




1．特別座談会

女性検査技術者からみた非破壊検査

下林

岡

岡田

く司

大岡

　　　　　　　　　　＜出席者＞（順不同）

雅代さん（関西エックス線（株））

朋子さん（四国エックス線（株）〉

智子さん（エース・エンジニヤリング（株））

　会＞

紀一　氏　　（（社）日本溶接協会溶接検査認定委員会研究教育委員会委員長）

大岡關本目はみなさんお忙しい申、ご出席いただきあり

がとうございます、，私は日本溶接協会ではC亙W運営委員

会の中の研究教育委員会で委員長を務めております。

今回は女性だけの座談会ということで、女牲から見た非

破壊検査の魅力や将来的な非破壊検査会社の理想など

についてお話を伺いたいと考えております。それでは、

早速ですが自己紹介から、，

下林圃関西エックス線のド林と申します。倉敷営業所

に所属しており、目石三菱精製の石油精製プラントの

中に事務所があります。おもに非破壊検査業務に従事

してます。保有資格はCIWではRTの主任試験技術者、

NDIではRT3種とSM3種のほか、2種で6部門に登録して

います。

岡翻四囚エックス線0）岡です．今は現場というより経理

の仕事が中心ですが、ごく最近の現場の仕事というと、

中国からの発注でビールタンクの検査をおもに任せられ

ました、，資格はM）1でUTとRTの3種、CIWではUT部門

のセ任試験技術者資格を保有しています。

岡田隆工一ス・エンジニヤリングの岡田です。おもに鉄

骨の受人れ検査業務を行っておりますが、最近では報告

書を作る事務の仕事と半々くらいの割合になっていま

す。資格はM）1のUT3種と凹の2種を保有しています。

大岡藤ありがとうございます。さて、ご承知のとおり非

破壊検査という業務は男性が圧倒的に多い職場です。

1968年に目本非破壊検査協会の認定試験が始まって以

来、ずっと男性の職場といった印象が強かったのですが、

最近では女性の受験者も多くなっているようです、、みな

さんそれぞれに3種の資格を持たれていることは大変す

ばらしいことと感じております。

　それでは、今の仕事に就いて良かったと思ってますか。

ド林さんはいかがでしょう、、

下林■技術というのは、必ずもっと短）レベルがあるの

で飽きないです。

大岡騒なるほど、もう少し挑戦したい？

下林圏そうですね。幸い、白分が何かをしたいと思えば、

やらせていただける環境がありますので、常に前向きに

仕事に打ち込むことができます、，

大岡麟みなさんもそういった機会はありますか。岡田さ

んはどうですか。

岡田國資格に関しては、年初に会社に対して「今年は

これを受けたい」と希望を出せば資格試験を受けさせて

もらえます。

大岡■自由度があるということですね。岡さんは。

岡麗私はなるべく取れる資格は全部取りたいと思ってい
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ます、、現場に出る機会が少ない分、資格では誰にも負

けたくないので。そういう意味では自由に取らせていた

だいています，，

大岡籔こうして聞いていますと、資格はたくさん持てば

持つほど何となくいい・）ていう感じがあるみたいです

が）しかし、保有資格が増えれば増えるほど、そのすべ

てに対して資格取得のための試験勉強をするのは大変で

しょう、，徐々に試験地づ，汰に陥一）てしまう，、そういう意昧

で鉄骨の検査でも必要だ、化学プラントでも必要だとな

一）てくると、目常の現場はもちろん資格の更新もしなけ

ればいけないので、その結果、負担が大きくなってしま

うでしょう。また、経験を積むごとに疏場1二試験に落第

するわけにもいかなくなってくる、それが番重圧にな

るのではないかという気がするんですが。仕事と資格の

数の聞わりについてはいかがでしょうか。

岡翻「女が取ったのだから負けられない」という意昧で

の発奮材料になってほしいと希望します。

大岡翼私も試験官として取近では男性受験者に対して

「女性でも頑張っているのだから、君等頑張れないの」

と言うこともあります（笑）。ある意昧では私も女性の資

格取得者は活性化に繋がっていると思います。ところで、

みなさんは資格を取っていくLでどういう点で苦労され

ましたか。

岡田麟私はUT部門とf狸部門の資格を学生（目本溶接構

造専門学校）の時に取得しました。その後、建築鉄骨

超音波技術者資格も受験しましたが、やはり仕事をし

ながら資格を取ることは学生のころと比べて勉強時間が

制隈されるので……、，そういう中でみなさんが資格を取

得されていることは率直にすごいなと想います。

大岡璽そうですね。1ぐ林さんはたくさん資格を取りたい

ですか，、

下林幽検査といっても資格の勉強だけではないですよ

ね。プラント関係では装置の損傷とか運転についての知

識とか、当然溶接のことも知っておかなければならない

ので資格がすべてではなく、いつも勉強していなければ

いけない雰囲気ですし、まだまだ勉強不足だと感じてい

ます。実際、先月も2つの試験がありましたが、いつも

試験があります。定修のスケジュールと試験口が重なっ

て試験を受けられないことがあるので「今年は流しそう

だな」と心配になるときもありますが、まあ何とか更新

できてます。忙しい中で回転しているという、そのリズ

ムでここまできている感じですね。

大岡謹新しい資格がでてくると、そのリズムが狂ったり

することがありませんか、大丈夫？

下林闘ええ、ll』拝は第・に優先していかないといけませ

んので。やはりお客さまがくださったものですから、期

日までにきちっと挙げていかなければならないので優先

してます、、その間にもし1日でも試験に行けるならば行

く、時問があれば勉強するという感覚ですが、実際忙し

くないときがほとんどありません。この業界に入一）てか

ら「忙しい」がし．1癖になってしまいました（笑）、、

知鐸哉と才支術のバランスが電要

大岡幽どうですか、岡さん。

岡翻確かに試験と仕事の両帽ま大変だと思うんですけ

ど、常に｛1事Lの技術の向Lと紙のLでの勉強の両面

のバランスをとることが大切だと思います。技術だけあ

って紙のL（試験）ではわからないとか、逆に頭でっか

ちになって技術がついてこないのはバランスが悪いと思

います。以前、大岡さんのお話の中で「海外で若い学

生が非破壊検査について非常に勉強しているが、技術

が伴わない」とおっしゃっていらしたように、その両方

をバランス良く身につけていくことが理想の姿だと考え

ています。

大岡目自分なりに消化する能力を持つことが大切だと思

うんですよね、，昔は非破壊検査というと欠陥があるかな

いかでよか一）たんですよ。ところが最近では破壊力学の

知識も必要になりつつあり、さらには、きずがつく前に

材料の紺織的な劣化をどう検出するかという時代にだん

だん変わりつつあると思います。

　そういう技術に追いついていこうとすると、勉強して

いかないといけない現実が生じます。現場にへばりつい

ていたり、報告書の作成に追われたりしている場合、な

かなか勉強しづらいですね。

　・方では、勉強はしたけど技術が伴わないため理解が

進まない。その逆に現場で実際検査を行ってる方では、

知識が伴ってこないためにどうするのかわからないと

か。したがって、知識と現場でのバランスがものすごく

要求されると思うんです．

　みなさんが現場での技術習得に当たって、苫労したと

か、も・）と詳しい教育の本がないとダメといった点で意

見はありませんか。

現場での苫労は

岡田灘私は超音波検査の仕事が多いので、超音波はX

線と比べたら、形で見えてこないじゃないですか。
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大岡騒そうですね（笑）。形というか2次元の像としては

見えてこないですね。

岡田麟X線のフィルムでは、そこにきずがあることが確

実にわかりますので、そういった面ではすごくうらやま

しいと思います。最近、超音波検査で音響異方性のあ

る鋼材がありました。計算では溶接部近傍の母材部に

反射源があって、推定ミスしてしまいました、，後で音響

異方性があるとわかったのですが……。

大岡鵬そういう事例は、現場を経験しないとわからない

でしよ。

岡田騒そうですね。

大岡圃何かトラブルに際し原因調査を始め、その対策、

今後非破壊検査で欠陥をどう見つけるかとい一）た流れを

経験すれば技術も進歩するんですよ。「技術は事故が発

展させる」という言い方もできるわけで、何にもなけれ

ば進歩しないと言えるかもしれませんね。

　現場における技術について苦労したとか。たとえばあ

の探触fは扱いづらかったとか、X線フィルムの写莫処

理で暗室に入るのが嫌だったとか（笑）。

岡懸話がちょっと横道に逸れるかもしれませんが、先ほ

ども話した中国のビールタンクの検査の件で、H本国内

であれば少し説明を加えれば理解してもらえるところ

を、海外では国内で理解してもらった同じフィルムを見

せると、欠陥にならないような欠陥も「これは怪しいん

じゃないか」と言われてしまうんですね。とくに枳手が

中国人で、完壁なものをつくってほしいという要求もあ

ったためか、ちょ一）とした混在物までもきずと判断して

しまう。また、説明するに当た一）ては技術ではなく学問

の方もひっくるめて求められたことが大変でした。技術

面においてこちらではパーフェクトにやってるつもりで

も札口㌔に説明するときにコンセンサスが取れず、時間が

かかりました。

大岡麗海外に限らず国内でも今のようなケースに遭遇し

たことはありますか。お客さまにわからせようと努力し

たけれども苦労したとか。

下林麟説明することはあっても、理解してもらえないと

いうことはありません。

大岡畷岡さんの中国の話もそうだったように囚民性も多

少あるんですよね。

岡闘そうですね。先方にとっては貴重な外貨を使ってモ

ノをつくるわけですから。突き詰めれば海外だからH本

だからという次元ではなく、お客さまは完壁を求めてい

「

［ 下林雅代　さん
関西エックス線（株1

』㎜

　　i

　　j

ると思うんですよ。でもそれに加えて申国の方の国民性

も多少はあったかと思います。

大岡騒確かにそうですね。私も中国には行きましたが、

相夢に納得してもらうには相当な努力が必要でした。あ

れやこれややっても、なかなかわかってもらえない。

度思い込んだらそのままですからね（笑）。

　シンガポールとかマレーシアで講演したときに、精密

試験の話をしたんですが、たとえばフィルムから試験体

を離しますよ、それから肉厚補修マスクを使いますよと

説明したところ「そんなので良くなるはずない」とδう

わけ、彼らは。実際に現場で撮ってなければそう思うん

でしょうね、，フィルムはちゃんと試験体にくっつけなさ

いというところを離せっていうんだからボケるんじゃな

いかとか、それで渠していいのだろうかと思ったんでし

ょう、，ところが写真集を持っていって精密試験で撮ると

通常試験の時と違ってこう撮れますよと実際に示したわ

け。そうしたら、なるほどなと彼らは納得しました、、し

たがって外国人に対して説明するときには実例を示すと

効果的なんです。みなさんはこれからさまざまな場面で

苫労されるかもしれません。

　冒頭から、その苫労とか技術習得の話をいただいてい

るんですが、それぞれの検査技術の中でしっかり勉強し

ないと理解できなかったのはどういうところですか。

岡田騰現場に出てから初めて難しさを感じました。学生

のときは板厚19mmくらいの試験片を検査する程度でし

たけど、実際1、｝二事になって板厚80mmのものを2メガで

検査しなければいけないといった体験をして、5メガと

2メガはこんなに違うものなのかとすごく感じました
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岡　朋子　さん
四国エックス線（株）

］

し、検査するときに70。の探触子と65。の探触子を使う

と角度が5。違うだけでもすぐに頭を切り換えていかな

いと自分でもピンとこないんですね、エコーを見ていて

も、、そういうことがすごくありました。やはり経験を積

んでいかないと溶接部の初層に関しても、検査していて

「あっ、これは形状エコーだな．iというのは普段やって

る板厚であれば大体見た感じでわかりますが、普段やっ

てない極厚ものになると、しばらく考えて，汁算して位置

を出して、それからやっと「やっぱり違うんだな」とわ

かる、，

大岡欄計算などは慣れてくるとできるようになるんです

よ、人問は。適合性がすごくあるから。そういうケース

に何度か当たると身につくんです。でも、最初に直面し

たときはいろんなことを考えてしまいますよね。

　どうですか、1ぐ林さん。現場においてこういう事例の

とき理解できなかったとか、もっと勉強しないといけな

いとか、あるいは考えていたことと違一）たといったケー

スはありませんでしたか。

下林灘タンクの開放検査はすごく地昧な仕事なんです

よ。ずっとしゃがみこんでやりますからね（笑）。そうで

すね、コーティング．Lからの肉厚測定ですかね。涼しい

ときに厚み計でデータが取れても、暑くなると出なくな

るんですよ、，大体、涼しいときに測定したタンクという

のは、航合は暑いときになるのでデータが出なくて代わ

りに探傷器を持ってこなければなりませんでした。それ

で、「ああ、最初からグラインダーで削って測定すれば

よかったな」と思いました。

大岡欝グラインダー仕Lげは自分でするんですか。

下林謹最近はみなさんさせてくださらないですが、経験

としてはあります。これはかなり肉体的に大変な労働で

す。

大岡璽グラインダー仕Lげも　・度は経験しておかないと

人に説明できないでしょうし。

下林圏ええ、緒に検査に行った人にもよるんですけど、

磨り方…つとってもただ磨ればいいというものではなく

て、検査に適した磨り方がありますから。

大岡闇みなさんそういう意味で最初は資格を取った人と

現場へ行かれたわけでしょ。そのときには女性の検査技

術者は多くいないから男性の技術者に同行しますよね。

それで教わるときには女性だから手を出さなくてもいい

とか、僕がやるから見てればいいとか言ってなかなか検

査をさせてくれなかったということはなかったですか？

岡田懸足場が悪かったり、狭い所、高い所の検査は気

を使ってやってくださいます。ただ、1トを出さなくてい

いという言い方をされたことはないです。

大岡翻グラインダーじゃなくとも、教えてくれた人によ

っては本来はこうだけど女性だからとか……、、

下林璽今ではみなさんやってくださいます。”今でば’

ですよ。私の方が占くなったので（笑）。女牲だから特別

ということはありません。，

大岡灘教わっている過程でなかなか覚えにくかったとか

大変だったということは？

岡■覚えにくいというのはないですけど、実際現場で検

査というのは一番省きたい1二程ではあると思うんです。

というのも製作に時問がかかるものをつくる場合、期閲

が決まっていますからどこで時間を省くかというと実は

検査の部分を 番省きたいと思うことが多いんですよ。

ですからにこまで時間との戦いを迫られるのか」とい

うことについて当初は認識が浅かったですね。

大岡璽管理業務で全体のll程が捉えられるようになると

時間がどこに配分されているかといった点で検査にこん

なに時問がかかっているのかと誰でも思うんでしょう

ね。でも検査技術者として現場に人ったとき自分で納得

するまで検査するじゃないですか、コスト削減のためと

か、工事の中で1二程を多少省略していこうとすると、検

査にしわ寄せがきてしまうこともあり、本当は一番しっ

かりやらなければいけないところが省かれるということ

もあり得るわけですね。

岡麟何か起こったときに責任を問われるのは検査する側

なんですよね、，
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大岡■そうそう。

岡口つくる段階では省略して「早く、早くとにかく早く、

し程まで間に合うように」という感じですから。

大岡■それで間に合わなくなったら検査にしわ寄せがく

るんですか。

岡■それで悔しい思いをしますよね。何かあった時にこ

っちに全部責任がかかるというのはつらいところではあ

ります。

大岡■本来はしっかりと作業するための時間をキープし

ないといけないなということになりますが、これがモノ

づくりの現場工程の…つのポィントではないかと思いま

す。

下林鷹（施 セに対して）逆にご迷惑をかけるので、危

険だよといった説得をしますよね。私はそこで「ここで

妥協してそういうやり方をすると、後々になって何かあ

ったときにご迷惑がかかって、も一）と大きな痛手を受け

ることが生じます」という言い方をします。逆に言えば

「検査は待ったなし」だと身に染みてわかっていますの

で、朝だろうが夜だろうが日曜祝Hだろうが、、正二程を守

るためなら育われたら「はい」って仕事に行くような感

じですね。

大岡■どの程度の大きさの問題が生ずるのかが読めない

から結果的には省略の方向に行き着くんですかね。

下林■女性だからというわけではないんですが、妥協し

ないというところは自分白身で結構感じます。

大岡■いや、女性が妥協しないというのは検査の面では

非常に良いこととだと思うんですよ。女性は検査に向い

てるんじゃないかと思ってるんですが。なかなか頑とし

て聞き入れないないというか（笑）。案外、男性一）てね、

フレキシビリティがあるというか、流されるところもな

くはないんですよね。職業によってはなんとなく女性向

きというのがあるじゃないですか。そういう意昧では検

査も本当に技術があって知識があって素晴らしい検査員

であれば、女性のそういうところはもっともっと生かさ

れるかなと思います。そういう意味でぜひみなさんには

頑張っていただきたいですね。

　さて、非破壊検査で魅力というのはこういうところに

あるとか、この業界に人ろうと思ったきっかけも含めて

お話しください。

非破壊検査の魅力とは

岡田■勉強を始めたころは、非破壊検査ですから見え

ないものがわかる（笑）、これがすごい。それをできたら

すごいことだと感じて始めたんですけど、今になると見

えないというのはこんなに難しいことかとつくづく感じ

ます。だから余計勉強しなきゃいけない、経験を積まな

きゃいけないとすごく思います。

大岡圏なるほど、どうですか岡さん。

岡■非常にマイナーな業界だとは思うんですけど。私が

興味を持ったきっかけは、韓国でデパートの崩壊事故が

起こって、その後の阪神・淡路大震災の時にはちょうど

大阪にいたものですから、これからの職業・業界ではあ

るなと思ったんです。同じ見方をすると最近でしたら台

湾で大地震が起きたりとか何か嫌なことが起こるたび

に、実はこの業界が浮ヒしてくるような気がするんです。

ですから、この業界を広げたいというわけではありませ

んが、大げさなことは言えないまでもある出来事をきっ

かけに業界の環境を少しでも改善していきたいとは思っ

ています。

大岡■そうですね。確かに事故が起こると検査技術が進

歩したり会社の規模が大きくな一）たりするのは当然ある

ことなんですよね。しかし、葬故が起きて、それが本当

に教訓となるかという点が重要ではないでしょうか？阪

神・淡路もそうですが中国、マレーシアの地震も、そし

てシンガポールとかインドでの地震もそうですね。それ

を防ぐために非破壊検査が非常に有効な嘉段であるとい

うことで活用しようという流れはあるんですが、どうし

て非破壊検査が定着しないのかと考えることがあります

よ。コンクリーi・にしても何にしてもやはり適材適所の

f法で検査することが非常に大事だと思うんです。

　私がベトナムヘ行った時には、とにかくコンクリート

の検査でもそうでしたが、放射線で撮れば2次元像なの

で欠陥が 一番わかりやすいと思ったんですが、X線やγ

線で撮ることが国民に危ないととられているんです。だ

から、放射線の講習会をやったときに30～40人くらい集

まると見込んでいたところ、10人足らずしか集まらなか

ったのです。安全管理をしっかりやって使うということ

より放射線は危ないものだと始めから思っているのでし

ょうね。ところが、マレーシアでコンクリートのセミナ

ーがあり、放射線が有効な手段の つであることを理解

したベトナム人は「先生、やはり放射線というのはいい

ですね」と言いだしたわけです。

　私の経験話しになってしまいましたが、ところで1｛林

さん、話を戻しますけど非破壊検査の魅力という点では
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どうですか。

