




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。

　昨年は、経済的に大変厳しい年でした。しかし、讃！製造

業論者として今年を考えてみますと、いわゆる付加価値の高

いものをつくる製造業、あるいは情報技術に裏打ちされた情

報技術をツールとした製造業というものは、今後とも健在で

あると考えます。製造業が健在であるなら、日本の経済も安

泰ではないでしょうか。いずれにせよ、好不況は一つの流れ

ですので、谷があれば必ず山が来るわけです。不況だ不況だ

とばかり書っているのではなく、前向きに努力してゆくこと

が大事なのではないか思います。

　今年は、日本溶接協会にとり、創立50周年という節目にあ

たります。アドバイザリーグルーブや21世紀体制検討委員会

において、組織の改革に向けて取り組んできましたが、今年

はその結論を実行に移す年だと考えております。本年秋に50

周年記念行事を行いますが、その際は何らかのご報告が出来

るよう推進していく所存です。

　先ずは、最新の溶接技術の開発や応馬に関するプロモー

ション・PR活動の充実。情報化時代と呼ばれている現在、業

界あっての協会という趣旨に則り、協会を含めた業界のPR

を行なっていきます。基盤技術である溶接の重要性を、様々

な方々に今まで以上に認識していただきたく考えておりま

す。ある意味では、50周年記念事業もその一環だと言えるわ

けです。PRの件に関しては、工業会的性格の濃い部会や様々

なテーマを掲げて活動を行なっている研究委員会の活動の活

性化が鍵になると考えております。

　昨今、インターネットのホームページやマスメディアに非

破壊検査業務の広告が見られるようになり、非破壊検査業務

の重要性が世の中に浸透してきているように思われます。当

協会としましても、CIW通信「RUMPES」等を通じて、各業

界に対しC∫W認定制度のPRを拡充いたします。

　第二に、JAB（日本適合性認定協会）の要員認証機関とし

ての認定を受ける準備が整いました。これまで協会が溶接技

術検定や溶接技術者認定として独自にやってきたものが、今

後はよりオーソライズされた形で事業を行えるとことにな

り、その意義はきわめて大きなものがあると考えておりま

す。これに伴い、従来、認証組織に含まれていた教育機能を

分離して、講習会・研修会等による教育も拡充していきます。

　非破壊検査業界でも、各認証機関からISO900αsの認証を

取得している事業者が増えております。自社内の品質保証体

制を確立することは、その社のシステムを透明化し、公明か

つ適切な検査業務を行っていることを明示することになりま

す。他社の物件を検査する非破壊検査事業者にとり、品質保

証体制を充実することは信頼性の確保に繋がり、大変重要な

ことであると考えております。

　C卿認定制度の登録事業者が150社を超えた現在、今後は

一層C∬V認定制度の信頼性を高めるために、①審査内容の拡

充、②登録事業者の品質保証体制確立のための指導、③CIW

検査事業者協議会との密なる連絡等を更に推進していく所存

です。登録事業者におかれましても、技術力の向上・品質保

証体制の充実等に力を注いでいただくことを期待いたしま

す。

　第三に、1跳emationa11薮stituteofWe憾㎎（略称；HW／国

際溶接学会）を中心に据え、溶接の国際活動に寄与していき

ます。HWは溶接に関するISO規格のドラフト（草案）作り

を任されているため、積極的に我が国の主張を述べていきた

いと考えております。ISO900αsや1400αsのグローバル化が

進んでいる現在、国際標準作りに日本が積極的に参画してい

くことが重要であると考えております。

　その一環として、HWで検討されている国際溶接要員の資

格作りにも積極的に関与しております。国際溶接要員の資格

として、Intematめnal　Weldlng　Eng三薮eer、Internatio識al

WeldingTechnologlstの他、htemationa蓋Welding　I船pectors

等が検討されております。皆様のお役に立てるよう、今後も

更に努力を重ね、国際化に取り組んでいきます。

　皆様もご存知の通り、CIW認定制度は、当協会が、溶接部

の非破壊検査に関わる要員認証（主任検査技術者、各部門の

主任試験技術者の認証）・業務確認（設備及び機器の確認、品

質保証体制の有無の確認〉等を通して、溶接部の非破壊検査

を行っている事業者の技術を第三者の立場から認定している

制度です。事業者組織の質的向上・充実は、技術面での向上

の努力無しでは無意味であり、技術力があることが最低条件

であるという考えが基本となっております。また、CIW認定

制度を補完する形で、CIW検査事業者協議会が、①各種マ

ニュアル等の作成、②技術講習会の開催、③倫理要綱の制定

等、同業者団体として各種活動を行っております。各宮公

庁・各種メーカーの皆様におかれましても、CIW認定制度の

良い点をご理解いただき、活用していただければ幸甚で
す。

　長い冬を越せば、暖かい春が訪れます。非破壊検査業務の

重要性が認識され始めている現在、一歩一歩着実に前進して

まいる所存でございますので、ご協力の程宜しくお願い申し

上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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年頭挨拶
～検査技術者の皆さんへ～

　　　CIW検査事業者協議会
代表幹事　　稲垣　信夫

骸離欝

　あけましておめでとうございます。

　今年は、建築業界だけではなく、産業界全般に広く第三者

検査システムが導入され、このシステムが品質確保のための

必要条件として製造、施工工程の中に組込まれるケースが増

えることでしょう。同時に個々の検査者にとっては、検査の

責任と信頼性が求められる年になります。

　神戸の大震災後、損傷を受けた構造物の中で接合不良の溶

接部分がみられ、構造物の晶質の確保がその期待された性能

を保持するためとともに、人命の保護のためにも必要である

ことが改めて認識され、確実な施工管理と適切な検査の必要

性が再確認されました。

　先進諸国、特に地震の多い米国西海岸地域では、早くから

建築構造物に関し、施工工程の中で定められた第三者の検査

を受けないと建物の完成が認められないシステムが制度化さ

れ定着していることは、神戸震災後の調査団のレポート等に

も述べられております。

　我が国の建築請負制度は、発注者と請負者との間の信頼関

係が強く、責任施工と称するすべて受注者の責任において十

分な品質を約束するシステムが未だに一部で残っておりま

す。ムラの中で施主と大工の棟梁との間の信頼関係が十分

で、すべて棟梁の目の届く範囲で工事が施工されている間

は、ムラ社会の信頼も保たれ、品質も大丈夫でしょうが、現

在のような何段階かの下請施工の場合、責任施工は元請の精

神的な責任の負担でしかあり得ません。もちろん、社会組織

の変化に対応し、施工者は自主施工管理の強化と自主検査の

実施により、品質の確保に努めてきました。しかし、今後外

国の企業による施工も増加することを考えるとシステムとし

て、品質の透明性を確保するためには工事の各段階での施工

者としての自主検査に加えて第三者による検査が求められる

でしょう。このための工程も費用も総建築額の中に含まれる

ことを発注者も受注者も共に認識する必要があります。

　このような第三者検査の考え方は今回の建築基準法の改正

の中でも読みとれますし、その他産業界全般に、規制緩和と

晶質確保の観点から、従来の国による検査を見直し、メー

カーの自己確認と第三者による検査の実施により品質評価の

透明性と国際性を保とうとしております。

　このような建設、製造業界の中での検査の必要性は、まず

発注者が求める品質を確保する必要条件として検査業務を認

識し、発注の際に検査の工程と費用を心積りすること、受注

者も自己確認としての自主検査を実施するとともに第三者に

よる検査を受けることによって品質の保証をするシステムを

定着させなければならないと思います。我が国でも保険業界

ではその国際性からも以前から第三者検査によって晶質の保

証をするシステムが定着しております。

　このような第三者検査は、当然のことながら十分な権威と

信頼性がなければなりません。検査対象により、必要な検査

組織の構成は異なると思いますが、検査事業者としての所要

条件と検査員欄人の資格条件は必須であります。特に個々の

検査員には検査の重要性に関する認識と、権威ある検査を実

施できる十分な技術と技能に加え、検査の信頼性を保つ倫理

観が期待されております。

　検査業を営む経営者にはより以上の認識と倫理観が求めら

れるのは当然です。

　外国においては社会システムの中での検査の認識も十分

で、検査者の社会における地位もその重要性に見合った評価

を受けているようです。日本の社会では検査を行うことが、

信頼関係を損なうかの如き受取り方をされることもありまし

たが、先に述べた品質の透明性のある評価と国際性のために

社会の中での検査の認識を、より高めねぱならないと思いま

す。「鉄鋼技術」の10月号から藤盛紀明さんが「検査に強く

なる話」を1年以上の計画で執筆されておられ、私も大変興

味深く読ませていただいておりますが、このような検査につ

いての記述が増えることは検査業界にとって大変喜ばしいこ

とで、多くの方に読んでいただきたいと思います。

　検査員個人資格に関し、ISO9712に基づく第1回の試験が

昨秋実施されました。検査晶質と個人資格の透明性と国際性

が求められている現在、ISO資格制度が国内でスムーズに立

ち上がり定着することを望むものですが、いずれ∬S化され、

現NDIS資格がISOに移行することになると思います。現在

のNDISの有資格者は5万4，240名で世界最大規模であり、質

的にも決して世界レベルに劣るものではありませんが、資格

の考え方の違いから多少の追加修正があるものと思われま

す。現在、加藤光昭先生が委員長となって検討が進められて

おりますが、検査業界の実状も十分勘酌して進めていただく

よう定期的情報交換を行っており、検査業界の負担を最小限

に留めるようなスムーズな移行を期待し、要望をして参りま
す。

　全産業界の晶質管理システムの中で、検査の重要性が社会

全般に認識され、第三者検査の必要性が十分理解されて実施

されるよう期待するとともに、検査業界としては社会の要請

に責任をもって応えられるよう検査品質の向上と信頼性の確

保を目指し今年も検査業界一体となって頑張りたいと思いま

す。
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年頭挨拶

建設省建設大臣官房官庁営繕部監督課

　　　　　課長補佐　磯部　　正

　新年明けましておめでとうございます。

　例年に比べて、穏やかなお正月を迎えることが出来まし
た。

　私たちが年末年始の休暇を取っているなかでも、欧州では

統一通貨ユーロが誕生するなど、経済面での大きな変革をも

たらすような動きがありました。

　さて、昨年は財政再建の号令のもと、緊縮財政で平成10年

度が始まりましたが、4月の総合経済対策、11月の緊急経済

対策と2度の補正予算が組まれるなど、建設業を取りまく環

境も大きな変動がありました。

　建設省においては、昨年50周年を迎えましたが、行政改革

の流れのなかで、省庁の再編で「国土交通省』になることが

決まり、今年は設置法案など関連法案の整備に関連して試練

の年となりそうです。

　官庁営繕事業については、新しいr国土交通省」の所掌に

なると予想されていますが、地方建設局を含め、官庁営繕部

の組織がどうなるのかこれからの動き次第です。

　この行政改革の流れのなかで、私共の業務も「一層のスリ

ム化」のため、行政機能の減量化（アウトソーシング）、効率

化を図ることが求められています。

　官庁営繕事業では、設計や工事監理業務を可能な限り民間

に委託することがこれに該当します。委託を積極的に進める

ためには、今までの業務を見直し、官民の役割分担を再検討

したうえで、新たな工事の監督・検査のルールを構築するこ

とが必要となってきます。

　このため、監督課では、平成9年度からr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

を行う請負業者との三者間での業務範囲の明確化、品質シス

テム（ISO9000’）・環境システム（ISO1400α）の適用を念頭

に置いた工事監理方法の検討を行っています。

　この対応と、業務量の増大に対する業務の効率化のための

工事の施工に関するキーワードの一つが製造者の「自主管

理」ではないかと思います。その「自主管理」を支えるもの

は、1SO900αsにも示されていますように、r購買、検査」の

概念と考えられます。

　これまでの日本では、品質確保を優先させるため、TMQが

重視されてきましたが、国際化（ボーダーレス化〉の進展に

より、完成した建物（製品）の品質が要求を満たしているこ

とを説明することが製造者に求められています。

　公共工事においても、公共物を提供するアカウンタビリ

ティー（説明責任）が求められており、この意味でも客観的

に説明を行うためにも、公正な検査が重要となっています。

　昨年、「公共工事の品質確保等のための行動指針」を策定

し、その中で、公共工事の発注者として、公正さを確保しつ

つ、良質なモノを低廉な価格でタイムリーに調達する責任が

あるとしています。また、発注者の立場として、今までの「造

る」立場と、「買う」立場があることを明示し、民間企業の技

術力を極力活かす立場からは、「買う」立場に近づくことを

打ち出しています。

　r買う」ためには、どういうものがほしいのか（要求性能〉、

どう確認するのかを明確にする必要があり、性能規定化の動

きとほぼ同様な要求と考えられます。

　ご承知のように、昨年、建築基準法の改正が行われ、その

一つの柱として、性能規定化があげられます。具体的な内容

は政令で定めることとなっており、詳しくは判りませんが、

性能を担保するための方法をどう確立するかが、重要なポイ

ントになっています。

　そのためには、まず要求される性能を定めたうえで、出来

上がった建物（各々の工程ごと〉について、どう確認・検査

していくかが今まで以上に重要になってくると思われます。

　また、中問検査、民間の検査機関の活用も行われることと

なっていますが、具体的な運用は今後の動きを見る必要があ

りそうです。

　政府の作成した「コスト縮減の行動計画」に、公共建築工

事標準仕様書（仮称）の作成があげられており、その他の施

策とともに11年度に結果を出すことが求められています。

　現在、建築工事の仕様書については、工事を発注する各省

庁で各々定めており、それを各省庁が統一して使用できる仕

様にすることが、工事施工の場での効率化、コスト縮減に有

効であるとの認識から行動計画に盛り込まれたものです。

　建設省では、関連する各省庁と協力しながら、公共建築工

事標準仕様書（仮称〉の検討を進めています。各々の仕様書

を比較すると、適用対象には独自部分もあるため、記述には

バラエティーがありますが、技術的な内容には大きな差はあ

まり見られず、契約に関する事項や監督・検査に対する考え

方に独自色が見られます。

　今後、具体的な記述について調整を進めていくとともに、

試行の準備を進めていくことにしています。

　今年も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1年になりそうです。

　兎年の今年は、まるで兎のように慎重な滑り出しでありま

したが、「脱兎のごとくま勢いがつき、平成1i年という、そ

の名の通り、いい年になりますよう祈念いたします。

　あわせて、皆様方のご健康とご発展をお祈りい申し上げま

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

にお願いいたしまして、簡単ながら新年のご挨拶とさせてい

ただきます。
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2．超高圧力容器用ASME　CODE　SecM”Div．3の発行

石川島播磨重工業㈱　荒川　敬弘

1．はじめに

　1997年の5月に10，000ps三から100，000psi（約700～

7000気圧）の超高圧力容器を主な対象として、ASME

CODE（Boiler　and　Pressure　Vessel　Code）Sec．、皿

Div3“AILTERNATIVE　RULES　FOR　CONSTRUC－

TION　OF　HIGH　PRESSURE　VESSELS”が発行され

た。近年、超高圧容器がSI㎜Pや石油化学などの分野

で多く建設され、運転されており、より合理的な設計、製

作、検査を行うための新しい規格の必要性に対応するた

めに、1979年より高圧容器特別ワーキンググループで審

議を重ねた後に制定されたものである1）。

　従来圧力の上限を設けないで用いられてきたASME

CODESec．皿Div。2と比較して、設計、製作、試験・検

査及び過圧防止装置などに対して多くの改訂がなされて

いる。特に試験・検査においては画期的とも思える大き

な改訂がなされており、概要を紹介する。

2規格改訂の概要2》
　非破壊検査の章はASME　Sec．m　div，2の恩想とは全く

異なった思想で改定された3つの章の1つであり、大幅

な改定がなされている。従来のDiv。2よりはむしろ、S㏄．

皿C1．1Componentsをベースにしている。

2、1溶接部の検査

　Div．2と最も異なる重要な思想は、放射線透過試験より

むしろ超音波探傷試験の方が溶接部の欠陥検出や評価に

好ましいということである。破壊力学で容器の寿命を評

価することが重要になってきているが、この目的で容器

中の欠陥の検出、種類判別、寸法測定が超音波探傷試験

の方がより信頼できることが証明でき、この決定がなさ

れたとしている。放射線透過試験は、超音波探傷試験の

適用ができない場合に要求されている。

　すなわち、カテゴリーA、B、C、Dの全ての溶接継手

が超音波探傷試験の適用範囲になっている。超音波探傷

試験及び放射線透過試験での溶接部の合否判定はDiv．2

と同等である。

2．2　素材の検査

　全ての鋼板や鍛造品は、板厚に関係なく、Div．2より

より厳しい試験方法・基準で超音波探傷試験が義務づけ

られている。すなわち、鋼板はDiv．2より厳しい合否基準

で100％の検査が要求されている。Div．2では板厚が4イ

ンチを越える場合のみ超音波探傷試験が要求されている。

2．3　表面欠陥の検査

Div3の容器は破壊力学で設計され、評価されるので特

に表面検査が重要である。表面きずが検出された場合、

寿命評価に必要な形状、深さなどの初期形状を明確にす

る必要がある。Div．3は溶接部表面を含み内外面全ての圧

力容器バウンダリーの検査を要求し、設計の破壊力学に

使用する最少の検出限界寸法を定めている。3／16インチ

以下の欠陥が確実に検出できることが証明されない限り、

この最少検出限界寸法を3／16インチとすべきである。

　十分な検査に必要な空間が確保できない場合を除いて

（接近性）、Div3は溶接金属部を含み圧力バウンダリーの

100％の内外面の表面検査を湿式磁粉探傷試験又は液体浸

透探傷試験で行うことを要求している。この検査は、溶

接後熱処理及び水圧試験後に行われる。

敬放射線透過試験と
　　超音波探傷試験の検出性

　2項で述べたように、Div．3での改訂で最も注目される

ものの一つは、超音波探傷試験の優位性を明確に示した

点にある。特に米国における検査規格では、明らかに試

験体の表裏面への接近が困難で放射線透過試験の適用が

困難な場合を除いて、放射線透過試験を優先させてきた。

今回の規格制定に当たっては、欠陥の検出、評価に渡っ

て超音波探傷試験が優れているとの思想に基づいている。

　非破壊検査能力に関する議論は、1980年代を中心とし

て大きな盛り上がりを見せた。米国のPVRC（Pressure

Vessel　Rese3rch　Councl1）は非破壊検査能力を評価す

るために1968年に12体の極厚鋼板溶接部の大型の試験

体を作製し、回送試験を開始している。また、これら試

験体の一部は欧州や日本にも送られ、欧州や日本での回

4
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送試験がなされてきた。その後、これらの活動は、日本

を含む世界15力国の非破壊検査に関する大型の国際共同

研究（PISCH）に発展している。PISCIIの第1回の会合

は、DLR．W』Nicholsを議長として1981年1月にパリで開

催されている3）。

　また、MPCにおいてもCr－Mo極厚鋼板を用いた大型

の非破壊検査評価試験を実施している。容器中の欠陥の

検出、種類判別、寸法測定が放射線透過試験より超音波

探傷試験の方がより信頼できることが証明できたとして

いるのはこれら一連の大型回送試験の結果を含むものと

解釈される。数百ミリの極厚鋼板では、割れなどの面状

欠陥は放射線透過試験で検出されなかったとの報告もな

されている4）。

　一般的に、超音波探傷試験と放射線透過試験の検出性

については以下のように言われている。

　超音波探傷試験では、超音波ピームの進行方向に垂直

な面を持つ割れや融合不良のような面状の欠陥は検出し

易く、反面にブローホールのような微小な球状の欠陥は

検出しにくい。一方放射線透過試験ではブローホールや

スラグ巻込みのような塊状の欠陥の検出性に優れている。

　放射線透過試験は、欠陥の存在に起因して起こる放射

線の透過量の差異をX線フィルムに感光させて行う方法

で、2％の板厚差をほぼ充分に検知する能力を持ってい

る。板厚を10mmとすると、02mmのブロ～ホールは充

分に検知できる計算になる。一方、超音波探傷試験はパ

ルス状の波を試験体に送信し、欠陥で反射する波を受信

し、これの振幅値を評価する方法で、このときの超音波

の波長は0．6mmから1．6mmのものを用いることが多い。

しかし、0．2鵬mのブローホールは波長の1／3以下の大き

さに相当し、また、形状が丸いためにブローホールから

の反射波は方々に散乱する結果となり、これを受信して

評価することは困難である。

　一方、割れや融合不良で面が密着しているような欠陥

では欠陥による板厚差が生じにくく、放射線透過試験で

は検出しにくくなる。一方、超音波がこのような面に当

たった場合には、非常にわずかな薄い空間がある限り、

超音波は面でほぼ完全に反射し、反射する波を受信する

のは容易となる。

　以上は一般的な表現であるが、ここで板厚の影響を考

えておくことは重要である。放射線透過試験は先に述べ

たように、きずの存在によって生じる板厚差をフィルム

濃度として識別する方法であり、き裂などが存在した場

合には、放射線の透過方向でのき裂の開口幅が濃度差と

して現される。すなわち、き裂を放射線透過試験で検出

するには、き裂の開口幅に相当した最小識別線径が要求

されると言える。

　一方、放射線透過試験で要求される最小識別線径は板

厚の比率（例えば1．5％や2．0％）で要求されることが多

く、板厚が厚くなるほど識別できる最小の針金線径は太

くなっていく。放射線透過試験でき裂を板厚の影響を受

けることなく検出するためには以下の前提が必要となる。

すなわち、き裂や融合不良の開口幅は板厚にほぼ比例し

て広くなる。しかし、切断試験などで観察される溶接割

れや融合不良を見る限り、開口幅は板厚によらずにほぼ

一定の確率分布で存在するか、むしろ厚板の方が大きな

溶接残留応力によって密着することも多い。

　このことは、放射線透過試験によるき裂の検出性は板

厚に依存することを明瞭に意味している。もし、板厚に

よらずに一定の最小識別線径の得られる放射線透過試験

方法が開発され、適用されない限り、厚板でのき裂検出

性は、薄板の場合に比べて相当劣ると言える。

　近年行われてきた極厚鋼板を用いた非破壊検査の調査

研究では、放射線透過試験の弱点がクローズアップされ

る結果となり、超音波探傷試験の優位性が指摘されたと

考えられる。しかし、Div．3では板厚には関係なく、超音

波探傷試験の優位性をうたっている点など、今後も議論

がなされていくものと考えられる。

4．おわりに

　10，000pslから100，000psi（約700～7000気圧）の超高

圧力容器を主な対象として、1997年の5月に発行された

ASME　Code（Boiler　and　Pressure　Vessel　Code》

Sec．、皿Div3“ALTERNATIVE　RULES　FOR　CONST．

RUCTION　OF　HIGH　PRESSURE　VESSELS”につい

て、非破壊試験・検査に関する主な改定点を紹介すると

共に、本規格の最も重要な思想となっている超音波探傷

試験の優位性についての考察を行った。より合理的な探

傷方法の選定に少しでも参考になれば幸いである。

　　　　　　　　参考　文　献
1）　田原、芳賀、武田、篠ヶ谷；圧力容器の新しい規格　CQde

　Sec．囑Div．3の調査・検討　第1報　一般及び材料，圧力技

　術，VoL36，No，1　（1998），pp．3－8

2）Leslie　P．A臓ta1ffy，Pra聴N．C赴ak縫“HIGH　PRESSURE

VESSEL　CODE：THE　NEW　PROPOSED　DIVISION3霧
PVP－Vo蓋。281，Hig熱Pressure　Tec難nology　ASME1994

3）荒川1非破壊試験の欠陥検出能力の調査の動き，溶接学会

　誌，第55巻第4号（昭和61年6月），pp。35－42

4）F　J，ZHANG　Y，IMGRAM　A　：Ulセaso簸三c　examinat董o薮o∫伍e

　ぬeavy　sec亘on　test　blocks　for　hy（kopr㏄essing　reactors　used

by　t難e　petro1eu搬industry，ASME　PVP（1995），VOL，3134，

　pp．203－229
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3．溶接割れ検出検査の実施時期についての考察

西尾　安弘＊

1．はじめに

　実存する溶接割れを的確に検出する手段についての検

討は種々研究開発されている。しかしながら、溶接割れ

の発生には後述するように遅れ時間（以下潜伏期間とい

う）があり、潜伏期間内ではいくら高精度の検出手段を

用いても割れが実在しないので検出できない。すなわち、

どんな名医でも潜伏期間内に診察して発病を予書できな

いのと同じである。

　したがって、溶接割れの検出検査は実施時期をよく検

討しておかなければ、検査後に発生する溶接割れを見落

としてしまい、極めて危険である。

　潜伏期間は鋼種、板厚等によって異なるようである。

その事例を示し、溶接割れ検出検査の適正な時期を推定

する考え方に．溶接金属中の水素の拡散速度を応用する

ことを提案する。

表面から9が

逃げる

拒

嚢礎さ1∫事・i80

曇更さ1五320

内部のHが少ないび）で

逃げる早さも小さい
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2。溶接部の強度は溶接作業終了後
　から加重負荷時までの経過時間に
　　左右される

　　ヂ

（水素脆化なし〉

　　　　　破断せず

4鵬孟n2．5h　　　　　　　　24h

　　　　豪容季妾後び）糸釜過時1灘

　　図1　溶接割れの原因21

48h

　図1は中村治方博士の研究で溶接後の経過時間と溶接

継手の強度を示したものである。A試験片のように溶接

終了後直ちに負荷すると溶接金属中に水素が多量に残留

しているため、負荷期間中に水素脆化現象を生じ強度が

低下することを示している。

　年度末までに工事を完了しなければならないために急

いで水圧を負荷したので保持中に破壊した球形ホルダー

の例を表1に示す。この例では規定圧力に達して圧力保

持期間中に破断した。ほかにも同一設計、同一施工基準

のものが多数あり無事故で稼動しているにもかかわらず、

この2例がほぼ同時に不安定破壊を発生したのは溶接後

の経過時間が短く、図1のA試験片と同様の挙動を示し、

他のものは経過時間が充分であったためにB試験片と同

様の挙動を示したからである。A試験片とB試験片の相

異は図1の上部に示したが、溶接金属は急冷されるので

表1　水圧試験中の球形ガスホルダーの破壊（1968年）

3／末　徳山　2，000斑380キロHT

4／1　千葉　1，000m360キロHT

溶接直後は水素が過飽和に残留している。A試験片の荷

重時には4cご100gr程度、24時間後には放置中に表面か

ら放出するためB試験片の荷重時には0．1c（ソ100gr程度

に減少している。したがって鋼板と同じ強度を有する。

このように残留する水素量によって引張荷重下における

挙動が異なることは注意すべきことである。もっとも表1

の例では溶接終了後水圧負荷まで24時間以上経過してい

るではないかと考えられるが、板厚が増すに従って溶接

金属中の水素の残留期間が長期化するので、A試験片の

状態が長期に及んでいる（後述図6参照〉。

3．405ステンレスクラツド鋼の
　　溶接割れの潜伏期間

3．1　実機での経験

＊　前・近畿大学教授、元・三菱重工業㈱広島研究所 昭和38年であったと記億しているが、板厚100mmの

6
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V2クロム鋼の内側に3mmの405ステンレス鋼（13Cr．

ADを貼り合せたクラッド鋼を用いた石油精製装置を製

作した。クラッド側の溶接部は同系の13C飾Nb棒を用い

て溶接した。

・完了の翌日染色浸透探傷試験により検査して欠陥がな

　いことを確かめた。

・数日を経て焼鈍前にX線検査をすると該部に6個所も

　横割れが発見された。その時には前記の染色浸透探傷

　試験を実施した人は“見落した”とずいぶん叱られた。

・X線検査のあと約24時間経過して再び前記の染色浸透

　探傷試験をしてみるとX線フィルムに現れた横割れの

　ほかに新しく3個所の横割れが発見された。

　上述のように検査するたびに溶接割れが増加している。

こんな事が実際にあるのだろうか？

3．2　実験室における再現実験擁

　実験室で上記の反応容器と同じ溶接継手を作り、毎日

染色浸透探傷試験を行って、割れ発生状況を再現確認し

てやろうと考えた。試験片を図2に示す。これは外径は

小さいが肉厚が同じ円周継手の溶接部を再現している。

　実験室で観察を続けた結果を図3に示す．溶接終了後3

日を経ても新しく溶接割れが現れており、6日経過しても

増加している。つまり2．1の現象は検査技術の未熟ではな

く、検査実施時期が不適当であったために生じたもので

・、200

表2　13クロム鋼の肉盛部の最高硬さ、水素量、溶接割れ

　　発生数（溶接後8臼経過後〉に及ぼす予熱温度の影響

予熱温度（℃〉 最高硬さRv 水素量（cc／1009〉 割れ発生数（個〉

なし
080100

460

80

60

40

3．4

0．7

．4

50
930

註1（D

（2〉

使用溶接棒は市販の13ク緊ム、ニオブ棒（ただしニオブ

（Nb〉の含有量は0，5％～0．6％、したがって軟鋼からの炭

素の流入により硬化する〉

溶接金属中の水素量は筆者の提案した方法による

表3　13クqム鋼の肉盛の最高硬さ、水素量．溶接割れの
　　潜伏期閣に及ぼす鷹後熱の効果（円形リング割れ試験〉

内側肉盛

＼碑

（単位lmm〉 国

6ビート

図2　溶接割れ再現試験として行った円形リング割れ試験片

　（外径400mm、肉厚100鵬mの圧力容器の肉盛部を再現
　　している〉

直後熱条件 最高硬さHv 水素量（CC／1009〉 潜伏期問（箆〉

　なし

00℃x1蝕

50℃×h

00℃×3簸

420

15

15

12

2．7

．18

．14

．00

2㏄㏄QC

註：（D　潜伏期間㏄は溶接割れが現れないことを示す

　（2〉　予熱は行っていない

ある。

3．3溶接金属中の水素量と潜伏期間の
　　　関係

　90－
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鵬　暮
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　　　　　　　王2345678910
　　　　　　　　溶接後の経過時間（日）

図3　溶接割れ再現試験における経蒔的な割れ発総数の増加状況

　予熱、後熱により溶接金属中の水素量は室温に冷却し

た時点では減少する．溶接金属中の水素量と溶接割れ発

生数の関係を表2及び表3に示す。いずれも最高硬さは

予熱の場合Hv450程度、後熱の場合はHv4憩程度で極め

て高くても、溶接金属中に水素がほとんど無くなると溶

接割れは発生しないことがわかる．

　表4に試作溶接棒（17Cr又は13CrにNbを多量に添

加〉により溶接金属の組織をフェライトにして軟らかく

した場合の溶接割れ発生状況を示した。No．1では溶接後

2日経過して割れが発生し、No．2では3日経過してもな

お新しく割れが発生している。例をN砿2にとれば溶接終

了後2日経過した時点で検査すれば最初の割れは検出さ

れ補修されるが、3日経過後に発生する割れは見落され、

割れが内在している状態で使用されることになり甚だ危

険である。

3．4　最大の潜伏期間は何時間か21

　しからば検査実施時期を何時にすれば、それ以後に溶

接割れが発生しないかを考察した。

　図2の試験片を用い予熱温度を変えて溶接した場合の

溶接金属の水素量、溶接割れ発生状況を表5に示す．

7
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表4　円形リング割れ試験による肉盛ビード（13クqム、17クロムーニオブ棒による）硬さと溶接割れ発生状況

試験番号 供試溶接棒

ビード硬さとミクロ縄織 割れ発生数
硬さHv 組　織

経過日数（day〉

最高 最低 0 1 2 3 5 15

No．1

o．2

o3

13CrL5Nb

7Cr1。ONb

7Cr1．5Nb

200

80

10

158

60

60

フェライト

ェライト

ェライト

000 010 110 120 120 120

註：（1）

（2）

　13ク鄭ム鋼の溶接棒は一般には0．5～0。6％のニオブ（Nb〉を含む。この場合

は実験用にL5％と多量のニオブを添加して溶接金属の縄織をフェライトにした

　円形リング割れ試験は図1．8参照

表5　13クロム鋼の溶接金属中の水素量に及ぼす予熱の影響

予熱温度
（℃〉

溶接金属中の水素量（cc／100g） 割れ発生までの潜伏期問（h）

1回 2回 3回 平均 1回 2回 平　均

なし

00

50

00

2．7

．57

．50

．38

3．1

．54

．44

．46

2．5

．43

．52

．61

2．7

．51

．49

．48

　2．5

．8～46

96申2

96

1．5

6章1

96

96

2．〇

＞96

96

＊196時間後に最初の割れが発生した

＊295時間以上経過しても割れが発しないことを示す

註：・予熱によって溶接金属中の水素量は約1／5に減少する

　　・この水素量の測定法は筆者の提案した方法による。すなわち水素量測定

　試験片に溶接割れ試験片の冷却速度を再現して100℃に冷却後水冷したも

　のである。この方法により溶接割れが発生する時点で溶接金属の水素量を

　測定できる。

　　・ちなみに、JIS　Z3113による水素量測定方法は、溶接直後に冷却する

　ので、溶接金属の凝固時の水素量を測定するものである

表6　各種鋼桝中の水素の拡散係数ll

鋼　　種 SS41 S55C HT80K HT66K 5Cr4．2Mo 13Cr 17Cr

拡散係数（㎝2／s） 9×10－7 8×104 5×10・7 5×10－7 1．7×10－7 0．25×10哺7 0．38×104

　予熱100℃の場合、割れ発生までの時間が溶接終了後

96時間であることが示されている。これは割れ発生音が

聴取できたので溶接後96時間であることが確定できた。

150℃、200℃予熱の場合は溶接後8日経過しても割れが

発生しなかった。したがって最大の潜伏期間は96時間と

考え、それ以後に検査すれば割れを見落とす危険は少な

い。ただし、このような潜伏期間は鋼種によっても異な

るので十分な注意が必要がある。

3，5潜伏期間と水素拡散速度の関係

　表2及び表3は硬くても溶接金属中に水素が無ければ

割れが発生せず、表4では軟らかい溶接金属でも水素が

多ければ（試作溶接棒で乾燥不充分〉割れが発生するこ

とを示している。また前述のように13Crでは最長の潜伏

期間は96時間であった。

　一方日本溶接協会発行の“溶接構造物の検査”では構

造用高張力鋼では潜伏期間が5時問程度であると述べら

れている3）。これによると13Cr鋼の潜伏期間は高張力鋼

のそれに比して約20倍である。

　溶接割れが発生する時間は水素が溶接部の欠陥部に集

まって一定量に到達する時間であることから、表64）に

示すように、80キロ高張力鋼の水素の拡散速度は13Cr鋼

の約20倍であり、上述の潜伏期間は水素の拡散速度の逆

比と良く一致する。

4．厚板溶接部の溶接割れ検査時期
　　　についての考察

4．1厚板溶接部の水素分布51

図4に150mm厚の2．25Cr－Mo鋼の溶接部の水素分布
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　150　①
　140④、、
　13062ぴC×2諮②
　i20　加熱，ノ　＼
　110　　　　　〉∠　　　直後熱なし

　100　　　　！　　　（6日放置後）

霞90　　／300℃×30mm直子麦熱
δ80　　　　　　（6欝放置後〉

1び70
馨60
　50③7
　40　ノ　最終測定lj数：40目
　30　ノ　予熱層問：200℃
　　　び　20　・　麟　　　数：45
　10
　0　　　0，40，81．2i．62．02．42，83，2

