




1．現場のエラー防止7ポイント

日本非破壊検査㈱

安全管理部木下　義高

　航空安全機関や専門家の問で、盛んに航空事故と人の

関係が総合的に研究されて、「ヒューマンファクターズ」

という学問分野ができてきました。

　全臼空で発行している「ヒューマンファクターズヘの実

践的アプローチ」という小冊子では、その内容を「現場の

エラー防止7ポイントjとしてまとめています。

　これらのエラー防止のポイントは、いずれも自ら行う

ことができるアクション型になっており、また何故その

アクションが必要なのか、または重要な特性は何かと

いったことと組み合わせて、覚え易い標語調にしてあり

ます。これら7つのポイントは、一般的な多くの現場で

も役立つ内容だと思われますので、非破壊検査の現場に

適用しやすい形で紹介してみます。

1．謙虚な気持ちで『セルフモニター』

　人間は自分で気をつけたつもりでも、また自信をもっ

てやったことでも思い込みなどによるエラーは免れない

ものです。ましていい加減な気持ちでやっていればエ

ラーがない方が不思議です。人間の信頼度は一つ一つの

操作では必ずしも高くないのですが、適度にセルフ

チェックを入れることによる信頼度の向上には絶大なも

のがあります。

　指差呼称・チェックリスト等いろいろな形で標準化さ

れているものがあります。有効に活用しましょう。

　r自分は絶対にエラーなどしない」と、高慢な考えを持

つことは非常に危険です。そうではなくて、「自分はエ

ラーをしても必ず自分で見つけて累が他に及ばないよう

にするのだ凄という、自分としての品質保証の考えをしっ

かり持ち、常に謙虚な気持ちでセルフモニターに努める

ことが、エラーに対する抵抗力の向上につながります。

2．互いの気配り『チームモニター』

　人間は自分では気をつけてやったつもりでも、また自

信を持ってやったことでも、思い込みや勘違いによるエ

ラーは避けられないものです。そして、いったん思い込

んでしまうと「セルフモニター」ではどうしても気がつか

ない場合があります。このようなときに「大先輩だから間

違うはずがない」とか、「任せたからには臼出ししない」と

いうことで、頼りきり、任せきりにすることは大きな誤

りです。

　人間はだれでもミスをおかします。さり気なく見てい

て、万一間違えたと思われるときにはアドバイスをして

みるという『おとなの気配り』がエラーを未然に防ぎま

す。作業開始前の上司の一声、ポイントの念押し、仲間

同士の一声運動などがエラーに対する抵抗力を高めま
す。

3．いつもと違うとき、リスク大のとき、

　　高めよrアウェアネス』

　rアウェアネス」というのは、「注意すること」「意識する

こと」といったような意味です。人間はできる限り頭の中

につくられているパターンに従って行動しようとしま

す。そのほうが消費エネルギーが小さいからです。とこ

ろが、いつもと違うとき、今までのパターンで処理でき

ない場合でもこの意識が働いてしまいます。たとえば、

駅に行く途中でポストに手紙を入れるつもりが、つい忘

れてしまって駅についてから気付く、というようなこと

です。

　いっもと違うことに対する警戒心をなくしてしまっ

て、大失敗をやらかしてしまう、事故を起こしてしまう

ということになります。とくにプロが自分の仕事に慣れ
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きってしまったり、機械に頼りきってあるいは同僚に任

せっきりにして、知らず知らずのうちに警戒心をなくし

ている状態は不安全な状態であるともいえます。

　「アウェアネス」によって、大脳に注意力を集中するこ

とが必要です。ところが、大脳の特性として常に注意力

を集中するとすぐに疲れてしまいます。長時間の集中力

を維持できるようには人間の大脳はできておりません。

本能的になるべく注意力のいらない形で情報を処理しよ

うとします。「注意力が足りないから事故を起こしてし

まった」ということは、大脳生理学的にはおかしな考えで

す。だから、『事故を起こさないように注意しましょう」

ということで済ましてしまうのも、役に立つ方法ではあ

りません。

　現実的な対応としては、特に必要なときに意識的に「ア

ウェアネス」をたかめる工夫が必要になるわけです。過去

の例からリスクが高いことが分かっている時や、起こる

可能性の高いリスクを予知してモニターする、このこと

によって『アウェアネス」の訓練ができ、身についていき

ます。

4．十分な情報で
　　rグッドコミュニケーション』

　人は物事を判断するときに、過去に経験した類似の事

例だと考えようとする傾向があります。情報不足である

にもかかわらず「あれだ」と誤認してしまいます。あるい

は、過去によく経験したことがまた起こっていると考え

る傾向もあり、「またこれだ」と考えることになります。

　大脳の関与レベルとしてrスキルベースの行動」が一番

楽な情報処理方法です。これはくり返しの練習によって

体得した自動的な感覚・操作パターンによって行われる

行動のことで、いったん身に付けばその後は脳の中枢は

ほとんど関与しないで、知覚情報に対して無意識に操作

をすることができるという極めて便利な行動です。

　あるスキルを実行するかどうかは大脳が判断するので

すが、十分な情報がなかったり、あるいは何かに気をと

られている時には間違ったスキルを実行してしまいま

す。交差点で信号が青にかわるやいなや発進してやろう

と思っていると横断中の歩行者に気がつかなかったりし

ます。化学プラントの事故の統計を見ても『認知ミス」「判

断ミス」「操作ミス」が大きな要因になっています。

　チームの中でコミュニケーションを効率的に的確に行

うことも「情報の正確な伝達」には重要です。そのために

は用語や方式の標準化が大事です。人は初心のときは教

えられた方式できちんとやるものですが、慣れてくると

勝手に省略したり、自己流になったりすることがよくあ

ります。相手のパターンが自分とは違うことを常に忘れ

ないでください。漕内作業で客先が酸欠測定をして0：Kが

でたが、入って奥の方で計りなおしてみると、18％以下

であった等ということがよくあります。どの箇所で計っ

た値かという情報が伝わっていなかったわけです。
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5．安全を先取り『危険予知』

　危険予知（：KY）は、全産業で活用されている安全先取り

の実践手法です。通常のやり方としては、作業の開始前

または「危険のポイント」が潜む作業現場の要所要所で危

険を予知し、指差呼称で自問自答することによって自ら

の意識レベルをたかめ、「うっかり」「ぼんやり」「不注意」

といった人問特性に基づくヒューマンエラーを回避させ

る活動です。ですから、作業前のKYだけで終わらせるの

では効果が半減します。実際の作業中の「指差呼称」に活

かしてこそ有意義なものとなります。

　r危険予知」にはヒューマンエラーを防止するうえで非

常に有効な活動ですが、ともするとマンネリになりがち

です。特に「定常作業」においては、毎日同じ項目が：KY

ボードに書かれているというようなこともあります。人

間の特性によるヒューマンエラーを回避するための「予知

能力」を研ぎ澄ますための訓練（トレーニング〉であると考

えれば、昨臼と今日では自分の体調も違うし100％の定常

作業などはわけないですから、潜んでいる危険を見つけ

だすことはできるはずです。「昨夜は飲みすぎたjと感じ

ていたら、階段の昇降のたびにr足元に注意3と自分自身

で指差呼称ができるでしょう。
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中央労働災害防止協会編危険予知のすすめから
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6．基本の理解で
　　ノーバイオレーション

　バイオレーション（viola樋on）とは、法律・約束などに

対する違反・侵害の意味。意識的に規則を守らないこと

でもあります。もちろん、悪意であるいは深く考えない

で違反することが多いのですが、こうしたほうが良いと

思って、自分勝手に拡大解釈をして事故になることも結

構多いものです。

　仕事に積極的で、効率化意識の高い人ほど「規則無視」

の誘惑に陥りがちです。なぜそのような規則がさだめら

れているかといった「基本」を理解することや、「改善提

案」「検討要請書」といった制度を活用することへ向けるよ

うにしてください。

　災害の「基本的原因」の中には、安全に対する意識の欠

如があげられる場合が多いのですが、不安全行為をいつ

も指摘していて人間関係がまずくなってはと、管理監督

者が即時是正をためらう場合もあります。意欲を燃や

せ、やる気を出せと部下に訴えれば、みんなが素直に

従ってくれるものでもありません。なぜなら、安全に対

して横着な人にも別の動機があるからです。r楽に仕事が

したい。しかし、人並みにはやり遂げよう。自分一人だ

け良い子になりたくない…・」などなど。

　個人個人の安全態度には、彼の属している集団の力が

大きく影響しています。だからこそ地道な小集団活動や

安全標語の募集、ヒヤリ・ハットの申告、KYT活動など

の職場の意識を高揚させる活動が重要になるわけです。

7．皆のため．自分のためにr改善提案』

　エラーには大きく分けて。「アクティブエラー」と「潜在

エラー」があります。

　「アクティブエラー」とは、その結果からエラーを起こ

したことがすぐにわかるようなエラーで、電話番号のか

け間違いなどの例をあげることができます。「潜在工

ラー」とは、その結果がすぐには悪影響としてあらわれな

いようなエラーで、システム設計者や管理担当者、組織

のマネージャーの判断ミスなどが該当します。このエ

ラーは組織の中に潜在的に存在しつづけ、あるとき突然

のエラーと組合わさって大きな事故を引き起こすことが

あります。

　原発事故や航空機事故の場合によく、rパイロットミス

か設計ミスか」という記事を見ますが、重大事故ではこの

両方が複雑にかかわり合っている例が多いことが知られ

ています。「潜在エラー」や「不具合」を見つけたら、改善

提案によってすぐにエラーの原因を取り除くことが必要

　　　　　　　　　ノです。ヒヤリ・ハット報告書は詳細な情報が提供されれ

ば改善の糸口になります。また、不幸にして生じた事故

報告書も多面的な分析をすることでエラーゼロヘの有効

な対策を立てることができます。

　r改善提案」の書式にとらわれることなく、例えば業務

報告書から作業進行が遅れた理由を拾いだすとか、社員

の不平・不満の中に潜在エラーを暗示するものはないか

などの目で見ることも必要です。KYT活動はエラーに対

する抵抗力をつけるのに有効ですが、改善提案にまでつ

なげて始めて根本的な危要因を取り除くことができるも

のも多くあります。また、システム設計や管理者の判断

ミスによる潜在エラーは改善提案でなければなかなか気

がつかないという側面も持っています。

　「現場のエラー防止7ポイント」は全日空で開発された

非常に有効な手法です。充分に活用して事故ゼロに限り

なく近づくようにしたいものです。
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松浦繕夫、、，ii鍍i磁｝舞椴壊棚綴輿協会

』末岡　紀一無β電療塵力研糞所衰驚蕩究齎

前回のRU隔P∬Vo1．13No．2では、ベテランの方々から、新入社員に対して忌揮無きご意見

を戴きました。今回は、社会的にも認められてきているCIWに対して、ご意見を伺っており

ます。どのような話が飛び出すやら、お楽しみ頂ければ幸いです。

　大岡・非破壊検査が社会的にも技術的にもその地位を

向上させてきた背景には、（社）日本非破壊検査協会（NDI）

の資格によって世の中全体のレベルがアップしてきたと

思います。CIW認定委員会としては、そのような資格者

の集団を一つの頭脳集団に置き換えて、個人プラス周り

の者で検査をするという位置付けで認定業務を行なって

います。個人の技術からもう一歩進んで頭脳集団とした

場合、どのようなメリットがあるのかという観点から見

ると、このCIWはどのように進んでいったらいいのか。

皆さんにお話を頂きたいのですが。

　田渕さん、当初CIW検査事業者協議会（協議会）をつく

られた経緯をお話下さい。今たしか159社に至って全国各

都道府県を網羅するようにはなったんですが。

　田渕・NDIの資格を持っていながら、さらにCIWの同

様の試験を受験するということは、当時は非常に抵抗感

がありました。

　さて、協議会の話をしますと、最初、CIW認定事業者

は、30数社だったと思います。なかなか世間では、認知

してくれませんでした。そこで、やはり業者の手で認知

してもらうような運動を始めようではないかと、協議会

をスタートさせました。それまでは、非破壊試験関係の

振興協会がありましたが、そこではそんな運動もなかっ

たし。

　遠藤・当初一番抵抗を感じたことは、CIWの試験に合

格しても会社を辞めたらその資格が全部消えることで

す。

　田渕・語弊がありますが、私がやりましたのは、資格

を取れば給料のアップがありますよということで、一生

懸命勉強させました。

　遠藤・ただそこまで苦労して試験に合格したのに、会

社を辞めたとたん全部資格が消えてしまうのです。それ

が、CIWに対して皆さんが非常に抵抗をおぼえていたと

ころなんです。

　田渕・CIWは会社自身を認定するわけで、個人を認定

するものではないですから。会社として社会に認知して

もらうためには公な資格を取得して認定してもらおう、

というのが協議会スタートのかけ声でした。そういう趣

旨に賛同したところが、協議会に入ってきたわけです。

ただ、一番間題なのは、例えば一つの構造物を造るとき

に、検査会社ではRTで何枚撮影しますとか、’UTを何

メートルしますとか言いますが、客先からは検査会社は

いったい幾らで検査をするのかと言われ、その形の契約

が実際に行われているわけです。これで果たして本当の

意味での非破壊試験なのかという問題があると思うんで

す。医者に行ったら、レントゲンを1枚撮影したら何円

と決まっています。ところが非破壊試験の世界では、あ

る時代は5，000円、時代が変わると1，500円という価格競

争もあるんです。認知の度合いなど、まだまだ課題が多
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いと思います。

