




1.建築基準法の改正について

建設省住宅局建築指導課

建設専門官　井上　勝徳

　高齢化の進展、国際競争の激化、都市化の広がり，技

術の高度化等の経済社会の変化を踏まえ、規制緩和．国

際調和．安全性の一鰯の確保等の要請に的確に対応した

新たな建築規制制度を構築するため、昭和器年の制定以

来の建築基準法の抜本的な改正が行われ．平成撫年6月

鷲霞に公布された（平成10年法律第玉00号〉．主な改正

点の概要は次の通りである。

嘔．建築確認・検査の民間開放

　建築確認・検査の充実、違反建築物対策．まちづくり

等の新たな行政二一ズに対応するために行政の十分な実

施体制が確保できない状況にあることから、官民の役割

分担の見直しにより的確で効率的な執行体制の創出が必

要となっている。

　○行政執行体制の現況（平成魯年度〉

　　・建築主事一人当たり年間約600件を処理している

　　状況。

　　　　（建築藩工件数　年閥約慧0万件．建築主事数

　　　　約鳩oo人〉

　　・諸外国に比べても建築行政職員数は少ない。

　　　　（人口10万人当たり　臼本5・8人、米25・7人、

　　　　豪器人〉

　このため、これまで特定行政庁の建築主事が行ってき

た建築確認・検査業務について、新たに必要な審査能力

を備える公正中立な民間機関（指定確認検壷機関〉も行

うことができることとする。

　①民間機関による確認・検査の導入方式

　　確認検査機関が確認・検査を行った建築物は、建築

　主事の確認・検査を受けたものとみなす．

　②指定確認検査機関の概要

　　ア　対象　非営利法人、営利法人を閥わず対象とする。

　　イ　指定　都道府県知事が摺定．（複数の都道府県で

　　　　　　業務を行うものについては建設大臣．〉

　　ウ　指定基準

　　　・確認検査員（建築基準適合判定資格者）が一定

　　　　数以上であること．

　　　・役職員の構成が業務の公正な実施に支障を及ぼ

　　すおそれがないこと．

　　・確認等の業務以外の業務を行うことによって薬

　　務が不公正になるおそれがないこと　等

③捲定確認検査機関の役職員の義務等

　守秘拒務を諜すとともに、みなし公務員規定をおく・

④特定行政庁と指定確認検査機関の関係

　指定確認検査機関は、必要な事項を特定行政庁に照

会することができ、特定行政庁は．必要な指示及び確

認の取消を行うことができる。

⑤審査手続き等は、指定確認検査機関が自主的に決め

ることができる。

この改正により、次のような効果が期待される㈱わ．

○迅速な手続きの実施等、建築主の二一ズに即した建

築確認・検査サー一ビスの提供が可能となる．
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c解通信

○指定確認検査機関の活用に伴い、行政は監査、違反

是正、処分等の間接コント灘一ルを申心とすることに

よって、より効果的に制度の実効性を確保することが

できる．

黛．建築基準の性能規定化等基準体系の
　　見直し

　建築主や消費者が多様な選択を行うことができるよう、

建築設計の自由度を高め、新技術、新材料の開発や導入

を円滑化する建築基準体系の導入が課題となっている。

　このため、特定の材料、工法、寸法等の仕様による規

制を中心とする従来の方式から、一定の性能さえ満たせ

ば多様な材料、設備、構造方法を採用できる規制方式（性

能規定〉を導入する．あわせて、建築物単体の規制項目

の見直し壱行う。

“》建築基準の性能規定化

　①性能項目、性能基準を明示するとともに、それを検

　　証するための試験方法や計算方法を提示する。

　　1具体例】

　　ア　耐火設計法の導入

　　現行では、耐火建築物は一律に鉄筋コンクリー一ト

　　造等としなければならないが、建築物の空間形状、

　　可燃物の量等に応じた計算によって耐火性能を確か

　　める耐火設計法を導入し、大規模木造ドームの実現

　　や鉄骨の耐火被覆の軽減を図る。

　　イ　木造建築物の屋根の防火規制の合理化

　　一定の地域内に建つ建築物について不燃材料を義

　　務づける方式から屋根の延焼防止性能を直接確認す

　　る方式に改め．太陽電池一体型屋根材等の多様な工

　　法の実現を可能とする。

　　ウ　防火材料、防・耐火構造等に関する性能基準の

　　　整備

　　不燃材料、防火材料、耐火構造、遮音構造等につ

　　いて、仕様規定が中心となっている基準を、性能基

　　準及び試験方法等を明確にした基準に見直す。その

　　際、試験方法については、可能な限り国際規格との

　　整合化を行うこととする。

　　エ　その他

　　避難設計法、性能重視型構造計箪法、建築設備性

　　能試験等の導入を検討している。

　②性能規定化に対応した．申請者の負担軽減、確認審

　　査の効率化の措置を講じる。

　　ア　型式適合認定

　　材料、設備、主要構造部等の型式が一連の技術基

　　準に適合することを認定することにより、認定を受

　けた材料等を用いる建築物の建築確認を簡素化する。

　　（技術基準との適合の審査ではなく、認定された型式

　の設計仕様書等との適合の審査で済むようになる。）

　　〔具体例蒸標準設計による事務所、建売住宅の設計仕

　　　　　様書等

　イ　型式部材等製造者認証

　　型式適合認定を受けた規格化された型式の部材、

　設備、住宅等の製造者の認証を行うことにより、建

　築確認・検査を省略する。（番号．マー一ク等の表示を

　確認することにより．審査・検査を省略）

　　1具体例】量産型の建築設備（エレベーター等）、プ

　　　　　レハブ住宅等

　　ウ　指定認定機関による認定等の実施

　　建設大臣は、高度な技術審査能力と公正中立な審

　査体制を有する国内外の民間機関（指定認定機関等）

　　に、これらの認定、認証を行わせることができるこ

　　ととする。

③従来の仕様規定は、性能基準を満たす例示仕様とし

　　て政令・告示で位置づける。

④性能規定の導入に伴い、従来の仕様規定を前提とし

　　て設けられていた新材料、新工法等に対する特例認

　定制度（38条認定）を廃止する。今後．新材料、新

　　工法等については、原則として、性能規定で対応す

　　ることとなるが、その中には厳格な試験や高度な計

　算によって性能を検証しなけれぱならないものがあ

　　る．このようなものについては、建築主事による審

　査が困難であることから、建設大臣が認定を行うこ

　　ととしている。このような認定をr構造方法等の認

　定3という。
　　構造方法等の認定の際には、事前に建設大艶が指

　　定する毘間機関（指定性能評価機関等〉の性能評価

　　を受けて申請する必要がある。

（黛）その他の規制項臼の見直し

　住宅居室の日照規定の廃止、採光・地下居室規定の緩

和、準防火地域内の木造3階建て共同住宅の建築制限の

緩和を行う．

　この性能規定の導入等により．設計の自由度が高まり．

また、性能水準が明確になるため、技術開発や海外資材の

導入が促進され、より合理的で低コストの技術等の円滑

な導入や市場の活性化が期待される（次頁の図2参照）．

3．土地の有効利用に資する
　　建築規制手法の導入

都帯の再整備に当たり、狭小な敷地が多く、基盤が必
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新たな建築基準の体系 ＜性能規窟の導入による効果＞
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新しい構進譲ナ算の方法の灘λによ影ノ、

免震構造建纂物簿の建雛が容霧1こなる．
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（劔〉　耐火設謝法（火災の懐獄を予

　灘し、叢三要携遣書5力粛鳶垂力を課

　樗でき誉こと等を確認する方
　法〉

　倒承仕様
（1列〉　叢要樽遣部が餓筋惣ンク

　リート藏であ着もの
晩震構遣とは1
特殊ゴム等により構成ぎれる免霧襲饅により、地震

瞬の建築物の揺れを小さくする構法o

　柱や壁等の構遣躯捧のスリム化
　窓や壁等の仕．歎げ材の破壊紡比

　家具等の転倒防止
等力ζ鰐能となる¢

図蒙

ずしも十分に整っていない我が国の市街地では、敷地ご

との規制のみでは．市街地環境を確保しつつ．土地を有

効利用することが困難な状況にある。

　このため、土地の集約的利幣による合理的な建築謝画

を可能にし．土地の有効利用に資するため、隣接建築物

との設計調整のもと、複数建築物について一体的に規制

を適用する特例制度を創設するなど所要の見直しを行う。

（薯》連撞建築物設計制度（仮称〉の創殼

　①規制制度

　複数敷地により構成される一団の土地の区域内におい

て、既存建築物の存在を前擬とした合理的な設計により、

建築物を建築する場合において．各建築物の位置及び構

造が安金上、防火上、衛生上支障がないと特定行政庁が

認めるものについては、複数建築物が同一敷地内にある

ものとみなして．建築規制を適用する．

　　・容積率．建ぺい率等については．複数建築物全体

　　　で適用する．

　　・区域内の建築物相互に係る日影規制、隣地斜線制

　　　限等は定型的な基準の適合に代えて．設計を個別

　　　に審査判断する。

　②手続毒規定等の整備

　　・制度適用にあたって、区域内の土地所有者、借地

　　　権者の同意の義務づけを行う。

　　・認定後．対象区域等を公告するとともに、図書を

　　特定行政庁の事務所に備えて一般に縦覧する．（な

　　お．宅地建物取引薬法の璽要事項説明に追加を予定〉

　　・区域内における建替え等にあたっては．当初と同

　　様に特定行政庁が審査し、同一敷地内にあるものと

　　みなして．規制を適用する．

（驚》その他の規定の整備

　建築主事の判断による特例的取り扱い賦ついて．建築

確認の民間開放等を踏まえ、特定行政庁の許可による方

式とする。

　　（例）現行法では敷地が4欝以上の幅員を有する道路

　　　に2驚以上接することを原則としているが、これを

　　満たさない場含であっても、安全性等の支障がな

　　　いものについて、基準を明確化した上、許可によ

　　　り建築を可能とする．

　これらの改正により．既成市街地での建築物の更新に

おいて、まとまった土地での合理的な建築計藤が可能と

なることにより．設計の自由度が向上し．土地の有効利

用と市街地の環境の確保の爾立が図られる（次頁の図騒

参照〉．

4．中間検査制度の導入
　阪神・淡路大震災（死者643G人．うち建築物の倒壊に

よるもの約8割）により、建築物の安全性の確保の必要

性が改めて認識された．大きな被害を受けた建築物の申

には施工の不備に起因すると見られるものもあることか

ら．施工時の適法性の確保を図るための制度の整備が必

要である．

　このため．特定行政庁が指定する一定の構造．用途等

の建築物の指定する工事の工程が終了した段階で建築基

準関係規定に適含するかどうかについて建築主事又は指

定確認検査機関の検査（中閥検査〉を受けなけれぱなら

ないこととする．指定された建築物は中間検齋を受けな

けれぱその工程が検査できなくなるような工事を続行す

るこ二とができない．

　特定工程としては．違反建築パト撚一一ル等を通じて把

握毒れた違反事例の多い建築物の工程（基礎工事や鉄筋

コンクリートの薦筋工事．鉄骨造の溶接工事．木造の筋

箏



c解通信

連担建築物設計制度のイメージ

噺指定容積率400％の商業地域での例

従来の規制による場含
　（一一建築物一敷地）
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＼曳．

諜住鰭系用途地域の場合

連担建築物設計制度による場合

　　全体で容積率400％

敷地

　　　　　　　　　σノ　　　　　　　　．ノ　　　　　　　　〆　　　　　　　ノ　　　　　、　　〆
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鶴蕊道雛幅員に；よる容積箪制限

　　簸大の前蕊道錨帳員（縛翼α6

道蹄斜線制隆：　勾灘1．砦

（セツトパツク艶離に跡じて緩和〉

領

交いの取付工事等）等が指定されるものと考えられる．

　なお．戸建住宅、プレハブ住宅等で工事監理が適正に

行われた雛とが確認されたものについては、検査の簡素

化を行う．この場合、工事監理の確認方法については工

事監理の状況の詳細な報告を求めるなど厳格化を図る

〈省令改正〉．また．中間検査の特例が適用される建築物

は、確認．完了検査においても特例制度が適用され、審

査が簡略化される。

　この中闇検査の徹底・充実により、建築物の安全性を

確保を図る（次頁の國4参照）、

難．確認検糞等に関する図書の閲覧等

中間検査、完了検査の受検率の向上、行政手続きの徹

か5
肇　　　　！

　c鱒蒋
　讐積灘56簾

　　ノ

無　轟　　　％
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＼、

8＼、
響積箪240げ
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連担した敷地

（Aが既存建築物）

底とともに．市場のルールにより建築物の質が適切に評

価されるための制度的整備が必要である。

　このため，特定行政庁による建築物の台帳整備壷義務

化する、また．建築物の謙爾概要に加えて検査の実施状

況等について閲覧がで壼るものとする。閲覧の事項とし

ては．計画概要．確認、検査履歴（中間．完了〉、許可の

有無等とする。

　また．建築確認後に設謙を変更した場合の再確認手続

きを明確化する．

　この見直しにより、建築物についての情報提供の範囲

を拡大し・消費者保護と市場機能の向上を図る（次項の

図騒参照〉．
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z＝コzヱ7澱粥P瑚副胤19殉
中薦検慶の概要

嚇黛響敷庁にホる特建£程の指窯

　　　　（第7条の3①）

軒　区域、期間、建築物の構造、

　　　ヤ　　　　　

〔饗灘欝　醐

（特驚工程に籐る工寮終ア時）

　礫鎮烹による検査の串講

　　　　（第7集の3②）

鷺纂豊纂、確誘検畿機聡による

検驚の雲施　　（第7条の3④）
晒　4疑以内の検喪の義務づけ

Q閲覧内容のイメージ

・型試部材等製適奢灘駿塗愛俘た製透餐が製簸した麗難灘式

部韓等

・4得建築物で建築士が適切1こ工穣駿趣したも⑯

は一部の規窟蒼穣糞省賂（第7条の騒）

翫圃概要

建築窓1【鶉【膿

量餐＝QOOO
工巌；ムムムA

建祭物の繊要Σ

磯　　翻 確臆欝lo母o擁○鷺 確灘餐；鶯鶯 餐畢lxxxxx

中澗検変

換壷臓＝o球o携o鍵
工穆＝・

登欝：○犀○月○鷺

工程＝・

検喪養；鶯驚

査奢＝欝灘

驚遜籍1ムム

理餐＃ムム

懸γ検蓋 榔蕪：o年（〉舞○難 穣登餐：縣灘 駿理餐；ムム

鯵　　可
欝司事項》

需

麟澗検鷹奮格羅の交醤

　　　　（第7条の3⑤〉
酬　中賜検壷禽格証交醤濠で、特定

　工程後の工1程に係器工事の旛工

　の禁丘

（工麟の継続〉

　　　號ア検登
（中闘検査蒼霧施した幾定について

検蕊省略）

園曝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　　　　　　図騒

○　法改正の施行時期について

　この改正の施行時期は次の通りである。

　ア　公布と同時に施行

　　　住宅居室の日照規定の廃止

　イ　1年以内に施行

　　①建築確認・検査手続きに関する事項

　　　（指定確認倹査機関関係、中間検査、台帳整備及び

　　　図書閲覧等）

　　②準防火地域における木造3階建て共同住宅に関す

　　　る規制の緩和

　　③連担建築物設謙制度等集団規定に関する事項

　ウ　2年以内に施行

　　　性能規定等建築基準体系の改正に関する事環

　　　（性能規定関係、型式適含認定及び指定認定機関関

　　　係等〉
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盤．CIW試験問題（UT）の解説と実作業への応用

畷．はじめに

　平成憩年度前期i次試験が終わったところである。受

験した皆さん．出来映えはいかがだったでしょうか．ur

部門について醤えば、出題傾向が変わっていないのに、

正答率の向上が認められないのはなぜだろうか・また、

試験問題の内容と実務との係わりをどのように認識して

おられるのだろうか。そんなことを考えながら、平成9年

度後期の雛問蓋に解説を加えることにした．

　平成憩年度前期のUT問1を解く参考になるし、この

問題の解説を通して、出題の意図を理解し、実務への応

用に役立てていただくことを強く願っている。

盤．平成9年度後期・UT部門・問1
　　の内容

次の文を読んで．下記の小問（11～（3）に答えよ．

　母材の解きが38蹴漁の鋼平板突合せ溶接部を、∬SZ3060

に従って斜角探傷するように依頼された。試験体は探傷面が

親く、感慶調整爾試験片には．標準試験片ST塾A2が指定さ

れていた．そこで、探傷に先立って、感度補正に必要なデー

タ螢採取した。

　巌1．玉及び表蓋．£は、5Z扮×憩A45及び5Z憩×10A70を

それぞれ黛個ずつ駕い、スキップ距離を変化させて透過パル

スの大壼さ壷測定した結果である．また、減衰係数が創雛0

（磁／漁蹴〉のと壼の透過パルスの距離振幅特性は、図1、1に

示すとおりである、

　次に、講Z憩×10A70（＄丁鷺屑折角68。O度）を用いて、

ST匙A2によリエ灘一高さ区分線を作成したのち、探傷感度

壷φ嬢×喚：魏線に調整し、感塵補正を加えないで溶接試験

体壱探傷したところ、ビーム露程憩伽瓢の位置に、M線よ

り低いエコー高さのきず工躍一が検出されな。ゲイン調整つ

豪みを使って．このエコー高さを灘定したところ、蟹線

一2．O鵡であった．

（11超音波特性の測定データを整理して．拡散滅衰を補

正したあとの標準試験片ST聾A2中及び溶接試験体中

における透過パルスの大きさの変化を図示せよ。

㈲5Z憩×鎗A45による測定データから標準試験片

STB．A2及び溶接試験体母材部の減衰係数を求めよ。

（3）検出された欠陥を帯形平面欠陥と見なし、減衰係数

及び伝達損失量の差を補正してその幅を求めよ．ただ

　し．形状反射能率は表玉．3のとおりとし、距離振幅特性

曲線を折れ線で近似していることによる誤差は無視す

るものとする．また、横波の斜め入射時の音圧反射率

は図i。2のように表されている。

3．解答
小問（1）　騒．解説」に示したヂ問1答案用紙講のグラ

　　　　フを参照

小問（2）ST塾一A2：0．025δB／搬搬、溶接試験体婁

　　　　o，047d1墨／n鞭

小問（3）　エコー高さの補正量；16。3dβ、帯形平面欠

　　　　陥の幅10。9懲撚

4．解説
　小問（1）超音波特性の測定データの整理と拡散減衰補

正後のビー一ム路程に対する透過パルスの大きさの変化を

示すグラフの作成

　ω4　測定データの整理

①表i．玉は、銘10×憩A45のV透過法により、送・

　　受探触予閥のスキップ距離を変えてビー一ム路程と透

　　過パルスの大輩さを測定した結果である。透過パル

　　スの大鷺さは、表示器上で透過パルス信号の高さを

　　50％に調整し．このときのゲイン調整つまみの指示

　　値に負号ヂー」を付けたものである。

　　　表玉．慧は、5Z10×憩A7（）のV透過法による測定結

　　果であるが．屈折角70度の場合には試験体の寸法に

　　制約があるため、送・受探触子間の距離が1スキッ

　　プのデー一タだけである．欝スキップ距離以上の測定

　　デー一タを得ることは困難である。

　②図蓋．玉は、減衰係数α鐡G田魏蜘1の場合．すな

　　わち、散乱減衰が起こらない理想的な材料中での

　　ビーム路程に対する透過パルスの大きさH（窃灘0）

　　［d瑚の変化を表している。ビーム路程の増加ととも

6
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表竃。蟹　SZ沁×憩A菊による測定データ

（a〉標準試験片　籔へ序A2

1 3 5藤程㎞）
2蓋 65 級0

登（α諭透過パノレスの大きさ（腸） 一23．0 一27．5 一32．0

騒（α篤o〉
一i．i 一3．2 一5．4

璽讃（α燦α壌（α瓢0） 一2i．9 一24．3 　　　一26．6一

（b）溶接試験体

スキップ数 i
ビーム路程 （懸） 53

飾諭透遇パノ以の大謎 （dB〉 一4i

蘇（α翻0）
一2

△懸亙｛（ ）凝（凶〉 一38

2一 ㎜3

嘉丁溜，
一翫2十一乞8

一蚕3．3　　　　　　　　－48．2

畷．i

メ9

墨皿5
認
照

e
卜10
へ

喫
漿

ε
il一焉
5　　0　　　　0
　　　　婆麟

2玉

5
聾

ゼ
働。織爾あ

吻

100　　　i50
ビーム路程緬鷺）

表茎．蓋の蕪（α鐙〉

表i．2の蚤訳静0〉

200　　　2SO

図1．1透過パルスの大鳶さの距離特性（滅褻係数鷹罵麟騰／麟

　　の場禽l　l溶接構鐘物の検査　23§買　図瓢焦織墾照1

表肇．2　§Z紛X紛A澱による測驚データ

遡　o〉

試験片の種類 標準試験片 溶接試験体

スキツプ数 夏 i
ビーム路程　　　　（職） 40 io2

R（α鵡透過パルスの大きさ（dβ〉 一29．o 一53．0

賎（α需o）
一3．9 一8．4

遡　o〉 一25．i 一44．6

　にH（穗瓢0〉が次第に減少するのは、超音波が拡散

　することによるもので、この現象を拡散減衰と呼ん

　でいる．

③表1．工⑨ST聾A2及び㈲溶接試験体の測定デー

　タを整理する。3行目は、透過パルスの大きさの測定

　値である。左欄外に「H（α聯α月と書いておく。減

　衰係数鷹繍窃［鵡／騰滋］の場合の透過パルスの大き

　さという意味である。

　　4行目の欄に「H（窺罵翻と書く．減衰係数鷹篇0

　腔脚漁燃〕の場合の透過パルスの大きさという意味

　である。図叉．亙の＄鍛0×憩A45の曲線を使って、各

　ビーム路程に対応する透過パルスの大鷺さH（騨罵ω

　の値を読みとり．噴（窃畿ω」の該当欄に記入する。

　読みとり値は、読みとり方によって若干異なるが、

　その違いは許容誤差範囲内と考えてよい。

　　籔行目の欄に「∠H罵H（認篇ω一H績膿O肩

　と書く。透過パルスの大きさの測定値噴績罵α）」

　から理論値職癬罵⑪ljを差し引くことにより、拡

　散減衰の影響を取り除いたことになるので。「認Hj

　は拡散減褒を補正した後の透過パルスの大きさであ

　る．各ビーム路程に対応する滋蕪の値を算出して空

　欄を埋める、

④表工．黛の測定データを整理する．

　　壌行目は、透過パルスの大鷺さの測定値である．左

　欄外に嘘（α罵裂擁と書いておく．

　　5行目の欄に噴（鍵罵0〉」、6行目の欄にUH

　瓢H（α認α）一H（窃識ω」と書く。図笠．笈の蔭Z憩

　×10A70の曲線を使って、標準試験片ST騒A2及び

　溶接試験体のビー一ム路程に対応する透過パルスの大

　きさH（窪罵Olの値を読みとり、鷹（礁瓢0肩の

　該当欄に記入する。次に．H績篇ω一H　lα謙Ol

　を算出して磁鋤の空欄を埋める．

（1）壌　グラフの描き方

①拡散減衰を補正した後の標準試験片ST聾A2中及

　び溶接試験体中における透過パルスの大鷺さ認Hの

　変化のグラフを、先に、問1答案用紙のグラフに示

　しておく。

　　図中には、小問（1）で要求されている解答のほか

　に．小問《2）及び小問（31の解答に関連した事項

　なども一緒に示してある．

②表玉．笈に示す測定デー一タの整理結果を．問玉答案罵

　紙のω5Z憩×欝A45のグラフ用紙に描く．

　　グラフを作成するためには．最初に、グラフの縦軸

　目盛を付けなけれぱならない。ビー一ム路程に対する

　∠Hの変化を示す直線を引いたと鷺に．解答に示す

　ように．全体がグラフ用紙の中に納まるように縦軸

　の目盛を付ける壁目盛の数値には負号「一」が付い

　ていることに注意する。

　　各プPット点は．○印などを用いて明示する．各

　プPット点を通る直線は、ビー一ム路程O雛騰～

　250鵬朧の範囲全体にわたって引く。それぞれの直線

　には、標準試験片又はST騒A2．溶接試験体と名称を

　付けて区別を明示する。

③表膿は示す測定データの整理結果を．問玉答案用

　紙の⑳砿憩×欝A簿のグラフ用紙にブ謄ットする．

　　各プ購ット点壷通るビーム路程に対する認Hの変

　化を示す直線の全体が解答に示すように．グラフ用

　紙の中に納まるようにグラフの縦軸目盛を付ける．

7
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一20

　零

ll　』1

麟
細猟
翼賦　　一5脅
燦笑
懸璽
掘麹
　　　一60
　　　　0

ビーム路程差2iO購

A

Bc狂

F
0　　　　　　　50　　　　　　ioO　　　　　　蓋50　　　　　　200　　　　　　250

　　ビーム路程差蓋48鱒
ビーム路程（鱒〉

B

io．5dB

標準試験片
C蟹B－A2

狂

i4。OdB

溶接試験体F

擦触峯騒翼沁×緯《蕊によるデータの整理結果

欠隔工鶯一のビーム絡程r

　探傷面　　　　　　100蹴
一20

　鱈

1瓢

麟
轡K
羅嬢　　皿50
寵笑
擬璽
雄輝
　　　一6む

　　　「探傷時の最長ビーム路程
2蓋O燦恥　　　　　203盤搬

　　Al

む柵
書鷺

BicEi

爲瞳騒
懸鋼
縫聴　　即

罎醤箋冠盤雲鐙蓮

麟繊躍

王）1
惣Q盤鰹

0　　　　　　　50　　　　　　10G　　　　　　i50　　　　　　200　　　　　　250

ビーム路程（翻〉　148懸

iO．5δR

標準試験片
蟹β一A2

i4．OdB

溶接試験体

擦触畢謬Z籍X　m《葡によるデータの整理結果

④試験体中を伝搬する超音波の減衰係数窃は、同一

　周波数の斜角探触子では、屈折角に関係なく一定の

　値をとる。したがって、ビー一ム路程に対する∠Hの

　変化を示す直線の傾きは｛同一試験体で同一周波数

　であれぱ．屈折角に関係なく一定となる。

　　すなわち、Sm。A2に対する5Z10×10A45と5Z10

　×紛A7Gの∠H直線は互いに平行となる．また、溶

　接試験体に対する5Z10×10A45と5Z10×10A70の

　∠H直線は互いに平行となる。

⑤　問三答案用紙の（215Z10×10A70のグラフ用紙

　において、ビー一ム路程40瓢mにおけるSTβ、A2のプ

　灘ット点Aノを通る∠H直線の引き方は．次のとおり

　である。

（玉1鑓10×憩A45のグラフ用紙において、ビーム路程

　4（滋mにおけるSTB－A2の∠R直線上に点A（×印〉

　をとる。

　　点Aを通る水平線及び∠獄直線とビーム路程

　雛0㈱に立てた垂直線との交点を、それぞれ、点R

　及び点Cと名付けると、RCの畏さは10．灘Rとなる。

（21銘憩×10A70のグラフ用紙に戻って、STB、A2の

　プ損ット点Aダを通る水平線を引き、ビーム路程

8

　器O鵜搬に立てた垂直線との交点（×印）を点鮮と

　名付け，点劃から、iα5磁だけ下がった位置（×印）

　を点Cノと名付ける。点A’と点C’の2点を結ぶ直線が

　ST聾A2のビーム路程に対する∠Hの変化を示す直

　線となる．

⑥問蓋答案用紙の1215Z憩×紛A70のグラフ用紙

　において，ビーム路程憩2m瓢における溶接試験体の

　プ鑓ット点Dノを通るJH直線の引き方は、次のとお

　りである．

（1）紘憩×⑳A蕊のグラフ用紙において．ビー一ム路程

　玉02mmにおける溶接試験体の滋翼線上に点D（×

　印）をとる。

　　点Dを通る水平線及びJH線上とビー一ム路程

　器Om騰に立てた垂直線との交点を、それぞれ．点E

　及び点欝と名付けると、EEの長さは1紘Odβとなる．

（2）鑓玉0×10A70のグラフ用紙に腱って．溶接試験体

　のプロット点Dダを通る水平線を引き、ビー一ム路程

　器0鵬鵬に立てた垂直線との交点（×印）を点蹉と

　名付け．点Eノから14．0磁だけ下がった位置（×印）

　を点劃と名付ける。点D評と点劃の2点を結ぶ直線

　が溶接試験体のビーム路程に対する∠i　Hの変化を示

　す直線となる．

小問（欝）　STR－A£及び溶接試験体の減衰係数

　①問i答案用紙（1）5須0×憩A45のグラフを利用

　　して、ビーム路程に対する♂Hの変化を表す直線の

　　傾壼から、減衰係数窃を算出する。

　　　このグラフの横軸はビーム路程になっているが．

　　減衰係数は、超音波が単位長さ進む間の減衰量と定

　　義されているので、計算にあたっては、ビーム路程

　　を実伝搬距離に直す必要がある．

　　　ピーム路程は、一探触子斜角探傷法において．

　　ビームの伝搬方向に測った反射源までの距離である

　　から、ビーム路程を2倍すれぱ実伝搬距離になる．

②ST聾A2の減衰係数窃㌶田B加m〕は次式により

　　求める。

懲C間の透過パルスの大きさの差 10。5
αA2罵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畿
　　　　2×（A黎間のビーム路程差）　　露×2憩

　罵0．025絃B加m】

　　従ってST欝一A2の減衰係数窪越は0．G25d13／mmと

　なる。

③溶接試験体の減衰係数αw田β加翻は次式によ

　り求める．



z＝ヱ7澱塀P欝鵜uπ塀枷3鋤

騨間の透過パルスの大きさの差 14．0
認w欝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篇
　　　2×（DE間のビー一ム路程差）　　黛×148

　癖0．047　［（玉R／mm］

溶接試験体の減衰係数愈wは0ゆ47αR／漁鵬となる。

小問（3）　欠陥寸法評価時のエコー高さの補正量と欠陥

形状を帯形平面と仮定したときの欠陥寸法

　③畦　欠陥寸法評価時のエコー一高さの補正量

①STβ．A2と溶接試験体を比較すると．探傷面の粗

　　さの違いによって散乱減褒量が異なる．

　　　形状反射能率や界面反射能率を用いて試験体中に

　　ある欠陥（議きず）のエコー高さを比較するために

　　は、伝達損失量及び散乱減衰量の差の影響を補正し

　　ておく必要がある．

　②問1答案用紙（2）5Z憩×憩A70のグラフが表す

　　意味は．次のとおりである。

　　　ビーム路程O瓢mにおけるSTB－A2と溶接試験体の

　　∠Hの差12。0礁Rは、探傷面における伝達損失量の差

　　である、

　　　ビーム路程が増加すると、両滋H直線の開鷺は次

　　第に大きくなっていく。この現象は、ST聾A2と溶接

　　試験体の間で、ビーム路程の増加につれて敵乱減衰

　　量の差が次第に大きくなることを示している。

　③検出された欠陥エコーのビーム路程は憩0搬驚で

　　あったので、「（2）5Z10×10A70のグラフ」を使っ

　　て、ビー一ム路程100㎜における爾∠鷺直線の差を

　　読みとると16。3dβが得られる。この値が欠陥寸法評

　　価時のエコー高さの補正量を与える。

③一2　欠陥形状を帯形平面と仮定したと鷺の欠陥寸法

　①欠陥エコー高さの測定値HF［鵡抽凱問題文から

　　次のようになる。

　　勝諜M線一2，0瓢（H線一6。0〉一驚，0凝H線一＆O　kBl

　（31磯で求めた欠陥寸法評価時のエコー高さの補正量

　　G［dβ］は、

　　G瓢欝．0［d黎］

　　である．

　　　伝達損失量及び散乱減衰量の差を補正した後の欠

　　陥エコー一高さ（HF）隙β〕は．次のようになる。

　〈恥〉瓢H欝＋G嵩H線一鼠o＋鳳o瓢H線＋＆⑪［鵡ユ

　　　欠陥工コー高さ恥（％）、H線のエコー高さ無s（％）

　　とすると、相対エコー一高さ烈面＄は次のようになる。

2・堀恕鴫）一膝＆晦β1

　　　　　載　簸F　　　　20
　一一一　　瓢；　10　　　癖　2．5薫

”ねs

②ST聾A2の倦状反財能率γs馨と界面反射能率γ矯

　表1．3に倦状反尉能率が与えられているが、ST聾A黛

　の欠陥倦状は、直径と深さが同一寸法の縦穴である．

　まず、限界寸法鉦、，を調べてみる。波長λ諜0．磁β

　［㎜］、ビーム路程κ篇100［騰］、屈折角θ罵68．O

　［d¢g］を代入すると。

夙肝贔θ一［m副

となり、標準穴の寸法φ4×4【燃mコは限界寸法よ

り大きい。形状反射能率は、t≧触の場合の計算式を

採用して、その値を計算すると、次のようになる．

表篠．講　形状反射能率1溶接構造物の検査　驚鴛翼　譲覧鍛藩照1

欠陥形状 t誌む。 限騨寸法t。

円形平面欠陥
（直径tD〉

」型t藍

λπ

1－2

隔悸
帯形平面欠陥
幅：解長さ：・Q） 樗吾

玉㎝2

辱霧

　直　線　溝
深さ：tN2長さIQ。） 樗吾蜘

i㎝2

瞭壽磁
　横　　　　穴
直径：tH2長さ：の 傷需 傷霧 瞭悸
　縦　　　　穴
直径1群長さlt，〉

厩樗細 蕩吾藷 サ擦磁

球形欠照
（直径1の

玉＿ －4x
な　し

ただし、λ：波長、κ：距離（船ビーム路程）、θ：屈折角

王00

　go

　80

－70
§
総60
孫
屡50
の
葡40

43％

0　　　　10　　　　20　22、0　　　303圭32　3333．2o
　横波入財角（度〉

10　　20　220。　3轍3233332

0　　　　】』0　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　8｛〉　　　90

　　　　　縦波人射角（度）

　　図蓄．窯斜め入射時の鷺鷹厭鮒麟

9
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γ一 仔藷一34
　　次に。界面反射能率γ欝姦調べる。

