




年頭所感

日本溶接協会会長藤田譲

　新年あけましておめでとうございます．

　銀行・証券・保険などの経営破綻が相次ぐ中，昨年12月

の月例経済報告では「回復凄という書葉が削除されr景気は

足踏み状態である」との判断が示されました。ただ，輸出が

底堅い点などを根拠に「景気後退局面に入ったわけでなく，

条件が整えば回復軌道に戻る可能性がある」との判断もな

されています、非破壊検査業界を取り巻く環境も依然とし

て厳しいものですが，皆様の経営環境がより良い方向に転

じるよう，念じている次第であります。

　さて，日本溶接協会は，皆様のご理解・ご協力の下，来年

（平成11年）で創立騎周年を迎えます。どのような組織で

も50年という永き歳月を経れば，どこかに歪みが生じて

しまいます。人間でも四十肩・五十肩と雷われるように歪

みが生じ，人それぞれ日常生活に支障が無きよう，様々な

対応策を採ります。昨年は当協会再構築のために組織等の

歪みの見直しを行ってきましたが，本年の干支ヂ寅」が

まっしぐらに獲物を追うが如く，本年は発展に向け濾進で

鷺るように準備を整えていきます。具体的には，「雛世紀体

綱検討委員会」を設置し，次の時代を見据え，当協会の体質

改善・畏期的発展を目指すために積極的に検討しておりま

す。

　世界に開かれた国際化・自由化のキーワードとして，様々

な業界で，夏S（）9000シリーズが話題となりました。非破壊

検査業界内でも話題となり，CIW登録認定会社の中からも

欝O駐000シリー一ズに基づいて承認された会社が出現しまし

たことは，まだ記憶に新しいことと存じます。皆様におかれ

ましてはご存知であろうと思いますが，当協会でも溶接技

能者・溶接技術者等の人の認証については，（財旧本適合性

認定協会qAβ）からの認定を取得するため，積極的に準備

を進めております。C夏W認定制度の国際化・自由化に関し

ましては，最近のRUMPESを通じてご存知であろうと思い

ますが，現在鋭意検討中です。

　従来，住宅・都市整備公団の工事共通仕様書には，「建築

編　7章5節　溶接接合」の中で，ド超音波探傷試験に従事

する検査技術者は，一中略一，WES87磁（溶接構造物非破

壊検壷事業者の技術種別規準〉に基づいて，（社旧本溶接協

会の認定（CIW）を受けた事業者に所属する者とする纏と書

かれておりました、平成曾年度には，新たに「建築編　5章

3節　ガス圧接諜の中で，「検査を実施する業者は，第三者

機関で，（社）日本溶接協会の認定（CIW）を受けた事薬者に

所属する者とし，監督員の承諾を受ける」の一文が加えられ

ております。

　東京都財務局の東京都建築工事標準仕様書には，ド第7章

　鉄骨工事　第5節　溶接接翻の申で，「検鷹機関は，建

築溶接部の超音波探傷試験等に関して，当該工事に相応した

技術と実績を有するものとする。なお，原則として，（社旧

本溶接協会によるWES87麗（溶接構造物非破壌検奄事業者

の技術種別基準）の認定を受けた検査機関とする購と記載さ

れております・共通仕様書には明記されてはいないものの，

内部資料でC亙W認定制度を重視している行政もあるように

聞き及んでおります。

　昨今，建設業界では，阪神大震災の影響もあり，耐震診断

等が濫目を浴びており，溶接部の雰破壊検鷹も重要性を増し

ております。各種仕様書に，溶接部の非破壊検蕊に関する事

項のみならず，C卿認定制度について明記されていること

は，非破壊検奄の重要性を示していることと考えます・建築

基準法の改定により今後仕様書のあり方力犠論されることに

なるかと存じますが，現行仕様書の形が今後も続くと仮定し

たとき，αW認定制度が明記されることも多くなってくる

と思われ豪す。また，仕様書そのものが無くなった場合に

は，建築物の確認・検萱がより重要になってくることが考え

られます。どちらにしても第三者検査機関としてのC　W登

録認定会社の資質と倫理が今まで以上に問われることは間違

いありません。

　当協会としましては，検糞会社の技術力・公正さが問われ

ている実態を配慮し，C　Wの信頼性をより高めるために，認

定の継続および更新の実施，審査内容のレベルアップ等を検

討しております。また，建築業界のみならず，様々な業界に

C蒐W認定制度を今後も宣伝し認知していただく所存です、

　αW登録認定会社の皆様におかれましては，畏期的な観

点から技術力の向上並びに晶質保証体制の確立により，儒頼

性のますますの向上に努めていただければ幸甚に存じます。

　本年は，皆様にとりましても，当協会にとりましても幸多

き年であることを念じつつ，非破壊検査業界を取り巻く環境

が良い方向に転じるよう，お祈り申し上げ，年頭のご挨拶と

致します。
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c解通儒

年頭揆拶

建設省建設大臣官房窟庁営繕部監督課

　　　　諜長補佐辻蝿孝夫
畷警

　新年明けましておめでとうございます。新しい年を迎

えたといっても昨今の厳しい状況がすぐに変わるわけで

はありませんが，今年こそは明るい兆しがみえてくる年

になってほしいものです。

　さて，わが国は，戦後50年を経て新たな変革の時期を

迎えているようです．証券・金融界は臼本版ビッグバン

元年を迎えました。この不況の時期での大変革は，端か

ら見ている我々にもその大変さが感じられます。バブル

の後遣症から脱し得ない建設業界はその影響下にありま

す。これまでは補正予算等政府の財政出動がありました

が，平成蓋O年度予算では公共事業費の削減がいわれてい

ますから，建設薬界にとって試練の年になりそうです．

　政府の行政改革も省庁の枠組が決まり，今度は省庁内

での組織，必要な法整備に重点が移っていくものと患わ

れます。私共の所属しております建設省も今年で鵠周年

を迎えますが，この省名もあとしばらくのようですし，

窟庁営繕部の組織もどうなるか，まだ分からない状況です。

　行政改革の理念と目標として掲げられているテーマの

一つに行政機能の減量化（アウトソーシング〉，効率化が

あります、営繕業務で申しますと，設計や工事監理業務

を響能な限り民閥に委託するということがこれに該当し

ます。これに伴い，工事の監督や検査のルールの見直し

が必要になってきますが，監督課では，平成9年度から

ヂ公共建築工事の監理体系再構築検討委員会」をスタート

させました。この委員会において，発注者，工事監理を

行う設計者及び施工管理を行う講負業者との三者間の業

務範囲の明確化，晶質システム（欝0襲OOω・環境システ

ムαS（蒐400①の適用を念頭に置いた工事監理方法の検

討等を行います。これにより，検査の在り方についても

新しい方向性が出てくることが考えられます。

　次に，昨年改定致しましたr建築工事共通仕様書　平

成蓼年版」について紹介させていただきます。今回の改

定において，鉄骨工事では鉄脅製作工場における完全溶

込み溶接部の試験に関する部分を大きく変更しています。

5年版までは，特記がなければ玉ロットを三節または300

溶接線程度，抜取率扮％以上，合否の判定も抜取箇所数

1サンプル数）の5％を超えるかどうかで判断するという

抜取率方法嶽採矯していました。この方法は簡便であっ

たのですが，ロットの大きさによってサンプル数や合否

の判定基準が大きく変わってしまう場合があることが問

題でした．今回，これを改め，建物の重要度に応じて平

均出検晶質隈界億．轟％または4％〉と検査水準1第1か

ら第㊧まで1を選択することにより鷺ットの大壼さを設

定する方式としました績ットの大きさ，§Oから2側．

サンプルの大きさを20と闘定し，嶽ットの合否判定基準

も欠陥箇所数0から4の間で決めてありますので，これ

までの抜取率方式のような問題はなくなりました。

　また，試験機関についても，これまでは当該工事の製

作工場に所属しないこととしていましたが，騨年版では

加えて当該工事の品質管理の試験を行っていないことを

追記し，試験機関の独立性の徹底を図りました。まだ，厳

密な意味での第三者検査とはいえませんが，このような

認識が広く普及する一助になればと考えていますので，

皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

　このRUM蔓犯Sが皆さんのお手にわたっている頃には，

建築基準法の改正案がその姿をあらわしていることかと

思います。今回の改正では，性能規定化が大妻な柱だとい

われています．具体的な内容が見えてこないのではっき

りしたことはいえませんが，法律が性能規定化されれば，

性能を担保するための方法をいかに確立するかが問題と

なるはずです。設計法，材料・工法については，見倣し規

定にれにしたがって行えぱ法的に必要な要求を満足す

るとされるもの）が行われるでしょうが，出来上がった

建物については，どう確認・検査をするかということが

今までにもまして重要になってくることが考えられます、

中間検査を行うこと，民間の検査会社の利用，保険の導

入なども検討の組上に上っているとのことですが，方法

論，受け猛論の両面からの検討が今後必要な気がします、

　今年の状況をざっと想定しただけで，いろいろなこと

が起こりそうで，いろいろなことを検討しなければなら

ない大変な蓋年になりそうです・皆様方のご健康とご発

展をお祈り申し上げますとともに，私共の事業にもご協

力，ご指導を賜りますようお願いいたしまして，ご挨拶

とさせていただきます。
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一鮒層陛5酬脚π即釣鋤

隼頭挨拶

ND夏会長撫藤光昭

や　　　　　ド

嚇㍉

　謹んで新春のお慶びを串し上げます．

　礪Wの技術者の皆様には，お元気で良き新年をお迎えの

ことと存じます．今年は寅年ですので，威風堂々と非破壊検

査の発展に拍車をかける玉年でありたいと願っております。

　C酬は，特に鉄骨の超音波探傷試験に際してはその必要

性が多くの公共事薬体からも認められ，その技術が評価され

ております。このような状況になりましたのも，皆様の灘頃

のご努力の賜物でありましょう。

　αwの技術脅として認定されるためには，（社旧本非破

壊検奮協会の規格であるND欝㈱玉「非破壊検奄技術者技

量認定規定」に基づく特級技術者あるいは3種技術奮である

ことが必要条件として要求されております．このように，私

どもが行っております技量認定制度に基づいた技術者の資格

を基礎にしていただいていることは，私どもの協会としても

誠にありがたいことであります．その上に，鷺本溶接協会の

W鷺S解鉱に基づいた資格を取得された溶接構造物の非破壊

検査を專門にする技術者であります。わが麟は物造りをして

それを諸外国に輸出することによって生計を立てており，溶

接技徳はその物造りを支える基本技術であります．その良し

悪しを評価するために購いられているのが非破壊検査技術で

あります．優れた溶接技術者にとっても，非破壊検査に関す

る十分な知識が要求され読す。

　溶接技術は各種構造物や製晶などの製造に欠かせない重要

な基盤技術であり，製造過程の適切さや製造されたものの健

全性，ならびに稼働中の信頼性および安全性を確保する手段

として非破壊検査技術が広く利用されています．これまで

は，欠陥の検出を主欝的として各種の非破壌検査技術が利耀

されてきましたが，今後は，このようにして得られた精度の

轟い定量的な結果と破壊力学を組み合わせることにより構造

物などの余寿命評価をしたり，さらには材料の劣化診断をし

たり，長年使購された材料の健康状態を把握する材料評価の

分野にも非破壊検査技術の適用範囲を拡大していく必要があ

ります．これはまさに非破壊検査技術が社会資本を守るお医

者さんとして活躍していく必要性があることを意味しており

ます．

　（樹朧本非破壊検査協会としても，非破壌検壷技術をよ

り学問体系化することによりより多くの若い研究者が参爾し

たくなるような協会作りを進めると共に，より優れた非破壊

検査技術者の認定をすることにより社会資本の安全性，健全

性および僑頼性の確保に寄与していくための努力を続けてい

鷺たいと思います、

　昨年を振り返ってみますと，談ず昨年S月蔦，欝騒に開催

した春季大会が胴　難蝶7臼の非破壊検査総合展と併催され

成功裡に終えることができましたのは，関係各位のご協力の

賜物であり心からお礼申し上げます．これは本協会にとって

は新しい試みで，大会の登録者数3瓢名を記録し，また，展

示会場も総入場者数9，纐名を超え，過去に例を見ない規模

になりました。これは，非破壊試験・検査技術がこれだけの

需要・期待を抱えているという一つの証でもありましょう．

　欝0麟7鴛に沿った葬破壊試験技術者の新認証制度を発足さ

せるために関係各位には並々ならぬご尽力をいただいてお

り，感謝に堪えません．諸般の情勢を判断して，当初の予定

を半年遅らせて玉鱒＄年欝月から発足できるように鋭意準備

を進めておりますので，皆様にもご理解とご協力をいただき

ますようにお願いいたします。N隅S蟹瓢に基づいた有資格

者の方々のレベルも外麟の資格と比べて遜色はないと考えら

れますが，システムが異なるところがありますから，その整

禽性を取る必要があります．新認証制度に基づく試験のベー

スは夏S（）騨燃ですが，この改訂版が現在腿Sとして投票中

であるため，翼S化に先立ってN繊Sにすることにし，これ

に基づいて行ってい叢ます、

　米麟では従来の技術者認定麟度の他に，丁簸鎗A騰磁盤欝

C轍憾磁磁礁蕊磯翫嚢騨騰（ACC欝を制定し，磁気
検査と浸透検査のレベル慧とレベル騒の試験を闘始しまし

た。これは豆SO騨捻に完全に則しているわけではありませ

んが，国際的にも要求される事項を満足する第三者機関認証

に応えようとする動きといえるでしょう．技術者を麟際的に

相互認証していくためには，共通の基盤を共有する必要があ

ります．

　このためには，共通のテキストや試験閥題などをお互いに

持つことも必要かも分かりません．このような動鷺は現在異

体化されているわけではありませんが，関係各國とも遠絡を

密にして，より良い制度にしていく必要があります・このた

めにも，わが羅としては主張すべきは主張し，情報の発儒源

として機能していかねぱなりません．

　r安全」は黙っていて他人から与えられるものではなく，

私たち自身で勝ち取っていくものでありましょう。人類の文

明の発展に重要な社会資本の安全に寄与しているのは非破壊

試験技術であります。今年蕊年がαW技術者として第…線

で活躍されている皆様にとって良き年でありますようお祈り

すると共に，煮たる然世紀に向けてC夏Wがますます発展し

て行けますように，皆様のご活躍を祈念しております．
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C卿通信

2．高速原型炉「もんじゅ』の
　　　ナトリウム漏洩事故

工学博士・参議議員　森　英介

璽．はじめに

　一昨年の鴛月暮臼金曜臼の夜，テレビで，高速原型炉

「もんじゅ」の2次冷却系でナトリウム漏洩事故が発生し

たというニュー一スが報じられた。そんなことがあるはず

がない。何かの間違いに違いない，とその時は患った。だ

が，その後，次第に事態が明らかになり，紛れもない事

実であることが判るに及んで，私は誠に沈痛な恩いに捉

われた。まるで我が子が交通事故に会って，大怪我をし

たような気分であった。

　「もんじゅ雌の研究開発（R＆D）が始められた，昭和

齢年前後のことではなかったかと思う。私は，圃会議員

になる前は，浅間企業の研究開発部門の技術者であった。

そして，このR＆Dが始められたごく初期から，動力炉・

核燃料開発事業団が1社1鶏本溶接協会などに委託して実

施した「もんじ副の構造材料ならびに溶接施工法を選

定するための共同研究の作業部会に鐙年近くにわたって

§
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参顧し，時としては幹事役を務めたこともある。ちなみ

に，私の博士号は高速増殖炉の主冷却系配管に新しい溶

接方法を適粥するための研究成果に対し，名古屋大学か

ら授与されたものである。

　なぜ，このような私事を書き連ねたかというと，私は

自分のそういう経歴，体験からしてヂもんじゅ」の構造

物については，一般の方よりいくらか詳しいつもりであ

るということ，それから，「もんじゅ」に対し強い思い入

れを持っている人問の一人であるということを知ってい

ただきたかったからである。

　本稿では，まず，高遼増殖炉開発の意義を改めて論述

し，次いで，今国の「もんじゅ」のナトリウム漏洩事故

および今後の措置について私の所見を述べる。

黛．高連増殖炉開発の意義

2．壌　世界のエネルギー需要は急増する
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　翻雪　書国の一人幾た解のエネルギー消嚢灘の比較

　先進国と発展途上國とでは，一人当たりのエネルギー

消費量が格段に違う。園懇に示すように紛麟£年の時点で

書えばアメリカやカナダでは一人当たり年閥に，石油に

換算して翫近くのエネルギーを消費している。先進國で

あっても臼本，ドイツ，イギリスなどは，アメリカやカナ

ダよりは大分少ないが，それでも4t程度は消費している．

これに対し，例えば中國やインドネシアでは，1tをはるか

に下回っている。なお，世界の平均はおよそ1。5tである．

　現在，一人当たりのエネルギー一消費量の少ない国も，近

代化が進めば一人当たりのエネルギー一消費量は著しく増

大してくるであろう。また，そういう発展途上国に限って

おしなべて人口が急増しつつある。園黛に示すように，世

（億入）
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　図3　開発途上国における人欝急増の例（中麟とインド》