　溶接金属中の水素量（CC／100g）

①：表面附近の溶接金属中には，

　則1．1の写真より水素はほと

　んど存在しないことがわか
　る（表面から水素がどんど
　ん空氣申に逃げるため〉

②：表面からio～25mm下の溶
　接金属には水素量が非常に
　多く含有される（あとから
　溶接した溶接金属ほど水素
　濃度は濃くなる）

③：底部の溶接金属には水素量
　が少ししか含有されていない

④：焼鈍すると水素はなくなる

　　（焼鈍すると圧延鋼叛と同

　様に安定する）

図4　厚肉溶接部の水素分布および焼鈍による減少

　◎溶接舗れの発生状況

　　　〔溶接直後〕

敵圏職
　　　割れなし　　溶
A－A
断
面　　厚

接
ビ
…

ド

〔溶接後211経過〕

圏　　割れ内在

…

〔溶接後4日経過〕

塵
嚢　　・溶接後6日経過して新たな割れがない場合は永久に割れない

◎溶接部の待徴

（1）溶接翻れが表面に現れる潜伏期問は4口にもなることがある（溶接

　　の自主検査という思想は危険である〉
（2）割れの原因は水素の富化現象である
（3〉水素は溶接金属中に長期問（60目以上）残留する

図5　厚肉低合金鋼の溶接部の水素の挙動と

　溶接割れの特徴との関係

状況を示した。これによると同一条件で溶接しても水素

は板厚方向に均一に分布せず、後で溶接した溶接金属に

集積する。そして表面付近は水素がほとんど存在しない。

それは表面に到達すると水素ガスになって空中に放出す

るからである。焼鈍によって溶接金属中の水素が激減し

鋼板と同じ程度になり、図1のB試験片と同じく強度的

に安定した状態になる。図5は厚板溶接金属の表面及び

溶接金属中心線断面の割れ発生状況を示したものである。

これによると溶接直後には割れは無く、2日経過後には最

も水素量が富化した表面直下に溶接割れが発生しており、

それが伸長して4日後に表面に到達している。すなわち

表面に溶接割れが現れるには4日の潜伏期間があった。

　構造用鋼板の溶接、特に多層溶接では主として染色浸

透探傷試験など表面検査が実施されているが、そのとき

これと類似の現象が生じることに注意すべきである。よ

く表面ビードを削ったら溶接割れが現れた．漏れ止め溶

接金属の表面をグラインダーでスムースアップしたら漏

水した。という工作現場で遭遇した経験はこのような現

象から理解できる。

　そこでX線検査の撮影時期も内部に割れが発生する潜

伏期間に注意を払う必要があろう。

4．2　焼鈍とX線検査時期の関係

　8
つ

3
督6
綴
首4

鋒
鯉2

O

　　溶接終了1β後投入

4容接糸一郵

　　溶接終了6B後投入

　予熱層間温度：200℃

　溶接屡数：25

60目糸釜過後も

なお放幽し

続ける

　D
内部に水素が

なお残留して
いる

　厚板溶接金属には図66〉に示すように、60日を経ても

なお水素が残存しているので溶接割れが発生する可能性

がある。したがってX線検査が終わればできるだけ早期

に焼鈍を実施すべきである。また焼鈍すれば図4に示し

たように水素はほとんど無くなりそれ以後割れを発生す

ることは無いから、X線検査の結果は変わることは無い。

このように考えれば焼鈍した後にX線検査など内部保障

検査を実施したほうがより安全である。

0　　4　　8　12　162024　2832　364044　48　52　56　60

　　　グリセリン中測定目数（欝）

　図6　厚肉溶接金属柱の水素の放出状況の経時変化

5．おわりに

　溶接構造物の安全性を確保するには、次のことを考慮

して、溶接割れの潜伏期間が過ぎてから検査を実施しな

ければならない。

1）薄板の場合には潜伏期間は水素の拡散速度にほぼ逆

　比例する。

2）　多層溶接の場合にはX線検査など内部の溶接割れの

　検査は焼鈍後に行うほうが良いのではないか。

　最後に、多層溶接の内部及び表面の割れなどの検査を

実施する時期については鋼種ごとに今後十分に討議され

ることを期待する。

　　　　　　　　参　考　文　献

1〉西尾ら；405ステンレスクラッド鋼の溶接割れの研究（第1

　報）、溶接学会誌、VoL39（1970），No．7，p．625－629

2）西尾ら：405ステンレスクラッド鋼の溶接割れの研究（第2

　報）、溶接学会誌、VoL39（1970），No．8，p．755－759

3）溶接構造物の検査、日本溶接協会発行、1994

4）大西ら：鋼中の水素の挙動に関する基礎的研究（第3報）、溶

　接学会誌　VoL36（1967），No．2，p．1315－1350

5）西尾ら：厚板溶接部の溶接割れ防止法の研究（第1報〉、溶接

　学会誌　Vol．44（1975），No。4，p．345－350

6）西羅ら＝厚板溶接部の溶接割れ防止法の研究（第2報〉、溶接

　学会誌　Vo1．44（1975），No．6，p。662・666
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4．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来

（3）東南アジアのセンターを目指すマレーシア

日本原子力研究所大岡　紀一

1．はじめに

　マレーシアでの急速な産業の開発は、非破壊検査技術

の進歩に重要な影響を与え、産業界における重要な要因

の一つであった。

　1995年と1996年にかけて、NDTが関係したもっとも

大きいものは、石油ガス利用計画フェーズ3（PGU3〉で

の300kmに及ぶガス・パイプラインの施設であった。し

かもこの事業はすべて現地の技術者によって行われたこ

とである。

　その他の計画で、KLツインタワーとKLタワーそして

多くの処理プラントの建設があり、それにNDTが係わっ

たことである．このようなM）Tに対する二一ズの高まり

からもNDTサーピス会社の必要性と、その役割の重要性

とが国内でも広く認識されてきていると言える。

　マレーシア原子力技術研究機関（Malaysian　Instit戚e

ズor　Nuclear　Technology：MINT〉と国内の職業訓練委

員会（N盗tlonal　Vocational　Tr＆inlng　Council：NVTC）

の2つの機関は重要なサポートを行っている。マレーシ

アのNDTの活動は東南アジア地域におけるNDTの分野

で中心的な役割を担うセンターを目指して、進められて

きている。

2．資格認定事業

2。1NDT事業の基準

　1994年までに、5つのNDT方法（RT、UT、MT、Pr、

ET）のための基準（Trade　Standard〉が設定、承認され、

実施された。

　なお、このためのドラフトは、MINTによって作成さ

れ、改訂と承認のためNVTCに提出され、国内基準委員

会（N磁on組Standard　Committee）の議を経て、NVTC

によって承認されたものである。

2、2NDTトレーニング

1995年～1996年までに、約380名の参加者を含む29

のNDTトレーニングが実施されている。

　これらのコースの中で行われたNDT手法は、RT、UT、

MT、PTやRTの解釈や評価が主であり、その管理者の

ための基礎的NDTもコースに含まれている．

　すべての科目は、IAEAへの専門家派遣を要請すること

なく現地の専門家によって独自で実施している。

　この期間にわたって実施された訓練科目を、表肇に示

す。

表I　l　NDT　Tra麟勧g　C◎nduc士ed婚rougho磁Jdy1995to　Novembed996

Ti磁ε Dat＆ N。ゆfP餓三d脚tl

RT1 19／6－5／7／95 28

RT1 449／9／95 30

RT2 7－25／8／95 10

Basic　M）T 22－27〆5／95 7
Bas三c　M）T 2－7〆10／95 蓋0

MP1 24－29／7／95 17

LP1 1－8／8／9S 蓋7

Fi㎞1蜘糟戯a嫉o薮 16－21／10／95 18

MP2 1348／U〆96 8
LP2 20－28〆11／95 8
UT三 547／6／95 12

UT1 3－15／7／95 8
RT1 17／7－2／8／95 蓋2

UT－NDE 12－22／12／95 20

F蓋㎞1凱e糟retat孟o巖 16－21／10／95 12

UT2 16－3L／10／95 7
RT蓋 2－17／1／96 13

RT1 143／4／96 蓋8

RTi 10－22／7／96 20

RT蓋 749／10 22

Fi玉m　I蝕te聯eねtion 23－28／5／96 8
LP11 22－27／4／96 6
MPI1 29／4－4／5／96 6
F三㎞In惚翠eta糠on 23．28／5〆96 69

Fl㎞Inte駆eta嫉o豊 28／10－2／11／96 i4

LP12 442／11／96 9
MPI2 13－20／且／96 9
UT1 三〇

UT1 10
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表21NDTNa囁or慣lcxam語atior、s

　　Fr◎mJuly肇995Novemb欝

Montめ／Yaer S醐ect
　No、of
andidate No　of　Pass

J疑叢y95 RT1 43 15

July95 UT1 9 1
August　g5 RT2 8 4

September95 RT1 55 17

September95 LPI1 20 16

September95 MPI1 18 王0

January96 RT1 21 9
Ap瑠96 RT1 38 20

Ap磁96 UT1 6 0
May96 LP1 7 6
May96 MP1 5 4
May96 Fi夏m　Interp郵etation 6 3
June96 RT1 40 12

Ju豆y96 UT1 12 6
October96 RT1 47 15

October96 UT1 2 0
Oc亡ober96 UT2 2 】．

November Fi㎞Inセerpretation 8 1

2．3NDT試験

　NDT試験は、NVTCによって管理されている。

　1995年以前の試験は6月か7月と11月か12月の1年

に二度だけ、実施されていた。

　NDT試験がこのように限定されることによって、この

期間以外で、NDT技術者の受験の要望に応えることがで

きなかった。

　マレーシアのNDT分野で先導的立場にあるMINTは、

NVTCにNDT試験が頻繁に開催されることを要請し、現

在NDT試験は、NVTCによって承認された試験センター

において毎月行われるに至っている。

　1995年～1996年までの18の試験が実施され、約370

名の受験者が参加し、その結果は表2に示すように全手

法に対する試験の合格率の平均は30～40％である。

3。マレーシア非破壊検査協会

　1989年12月の協会設立以来、MINTは、主な業務の一

つとしてNDT技術の発展を促してきた。例えば、1996年

には（1〉WCNDTの組織委員会の代表との会議、（2〉超

音波とサーモグラフィに関する技術の発表、（3）自動車

会社の訪問、（4〉放射線透過試験の改訂トレーニング

コースなどの活動がなされている。

4．非金属材料に関するNDT

　マレーシアでは、非金属材料への応用は少なく、その

ほとんどが金属材料の検査に限定されている、しかしな

がら、例えばピルディングとか橋のようなコンクリート

建造物の検査に超音波が利用されている。

　多くの高層ビルや橋の建造に伴い、そして1995年に、

ビルディングと橋の合計6つの倒壊が、マレーシア周辺

で起きたことによりマレー一シアにおけるNDTは急成長し

たことも事実である。この点で、NDTはマレーシアの製

品などの品質向上のためあるいはコンクリート構造物な

どの安全性確認の手法の一つとして期待されてきている。

5．安全管理

　マレーシアにおける放射線の取扱と放射性同位元素は、

1985年から原子力エネルギーライセンス評議会（Atomic

Energy　Licensing　Board：AELB）の条例によって規制

されている。この条例は、放射線透過試験で使われる放

射性同位元素の取扱を含んでいる。これによりNDTサー

ビス会社の安全設備やその他の施設の改善が図られ安全

確保がなされている。

　なおユーザー（工業用ラジオグラフィのために放射線

装置および放射性同位元素を扱う人または組織〉は

AELBによって以下のように規制されている。

　（1）すべてのユーザー（業者および供給者を含む）は、

　　認可されなければならない。

　（2）すべてのγ線発生装置は、毎年、承認されている

　　メンテナンス・センター（MINTが、マレーシア唯

　　一のメンテナンス会社として認証）によって整備さ

　　れなければならない。

　（3）線源は、資格を有する供給者から購入しなければ

　　ならない。また、資格を有する供給者は線源の放射

　　線量の状況に対しても責任を持たなくてはならない。

　　古い線源は、廃棄のために資格を有する供給者へ返

　　される。MINTもしくはマレーシアによって売元の

　　国へ送り返されることもあるであろう。

　（4）放射線検査サーピスを行うすべての会社は、放射

　　線防護管理者を雇用（Radlation　protection　of恥er：

　　RPO）しなければならない。非常事態の場合、RPO

　　は技術者および一般住民に対し不必要な照射を避け

　　るための行動を取ることに責任を持たなければなら

　　ない。問題を解決できない場合、AELBかMINTか

　　ら援助を得ることができる。

11
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6．マレーシアの品質システム

　1990年以来、品質システムに関する政府の姿勢の一つ

として、関係機関は2000年を目標にISO9000の認定を

目指すことである。MINTもNVTCも、この点で例外で

はない。

NDTに関しては、すべての政府関連研究所がISOガイ

ド25の認定を取得するよう奨励されている。

7．将来への対応

　（1）NDTレベル3試験

　マレーシアにおける多くのNDTの手法について資格認

定を積極的に行うため特別に、NDTレベル3技術者のた

めの試験を行うための案をMINTはNVTCに提出し、

1997年4月に承認されている。

　一方では、マレーシアにおけるレベル3の試験をサ

ポートするための専門家派遣の案が、IAEA／RCA計画に

提出されている。

　（2）メンテナンス能力のアップグレード

　NDT業界に直面した大きい問題の一つは、マレーシア

における設備機器のメンテナンス不足と修理能力不足で

ある。そのため将来は装置の修理が何ヶ月もかかってし

まうことになるのでNDT関連機関は先端的NDE手法を

採用することにより精巧な装置を購入することは出来る

限りさける必要があり、メンテナンスの早期対応を検討

しているところである。

8．おわりに

　今日、NDTは産業の成功の一役を担っている。

　また、NDT分野での人的資源の確保の重要性はNDT

訓練の需要が増加していることからも明白であるように、

国内で広く認められてきている。

　この状況に対しNDT業界は、NDT技術だけでなく、一

層高度なNDT技術分野においても高品質サーピスを提供

しなければらならいことで進んでいるように思われる。

“男の台所”奪繊詑④
　南部（盛岡）では“ひっつみ汁”で親しまれていますが、鶏肉を入れても良く、具は好みのものを加えて楽しめる料理

です。戦後は、代表的な家庭料理でしたが、おそらく塩と醤油だけで味付けをしたものと考えられますので現代のように

美昧ではなかったように思います。

◎rすいとん汁」

材料：小麦粉、大根、牛蔓、人参、里芋などの根菜類、鏑褻、白ねぎ、醤油、日本酒、塩

作り方：

①小i菱粉は、海水ぐらいの塩水でうどんを作る要領で練り上げ、直径3～4センチ、2～8ミリ

　厚さに伸ばしてすいとんを作る。このすいとんは、熱湯で莇でて水にさらして引き上げる。
②根菜類は、食べやすい大きさの半朋にする以牛勇は、ささが勃斜醐にして水にさら才

　す。莇蕩は熱湯に通してから適当な大きさに切る。自ねぎは、薄い斜め切にする。

③鍋に（出釆れば南部鉄の鍋が相応しい）出し汁を張り、日本酒（好みで量を調節する）と醤

　油、塩で昧を調えて煮立たせ、根菜類を入れて煮込む。根菜類が煮えたら昧見をしてすいと

　んを加えて火を止める前にねきを落として出釆上がり。
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5。ローカル・インフォメーション

千葉県非破壊検査研究会

　　　　　事務局長立川 克美（千葉県機械金属試験場）

1．研究会の創立と運営

　千葉県にもNDT関係者による研究会を創ろうとの話が

でたのは昭和50年代の中頃で，当時からNDIで活躍して

おられた岸上守孝氏（当時石川島播磨重工技術研究所・

現発電技研鶴見試験センター），白井越朗氏（当時千葉県

機械金属試験場・現構造物第三者検査機関協会），藤盛紀

明氏（清水建設技術研究所）の大物3人衆が設立発起人

となり，昭和56年5月に千葉県習志野市にある日本大学

生産工学部のホールをお借りして，創立総会を開催いた

しました。

　初代会長は故石橋泰雄氏（日本大学生産工学部教授），

2代目が丹羽登氏（東京大学名誉教授），平成10年7月か

ら3代目会長として，日本大学生産工学部電気工学科教

授星川洋先生に受継がれております。

　研究会設立の趣旨は，非破壊検査関係者が各々の年齢

や立場を越えて自由に発言できるサロン風の集まりにす

ることと，併せて非破壊検査技術のレベル向上を図るこ

とを目的としておりました。このような趣旨の元，当初

は40人程度でスタートしましたが，現在は個人会員が72

名，事業所単位の法人会員が27社の併せて99名に拡がっ

ております。

　メンバーには大学関係者，国公立の研究所，公設試験

場，鉄鋼メーカー，京葉工業地帯の石油プラント関係者，

大手ゼネコン，鉄骨ファブリケータ，検査会社，ジャー

ナリスト，M　丁機器メーカー，消防関係者など非破壊試

験に携わる広範囲の方々に参加いただいております。入

会資格は，以前は千葉県内に在住又は勤務しNDTに関係

する者となっておりましたが，東京及び近県の方々から

も入会希望者の声が多く，そのために会則を変更して，

この会の趣旨に賛同いただける方にも入会OKとしまし

た。現在は約1／3の会員が県外で，遠くは大阪の方にも参

加いただいております。

　研究会事務局は設立以来，千葉県機械金属試験場の溶

接課においており，設立当初は白井氏並びに吉野最治氏

（現東葛テクノプラザ）が事務を担当し，研究会の運営方

針を築き上げられ，この流れは今に引き継がれておりま

す。

2。研究会行事

　研究会の主要行事は，1月の研究発表会と6月の総会で

す。研究発表会は会員による非破壊試験に関する日頃の

研究成果，ユニークな検査事例，新製品の発表など毎回

多くの申し込みをいただいており，発表者には千葉県産

の大吟醸酒を贈呈しております。

　総会には特別講演や見学会等を併せて実施し，ときに

は県外まで足を伸ばすこともあります。この2大行事に

は必ず懇親会も催され，本会の趣旨である「年齢や立場

を越えて自由にものが書える会」の雰囲気を大切にし，

出席者一人一人がマイクを持ち，自分の意見を言うコー

ナーを設けていることです。時には誰かの意見が発展的

に全体の議論の場になったり，あるいはNDIへの強い要

望が出たりすることもあり，懇親会は大いに盛り上がり

ます。

3．教育活動

　教育活動に関する行事は，春秋のNDIS　O601関係の

UT，MT，PTを行っています。このうち，MTとPTは

会員である栄進化学㈱との共催としております。UT部門

については人材の層が厚く，講師の選定，機器の調達な

ど会員の皆様の協力を得て，NDI主催の講習会よりも時

間をかけた密度の濃い講習を実施しておりましたが，経

済情勢による受講者の減少に伴い，最近では受験対策講

習会のみになっております。

　NDI支部並びに地方の研究会でもISO9712に対応す

る講習会が懸案となっております。当研究会でも議論を

重ねましたが，現在のように公設の試験場内に事務局を

置く現状では講習会を独立採算で多くの日数をかけて実

施するのは困難であり，近県の研究会との共同開催など

を模索している段階です。

4．研究会入会案内

　当研究会では入会を常時受付けております。入会ご希

望の方は下記宛にご連絡下さい。

　事務局　〒263－0016　千葉市稲毛区天台6434

　　　　　　　　　　千葉県機械金属試験場内

　　　　　　　　　　千葉県非破壊検査研究会

　　　　　　TEL　O43－252－2101　　FAX　O43－254－6555
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6．協議会だより

CIW検査事業者協議会

〔事業計画について〕

　今年度の事業計画に従い、次のとおり活動を展開し

ております。

1．建築鉄骨に関するr適正検査／標準料金』の検討に

　　ついて

　検討本委員会及び全国を四つに分けた地区小グループ

検討会を通じ、委員による精力的な討議と検討を重ね、

受注物件に関しての検査会社名表示や、統一見積書式等

に関し検討委員会としての検討結果成案（素案）をまと

めております。

　基本的な検討の視点と目的は、いわずもながら、技術

的にも倫理的にも、検査を通じて社会的資本の健全性、

安全性担保のために、プロ集団の使命として努力・寄与

していること、従って、それに必要なコストの明細を自

らまとめ、関連先にきちんと提示し、適正に認めてもら

うべく請求して行くことにあります。

　このための基本は、JWESのCIW認定会社であるとい

う誇りにあることは、また、言うまでもありません。

【当件に関する当面のスケジュール】

　○平成11年1月：検討課題に関する素案意見集約（検

　　　　　　　　討委員会委員〉

　○平成11年1月：検討課題に関する素案作成（小検討

　　　　　　　　グループ長会議）

　○平成11年2月：検討本委員会及び協議会幹事会での

　　　　　　　　検討（承認作業）

　○平成11年3月：協議会全国営業会議（実施に関する

　　　　　　　　説明会〉

2．倫理事項に関する検討

　上記1項の適正検査に関する倫理事項に関しては、各

地区小グループ長会議の場で真摯な討議が行われ、その

結果について協議会幹事会に検討が委託されました。

　協議会としては、この委託事項を含め、過去の検討事

項を踏まえ、次の事項を検討中であります。

　○認定元であるJWESの倫理に関しての基本的考え方

　　と、今後の在り方についての姿勢の明確化、確認

○協議会としての倫理事項の再検討と姿勢の再構築

○建築基準法改正等に伴う検査要求事項への積極的対

　応と、業界としての技術的、倫理的呼応。

　（当件に関しては、幹事会及び倫理担当幹事会で検討中。）

3　検振協（JPNDT）殿との懇談会

CIW協議会活動と共通な課題を懇談中。

〔計画事項ついて〕

　追って、会員の皆様にはご案内いたしますが、次の見

学会を計画中です。

　（1）日時；平成11年2月15日（月）

　　　　　　13：30～16：30

　　見学先；理学電機㈱殿（東京都拝島〉

　　　目　的lRT機器の製造概要及びX線の非破壊検査

　　　　　　への有効活用について／他

　（2〉日　時；平成11年3月5日（金）

　　　　　　13　：30～17：00

　　見学先；三菱電機／鎌倉製作所殿

　　　　　　｛湘菱電子㈱殿経由｝

　　　目　的；UT機器の最新情報と、宇宙航空分野への

　　　　　　電子技術の最新適用状況について

〔情報〕

○建築鉄骨に関して、製造責任（PL〉的考えの導入が検

　討されている状況が報道されています。

　　（日経：H．10．12．6付及び朝日：H．12．20付）

　　　これは、欠陥住宅問題に対処するために建設省で

　　「住宅品質確保促進法案」に盛り込むことが検討され

　　ているもので、要点骨子は、次のとおり。（朝日）

　　（1）基準を超える欠陥（床の傾き、ひび割れ等）が

　　見つかった場合、構造部分に欠陥があると推定し、

　　　業者側に修理させる。

　　（2）欠陥が見つかった場合、業者に自分たちに落ち

　　　度がなかったことを立証する責任負わせる。

　　（3）保証期間を10年とする、などが柱となっている。
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7．お知らせ

　平成11年度のCIW試験及び研修会の日程をお知らせ

致します。前期分の詳細及び申込締切日は、3月半ばに送

付する各案内をご参照下さい。なお、後期に関しまして

は、7月20日発行予定のRUMPES（Vo1．13No。3）に掲

載致しますので、ご確認願います。

　また、前回発行のRUMPES（Vo1．13No．2）の別冊

ドCIW認定事業者一覧」において誤りがありましたら、お

手数ですが事務局（Tel．03－32574525）まで、ご連絡頂

けますと幸いです。

　平成11年度前期rISO14731／WES8103による溶接技

術者のための研修会3の案内・申込書をご希望の方は、連

絡先（氏名・住所・電話番号等）及びr溶接技術者のた

めの研修会パンフレット希望」とお書きの上、Fax（03．

3255－5196〉にてご連絡願います。査収後、研修会の案

内・申込書を連絡先宛てに送付致します。なお、後期に

関しましては、7月20日発行予定のRUMPES（Vol．13

No．3）に掲載致しますので、ご確認願います。

　r原子力構造機器の材料、設計、施工、検査に関する講習

会」に関しましては、定員数が制限されておりますので、

必ず事務局（Te1．03－3257．1524）までお問合せ願います。

（1）　溶接部の検査に関する研修会

前期東京地区：平成11年4月24日（土）～25日（日）

　　広島地区：平成11年5月8日（土）～9日（日）

　　大阪地区：平成11年4月24日（土〉～25日（日）

前期東京地区：平成11年10月16日（土〉～17日（日）

　　　北九州地区：平成11年10月30日（土）～31日（日）

　　大阪地区：平成11年10月16日（土〉～17日（日）

（2）　CIW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11年5月23日（日）

　　　　　　（東京地区／北九州地区／広島地区／

　　　　　　　大阪地区〉

　　2次試験　東京地区：平成U年7月10日（土）

　　　　　　北九州地区：平成11年7月10日（土〉

　　　　　　広島地区：平成11年7月10日（土）

　　　　　　大阪地区：平成11年7月U日（日）

後期　1次試験　平成11年11月14日（日）

　　　　　　（東京地区／北九州地区／広島地区／

　　　　　　　大阪地区）

　　　2次試験　東京地区：平成12年1月22日（土）

　　　　　　北九州地区：平成12年1月22日（土）

　　　　　　広島地区：平成12年1月22日（土〉

　　　　　　大阪地区：平成12年1月23日（日）

（3）　平成11年度前期ISO14731／WES8103による溶接

　技術者のための研修会

（i）1級及び特別級基礎編対象研修会

札幌地区：4月7日（水）～4月10日（土）

盛岡地区：4月5日（月〉～4月8日（木〉

東京地区：3月28日（日）～3月31日（水）

東京地区：4月12日（月）～4月15日（木）

名古屋地区：4月3日（土）～4月6日（火〉

大阪地区：3月28日（日）～3月31日（水）

大阪地区：4月25日（日）～4月28日（水）

福岡地区：3月25日（木）～3月28日（日）

沖縄地区：4月20日（火）～4月23日（金）

（ii）2級対象研修会

札幌地区：4月8日（木）～4月10日（土）

盛岡地区：4月5日（月）～4月7日（水）

宇都宮地区：4月26日（月）～4月28日（水）

東京地区：3月29日（土）～3月31日（水）

東京地区：4月13日（火）～4月15日（木）

名古屋地区：4月4日（日）～4月6日（火）

大阪地区：3月29日（土）～3月31日（水）

大阪地区：4月26日（月）～4月28日（水）

福岡地区：3月26日（金）～3月28日（日）

沖縄地区：4月21日（水）～4月23日（金）

（iii）特別級応用編研修会

東京地区：4月19日（月）～4月22日（木）

大阪地区：4月13日（火）～4月16日（金）

福岡地区：4月7日（水）～4月10日（土〉

（4）　原子力構造機器の材料、設計、施工、検査に関する

　講習会

基礎コース　化学会館（東京）：2月15日（月）

応用コース　化学会館（東京〉：2月16日（火）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員丁、T
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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。
　昨年は、経済的に大変厳しい年でした。しかし、讃！製造
業論者として今年を考えてみますと、いわゆる付加価値の高
いものをつくる製造業、あるいは情報技術に裏打ちされた情
報技術をツールとした製造業というものは、今後とも健在で
あると考えます。製造業が健在であるなら、日本の経済も安
泰ではないでしょうか。いずれにせよ、好不況は一つの流れ
ですので、谷があれば必ず山が来るわけです。不況だ不況だ
とばかり書っているのではなく、前向きに努力してゆくこと
が大事なのではないか思います。
　今年は、日本溶接協会にとり、創立50周年という節目にあ
たります。アドバイザリーグルーブや21世紀体制検討委員会
において、組織の改革に向けて取り組んできましたが、今年
はその結論を実行に移す年だと考えております。本年秋に50
周年記念行事を行いますが、その際は何らかのご報告が出来
るよう推進していく所存です。
　先ずは、最新の溶接技術の開発や応馬に関するプロモー
ション・PR活動の充実。情報化時代と呼ばれている現在、業
界あっての協会という趣旨に則り、協会を含めた業界のPR
を行なっていきます。基盤技術である溶接の重要性を、様々
な方々に今まで以上に認識していただきたく考えておりま
す。ある意味では、50周年記念事業もその一環だと言えるわ
けです。PRの件に関しては、工業会的性格の濃い部会や様々
なテーマを掲げて活動を行なっている研究委員会の活動の活
性化が鍵になると考えております。
　昨今、インターネットのホームページやマスメディアに非
破壊検査業務の広告が見られるようになり、非破壊検査業務
の重要性が世の中に浸透してきているように思われます。当
協会としましても、CIW通信「RUMPES」等を通じて、各業
界に対しC∫W認定制度のPRを拡充いたします。
　第二に、JAB（日本適合性認定協会）の要員認証機関とし
ての認定を受ける準備が整いました。これまで協会が溶接技
術検定や溶接技術者認定として独自にやってきたものが、今
後はよりオーソライズされた形で事業を行えるとことにな
り、その意義はきわめて大きなものがあると考えておりま
す。これに伴い、従来、認証組織に含まれていた教育機能を
分離して、講習会・研修会等による教育も拡充していきます。
　非破壊検査業界でも、各認証機関からISO900αsの認証を
取得している事業者が増えております。自社内の品質保証体
制を確立することは、その社のシステムを透明化し、公明か
つ適切な検査業務を行っていることを明示することになりま
す。他社の物件を検査する非破壊検査事業者にとり、品質保
証体制を充実することは信頼性の確保に繋がり、大変重要な
ことであると考えております。
　C卿認定制度の登録事業者が150社を超えた現在、今後は
一層C∬V認定制度の信頼性を高めるために、�@審査内容の拡
充、�A登録事業者の品質保証体制確立のための指導、�BCIW
検査事業者協議会との密なる連絡等を更に推進していく所存
です。登録事業者におかれましても、技術力の向上・品質保
証体制の充実等に力を注いでいただくことを期待いたしま
す。
　第三に、1跳emationa11薮stituteofWe憾�r（略称；HW／国
際溶接学会）を中心に据え、溶接の国際活動に寄与していき
ます。HWは溶接に関するISO規格のドラフト（草案）作り
を任されているため、積極的に我が国の主張を述べていきた
いと考えております。ISO900αsや1400αsのグローバル化が
進んでいる現在、国際標準作りに日本が積極的に参画してい
くことが重要であると考えております。
　その一環として、HWで検討されている国際溶接要員の資
格作りにも積極的に関与しております。国際溶接要員の資格
として、Intematめnal　Weldlng　Eng三薮eer、Internatio識al
WeldingTechnologlstの他、htemationa蓋Welding　I船pectors
等が検討されております。皆様のお役に立てるよう、今後も
更に努力を重ね、国際化に取り組んでいきます。
　皆様もご存知の通り、CIW認定制度は、当協会が、溶接部
の非破壊検査に関わる要員認証（主任検査技術者、各部門の
主任試験技術者の認証）・業務確認（設備及び機器の確認、品
質保証体制の有無の確認〉等を通して、溶接部の非破壊検査
を行っている事業者の技術を第三者の立場から認定している
制度です。事業者組織の質的向上・充実は、技術面での向上
の努力無しでは無意味であり、技術力があることが最低条件
であるという考えが基本となっております。また、CIW認定
制度を補完する形で、CIW検査事業者協議会が、�@各種マ
ニュアル等の作成、�A技術講習会の開催、�B倫理要綱の制定
等、同業者団体として各種活動を行っております。各宮公
庁・各種メーカーの皆様におかれましても、CIW認定制度の
良い点をご理解いただき、活用していただければ幸甚で
す。
　長い冬を越せば、暖かい春が訪れます。非破壊検査業務の
重要性が認識され始めている現在、一歩一歩着実に前進して
まいる所存でございますので、ご協力の程宜しくお願い申し
上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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年頭挨拶
〜検査技術者の皆さんへ〜
　　　CIW検査事業者協議会
代表幹事　　稲垣　信夫
骸離欝
　あけましておめでとうございます。
　今年は、建築業界だけではなく、産業界全般に広く第三者
検査システムが導入され、このシステムが品質確保のための
必要条件として製造、施工工程の中に組込まれるケースが増
えることでしょう。同時に個々の検査者にとっては、検査の
責任と信頼性が求められる年になります。
　神戸の大震災後、損傷を受けた構造物の中で接合不良の溶
接部分がみられ、構造物の晶質の確保がその期待された性能
を保持するためとともに、人命の保護のためにも必要である
ことが改めて認識され、確実な施工管理と適切な検査の必要
性が再確認されました。
　先進諸国、特に地震の多い米国西海岸地域では、早くから
建築構造物に関し、施工工程の中で定められた第三者の検査
を受けないと建物の完成が認められないシステムが制度化さ
れ定着していることは、神戸震災後の調査団のレポート等に
も述べられております。
　我が国の建築請負制度は、発注者と請負者との間の信頼関
係が強く、責任施工と称するすべて受注者の責任において十
分な品質を約束するシステムが未だに一部で残っておりま
す。ムラの中で施主と大工の棟梁との間の信頼関係が十分
で、すべて棟梁の目の届く範囲で工事が施工されている間
は、ムラ社会の信頼も保たれ、品質も大丈夫でしょうが、現
在のような何段階かの下請施工の場合、責任施工は元請の精
神的な責任の負担でしかあり得ません。もちろん、社会組織
の変化に対応し、施工者は自主施工管理の強化と自主検査の
実施により、品質の確保に努めてきました。しかし、今後外
国の企業による施工も増加することを考えるとシステムとし
て、品質の透明性を確保するためには工事の各段階での施工
者としての自主検査に加えて第三者による検査が求められる
でしょう。このための工程も費用も総建築額の中に含まれる
ことを発注者も受注者も共に認識する必要があります。
　このような第三者検査の考え方は今回の建築基準法の改正
の中でも読みとれますし、その他産業界全般に、規制緩和と
晶質確保の観点から、従来の国による検査を見直し、メー
カーの自己確認と第三者による検査の実施により品質評価の
透明性と国際性を保とうとしております。
　このような建設、製造業界の中での検査の必要性は、まず
発注者が求める品質を確保する必要条件として検査業務を認
識し、発注の際に検査の工程と費用を心積りすること、受注
者も自己確認としての自主検査を実施するとともに第三者に
よる検査を受けることによって品質の保証をするシステムを
定着させなければならないと思います。我が国でも保険業界
ではその国際性からも以前から第三者検査によって晶質の保
証をするシステムが定着しております。
　このような第三者検査は、当然のことながら十分な権威と
信頼性がなければなりません。検査対象により、必要な検査
組織の構成は異なると思いますが、検査事業者としての所要
条件と検査員欄人の資格条件は必須であります。特に個々の
検査員には検査の重要性に関する認識と、権威ある検査を実
施できる十分な技術と技能に加え、検査の信頼性を保つ倫理
観が期待されております。
　検査業を営む経営者にはより以上の認識と倫理観が求めら
れるのは当然です。
　外国においては社会システムの中での検査の認識も十分
で、検査者の社会における地位もその重要性に見合った評価
を受けているようです。日本の社会では検査を行うことが、
信頼関係を損なうかの如き受取り方をされることもありまし
たが、先に述べた品質の透明性のある評価と国際性のために
社会の中での検査の認識を、より高めねぱならないと思いま
す。「鉄鋼技術」の10月号から藤盛紀明さんが「検査に強く
なる話」を1年以上の計画で執筆されておられ、私も大変興
味深く読ませていただいておりますが、このような検査につ
いての記述が増えることは検査業界にとって大変喜ばしいこ
とで、多くの方に読んでいただきたいと思います。
　検査員個人資格に関し、ISO9712に基づく第1回の試験が
昨秋実施されました。検査晶質と個人資格の透明性と国際性
が求められている現在、ISO資格制度が国内でスムーズに立
ち上がり定着することを望むものですが、いずれ∬S化され、
現NDIS資格がISOに移行することになると思います。現在
のNDISの有資格者は5万4，240名で世界最大規模であり、質
的にも決して世界レベルに劣るものではありませんが、資格
の考え方の違いから多少の追加修正があるものと思われま
す。現在、加藤光昭先生が委員長となって検討が進められて
おりますが、検査業界の実状も十分勘酌して進めていただく
よう定期的情報交換を行っており、検査業界の負担を最小限
に留めるようなスムーズな移行を期待し、要望をして参りま
す。
　全産業界の晶質管理システムの中で、検査の重要性が社会
全般に認識され、第三者検査の必要性が十分理解されて実施
されるよう期待するとともに、検査業界としては社会の要請
に責任をもって応えられるよう検査品質の向上と信頼性の確
保を目指し今年も検査業界一体となって頑張りたいと思いま
す。
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年頭挨拶
建設省建設大臣官房官庁営繕部監督課
　　　　　課長補佐　磯部　　正
　新年明けましておめでとうございます。
　例年に比べて、穏やかなお正月を迎えることが出来まし
た。
　私たちが年末年始の休暇を取っているなかでも、欧州では
統一通貨ユーロが誕生するなど、経済面での大きな変革をも
たらすような動きがありました。
　さて、昨年は財政再建の号令のもと、緊縮財政で平成10年
度が始まりましたが、4月の総合経済対策、11月の緊急経済
対策と2度の補正予算が組まれるなど、建設業を取りまく環
境も大きな変動がありました。
　建設省においては、昨年50周年を迎えましたが、行政改革
の流れのなかで、省庁の再編で「国土交通省』になることが
決まり、今年は設置法案など関連法案の整備に関連して試練
の年となりそうです。
　官庁営繕事業については、新しいr国土交通省」の所掌に
なると予想されていますが、地方建設局を含め、官庁営繕部
の組織がどうなるのかこれからの動き次第です。
　この行政改革の流れのなかで、私共の業務も「一層のスリ
ム化」のため、行政機能の減量化（アウトソーシング）、効率
化を図ることが求められています。
　官庁営繕事業では、設計や工事監理業務を可能な限り民間
に委託することがこれに該当します。委託を積極的に進める
ためには、今までの業務を見直し、官民の役割分担を再検討
したうえで、新たな工事の監督・検査のルールを構築するこ
とが必要となってきます。
　このため、監督課では、平成9年度からr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
を行う請負業者との三者間での業務範囲の明確化、品質シス
テム（ISO9000’）・環境システム（ISO1400α）の適用を念頭
に置いた工事監理方法の検討を行っています。
　この対応と、業務量の増大に対する業務の効率化のための
工事の施工に関するキーワードの一つが製造者の「自主管
理」ではないかと思います。その「自主管理」を支えるもの
は、1SO900αsにも示されていますように、r購買、検査」の
概念と考えられます。
　これまでの日本では、品質確保を優先させるため、TMQが
重視されてきましたが、国際化（ボーダーレス化〉の進展に
より、完成した建物（製品）の品質が要求を満たしているこ
とを説明することが製造者に求められています。
　公共工事においても、公共物を提供するアカウンタビリ
ティー（説明責任）が求められており、この意味でも客観的
に説明を行うためにも、公正な検査が重要となっています。
　昨年、「公共工事の品質確保等のための行動指針」を策定
し、その中で、公共工事の発注者として、公正さを確保しつ
つ、良質なモノを低廉な価格でタイムリーに調達する責任が
あるとしています。また、発注者の立場として、今までの「造
る」立場と、「買う」立場があることを明示し、民間企業の技
術力を極力活かす立場からは、「買う」立場に近づくことを
打ち出しています。
　r買う」ためには、どういうものがほしいのか（要求性能〉、
どう確認するのかを明確にする必要があり、性能規定化の動
きとほぼ同様な要求と考えられます。
　ご承知のように、昨年、建築基準法の改正が行われ、その
一つの柱として、性能規定化があげられます。具体的な内容
は政令で定めることとなっており、詳しくは判りませんが、
性能を担保するための方法をどう確立するかが、重要なポイ
ントになっています。
　そのためには、まず要求される性能を定めたうえで、出来
上がった建物（各々の工程ごと〉について、どう確認・検査
していくかが今まで以上に重要になってくると思われます。
　また、中問検査、民間の検査機関の活用も行われることと
なっていますが、具体的な運用は今後の動きを見る必要があ
りそうです。
　政府の作成した「コスト縮減の行動計画」に、公共建築工
事標準仕様書（仮称）の作成があげられており、その他の施
策とともに11年度に結果を出すことが求められています。
　現在、建築工事の仕様書については、工事を発注する各省
庁で各々定めており、それを各省庁が統一して使用できる仕
様にすることが、工事施工の場での効率化、コスト縮減に有
効であるとの認識から行動計画に盛り込まれたものです。
　建設省では、関連する各省庁と協力しながら、公共建築工
事標準仕様書（仮称〉の検討を進めています。各々の仕様書
を比較すると、適用対象には独自部分もあるため、記述には
バラエティーがありますが、技術的な内容には大きな差はあ
まり見られず、契約に関する事項や監督・検査に対する考え
方に独自色が見られます。
　今後、具体的な記述について調整を進めていくとともに、
試行の準備を進めていくことにしています。
　今年も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1年になりそうです。
　兎年の今年は、まるで兎のように慎重な滑り出しでありま
したが、「脱兎のごとくま勢いがつき、平成1i年という、そ
の名の通り、いい年になりますよう祈念いたします。
　あわせて、皆様方のご健康とご発展をお祈りい申し上げま
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
にお願いいたしまして、簡単ながら新年のご挨拶とさせてい
ただきます。
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2．超高圧力容器用ASME　CODE　SecM”Div．3の発行
石川島播磨重工業�梶@荒川　敬弘
1．はじめに
　1997年の5月に10，000ps三から100，000psi（約700〜
7000気圧）の超高圧力容器を主な対象として、ASME
CODE（Boiler　and　Pressure　Vessel　Code）Sec．、皿
Div3“AILTERNATIVE　RULES　FOR　CONSTRUC−
TION　OF　HIGH　PRESSURE　VESSELS”が発行され
た。近年、超高圧容器がSI�oPや石油化学などの分野
で多く建設され、運転されており、より合理的な設計、製
作、検査を行うための新しい規格の必要性に対応するた
めに、1979年より高圧容器特別ワーキンググループで審
議を重ねた後に制定されたものである1）。
　従来圧力の上限を設けないで用いられてきたASME
CODESec．皿Div。2と比較して、設計、製作、試験・検
査及び過圧防止装置などに対して多くの改訂がなされて
いる。特に試験・検査においては画期的とも思える大き
な改訂がなされており、概要を紹介する。
2規格改訂の概要2》
　非破壊検査の章はASME　Sec．m　div，2の恩想とは全く
異なった思想で改定された3つの章の1つであり、大幅
な改定がなされている。従来のDiv。2よりはむしろ、S�t．
皿C1．1Componentsをベースにしている。
2、1溶接部の検査
　Div．2と最も異なる重要な思想は、放射線透過試験より
むしろ超音波探傷試験の方が溶接部の欠陥検出や評価に
好ましいということである。破壊力学で容器の寿命を評
価することが重要になってきているが、この目的で容器
中の欠陥の検出、種類判別、寸法測定が超音波探傷試験
の方がより信頼できることが証明でき、この決定がなさ
れたとしている。放射線透過試験は、超音波探傷試験の
適用ができない場合に要求されている。
　すなわち、カテゴリーA、B、C、Dの全ての溶接継手
が超音波探傷試験の適用範囲になっている。超音波探傷
試験及び放射線透過試験での溶接部の合否判定はDiv．2
と同等である。
2．2　素材の検査
　全ての鋼板や鍛造品は、板厚に関係なく、Div．2より
より厳しい試験方法・基準で超音波探傷試験が義務づけ
られている。すなわち、鋼板はDiv．2より厳しい合否基準
で100％の検査が要求されている。Div．2では板厚が4イ
ンチを越える場合のみ超音波探傷試験が要求されている。
2．3　表面欠陥の検査
Div3の容器は破壊力学で設計され、評価されるので特
に表面検査が重要である。表面きずが検出された場合、
寿命評価に必要な形状、深さなどの初期形状を明確にす
る必要がある。Div．3は溶接部表面を含み内外面全ての圧
力容器バウンダリーの検査を要求し、設計の破壊力学に
使用する最少の検出限界寸法を定めている。3／16インチ
以下の欠陥が確実に検出できることが証明されない限り、
この最少検出限界寸法を3／16インチとすべきである。
　十分な検査に必要な空間が確保できない場合を除いて
（接近性）、Div3は溶接金属部を含み圧力バウンダリーの
100％の内外面の表面検査を湿式磁粉探傷試験又は液体浸
透探傷試験で行うことを要求している。この検査は、溶
接後熱処理及び水圧試験後に行われる。
敬放射線透過試験と
　　超音波探傷試験の検出性
　2項で述べたように、Div．3での改訂で最も注目される
ものの一つは、超音波探傷試験の優位性を明確に示した
点にある。特に米国における検査規格では、明らかに試
験体の表裏面への接近が困難で放射線透過試験の適用が
困難な場合を除いて、放射線透過試験を優先させてきた。
今回の規格制定に当たっては、欠陥の検出、評価に渡っ
て超音波探傷試験が優れているとの思想に基づいている。
　非破壊検査能力に関する議論は、1980年代を中心とし
て大きな盛り上がりを見せた。米国のPVRC（Pressure
Vessel　Rese3rch　Councl1）は非破壊検査能力を評価す
るために1968年に12体の極厚鋼板溶接部の大型の試験
体を作製し、回送試験を開始している。また、これら試
験体の一部は欧州や日本にも送られ、欧州や日本での回
4
�

一側MP∬側〜π即999）
送試験がなされてきた。その後、これらの活動は、日本
を含む世界15力国の非破壊検査に関する大型の国際共同
研究（PISCH）に発展している。PISCIIの第1回の会合
は、DLR．W』Nicholsを議長として1981年1月にパリで開
催されている3）。
　また、MPCにおいてもCr−Mo極厚鋼板を用いた大型
の非破壊検査評価試験を実施している。容器中の欠陥の
検出、種類判別、寸法測定が放射線透過試験より超音波
探傷試験の方がより信頼できることが証明できたとして
いるのはこれら一連の大型回送試験の結果を含むものと
解釈される。数百ミリの極厚鋼板では、割れなどの面状
欠陥は放射線透過試験で検出されなかったとの報告もな
されている4）。
　一般的に、超音波探傷試験と放射線透過試験の検出性
については以下のように言われている。
　超音波探傷試験では、超音波ピームの進行方向に垂直
な面を持つ割れや融合不良のような面状の欠陥は検出し
易く、反面にブローホールのような微小な球状の欠陥は
検出しにくい。一方放射線透過試験ではブローホールや
スラグ巻込みのような塊状の欠陥の検出性に優れている。
　放射線透過試験は、欠陥の存在に起因して起こる放射
線の透過量の差異をX線フィルムに感光させて行う方法
で、2％の板厚差をほぼ充分に検知する能力を持ってい
る。板厚を10mmとすると、02mmのブロ〜ホールは充
分に検知できる計算になる。一方、超音波探傷試験はパ
ルス状の波を試験体に送信し、欠陥で反射する波を受信
し、これの振幅値を評価する方法で、このときの超音波
の波長は0．6mmから1．6mmのものを用いることが多い。
しかし、0．2鵬mのブローホールは波長の1／3以下の大き
さに相当し、また、形状が丸いためにブローホールから
の反射波は方々に散乱する結果となり、これを受信して
評価することは困難である。
　一方、割れや融合不良で面が密着しているような欠陥
では欠陥による板厚差が生じにくく、放射線透過試験で
は検出しにくくなる。一方、超音波がこのような面に当
たった場合には、非常にわずかな薄い空間がある限り、
超音波は面でほぼ完全に反射し、反射する波を受信する
のは容易となる。
　以上は一般的な表現であるが、ここで板厚の影響を考
えておくことは重要である。放射線透過試験は先に述べ
たように、きずの存在によって生じる板厚差をフィルム
濃度として識別する方法であり、き裂などが存在した場
合には、放射線の透過方向でのき裂の開口幅が濃度差と
して現される。すなわち、き裂を放射線透過試験で検出
するには、き裂の開口幅に相当した最小識別線径が要求
されると言える。
　一方、放射線透過試験で要求される最小識別線径は板
厚の比率（例えば1．5％や2．0％）で要求されることが多
く、板厚が厚くなるほど識別できる最小の針金線径は太
くなっていく。放射線透過試験でき裂を板厚の影響を受
けることなく検出するためには以下の前提が必要となる。
すなわち、き裂や融合不良の開口幅は板厚にほぼ比例し
て広くなる。しかし、切断試験などで観察される溶接割
れや融合不良を見る限り、開口幅は板厚によらずにほぼ
一定の確率分布で存在するか、むしろ厚板の方が大きな
溶接残留応力によって密着することも多い。
　このことは、放射線透過試験によるき裂の検出性は板
厚に依存することを明瞭に意味している。もし、板厚に
よらずに一定の最小識別線径の得られる放射線透過試験
方法が開発され、適用されない限り、厚板でのき裂検出
性は、薄板の場合に比べて相当劣ると言える。
　近年行われてきた極厚鋼板を用いた非破壊検査の調査
研究では、放射線透過試験の弱点がクローズアップされ
る結果となり、超音波探傷試験の優位性が指摘されたと
考えられる。しかし、Div．3では板厚には関係なく、超音
波探傷試験の優位性をうたっている点など、今後も議論
がなされていくものと考えられる。
4．おわりに
　10，000pslから100，000psi（約700〜7000気圧）の超高
圧力容器を主な対象として、1997年の5月に発行された
ASME　Code（Boiler　and　Pressure　Vessel　Code》
Sec．、皿Div3“ALTERNATIVE　RULES　FOR　CONST．
RUCTION　OF　HIGH　PRESSURE　VESSELS”につい
て、非破壊試験・検査に関する主な改定点を紹介すると
共に、本規格の最も重要な思想となっている超音波探傷
試験の優位性についての考察を行った。より合理的な探
傷方法の選定に少しでも参考になれば幸いである。
　　　　　　　　参考　文　献
1）　田原、芳賀、武田、篠ヶ谷；圧力容器の新しい規格　CQde
　Sec．囑Div．3の調査・検討　第1報　一般及び材料，圧力技
　術，VoL36，No，1　（1998），pp．3−8
2）Leslie　P．A臓ta1ffy，Pra聴N．C赴ak縫“HIGH　PRESSURE
VESSEL　CODE：THE　NEW　PROPOSED　DIVISION3霧
PVP−Vo蓋。281，Hig熱Pressure　Tec難nology　ASME1994
3）荒川1非破壊試験の欠陥検出能力の調査の動き，溶接学会
　誌，第55巻第4号（昭和61年6月），pp。35−42
4）F　J，ZHANG　Y，IMGRAM　A　：Ulセaso簸三c　examinat董o薮o∫伍e
　ぬeavy　sec亘on　test　blocks　for　hy（kopr�tessing　reactors　used
by　t難e　petro1eu搬industry，ASME　PVP（1995），VOL，3134，
　pp．203−229
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3．溶接割れ検出検査の実施時期についての考察
西尾　安弘＊
1．はじめに
　実存する溶接割れを的確に検出する手段についての検
討は種々研究開発されている。しかしながら、溶接割れ
の発生には後述するように遅れ時間（以下潜伏期間とい
う）があり、潜伏期間内ではいくら高精度の検出手段を
用いても割れが実在しないので検出できない。すなわち、
どんな名医でも潜伏期間内に診察して発病を予書できな
いのと同じである。
　したがって、溶接割れの検出検査は実施時期をよく検
討しておかなければ、検査後に発生する溶接割れを見落
としてしまい、極めて危険である。
　潜伏期間は鋼種、板厚等によって異なるようである。
その事例を示し、溶接割れ検出検査の適正な時期を推定
する考え方に．溶接金属中の水素の拡散速度を応用する
ことを提案する。
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2。溶接部の強度は溶接作業終了後
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　　ヂ
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　　　　　破断せず
4鵬孟n2．5h　　　　　　　　24h
　　　　豪容季妾後び）糸釜過時1灘
　　図1　溶接割れの原因21
48h
　図1は中村治方博士の研究で溶接後の経過時間と溶接
継手の強度を示したものである。A試験片のように溶接
終了後直ちに負荷すると溶接金属中に水素が多量に残留
しているため、負荷期間中に水素脆化現象を生じ強度が
低下することを示している。
　年度末までに工事を完了しなければならないために急
いで水圧を負荷したので保持中に破壊した球形ホルダー
の例を表1に示す。この例では規定圧力に達して圧力保
持期間中に破断した。ほかにも同一設計、同一施工基準
のものが多数あり無事故で稼動しているにもかかわらず、
この2例がほぼ同時に不安定破壊を発生したのは溶接後
の経過時間が短く、図1のA試験片と同様の挙動を示し、
他のものは経過時間が充分であったためにB試験片と同
様の挙動を示したからである。A試験片とB試験片の相
異は図1の上部に示したが、溶接金属は急冷されるので
表1　水圧試験中の球形ガスホルダーの破壊（1968年）
3／末　徳山　2，000斑380キロHT
4／1　千葉　1，000m360キロHT
溶接直後は水素が過飽和に残留している。A試験片の荷
重時には4cご100gr程度、24時間後には放置中に表面か
ら放出するためB試験片の荷重時には0．1c（ソ100gr程度
に減少している。したがって鋼板と同じ強度を有する。
このように残留する水素量によって引張荷重下における
挙動が異なることは注意すべきことである。もっとも表1
の例では溶接終了後水圧負荷まで24時間以上経過してい
るではないかと考えられるが、板厚が増すに従って溶接
金属中の水素の残留期間が長期化するので、A試験片の
状態が長期に及んでいる（後述図6参照〉。
3．405ステンレスクラツド鋼の
　　溶接割れの潜伏期間
3．1　実機での経験
＊　前・近畿大学教授、元・三菱重工業�轄L島研究所
昭和38年であったと記億しているが、板厚100mmの
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V2クロム鋼の内側に3mmの405ステンレス鋼（13Cr．
ADを貼り合せたクラッド鋼を用いた石油精製装置を製
作した。クラッド側の溶接部は同系の13C飾Nb棒を用い
て溶接した。
・完了の翌日染色浸透探傷試験により検査して欠陥がな
　いことを確かめた。
・数日を経て焼鈍前にX線検査をすると該部に6個所も
　横割れが発見された。その時には前記の染色浸透探傷
　試験を実施した人は“見落した”とずいぶん叱られた。
・X線検査のあと約24時間経過して再び前記の染色浸透
　探傷試験をしてみるとX線フィルムに現れた横割れの
　ほかに新しく3個所の横割れが発見された。
　上述のように検査するたびに溶接割れが増加している。
こんな事が実際にあるのだろうか？
3．2　実験室における再現実験擁
　実験室で上記の反応容器と同じ溶接継手を作り、毎日
染色浸透探傷試験を行って、割れ発生状況を再現確認し
てやろうと考えた。試験片を図2に示す。これは外径は
小さいが肉厚が同じ円周継手の溶接部を再現している。
　実験室で観察を続けた結果を図3に示す．溶接終了後3
日を経ても新しく溶接割れが現れており、6日経過しても
増加している。つまり2．1の現象は検査技術の未熟ではな
く、検査実施時期が不適当であったために生じたもので
・、200
表2　13クロム鋼の肉盛部の最高硬さ、水素量、溶接割れ
　　発生数（溶接後8臼経過後〉に及ぼす予熱温度の影響
予熱温度（℃〉
最高硬さRv
水素量（cc／1009〉
割れ発生数（個〉
なし
080100
460
80
60
40
3．4
0．7
．4
50
930
註1（D
（2〉
使用溶接棒は市販の13ク緊ム、ニオブ棒（ただしニオブ
（Nb〉の含有量は0，5％〜0．6％、したがって軟鋼からの炭
素の流入により硬化する〉
溶接金属中の水素量は筆者の提案した方法による
表3　13クqム鋼の肉盛の最高硬さ、水素量．溶接割れの
　　潜伏期閣に及ぼす鷹後熱の効果（円形リング割れ試験〉
内側肉盛
＼碑
（単位lmm〉
国
6ビート
図2　溶接割れ再現試験として行った円形リング割れ試験片
　（外径400mm、肉厚100鵬mの圧力容器の肉盛部を再現
　　している〉
直後熱条件
最高硬さHv
水素量（CC／1009〉
潜伏期問（箆〉
　なし
00℃x1蝕
50℃×h
00℃×3簸
420
15
15
12
2．7
．18
．14
．00
2�t�tQC
註：（D　潜伏期間�tは溶接割れが現れないことを示す
　（2〉　予熱は行っていない
ある。
3．3溶接金属中の水素量と潜伏期間の
　　　関係
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　　　　　　　　溶接後の経過時間（日）
図3　溶接割れ再現試験における経蒔的な割れ発総数の増加状況
　予熱、後熱により溶接金属中の水素量は室温に冷却し
た時点では減少する．溶接金属中の水素量と溶接割れ発
生数の関係を表2及び表3に示す。いずれも最高硬さは
予熱の場合Hv450程度、後熱の場合はHv4憩程度で極め
て高くても、溶接金属中に水素がほとんど無くなると溶
接割れは発生しないことがわかる．
　表4に試作溶接棒（17Cr又は13CrにNbを多量に添
加〉により溶接金属の組織をフェライトにして軟らかく
した場合の溶接割れ発生状況を示した。No．1では溶接後
2日経過して割れが発生し、No．2では3日経過してもな
お新しく割れが発生している。例をN砿2にとれば溶接終
了後2日経過した時点で検査すれば最初の割れは検出さ
れ補修されるが、3日経過後に発生する割れは見落され、
割れが内在している状態で使用されることになり甚だ危
険である。
3．4　最大の潜伏期間は何時間か21
　しからば検査実施時期を何時にすれば、それ以後に溶
接割れが発生しないかを考察した。
　図2の試験片を用い予熱温度を変えて溶接した場合の
溶接金属の水素量、溶接割れ発生状況を表5に示す．
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表4　円形リング割れ試験による肉盛ビード（13クqム、17クロムーニオブ棒による）硬さと溶接割れ発生状況
試験番号
供試溶接棒
ビード硬さとミクロ縄織
割れ発生数
硬さHv
組　織
経過日数（day〉
最高
最低
0
1
2
3
5
15
No．1
o．2
o3
13CrL5Nb
7Cr1。ONb
7Cr1．5Nb
200
80
10
158
60
60
フェライト
ェライト
ェライト
000
010
110
120
120
120
註：（1）
（2）
　13ク鄭ム鋼の溶接棒は一般には0．5〜0。6％のニオブ（Nb〉を含む。この場合
は実験用にL5％と多量のニオブを添加して溶接金属の縄織をフェライトにした
　円形リング割れ試験は図1．8参照
表5　13クロム鋼の溶接金属中の水素量に及ぼす予熱の影響
予熱温度
（℃〉
溶接金属中の水素量（cc／100g）
割れ発生までの潜伏期問（h）
1回
2回
3回
平均
1回
2回
平　均
なし
00
50
00
2．7
．57
．50
．38
3．1
．54
．44
．46
2．5
．43
．52
．61
2．7
．51
．49
．48
　2．5
．8〜46
96申2
96
1．5
6章1
96
96
2．〇
＞96
96
＊196時間後に最初の割れが発生した
＊295時間以上経過しても割れが発しないことを示す
註：・予熱によって溶接金属中の水素量は約1／5に減少する
　　・この水素量の測定法は筆者の提案した方法による。すなわち水素量測定
　試験片に溶接割れ試験片の冷却速度を再現して100℃に冷却後水冷したも
　のである。この方法により溶接割れが発生する時点で溶接金属の水素量を
　測定できる。
　　・ちなみに、JIS　Z3113による水素量測定方法は、溶接直後に冷却する
　ので、溶接金属の凝固時の水素量を測定するものである
表6　各種鋼桝中の水素の拡散係数ll
鋼　　種
SS41
S55C
HT80K
HT66K
5Cr4．2Mo
13Cr
17Cr
拡散係数（�p2／s）
9×10−7
8×104
5×10・7
5×10−7
1．7×10−7
0．25×10哺7
0．38×104
　予熱100℃の場合、割れ発生までの時間が溶接終了後
96時間であることが示されている。これは割れ発生音が
聴取できたので溶接後96時間であることが確定できた。
150℃、200℃予熱の場合は溶接後8日経過しても割れが
発生しなかった。したがって最大の潜伏期間は96時間と
考え、それ以後に検査すれば割れを見落とす危険は少な
い。ただし、このような潜伏期間は鋼種によっても異な
るので十分な注意が必要がある。
3，5潜伏期間と水素拡散速度の関係
　表2及び表3は硬くても溶接金属中に水素が無ければ
割れが発生せず、表4では軟らかい溶接金属でも水素が
多ければ（試作溶接棒で乾燥不充分〉割れが発生するこ
とを示している。また前述のように13Crでは最長の潜伏
期間は96時間であった。
　一方日本溶接協会発行の“溶接構造物の検査”では構
造用高張力鋼では潜伏期間が5時問程度であると述べら
れている3）。これによると13Cr鋼の潜伏期間は高張力鋼
のそれに比して約20倍である。
　溶接割れが発生する時間は水素が溶接部の欠陥部に集
まって一定量に到達する時間であることから、表64）に
示すように、80キロ高張力鋼の水素の拡散速度は13Cr鋼
の約20倍であり、上述の潜伏期間は水素の拡散速度の逆
比と良く一致する。
4．厚板溶接部の溶接割れ検査時期
　　　についての考察
4．1厚板溶接部の水素分布51
図4に150mm厚の2．25Cr−Mo鋼の溶接部の水素分布
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ZニニニZヱ7RUMP正5（W〃Vπ＆79鋤
　150　�@
　140�C、、
　13062ぴC×2諮�A
　i20　加熱，ノ　＼
　110　　　　　〉∠　　　直後熱なし
　100　　　　！　　　（6日放置後）
霞90　　／300℃×30mm直子麦熱
δ80　　　　　　（6欝放置後〉
1び70
馨60
　50�B7
　40　ノ　最終測定lj数：40目
　30　ノ　予熱層問：200℃
　　　び
　20　・　麟　　　数：45
　10
　0
　　　0，40，81．2i．62．02．42，83，2
　溶接金属中の水素量（CC／100g）
�@：表面附近の溶接金属中には，
　則1．1の写真より水素はほと
　んど存在しないことがわか
　る（表面から水素がどんど
　ん空氣申に逃げるため〉
�A：表面からio〜25mm下の溶
　接金属には水素量が非常に
　多く含有される（あとから
　溶接した溶接金属ほど水素
　濃度は濃くなる）
�B：底部の溶接金属には水素量
　が少ししか含有されていない
�C：焼鈍すると水素はなくなる
　　（焼鈍すると圧延鋼叛と同
　様に安定する）
図4　厚肉溶接部の水素分布および焼鈍による減少
　◎溶接舗れの発生状況
　　　〔溶接直後〕
敵圏職
　　　割れなし　　溶
A−A
断
面　　厚
接
ビ
…
ド
〔溶接後211経過〕
圏
　　割れ内在
…
〔溶接後4日経過〕
塵
嚢
　　・溶接後6日経過して新たな割れがない場合は永久に割れない
◎溶接部の待徴
（1）溶接翻れが表面に現れる潜伏期問は4口にもなることがある（溶接
　　の自主検査という思想は危険である〉
（2）割れの原因は水素の富化現象である
（3〉水素は溶接金属中に長期問（60目以上）残留する
図5　厚肉低合金鋼の溶接部の水素の挙動と
　溶接割れの特徴との関係
状況を示した。これによると同一条件で溶接しても水素
は板厚方向に均一に分布せず、後で溶接した溶接金属に
集積する。そして表面付近は水素がほとんど存在しない。
それは表面に到達すると水素ガスになって空中に放出す
るからである。焼鈍によって溶接金属中の水素が激減し
鋼板と同じ程度になり、図1のB試験片と同じく強度的
に安定した状態になる。図5は厚板溶接金属の表面及び
溶接金属中心線断面の割れ発生状況を示したものである。
これによると溶接直後には割れは無く、2日経過後には最
も水素量が富化した表面直下に溶接割れが発生しており、
それが伸長して4日後に表面に到達している。すなわち
表面に溶接割れが現れるには4日の潜伏期間があった。
　構造用鋼板の溶接、特に多層溶接では主として染色浸
透探傷試験など表面検査が実施されているが、そのとき
これと類似の現象が生じることに注意すべきである。よ
く表面ビードを削ったら溶接割れが現れた．漏れ止め溶
接金属の表面をグラインダーでスムースアップしたら漏
水した。という工作現場で遭遇した経験はこのような現
象から理解できる。
　そこでX線検査の撮影時期も内部に割れが発生する潜
伏期間に注意を払う必要があろう。
4．2　焼鈍とX線検査時期の関係
　8
つ
3
督6
綴
首4
鋒
鯉2
O
　　溶接終了1β後投入
4容接糸一郵
　　溶接終了6B後投入
　予熱層間温度：200℃
　溶接屡数：25
60目糸釜過後も
なお放幽し
続ける
　D
内部に水素が
なお残留して
いる
　厚板溶接金属には図66〉に示すように、60日を経ても
なお水素が残存しているので溶接割れが発生する可能性
がある。したがってX線検査が終わればできるだけ早期
に焼鈍を実施すべきである。また焼鈍すれば図4に示し
たように水素はほとんど無くなりそれ以後割れを発生す
ることは無いから、X線検査の結果は変わることは無い。
このように考えれば焼鈍した後にX線検査など内部保障
検査を実施したほうがより安全である。
0　　4　　8　12　162024　2832　364044　48　52　56　60
　　　グリセリン中測定目数（欝）
　図6　厚肉溶接金属柱の水素の放出状況の経時変化
5．おわりに
　溶接構造物の安全性を確保するには、次のことを考慮
して、溶接割れの潜伏期間が過ぎてから検査を実施しな
ければならない。
1）薄板の場合には潜伏期間は水素の拡散速度にほぼ逆
　比例する。
2）　多層溶接の場合にはX線検査など内部の溶接割れの
　検査は焼鈍後に行うほうが良いのではないか。
　最後に、多層溶接の内部及び表面の割れなどの検査を
実施する時期については鋼種ごとに今後十分に討議され
ることを期待する。
　　　　　　　　参　考　文　献
1〉西尾ら；405ステンレスクラッド鋼の溶接割れの研究（第1
　報）、溶接学会誌、VoL39（1970），No．7，p．625−629
2）西尾ら：405ステンレスクラッド鋼の溶接割れの研究（第2
　報）、溶接学会誌、VoL39（1970），No．8，p．755−759
3）溶接構造物の検査、日本溶接協会発行、1994
4）大西ら：鋼中の水素の挙動に関する基礎的研究（第3報）、溶
　接学会誌　VoL36（1967），No．2，p．1315−1350
5）西尾ら：厚板溶接部の溶接割れ防止法の研究（第1報〉、溶接
　学会誌　Vol．44（1975），No。4，p．345−350
6）西羅ら＝厚板溶接部の溶接割れ防止法の研究（第2報〉、溶接
　学会誌　Vo1．44（1975），No．6，p。662・666
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4．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来
（3）東南アジアのセンターを目指すマレーシア
日本原子力研究所大岡　紀一
1．はじめに
　マレーシアでの急速な産業の開発は、非破壊検査技術
の進歩に重要な影響を与え、産業界における重要な要因
の一つであった。
　1995年と1996年にかけて、NDTが関係したもっとも
大きいものは、石油ガス利用計画フェーズ3（PGU3〉で
の300kmに及ぶガス・パイプラインの施設であった。し
かもこの事業はすべて現地の技術者によって行われたこ
とである。
　その他の計画で、KLツインタワーとKLタワーそして
多くの処理プラントの建設があり、それにNDTが係わっ
たことである．このようなM）Tに対する二一ズの高まり
からもNDTサーピス会社の必要性と、その役割の重要性
とが国内でも広く認識されてきていると言える。
　マレーシア原子力技術研究機関（Malaysian　Instit戚e
ズor　Nuclear　Technology：MINT〉と国内の職業訓練委
員会（N盗tlonal　Vocational　Tr＆inlng　Council：NVTC）
の2つの機関は重要なサポートを行っている。マレーシ
アのNDTの活動は東南アジア地域におけるNDTの分野
で中心的な役割を担うセンターを目指して、進められて
きている。
2．資格認定事業
2。1NDT事業の基準
　1994年までに、5つのNDT方法（RT、UT、MT、Pr、
ET）のための基準（Trade　Standard〉が設定、承認され、
実施された。
　なお、このためのドラフトは、MINTによって作成さ
れ、改訂と承認のためNVTCに提出され、国内基準委員
会（N磁on組Standard　Committee）の議を経て、NVTC
によって承認されたものである。
2、2NDTトレーニング
1995年〜1996年までに、約380名の参加者を含む29
のNDTトレーニングが実施されている。
　これらのコースの中で行われたNDT手法は、RT、UT、
MT、PTやRTの解釈や評価が主であり、その管理者の
ための基礎的NDTもコースに含まれている．
　すべての科目は、IAEAへの専門家派遣を要請すること
なく現地の専門家によって独自で実施している。
　この期間にわたって実施された訓練科目を、表肇に示
す。
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2．3NDT試験
　NDT試験は、NVTCによって管理されている。
　1995年以前の試験は6月か7月と11月か12月の1年
に二度だけ、実施されていた。
　NDT試験がこのように限定されることによって、この
期間以外で、NDT技術者の受験の要望に応えることがで
きなかった。
　マレーシアのNDT分野で先導的立場にあるMINTは、
NVTCにNDT試験が頻繁に開催されることを要請し、現
在NDT試験は、NVTCによって承認された試験センター
において毎月行われるに至っている。
　1995年〜1996年までの18の試験が実施され、約370
名の受験者が参加し、その結果は表2に示すように全手
法に対する試験の合格率の平均は30〜40％である。
3。マレーシア非破壊検査協会
　1989年12月の協会設立以来、MINTは、主な業務の一
つとしてNDT技術の発展を促してきた。例えば、1996年
には（1〉WCNDTの組織委員会の代表との会議、（2〉超
音波とサーモグラフィに関する技術の発表、（3）自動車
会社の訪問、（4〉放射線透過試験の改訂トレーニング
コースなどの活動がなされている。
4．非金属材料に関するNDT
　マレーシアでは、非金属材料への応用は少なく、その
ほとんどが金属材料の検査に限定されている、しかしな
がら、例えばピルディングとか橋のようなコンクリート
建造物の検査に超音波が利用されている。
　多くの高層ビルや橋の建造に伴い、そして1995年に、
ビルディングと橋の合計6つの倒壊が、マレーシア周辺
で起きたことによりマレー一シアにおけるNDTは急成長し
たことも事実である。この点で、NDTはマレーシアの製
品などの品質向上のためあるいはコンクリート構造物な
どの安全性確認の手法の一つとして期待されてきている。
5．安全管理
　マレーシアにおける放射線の取扱と放射性同位元素は、
1985年から原子力エネルギーライセンス評議会（Atomic
Energy　Licensing　Board：AELB）の条例によって規制
されている。この条例は、放射線透過試験で使われる放
射性同位元素の取扱を含んでいる。これによりNDTサー
ビス会社の安全設備やその他の施設の改善が図られ安全
確保がなされている。
　なおユーザー（工業用ラジオグラフィのために放射線
装置および放射性同位元素を扱う人または組織〉は
AELBによって以下のように規制されている。
　（1）すべてのユーザー（業者および供給者を含む）は、
　　認可されなければならない。
　（2）すべてのγ線発生装置は、毎年、承認されている
　　メンテナンス・センター（MINTが、マレーシア唯
　　一のメンテナンス会社として認証）によって整備さ
　　れなければならない。
　（3）線源は、資格を有する供給者から購入しなければ
　　ならない。また、資格を有する供給者は線源の放射
　　線量の状況に対しても責任を持たなくてはならない。
　　古い線源は、廃棄のために資格を有する供給者へ返
　　される。MINTもしくはマレーシアによって売元の
　　国へ送り返されることもあるであろう。
　（4）放射線検査サーピスを行うすべての会社は、放射
　　線防護管理者を雇用（Radlation　protection　of恥er：
　　RPO）しなければならない。非常事態の場合、RPO
　　は技術者および一般住民に対し不必要な照射を避け
　　るための行動を取ることに責任を持たなければなら
　　ない。問題を解決できない場合、AELBかMINTか
　　ら援助を得ることができる。
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6．マレーシアの品質システム
　1990年以来、品質システムに関する政府の姿勢の一つ
として、関係機関は2000年を目標にISO9000の認定を
目指すことである。MINTもNVTCも、この点で例外で
はない。
NDTに関しては、すべての政府関連研究所がISOガイ
ド25の認定を取得するよう奨励されている。
7．将来への対応
　（1）NDTレベル3試験
　マレーシアにおける多くのNDTの手法について資格認
定を積極的に行うため特別に、NDTレベル3技術者のた
めの試験を行うための案をMINTはNVTCに提出し、
1997年4月に承認されている。
　一方では、マレーシアにおけるレベル3の試験をサ
ポートするための専門家派遣の案が、IAEA／RCA計画に
提出されている。
　（2）メンテナンス能力のアップグレード
　NDT業界に直面した大きい問題の一つは、マレーシア
における設備機器のメンテナンス不足と修理能力不足で
ある。そのため将来は装置の修理が何ヶ月もかかってし
まうことになるのでNDT関連機関は先端的NDE手法を
採用することにより精巧な装置を購入することは出来る
限りさける必要があり、メンテナンスの早期対応を検討
しているところである。
8．おわりに
　今日、NDTは産業の成功の一役を担っている。
　また、NDT分野での人的資源の確保の重要性はNDT
訓練の需要が増加していることからも明白であるように、
国内で広く認められてきている。
　この状況に対しNDT業界は、NDT技術だけでなく、一
層高度なNDT技術分野においても高品質サーピスを提供
しなければらならいことで進んでいるように思われる。
“男の台所”奪繊詑�C
　南部（盛岡）では“ひっつみ汁”で親しまれていますが、鶏肉を入れても良く、具は好みのものを加えて楽しめる料理
です。戦後は、代表的な家庭料理でしたが、おそらく塩と醤油だけで味付けをしたものと考えられますので現代のように
美昧ではなかったように思います。
◎rすいとん汁」
材料：小麦粉、大根、牛蔓、人参、里芋などの根菜類、鏑褻、白ねぎ、醤油、日本酒、塩
作り方：
�@小i菱粉は、海水ぐらいの塩水でうどんを作る要領で練り上げ、直径3〜4センチ、2〜8ミリ
　厚さに伸ばしてすいとんを作る。このすいとんは、熱湯で莇でて水にさらして引き上げる。
�A根菜類は、食べやすい大きさの半朋にする以牛勇は、ささが勃斜醐にして水にさら才
　す。莇蕩は熱湯に通してから適当な大きさに切る。自ねぎは、薄い斜め切にする。
�B鍋に（出釆れば南部鉄の鍋が相応しい）出し汁を張り、日本酒（好みで量を調節する）と醤
　油、塩で昧を調えて煮立たせ、根菜類を入れて煮込む。根菜類が煮えたら昧見をしてすいと
　んを加えて火を止める前にねきを落として出釆上がり。
12
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5。ローカル・インフォメーション
千葉県非破壊検査研究会
　　　　　事務局長立川
克美（千葉県機械金属試験場）
1．研究会の創立と運営
　千葉県にもNDT関係者による研究会を創ろうとの話が
でたのは昭和50年代の中頃で，当時からNDIで活躍して
おられた岸上守孝氏（当時石川島播磨重工技術研究所・
現発電技研鶴見試験センター），白井越朗氏（当時千葉県
機械金属試験場・現構造物第三者検査機関協会），藤盛紀
明氏（清水建設技術研究所）の大物3人衆が設立発起人
となり，昭和56年5月に千葉県習志野市にある日本大学
生産工学部のホールをお借りして，創立総会を開催いた
しました。
　初代会長は故石橋泰雄氏（日本大学生産工学部教授），
2代目が丹羽登氏（東京大学名誉教授），平成10年7月か
ら3代目会長として，日本大学生産工学部電気工学科教
授星川洋先生に受継がれております。
　研究会設立の趣旨は，非破壊検査関係者が各々の年齢
や立場を越えて自由に発言できるサロン風の集まりにす
ることと，併せて非破壊検査技術のレベル向上を図るこ
とを目的としておりました。このような趣旨の元，当初
は40人程度でスタートしましたが，現在は個人会員が72
名，事業所単位の法人会員が27社の併せて99名に拡がっ
ております。
　メンバーには大学関係者，国公立の研究所，公設試験
場，鉄鋼メーカー，京葉工業地帯の石油プラント関係者，
大手ゼネコン，鉄骨ファブリケータ，検査会社，ジャー
ナリスト，M　丁機器メーカー，消防関係者など非破壊試
験に携わる広範囲の方々に参加いただいております。入
会資格は，以前は千葉県内に在住又は勤務しNDTに関係
する者となっておりましたが，東京及び近県の方々から
も入会希望者の声が多く，そのために会則を変更して，
この会の趣旨に賛同いただける方にも入会OKとしまし
た。現在は約1／3の会員が県外で，遠くは大阪の方にも参
加いただいております。
　研究会事務局は設立以来，千葉県機械金属試験場の溶
接課においており，設立当初は白井氏並びに吉野最治氏
（現東葛テクノプラザ）が事務を担当し，研究会の運営方
針を築き上げられ，この流れは今に引き継がれておりま
す。
2。研究会行事
　研究会の主要行事は，1月の研究発表会と6月の総会で
す。研究発表会は会員による非破壊試験に関する日頃の
研究成果，ユニークな検査事例，新製品の発表など毎回
多くの申し込みをいただいており，発表者には千葉県産
の大吟醸酒を贈呈しております。
　総会には特別講演や見学会等を併せて実施し，ときに
は県外まで足を伸ばすこともあります。この2大行事に
は必ず懇親会も催され，本会の趣旨である「年齢や立場
を越えて自由にものが書える会」の雰囲気を大切にし，
出席者一人一人がマイクを持ち，自分の意見を言うコー
ナーを設けていることです。時には誰かの意見が発展的
に全体の議論の場になったり，あるいはNDIへの強い要
望が出たりすることもあり，懇親会は大いに盛り上がり
ます。
3．教育活動
　教育活動に関する行事は，春秋のNDIS　O601関係の
UT，MT，PTを行っています。このうち，MTとPTは
会員である栄進化学�鰍ﾆの共催としております。UT部門
については人材の層が厚く，講師の選定，機器の調達な
ど会員の皆様の協力を得て，NDI主催の講習会よりも時
間をかけた密度の濃い講習を実施しておりましたが，経
済情勢による受講者の減少に伴い，最近では受験対策講
習会のみになっております。
　NDI支部並びに地方の研究会でもISO9712に対応す
る講習会が懸案となっております。当研究会でも議論を
重ねましたが，現在のように公設の試験場内に事務局を
置く現状では講習会を独立採算で多くの日数をかけて実
施するのは困難であり，近県の研究会との共同開催など
を模索している段階です。
4．研究会入会案内
　当研究会では入会を常時受付けております。入会ご希
望の方は下記宛にご連絡下さい。
　事務局　〒263−0016　千葉市稲毛区天台6434
　　　　　　　　　　千葉県機械金属試験場内
　　　　　　　　　　千葉県非破壊検査研究会
　　　　　　TEL　O43−252−2101　　FAX　O43−254−6555
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6．協議会だより
CIW検査事業者協議会
〔事業計画について〕
　今年度の事業計画に従い、次のとおり活動を展開し
ております。
1．建築鉄骨に関するr適正検査／標準料金』の検討に
　　ついて
　検討本委員会及び全国を四つに分けた地区小グループ
検討会を通じ、委員による精力的な討議と検討を重ね、
受注物件に関しての検査会社名表示や、統一見積書式等
に関し検討委員会としての検討結果成案（素案）をまと
めております。
　基本的な検討の視点と目的は、いわずもながら、技術
的にも倫理的にも、検査を通じて社会的資本の健全性、
安全性担保のために、プロ集団の使命として努力・寄与
していること、従って、それに必要なコストの明細を自
らまとめ、関連先にきちんと提示し、適正に認めてもら
うべく請求して行くことにあります。
　このための基本は、JWESのCIW認定会社であるとい
う誇りにあることは、また、言うまでもありません。
【当件に関する当面のスケジュール】
　○平成11年1月：検討課題に関する素案意見集約（検
