




1．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来

日本原子力研究所大岡　紀一

嘔．はじめに

　CIW通信編集委員会より読者である各種検査技術者が

理解できるような内容でr各国におけるNDTの現状藩を

紹介してほしい旨の執筆依頼があった．

　アジア・太平洋諸国の葬破壊試験の状況は筆者が後述

する脇EA（團際原子力機関〉に関連する工薬利用プロ

ジェクトの中で紛82年以来現在に至るまでトレーニング

の講舗及び実習指導員として行って鷺た経験と各国の

欝0禦膿に基づく認定制度（現在は認証制度であるが当

時はこの用語を使用）確立のために協力したことなどを

基に，まず閥Aなどの活動状況を紹介し，さらに各国の

現状についても触れてみたい。しばらくの間お付き合い

頂き読者の皆様のご参考になれば幸いである．

黛．地域との恥τの出会い
　国際化のムードが高まりつつあった紛80年シンガポー

ルSXSXR（S量翼聡鞭o驚X灘s癒騒鰺o《St灘《簸rd鋤α1n農膿餓滋磁

R¢醗鍵磁1において，第裏回の葬破壊試験講習会が開催

された、これは国際原子力機関（夏A鷺A：亙滋齪膿t沁照1

AtO瀬c翫雛零y　A霧e駕y）の中にアジア・太平洋地域

（R曙io翻）の開発途上国を対象としてアイソトー一プ・放

鮒線利用を中心に原子力平和利用分野の研究・技術協力

を行うRCA協定r原子力科学技術に関する研究・開発及

び訓練のための地域協力協定」《Re騒沁餓Cかo鉾膿t玉v¢

A霧騰騰ntだorR¢s鰍磁，D磁憾OP鵬蹴雛磁丁細簸量織窪

驚撤鋸to　N騒c1奪麗Sci鎌韓丁鰹瓠no沁霧y）により実施さ

れているru翼D野RCAアイソトープ・放射線工業利用誹

画」があり，その中の5つのサブプ鷲ジェクトの一つで

あるギ葬破壊検査凄に該当するものである。ここでUNDP

（U磁綴N議ti《》ns　D¢vdの瓢¢就Pro霧総m驚◎は国連開

発援助プログラムである。すなわち，アジア・太平洋地

域におけるNDTの活動が1AEA／UNDP／RCAの形で計画

され，その実施が現在に至っている．

3．日本のIAEAIUNDP厭CA計画
　　への協力

3．電　協力に至る経緯

日本はB7呂年呂月にRCAに加盟したが紛80年代の当

初表1に示す13の参加国であったが1984年に中国，そ

の後第3期計画（1993年～）以降モンゴルとミャンマー

が参加しさらにニュー一ジーランドが加わって，現在合謙

i7ヶ国となっている。

　濤本が1卯8年に行った調査の結果，RCA諸国では非

破壊検査に関する教育訓練は殆ど行われていないこと及

び十分な非破壊試験の技術を習得しても，検査技術者と

してその技量が認定されていないため技量認定機関の設

置が必要であることが明らかにされた。これらの調査結

果は勧告としてUND欝会議で承認され，早速，教育プ撚

グラムを検討する作業部会が発足し第風回を欝＄O年シン

ガポールで開催した。当初のメンバーはオー一ストラリア，

日本，インド，シンガポー一ルの4ヶ麟の委員で構成された

が巌2に示すように第3回から瓦G灘瓢o朧氏，第筋回か

ら筆者も参加することとなり作業部会はND夏鷺x欝鉱t

Work量㎎磁o騒登（EWGlと改称した。この鷺WGは紛雛

年9月のインドでの開催まで験回開催され同年から各国

のNDTの専門家としての代表者による構成となり

N額o戯C騨磁隠t麗（N．Cl会合と再度改称し，翌紛＄β

年憩月から第2次5ヶ年計面として第2期計爾が開始し
た。

3．2　臼本非破壊検査協会の対応

　第1回の顧問会議が鍛呂0年憩月に開かれてRCA諸国

内で技量認定を実施することを目標として，UNDP工薬

ブ覆ジェクトの中に5ヶ年誹画の非破壊試験講習会を禽め

た原案が作成されRCA諸國へ提出し検討を求めることと

表壌　農CA／照》写辮瀬墾加岡

RCA加盟麟 委員・講麟 受　講　生

A雛＄t臓鵬
×

B雛幽綴es蝕 ×

1麟ね × ×

璽麟o簸e晦 ×

J毅鍛 ×

恥驚縫 ×

臨靱臨 ×

P織滅st繊 ×

P駐鞠蜘¢s ×

S豊噸騨e × ×

s嫉L徽擁 X
丁臨灘麟 ×

V撤照灘 ×
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籔2　作業部会構成
「　麹　名

氏　　名 職　　　　名

紳鍵 丹羽　　登喜 千葉工業大学，欝本非破壊検査協会技量検定委員会委員長
ガ 大谷　清史 A灘豊薮c縫盤　B¢r逡段縫（》f　S血i夢pi鷺墓

〃 大岡　紀一 臼本原子力研究勝大洗研究所
A疑st撒套捻 R．G嚢灘磯劉 C蝕癒鋤縫，Q囎鮭薮c就量o総猛o＆撮，A疑蕊盤三三鑓置総娠翻艶o董No鍼難st澱ct三vε丁豊sti鷺霧

夏総捻 獄、RW隷灘繍k鍵 魏猛馳窺蹴o面c　Rεsε謎rc蝕cε薮敏，β幡b響

塵驚 0豊霧C．鷺． S三豊霧斑》o業融　夏簸s雛窟腿亡e　S亀壬瓢遣窺撮書　置織（葦亙灘豊鑓就蝋窪薫鷺εs豊盆買コ麗，Si鷺鑑鵬欝《》rε

‡婁員畏

なった．この会議後扮呂0年n月，麗Aの放射線計測機

難メンテナンスの計画訓練にかかわっていた宮川一男理

事（当時新日鉄）から日本非破壊検査協会へ前述の件が

打診された・これに対して当時認定委員会・国際活動委

員会の丹羽登委員長が窓口となるとともに第2回の鷺WG

から＄撫撮沁暮磁愈鐙鐡として，また，大谷溝史（当時

A難S）民と筆者が鷺WGに参加して日本も積極的に工業プ

讃ジェクトに協力することとなった。五鍵6年には第亙期

計爾が終了することとなり，玉繋7年以降の第2期計画へ

の協力要請が外務省より尾上守夫会長にあり，教育委員

会の中に国際教育小委員会を発足させ筆者が委員長と

なって第蓋期の計画を引きつぐこととなった。第1期と第

黛期の約扮年にわたる工業プ滋ジェクトは逸鱒蓋年末で終

了し雄鍵年以降は新たに環境保全プ資ジェクトとしてス

タートすることとなった。これ1こ関しても外務省から岸

輝雄会長宛のRCAの事業に係わる協力要請がありこれに

基づき活動を進め現在に至っている．

ンガポールコー一スより高めることと，RT及びUTに

重点を置いてそれぞれ2週聞コースとする。そのため

には多数の良い講舗陣が得られ，実習の経験が豊窟で

かつ実績のある日本非破壊検査協会（東京〉で行う．

なお，RT及びUTの別ぐの専門家が東京のコースに参

加することは予算的にも無理なことから同じ専門家が

2部門参加することとなった。

　1980年から1盤6年の間に開催したNDT講習会にお

ける国別参加者数を表3に示す。

　　　　　　　　参考文献
叉）　丹羽，大谷，大岡：qA翼姻DT教育・認定計圃につ

　いて諜非破壊検査，vo豊、33（12841，N畿3，麹瓢玉一2”

