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勝利氏検査エンジニヤリング㈱
泰平　氏　1樹大阪ニュークリアサイエンス協会
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大岡紀一氏 臼本原子力研究所大洗研究所

　大岡・本日はみなさんお忙しいところお集まりいただい

てありがとうございます。私も大変懐かしい方々にお会い

することができ喜んでおります。

　さて、本日は非破壊検査業務に携わる若い人たちヘベテ

ランの方々から教えをいただいて、より業界の活性化を

図っていきたいという主旨の座談会を設けました。忌揮の

ないご意見で盛り上げていただきたいと思っております。

現在の非破壊検査業界を取り巻く時代背景を考えながら、

それぞれみなさまのご苦労、あるいは楽しかったことなど

を織り交ぜてメッセージをお願いします。

　それではまず、ご出席のみなさんの自己紹介を。

　遠藤・京都科学技術専門学校の遠藤です。以前は川崎車

両（現川崎重工業）に勤務しておりまして、そこでいろん

なことをやっているうちにいつの間にか非破壊検査に染

まっておりました。そこを定年になり、日本工業試験所を

経て、京都科学技術専門学校非破壊検査学科で教鞭をとる

ことになり現在に至っています．日本工業試験所で初期の

CIW関係の仕事をいたしました。

　古野・科学技術庁の溶接検査の検査機関である原子力安

全技術センターの溶接検査部におります古野です。セン

ターの溶接検査をやるようになったのは昭和61年ですか

ら、それから12年ちょっと経っています。その前は川崎重

工業に31年間勤めておりまして、ボイラの製造とか原子

力の品質保証などをやっておりました。

　田渕・田渕でございます。ただいま大阪ニュークリアサ

イエンス協会で放射線のPAをやっておりますが、私自身

は放射線のPAそのものよりも原子力エネルギーのPAに

努めたいと思っております。

　もともとは溶接工学を学びまして、橋梁鉄骨を製作して

いる会社に十数年おりました。それから非破壊検査の業界

に23年ばかりおりまして、ちょうどCIWができたときに

真っ先に参加させていただきました。それから数年してか

らCIWそのものが日本溶接協会の認定を得るだけでは済ま

ないのではないか、もっと世間に認知してもらおうじゃな

いか、ということで関西地区の検査会社のお互いの意見を

まとめて認定事業者の協議会というものをスタートしまし

た。当時は30社くらいでしたか、現在は非常に盛を極めて

いるということになっているようでございますが。

　松浦・非破壊検査振興協会の松浦です。そもそも非破壊

検査との関わり合いというのは、昭和27、8年頃からで、

私は当時、住友金属におりまして鋼管製造所でパイプを

扱っておりました。そこでパイプの、ボイラチューブなん

ですがそのスペックにマグナフラックスというのが入って

きたんですわ。当時は島津とかで機械はでていたんです
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が、とりあえず扱わなければならないということで一般の

電気のトランスを持ってきて、それで交流のマグナから始

めました。それが非破壊検査との関わり合いの最初でし

た。そのほか、当時はまた戦前の横河電機の直流のコンデ

ンサに電気を貯めてバーンと流す機械も残っておりまし

て、短いパイプのマグナをやったという経験があります。

その後、昭和30年代になりまして、ボイラチューブのメイ

ンスチームパイプでですな、アメリカのスペックで超音波

検査をしなければならないということが出てきたんです。

そのため超音波検査をやらなければならないということ

で、当時、三菱電機のFD・4（2段重ねの機械）というのが

ありまして、それを使って斜角探傷をやりました。それが

非破壊検査との関わりです。

　その後、尼崎の住金で非破壊検査のセンターにおりまし

た。それから東洋検査工業に6年いて、その間営業や現場

にも携わり、各地の検査の現場も見て参りました。現在は

非破壊検査振興協会の査定委員を勤めています。

　竹内・検査エンジニヤリングの竹内と申します。私がこ

の業界に入りましたのが昭和42年で、ちょうど32年目に

入ります。はじめは配管のX線検査をやっておりました。

例の水島の流出事故があり、消防法が制定され、それから

は油タンクの検査を専属でやるようになりました。北海道

から九州まですっ飛んで歩いて、新設・改造工事での放射

線検査を主体に今までやってきました。現役では15年く

らい、その後、営業部に所属して5年ぐらい表回りの営業

活動をし、今は所内で営業の業務をしています。見積の作

成だとか請求だとか、電話による受注だとかですね。あと

は検査業界はみなさんご存じのように人間を売る商売なも

のですから若い人たちの相談に乗ったりするような仕事を

して現在に至っております。

　大岡・ありがとうございました。みなさんそれぞれいろ

いろなキャリアをお持ちでバラエティに富んだお話が伺え

るものと期待しております。

　最初に、現在、非破壊検査を取り巻く情勢がかなり厳し

いものになってきていると思いますが、その中で検査技術

者のあり方についてご意見をお聞かせ下さい。

　古野さんは川崎重工業に勤めらた後、官の立場にあるわ

けですが、官の立場で資格についていろいろとご意見があ

ると思いますが。

　古野・非破壊検査の検査技術者の資格は日本でも長い歴

史がありまして、検査機関からというよりも個人的な見方

では昔と比べると今は人数も多く技術レベルも上がってき

ていると思います。その中で一番肝心なことは社会的な認

知のレベルが上がってきていることでしょう。そういう意

味では現在のあり方に問題があるという認識は無いです

ね。

　ただ、検査が技術的に進歩し適用も多岐に渡ってきてい

ることから、資格のあり方や国際化への対応という点では

問題も出てきているのは事実で、それが今後どのように変

わっていくのか大きな意味では曲がり角にさしかかってき

ているなという気はします。また、さらに質・量ともレベ

ルアップをしていかなければならない時期だろうとも思い

ます。

　それと、検査機関側から官庁的規制側から見ますと、私

は十数年検査機関におりますけれど検査技術者の資格は非

常に信用度が高いと思っています。その信頼性については

高く評価されていますね。ただ一方で原子力関係で品質に

絡むような事故も起こっていますので、より検査技術者資

格の信頼性をアピールし、しっかりやっているということ

を社会にクローズアップした方がいいかなという感じはし

ます。

　大岡・社会的に資格が認知されてくると当然技術の進歩

を考えなければなりませんが、そういう観点で遠藤さんに

伺いたいのですが、今までのキャリアの中で、ある事例が

苦労の末に技術的進歩につながったという例はあります

か。

6Tから始まった非破壊検査技術

　遠藤・そうですねえ。苦労はしましたが一番傑作だった

ことは昭和23年頃、工業用X線の発生装置はどこのメー

カーも製造していなかったんです。当時、信州の山の中に

疎開しているX線装置があって、それを売ってもよいとい

う話をあるブローカーから聞きまして、そこまでブロー

カーと出かけて部品を一つづつ集めて点検すると、電気系

統の部品がほとんど揃っていると思い分譲してもらうこと

にしましたんですが、運搬に困りX線発生管などは手で持

ち帰ったり、不足している支持構造物などは私なりに造っ

たんです。

　大岡・それを組み立ててどこに使ったんですか。

　遠藤・そのときは古い蒸気機関車のボイラの缶胴の溶接

2



Z二二ニコZ二乙7RUMPε8（8PR’ノV（ろ7999ウ

部の撮影に一番使いました。その頃は日本工業規格JESが

ありましたが、実際には役には立ちませんので、自分なり

の規準を造りました。

　大岡・松浦さんは？。

　松浦・技術の進歩で言うと、一番最初にX線検査装置を

使ったのは戦前の東芝のもので、その時はマグナをやりだ

したのと同時期くらいなんですよ。それだけではダメなん

で診療所に行きましてそこのX線で板に筋を付けたり段を

付けたりして撮影しまして、その時に焦点をどれくらいか

を調べるのに鉛の板に細かい孔をあけて、手でX線の焦点

合わせをやった覚えがありますよ。後から考えるとひどい

ことをさせられたなと思いましたわ。ま、なんともなかっ

たですけどね。それから思うと今の機械は技術的に進歩し

ましたね。最初にまともな機械として出てきたのは昭和33

年ごろ、東芝製の185KVAのもので、中に油が入っていて、

その油をまた水で冷やせば連続で撮影できるものなんです

よ・100kg以上ありましたね。

　大岡・みなさんから非破壊検査のことについて懐かしい

お話を伺うとX線の話が一番先に出てくると思うんです

が、超音波に関してはどうですか、何年ぐらいに？

　松浦・昭和29年頃なんですが、当時私は住友金属の研究

部にいまして研究の近代化ということを考えていた時、そ

の中に非破壊検査ということが入ってきまして、機械を買

おうということになり、研究所の予算で買ったのがFD－4

なんですわ。ところが買ってはみたものの誰もその機械を

扱う人がいなかったんですよ。その後、三菱のボイラ

チューブの主蒸気管の超音波検査をやらなければならんと

いうことになり、それで差し支えが出てきて、私がやるこ

とになり、斜角探傷からやり始めましたねえ。

　大岡・田渕さんはどうでしょうか。

　田渕・本当の意味での非破壊試験が画期的に伸びてきた

のは構造物のでき方によって二一ズがあったということで

しょうね。私は昭和45年に非破壊検査株式会社に入社し

まして、その頃から原子力発電の仕事が盛んになってきま

した。敦賀あるいは美浜、福島1号機が動き出したのが

ちょうどそのくらいでした。その頃の非破壊試験というの

はほぼ100％RTで、しかもX線ということでした。ところ

が原発の配管溶接部を検査するために1921rを使わなけれ

ばならないということでアイトソープが出てきました。そ

れから昭和49年にいろいろと各社がアイトソープで問題

を起こしまして、私自身も盗難脅追事件に巻き込まれたこ

ともありました。そんなことで検査業界のアイトソープの

管理が格段に良くなりました。その辺がRTの歴史ではな

いかと思います。その当時原発1基で5万枚くらいの写真

を撮ったわけですが、私のおりました会社で最高の時は年

間で12インチフィルムに換算してトータルで70万枚くら

いのフィルムを使いました。

　超音波探傷につきましては、やはり超高層ピルがその需

要を喚起したと思うんです。霞ヶ関ピルができ、大阪では

国際ピルだとか大林ビルができていった。私自身は大阪の

大林ビルで大林の立場で検査をさせていただく経験があり

ました。ファブリケータの立場ではなくエンドユーザーの

立場での検査でしたから、本当の検査の仕事ができました

し、また、現実に問題点がありましてもすぐにファブリ

ケータの方にフィードバックできました。なかなかファブ

リケータの立場でそういうことをしますとスムーズな

フィードバックが望めないんですが・…　．その辺で超

音波検査では非常に恵まれたスタートを切ることができま

した。

　その次に磁粉探傷がピークとなったのは、あの水島での

タンクの事故からですね。それから消防法が改正されて、

タンクの底がみんな引っかかったことから一つの時期を迎

えたと思います。渦流探傷はPWRのS／G（蒸気発生機）

チューブがきっかけとなったんですが、そういうように何

かのきっかけで非破壊検査の技術そのものが段階を踏んで

いったんだと感じますね。

　大岡・おっしゃるとおりの面もありましてね、実は先ほ

ど松浦さんのお話にもありましたように、構造物を検査す

る時にそれぞれ装置の開発をしようと思って購入したけれ

ども、そのまま遊ばせておいたということですが、これは

当然だと思うんですよ。どうしてかというと、それを使っ

て検査するという二一ズがどこまであるかということと、

事故という言葉は失礼かもしれませんが、そういうことが

あるたびに検査技術が伸びてくる。社会にも受け入れられ

る。検査をしないと説明がつかないような事態に追い込ま

れるというようなことがありましてね、そう意味では皆さ

んがお話ししている通りにかなりそれぞれが経験した中の

事故を振り返ってみると、やはりそれを契機にして少しず

つ前に進んでいっているというふうに私は思っているんで

すよ（笑）。

　田渕・その他に一番大きいのは、日本非破壊検査協会の

資格認定制度とCIWの事業者認定制度。これらが非破壊試

験技術の発展に拍車をかけたと思うんですよ。ただ、私が

思っていますのは、そういう資格制度ができた時にしゃに

むに社員に資格を取るようハッパをかけましたし、教育に

も力を入れたんですけども、結局、今現在もそうかもしれ

ませんが、非破壊試験を教えたということは『細かい欠陥

を見つけなさい』ということを一生懸命教えましたが、

『この欠陥はどうしてできたのか、その欠陥があったら将

来どのようなことになるのか』というところまでは教えき
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れていませんでした。

　遠藤・それはね破壊破面検査をもっと教えた方が…　。

　松浦・私は非破壊検査をやり始めて、とにかくUTの結

果がどんな欠陥か見たくてしょうがなかったですわ。とこ

ろが、今書ったボイラの主蒸気管、これはクロム・モリブ

デン鋼なんですけどね、高いものは1本100万円もするわ

けですよ。それを切りたいわけ。これはどこが悪いのか、

昔のボイラは保っているのに、と思うんですが、しかしそ

れはスペックではいけないことになっているんですね。そ

れで最後に、ここではパイプのトップにキャビティが残っ

ているんだと、ガンマで撮ったらこういうふうに出るんだ

と書ったんですが、ところがそれでも偉い人にはまだ分か

らない。所長とか次長クラスの人たちには。それでしょう

がないからとにかく端だから切り出せということで、それ

でいろんな機械を使ってキャピティーの割れ目が見えるよ

うに切り出して偉い人に見せて納得してもらい、UTに関

しては君のいうことを聞くよ、と言わせましたな。

　遠藤・そのようなことは初期の頃の方はみな経験してい

るんですよ。私なんかもX線で溶接部を撮ったら欠陥が出

るんです。そうすると欠陥があると言っても現場は素直に

聞いてくれないんです。現場の人はr俺が溶接したところ

にはそんなことはない』と言い切ってどうしても頑張るん

ですよ。それじゃ掘ろうということになり、掘ったら仲間

同士でその欠陥がある付近を深く掘ってしまうんですよ。

それで仕方なしに自分で昼の休み時間に溶接をしました。

素人の溶接で欠陥だらけで、それを全部X線で垂直や斜め

撮りして位置を決めるわけですね、それを今度は裁ち切り

まして、破面をマクロエッチまたはサルファプリントをし

ます。そしてここにこれだけのものがあるんだということ

を実証して見せましたよ。それから後は彼らももう言わな

くなったですね。

　田渕・家内工業的非破壊試験の時代はお互いがそれをで

きたと思うんです。溶接にも密着していましたし、検査

にも密着していましたし。ところが今みたいに検査そのも

のの規模が大きくなるとそこまで若い社員を育て上げられ

ることの可能性が果たしてどこまであるだろうかという心

配があるんです。本当はそういうことを知ってもらわない

と構造物の医者などとはおこがましくて書ってられない。

いつまで経っても検査技師に留まるんじゃないでしょう

か。

　遠藤・私は以前肋骨2本を3箇所ほど切除した経験があ

るんですよ。その取った後にX線治療をしました。ところ

がなかなか肉が戻ってこないんです。その時に健全部分を

鉛板や鉛ゴムで被って防護することを教わりました。X線

防護設備を計画していた時に私の上司であった方に『君、

X線は治療に使うんだ。なぜそんなに怖がってるんだ漂っ

て言われたことがありますよ。

　大岡・UTの技術開発、それぞれの苦労話、経験等があっ

て今日までいろいろ発展してきたということがあるんです

が、さきほど田渕さんからいわゆる家内工業的だというお

話がありましたが、今はそうではなくてある程度組織化し

て企業化して、ある構造物に対して第三者的に検査するこ

とができるようになってきた時代だと思うんですよね。そ

ういう中でこれは非常に良いことだったとか、楽しかった

ことだとか、または非常に苦労したことだとか、そういう

話があれば若い人たちに非常に役に立つのではないかと思

いますので、ご意見いただきたいと思うんですが。

　　　（　　　　　…》
　　　　　　ド　　　　　若い人たちへ期待すること
　　　　　’　　　　　コ　ノ
　田渕・私が若い人たちに申し上げたいことは、今の若い

人たちの学校での勉強をぶりを見ていますと、コンピュー

タが一つあればなんでもかんでもモノができてしまうんだ

というようなところがあるように思うんです。非破壊試験

というのはモノづくりの原点でして、当然クォリティーと

コストとデリバリーとセキュリティーを加えた四角錐のバ

ランスが必要なわけでして、そのうちのクォリティーを

担っているのが非破壊試験だと思うんです。同時に非破壊

試験は決して理論工学ではない、本とか耳学問だけでは事

が済むわけではない。つまり、汗をかく仕事と頭を使う仕

事をミックスさせたい。そいうところを若い人たちがほん

とにやってくれなければいけないんです。例えば逆に書え

ば非破壊試験の新しい開発を取りあげても、この経験工学

である非破壊試験で汗をかく量をいかに少なくするかとい

うことが本当の意味での開発ではなかろうかと思うんで

す。非常にミクロな欠陥を探す研究も大切かもしれません

が、本当は夜のフクロウのような仕事や、40℃もするよう

なタンクの中で大汗をかくような仕事や、この辺から開放

してやるような開発ができなければいけないと思います

ね。

　大岡・それでは竹内さんにお伺いしたいのですが、RT

4
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の経験を活かしてお仕事をされてきて、水島でのトラブル