　　　　　　　　討委員会委員〉
　○平成11年1月：検討課題に関する素案作成（小検討
　　　　　　　　グループ長会議）
　○平成11年2月：検討本委員会及び協議会幹事会での
　　　　　　　　検討（承認作業）
　○平成11年3月：協議会全国営業会議（実施に関する
　　　　　　　　説明会〉
2．倫理事項に関する検討
　上記1項の適正検査に関する倫理事項に関しては、各
地区小グループ長会議の場で真摯な討議が行われ、その
結果について協議会幹事会に検討が委託されました。
　協議会としては、この委託事項を含め、過去の検討事
項を踏まえ、次の事項を検討中であります。
　○認定元であるJWESの倫理に関しての基本的考え方
　　と、今後の在り方についての姿勢の明確化、確認
○協議会としての倫理事項の再検討と姿勢の再構築
○建築基準法改正等に伴う検査要求事項への積極的対
　応と、業界としての技術的、倫理的呼応。
　（当件に関しては、幹事会及び倫理担当幹事会で検討中。）
3　検振協（JPNDT）殿との懇談会
CIW協議会活動と共通な課題を懇談中。
〔計画事項ついて〕
　追って、会員の皆様にはご案内いたしますが、次の見
学会を計画中です。
　（1）日時；平成11年2月15日（月）
　　　　　　13：30〜16：30
　　見学先；理学電機�鞄a（東京都拝島〉
　　　目　的lRT機器の製造概要及びX線の非破壊検査
　　　　　　への有効活用について／他
　（2〉日　時；平成11年3月5日（金）
　　　　　　13　：30〜17：00
　　見学先；三菱電機／鎌倉製作所殿
　　　　　　｛湘菱電子�鞄a経由｝
　　　目　的；UT機器の最新情報と、宇宙航空分野への
　　　　　　電子技術の最新適用状況について
〔情報〕
○建築鉄骨に関して、製造責任（PL〉的考えの導入が検
　討されている状況が報道されています。
　　（日経：H．10．12．6付及び朝日：H．12．20付）
　　　これは、欠陥住宅問題に対処するために建設省で
　　「住宅品質確保促進法案」に盛り込むことが検討され
　　ているもので、要点骨子は、次のとおり。（朝日）
　　（1）基準を超える欠陥（床の傾き、ひび割れ等）が
　　見つかった場合、構造部分に欠陥があると推定し、
　　　業者側に修理させる。
　　（2）欠陥が見つかった場合、業者に自分たちに落ち
　　　度がなかったことを立証する責任負わせる。
　　（3）保証期間を10年とする、などが柱となっている。
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7．お知らせ
　平成11年度のCIW試験及び研修会の日程をお知らせ
致します。前期分の詳細及び申込締切日は、3月半ばに送
付する各案内をご参照下さい。なお、後期に関しまして
は、7月20日発行予定のRUMPES（Vo1．13No。3）に掲
載致しますので、ご確認願います。
　また、前回発行のRUMPES（Vo1．13No．2）の別冊
ドCIW認定事業者一覧」において誤りがありましたら、お
手数ですが事務局（Tel．03−32574525）まで、ご連絡頂
けますと幸いです。
　平成11年度前期rISO14731／WES8103による溶接技
術者のための研修会3の案内・申込書をご希望の方は、連
絡先（氏名・住所・電話番号等）及びr溶接技術者のた
めの研修会パンフレット希望」とお書きの上、Fax（03．
3255−5196〉にてご連絡願います。査収後、研修会の案
内・申込書を連絡先宛てに送付致します。なお、後期に
関しましては、7月20日発行予定のRUMPES（Vol．13
No．3）に掲載致しますので、ご確認願います。
　r原子力構造機器の材料、設計、施工、検査に関する講習
会」に関しましては、定員数が制限されておりますので、
必ず事務局（Te1．03−3257．1524）までお問合せ願います。
（1）　溶接部の検査に関する研修会
前期東京地区：平成11年4月24日（土）〜25日（日）
　　広島地区：平成11年5月8日（土）〜9日（日）
　　大阪地区：平成11年4月24日（土〉〜25日（日）
前期東京地区：平成11年10月16日（土〉〜17日（日）
　　　北九州地区：平成11年10月30日（土）〜31日（日）
　　大阪地区：平成11年10月16日（土〉〜17日（日）
（2）　CIW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11年5月23日（日）
　　　　　　（東京地区／北九州地区／広島地区／
　　　　　　　大阪地区〉
　　2次試験　東京地区：平成U年7月10日（土）
　　　　　　北九州地区：平成11年7月10日（土〉
　　　　　　広島地区：平成11年7月10日（土）
　　　　　　大阪地区：平成11年7月U日（日）
後期　1次試験　平成11年11月14日（日）
　　　　　　（東京地区／北九州地区／広島地区／
　　　　　　　大阪地区）
　　　2次試験　東京地区：平成12年1月22日（土）
　　　　　　北九州地区：平成12年1月22日（土）
　　　　　　広島地区：平成12年1月22日（土〉
　　　　　　大阪地区：平成12年1月23日（日）
（3）　平成11年度前期ISO14731／WES8103による溶接
　技術者のための研修会
（i）1級及び特別級基礎編対象研修会
札幌地区：4月7日（水）〜4月10日（土）
盛岡地区：4月5日（月〉〜4月8日（木〉
東京地区：3月28日（日）〜3月31日（水）
東京地区：4月12日（月）〜4月15日（木）
名古屋地区：4月3日（土）〜4月6日（火〉
大阪地区：3月28日（日）〜3月31日（水）
大阪地区：4月25日（日）〜4月28日（水）
福岡地区：3月25日（木）〜3月28日（日）
沖縄地区：4月20日（火）〜4月23日（金）
（ii）2級対象研修会
札幌地区：4月8日（木）〜4月10日（土）
盛岡地区：4月5日（月）〜4月7日（水）
宇都宮地区：4月26日（月）〜4月28日（水）
東京地区：3月29日（土）〜3月31日（水）
東京地区：4月13日（火）〜4月15日（木）
名古屋地区：4月4日（日）〜4月6日（火）
大阪地区：3月29日（土）〜3月31日（水）
大阪地区：4月26日（月）〜4月28日（水）
福岡地区：3月26日（金）〜3月28日（日）
沖縄地区：4月21日（水）〜4月23日（金）
（iii）特別級応用編研修会
東京地区：4月19日（月）〜4月22日（木）
大阪地区：4月13日（火）〜4月16日（金）
福岡地区：4月7日（水）〜4月10日（土〉
（4）　原子力構造機器の材料、設計、施工、検査に関する
　講習会
基礎コース　化学会館（東京）：2月15日（月）
応用コース　化学会館（東京〉：2月16日（火）
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4。アジア・太平洋地域におけるNDT’の現状と将来
　　（5｝OAEP指導によるタイ国のNDT
日本原子力研究所大岡　紀一
1．はじめに
　タイでの非破壊試験の発展は、着実な進歩を見せてい
る。政府及びほとんどの公共企業、さらには民間部門で
NDT技術を用いた検査、試験及び晶質管理の必要性が知ら
れるようになってきている。非破壊試験分野の活動は、
1969年にOAEP（乞he　O伍ce　ofAtomic　EnergyfbrPeaoe）
を通しIAEA（国際原子力機関）によりタイに導入された。
その当時、ガンマ線及びX線透過試験法が工業分野での適
用において主な技法であった。
　1972年、タイで工業開発が始まり、NDT技法はますま
す重要になってきた。それには、運転の一部としてNDT技
術を用いる様々な工業分野、すなわち、航空機、造船、石
油精製、建設そして圧縮ガス容器、自動車のタイヤそして
エンジンブロック製造業である。工業分野でNDT技術とし
て役立つためにはNDT技術者としての資格を有しているこ
とであり、かつその数を増やすために、より多くのトレー
ニングコースが必要不可欠であると考えられた。
　1980年、RCA！UNDP工業プロジェクトのもと、OAEP
は非破壊試験に関するタイ委員会の協力を得てNDTに関す
る国内のトレーニングプログラムを始めた。
　1983年、タイ非破壊試験協会（TSNT）は、工業プロジェ
クトに支援されOAEP及びタイエンジニアリング学会
（EIT）の後援により、バンコクで開催された“非破壊試験
の役割”についての国内初のNDT会議後に創設された。そ
れは数年以内に登録された常設の協会となることが第一の
目的であった（結果的には後述するように10年後に協会が
設立された）。
　TSNT創設に初期には、例えばRT、UT、SM（Su血ce
Methoa）の技術者の技術取得のためのトレ’一ニング及び他
のNDT技術に関するトレーニングが、OAEPそしてドラフ
トISO9712ガイドラインに沿ったプワジェクトの支援のも
とで実施された。その時以来、種々の国内トレーニング
認一ス及びセミナー／ワークショップが組織され、訓練さ
れた資格を有するNDT技術者の数も増える結果となった。
　1994年10月に至って、TSNTはタイでの正式なNDT協
会となった。この協会の主な目的は、NDT技術者及びそれ
らが属する経営管理者らに、技術移転を推進するととも
に、それを支援することである。TSNTの会員は、政府、
公共企業、民問部門及び関連分野の人達によって構成され
ている。そこには約200人の会員が在籍し、1995年10月に
TSNT創設時の会員らによって、TSNTの委員会の権威付
け及び強化が計られた。それは将来のプログラムすなわち
技術者訓練、セミナー／ワークショップ、国内認証・認定
規格等の実施に向けた動きである。
2．NDT技術者のトレーニング
　1986年から1991年の間、8つの国内トレーニングコース
が実施された。それら8つはOAEP及び指名されたIAEA
専門家のアシスタントにより実施された。一方、国内ト
レーニング澱一ス以外に表1に示すように、1991年の非金
属材料の超音波試験に関する地域ワークショップが開催さ
れ、その他4つ以上のNDT活動に関するコースもまた実施
された。
　1994年から1995年の間、11のレベル1、Hの国内ト
レーニングコースが表2に示すようにOAEPによって実施
され・1996年のNDTのトレーニングは、表3に示すよう
に種々のレベルHに関しズ、3つの国内トレーニングコー
スが実施された。
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Year
D秘ra綴on
Me亡hod
Orga腱izer
　　No　of
arもici＆nt8
IAEA　Experts
1986
12・26Dec
盆丁一2
OAEP＆でSNγ
18
Dr。00KA
1987
23Nov・5Dec
RT−2
OAEP＆TSNT
1王
Mr．GILLESPIE
1988
至0・25May
2−27Nov
U？一2
T−2
OAEP＆？SN？
8…3
Mr．GILMOUR
Dr．00KA
1989
15・31May
・17Nov
UT−2
M−2
OAEP
19
2
Mr、JA瓢ALUDDIN
Mr．HARDING
199玉
9−24M＆y
−250ct
UT−2
M−2
OAEP
17
9
瓢r．GILMOUR
r．TRAVAGHM
　　　　　　　　　表1
NDT・Tra重皿まn房Cour8¢（D績r重ng1986〜1991）
9　　　　　　　ナ
Ye＆r
Seminar8／W・rk8h・P8
Duration
Organizer
　　No　of
餓icipa臓給
　Ho8t
ou麺try／
n8ti加七e
1987
Na亀孟o賂玉Se斑加ar80n
DT　Per80脇el　For
SO　Stapdard
190ct
OA猛P／
SNT
45
Tha主1＆na／
　TIS1
1988
N8ちiona三Sem呈nar80進
enera監NDT
25・27
uly
OA£P／EIT
26
丁無ai1＆ω／
　E至丁
1989
曹N＆t孟0恋al　Se麟nare
n　NDT　A卯1重c＆亀i・丑
or　Ma皿a　e！
26・28
an
OAEP／EIT
74
丁職a温and／
　猛IT
199王
RTC　W・rk8ho夢8・n　UT
or　Non’Me徳孟三ic
1三・15
ov
IAEA
13
Tぬaま1＆nd／
　搬丁
1991
Na密孟o鳳al　Se画nar80n
DT　Apμeciation　for
ana　er
1849
OV
OAEP／
MIT
33
Th＆玉la職d／
KMIT
Semi臓ars／W・rk曲・P8（Dur藁ngl987〜1991）
EEMARK
　費　　　眉　ReqUGsted　l　Expert　fro瓢1AEA
RT皿2識Rad三・graph藍cTe8tingLeve達2
S　M−2　　隣　　Sur艶ee　Met駐od　Leve12
UT−2−Ul幽8・農ic筆e8tingLeve12
0AEP　麗　0歪簸ceofA化omicEnergyForPeace
IAEA凱Intemati・na蓋At・m重cEnergyAgency
T　I　S　I　礁　　Thai　I斑1u就r丘a｝Sもa乃dara81轟就itute
EIT皿Tk曲琶蜘i賑glゑ8t雌e・fT虹ai囲UBder擁．M．TheK重ng・8Patr。nage
RIT猛汎a畑anga1縦ln8蜘e。fTecわ氾・1・gy（Pa舳tan重Campug）
KM互丁驚KingM・ngk・ゼ81n8奮鰍e・fTe曲。1。gy
TS罠丁識TLa孟S。cietyf。rN・n・De8も紺三veTe8ting
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Nat重ona三Tra重血ing　Cour8e　（1994）
表2
Year
Me暫hod
D耀atio£
　　No　of
＆rt重c立a薦s
No　of
a88撫
Part重c圭pati皿
　Sector
Organizer
1994
UT−1
28PEB・4MAR
3三
31
G／S／P
OA猛P
UT−2
2一玉7JUN
16
9
G／S／P
OA猛P
UT−1
26・30JUL
20
17
S
OA猛P
RT−1
29AUG−2SEP
33
17
G／S／P
OA猛P
R孚一2
12−27NOV
20
4
G／S／P
OA葱P
閣際トレーニングコース（1995）
Year
Me嶺od
D竪ra七ion
　　No　of
ar綴ci　ant8
No　of
＆98i玖
Participatin
　Secもo罫
Orga皿或zer
1995
u？一玉
三347MAR
28
27
G／S／P
OAEP
RT−1
15・21MAY
16
9
G
OAEP＆RI
　　T
RT−1
29MAY・2JUN
17
難
S
OAEP
RT−1
5−9JUN
21
12
G／S／P
OAEP
UT−1
19−23JUN
20
玉6
s
OAEP
REMARK：
U了　一　1　　　　　Ultra80nic　Te8亀ing　LGve粟｝
UT−2　　Ultra80聡icTe8擁ngLeve12
R学一　1　　　　Radiograph重c　Te3t主ng　Leve11
猛丁一　2　　　　　Radiogr＆峯》hic　Te8t三ng　Level2
S　M−　l　　　　Sur£乱ce　Me七hod　Level　l
GGover職me玖亡
SS七aもeE蕊te覇pr重8e
P　　　　　　　Priva亀e　Secもor
　　　　　　　　　表3
WORK　PLAN　FOR　NATIONAL　TRAI醗NG　COURS冠S　PROGEAMME　FOR　I996
N「a緑ona壼Tr我ining　Cour8e8
Year
Meもhod
Duration
Number　of
artici＆nt8
Number　of
Pa88in
Par伽圭pa伽
　Sector
Org朋izer
1996
RT−2
18JaE・2Feb
20
G／S／P
OA猛P
S瓢一2
247May
20
G／S／P
OA猛P
UT−2
22Aug・6Sep
20
G／S／P
OA冠P
REMARK：
RT−2　　
RadiographicTe8t孟ngLeve12
SM−2　　S竪rfaceMetぬodLevel2
UT−2　　UltrasonicTe8t重ngLeve12
G　　　　　　　　　Government
SGovernmen毛
P　　　　　　　　　Priva匙e　Sector
3．技術者の認定に関するプログラム
　1985年から1995年の間、OAEP及びTSNTによって組織
されたプログラムに基づき認定が行われた結果、表4に示
すように累積有資格者数は、545人にのぼった。
4．NDTサービス及びNDT関連サービス
　M⊃丁活動の一部としてOAEPは、表5に示すように公共
及び民間の工業機関に、放射線透過試験技術を用いたNDT
サービスを行ってきている。
　現場サービスの実施に加え、民間分野のほとんどがNDT
施設を持ち、NDTサービスを行っている。また、2、3の
公共企業及び政府もNDT施設を有している。これらの機関
のNDT技術者のほとんどが国内NDTトレーニングコース
で訓練されており、それらの何人かは、海外またはRCAプ
ロジェクトで訓練された技術者である。
　NDTサービスはタイの経済に大きな影響をもたらしてき
ている。
5．NDT協会活動
　現在、タイ非破壊試験協会は約200名のTSNT会員メン
バーによって構成され、この協会の活動の一環として年会
が続けられており、タイのNDTプログラムのオーソライ
確魏7RUMP那UMM卿99の
　　　　　　　　　表4
Cer“窮c＆t重on　Programme（Dur呈ng19854995）
Year
NDT　method
Number　ofPer30nne蓋
聯ot＆1
Orga轟izer
Leveト薯
Level雌
Leve玉・田
1985
RT−1
15
｝
　
1
OAEP＆TS糞丁
1986
R学一1RT−2
5
4
�o
2
OAEP＆管SNT
1987
R了一粟RT−2
18
8
一
3
OAEP＆礎SNT
UT−1
21
1988
RT−1RT−2
12
7
｝
5
OAEP＆TSNT
UT−1（慧）UT−2
20
5
｝
1989
UT−1UT−2
12
12
�o
4
OAEP
SM一玉SM−2
31
15
一
1990
R望一2
皿
12
『
3
OAEP
UT−1UT−2
21
16
一
玉991
UT−1（凪）UT−2
43
16
個　』
5
OAEP
S麓一2
一
12
�o
粟992
狂丁一1R了一2
13
5
�o
3
OAEぞ
UT−2
｛
3
�o
1993
RT−1（皿）RT−2
47
13
�o
7
OAE？
UT−1（思）
36
�o
｝
1994
RT−1
17
一
一
5
OAEP
UT−1（廻）UT−2
53
9
皿
1995
RT−1（巫）RT−2
37
4
�o
7
OABP
UT−1（斑SM一三☆
43
�o
一
GRAND　TOTAL
444
141
45
OAEP
REMARK；
禽S擁一　1　PIan繊i沿g　on14・21Sep．1995
R了　　蹄　　Radiogr＆P』霊c　Te8ti黙9
UT　篇　U1亀ra80丑孟C筆e8t重ng
SM　　篇　　Sur£ace　Me乞ho（達
（　　〉　聯　　丁隻me80∫丁士aini塁9
TS翼丁寓丁塾aiSocieもyfbrNoaのe8tructiveTe8ti澱9
0AEP　瓢　Office　ofAもomic猛皿ergy　For　Pe＆ce
NDT　Service
　蓬．PAE　Co．，Ltd．
2．SIWA　Co．，Ltd．
　3．SGS　Co．，Lも虚．
　4．TH酒LI　Co．rLεdひ
表5
NDT　Re三ated　Seτvice
S鉱＆乞e猛Bterp1畑e
　L　The　E蒐ectr玉city　Ge級erating　A陰t益oriもy　o∫丁蝕a重1a鷺d・
　2，Th＆i　Airway81匹ter臓a戯o轟al　Co．，Lむd・
　3．Petroleum　A“thor誌y　ofTha玉la丑d，
　4．Tha三1舩dh8搬観もeofSc玉e勧ce＆TecぬnologicaiRe8earch．
Private　Sector（lndu8亀嫉e8）
　1．嬰｝隻aまoil　Co．，L奮d．
　2．E880Co．，L撮．
　3、Siam　C孟ty　Ceme∬t　Co，，Lむd．
　4．Ba夏kok　ShやyarαCo．，Lもd．
　5・Sino−Thai奮窺ginee警ing＆CoEsもruct裏oP　Co・，Lむd・
　6．賢awa｝o』a・苧鼓ai　Dev¢三〇p斑eロ亀Co．，Lω，
　7．A8ia盈Stee三Pro（i競cもCo．、Ltd．
　8．1重a玉ian−Thai　Developme砿Co．，Ltd，
　9．A．C．K、Engiaeer重ng　Co，，Lt己
　玉0．Wa甑napaゑ8an　EngiBee血g　Co，，Ltd，
　1！，Om三c　Techロ玉cal　Service8Co、，』td．
　12．鷺MCO（T�`a圭三and）Co，，Ltd．
Govemment　Age聾cie8
　1．　孚払a云晃取du8もrial　Sもanda翼至In8t鶏u��e．
　2．Nogk瓢a鑑Indu8tr玉al＆BoaもBuik粟Tr＆1n藍ng　Centre，
　3．Depart鵬蕊of　Iロ伽謝ial　Works．
　4．　Departme蹟監of　N疑c玉e＆r　Technology，Ch疑1alongkom　Un虹ver8孟ty．
　5，R＆jamonga蓋al臓8tit就eofTec塾nolo9弘
　6．　Aeronautical　E訟9毒臓eeズing，
　7．　K垂ng　Mongkut’81塁8t重象ute　ofTechロology、
　8，　Naval　Docky＆r一］Dep＆rtment．
　9．Pロbl孟c　Workg　Dep厭rtme繊転
　玉0．DeI｝artmeE乞of　Sk昼1Development，
　玉1．Met＆トWor短ng＆Machinery　h伽搬隻＆l　Depar鋤e駐t　In8も蜘te、
　12，01dΩance　Departme蹴t，
ゼーションが行われている。
6．将来の計画
　タイのNDT技術の迅速な使用及びNDT技術者の技術力
の強化の点から、NDT技術者に関する国内規格または認
証・認定事業が強く要求されている。このため、NDT技術
に関する必要性があらゆる工業分野において注臼されつつ
ある。
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5．随想手帳
日本X線検査1株》
　　　　加藤潔
　最近故あって二十数年ぶりに開いた手帳がある。単語
がびっしりと書き込まれた思い出の手帳である。
　2月初め、厳冬のモスクワのシェレメチボ空港に降り
た。その頃はまだサテライトがなく、飛行機を降りたと
たん、ロシアの寒さが平手打ちを見舞って出迎えてくれ
た。鼻の奥がツーンとなった。マイナス20度位だったで
あろう。別送貨物があったため、バスをチャーターして
モスクワ市内に向かった。バスは暖房が利かず、手すり
などの金属表面は素手で触れると危険なくらい氷結して
いた。道路も氷結しているように見えた。バスはその上
を時速100km以上ものスピードで雪煙を舞上げながら疾
走してゆく。「危なくないのか」と平然と座っている通訳
に思わず聞いた。平気だと書う。マイナス20度ぐらいと
もなると、雪は乾いた砂と同じなのだそうだ。
　ホテルについた。空港でもそうであったが、室内は相
当に暖かい。愛想のよい老人が話しかけてきた。ロシア
に来る前、仕事上、ロシア語が多少必要であったし、ま
たロシア行きが決まってからはロシア語講座で勉強も
し、多少の目常会話は・…との自信があった。まずは挨
拶からとrズドゥラストゥヴユーチェ（こんにちは）」と
やった。同じ挨拶が返ってくることを期待した。「ズドゥ
ラスチェ・…云々」と期待もしない単語が次から次へと飛
び出してきた。そのうち、rパニマイェッチェ（わかりま
すか）」と言うから、「ニエパニマーユ（わかりません）」と
やったら、やたら身振り手振りを大きくしてまたしゃべ
り始めた。途中何度か口をはさんだがわかってもらえ
ず、最後に「ヤポニヤ（臼本人）・…」と老人がつぶやい
た。やっと日本人であることだけはわかってもらえたよ
うであった。二度βの平手打ちであった。
　翌日の夜10時、夜行列車で400km北の現場へ向けて出
発した。マイナス25度、水銀灯に照らされたダイヤモン
ドダストが印象的であった。翌朝7時頃、列車が駅に止
まった。まだ真っ暗である。30分間の停車。朝食のため
の停車だという。物売りがたくさん出ている。外へ出て
みた。マイナス30度近くの寒さであろうが、列車の中が
暑かったせいで実に気持ちがいい。ピロシキを買う。皮
が厚く、ゴワッとした感じだがうまい。午前11時過ぎ、
チェレポベッツに到着。雪景色が美しい。正午前にホテ
ルに入った。ボルシチのような酸味のある匂いがした。
この匂いは空港、モスクワのホテルなど、建物に入るた
びに鼻をついた匂いである。そのたびに、どこかでスー
プでも作っているのであろうと思っていたが、この匂い
がロシアの匂いであることに気づいた。
　その夜の歓迎会での席上、所長から「通訳なしでやって
いただけるとSさん（当時の会社の同僚で、小生と交代で
帰国することになっていた。）から聞いております。通訳
が不足しているおり、本当に助かります。」と挨拶され
た。Sにそんなことを頼んだ覚えはない。モスクワの一件
でしょげているところに三度目の平手打ちを食らわされ
た。Sはこちらへ来てからロシア語を独習し、ここ数ヶ月
ほど通訳なしでやっていたらしく、今度来る者もロシア
語に通じているからと申し出たらしい。
　次の日の夜は仲間内での歓迎会である。遊び好きが来
ると、小生だけのために女性を3人も余分に招待してい
た。一人選んでこれから付き合えという。仲問とは、要
は酒好き遊び好きの集まりなのであり、仲間入りの歓迎
会でもあった。その夜は、酒あり、女あり、ダンスあり
の楽しい一夜となるはずであった。しかし、結果は四度
目の平手打ちを食らうはめになった。しかも往復で。話
しを聞いてもわからない、話をしてもわかってもらえな
い。会話にならないのである。品定めどころではない。
ほかの連中は、それほど上手なロシア語を話していると
は思えないのだが、話は弾んでいる。意志も十分通じて
いる。意地もあり、見栄もあり、小生にとってはさんざ
んな歓迎会であった。
　Sが帰国した3月以降、現場の出先事務所で日本人は小
生一人となった。4月頃までは寒さのため簡単な手直し以
外の作業は行われておらず、時間はたっぷりあった。そ
こでロシア人スタッフをつかまえてロシア語の勉強を始
める決心をし、50個の単語を覚えることを日課とした。
仲間内の歓迎会の一件もあり、動機はどうあれ必死だっ
た。始めた当初は次の日まで覚えている単語はせいぜい
1割程度であったが、2ケ月ぐらいたった頃、急に会話の
内容が見え出した。それからは生活が変わった。接する
ロシア人の態度も変わった。ロシア人の生活に入り込む
ことができ、多くの貴重な体験をすることができた。冒
頭で紹介した手帳はそのときの名残である。
　着任してから約7ケ月後、チェレポベッツでの仕事を終
え、ウクライナでもう一つの仕事をこなし、また生活も
堪能し、その年の暮れに帰国した。モスクワの気温はマ
イナス40度であったが、もう平手打ちと感ずることはな
かった。
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6．ローカル・インフォメーション
社団法人北海道機械工業会・検査部会
　　　　　副部会長矢崎　憲治
1．発足
試される大地・北海道は明治初期からの開拓の歴史に
よって育まれ、農林水産の一次産業が盛んなところであ
り、非破壊検査とつながる工業生産も農業機械等に偏重
して発展して参りました。
　北海道の製造業を活性化させる目的で行政の指導のも
と渇社比海道機械工業会が設立されたのが昭和51年であ
り、その3年後に道内の非破壊検査業及び造船、造機、鉄
骨等非破壊検査と関連の深い業者が集まり、工業会内に
業種別部会としての「検査部会」が発足しました。当初の
部会員企業数は14社と業種別部会としては最小の規模で
あり、初代部会長には当時の日鋼検査サービス�且ﾐ長の
高沖亮氏（現検振協専務理事〉が就任し、技術の向上と
受注機会の確保を二大目標に各々分科会を設けて活動を
始めました。
2．活動内容
　具体的には技術向上対策として各種非破壊試験技術講
習会の開催とNDIが行う技量認定試験の地元開催の実現
であり、技術講習会は春秋の技量認定試験に合わせ、学
科及び実技を部会員企業に所属するベテランを講師とし
て実施しており、平成10年度で年間受講者364名であり
ました。
　受注対策として発足当時苫小牧東部に建設された大規
模石油備蓄基地建設工事の検査業務があり部会員企業各
社が国家的プロジェクトのRT、MT等に参画したのであ
ります。その後も北海道で行われるプロジェクト事業に
おける検査工事に部会員企業への発注を要請し、「部会名
簿」を作成して地元大手企業に対してのPR活動を行って
おります。
3．検査技術研究会・共同研究
　発足当初より検査部会の特徴的事業として年1回の検
査技術研究会の開催があります。本研究会は学術を志向
するものではなく、若手技術者の研鎖の場として、技術
開発に係るもの以外に検査工程における省力化、治工具
に関する工夫、改善事例等々幅広い内容となっており、
始めは30人程度の参加者も、鉄骨部会との共催となった
第11回以降は130〜150人が参加する工業会の代表的事業
となっております。又研究会では、その時々に応じた
テーマで「特別講演」を企画し、東京、大阪、九州等から
も講師を招いて講演いただき、参加者への情報提供に資
しているものです。
　北海道は臼本で唯一亜寒帯性気候に属することから、
各種非破壊検査に対する低温の影響を問題視し、検査部
会として共同研究で調査を進め、検査結果の信頼性確保
に努めてきました。その例としては低温時の斜角探傷に
おける欠陥の検出性には接触媒質の影響が大きいこと知
り、磁気検査における蛍光磁粉液の凍結防止剤として各
種不凍液の比較調査等があります。検査部会の構成業種
が多岐に渡っていることは、前述の各種実技講習会又は
共同研究に使用する試験体を部会内で作成出来る恩典が
あり、最近もMT2種の実技講習用として微細な表面割れ
を有する試験体を市販価格の1！3〜1／4で作成しておりま
す。理論を含めた溶接技術と検査技術・さらに熱処理及
び切削加工技術が合間っての成果と考えております。
4．例会・視察会・懇親会
　現在の部会員数30社で決して大きくはありませんが・
部会長、技術・広報各委員会を中心に年間スケジュール
に添って活動しており、総会、例会（年3回）の他・春秋の
親睦ゴルフ、隔年での道内又は道外視察会を実施して見
聞を広めております。昨年は関西・四国への視察を行い
工場見学と観光と味覚に実の多い視察でありました。
又、会合の時に応じての懇親会も重要な行事であり、部
会員の団結力を強くしているようです。
　今年は部会発足20年の節目であり、記念事業の一環と
して、JSNDI秋季全国大会を初めて札幌に招致すること
ができました。晩秋には全国から多数の関係者にお集ま
り頂くことになっており部会内に学識者を含めた準備委
員会を設け、皆様を心より歓迎申し上げる次第でありま
す。
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7．お知らせ
　平成11年度のCIW後期試験及び後期研修会の日程をお
知らせ致します。詳細及び申込締切日は、9月半ばに送付
する各案内をご参照下さい。
　平成11年度後期rISO14731／WES8103による溶接
技術者のための研修会」の案内・申込書をご希望の方は、
連絡先（氏名・住所・電話番号等）及び「溶接技術者のため
の研修会パンフレット希望」とお書きの上、Fax（03−
3255−5196）にてご連絡願います。査収後、研修会の案
内・申込書を連絡先宛てに送付致します。
　タイトル名は未定ですが、原子力の検査関係の国内シン
ポジウムに関しては、定員数が制限されておりますので、
必ず事務局（Te1。03−3257−1524〉までお問合せ願います。
（1）溶接部の検査に関する研修会
東京地区：平成11年10月16日（土）〜17日（日）
大阪地区：平成11年10月16日（土）〜17日（日）
北九州地区：平成11年10月30日（土）〜31日（日）
（2）CIW主任検査技術者及び主任試験技術者試験
1次試験　平成11年11月14日（日）
　　　　（東京地区／北九州地区／広島地区／大阪地区）
2次試験東京地区：平成12年1月22日（土）
　　　　北九州地区：平成12年1月22日（土）
　　　　広島地区：平成12年1月22日（土）
　　　　大阪地区：平成12年1月23日（日）
（3）平成11年度後期ISO14731／WES8103による
　溶接技術者のための研修会
　（i）　1級及び特別級基礎編対象研修会
　　東京地区：9月1日（水）〜9月4日（土）
　　名古屋地区：9月3日（金）〜9月6日（月）
　　大阪地区：9月1日（水）〜9月4日（土）
　　広島地区：9月14日（火）〜9月17日（金）
　（五）　2級対象研修会
　　東京地区：9月2日（木）〜9月4日（土）
　　東京地区：9月9日（木）〜9月11日（土）
　　静岡地区：8月30日（月）〜9月1日（水）
　　名古屋地区：9月4日（土）〜9月6日（月）
　　大阪地区：9月2日（木）〜9月4日（土）
　　広島地区：9月15日（水）〜9月17日（金〉
　　新居浜地区：9月28日（火）〜9月30日（木）
　（hi）　特別級応用編研修会
　　東京地区：9月22日（水）〜9月25日（土）
　　大阪地区：9月8日（水）〜9月11日（土）
　　広島地区：9月21日（火）〜9月24日（金）
（4）原子力の検査関係の国内シンポジウム
化学会館（東京）：10月29日（金）
“男の台所”奮鞍詑�E
私の家で壁学欝料の類は3・年鞭用しておりません訊料理のテキストでは材料の鉱調味料の量が表示され
ているので、7キストどおりに調理すれば、過不足のない味になりますけれども、調昧料の量を自分の好みにすることで
甘さ・辛さがすっきりしたものに仕上がることがあります。このことで発見したことは野菜の和え物のタレとして醤油
轡醜合蟹たものに生姜の絞り汁を加えるので猟加える蟻汁の監応じて嚇変わってくることでした．まさ
に匙加減と云えるものでしようか。
各野菜の香り・騎楽しめる精進料理です瓜野菜の和茄のが食べられなかった銀座のバーのマ轍この方法で
作ったら食べれるよっになったと報告してくれました。多泳生姜の絞り汁が食腿めること臆っているのではと思い
ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電鰭の寂）え老
◎野菜の和えもの
　春菊、ホーレン草、チンゲン菜、小松菜、ミツ葉貝割れ菜等の野菜は、熱湯で莇でて水
を張ったボールに入れて冷やします。野菜を引き上げて、水分を絞ったあと4〜5センチ長
さに切ってもう一度水分を絞って軽く各野菜を混ぜ合わせておきます。和え汁は味酬と醤
油半々を合せたものに生姜の絞り汁を加えて調味します。生姜の絞り汁の量に応じて好みの
味に整えます。野菜は、冷蔵庫で冷やしてから、食べる10分前ぐらいに和え汁を加えて馴染
ませます。
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8．協議会だより
CIW協議会事務局
1．技術講習会について
技術委員会で検討の結果、次のとおり開催を予定して
います。
1．1　建築鉄骨溶接部の超音波探傷講習会
【東京地区】
（1）日　時：平成11年9月19日（日〉
　　　9：00〜17：00
（2）場　所：（財）日本溶接技術センター（川崎市）
（3〉募集人員：36名
（4）講習会費：20，000円、教材費5，000円
（5）講習会内容：
　《座学》
　○　「裏当て金付完全溶込み丁継手のルート部から
　　のエコー判別方法に関する指針（212改正指針）」
　　（本文）及び（解説）の技術的内容について
　○　「角形鋼管柱溶接角部の超音波探傷試験方法に
　　関する指針及ぴ同1996改正」の技術的内容につ
　　いて
　O　r建築鉄骨溶接部検査結果表示方法指針」及び
　　r建築鉄骨溶接部検査の留意点シート」につい
　　て
　《実習》
　O　r建築鉄骨溶接部の超音波検査技術実習」
　　　☆　丁継手のSH法及び斜角法
　　　☆　角形鋼管の探傷
　　　☆　留意点シートに関する実習