2）大岡，寺田，大谷，丹羽言αAEA／RCA－NDT教育計

　画・報告」非破壊検査，vo玉．37，（1988），N婦1，鞭8蕊一

　＄60

3。3工業プ鶏ジェクトにおける骨子

　EWGにおいて今後進めるプ籏ジヱクトの検討を行い，

次の様な結論を得た．

（璽）　トレー一ニングコースヘの参　　　　　　　　　　　　　籔3　縫CA一韓P了講習会翻勝加轡数

　加者〈受講生〉は，ホスト国以

　外は数が限られるため各国と

　も充分に受講生の資質を吟味

　し，選定するとともに将来自

　国の諜破壊検査分野における

　中心的役割を果たす人材育成

　を目指す（これは将来の資格

　認定制度を考慮したもの〉。

（露）技術レベルについてはまず

　非破壊試験全般（欝総r謝を

　含むものとする。そのために

　は鷺£A諸国の地理的条件から

　その中心であるシンガポール

　でトレーニングコー一スを開催

　する。

（3）　ASNTのレベル班を目指し
　　　　　　　　　　　　　　　　寧印：脇鷺Aから旅費を受けていない参加者
　たいという鼠CA諸国の要望に
　　　　　　　　　　　　　　　　三）S亙N濃S癒9謹夢orε
　応えて，講習会のレベルをシ　　　2）中國が三984年まで空欄なのは置醗Aに撫入していなかったため

（次号へ続く）

第一回 第二醸 第一回 第三回 第二回 第三繕

國　名
SINエ） S脳 東京 s脳 東京 東京 合　謙

1980．10 三982．鐙 ig83．嚢。12 1984，欝 三985。9。9 藍986。9．＄

11－29 磯o．7 亙49 40．4 40．3

β鋤蜘魂ε曲 0 玉 ○ 蓋 蓋 o 3
c短盤2〉 一 皿 ㎜ 皿 2 玉 3
夏磁細 2 乱 i 蓋 工 1 7
亙鍼o澄総始 2 2 蓋 1 1 三 8
Ko鐙議 0 蓋 ○ 2 裏 1 5
瓢幽ysね 2 4 2 4 2 2 玉6

猟瓢s捻鞭 2 o 蓋 3 1 ユ 名

難蜘麺εs 蓋 o 倉 笈
（） 1 3

s蓋盤9縫紳騰 玉0章 7象 窯 7療 i i 4十24率

S蝋L雛k農 2 2 驚 1 i i 9
丁翻藍i窺翻 2 4十4零 2 5 i 1 15十4寧

s鋤Toね蓋 13十亙0寒 15十11＊ 五蓋 蓋9十7象 i2 u 8ユ十28＊

丁畿3夏 23 26 猛 26 i2 u 鐙9

参加国数 8 呂 7 三〇 蓋（） 玉0 1ユ
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2．学校の耐震補強工事と溶接検査

㈱富士検査工業堀部　信義

嘔．はじめに

　阪神・淡路大震災をうけて，平成7年に制定された「耐

震改修促進法」「建築物耐震改修の促進に関する法律」が

施行され全国的に既存建物の耐震診断と補強工事が進め

られている。首都圏においても学校校舎の耐震補強工事

が神奈川県，横浜市等を中心に推進されている。園1に

阪神大震災における神戸市中央区の建築物の被害状況を

示す．特に昭和56年以前に建築された現行の耐震基準を

満たない建築物の被害が顕著であった、一方，それ以後

に建築された新しい建築物の被害は軽く，現行の耐震基

準はおおむね妥当なものであると考えられている。この

ため，国民の生命，身体及び財産を保護するため，現行

の耐震基準に適合しない建築物の耐震改修を行うことを

全国的な課題として早急に行う必要性との認識から法制

化されたものである。この夏休みに集中して数十校の耐

震補強工事を請けて溶接検査を行った．本稿は，耐震補

強の概要と溶接検査の現状について述べる．

慧．耐震補強の概「要

耐震補強工法には次の3種類が採用されている。

（i〉　鉄筋コンクリート造の壁を既設柱梁（ラー一メン架

　構）に打設する．

（2）　鉄骨フレー一ムを既設ラーメン架構にはめ込む．構造

　方法により神奈川県方式と横浜市方式とがある。

（3）柱だけを鋼板で巻く（コラムジャケッティング〉。

　この概略と特徴を表嘔に示す．

　表2に学校における耐震強度の概略工程表を，図驚に

耐震補強の流れを，図3に鉄骨フレー一ムによる耐震補強

工事の手順を示す．

3．　鉄骨プレースの溶接と検査
　図4に鉄骨フレームとエンドタブの概略図を示す．

　横浜市では，鉄骨製作工場は全構連のMグレード以上

と指定され，鉄骨ブレー一ス製作上の注意点として，エン

ドタブは，母材と同一の材料で開先を設ける，開先は仮

付の状態で写真を撮り報告すること，エンドタブは製贔

検査合格まで切り落としてはいけない，切り落としは5触

憩搬灘残し母材を損傷させないことを徹底している。ま

た，溶接部のUT検査は自主検査完了後，製晶検査を行う

ため報告書を事前に提出しなければならない．また，受

け入れ検査はαW認定会社を指定し，元講けの手配によ

（縄）7三年箭

ぐ鱒72奪

　5一瓢隼ヂ6♪

（切膿奪後

li灘iii

大破　　　小破　　　　　・被捻　懸1…織　　　　　騒5％

蝦の鱒崩・岬巨 　脅俺”9り・・【㎎P

灘i 鰺 77隔

，嚇 捻 7駐賑

騨糠

嚢蘇

轟糠

7陣麟
72奪
触鐡隼

膿隼後

霞　矯　駿◎　蓉鶴　韓　懸　登鯵　鴨　辱麟麗裏o鑛（駕）

撚
櫨　…難…・繋i、、 ’銘 辱懸％

亨一縛9ρ虚 艦岳，・に副り 　　　曹電硬〆 声一

騨
一¢；…………灘……1……iii一，

黛7 窪3賑

熔評瀞冒副φ紳 島幽．硫郡岬■…－岬碑聯

玉鼠 嚢…7 鴛鱒

罵糠

雛糠

繋糠

⑦瞬

り膨；

鯉脅鰍護罵P

0・ 驚織壌

　　轟　絡　雛　騒鱒　嶋　騰　鰯懸　鱒　繧暴警麟塁⑬窃（駕）

嚢濃麩雛鶴讐綴鶴携麓搬㌔（柱帯腿の擁）
S欝C造建物では鰺鋭年麟の建物被轡が多い樽　（櫨ウ藩ブ形状の影響）

　　　　神芦窮中央鷹における全数調査結果〈鐵本礫築学金〉
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蓑コ　耐震補強の概鴫と特徴

鉄伽ンク響鱒懸増鮫
鉄脅フ》一ム増畿

纏銅板巻愚
神楽溺県芳践 横嫉瀞労講

嶽略工法
鰍蟹巻

r－1も碑’

佃†㎝

衰c叢 　　　　懲
　　鉄管7レ蟻

親か拶旗

　　　　懇
　　盤管か義
夢齢力　夕幽伽蜘伽

設　　　嚢
蹴嚢大

麹凍禰秘欝
経鍬で訪為 経澱である 織量である

醐　欝　邸 ごく小さい懲な麟蹴 大藪な翻難蝉騰
しプレース露出

ブ翰一叢が大きい為

きな蹴職は鑓鰻
憲が噂》紹蝋い

蕊敦の欝力 か癒む穴 か塗む大 貞 ゆ

工　　　費 寧 繍　い 憲　い 霧　い

適　潮　鯛 貌禽蝦辺力内

7イスビル鱗
韓轡驚鋼

灘にも御怖轟愚
絞翻鵬に簸竃餐れ為 独立櫨の夢い灘鞠

難磐漏調いみれ為

薮澱　攣校における耐震補強工箏　概略工程讃

月 学　　校 般　　計 施　　工

逸月

慧携 欝麹鍛針

3趨

峨鴬
轟陣繍

軸 鋼決
灘　　劣　　　z男　　　第　　蹴瀦繍

8漏

劉，

響鰍機濾

・鉄榛璃寸検驚
馨

一騨1レ

轟月

難蟻

覗鳩桑聾
繊韓翻箏

・蝋弊検驚

7月

難鱒略

臓←
甕

窯掌鶏

・アンカー検繋 ア響撒

露月

・餓鮒鰻匿 嚢嚢繍強　餓轡職赫

鉱・艶繊穣査 霧成引濃

翻層
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一鮒岬欝β躍鯉q四鮒

7　　　　　　　　　　耐震呂次診断

難　　め

揚灘欝諺断

強が必獲か？

　　v総簿

震補強が赫翼か　　　　一一一一一一一一一一r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§　　　Y鵬　　　　　　　　　　　　馨