下林■先程お話したとおり興味が尽きないです，，NDIの

資格には6部門ありますが、それだけでは足りないので

CIWも挑戦して、そのほかにコンクリートもありますし、

目硯でも見ていかなければなりませんし、形状・寸法も

要求されるところもありますよね。やはり、検査会社で

すので、なるべくお客さまの二一ズに対応できるように

興味の続く隈りまだまだ勉強しなければいけないことが

たくさんあると思っています。

大岡■個人のポテンシャルはわかりましたが、会社とし

てはどうですか。

下林璽検査員ではなくて診断もできる人を求めている方

向です。要は私どももそうなんですが、検査だけではな

くて、その後の診断もできる技術者が求められてきてま

すね。

大岡墜そういった意昧では非破壊検査協会の資格は取

っておられますが、それでは診断はできると思いますか。

下林翻難しいところですね。経験の深い人や、逆に非破

壊検査の資格はないですけど検査眞による検査に基づい

て評価のできる人というのは何人かおられますね、，

大岡膿ああ、そういう意昧、いわゆる欠陥評価ですね。

欠陥評価というのは非常に難しい。ll本では欠陥があ一）

た場合にそれを監視しながらやっていくのはなかなか難

しい。石油プラントの場合、欠陥を監視しながら稼働さ

せるということは？

下林璽はい、プラント側では延長したいという考えがあ

りますし、、

大岡薩それはもう実際に始まりつつあるのですね。

下林踊ええ、当然その方向でやってます。

大岡璽欠陥のき裂進展をモニタできれば、いつ取り換え

るかとか破壊に至るかどうかを調べるため0）情報をすべ

て非破壊検査で集めて最終的には設計にもフィードバッ

クさせることも璽要となるので、例えばそういう方面の

人も必要ということですよね。

下林■はい。

大岡璽そしてもう・方ではそういう情報を与える人も必

要になる，，

下林■はい、そうです。この業界ではいろいろな方にお

会いしてるんですが、診断について造形の深い人という

のは法律から技術に至る情報を与えることができるんで

す。よく目視のことである会社の方にいろんなお話を伺

うこともあるんです。

大岡■診断という単なる技術というより、もう “歩進ん

でという話では岡さんどうですか、，まだ、そこまでいく

のは大変ですか？

岡■そうですね、判断という部分でしょうか…

大岡圏たとえばビールタンク，，破壊したらどうなるの、

ビールが吹き出すの。

岡旧かなり壊れないようになってるんですけど。

下林■圧縮タンクだっておっしゃってましたよね，，

岡圏中国側の要請がありまして、目本だったらビールタ

ンクの検査は適用基準の常識的レベルが確立してます

が、それが咽到では原子力発雇所と同等の厳しさでつく

られるんです。目本の基準に比べて格段に厳しいもので

した。識別最小線源も番細かいもので見ないといけな

かったので、ioO番から80番に落とすのは普通ですけど、

その時は50番でした。その分、時間がかかりますし、本

当に意味のないものまで細かく写るわけですね。ですか

ら私が「まったくきずではない」と判断をポしても先方

は「見えるもグ）は見えるから」と糸内得がいかないようで、

何かあるんだろうと話し合いになったこともありまし

た。

大岡欝それは申国のどこだったんですか。、

岡繕深川（しんせん）です。H本でパーツをつくって、

現地でドッキングする形だったんです。その時が番つ

らかったですね。私が嘘を言っているようにとられると

いうか、すべての判断が問違っているようにとられてし

まうので，、

大岡麟タンクなどはASMEとの関係もあるんですね。日

本の場合だと他に第1種とか第2種圧力容器といった

6
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規格もありますし、やはり、みなさんのお話を聞いてる

と、それなりに苦労していると思います。鉄骨の検査で

も作業場はいつも平らなところではないでしょうし。

岡田騒はい、かなり重ねられてしまうようなことはあり

ますけど。

大岡麟建ってきたところに行一）て検査することはあまり

ないですか。

岡田畷そうですね。

大岡目自主三検査と受入れ検査を比べて、結果に違いが

生じることはありますか。

岡田麗多少の違いは出てきます。エレクトロスラグ溶接

部の溶込み幅の測定で、3ミリくらいの違いが生じるこ

ともあります、、

大岡團みなさんはそれぞれ魅力を感じて女性として非破

壊検査業務に従事するようになったわけですが、これか

ら世の中がだんだん変わってくるとその魅わを持続させ

たり、あるいは今後何か新しいものに挑戦していくなか

で、たとえばド林さんはさまざまな診断技術に取り組ん

で単なる技術者ではないという発想で習得できるものは

すべて習得してしまおうという前向きな姿勢とお伺いし

ました。ほかの方にもお聞きしますが、何か目指してい

るものはありますか。

技術者としての新たな挑戦

岡田縢オ日・探傷の機械などがもっと小さいものになっ

て、ボックスの角溶接が簡単に見られるようになったら

便利だろうなとは思います。佳口については細かくなり

ますから予探傷になるでしょうけど、オートについては

もう少し開発されていくものと期待しています。

大岡圃岡田さんはオートを希望されている。ご自身では

それについてどのように活用しようと考えてますか？

岡田騒今は溶接について勉強しなければと思っていま

す。

大岡■岡さん、どうですか。

岡■希望としてはもう少し現場に出たいという思いがあ

りますけど、相手の方が気を使われると思うので、そう

いったことがないくらいに女性の検査員が増えていった

らいいですね。

大岡■やはり女性だと客先の相fが気を使っているのは

感じますか。

岡■仕事をし始めて間もないときには誘動からかなり気

になっているんだなと伝わってきました。

下林■中には喜んでくださる方もいらっしゃいます。

大岡闘喜ぶというのは男性と女性の違いから気を使って

いる、ということをおっしゃりたいんじゃないかと思う

んですが。

下林願喜んでくださるのは、きめ細かくフォローする仕

事ぶりを知一）ているからで、相手の方は気を使ってくれ

ているわけではないと思います。

岡■先方に気を使われると白然とこちらも気を使ってし

まいます。

大岡願変に気を使われるとやりにくい一）ていう面はある

んですか。

岡圏はい。

下林隠もしかしたら、女性だと気が付いてない人もいま

すよ。プラント内ではヘルメットをかぶって眼鏡をかけ

て安全帯を掛けてといった格好ですので男性と女性の区

別はつきませんから。

大岡■鉄骨も同じじゃないですか。

岡田旧防塵マスクはしますから気付かれないこともあり

ますが・…・顎。ll場で作業されている方には父親くらいの

年齢の方が多いので、割と私はかわいがってもらってい

ると感じます。

大岡■かわいがってもらえるのはいいですけど、気を使

ってもらうとなると大変ですね。現実的には女性でも男

性でも技術のぶつかり合いができることはある意味では

自分を成長させるから魅力となっているんです。それを

相手に遠慮されたり気を使われると、なかなかl　lに出し

て言えない面が生ずるじゃないですか。

　さて、みなさんは自分の会社でいろいろ希望があると

思いますが、そこでこんなふうにやりたい、あんなふう

にやりたい、もしくは会社はこうあってほしいとい一）た

ことについてお話ください。

岡田■施 1二試験に立ち合う時には実際検査したものを

マクロをとって欠陥を見ることができます。また、ここ

に欠陥が入っていると指示したところをガウジングして

もらい、見えるものであれば目で確認できます。実際、

検査に携わっていて自分でもあまり自信がないときがあ

るんですけど、そういう機会を設けていただくと自分の

中で「あ一）、これはやっばりそうだったんだ」とより沫

く理解できるんです。同じ時期に人社した人でも施It試

験などに蹴ち合ったことが無い人からは、自分で検査し

た結果を破壊試験によって確認できるのはうらやましい

と爵われます。できればもう少し検査輿として学習でき
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る場といいますか、そういった環境を増やしてもらえた

らとは思います。机の上の勉強ではなくて実際に検査し

て破壊してみたらどうなるのかといったような機会を増

やしてもらえたら、もっと自分の中で興昧もわいてくる

と思います。

大岡田破壊と非破壊の関係は私もこれから 一番大事か

なと考えている分野なんですが。いままで検査して欠陥

が出たため補修した事例に直面したことはありますか。

下林■溶接施』［会社が新しい溶接法を導入する時、技

量確認試験などで用いられることはあります。

大岡旧実機の中でウニ合い検査などを実施している時に

不合格になったことはありますか。

下林■それはありません。

大岡■岡田さん、鉄骨などは受入れ検査でだめだったら、

「じゃあ、つくり直すために切りますか」という譜には

ならないんですか。切断まではいかないのかな。

岡田■はい。適切な方法で補修します。

大岡■そうかもしれないですね。破壊と非破壊は非常に

難しく、壊してしまうとどうしようもないのでなんとか

違う方法でと考えるんですよ。私も破壊と非破壊はそれ

ぞれのインターフェースが非常に重要な領域ということ

を先日もある書物に執筆したんですけどね。これからは

非破壊の人は破壊のこともわからないとだめですよと。

　欠陥があると思って切ったらなかったとか、当然ない

と思うものを切ったらあったとか、私自身も経験してま

すけど。切ったり、壊したりを簡単に「やりましょう」

と言ったって、お金も時間もかかりますから、なるべく

会社単位で取り組むことが非常に大事かなと思うんで

す。

　みなさんは会社がもっとこういうものをイメージして

くれたらとか、あるいは現在この分野で頑張っているん

だけど会社などの後押しがあればもっと好転することと

か。

下林口そんなに難しいことではないんですが、検査の地

位が低いというのはいつも感じています。

大岡■そうか、なるほどね。みなさん、同級生と会った

りした時に今こういう仕事をしているんだと誇りを持っ

て話した時、相手も納得してくれると思いますか。

下林田思います。

岡田最初のころはまったく知らない人もいました。

大岡口そうですね、破壊って何壊してんのとか、それに

「非」は「あらず」だけど一体何なのとかね。

岡■逆にX線とか超音波という音の響きで医療関係と

勘違いされたこともありますからね。

大岡■そうですか。

岡■非常にひどい冒い方ですけど、何か大きな事故が起

こったりすると説明しやすくなります。

大岡■たとえばロケットが落ちて検査はどうなのかと

か、「検査」に関係する言葉が出てきたり、「破壊」と

か「非破壊」とか出てくると国民のみなさんの非破壊検

査に対する理解が変わってきますから。

下林■私も原子力関連の事故に際しては説明しやすか

ったですね。

大岡■あっそうですか。1剛眉さん、どうですか同級生と

会っていろいろお話したりして。

岡田■知らない人が多いですね。

大岡■非破壊検査を宣伝するのは大変なんですよね。

わかってもらうのが。同級生や仲間内に紹介する時どう

説明するんですか。

岡田口鉄骨の溶接部の検査をしているというと「どうや

って検査するの」「何？」っていう返事が多いのですが、

グリセリンを鋼材に塗って超音波を通してそれが画面 上

に見えるから、それで溶接部に何かきずがないかを確認

するんだよって説明します。

大岡■それでも難しい、わかってくれない？

岡田■そうですね。ただ、短大の時の友人は、設計事

務所に勤めている人が多いので、そういう職業の方には

わかってもらえます。

大岡■何か繋がりのある人だとわかりやすいけど、何も

ない人に説明するのは大変ですね。非破壊の「非」とい

う字が破壊を被っているようにとられたら困ってしま

う。

岡顧名前の印象のせいか、恐ろしい職業だと思われがち

宝ですよね（笑）。

大岡口でもみなさんが会社での名刺には非破壊検査技

術者云々と書きますよね。そういうふうに書いてあって

も聞く人はいますからね。以前「非破壊」がなかなか認

知されなかったため、もう少しわかりやすくしようとい

うことで、それに変わる呼び名を公募したことがあった

んです。現在の日本非破壊検査協会の会誌には主題

「非破壊検査」の下に副題が入っています、「検査と材

料評価」と。当時はこの「検査と材料評価」を用いる

ことによって材料を評価するために破壊しないで調べる

方法だと少しはわかってもらおうということで副題とな

一一



Zヱ7RαMPEs／SPRING，2001♪

った経緯があるんです。

岡瓢X線や超音波というと・般の人からすると身近なと

ころでは病院くらいしか関係がありませんよね。

大岡■そうですね。だからお医者さんがやっていること

の1二業版ですよといえばもう少しはわかってもらえるん

だけど、まず、罫始めにね。

岡■身近には病院しかないですから、その関係者に思わ

れることもあるんですよ。

大岡■病院でもできるんだったらX線で撮ってくれな

い、なんてとんでもないことを言う人はいない？（笑）。

先lI、テレビで非破壊検査のことを取り Lげていました

が、要するにこのような番紐が放映されると非破壊検査

が身近なものだなといった感じがするんですけど。

　ところで今後、みなさんの資格が国内にll二まらずイン

ターナショナルになってほしいと思いませんか。たとえ

ば、海外へ職を求める場合でも、資格を取り直すよりは、

この資格を見せたら「はい、どうぞ」ってアクセプトし

てくれるところに行きたいと思いませんか。

岡田癩国際的に つの資格、　つの規格で統一された

ら海外の物件からこの規格を使ってくださいとか、あな

たは日本の技術者だから検査できませんとか、そういう

障害がなくなるのはすごくいいことだと思います。

大岡圏国際資格が実現すれば、外国で仕事してみたい

と思わないですか。日本で十分ですか？

下林翻私も通用する限りは海外へ行きたいですが、も一）

ともっと努力しなければいけないなと思ってます、，

大岡畷言葉の問題ということもありますからね。通訳を

つけても相手が正しく通訳してくれるといいけど．なか

なかうまく伝わっていない面も少なくないんですよ。

岡騒そうですね。欠陥のきずのレベルも向こうの硯格に

合わせていましたので。

大岡麟中国は新しく規格をつくってたんですか。

岡騒いえ、向こうの規格に合わせてということだったの

で、規準はすべて中国のものでやりました，、

大岡麟中国全土から受講者が来た講習会で、私は申国

語が話せないから英語で話すしかないんだけど、今度は

受講者が英語がわからないんですよ。そこで通訳がつい

たんですけど大変でした。だから英語で話しながら黒板

には漢字を書きました。「インスペクション．！と、書った

ら黒板には「検測」と書いて。そうやって講義したこと

があります。

　さて、みなさんのお舌を伺っていますと、みなさんが

それぞれ向、1二心を持一）ておられ、非常に楽しい座談会と

なっておりますが、今番したいことは何ですか。ド林

さん、とくにこれを今年の目標にしているといったもの

はありますか？

下林慶わが社では新たに自動超音波によるタンクの全面

肉厚測定に取り組んでいます。製油所の中にいるので、

タンクの検査については、白ら指揮して行えるようにな

っておきたいと思ってます。他には先月、定修時に機械

関係者からの要求が多かった国家技能試験での機械保

全の設備診断資格を受験しました。ちなみに結果はまだ

届いていませんけど。

大岡■これから設備診断といった分野はかなり大きくな

りますよ。

下林■はい、何とか習ぞ、｝したいですね。

大岡旧個人でやると大変でしょう、楽しみはあるけど、、

下林■初めはと一）つきづらかったですけど、全体の5分

の1くらいは非破壊検査に関することなんですよ。

大岡懸あっそう、5分の1くらいあったんですか。岡田

さん、どうですか、、

岡田■私はやはりもっと技術的な面を伸ばしていきたい

と思、っています。

大岡■今、超音波だけど今後ほかの部門でも3種にト

ライされますか。

岡田■まだ、そこまでの段階には……。

大岡■とにかく今の技術を身に付けたいということです

ね。

岡田■そうです。

大岡■設備診断といった意昧では、個人の資格として

は非破壊検査協会のものがありますし、αWは事業者の

認定ですよね。それでCIWの試験については下林さんと

岡さんは経験されてますが、どうですか、αWに望むこ
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とはありますか，，

