




1．第57回国際溶接学会（IIW）に出席して

九州工業大学 加藤　光昭

1．はじめに

第57回国際溶接学会は、2004年7月11日（日）から16日

（金）まで大阪国際会議場で開催された。これは毎年開催

国を変えてほぼこの時期に開催されており、わが国での

開催は今回で3回目となる。第1回目は1969年に当時完

成して間もない京都国際会議場で、そして第2回目は

1986年に束京品川プリンスホテルを会場に行われた。、今

回の参加者数は765名（うち同伴者数は！23名）で、外

国からの参加者も多かった（約半分が40ヵ圃を超す海

外からの参加者）。会期申は天気には恵まれたが、それ

だけに気温は高く、連日、最高34～35℃に達していた。

もちろん、会場はその暑さを感じさせなかったが、建物

のドアを開けた途端に、外の熱気に襲われ、特に外国か

らの参加者にとっては大変であ一）たろうと考えられる、

　著者は、今大会に出席する機会を得たため、その概

要を紹介する，，

2．”Wの構成

　HWには、現在、世界0製ヵ国が参加．涜しており、規

格の制定、出版あるいは教育など種々の事業を行って

いる。年次大会では技術委員会を中心にして、委員会

活動報告及び論文発表などを行っている。それぞれの委

員会の内容は次のとおりである、、第1委員会二ろう付

け、はんだ付け、熱切断及び炎加 £、第1｛委員会ニア

ーク溶接及び溶加材、第㎜委員会二抵抗溶接、固相溶

接及び関連接合加工、第W委員会ニハワービーム加L、

第V委員会二溶接製品の品質管理及び品質保証、第VI

委貝会二用語、第、皿委員会二健康と安全、第IX委員

会：溶接金属の挙動、第X委員会：溶接継手の構造特

性、第XI委員会二圧力容器、ボィラー及びハイプライ

ン、第XH委員会1アーク溶接プロセス及び生産システ

ム、第XHI委員会二溶接物及び溶接構造物の疲労、第

XIV委員会1教育及び訓練、第XV委員会1溶接構造物

の設計、解析及び製造、第XV1委員会：高分子接合及び

手妾着才支彷廿。

　それぞれの委員会では中間会議も開催され、その結渠

藩！ズゼ

写真葉　開会式の様子

については年次大会で報告され、必要なものについては

質疑応答がなされる、また、年次大会では午前に開催

される委員会と、午後に開催される委員会に分かれて開

催されるのも特徴のつである、

3．各種行事

　（！）7月H日（1』1）15時から17時まで、HWの会場である

大阪国際会議場で開会式が行われた「開催囚を代表し

て、ロ本溶接会議の藤田展会長から歓迎の挨拶があ一）

た。また、ベッカリーHW会長が開会宣言を行一）た　引

き続いて、余興として琴の演奏及びll本舞踊が披露さ

れた。さらに、掲時からレセプションが開催された、、

　（2）7月！2日（月）20時から22時まで、太閤園で「日本夏

祭り」が行われた、．出し物は、民謡と和太鼓で、そし

て後半には盆踊りの輪もでき、それぞれが思い思いに歓

談をした

　（3）7月！41、1（水）20時から、リーガロイヤルホテルの宴

会場でバンケットが行われた、　つのテーブルに憩人分

の椅ヂが用意され、これが60テーブル以1．1準備された、，

テーブルは費約制にな一）ていて、国によるグルーフ、国

を超えた知り合い同Lのグルーブ、あるいは即席のグル

ープなどができ、料理を昧わいながら、好みのアルコー
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ルも酌み交わしながら、歓談をした、、

　（4）その他に、ll場見学、それから奥さんなどの同伴

者に対しては、大阪城、明石海峡大橋・姫路城、京都、

奈良や有馬温泉などのツアー、あるいは茶の湯、着物の

着付けや折り紙などの企画も用意された．

4．第V委員会及びその関連

　筆者は、第V委員会（委員長は、ドイツのフラウン

ホーファ研究所のドブマン氏である）に出席をした。今

囲は午前中に開催された。7月12目（月）には、「インライ

ンのパイプラインの検査技術の状況、非破壊試験により

検出されたものの解釈及び寿命評価の方法」に関して

第XI委員会と合同のミニセミナーが開催された。発表さ

れた題目とその概要は次のとおりである。それぞれ、持

ち時間が約30分で、発表と質疑応答が行われた（カッ

コ内はIIWσ）資料番号を示す），、

　①新しいインラインのバイフラインの検査道具（V－

！290－04）：パイプラインのピグの歴史について触れた

後、UTによる肉厚測定及び割れの検出とサイジング、

漏洩磁束法（MFL）及びETによる腐食量や割れの検出

とサイジングの現状、並びに結果のマッビング及び

NDT方法が異なった時の結果の違いの原因について報

告された。

　②高圧ガスバイプラインの破損のケーススタディ

（XI－814－04）ニスロバキアにおける高圧ガスパイブライ

ンの破損事例を調査した糸，ll果、溶接時の昊常並びにパ

イプ材料の金属学的及び機械的牲質の相互作用、ある

いは供用中の曲げ荷重などに起因していたことが報告さ

れた，

　③残存寿命を予測するための磁威法による構造物の

溶接継重の評価（V－1291－04）：溶接部及び熱影響部の

保磁力を正確に推定する方法を検討し、これを用いる

と供用中の溶按構造物の寿命を予測できることが報告

された。

　④バイプライン中の欠陥の評価（V4292－04）ニドイ

ツの破壊力学のガイドラインに基づいて、バイプライン

中の欠陥の評価について報告された、，

　⑤レーザ表面走査及びFEM解析を用いた損傷を受け

たバイプシステムの評価（XI－8王7－04）：供用中のパイプ

システムの健全性を評価するために、表面形状をレーザ

表面走査により正確に測定し、これに基づいてFEM解

析をし、次の操業停止まで操業が可能かどうかの評価

写真2　第V委員会委員長ドブマン氏（中央）とのスナップ

　　　　　（左1荒川敬弘氏、右1筆者）

方法について報告された。

　⑥超音波探傷試験による割れ表面及びきず先端の検

出方法　（XL811－04）　二実際0）割れ破面は局戸斤的には

種々の方向を向いているが、これを考慮した超音波によ

る割れ表面の検幽、及び超音波によるきず先端の検出

方法について報告された。

　⑦X80ラインハイプ用鋼の溶接金属の引張性質とミク

ロ組織（XI－822－04）ニラインバイプ用鋼として用いられ

ているX80鋼の溶接金属の引張性質とミクロ組織につい

て報告された、．

　⑧NPP一次系配管のX線CTシステムのENIQ資格を用

いた経験：ENIQ資格では、原 ヂカブラントの 一次系配

管をX線CTシステムを用いて検査することが規定されて

いるが、小さな欠陥も精度よく検出及びサイジングでき

ることが報告された。

　7月13及び14日には、第V委員会が開催された。第V

委員会には、サブ委員会として、VA（放射線に基づい

た溶接検査のトピックス）、VB（品質保証とNDTの発

展の技術局面）、VC（超音波に基づいた溶接検査のトピ

ックス）、VE（電磁気及び光学法に基づいた溶接検査の

トピックス）、及びVF（溶接欠陥とその重要性）が設置

されている、第V委員会及びそれぞれのサブ委員会の年

次報告がされ、承認された。

　また、第V委員会では委員会に関連するISO規格の草

案の提案もしている。1件目は、ロシアから提案された

磁気記憶効果に関するもので、議決に必要な加盟国の
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代表の出席がなかったため、欠席の各国に対して投票し

てもらうことにした。2件目は、「装置の寿命評価のため

の工業製品及び輸送機器における応カーひずみ試験j

で、これもロシアから提案された、，これは、すでにある

ロシア規格を英語に翻訳したものであるが、翻訳の不適

切なノ、誓1や、表現を変えた方が良い点などが指摘されたた

め、ロシアで検討しなおしてから再提案することにした。

また、「磁気記憶効果の物理的基礎」の本が紹介された。

さらに、「溶接部の自動超音波探傷試験ハンドブック」

を出版することにした。

　 ＾方、第V委員会で発表された論文とその概要は次

のとおりである。

　①種々の現場対象物に対するTOFD法の1二業的適用

（V4282－04）二従来法の適用事例とともに、1一字溶接継

手部の溶込み不良及び応力腐食割れの検出とサイジン

グが叫能な新しい方法について報告された、

　②極問法におけるきずからの漏洩磁束密度に及ぼすモ

デル化したB－H曲線の影響（V－1281－04）：B－H曲線を線

形とした場合及び2本の折れ線で近似した非線形問題の

場合について、きずからの漏洩磁束密度を有限要素法

を用いて計算し、漏洩磁束密度には磁気の飽和現象が

大きく影響することを明らかにするとともに、漏洩磁束

密度と試験体中を通る磁束密度及び試験体に作用する

磁界の強さの影響について報告された。

　③耐食性塗料で被覆された溶接部の渦流探傷による

表面試験（V4283－04）ニリフトオフノイズを最小限に

できるプローブを開発し、これを溶接部に適切に配置し

て探傷すると、良好なSN比で縦割れ及び横割れの検出

が可能であることが報告された、，

　④最新のチューブ探傷システム（V4284－04）二通常

のUTでは高い場所や狭隙な場所にあるボイラーチュー

ブの検査をすることが不ロ∫能であるため、これを改善す

る方法としてチューブ0）肉厚及び溶接部のきずをチュー

ブ内部から探傷できる新しい探傷システムについて報告

された。

　⑤融合不良一指示の特性化（V－1285－04）ニガスシー

ルド溶接部に形成された融合不良についてRT及びUTを

用いた非破壊試験により検査するとともに、マクロ組織

の観察及び機械試験を行い、融合不良をできるだけ見

逃さないようにする方法について報告された。

　⑥MCV技術に基づいた構造物の安全操業二AEシステ

ムを用いて、容積が34k㎡切液体アンモニアタンクのモ

　　　　を
藤騰岬 懲紳押細麹
鱗鞘轡騨購灘繍搬麟轟織灘甑灘融
　　　穿葬

写真3　ウエルディングショーのテープカット

ニタリングを行い、良好な成果が得られていることが報

歪、｝された。、

5．おわりに

　7月15及び16Hには、「輸送、圃L、海洋及び宇宙に

対する溶接技術の技術動向と将来」と題してIIW国際会

議も開催された。また、インテックス大阪を会場として

7月14～17目にわたって囚際ウエルディングショー（国

内外の185社・団体が出展）も開催され、多数の来場者

で賑わっていた，、国際化σ）時代といわれているが、お圧

いが競い合うことはもちろんであるが、密接な唐報交換

をして今後とも人類への貢献をしていく必要がある、、

　また、ここで紹介した論文はHWのWeb－slte
（http：／／www．iiw－iis．org）にアクセスすることにより閲

覧が目∫能である（ただし、論文へのアクセスにはパスワ

ードが必要であるため、筆者までご連絡をいただきた

い）、

＊ ＊ ＊
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2．事故が起こらなければ、事故は減らない

大阪産業大学 平山　一男

　また、事故が起こってしまった。

　最近、テレビのニュース画面で、企業の不祥事が起

こるたびに経営トップの謝罪会見を頻繁に目にするよう

になった。

　十数年前から辿ると、筆者の記憶に残っているものは、

東京電力福島3号機の「原子炉再循環ポンプ事故」、関

西電力美浜2号機の「蒸気発生器の細管破断」、高速増

殖原型炉「もんじゅ」の「ナトリウム漏洩事故」、山陽

新幹線鉄道トンネルの「コンクリー！・落下事故」、東京

電力の「原発点検記録の改ざん問題」、六本木ヒルズの

「自動回転ドア事故」、三菱ふそうトラック・バスの「欠

陥車事件」などなどである。

　ところが、事故が起こった当初は大きく報道されても、

その後の経過はややもすると新たな事故・事件にかき消

されるのか、あまり報道されなくなることが多い。

　記憶に最も新しい事故として、平成拓年8月9日、関

西電力（株）美浜発電所3号機において、一二次系配管が破

損し高温の 二次系冷却水が流出して、タービン建屋内

にいた作業員のうち、5名の作業員が亡くなり、6名

の作業員が負傷するという、原子力発電所で例をみな

い重大な事故が起こった。

　これまでの調査委員会の配布資料卦で明らかになった

事故原因の概要は、すでに報道されているものも併せる

とおよそ次のとおりである。

　中間報告では、死傷事故につながったi二次系配管の

破裂は「点検が必要な個所がリストから欠落していたこ

とが原因で起きた」とし、検査会社やメーカーの責任を

示唆。そのうえで関西電力（株）が検査を外部に“丸投げ”