　遠藤・それについては、私もやはり感じています。た

だ、CIWは個人がもっと喜んで受けられるようなシステ

ムにしてほしい。お金以上に何かがあるような。

　田渕・資格自体よりも、業界の中で検査会社の世間に

対する実力をさらに向上させなければならない。そのた

めに、やはり若い人を教育しなければならない。教育す

るための投資ができるような売り上げを上げなければな

らない。そんへんのジレンマがあると思うんですよ。

　松浦・CIWも本当の意味の第三者として、昔で言えば

マルネやロイドのように認知されていれば、モノ作り屋

の認識が違うと思います。わたしもモノ作り屋ですから

よく分かるんですが、昔のムーディなどは、そりゃごっ

つい権威だったですよ。資格などは関係無しで、その人

の検査を通らなけりりゃパイプが通っていかんというこ

とははっきりしてますから。CIWがそのぐらいの権威を

もっためには、どないしたらいいかという大きな問題が

あります。検振協も一緒です。査定委員として日本全国

回ると、『この資格を取得して何か良いことがあるのか』

と聞かれるところから始まります。

　そのへんはちゃんと説明はしますけど。資格の再審な

んかになりますと、『やめようと思ってますねん』と言わ

れたりもします。その時は、『ちょっと待って下さい。こ

れはもっておった方がいいんですよ。あんたとこの商売

の宣伝にしなさいよ』と言って納得してもらっています。

今でしたら、ISOに移行してもらってますけど。

　田渕・例えば（社）臼本溶接協会（日溶協）が行なってい

る溶接技能者の検定は、昔から歴史があって権威付けら

れてますし、その資格を持たないといけないなんて私ど

もも思っていた時期があったものです。それと同じくら

いの権威付けが必要なんじゃないでしょうかね。

　大岡・世問の認知ということで言えば、1968年に非破

壊検査協会の認定試験が始まって、皆さんのような関係

者の努力で、有資格者が35，000を越えました。

　それだけ成畏してきますと、仕様書などには否が応で

もNDIの資格者を書くしかないところまで追い込まれて

きています。それだけ社会の二一ズが加わってきたとい

うことがあります。

　故・石井勇五郎先生にお会いした際、先生は開ロー

番、『大岡君、当協会でやっているCIWのE種というのは

本当に技術のことかね？お金ではないかね』という質問を

受けました。『先生、お待ち下さい。べつに当協会はお金

もうけということでE種を設けたわけではありません。

一つには、人数は少ないかもしれませんが資格を持って

いるということがいかに世間に認知されるかというスタ

飛

魚 ．轟

＼

ンスがあります。そこをご理解していただきたい』とお応

えしました。

　また、3種を持っているからということだけで、二人や

三人で非常に大きな会社の下請けをやっているというこ

とが目立ちすぎた時代があったので、そういった人たち

を地方に分散させていていいのかと。それで、『資格を取

ることによってE種の人たちがD種を目指し、あるいは

C種を目指すといったことになってくれれば非常にE種

をつくった意味があるでしょう。決してCIWというのは

政策的な話ではなくて、技術を中心に据えて認定業務を

行なっていますよ』とご説明しました。

　私はCIWの位置付けというのは、最近は鉄骨分野など

様々な関係者がCIW認定事業者を指定していますので、

ある意味では重要な位置付けになってきているわけで

す。だからCIWがもっともっと伸びるためにはどういう

ふうに考えたらいいか、お気づきのことがあればお話し

ていただきたいのですが。

　竹内・E種認定の検査会社の営業マンと話す機会があ

り、その方が『最近大手ゼネコンは第三者機関の認定をと

いうことでA種かB種じゃなければダメだよ』と雷われ、

その営業マンは『当社はUTを専門にやっている会社で、A

種やB種でなくてもE種で十分対応できます』とアピール

したそうです。ところが、大手ゼネコンは、ただ単純に

A種とかB種、D種まで認定をされている検査会社じゃ

なけりゃダメだと頭ごなしに断わるそうですね。

　遠藤・それはね、日本の社会の悪癖でしょうね。

　竹内・そうなんですよ。だから逆に大手ゼネコンの考

え方というのを変えていってもらうような努力をしなけ

ればならないと思います。A種・B種であれば安心して

いられると思いますが、A種・B種といっても部門が増

えているだけですからね。

　大岡・たしかに大手ゼネコンは、EよりはD、せめて

A、B種くらいは最低限ないと困りますよと言うようで

すね。だけど検査会社の立場からは、E種としても専門
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的にやっているんだからいいじゃないか、鉄骨も二一ズ

