1．鉄骨溶接部の外観検査の有効性について
SPC設計コンサルタント園部
6400人を超える尊い人命を失う事になった平成7年1月1

7日の阪神・淡路大震災より5年が経過しました。鉄骨構造
の建物被害においては、柱脚部の問題、接合部の問題、溶

状どの程度実現ができているでしょうか。

2

接部のディテールの問題、設計監理、施、ll管理の不備によ

る問題等が指摘されました。また、それらの問題を解決す

隆夫

鉄骨製作に向けて
構造計画（目標性能等）、施工計画等を理解せずして鉄

骨製作を開始する事は言語道断と霞えます。

べく諸某・規準が追加、改正、整備され施行されるに至っ

①構造計画と目標性能

ております。設計者の正確な知識と良識を持った施工が

②使用材料と使用目的
③重要部位（例えば、応力の大きいところ、継F接

されておれば防げたであろうところが多かった事を残念
に思っている次第です。

合部の詳細と重要度）

以ドに設計に従事している者としての自戒と反省を含

④施工計画（建方、斐1程と順序、その他の施ll要領）

め、鉄骨溶接部の外観検査の有効性について、思うところ

⑤設計者の希望する重点監理目標

を述べさせて頂きます。

L述する項目についてファブリケーター、検査会社は

1設計者の反省
設計性能として必要と考えている内容と、設計図に示
されている溶接ディテールが異なっていても、気の付い
ていない設計者にお目にかかることがあります。さらに、

ト分理解を深めておく必要があります。必要晶質レベル
の確保、生産性の向上、無駄（補修、手戻り等）の削減、
に大いに役立つ事になるのですから。

3検査の現状

製作（加工、組立、溶接）を進めるに際し多くの困難を伴

うディテールを、至分に検討もせずに採用している場合

製品検査における不具合指摘事項の代表的な事柄を以
トに幾つか示してみましょう、，

に出会う事もよくあります。

①

その様な設計であっても、多くは、優秀な設計監理者・

エンドタブの切断における切断面の滑らかさにつ

いて200μmRy以下程度になっていない。

施、、rl管理者・ファブリケーターの力を借りる事によって

②

卜字柱の仕口廻りの 孔角スチフナー部溶接におい

無事何とか処理されているのが現状でしょう。また、製作

て、突合せ溶接部分については形状不備、UT欠陥、

難易度の高い部分も含め、溶接部の検査を第三者検査会

まわし溶接不備、ウェブとの取合い部におけるすみ

社に厳しい請負金額で協力させ、更に責任を転化させて

肉溶接の不等脚、脚長不足、まわし溶接不備。

いるような状況も見受けられます。勿論、鉄骨工事を良く

③隅肉溶接全般が片流れの不等脚であり、一方グ）脚

理解され、経験豊富な実績を基に、しっかりとした設計を

長が不足しているところがある。

されている設計者も多くいる事は言うまでもありません

④

が。

アンダーカットが突合せ溶接部、すみ肉溶接部に

共に見られる、、さらに部材の角部には溶け落ちによ

溶接部の管理については、非破壊検査会社に任せきり

る断面欠損が見られる。

にし、その報告に対し十分な分析、判断もせず、行政への

⑤ガセットプレートについてはすみ肉溶接部の不等

報告のみに対処するために利用しているような傾向が今

脚、脚長不足や過大、さらにはプレートの曲がりが見

だ多く見受けられるのは残念な事です。

られる。

設計者は設計した建物が目標性能を1・分発揮している

⑥仮設ピースが構造的に重要な部分にショートビー

と顧客・発注者に対し、自信を持って言える事が必要であ

ドで取りつけられており、それだけでも重人な問題

り、第三者検査機関の方々も自分が請負った検査物件が

であるにも関らずアンダーカットが生じている。

設計性能を満足した施工性能を保持していると客観的資

⑦部材の溶接後の清掃が不充分であり、スパッター一、

料に基づき自信を持って説明できる事が大切ですが、現

深いクランプ傷等が残っている。
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また、外観検査個所としてのロット等を組む事が大変