界の人環は，爆発的に増加すると予測されているが，そ

の増加分のほとんどは発展途上国の人口増である、参考

までに中国とインドの人欝の急増ぶりを図3に示す。

　こうしたことから，図4に示すように，世界のエネル

ギー一需要は，今後，凄まじい勢いで増加していくと考え

なければならない。

2．2　化石燃料の濫用は慎むべき

　石油，天然ガス，石炭などのいわゆるr化石燃料」は，今

臼，生活必需品の原料として不可欠のものである。その限

りある貴重な資源をただ燃やしてエネルギーを取り出す

だけの用途に使ってしまうのはいかにももったいない。

否，もったいないどころか，人類史的に見れば，犯罪的所

（署繍換算トン）

go

業と書っても良いだろう。数千年にわたって地球に燦々

とふりそそいだ太陽エネルギーの結晶として生成した化

石燃料資源の大半を，20世紀と21世紀のたかだか200年

間に食いつぶしてしまったら私たちは数百年後の私たち

の子孫に何と言って申し開きができよう。石油など化石

燃料資源の濫用は，極力抑制していかなければならない。

　それでは，化石燃料に取って代わりうるエネルギ～源

が何かあるかと書うと，結局のところ，核融舎を含めた

原子力エネルギーしかないと私は考える。原子力エネル

ギーはすでにわが国では電力需要の3割強を賄っている。

つまり，十分実用的なエネルギー一源であり，しかも，化

石燃料に匹敵するような大量のエネルギーを生産できる。

ただし現在，世界で使われている軽水炉やガス炉などの

原子炉は主としてウラン鉱石中にわずか0．7％しか含まれ

ていないウラン235を利用している。ウラン鉱石から最

大限のエネルギー一を取り出すためには，ウラン鉱石の

9⑨。3％を占めるウラン238をプルトニウムに転換して核

分裂させる高速増殖炉によらなければならない．さらに，

水素，重水素，トリチウムなどの軽い原子核が核融合し

て重い原子核になる際に発生する大量のエネルギー一を取

り出す核融舎炉の開発も倹たれるが，その実用化は，早

くても21世紀半ば以降のことであろう．

　なお，原子力以外の代替エネルギー候補として，太陽，

地熱，風力，波力，燃料電池などのエネルギー一の利罵が

期待されている．しかし，あくまでも私見であるが，残

念ながらこれらの代替エネルギーは増加するエネルギー

需要のごく一部を賄えるにすぎない。むしろエネルギー一

供給のバランスを維持していく上には，省エネルギー一の

　　　　　　　　　　寄与の方が大きいくらいではな

　　　　　　　　　　いだろうか。余談にはなるが，

三20貸§

麺麟o麟

呂藤oO

駐登§魯

魏麟麟

20§静

§

19？玉

（現状外挿ケース）

王992
（傑）

2G鐙

図4　漫界のエネルギー講要予測

然カス＼

（省エネ強化ケース〉

2GiO

そのような意味からも私は，電

力貯蔵を可能とし，送電臓スを

大幅に低減できる超電導材料の

実用化がきわめて重要だと考え

ているものである。とはいえ，

もちろん上述した代替工ネル

ギーの利用に異を唱えている訳

ではなく，それらも地球上のエ

コロジーを乱さない範囲で，積

極的に活矯すべきである．

　以上のことから，向こう憩嚢

年問の世界のエネルギー政策上

の最大の課題は，いかに早期に

高速増殖炉の実用化を達成する

か，ということである。
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2．3　文明の進歩はバベルの塔

　物質文明の所産は，あらゆる薬に副作絹があるように，

程度の差こそあれ人類にとって，また，地球にとって有

害な側面を有している。それにもかかわらず，なぜ人類

は物質文明の進展を望むのか．そもそも文明の進歩はバ

ベルの塔の問じである。ノアの大洪水の後，人々が天に

達するような商い塔を築き始めたが，神は人間の潜越を

憎み人燈の雷葉を混乱させ，その工事を中止させたとい

う（創世記U章〉。文明の進歩を追い求めていくと，い

つの臼か神の怒りに触れるかもしれない。しかし，禁断

の果実を食べてしまった，すなわち，文明の恩恵を知っ

てしまった以上，人類は果てしなく石を積み，塔を高く

していかなけれぱならない。そして，人類が物質文明の

恩恵を事受しようとする限り，文明の所産の毒を制御し，

危険性を簸小限に抑えて，有用な面を最大限に利用する

ようにしなければならないのである。プルトニウムとい

う厄介な代物さえ，活用しなければならない所以である。

　原子力エネルギー，とくにプルトニウムの利用に反対

する人がいる．反対するのはある意味で簡単である。し

かしそれでは化石燃料に代わりうるほど大量のエネル

ギー一が得られ，しかも十分現実的といえるエネルギー一源

が他にあるのだろうか。もし，あるのならそれも結構で

あるが，これといった代案がないのに反対するのは，責

任ある態度とは書えない。

豊　高速陳型炉ゼもんじゅ』の
　　ナトリウム漏洩事件

3。響　「もんじゅ』の構造および

　　　今圃の事故のあらまし

事故の原因，真相などについては現在，「もんじゅナト

　　　　　　　　　翻製蹴緒

騨騰
翻綱藩　　　　　　　　拶謙轡←撃ウ菰

鰍

顯罰ンクリ榊醗　　　　　　　　　　　　過臓
鷺嶽整｝ワウム

斜

r

　　　糟

　　　　　　　　夕一ビン　鰹電総
　　　　　　　荏

管　　　　　　　　　　　　　　5轟　　　四’

