




1．鉄道車両構造と非破壊検査について

1．はじめに

　鉄道車両の基本構造は、一部にFRP等の複合材料が

使われているとは言え、ほぼ全金属製の溶接構造であり

今後しばらく大きな変化は見られないと思われる。本稿

では鉄道車両の製造工程における外観検査および非破

壊検査の概要を、現在当社で量産中のニューヨーク地

下鉄向け電車（以下NYCTと称する、図璽参照）を例に

とって紹介する。

2．構造材料および溶接方法

　1）車体（構体）

　一般に、鉄道車両の車体（礒装前の状態を構体と呼

ぶ）は、使用材料によってアルミ合金製、ステンレス鋼
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製、軟鋼製の3種類に分類されるが、現在生産されてい

る車両では両数でアルミ車両とステンレス車両がほぼ』』二

分しており、軟鋼車両はごくわずかである。アルミ車両

は新幹線を代表とする特急型車両に多く使用され、ス
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テンレス車両は通勤・近郊車両を中心に新幹線車両を除

いて幅広く使用されている。NYCTはこの内のステンレ

ス車両であり、採用されている鋼種とその適用箇所の詳

細を図2に示す。ステンレス鋼板はほぼすべてオーステ

ナイト系ステンレス鋼（SUS301L）であるが、調質圧延

によって幾つかの強度に強化された（σB＝800～1200N／

m㎡）鋼板を使用している。ただし、一般にステンレス車

両と言っても、板厚・溶接量が共に大きくなる端台枠に

ついては溶接性および歪の発生量を考慮して鋼製であ

り、NYCTの場合も耐候性鋼板（SMA570PQ）が採用され

ている。溶接はソリッドワイヤによるシールドガスアー

ク溶接が主力である。2つの端台枠をステンレス鋼製の

中央台枠で繋ぐようにして台枠が組み立てられる。この

場合の溶接はSUS309系のワイヤを使用したシールドガ

スアーク溶接であるが、一部には手棒も使用している。

その後、それぞれ別途先組されたステンレス鋼製の2つ

の妻構、2つの側構、屋根を台枠上へ載せるようにし

て構体の組み立てが行われている。ステンレス鋼板の板

厚は0．6mmから6mmであり、主に2枚から5枚重ねの抵抗ス

ポット溶接によって組み立てられる。スポット溶接では

平電極あるいはR電極が適用場所に応じて使い分けられ

ている。また、構造上やむを得ない場所については栓溶

接やリング溶接等のアーク溶接も適用されている。

　2）台車
　台車のフレーム（台車枠）は一般にσB－400～500N／m㎡

級鋼の溶接構造であり、NYCTには耐候性鋼板（SMA

490BW）と鋳鋼（AAR　M201GradeC）が採用されている。

図3に台車枠の溶接組立予順、図4に完成台車の外観

を示す。側梁、横梁、枕梁はそれぞれがボックス構造

であり、鋼板同士の接合はすべてソリッドワイヤによる

ガスシールド溶接で施工され、鋳鋼と鋼板との溶接のみ

が手棒で施工されている。側梁2本と横梁1本がそれぞ

れ別個で組み立てられ、最後にこれらを溶接（H組溶接）

し台車枠となる。枕梁は車体懸架装置であり、単体で

完成し台車枠と構体との間で緩衝装置となる。各溶接

は一軸あるいは二軸のポジショナ上で極力下向姿勢で施

工される。一般に北米仕様は国内向け車両と比較して

低温脆性に対する要求が厳しく、本件でもシャルピー衝

撃吸収エネルギーが一29℃で20」以上との要求値がある。
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3．外観検査

図4　台車外観

　車両製作に用いられる溶接施工方法には、MAG、

TIG、MIG等のアーク溶接やスポット溶接、シーム溶接

等の抵抗溶接等がある。いずれの溶接施工方法でも外

観検査が行われるが、双方の溶接原理はまったく違う

ので、外観検査についてもその検査基準は異なっている。

　一例を挙げると、J　R山手線の車両はステンレス鋼

製であるが、車体である6面体の箱は鋼製の端台枠を

除くと主にスポット溶接で組立てられている。このスポ

ット溶接については、溶接条件設定およびスポット溶接

のピッチで溶接強度が決まってしまうので、外観検査は

主として見栄えの観点から行われる。即ち、溶接面は

直接乗客の目に触れるところであり、車両の「商品価

値」を左右するものであるため、溶接強度は確保されて

いることを前提に、いかに表面のスポット溶接の圧痕を

目立たなくするかという、美的要素に主眼が置かれてい

る。具体的には、表面の散りは厳禁であり、さらにスポ

ット溶接の圧痕深さ及びその真円度が検査対象となっ

ている。

　もう一方のアーク溶接については、割れ、オーバーラ

ップ、アンダーカット、脚長、ブローホール等の一般的

な溶接欠陥を検査の対象としている。

　なお、上述した外観検査の基準については業界の統

一基準はなく、製造各社が独自に定めた「社内基準」

にて判断している。しかし一方、本稿で取上げた北米

向け車両はAW　Sの適用が義務付けられているため、自

ずと外観検査基準もAWSが適用されるが、AW　Sで

は十分網羅されていない隅肉溶接の脚長や裏波ビード

等については、客先と協議の上判定基準を設けている。

4．非破壊検査

　鉄道車両は走行することによって、前後・左右・上

下のあらゆる方向に振動を受けており、また空車と満車

では10トン以上も重量が異なり、その乗客重量だけでも

車体は変形している。またそのような状況下で20～30年

も使用されることから、重要な溶接部位では非破壊検

査が行われることがある。特に走行装置である台車につ

いては、溶接部の損傷は、事故⇒脱線という重大災害

に発展するので、非破壊検査は重要な検査項尉の一つ

となっている。

　また本稿で取上げたNYCTについては、明確に仕様書

で非破壊検査の適用が謳われている。その中で特筆す

べきは、台車について溶接組立台車と鋳鋼製…体台車

で非破壊検査の適用方法を区別していることであろう。

これは米国における鉄道車両の台車の歴史によるところ

が大きく、溶接組立台車の歴史はまだ十数年しかなく、

米国人にしてみれば経験が浅いためそのような取り扱い

をしているためと思われる。

　なお非破壊検査の種類であるが、国内・輸出車両を

問わず表面欠陥に対しては浸透探傷試験、磁紛探傷試

験を、内部欠陥に対しては超音波探傷試験、放射線透

過試験を部材、溶接継手の種類、場所、要求強度（F

E　M等の強度解析結果を参考にする場合もある）等を

考慮して適宜使い分けており、また検査頻度についても

同様に決定している。

5．おわりに

　これまで、鉄道車両業界では外観検査や非破壊検査

に関しては、旧J　R　Sを基本にメーカー各社で判定基

準を定め運用してきたため、業界としての明確な統一基

準がないのが実情である。今後は海外メーカーとの競合

も避けられず、日本の車両業界として統一規格を整備

していくべきであると思われる。

　　　　　　　　参　考　文　献
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2．交流電磁場測定法（ACFM）による石油タンク溶接部の探傷例