　　ST聾A黛の縦穴は、コーナー反射形の欠陥で、縦穴

　の円柱面への横波入射角は．参ぴ一磁、ぴ蹴22．ぴと

　なり、円柱面でモード変換損失が起こる．図気．2を利

　粥して横波入財角2黛∬’に対する音圧反射率を読みと

　ると．43％が得られる．したがって．界面反射能率鴛sは

　　　γ給綴α43

　となる．

③帯形平面欠陥の形状反射能率γ翻と界面反射能率触

　帯形平面欠陥の幅捻が限界寸法t臨c，より小さいもの

　と仮定し．表三。3に与えられた形状反購能率の計算式

　を採絹して、その値を欝算する。

碍馴子一晦
　帯形平面欠陥は垂直反尉形の欠陥であるから

　　γ鐸灘i

　となる、

④帯形平面欠陥の寸法とその吟味

　相対エコー高さは、次式で表される．

㌧　　　 γ騨

ぬs　　　γ醐

γ鱒

γ翌、s

この式に上記①鞠③の結果を代入すると、

　　　0．0880t　×1
　　　　　　籍2．瓢慧
　　　0、0734×0。43

　　t鷺謹o。goO擁翻

帯形平面欠陥の限界寸法絃．，を調べると、

帰亨一　1
とな甑求めた帯形平面欠陥の幅t藝はλ薫＜t登くt灘

の条件を満たしているので、答えとして適切である．

したがって答えは0．9魏懸となる。

響．実務への応用

　この闘題の実務への応用として．探傷時の感度補正量

の求め方と試験体の超音波特性の測定方法を採り上げる

ことにする．

　1玉1探傷時の感度補正量の求め方

　平成麟年度後期・UT部門・問1を例にして話を進める

ことにする。

　問題文によれば．母材の厚さt窩認［瓢燃】である．

　JIS　Z30βび扮94に従って斜角探傷する場魚板厚

100撒搬以下の平板継手溶接部の探傷方法は．公称屈折角

70度の斜角探触子による直射法及び一回反射法となって

いる。

　使用探触子のST懲屈折角θ脇灘総、0［度］であるか敷

この試験体を探傷するときの最長のビー一ム路程は、2　海磁

θ翻驚慧×3創£儒総．ぴ舞慧03〔憩鐙］となる。

先に示した「問i答案用紙（2》駆憩×紛A70のグラ

フ」において・最長のビーム路程203撚驚におけるSTR

A2と溶接試験体の認H直線の差を読みとると、20．綴欝が

得られる。

　現在よく利用されている超音波探傷器のゲイン調整つ

まみの最小ステッブは0、灘嚢である．このことを考慮す

ると感度補正量は瓢．0磁となる。この試験体の場合に

は、探傷感度壷調整した後、更に21。0磁だけ探傷器の感

度を高めなければならない．

　ところで、」欝Z306窃簿劔付属書1のギ4．4感度補正

量の求め方」によれぱ、付属書i図1のように、試験体上

で2つの探触子を対向させて置き、iスキップ距離でV透

過パルスの大鷺さ竈測定するよう規定している。このと

きのビー一ム路程は（癒スキップのビーム路程と等しい。

　つまり．」欝Z30馨窪紛94に従って感度補正量を求める

と、ビー一ム路程は（聯スキップに相当しており、最長すな

わち三スキップのビーム路程にはなっていな恥のである。

評価の対象とする煮ずの見落としを防ぐという見地に立

てば、探傷方法に合わせて，最長のビー一ム路程における

感度補正量を求めなけれぱならない．

　12）　試験体の超音波特性の測定方法

　ここで、趨音波特性というのは、①標準試験片の探傷

面と試験体の探傷面における伝達損失量の差、②標準試

験片中と試験体中における超音波の減衰量の差、③試験

体の音響異方性のことである。

　今から30隼前、大阪で万国博覧会が開催された頃まで

は．鋼板に二枚割れがあったり、超音波の減衰が著し

かったり、ラメラーテアが発生することがあった．

　十数年前には．輸入鋼材で製作された溶接構遣物が、

斜角探傷では無欠陥との評価を受けたにもかかわらず、

肉眼で割れが検出される事件が起こった。調査の結果．

炭素当量の高い鋼板で．超音波の減衰が非常に大鷺いこ

と力書判明した鎗

　海洋構造物などの製作に開発されたTMC叢》鋼は．優れ

た使用性能の鋼材であったが、音響異方性のため斜角探

傷の適用に支障を来たした。その後、音響異方性があま

10



・一澱伽照翻u紺概四鋤
寮1．毒　纂Z簿X婁雛鴨1こよる超鷺波特性の測定データシート

1 試験片の種類 標準試験片 溶接試験体（板厚1踊〉 測定

2 探触子の配列方向 長手方向 嫡可亟
3 スキツプ数 亙 i　　l　　1

婆 入凝点問距離1副 瀾定

5 探傷屈折麟　1度1 θA2獄

業僚　　　　は

計算

6 厩折角度差　［劇 一　一 昭昭L一θc簿 計算

7 ビーム路程　　［鱒］

一　　…　　…

測定

8 透過パルスの大きさ　［d釧
官　　E一

測定

　9 翻（α富0〉　　　　　／dBl グラフから

隻o △R讃（α腸α）融（α瓢o）　縁Bl

一
ゴ 計算　　」

1簾1
　　ただし、θL轟繍1五、θC麻甑1ぬ、△θ傭θL碧C

　　　　　　2t　　　　2童

り現れないように改良されて、建築鉄骨の分野でも使用

されるようになった。

　これらの経験を踏まえて、」聡Z3Gβ窪簿鱗では．本体

略．別において母材の垂直探傷．本体甑三頓において音

響異方性の検定、附属書玉r4，引において感度補正量の

求め方が、それぞれ．規定されるようになった。

　しかし、これらの超音波特性の測定を実施する時期に

ついての」欝窺306《）一膿94の規定内容は明確になっていな

い．そのため．母材の探傷や超音波特性の測定を実施・確

認しないで探傷作業を進めていないだろうか．

　本来．探傷試験の準備段階で完了させておくべ煮内容

であり．実施・確認の責任は、C夏W主任試験技術者（UT

部門）が負うべきである雛

　本解説で取り上げた問題の内容は・超音波特性の測定

方法壷具体的に示したもので．最近の試験ではいつも出

題されている．測定の実施にあたっては、デ～タシート

が必要である。

　「表玉．玉＄篇《）×夏OA45による測定データシート』はそ

のままでよいが、「表玉．黛翫船×燈A70による測定デー一

タシート」には、音響異方性の推定についての測定デー

タ記入欄を追加しておいた方が使用に便利である．一例

を表笈．爆に示す。CIW主任試験技術者（UT部門〉の皆さ

ん、試用してみて下さい．

β．おわ鱗に

　平成憩年度前期1次試験の正答率が出た．問葱につい

ては、（玉1グラフ譲鼠＄％．12》STβ・A驚減褒係数17脇

％、③欠陥寸法評価時のエコー一高さの補正量爆7．醸％．

帯形平面欠陥の幅1漁．7％であった．なお．出題はマー一ク

シー一トで出題されており、計算値に最も近い数値をマー

クすることになっていた．小問（玉1のグラフについては．

グラフとして不完全なところが残っていて．減点対象に

なったのではないか．

　正答率は．平成勲年度後期竃次試験もほぼ同じであっ

た。問題の内容は「溶接構物の検査護やザ研修会資料」に

記述されている基本的なものばかりであるのに．どうし

て．正答率が向上しないのであろうか．

　問題の解き方としては．表蒐．笈及び表L2の測定デー一夕

の整理結果牽用いて．計算式により小問（⑳の減衰係数

や小問（31のエコー一高さの補正量を求めることが出来

る、しかし．本解説では．小問ωのグラフの作成方法

に重点を置き．このグラフを利用する図解法で．減衰係

数や工篇一一高さの補正量を求めた．

　グラフは．測定値及びその整理結果が視覚的に表理さ

れるので、誤リチェックが容易である．また．必要な数

値を求める過程が分かりやすい．さらに．数値を眺めて

いるだけでは分からないド現象の特徴」が．グラフにす

ることによって浮び上がってくる。この機会にグラフと

仲よくなって．上手に使って下さい．伸喪くなると．鷺っ

と．時問の節約にもつながってくることでしょう．

u
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3．ClW試験問題解説《Mlr）

問題ユ　磁粉探傷試験の要領書中に次のような記述があ

り．客先から説明を求められた。（i）～（1ωのそれぞ

れについて．説明すべき事柄を簡潔に述べなさい。

（丑1　裏はつり面の検査を行う場合には、プ灘ッド法を用

　い、高張力鋼の場合には磁粉は高温用磁粉を用いる。

鋤　厚板の溶接部においては、溶接中間層表面に対して

　磁粉探傷試験を行う。

鋤　最終溶接表面の試験に際しては、ビー一ド表面を滑ら

　かにしてから行う。

翰　高張力鋼の溶接部の試験は・溶接完了後24時間以

　上経過してから行う。

⑤　板厚が約6蹴瓢を越える溶接部を極間法を用いて探

　傷する場合には．電流は交流を用いる．

㈲　プ讃ッド法を適用する際．磁化電流はきずの検出に

　必要な磁化の強さが得られる最低電流にする。

《7）　蛍光磁粉を適用する場合には、周囲の明るさが20Lx

　以下であることを確認する．

㈹　極間法壷適用する場合．磁極の配置は試験面に対し

　て少なくとも相直交する2方向とする。

1解説】

ω裏はつり面は倦状が凹状であり、極間法を用いた場

　合には磁極と探傷面との密著性が悪くなる場合がある

　ため、そのような心配のないプ揖ッド法を用いるのが

　よい（ただし、極間法を用いてその探傷性能の有効性

　が確認されている場合には、極間法を用いても構わな

　い．どちら壷採用するかは、仕様書に基づけばよい。）。

　また．高張力鋼の場合には、低温割れの防止のために

　憩0㌔200℃程度の予熱を必要とし、裏はっりを行った

　ときもこの温度を保持する必要がある。したがうて、

　磁粉探傷試験に際してもこの温度を下げずに行う必要

　があるため．高温用磁粉を瑠いる。

《2）厚板の溶接部では拘束応力が大きくなりやすいため

　に．割れが発生する場合がある。最終溶接後欠陥が検

　出されてもその補修が困難であるため、最終溶接を完

　了する前の段階において欝触3回、溶接中間層表面に対

　して磁粉探傷試験を行い．それまでの溶接部には欠陥

が存在していないこと、そしてその表面に溶接を継続

　した場含でも欠陥を発生させ得るような欠陥が存在し

　ていないことを確認しながら溶接を進め、最終的に健

全な品質の溶接部を作り上げるために溶接中間層表面

に対して磁粉探傷試験を行う。

（3）自動溶接壱した場合のように表面が比較的滑らかで

ある場合を除いて、滑らかでない場合には、溶接をし

たまままの状態では疑似模様が発生しやすく、微細な

欠陥に起薦する磁粉模様の識別が困難になる。した

がって、これを避けるためにビード表面を滑らかにし

てから磁粉探傷試験を行う。

（4）高張力鋼の溶接部においては遅れ割れが発生する危

険性がある．遅れ割れは・割れの種類によってその発生

時期が異なるが、一般的には約24時問以上経過すれば発

生するものは発生していると考えて良い。このため、溶

接完了後鍛時間以上経過してから磁粉探傷試験を行う。

（5〉直流極間法を用いて板状の試験体を磁化すると、磁

東は板摩方向に一様になる性質がある。したがって、

板厚が厚くなると試験体中を通る磁束密度が減少し、

必要な磁束密度が得られなくなる。実験によると．板

厚が約6噸以上になると必要な磁束密度が得られなく

　なるとされている。これに対して、交流を用いると表

皮効果のため磁束が試験体の表面近くに集中して流れ

るため、磁東密度が減少する心配がない。このため、交

流を用いるのがよい。

（61プ灘ッド法においては、磁化電流を変えることがで

　きるために試験体中の磁束密度を大きくすることがで

き、欠陥の検出性能を高めることができる．しかし、磁

化電流を大きくしすぎると試験体の焼損や電極先端の

溶融などの問題が発生する危険性があるため、磁化電

流は必要最小限のものを用いる必要がある。

（71欠陥部に吸着した蛍光磁粉から発する可視光線の強

　さは弱いため、観察する環境は暗い方がよい。しかし、

　あまり暗くしすぎると安全上問題があるため、周囲の

物が確認できる明るさとして20Lx以下と翼SGO565で

　は規定されている。

（8）極間法を用いた場合には、二つの磁極を結ぶ方向に

　ほぼ平行に磁束が流れる。このため、磁極を結ぶ方向

　に直角な方向に長手方向を有するきず状の欠陥が検出

　しやすい。これらのなす角度が約45度より小さくなる

　と磁粉模様が現れにくくなる。したがって、どの方向

　に割れが発生しているか不明な場合には．相直交する

2方向から磁化をする必要がある。

12
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4．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来
　　　（2〉UNDPIRCA／IAEAプ隣グラムの実行のもとに成長したインドネシア

日本原子力研究所大岡　縄一

　すべての工業分野におけるNDE技術の発展、推進と実

行は、恥伽によってなされた。すなわち欝7⑪年代当初、

亙AEAの援助によるもので騰鐙dと賄錨砿におけるア

イソト～プと放射線技術の工業利用．また、引鷺続いて

の環境保全技術プ資ジェクトヘ積極的に加わることで、

人的資源開発の申で産業の需要（技術をエンドユーザー一

に譲渡する）を支援するために重要な影響を政府に与え

たと書える、そして、開発を目指す国のプ欝ジェクトと

して技術と人的資源さらに技術移転が行われてきた。

　プ擦ジェクトとしての主たる目的は

（三〉　専門家会議、研修会とトレーニング灘一スを通し

　て、ND鷺技術を推進する．

〈2）　すべての工業分野におけるND鷺の必要惟を品質保

　証の一環として合致させる．

〈3〉　先進国から発展途上国へ先端技術を移転し．その他

　にもND鷺の研究開発に著手する。

（4〉　国際的にも、例えばアジア太平洋地域でND鷺技術

　を提供することである。

璽．インドネシアのND鷹施設
　NATA（N搬tめn瓢　Atomic　E鷺¢r麟y　A鰹鎌cy〉は技術

開発、トレーニング及びNDTサービスを強力に支援して

いる。さらに国内自前のNDEの必要性の強化に合致させ

るために、磁）E設備の拡充が国内産業の例えば、NDE会

社．政府関係機関，大学と他産業の組織（蟹内の石油会

社、肥料産業．航空会社．航空機産薬と鉄鋼産業のよう

な〉によって行われてきている．以下にインドネシアの

NDE設備の一部を示す．

co鍵 婆禽（簸大鐙⑫c藍〉

鞭蒐盟 蕪o禽（簸大鱒oc童〉

x線鑑置 鱒禽く管電鷹．管電流可変〉

超音波鑑置 蓋oo禽

澱灘饗纒襲灘 25脅嵐上

ア謙一ステイツク工案ツシ灘ン 騒禽

り一クテスト襲置 驚台

　インドネシアのNDE設備の投資額は総額およそ憩○⑪

万US＄になっている．そして、そのうちの約3分の笈は

建物、管理費等の費用となる。

　NATAは、NDE設備（玉台のCo60装置．1台のM装

置と工台のUT裟置設備）を瓶Aの援助を受けて整備し

ている。

2．国内産業に対するNゆEサービス

　NDE技術（RT澄T　UT　MT　ET〉は、建設中の重要

な仕事として、そして、定期的なメンテナンスとして産

業界で認められている。急速な産業の成長のために．

NDEの働きは、B総～欝即年にかけて増加して鷺た．そ

れから後、石油等の物価不安のため、翌数年の問、事業

は悪くなった。しかし．前後の8年間においてNDEサー一

ビスの必要性は、再び増加した。今爾．ND鷺サービスを

提供している蔭0以上の検査会社と政府関係機関があり．

NDE業界の大部分（70％〉は石油とガス産業にある．こ

の業界の属間会社からの収益は年間40Qか略O⑪O万US＄

になっている。ND鷲業界の大部分は現地の会社によって

運営されている。数社のMD鷺民間会社はマレーシア．タ

イ、ベトナム．オーストラリア、シンガポールのような

他の国へのNDEサービスをも行っている．

3．トレーニング．教育とセ亀ナー

　B8夏年からインドネシアはRCA／L醸A／UND叢》の

地域ブ灘ジェクトに大壼く係わってきた璽多くの技術春

はプ灘ジェクトが組織したM聡の地域トレー一ニングコー

スとワークシ灘ップに参加し、参加者のうちから何人か

が核となり積極的に国内でのトレーニングのみならず検

査に関係してきている。さらにプ縢ジェクト癒通して羅

内のトレーニング謙一スの数及びその要綱の改善も図る

ことがで壼、また、少しづつではあるがアジア地域間の

調和をとれる様になって鳶ている．

　国際標準に基づいて強力的で有効的な産業構造を築く

ことから．一騒のND鷺技術向上を図る目的でトレー一皿ン

グがNATAによって行われて鷺ている．

　一方、N驚灘　鍛簾航空工業によって設けられた航空機点

路



c解通信

検トレーニングコー一スは、指針XAEATECDOC407に

従って編成された。改訂指針IA鷺A　TECX）OC628が

嚢CA各国に配られているが、インドネシアのいくつかの

大学では機械工学部の中に巌聡学科を設け学生の教育を

推進している・1976年～19鮪年に認定された部門別

（盆丁，UT，鷺丁，MT，胃）技術者数を表肇に示す。

讃肇　鳶義1雛醜鋤群s麗s鋤転馨繭蟹肇993－」翻yl9懸

賊薩絹麟oδ 鰻o　o望　P瓢薦ON曜延A鰻雛　Coり較s戴5

し羅H L覆v融H し甕v旺l　m

嚢丁 1暢（激 66／アx
諺

雛 拶4／撃x 216／1《）x 7
赫了 拶2／δx 84／8x 2
暫 142ノ夢x 殉6x 2

鑓 42／4x 6

醸》繕欄輪獺 47βx

4．大学及び他機関との協力
　NATAのND欝研究室において、大学との協力体制の下

嚢人の学生が、種々M）E技術についての卒薬論文をまと

めるなどの実績を有している。

　アコーステック・エミッシ灘ン〈んE）技術の開発に関

する研究プ灘グラムは技術評価・応用機関及びN獄鋤tar3

航空工業との協力のもとで行われている。

　インドネシアのND£技術者のための協会は1992年8

月に設立され．バンクラデッシュとの友好協力を1993年

に開始している．

　今後は各国との情報交換等を積極的に進めるためにも

順次友好的協定を進める考えで、現地のM）E民間会社と

他国の会社との問の共同体制も組まれてきている。

蕊．非破壊試験技術評価プログラムの実施

　アジア太平洋地域の各国における試験技術者の技術評

価、狩丁整（叢》鱒撫1鋤cyT総tl豊慧蓋》鱒欝鋤m◎が、日本

の奪門家により実施された、インドネシアでのPT欝は、

第一回欝で3名の欝本、1名のオーストラリアの專門家の

協力を得てNDE民間会社の代表者など、計翼名の参加

者をもって1鱒2隼8月3～船旧に行われた。この最初の

欝灘の結果がメルボルンで扮鱗年玉月26～艶日行われ

た碧TP会議において検討が行われ、実態を知ることが出

来たため．これに基づいた計画を進めようとしている。

難．研究開発の動向

　NATAはγ線く“60）の応用とコンクリー一ト検査の

ためのUTに関する開発研究を始めた。コンクリートの検

査が艶t凱によって行われ．特にボイド（不均一性〉亀裂

及び天井．柱、梁の鉄筋に対して獄丁、UTが実施されてい

る。コンクリートの強度に及ぼす熱衝撃とコンクリート中

の鉄筋の腐食検出に対する研究はまだ進行中である。金

属と非金属材料への応用としてのA。Eの研究は、NATA

とNu瓢t訟懸航空工業との協力によって始められた。

7．縛来計画

　将来のPT登プログラム及びトレーニング活動のための

試験片の製作に取り組んでいる。インドネシアが近い将

来に原子炉を作ろうとしている．PS1とISI（使用前検査．

供用期間中検査）への巌）Eの適用を研究するための研究

グルー一プが発足した。

　多くの古い《特に精錬所（肥料成分）、電力供給のため

の蒸気発生器など〉プ獲ジェクトがあるが故に生活環境

問題に直面している。ND欝は評価に対して重要な技術の

一つであるとの考えから特定の主題でのセ箋ナー一を行う

ことを計画している．

　非破壊検査技術者に関して、インドネシアは、レベル3

の資格者の数が不足していることから．レベル3の資格

者数を増やすためには国内のトレーニングコー一スの開催

が不可欠となっている。それには国際レベルでの1SO

97鴛の指針に沿った認定資格者数の増加が図られてい

る。

　産業の発展の中で環境の進展に応じて、技術をエンド

ユーザに修得させるという要求はRCA／IA鷺A／U灘）P

プログラムの輿施が十分な刺激となり．技術移転もエン

ドユーザのそれに合致したものであった。

　その結果．ND鷺民間会社の数が、徐々pに増加して、（現

在約60の民間会社がある〉また，ND鷺サービスは魅力

ある仕事であることから社会に経済効果を与えて壼てい

ると書える。

　プ鶯ジェクトからの援助は、現場作業の奪門家、レベ

ル3のためのトレー一ニングコースなどを考えてみてもま

だまだ必要とされる。

　NDE技術者の認定のための国レベルの委員会を支援す

るためには、まず第一にレベル3技術者の一麟の数の確

保が必要であるとともに近い将来、国内の胃Pを行うこ

とを計画しているが、試験片製作技術が確立されてない

ため容易に進んでない面もある。そのためには今後も日

本主導で行われる雰破壊試験用試験片製作に関するワー

クシ識ップで製作される試験片の配布を希望している。

いずれにしても、ND鷺技術は、現在安全面において国レ

ベルでその必要性が認められ適用されようとしている。

14
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5．連載教育講座　第四回

石川島播磨重工業㈱　荒川　敬弘

第5話　金属とは

璽．金鷹の性質

　金属にどのようなイメージを持っておられるだろうか。

金属の種類はどのくらいあるのだろうか。金属の性質を

まとめると以下の4つに要約できる。

　《玉）金属は固体状態で結晶である。

　《21金属は電気と熱の良導体である。

　（3）金属は独特の色と金属光沢をもっている。

　（4）金属は属性．延性をもっている．

とは書っても、液体状態から特殊な急冷法によって非晶

質の金属材料のアモルファスが作られたり．金属でなく

てもサファイヤダイヤモンドの硬い物質で熱伝導のよい

ものや黄鉄鋼や黄銅鋼のように金属光沢をもつものもあ

り、単純ではない．

　金属の定義はと改まって聞かれると答えにくい。「金属

とは鍛造のできる光沢のある物体をいう」とはロシアの

最初の鉱山の教科書にミハイ灘・ロモノーソフが定義し

た表現という。鍛造が困難な脆い金属もあるのでこの表

現は明らかに正確ではない。金、銀、銅、すず、鉄及び

鉛を対象に鉱山を探し求めた約20（》年以上も昔はこの表

現でよかったのだろう。

　現代的にはヂフェルミ面を持つ固体」と定義されてい

るという。少々耳慣れない書葉が出てきた．著者も正薩

戸惑い気味ではあるが、ここでは少し金属とはどんなも

のかを探ってみよう、

2．周期畿で見る金鷹

　金属にはどのようなものがあるかと書えぱ、メンデ

レーエフの周期表で見るとわかりやすい。周期表には短

周期表と畏周期表があるが表曝は長周期表を示している．

　表中に太線で示した線（原子番号5番のホウ素と駈番

のアスチタンを斜めに結んだ線〉の左側の元素が金属的

性質をもっている。原子は陽子、中性子と電子で構成さ

れており、正電荷の陽子と負電荷の電子の数が同数と

なって電気的な中性を保っている。元素をこの電子の数

（原子番号と呼んでいる〉の順番に並べていくと．一定の

表遷　長周期表
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i
3
リチウム
L　i

24
経

ナトリウム
N融、
窪一8－1

王9

カリウム

K
2－8－8一ま

37

ルビジウム
R量）
2一暮一i8－9卿1

5s

セシウム
c呂

18－8－1

霧7

フランシ〉ム

登r

3王一蓋8－8－1

2（貰A〉

4
ベリリウム
滋＄

2－2

薗
　　　原子番畢
　　　充黎犠
　　　莞譲記畢
　　　霞子醍列
　　　（K殻一L殻一M殻…）
　　　1票子番畢55（オ）セシウム豊え降1よ

　　　1く～M醗巻雀絡して承す

捻

マグ墨勤ム

M艦

a唱映a　　3（夏1夏A）　4（まVA）

金燭元索

翻
　　　金麟元素
　　　率金属漁秦
　　　灘金属鷺嚢
　　　不活性元素

不活雛鷺

　　　　　露金贋元素
13（照β）玉4（W鷺）15（Vβ〉16（W欝〉亙？（畷発）

12（鷲猛〉

鰺

ア航ニウム

A王

2瞬8－3

3韮

笠8（（））

20　　　　21　　　　22
カルシウムスカンジウム　チタン

（1龍　　　　s　e　　　　T　i
2－8－8－2　　　2－8－9－2　　　2－8一ヱ〇一2

38　　　　39　　　　4P
スト1］ンチウム　　　イットリウム　　　　シぐ痔コニウム

s　r　　　Y　　　　　Z　r
2一き一18一騨悼22一琶脚i菖膚一22四8一睡一捕一

56　　　　57～7隻　　？2
ノ茸リウム　　　ランタノイト“　　　ノ、フニこウム

B耽　　　　　　　　　｝｛書
i8－8－2　　　　　　　　　　　　　32一圭O－Z

5（VA）

23

パナジウム

V
2－8一纏一2

4エ

ニオブ

Nb
2碍一捨卵12一

73

タンタル
穫’載

32－11－2

6（WA）

24

々ロム
c　r

3－8一13一裏

42

モリプデン
睡0
2－a一露一13一

74

タングステン

W
32－12・一乞

7（職A）

25

マン鯉ン

Mn
2－8畦3－9
壌3

テク彩転

T　e

2遡一綿弓s一

75

レニウム
負艘

32一欝一叢

8（鴨〉

26

鉄
F◎

2－8岐4－2

騒

ルテニウム

Ru
2一争播一1卜

76

オスミウム
O　s

32－14－2

9（職〉

27

コバルト
C　O

2－8一隻5覗

45

潭ジウム
鷺簸
2櫓一畑一16一

77

イリジウム
王r

32－i5－2

iO（蟹）

28

ニツケル
瞬i

2－8一亙6－2

46

パラジウム
P　d
建一窪一博一紺

78

膚叢

P　t

32一王7－1

慧（i登〉
29

銅
（l　u

2－8一ま8－1

47

銀
A暫
2η9－1畦｝18一

79

金

A疑

32畦8穫

30

鰻鉛
Z　I1

2－8畦8－Z 2－8一鴇一3

48

85

水銀
蘇房

32－18－2

8i　　　　82
タリウム　鍛

丁！　　　P熱
32－i8－3　　　32一三8一嘆

88　　　　　89～鈴3
ラジウ！夷　　アクチノイド

裳a，

32－18－8“震

楽金灘鷺糞

ランタ解ド 57 58 59 60 6工 62 s3 64 65 66 6マ §8 69 驚 ？重

ランタン ゼリウム プラ婿ジム ネ露ジウム ブ装が拡 サマリウム ユ卯ピウム ガドリニウム 淋どウム ジスプ凝沸ム 承ルミウム 鳳ルビ轡ム ツ｝声疹ム イ鰺浄ピ弧 ル畢チウム
しa， （1＄ Pr Nd P｝箆 s獄 Eu Gd Tb Dy 鷺（｝ 鷺r 丁羅 Yわ Lu
嬢一9－2 工9－9－2 2ト8－2 2寡一8－2 23－8一盆 24－8－2 25－8－2 25－9－2 27－8汐2 28－8－2 2§一8－2 3α惑一2 3ト8－2 3か8一鴛 3霞噌一2

フクチノイド 89 93 31 92 93 94 95 96 97 98 99 韮oo 韮磁 鱒諺 鐵3τ
アク彊ウム トリウム ブ獅ア妙二鉱 ウラン ネアζ’ツニウム フ。跡ニウム ア刈シ〉ム キュリウム パゆ勢ム カリ麟ニウム ア脊ス郎弧 ア麟ミウム メンデ纏樽ム ルベリ鉱 翫ンン・沸ム

Ae 丁上｝ Pa「 u Np P疑 Am （）鵬 濤k Cf Es F灘 醒d N（） 轟r

32畦8－9－2 32－18一鱒一232－21－8－2 32－2レ蓼一2 32－22－9－2 32－23－9－2 32－25－8－2 32一筋一2－2 32－26－9－2 32－27－9－2 32－28－9－2 32－29一§一2 32－30一§一2 3諸一3レ恥2 32晒3慧一勝2

15



c解通偶

　金属結墨
　　　　、、“”雌　　　　金属原子一個のモデル
　　　　　おゆ

噸　　講　　紹擁畿
～翻難ゆ1糞
鎌　轍1　　　　・・ぜ縄

議一凱〆奮馨鴇

図璽　電子殻構造モデル

法則で似通った性質の元素が現れることをメンデレーエ

フは約捻0年前に発見し、似通った元素が縦列（族とい

う）に現れるように周期表を表した．

　この理由は原子核の周りをまわる電子の規則性による。

電子は原子核の周りを勝手気ままに動き回ることは許さ

れずに一定の軌道を規則正しく回っている．この軌道は

原子核の近くから順次、K殻、L殻、M殻、N殻と名付

けられている．図馨に電子殻構造モデル壷示している。

　陳子核に最も近い軌道のK殻には2個の電子しか入れ

ない、従って原子番号蓋番の水素はK殻に1個の電子を

もっており．原子番号2番のヘリウムは翼殻に最大数の

驚個の電子をもうている。

　一方．原子番号3番のリチウムは、K殻に入りきれな

い残りの三個の電子をL殻にもつことになる．L殻には8

個までの電子が入ることがで鷺るので、原子番号4番の

ベリウムから原子番号10番のネオンまでは、電子をL殻

に順次鷺個から魯個までもつ結果になる。更に電子の数

が多くなる原子番号U番のナトリウムから綿番のアル

ゴンまでは．次の電子の軌道M殻に一つずつ電子を増や

していく、

　電子の軌道が原子核から遠くなると核の影響力が弱く

なり．挙動はより複雑になる．例えば、M殻に入りうる

電子の数は綿個であるが．瓢殻に呂個の電子が入って以

降は．M殻に賂個の電子が埋め尽くす前に．更に外周の

N殻に電予が入ってくる．すなわち原子番号扮番のカリ

ウムは，K殻に灘欄．L殻に霧個、M殻に8個．そして最

終殻のL殻に1個の電子をもっている。この様子は、表

蓋の周期表に電子配列として示した．

　化学反応壷考えると壼．この癒子核から最も遠い最終

殻の電子の数（価電子〉が重要になるρ最終殻がL殻の

場合には欝個であるが、それ以外は8個で満たされてい

る場合に最も元素は安定である．周期表では最も右側に

位置する⑪族の縦列がこれにあたる．欝G溶接やM璽G溶

接で使われる不活性ガスのヘリウムやアルゴンがこれに

あたる。安定な元素のために溶融金属と反応することは

ない。

　一方、最終殻の電子の数が呈個とか2個などのように少

ない場合は、電子を外に放出して安定な状態になろうと

する性質がある。電子を外に放出すると、正イオンにな

る。一方．最終殻に電子の数が多い場合には．外から電子

を奪って安定な8個の数になろうとし、負イオンになろう

とする。

　金属元素は左側の最終殻の電子の数が少ない範囲にあ

り、電子を外に放出しようとする性質がある．しかし、金

属的性質を示す元素の境界線上にある原子番号85番のア

スタチンは最終殻に7個の電子をもっている．原子番号が

大きくなると．最終殻は原予核から相当離れるために相

互の影響力が小さくなり．より多くの電子であっても外

に放出しようとする。

　また、最終殻が原子殻から離れていると、最終殻以外に

もより内側の殻から電子を放出して、より高いイオンに

なることもある．例えば原子番号25番のマンガンは最終

殻に窯つの電子を持ち、通常は2価のイオンとなるが、時

にはより内側の殻の電子も放出して3価にも6価にも、更

に7価のイオンにもなり得る。

3．金鱗の疋体

　金属とは．このようにそれぞれの元素から放出された

電子が金属イオンの周りを自由に動き回っているのであ

る．すなわち．金腐は結晶格子をもち．それぞれの格子点

上に金属の正イオンが位置し、その周りを電子が取り巻

いている。それぞれの瞬間には電子を捕らえて金属原子

になるが、次の瞬間紅は電子を放出してイオンに戻るの

である．この電子を自由電子といい、電子の状態を電子液

体あるいは電子ガスといっている．

　この自由電子によって金属原子問で金属結合し結晶を

形成すると共に．金罵の性質を形成している。金属に電圧

が負荷されると電子は一方向に流れて電気壷流す。部分

的に加熱されると．加熱された領域の電子の動きは活発

になり．周辺のより冷たい領域に熱癒伝える．懲由電子を

もたない非金属に比べて電気伝導度は実に激（勲から笈騨

程度大潅い．また．熱伝導率も格子位置でのイオンや分子

の熱振勤によってのみ熱壷伝達する葬金属に比べると

鐙ゆ0倍も大鷺い．

　また．金属光沢や金属の展性・延性にも自曲電子は璽要

な役割を果たしている。光が金属に当たると金属中の自

由電子にはじき出されて中へ入れない．このとき若干の

赤い光を吸収すると．銀のように青白い金属光沢逢もつ．

逆に青い光壷吸収する傾向にあると銅や金のように赤み

i6
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　一方、温度が高くなると金属原子はより激しく熱振動

を行うようになる。この様予を（c）図に表している．熱

振動による原予位置の歪みによって原子閥にバリアが生

じ、自由電子はこのバリアを乗り越えて移動する必要が

生じてくる。この結果、金属は一般に温度が高くなると

電気抵抗は大きくなるのである。

4．7菰ル蕊薦とは

　では、自由電子は金属原子間を勝手気ままに自由に動

き回っているのであろうか。最新の量子力学はこの自由

電子の動き方に注財している．金属中を電子が動き回る

状態を数学的に表現したのがフェルミ面である。図3に

いくつかの例を示すが、彫刻にも似た複雑な模型となっ

ている。フェルミ面は自由電子の薄い麟を表現したもの

で、金属の性質や合金化したときの性質などを決定付け

ているのである。

、

、＿、＿　　　　　　一一

鴛罵2

鴛講蕊

原子　　　原子　　　原子

　　　　　　熱擬動により
　　　左おに移動

　　　（c〉　熱振動の影響

　　麟2　金鷹中の電子状態

を帯びた金属光沢になる．

　また、自由電子は結果としてどの結晶格子にも属して

いない。従って、金属に力が加わって原子間の相対位置

がずれても、結合が壊れることなく自由電子によって金

属結合が維持される。これによって金属の延性や展性の

性質が得られる。

　なお．自由電子の動きを図黛のように説明することも

できる。（歌1図は原予核を中心に電子の軌道を示すと共

に．各軌道の電子のエネルギー準位を示している、すな

わち、原子核の近くの軌道の電子は、原子核と強いクー

環ンカで影響しあっているのに対し、原子核から離れた

軌道の電子は原子核との影響力が弱くなる。この状態を

エネルギー準位として表したものである。

　㈲図は、金属原子が格子となって互いに隣接した状

態を示している。原子核から離れた最外郭の軌道の電子

は、それぞれの所属していた原子と他の原子との区別が

つかなくなり．結果として全ての金属原子に所属するこ

とになる。

第6話　金属の強さの謎
第4詣では鉄剣と銅剣の強さについて考えた。また．第

5話では自由電子が金属の延牲や展性と関連深いことを述

べた。この金属の強さについても、畏年科学者を悩ませ

続けた謎があった。

　金属は格子を作って原子が結合している、金属の強さ

を求めるには個々の格子間の結合力を求め．格子の数だ

け掛け合わせればよいように思える。多くの科学者がこ

れを試みたがいずれも得られた結果に驚くことになった。

実際に得られる金属の強度に対して、実に数百倍・数千

倍も大きな値となったからである。内部に壼ずがあって

強度を低下させているとはとても思えない強度の低下の

度合いである。

癒
緯

図3　各種金属の7エル蕊衛檎型
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転位線が梼出粒子の間を通夢抜ける過穫

《oゼ翻雛による〉

　　　　　　　　○金属原子
閣毒　転位（刃犠転位）のモデル

　この答えとして提案されたのが転位の概念であり、後

に電子顕微鏡で確認されることになる．転位とは金属格

子の中の原子レベルの格子欠陥のことであり．模式的に

示すと園4のようになる。

　ここで欠陥と書いたが、用語にうるさい方からはお叱

り壷受けそうである．欠陥とは有害な壼ずを指すので、

格子きずと書くべ鳶であると。しかし．格子欠陥は広く認

知された踊語であって・ここでは譲るわけにはいかない。

　この概念によれぱ、金属にカが加わった場合、断面上

の全ての格子結合が一度にずれるのではなく、この転位

によって笈原子づつずれていくというのである。書い換

えると．転位が順次移動して、端面に転位が到達すると薫

原子分の変形が生じる．この転位が次から次へと動くこ

とで変形や破壊が生じることになる．

　確かに、この概念によれぱ、原子層を一度にずらす場

合に比べて．はるかに小さなカで一原子づつ順次ずらし

ていくことが可能なことがわかる。この転位は金属が凝

固して結晶格子を形成する過程で1立方センチ当たり

蓋00万個から丑億鰯存在し．変形時には更に数千から数百

万倍に増殖するといわれている．

　この転位の概念は、更に金属を強くするためのヒント

を含んでいる。転位のない金嘱を作ること、あるいは転

位の動鷺にくい金属を作ることに他ならない．転位を全

く奮まないウィスカー（ひげ結晶）は理論的に近い強度

が得られることが確認されている。ウィスカーとは溶液、

融液、蒸気、固相などから成長する直径がミク灘ン・オー

ダー一の針状あるいは毛髪状の単結晶をいう．

　より現実的な金属の強化方法は、転位を動きにくくす

ることである．第4話の銅剣の強さで述べた析出硬化と

も関連が深い．析出物のような障害物に転位が出くわす

とその勤鷺を鏑くするか、停滞するため1こ金属の強度が

大きくなる．

　転位の動鷺やすさは、析出物の形態とも関係が大きい。

析出物が細かすぎると、その量が多くてもこれを迂回し

て転位が動くのにさして障害にならない。一方、析出物

が凝縮して大潅くなり過ぎると、析出物の数は減ってい

き．更に転位はより長くなって析出物の周囲を回り込ん

で進行していく（國5〉．適度の大選さで微細な析出物が

均一に析出していると意に．最も転位の動鳶は阻害され

強度も大きくなる．従って．析出硬化を行う場合には最

適な熱処理条件を選んで微細な析出物が均…に析出する

ように行う必要がある。

おわ夢に

　玉年間4回に渡って金属建関する連載講座癒担当して鷺

た．少しでも金属に関心を持ってもらいたいと思って講

座を引き受けた、3ヶ月に玉回の出版であり．時閥的にも

余裕があろうと思い引き受けたものの、筆を取るのはい

つも原稿締切間際になり．十分な準備がで煮ないま蒙書

いた感があり、申し訳なくも思っている．この他にも．金

属の組織とか材料の経年劣化などについても紹介したい

と思っていたが．これらについては多くのわかりやすい

資料とか図書が多くでている．改まって書くのにどのよ

うな切り口にすべ毒か、案がまとまらないでいる．しぱ

らくお休みさせていただいて．もし機会があれぱ再度挑

戦したいと思っている．

　今回の第雛話と第6話は以下の単稿本を参考に．あるい

は一部借用して書いた。

・欝．M．サビツキー．灘．C，クリャチ欝ギ金属とは何か　文

明を支える物質のチャンピオン」観雛鷺就k＄

・増本健「金属なんでも小辞典元素の誕生からアモ

ルファス金属の特性まで雌　獄聡勤c総

・室岡　拒広「電気とはなにか　身近な現象から解鷺あ

かす誰獄鵜幾磁奮

・r金属壷知る辞典」　　アグネ

　特に簸初のヂ金属とは何か　文明を支える物質のチャ

ンピオン」は玉年閥壷通して多く引絹した．金属全般に

渡って分かηやすく説明毒れており．ぜひ一読をお進め

したいものである．

玉8
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6．わが社の教育翻練
東洋検査工業㈱晶質保証部長

　　　　　　　　騰本圭造

璽．はじめに

　当社は本年呂月「顧客満足度（CS〉最優先の業務を提

供する」を祉の贔質方針として・欝0嚢GO窯劔S露鱒02）

の認証癒取得することが嵐来ました．

　ご承知の通り非破壊検査会社の職務は、第三者検査機

関として顧客の要求する検査試験を実施し．その結果を

提供することであります。

　従ってこの検査試験には、各々それに見合った検査資

格を有し．充分な経験を持った者が実施する必要があり、

この人材の質．量が検査会社の経営を左右すると書って

も過書ではありません。

　特に最近ではNm，C亙W，W薦等の資格は勿論、今秋

から実施される爲0卯鷲の資格の如く検査技能資格も

グローバル化し、且つ聡09000Sにおいても各業務に適

合した資格者の配置．即ち人的経営資源の確保が強く要

求されております．

　このような中でわが社は、昨年1SO認証取得の取組を

機に．教育訓練計画を見直しシステム化し現在実行中で

あります。

　今後これを著実に実行することにより、晶格のある信

頼される技術立社を目指し社の業績向上を図ると共に、

業務を通じ安全の防人として社会に貢献したいと考えて

おります。

2．新入社員教育

　新入社員教育は（夏1祉会人．職業人としてのあり方

（2）会社諸規定（3）葬破壌検査の概要等、検査会祉の祉

員としての基本を舞につけるもので集合教育凌行う．

3．一般教育

　検査技術員対象の一般教育は下表の通りであり、A、欝

は各々の職務に対応して全員に教育を実施し．鷺．C．D．

Eは検査技術員の専門教育として受講者は贔質保証会議

の承認を得て決定する。

教育項霞 爽施購閥 輿　　施　　内　　容 講　　騨

祇畏講誕 蓋欝 社会人、職業人としてのあ績方 雛　　長

会社概況 盆欝 会糠概溌、諸矯窟 管理部
安全衛盤教育 2欝 安全衛生譲規灘 管理部
歓内専門教脊 2欝 奔破壊検萱概論（厳弔丁耀・聾1 社内講締
社外専門教育 2霞 PT学科、婁技 往金マネージメント