．難，　　　∫ 腎轍■　“卜

　辮

　　　　　　　　　　蓬
　　　　　　　　　；

　　　　　　　　測

醐
【

墓「蓑置監崖畠　　　　購蓼　　　　　　　　　　　曇

給水承ンプ　． ゆ㈱
講　く灘承

」　　　　　　　　　　繍レブ

書盤撚承　ヅ働もガ糟ドベワ璽ル

　　図5

呼徽挨離　　　書疎窪郷環承ンヅ

　高速療型炉rもんじゅ」の仕組み

リウム漏洩事故調査・検討タスクフォー一ス」により調査

が進められている。このタスクフォースはその目的から

して今疑わが国で考えられる巖も適切な信頼で選るメン

バーで構成されている。いずれこのタスクフォー一スによ

り，正式な見解が示されるだろう。だが，これまで明ら

かになったことで，今回起こった事象のおおよそは推定

できるようになった。そこで，ここでは私がこれまでに

得た情報の範囲内で私の所見を述べる。

　高速原型炉「もんじゅ」の構成を図5に示す。機器の

基本構成は従来の商業用原子力発電プラントで数多く使

われている加圧水型軽水炉とほぼ同じである。ただし，

「もんじゅ」では炉心で発生した熱の取出し（炉心の制

御）および伝搬という2つの役目を持つ冷却材に水では

なく金属ナトリウムが用いられている。まず，原子炉の

炉心で発生した熱により1次系の液体ナトリウムが加熱

され，高温になったナトリウムが炉容器を出て配管を

通って中闘熱交換器に入り，ここで伝熱管壁を介して露

次系のナトリウムに熱が伝達される。熱を奪われ温度の

下がった1次系のナトリウムは，配管を通って再び蒸気

発生器に入り，やはり伝熱管壁を介して水を加熱し蒸気

にする。低温になった2次系のナトリウムは中間熱交換

器に戻り，他方，水蒸気はタービンに向かい発電に供さ

れる．「もんじゅ3の原子炉容器，主配管，中問熱交換器

などの構造材料はすべてオー一ステナイト系ステンレス鋼

である。なお，図呂は一つの系統を模式的に示したもの

であるが，ギもんじゅ」では岡様のループが原子炉容盟か

ら3系統出ている。

　今回，ナトリウム漏洩が起こったのは3系統あるうち

のCルー一プと称する系統の2次系の主配管である。rもん

じゅまでは中間熱交換器までが格納容器の中に納められ

ている．したがって中間熱交換器と蒸気発生羅とを結，ξ詑

次系の配管は，中問熱交換器の出入鑓の近くで格納容器

　　　　　　　　　を貫通している。そして，2次系の

　　　　　　　　　高温側配管が格納容羅を出てすぐ

　　　　　　　　　のところに図6に示すようにナト

　　　　　　　　　リウムの温度を計測するための温

　　　　　　　　　度計が取り付けられている．その

　　　　　　　　　温度計の形状を閣7に示す。温度

　　　　　　　　　計ウエル（熱電対を覆うさや管）

　　　　　　　　　は主配管（直径約5暮0繭，厚さ

　　　　　　　　　参．5懲搬）の管壁面を貫通して，ナト

　　　　　　　　　リウムの流れの中に差し込まれて

　　　　　　　　　水平方向に取り付けられている。

　　　　　　　　　配管壁面から少し入ったあたりで

　　　　　　　　　温度計のさや管が急にくびれて細

6
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くなったところがあるが，今回の事故は何らかの理由に

より，そこでさや管がポッキリ折れ，残されたさや管の

内側を通ってナトリウムが外部に漏洩したものである。

3．2　今園の事故をどう見るか

　これまでも，わが園の原子力プラントでトラブルが発

生したことは何度もある。しかし，それらの事例ではマ

スコミなどでどのように大げさに報道されようとも当事

者は意外に冷離であった。いずれの場合も見方によれば

問題が起こったことによって，卸って，その原子カプラ

ントの信頼雛が実証されたと需えないこともないような

トラブルばかりだったからである。ところが今回のザも

んじゅ」のナトリウム漏洩事故に限ってはマスコミや一

般の人々よりもむしろ，専門家や関係者の方が大きな衝

撃を受け，意気消沈してしまっている．

　事故発生直後，動燃事業団の事故現場のビデオ隠しが

発覚し，世間の指弾を浴びた。情報開示の点で動燃事業

団への儒頼を損なったことは否めない．しかし，こんな

ことを書うと叱られるかもしれないが，私は個人的には

あの時点でビデオをどの程度公開したか，しないかなど，

実は目くじらを立てるようなことではないと思っている。

あのビデオを～般の人が見たってただもうもうと煙がた

ちこめて何やら大変なことが起こったようだといたずら

に不安を煽られるだけで，実際には大して意味のあるこ

とが判る訳ではない。それより，事柄の本質の方がよほ

ど重大であり，この際それを理性的，科学的に見極める

ことが大切だと思うのである．

　さて，私は事故が起こった後，問題が起こったと見ら

れる温度計の構造を初めて新聞で見たとき，正直なとこ

ろびっくりした。えっ！こんな構造がrもんじゅ」の主

冷却系にあったのかと。かつて私たちが「もんじ刷の

主冷却系配管の構造材料や溶接施工法についての鷺＆D

（研究開発〉に取り組んでいたとき，あれほど広範かつ詳

細なR＆Dを実施しながら，その検討対象にこのような

構造は一度として出てこなかった。あるいは，この種の

温度謙ウエルは従来の原子力発電プラントやrもんじゅ」

に先立つ高速実験炉「常陽」でも十分実績があるので，R

＆Dの対象にならなかったのであろうか。もちろん私が

知らなかっただけで，このような温度欝構造を採用する

に当たっては，どこかで十分なR畿Dがなされたのかも

しれない。それにしても，どうも騰に落ちない。率薩に

書ってヂもんじゅ」の主冷却系のバウンダリー一を構成す

る構造として，この温度誹ウエルの構遣は直感的にはあ

まり適切でないように思われるのである、

　事故が起こって閥もなく，ナトリウム漏洩箇所は壌次

主冷却系高温側配管のナトリウムの温度を誹測する温度

計廼りらしいことが判明した．それからしばらく経って

から温度計ウエル（さや管）の細管部が折れて，消失し

ていることが確認された。私が温度謙の構造騒を初めて

見たのは，その間のことである。この温度計はまず，配

管外面に管台が溶接で接合され，さらに管禽を通して灘

管に差し込まれた熱電対を覆うさや管がその管台に溶接

で接合されて配管に取り付けられる。

　この温度謙の構造図を見て，私が真っ先に恩ったこと

は，管台とさや管との溶接部に亀裂が生じて，ナトリウ

ムが漏れたのではないかということである。その部分は，

管台の内側にさや管がはめ込まれ，外面から両者が溶接

で接合されている。しかし，このような継手設誹では管

台とさや管のはめ含わせ圃が一部溶接されずに残ること

になり，書うなれば初めからr切欠き」（材料の縁に局部

的にできたへこみ部〉が存在しているような構造である。

このような構造は，応力の集中が生じやすく，できれば

避けたい構造のような気がする。加えて，これでは放射

線透過試験法などの非破壊試験法による溶接部の贔質の

確認もしにくい、これらのことを考え含わせて問題が起

こったのはこの溶接部である可能性が高いと思った。

　だが，実際には私の推定とは異なり，上述したように

さや管の細管部が折れてナトリウムが漏洩したのであっ

た。その事実が判ってみると確かにこの部分もちょっと

7
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気がかりな構造である。このさや管は鍛造晶から削り出

して作られたものであるが，主配管の内壁面から25醗程

度のところで直径が22懸から鎗蹴へと急に細くなってい

る。この急に細くなった側のコーナー部は，やはり応力

集中が起こりやすい場所といえる。その上，厚さわずか

3㈱で，長さが蕊磁搬以上もある細長い管が液体ナトリウ

ムの流れに突き出しているのだから，何かの拍子にその

根本のところで折れたというのは，ありそうなことと書

えばありそうなことのような気がしないでもない。大体，

このさや管は精密部晶のような繊細な作りで，そこが壊

れたらナトリウムが外部に漏洩してしまう主冷却系のバ

ウンダリーの構造部材としてはどう考えても些か心許な

い。

　なぜこの部分をこんない薄く細長い形状にしたのだろ

うか。おそらく主な理由は，温度計測の応答性を高める

ため，ということであろう。つまり，さや管を薄くする

ことによって液体ナトリウムと熱電対との接触を良くし，

時々刻々のナトリウムの温度変化をできるだけ感度良く，

また，遅滞なく測定しようと意図したものだろう。それ

にしても細管部を驚0膿以上の長さにする必要があった

のだろうか。そこのところはどうもよく判らない。いず