テスコ（株）鈴木尚美、神保純一一

1．はじめに

　材料や構造物に存在する欠陥の評価は非破壊検査に

より行われている。破壊力学に基づく材料や構造物の

健全性評価には、少なくとも欠陥の長さと深さが必要

とされている。しかしながら非破壊検査の各手法では欠

陥の長さを測定することは確立されていても、欠陥の深

さを正確に測定することは、原理的に不可能な手法や、

方法があっても難しさが存在しているのが現状である。

材料の表面開11欠陥の深さを測定するには従来、ACPD

（交流電位差法）が用いられてきた（1）が、電極を直接、

材料にあてる接触式であることを改善して、非接触で電

磁誘導により一様な電流を材料の表面近傍に流すこと

で、強磁性体の表面開口欠陥の深さおよび長さを簡単

な操作で測定できるACFM（交流電磁場測定法）が開

発された（2） （4）。

ACPD法は材料内に交流電流を流し、健全部と欠陥上

の電位分布の比較により欠陥の深さを知ることができ

る。これは欠陥に直交して ・様に分布した電流が流れ

ることが条件である。ACFM法ではこれを小型のプロー

ブからの誘導で、ある一定の範囲に 一様な電流が流れ

るようにした。検出については、UCL（UniversityCo1－

1ege　London）のDoverらによるACPD法における欠陥の

周囲の電界のふるまいの解析に基づき、深さおよび長さ

の情報を誘導により磁界変化として検出する小型のコ

イルをUCLと共同でTSC（TechnicalSoftwareConsul－

tants）が開発した。従って、小型のプローブのみで完全

に非接触で電流の発生と欠陥の検出の両方が行えるよ

うになった。

非破壊検査において非接触で電磁誘導を用いる手法に

渦流探傷試験があげられるが、最も異なる点は、渦流

では局部的な同心円状の渦電流を用いることにある。

つまり欠陥に一様な電流があたらないため、欠陥の深さ

を理論的に解析しにくい点にある。またリフトオフや透

磁率などの材料特性の影響を強く受ける不利がある。

・方、ACFM法では、同様な電磁誘導は用いていても、

電流の分布形態が全く異なるためその特性は大きく違

ってくる。第一に、材料中の電流の減衰は相対的に小

さい。従って、リフトオフによる変動は小さい。これは

材料表面とプローブの問の距離をとれることを意味し、

塗料や錆などの上から探傷が可能となり前処理が簡素

化される。第二に、溶接ビードに直交してプローブを置

くと、電流は止端部に直交する方向に向かうため、そ

の方向での透磁率変化の影響を受けにくいうえ、鋼溶

接部のトウクラックが検出できることになり、従来、渦

流で苦手としていた強磁性体のクラックの探傷が可能と

なった。このように強磁性体溶接部の表面開口欠陥の

深さおよび長さを非接触で測定できることは、磁粉探傷

試験、渦流探傷試験及びACPD法のような既存の手法に

まさる十分な利点を持つといえよう。

2．ACFM法の原理

　入力電流に対して直交する半楕円欠陥の磁場成分を

図1のようにとると、Y方向の成分Byは入力電流に平行

で、X方向の成分Bxは電流に垂直で金属の表面に平行

である。Z方向の成分Bzは金属表面に垂直である。一般

的にいって理想的モデリングは、磁界成分が表面電位

差の変動の度合と関係していることを示している。Y方

向に欠陥がなく均一な電流が流れていると、磁界は電

流に垂直なXでは均一であるが、他の2つの成分B　y

とB　zはゼロである。欠陥があると電流は欠陥部の最も

深いところをそれて、クラックの端部近くに集中する。

この効果によってByとBzに大きな山と谷が生じるが、

Bxは欠陥部全体に広いくぽみを示す。クラックの上を

プローブで走査した時のBxとBz信号の例を図2に示す。

また、これらの信号の定性的説明を図3に示す。Bzは

クラックの深さを推算するのに用いられ、Byの山と谷

一一一一一入力電流

　　　

渉・

X

図1　ACFMの磁場の成分
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図3　ノッチ上のBxとBzの特性の定性的説明

はクラックの長さを測定するのに用いられる。Bxを縦

軸に、B　zを横軸にとったのがバタフライプロットと呼

ばれるもので、時間軸がないので移動速度に影響されな

い、下方向に半円を示すとクラックの可能性が高い。

3．測定と探傷結果

　溶接部の止端部にプローブを置いて、溶接線に沿っ

てプローブを走査する。トウクラックが検出されると、

パソコンの表示にBzとBxおよびバタフライプロットが

表示される。Bzの山と谷を示すプローブの移動距離が

欠陥の長さとなる。Bxのトレースより背景値と最小値

をパソコンに入力すると、深さを演算する。

　軟鋼溶接部の余盛中心に放電加工による半楕円欠陥

を加工し、G　Fコーテイング（約1mm）を施した試験

片の余盛中心Lをペンシルプローブにて手動で走査した

結果を図4に示す。

溶接線方向の2×1mm（長さ×深さ）欠陥まで検出し

た。深さを演算した結果は加工値に近いものとなった。

4．まとめ
　A　C　F　M法は、非接触でコーテイング上から鋼溶接

部のトウクラックを探傷する新しい探傷方法であり、表

面開口の欠陥の長さ及び深さを知ることができる利点は

大きいといえよう。
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図4　探傷結果（∪9十ペンシルプローブ）
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3．材料損傷の評価方法7（硬さ測定及び電気化学的手法）

非破壊検査（掬横野　泰和

1．はじめに

　本シリーズでは、これまでに、放射線、超音波、電

気・磁気を用いた材料損傷の評価方法について、さら

に、レプリカ法のように間接的に金属組織を観察する方

法についても具体的適用例を含めて紹介してきた。いず

れの手法もそれぞれ特徴を有しており、比較的広範囲

に応用が効くものから特定の損傷を評価するのに欠かせ

ない有効な手法まで千差万別である。一方、材料の機

械的性質などの情報を得る方法のつとして硬さ測定

があり、破壊試験方法の一つとして位置付けられている

が、現場で比較的簡単に硬さ測定ができる装置も市販

されており、材料特性を把握するのに非常に有効である。

また、材料表面の電気化学的性質から材料の損傷度を

評価する手法も実用的に使用されている。両者ともに、

表面研磨を必要とするため純粋な非破壊的手法として

分類されないが、構造物や材料にさほど大きな損傷を与

えずに非常に有用な情報が得られることから準非破壊的

な手法と考えられる。本稿では、硬さ測定及び電気化

学的手法の原理とこれらの適用例について概説する。

2．硬さ測定による材料劣化損傷評価

　（1）金属材料の硬さ測定

　ある物体の硬さとは「物体が他の物体によって変形

を与えられたとき呈する抵抗の大小を示す尺度」として

定義される。鉄鋼材料における硬さは、引張強さ、曲

げ強度などと同様に機械的性質の重要な 一つとして位

置付けられており、測定法により押込硬さと反発硬さ

に分類される破壊試験方法である。押込硬さは、特定

の剛体の圧子を試料の試験面に押込み、そのときの荷

重や変形の大きさから硬さを決定する手法の総称で、

ビッカース硬さ（JISZ2244）、ブリネル硬さ（JISZ

2243）、ロックウェル硬さ（JISZ2245）などがある。反

発硬さは特定のハンマーを試料の表面に衝突させ、ハン

マーが試験面から反発する際のエネルギーから硬さを決

定する手法で、ショア硬さ（JIS　Z2246）がその代表的

なものである。いずれの硬さ測定方法も、…般には据え

置き式の機器を使用するため、実機の構造物に対して

適用することできないが、超音波硬さ計と呼ばれる可般

式の硬さ測定装置があり、これを使用すれば実機の構

造物に対して現場で硬さ測定することが可能である。

　（2）材料評価への適用例1）

（α十γ）二相ステンレス鋼で問題とされる熱脆化は、

ある温度範囲で長時間使用される際にスピノーダル分解

によりフェライト相（α相）内にCr－rich相が析出する

ことが原因であり、内部磁場の変化をメスバウア分析で

検出できることについてすでに紹介した2）。このフェラ

イト相での変化は以下のように硬さ測定によっても捉え

ることができる。

　フェライト量が16．6％の二相ステンレス鋼の時効材

（723K、300hr）に対して、測定荷重を2～2000gfでラン

ダムに硬さ測定を実施した結果を図1に示す。図のよ

うに、低荷重になるほどばらつきが大きく、硬さが大き

な測定値が得られている。このことから、荷重が100gf

以上では平均的な硬さを測定しているのに対して、2gf

では単相の硬さを測定しておりこれがばらつきの原因で

あると考えられる。ここで試験体の結晶粒径及び硬さ測

定における圧痕の大きさを考慮して、α及びγ相それぞ

れについて単独で硬さ測定する荷重を5gfとして設定し

て、熱時効時間を変化させた時効材（723K、0～300hr）

に対して、α相及びγ相単独のマイクロビッカース硬さ

HV（α）及びHV（γ）を測定した結果を図2に示す。

HV（γ）は熱時効条件に依存しないのに対して、HV（α）

は熱時効時問の対数に比例して硬さが増加している。

これはα相内で組織的な変化が生じていることによるも

のと考えられる。実機ではこのようなマイクロビッカー

ス硬さ測定を適用することはできないため、これらの平

均硬さから評価を行う必要がある。同様の時効材に対

して測定荷重2000gfでα相とγ相の両方を含んだ平均硬

さを測定した結果、図3に示すように、図2のα相の

場合と同様に、熱時効時問の増加とともに硬さが増大

している。この変化は、α／γの体積比を考慮した複

合則で説明できる、全体に占めるα量の比率が既知で

あれば測定した硬さから熱時効材のα相の硬さを求める

6一
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図3　α相及びγ相の平均硬さ測定値と熱時効時間の関係