終

　　　　圏鰯繊の

及ぴ事謝簗

醗有鷺・使驚奮の

　の慧見

補蛾　　・工雛の選驚《擁

鉄僻棒結K慰プひ一ス補強》

　　　　　　餓欝枠付縫o　　　　　　　　　　　　　o

　　　　　　　　鎚

K難かス羅　　　の等馨騨工灘＞　　翻禰か？

総s

餓鷺粋鰯く雛フひ一ス

鑓よゐ擁強7麟一

麟筋慧ンタ》一ト蟹燃

膿よ馨補強7灘一

雛筋灘ン鍔一卜撫霞

毅鵜よゐ補強フ欝触
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Z二二ニフZフを7縦粥P∬岬甜ノ》印9鋤

らなければならないとしている．更に抜き取り率は30％

としている。適用規格は臼本建築学会r鋼構造建築溶接

部の超音波探傷基準・同解説」船96である．

4．　学校の耐震補強の今後
　表3に神奈川県下の学校数を示す。この他，専門学校，

大学等がある。

　一つの学校に仮に校舎及び体育館を含め憩あるとすれ

ば40G，000棟を越えると推定される。今後，憩年をかけ

て施工されるわけで大変な工事量である。さらに最近で

は民問の建騰の耐震補強工事もはじまっておりこの面か

らも工事量が期待できる。

表3　神豪川県下の学校

小学校 中学校 高等学校

総計　鷹倉．欝鐙

国立 7該 購 77

公立 24、2認 鎗．5諺 3．3麟5

私立 亙75 銭騒 i．器銭

計 2魂．填8露 難。2鱒 婆。6認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6男の台所㌦奪繊詑①
叢近男の料理に関するテキスト瓜焉の店頭を賑わせているのに気1寸蓉談す瓢およそ男の料理ヒ篤薫し暴であ怯1

　聯のように繊縄な味付けが出来る訳ではなく，素朴さと1おふくろの昧を思い出させてくれること1が許せる範翻かなと鶴舞す

　るところでず。今後，紙面の余臼に乱暴な料理例を紹介し謹すので酒の禰になれば幸せです．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
創蒜卜坊鈎　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　じゃが芋は毒れい洗って疏で，茄で上がったら皮を剥き，3～5騰の輪切りにし談す。玉葱のみじん切りにマヨネーズ隆i

　禽せたドレッシングと胡瓜の輪切り，人参の銀杏切，塩を加えてざっくりと混ぜ禽わせ，冷蔵魔で冷やして出釆上がりでず．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨす　さっくりと1したポテトサラダです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　じゃが芋を茄で始めたら，ドレッシングの物料である玉葱のみじん切とマヨネーズを禽わせてお　　　　　　　　　　　……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艶刀　　璽　　i
蓉読い糊瓜騰切にして髄振って筋込ん瑚鷹しん創させる・人参鵬銀醐にして　感　動　l

l灘講繍難陰野離講讐耀繕欝．鍋．i・
＿　　　　　　　　　　　　　　・、一」
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c解通儒

諺．K網Kにおける検査等について

高圧ガス保安協会機器検査事業部

　高圧ガス保安協会は，高圧ガス保安法第薫条の目的に

明記されており，業務の運営方針窪高圧ガスの保安に関

する自主的な溝動を促進し，もって高圧ガスによる災害

の防止に資するとともに，併せて高圧ガスに関する事業

の健全な発達を図ることとなるよう総合的に業務を推進

するものとする。」を掲げヂ保安に関する調査・研究・指

導」，「講習その他の保安教育」及び「検査・認定・検定・

調査」等の業務を実施しております。

　平成9年4月から施行された高圧ガス保安法によって

協会の業務範囲が増えておりますので，今回は協会が

行っている法定業務及び自主業務における検査・認定・

試験検定についての業務内容を紹介し，検査状況等につ

いて説明させて頂藷ます。

灘．検董の項躍

①特定設備検査（法第総条の3）

②容露検査（法第艦条）

③容羅再検査く法第紛条）

④附縄贔検査〈法第姶条の露）

⑤　完成検査（法第20条〉

⑥保安検査（法第舗条）

⑦その他〈C猛の移設検査，C鷺施設保安点検，冷凍施

　設の検査，その他依頼検査等〉

驚．認定又は調壷の項圏

①認定完成検査実施者の認定に係る調査（法第37条

　の7）

②認定保安検査実施者の認定に係る調査（法第鐙条

　の7）

③容羅製造業者の登録に係る調査（法第49条の＄）

④附属晶製造薬者の登録に係る調査（法第麹条の蓼）

⑤　特定設備製造業者の登録に係る調査（法第総条の暮）

⑥捲定設備の認定（法第総条の7）

⑦耐震設計謙算を行う者等の認定に係る評定

⑧大臣認定試験者に係る事前評価等

⑨大臣特認に係る特定案件事前評価

⑩欝ガスバルク供給用附属機器の型式認定

⑪その他（冷凍空調施設工事事業所の認定，高圧ガ

　スプラント検査事業者の認定，液化石油ガスタンク

　欝一り検査事業者の認定，容器所有者に係る民名等

　の登録）

欝．試験の項闘

①容羅の型式承認の試験〈法第葡条の鴛3）

②附属品の型式承認の試験（法第紛条の慧3〉

③多孔質物性能試験

④継目なし容羅の材料の引張強さ又は降伏点の承認

⑤　高圧ガス設備の試験等

⑥冷凍機器の試験

4．協会の業務と溶接資格について

　協会が実施している高圧ガス設備等の検査・認定・試

験等にあって，溶接は不可欠要素であり，溶接技術及び

管理が重要なファクターとなっております．異体事例で

説明すると次の通りです．

4、囎　大麗課定試験審潮度

　溶接構造を有する高圧ガス設備を製造しようとする認

定事業所にあっては，W鷺S鐡03溶接技術書による麓級

以上の資格者が要求されています．

　本文ζ高圧ガス設備製造事業所の大臣認定試験者に係

る認定手続鷺マニュアルl

r｝　㎜∞皿㎜“｝㎜　皿㎜～　｝㎜㎜㎜㎜心心皿㎜　　㎜∞皿皿㎜「

1判定基戦7　　　　　　　　　　　　　　1

一一
　申請に係る機羅の性能及び安全性の保証に必要な技衛者及

び技能者が十分に確保され，かつ，次の墓準に該当するもの

を申講事業瓶に酎置していること．

（！）　設計，加工，試験検査の責任者は，それぞれの分野で1

　魯年（理工学系の大学，高導巻終了したもの紅っいては

　4年）以上の経験嚢禽すること．

鋤　溶接及び試験・検萱を施工する者く補助量を除く）は，

　それぞれの分野で我年以上の経験壷禽すること．

③　葬破壌検査饗実施又は管理する部門には，機暴に適し

　た非破壌検査に対応する欝本葬破壊検査協会が定める墓

　準又は凱れと講等以上の墓準により葬破壊検査を爽施す

8
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　ることができる者が配置されていること．

　　ただし，罪破壊検査を実施しない機羅にあっては，こ

　の限りでない。

紛　溶接の技術者及び技能者については，∬S規格又はこれ

　と岡等以上の基準により溶接を施工することができる者

　が配置きれていること。

1①非獺検鹸施又は罷する音羅署鷹，輔縣る灘のi
l種類聴した葬破鰍験（瓢㎝，鵬酬瓢、て（社）l
l　醸本葬破壊検奮協会が認定した資格水準2種以上の有資格者i

l　又はこれと岡等以上の能力を有する者が配置されていること。l

l121・茜　　　　　　　　　にま　　　　　　瓜耀　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の㍉W叢　81　郷 2
　　£の’　よこ　欝£の　　　｛
　　　　い　こ
1③　溶接を施工する者は，溶接条件（材料，溶接方法姿勢等〉にl

i応じて次に示す各規格靴よる適切鮪資格都あ祝と・i

！隷〉∬s蹴蝋溶搬鰍定㈱蒔ナ徽験方激び綻1
　　基準〉
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　b）∬S窯3瓢1（アルミニウム溶接技術検定における試験