していた問題にも触れ、r関西電力（株）の品質保証、保

守管理が機能していなかった」と指摘している。

　美浜原発3号機の蒸気漏れ事故の破裂した配管は、当

初保守を受託した莞菱重工業（株）が検査対象から漏らし

た。

　平成8年に三菱重工業（株）から関西電力（株）子会社の

（株）日本アームに業務は移ったが、関西電力（株）は点検

をしなかったためこの検査漏れを見逃した。

　美浜事故が起きる前に、北海道電力（株）の泊原発や日

本原子力発電（株）の敦賀原発でも、美浜原発3号機で破

裂した配管と同じ個所が検査対象から漏れていた。北

海道電力（株）、日本原子力発電（株）から保守を受託して

いた三菱重工業（株）は平成12年までに両社に連絡した

が、関西電力（株）には報告しなかった。すでに関西電力

（株）と』三菱重工業（株）との問には契約が切れていたから

その必要はなかったと説明している。

　申間報告では、再発防止に向け、電力会社の自主検

査について「統…的な管理指針などが必要」と指摘，，

原発メーカーが他の電力会社に検査漏れなどを指摘した

場合、電力業界全体で情報を共有できる体制づくりも

整備しなければならないとしている。

　平成16年8月10日には、原子力安全・保安院は、美浜

発電所3号機 二次系配管破損事故調査委員会（以下「調

査委員会」という。）を設置し、調査委員会は直ちに2

名の委員を現地に派遣するとともに、平成16年8月H日

に第1回の調査委員会を開催した。

　調査委員会を延べ6回開催した後、平成16年9月27日、

調査委員会は事故原因を「関西電力（株）と（メーカーの）

三菱重工業（株）、（検査会社の）（株）日本アームの3者が

関与する』二次系宅要配管の減肉管理ミス」とする中間

報告が公表された。

　今回の事故に関して、多くの新聞記事や社説・コラ

ムで報道・論評されたが、中間報告においてもいまだに

「当該破損個所が記載（検査）漏れになった経緯は不明」

と説明している。おそらく納得のいく説明は今後も不可

能であろうと思われる。

　事故は、すでに起きた現実である。現在から見れば、

その事故自体の現実は過去に属する。その意昧では、

事故自体の現実である過去は将来においても変えること

はできないが、事故原因の徹底究明、それに基づく再発

防止策、事故に関連した者の責任についてのけじめのつ
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　とりわけ危険なのは、「これほど多数の人が関与しているのだから、本当に危ない案件なら誰か

が止めてくれるはずだ」という依頼心が芽生えたときであろう。その依頼心が当初の提案案件を少

しだけ高リスクの方向に傾ける。「少し危ない」と本人は気づいているのだが、「文旬が出てから安

全に戻せばよい」という安心感を抱いて安易な提案を行ってしまう。これが危険なのである。・…一

　一人ひとりが誠実で優秀でも、どれほど伝統のあるプライド高き会社であっても、長い年月にわ

たって、あまりに多数の人々を意思決定に関与させていると、組織のどこにも責任感がなくなり、

大事故やスキャンダルを生み出す可能性がある。誠意ある人々の、ほんの少しずつの責任感欠如が、

一人の力で生み出せない巨大な悪を生み出してしまう可能性があるのだ。……

　多数の人がいれば、「自分がやらなくても誰かがやる」と思う気持ちが強くなる可能性がある。

逆に責任者の数を少なくしておくことで、「自分がやらなければ誰がやるのか」という責任感を強

く持たざるをえない状況をつくることが非常に重要なのである。重要な仕事ほど若干、不足気味の

マンパワーで処理する、というのが実は適切なのである。（了）

『「複雑骨折したヒエラルキー」が不祥事を引き起こす』2〉から

け方という現在の考え方は、事故を起こした過去の考え

方を変えることができるはずである。本件が刑事事件も

絡んでいることから早急にト分な解明をすることは困難

であろうが、事故調査委員や関係者の今後の努力に期

待するものである。あわせて、最終報告書が待ち遠しく

感じる。

　最近、筆者は一橋大学大学院商学研究科の沼 L幹教
授が記した『「複雑骨折したヒエラルキー」が不祥事を

引き起こす』2）という講座ものを読んだ。今回の事故原

因とは直接には関係ないがその背景を考えるうえで、同

感することが多々あった。紙面の都合で一部分しか引用

（ヒ記参照）できないが、ぜひとも全文を読まれること

をお薦めする。

　このたびの事故は原子力発電所に限ったことではな

い、、原子力安全・保安院の指示に基づいて発電用火力

設備を所有する電気事業者等C『・般電気事業者、共同

火力、白家用電気 王作物設置者等）が行一）た調査によ

ると、20年以上前に運転開始した発電用火力設備で、

減肉が進みやすい部位約24万9000カ所のうち、検査が

実施されていないのは約2！万3000カ所あった。すなわち、

比較的占い火力発電設備で配管の減肉が進む可能性の

ある場所のうち、約85％は配管肉厚の検査がされていな

いことが分かった。ほとんどの電気事業者等では、配管

滅肉の点検指針やマニュアルさえなく、減肉が放置され

てきた実態が浮き彫りになった。各電気事業者等で順

次未検査個所の検査をするとともに、各社共通の指針

を作ることを申し合わせている。

　この事実は肉厚測定を受託する検査会社にとって大

いに歓迎される話であるが、まさしく「事故が起こらな

ければ、事故は減らない」ともいえるのかもしれない，、

参考文献
！）第6回までの配布資料は合計1，303べ一ジからなる、これらの
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3．第16回世界非破壊試験コンファレンスに参加して

（社）日本非破壊検査協会

　第161嘱世界非破壊轟式験コンファレンスが本年8月301i

（月）から9月斜1（金）の5目問にわたって、カナダのモ

ン！・リオールPaiais　des　Congresで開催された，、ケベッ

ク州はフランス語と英語が使才）れ、モントリオールは街

中を散策する限りむしろフランス語が一般に使用されて

いる言語のようであった。、

　初lI（3011）の9100から10：00まで開会式が行われ、WG

NDT　ChalrのMr。Do騒glas　Wbltelyのrfj会で開始され、

GNDEの議長のMr．Peter　Bradyの開会宣言があり、そ

こでは会場の参加者に隣の席の人と挨拶して交流の輪

を持とうと問いかけ拍手喝采を浴びた。次に、今同の

16WCNDTのPresidentであるMr．Douglas　J．Marshallの

歓迎の挨拶、関係者への謝辞が述べられた　ICNDTの

SecretaryであるMrJohn　Mike　FarleyからICNDTの活動

状況がプロジェクターを用いて紹介され、その後、前回

のWCNDTで貢献した関係NDT協会への感謝状の授与

が行われ、また1CNDTでは「ICNDT　Award」として、

例えば研究分野で貢献した人などが表彰された，，次回

APCNDT日本代表
ISO 委員会委員・長 大岡紀一

の17WCNDTは2008年にrl咽のL海で開催されるが、

Awardに関するnominationは2007年までにとの説明が

Secretaryからあった。

　引き続いてICNDT会長のMr．Giuseppe　Nardoniからの

挨拶があり、その中で「数学で2十2equal4であるが

NDTでは2十2estimated　equal4」が自1象的だった。司

会のMr．DouglasWhltdyが閉会を締めくくった。

　今回の開催に当たっての主なスポンサーはCallspec

Group　Inc．、Fujif銭m　NDT　system、GE　lnspection

Techaologles、　Kodak、　MDS　Nordion、　R／D

Tech／Panametr玉cs、SonatestPLCで、その他8つの関

係機関及び関連会社が協力スポンサーであった。

　エグジビションは初ljの17：00から19：30までオープニ

ングと歓迎レセプションの形で開始され、8月31日（火）、

9月1日（水）、2目（木）の4卜1問g：30から16：30まで行わ

れ、コーヒーブレイクは発表会場で10：00から30分とエ

グジビションホールで15：20から20分間であった。また、

毎日GElnspectionTechnologiesにラウンジが設けられ

織醗謬ゼ
．謬
姻

　　嗜　　［　　、

　　　　Ψ「

雄舞メ鱒評㌶鋤」
　　　　ゴ撫鞭細纏欝蜜

噺嚇橿多

響

縛

WCNDTの閉式後JSOTC135／SC7／WG7に出席したメンバーと歓談
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併設して行われたアジア・太平洋非破壊試験会議（APCNDT〉のもよう

コーヒーブレイクが気軽に取れるようになっており、ス

ポンサーの大きさを物語っていた。

　Techn茎cal　Sesslonは初Hグ）Plenary　Session後14：00か

ら始まり、8から9会場に分かれて8つのSession（1Ses－

sionには4件のpresentat圭on）が行われた、、毎H8＝30か

ら始まり11150まで午前中に掲Session、11150から14：00

まではlunchbreakとPosterSesslonに当てられた。午

後も途中20分のCoffeebreakを含め、17：20までTechnl－

cal　Sessionが行われ、いずれの会場も参加者は多く、筆

者は9月1日行われた℃erti行catlon　andTralning”と9月

2口に行われた“Reliabihtジに参加したが、いずれも終

目行われたにもかかわらず、超満員であった、この種の

仕事に関心があることが伺えた、全体を通して新技術、

先端技術などの各種研究発表或いは各種機器、装置の

紹介が多い申で前述の資格認証、トレーニングなどに人

気があるσ）はさすがに各国からの参加によるWCNDTで

あると感じた。　・方、会場はll本人の参加が少なかっ

た様にも見受けられた、、

　閉会式は10月311（金）に初日の会場より狭く、研究

発表に使われた2会場をつにして約！50名が参加できる

椅子が用意され、会場は座りきれずに多くの人が立ち超

満員となった，、開会式同様、司会者Mr．Douglas　White－

lyの閉会式の合図で始まり16WCNDTのPresidentである

Mr．Douglas　J．Marshal1の挨拶ではバネル展示場も含め

て約1500名、Notre－Dame　BasilicaでのCl3ssical　Concert

では約600名がIM騒sici　deMontrea玉楽団の演奏とテノー

ル歌手Perry　Canestrariの歌に酔いしれた。

　またレセブションには約1000名が参加した旨の報告を

含めて挨拶が行われた。ICNDTのSecretaryである

MrJohn　Mike　Farleyから！6WCNDT会期中に開催され

たICNDT　Meeting（8月29日9100～17：00と9月2旧4100

～17：00）の報告として、ICNDT会長はMr．Giusep｝）e

Nardoniに代わ一）てMr．Do鷺glas　J．Marsha11が選出され、

Mr．Giuseppe　NardoniはPGP　Commltteeの議長となった

こと、2012年の18WCNDTは南アフリカで開催されるこ

とが決まったこと、PGP　Committeeのメンバーは各Re．

gionから2名参加することとな一）たこと、Secretaryは

Mr．John　Mike　Farleyが引き続き務めるが、ドイツが事

務局を担当することとなった旨報告が行われた，、次に

17WCNDT開催国0）1†咽が挨拶し、参加を呼びかけた

　引き続いて各Regionのイベントとして、2006年9月ド

イツ、ベルリンでのEFNDT、2006年11月ニュージラン

ド、オークランドでのAPCNDT（今回の16WCNDT会期

申にAPCN1）T　Meetingが8月30Hと311』1に開催されVot一

㎞g　memberとして筆者が参加し、次回のBAPCNDTは

H本開催を確認している、なお、開催年は2009または

2010年のいずれかに決定されることとなった）、2007年

10月アルゼンチン、ブエノスアイレスでのPANDTにつ

いてプロジェクターを用いて紹介が行われた。ICNDT

新会長の挨拶後CINDTの会長から今回のWCNDTを担

当した事務局のシャロンさんに労いの花痕が贈呈され

て、会場は　一層盛りLが一）た。

　ICNDT会長のMr．Giuseppe　Nardoniが会長としての最

後の挨拶に 、Zち、“notceremony”と照れながら“1）o

not　stop，Go　stralght”で舵取りをして欲しいと次期会長

を励まして壇ヒで抱き合った光景が印象的であ・）た。司

会の閉会のδ葉で16WCNDTの幕を全て閉じた。
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4．建築鉄骨担当検査員の教育システムについて