ことができ、時効の程度を推定することができる。材料

の硬さは衝撃値や破壊靭性値と関係が深いことから、

構造物の健全性を評価する上で非常に重要な情報とな

る。

3．電気化学的手法による材料劣化
　　損傷評価

系ステンレス鋼が多く使用されている。しかし、この材

料は、図4に示すように550～800℃程度の温度領域で

クロム炭化物（Cr23C6）が結晶粒界に析出し、粒界近傍

のクロム濃度が欠乏して耐食性が著しく低下する。この

現象を鋭敏化と呼んでいる。溶接構造物においては溶

接施工時に熱影響部の一部が上記温度領域の熱履歴を

受けており、このような部位では引張応力のもとで腐食

環境に曝されると粒界応力腐食割れ（IGSCC）が発生

する危険性を含んでいる。これまでに、IGSCCが原因と

判断される損傷事例が化学プラントや原子力発電プラ

ント等で報告されており3〉一5〉、IGSCCの初期段階とな

る鋭敏化を非破壊的に検出することはプラントの健全性

を保証する上で重要な問題の一つである。

　（2）シュウ酸エッチ試験法

　鋭敏化は材料における腐食されやすさの程度と考える

ことができ、試験面を腐食環境に曝して顕微鏡で観察

する方法が用いられる。その代表的な方法がシュウ酸工

・ソチ試験法（JIS　G　O571）で、オーステナイト系ステン

レス鋼をシュウ酸溶液中に電解エッチした後、顕微鏡

でエッチ面の組織を観察して、結晶粒界の溝形成等の

状態を分類する方法である。定量的な評価方法ではな

く、粒界腐食感受性を調べる長時間熱酸試験が必要で

あるかを判別するために実施する。

　（3）電気化学的再活性化法

　鋭敏化を定量的に評価する方法として、EPR法

（Electrochemical　Potentiokinetic　Reactivation　Test）が

挙げられる。これは、オーステナイト系ステンレス鋼の

0．5mol／1硫酸溶液中におけるアノード分極曲線から、電

気化学的再活性化率を測定する方法で、（a）Single　Loop

Test、（b）DoubleLoopTest及び（c）ASimpmedEPRPro－

cedureに分類される。いずれも定量的な数値として鋭敏

化度を評価できる利点を有しており、このうち（b）が

A．

結晶粒界

7⇒A
　Cr炭化物
　の析出
　Cr欠乏層

（1）鋭敏化の現象

原子力発電所、石油精製、石油化学等、各種プラン

トにおいては、材料の耐食性の観点からオーステナイト

Cr

（％

550～800℃の温度領域

AC一（％）

　　　　．〆！
．．・……

鴨　　＝

r．1［．読翫；二1÷と
1：：ll：：1：＝：罫鼻5・、⑭・彫．＿■＿・…・＿’一・．：
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　　　（a）健全材　　　　　　　　　　　　（b〉鋭敏化材

　　図4　鋭敏化によるCr炭化物の析出とCr欠乏層の生成
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図5　電気化学的再活性化法の原理

「ステンレス鋼の電気化学的再活性化率の測定方法」

（JIS　G　O580）として規定されている方法に該当する。

以ドにこの方法の概略を示す。

　オーステナイ1・系ステンレス鋼を脱気して、0．5mol／1

硫酸銅＋0．01mol／1チオシアン酸カリウム溶液中で、図5

示すように腐食電位1∫cから電位をEaに移動させEFで不

働態化させた後、電位を逆転して再び活性化の方向に

移動させてκcに到達させる。このときの復路の最大ア

ノード電流密度‘，と往路の最大アノード電流密度如との

比∫，／Z、を再活性化率（％）として求める。実機のオー

ステナイト系ステンレス鋼溶接部の熱影響部などに適用

でき、非破壊的に鋭敏化度を評価することができる。

　（4）腐食モニタリングヘの適用

　金属における腐食は、化学的反応によって損傷を起

こす現象であるが、ほとんどの場合表面の不均一性に起

囚してアノード（陽極）とカソード（陰極）が形成され、

局部電池作用により腐食が進行する。すなわち、電気

化学的作用が金属腐食の第一要因であり、実機におけ

る使用環境でこの現象を再現して、腐食の進行をモニ

タリングすることができればプラントの管理に非常に有

効である。この観点から、主として電気化学的手法が

腐食のモニタリングに用いられてきており、その代表的

な測定方法の原理と特徴を表1に示す。今後のプラン

トのメンテナンスには欠かせない手法の一つになると考

えられる6）一7〉。

4．まとめ

　このシリーズ「材料損傷の評価方法」は、2000年の

1号からスタートして約2年余りが経過し今回で7回

目を迎えるに至った。第1回目で代表的な損傷の種類

（表1）及び非破壊評価方法（表3）について紹介した

が8）、このときの表3に示した手法については、今回の

硬さ測定と電気化学的手法をもって全部を紹介したこ

とになるので、ここでひとまずペン（最近ではキーボー

ドをたたくだけで筆もペンももたなくなったが）を置か

せて頂くことにしたい。

　本シリーズの結論といえば大げさになるが、第1回目

の表1で紹介した代表的な損傷の種類それぞれに対し

て、適用が検討されている非破壊評価方法と現在適用

されている損傷評価方法をまとめて表2に示した。ここ

で挙げた損傷は、いずれも個々に複雑な問題を含んでお

り、このように一般的に扱えない部分もあるが、ご容赦

いただき参考として頂ければ幸いである。

　これまで、既に述べてきたように、材料損傷評価に関

連する規格基準は未だ十分に整備されていないが、これ

は材料損傷評価に対して一般的な手法を規定された条

件で適用することが困難であり、それぞれの損傷に応じ

た固有の評価方法が要求されるからである。まず損傷の

特徴をト分に把握することによってどのような材料特性

を検出する必要があるかを見極め、その目的に対して適

する手法、装置・材料、試験条件等を決定することが

重要である。そのためには非破壊評価手法の種類と特

徴を1一分に理解していることが必要条件となる。このシ

リーズが、少しでも読者の皆様のお役に立つことができ

ればこの上ない喜びである。

　最後に、この2年余りの間執筆の機会を与えて頂い

たRUMPES編集委員の皆様、並びにご意見やコメント

を賜った各方面の多くの方々に対し、この場を借りて深

く感謝申しトげます。
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表1　電気化学的手法による腐食のモニタリング

測定方法 原理 特徴

電位測定法
装置内に照合電極を設置し、測定した腐食電流

ら腐食の状態や速度を評価する。

外部からエネルギーを加えることなく、測定時

他の系に影響することがないが、直接腐食速

を知ることができない。

直線分極法
外部電極を印加して得られる曲線の勾配すなわ

分極抵抗を測定して腐食電流を求める。

簡便に腐食速度を定量的に求めることができる

、活性腐食以外の腐食への適用が困難である。

ノイズ法
陽極と陰極のバランスが崩れたときの電位の変

と電流の変化から腐食抵抗を求める。

適用範囲が広く感度も高く外乱条件にも強い

、データ解析が困難な場合がある。

交流インピーダンス法

材料表面に高周波から低周波の交流電流を印加

て求めた界面インピーダンスから分極抵抗を

める。

適用範囲が広いが、高周波の電位を用いるため、

乱条件に弱い。

表2　代表的な損傷の種類と非破壊評価方法

損傷の種類 適用が検討されている非破壊評価法 現状の評価方法

熱脆化
メスバウア分析、分光分析、バルクハウゼンノ

ズ、電磁誘導、硬さ測定、
加速試験片による類推。

中性子照射脆化 残留磁気、ヒステリシスロス、陽電子消滅 サーベイランス試験片の破壊試験。

焼戻し脆化
音速測定、減衰測定、バルクハウゼンノイズ、

磁率測定、
加速試験片により類推。

水素浸食

超音波パルス反射法、超音波スペクトロスコピ

法（後方散乱波十周波数スペクトラム）、音

測定、減衰測定、陽電了・消滅

超音波パルス反射法の他、超音波後方散乱波の

波数解析が実用化されている。

粒界応力腐食割れ

IGSCC）

超音波パルス反射法、後方散乱波、周波数スペ

トラム、電気化学的手法、TOFD法

マクロ割れに対しては超音波パルス反射法が適

される。

クリープ損傷
レプリカ法、周波数スペクトラム、音速測定、

衰測定、X線回折、電気抵抗、
一般にはレプリカ法による寿命評価が行われる。

疲労
超音波パルス反射法、音速測定、減衰測定、陽

子消滅

マクロ割れに対しては超音波パルス反射法が適

される。

高温腐食 超音波垂直法、電磁誘導
超音波による厚さ測定。

ずみ量による寿命予測。

エロージョン、

ロージョン

超音波垂直法、電気化学的手法によるモニタリ

グ
超音波による厚さ測定。統計的寿命予測。
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4．試験所認定に関する海外調査について