⑧e．t．c

以上のように外観に関る不具合の指摘事項が多く韻て

な事から、部材単位で評価をし、かつ、欠陥レベルが把握
できるように示しておく必要があります。

いるのが現状です。

ロッド構成による合否判定をするに際して、外観

アンダーカットやビードの不整のような状況は、使用

Lの

不具合を突合せ溶接部（UT検査対象部）以外で客観的評

される材料強度が高いほど、部材が厚いほど、同じ不具合

価により行うことが、どれほど必要とされているかは、L

状況でも、応力集中に伴う破断への影響はより顕著に

述のような現状をご覧になれば納得していただけると思

なってまいります。

1つの検査部位、あるいは部材に複数の欠陥が存在して

います、、

また、部材表面の傷、局部的な熱影響による歪と材質劣

いる場合、個々の欠陥は許容範囲内であっても、欠陥を総

化、溶接部の表面のブローホー一ル、ビード不整は、応力の

合した場合は許容できなくなる場合があり、複合欠陥の

集中を招き、破断の大きな要因となる事は周知のことで

判定の難しさが生じてきます。監理者、設計者の判断を仰

あります。

がねばならない事となります。

鉄骨製作において大切な碁は製作プロセスであり、溶

溶接部における不具合処理に際しましては、予熱管理、

接前、溶接中の検査において、外観検査を如何に要領良

パス間温度管理、必要に応じて後熱処理等の細心の工程

く、かつ客観的評価をもって組み入れ、実施して行けるか

管理が必要であり、出来る限り設計 者、監理者と調整する

が、品質の向L、生産性の向Lに向けての重要なポイント

中で、許容できるものは人熱を伴う補修を避け、応力がス

であります．

ムーズに流れるような処理をもって（例えばグライン

4

ダー処理等）応力の集中を起こさない有効な処理を活用

外観検査について

する必要があります。

溶接部のガウジングが伴う補修溶接は、人問に例えれ

部位や個所の溶接部分の重要度を、設計性能を理解し

ば悪い臓器を除去した手術と同じであり、術後は必ず傷

たLで把握しておく事は、検査の手段の妥当性、メリハリ

として残り、その後の挙動（熱、歪により引き起こされる

を付けた検査、欠陥の追求等に有効であります、，

溶接部の検査としては溶接部内部の品質と外部の晶質

材質劣化、内部残留応力等の諸問題）に十分な注意と配慮

を両立させて追求し、その性状を把握する必要がありま

がなされないと、予測し得ない事故を自ら招きかねない

す。外観検査は精度指針に示されているような項目を個

こととなる事を十分認識しておくことが必要であります。

人差を少なく、かつわかり易い評価で示す必要がありま
す，、

漏男の台所麺匪奮戦記⑦

さて、筋に沿って鶏のささみを細く裂き、素麺4束が如

日式棒棒鶏麺

であがるまで、汁に漬けて冷やしておきます。
猛暑が続くと、サッパリした昧が好まれます。素麺、冷

素麺の如で加減は芯が無くなるほんの手前で釜から上

麦、ざる蕎麦と、色々な麺がありますが、今回は・風変

げ、2、3回冷水で洗う。気をつけて頂きたいのは、素麺

わった素麺の食べ方を紹介したいと思います。

を賄でている最中、ほんの少々素麺から意識が外れただ

喧しい蝉の鴫き声を背景に、汁をすすりながら素麺を

けで、賄で加減を誤ってしまうことである。冷水をよく

食す快感を味わって噴ければ幸いです。

切って底が浅めの大照にヂ供の拳大ほどにまとめた素麺

胡瓜3本を3mm程度の千切りにして、針生姜と和える

を並べ、素麺のLに先ほどの胡瓜の千切りと細く裂いた

（量はお好み、茗荷の微塵切りも一興）。胡瓜と同量の大根

ささみを散らして、ささみの漬汁をたっぷりかけ、臼胡麻

の千切りに、大葉の千切りを2枚分絡め、塩をほんの

を振り、プチトマトを飾ります。サッパリした中にもコク

少々。鶏のささみ300g程度に胡椒を少々振りかけ、針生

があり、女性にも好ま

姜と共に電争レンジで2分ほど加熱後、ささみから生じ

れるのではと思いま

た鶏のエキスに素麺の汁と葱の微塵切りを加えます。

余談ではありますが、この鶏のエキスは、化学調味料
（旨昧調昧料）を用いなくとも、口式棒棒鶏麺にコクと深
みをもたらします。

，讐」ずンノぐン・・

す、4人分です。）で、痛ノ磐秘㌍
大1蹴から取り分けて早
めにお吾しLがり下さ
い，，
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2．建築鉄骨外観検査技術講習会に参加して
東京都都市計画局建築指導部建築指導課
去る4月23日（L！）、川崎市の（財）日本溶接技術セン

渡辺

陽子

な測定能力および冷静な判断力が求められることを実感

ターにおいて、鉄骨外観検査教育委員会主催、CIW検査事

することとなった。鉄骨建築物の性能は溶接部によると

業者協議会・（社）日本溶接協会共催で行われた建築鉄骨

ころが大きく、したがって溶接欠陥が構造体全体に及ぼ

外観検査技術講習会に参加させていただいた。全国各地

す負の影響はいうまでもなく重大なものである，、溶接部

から集まった検査事業者の方々とともに、東京都として

を検査し欠陥を発見することにより建築物の安全性を確

は私を含め3名で受講した、、

保するという役割は大変に意昧のあるものである。

当日は朝9時30分より開会し、まず（社）日本溶接協会・

東京都においては昨年7月1日より中間検査制度が導入

溶接検査認定委員会運営委員会副委員長の松山格氏よる

され、溶接部の品質管理について重視しているところで

開会の挨拶が行われた。

ある、また、今年6月1口に建築基準法が改正され、施行令

続いて、（社）日本建築構造技術者協会・金属系監理分

第67条及び告示第1464号において、鉄骨造の継手・仕口の

科会副・i三査（SPC設計コンサルタント）の園部隆夫氏よ

構造方法を溶接による場合の基準が定められた。この中

り、「構造力学と外観検査」と題して講演が行われた。ま

では、柱梁仕口のダイアフラムとフランジのずれ、突合せ

ず地震発生のメカニズムに始まり、地震波形の特徴とL

継手の食い違い、アンダカットの3項目に関して、定量的

部構造体の振動との関係について、建築基準法における

に規制値が書かれている。したがって、これらの規定は中

構造設計方法とその趣旨について、さらに構造計算上の

間検査時に合否判定の根拠となっていくものであり、溶

観点から鉄骨溶接部に要求される性能に関して説明を受

接部の精度管理に対する注目が今後ますます高まってい

けた。とくに構造耐力的に重要となる箇所と、その部分の

くものと考えられる。

検査の重要性について非常にわかりやすく解説していた

今回の講習会で得られた知識を、行政として今後の中

だいたことが大変有意義であった。

間検査等に生かしていき、ひいては建築物の性能向ヒに

昼食をはさんで午後から、エンジニアリングサービス

役、kてていければと考えている，、最後に、このような貴重

（株）のL平綱昭氏より、「鉄骨制作中および製品の外観検

な機会を与えてくださ一）た（社）日本溶接協会の皆様をは

査」と題する講演が行われた。外観検査の理念について、

じめとする方々に心からお礼を申しLげたい。

また製作段階および製品としての各部材の外観検査時に
留意すべき薯項について、詳細な説明を受けた。続いて、

勤声縛購麟雛

北日本非破壊検査（株）の丸山和則氏より、「溶接部の外
観検査」についての講義があった、、それぞれの溶接欠陥ご

噌隔噸．

とに、その発生する要因および内包する問題点等につい

琶騨㈱麟、卜

灘恥、

て解説していただいた。

その後、約…時問にわた一）て試験片を使用した実習が

行われた。実際に測定器具を用いて欠陥のある溶接部の

齢、

測定を行った。慣れない者にとっては、なかなか器具を使

醗．翻

鋤

蟹

黙夢、、

いこなすのは容易でなく、講師の方々に親切に教えてい
ただきながらの実習であった。

最後に講習会を締めくくる筆記考査および実技試，験を

行い修ゴとなった。実技試験の内容は溶接試験片の目視
による合否判定であった。

この講習会では、私にとってはとくに外観検査を実際
に行えたことの意義が大きかった。検査においては正確
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3．「rOFD （T