1方法及醐越準〉　　　　　　i
l。）∬㌶3泌〈ステンレ禰溶接瀟検定におけ嶺酬
1　　方法及び判定基準〉　　　　　　　　　　　　　　　　　i

l　　媛）∬S鴬38徽（半慮動溶接技衛検定における試験方法及l

i　　び判定基準〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

i　難）」1S鷺38劔（ろう付技術検定における試験方法及び判l

i　定基準）　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　爵　労働雀（ボイラー溶接土〉　　　　　　　　　　　　　l

l　　鰹）縫本海事協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．、＿＿＿＿＿＿＿＿」
　大臣認定マニュアル（六訂版〉と同様は他の認定制度

にあっても溶接技術管理者が要求事項として求めれてお

ります。

4．2　特定設備検査

　高圧ガス設備のうち特に重要なものとして特定設備が

ありますが，協会が行う検査は，書類による設計審査に

始まり材料，加工，溶接及び構造の検査を実施していま

すが，最もトラブルが多いものは溶接検査と設計検査で

あります。

　①工程検査項目別の不適合の比率

A　申講図書の不備 気8．玉％

熟　設謙検査 35．7％

c　材料検萱 7．5％

獄　加工検査 7．2％

鉱　溶接検査 27．o％

猟　構造検査 4．籏％

②工程検査項目毎の不適合の事例（溶接検査に限定〉

検査項目の評価 不適合（改善捲摘〉事例

A裏波及び裏はっり ・完全溶込み壷要求され篶片翻溶接に

の不適舎 おいて，裏波部に溶込み不足及びブ雛

ホール等の欠陥が認められる．

・両側溶接において，裏はつり壱行う

場禽，一履目の欠陥が完全に除煮され

ていない．

R溶接部外観の ・溶接部に有害なアンダーカット，オ

不適含 一バー一ラップ，クレー一タ等が発生して

いる。

・霧合せ溶接部における余盛りの高さ

の不適合

・スミ肉溶接部におけるのど際寸法の

不適含

C突含せ溶接におけ ・検査工程上，継手爾の食い違いは開

る継手面の食い違い 先検鷹時に確認するが，特に鏡板と胴

不適合 板の周継手などに規定以上の食い違

いが生ずるケース

n溶接後熱処理の ・熱処理チャートの不備

不適合 ・温度測定箇所及び位置の不爆，不適切

・設定条件と実体記録とが大叢く異なる

鼠溶接部機械試験の ・試験板が実機と構一集件で作成され

不適合 ていない

・試験片形状の不適合

・機械試験において不愈格

曲げ試験による翻れが最も多い

獄鷺丁の不適合 ・判定基準による不適合

・撮影されたフィルムについて，欝で

定める具備すべ鷺条偉を満足しない

G．UT，腋丁，PT ・UT，瓢丁，PTにおける探傷試験方法

の不適合 の不適合

L 定基準による不適含

　ここに記したものは一例であり，年間約7，000基程度製

造される特定設備における不適含又は改善指示は数多く

あります。

5．課題

　関係各位の努力によって溶接設備の進歩はめざましい

ものがあり，溶接技術も数段向上しておりますが，圧力

容器等を検査，試験している機関から見ると溶接士及び

溶接管理の初歩的なミスによるトラブルがあります．機

械の進歩に追随できる溶接士及び溶接管理者となられる

ことをお願い申し上げます。
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c解通儒

4．連載教育講座　第二回

石川島播磨重工業㈱　荒州　敬弘

第三諾　古代の製錬

たたら吹叢

　古代の鉄の製錬はたたら吹きとして知られている。ま

た，たたら吹選精練は出雲の国が有名である。ヤマタの

オ雛チ伝説とも関係深いという．ここでは古代の鉄の製

錬について見てみよう．

　第二話でも少し述べたように，たたら吹きでは空気を

勢いよく送って炭を燃焼させ，砂鉄を還元し，鉄の塊を

得ている．ところで空気〈酸素〉を勢いよく送り込んで，

何故，鉄と酸素の化合物の酸化鉄が鉄に還元されるので

あろうか。

　炭は燃えて一酸化炭素（CO）ガスになり，C《）ガスは

酸化鉄の酸素を奪い二酸化炭素（C《）窯）ガスとなり，一方

酸化鉄は酸素壷奪われて（還元されて〉鉄（驚〉になる、

しかし，炭素が燃えて二酸化炭素（（X）窯）になるかもしれ

ない．二酸化炭素になると酸化鉄を還元で選ない．これ

をどのように解釈すれぱよいのであろうか．これには第

二話で話した化学反応の知識が少し必要である、

　C（）ガスとC砺ガスとの平衡式を示すと次式となる．

　　　灘C（）蹴CO2＋C　㊨一愚一一　　縫〉

　　　　△G導1翻1識一40，＄oo＋4蓋．7T－　　1露1

（諭式の△G奪の値は，嚢7創翼（705℃）でOとなるから，

より低い温度では負の値を，より高い温度では正の値を

取る．自由エネルギーが負となる方向に反応が進むので，

ω式の反応は，7蕊℃以下の低い温度では反応は右の方

より進み，より寓い温度では反応は左の方により進む。

書い換えれぱ，温度が低いと二酸化炭素ガスがより生成

され，高温では一酸化炭素ガスがより生成される。

　第二話に述べたように，各温度で平衡する一酸化炭素

ガスと二酸化炭素ガスの比率は次式から求められる．

　　△G』一搬短魁o欝／艶㌔o）一②一　③

これをブルドワ反応の平衡と書う．

　従って，酸化鉄の酸素を奪って鉄を製錬するには，極

めて温度壱高くして，一酸化炭素ガス濃度をより高くす

る必要がある．たたら吹壼製錬でも，酸素（空気）逢強

く送り込んで炭を燃やして高温にし，多量のCOガスを

生成させる必要があった．山間凌流れる風を風袋で導き，

燃える炭に送り込んだという．後にはふいごが開発され，

強風を吹壼付けたという．このふいごをたたらと呼んた、

　しかし，炭姦燃やしての製錬であり，砂鉄を原料とし

た酸化鉄の全てを均一の温度にすることはで鷺なかった。

周辺部では温度の低い部分が当然生じた．この部分には，

むしろ炭素が多量に吸収される。すなわち，しん淡現象

が起る．この結果，たたら吹鷺精練で得られた鉄の塊に

は，炭素が極めて多く，硬くて脆い部分から，炭素が極

めて少なく，柔くて粘い部分まで混在した。これらの塊

を高いところから石を投げて砕き，粉々磨になった鉄のか

けらを炭素量に応じて選び分け，高温で叩いてたん接し

適材適所に使用したという．古代の知恵に驚かされる．

　ところでたたら吹壼と呼ばれる鉄の精練には，砂鉄が

原料に用いられている。鉄鉱石の塊に比べて表面積がは

るかに大きく，反応に有利であったことも大妻な理由で

ある。それでも薪を焚き，強風を送りっづけて反応させ

ること3麟にも及んだと書う．

　砂鉄が原料紅選ばれた大壷な理由がもう一つある．鉄

鉱石には一般に燐，硫黄の他にも多くの不純物が含まれ

ている。古代の製錬では，酸化鉄の酸素は奪うが，不純

物を精練することは不可能であった。この点，砂鉄は一

般に不純物が少ない．特に，出雲地方の砂鉄は極めて不

純物が少ない．表璽に例を示している．硫黄や燐で現在

の」欝規格のα0舗％以下を満足しそうなのは，出雲の砂

鉄だけである．これが古代において出雲地方を一大製鉄

所とした理由の一つである．

　燐を多く含む鉄鉱石は特に長い間厄介なものであった．

欧州には灘一一レン地方など燐の多い鉄鉱石が多量に眠っ

ていた．しかし，これらの鉄鉱石で精練した鋼は極めて

脆く大砲などに用いるとたちまち壊れて使い物にならな

かったという．多量の燐がそのまま鋼に残存し，脆くし

た。これらの眠っていた大量の鉄鉱石に活躍の場を見出

したのは，塩基性のベッセマー一転炉であった。実に娼77

年のことである．炉の内張りに塩基性の石灰などを用い

た．銑鉄中の燐が塩基性内張りと反応し，かすとして浮

上したのである．麹世紀の後半にようやく脱燐が可能に
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籔筆　餐地の鉄鉱箱蒙たは砂鉄の成分