crw研究・教育委員会委員長大岡　紀一

　溶接検査認定委員会は、溶接構造物非破壊検査事業者等の

技術種別基準にもとづき、非破壊検査事業者等をその技術水準

と管理水準について評価し、技術種別認定を行っている。本制

度は、政府の規制緩和策が進捗していく中、認定制度の信頼性

をより確実にするとともに公明性と透明性をより高めて行くこ

とが求められてきている。そのため、平成12年度より当制度の

在り方について検討を進め、当制度をISO／IEC17025（JIS　Q

17025）：試験所及び校正機関の能力に関する 一般要求事項に

準拠した制度にスパイラルアップすべきとの結論を受けて、平

成13年9月よりCIW試験所認定推進W／Gを設置してISO／IEC

17025（JISQ17025）の導入に向けた検討を進めている。

　ISO／IEC17025（JIS　Q17025）に基づく事業者認証ついては、

我が国においても校正機関、分析機関等を中心に行われている

が、非破壊試験分野については普及していない。世界的には，

本規格がオーストラリアのNATA（NationalAssociation　ofTest－

ingAuthorities）の制度を元としている経緯もあり、本規格に準

拠した非破壊試験機関の認定が普及している国は、オーストラリ

アとニュージーランドである事が調査の結果明らかとなってきた。

　そこで、今後の本事業推進に資するため、試験所認定制度の

導入に先だち、オーストラリアにおける訪問先を1つの認定機

関、4つの認定事業所に絞り込み、平成14年3月4日から3月8日

まで、CIW試験所認定推進W／G委員である大岡紀一委員、

鯉田長生委員及び菅谷裕司事務局員の3名で調査を行ったの

でその概要を述べる。なお、いずれの訪問先においてもJ　WE

Sの概要及びCIWの詳細について説明を行った。また、各認定

事業者の施設、設備などの見学を行った。

　（1）主な訪問先：

　NATA（オーストラリア，認定機関）　　　NorthMelboumeVIC

　AINDT（オーストラリア非破壊試験協会）NorthMelboumeVIC

　AMEC（RT，UT，MT，PF，ET事業者）　North　MelboumeVIC

　ETRSPtyLtd（RT，UT，VT事業者）　　　　　　AlbionVIC

　Intico（Vic）PtyLtd（M，UT，MエPr，ET，VT事業者）CoburgVIC

　BentechServicesPtyLtd（Rr，UT，VT事業者）BrisbaneQLD

　（2）NATA

　①NATAはJWESと同年の1949年に設立された非営利団体

で、世界で最占、かつ、最大の試験所認定機関である。1999年

より、ISO17025にもとづく試験所認定機関として国内及び国

際的に認められている。

　②認定試験所は15部門で、NDTはその1部門である。NDT

を含め約2，500の事業所を認定している。

　③NATAの試験所認定はmedical　laboratoryについては規制

があるが、その他については客先要求によるもので、business

上必要なため取得している。

　④ISO9000取得事業所について、ISO17025による試験所認定

を取得するときは主として技術的要求を見るが、免除はしない。

　⑤審査員の構成はlead　assessorがNATAの職員であり、もう

1人のexpertは、直接雇用ではなく外部に依頼している。審査員

資格に対する要求はないが、審査員に対する研修を行っている。

　⑥NATAの責任範囲は明確であり、試験所の作成した報告書

にendorseする。（NATA　endorsed　Test　Reporしと記載されてい

る）

　⑦毎年行うpronciencytestについて、試験片は製作が難しい

ため、外国から購入し、NATAは独自の試験片を作成していない。

　⑧認定はTechnical　Advisory　Committeeにて審議され、

Boardで最終承認される。

　（3）AINDT

　①NATAとAINDTは非常に密接な関係にある。

　②NATAの試験所認定に関してNDT要員の制度変更の影響

はなく、NATAはPTPによってaccreditationを行っており、

AINDTとはindependentである。

　③NDT要員認証の範囲はRT、UT、ET、MT、PT、TT（Ther－

mographic　Testing）でレベルは、1、且及び皿で、目視検査

については、別の機関で行っている。

　（4）AMEC

　①国内に5事業所（Adelaide：2事業所、Perth、Sydoney、

Melboume）を有しているがISO9000の品質システム認定は、

取得していない。

　②試験所認定の必要性については、commercial上、またmar－

ketingでのcompetitiveに重要な役割を果たしているためである。

　③主な客先の業種については、submarine、pressurevessel、

chemicalplant、piping、ships、bridge、buildingなどである。

　④NDTに従事する要員については、Melboume事業所で約

20名、うち2名がP　C　Nの資格でCSWIPに関連する仕事のsu－

perviseとしてprojectに参加している。
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　（5）　ETRS　Ptyしtd

　①ETRSは、石炭採掘、発電を含む広範な産業分野と教育事

業についても展開しているHRL社グループの1会社である。

　②ISO9000システム認証は、10年前に取得している。また、

NATAの試験所認定は1975年より保有し、NDTのほか分析、

機械試験などを対象としている。

　③ETRSは8事業所を持ち、従業員700名とのこと、NDT要

員は全体で約20名で、ビクトリアについては、9名である。

　④NDTの資格は各個人が受験し、合格になれば費用を会社

が負担している。

　（6）　INTICO

　①INTICO社は、従業員は約150人で、（うちNDT要員は、

約20名〉7事業所を有している。

　②1974年にNATAの認定を取得しているが、ISO9000の品

質システムについても1992年にロイドから認定されている。ロ

イドから取得していることもあって、製造の国際化を考えると、

将来も必要と考えている。

　③開発装置や実用している機器などのパンフレットを多数作

成し、営業しており、外国への進出も考えている。

　④NDTだけでは営業的に成り立たなく機械試験など他の試

験も行っている。

　（7）　BENTECH　SERVICES　PTy　Ltd

　①BENTECHSERVICES社は軽量鉄骨などの製造部門を持

つ会社（関係会社4社）であり、去年、この会社から分離して、

AlfaTest賢yLtdを設立した。

　②BENTECH　SERVICES社は、ISO9000晶質システムを

1975年に取得している。NATA認定については、営業上極めて

重要と考えている。

　③本試験場は、従業員は3名でNDT2名、機械試験が1名である。

昨年までは、北部のタウンズビルにて従業員が15名程度あり、パ

プアニューギニアの仕事も行っていた。

　④客先の業種として、建設、造船、航空機などがあり、Bris－

baneのQueens玉andにあるGood　Will　Brldgeは、この会社で検

NATAの前で

査している。

　以上、調査の概要を記述したが、調査の結果を要約すると以

下のようである。

　NATAの試験所認定制度は、50年を超える実績を持ちISO

17025だけでは考えられない内容をもっている。New　Scheme

としてISO17025準拠の認定への移行途上にあるが、基本的に

は、従来からのやり方の上に新制度を構築しており、その面か

ら考えても参考とするところが大きかった。

　また、NATAの従来認定制度は、C　I　W認定制度に類似した

ところもあり、ISO9000品質システム認定を基礎とするよりも

現実的な新制度構築が可能であるように思われる。

　…一方、Pr面ciency　Test　Programなど、現行のCIW認定制度

にはない制度があり、今後、推進W／Gが課題として取り組ま

ねばならないことも明らかとなった。NATAの試験所認定制度

について、全体としては第三者認証の必要性を是認し、かつ、

これを有効に利用していると考えているようである。

　今回、認定事業者の調査については、大手業・者3社と小規模

業・者1社を選定して調査を行った。検査対象については、考え

られる業種のほとんどをあげられたが、建築関係については極

めて限定されているようであり、いずれの事業者についても

NDTだけではなく機械試験などを行っている点が特筆すべき点

である。

　また、多くの事業者が、mai簸teaance検査を主な仕事として

おり、設備規模としては、それほど大きなものではなかった。

　最後に、このたびの海外調査を通して新制度構築にあたって

必要な情報を直接問い合わせることができ、また将来に向けた

情報交換の足がかりとしての第一歩が踏み出せたことは大きな

成果であった。今後、PTPなどの実施に当たって、より国際的

な立場からの技術交流に発展させて行きたいと考えている。

　なお、更なる詳細情報は号を改めて述べることとしたい。

AM旺C社との討議

．難

ETRC社試験室にて
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5．東京都における試験・検査に関する制度の改正について