による消防法の改正があって、自分の仕事としてそちらの

方で取り組んでこられた中で、今のように教育というか、

今の若い人たちにはこういう部分を期待したいというご意

見があれば。

　竹内・当社も35年目を迎えまして、毎年若い人たちが定

期的に何人か入社され、社内教育ということで私も2時間

から2時間半ぐらい営業活動状況、受注量や内容の説明す

る時間をもらっています。その中で一番最初に若い人にお

話していることが3つあるんです。その一つはr失敗を恐

れるな湯と現役の頃の失敗談を交えて話します。二つめは

『やっているような振りをしなさい』ということです。初

めのうちはやっている振りでも一日、二日と月日が経つう

ちに振りが振りでなくなって本物となるんです。三つめは

“楽動”という言葉を贈ります。『何事も楽しみながらやり

なさい』ということで、遊びも仕事も人間働く場合、その

中から楽しみを見つけて動き、働けということです。自分

の知識と技術を磨くために汗をかくような分野でまずやら

なければならないわけですが、何事にもよらずいやいやや

るようではダメで、やっているような振りをして楽しむこ

とが大事だと話しをするんです。どこまで若い人たちが理

解してくれたかは定かではありませんが（笑〉。

　大岡・そういう意味では学校の先生としてはいかがです

か。

　遠藤・私が学校で言っていることは、『なせば成る、な

さねば成らぬ何事も』。これはみなさんご存じの上杉鷹山

の言葉なんです、これを盛んに言ってやると学生が『わし

らは頭が悪いんや』と言うんですけれど、それはrおまえ

達の考えが違う。人間の脳味噌は生まれたときに約10億

から成る細胞からできているんや。それを使うから伸びる

んであって、使わなきゃちっとも伸びないんだ。おまえ達

は使うという努力が足りないんだ』ということを言いま

す。そうしないと今の若い人たちは勉強しないんです。

　松浦・私はねえ検査会社にもいましたけど、基本的には

メーカーでパイプを作って、非破壊のお山の大将で、毎日

大勢の部下を使って十数台ものUTの機械で検査させてい

たわけですよ。そうすると、やはり彼ら一人ひとりのやっ

ていることを信頼しないとどうしようもないわけですわ。

いちいち気にしていたら私もストレスがたまってしまうわ

けですよ（笑）。そのためには、つまり彼らを信頼するた

めには彼らの技量がどの程度であるかを私自身が認識して

いなければならないんです、学問的にも技術的にもね。

　当時はUTの機械が何台もありましてねえ、パイプを

ガッーと流して回して送って検査していたんですよ。その

うち回転探触子の機械もできまして、それでパイプを流し

て検査しました。あとタンデムでエディカレントを入れて

検査もしました。だけど、どれだけ機械が発達しても検査

するのは人間で、目で見るんです。全体のロット、これは

何百本もありますから、それを検査するためにはその人の

技量、学問的にどれだけ認識しているのか、私自身がよく

把握していなければいかん。そのためには彼らによく勉強

もさせたし、NDIの試験ができたときは第1回目のUTの

試験に当初15人を受けさせました。そのうち13人が試験

に合格して帰ってきましたね、2人だけアウトで。そうい

う人間が核になって下の人間を指導していくということが

大事でしょうな。私自身としては勉強して屈理屈をこねる

ようになることが大事と思っています。分かってないと屍

理屈はこねれませんから（笑）。後は技量ですね。

　検査していたのはパイプという単純なものですから、標

準の試験片の傷が出るように設定してそれをときどき

チェックして、検査をする、それでいいわけです。ASME

なんかで規定されていますが、もっと細かく1時間置きに

試験片を通しなさいとか、エディカレントにしてもそうで

すね。それで当時はRTについては私だけが一人でやって

いたんですよ。それくらいX線のことをみんな怖がってい

たんでしょうね。

　ま、それは別として、やはり若い人がそういうことのた

めには勉強しなければいかんし、技量を磨かなければいか

ん。そのためには日常の中で磨いていかなければしょうが

いない。で、やることは決まっていますから、今の検査会

社みたいにあっちのピルの検査をやり、こっちの鉄骨をや

りというわけではありませんから、やりやすいことは非常

にやりやすかったんですわ。だけど私としては夜勤もあっ

たし3交代制でしたからね、信頼していないとやっていけ

なかったですよ。

　そういう中で教えてきたことはまず、技術をちゃんと身

につけなさい、正直にやりなさいということですね。この

正直にというのは、決められた1時間ごとにチェックする

こと、記録を取りなさいということなんですわ。

　一番大事なのはこういう仕事は信頼ですから、嘘はだめ

ですよ、インチキはだめですよ、と言うてるんです。

　田渕・ただね、マンツーマンでやれる範囲ならそれでい

いんじゃないかと思うんですよ。ところが現在実際の教育

は、例えば技術的な教育はNDIの資格や教育、講習会にお

願いしているというのが検査会社の現実の姿だと思うんで

すよね。実は私自身、大阪で今M）1の講習会に使われてい

る会場と同じビルで仕事をしているんですが、先生方のお

話をうかがってみますと、放射線を使った検査をするのに

対数が理解できない、超音波検査をするのに三角関数が分

からないという人たちがいっぱい受講しに来るんだそうで
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す。そういう人たちのレベルをどんなふうに持ち上げるか

ということがあるんです。

　遠藤・それは今後ますますひどい状況になってくるん

じゃないですか。

　田渕・日本の教育制度そのものに問題があるのかと思う

んですけれども。

　遠藤・今の教育制度がまた改悪されるでしょ。

　田渕・ええ。もっともっと理科教育のレベルを下げてい

こうとするわけですからね、えらいこっちゃなと思ってま

す。

　遠藤・それは今後よほどみんなが考えないといけないこ

とですね。

　義務教育でそういうことをしっかりやっていない、やら

なくなってくる。そうするとますますサイエンス関係の仕

事に就くには算数なり物理、化学が分かっていなければで

きないし、そうでなければいくら言ったって理解できない

ですよ。

　　　麺蔵経験の集積の2本柱で

　大岡・人の学力をとやかく言うわけではないですが、当

初認定が始まった頃には、面接をしても中卒の方が結構い

らっしゃったんですよね。それがいつの間にか高卒の人に

変わってきて中卒の人が希少価値になってきて、日本の技

術も高卒や専門学校卒の人たちで三角関数だとか対数だと

かを勉強してきた人たちの時代に変わったなあと思ってい

たら、最近は大卒の人たちに移ってきて、その大卒の人た

ちの中でも理工系よりも文系の仏文だとか独文専攻の人た

ちが非常に多く目立ってきているんです。彼らは大学を卒

業したときに進路選択を誤ったのかというとそうではなく

て、彼らは彼らなりに進む道を選んで来ているわけで、結

果的にはそういう資格に挑戦しているという人が非常に多

いわけです。そうするとそういう人たちには私が教壇に

立って教える側になった時に、彼らに大学時代に数学は専

門としていなかったからどういうふうに教えるか、中学校

や高等学校でやるような教え方でいいのかということなん

ですよ。もうちょっと現場に即した分かりやすい教え方が

ないのかという問題があるんですよ。

　またもう少しすると、そういった知識を使わなくていい

時代が来るかもしれない。なぜかというとコンピュータに

全部計算させますから数値だけ入れれば全部書いてくれる

ようになってくるということがあるんですよね。

　遠藤・コンピュータがやっていることを理解するために

もそういう知識は必要なんですよ。

　大岡・ところがそれは賛否両論があって、例えばデジタ

ルをやらせるでしょ、そうすると途中のアナログが分かっ

ていないとデジタルに入れないんじゃないかと。また例え

ば、RTで手現像の経験がなくて自動に放り込んで何が分

かるかと。これには悩みましてね、それをやらせるべきか

どうかを。そういう話と同じような類似点があるんです

よ。だから難しいことを機械化あるいは電子化するという

ことは悪いこととは言わないんですけれども、どの程度分

かっているのかというのを本当に知るということが、先ほ

ど松浦さんがおっしゃっていた本当に信頼できるかにつな

がると思うんです。一番いい例として、研究発表で例えば

『大型コンピュータを回しました、有限要素法で計算しま

した3と言う。それではそれが正しいかというのは誰が検

証するのかというと非常に難しいことなんですよ。これは

非常に大変ですよ。例えばr有限要素法で計算しました、

グラフも書き表も書きました』と、それが本当にそうなの

かと質問したときに、『計算結果がこうなりました』と言

われても実際に実機ベースでやっていないとすると対応で

きないですよね。松浦さん、そんなことが原子力分野では

いっぱいありますよね（笑）。

　松浦・だからね、分厚い対数表をひく、三角関数表をひ

く、高等関数表をひく。今なら電卓をポッと押せばでてき

ますけどね。

　遠藤・それには基本が少しでも理解できていないと。い

きなり出てきた答えを放り込んでやっただけだったら、幼

稚園の子でもできますよ。

　田渕・だけどね、そういう時代も肯定しなければならな

いのかなという気もするんですよ。というのは、私はチ

ピッ子の理科教室のボランティアをやっているんですが

ね、現象に対しては非常に拍手喝采がくるんですが、原理

原則を説明しようとしたらソッポを向くんですよ。でも現

象だけでそれでも良いのかもしれない。例えば料理は冷凍

食品を電子レンジでチンとやればいいし、そんな時代が今

なのかもしれない。そういう意味で大岡さんがおっしゃっ

たように、自現機の使い方だけを教えておけば、あるいは

良いのかもしれない。

　遠藤・その使い方を教える前の人が、それを理解してい

6



z二二π側岬∬βPR〃VG7999，
なければならないと思いますけどね。

　田渕・結果だけ求めるならそれでもいいのかもしれな

い。私どもが医者に行きまして、医者の診断を聞きまし

て、ちょっとおかしいなと思いながらもくれた薬を飲む。

切ろうかと言われれば切るということなんですけど。そこ

まで非破壊試験の技術者がならないといかんし、特級技術

者はそれでなくてはならんと思うんですよ。ですから、こ

れは絶対ダメですよと言えるような強い立場に非破壊試験

をやっている人たちがなれるかどうかなんです。つまり今

の非破壊試験業というのは悪い書葉で書えば“非破壊試験

データ製造業”なんです。最終的な判断はもう少し上の人

が、別の会社の人がやっているわけなんですけれども。最

終的な判断にしかるべき意見を申し述べられるだけの権威

付けをしなければいかんし、するべきだと思います。

　大岡・私も賛成です。でもそういう立場になるというの

は大変なことなんですよねえ　（笑）。

　古野・あのお、私も周辺の技術を理解をすることは大事

だと思うんですよ。非破壊の教育をどうするかということ

ではですね、やはり非破壊検査、試験では最終的な判断を

するのは人問なんで、それの元というのは知識であり、一

番大事なのは経験の集積だと思うんですけれども一一。

非破壊検査は大体鉄を扱っていますよね、だから検査の技

術以外に最低限度溶接とか材料とか周辺というか関連する

ことについて常に関心を強く持てば少しは知識を探求する

という意欲を持っていれば、それが積み重なっていけば総

合的に技術をどう修得させるかということはありますけれ

ど・必要なことだろうと思うんですよね。私はたまたま検

査機関におりますけれど、30年のうち会社で検査をしてい

たことはないんです、造る方ばかりやっていて。造る方で

も材料に関する知識というのは材料屋さんのとは違うもの

ですから、ファブリケータですから非常に疎い。で、常に

トラブルとなるとどうしてもそっちの知識が必要になわけ

ですよね。ということで検査技術者の場含はもっと幅広く

いろんな製造方法や技術を理解することが一番大事だと思

うんです。

　遠藤・本当の機械構造物を総合的に判断するのには、や

はり総合的にいろんなことを知っておかねぱならないん

ですよ。その上で結果を出す。そういうことだと私は思い

ます。だから、学生に教えていてそういうことは皆に書っ

ているんです。ところがなかなか理解しているような顔を

していて理解できていないんですよ。それはなぜかという

と基礎的なそういうものがあってそれを分かっていないか

らだと思います。

　私はね、壊れたモノを野次馬根性を出して見てこいと学

生に書っているんですよ、そういうものをたくさん見てき

たらそれが自分の資料になるんだということです。そこで

壊れ方はどういう形をしているのかということを自分の頭

に入れておきなさいと書う、それが一番肝心なことなんで

す。そうすると、非破壊検査で見つけた欠陥だとかそうい

うものは自ずと、もしもこういうところにあればこういう

欠陥になるだろう、壊れるだろうと、ある程度予知するこ

とができるんです。それをちゃんとやっておかねばならな

いとやかましく学生に言っているんです。

　大岡・ところで、さきほど田渕さんがおっしゃられたよ

うに、日本非破壊検査協会の資格認定制度とCIWの事業者

認定制度が非破壊試験技術の発展に拍車をかけたのは事実

だと思うんですが、そういう資格制度に対して社員に資格

を取るようどのように勧めてこられましたか、ご自身のご

経験を含めてお話ください。

ぐ鄭を取得することの刈ツトは？

　竹内・NDIの認定制度ができて、昭和40年代のころには

認定制度ができたと聞いてもr資格なんかより経験だよ』

と強がってみたり、NDIの受験を申講したにもかかわらず

仕事が忙しいから受験に行かなかったり＠一・．これは

あくまでも書い訳なんですよね。勉強しなけりゃならない

という気持ちはあるんでしょうが、参考書とお酒を並べた

らどちらに手を出すか一一。やはりお酒に手を出しちゃ

いますよね（笑〉。だからなかなか勉強ができない。受験

段が近づいてくると仕事にかまけて受験にいかない。そう

いうことが積み重なってくると資格よりも逆に経験がある

からいいんだ、と言い訳をしてたんですよ、私自身も。

　ところが、消防法にN鎌資格の2級技術者が検査をし、

i級所持者が判定しなさいと網羅されちゃったんですよね。

あれは一番画期的なことだと思っているんですよ。それま

での法的な機関であそこまでは網羅されていない。J欝に

してもそれに類する経験豊富なとぼかしてありますね。そ

れで私もタンク関係の検査に携わる身として必要に迫ら

れ、お酒を取らずに参考書を取って資格認定を取得しまし

たね。

　遠藤・関西地区の消防署は非常に熱心なんです。私に講

義してくれというんで大阪に1回、神戸には3、4回行きま

した。そこではいろんなことを聞かれますし．それに対し

て正しいことだけを教えるようにしてました。それと同時

に今の規格を守ることをやりなさいと、規格を守らなけれ

ば意味がないということを教えましたね。それじゃ今でき

ているモノに対しての考え方はどうするのかというと、そ

のできた時代にそういう規格が無ければ仕方ないんです

と、何年か何十年か経った現在に非破壊検査をしているう

ちに欠陥があるようであれば注意し測定を繰り返しなさい
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と、そういう言い方をしてるんですよ。そうじゃないと古

いモノをRTで撮影したらボロボロ欠陥が出てくるんです

よ。それで私も神戸で実際にタンクをX線でみてくれとい

う話が講義をしている最中に出てきまして、それで行って

きまして撮影したんです。そうしたらその時の規格どおり

になってたんです。それはそれで良いんですよと、それは

その時の規格に沿ってやっているんだからと言うんです。

でもそれをよく注意して下さいと、タンクだとかそういっ

たモノは古いですから、その規格はちゃんとしてた時の規

格であったかどうかということを考えながら検査をしなさ

いというような言い方をしてるんですけれど。ですけど消

防署が熱心でシビアになってきたということは彼らも熱心

に勉強してシビアなことを言い出しているという訳なんで

すよ。

　竹内・ですから私も必要に迫られて資格を取得したわけ

なんですけども、今の若い人たちには理由はなんであれそ

ういったものを受けるんだという気持ちがありませんと、

なかなかこういった資格を取得するといったことは…。

　遠藤・勉強しないですしね。

　竹内・教育する側にも問題があるとは思いますが、やは

り本人にやる気がないとだめですね。先ほど大岡さんが

言っておられたように最近の検査業界は大卒でも理工科系

ではなくて文系が多くなってきて数学の知識がないという

人もいるということですが、うちの会社にも三角関数とか

対数などというと首を傾げてしまうような人たちが結構い

るんです。そういう人たちに基本的に対数はこういうもん

だとか関数とはこういうもんだとまず説明するんですよ。

ところが10人とか20人とかに説明するわけですから当然

分からない人もでてきます。分からない人は後で調べた

り、講師に聞きに来ますね。聞きに来るくらいの姿勢を示

した人は試験にも合格しますね。ですからいかにやる気を

起こさせるかという教育側の方法も考えなけりゃいけない

と恩うんです。本人がこの資格を取得することによって

ゼ俺は工業界の医者になれるんだ囲というような認識を持

てるかどうかですね。うちの会社ではNDIの資格を取得し

ますと免許手当を資格ごとに支給しています。だからヨー

イドンでスター一トして早い人だと1年以内で取得するんで

す。遅い人でも3年以内には取りなさいと奨励していま

す。ですから1年以内で取得するという人はかなり積極的

に動いていますね。平成4年頃ですか3Kの問題がクロー

ズアップされ募集をかけてもなかなか人が集まらないとい

う状況で、女性を技術職に入れたらどうかという話が出ま

して、女性技術者を中途採用で募集しましたら10名の応

募がありました。そのうち5人を採用したんですが、その

時期がX線作業主任者の試験の1カ月前だったんですが、

手当が付くということで中途採用の女性が受験したいと

言ってきたんですよ、それで女性3名、男性が2名の5人

が受験し、結果合格したのは女性3名だけです。やはり女

性の方が集中力があるのかと思いましたね。

　遠藤・うちの学校でも女性が入ってくるんですが、成績

が一番良いのは女性です。

　松浦・基本的には試験を受ける、受けないのその前に、

この業界はオーナー社長がほとんどですから、社長がその

辺をはっきり認識して、うちの会社はCIWの認定を取得す

るんだと、そのためにこういう資格が必要なんだと、そう

いうところからがスタートなんですよ。その辺の認識がま

ず先で、その後は個人個人の努力なんですわ。なぜ会社が

ここまで力を入れるのかと。CIWも資格の問題もお金では

なしに、会社全体がどう考えるかというところから始まる

んですよ。

　竹内・若い人たち全部がそうではないとは思いますけ

ど、やはり楽して人よりも余計にお金をもらいたいという

気持ちは強いんだと思うんですよね。同時入社で給与が同

じ2人の人間がいるとすると1年後には1人は資格を取ら

ず、もう一人は3つも4つも資格を取ると、彼らが貰うお

金は非常に大差がついてしまう。自分の努力で収入を上げ

ることができるんだと若い人たちに知らしめないとやる気

が起きてこないんじゃないか思いますね。

　大岡・非常に勉強する、資格を取るということは自分の

ためになる。それでお金を貰えるならこんな良いことはな

いと思うんですけどね（笑）。古野さん、私たち原子力関

係ではそんなおいしい話はないですよね（笑）。

　古野・検査会社ではそんな話はあるんですけれども、残

念ながらファブリケータになりますとそれはないですね。

資格を取るのを勧めて、受験料と講習会の費用くらいは出

してくれるけれども、そこから先はなくて・…　。

　松浦・私なんかはね、賞与は一回限り。それで1回貰っ

たきり。

　田渕・企業の競争がもう少し激しくなることで、お互い

の向上に繋がりそうに思いますけどね。

8
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　竹内・検査で飯を食っている以上、M）1の資格はやはり