　【大阪地区】
　（1）日　時：平成11年11月7日（日）
　　　　9：00〜17：00
　（2）場所：（財）電子科学研究所（大阪市）
　他は、東京地区に同じ。
　【その他の地区】
　　東京地区、大阪地区以外の場所で同様な講習会
　を来年1月〜2月に開催することを企画中です。
2．「基本問題検討委員会』及び『営業小グルーブ
　会議』について
　本年度の協議会事業計画のうち、標題の委員会等を
設置し次のとおり活動を開始しました。
　関連事項について会員の皆様のご協力をお願いしま
す。
（1）委員（予定）
稲垣代表幹事
東日本地区：
　〃
　〃
関西地区：
　〃
　〃
西日本地区：
　〃
逸見俊一氏｛�褐沚ｸサービス｝
岩田雅史氏｛�潟Cンテック｝
宮部　彰氏｛�潟Vーエックスアール｝
鯉田長生氏｛非破壊検査�梶p
岸上豊氏｛�潟_ンテック｝
尾崎忠義氏｛エース・エンジニヤリン
　　　グ�梶p
田井牧夫氏｛β本溶接検査�梶p
濱田郁也氏｛東亜非破壊検査�梶p
（2）検討課題（予定）
　☆☆　営業小グループ会議　☆☆
　　○　アンケート結果のフォロー
　　○　看板表示PRの展開
　　O　統一見積書の実施状況のフォロー
　　　　と改善事項の検討
　　○　技術委員会、倫理関係との連携
　　○実勢価格対応
　　○その他
　☆☆　基本問題検討委員会☆☆
　　O　協議会として会員意見による課題発掘
　　O　協議会の方向づけ（将来展望を含む）
　　○その他
3．各地区総会について
例年どおり9月〜10月に開催を企画中。
東日本地区については、9月8日（水）〜9日（木）に那須温
泉で開催の予定です。
1．2　外観検査講習会
会員の皆様にアンケートをとり、その結果に基づい
て企画することにいたします。
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8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε
　「終わりよければすべてよし」という言葉は、使われ方の善し悪しはともかく、我々
日本人の心の奥に潜む思いであろう。この思いが暗黙のうちに社会システムの根底に
流れ、中身（過程）を十分評価せず、結果ですべてを判断する現代日本の社会構造を支
えているように思える。そしてこのような社会構造が、中身を重視する品質管理の評
価システムの機能しづらい状況、又は機能する必要のない状況を造り出し、言葉は悪
いが、“いなければ困るが、いるだけでいい”という程度にしか検査技術者を評価しな
い社会的風潮を生み出してきたのであろう。
　これまで関係各位の努力で技術者及び企業の認定（認証）制度が確立され、また、企業の
努力もあって検査業界が社会的に認知されるようになってきた。また、検査技術者自身も
プロとしての技術の研鎖に励み、レベルは相当に向上してきているとも思う。しかし、そ
れに見合った企業としての社会的地位、権威が向上していないのも事実である。社会的構
造の障壁が大きく立ちはだかっていることを痛感せざるを得ない。
　まだ十分機能はしていないものの、ISOを主軸として、これまでの社会構造が大きく変
わろうとしている。社会構造を本来のあるべき姿に近づけるべく、関連学協会あげての取
り組みを期待したい。今がその絶好の機会ではないだろうか。
嘉�劃88D�括劃88D�括括括潟ﾖ39�括括括括括括括括兜E
CIW通信VOL．13No．3（Summer　l999）
　　　　　　　発行日　平成11年7月20日
　　　　編集・発行所　社団法人日本溶接協会
　　　　　　　　　　　溶接検査認定委員会
　　〒101−0025　東京都千代田区神田佐久間町Lll
　　　　　　　　　　　　　　産報佐久問どル
　　　　　TELO3．32574525FAXO3−3255−5196
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Z＝コ7RUM螂側ル胤799の
1．ETによる溶接部の非破壊検査
�潟Vーエツクスアール
　　　　北尾和典
1．はじめに
ETによる溶接部の非破壊検査というタイトルで、ラン
プス編集委員長の江端先生から原稿の執筆依頼を受けま
した。私が実験を行っていたのは、もう10年以上も前で
すが、過去の資料をもとにお話させていただきます。ま
た、ランプス読者である各種検査技術者の方々が理解で
きるような内容とのことなので、あまり実験内容の詳細
や難しい内容は避けて、できるだけ経験のない方でも解
るような平易な内容とさせていただきます。
　ET（Eddy　Current　Testing）とは？ETの特徴等は
皆さんよくご存知でしょう。高速で高能率な検査が可能
である。管、丸棒、線材などに適用できる。指示が電気
的信号として得られるので結果を容易に記録し保存する
ことができる等々一。
　化学プラントや発電所等の熱交換器でETを行ってい
るのをご覧になった方も多いのではないかと思います。
ところで本題の溶接部のETをご覧になった方は、どの
くらいいらっしゃるでしょうか？溶接部なんてできるわ
けがない？と思われている方も多いのではないかと思い
ます。ここではETの可能性を踏まえて、こういうことも
できるんだなあということが一人でも多くの読者の皆さ
んに理解していただければ幸いです。
2．目　的
　さて、私が過去に実験を行っていたのは、タンク底板
の溶接部及び熱影響部のETによる傷の検出性に関する
実験です。石油貯蔵タンクの内部底面にコーティングを
するケースは多いと思います。これは防食の為であり、
また消防法では定期的な開放点検が義務付けられていま
す。このコーティングを施したタンクは、その都度コー
ティングを除去し、検査終了後再コーティングを行って
います。これではコストも高くなり、また工期もそのぶ
ん長くなります。平板部に対する肉厚測定の機器は超音
波等開発が行われていますが、溶接部に対するものは当
時未だ十分な研究が行われているとはいえない状況でし
た。そこでコーティングのあるままで溶接部の検査はで
きないかとの見地から機器の開発、実験を行うことにな
り、プレスタディの結果、UT、MT（漏洩磁束）、ETが
適用可能と考えられ、私は自分の専門分野？であるETに
よる実験を行いました。
3．対象とする試験体及び実験結果
3』　第一段階（昭和61年頃）
　第一段階は昭和61年頃のお話です。当時実験で使用し
た試験体は総計25枚で、材質は構造用軟鋼です。また、
溶接は突合せ溶接と重ね溶接の2種類。人口傷は溶接熱
影響部または溶接余盛部の表面に開Pして6×1、6×2、
6×4、4×2、10×2（長さ�o×深さ�戟jの大きさ1こ
放電加工し、コーティング材としては、エポキシ、ター
ルエポキシ、ガラスフレーク（コーティング厚さ0．3〜
1．Omm）、FRP（同2〜3mm）、〜溶射を使用しました。
また、探傷速度は1日80m以上を目標としました。これ
らの試験体の一例を図1に示します・
　　　　9　　　　　　　　　　　　　352
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　　　　　図1　賦験体の例（突合せ溶接継手）
　まず、試験コイルの製作からのスタートですが、対象
物が溶接部であり、単一方式のコイルでは広範囲の探傷
を行う場合溶接ビードの凹凸による影響を受けます・ま
た、標準比較方式では、幅のある緩やかな減肉ならいい
のですが、検出対象とする傷は割れを模擬した人口傷で
あることから自己比較方式のコイルを使用しました。こ
1
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　こで、検査対象物が強磁性体である場合、大きな磁気ノ
　イズが発生するのではないかと思われる方がいらっしゃ
　るのではないかと思います。熱交換器等の管の検査の場
　合は、広い範囲（チューブなら内、外面）にわたり渦電
　流を作用させないといけない為、強磁性体は透磁率の変
　化に起因した大きな磁気ノイズが発生します。ところが
　溶接部の検査用コイルは、検査領域が小さいことから大
　きなエネルギーを必要としないので比較的小さなノイズ
　下の探傷が可能になります。ただし、検出対象は、表層
　傷です。また、試験コイルの方式や設計を工夫しても除
　去できないような疑似指示としては、
�@試験コイルと試験体との走査時におけるリフトオフ
　変化
�A溶接部の不整、溶接スパッタによる指示
があります。�@については、同期検波器を用いた位相解
析により判別できます。また�Aについては傷信号とビー
　ド不整による疑似信号の位相や周波数による違いを利用
して疑似信号のみを消去する多重周波数による消去方法
が必要になります。これらの条件をクリアし、当時の検
出目標である畏さ6mm、深さ2mmの傷検出能力のある
諏イルを作ることが出来ました。ただしκ溶射の試験体
のみ感度低下が大きく、その原因として、アルミはその他
のコーティング材とは異なり導電性が高いため渦電流が
通過し、傷によるインピーダンス変化を低下させる働き
（一種のシールド効果）をさせたと考えられます。また、重
ね継手ではアルミ溶射時にアルミが傷中に入り込み傷を
塞いでしまったため大きく感度が低下してしまいました。
　3．2　第二段階（昭和62年頃）
　第二段階は昭和62年頃のお話です。ここでは、第一段
階よりも高い目標を掲げ、さらに小さい人口傷を探知す
ることを目的とし、試作研究を行いました。ここでは、人
口傷の大きさは・長さ0．5、1．0、2．0（基準）、3．Omm、深
さ0・5・1・Ommの計8種類で行いました。コーティング
材はエポキシ、ガラスフレークとし、その厚さは0．2、0．3、
LOmmとしましたが、コーティングをしないものも実験
しました。溶接継手としては、前年度と同じ「突合せ」、
r重ねjのほか、「三枚重ね」、「側板アニュラー」、「人工疲労
割れ」、「ブローホール入り」なども使用しました。この結
果試験体は38枚（あとで5枚追加）となりました。
　第一段階では傷長さ6mm用としてコイルを製作しま
したが、これでは実機の傷検出の可能性が低く、ETの能
力限界調査用としては不適当であるため上記のような高
い目標をかかげました。
　ここでは・特に傷寸法0．5〜3．Ommが最もよく検出で
きるコイル巻数、寸法を試作研究しました。
　小さい傷を検出するためには、コイルは大きくする
か？小さくするか？という問題ですが、これは小さくす
る必要があります。ただし、コイル寸法を短くするとコ
イル線径、巻数が制限されるので傷を検出する為のエネ
ルギーが大きくとれません。このエネルギーロスを少な
くするためにコイルを試験体表面にできるだけ接近させ
る方がいいとの見地から溶接形状に合わせたコイルを試
作研究しました。ここでかなり色々な種類のコイルを試
行錯誤により製作しました。その例として第一段階の試
作品の改良型、さらにリフトオフ減少型、透磁率を大き
くとれる型、S／N向上型（フェライトコア入り）、相互誘
導型等です。試作した13種類のコイルで最適コイルの選
定を行いました。
　ここで最も検出性能が良かったのは、意外にも外径
4mmの円形断面形状の自己誘導型でした。また、ハイパ
スフィルタをかけてやり、低周波成分のノイズを除去し
ました。ここで溶接ビードが通常の状態でビード不整や
スパッタがなけれぱ傷長さ2mm、深さ0。5mm、幅
0．2mmの傷を検出することができました。ただし傷寸法
0．5mm及び1。Ommは溶接部形状により傷の検出が可能
な場合もありましたが全体的には傷検出は不可能でした。
また、三枚重ねの溶接部では、溶接部の余盛の脚長が高
く、余盛が突合せ継手に比べてコイルに接近するため磁
気ノイズが高くなる傾向が認められました。なお、疲労
割れ及びブローホールの傷については試験体の余盛が削
除された状態であった為、余盛によるノイズが発生せず、
全ての試験体についてPTで検出された傷は検出できま
した。
3。3　第三段階（昭和63年〜平成元年頃）
　第三段階は昭和63年から前天皇がお亡くなりになられ
た平成元年の頃のお話です。ここでは、第二段階を発展
させてロボット化（自動操作装置の開発によるタンク使
用中の検査）、油中実験（油中検出性能実験、耐油性能実
験など）等様々な実験が含まれたことから当社開発部門
に業務が委託され、私はそのなかのコイルの開発のみを
担当しました。ここでは、自動化が進められていること
から一度にあらゆる方向の傷が検出できるコイルが開発
できればいいなあと考えていました。コイルの多チャン
ネル化も進められ、多チャンネルの装置は開発され完成
していました。私の方はコイル形状を工夫することによ
りひとつのコイルであらゆる方向の傷の検出ができない
かと模索していました。
　今までの実験で解ったことは、小さな傷を検出するに
2
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は小さなコイルを作る必要がある。ただし、エネルギー
が小さいことから探傷有効範囲が限られる。それには検
出コイルを増やすのがいい。また、溶接部への接近性を高
めた形状のコイルはできないものか？ある時ふと思いつ
いた形状のプローブが構想に浮かびました。そのコイル
は、溶接ビード中央の縦割れ、横割れ、熱影響部（溶接止
端部から1mmの距離とした）の縦割れ、横割れを一回の
探傷で検出できるコイルです。頭の中で色々な形状のコ
イルが浮かんでいましたが、この形状が一番というもの
が。その詳細は、ここではお話しませんが、ヒントとして
　・コイルの形状を探傷するところの形状に合わせる
　　（溶接部なら溶接形状に合わせ接近性を高める）
　・コイルピッチ（コイルの幅及びコイル間隔）は比較
　　的狭くする。ただしこれはかなり実験が必要。
　・コイルをケーシングに収納する、またはガタ信号を
　　減少できるような機構を設ける。
　・その他探傷器側の改良（例：多重周波数の使用、位
　　相解析により位相差がない場合はY振幅のみ増大す
　　る機能をつける、フィルタの使用など）
を行えばいいと思います。
渦流探傷器
ハイパスフィノレタ
記録計
図
図2　機器構成
□
（a）探傷器部
（b）治具部
図3　機器システム構成外観
4．ETの今後の方向
今回は溶接部のETのお話を簡単にさせていただきま
したが、いかがでしょうか？かなりあなたの頭の中でも
色々な適用、応用が考えられているのではないかと思い
ます。
　現代は、スペースシャトルで自由に宇宙に往復できる
時代です。また、地上ではインターネットや色々な通信
ネットワークが網羅され、コンピュータの技術も非常に
速いスピードで進歩しています。たくさんの情報を自由
に誰でも入手できる取捨選択の時代です。ものごとはひ
とつの既成概念で捕らえるのではなく多方面からの検討
をすることも必要だと考えます。
　一方、様々な問題も抱えています。地震などの自然災
害に耐えうる橋梁の開発や各機器の使用時における自動
化された検査方法の確立、コンクリートの剥離の検査手
法、2000年問題等。
　ETは非破壊検査のひとつの手法ですが、様々な可能性
を秘めています。また、他の検査手法と組み合わせるこ
とにより、検査精度の向上や検査工事の効率化も図れる
のではないかと思います。
　将来人類が他の惑星に居住したり、人工衛星で生活し
たりする時代になると非破壊検査はますます重要な位置
付けがなされるのではないかと思います。特にETは高
速で検査が可能であるという現代にマッチした素晴らし
い特徴をもっています。また、宇宙空間においても検査
は可能かと思います。現在スペースシャトルでは、色々
な実験がされています。非破壊検査も実験のテーマに組
み込まれたら面白い結果が出るかもしれません。
　先目、私が昔お世話になったある研究所の先生の講演
を聴く機会に恵まれ、その講演の中で次のようなお言葉
がありました。「いくら優れている研究でも現代祉会で必
要とされていない研究はどんどん淘汰されていく。今必
要とされている研究をしなければならない。複雑な式で
導かれる理論は、その理論自体を疑ってみる必要がある
のではないか。できるだけシンプルな式で説明できるよ
うにする必要があると思う。シンプルで美しくを目標に
やっていきたい。」
これは、日常の業務にもあてはまる点が多々あるのでは
ないかと思います。
　かなり古い話で、また実験の詳細を省いたので解りに
くい点もあるかと思います。その点はご了承頂きたいと
思います。なお、ETに関する質問はいつでも受付けます。
　　　〒299−0102　千葉県市原市青柳24640
�潟Vーエックスアール　千葉営業所
北尾　和典
TEL：0436−204261　FAX：0436−20−1262
E−maih　kit＆o＠cxr．cojp
URL：http：／／www．cxr。co．jp
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2．ClW認定事業者内の各種技術者数について
　本年1月、CIW認定事業者に対して各種技術者数の調
査を行った。調査結果は下表の通りである。
　先ず、出先機関も含めると、一県を除き全国を網羅し
ていることが判る。このことは、E種設置の当初の臼的
が達せられたものと判断できる。第2段階として、増加し
た認定事業者のレベルアップ（技術水準、品質保証体制の
充実等）を図ることを、現在CIW運営委員会において検討
している。全国的な不況が依然として続いているなかCIW
道府県
北海道
森県
演手県
呂城県
秋田県
ψ形県
寳島県
茨城県
群馬県
嬢玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
長野県
潟県
山県
石川県
心井県
岐阜県
岡県
本社数
3
2
0
5
0
1
0
5
1
1
2
6
三8
26
0
2
5
3
1
2
0
4
出先機関数
6
0
1
6
2
1
2
5
2
0
2
19
8
11
玉
2
4
1
0
0
玉
1
CIW／主任検査技術者
7
2
0
1
2
1
2
11
1
0
0
20
36
42
0
1
17
5
0
1
0
4
CIW／主任試験技術者RT
8
3
0
3
0
0
1
12
0
0
0
43
54
51
0
1
37
6
0
0
0
2
CIW／主任試験技術者UT
11
4
0
霊4
1
2
2
17
2
1
8
55
56
91
0
8
24
13
1
4
0
10
CIW／主任試験技術者MT
3
1
0
0
0
0
1
5
0
0
0
玉2
タ
13
0
0
6
1
0
0
0
0
CIW／主任試験技術者PT
2
0
0
1
0
0
0
蓋0
0
0
0
16
14
20
0
0
11
1
0
0
0
0
CIW／主任試験技術者ET
3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
7
5
6
0
0
3
0
0
0
0
0
C1W／主任試験技術者SM
！
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
3
26
0
0
3
1
0
0
0
0
CIW／試験技術者RT
24
11
0
15
1
0
0
16
0
o
0
52
83
io1
0
1
28
10
0
2
0
4
CIW／試験技術者UT
26
10
1
25
1
2
5
47
7
2
14
139
95
192
1
7
27
25
5
18
2
i4
CIW／試験技術者MT
14
0
4
0
2
0
0
20
0
0
0
53
48
51
0
4
12
4
0
0
0
0
CIW／試験技術者PT
15
0
0
2
3
0
0
2玉
0
0
0
79
43
59
0
4
27
2
0
0
0
o
CIW／試験技術者£T
6
0
0
0
3
0
0
8
0
0
0
15
12
17
0
1
8
o
0
0
0
0
CIW／試験技術者SM
0
0
0
0
2
0
0
6
0
0
0
7
10
20
0
1
4
2
0
0
O
0
NDI／特級
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
4
7
0
0
1
0
0‘　0
0
0
NDI／3種　RT
16
4
0
7
2
1
1
18
0
0
0
11玉
92
135
0
2
47
8
0
1
0
3
NDI／3種　UT
21
6
1
26
1
1
4
34
3
2
6
119
98
168
0
11
33
16
1
7
1
13
NDI／3種　MT
5
1
0
2
0
0
玉
5
0
0
0
25
11
19
0
0
9
1
0
0
0
0
NDI／3種　PT
3
三
0
2
0
0
0
7
0
0
0
28
玉7
25
0
0
16
9
0
0
0
0
NDI／3種　ET
5
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
22
7
16
0
0
5
1
0
0
0
0
ND茎／3種　SM
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
11
2
37
0
0
3
2
0
0
0
0
NDI／2種　RT
60
10
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認定事業者にとり負担となる可能性もありうるが、第三者
検査という言葉が認識されつつある現在、業界全体が社会
的認知を得るという視点から努力して頂ければ幸いである。
　技術者に眼を転じてみると、溶接技術者の資格を有し
ている者が約1，600名おり、溶接に関する問題に対して
も対応できる体制が整っていると言えよう・‘‘きず”を見
つけることだけではなく、どのように”きず”が発生し
たか等が判断できる技術者は、今後必要になってくると
Z二二：7Z−7RUMPE陥U7UM罵・79鋤
思われる。
　建築関係の資格を有している者も多数見受けられ、建
築鉄骨超音波検査技術者が約1，000名、鉄筋ガス圧接超
音波検査技術者が約900名もいることが判る。各種仕様
書にCIWの文字を散見するが、この数字は建築業界に対
して深く対応していることを表わしている。建築業界を
始めとする各業界の方々には、この点を認識して頂き、更
にCIWを活用して頂ければ幸いである。
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C解通信
3．ClW試験問題（SM）の解説（平成11年前期　問2）
臨のような・酪dの丸棒のある任意の仮想断面Aに齢のようにPとモーメントM酢肌ている．この2つの外力を
断面Aに対して垂直と平行にわけ・この4つ断面力を図・bのようにPl、P2、M1、M2とする．
　　　　　　d
囹
　i
　i　　M
ノオヘ
ーF　A
　i
�d、しー
図一a
f）1
M　l
f）
M2
P2
図一b
（1）P1・P2・M1・M2断面Aにどのような作用を及ぼしてい
　るか。
　　　　　　（例出圧縮力）
（2）下記の（i）から（iv）の場合この断面Aに（直径dの
　円）生じる応力を求めよ。
　　（i）分力P1のみが働いたときの応力。
　　（il）分力P2のみが働いたときの平均応力。
　　（iii）モーメントM1のみが働いたときの最大応力。
　　（iv）モーメントM2のみが働いたときの最大応力。
　この問題は材料力学の基本的な知識である。仮想の断
面を考える材料力学も、断面に及ぼしている作用は、力
学と同様に、カとモーメントのつりあい（平衡）から求
められる。
　仮想の断面に垂直に受けているカが垂直力、平行に受
けているカがせん断力で、これらのカを断面積で割った
ものが、垂直応力とせん断応力である。
　モーメントは生じている面に垂直なベクトルとして表
示するので、ねじりモーメントは断面に対して垂直に、
曲げモーメントは平行に表示する。
　ねじり応力や曲げ応力は、一般的には表面応力が最大
になるので、最大応力の方向にひずみゲージを貼ってひ
ずみを測定し、応力を求める。
　モーメントからねじり応力や曲げ応力を求めるには、
モーメントをそれぞれの断面係数で割ると表面の最大の
応力（ねじりモーメント場合は最大せん断応力、曲げ
モーメント場合は最大応力）が求まる。断面の形状が円
や四角などの断面係数、極断面係数は覚えておく必要が
ある。
　この問題の解答は次のようになる。
〈解答＞
（1）P1は、垂直力（引張力、断面Aを引張っている）
　　P2は、せん断力（断面Aに平行なカ）
　　M1は、ねじりモーメント（ねじっている）
　　M2は、曲げモーメント（曲げている）
（2）（i）σ＝PI／（πd2／4〉
　　（ii）τ＝P2／（πd2／4）
　　（崩）τmax＝Ml／Zp
　　　　　　鴛M1／（πd3／16）
　　　　　　　（Zp：極断面係数、ねじりの断面係数）
　（iv）σ紐継潔M2／Z
　　　　　　畿M2／（πd3／32）
　　　　　　　（Z　l断面係数）
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4．国際社会の一員となるために
建設省中部地方建設局営繕部営繕監督室
　　　　　　　　　　　　福岡和弥
　何年か前のこと、日本の国際化のために導入すべき三
つのものとして、品質システム、試験機関、資格者の認
定・認証制度が話題となったことがありました。
　その後、臼本中にISO9000シリーズに基づく品質シ
ステム審査登録が社会現象のような拡がりを見せたこと
は皆さんの記憶に新しいことと思います。最近では、製
造メーカーだけにとどまらず、引越し専門の運送会社な
ど、いろいろな会社が品質システムの審査登録を受けた
ことを広告に表示されています。建設業におけるISO
9000ブームといえば、そもそもは公共建設工事の入札参
加条件としてこの品質システム審査登録が有効であると
の見解が出されたことから、大手ゼネコンをはじめとし
て一斉に「右向け右」といった早急な導入を図った結果、
「顧客に対して信頼を与えるための品質システム構築」と
は一味違った「審査に合格するための品質システム構築」
に日夜努力をされているように見えるのは、私の目の錯
覚でしようか？
　次の試験機関の認定制度は、そもそも、�@欧米等にお
いて購入者が供給者に対して製品に関する試験データを
添付することを要求し、その際に供給者は試験所を活用
してきたこと、�A購入者及び供給者にとって、取引の合
理化・効率化のために試験データの信頼性が確立されて
いることが必要であったこと、�Bこれらを受けて試験機
関への信頼性付与のために試験所認定制度が確立された
こと、などの経緯を経て国際基準であるISO／ECガイド
25が制定されています。その規定する内容としては、試
験機関におけるデータの信頼性を保証する必要要素とし
て、組織（責任体制等）の信頼性、試験方法、試験設備、
試験技術、データ処理等の信頼性、試験設備の校正（ト
レーサビリティ）についての信頼性があり、我が国にお
いては、1996年にISO／ECガイド25の翻訳規格である
JIS　Z9325が制定されて、さまざまな分野で試験機関の
信頼性を付与していることと思います。
　最後の資格者の認証制度は、当初から欧米各国との意
見調整の難航が予測されたもので、詳しいことを確認し
ているわけではありませんが、揖本圧接協会が推進され
ている圧接技量資格者以外の資格認定制度については、
国際的な相互認証が進んでいないようです。もっとも圧
接技術そのものは、我が国のほか旧国鉄関係技術者の
方々の努力により技術移転をした国々でしか存在してい
ないようで、意見調整が比較的容易であったことが予想
できます。以前、日本溶接協会のとある委員会でお聞き
した溶接技量資格者に対する日本と欧州各国との考え方
の違いとして、学歴等の資格試験にかかる受験要件、試
験合格後の研修期間など、階級社会を背景とした欧州の
資格制度と試験に合格すればそれ以前の学歴等を問わな
い我が国の資格制度との間には相容れないギャップがあ
りそうだと強く感じたものでした。
　現在私が従事させていただいている仕事は、建築工事
における工事監理というもので、その中で出来上がる建
築物の品質を最終的に確定することが重要な業務となっ
ています。とはいえ、云うは易し行うは難しのたとえど
おり、建築物及びその構成要素の品質・性能を直接見極
めるのは至難の業で、その代替措置として使用する材料
の品質と施工方法を厳密に規定をしたり、施工中・施工
後の試験・検査を規定したりしています。その中で、様々
な場面における各種技量資格者の活用が重要な位置づけ
となっており、言うまでもなく本誌読者の皆さんが従事
されている鉄骨溶接部の非破壊検査などは、その代表的
なものということができます。
　そこで、各種技量資格者に出来上がる建築物及びその
構成要素の品質・性能を託すということをr顧客の立場」
から見てみるとどうなるのでしょうか？　工事に関わる
技量資格者が、ある一定の能力を有することを判定する
試験に合格していることだけでなく、その工事において
間違いなく資格にふさわしい能力を発揮したことを証明
してくれることは、切実な要求とはいえないでしょうか。
　技量資格認定試験に合格しているという『必要条件」
だけでなく、その資格にふさわしい能力を維持し、かつ、
毎回その能力を発揮していることを証明するというr十
分条件」も、現在の資格認定制度では十分に考慮しなけ
ればならないのではと考えている今臼この頃です。私霞
身を振り返ってみると、所有する唯一の資格であるr一
級建築士」として、その資格にふさわしい仕事をしてい
るつもりですが、外部から見て資格者にふさわしい能力
を発揮しているかどうかを証明するのは、やはり容易な
ことではありません。
　我が職場では、「公共工事の発注者としての説明責任：
アカウンタビリティ」を重要なキーワードとして掲げて
いますが、同じように資格者としてのアカウンタビリ
ティというものを真剣に考えてみる時期にきているのか
もしれませんね。
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5．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来
　　　（5》　Bhabha原子力研究所が中心に活動してきたインド
日本原子力研究所大岡　紀一
1．はじめに
　インドのNDT活動は大変多くの工業分野で行われて
いる。重要な分野のいくつかを以下に挙げる。
　�@重電機工業（BharatHeavyElectricalsLtd．一
　　BHEL）
　�A重機械工業（BharatHeavyPlates＆Vessels
　　Ltd．一BHPVL）
　�B熱力（Nationa1ThermaIPowerCorporatlon−
　　NTPC）
　�C鉄鋼業（Stee1AuthorityoflndiaLtd．一SAIL）
　�D鍛造工業（BharatForgeLtd．）
　�E航空工業（Hindustan　Aeronautics　Ltd．）
　�F石油工業（多数の企業）
　�G精製業（多数の企業）
　�H肥料工業（多数の企業）
　�I造船業（多数の企業）
　�J特殊合金（MishraDhaut織Nigam）
　�K鉄道
　加えて、インド政府の管轄のもとNDT活動が行われて
いる。それらのいくつかを以下に示す。
　�@原子カエネルギー省
　�A宇宙省
　�B防衛省
　インドではIAEAIRCAプロジェクトに関して、原子カ
エネルギー省が、すべての工業分野に対し先端NDT技術
を利用できるようイニシアチブを取っている。この目的
に向かい、インド工業連合会（Confederation　ofIndian
Industries）の代表者により原子力エネルギー省ととも
にNDT技術を利用できるようにするための会議が催さ
れた。インド独自で開発されたNDT装置及びNDTサー
ビスが含まれている。原子カエネルギー省はまた、技術
者が認証・認定を得るために、種々のM）丁技術について
のトレーニングを行うことを進めている。安全管理も含
めた放射線同位元素を用いた放射線透過試験についての
トレーニング、資格の認証及び認定が原子カエネルギー
省により実施されている。原子力規制委員会は、訓練さ
れ認定された技術者が全ての安全面での維持管理等を理
解していることを保証している。
2．NDTトレーニング
（1）国内トレーニングコース：レベル1及びレベルEの
　ための多くのトレーニングコースが国を通して行われ
　ている。トレーニングコースは国内研究所、学術機関、
　工業界のトレーニング施設などで実施されている。ト
　レーニングコースの講師には実際の専門家、学術機関
　のスタッフ、種々の研究センターなどのR＆D研究所
　からの科学者が含まれている。コースは専門分野のメ
　ンバーの積極的な参加により行われる。証明書はイン
　ド非破壊試験協会（lndian　Society　for　Non−
　destructiveTesting）により発行されている。レベル
　皿の諏一ス及び試験は両方ともISNTにより行われて
　いる。放射線透過試験のコース及び試験はボンベイの
　Bhabha　Atomic　Research　Centre（バーバー原子力調
　査センター）により行われている。これは放射線透過試
　験では放射性同位元素の取扱法についても要求されて
　いるからである。
（2）地域のトレーニングコース：IAEA．RCAプロジェ
　クトのもと、1995年にクアラルンプールで開催され
　た地域のトレーニングコースにインドから4名の専門
　家が参加した。このコースは欠陥付き試験体の作成及
　びNDTによるそれらの欠陥の検出について行われた
　もので、このコースで得られた経験は、認証のための
　トレーニング諏一ス及び試験に用いる試験片の作成に
　役に立っている。
（3）セミナー：国内の種々の所で多くのセミナーが開催
　された。1994年12月にはボンベイで年一回のISNT−
　NDE−94の技術会議が開催された。
　　工業における国際放射線会議（ICA−RID−94〉が
　1994年2月にボンベイで開催されNDTが会議の一部
　分を形作った。
（4）専門家派遣：一人の専門家を放射線透過試験のため
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の短期間コースに開催国であるスリランカに派遣し
た。また数人の専門家の交換が、相互協定に基づき行
われている。
3．NDT技術者の資格と認証
（1）　非破壊試験技術者のトレーニング、認証、認定に関
　するインド国内規格が最近公布された。これはISO
　9712に基づいている。インド規格もまた異なったレ
　ベルの種々のNDT技法についてトレーニングのガイ
　ドラインであるIAEA−TEC−DOC628を含んでいる。
　ISNTは今、上記のインド規格による認定要綱に従っ
　て運営している。
（2）ISNTの国内統制会議により、NDT技術者の資格
　の検定及び認定委員会が公式に設置された。その委員
　会は、非破壊試験分野で活躍する種々の工業部門、研
　究開発機関、学術機関からの代表により構成されてい
　る。
　なお参考までに1993年から1996年までの4ヶ年の
　資格者の数を表1に示す。
UT
UT
PT
PT
MT
MT
ET
ET
LT
RT
RT
1
豆
I
H
I
∬
1
狂
I
I
E
LEVEL
UT
RT
PT
MT
表1　　CERTIFIED　NDT　PERSONNEL
TILL
1993　　　1994　　　1995　　0CTOBER・96
415　　　205
307　　　207
153　　　153
90　　　93
75　　　15
80　　臼115
12
8
19
81
理　　　（1993。October　1996）
30
50
28
24
254
203
79
53
35
40
20
10
15
42
79
125
140
60
34
25
30
15
35
37
85
95
4．NDTサービス＆NDT関連サービス
NDTサービス機関の大多数が国内で活動している。そ
の数はおおよそ250である。いくつかの団体ではわずか
3、4名の技術者が活動している一方、40名を超える技術
者が活動しているいくつかの団体もある。全てのサービ
ス機関は、種々のレベルとNDT技法の認定について
ISNTを当てにして実施している。NDT装置製造業者の
大多数は国内に存在し、UT、LPT、MPT、RTそして
ECTに要求される全てに基本的な性能を有する装置を供
給している。
5．NDT協会の活動
　ISNTは、近年非常に活動的になっている。
　例えばISNTの年次技術会議‘NDE−94’は、1994年
12月にボンベイで開催された。およそ75の技術論文が
国内のあらゆる部門から出された。50の論文が口頭発表