4．おわ砂に

　以上当社の教育訓練について述ぺましたが、将来共に

検査会社にとって人的資源の確保．即ち検萱業務に必要

な種目毎に必要な人数の有資格者の確保が最優先諜題で

あることは間違いありません。又、生涯教育としてOJT

を基本にレベルアップを心がけています．

　このためわが社としても教育訓練を計画的且つシステ

ム的に実施すると共に社員のモラルの向上鷺図り．贔格

のある僑頼される技術立社を目指して頑張蔭たいと毒え

ており濠す、

教育識一ス 闘　　的 受講対象春 教　育　内　容　（期　間〉 教麿握薮

A．贔質数育
贔質保簸に関する

識を賦与する

被提．役員

理職

錘，一般蕎

全舞対蕪〉

晶質保譲と経営（8鷺》

質保証と管理（＄9）

質マ諏藷アルの基礎（4蕪》

最質保畿部

β．贔質驚査農教費
贔質監萱員資格

建稽

主掻以上鼠つ

．灘一ス受講修了書

り選抜（鱒御15名程度〉

贔質監糞員セ箋ナー又は

任監萱員セミナー《葺巽以上〉

晶鷺保籠部

　又は

部数脊機関

c．検変機羅

　校正興教麿

検糞機羅校正員

定矯

醗蓋欝種以上の資格を2種

以上保持した麿より選抜

検査機羅の校疋と管理《8縛閣〉
各検鷹妓徳部

D．罪破褒検糞
　技衛数欝

難破壊検鷹に関する

識技能の賦与

将来の捻0§7鴛

策壱禽む〉

レペル翼　入数i年以内

ペル叢　入杜3年以内

璽s辱鰯量に繋応し

ペル搬検認中〉

鷺丁、UT、瓢丁、倉丁および

線作業叢任煮の技衛教育

教齎時閥は爲09賢滋こ

嚢させるべく見直し中》

各検鷹技衛部

E．公的資格試験

　の事離講習

公的謙簸資格

得講習

検萱技術部員より選抜 N麗、C欝，全構連、騰本騰接協会．羅紅等の資格

得のための講習（受験蓋ケ月蔚より3卿蚕縫閥〉

各検変妓衛部

び外部講習

F．その撫数膏
検壷技能及ぴ

全教薄

検糞技術部員

安金緯嚢煮

先輩有資格春によるOπ

礼、安全衛生会議の播罵

各検萱技徳部

安全撫嚢蕎
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7．鋼材表面検査における簡易型渦流探傷試験装置の開発と適用

㈱日本工業試験所

　　　河野譲

囎．まえがき

　鋼構造物の母材や溶接部の表面に発生した傷（亀裂）

は．構造物の疲労強度に大きく影響するため、その検出

は葬常に璽要な意喋をもつ、現在、その検出方法として

一般的に目視検査，磁粉探傷試験、浸透探傷試験等の非

破壊検査が多く適用されている。

　これらの非破壊検査を保守検査に適用した場合は、表

面の塗料や鏑の除去などの前処理を行う必要があり、ま

たその状態が検査結果に大きく影響する。したがって、

それらの晶質状態および前処理時問やコストが大きな問

題となっており、相当の熟練技術者を必要とする。

　これらの諸問題点を解決するため、非接触で簡単、確

実に探傷できる簡易型の渦流探傷試験装置（HIMEX一

鴛00）を開発した。

盆．原理

　渦流探傷試験は、交流電流を流しコイルを導体に近づ

け、磁界の作用によって導体に発生する渦電流が傷に

よって変化するのを検出して．探傷を行うものである。

　導体に生じる渦電流は図肇に示すように、交流電流を

流しコイルを試験体に近づけると、コイル周囲に生じた

磁界が導体に作胴する。

　コイルの磁界は交流電流によるものであることから、

導体を貫く磁束の向きと数が時間的に変化する。この時．

導体には磁束の変化を妨げるような起電力が生じる。こ

の誘導電流を渦電流と呼ぶ、

　導体に生じる渦電流の大きさおよび分布は．周波数．

導体の導電率．透磁率、試験体の寸法と形状、コイルの

形状、寸法、電流、導体との距離、さらに図2（わ1に示

すように亀裂など傷によって変化する。

　したがって、導体を流れる渦電流の変化を検出するこ

とによって，導体の傷の有無の検出が可能となる．

　渦電流の検出は、渦電流を発生させるのと同時に、コイ

ルを用いて逆の過程で行うことができる。図1でコイル

の磁化電流が矢印の方向に流れて電流が増加している場

磁束

艶イル
交流

／二岬三ミ気＼
1〆 　　））〉＼藁ミ蕪托3ノ　　　　　　　渦　流

導偉

図電　渦電流の発生

交流電流

⑳一一
交流電流

一～

一、◎
／飼ル

　渦電流

導鉢

繍縷がない時の禍電浅分布

　　　　　纒2

　　　　　　　　　慧イル
　　　　　　　　／　　　　　’へ、　　　灘憐
　　　　／ク嘆
一次繍～叉頚纂
　　　　＼、＼＿ノ／
　　　　　＼楠｝〆ノ
　　　　　　　　　渦電競

鋤傷があ鶏時の禍電流分禰

導体内の渦電流分布
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臨 写真筆　探傷状況

合を考える。電流が増加すると導体を貫く磁束も増加し、

導体にはこれを妨げる方向（逆方向）の渦電流が生じる。

　次のこの渦電流による磁界は電流の方向に回転する右

ネジの方向で得られるので、コイルの磁化電流と同じ向

鳶の誘起電流を生じる。すなわち、満電流による誘起電

流は励磁電流と重なり、コイルの電流は増加する。

　この変化を検出して、導体における渦電流の変化を知

ることができる。

3．装置の特長
今回適用した試験コイルは、図2に示す自己誘導型コ

イル自己比較方式を組合せたもので、溶接部の検査で傷

の検出能力に大きく影響する母材と溶著金属の材質が異

なる場合に発生する信号および余盛の凹凸による雑音

（ノイズ）を抑制し、さらは周囲温度の変化による影響も

相殺して、傷のみの信号を分解能良く検出できる．

　装置全体としては、現場における狭所、暗所での適用

を考慮し、小型、軽量化に取組み探傷羅は璽量450霧，検

査治具は畏さ1⑳Om朧、重量駒0騒でコイル先端部は溶接

部に接触させやすい構造とした。

　また、傷信号と雑音（ノイズ〉僑号との位相差を大壼

くし、リサージュ波形で傷を見分けると共に．波高値の

スレッシュレベルを設定することによりアラーム信号が

出力できて検査の作業能力を高めた．

4．まとめ
　本装置は、平成7年度から性能確認試験および現場適

用を繰返しながら開発したもので、従来から保守検査に

適用して蓄た非破壊検査方法と比較し、前処理の必要も

なく検査速度も格段に早くなった、また．装置も小型．軽

量で取扱いも簡単なことから、検査技術者にとって煩雑

な作薬を十分軽減で毒た．今後の維持管理作業の省力化

ならびにコスト削減に繋がると考える、

　なお、本装置は開発以来、販売ならびに点検工事への

適用と実績を積んでおり、今後も改良．改善に努め、適

用範囲の拡大および性能向上を計りたいと考える。

　最後に、本装置の開発および適用にあたり．関係者の

皆様に貴重な意見やご協力を頂き本書面をお借りし，摩

く感謝の意を表します。

6男の台所”奮鞍詑③
　トウバンジャンの辛みと玉葱が溶け込んだソースを楽しめる料理で、豚の角煮と1は異なりこってりした味は、結構歓

迎される．日本酒と醤油だけの味付けは大人向毒で、これに砂糖を足して甘辛くすると女子供向けになるが、灌飲みと1

しては砂糖は入れたくない。

◎豚バラ肉の角煮

材料ε豚バラ肉のプロック2バック800g、玉葱3～4個、ホー一ルトマN缶又はトマト3～4個、8本酒、醤油．ト

　　　ウバンジやン、必要に応じて砂糖
作り方；

　①豚バラ肉は、3～4センチ角に切り、中華鍋又はフライバンで表面に焦げができる程慶に紗める、もし豚肉の漉藩

　　しをしたけれぱ、簸初に熱湯で艶でてから紗める。

　②玉葱は、薄切にして、中華鍋又はフライバンでキツネ色になるまで紗める。

　③　煮込み鍋に①、②を移し、ホールトマト、トウバンジャンを加えて、臼本酒2に水1の割禽でヒタヒタに張って、

　醤油薩加えて（この時の醤油は控えめにすること）強火で煮込み、吹毒上がったら、アクと1油を丁寧に取りながら

　弱火で3～4時間煮込んで出釆上がりです。

　途中水分が少なくなったら水を加えながら焦がさないようにゆっくり煮込む．途中で味見をしながら醤油を加えて味

を調える．好みで砂糖を加えてもよい．
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呂．随想　カメラそして歌

CIW運営委員会副委員長
　　　　　　松山格

　『ランプス』の編集委員長の江端さんから、もう一度随

想をお願いしたいと頼まれて、大変光栄に思っています。

　最近の読者はご存じないと思いますが、ぎランプス雌の

前身の陀夏W通信翻のVo1。響No．4〈Oct．ig91）に『私と

カメラ灘と題した一文を掲載し、固い印象の罷子に女性

の写真（実は私の愛妻の若い頃のもの）を初めて入れた

ので．好評？を頂いたことがありました。

　あれは湾岸戦争の隼でしたから、もう7年も経ってし

まいました．私もその翌年3月に工業技術センターを定

年退職し、その後5年は嘱託として残りましたが、それ

も昨年3月で終わりました．

　相変わらず鞄の中には、いつもカメラは入っています

が、撮影本数は経済事情もあって大幅に減りました。し

かし．ファインダーを覗き、シャッターを切る瞬間を狙

う緊張感は若い頃とまったく変っていない心算です。人

物ならその人の一番素敵な表憎を、パーティーならその

楽しい雰囲気を残せたらよいなあという想いが、私にカ

メラを持たせるのでしょう．

　歌について一寸話題を変えましょう．学生時代にぴう

たごえ喫茶毒などでロシヤ畏謡や世界の歌、日本の歌を

歌ってストレスを発散していた頃もありました。当時は

今のように空調が完備していない店でしたから、若者同

志汗だくで歌った想い出もあります。勤務先で小さなグ

ループで混声コーラスをやって．ハー一モニー一の楽しさや、

ステー一ジに上がる緊張感も味わいました．1盤O年頃から

スナックでもカラオケを置くようになり、仕事が終わっ

た後．一杯飲みながらカラオケを楽しむようにもなりま

した．レパートリー一はマヒナスターズからシャンソンま

でと結構広いのが自慢でした．

　それより数年前ぐらいから溶接協会の茂出木氏に誘わ

れて．新橋の鐙アダムス3というシャンソニエに顔を出

すようになり．シャンソン歌手のライブを聴く機会が多

くなりました．黛⑪年近くの間に何人もの歌手の方と友人

になりましたが、なかでも島本弘子さんと平沢朋子さん

とは長いつきあいになります．轟本弘子さんは蓋鱒4年秋

に越路吹雪さん以来のシャンソン界での文化庁の芸術祭

賞を受賞され．東京と京都で大きなリサイタルを毎年3

回も開意、それ以外にも各地でリサイタルを開いたり、

都内数店でライブ活動されている方です。平沢朋子さん

は扮74年の臼本カンツォーネコンクールで優勝し、雄75

年のサンレモ音楽祭にゲスト出演した経歴をもち．ここ

数年は毎秋ヤマハホールでリサイタルを開いており、都

内数店でライブ括動されている方です。

　シャンソンやカンツォーネを歌う方は、テレビに出る

こともないので，あまり知られていないのが残念ですが

少しでも多くの友人に聴いて頂きたいと思って、リサイ

タルにお誘いしたり、CDやテープを聴いて頂いているの

ですが．一度聴いた方は皆さん感心して下さるので、私

としても本当に嬉しく思っています。

　私も沢山の歌手の歌を聴いて．同じ曲でも歌手によっ

て違う印象壷受けることもあります。でも．その世界で

生壼ている以上、それぞれの人の味があると思います．

　私は歌は詩だと思っています．その詩を引き立てるた

めに曲があり．それを相手に伝えるために歌手がいると

考えています。したがって．私の好壼な歌手は、当然私

の好みにあった歌い方をする素敵な人達です．

　私はシャッターを切る瞬間も心を込めて切りますが・

歌を歌うと選も．自分の好煮な詩の曲を選び、聴いて下

さる方に．その詩の気持ちが少しでも伝わるようにと．

心蓬込めて歌っています．
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9．ローカル・インフォメーション

四国地方非破壊検査研究会

事務局担当理事裏垣博
　　　（高知大学教育学部〉

　四国地方非破壊検査研究会は，徳島大学工学部秋園幸

一先生（現徳島文理大学工学部教授〉を会長として，昭

和35年に発足しました。四国4県という狭いエリアなが

ら全国でも由緒ある研究会といえるかと思います。発足

以来，研究発表会・講演会を中心とする学術的活動のほ

かに，非破壊検査の普及を図るための教育潜動として，

超音波探傷試験を中心とする非破壊検査技術講習会にも

カを注いできました．その後，研究会会長は，平成元年

に徳島大学工学部猪子冨久治先生，平成8年に愛媛大学

工学部松島成夫先生（現愛媛大学名誉教授〉に引壼継が

れ現在に至っています。平成10年9月現在の会員数は，

正会員弱社（個人も含む），賛助会員3社で，4県に広

く分布しています。

　研究会の主な年間行事は次のとおりです．

　3月雲超音波検査1種・2種技術講習会（臼本非壊検

　　　　査協会技量認定試験三次試験受験準備〉

　　5月＝超音波検査玉種・2種技術講習会〈日本葬破壊

　　　　検査協会技量認定試験2次試験受験準備）

　　9月1超音波検査1種・2種技術講習会（B本舞破壊

　　　　検査協会技量認定試験1次試験受験準備〉

　　U月：総会，講演会，見学会

　　11月：超音波検査1種・2種技術講習会（日本非破

　　　　　壊検査協会技量認定試験黛次試験受験準備〉

　霞国地方非破壊検査研究会としては，この数年，臼本

非破壊検査協会が実施している非破壊検査技量認定試験

の受験準備のための講習会を徳島・高知で開催していま

す．毎回20＾》30名の参加者を得て，少しずつではありま

すが，四国地方の非破壊検査技術者の拡大に貢献してい

るものと自負しています。ただ，現状では参加者が開催

地近辺に限られており，遠隔地の希望者に応えるために

は，四国各県でのバランスのとれた企画が必要であり，

講習会を開催されている他の関係機関との連携・共催な

どの調整が必要ではないかと考えています．また，超音

波探傷試験に限らず，希望があれば，浸透探傷など他の

部門の講習にも対応するように努めています．

　上記以外にも，四国地区の材料関連学協会（溶接学会，

高温学会，溶射協会，当研究会，その他）の四国支部・研

デジタル超音波探傷器の濡罵技術講翼会のもよう

究会の連含講演会を毎年開催して，非破壊検査技術周辺

の最新の研究成果や話題にふれる機会を持っています．

　超音波探傷検査の技量認定試験はアナ狐グ探傷器によ

り行われていますが，デジタル探傷器の機能・性能も向

上し，導入を検討し或いは既に導入している会員各社か

らの強い要望により，本年3月にはデジタル超音波探傷

器の活用技術講習会を開催しました。千葉県葬破壊検査

研究会のご協力を戴きまして講師に白井越朗売生（臼本

溶接構造專門学校）をお迎えし，参加者も手持ちのデジ

タル探傷器を持参して各メーカーの捲導員の方々から直

接実技指導を受け，改めてデジタル探傷器の実用的活用

法を認識できたものと思います。

　今年度の総会は，平成紛年U月5日（木〉に松慮にて

開催の予定をしています．特別講演として，大阪大学大

学院工学研究科廣瀬貞雄先生をお迎えして，「欝O騨喰

に基づく新認証システム」（仮題1について，ご講演頂く

ことになっています。折しも，この憩月から新認証制度

が発足し，新システムに基づく資格試験が憩月（一次試

験）から膿月（二次試験〉に実施されますので，その実

施状況や今後の予定など最新の情報も伺えるものと期待

しています．受験資格として教育・譲練時間等の要求が

あり，四国地方非破壊検査研究会としても要求事項を満

たすような講習会の実施に向けた準備を早急に進めてい

かなければならないと考えています。

　以上，当研究会の活動状況を紹介させていただ1き濠し

た。RUMPES読者の皆様方の暖かいご声援・ご支援をお

願い致しまして結びとさせていただきます．
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葡．協議会だよ鰯

C珊検査事業者協議会

1．平成絹奪度C酬検査事業者協議会各地区総会

各地区総会を次のとおり開催（一部予定）しました。

三．東黛本地区

（蓋）日　時：平成10年9月10臼（木）～1亙日（金）

（2）場　所3畏野県戸倉上山田温泉　上田館

（3〉出席者：会員会社　37名

（4〉議題：

　①会務中閥報告

　②共通議題r適正検査／標準料金誹について

（5）特別講演：

　P講師1　善光寺　（代表役員）事務局畏

　　　　　　　　小山健英氏
　演題1窪財について毒
2、関西地区

（1）繕　時：平成10年参月25臼（金）～鎚日（土）

（の場　所：淡路島・四州園

〈3〉出席者：会員会社　25名

（4）議　題：（東日本地区に同じ）

（紛特別講演；

　　講　騨　；JSND1認証運営委員会委員長

　　　　　　加藤　光昭氏（九州工大・教授）

　　演題ゴ欝097ユ2に基づく新認証制度について」

3。西臼本地区（下記の予定で開催〉

　（i）臼　時：平成扮年玉0月欝臼（金）～17臼（土）

　（2〉場所：小倉・プラザホテル北九州

　（議題・特別講演については関西地区に同じ）

ll．幹璃・瞳査役の交代について

　次のとおり交代が承認されました。

蓋、幹事

　西臼本地区について外山　弘氏｛新臼本非破壊検

　査〈株〉1から平川重貴氏｛新慈本非破壊検査（株）｝

　に交代．

露．監査役

　天海照之氏｛石川島検査計測〈株〉｝から横山喜久

　男氏｛石縄轟検査謙測（株）｝に交代。

継．新規C脚認定会社

　次の2社が10月1日付で新規認定を受けられました。

　○　（株〉臼鐵テクノリサーチ（D種／川崎市）

　○　（有）仙台検査　　　　　　（登種／仙台市）

狸．建築鉄轡に関するぽ適正検査／標準料金£の検酎に

　ついて
　平成憩隼度定時総会で承認された今年度の協議会基

本検討課題として、標題についての検討を7月から闘

始しております。具体的検討項目として．

　1．一検査簡所の定拒と一臼当たりの標準検査箇所数

　2．統一見積書式

　3．検査合格証又は検査会社名表示票

　4。その他関連事項（倫理事項につては再構築を別途

　検討申です。）

を取り上げ、会員全員の意見が集約できるように各地

区に小グループ検討会を設け活動中です。慧見等がある

場合には事務局あてにEAXをお願いいたします．

V、r建築鉄骨溶接部の超音波探傷講習会』

　東北地区を対象に、次のとおり開催いたします。

　丑．日　時　：　平成亙0年U月15鍵（日〉

　2．場所；宮城職業能力開発促進センター

　　　　　　（宮城県多賀城市）

　3。定員136名
　4．申込み締切：平成10年n月2日（月）
　なお、今回は「東北非破壊検査研究会3の後援をい

ただ壼蜜した。

Vl．ザ建築鉄轡溶接部の外観検査ハンドブック漂の購入の

　お願い
　好評の下、販売継続中です。余部がありますので購

入ご協力をお願いいたします．
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”．ニューフェイス

　欝98年憩月旧付で新たに次の事薬者が認定されまし

たのでご紹介いたします．

《有1仙台検鷹

本社所在地　撃襲83毒034　宮城県仙台市宮城野区扇町

　　　　　　4覗47
　　　　　　丁鷺L．02黛一232一瓢33／鷺AX．（》黛黛一232一劔34

代表者氏名　代表取締役　　伊藤　博

認定種別・番号・部門　鷺種、第紛8E鰍号、超音波

　　　　　　　　　　検査部門

本社、営業所など　　　本社のみ

1株1臓鐵テクノリサーチ

本社所在地　苧飢1の03＄　神奈川県川崎市中原鷹井照

　　　　　　3－354

　　　　　　TEL（》44－75笈4400／EAX．《）4喋一777－733絃

代表者氏名　代表取締役　鳥　孝次

認定種別・番号・部門　D種、第玉襲9D鰭号、超音波

　　　　　　　　　　検査部門

本社、営業所など　　　本社．事薬所等一神奈川．福

　　　　　　　　　　岡．山口、愛知．千葉．大分

　　　　　　　　　　　1非破壊検査業務実施場所1

平成雄年度秋期CIW事業者認定証授与式挙行さる
　　　　　　一C脚認定事業者壌鈴社に一

　社団法人臓本溶接協会αW（溶接検査）認定委員会は

憩月蔭臼、東京・千代田区の同協会本部で．平成10年度

秋期αW認定事業者の新規および昇格事業者への認定証

授与式を挙行した．会場には検査・溶接、鉄骨．橋梁な

どの業界各紙の記者が取材に訪れるなど、磁W認定事業

番への社会的関心の高さをうかがわせた。

　認定証は藤鑓譲委員長（社団法人日本溶接協会会畏・

東窟大学名誉教授・東京理科大学教授〉から．新規認定

事業者および昇格事業者に手渡され．授与婁れた事業者

は認定の醤びと責任の重さをかみしめていた。これで

C亙W認定事業者は合謙で1澱社となった．

　憩月ユ臓付けで認定を受けた新規事業者は、D種に臼

鐵テクノリサーチ（UT〉と．E種に仙台検査（UT）の2

社、一方、昇格事業者はβ種からA種に昇格した窟山検

壷侃丁，UT．MT．聾、SM）．　》種からC種からへは宮

崎県工業検査（RT．UT〉とグ環一バル検査（RT、UT〉、

鷺種からC種への日鋼検査サービス（UT、鷺丁）、鷺種か

らD種へのエスティエス（UT）の＄社．

　これで種別ごとの事業者数はA種が紛社．鷺種が蔭社、

C種が34社．D種が磁社、鷺種が59社という分布となっ

た．

認麗畿綬辱式のもよう

　授与式終了後には．新規、昇格事業者を闘んでの懇談

会が会場を移して行われ、賢頭、藤醗婁員長がr瓢世紀

は環境と安全の時代．安全にとって非破壊検査は葬常に

深く関わっており、蜜すます重要な業界になることは問

違いない。ますますの精進を願う」と事薬者の溝躍を祈

念するあいさつを述べた．続いて稲壇儒夫C夏W検査事業

者協議会代表幹事が「われわれ事業春どうしが企業倫理

を持ち．世の中から十分儒頼を受けるような検査の仕事

をするためお互い切磋琢磨して、より贔質の高い検査を

することを願う」と述べた・加藤光昭αW認定委員会運

営委員長の音頭で一堂乾杯、懇談に入った．
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CIWニュース・ラウンジ

　αW登録認定会社の皆様においても、各地域での研究

会に参加なされていると思います．今回、東北非破壊検

査研究会並びに長崎県葬破壊検査技術研究会から、それ

ぞれの括動に関する便りが届きました。溶接構造物の非

破壊検査が重要視されてきている現在、各地域での積極

的な研究会播勤は、検査業界を盛り立てていく上で非常

に重要なものと考え、両研究会の活動の一部を掲載致し

ます、ご興味をお持ちの方は、それぞれの研究会へお問

合せ下さい。また．他地域においても、催し物等があれ

ぱ．情報提供をお願い致します．

£東北非被壊検査研究会1

　東北葬被壊検査研究会（会長・坂真澄東北大学教授〉は

嚢月49、宮城県工業技術センターにおいて、檜8年度総

会及び葬破壌検査に関する研究発表会3を開催した．

　研究発表会での講演は、次の4件である。

①検査技術者新認証制度の状況報告（溶接検査・木

　　村武美〉

　②超音波による生体への応用（日本パナメトリクス・

　　飯塚秀明）

　③　異種林接合欠陥の簡易非破壊評価に関する研究

　　く宮城県工業技術センター・中居倫夫）

④欝本建築学会r超音波探傷検査基準」の欠陥評価

　　（東臼本検査・往身木博）

　また、今後の同会の活動は、研究発表会・講演会・見

学会や賛鎌検査技術者技量認定試験の学科・実技講習会

などの開催誉中心に．会員相互の親睦と地方産業の発展

に寄与していく方針とのこと．

菰長崎県非破壊検査技術研究会］

　長崎県非破壊検査技術研究会では、県工業技術セン

ター一を中心に．県と地元企業の協力の下，地元産業振興

を目的に溝動を行っている．県内には溶接部の検査を扱

う非破壊検査会社が非常に多いため、非破壊検査〈PT，

MT，UT，蓑丁〉の実技研修と座学講習会及び技術講演会

壷爽施しながら．併せて溶接の勉強も行っている．

ω舞破壌検査の実技研修

　今年3月に非破壊検査の実技設備を設置後．欝月には欝

欝聞実技研修を実施した．

　実技内容は．非破壊検査資格の欝種のレベルを目標に、

麟1謹瓢1

　　　　　束北非破壊検餐観究会のもよう

鮮騨
　　　　　　　　　　　撫蜘癖

轟　　　メ騨．
叢崎県非破壊検餐技術観究金のもよう

機種別による装置の操作、標準試験片による実習、模擬

試験片での検査実習などを行う。UT部門は4臼間実施

し、参加者が説名で、RT、PT、MTの各部門は2臼間

実施し．研修全体で69名が参加した．

〈2）技術講演会

　技術講演会は、溶接協会畏崎県支部、（協）畏崎県鉄構

工業会との共催で．経営者、管理者及び現場の作薬者等

が参加しやすい欝として＄月22臼（土〉に実施した。参

加者は玉73名にも上り、溶接と奔破壊検査技術に対して

県内企業の関心の深さが伺えた。講演は次の4件で．講

演テーマや講師の決定は会員との話し合いで決め．地元

業界の要望に含う内容の講演を行うことにより、研究会

の成果を地元へ還元しているそうだ。

　①溶接材料の現状と展望（神戸製鋼所・菅哲夫）

　②厚板溶接への灘ボット適用について（ダイヘン・

　　藤田雅成〉

　③瓢世紀に向けた大型構造物の生産技術の展望（三

　　菱重工薬・河野隆之）

　④探傷ジグの工夫による葬破壊試験の高精度化く新

　　篶本葬破壊検査・脇部康彦）
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rClW通信＝RUMPES』の原稿募集のお知らせ

　αW通信編集委員会では、内容の充実を図るために、読者のみなさま方からの投稿原稿を募集しております。

　『CIW通信：RUMPES』は溶接部の検査の重要性をP：Rする目的で編集を行っておりますが、さらに、読者のみ

なさま方のご意見、ご希望を誌面に反映させ、より役に立つ、親しみやすい誌面づくりを図っていくためにも、み

なさまの積極的な投稿をお待ちしております。

　当日本溶接協会では、溶接作業者の技術検定・溶接技術者の認定等を行っているほか、溶接部の非破壊検査事業

者の認定も行っています。本事業はCIW（C磁1鋤＆tion£orInspectlo獄ofWelds〉と呼ばれ、検査会社における技

術者の構成．検査機器、品質保証体制などを審査し、技術レベルを評価して技術認定をする制度で．RUMPESは

当協会が認定している検査会社向けのものではありますが、実質的に現場の人に役立つような．あるいは認定会社

以外の人にも楽しめる内容を念頭に置いて製作しております。

　溶接部の検査の重要性を広く社会的にもアピールできるRUMPESの誌面づくりに読者のみなさまのご協力をお

願いいたします。

C　lW通信「RUMP臓S』原稿投稿要領

唯．執筆内容：原則として溶接部の検査に関連する内容でお願いします．

2．投稿方法：投稿される場合は、事務局宛まで執筆内容をご連絡下さるか、アブストラクトをお寄せ下さい．

　　　　　　RUMPESはC夏W通信編集委員会で編集内容を企画・検討しておりますので、委員会での検討の後、

　　　　　　執筆していただきたい原稿ページ数、掲載号など詳細についてご連絡させていただきます．

3．執筆枚数：CIW通信編集委員会から指定させていただいた本誌ページ数でご執筆していただきます。

　　　　　　本文原稿は、刷り上がり玉ページで400字詰め原稿用紙5枚半程度で計算して下さい。

　　　　　　なお、本文原稿枚数は、図、表、写真の挿入にしたがって減少していきます。大きい図表は750～

　　　　　　1，000字分、小さい図表は£50～500字分、写真は250字分で換算して下さい。

　　　　　　　また、原則として、パソコンによる原稿を希望します．用紙は自由ですが、出力は横25字のこ

　　　　　　と。MS－DOSのテキストファイル形式で保存したフロッピーディスクとプリントアウトしたものを

　　　　　　ご送付下さい。

4．問禽先：

　　　　　社団法人鷺本溶接協会αW通僑編集委員会（担当ε金予　謙〉

　　　　　（華101－0025東京都千代田区神田佐久間町H1、産報佐久間ビル）

　　　　　TEL　O3－32574521・EAX　O3－3255－5196・E－m訟：c圭w＠lwes・orJp

27



c解通信

鯉鰭欝鰭蓼覇銘蓼ゆ紹融ゆ憾蓼ゆ憾懲ゆ轄融⑫鰯蓼ゆ編集後記な暮鱒鰐鱒鰭融⑬認蓼ゆ磁鱒鰭蓼診磁鱒銘融ゆ兜

驚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕊
讐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竃
懲
雪
懲
讐
懲
讐
簸
讐
露
響
灘
讐
驚
器
箆
欝

・「建築基準法謹の抜本的改正に伴い、「建築確認・検査の民問解放3．ヂ性能規定化」及び「中間検査

制度の導入」等、検萱業界に籍を置く者にとって関係の深い改正項目、内容が織り込まれました。今

号では時宜を得た企爾とするために、ご多忙の中．建設省住宅局・井上建設専門官に執筆をお願い

し、巻頭紹介記事とさせていただきました．今後も関連事項についてフォ鷺一し、当誌を通じて紹介

していきたいと思います。

・前々号で、αW検査事業者協議会編の「建築鉄骨外観検蛮ハンドブック藩頒布を紹介したところ、

協議会会員以外の当誌送付先から、多数のお問い合わせをいただき．盆UMPES読者が広く多数いる

こと凌実感しました。編集委員一岡、今後もよりよい誌面編集を心がけて参りたいと思います。

・皆様からの投稿をお願いいたします。

編集委員　亙．M：．

禽
竃
蕊
竃
爲
穆
蕊
憲
蕊
竃
禽
零
蕊
竃
爲
暫

無x蝦鱒鱈撤x聴x嬉懸x瑠鱒《懸》銘激》銘操x懸》惣響鱒認激》磁激》《憾鱒鰭繰x螺鱒鰭鱒《螺激》鰭激x螺撫》認禽
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z二＝二＝覆ク卿層陛s側〜灘”9�S
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・証券醒酵保険などの経営破綻が相次ぐ中，昨年膿月
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）臓本溶接協会の認定（αW〉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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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400�@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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隼頭挨拶
ND夏会長撫藤光昭
や
　　　　　ド
嚇�_
　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�葛ﾊ「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
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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
9�H。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
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　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
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　　　　　　　園7　温度翫の構造
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�鰍ﾅ，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�S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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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�J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�K6一一�Q（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。
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　別　　020
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　小
　線
　径　　0窪o
づ痴．（m納〉
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4．連載教育講痙　第一圃
石川島播磨重工業�梶@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�d　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・�D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，（�S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＠・�A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�沿黶E1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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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�H
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．
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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�潟[ネラル検査技術および
　照國エックス線�鰍ﾌ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）
　　�@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
�A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。
�B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．
�C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．
�D　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．
�E　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。
　�F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／
　�G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。
　�H溶接部検査の主体は外観とUTである。
　�I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�JO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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囎．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
　CXW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に示す欝の参加国であったが紛84年に中國，そ
の後第3期計画（叉鱒3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�r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
×
1
�
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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
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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
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2．学校の耐震補強工事と溶接検査
�兜x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
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蓑コ　耐震補強の概鴫と特徴
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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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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
ス》ット設醗鷺
巻補　フ鷺一
櫛織勤繋鷲つ
ての壌淀
　　韓o
鰻o
補強動果の鞭
耐齢次諺断》
標は灘燃れたか
　　　Y臨
強工法の潅認
改　籐
設計図欝の傭驚
強鷺綿の算患
工欝画
工《蟹理》
終　　了
図2　耐震補強のフ縫一チャート
5
�

c脚通信
・》鉄骨
　　　▽
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　　　▽
　　　▽
工場
�堰Fり現
場
足　　場　　掛
け
▽
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聖
騨
に警1
粛l／
擁
賀瞭
ゆ
▽
▽
羅
▽，
▽
譲，
▽
外　壁　版　取　付
▽
サ　
ッ　シ　取　付
▽
内　　壁　　下　　地
▽
内蟹（外壁）仕上げ
閣3　鉄轡7レームによる耐震補強の手願
　　　　轟
　　　！　　、
　　　■　　ノ
　　■　　ノ
／7／　ノ　　／，〃榔撃、ム
　　　’　、
　　星　　、　　　、　　　　、
　　、、　�j、
　　　○
　　　　　　諜ンドタブ
　　　　　F
園4　鉄掛プレースとエンドタプ
　　　　6
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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�j奪繊詑�@
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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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
�@特定設備検査（法第総条の3）
�A容露検査（法第艦条）
�B容羅再検査く法第紛条）
�C附縄贔検査〈法第姶条の露）
�D　完成検査（法第20条〉
�E保安検査（法第舗条）
�F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
�@認定完成検査実施者の認定に係る調査（法第37条
　の7）
�A認定保安検査実施者の認定に係る調査（法第鐙条
　の7）
�B容羅製造業者の登録に係る調査（法第49条の＄）
�C附属晶製造薬者の登録に係る調査（法第麹条の蓼）
�D　特定設備製造業者の登録に係る調査（法第総条の暮）
�E捲定設備の認定（法第総条の7）
�F耐震設計謙算を行う者等の認定に係る評定
�G大臣認定試験者に係る事前評価等
�H大臣特認に係る特定案件事前評価
�I欝ガスバルク供給用附属機器の型式認定
�J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
�@容羅の型式承認の試験〈法第葡条の鴛3）
�A附属品の型式承認の試験（法第紛条の慧3〉
�B多孔質物性能試験
�C継目なし容羅の材料の引張強さ又は降伏点の承認
�D　高圧ガス設備の試験等
�E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｝　�o∞皿�o“｝�o　皿�o〜　｝�o�o�o�o心心皿�o　　�o∞皿皿�o「
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．
�B　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。
1�@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�p，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�_
W叢　81　郷
2
　　£の’　よこ　欝£の　　　｛
　　　　い　こ
1�B　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�且ｪナ徽験方激び綻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。）∬�f3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。
　�@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％
�A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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4．連載教育講座　第二回
石川島播磨重工業�梶@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　�沿鼡�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�`o）一�A一　�B
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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燐
銅
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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�B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
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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．
13
�

c解通信
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
／
ほ
｛
…
繍　　　鋪轡、
構・
1
講　　　、菱、
』〜轟〆
、錨　　　署
ホーチ蕊ン粛　レ・凝イ通鯵
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
　�@非破壊検査技術者を増やすこと．
　�A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。
　�B多くの企業に非破壊検査の重要性を認識させるこ
　　　と。
　�C検査に関係した研究を実施させること。
　�@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。
　�A，�B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�g．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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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�f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�梶@　小田原　勝則
連絡先�潟V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�梶@　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�梶@　窟永　　巌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�潟C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�梶@　木村　　孔久
丁灘Lラ総一総娼一｛纏�J蓋　欝AXg鰭壌窪濾44卯
�椛謌鼬沚ｸサービス　　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。
�@
�A
�B
�C
�D
�E
�F
�G
　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
：�@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
�A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。
18
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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。
�拒蜥阜沚ｸ工業
　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
�潟G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�梶@→　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
19
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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．
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驚．住宅・都市整備公國のr工事共通仕様書一一平成鯵年版』
　　　における鉄筋のガス属接継手の検査について
溶接検査認定委員会運営委員会
　去る平成2年7月に．住宅・都市整備公団の「工事共通
仕様書講一平成襲年版が発行されました。この工事共通
仕様書は、3年毎に見直しが行なわれ、住宅・都市整備公
団が発注する物件に適用されるものでありますが．平成麟
年版では．ガス圧接について（建築編第5章第3節〉の仕
様が平成β年版より大鳶く変更されています．このため．
ガス圧接継手の検査については．この工事塾通仕様書に
よる適切な対応が必要となります．
犠．ゼガス圧接講．について
　平成9年版の工事共通仕様書一建築編第講章鉄筋工事
第3節ガス圧接一は．次のとおり変更されている．
�@圧接計爾書の作成（臼本圧接協会のr圧接管理技士諜
　が作成する〉が規定されている・
�A圧接管理技士の任務が規定されている．
�B圧接装置について規定されている．
�C資格者として．圧接管理技士．ガス圧接に従事する
　技能者、自動ガス圧接に従事する技能者・熱問押抜法
　によるガス圧接に従事する技能者の資格について規定
　している。
�D施工前試験について規定されている。
�E圧接継手の検査は、外観検査と超音波探傷検査を実
　施することが規定され（従来は．外観検査と、引張り
　試験及び超音波探傷試験とするが、特記にない限り引
　張り試験を実施していた〉．検査機関．検査技術者など
　の詳細が規定されている．
�F外観検査及び超音波探傷試験で不合格となった場合
　の修正について規定されている。
黛．r圧接継手の検査』について
　圧接継手の検査で規定されている主要事項は次のとお
りである。
�@圧接部全体の検査は、相応した技術と実績を有する
　ものとし．検査機関の組織体制、所有検査機器．検査
　技術者・検査の実績などにより公団監督員が承諾した
　第三者機関が実施する。
�A検査方法は、日本圧接協会のド鉄筋のガス圧接工事
　標準仕様書露により．外観検査及び超音波探傷検査を
　実施する．
�B検査を実施する業者は．第三者機関で．鷺本溶接協
　会の認定「溶接構造物葬破壊検査事業者等の技術種別
　認定（C笈W認定力を受けた事業者で．監督員の承諾を
　受けたものであること．
�C検査を実施する技術者の資格は、臼本圧接協会のザ鉄
　筋ガス圧接部超音波探傷検査技術者技量資格勧であ
　ること．
�D　外観検査方法及び判定基準は、ヂ鉄筋のガス圧接工事
　標準仕様書（臼本圧接協会ぬによる．
�E超音波探傷検査の試験方法及び判定基準は．
　J聡Z3総露ヂ鉄筋灘ンクリー一ト用異形棒鋼ガス圧接部
　の超音波探傷試験方法及び判定基準」による．
絡．3．7　施工前試験諜
笈　自動ガス圧接に先立ち実施される施工前試験は，同一
施工条件で同一径で径別に供試体を農個作成する。
慧　作成された供試体は，騒．3．懲に示す外観検査と超音波
探傷検査を実施する．
3　超音波探傷検査に先立ち実施される施工前試験では，
検査が確実に実施できるように，圧接施工前の鉄筋端面
処理の状況の良・否等について，監督員及び超音波探
傷検査を行う技術者の立会いを受け確認を得る．
「5．3．β　圧接継手の検査講
圧接部全体の検査は，相応した技術と実績を有するも
のとし，検査機関の組織体制，所有検査機羅，検査技術
者，検査の実績等により公団監督員が承諾した第三者機
関が実施する。検査方法は（社旧本圧接協会「鉄筋のガ
ス圧接工事標準仕様書」により，外観検査及び超音波探
i
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傷検査を実施する．なお，熱間押技法によるガス圧接に
ついても，本節により外観検査と超音波探傷検査の両方
を実施する．
量　検査機関及び検査技術者
　1蓋1検査を実施する業者は，第三者機関で，臼本溶接
　協会の認定〈C夏W〉を受けた事業者に所属する者と
　　し，監督員の承諾を受ける．
　鋤検査を実施する技術者は，臼本圧接協会ヂガス圧
　　接部趨音波探傷検査技術者技量資格検定委員会藩が
　実施する検定試験に合格した者とする．
　（31検査技術者の，写真，検査経歴，資格証明書写し
　　を監督員に提出する。
露外観検査
　（蕊）圧接部のふくらみの形状及び寸法，軸心のくい違
　　い及び曲がり，その他有審と認められる欠陥の有無
　　にっいて，全数外観検査を行い記録し，監督員に提
　　出する．
　鋤外観検査の方法及び判定基準は，1社1臼本圧接協
　　会ヂ鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」による．
雲　趨音波探傷検査
　1齢試験方法及び判定基準は，」総23総驚く鉄筋コン
　　クリート爾異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方
　　法及び判定基準）による．
　燃抜取検査の箕検査灘ットは，特記な壷限り，蓋組の
　　作薬班が茎欝に施工した圧接箇所とする．
　�B抜取試験のサンプリングは，笠検査灘ットに対し30
ヵ所を検査対象とし，抜取りは，鑓ットから均等と
なるよう無作為に行う．
�褐沚ｸ濃ットのすべての試験箇所が合格と判定され
た場合に，当該撚ットを合格とする。
�虚s合格と判定された灘ットは，全数超音波探傷試
験壷行い不合格箇所は欝、3．襲により修正を行う．
（�D検査結果を記録し，監督員に提出する．
懸．灘．嚢修鞠
呈　外観検査で不合格となった圧接部の修正
　ω外観検査で不合格となった圧接部の修正は，（社）
　　日本圧接協会ヂ鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」に
　より行う．
　（2》外観検査で不合格となった圧接部は，修正後，再
　痩外観検査を実施するとともに．超音波探傷検査を
　実施する．なお，検査方法は轟、騒．＄による．
　�B修正後，修正内容及び再検査結果等を報告書に記
　載し，監督員に提出する．
慧　超音波探傷検査で不合格となった圧接部の修正
　ω超音波探傷検査で不合格となうた圧接部は，圧接
　部を切取って薄圧接し，再圧接後，外観検査及び再
　度超音波探傷検査を実施する．
　�轄ﾄ圧接による修正が，部位的に好ましくない場合
　　は，監督員と協議のうえ修正方法巻決定する．
　（3〉修正後，修正内容及び検査結果等を報告書に記載
　　し，監督員に擬出する、
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盆．東京都財務局のr東京都建築工事標準仕様書』
　　　における鉄筋のガス濫接継苧の検査について
溶接検査認定委員会運営委員会
　平成憩年嬢月に、東京都財務局の「東京都建築工事標
準仕様書藩平成玉0年4月版が発行されました、本仕様書
は、東京都が発注する物件に適用されます。本仕様書は、
平成銭年4月版に比べ．ドガス圧接（建築編第羅章第4節〉藩
中の圧接完了後の検査に関する仕様が大きく変更されて
います。
　なお．変更点は、次のとおりです．
�@検査方法は、外観検査及び抜取り試験（引張り試験1
　による検査であったものが．特記により引張り試験によ
　る検査の代わりに超音波探傷試験による検査を行うこと
　が出来る。
�A外観検査は、目視又はスケールにより行い、対象は
　全圧接箇所とする．
�B　引張り試験による再検査は、表の通り母材試験が加
　わる．
　　　　　灘　引張》鍵験による構検査の覇驚
霧欝撫調
　リー一ト用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及
び判定基準〉による．
（41超音波探傷試験の技能資格者は、特記による．特記
がない場合は、第三者機関で、（社旧毒溶接協会の認
定（C夏W〉を受けた事業者に所属する者で、（社1欝本
圧接協会が認定する鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査技
術者の有資格者とし．資格．技量及び経験の証明とな
　る資料を提出して，監督員の承諾を受ける．
（鋤探傷器は．始業時及び作業中に必要な点検及び確認
　を行う．
（61検査撚ットのすべての試験箇所が合格と判定された
　場含に、当該灘ットを舎格とする、
（71不合格際ットが発生した場合の処置は．略、4醗　不良
　圧接の補正諜の（2）による．
検査
種別
母
材
試
験
再
検
査
�@
再
検
査
�A
試験方法
不合格となった圧接片切
断籐所の両端で2本及び
同材環ットのうちから4
本、計6本を採取し、引
張試験3本、曲げ試験3
本を実施
再び同一環ットの圧接籔
勝から5本を抜き取り、
引張試験を行う。
再び同一篇ットの圧接簿
所がらi　o本を抜き取
り、引張試験を行う．
破断位置にかかわらず全
数の引張り強さが母材規
格値適合
破断位置にかかわらず全
数の、引張り強さが母材
規格値適合
合
格
合
格
�C�@により、下記の通り略。4．＄超音波探傷試験による
　検査3の項目が加わり、αWの名称が明記される。
�D　新たに下記の通り嬉．4。麟　不良圧接の補正講の項目
　が独立した．
臨．購．融　超膏波探傷試験による検査講
ω検査ロットの大きさは．玉組の作薬チームが蓋臼に
　行った圧接箇所とする。
（21試験の箇所数は．1検査ロットに対し鐙箇所以上と
　し、試験箇所の選定はロットから均等な機会となるよ
　う無作為に行う、
�B試験方法及び判定基準は．J聡Z306露（鉄筋コンク
臨．4．襲　不農圧接の補正講
（玉1外観検奮の結果が不良な場合は、次による．
　ア　圧接部のふくらみの直径やふくらみの畏さが規定
　　値に満たない場合は、再加熱し．圧力を加えて定め
　　られたふくらみとする．
　イ　圧接部のずれが規定値を超えた場含は．圧接部を
　　切り取って再圧接する．
　ウ　圧接部における相互の鉄筋の偏心量が規定値を超
　　えた場合は．圧接部を切り取って再圧接する、
　工　圧接部に著しい曲がりを生じた場合は．再加熱し
　　て修正する．
　オ　圧接部のふくらみの形状が著しく不適当であるな
　　ど有害と認められる欠陥がある場合は．圧接部を切
　　り取り再圧接を行う．
�B引張試験による検査及び超音波探傷試験による検査
　の結果、不合格撚ットが発生した場合は．次による．
　ア　直ちに作業を中止し．欠陥発生の原霞を調査して．
　　必要な改善措置について監督員の承諾を受ける、
　イ　不合格臓ットは．監督員と協議を行い．次により
補正する．
（ア）圧接箇所を切除して再圧接するか．添筋により
　補強を行う。
（イ）超音波探傷試験による検査により、鷺ットの健全
　な圧接箇所を限定した場合．その箇所については．補
　強を省略することがで鷺る．ただし．試験方法及び判
　定基準は、「5．4．8超音波探傷試験による検査」による．
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3．鉄筋ガス圧接部趨音波探傷検査技衛者
　　　資格認定制度の概要
（社〉日本圧接協会
ガス圧接部超音波探傷検査技術者技量資格検定委員会
　　　　　　　　　　　　委員長荒川　総一郎
璽．はじめに
　従来、鉄筋のガス圧接部の晶質管理の方法は．現場で
施工されたガス圧接部を切り取って供試体とし破壊試験
〈引張試験〉を行う方法が主流でした．しかしこの方法で
は抜鷺取り率を商くできない、切り取った箇所の再圧接
を要する等の欠点があり、近年では趨音波探傷による非
破壊検査が主流となっています（奪糞黛〉．（社旧本圧接
協会では．この超音波探傷技術者の技量資格の認定試験
を実施し．技量資格証を発行し技量資格を認定していま
す．この有資格者は、平成憩年3月末現在で、2，4＄2名
登録されています．ここでは．この技量資格の認定制度
について・主として初めて受験する者を対象に、概要を
説明します．
黛．技量資格認定綱度の内容
　（社）猶本圧接協会では．」欝Z3総盛欝鍵（鉄筋コンク
リー一ト矯異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び
判定基準1に基づいて」欝Z識鴛鉄筋コンクリート用捧
鋼1以下、ヂ鉄筋」という。1のガス圧接部の超音波探傷
検査技術者の技量資格検定試験を実施し、技量資格を認
定するために．ヂ鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査技術者技
量資格検定規程」壷定めています、以下にその概要を示
します．
胴技量資格の種別と使用する探傷器
　鉄筋のガス圧接部の超音波探傷に用いられる探傷装置
には．奪糞鐙に示す汎用探傷露と導用探傷器があります．
奪真唾　趨膏波探鰯状溌
汎網探傷器は．一般の溶接部等の検査に用いられている
CRT付毒のパルス反射式Aスコー一プ探傷器であり、専用
探傷器は．鉄筋のガス圧接部にだけ適用可能な鉄筋ガス
圧接部専用簡易探傷器です．超音波探傷の技量資格は．
使用する探傷器により．汎用探傷器と専用探傷器のいず
れも使用できるヂA種」と、専用探傷器のみ使用できる
嬉種」とに分けられています．
灘峨探傷可能な鉄筋の種別
　技量資格ヂA種」．聴種漉とも探傷可能な鉄筋の種別は、
SD2弱A．S麗9灘、SD3賂及びSD3鈴で、その呼び名
は、D欝から翌）瓢の範囲でとなっています．
黛峨技量資格の取得と更新
　技量資格を新たに取得するには，（社1欝本圧接協会の
実施する検定試験に合格し．認定を受けなければなりま
せん。技量資格の有効期閥は．呂年です．また技量資格を
更新する場合は．1社）日本圧接協会の実施する更新試験
に合格し．認定を受けなければなりません．
：馨糞驚　汎矯探鶴雛（左）と奪爾探鰯羅《霜》
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2畷検定試験
　検定試験は．上記のようにr新規試験講とr更新試験ま
に分けられています。試験は、A種、S種とも新規試験、
更新試験のいずれにもかかわらず、学科試験と実技試験
とを受ける必要があります、学科試験は、筆記試験で．
次の事項について行われます、
　イ〉鉄筋に関する知識
　蘇〉鉄筋コンクリー一卜構造に関する基礎鷺識
　ハ〉ガス圧接に関する知識
　二〉鉄筋ガス圧接部の超音波探傷に関する知識
　なお．S種の有資格者がA種を受験する場合と．（社）
霞本圧接協会が実施する超音波探傷検査技術講習会にお
いて行われる学科試験に合格した場合は、学科試験が免
除される二とになっています、
　実技試験は，讃筆により鉄筋ガス圧接部の超音波探傷
を実際に行い判定することによって行われ讃す．
　　　　　　義睾　粟技試験の試験体本数
技黛資絡種鋼
試験の種類
試験体呼び麟
試験体本数
A種及び
織試蜘
難愛〜
欝本
s種
更新試験
亙》5豊
餐本
『
驚嘱受験資格
齢新規試験の受験資格
　新規試験壷受験しようとする者は．次のすべての条件
を満足している必要があります．
　イ〉満欝才以上の者で．検査作薬に重大な障害となら
　　ない身体機能を有する者
　瞬〉A種の受験者は、（社〉臼本非破壊検査協会認定の
　　超音波探傷検査蓋．驚、3種技術者のうちのいずれか
　　の有資格者
窯／更新試験の受験
　更新試験は．技量資格証明書の有効期限内（有効期限
の扮ヶ月より震ヶ月前まで〉にi回受験する事がで鷺ま
す．
黛略受験手続き
　受験の申し込みは．協会所定の用紙に必要事項を記載
し．（社1臼本圧接協会に申し込むことによって行なわれ
ます。（社）日本圧接協会では．申し込みを受けると受験
者の資格などを審査した上で、検定試験の場所、日時を
受験者に通知します。
窯一7受験準備
　受験者は、試験当臼に筆記用具の他．A種の受験者は
汎用探傷器、S種の受験者は專用探傷器を自ら準備しな
ければなりません．
2惑試験結果の判定と認定
　試験結果の合格基準は、褒黛のように定められていま
す．検定試験で合格と判定された者に対して．協会は技
量資格を認定し技量資格証明書が交付されます．
　　　　　　嚢黛　試験結果の禽格基準
試験の種類
満点
合格基準
新規試験
学科試験
蓋oα点
扮点以ヒ
実技試験
葦oo点
参○点以．駈
更新試験
学科試験
欝o点
簿点以上
実技試験
鷺点
�鞄_以上
講．平成韓年度の検定試験の予定
平成憩年度の検定試験は．次の臼程で実施されます．
嚢諜　平成鰺算簾の検驚試験の欝穫
開催地
試験難
東窟
平成膿年　導月9馨（土）、7月4馨（土〉
　　　韓懸韓葭（土〉、鷺月δ馨（土〉
成蕪年3月2�J霞（土〉
橿岡
平成騰年6月馨β（土／
大阪
平成欝年5月23躊（土〉、欝月懸臓（土〉
名古騰
平成憩年7月欝難（土〉
札幌
平成騰年3月6鷺（土〉
　　　　　　7月4馨（土〉
韓懸韓葭（土〉、鷺月δ馨（土〉
4．平成鱒無度の講習会の予定
　（祉旧本圧接協会では．超音波探傷検査技量資格を得
ようとする者のために．技術講習会を開催しています．
この講習会では．超音波探傷検査技術関係の講義の他に，
探傷器の操作等の実技指導を行います．講習会は、窯欝問
行われ、第葱臼目は．ガス圧接及び超音波探傷に関する
講義が．第2日目は．実技指導と学科試験が行われます．
この学科試験に合格すると．検定試験において新規試験・
更新試験とも学科試験が免除されます．平成欝年度の講
習会は．次の臼程で実施されます．
　　譲鴻　箪成欝奪腰の超奮滅探傷検査技纐講欝金の難穣
醗催地
開催欝（いずれも金、土曜購
東京
平成瞼年護月3，4日、　6月轡，20賛
　　　9月鷲，嚢2霞、蔓艮月夏3，鱒韓
成簸年2月薦，欝聲
福岡
平成紛年嬉月騰，蓋旧
大阪
平成絡年4月鱗，25日、タ月23，無β
5．おわ妙に
　鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査技術者の認定制度の概
略について説明しましたが、具体的には、（社l　lヨ本圧接
協会事務局（驚103−3230毒9雛、鮫xO＄一3器ゆ毒麟雛）に照
会してください．
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4．鉄筋ガス雇接部U　Tの技粥解鋭
日本超音波試験�樺rヶ谷靖
慧．は器めに
　圧接部の趨音波探傷検査というと．溶接部の超音波探
傷を行っている人は．妨害エコー一がほとんどなく比較的
簡単な超音波探傷と考えている人が少なくない。そのた
め、現場の超音波探傷検査で問違いを犯すケースを見る
ことがある．
　そこで、圧接部の超音波探傷検査（以下圧接UTと略
す）の方法と実際の現場での問題点を紹介する。
慧．麗接U　T方法
　圧接UTは斜角二探触子K走査法を爾い、麟筆に示す
透過法により透過パルスの大壼さを画面の轟0銘の高さに
調整し基準レベルとする．
　この基準レベルから鍛醗ゲインを上げ、これを合否判
定レベルとする。このとき、籔黛に示すような翼逢査を
行い画面の響0％の高さ以、Lのエコー一高さが検出された場
合不合格とする．
探触子
3．圧接U　Tでの問題
（D　基準レベルがばらつく
　図壽に示すように．圧接UTはリブ上から超音波の送
受を行うため，鉄筋の径によって振動子に対して接触面
が小さく安定して探触子の走査を行うのが比較的難しい．
そのため、基準レベルの設定は経験が少ないと沁磁程度
のぱらつ鷺が生じる。（十分に経験するとばらつ鷺が数
磁程度まで低下する〉
　このぱらつ鷺は．基準レベル設定時に透過パルスの大
壼さが十分に得られない方向に作用するため、探傷雛の
ゲイン値を大きくし、かなり厳しい検査を行うことに
なってしまう．その結果．探傷時に小さなノイズを拾っ
たり、小さな妨害エコーを拾い誤判定をしてしまう．
厩接部
リブ
振動子
リブ
鉄筋
口
塑
籔潅　基準レペルの譲楚
（蓬）　綴径の鉄筋　　　　　〈む〉　太径の鉄筋
　　　鶴＄　鉄筋の》ブと探触子
蕊接部
　　　　　探触子
約2D
　　　病／“一
　　　　　　　　リブ
繭簾　　　／』
塑
1
圃定（のi（む）
←→
（⇔
約三．藝P
図2　探傷作叢
＼リブ
（2〉　超音波ビーム
　圧接UTでは、探傷方法及び圧接部のふくらみの存在
から、有効な超音波ピー一ムが当たる部分は．図4（畿）に示
すように全圧接断面の欝％程度でしかない．
　しかしながら、圧接面にフラットが存在する場合超音
波ビームの当たる中央部分と外周部分ではフラットの発
生密度は相関があるため、結果として圧接UTと引張強
度は強い相関関係となる．
　実際．図4（扮では不合格となるエコーが得られ図4（c）
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ではエコーが得られない．継手の強度について検討する
と、図4（わ）の場合は引張強度が低下し破断位置も圧接
部となる場合が多く、図4（c〉の場合は引張強度がほと
んど変わらず破断も母材部となる場合が多い．（ただし、
曲げ試験では不合格になる場合が少なくない）
　つまり、圧接UTと引張強度は強い相関関係があると
しても、大鷺なフラットが圧接の外周のみに存在する場
合は、圧接UTで合格しても引張試験で不合格になる場
合がある。
　そのため、圧接UT合格・引張試験で圧接部破断の場
合．破面を観察し単純な見落としによる誤判定なのか検
出されない欠陥の存在によるものか確認する必要がある．
（それこそが貴重な経験の蓄積である1）
趨春波ビーム
の範懸
鉄筋外周
旋接の
遡
　　　　フラット
　　　　ー
漁澄
（のビーム有効範囲
　　　　　　図轟
（む）大フラツト　　（の微小フラツト
趨蕎波ビームと欠陥
（3〉　妨害工コー
　圧接UTで見られる妨害工コーのうち合否判定で誤る
妨害エコーはほとんどが次の露タイプである．
く逆方向への超音波パルス＞
　園灘に示す逆方向への超音波パルスが大鷺い場合、合
格の圧接部を不合格と判定することが多い．使用探触子・
基準レベルが誤設定・探触子の先端がふくらみに乗り上
i2Dを大きく超える場合i　探触子
　　　　リブ　　　／�o
げている等でこの透過パルスが大きくなる．この透過パ
ルスのビー一ム路程は欠陥エコーと同一となるため．画面
のエコー位置では判別できずY距離を測定して判別する．
また、専用探傷器の場合あまりに過大な探触子の走査を
行わないことが重要である。
＜鉄筋を横断する透過パルス＞
　図蔭に示すように鉄筋を横断する透過パルスが大きく
なることがある。ただし、エコー一高さは特別な場合を除
いてかなり低く．ビーム路程が大きく異なるため専用探
傷器による探傷以外ではあまり問題にならない．
圧接部
　　�p�p婦喩翻脚�o�o剛吻脚鰍�o勒　　　璽r鱒吻馴鰍横
塁週麺
i　　　　　　方向の弱いパルス
》ブ
駈接部
正方向の
パルス
懸接部
麟定（鋤
逆方陶の
パルス　　　　　　　鉄筋
　リブ
接触媒質
探触子
横断する
弱いパルス
窯ブ
図曝　妨霧濫識一例驚
4．現場作業での問題
（ユ）検査工程
　圧接部の探傷作業は．配筋噸圧接噛帯筋の圃定噸型枠
ゆコンクリー一卜打設の短期間の工程の中で検奮を実施し
なければならず．溶接のように遅れ割れの発生を考慮す
ることもないため圧接部が常温程度に冷却したら薩ちに
検査を行う場合が多い。そのため、検査工程を施工者と
十分に調整しないと検査が患来ない箇所が生じる．
（の　圧接箇所の見落とし
　鉄骨溶接部と異なり．圧接部は数が多く．圧接位置の
原則は定まっているが現場で決定することがある、その
ため、鉄筋構造・配筋・圧接部に関する十分な知識がな
いと圧接箇所の見落としが発生し、検査もれを生じる．
　できれぱ、圧接部の検査を行うために騰本圧接協会の
圧接管理技士の取得を望みたい．
5．記録を残すこと
　圧接UTは溶接部と此較すると探傷羅の検蛮デー一夕を
そのまま残すことが比較的容易に実現で鷺る．ピー一ク
ホールドでエコー一高さ情報を残したり、検査鷺時を残す
専用探傷器によって．第三者が検証できる検奮記録が残
る。そのことは圧接UTの信頼性向上に寄与するものと
考えられる．
振動子
　　　　　　　　参　蕎文　献
三1　社団法人縫本総接協会ド鉄筋ガス圧接部の趨音波探傷検奮」
　（i鱒4年改訂〉
園5　妨霧ヱ慧一例筆
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羅．鉄筋ガス厘接部の超音波探傷検壷と引張試験
清水建設（株〉技術研究所実験技術部
　　　　　　　　　小早川　惑実
噸．はじめに
　鉄筋コンクリート構造物では．コンクリート打設後に
圧接継手の良否凌判定することが園難であるため．打設
前に、満足な継手性能を有することを検査し．確認する
必要がある．
　検査は，施工が正しく行われたか否かを確かめるもの
であり．施工の良否は、外観形状に端的に現れると書え
る、したがって、外観検査は正しい圧接作業が行われた
かどうかを確認する基本的な検査である．しかし，外観
検査だけでは内部欠陥の検出あるいは強度の確認は困難
であるため．超音波探傷検査や引張試験による検査を行
う必要がある．一般に．鉄筋ガス圧接部の検査は、外観
検査のほかに超音波探傷検査または引張試験のいずれか
壷選択あるいは併用して行っている．
　ここでは検査の一般事項と超音波探傷検査および引張
試験の検査方法、抜取方法．合否判定などについて述べ
る．
豊．一般事項
灘．1　検糞方法
　検登方法については、（社）9本圧接協会が最初に「鉄
筋のガス圧接工事　標準仕様書」（以下ヂ標準仕様書」と
いう）を鋼定したi鮪暮年には．抜取りく切取り）による
破壌検査しかなかったが、欝簿年の改訂仕様書において
初めて超音波探傷による非破壊検査法が盛込まれ．ギ圧接
部の検査は外観検査、破壊検査および非破壊検査の3種
類とする．」と定められた．その後．紛鱗年の改訂によ
り，ヂ圧接部の検査は．外観検査と超音波探傷検査によ
る．」として．外観検査と超音波探傷検査を主たる検査方
法とした．引張試験による検査は、外観検査および超音
波探傷検査よりも補助的な扱いとし．この検査方法を用
いる場合は設計図書によることとした．その理由として
は以下のことが挙げられる．
且）引張試験は．謄ットの大壼さ驚GO箇所のうち．葬箇所
　の引張試験を行い．不合格箇所がOであれぱロットを
　合格とする方法であり．この抜取検査方法では．ロッ
　トの晶質を極めて低いレベルでしか保証できない。
2〉引張試験による検査は、有効な非破壊検査方法がな
　かった時代の破壊検査方法であり．揺頼に値する非破
　壊検査方法が開発されれぱ．そのほうがより含理的な
　検査が可能となる．
3）検査結果の速報性、工事工程への影響塵．全数検査の
　可否の観点から、超音波探傷検査は引張試験による検
　査よりも優れている．
嬢）　臼本圧接協会が認定を行っている超音波探傷検査技
　術者の有資格者が．多数となり全国に分布しているこ
　と、また、鉄筋ガス圧接部の超音波探傷試験方法が」聡
　化されていることから．十分浸透した検査方法となっ
　ている．ことなどからである。
豊。灘検螢数量
　検査壷検査数量で分類すると全数検査と抜取検査に分
けられる．〜般に、全数検査は．�@検査が簡単で全数検
査が可能，�A検査個数が少ない．�B不良品の混入が許さ
れない、などの場合に行われ、一方、抜取検査は．�@破
壊検査のように全数検査が不可能．�A検査数量が多い、
�B少量の不良晶の混入が許される．などの場合に行われ
る、
　圧接部の検査において．引張試験による検査は破壊検
査であるので，全数検査は不可能であり．抜取検査でな
ければならない．一方．超音波探傷検査は全数検査が可
能であるが．検査費用・工事工程との関連およびごく少
量の不良晶であれぱ構造耐力上問題となるような性能低
下は生じないなどの理由により、一般に抜取検査で行わ
れることが多い．
纏．超欝波潔傷検藍
欝．罎検査方法
　超音波探傷検査方法は．これまでは碧本圧接協会規格
の蟹A鑑SOO倣（鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査規準）
によっていたが、昭和63年に同規準が．」欝Z3総2（鉄
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二二二二二二二二二一澱謝陛灘撚摺購欝酵鰯
筋コンクリー一卜用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験
方法及び判定基準）として」欝化されたので．これによる
こととしている．
　鉄筋ガス圧接部の超音波探傷には．二探触子法による
斜角探傷法（難走査法〉を採用している。このK走査法
に先立って．反射波の強さを評価する基準となる入射波
量を測定するため．圧接部付近の鉄筋母材に超音波を透
過させる。この透過波量を基準エコ〜レベルといい，二
探触子翼走査法による圧接面からの反射波の強さ（反射
エコー一高さ〉がこの基準レベルと比較して何鵡であるか
によって表現される．
　鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査法の主な長所と短所
を以下に示す。
激）　一般の溶接継手の超音波探傷では、欠陥の有無や欠
　陥の大きさはある程度知ることはできるが．溶接継手
　の強度のレベルまでは知ることができないのが普通で
　ある．鉄筋ガス圧接部の場合には、図璽は示すように、
　圧接面からの反射工コー一とその圧接部の引張強さとの
　間に明瞭な関係が認められ．圧接面で規格強度以下で
　破断するものは．あるレベル以上の反射エコー一が得ら
　れる．このように．探傷結果が直接その継手の機械的
　強度に結びつく点が特徴の一つであり、引張試験で不
　合格となる圧接部を趨音波探傷で不合格として検出す
　る割合は、約＄O％である．
壌．4
　　　　　　　　　
』壌1矧拳・
　○．3
張　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　のの
強○．6　　　　　　　　　　　0
さ　　　　　　　　　　　　　　　　○
　（）。4　　　　　　　　　　　　　　　　0
麟
　麗繍37鳩
　　o　　基
　　　　　準
　　　　　黒
○
　　　　　篇
o　o　　　　　Q
　　o　o　l
O　o　　　　　ゆ
Q8Φ。。
　　　　　ル＼
　員の技量に負うところが大きいことと、客観的記録性
　に乏しい点がある．
粉　鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査は、検査結果と機
　械的性能の相関関係が高いことが特徴であるが．すべ
　ての不良圧接部を検出できるわけではない．これは非
　破壊検査が本質的にもっている宿命であるが．この不
　良圧接部を検出で毒ない要因としては．�@鉄筋端面が
　鉄筋軸にほぽ直角かつ平滑で．その端面が著しく発錆
　している状態で圧接を行うと．超音波を反射しない不
　良圧接部が発生する．�A欠陥探傷範囲が圧接面の申心
　部近傍に限定され．圧接面の外周部分は探傷不能領域
　となり，この部分だけに存在する欠陥は検出できない．
　このように．超音波探鵬検査は畏所と短所を併せもつ
が．圧接部の検査方法としては．従来の引張試験による
検査よりも有効な検査方法であるといえる．
o．2
　　O
Q
o
鷺一無し�o30　峨4　司慈　司2　略
　　　　　　　簸大工灘一葛さ　（d騒〉
麟署　最大工認一高霞と引張強度の醐係
○
勃　超音波探傷検査は、非破壊試験であるため全数検査
　が可能である。また，抜取検査を行う場合にも．要求
　晶質に応じた抜取方法を選定できる．
3〉　引張試験では，実際の構造物中に使用される圧接部
　は玉本も検査していないが．超音波探傷検査は実際の
　構造物中に使用される圧接部を検査している．
4）　超音波探傷検査の問題点としては、検査結果が検査
婁．黛　合否判定レベル
　図玉の関係を利用して．反射エコー高さから引張強さ
の低い圧接部を検出することができるが．図申の点はあ
る程度ぱらついており．含格一不合格の境界をどこに置
くかが問題となる．
　どこを合否判定レベルとするかは．構造物の設謙者が
その設計思想に基づいて決めるべき事柄であるが，」欝驚
3062では．合否判定レベルを不良圧接部の見逃しを極力
防ぐ位置として．基準工灘一一レベルに対して一鍛鵡とし
ている、
欝．諺抜取検査の方法
　抜取検甕には多くの種類があるが、鉄筋ガス圧接部の
趨音波探傷検査には．抜取検査で見つかった不良晶は良
品と取り替え、さらに．不含格ロットは残りの全数検査
を行い、この検査で見つかった不良晶も良晶と取り替え
る選別型抜取検査が適している、また．抜取形式として
は、検査が簡単で購ットの合否判定が早く．検査数量の
変更が少ないことなどから一回抜取検査が多く用いられ
る。
　抜取方式は、ロットの大壼さN、抜取数蕊．その中に許
される不合格晶個数（合格判定個数〉礁によってきまる
が、以下に「標準仕様書」に記載されている一回抜取検
査を示す。
玉）　検査灘ットの大鷺さ
　抜取検査の蓋検査購ットの大きさNは、原則として同
一作業班が同一日に施工した圧接箇所とし．黛00箇所程
度を標準としている．
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勃　サンプリング
　抜取数爺は、各検査鑓ットごとに齢箇所のランダムサ
ンブリングを行う。
3）　鶯ツトの合否判定
　讃ットの合否判定は．サンプリングした30箇所の超音
波探傷検査の結果、不合格箇所数が玉箇所以下のときは
類ットを合格とし、2箇所以上のと選はロットを不合格
とする．
の　鑓ツトの処鐙
　鎖ットの処置としては、合格灘ットはそのまま受入れ、
不合格導ットは残り全数の検査を行う．藻た．検出され
た不合格圧接部は．設計図書にしたがって修正を行い合
格圧接部としなければならない．
　超音波探傷検査法は、その僑頼性を考慮しても．検査
数壷容易に多くすることができる方法のため，破壊試験
より有効な方法であり．また．単に不良圧接部を発見す
るための検査手段として用いるのみでなく．不良発生の
原轡を追求し．圧接工事の管理．圧接作業の反省などに
役立つものである．
4．引張試験による検壷
轟．1供試体
　引張試験の供試体は、羊動、自動のガス圧接によって
異なり．手勤ガス圧接の場合は．実際の構造体に使用さ
れる圧接部の中から供試体を切取り、引張試験を行う。
自勤ガス圧接の場合は、圧接条件が一定であれぱ実際の
構造体の圧接部でもモデル供試体における圧接部でも同
等な継手性能が期待で選ることから．モデル供試体によ
る引張試験でよいこととしている。しかし、端面処理が
十分に行われていない場合や検査の結果．疑念が生じた
場合には、自動ガス圧接においても、施工された継手か
らの切取り供試体による引張試験を行う。
　過去の調査によると、引張試験のために切り取られた
部分の再圧接箇所の不良率が葬常に高いことから、引張
試験には酷質管理のためにかえって晶質を劣化させると
いう矛盾が内在している。
轟．謹　試験方法
　引張試験の方法は，」欝Z3鷲0に規定されており，引
張試験は、公的機関の検定済みの試験機で実施されるの
が一般的である．また．試験は監理・責任技術者立会い
のもとに行うのが原則であるが．立会えない場合には、
公的機関の試験所にゆだねても良い．
4．3含否判定基準
　合格判定基準は、」欝登77鍛（引張試験機）による試
験機を用い．切断箇所にかかわらず、引張強さが∬S　G
31鷲（鉄筋コンクリート用棒鋼）の規格値を満足した場
合を合格としている。
　引張試験では母材の」欝規格の引張強さを満足していれ
ぱよく、破噺位置は問わないことにしているが、圧接面
で破噺をした場合、圧接面に何らかの欠陥が存在してい
たことを示しているので．その原因を究明し．適切な処
置をとる必要がある．
4．4　抜取検査の方法
　引張試験は．実際の圧接部を切取るため当然抜取検査
にならざるを得ないが、この方法では．切取った供試体
そのものの性能しか分からないので、統計的な手法によ
り鑓ットとしての合否判定を行わざる逢得ない。
　ここでは一般に行われている抜取検査方法の例をあげ
て解説する．
i）　検査穏ットの大きさ
　検査鶯ットの構成は、つぎのいずれかとする。
�@一組の作業班が田に圧接した継手箇所数を丑検査
　濃ットとする．
�A継手箇所数が露00を超えるときは、欝00ごとおよび
　その端数ごとを亙検査欝ットとする．
2）　サンプリング
　抜取数識は．激検査ロットごとにランダムに5箇所の圧
接継手を選び．切り取ってそのまま供試体にする、
3）　鑓ットの合否判定
　ヂ標準仕様書」および」欝Z3鷲Oでは、引張試験の結
果が．誉本とも母材の引張強さの規格値以上であれば、破
断位置にかかわらず．その讃ット癒合格としている。ま
た、個々の団体の仕様書では、試験結果が母材の規格引
張強さを満足していても．圧接部で破断したものが玉本
でもあれば不合格としている場合もある。
4〉　謄ツトの処置
　獄ットの合否判定により、初回の試験結果からその検
査灘ットが不合格になると選とその処置は、次の二つに
分けられる．
　（亙）不合格試験体が笈本のと鷺は、次の�@又は�Aによ
　　る．
　�@同一の検査轍ットから、ランダムに憩箇所の圧接
　　継手を切取り、再試験する、再試験の結果がすべて
　　規格の引張強さ以上であれぱ、検査環ットを合格と
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　　し、玉本以上規格の引張強さ未満のものがあれば、そ
　　の検査灘ットを不合格とする，
�Aただちに、当該検査ロットのガス圧接継手に対し
　添え筋等の補強をする．
　（の　不合格試験体が黛本以上のときは．その検査ロッ
　　トの不合格が確定するので．次の�@又は�Aによる．
�@ただちに．当該検査麟ットのガス圧接継拳に対し
　　添え筋等の補強をする．
　�Aただちに、当該検査灘ットのガス圧接継手を切
　　取って再圧接し、新しい検査撚ットとして改めて検
　　査する．
　この引張試験の抜取検査方法は、灘ットの大きさN篇
欝00に対して抜取数議罵騒であるが、図黛に示すように．
不含格晶個数¢が倉の場合．不良率欝％のような極めて
品質の悪い灘ットさえ約60％の確率で合格させ、簸牒扮
としても舗％の確率で含格させてしまう．
　このように200本中5〜紛本の抜取数では．c瓢Oとし
ても不良讃ットを見逃す確率が極めて大煮い。かと書っ
て．抜取数爺を大壼くとることは、再圧接の囲難さや作
薬条件の悪さなどから、際ット全体の晶質癒かえって悪
くしてしまう恐れがあることや．検査費矯はもちろんの
こと．抜取った後の再圧接等の補修費も増大し．現実的
でない。また、不含格灘ットは、継手をすべて切断し，ガ
ス圧接をしなおすか．別の方法で不良継手を選別する必
要がある。このように引張試験では、供試体を切取った
箇所の再圧接を行うのに手問がかかる．検査結果を得る
のに時間がかかるなどの難点があること、また品質保証
レベルが不十分なものであることを認識しておく必要が
ある。
5．おわ鱗に
　圧接継手は．鉄筋欝ンクリート構造の中で鉄筋に作用
する力を伝達するという重要な役目をもっている・圧接
前．圧接中の検査・点検は・騒晶質をつくり込む擁という
意味で、圧接継手の晶質に大きく影響し、圧接後の検査
は、つくりこんだ酷質が真にねらった品質になっている
かどうかを確認し、圧接施工者が晶質棄保証するという
意味で重要な最終検査でおる．
　現在．（社〉日本圧接協会「鉄筋ガス圧接工事標準仕様
書裏では、圧接部の検査は．外観検査と超音波探傷検査
によるとして．引張試験による検査は、補助的な扱いと
している。
　超音波探傷検査法が確立されたことにより．鉄筋ガス
圧接部の信頼性は一段と向上したものと思われる．しか
し、ガス圧接部の晶質は、この検査法だけで確立される
わけではなく．また．超音波探傷検査ですべての欠陥を
検出できるとは限らないことも重要であり．趨音波探傷
検査の利点と限界を知って．適切な使い方をすることが
必要である．
　いずれにしても．最も重要なことは、超音波探傷検糞
または引張試験による検蛮を行う技術者は技量と知識の
研鑛につとめ．良心にしたがって正しい検査を行い．そ
のままの結果を報告するように心掛けることが最も重要
である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曝男の台所�j奪難詑�A
　　先臼、新じゃが芋をサラダオイルで紗めて、日本酒と味噌を絡めたものを作って、職場の女子職員に振る舞ったとこる、
　じゃが芋の皮を丁寧に剥いて食べた職韓がいたのですが、料理した本人としては少々不満が残りました。新じゃが芋は、皮
　も食べれ蕊す1
◎ザじやが芋の昧噌紗め藩
　じゃが芋はきれいに洗って（皮は剥かない）、電子レンジで柔かくし、中譲鍋にサラダオイルを熱して強火で紗め、薮面に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
焦げ目が付いたら酒と昧噌を入れて絡め謹す。味噌の焦げた香りが香ばしくなり蒙す。　　　　　　　イ　　レ＿
注難鞭羅灘2鵬夷ε叢讐篇饗翫う、篇　　絵ε認
難
�

c解通鱈
�堰Dアジア・太平洋地域における閥DTの現状と将来
　　　（わアジア地域の中心位置であるシンガポール
日本原子力研究所大岡　紀一
　シンガポー一ルは薫鍵O年代の前半．造船活況で経済的に
も安定期にあり、位置的にも東南アジアの中心であった
ため．U瓢蹄／躍A／獄CA計画の実施に当たっては．
かなり積極的に参加するとともに、それらの計面に基づ
く非破壊検査のための教育・講練に関するトレー一ニング
を開催した．シンガポー一ルにおける近年の状況について
述べる．
噸．工業分野における閥ゆ丁
　種麿の工薬分野における瓢）Tはサービス機関あるいは
会社内のNDT技術者によって行なわれている．その技術
者の数はおよそ齢O人で．そのうちの3灘人がサー一ピス
機関所属である．簿鱒年当初の各工薬分野でのNDTに
関する仕事の割合を表璽に示す．このように石油精製及
び造船・修繕に占める割合は、ほぼ騎％である．
勲．トセーニング
　節國内トレー一ニング
　国内でのトレー一ニングコー一スは紛70年代の中頃からス
ター一トし。獣鑓R（S撫解脚驚亙薦t至臆聴o董St貌翻鍵媛覆磁
夏麟聡t翻R薦鰹磁）によって組織された．ここでの目的
の一つは．工業分野への臓）丁技術の普及と移転であり、
次の様な一連のNDTコー一スが行われた．
銭）材料の超音波試験
扮放射線試験
義慧
璽鞭磁鵬鞭細綿酵艦�L騰
鷺鍍豊蹴魏械％むぞ獅璽》TW纏駕
穫）羅編継鍵y
嚇継油魏灘魂鐡薦葱騨耀鵬蜘　髄蓼
畷�`鰍�Lむ轟欝騰羨磯量
畷熱幽醗黛泌藩難麟痂醜麺蹴
・獺齪豊鵬総鐡遭《》鐸臨o欝
糖A鍵�J聯鑓融
畷沁顯滋器繍遇c�L懸鞭鵬蜘羅
癬獄融醜擁鞭塁縫灘通繍融の鞭む麹蓋君
畷）融熱簸総
魯丁職簸轡縫撫麺�J織
・魏撮蝿翻
欄》癒融辮
瀦
鱒
沁
欝
欝
轟
旦
璽
蓋
蓋
笠
欝
£）材料の磁粉及び浸透探傷試験
ゆ放射線フィルムの解釈
ゆ工業用ラジオグラフィの安全性
ま）渦流探傷検査
齢NDT概説
　これらのコースが欝0年以上にわたって．各種工業分野
に受け入れられてきた．そして、ここ数年はAS翼丁レベ
ル3トレー一ニングコー一ス、認定試験のほか、サーモグラ
フィ、遠隔操作による渦流探傷検査、コンクリートに関
するNDT、複合材料に関するNDTの様な特定のNDT
コー一スに参加する技術者が増える傾向を示している。
　2〉地域トレーニングコー一ス
　シンガポー一ルでのすべてのコー一スが、�oA（国際原子
力機関〉及び鑓SIRによって計面．実施され、その第蓋回
欝が紛倣年に開催された．シンガポー一ルの醤DTは．当
時の経済状況からみても．造船及びその修繕の分野を主
体に始談ったと雷っても過書ではなかった．
　扮7（》年代の半ぱ過ぎになると・NDTの分野は石油精
製及び金属製造工業に拡がった、そのため、先立って行
われた黛回の慧一一スに続いて第3回の先端的NDT技術に
関するコー一スが、脇鷺Aから派遣された欝本．オーストラ
リア、インドからの尊門家によって進められた．
　3〉尊門家派遣
　亙A鷺Aからの尊門家派遣に関しては．臼本から当時
A鷺S（アメリカン・ビ鑑一灘ウ・オブ・シップ〉の大谷
清史主任検査官が超音波探傷試験の講義及び終了試験を
行い、筆者が放射線透過試験の講義及び終了試験を担当
した。ここでの試験は、講義を受けた参加者がどの程度
理解したかを個入的にもまた．講師陣にとっても重要な
ことで、以後のコー一スに大いに役立った・この終了証明
を資格試験の〜助とした國もある。トレーニングのため
の資料はJS餓擁のテキストを参考に作成し、これを基に
各國からの参加者に講義を行った、このようにシンガ
ポールでは．コースをスター一トしてしばらくの間は．
闘Aからの尊門蒙の受け入れによって実施せざるを得な
かった。しかし．葱弱5年にはシンガポールで育った技術
者が、ベトナムヘ派遣され、コンクリー一ト構造物に関す
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るNI）Tの応用について講義及び実習を行うほどになって
きた．
諺．認定鵜ついて
　シンガポー一ルでは認定規定を有していないが、各工業
分野における認定はASNTのガイドライン及びPCN（イ
ギリス1の資格認定によっている．NDTサー一ビス機関の
ほとんどは．聖C醤又はASNTのレベル3の資格を有する
一人ないし二人のスタッフを用意しており，レベル黛技
術者を認定している．社内におけるNDT技術者に関する
かぎり．時々他の独立機関によってレベル灘に認定され
る仕事が要求されている。最近では、第三脅機関による
認定あるいは葬常に評判の高い機関によって別途認定さ
れる技術者が増加しつつある．鍛8験鯨i鱒欝年までに認定
された技術者の数を籔黛に示す。これらは．ASNTのガ
イドラインによって社内認定した数である．
4．曜》Tサービス
　シンガポールでは．NDTサービスを行っている鍛を
超える数の検査機関を有しており．殆どは蟹内の4人〜
40人のスタッフで占められており、わずかではあるが外
国系の会社もある．NDTやNDTに関連する仕事は．年
間の仕事量としておよそ懸1ミリオンシンガポールドル
で、NDTの仕事に関する工業分野（撫雌総t翻懸戯鯵βと
しては次の分野がある．
王）石油精製と石油化学
21造船
3）エンジニアリング
41建築
5》航空
�D海洋構造物
7》ユーテイリティー
籔黛
Y麟鍵
M夏》丁
鱈嶽磁
鷲雛騰灘鍵ゆぞ難鵬o鰍磁
　　跳礁鍵
聯臨櫨醜
丁碗麟
£繕騰籔膿齢翠�滑[
L¢v禽量趨　　L齢Ψ擁鱒驚　Lβv¢量騨蓼
互％墾
鞭
懲
v蹴沁囎
懲
＄器倉
薦丁
鷺
v纏蚤ゆ薦
鷺
懸雛麟
襲騨
騒
V鍵嚢�J撚
窪
蕊o倉
夏π
欝
v鍵蚤�J鵬
謬
酪�J鯵
鰺勢
鞭
撃
v齪沁灘
騨
蕊灘
麓丁
騒
v纏蒐�J囎
5
騰灘
嚢饗
＄
v蹴沁囎
簿
s齢魯
膿
驚
v齪叢ゆ雛
窯
＄灘騒
B興
胃
鷺
V躍沁囎
鷺
総騎
獺饗
器
v鍵沁鵬
麗
＄器o
幾欝
鱒
v鍵沁懸
欝
s灘騒
鷺饗
姦
o叢臨鮎鰐
墨
騙騒騨
聾鷺
鞭
器
v躍蚤o鵬
雛
懸答o
搬
鱗
v纏沁欝
欝
呂講酵
嚢Y
露
v蹴沁懸
轟
鋳�J倉
貰JT
轟　　　　　惣
v鍵蓋�P囎
夏撃
蕊倉o
拶鰭
欝
鍛
v継蓑�J灘
鎗
s蕊嚢
難響
鰺
v鑓勧鵬
購
s舗＠
鷲響
感
v鮫沁懸
墨
＄灘む
彫丁
夏　　　　　タ
v鍵量o懸
欝
騒騎鯵
茎今鱗
聾
齢
v簾蓋ゆ粥
欝
s欝o
簾丁
雛
v鍵沁囎
滋
騒誌o
熊丁
き
v蹴沁蠣
騒
騰むむ
疑驚
嚢　　　　　膿
v鍵蓋o灘
簾
灘むo
三騨勢
鷺丁
三
A蠣麟童磁
置
鮪o�J
欝難
胃
タ
v鍵沁鵬
騨
s欝o
簸丁
離
v耀沁鵬
5
鱒難ゆ
UT
豊
v鯉沁糊
嚢
＄灘倉
叢丁
雲
v簾嚢�J鵬
簿
蕊o�J
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叢欝　署織1麟総窪c縫繍r鵠豊＄鎌1轟肝§物ゼ驚懸
　　　麺
蓋．蓋6ノ劔ノ％一捻／G3／弱
慧．瓢／磁ノ蝿
3、　亙3ノ�J驚／蓼5一蕊諺／03／今雛
墨。禦ノ欝拶S誼4／0馴郷
器、　＄／｛》6ノ攣暮一3亙／07／参5
6．燐／螢／％
�c．蓋鼠／倉�cノ弱
薯。蓋4／濾拶5議翌／0参ノ蝿
今。雛／濾／鶉
欝．賂／鯵ノ今5
蓋皇．盈3／蓋蓋バ》＄一璽3ノ璽2バ》菖
醗吻C欝獅誠s¢凱猛癬
麓畿総r孟畿量夏《海賊織綴敏激s嬉朧血纏
臨癒o鍵聯滋c醐鵬璽雛搬騨ε櫨董磁Co雛・総
U叢雛5�L撫丁¢藤灘懸oぐ腋編e罫蓋臨
嚢義蜘響臓纏茎¢響轍沁墓cゆ蟹§駐
嚢磯叢畷灘6琶縢幽蓼s轍搬罪
灘辮匙謬減覗覗yC鰹r撒絡鵬擁鍵
輔鎚群藝蜘箪農搬幽盈整磁魔窺鶏乾丁輔癒盈齢ぞ麓醜顔幽（ユ�L纏��
u夏撫＄倉盆e薮磁劔c蹴騰醜S艦泌爾
x馴嚢麟y　S¢鋤め臓窺罫
畿麟蛙9鍵礎臨欝伽萱鞭搬騨¢辻戯蓋磁Co蹴柵
響鵬滋漉夏鵬撫磁茎o繊
癒澱癒盤鵬鍵壌�J磁沁響
猛醜藍搬驕oぜ簾滋醒蓋麟s
s慧TscO
s麓管sco
＄鱈響s（】o
A騰鍵磁観灘
獅朧簸丁む¢�qdo蜘s
＄鉱響sc《）
簸轟櫨k盤腿醒／翼魯磁舳蓼
灘轟翫錨鍵亀
s蕪丁叙】o
蕊．糀躍協会の活動について
　シンガポールにはNDT協会はないが、先の鑓S盤に代
わって現在はS鷺TSC（）が、コンクリートなどを主体とす
る搬）丁業務を実施するとともに．まとめ役をも行ってい
る．一方．NDT組織体く団体）の関心事はシンガポー一ル
溶接協会ISW鋤によっても面倒が見られている。約欝00
人のメンバー一シップを有しているSWSは、三つのASNT
レベル灘一ス及び試験がSWSメンバーのために行われて
いる．またメタラジストのためにも幾つかのNDTコー一ス
が用意されている．1鱒菖年に行われたトレーニングコー一
スとセ誌ナー一の状況を畿欝に示す．
窃．今後のシンガポールのNiゆTに
　　ついて
　前述した様に、欝呂O年代当初のシンガポールは造船活
況のもと、互A鷺A／RCA鵬）叢》計面にもとづくNDTのト
レーニングコース壷誘致し、アジア地区の中心的拠点と
して、シンガポー一ルで第一回のコースは成功を収めた。
そのため．その後も引壷続き毎年行われ五ヶ年の間に
RCA加盟諸國にあって各園およそ欝人に及ぶ奪門家の
育成に大煮く貫献して鷺た．今では．そこに参加した
方々は各々の翻で臓）Tの尊門家の中核となって活躍して
いる。なお．獄CA諸国における問題点は誰がレベル3を
与えるかなど認定・認証に関わる規定の整備が遅れてい
ることと．何と書っても機材の不足、併せてNDT協会の
組織作りがしっかりなされていないことである．シンガ
ポー一ルでは、なおASNTのレベル3による認定が主であ
るが、1SO鯨鷲一1鱒7に世界各国が移行しようとしてお
り、今後の対応ぶり及び動向に興味がもたれる。
謬蓬　．
　．獣
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7．連載教育講座　第三回
石川島播磨重工業�梶@荒蝿　敬弘
第圏謡　鉄剣と青銅剣
　古代の戦いには青銅剣を用いていた。近代の武将で育
銅剣を用いた例は聞かない。いつしか青銅剣は鉄剣に制
覇された。この理由について考えてみよう．
餐．金鷹の聯ツプ即綾態図羅
　金属のマップとも雷える状態図からヒントが得られる。
状態図とは物質が置かれた環境で最も安定な状態を表し
ている．すなわち、その環境に充分畏い時間放置してお
くと、状態鴎に示された状態に変化していく．しかし、こ
の変化に必要な時間は非常に速い場合から．天文学的数
値に近いゆっくりした場合まで千差万別であるが．状態
図には示されていない．
　水は零度で氷に状態を変えることを知っている．しか
し．この現象はあくまで大気圧での変化であって．圧力
が高くなると異なってくる。無晒鑛の水の凝固温度を聞
かれてもすぐに答えられる人は希である．そこで図曜の
氷の状態図が必要になる．図亙では温度と圧力との関連
での水一氷の状態を表している・圧力が高くなると様々
な氷の状態（原子の配列の様子〉があることもわかる．
　金属の状態図では一般に金属の組成と温度との関係で
℃
玉00
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一50
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撫
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＆
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　　墓
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w
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金属の状態を表している．脊銅の場合には銅と錫の2元
系の組成を横軸に．温度を縦軸に示した図窯の状態図を
見ると理解できる、鋼の場合には図欝の鉄と炭素の露元
系で考えると理解しやすい．
驚．変態
　まず、憩0％の銅と叢00％の鉄について見てみよう．鋼
の場合は図濃で錫（S齢の比率が0％の縦線の変化を見れ
ぱよい．恥総℃以上の温度ではLの領域になっている．L
は金属が液体であることを意味し．凝闘温度が蓋G雛℃で
あることがわかる．一一方．それ以下の温度では金てαの
範囲に含まれている、
　鉄の場合は、籔3より凝嗣温度は欝鎗℃であることが
わかる・…方、賂鐙℃以下の温度での挙動は銅に比べて
複雑である、欝鐙触簸00℃ではδで、笈4G�L幅瓢0℃の範
囲はγで、瓢0℃以下は認で示されている．
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　この鷹．β．γ……は金属の原子配列の違いを示して
いる。例えぱ鉄は鎌O℃以下の温渡では窃と呼ばれる鉄
の原子配列が安定であって．瓢0℃を越えるとγと呼ぱれ
る原子配列が安定な状態になることを意味している・同
じ療子配列逢持つ領域を相と呼んでおり．このように相
の状態が変化することを相変態と呼んでおり．変化する
温度を変態温渡と呼んでいる．
　この窃．β．艶・・…は金属の低い温度での相より顯番
につけられているらしい．それ故、岡じ認相の金属と
書っても岡じ原子醍列の様式壷持っているとは限らない．
実際に．鉄の窃相と銅の趨相では異なる原子配列を持っ
ている．
　ところが鉄の場合にβ相がないことに疑問を持たれた
方もあろうかと思う．古い教科書ではβ相が書かれてい
たという、磁鉦変態温度（キューり一点）を越え、雛0℃
以下の範囲凌βと称していた。その後．原子の配列その
ものは駕とβとで変化がないことから、β相の温度領域
壷含めて趨相と呼んでいる、
　ところでこの相変態が歴史的な悲劇を引き起こした一
つの要因となっている．扮麓年スコット隊は南極点への
一番乗りを目指して最後の力を振り絞っていた。南極点
にたどり蕾いたと壼には既にアムンゼン隊の旗が翻って
いた．スコットはその後に帰らぬ人になっている。
　スコット隊の悲劇は油を入れていた容器に穴が開き、
極寒地で最も必要な石油が全て流失してしまったことで
起こった．容懸ははんだ付で接合されていた．はんだは
鉛と錫の合金で融点が低く．これを接合する闘隙部紅溶
かし込んで行う．この錫は欝℃以上の高温では白色錫と
呼ばれる葬常に安定な金属であるが．一�S℃以下の温度
では変態して脆い灰色錫になる・この灰色錫が少しでも
共存していると．欝℃以下の常温近傍でもしだいに全体
が脆い灰色錫に変化していく、錫器がこの現象を起こす
ことより軽錫ペスドとして知られていた．
　現在のはんだにはこの変態を防ぎ．低温でも白色錫が
安定になるように少量のビスマスが添加されている．
灘．金灘の配桝
　固体の金罵はイオン化した漂子が互いに密になるよう
に配列している．イオン化とは原子核の周りを回ってい
る電子の一部を解選放うた原子の状態を書う、解鷺放た
れた電予は電子雲の集団となって金繍イオン問を動巻回
り．電気伝導や熱伝導に寄与している．
　この原子は球形と見なして良く．最も効率よく電子壷
交換しあえるように配列して恥る．箱にパチン瓢玉を充
填すると鷺にいくつかの配列の様式が考えられるように、
金属にもいくつかの配列の様式がある．麹4には金属の
繭心立方格子
欝
○
郵
体心立方格子
六方晶格子
籔4　鐘体金鷹の構進
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配列の様相を模式的に示している．面心立方格予．体心
立方格予と六方鼎格子と呼ばれる配列が存在する．同じ
格子が無数に並んで金属を構成しており．それぞれの一
つの単位を格子と呼んでいる、無数に並んだ配列を面心
立方晶、体心立方晶及び六方晶と書う．
　最も密に原子が充填されているのは面心立方晶と六方
翻であり、体積の74％を金属イオンが占めている。体心
立方晶での充填率は体積の6＄％である．従って、結晶構
造が変化すると、原予の充填率に相当して体積変化も生
じる、
　図露の銅の場含の翻相は面心立方晶であり．温度が変
化しても液体になるまで面心立方晶のままで変化はしな
い．一方．鉄の認相は体心立方暴であるのに対して、γ
相は面心立方晶、そしてδ相は体心立方晶である．すな
わち、純鉄癒常温から温塵をゆっくり上げていくと．劔G
℃で体心立方晶から面心立方晶への変態がおこり、更に
MOO℃で再び面心立方晶から体心立方晶への変態が起こ
り．そして鱒鐙℃で溶融し液体になる．
　このように．銅では温度が変化しても変懇が起こらず．
一方．鉄では温度によって変態が起こることが．銅剣と
鉄剣の命運鷹分けた結果になっている．
縄．脅綱剣の強窃
　銅は展延性に窟む柔らかい金属として知られている．
温度を変えても変態がないので、大鷺な性質の変化は期
待で壼ない．銅単体では剣としてとても役立ちそうもな
い�J
　銅に錫を混ぜて合金にすることで硬くしている．再度
図黛の銅・錫の二元系状態図を見ていただ鷺たい．綴で
示される領域は、駝○℃で悠魯％まで最大広がっている．
この窪相は単一な相であって．あたかも水に砂糖が完全
に溶けているような状態である．具体的には面心立方格
予で銅イオンの位置が部分的に錫イオンに置鷺換わった
（置換された〉状態になっている．このような状態を固溶
体と欝っている．
　水に飽和量以上の砂糖を入れると．砂糖の一部は溶け
きれずに沈殿して残る。銅に錫を磁相単相で示された領
域以上入れると，錫は銅中に溶けきれずに硬くて脆い金
罵間化合物などとして析出する．
　図躊の窮相の範囲は鎗O℃で最も錫含有量の範囲が広
く．温農が下がると急激は錫含有量の範囲は狭くなり．
笈のG℃以下ではほとんど錫を固溶で鷺なくなっている。も
し，反応が生じるのに充分な時間を与えて．ゆっくりと
冷却したとすれぱ．錫の固溶限を越える錫は窃稲中に金
罵間化舎物として分散析出するはずである．しかしなが
ら、麗0℃以下の温度でのこの析出反応の速農は極めて遅
い¢
　第二話の化学反応の時に．反応には熱振勤などによる
分子のエネルギーが反応に必要な活性化エネルギー一を越
える必要のあることを話した．温度が低い灘O℃以下で
の原子や分子の持つエネルギーは非常に小さく、反応の
活性化エネルギー一を越えて反応を完了するには極めて膨
大な時間が必要になる．
　通常の凝固速度においては．ε驚O℃以下で起こる析出反
応は観察されなくなり．従って．常温においても十数％
の錫を固溶した合金が得られる．
　銅に錫を多く入れていくにつれて，硬さは硬くなり、
反面脆くなっていく。単一の原子の配列に比べて．大煮
さの異なる原子が固溶すると．当然結酪格子に歪が生じ
硬くなる．更に金属間化含物のような硬い粒予が分散析
出することで硬さは更に硬くなる．析出物凌分散析患す
ることで硬くなることを析撫硬化と呼んでいる．
　この析出硬化は、時には溶接部を脆くし．割れの原因
となることもある．一方．アルミニウム合金ではこれを
利用して強化し．戦闘機や新幹線などの車体に利用して
いる．ジ諾ラル譲ン．超ジュラルミン．超超ジュラル叢
ンなどの熱処理合金がこれで．アル難ニウムにC騒．泓．
Z臨M鐸などを添加している。
　青銅剣に用いられた組成の代表例に．銅器％、錫鷺O％．
ニッケル黛．籏％のものある、また．青銅が多く用いられた
中国の西暦紀元前千年頃に書かれた「周礼毒工勧には
「金の六斉濠と称して膏銅の成分と用途が次のように記さ
れているという．
　　・鐘鼎の斉　　　（錫　騒％〉かね．かなめ
・斧斤の斉
・か戟の斉
・大刃の斉
・削殺矢の斉
・かんすいの斉
（錫
（錫
（錫
（錫
く錫
鷲％〉
黛o％〉
器％〉
欝o％〉
慕o％〉
おの
ほこ
はもの
やじり
かがみ．ひうちがね
　錫が多すぎると硬くなるが脆くなりすぎて．戦闘時紅
うける衝撃で剣が折れてしまうことになりかねない．ま
た．錫を欝○％まで多くすると金属の色が白色になむ．鏡
として用いられる。
　いずれにしてもこれらの育銅は硬くて脆いため．金罵
を叩いて延ぱすことがで煮ない．金属を溶かしておいて．
予め必要な形の空間を作成した鋳型の中に流し込んで圃
める鋳造により作られていた．
纂．鉄剣の強露
鉄剣の強さの秘密はこの変態にある．状態図に見られ
玉7
�

c解通儒
る変化は．極めてゆっくりと温度を変化させて．熱力学
的な平衡鷹維持した変化であって．通常の温度変化（熱
処理）ではむしろ希かも知れない．
　蕩温に加熱してγ相とした鋼を水中に投入して急冷し
た場合には．面心立方晶のγ相が体心立方晶に原子の配
列を変える余裕のないままに低温までもたらされる、γ
鉄が低温でも残されている場合をオー一ステナイトと書っ
ている．
　しかしこのγ鉄は低温では極めて不安定である。この
ために．組成を変えることなしに格子のすべりによって
正方格子に変態していく。窃鉄の構造を少し引鳶延ばし
たようなものがで煮る。この変態をマルテンサイト変態
と呼んでおり，組織をマルテンサイトと呼んでいる。
　もともとオーステナイトは戯素を多く固溶でき、マル
テンサイト変態では炭素の拡散を伴う余裕がなく炭素を
過飽和に溶解している．マルテンサイト変態が起こる温
度をM＄と名付け、マルテンサイト変態が完了する温度を
醗と名付けている．これらの温度は鋼の組成で左右され
るが．慧OG℃とか書った温度でマルテンサイト変態が進行
する．従って．このM＄点温度までオー一ステナイト組織が
持続され．醗温度までは．オー一ステナイトとマルテンサ
イトの混合組織となっている．
　冷却速度によっては．マルテンサイト変態に先立って
種々の中聞組織が生じることがある。鋼を加熱してオー
ステナイト化させた後に急冷して硬化させる熱処理を焼
入れという、
　マルテンサイトは非常に硬く、反面脆い．これを再度
400℃前後と書った温度で加熱すると、過飽和の炭素が析
出し．結翻の歪が修正されてじん性が改善していく．こ
れを焼戻しと書っている．図難には焼入れ、焼戻しに
よって硬さが変化する範囲を炭素量との関係で示してい
る．
　このように鋼の場合には．炭素量と熱処理によって硬
さやじん性を操ることがで煮る．また、高温に加熱すれ
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轡籔　澱棄鋼の縫λれ綴嚇どし鵜よって変化する硬憲．
　難憲の範懸の燦覇羅との麗藻
ば容易に叩いて伸ぱすことも可能である。たたら吹きで
説明したように、炭素量の異なる鉄の塊を組合せて用い．
高温に加熱して叩いて伸ぱし、かつ鍛接で接合し、刀は
成形した後に熱処理により刃先は硬く．かつその他の部
分には適度のじん性を持たせることで名刀が作られた。
　このように．変態を利用し、かつ炭素量で容易に鋼の
性質を変えることができることが．鉄剣が鋼剣に取って
替わることのできた最大の理由であろう。
　なお、図1の氷の状態図は理化学事典に、図2、図3の
C鋳S艶、C欝難状態図は金属便覧（扮蔭0〉によった、図4
の金属の構造及び錫ペストの話は．E。欝．サビッキー一他に
よる「金属とは何かj　l獄難R畿磁slより借用した．図§
の焼入れ、焼炭しによる硬さの変化範囲は「金属を知る
辞典達（アグネ〉によった・また、周礼考工記の金の六斉
の話は桶谷のヂ金属と人間の歴史」（観鵬馳磁＄1によっ
た。
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豊．ローカル・インフ貯メーション
東北非破壊検査研究会研究会幹事
　三原毅（東北大学大学院工学研究科〉
　東北葬破壊検査研究会は．昭和��0年に発足後、研究発
表会を申心とした学術活動壷行って煮ました．平成3年
に故伊達和博元会長（東北大学工学部元教授〉を迎えたの
壷機に．会員の要望に応える形で、欝本非破壊検査協会の
認定試験のための講習会をスタートし．平成＄年からは、
東北地方の工場見学会を加え、活動を発展させてきまし
た．途中、小幡、伊達両会畏が共に任期途中で逝去され．
関係の皆様には御心配をかけましたが、幹事を中心に、
会員の皆様にも御協力を頂意．研究会活動もようやく定
常的に軌道に乗って鷺たところです．この爆月からは、東
北大学坂真澄教授を新会長に迎え、会則の整備．会員
へのサー一ビスの向上を目指して活動を進めています。
　現在の会員数は．正会員玉磁名．個人会員襲名．特別
会員（大学・研究所等）詑名の、合計露（濃名の大所帯と
なりました．会員も、広く東北銭県にまたがり、従来か
ら活動を続けられている、秋田，山形また福島の研究会
あるいは関係機関とも連絡を取りながら、東北地方とい
う地理的に非常に広いエリアの中核になるべく、活動を
行っています．
　例隼行います活動スケジュールの概要は．以下の通り
です．
　　3月1超音波葱種．震種、3種（日本非破壊検査協会〉
　　　　学科講習会
　　騒月：超音波逸種．2種、3種（臼本雰破壊検査協会〉
　　　　実技講習会
　　　　　（要望があれば他種目（浸透探傷等1にも対応1
　　襲月：研究発表会．総会
　　騒月：超音波蕊種、2種．3種（日本非破壊検査協会〉
　　　　学科講習会
　　静月：工場・施設見学会
　　U月：超音波1種、窯種．3種（臼本非破壌検査協会〉
　　　　　実技講習会
　日本非破壌検査協会で行われる、非破壌検査技術者の
ための技量認定試験対策の講習会を．超音波部門を中心
として春秋の黛回．グレードと学科．実技ごとに行いま
す。講師には、研究会の有志に加え，本部や他の支部か
ら招聴し．研究会発足以来、自然発生的なボランティア
講欝金のもよう
を基本として行って参り濠した．研究会では．独自の受
講テキストやカリキュラムを準備し．また実技講習では
会員手持ちの探傷器借用を含め．驚鯨3人に笈台の探傷羅
を用恵したりと．できるだけ密度の高い講習を墜指して
おります．現在までに．延べ攣00名程の皆さんに御利欝
頂き、東北地方の非破壊検査技術者の拡大に寄与して蕊
たものと自負しています、また夏に開催する研究発表会
では、医学．建築、農学等．広範な非破壌検蕊関連の研
究・技術を、東北地方のみならず全麟から講舗を招いて
お話頂いたり、会員の皆様の身近な技術を紹介し合い．
発表会後の懇親会を含めて、情報交換と溝性化に努めて
おります。さらに2年前から始めた見学会も．鐙名程魔
の出席を得て、個人的にはなかなか見学できない、非破
壊検査関連の施設、工場の見学を行っております．この
ように当研究会は、（社〉欝本非破駿検査協会の東北支部
的サービスを行うとともに．その枠に留まらず．他の学
協会や関係業界の方々も巻毒込んで、葬破壊検査に関連
する広い分野の、研究者．技術春の交流の場として．お
役に立てることを欝標に括動しています、
　当研究会の会員は．藩実に増加しておりますが．統計的
に見ますと東北地方は．他の地方に比べN腿技術者数が．
まだまだ少ないことが指摘されています、我々トはこれを．
東北地方が今後最も葬破壊検査関連の技術春の増加が期
待で毒る地区であるととらえ．本研究会の活動がその一
助になれれぱと考えている次第です．東北地方に関係す
る方はもちろん、他地方の読者の皆様にも．今後本研究
会を暖かく見守って下さいますようお願いいたします．
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c解通儒
嚢．Cl脚検蚕事業春協議会代表幹事就錘のご換拶
ゆ．
灘’
《勘
CIW検査事業者協議会
代表幹事　稲壇　僑夫
1東京理学検査�梶j
　誉月綿欝闘催の平成憩年度C獅検査事業春協議会定
時総会におき讃して．中野代表幹事の後任として平成
憩・難年壌の代表幹事に就任いたしました稲壇でござい
ます．
　嚢UM麗S誌面をお借りし一書ご挨拶申し上げます．
　就任に当たηまず最初に．葬力ではありますが業界の
ために全力嶽尽くす所存ですので皆様のご理解とご協力
をお瀬い申し上げます．
　昨年度は．当協議会創立欝周年壷迎え斯界関係の方々
ご臨席の下に記念式典・祝賀会を挙行することができま
した．あらためてお礼申し上げます．お陰をもちまして
現会員数は欝慧社癒数えるに至っております、
　今年度は．関係各位のご指導・ご協力の下に築藷あげて
参り蒙したこの財産凌基に．検査ブ灘集掻としての社会
的地位向上と．その役割達成に向けて今一麟、全力投球
していくこと慶今総会の確認事項といたしました．
　さて．ご存知のとおり　ギ建築基準法の一部改正」法案
が今国会に上程・可決されβ月鴛臼付で公布されました．
改正の骨子は．規舗緩和と国際化．仕様規定から性能規
定へ．検査機関の民閥解放と中闇検査の義務付け等であ
ります．その異体的実施については今後の検討に待つと
ころ大でありますが．検査の視点からは検査薬界の役割
が社会的にますます重要になること必定と考えておりま
す．
　また．住宅・都市整備公圃ヂ工事共通仕様書藩への鉄筋
ガス圧接部の超音波探傷検査規定化及び検査の実施は
αW認定事業春によるとの明文化に引選続壼．東京都の
ヂ工事共通仕様書」にも特記事項ながら圃様な規定が盛り
込まれました、
　このような勤向は．産業界における検査業界の社会的
地位が欧米に比べ著しく低い欝本にあっては大変な進歩
と考えます．第三者検査制度の確立に向けて．社会の信
頼に応えるために、当協議会として検査の僑頼性をより
高め．検査業界の倫理感を保持していく溝勤を展開して
参りたいと考えます．
　さらに．いろいろな面で麟際化が進む中で．品質保証
の重要な一要素を担う検査に関しても．検萱体制、要員
認証等で國際的標準の臼本への導入が検討されており蜜
す．関連諸団体にご協力しつつも．検査薬界として必要
な擬書を行っていく所存です．
　一方，昨今の経済環境は．バブル後遣症や金融関係の
破綻などの報道を取り上げるまでもなく一段の厳しさと
先行潅不透明感を増して煮ており検査業界もその渦中に
置かれております．このような鍋底状況下にある今こそ．
検査業界が一丸となって将来を踏まえた適正検査・適正
価格の保持を心がける時と考えます・今年度の協議会活
動の基本諜題として併せて推進して参ηたいと思います．
　いずれ1こしろ検査薬界内外の情報交換を密にし．信頼
関係をより高めていくことこそ重要と考えます、関係各
位のご理解とご協力を再度お願い申し上げ．簡単ではご
ざいますが就任のご挨拶とさせていただ藷ます。
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紛．協議会だよ夢
αW検査事業者協議会
1，平成槍奪度C脚検査覇業餐協議会定時総会
下記のとおり定時総会を実施いたしました、
風．目　時慧　平成紛年5月B欝（月〉
　欝：00触矯鐙0　定時総会
　欝漁0幅蓋7雲30　特別講演
　蓋7護O《》欝護0　懇親会
欝．場所竃東京浜松町東京會舘
3．出席会員数竃聡社　委任状銘社　謙騒β祉
爆．議事次第＝
　玉〉代表幹事挨拶
　の新規会員等紹介
新規会員として次の露社の入会が承認されました．
　○〈有〉大和検査工業　（福岡県l　E種〉
　○（株）エスビー一シー一テクノ九州（大分県l　E種〉
これにより．会員数合計は藩窯社になりました．
　3〉第薫号議案　平成麟年度事業報告及び平成蓼年度
　　　　　　　決算報告
　の第欝号議案　平成襲年度監査報告
　紛第3号議案　平成無・慧年度役員及び職務分担
　　　　　　　について
　�S新代表幹事挨拶
　7）第4号議案　平成紛年度事業計爾
　鋤第銭号議案平成憩年度予算
　上記いずれの議案も承認されました．
聾。特別講演；次のご講演を賜りました．
　講師鴛横浜国立大学　工学部物質工学科
　　　　（安全工学）助教授　関根　和嘉殿
　演題ゴ保守検査に用いられる表面探傷技術の最近の
　　　　動勘
　なお．今年度は主として「適正検査／適正料金」の検
討を基本諜題とした活動を行います．
ll．平成簿・魍年度役醗及び職務分撫
標記について．定時総会で次のとおり承認されました。
○代表幹事　稲壇儒夫｛東京理学検査�梶p
○東臼本地区幹事代表　逸見俊一｛�褐沚ｸサー一ビス｝
○関西地区幹事代表　井川敏之｛�潟Aイ・エム・シー｝
○西臼本地区幹事代表外山　弘｛新臼本非破壊検査��1
0企爾撫当幹事（3名）逸見俊一｛�褐沚ｸサービス1．羅
崎眞純｛�渇P本工業試験所1．飯田武薄｛東亜非破壊検
査��1
0技術担当幹事（3名〉安藤純二傭本超音波試験�梶p．
井川敏之｛�潟Aイ・エム・シー一1．重田博實｛関西エッ
　クス線��1
0広報担当幹事（3名〉　逸見俊一1�褐沚ｸサービス1．
　鯉田畏生｛非破壊検査�褐s．外山　弘噺饗本非破壊検
　査�梶p
○倫理担当幹事（4名〉串野盛購｛�潟Vーエックスアー
　ル｝．三浦邦敏｛エンジニアリングサービス��1．森　俊
　郎｛�竃k陸溶接検査事務所｝．飯田武欝｛東亜非破壊検
　査��1
0庶務担当幹事（灘名〉替林雅志｛�且D幌工業検査｝．森
　俊郎｛�竃k陸溶接検査事務所｝
○会計撫当幹事（笈名〉若林雅志｛�且D幌工業検劃
○監査役（玉名〉天海照之｛石州島検査誹測�葛ﾊ
雛1．建築鉄骨溶接部の超欝波探鰯技術講習金予定
　協議会としての講習会癒次のとおり謙爾申です．
　黛．東京地区
　D日　時鴛平成恥年7月器臼（土〉
　の場所竃（財〉羅本溶接技術センター（メll崎〉
　3）定員ε錨名
　の内容雲
　�@座学　○朧当て金付完全溶込み丁継手のル
　　　　　　　　ー一ト部からのエコー一判別方法に関
　　　　　　　　する指針（瓢慧櫓針〉講本文及び解
　　　　　　　　説及び最近の動向
　　　　　　○「角形鋼管柱溶接角部の超音波探傷
　　　　　　　　試験方法に闘する指針（紛懸改
　　　　　　　　定）講について
　　�A「建築鉄骨溶接部の超音波検査技術実習」
　黛．大阪地区
　　黛）臼　時1平成無年襲月銭欝（土〉
　　欝）場　所ξ（財）電子科学研究所（大阪）
　　3）定員惑曝名
　　の内容：東京地区に同じ
　3．その他の地区
　　平成憩年嚢月燭鶏月に実施の予定。
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”、お細らせ
平成憩年度後期のC酬試験及び研修会の臼程をお知
らせ致します．詳細及び申込締切日は．麟月中旬に送付予
定の各案内壷ご参照下さい。
　讃た．平成憩年渡　欝O騒7瓢ノW鷺S磁03による
溶接技術者のための研修会等も併せてお鐡らせ致します．
希望者は．事務局（03−3篇7一欝瓢）までご連絡願います。
夏　C璽W主任検査技術者及び主任試験技術者試験
亙次試験　平成憩隼鷲月懸臼　帽）
　　（東京地区／北九州地区／広島地猛／大阪地区）
欝次試験東京地区童平成難年玉月器臼　（土1
　　　　北九州地区雲平成慧年玉月23欝　（土1
　　　　広島地区1平成鴛年蓋月器臼（土）
　　　　大阪地区1平成難年箕月鍛臼　（臼1
叢　溶接部の検糞iに関する研修会
　　東京地区導平成鎗年紛月鍛臼（土1�`器欝帽）
　　大阪地区慧平成憩年憩月鍛欝（土）鞠器臼（β）
　　北九州地区：平成憩年憩月鑓溺　（土1
　　　　　　〜難月工鍵帽1
猛　蓋S《）拠7瓢／W鷺S鋭縫による溶接技術者のための
　研修会
特別級基礎編及び蓋級対象研修会
　　東京地区漁月黛臼（水）　5臼（土）
　　名古歴地区瀞月験臼　（水1・》鷲臼　1土）
　　大阪地区瀞月激縫　《火）旬4日　（金）
　　福岡地区1嚢月董7臼　（木1�`�S讐　（日）
欝級対象研修会
　　東京地猛瀞月3臼　《木1〜欝臼　（土1
　　東京地区瀞月鍛臼（木）〜26日（土）
　　静岡地区懇月鍵臼（月1�`襲月慧臼（水1
　　名古麗地区濾月欝臼　（木1〜膿欝　《土1
　　大阪地区漁月露縫（水1《一4臼1金）
　　福岡地区漁月購日　（金1�`20欝（鋤
特別級応用編対象研修会
　　東京地獲瀞月欝欝縮）�`30臼1水1
　　大蔽地区懇月黛黛欝（火1鞠艶臼1金）
　　福岡地賦瀞月盟臼　1火）〜鱒欝　（金1
W　溶接技術者認証評価実施要領
筆記試験　平成憩年U月暮臼　（鋤
　　　（東京地区／静岡地区／名古屋地匿／大阪地区
　　　／福岡地区〉
　臓述試験　平成U年膿月銭目　（鋤
　　　（東京地賦〉
『qW通信潟UMP鑑S』の原稿募集
C夏W通信編集婁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、より親しみやすい謹“W通信：RU瓢囲醜にいたしたく，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，騨G亙W通信；RU瓢P鉱鋤に関するご意見・ご要望等壷電子メー一ル（猛
蹴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，繊w＠聾甑鍵卸です。
CrW通信編集委員会
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CIWニュース・ラウンジ
　昨今、建設業界をはじめ各業界では、阪神大震災
を契機に．溶接構造物の非破壊検査の重要性が認識
されはじめている．
　このような状況下、長崎県非破壊検査技術研究会
（長崎県工薬技術センター一内）では．溶接部の非破
壊検査の重要性を鑑み．県内での葬破壌検査技衛の
普及・向上を念頭に．平成憩年3月に非破壊検査関
係設備を導入（表署〉．今後、導入した設備を有効活
用し．各部門ごとに最高憩名までの参加者による実
技研修会牽開催していく予定．講師は．（社旧本非破
壊検査協会により認定された3種の検査技術者を主
体にしている．実技研修講師の登録者数を表黛に示
す．
　実技研修会を開始するにあたり．去る感月暮臼．開
講式が開かれた、開講式には．曝O名以上が参加し，各
設備の実演に五感を集中、実技研修会をはじめとす
畿嘱　平戴鳩奪壽懲鵜購入した叢な葬破壊検驚識備
給（メ亦礒〉「
露
講
1暮
露
議輔墨羅離麟塗1
欝．
離
闇講式での轡一プ露ツト
麟
磯購顯醸
趨音波探傷鐘置
定置型磁粉裸傷襲腰
携帯型極問式磁紛探傷羅
ブラックライト
フイルム観察羅
フイルム濃度謙
水洗槽
超音波洗浄羅
試験片乾燥羅
轡1
　突、撫蕪、、’
轟欝麟灘に闇催婁れた叢技購鯵の晦よ養
る長鰯県非破壊検査技術研究会に関する問い合せは、
長崎県工業技術センターまで．
　なお．他都道府県においても、このような催し物
があれば．是雰αW通信編集委員会まで情報提供を
お願いしたい．
轟鷺　雲技瞬鰯講騨の燈録餐数
研修　科　目
登録者数
講舗のND亙資格
趨音波探鶴検資
慧名悠挫より〉
濤種泌犠、黛種激犠
磁紛探蕩検萱
騨名（2社より〉
3種工名．驚種感名
浸透探傷検萱
蔭犠（2社より）
隷種2魯．2種喚犠
放尉線検萱
鐙名（骸社より〉
3種欝名
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騨鰯簿・認融嚢憾融覇嬉融瀞認灘嚢鰯鵠耀鋤轍暮撫ゆ編集後記嘘導鱒紹欝紹鱒銘懲ゆ鰭欝鰭鱒銘融ゆ鰐鱒兜
驚
響
欝
雪
葛
響
驚
讐
驚
讐
驚
讐
懲
讐
灘
讐
驚
讐
・今号は．鉄筋ガス圧接部の検査特集を企画しました．これは．住宅・都市整備公鐡及び、東東都の
辻様書に圧接部の趨音波検査はCIW認定会社に所属する技術音によることが記されたのをうけて企
顧したものです。いかがでしたか？
・鷺UM麗＄編集委機一岡、読者のより舞近な、又、その時々の話題を満載した誌面作りを心掛けて
いますがなかなか思うようにいかない現塞にとまどっています・
・より多くの方々に読んでいただくために配布先をC互W認定会社本社だけではなく．営業所単位で
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咽．建築基準法の改正について
建設省住宅局建築指導課
建設専門官　井上　勝徳
　高齢化の進展、国際競争の激化、都市化の広がり，技
術の高度化等の経済社会の変化を踏まえ、規制緩和．国
際調和．安全性の一鰯の確保等の要請に的確に対応した
新たな建築規制制度を構築するため、昭和器年の制定以
来の建築基準法の抜本的な改正が行われ．平成撫年6月
鷲霞に公布された（平成10年法律第玉00号〉．主な改正
点の概要は次の通りである。
嘔．建築確認・検査の民間開放
　建築確認・検査の充実、違反建築物対策．まちづくり
等の新たな行政二一ズに対応するために行政の十分な実
施体制が確保できない状況にあることから、官民の役割
分担の見直しにより的確で効率的な執行体制の創出が必
要となっている。
　○行政執行体制の現況（平成魯年度〉
　　・建築主事一人当たり年間約600件を処理している
　　状況。
　　　　（建築藩工件数　年閥約慧0万件．建築主事数
　　　　約鳩oo人〉
　　・諸外国に比べても建築行政職員数は少ない。
　　　　（人口10万人当たり　臼本5・8人、米25・7人、
　　　　豪器人〉
　このため、これまで特定行政庁の建築主事が行ってき
た建築確認・検査業務について、新たに必要な審査能力
を備える公正中立な民間機関（指定確認検壷機関〉も行
うことができることとする。
　�@民間機関による確認・検査の導入方式
　　確認検査機関が確認・検査を行った建築物は、建築
　主事の確認・検査を受けたものとみなす．
　�A指定確認検査機関の概要
　　ア　対象　非営利法人、営利法人を閥わず対象とする。
　　イ　指定　都道府県知事が摺定．（複数の都道府県で
　　　　　　業務を行うものについては建設大臣．〉
　　ウ　指定基準
　　　・確認検査員（建築基準適合判定資格者）が一定
　　　　数以上であること．
　　　・役職員の構成が業務の公正な実施に支障を及ぼ
　　すおそれがないこと．
　　・確認等の業務以外の業務を行うことによって薬
　　務が不公正になるおそれがないこと　等
�B捲定確認検査機関の役職員の義務等
　守秘拒務を諜すとともに、みなし公務員規定をおく・
�C特定行政庁と指定確認検査機関の関係
　指定確認検査機関は、必要な事項を特定行政庁に照
会することができ、特定行政庁は．必要な指示及び確
認の取消を行うことができる。
�D審査手続き等は、指定確認検査機関が自主的に決め
ることができる。
この改正により、次のような効果が期待される�鰍�．
○迅速な手続きの実施等、建築主の二一ズに即した建
築確認・検査サー一ビスの提供が可能となる．
Q薮たな建築確醗・捜壷墾続の灘れ
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�@設計、施■等を業務とする暫が兼業することや単独で設立することはできない。
�A設議、施工等を薬務とする者も参撫して共周で設立する場合は、公平性客観性の観
点から特定の企業が支配力妻及ぼさないよう役職鐙構成や磯資嬬礁等巻個別に審登
の上、指蜜する、
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c解通信
○指定確認検査機関の活用に伴い、行政は監査、違反
是正、処分等の間接コント灘一ルを申心とすることに
よって、より効果的に制度の実効性を確保することが
できる．
黛．建築基準の性能規定化等基準体系の
　　見直し
　建築主や消費者が多様な選択を行うことができるよう、
建築設計の自由度を高め、新技術、新材料の開発や導入
を円滑化する建築基準体系の導入が課題となっている。
　このため、特定の材料、工法、寸法等の仕様による規
制を中心とする従来の方式から、一定の性能さえ満たせ
ば多様な材料、設備、構造方法を採用できる規制方式（性
能規定〉を導入する．あわせて、建築物単体の規制項目
の見直し壱行う。
“》建築基準の性能規定化
　�@性能項目、性能基準を明示するとともに、それを検
　　証するための試験方法や計算方法を提示する。
　　1具体例】
　　ア　耐火設計法の導入
　　現行では、耐火建築物は一律に鉄筋コンクリー一ト
　　造等としなければならないが、建築物の空間形状、
　　可燃物の量等に応じた計算によって耐火性能を確か
　　める耐火設計法を導入し、大規模木造ドームの実現
　　や鉄骨の耐火被覆の軽減を図る。
　　イ　木造建築物の屋根の防火規制の合理化
　　一定の地域内に建つ建築物について不燃材料を義
　　務づける方式から屋根の延焼防止性能を直接確認す
　　る方式に改め．太陽電池一体型屋根材等の多様な工
　　法の実現を可能とする。
　　ウ　防火材料、防・耐火構造等に関する性能基準の
　　　整備
　　不燃材料、防火材料、耐火構造、遮音構造等につ
　　いて、仕様規定が中心となっている基準を、性能基
　　準及び試験方法等を明確にした基準に見直す。その
　　際、試験方法については、可能な限り国際規格との
　　整合化を行うこととする。
　　エ　その他
　　避難設計法、性能重視型構造計箪法、建築設備性
　　能試験等の導入を検討している。
　�A性能規定化に対応した．申請者の負担軽減、確認審
　　査の効率化の措置を講じる。
　　ア　型式適合認定
　　材料、設備、主要構造部等の型式が一連の技術基
　　準に適合することを認定することにより、認定を受
　けた材料等を用いる建築物の建築確認を簡素化する。
　　（技術基準との適合の審査ではなく、認定された型式
　の設計仕様書等との適合の審査で済むようになる。）
　　〔具体例蒸標準設計による事務所、建売住宅の設計仕
　　　　　様書等
　イ　型式部材等製造者認証
　　型式適合認定を受けた規格化された型式の部材、
　設備、住宅等の製造者の認証を行うことにより、建
　築確認・検査を省略する。（番号．マー一ク等の表示を
　確認することにより．審査・検査を省略）
　　1具体例】量産型の建築設備（エレベーター等）、プ
　　　　　レハブ住宅等
　　ウ　指定認定機関による認定等の実施
　　建設大臣は、高度な技術審査能力と公正中立な審
　査体制を有する国内外の民間機関（指定認定機関等）
　　に、これらの認定、認証を行わせることができるこ
　　ととする。
�B従来の仕様規定は、性能基準を満たす例示仕様とし
　　て政令・告示で位置づける。
�C性能規定の導入に伴い、従来の仕様規定を前提とし
　　て設けられていた新材料、新工法等に対する特例認
　定制度（38条認定）を廃止する。今後．新材料、新
　　工法等については、原則として、性能規定で対応す
　　ることとなるが、その中には厳格な試験や高度な計
　算によって性能を検証しなけれぱならないものがあ
　　る．このようなものについては、建築主事による審
　査が困難であることから、建設大臣が認定を行うこ
　　ととしている。このような認定をr構造方法等の認
　定3という。
　　構造方法等の認定の際には、事前に建設大艶が指
　　定する毘間機関（指定性能評価機関等〉の性能評価
　　を受けて申請する必要がある。
（黛）その他の規制項臼の見直し
　住宅居室の日照規定の廃止、採光・地下居室規定の緩
和、準防火地域内の木造3階建て共同住宅の建築制限の
緩和を行う．
　この性能規定の導入等により．設計の自由度が高まり．
また、性能水準が明確になるため、技術開発や海外資材の
導入が促進され、より合理的で低コストの技術等の円滑
な導入や市場の活性化が期待される（次頁の図2参照）．
3．土地の有効利用に資する
　　建築規制手法の導入
都帯の再整備に当たり、狭小な敷地が多く、基盤が必
2
�
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新たな建築基準の体系
＜性能規窟の導入による効果＞
法
　　性　　能　　環　　蟹
（携〉・耐火盤能　醜纂物が通常の火災時における煎熱に
　　　火災が終了「する濠で謝えること1。
性能規定
・防火性能
・触灘等に録す蚤構藷安全性能
・湾物燃理徽能　・遣鷺盤能　等
耐火設諭法の灘λにより、大規模木選ドー
ム等の建纂が容易にな喬。
政傘
　　　性能碁準
（鯛）・柱、はり簿の鑑要構遊部の部雛甥の耐火性能基準
新しい構進譲ナ算の方法の灘λによ影ノ、
免震構造建纂物簿の建雛が容霧1こなる．
政禽
欝承
　　検談方法
（劔〉　耐火設謝法（火災の懐獄を予
　灘し、叢三要携遣書5力粛鳶垂力を課
　樗でき誉こと等を確認する方
　法〉
　倒承仕様
（1列〉　叢要樽遣部が餓筋惣ンク
　リート藏であ着もの
晩震構遣とは1
特殊ゴム等により構成ぎれる免霧襲饅により、地震
瞬の建築物の揺れを小さくする構法o
　柱や壁等の構遣躯捧のスリム化
　窓や壁等の仕．歎げ材の破壊紡比
　家具等の転倒防止
等力ζ鰐能となる¢
図蒙
ずしも十分に整っていない我が国の市街地では、敷地ご
との規制のみでは．市街地環境を確保しつつ．土地を有
効利用することが困難な状況にある。
　このため、土地の集約的利幣による合理的な建築謝画
を可能にし．土地の有効利用に資するため、隣接建築物
との設計調整のもと、複数建築物について一体的に規制
を適用する特例制度を創設するなど所要の見直しを行う。
（薯》連撞建築物設計制度（仮称〉の創殼
　�@規制制度
　複数敷地により構成される一団の土地の区域内におい
て、既存建築物の存在を前擬とした合理的な設計により、
建築物を建築する場合において．各建築物の位置及び構
造が安金上、防火上、衛生上支障がないと特定行政庁が
認めるものについては、複数建築物が同一敷地内にある
ものとみなして．建築規制を適用する．
　　・容積率．建ぺい率等については．複数建築物全体
　　　で適用する．
　　・区域内の建築物相互に係る日影規制、隣地斜線制
　　　限等は定型的な基準の適合に代えて．設計を個別
　　　に審査判断する。
　�A手続毒規定等の整備
　　・制度適用にあたって、区域内の土地所有者、借地
　　　権者の同意の義務づけを行う。
　　・認定後．対象区域等を公告するとともに、図書を
　　特定行政庁の事務所に備えて一般に縦覧する．（な
　　お．宅地建物取引薬法の璽要事項説明に追加を予定〉
　　・区域内における建替え等にあたっては．当初と同
　　様に特定行政庁が審査し、同一敷地内にあるものと
　　みなして．規制を適用する．
（驚》その他の規定の整備
　建築主事の判断による特例的取り扱い賦ついて．建築
確認の民間開放等を踏まえ、特定行政庁の許可による方
式とする。
　　（例）現行法では敷地が4欝以上の幅員を有する道路
　　　に2驚以上接することを原則としているが、これを
　　満たさない場含であっても、安全性等の支障がな
　　　いものについて、基準を明確化した上、許可によ
　　　り建築を可能とする．
　これらの改正により．既成市街地での建築物の更新に
おいて、まとまった土地での合理的な建築計藤が可能と
なることにより．設計の自由度が向上し．土地の有効利
用と市街地の環境の確保の爾立が図られる（次頁の図騒
参照〉．
4．中間検査制度の導入
　阪神・淡路大震災（死者643G人．うち建築物の倒壊に
よるもの約8割）により、建築物の安全性の確保の必要
性が改めて認識された．大きな被害を受けた建築物の申
には施工の不備に起因すると見られるものもあることか
ら．施工時の適法性の確保を図るための制度の整備が必
要である．
　このため．特定行政庁が指定する一定の構造．用途等
の建築物の指定する工事の工程が終了した段階で建築基
準関係規定に適含するかどうかについて建築主事又は指
定確認検査機関の検査（中閥検査〉を受けなけれぱなら
ないこととする．指定された建築物は中間検齋を受けな
けれぱその工程が検査できなくなるような工事を続行す
るこ二とができない．
　特定工程としては．違反建築パト撚一一ル等を通じて把
握毒れた違反事例の多い建築物の工程（基礎工事や鉄筋
コンクリートの薦筋工事．鉄骨造の溶接工事．木造の筋
箏
�
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連担建築物設計制度のイメージ
噺指定容積率400％の商業地域での例
従来の規制による場含
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　　簸大の前蕊道錨帳員（縛翼α6
道蹄斜線制隆：　勾灘1．砦
（セツトパツク艶離に跡じて緩和〉
領
交いの取付工事等）等が指定されるものと考えられる．
　なお．戸建住宅、プレハブ住宅等で工事監理が適正に
行われた雛とが確認されたものについては、検査の簡素
化を行う．この場合、工事監理の確認方法については工
事監理の状況の詳細な報告を求めるなど厳格化を図る
〈省令改正〉．また．中間検査の特例が適用される建築物
は、確認．完了検査においても特例制度が適用され、審
査が簡略化される。
　この中闇検査の徹底・充実により、建築物の安全性を
確保を図る（次頁の國4参照）、
難．確認検糞等に関する図書の閲覧等
中間検査、完了検査の受検率の向上、行政手続きの徹
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1継
》鞠
連担した敷地
（8が既存建築物）
ぞア
　　’母く働鋳
　　　　　曳
籔3
A肝
響積箪4σo鵯
3　　　　　　　1
　　き
　　1ザl　i
　　蓼　　　1
　　2
　　鐸
7
＼．
D8声
欝穫箪4むQ蔑
　　ノ凶＼＼
　　　1　　　　　　　〆
　　　　　ヘ　ノ
・灘竺ノ墨
1
連担した敷地
（Aが既存建築物）
底とともに．市場のルールにより建築物の質が適切に評
価されるための制度的整備が必要である。
　このため，特定行政庁による建築物の台帳整備壷義務
化する、また．建築物の謙爾概要に加えて検査の実施状
況等について閲覧がで壼るものとする。閲覧の事項とし
ては．計画概要．確認、検査履歴（中間．完了〉、許可の
有無等とする。
　また．建築確認後に設謙を変更した場合の再確認手続
きを明確化する．
　この見直しにより、建築物についての情報提供の範囲
を拡大し・消費者保護と市場機能の向上を図る（次項の
図騒参照〉．
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中薦検慶の概要
嚇黛響敷庁にホる特建£程の指窯
　　　　（第7条の3�@）
軒　区域、期間、建築物の構造、
　　　ヤ　　　　　
〔饗灘欝　醐
（特驚工程に籐る工寮終ア時）
　礫鎮烹による検査の串講
　　　　（第7集の3�A）
鷺纂豊纂、確誘検畿機聡による
検驚の雲施　　（第7条の3�C）
晒　4疑以内の検喪の義務づけ
Q閲覧内容のイメージ
・型試部材等製適奢灘駿塗愛俘た製透餐が製簸した麗難灘式
部韓等
・4得建築物で建築士が適切1こ工穣駿趣したも�O
は一部の規窟蒼穣糞省賂（第7条の騒）
翫圃概要
建築窓1【鶉【膿
量餐＝QOOO
工巌；ムムムA
建祭物の繊要Σ
磯　　翻
確臆欝lo母o擁○鷺
確灘餐；鶯鶯
餐畢lxxxxx
中澗検変
換壷臓＝o球o携o鍵
工穆＝・
登欝：○犀○月○鷺
工程＝・
検喪養；鶯驚
査奢＝欝灘
驚遜籍1ムム
理餐＃ムム
懸γ検蓋
榔蕪：o年（〉舞○難
穣登餐：縣灘
駿理餐；ムム
鯵　　可
欝司事項》
需
麟澗検鷹奮格羅の交醤
　　　　（第7条の3�D〉
酬　中賜検壷禽格証交醤濠で、特定
　工程後の工1程に係器工事の旛工
　の禁丘
（工麟の継続〉
　　　號ア検登
（中闘検査蒼霧施した幾定について
検蕊省略）
園曝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　　　　　　　　　　図騒
○　法改正の施行時期について
　この改正の施行時期は次の通りである。
　ア　公布と同時に施行
　　　住宅居室の日照規定の廃止
　イ　1年以内に施行
　　�@建築確認・検査手続きに関する事項
　　　（指定確認倹査機関関係、中間検査、台帳整備及び
　　　図書閲覧等）
　　�A準防火地域における木造3階建て共同住宅に関す
　　　る規制の緩和
　　�B連担建築物設謙制度等集団規定に関する事項
　ウ　2年以内に施行
　　　性能規定等建築基準体系の改正に関する事環
　　　（性能規定関係、型式適含認定及び指定認定機関関
　　　係等〉
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盤．CIW試験問題（UT）の解説と実作業への応用
畷．はじめに
　平成憩年度前期i次試験が終わったところである。受
験した皆さん．出来映えはいかがだったでしょうか．ur
部門について醤えば、出題傾向が変わっていないのに、
正答率の向上が認められないのはなぜだろうか・また、
試験問題の内容と実務との係わりをどのように認識して
おられるのだろうか。そんなことを考えながら、平成9年
度後期の雛問蓋に解説を加えることにした．
　平成憩年度前期のUT問1を解く参考になるし、この
問題の解説を通して、出題の意図を理解し、実務への応
用に役立てていただくことを強く願っている。
盤．平成9年度後期・UT部門・問1
　　の内容
次の文を読んで．下記の小問（11〜（3）に答えよ．
　母材の解きが38蹴漁の鋼平板突合せ溶接部を、∬SZ3060
に従って斜角探傷するように依頼された。試験体は探傷面が
親く、感慶調整爾試験片には．標準試験片ST塾A2が指定さ
れていた．そこで、探傷に先立って、感度補正に必要なデー
タ螢採取した。
　巌1．玉及び表蓋．£は、5Z扮×憩A45及び5Z憩×10A70を
それぞれ黛個ずつ駕い、スキップ距離を変化させて透過パル
スの大壼さ壷測定した結果である．また、減衰係数が創雛0
（磁／漁蹴〉のと壼の透過パルスの距離振幅特性は、図1、1に
示すとおりである、
　次に、講Z憩×10A70（＄丁鷺屑折角68。O度）を用いて、
ST匙A2によリエ灘一高さ区分線を作成したのち、探傷感度
壷φ嬢×喚：魏線に調整し、感塵補正を加えないで溶接試験
体壱探傷したところ、ビーム露程憩伽瓢の位置に、M線よ
り低いエコー高さのきず工躍一が検出されな。ゲイン調整つ
豪みを使って．このエコー高さを灘定したところ、蟹線
一2．O鵡であった．
（11超音波特性の測定データを整理して．拡散滅衰を補
正したあとの標準試験片ST聾A2中及び溶接試験体中
における透過パルスの大きさの変化を図示せよ。
��5Z憩×鎗A45による測定データから標準試験片
STB．A2及び溶接試験体母材部の減衰係数を求めよ。
（3）検出された欠陥を帯形平面欠陥と見なし、減衰係数
及び伝達損失量の差を補正してその幅を求めよ．ただ
　し．形状反射能率は表玉．3のとおりとし、距離振幅特性
曲線を折れ線で近似していることによる誤差は無視す
るものとする．また、横波の斜め入射時の音圧反射率
は図i。2のように表されている。
3．解答
小問（1）　騒．解説」に示したヂ問1答案用紙講のグラ
　　　　フを参照
小問（2）ST塾一A2：0．025δB／搬搬、溶接試験体婁
　　　　o，047d1墨／n鞭
小問（3）　エコー高さの補正量；16。3dβ、帯形平面欠
　　　　陥の幅10。9懲撚
4．解説
　小問（1）超音波特性の測定データの整理と拡散減衰補
正後のビー一ム路程に対する透過パルスの大きさの変化を
示すグラフの作成
　ω4　測定データの整理
�@表i．玉は、銘10×憩A45のV透過法により、送・
　　受探触予閥のスキップ距離を変えてビー一ム路程と透
　　過パルスの大輩さを測定した結果である。透過パル
　　スの大鷺さは、表示器上で透過パルス信号の高さを
　　50％に調整し．このときのゲイン調整つまみの指示
　　値に負号ヂー」を付けたものである。
　　　表玉．慧は、5Z10×憩A7（）のV透過法による測定結
　　果であるが．屈折角70度の場合には試験体の寸法に
　　制約があるため、送・受探触子間の距離が1スキッ
　　プのデー一タだけである．欝スキップ距離以上の測定
　　デー一タを得ることは困難である。
　�A図蓋．玉は、減衰係数α鐡G田魏蜘1の場合．すな
　　わち、散乱減衰が起こらない理想的な材料中での
　　ビーム路程に対する透過パルスの大きさH（窃灘0）
　　［d瑚の変化を表している。ビーム路程の増加ととも
6
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表竃。蟹　SZ沁×憩A菊による測定データ
（a〉標準試験片　籔へ序A2
1
3
5
藤程�q）
2蓋
65
級0
登（α諭透過パノレスの大きさ（腸）
一23．0
一27．5
一32．0
騒（α篤o〉
一i．i
一3．2
一5．4
璽讃（α燦α壌（α瓢0）
一2i．9
一24．3
　　　一26．6一
（b）溶接試験体
スキップ数
i
ビーム路程
（懸）
53
飾諭透遇パノ以の大謎
（dB〉
一4i
蘇（α翻0）
一2
△懸亙｛（
）凝（凶〉
一38
2一
�o3
嘉丁溜，
一翫2十一乞8
一蚕3．3　　　　　　　　−48．2
畷．i
メ9
墨皿5
認
照
e
卜10
へ
喫
漿
ε
il一焉
5　　0　　　　0
　　　　婆
麟
2玉
5
聾
ゼ
働。織爾あ
吻
100　　　i50
ビーム路程緬鷺）
表茎．蓋の蕪（α鐙〉
表i．2の蚤訳静0〉
200　　　2SO
図1．1透過パルスの大鳶さの距離特性（滅褻係数鷹罵麟騰／麟
　　の場禽l　l溶接構鐘物の検査　23§買　図瓢焦織墾照1
表肇．2　§Z紛X紛A澱による測驚データ
遡　o〉
試験片の種類
標準試験片
溶接試験体
スキツプ数
夏
i
ビーム路程　　　　（職）
40
io2
R（α鵡透過パルスの大きさ（dβ〉
一29．o
一53．0
賎（α需o）
一3．9
一8．4
遡　o〉
一25．i
一44．6
　にH（穗瓢0〉が次第に減少するのは、超音波が拡散
　することによるもので、この現象を拡散減衰と呼ん
　でいる．
�B表1．工�HST聾A2及び�距n接試験体の測定デー
　タを整理する。3行目は、透過パルスの大きさの測定
　値である。左欄外に「H（α聯α月と書いておく。減
　衰係数鷹繍窃［鵡／騰滋］の場合の透過パルスの大き
　さという意味である。
　　4行目の欄に「H（窺罵翻と書く．減衰係数鷹篇0
　腔脚漁燃〕の場合の透過パルスの大きさという意味
　である。図叉．亙の＄鍛0×憩A45の曲線を使って、各
　ビーム路程に対応する透過パルスの大鷺さH（騨罵ω
　の値を読みとり．噴（窃畿ω」の該当欄に記入する。
　読みとり値は、読みとり方によって若干異なるが、
　その違いは許容誤差範囲内と考えてよい。
　　籔行目の欄に「∠H罵H（認篇ω一H績膿O肩
　と書く。透過パルスの大きさの測定値噴績罵α）」
　から理論値職癬罵�Jljを差し引くことにより、拡
　散減衰の影響を取り除いたことになるので。「認Hj
　は拡散減褒を補正した後の透過パルスの大きさであ
　る．各ビーム路程に対応する滋蕪の値を算出して空
　欄を埋める、
�C表工．黛の測定データを整理する．
　　壌行目は、透過パルスの大鷺さの測定値である．左
　欄外に嘘（α罵裂擁と書いておく．
　　5行目の欄に噴（鍵罵0〉」、6行目の欄にUH
　瓢H（α認α）一H（窃識ω」と書く。図笠．笈の蔭Z憩
　×10A70の曲線を使って、標準試験片ST騒A2及び
　溶接試験体のビー一ム路程に対応する透過パルスの大
　きさH（窪罵Olの値を読みとり、鷹（礁瓢0肩の
　該当欄に記入する。次に．H績篇ω一H　lα謙Ol
　を算出して磁鋤の空欄を埋める．
（1）壌　グラフの描き方
�@拡散減衰を補正した後の標準試験片ST聾A2中及
　び溶接試験体中における透過パルスの大鷺さ認Hの
　変化のグラフを、先に、問1答案用紙のグラフに示
　しておく。
　　図中には、小問（1）で要求されている解答のほか
　に．小問《2）及び小問（31の解答に関連した事項
　なども一緒に示してある．
�A表玉．笈に示す測定デー一タの整理結果を．問玉答案罵
　紙のω5Z憩×欝A45のグラフ用紙に描く．
　　グラフを作成するためには．最初に、グラフの縦軸
　目盛を付けなけれぱならない。ビー一ム路程に対する
　∠Hの変化を示す直線を引いたと鷺に．解答に示す
　ように．全体がグラフ用紙の中に納まるように縦軸
　の目盛を付ける壁目盛の数値には負号「一」が付い
　ていることに注意する。
　　各プPット点は．○印などを用いて明示する．各
　プPット点を通る直線は、ビー一ム路程O雛騰〜
　250鵬朧の範囲全体にわたって引く。それぞれの直線
　には、標準試験片又はST騒A2．溶接試験体と名称を
　付けて区別を明示する。
�B表膿は示す測定データの整理結果を．問玉答案用
　紙の�S砿憩×欝A簿のグラフ用紙にブ謄ットする．
　　各プ購ット点壷通るビーム路程に対する認Hの変
　化を示す直線の全体が解答に示すように．グラフ用
　紙の中に納まるようにグラフの縦軸目盛を付ける．
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一20
　零
ll　』1
麟
細猟
翼賦　　一5脅
燦笑
懸璽
掘麹
　　　一60
　　　　0
ビーム路程差2iO購
A
Bc狂
F
0　　　　　　　50　　　　　　ioO　　　　　　蓋50　　　　　　200　　　　　　250
　　ビーム路程差蓋48鱒
ビーム路程（鱒〉
B
io．5dB
標準試験片
C蟹B−A2
狂
i4。OdB
溶接試験体
F
擦触峯騒翼沁×緯《蕊によるデータの整理結果
欠隔工鶯一のビーム絡程r
　探傷面　　　　　　100蹴
一20
　鱈
1瓢
麟
轡K
羅嬢　　皿50
寵笑
擬璽
雄輝
　　　一6む
　　　「探傷時の最長ビーム路程
2蓋O燦恥　　　　　203盤搬
　　Al
む柵
書鷺
BicEi
爲瞳騒
懸鋼
縫聴　　即
罎醤箋冠盤雲鐙蓮
麟繊躍
王）1
惣Q盤鰹
0　　　　　　　50　　　　　　10G　　　　　　i50　　　　　　200　　　　　　250
ビーム路程（翻〉　148懸
iO．5δR
標準試験片
蟹β一A2
i4．OdB
溶接試験体
擦触畢謬Z籍X　m《葡によるデータの整理結果
�C試験体中を伝搬する超音波の減衰係数窃は、同一
　周波数の斜角探触子では、屈折角に関係なく一定の
　値をとる。したがって、ビー一ム路程に対する∠Hの
　変化を示す直線の傾きは｛同一試験体で同一周波数
　であれぱ．屈折角に関係なく一定となる。
　　すなわち、Sm。A2に対する5Z10×10A45と5Z10
　×紛A7Gの∠H直線は互いに平行となる．また、溶
　接試験体に対する5Z10×10A45と5Z10×10A70の
　∠H直線は互いに平行となる。
�D　問三答案用紙の（215Z10×10A70のグラフ用紙
　において、ビー一ム路程40瓢mにおけるSTβ、A2のプ
　灘ット点Aノを通る∠H直線の引き方は．次のとおり
　である。
（玉1鑓10×憩A45のグラフ用紙において、ビーム路程
　4（滋mにおけるSTB−A2の∠R直線上に点A（×印〉
　をとる。
　　点Aを通る水平線及び∠獄直線とビーム路程
　雛0�鰍ﾉ立てた垂直線との交点を、それぞれ、点R
　及び点Cと名付けると、RCの畏さは10．灘Rとなる。
（21銘憩×10A70のグラフ用紙に戻って、STB、A2の
　プ損ット点Aダを通る水平線を引き、ビーム路程
8
　器O鵜搬に立てた垂直線との交点（×印）を点鮮と
　名付け，点劃から、iα5磁だけ下がった位置（×印）
　を点Cノと名付ける。点A’と点C’の2点を結ぶ直線が
　ST聾A2のビーム路程に対する∠Hの変化を示す直
　線となる．
�E問蓋答案用紙の1215Z憩×紛A70のグラフ用紙
　において，ビーム路程憩2m瓢における溶接試験体の
　プ鑓ット点Dノを通るJH直線の引き方は、次のとお
　りである．
（1）紘憩×�SA蕊のグラフ用紙において．ビー一ム路程
　玉02mmにおける溶接試験体の滋翼線上に点D（×
　印）をとる。
　　点Dを通る水平線及びJH線上とビー一ム路程
　器Om騰に立てた垂直線との交点を、それぞれ．点E
　及び点欝と名付けると、EEの長さは1紘Odβとなる．
（2）鑓玉0×10A70のグラフ用紙に腱って．溶接試験体
　のプロット点Dダを通る水平線を引き、ビー一ム路程
　器0鵬鵬に立てた垂直線との交点（×印）を点蹉と
　名付け．点Eノから14．0磁だけ下がった位置（×印）
　を点劃と名付ける。点D評と点劃の2点を結ぶ直線
　が溶接試験体のビーム路程に対する∠i　Hの変化を示
　す直線となる．
小問（欝）　STR−A£及び溶接試験体の減衰係数
　�@問i答案用紙（1）5須0×憩A45のグラフを利用
　　して、ビーム路程に対する♂Hの変化を表す直線の
　　傾壼から、減衰係数窃を算出する。
　　　このグラフの横軸はビーム路程になっているが．
　　減衰係数は、超音波が単位長さ進む間の減衰量と定
　　義されているので、計算にあたっては、ビーム路程
　　を実伝搬距離に直す必要がある．
　　　ピーム路程は、一探触子斜角探傷法において．
　　ビームの伝搬方向に測った反射源までの距離である
　　から、ビーム路程を2倍すれぱ実伝搬距離になる．
�AST聾A2の減衰係数窃�f田B加m〕は次式により
　　求める。
懲C間の透過パルスの大きさの差
10。5
αA2罵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畿
　　　　2×（A黎間のビーム路程差）　　露×2憩
　罵0．025絃B加m】
　　従ってST欝一A2の減衰係数窪越は0．G25d13／mmと
　なる。
�B溶接試験体の減衰係数αw田β加翻は次式によ
　り求める．
�

z＝ヱ7澱塀P欝鵜uπ塀枷3鋤
騨間の透過パルスの大きさの差
14．0
認w欝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篇
　　　2×（DE間のビー一ム路程差）　　黛×148
　癖0．047　［（玉R／mm］
溶接試験体の減衰係数愈wは0ゆ47αR／漁鵬となる。
小問（3）　欠陥寸法評価時のエコー高さの補正量と欠陥
形状を帯形平面と仮定したときの欠陥寸法
　�B畦　欠陥寸法評価時のエコー一高さの補正量
�@STβ．A2と溶接試験体を比較すると．探傷面の粗
　　さの違いによって散乱減褒量が異なる．
　　　形状反射能率や界面反射能率を用いて試験体中に
　　ある欠陥（議きず）のエコー高さを比較するために
　　は、伝達損失量及び散乱減衰量の差の影響を補正し
　　ておく必要がある．
　�A問1答案用紙（2）5Z憩×憩A70のグラフが表す
　　意味は．次のとおりである。
　　　ビーム路程O瓢mにおけるSTB−A2と溶接試験体の
　　∠Hの差12。0礁Rは、探傷面における伝達損失量の差
　　である、
　　　ビーム路程が増加すると、両滋H直線の開鷺は次
　　第に大きくなっていく。この現象は、ST聾A2と溶接
　　試験体の間で、ビーム路程の増加につれて敵乱減衰
　　量の差が次第に大きくなることを示している。
　�B検出された欠陥エコーのビーム路程は憩0搬驚で
　　あったので、「（2）5Z10×10A70のグラフ」を使っ
　　て、ビー一ム路程100�oにおける爾∠鷺直線の差を
　　読みとると16。3dβが得られる。この値が欠陥寸法評
　　価時のエコー高さの補正量を与える。
�B一2　欠陥形状を帯形平面と仮定したと鷺の欠陥寸法
　�@欠陥エコー高さの測定値HF［鵡抽凱問題文から
　　次のようになる。
　　勝諜M線一2，0瓢（H線一6。0〉一驚，0凝H線一＆O　kBl
　（31磯で求めた欠陥寸法評価時のエコー高さの補正量
　　G［dβ］は、
　　G瓢欝．0［d黎］
　　である．
　　　伝達損失量及び散乱減衰量の差を補正した後の欠
　　陥エコー一高さ（HF）隙β〕は．次のようになる。
　〈恥〉瓢H欝＋G嵩H線一鼠o＋鳳o瓢H線＋＆�J［鵡ユ
　　　欠陥工コー高さ恥（％）、H線のエコー高さ無s（％）
　　とすると、相対エコー一高さ烈面＄は次のようになる。
2・堀恕鴫）一膝＆晦β1
　　　　　載
　簸F　　　　20
　一一一　　瓢；　10　　　癖　2．5薫
”ねs
�AST聾A2の倦状反財能率γs馨と界面反射能率γ矯
　表1．3に倦状反尉能率が与えられているが、ST聾A黛
　の欠陥倦状は、直径と深さが同一寸法の縦穴である．
　まず、限界寸法鉦、，を調べてみる。波長λ諜0．磁β
　［�o］、ビーム路程κ篇100［騰］、屈折角θ罵68．O
　［d¢g］を代入すると。
夙肝贔θ一［m副
となり、標準穴の寸法φ4×4【燃mコは限界寸法よ
り大きい。形状反射能率は、t≧触の場合の計算式を
採用して、その値を計算すると、次のようになる．
表篠．講　形状反射能率1溶接構造物の検査　驚鴛翼　譲覧鍛藩照1
欠陥形状
t誌む。
限騨寸法t。
円形平面欠陥
（直径tD〉
」型t藍
λπ
1−2
隔悸
帯形平面欠陥
幅：解長さ：・Q）
樗吾
玉�p2
辱霧
　直　線　溝
深さ：tN2長さIQ。）
樗吾蜘
i�p2
瞭壽磁
　横　　　　穴
直径：tH2長さ：の
傷需
傷霧
瞭悸
　縦　　　　穴
直径1群長さlt，〉
厩樗細
蕩吾藷
サ擦磁
球形欠照
（直径1の
玉＿
−4x
な　し
ただし、λ：波長、κ：距離（船ビーム路程）、θ：屈折角
王00
　go
　80
−70
§
総60
孫
屡50
の
葡40
43％
0　　　　10　　　　20　22、0　　　303圭32　3333．2
o
　横波入財角（度〉
10　　20　220。　3轍3233332
0　　　　】』0　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　8｛〉　　　90
　　　　　縦波人射角（度）
　　図蓄．窯斜め入射時の鷺鷹厭鮒麟
9
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γ一
仔藷一34
　　次に。界面反射能率γ欝姦調べる。
　　ST聾A黛の縦穴は、コーナー反射形の欠陥で、縦穴
　の円柱面への横波入射角は．参ぴ一磁、ぴ蹴22．ぴと
　なり、円柱面でモード変換損失が起こる．図気．2を利
　粥して横波入財角2黛∬’に対する音圧反射率を読みと
　ると．43％が得られる．したがって．界面反射能率鴛sは
　　　γ給綴α43
　となる．
�B帯形平面欠陥の形状反射能率γ翻と界面反射能率触
　帯形平面欠陥の幅捻が限界寸法t臨c，より小さいもの
　と仮定し．表三。3に与えられた形状反購能率の計算式
　を採絹して、その値を欝算する。
碍馴子一晦
　帯形平面欠陥は垂直反尉形の欠陥であるから
　　γ鐸灘i
　となる、
�C帯形平面欠陥の寸法とその吟味
　相対エコー高さは、次式で表される．
�d　　　
γ騨
ぬs　　　γ醐
γ鱒
γ翌、s
この式に上記�@鞠�Bの結果を代入すると、
　　　0．0880t　×1
　　　　　　籍
2．瓢慧
　　　0、0734×0。43
　　t鷺謹o。goO擁翻
帯形平面欠陥の限界寸法絃．，を調べると、
帰亨一　1
とな甑求めた帯形平面欠陥の幅t藝はλ薫＜t登くt灘
の条件を満たしているので、答えとして適切である．
したがって答えは0．9魏懸となる。
響．実務への応用
　この闘題の実務への応用として．探傷時の感度補正量
の求め方と試験体の超音波特性の測定方法を採り上げる
ことにする．
　1玉1探傷時の感度補正量の求め方
　平成麟年度後期・UT部門・問1を例にして話を進める
ことにする。
　問題文によれば．母材の厚さt窩認［瓢燃】である．
　JIS　Z30βび扮94に従って斜角探傷する場魚板厚
100撒搬以下の平板継手溶接部の探傷方法は．公称屈折角
70度の斜角探触子による直射法及び一回反射法となって
いる。
　使用探触子のST懲屈折角θ脇灘総、0［度］であるか敷
この試験体を探傷するときの最長のビー一ム路程は、2　海磁
θ翻驚慧×3創£儒総．ぴ舞慧03〔憩鐙］となる。
先に示した「問i答案用紙（2》駆憩×紛A70のグラ
フ」において・最長のビーム路程203撚驚におけるSTR
A2と溶接試験体の認H直線の差を読みとると、20．綴欝が
得られる。
　現在よく利用されている超音波探傷器のゲイン調整つ
まみの最小ステッブは0、灘嚢である．このことを考慮す
ると感度補正量は瓢．0磁となる。この試験体の場合に
は、探傷感度壷調整した後、更に21。0磁だけ探傷器の感
度を高めなければならない．
　ところで、」欝Z306窃簿劔付属書1のギ4．4感度補正
量の求め方」によれぱ、付属書i図1のように、試験体上
で2つの探触子を対向させて置き、iスキップ距離でV透
過パルスの大鷺さ竈測定するよう規定している。このと
きのビー一ム路程は（癒スキップのビーム路程と等しい。
　つまり．」欝Z30馨窪紛94に従って感度補正量を求める
と、ビー一ム路程は（聯スキップに相当しており、最長すな
わち三スキップのビーム路程にはなっていな恥のである。
評価の対象とする煮ずの見落としを防ぐという見地に立
てば、探傷方法に合わせて，最長のビー一ム路程における
感度補正量を求めなけれぱならない．
　12）　試験体の超音波特性の測定方法
　ここで、趨音波特性というのは、�@標準試験片の探傷
面と試験体の探傷面における伝達損失量の差、�A標準試
験片中と試験体中における超音波の減衰量の差、�B試験
体の音響異方性のことである。
　今から30隼前、大阪で万国博覧会が開催された頃まで
は．鋼板に二枚割れがあったり、超音波の減衰が著し
かったり、ラメラーテアが発生することがあった．
　十数年前には．輸入鋼材で製作された溶接構遣物が、
斜角探傷では無欠陥との評価を受けたにもかかわらず、
肉眼で割れが検出される事件が起こった。調査の結果．
炭素当量の高い鋼板で．超音波の減衰が非常に大鷺いこ
と力書判明した鎗
　海洋構造物などの製作に開発されたTMC叢》鋼は．優れ
た使用性能の鋼材であったが、音響異方性のため斜角探
傷の適用に支障を来たした。その後、音響異方性があま
10
�
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寮1．毒　纂Z簿X婁雛鴨1こよる超鷺波特性の測定データシート
1
試験片の種類
標準試験片
溶接試験体（板厚1踊〉
測定
2
探触子の配列方向
長手方向
嫡可亟
3
スキツプ数
亙
i　　l　　1
婆
入凝点問距離1副
瀾定
5
探傷屈折麟　1度1
θA2獄
業僚　　　　は
計算
6
厩折角度差　［劇
一　一
昭昭L一θc簿
計算
7
ビーム路程　　［鱒］
一　　…　　…
測定
8
透過パルスの大きさ　［d釧
官　　E一
測定
　9
翻（α富0〉　　　　　／dBl
グラフから
隻o
△R讃（α腸α）融（α瓢o）　縁Bl
一
ゴ
計算　　」
1簾1
　　ただし、θL轟繍1五、θC麻甑1ぬ、△θ傭θL碧C
　　　　　　2t　　　　2童
り現れないように改良されて、建築鉄骨の分野でも使用
されるようになった。
　これらの経験を踏まえて、」聡Z3Gβ窪簿鱗では．本体
略．別において母材の垂直探傷．本体甑三頓において音
響異方性の検定、附属書玉r4，引において感度補正量の
求め方が、それぞれ．規定されるようになった。
　しかし、これらの超音波特性の測定を実施する時期に
ついての」欝窺306《）一膿94の規定内容は明確になっていな
い．そのため．母材の探傷や超音波特性の測定を実施・確
認しないで探傷作業を進めていないだろうか．
　本来．探傷試験の準備段階で完了させておくべ煮内容
であり．実施・確認の責任は、C夏W主任試験技術者（UT
部門）が負うべきである雛
　本解説で取り上げた問題の内容は・超音波特性の測定
方法壷具体的に示したもので．最近の試験ではいつも出
題されている．測定の実施にあたっては、デ〜タシート
が必要である。
　「表玉．玉＄篇《）×夏OA45による測定データシート』はそ
のままでよいが、「表玉．黛翫船×燈A70による測定デー一
タシート」には、音響異方性の推定についての測定デー
タ記入欄を追加しておいた方が使用に便利である．一例
を表笈．爆に示す。CIW主任試験技術者（UT部門〉の皆さ
ん、試用してみて下さい．
β．おわ鱗に
　平成憩年度前期1次試験の正答率が出た．問葱につい
ては、（玉1グラフ譲鼠＄％．12》STβ・A驚減褒係数17脇
％、�B欠陥寸法評価時のエコー一高さの補正量爆7．醸％．
帯形平面欠陥の幅1漁．7％であった．なお．出題はマー一ク
シー一トで出題されており、計算値に最も近い数値をマー
クすることになっていた．小問（玉1のグラフについては．
グラフとして不完全なところが残っていて．減点対象に
なったのではないか．
　正答率は．平成勲年度後期竃次試験もほぼ同じであっ
た。問題の内容は「溶接構物の検査護やザ研修会資料」に
記述されている基本的なものばかりであるのに．どうし
て．正答率が向上しないのであろうか．
　問題の解き方としては．表蒐．笈及び表L2の測定デー一夕
の整理結果牽用いて．計算式により小問（�Sの減衰係数
や小問（31のエコー一高さの補正量を求めることが出来
る、しかし．本解説では．小問ωのグラフの作成方法
に重点を置き．このグラフを利用する図解法で．減衰係
数や工篇一一高さの補正量を求めた．
　グラフは．測定値及びその整理結果が視覚的に表理さ
れるので、誤リチェックが容易である．また．必要な数
値を求める過程が分かりやすい．さらに．数値を眺めて
いるだけでは分からないド現象の特徴」が．グラフにす
ることによって浮び上がってくる。この機会にグラフと
仲よくなって．上手に使って下さい．伸喪くなると．鷺っ
と．時問の節約にもつながってくることでしょう．
u
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3．ClW試験問題解説《Mlr）
問題ユ　磁粉探傷試験の要領書中に次のような記述があ
り．客先から説明を求められた。（i）〜（1ωのそれぞ
れについて．説明すべき事柄を簡潔に述べなさい。
（丑1　裏はつり面の検査を行う場合には、プ灘ッド法を用
　い、高張力鋼の場合には磁粉は高温用磁粉を用いる。
鋤　厚板の溶接部においては、溶接中間層表面に対して
　磁粉探傷試験を行う。
鋤　最終溶接表面の試験に際しては、ビー一ド表面を滑ら
　かにしてから行う。
翰　高張力鋼の溶接部の試験は・溶接完了後24時間以
　上経過してから行う。
�D　板厚が約6蹴瓢を越える溶接部を極間法を用いて探
　傷する場合には．電流は交流を用いる．
�求@プ讃ッド法を適用する際．磁化電流はきずの検出に
　必要な磁化の強さが得られる最低電流にする。
《7）　蛍光磁粉を適用する場合には、周囲の明るさが20Lx
　以下であることを確認する．
�戟@極間法壷適用する場合．磁極の配置は試験面に対し
　て少なくとも相直交する2方向とする。
1解説】
ω裏はつり面は倦状が凹状であり、極間法を用いた場
　合には磁極と探傷面との密著性が悪くなる場合がある
　ため、そのような心配のないプ揖ッド法を用いるのが
　よい（ただし、極間法を用いてその探傷性能の有効性
　が確認されている場合には、極間法を用いても構わな
　い．どちら壷採用するかは、仕様書に基づけばよい。）。
　また．高張力鋼の場合には、低温割れの防止のために
　憩0�`200℃程度の予熱を必要とし、裏はっりを行った
　ときもこの温度を保持する必要がある。したがうて、
　磁粉探傷試験に際してもこの温度を下げずに行う必要
　があるため．高温用磁粉を瑠いる。
《2）厚板の溶接部では拘束応力が大きくなりやすいため
　に．割れが発生する場合がある。最終溶接後欠陥が検
　出されてもその補修が困難であるため、最終溶接を完
　了する前の段階において欝触3回、溶接中間層表面に対
　して磁粉探傷試験を行い．それまでの溶接部には欠陥
が存在していないこと、そしてその表面に溶接を継続
　した場含でも欠陥を発生させ得るような欠陥が存在し
　ていないことを確認しながら溶接を進め、最終的に健
全な品質の溶接部を作り上げるために溶接中間層表面
に対して磁粉探傷試験を行う。
（3）自動溶接壱した場合のように表面が比較的滑らかで
ある場合を除いて、滑らかでない場合には、溶接をし
たまままの状態では疑似模様が発生しやすく、微細な
欠陥に起薦する磁粉模様の識別が困難になる。した
がって、これを避けるためにビード表面を滑らかにし
てから磁粉探傷試験を行う。
（4）高張力鋼の溶接部においては遅れ割れが発生する危
険性がある．遅れ割れは・割れの種類によってその発生
時期が異なるが、一般的には約24時問以上経過すれば発
生するものは発生していると考えて良い。このため、溶
接完了後鍛時間以上経過してから磁粉探傷試験を行う。
（5〉直流極間法を用いて板状の試験体を磁化すると、磁
東は板摩方向に一様になる性質がある。したがって、
板厚が厚くなると試験体中を通る磁束密度が減少し、
必要な磁束密度が得られなくなる。実験によると．板
厚が約6噸以上になると必要な磁束密度が得られなく
　なるとされている。これに対して、交流を用いると表
皮効果のため磁束が試験体の表面近くに集中して流れ
るため、磁東密度が減少する心配がない。このため、交
流を用いるのがよい。
（61プ灘ッド法においては、磁化電流を変えることがで
　きるために試験体中の磁束密度を大きくすることがで
き、欠陥の検出性能を高めることができる．しかし、磁
化電流を大きくしすぎると試験体の焼損や電極先端の
溶融などの問題が発生する危険性があるため、磁化電
流は必要最小限のものを用いる必要がある。
（71欠陥部に吸着した蛍光磁粉から発する可視光線の強
　さは弱いため、観察する環境は暗い方がよい。しかし、
　あまり暗くしすぎると安全上問題があるため、周囲の
物が確認できる明るさとして20Lx以下と翼SGO565で
　は規定されている。
（8）極間法を用いた場合には、二つの磁極を結ぶ方向に
　ほぼ平行に磁束が流れる。このため、磁極を結ぶ方向
　に直角な方向に長手方向を有するきず状の欠陥が検出
　しやすい。これらのなす角度が約45度より小さくなる
　と磁粉模様が現れにくくなる。したがって、どの方向
　に割れが発生しているか不明な場合には．相直交する
2方向から磁化をする必要がある。
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4．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来
　　　（2〉UNDPIRCA／IAEAプ隣グラムの実行のもとに成長したインドネシア
日本原子力研究所大岡　縄一
　すべての工業分野におけるNDE技術の発展、推進と実
行は、恥伽によってなされた。すなわち欝7�J年代当初、
亙AEAの援助によるもので騰鐙dと賄錨砿におけるア
イソト〜プと放射線技術の工業利用．また、引鷺続いて
の環境保全技術プ資ジェクトヘ積極的に加わることで、
人的資源開発の申で産業の需要（技術をエンドユーザー一
に譲渡する）を支援するために重要な影響を政府に与え
たと書える、そして、開発を目指す国のプ欝ジェクトと
して技術と人的資源さらに技術移転が行われてきた。
　プ擦ジェクトとしての主たる目的は
（三〉　専門家会議、研修会とトレーニング灘一スを通し
　て、ND鷺技術を推進する．
〈2）　すべての工業分野におけるND鷺の必要惟を品質保
　証の一環として合致させる．
〈3〉　先進国から発展途上国へ先端技術を移転し．その他
　にもND鷺の研究開発に著手する。
（4〉　国際的にも、例えばアジア太平洋地域でND鷺技術
　を提供することである。
璽．インドネシアのND鷹施設
　NATA（N搬tめn瓢　Atomic　E鷺¢r麟y　A鰹鎌cy〉は技術
開発、トレーニング及びNDTサービスを強力に支援して
いる。さらに国内自前のNDEの必要性の強化に合致させ
るために、磁）E設備の拡充が国内産業の例えば、NDE会
社．政府関係機関，大学と他産業の組織（蟹内の石油会
社、肥料産業．航空会社．航空機産薬と鉄鋼産業のよう
な〉によって行われてきている．以下にインドネシアの
NDE設備の一部を示す．
co鍵
婆禽（簸大鐙�Kc藍〉
鞭蒐盟
蕪o禽（簸大鱒oc童〉
x線鑑置
鱒禽く管電鷹．管電流可変〉
超音波鑑置
蓋oo禽
澱灘饗纒襲灘
25脅嵐上
ア謙一ステイツク工案ツシ灘ン
騒禽
り一クテスト襲置
驚台
　インドネシアのNDE設備の投資額は総額およそ憩○�J
万US＄になっている．そして、そのうちの約3分の笈は
建物、管理費等の費用となる。
　NATAは、NDE設備（玉台のCo60装置．1台のM装
置と工台のUT裟置設備）を瓶Aの援助を受けて整備し
ている。
2．国内産業に対するNゆEサービス
　NDE技術（RT澄T　UT　MT　ET〉は、建設中の重要
な仕事として、そして、定期的なメンテナンスとして産
業界で認められている。急速な産業の成長のために．
NDEの働きは、B総〜欝即年にかけて増加して鷺た．そ
れから後、石油等の物価不安のため、翌数年の問、事業
は悪くなった。しかし．前後の8年間においてNDEサー一
ビスの必要性は、再び増加した。今爾．ND鷺サービスを
提供している蔭0以上の検査会社と政府関係機関があり．
NDE業界の大部分（70％〉は石油とガス産業にある．こ
の業界の属間会社からの収益は年間40Qか略O�JO万US＄
になっている。ND鷲業界の大部分は現地の会社によって
運営されている。数社のMD鷺民間会社はマレーシア．タ
イ、ベトナム．オーストラリア、シンガポールのような
他の国へのNDEサービスをも行っている．
3．トレーニング．教育とセ亀ナー
　B8夏年からインドネシアはRCA／L醸A／UND叢》の
地域ブ灘ジェクトに大壼く係わってきた璽多くの技術春
はプ灘ジェクトが組織したM聡の地域トレー一ニングコー
スとワークシ灘ップに参加し、参加者のうちから何人か
が核となり積極的に国内でのトレーニングのみならず検
査に関係してきている。さらにプ縢ジェクト癒通して羅
内のトレーニング謙一スの数及びその要綱の改善も図る
ことがで壼、また、少しづつではあるがアジア地域間の
調和をとれる様になって鳶ている．
　国際標準に基づいて強力的で有効的な産業構造を築く
ことから．一騒のND鷺技術向上を図る目的でトレー一皿ン
グがNATAによって行われて鷺ている．
　一方、N驚灘　鍛簾航空工業によって設けられた航空機点
路
�

c解通信
検トレーニングコー一スは、指針XAEATECDOC407に
従って編成された。改訂指針IA鷺A　TECX）OC628が
嚢CA各国に配られているが、インドネシアのいくつかの
大学では機械工学部の中に巌聡学科を設け学生の教育を
推進している・1976年〜19鮪年に認定された部門別
（盆丁，UT，鷺丁，MT，胃）技術者数を表肇に示す。
讃肇　鳶義1雛醜鋤群s麗s鋤転馨繭蟹肇993−」翻yl9懸
賊薩絹麟oδ
鰻o　o望　P瓢薦ON曜延A鰻雛　Coり較s戴5
し羅H
L覆v融H
し甕v旺l　m
嚢丁
1暢（激
66／アx
諺
雛
拶4／撃x
216／1《）x
7
赫了
拶2／δx
84／8x
2
暫
142ノ夢x
殉6x
2
鑓
42／4x
6
醸》繕欄輪獺
47βx
4．大学及び他機関との協力
　NATAのND欝研究室において、大学との協力体制の下
嚢人の学生が、種々M）E技術についての卒薬論文をまと
めるなどの実績を有している。
　アコーステック・エミッシ灘ン〈んE）技術の開発に関
する研究プ灘グラムは技術評価・応用機関及びN獄鋤tar3
航空工業との協力のもとで行われている。
　インドネシアのND£技術者のための協会は1992年8
月に設立され．バンクラデッシュとの友好協力を1993年
に開始している．
　今後は各国との情報交換等を積極的に進めるためにも
順次友好的協定を進める考えで、現地のM）E民間会社と
他国の会社との問の共同体制も組まれてきている。
蕊．非破壊試験技術評価プログラムの実施
　アジア太平洋地域の各国における試験技術者の技術評
価、狩丁整（叢》鱒撫1鋤cyT総tl豊慧蓋》鱒欝鋤m◎が、日本
の奪門家により実施された、インドネシアでのPT欝は、
第一回欝で3名の欝本、1名のオーストラリアの專門家の
協力を得てNDE民間会社の代表者など、計翼名の参加
者をもって1鱒2隼8月3〜船旧に行われた。この最初の
欝灘の結果がメルボルンで扮鱗年玉月26〜艶日行われ
た碧TP会議において検討が行われ、実態を知ることが出
来たため．これに基づいた計画を進めようとしている。
難．研究開発の動向
　NATAはγ線く“60）の応用とコンクリー一ト検査の
ためのUTに関する開発研究を始めた。コンクリートの検
査が艶t凱によって行われ．特にボイド（不均一性〉亀裂
及び天井．柱、梁の鉄筋に対して獄丁、UTが実施されてい
る。コンクリートの強度に及ぼす熱衝撃とコンクリート中
の鉄筋の腐食検出に対する研究はまだ進行中である。金
属と非金属材料への応用としてのA。Eの研究は、NATA
とNu瓢t訟懸航空工業との協力によって始められた。
7．縛来計画
　将来のPT登プログラム及びトレーニング活動のための
試験片の製作に取り組んでいる。インドネシアが近い将
来に原子炉を作ろうとしている．PS1とISI（使用前検査．
供用期間中検査）への巌）Eの適用を研究するための研究
グルー一プが発足した。
　多くの古い《特に精錬所（肥料成分）、電力供給のため
の蒸気発生器など〉プ獲ジェクトがあるが故に生活環境
問題に直面している。ND欝は評価に対して重要な技術の
一つであるとの考えから特定の主題でのセ箋ナー一を行う
ことを計画している．
　非破壊検査技術者に関して、インドネシアは、レベル3
の資格者の数が不足していることから．レベル3の資格
者数を増やすためには国内のトレーニングコー一スの開催
が不可欠となっている。それには国際レベルでの1SO
97鴛の指針に沿った認定資格者数の増加が図られてい
る。
　産業の発展の中で環境の進展に応じて、技術をエンド
ユーザに修得させるという要求はRCA／IA鷺A／U灘）P
プログラムの輿施が十分な刺激となり．技術移転もエン
ドユーザのそれに合致したものであった。
　その結果．ND鷺民間会社の数が、徐々pに増加して、（現
在約60の民間会社がある〉また，ND鷺サービスは魅力
ある仕事であることから社会に経済効果を与えて壼てい
ると書える。
　プ鶯ジェクトからの援助は、現場作業の奪門家、レベ
ル3のためのトレー一ニングコースなどを考えてみてもま
だまだ必要とされる。
　NDE技術者の認定のための国レベルの委員会を支援す
るためには、まず第一にレベル3技術者の一麟の数の確
保が必要であるとともに近い将来、国内の胃Pを行うこ
とを計画しているが、試験片製作技術が確立されてない
ため容易に進んでない面もある。そのためには今後も日
本主導で行われる雰破壊試験用試験片製作に関するワー
クシ識ップで製作される試験片の配布を希望している。
いずれにしても、ND鷺技術は、現在安全面において国レ
ベルでその必要性が認められ適用されようとしている。
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5．連載教育講座　第四回
石川島播磨重工業�梶@荒川　敬弘
第5話　金属とは
璽．金鷹の性質
　金属にどのようなイメージを持っておられるだろうか。
金属の種類はどのくらいあるのだろうか。金属の性質を
まとめると以下の4つに要約できる。
　《玉）金属は固体状態で結晶である。
　《21金属は電気と熱の良導体である。
　（3）金属は独特の色と金属光沢をもっている。
　（4）金属は属性．延性をもっている．
とは書っても、液体状態から特殊な急冷法によって非晶
質の金属材料のアモルファスが作られたり．金属でなく
てもサファイヤダイヤモンドの硬い物質で熱伝導のよい
ものや黄鉄鋼や黄銅鋼のように金属光沢をもつものもあ
り、単純ではない．
　金属の定義はと改まって聞かれると答えにくい。「金属
とは鍛造のできる光沢のある物体をいう」とはロシアの
最初の鉱山の教科書にミハイ灘・ロモノーソフが定義し
た表現という。鍛造が困難な脆い金属もあるのでこの表
現は明らかに正確ではない。金、銀、銅、すず、鉄及び
鉛を対象に鉱山を探し求めた約20（》年以上も昔はこの表
現でよかったのだろう。
　現代的にはヂフェルミ面を持つ固体」と定義されてい
るという。少々耳慣れない書葉が出てきた．著者も正薩
戸惑い気味ではあるが、ここでは少し金属とはどんなも
のかを探ってみよう、
2．周期畿で見る金鷹
　金属にはどのようなものがあるかと書えぱ、メンデ
レーエフの周期表で見るとわかりやすい。周期表には短
周期表と畏周期表があるが表曝は長周期表を示している．
　表中に太線で示した線（原子番号5番のホウ素と駈番
のアスチタンを斜めに結んだ線〉の左側の元素が金属的
性質をもっている。原子は陽子、中性子と電子で構成さ
れており、正電荷の陽子と負電荷の電子の数が同数と
なって電気的な中性を保っている。元素をこの電子の数
（原子番号と呼んでいる〉の順番に並べていくと．一定の
表遷　長周期表
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c解通偶
　金属結墨
　　　　、、“”雌　　　　金属原子一個のモデル
　　　　　おゆ
噸　　講　　紹擁畿
〜翻難ゆ1糞
鎌　轍1　　　　・・ぜ縄
議一凱〆奮馨鴇
図璽　電子殻構造モデル
法則で似通った性質の元素が現れることをメンデレーエ
フは約捻0年前に発見し、似通った元素が縦列（族とい
う）に現れるように周期表を表した．
　この理由は原子核の周りをまわる電子の規則性による。
電子は原子核の周りを勝手気ままに動き回ることは許さ
れずに一定の軌道を規則正しく回っている．この軌道は
原子核の近くから順次、K殻、L殻、M殻、N殻と名付
けられている．図馨に電子殻構造モデル壷示している。
　陳子核に最も近い軌道のK殻には2個の電子しか入れ
ない、従って原子番号蓋番の水素はK殻に1個の電子を
もっており．原子番号2番のヘリウムは翼殻に最大数の
驚個の電子をもうている。
　一方．原子番号3番のリチウムは、K殻に入りきれな
い残りの三個の電子をL殻にもつことになる．L殻には8
個までの電子が入ることがで鷺るので、原子番号4番の
ベリウムから原子番号10番のネオンまでは、電子をL殻
に順次鷺個から魯個までもつ結果になる。更に電子の数
が多くなる原子番号U番のナトリウムから綿番のアル
ゴンまでは．次の電子の軌道M殻に一つずつ電子を増や
していく、
　電子の軌道が原子核から遠くなると核の影響力が弱く
なり．挙動はより複雑になる．例えば、M殻に入りうる
電子の数は綿個であるが．瓢殻に呂個の電子が入って以
降は．M殻に賂個の電子が埋め尽くす前に．更に外周の
N殻に電予が入ってくる．すなわち原子番号扮番のカリ
ウムは，K殻に灘欄．L殻に霧個、M殻に8個．そして最
終殻のL殻に1個の電子をもっている。この様子は、表
蓋の周期表に電子配列として示した．
　化学反応壷考えると壼．この癒子核から最も遠い最終
殻の電子の数（価電子〉が重要になるρ最終殻がL殻の
場合には欝個であるが、それ以外は8個で満たされてい
る場合に最も元素は安定である．周期表では最も右側に
位置する�J族の縦列がこれにあたる．欝G溶接やM璽G溶
接で使われる不活性ガスのヘリウムやアルゴンがこれに
あたる。安定な元素のために溶融金属と反応することは
ない。
　一方、最終殻の電子の数が呈個とか2個などのように少
ない場合は、電子を外に放出して安定な状態になろうと
する性質がある。電子を外に放出すると、正イオンにな
る。一方．最終殻に電子の数が多い場合には．外から電子
を奪って安定な8個の数になろうとし、負イオンになろう
とする。
　金属元素は左側の最終殻の電子の数が少ない範囲にあ
り、電子を外に放出しようとする性質がある．しかし、金
属的性質を示す元素の境界線上にある原子番号85番のア
スタチンは最終殻に7個の電子をもっている．原子番号が
大きくなると．最終殻は原予核から相当離れるために相
互の影響力が小さくなり．より多くの電子であっても外
に放出しようとする。
　また、最終殻が原子殻から離れていると、最終殻以外に
もより内側の殻から電子を放出して、より高いイオンに
なることもある．例えば原子番号25番のマンガンは最終
殻に窯つの電子を持ち、通常は2価のイオンとなるが、時
にはより内側の殻の電子も放出して3価にも6価にも、更
に7価のイオンにもなり得る。
3．金鱗の疋体
　金属とは．このようにそれぞれの元素から放出された
電子が金属イオンの周りを自由に動き回っているのであ
る．すなわち．金腐は結晶格子をもち．それぞれの格子点
上に金属の正イオンが位置し、その周りを電子が取り巻
いている。それぞれの瞬間には電子を捕らえて金属原子
になるが、次の瞬間紅は電子を放出してイオンに戻るの
である．この電子を自由電子といい、電子の状態を電子液
体あるいは電子ガスといっている．
　この自由電子によって金属原子問で金属結合し結晶を
形成すると共に．金罵の性質を形成している。金属に電圧
が負荷されると電子は一方向に流れて電気壷流す。部分
的に加熱されると．加熱された領域の電子の動きは活発
になり．周辺のより冷たい領域に熱癒伝える．懲由電子を
もたない非金属に比べて電気伝導度は実に激（勲から笈騨
程度大潅い．また．熱伝導率も格子位置でのイオンや分子
の熱振勤によってのみ熱壷伝達する葬金属に比べると
鐙ゆ0倍も大鷺い．
　また．金属光沢や金属の展性・延性にも自曲電子は璽要
な役割を果たしている。光が金属に当たると金属中の自
由電子にはじき出されて中へ入れない．このとき若干の
赤い光を吸収すると．銀のように青白い金属光沢逢もつ．
逆に青い光壷吸収する傾向にあると銅や金のように赤み
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　一方、温度が高くなると金属原子はより激しく熱振動
を行うようになる。この様予を（c）図に表している．熱
振動による原予位置の歪みによって原子閥にバリアが生
じ、自由電子はこのバリアを乗り越えて移動する必要が
生じてくる。この結果、金属は一般に温度が高くなると
電気抵抗は大きくなるのである。
4．7菰ル蕊薦とは
　では、自由電子は金属原子間を勝手気ままに自由に動
き回っているのであろうか。最新の量子力学はこの自由
電子の動き方に注財している．金属中を電子が動き回る
状態を数学的に表現したのがフェルミ面である。図3に
いくつかの例を示すが、彫刻にも似た複雑な模型となっ
ている。フェルミ面は自由電子の薄い麟を表現したもの
で、金属の性質や合金化したときの性質などを決定付け
ているのである。
、
、＿
、＿　　　　　　一一
鴛罵2
鴛講蕊
原子　　　原子　　　原子
　　　　
　　熱擬動により
　　　左おに移動
　　　（c〉　熱振動の影響
　　麟2　金鷹中の電子状態
を帯びた金属光沢になる．
　また、自由電子は結果としてどの結晶格子にも属して
いない。従って、金属に力が加わって原子間の相対位置
がずれても、結合が壊れることなく自由電子によって金
属結合が維持される。これによって金属の延性や展性の
性質が得られる。
　なお．自由電子の動きを図黛のように説明することも
できる。（歌1図は原予核を中心に電子の軌道を示すと共
に．各軌道の電子のエネルギー準位を示している、すな
わち、原子核の近くの軌道の電子は、原子核と強いクー
環ンカで影響しあっているのに対し、原子核から離れた
軌道の電子は原子核との影響力が弱くなる。この状態を
エネルギー準位として表したものである。
　�巨}は、金属原子が格子となって互いに隣接した状
態を示している。原子核から離れた最外郭の軌道の電子
は、それぞれの所属していた原子と他の原子との区別が
つかなくなり．結果として全ての金属原子に所属するこ
とになる。
第6話　金属の強さの謎
第4詣では鉄剣と銅剣の強さについて考えた。また．第
5話では自由電子が金属の延牲や展性と関連深いことを述
べた。この金属の強さについても、畏年科学者を悩ませ
続けた謎があった。
　金属は格子を作って原子が結合している、金属の強さ
を求めるには個々の格子間の結合力を求め．格子の数だ
け掛け合わせればよいように思える。多くの科学者がこ
れを試みたがいずれも得られた結果に驚くことになった。
実際に得られる金属の強度に対して、実に数百倍・数千
倍も大きな値となったからである。内部に壼ずがあって
強度を低下させているとはとても思えない強度の低下の
度合いである。
癒
緯
図3　各種金属の7エル蕊衛檎型
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転位線が梼出粒子の間を通夢抜ける過穫
《oゼ翻雛による〉
　　　　　　　　○金属原子
閣毒　転位（刃犠転位）のモデル
　この答えとして提案されたのが転位の概念であり、後
に電子顕微鏡で確認されることになる．転位とは金属格
子の中の原子レベルの格子欠陥のことであり．模式的に
示すと園4のようになる。
　ここで欠陥と書いたが、用語にうるさい方からはお叱
り壷受けそうである．欠陥とは有害な壼ずを指すので、
格子きずと書くべ鳶であると。しかし．格子欠陥は広く認
知された踊語であって・ここでは譲るわけにはいかない。
　この概念によれぱ、金属にカが加わった場合、断面上
の全ての格子結合が一度にずれるのではなく、この転位
によって笈原子づつずれていくというのである。書い換
えると．転位が順次移動して、端面に転位が到達すると薫
原子分の変形が生じる．この転位が次から次へと動くこ
とで変形や破壊が生じることになる．
　確かに、この概念によれぱ、原子層を一度にずらす場
合に比べて．はるかに小さなカで一原子づつ順次ずらし
ていくことが可能なことがわかる。この転位は金属が凝
固して結晶格子を形成する過程で1立方センチ当たり
蓋00万個から丑億鰯存在し．変形時には更に数千から数百
万倍に増殖するといわれている．
　この転位の概念は、更に金属を強くするためのヒント
を含んでいる。転位のない金嘱を作ること、あるいは転
位の動鷺にくい金属を作ることに他ならない．転位を全
く奮まないウィスカー（ひげ結晶）は理論的に近い強度
が得られることが確認されている。ウィスカーとは溶液、
融液、蒸気、固相などから成長する直径がミク灘ン・オー
ダー一の針状あるいは毛髪状の単結晶をいう．
　より現実的な金属の強化方法は、転位を動きにくくす
ることである．第4話の銅剣の強さで述べた析出硬化と
も関連が深い．析出物のような障害物に転位が出くわす
とその勤鷺を鏑くするか、停滞するため1こ金属の強度が
大きくなる．
　転位の動鷺やすさは、析出物の形態とも関係が大きい。
析出物が細かすぎると、その量が多くてもこれを迂回し
て転位が動くのにさして障害にならない。一方、析出物
が凝縮して大潅くなり過ぎると、析出物の数は減ってい
き．更に転位はより長くなって析出物の周囲を回り込ん
で進行していく（國5〉．適度の大選さで微細な析出物が
均一に析出していると意に．最も転位の動鳶は阻害され
強度も大きくなる．従って．析出硬化を行う場合には最
適な熱処理条件を選んで微細な析出物が均…に析出する
ように行う必要がある。
おわ夢に
　玉年間4回に渡って金属建関する連載講座癒担当して鷺
た．少しでも金属に関心を持ってもらいたいと思って講
座を引き受けた、3ヶ月に玉回の出版であり．時閥的にも
余裕があろうと思い引き受けたものの、筆を取るのはい
つも原稿締切間際になり．十分な準備がで煮ないま蒙書
いた感があり、申し訳なくも思っている．この他にも．金
属の組織とか材料の経年劣化などについても紹介したい
と思っていたが．これらについては多くのわかりやすい
資料とか図書が多くでている．改まって書くのにどのよ
うな切り口にすべ毒か、案がまとまらないでいる．しぱ
らくお休みさせていただいて．もし機会があれぱ再度挑
戦したいと思っている．
　今回の第雛話と第6話は以下の単稿本を参考に．あるい
は一部借用して書いた。
・欝．M．サビツキー．灘．C，クリャチ欝ギ金属とは何か　文
明を支える物質のチャンピオン」観雛鷺就k＄
・増本健「金属なんでも小辞典元素の誕生からアモ
ルファス金属の特性まで雌　獄聡勤c総
・室岡　拒広「電気とはなにか　身近な現象から解鷺あ
かす誰獄鵜幾磁奮
・r金属壷知る辞典」　　アグネ
　特に簸初のヂ金属とは何か　文明を支える物質のチャ
ンピオン」は玉年閥壷通して多く引絹した．金属全般に
渡って分かηやすく説明毒れており．ぜひ一読をお進め
したいものである．
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6．わが社の教育翻練
東洋検査工業�鰹ｻ質保証部長
　　　　　　　　騰本圭造
璽．はじめに
　当社は本年呂月「顧客満足度（CS〉最優先の業務を提
供する」を祉の贔質方針として・欝0嚢GO窯劔S露鱒02）
の認証癒取得することが嵐来ました．
　ご承知の通り非破壊検査会社の職務は、第三者検査機
関として顧客の要求する検査試験を実施し．その結果を
提供することであります。
　従ってこの検査試験には、各々それに見合った検査資
格を有し．充分な経験を持った者が実施する必要があり、
この人材の質．量が検査会社の経営を左右すると書って
も過書ではありません。
　特に最近ではNm，C亙W，W薦等の資格は勿論、今秋
から実施される爲0卯鷲の資格の如く検査技能資格も
グローバル化し、且つ聡09000Sにおいても各業務に適
合した資格者の配置．即ち人的経営資源の確保が強く要
求されております．
　このような中でわが社は、昨年1SO認証取得の取組を
機に．教育訓練計画を見直しシステム化し現在実行中で
あります。
　今後これを著実に実行することにより、晶格のある信
頼される技術立社を目指し社の業績向上を図ると共に、
業務を通じ安全の防人として社会に貢献したいと考えて
おります。
2．新入社員教育
　新入社員教育は（夏1祉会人．職業人としてのあり方
（2）会社諸規定（3）葬破壌検査の概要等、検査会祉の祉
員としての基本を舞につけるもので集合教育凌行う．
3．一般教育
　検査技術員対象の一般教育は下表の通りであり、A、欝
は各々の職務に対応して全員に教育を実施し．鷺．C．D．
Eは検査技術員の専門教育として受講者は贔質保証会議
の承認を得て決定する。
教育項霞
爽施購閥
輿　　施　　内　　容
講　　騨
祇畏講誕
蓋欝
社会人、職業人としてのあ績方
雛　　長
会社概況
盆欝
会糠概溌、諸矯窟
管理部
安全衛盤教育
2欝
安全衛生譲規灘
管理部
歓内専門教脊
2欝
奔破壊検萱概論（厳弔丁耀・聾1
社内講締
社外専門教育
2霞
PT学科、婁技
往金マネージメント
4．おわ砂に
　以上当社の教育訓練について述ぺましたが、将来共に
検査会社にとって人的資源の確保．即ち検萱業務に必要
な種目毎に必要な人数の有資格者の確保が最優先諜題で
あることは間違いありません。又、生涯教育としてOJT
を基本にレベルアップを心がけています．
　このためわが社としても教育訓練を計画的且つシステ
ム的に実施すると共に社員のモラルの向上鷺図り．贔格
のある僑頼される技術立社を目指して頑張蔭たいと毒え
ており濠す、
教育識一ス
闘　　的
受講対象春
教　育　内　容　（期　間〉
教麿握薮
A．贔質数育
贔質保簸に関する
識を賦与する
被提．役員
理職
錘，一般蕎
全舞対蕪〉
晶質保譲と経営（8鷺》
質保証と管理（＄9）
質マ諏藷アルの基礎（4蕪》
最質保畿部
β．贔質驚査農教費
贔質監萱員資格
建稽
主掻以上鼠つ
．灘一ス受講修了書
り選抜（鱒御15名程度〉
贔質監糞員セ箋ナー又は
任監萱員セミナー《葺巽以上〉
晶鷺保籠部
　又は
部数脊機関
c．検変機羅
　校正興教麿
検糞機羅校正員
定矯
醗蓋欝種以上の資格を2種
以上保持した麿より選抜
検査機羅の校疋と管理《8縛閣〉
各検鷹妓徳部
D．罪破褒検糞
　技衛数欝
難破壊検鷹に関する
識技能の賦与
将来の捻0§7鴛
策壱禽む〉
レペル翼　入数i年以内
ペル叢　入杜3年以内
璽s辱鰯量に繋応し
ペル搬検認中〉
鷺丁、UT、瓢丁、倉丁および
線作業叢任煮の技衛教育
教齎時閥は爲09賢滋こ
嚢させるべく見直し中》
各検鷹技衛部
E．公的資格試験
　の事離講習
公的謙簸資格
得講習
検萱技術部員より選抜
N麗、C欝，全構連、騰本騰接協会．羅紅等の資格
得のための講習（受験蓋ケ月蔚より3卿蚕縫閥〉
各検変妓衛部
び外部講習
F．その撫数膏
検壷技能及ぴ
全教薄
検糞技術部員
安金緯嚢煮
先輩有資格春によるOπ
礼、安全衛生会議の播罵
各検萱技徳部
安全撫嚢蕎
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7．鋼材表面検査における簡易型渦流探傷試験装置の開発と適用
�鞄�本工業試験所
　　　河野譲
囎．まえがき
　鋼構造物の母材や溶接部の表面に発生した傷（亀裂）
は．構造物の疲労強度に大きく影響するため、その検出
は葬常に璽要な意喋をもつ、現在、その検出方法として
一般的に目視検査，磁粉探傷試験、浸透探傷試験等の非
破壊検査が多く適用されている。
　これらの非破壊検査を保守検査に適用した場合は、表
面の塗料や鏑の除去などの前処理を行う必要があり、ま
たその状態が検査結果に大きく影響する。したがって、
それらの晶質状態および前処理時問やコストが大きな問
題となっており、相当の熟練技術者を必要とする。
　これらの諸問題点を解決するため、非接触で簡単、確
実に探傷できる簡易型の渦流探傷試験装置（HIMEX一
鴛00）を開発した。
盆．原理
　渦流探傷試験は、交流電流を流しコイルを導体に近づ
け、磁界の作用によって導体に発生する渦電流が傷に
よって変化するのを検出して．探傷を行うものである。
　導体に生じる渦電流は図肇に示すように、交流電流を
流しコイルを試験体に近づけると、コイル周囲に生じた
磁界が導体に作胴する。
　コイルの磁界は交流電流によるものであることから、
導体を貫く磁束の向きと数が時間的に変化する。この時．
導体には磁束の変化を妨げるような起電力が生じる。こ
の誘導電流を渦電流と呼ぶ、
　導体に生じる渦電流の大きさおよび分布は．周波数．
導体の導電率．透磁率、試験体の寸法と形状、コイルの
形状、寸法、電流、導体との距離、さらに図2（わ1に示
すように亀裂など傷によって変化する。
　したがって、導体を流れる渦電流の変化を検出するこ
とによって，導体の傷の有無の検出が可能となる．
　渦電流の検出は、渦電流を発生させるのと同時に、コイ
ルを用いて逆の過程で行うことができる。図1でコイル
の磁化電流が矢印の方向に流れて電流が増加している場
磁束
艶イル
交流
／二岬三ミ気＼
1〆
　　））〉＼藁ミ蕪托3ノ　　　　　　　渦　流
導偉
図電　渦電流の発生
交流電流
�S一一
交流電流
一〜
一、◎
／飼ル
　渦電流
導鉢
繍縷がない時の禍電浅分布
　　　　　纒2
　　　　　　　　　慧イル
　　　　　　　　／
　　　　　’へ、　　　灘憐
　　　　／ク嘆
一次繍〜叉頚纂
　　　　＼、＼＿ノ／
　　　　　＼楠｝〆ノ
　　　　　　　　　渦電競
鋤傷があ鶏時の禍電流分禰
導体内の渦電流分布
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写真筆　探傷状況
合を考える。電流が増加すると導体を貫く磁束も増加し、
導体にはこれを妨げる方向（逆方向）の渦電流が生じる。
　次のこの渦電流による磁界は電流の方向に回転する右
ネジの方向で得られるので、コイルの磁化電流と同じ向
鳶の誘起電流を生じる。すなわち、満電流による誘起電
流は励磁電流と重なり、コイルの電流は増加する。
　この変化を検出して、導体における渦電流の変化を知
ることができる。
3．装置の特長
今回適用した試験コイルは、図2に示す自己誘導型コ
イル自己比較方式を組合せたもので、溶接部の検査で傷
の検出能力に大きく影響する母材と溶著金属の材質が異
なる場合に発生する信号および余盛の凹凸による雑音
（ノイズ）を抑制し、さらは周囲温度の変化による影響も
相殺して、傷のみの信号を分解能良く検出できる．
　装置全体としては、現場における狭所、暗所での適用
を考慮し、小型、軽量化に取組み探傷羅は璽量450霧，検
査治具は畏さ1�SOm朧、重量駒0騒でコイル先端部は溶接
部に接触させやすい構造とした。
　また、傷信号と雑音（ノイズ〉僑号との位相差を大壼
くし、リサージュ波形で傷を見分けると共に．波高値の
スレッシュレベルを設定することによりアラーム信号が
出力できて検査の作業能力を高めた．
4．まとめ
　本装置は、平成7年度から性能確認試験および現場適
用を繰返しながら開発したもので、従来から保守検査に
適用して蓄た非破壊検査方法と比較し、前処理の必要も
なく検査速度も格段に早くなった、また．装置も小型．軽
量で取扱いも簡単なことから、検査技術者にとって煩雑
な作薬を十分軽減で毒た．今後の維持管理作業の省力化
ならびにコスト削減に繋がると考える、
　なお、本装置は開発以来、販売ならびに点検工事への
適用と実績を積んでおり、今後も改良．改善に努め、適
用範囲の拡大および性能向上を計りたいと考える。
　最後に、本装置の開発および適用にあたり．関係者の
皆様に貴重な意見やご協力を頂き本書面をお借りし，摩
く感謝の意を表します。
6男の台所”奮鞍詑�B
　トウバンジャンの辛みと玉葱が溶け込んだソースを楽しめる料理で、豚の角煮と1は異なりこってりした味は、結構歓
迎される．日本酒と醤油だけの味付けは大人向毒で、これに砂糖を足して甘辛くすると女子供向けになるが、灌飲みと1
しては砂糖は入れたくない。
◎豚バラ肉の角煮
材料ε豚バラ肉のプロック2バック800g、玉葱3〜4個、ホー一ルトマN缶又はトマト3〜4個、8本酒、醤油．ト
　　　ウバンジやン、必要に応じて砂糖
作り方；
　�@豚バラ肉は、3〜4センチ角に切り、中華鍋又はフライバンで表面に焦げができる程慶に紗める、もし豚肉の漉藩
　　しをしたけれぱ、簸初に熱湯で艶でてから紗める。
　�A玉葱は、薄切にして、中華鍋又はフライバンでキツネ色になるまで紗める。
　�B　煮込み鍋に�@、�Aを移し、ホールトマト、トウバンジャンを加えて、臼本酒2に水1の割禽でヒタヒタに張って、
　醤油薩加えて（この時の醤油は控えめにすること）強火で煮込み、吹毒上がったら、アクと1油を丁寧に取りながら
　弱火で3〜4時間煮込んで出釆上がりです。
　途中水分が少なくなったら水を加えながら焦がさないようにゆっくり煮込む．途中で味見をしながら醤油を加えて味
を調える．好みで砂糖を加えてもよい．
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呂．随想　カメラそして歌
CIW運営委員会副委員長
　　　　　　松山格
　『ランプス』の編集委員長の江端さんから、もう一度随
想をお願いしたいと頼まれて、大変光栄に思っています。
　最近の読者はご存じないと思いますが、ぎランプス雌の
前身の陀夏W通信翻のVo1。響No．4〈Oct．ig91）に『私と
カメラ灘と題した一文を掲載し、固い印象の罷子に女性
の写真（実は私の愛妻の若い頃のもの）を初めて入れた
ので．好評？を頂いたことがありました。
　あれは湾岸戦争の隼でしたから、もう7年も経ってし
まいました．私もその翌年3月に工業技術センターを定
年退職し、その後5年は嘱託として残りましたが、それ
も昨年3月で終わりました．
　相変わらず鞄の中には、いつもカメラは入っています
が、撮影本数は経済事情もあって大幅に減りました。し
かし．ファインダーを覗き、シャッターを切る瞬間を狙
う緊張感は若い頃とまったく変っていない心算です。人
物ならその人の一番素敵な表憎を、パーティーならその
楽しい雰囲気を残せたらよいなあという想いが、私にカ
メラを持たせるのでしょう．
　歌について一寸話題を変えましょう．学生時代にぴう
たごえ喫茶毒などでロシヤ畏謡や世界の歌、日本の歌を
歌ってストレスを発散していた頃もありました。当時は
今のように空調が完備していない店でしたから、若者同
志汗だくで歌った想い出もあります。勤務先で小さなグ
ループで混声コーラスをやって．ハー一モニー一の楽しさや、
ステー一ジに上がる緊張感も味わいました．1盤O年頃から
スナックでもカラオケを置くようになり、仕事が終わっ
た後．一杯飲みながらカラオケを楽しむようにもなりま
した．レパートリー一はマヒナスターズからシャンソンま
でと結構広いのが自慢でした．
　それより数年前ぐらいから溶接協会の茂出木氏に誘わ
れて．新橋の鐙アダムス3というシャンソニエに顔を出
すようになり．シャンソン歌手のライブを聴く機会が多
くなりました．黛�J年近くの間に何人もの歌手の方と友人
になりましたが、なかでも島本弘子さんと平沢朋子さん
とは長いつきあいになります．轟本弘子さんは蓋鱒4年秋
に越路吹雪さん以来のシャンソン界での文化庁の芸術祭
賞を受賞され．東京と京都で大きなリサイタルを毎年3
回も開意、それ以外にも各地でリサイタルを開いたり、
都内数店でライブ活動されている方です。平沢朋子さん
は扮74年の臼本カンツォーネコンクールで優勝し、雄75
年のサンレモ音楽祭にゲスト出演した経歴をもち．ここ
数年は毎秋ヤマハホールでリサイタルを開いており、都
内数店でライブ括動されている方です。
　シャンソンやカンツォーネを歌う方は、テレビに出る
こともないので，あまり知られていないのが残念ですが
少しでも多くの友人に聴いて頂きたいと思って、リサイ
タルにお誘いしたり、CDやテープを聴いて頂いているの
ですが．一度聴いた方は皆さん感心して下さるので、私
としても本当に嬉しく思っています。
　私も沢山の歌手の歌を聴いて．同じ曲でも歌手によっ
て違う印象壷受けることもあります。でも．その世界で
生壼ている以上、それぞれの人の味があると思います．
　私は歌は詩だと思っています．その詩を引き立てるた
めに曲があり．それを相手に伝えるために歌手がいると
考えています。したがって．私の好壼な歌手は、当然私
の好みにあった歌い方をする素敵な人達です．
　私はシャッターを切る瞬間も心を込めて切りますが・
歌を歌うと選も．自分の好煮な詩の曲を選び、聴いて下
さる方に．その詩の気持ちが少しでも伝わるようにと．
心蓬込めて歌っています．
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9．ローカル・インフォメーション
四国地方非破壊検査研究会
事務局担当理事裏垣博
　　　（高知大学教育学部〉
　四国地方非破壊検査研究会は，徳島大学工学部秋園幸
一先生（現徳島文理大学工学部教授〉を会長として，昭
和35年に発足しました。四国4県という狭いエリアなが
ら全国でも由緒ある研究会といえるかと思います。発足
以来，研究発表会・講演会を中心とする学術的活動のほ
かに，非破壊検査の普及を図るための教育潜動として，
超音波探傷試験を中心とする非破壊検査技術講習会にも
カを注いできました．その後，研究会会長は，平成元年
に徳島大学工学部猪子冨久治先生，平成8年に愛媛大学
工学部松島成夫先生（現愛媛大学名誉教授〉に引壼継が
れ現在に至っています。平成10年9月現在の会員数は，
正会員弱社（個人も含む），賛助会員3社で，4県に広
く分布しています。
　研究会の主な年間行事は次のとおりです．
　3月雲超音波検査1種・2種技術講習会（臼本非壊検
　　　　査協会技量認定試験三次試験受験準備〉
　　5月＝超音波検査玉種・2種技術講習会〈日本葬破壊
　　　　検査協会技量認定試験2次試験受験準備）
　　9月1超音波検査1種・2種技術講習会（B本舞破壊
　　　　検査協会技量認定試験1次試験受験準備〉
　　U月：総会，講演会，見学会
　　11月：超音波検査1種・2種技術講習会（日本非破
　　　　　壊検査協会技量認定試験黛次試験受験準備〉
　霞国地方非破壊検査研究会としては，この数年，臼本
非破壊検査協会が実施している非破壊検査技量認定試験
の受験準備のための講習会を徳島・高知で開催していま
す．毎回20＾》30名の参加者を得て，少しずつではありま
すが，四国地方の非破壊検査技術者の拡大に貢献してい
るものと自負しています。ただ，現状では参加者が開催
地近辺に限られており，遠隔地の希望者に応えるために
は，四国各県でのバランスのとれた企画が必要であり，
講習会を開催されている他の関係機関との連携・共催な
どの調整が必要ではないかと考えています．また，超音
波探傷試験に限らず，希望があれば，浸透探傷など他の
部門の講習にも対応するように努めています．
　上記以外にも，四国地区の材料関連学協会（溶接学会，
高温学会，溶射協会，当研究会，その他）の四国支部・研
デジタル超音波探傷器の濡罵技術講翼会のもよう
究会の連含講演会を毎年開催して，非破壊検査技術周辺
の最新の研究成果や話題にふれる機会を持っています．
　超音波探傷検査の技量認定試験はアナ狐グ探傷器によ
り行われていますが，デジタル探傷器の機能・性能も向
上し，導入を検討し或いは既に導入している会員各社か
らの強い要望により，本年3月にはデジタル超音波探傷
器の活用技術講習会を開催しました。千葉県葬破壊検査
研究会のご協力を戴きまして講師に白井越朗売生（臼本
溶接構造專門学校）をお迎えし，参加者も手持ちのデジ
タル探傷器を持参して各メーカーの捲導員の方々から直
接実技指導を受け，改めてデジタル探傷器の実用的活用
法を認識できたものと思います。
　今年度の総会は，平成紛年U月5日（木〉に松慮にて
開催の予定をしています．特別講演として，大阪大学大
学院工学研究科廣瀬貞雄先生をお迎えして，「欝O騨喰
に基づく新認証システム」（仮題1について，ご講演頂く
ことになっています。折しも，この憩月から新認証制度
が発足し，新システムに基づく資格試験が憩月（一次試
験）から膿月（二次試験〉に実施されますので，その実
施状況や今後の予定など最新の情報も伺えるものと期待
しています．受験資格として教育・譲練時間等の要求が
あり，四国地方非破壊検査研究会としても要求事項を満
たすような講習会の実施に向けた準備を早急に進めてい
かなければならないと考えています。
　以上，当研究会の活動状況を紹介させていただ1き濠し
た。RUMPES読者の皆様方の暖かいご声援・ご支援をお
願い致しまして結びとさせていただきます．
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葡．協議会だよ鰯
C珊検査事業者協議会
1．平成絹奪度C酬検査事業者協議会各地区総会
各地区総会を次のとおり開催（一部予定）しました。
三．東黛本地区
（蓋）日　時：平成10年9月10臼（木）〜1亙日（金）
（2）場　所3畏野県戸倉上山田温泉　上田館
（3〉出席者：会員会社　37名
（4〉議題：
　�@会務中閥報告
　�A共通議題r適正検査／標準料金誹について
（5）特別講演：
　P講師1　善光寺　（代表役員）事務局畏
　　　　　　　　小山健英氏
　演題1窪財について毒
2、関西地区
（1）繕　時：平成10年参月25臼（金）〜鎚日（土）
（の場　所：淡路島・四州園
〈3〉出席者：会員会社　25名
（4）議　題：（東日本地区に同じ）
（紛特別講演；
　　講　騨　；JSND1認証運営委員会委員長
　　　　　　加藤　光昭氏（九州工大・教授）
　　演題ゴ欝097ユ2に基づく新認証制度について」
3。西臼本地区（下記の予定で開催〉
　（i）臼　時：平成扮年玉0月欝臼（金）〜17臼（土）
　（2〉場所：小倉・プラザホテル北九州
　（議題・特別講演については関西地区に同じ）
ll．幹璃・瞳査役の交代について
　次のとおり交代が承認されました。
蓋、幹事
　西臼本地区について外山　弘氏｛新臼本非破壊検
　査〈株〉1から平川重貴氏｛新慈本非破壊検査（株）｝
　に交代．
露．監査役
　天海照之氏｛石川島検査計測〈株〉｝から横山喜久
　男氏｛石縄轟検査謙測（株）｝に交代。
継．新規C脚認定会社
　次の2社が10月1日付で新規認定を受けられました。
　○　（株〉臼鐵テクノリサーチ（D種／川崎市）
　○　（有）仙台検査　　　　　　（登種／仙台市）
狸．建築鉄轡に関するぽ適正検査／標準料金£の検酎に
　ついて
　平成憩隼度定時総会で承認された今年度の協議会基
本検討課題として、標題についての検討を7月から闘
始しております。具体的検討項目として．
　1．一検査簡所の定拒と一臼当たりの標準検査箇所数
　2．統一見積書式
　3．検査合格証又は検査会社名表示票
　4。その他関連事項（倫理事項につては再構築を別途
　検討申です。）
を取り上げ、会員全員の意見が集約できるように各地
区に小グループ検討会を設け活動中です。慧見等がある
場合には事務局あてにEAXをお願いいたします．
V、r建築鉄骨溶接部の超音波探傷講習会』
　東北地区を対象に、次のとおり開催いたします。
　丑．日　時　：　平成亙0年U月15鍵（日〉
　2．場所；宮城職業能力開発促進センター
　　　　　　（宮城県多賀城市）
　3。定員136名
　4．申込み締切：平成10年n月2日（月）
　なお、今回は「東北非破壊検査研究会3の後援をい
ただ壼蜜した。
Vl．ザ建築鉄轡溶接部の外観検査ハンドブック漂の購入の
　お願い
　好評の下、販売継続中です。余部がありますので購
入ご協力をお願いいたします．
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”．ニューフェイス
　欝98年憩月旧付で新たに次の事薬者が認定されまし
たのでご紹介いたします．
《有1仙台検鷹
本社所在地　撃襲83毒034　宮城県仙台市宮城野区扇町
　　　　　　4覗47
　　　　　　丁鷺L．02黛一232一瓢33／鷺AX．（》黛黛一232一劔34
代表者氏名　代表取締役　　伊藤　博
認定種別・番号・部門　鷺種、第紛8E鰍号、超音波
　　　　　　　　　　検査部門
本社、営業所など　　　本社のみ
1株1臓鐵テクノリサーチ
本社所在地　苧飢1の03＄　神奈川県川崎市中原鷹井照
　　　　　　3−354
　　　　　　TEL（》44−75笈4400／EAX．《）4喋一777−733絃
代表者氏名　代表取締役　鳥　孝次
認定種別・番号・部門　D種、第玉襲9D鰭号、超音波
　　　　　　　　　　検査部門
本社、営業所など　　　本社．事薬所等一神奈川．福
　　　　　　　　　　岡．山口、愛知．千葉．大分
　　　　　　　　　　　1非破壊検査業務実施場所1
平成雄年度秋期CIW事業者認定証授与式挙行さる
　　　　　　一C脚認定事業者壌鈴社に一
　社団法人臓本溶接協会αW（溶接検査）認定委員会は
憩月蔭臼、東京・千代田区の同協会本部で．平成10年度
秋期αW認定事業者の新規および昇格事業者への認定証
授与式を挙行した．会場には検査・溶接、鉄骨．橋梁な
どの業界各紙の記者が取材に訪れるなど、磁W認定事業
番への社会的関心の高さをうかがわせた。
　認定証は藤鑓譲委員長（社団法人日本溶接協会会畏・
東窟大学名誉教授・東京理科大学教授〉から．新規認定
事業者および昇格事業者に手渡され．授与婁れた事業者
は認定の醤びと責任の重さをかみしめていた。これで
C亙W認定事業者は合謙で1澱社となった．
　憩月ユ臓付けで認定を受けた新規事業者は、D種に臼
鐵テクノリサーチ（UT〉と．E種に仙台検査（UT）の2
社、一方、昇格事業者はβ種からA種に昇格した窟山検
壷侃丁，UT．MT．聾、SM）．　》種からC種からへは宮
崎県工業検査（RT．UT〉とグ環一バル検査（RT、UT〉、
鷺種からC種への日鋼検査サービス（UT、鷺丁）、鷺種か
らD種へのエスティエス（UT）の＄社．
　これで種別ごとの事業者数はA種が紛社．鷺種が蔭社、
C種が34社．D種が磁社、鷺種が59社という分布となっ
た．
認麗畿綬辱式のもよう
　授与式終了後には．新規、昇格事業者を闘んでの懇談
会が会場を移して行われ、賢頭、藤醗婁員長がr瓢世紀
は環境と安全の時代．安全にとって非破壊検査は葬常に
深く関わっており、蜜すます重要な業界になることは問
違いない。ますますの精進を願う」と事薬者の溝躍を祈
念するあいさつを述べた．続いて稲壇儒夫C夏W検査事業
者協議会代表幹事が「われわれ事業春どうしが企業倫理
を持ち．世の中から十分儒頼を受けるような検査の仕事
をするためお互い切磋琢磨して、より贔質の高い検査を
することを願う」と述べた・加藤光昭αW認定委員会運
営委員長の音頭で一堂乾杯、懇談に入った．
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CIWニュース・ラウンジ
　αW登録認定会社の皆様においても、各地域での研究
会に参加なされていると思います．今回、東北非破壊検
査研究会並びに長崎県葬破壊検査技術研究会から、それ
ぞれの括動に関する便りが届きました。溶接構造物の非
破壊検査が重要視されてきている現在、各地域での積極
的な研究会播勤は、検査業界を盛り立てていく上で非常
に重要なものと考え、両研究会の活動の一部を掲載致し
ます、ご興味をお持ちの方は、それぞれの研究会へお問
合せ下さい。また．他地域においても、催し物等があれ
ぱ．情報提供をお願い致します．
£東北非被壊検査研究会1
　東北葬被壊検査研究会（会長・坂真澄東北大学教授〉は
嚢月49、宮城県工業技術センターにおいて、檜8年度総
会及び葬破壌検査に関する研究発表会3を開催した．
　研究発表会での講演は、次の4件である。
�@検査技術者新認証制度の状況報告（溶接検査・木
　　村武美〉
　�A超音波による生体への応用（日本パナメトリクス・
　　飯塚秀明）
　�B　異種林接合欠陥の簡易非破壊評価に関する研究
　　く宮城県工業技術センター・中居倫夫）
�C欝本建築学会r超音波探傷検査基準」の欠陥評価
　　（東臼本検査・往身木博）
　また、今後の同会の活動は、研究発表会・講演会・見
学会や賛鎌検査技術者技量認定試験の学科・実技講習会
などの開催誉中心に．会員相互の親睦と地方産業の発展
に寄与していく方針とのこと．
菰長崎県非破壊検査技術研究会］
　長崎県非破壊検査技術研究会では、県工業技術セン
ター一を中心に．県と地元企業の協力の下，地元産業振興
を目的に溝動を行っている．県内には溶接部の検査を扱
う非破壊検査会社が非常に多いため、非破壊検査〈PT，
MT，UT，蓑丁〉の実技研修と座学講習会及び技術講演会
壷爽施しながら．併せて溶接の勉強も行っている．
ω舞破壌検査の実技研修
　今年3月に非破壊検査の実技設備を設置後．欝月には欝
欝聞実技研修を実施した．
　実技内容は．非破壊検査資格の欝種のレベルを目標に、
麟1謹瓢1
　　　　　束北非破壊検餐観究会のもよう
鮮騨
　　　　　　　　　　　撫蜘癖
轟　　　メ騨．
叢崎県非破壊検餐技術観究金のもよう
機種別による装置の操作、標準試験片による実習、模擬
試験片での検査実習などを行う。UT部門は4臼間実施
し、参加者が説名で、RT、PT、MTの各部門は2臼間
実施し．研修全体で69名が参加した．
〈2）技術講演会
　技術講演会は、溶接協会畏崎県支部、（協）畏崎県鉄構
工業会との共催で．経営者、管理者及び現場の作薬者等
が参加しやすい欝として＄月22臼（土〉に実施した。参
加者は玉73名にも上り、溶接と奔破壊検査技術に対して
県内企業の関心の深さが伺えた。講演は次の4件で．講
演テーマや講師の決定は会員との話し合いで決め．地元
業界の要望に含う内容の講演を行うことにより、研究会
の成果を地元へ還元しているそうだ。
　�@溶接材料の現状と展望（神戸製鋼所・菅哲夫）
　�A厚板溶接への灘ボット適用について（ダイヘン・
　　藤田雅成〉
　�B瓢世紀に向けた大型構造物の生産技術の展望（三
　　菱重工薬・河野隆之）
　�C探傷ジグの工夫による葬破壊試験の高精度化く新
　　篶本葬破壊検査・脇部康彦）
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rClW通信＝RUMPES』の原稿募集のお知らせ
　αW通信編集委員会では、内容の充実を図るために、読者のみなさま方からの投稿原稿を募集しております。
　『CIW通信：RUMPES』は溶接部の検査の重要性をP：Rする目的で編集を行っておりますが、さらに、読者のみ
なさま方のご意見、ご希望を誌面に反映させ、より役に立つ、親しみやすい誌面づくりを図っていくためにも、み
なさまの積極的な投稿をお待ちしております。
　当日本溶接協会では、溶接作業者の技術検定・溶接技術者の認定等を行っているほか、溶接部の非破壊検査事業
者の認定も行っています。本事業はCIW（C磁1鋤＆tion£orInspectlo獄ofWelds〉と呼ばれ、検査会社における技
術者の構成．検査機器、品質保証体制などを審査し、技術レベルを評価して技術認定をする制度で．RUMPESは
当協会が認定している検査会社向けのものではありますが、実質的に現場の人に役立つような．あるいは認定会社
以外の人にも楽しめる内容を念頭に置いて製作しております。
　溶接部の検査の重要性を広く社会的にもアピールできるRUMPESの誌面づくりに読者のみなさまのご協力をお
願いいたします。
C　lW通信「RUMP臓S』原稿投稿要領
唯．執筆内容：原則として溶接部の検査に関連する内容でお願いします．
2．投稿方法：投稿される場合は、事務局宛まで執筆内容をご連絡下さるか、アブストラクトをお寄せ下さい．
　　　　　　RUMPESはC夏W通信編集委員会で編集内容を企画・検討しておりますので、委員会での検討の後、
　　　　　　執筆していただきたい原稿ページ数、掲載号など詳細についてご連絡させていただきます．
3．執筆枚数：CIW通信編集委員会から指定させていただいた本誌ページ数でご執筆していただきます。
　　　　　　本文原稿は、刷り上がり玉ページで400字詰め原稿用紙5枚半程度で計算して下さい。
　　　　　　なお、本文原稿枚数は、図、表、写真の挿入にしたがって減少していきます。大きい図表は750〜
　　　　　　1，000字分、小さい図表は£50〜500字分、写真は250字分で換算して下さい。
　　　　　　　また、原則として、パソコンによる原稿を希望します．用紙は自由ですが、出力は横25字のこ
　　　　　　と。MS−DOSのテキストファイル形式で保存したフロッピーディスクとプリントアウトしたものを
　　　　　　ご送付下さい。
4．問禽先：
　　　　　社団法人鷺本溶接協会αW通僑編集委員会（担当ε金予　謙〉
　　　　　（華101−0025東京都千代田区神田佐久間町H1、産報佐久間ビル）
　　　　　TEL　O3−32574521・EAX　O3−3255−5196・E−m訟：c圭w＠lwes・orJp
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・「建築基準法謹の抜本的改正に伴い、「建築確認・検査の民問解放3．ヂ性能規定化」及び「中間検査
制度の導入」等、検萱業界に籍を置く者にとって関係の深い改正項目、内容が織り込まれました。今
号では時宜を得た企爾とするために、ご多忙の中．建設省住宅局・井上建設専門官に執筆をお願い
し、巻頭紹介記事とさせていただきました．今後も関連事項についてフォ鷺一し、当誌を通じて紹介
していきたいと思います。
・前々号で、αW検査事業者協議会編の「建築鉄骨外観検蛮ハンドブック藩頒布を紹介したところ、
協議会会員以外の当誌送付先から、多数のお問い合わせをいただき．盆UMPES読者が広く多数いる
こと凌実感しました。編集委員一岡、今後もよりよい誌面編集を心がけて参りたいと思います。
・皆様からの投稿をお願いいたします。
編集委員　亙．M：．
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