CfWに望むこと

岡■ありますけど、ここで言うと自分にとって不利にな

りそうで（笑）。

大岡田いやいや大丈夫です（笑）。

岡■それじゃ言わせていただきますが、毎回、決まって

いるような試験は良くないと思うんです。「この問題が

出るだろう」ということで、受ける前から答えを詰め込

んで行くような試験は本当の試験ではないと思います。

大岡■おっしゃるとおりの部分もあるかもしれません

ね。

岡騒ただ、自分の不利になりますから（笑）。

大岡■いや、そんなことない、ないと思いますが。どう

ですかト林さん、2回勉強するのは嫌だから設備診断な

どとも関連するような内容もαwで、といったリクエス

トはありますか。

下林■それはあまり考えたことないです。

大岡■岡田さんもそのうち会社としてCIWを受験するよ

うになるのかな、，CIWの魅力というのは「頭脳集団」と

でも言うのかな。結局、事業者認定だから1人でいる会

社よりはUTだけで物件を検査してくれというよりはRT

の資格保有者もその中にいるということ、，もちろんお互

いのコミュニケーションがないとだめですよ。それに

SMを持一）ている人もいる、それに表面だけを検査する

となるとPT、MTとか、そういった横並びの頭脳集団、

これがつの魅力だと思います。

　私が言いたいのはCIWの中でコミュニケーションを図

るべきだということです。たとえば、何か起きたとき

RTで検査してみたり、UTでやってみたりすれば話す機

会が増えますね。何もないと話す機会がないんですよ。

　たとえば、鉄骨を検査している人は鉄骨をやってるだ

けで、自分が判断して欠陥があったものを放射線で撮影

したら違う結果が出たとなった場合は相当ショックだと

思いますよ。極端に言えばそういうことなんですよ。だ

から、CWの魅力といえば個々に主任検査もいるし主任

試験技術者もいるけど、そのレベルであればもう少し横

並びの議論があってもいいのかなと思いますが。その辺

はどうお考えですか。

下林翻つの視メ、1丈で見るのではないということですね。

私もよくN撹の6部門の中で何が・番大切ですかと聞か

れることがあるのですが、そういう問題ではないですよ

ね。検査はこういうやり方が一番適していると占うため

には、やはり検査のやり方を十分に理解していなければ

できませんから、全部わかっていないといけないんです

よと説明するようにしています、、また、さまざまな状況

に応じて適切な検査を提案できるようになろうと思った

ら当然検査についての幅広い理解が必要になると思いま

す。

大岡■岡さんは仕事の中身の話で議論を戦わせたことは

ありますか。

岡■ないです。ですからこういう機会を私はすごく嬉し

く思っています。

大岡田やはりそういう話を重ねて、みなさんが情報交換

することがCIWの魅力かなと思うし、先ほど岡田さんが

おっしゃってたように個人の技術としてのレベルアップ

は非破壊検査協会の方でやってるとか、それぞれ私は良

い面があると思うんです。それを活かして世の中に役立

つことをやらないと、ただ検査技術者としてそこにいる

だけではllt界に通じないと私は思っています。

　今、たとえば2科目持っている、3科目持ってる、

いろんな科目を持ってるということで試験地獄の世の中

になっているとう感じはしませんか。

下林■実際の検査業務がありますので負担は大きいです

けど……。

大岡■寝る暇がなくなりますよ。どうですか。

岡■！種、2種、3種と細かく分け過ぎかなという気

はします。　つだけでもいいような気はするんですが。

大岡■いろんなこと知りたい、いろんな部門に拡張した

い、だけど実際に手を広げてみたら本当の専門家になる

ためには一つか二つに絞らなければいけない現実もあり

得ると思います。異なる認定団体による非破壊検査に

関するさまざまな資格を受験していくと非常に大変じゃ

ないですか。確かに資格の世の中であれば佳方ないとい

う面もありますけども、でも最小限の努力で最大の力が

発揮できる方が効率はいいし、できればそういう体制に

と、みなさんもそう願っていると思うんですよね。この

課題はもうちょっと考える必要があるのかなと思います

が。

　最後になりますが，今後もみなさんのご活躍を期待し

ております。男性にも負けない力で世界に通じる技術者

を目指していただきたいと思います。長時闘にわたって

ありがとうございました。
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2．わが社における新人教育

（株）シーエックスアール品質保証部長　　稲ナ亘　俊三、

1　はじめに

　わが社は事成9年3月エンジニアリング事業部、平

成12年3月全社規模でISO9001の認証を取得しました。

　わが社の晶質方針では、顧客満足、検査技術、信頼

性などがキーワードとなっておりますが、これを達成す

るには優れた人的経営資源が必要になります。とくに

ISOで要求される教育・訓練（Tra量ning）はきわめて重

要な位置付けになっており、すべての躍馨質活動の段階で

教育し訓練された要員を割り当てることになっていま

す。

　これは教育・訓練を終ゴし適切に資格付けされた者

が必要という意味で、教育・訓練を受けていない者は耀，

質関連の活動に従事してはならないということになりま

す。

　このような背景から、わが社では教育・訓練、とくに

新人（新入社員、転入社員、部署換え社員および新技

術従事者など）の教育・訓練に乏、1三意を払い、確実に教

育・訓練を実施し資格付けた者を配置するようにしてい

ます。

2　新人教育

　新人教育には、一般的な教育（会社規定など教育、

安全衛生教育、配属部署教育など）、層別教育および品

質システム教育があり、教育計画および新人の教育二一

ズに応じて実施しています。

（1）一般教育

　速やかに社の活動への案内導入することを1、！的とし、

社員倫理、協調／安全意識などが教育の主テーマとな

ります。

（2）層別教育

　新たに起用する主任者クラスの者のための教育で、管

理者教育、主任者教育、職長教育、安全衛生官理者教

育などがあります。

　（3）品質システム教育

　晶質活動を行う要員の教育を行います。

　①　品質システム全般

　全社員はISO晶質システムの全容を理解し、その1卜順

に習熟することを目的とします，、

　②　部署品質システム

　招旨する部署・部門に係る活動手順を熟知すること

を目的とします（営業部門では営業に係る活動など）。

　・③　非破壊検査員

　従来からあるもので、非破壊検査に係る知識、技術、

技能を修得することを目的とします。ここでは国家資格

（X、γ、RIなど）および外部機関（M）1、CIW、WESな

ど）による6部門の・般的な技量認定・資格付けの他、

社で実施するその他の検査（目視、破壊検査、赤外線、

レーダー試験など）についても教育し、資格付けを行い

ます。

　また、社内レベル認定制度（SN℃TC4A）などもこれ

に準じて行います。ここの教育はもっとも亟要ですので、

年間計画書においても詳細にそのスケジュールを定め、

OJT、講習会、閑散期集中教育、NDI受験前教育などを

効果的に縄み合わせて、資格者の増大、レベルアップが

行えるように努力しています。、

　④機器校正員

　機器の校正・点検の知識・技術を取得することを目

的とします。

　⑤品質管理員

　部署・部門の品質活動を管理する知識を取得するも

ので、部署・部門の管理頁任者の位置付けとなります。

自部署の監査なども実施します。

　⑥内部品質監査員

　晶質システム見直しのための内部晶質監査員を教育

します。各部署に1、2名の資格者が必要となってい
ます。

⑦特殊業務員

　検査業務に係る安全、付帯業務、特殊技能に関し、

外部機関も含めた教育を行います（酸欠、玉掛け、溶

一11一



o催通信

表教育・講練コース

甑

A

B

C

D

E

F

G

コース名

晶質システム

担当部門

贔質システム

非破壊検査員

機器校正員

最質管理員

内部贔質監査員

特殊業務員他

対象者

社員全員

・担当部門員全員一一 璽璽麺連規程灘

非破壊検癒従事者

ND　I2種以、ヒの保持者

又は部署長が選抜した者

管理責任者

部署長が選抜した者

管理責任者が選抜した者

部署長が選抜した者

接、語学、コンピュータなど），、

3　資格付けと台帳管理

者 コース内容 時問／聖

a）晶質管理と晶質保証 3時間
b）晶質方斜及び品質マニュアル 5時間
の担当部署・部門関連規程／要領一

8時間
b〉担当部署・部門で定める手順

（寧1〉

者

a〉RT、UT、欝、PT、欝、SM技術技能 （＊1）

b）園家／第三者機関資格取得
（＊蓋）

c）上記a）、の以外の技術技能 8時閥

の保持者 ＆）業務用機材の管理 2時間
抜した者 b〉校正・点検技術 6時問
は a）審萱員又は内部監査員セミナー iβ以上

ノた者 b）晶質システム／晶質保証教育・訓練 8時間

塁抜した者
a）審査員又は内部監査員セミナー 1β以上

b）内部監糞員教育・訓練 8時間

た者
a）専門講習・研修コース 規定時間

b）特殊業務教育・訓練 必要時間

　教育・訓練を受け資格付けた要員は、iぐ記のような

資格者台帳に登録し、必要な品質システム活動に割り

当てます。

　　資格者台帳（・般非破壊検査）

　・資格者台帳（その他の検査）

　・機器校正員資格者台帳

　　　　　　（＊1）別途定めた必要時間数

内部品質監査員資格者台帳

4　おわりに

　非破壊検査を実施する検査会社にとって、教育・訓

練およびこれに基づく資格付けは、きわめて重要な品質

システム要素です。したがって、常に教育・訓練の内容

を検討し、社員に対して最適な教育・訓練を行って、

優れた人的経営資源を確保し、揺るぎのない品質シス

テムを維持していきたいと願っています。

蛋薮

の台所’奮戦記⑩たらこスパゲティ

　男が作る料理と申しましても、人によりさまざまな料

理の仕方があるようです。

　料理にこだわった末に素材から作ってしまう場合。蕎

麦の収穫から行う蕎麦屋など、料理の求道者とでも言

える方もいらっしゃいます。斬新な取合せ等を料理に求

める場合。創作料理、エスニック料理等々、料理の鉄

人もこの部類ではないでしょうか。

　金が無いのに、楽で美昧しい料理を食べようとする場

合。貧乏な下宿生活を営んだ方なら、マヨネーズご飯を

思い繊すかもしれません。

　さて、今回の料理は、怠け者の一晶。先ずは大鍋の

中の沸騰した湯に塩を多めに加え、スパゲティを蹄でま

す。好みの硬さに難であげたスパゲティにバターを少々

絡めます。そのLに「たらこふりかけ」をかければ、簡

便な「たらこスパゲティー」のできあがり。刻み海苔を

・振りすれば、昧だけではなく見た目も立派な一品とな

ります，，

離醜肇
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3．建築鉄骨溶接部の外観検査講習会に参加して

大阪府建築指導課　石飛　幸子

唾　はじめに

　3月3日に大阪市の電チ科学研究所において、鉄骨外

観検査委員会、1三催、C夏W検査事業者協議会、日本溶接

協会共催で行われた「建築鉄骨溶接部の外観検査技術

講習会」に多くの検査事業者の方々とともに大阪府か

ら2名で参加させていただいた。

　開会のあいさつとしてH本溶接協会溶接検査認定委

員会運営委員会委員の広瀬貞雄氏より建設省告示第

1464号（2000年5月31口）において仕口のずれ、アンダ

カット、食い違いについて定量的な規定値が定められ、

ますます外観検査の重要性が高まっていることについて

の説明を受けた。

2　レクチャー

　続いて、H本建築構造技術者協会金属系監理分科会

副主査の園部隆夫氏（SPC設計コンサルタント）より

『構造力学と外観検査』と題し、地震発生のメカニズム

や建物のもつ固有周期と地盤のもつ固有周期を考慮し

て設計することの重要性について、また鉄骨の工事監理

における施1二計画と事前打ち合わせの重要性と、その方

法のイ列として同分科会による鉄骨1二事チェックシート

をとりあげ鉄骨溶接部に要求される性能と、それを現場

で実現させる方法に関してOHPを用いてのわかりやす

い説明を受けた。

　午後からはエンジニアリングサービスのヒ平綱昭氏に

より『鉄骨製作中および製品の外観検査』と題して、

外観検査の考え方と外観検査でとくに注意すべき点に

野

ついて詳細な説明を受けた。

　続いてシーエックスアールの成本憲氏によりガ溶接

部の外観検査』と題しテキストを用い、表面に現れたビ

ード形状と内部の溶込み形状は類似していることが多い

こと、また同じ大きさの欠陥であれば表面欠陥が破壊に

及ぼす影響は、内部欠陥よりも数倍大きくなることから

外観検査がいかに需要か、また具体的に溶接欠陥ごと

に発生要囚および問題点、補修方法について説明を受

けた。

3　外観検査の実技

　その後、試験片を使用しての実習を行った。まず目

視で外観検査を行い、その後、計測器具の使用方法を

講師の方々に教えていただき計測を行った。この実習に

より目視のみの外観検査の難しさを実感した。

　外観検査は本来目視による検査であってゲージなどを

用いての計測は、あくまでも基準に達しているかが微妙

なものや、記録のために行うものであるという定義から

すると、外観検査を行うためには豊寓な経験と高度な知

識、蕨王1確な判断力が要求されることが理解できた。

　最後に筆記考査および溶接試験片の目視による合否

判定の実技試験を行った。、

　この講習会では実際に試験片を用いての外観検査が

行えたことが良い経験となった。鉄骨建築においては溶

接部が構造特性に与える影響が大きいことからも、外観

検査をはじめとする検査を行い、溶接部の健全性を把

握することは重要である。

4　おわりに

　大阪府では事成11年7月から、多くの方々のご協力に

より特定』紅程の中間検査を実施しており、この講習で

学んだ知識を今後の検査に生かし、より1臼准な判断を

行うことで、建築物0）安全性の向Lに努めたい。

　最後にこのような貴重な機会を与えてくださった目本

溶接協会のみなさまをはじめとする方々にお礼を申しL

げます、，

外観検査に取り組む受講者たち
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4．超音波ガイドウエーブ

石川島播磨重r業（株）笹原　利彦

噛　はじめに

　超音波による鋼構造物の検査は手軽な体積試験法と

して、最近ますますその適用例が増えてきている。これ

には放射線透過試験に比べ簡便であるだけではなく、実

績の積み重ねによる信頼性の向上と、コンピュータの進

化に伴い数値解析・映像化が容易になり、判定技術が

向上したことも寄与している。

　従来超ぎ波探傷にはモード変換を起こさずに使用で

きる縦波による垂直探傷と横波による斜角探傷がおもに

用いられており、これらの探傷では屈折角とビーム路程

による作図により、簡単に欠陥の位置を特定することが

できた。

　モード変換を起こしやすい縦波斜角法や板波（ラム波）

に代表されるガイド波（Guided　Wave）は解析が難しい

ため…般的には敬遠され、製鋼ラインでの薄板の検査な

ど限られた分野で使用されるのみであった，、

　しかし、近年、ガイド波の挙動に関する理解が進み、

伝播距離が長い利点を生かして構造物の腐食検査など

に使用する動きが出てきた。ここではガイド波と最近の

動向を紹介する。

2　ガイド波の特徴

縦波探触子

→

　非破壊検査に使用される超音波には縦波、横波のよ

うに、その進行に境界を必要としないバルク波と境界を

必要とするガイド波がある。ガイド波はその伝播に境界

を必要とする波の総称であり、その代表的なものに表面

波（レーレ波）と板波（ラム波）がある。これらは19世

紀末に導き出され、それぞれ解析者の名前が冠されてい

対称（S〉モード

音波がモード変換を繰返す グループで進行する

図喋　板波の発生原理

る。表面波は1つの境界に沿って進行する波であり、板

波はその名のように平行に相対する面が共振して伝播す

る波である。

　板波を発生させるにはいくつかの方法があるが、代表

的な例として、図唾に示すように縦波斜角探触子を使用

する方法がある。探触子から板に入射された縦波は反射

とモード変換を繰り返すうちに、近い周波数の波がひと

まとまり（p3cket）となり伝播する。このひとまとまり

の波の音速は群速度（gr傭pvelocity）と呼ばれ、群を

構成する個々の波より遅くなる。

　これからわかるように板波は2つの境界問をジグザク

な経路を通って伝播する縦波および横波であり、その振

動様式には図2に示すような対称（S）モードと非対

称（A）モードがあり、どちらのモードにも図3に承す

ような高調波が存在する。

　このように板波は縦波や横波とは性質が異なり、板厚

と周波数および伝播モードの条件に合致した音が群れと

なり、それぞれの速度で板の中を進行する。

　以L、板波の例を述べたが、管の場合はその内面と

外面の形が相似でないため、板波と類似の性質ではある

がより複雑なガイド波が発生する。

　図4（a）、（b）にガイド波の分散曲線の例を示す。図中

のL（0，m）はガイド波のモードを示している。縦軸の

非対称（A）モード

図2　板波のモード 図3　対称モードの高調波

一14
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図4（b）群速度分散曲線

CpおよびCgはそれぞれ位相速度（phase　vdocity）と群

速度を示している。横軸fdは人射する音波の周波数と板

厚の積である。

　図4（a）から希望のモードの波を発生させる屈折角が

計算できる。図4（b）は管中のガイド波の轟速を示して

いる。この場合L（0，1）は管厚と周波数の積（fd）にか

かわらず肖速はほぼ 定であることを示している，、こ

こではより高次の音波はfdに敏感であり、エネルギーの

分散を起こしやすい。

　このようにガイド波は発生条件によってさまざまなモ

ードの波が混在し、ある種の波は減衰が激しく、あるい

は液体に接触していると減衰されやすいなどの性質をも

っているため、その使用にあたってはできるだけ他のモ

ードの波に影響されず、エネルギー分散の少ない波を選

定する必要がある。

3　ガイド波による探傷の実際

　ガイド波のうち板波は広い範囲を探傷できる特徴を生

かして、以前から製鋼所において厚さ0。2mmから6m搬

程度の薄鋼帯の検査に1ムく使用されている。探傷には

振動ヂの角度を遠隔操作で調整でき、高速でも良好な

接触性が保てるタイヤ型の探触子がおもに使用されてい
る、、

　最近ガイド波の使用で注目されているのは配管の腐食

検査への適用である。配管の非破壊的な腐食検査では、

放射線透過試験あるいは超膏波による板厚測定が・般

的であ一）たが、検査のための足場設置、保温材の撤去

などに多大の労力がかかるため、より簡便な検査法が求

一15
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図5　ガイド波による配管探傷例

められていた、、この点ガイド波は減衰が小さく遠くまで

届く性質をもっており、適切なモードを選定すれば保温

材の部を外すだけで大きな範囲を検査できることが期

待できる。

　図5はガイド波により径200A長さ6mの鋼管を探傷し

た例である。探触子より2m先の溶接部！筒所を通過し、

探触子より5m先の管端まで超音波が透過していること

を承している，、　・般的に中空直管の場合、数レメート

ルの到達距離が期待できる。欠陥の検出限界は条件に

もよるが、管肉断面積の数％で通常の超音波探傷より

は劣るが、腐食箇所のスクリーニング手法としては1一分

期待できる性能である。

　ガイド波は管内外面が水などに接触している場合に

は、超｝ ヂ波エネルギーが漏洩し減衰が大きくなる。また、

途中に溶接部あるいはエルボなどの形状の変化がある場

合には、音波の反射、減衰、モード変換波の発生など

擾雑な挙動を示す。このようにガイド波の中には検査対

象物に関する非常に多くグ）情報が内包されているが、従

来のAスコープによる観察では、このような複雑な超音

波の挙動はノイズの増加、不明なエコーの出現として現

れ、その原因を判別するのは困難であった。

　これらの困難を解決しガイド波による探傷を実用化す

るため、コンピュータの支援による波形の比較、周波数

分析などを利用する解析手法の開発が進められている。

今後は実際的な腐食の状況、管の状況についての数多

くの経験を積み重ねることにより、より有用な手法とな

ることを期待している。

4　おわりに

　配管腐食などの簡易検査手法としてのガイド波の利

用について簡単に紹介した。内容を’F易にするため・部

簡易的な表現を行ったため詳細については以ドを参考願

いたい。

　　　　　　　　参考文献
1）Ultraso鮭ic　Wξlves　in　Solld　Medi＆．」，LRose，G毫mb翻ge　URive湘ty

Press5。

CIWニュースラウンジ
　　　　　一総事業者数、2社減の169社に一

　U本溶接協会・溶接検査認定委員会（C至W認定委、

藤田譲会長・東京大学名誉教授）は4月3H、東京・神

田佐久問町の同協会本部会議室で平成13年前期の新規

および昇格事業者の認定証授与式を開催した。新規3社、

昇格は3社（部門追加1社〉で、これにより認定事業者

の種別構成は、A種娼社（事成12年度後期比増滅なし）、

B種8社（岡2社増）、C種32社（同2社減）、D種40社

（同4社減）、E種71社（同2社増）で、総事業者数は169

社（1司2社減）となった。

　席L、あいさつにウ1った藤田

委員長は、今囲初めて総事業者

数が減少したことに触れ、「こ

の認定も従来は撮』を亟視す

る傾向にあったが、現在あらゆ

る分野で合併・再編成などの動

きがあるように、これからはr質』あるいは『規模退が

問われる」と指摘するとともに、「品質管理、製品の安

全性が求められる時代だからこそ、協力してこの難関を

乗り越えてもらいたい」と述べた。
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5．損傷評価の解説（5》

　　一レプリカ法による材料劣化損傷評価一

非破壊検査（株）横野　泰和

1　はじめに

　すでに述べてきたように金属材料の劣化損傷はミクロ

的な組織的変化やボイドの発生などの現象として現れ

る。このため顕微鏡により直接ミクロ的な観察ができる

ことがもっとも望ましいと言える。しかし、 般に顕微

鏡観察を行うためには対象部から観察したい箇所のサン

プルを切り出して試料として提供する必要があり、非破

壊的に内部の観察を行うことは不可能ではある。

　しかし、対象物の表面のミクロ組織を直接顕微鏡で

観察する代わりに、表面の組織を薄膜に転写して、そ

れを顕微鏡で観察することは吋能であり、材料表面のみ

を評価の対象とする場合あるいは表面を対象物全体の

代表として位置付けて表面の状況から全体を非破壊的

に評価することができる。この手法をレプリカ法と呼ん

でいる。

今回はレプリカ法を用いた構造物表面の金属組織観察

方法について概説し、その適用例として高温クリープ損

傷の評価方法を紹介する。

1髄陶騨瞬騨“圃購噂“層翻雇謄幽轍一隔－隠｝蹴鼎眉『曹一曽曜卿一一一一一一一一一一一一一一、

1　　　研磨　　　粗礪一バフ研磨　　　　　　　l

l　　　洗浄　　　洗浄及び乾燥　　　　　　　　1

監　　　　　　　渡食条件の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　毒

1　　　　　　　　　　　　　表面借の除去　　　　　　　　　　　　l

l　　　腐食　　　　　　　　　バフ研磨　　l
l　　　　　　　　　　　　　数園繰り返し　　　　　　　　　　　　l

l　レプり力採取　　　　　　　　　　　　1
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現地での工程1

組織観察

2　レプリ力法の概略

蒸着

光学顕微鏡
組織観察

SE離

組織観察

　（1）　レプリカ法の適用範囲

　図屡にレプリカ法の手順をフローチャートで示す。図

のようにレプリカを採取する、ll程と顕微鏡観察に分類さ

れる。レプリカを採集する工程では表面の金属組織を忠

実に転写することが要求され、顕微鏡観察の拡大率に

よって研磨の程度の要求度が異なる。走査型電子顕微

鏡（SEM）のように拡大率を大きくして観察する場合

はト分な研磨が必要である。試験体表面で少なくとも

φ10mm程度の大きさの研磨および転写が必要である。

　（2）レプリカ採取方法

　通常、金属組織の顕微鏡観察を行う場合は、試験体

から切り出した試料を直接、または樹脂に埋め込んで研

磨する。このとき研磨機を用いて粗い研磨紙から順番に

細かくして鏡面に磨いていき、腐食液でエッチングして

表面に凹凸をつける。

　これに対して構造物などの表面からレプリカを採取す

損傷評価

図1　レプリカ法のフローチャート

る場合は、表面を局部的に研磨してエッチングさせた後、

追従性の優れた有機溶剤皮膜を表面に貼り付け、表面

の凹凸をこの薄膜に転写する。

レプリカ採取の条件（研磨条件、腐食条件など）は材

料ごとに異なるため、あらかじめ試験体の性状を調べて

おき、適した条件を設定することが必要である。 一般に

はSUMP（Suz穫kデs　Universal　Metal　Printing）法と呼

ばれるアセチルセルロース薄膜を転写用皮膜とする方法

が多く用いられる。

　また、組織観察だけでなく炭化物の組成や不純物の

成分などを分析する必要がある場合は、表面の凹’．llを

転写するだけでは不十分であり、これらの微細な析幽物

も薄膜に転写して取り出すことが要求される。この手法

をとくに抽出レプリカ法と呼ぶ。

　（3）組織観察方法

　レプリカとして試験体表面の凹凸を転写した薄膜は、

光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡（SEM）などの試料と

して用いられる。 一般に走査型電子顕微鏡を用いる場

合はレプリカ表面に薄くカーボン、クロム、金などの金

属蒸着を施した後、観察が行われる。

　レプリカ組織観察から得られる情報は組織、析出物

一17一
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図2　レプリカ法を用いたクリープボイドのSEM観察例