1種というよりも2種以上でないと資格手当を付けても意

味がないだろうと思うんです。

　遠藤・1種で出ているところもありますよ。

　大岡・それぞれCIWの教育、若い人へのベテランからの

メッセージということでみなさんに出席いただいたんです

が、メッセージの中で協会へこういったことを希望すると

いったようなことはありますか？協会への要望ですね。

　　　　（雌向上のためのPRを

　遠藤・やはり協会自身がもっと産業界にPRしなけりゃ

ならんと思うんですよ。

　竹内・それは必要だと思うんですよね、ええ。

　遠藤・それをしてもらわないと認識がそれ以上に上がら

ないですから。それで等級のことも例えばE種を持ってい

てもA種の技術とは一緒ですよと、いうようなことで宣伝

しないと。ただA種はなんで良いかというと総合的に判断

でき、しかもその判断の中にはSMの関係で材料からSM

管理しているような人がいないと全然ダメなんです。

　竹内・たしかに世間一般に非破壊検査業界というものは

あまり知られていない面はあったと思うんです。人が欲し

くてもなかなか集まらないという時代に、求人側のP　R会

場を設けて会社説明会があるんですが、1日に3，000人から

4，000人ぐらい学生が集まるわけですよ。非破壊検査業と

いう看板を掲げても残念ながら学生さんが来ないんです。

非破壊検査がどういうものか学生さんにもPRされていな

かったんですね。大学のごく一部の理工系で教育の一環と

して非破壊検査を取り上げているところもあるんですが、

世間一般に知られてはいなかった。それで最近ここ2、3年

でしょうか、大阪の非破壊検査㈱がテレピコマーシャルを

流しましたよね、それによってずいぶんこの業界もPRさ

れて、最近の説明会の状況も違ってきてますね。

　遠藤・それと同じようにCMもね、検査の宣伝をやって

もらいたいですね。

　田渕・非破壊試験のもとは溶接の品質管理からスタート

していると思うんですけども、今や構造物メンテナンスに

関わるものが多くなってきて、その辺が大分乖離してきた

ように思うんです。やはり溶接協会でのCIWですから常に

平行に進まなければいかんだろうと思います。そこら辺の

コンタクトを忘れないようにお願いしたいですね。

　今、日本非破壊検査協会の協会誌を見ておりますと、掲

載されている論文は非常にアカデミックでして、例えば溶

接で言いますと「溶接学会誌」のような役目をしていると

思うんです。それに対して、産報出版で出しておられる日

本溶接協会誌「溶接技術」に掲載されているような記事で

竹内勝利氏

議

すね、そのような記事が掲載されるような非破壊検査の話

題が載ったような雑誌がほしいと思いますね。また、もう

ちょとドロ臭い雑誌ですね、例えば球形タンクの上でX線

検査することができない人は今はいっぱいいるんですけれ

ども、そういう人たちに参考となるような実践的な雑誌と

かがいいですね。ドロ臭いことが根源なんですから。

　遠藤・そういうことで言いますとね、非破壊検査は3K

を恐れてはいけないと学生に言ってますよ。

　田渕・今の時代ですから3Kもやむを得なしですよね。

　松浦・まあ、このような時期が当分続きますからね。

　田渕・でもね、若い人たちにすべてがコンピュータのよ

うに頭でお金を稼ごうとか、お金でお金を稼ごうという時

代は過去のものだということを認識させなければと思いま

すね。バブルは弾けたんだから。

　松浦・その辺は、r汗を出せ』ですよね。

　大岡・皆さんがおっしゃった中で、非破壊検査の技術と

いうのは、まず体を汚す、すなわち経験工学であって、理

論に基づくものばかりでは無いと言うこと。それには自分

が勉強あるいは技量を磨くということが一番であるという

こと。技量を磨くとか勉強をするというのは第一に本人の

やる気が大事ですね。それと若い経営者にとっては方針と

か姿勢は大切ですからそれを明確にして技術者の教育を進

めるということを是非していただきたい。

　そういったことの積み重ねが世間に認知される基になる

のではないかと思います。世間に認知されればこれからま

すます非破壊検査業界が発展する土壌というのはあるので

すから。発展するということは世の中の安全性、あるいは

構造物の健全性の担保に大きく寄与するということで社会

環境のへの貢献は非常に大きいと考えられます。ぜひとも

若い人たちは、ベテランのご意見を参考にして一層励んで

いただきたいと思います。

　今日は長時間に渡りどうもありがとうございました。

＊
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2．非破壊試験におけるきずの定量化について考える
　　　一検出確率と測定精度一

（財）新産業創造研究機構緒方　隆昌

1．はじめに

　溶接構造物の製造時の非破壊検査では、一般に、設計

上排除すべき欠陥よりかなり小さな寸法のきずまでを検

出及び補修の対象とした合否基準を定めている。これは、

非破壊検査によるきずの評価結果にばらつきが有ること

に起因している。非破壊検査の結果に従って、本来補修

する必要のないきずを補修することは、製品製造のコス

トアップにつながる。一方、溶接構造物の安全性評価や

寿命予測は、非破壊試験によるきずの評価結果を基に行

われるために、非破壊試験の能力が構造物の設計や寿命

に大きな影響を及ぼす。

　したがって、検出すべき欠陥を見逃すことなく検出し、

検出した欠陥の寸法を精度良く評価しなければならない。

ここでは、非破壊試験において広義に用いられる「きず

の定量化3の意味について、検出確率と測定精度の観点

から考えてみたい。

2．検出限界寸法と最大見逃し寸法とは

非破壊試験によるきずの定量化は、検出すべききずを

ぷ
）

樹
鯉
翌
鰹

100

0

aOO％：最大見逃し寸法
品質管理上重要な寸法）

　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　’　　　　　　　　！　’
法1＼き．・

　　　　　　　ノ　　　手法2
　　　　　ノ

　　　　　ノ

　　　　ノノ

　　，　ノ
，　’

きずの実寸法a（mm）

検出し、検出したきずの寸法を正しく評価するのが理想

であるが、現実には、検出においても寸法測定において

もばらつきが生じてしまう。

　きずの検出のばらつきは、図1に示すような検出確率

という概念で表すことができる。図中のao％（検出限界寸

法）は、ある条件下で試験した場合の検出確率が0％とな

る欠陥寸法で、a、。。％は、検出確率100％となる欠陥寸法

（最大見逃し寸法）である。顧客等から検出できるきずの

寸法を問われた際に、理論値や実験値として求まる検出

限界寸法（ほとんどの場合は1mm以下）に近い値で回答

するケースが多く見受けられるが、実際に顧客に必要な

寸法は、数mmから数十mmとなる最大見逃し寸法の方

である。

　したがって、図1の手法1と手法2ではより小さなきず

まで見つかる手法2よりも、むしろ最大見逃し寸法が小

さくなる手法1の方が望ましい。

3．測定精度の考え方

検出されたきずの測定精度の概念を図2に表した。図に

は、2つの手法による測定値のばらつきの分布の違いを示

した。ここで、実寸法a1に近い測定値となる手法Aの方

遡

懸

手法A

＼
ノ

ノ

ノ　　、

、

、

匙

も

、

1　手法B

l／
＼

　、、

ao％1検出限界寸法
（外乱のない最適条件で見つかる寸法）

図屡　　検出確率の概念

㎞1　↑bl　u2b2
　　　実寸法　al

NDTによるきずの測定寸法L（mm）

　　　図2　　測定精度の概念
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表1　　非破壊検査の各手法における検出確率及び測定精度1） 【単位：mml

手　法
欠　陥　長　さ 欠　陥　高　さ

ao隔 aloo％ 標準偏差（σ） ao％ aloo～ 標準偏差（σ）

RT ≦3田，≦6糊 韮2【皇1ひ≧13121
一

≦1121 ≧5121
一

UT

≦0。3121，

0．7糊

5121，7田，9田p

161綱，25－33131，

20mmlgl

0．8－1圃，

－5181，

イ191，4－9に1

≦0．212｝，≦119i，≦

μOl，≦1771

≦璽1塞51診512】，

－8問，≧4剛，

0田

0．1－0．3偲1，

．4131216i　　レ

MT ≦1151≦2団 6陶，8田，達70田
｝

≦0．4団 ≧8【41

PT
≦0。1121，

0。6田，≦貰lq

7田，91纏，盗茎3121，

501q
｝

≦0．4121 5121，≧5田
｝

ET ≦0．5121 ≧監3121
一

≦LO121 ≧5121
一

注）上記殖は，下記文献からの引用値であり，1以上の値については，図からの読み取り値が不正確なことも考えられるため小数点以下

　を四捨五入した。なお，UTについては，一般的な検出レベルを採用した手動探傷のみを対象としたが，一部，端部エコー法など特殊な

　手法も含めた。

〔1〕・｛イプの表面疲労き裂（A27075－T651L4430V　modlfied　steel）〔2］表面疲労き裂（板厚1．5－6，3mm，A22219－T87（328個））

［3〕表面の放電加工，疲労き裂およびSCC（肉厚2L4－150mm，SB42，SUS304，STS42）［4］表面の疲労き裂（フェラィト鋼，オーステ

ナイト鋼，アルミニウム）［5〕表面欠陥（HT80鋼球形タンク）〔6〕溶接割れ，溶込み不良，融合不良，スラグ巻込み（肉厚13一王03mm，炭

素鋼）〔7〕人工欠陥，割れ（板厚200－250mm，フェライト鋼）［8⊃溶接割れ，溶込み不良，スラグ巻込み（板厚19－48mm，SM50A）

［9〕人工だ円欠陥（肉厚20mm，SM41A）⊂10］人工だ円欠陥（肉厚20mm，A5083）

が手法Bよりも有功であるかに見えるが、実寸法を過小

評価しない手法Bの方が顧客から有功であると判断され

るケースが多い。また、分布の広がり（L胡一LA1、LB2

－LB1）はできる限り小さくなる手法が望ましい。

4．検出確率と測定精度のデ・一タ

　非破壊試験の検出確率と測定精度に関するデータはそ

の重要度に反して極めて少ない。表1は、割れ等の平面

状のきずを主対象として、各種非破壊試験手法における

検出確率と測定精度のデータをまとめたものである1）

（ao％やa、00％の値は、厳密には有効数字の取り方で大きく

異なるため、ここでは小数点以下を四捨五入した程度の

粗い精度である）。σは、寸法測定値の平均値からのばら

つきを正規分布として求めた標準偏差である。これより、

各手法とも1mm以下のかなり小さなきずまで検出できる

が、最大見逃し寸法はかなり大きく、試験条件によって、

これらの値は大きくばらつくことが分かる。

　したがって、非破壊試験における（広義での）きずの

定量化においては、使用条件に応じたきずの検出確率と

測定精度を予測することが重要であり、顧客などからの

「検出できるきずの寸法は？」、「測定精度は？」等の間い

に的確に回答されることを願う。

　　　　　　　　参考文　献
1）松村裕之、緒方隆昌：溶接構造物の品質保証（H）、溶接学

　会誌、Vo1．62（1993）、No．4、120－124

“男の台所’㌧奪鞍詑⑤
桜の花が咲き乱れ、新じゃが芋の季節となりました。少しこってりとしたじゃが芋の絡め煮は、酒の肴としても充分に

楽しめる料理だと自負しています。桜の樹の下で、酒を酌み交わしながら食するのも一興です。

◎rじゃが芋の絡め煮」

新じゃが芋をきれいに洗って（皮は剥かない）、フライパンまたは中薙鍋に胡麻油を落として

中弱火でゆっくりと妙め、柔かくなったら酒と醤油で絡め煮にします。

この料理のコツは、じゃが芋の表面に軽く焦げ目が付く程度に妙めることと、酒2に対して醤

油1ぐらいで味付けします。酒と醤油が煮詰まって絡まり始めたら出来上がりですが、ここで

余り煮詰らないように注意を。好みで味酪を足しても良いカ、と思います。

雀魑

襲
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ど｛
l　li11　　！；口

．／ ／／

　　　ノヘ　〆！　　　、
〆　　　　ノ　　　〆　　〆　1－

l　l

l　l

目
l　l
、　ノ〆

図1　下向き 図2　横向き 図3　上向き

　次に、製品の置き方であるが、製品の移動が可能なら

ば1m程度の高さを確保した固定状態管板面下向き（図璽

参照）とし、探傷を上向きで実施できれば浸透液が不必

要に管奥に浸透することを防止でき、効率的な除去作業

が期待できる。

　もしも、管板が横向き（図2参照）又は上向き（図3

参照）に固定される場合には、探傷作業は横向き又は下

向きに実施することになり浸透液が管奥に浸透しないた

めの仮栓の使用なども検討する必要が有る、

　2。除去処理

　対象部は内径20mmであり、指にウエスを巻きつけて

除去処理を行うのが一般的であるが内面の除去が困難に

なることが予想される。この場合の措置として、内径に

対応した専用のウエスを予め必要数準備することが効果

的である。

』」」tL
　　　α／ト袖

△　跳

、
　　　①～④はスプレ方向を示す。

　　　　　　　　　図4　スプレ法

　3．現像処理
　一般的に実施しているスプレ缶で実施するためには、

対象範囲に管内面側が含まれていることも考慮して管内

全周に漏れなく適用する為にスプレ方向は工方向だけで

は不十分であり3方向または4方向から（図4参照）実施

する必要が有る。

日溶協が日本初の要員認証機関に

　当協会は、本年3月9日付で（財）日本適合性認定協会

（JAB）から、日本で初めてJAB基準CPlooおよび指針

CP300に基づく要員（溶接技術者・溶接技能者）認証機

関としての認定を受けた。

　溶接技術の適用は広範な産業分野におよび、溶接を使

用した構造物の安全性および信頼性の確保は、極めて重

要な課題となっている。また、各種工業製品に対する各

規制法規が国際的な規制緩和の流れを受け、従来の仕様

規程から性能規程に変わりつつある現在、溶接構造物の

安全性および信頼性の確保は、製品の設計・製作に携わ

る溶接技術者・溶接技能者の判断と責任に依存する部分

が大きな比重を占めることになるであろう．また、国際

的な品質システムの規格であるISO9000シリーズにおい

ても、溶接は特殊工程と定義付けられており、資格を与

えられた要員が溶接作業を行うように要求している。こ

のような社会的要求を受け、当協会ではJABから要員認

証機関としての認定を受けることとした。

　なお、今回の認定取得により、当協会が行う要員認証

制度は、国内で公平性・透明性・普遍性および統一性を

持つ、より権威ある国際性の高い要員認証制度であるこ

とが公に認められたことになり、今後、当協会の要員認

証制度がISOの品質保証体系の一環に組み込まれ、資格

を取得した者には当協会からJABのロゴマーク入り適確

性証明書が発行されることになる。

ぎ　弄

大坪孝至湘専務理事（右）から認定証を授与される森直道日溶協専務理事
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4．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来

（4）IAEAIUNDP／RCAプロジェクトに参加し成長してきたフィリピン

日本原子力研究所大岡　紀一

1　はじめに

　フィリピンは、UNDP涯AEA／RCA工業プロジェクトの

うち，NDTサブプロジェクトを通してNDTの適用に関

連した活動を1987～1994年の問，効果的に，しかも効率

よく実行してきている。

　その活動はすべてのN’DT方法とそのレベルに応じた国

内トレーニング・コースを定期的に行ってきたことである。

　トレーニング・コースの摘要は，すべてのNDT方法と

そのレベルに応じて熟知したNDT専門家によってトレー

ニングの整合化を行い，IAEA－TECDOC－407（非破壊試

験技術のトレーニング・ガイドライン〉を手本にして作

られた。フィリピン国内のトレー一ニング・コースは，フィ

リピン原子力研究所と（PNRI）とフィリピン非破壊検査

協会（PSNT）によって運営されてきている。

　上記プロジェクトの目的に従ってフィリピンは，1987

年にNDT技術者の資格と認定に関し，国内標準規格

PNS446：1987（NDT技術者の資格と認証）を制定した。

　PNS446：1987は，国際標準規格の1SO－9712を修正

して採用したものであり，品質，信頼性，有資格者の行

うNDT業務の効率性を保証しなければならないことか

ら，その必要性を強調している。

　また，プロジェクトはほとんどの地域産業における品

質保証活動においてNDTの重要性を明白にしてきたとも

言える。

　PNRIとPSNTによる協力と支援のもと，様々な工業分

野の管理者あるいは監督者に対してNDTに関するワーク

ショップあるいはセミナー一が開催されてきた。

　これらの努力の結果，何社かのNDT会社が，NDTサー

ビスの規定に基づき健全に組織された。

　フィリピンでは上記プロジェクトの一環として，2回の

トレーニング・コースRTC－UT－3が（1989年，1991年）

開催された。

2　NDTトレー一ニング・コース
　国内における種々のNDT方法とそのレベルに応じたト

レーニング・コー一スはNDT技術者の資格と認定を与える

ために実施された。

　表1に1987年から1994年までの国内のNDTトレーニ

ング・コースの受講者数を示す。

　すべてのNDT方法とそのレベルに応じた国内トレーニ

ング・コー一スは，フィリピンのNDT技術者をもっとト

レーニングし，資格を取得する必要性がかなり高いこと

から定期的に予定された。

表1　　Natior、al　NDT　Trair隆i自g　C◎urse　Co階pleted（喋987－1994〉

NDTILεve1
Nu磁berofGradua亡es

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Tota1

SM4 四 一 署 隔 19 鱒 囎 聯 19

SM－2 騨 喩 顧 11 舗 8 8 婆 3笈

SM－3 讐 脚 甲 脚 願 齢 盟 四 砥

ET－1 襯 廓 鼎 8 8 鮒 聯 廓 16

ET－2 6 7 卿 単
12

単 卿 8 33

ET－3 一 囎 隅 一 翠 鵜 一 岬 聯

UT4 齢 10 19 6 21 6 5 23 90

UT－2 13 5 27 2亙 19 如 24 71 220

UT－3 購 榊 5 冊 鴨 襯 9 餌 i4

RT4 聯 鞠 榊 需 曹 31 19 2i 71

RT－2 一 10 14 10 24 i8 40 34 150

RT－3 歯 潤 3 4 簡 9 購 榊 16
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表2NationalNDTTrainlngCoursesFo邸995γ

NDTアLeve1 1）ates

UT－2 16Jan。toFeb．1995

RT－2 6－22Februaごy1995

UT－1 6－14March1995

RT－2 6－14March1995
SM－2＊2 ＆23May1995

RT．2 5－22Ju獄e　lgg5

UT－2 10－19J疑1y1995

RT．2 7－23Aug縫st1995

UT－2 塩20Septeπ主ber1995

UT－1 2－100ctober1995

RT－1 2－100ctober1995

RT．2 2－17November1995

＊　上記以外の特別スケジュールによるトレーニング・コース

は受講者の数が6名を越える場合に行われることがある

＊2　SM－2はオーストラリアからの専門家の派遣により実施

　表2には1995年のNDTトレーニング・コースのスケ

ジュールの例を示す。

3　NDT技術者の資格と認証
　フィリピン国内標準規格のPNS－146：1987は，前述し

た通り国際標準規格であるISO－9712を修正して採用さ

れ，1987年に正式に始められた国内認証団体であるNCB

によって実行された。

　すべてのNDT方法とそのレベルに応じた認証試験は，

四半期ごとに行われた。NDTレベル3の試験員は国内認

定試験を監督するNCBの技術・管理委員会の援助を受

け，NCBによって決められた。

　試験に合格した受験者は，そのNDT方法とそのレベル

が与えられた。NDT技術者は，合格することによって

NDT方法とそのレベルを証明することになるため，でき

るだけ1種類以上の認証を取得することが心がけられて

いる。

　表3に1987年から1994年までの国内認証試験の概要

として合格者数とNDT技術者が取得したNDT種目数を
示す。

4　地域NDT活動への参加
　フィリピンは，効率よくかつ積極的に上述したプロ

ジェクトに参加してきた。フィリピンはIAEAの専門家

として2名のフィリピンのNDT専門家を1987年にイン

ドネシアのジャカルタで開かれた地域トレーニング・

コースやセミナーおよびワークショップヘの参加者を

送ってきている。

　また，NDTナショナルコーディネータは，試験を検討

するためアドホック委員会や，1991年インドネシアの

表3Numbero倒DTPersonnelCe燃edU“dert蝕eP轟illPPine
　Nati◎nal　Standard　on　Q縫a髄flcation　a陶d　Cert函ca亡io糠of　NDT