地　名
成　　　　分（驚〉

鉄 酸化珪素 アルミナ 酸化カルシウム マグネシヤ 硫黄 燐 銅 マンガン 酸化チタン

釜石1鉄鉱石1 56．8屡 ＄，64 工．7＄ 5．呂2 玉．認 o，227 （）．03喚 （）．n4 o．欝駐
｝

倶簿安1鉄鉱石） 5驚．7＄ ＄．憩 Lo9 （）．27 0。（）8 o鴎36 歌鷲襲 ㎜
倉．慧2 楠脚

出露（砂鉄） 67．46 2．騒 0．42 謝需 G．67 似｝33 o．（）05 o，058 ㎜
三．63

中ノ沢（砂鉄） 5922 4．農2
㎜ ㎜

（）．59 α029 o．欝5 o，OG2 ㎜ ＄無

なった．かすは燐酸肥料として用いられた．古代におい

ては，せいぜい不純物の少ない原料を用いるしか手がな

かったのである。

　しかし，鉄鉱石にたまたま含まれていた僅かな不純

物？が大変な幸運をもたらした例がある、例えぱ絹の

ネッカチーフが落ちると自分の重みで真っ二つになるほ

ど鋭く研ぎすますことができ，鉄の鎧を切っても刃こぽ

れせず，柳の枝のようにしなやかで，曲げても折れず，手

を放せば軽い音とともに真っすぐになると書われたダマ

スク鋼にはタングステンが禽まれていたと書う。もちろ

ん，作り方にも細心の注意が払われている．バルカル神

殿の年代記にはこの鋼の作り方を次のように書いてある

という．「平原にのぼる太陽のごとく輝くまで加熱し，次

に皇帝の服の紫紅色となるまで，筋骨たくましい奴隷の

肉体の中に突きこんで冷やす一・一奴隷の力が剣に

乗り移って金属を硬くする」．この表現，鋼の色を極めて

具体的に書いているのがわかる．熱処理に取って温度が

命である．温度測定の技術のなかった当時では鋼の色で

温度を判断するしか手段がなかった．いずれにせよ，古

代の製錬は原料に含まれていた不純物の種類によって鋼

の命運を分けたと書える。

　ところで③式のブルドワ平衡反応が石油ストー一ブに

応用されているのにお気付きか．今はガスファンヒー

ター一が多くなってあまり見掛けなくなったが，一頃の石

油ストーブの燃焼室の上部は必ず金網で覆われていた。

中にはお皿を逆さにした形のものやリング状のコイルが

設置されていた．これらは飾りのために置かれていた訳

ではない。

　石油の成分の炭素は燃焼すると二酸化炭素ガスや一酸

化炭素ガスになる．一酸化炭素ガスは中毒を起こし，大

変危険である．しかし，不完全燃焼したり，高温で燃焼

すると一酸化炭素ガスの濃度が高くなる。そこで，発生

した一酸化炭素ガスは燃焼室の上部に置かれた金網で冷

やされ，金網上で二酸化炭素ガスに変るという仕掛けに

なっている・金網上と書ったのは，実は鉄が触媒として

一酸化炭素ガスが二酸化炭素ガスに変るのを促進する役

割を果たしている。

　ところで，（玉）（21式の平衡式は，反応が起こる速さ

については触れていない．反応が終わった簸終の平衡状

態を説明している。一般に反応は温度が高い方が速く進

む。反応をより速く起こさせる魔法として触媒が用いら

れる．触媒そのものは化学反応には直接寄与しないが，

反応速度を促進させる．

　温度が冷えてから金網を触ると黒いすすが手に付く．

一酸化炭素ガスが二酸化炭素ガスに変るときに炭素を析

出するのである。ω式壷確認していただきたい．従っ

て金網を外したストーブやぼろぽろに腐食した金網の石

油ストー一ブは危険である．一酸化炭素ガスがより多く放

出される．いつしか深い深い眠りについてしまう．

やまたの大蛇伝脱

　出雲地方のたたら吹き製錬は，古事記に書かれたやま

たの大蛇伝説との関係が深いという誕を少し紹介して見

よう．高天原を追放された素菱鳴尊（すさのおのみこと〉

が島根県の簸の川の上流でヤマタのオ糠チを退治した話

のことである。呂人の娘の最後の…人壷飲みにやまたの大

蛇がやってくることを老夫婦から聞いた素菱鳴尊が，酒

に酔せてオ窺チを退治した話である．このときに羅っぽ

から見つけたのが草薙の剣である．

　草薙の剣の名は，後に爾本武尊（やまとたけるのみこ

と）がえびす征伐に出かけたおりに，えびすの計略にか

かり，周囲の草むらを焼かれ，危機一髪のときに，携え

ていたこの剣が独りでに抜け出て周囲の草を薙ぎ払った

ために難を逃れたことから名付けられている．

　ヤマタのオ瞬チは実はヤマタの（多くの〉オ購チ灘ン

族（今の際シヤ人〉のことであったという．瞬シヤから

南下してしてきたオPチ灘ン族が出雲の簸の趨が真っ赤

に流れていることから豊富な砂鉄の存在を知り，砂鉄を

求めて川をさかのぼり，たたら吹き精練を始めたのだと

いう．このオ鷲チ灘ン族，鉄を制していたのだから当然
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武力も圧倒的に慶位であったろう．周辺の村人達に乱暴

狼籍を働くようになった。これを見るに見かねて成敗し

たのが素菱鳴尊であったという。また，このときにオロ

チ灘ン族の持うていた銘刀を手に入れ，これが草薙の剣

となるのである、

　この説，なるほどと思えるところもある。しかし，当

時希なる最高の精練技術を身に着けた集団が何故夜盗の

ように行動する必要があったかの疑問も残る．精練で得

られた鉄から作られた刀剣は当時では最高の武露であっ

たはずである．当時の権力者からは大変重宝に扱われた

であろうし，少なくとも地域の権力者として悠々自適の

生活を営めたに違いない。

　近隣の人々といざこざがあったことは予想できる。1

回のたたら製錬で得られる鉄の塊は約露トンであったと

推察されている。この2トンの鉄の塊を得るためには24

トンの砂鉄と28トンの木炭が必要であった。また，28ト

ンの木炭を得るには扮0トンの薪を要したという。この

量は中途半端ではなかろう．たたら製錬を行った周辺の

森林は伐採され相当に荒れ果てたことだろう。また，新

たな木材を求めて製錬場所を移動したかも知れない。森

林の伐採は洪水の原因ともなる。山を生活の場にしてい

る人々や，農業を営む周辺の人々に取っては我慢のなら

ないことであったかも知れない。また，労働力を得るた

めに，かなり乱暴なこともあったかもしれない。

　一方，草薙の剣は両刃の青銅剣であったとの説がある。

さらに，色は白く，かなり錫の含量が多かったと推察さ

れている。錫の量が多くなると，硬くはなるが，同時に

脆くなる。実戦用というよりはむしろ権威を表わす装飾

晶の感が強い．この説によれば，ロシヤより鉄を求めて

南下したオ灘チ灘ン族が，何故権威の象徴である青銅剣

を持っていたかの疑問が残る。

　素菱鳴尊が持ち帰った草薙の剣は日本国の祖先といわ

れる天照大神（あまてらすおおみのかみ）に献上され，そ

の後目本建国のために高天原からににぎのみことが降り

られるときに，鏡，玉とともにこれを与えられた。草薙

の剣はその後模造品が一体作られ，初代のものは現在の

伊勢神宮に二代目の模造晶は御所に祭られたという。

　初代の草薙の剣は現在熱田神宮の御身体となっており，

二代目のものは源平合戦の折りに壇の浦で安徳天皇とと

もに海中に没している。壇の浦の戦いの後にしばらくし

て三代目の草薙の剣が伊勢神宮の宝物蔵から献上されて

いる．江戸時代の末期に熱田神宮の宮司たちがこっそり

御身体の草薙の剣を拝見したという．この記録よりも初

代の草薙の剣は錫の含量の多い青銅剣であることがわか

る。ところが，三代目の剣は鉄剣であるという。

ハイテクメカ怪獣

　ところで，やまたの大蛇の胴部には檜や杉の木が生え

ていたという．また，素菱鳴尊は日本に杉，檎，楠，槙

を生み，植林し，杉と楠は船材に，檜は宮殿造営用に，槙

は棺材にと教えたという。古代に発見された船の多くは

杉で作られているという、

　國璽を見ていただきたい。檜と棒の強度の経年変化を

示している．実に檎の強度は1000年に渡って，初期の強

壌，300
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度と比較して低下しないのがわかる．樺は初期の強度は