（炭化物、介在物）、結晶粒径、ボイド、微視クラック

などであり、倍率が数百倍程度までは光学顕微鏡でも

観察することは1・∫能であるが、倍率が千倍を超える場合

は走査型電子顕微鏡（SEM）が用いられる。たとえば、

高温クリープにより結晶粒界に生じるボイドは、その大

きさは数！zmのオーダーであり、走査型電子顕微鏡によ

る観察が必要である。

3　レプリ力法を用いたクリープ損
　　傷の非破壊評価の例

　（壌1高温クリープ損傷による組織変化

　 一般にクリープによる変形挙動は材料の種類によって

異なるため、クリープ損傷評価を考える場合にはそれぞ

れの材料ごとの特性を十分に事前調査しておくことが必

要である。たとえば、脆性材料では粒内変形が起こりに

くく、寿命の初～中期の時点からボイドが発生するため、

ボイドの発生一成長によるき裂の生成過程を追跡するこ

とが再能である。

　これに対して延性材料の場合は、ボイドは寿命の後半

になって初めて発生するため、ボイドの観察だけで寿命

評価をすると手遅れになることがある。　一方、延性的で

あるということは結晶粒の変形が起こりやすいこと、す

なわち、結晶粒形状に変化が生じることを意昧しており、

この結晶粒形状変化はクリープの進行過程と対応して

いるので、この変化を捉えればよい。

　さらにクリープが進行する過程では、ボイドの発生だ

けでなく炭化物の変態（M23C6→M6Cなど）、成長およ

び球状化や転位の再配列などが同時に進行しており、

クリープ損傷に対する問接的な評価パラメータと考える

ことができ、これらの金属組織的な変化を観察すること

図3　Aパラメータ法による評価

はクリープ損傷度の評価に非常に有効である。

　結晶粒界のボイドやき裂は、金属組織を直接顕微鏡

で観察する場合には黒く現れるが、レプリカを観察する

場合は、図2に示すように臼く浮き出して見える。

　（2）　レプリカ法による評価方法

　クリープ損傷を評価するための組織パラメータとして

は、クリープボイドの定量、結晶粒の変形、析出物の

変態あるいはこれらの組み合わせが考えられる。

　（a）　Aパラメータ

　ボィドやき裂を定量的に表現する方法のつで、図3

に示すように・次応力軸方向に一定間隔で線を引き、

その線と交差するすべての粒界の数に対し、クリープボ

イドおよびき裂が存在する粒界数の割合により評価を行

う方法。

　（b）ボイド面積率

　ボィドやき裂を定量的に表現する方法のつで、図4

に示すように観察する材料組織全面積に対して、クリー

プボイドおよびき裂が存在する面積の割合により評価を

行う方法。

クリープボイド　応力方向

　　　　　　　一
結晶粒界

／’

．／ 野　　に・す
ボイド　積の割合

図4　ボイド面積率による評価
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（b〉　クリープ損傷材（時間損傷比10．85）

結晶粒変形法による評価

　（c）ボイド生成数

ボイドやき裂を定量的に表現する方法のつで、材料

組織の単位面積当たりに生成しているクリープボィドお

よびき裂の個数により評価を行う方法。

　（d》結晶粒変形法力

延性材料でクリープ損傷に伴う結晶粒の変形を定量的

に表現する方法で、応力軸方向と結晶粒の長軸とのな

す角度の分布状態が図5に示すようにクリープ損傷の程

度により異なることから、変形係数により評価を実施す

る方法。

　（e）組織対比法2〉

　ボィドの生成・成長、炭化物の析出および分布状況

から、図6に示すように損傷程度を8段階に分類し評

価を実施する方法。

4　まとめ

　レプリカ法は検査対象物の表面に対してのみしか適用

できないが、実際に組織を観察することにより、ボイド、

き裂などの状況が正確に把握できる利点をも一）ている。，

さらには結晶粒の変形や組織変化などの情報も得られ、

これらを定量化することにより損傷の程度を評価するこ

とが可能となる。現在では高温クリープ損傷に対する余

寿命評価方法の手法として、もっとも　一般的に使用

されており、今後は他の劣化損傷の評価にも有効に用

いられることが期待される。

損傷因ヂ 総合
傷区分

機械的損傷 顕微鏡組織 析lll物分布

iD　機械的損傷な

し　孤ウニしたクリ

ーブボイドの
生成

IM

将難1材と同
等 至P　未使用材と同等

A

HM
炭化物の柵靖

B

夏lp

マルテンサイト
ラス境界炭化物
の分散および球
状化
炭化物グ）凝集粗

大化

C

HIM
マノレテンサイ

　トラスの消失

炭化物の分散

更）

11誕）

クリープボィ
　ドの連結

E

11至夏）

炭化物の分散、

球状化および均
　一化

F

王III轍観き麹）発生 （｝

IV夏）

き裂の発生
R

図6　組織対比法による寿命評価
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6．随想一釣り大会参加者募集中一

　「あなたのご趣床は何ですか？」と尋ねられて何とお

答えになりますか。私はすぐに「下手ですがゴルフです」

と答えます。そんな私ですが最近周りからは、「釣りが

好きなようですね」とよぐ言われます。今のところ私自

身釣りは趣昧ではないのですが、あることを切一）掛けに、

そう勘違いされてしまいました。

　平成10年のある日、非破壊検査業界の関係者との会

議後の反省会？で、何か同好会のようなものを作って業

界の活性化を図ってはという話になりました。私は「ゴ

ルフが良いですね！」と強く主張したのですが、そのメ

ンバーの中には私以外にゴルフをする人がいなく、私の

意見はすぐに却下されてしまいました。結局、釣り好き

の方が多かったので、釣り大会を実施しましょうという

ことに決まりました。

　私の釣りに関しての経験は、子供の頃に近くの池でザ

リガニ釣りをした程度で、本格的な釣りなどしたことが

なかったのですが、その場で名誉？ある幹事に任命され

てしまったのが、いつの悶にか「釣り好き」ということ

になってしま一）たような訳です。

　まあ、そんなことで翌年の春から釣り大会を開催しよ

うということになり、素人の私では船釣りの方が良いだ

ろうということで、第美回の釣り大会は仕立て船による

「シロギス釣り」に決定。といってもシロギスは天ぷら

で食べた程度の私の知識です。什立て船も沁名以Lメ

ンバーを集めなければいけないとのことでしたので、交

通の便などを考慮しJR浜松町駅そばの船宿を予約し、

馳速メンバー集めを開始いたしました。業界で釣り好き

という方々に早速FAXした結果、第1回の釣り大会は、

ベテランから超ビギナー（私）まで17名の参加者を集め

ることができました、，

　開催当Hは春先にも関わらず天気も良く、波も穏や

かで絶好の釣り1 1和となりました，，釣り場を転々としな

がら皆気分良く釣りを楽しむことができ、平均で数1・匹

の釣果を得ることができました。私はベテランの方に餌

の付け方＆釣り方等を手ほどきしていただき平均的な釣

果を得ることができ、穏やかな海のLで飲む美酒のうま

さも再発見し、はじめての体験を大満足の結果で終える

ことができました。

　着船後JR浜松町駅前の居酒屋にて、本日の反省と今

後の計画について酒を傾けての討議となり、夏に「夜ア

ナゴ」、秋に「アジ」を釣ろうということで、皆満足し

（株）検査技術研究所　岡　賢治

て家路につきました。

　帰宅後は自分で獲得した獲物を一流料亭の板さんに

変身しての調理です。魚を下ろすのは普段女房の仕事

ですが、ベテランの方から「釣った魚は自分で下ろせ！」

と言われていましたので、何でも挑戦の意気込みでトラ

イしてみました。結果はお見せできるような代物ではあ

りませんでしたが、昧はとりたてということもあってか

普段紅．iにしているものとは数段違うような気がいたしま

した。私だけでなく家族もそう言っていたので間違いな

いと思います，、

　今回得た満足感はゴルフでの満足感とはひと味違って

ました。ゴルフの腕前は、あと一歩の私ですが、プレー

の最中はミスショットをしないように精神集中で、スト

レスが溜まることが非常に多いのです。気分転換とリフ

レッシュのためにゴルフをしているのですが、結果的に

はストレスが溜まってしまいます。釣りに関しては私白

身が素人のためなのかリフレッシュすることができ、精

神的にもよい時間を過ごすことができました。船中＆反

省会での飲み過ぎには注意が必要ですが………。

　釣りとゴルフを比較しますと、釣りの場合はベテラン

の方々が皆親切で、手取り足取りご指導して下さいま

す。ゴルフでも教え魔の方はおりますが、同伴競技者が

良いスコアですとこちらは余り良い気分ではなく、相手

のミスを少し願うところもあります（私だけかもしれま

せんが）。

　余談ですが「モーニング娘」の歌に「釣り好きな人に

悪い人はいないとお父さんが言っていた」という節を思

い出しました、）ゴルフはベテランの方が良いスコアを出

しますが、釣りの場合は逆に素人の方が良い釣果を出す

場合があるようです。

　さらに、ゴルフは我流では通用せずH頃の練習が必要

ですが、釣りはf．ll掛けや釣り方の勉強は必要でしょうが、

私のように無知でも魚釣りを楽しむことができます。こ

のようなことから素人の私でも楽しい一日を過ごすこと

ができたのかもしれません。

　最近では中年の新三種の神器は、「釣り」「登1姻「ガ

ーデニング」だそうです。何か趣昧を持って見たいと考

えている方、釣りにあまり興味がないがやって見ようか

なと思っている方はぜひ疲われわれの会に参加してみ

てください。新しい世界が開けると思います！

【ご連絡先l　TELO44－277－0121：0ka＠PROBE－KGKcom
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7．協議会だより

CIW検査事業者協議会

　1．全国営業会議各ブロック会議について

　第測ブロック営業会議を次のとおり開催し、引き

続き、平成12年度のとりまとめと今後の進め方を中心

議題に全国営業会議を平成13年4月16H（月）に東京・浜

松町の東京會舘で開催しました。

　1各ブロック営業会議開催状況1

　0九州ブロック　　　　1平成i3年2月23H（金）

　○関西・北陸ブロック　ニ平成13年2月271∵1（火）

　○中京ブロック　　　　いド成13年3月酬（火）

　○関東・甲信越ブロック：平成13年3月9H（金）

　○東凄ヒブロック　　　　1、1今戊13年3月玉0目（1二）

　○申国・四国ブロック　ニ平成13年3月30H（金）

　E．技術委員会関係

　「外観検査講習会」実施状況について次のとおり講

習会を開催しました。

　1）大阪建築ヒ事務所協会会員向け（共催）

　開催年月日1平成13年1月261＝1（金）

　開催場所　　；大阪府建築健保会館（大阪市）

　受講者数　167名

　2）新潟県建築郵f事務所協会中越支部会員向け（共催）

　開催年月目；平成！3年2月15日（木）

　開催場所　；長岡市疏劇場小ホール（長岡市）

　受講者数　　；60名

　なお、L記講習会は12年度が初めての開催でしたが

受講者に好評でした。

　3）会員向け

　開催年肌1；平成13年3月3取上）

　開催場所　；（財）電ヂ科学研究所（大阪繭

　受講者数　　；32名

　なお、修ゴ考査合格者には「鉄骨外観検査教育委

員会」名で修ゴ証を交付しました。

　皿．その他報告

隻．「事業者認証制度検討委員会」関係

JIS　Q”025（試験所認定）を申心にJIS　Qま7020（検

査機関認定）も参考にしつつ規定内容の検討を行い、

32人が受講した会員陶け外観検査講習会の模様（3月3日〉

薄

検査事業者として具備すべき「品質システム」と「技

術的事項」の整理を行い、日本溶接協会の「C　lWあり

かた検討W（｝」にも積極的に参画し協議会としての意見

を具申してきておりましたが、3月末を以て委員会活動

を完ゴいたしました、，

　2．「建設物価調査会対応検討委員会」関係

　建設物価調査会「コスト情報誌」200L春季号に「鉄

骨第 三者検査」としてコス1・情報が当委眞会のまとめ

に基づき継続掲載されました。、トド成／3年度定時総会

（H．／3．5．15開催重定）で紹介の予定1

　3．検振協とCIW協議会の懇談会を開催

　’ド成i3年3月韮6口（金）に標題懇談会を開催し、次の諸

点につい懇談いたしました。

※JIS　Z2305（案）（ISO97薫2準拠）のJSND1としてσ）取り

　人れ検討への対応について

※「試験所認定」σIS　Q　i7025）および亙SO9000Sにつ

　いて

※その他、共通課題について

　なお、検振協は4月i日から（社）日本非破壊検査 1二業会

（略称二NDT £業会）への名称変更と事務所移転（業務

開始3月26H）するとの紹介がありました。
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8．ニューフエース

　2001年4月！口付で新たに次の3事業者が認定されまし

たのでご紹介いたします。

懸不二検査（株）

　本社所在地　〒661－OO33兵庫県尼崎市南武庫之荘9一

　　　　　三8－8

　　　　　TELO6－6436．4800／FAX．06－6436－6043

　代表者氏名代表取締役　岡村順弘

　認定種別　　E種

　番ノ｝・部門第200EO1号、放射線検査

　営業所など　本社のみ

灘（株）ソニック

　本社所在地　〒455－0884愛知晒，し名古屋市港区七反野1－

　　　　　1203
　　　　　TELO52－303－8859／FAX．052－301－0983

　代表者氏名　代表取締役　荒巻・浩

　認定種別　　E種

　番号・部門　第219EO1げ、超音波検査

　営業所など　本社のみ

■（有）佐賀検査サービス

　本社所在地〒8494426佐賀県藤津郡塩IH町大字五

　　　　　町田乙6
　　　　　TELO9546－6－3339／FAX。09546－6－2814

　代表者氏名代表取締役　渕野虎登

　認定種別　　E種

　番号・部門第221EO1毒、超音波検査

　営業所など　本祉のみ

　なお、昇格事業i者3社、部門追加i社も併せてお知ら

せいたします。

　　　　灘　昇　　格　鐡
劉北H本非破壊検査（株）

　本社所在地　〒950－0854新潟県新潟市南紫竹1－244

　　　　　TELO25－286－4567／FAX。025－286－8026

　代表者氏名代表取締役　松本・郎

　認定種別　　A種

　番号・部門　第115AO1号、放射線検査、超音波検査、

　　　　　磁気検査、浸透検査、電磁誘導検査、

　　　　　ひずみ検査

　営業所など　東京営業所、秋田営業所

■（有）グローバル検査

　本社所在地　干465－009i愛知県名古屋4f名東区よも

　　　　　　ぎ台3－1604

　　　　　TELO52－772－9855／FAX．052－771－8402

　代表者氏名　代表取締役　藤谷直樹

　認定樗1別　　 B不頃

　番号・部門第給8BO1号、放射線検査、超音波検査、

　　　　　浸透検査
　営業所など　岐阜出1長所

■札幌インスペクション（株）

　本社所在地　〒007－0848北海道札幌市東区北48条東

　　　　　15－24
　代表者氏名　代表取締役　若林雅志

　認定種別　　B種

　番号・部門第2／6B艇号、放射線検査、超音波検査、

　　　　　磁気検査、浸透検査

　営業所など　本社のみ

　　　　擁鐵蟻　部門追加　灘難灘

醐（有）仙台検査

　本社所在地　〒983－0034宮城県仙台市宮城野区扇町4－

　　　　　147
　代表者氏名　代表取締役　伊藤博

　認定種別　　E種

　番号・部門第王98EO1号、放射線検査（既得＝E

　　　　　種・超音波検査）

　営業所など　本社のみ

CIW認定証授与式の模様
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C脚ニュースラウンジ

CIW協議会・第3回全国営業会議
　　　　一9月めどに啓蒙活動本格化一

　CIW検査事業者協議会（逸見俊一代表幹事・検査サ

ービス）・全1国営業会議実行委員会は4月161」、東京・

浜松町の東京會舘で第 1回全国営業会議を開催し、各

ブロック会議の活動概要や実勢価格調査結果の報告に

加え、4年目を迎える全国営業会議の今後の課題など

について協議した。会務報告では逸見代表幹事がこれ

まで幹事会案件だ一）た官公庁および建築蛋f事務所協会

などL流側への対応について、9月をめどに営業会議か

らも動員した積極的な啓蒙活動を推進していく方針を

明らかにした。

　一方、特別講演ではll本サッシ協会の奥山満事務局

長が、97年から着手している契約適正化に向けた諸活

動などを紹介。聴講したおよそ50人0）出席者にとっては、

文書の標準化や低価格の改善等、同様の問題に直面し

ているだけにタイムリーな講演とな一）た。

　　　　　　　　◇　　◇　　◇

　小ブロック会議は2000年11月から新たに設けられた

『全員参加型』の検討機関。安値受注の阻止に向け、統

・御見積書使川の定着化や各ブロック内の共通課題の

掘り起こしなどを萸要テーマに据え、これまで北海道、

東北、関東・甲信越、中京、関西・北陸、中国弓几i国、

九州の全国7ブロックでそれぞれ3回ずつ開かれている、，

　各ブロック担1構』による活動概要報告では「次回か

らは代表者、営業部長に止まらず、営業実務勲 1当者に

多く集まってもらうことで一致している」「見積条件、

看板掲承は基本的に合意に至っており、価格をメイン

に検討する体制を早急に構築したい」など、今後もブロ

ック内で積極的に審議を継続していく方向性が多数承

された。

　同会議の実行紺織、全国営業会議実行委蓑会の岩田

雅史委員長（インテック）は、このi年醐を総括し、依

然積み残した課題はあるものの「原価割り出しに統条

件を導人した会社が増加したせいか、傾向植として見積

額の幅が徐々に狭まっているほか、各ブロック内のコミ

ュニケーションも形成されつつある」とブロック会議の

効果について評価した。

　　一方、今後の検討課題、同会議の進め方に話が及ぶ

鑛繭勲雛舞

砂

．．灘轟盤壕、

2000年の総括と今後の課題について協議した

と「小ブロック会議に参加しない会祉が単価を狂わせて

いる」「ブロック会議は営業の最前線を集めて話し合う

場と理解しているが、最終的に実行に移すには経営者

の倫理が問われる」　　など、改並すべき点も多く指摘

された、、

　こうした意見を受け、執行部では不参加事業所への

対応および会議出席音の拡大、値崩れが激しい圧接検

査を含め、現境改善を視野に人れた関係機関への啓蒙、

各決定事項の推進などを柱に、今後も継続して小ブロ

ック会議で検討を進めていくことが確認された。

　席L、あいさつに、レ1った逸見代表幹事は、適正価

格・標準料金の確立を目的に、3年間活動してきた営業

会議について「かなり進んだ面もあれば、　・向に改善さ

れない面もある」と指摘したLで、「これまで積みLげ

てきた3年問を無駄にしないためにも、いかにまとまっ

て突破目をひらいていくかが重要」と述べ、改めて出席

者に対して積極的な協議会活劫への参加を促した。

　　　　　　　　◇　　◇　　◇

　なお、当目は現在詰めの作業を行っている同協議会

のホームベージについての報告もあった。事務局では来

る5月i5！1に都内で開催される運びとなっている200i年

度定時総会の場で正式にお披露目したいとしている，、な

お、試験的に開設されているホームページのURLは次の

とおり、、

httpl／／www．ciw．grjp／test／
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／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　大変残念なことであるが業界の不況が続くLに、政治や株価の低迷、デフレの気配など面