噛．はじめに

　検査会社における検査員の教育のあり方は、’1径該検

査会社の信頼性を担保するLで極めて重要である，、な

ぜならば、担当する検査員の技量および倫理観によ一）て、

検査結果がノ藍右されるからである，、

　例えば、超音波探傷試験技術者資格（B本非破壊検

査協会lNDDを取得したばかりの検査員が溶接部を探

傷し、明らかに欠陥ではない部分からの反射エコーを欠

陥として判断して本来合格とされるべき溶接部を不合格

と判定してしまうようなことは、そ0）検査員の所属する

検査会社の責に帰する問題であり、企業i内教育によっ

て1う防できる問題である、また、検査員の、尻場や責務

についてト分に教育されていれば、不合格判定を故意に

合格判定にするといったようなことも起こりえないはず

である．

　これらは検査ゑ社の検査員教育の方針と態勢に依存

し、検査会社が果たすべき基本的な義務である、

　本稿では、、1～社における建築鉄骨溶接部の受人検査

に従事する検査員の教育システムを紹介し、各位の参

考に供することとした、

2．検査員教育システム

2．嗜教育項目

当社で採用している教育項目は以ド0）とおりである．

（！）　検査員の倫理dl業i検査と当社の業務・検査部

　業務の概要

（2）　建築鉄骨検査の概要・資格試験の概要

（3）　非破壊試験概論（超音波探傷試験l　UT、放射

　線透過試験l　RT、磁粉探傷試験：MT、浸透探傷

　試験涯ぞ、その他）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

鉄鋼材料、溶接概論および被検査物

安全教育

Rr、MT、PTの実習

UTの基礎

UTの実習

エンジニアリングサービス（株）

（9）　建築鉄骨の外観検査

（10）　各種検査基準の概論

（11）OJT

中島泰明

2．2　教育内容および教材

　2、2．1　検査員の倫理・工業検査と当社の業務・検査

　　部業務の概要

　（壌）検査轟の倫理

　本項は検査員教育の中で最も重要である。1項でも述

べたが、いくら知識が多くかつ技量が高い検査員であ一）

たとしても、社会人としてのモラルや常識がない者であ

一）たならば、検査を通じて犯罪（詐欺等）をも犯しかね

ない　現実に過去に某・般報道紙に取り挙げられた

我々の業界の信頼性を失墜させるような事件（検査報

告菩グ）改ざん）が発生したが、これは検査を担当した者

が「検査員（人問として）の倫理」を有していなかった

ということの・言に尽きるであろう．我々の業界は「信

頼、iという　・語によって成り、レン）ており、よって「検査

員の倫理」という教育項目は不再欠である．教育内容

は［検査員の役割と凱場］、［検査員の義務と責任］、

1検査員の権隈1、［検査員の品位、人格］、1検査員とし

ての勉学姿勢1である、，

　なお、検査員個々の倫理観は、とりも直さず当該検

査会社の巖1高貢任者のそれを体現しているといっても過

言ではないと思われる。

　（2）工業検査と当社の業務

　i二業検査業務における航場Lの分類とは、工業製品

等の製造・製作・施唾二者側がおこなう検査（社内検査）、

発注者側がおこなう検査（受入検査）および当該製晶

の鋭として安全性の確認を目的とした行政機関がおこな

う検査0）3種類に分類されることを角翠説し、　さらに当社

がおこなっている検査業務が、どの立場でどのような責

任を有しているかを教育する．

　（3）検査業務の概要

　当社では実際に検査員として業務をおこなう部署は検

査部である一わかりき一）た話ではあるが、検査は検査委

託者から検査の依頼があ一）た後に、製作 ll場や現場に

8・一
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出向いておこなう。その結果は口頭報告のみで完fせず、

最終的には「検査報告書」という』製造物等の品質確

認証明書1にして委託者へ提出しなければならない。こ

れを新入社員に仕事の概要および流れとして説明する。

　具体的には検査委託者からの検査依頼峠検査仕様書

の確認→検査要領書の作成→委託者の承認→検査時期

の確認→検査の実施→検査結果の仮報告（速報）→検

査報告書の作成→提出というような流れであることや、

各ステージにおける要点および注意事項等を解説する。

　2．2．2　建築鉄骨検査の概要・資格試験の概要

　（1）建築鉄骨検査の概要

　本項では建築鉄骨製作全般における各作業、．亙二程 Lで

必要とされる受人検査の種類とその概要について解説す

る．ここでは当社で保有しているスライド「建築鉄骨L

事の受人検査の実際」を教材とする。

　内容は、発注者側による鉄骨加工工場の審査からは

じまり、鉄骨製作要領書の検閲、材料検査の立会、溶

接工技量確認試験の立会、製作中の確認検査、溶接完

f後の受人検査、現場溶接施｛二中の確認検査などで、

これにより受講者は検査の要点のみならず、検査対象物

である鉄骨の製作工程、製作方法等についても理解す

ることができる。

　（2）資格試験の概要

　建築鉄骨溶接部の受入検査を実施するために最低限

取得しなければならない資格（NDI、WES、JSSC）に

ついて、当該資格の認定機関、試験内容、受験時期、

有効期限を解説する、、また、「最小限の資格を取得した

ら完銅というような認識にならないように「関連資格

はその他にも数多く存在するので、常に自己啓発して随

時チャレンジするように」というように指導している。

　2．2．3　非破壊試験概論

　鋼構造物の材料および継手等の強度を実際に確認す

るためには2種類の試験があること、ひとつは破壊試験

と呼ばれるもので、試験体を曲げたり引っ張一）たりして、

その試験体が当該構造物に要求される強度を満足する

かどうかを確認する試験であること、他のひとつは非破

壊試験と呼ばれるもので破壊試験の代用特性を求める

ものであることを解説する。

　教材はN研のテキストおよび入門教育用ビデオ「非破

壊検査入門」を用い、非破壊試験の内で溶接部に対し

て最も多く適用されるUT、RT、MT、PTについて原

理・試験方法・試験の特質・欠陥検出特性等について

学ばせる。

　2．2、4　鉄鋼材料、溶接概論および被検査物

　当社の検査業務の内で多くの検査対象物は鉄骨溶接

部であり、検査では当該溶接部を検査し、その、晃質の

良否を判定している、、よって、検査をおこなうにあたっ

ては鉄骨外観検査および超音波探傷検査の特質、探傷

方法、検査基準などを1一分に理解すべきは当然である。

しかし、検査の専門技術 Lのことをかなり知っていても

検査対象物の特質についてま一）たく知らないと、検査を

おこなっていて欠陥でないものを誤って欠陥と判定して

しまうか、またはその逆の判定をする危険がある。この

危険をクリアするかどうかが溶接部等の検査の生命線で

ある。このため、各種鉄鋼材料の特質、溶接法の種類、

溶接欠陥の種類および発生原因、建築鉄骨部材の種類

と役割などについてかなり入念に教育する。

　教材にはJIS規格、溶接技術に関する専門図書および

「木製鉄骨模型」を充てている。とくに鉄骨模型では建

築鉄骨溶接部の溶接継手の種類、開先形状、部材名称、

鉄骨の全体的な形状を直視できるので、教育効果はき

わめて高い（写真1），，

溝

写真1

　2．2．5　安全教育

　我々が実際に検査をおこなう場所は構造物の製作1．1

場内、製品置場および建設現場であり、いずれの場所

も労働災害が多発する危険がある。また、受入検査員

はH々検査場所が変わることが多く、常に異なった環境

1ぐで検査をおこなうため、安全作業に対してはことさら

高い意識を持っていなければならない。こういった観点

から社内の安全教育は必要不可欠となっている。

　教材は安全教育用スライド（建設安全研究会）で、

「安全作業」、「足場の知識と安全」、「墜落災害防止のポ

イント」、「整理整頓・人問の心理と建設災害防止」、

「電気機器の安全作業」、「酸素欠乏災害とその防。1L」、

「健康と成人病」、「人問の心理と建設災害防止、1の全9
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巻を用いる。

　2．2．6　RT、MT、PTの実習

　2．2．3項で教科書による机Lの学習をおこなうが、本

項では実際に探傷試験の実習をおこなわせ、各試験の

特質、作業方法、毛順等を理解させる。

　RTでは、溶接部のX線透過写真約200枚を観察させ、

溶接欠陥と思われるものをスケッチさせて、溶接部のど

んな部位にどんな欠陥が入りやすいかを学習させる（写

真2）。これは、後におこなうUTの実習に大いに効果が

ある。

　MT、PTでは、』‘表面われ”を有する溶接テストピー

スに対して適用させ、“才）れ”の検出を体験させる．

艶
写真2

2．2．7　UTの基礎

　ここから建築鉄骨溶接部に多用されるUTの専門教育

に移ってゆく。本項ではUTの基礎を教育する教材とし

てクラウトクレーマー社の「超音波探傷技術講習会テキ

スト」を使用し、当該テキストの内容を解説したテープ

20本を1日、2～3本ずつ聞かせながら学習させる。なお、

テキストおよびテープの内容の理解度を確認するため、

テープの進捗状況に合わせて練習問題（効果測定）を

おこなわせる。また、当該効果測定の結果、理解度不

足と認められた場合は再度講義テープを聞かせ、次のテ

ーマに進ませない。

　2．2．8　UTの実習

　（1）垂直探傷および斜角探傷の基礎

　受講吾に超音波探傷装置を扱わせて、探傷試験の実

習をおこなわせる。最初に2．2．7項で学習したUTの基礎

について実験し、理解度を深める。教材はNDTの「超

音波探傷試験実技テキス肩であり、当該テキストに沿

って契習させ、実習結果についてレポートを提出させる。

また、レポート内容が不満足の場合は再実習させ、次

の段階へは進めさせない，，

　（2）溶接部の斜角探傷

　（1）のすべての実習課題が完了すると、次に溶接部の

斜角探傷の実技訓練に移行する，、教材は超音波探傷実

技訓練用の溶接テストピースで、突合せ継手として裏波

溶接、裏はつり溶接、裏当金付溶接の3種類、丁継手と

して裏はつり溶接、裏当金付溶接の2種類を用いる。各

形状のテストピースは合計50体程度で（写真3）、それ

ぞれ各種の溶接欠陥を故意に挿入してある。突合せ継

手のテストピースについてはX線透過写真が用意されて

いてUTの探傷結果と照合できる。

　　　　寧臨聴

1無1齢漁

　　　　臨醗継

　　　　　　　　　　写真3

　　　　　　　　　　写真4
　（a）突合せ継手テストピース

　特定の試験条件を与えて探傷させ、当該探傷結果を

まとめさせる、，探傷結果については、教育担当者が当該

テストピースのX線透過写真と照合し、その結果を受講

者に確認させる。なお、探傷結果が不満足の場合は再

探傷させる。

　（b）丁継手テストピース

　日本建築学会規準・鋼構造建築溶接部の超音波探傷

検査規準に準じて探傷をおこなわせる。探傷結果につい

ては模範解答と照合し、受講者に確認させる。，なお、

探傷結果が不満足の場合は再探傷させる（写真4）、、

　（3）検定試験

　（2）の（a）および（b）の実習において、一定の実技レベル

を習得しているかどうかを確認するために特定のテスト

ピースにより検定試験をおこなう。なお、（a）における
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検定試験が合格しない場合は、（b）の実習へ移行しない。