1　はじめに

東京都都市計画局市街地建築部春原　匡利

東京都では、建築工事における試験および検査の制度

を改正し、平成14年度から運用を開始する。

　主な改正の内容は次のとおりである。

（1）コンクリート等の強度試験等を行う試験機関およ

び溶接部等の非破壊検査等を行う検査機関の位置づけ

に関して、都知事登録制度を導入した。

（2）試験機関については、従来実施していた行政上の

参考資料としてのリストを知事登録にグレードアップ

し、これに伴う基準等の整備を行った。

（3）検査機関については、従来とくにリスト化してい

なかったが、政省令の改正を機に、試験機関と同様に

知事登録を行うことにした。これに伴い新たに審査基準

を定め、試験機関ですでに実施している 一定内容の報

告を求める。

　これらの改正は、昨年5月に、建築指導部長名で建

築関係団体等に通知した「建築物の工事の品質確保に

ついて（依頼）」において提起している問題点を解決す

るため、試験・検査の信頼性を確立することを目的と

している。

　以下に、制度の概要と改正に伴う建築工事の実務と

の関係について、報告させていただきたい。

2　要綱改正の概要

　この改正は、平成13年5月1日付けで建築関係団体

に宛てて依頼した「建築工事における品質確保につい

て」において提起した問題点を改善するため、建築工

事における試験・検査等の専門性及び信頼性を確立し、

かつ、建築行政の合理的な運用を図ることを目的とし

たものである。

次の（1）から（3）に改正の概要を示す。

　（1〉知事登録制度の導入

　東京都では、中間検査申請書及び完了検査申請書の

「工事監理の状況」欄を補足するため、建築工事施工結

果報告書（東京都建築基準法施行細則第15条の4）等

を建築主事または指定確認検査機関に提出するよう定

めている。この結果報告書審査の根幹部分である建築

材料や接合部等の重要な試験・検査の信頼性を高め、

報告の手続き及び審査業務を合理的に行うことを目的

として、試験機関及び検査機関をあらかじめ審査し、

知事登録する制度を導入することにしたものである。ま

た、これまで試験機関については、行政上の参考資料

としてリスト化し特定行政庁等に通知していたが、手続

き規定が要綱上必ずしも明確でなかった部分があったた

め、検査機関と同様に知事登録を行うこととし、行政

Lの位置づけをより明確にした（第5章）。

　ところで、民間の団体等がすでに自主的な認定等を

実施している場合には、これを行政上有効に活用する

ことが合理的である。このため、知事が定める審査基準

と同等以上の基準で、建築関係団体等の機関があらか

じめ審査を行っている場合、この機関を知事が指定す

ることにより登録申請書に添付する提出書類の一部を

省略できることにした。このことによって、実務上の手

続きと審査を軽減するとともに、民間団体等の自主的

な活動の活性化を企図している（第12条第6項及び第

7項）。

　（2）試験機関の審査内容

　構造体コンクリートの圧縮強度試験や鉄筋継手の引

張試験等を行う「試験機関」については、知事登録制

度の導入に伴い審査基準の明確化等の所要の改正を行

った。また、鉄筋コンクリート造建築物の高層化などに

伴い、高強度化など高性能化が急激に進んでいるコン

クリートについては、国土交通大臣の認定制度が導入

されるなど計画段階における法的な整備は進んでいるが

実施段階での対応が未整備である。そこで、これら高

強度のコンクリートを扱う試験機関が備えるべき条件に

ついて定め、通常のコンクリートを扱う試験機関とは別

に、知事登録することとした（第4条第2項〉。

　（3〉検査機関の審査内容

従来、鉄骨造溶接部の非破壊検査等を行う「検査機関」

については、試験機関と異なり審査及びリスト化は行っ

ていなかった。これは、改正前の建築基準法においては、

コンクリートなどと異なり、溶接接合部の品質に関する
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具体的な規定が存在しなかったことによる。

　平成12年6月の政省令改正によって、建築基準法施

行令第67条第2項が改正され、建設省告示第1464号に

よって溶接部の品質が具体的な基準として示された。

このことは、中間検査及び完了検査における溶接接合

部の判定基準が初めて示されたことを意味し、コンクリ

ートや鉄筋継手と同様に、申請者並びに建築主事およ

び指定確認検査機関（以下「建築主事等」という。）の

双方にとって遵守と検査の義務が生じたことになる。

　そこで、この機会に、検査機関についても試験機関

と同様の制度を導入することが、必要かつ妥当であると

判断したものである。

　建築工事に関する検査について次の事項を加えた。

　①　中間・完ゴ検査申請書の「工事監理の状況」欄

を補足するために求めている、建築工事施工結果報告

書（東京都建築基準法施行細則第15条の4）等の報告

のうち、検査機関において行うべき検査について指定

（第2条第5項）。

　②①の検査を正確かつ公正に実施するために必要

な、検査機関が備えるべき条件及び遵守すべき事項を

規定（第8条、第9条）。

　③検査の結果、「重大な不具合（注）」があった場合

についての、建築主事等への報告（第11条）。

　なお、「重大な不具合（注）」とは、上記告示及びJASS

6等の基準を大幅に逸脱し、ただし書きの適用が困難

であるなど、建築基準法が規定する最低基準を明らか

に満たさないものを想定している。

（注）重大な不具合

　われ、内部・表面欠陥及び寸法精度のうち報告の対

象とすべき重大な不具合については、設計・監理、施

工、鋼材等の製造・販売、鉄骨製作及び検査等の建築

関係団体等で構成する「告示第1464号ただし書き検討

委員会（委員長：森田千葉大学教授）」の提案内容を考

慮して、知事が別に定めることにしている。したがって、

この重大な不具合の報告については、平成14年度末に

出される当該検討委員会の最終提案をうけて、平成1

5年度から適用する予定としている。

3　溶接部検査に関する規定と検査
　　機関

（1）溶接部検査の規定

建設省告示第1464号で規定された溶接部の品質に関す

る基準の内容は、次のとおりである。

　①　割れ、内部欠陥等の構造耐力ヒ支障のある欠陥

がないこと。

②溶接部の寸法・精度及び表面欠陥について表一1

に示す数値等によること。

③　溶接される鋼材の種類に応じて、表一2（a、b、

（⊃）に示す溶着金属としての機械的性質を満たす溶接

材料を使用すること。

　①については、とくに具体的な基準が示されていない。

したがって、その時点で社会的な常識として 一般化され

ている技術、すなわち日本建築学会のJASS6および鋼

構造建築溶接部の超音波探傷検査規準を想定している

と考えられる。

②については、JASS6の鉄骨精度検査規準をべ一スに

規定されているが、通しダイヤフラムとはりフランジの

食違いについては、告示で独自に規定したものである。

③の溶着金属としての性能は、阪神・淡路大震災の溶

接部の被害の反省から導入されたものである。使用する

溶接ワイヤ等のJIS規格に示された溶接条件を守ること

より、溶着金属としての性能が確保できる。

　（2）検査を実施する主体と検査機関の位置づけ

　これらの溶接部に関する品質のうち、①および②につ

いては事後に確認する検査の方法が確立されているが、

③の溶着金属の品質に関する事後の検査方法について

は、可能ではあるにせよ ・般的にルールが確立している

とは言い鄭垂い。

　また、溶接部検査は、建築技術者の受ける　・般的な

教育にない高度に専門的な技量と知識が必要なことか

ら、非破壊検査会社が工事監理者や L事施工者（元請）

の依頼を受けて代行している実情にある。さらに建築主

事等の行政機関が中問検査等の際に直接検査できる範

囲は②についての外観検査のみでありそれも一部に限ら

れる。

　これらの状況から、溶接部の品質を確認する際の非

破壊検査会社（検査機関）の役割は、ある意味で決定

的な位置を占めているといってよい。

　（3）東京都における受入れ検査のルール

　東京都では、従来から溶接部の受入れ検査に関する

ルールを「鉄骨造等の建築物の［1事に関する東京都取

扱要綱」によって示してきた。この要綱では、設計図

書において設計者が検査機関を指定することを原則と

しており、この場合の検査機関と契約する主体を「建
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表一1　溶接部の寸法・精度・表面欠陥（平12建告第1464号）