大きいが経年劣化が大きく，強度はやがて檜と逆転して

いる．もちろん，宮殿造営用としたのは，この経年劣化

のほとんど生じない性質によろう．日本の文化の一つの

木材の適材適所を既に収得していた訳である、当時のハ

イテクに驚かされる。

　やまたの大蛇は古代の最高の技術である金属製の剣の

他にも，実に最高の素材である杉や檎をも身につけてい

たことになる．このように見てくると，やまたの大蛇は

当時のハイテクメカ怪獣のようにも見えてくる．

　ところで，檜造りのマイホームに憧れるあなた，もし，

数代で家を建て替えるとしたら，木材の強度が強くなる

前に家を壊すことになることをお忘れなく．

　今回の話は次に示す単行本を参考にして書いた。

　噸．M．サビツキー一，β．C．クリャチコ，金属とは何か

　　文明　支える物質のチャンピオン，講談社（RLUE

　βAC聡〉

　特にダマスク鋼に関する記述はこれによった．なお，

この本は金属に関する基本事項が解りやすく解説してあ

る。

　・桶谷繁雄1金属と人間の歴史，講談社（欝LU鷺
　　βAC　《S〉

鉄鉱石の成分表（表Dはこれによった。また，草薙の

剣に関してもこれによった。

　オロチ灘ン族の話は次の本などにも書かれている．

　・大和久重雄＝鋼のおはなし，臼本規格協会

　・手塚敬三：溶接のおはなし，日本規格協会

また，木材の話は以下の本によった．図玉もこれによっ

たが，患典は（西岡，小原「法隆寺を支えた木藩NHKブッ

クス，薫987年〉とある．

　・志村史夫毒吉代日本の超技術，講談祉嚇LU鷺

　　βACKS〉

　何れも千円程度の本で，関心のある方は読んでもらい

たい．
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5．随想

ベトナム（ホーチミン市）旅行記

日本非破壊検査㈱

津田　富三郎

　ギお一い津田　ベトナム行くぞ」社畏の声である。

　理由は応用電磁気学と力学における発展に関する第裏

回ベトナム・目本シンポジウム（鴛98年1月玉9日～21

縫・ベトナムホーチミン市）に出席するためである。ど

うせいつもの気まぐれだと思い，本気にとらない。

　パスポートも紛93年9月の第7回APC　NDT・上海以

来，海外出張もなく期限切れになったままである。暢気

に構えていると，鴛月に入るなり行くという。パスポー

トを申講し，年内ぎりぎりにおりた．ビザは正月明けの

申請で出発3日前にようやく許可がおりる始宋である。

　玉月欝日羽田から関西空港経由でベトナム・ホー一チミ

ン市に出発である．社長の「今回のシンポジウムは我々

には難しすぎて理解できないから会議はほどほどに，景

色の写真でも撮ろう。いいカメラ仕入れてこいよ。」の書

葉に納得1出発前日渋谷のビッグカメラに行き，店員さ

んに一番使いやすい一眼レフをといい，購入する。

　麟本とベトナムでは時差は2時間．ベトナムの方が遅

く，臼本で正午の時，ベトナムでは午前10時である。関

西空港より籔時間半のフライトでホーチミン市着である。

到藩した時問は現地時間で午後6時である。今回はガイ

ドもなく行き帰りも東京大学の山本先生と一緒であった。

　ホテルに蒲くなり2人で早速夜の街を散策である。ホ

テルを出るなり2人の現地人が片書の英語で案内すると

いう．断っても離れずついてくる．仕方なく引き上げる。

翌朝，会議はほどほどに，サイゴンの川の方へ散歩に出

かける．今度は遊覧船に乗ってくれといい，バイクが数

台でついてくる。また引き上げる、

　懲りずに今度は近くのベン・タイン市場に見学に行く

という．格好も首からカメラを提げ，典型的な揖本人ス

タイルである、市場内は狭苦しいが，生鮮食料晶・日用

晶・洋服・布地・雑貨・貴金属など何でも揃っている。

　帰圃後読んだ本の中に，サイゴン流犯罪の手口として，

前から自転車をぶつけてカモの足を止めさせ，カモが呆

気にとられているうちに別の実行犯が後ろからぶつかっ

てきて貴重晶を抜く，と書いてあった。全くその通りで

ある．おかげで取引先のS銀行のホーチミン駐在員事務

所の所長さんにご迷惑をかけてしまった・情けない。み

なさんもご注意を．

　それなら便があるというので観光に切り替える．旧大

統領官邸であった統一会堂・聖母マリア教会などをまわ

る．翌臼は南ベトナム民族解放戦線の拠点であったクチ

ドソ鹸

／
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…
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熔