れにしてもこの温度計ウエルの形状・構造が「もんじゅ」

の主冷却のバウンダリー一を構成する構造部材としてきわ

めて適切なものだと見る奪門家は，そう多くはないよう

な鉦がする．顧みて，この温度計の設計においては新し

い使用環境で使われる構造物ということに気を取られす

ぎて経験的な技術判断がややおろそかにされたというよ

うなことはなかっただろうか．

4　rもんじゅ』を生き返らせる
　　ための条件

4．嘱　設計電スがあったことを
　　　認めた方がよい

　結論として，私はこの度のヂもんじゅ」のナトリウム

漏洩事故は広い意味での「設計ミス」によるものだった

ということは認めざるを得ないのではないかと考える。

そうはいっても，ここでだれの責任かなどということを

詮索することはおよそ意味がない。何となれぱガもん

じゅ」が今臼の姿になるまで⑳年以上の歳月がかかって

おり，その開発に関与した人も膨大な数にのぼる。強い

て書うならば科学技術庁，動燃事業団，学協会，産業界

ならびに安全審査委員会など，関係したすべての組織お

よび人の構造的責任である。私とて産業界の一角で「も

んじ樹の初期のR＆Dに関わった一人として責任の一

端を免れるものではないと恩っている。

　折しも文芸春秋3月号に「もんじゅ」に関する対談が

掲載され，東海大学教授・古川和男氏が今回の事故につ

いてまるで織人事のように論評なさっているのを読んで

私は少なからぬ違和感を覚えた。氏はかつて日本原子力

研究所のナトリウム研究室畏として，高速増殖炉の開発

研究の当事者の一人だった人物である。今回の「もん

じゅ」の事故については，もっと痛みをもって受け止め

ていただいても良いのではないだろうか。もし，氏の主

張通りにしていれば今回のようなことは起こらなかった

とおっしゃるのであれば，その主張を通せなかったとい

う意味において，やはり氏にも間接的な責任があるので

はないだろうか。いずれにしても氏の姿勢は研究者とし

ての誠実さがやや希薄なように恩われてならない。

　ところで，「設計ミス」ということを開発当事者が認め

るのは大変難しいことだということは十分承知している。

しかし今，その当事者たちがすっかり元気をなくしてし

まっている．それは，あれほど丹精込めて作ったにもか

かわらず，その「もんじゅ」にどうひい・き目に見てもあ

まり適切とは書い難い構造があった，そしてまさにそこ

で問題が起こり，また問題が起こったことによって初め

てその不適切さに気がついたからではないだろうか。

　関係者や専門家が十分な自信を持てるようでなければ，

世間が納得する訳がない。したがってrもんじゅ」を再

生させようとするならぱ，関係者や尊門家がこれなら大

丈夫と太鼓判を押せるような万金の改善措置を講じるこ

とが必要である。そして，そのような改善措置を検討す

るには，その前提としてまず，2次主冷却系の温度計ウエ

ルは設計ミスだったということを関係者全員が認めなけ

ればならないと恩うのである．

4．2　どのような改善措置が必要か

　今回のナトリウム漏洩事故の反省を踏まえて，この際，

主冷却系のバウンダリーを構成する機器の設計仕様を基

本に立ち返って，細部に至るまで総点検してみることは

当然必要である。またとくに問題が起こった温度計に関

しては，私は次のような措置が必要と考える。

　すなわち，

　1）　2次主冷却系の温度計ウエル（さや管）の構造なら

　　びに主配管への取付方法を改善する

　21　温度計が万一破損した場合にも，ナトリウムがす

　　ぐ外部に漏洩しないように，主配管内部に差し込ま

　　れた温度計にはナトリウム漏洩防止のための2次的

　　な防護構造を新たに取り付ける

　このように書くと簡単なことのようであるが，いざ，
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この二つの条件をクリアーしようとすると，大変な困難

が伴うことは私自身良く判っている．しかし今回のよう

な事故が起こってし蒙った以上，この二つの条件が満た

されない限り，少なくとも私は技術者として「もんじゅ」

の安全性に霞僑が持てない。もし，どうしてもこの二つ

の条件を満足することができないというのであれば，主

冷却系配管の内部に温度計を差し込んでナトリウム温度

を直接測ることは諦めて，主配管を貫通した温度計は取

り払い，その跡を畜蓋で塞いでしまうしかないだろう。

そもそも，主冷却系の温度を計測するにしても，どうし

てもナトリウムの中に熱電対を差し込んで計測する必要

があるのだろうか。温度計測の応答性は少々悪くなった

としても，主配管外表面の温度を計測することによって，

所要の目的を達することはできないのだろうか。

　主冷却系の総点検に加えて，このいずれかの措置が実

行されれば，私は「もんじゅ」には確かに問題点があっ

たけれど，十分な改善措置を講じたから，これからはも

う大丈夫と，自分自身を納得させることができるし，ま

た，世間に向かっても自僑をもってそう説明できるだろ

う．

騒　おわ》に

　前にも述べた通り，人類がこの地球上に宋永く存続し

ていくためには，高速増殖炉の開発が必要不可欠な諜題

である。すなわち「もんじ綱に開発を成就させること

は，単に国家的意義があるだけでなく，人類史的な意義

がある。プルトニウムは確かに厄介な代物であり，その

利爾に反対することはむしろたやすい、だがそれなら化

石燃料に匹敵するほどの大きなエネルギー一を生み出すこ

とができ，急増するこれからの世界のエネルギー需要を

賄うことのできるエネルギー一源が飽にあるのだろうか、

私にはそのようなエネルギー源があるとは患えない。仮

に可能性としてはあったとしても，この期に及んで夢物

語のような次元の代案では手遅れになってしまうだろう。

ともあれ，自分たちだけ石油を湯水のように消費して，

そのお陰で快適にして文化的な生活を送りながら後はな

るようになれというのは，いかにも無責任である。数百

年後の私たちの子孫のために石油の無駄使いは，これか

ら極力抑制していかなければならない。また，他の麟が

どこも高速増殖炉の開発をやっていないのになぜ，わが

圏だけがやるのか，という意見も時折耳にするが，これ

ほど無定見な謡はない、大体，飽の国がやっていないか

らこそ世界のため，人類のためにわが国がその持てる科

学技術力を最大限に活かしてやらなければならないので

はないか。

　しかし残念ながら，その「もんじゅ」でナトリウム漏

洩事故が起こった。私は率直に蓄って漏洩が起こった部

分の構造に問題があったことは認めざるを得ないと思う．

極論すれば，この事故は起こるべくして起こったと書え

ないこともない．正式な調奄結果が出る前にこのように

断定するのは，些か早計に過ぎるかもしれないが，私は

この際，関係者が等しくその部分の構造に閥題があった

ことを認めることがきわめて重要だと考える．何となれ

ば，そうした前提に立たないと，事故が起こって初めて

明らかになった問題点を改称するための抜本的な対策を

講じることができないと恩うからである。

　「もんじゅ」の再生に向けて，一般の人々の理解と指示

を得るためには，まず，関係者や専門家が霞僑を取り藤

すことが必要である．そしてそのためには，これだけの

ことをしておけばもう大丈夫と自ら納得できるような万

全の改善措置を講じることが，是非とも必要である。そ

のために要する時間やコストや手間は惜しむべきではな

いと考える．

　私はrもんじゅ」が何とかしてこの難局を克服し，蘇

生してくれることを祈ってやまない。読者の皆様にもこ

の機会にrもんじゅ諺の人類史的な意義を改めて思い起

こしていただきたい。幸いにしてrもんじ樹が、慰を吹

き返し，高速原型炉としての所期の霞的を達成すること

ができれば，わが鷺本の福井県，なかんずく敦賀の地は

世界のエネルギー問題の解決に大きく貢献したrもん

じゅ」のふるさととして，人類の歴史に永遠にその名を

刻まれることになるだろう。

（膿総年2月鱒臓脱稿〉

・執簸餐略歴一・

　も夢・えいすけ．昭翻鷲年騒欝3騒臼，千葉県勝浦生塞れ．磁歳．選挙鷹は小選挙鷹千葉賛薩（購千葉県3薩）．鷹霞麗露党．昭灘

麟難3層東北大学工掌部金贋加工学科卒，岡鐸擁月耀塘難工業1株1入社。神芦，技衛概究漸にて叢に原子カプうントの新灘接技衛

の礒究開発鵜従箏、昭瀦灘隼礪犠古麗大掌か熱漂子カプうント研究威果によ》工掌博士号凌授与憲れる．昭灘灘算瞬社退社．平成

2隼2澱第鱒働衆議院選挙窃轟選，以後，箏年7月第鵜翻衆議院選挙，＄年鱒角第堀園衆議號議舞選挙に嚢選．箏成7葎胴から衆
畿醗鱒働婁愚会理事，騒隼蠣から翻鷺党広報篤部灘塞部畏，現鷹に叢る．趣瞭は議書，膏楽，灘ット．著書に『願子炉と設謙技衛毒