lmeofFlightDiffraction）法について
川崎重工業（株〉平澤
走査方向

TOFD（TimeofFlightDiffractioR）法はイギリスで開発

英幸

走査方向

鵜野禽慶一

され原子力分野などを中心に実用化が進められている超
音波探傷技術である。その原理を図噛に示す。送信用探触

子及び受信用探触子を試験部（溶接継手）を挟んで配置

回

波

し、送信探触子から発射された超音波がきずの．上端部及

び下端部にあたり、そこが音源となって回折波が発生す
る。この回折波を表面を伝搬してくる表面波及び被検査

体の裏面で反射する超音波とともに受信探触子で受信す

國1

TOFD法の原理

る。

図2は溶接継手を対象にTOFD法で探傷した結果の表示

接継手の探傷が可能である。

例であるが、横方向が溶接継手の長手方向、縦方同が超音

TOFD法の特長をまとめると、

波の伝搬時同に相当する．最も速く到達する起紅ぎ波は被

①きずの高さを高精度で計測でき、精度の高い構造

検査体の表面を伝搬してきた表面波で、きずが無い場合

物の余寿命評価につなげることが可能である。

は、次に裏面で反射した超音波が現れる。きずがある場

②溶接線に平行に走査させるだけで探傷が行えるた

合、表面波と裏面での反射波の間にきずのL端部及び下

め、探傷速度が速い。

端部での回折波が現れる。

③…度に広い肉厚範囲を検査できるので、比較的厚

このL端部及び下端部からの回折波の到達日、調差を画

板の対象物に適用できる（例えば板厚400mm），，

像Lで距離として計測することできずの高さを高精度で

などをあげることができる。，しかし、きず．ヒ端部及び下端

求めることができる，、指向性の鈍い探触fを使用するこ

部で発生する回折波の強度は非常に弱いため、いかにノ

とで、従来のパルス反射式の超音波探傷のような前後走

イズをカットし、高S

査を行なうことなく溶接線に平行に走査するだけで、溶

であったが、近年のフィルタリング技術の高度化やCPU

N比で回折波を検出するかが課題

の高性能化により、国内でも欠陥抽出援助機能、検査成績
書自動作成機能等を有する高機能丁OFD装置が開発されて
おり（

▲例を図3に示す）、これからの普及が望まれる。

騨
・欝轟一工．

貿

、喪麟

戯噸徽編

、、ぜ

攣

巴縣

蜘・

図3

丁OFD装置の一例（（株）アイ・エム・シー、川重検査

サービス（株），ダイヤ電子応用（株〉、東洋焼鈍（株）、（財〉

図2

TOFD結栗の表示例

新産業創造研究機構による共同開発）
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4．CW試験問題（主任試験技術者）放射線検査（RT）部門

問

JIS

Z3104−1995では、透過写真の必要条件として、

（2）撮影された透過写真の試験部のきずの像以外の部

次の3つの条件を規定している。これらの規定の理由を

分の写真濃度

述べなさい。

（3）階調計を使用した透過写真においては、階調計に

（1）撮影された透過写真の試験部における透過度計の

近接した母材の部分の濃度と階調計の中央の部分の

識別最小線径

濃度差を母材の部分の濃度で除した値（濃度差／濃度）
表1

No

項

JISZ3絢4−1995の主な改正点（撮影方法）

Z31044968

目

Z3104−1995（鋼板の突合せ溶接継手〉

i

像質の種類

普通級…一般的な撮影方法
級…欠陥の検幽感度が特に高く
るような撮影方法

A級…通常の撮影方法
級…きずの検出感度が高くなるような撮影技術

2

透過度計の使用

2個の透過度計を試験部の線原側の
上に溶接部をまたいで，両側に
るべく遠いところに置く。

試験部の線原側の表面に溶接継手をまたいで，試験部
有効長さL3の両端付近に透過度計の最も細い線が位
するように各1個置く，、細線が外側。

線が外側。

過度計とフィルム問の距離を識別最小線径の10倍以
離せば，透過度計をフィルム側に置くことができる
透過度計の部分にFの記号を付けてフィルム側に置
たことを表示すること）。

3

階調計の使用

材厚20mm以下の平板突合せ溶接部
適用。

母材の厚さ50mm以下の溶接継手に適用する。試験部
有効長さの中央付近から，あまり離れない母材部の
ィルム側に置く

（階調計に関する必要条件を満足す

場合は，線原側一ず）。

4

撮影配置

Li≧醒L2かつL1≧泥L3
通級：礁2毎，罵一2

L1≧濯L2かつL1≧ηL3
級：規一写dl又は6の大きい方，勝2
級：醒一解d又は7の大きい方，η略

級：雁穿，η一3

：線原寸法，4：規定の識別最小線径

5

透過写真の必要
件

透過度計識別度
通級：2．0％以下

級：材厚によって1．5％以下又は
3％以下。

透過度計の識別最小線径
材部の厚さ及び像質の種類によって線径を規定。
過写真の濃度範囲
級二1．3〜4．0，B級：1．8〜4．0

過写真の濃度範囲

調計の値
材の厚さ及び像質の種類によって（濃度差／濃度）

厚によって，1。0〜3．5，1．5〜3．5，

値を規定。

．0〜3．5

調計の濃度差
厚の区分によって，厚さ1mm当
りの濃度差を測定。

6

試験部の有効長さ

透過写真の必要条件を満足してい

透過写真の必要条件を満足している範囲。

範囲。

記4．を満足する範囲。

記4．を満足する範囲。
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0でも明らかなように、透過写真の濃度と線質因子μ／（1＋
n）によって決まる。線質因子μ／（1＋n）が同じ値であれば、