また、（b）における検定試験が合格しない場合は、当該

実1技実習を完ゴしない。

　2．2、9　各種検査規準の概説

　　「日本建築学会規準・鋼構造建築溶接部の超音波探

傷検査規準」、「建築 r事標準仕様書JASS6鉄骨 1：事」

等の詳細について解説する。

　2．2．10　　0JT

　（1）　検査員のアシスタント業務の教育訓練（資格取得前）

　検査員のアシスタントとして実際の検査場へ「，ξ1行さ

せ、実際の検査業務の流れ、検査対象部材の名称およ

び用途、検査対象物の図面の見方、実際の不具合、検

査業務上の注意事項等を教育しながら、検査箇所の前

処理および検査結果の記録を担当させる。また、建築

鉄骨溶接部のU　Tにおいてよく観測される妨害エコーの

種類、外観検査ヒの不具合および測定ゲージの取り扱

いなどについて教育する、、

　（2）検査員実務教育訓練（資格取得後）

　実際の製晶の検査実務経験を積ませる。教育訓練は、

あらかじめ教育が必要と思われる訓練項目のチェックリ

スト（現場実習教育訓練進捗度レポーのに従ってお

こない、各訓練項目の教育が完fするとチェックリスト

の該当箇所を埋め込んでゆく方式をとる。なお、実務教

育は受講者毎に教育担当者を定めておき、教育担当者

は受講者がおこなった検査箇所に対してそグ）検査結果の

適否をすべて確認する。

　（3）検定試験

　（2）における教育が完了したのち、受講者が定の技

量に達したかどうかを確認するために検定試験をおこな

う。検定試験は当該教育担当者でない者が特定の検査

場へ同行しておこなうか、または筆記試験によっている、、

試験の結果が不合格と判定された場合は、 許定期間の

再訓練をおこなってから再試験し、合格とされるまで正

検査員として機能させない、、

3．教育担当者

　教育担当者は検査員としての1一分な経験および知識

を有する者を充てるが、該当者は単純に“多くの資格

を保有する者”、“勤続年数の長い者”、“現場経験の豊

富な者”のいずれか都合のつく者とはしておらず、第 一

義に検査の基本に忠実な教育をおこなえる者とし、特別

要員を数名進備している。

4．おわりに

　以七に紹介した教育内容はあくまでも基礎教育で、

建築鉄骨溶接部の受入検査を担当する検査員としての

最低限のレベルを確保させるためのものである、また、

未経験者を教育することもあるため、壕礎教育が修f

したからといって当該受講者を野放しにするようなこと

は絶対に避けなければならず、基礎教育修ゴ後について

も定期的（1年／1回）に技量確認試験をおこなって、

当該検査員が所属する部署の管理者が各検査貝の技量

レベルを常に把握できるようにしている。

「建築鉄骨の木製模型」

　当社では鉄骨柱の縮小模型を製作し、部内の主に新

人教育に役 鉱てている、、

　この模型の特徴は、（1）ボックスコラム柱では0柱と

第1節の現地溶接想定部位を図面どおり差し込み形式

にしており、この部位で柱を2分割できること、（2）コ

ア部の・部にアクリル樹脂を使用し、内ダイアフラムの

挿入が目で見えるようにしていること、（3）高力ボルト

継手はすべてスプライスプレートを使用してボルトナッ

トで接合していること、（4）完全溶込溶接部位は開先加

i二し、パテで溶接部を作っていること、などなど。スカ

ラップやハイベースなどは、言うまでもなく完全に実物

を再現している（写真5）。

一 写真5

》

　建築鉄骨の検査ではいかなる種類の検査であれ、現

物を再現した完全な模型による事前教育が重要で、こ

れにより初心者が鉄骨検査の具体的な目的をたやすく知

ることができる。

　なお、手造りのものであるので、製造販売の予定はな

いつ

一11一



o解通信

5． 1レポート】 2004国際ウエルディングショー
最先端技術一堂に　豊富な実演も好評

　溶接界の火イベント、「2004国際ウエルディングシ

ョー」（将崔：目本溶接協会、産報出版、会場ニインテ

・ソクス大阪）が4日問で5万9590人を集め7月17日、盛況

のうちに閉幕した。展示会場内ではウエルディングショ

ーならではの溶接ロボットやレーザ加工機のダイナミッ

クな実演に加え、非破壊検査関連でも新開発の機材が

多数出晶、また初l　l（14日）夕には民放のニュース番縄で

紹介されるなど、アジアをリードする最先端技術が堂

に会した。

　　　　　　　　口　　■　　口

　／lll際ウエルディングショーは！969年の初開催から数え

今回で18！口旧。大阪はオリンビックイヤーの開催となる

が、今回は185社・団体が出展、うち初出展54社、海外

出展20ヵ国97社と活性化された国際色豊なイベントと

なった，、

　オーブニングセレモニーの冒頭、宝催者を代表してあ

いさつに、レン）た宮田隆司・日本溶接協会会長は、ショ

ーのテーマr世界をつなぐ溶接・接合技術一日本から

アジアヘそして世界へ一」に触れ「グローバル化が進む

なか新時代を展望する内外の先進的な溶接機器が集ま

り、とくに今回は海外出展とともに新規出店が多い i
としたうえで日本発の革新的技術に期待していると語っ

た，，また宮田会長は、1996年の科学技術基本法の施行

以降、あらゆる分野で技術革新が進むなか「溶接・接

合技術の発展もめざましく、今回のショーはこれら溶

接・接合技術を世界に向けて発信する機会になれば幸

い．1と述べるとともに「日本もようやく明るい兆しが見

え始めており、溶接関連業界の活性化につながることを

祈念する」とショーの成功に期待を寄せた。

　続く、馬場信・産報出版社長は4年ぶりの大阪開催に当

たり「出展者数／85社は実に4年前の1．5倍であり、初出

展がその3分の1を占める54社、海外からも20ヵ国・97

社が出展するなど極めて活姓化された国際色豊な展示

会になった」としたうえで、ドイツ・エッセン溶接フェ

ア、米国・AWSショーに匹敵するウエルディングショ

ーについて「日本の特徴であるいち早く投入される開発

製品や曹富な実演をぜひ楽しんでほしい」とあいさつ．

実演が始まると黒山の人だかりが一

また「溶接情報のセンター、ハブをめざし、　・堂に会し

た優秀製品を大阪からアジア、そして世界へ発信する機

会にしたい」と抱負を語った。

　非破壊検査関連では、2002年（東京）に続き展示・実

演と講演からなる「非破壊検査フォーラム」が企画され

た。展示会場では鉄骨関連とともに「鉄骨・非破壊ゾ

ーン」を構成しRT、UT、PT、ETなどの代表的手法を

はじめ関連技術が華やかに共演した。関係者からはi㎜超

音波探傷器については大企業と中小企業で二極分化が

顕著で、大企業においても付加価値のある装置でないと

納入は難しい．セなターゲットは、鉄以外の分野、例

えば新素材開発などで、こうした分野では価格も良い値

で交渉できる」、「自動開先加r機は好調な造船分野な

どに引っ張られ咋年！0月ごろから急に忙しくなり、いま

では納期半年の状態，、本展示会によってさらに新規開

拓につなげたい．1「咋年はアンカーボルト関連で需要が

伸びたが、今期も咋年並みで推移している」など、連日

35℃を超えた暑さ同様、活気のあるコメントが数多く聞

かれた，、

　　　　　　　　　田　　口　　■

　16日の講演会では「非破壊検査フォーラム『戦略的

な保守検査をどう考える』」をテーマに掲げ、原デ力分

野のUTをはじめ、サーモグラフィ、AEの最新技術動向

などに関する講演に加え、パネルディスカッションでは

電力、石油精製、石油化学、関連協会のパネリストが

リスク、自1三検査、透明性と説明責任、スクリーニン
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グなどをキーワードに保守検査に求められる戦略につい

て議論した。

　第一部ではまず米山弘志氏（発電設備技術検査協会）

が「原ヂ力発電設備における超音波探傷試験」と題し

て講演した。米し1。i氏は①維持基準（規格）②PD（Per－

formanceDemonstration）③欠陥サィジングー一一など原

発設備のUTに関する最近の話題を紹介したうえで、今

後の課題について「欠陥検出率の向Lおよび欠陥誤検

出率の低減、欠陥寸法精度の向Lを図るため認証制度

（PD）の確疏に向け検討を行う必要がある」と指摘。

「サーモグラフィによる各種アプリケーション適用例」

について講演した阪 L隆英氏（大阪大学大学院）は、

サーモグラフィを㌧戦略的”に適用していくうえでの特

長について「非接触による欠陥検査が可能なため検査

のための足場や特殊車両が不要」「短時問に、広範囲に

わたる検査が可能な高能率な検査方法」などを挙げる

とともに、熱的試験法であるため、欠陥検出性および精

度は対象物の熱伝導特性の影響を受けることをあらため

て強調した。

　続く湯山茂徳氏（日本フィジカルアコースティクス）

は、「最新のAEモニタリング技術」と題して講演した。

なかでもタンク底板の事例については、全面データにお

ける1センサ当たりのヒット数とタンク底板0）腐食減肉

量、あるいはリスク曲線から得られる腐食リスク値との

間には良好な相関関係が成立することが明らかになった

としたうえで「A　Eと腐食のデータで構築されるデータ

ベースを用いることにより、タンク底部の腐食損傷をグ

ローバルに診断・評価することが可能である」と語った。

　基調講演は、小林英男氏（東京工業大学大学院）、松

井繁之氏（大阪大学大学院）がそれぞれ講師を務めた、、

　とくに「どうなる保守検査 …法定検査から自t検査

へ…」と題して講演した小林氏は、昨年の自主保安検

査結果の虚偽報告を受け、見直しが進む菖圧ガス製造

設備の保安検査制度について、「現行の保安検査は年1

回の開放検査や配管は肉厚を測定するなど、技術基準

に適合しているか否かの確認行為や、設備と使用環境

によらない律の検査方法が適用されているが、これで

本当に正しいのか？」と疑問を投げかけた。そのうえで

自らが部会長を務める経済産業相の諮問機関の専門部

会での検討状況について「保安検査制度は、リスク評

価に基づく科学的・合理的な検査方法、自す三保安の推

進と技術基準の性能規定化をめざし見直しを進めてい

「戦略的な保守検査をどう考える」をテーマに議論した非破壊検査フォーラム

る」と紹介するとともに、保安検査と定期自釣検査の

すみわけや定期自粒検査の民間規格制定の必要性も強

調した。

　第』部のパネルディスカッション「戦略的な保守検査

をどう考える」は、関根和薄氏（横浜1 日立大学大学院）

の司会のもと、パネリストには設楽親氏（東京電力）、

岩田育章氏（コスモ石油）、石丸裕氏（住友化学工業）、

竹花立美氏（高圧ガス保安協会〉の4氏篇話題提供

順＝が名を連ねた。

　バネリストからは「保全を最適化していくためにはハ

フォーマンスベース／リスクベースのプログラム導入が

有効。その実現に向けては産業界からの働きかけが重要

であり、バブリックの理解が不口∫欠」（設楽氏〉、「日本

の設備は高齢化、材料・製作・保守のコスト高騰から

グローバル調達（安くて悪い贔）、人の変化（モラル、

技能の低下）など負の要因が増大しており、設備のグ

ローバルなコスト・性能競争力の確保とともに合理的、

合法的自主管理が必要」（岩田氏）、「検査技術の開発の

方向については、①NDIからNDEへ（幾何学的損傷の

みでなく材質的損傷診断へ）②表面検査から定量的な

体積検査へ③ボルトの締め付け状態診断など機械的状

態診断への応用④オンラインモニタリングの実現⑤複雑

な部位、リモート診断、全面検査等カバーする範囲の

拡大⑥検査効率、速度のアッブー一一などが求められる」

（石丸氏）、「石油精製、石油化学等の大型プラントは、

大規模かつ複雑であり、すべての設備機器の各部位を

詳細に点検することは困難であることから、保安確保を

図るためにはプラント内の各設備機器について効率的に

保守点検を行うシステム構築が必要であり、当協会で

は保安管理用のデータベースを開発中」（竹花氏）など

の興昧深い指摘があり、会場と一体とな一）た承唆に富

んだ意見交換が展開された。（文責・産報出版）
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6．協議会だより

CIW検査事業者協議会

☆建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制度検討委員会

　「溶接検査事業者認定制度に関する諮問委員会（委

眞長、西川孝夫、東京都立大学大学院教授）」は、去る

4月21日付で藤田譲会長に答申を提出し、4月のJWES理
事会にL程、5月の理事会で「建築鉄骨に係る非破壊検
査事業者の認定制度検討委員会（仮称）」の設置が決定

されました。

　この決定に基づいて、JWESは、委員構成等を経て第
／回及び第2回委員会を下記のとおり開催しました。協

議会からは、逸見俊…代表幹事、安藤純二副代表幹事

及び井川敏之副代表幹事が委員として参画しました。

　◎第1回委員会は、平成16年7月2日（金）に開催され、

諮問委員会の経過報告、委員構成の確認、試験所認定

制度、CIW認定制度、協議会提案の制度について確認

を行いました。

　◎第2回委員会は、平成16年9月7日（火）に開催され、

建築鉄骨に係る非破壊検査事業者認定制度を新しく立

ちLげることを確認し、新制度と現行CIW認定制度及
び東京都検査機関の登録制度における取扱要綱及び検

査機関の審査基準との対比について検討し、意見の交

換が行われました。

　次回以降は、今回の検討糸、誓果を踏まえて新制度の骨

子をまとめることとなります。

☆平成16年度東京都検査機関登録制度の審査状況

　平成16年度の「建築物のじ事における試験及び検査

に関する東京都取扱要綱」（昭和61年6月18口制定、平

成14年2月14日都市建指第275号改正）に基づく検査機

関の登録に関する新規申請、定期審査の申請受付は終

了しました。

　本年度の新規登録申請は4社、定期審査申請は33社か

らそれぞれ提出されました、、

　書類審査及び面接審査等を経て12月11、i付で東京都か

ら適合検査機関が発表されることになります。

　なお、既登録検査機関が、緩和規定を適用している
項目につきましては、来る平成17年10月31日までに満
足する必要があります。本年度中に必要な資格等の取

得の予配をして下さるようご注意申し Lげます。

　また、検査機関の東京都知事登録制度を案内するた

めのパンフレットを作成中で、9月末には完成する予定

です。

☆全国営業会議の開催

　全国営業会議は、平成16年7月16日（金）に開催し、新

実行委員メンバーを中心に、特に建設省告示第1464号
に基づく検査、「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検