はUTだろうということで攻めることが出来ると思うんで

すけどね。

　田渕・医者で言えば、尿検査だけできるのがE種だ

と。X線検査をし、心電図を取ったり、脈拍や体温を

計ったり、トータル的にできるのがA種だと思います。

私どもにしてみれば単科医に行くか、総合病院に行くか

ということと一緒だと思うんです。

　遠藤・今の社会通念はそうなんですよね。

　田渕・航空機の検査に見られるアメリカ流の合理化で、

ボーイング社のメンテナンスマニュアルという凄いもの

があります。『疲労破壊を見つけるためのX線検査はどこ

の箇所に、どこの会社のどういう機械を据えなさい。そ

こから何フィート離れたところにコダックの何番のフィ

ルムを貼り付けなさい。現像はこんな条件でしなさい』と

までちゃんと書いてあるんですよ。ですから判断する必

要は何もないわけです。

　一回やると消えてしまう、つまり後で客観的に評価で

きないUTだとかMTだとかは、検査する人の技量によっ

て判断が変わってくる主観性の非常に強い検査ですよ

ね。逆に言えば、こういうのは信用度をみるというお客

の方が、かえって検査会社としては歓迎すべき相手じゃ

ないかと思うわけです。そこにCIWの値打ちもありま

す。どこでもいいから安い方が良いでは困ると思います

ね。

　松浦・私は、現場の人を捕まえて、『あなたの書いたレ

ポートは、大手検査会社の人が、会社の名前で書いたレ

ポートと同じだよ』と言うんです。E種の会社は、卑下す

ることはないんですよ。

　A種のUTもE種のUTも、同じなんですよ。また、当然

同じようでないといかんわけです。ところが世聞という

かゼネコンの認識が低い。UTとか一つひとつの非破壊検

査に対して分かっとれば、そんなことは言うはずはない

んですよ。逆に言えば、大手のA種の会社に検査を頼む

よりも、E種の会社に頼んだ方が安く検査してもらえる

かもわからんわけですよ。

　田渕・阪神大震災の後、あちこち行って神戸の壊れた

構造物を見ましたけど、これは非破壊試験とはあまり関

係のないようなところでほとんどがオーバーロードで壊

れたんだろうと思うんです。ただしそういうのを見て判

断できる人が居る検査会社でないといかんと思います。

例えば、明石大橋のメンテナンスに関して言えば、あれ

は100年間保たすということでボックスの集合溶接の検査

をしています。あの検査にはUTの自動機が使われている

んです。自動機だけ使えたらE種だけでいいのかという

と、やはり総合的に判断できる、あるいは疲労破壊を事

前に予知するということの判断ができる必要があろうか

と思います。

　遠藤・きずを見つけるだけではなく、非破壊検査を

もっと延畏するためには、材料と強度が分かってこない

と。強度ということは疲労試験から先までちゃんと判定

できる人問が居ないといけないということですね。

　田渕・それは将来的には当然必要になってくると思い

ますね。モノが壊れるということは疲労か脆性破壊する

のか、あるいは腐食で痩せていくのかですからね。

　遠藤・鉄道車両の車軸は、早く壊れては困るわけで

す。だから、きずが入ってもある程度の期間は保つわけ

なんです。現在は、鉄道車輌系統の車軸についてはちゃ

んとグラフを作り、このへんまで行けばダメだから取り

替えると、その前に警告を発して次の準備をし得ること

ができるはずなんですよ。

　田渕・メンテナンスの検査というのはみなそうです

ね。

　松浦・非破壊検査はとにかくきずを見つけてそれがど

んなきずでどんな大きさかがわかればそれでいいんだ

と、そこから先は別の人がやらなければならいないとい

うことですか。

　遠藤・きずを見つけるだけだったらそれだけになって

しまう。だから、破面検査を非破壊検査の人間に勉強さ

せて、ある程度分かるようにしておかないといけない。

　松浦・非破壊検査できずがでます、むろんクレームも

おこります、そうするときずの原因を会社全体をあげて

切ったり、腐食検査したり、いろんなことをやって最終

レポートが出るわけです。それを読むと今おっしゃった

ことが分かってきます。門前の小僧でそれは勉強してき

ました、だから私が一人でクレーム処理に行ってもこの

きずはこういうふうにしてできたんですよと、ただしど

こまで使えるかということはあんたが考えて下さいと。

結局、そんなもんだと思うんです。

　きずが発生する理屈は分かった方がいいと思います・

このきずはどうしてできたのかとというのは。ただ、解

るようになるまでは、やはりある程度勉強しなければな

らない。溶接の欠陥でも同じです。ブローホールはどの

ようにして出たとか。ところが、非破壊検査の技術者に

対して、鉄筋にそれがあったらどないなるねんというと

ころまで判れというのは大変だと思います。

　田渕・それじゃ発展がなさそうに思うんですよ。そし

たら、CIWなんていらない、NDIの資格だけでいいとい

うことになるのでは？

　松浦・私が言いたい事は、こんなきずがありましたと

6
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レポートを出した時に、全体として大丈夫ですよとは言

いやすい、しかしここがこうでダメですよとは言いにく

いですよ。

　遠藤・ある程度まできずに対する判断が示せるような

人とかが・…。

　松浦・データがあればいいんですよ、今の車軸とかは

データがあるわけです。溶接のブローホールがこうだっ

たとか、割れは別としてデータがないでしょう。パイプ

ラインのどこそこや鉄骨にどんな加重がかかるとか、ど

のくらいで折れるのかと。そりゃ無欠陥が一番ええんで

すわ。でもある程度これくらいの欠陥なら大丈夫ですよ

は言えても、そこから先のことは神さんだけしか知らん

かもしれんです。

　大岡・原子力でも、大手ゼネコンのように、A種、B種

にやってもらいたいというのはありますか？

　古野・直接そういうのは気にしませんが、ある程度、

日本人としてそんな感覚は持ちますよね。

　遠藤・発注する側ではっきりそう言える技術者がいれ

ば、かまわないんですよ。そうであれば、そこのところ

まで判断ができる検査会社か、ということになるんで

す。発注する側とこちら側のレベルで違うんですよね。

　古野・原子力の場合、小さな組織に発注するなんてこ

とはあり得ませんが。

　遠藤・でも、それで絶対大丈夫だということは、私は

原子力でも言えないと思うんですよ。

　古野・そうですね。ちょっと話が違いますけど、検査

事業というものは絶対にこれからますます成長するよ

と、ますます重要になるよと、それは医療を見てごらん

と。医者は今いろんな検査データで判断するようになっ

てきて、検査は非常に大きなウェートを占めているわけ

だし、重要性は上がる一方で、若い人たちは希望を持っ

ていいと言いたいですね。

　松浦・私は逆に、非破壊検査をやりたいという今の新

入社員に対しては、おまえ達は産業界の医者なんだよ、

いろんなことをやらないと判定できないんだと、だから

いろんなことをしなさいと言ってます。自分はX線だ

け、・超音波だけというのはダメですよと、全部やらない

といけない。それだけの基礎知識の底辺がなければ具合

が悪いという言い方をしています。

　古野・日本では第三者検査機関というのはごくわずか

な分野でしかないんですよ。

　しかし、原子力関係でも議論されつつあるのですが、

検査事業者が第三者検査機関として社会的な認知を獲得

する方向がようやく今出てきていると思うので、将来性

があるとか自信を持っていいですよと言うんです。いろ

いろな理由でなかなか表には出てきていないですけど。

やはり私たちが専門としている原子力というのは、今ま

で国があらゆる検査をやっているわけです。

　しかし、モノを造るということに対しては国家がやる

といったって、それは絶対ムリなんです。だから第三者

検査機関とか、そういう検査を行う事業体が、ヨーロッ

パ並に当然必要になってくると前から言われていまし

た。一番厳しい原子力でも、ようやくそういう機運とい

うものができつつあります。

　大岡・ヨーロッパの場合は、原子力でも評価といった

ところまでできると言いますね。

　古野・そうですね。ただ向こうは150年くらいの歴史を

持っていますからね。日本は工業化して100年近くなりま

すが、本当の意味での工業化は戦後からだと考えてもい

い。半世紀の間にようやくそういうところに着目する人

がだんだんでてきた。

　田渕・私も原子力をはじめ、多くの構造物の担当をい

たしました。ところが、検査にせよ、あるいは原子力に

しても従事する人数は、極めて少なく、小さい土俵の上

ですからみんなが顔見知りなんですね、ですから第三者

というのがなかなか難しいでしょうね。

　また、検査会社が直接受注しているのは構造物のファ

ブリケータであってエンドユーザではないということが

第三者の立場になり切れない最大の理由でしょうね。

　これからは、CIW認定事業者自身がバックネットにな

るような精神でいかなければいけないと思いますね。

　大岡・ところで、CIWでも非破壊検査協会の技術者で

も、きずを見つけた後にある程度適否を判断する知識能

力を具傭するということが将来必要になるとか、あるい

は少なくてもそういうことを持ち合わせていないといけ

ないという時代が来ています。ところが、学会で1ミリの

欠陥を見つけたという発表があった次の年には、0．5ミリ

の欠陥を見つけることができたという発表があると、よ

り小さな欠陥を見つけることのみが進んだ技術の様に思

われがちです。

　検出性能が上がってくるということが、ちゃんとした

情報を与えるということに繋がっているのかと、かつて

疑問に思ったことがあるんですよ。

　1ミリの欠陥があってはいけませんよという設計からの

要求がある場合、本当に1ミリを例えば±0．1ミリとか±

0．05ミリ単位で検出できるという技術を持ってこそ、そ

の次に破壊力学を適用するという考えを持ち合わせなく

ちゃいけないですよと言えると思うんです。

　ある程度破壊を知って、亀裂進展の方向を制御しなが

らオペレーションするという破壊制御設計が必要とされ
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る時代はいずれはくると思います。

　今後CIWが、欠陥或いはきずが将来ともダメージを与

えて持ちませんよ、もう寿命にきていますよというよう

な寿命評価までやる知識を持つ必要があるのか？

みなさんは、どうお考えですか。

　技術者に関して言えることは、E種のUT技術者が、A

種のUT技術者の技術に劣るといったことは絶対にないで

す。それは信じてもらっていいと思うんです。

　ただ、評価となると、E種ではカバーできない部門の必

要性から難しくなると思うんです。

　すなわち、例えば、圧力をかけた状態でUTをして、そ

れが信頼できそうにないことから、目で見たいとなると

放射線を撮ってみたいとなる。そうなった場合、E種の

UT技術者が放射線を撮れるのか？そのときは、やはりも

う一つ上のC種でもD種でもいいからRTとUTを持って

いるところに頼みたい。それに今度は破壊評価で応力が

どのようにかかっているかとか、残留応力の話になって

くると、また違うということになる。それぞれお願いす

る側がそういうことを踏まえて言ってくれないと、全部

なんでもかんでもA種、B種では世の中成り立たないと思

います。

　松浦・そうですね、そういう事をちゃんと踏まえて

言ってくれれば良いんですよね。

　竹内・今私どもは幸いにしてB種の認定を受けている

んですが、世問一般の認識はA種、B種、C種というよう

なランク付けで物事を判断するわけですから。大岡さん

が言われたように、どんどん先に進めば当然UTだけでな

くRTやSMも必要になっていくだろうと思うんです。発

注側からすると1社でまかなえれば、そんな窓口を拡げな

くてもすむという思惑もあるんだろうと思うんです。で

すが、営業で歩いていますと、『E種？うちはA種かB種

でなきゃダメだよ』なんて言う担当者もいるようですね。

　大岡・最近は、鉄骨もRTの必要性が出てきたり、変

わってはきていると思うんですよね。そういう意味で、

E種を取得したところは自分で仕事をしながら上を目指し

てもらうということが大事かなという気がします。この

座談会を通して、読者の方々に我々の想いが通じれば、

或いはCIWを深く認識して頂き今後活用して頂ければ幸

いに思います。本日は、有り難うございました。

溶接技術者とは

　溶接作業者と溶接技術者（溶接施工管理技術者）の概念

が混同されがちであるため、ISO規格等を引用し、溶接

技術者の概念を簡単に述べてみる。

　ISO3834－1994の序文には、

「品質システムの規格ISO9000sの中では、溶接は“特殊

工程（specialproce8s）”として扱われている。何故なら品

質規格に適合しているかどうかを確かめるために行われ

る製晶の試験・検査で、溶接部は完全には実証（ve雌〉す

ることが出来ないからである。」

と書かれている。

　これを受けたISO147314997の序文には、

r溶接は、溶接構造物の製作及びその供用中の性能に確信

を持てるように、溶接作業の全般管理を必要とする特殊

工程である。溶接関連の業務、例えば、計画、実行、監査

及び検査に関与する要員の任務及び責任は、明確に規定

されるべきである。」

と書かれている。

　なお、ISO14731では溶接技術者に必要とされている

知識等が掲載されているため、簡単ではあるが、ISO

14731を引用しているWES8103－1998から、溶接技術者

の責務，知識及び職務能力を抜粋したい（下表参照）。

　つまり、溶接技術者とは、溶接施工管理および監督等

をすることができる知識を有した技術者の資格であると

考えていただきたい。紙面の都合上、ISO14731－1997の

表1「考慮すべき溶接関連業務」は割愛させていただく

が、ISO14731／W：ES8103の有資格者におかれては、

ISO14731／WES8103等の存在意義を胸に、仕事に

励んでいただければ幸いである。

等　級 責　　　　　務 知識及び職務能力
特別級 ISO14731の表1に記載の全業務 溶接技術に関する包括的技術知識と施工及び管理

に関する統括職務能力

1　級 ISO14731の表1に記載の業務のうち溶接一般の施

計画と技術管理、施工基準の決定等

溶接技術に関する専門技術知識と施工及び管理等

関する職務能力

2　級 ISO14731の表1に記載の業務のうち溶接及び関連

業の監督指導、現場管理、施工記録書の作成等

溶接技術に関する基礎技術知識と溶接施工に関す

職務能力

8



zrRUMP那UM鷹799の

3．CIW試験問題解説

　NDT技術者に対するISO資格試験間題の形式は、多項

選択式である。そこで渦流探傷試験問題にこの形式を取

り入れてみた。この形式は解答群に4～5つの文章があ

り、それぞれの文章の正誤を判断して、題意に沿って適

切なものを選ぶ問題である。この種の問題は、解答群の

正誤をすべて正確に判断しなければ得点にならないの

で、受験者にとっては非常に厳しい問題といえる。

　以下、過去に出題された多項選択式問題の中の1つにつ

いて解説する。

　次の文は、試験コイルのインピーダンスについて述

べたものである。正しいものを選べ。

　a，試験諏イルのインピーダンスが工00Ωで、抵抗が

　　10Ωのとき、リアクタンスは99．5Ωである。

　b・材料の形状、寸法、導電率、透磁率などは、試

　　験嵩イルのインピーダンスに影響を与える。

c．導体に近接している試験コイルのインダクタンス

　　は、試験周波数が高くなると試験体中の渦電流に

　　よる反発磁界によって減少する。これにより試験

　　コイルの正規化インピーダンスも減少する。

d．試験コイルの巻数が多くなるとインダクタンス

　　が減少し、抵抗が大きくなるため、認イルのイ

　　ンピーダンス値は大きくなる。

e。抵抗が2．0Ω、インダクタンスが45．0μHの試験

　　コイルにおいて、試験周波数が8kHzの場合のコ

　　イルのインピーダンスは、およそ9Ωである。

　aはコイルのインピーダンスを表す式を覚えていれば問

題ない。Z雛廊の式を、リアクタンスX篇麻
と変形して計算すると、

X犠廓　雛緬煎
　＝厄“一

　　≒99．5Ω

となり、aは正解であることが分かる。

bは、図1に示す貫通コイルの正規化インピーダンス曲線

から知ることができる。図中の横軸は抵抗成分であり、縦

軸はリアクタンス成分である。ここで注目するのは£／f。

というパラメータであり、fは試験周波数を、またf。は特

性周波数を表わす。f。は次式で表される。

　f。＝1／（2πσμb2）一一一一一一一（1）

　式（1）には導電率σ、透磁率μ、寸法（半径b）が含まれ

ており、これらの中のいずれが変化しても鳥が変るため、

f／f。が変化して曲線上を動くことになる。曲線上を動く

ということはインピーダンスが変化することになる。ま

た材料の形状の変化は、充填率ηの変化であるから、充

填率が低くなれば図中の（0，1）方向に向かってインピーダ

ンスが変化することになる。したがってαは正解である。

1．0

0．9

　0．8
η寓0．25

　0．7

　　　りの　
翫η＝α5。

§

　　　0．4

　0．3
η零0．75

　0。2

1
、、　、　、 2
　、、

10＼

、

σ謡

・29
、、 、、

6
　　塾　　　　も

0α、　　　砺

㌧1

、

〆

㌧ 20 10

　㌧

01

魯b
20

σ

100
20

400

〃た

　　　　　0．1

　　　　　　　　　　　　　　z㎎α」　　　　　0　　　　η犀1．000，10．20．30．4　Z。

図署　無限長ソレノイドコイルのインピーダンス曲線

　　（材料：非磁性、η：充填率）

　cは、試験コイルに生じている現象とインピーダンスと

の関係である。ご存知のように試験コイルは、多数回巻

線したものである。一つのコイルを考えるとき、自己イ

ンダクタンスLは、L＝Nφ／iと表せる。コイルの巻数が

一定とすると、上式より、コイルを通過する磁束φが多

いほどインダクタンスLも大きくなる。反発磁界にあえ

，ば（空気中ではμ＝μ。であり、空気中の磁界と磁束は同

一と見なすことができる）、試験コイルによって発生した

磁束は減少する。試験コイルのインピーダンスは、抵抗

R2とリアクタンスX2（謹（2πfL）2）の和の平方根に比例す

るので、インダクタンスLの減少はインピーダンスの減

少となる。したがってcは正解である。

　dは、同じく試験駆イルのインダクタンスの問題であ

る。前述のようにインダクタンスは、コイルの巻数に比

例して大きくなる。また巻数に比例して抵抗も大きくな

る。したがって前述のcから明らかなように、コイルのイ

ンピーダンスは大きくなる。dは、インダクタンスが減少

するとした所が間違いになる。

　eは、インピーダンス多の式に、与えられた数値を代入

して計算すればよい。ここでX＝2πfLである。

Z＝麻
　篇一　＝厩
　≒3．0Ω

となり、aは間違いである。
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4．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来
　　　（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、試験及び品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（the　O伍ce　ofAtomic　EnergyfbrPeace）

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（S犠㎡ace

Metho＆）の技術者の技術取得のためのトレーニング及び他

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ロ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

コース及びセミナー／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。この協会の主な臼的は、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、民間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