名称 図 寸法・形状・欠陥など

r血1 ’1≧t28≦’1／5かつε≦4㎜

ダイアフラム　　　　柱

　　　7
孟1＜い≦孟1／4かりe≦5㎜

仕口のずれ
　フ　　マP　　≧　　　一　シ

（ダイアフラムとフ
はりフランジ

ダイアフラム

ランジのずれ）8 8

はりフランジ4
」

柱フランジ

L，、4

直≦15mm　e≦1。5mm

突合せ継手の

　　　ε 孟＞15mm　e≦診／10

つε≦3mm　　　　　柱フランジ通しダイア

食違い8 フラム　　　　　　はりフランジ この場合において、通しダイアフラムと梁フランジの溶接

」 部は、梁フランジは通しダイアフラムの厚み内部で溶接しな
柱フランジ ければならない。

完全溶込み溶接e≦0．3㎜
　e 前面隅肉溶接e≦0．3㎜

面隅肉溶接θ≦0．3㎜
アンダーカットε

feギ ただし、アンダーカット部分の長さの総和が溶接部分全体の長さ

の10％以下であり、かつ、その断面が鋭角的でない場合は、アンダ

一カットの深さeを1mm以下とすることができる。

築主が直接契約する場合をのぞき、設計者、工事監理

者又は工事施工者（元請）のうちから選定すること」

としている。この場合に、検査機関が工事施工者と契

約している検査について、公平性は保たれるのかという

議論が当然のことながら起こりうる。すなわち、溶接接

合部という構造耐力上最も重要な部分の検査は、工事

監理者の監理業務としても最も重要な業務であり、こ

れを直接実施しない場合は、自らの検査業務を代行さ

せるため検査機関に依頼するのが筋という主張である。

　このことについて東京都では、通常行われている図

「製品検査の形態casel」に示すような、工事施工者が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　表一2a

実施する受入れ検査に工事監理者が立ち会う「立ち会

い検査」の考え方を採用している。この考え方は、二

重検査を避け検査の合理的な実施を企図したものであ

るが、検査結果等の情報が透明性を持つものであるこ

とを前提にしている。この透明性の確保がなされていな

い場合には、この前提が崩れることになり、同図の

「caseIの受入れ検査且」が位置づけられてしかるべき

である。前述の咋年5月の通知は、この透明性に欠け

る事例があることに懸念を表明したものであった。

　（4）検査の透明性確保へ向けて

　今回の都知事登録制度における報告制度は、この検

溶着金属に要求される性能

溶接される鋼材の種類 溶着金属としての性能

400ニュートン級炭素鋼 降伏点又は0．2パーセント耐力 1平方ミリメートル当たり　235ニュートン以上
引張強さ 1平方ミリメートル当たり　400ニュートン以上

490ニュートン級炭素鋼 降伏点又は0．2パーセント耐力 1平方ミリメートル当たり　325ニュートン以上
引張強さ 1平方ミリメートル当たり　490ニュートン以上

520ニュートン級炭素鋼 降伏点又は0．2パーセント耐力 1平方ミリメートル当たり　355ニュートン以上
引張強さ 1平方ミリメートル当たり　520ニュートン以上

235ニュートン級ステンレス鋼 引張強さ 1平方ミリメートル当たり　520ニュートン以上
325ニュートン級ステンレス鋼 引張強さ 1平方ミリメートル当たり　690ニュートン以上
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　　　　　　遜〉　　《喪塾
　　　（CaSe三〉　　　（CaSeH〉　　　　（CaSe阻）

　　　勲圃畿

　　　受入れ検査　工事監理者検査

　　　　　　施工者立会い

　　　　　　　図　製品検査の形態

査結果情報の透明性の確立を目的としている。ひとつ

の検査結果情報を工事施工者、工事監理者および行政

機関がともに信頼できるようにするために必要な最低限

の「透明性」という意味である。

　実務上は、不具合の報告をごく重大なものに限定す

ることで、不具合全体の麦％以下のごく少数が対象と

　　　　　　　　　　　　　　　　　表一2b

なることを想定している。この報告のねらいは、透明性

の確保にあり、このアナウンス効果による事前情報によ

り、不具合自体の数を濃らすことにある。また、このこ

との二次的効果として、工場の品質の確保に対応する

生産能力が、より正確に評価されることにつながると期

待するのは、皮相的な見方であろうか。

　この制度が機能することによって、安全であることが

「より確実に証明された」建築物で東京の街並みが形成

されていくことこそ、大地震に備えるために不可欠の防

御策であると考えている。

　また、今後は設計手法の高度化により多様化と高性能

化が進む鉄骨造建築物の、溶接部という最も重要な部

分に期待する【性能】の多様さと要求レベルに関する

整理が必要と考えられる。この設計に基づき造り込まれ

た製晶としての要求性能を確認し証明する【検査方法】

もまた多様さと評価レベルに関する整理が必要となる。

このことによって、技術的な面からの検査の【透明性1

が確立される必要があると考える。

　検査には、技術面と公正さの両面からの透明性が不

可欠であることを改めて確認しておきたい。

鉄骨溶接部の定義（JIS　Z30餌）

番号
1201

1202

1203

1204

1205

用語

溶接部

熱影響部

溶接金属

溶着金属

溶融部

定義
溶接金属および熱影響部を含んだ部分の総称 「
溶接・切断などの熱で組織・冶金的性能・機械的性質などが変化を生じた、溶融していない母材の部分 1
溶接部　溶接　凝臥 雛織撫轟誌参照r｝蜜コ
溶加材から溶接部に移行した金属

溶接部の中で母材が溶融した部分

　　　　　　　　　表一2c　建設省告示第麟46号第2別表第1

蟹．＿

（い） （ろ）

第i第1号に掲げる建築材料 ［1本L業規格（以下「JIS」という〉A5525（鋼管ぐい）　　1994、JISA5526（｝i形鋼ぐい）　　蓋994、J1

）　　1995、JISG3106（溶峯妾構造用庄延i鋼桝〉　　1999、JISG31王4（溶接構造用耐候’性熱間庄延鋼柑〉

圧延鋼材）　1994、」1S　G3138（建築構造用圧鍾棒鋼）　1996、JIS　G3350（・般構造用軽量形鋼）

接軽量H形鋼）　1990、JIS　G3444←一般構造絹炭素鋼管〉　1994、JIS　G3466C一般構造屠角形鋼管〉

用炭素鋼管）　1996、JIS　G駁01（炭素鋼鋳鋼晶）　199王、JIS　G5102（溶接構造屠鋳鋼晶）　茎991ま

力鋳鋼管）　199玉

第i第2弩に掲げる建築材料 JIS　B1051（炭素鋼および合金鋼製締結屠部品の機械的性質一第1部1ボルト、ねじおよび植込みボルi・

ス鋼製耐食ねじ部贔の機械的性質）　王995、」1S　B1180（六角ボルト〉　1994、JIS　B1181（六角ナッ

合周高力六角ボルト・六角ナッi・・平座金のセット）　紛95または」1SB王256（》ド座金）　1998

第1第3号に掲げる建築材料 JISG3525（ワイヤロープ）　1998またはJISG3546（異形線ロープ）　：2000

第1第4号に掲げる建築材料 JISG3112　（鉄筋コンクリート片1棒鋼）　　1987またはJISG3117　（鉄筋コンクリート贋再生、棒鋼〉　　1987

第1第5号に掲げる建築材料 JIS　Z3183（炭素鋼および低合金鋼胴サブマージアーク溶着金属の撮質区分および試、験方法）　1993、」1S

棒〉　1991、JISZ3212（高張力硝被覆アー一ク溶接棒）　1990、」1SZ32慧（晦寸候’腱鋼用被覆アーク溶接

レス鋼被覆アーク溶接棒）　ig89、」1S　Z3312（軟鋼および高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ）　辮9

および紙温網鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）　1999、JIS　Z3315（晦寸候性鋼贋炭酸ガスアーク

1S　Z3320（耐躾牲鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ）　王999、」1S　Z3323（ステンレス鋼㏄

）　1999、JIS　Z3324（ステンレス鋼サブマージアーク溶接ソリッドワイヤおよびフラックス）　1999ま

力鋼用エレクトロスラグ溶接ソリッドワイヤならびにフラックス〉　1999

第i第6号に掲げる建築材料 JISA5540（建築屠ター一ンバックル）　1982、JISA5541（建築用ターンバックル胴〉　1993またはJISA5
の　　1993