特に、鋼溶接部の放射線透過検査の規格は、各産業分野

濃度2．5近傍で識別最小線得が最小値を示している。した

や製品の法規や仕様書等で適用されている重要な規格で

がって、余盛を削除した溶接継手では、濃度2．5近傍が最

ある。！968（昭和43）年にJiSZ3！04（鋼溶接部の放射線

適濃度となる。

一方、余盛が存在する溶接継手の場合、母材部の濃度を

透過試験方法及び透過写真の等級分類方法）を制定して
以来、国内外の放射線透過検査に関する研究成果の進歩、

種々変化させた場合のJISZ31044995の解説図！2を参考に

国際規格の動向を踏まえて、各種溶接継手の規格体系を

すると、母材部の濃度が3．1近傍、溶接部の濃度が1．9近傍

慎重に検討して、王995（平成7）年に、JISZ3104（鋼溶

において母材部と溶接部で識別最小線径はほぼ等しくな

接継手0）放射線透過試験方法）は27年ぶりに改正された．

る。

しかし、この関係は余盛の高さや使用する線源の種類

JBZ3104−1995の鋼板の突合せ溶接継手の撮影方法に関す

（X線の場合は実効エネルギー）などによって多少変化す

る・茎三な改正点の新旧比較を表1に示す。

るが、像質がA級の場合は余盛が存在する溶接継手に対
して透過写真の最低濃度を規定している。

この問題は表iの「5、透過写真の必要条件」について、

またB級は余盛を削除した溶接継手の最適濃度を考慮

その規定の理由を問うているが、解答にあたっては、まず

して、それぞれ実際の撮影における露出量の変動を考慮

撮影方法全体の規定内容を1・分に理解しておく必要があ

に入れて規定している。

る、、

なお、輝度の高い観察器を用いれば、透過写真の最適濃
度は高濃度側に移行することから、観察器D35形の使用を

解答のポィント

前綻として最高濃度を4．Oに規定している。

（壌）透過度計の識別最小線径

（3）諾調計の値

きずの種類によ一）て異なるけれども、同じきずの種類

の場合、透過度計の識別最小線径と検畠限界となるきず

（2）で述べたように、透過度計の識別最小線径は線質因

の寸法には密接な関係があることを述べる。したがって、

子μ／（！＋n）に密接な関係がある。JISZ3104−1995では、こ

透過写真の像質の指標として透過度計の識別最小線径を

の線質因子μ／（1＋n）を透過写真から簡便に直接測定する方

規定している。

法として諮調計を用いている。
線質因子μ／（1＋n）は、階調計に近接した母材の部分の濃

実用的な露出条件を加昧して、具体的な線源と感光材

度と階調計の中央の部分の濃度差を母材の部分の濃度で

料の組合せにおける識別最小線径の ＾例は、JISZ3104−1

除した値（濃度差／濃度）に密接な関係があることをJIS

995の解説表2に示されているので参考にされたい。

（2）透過写真の濃度範囲

Z3憩4−1995の解説の「4．3譜調計の値」を参考にして説明

透過度計の識別最小線径は、JISZ31044995の解説図1

するとよい，、

CIWニュース・ラウンジ
平成12年度の事業計画では、前年度の「基本問題検討委

CIW検査事業者協議会新代表幹事に逸見氏就任
CIW検査嚢業者協議会の r成！2年度定時総会が5月19

員会」を受けて、とくに同協議会内部について①認定事業

11、東京・港区 1田の笹川記念館で、全国から会員会社6

者の社会的認知と認定価値の高揚、②各地区総会のあり

3社64人を集めて開催された，、
当ljは、

｛左成10・！1年度の2年問、代表幹事を務めた稲

方、③適性料金問題への取組み。対外的には①日溶協CIW
認定、②社会的地位向 L、③ISO関連への取組み、④L流

垣信夫氏（東京理学検査）に替わる新代表幹事に逸見俊・

発注体系に関する働きかけ一一の各課題を中心に据え、

氏（検査サービス）の就任が正式に決定。逸見新代表幹事

「CIW認定検査事業者の社会的地位向L」を目指していく

は、11年度の「基本問題検討委員会」で取り ｝二げた課題の

ことが確認された，，併せて「適性検査／標準料金」につい

検討を中心に、新たに設ける「事業者認証制度検討委員

ては全国営業会議実行委員会」を、宮公庁の積算見積のた

会」および「全国営裳会議実行委黄会」などの活動を通じ

めの価格調査については「建設物価調査対応検討会」を設

て、「CIW認定検査事業者の社会的地位の向Lを図りたい」

置。また、検査事業者の社会的地位向Lと事業発展を図る

と所信を述べた。

ため「事業者認証制反検討委員会」を設けることにした，，

一6一
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5．損傷評価の解説（3》
一超音波による材料劣化損傷評価2一
非破壊検査（株）横野

1

はじめに

泰和

ついて解説し、材料劣化損傷への適用例として表面波を
用いた粒界侵食の評価方法を紹介する。

前々回述べたように、材料劣化損傷は、材質型劣化、き

2

裂型劣化及び表面損傷型劣化に分類される。このうち表

表面近傍を伝搬する超音波の
種類とその特徴嘩）

面損傷型だけでなくき裂型も疲労割れやSCCのように表面
から損傷が進行する場合が多い。また、材質型劣化の場合

縦波や横波のように物質の内部を伝搬するものをバル

は、熱脆化のように材料全体が均一に劣化する場合があ

ク波と呼んでいるが、この他に材料の表面層に沿って伝

り、表面をその代表位置として評価の対象とすることが

搬するモードが幾つかありそれぞれ特徴を有している，，

可能である。

表面を伝搬する代表的な超音波モードを表1に示す，、こ

一方、前号で述べたように、超音波には、固体の表面す

れらの表面近傍を伝搬する超音波の特徴は以「の通りで

なわち固体と気体（あるいは液体）の境界面に沿って伝搬

ある。

する特殊な波動様式（モード）の波が存在する。

今回は、これらの表面を伝搬するモードの波の特徴に
表嘩
名称

表面を伝搬する超音波とその特徴

表面波（レーリー波）
振動子

振動子

縦波

探触子の構

振動子

験体

一

表面波

射角≒横波臨界角

伝搬深さ

横波（SR波）

ク「距一ピンク波
験体

方

粒子の振動

表面SH波

縦波

と超音波

伝搬の仕

クリーピング波

巌撫

射角≒縦波臨界角

楕円（縦波と横波の成分）

縦波と同じ

浅い（1波長程度）

伝搬距離とともに深くなる
向がある。

験体

表面SH波

射角≒横波臨界角

横波（水平偏波）

（数波長程度〉

伝搬距離とともに深くな
傾向がある。

（数波長程

）

表面の影響

表面粗さ及び凹凸がある
散乱反射され減衰する。

表面の微細なきずの検出
特徴

表面の粗さ及び凹凸の影響
少ない。

表面形状の影響を受けずに

表面の粗さ及び凹凸の影
は少ない。

表面粗さや凹凸の影響が

適している。

進する。

ない。

面形状の変化に沿って

部を伝搬した横波が裏面

のモードの超音波が伝

搬する

当たって2次クリーピン

しない。

面が平滑な場合は減衰

波が発生する。

小さい。

問題点

水滴など表面に障害物が

同時に試験体中に横波が伝

ると超音波の伝搬に著

しており、エコーの解析

接触媒質を必要とする。

く影響する。

困難である。

触子の走査性が悪い。

般にノイズが多くSN比
小さい。
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粘性の高い横波用の特殊
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損傷部