査・補強マニニLアル」による『食い違い』と『ずれ』の

検査の適用状況及び見積への反映状況をアンケートし
た結果を発表しました。『食い違い』と『ずれ』の検査

は、全国的に浸透していないこと、見積への反映も満足

できる状態でないことなどが明るみにll、ました。

　適用が始まってからの経過日数が浅いこともあり、発

芝、監者側の戸惑いも想像されますが、今後の調整、適用

拡大へのPR活動が当面の課題となりました・

☆JANDTとの共同事業案内

　日本非破壊検査工業会（JANDT）との技術交流事業と
して、日本非破壊検査協会σSNDI）の平成！6年度春期レ

ベル2認証試験の例題集（RT、UT、MT、PTの4部門に
ついて）と解答例をまとめ、配布の案内をしました。

　また、RT及びUTのレベル2資格取得のための教育訓
練講座を9月9日（木）～10日（金）の2日間、都内の品川区

立総合区民会館「きゅりあん」で開催し、2部門合計

で29人が受講しました。

☆今後のスケジュール

　◎幹事会の開催：平成16年！0月6日（水）当日は、CIW

認定証授与式が開催されました。

　◎各地区総会の開催二平成16年10月が予定されてい
ます。現在のところ具体的な日程等を調整中ですが決

定され次第ご案内します。
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7．ニューフェース

　2004年王0月1目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　また、2004年4月i目付，・ぎ定から変更のあ一，た事業者

についてもご紹介いたします　（）内の数字は会社コードです。

　　　　　　＜新規＞

羅（有）大和検査工業（192）

本社所在地：〒820－0017福岡県飯塚市菰田西3－24

電話／FAX　：TELO948－23－7563／FAX．0948－23－78／7

代表者氏名：代表取締役　野1 1俊平

認定種別　　：E種

検査部門　　：超音波検査

。忍定番号　　　：第192EO4号

出先機関　　：なし

■（有）エス・ディー技研（234）

本社所在地：〒370－1301群馬県多野郡新町1628－16ゼファー新町102

電話／FAX　　：TELO274－42－6191／FAX．027442卜6103

代表者氏名：代表取締役　船渡川　一良

認定種別　　二E種

検杏部門　　：超音波検査

認定番号　　：第234EO4号

出先機関　　：なし

■（有）アイティーエス（237）

本社所在地：〒2640026千婆県礫1｛借葉区儲1償1船5

　　　　　サンハイツ都賀北302

電痔占／FAX　　：TELO43－207－4077／FAX．043－207－4078

代表者氏名：代表取締役　宮野　満

認定下重別　　：E種

検査部門　　：超音波検査

認定番号　：第237EO4号

出先機関　　1なし

■（有）テク．ニカ（238）

材t所’1弛：刊2峯0025東メ賭　葛飾区西新小宥441．！3

電話／FAX　：TEL　O3－567（減770／FAX．03－567（ト3288

代表者氏名：代表取締役　平野保美

認定種別　　l　K種

検査部門　　：超音波検査

認定番号　　：第238EO4号

出先機関　　：富山出張所

　　　　　〈種別変更（昇格）＞

■茨城総合検査（株）（65）

本社所在地：〒3U－0111茨城県那珂郡那珂町後台3120－35

電茜舌／FAX　　：TELO29－298－3261／FAX。029－298－3933

代表者氏名：代表取締役　鯉沼治美

認定種別　　：｛）種

検査部門　　：超音波検査

認定番号　　：第65DO4号

韻先機関　　：東京支社

　　　　　＜種別変更（降格）＞

■上越鋼管検査（株X80）

本社所在地：〒943－0王54新潟県L越市稲1こH4－8－4

電話／FAX　　：TE1ゐ02卜52㌻58i2／FAX。025－52卜0434

認定種別　　：D種

検査部門　　：超音波検査

認定番琴　　：第80DO4号

■（株）大検工業（107）

本社所在地：〒555－0021大阪府大阪llf西淀川区歌島茎．16－9

電占舌／FAX　　：TELO6－6474－6888／FAX．06－6475－2529

認定種別　　：E種

検査部門　　：超音波検査

認定番号　　1第io7EO4号

■中国検査（株）（員0）

本社所在地：〒737－0052広島り，～呉市東中央1．王2－20

電話／FAX　：TELO823－23－3366／FAX．0823－25－H66

認定種別　　：E種

検査部門　　：超音波検査

認定番号　：第110EO4号

　　　　　＜検査部門の停止＞

口（有）仙台検査（！98）

停止検査部門：超音波検査（E種、放射線検査保有）

　　　　　＜認定の返上〉

ロアイ・シー・ティー（株）（i4）　（本社：神奈川県ラ

圏日鋼検査サービス（株）（49）　（本社：北海道）

圏日本溶接検査（株）（8玉）　（本社：香絹県）
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1＿＿＿＿…＿一一…〃…〃一編集後記一一一一一一一一…〃…総

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　今年の夏はアテネのオリンピックの記録破りのメダルラッシュも大変なものでしたが、気

候の方も、貞夏日の新記録、台風の L陸の記録など有難くない現象に驚かされました。

　αWも認定事業者数が昨年までは、ずっと増加を続けていましたが、今年の4月、10月の

登録で、倒産・廃業による返上、都合による返 Lによって、残念ながら減少する事態が生じ

ました。かなり古くからの事業者も含まれており、永年CIW認定事業に係わってきた小生に

は寂しい思いがありました。

　今同は、話題の関西電力の事故関連の記事、建築鉄骨担当検査員の教育システムの記事な

ど有益な内容を掲載することができました。読者諸兄のお役にたつ事と思います。執筆者各

氏に深謝致します。

　試験所認定、CIW制度の見直しなど、CIWも大きな問題を抱えたまま、新しい年を迎えま

す。検査業界にとって良い方向で決着してほしいと心から願一）ています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（LM）