　Pers◎nr、el（1987一葉994）

M》T／Levd NロmberofPerso繊ne1

MT．1 14

MT－2 娼

MT－3 9
PT4 11

PT．2 53

PT－3 9
ET4 1
ET．2 11

ET－3 5
UT－1 14

UT－2 60

UT．3 18

RT4 16

RT－2 93

RT－3 18

ジャカルタで開かれた放射線技術者の放射線防護に関す

る専門家会議にも参加している。

　一方，フィリピンは，とくにNDTのうちUTとRTの3

種技術者のための認証試験を行ったり，国内トレーニン

グ・コースやセミナーをIAEA専門家の協力を得ながら

進めている。

5　その他のNDTに関する活動
　PSNDTは，フィリピンの大学からの申し出により3年

コースのNDTを正式に行うこととした。このコースは，

これまでフィリピンのNDTサーピス会社がおよそ50名

ものNDT技術者を養成するのに5年間かかっていた内容

に相当するものである。

　管理者および監督者のためのNDTセミナーやワーク

ショップを実施してきているが，セミナーやワーク

ショップの参加者は，NDTトレーニング・コースを経験

した技術者であり，NDTを品質の手段として認めてい

る。そして，NDTサービス会社を設立したり，場合に

よってはNDTグループを作ってきている。

　表4はNDTサービス会社の年度別数を示している。

　最近数多くのセミナーが管理者および監督者のために

行われている一方，PSNTは，全国大会のために限定さ

れたテーマの基づき，NDTの技術論文の発表等を1年に

1回11月の第3週の金曜日に開催している。

　フィリピン以外の専門家がその大会での論文発表に招

待されており，PSNTの技術論文として“EVALUATOR”

が毎年出版されてきている。

　航空機産業におけるNDT適用の国内トレーニング・
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表4　Gr◎wthi鍛heNumberoザNDTSe2vlceCompa口les
　l“the　Pめi鋳pplnes（1980－1994）

Year NumbαofNDTServlce
　　Comp諭es＊

1980 9
王981 10

玉982 10

1983 11

1984 11

1985 玉2

1986 14

1987 15

1988 15

1989 15

1990 16

1991 21

1992 24

1993 25

1994 27

＊Some　of1幟NDT　serv∫cecompanies　alsocontractsNDT
　serv三ces　outs圭de　t簸e　PhilipPines．

コースは，mEA専門家の参加のもとに実施され，製造業

や修理，メンテナンスおよびフィリピンの航空機検査に

関係していた24名がそのトレーニング・コースに参加し

ている。

6　将来計画

　フィリピンはプロジェクトでのNDTが目的に向かって

実行されることを望んでおり，以下の計画と事業を実施

する方向で進んでいる。

（1）　プロジェクト主催のナショナルコーディネータ会議

　への出席

（2〉地域のトレーニング・コースやワークショップおよ

　びセミナーへの参加

（3）地方のNDTサーピス会社のための国内資格認定プ

　ログラムの実行

（4）　PNS446：1987に基づくNDT技術者の国内認定プ

　ログラムの実施

（5）PNS－146：1987の改訂版のISO－9712最終版への整合

（6）すべてのNDT方法とそのレベルに応じた試験用試

　験片制作技術の強化

（7）　国内のNDTトレーニング・コースやセミナーおよ

　びワークショップの継続

（8）　フィリピンの技術系大学におけるNDT3年コースヘ

　の支援

（9）NDT工業分野の特別要請に応えるために設立され

　たPNRINDTサポートグループが実施するNDT事業

　のサポート

（PNRIは政府機関であり，民間企業とサーピスで競合す

ることはない〉

7　おわりに

　最後に自国の規格を持たないアジアにおけるRCA加盟

国のために，フ，イリピンは技術者の資格認証の規格とし

て国際標準規格ISO－9712の採用を支持している。これに

よってアジア太平洋地域のNDT活動の調和と技術の移行

を効率よく進めたいと考えている。さらにすべてのNDT

方法とそのレベル3の技術者の認証を進めるために地域

試験センターの設立を勧める意向も持っており，1968年

からフ，イリピン出身のDr．Aleta氏がRCAコーディネータ

に就任していることからも今後の展開が期待される。

r溶接技術者」改正に

　1998年、当協会の規格であるWES8103が改正された。

主な改正点は、ISO14731を引用規格（規範文書）とし

て当協会が認証している溶接技術者の国際的な位置付け

を確保し、新たに特別級を設置したところにある。

　ISO9000sからWES8103に至るまでの規格の流れは、

表の通りである。

　国際的にも、溶接を使用した構造物の安全性および信

頼性の確保は重要な課題となっている。国内でも同様で、

製品の設計・製作において溶接技術者の判断と責任に依

存する部分が大きな比重を占めることになるであろう。

今後とも、溶接技術者（溶接施工管理技術者）資格取得

者におかれては、充分に溶接の重要性を認識していただ

くことを願う。

ISO9000s「品質管理及び品質保証」

　　↓

ISO3834

↓

品質管理及び品質保証を規定している。

「溶接の品質要求事項」

三SO9000sを受け、特殊工程と呼ばれてい

る溶接に関する品質要求を規定している。

ISO14731r溶接管理一その任務及び責任」

　　　　上記規格を受け、要員（溶接技術者〉の
　　↓
　　　　任務と責任を規定している。

WES8103　「構造物の溶接施工及び管理に関する技

　　　　　術者の認証基準」

　　　　溶接技術者の認証基準を規定している。
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5．歩き遍路の世界

富山検査株式会社高見　貞徳

◇はじめに

　最近では四国霊場八十八ケ所巡りが静かなブームに

なってきている。なかでもマイカーやタクシー、バスな

どの乗り物を利用するのではなく、自分の足で歩いて巡

礼する人達が増えてきた。

　私も平成7年5月から少しづつ歩きはじめ、すでに1周

目は廻り終え、2周目に入り23番薬王寺まで到達してい

る。実際に歩いてみると大変苦しいことが多いが、楽し

いこともいっぱいあって、これからも細く長く続けてい

きたいと考えている。

◇コースの概要

　コースは四国4県にまたがっている。お寺の位置はお

おむね海岸近くに点在しているが、一部は内陸部にもあ

り、しかも標高910mの山の上にあるものもある。

　起点になる徳島県には23ケ寺、高知県には16ケ寺、愛

媛県には26ケ寺、香川県には23ケ寺、合わせて88ケ寺

となる。それらのお寺の位置を順につないで行くと1周

約1，200kmとなる。新幹線で言えばおおむね東京から博

多までの距離となる。

　普通の人が歩いて廻ると約40日間前後かかると言われ

ている。私の場合5月の連休と、年宋年始の休みを利用

して、年2回、1回あたり平均7日間ほどに区切って歩い

ている。

◇ある日の一日の行動（平成9年5月2日）

　朝6時10分、今治市湯ノ浦にある宿を出発。天候は薄

曇りであるが歩き出すとすぐに汗ばんでくる。昨日の続

きの国道196号線を西条市方向へ進む。早朝は車も少な

く静かで排気ガスも少なく快調に進む。

　8時15分、コンピニを見つけ駐車場の一角で休憩を兼

ね朝食を摂る。国道はすでにラッシュで騒音と排気ガス

を撒き散らしている。空気は汚れているがかまわずパン

を食べる。

　10時20分、61番香園寺着。このお寺の建物は普通の

お寺の建物の形ではなく、四角い大きなビルである。住

職も有名人で何かと話題の多いお寺と聞いている。

　その後62番宝寿寺、63番吉祥寺を参詣する。ここでお

昼になったので昼食にしょうと思ったが食堂が見つから

ない。ここからは国道から離れ右折して山に向かうこと

になる。

　この道は四国の最高峰r石槌山」（標高1，982m）への

アクセス道路でもある。

　40分も歩くと高速道路を横切ることになる。ここで休

憩する。この時なにげなく前方を見ていると近道らしき

景色が見える。内心アセッテいた私は自分で勝手に思い

込み、間違った道を進んでしまう。そのため近道どころ

か30分も無駄になってしまった。

　13時50分、今夜の宿に着く。（ここまで23km）荷物

の一部を預け、おにぎりを作ってもらい、すぐに出発す

る。約2km平坦道路を歩く。そこからは急勾配の登り道

となる。この道路は本来、森林組合が林道として管理し

ている。幅員3mしかなく専用マイクロバスが無線で交信

しながら往来している。

　歩いて登っているのはもちろん私一人である。脛と靴

底の角度は常に目いっぱい鋭角であり、とても歩きにく

い。身体を常に前側に倒していないとリュックの重みで

後ろに倒れそうになる。

　それにもまして息が切れる。気管支が細い私にとって

この上なく苦痛である。15mほど進んでは立ち止まり呼

吸を整える。呼気を一、二、三と二十まで数えるとまた

歩ける。そのうち足の裏、肩、背骨、腰など身体中が痛

くなってくる。

　15時10分、とうとう座りこむ。もうダメ。もうアカン。

もうイヤ。もう止めよう。思いつく否定語をすべて口に

出してみる。ところがいつのまにかすっくと立ち上りま

た歩きだす。

　16時25分、60番横峰寺（標高750m）着。ついにやっ

た。やればできる。簡単に諦めないこと。宿帰着19時15

分。宿の女将さんが私のことを心配して出迎えしてくれ

た。今日の歩行距離39km。所要時間13時間5分。歩き

遍路の道中で最も印象に残った一日であった。
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6．ローカル・インフォメーション

九州地方非破壊検査研究会

事務局松田　弘道（福岡県工業技術センター・機械電子研究所）

　九州地方非破壊検査研究会は、当時の福岡県金属工業

試験場長であった林田氏を会長として、昭和48年3月に

発足しました。当時は（社）日本非破壊検査協会の技量認

定試験が軌道に乗り始めた頃で、一方、北九州地域は、現

在の㈱新日本製鐵所や㈱住友金属など鉄鋼産業が盛んに

なり始めた時代でした。したがって、非破壊検査の需要

は非常に大きく、非破壊検査に係わる人も急速に増加し、

北九州でもNDIの技量認定

資格者が多く必要となりま　　　　　　　　姦懸四1厩急．

めの講習会や試験は、東京

や大阪など実施されており、

北九州の多くの人たは非常

に不便を感じていました。

　そこで、九州工業大学の

迎静雄教授、新日本非破壊

検査㈱の大賀寛氏、金属工

業試験場の成富弘明氏が中

心になって研究会を発足させ、現在に至っています。

　現在の会員数（平成10年5月）事業所単位の法人会員

82社、大学など特別会員10社、合計92社です。

　発足以来、非破壊検査講習会（RT、UT、MT、PT）を

中心に、研究発表会、講演会、見学会及び共同研究など

幅広い活動を行ってきました。特にNDIが実施している

技量認定試験の受験準備の講習会は、非常に人気があり、

ロコミで九州全域、山口県など中国地域の一部まで広が

り、昭和53年には非破壊検査研究会が九州地方非破壊検

査研究会と改名することになりました。現在は、UT1種、

2種、MT1種、2種、PT1種、2種の講習会と2次試験対

策の実技講習会（UT、MT、PT、UD、MY、PD）を、地

域の産学官の協力を得て、試験に併せ毎年2回ほど（社）

九州機械工業振興会と共催で実施しており、合計700名／

年程度が受講しています。

戯

　研究発表会、特別講演会及び総会は同時に毎年5月に

行われており、研究発表会では、大学や非破壊検査会社

などが開発した新しい検査方法や装置などの紹介や企業

でのユニークな検査事例の発表があります。

　特別講演会はNDIの新会長を迎え、最近の新しい非破

壊検査やNDIの活動について、講演をお願いしております。

　共同研究は、昭和57年～平成2年まで、磁粉探傷試験

　　　　　　　　　　　　を中心に試験体表面の磁界

．鍵　．5・，灘磁束密度と磁粉模様との関
　　　　．欝・；’　　与　　係について共同実験を行い

　　　　　　　　　　　　ました。

　　　　　　　　　　　　　特に、昭和60年にはr高

　　　　　　　　　　　　速度ビデオカメラによる磁

　　　　　　　　　　　　粉模様の観察」というテー

　　　　　　　　　　　　マで、NDIの奨励賞を受賞

　　　　　　　　　　　　することができました。し

　　　　　　　　　　　　かし、現在は休眠しており、

現在、新しい研究テーマの模索中です。

　その他、NDIの分科会と共催で研究発表会や見学会を

毎年実施しており、本年度は保守検査特別研究委員会を

お招きし、JR九州工場で、SL阿蘇ボーイの保守整備を見

学しすることができました。分科会は最先端の話が伺え

るとのことで非常に人気があります。

　今後は、ISO9712に対応する講習会の企画などについ

て（社）九州機械工業振興会と協議し、それなりの準備を

しなければと考えています。

　その他、ノミニュケーションをもっと増やし、共同研

究を立ち上げ、更なる研究会の活性化を計りたいと考え

ています。

　以上、当研究会の活動状況を報告させていただきまし

た。RUMPES読者の皆様の暖かいご声援・ご支援をお願

いいたしまして結びとさせていただきます。
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7．協議会だより