（1》表面波（レーリー波）
鋭敏化処理

表面波は、表面下1波長程度にそのエネルギーが集中

温度：650℃

し、深さ方向にはほとんど広がらずに伝搬する。表面の形

時間：24h

状が変化している場合には、その表面の形状に沿って伝

盤

搬するため、試験体の内部には伝わらない。

粒界侵食深さ

粒子の振動は、縦波と横波の両方の成分を有しており

囎

騨

醐

鍔酬幽幽嶋雌幽

櫨

100

全部

20〜300μm

楕円状の動きをする。試験体表面の凹凸の影響は著しく、

表面が粗い場合は表面波の減衰が著しくなる。また、表面
．。Lに障害物などがあるとこれらから反射するエコーが現

100

れることがある。

表面波のうち特に水浸法で入射角を横波臨界角よりも

図1

実験に用いたIGA試験体

やや大きくしたときに発生するものを、漏洩弾性表面波
（LeakySAW）とよび、セラミックスなどの材料表面の微

以下に表面波を用いた粒界侵食（IGA）の評価の例を紹介

小な欠陥の検出に用いられている。また、超音波顕微鏡

する。

は、材料の表面下で集束された超音波とその材料表面で

3表面波を用いた材料評価の例

発生する漏洩弾性表面波とが干渉する原理を利用して表

（IGAの検出）6》

層部の評価を行う。

上記に示したように、表面波のうち漏洩弾性表面波（L

（2）クリーピング波

SAW）は、超音波顕微鏡にも嗣いられており、微細な不

クリーピング波は、入射角を縦波臨界角にしたとき屈

連続部の検査に適している。特に適度に周波数が高けれ

折角90度方向に縦波成分をもって伝搬する波で表面直下

ば結晶粒界の微細な析出物やボイドの存在により音響的

を直進する。試験体の表面形状が変化している場合もほ

な特徴量に変化が現れる。

ぼ直進し、表面の凹凸の影響は少ない。また、同時に横波

一方、前号で述べたように、超音波により材料の劣化損

が試験体中を横切って伝搬しており裏面で再びクリーピ

傷を評価する場合は、特に明瞭な指示が得られるわけで

ング波が発生する。 一振動子法では、横波によるエコーに

はないために、伝搬した波形の時間領域及び周波数領域

よりSN比が悪くなるため、通常は、二振動子形にして送

の特徴量やノイズ（後方散乱波）を解析する必要がある。

信波及び受信波の中心軸が交わる点（交軸点）付近を使用

（1）試験体及びその損傷の程度

することによりSN比を改善させている。

鋭敏化させたSUS304試験体の表面を図曝に示す範囲だ

（3）表面SH波

け腐食液に浸せきし、表面に種々の深さの粒界侵食（IGA）

表面SH波は、水平偏波させた横波を振動子で発生させ、

を発生させた試験片を用いた。粒界の不連続部は非常に

くさびを介して屈折角90度方向に横波（SH波）を伝搬さ

微細であり、浸透探傷試験では指示はほとんど得られず、

せるものであり、粒子の振動が水平方向の横波として伝

切り出した試験体の 一部を曲げることにより表面から割

搬する。このため、表面の凹凸の影響は少なく、他のモー

れを発生させて侵食深さを求めた。光学顕微鏡で試験体

ドの超音波が試験体中を伝搬することもない。

断面を観察した例を図2に示す。

ただし、くさび中を伝搬した横波を試験体中に通過さ

せるために、粘性の高い特殊な接触媒質を使用する必要
がある。また、エコーを安定させるのに一定の時間を要
し、探触子の走査性が悪くなるという欠点を有している。

L記の表面層を伝搬するモードは、種々の材料の劣化
損傷評価への適用が検討されているが鋤、このうち特に表

囲

←一一→

20x106m
（a）試験体A

面波（レーリー波）は材料の微細な組織変化に敏感に作用
するため最も多く材料劣化損傷の評価に適用されている。

図2
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20x106m
（b）試験体B

H

100x裏0−6m
（c）試験体C

試験体側面の断面ミクロ写真

ZヱクRαMPE5侃MME瓦2000♪
水浸用集束探触子

sエコー一

振幅

縦波
lCR

ゲート
時問、t

水

試験体

．且Vw
ぎCドs重n（一一）

漏洩弾性表晦波（LSAW〉

v乙
図3
（2）

水浸法によるしSAWの発生

漏洩弾性表面波の発生

鞠

（a）水浸法による臨界角を用いる方法禰

琉マ薙一

漏洩弾性表面波（LSAW）は、図3のように水浸法におい

・（2）

てLSAWの臨界角で超音波を入射させたとき発生し、水中
に縦波を漏洩しながら表面に沿って伝搬する。…一探触子

ここで、κ：表面から探触子の焦点までの距離である。

法の場合は入射点及びその直後の表面を伝搬するLSAWの

（3）漏洩弾性表面波の音速と粒界侵食
深さの関係

後方散乱波が現れる。逆に入射角を変化させたとき後方
散乱波の振幅が最大となるときの臨界角♂。、から、次式に

よりLSAWの音速VLが算出される。

（a）水浸法の臨界角を用いる方法
水浸法で入射角を31度及び35度として、損傷面側から

Vw

▽L篇・r一一7一

・（1）

探触子を平面走査させたときの振幅変化を平面表示した

Sm↓CR

結果を図5に示す。入射角が31度では健全部で振幅が大
ここで、w：水中の音速である。
（b）

きく、損傷部では振幅が著しく低下している。このときの

大開口角の線集束探触子を用いる方法

入射角31度が、健全部におけるLSAWの臨界角にほぼ等し

開口角の大きな線集束形の探触子を用いて、図4に示

いと考えられる。

すように、探触子の焦点を試験体表面より劣だけ内部に設

一方、入射角が35度で振幅の大小関係が逆転し、損傷部

定すると、超音波顕微鏡の原理と同様に試験体表面で漏

の方が振幅は大きいが、これは入射角35度の方が損傷部

洩弾性表面波が発生する。このとき、表面エコー（Sエ
コー）の後ろに現れるLSAWエコーは材料の表面における

のLSAWの音速に対する臨界角に近い値であり、すなわ
ち、損傷部のLSAW音速は健全部のそれより遅くなってい

劣化損傷の情報を有している。LSAWの音速琉は、Sエ

ると推察される。この傾向はIGAが深いほど著しくなる。

コーとLSAWエコーの時間差説から次式により求まる鵬。

IGA深さが20〜300μmの試験体に対して、周波数が3．
5、10及び20MHzの探触子を用いて上記の要領で臨界角か

大開口角線集束探触子

Sエコー

LSAWエコー

振幅
ゲート
Sエコー

LSAW

コー

時問、t

L
水

L

LSAW

試験体

振幅

L：縦波

LSAW

l漏洩弾性表面波

周波数、 f
図4

大開口角線集束探触子によるしSAWの発生
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規準化したIGA深さとLSAW音速の関係
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らLSAW音速を求めて、実測したIGA深さとの関係を整理
して図6に承す。横軸はIGA深さを波長で除して規準化し

たもので、図に示すように周波数に関係なくIGA深さに

図8

1GA深さとLSAWの音速の関係

が期待できるものと考えられる。

伴って音速が低下することが分かる。
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国際溶接技術者認証制度発足と資格取得特例措置のお知らせ
（WES8沁3溶接技術者の資格取得にトライされる方へ）
（社）日本溶接協会