ノ〔グ阜〆映、グ、グしグ〔、グ（ グ、〃（、グ㌧4、（．グ（．グらグ冬グ〆（、グし〃（グ頭4膨“・－、（〃xグ」〃【”xグ（一”ζグψしグ（グ突”、4㍉

CIW通信　VOL．18No．4（Autumn2004）

発　行　　日

編集・発行所

　　平成16年／0月20日

社団法人［1本溶接協会
溶接検 査認定委員会

〒101－0025　東京都千代田区神1．B佐久間町1一葺

　　　　　　　　　　　産報佐久聞ビル
　　　TEL　O3－3257－1525　FAX　O3－3255－5196

E－mail　l　clw＠jwes．or．lp

れttp：／／www．jwes．or．jp／
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1．第57回国際溶接学会（闘W）に出席して
九州L業大学
加藤　光昭
1．はじめに
　第57回国際溶接学会は、2004年7月11H（日）から16H
（金）まで大阪国際会議場で開催された。これは毎年開催
国を変えてほぼこの時期に開催されており、わが国での
開催は今回で3回目となる。第1回目は1969年に当時完
成して間もない京都国際会議場で、そして第2回目は
1986年に束京品川プリンスホテルを会場に行われた。、今
回の参加者数は765名（うち同伴者数は！23名）で、外
国からの参加者も多かった（約半分が40ヵ圃を超す海
外からの参加者）。会期申は天気には恵まれたが、それ
だけに気温は高く、連日、最高34〜35℃に達していた。
もちろん、会場はその暑さを感じさせなかったが、建物
のドアを開けた途端に、外の熱気に襲われ、特に外国か
らの参加者にとっては大変であ一）たろうと考えられる、
　著者は、今大会に出席する機会を得たため、その概
要を紹介する，，
2．”Wの構成
　HWには、現在、世界0製ヵ国が参加．涜しており、規
格の制定、出版あるいは教育など種々の事業を行って
いる。年次大会では技術委員会を中心にして、委員会
活動報告及び論文発表などを行っている。それぞれの委
員会の内容は次のとおりである、、第1委員会二ろう付
け、はんだ付け、熱切断及び炎加
£、第1｛委員会ニア
ーク溶接及び溶加材、第�o委員会二抵抗溶接、固相溶
接及び関連接合加工、第W委員会ニハワービーム加L、
第V委員会二溶接製品の品質管理及び品質保証、第VI
委貝会二用語、第、皿委員会二健康と安全、第IX委員
会：溶接金属の挙動、第X委員会：溶接継手の構造特
性、第XI委員会二圧力容器、ボィラー及びハイプライ
ン、第XH委員会1アーク溶接プロセス及び生産システ
ム、第XHI委員会二溶接物及び溶接構造物の疲労、第
XIV委員会1教育及び訓練、第XV委員会1溶接構造物
の設計、解析及び製造、第XV1委員会：高分子接合及び
手妾着才支彷廿。
　それぞれの委員会では中間会議も開催され、その結渠
、騨驚
藩！ズゼ
写真葉　開会式の様子
については年次大会で報告され、必要なものについては
質疑応答がなされる、また、年次大会では午前に開催
される委員会と、午後に開催される委員会に分かれて開
催されるのも特徴のつである、
3．各種行事
　（！）7月H日（1』1）15時から17時まで、HWの会場である
大阪国際会議場で開会式が行われた「開催囚を代表し
て、ロ本溶接会議の藤田展会長から歓迎の挨拶があ一）
た。また、ベッカリーHW会長が開会宣言を行一）た　引
き続いて、余興として琴の演奏及びll本舞踊が披露さ
れた。さらに、掲時からレセプションが開催された、、
　（2）7月！2日（月）20時から22時まで、太閤園で「日本夏
祭り」が行われた、．出し物は、民謡と和太鼓で、そし
て後半には盆踊りの輪もでき、それぞれが思い思いに歓
談をした
　（3）7月！41、1（水）20時から、リーガロイヤルホテルの宴
会場でバンケットが行われた、　つのテーブルに憩人分
の椅ヂが用意され、これが60テーブル以1．1準備された、，
テーブルは費約制にな一）ていて、国によるグルーフ、国
を超えた知り合い同Lのグルーブ、あるいは即席のグル
ープなどができ、料理を昧わいながら、好みのアルコー
一1一
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ルも酌み交わしながら、歓談をした、、
　（4）その他に、ll場見学、それから奥さんなどの同伴
者に対しては、大阪城、明石海峡大橋・姫路城、京都、
奈良や有馬温泉などのツアー、あるいは茶の湯、着物の
着付けや折り紙などの企画も用意された．
4．第V委員会及びその関連
　筆者は、第V委員会（委員長は、ドイツのフラウン
ホーファ研究所のドブマン氏である）に出席をした。今
囲は午前中に開催された。7月12目（月）には、「インライ
ンのパイプラインの検査技術の状況、非破壊試験により
検出されたものの解釈及び寿命評価の方法」に関して
第XI委員会と合同のミニセミナーが開催された。発表さ
れた題目とその概要は次のとおりである。それぞれ、持
ち時間が約30分で、発表と質疑応答が行われた（カッ
コ内はIIWσ）資料番号を示す），、
　�@新しいインラインのバイフラインの検査道具（V−
！290−04）：パイプラインのピグの歴史について触れた
後、UTによる肉厚測定及び割れの検出とサイジング、
漏洩磁束法（MFL）及びETによる腐食量や割れの検出
とサイジングの現状、並びに結果のマッビング及び
NDT方法が異なった時の結果の違いの原因について報
告された。
　�A高圧ガスバイプラインの破損のケーススタディ
（XI−814−04）ニスロバキアにおける高圧ガスパイブライ
ンの破損事例を調査した糸，ll果、溶接時の昊常並びにパ
イプ材料の金属学的及び機械的牲質の相互作用、ある
いは供用中の曲げ荷重などに起因していたことが報告さ
れた，
　�B残存寿命を予測するための磁威法による構造物の
溶接継重の評価（V−1291−04）：溶接部及び熱影響部の
保磁力を正確に推定する方法を検討し、これを用いる
と供用中の溶按構造物の寿命を予測できることが報告
された。
　�Cバイプライン中の欠陥の評価（V4292−04）ニドイ
ツの破壊力学のガイドラインに基づいて、バイプライン
中の欠陥の評価について報告された、，
　�Dレーザ表面走査及びFEM解析を用いた損傷を受け
たバイプシステムの評価（XI−8王7−04）：供用中のパイプ
システムの健全性を評価するために、表面形状をレーザ
表面走査により正確に測定し、これに基づいてFEM解
析をし、次の操業停止まで操業が可能かどうかの評価
写真2　第V委員会委員長ドブマン氏（中央）とのスナップ
　　　　　（左1荒川敬弘氏、右1筆者）
方法について報告された。
　�E超音波探傷試験による割れ表面及びきず先端の検
出方法　（XL811−04）　二実際0）割れ破面は局戸斤的には
種々の方向を向いているが、これを考慮した超音波によ
る割れ表面の検幽、及び超音波によるきず先端の検出
方法について報告された。
　�FX80ラインハイプ用鋼の溶接金属の引張性質とミク
ロ組織（XI−822−04）ニラインバイプ用鋼として用いられ
ているX80鋼の溶接金属の引張性質とミクロ組織につい
て報告された、．
　�GNPP一次系配管のX線CTシステムのENIQ資格を用
いた経験：ENIQ資格では、原
ヂカブラントの
一次系配
管をX線CTシステムを用いて検査することが規定されて
いるが、小さな欠陥も精度よく検出及びサイジングでき
ることが報告された。
　7月13及び14日には、第V委員会が開催された。第V
委員会には、サブ委員会として、VA（放射線に基づい
た溶接検査のトピックス）、VB（品質保証とNDTの発
展の技術局面）、VC（超音波に基づいた溶接検査のトピ
ックス）、VE（電磁気及び光学法に基づいた溶接検査の
トピックス）、及びVF（溶接欠陥とその重要性）が設置
されている、第V委員会及びそれぞれのサブ委員会の年
次報告がされ、承認された。
　また、第V委員会では委員会に関連するISO規格の草
案の提案もしている。1件目は、ロシアから提案された
磁気記憶効果に関するもので、議決に必要な加盟国の
一2一
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代表の出席がなかったため、欠席の各国に対して投票し
てもらうことにした。2件目は、「装置の寿命評価のため
の工業製品及び輸送機器における応カーひずみ試験j
で、これもロシアから提案された、，これは、すでにある
ロシア規格を英語に翻訳したものであるが、翻訳の不適
切なノ、誓1や、表現を変えた方が良い点などが指摘されたた
め、ロシアで検討しなおしてから再提案することにした。
また、「磁気記憶効果の物理的基礎」の本が紹介された。
さらに、「溶接部の自動超音波探傷試験ハンドブック」
を出版することにした。
　
＾方、第V委員会で発表された論文とその概要は次
のとおりである。
　�@種々の現場対象物に対するTOFD法の1二業的適用
（V4282−04）二従来法の適用事例とともに、1一字溶接継
手部の溶込み不良及び応力腐食割れの検出とサイジン
グが叫能な新しい方法について報告された、
　�A極問法におけるきずからの漏洩磁束密度に及ぼすモ
デル化したB−H曲線の影響（V−1281−04）：B−H曲線を線
形とした場合及び2本の折れ線で近似した非線形問題の
場合について、きずからの漏洩磁束密度を有限要素法
を用いて計算し、漏洩磁束密度には磁気の飽和現象が
大きく影響することを明らかにするとともに、漏洩磁束
密度と試験体中を通る磁束密度及び試験体に作用する
磁界の強さの影響について報告された。
　�B耐食性塗料で被覆された溶接部の渦流探傷による
表面試験（V4283−04）ニリフトオフノイズを最小限に
できるプローブを開発し、これを溶接部に適切に配置し
て探傷すると、良好なSN比で縦割れ及び横割れの検出
が可能であることが報告された、，
　�C最新のチューブ探傷システム（V4284−04）二通常
のUTでは高い場所や狭隙な場所にあるボイラーチュー
ブの検査をすることが不ロ∫能であるため、これを改善す
る方法としてチューブ0）肉厚及び溶接部のきずをチュー
ブ内部から探傷できる新しい探傷システムについて報告
された。
　�D融合不良一指示の特性化（V−1285−04）ニガスシー
ルド溶接部に形成された融合不良についてRT及びUTを
用いた非破壊試験により検査するとともに、マクロ組織
の観察及び機械試験を行い、融合不良をできるだけ見
逃さないようにする方法について報告された。
　�EMCV技術に基づいた構造物の安全操業二AEシステ
ムを用いて、容積が34k�u切液体アンモニアタンクのモ
　　　　を
藤騰岬
懲紳押細麹
鱗鞘轡騨購灘繍搬麟轟織灘甑灘融
　　　穿葬
写真3　ウエルディングショーのテープカット
ニタリングを行い、良好な成果が得られていることが報
歪、｝された。、
5．おわりに
　7月15及び16Hには、「輸送、圃L、海洋及び宇宙に
対する溶接技術の技術動向と将来」と題してIIW国際会
議も開催された。また、インテックス大阪を会場として
7月14〜17目にわたって囚際ウエルディングショー（国
内外の185社・団体が出展）も開催され、多数の来場者
で賑わっていた，、国際化σ）時代といわれているが、お圧
いが競い合うことはもちろんであるが、密接な唐報交換
をして今後とも人類への貢献をしていく必要がある、、
　また、ここで紹介した論文はHWのWeb−slte
（http：／／www．iiw−iis．org）にアクセスすることにより閲
覧が目∫能である（ただし、論文へのアクセスにはパスワ
ードが必要であるため、筆者までご連絡をいただきた
い）、
＊
＊
＊
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2．事故が起こらなければ、事故は減らない
大阪産業大学
平山　一男
　また、事故が起こってしまった。
　最近、テレビのニュース画面で、企業の不祥事が起
こるたびに経営トップの謝罪会見を頻繁に目にするよう
になった。
　十数年前から辿ると、筆者の記憶に残っているものは、
東京電力福島3号機の「原子炉再循環ポンプ事故」、関
西電力美浜2号機の「蒸気発生器の細管破断」、高速増
殖原型炉「もんじゅ」の「ナトリウム漏洩事故」、山陽
新幹線鉄道トンネルの「コンクリー！・落下事故」、東京
電力の「原発点検記録の改ざん問題」、六本木ヒルズの
「自動回転ドア事故」、三菱ふそうトラック・バスの「欠
陥車事件」などなどである。
　ところが、事故が起こった当初は大きく報道されても、
その後の経過はややもすると新たな事故・事件にかき消
されるのか、あまり報道されなくなることが多い。
　記憶に最も新しい事故として、平成拓年8月9日、関
西電力（株）美浜発電所3号機において、一二次系配管が破
損し高温の
二次系冷却水が流出して、タービン建屋内
にいた作業員のうち、5名の作業員が亡くなり、6名
の作業員が負傷するという、原子力発電所で例をみな
い重大な事故が起こった。
　これまでの調査委員会の配布資料卦で明らかになった
事故原因の概要は、すでに報道されているものも併せる
