社会が構築され、必然的に第三者検査という制度が確立されているた
めである。しかし、日本は単一民族国家で信頼の原則で成り立っているところから監査や検
査が機能しにくい。検査会社の地位が一般的に認められにくいということである」と日本に
おいて第三者検査という概念がなかなか定着しないことの実情を説明。
　続けてFそんな中．数年前に東京都千代田区の建築物の不良鉄骨不正検査事件があり、社
会問題となった。その対策として、建設省から鉄骨検査は第三者が行うとの通達が出され、
当協議会としてもそれに対応する形で技術とモラルの高揚運動を全国レベルで展開してきた。
そこへ突然の阪神大震災により改めて鉄骨検査の重要性が見直され、最近では第三者検査機
関としてC亙W認定検査会社が社会的にも評価されるようになってきている」とC亙W協議会
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鷺駐擁灘欝　（A醜毫灘喪職．薫墾攣7〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
実行していく以外には無いと信じている．協議会のメンバーが一丸とな甑ご努力ご精進い1
ただきたい〕と同協議会に対する期待を述べ．お祝いの言葉とした．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　続いて、加藤光昭日本非破壊検査協会会長の代理で、大岡紀一副会長がr蕪年という節目
を迎えられ、むしろこれからが大変だと感じる．国内のみならず量界的レベルで、C亙W検査
事業者協議会が世の中の二一ズに応えるため、一丸となってがんばっていただきたいと思う．
購本非破壊検査協会としても積極的に関わっていきたい」とエールを贈った．
　その後、感謝状贈呈式に移り．協議会活動に功績のあった者．歴代代表幹事、在籍慧年
会員会社に対し．中野代表幹事から感謝状が贈呈された、
　式典終了後は、吉岡和弘日本弁護士連合会幹事による「欠陥住宅被害の予防と救済」と題
した記念特別講演が行われた．欠陥住宅被害の実態として阪神大震災被害の実情、購弁連主
催の欠陥住宅被害HO番の相談、また欠陥住宅被害の発生要因．欠陥住宅被害の司法救済の
手法、調査・鑑定手法の確率、被害の予防などについて亙時問半にわたり講演。終了後は盛
んな質疑応答が行われていた。
　会場を移した祝賀会では、申野代表幹事がr慧周年を迎えたのを機に．今年を検査元年と
位置づけて、ゼ安全と安心は検査から護をモットーに．社会の構造物の安全に貢献していき
たい」と会場を埋める関係者らに呼びかけた、続いて、来賓の斉藤鉄夫衆議院議員が「今後
の日本の安全文化の創造に向けて皆さんと一緒に歩んでいきたい」、森英介衆議院議員が「こ
れからは技術、科学はますます重要性を増していく．皆さんが仕事をしやすいよう力を尽く
していく」と異口同音に協議会の活動に対するバックアップを約束した．さらに藤田会長が
「仲良く一丸というのが一番大事なこと」と祝辞の中で述べた．その後．鏡開きが中野代表
幹事．来賓らによって行われ．森直道日本溶接協会専務理事の音頭で一同乾杯。膿年の歴史
を振り返ると共に、今後の活発な協議会活動に思いをはせ、和やかな雰囲気の中、懇親が続
けられた。
式典で挨拶する麟野代議幹事
博翫�j「
　　　駁　礁　　　　ダ艦
パーティーでは報欝あいあいのムードで
懇親が図られた
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羅麗糊s（A櫨腿灘灘．轡暫）
　　　　　　　　　　　　rRUMPES』表紙デザイン募集
rqW通信
l
i　GW通僑映U猷陛S」が来年傑月20臼発行のVoi．鴛南．“W撤ed998）讐から体裁，蓑紙を一新，リ
ニューアルいたします。そこでこれを機に表紙ヲザインを読蓄の皆様から広く募繁いたします。
　嚢紙ヲザインの応募要領は次の逓り。
藍応募衷紙ヲザイン講
　とくに指定はありませんが，非破壊検董のイメージを図案化したものを希望します。なお，投稿ヲザイ
ンは国内外で来発蓑のものに限ります。
髪蓑紙ヂザイン作成嚢領顕
i　A4サイ』ズを縦長と1します。ただし，rRUM陛S」のOゴを入れるため上部余自を70ミリあけてヲザイン
ヨ
　して下さい。拡大サイズで作成の場合は1〜2倍までとします。なお，拡大した場合には拡大倍率に沿っ
て上部余臼部を設けて下さい。また，彩色は1色（モノク鋤，各種アミ可）とし談す。応募ヲザインには
i嚢面に氏名（ふりがな），漸属，住所，電話番暑を明記して下さい。ヲザインは連名でもか謹い謹せん。な
1お，応募ヲザインは陳則として特に申し出の無い隈り返却し謹せん。
i
ζ送付・閣含先製
　（社）日本溶接協会溶接検査認定婁翼会事務局表紙ヲザイン係宛（〒輸1藥京都千代田区神田佐久間町
薄一賃，産報佐久間ビル，TaO3−3257−152傑，FAXO3−3255−5轡6）
髪応幕締切】
　平成9年斜月20臼必犠でお願いします。
ζ入鋤
　叢優秀鍵噌点，記念晶
　佳　　作驚2点，衆U猷匪S特製テレホンカード
撰劃
　入欝ヲザイン選考は，9U猷匪S編集委轟会において審蓋いたし謹す。
ζ発嚢】
　GW通僑映U巌糀SJ　Vol．鴛No．1（Winted998）讐の表紙掲載をもって発嚢といたします。
皆様のご応募をお待ちしております。
匙＿、
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