皿w溶接技術者資格認証委員会
皿w（国際溶接学会）では、1998年から国際的に通用する「溶接技術者資格認証制度」を発足させました，、

この皿W資格には、下表に示す4つの資格があり、それぞれ資格要件を満たした者が、定められた教育内容にし
たがって所定時間の教育を受け、最終試験に合格すれば終身資格が与えられます。これは専門家としての知識を有
することを表す称号です。詳細は溶接技術8月号並びにホームページ（hゆ：／／wwwjwes．orjp／jp／shi｝ki／index．html）に

掲載される予定です。この制度は目本国内では（社）日本溶接協会を中心とした関連9団体による新しい認証組織（J
apanAuthorlsedNat量ona玉Body、JANB）が実施することになっており、2001年4月から施行することにな一）ており
ます。

「WES8103溶接技術者」はISO14731「溶接管理一管理技術者の任務と責任」に基づいた溶接技術に関する職務能
力に関する資格であり、定期的な更新を前提とする資格ですので皿w資格とは性格が異なりますが、要求される知

識、能力の範囲はほぽ同等です。このため、L記lrw資格制度における特例措置として、2001年3月までに「WES
8103溶接技術者1資格を取得しており、かつ受験資格要件を満たしている方については、24時問のIIW規定の補充
教育と口述試験のみによって皿w資格を取得することが可能となりました、、したがって、特例措置の対象となるの

は、今年度

月の試験に合格した方までとなりますのでご注意下さい。

W資格取得を希望される方で、WES8103

資格の認証を受けていない方、ヒ紅級HW資格の取得を考えている方には今年度中の「WES8103溶接技術者」資格
取得をお勧めします。IfW資格とWES資格との対応は下記の通りです。
IIW資格

資格要件

WES8103

（最低学歴）

溶接技術者

IWE

理 工系4年制大学卒業

特別級

24

446

冊

理 L系短大，膏専卒業

1級

24

340

IWS

一

㎜

一

IWP

1二業高校（汚通高校は除く）
＿

｝

一

｝

一

一

一

＿

場合の教育時間

24

2級
＿

一

｝

一

lL規に資格を取得する

一

一

＿

㎜

『

222
一

＿

一

一

㎜

一

一

一

一

WL（WES8io7）

注）1WE：Intematlon31Welding
IWT：Intematlonal

一

補充教育時問

Weldlng

Englneer
Tec㎞olo91st

IWS：Intematlon撮Welding Specia1lst
（IWP：1ntemat圭onal Weldlng Practitlo膿）の資格は，WL資格保有者が対象ですので別途，お知らせします。）

文系学歴は受験要件の対象外ですが，理工系専修学校等を修ゴされている方は学歴条件としてカウントされる
場合があります。
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6．器用な技術か，不器用な技術か
千葉工業大学名誉教授羽倉
東海村のJOCのウラン臨界事故で二人目の犠牲者がで

弘人

で器用な技術であったから、こんな不器用な技術は到底

臼本では通用しないと考えたが、いまでは「ツーバイ

た、痛ましいことである。原子力産業のような極めて高度
な技術に、バケツでウランを注ぎ込む工程があり、それが

フォー」は日本でも有数な技術として定着している。これ

直接的な事故原因であることに日本中の人々が納得でき

に刺激されたのか、在来木造工法も伝統的な継手、仕口工

ない違和感を抱いた。私もなぜそんなことをしたのか不

法を捨てて接合金物を多用する安全確実な不器用な技術

思議に思ったが、これも日本人の器用さが原因した事故

に変わってきている。

不器用な技術は決して下手糞な技術ではなく頑固な技

であることに気がついた。

多分、JOCでは複雑な工程を飛ばして、ウランを器用に

術というべきであろう。fall−s＆feという言葉があるが、誰

沈殿槽に注ぎ込めば能率が飛躍的に向上することに気が

にも出来て安全確実な技術が本当に優れた技術である。

阪神大震災で鉄骨の柱梁仕口に生じた脆性破断対策と

つき、マニュアルを無視して実行したのだと思う。
欧米人は不器用だからマニュアルを頑固に守り徹すが、

して、スカラップ形状の改良など日本の技術はとかく器

日本人は器用にマニュアルを改良するのが得意であり、

用な方向に進み勝ちである。アメリカではノースリッジ

応用技術に優れた国民であるとよく言われる。私もそれ

地震で同じような経験をしたが、日本とは違った不器用

を誇らしく思っていたこともあったが、最近、口本人の器

な方向に進んでいるように思う。

また、最近、鉄骨関係者の間で建築基準法令の改正に

用さが本当に誇るべき特質であるのかどうか考えるよう

伴った「パス問温度管理」の新設が話題となっているが、

になった。

昔の手溶接の頃にはこのような問題はまったくなかった。

20数年前にアメリカの住宅技術開発競技「ブレークス
ルー」を見学に行ったことがあった。日本でも建設省がこ

当時は1パスごとにチッピングハンマーで叩き、ワイヤ

れを真似て「パイロットハウス提案競技」を行ったので記

ブラシで擦ってスラグを落としたので、パス間温度など

憶しておられる方もいると思う。

問題になりようが無く、むしろこのスラグ落し作業の問
に、自分が溶接したビードの出来ばえを確かめる余裕が

アメリカの幾つかの都市で、当選案を実際に建設して
いる現場を見学したが、驚いたのは舞台の大道具を作る

あった。

現在の炭酸ガス半自動溶接は能率 …辺倒で、1パス毎に

ような木枠を建て込んで、3階建てのタウンハウスを建

仕上がりを確かめる余裕が無いので気がつかないうちに

設している現場であった。最新の建築技術が見学できる
と期待していたのに、のこぎりと釘だけ持って新大陸に

いろんな問題が生じているのであろう。パス間温度もそ

渡ってきた開拓当時の住宅技術である「ツーバイフォー」

の…つである、、これも能率的な溶接の研究を器用に進め

を見せられ、それがいまだに生きているのを見て驚いた

た結果であると思う。

低成長時代の溶接技術として、1パス毎にハンマーで叩

のである。

私が大学で習った木造技術は、「腰掛け蟻継ぎ」、「追っ

き、仕ヒがりを確かめるほど余裕のある不器用な溶接法

掛け大栓継ぎ」など芸術品のような継手、仕口をもつ華麗

を検討してみる必要があるのではと考えるこの頃である。

（2000年4月記）
日本非破壊検査協会技術講習会のお知らせ

日本非破壊検査協会では、非破壊検査技術者技量認定

■開催案内入手方法／住所・氏名を記入した返信用封

試験受験者のための講習会を開催いたします。

筒・角形2号（332mm×240mm）に送料160円の切手を貼

講習日および受講料は技術部門と種別により異なりま

付して下記の申込先へ請求して下さい。

すので、下記要領で講習会案内を入手して下さい。なお、

■申込先／（社）日本非破壊検査協会業務課／講習会係

受講の受付は定員になり次第締切りとなります。

（〒王01−OO26東京都千代田区神田佐久間河岸67、夏目第5

■毛催／（社）日本非破壊検査協会

ビル4階、電話03−5821−5103、URL：http：／／wwwsoc．nacs

圏期日／平成12年6〜9月

is．acjp／jsndi／）
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7．CW検査事業者協議会
代表幹事就任にあたって