で、残りの論文はポスターで発表された。焦点はNDTの
コンピュータ化とロボット化であった。多くの論文の発
表後、活発な討論が行われ、R＆Dカテゴリーから1つ、
工業応用カテゴリーから1つのあわせて2つの論文に優
秀論文賞が与えられた。シンポジウムの会場に併設して
展示が催された。20の企業が種々のNDT装置を展示す
ることで参加した。国中からおよそ300人の代表が年次
技術会議に参加している。
　ISNTボンベイ支部はUT、RT、MTそして凹の第2
回目のレベル3のトレーニングコース及び試験を実施し
た。このコース及び試験はISO9712及びIAEA　TEC
DOC628に沿ったインド規格13805により実施された。
　ISNTには国を通して21の支部があり、各支部が種々
の技術のレベル1及びレベル2についての技術に関する
講義、ワークショップ、セミナー、トレーニング及び認
定コース及び試験からなる年次プログラムを有している。
6．NDTに関する研究開発状況
　NDTのR＆D活動は種々の研究施設、政府学術施設の
科学省、工業分野のいくつかの研究所で続けられている。
R＆D活動は部分的に、ISNTの年次技術会議で発表され
る論文及び種々の研究所の年次報告に反映されている。
近年のR＆D活動は次の項臼に焦点を当てて進められてい
る。
�@TOFD及びSAFTその他に求められるソフトウェア
　に沿った先進超音波画像システムの開発
�A放射線断層写真システムの開発
�B渦流探傷画像化システム
�C放射線透過試験用アイソトープカメラのデザインの
　開発
�D種々の分野で応用できるコンピュータ制御のマニ
　ピュレータ及び駆動システムの開発
9
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�Eアコースティック・エミッション試験の応用
�F厚肉部晶の放射線透過試験に対しての直線加速器の
　応用
�Gリアルタイムラジオグラフィーシステムの開発
�H中性子ラジオグラフィー、小焦点ラジオグラフィー
　などについての新しい応用
7．NDT’ラボの認証
　国際規格に従ったNDTラボ（試験所とか研究所）の認
証に関する要綱が設けられている。NDTラボを含む種々
のラボの認証を査定する専門家を訓練するために、イン
ド晶質管理協会によってコースが実施されている。
8．その他
　ISNTの年次技術会議‘NDE．95’は1995年12月中に
ニューデリーで開催された。1996年12月にインドで第
14回世界非破壊試験会議が開催され、一応成功を納めて
いる。インド国内中でISNTの種々の支部が、1年を通し
管理者のためにNDTのセミナー、ワークショップ、ト
レーニング識一スを行っている。
　種々の手法についてのレベル3の試験が1995年に行わ
れ、レベル1及びレベル2の試験はISNTの種々の支部で
それぞれのスケジュールに従って実施されている。
　その他インドでは、ラテンアメリカにおけるIAEA地
域プロジェクトには、全てのプロジェクトの目的の中に、
�@全世界を通して最新の技術による新しいNDT手法、製
品、規格、装置を紹介すること．�A新しいNDT手法、製
晶、規格、装置を開発すること等を取り上げていること
から、新しいNDT手法の紹介は非常に必要不可欠である
という考え方を持っている。なぜなら、新規格が採用さ
れたり、コンピュータベースの新しい装置が用いられつ
つあるからである。従って、このような考え方がアジア・
太平洋地域のNDTプロジェクトに含まれるべきであると
考えている。
　さらに細かいことであるが種々の分野でのNDTの実用
的な適用のために、トランスデューサの位置決めに関し
て、駆動制御システムの開発が大変重要である。これは
特に種々の工業分野での供用期間中検査についてもいえ
ることで、アジア・太平洋プロジェクトにこの概念を含
めることが必要不可欠との考えをも有している。
“男の台所”奪乾詑�F
　納豆は、人によって好き嫌いがあるものの、栄養価の高い健康食と言われています。納豆だけを楽しむのは勿論ですが、
いろんな異を混ぜて楽しむ食べ方もあり、沢庵を混ぜたことで歯ざわりが格段に変化する一畠で、酒の友にも惣菜として
も応用がききます。
　◎納豆と沢庵などの混ぜもの
　材　料：納豆、沢庵、鳥賊、マグロ、サザエ、卵、ねき、大葉（青紫蘇）、辛し、醤油
　作り方：
　　�@納豆は、辛しを合せて練り込み、醤油、卵の黄身を落としてさらに混ぜ合わせて味を
　　　整えておく。
　　�A沢庵、生鳥賊、マグロ、サザエ（味付けをした缶詰を利用してもよい、あわびなどが
　　　あれば最高）は、それぞれ7〜8ミリ角ぐらいに切り揃える。ねきは小口切り、大
　　　葉は細切り（大葉は多めに用意する）にする。
　　�B盛り付けは、皿の真ん中に納豆を盛り付けて、周りに沢庵、烏賊、マグ0、サザエと
　　　大葉を盛り合わせ、ねぎを散らす。食べる時に、これらの輿を混ぜ合わせる。
L．
集峰織瞳奪記魂
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6．ローカル・インフォメーション
秋田県非破壊検査技術研究会
事務局浅利　孝一（秋田県エ業技術センター）
1．研究会設立の経緯
　秋田県非破壊検査技術研究会は昭和52年に発足し、今
年で22年目を迎えております。研究会設立の発端は、昭
和50年頃、東京都で建築鉄骨の溶接不良が社会問題とな
り、本県の鉄骨業界も超音波検査技術者の育成を迫られ
たからです。そこで、業界と当時の工業試験場が協議し、
昭和52年7月に工業試験場を事務局として「秋田県非破
壊検査技術研究会」が会員数38で発足しました。初代会
長には�鞄喧k機械製作所　故松本修二氏（当時取締役社
長）が就任し、昭和61年から2代冒会長として現在の千
代田興業�梶@代表取締役　藤澤禮治氏が会長を務めてお
ります。
2．研究会の活動経過
　超音波探傷（UT）はゼロからのスタートでしたので、
発足時、清水建設�葛Z術研究所藤盛紀明氏には研究会の
顧問に就任していただき、有資格者の育成などに多大の
ご尽力を賜りました。また、探傷機器メーカー（当時��
東京計器、三菱電機�梶A日本クラウトクレーマー�梶j等
のご協力をいただき、これまでに100名近いUT技術者
を育成することができました。
　超音波と同様に発足当初から事業として継続している
のが磁粉・浸透探傷技術（MT、PT）講習会です。現在
は全て閉山されてしまいましたが、県北部の鉱山地帯に
は鉱山関連企業が多く、鉱山に納入するロープソケット
や機械加工した車軸等は磁粉探傷検査が義務づけられて
おり、MT、PTに対する企業からの強い要望がありまし
た。この磁粉・浸透探傷技術講習会には、テスコ�蒲髢ﾘ
尚美氏にご協力いただき、平成10年にも講習会を開催し
たところです。
　また、秋田市は日本有数の油田地帯として発展し、石
油生産設備等の製造やメンテナンスに携わる溶接関連企
業が多くありました。研究会発足時はすでに枯渇状態で
したが、石油生産で培った技術を海外の石油関連プラン
ト製造に活かし、その製品検査にX線透過検査が利用さ
れていたこともあり、X線透過試験に関する講習会も開
催しました。この講習には装置メーカーの理学電機�鰍�
当時の東京都立工業技術センター松山格氏のご協力をい
ただきました。
　他には、アコーステイック・エミッションやひずみ測定
の講習会を、伊藤忠データシステム�梶A�葛､和電業の協
力を得て、開催してきました。
　その後、溶接関連企業が会員の多数を占めていること
から溶接技術の向上にも取り組み、半自動溶接、アルミ
ニウム溶接、チタン溶接の講習を、ダイヘン�梶A日本油
脂�梶A�叶_戸製鋼所の協力で実施しました．
3．現在の活動状況
　現在会員数は設立時の約2倍の75（正会員61、賛助会
員3、特別会員8、顧問3）となっています。
　現在の主な事業は、役員会、総会、講習会、講演会、事
例・研究発表会、工場見学会です。講習会は、NDIが年
2回春秋実施している認定試験に合わせた、UTI種、2種
の座学及び実技講習、MT・PTは数年ごとに座学・実技
講習を実施しています。講演は、地元大学や県外講師に
よる非破壊検査や溶接に関連した内容について実施して
おり、東北非破壊検査研究会の三原毅氏（東北大学〉、木
村武美氏（溶接検査�梶jにもお越し頂きました。事例・研
究発表会は、技術開発やトラブル対策、自社製品の紹介
など制約を設けずに幅広い分野を対象とし、会員の技術
交流を図るため極力和やかな雰囲気で開催しております。
工場見学会は、1泊2日で県内や県外の3〜4企業を見学
します。その年度によっては他団体と共催することもあ
り、昨年度は地元の機械金属工業会との共催で、隣県の
岩手を見学して参りました。近年の特徴は、会員のISO
に対する関心が強いことから、ISO取得企業の見学希望
が多いことです。
　以上、当研究会の活動を紹介させていただきました。
これまでご支援いただきました関係者、関係機関に感謝
申し上げると共に、今後ともご支援をお願いいたします。
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7．ホームページ閲覧について
　テレビのスイッチを入れると、パソコンのCMが多く
なったのに驚かされます。「このボタンを押すと、直ぐに
インターネットに繋がるよ。」なんて若い女の子が、オジ
サンに説明する時代。読者の中にもインターネットを利
用されている方は多いかと思います。
　筆者が仕事でインターネットを使い始めたのは、5年
以上前のことです。先ずは、パソコン通信を通じて、大
学の講師の方々と電子メールの遣り取り。ワープロソフ
トの一太郎やWordのファイル（文書）を圧縮してから、
テキスト文書に変換して先方に送っていたものです。時
代は流れ、今ではそんな手間は必要ありません。今や、一
太郎やWordのファイルはそのまま自動的に送ることが
できるのですから。技術の進歩は早いもので、気付いた
時には白髪の老人、まるで浦島太郎のようになってしま
いそうです。
　ホームページの存在を知ったのは、この時分です。ま
だ、ホームページの特集を組む一般誌はありませんでし
た。パソコン通信で、ようやくホームページヘのアクセ
スができるようになり、筆者は嬉々として様々なホーム
ページを閲覧しました。ネットサーフィン（閲覧してい
るホームページからリンク先の別のホームページを閲覧
し、更にまた別のホームページを閲覧すること）で、昼
休みを潰したことも多々あり、この時ほど時間が足りな
いと感じたことはありません。しかも、ホームページヘ
のアクセス時間が長く、なかなかホームページが開かな
いこともしばしば。それでも未知の領域に足を踏み入れ
たためでしょうか。開くまでの時間をわくわくしながら、
パソコン画面に見入っていたものです。
　ホームページの有効な利用方法とは、一体何ぞや？
既に様々なホームページを閲覧している方は、有効に利
用しているかと思いますので、ここでは簡単に記述した
いと思います。先ずは、手元のパソコンをインターネッ
トに繋げること。様々な方法がありますので、ここでは
省略致します。次に、プラウザ（ホームページ閲覧ソフ
ト／ネットスケープナビゲーターやインターネットエク
スプローラー等）を開き、サーチエンジン（ホームペー
ジを検索するホームページ／Yahoo！JAPANやgoo、
infoseekJapan等）で調べたい事柄のキーワードを打ち
込みます。
　例えば「溶接」というキーワードを打ち込むと、なん
と16，000件も出てくるではないですか。全く関係の無い
ホームページも一覧の中に加わっています。次に、絞り
込み検索をするために、「協会」というキーワードを打ち
込みます。今度は、ぐっと減って300件あまりの溶接に
関する協会のホームページの一覧が表示されます。ホー
ムページの中には、CIW認定事業者のホームページも見
受けられ、CIWのPRをしてくださっている認定事業者
もあります。また、個人が趣味で作ったホームページに
は、溶接協会の文字が。涙が出そうになるくらい有り難
いことです。
ε」　　社団法凶β本1溶接協会
一
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　　　　　　　　　　　　The　Japan　Welding旺昌gineeriag　Society
　　　　　　　　　　　社団法人B本溶接協会原子力礒究委黄会
　　　　　　　　　　　　　　　　　mail　to　Web醗aster
照p：〃k舳播細．爾e．睡oda．s“t．ac．jp／〜慌S／ぬo揃e．」．ht縮1
　それでは、サーチエンジンで「非破壊検査」を検索し
てみましょう。非破壊関係に携わっている企業、学協会、
工業技術センター等のホームページが、2，000件も検索
されました。絞り込み検索で「CIW」を検索してみると、
22件に減ります。検索結果の中には、重複しているもの
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もありますので、実数はこれより少ないと考えられます。
今回はMSNサーチで検索しておりますが、別のサーチ
エンジンを使うと、また違ったホームページの一覧が表
示されます。
　次に、参考程度に筆者の仕事上での利用法を列記して
みます。
　（1）　資料作成編
　資料作成時に、再確認したい事項などを調べる時は、
サーチエンジンを利用します。行政による規制緩和の動
向、辞書代わりとしての専門用語の意味、企業等の業務
内容／動向等々。時には答えが得られないこともありま
す。その時は、サーチエンジンを変えて、再度検索しま
す。すると、思ってもみなかった情報を得られることも
あります。余談ですが、愛媛県のホームページには、土
木工事共通仕様書が全文掲載してありました。難しい問
題が山とあるかもしれませんが、各行政も共通仕様書の
全文をホームページに載せてくれると、有り難いのです
が。
　（2）出張編
　CIW認定登録要件の1つである業務確認に行く時も、
ホームページを利用します。航空会社のホームページを
開き、先ずは空席情報の確認、予約。ホテルの手配。地
図製作会社のホームページを開いて、事業者の最寄り駅
の確認。当地の特産物を探して、身内へのお土産の検討。
なにより大切なのは、財布と相談しつつ、夕食に関する
情報収集かもしれません。出張先で1人で食べるラーメ
ンほど、佗びしく感じることはありません。
　（3）忘年会編
　気は早いですが、あと1カ月ほどで忘年会シーズンの
到来です。幹事さんは、予算・料理・場所等で頭を悩ま
すことでしょう。こんな状況を打破するには、ホーム
ページ。割引の案内やら幹事さん優待措置など、頬が緩
むような情報が待ち受けています。因みに、忘年会以外
にも使えますので、歓送迎会等にもご利用下さい。
　他にも色々と仕事に役立つ使い方があると思われます。
パソコン通信でしか出来なかった電子会議室、ホーム
ページ上での資料作成／閲覧／発表、展示会・シンポジ
ウム・講習会の受付業務、電子決済等々。
　さて、3年前の1996年、大阪産業大学の平山一男先生
が本誌「RUMPES10−3」で随想を書かれました。題名
はrインターネット三昧」。平山先生も書いていらっしゃ
いますが、その頃のCIW認定事業者のホ緬ムページは
たった一件のみでした。ところが今や、別表の通り。各
CIW認定事業者の業務内容を知りたい方、どうぞ別表を
ご利用下さい。各社それぞれホームページに趣向を凝ら
しています。また、CIW認定事業者のホームページの中
には、別のホームページにリンクを張っているものもあ
り、インターネットのサイトのアドレスまたはWebアド
レス（通称l　URL）を打たなくても、関連のホームペー
ジ（学協会、工業技術センター等のホームページ）を閲
覧することができます。どうぞネットサーフィンをお楽
しみ下さい。
　なお、別表は、自己申告によって作成されたものです。
訂正・追加等がありましたら、E−mai1（ciw＠lwes．or4p）
或いはFax（03−3255−5196）により、CIW通信編集委
員会までご連絡願います。
CIW認定事業者名
種別
経o獄epage
アイ・シー・ティー（株〉
C
http：／／www．舳jp．or．jp／ictpage／ToPPage．熱tm1
石川島検査計測（株）
A
httpl／／www．bekko�pe．”e．jp／難a／まic／
（株）エスビーシーテクノ九州
E
むttp：／／www．coara．or．jp／〜osbc／
エヌケーテクノス（株）
E
藝ttp：／／ww．Ωtctsurumi．鶏kk。co．jp／
関西エックス線（株）
A
httや1／／seto犠chi．vli籍k．or。jp／sわc／002／kansai．熱tml
北環本非破壊検査（株）
A
http：／／www．palf．c・。jp／〜xray／
三協エンジニアリング（株）
D
http：／／www。bekk・＆me．駐e．jp／〜sankyo−eng／
（株）シーエックスアール
A
わttp：／／www．cxr．co．jp／
神鋼検査サービス（株〉
A
むttp：／／www。k　i　nd。or．jp／s　i　sco／
第一検査（株）
D
http：／／www三〇．big．・r．jp／〜fic／
富山検査（株）
A
http：／／www．kit・kit（）為et．ne．jp／〜kens＆／
（株）日鐵テクノリサーチ
D
翫tp：／／www。nstr．co．jp／
β本インスペック（株）
DE
bttp；／／騨wO3．u−page．so一駐et．捻e．jp／jd5／始spex／
琢本検査（株）
E
http：／／ww．瑠mjp．or．jp／niho鳶kens級
日本葬破壊検査（株）
A
http：／／www．jndi．co隣
日立エンジニアリング（株）
A
http：／／www．hit＆chi。co．jp／kec／
富士電子工業（株〉
C
http：／／www．秘rba践．籍e．jp／｝｝ome／fdk／
C圃認定事業者ホームページアドレスー覧
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8．協議会だより
1．平成11年度CIW検査事業者協議会各地区総会
　下記のとおり各地区総会を実施いたしました。
【東日本地区Σ
1．日時：平成11年9月8日（水）
2．場所：栃木県・那須湯本「松川屋」
3．出席会員数：37社
4．議事概要：次の諸報告等を行いました。
　・活動状況中間報告
　・基本問題検討委員会の設置と活動の進め方
　・全国営業責任者会議アンケート結果への回答
　・r統一御見積書」及びr統一お見積前提条件」実施
　状況報告のお願い
　・中問検査関係
　・JWES試験所認定WG関係
　・役員選挙について（H。12．1に実施予定）
5．特別講演：次のご講演を賜りました。
　講師1日本下水道事業団
　　　専門役（建築担当）　近野　正弘氏
【関西地区】
1．日時：平成11年9月24日（金）
2．場所＝大阪・コロナホテル
3。出席者：32社
4．議事概要：（東日本地区に同じ）
5．特別講演1
　講師：株式会社東畑建築義務所
　　　構造部長　近藤　一雄氏
　演題汀建築鉄骨造の構造と検査について」
4．内容：
　�@座学
　・「建築鉄骨溶接部検査結果表示方法指針」及び「建築
　鉄骨溶接部検査の留意点シート」について
　・『裏当て金付完全溶込み丁継手のルート部からのエ
　コー判別方法に関する指針」
　・「角形鋼管柱溶接角部の超音波探傷試験方法に関する
　指針（1996改定）」について
　�Ar建築鉄骨溶接部の超音波検査技術実習」
纏その他の地区（東京、大阪以外）
　平成12年1月〜2月に実施の予定。
lll．r基本問題検討委員会」からのお願い
　よりよい協議会を求めて、協議会に希望する事項等を
会員の皆様から提書いただくために、アンケート調査を
いたしますのでご協力下さい。
y．r統一御見積書」実施状況について仲間報告》
　「実施状況報告書」を会員会社からご提出いただき現在
とりまとめ中ですが、実施状況の概要は次のとおりです。
なお、このフォローは引き続き来年1月に実施の予定で
す。
　・回答総数：62社
　・実施状況：イ．実施している：11社
　　　　　　ロ．移　行　中：12社
　　　　　ハ．準傭中：28社
　　　　　　　　　　　　　51社
ll。建築鉄骨溶接部の超音波探傷技術講習会予定
　協議会としての講習会を次のとおり計画中です。受講
者募集中ですので、ご参加をお願いします。
V．r中間検査」関連CW認定事業者名簿について
　溶接協会と協議会で共同作業中でありました名簿の作
成が完了し、全国主事会議でご紹介いただくためのお願
いを行っております。
【大阪地区】
1．日時：平成11年11月7日（日）
2．場所1（財）電子科学研究所（大阪市）
3．定員：36名
Vl．ISO／IEc　r試験所認定」について
　溶接協会の中にWGが設置され、CIW認定制度との比
較作業が行われており、その内容について会員の皆様に
対しての説明会が予定されております。
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9．ニューフェイス
1999年10月1日付で新たに次の事業者が認定されま
したのでご紹介いたします。
日立笠戸エンジニアリング��
本社所在地　〒744−0002山口県下松市東豊井794
　　　　　TELO833−41−8668／FAX．0833−41−8698
代表者氏名　代表取締役　市橋一晃
認定種別・番号・部門　　　D種、第210D99号、放射
　　　　　　　　　　線検査部門
営業所など　本社のみ
1有1ジェイ・テックス
本社所在地　〒370−0011群馬県高崎市京目町463．10
　　　　　TEL．027−360−5885／FAX．027−360−5886
代表者氏名　代表取締役　岡本貴雄
認定種別・番号・部門　　　E種、第205E99号、超音
　　　　　　　　　　波検査部門
営業所など　本社のみ
1有》三重非破壊検査
本社所在地　〒510−0252三重県鈴鹿市五祝町561
　　　　　TELO593−86−7450／FAX．0593−86畔8781
代表者氏名　代表取締役　益川宜正
認定種別・番号・部門　　　E種、第206E99号、超音
　　　　　　　　　　波検査部門
営業所など　本社のみ
認定授与式のもよう
m．お知らせ
　「建築鉄骨での脆性的破壊と鋼材破壊靭性セミナー」を
下記の通り開催致します。関心のある方は、事務局
（Te1．03−3257−1524）までお問合せ願います。
建築鉄骨での脆性的破壊と鋼材破壊靭性セミナー
日時：平成11年12月21日（火）　9：30〜17：15
会場：社団法人日本建築学会　建築会館ホール
内容：
　溶接構造物の脆性破壊と破壊靭性試験法
　講演「柱梁接合部の破壊と補修j
　講演r建築用鋼材に要求される性能3
　動的な繰り返し大変形を受ける鋼構造物での脆性的破
壊に関する評価手法
　講演「建築構造物の性能設計」
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　ノストラダムスの大予言の7月は無事に過ぎましたが、トル灘やギリシャの大地震に続い
て、9月21日には近い隣国の台湾で、M7．6という4年前の神戸の地震の6倍を超えるとい
う大地震が発生し、多大の被害をもたらしました。現地の被災者や関係者には、心からのお見
舞いを棒げたいと思います。
　rETによる溶接部の非破壊検査」は、管・丸棒・線材などの素材や、発電所の熱交換器の
配管の検査手段として、限られた分野のETが、鋼溶接部に適用できる可能性を、分かりやす
く解説しています。
　また、最近いろいろの分野でめざましい活躍をしているインターネットに関連した、「ホー
ム・ぺ一ジの有効利用」は、愛好者には日常茶飯事のことでも、今回のこの記事を読んで、新
しい世界を拓く読者も、決して少なくないと思われます。
　是非有効に活用して、業務に反映して下さることを祈ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員　1．M．
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超音波探傷システム
μTomoscan
K』明
R，D　TECH
　　　　　　　　　　　　　　　　クラックの深さ形状及び位置測定表承例
小型・軽量のポータブルシステム
TOFDとパルス反射法の周時検査が可能なマルチチャンネル超奮波探傷器
リアルタイムA、8およびC−scanならびに、トップ、サイドおよびフロントビュー表示
エンコーダーインターフェースを内蔵　　マニュアル探傷および自動探傷に最適
PGへ、ダイレクトにデータ保存　　Wndow＄環境に対応
鎗栄進化学株式会社・糟糠舗糊鍵
鯨営業所疋L（0471〉31−5674FAX（0471）3奪一5799干葉営藁所丁∈し（0436）62−4564FAX（0436）62−45271構鰍所丁∈し（044）2お一435圷AX（0璃）233．5295
名醒蝶所丁∈L（052）74奪一8851FAX（052）741−8867大阪嘗業所TEL（06）6931�t58FAX（G6）6931−1705広鵬営業所花L（082）243一奪532FAX（082）243．1598
「匹et・sKGK
21世紀へ向け
　皆様の安全管理を
　　　　サオε一ト・しま1す。
L
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちび太くん　　　　　　　ぺちゃ子さん
◆世界最小『ちび太くん』は今まで無理とされていた狭い箇所での探傷に効果を発揮します。
◆超薄型の『ぺちゃ子さん』もホルダーに組み込むことによりバリエーションが広がります。
◆お客様の二一ズに合った：位様目的・形状にて『超小型探触子講を製作させていただきます。
◆嚢当て金丁継手ルート部のきずエコーと形状工コーの判別に『SH波探触号』は有効です。
◆探傷作業の能率向上、合理化、省力化、高速化を『自動探傷用探触弓』は実現いたします。
◆試験体の横波琶速の測定や琶速異方性の簡易チェックに『横波垂直探触子講は効果的です。
◆お客様のご要望にどこよりも敏速に対応出来るよう試作・研究・開発を心掛けております。
◆今お使いの装置に、全ての条件で対応できるように設計・製作させていただいております。
◆現在お使いの探触子にこ不満のある方は、どのようなことでも結構ですのでこ相談下さい。
超小型探触子
SH波探触子
株式会社検査技術研究所
自動探傷用探触子
横波垂直探触子
〒210−0826川崎市川崎区塩浜2一喋7一惚
TELlO44−277−0喋21　FAXlO44−277−0蓬20
h重tpl／／member．nifty．ne．lp／KGK／
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日本溶接協会会長
　新年あけましておめでとうございます，、
　昨年は、1遷本溶接協会創、ン150周年記念式典並びに関連
行些拝開催に際し、多大な御協力と御支援を賜りまして誠
にありがとうございました、、特に、記念式典並びに懇親会
におきましては会員をはじめ多くの関係者の御参加を戴
き、半世紀に亘るll本溶接協会の活動とその成果を共に
祝うことが出来ましたことを感謝申しLげる次第でござ
います、，さらに、この50周年，言己念事業を通して、ものづ
くりの基盤技術である溶接技術の進歩向L過程の集大成
を創ウニ50年史として幽版し、2i世紀の溶接技術のあり方、
今後の当協会のあり方について具体的な方針等を会員並
びに関係各位に承すことができ、有意義な事業となりま
した、、今後とも、皆様のご期待に1、δえるように、H本溶接
協会は更に努力を重ねていかなければならないと痛感致
しております。
　さて、昨年は、8月！四1に1・ルコで大地震が発生し、約
！7，000名もの死者が出たそうです、、トルコ大地震に継い
で、9月雛Bに発生した台湾大地震では、約15，000名も
の死傷者が出たとグ）こと。皆様のお知り合いの中にも被
’，蝦二遭われ、ご苫労なさっておられる方もおられるかと
存じます、、これらの建築物の・部には、罫抜きll事と思わ
れるようなこともあ一）たようです、、5年前の阪神大震災の
経験が風化していく懸念もある昨今、改めて品質管理の
重要性を再認識致しました、、
　現在、各行政では、硯制緩和策に基づいて、電気事業
法・ガス事業法・建築基準法等の改正を進められておりま
す。民問への業務移行に際して、民間に問われることは品
質管理の充実とその透明性の確保ではないでしょうか、
今回のRUMPESでは、新春特別座談会と題しまして、
様々な行政の方々に御綴席頂き、それぞれの凱場で非破
壊検査に対して語って頂きました。その中で、いみじくも
話題になったことは、検査会社への要望として、技術力の
向L、公’｛菰性・第渚性を挙げていることです。公平性・
第渚性の確立こそが、今まさに求められているわけで
す。日本全国にαw認定事業者が広まった現在、国際的
に通用し得る制度として、また公’｛ん性のある信頼できる
制度として、様々な業界にαW認定制度を取りLげて頂
くことにより、これからの非破壊検査業界の益々の発展
を期待したいところです。なお、年末のお忙しい中、座談
会に参加してくださいました各行政の方々には、非破壊
検査事業者並びにcrW認定制度に対する有意義なご意見
を述べて噴き、感謝申しLげる次第です。
　国際化ということでは、おかげさまで3年問務めました
夏ntemationa1三nst三t“te　ofWdding（略称111W／国際溶接
学会）会長を咋年7月で無事その任を終え、次期会長にバ
　　　　　　　　　　　　　　　　　．義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　　　へ郷｝　　’聯　葦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．鳳
　　　　　　藤田譲d監袖
トンを渡すことが出来ました、、会長在任中は、できる限り
公正、中ウ1の、Z場を貫いて参りましたが、これからはハス
トプレジデント（前会長）としての任期がさらに3年続き
ますので、アジア地域の代表としての発，享も積極的にし
ていきたいと考えております、現在、HWでは、事業の一
環としてll《1際溶接要員（htemationalWeldi簸g　Englneer、
更ntematiollalWeldingTechnologlst、1ntematlonalWeldl�r
Inspectors等）の資格作りを行っておりますので、積極的
に関与していきます，
　日本溶接協会が行っている溶接技術者並びに溶接技能
者認証は、昨年3月に（財）B本適合性認定協会から要員
認証機関として認定を受け、要員、認匡証における1詰ぜ♪芝保、誠
体制を確、Zし、公明ll三大な疏場で業務を行っております．，
溶接技術者認証、試験では、ここ数年、非破壊検査事業者の
方からの受験が増えておりますが、資格の重要性が様々
なところで言われている中、有資格者として溶接部の非
破壊検査を行うことは非常に望ましいことと感じており
ます．HWの国際溶接要員の資格とは、スムーズな々1認が
出来るよう日本の1ミ張を織り交ぜながら今後も敷二努お
を重ねていきます、、
　情報化が進む申で、目本溶接協会も時代にマッチした
諸活動を進めなければなりません、．すでにご存知の方も
いらっしゃるとは思いますが、日本溶接協会では、501、lfl
年記念事業の環として、協会のホームベージ（htt｝）プ／
wwwjwes．orjp／）を開設致しました．、ご覧噴ければお分
かりになるかと思いますが、C八V姦忍定制度の紹介もして
おります。CIW認定制度のホームベージでは、非破壊検
査の碗要性、CIW7，認定事業者　一覧、，認定までσ）流れ等を
載せております、、このホームページが、溶接／非破壊検査
の重要性を、多くの方々に認、識して頂くことの糸l　lにな
れば幸いです，，
　本年4月121iから4川酎、121世紀の扉を開く溶接・接
合技術」をテーマに掲げ、インテックス大阪で「2000国
際ウエルディングショ司を開催致します。本ウエルディ
ングショーは世界の3大溶接展承会のつに位置づけられ
ているもので、厳しい環境ドにもかかわらず1
1本をはじ
め世界の優秀な技術と製品が多数紹介されます、、情報収
集の場として、或いは有効な新しい技術の導入の場とし
てご利用噴けますよう、様々な分野の方々の御参加をお
待ち申し11げております。、
　経済的に未だに不透明感が漂う環境ではありますが、
非破壊検査技術が注Hを浴びつつある今こそ、皆様と毛
を取り合って、非破壊検査業界が益々発展するよう、尽力
したく存じますので、今後ともご理解・ご協力のほど宜し
くお願い申し1ぱずます、、
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c解検査事業協議会代表幹事稲垣　信夫
　新年あけましておめでとうございます、
　皆様よいお正月を迎えられたことと推察いたします。
昨年は大変な年でしたが、この厳しい経済情勢の申で、苫
渋の経営を続けながら難関を乗り切られてこられた検査
業界の皆さんには改めて敬意を表します。
　咋年後半、日本の技術の根底を揺るがすようなトラブ
ルが棚次いで発生しました「、原f力臨界事故、新幹線のコ
ンクリート崩落、そして衛星打ちLげの失敗です。某大手
紙の見出しを借りますと、「ほころぶll本の大型技術」「問
われる晶質管理体制」とあります，）匿界に冠たるli本の技
術を駆使し、1・分な信頼性を持って絶対に事故などあり
得ないと進められて来たこれらのブロジェクトは、完壁
な管理が行われていたと信じられていただけに、大変残
念な思いでいっぱいです。
　1
1本0）技術が世界に誇れる点は、佃1々（7）才支術者、f乍業者
の質の高さ、特に意識の高さにありました。然し技術者も
作業者も裳務の内容が多様化し専門分野の幅も広がり、
各企業とも技術、技能の保持のための研修や資格制度等
に力を人れてはおりますが、企業のリストラに伴う労働
市場の縮小と賃金の伸び悩み等もあり、質の高い労働力
の確保に問題はないのでしょうか，、
　ll本の産業界は発注者、受注者棚砿の信頼関係により
品質が支えられて来ました。「責任施口に代表される受
注者を｛、す頼して全てを任せて発注する、受注者もf，ニキ頼に
応えた仕事をすると言ったシステムは未だ存在しており
ます，、然し贔質の保証と透轡雌を求められた場合何らか
の第1者による証明が必要で、関連諸法律の改正に伴い
敵要な部分で第二者検査の義務づけが求められました
今後産業界の広い分野で第｛者検査が定着し品質が向L
されることを望みます．，
　品質管理の最要なポイントは、社内に品質管理システ
ムを確疏してトップから作業諸に至るまでその思想をレ
分浸透させることです、、そして、受・発注者間の信頼の有
無に関わらず、品質管理システムに従った施潅二管理状況
のチェックを含めた自貌検査と発注者による受入検査を
完全実施することが必要です。この二種の自
裕受入の両
検査は車の両輪であり、両輪が完全なものであって始め
て贔質が保証されるのです、，
　戦後米国から導人されたQC運動としての品質管理シス
テムは、その徹底した実施が、宇宙産業、半導体産業など
に代表される先端技術分野の成功と発展によりその有効
性が実、講三されました。我国の今回のトラブルは品質管理
システムグ）導入方法に何か問題があったのではないで
しようか、、
　ISO90001sの品質管理システムは、労働力に多少の変化
があろうと一定の品質が保持できる仕組みで、これは労
働力の1
日際化（ボーダーレス化）にも沿った思想ですが、
良質で信頼のおける労働力が得られ、変化も少ない我国
では、何となく過剰な形式セ義のシステムの様に受取ら
れ、それがシステムを疎外し、作業者の自由裁量を黙認す
るような風｛二を作り、その結果が晶質に問題を生じたの
ではないでしょうか。システムの徹底した実施と、前述し
た車の両輪である自セ検査と受入検査の完全な実施によ
り、今回の先端技術のトラブルが防げなかったのかと、残
念でなりません。
　今後定着することを願う受人検査は、施1渚側の、より
高い品質保証を取一）て価値を高めたいとの認識以Lに、
発注者に、高い品質の資産を構築するためには、それを保
証する第こ者検査が必要であると認識していただくこと
で、発注の際受人検査の実施を明確に指承していただき
たいと思います．
　ISOの新しい事業者認証制度の導人が、日本溶接協会の
ワーキンググループでαW検査事業者協議会のメンバー
も加わり検討されております、，現在のC狐V検査事業者認