1　平成11年度定時総会にっいて

次のとおり開催いたします。

（1）日　時：平成11年5月14日（金）、14：00～17：00

（2）場　所＝東京都港区三田　笹川記念会館

（3〉スケジュール概要：

①総

　○

　○

　○

　○

　○

　○

会；14：00～15：20

新規会員紹介

平成10年度事業報告

平成10年度決算報告

平成10年度監査報告

平成11年度事業計画（案）

平成11年度予算案

　　②特別講演；15：30～16：45

　　　演題「航空宇宙とNDL（仮題）

　　　講師：三菱電機㈱殿に依頼中

　　③懇親会；17：00～19：00

2　「第一回全国営業責任者会議」

下記のとおり開催いたしました。

　（1）日　時：平成11年3月18日（木）

　（2）場所：笹川記念会館（東京）

　（3）議　題：建築鉄骨に関する

　　　　　「適正検査／標準料金」検討委員会活動報告

　（4）特別講演：r建築基準法改正と中間検査」

　　　講師　東京都都市計画局　春原　匡利氏

（5）出席者：106名

（6〉議事概要：

　①「検査会社名」等の表示について

　　　　　　　　　　　CIW検査事業者協議会

　②「統一御見積書および統一御見積前提条件」につ

　　いて
　③「統一御見積書」の客先ご説明資料について

　④その他
　なお、上記事項の実施について次の事項を決定した。

　　○　平成11年度定時総会で報告する。

　　○　実施開始時期は平成11年6月1日とする。

　（7〉アンケート集計結果：

　当日提出いただいたr営業会議」の開催に関するアン

ケート集計結果は次のとおり。

　○　提出総数；63名

　○　「営業会議」の開催について

　　　賛　　成：56

　　　［内　訳］開催頻度　1年に1回程度　41

　　　　　　　　〃　　　2年に1回程度　　9

　　　　　　　　　　　その他　　　　　6
　　　　賛成以外：7

　0　検討課題等については整理中。

　この結果に基づき来年度も継続して開催して行くこと

にいたしました。

3．欠陥建築裁判結果

　千葉県市原市のビルオーナーが協議会会員会社を相手

に提訴した裁判が平成11年1月27日結審となり、ビル

オーナー側（原告）の請求が棄却されました。

　この裁判を通じ、契約関係書類や検査記録の保管がき

わめて重要であることを痛感しました。

8．ニューフェイス
1999年4月1日付で新たに事業者が認定されました。

1株》ニッコーケン

本社所在地〒031－0041青森県八戸市大字廿三日町2

　　　　　TEL．0178－47－8111／FAX．0178－47－8121

代表者氏名　代表取締役　吉田光男

認定種別・番号・部門　D種、第194D99号、UT検査部門

営業所など　　　　　　　事業所一青森県

（有》さくら検査

本社所在地〒221－0822神奈川県横浜市神奈川区西神

　　　　　奈川1－6－15　　サクラビル605号室

　　　　　TEL．045。412－2055／FAX．045－325－5991

代表者氏名　代表取締役　安田正美

認定種別・番号・部門　D種、第202D99号、UT検査部門

営業所など　　　　　　　営業所一北海道

東京イメージ検査工業｛株》

　本社所在地〒142－0063東京都品川区荏原2－L7

　　　　　　TEL．03－3786－6060／FAX．03－3786－6075

　代表者氏名　代表取締役　黄野展隆

　認定種別・番号・部門　E種、第170E99号、UT検査部門

　営業所など　　　　　なし

（株｝スクラム

　本社所在地〒555－0011大阪府大阪市西淀川区竹島4－

　　　　　2－13

　　　　　　TEL．06－6473－0303／FAX．06－6473－0550

　代表者氏名　代表取締役　中川康弘

　認定種別・番号・部門　E種、第201E99号、UT検査部門

　営業所など　　　　　　　事業部一岡山県
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1．CIW通信『RUMPES』座談会
ベテランか6新ス左貞1へのメツ亡一ジ
〈く出席者〉＞（五十音順〉
遠藤
古野
竹内
田渕
松浦
彰一　氏　京都科学技術専門学校非破壊検査学科
光一氏　｛財》原子力安全技術センター溶接検査部
勝利氏検査エンジニヤリング��
泰平　氏　1樹大阪ニュークリアサイエンス協会
信夫　氏　1社1非破壊検査振興協会
＜＜司会〉〉
大岡紀一氏
臼本原子力研究所大洗研究所
　大岡・本日はみなさんお忙しいところお集まりいただい
てありがとうございます。私も大変懐かしい方々にお会い
することができ喜んでおります。
　さて、本日は非破壊検査業務に携わる若い人たちヘベテ
ランの方々から教えをいただいて、より業界の活性化を
図っていきたいという主旨の座談会を設けました。忌揮の
ないご意見で盛り上げていただきたいと思っております。
現在の非破壊検査業界を取り巻く時代背景を考えながら、
それぞれみなさまのご苦労、あるいは楽しかったことなど
を織り交ぜてメッセージをお願いします。
　それではまず、ご出席のみなさんの自己紹介を。
　遠藤・京都科学技術専門学校の遠藤です。以前は川崎車
両（現川崎重工業）に勤務しておりまして、そこでいろん
なことをやっているうちにいつの間にか非破壊検査に染
まっておりました。そこを定年になり、日本工業試験所を
経て、京都科学技術専門学校非破壊検査学科で教鞭をとる
ことになり現在に至っています．日本工業試験所で初期の
CIW関係の仕事をいたしました。
　古野・科学技術庁の溶接検査の検査機関である原子力安
全技術センターの溶接検査部におります古野です。セン
ターの溶接検査をやるようになったのは昭和61年ですか
ら、それから12年ちょっと経っています。その前は川崎重
工業に31年間勤めておりまして、ボイラの製造とか原子
力の品質保証などをやっておりました。
　田渕・田渕でございます。ただいま大阪ニュークリアサ
イエンス協会で放射線のPAをやっておりますが、私自身
は放射線のPAそのものよりも原子力エネルギーのPAに
努めたいと思っております。
　もともとは溶接工学を学びまして、橋梁鉄骨を製作して
いる会社に十数年おりました。それから非破壊検査の業界
に23年ばかりおりまして、ちょうどCIWができたときに
真っ先に参加させていただきました。それから数年してか
らCIWそのものが日本溶接協会の認定を得るだけでは済ま
ないのではないか、もっと世間に認知してもらおうじゃな
いか、ということで関西地区の検査会社のお互いの意見を
まとめて認定事業者の協議会というものをスタートしまし
た。当時は30社くらいでしたか、現在は非常に盛を極めて
いるということになっているようでございますが。
　松浦・非破壊検査振興協会の松浦です。そもそも非破壊
検査との関わり合いというのは、昭和27、8年頃からで、
私は当時、住友金属におりまして鋼管製造所でパイプを
扱っておりました。そこでパイプの、ボイラチューブなん
ですがそのスペックにマグナフラックスというのが入って
きたんですわ。当時は島津とかで機械はでていたんです
1
�
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遠藤彰一氏
が、とりあえず扱わなければならないということで一般の
電気のトランスを持ってきて、それで交流のマグナから始
めました。それが非破壊検査との関わり合いの最初でし
た。そのほか、当時はまた戦前の横河電機の直流のコンデ
ンサに電気を貯めてバーンと流す機械も残っておりまし
て、短いパイプのマグナをやったという経験があります。
その後、昭和30年代になりまして、ボイラチューブのメイ
ンスチームパイプでですな、アメリカのスペックで超音波
検査をしなければならないということが出てきたんです。
そのため超音波検査をやらなければならないということ
で、当時、三菱電機のFD・4（2段重ねの機械）というのが
ありまして、それを使って斜角探傷をやりました。それが
非破壊検査との関わりです。
　その後、尼崎の住金で非破壊検査のセンターにおりまし
た。それから東洋検査工業に6年いて、その間営業や現場
にも携わり、各地の検査の現場も見て参りました。現在は
非破壊検査振興協会の査定委員を勤めています。
　竹内・検査エンジニヤリングの竹内と申します。私がこ
の業界に入りましたのが昭和42年で、ちょうど32年目に
入ります。はじめは配管のX線検査をやっておりました。
例の水島の流出事故があり、消防法が制定され、それから
は油タンクの検査を専属でやるようになりました。北海道
から九州まですっ飛んで歩いて、新設・改造工事での放射
線検査を主体に今までやってきました。現役では15年く
らい、その後、営業部に所属して5年ぐらい表回りの営業
活動をし、今は所内で営業の業務をしています。見積の作
成だとか請求だとか、電話による受注だとかですね。あと
は検査業界はみなさんご存じのように人間を売る商売なも
のですから若い人たちの相談に乗ったりするような仕事を
して現在に至っております。
　大岡・ありがとうございました。みなさんそれぞれいろ
いろなキャリアをお持ちでバラエティに富んだお話が伺え
るものと期待しております。
　最初に、現在、非破壊検査を取り巻く情勢がかなり厳し
いものになってきていると思いますが、その中で検査技術
者のあり方についてご意見をお聞かせ下さい。
　古野さんは川崎重工業に勤めらた後、官の立場にあるわ
けですが、官の立場で資格についていろいろとご意見があ
ると思いますが。
　古野・非破壊検査の検査技術者の資格は日本でも長い歴
史がありまして、検査機関からというよりも個人的な見方
では昔と比べると今は人数も多く技術レベルも上がってき
ていると思います。その中で一番肝心なことは社会的な認
知のレベルが上がってきていることでしょう。そういう意
味では現在のあり方に問題があるという認識は無いです
ね。
　ただ、検査が技術的に進歩し適用も多岐に渡ってきてい
ることから、資格のあり方や国際化への対応という点では
問題も出てきているのは事実で、それが今後どのように変
わっていくのか大きな意味では曲がり角にさしかかってき
ているなという気はします。また、さらに質・量ともレベ
ルアップをしていかなければならない時期だろうとも思い
ます。
　それと、検査機関側から官庁的規制側から見ますと、私
は十数年検査機関におりますけれど検査技術者の資格は非
常に信用度が高いと思っています。その信頼性については
高く評価されていますね。ただ一方で原子力関係で品質に
絡むような事故も起こっていますので、より検査技術者資
格の信頼性をアピールし、しっかりやっているということ
を社会にクローズアップした方がいいかなという感じはし
ます。
　大岡・社会的に資格が認知されてくると当然技術の進歩
を考えなければなりませんが、そういう観点で遠藤さんに
伺いたいのですが、今までのキャリアの中で、ある事例が
苦労の末に技術的進歩につながったという例はあります
か。
6Tから始まった非破壊検査技術
　遠藤・そうですねえ。苦労はしましたが一番傑作だった
ことは昭和23年頃、工業用X線の発生装置はどこのメー
カーも製造していなかったんです。当時、信州の山の中に
疎開しているX線装置があって、それを売ってもよいとい
う話をあるブローカーから聞きまして、そこまでブロー
カーと出かけて部品を一つづつ集めて点検すると、電気系
統の部品がほとんど揃っていると思い分譲してもらうこと
にしましたんですが、運搬に困りX線発生管などは手で持
ち帰ったり、不足している支持構造物などは私なりに造っ
たんです。
　大岡・それを組み立ててどこに使ったんですか。
　遠藤・そのときは古い蒸気機関車のボイラの缶胴の溶接
2
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部の撮影に一番使いました。その頃は日本工業規格JESが
ありましたが、実際には役には立ちませんので、自分なり
の規準を造りました。
　大岡・松浦さんは？。
　松浦・技術の進歩で言うと、一番最初にX線検査装置を
使ったのは戦前の東芝のもので、その時はマグナをやりだ
したのと同時期くらいなんですよ。それだけではダメなん
で診療所に行きましてそこのX線で板に筋を付けたり段を
付けたりして撮影しまして、その時に焦点をどれくらいか
を調べるのに鉛の板に細かい孔をあけて、手でX線の焦点
合わせをやった覚えがありますよ。後から考えるとひどい
ことをさせられたなと思いましたわ。ま、なんともなかっ
たですけどね。それから思うと今の機械は技術的に進歩し
ましたね。最初にまともな機械として出てきたのは昭和33
年ごろ、東芝製の185KVAのもので、中に油が入っていて、
その油をまた水で冷やせば連続で撮影できるものなんです
よ・100kg以上ありましたね。
　大岡・みなさんから非破壊検査のことについて懐かしい
お話を伺うとX線の話が一番先に出てくると思うんです
が、超音波に関してはどうですか、何年ぐらいに？
　松浦・昭和29年頃なんですが、当時私は住友金属の研究
部にいまして研究の近代化ということを考えていた時、そ
の中に非破壊検査ということが入ってきまして、機械を買
おうということになり、研究所の予算で買ったのがFD−4
なんですわ。ところが買ってはみたものの誰もその機械を
扱う人がいなかったんですよ。その後、三菱のボイラ
チューブの主蒸気管の超音波検査をやらなければならんと
いうことになり、それで差し支えが出てきて、私がやるこ
とになり、斜角探傷からやり始めましたねえ。
　大岡・田渕さんはどうでしょうか。
　田渕・本当の意味での非破壊試験が画期的に伸びてきた
のは構造物のでき方によって二一ズがあったということで
しょうね。私は昭和45年に非破壊検査株式会社に入社し
まして、その頃から原子力発電の仕事が盛んになってきま
した。敦賀あるいは美浜、福島1号機が動き出したのが
ちょうどそのくらいでした。その頃の非破壊試験というの
はほぼ100％RTで、しかもX線ということでした。ところ
が原発の配管溶接部を検査するために1921rを使わなけれ
ばならないということでアイトソープが出てきました。そ
れから昭和49年にいろいろと各社がアイトソープで問題
を起こしまして、私自身も盗難脅追事件に巻き込まれたこ
ともありました。そんなことで検査業界のアイトソープの
管理が格段に良くなりました。その辺がRTの歴史ではな
いかと思います。その当時原発1基で5万枚くらいの写真
を撮ったわけですが、私のおりました会社で最高の時は年
間で12インチフィルムに換算してトータルで70万枚くら
いのフィルムを使いました。
　超音波探傷につきましては、やはり超高層ピルがその需
要を喚起したと思うんです。霞ヶ関ピルができ、大阪では
国際ピルだとか大林ビルができていった。私自身は大阪の
大林ビルで大林の立場で検査をさせていただく経験があり
ました。ファブリケータの立場ではなくエンドユーザーの
立場での検査でしたから、本当の検査の仕事ができました
し、また、現実に問題点がありましてもすぐにファブリ
ケータの方にフィードバックできました。なかなかファブ
リケータの立場でそういうことをしますとスムーズな
フィードバックが望めないんですが・…　．その辺で超
音波検査では非常に恵まれたスタートを切ることができま
した。
　その次に磁粉探傷がピークとなったのは、あの水島での
タンクの事故からですね。それから消防法が改正されて、
タンクの底がみんな引っかかったことから一つの時期を迎
えたと思います。渦流探傷はPWRのS／G（蒸気発生機）
チューブがきっかけとなったんですが、そういうように何
かのきっかけで非破壊検査の技術そのものが段階を踏んで
いったんだと感じますね。
　大岡・おっしゃるとおりの面もありましてね、実は先ほ
ど松浦さんのお話にもありましたように、構造物を検査す
る時にそれぞれ装置の開発をしようと思って購入したけれ
ども、そのまま遊ばせておいたということですが、これは
当然だと思うんですよ。どうしてかというと、それを使っ
て検査するという二一ズがどこまであるかということと、
事故という言葉は失礼かもしれませんが、そういうことが
あるたびに検査技術が伸びてくる。社会にも受け入れられ
る。検査をしないと説明がつかないような事態に追い込ま
れるというようなことがありましてね、そう意味では皆さ
んがお話ししている通りにかなりそれぞれが経験した中の
事故を振り返ってみると、やはりそれを契機にして少しず
つ前に進んでいっているというふうに私は思っているんで
すよ（笑）。
　田渕・その他に一番大きいのは、日本非破壊検査協会の
資格認定制度とCIWの事業者認定制度。これらが非破壊試
験技術の発展に拍車をかけたと思うんですよ。ただ、私が
思っていますのは、そういう資格制度ができた時にしゃに
むに社員に資格を取るようハッパをかけましたし、教育に
も力を入れたんですけども、結局、今現在もそうかもしれ
ませんが、非破壊試験を教えたということは『細かい欠陥
を見つけなさい』ということを一生懸命教えましたが、
『この欠陥はどうしてできたのか、その欠陥があったら将
来どのようなことになるのか』というところまでは教えき
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　遠藤・それはね破壊破面検査をもっと教えた方が…　。
　松浦・私は非破壊検査をやり始めて、とにかくUTの結
果がどんな欠陥か見たくてしょうがなかったですわ。とこ
ろが、今書ったボイラの主蒸気管、これはクロム・モリブ
デン鋼なんですけどね、高いものは1本100万円もするわ
けですよ。それを切りたいわけ。これはどこが悪いのか、
昔のボイラは保っているのに、と思うんですが、しかしそ
れはスペックではいけないことになっているんですね。そ
れで最後に、ここではパイプのトップにキャビティが残っ
ているんだと、ガンマで撮ったらこういうふうに出るんだ
と書ったんですが、ところがそれでも偉い人にはまだ分か
らない。所長とか次長クラスの人たちには。それでしょう
がないからとにかく端だから切り出せということで、それ
でいろんな機械を使ってキャピティーの割れ目が見えるよ
うに切り出して偉い人に見せて納得してもらい、UTに関
しては君のいうことを聞くよ、と言わせましたな。
　遠藤・そのようなことは初期の頃の方はみな経験してい
るんですよ。私なんかもX線で溶接部を撮ったら欠陥が出
るんです。そうすると欠陥があると言っても現場は素直に
聞いてくれないんです。現場の人はr俺が溶接したところ
にはそんなことはない』と言い切ってどうしても頑張るん
ですよ。それじゃ掘ろうということになり、掘ったら仲間
同士でその欠陥がある付近を深く掘ってしまうんですよ。
それで仕方なしに自分で昼の休み時間に溶接をしました。
素人の溶接で欠陥だらけで、それを全部X線で垂直や斜め
撮りして位置を決めるわけですね、それを今度は裁ち切り
まして、破面をマクロエッチまたはサルファプリントをし
ます。そしてここにこれだけのものがあるんだということ
を実証して見せましたよ。それから後は彼らももう言わな
くなったですね。
　田渕・家内工業的非破壊試験の時代はお互いがそれをで
きたと思うんです。溶接にも密着していましたし、検査
にも密着していましたし。ところが今みたいに検査そのも
のの規模が大きくなるとそこまで若い社員を育て上げられ
ることの可能性が果たしてどこまであるだろうかという心
配があるんです。本当はそういうことを知ってもらわない
と構造物の医者などとはおこがましくて書ってられない。
いつまで経っても検査技師に留まるんじゃないでしょう
か。
　遠藤・私は以前肋骨2本を3箇所ほど切除した経験があ
るんですよ。その取った後にX線治療をしました。ところ
がなかなか肉が戻ってこないんです。その時に健全部分を
鉛板や鉛ゴムで被って防護することを教わりました。X線
防護設備を計画していた時に私の上司であった方に『君、
X線は治療に使うんだ。なぜそんなに怖がってるんだ漂っ
て言われたことがありますよ。
　大岡・UTの技術開発、それぞれの苦労話、経験等があっ
て今日までいろいろ発展してきたということがあるんです
が、さきほど田渕さんからいわゆる家内工業的だというお
話がありましたが、今はそうではなくてある程度組織化し
て企業化して、ある構造物に対して第三者的に検査するこ
とができるようになってきた時代だと思うんですよね。そ
ういう中でこれは非常に良いことだったとか、楽しかった
ことだとか、または非常に苦労したことだとか、そういう
話があれば若い人たちに非常に役に立つのではないかと思
いますので、ご意見いただきたいと思うんですが。
　　　（
　　　　　…》
　　　　　　ド
　　　　　若い人たちへ期待すること
　　　　　’
　　　　　コ　ノ
　田渕・私が若い人たちに申し上げたいことは、今の若い
人たちの学校での勉強をぶりを見ていますと、コンピュー
タが一つあればなんでもかんでもモノができてしまうんだ
というようなところがあるように思うんです。非破壊試験
というのはモノづくりの原点でして、当然クォリティーと
コストとデリバリーとセキュリティーを加えた四角錐のバ
ランスが必要なわけでして、そのうちのクォリティーを
担っているのが非破壊試験だと思うんです。同時に非破壊
試験は決して理論工学ではない、本とか耳学問だけでは事
が済むわけではない。つまり、汗をかく仕事と頭を使う仕
事をミックスさせたい。そいうところを若い人たちがほん
とにやってくれなければいけないんです。例えば逆に書え
ば非破壊試験の新しい開発を取りあげても、この経験工学
である非破壊試験で汗をかく量をいかに少なくするかとい
うことが本当の意味での開発ではなかろうかと思うんで
す。非常にミクロな欠陥を探す研究も大切かもしれません
が、本当は夜のフクロウのような仕事や、40℃もするよう
なタンクの中で大汗をかくような仕事や、この辺から開放
してやるような開発ができなければいけないと思います
ね。
　大岡・それでは竹内さんにお伺いしたいのですが、RT
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の経験を活かしてお仕事をされてきて、水島でのトラブル
による消防法の改正があって、自分の仕事としてそちらの
方で取り組んでこられた中で、今のように教育というか、
今の若い人たちにはこういう部分を期待したいというご意
見があれば。
　竹内・当社も35年目を迎えまして、毎年若い人たちが定
期的に何人か入社され、社内教育ということで私も2時間
から2時間半ぐらい営業活動状況、受注量や内容の説明す
る時間をもらっています。その中で一番最初に若い人にお
話していることが3つあるんです。その一つはr失敗を恐
れるな湯と現役の頃の失敗談を交えて話します。二つめは
『やっているような振りをしなさい』ということです。初
めのうちはやっている振りでも一日、二日と月日が経つう
ちに振りが振りでなくなって本物となるんです。三つめは
“楽動”という言葉を贈ります。『何事も楽しみながらやり
なさい』ということで、遊びも仕事も人間働く場合、その
中から楽しみを見つけて動き、働けということです。自分
の知識と技術を磨くために汗をかくような分野でまずやら
なければならないわけですが、何事にもよらずいやいやや
るようではダメで、やっているような振りをして楽しむこ
とが大事だと話しをするんです。どこまで若い人たちが理
解してくれたかは定かではありませんが（笑〉。
　大岡・そういう意味では学校の先生としてはいかがです
か。
　遠藤・私が学校で言っていることは、『なせば成る、な
さねば成らぬ何事も』。これはみなさんご存じの上杉鷹山
の言葉なんです、これを盛んに言ってやると学生が『わし
らは頭が悪いんや』と言うんですけれど、それはrおまえ
達の考えが違う。人間の脳味噌は生まれたときに約10億
から成る細胞からできているんや。それを使うから伸びる
んであって、使わなきゃちっとも伸びないんだ。おまえ達
は使うという努力が足りないんだ』ということを言いま
す。そうしないと今の若い人たちは勉強しないんです。
　松浦・私はねえ検査会社にもいましたけど、基本的には
メーカーでパイプを作って、非破壊のお山の大将で、毎日
大勢の部下を使って十数台ものUTの機械で検査させてい
たわけですよ。そうすると、やはり彼ら一人ひとりのやっ
ていることを信頼しないとどうしようもないわけですわ。
いちいち気にしていたら私もストレスがたまってしまうわ
けですよ（笑）。そのためには、つまり彼らを信頼するた
めには彼らの技量がどの程度であるかを私自身が認識して
いなければならないんです、学問的にも技術的にもね。
　当時はUTの機械が何台もありましてねえ、パイプを
ガッーと流して回して送って検査していたんですよ。その
うち回転探触子の機械もできまして、それでパイプを流し
て検査しました。あとタンデムでエディカレントを入れて
検査もしました。だけど、どれだけ機械が発達しても検査
するのは人間で、目で見るんです。全体のロット、これは
何百本もありますから、それを検査するためにはその人の
技量、学問的にどれだけ認識しているのか、私自身がよく
把握していなければいかん。そのためには彼らによく勉強
もさせたし、NDIの試験ができたときは第1回目のUTの
試験に当初15人を受けさせました。そのうち13人が試験
に合格して帰ってきましたね、2人だけアウトで。そうい
う人間が核になって下の人間を指導していくということが
大事でしょうな。私自身としては勉強して屈理屈をこねる
ようになることが大事と思っています。分かってないと屍
理屈はこねれませんから（笑）。後は技量ですね。
　検査していたのはパイプという単純なものですから、標
準の試験片の傷が出るように設定してそれをときどき
チェックして、検査をする、それでいいわけです。ASME
なんかで規定されていますが、もっと細かく1時間置きに
試験片を通しなさいとか、エディカレントにしてもそうで
すね。それで当時はRTについては私だけが一人でやって
いたんですよ。それくらいX線のことをみんな怖がってい
たんでしょうね。
　ま、それは別として、やはり若い人がそういうことのた
めには勉強しなければいかんし、技量を磨かなければいか
ん。そのためには日常の中で磨いていかなければしょうが
いない。で、やることは決まっていますから、今の検査会
社みたいにあっちのピルの検査をやり、こっちの鉄骨をや
りというわけではありませんから、やりやすいことは非常
にやりやすかったんですわ。だけど私としては夜勤もあっ
たし3交代制でしたからね、信頼していないとやっていけ
なかったですよ。
　そういう中で教えてきたことはまず、技術をちゃんと身
につけなさい、正直にやりなさいということですね。この
正直にというのは、決められた1時間ごとにチェックする
こと、記録を取りなさいということなんですわ。
　一番大事なのはこういう仕事は信頼ですから、嘘はだめ
ですよ、インチキはだめですよ、と言うてるんです。
　田渕・ただね、マンツーマンでやれる範囲ならそれでい
いんじゃないかと思うんですよ。ところが現在実際の教育
は、例えば技術的な教育はNDIの資格や教育、講習会にお
願いしているというのが検査会社の現実の姿だと思うんで
すよね。実は私自身、大阪で今M）1の講習会に使われてい
る会場と同じビルで仕事をしているんですが、先生方のお
話をうかがってみますと、放射線を使った検査をするのに
対数が理解できない、超音波検査をするのに三角関数が分
からないという人たちがいっぱい受講しに来るんだそうで
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す。そういう人たちのレベルをどんなふうに持ち上げるか
ということがあるんです。
　遠藤・それは今後ますますひどい状況になってくるん
じゃないですか。
　田渕・日本の教育制度そのものに問題があるのかと思う
んですけれども。
　遠藤・今の教育制度がまた改悪されるでしょ。
　田渕・ええ。もっともっと理科教育のレベルを下げてい
こうとするわけですからね、えらいこっちゃなと思ってま
す。
　遠藤・それは今後よほどみんなが考えないといけないこ
とですね。
　義務教育でそういうことをしっかりやっていない、やら
なくなってくる。そうするとますますサイエンス関係の仕
事に就くには算数なり物理、化学が分かっていなければで
きないし、そうでなければいくら言ったって理解できない
ですよ。
　　　麺蔵経験の集積の2本柱で
　大岡・人の学力をとやかく言うわけではないですが、当
初認定が始まった頃には、面接をしても中卒の方が結構い
らっしゃったんですよね。それがいつの間にか高卒の人に
変わってきて中卒の人が希少価値になってきて、日本の技
術も高卒や専門学校卒の人たちで三角関数だとか対数だと
かを勉強してきた人たちの時代に変わったなあと思ってい
たら、最近は大卒の人たちに移ってきて、その大卒の人た
ちの中でも理工系よりも文系の仏文だとか独文専攻の人た
ちが非常に多く目立ってきているんです。彼らは大学を卒
業したときに進路選択を誤ったのかというとそうではなく
て、彼らは彼らなりに進む道を選んで来ているわけで、結
果的にはそういう資格に挑戦しているという人が非常に多
いわけです。そうするとそういう人たちには私が教壇に
立って教える側になった時に、彼らに大学時代に数学は専
門としていなかったからどういうふうに教えるか、中学校
や高等学校でやるような教え方でいいのかということなん
ですよ。もうちょっと現場に即した分かりやすい教え方が
ないのかという問題があるんですよ。
　またもう少しすると、そういった知識を使わなくていい
時代が来るかもしれない。なぜかというとコンピュータに
全部計算させますから数値だけ入れれば全部書いてくれる
ようになってくるということがあるんですよね。
　遠藤・コンピュータがやっていることを理解するために
もそういう知識は必要なんですよ。
　大岡・ところがそれは賛否両論があって、例えばデジタ
ルをやらせるでしょ、そうすると途中のアナログが分かっ
ていないとデジタルに入れないんじゃないかと。また例え
ば、RTで手現像の経験がなくて自動に放り込んで何が分
かるかと。これには悩みましてね、それをやらせるべきか
どうかを。そういう話と同じような類似点があるんです
よ。だから難しいことを機械化あるいは電子化するという
ことは悪いこととは言わないんですけれども、どの程度分
かっているのかというのを本当に知るということが、先ほ
ど松浦さんがおっしゃっていた本当に信頼できるかにつな