（薬著，大溝鐵版〉がある、
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C解通信

3．平成9年度後期主任試験技術者試験問題解説

閥題

　」聡Z3扮449鰭では，透過写真の必要条件として，階

調計を使鶏した透過写真においては，階調計に近接した

母材の部分の濃度と階調謙の中央の部分の濃度を母材の

部分の濃度で除した値（濃度差／濃度1で規定している。

この規定の根拠を簡潔に述べなさい。

解説

　」欝慧瓢⑪墨欝鱒1鋼溶接継手の放射線透過試験方法）

では，透過写真の必要条件として，像質A級〈前の普通

級〉及びβ級（前の特級1について，透過度計の識別最

小線径，透過写真の濃度範囲，階調計の値（濃度差／濃

度》の三項目と規定している。透過写真の必要条件とし

ては透過度講の識別最小線径が基本的には重要なもので

あるが，透過度計の針金が識別できるか，できないかは

主観的な判断であり，個人差も大きいことは周知の通り

である．そこで」欝規格では従来から階調計と使絹して，

必要な部分の濃度を濃度誹で測定し，濃度差を求めるこ

とによって客観的な手段によって透過写糞の像質の評価

方法を併用している。

　繊」欝では濃度差△刀の値で規定していたが，新∬Sで

は濃度差／濃度の値で規定している。

　階調計の濃度差の1一必）2）と試験条件としての綿／

（i＋麟　との関係は次式で与えられる。

　の董一一β2》×玉／γ罵一G．43農鵜一丁笠〉×μ欝／〈激娩〉×玉凪

　　　　　　　　・一一㊦9一⑫6一一⑱（1〉
　ここに，γ：X線フイルムの特性曲線の濃度かにおけ

　　　　　　る接線の勾配

　　偽一歎1階調誹の厚さ

　　　　海。；補正係数

　なお，海。については，ある大きさの階調謙の中心位置

での轍乱比パとし，試験体の母材での激乱比を脇とす

ると，為。灘α十パ〉／α十麓）となる。したがって，

ある大きさの階調計の値1△1）／鋤は，階調計の厚さ

為一一箔と叛収係数編の積を論。×（蓋＋鋤で除したω

式で蓑されることになる。（玉1式のγの値は母材部の濃

度玖と一次式の関係で与えられることから，左辺の似

一1）21×葱／γの値はのi－1）2〉／1）茎となり，この濃

度差／濃度の値は右辺の線質因子綿／〈1＋麟　を測定

して試験条件を管理していることになる。

　図嵐は濃度と識別最小線径4磁の関係を梅／α＋麟

をパラメー一ターとして求めた結果の一例であるが，綿α

＋駕）の値が大きければ細い線径ができ，μ欝／（蓋＋麟

の値が小さければ識別線径は太くなることが農く判る。

i．00

0．50

　識　別　　020
　最
　小
　線
　径　　0窪o

づ痴．（m納〉

0．05

0．02

0．01

μ観

　　　一置㎜｝ m玉十η

4「無0

≒0

OO＋PbO，03mm
0．20

．25

○．32

．40

．50

．64

．80
．0

．25
．6

．0

．5

．2

．0

．0

．4

．0

0．0

0　　　　0．5　　　1．0　　　1．5

一
2．0　　　　2．5　　　3．0　　　3．5　　　4．O

濃度D
籔唯　識別叢小線径
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4．連載教育講痙　第一圃

石川島播磨重工業㈱　荒川　敬弘

第一諾　金属・接合との出会い

　アー一ク溶接が発明されてからすでに玉世紀以上になる。

また，臼本溶接協会が設立され，本格的に溶接の研究が

なされてから50年になろうとしている。この間の世界や

臼本の高度成長の過程をみれば，溶接の果たした役割の

大きさを理解できよう。

　溶接の茜溶嚢は前は蚕熔’と書いた。火を用いて金属

を溶かして接含するのだからもっともな感じがする。い

つしか火が水に変わった。これを融接と呼んでいる．し

かし，接含はすべて融接によるとはかぎらない。

　グリセリンはよく水を吸収する。水と油は混ざらない。

もし極低温で水とグリセリンの固体を接合する必要があ

るとすれば，接合面の固体を局部的に互いに溶かし，固

めれば接合できることは容易に想像できよう．これが融

接に当たる．しかし，水と油の固体どうしではそううま

くはいかないことも想像できる。

　より融点の低いバインダーを溶かして接合するか，あ

るいは固体が溶けない程度の高温にして両者を互いに強

く圧着して接合することを考えるだろう。前者をろう接

と良い，後者を圧接と呼んでいる．融接，ろう接，圧接

を合わせて冶金的接合法と書う（図葉〉。

　ところで，接合の起源となると太古の昔にさかのぼる。

おそらくは人類が金属と付き合ってからさほど遠くない

時代に鍛接と呼ばれる技術を習得していたであろう。出

雲の国に古くよりたたら吹きと呼ばれる鉄の精錬法が伝

わっている。

　たたら吹きによって数トンもの鉄の塊が得られる．こ

の璽さ，クレーンもなかった当時では如何ともし難く，

高いところから石を落として鉄の塊を粉々にし，小さな

塊を火にあぶって叩き，繋ぎ合わせて使罵したという．

いわゆる鍛接は古代から使われていた．

金属接合法

一㌧　灘

一冶金的接合法

圧接

融接

拡散接合
超音波接合
摩擦接合
ガス圧接

抵抗溶接
力屡圧テノレミット溶接

鍛髪

冷間圧接
爆発溶接

ガス溶接

被覆アーク溶接
エレクトロスラグ溶接

テルミット溶接

サブマージアーク溶接
イナートガスアーク溶接

マグ溶接（含炭酸ガスアーク溶接〉

セルフシィールドアーク溶接

電子ビーム溶接
フラズマアーク溶接

レーザ溶接

麟竃

　ろう接　　　はんだ付（軟ろう付）

　　　　　（硬）ろう付

金属接含法の分類
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　人類が金属と出会ったのは，400G年前とも窃000年前

とも書われている、当時はたまたま出会った自然に産す

る金とか銀，あるいは銅を用いたと患われる。これらの

金属は極めて鏑びにくい材料で，塊として存在しても不

思議でない。アマゾンの奥で金塊発見などのニュースが

あっても不患議でない。逆に鉄などは錆びやすいから鉄

の塊発見とはなかなかいかない。鉄鉱石と呼ばれる鉄の

酸化物として世の中に存在する。

　人類が道具を手にした巖初の物は石器であり，石器時

代と呼ばれた．冑銅器時代そして鉄露時代とわれわれは

学んだ。しかし，鉄器時代が青銅盟時代以前に起こった

との説を読んだことがある。鉄器は錆びやすく，証拠と

して残っていないだけだという。農機異に使う道具を

持って時代を区別しているようだ。さすれば，現在はまだ

鉄器時代か？

　紀元前黛鱒O◎年頃には，すでに鉄鉱石から酸素を除去す

る製錬技術を学び取っていたとされている。当初はたま

たまたき火の後に鉄の金属が残ったのを発見したものと

思われる。鉄が空気中にある酸素と反応して酸素の化合

物（酸化物）になることを酸化と書い，酸化物の酸素が

奪われて純粋な元素に戻る作用を還元と呼んでいる。

第二謡　化学反応はどうして起こる

　ところで，かつては経験から学び取って矯いていたこ

れらの反応はどのようにして起こるのであろうか。私た

ちの周りでも多くの反応が起こっている。例えば炭を燃

やすと暖かくなる。炭素が酸素と反応して（酸化して）二

酸化炭素や一酸化炭素に変わる。炭が二酸化炭素に変わ

る反応は次のような式で示される。

　C＋Oゴ蜘COゴ・一溜一一一一（玉1
　玉個の炭薬原子（C）が1個の酸素分子（02〉と反応し

て1個の炭酸ガス分子に変わることを示している。原子

や分子蓋個は大変小さく軽く，数字で表すと大変に面倒

なことになる．そこで6．む2×逸023個の分子や原子の集ま

りを玉モルとして表すと，炭素蓋モルは12グラムとなる．

蕊グラムの炭を燃やすと94．iキ鑓カロリーの熱が発生す

る。このときC侮も6。G2×iG23個発生し，O℃，玉気圧で

慧欝、墨リットルのガスとなる。

　ところで，軽。02×玉023なる数字は何を意味するのだろ

うか。原子は陽子，中性子および電子の粒子から構成さ

れている．陽子や中性子の1個の重さは大体亙．臨7×ユ0伽

グラムである．この粒子を惑．G露×蓋G23個集めると1グラ

ムになる。電子の重さは陽子や中性子に比べると無視で

鷺るので，陽子6個と中性子ε欄と無視できる重さの嚇個

の電子からなる炭素の玉モルの重さは12グラムとなる・

　この値は周期律表に原子量として示されている。正確

には炭素原子i個の重さを麓として，これを基準に相対

的な重さとして示されている。窒素は14，酸素驚であ

り，窒素は7個の陽子と7個の中性子で，酸素8個の陽子

と＄個の中性子でできている。

　化学反応で熱量が発生することは，反応前の分子が

持っていた内部エネルギー一の和が反応後に生成した分子

の持つ内部エネルギー一の和より大きかったことを慧味し

ている．すなわち，熱量を発生させることでエネルギー

が保存されている。

　内部工ネルギーがより小さいことはより安定な状態と

書える。水が高い山からより低い平野に流れるように，

物質もより安定な状態に変化しようとする。自然界にお

いて物質はより安定な状態に発熱を伴って移り変わろう

とする。これを発熱反応と呼ぶが，しかし，自然界にお

いて熱を吸収して反応する吸熱反応も起こる。

　反応がどちらに進むかを物質の内部エネルギーだけで

は説明がつかないようである。エントロピー一の話を少し

しておく必要がある。エントロピーはSで一般に表され

るが，難解な概念のものである。エント欝ピーとはでた

らめさの尺度である。

　整理整頓の行き届いた人は消しゴムーつの置き場所も

決めている。常に引・き出しにしまわれた消しゴムを探す

のにさして労力を要しない．引き出しの中で消しゴムが

取りうる位澱の確立はさほど大きくない。

　キーパーソンともなると，とかくあれこれと気を使う

ことも多くなる。溝しゴム蓋個に愛情を注ぐこともかな

わず，いつしか机の上の書類の中に紛れ込む。引き出し

に比べると机の上はかなり広く，消しゴムの位置のでた

らめさは大嚢くなる。やがてとなりの人が消しゴムを拝

借していく。いつしか消しゴムは部屋中を動き回る・

　消しゴムの存在するでたらめさは極めて大きくなり，

エント慧ピー一は増大する。ここに熱力学の第2法則「エ

ント磁ピー一は増大する」が成立する？また，部量中を探

し回って消しゴムを探し，もとの引き出しに戻すには大

変な労力・エネルギー一が必要である。

　風船の中のガスを小さく縮めるには力がいる。先の消

しゴムの話と同じように，大きな容積に一定のガスが存

在するときに，ガス分子が存在する位置の組合せの確立

は，小さな容積中に存在するときと比べて大きい．エン

トロピーも大きい。エント慧ピーの変化もエネルギーの

変化として表される。したがって，どのような化学反応

が起こるかは物質の内部エネルギーとエント灘ピーを併

せて考えなければならない。

　ギッブスは圧力と温度が一定の条件での自由エネル
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一ク卿層陛8醒脚π即勢の
ギー：Gを次の式で考えた。