レーニングコース以外に表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。

　　　　　　　　　表1
NDT・Tra主ni皿gCour80（Dur主ng夏986～1991）

Year D“rat重o駄 Metkod 0どgan孟zer 　　No　of

art主ci　an拓
1A鷺AExper七8

1986 12．26Dec RT－2 OAEP＆璽SN嬰 18 Dr，00KA
1987 23Nov・5Dec R孚一2 OA冠P＆？SNT 11 磁r．GILLESPIE
1988 10・25M＆y

2．27Nov
UT－2
T－2

OAEP＆TSNT
8玉3 Mr．GILMOUR

Dr．00KA
1989 15・31May

－17醤ov
UT－2
M－2

OA猛P 19

2
Mr．JAMALUDD1N
麓r．HARD三NG

1991 9－24May
－250醜

UT－2
M－2

OAEP 17

9
Mr．GILMOUR
r．TRAVAGL…NI

Semi訟ar8／Workshop8（Dur圭ng　l987～1991）

Year Sem呈nar8／Work曲OP8 Duratio玖 Organ圭zer 　　No　of

arもicipant8
　Ho8t
ountry／

st重むuもe

玉987 Natio丑a三Semまnar80n
DT　Per80ロnel　For
SO　Sもa雌ard

190cむ OAEP／
SNT

45 Thailan4／
　TISI

1988 Natio皿al　SGmi皿ar80血

e鳳erg三NDT

25－27
uユy

OAEP／猛IT 26 Thailand／
　E玉丁

1989 ★Na七乗o無al　Seminars

丑　NDT　AゆP生ication
or　Ma登a　er

26・28

a取

OAEP／EIT 74 Thaila駄a／

　E至丁

1991 RTC　Wor致曲OP80臓UT
or　No昼一Meもa叢1三c

11－15

ov
IAEA 玉3 丁駐a温and／

　R夏丁

1991 Nationa三Sem三nar80繊
D里Apprecia乞ionεor

ana　er

18・19

ov
OAEP／

M三丁

33 丁蓋＆iland／

KMIT

R冠MARK
　☆　　　鵯　　Re貸疑e8七ed　l　Exper七from　IAEA

RT－2　＝　Raδ重ogral｝溢icTe8もingLeve玉2

S　M－　2　　鴬　　Suでface　Method　Level2

UT－2算Ulもra80nicTe醐ngLeve12
0AEP　犀　Of叢ceofAtomicEnergyForPe＆ce
I　A　E　A　鴨　1煎erna七ional　Atomic　Energy　Age鍛cy

T　I　S　正　＝　　丁強寂i1ndu8tria玉Stan（lard8亙n8匙iもute

E　I　T鷺丁鮭e伽9三取eer重ngln8tituteofT五a繕andUnderH，M．TぬeKing’6Patro且age

R　I　T　冨　Ra∫amangala　h8批u皇e　ofTech鳳010gy（Patumtan三Camp疑8）

KMIT還照登gMongkuも’8峯麟itute・fTec赴n・韮・gy
T　S　N　T　＝　？離a重Socieもyεor　Non－De8もrucもive　Te8嫉血g
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Na嫉ona汀r＆鋤厩gCour8e（1994）

表2

Year Me書hod D無ration 　　No　of

art主ci　a批s

No　of

a88in
Part立c孟patin

　Secもor
Orga撮zer

1994 u留一玉 28FEB4MAR 31 31 G／S／P OAEP
UT－2 2－17JUN 玉6 9 G／S／P OAEP
u1臼一1 26－30JUL 20 17 S OAEP
RT一玉 29A”G・2SEP 33 17 G／S／P OAEP
RT－2 12・27NOV 20 4 G／S／P OA猛P

国除トレーニングコース（1995）
Year Me七ho虚 D降rat重o職 　　欝o　of

ar暫ici　ant8

No　of

a8sin
Parεiciβa椴n

　See亡o了

Organizer

三995 UT一芝 13・17MAR 28 27 G／S／P OAEP
RT－1 15－21MAY 16 9 G OAEP＆R茎

　　丁

RT－1 29MAY，2JUN 17 11 S OAEP
R望一1 5・9JUN 21 12 G／S／P OAEP
u？一1 19・23JUN 20 16 S OAEP

REMARK：
U学一1　　Ultra8・nicTe8ti丑gLeven
U　T－2　　　Ul色ra80駐ic　Te8綴ng　Leve茎2

RT－I　　　Radiograph五cTe8t藍ngLeve玉l
R　T　－　2　　　　　Ra4iograghic　Te8犠皿g　Leve玉2

S　M　－　1　　　　　Sur£ace　Meむhod　Level　l

G　　　　　　Government

SStaもeE獄terpri8e
P　　　　　　　　Priv＆重e　Secむor

　　　　　　　　表3
WORK　PLAN　FOB　NATIONAL　TRAINING　COURSES　PROGRA瓢ME　FOR三996

Nat証o£al　Train血g　Cour8e8

Ye＆r Metぬod Dura瓠o羅 Nu皿わer　of

artici　a丑t8
Number　of

a88加
Par亀まcipaも圭n

　Sector
Orga厭izer

1996 R嬰一2 18Ja職・2Feb 20 G／S／P OA猛P
SM－2 247M段y 20 G／S／P OA溺P
UT－2 22Aug・6Sep 20 G／S／P OAEP

REMARK＝

RT－2　　 Radiograph重cTe8tingLevel2

SM－2　　　Su1faceMethodLevel2
U　T　－　2　　　　　Ult翠a80nic　Test三ng　Leve12

GGovernme詮t
SGovernment
P　　　　　　　　　Prまvaも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

　NDT活動の“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

………………………娩UMP耶UM椛鳥799の

　　　　　　　　　表4
Certi甦cation　Progra皿me（1）unng　l985・1995）

Yeaτ NDT　met鼓od N聰mber　ofPer80皿e1 Toね茎 0τganizef
Level・1 Leve三一紅 Leveレ測

1985 R肇一1 15 ｝ ㎜ 玉 OAEP＆TSNT
1986 RT－1Rで一2 5 4 皿 2 OA猛P＆TSNT
ま987 RT－1RT－2 18 8 『 3 OA猛P＆TSNT

UT－1 21
1988 RT－1RT－2 12 7 ㎜ 5 OAEP＆TSNT

UT－1（n），UT－2 20 5 一

1989 UT－1UT－2 12 玉2
『 4 OA猛P

S瓢一1SM－2 31 玉5
｝

1990 汎肇一2
㎜ 12 ㎜ 3 OAEP

UT一1UT－2 21 16 一

1991 UT－1（凱）UT－2 43 王6
皿 5 OA猛P

SM－2 ㎜ 12
一

1992 RT－1ET－2 13 5 ｝ 3 OAEP
UT－2 一 3 ㎜

1993 RT－1（無）RT－2 47 13 』 7 OAEP
UT一玉（照） 36 ㎜ 皿

王994 RT－1 17 ｝ ｝ 5 OAEP
UT一玉（皿）UT－2 53 9 一

玉995 RT一玉（思）R雪一2 37 4 一 7 OAEP
UT一薫（斑S嫉一1嚢 43 ㎜ 皿

GRAND　TOTAL 444 141 45 OAEP

RE瓢ARK：
費S　M－l　Planning　o【監14・21Sep．1995

RT　　篇　　Rad重ogr＆P短c　Te8ti騒9

UT　篇　U茎tm80丑ic　Te8ting

S瓢　論　S疑r£ace　Met』od

（）嵩Time80fTrai職ing
TSNT　篇　　Tha主Socie七y婁or　Non－De8trucもive　Te就ing

OAEP　　繍　　0‘登ceo£Aもo珊孟cEnergyForPeace

聾DT　SeN三ce
玉．PAE　Co．，Lもd．

2．SIWA　Co．，玩d．

3．SGS　Co．，Lt虚．

4．丁融I　Co、，Ltd．

表5

NDT　Related　Serv藍ce

S乞ate　Enterp嫉8e

　L　The猛玉ectコ厳cまty　Ge鋤er＆t重勤g　A駄糠鳳ority　of　Tha旦and．

　2．丁込a三Airway81皿temationalCo．，Ltd．

　3．Pe翻o豆eumAuthor孟ty　ofThailan己

　4．Tha圭land　In8象i㌻u乞e　ofScience＆Tec勧nologica豆Re8earch．

Priva乞e　Sector（Indu8trie8）

　！．管h＆i　oil　Co．，Ltd．

　2．E880Co．，Ltd．

　3．Siam　Ciむy　Ceme紅むCo．，Lt｛玉．

　4，Bankoヨ【S赴ipyard　Co，，L叔董．

　5，Si臓o。Thai　Eugi鶏eering＆Con8tr犠ct藍o鳳Co．，L執i．

　6．Nawa蓋o血a・丁五＆i　Development　Co，，Ltd．

　7．A8重an　Stee茎Pro達uc七Co，，Ltd．

　8．1観三a丑・丁虹a五Develogmen乞Co，，Lもd．

　9．A．C、K．猛ng重neering　Co，，Lt嫉、

　玉0．W＆甑臓ap8孟8an　E丑gineer童ng　Co，，L楓

　11，0mic　Technica垂Service8Co．，L乞d．

　12．EMCO（丁五a銭an｛産〉Co．，Ltd，

Governmeロt　Agencie8
　1．　学血ai三ndu8審r重al　S急a五｛圭ar〔五In8七藍乞ute．

　2．Nogk翫由Ind臓8亀ria1＆Boat　Buik嚢Tra加丘鶏g　Ceatre，

　3，D叩artme滋of歪ndu8trial　Work8．

　4．Depa蔦me莇of　Nuc三ear　Tec込嚢ology，C蝕ulalongkom　Un重ver8孟ty，

　5．飛ajamo職ga叢aln3t三楓eofTec虹皿ology．

　6．AerOEaut三ca1Eng重neer加9，

　7．Ki皿g　MoBgkut’8三n8擁tuもe　of　Tec』no茎ogy．

　8，醤avamoc数yardDepa！tmept、

　9．Publ玉c　Wo7k8Dep麟ment．

　10．Degartmen生ofSセi夏m㊦volo卿e風
　｝1．Me堀一Work油g＆Mach恥ery　Iロdu8亡ria三Degar鋤e窺t三孤3臆ute．

　12．Ordnance　Depa7tmenも，

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目されつつ

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。平気だと言う。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

た雛シア行きが決まってからはロシア語講座で勉強も

し、多少の日常会話は・…との自信があった。まずは挨

拶からと「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、「パニマイェッチェ（わかりま

すか力と言うから、「ニエパニマーユ（わかりません）3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（日本人〉・…　」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。二度目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

ぴ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。3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鼠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。

　次の日の夜は仲問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。仲間とは、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、時問はたっぷりあった。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。

仲問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欝的で行政の指導のも

と屑棚ヒ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3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㈱社長の

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

模石油傭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j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。

　北海道は日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、F＆x（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16β（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）

（廿）　2級対象研修会

　東京地区：9月2日（木）～9月4臼（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2β（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）

（廿i）特別級応用編研修会

　東京地区：9月22日（水）～9月25目（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）110月29日（金）

“男の台所”奮鞍宏⑥
私の家では化学調味料の類は30年間使用しておりませんが、料理のテキストでは、材料の量、調味料の量が表示され

ているので、テ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、調味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

と味甜を合わせたものに生姜の絞り汁を加えるのですが、加える生姜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。

各野菜の香り、昧が楽しめる精進料理ですが、野菜の和えものが食べられなかった銀座のバーのママが、この方法で

作ったら食べれるようになったと報告してくれました。多分、生姜の絞り汁が食を進めることになっているのではと思い

ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰭の壬吸老

◎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、熱湯で苑でて水

を張ったポ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》
　O　「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

　　関する指針及び同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」及ぴ

　　r建築鉄骨溶接部検査の留意点シート」につい

　　て
　《実習》
　○　「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．r基本問題検討委員会』及びr営業小グルーブ

　会議3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｛㈱検査サービス｝

岩田雅史氏｛㈱インテック｝

宮部彰氏｛㈱シーエックスアール｝

鯉田長生氏｛非破壊検査㈱1

岸上豊氏｛㈱ダンテック｝

尾崎忠義氏｛エース・エンジニヤリン

　　　グ㈱｝
田井牧夫氏｛日本溶接検査㈱｝

濱田郁也氏｛東亜非破壊検査㈱｝

（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
　　O　技術委員会、倫理関係との連携

　　O実勢価格対応
　　○その他
　☆☆　基本問題検討委員会☆☆

　　○　協議会として会員意見による課題発掘

　　○　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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　『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