がると思うんです。一番いい例として、研究発表で例えば
『大型コンピュータを回しました、有限要素法で計算しま
した3と言う。それではそれが正しいかというのは誰が検
証するのかというと非常に難しいことなんですよ。これは
非常に大変ですよ。例えばr有限要素法で計算しました、
グラフも書き表も書きました』と、それが本当にそうなの
かと質問したときに、『計算結果がこうなりました』と言
われても実際に実機ベースでやっていないとすると対応で
きないですよね。松浦さん、そんなことが原子力分野では
いっぱいありますよね（笑）。
　松浦・だからね、分厚い対数表をひく、三角関数表をひ
く、高等関数表をひく。今なら電卓をポッと押せばでてき
ますけどね。
　遠藤・それには基本が少しでも理解できていないと。い
きなり出てきた答えを放り込んでやっただけだったら、幼
稚園の子でもできますよ。
　田渕・だけどね、そういう時代も肯定しなければならな
いのかなという気もするんですよ。というのは、私はチ
ピッ子の理科教室のボランティアをやっているんですが
ね、現象に対しては非常に拍手喝采がくるんですが、原理
原則を説明しようとしたらソッポを向くんですよ。でも現
象だけでそれでも良いのかもしれない。例えば料理は冷凍
食品を電子レンジでチンとやればいいし、そんな時代が今
なのかもしれない。そういう意味で大岡さんがおっしゃっ
たように、自現機の使い方だけを教えておけば、あるいは
良いのかもしれない。
　遠藤・その使い方を教える前の人が、それを理解してい
6
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なければならないと思いますけどね。
　田渕・結果だけ求めるならそれでもいいのかもしれな
い。私どもが医者に行きまして、医者の診断を聞きまし
て、ちょっとおかしいなと思いながらもくれた薬を飲む。
切ろうかと言われれば切るということなんですけど。そこ
まで非破壊試験の技術者がならないといかんし、特級技術
者はそれでなくてはならんと思うんですよ。ですから、こ
れは絶対ダメですよと言えるような強い立場に非破壊試験
をやっている人たちがなれるかどうかなんです。つまり今
の非破壊試験業というのは悪い書葉で書えば“非破壊試験
データ製造業”なんです。最終的な判断はもう少し上の人
が、別の会社の人がやっているわけなんですけれども。最
終的な判断にしかるべき意見を申し述べられるだけの権威
付けをしなければいかんし、するべきだと思います。
　大岡・私も賛成です。でもそういう立場になるというの
は大変なことなんですよねえ　（笑）。
　古野・あのお、私も周辺の技術を理解をすることは大事
だと思うんですよ。非破壊の教育をどうするかということ
ではですね、やはり非破壊検査、試験では最終的な判断を
するのは人問なんで、それの元というのは知識であり、一
番大事なのは経験の集積だと思うんですけれども一一。
非破壊検査は大体鉄を扱っていますよね、だから検査の技
術以外に最低限度溶接とか材料とか周辺というか関連する
ことについて常に関心を強く持てば少しは知識を探求する
という意欲を持っていれば、それが積み重なっていけば総
合的に技術をどう修得させるかということはありますけれ
ど・必要なことだろうと思うんですよね。私はたまたま検
査機関におりますけれど、30年のうち会社で検査をしてい
たことはないんです、造る方ばかりやっていて。造る方で
も材料に関する知識というのは材料屋さんのとは違うもの
ですから、ファブリケータですから非常に疎い。で、常に
トラブルとなるとどうしてもそっちの知識が必要になわけ
ですよね。ということで検査技術者の場含はもっと幅広く
いろんな製造方法や技術を理解することが一番大事だと思
うんです。
　遠藤・本当の機械構造物を総合的に判断するのには、や
はり総合的にいろんなことを知っておかねぱならないん
ですよ。その上で結果を出す。そういうことだと私は思い
ます。だから、学生に教えていてそういうことは皆に書っ
ているんです。ところがなかなか理解しているような顔を
していて理解できていないんですよ。それはなぜかという
と基礎的なそういうものがあってそれを分かっていないか
らだと思います。
　私はね、壊れたモノを野次馬根性を出して見てこいと学
生に書っているんですよ、そういうものをたくさん見てき
たらそれが自分の資料になるんだということです。そこで
壊れ方はどういう形をしているのかということを自分の頭
に入れておきなさいと書う、それが一番肝心なことなんで
す。そうすると、非破壊検査で見つけた欠陥だとかそうい
うものは自ずと、もしもこういうところにあればこういう
欠陥になるだろう、壊れるだろうと、ある程度予知するこ
とができるんです。それをちゃんとやっておかねばならな
いとやかましく学生に言っているんです。
　大岡・ところで、さきほど田渕さんがおっしゃられたよ
うに、日本非破壊検査協会の資格認定制度とCIWの事業者
認定制度が非破壊試験技術の発展に拍車をかけたのは事実
だと思うんですが、そういう資格制度に対して社員に資格
を取るようどのように勧めてこられましたか、ご自身のご
経験を含めてお話ください。
ぐ鄭を取得することの刈ツトは？
　竹内・NDIの認定制度ができて、昭和40年代のころには
認定制度ができたと聞いてもr資格なんかより経験だよ』
と強がってみたり、NDIの受験を申講したにもかかわらず
仕事が忙しいから受験に行かなかったり＠一・．これは
あくまでも書い訳なんですよね。勉強しなけりゃならない
という気持ちはあるんでしょうが、参考書とお酒を並べた
らどちらに手を出すか一一。やはりお酒に手を出しちゃ
いますよね（笑〉。だからなかなか勉強ができない。受験
段が近づいてくると仕事にかまけて受験にいかない。そう
いうことが積み重なってくると資格よりも逆に経験がある
からいいんだ、と言い訳をしてたんですよ、私自身も。
　ところが、消防法にN鎌資格の2級技術者が検査をし、
i級所持者が判定しなさいと網羅されちゃったんですよね。
あれは一番画期的なことだと思っているんですよ。それま
での法的な機関であそこまでは網羅されていない。J欝に
してもそれに類する経験豊富なとぼかしてありますね。そ
れで私もタンク関係の検査に携わる身として必要に迫ら
れ、お酒を取らずに参考書を取って資格認定を取得しまし
たね。
　遠藤・関西地区の消防署は非常に熱心なんです。私に講
義してくれというんで大阪に1回、神戸には3、4回行きま
した。そこではいろんなことを聞かれますし．それに対し
て正しいことだけを教えるようにしてました。それと同時
に今の規格を守ることをやりなさいと、規格を守らなけれ
ば意味がないということを教えましたね。それじゃ今でき
ているモノに対しての考え方はどうするのかというと、そ
のできた時代にそういう規格が無ければ仕方ないんです
と、何年か何十年か経った現在に非破壊検査をしているう
ちに欠陥があるようであれば注意し測定を繰り返しなさい
7
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と、そういう言い方をしてるんですよ。そうじゃないと古
いモノをRTで撮影したらボロボロ欠陥が出てくるんです
よ。それで私も神戸で実際にタンクをX線でみてくれとい
う話が講義をしている最中に出てきまして、それで行って
きまして撮影したんです。そうしたらその時の規格どおり
になってたんです。それはそれで良いんですよと、それは
その時の規格に沿ってやっているんだからと言うんです。
でもそれをよく注意して下さいと、タンクだとかそういっ
たモノは古いですから、その規格はちゃんとしてた時の規
格であったかどうかということを考えながら検査をしなさ
いというような言い方をしてるんですけれど。ですけど消
防署が熱心でシビアになってきたということは彼らも熱心
に勉強してシビアなことを言い出しているという訳なんで
すよ。
　竹内・ですから私も必要に迫られて資格を取得したわけ
なんですけども、今の若い人たちには理由はなんであれそ
ういったものを受けるんだという気持ちがありませんと、
なかなかこういった資格を取得するといったことは…。
　遠藤・勉強しないですしね。
　竹内・教育する側にも問題があるとは思いますが、やは
り本人にやる気がないとだめですね。先ほど大岡さんが
言っておられたように最近の検査業界は大卒でも理工科系
ではなくて文系が多くなってきて数学の知識がないという
人もいるということですが、うちの会社にも三角関数とか
対数などというと首を傾げてしまうような人たちが結構い
るんです。そういう人たちに基本的に対数はこういうもん
だとか関数とはこういうもんだとまず説明するんですよ。
ところが10人とか20人とかに説明するわけですから当然
分からない人もでてきます。分からない人は後で調べた
り、講師に聞きに来ますね。聞きに来るくらいの姿勢を示
した人は試験にも合格しますね。ですからいかにやる気を
起こさせるかという教育側の方法も考えなけりゃいけない
と恩うんです。本人がこの資格を取得することによって
ゼ俺は工業界の医者になれるんだ囲というような認識を持
てるかどうかですね。うちの会社ではNDIの資格を取得し
ますと免許手当を資格ごとに支給しています。だからヨー
イドンでスター一トして早い人だと1年以内で取得するんで
す。遅い人でも3年以内には取りなさいと奨励していま
す。ですから1年以内で取得するという人はかなり積極的
に動いていますね。平成4年頃ですか3Kの問題がクロー
ズアップされ募集をかけてもなかなか人が集まらないとい
う状況で、女性を技術職に入れたらどうかという話が出ま
して、女性技術者を中途採用で募集しましたら10名の応
募がありました。そのうち5人を採用したんですが、その
時期がX線作業主任者の試験の1カ月前だったんですが、
手当が付くということで中途採用の女性が受験したいと
言ってきたんですよ、それで女性3名、男性が2名の5人
が受験し、結果合格したのは女性3名だけです。やはり女
性の方が集中力があるのかと思いましたね。
　遠藤・うちの学校でも女性が入ってくるんですが、成績
が一番良いのは女性です。
　松浦・基本的には試験を受ける、受けないのその前に、
この業界はオーナー社長がほとんどですから、社長がその
辺をはっきり認識して、うちの会社はCIWの認定を取得す
るんだと、そのためにこういう資格が必要なんだと、そう
いうところからがスタートなんですよ。その辺の認識がま
ず先で、その後は個人個人の努力なんですわ。なぜ会社が
ここまで力を入れるのかと。CIWも資格の問題もお金では
なしに、会社全体がどう考えるかというところから始まる
んですよ。
　竹内・若い人たち全部がそうではないとは思いますけ
ど、やはり楽して人よりも余計にお金をもらいたいという
気持ちは強いんだと思うんですよね。同時入社で給与が同
じ2人の人間がいるとすると1年後には1人は資格を取ら
ず、もう一人は3つも4つも資格を取ると、彼らが貰うお
金は非常に大差がついてしまう。自分の努力で収入を上げ
ることができるんだと若い人たちに知らしめないとやる気
が起きてこないんじゃないか思いますね。
　大岡・非常に勉強する、資格を取るということは自分の
ためになる。それでお金を貰えるならこんな良いことはな
いと思うんですけどね（笑）。古野さん、私たち原子力関
係ではそんなおいしい話はないですよね（笑）。
　古野・検査会社ではそんな話はあるんですけれども、残
念ながらファブリケータになりますとそれはないですね。
資格を取るのを勧めて、受験料と講習会の費用くらいは出
してくれるけれども、そこから先はなくて・…　。
　松浦・私なんかはね、賞与は一回限り。それで1回貰っ
たきり。
　田渕・企業の競争がもう少し激しくなることで、お互い
の向上に繋がりそうに思いますけどね。
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　竹内・検査で飯を食っている以上、M）1の資格はやはり
1種というよりも2種以上でないと資格手当を付けても意
味がないだろうと思うんです。
　遠藤・1種で出ているところもありますよ。
　大岡・それぞれCIWの教育、若い人へのベテランからの
メッセージということでみなさんに出席いただいたんです
が、メッセージの中で協会へこういったことを希望すると
いったようなことはありますか？協会への要望ですね。
　　　　（雌向上のためのPRを
　遠藤・やはり協会自身がもっと産業界にPRしなけりゃ
ならんと思うんですよ。
　竹内・それは必要だと思うんですよね、ええ。
　遠藤・それをしてもらわないと認識がそれ以上に上がら
ないですから。それで等級のことも例えばE種を持ってい
てもA種の技術とは一緒ですよと、いうようなことで宣伝
しないと。ただA種はなんで良いかというと総合的に判断
でき、しかもその判断の中にはSMの関係で材料からSM
管理しているような人がいないと全然ダメなんです。
　竹内・たしかに世間一般に非破壊検査業界というものは
あまり知られていない面はあったと思うんです。人が欲し
くてもなかなか集まらないという時代に、求人側のP　R会
場を設けて会社説明会があるんですが、1日に3，000人から
4，000人ぐらい学生が集まるわけですよ。非破壊検査業と
いう看板を掲げても残念ながら学生さんが来ないんです。
非破壊検査がどういうものか学生さんにもPRされていな
かったんですね。大学のごく一部の理工系で教育の一環と
して非破壊検査を取り上げているところもあるんですが、
世間一般に知られてはいなかった。それで最近ここ2、3年
でしょうか、大阪の非破壊検査�鰍ｪテレピコマーシャルを
流しましたよね、それによってずいぶんこの業界もPRさ
れて、最近の説明会の状況も違ってきてますね。
　遠藤・それと同じようにCMもね、検査の宣伝をやって
もらいたいですね。
　田渕・非破壊試験のもとは溶接の品質管理からスタート
していると思うんですけども、今や構造物メンテナンスに
関わるものが多くなってきて、その辺が大分乖離してきた
ように思うんです。やはり溶接協会でのCIWですから常に
平行に進まなければいかんだろうと思います。そこら辺の
コンタクトを忘れないようにお願いしたいですね。
　今、日本非破壊検査協会の協会誌を見ておりますと、掲
載されている論文は非常にアカデミックでして、例えば溶
接で言いますと「溶接学会誌」のような役目をしていると
思うんです。それに対して、産報出版で出しておられる日
本溶接協会誌「溶接技術」に掲載されているような記事で
竹内勝利氏
議
すね、そのような記事が掲載されるような非破壊検査の話
題が載ったような雑誌がほしいと思いますね。また、もう
ちょとドロ臭い雑誌ですね、例えば球形タンクの上でX線
検査することができない人は今はいっぱいいるんですけれ
ども、そういう人たちに参考となるような実践的な雑誌と
かがいいですね。ドロ臭いことが根源なんですから。
　遠藤・そういうことで言いますとね、非破壊検査は3K
を恐れてはいけないと学生に言ってますよ。
　田渕・今の時代ですから3Kもやむを得なしですよね。
　松浦・まあ、このような時期が当分続きますからね。
　田渕・でもね、若い人たちにすべてがコンピュータのよ
うに頭でお金を稼ごうとか、お金でお金を稼ごうという時
代は過去のものだということを認識させなければと思いま
すね。バブルは弾けたんだから。
　松浦・その辺は、r汗を出せ』ですよね。
　大岡・皆さんがおっしゃった中で、非破壊検査の技術と
いうのは、まず体を汚す、すなわち経験工学であって、理
論に基づくものばかりでは無いと言うこと。それには自分
が勉強あるいは技量を磨くということが一番であるという
こと。技量を磨くとか勉強をするというのは第一に本人の
やる気が大事ですね。それと若い経営者にとっては方針と
か姿勢は大切ですからそれを明確にして技術者の教育を進
めるということを是非していただきたい。
　そういったことの積み重ねが世間に認知される基になる
のではないかと思います。世間に認知されればこれからま
すます非破壊検査業界が発展する土壌というのはあるので
すから。発展するということは世の中の安全性、あるいは
構造物の健全性の担保に大きく寄与するということで社会
環境のへの貢献は非常に大きいと考えられます。ぜひとも
若い人たちは、ベテランのご意見を参考にして一層励んで
いただきたいと思います。
　今日は長時間に渡りどうもありがとうございました。
＊
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2．非破壊試験におけるきずの定量化について考える
　　　一検出確率と測定精度一
（財）新産業創造研究機構緒方　隆昌
1．はじめに
　溶接構造物の製造時の非破壊検査では、一般に、設計
上排除すべき欠陥よりかなり小さな寸法のきずまでを検
出及び補修の対象とした合否基準を定めている。これは、
非破壊検査によるきずの評価結果にばらつきが有ること
に起因している。非破壊検査の結果に従って、本来補修
する必要のないきずを補修することは、製品製造のコス
トアップにつながる。一方、溶接構造物の安全性評価や
寿命予測は、非破壊試験によるきずの評価結果を基に行
われるために、非破壊試験の能力が構造物の設計や寿命
に大きな影響を及ぼす。
　したがって、検出すべき欠陥を見逃すことなく検出し、
検出した欠陥の寸法を精度良く評価しなければならない。
ここでは、非破壊試験において広義に用いられる「きず
の定量化3の意味について、検出確率と測定精度の観点
から考えてみたい。
2．検出限界寸法と最大見逃し寸法とは
非破壊試験によるきずの定量化は、検出すべききずを
ぷ
）
樹
鯉
翌
鰹
100
0
aOO％：最大見逃し寸法
品質管理上重要な寸法）
　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　！　’
法1＼き．・
　　　　　　　ノ　　　手法2
　　　　　ノ
　　　　　ノ
　　　　ノノ
　　，　ノ
，　’
きずの実寸法a（mm）
検出し、検出したきずの寸法を正しく評価するのが理想
であるが、現実には、検出においても寸法測定において
もばらつきが生じてしまう。
　きずの検出のばらつきは、図1に示すような検出確率
という概念で表すことができる。図中のao％（検出限界寸
法）は、ある条件下で試験した場合の検出確率が0％とな
る欠陥寸法で、a、。。％は、検出確率100％となる欠陥寸法
（最大見逃し寸法）である。顧客等から検出できるきずの
寸法を問われた際に、理論値や実験値として求まる検出
限界寸法（ほとんどの場合は1mm以下）に近い値で回答
するケースが多く見受けられるが、実際に顧客に必要な
寸法は、数mmから数十mmとなる最大見逃し寸法の方
である。
　したがって、図1の手法1と手法2ではより小さなきず
まで見つかる手法2よりも、むしろ最大見逃し寸法が小
さくなる手法1の方が望ましい。
3．測定精度の考え方
検出されたきずの測定精度の概念を図2に表した。図に
は、2つの手法による測定値のばらつきの分布の違いを示
した。ここで、実寸法a1に近い測定値となる手法Aの方
遡
懸
手法A
＼
ノ
ノ
ノ　　、
、
、
匙
も
、
1　手法B
l／
＼
　、、
ao％1検出限界寸法
（外乱のない最適条件で見つかる寸法）
図屡　　検出確率の概念
�q1　↑bl　u2b2
　　　実寸法　al
NDTによるきずの測定寸法L（mm）
　　　図2　　測定精度の概念
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表1　　非破壊検査の各手法における検出確率及び測定精度1）
【単位：mml
手　法
欠　陥　長　さ
欠　陥　高　さ
ao隔
aloo％
標準偏差（σ）
ao％
aloo〜
標準偏差（σ）
RT
≦3田，≦6糊
韮2【皇1ひ≧13121
一
≦1121
≧5121
一
UT
≦0。3121，
0．7糊
5121，7田，9田p
161綱，25−33131，
20mmlgl
0．8−1圃，
−5181，
イ191，4−9に1
≦0．212｝，≦119i，≦
μOl，≦1771
≦璽1塞51診512】，
−8問，≧4剛，
0田
0．1−0．3偲1，
．4131216i　　レ
MT
≦1151≦2団
6陶，8田，達70田
｝
≦0．4団
≧8【41
PT
≦0。1121，
0。6田，≦貰lq
7田，91纏，盗茎3121，
501q
｝
≦0．4121
5121，≧5田
｝
ET
≦0．5121
≧監3121
一
≦LO121
≧5121
一
注）上記殖は，下記文献からの引用値であり，1以上の値については，図からの読み取り値が不正確なことも考えられるため小数点以下
　を四捨五入した。なお，UTについては，一般的な検出レベルを採用した手動探傷のみを対象としたが，一部，端部エコー法など特殊な
　手法も含めた。
〔1〕・｛イプの表面疲労き裂（A27075−T651L4430V　modlfied　steel）〔2］表面疲労き裂（板厚1．5−6，3mm，A22219−T87（328個））
［3〕表面の放電加工，疲労き裂およびSCC（肉厚2L4−150mm，SB42，SUS304，STS42）［4］表面の疲労き裂（フェラィト鋼，オーステ
ナイト鋼，アルミニウム）［5〕表面欠陥（HT80鋼球形タンク）〔6〕溶接割れ，溶込み不良，融合不良，スラグ巻込み（肉厚13一王03mm，炭
素鋼）〔7〕人工欠陥，割れ（板厚200−250mm，フェライト鋼）［8⊃溶接割れ，溶込み不良，スラグ巻込み（板厚19−48mm，SM50A）
［9〕人工だ円欠陥（肉厚20mm，SM41A）⊂10］人工だ円欠陥（肉厚20mm，A5083）
が手法Bよりも有功であるかに見えるが、実寸法を過小
評価しない手法Bの方が顧客から有功であると判断され
るケースが多い。また、分布の広がり（L胡一LA1、LB2
−LB1）はできる限り小さくなる手法が望ましい。
4．検出確率と測定精度のデ・一タ
　非破壊試験の検出確率と測定精度に関するデータはそ
の重要度に反して極めて少ない。表1は、割れ等の平面
状のきずを主対象として、各種非破壊試験手法における
検出確率と測定精度のデータをまとめたものである1）
（ao％やa、00％の値は、厳密には有効数字の取り方で大きく
異なるため、ここでは小数点以下を四捨五入した程度の
粗い精度である）。σは、寸法測定値の平均値からのばら
つきを正規分布として求めた標準偏差である。これより、
各手法とも1mm以下のかなり小さなきずまで検出できる
が、最大見逃し寸法はかなり大きく、試験条件によって、
これらの値は大きくばらつくことが分かる。
　したがって、非破壊試験における（広義での）きずの
定量化においては、使用条件に応じたきずの検出確率と
測定精度を予測することが重要であり、顧客などからの
「検出できるきずの寸法は？」、「測定精度は？」等の間い
に的確に回答されることを願う。
　　　　　　　　参考文　献
1）松村裕之、緒方隆昌：溶接構造物の品質保証（H）、溶接学
　会誌、Vo1．62（1993）、No．4、120−124
“男の台所’�d奪鞍詑�D
桜の花が咲き乱れ、新じゃが芋の季節となりました。少しこってりとしたじゃが芋の絡め煮は、酒の肴としても充分に
楽しめる料理だと自負しています。桜の樹の下で、酒を酌み交わしながら食するのも一興です。
◎rじゃが芋の絡め煮」
新じゃが芋をきれいに洗って（皮は剥かない）、フライパンまたは中薙鍋に胡麻油を落として
中弱火でゆっくりと妙め、柔かくなったら酒と醤油で絡め煮にします。
この料理のコツは、じゃが芋の表面に軽く焦げ目が付く程度に妙めることと、酒2に対して醤
油1ぐらいで味付けします。酒と醤油が煮詰まって絡まり始めたら出来上がりですが、ここで
余り煮詰らないように注意を。好みで味酪を足しても良いカ、と思います。
雀魑
襲
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l　li11　　！；口
．／
／／
　　　ノヘ
　〆！　　　、
〆
　　　　ノ
　　　〆
　　〆
　1
−
l　l
l　l
目
l　l
、　ノ〆
図1　下向き
図2　横向き
図3　上向き
　次に、製品の置き方であるが、製品の移動が可能なら
ば1m程度の高さを確保した固定状態管板面下向き（図璽
参照）とし、探傷を上向きで実施できれば浸透液が不必
要に管奥に浸透することを防止でき、効率的な除去作業
が期待できる。
　もしも、管板が横向き（図2参照）又は上向き（図3
参照）に固定される場合には、探傷作業は横向き又は下
向きに実施することになり浸透液が管奥に浸透しないた
めの仮栓の使用なども検討する必要が有る、
　2。除去処理
　対象部は内径20mmであり、指にウエスを巻きつけて
除去処理を行うのが一般的であるが内面の除去が困難に
なることが予想される。この場合の措置として、内径に
対応した専用のウエスを予め必要数準備することが効果
的である。
』」」tL
　　　α／ト袖
△　跳
、
　　　�@〜�Cはスプレ方向を示す。
　　　　　　　　　図4　スプレ法
　3．現像処理
　一般的に実施しているスプレ缶で実施するためには、
対象範囲に管内面側が含まれていることも考慮して管内
全周に漏れなく適用する為にスプレ方向は工方向だけで
は不十分であり3方向または4方向から（図4参照）実施
する必要が有る。
日溶協が日本初の要員認証機関に
　当協会は、本年3月9日付で（財）日本適合性認定協会
（JAB）から、日本で初めてJAB基準CPlooおよび指針
CP300に基づく要員（溶接技術者・溶接技能者）認証機
関としての認定を受けた。
　溶接技術の適用は広範な産業分野におよび、溶接を使
用した構造物の安全性および信頼性の確保は、極めて重
要な課題となっている。また、各種工業製品に対する各
規制法規が国際的な規制緩和の流れを受け、従来の仕様
規程から性能規程に変わりつつある現在、溶接構造物の
安全性および信頼性の確保は、製品の設計・製作に携わ
る溶接技術者・溶接技能者の判断と責任に依存する部分
が大きな比重を占めることになるであろう．また、国際
的な品質システムの規格であるISO9000シリーズにおい
ても、溶接は特殊工程と定義付けられており、資格を与
えられた要員が溶接作業を行うように要求している。こ
のような社会的要求を受け、当協会ではJABから要員認
証機関としての認定を受けることとした。
　なお、今回の認定取得により、当協会が行う要員認証
制度は、国内で公平性・透明性・普遍性および統一性を
持つ、より権威ある国際性の高い要員認証制度であるこ
とが公に認められたことになり、今後、当協会の要員認
証制度がISOの品質保証体系の一環に組み込まれ、資格
を取得した者には当協会からJABのロゴマーク入り適確
性証明書が発行されることになる。
ぎ　弄
大坪孝至湘専務理事（右）から認定証を授与される森直道日溶協専務理事
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4．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来
（4）IAEAIUNDP／RCAプロジェクトに参加し成長してきたフィリピン
日本原子力研究所大岡　紀一
1　はじめに
　フィリピンは、UNDP涯AEA／RCA工業プロジェクトの
うち，NDTサブプロジェクトを通してNDTの適用に関
連した活動を1987〜1994年の問，効果的に，しかも効率
よく実行してきている。
　その活動はすべてのN’DT方法とそのレベルに応じた国
内トレーニング・コースを定期的に行ってきたことである。
　トレーニング・コースの摘要は，すべてのNDT方法と
そのレベルに応じて熟知したNDT専門家によってトレー
ニングの整合化を行い，IAEA−TECDOC−407（非破壊試
験技術のトレーニング・ガイドライン〉を手本にして作
られた。フィリピン国内のトレー一ニング・コースは，フィ
リピン原子力研究所と（PNRI）とフィリピン非破壊検査
協会（PSNT）によって運営されてきている。
　上記プロジェクトの目的に従ってフィリピンは，1987
年にNDT技術者の資格と認定に関し，国内標準規格
PNS446：1987（NDT技術者の資格と認証）を制定した。
　PNS446：1987は，国際標準規格の1SO−9712を修正
して採用したものであり，品質，信頼性，有資格者の行
うNDT業務の効率性を保証しなければならないことか
ら，その必要性を強調している。
　また，プロジェクトはほとんどの地域産業における品
質保証活動においてNDTの重要性を明白にしてきたとも
言える。
　PNRIとPSNTによる協力と支援のもと，様々な工業分
野の管理者あるいは監督者に対してNDTに関するワーク
ショップあるいはセミナー一が開催されてきた。
　これらの努力の結果，何社かのNDT会社が，NDTサー
ビスの規定に基づき健全に組織された。
　フィリピンでは上記プロジェクトの一環として，2回の
トレーニング・コースRTC−UT−3が（1989年，1991年）
開催された。
2　NDTトレー一ニング・コース
　国内における種々のNDT方法とそのレベルに応じたト
レーニング・コー一スはNDT技術者の資格と認定を与える
ために実施された。
　表1に1987年から1994年までの国内のNDTトレーニ
ング・コースの受講者数を示す。
　すべてのNDT方法とそのレベルに応じた国内トレーニ
ング・コー一スは，フィリピンのNDT技術者をもっとト
レーニングし，資格を取得する必要性がかなり高いこと
から定期的に予定された。
表1　　Natior、al　NDT　Trair隆i自g　C◎urse　Co階pleted（喋987−1994〉
NDTILεve1
Nu磁berofGradua亡es
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Tota1
SM4
四
一
署
隔
19
鱒
囎
聯
19
SM−2
騨
喩
顧
11
舗
8
8
婆
3笈
SM−3
讐
脚
甲
脚
願
齢
盟
四
砥
ET−1
襯
廓
鼎
8
8
鮒
聯
廓
16
ET−2
6
7
卿
単
12
単
卿
8
33
ET−3
一
囎
隅
一
翠
鵜
一
岬
聯
UT4
齢
10
19
6
21
6
5
23
90
UT−2
13
5
27
2亙
19
如
24
71
220
UT−3
購
榊
5
冊
鴨
襯
9
餌
i4
RT4
聯
鞠
榊
需
曹
31
19
2i
71
RT−2
一
10
14
10
24
i8
40
34
150
RT−3
歯
潤
3
4
簡
9
購
榊
16
14
�

一7RUMPε∫βPR’〜G7999ク
表2NationalNDTTrainlngCoursesFo邸995γ
NDTアLeve1
1）ates
UT−2
16Jan。toFeb．1995
RT−2
6−22Februaごy1995
UT−1
6−14March1995
RT−2
6−14March1995
SM−2＊2
＆23May1995
RT．2
5−22Ju獄e　lgg5
UT−2
10−19J疑1y1995
RT．2
7−23Aug縫st1995
UT−2
塩20Septeπ主ber1995
UT−1
2−100ctober1995
RT−1
2−100ctober1995
RT．2
2−17November1995
＊　上記以外の特別スケジュールによるトレーニング・コース
は受講者の数が6名を越える場合に行われることがある
＊2　SM−2はオーストラリアからの専門家の派遣により実施
　表2には1995年のNDTトレーニング・コースのスケ
ジュールの例を示す。
3　NDT技術者の資格と認証
　フィリピン国内標準規格のPNS−146：1987は，前述し
た通り国際標準規格であるISO−9712を修正して採用さ
れ，1987年に正式に始められた国内認証団体であるNCB
によって実行された。
　すべてのNDT方法とそのレベルに応じた認証試験は，
四半期ごとに行われた。NDTレベル3の試験員は国内認
定試験を監督するNCBの技術・管理委員会の援助を受
け，NCBによって決められた。
　試験に合格した受験者は，そのNDT方法とそのレベル
が与えられた。NDT技術者は，合格することによって
NDT方法とそのレベルを証明することになるため，でき
るだけ1種類以上の認証を取得することが心がけられて
いる。
　表3に1987年から1994年までの国内認証試験の概要
として合格者数とNDT技術者が取得したNDT種目数を
示す。
4　地域NDT活動への参加
　フィリピンは，効率よくかつ積極的に上述したプロ
ジェクトに参加してきた。フィリピンはIAEAの専門家
として2名のフィリピンのNDT専門家を1987年にイン
ドネシアのジャカルタで開かれた地域トレーニング・
コースやセミナーおよびワークショップヘの参加者を
送ってきている。
　また，NDTナショナルコーディネータは，試験を検討
するためアドホック委員会や，1991年インドネシアの
表3Numbero倒DTPersonnelCe燃edU“dert蝕eP轟illPPine
　Nati◎nal　Standard　on　Q縫a髄flcation　a陶d　Cert函ca亡io糠of　NDT
　Pers◎nr、el（1987一葉994）
M》T／Levd
NロmberofPerso繊ne1
MT．1
14
MT−2
娼
MT−3
9
PT4
11
PT．2
53
PT−3
9
ET4
1
ET．2
11
ET−3
5
UT−1
14
UT−2
60
UT．3
18
RT4
16
RT−2
93
RT−3
18
ジャカルタで開かれた放射線技術者の放射線防護に関す
る専門家会議にも参加している。
　一方，フィリピンは，とくにNDTのうちUTとRTの3
種技術者のための認証試験を行ったり，国内トレーニン
グ・コースやセミナーをIAEA専門家の協力を得ながら
進めている。
5　その他のNDTに関する活動
　PSNDTは，フィリピンの大学からの申し出により3年
コースのNDTを正式に行うこととした。このコースは，
これまでフィリピンのNDTサーピス会社がおよそ50名
ものNDT技術者を養成するのに5年間かかっていた内容
に相当するものである。
　管理者および監督者のためのNDTセミナーやワーク
ショップを実施してきているが，セミナーやワーク
ショップの参加者は，NDTトレーニング・コースを経験
した技術者であり，NDTを品質の手段として認めてい
る。そして，NDTサービス会社を設立したり，場合に
よってはNDTグループを作ってきている。
　表4はNDTサービス会社の年度別数を示している。
　最近数多くのセミナーが管理者および監督者のために
行われている一方，PSNTは，全国大会のために限定さ
れたテーマの基づき，NDTの技術論文の発表等を1年に
1回11月の第3週の金曜日に開催している。
　フィリピン以外の専門家がその大会での論文発表に招
待されており，PSNTの技術論文として“EVALUATOR”
が毎年出版されてきている。
　航空機産業におけるNDT適用の国内トレーニング・
15
�

C，w通信
表4　Gr◎wthi鍛heNumberoザNDTSe2vlceCompa口les
　l“the　Pめi鋳pplnes（1980−1994）
Year
NumbαofNDTServlce
　　Comp諭es＊
1980
9
王981
10
玉982
10
1983
11
1984
11
1985
玉2
1986
14
1987
15
1988
15
1989
15
1990
16
1991
21
1992
24
1993
25
1994
27
＊Some　of1幟NDT　serv∫cecompanies　alsocontractsNDT
　serv三ces　outs圭de　t簸e　PhilipPines．
コースは，mEA専門家の参加のもとに実施され，製造業
や修理，メンテナンスおよびフィリピンの航空機検査に
関係していた24名がそのトレーニング・コースに参加し
ている。
6　将来計画
　フィリピンはプロジェクトでのNDTが目的に向かって
実行されることを望んでおり，以下の計画と事業を実施
する方向で進んでいる。
（1）　プロジェクト主催のナショナルコーディネータ会議
　への出席
（2〉地域のトレーニング・コースやワークショップおよ
　びセミナーへの参加
（3）地方のNDTサーピス会社のための国内資格認定プ
　ログラムの実行
（4）　PNS446：1987に基づくNDT技術者の国内認定プ
　ログラムの実施
（5）PNS−146：1987の改訂版のISO−9712最終版への整合
（6）すべてのNDT方法とそのレベルに応じた試験用試
　験片制作技術の強化
（7）　国内のNDTトレーニング・コースやセミナーおよ
　びワークショップの継続
（8）　フィリピンの技術系大学におけるNDT3年コースヘ
　の支援
（9）NDT工業分野の特別要請に応えるために設立され
　たPNRINDTサポートグループが実施するNDT事業
　のサポート
（PNRIは政府機関であり，民間企業とサーピスで競合す
ることはない〉
7　おわりに
　最後に自国の規格を持たないアジアにおけるRCA加盟
国のために，フ，イリピンは技術者の資格認証の規格とし
て国際標準規格ISO−9712の採用を支持している。これに
よってアジア太平洋地域のNDT活動の調和と技術の移行
を効率よく進めたいと考えている。さらにすべてのNDT
方法とそのレベル3の技術者の認証を進めるために地域
試験センターの設立を勧める意向も持っており，1968年
からフ，イリピン出身のDr．Aleta氏がRCAコーディネータ
に就任していることからも今後の展開が期待される。
r溶接技術者」改正に
　1998年、当協会の規格であるWES8103が改正された。
主な改正点は、ISO14731を引用規格（規範文書）とし
て当協会が認証している溶接技術者の国際的な位置付け
を確保し、新たに特別級を設置したところにある。
　ISO9000sからWES8103に至るまでの規格の流れは、
表の通りである。
　国際的にも、溶接を使用した構造物の安全性および信
頼性の確保は重要な課題となっている。国内でも同様で、
製品の設計・製作において溶接技術者の判断と責任に依
存する部分が大きな比重を占めることになるであろう。
今後とも、溶接技術者（溶接施工管理技術者）資格取得
者におかれては、充分に溶接の重要性を認識していただ
くことを願う。
ISO9000s「品質管理及び品質保証」
　　↓
ISO3834
↓
品質管理及び品質保証を規定している。
「溶接の品質要求事項」
三SO9000sを受け、特殊工程と呼ばれてい
る溶接に関する品質要求を規定している。
ISO14731r溶接管理一その任務及び責任」
　　　　上記規格を受け、要員（溶接技術者〉の
　　↓
　　　　任務と責任を規定している。
WES8103　「構造物の溶接施工及び管理に関する技
　　　　　術者の認証基準」
　　　　溶接技術者の認証基準を規定している。
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5．歩き遍路の世界
富山検査株式会社高見　貞徳
◇はじめに
　最近では四国霊場八十八ケ所巡りが静かなブームに
なってきている。なかでもマイカーやタクシー、バスな
どの乗り物を利用するのではなく、自分の足で歩いて巡
礼する人達が増えてきた。
　私も平成7年5月から少しづつ歩きはじめ、すでに1周
目は廻り終え、2周目に入り23番薬王寺まで到達してい
る。実際に歩いてみると大変苦しいことが多いが、楽し
いこともいっぱいあって、これからも細く長く続けてい
きたいと考えている。
◇コースの概要
　コースは四国4県にまたがっている。お寺の位置はお
おむね海岸近くに点在しているが、一部は内陸部にもあ
り、しかも標高910mの山の上にあるものもある。
　起点になる徳島県には23ケ寺、高知県には16ケ寺、愛
媛県には26ケ寺、香川県には23ケ寺、合わせて88ケ寺
となる。それらのお寺の位置を順につないで行くと1周
約1，200kmとなる。新幹線で言えばおおむね東京から博
多までの距離となる。
　普通の人が歩いて廻ると約40日間前後かかると言われ
ている。私の場合5月の連休と、年宋年始の休みを利用
して、年2回、1回あたり平均7日間ほどに区切って歩い
ている。
◇ある日の一日の行動（平成9年5月2日）
　朝6時10分、今治市湯ノ浦にある宿を出発。天候は薄
曇りであるが歩き出すとすぐに汗ばんでくる。昨日の続
きの国道196号線を西条市方向へ進む。早朝は車も少な
く静かで排気ガスも少なく快調に進む。
　8時15分、コンピニを見つけ駐車場の一角で休憩を兼
ね朝食を摂る。国道はすでにラッシュで騒音と排気ガス
を撒き散らしている。空気は汚れているがかまわずパン
を食べる。
　10時20分、61番香園寺着。このお寺の建物は普通の
お寺の建物の形ではなく、四角い大きなビルである。住
職も有名人で何かと話題の多いお寺と聞いている。
　その後62番宝寿寺、63番吉祥寺を参詣する。ここでお
昼になったので昼食にしょうと思ったが食堂が見つから
ない。ここからは国道から離れ右折して山に向かうこと
になる。
　この道は四国の最高峰r石槌山」（標高1，982m）への
アクセス道路でもある。
　40分も歩くと高速道路を横切ることになる。ここで休
憩する。この時なにげなく前方を見ていると近道らしき
景色が見える。内心アセッテいた私は自分で勝手に思い
込み、間違った道を進んでしまう。そのため近道どころ
か30分も無駄になってしまった。
　13時50分、今夜の宿に着く。（ここまで23km）荷物
の一部を預け、おにぎりを作ってもらい、すぐに出発す
る。約2km平坦道路を歩く。そこからは急勾配の登り道
となる。この道路は本来、森林組合が林道として管理し
ている。幅員3mしかなく専用マイクロバスが無線で交信
しながら往来している。
　歩いて登っているのはもちろん私一人である。脛と靴
底の角度は常に目いっぱい鋭角であり、とても歩きにく
い。身体を常に前側に倒していないとリュックの重みで
後ろに倒れそうになる。
　それにもまして息が切れる。気管支が細い私にとって
この上なく苦痛である。15mほど進んでは立ち止まり呼
吸を整える。呼気を一、二、三と二十まで数えるとまた
歩ける。そのうち足の裏、肩、背骨、腰など身体中が痛
くなってくる。
　15時10分、とうとう座りこむ。もうダメ。もうアカン。
もうイヤ。もう止めよう。思いつく否定語をすべて口に
出してみる。ところがいつのまにかすっくと立ち上りま
た歩きだす。
　16時25分、60番横峰寺（標高750m）着。ついにやっ
た。やればできる。簡単に諦めないこと。宿帰着19時15
分。宿の女将さんが私のことを心配して出迎えしてくれ
た。今日の歩行距離39km。所要時間13時間5分。歩き
遍路の道中で最も印象に残った一日であった。
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6．ローカル・インフォメーション
九州地方非破壊検査研究会
事務局松田　弘道（福岡県工業技術センター・機械電子研究所）
　九州地方非破壊検査研究会は、当時の福岡県金属工業
試験場長であった林田氏を会長として、昭和48年3月に
発足しました。当時は（社）日本非破壊検査協会の技量認
定試験が軌道に乗り始めた頃で、一方、北九州地域は、現
在の�叶V日本製鐵所や�鰹Z友金属など鉄鋼産業が盛んに
なり始めた時代でした。したがって、非破壊検査の需要
は非常に大きく、非破壊検査に係わる人も急速に増加し、
北九州でもNDIの技量認定
資格者が多く必要となりま　　　　　　　　姦懸四1厩急．
めの講習会や試験は、東京
や大阪など実施されており、
北九州の多くの人たは非常
に不便を感じていました。
　そこで、九州工業大学の
迎静雄教授、新日本非破壊
検査�鰍ﾌ大賀寛氏、金属工
業試験場の成富弘明氏が中
心になって研究会を発足させ、現在に至っています。
　現在の会員数（平成10年5月）事業所単位の法人会員
82社、大学など特別会員10社、合計92社です。
　発足以来、非破壊検査講習会（RT、UT、MT、PT）を
中心に、研究発表会、講演会、見学会及び共同研究など
幅広い活動を行ってきました。特にNDIが実施している
技量認定試験の受験準備の講習会は、非常に人気があり、
ロコミで九州全域、山口県など中国地域の一部まで広が
り、昭和53年には非破壊検査研究会が九州地方非破壊検
査研究会と改名することになりました。現在は、UT1種、
2種、MT1種、2種、PT1種、2種の講習会と2次試験対
策の実技講習会（UT、MT、PT、UD、MY、PD）を、地
域の産学官の協力を得て、試験に併せ毎年2回ほど（社）
九州機械工業振興会と共催で実施しており、合計700名／
年程度が受講しています。
戯
　研究発表会、特別講演会及び総会は同時に毎年5月に
行われており、研究発表会では、大学や非破壊検査会社
などが開発した新しい検査方法や装置などの紹介や企業
でのユニークな検査事例の発表があります。
　特別講演会はNDIの新会長を迎え、最近の新しい非破
壊検査やNDIの活動について、講演をお願いしております。
　共同研究は、昭和57年〜平成2年まで、磁粉探傷試験
　　　　　　　　　　　　を中心に試験体表面の磁界
．鍵　．5・，灘磁束密度と磁粉模様との関
　　　　．欝・；’　　与　　係について共同実験を行い
　　　　　　　　　　　　ました。
　　　　　　　　　　　　　特に、昭和60年にはr高
　　　　　　　　　　　　速度ビデオカメラによる磁
　　　　　　　　　　　　粉模様の観察」というテー
　　　　　　　　　　　　マで、NDIの奨励賞を受賞
　　　　　　　　　　　　することができました。し
　　　　　　　　　　　　かし、現在は休眠しており、
現在、新しい研究テーマの模索中です。
　その他、NDIの分科会と共催で研究発表会や見学会を
毎年実施しており、本年度は保守検査特別研究委員会を
お招きし、JR九州工場で、SL阿蘇ボーイの保守整備を見
学しすることができました。分科会は最先端の話が伺え
るとのことで非常に人気があります。
　今後は、ISO9712に対応する講習会の企画などについ
て（社）九州機械工業振興会と協議し、それなりの準備を
しなければと考えています。
　その他、ノミニュケーションをもっと増やし、共同研
究を立ち上げ、更なる研究会の活性化を計りたいと考え
ています。
　以上、当研究会の活動状況を報告させていただきまし
た。RUMPES読者の皆様の暖かいご声援・ご支援をお願
いいたしまして結びとさせていただきます。
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7．協議会だより
1　平成11年度定時総会にっいて
次のとおり開催いたします。
（1）日　時：平成11年5月14日（金）、14：00〜17：00
（2）場　所＝東京都港区三田　笹川記念会館
（3〉スケジュール概要：
�@総
　○
　○
　○
　○
　○
　○
会；14：00〜15：20
新規会員紹介
平成10年度事業報告
平成10年度決算報告
平成10年度監査報告
平成11年度事業計画（案）
平成11年度予算案
　　�A特別講演；15：30〜16：45
　　　演題「航空宇宙とNDL（仮題）
　　　講師：三菱電機�鞄aに依頼中
　　�B懇親会；17：00〜19：00
2　「第一回全国営業責任者会議」
下記のとおり開催いたしました。
　（1）日　時：平成11年3月18日（木）
　（2）場所：笹川記念会館（東京）
　（3）議　題：建築鉄骨に関する
　　　　　「適正検査／標準料金」検討委員会活動報告
　（4）特別講演：r建築基準法改正と中間検査」
　　　講師　東京都都市計画局　春原　匡利氏
（5）出席者：106名
（6〉議事概要：
　�@「検査会社名」等の表示について
　　　　　　　　　　　CIW検査事業者協議会
　�A「統一御見積書および統一御見積前提条件」につ
　　いて
　�B「統一御見積書」の客先ご説明資料について
　�Cその他
　なお、上記事項の実施について次の事項を決定した。
　　○　平成11年度定時総会で報告する。
　　○　実施開始時期は平成11年6月1日とする。
　（7〉アンケート集計結果：
　当日提出いただいたr営業会議」の開催に関するアン
ケート集計結果は次のとおり。
　○　提出総数；63名
　○　「営業会議」の開催について
　　　賛　　成：56
　　　［内　訳］開催頻度　1年に1回程度　41
　　　　　　　　〃　　　2年に1回程度　　9
　　　　　　　　　　　その他　　　　　6
　　　　賛成以外：7
　0　検討課題等については整理中。
　この結果に基づき来年度も継続して開催して行くこと
にいたしました。
3．欠陥建築裁判結果
　千葉県市原市のビルオーナーが協議会会員会社を相手
に提訴した裁判が平成11年1月27日結審となり、ビル
オーナー側（原告）の請求が棄却されました。
　この裁判を通じ、契約関係書類や検査記録の保管がき
わめて重要であることを痛感しました。
8．ニューフェイス
1999年4月1日付で新たに事業者が認定されました。
1株》ニッコーケン
本社所在地〒031−0041青森県八戸市大字廿三日町2
　　　　　TEL．0178−47−8111／FAX．0178−47−8121
代表者氏名　代表取締役　吉田光男
認定種別・番号・部門　D種、第194D99号、UT検査部門
営業所など　　　　　　　事業所一青森県
（有》さくら検査
本社所在地〒221−0822神奈川県横浜市神奈川区西神
　　　　　奈川1−6−15　　サクラビル605号室
　　　　　TEL．045。412−2055／FAX．045−325−5991
代表者氏名　代表取締役　安田正美
認定種別・番号・部門　D種、第202D99号、UT検査部門
営業所など　　　　　　　営業所一北海道
東京イメージ検査工業｛株》
　本社所在地〒142−0063東京都品川区荏原2−L7
　　　　　　TEL．03−3786−6060／FAX．03−3786−6075
　代表者氏名　代表取締役　黄野展隆
　認定種別・番号・部門　E種、第170E99号、UT検査部門
　営業所など　　　　　なし
（株｝スクラム
　本社所在地〒555−0011大阪府大阪市西淀川区竹島4−
　　　　　2−13
　　　　　　TEL．06−6473−0303／FAX．06−6473−0550
　代表者氏名　代表取締役　中川康弘
　認定種別・番号・部門　E種、第201E99号、UT検査部門
　営業所など　　　　　　　事業部一岡山県
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　本屋の書棚に「平成不況」ヂ金融不安ま「デフレの時代3といった文字が目を引く。数年
前には同じ棚に「豊かな社会j「飽食の時代3といった文字が並んでいたのをふと思い出す。
バブル崩壊からの日本の混迷を象徴しているようだ。
　日本は古くより多くの危機を乗り越えてきている。江戸時代にも60〜70年周期で飢鐘、
打ち壊し騒動などが起こったらしい。面自いのは、このとき突然降ってわいたように「お
いせさん詣」が国民行事となっていることである。庶民の大きなエネルギーを感じる。
日本の活力の大きな原動力の一つに「技術伝承」をあげたい。猿真似といわれながらも、日
本がいち早く欧米の先進技術を取り込み、経済成長を遂げ得たのも、からくり人形などに
見られる江戸時代の高度な手工業的技術が伝承されていたからに他ならない。
　今回、特別企画として、非破壊検査の創世紀を経験された諸先輩達にお集まり頂き、「ベ
テランから新入社員へのメッセージ」と題して座談会を開催した。タイムリーな企画であ
り、貴重な体験が述べられており、関係された方々に敬意を表したい。
　地球環境を初めとして今後に残された課題も多い。アメリカのPacific　Northwest
NationalLaboratolyのホームページに、管理ミスによるエネルギー部門でのロスは年間10
億ドル単位に及ぶとあった。これらに非破壊検査技術は重要な役割を持っている。21世紀
に向けて、この技術の伝承をしっかりと計っていきたいものである。
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