饗

トンネルまで足を延ばす．シンポジウムの方はL撒磁一

B鵜露とDl糠綴だけの出席である。

　最終臼はベトナムの現状を見学するために周辺の視察

小旅行が企画されていた。ブンタウビー一チでは先生方は

（うちの社長さんも）海水浴と洒落こんでいた。

　ベトナムというと‘6アオザイ’多を思い出す。礼服みた

いでホテルフ毅ント・観光地の案内係の女性はほとんど

着ている。ただ著るとなれぱ体型が問題である。最近は

ボディラインをアピールする作りになっているそうで，

太めの女性には似合わない。ドこれはお土産にならない」

と誰かが書い，笑いになった。またスケスケのシー一スルー

は目を楽しませてくれる．ベトナム美人はまず‘‘アオザ

イ”が似合わなければいけないというところから，プ灘

ポー一シ灘ンを保つため食事制限をしているそうである。

　市民の足はバイクである。市内の道路は一日中バイク

であふれている。そしてバイク盤ホンダである。新車は

一般的な年収の魯年分もするという、そのバイクが列を

なして走っているのだから本当に不思議な話である．

　ホーチミン市を中心とした南部は雨期と乾期に分かれ

てはいるが，一年中暑い熱帯モンスーン気候で，一年中

夏服でいいそうである．米は三毛作，果物も豊富である。

写真のスイカi個，日本円で50円弱である。安い，生活

しやスイカ？

　特に海外旅行に行くときは行く先の基礎的な知識を整

理して頭に入れておいた方がいいという。今回は勉強不

足であった．反省している。次回のシンポジウムは2年

後にハノイで開催すること。さらに非破壊検査ならびに

逆問題に関する共同研究を理論面・計算面双方から立ち

上げることが決まったそうである。

糺

ブンクウの縷外布場
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6．ローカル・インフォメーション

長崎県工業技術センター平木　邦弘

　長崎県内の非破壊検査技術の動向として，県と地元企

業が協力して実施している長崎県葬破壊検査技術研究会

の近況を紹介します．

　（ユ）　非破壊検査技術研究会実施の経緯

　阪神大震災の後，県内の検査業界を中心とした代表者

から「奔破壌検査技術が製造技術を良くするために重要

であることを行政側から企業に認識させて欲しい」と工

業技術センターに要望が患されました。

　非破壊検査技術への対応策として，工業技術センター

の事業の中に，平成7年度に非破壊検査技術研究会を作

り，始めました。非破壊検査会社と建築鉄骨関係会社が

主な会員となっています．

　研究会の目標は

　①非破壊検査技術者を増やすこと．

　②非破壊検査の有資格者の技術レベルをさらに向上

　　　させること。

　③多くの企業に非破壊検査の重要性を認識させるこ

　　　と。

　④検査に関係した研究を実施させること。

　①の実施については，有資格者を増やすために，初心

者を対象としたN腿の受験対策と有資格者の更新試験の

講習会を行っています。現状では工業技術センターに実

習設備がないため学科だけを行い，できるだけ地元企業

から多くの講師を出すようにしています。

　②，③については，溶接技術，溶接と検査の関係，検

査技術，災害の原因などのテーマで技術講演会を実施し

ています。テーマの選定はどのような内容がよいか会員

企業と相談して決め，最良の講師陣を県内外から招聰す

るようにしています．

　写真は平成9年絃月2日（土曜日〉に研究会で講演会を

実施した事例です。土曜日は企業が休日であるため，現

場の作業者が参加しやすい日として選定したのです。講

演は4時間でしたが，約180名の参加者がありました．技

術講演会で地元企業からこのように多くの参加者があっ

たことは工薬技術センターの設立以来，始めての出来事

でした。また，このことは企業の溶接技術と非破壊検査

技術への認識の深さがうかがえる事例でもあると考えら

響瓢翻難継融皆
　　　　え　　　　　　　　ぬ　　　　　　ヂ　　　　　　ドゴ　ぞ

　　　蟻趨繍纏矯綿㍑．網騰
　　　・．蠣　犠、翻，鞍　蛍、麟購｛繍辮鱗髄鷲鞭翻，
　　　穴鄭　　　　　　礫磯、麟欝鋤輯購
　　　謹懸「鵜”　　　「　駆，

腿観駕窪
れます。

　この講演会への参加について，研究会として強制的に

参加を呼び掛けたわけではなく研究会会員以外へのお知

らせは，溶接協会長崎県支部から支部会員に溶接試験関

係資料を送るついでに講演会の案内を同封した程度でし

た。

　（2〉　県内企業の非破壊検査資格試験受験の現状

　非破壊検査技術研究会を実施するまでは，九州管内で

の試験は福岡県の北九州市だけが学科，実技の試験会場

であったため，長崎県内の企業の受験者約憩O名は北九

州まで出向いて受験していました。技術研究会を実施し

てから，県の立場で9本非破壊検査協会本部に相談し，

県内企業の技術向上に地元での試験が必要だとして，学

科試験だけは長崎で実施することができるようになりま

した。実技試験は工業技術センターに実技試験設備がな

いため福岡県まで行って受験しています。

　（3）　研究会への県の対応結果

　研究会を始めてからは，長崎県内で試験が実施できる

ように関係団体に働きかけたところ，溶接関係はW鷺S

8103の溶接技術者の講習会と試験が平成8年（試験受験

者数99名〉，平成9年（試験受験者数綿名1に笈回ずつ，

非破壊検査関係は平成8年4月と，平成襲年4月（受験者

数329名），憩月（試験受験者数293名）の試験が長崎で

実施できました．また，平成憩年春と秋の試験も学科だ

けは長崎で実施することとなっています。

　この3年間の研究会関係の実施結果を参加者数で見る

と次の表のようになりました。
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C解通鱈

工業技術センター一としては，企業への技術支援の成果が，

このような形で受験者の増大となり，企業の非破壊検査

への取組に対する意欲を感じています。

　このような成果が現れているため，県としては検査設

備の充実を図り，3月末までには超音波探傷器を始めとし

た葬破壊検査設備を設置し，平成憩年度は実技を含めた

技術向上対策を図ることにしています。

議　欝究金が闘藻した事業と捗触轡数

事　業　名 7年度 霧年度 麟年度

技術講演会 乱1翫 玉o暮 i7＄
翼鍼受験用講習会（春） 137 1騒暮
難澱受験購講習会（秋） 24 1碁蓋 1誉霧
研究発表会 5β

総S綴93　2級講習会 70 73

メンバー募集
　灘灘狸＄では，多芸多才なC董Wメンバーを集め，仕事を離れて運動，音楽等サー一クル活勤を展開しようと企懸

中です．その一つとして，囲碁をとりあげ蒙した．鑓本の伝統文化の中で懸碁は，未来永劫に発展し，子孫に引き

継がれていくものと思います．

　轍騨メンバーで，手談を通じ懇親を深めることは，意義あるものと思い，ここ㌶同好の士を募りたいと企醐いた

しました．各地区対抗戦，職域団体戦への参加等，活動の輪を拡げていくことも可能です。多くの方々の参加をお

願いいたしますゆ

　　　　　臼本非破壊検査㈱　　小田原　勝則
連絡先㈱シーエックスアール　　宮部　　彰
　　　響欝L箏総一騒264騒蓋　聖AX，鰭一騒2轟46製

　　　劔W検萱事業者協議会　　三島　　勇

　この協議会に参加する中に，分野は様々ですが，多趣味の方が多いことを知りました．

　私も懸十代から楽器を習い始め，あまり良い生徒さんではありませんが，そろそろ十年になろうとしております．

ヂ学芸を以て性を養う講の大命題の下に通っている教室ですが，この陽気を迎えてもまだ，木枯らしのような音か

ら抜け出すことは未だしといったところで，音楽などといった響きからはほど遠い世罪裟さまよっております。

　この業界でも世間同様，運営者泣かせの長く暗いトンネルが続いておりますが，そんなことは忘れて，気軽に楽

器を持ち寄れるような，そんな場ができたらどうかと提案いたします。

　実践を離れて本会の独特な音を奏でてみませんか、活動の欝標が，サントリー一ホー一ルの休館日になるか，場末のきゃ

ぱれ一の楽隊になるかは，同好の皆さん次第と書うことにして，そんな相談を，どなたかしませんか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　綜合非破壊検査㈱　　村田　　康彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　響鉱L総峨3鰯一窯77蓋　欝AXう総一認憾一27衿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目本エックス線検査㈱　　窟永　　巌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱インテック　　岩田　　雅史

　当方中年太りによる腰回りと血圧が心配な年回り，いつも気にかけていながら無精を決め込み，ただただ自分の行

動力のなさにあきれ一人悩み苦しんでいる今麟この頃，これ以上時の経つままに，体を動かさないと石の地蔵と化し

てしまうのではないかと恐怖におののくオジンが，この度バスケットポー一ルに挑戦する一大決心をし，ここに同好の

士を募りたく筆をとらせて頂きました。

　欝代の現役の方，鈴代鱒代の｛購，年代を超えて一緒に体と頭のトレーニングをして，体カアップといけるか

どうかは判りませんが，取り合えずポールに触ってみてはいかがでしょうか？まずは中学生と試合が出来るまで基

礎体力作りを，都内・都内近郊の体育館を基本に考えて練習して行く積もりです．尚，皆様方でよりよい惰報が有

れぱお知らせ下さいませ。また，出来るだけ多数の参加者を切にお願いいたします。（運動量がハードなためメン

バー一チェンジが必要と思われる為）

連絡先　第一検査㈱　　木村　　孔久
丁灘Lラ総一総娼一｛纏⑪蓋　欝AXg鰭壌窪濾44卯

㈱第一検査サービス　　逸見　　俊一
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7．わが社の教育訓練