プ獄としての技術の研鎭に励み、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。
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難i……號RUMP那UMM卿99の
1．現場のエラー防止7ポイント
日本非破壊検査��
安全管理部木下　義高
　航空安全機関や専門家の問で、盛んに航空事故と人の
関係が総合的に研究されて、「ヒューマンファクターズ」
という学問分野ができてきました。
　全臼空で発行している「ヒューマンファクターズヘの実
践的アプローチ」という小冊子では、その内容を「現場の
エラー防止7ポイントjとしてまとめています。
　これらのエラー防止のポイントは、いずれも自ら行う
ことができるアクション型になっており、また何故その
アクションが必要なのか、または重要な特性は何かと
いったことと組み合わせて、覚え易い標語調にしてあり
ます。これら7つのポイントは、一般的な多くの現場で
も役立つ内容だと思われますので、非破壊検査の現場に
適用しやすい形で紹介してみます。
1．謙虚な気持ちで『セルフモニター』
　人間は自分で気をつけたつもりでも、また自信をもっ
てやったことでも思い込みなどによるエラーは免れない
ものです。ましていい加減な気持ちでやっていればエ
ラーがない方が不思議です。人間の信頼度は一つ一つの
操作では必ずしも高くないのですが、適度にセルフ
チェックを入れることによる信頼度の向上には絶大なも
のがあります。
　指差呼称・チェックリスト等いろいろな形で標準化さ
れているものがあります。有効に活用しましょう。
　r自分は絶対にエラーなどしない」と、高慢な考えを持
つことは非常に危険です。そうではなくて、「自分はエ
ラーをしても必ず自分で見つけて累が他に及ばないよう
にするのだ凄という、自分としての品質保証の考えをしっ
かり持ち、常に謙虚な気持ちでセルフモニターに努める
ことが、エラーに対する抵抗力の向上につながります。
2．互いの気配り『チームモニター』
　人間は自分では気をつけてやったつもりでも、また自
信を持ってやったことでも、思い込みや勘違いによるエ
ラーは避けられないものです。そして、いったん思い込
んでしまうと「セルフモニター」ではどうしても気がつか
ない場合があります。このようなときに「大先輩だから間
違うはずがない」とか、「任せたからには臼出ししない」と
いうことで、頼りきり、任せきりにすることは大きな誤
りです。
　人間はだれでもミスをおかします。さり気なく見てい
て、万一間違えたと思われるときにはアドバイスをして
みるという『おとなの気配り』がエラーを未然に防ぎま
す。作業開始前の上司の一声、ポイントの念押し、仲間
同士の一声運動などがエラーに対する抵抗力を高めま
す。
3．いつもと違うとき、リスク大のとき、
　　高めよrアウェアネス』
　rアウェアネス」というのは、「注意すること」「意識する
こと」といったような意味です。人間はできる限り頭の中
につくられているパターンに従って行動しようとしま
す。そのほうが消費エネルギーが小さいからです。とこ
ろが、いつもと違うとき、今までのパターンで処理でき
ない場合でもこの意識が働いてしまいます。たとえば、
駅に行く途中でポストに手紙を入れるつもりが、つい忘
れてしまって駅についてから気付く、というようなこと
です。
　いっもと違うことに対する警戒心をなくしてしまっ
て、大失敗をやらかしてしまう、事故を起こしてしまう
ということになります。とくにプロが自分の仕事に慣れ
1
�

C筋通信
きってしまったり、機械に頼りきってあるいは同僚に任
せっきりにして、知らず知らずのうちに警戒心をなくし
ている状態は不安全な状態であるともいえます。
　「アウェアネス」によって、大脳に注意力を集中するこ
とが必要です。ところが、大脳の特性として常に注意力
を集中するとすぐに疲れてしまいます。長時間の集中力
を維持できるようには人間の大脳はできておりません。
本能的になるべく注意力のいらない形で情報を処理しよ
うとします。「注意力が足りないから事故を起こしてし
まった」ということは、大脳生理学的にはおかしな考えで
す。だから、『事故を起こさないように注意しましょう」
ということで済ましてしまうのも、役に立つ方法ではあ
りません。
　現実的な対応としては、特に必要なときに意識的に「ア
ウェアネス」をたかめる工夫が必要になるわけです。過去
の例からリスクが高いことが分かっている時や、起こる
可能性の高いリスクを予知してモニターする、このこと
によって『アウェアネス」の訓練ができ、身についていき
ます。
4．十分な情報で
　　rグッドコミュニケーション』
　人は物事を判断するときに、過去に経験した類似の事
例だと考えようとする傾向があります。情報不足である
にもかかわらず「あれだ」と誤認してしまいます。あるい
は、過去によく経験したことがまた起こっていると考え
る傾向もあり、「またこれだ」と考えることになります。
　大脳の関与レベルとしてrスキルベースの行動」が一番
楽な情報処理方法です。これはくり返しの練習によって
体得した自動的な感覚・操作パターンによって行われる
行動のことで、いったん身に付けばその後は脳の中枢は
ほとんど関与しないで、知覚情報に対して無意識に操作
をすることができるという極めて便利な行動です。
　あるスキルを実行するかどうかは大脳が判断するので
すが、十分な情報がなかったり、あるいは何かに気をと
られている時には間違ったスキルを実行してしまいま
す。交差点で信号が青にかわるやいなや発進してやろう
と思っていると横断中の歩行者に気がつかなかったりし
ます。化学プラントの事故の統計を見ても『認知ミス」「判
断ミス」「操作ミス」が大きな要因になっています。
　チームの中でコミュニケーションを効率的に的確に行
うことも「情報の正確な伝達」には重要です。そのために
は用語や方式の標準化が大事です。人は初心のときは教
えられた方式できちんとやるものですが、慣れてくると
勝手に省略したり、自己流になったりすることがよくあ
ります。相手のパターンが自分とは違うことを常に忘れ
ないでください。漕内作業で客先が酸欠測定をして0：Kが
でたが、入って奥の方で計りなおしてみると、18％以下
であった等ということがよくあります。どの箇所で計っ
た値かという情報が伝わっていなかったわけです。
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5．安全を先取り『危険予知』
　危険予知（：KY）は、全産業で活用されている安全先取り
の実践手法です。通常のやり方としては、作業の開始前
または「危険のポイント」が潜む作業現場の要所要所で危
険を予知し、指差呼称で自問自答することによって自ら
の意識レベルをたかめ、「うっかり」「ぼんやり」「不注意」
といった人問特性に基づくヒューマンエラーを回避させ
る活動です。ですから、作業前のKYだけで終わらせるの
では効果が半減します。実際の作業中の「指差呼称」に活
かしてこそ有意義なものとなります。
　r危険予知」にはヒューマンエラーを防止するうえで非
常に有効な活動ですが、ともするとマンネリになりがち
です。特に「定常作業」においては、毎日同じ項目が：KY
ボードに書かれているというようなこともあります。人
間の特性によるヒューマンエラーを回避するための「予知
能力」を研ぎ澄ますための訓練（トレーニング〉であると考
えれば、昨臼と今日では自分の体調も違うし100％の定常
作業などはわけないですから、潜んでいる危険を見つけ
だすことはできるはずです。「昨夜は飲みすぎたjと感じ
ていたら、階段の昇降のたびにr足元に注意3と自分自身
で指差呼称ができるでしょう。
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中央労働災害防止協会編危険予知のすすめから
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6．基本の理解で
　　ノーバイオレーション
　バイオレーション（viola樋on）とは、法律・約束などに
対する違反・侵害の意味。意識的に規則を守らないこと
でもあります。もちろん、悪意であるいは深く考えない
で違反することが多いのですが、こうしたほうが良いと
思って、自分勝手に拡大解釈をして事故になることも結
構多いものです。
　仕事に積極的で、効率化意識の高い人ほど「規則無視」
の誘惑に陥りがちです。なぜそのような規則がさだめら
れているかといった「基本」を理解することや、「改善提
案」「検討要請書」といった制度を活用することへ向けるよ
うにしてください。
　災害の「基本的原因」の中には、安全に対する意識の欠
如があげられる場合が多いのですが、不安全行為をいつ
も指摘していて人間関係がまずくなってはと、管理監督
者が即時是正をためらう場合もあります。意欲を燃や
せ、やる気を出せと部下に訴えれば、みんなが素直に
従ってくれるものでもありません。なぜなら、安全に対
して横着な人にも別の動機があるからです。r楽に仕事が
したい。しかし、人並みにはやり遂げよう。自分一人だ
け良い子になりたくない…・」などなど。
　個人個人の安全態度には、彼の属している集団の力が
大きく影響しています。だからこそ地道な小集団活動や
安全標語の募集、ヒヤリ・ハットの申告、KYT活動など
の職場の意識を高揚させる活動が重要になるわけです。
7．皆のため．自分のためにr改善提案』
　エラーには大きく分けて。「アクティブエラー」と「潜在
エラー」があります。
　「アクティブエラー」とは、その結果からエラーを起こ
したことがすぐにわかるようなエラーで、電話番号のか
け間違いなどの例をあげることができます。「潜在工
ラー」とは、その結果がすぐには悪影響としてあらわれな
いようなエラーで、システム設計者や管理担当者、組織
のマネージャーの判断ミスなどが該当します。このエ
ラーは組織の中に潜在的に存在しつづけ、あるとき突然
のエラーと組合わさって大きな事故を引き起こすことが
あります。
　原発事故や航空機事故の場合によく、rパイロットミス
か設計ミスか」という記事を見ますが、重大事故ではこの
両方が複雑にかかわり合っている例が多いことが知られ
ています。「潜在エラー」や「不具合」を見つけたら、改善
提案によってすぐにエラーの原因を取り除くことが必要
　　　　　　　　　ノ
です。ヒヤリ・ハット報告書は詳細な情報が提供されれ
ば改善の糸口になります。また、不幸にして生じた事故
報告書も多面的な分析をすることでエラーゼロヘの有効
な対策を立てることができます。
　r改善提案」の書式にとらわれることなく、例えば業務
報告書から作業進行が遅れた理由を拾いだすとか、社員
の不平・不満の中に潜在エラーを暗示するものはないか
などの目で見ることも必要です。KYT活動はエラーに対
する抵抗力をつけるのに有効ですが、改善提案にまでつ
なげて始めて根本的な危要因を取り除くことができるも
のも多くあります。また、システム設計や管理者の判断
ミスによる潜在エラーは改善提案でなければなかなか気
がつかないという側面も持っています。
　「現場のエラー防止7ポイント」は全日空で開発された
非常に有効な手法です。充分に活用して事故ゼロに限り
なく近づくようにしたいものです。
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2．CW通信rRUMPES』座談会
CπV灘讃蕗談会ブ
田渕灘鱗難穐瀞＊飯簿猛晶クリ7サイエノス協会邸跡
松浦繕夫、、，ii鍍i磁｝舞椴壊棚綴輿協会
』末岡　紀一無β電療塵力研糞所衰驚蕩究齎
前回のRU隔P∬Vo1．13No．2では、ベテランの方々から、新入社員に対して忌揮無きご意見
を戴きました。今回は、社会的にも認められてきているCIWに対して、ご意見を伺っており
ます。どのような話が飛び出すやら、お楽しみ頂ければ幸いです。
　大岡・非破壊検査が社会的にも技術的にもその地位を
向上させてきた背景には、（社）日本非破壊検査協会（NDI）
の資格によって世の中全体のレベルがアップしてきたと
思います。CIW認定委員会としては、そのような資格者
の集団を一つの頭脳集団に置き換えて、個人プラス周り
の者で検査をするという位置付けで認定業務を行なって
います。個人の技術からもう一歩進んで頭脳集団とした
場合、どのようなメリットがあるのかという観点から見
ると、このCIWはどのように進んでいったらいいのか。
皆さんにお話を頂きたいのですが。
　田渕さん、当初CIW検査事業者協議会（協議会）をつく
られた経緯をお話下さい。今たしか159社に至って全国各
都道府県を網羅するようにはなったんですが。
　田渕・NDIの資格を持っていながら、さらにCIWの同
様の試験を受験するということは、当時は非常に抵抗感
がありました。
　さて、協議会の話をしますと、最初、CIW認定事業者
は、30数社だったと思います。なかなか世間では、認知
してくれませんでした。そこで、やはり業者の手で認知
してもらうような運動を始めようではないかと、協議会
をスタートさせました。それまでは、非破壊試験関係の
振興協会がありましたが、そこではそんな運動もなかっ
たし。
　遠藤・当初一番抵抗を感じたことは、CIWの試験に合
格しても会社を辞めたらその資格が全部消えることで
す。
　田渕・語弊がありますが、私がやりましたのは、資格
を取れば給料のアップがありますよということで、一生
懸命勉強させました。
　遠藤・ただそこまで苦労して試験に合格したのに、会
社を辞めたとたん全部資格が消えてしまうのです。それ
が、CIWに対して皆さんが非常に抵抗をおぼえていたと
ころなんです。
　田渕・CIWは会社自身を認定するわけで、個人を認定
するものではないですから。会社として社会に認知して
もらうためには公な資格を取得して認定してもらおう、
というのが協議会スタートのかけ声でした。そういう趣
旨に賛同したところが、協議会に入ってきたわけです。
ただ、一番間題なのは、例えば一つの構造物を造るとき
に、検査会社ではRTで何枚撮影しますとか、’UTを何
メートルしますとか言いますが、客先からは検査会社は
いったい幾らで検査をするのかと言われ、その形の契約
が実際に行われているわけです。これで果たして本当の
意味での非破壊試験なのかという問題があると思うんで
す。医者に行ったら、レントゲンを1枚撮影したら何円
と決まっています。ところが非破壊試験の世界では、あ
る時代は5，000円、時代が変わると1，500円という価格競
争もあるんです。認知の度合いなど、まだまだ課題が多
4
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いと思います。
　遠藤・それについては、私もやはり感じています。た
だ、CIWは個人がもっと喜んで受けられるようなシステ
ムにしてほしい。お金以上に何かがあるような。
　田渕・資格自体よりも、業界の中で検査会社の世間に
対する実力をさらに向上させなければならない。そのた
めに、やはり若い人を教育しなければならない。教育す
るための投資ができるような売り上げを上げなければな
らない。そんへんのジレンマがあると思うんですよ。
　松浦・CIWも本当の意味の第三者として、昔で言えば
マルネやロイドのように認知されていれば、モノ作り屋
の認識が違うと思います。わたしもモノ作り屋ですから
よく分かるんですが、昔のムーディなどは、そりゃごっ
つい権威だったですよ。資格などは関係無しで、その人
の検査を通らなけりりゃパイプが通っていかんというこ
とははっきりしてますから。CIWがそのぐらいの権威を
もっためには、どないしたらいいかという大きな問題が
あります。検振協も一緒です。査定委員として日本全国
回ると、『この資格を取得して何か良いことがあるのか』
と聞かれるところから始まります。
　そのへんはちゃんと説明はしますけど。資格の再審な
んかになりますと、『やめようと思ってますねん』と言わ
れたりもします。その時は、『ちょっと待って下さい。こ
れはもっておった方がいいんですよ。あんたとこの商売
の宣伝にしなさいよ』と言って納得してもらっています。
今でしたら、ISOに移行してもらってますけど。
　田渕・例えば（社）臼本溶接協会（日溶協）が行なってい
る溶接技能者の検定は、昔から歴史があって権威付けら
れてますし、その資格を持たないといけないなんて私ど
もも思っていた時期があったものです。それと同じくら
いの権威付けが必要なんじゃないでしょうかね。
　大岡・世問の認知ということで言えば、1968年に非破
壊検査協会の認定試験が始まって、皆さんのような関係
者の努力で、有資格者が35，000を越えました。
　それだけ成畏してきますと、仕様書などには否が応で
もNDIの資格者を書くしかないところまで追い込まれて
きています。それだけ社会の二一ズが加わってきたとい
うことがあります。
　故・石井勇五郎先生にお会いした際、先生は開ロー
番、『大岡君、当協会でやっているCIWのE種というのは
本当に技術のことかね？お金ではないかね』という質問を
受けました。『先生、お待ち下さい。べつに当協会はお金
もうけということでE種を設けたわけではありません。
一つには、人数は少ないかもしれませんが資格を持って
いるということがいかに世間に認知されるかというスタ
飛
魚
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ンスがあります。そこをご理解していただきたい』とお応
えしました。
　また、3種を持っているからということだけで、二人や
三人で非常に大きな会社の下請けをやっているというこ
とが目立ちすぎた時代があったので、そういった人たち
を地方に分散させていていいのかと。それで、『資格を取
ることによってE種の人たちがD種を目指し、あるいは
C種を目指すといったことになってくれれば非常にE種
をつくった意味があるでしょう。決してCIWというのは
政策的な話ではなくて、技術を中心に据えて認定業務を
行なっていますよ』とご説明しました。
　私はCIWの位置付けというのは、最近は鉄骨分野など
様々な関係者がCIW認定事業者を指定していますので、
ある意味では重要な位置付けになってきているわけで
す。だからCIWがもっともっと伸びるためにはどういう
ふうに考えたらいいか、お気づきのことがあればお話し
ていただきたいのですが。
　竹内・E種認定の検査会社の営業マンと話す機会があ
り、その方が『最近大手ゼネコンは第三者機関の認定をと
いうことでA種かB種じゃなければダメだよ』と雷われ、
その営業マンは『当社はUTを専門にやっている会社で、A
種やB種でなくてもE種で十分対応できます』とアピール
したそうです。ところが、大手ゼネコンは、ただ単純に
A種とかB種、D種まで認定をされている検査会社じゃ
なけりゃダメだと頭ごなしに断わるそうですね。
　遠藤・それはね、日本の社会の悪癖でしょうね。
　竹内・そうなんですよ。だから逆に大手ゼネコンの考
え方というのを変えていってもらうような努力をしなけ
ればならないと思います。A種・B種であれば安心して
いられると思いますが、A種・B種といっても部門が増
えているだけですからね。
　大岡・たしかに大手ゼネコンは、EよりはD、せめて
A、B種くらいは最低限ないと困りますよと言うようで
すね。だけど検査会社の立場からは、E種としても専門
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的にやっているんだからいいじゃないか、鉄骨も二一ズ
はUTだろうということで攻めることが出来ると思うんで
すけどね。
　田渕・医者で言えば、尿検査だけできるのがE種だ
と。X線検査をし、心電図を取ったり、脈拍や体温を
計ったり、トータル的にできるのがA種だと思います。
私どもにしてみれば単科医に行くか、総合病院に行くか
ということと一緒だと思うんです。
　遠藤・今の社会通念はそうなんですよね。
　田渕・航空機の検査に見られるアメリカ流の合理化で、
ボーイング社のメンテナンスマニュアルという凄いもの
があります。『疲労破壊を見つけるためのX線検査はどこ
の箇所に、どこの会社のどういう機械を据えなさい。そ
こから何フィート離れたところにコダックの何番のフィ
ルムを貼り付けなさい。現像はこんな条件でしなさい』と
までちゃんと書いてあるんですよ。ですから判断する必
要は何もないわけです。
　一回やると消えてしまう、つまり後で客観的に評価で
きないUTだとかMTだとかは、検査する人の技量によっ
て判断が変わってくる主観性の非常に強い検査ですよ
ね。逆に言えば、こういうのは信用度をみるというお客
の方が、かえって検査会社としては歓迎すべき相手じゃ
ないかと思うわけです。そこにCIWの値打ちもありま
す。どこでもいいから安い方が良いでは困ると思います
ね。
　松浦・私は、現場の人を捕まえて、『あなたの書いたレ
ポートは、大手検査会社の人が、会社の名前で書いたレ
ポートと同じだよ』と言うんです。E種の会社は、卑下す
ることはないんですよ。
　A種のUTもE種のUTも、同じなんですよ。また、当然
同じようでないといかんわけです。ところが世聞という
かゼネコンの認識が低い。UTとか一つひとつの非破壊検
査に対して分かっとれば、そんなことは言うはずはない
んですよ。逆に言えば、大手のA種の会社に検査を頼む
よりも、E種の会社に頼んだ方が安く検査してもらえる
かもわからんわけですよ。