定の内容に、isO90001sに類似した晶質管理システムの導
入と、技術、設備の充実を加えたもので、検査業界により
高い信頼性が与えられることになりますが、検査事業者
各社は・層の技術力の向Lと管理体制の強化が求められ、
併せて品質保証に伴う企業倫理の確ウニが必要となります．
現CIW認定制度との整合及びスムーズな移行方法が今後
の課題ですが、各社の実態と意向を尊重しながら、可能な
隈り検査業界の地位の向Lに資するような方向に進みた
いと願っております。
　事業者認定制度への対応が昨年後半の大きなテーマと
なりましたが、　・昨年より続いている適IE検査／標準料
金の委員会では、検査コストの分析、共通標準佳様書、検
査現場表示板等について活発な議論が展開され、標準仕
様，誓、現場表承板等は既に実施され始めております。この
委員会の若rメンバーを撫えて新たに基本問題検査委員
を昨年よりスタートさせました。検査業界を取巻く状勢
の変化に適確に対1、応するため、当協議会の活動方向、前述
の茎SOの事業者認証と個人資格認証の検討、行政、建設業
界との対応等について、メンバー各社の意向をアンケー
トなどでト分聴取しながら、協議会内部の諸規定の再検
討も含めて、協議会の将来に間違いない方向付けを検討
して参りたいと考えておりますので、関連業界の皆様か
らも忌揮のないご意見が頂戴できれば幸いです、
　非破壊検査業務の・蓑要性と社会の期待はますます高く
なると思います。村二会σ）要望と期待にレ分応えられるよ
う業界・体とな一）て前進して参りたいと願・）ております
ので、関係各位の・層のご理解とご協力をお願い申しあ
げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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建設省f
1三宅局建築指導課建設専門官
　新年あけましておめでとうございます、、
　景気も　一時期のどん底の状況から少し薄llが児え始め
たものの、まだまだ、予断を許さない状況が続いておりま
す、、このため、政府におきましては、昨年11月に事業規
模18兆円にLる緊急経済対策を取りまとめ本格的な景気
回復に向けた最大限の努力をむ、っているところです、
　さて、昨年5月、一昨年改正された建築基準法の部が
施行されました。残りは今年の6月までに施行されること
になります。この改正は昭和25年の建築基準法の制定以
来の抜本改匿であり、21世紀に向けて新たな建築規制が
スター1・することになります。
　咋年の5月に施行された部分は、建築規制の実効性を確
保するための中問検査制度の導入、建築確認、検査等に関
する図書の閲覧制度の拡充、的確な執行体制確保のため
の建築確認・検査の民問開放、L地の有効利用に資する連
担建築物，没計制度の創設等です，「
　このうち中問検査については、具体的な対象建築物と
検査が行われる11程はそれぞれの地域の特定行政庁が指
定することとなっており、現在全国で54の行政庁が指定
を行っています，対象建築物は特定行政庁によって異
なっていますが、概ね、劇場、ホテル、病院、学校、百貨
店等の特殊建築物で定規模以Lのものや階数3以Lの
住宅などが指定されています，，このうち鉄骨造の建築物
では一定の階の鉄骨の建て方L雰の1二程が特定ll程とし
て指定されている例が多く見られます。従って、その建て
方L事が終ゴした時点で申問検査が行われ、溶接部や高
力ボルト接合部等の施ll状況の検査が行われることにな
ります，鉄骨の溶接部分については、一部にレ分な晶質管
理が行われず、いわゆる施1二不良となっているものがあ
り、阪神・淡路大震災でも溶接不良が原因と考えられる被
害例が多数見られました、このような状況も踏まえ中問
検査制度が導入されたことから、鉄骨造建築物について
は、溶接部分を中心に中問検査が行われるものと考えら
れます。従一）て、溶接部分についてこれまで以1二に適切な
晶質の確保が求められることになります、、
　次に建築確認・検査の民間開放については、これまでに
建設大臣の指定を受けた機関が（財）日本建築センター等
の4法人、都道府県知事の指定を受けたものが東京都、大
阪府等の9都府県の！2法人とな一）ています、、今年中には
さらに相当数の機関が名乗りをLげるものとみられ、2、3
年中には大半の都道府県で指定確認検査機関が業務を開
　　　　　　　　　　　　　　　　　愈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず　ヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニク　　が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　　　　　　　旧券徳�u魁
始するのではないかと期待しております．指定確認検査
機関が業務を開始した地域では従来の建築1三事と指定機
関のいずれにも申請できるようになります　指定確、認検
査機関の場合には、審査B数の短縮等の独自のサービス
を行うものもあり、建築熟の二一ズに即した多様なサー
ビスを提供できる建築確認・検査体制が実現されるもの
と考えております、、
　また、この改正を契機に、建築規制グ）実効性を確保する
ため「建築物安全安心推進計画1を作成し、’1ろ成11年度
から3ヶ年計画で、｝事監理業務の適正化とその徹底、完
f検査・中問検査の的確な実施、違反建築物対策の総合的
な推進等のための施策を重点的に実施することとしてい
ます。このうち、1事監理については、昨年5月の改IL建
築基準法の一部施行から、中間検査及び完ゴ検査の申、請
書に1二事監理0）状汐己に関する報告を記載しなければなら
ないこととなりました、、この中では、鉄骨の溶接部や高乃
ボルト接合部が設計図書通りに施Eされているかどうか
の確認の結果も記載しなければならないこととされてい
ます．この報告は極めて小規摸の建築物を除きすべての
建築物を建設する際に必要とされることから、今後より
的確な1事の施ll及び1事監理の実施が求められること
になります、、
　次に、本年6月までに施行される建築ナ要慈準σ）性能規争毛北
等の基準体系の見直しについては、現在、政省令及び告ノ貢
における技術基準の検、1才を行っているところであり、
近々、基準案についてのハブリックコメントを行うこと
としています．性能規定は、従来の仕様規定と異なり性能
を満足すれば多様な材料や段去を使用できることとなる
ことから、選択の幅が拡大することという大きなメリッ
トがあります．しかしその’方で、性能の検証を行うため
に一定の技術力が必要となり、また、中間検査や完ゴ検査
の際には仕様基準ではなく設計図華彗との照合がヌ垂葦本とな
ることから、これまで以Lに設計図菖の亟要性は増すこ
とになります、，
　このように21世紀に向けて建築行政は大きく変貌しよ
うとしています、、硯制の内容はより柔軟なものへと見直
し、その・方で硯制が適切に遵守されるように執行体制
の強化充実を図り、安全で安心な建築物が建築されるよ
う努力していきたいと考えております、、
　本年／年が皆様方にとって良い年になりますようお祈り
いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます，、
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年頭挨拶
顧
　　、累　’
（社）日本非破壊検査協会会長大岡　紀一
　謹んで新年のお薄びを申し1二げます．
　Ciw技術者の皆様方におかれましてはお元気でご活躍
のことと存じます．
　昨年は危機管理の重要性を再認識させられた年でもあ
り、2！匿紀のデジタル社会を迎えるに当たり政府や地ノ∫
自治体、企業など必死の対応策に努め、2000年問題はま
さにその試金石でもありました、　ヴ∫巨額の資金投入に
よる国産大型ロケット「H2」び）打ち11げ失敗は今後の宇
宙ビジネス参人に大きく影響を及ぼしそうであります．
αW技術者に身近な問題としては新幹線トンネルのコン
クリート壁剥離等でありました。
　この様にデジタル化、そして情報高速化時代にあって
CIW技術者として』も構造物の安全”とは何かもう　・度原
点に振り返ってみてはいかかでしょうか，、
　昨年は規制緩和により、例えば電気葬業法等において
は原則として碍事計画の認再を廃ILし、届出化するとと
もに国の直接検査である供用前検査、定期検査及び溶接
検査をそれぞれ事業者自身による自‘L検査とすることに
なり、特に自主検査の重要性が高ま一）てきております、、す
なわち検査技術者が資格を有することがいかに重要かを
示しているとも言えます、，そこでαW技術者の皆様方に
は第諸の�b場から、当然1一分な技術力と権威そして技
術の信頼性が要求されることになります　またC猶Vの事
業者にあっては嚢業者としての必要条件が不再欠になる
訳です。すなわち（社）日本非破壊検査協会のM）BO60董
「非破壊検査技術者技璽認定規定」に基づく検査技術者で
あることが必要条件として要求されている個々の技術で
あり、そしてその技術集団がC費V検査事業者であります。
検査事業者を考えた場合茎SO9000シリーズ等でお分かり
のように、今後国際化時代を迎えて晶質システムの・層
の定着及び倫理規定の導入等を考えますとisO／犯Cガイ
ド58及び25等による、i式験醗認定についても取り組んで検
討を進める次期に来ているのではないでしょうか。
　ここでαW技術者の認定に係わりの深い（社）li本非
破壊検査協会の昨年を振り返ってみたいと思います．，既
に皆様方ご存じの通りBO9712に基づく認証制度とM）互S
O6倣に基づく認定制度は併設した二資格制度として受験
者がいずれかを選択できるようにしました，，これは認証
資格の国際化時代にあって30年にわたる現認定制度によ
る約35，000名の現有資格者が産業界に広く善及している
ことに配慮し、かつまた！｛《1内外の動向を視野においた展
開の中での二資格制度の併設決定でありました．この様
な状況事・昨年よりISO9712対応のND給」（X）iにナ，彗づく
認証資格、1式験を開始し、JAB認、証機関としての中請を目指
し鋭意取り紐んでいるところであります，
　昨年6月の第2回口米シンポジウム開催時にASNTの
ACCPとの相圧承認に関するTentativeAgreeme盛を結ん
だことは記憶に新しいところであります。、今後は具体的
な検討を進め目本のレベルを世界各国に理解してもらえ
る協会となるよう努力したいと考えております、，
　教育活動においては、従来のN1）isO601に基づく認定
試験のための講習会、さらにISO9712対応のNDISJO倣
に基づく認証資格試験のための講習会もやや低調ではあ
りますが計画通り実施しております，、
　学術の面では試行的に開始したオーガナイズドセッ
ションも定着し、春季大会、秋季大会では特別講演を含め
た発表件数はそれぞれ76件、95件と不況を吹き飛ばすほ
どの盛況でありました。発表件数もさることながらそれ
らの内容は、新幹線トンネルのコンクリート壁剥離等話
題性のある発表で、産業界にとって今後の研究開発ある
いは実用化さらに将来のL業標準化への道が開けるもの
と期待されるところであります
　　一方、分科会、特別研究委員会、研究会、シンポジウム
の開催及び機関誌の編集、発行も抱定通り進捗しており
ます、
　国際活動に関しては昨年〔川ハワイでの第2回目米シ
ンポジウム、9月カナダのバンクーバーでのTC！35／SC7
の会議、さらに11月台湾でのFENDTを成功裡に納める
ことが出来ました、，
　標準化活動に関して国際的には夏SO／TCi35及び関連
SC、特に必要に1、蕊じた各WGへの積極的参加を推進して
きました、引き続き、他団体TCへの協力支援さらに国内
にあっては協会規格の整備と国際規格提案のために∬s化
への取り組みを図っていきたいと考えております．
　これからの検査技術苔」は、技術者としての責任を有す
ること、技術者としての誇りと自信を持つこと、各種1二業
分野の二一ズヘの対応のための技術の向L心を持つこと、
多面的な判断要素の拡大及び検査の信頼性向Lのために
複数技術を習得すること、さらに技術開発に向けたチャ
レンジ精神を持つことではないかと考えております。本
年はこれらに対するαW技術者の意気込みに期待したい
と思います、
　最後になりますが臨界事故がもたらした社会的影響の
大きさに鑑み、C夏W技術者の皆様方には人ごとでなく安
全な業務遂行並びに職場のモラル向は二・層の努力をお
願いしたいと思います、そして、本年も皆様方にとりまし
て良い年となりますことを御祈念申しLげ新年のご挨拶
とさせていただきます、，
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2．新春特別座談会
規制緩和が今後の非破壊検査にどう影響するか
　　　　　　　　　　　　〈出席者＞（順不同）
川元　　茂　氏（建設大駆官房官庁営繕部監督課課長補佐）
浦田　秀行　氏（通商産業省資源エネルギー庁公益事業部電力技術課技術班長）
和田　正彦　氏（臼治省消防庁危険物規制課パイプライン係長）
春原　匡利　氏（東京都都市計薗局建築指導部建築防災課専門副参事）
久松　義明　氏（横浜市建築周建築指導部建築指導課構造係長）
＜司　　会＞
大岡　紀一一　氏（（社）臼本溶接協会溶接検査認定委員会研究教育委員会委員長）
騙大岡■新年あけましておめでとうございます。本旧よ
みなさんお忙しいところ、このCIW通f、i「RUMPES」新
春特別座談会にご出席いただきましてありがとうござい
ます。
　さて、私は当協会のCIWの研究教育委員会の委員長の
任を仰せつかっておりまして、本H、みなさんと座談会と
いう場でお話できる機会を得たことを大変うれしく思っ
ております。では、はじめにみなさんの簡単な白己紹介を
お願いします。
■川元願建設省大臣官房官庁営繕部監督課課長補佐の川
元です。官庁営繕部は官庁施設の整備に携わる部署でし
て、監督課は会計法で定める監督検査を行うところです。
監督検査の基準づくりや、霞ヶ関の直轄事業の監督検査
をや一）ております。そういう観点から、最近蓋SOへの対応
とか、性能規程化に対応した監督検査のあり方だとかに
ついて検討しています、、
翻和田■自治省消防庁危険物規制課バイプライン係長の
和田と申します、、危険物槻制課といいますと危険物行政
の全国的な指導・監もを司る部署でして、その申のパイプ
ライン係というのが移送取扱所、石油パイブライン事業
法に定められているパイプラインの技術基準等の関係に
携わ一）ております。
鰯浦絹顯通産省資源エネルギー庁の電力技術課課長補佐
の浦田です、、電力技術課は電気事業法のうち安全規制に
関わる部分の企画、ン1案を行っております、、電気事業法に
つきましては昨年の8月に改正法が成、Zし、現在、それに
関連した制度の詳細設計作業を行っています、、
　今回の電気事業法の改正内容をかいつまんでご紹介し
ますと、まず、1事計画の認β∫を窪≧面的に届け、蓼llに移行す
ることといたしました、，また、溶接検査も含めまして今ま
で国がハードの基準適合性の確認を行っていた検査につ
きましてすべて自11検査化するとともに、この自ヒ検査
を補完するため国がISO9000シリーズのセンスで・1｛業者
の検査態勢を審査するという安全管理審査という審査制
度を新たに導入することとしております．．
　それから検査については指定の代行機関にある訴享長三度出
していたわけですが、この代行機関につきまして、公益法
人にのみならず株式会社も含めて民間企業に巾1，1広く開放
することとしております、現在、政省令の作成作業を行っ
ていますが、本Hはその中身についてお、活ししてみたい
と思います、
圏葎原口東京都都市計画1・善建築指導部建築防災課で建築
基準法に基づく確認審査、そのうち（7）構造耐力Lグ）安全1、
大岡　紀一　氏
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いうなれば構造ぎ詩算書とか、今回改lllになって位置付け
がはっきりした中闘検査などの業務を行っています、．
　建築基準法も’鋲成10年6月に改ll誌れまして、即時施
行のものや1年以内施行ものが現時点で施行されており
ます。昨年の5月にいわゆる民間建築1三事制度（指定確認
検査機関）が発足して都内にもいくつかの団体が指定確
認検査機関として行政と同じような業務を始めています、
　それから、いわゆる中闘検査の制度化も5月に発効し
ておりまして、残りの本体の性能規定化といわれるもの
は遅くとも6月n日までに施行される費定です。今、建
設省建築指導課の方で精ノ」的に作業を進めていまして、
その中身次第では業務が変わってきますのでいろいろと
やりくりしながら対応を1失しなければなりません、，
　もう　つ、全国の建築主事の団体である1．1本建築1二事
会議もこの改ll1に向けてとりまとめ作業を行っています。
璽久松■横浜市役所の建設局建築指導部建築指導課の構
造係長の久松です、、春原さんと同じように行政に携わ一）
ています．廷築確認申，議にともなう構造計算または検査
を担当しています。
　横浜市の場合は法改正の中問検査制度も今年の7月か
ら始ま・）ているんですが、適用対象で面積50’｝え方メート
ルのものからすべて対象としています．一応、全数検査を
行うようにしています、今現在、7月に確認をしたものの
検査がだいぶ出てきて忙しくなってきている状況です．
蟹大岡闘どうもありがとうございました。本i1は、規制緩
和が今後の非破壊検査にどう影響するかというテーマで、
とくに行政として非破壊検査をどのような位羅付けで考
えておられるのか、非破壊検査の将来像、非破壊検査会社
への要望など、ご意見をいただきたいと思います。それで
は、ご出1，病の方々の各業界においてそれぞれ規制緩和が
今後どのように移行するかについてご紹介下さい．、
　春原さん、中問検査など位置づけられると実際には緩
和とはい一）てもやることは増えるわけですよね，
非破壊検査の位置付けとは
灘春原瓢そうですね、中間検査は建築基準法の改正の全
体像の中では唯・規制強化の部分なんです。全体像とし
ては規制緩和の動きで法改正が企画されたんですが、そ
の間に阪神・淡路大震災が生じてしまったことで唯・と
言っていい規制強化として入一）てきたんです　従来の法
律の中で非破壊検査というのは建築基準法などではそれ
ほど明確に人ってはいないんです、
　例えば鋼材溶接部の許容応力度のところの条文の申で、
ゼ良好な作業条件でやる場合には母材並みの許容応力度を
採用してよい1ということに関して告示がつくられてい
ますが、その良好な作業条件のつに非破壊検査が承さ
れています。したがって現在の法令では溶接部を母材並
とする場合以外は非破壊検査は定めていないというのが
実情です、
　今後は今年の6月の政令・告示改配の中に、溶接部の贔
質』に関する条項が新たに人ると言われていますが、その
中で非破壊横査がどれくらい明確に位置付けられるのか
はまだ掘則がつかない状態です，、ただし、実際われわれ行
政の窓口でll事をするときに、鉄骨の溶接部というのは
非常に重要な部分です。
　1事監理者とかll妻施1二者からどういう検査をしてい
るのかと報告を受けるときに、’1〜然、建築学会のJASS6
などを参考にせざるを得ませんから結果的に溶接部の品
質を確認する方法としては非破壊検査は当然でしょうと
いうことになる才）けです、、
　東京部の場合は要綱をつく一）ておりまして、鉄骨の検
査は表面欠陥については外観検査を、内部欠陥について
は超音波探傷検査をということを位置づけて報告を求め
るということにしています，
　ところで、規制緩和の・環として出てきた民問建築衰
事の活用なんですが、その検査は行政の行一）ている検査
と同じレベルですから、いわゆるCIW認定事業者が行っ
ているような溶接部検査の位置付けが今までと変わった
わけではありません。改羨の規定化の中で溶接部の晶質
という条文が明確になると、その呉体化の中で検査の位
置付けが人ってくるのではなかろうかという状況です、
圏大岡翻そうすると行政側の民問建築1三事のやる仕事の
中でCIWを指定しないよりは、そういうことがはっきり
している方が良いということが言えそうですね、、
騒葎原圏そうです．溶接部の検査は設計者、1事監理諸も
しくは元請けのゼネコンが自分たちではできないわけで
す。そうすると誰かにやってもらわないといけませんか
ら、その時に信頼できる業者に依頼すべきですよという
ことが東京都の要綱に，嘗かれています
　そのf、キ頼できるというのは1つほど要件があを）まして、
それは当たり前ですが技術力があるということ、公正な
、レニ場にあるということを条件としてうたっています
　それと関連して検査会社が受人れ検査と社内検査をど
う区別してやっているかとか、あるいはどちらを導門に
やっているかとか、そういうことを公ll三さという航場か
ら少し突っ込んで相rに聞いていくことにしています．
籔友岡繕川元さん、消防法とか電気瓢1喋法への三SO9000
シリーズなどの導人ということもありますね、その中で
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性能規定についてはどうでしょう。
腰川元闘建設省では’ド成8年1月に公共1二事の晶質に関
する委員会というのをつくって、品質確保のためには、発
注者とか設計者、施1二者の役割と責任を明確にする必要
があることが浮われています，、そうすると当然、発注者と
して監督検査を充実すべきという提、ヤになるわけです．、
　WTOの発効を意識している権利義務関係をはっきりす
るということです．それを受けて建設省では平成／0年2
月に「公共1事の晶質確保等のための行動指針1を取りま
とめていて、発注者には買う、ン1場とつくる甑場が二つあ
るが、より買う、ン1場に近づくべきということが指摘され
ています。
　もう　つは夏SO9000シリーズの取得の進展にともなっ
て施11者の技術力を適切に，1乎価するために、従来、仕様書
でつくり方を規定していたのを、むしろ、つくり方は民問
の技術的ノウハウをどんどん採用し、われわれが求める
品質をつくってもらえればいいのだということになって
きています。
　そうなると発注側としては、検査とか監理が非常に電
要になります，、とくに構造部分のように後からやり換え
がきかない部分ですね．仕1二げとかそういうのでしたら、
もしダメでも別のものを持って来いということになるけ
ど構造部材はそうはいきませんので。そうなってくると
中問検査とか完成検査の塗要性が高まる。
　発注側としての役割がどんどん変わってくるというこ
とになると思うんです。何を請負者に求め、それを何で離
1
保していくかということが難しい．そういう観点で言え
ば鉄骨の非破壊検査の重要性はどんどん大きくなってく
る．先ほど春原さんがおっしゃった基準法の中闘検査と
の関係も出てくると思います
鰯人1岡願やはり非破壊検査（7）重要哲三というのは分かって
いても、それが現場でいかに使われているのか、タイム
リーに使われているのかということがあると思うんです
ね、そういう意昧で電気事業法とか消防法とかが関係す
るところではいかがですか。設置者を資格者が選ばない
限りは資格があればどなたでもいいからお願いしますと
いうわけにはいかないと思うんですね、、そういう観点か
らするとどうでしょうか。
灘浦田騒非破壊検査は電気罫業法L、溶接検査の一部と
して位置付けられています、，この溶接検査については今
回の電気事業法の改1臼二よって溶接自li検査ということ
で自豹検査化されることになりました。
　したがってこれまでは国の検査官あるいは検査を代行
する検査機関の検査員が検査を行っていたわけですが、
「
鞭麹・
　　　ド臨饗　、
浦田　秀行　氏
「
！
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自1三検査化されると自らやってトさいということになり
ます。そこにはご指摘の通り、検査を行うκの技能の問題
が出てくるわけでありまして、これについては自1三検査
化されるとはいえ、われわれとしても客観性というもの
をしっかり担保していきたいと考えています、
　具体的には、1列えばND亙（目本非破壊検査i協会）グ）規格
に基づいた有資格者、あるいはこれと同等と言認められる
ような民問の資格の有資格者にきちんと検査を任せると
いうことが基本になると思います．
　もちろん、自1三検査化されているわけですから事業者
白身がそういう資格者を認定してもいいということにし
たいと思っておりまして、ただしその場合においても認
定の方法、システムについてキチンと第へ昔的なチ．・いソ
クを受けていただくことになると思います
　それと性能規定化の関係では、これまで電気ll僕法で
は溶接技術基準という特別ヌ，§準の中で非破壊検査の方法
等を詳細に規定していました今回、枳’亘董思い切った性能
規定化をすることにしておりまして、例えば、溶接部につ
いては溶接割れがなく、または溶接割れが生じるおそれ
がないものでなければならないといったような規定振り
にすることを検討しております。こうなると、その解釈に
ついてはきちんと明らかにしないと事業昔の方でも困る
ことになると思いますので、これまで省令レベルで定め
ていたような規格を性能規定化された技術基準の解釈と
いう形で示すことを考えています。
翻大岡翻これらについては消防法関係ではいかがでしょ
うか。
闘和田圏消防法では、移送取扱所の配管の非破壊検査に
ついては、所有者等が自ら行い、完成検査時にデータを市
町村長等が確認を行うことが善通です「，
　しかしながら、・貝、事故が起きると大きな被害が想定
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される容量が！，000キロリットル以LO）屋外タンク貯蔵所
の溶接部に関しては、設置または変更の完成検査前検査
として市町村長等が行う溶接部検査が、さらに容量が
沁，000キロリットル以Lのタンクについては・定期問ごと
にll∫町村長等が行う保守検査が義務付けられています，
　それと規制緩和推進計画の中で、危険物規制の関係で
は34項目がリストアップされていて、その中で保安4法
の規制に関して『近年の技術等の進歩を踏まえ安全性を
損なわないことを前提として、検査周期の延長、検査ii体
の棚互乗り人れの促進、検査方法の改良等、保安4法のさ
らなる合理化・整合化を図る余地がないかを検討しなさ
い　と承されています．
　その中でとくに検査方法の改良．それと検査等に伴う
負担の軽滅に関して、現在は消防庁では新技術を活用し
たイ1油タンクの検査判定方法にかかる研究ということを
やっています，
　実は先ほど申しLげましたように、屋外タンクの非破
壊検査の方法というのは底板に関しては磁粉探傷試験ま
たは浸透探傷試験を、側板に関しては放射線透過試験と
法令で規定されているのですが、とくに保安検査では・
度使って・定期問ごとにあけるような検査に関しては磁
粉探傷試験以外の方法でできるのではないかと、
　具体的に石油タンクというのは底部の腐食を防ぐため
に内面にコーティングをしているのですが、このコー
ティングLから磁粉探傷試験を行うのは難しいとい・）た
ことで、渦流探傷試験とか超音波探傷試験とかその他の
方法でできるのではないかということで、現在検討して
いるところです，，
鯛大岡籔方法はある程度技術との関係もありますよね，
そういう恵昧では、今のお話しの中で消防関係で屋外タ
ンクとか石油タンクというのは技術者がこうい一）た人達
でなくてはならないということが、これから出てきそう
なんですか。
翻和田繊現在は運用でND夏2種以Lとされています。
籔大岡灘わかりました，，ところで建築関係は、実際には今
CIWなどの資格者が検査をやってますよね、もし資格の
無い人に検査やらせたらどういうことが考えられますか
ね、、
灘久松繍そうですねえ、難しい質問ですね（笑）、横浜市
の実態からお話させてもらいますと、中闘検査の問題が
あ一）て横浜市では今年の7月から行っているわけですが、
さきほど川元さんからお話がありましたように、どうも
役割が変わってきている、、
　今まではどちらかというと審査が中心で検査は中問検
査という法的な位置付けではなくてil程指定ということ
で現場に指定をかけて必要なものについてやってた状況
だ一）たんですが、今回からは中間検査が法的な位置付け
で全部を行っている状況になって審査から検査へという
状況になって変わってきているのかなと思います。
　明から制度が始まって4階建てまでの物件ですと中問
検査率はトータルで30％くらいになります．5階建て以
1二σ）ものになると大体47％くらいの検査率です、、そうい
う中で中間検査ではどういうところを見るかというと、
鉄骨でいえば基礎の配筋検査、それから建て方検査とい
うことで2瞬行うことでやってます．
　その構造担当とか検査担当に状況を聞きますと、溶接
で問題となっているのはあまり無い。ハイテンション・ボ
ルトの締め付けの問題とか、床が脊成床であれば溶接の
問題とか、それから柱脚の問題とか、そのへんが多くて溶
接佳口についてはあまり問題が起こっていないのが実情
です。ただ、その中身をどこまで見ているかといいます
と、通常、横浜南の場合は先ほどの母材強度を取る告承の
uo3号を使っている場合には・1、さ30％の抜き取りで95％
の合格率、それとJASS6のどちらでもいいですよという
やり方でやっているんですが、　・般的には30％の抜き取
りをします，，
　この30％の抜き取りをやるときに・応横浜市には鉄骨
11事施1二・管理指針というのがありまして、その中で
C瓢7が望ましいという言い方にはなっています。ただし
CIWが全部出てくるかというとなかなかそこまでは把握
はできていないんですが、やはり溶接部のどこを検査す
るか、どこを抜いているか、そこのところまで踏み込んで
超音波探傷試験の結果を見ているという構造担当者なり
検査担当者は少ないというのが実態です．、
鰭大岡麟50事方メートルというのはどういうことから？
鑓久松雛横浜市は、もともと完f検査率というのが50％
ぐらいだったんですね、そんなに悪くはなかった、，やはり
完ヂ検査が出ないというのは違反建築物の口∫能性がある
ということで、できるだけ違反建築物を無くそうという
ことがありまして、木造住宅からすべてや一）てます、，それ
で50平方メートルという、・すい方になっているわけです，，
■大岡圏C夏Wの技術者を配置するということですが、
CIWも絶対数が多いわけではありませんから、なかなか
カバーしきれないんじゃないかなという気がしますけれ
ども・・畠畠．、
　ところで、本当にαWの技術者に全面的に任せられる
かという問題があると思うんです，、したがってCIWにも
う少しこんなものがあってもいいんじゃないかなという
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ことをみなさんのウ1場からはあるのではないか、そうな
ればCIWを使いますよとか、、いかがでしょうか、、
CIW認定事業者への期待
羅川疋顯性能佳様に重点が移ったとしても、官庁1二客の
場合は会計法で監督検査が硯定されており、適正なll事
の履行を確保するために、ここは省略できないと思うん
です、だから検査については性能規定だからとい一）て軽
くなるものではない「
　鉄骨をどう作るかについてはお任せしていく方向かも
しれないけれど、要求する性能を持・）ているかどうかの
チェックは省略できないと思います、ただ、検査自体は監
督職員はしません．検査の糸、1譲の評価はすることになり
ますが、1事監理者が自ら直接検査をすることはできな
いので、やはり検査に関する技術を持・）た人にや一）ても
らうことは変わらないと思います、、
　ちなみに建設省のi二事共通佳様書ではND蓋の資格に
よ一）て技能資格者については押さえていますが、試験を
行う機関はとくに仕様書には明示していない。、そのよう
な技能を有する人であればいいからです．
羅大岡癩il本ばかりではなくて外国からの人はどうする
のかというと、IS（）9712（非破壊試験一技術者の資格及び
認，1のというグ）が非破壊検査の技術者資格にあるんです
が、それは個人の資格ですね、それに対してC｛Wの資格
というのは事業者の資格になりますから　M）夏もJABに
申請して非破壊検査技術者の認、誹三機関として認められよ
うという作業を進めようとしているわけですけども、そ
ういう中でつはお0資格を取得するということが共通
点になるのかなとは思うのですが．、
閣川元纏そうであれば良いと思うんですが、ま一）たく相
厄に乗り人れられるものがあるのならば、∬Sなら」総と
同等のものということがδえれば良いと、
礪大岡籔要員、技術κの場合も同じように考えて？
羅川元繕はい、それは糸、妻1構だと思うんですけど、どの機関
であっても資格を持った人が検査をすれば良いわけで機
関を限定する必要はないただ、機関については客観性の
問題から鉄骨製作1二場の人が検査をしますと，室ったら、
それでいいのかということがあるから、そこは別の人に
してトさいとはr言ってますけど，。
灘大岡魏そういう意昧では、自老検査と第渚検査の問
題ということが一時期ありましたね，、検査会社の方も検
査員の絶対数が足りなかったということもあるんでしょ
うけども、、
　今は各検査会社の方で白1三的に区分しているというの
州元　　茂　氏
コ
か、お願いする側がちゃんとそうするように指導してい
るからそうなっているのかという結果があると思うんで
すが　そのへんはいかがですか．、
翻春原闘素朴な疑問として検査は，准が垂准に発注している
んだろうかということがあって、そこでいろんなゼネコ
ンに1瑚いてみると結構ファブリケータから発注している
ケースが多かったんですね、、それはおかしいのではない
かということになりまして、不良鉄骨緊1葺1件などいろんな
罫件が起こった時に東京都が通達を出しました、
　それは受人れ検査を行う人の、Z場と技術を明確にして
ドさいという内容のもので、検査会社もしくは，1式験機関
に発注する場合には原則的には建築hか設、汁者もしくは
11事監理者、やむを得ない場合には庵、議けと、こういう並
び方の、琴き方をしています、
　そこに第渚検査という，繰1が人ってきたときに、学
者の先生か臥�nわれたんですが、元請けが発注してどう
して第i者検査なんだと　その通りなんですが。．
　建築の実情としては、鉄骨製品の発注者である元，清け
が第1者であるファブリケータではない第も者の検査会
社に検査を発注する、これが建築の現状における第諸
検査でしょうということで、第こ者という、1薬を使った
んです、，元，清けから発注を受けるということは、建築1事
全体から見れば第…者ではあり得ないわけですね　ここ
にはいろいろ議論があります．、
　このこととは別に、東京都の場合は鉄骨紅場の登録制
度の中で、1二場に対して！年に｝回、知嚢が指定する検査
機関の検査を受けることを義務付けた制度があります、，
これは一般ll事に対してではなくて知事が登録する1二場
の義務として規定しています．
　登録は3年問有効ですので登録しっぱなしというので
はまずいということで、品質を維持するという意昧で！
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春原　獲利　氏
年にi回検査を受けるということを義務付けをしたわけ
です．その際に検査する機関を知事が指定するためには、
技術力と朔場というものが明確でなければいけないこと
を規定したわけです、、これが第渚性を保証するものだ
ということで、技術力はC“V事業者であることが原則と
いうことになっています，、疏場は受け人れ検査の受注率
を尺度とし、当初は70％以Lだったんですが、最近は95
％以1
1にしています
　　・般i事の受人れ検査ではなく、知事が登録
11場に対
して指定する条件なので、受注の中身まで資料で出して
もらいます，，それで明らかに受け人れ検査がほとんどの
会社であるということが明確になったLで指定していま
す，、
　あとは指定を受けた検査会社どうしで自1三的な団体を
つくってもらいまして、そこが自擦白にもチェックをす
る．それを倫理委員会と呼んでいるんですが、倫理委員会
が公正さを保っているということを維持をしてゆくため
の倫理規定を自分でつくり、そこに外部の委員を人れて、
検査会社に対してチェックをかけていくというザ住的な
佳紐みをつくっていただいた、そういう仕組みによって