関西エックス線㈱

璽．はじめに

　わが社の社是は「信頼謹・「努力」・「安全薫をかかげて

います。検査業務を行う技術者にとっては，検査を行う

上での心構えそのものであります。特にお客様の信頼を

得ることが不可欠であります。

　さて，わが社の教育訓練ですが，基本的には，大きく

分けると一般教育（新入社員教育，中途採用者教育，臨

時教育〉，技術教育（ND夏関係教育，プラントの目視検査

教育〉，及び安全教育（一般安全教育，羅及びX線取扱関

係も含む〉を実施しています。また，本年魔より夏SO関

係にからみ醸質システムの教育も品質マニ議アルに従っ

て実施していく予定にしています。

　以下，わが社の技術教育の一端を御紹介します．

黛．非破壊検査技量認定試験について

　NmSO60玉に基づく非破壊検査技量認定試験の一次試

験訓練は各営業所で行っており，二次試験訓練について

は，社団法人九州機械工薬振興会殿，財団法人溶接技術

センター一殿及び中国地方非破壊検査技術振興会殿主催の

講習会に参加させて頂き，基本的な操作を受講した後，

各営業所にてさらに先輩方による指導を得ながら，継続

的に練習を行っています．技術教育関係の中で，聡O関

係の動向によりN蹴資格認定制度が叉928年度秋期より

新認証制度に変わるということと，社全体のN：鎌資格取

得璽点期問として聡97年秋期から1鱒8年春期までの期

間，特に強化を致しております。

　従来，わが社では，各営業所の所長によるND亙資格取

得計爾実行が繰り返されてきましたが，他業務との重複

による実行不足を招く場合がありました。この対策とし

て，各営業所に技術的な面で所長をサポートするための

技術撞当者を配置し，この技術担当者は技術部から種々

の情報（αW・ND亙・WES等の資格関係，規格関係の改

定，開発関係，新しい検査機器情報等〉の窓日として，ま

た所諜での技術教育の柱となって，資格取得に全力を挙

げています、

3．目視検査教育について

わが社では石油精製装置及び屋外石油貯槽設備のメン

テナンスの検査業務の比重が大きくなっています．そこ

で，検査技術者として当然必要となる下記に示す周辺知

識の教育に力を入れています。なお，講師は社内のみで

なく，社外講師にもお願いし継続的に実施しています。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

　法規・規格

　設計・製作

　材料・溶接

　装置・プロセスの概要

　装置に発生する各種損傷の原因対策

　設備診断・予寿命予測

　目視検査のポイント全般，塔槽，熱交換羅，加熱

炉，配管

　目視検査実習

4．A＄M繕関係の教育について

　客先の意向によりASME認定関係による検査業務にあ

たり，一部所ではありますがSNT－TC－1Aによるレ

ベル認定教育（RT・UT・MT・PT〉を行っています．参

考として下表の訓練時間を基本にしています．

N瓢部門 RT UT 麗丁

レベル 亙 麗 璽 登 亙 叢 葦 叢

大学理工系学部卒業者 29 35 3Q 40 8 婆 嬢 嫁

高等学校卒業者 39 4（） 感（） 40 裏2 ＄ 塩 ＄

5．おわ砂に

　以上の通り，検査・判定・評価・欠陥原困推定等を含

めた総合的な設備検査診断のできる検査員育成に努力し

ており，教育訓練の実施方法としましては，集合教育，通

信教育，OFF－JT及び（）JTを適用して教育を行ってい

ます。また，これからの教育訓練と致しましては国際整

合化が本格化している中，今後技術関係の教育訓練には，

新認証試験に対応した教育カリキュラム（聡09倣のを

参考にして教育を行っていく所存です．
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豊．協議会だよ夢

醒．ギ建築鉄轡溶接部の外観検査ハンドブック講の刊行に

　　ついて

　協議会・技術委員会では，このたび，実務的に便利な

ポケット・サイズの標題ハンドブックを刊行いたしまし

た（平成憩年3月印刷完）．

　これは，平成6年に作成いたしました「建築鉄骨溶接

部の外観検査マニュアル：付検査記録写真撮影マニュア

ル」を基本に，JASSβ改定内容を取り入れて一部追加改

定し，携帯できる形で編纂したものです．

　今後の建築鉄骨関係の検査業務に是奔，ご活用下さい。

現在，有償頒布中ですので，下記，協議会事務局宛お申

し込みください．

　　αW検査事業者協議会　事務局（担当1大原，三島）

　　　撃亙1i毒0灘　東京都台東区浅草橋545

　　　　　　　　　　　　ハシモトビル8（）1

　　丁鷺LO3－5愚2（》一3353　　　　ドAXlO3－582！0－3368

　　跡撚譲蓋　アドレス；　ciw974＠だs短銚．OL鉛

♪叢涯
　　轍騨懸鱒

2．製鉄所蒐攣会の輿施

　平成呂年嵐から定例的に実施してきている見学会を，

東9本地区について，川崎製鉄株式会社殿のご協力を得

て下記のとおり実施いたします。

　（11　日　　時：平成鉛年4月21臼　（火1　欝：00～

　　　　　　　玉5：3（）

（2）見学先：

（31見学内容

川崎製鉄株式会社　千葉製鉄所殿

：①製鉄所概要紹介（N腿関係を含

　む1及び製鋼工程，圧延工程等の見

　学
②関連事項質疑応答

　なお，平成憩年度は，見学会実施時のアンケート回答

結果を参考に，製鉄所以外にNDI機器製造メーカー等に

ついての見学会も企画する予定です。

3。C醜検董瑠業審協議会・紹介新パンフレットについて

　ご存知のとおり，現在は，溶接協会と協議会で作成し

ましたパンフレット℃XW事業者認定制度のご案内員表

紙を含め全纏頁）を使用してCIWの箪R活動を好評裡に

展開してきております。これとは別に，協議会としての

活動目的・活動状況に，より焦点を当て，お客様各位に

具体的に何をしていただきたいかが判るようなパンフ

レット（A嬢版；カラー両面i枚〉の作成を企画し，当

RUMP鷺Sがお手元に届く頃には印刷完了となるよう作業

中です．

　CIWをより広く認識していただくためには，お客様の

立場に立った（マー一ケット・イン）欝Rが必要と考え，作

成することにしました。

　既存パンフレットに加え，新パンフレットの積極的活

用をお願いいたします。
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9．ニューフェイス

　1298年4月i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。

㈲大瀦検査工業

　本社所在地　　〒820－0032　福岡県飯塚市東徳前4－32

　　　　　　　TEL．0948－23－7563　　獄AX．（｝襲4＄一23－7817

　代表者氏名　代表取締役　　野口　俊平

　認定種別・番号・部門　E種，第搬2E繋号，超音波

　　　　　　　　　　　検査部門

　本社，営業所など　　　本社のみ

㈱エスビーシーテクノ九州

　本社所在地　　〒呂07沿902　大分県大分市大字西ノ洲1

　　　　　　　TEL．0975－52－4裏25　　欝AX．0蓼7羅一53－2354

　代表者氏名　　代表取締役　　山本　利樹

　認定種別・番号・部門　　E種，第扮5E9＄号，超音波

　　　　　　　　　　　検査部門

　本社，営業所など　　　　本社のみ

ジャパン・欝ンサルティング・エン緋テクニカル・サービス㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　→　復活事業者

　本社所在地　　干532毒025　大阪府大阪市新北野U．

　　　　　　　18　新共和ビル5F

　　　　　　　TEL。06－304－3577　FAX．0各308443薫

　代表者氏名　　代表取締役　　端村　勇

　認定種別・番号・部門　　E種，第42E98号，超音波

　　　　　　　　　　　検査部門

　本社，営業所など　　　本社，事業所一大阪1

ダイヤ電子応絹㈱　→　復活事業者

　本社所在地　　甲8（）3－0972　福岡県北九州市小禽南区

　　　　　　　守恒2．欝．2

　　　　　　　TEL．093一襲6玉一5348　　FAX，0襲3－962一玉窯2魯

　代表者氏名　　代表取締役　　有田　利生

　認定種別・番号・部門　　E種，第47E9魯号，超音波

　　　　　　　　　　　検査部門

　本社，営業所など　　　　本社，営業所一大分逸，出張

　　　　　　　　　　　所一愛知1

rCIW通信＝RU隅PES』の原稿募集

　C豆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『C夏W通信：RUMPE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，rC亙W通僑l　RUMPE鋤に関するご意見・ご要望等を電子メール（聾

灘鋤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，c細＠紳銘．o瞬酔です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C互W通信編集委員会
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・前号のRUMP狂Sでは誤字・脱字が多く，多くの方からご批判をいただいた。特に，森衆議院議員

の肩書を間違えてしまったことは，致命的であった。編集委員長としてお詫びしたい。

　校正については，以前から指摘があり，都度，対策を講じてきたつもりであるが，初心に返り，基

本的な対応策を講じたい。

・年聞のRUM灘鷺S掲載文の中から最も優れた作晶に対し，RU瓢駐ES賞を設けているが，今回は

Vo夏。聡号からの表紙を飾ることになったデザインが選定された。本来RUMP鷺S賞は，技術論文を対

象に設けられたものであるが，今回は該当論文なしとの選考結果であった．読者からの投稿に期待し

たい．

編集委員長　江端　誠
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