　田渕・阪神大震災の後、あちこち行って神戸の壊れた
構造物を見ましたけど、これは非破壊試験とはあまり関
係のないようなところでほとんどがオーバーロードで壊
れたんだろうと思うんです。ただしそういうのを見て判
断できる人が居る検査会社でないといかんと思います。
例えば、明石大橋のメンテナンスに関して言えば、あれ
は100年間保たすということでボックスの集合溶接の検査
をしています。あの検査にはUTの自動機が使われている
んです。自動機だけ使えたらE種だけでいいのかという
と、やはり総合的に判断できる、あるいは疲労破壊を事
前に予知するということの判断ができる必要があろうか
と思います。
　遠藤・きずを見つけるだけではなく、非破壊検査を
もっと延畏するためには、材料と強度が分かってこない
と。強度ということは疲労試験から先までちゃんと判定
できる人問が居ないといけないということですね。
　田渕・それは将来的には当然必要になってくると思い
ますね。モノが壊れるということは疲労か脆性破壊する
のか、あるいは腐食で痩せていくのかですからね。
　遠藤・鉄道車両の車軸は、早く壊れては困るわけで
す。だから、きずが入ってもある程度の期間は保つわけ
なんです。現在は、鉄道車輌系統の車軸についてはちゃ
んとグラフを作り、このへんまで行けばダメだから取り
替えると、その前に警告を発して次の準備をし得ること
ができるはずなんですよ。
　田渕・メンテナンスの検査というのはみなそうです
ね。
　松浦・非破壊検査はとにかくきずを見つけてそれがど
んなきずでどんな大きさかがわかればそれでいいんだ
と、そこから先は別の人がやらなければならいないとい
うことですか。
　遠藤・きずを見つけるだけだったらそれだけになって
しまう。だから、破面検査を非破壊検査の人間に勉強さ
せて、ある程度分かるようにしておかないといけない。
　松浦・非破壊検査できずがでます、むろんクレームも
おこります、そうするときずの原因を会社全体をあげて
切ったり、腐食検査したり、いろんなことをやって最終
レポートが出るわけです。それを読むと今おっしゃった
ことが分かってきます。門前の小僧でそれは勉強してき
ました、だから私が一人でクレーム処理に行ってもこの
きずはこういうふうにしてできたんですよと、ただしど
こまで使えるかということはあんたが考えて下さいと。
結局、そんなもんだと思うんです。
　きずが発生する理屈は分かった方がいいと思います・
このきずはどうしてできたのかとというのは。ただ、解
るようになるまでは、やはりある程度勉強しなければな
らない。溶接の欠陥でも同じです。ブローホールはどの
ようにして出たとか。ところが、非破壊検査の技術者に
対して、鉄筋にそれがあったらどないなるねんというと
ころまで判れというのは大変だと思います。
　田渕・それじゃ発展がなさそうに思うんですよ。そし
たら、CIWなんていらない、NDIの資格だけでいいとい
うことになるのでは？
　松浦・私が言いたい事は、こんなきずがありましたと
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レポートを出した時に、全体として大丈夫ですよとは言
いやすい、しかしここがこうでダメですよとは言いにく
いですよ。
　遠藤・ある程度まできずに対する判断が示せるような
人とかが・…。
　松浦・データがあればいいんですよ、今の車軸とかは
データがあるわけです。溶接のブローホールがこうだっ
たとか、割れは別としてデータがないでしょう。パイプ
ラインのどこそこや鉄骨にどんな加重がかかるとか、ど
のくらいで折れるのかと。そりゃ無欠陥が一番ええんで
すわ。でもある程度これくらいの欠陥なら大丈夫ですよ
は言えても、そこから先のことは神さんだけしか知らん
かもしれんです。
　大岡・原子力でも、大手ゼネコンのように、A種、B種
にやってもらいたいというのはありますか？
　古野・直接そういうのは気にしませんが、ある程度、
日本人としてそんな感覚は持ちますよね。
　遠藤・発注する側ではっきりそう言える技術者がいれ
ば、かまわないんですよ。そうであれば、そこのところ
まで判断ができる検査会社か、ということになるんで
す。発注する側とこちら側のレベルで違うんですよね。
　古野・原子力の場合、小さな組織に発注するなんてこ
とはあり得ませんが。
　遠藤・でも、それで絶対大丈夫だということは、私は
原子力でも言えないと思うんですよ。
　古野・そうですね。ちょっと話が違いますけど、検査
事業というものは絶対にこれからますます成長するよ
と、ますます重要になるよと、それは医療を見てごらん
と。医者は今いろんな検査データで判断するようになっ
てきて、検査は非常に大きなウェートを占めているわけ
だし、重要性は上がる一方で、若い人たちは希望を持っ
ていいと言いたいですね。
　松浦・私は逆に、非破壊検査をやりたいという今の新
入社員に対しては、おまえ達は産業界の医者なんだよ、
いろんなことをやらないと判定できないんだと、だから
いろんなことをしなさいと言ってます。自分はX線だ
け、・超音波だけというのはダメですよと、全部やらない
といけない。それだけの基礎知識の底辺がなければ具合
が悪いという言い方をしています。
　古野・日本では第三者検査機関というのはごくわずか
な分野でしかないんですよ。
　しかし、原子力関係でも議論されつつあるのですが、
検査事業者が第三者検査機関として社会的な認知を獲得
する方向がようやく今出てきていると思うので、将来性
があるとか自信を持っていいですよと言うんです。いろ
いろな理由でなかなか表には出てきていないですけど。
やはり私たちが専門としている原子力というのは、今ま
で国があらゆる検査をやっているわけです。
　しかし、モノを造るということに対しては国家がやる
といったって、それは絶対ムリなんです。だから第三者
検査機関とか、そういう検査を行う事業体が、ヨーロッ
パ並に当然必要になってくると前から言われていまし
た。一番厳しい原子力でも、ようやくそういう機運とい
うものができつつあります。
　大岡・ヨーロッパの場合は、原子力でも評価といった
ところまでできると言いますね。
　古野・そうですね。ただ向こうは150年くらいの歴史を
持っていますからね。日本は工業化して100年近くなりま
すが、本当の意味での工業化は戦後からだと考えてもい
い。半世紀の間にようやくそういうところに着目する人
がだんだんでてきた。
　田渕・私も原子力をはじめ、多くの構造物の担当をい
たしました。ところが、検査にせよ、あるいは原子力に
しても従事する人数は、極めて少なく、小さい土俵の上
ですからみんなが顔見知りなんですね、ですから第三者
というのがなかなか難しいでしょうね。
　また、検査会社が直接受注しているのは構造物のファ
ブリケータであってエンドユーザではないということが
第三者の立場になり切れない最大の理由でしょうね。
　これからは、CIW認定事業者自身がバックネットにな
るような精神でいかなければいけないと思いますね。
　大岡・ところで、CIWでも非破壊検査協会の技術者で
も、きずを見つけた後にある程度適否を判断する知識能
力を具傭するということが将来必要になるとか、あるい
は少なくてもそういうことを持ち合わせていないといけ
ないという時代が来ています。ところが、学会で1ミリの
欠陥を見つけたという発表があった次の年には、0．5ミリ
の欠陥を見つけることができたという発表があると、よ
り小さな欠陥を見つけることのみが進んだ技術の様に思
われがちです。
　検出性能が上がってくるということが、ちゃんとした
情報を与えるということに繋がっているのかと、かつて
疑問に思ったことがあるんですよ。
　1ミリの欠陥があってはいけませんよという設計からの
要求がある場合、本当に1ミリを例えば±0．1ミリとか±
0．05ミリ単位で検出できるという技術を持ってこそ、そ
の次に破壊力学を適用するという考えを持ち合わせなく
ちゃいけないですよと言えると思うんです。
　ある程度破壊を知って、亀裂進展の方向を制御しなが
らオペレーションするという破壊制御設計が必要とされ
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る時代はいずれはくると思います。
　今後CIWが、欠陥或いはきずが将来ともダメージを与
えて持ちませんよ、もう寿命にきていますよというよう
な寿命評価までやる知識を持つ必要があるのか？
みなさんは、どうお考えですか。
　技術者に関して言えることは、E種のUT技術者が、A
種のUT技術者の技術に劣るといったことは絶対にないで
す。それは信じてもらっていいと思うんです。
　ただ、評価となると、E種ではカバーできない部門の必
要性から難しくなると思うんです。
　すなわち、例えば、圧力をかけた状態でUTをして、そ
れが信頼できそうにないことから、目で見たいとなると
放射線を撮ってみたいとなる。そうなった場合、E種の
UT技術者が放射線を撮れるのか？そのときは、やはりも
う一つ上のC種でもD種でもいいからRTとUTを持って
いるところに頼みたい。それに今度は破壊評価で応力が
どのようにかかっているかとか、残留応力の話になって
くると、また違うということになる。それぞれお願いす
る側がそういうことを踏まえて言ってくれないと、全部
なんでもかんでもA種、B種では世の中成り立たないと思
います。
　松浦・そうですね、そういう事をちゃんと踏まえて
言ってくれれば良いんですよね。
　竹内・今私どもは幸いにしてB種の認定を受けている
んですが、世問一般の認識はA種、B種、C種というよう
なランク付けで物事を判断するわけですから。大岡さん
が言われたように、どんどん先に進めば当然UTだけでな
くRTやSMも必要になっていくだろうと思うんです。発
注側からすると1社でまかなえれば、そんな窓口を拡げな
くてもすむという思惑もあるんだろうと思うんです。で
すが、営業で歩いていますと、『E種？うちはA種かB種
でなきゃダメだよ』なんて言う担当者もいるようですね。
　大岡・最近は、鉄骨もRTの必要性が出てきたり、変
わってはきていると思うんですよね。そういう意味で、
E種を取得したところは自分で仕事をしながら上を目指し
てもらうということが大事かなという気がします。この
座談会を通して、読者の方々に我々の想いが通じれば、
或いはCIWを深く認識して頂き今後活用して頂ければ幸
いに思います。本日は、有り難うございました。
溶接技術者とは
　溶接作業者と溶接技術者（溶接施工管理技術者）の概念
が混同されがちであるため、ISO規格等を引用し、溶接
技術者の概念を簡単に述べてみる。
　ISO3834−1994の序文には、
「品質システムの規格ISO9000sの中では、溶接は“特殊
工程（specialproce8s）”として扱われている。何故なら品
質規格に適合しているかどうかを確かめるために行われ
る製晶の試験・検査で、溶接部は完全には実証（ve雌〉す
ることが出来ないからである。」
と書かれている。
　これを受けたISO147314997の序文には、
r溶接は、溶接構造物の製作及びその供用中の性能に確信
を持てるように、溶接作業の全般管理を必要とする特殊
工程である。溶接関連の業務、例えば、計画、実行、監査
及び検査に関与する要員の任務及び責任は、明確に規定
されるべきである。」
と書かれている。
　なお、ISO14731では溶接技術者に必要とされている
知識等が掲載されているため、簡単ではあるが、ISO
14731を引用しているWES8103−1998から、溶接技術者
の責務，知識及び職務能力を抜粋したい（下表参照）。
　つまり、溶接技術者とは、溶接施工管理および監督等
をすることができる知識を有した技術者の資格であると
考えていただきたい。紙面の都合上、ISO14731−1997の
表1「考慮すべき溶接関連業務」は割愛させていただく
が、ISO14731／W：ES8103の有資格者におかれては、
ISO14731／WES8103等の存在意義を胸に、仕事に
励んでいただければ幸いである。
等　級
責　　　　　務
知識及び職務能力
特別級
ISO14731の表1に記載の全業務
溶接技術に関する包括的技術知識と施工及び管理
に関する統括職務能力
1　級
ISO14731の表1に記載の業務のうち溶接一般の施
計画と技術管理、施工基準の決定等
溶接技術に関する専門技術知識と施工及び管理等
関する職務能力
2　級
ISO14731の表1に記載の業務のうち溶接及び関連
業の監督指導、現場管理、施工記録書の作成等
溶接技術に関する基礎技術知識と溶接施工に関す
職務能力
8
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3．CIW試験問題解説
　NDT技術者に対するISO資格試験間題の形式は、多項
選択式である。そこで渦流探傷試験問題にこの形式を取
り入れてみた。この形式は解答群に4〜5つの文章があ
り、それぞれの文章の正誤を判断して、題意に沿って適
切なものを選ぶ問題である。この種の問題は、解答群の
正誤をすべて正確に判断しなければ得点にならないの
で、受験者にとっては非常に厳しい問題といえる。
　以下、過去に出題された多項選択式問題の中の1つにつ
いて解説する。
　次の文は、試験コイルのインピーダンスについて述
べたものである。正しいものを選べ。
　a，試験諏イルのインピーダンスが工00Ωで、抵抗が
　　10Ωのとき、リアクタンスは99．5Ωである。
　b・材料の形状、寸法、導電率、透磁率などは、試
　　験嵩イルのインピーダンスに影響を与える。
c．導体に近接している試験コイルのインダクタンス
　　は、試験周波数が高くなると試験体中の渦電流に
　　よる反発磁界によって減少する。これにより試験
　　コイルの正規化インピーダンスも減少する。
d．試験コイルの巻数が多くなるとインダクタンス
　　が減少し、抵抗が大きくなるため、認イルのイ
　　ンピーダンス値は大きくなる。
e。抵抗が2．0Ω、インダクタンスが45．0μHの試験
　　コイルにおいて、試験周波数が8kHzの場合のコ
　　イルのインピーダンスは、およそ9Ωである。
　aはコイルのインピーダンスを表す式を覚えていれば問
題ない。Z雛廊の式を、リアクタンスX篇麻
と変形して計算すると、
X犠廓
　雛緬煎
　＝厄“一
　　≒99．5Ω
となり、aは正解であることが分かる。
bは、図1に示す貫通コイルの正規化インピーダンス曲線
から知ることができる。図中の横軸は抵抗成分であり、縦
軸はリアクタンス成分である。ここで注目するのは£／f。
というパラメータであり、fは試験周波数を、またf。は特
性周波数を表わす。f。は次式で表される。
　f。＝1／（2πσμb2）一一一一一一一（1）
　式（1）には導電率σ、透磁率μ、寸法（半径b）が含まれ
ており、これらの中のいずれが変化しても鳥が変るため、
f／f。が変化して曲線上を動くことになる。曲線上を動く
ということはインピーダンスが変化することになる。ま
た材料の形状の変化は、充填率ηの変化であるから、充
填率が低くなれば図中の（0，1）方向に向かってインピーダ
ンスが変化することになる。したがってαは正解である。
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　0．3
η零0．75
　0。2
1
、、　、　、
2
　、、
10＼
、
σ謡
・29
、、
、、
6
　　塾　　　　も
0α、　　　砺
�d1
、
〆
�d
20
10
　�d
01
魯b
20
σ
100
20
400
〃た
　　　　　0．1
　　　　　　　　　　　　　　z�rα」
　　　　　0
　　　　η犀1．000，10．20．30．4　Z。
図署　無限長ソレノイドコイルのインピーダンス曲線
　　（材料：非磁性、η：充填率）
　cは、試験コイルに生じている現象とインピーダンスと
の関係である。ご存知のように試験コイルは、多数回巻
線したものである。一つのコイルを考えるとき、自己イ
ンダクタンスLは、L＝Nφ／iと表せる。コイルの巻数が
一定とすると、上式より、コイルを通過する磁束φが多
いほどインダクタンスLも大きくなる。反発磁界にあえ
，ば（空気中ではμ＝μ。であり、空気中の磁界と磁束は同
一と見なすことができる）、試験コイルによって発生した
磁束は減少する。試験コイルのインピーダンスは、抵抗
R2とリアクタンスX2（謹（2πfL）2）の和の平方根に比例す
るので、インダクタンスLの減少はインピーダンスの減
少となる。したがってcは正解である。
　dは、同じく試験駆イルのインダクタンスの問題であ
る。前述のようにインダクタンスは、コイルの巻数に比
例して大きくなる。また巻数に比例して抵抗も大きくな
る。したがって前述のcから明らかなように、コイルのイ
ンピーダンスは大きくなる。dは、インダクタンスが減少
するとした所が間違いになる。
　eは、インピーダンス多の式に、与えられた数値を代入
して計算すればよい。ここでX＝2πfLである。
Z＝麻
　篇一
　＝厩
　≒3．0Ω
となり、aは間違いである。
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4．アジア・太平洋地域におけるNDTの現状と将来
　　　（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、試験及び品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（the　O伍ce　ofAtomic　EnergyfbrPeace）
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（S犠�uace
Metho＆）の技術者の技術取得のためのトレーニング及び他
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ロ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