　G罵H一　（T×S）・Φ・⑤勝那露＠燭駆瞬（2）

　ここでは鷺はエンタルピーと書い，熱の出入りを表し

ている。すなわち，前述の物質の内部エネルギーの大小

を示している。T×Sはエントロピーに対応する量であ

る。化学反応は常にこのギッブスの自由エネルギーが減

少する方向に起こるのである．すなわち，エンタルピー一

は減少する方向に，エント鶯ピー一は増大する方向に反応

は生じやすい。

　一般に，温度が低い室温付近での反応では，エントロ

ピー一の変化はエンタルピーの変化に比べて小さい。すな

わち，反応は物質の内部エネルギー一によるエンタルピー

に支配される。このため，室温付近での反応は発熱反応

が起こりやすく，吸熱反応は起こりにくい、温度が高く

なるほどでたらめさの尺度であるエントロピーがより支

配的になっていく．水が高温で水素と酸素の分解する反

応は，より乱雑さが増大する反応であり，高温ほど起こ

りやすくなる。

　ギッブスの自由エネルギー一：

　4Go（c覆Dを用いて酸化・還元反応を考えてみよう。

闘体のA1が酸化して固体のAlρ3になると反応と，固体

のF奪が酸化して固体のFeOになる式を示すと次のよう

になる。

　2A裏十3／202瓢A夏20ゴ　・釦・り・◎…　　　（3）

　認Go　《c誠）　鶴一384，≦）0（）十㊨4．95T…　　　　（4）

　F総＋玉／202講EeO・一一一一一（5〉
　漁Go　（c議翼1　罵一62，050十玉4．～）5T・・魯・（6》

　（4）式は（3）式の反応のギップスの自由エネルギーであ

り，（⑳式は（5）式に対するものである。それぞれ絶対温

度＝Tの関数で与えられている。

　（3〉式から（5〉式を3倍して引くと次の反応式が得られ

る。（（3〉式一3×（5）式）。

　2躍一3F像篇A豆203－3F¢0腐一　㊥辱・・《7）

　書き換えると，

　2A茎十3F総0認A亙203十3F鷺働＠・②唇9織（8）

　このときのギップスの自由エネルギー一も（4）式から（6）

式の3倍を引いて求められ，

　∠l　Go　（c譲）　簾篇一玉9＄，750十20．10丁琳　傷　嬬晒駐　（9）

　（9〉式はA璽が固体である温度範囲すべてで負であり，

したがって（8）式の反応は左から右へと進むことがわか

る。すなわちA隻は酸化されてアルミナ（A璽202〉になり，

酸化鉄は還元されて金属鉄になる。

　念のため，（攣）式の自由エネルギーは（8〉式の反応で発

生する熱量を指していない。反応で生成する熱量は，（2〉

式のエンタルピーl　Rに依存する量である。ちなみに25

℃における（3〉式の生成熱：滋H298は黛モル当たり

菊Okc磁であり，（5〉式で63．5k嬢1である。したがって（8〉

式の生成熱量は，400一　（3×63．5）罵20験、駒kc雛が得

られる。この値は25℃（298。K〉での（麟〉式の値の

一192．76kc撮とさほど大きく違わない。このことは，低

温ではエント疑ピーlS式の寄与がさほど大きくないこと

と一致している。

　なお，（8〉式の反応をテルミット反応と書い，テルミッ

ト溶接として応用されている。アルミニウムの金属粉末

と酸化鉄の粉末を混ぜて火をつけると，多量の熱を発生

させながら酸化鉄は還元されて鉄となり，またアルミニ

ウムは酸化してアルミナ（Al203〉となる。還元された鉄

を例えばレー一ルとレー一ルの間に流し込んで接合できる。

父や母から戦時中の焼夷弾の恐怖をよく聞いた。この焼

夷弾もテルミット反応を悪用？したものである。

　ところで炭を常温で放置しても火はつかない。小枝を

燃やしたりして，かなり根気よく火を起こす必要がある．

一方，部屋に充満したプ鱗パンガスは大変危険である．

わずかな衝撃で大爆発を起こす．それでも爆発前には何

等かの火の元が必要である。

　反応が起こるには原子や分子間でお互いが衝突し合

う必要がある。大気中の酸素分子は炭の表面に絶えずぶ

つかりあっている。酸素分子は全てが一様の速さで動き

まわっているのではなく，お互いに衝突を繰り返しなが

ら速いものから遅いものまで確率的に存在している。一・

方，炭は個体であり自ら動きまわることはないが，炭素

原子1個，1個を見れば武者震いのように振動しつづけて

いる．

　ところで，反応が起こるためには，原子や分子閥の衡

突時に一定の運動工ネルギーを持って衡突する必要があ

る。このときのエネルギー一を活性化工ネルギーと呼んで

いる。常温では原子や分子の動きは大変穏やかであり，

反応を起こすに必要な運動エネルギー一（活性化エネル

ギー一〉に達せずに反応は起こらない。

　温度を高くしていくと，ガス中の原子や分子はより活

発に動きまわり，固体中の原子の振動も活発になる。こ

れに伴って，より元気よく動きまわる分予が反応に成功

するようになる．また，反応によって発生する熱量でさ

らに運動が活発になり，自然に燃焼が起こるようになる。

これを図で示すと図2（次ページ1のようになる。

　ところで，プロパンガスは大爆発を起こすのに対して，

炭の燃えるのは比較的穏やかである、これは反応に寄与

する表面積の違いによるところが大きい。プロパンガス

と酸素は互いにガスであり，適度に混ざり合っていると

反応が起こると連鎖的に反応が起こる。一方，炭は固体で
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C解通信

活性化状態の
エネルギー

炭素と酸素の

もつエネルギー

二酸化炭素の

もつエネルギー

炭素と酸素

炭素一酸素活性複合体

轟 準ルギー

応1、、曳　　’、、、

二酸化炭素

灘2　炭棄の燃焼におけるエネルギー収寛

あり，反応は固体表面に隈定して起こる。炭も粉にして

酸素と混合すると爆発が起こる。かつての炭坑での粉塵

爆発がこれに当たり，多くの犠牲者を出した苦い経験が

ある．

　最後に（且）式の炭の燃える反応をもう少し考えてみよ

う．大気中で充分な酸素（空気）を供給しながら炭を燃

やすと，発生した炭酸ガスは炭表面から大気に拡散し，

常に新しい酸棄が表面に供給される結果，炭はすべて灰

になるまで反応は続く。密閉された容露の中で炭を燃や

すとどのようになるであろうか。容器の中の酸素は燃焼

とともに消費され，炭酸ガスの比率が高くなり，やがて

反応は止まり，火は消える。

　（1）式を右向きの矢印で反応方向を示した。しかし，

じっさいには反対向壼方向の反応（二酸化炭素が炭素と

酸素に分解する反応）も同時に進んでいる。

　CO2→C＋Oゼー一一一㊨一・1謝
　（1）式は二酸化炭素ガスに比べて酸素ガスの比率が高

いほどより速く反応が進む。逆に（憩）式は酸素ガスに対

して二酸化炭素ガスの比率が高いほど反応はより速く進

む。すなわち爾方向の反応が互いに進んでいるのではあ

るが，見かけ上は，反応速度のより速い方向に反応が進

むように見える。また，両方向の反応速度が互いに等し

くなる二酸化炭素ガスと酸素ガスの比率で，見かけ上は

反応は停止しているように見える。これを平衡反応と呼

ぶ。

　C＋02饗COゼー一一聴一一・（U〉
　反応が均衡するときのガス比率は自由エネルギー：

雄Goを用いて次式で与えられる。

　滋Go器一RT播　（墾CO／欝02〉一ρ・一（丑2）

　こうした化学反応を利用して金属を精錬している。溶

接においても適正な溶接材料の組成が設誹される。

　今回の話は次の£柵の本を主に参考にした。大変わか

りやすく書かれている。もし，片道30分の電車通勤の時

間を利用できるとしたら，およそ玉週問で1冊読める程

度のものである。自勤車通勤されている方もたまには露

週間電車通勤に変えて読書に親しんでいただいてはいか

がか。

　・上野景平1化学反応はなぜおこるか　講談社（登LUE

　　　　　　βACKS）

　・堀　淳一1エントロピー一とは何か　「でたらめ」の活

　　　　　　用講談社（βLUEおACKS）
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z＝二二鷹7RU醒陛8醒脚π驚四9砂