白くないことばかりがわれわれの周りに渦巻いて、折角の桜の開花も楽しくないこの頃であ

る，、陽光に輝く春のような世界の到来が、　一年でも早くなるように頑張りたいものである。

　世の中「男女雇用均等法」もあるほど女性の各種分野に対する進出は珍しいことではない

が、女性の非破壊検査の試験技術者は、まだ、それほど多いとは言えない。溶接技術者の技

術検定試験においても、TIG溶接の分野で多少目に付く気がしていた。考えてみると女性の

粘り強くて几帳面な性格などは、検査に適した性格とも言える、、本号ではCIWの尭任試験技

術者として現場で活躍中の女性技術者に登場して頂き、女牲から見た問題点や業界に対する

要望などを伺う座談会を掲載したが、さらなる技術の向Lに意欲的であることに大変心強い

思いをし、彼女達の後輩が是非後に続いてくれるように、環境を作一）てあげることも必要で

あると感じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．M）
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璽．特別座談会
女性検査技術者からみた非破壊検査
下林
岡
岡田
く司
大岡
　　　　　　　　　　＜出席者＞（順不同）
雅代さん（関西エックス線（株））
朋子さん（四国エックス線（株）〉
智子さん（エース・エンジニヤリング（株））
　会＞
紀一　氏　　（（社）日本溶接協会溶接検査認定委員会研究教育委員会委員長）
大岡關本目はみなさんお忙しい申、ご出席いただきあり
がとうございます、，私は日本溶接協会ではC亙W運営委員
会の中の研究教育委員会で委員長を務めております。
今回は女性だけの座談会ということで、女牲から見た非
破壊検査の魅力や将来的な非破壊検査会社の理想など
についてお話を伺いたいと考えております。それでは、
早速ですが自己紹介から、，
下林圃関西エックス線のド林と申します。倉敷営業所
に所属しており、目石三菱精製の石油精製プラントの
中に事務所があります。おもに非破壊検査業務に従事
してます。保有資格はCIWではRTの主任試験技術者、
NDIではRT3種とSM3種のほか、2種で6部門に登録して
います。
岡翻四囚エックス線0）岡です．今は現場というより経理
の仕事が中心ですが、ごく最近の現場の仕事というと、
中国からの発注でビールタンクの検査をおもに任せられ
ました、，資格はM）1でUTとRTの3種、CIWではUT部門
のセ任試験技術者資格を保有しています。
岡田隆工一ス・エンジニヤリングの岡田です。おもに鉄
骨の受人れ検査業務を行っておりますが、最近では報告
書を作る事務の仕事と半々くらいの割合になっていま
す。資格はM）1のUT3種と凹の2種を保有しています。
大岡藤ありがとうございます。さて、ご承知のとおり非
破壊検査という業務は男性が圧倒的に多い職場です。
1968年に目本非破壊検査協会の認定試験が始まって以
来、ずっと男性の職場といった印象が強かったのですが、
最近では女性の受験者も多くなっているようです、、みな
さんそれぞれに3種の資格を持たれていることは大変す
ばらしいことと感じております。
　それでは、今の仕事に就いて良かったと思ってますか。
ド林さんはいかがでしょう、、
下林■技術というのは、必ずもっと短）レベルがあるの
で飽きないです。
大岡騒なるほど、もう少し挑戦したい？
下林圏そうですね。幸い、白分が何かをしたいと思えば、
やらせていただける環境がありますので、常に前向きに
仕事に打ち込むことができます、，
大岡麟みなさんもそういった機会はありますか。岡田さ
んはどうですか。
岡田國資格に関しては、年初に会社に対して「今年は
これを受けたい」と希望を出せば資格試験を受けさせて
もらえます。
大岡■自由度があるということですね。岡さんは。
岡麗私はなるべく取れる資格は全部取りたいと思ってい
鯉1
4蕪1ノ醗・
1　�o［繭経氏　「
i（社躰溶遡騨瞳懸愚錫睾類馨窒季嗣
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ます、、現場に出る機会が少ない分、資格では誰にも負
けたくないので。そういう意味では自由に取らせていた
だいています，，
大岡籔こうして聞いていますと、資格はたくさん持てば
持つほど何となくいい・）ていう感じがあるみたいです
が）しかし、保有資格が増えれば増えるほど、そのすべ
てに対して資格取得のための試験勉強をするのは大変で
しょう、，徐々に試験地づ，汰に陥一）てしまう，、そういう意昧
で鉄骨の検査でも必要だ、化学プラントでも必要だとな
一）てくると、目常の現場はもちろん資格の更新もしなけ
ればいけないので、その結果、負担が大きくなってしま
うでしょう。また、経験を積むごとに疏場1二試験に落第
するわけにもいかなくなってくる、それが番重圧にな
るのではないかという気がするんですが。仕事と資格の
数の聞わりについてはいかがでしょうか。
岡翻「女が取ったのだから負けられない」という意昧で
の発奮材料になってほしいと希望します。
大岡翼私も試験官として取近では男性受験者に対して
「女性でも頑張っているのだから、君等頑張れないの」
と言うこともあります（笑）。ある意昧では私も女性の資
格取得者は活性化に繋がっていると思います。ところで、
みなさんは資格を取っていくLでどういう点で苦労され
ましたか。
岡田麟私はUT部門とf狸部門の資格を学生（目本溶接構
造専門学校）の時に取得しました。その後、建築鉄骨
超音波技術者資格も受験しましたが、やはり仕事をし
ながら資格を取ることは学生のころと比べて勉強時間が
制隈されるので……、，そういう中でみなさんが資格を取
得されていることは率直にすごいなと想います。
大岡璽そうですね。1ぐ林さんはたくさん資格を取りたい
ですか，、
下林幽検査といっても資格の勉強だけではないですよ
ね。プラント関係では装置の損傷とか運転についての知
識とか、当然溶接のことも知っておかなければならない
ので資格がすべてではなく、いつも勉強していなければ
いけない雰囲気ですし、まだまだ勉強不足だと感じてい
ます。実際、先月も2つの試験がありましたが、いつも
試験があります。定修のスケジュールと試験口が重なっ
て試験を受けられないことがあるので「今年は流しそう
だな」と心配になるときもありますが、まあ何とか更新
できてます。忙しい中で回転しているという、そのリズ
ムでここまできている感じですね。
大岡謹新しい資格がでてくると、そのリズムが狂ったり
することがありませんか、大丈夫？
下林闘ええ、ll』拝は第・に優先していかないといけませ
んので。やはりお客さまがくださったものですから、期
日までにきちっと挙げていかなければならないので優先
してます、、その間にもし1日でも試験に行けるならば行
く、時問があれば勉強するという感覚ですが、実際忙し
くないときがほとんどありません。この業界に入一）てか
ら「忙しい」がし．1癖になってしまいました（笑）、、
知鐸哉と才支術のバランスが電要
大岡幽どうですか、岡さん。
岡翻確かに試験と仕事の両帽ま大変だと思うんですけ
ど、常に｛1事Lの技術の向Lと紙のLでの勉強の両面
のバランスをとることが大切だと思います。技術だけあ
って紙のL（試験）ではわからないとか、逆に頭でっか
ちになって技術がついてこないのはバランスが悪いと思
います。以前、大岡さんのお話の中で「海外で若い学
生が非破壊検査について非常に勉強しているが、技術
が伴わない」とおっしゃっていらしたように、その両方
をバランス良く身につけていくことが理想の姿だと考え
ています。
大岡目自分なりに消化する能力を持つことが大切だと思
うんですよね、，昔は非破壊検査というと欠陥があるかな
いかでよか一）たんですよ。ところが最近では破壊力学の
知識も必要になりつつあり、さらには、きずがつく前に
材料の紺織的な劣化をどう検出するかという時代にだん
だん変わりつつあると思います。
　そういう技術に追いついていこうとすると、勉強して
いかないといけない現実が生じます。現場にへばりつい
ていたり、報告書の作成に追われたりしている場合、な
かなか勉強しづらいですね。
　・方では、勉強はしたけど技術が伴わないため理解が
進まない。その逆に現場で実際検査を行ってる方では、
知識が伴ってこないためにどうするのかわからないと
か。したがって、知識と現場でのバランスがものすごく
要求されると思うんです．
　みなさんが現場での技術習得に当たって、苫労したと
か、も・）と詳しい教育の本がないとダメといった点で意
見はありませんか。
現場での苫労は
岡田灘私は超音波検査の仕事が多いので、超音波はX
線と比べたら、形で見えてこないじゃないですか。
一2一
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大岡騒そうですね（笑）。形というか2次元の像としては
見えてこないですね。
岡田麟X線のフィルムでは、そこにきずがあることが確
実にわかりますので、そういった面ではすごくうらやま
しいと思います。最近、超音波検査で音響異方性のあ
る鋼材がありました。計算では溶接部近傍の母材部に
反射源があって、推定ミスしてしまいました、，後で音響
異方性があるとわかったのですが……。
大岡鵬そういう事例は、現場を経験しないとわからない
でしよ。
岡田騒そうですね。
大岡圃何かトラブルに際し原因調査を始め、その対策、
今後非破壊検査で欠陥をどう見つけるかとい一）た流れを
経験すれば技術も進歩するんですよ。「技術は事故が発
展させる」という言い方もできるわけで、何にもなけれ
ば進歩しないと言えるかもしれませんね。
　現場における技術について苦労したとか。たとえばあ
の探触fは扱いづらかったとか、X線フィルムの写莫処
理で暗室に入るのが嫌だったとか（笑）。
岡懸話がちょっと横道に逸れるかもしれませんが、先ほ
ども話した中国のビールタンクの検査の件で、H本国内
であれば少し説明を加えれば理解してもらえるところ
を、海外では国内で理解してもらった同じフィルムを見
せると、欠陥にならないような欠陥も「これは怪しいん
じゃないか」と言われてしまうんですね。とくに枳手が
中国人で、完壁なものをつくってほしいという要求もあ
ったためか、ちょ一）とした混在物までもきずと判断して
しまう。また、説明するに当た一）ては技術ではなく学問
の方もひっくるめて求められたことが大変でした。技術
面においてこちらではパーフェクトにやってるつもりで
も札口�`に説明するときにコンセンサスが取れず、時間が
かかりました。
大岡麗海外に限らず国内でも今のようなケースに遭遇し
たことはありますか。お客さまにわからせようと努力し
たけれども苦労したとか。
下林麟説明することはあっても、理解してもらえないと
いうことはありません。
大岡畷岡さんの中国の話もそうだったように囚民性も多
少あるんですよね。
岡闘そうですね。先方にとっては貴重な外貨を使ってモ
ノをつくるわけですから。突き詰めれば海外だからH本
だからという次元ではなく、お客さまは完壁を求めてい
「
［
下林雅代　さん
関西エックス線（株1
』�o
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ると思うんですよ。でもそれに加えて申国の方の国民性
も多少はあったかと思います。
大岡騒確かにそうですね。私も中国には行きましたが、
相夢に納得してもらうには相当な努力が必要でした。あ
れやこれややっても、なかなかわかってもらえない。
度思い込んだらそのままですからね（笑）。
　シンガポールとかマレーシアで講演したときに、精密
試験の話をしたんですが、たとえばフィルムから試験体
を離しますよ、それから肉厚補修マスクを使いますよと
説明したところ「そんなので良くなるはずない」とδう
わけ、彼らは。実際に現場で撮ってなければそう思うん
でしょうね、，フィルムはちゃんと試験体にくっつけなさ
いというところを離せっていうんだからボケるんじゃな
いかとか、それで渠していいのだろうかと思ったんでし
ょう、，ところが写真集を持っていって精密試験で撮ると
通常試験の時と違ってこう撮れますよと実際に示したわ
け。そうしたら、なるほどなと彼らは納得しました、、し
たがって外国人に対して説明するときには実例を示すと
効果的なんです。みなさんはこれからさまざまな場面で
苫労されるかもしれません。
　冒頭から、その苫労とか技術習得の話をいただいてい
るんですが、それぞれの検査技術の中でしっかり勉強し
ないと理解できなかったのはどういうところですか。
岡田騰現場に出てから初めて難しさを感じました。学生
のときは板厚19mmくらいの試験片を検査する程度でし
たけど、実際1、｝二事になって板厚80mmのものを2メガで
検査しなければいけないといった体験をして、5メガと
2メガはこんなに違うものなのかとすごく感じました
3一
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岡　朋子　さん
四国エックス線（株）
］
し、検査するときに70。の探触子と65。の探触子を使う
と角度が5。違うだけでもすぐに頭を切り換えていかな
いと自分でもピンとこないんですね、エコーを見ていて
も、、そういうことがすごくありました。やはり経験を積
んでいかないと溶接部の初層に関しても、検査していて
「あっ、これは形状エコーだな．iというのは普段やって
る板厚であれば大体見た感じでわかりますが、普段やっ
てない極厚ものになると、しばらく考えて，汁算して位置
を出して、それからやっと「やっぱり違うんだな」とわ
かる、，
大岡欄計算などは慣れてくるとできるようになるんです
よ、人問は。適合性がすごくあるから。そういうケース
に何度か当たると身につくんです。でも、最初に直面し
たときはいろんなことを考えてしまいますよね。
　どうですか、1ぐ林さん。現場においてこういう事例の
とき理解できなかったとか、もっと勉強しないといけな
いとか、あるいは考えていたことと違一）たといったケー
スはありませんでしたか。
下林灘タンクの開放検査はすごく地昧な仕事なんです
よ。ずっとしゃがみこんでやりますからね（笑）。そうで
すね、コーティング．Lからの肉厚測定ですかね。涼しい
ときに厚み計でデータが取れても、暑くなると出なくな
るんですよ、，大体、涼しいときに測定したタンクという
のは、航合は暑いときになるのでデータが出なくて代わ
りに探傷器を持ってこなければなりませんでした。それ
で、「ああ、最初からグラインダーで削って測定すれば
よかったな」と思いました。
大岡欝グラインダー仕Lげは自分でするんですか。
下林謹最近はみなさんさせてくださらないですが、経験
としてはあります。これはかなり肉体的に大変な労働で
す。
大岡璽グラインダー仕Lげも　・度は経験しておかないと
人に説明できないでしょうし。
下林圏ええ、緒に検査に行った人にもよるんですけど、
磨り方…つとってもただ磨ればいいというものではなく
て、検査に適した磨り方がありますから。
大岡闇みなさんそういう意味で最初は資格を取った人と
現場へ行かれたわけでしょ。そのときには女性の検査技
術者は多くいないから男性の技術者に同行しますよね。
それで教わるときには女性だから手を出さなくてもいい
とか、僕がやるから見てればいいとか言ってなかなか検
査をさせてくれなかったということはなかったですか？
岡田懸足場が悪かったり、狭い所、高い所の検査は気
を使ってやってくださいます。ただ、1トを出さなくてい
いという言い方をされたことはないです。
大岡翻グラインダーじゃなくとも、教えてくれた人によ
っては本来はこうだけど女性だからとか……、、
下林璽今ではみなさんやってくださいます。”今でば’
ですよ。私の方が占くなったので（笑）。女牲だから特別
ということはありません。，
大岡灘教わっている過程でなかなか覚えにくかったとか
大変だったということは？
岡■覚えにくいというのはないですけど、実際現場で検
査というのは一番省きたい1二程ではあると思うんです。
というのも製作に時問がかかるものをつくる場合、期閲
が決まっていますからどこで時間を省くかというと実は
検査の部分を
番省きたいと思うことが多いんですよ。
ですからにこまで時間との戦いを迫られるのか」とい
うことについて当初は認識が浅かったですね。
大岡璽管理業務で全体のll程が捉えられるようになると
時間がどこに配分されているかといった点で検査にこん
なに時問がかかっているのかと誰でも思うんでしょう
ね。でも検査技術者として現場に人ったとき自分で納得
するまで検査するじゃないですか、コスト削減のためと
か、工事の中で1二程を多少省略していこうとすると、検
査にしわ寄せがきてしまうこともあり、本当は一番しっ
かりやらなければいけないところが省かれるということ
もあり得るわけですね。
岡麟何か起こったときに責任を問われるのは検査する側
なんですよね、，
一4一
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大岡■そうそう。
岡口つくる段階では省略して「早く、早くとにかく早く、
し程まで間に合うように」という感じですから。
大岡■それで間に合わなくなったら検査にしわ寄せがく
るんですか。
岡■それで悔しい思いをしますよね。何かあった時にこ
っちに全部責任がかかるというのはつらいところではあ
ります。
大岡■本来はしっかりと作業するための時間をキープし
ないといけないなということになりますが、これがモノ
づくりの現場工程の…つのポィントではないかと思いま
す。
下林鷹（施
セに対して）逆にご迷惑をかけるので、危
険だよといった説得をしますよね。私はそこで「ここで
妥協してそういうやり方をすると、後々になって何かあ
ったときにご迷惑がかかって、も一）と大きな痛手を受け
ることが生じます」という言い方をします。逆に言えば
「検査は待ったなし」だと身に染みてわかっていますの
で、朝だろうが夜だろうが日曜祝Hだろうが、、正二程を守
るためなら育われたら「はい」って仕事に行くような感
じですね。
大岡■どの程度の大きさの問題が生ずるのかが読めない
から結果的には省略の方向に行き着くんですかね。
下林■女性だからというわけではないんですが、妥協し
ないというところは自分白身で結構感じます。
大岡■いや、女性が妥協しないというのは検査の面では
非常に良いこととだと思うんですよ。女性は検査に向い
てるんじゃないかと思ってるんですが。なかなか頑とし
て聞き入れないないというか（笑）。案外、男性一）てね、
フレキシビリティがあるというか、流されるところもな
くはないんですよね。職業によってはなんとなく女性向
きというのがあるじゃないですか。そういう意昧では検
査も本当に技術があって知識があって素晴らしい検査員
であれば、女性のそういうところはもっともっと生かさ
れるかなと思います。そういう意味でぜひみなさんには
頑張っていただきたいですね。
　さて、非破壊検査で魅力というのはこういうところに
あるとか、この業界に人ろうと思ったきっかけも含めて
お話しください。
非破壊検査の魅力とは
岡田■勉強を始めたころは、非破壊検査ですから見え
ないものがわかる（笑）、これがすごい。それをできたら
すごいことだと感じて始めたんですけど、今になると見
えないというのはこんなに難しいことかとつくづく感じ
ます。だから余計勉強しなきゃいけない、経験を積まな
きゃいけないとすごく思います。
大岡圏なるほど、どうですか岡さん。
岡■非常にマイナーな業界だとは思うんですけど。私が
興味を持ったきっかけは、韓国でデパートの崩壊事故が
起こって、その後の阪神・淡路大震災の時にはちょうど
大阪にいたものですから、これからの職業・業界ではあ
るなと思ったんです。同じ見方をすると最近でしたら台
湾で大地震が起きたりとか何か嫌なことが起こるたび
に、実はこの業界が浮ヒしてくるような気がするんです。
ですから、この業界を広げたいというわけではありませ
んが、大げさなことは言えないまでもある出来事をきっ
かけに業界の環境を少しでも改善していきたいとは思っ
ています。
大岡■そうですね。確かに事故が起こると検査技術が進
歩したり会社の規模が大きくな一）たりするのは当然ある
ことなんですよね。しかし、葬故が起きて、それが本当
に教訓となるかという点が重要ではないでしょうか？阪
神・淡路もそうですが中国、マレーシアの地震も、そし
てシンガポールとかインドでの地震もそうですね。それ
を防ぐために非破壊検査が非常に有効な嘉段であるとい
うことで活用しようという流れはあるんですが、どうし
て非破壊検査が定着しないのかと考えることがあります
よ。コンクリーi・にしても何にしてもやはり適材適所の
f法で検査することが非常に大事だと思うんです。
　私がベトナムヘ行った時には、とにかくコンクリート
の検査でもそうでしたが、放射線で撮れば2次元像なの
で欠陥が
一番わかりやすいと思ったんですが、X線やγ
線で撮ることが国民に危ないととられているんです。だ
から、放射線の講習会をやったときに30〜40人くらい集
まると見込んでいたところ、10人足らずしか集まらなか
ったのです。安全管理をしっかりやって使うということ
より放射線は危ないものだと始めから思っているのでし
ょうね。ところが、マレーシアでコンクリートのセミナ
ーがあり、放射線が有効な手段の