コース及びセミナー／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。この協会の主な臼的は、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、民間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
レーニングコース以外に表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。
　　　　　　　　　表1
NDT・Tra主ni皿gCour80（Dur主ng夏986〜1991）
Year
D“rat重o駄
Metkod
0どgan孟zer
　　No　of
art主ci　an拓
1A鷺AExper七8
1986
12．26Dec
RT−2
OAEP＆璽SN嬰
18
Dr，00KA
1987
23Nov・5Dec
R孚一2
OA冠P＆？SNT
11
磁r．GILLESPIE
1988
10・25M＆y
2．27Nov
UT−2
T−2
OAEP＆TSNT
8玉3
Mr．GILMOUR
Dr．00KA
1989
15・31May
−17醤ov
UT−2
M−2
OA猛P
19
2
Mr．JAMALUDD1N
麓r．HARD三NG
1991
9−24May
−250醜
UT−2
M−2
OAEP
17
9
Mr．GILMOUR
r．TRAVAGL…NI
Semi訟ar8／Workshop8（Dur圭ng　l987〜1991）
Year
Sem呈nar8／Work曲OP8
Duratio玖
Organ圭zer
　　No　of
arもicipant8
　Ho8t
ountry／
st重むuもe
玉987
Natio丑a三Semまnar80n
DT　Per80ロnel　For
SO　Sもa雌ard
190cむ
OAEP／
SNT
45
Thailan4／
　TISI
1988
Natio皿al　SGmi皿ar80血
e鳳erg三NDT
25−27
uユy
OAEP／猛IT
26
Thailand／
　E玉丁
1989
★Na七乗o無al　Seminars
丑　NDT　AゆP生ication
or　Ma登a　er
26・28
a取
OAEP／EIT
74
Thaila駄a／
　E至丁
1991
RTC　Wor致曲OP80臓UT
or　No昼一Meもa叢1三c
11−15
ov
IAEA
玉3
丁駐a温and／
　R夏丁
1991
Nationa三Sem三nar80繊
D里Apprecia乞ionεor
ana　er
18・19
ov
OAEP／
M三丁
33
丁蓋＆iland／
KMIT
R冠MARK
　☆　　　鵯　　Re貸疑e8七ed　l　Exper七from　IAEA
RT−2　＝　Raδ重ogral｝溢icTe8もingLeve玉2
S　M−　2　　鴬　　Suでface　Method　Level2
UT−2算Ulもra80nicTe醐ngLeve12
0AEP　犀　Of叢ceofAtomicEnergyForPe＆ce
I　A　E　A　鴨　1煎erna七ional　Atomic　Energy　Age鍛cy
T　I　S　正　＝　　丁強寂i1ndu8tria玉Stan（lard8亙n8匙iもute
E　I　T鷺丁鮭e伽9三取eer重ngln8tituteofT五a繕andUnderH，M．TぬeKing’6Patro且age
R　I　T　冨　Ra∫amangala　h8批u皇e　ofTech鳳010gy（Patumtan三Camp疑8）
KMIT還照登gMongkuも’8峯麟itute・fTec赴n・韮・gy
T　S　N　T　＝　？離a重Socieもyεor　Non−De8もrucもive　Te8嫉血g
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Na嫉ona汀r＆鋤厩gCour8e（1994）
表2
Year
Me書hod
D無ration
　　No　of
art主ci　a批s
No　of
a88in
Part立c孟patin
　Secもor
Orga撮zer
1994
u留一玉
28FEB4MAR
31
31
G／S／P
OAEP
UT−2
2−17JUN
玉6
9
G／S／P
OAEP
u1臼一1
26−30JUL
20
17
S
OAEP
RT一玉
29A”G・2SEP
33
17
G／S／P
OAEP
RT−2
12・27NOV
20
4
G／S／P
OA猛P
国除トレーニングコース（1995）
Year
Me七ho虚
D降rat重o職
　　欝o　of
ar暫ici　ant8
No　of
a8sin
Parεiciβa椴n
　See亡o了
Organizer
三995
UT一芝
13・17MAR
28
27
G／S／P
OAEP
RT−1
15−21MAY
16
9
G
OAEP＆R茎
　　丁
RT−1
29MAY，2JUN
17
11
S
OAEP
R望一1
5・9JUN
21
12
G／S／P
OAEP
u？一1
19・23JUN
20
16
S
OAEP
REMARK：
U学一1　　Ultra8・nicTe8ti丑gLeven
U　T−2　　　Ul色ra80駐ic　Te8綴ng　Leve茎2
RT−I　　　Radiograph五cTe8t藍ngLeve玉l
R　T　−　2　　　　　Ra4iograghic　Te8犠皿g　Leve玉2
S　M　−　1　　　　　Sur£ace　Meむhod　Level　l
G　　　　　　Government
SStaもeE獄terpri8e
P　　　　　　　　Priv＆重e　Secむor
　　　　　　　　表3
WORK　PLAN　FOB　NATIONAL　TRAINING　COURSES　PROGRA瓢ME　FOR三996
Nat証o£al　Train血g　Cour8e8
Ye＆r
Metぬod
Dura瓠o羅
Nu皿わer　of
artici　a丑t8
Number　of
a88加
Par亀まcipaも圭n
　Sector
Orga厭izer
1996
R嬰一2
18Ja職・2Feb
20
G／S／P
OA猛P
SM−2
247M段y
20
G／S／P
OA溺P
UT−2
22Aug・6Sep
20
G／S／P
OAEP
REMARK＝
RT−2　　
Radiograph重cTe8tingLevel2
SM−2　　　Su1faceMethodLevel2
U　T　−　2　　　　　Ult翠a80nic　Test三ng　Leve12
GGovernme詮t
SGovernment
P　　　　　　　　　Prまvaも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
　NDT活動の“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
………………………娩UMP耶UM椛鳥799の
　　　　　　　　　表4
Certi甦cation　Progra皿me（1）unng　l985・1995）
Yeaτ
NDT　met鼓od
N聰mber　ofPer80皿e1
Toね茎
0τganizef
Level・1
Leve三一紅
Leveレ測
1985
R肇一1
15
｝
�o
玉
OAEP＆TSNT
1986
RT−1Rで一2
5
4
皿
2
OA猛P＆TSNT
ま987
RT−1RT−2
18
8
『
3
OA猛P＆TSNT
UT−1
21
1988
RT−1RT−2
12
7
�o
5
OAEP＆TSNT
UT−1（n），UT−2
20
5
一
1989
UT−1UT−2
12
玉2
『
4
OA猛P
S瓢一1SM−2
31
玉5
｝
1990
汎肇一2
�o
12
�o
3
OAEP
UT一1UT−2
21
16
一
1991
UT−1（凱）UT−2
43
王6
皿
5
OA猛P
SM−2
�o
12
一
1992
RT−1ET−2
13
5
｝
3
OAEP
UT−2
一
3
�o
1993
RT−1（無）RT−2
47
13
』
7
OAEP
UT一玉（照）
36
�o
皿
王994
RT−1
17
｝
｝
5
OAEP
UT一玉（皿）UT−2
53
9
一
玉995
RT一玉（思）R雪一2
37
4
一
7
OAEP
UT一薫（斑S嫉一1嚢
43
�o
皿
GRAND　TOTAL
444
141
45
OAEP
RE瓢ARK：
費S　M−l　Planning　o【監14・21Sep．1995
RT　　篇　　Rad重ogr＆P短c　Te8ti騒9
UT　篇　U茎tm80丑ic　Te8ting
S瓢　論　S疑r£ace　Met』od
（）嵩Time80fTrai職ing
TSNT　篇　　Tha主Socie七y婁or　Non−De8trucもive　Te就ing
OAEP　　繍　　0‘登ceo£Aもo珊孟cEnergyForPeace
聾DT　SeN三ce
玉．PAE　Co．，Lもd．
2．SIWA　Co．，玩d．
3．SGS　Co．，Lt虚．
4．丁融I　Co、，Ltd．
表5
NDT　Related　Serv藍ce
S乞ate　Enterp嫉8e
　L　The猛玉ectコ厳cまty　Ge鋤er＆t重勤g　A駄糠鳳ority　of　Tha旦and．
　2．丁込a三Airway81皿temationalCo．，Ltd．
　3．Pe翻o豆eumAuthor孟ty　ofThailan己
　4．Tha圭land　In8象i�nu乞e　ofScience＆Tec勧nologica豆Re8earch．
Priva乞e　Sector（Indu8trie8）
　！．管h＆i　oil　Co．，Ltd．
　2．E880Co．，Ltd．
　3．Siam　Ciむy　Ceme紅むCo．，Lt｛玉．
　4，Bankoヨ【S赴ipyard　Co，，L叔董．
　5，Si臓o。Thai　Eugi鶏eering＆Con8tr犠ct藍o鳳Co．，L執i．
　6．Nawa蓋o血a・丁五＆i　Development　Co，，Ltd．
　7．A8重an　Stee茎Pro達uc七Co，，Ltd．
　8．1観三a丑・丁虹a五Develogmen乞Co，，Lもd．
　9．A．C、K．猛ng重neering　Co，，Lt嫉、
　玉0．W＆甑臓ap8孟8an　E丑gineer童ng　Co，，L楓
　11，0mic　Technica垂Service8Co．，L乞d．
　12．EMCO（丁五a銭an｛産〉Co．，Ltd，
Governmeロt　Agencie8
　1．　学血ai三ndu8審r重al　S急a五｛圭ar〔五In8七藍乞ute．
　2．Nogk翫由Ind臓8亀ria1＆Boat　Buik嚢Tra加丘鶏g　Ceatre，
　3，D叩artme滋of歪ndu8trial　Work8．
　4．Depa蔦me莇of　Nuc三ear　Tec込嚢ology，C蝕ulalongkom　Un重ver8孟ty，
　5．飛ajamo職ga叢aln3t三楓eofTec虹皿ology．
　6．AerOEaut三ca1Eng重neer加9，
　7．Ki皿g　MoBgkut’8三n8擁tuもe　of　Tec』no茎ogy．
　8，醤avamoc数yardDepa！tmept、
　9．Publ玉c　Wo7k8Dep麟ment．
　10．Degartmen生ofSセi夏m��volo卿e風
　｝1．Me堀一Work油g＆Mach恥ery　Iロdu8亡ria三Degar鋤e窺t三孤3臆ute．
　12．Ordnance　Depa7tmenも，
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目されつつ
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。平気だと言う。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
た雛シア行きが決まってからはロシア語講座で勉強も
し、多少の日常会話は・…との自信があった。まずは挨
拶からと「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、「パニマイェッチェ（わかりま
すか力と言うから、「ニエパニマーユ（わかりません）3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（日本人〉・…　」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。二度目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
ぴ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。3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鼠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。
　次の日の夜は仲問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。仲間とは、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、時問はたっぷりあった。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。
仲問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欝的で行政の指導のも
と屑棚ヒ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3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
模石油傭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j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。
　北海道は日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、F＆x（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16β（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）
（廿）　2級対象研修会
　東京地区：9月2日（木）〜9月4臼（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2β（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）
（廿i）特別級応用編研修会
　東京地区：9月22日（水）〜9月25目（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）110月29日（金）
“男の台所”奮鞍宏�E
私の家では化学調味料の類は30年間使用しておりませんが、料理のテキストでは、材料の量、調味料の量が表示され
ているので、テ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、調味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
と味甜を合わせたものに生姜の絞り汁を加えるのですが、加える生姜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。
各野菜の香り、昧が楽しめる精進料理ですが、野菜の和えものが食べられなかった銀座のバーのママが、この方法で
作ったら食べれるようになったと報告してくれました。多分、生姜の絞り汁が食を進めることになっているのではと思い
ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰭の壬吸老
◎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、熱湯で苑でて水
を張ったポ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》
　O　「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
　　関する指針及び同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」及ぴ
　　r建築鉄骨溶接部検査の留意点シート」につい
　　て
　《実習》
　○　「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．r基本問題検討委員会』及びr営業小グルーブ
　会議3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��1
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｛日本溶接検査�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
　　O　技術委員会、倫理関係との連携
　　O実勢価格対応
　　○その他
　☆☆　基本問題検討委員会☆☆
　　○　協議会として会員意見による課題発掘
　　○　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
プ獄としての技術の研鎭に励み、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。
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