検査の第こ者性を高めていくということをやっています、、
　わが国で行っている溶接検査で本来の意昧の第三者検
査というのは実はほとんどないと思います、、先ほどのお
話にもあ一）たように客観牲をどう高めていくかというll
左をしていかなければならないと思います、そうすると
今度はわれわれの中問検査の質が高まっていくんじゃな
いだろうかと．
　導門家がどのように検査をしているか、その質が高ま
れば必然的にわれわれの中問検査がその助けを借りて質
が高ま一）ていく、そうでないとよく分からないまま話が
進んでいるなということになってしまう．
纏大岡躍その辺は横浜市ではどうですか．
顯久松繍まったくその通りですね．横浜市はそこまでで
きていませんので、溶接検査会社の方の、，忍定をするとか
もともと横浜市には材料検査機関みたいのが無いので、
なかなかそこの認彰識ができないということがあります。
　やはり溶接問題があ一）てSN材できたり、また溶接問題
で化学成分の，言、雪が建築センターの構造規定などに出てい
ますけど、なかなかそこまで踏み込めなかったのが・般
の行政庁の構造担当なんですね，．
　ところがそれは今はそういう意昧でも大分変わってき
ている、それを考えながら溶接を考えなければならない
となると、やはり化学物質の問題などが人一）てきたりす
ると葦門家ではない行政官ではなかなかできないという
実態があると思うんです。そういうことから考えると、や
はり溶接構造に対して第渚性がきちんとある溶接検査
会社を使っていくということが非常に質の向1二につな
がっていくのかなと思いますね，、
翻大岡灘東京都で指定しているような機関がありますね、
今は！3社ぐらい？、C猟「事業者を認定して、建築鉄骨の
検査をやっているわけですが、それに対してご意児は？
團川元繊，准がその機関に発注するんですかH事監理者
ですか？
醐春原塵・般1難撃に対してそうしなさいといっているわ
けではなくて、登録ll場制度の佳組みの中でやっていま
すが、lt場の技術力の維持のためにll場に義務付けてい
るわけです。ただしIl場が勝毛に自分の好きな検査会社
に頼んでしま・）ては困るので、知事の指定した検査会社
のリスi・から選びなさいよと葬i�d）てるんです、
灘川元醐に場というのはファブリケータですか？
璽葎原獲そうです．
閣川元翻そうするとファブリケータは自｝三的に品質を管
理するために第三者に頼みなさいということですね、
翻春原灘そうです．、その時の条件に検査会社の質、、レ1場と
いうのを決めているんです．、
蟹川元灘ファブリケータであれゼネコンであれ、あくま
で1二事泊負者がやるのは自ヒ的な検査であって、自貌管
理という世界に人るわけですね、そうでなくて存原さん
がおっしゃったような第三者的なところにやってくれと
いうと、その入はむしろ発注者榔1の検査官び）視点で見る
ということになるんですか
翻春原麗お金はわれわれは出せないんで（笑）、、使ってる
お金を飯しく使ってもらう、そういう観点になると思う
んですが一一，、建築基準法改正の中で、契国の制度と
かアメリカの制度とかを建築研究所の方でいろいろ調査
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をやられて、分か一）たのが、アメリカの制度というのは徹
底的に第三者屑1を追求するところがあるということ、ア
メリカの建設業ilよその有りようが目本とはまったく違う
のでそれがそのまま適用できるかは別として、　一つモデ
ルとしてすごいものがあるんです。
　まず、行政の検査がかなりガンガンやっていて、さらに
弾門的なことについてはスヘシャリストがやっている、
そのため検査会社を登録していまして、お金は施窮が訂、
うように契約を義務付けています。あれはすごいなと思
いましたが、ただお金がすごくかかるんですね
　検査費絹だけで総ll費の数ハーセントいってるという
話ですから、施熟はお金をしっかり払わせられている、施
1三に対してはそれは必要だからといって徹底させている
んですね、、われわれも基準法改齪作業の中で初めて知っ
たことなので、　つのモデルとしてさらに調べることも
必要なのではないかと思いました．，どういう建設業界の
体系の中でどうしてああいうものが成疏し得るのかとい
うようなことについてですね，、確認ヂ数料、設計料、検査
罫数料、これらをトータルすると総1二費のほとんどi割
に達しているんじゃないかといわれています．それが良
いことなグ）か悪いことなグ）か分からないけど、アメリカ
はそれが必要だということで定着している、
霞川元騙それはもう完全にリスクを取るということ1もあ
るかもしれませんね．例えば、今、第暇者という客観性と
いう晦ではおっしゃる通りなんですけど、もし事故が起
きれば検査機関が本当にその亙重ま任を負うか、損！、重チ賠償を
受けられるか　その辺は検査を行う方々はどういうふう
なスタンスで検査に取り績もうとされているのでしょう
か，，実際、要故があ一）て検査がL分でなか一）たという事例
があるんでしょうか、、
麟大岡囲検査をするということに対して保険をかけるか
けないという話もかつてはあったんです、
綴川元躍非常に建前的な話で恐縮なんですが、考えてい
くとそういうところまで行き着いてしまうようなところ
があるかなと思って。、
縢大岡麟そうすると結果的には自然淘汰されると言うか、
必然と　一人や二人でやっている検査会社というのは無理
になってきますよね
麗存原綴アメリカとは瞬民性とか社会構造が違うの
で冒一�d唇言斥訟社会のアメリカだから成、Zしているのか
もしれませんよ（笑），
力量と立場が問われる検査会社
懲春原懸話は変わるんですが、性能規定化との関係で気
になっているんですが、阪神・淡路大震災の被■、lfの検葬証か
ら熱のかかり方で冶金的な性質が変質してきていると、
それによって強度低ドもしくは靭性低ドを起こしている
というのがケローズアッブされてきていますね．
　とくに　一番蓼イわれているのはハス問温度をどう揖1える
かということです．これは法律で決めるかどうかは別と
して、議論はかなり進んでいてデータもかなり揃ってい
るんです．、
　そうした時に今後の検査というのはUTとVrだけでい
いのか、建築はUTがほとんどなんですが、内質検査とい
うものが性能を確認するLでもしかしたらUlへやVガより
もド貢要かもしれないという議論が今あるんですよね，
　そうしますと、ますます検査会社というのがそのノ鋳t
と、笑場が問われていくと思います。正確な検査を提供し
得るかということで　内質検査に便利な機械が出てくれ
ばいいわけですけれど、機械は今いろいろなものが開発
されてきているようですので判定基準さえできれば使え
ると思うんですが、，簡易シャルビー、1式験機みたいなもの
で検査をすると、とたんにアウトというものがかなり出
てくるかもしれない、
幽大岡籔シャルビーというと衝撃値のことですね
騒葎原畷そうです、そういうのが現場でどんどん使われ
るようになるとトラブルも含めて大変なことになるかな
というある・種の恐れを持一）ています．でもその簡易な
試験機が利用されてくるとブロセス管理がガラリと変わ
ると思うんですね。、そういう時代が来るのではないかと
思うんですが
懸大岡璽春原さんの、活から機械的性質の中の強度をシャ
ルビー衝撃値でおさえる機械があったらということなん
ですが、そういう観点からタンクの底板とか側板とかで
はそういう二一ズはあるんでしょうか．
蟹和田腰建築関係と消防法のいわゆる鋼製タンクは違う
と思います　今おっしゃられていたのは私の想像では材
料のL場での溶接のお話ですよね．、
　タンクの場合は亜要な構造部はほとんど現場で作りま
すので、現場で行うタンクの底板とか側板の溶接という
のは犀罫前に許吋の段階で溶接施ll確認、i式験というのをあ
らかじめ取っておかないと、それがないと，1午縛が1ぐりな
いという制度になっています．，実際、許酵を取るためにテ
ストビースを作って衝撃、試験値が必要なものはシャル
ヒー試験などをやったりします、，ですから強度的なもの
に関しては書類溶査の段階で留ま一）ているんです
繍大岡灘という二とは屋外ダンクでは建築のような問題
はないということですか
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久松義明　氏
躍和田糧そういう問題はまず無いですね
麟川元幽ただ、現場で溶接施llをやる場合には天候など
の要因に左右されないんでしょうか，、
幽和田麗実際、それは完成検査前検査である溶接部検査
の中で品質の確認ということをしますので、　・応そうい
う形では確認を取れるわけです
その溶接施1二法確認試
験とマッチした実溶接をやられているかというのは全部
3峯類で確認しますから、そのへんは問題ないと思います。
鷲大岡繕建築ではシャルヒー衝撃とバス間温度が重要だ
となってくると、タンクだって現場でやればハス問温度
をどこかでおさえなければならないという瘍能性がでて
きますね
墜和田鎧層閲溢、1度も溶接施11でやっていますので、それ
を基準にして現場でもつくる．ですから実際現場は本当
に1、鑑偽の記述をしていない限りは大太夫と思われます．
幽大岡翻層醐温度は実際現場で計るにはどうやるんです
か
蟹春原籔超高層などでは厚板の現場溶接が増えているの
で、いろいろ見させてもら一）たんですが、仕目の溶接線の
中央部でl　cmぐらい開先から離れたところで接触式の温
度計を使一）て計るというのが1三流ですね。
　中には直接溶接線のところを非接触の温度計で計ると
いう場合もありますが、大体はlcm離れたところで接触
式の温度計で計っています．350℃に達していたらしばら
くお休みするなどで対応していますが、これを・般にや
るとしたら大変なことです．
籔大岡纏私はそれをガニ�nってるわけです。現場でやるとす
ると350℃の層閲温度をオンラインの中でキープするのは
大変なんじゃないかなという気がするんですけどね。
翻春原醤それでいろいろ1二夫しているケースが出てきて
います、現場溶接は梁の端部を接合するケースが多いん
ですが、トフランジが’1へ分ですからすぐ温度がLがって
しまうんですね．そうすると種々の条件で異なりますが、
大体5〜6ハスやると350℃前後にな一）てしまうんです、
　そうすると5〜6パスやった後に隣へ移る、、グルリと
囲ってきてまたやると温度がドがってます．無駄な時悶
は避けられるということですね、はたから見てても分か
りやすいわけですね．5〜6パスや一）てから何分休みな
さいといってもなかなか管理できないですよね、
　だけど順繰りやってれば分かりやすいので、この管理
の月ゴブが・番良いんじゃないかという話も出ています「、
たたそれであっても溶接技能者は大変ですね，、
灘大岡璽350℃というのは、例えばiO℃とか20℃違った
　lll当違うんでしょうか、データ的に，
璽春原薩実験で強度が落ちたり靭性が落ちたりするのは
ハス問温度と人熱総量の両方が絡んでいるのではないか
という論之がでています、今はパス問温度だけで規制し
ようとしているけどもトータルな影響を考慮しないと厳
しすぎるのではないか、という意猛が大r設計事務所や
大fゼネコンの研究者から出ています、
　また別な問題として、350℃といっても実は高入熱川の
ワイヤを使っていて350℃になったのかどうか、・般に使
われているのは高人熱用のワイヤじゃないんですよね、
そうすると、もっと低い温度で監理しなければいかんと
いうことに規格棺まなってしまうんです、
　これからどんどんデータを蓄積して現実的な管理方法
を1二夫する必要があると思います
礪大岡璽どうやって温度管理をするのかなという気がす
るんですが．例えば簡易シャルピー試験機など現場に対
応した装置・機器が開発されていって能率を1二げないと．
技術者だけの話ではなくなってしまうのでは？
騰存原籔あまりにも現場と落差のある要求が出てくると、
定着しないうちに消え去ってしまうんじゃないかな、、
翻友岡闇先ほどのタンクの話で、施1ニノ∫法の確認をして
いるということですが、浦田さん、電気事業法でも溶接施
1二法の確認、試験というのをやってますよね、、
墜浦田■や一）てます，、
■大岡■そこのところは従来と同じですか、．
顯浦田騨やるべきことは変わりません　国が直接やって
いたことを事業所が自1三的にやることになるだけです、、
璽大岡圏建築の方ではそこのあたりが変わろうとしてい
ますが、施ll法との関係ではいろいろ出てきて大変なん
じゃないかなと思っているんですが（笑）　今度は通達と
いうのは無くなるんですか？告承解釈というような形で、、
翻春原臼自治質務化とも絡んでいるようです、，運用通達
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というのは国が自治体に対してこうしなさいという命令
をするような関係になるので、これは出せなくなるよと
いう話なんです。ただし、告示をつくり一）ばなしでポンと
出されても分からないと思うので、解釈通達というのは
当然出しますよということになる、
顯大岡騒それは告示の解釈ということですか
騒春原膿法令、政令、告示の解釈ということで、解釈権は
国にあるのだから、この法律はこういう趣旨でつくって、
こういうものですよという解釈通達は今後も出していく、
今までの運用通達というものは法令にト嘗いてはいないけ
ど実際にやるにはこうしなさいというのがかなり人って
いたわけですね。
　220号通達では1103号告示の具体的な内容として1二場
の設備機器等はこうでなければならないとありますが、
あれは解釈通達なグ）か運用通達なσ）かということがあり
まして、法律に，重｝いてないことを要求しているので運用
通達ではないかという議論はあります
麟大岡騰浦田さん、解釈の形の話を先ほどされていまし
たよね、、
繍浦田羅ええ、性能規定化をすればまさに必要になって
きますので、解釈通達はキチンと事業者の方々に対して
明らかにすることになります。、ただ、名前の通り解釈通達
なのであくまでもこれは例示であるという位置付けです、、
　したがってそこに具体的に書いてあるやり方以外のや
り方でやったとしても直ちに法令違反に問われるわけで
はありません、，その場合、じ｝｛業者の方で責任を持・）て解釈
に書いてあるやり方以外のやり方について技術的に裏付
けを説明していただくということが必要になると想ご）て
います．
　説明していただいた中身について、それが果たして本
’喧二妥当なものなのかどうかということをチェックする
必要がある場合には、通産省に嘩門家から成る委員会を
設置して、その委員会で検討を加えていただくというよ
うな仕組みを考えています、、
懸大岡繊αW検査技術者はどんなふうにしていったら社
会資本に貢献するのかということを考えると、もっと
もっとCIWを安心して使一）ていただけるためにこうい一）
た資格を希望したいという意見がありましたらお聞かせ
ゼさい、、また、例えばαWを試験所認定び）形で進めると
いう考え方もあると思うんですが、，
籔浦田璽電気事業法の関連から，ぞいますと、先ほど説明
いたしました通り、囚が行っていた検査を自1三検査化す
る　・方、その自1三検査を補完するという｝∈旨で安全管理
審査制度という新しい制度を導人しております、、
和田　正彦氏
「
　1
　もちろん自1三検査化されているので技術基準への適合
状況の判断、すなわちハードの検査は事業者にお任せす
るわけですが、その基準適合性の確認のやり方が正しい
かどうかというのをISO的なセンスで審査をするわけで
す．
　まさに冒頭申しLげましたように、安全管理審査制度
についてはさまざまな民問の機関に代行機関として参人
をしていただきたいと考えているわけでありまして．溶
接について深い知見をお持ちの機関には、積極的に罫を
挙げていただくことを期待している次第です、
　それから、安全管理審査制度は、事業者の自1三検査を補
完するという薮旨で導人していますので、事業者の安全
管理能力ぴ）向Lを背景に今以i雲二安全水準力｛向Lする、ヒ
いうようなことになれば、これについてはゆくゆくは廃
止するというようなことを約束しているわけです
　われわれとしては安全管理審査制度を廃止・縮小する
前提としてどのような条件が整えばいいのだろうかと考
えているのですが、やはり第渚チェックそのものの意
義というのはおそらくこれから先も変わらないだろうと
考えておりまして、たまたま第こ者の役割を’ll面、安令管
理審査という形で瞬が果たすことになるわけですが、そ
こが国でなくてもいいと、充分に民問レベルでrいンニ的な
第暇κ検査チェックが機能するというようなことになれ
ば、われわれとしては安金管理審査はいらないのではな
いだろうかと考えています、、そういう第渚チェック機
能の充実というようなところでαWの貢献の仕方がある
のではないだろうかと考えます、、
■大岡騒CIWは今、技術力の評価という観点できている
のですが、、やはりその申に1SO9000シリーズのセンスと
か、倫理の問題とか、そういうことをやってくると、1式験所
の発想というのが出てくると思うんですよ，、そういう意
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味では貴弔なご意見で、われわれもCIWの中でも検討し
ていく必要牲が大いにあると思います、，
繍川元翻検査は、准の、乞場に疏ってどうやるか。蔽負者の
自鋭管理を補助するという甑場もあるでしょうが、検査
をキチンと位置づけていくとすれば発注者、墨二事監理者
が買い手の航場から確認することもあると思います，、ど
ちらでやった方が検査としては有意義なのかというとこ
ろを整理していただきたいなと思います。
　必ずしもすべては順調にはいかないんだということを
前提としてや一）てると、何かあった時にどこでチェック
するのが適当かということです．
翻久松翻検査で暇疵の問題があったらどうするか、今後
溶接について化学成分的な話も出てくるし、今のお話で
温度管理とかそういう問題も出てくる、そういう問題を
誰がキチンとフォローできるのかということですね、、行
政では無理ですね、これらは，，
　やはり信頼できる機関がチェックポイントについて照
合できるという検査体制を確玩していかないと、これか
ら建物の品質ということが問題とな一）ていくLでは、行
政も検査の担保性を確保していかないと難しいんじゃな
いかなと恐います、，
縫大岡灘コンクリートの問題もそうですけど，、なにせ何
かが起きる前に手を打つというのは大変ですね，、さきほ
どの性善説でとらえるか、性悪説でとらえるかによって
フォローがどんなふうになるか．これは必ず起きてくる
糊題なので、どこで最小限にくい止めるとか、そういうよ
うなバリヤがあるといいですけど、なかなかそれは一一．
翻久松饗最近0）話ですが、コンクリートに収縮ひび割れ
が人ったということでオーナーが飛び込んできますから
ね（笑）』れは欠陥マンションじゃないかと．
　コンクリー1・問題が今のようにどんどんクローズアッ
プされてると、今度は溶接ビードがちょっとおかしいか
らどうなってるんだと来られた時に、われわれはどこま
で大太夫ですよと言えるか．
　また、S醤季イはJiS化さ才Lましたカミ、俵コ際に嚢窪1認申毒斉の
中で使われているのは少ないですね．、だからSS材が成分
的にいって溶接性を担保できるようなものだとか、そう
いう確認ができているかというとなかなか行政では難し
い面がある、、
幽和田■検査会社に関しては検査能力があることと、公
ll三中立であるということが求められると思われますので、
研鐵願いたいということですね，，
翻春原■検査能力についてですが、溶接
1二場の人と話す
と、検査会社の方をずいぶん意識している人が多いんで
すよね。とくに受け入れ検査をやっている検査会社の人
を。溶接屋さんの言い分では、溶接のやり方を知らないく
せに偉そうに言う（笑）とかね．かなり感情的な対ウ1があ
るみたいです、、
　そうすると、先ほど言った内質検査をやる時代になっ
たらこれがますます厳しくなるんじゃないでしょうか、、
例えば、冶金紅学を知っているのかと溶接屋さんが言う
かもしれませんね　そういう時代になるとファブリケー
タにも冶金の導門家もいるわけですよね、それに太刀打
ちできる努力をしていかないと検査員が，言ってることは
まちがいだと・蹴されてしまうケ…スもあり得るでしょ
う（笑）。
　だから第え者性の追求と同時に、溶接部に期待された
性能に対して検査をどういう意味でやるのかということ
も含めた今よりも深い知識が必要になるのではないかな
という気カミします。
　それと、さきほど久松さんがおっしゃられたように、行
政ではできないんですよね．実際にしっかり検査するこ
とが前提だけれども、われわれ行政などが外部から見る
ときには、むしろシステム監査的にそのプロジェクトを
見ることが大事だと思います
　つまり、i事会社がキチンと管理できる縄織をもって
いるのかとか、検査会社や試験機関についてキチンとし
た縄織であることを確かめて発注しているのかとか、そ
ういう部分がむしろ大事なんではないかなという気がし
ます、
　それと、アメリカの実情を専門家の団体であるGWと
してぜひ調査して発表していただきたいなとも思ってま
す，，概括的には藤本盛久先生の調査報告があるんですが、
トータル的に見て、目本へそれがどんなところに適用で
きる口∫能牲があるのか、そういうところまでひっくるめ
た調査があるといいなと思ってます。
灘大岡騒αWの方ではそこまではできないとしても、そ
れに関わる認定とか、世界び）情L勢を知るということは非
常に大切なことだと思います。
　例えば、インスペクターという考え方など。ND亙では
新しくISOへの対応ということで技術者の認定について
やっているんですが、当協会について言えば、C肝事業
者という認定の中でISO9000シリーズのセンスあるいは
倫理といったものを抱えてやっていくということを近い
将来考えていかないといけないという結論にもなります
ね，、
　本日は貴重なご意見をいただき、みなさんどうもあり
がとうございました、、
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3．材料損傷の評価方法1�S
非破壊検査（株）横野　泰和
欝　はじめに
　火力・原ヂカなどの発電所や石油石化などの各種ブラ
ントの健全性と信頼性を確保し、それらを安全に稼動さ
せるためには、各種ブラント機器・配管などで使用されて
いる材料に対して、劣化損傷の匡1、訴価に基づく寿命管理や
童牢方1呆全が必要である、
　長期運転における材料特性の経年変化は、使用中に起
きる材料内部の紺織変化によるものであり．材料全体と
しての脆化が進行する場合や局部的な劣化損傷によりき
裂グ）発生に至る場・合とがある、、，
　図1は、存在する欠陥の・貫去が構造物の使用性能に及
ぼす影響について定性的に示したもので、当然のことで
はあるが存在する欠陥が大きいほど材料の強度に及ぼす
影響は大きく、その寿命を拷しく低トさせる、
　また、長期問使用して劣化損傷を受けた材料に対して
は、設計時すなわち運転開始時と比較して破壊を誘発す
る限界となる欠陥ヰ法が誇しく小さくなっており、設，汁
時には問題とされないような小さなき裂が破壊に糸，llびつ
く場合がある、、
　したがって、機器・装置などの余寿命診測には、欠陥を
定量的に評価するだけでなく、使用している材料の劣化
損傷の評価も非常に碗要である。本稿では、材料の劣化損
傷の分類と特徴について概、説し、これらを非破壊的に、浮
価する予法について解，説を加える、、
丁
脚圃
藤蘇る・砺1
応ノ」、温度、環焼、時問
設計1痔
’・
塵璽壷・．
、
�`
、
、
師ト
価
2　材料の劣化損傷の分類
尋
　材料の経年的な劣化損傷は、図2に承すように、材質劣
化型、き列進展型および表面損傷型に分類される、「材質劣
化型σ）場合は、　才目ステンレス鋼グ）フェライト相に生じ
る熱脆化のように紐織的な変化のみでマクロ的な割れを
生じることなく、破壊じん性や衝撃値などの材料の機械
的性質が低ドする、，
　き列進展型σ）場合は、局部的に割れが発生するか、ある
いはクリーブ損傷や応力腐食割れのように初期の段階で
材質劣化塑の損傷を起こし、その後ミクロ的な割れから
マクロ的な割れに進展する、表面損傷型は機械的あるい
は化学的に材料の表面から欠損が生じる，これらの経年
圃
　鼻
検出・測定
心
定量的非破壊検査孝芝術
図壌　欠陥の大きさが構造材料の強度に及ぼす影響
的な劣化損傷の形i態は、使用材料により固育の特徴を存
し、機器および構造物が用いられている環境、運転条件、
によって多種多様である
　例えば、応力腐食割れ（SCC）の場合、糸、妻拮1、粒界で発生
するiGSCCと粒内に発生するTGSCCに分類され、腐食
環境として塩素、水酸化ナトリウム、アミン、ポリチオン
酸、硫化辱勿などがあり、それぞれ損傷σ）形態が異なる　ま
た、炭素鋼、低合金鋼、オーステナィト系ステンレス鋼な
ど広範囲の材料で生じる、．
　したがって、これらの材料劣化損傷を嚢浮価する場合に
は、まず対象となる機器・構造物において動想される劣化
損傷の種類を特定し、推定される損傷のメカニズムから
使用材料の物性的な変化を把握したLで、これを、、’綿け
るのに適したr法を選定することが・貢要である
鷹．，，危刀
i難魍
回醐，
虻
　　　ζ屑
　　r＿炎
ヴ
酸化膜ズは欠落部
図2　材料の劣化損傷の基本形態の分類
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Zヱ7RαMPE5（�oNTER，200の
4．随想一男の台所奮戦記
元（社庸本溶接協会暫芳敬長田尻　幸男
　私が料理をすることに興昧をもったのは、21年前大阪
から東京に転勤となり、職場の同僚で料理好きのM君と
出会ったことで男の料理に挑戦するきっかけとなった、沢
です、）M君はすでにプロに近い技と腕前をもっておりま
したが、彼の教承を受けながら、男の料理に精を出した糸、｛1
果に対する家族のコメントが得られるようになったのは、
10年ぐらい前かなと思います�j
　私の料理は、テレビ番組で放映している料理や料理本
などを参考にしながら再現するもので、調昧料やスハイ
スなどが整っている訳ではありませんから、出来Lが一）
た料理σ）昧は塩または醤油の昧で仕Lがったものになり
ます。ちなみに、私の家では化学調昧料の類は30年間使
用しておりませんが、私のように太平洋戦争前に生れて
戦後の不自海な食生活を経験した昔にと一）ては、シンブ
ルな昧、実際には調昧料などはなく塩か醤油で調味した
ものの方が好みとなってしまっているのかもしれません、
　料理のテキストどおりに調理すれば、過不足のない昧
になりますけれども、調昧料の量を自分の好みにするこ
とで甘さ、辛さがすっきりしたものに佳Lがることがあ
ります。、このことで発見したことは、野菜の和え物のタレ
として醤油と昧酪を合わせたものに生菱の絞り汁を加え
るのですが、加える生菱汁の量に応じて昧が変わってく
ることでした、まさに匙加減と云えるものでしょうか、、
　私の料理で調昧料のつとしてII本酒は欠かせないの
ですが、実のところは台所に凱ちながら自身がチコイと
一杯飲みたいことの方が優先している訳で、糸，1課はまる
見えであります。マーボ1、え腐を作るとき招興酒または老
酒を使うのですが、il本酒を使ってみるとまた別の味に
仕Lがります．職場の女、偶哉員（既婚者ですが）にこの、活
をしましたら、樋私は丸美屋のマーボヘ1腐の素で作った方
が）コ床しいわ“と云われ、こ1れもILむ得ない事情かと思っ
たことです、、
　これは職場の関係者Nさんからのヒントですが、カ
レーを作るときに市販の各メーカーのルーをブレンドし
たらいい昧になると云われ、3メーカーの1い若を合せて7
種類のインスタントカレーを佳人れて作一）たところ、家
族に歓迎されるカレーが出来紅が・）たことでした、、やは
り関係者のHさんと豆腐料理の1占で飲みながら』もオカラ
の煮付け”を注文したところ“もメニューにありません”と
云われ、がっかりしたことでした、Hさんも私も大好きな
料理と分かり、早速料理したのですが、家族には余り歓迎
されず、妻の友人達に分配される糸、垂1果となってしまい、H
さんが近くに住んでおられたらなと思うことでした
　現在の職場の何人かに披露した料理に、大根の皮と身
のヂ切りに油揚げの筆切りを胡麻油で妙め、H本酒と醤
油で昧付をし最後にrlねぎの小口切と　・1瑠妻掛粋fを混ぜ
込んだキンヒラ、里翼二人参、大根、牛簿などの根菜、油
揚げ、莇蛎、茸類を具とする￥二煮（こグ）場合のき唱し汁は水
に目本酒をたっぷり人れて作る）などがありました、．
　これは田舎の保存食ですが、乾燥麹をお湯で戻したも
のに醤沼1、酒、味酪とスルメの細きりと赤1，サ彩fを加えて
漬け込んだスルメの麹漬は私の得意料理の玉つで馴染み
のKすし屋の親父にプレゼントしたところ喜ばれたこと
がありましたが、お酒のつまみ、お茶漬けには絶配，だと1’1
負しています，。
　九州在住のMさんから』RUM亙）ES”に掲載のレシビで
豚肉の角煮を作ったら寒味しかったと云われ、私が作者
ですと披露してしまいました。．もう　・つ忘れ得ないこと
は、職場に関係する友人Bさんから私の料理を』h男の台
所『噂と命名してくれたことですが、最もこのBさんには
21年前に“貴方は、我々のようなベテランと麻雀をして
も絶対に勝てないからll二めなさい”と貴重な忠告をして
くれた人で、その後麻雀は止めていました，．ところが最近
になってメンバーが足りないと云って私をカモにしてい
る1人で、今度の忠告は毎』聴牌したら即り一チしなさい“
ということで、その通り実行すると奪』貴方の聴牌は・般的
なセオリーではない”と云われ、迷っているところです
同じく麻雀仲問のMさんとNさんも私がリ…チをかける
と聴牌のぎi売めない恐怖だと云われ、やはり　一般的なセオ
リーを外れているのだなとしみじみ感じるところです
　私自身はF罫の物好きで男の料理に挑戦していますが、
料理をつくるときは、調理時問や材料の処理などの罫瀬
を決めること、台所はきちんと片づけておくこと、使った
ボ…ルやi継、鍋などは直ぐに洗うこと、最後に包rは良く
研いでおくことを心掛けていますが、このことは職場の
業務を遂行するLでも生かせるボイントであると思いつ
つ実際グ）私は果たしてr順よく業務を遂行してきたとは
云い難いように感じている次第で、昨年811に定年退職
し、その後嘱託として”1まで勤務しましたil本溶接協会
での関係者の皆様にお掛けした迷惑は数限りないのでは
と恐縮しております，
　非破壊検査業界に首を突っ込んだら這いLがれないよ
といったNさんの，漢どおりで2童年問非破壊検査関係の
皆様には気付かれないよう鍾かず離れずのお付き合いを
してまいりましたが、今度は晴れてこの泥沼から這いL
がれるのかなと思い、痕京を離れることにしました，
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Z二そ7RαMPE5碑1MτR，200の
6．協議会だより
CIW検査事業者協議会
　L「鉄骨第三者検査会社名」看板表示について
協議会で検討を弔ね、部の地区での、1式行表示及び関連
先等への表承に関する諸ヒアリングとお願い活動を経て、
ド記写真にノ云す看板（7）表ノ薮活動を実施していくこととし
ました。
鉄麟藷灘蚕社簾司
i鷲名　　　　　i
蘇鎚　　　　　　　1
　ね　　　　　　　　　　モ
　溺　�hf／麟　　鋤惰
1＿、、．　．“燃募職贈靴『＿マ！
看板の大きさ150（）mm×400mm×厚さh撚1
［頒布価格：茎，000円／枚（送料別）コ
　客先への表示に関するごゴ解を得ることが前提になり、
協議会としてのお願い活動に加え会員各位の積極的なご
協力をお願いいたします。
　翼．「中間検査」関連CIW認定事業者名簿について
　先に溶接協会と共同で作成しました関連名簿をH本建
築
ヒ事会議全国主事会議のごゴ解のドに、建築1三事殿（全
剛宛に送付し、ご活用方お願いいたしました。
　なお、関連図書として次の本がi二ll行されておりますの
でご参考Fさい、、
　○図霞名汀建築構造審査要領」
　　　　　　＜付＞中間検査実施マニュアル
　　　　　監修建設省住宅局建築指導課
　　　　　編集　l　l本建築｝三事会議構造研究部会
　○頒　布：（財）日本建築センター
　　　　　東京都港区虎ノ門3暑2第30森ビル
　　　　　　　　　　　　便、ei．03−3432−8／56
　0定価：本体4，000円（税別）
　斑．ISO／罷Cに基づく「検査事業者認定」について
　標題の件についてαW運営委員会の1ぐ部に、言式験所／検
査機関認定WGを設置し検討を行ってきた中問報告とし
て、11月2011、認定会祉の意見を広く聞くことをLl的に
説明会と意見交換会が開催された、、要点、以砂）とおり，，
　i，経　　緯
　現行のCIW認定制度について、今後の検討課題として
　��　品質システム面の充実
　�A倫理規定の導人
　�D建築鉄骨意欽の分野への適用拡大
等の視点から検討していたところ、（財）B本適合性認定
協会（JAB）からisO／盟Cガイド58及びガィド25に基づ
く非破壊検査事業者の認定について溶接協会に検討打診
があった。この国際規格の規定内容が現行αW認定制度
と類似していることから、規定内容の相互比較、導入の“∫
否又は是非、検討課題等をWGを設置しαW運営委員会
に答中することにした、、
　2。WGメンバー構成と検討会回数
　江端運営委員会委員をWGセ査とし、運営委員会委員、
ユーザー、検査会社でWGを構成し7月〜10／1に5k；1び）検
討会を行一）た。
　3．検討結果の申間報告
　（1）CIW認定制度と｝SO／1ECに基づく非破壊検査事業
　　者認定とは、肢術認定十晶質システム認定1の基本
　　的な面で類似している。但し、当認定制度の導人にあ
　　たっては、非破壊検査事業脅として品質システムの
　　充実と倫理面の担保が要求される、．
　（2）様々な法硯制の改慮が行われてきており、i．lll際規
　　格による当認定は、非破壊検査事業者の活用の場を
　　拡大していく日∫能性が強い．
　（3）　’弩認定制度の導人については具体的検討課題も多い．
　L記に関連し、諸外国での、試験所認定の実情、JABとの
打ち合わせ状況、料金関係、具体的管理モデル等も併せて
報告があり、　L記を中心に運営委貝会に答申するとの説
明があった，、
　弧！．建築鉄骨外観検査技術講習会について
　溶接協会と共催で次のとおり開催する1与定で諸準備申です
　L　H　時：事成美2年3／1i洲（1．1）9100〜16：0（／
2．
3．
4。
（i）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
5．
（i）
（2）
（3）
6。
場　　所1（財）溶接技淋1センター（川崎市）
募集人員：30名
カリキュラム
「やさしい構造力学」
溶接前及び溶接中の外観検査
溶接後の外観検査
建築鉄骨全体の外観検査
試験片を使用した実習
まとめ
使用テキスト1
9：30〜沁131）
i（）130〜n　l3（）
H：30〜i2二叙）
i3：30〜茎4：3（）
i4：30〜三5二30
玉5：30〜i6：00
　L級技術者のための建築鉄骨外観検査の毛引き
（鋼構造撫版版）
　建築鉄骨溶接部の外観検査ハンドブック
（C｛W検査事業者協議会版）
　建築鉄骨検査における不具合事例集
（CIW検査事業者協議会作成〉
受講料115，000円／人
一一
9一一
�
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あけましておめでとうございます。
　・つの時代が終わり、新たにつの時代が始まる，今まさに、C　lWは転換期を迎えよ
うとしています、、
　ある業界では現在用いている検査方法以外の検査方法を模索し、ある業界ではU　T万能
のあり方に対して警告を発する方々もいらっしゃいます、，これは何を意昧するか2　これ
からは総合非破壊検査会社としてのメリッ1・が発生する、そんな暗示かもしれません。
　新年を迎え、今号では、各行政の方々にお集まり項き、「新春特別座談会」を企画致し
ました，，規制緩和に向け、新たな意図が隠されているかもしれません。また、今号から、
新たに連載「材料損傷の評価方法」が始まりました。　・つの時代の始まりとして、皆様の
お役に凱てれば幸いと考えております，。
　本年も、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申しLげます．
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