第i第7号に掲げる建築材料 JISA5308（レディーミクストコンクリート）　　1998

第｝第8号に掲げる建築材料 JIS　A5406（建築用コンクリーi・ブロック〉　1994

　JIS　G310藁　（ 一海斐構造葬月庄廻il綱

　　：1998、」1S　G3136　（建築構造

　　｝987、JISG3353（一般構造ヌ4・1

　　：1988、JIS　G3475　（建築構
茎991または」1S　G5201（溶接構造絹遠

：2000、」1SB1054（ステン

11993、」1S　B1186（摩擦

　　　　　　　」1S　Z32難（軟鋼用被覆アーク溶，

　　　　　　　　　：1999、罪SZ3221（ステE
　　　　　　　　、」1SZ3313（軟鋼、高弓長力、

　　　　　　　　　　　　　　：1999、
」1SZ3323（ステノレス鋼アーク溶接フラックス入りワイ

　　　　　　1999またはJISZ3353（軟鋼および嵩

1993またはγISA5542（建築用ター一ンバックルボ
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6．随想一愚かな怠け者

東亜非破壊検査㈱井手茂4総

　小学生の頃は、遊びに夢中だったような気がする。中

学・高校と進むにつれて特にやりたいこともなく、趣味

もなく、努力もせず生きてきたものだ。高校では漢文と

いう授業があり漢字の羅列を解読させられ、もともと国

語というものが嫌いだった私は「なぜ漢字なんか覚えな

ければならないのか」などと生意気なことを言って先生

を困らせたものである。そんなある日、老子の『無為自

然』という言葉に出会い、人生自然のままに生きること

こそ最も立派な生き方だと自分なりに理解してしまった，，

人はへたに欲望を満たそうとして努力をすると、自然に

逆らい世の中を乱してしまう。人はもって生まれた善が

あり、自然のままに生きていれば、みんなが幸せになる

のだなどと考えたものである。怠け者の私にとって努力

を否定した実に都合のいい考え方だったのである。「上善」

という美昧しい日本酒がある。酒の好きな私は「上善」

を飲みながら、ほろ酔い気分で「 L善若水」と老子にで

もなった気分で無為自然を説き自己満足に浸っている。

　人間には喧嘩の強い者もいれば弱い者もいる。頭のい

い者もいれば悪い者もいる。健康な者もいればそうでない

者もいる。よくよく観察してみると、これらはその人の

努力によって得られたものではなく、何となく生きてき

たにもかかわらず結果がそうなったように思われる。生

まれながらにして先祖より引き継いだものによるところ

が大である。数学の嫌いな娘が合同や相似なんか勉強し

ても何の役にも立たないなどと言う。これも生まれなが

らの怠け者家系の一員だからであろうか。下手なくせに

野球の好きな息子をみて、努力すればプロ野球の選手に

でもなれると励ます自分はまるで運動が苦手なのである。

　しかし、時として努力が自然の流れを変えることもあ

る。戦国時代の武将たちは何を考えていたのだろう。名

古屋に犬山城という城があり、城の好きな私は数回こ

こに行ったことがある。大阪城などと比べるとちっぽけ

で古めかしい汚い城である。しかし狭い天守閣からの眺

めは実に最高である。広大な平野とゆったりと流れる川、

それに差し迫る山々が眼下にある。戦国の武将たちはこ

のような光景を眺めながら、この見渡す限りの大地を自

分のものにしたいという欲望を持ったに違いない。織田

信長という人問は、人にはない天性の知恵をもって天下

を自分のものにしたいと思った。自分の家来の心を掴み

きれず殺された信長をみて、秀吉は天下統一を果たした。

その天下を自分の子供に譲ることができなかった秀吉を

見て、家康は十。五代も続く天下泰平の世を作った。彼

らには持って生まれた才能があったには違いないが、野

望を達成するために命を懸けて自然を変える努力をした

のである。もし彼らの出現の順番が逆になっていたらど

うであったろう。家康が織田家に生まれていたとしたら

桶狭間の戦いに勝利できただろうか。秀吉が家康に仕

えていたとしたら、手柄をたてようとあれほどまでに懸

命に働いただろうか。信長が江戸時代に生まれていたと

したら、歴史的人物になり得ただろうか。三人の武将

は持って生まれた才能に加え、環境という自然を変えよ

うとした努力で歴史の流れを変えたのではなかろうか。

　昨年大リーグで活躍したイチローは、父ローと子供の

頃から努力を重ねたそうである。父はイチローが子供の

時から大リーガーになるほどの才能を見い出していたの

だろうか。

　我が息子も同様の努力をすればイチローになれるだろ

うか。運動が苦手な親の子であるが故に、親も子も不

可能とは分かっていながら頂点を目指して努力する。バ

ッティング練習の成果がでて、ヒット…本でも打とうも

のなら、親も子も気分はもうイチローである。

　人間とはおもしろい生き物である。できないと分かっ

ているのに、努力して何とかしようとしたがり、不可能

な事に出くわすと何とかしようと力が湧いてくるようで

ある。そのために、好きこのんでしなくてもよい失敗も

するし失望もする。不必要な争い事も引き起こす。そし

てなぜか時が過ぎると楽しい思い出に変えてしまい、酒

を飲みながら「あの時はおもしろかった」などと懐かし

み、また別のチャレンジをしてみたいなどと愚かなこと

を考え始める。怠け者であるはずの私だが怠慢を貫徹す

る事はできず、さりとて絶えまぬ努力を続けることはで

きない。これが凡人なのであろう。怠慢と努力がさざ波

のように、時には大波となって押し寄せてくる。この波

に揺られているうちに時が経っていく今日この頃である。
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7．地区情報