つであることを理解
したベトナム人は「先生、やはり放射線というのはいい
ですね」と言いだしたわけです。
　私の経験話しになってしまいましたが、ところで1｛林
さん、話を戻しますけど非破壊検査の魅力という点では
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どうですか。
下林■先程お話したとおり興味が尽きないです，，NDIの
資格には6部門ありますが、それだけでは足りないので
CIWも挑戦して、そのほかにコンクリートもありますし、
目硯でも見ていかなければなりませんし、形状・寸法も
要求されるところもありますよね。やはり、検査会社で
すので、なるべくお客さまの二一ズに対応できるように
興味の続く隈りまだまだ勉強しなければいけないことが
たくさんあると思っています。
大岡■個人のポテンシャルはわかりましたが、会社とし
てはどうですか。
下林璽検査員ではなくて診断もできる人を求めている方
向です。要は私どももそうなんですが、検査だけではな
くて、その後の診断もできる技術者が求められてきてま
すね。
大岡墜そういった意昧では非破壊検査協会の資格は取
っておられますが、それでは診断はできると思いますか。
下林翻難しいところですね。経験の深い人や、逆に非破
壊検査の資格はないですけど検査眞による検査に基づい
て評価のできる人というのは何人かおられますね、，
大岡膿ああ、そういう意昧、いわゆる欠陥評価ですね。
欠陥評価というのは非常に難しい。ll本では欠陥があ一）
た場合にそれを監視しながらやっていくのはなかなか難
しい。石油プラントの場合、欠陥を監視しながら稼働さ
せるということは？
下林璽はい、プラント側では延長したいという考えがあ
りますし、、
大岡薩それはもう実際に始まりつつあるのですね。
下林踊ええ、当然その方向でやってます。
大岡璽欠陥のき裂進展をモニタできれば、いつ取り換え
るかとか破壊に至るかどうかを調べるため0）情報をすべ
て非破壊検査で集めて最終的には設計にもフィードバッ
クさせることも璽要となるので、例えばそういう方面の
人も必要ということですよね。
下林■はい。
大岡璽そしてもう・方ではそういう情報を与える人も必
要になる，，
下林■はい、そうです。この業界ではいろいろな方にお
会いしてるんですが、診断について造形の深い人という
のは法律から技術に至る情報を与えることができるんで
す。よく目視のことである会社の方にいろんなお話を伺
うこともあるんです。
大岡■診断という単なる技術というより、もう
“歩進ん
でという話では岡さんどうですか、，まだ、そこまでいく
のは大変ですか？
岡■そうですね、判断という部分でしょうか…
大岡圏たとえばビールタンク，，破壊したらどうなるの、
ビールが吹き出すの。
岡旧かなり壊れないようになってるんですけど。
下林■圧縮タンクだっておっしゃってましたよね，，
岡圏中国側の要請がありまして、目本だったらビールタ
ンクの検査は適用基準の常識的レベルが確立してます
が、それが咽到では原子力発雇所と同等の厳しさでつく
られるんです。目本の基準に比べて格段に厳しいもので
した。識別最小線源も番細かいもので見ないといけな
かったので、ioO番から80番に落とすのは普通ですけど、
その時は50番でした。その分、時間がかかりますし、本
当に意味のないものまで細かく写るわけですね。ですか
ら私が「まったくきずではない」と判断をポしても先方
は「見えるもグ）は見えるから」と糸内得がいかないようで、
何かあるんだろうと話し合いになったこともありまし
た。
大岡欝それは申国のどこだったんですか。、
岡繕深川（しんせん）です。H本でパーツをつくって、
現地でドッキングする形だったんです。その時が番つ
らかったですね。私が嘘を言っているようにとられると
いうか、すべての判断が問違っているようにとられてし
まうので，、
大岡麟タンクなどはASMEとの関係もあるんですね。日
本の場合だと他に第1種とか第2種圧力容器といった
6
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規格もありますし、やはり、みなさんのお話を聞いてる
と、それなりに苦労していると思います。鉄骨の検査で
も作業場はいつも平らなところではないでしょうし。
岡田騒はい、かなり重ねられてしまうようなことはあり
ますけど。
大岡麟建ってきたところに行一）て検査することはあまり
ないですか。
岡田畷そうですね。
大岡目自主三検査と受入れ検査を比べて、結果に違いが
生じることはありますか。
岡田麗多少の違いは出てきます。エレクトロスラグ溶接
部の溶込み幅の測定で、3ミリくらいの違いが生じるこ
ともあります、、
大岡團みなさんはそれぞれ魅力を感じて女性として非破
壊検査業務に従事するようになったわけですが、これか
ら世の中がだんだん変わってくるとその魅わを持続させ
たり、あるいは今後何か新しいものに挑戦していくなか
で、たとえばド林さんはさまざまな診断技術に取り組ん
で単なる技術者ではないという発想で習得できるものは
すべて習得してしまおうという前向きな姿勢とお伺いし
ました。ほかの方にもお聞きしますが、何か目指してい
るものはありますか。
技術者としての新たな挑戦
岡田縢オ日・探傷の機械などがもっと小さいものになっ
て、ボックスの角溶接が簡単に見られるようになったら
便利だろうなとは思います。佳口については細かくなり
ますから予探傷になるでしょうけど、オートについては
もう少し開発されていくものと期待しています。
大岡圃岡田さんはオートを希望されている。ご自身では
それについてどのように活用しようと考えてますか？
岡田騒今は溶接について勉強しなければと思っていま
す。
大岡■岡さん、どうですか。
岡■希望としてはもう少し現場に出たいという思いがあ
りますけど、相手の方が気を使われると思うので、そう
いったことがないくらいに女性の検査員が増えていった
らいいですね。
大岡■やはり女性だと客先の相fが気を使っているのは
感じますか。
岡■仕事をし始めて間もないときには誘動からかなり気
になっているんだなと伝わってきました。
下林■中には喜んでくださる方もいらっしゃいます。
大岡闘喜ぶというのは男性と女性の違いから気を使って
いる、ということをおっしゃりたいんじゃないかと思う
んですが。
下林願喜んでくださるのは、きめ細かくフォローする仕
事ぶりを知一）ているからで、相手の方は気を使ってくれ
ているわけではないと思います。
岡■先方に気を使われると白然とこちらも気を使ってし
まいます。
大岡願変に気を使われるとやりにくい一）ていう面はある
んですか。
岡圏はい。
下林隠もしかしたら、女性だと気が付いてない人もいま
すよ。プラント内ではヘルメットをかぶって眼鏡をかけ
て安全帯を掛けてといった格好ですので男性と女性の区
別はつきませんから。
大岡■鉄骨も同じじゃないですか。
岡田旧防塵マスクはしますから気付かれないこともあり
ますが・…・顎。ll場で作業されている方には父親くらいの
年齢の方が多いので、割と私はかわいがってもらってい
ると感じます。
大岡■かわいがってもらえるのはいいですけど、気を使
ってもらうとなると大変ですね。現実的には女性でも男
性でも技術のぶつかり合いができることはある意味では
自分を成長させるから魅力となっているんです。それを
相手に遠慮されたり気を使われると、なかなかl　lに出し
て言えない面が生ずるじゃないですか。
　さて、みなさんは自分の会社でいろいろ希望があると
思いますが、そこでこんなふうにやりたい、あんなふう
にやりたい、もしくは会社はこうあってほしいとい一）た
ことについてお話ください。
岡田■施
1二試験に立ち合う時には実際検査したものを
マクロをとって欠陥を見ることができます。また、ここ
に欠陥が入っていると指示したところをガウジングして
もらい、見えるものであれば目で確認できます。実際、
検査に携わっていて自分でもあまり自信がないときがあ
るんですけど、そういう機会を設けていただくと自分の
中で「あ一）、これはやっばりそうだったんだ」とより沫
く理解できるんです。同じ時期に人社した人でも施It試
験などに蹴ち合ったことが無い人からは、自分で検査し
た結果を破壊試験によって確認できるのはうらやましい
と爵われます。できればもう少し検査輿として学習でき
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る場といいますか、そういった環境を増やしてもらえた
らとは思います。机の上の勉強ではなくて実際に検査し
て破壊してみたらどうなるのかといったような機会を増
やしてもらえたら、もっと自分の中で興昧もわいてくる
と思います。
大岡田破壊と非破壊の関係は私もこれから
一番大事か
なと考えている分野なんですが。いままで検査して欠陥
が出たため補修した事例に直面したことはありますか。
下林■溶接施』［会社が新しい溶接法を導入する時、技
量確認試験などで用いられることはあります。
大岡旧実機の中でウニ合い検査などを実施している時に
不合格になったことはありますか。
下林■それはありません。
大岡■岡田さん、鉄骨などは受入れ検査でだめだったら、
「じゃあ、つくり直すために切りますか」という譜には
ならないんですか。切断まではいかないのかな。
岡田■はい。適切な方法で補修します。
大岡■そうかもしれないですね。破壊と非破壊は非常に
難しく、壊してしまうとどうしようもないのでなんとか
違う方法でと考えるんですよ。私も破壊と非破壊はそれ
ぞれのインターフェースが非常に重要な領域ということ
を先日もある書物に執筆したんですけどね。これからは
非破壊の人は破壊のこともわからないとだめですよと。
　欠陥があると思って切ったらなかったとか、当然ない
と思うものを切ったらあったとか、私自身も経験してま
すけど。切ったり、壊したりを簡単に「やりましょう」
と言ったって、お金も時間もかかりますから、なるべく
会社単位で取り組むことが非常に大事かなと思うんで
す。
　みなさんは会社がもっとこういうものをイメージして
くれたらとか、あるいは現在この分野で頑張っているん
だけど会社などの後押しがあればもっと好転することと
か。
下林口そんなに難しいことではないんですが、検査の地
位が低いというのはいつも感じています。
大岡■そうか、なるほどね。みなさん、同級生と会った
りした時に今こういう仕事をしているんだと誇りを持っ
て話した時、相手も納得してくれると思いますか。
下林田思います。
岡田最初のころはまったく知らない人もいました。
大岡口そうですね、破壊って何壊してんのとか、それに
「非」は「あらず」だけど一体何なのとかね。
岡■逆にX線とか超音波という音の響きで医療関係と
勘違いされたこともありますからね。
大岡■そうですか。
岡■非常にひどい冒い方ですけど、何か大きな事故が起
こったりすると説明しやすくなります。
大岡■たとえばロケットが落ちて検査はどうなのかと
か、「検査」に関係する言葉が出てきたり、「破壊」と
か「非破壊」とか出てくると国民のみなさんの非破壊検
査に対する理解が変わってきますから。
下林■私も原子力関連の事故に際しては説明しやすか
ったですね。
大岡■あっそうですか。1剛眉さん、どうですか同級生と
会っていろいろお話したりして。
岡田■知らない人が多いですね。
大岡■非破壊検査を宣伝するのは大変なんですよね。
わかってもらうのが。同級生や仲間内に紹介する時どう
説明するんですか。
岡田口鉄骨の溶接部の検査をしているというと「どうや
って検査するの」「何？」っていう返事が多いのですが、
グリセリンを鋼材に塗って超音波を通してそれが画面
上
に見えるから、それで溶接部に何かきずがないかを確認
するんだよって説明します。
大岡■それでも難しい、わかってくれない？
岡田■そうですね。ただ、短大の時の友人は、設計事
務所に勤めている人が多いので、そういう職業の方には
わかってもらえます。
大岡■何か繋がりのある人だとわかりやすいけど、何も
ない人に説明するのは大変ですね。非破壊の「非」とい
う字が破壊を被っているようにとられたら困ってしま
う。
岡顧名前の印象のせいか、恐ろしい職業だと思われがち
宝ですよね（笑）。
大岡口でもみなさんが会社での名刺には非破壊検査技
術者云々と書きますよね。そういうふうに書いてあって
も聞く人はいますからね。以前「非破壊」がなかなか認
知されなかったため、もう少しわかりやすくしようとい
うことで、それに変わる呼び名を公募したことがあった
んです。現在の日本非破壊検査協会の会誌には主題
「非破壊検査」の下に副題が入っています、「検査と材
料評価」と。当時はこの「検査と材料評価」を用いる
ことによって材料を評価するために破壊しないで調べる
方法だと少しはわかってもらおうということで副題とな
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った経緯があるんです。
岡瓢X線や超音波というと・般の人からすると身近なと
ころでは病院くらいしか関係がありませんよね。
大岡■そうですね。だからお医者さんがやっていること
の1二業版ですよといえばもう少しはわかってもらえるん
だけど、まず、罫始めにね。
岡■身近には病院しかないですから、その関係者に思わ
れることもあるんですよ。
大岡■病院でもできるんだったらX線で撮ってくれな
い、なんてとんでもないことを言う人はいない？（笑）。
先lI、テレビで非破壊検査のことを取り
Lげていました
が、要するにこのような番紐が放映されると非破壊検査
が身近なものだなといった感じがするんですけど。
　ところで今後、みなさんの資格が国内にll二まらずイン
ターナショナルになってほしいと思いませんか。たとえ
ば、海外へ職を求める場合でも、資格を取り直すよりは、
この資格を見せたら「はい、どうぞ」ってアクセプトし
てくれるところに行きたいと思いませんか。
岡田癩国際的に
つの資格、　つの規格で統一された
ら海外の物件からこの規格を使ってくださいとか、あな
たは日本の技術者だから検査できませんとか、そういう
障害がなくなるのはすごくいいことだと思います。
大岡圏国際資格が実現すれば、外国で仕事してみたい
と思わないですか。日本で十分ですか？
下林翻私も通用する限りは海外へ行きたいですが、も一）
ともっと努力しなければいけないなと思ってます、，
大岡畷言葉の問題ということもありますからね。通訳を
つけても相手が正しく通訳してくれるといいけど．なか
なかうまく伝わっていない面も少なくないんですよ。
岡騒そうですね。欠陥のきずのレベルも向こうの硯格に
合わせていましたので。
大岡麟中国は新しく規格をつくってたんですか。
岡騒いえ、向こうの規格に合わせてということだったの
で、規準はすべて中国のものでやりました，、
大岡麟中国全土から受講者が来た講習会で、私は申国
語が話せないから英語で話すしかないんだけど、今度は
受講者が英語がわからないんですよ。そこで通訳がつい
たんですけど大変でした。だから英語で話しながら黒板
には漢字を書きました。「インスペクション．！と、書った
ら黒板には「検測」と書いて。そうやって講義したこと
があります。
　さて、みなさんのお舌を伺っていますと、みなさんが
それぞれ向、1二心を持一）ておられ、非常に楽しい座談会と
なっておりますが、今番したいことは何ですか。ド林
さん、とくにこれを今年の目標にしているといったもの
はありますか？
下林慶わが社では新たに自動超音波によるタンクの全面
肉厚測定に取り組んでいます。製油所の中にいるので、
タンクの検査については、白ら指揮して行えるようにな
っておきたいと思ってます。他には先月、定修時に機械
関係者からの要求が多かった国家技能試験での機械保
全の設備診断資格を受験しました。ちなみに結果はまだ
届いていませんけど。
大岡■これから設備診断といった分野はかなり大きくな
りますよ。
下林■はい、何とか習ぞ、｝したいですね。
大岡旧個人でやると大変でしょう、楽しみはあるけど、、
下林■初めはと一）つきづらかったですけど、全体の5分
の1くらいは非破壊検査に関することなんですよ。
大岡懸あっそう、5分の1くらいあったんですか。岡田
さん、どうですか、、
岡田■私はやはりもっと技術的な面を伸ばしていきたい
と思、っています。
大岡■今、超音波だけど今後ほかの部門でも3種にト
ライされますか。
岡田■まだ、そこまでの段階には……。
大岡■とにかく今の技術を身に付けたいということです
ね。
岡田■そうです。
大岡■設備診断といった意昧では、個人の資格として
は非破壊検査協会のものがありますし、αWは事業者の
認定ですよね。それでCIWの試験については下林さんと
岡さんは経験されてますが、どうですか、αWに望むこ
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とはありますか，，
CfWに望むこと
岡■ありますけど、ここで言うと自分にとって不利にな
りそうで（笑）。
大岡田いやいや大丈夫です（笑）。
岡■それじゃ言わせていただきますが、毎回、決まって
いるような試験は良くないと思うんです。「この問題が
出るだろう」ということで、受ける前から答えを詰め込
んで行くような試験は本当の試験ではないと思います。
大岡■おっしゃるとおりの部分もあるかもしれません
ね。
岡騒ただ、自分の不利になりますから（笑）。
大岡■いや、そんなことない、ないと思いますが。どう
ですかト林さん、2回勉強するのは嫌だから設備診断な
どとも関連するような内容もαwで、といったリクエス
トはありますか。
下林■それはあまり考えたことないです。
大岡■岡田さんもそのうち会社としてCIWを受験するよ
うになるのかな、，CIWの魅力というのは「頭脳集団」と
でも言うのかな。結局、事業者認定だから1人でいる会
社よりはUTだけで物件を検査してくれというよりはRT
の資格保有者もその中にいるということ、，もちろんお互
いのコミュニケーションがないとだめですよ。それに
SMを持一）ている人もいる、それに表面だけを検査する
となるとPT、MTとか、そういった横並びの頭脳集団、
これがつの魅力だと思います。
　私が言いたいのはCIWの中でコミュニケーションを図
るべきだということです。たとえば、何か起きたとき
RTで検査してみたり、UTでやってみたりすれば話す機
会が増えますね。何もないと話す機会がないんですよ。
　たとえば、鉄骨を検査している人は鉄骨をやってるだ
けで、自分が判断して欠陥があったものを放射線で撮影
したら違う結果が出たとなった場合は相当ショックだと
思いますよ。極端に言えばそういうことなんですよ。だ
から、CWの魅力といえば個々に主任検査もいるし主任
試験技術者もいるけど、そのレベルであればもう少し横
並びの議論があってもいいのかなと思いますが。その辺
はどうお考えですか。
下林翻つの視メ、1丈で見るのではないということですね。
私もよくN撹の6部門の中で何が・番大切ですかと聞か
れることがあるのですが、そういう問題ではないですよ
ね。検査はこういうやり方が一番適していると占うため
には、やはり検査のやり方を十分に理解していなければ
できませんから、全部わかっていないといけないんです
よと説明するようにしています、、また、さまざまな状況
に応じて適切な検査を提案できるようになろうと思った
ら当然検査についての幅広い理解が必要になると思いま
す。
大岡■岡さんは仕事の中身の話で議論を戦わせたことは
ありますか。
岡■ないです。ですからこういう機会を私はすごく嬉し
く思っています。
大岡田やはりそういう話を重ねて、みなさんが情報交換
することがCIWの魅力かなと思うし、先ほど岡田さんが
おっしゃってたように個人の技術としてのレベルアップ
は非破壊検査協会の方でやってるとか、それぞれ私は良
い面があると思うんです。それを活かして世の中に役立
つことをやらないと、ただ検査技術者としてそこにいる
だけではllt界に通じないと私は思っています。
　今、たとえば2科目持っている、3科目持ってる、
いろんな科目を持ってるということで試験地獄の世の中
になっているとう感じはしませんか。
下林■実際の検査業務がありますので負担は大きいです
けど……。
大岡■寝る暇がなくなりますよ。どうですか。
岡■！種、2種、3種と細かく分け過ぎかなという気
はします。　つだけでもいいような気はするんですが。
大岡■いろんなこと知りたい、いろんな部門に拡張した
い、だけど実際に手を広げてみたら本当の専門家になる
ためには一つか二つに絞らなければいけない現実もあり
得ると思います。異なる認定団体による非破壊検査に
関するさまざまな資格を受験していくと非常に大変じゃ
ないですか。確かに資格の世の中であれば佳方ないとい
う面もありますけども、でも最小限の努力で最大の力が
発揮できる方が効率はいいし、できればそういう体制に
と、みなさんもそう願っていると思うんですよね。この
課題はもうちょっと考える必要があるのかなと思います
が。
　最後になりますが，今後もみなさんのご活躍を期待し
ております。男性にも負けない力で世界に通じる技術者
を目指していただきたいと思います。長時闘にわたって
ありがとうございました。
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2．わが社における新人教育
（株）シーエックスアール品質保証部長　　稲ナ亘　俊三、