｝

鋸欝
聯

CIW検査事業者協議会代表幹事
この度、第7代目の代表幹事の任をおおせつかることに

逸見

俊一

応していくことは、現状ではかなりの困難と資金を伴う

なり、昨今の厳しい経済状況 ド、混迷する時代の中で、持

ことが予想されます、、この委員会ではαW認定事業者制

ち前の情熱（猪突猛進）と実行力をもって積極的に打って

度も時代に合わせ変化していくであろうことを考え、そ

出る姿勢で、この与えられた大役を果たしていきたいと

の時々に（社）目本溶接協会に提言する資料作成、検査事業

考えております、、

者向けには、品質システムのマニュアル作成ガイド等、体

政府の発表では、景気も． L昇気運とされていますが、検

質強化・改善につながることを行っていきます。

査業界は建設業界の1年後というのが定説ですから、今後

もちろん、責任感・倫理観の欠如は認定制度の根幹に関

さらに1年〜2年後にL昇気運が来ると思いたいところで

わるものであり、基本的には各祉のより…層の管理体制

す。しかし、簿価の廃 IL、実勢価格の採用により建設業界

の強化が望まれます、、次に、建築士事務所協会あるいは［1

の不良資産はさらにふくれあがり、検査業界への発注価

本建築構造技術者協会等を対象に鉄骨及び鉄筋圧接部の

格もより厳しいものになるでしょう。ここで赤字受注を

外観検査講習会を全国規模で開催したいと考えています。

してしまうと耐力の限界がすぐそこにあり、よしんば景

建築基準法の改正により、申間検査の実施、また住宅占〜、

気が回復しても厳しいコスト競争が日常的になります。

質確保促進法で構造部の！0年保証が実施されることに伴

当協議会の「全国営業会議」で推進している統…見積書

い設計監理者の責任が重大になってきていますが、まだ

は、客先にも検査会社のコスト内訳を知ってもらうとい

具体的には整備されていないような気がしています。建

う目的もあり、是非多数の会員去社に使用していただき

築物は建築に関わる全業種で作り1二げるものですから、

たいところです。

この面で協議会は協力していきたいと同時に、設計者と

さて、CIW検査事業者協議会で今年度大きく変わった

しての、笑場から検査会社がどうあるべきか助言でもいた

のは、副代表幹事制を取り人れたことです。αW検査事業

だければより視野が拡がって行くでしょう。

者協議会も！57社の会員を有し活動も多岐ににわたり、代

全国営業会議も会員の要望が強く引き続き開催します

表幹事1名では細部にわたって行き届かなくなる恐れがあ

が、それとは別に今年度は小ブロック化してほしいとの

るためです。2名の副代表幹事の知識と経験には大いに期

要望もあり、全国を8ブロック程度に分け、全会員がより

待してください、，言うまでもなく、検査業界の使命は健全

参加しやすい形を模索中です。また他分野も取りLげて

な社会資本を守り、ひいては人命を守ることにあります。

ほしいという要蜷に関しては委員の構成を変え実行委員

しかし、現実は検査業界の地位は非常に低いものであ

会で今後検討していく予定です。「鉄骨第二者検査会社名

り、経彗者また検査技術者の方々は大変な苫労をしてい

表承」・「統一見積書式」は責任の明確化、透明性、公平性

ます，、前年度の「基本問題検討委員会」において、色々な

の点からも重点的に推進していくのはもちろん、会員各

問題が出されていますが、諸先輩の努加ご報いるために

位のより

もそれを前提として今年度は「CIW検査事業者の社会的
地位向 月を口指します、、

一層のご協力をお願いします。

（社）日本溶接協会、（社）非破壊検査振興協会、（社）1

1本

非破壊検査協会とは、随時関連事項について連絡会ある

検査業界が抱える問題は根深く構造的なだけに建前と

いは懇談会を開催し、連携を図って関連業界への働きか

実態が乖離した高所からのもっともらしい改善等は現実

けを積極的に行っていきます、、いずれにしても「αW検査

味を持ちません。各委員会でも常に意識改革に努め、より

事業者の社会的地位向、 Uには、会員相互の努力が不可欠

現実的で前向きな検討をしていきます，、そのつとして

であり、嵐が通り過ぎるまで待つ姿勢では、業界の健全な

「事業者認証制度検討委員会」を新しく設置しました。検

発展は望めません，，逆風下であるからこそ検査業界一丸

査業界を取りまく環境の変化、あるいは要求事項の変化

となって、針路を見夫わず将来のための 一歩を踏み出し

に対して、検査業界も努力を積み重ね発展していかなけ

たいものです。

ればなりません，，

一企業あるいは…個人でこの変化に対
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8．協議会だより
CIW検査事業者協議会