5．随想

私と社交ダンスとの出会い

日本下水道事業団東京支社福膓工事事務所

　　　　　　　　　　　　近野　正弘

　ジルバというダンスの用語は，皆さん一度は耳にしたこ

とがあろうかと思います。このジルバというダンスは，ア

メリカの占領軍が最初に段本にもたらしたダンスで，占領

軍という旅人が生粋のアメリカダンスを土産として置いて

いったものです。

　私が最初にダンスを体験したのは，大学雛年の夏頃だっ

たと思います。先輩に新宿（歌舞伎町）のスナックに呼び

出され，将来の人生観等について，色々な角度から延々と

講義を受けている中で，「ダンス詳を体験することになり

ました。とくに，「ダンス」の講義は熱心で，時を忘れて

御教授を受けたのが，前述したジルバというrダンス」で

あります。

　大学卒業後，引越し貧乏といわれる職業を選んだことか

ら，fダンス謡とは全く無縁の世界にいた私は，7回目の赴

任先の秋田で，こともあろうにドダンス」と再会すること

になったのです。即ち，仕事仲間数人と忘年会後の二次会

（スナック〉でのことです。多少店内が混んでいたことも

あって，お嬢様達（昔のお嬢様達）のグループと同席する

ことになり，世問話に花を咲かせながら楽しく和気謁々と

酒を酌み交わしている時です，お嬢様の一人があろうこと

かrダンス」をしようと書い出し，結局私ともう一人の仲

間がジルバでお相手をすることになりました。大学時代の

教訓を思い浮かべながら，ジルバー曲を無事踊り終えテー

ブルに戻って一息入れていた時です。先程お相手をしたお

嬢様から葬常に強烈な書葉が私に浴びせられたのでありま

す。今の若い者は一一，そのジルバ全然違う一・・，

へたくそσ一・，まったくなっていない一一，酒ば

かり飲んでないでダンスでも習って体を一一，この非

常に無礼な謬葉が，私が本格的にrダンス」を始めるきっ

かけとなったのです。

　ここで「ダンス」の種類（種目）について講釈を少々・…，

　rダンス」は大きく二つに分けられます。一つは，モダ

ンという種類で，ワルツ，タンゴ，クイック，スロー等で，

もう一つはラテンという種類で，ルンバ，チャチャ，サン

バ，パソ等になります。読者諸氏がよくご存知のブルース

はモダン，ジルバはラテンと理解してよろしいかと思いま

す。

　さて，数臓後，紹介された「ダンス教室」でレッスンが

スタートすることになりました。ステップだけを覚えれば

fダンス」は簡単にできると，安易に思っていた私は，まっ

たく見当違いをしていたことに気づき，以後深みには嵌

り，現在に至っております。即ち，「ダンス」は楽しく，体

全体を使って，スピードと切れ味を持って，パ～トナーを

いかに美しく見せるかであると教わったからであります．

先生は現役の競技プ購のダンサー一であったことから，その

説得力には必然的に感銘せざるを得ない状況になり，した

がって以後私のレッスンは「競技会のためのダンス」とな

り，レッスン内容は段階的にではありますが厳しくなって

いくのであります。レッスンを始めて3カ月めの頃，私の

恒例行事である転勤が決まり，脅森に赴任することになり

「ダンス」を止めようと思いつつ挨拶にいったその場で一

方的に青森の知っている先生にお願いしておいたからの雷

葉であります。無視することも失礼と思い，育森に赴任し

てまもなく紹介された教室に挨拶に行くと，今度は今臼空

いているからレッスンでもして行ったらであります。必然

的に「ダンス」を止めることができなくなり，青森での黛

年間お世謡になり「ダンス」を続けることにしたのであり

ます、レッスンの内容は秋環の時とほぼ同様で，書われる

ことが，良く音楽を聴いてだの，良いバランスでだの，良

いタイミングでだの，良いポーズでだの等であり，費用と

時問をかけているわりには一向に上達した気がしないと

思っていた頃，現在のパートナー一を紹介され，カップル

レッスンが新たにスター一トすることになります．カッブル

レッスンの内容は想像以上に厳しくハー一ドなもので，恩が

あがり，足がふらつき，著ている物が汗でびっしょり，絞

れるほどでした。私が初めて競技会に出場したのが，カッ

プルレッスンを始めて4カ月目の嚢月，ギ全東北プロ，アマ

ダンス競技大会」という大きな大会で，緊張と不安で身震

いしながら踊ったことを記憶しています．当然のことなが

ら結果は，～次予選落ちであります。その後，失敗と恥を

繰り返しながらいろいろな競技会に挑戦し現在に至ってお

ります。

　私の恒例行事も活発で，青森から仙台そして現在は郡山

（福島県）と転勤していることから，必然的にレッスンも

たまにしかできなくなっておりますが，お互いの時間の合

う時を見つけては競技会に挑戦するようにしております、

　「ダンス」を始めて約憩年，「ダンス」は楽しく優雅で

なければならないと私自身思うようになった一方で，簸近

ようやく先生がよく書っていた「音楽を聴いて楽しむダン

スを」の意味がなんとなく理解できるように思えていま

す。思い起こすとアルコー一ルの力を借り，薄暗く狭い所で

大学の先輩に教わったrジルバ」，また秋田でお嬢様に浴

びせられた書葉等，時折り懐かしく思えてきます．もしも

何時の日か，あのお二人にお会いする機会があるならば，

今度は自儒をもって私の方から「先輩には御教授申し上げ

たいと，秋田のお嬢様には是葬一曲お相手して頂けます

か？」と書おうと思っている次第であります。
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窃．ローカル・インフォメーション