1　はじめに
　わが社は事成9年3月エンジニアリング事業部、平
成12年3月全社規模でISO9001の認証を取得しました。
　わが社の晶質方針では、顧客満足、検査技術、信頼
性などがキーワードとなっておりますが、これを達成す
るには優れた人的経営資源が必要になります。とくに
ISOで要求される教育・訓練（Tra量ning）はきわめて重
要な位置付けになっており、すべての躍馨質活動の段階で
教育し訓練された要員を割り当てることになっていま
す。
　これは教育・訓練を終ゴし適切に資格付けされた者
が必要という意味で、教育・訓練を受けていない者は耀，
質関連の活動に従事してはならないということになりま
す。
　このような背景から、わが社では教育・訓練、とくに
新人（新入社員、転入社員、部署換え社員および新技
術従事者など）の教育・訓練に乏、1三意を払い、確実に教
育・訓練を実施し資格付けた者を配置するようにしてい
ます。
2　新人教育
　新人教育には、一般的な教育（会社規定など教育、
安全衛生教育、配属部署教育など）、層別教育および品
質システム教育があり、教育計画および新人の教育二一
ズに応じて実施しています。
（1）一般教育
　速やかに社の活動への案内導入することを1、！的とし、
社員倫理、協調／安全意識などが教育の主テーマとな
ります。
（2）層別教育
　新たに起用する主任者クラスの者のための教育で、管
理者教育、主任者教育、職長教育、安全衛生官理者教
育などがあります。
　（3）品質システム教育
　晶質活動を行う要員の教育を行います。
　�@　品質システム全般
　全社員はISO晶質システムの全容を理解し、その1卜順
に習熟することを目的とします，、
　�A　部署品質システム
　招旨する部署・部門に係る活動手順を熟知すること
を目的とします（営業部門では営業に係る活動など）。
　・�B　非破壊検査員
　従来からあるもので、非破壊検査に係る知識、技術、
技能を修得することを目的とします。ここでは国家資格
（X、γ、RIなど）および外部機関（M）1、CIW、WESな
ど）による6部門の・般的な技量認定・資格付けの他、
社で実施するその他の検査（目視、破壊検査、赤外線、
レーダー試験など）についても教育し、資格付けを行い
ます。
　また、社内レベル認定制度（SN℃TC4A）などもこれ
に準じて行います。ここの教育はもっとも亟要ですので、
年間計画書においても詳細にそのスケジュールを定め、
OJT、講習会、閑散期集中教育、NDI受験前教育などを
効果的に縄み合わせて、資格者の増大、レベルアップが
行えるように努力しています。、
　�C機器校正員
　機器の校正・点検の知識・技術を取得することを目
的とします。
　�D品質管理員
　部署・部門の品質活動を管理する知識を取得するも
ので、部署・部門の管理頁任者の位置付けとなります。
自部署の監査なども実施します。
　�E内部品質監査員
　晶質システム見直しのための内部晶質監査員を教育
します。各部署に1、2名の資格者が必要となってい
ます。
�F特殊業務員
　検査業務に係る安全、付帯業務、特殊技能に関し、
外部機関も含めた教育を行います（酸欠、玉掛け、溶
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表教育・講練コース
甑
A
B
C
D
E
F
G
コース名
晶質システム
担当部門
贔質システム
非破壊検査員
機器校正員
最質管理員
内部贔質監査員
特殊業務員他
対象者
社員全員
・担当部門員全員一一
璽璽麺連規程灘
非破壊検癒従事者
ND　I2種以、ヒの保持者
又は部署長が選抜した者
管理責任者
部署長が選抜した者
管理責任者が選抜した者
部署長が選抜した者
接、語学、コンピュータなど），、
3　資格付けと台帳管理
者
コース内容
時問／聖
a）晶質管理と晶質保証
3時間
b）晶質方斜及び品質マニュアル
5時間
の担当部署・部門関連規程／要領一
8時間
b〉担当部署・部門で定める手順
（寧1〉
者
a〉RT、UT、欝、PT、欝、SM技術技能
（＊1）
b）園家／第三者機関資格取得
（＊蓋）
c）上記a）、の以外の技術技能
8時閥
の保持者
＆）業務用機材の管理
2時間
抜した者
b〉校正・点検技術
6時問
は
a）審萱員又は内部監査員セミナー
iβ以上
ノた者
b）晶質システム／晶質保証教育・訓練
8時間
塁抜した者
a）審査員又は内部監査員セミナー
1β以上
b）内部監糞員教育・訓練
8時間
た者
a）専門講習・研修コース
規定時間
b）特殊業務教育・訓練
必要時間
　教育・訓練を受け資格付けた要員は、iぐ記のような
資格者台帳に登録し、必要な品質システム活動に割り
当てます。
　　資格者台帳（・般非破壊検査）
　・資格者台帳（その他の検査）
　・機器校正員資格者台帳
　　　　　　（＊1）別途定めた必要時間数
内部品質監査員資格者台帳
4　おわりに
　非破壊検査を実施する検査会社にとって、教育・訓
練およびこれに基づく資格付けは、きわめて重要な品質
システム要素です。したがって、常に教育・訓練の内容
を検討し、社員に対して最適な教育・訓練を行って、
優れた人的経営資源を確保し、揺るぎのない品質シス
テムを維持していきたいと願っています。
蛋薮
の台所’奮戦記�Iたらこスパゲティ
　男が作る料理と申しましても、人によりさまざまな料
理の仕方があるようです。
　料理にこだわった末に素材から作ってしまう場合。蕎
麦の収穫から行う蕎麦屋など、料理の求道者とでも言
える方もいらっしゃいます。斬新な取合せ等を料理に求
める場合。創作料理、エスニック料理等々、料理の鉄
人もこの部類ではないでしょうか。
　金が無いのに、楽で美昧しい料理を食べようとする場
合。貧乏な下宿生活を営んだ方なら、マヨネーズご飯を
思い繊すかもしれません。
　さて、今回の料理は、怠け者の一晶。先ずは大鍋の
中の沸騰した湯に塩を多めに加え、スパゲティを蹄でま
す。好みの硬さに難であげたスパゲティにバターを少々
絡めます。そのLに「たらこふりかけ」をかければ、簡
便な「たらこスパゲティー」のできあがり。刻み海苔を
・振りすれば、昧だけではなく見た目も立派な一品とな
ります，，
離醜肇
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3．建築鉄骨溶接部の外観検査講習会に参加して
大阪府建築指導課　石飛　幸子
唾　はじめに
　3月3日に大阪市の電チ科学研究所において、鉄骨外
観検査委員会、1三催、C夏W検査事業者協議会、日本溶接
協会共催で行われた「建築鉄骨溶接部の外観検査技術
講習会」に多くの検査事業者の方々とともに大阪府か
ら2名で参加させていただいた。
　開会のあいさつとしてH本溶接協会溶接検査認定委
員会運営委員会委員の広瀬貞雄氏より建設省告示第
1464号（2000年5月31口）において仕口のずれ、アンダ
カット、食い違いについて定量的な規定値が定められ、
ますます外観検査の重要性が高まっていることについて
の説明を受けた。
2　レクチャー
　続いて、H本建築構造技術者協会金属系監理分科会
副主査の園部隆夫氏（SPC設計コンサルタント）より
『構造力学と外観検査』と題し、地震発生のメカニズム
や建物のもつ固有周期と地盤のもつ固有周期を考慮し
て設計することの重要性について、また鉄骨の工事監理
における施1二計画と事前打ち合わせの重要性と、その方
法のイ列として同分科会による鉄骨1二事チェックシート
をとりあげ鉄骨溶接部に要求される性能と、それを現場
で実現させる方法に関してOHPを用いてのわかりやす
い説明を受けた。
　午後からはエンジニアリングサービスのヒ平綱昭氏に
より『鉄骨製作中および製品の外観検査』と題して、
外観検査の考え方と外観検査でとくに注意すべき点に
野
ついて詳細な説明を受けた。
　続いてシーエックスアールの成本憲氏によりガ溶接
部の外観検査』と題しテキストを用い、表面に現れたビ
ード形状と内部の溶込み形状は類似していることが多い
こと、また同じ大きさの欠陥であれば表面欠陥が破壊に
及ぼす影響は、内部欠陥よりも数倍大きくなることから
外観検査がいかに需要か、また具体的に溶接欠陥ごと
に発生要囚および問題点、補修方法について説明を受
けた。
3　外観検査の実技
　その後、試験片を使用しての実習を行った。まず目
視で外観検査を行い、その後、計測器具の使用方法を
講師の方々に教えていただき計測を行った。この実習に
より目視のみの外観検査の難しさを実感した。
　外観検査は本来目視による検査であってゲージなどを
用いての計測は、あくまでも基準に達しているかが微妙
なものや、記録のために行うものであるという定義から
すると、外観検査を行うためには豊寓な経験と高度な知
識、蕨王1確な判断力が要求されることが理解できた。
　最後に筆記考査および溶接試験片の目視による合否
判定の実技試験を行った。、
　この講習会では実際に試験片を用いての外観検査が
行えたことが良い経験となった。鉄骨建築においては溶
接部が構造特性に与える影響が大きいことからも、外観
検査をはじめとする検査を行い、溶接部の健全性を把
握することは重要である。
4　おわりに
　大阪府では事成11年7月から、多くの方々のご協力に
より特定』紅程の中間検査を実施しており、この講習で
学んだ知識を今後の検査に生かし、より1臼准な判断を
行うことで、建築物0）安全性の向Lに努めたい。
　最後にこのような貴重な機会を与えてくださった目本
溶接協会のみなさまをはじめとする方々にお礼を申しL
げます、，
外観検査に取り組む受講者たち
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4．超音波ガイドウエーブ
石川島播磨重r業（株）笹原　利彦
噛　はじめに
　超音波による鋼構造物の検査は手軽な体積試験法と
して、最近ますますその適用例が増えてきている。これ
には放射線透過試験に比べ簡便であるだけではなく、実
績の積み重ねによる信頼性の向上と、コンピュータの進
化に伴い数値解析・映像化が容易になり、判定技術が
向上したことも寄与している。
　従来超ぎ波探傷にはモード変換を起こさずに使用で
きる縦波による垂直探傷と横波による斜角探傷がおもに
用いられており、これらの探傷では屈折角とビーム路程
による作図により、簡単に欠陥の位置を特定することが
できた。
　モード変換を起こしやすい縦波斜角法や板波（ラム波）
に代表されるガイド波（Guided　Wave）は解析が難しい
ため…般的には敬遠され、製鋼ラインでの薄板の検査な
ど限られた分野で使用されるのみであった，、
　しかし、近年、ガイド波の挙動に関する理解が進み、
伝播距離が長い利点を生かして構造物の腐食検査など
に使用する動きが出てきた。ここではガイド波と最近の
動向を紹介する。
2　ガイド波の特徴
縦波探触子
→
　非破壊検査に使用される超音波には縦波、横波のよ
うに、その進行に境界を必要としないバルク波と境界を
必要とするガイド波がある。ガイド波はその伝播に境界
を必要とする波の総称であり、その代表的なものに表面
波（レーレ波）と板波（ラム波）がある。これらは19世
紀末に導き出され、それぞれ解析者の名前が冠されてい
対称（S〉モード
音波がモード変換を繰返す
グループで進行する
図喋　板波の発生原理
る。表面波は1つの境界に沿って進行する波であり、板
波はその名のように平行に相対する面が共振して伝播す
る波である。
　板波を発生させるにはいくつかの方法があるが、代表
的な例として、図唾に示すように縦波斜角探触子を使用
する方法がある。探触子から板に入射された縦波は反射
とモード変換を繰り返すうちに、近い周波数の波がひと
まとまり（p3cket）となり伝播する。このひとまとまり
の波の音速は群速度（gr傭pvelocity）と呼ばれ、群を
構成する個々の波より遅くなる。
　これからわかるように板波は2つの境界問をジグザク
な経路を通って伝播する縦波および横波であり、その振
動様式には図2に示すような対称（S）モードと非対
称（A）モードがあり、どちらのモードにも図3に承す
ような高調波が存在する。
　このように板波は縦波や横波とは性質が異なり、板厚
と周波数および伝播モードの条件に合致した音が群れと
なり、それぞれの速度で板の中を進行する。
　以L、板波の例を述べたが、管の場合はその内面と
外面の形が相似でないため、板波と類似の性質ではある
がより複雑なガイド波が発生する。
　図4（a）、（b）にガイド波の分散曲線の例を示す。図中
のL（0，m）はガイド波のモードを示している。縦軸の
非対称（A）モード
図2　板波のモード
図3　対称モードの高調波
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図4（b）群速度分散曲線
CpおよびCgはそれぞれ位相速度（phase　vdocity）と群
速度を示している。横軸fdは人射する音波の周波数と板
厚の積である。
　図4（a）から希望のモードの波を発生させる屈折角が
計算できる。図4（b）は管中のガイド波の轟速を示して
いる。この場合L（0，1）は管厚と周波数の積（fd）にか
かわらず肖速はほぼ
定であることを示している，、こ
こではより高次の音波はfdに敏感であり、エネルギーの
分散を起こしやすい。
　このようにガイド波は発生条件によってさまざまなモ
ードの波が混在し、ある種の波は減衰が激しく、あるい
は液体に接触していると減衰されやすいなどの性質をも
っているため、その使用にあたってはできるだけ他のモ
ードの波に影響されず、エネルギー分散の少ない波を選
定する必要がある。
3　ガイド波による探傷の実際
　ガイド波のうち板波は広い範囲を探傷できる特徴を生
かして、以前から製鋼所において厚さ0。2mmから6m搬
程度の薄鋼帯の検査に1ムく使用されている。探傷には
振動ヂの角度を遠隔操作で調整でき、高速でも良好な
接触性が保てるタイヤ型の探触子がおもに使用されてい
る、、
　最近ガイド波の使用で注目されているのは配管の腐食
検査への適用である。配管の非破壊的な腐食検査では、
放射線透過試験あるいは超膏波による板厚測定が・般
的であ一）たが、検査のための足場設置、保温材の撤去
などに多大の労力がかかるため、より簡便な検査法が求
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図5　ガイド波による配管探傷例
められていた、、この点ガイド波は減衰が小さく遠くまで
届く性質をもっており、適切なモードを選定すれば保温
材の部を外すだけで大きな範囲を検査できることが期
待できる。
　図5はガイド波により径200A長さ6mの鋼管を探傷し
た例である。探触子より2m先の溶接部！筒所を通過し、
探触子より5m先の管端まで超音波が透過していること
を承している，、　・般的に中空直管の場合、数レメート
ルの到達距離が期待できる。欠陥の検出限界は条件に
もよるが、管肉断面積の数％で通常の超音波探傷より
は劣るが、腐食箇所のスクリーニング手法としては1一分
期待できる性能である。
　ガイド波は管内外面が水などに接触している場合に
は、超｝
ヂ波エネルギーが漏洩し減衰が大きくなる。また、
途中に溶接部あるいはエルボなどの形状の変化がある場
合には、音波の反射、減衰、モード変換波の発生など
擾雑な挙動を示す。このようにガイド波の中には検査対
象物に関する非常に多くグ）情報が内包されているが、従
来のAスコープによる観察では、このような複雑な超音
波の挙動はノイズの増加、不明なエコーの出現として現
れ、その原因を判別するのは困難であった。
　これらの困難を解決しガイド波による探傷を実用化す
るため、コンピュータの支援による波形の比較、周波数
分析などを利用する解析手法の開発が進められている。
今後は実際的な腐食の状況、管の状況についての数多
くの経験を積み重ねることにより、より有用な手法とな
ることを期待している。
4　おわりに
　配管腐食などの簡易検査手法としてのガイド波の利
用について簡単に紹介した。内容を’F易にするため・部
簡易的な表現を行ったため詳細については以ドを参考願
いたい。
　　　　　　　　参考文献
1）Ultraso鮭ic　Wξlves　in　Solld　Medi＆．」，LRose，G毫mb翻ge　URive湘ty
Press5。
CIWニュースラウンジ
　　　　　一総事業者数、2社減の169社に一
　U本溶接協会・溶接検査認定委員会（C至W認定委、
藤田譲会長・東京大学名誉教授）は4月3H、東京・神
田佐久問町の同協会本部会議室で平成13年前期の新規
および昇格事業者の認定証授与式を開催した。新規3社、
昇格は3社（部門追加1社〉で、これにより認定事業者
の種別構成は、A種娼社（事成12年度後期比増滅なし）、
B種8社（岡2社増）、C種32社（同2社減）、D種40社
（同4社減）、E種71社（同2社増）で、総事業者数は169
社（1司2社減）となった。
　席L、あいさつにウ1った藤田
委員長は、今囲初めて総事業者
数が減少したことに触れ、「こ
の認定も従来は撮』を亟視す
る傾向にあったが、現在あらゆ
る分野で合併・再編成などの動
きがあるように、これからはr質』あるいは『規模退が
問われる」と指摘するとともに、「品質管理、製品の安
全性が求められる時代だからこそ、協力してこの難関を
乗り越えてもらいたい」と述べた。
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5．損傷評価の解説（5》
　　一レプリカ法による材料劣化損傷評価一
非破壊検査（株）横野　泰和
1　はじめに
　すでに述べてきたように金属材料の劣化損傷はミクロ
的な組織的変化やボイドの発生などの現象として現れ
る。このため顕微鏡により直接ミクロ的な観察ができる
ことがもっとも望ましいと言える。しかし、
般に顕微
鏡観察を行うためには対象部から観察したい箇所のサン
プルを切り出して試料として提供する必要があり、非破
壊的に内部の観察を行うことは不可能ではある。
　しかし、対象物の表面のミクロ組織を直接顕微鏡で
観察する代わりに、表面の組織を薄膜に転写して、そ
れを顕微鏡で観察することは吋能であり、材料表面のみ
を評価の対象とする場合あるいは表面を対象物全体の
代表として位置付けて表面の状況から全体を非破壊的
に評価することができる。この手法をレプリカ法と呼ん
でいる。
今回はレプリカ法を用いた構造物表面の金属組織観察
方法について概説し、その適用例として高温クリープ損
傷の評価方法を紹介する。
1髄陶騨瞬騨“圃購噂“層翻雇謄幽轍一隔−隠｝蹴鼎眉『曹一曽曜卿一一一一一一一一一一一一一一、
1　　　研磨　　　粗礪一バフ研磨　　　　　　　l
l　　　洗浄　　　洗浄及び乾燥　　　　　　　　1
監　　　　　　　渡食条件の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　毒
1　　　　　　　　　　　　　表面借の除去　　　　　　　　　　　　l
l　　　腐食　　　　　　　　　バフ研磨　　l
l　　　　　　　　　　　　　数園繰り返し　　　　　　　　　　　　l
l　レプり力採取　　　　　　　　　　　　1
：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現地での工程1
組織観察
2　レプリ力法の概略
蒸着
光学顕微鏡
組織観察
SE離
組織観察
　（1）　レプリカ法の適用範囲
　図屡にレプリカ法の手順をフローチャートで示す。図
のようにレプリカを採取する、ll程と顕微鏡観察に分類さ
れる。レプリカを採集する工程では表面の金属組織を忠
実に転写することが要求され、顕微鏡観察の拡大率に
よって研磨の程度の要求度が異なる。走査型電子顕微
鏡（SEM）のように拡大率を大きくして観察する場合
はト分な研磨が必要である。試験体表面で少なくとも
φ10mm程度の大きさの研磨および転写が必要である。
　（2）レプリカ採取方法
　通常、金属組織の顕微鏡観察を行う場合は、試験体
から切り出した試料を直接、または樹脂に埋め込んで研
磨する。このとき研磨機を用いて粗い研磨紙から順番に
細かくして鏡面に磨いていき、腐食液でエッチングして
表面に凹凸をつける。
　これに対して構造物などの表面からレプリカを採取す
損傷評価
図1　レプリカ法のフローチャート
る場合は、表面を局部的に研磨してエッチングさせた後、
追従性の優れた有機溶剤皮膜を表面に貼り付け、表面
の凹凸をこの薄膜に転写する。
レプリカ採取の条件（研磨条件、腐食条件など）は材
料ごとに異なるため、あらかじめ試験体の性状を調べて
おき、適した条件を設定することが必要である。
一般に
はSUMP（Suz穫kデs　Universal　Metal　Printing）法と呼
ばれるアセチルセルロース薄膜を転写用皮膜とする方法
が多く用いられる。
　また、組織観察だけでなく炭化物の組成や不純物の
成分などを分析する必要がある場合は、表面の凹’．llを
転写するだけでは不十分であり、これらの微細な析幽物
も薄膜に転写して取り出すことが要求される。この手法
をとくに抽出レプリカ法と呼ぶ。
　（3）組織観察方法
　レプリカとして試験体表面の凹凸を転写した薄膜は、
光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡（SEM）などの試料と