東関東非破壊検査研究会

　東関東非破壊検査研究会は平成3年6月29ほ、東関東非破壊

検査懇談会としてスタートしました。その当時は、バブル崩壊

前で国内の経済は飛躍的な成長を遂げ、むしろあまりの好景気

続行にいつ経済不況に見舞われるのかとの心配が取りざたされ

始めていたころであります。JSND1（日本非破壊検査協会）で

活躍中の大岡紀一氏より、鉄骨建築での検査がますます重要に

なりつつあることをはじめ、非破壊検査技術者の交流を図るこ

とによる検査技術のレベルの向上と情報交換および親睦をより

一層活性化させることが不可欠であり、またJSNDIに2支部あ

るが、将来各地域に支部あるいは研究会が必要となるので、茨

城・栃木・埼玉・福島を主たる範囲とする研究会を発足させた

い旨の提案が茨城所在の検査会社と茨城県鐵構組合に持ち込ま

れました。これに応えるべく関係者が集まり、設立目的、研究

会の開催頻度、参加者などについて討議を行い、とりあえず、

設立目的に賛同頂ける検査会社、鉄工所などに声をかけて”懇

談会10）形でスタートすることとなりました。

　名称はすでに千葉県非破壊検査研究会があるので、4県を含

めた名称として”東関東非破壊検査懇談会”と決まり、結果、25

社の非破壊検査会社が賛同され、6月29月の発足となりました。

　その後、特別会員として茨城県鐵構工業協同組合員である鉄

工所や個人会員の枠を設け会員の増加を得て、製造・検査一体

となった活動を展開するに至りました。大岡紀一氏を顧問とし、

初代の会長には木暮澄夫氏（日立エンジニアリング）が就任、

その後、加納勝好氏（同〉、小平小治郎氏（同）と引き継がれ、

また、JSND1で活躍中の小倉幸夫氏（同）、倉持貢氏（清水建

設〉にも顧問として参画頂き、情報交流の場の拡大を図ること

ができました。”東関東非破壊検査懇談会1として3年経過後の

平成6年5月21日の総会にて”東関東非破壊検査研究会”と名称を

変更して現在に至っています。

壕重芙才支R蕎顛筑

　活動の特徴としましては、特別会員としてファブリケーター

を有することから、検査のための検査ではなく「ものづくりの

プロセスの検査」というスタンスをも視野に入れた設計・ゼネ

コン・行政等、関連業界との交流を積極的に図ってきています。

　昨年は産官学一体で建築基準法改正と中間検査に関するパネ

ルディスカッションを行い、多くの参加者を得て成功を収める

ことができました。

　今後の活動と致しましては、JSNDIの非破壊検査技術者資格

も来年からJIS規格に移行ということでありますが、当研究会

員の有資格者がスムーズに新規格への対応ができるよう情報の

提供を図るとともに、茨城の県北県央地区には茨城大学・臼立

製作所グループ・原子力関連施設等、鹿行地区には住友金属工

業等をはじめとするコンビナート、一方、県西地区の筑波学園

都市には筑波大学・建築研究所・地震研究所等のさまざまな研

究施設を有する発展性の期待できる地域であり、非破壊検査の

PRを含め技術交流を推進して、少なからずとも地域社会の安

全文化に貢献できればと考えております。

【主な活動状況】

研究発表会：新技術の研究開発及び紹介並びに製造を含む現場

レポート等をテーマとして10月頃年1回開催。非破壊検査等に

関連する特別講演も併設して開催。

資格取得のための受験対策講習会：年2回、超音波探傷1種と2

種の学科・実技。

特別講演：総会（5月）と忘年研修会（12月）にて開催。前者は検

査業界に関連のないテーマ、後者は業界内でのトピックをテー

マo

関連業界との技術交流：2～3年に一度の頻度で、セミナー又は

パネルディスカッションを開催。JSNDI支部、地域研究会等と

の交流

　建築基準法改正に伴う建築鉄骨の
晶質管理についてのパネルディスカッション

毎年秋に開催する研究発表会
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8．協議会だより

CIW検査事業者協議会

　1．平成14・15年度協議会役員（案）について

　平成14年2月に実施した平成14・15年度協議会役員

選挙実施結果を受けて、3月4日（月）に幹事会を開

催し、平成14・15年度協議会役員（案）を次のとおり

内定し、平成14年度定時総会に議案として付すことに

なりました。

（以下、敬称略）

○　代表幹事　　逸見俊一1㈱検査サービスl

O　副代表幹事井川敏之1㈱アイ・エム・シー1

　　　　同　　　飯田武司凍亜非破壊検査㈱1

　（それぞれ、関西地区、西日本地区幹事代表を兼務）

○東日本地区幹事代表安藤純二1㈱ジャスH

O　企画担当幹事　逸見俊一、井川敏之、飯田武司

○　技術担当幹事　安藤純二、井川敏之、

　　　　　　　　平川重貴噺日本非破壊検査㈱1

0　広報担当幹事　若林雅志1札幌インスペクション㈱1

　　　　　　　　尾崎忠義1エース・エンジニヤリング襯

　　　　　　　　重田博實関西エックス線㈱1

0　庶務担当幹事　岩田雅史1㈱インテック1

　　　　　　　　森俊郎1㈱北陸溶接検査事務所｝

　　　　　　　　平川重貴

○　倫理担当幹事　中野盛司1㈱シーエックスアール｝

　　　　　　　　中村和夫1非破壊検査㈱1

　　　　　　　　岩田雅史、飯田武司

O　会計担当幹事　大林　武凍京理学検査㈱1

0　監査役　　　　木村武美1溶接検査㈱1

なお、営業会議及び20周年記念行事関係は次のとおり。

○　営業会議担当幹事　岩田雅史

　　営業会議実行委員会委員長　尾崎忠義

0　20周年記念行事準備委員会委員長

　　福永　功1川重検査サービス㈱1

　豆．平成14年度CIW検査事業者協議会定時総会につ

　　いて

　次のとおり開催いたします。

1．　日時二平成14年5月14日（火）

　　総会；14：00～15：30

　　特別講演；15：40～16：45

　　　懇親会　；17：00～19：00

2．場所：浜松町　東京會舘

　　　（東京都港区浜松町世界貿易センタービル39階）

　なお、特別講演は本誌にも内容が紹介されている

「東京都における試験・検査に関する制度の改正」につ

いて、東京都都市計画局市街地建築部の春原匡利専門

副参事から、検査機関（検査事業者）の知事登録制度

と報告制度についてご紹介いただく予定です。

　皿．その他報告

1．CIW検査事業者協議会20周年記念行事について

　平成14年度に協議会は創立20周年記念を迎えます。

　このために、平成13年度に記念行事準備委員会倭

員長：福永幹事（川重検査サービス㈱）｝を設置し、概

要、次の実行案の下に関連事項について準備を進めて

います。

1）記念式典及び記念祝賀会

　（1）日　時二平成14年10月2日（水）

　　　　　　　14：00～19：00

　（2）場　所二浜松町東京會舘

2）記念誌の編纂

　社会的貢献へのより一層の飛躍と次世代に協議会の

役割・認識の重要性を啓蒙するために、協議会の沿

革・活動実績、今後への提言等を要点に編纂準備を開

始しております。

2．JSNDI技量認定（認証）資格の一元化に関する意

見・提言について

　JIS　Z2305「非破壊試験一技術者の資格及び認証」の制

定に伴い、咋年来、JSNDI（日本非破壊検査協会）では、

既存資格（NDIS　O601及びJOO1）の融合化を基に、この

JISによる認証制度に資格を一元化する基本方針を示し、

その具現化に関し関連諸団体、各資格者に対して説明

会等を行ってきております。協議会では、現行資格か

らJISへの移行に関し、日本非破壊検査工業会と関連事

項について一部、連携を図りながら必要な勉強会・調

査を通じて検査事業者としての意見・要望をJSNDIに提

出してきており、JSNDIからも回答が示されてきており

ます。円滑な移行に関して、継続して活動中です。
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9．ニューフェース

　2002年4月1日付で新たに次の事業者が認定されまし

たのでご紹介いたします。

　■（有》テイア（224）

本社所在地　〒779－0302　徳島県鳴門市大麻町大谷字

久原103－2TELO88－683－5373／FAX．088－683－5374

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

取締役　都築紀子

D種

第224DO2号

超音波検査

香川営業所、山陽営業所（広島）

　圏（有）アネスト（212〉

本社所在地　〒338－0011　埼玉県さいたま市新中里3－5－

15　TELO48－822－6511／FAX．048－831－1136

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

代表取締役　渡辺英昭

E種

第212EO2号

超音波検査

北関東営業所（栃木）

　■（有》エフ・アイ・テック（225）

本社所在地　〒970－0313　福島県いわき市中之作字入

57　TELO246・59－0077／FAX．0246・59－0088

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

　【昇格1

代表取締役　吉田一弥

E種

第225EO2号

超音波検査

なし

　■㈱広宣（166〉

本社所在地　〒371．0013　群馬県前橋市西片貝町5－24－1

アルファビル2F　TELO27－220－4350／FAX．027－220－4351

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

代表取締役　原田直司

D種

第166DO2号

超音波検査

ヒ越営業所（新潟）

　■（株）ジャスコ（67〉

本社所在地　〒222－0033　神奈川県横浜市港北区新横

浜1－23－3TELO45－473－5140／FAX．045－473－5141

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

透検査

営業所など

代表取締役　安田雄三

B種

第67BO2号
放射線検査、超音波検査、磁気検査、浸

　　　　　　札幌営業所

　■（有）トラスト（223）

本社所在地　〒206－0012　東京都多摩市貝取2－6－1－301

TELO42－339－5240／FAX．042－339－5283

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

代表取締役　篠崎麻美

D種

第223DO2号

超音波検査

茨城支社

【部門追加】

■（有）グローバル検査（188）

本社所在地

ぎ台3－1604

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

〒465．0091　愛知県名占屋市名東区よも

TELO52．772－9855／FAX．052－771－8402

代表取締役　藤谷直樹

B種

第188BO2号

放射線検査、超音波検査、磁気検査（追

加）、浸透検査

営業所など　岐阜営業所

認定証授与式のもよう
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r＿一一一一一一一一一一一編集後記一一一一一一一一一一一一、

　現内閣が誕生して1年近くなりました。私もおかげで歴史上の人物を2名知ることができ

ました。「米百表」の小林虎三郎と「重職心得箇条」の佐藤一斎です。ここ数年企業の事故

や不祥事が相次ぎました。特に牛肉偽装事件で業績が悪化し、事件発覚後わずか1ヵ月で会

社存続を断念、会社を解散することに決めた雪印食品については他人事ではありません。非

破壊検査技術者にとっても倫理が如何に大事か身につまされる思いがします。ユーザーの信

頼を裏切らないよう心掛けねばなりません。業界を取り巻く環境も芳しくありませんが皆様

のご協力を得ながら、今後あらゆる分野で非破壊検査の重要性が認識されるよう「ランプス」

を通じて、編集委員・同頑張っていきたいと思います。最後に、横野さん、2年余りの間執

筆ご苦労様でした。機会がありましたら今後も宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TT）
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