東関東非破壊検査研究会

　事務局長上野　道昭（関東エンジニァリングサ＿ビス〉

　新年明けましておめでとうございます。

　主題のことで原稿のご依頼を受けましたが，研究会と

しての歴史は浅く，池地区の情報を収集し参考としなが

ら会を運営している状況です。当研究会の発足当時を振

り返りながら近況を述べさせていただきます。

　当会は，臼本原子力研究所大洗研究所の大岡紀一先生

の呼びかけにより，平成3年6月に茨城，栃木，埼玉県内

およびこれに隣接する地域に事業所を有する団体または

個人を会員として相互の検査技術の向上と情報交換およ

び親睦交流を図ることを目的に懇談会として発足し，臼

立エンジニアリング（株）の小暮会長が初代の会長に就

任しました（平成9年4月現在で本社数蔦，出先機関⑨

の茄事業所〉．

　手始めに，平成4年に竹中克己民く非破壊検壷（株））

さらには井川敬之民（アイ・エム・シー）による超音波

探傷試験技術講習会を企圃・開催しましたが，実施方法

や参加者レベル，協賛団体等で多くのご指導を受け，事

務局としての汗顔の至りで以後の講習会の勉強となりま

したことは記憶に新しい所であります。

　このように講習会等の場数を踏みながら，平成6年5月

に懇談会の名称を変更して現在の研究会とし，研究発表

の場を設け，年次総会に合わせてその都度，研究発表5～

轟件，研究会の外部の先生方の協力を得て特別講演会やパ

ネルディスカッシ鷺ンを実施してきております。

　勿論年間行事として葬破壊検査技術者のレベルアップ

や受験対策のための講習会，特に建築鉄骨関連の方々の

参加を頂いての超音波探傷試験を数回実施しております。

　平成轡年度は下記に示す6件の研究発表および特別講

演と，それに関してのパネルディスカッシ欝ンを行いま

した．

　1研究発表1

　＆．表面波探触子による配管架台接触部の腐食調査　非

破壊検査

　露。UT検査記録の自動作成システムの開発　日立エン

ジニアリング

　3．配管の診断とメンテナンス

　　管内走行装置の凍結化技術　シーエックスアー一ル

　4．“破壊検萱勢会社の非破壊検査・試験　住友金属テ

クノロジー

　5．鉄筋圧接部施工における超音波探傷試験と引張機会

試験の対比と整合性について　関東エンジニアリング

サー一ビス

　6．超音波探傷社内検査とPL法　大建鋼業

　［特別講演ユ

　　日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷規準・

同解説」扮弱改定（第三次）説明

　　講師　倉持　貢（清水建設株式会社　技術研究所建

設技術研究部首席研究員）

　現在は，茨城県鐵構工業協同組合（北島甚一郎理事長）

の方々との相互協力のもと，またの臼立建機EA事業部の

小倉幸夫先生，清水建設技術研究所の倉持貢先生をお迎

えし，ご指導を頂鷺ながら各行事の企画運営を図ってお

ります。

　平成笈0年度からは葬破壊検査業界にとって，また当会

にとってもかなりの変革の年となることが予測されます。

それには欝0佛鴛に基づく新認証制度の導入に伴う教育

訓練についてJSNDIの各支部および研究会等の役割，現

金構連鉄骨超音波探傷検査技術者の臼本鋼構造協会「建

築鉄骨技術者制度薩およびCIW検壷事業者協議会が共岡

参爾しているAWA認証機構の「外観検査技術者」の動向

等に濫目しつつ，とくに建築鉄骨に関しては地方地域密

藩型の方向で葬破壊検査技術の研鑛およびポテンシャル

向上を図るべく活動をしていく所存であります。

　懇談会から研究会へ，そして将来的には支部の創設へ

とつないでい慧たいと考えております。関係各位の皆様

におかれましては宜しくご指導いただきますようお願い

申しあげます．

16



Z二二二Z二Z7側耀取W脚荘鳥四鋤

7．協議会だよ砂

颪　平成ゆ年度CIW検査事業者協議会秋期総会及び創立

撮周年記念式典標題の秋期総会および記念式典を次の

とおり開催しました。

工，臓　　時：平成9年欝月賂日（木）　簸100～20：00

2．場　　所：浜松町東京會舘

3．秋期総会：出席会社　総社

　11）C亙W検査事業者協議会会則の改定ゴ賛助会員制度

　の導入および秋期総会は義務規定としない」の2項に

　ついての改定案が承認された。

　（鋤平成懲覗1年度役員選挙の実施について承認された。

　（31平成鼎年鐙月田付で㈱ゼネラル検査技術および

　照國エックス線㈱の2社が新規に入会された．

　（4）その他：欝周年記念式典の確認等

4．記念式典および記念祝賀会

　　（詳細については，RUMPES　Vo豆．U，Nむ．4のqW

　　ニュース・ラウンジをご参照ください．1

　なお，総会，記念式典および記念祝賀会のアルバムを

有償配布（約5000円1いたしますので，ご稀望者は協議

会事務局にお問い合わせ下さい。

鷲．米国NDTツアー

　平成嚢隼難月7澱～同U月蔦日の験臼間，検査会社

等の有志により標題ツアーが実施され，次の箇所を訪問

いたしました。

　蒐、訪問先1（叉）環サンジェルス市役所・建築安全局

　　　　　　（21MQS　INS澄ECTION，脳CO獄PO－

　　　　　　　　RATED（カリフ貯ルニア》

　　　　　　（3）ALASKAN　COPPER　AND　BRASS，

　　　　　　　CO．（シアトル）

　　　　　　（4）AEROTEST　OPERATIONS　INC．（サ

　　　　　　　ンフランシスコ近郊）

　欝．訪問結果の概要1

　　風）　環サンジェルス市役所・建築安全局（以下ロス市

　　　とする）

　　　ロス市のインスペクター制度と検登会祉の係わ

　　　り方等についての実状をヒアリングした。（以下は，

　　　通訳を介してのメモであり，少々の語記があるか

　　　もしれません）

　　①矯ス市・建築安全局には，三つの部門B雛e癬

　がある。その一つに検変管轄部門（X難欝ctio簾

　R瓢餓犠）があり，今回はその中の材料管理諜

　（M識r爆Co蹴or窃艶ctlo簸》の方々の応対を受

　けた。この課には響名の主任検査官（舗癒鍵

　1難脚ctoのがおり，検査機関（A欝蹴〉の承認

　（A搬鐙vel，特殊工程検査および施工中検査の任

　に，順に工名，1名，3名が当たっている。（組織

　図入手1

②米團建築基準法は各種あるが，耐震基準も含

　め最も厳しい基準が全米建築基準（UβC　l

　U蚕鉛r騰E麟磁無霧Co漉1であり，購ス市はこ

　れをモデル（基準〉としロス市の固有事項を加

　味，修正し市建築基準条例を制定している．ロス

　市は全米で安全についての諸政策実施が一番厳

　しいとのアピールがあった。

③検査（夏難辮轟o雛）については，条例（若しく

　は，上位のコード）により第三者検糞制度となっ

　ており，市として市検変官（C鯉翼薦辮ct豊o額）が

　おり，その下部に市が認証（A鞭驚v綴〉した民

　間の検糞窟（S欝c爆撫s斡ct艦雛D難燈就y

　I聡欝cto鴛約濃OG人〉が位置づけされている。

　市管轄下のすべての建築物，構造物検査はこれ

　らの検査官の下に，各施工段階で行われる．

④実務的には，建築主雇用の民問の検査富が対

　象物（建築）の検査を全面的に受け持っており，

　各建築ステップ毎に所定の検査結果を市に報告

　し，市検査官の承認を受けた上，次のステップに

　進む仕組みになっている．

⑤　一方，市として試験機関（丁鈴t　A騒鱗cylを認

　定（A脚rov¢）登録しており，市管轄下の建築構

　造物の試験（例えば地質試験等1・検査（例えば

　非破壊検査等〉はこの登録機関（会社，研究所

　等1のみ実施できる。

　　現在，登録試験機関数は全世界で，黛器社あ

　り，その内驚％14G社）がNDT会社である。鵬

　％は，地質，音響，コンクリート関係等の試験

　機関）鷺ス市（人口360万人〉のみでは，約蔦

　社のNDT会社が認定されているとのこと．

⑥　NDTの資格については，ベースはASNT資格

　（3資格1であるがロス市としての追加指針に基
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輪農，、諦瑠』鱗蕪

　　づいて認証を行っている。NDTの実施は資格灘

　　以上が行う。

　⑦溶接技術者についても，AWSの認証に加え，

　　　撚ス寮独自の認証を行っている。（約欝OO人／

　⑧従って，NDT等の実施は，民闇の検査宮監督

　　下で実施されることになる。

　⑨溶接部検査の主体は外観とUTである。

　⑩その他僕際の現場でのUT検査実施状況，不

　　具合事例の写真回覧等あり1

　極めて公開的，丁寧な対応に接することがで懸，我々

の引奮続く質問の便のために，E覗認アドレスの紹介

が先方から懲主的にあった。観在，追加質問事項を準

備中）

　21会社訪問
　　難社を訪問し，実際の検査状況を見学で藷た。概

　　要は次のとおり．

　　　（以下，内容を含め順不同に記す1

　　一盤社は，全米で33ヶ所（主要な
　　州1に事業所を所有し，従薬員数簿む人，年問売上

　　高轟⑪Oむ万ドルで航空機関連船％，医療晶関連賂

　　％，その櫨蕪％の検査（カタ潰グによれば教育講

　　練も実施）を事業としている．訪問した鶯サンジェ

　　ルス事業所（従業員暮嚢人；売上高盈む0万ドルこ灘

　　ス市の認証試験機関〉では，航空機関連，医療関連

　　などの多岐多種にわたる部晶についてRT，UT，

　　欝丁，NT検査を見学できた。平均年齢騒む才で女性

　　従業員（検査輿施者／も徽見され，また写輿撮影も

　　（）Kで構報公開型の明るさが感じられた．

　　　一方，設備的には古いものも多く永く丁寧に使

　　購されている感を受けた

　　　また，検査終了晶には検査実施者マークが入れ

　　られており，技術的にも趨僑に溢れていた、

　　　各種大型設備の現場検査用の獄丁車1罵人乗り

　　宿泊トレーラー付き／があり，γ線源としては蜘，

　　鞭の欝キュリー一～巖大憩嚢キュリーを使用してい

　　るとの説明があった．すべての業務驚車の車体に

　　ヂ（）雛聾磁糀捻始Q眼麟tyjのフレーズが社名と

ともに明記されていたのも印象的であった。

　米国の検査関係の団体としてはNDTMA　INDT

M灘確融搬繍t　A欝鱒d農t沁額〉があり，参加機関約

露OGのうち検萱会社は約蔭0社とのことであった．

　検査に関して瞬Sでは賠償保険をかけているとの

こと．

　次のA蟹破総t　O鉾撒t沁鷺社は，中性子ラジオグ

ラフィーの導門会社で，社畏は縫系二世，説明壷受

けた晶質保証諜長は朗らかな女性で，この二人が

社のレベル瓢であった。従業員数は意O名であるが，

中性子ラジオグラフィーを専門とする民間の会社

は，米國では2社（もう玉社はGE〉のみでA蟹α総t

社が業務量の驚／3を行っている。検査対象晶の多く

は航空機関連部晶で，中性子源としては欝本の浅

間には存在しない中性子発生炉（リアクター1を使

胴している。これは粒子加速羅や灘による中性子

源に比べ中性子密度（エネルギー1が高く撮影時閥

が短くて1部晶の場合慧～3分／回1すむ理由によ

るとの尊門的解説があった。中性子発生炉の薩ぐ

近くで糞際の部晶撮影法を見学，その後のフィル

ム現像処理工程や，多くの検査対象について詳細

な説明を受けながら見学で壼た。検査結果の評価

についても不具合部晶の処置構洗浄，再撮影評

価〉法も含め詳細な説明があり，技術的にも，晶質

保証に対する考え方の側面からも立派な会社との

印象を強く受けた。

　それにも増して，ここでも情報公開型の会社の

明るさ，非破壊検董の位置付けの寓さ等，導本と異

なる文化に触れることがで鷺た。

一社は，上記欝社が非
破壊検査專門会社であるのに対して，特殊鋼，耐

熱・耐腐食鋼，非鉄・特殊金属を使用し，各種部晶

や圧力容器，熱交換雛，石油精製装罎，化学プラン

ト，船舶，製紙等，のプラント構成要素（船舶用煙

突，排気・排水ダクト，化学矯撹幹棒等）を製造す

る会社である．従業員数約響む癖人で，非破壊検査と

しては蕪丁と狩丁を行っており，ASNT資格者は，レ

ベル叢　暮人，レベル灘　盈人。主としてRTの説

明を受けた。

難．協議会の齢撫癬アドレスは，次のとおりです．

　　雛嘘74＠熱熱航離鐙
惜報をお寄せ下さい．
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＄．お知らせ

　平成扮年度のαW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．詳細は後欝3月中旬に送付の案

内パンフレットを参照してください．また、締め切りはそ

れぞれございますのでパンフレットにてご確認ください、

　（欝　C夏W主任検査技術者及び主任試験技術者試験

　前期　1次試験　平成欝年聾月24臼　（鋤

　　　　　　　　（東京地区／広島地区／大阪地区1

　　　　露次試験東京地区：平成憩年7月難灘（土1

　　　　　　　　北九州地区1平成10年7月U日（土）

　　　　　　　　広島地区1平成憩年7月慧購（土1

　　　　　　　　大阪地区1平成鱒年7月濃臼（鋤

　後期　薫次試験　平成憩年U月絡臼　（鋤

　　　　　　　（東京地区／北九州地区／広島地区／

　　　　　　　大阪地区1

　　　黛次試験東京地区；平成麓年五月認縫（土〉

　　　　　　北九州地区；平成n年玉月23黛（土）

　　　　　　広轟地区1平成慧年葱月器騰α〉

　　　　　　大阪地区1平成麓年玉月鍛縫1印
（2）　溶接部の検査に関する研修会

前期　東京地区：平成舞年4月2膿（土1～2銀償〉

　　　大阪地区1平成欝年4月2葬欝（土ll～麗鷲（鋤

　　　広島地区ξ平成薫O年暮月9鰍土1～罵鰍鋤

後期　東京地区1平成憩年憩月2蝦（土1～欝欝償1

　　　大阪地区：平成紛年鴻月滋鰍土1～2頒旧1

　　　北九州地区1平成憩年憩月瓢灘　（土）鯨

　　　　　　　　　　　　　　1五月五購編1

rCIW通儒澱U醗P鷹S』の原稿募集

C夏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rC豆W通信：RU瓢PEl鋤にいたしたく，皆様方の原稿を募集して

おります。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。

　なお，本年より，『C璽W灘謙RUMPE鋤に関するご意見・ご要望等を電子メー一ル1聾

騰麟でも受け付けることが出来るようになりました。アドレスは，E．鎌i蚤麟w＠jw膿鑓鞭

です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C夏W通信編集委員会
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　RUMPES　ICIW通信1発刊以来，蓋2年目を迎えようとしている。これだけ続けてこれたのも，関係

各位，読者諸氏のご協力の賜物と感謝の念を禁じ得ない．故仙田先生から“まあ，五～2年も続けられ

れば良いか。”というご薫陶1？〉をいただいたことが効いたせいだと思っている．

　さて，Voi．12から表紙のデザインを一新した。公募に応えて，優れた作晶を多数応募していただい

たが，その申から選ばれた秀作である。

　聞けばこのデザインは女子中学生の作晶とのことであり，次の時代を担う若い世代が，我々の活動に

も関心を寄せてくれていることを知り，心強い思いがしている．また，この号から，検査機器メーカー

の広告を掲載することになった。広告が読者のお役に立つものと期待している。

　今回，森英介衆議院議員に6導もんじゅ’9関連の記事を特別に寄稿していただいた。氏は，我々と一緒

に弱もんじゅ鯵を開発した仲間であり6‘もんじゅ”に対する熱い思いが伝わってくる。これからも，機

会を見つけては，ご投稿をお願いしようと思っている。また，初めての試みとして，荒川民にお願いし

て連載教育講座を担当していただくことになった．必ずや，読者のお役に立てるものと確信している、

　これからも読者諸民のご指導をいただきながら，αWの意見交換の場として，関係諸氏のお役に立

てることを切望している。固いものがある一方で，軟らかい、慰抜壼もできれば何よりである。我々，

qW通信編集委員のRUMP鷺Sではなく，読者諸民のためのRUM蔓鷺＄に脱皮できるよう微力を尽くし

たい、そのためにも，読者諸浅からの投稿・ご意見をお願いして，編集後記としたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長　江端　誠
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