して用いられる。
一般に走査型電子顕微鏡を用いる場
合はレプリカ表面に薄くカーボン、クロム、金などの金
属蒸着を施した後、観察が行われる。
　レプリカ組織観察から得られる情報は組織、析出物
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図2　レプリカ法を用いたクリープボイドのSEM観察例
（炭化物、介在物）、結晶粒径、ボイド、微視クラック
などであり、倍率が数百倍程度までは光学顕微鏡でも
観察することは1・∫能であるが、倍率が千倍を超える場合
は走査型電子顕微鏡（SEM）が用いられる。たとえば、
高温クリープにより結晶粒界に生じるボイドは、その大
きさは数！zmのオーダーであり、走査型電子顕微鏡によ
る観察が必要である。
3　レプリ力法を用いたクリープ損
　　傷の非破壊評価の例
　（壌1高温クリープ損傷による組織変化
　
一般にクリープによる変形挙動は材料の種類によって
異なるため、クリープ損傷評価を考える場合にはそれぞ
れの材料ごとの特性を十分に事前調査しておくことが必
要である。たとえば、脆性材料では粒内変形が起こりに
くく、寿命の初〜中期の時点からボイドが発生するため、
ボイドの発生一成長によるき裂の生成過程を追跡するこ
とが再能である。
　これに対して延性材料の場合は、ボイドは寿命の後半
になって初めて発生するため、ボイドの観察だけで寿命
評価をすると手遅れになることがある。　一方、延性的で
あるということは結晶粒の変形が起こりやすいこと、す
なわち、結晶粒形状に変化が生じることを意昧しており、
この結晶粒形状変化はクリープの進行過程と対応して
いるので、この変化を捉えればよい。
　さらにクリープが進行する過程では、ボイドの発生だ
けでなく炭化物の変態（M23C6→M6Cなど）、成長およ
び球状化や転位の再配列などが同時に進行しており、
クリープ損傷に対する問接的な評価パラメータと考える
ことができ、これらの金属組織的な変化を観察すること
図3　Aパラメータ法による評価
はクリープ損傷度の評価に非常に有効である。
　結晶粒界のボイドやき裂は、金属組織を直接顕微鏡
で観察する場合には黒く現れるが、レプリカを観察する
場合は、図2に示すように臼く浮き出して見える。
　（2）　レプリカ法による評価方法
　クリープ損傷を評価するための組織パラメータとして
は、クリープボイドの定量、結晶粒の変形、析出物の
変態あるいはこれらの組み合わせが考えられる。
　（a）　Aパラメータ
　ボィドやき裂を定量的に表現する方法のつで、図3
に示すように・次応力軸方向に一定間隔で線を引き、
その線と交差するすべての粒界の数に対し、クリープボ
イドおよびき裂が存在する粒界数の割合により評価を行
う方法。
　（b）ボイド面積率
　ボィドやき裂を定量的に表現する方法のつで、図4
に示すように観察する材料組織全面積に対して、クリー
プボイドおよびき裂が存在する面積の割合により評価を
行う方法。
クリープボイド　応力方向
　　　　　　　一
結晶粒界
／’
．／
野　　に・す
ボイド　積の割合
図4　ボイド面積率による評価
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董0
正規
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　　0
θ鶴（度）
（a〉新材（健全材）
　　　　　図5
90
0
−90　　　0　　　　90
　　　　　θm（度）
（b〉　クリープ損傷材（時間損傷比10．85）
結晶粒変形法による評価
　（c）ボイド生成数
ボイドやき裂を定量的に表現する方法のつで、材料
組織の単位面積当たりに生成しているクリープボィドお
よびき裂の個数により評価を行う方法。
　（d》結晶粒変形法力
延性材料でクリープ損傷に伴う結晶粒の変形を定量的
に表現する方法で、応力軸方向と結晶粒の長軸とのな
す角度の分布状態が図5に示すようにクリープ損傷の程
度により異なることから、変形係数により評価を実施す
る方法。
　（e）組織対比法2〉
　ボィドの生成・成長、炭化物の析出および分布状況
から、図6に示すように損傷程度を8段階に分類し評
価を実施する方法。
4　まとめ
　レプリカ法は検査対象物の表面に対してのみしか適用
できないが、実際に組織を観察することにより、ボイド、
き裂などの状況が正確に把握できる利点をも一）ている。，
さらには結晶粒の変形や組織変化などの情報も得られ、
これらを定量化することにより損傷の程度を評価するこ
とが可能となる。現在では高温クリープ損傷に対する余
寿命評価方法の手法として、もっとも　一般的に使用
されており、今後は他の劣化損傷の評価にも有効に用
いられることが期待される。
損傷因ヂ
総合
傷区分
機械的損傷
顕微鏡組織
析lll物分布
iD　機械的損傷な
し　孤ウニしたクリ
ーブボイドの
生成
IM
将難1材と同
等
至P　未使用材と同等
A
HM
炭化物の柵靖
B
夏lp
マルテンサイト
ラス境界炭化物
の分散および球
状化
炭化物グ）凝集粗
大化
C
HIM
マノレテンサイ
　トラスの消失
炭化物の分散
更）
11誕）
クリープボィ
　ドの連結
E
11至夏）
炭化物の分散、
球状化および均
　一化
F
王III轍観き麹）発生
（｝
IV夏）
き裂の発生
R
図6　組織対比法による寿命評価
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6．随想一釣り大会参加者募集中一
　「あなたのご趣床は何ですか？」と尋ねられて何とお
答えになりますか。私はすぐに「下手ですがゴルフです」
と答えます。そんな私ですが最近周りからは、「釣りが
好きなようですね」とよぐ言われます。今のところ私自
身釣りは趣昧ではないのですが、あることを切一）掛けに、
そう勘違いされてしまいました。
　平成10年のある日、非破壊検査業界の関係者との会
議後の反省会？で、何か同好会のようなものを作って業
界の活性化を図ってはという話になりました。私は「ゴ
ルフが良いですね！」と強く主張したのですが、そのメ
ンバーの中には私以外にゴルフをする人がいなく、私の
意見はすぐに却下されてしまいました。結局、釣り好き
の方が多かったので、釣り大会を実施しましょうという
ことに決まりました。
　私の釣りに関しての経験は、子供の頃に近くの池でザ
リガニ釣りをした程度で、本格的な釣りなどしたことが
なかったのですが、その場で名誉？ある幹事に任命され
てしまったのが、いつの悶にか「釣り好き」ということ
になってしま一）たような訳です。
　まあ、そんなことで翌年の春から釣り大会を開催しよ
うということになり、素人の私では船釣りの方が良いだ
ろうということで、第美回の釣り大会は仕立て船による
「シロギス釣り」に決定。といってもシロギスは天ぷら
で食べた程度の私の知識です。什立て船も沁名以Lメ
ンバーを集めなければいけないとのことでしたので、交
通の便などを考慮しJR浜松町駅そばの船宿を予約し、
馳速メンバー集めを開始いたしました。業界で釣り好き
という方々に早速FAXした結果、第1回の釣り大会は、
ベテランから超ビギナー（私）まで17名の参加者を集め
ることができました、，
　開催当Hは春先にも関わらず天気も良く、波も穏や
かで絶好の釣り1
1和となりました，，釣り場を転々としな
がら皆気分良く釣りを楽しむことができ、平均で数1・匹
の釣果を得ることができました。私はベテランの方に餌
の付け方＆釣り方等を手ほどきしていただき平均的な釣
果を得ることができ、穏やかな海のLで飲む美酒のうま
さも再発見し、はじめての体験を大満足の結果で終える
ことができました。
　着船後JR浜松町駅前の居酒屋にて、本日の反省と今
後の計画について酒を傾けての討議となり、夏に「夜ア
ナゴ」、秋に「アジ」を釣ろうということで、皆満足し
（株）検査技術研究所　岡　賢治
て家路につきました。
　帰宅後は自分で獲得した獲物を
一流料亭の板さんに
変身しての調理です。魚を下ろすのは普段女房の仕事
ですが、ベテランの方から「釣った魚は自分で下ろせ！」
と言われていましたので、何でも挑戦の意気込みでトラ
イしてみました。結果はお見せできるような代物ではあ
りませんでしたが、昧はとりたてということもあってか
普段紅．iにしているものとは数段違うような気がいたしま
した。私だけでなく家族もそう言っていたので間違いな
いと思います，、
　今回得た満足感はゴルフでの満足感とはひと味違って
ました。ゴルフの腕前は、あと一歩の私ですが、プレー
の最中はミスショットをしないように精神集中で、スト
レスが溜まることが非常に多いのです。気分転換とリフ
レッシュのためにゴルフをしているのですが、結果的に
はストレスが溜まってしまいます。釣りに関しては私白
身が素人のためなのかリフレッシュすることができ、精
神的にもよい時間を過ごすことができました。船中＆反
省会での飲み過ぎには注意が必要ですが………。
　釣りとゴルフを比較しますと、釣りの場合はベテラン
の方々が皆親切で、手取り足取りご指導して下さいま
す。ゴルフでも教え魔の方はおりますが、同伴競技者が
良いスコアですとこちらは余り良い気分ではなく、相手
のミスを少し願うところもあります（私だけかもしれま
せんが）。
　余談ですが「モーニング娘」の歌に「釣り好きな人に
悪い人はいないとお父さんが言っていた」という節を思
い出しました、）ゴルフはベテランの方が良いスコアを出
しますが、釣りの場合は逆に素人の方が良い釣果を出す
場合があるようです。
　さらに、ゴルフは我流では通用せずH頃の練習が必要
ですが、釣りはf．ll掛けや釣り方の勉強は必要でしょうが、
私のように無知でも魚釣りを楽しむことができます。こ
のようなことから素人の私でも楽しい一日を過ごすこと
ができたのかもしれません。
　最近では中年の新三種の神器は、「釣り」「登1
姻「ガ
ーデニング」だそうです。何か趣昧を持って見たいと考
えている方、釣りにあまり興味がないがやって見ようか
なと思っている方はぜひ疲われわれの会に参加してみ
てください。新しい世界が開けると思います！
【ご連絡先l　TELO44−277−0121：0ka＠PROBE−KGKcom
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7．協議会だより
CIW検査事業者協議会
　1．全国営業会議各ブロック会議について
　第測ブロック営業会議を次のとおり開催し、引き
続き、平成12年度のとりまとめと今後の進め方を中心
議題に全国営業会議を平成13年4月16H（月）に東京・浜
松町の東京會舘で開催しました。
　1各ブロック営業会議開催状況1
　0九州ブロック　　　　1平成i3年2月23H（金）
　○関西・北陸ブロック　ニ平成13年2月271∵1（火）
　○中京ブロック　　　　いド成13年3月酬（火）
　○関東・甲信越ブロック：平成13年3月9H（金）
　○東凄ヒブロック　　　　1、1今戊13年3月玉0目（1二）
　○申国・四国ブロック　ニ平成13年3月30H（金）
　E．技術委員会関係
　「外観検査講習会」実施状況について次のとおり講
習会を開催しました。
　1）大阪建築ヒ事務所協会会員向け（共催）
　開催年月日1平成13年1月261＝1（金）
　開催場所　　；大阪府建築健保会館（大阪市）
　受講者数　167名
　2）新潟県建築郵f事務所協会中越支部会員向け（共催）
　開催年月目；平成！3年2月15日（木）
　開催場所　；長岡市疏劇場小ホール（長岡市）
　受講者数　　；60名
　なお、L記講習会は12年度が初めての開催でしたが
受講者に好評でした。
　3）会員向け
　開催年肌1；平成13年3月3取上）
　開催場所　；（財）電ヂ科学研究所（大阪繭
　受講者数　　；32名
　なお、修ゴ考査合格者には「鉄骨外観検査教育委
員会」名で修ゴ証を交付しました。
　皿．その他報告
隻．「事業者認証制度検討委員会」関係
JIS　Q”025（試験所認定）を申心にJIS　Qま7020（検
査機関認定）も参考にしつつ規定内容の検討を行い、
32人が受講した会員陶け外観検査講習会の模様（3月3日〉
薄
検査事業者として具備すべき「品質システム」と「技
術的事項」の整理を行い、日本溶接協会の「C　lWあり
かた検討W（｝」にも積極的に参画し協議会としての意見
を具申してきておりましたが、3月末を以て委員会活動
を完ゴいたしました、，
　2．「建設物価調査会対応検討委員会」関係
　建設物価調査会「コスト情報誌」200L春季号に「鉄
骨第
三者検査」としてコス1・情報が当委眞会のまとめ
に基づき継続掲載されました。、トド成／3年度定時総会
（H．／3．5．15開催重定）で紹介の予定1
　3．検振協とCIW協議会の懇談会を開催
　’ド成i3年3月韮6口（金）に標題懇談会を開催し、次の諸
点につい懇談いたしました。
※JIS　Z2305（案）（ISO97薫2準拠）のJSND1としてσ）取り
　人れ検討への対応について
※「試験所認定」σIS　Q　i7025）および亙SO9000Sにつ
　いて
※その他、共通課題について
　なお、検振協は4月i日から（社）日本非破壊検査
1二業会
（略称二NDT
£業会）への名称変更と事務所移転（業務
開始3月26H）するとの紹介がありました。
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8．ニューフエース
　2001年4月！口付で新たに次の3事業者が認定されまし
たのでご紹介いたします。
懸不二検査（株）
　本社所在地　〒661−OO33兵庫県尼崎市南武庫之荘9一
　　　　　三8−8
　　　　　TELO6−6436．4800／FAX．06−6436−6043
　代表者氏名代表取締役　岡村順弘
　認定種別　　E種
　番ノ｝・部門第200EO1号、放射線検査
　営業所など　本社のみ
灘（株）ソニック
　本社所在地　〒455−0884愛知晒，し名古屋市港区七反野1−
　　　　　1203
　　　　　TELO52−303−8859／FAX．052−301−0983
　代表者氏名　代表取締役　荒巻・浩
　認定種別　　E種
　番号・部門　第219EO1げ、超音波検査
　営業所など　本社のみ
■（有）佐賀検査サービス
　本社所在地〒8494426佐賀県藤津郡塩IH町大字五
　　　　　町田乙6
　　　　　TELO9546−6−3339／FAX。09546−6−2814
　代表者氏名代表取締役　渕野虎登
　認定種別　　E種
　番号・部門第221EO1毒、超音波検査
　営業所など　本祉のみ
　なお、昇格事業i者3社、部門追加i社も併せてお知ら
せいたします。
　　　　灘　昇　　格　鐡
劉北H本非破壊検査（株）
　本社所在地　〒950−0854新潟県新潟市南紫竹1−244
　　　　　TELO25−286−4567／FAX。025−286−8026
　代表者氏名代表取締役　松本・郎
　認定種別　　A種
　番号・部門　第115AO1号、放射線検査、超音波検査、
　　　　　磁気検査、浸透検査、電磁誘導検査、
　　　　　ひずみ検査
　営業所など　東京営業所、秋田営業所
■（有）グローバル検査
　本社所在地　干465−009i愛知県名古屋4f名東区よも
　　　　　　ぎ台3−1604
　　　　　TELO52−772−9855／FAX．052−771−8402
　代表者氏名　代表取締役　藤谷直樹
　認定樗1別　　
B不頃
　番号・部門第給8BO1号、放射線検査、超音波検査、
　　　　　浸透検査
　営業所など　岐阜出1長所
■札幌インスペクション（株）
　本社所在地　〒007−0848北海道札幌市東区北48条東
　　　　　15−24
　代表者氏名　代表取締役　若林雅志
　認定種別　　B種
　番号・部門第2／6B艇号、放射線検査、超音波検査、
　　　　　磁気検査、浸透検査
　営業所など　本社のみ
　　　　擁鐵蟻　部門追加　灘難灘
醐（有）仙台検査
　本社所在地　〒983−0034宮城県仙台市宮城野区扇町4−
　　　　　147
　代表者氏名　代表取締役　伊藤博
　認定種別　　E種
　番号・部門第王98EO1号、放射線検査（既得＝E
　　　　　種・超音波検査）
　営業所など　本社のみ
CIW認定証授与式の模様
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C脚ニュースラウンジ
CIW協議会・第3回全国営業会議
　　　　一9月めどに啓蒙活動本格化一
　CIW検査事業者協議会（逸見俊一代表幹事・検査サ
ービス）・全1国営業会議実行委員会は4月161」、東京・
浜松町の東京會舘で第
1回全国営業会議を開催し、各
ブロック会議の活動概要や実勢価格調査結果の報告に
加え、4年目を迎える全国営業会議の今後の課題など
について協議した。会務報告では逸見代表幹事がこれ
まで幹事会案件だ一）た官公庁および建築蛋f事務所協会
などL流側への対応について、9月をめどに営業会議か
らも動員した積極的な啓蒙活動を推進していく方針を
明らかにした。
　一方、特別講演ではll本サッシ協会の奥山満事務局
長が、97年から着手している契約適正化に向けた諸活
動などを紹介。聴講したおよそ50人0）出席者にとっては、
文書の標準化や低価格の改善等、同様の問題に直面し
ているだけにタイムリーな講演とな一）た。
　　　　　　　　◇　　◇　　◇
　小ブロック会議は2000年11月から新たに設けられた
『全員参加型』の検討機関。安値受注の阻止に向け、統
・御見積書使川の定着化や各ブロック内の共通課題の
掘り起こしなどを萸要テーマに据え、これまで北海道、
東北、関東・甲信越、中京、関西・北陸、中国弓几i国、
九州の全国7ブロックでそれぞれ3回ずつ開かれている、，
　各ブロック担1構』による活動概要報告では「次回か
らは代表者、営業部長に止まらず、営業実務勲
1当者に
多く集まってもらうことで一致している」「見積条件、
看板掲承は基本的に合意に至っており、価格をメイン
に検討する体制を早急に構築したい」など、今後もブロ
ック内で積極的に審議を継続していく方向性が多数承
された。
　同会議の実行紺織、全国営業会議実行委蓑会の岩田
雅史委員長（インテック）は、このi年醐を総括し、依
然積み残した課題はあるものの「原価割り出しに統条
件を導人した会社が増加したせいか、傾向植として見積
額の幅が徐々に狭まっているほか、各ブロック内のコミ
ュニケーションも形成されつつある」とブロック会議の
効果について評価した。
　　一方、今後の検討課題、同会議の進め方に話が及ぶ
鑛繭勲雛舞
砂
．．灘轟盤壕、
2000年の総括と今後の課題について協議した
と「小ブロック会議に参加しない会祉が単価を狂わせて
いる」「ブロック会議は営業の最前線を集めて話し合う
場と理解しているが、最終的に実行に移すには経営者
の倫理が問われる」　　など、改並すべき点も多く指摘
された、、
　こうした意見を受け、執行部では不参加事業所への
対応および会議出席音の拡大、値崩れが激しい圧接検
査を含め、現境改善を視野に人れた関係機関への啓蒙、
各決定事項の推進などを柱に、今後も継続して小ブロ
ック会議で検討を進めていくことが確認された。
　席L、あいさつに、レ1った逸見代表幹事は、適正価
格・標準料金の確立を目的に、3年間活動してきた営業
会議について「かなり進んだ面もあれば、　・向に改善さ
れない面もある」と指摘したLで、「これまで積みLげ
てきた3年問を無駄にしないためにも、いかにまとまっ
て突破目をひらいていくかが重要」と述べ、改めて出席
者に対して積極的な協議会活劫への参加を促した。
　　　　　　　　◇　　◇　　◇
　なお、当目は現在詰めの作業を行っている同協議会
のホームベージについての報告もあった。事務局では来
る5月i5！1に都内で開催される運びとなっている200i年
度定時総会の場で正式にお披露目したいとしている，、な
お、試験的に開設されているホームページのURLは次の
とおり、、
httpl／／www．ciw．grjp／test／
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　大変残念なことであるが業界の不況が続くLに、政治や株価の低迷、デフレの気配など面
白くないことばかりがわれわれの周りに渦巻いて、折角の桜の開花も楽しくないこの頃であ
る，、陽光に輝く春のような世界の到来が、　一年でも早くなるように頑張りたいものである。
　世の中「男女雇用均等法」もあるほど女性の各種分野に対する進出は珍しいことではない
が、女性の非破壊検査の試験技術者は、まだ、それほど多いとは言えない。溶接技術者の技
術検定試験においても、TIG溶接の分野で多少目に付く気がしていた。考えてみると女性の
粘り強くて几帳面な性格などは、検査に適した性格とも言える、、本号ではCIWの
尭任試験技
術者として現場で活躍中の女性技術者に登場して頂き、女牲から見た問題点や業界に対する
要望などを伺う座談会を掲載したが、さらなる技術の向Lに意欲的であることに大変心強い
思いをし、彼女達の後輩が是非後に続いてくれるように、環境を作一）てあげることも必要で
あると感じた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．M）
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