尾崎

1．協議会各委員会及び検討会活動開始

平成12年度の事業計画に沿い、各委員会及び検討会が
次のとおり活動を開始しております。

忠義1エース・エンジニヤリング（株）1

若林

正司1神鋼検査サービス（株）1

田井

牧夫旧本溶接検査（株）1

郁也陳亜非破壊検査（株）1

平田

藁。「事業者認証制度検討委員会」

英蒔旧本シーレーク（株）1

0オブザーバー逸見俊・代表幹事

（第…回委員会；5／18、第二回委員会；6／1、第二回委員
会；8／7予定）

2）

0委

員

鯉田

「統…御見積書」及び「鉄骨第 i者検査会社名表

（1）

1）委員会構成（担当：鯉田副代表幹事）
○委員長

検討課題（要点）

示」活動の定着化について

長生1非破壊検査（株）1

（2）価格問題について

（順不同）

斉藤正則1東京理学検査（株）1

（3）

田中

（4）

淳1石川島検査計測（株）1

田村

章旧本検査コンサルタント（株）1

三浦

邦敏1エンジニアリングサービス（株）1

0アドバイザー春原

検討体制について

その他（発注形態の改善他）

3．「建設物価調査会対応検討会」

匡利陳京都都市計画局1

（第

一回検討会；6／2、第 二回検討会；6／27予定）

2）検討課題（要点）

i）検討会委員構成（担当：逸見代表幹事）

検査事業者の視点から、次の課題について検討を進め

○委員長
0委

る、，

（1）

宮部

晶質システムのマニュアル作成ガイドのドラフト

作成（準拠規格；ISO

員

三浦

邦敏1エンジニアリングサービス（株）1

（順不同）

彰1（株）シーエツクスアール1

芥生仁志1（株）ジャス碍

i7025）

（2）NDI規格類の整備方針についての提案書作成（設

中西

諄1東京理学検査（株）1

備管理及び要領書）

荒井

均1（株）キューシーコンサルタンH

（3）

倫理に関する規定についての提案

（4）新WES8701についての検討

2）

（5）

（1）

価格調査法と表示法の標準化について

（2）

アンケート調査について

事業者の教育体制についての検討

1二記の検討については、溶接協会の当該検討WGとの連

検討課題（要点）

（3）その他

携のiマに進める。

2．「全圃営業会議実行委員会」

4．その他

会員外（目本建築士事務所協会、JSCA等）向け「外観

（第一回委員会；6／27予定）

講習会」について技術委員会内にWGを設置し具体化の検
1）

委員会構成（担当：中西幹事）

○委員長岩田
0委

員

雅史1（株）インテック1

（順不同）

冨部

彰1（株）シーエックスアール1

小菅

巌1（有）イワオエンジニアリン列

村田

討を開始した，，

康彦1綜合非破壊検査（株）1

翼．資料紹介

日本学術会議・安全に関する緊急特別委員会から次の
報告書が刊行されております，、「安全学の構築に向けて」

入手は目本学術会議・学術課にお問い合わせドさい。
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9．お知らせ

F成12年度後期のCIW試験及び研修会の目程をお知ら

広島地区

せ致します。詳細及び申込締切日は、9月半ばに送付する

大阪地区

：

F成13年1月13日（上）

二平成13年1月14日（H）

各案内をご参照ドさい。なお、先にご案内しました東京都
大阪地区の研修会の日程を変更いたしました。また、北九

（3）

平成12年度後期ISO14731／WES8103による溶接技

州地区の研修会については、都合により中止することに

術者のための研修会

いたしましたので、ごゴ承のほどお願いします。各地区の

（i）

研修会の参加状況によっては中止する事がありますので

東

予めご承知置き下さい。

東京地区：9月6日〜9月gr三1

平成12年度後期「ISO14731／WES8103による溶接技

1級及び特別級基礎編対象研修会

京地区：9月11日〜9月14日

名占屋地区：9月2H〜9月5日

術者のための研修会」の案内・申込書をご希望の方は、連

大

阪地区：9月181」〜9月21日

絡先（氏名・住所・電話番号等）及び「溶接技術者のため

大

阪地区：9月26日〜9月29日

の研修会パンフレッi・希望」とお書きの上、Fax（03−325

福

岡地区：9月19［1〜9月22日

5−5196）にてご連絡願います。査収後、研修会の案内・申

（の

込書を連絡先宛てに送付致します。

東

京地区：9月12日〜9月14日

東

京地区：9月21日〜9月231二1

（1）

溶接部の検査に関する研修会

2級対象研修会

東京地区

：平成12年10月21日（D・22目（11）

静 岡地区：8月30H〜9月1日
名占屋地区：9月3Ll〜9月5目

大阪地区

二事成12年10月21日（七）・22日（日）

大

阪地区二9月27日〜9月29日

新居浜地区：9月6日〜9月8Ll
（2）

CIW、tl任検査技術者及び主任試験技術者試験

1次試験

2次試験

福

平成12年11月19日（日）

（紛

岡地区：9月20日〜9月22日
特別級応用編研修会

（東京地区／北九州地区／広島地区／大阪

東

地区）

大阪地区二9月12「1〜9月15目
福 岡地区：9月6日〜9月9日

東京地区

：

北九州地区：

ド成i3年1月王3日（

D

京地区：9月27日〜9月30日

1え成13年1月13日（卜）

CWニュース・ラウンジ
CW定時総会で通産省省エネ庁

荒川氏が講演

ついてはすべて、従来の国による検査を廃止し、それぞれ

C㎜r検査事業者協議会は平成12年度定時総会席ヒ、通

設置者自身による自主検査となる点を強調した、、

商産業省資源エネルギー庁公益事業部電力技術課火力建

実際の検査に携わる指定機関については、従来は公益

設運営班長の荒川嘉孝氏による「法改正に伴う検査制度

法人に限られていたが、株式会社等の民間法人の参入が

の今後の動向」（電気事業法関係）と題して講演を行った。

荒川氏はまず、今年7月1日から施工された改．正電事

吋能となったことから、「複数の法人に、その能力を競争

条件下で発揮してもらいたい」と、理解を求めた。

法について、97年9月の「焼鈍データ改ざん事件」以来、

また、当該彪気工作物の設置者に対する自セ保安の実

同様の事件の『恒久的な防止対策』を図るために、検討が

施状況などについて、客観的な評価を受けることを義務

進められてきた経験に触れたLで、とくに同改藍では原

付ける仕組みとして「安全管理審査」制度が創設される運

ヂ力発電所を除く事業用電気1二作物について工事計画の

びとなったことを受け、講演当日は審査の段取りと基準

認口∫を廃止し、すべて届け出化するとともに、使用前およ

についてISO9000シリーズの法定検査に関する部分を抜粋

び定期検査については原子力発電所を除き、溶接検査に

し独自にまとめた、実施要領案が示された。
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〜〆グノノ4イグノグググノ勢編集後記ノググ《殊グ屍ノヂ4ノ酋飛
、
、
、
、

はδっても4年間も続くと思っている人は多くないかもしれない。来年1月の中央省庁再編

〜

までの「つなぎ内閣」の発想にとどまらず、中央省庁再編まで見越した内閣人事に期待した

、

紙

衆院選の結果、自公保連立政権が向こう最大4年問政権を担当する資格が与えられた，、と

いものである。

・一方、シドニー・オリンピックの競泳代表選手選考、そしてお家騒動まがいのドタバタ劇

、
、

がファンのひんしゅくをかったサッカーH本代表チーム監督問題。選ぶことがとても苦手な

〜

国民なのかもしれない。そして評価基準の明確化、選定根拠と納得ゆく実行……。スポーツ

触
恩
、
、
、

界のトラブルは未だ成熟してこない口本社会の・端かもしれない。

、
〜

境作りの新たな時代を迎えているのではないでしょうか、、

いずれにしても政策を強力に実行するためには、それにふさわしい人材の確保が必須であ

る。これはいずれの産業界においても言えることではないでしょうか？

安全の担予としてのCIWを振りかえったとき、個々の技術者が十二分に力を発揮できる環

（編集委員N．0）

〜
寒

、
〜
、
、
、
、
、

〜

〜
、
、
、

、

㌧喫を研4ザ4ゲォ

〜
、
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