とおよそ次のとおりである。
　中間報告では、死傷事故につながったi
二次系配管の
破裂は「点検が必要な個所がリストから欠落していたこ
とが原因で起きた」とし、検査会社やメーカーの責任を
示唆。そのうえで関西電力（株）が検査を外部に“丸投げ”
していた問題にも触れ、r関西電力（株）の品質保証、保
守管理が機能していなかった」と指摘している。
　美浜原発3号機の蒸気漏れ事故の破裂した配管は、当
初保守を受託した莞菱重工業（株）が検査対象から漏らし
た。
　平成8年に三菱重工業（株）から関西電力（株）子会社の
（株）日本アームに業務は移ったが、関西電力（株）は点検
をしなかったためこの検査漏れを見逃した。
　美浜事故が起きる前に、北海道電力（株）の泊原発や日
本原子力発電（株）の敦賀原発でも、美浜原発3号機で破
裂した配管と同じ個所が検査対象から漏れていた。北
海道電力（株）、日本原子力発電（株）から保守を受託して
いた三菱重工業（株）は平成12年までに両社に連絡した
が、関西電力（株）には報告しなかった。すでに関西電力
（株）と』三菱重工業（株）との問には契約が切れていたから
その必要はなかったと説明している。
　申間報告では、再発防止に向け、電力会社の自主検
査について「統…的な管理指針などが必要」と指摘，，
原発メーカーが他の電力会社に検査漏れなどを指摘した
場合、電力業界全体で情報を共有できる体制づくりも
整備しなければならないとしている。
　平成16年8月10日には、原子力安全・保安院は、美浜
発電所3号機
二次系配管破損事故調査委員会（以下「調
査委員会」という。）を設置し、調査委員会は直ちに2
名の委員を現地に派遣するとともに、平成16年8月H日
に第1回の調査委員会を開催した。
　調査委員会を延べ6回開催した後、平成16年9月27日、
調査委員会は事故原因を「関西電力（株）と（メーカーの）
三菱重工業（株）、（検査会社の）（株）日本アームの3者が
関与する』二次系宅要配管の減肉管理ミス」とする中間
報告が公表された。
　今回の事故に関して、多くの新聞記事や社説・コラ
ムで報道・論評されたが、中間報告においてもいまだに
「当該破損個所が記載（検査）漏れになった経緯は不明」
と説明している。おそらく納得のいく説明は今後も不可
能であろうと思われる。
　事故は、すでに起きた現実である。現在から見れば、
その事故自体の現実は過去に属する。その意昧では、
事故自体の現実である過去は将来においても変えること
はできないが、事故原因の徹底究明、それに基づく再発
防止策、事故に関連した者の責任についてのけじめのつ
一4一一
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　とりわけ危険なのは、「これほど多数の人が関与しているのだから、本当に危ない案件なら誰か
が止めてくれるはずだ」という依頼心が芽生えたときであろう。その依頼心が当初の提案案件を少
しだけ高リスクの方向に傾ける。「少し危ない」と本人は気づいているのだが、「文旬が出てから安
全に戻せばよい」という安心感を抱いて安易な提案を行ってしまう。これが危険なのである。・…一
　一人ひとりが誠実で優秀でも、どれほど伝統のあるプライド高き会社であっても、長い年月にわ
たって、あまりに多数の人々を意思決定に関与させていると、組織のどこにも責任感がなくなり、
大事故やスキャンダルを生み出す可能性がある。誠意ある人々の、ほんの少しずつの責任感欠如が、
一人の力で生み出せない巨大な悪を生み出してしまう可能性があるのだ。……
　多数の人がいれば、「自分がやらなくても誰かがやる」と思う気持ちが強くなる可能性がある。
逆に責任者の数を少なくしておくことで、「自分がやらなければ誰がやるのか」という責任感を強
く持たざるをえない状況をつくることが非常に重要なのである。重要な仕事ほど若干、不足気味の
マンパワーで処理する、というのが実は適切なのである。（了）
『「複雑骨折したヒエラルキー」が不祥事を引き起こす』2〉から
け方という現在の考え方は、事故を起こした過去の考え
方を変えることができるはずである。本件が刑事事件も
絡んでいることから早急にト分な解明をすることは困難
であろうが、事故調査委員や関係者の今後の努力に期
待するものである。あわせて、最終報告書が待ち遠しく
感じる。
　最近、筆者は一橋大学大学院商学研究科の沼
L幹教
授が記した『「複雑骨折したヒエラルキー」が不祥事を
引き起こす』2）という講座ものを読んだ。今回の事故原
因とは直接には関係ないがその背景を考えるうえで、同
感することが多々あった。紙面の都合で一部分しか引用
（
ヒ記参照）できないが、ぜひとも全文を読まれること
をお薦めする。
　このたびの事故は原子力発電所に限ったことではな
い、、原子力安全・保安院の指示に基づいて発電用火力
設備を所有する電気事業者等C『・般電気事業者、共同
火力、白家用電気
王作物設置者等）が行一）た調査によ
ると、20年以上前に運転開始した発電用火力設備で、
減肉が進みやすい部位約24万9000カ所のうち、検査が
実施されていないのは約2！万3000カ所あった。すなわち、
比較的占い火力発電設備で配管の減肉が進む可能性の
ある場所のうち、約85％は配管肉厚の検査がされていな
いことが分かった。ほとんどの電気事業者等では、配管
滅肉の点検指針やマニュアルさえなく、減肉が放置され
てきた実態が浮き彫りになった。各電気事業者等で順
次未検査個所の検査をするとともに、各社共通の指針
を作ることを申し合わせている。
　この事実は肉厚測定を受託する検査会社にとって大
いに歓迎される話であるが、まさしく「事故が起こらな
ければ、事故は減らない」ともいえるのかもしれない，、
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3．第16回世界非破壊試験コンファレンスに参加して
（社）日本非破壊検査協会
　第161嘱世界非破壊轟式験コンファレンスが本年8月301i
（月）から9月斜1（金）の5目問にわたって、カナダのモ
ン！・リオールPaiais　des　Congresで開催された，、ケベッ
ク州はフランス語と英語が使才）れ、モントリオールは街
中を散策する限りむしろフランス語が一般に使用されて
いる言語のようであった。、
　初lI（3011）の9100から10：00まで開会式が行われ、WG
NDT　ChalrのMr。Do騒glas　Wbltelyのrfj会で開始され、
GNDEの議長のMr．Peter　Bradyの開会宣言があり、そ
こでは会場の参加者に隣の席の人と挨拶して交流の輪
を持とうと問いかけ拍手喝采を浴びた。次に、今同の
16WCNDTのPresidentであるMr．Douglas　J．Marshallの
歓迎の挨拶、関係者への謝辞が述べられた　ICNDTの
SecretaryであるMrJohn　Mike　FarleyからICNDTの活動
状況がプロジェクターを用いて紹介され、その後、前回
のWCNDTで貢献した関係NDT協会への感謝状の授与
が行われ、また1CNDTでは「ICNDT　Award」として、
例えば研究分野で貢献した人などが表彰された，，次回
APCNDT日本代表
ISO
委員会委員・長
大岡紀一
の17WCNDTは2008年にrl咽のL海で開催されるが、
Awardに関するnominationは2007年までにとの説明が
Secretaryからあった。
　引き続いてICNDT会長のMr．Giuseppe　Nardoniからの
挨拶があり、その中で「数学で2十2equal4であるが
NDTでは2十2estimated　equal4」が自1象的だった。司
会のMr．DouglasWhltdyが閉会を締めくくった。
　今回の開催に当たっての主なスポンサーはCallspec
Group　Inc．、Fujif銭m　NDT　system、GE　lnspection
Techaologles、　Kodak、　MDS　Nordion、　R／D
Tech／Panametr玉cs、SonatestPLCで、その他8つの関
係機関及び関連会社が協力スポンサーであった。
　エグジビションは初ljの17：00から19：30までオープニ
ングと歓迎レセプションの形で開始され、8月31日（火）、
9月1日（水）、2目（木）の4卜1問g：30から16：30まで行わ
れ、コーヒーブレイクは発表会場で10：00から30分とエ
グジビションホールで15：20から20分間であった。また、
毎日GElnspectionTechnologiesにラウンジが設けられ
織醗謬ゼ
．謬
姻
　　嗜
　　［
　　、
　　　　Ψ「
雄舞メ鱒評�f鋤」
　　　　ゴ撫鞭細纏欝蜜
噺嚇橿多
響
縛
WCNDTの閉式後JSOTC135／SC7／WG7に出席したメンバーと歓談
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融癒、．．
ジー
灘穿
曝
磁
併設して行われたアジア・太平洋非破壊試験会議（APCNDT〉のもよう
コーヒーブレイクが気軽に取れるようになっており、ス
ポンサーの大きさを物語っていた。
　Techn茎cal　Sesslonは初Hグ）Plenary　Session後14：00か
ら始まり、8から9会場に分かれて8つのSession（1Ses−
sionには4件のpresentat圭on）が行われた、、毎H8＝30か
ら始まり11150まで午前中に掲Session、11150から14：00
まではlunchbreakとPosterSesslonに当てられた。午
後も途中20分のCoffeebreakを含め、17：20までTechnl−
cal　Sessionが行われ、いずれの会場も参加者は多く、筆
者は9月1日行われた℃erti行catlon　andTralning”と9月
2口に行われた“Reliabihtジに参加したが、いずれも終
目行われたにもかかわらず、超満員であった、この種の
仕事に関心があることが伺えた、全体を通して新技術、
先端技術などの各種研究発表或いは各種機器、装置の
紹介が多い申で前述の資格認証、トレーニングなどに人
気があるσ）はさすがに各国からの参加によるWCNDTで
あると感じた。　・方、会場はll本人の参加が少なかっ
た様にも見受けられた、、
　閉会式は10月311（金）に初日の会場より狭く、研究
発表に使われた2会場をつにして約！50名が参加できる
椅子が用意され、会場は座りきれずに多くの人が立ち超
満員となった，、開会式同様、司会者Mr．Douglas　White−
lyの閉会式の合図で始まり16WCNDTのPresidentである
Mr．Douglas　J．Marshal1の挨拶ではバネル展示場も含め
て約1500名、Notre−Dame　BasilicaでのCl3ssical　Concert
では約600名がIM騒sici　deMontrea玉楽団の演奏とテノー
ル歌手Perry　Canestrariの歌に酔いしれた。
　またレセブションには約1000名が参加した旨の報告を
含めて挨拶が行われた。ICNDTのSecretaryである
MrJohn　Mike　Farleyから！6WCNDT会期中に開催され
たICNDT　Meeting（8月29日9100〜17：00と9月2旧4100
〜17：00）の報告として、ICNDT会長はMr．Giusep｝）e
Nardoniに代わ一）てMr．Do鷺glas　J．Marsha11が選出され、
Mr．Giuseppe　NardoniはPGP　Commltteeの議長となった
こと、2012年の18WCNDTは南アフリカで開催されるこ
とが決まったこと、PGP　Committeeのメンバーは各Re．
gionから2名参加することとな一）たこと、Secretaryは
Mr．John　Mike　Farleyが引き続き務めるが、ドイツが事
務局を担当することとなった旨報告が行われた，、次に
17WCNDT開催国0）1†咽が挨拶し、参加を呼びかけた
　引き続いて各Regionのイベントとして、2006年9月ド
イツ、ベルリンでのEFNDT、2006年11月ニュージラン
ド、オークランドでのAPCNDT（今回の16WCNDT会期
申にAPCN1）T　Meetingが8月30Hと311』1に開催されVot一
�qg　memberとして筆者が参加し、次回のBAPCNDTは
H本開催を確認している、なお、開催年は2009または
2010年のいずれかに決定されることとなった）、2007年
10月アルゼンチン、ブエノスアイレスでのPANDTにつ
いてプロジェクターを用いて紹介が行われた。ICNDT
新会長の挨拶後CINDTの会長から今回のWCNDTを担
当した事務局のシャロンさんに労いの花痕が贈呈され
て、会場は　一層盛りLが一）た。
　ICNDT会長のMr．Giuseppe　Nardoniが会長としての最
後の挨拶に
、Zち、“notceremony”と照れながら“1）o
not　stop，Go　stralght”で舵取りをして欲しいと次期会長
を励まして壇ヒで抱き合った光景が印象的であ・）た。司
会の閉会のδ葉で16WCNDTの幕を全て閉じた。
一7一
�

o解通信
4．建築鉄骨担当検査員の教育システムについて
噛．はじめに
　検査会社における検査員の教育のあり方は、’1径該検
査会社の信頼性を担保するLで極めて重要である，、な
ぜならば、担当する検査員の技量および倫理観によ一）て、
検査結果がノ藍右されるからである，、
　例えば、超音波探傷試験技術者資格（B本非破壊検
査協会lNDDを取得したばかりの検査員が溶接部を探
傷し、明らかに欠陥ではない部分からの反射エコーを欠
陥として判断して本来合格とされるべき溶接部を不合格
と判定してしまうようなことは、そ0）検査員の所属する
検査会社の責に帰する問題であり、企業i内教育によっ
て1う防できる問題である、また、検査員の、尻場や責務
についてト分に教育されていれば、不合格判定を故意に
合格判定にするといったようなことも起こりえないはず
である．
　これらは検査ゑ社の検査員教育の方針と態勢に依存
し、検査会社が果たすべき基本的な義務である、
　本稿では、、1〜社における建築鉄骨溶接部の受人検査
に従事する検査員の教育システムを紹介し、各位の参
考に供することとした、
2．検査員教育システム
2．嗜教育項目
当社で採用している教育項目は以ド0）とおりである．
（！）　検査員の倫理dl業i検査と当社の業務・検査部
　業務の概要
（2）　建築鉄骨検査の概要・資格試験の概要
（3）　非破壊試験概論（超音波探傷試験l　UT、放射
　線透過試験l　RT、磁粉探傷試験：MT、浸透探傷
　試験涯ぞ、その他）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
鉄鋼材料、溶接概論および被検査物
安全教育
Rr、MT、PTの実習
UTの基礎
UTの実習
エンジニアリングサービス（株）
（9）　建築鉄骨の外観検査
（10）　各種検査基準の概論
（11）OJT
中島泰明
2．2　教育内容および教材
　2、2．1　検査員の倫理・工業検査と当社の業務・検査
　　部業務の概要
　（壌）検査轟の倫理
　本項は検査員教育の中で最も重要である。1項でも述
べたが、いくら知識が多くかつ技量が高い検査員であ一）
たとしても、社会人としてのモラルや常識がない者であ
一）たならば、検査を通じて犯罪（詐欺等）をも犯しかね
ない　現実に過去に某・般報道紙に取り挙げられた
我々の業界の信頼性を失墜させるような事件（検査報
告菩グ）改ざん）が発生したが、これは検査を担当した者
が「検査員（人問として）の倫理」を有していなかった
ということの・言に尽きるであろう．我々の業界は「信
頼、iという　・語によって成り、レン）ており、よって「検査
員の倫理」という教育項目は不再欠である．教育内容
は［検査員の役割と凱場］、［検査員の義務と責任］、
1検査員の権隈1、［検査員の品位、人格］、1検査員とし
ての勉学姿勢1である、，
　なお、検査員個々の倫理観は、とりも直さず当該検
査会社の巖1高貢任者のそれを体現しているといっても過
言ではないと思われる。
　（2）工業検査と当社の業務
　i二業検査業務における航場Lの分類とは、工業製品
等の製造・製作・施唾二者側がおこなう検査（社内検査）、
発注者側がおこなう検査（受入検査）および当該製晶
の鋭として安全性の確認を目的とした行政機関がおこな
う検査0）3種類に分類されることを角翠説し、　さらに当社
がおこなっている検査業務が、どの立場でどのような責
任を有しているかを教育する．
　（3）検査業務の概要
　当社では実際に検査員として業務をおこなう部署は検
査部である一わかりき一）た話ではあるが、検査は検査委
託者から検査の依頼があ一）た後に、製作
ll場や現場に
8・一
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出向いておこなう。その結果は口頭報告のみで完fせず、
最終的には「検査報告書」という』製造物等の品質確
認証明書1にして委託者へ提出しなければならない。こ
れを新入社員に仕事の概要および流れとして説明する。
　具体的には検査委託者からの検査依頼峠検査仕様書
の確認→検査要領書の作成→委託者の承認→検査時期
の確認→検査の実施→検査結果の仮報告（速報）→検
査報告書の作成→提出というような流れであることや、
各ステージにおける要点および注意事項等を解説する。
　2．2．2　建築鉄骨検査の概要・資格試験の概要
　（1）建築鉄骨検査の概要
　本項では建築鉄骨製作全般における各作業、．亙二程
Lで
必要とされる受人検査の種類とその概要について解説す
る．ここでは当社で保有しているスライド「建築鉄骨L
事の受人検査の実際」を教材とする。
　内容は、発注者側による鉄骨加工工場の審査からは
じまり、鉄骨製作要領書の検閲、材料検査の立会、溶
接工技量確認試験の立会、製作中の確認検査、溶接完
f後の受人検査、現場溶接施｛二中の確認検査などで、
これにより受講者は検査の要点のみならず、検査対象物
である鉄骨の製作工程、製作方法等についても理解す
ることができる。
　（2）資格試験の概要
　建築鉄骨溶接部の受入検査を実施するために最低限
取得しなければならない資格（NDI、WES、JSSC）に
ついて、当該資格の認定機関、試験内容、受験時期、
有効期限を解説する、、また、「最小限の資格を取得した
ら完銅というような認識にならないように「関連資格
はその他にも数多く存在するので、常に自己啓発して随
時チャレンジするように」というように指導している。
　2．2．3　非破壊試験概論
　鋼構造物の材料および継手等の強度を実際に確認す
るためには2種類の試験があること、ひとつは破壊試験
と呼ばれるもので、試験体を曲げたり引っ張一）たりして、
その試験体が当該構造物に要求される強度を満足する
かどうかを確認する試験であること、他のひとつは非破
壊試験と呼ばれるもので破壊試験の代用特性を求める
ものであることを解説する。
　教材はN研のテキストおよび入門教育用ビデオ「非破
壊検査入門」を用い、非破壊試験の内で溶接部に対し
て最も多く適用されるUT、RT、MT、PTについて原
理・試験方法・試験の特質・欠陥検出特性等について
学ばせる。
　2．2、4　鉄鋼材料、溶接概論および被検査物
　当社の検査業務の内で多くの検査対象物は鉄骨溶接
部であり、検査では当該溶接部を検査し、その、晃質の
良否を判定している、、よって、検査をおこなうにあたっ
ては鉄骨外観検査および超音波探傷検査の特質、探傷
方法、検査基準などを1一分に理解すべきは当然である。
しかし、検査の専門技術
Lのことをかなり知っていても
検査対象物の特質についてま一）たく知らないと、検査を
おこなっていて欠陥でないものを誤って欠陥と判定して
しまうか、またはその逆の判定をする危険がある。この
危険をクリアするかどうかが溶接部等の検査の生命線で
ある。このため、各種鉄鋼材料の特質、溶接法の種類、
溶接欠陥の種類および発生原因、建築鉄骨部材の種類
と役割などについてかなり入念に教育する。
　教材にはJIS規格、溶接技術に関する専門図書および
「木製鉄骨模型」を充てている。とくに鉄骨模型では建
築鉄骨溶接部の溶接継手の種類、開先形状、部材名称、
鉄骨の全体的な形状を直視できるので、教育効果はき
わめて高い（写真1），，
溝
写真1
　2．2．5　安全教育
　我々が実際に検査をおこなう場所は構造物の製作1．1
場内、製品置場および建設現場であり、いずれの場所
も労働災害が多発する危険がある。また、受入検査員
はH々検査場所が変わることが多く、常に異なった環境
1ぐで検査をおこなうため、安全作業に対してはことさら
高い意識を持っていなければならない。こういった観点
から社内の安全教育は必要不可欠となっている。
　教材は安全教育用スライド（建設安全研究会）で、
「安全作業」、「足場の知識と安全」、「墜落災害防止のポ
イント」、「整理整頓・人問の心理と建設災害防止」、
「電気機器の安全作業」、「酸素欠乏災害とその防。1L」、
「健康と成人病」、「人問の心理と建設災害防止、1の全9
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巻を用いる。
　2．2．6　RT、MT、PTの実習
　2．2．3項で教科書による机Lの学習をおこなうが、本
項では実際に探傷試験の実習をおこなわせ、各試験の
特質、作業方法、毛順等を理解させる。
　RTでは、溶接部のX線透過写真約200枚を観察させ、
溶接欠陥と思われるものをスケッチさせて、溶接部のど
んな部位にどんな欠陥が入りやすいかを学習させる（写
真2）。これは、後におこなうUTの実習に大いに効果が
ある。
　MT、PTでは、』‘表面われ”を有する溶接テストピー
スに対して適用させ、“才）れ”の検出を体験させる．
艶
写真2
2．2．7　UTの基礎
　ここから建築鉄骨溶接部に多用されるUTの専門教育
に移ってゆく。本項ではUTの基礎を教育する教材とし
てクラウトクレーマー社の「超音波探傷技術講習会テキ
スト」を使用し、当該テキストの内容を解説したテープ
20本を1日、2〜3本ずつ聞かせながら学習させる。なお、
テキストおよびテープの内容の理解度を確認するため、
テープの進捗状況に合わせて練習問題（効果測定）を
おこなわせる。また、当該効果測定の結果、理解度不
足と認められた場合は再度講義テープを聞かせ、次のテ
ーマに進ませない。
　2．2．8　UTの実習
　（1）垂直探傷および斜角探傷の基礎
　受講吾に超音波探傷装置を扱わせて、探傷試験の実
習をおこなわせる。最初に2．2．7項で学習したUTの基礎
について実験し、理解度を深める。教材はNDTの「超
音波探傷試験実技テキス肩であり、当該テキストに沿
って契習させ、実習結果についてレポートを提出させる。
また、レポート内容が不満足の場合は再実習させ、次
の段階へは進めさせない，，
　（2）溶接部の斜角探傷
　（1）のすべての実習課題が完了すると、次に溶接部の
斜角探傷の実技訓練に移行する，、教材は超音波探傷実
技訓練用の溶接テストピースで、突合せ継手として裏波
溶接、裏はつり溶接、裏当金付溶接の3種類、丁継手と
して裏はつり溶接、裏当金付溶接の2種類を用いる。各
形状のテストピースは合計50体程度で（写真3）、それ
ぞれ各種の溶接欠陥を故意に挿入してある。突合せ継
手のテストピースについてはX線透過写真が用意されて
いてUTの探傷結果と照合できる。
　　　　寧臨聴
1無1齢漁
　　　　臨醗継
　　　　　　　　　　写真3
　　　　　　　　　　写真4
　（a）突合せ継手テストピース
　特定の試験条件を与えて探傷させ、当該探傷結果を
まとめさせる、，探傷結果については、教育担当者が当該
テストピースのX線透過写真と照合し、その結果を受講
者に確認させる。なお、探傷結果が不満足の場合は再
探傷させる。
　（b）丁継手テストピース
　日本建築学会規準・鋼構造建築溶接部の超音波探傷
検査規準に準じて探傷をおこなわせる。探傷結果につい
ては模範解答と照合し、受講者に確認させる。，なお、
探傷結果が不満足の場合は再探傷させる（写真4）、、
　（3）検定試験
　（2）の（a）および（b）の実習において、一定の実技レベル
を習得しているかどうかを確認するために特定のテスト
ピースにより検定試験をおこなう。なお、（a）における
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検定試験が合格しない場合は、（b）の実習へ移行しない。
また、（b）における検定試験が合格しない場合は、当該
実1技実習を完ゴしない。
　2．2、9　各種検査規準の概説
　　「日本建築学会規準・鋼構造建築溶接部の超音波探
傷検査規準」、「建築
r事標準仕様書JASS6鉄骨
1：事」
等の詳細について解説する。
　2．2．10　　0JT
　（1）　検査員のアシスタント業務の教育訓練（資格取得前）
　検査員のアシスタントとして実際の検査場へ「，ξ1行さ
せ、実際の検査業務の流れ、検査対象部材の名称およ
び用途、検査対象物の図面の見方、実際の不具合、検
査業務上の注意事項等を教育しながら、検査箇所の前
処理および検査結果の記録を担当させる。また、建築
鉄骨溶接部のU　Tにおいてよく観測される妨害エコーの
種類、外観検査ヒの不具合および測定ゲージの取り扱
いなどについて教育する、、
　（2）検査員実務教育訓練（資格取得後）
　実際の製晶の検査実務経験を積ませる。教育訓練は、
あらかじめ教育が必要と思われる訓練項目のチェックリ
スト（現場実習教育訓練進捗度レポーのに従ってお
こない、各訓練項目の教育が完fするとチェックリスト
の該当箇所を埋め込んでゆく方式をとる。なお、実務教
育は受講者毎に教育担当者を定めておき、教育担当者
は受講者がおこなった検査箇所に対してそグ）検査結果の
適否をすべて確認する。
　（3）検定試験
　（2）における教育が完了したのち、受講者が定の技
量に達したかどうかを確認するために検定試験をおこな
う。検定試験は当該教育担当者でない者が特定の検査
場へ同行しておこなうか、または筆記試験によっている、、
試験の結果が不合格と判定された場合は、
許定期間の
再訓練をおこなってから再試験し、合格とされるまで正
検査員として機能させない、、
3．教育担当者
　教育担当者は検査員としての1一分な経験および知識
を有する者を充てるが、該当者は単純に“多くの資格
を保有する者”、“勤続年数の長い者”、“現場経験の豊
富な者”のいずれか都合のつく者とはしておらず、第
一
義に検査の基本に忠実な教育をおこなえる者とし、特別
要員を数名進備している。
4．おわりに
　以七に紹介した教育内容はあくまでも基礎教育で、
建築鉄骨溶接部の受入検査を担当する検査員としての
最低限のレベルを確保させるためのものである、また、
未経験者を教育することもあるため、壕礎教育が修f
したからといって当該受講者を野放しにするようなこと
は絶対に避けなければならず、基礎教育修ゴ後について
も定期的（1年／1回）に技量確認試験をおこなって、
当該検査員が所属する部署の管理者が各検査貝の技量
レベルを常に把握できるようにしている。
「建築鉄骨の木製模型」
　当社では鉄骨柱の縮小模型を製作し、部内の主に新
人教育に役
鉱てている、、
　この模型の特徴は、（1）ボックスコラム柱では0柱と
第1節の現地溶接想定部位を図面どおり差し込み形式
にしており、この部位で柱を2分割できること、（2）コ
ア部の・部にアクリル樹脂を使用し、内ダイアフラムの
挿入が目で見えるようにしていること、（3）高力ボルト
継手はすべてスプライスプレートを使用してボルトナッ
トで接合していること、（4）完全溶込溶接部位は開先加
i二し、パテで溶接部を作っていること、などなど。スカ
ラップやハイベースなどは、言うまでもなく完全に実物
を再現している（写真5）。
一
写真5
》
　建築鉄骨の検査ではいかなる種類の検査であれ、現
物を再現した完全な模型による事前教育が重要で、こ
れにより初心者が鉄骨検査の具体的な目的をたやすく知
ることができる。
　なお、手造りのものであるので、製造販売の予定はな
いつ
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5．
1レポート】
2004国際ウエルディングショー
最先端技術一堂に　豊富な実演も好評
　溶接界の火イベント、「2004国際ウエルディングシ
ョー」（将崔：目本溶接協会、産報出版、会場ニインテ
・ソクス大阪）が4日問で5万9590人を集め7月17日、盛況
のうちに閉幕した。展示会場内ではウエルディングショ
ーならではの溶接ロボットやレーザ加工機のダイナミッ
クな実演に加え、非破壊検査関連でも新開発の機材が
多数出晶、また初l　l（14日）夕には民放のニュース番縄で
紹介されるなど、アジアをリードする最先端技術が堂
に会した。
　　　　　　　　口　　■　　口
　／lll際ウエルディングショーは！969年の初開催から数え
今回で18！口旧。大阪はオリンビックイヤーの開催となる
が、今回は185社・団体が出展、うち初出展54社、海外
出展20ヵ国97社と活性化された国際色豊なイベントと
なった，、
　オーブニングセレモニーの冒頭、宝催者を代表してあ
いさつに、レン）た宮田隆司・日本溶接協会会長は、ショ
ーのテーマr世界をつなぐ溶接・接合技術一日本から
アジアヘそして世界へ一」に触れ「グローバル化が進む
なか新時代を展望する内外の先進的な溶接機器が集ま
り、とくに今回は海外出展とともに新規出店が多い
i
としたうえで日本発の革新的技術に期待していると語っ
た，，また宮田会長は、1996年の科学技術基本法の施行
以降、あらゆる分野で技術革新が進むなか「溶接・接
合技術の発展もめざましく、今回のショーはこれら溶
接・接合技術を世界に向けて発信する機会になれば幸
い．1と述べるとともに「日本もようやく明るい兆しが見
え始めており、溶接関連業界の活性化につながることを
祈念する」とショーの成功に期待を寄せた。
　続く、馬場信・産報出版社長は4年ぶりの大阪開催に当
たり「出展者数／85社は実に4年前の1．5倍であり、初出
展がその3分の1を占める54社、海外からも20ヵ国・97
社が出展するなど極めて活姓化された国際色豊な展示
会になった」としたうえで、ドイツ・エッセン溶接フェ
ア、米国・AWSショーに匹敵するウエルディングショ
ーについて「日本の特徴であるいち早く投入される開発
製品や曹富な実演をぜひ楽しんでほしい」とあいさつ．
実演が始まると黒山の人だかりが一
また「溶接情報のセンター、ハブをめざし、　・堂に会し
た優秀製品を大阪からアジア、そして世界へ発信する機
会にしたい」と抱負を語った。
　非破壊検査関連では、2002年（東京）に続き展示・実
演と講演からなる「非破壊検査フォーラム」が企画され
た。展示会場では鉄骨関連とともに「鉄骨・非破壊ゾ
ーン」を構成しRT、UT、PT、ETなどの代表的手法を
はじめ関連技術が華やかに共演した。関係者からはi�o超
音波探傷器については大企業と中小企業で二極分化が
顕著で、大企業においても付加価値のある装置でないと
納入は難しい．セなターゲットは、鉄以外の分野、例
えば新素材開発などで、こうした分野では価格も良い値
で交渉できる」、「自動開先加r機は好調な造船分野な
どに引っ張られ咋年！0月ごろから急に忙しくなり、いま
では納期半年の状態，、本展示会によってさらに新規開
拓につなげたい．1「咋年はアンカーボルト関連で需要が
伸びたが、今期も咋年並みで推移している」など、連日
35℃を超えた暑さ同様、活気のあるコメントが数多く聞
かれた，、
　　　　　　　　　田　　口　　■
　16日の講演会では「非破壊検査フォーラム『戦略的
な保守検査をどう考える』」をテーマに掲げ、原デ力分
野のUTをはじめ、サーモグラフィ、AEの最新技術動向
などに関する講演に加え、パネルディスカッションでは
電力、石油精製、石油化学、関連協会のパネリストが
リスク、自1三検査、透明性と説明責任、スクリーニン
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グなどをキーワードに保守検査に求められる戦略につい
て議論した。
　第一部ではまず米山弘志氏（発電設備技術検査協会）
が「原ヂ力発電設備における超音波探傷試験」と題し
て講演した。米し1。i氏は�@維持基準（規格）�APD（Per−
formanceDemonstration）�B欠陥サィジングー一一など原
発設備のUTに関する最近の話題を紹介したうえで、今
後の課題について「欠陥検出率の向Lおよび欠陥誤検
出率の低減、欠陥寸法精度の向Lを図るため認証制度
（PD）の確疏に向け検討を行う必要がある」と指摘。
「サーモグラフィによる各種アプリケーション適用例」
について講演した阪
L隆英氏（大阪大学大学院）は、
サーモグラフィを�d戦略的”に適用していくうえでの特
長について「非接触による欠陥検査が可能なため検査
のための足場や特殊車両が不要」「短時問に、広範囲に
わたる検査が可能な高能率な検査方法」などを挙げる
とともに、熱的試験法であるため、欠陥検出性および精
度は対象物の熱伝導特性の影響を受けることをあらため
て強調した。
　続く湯山茂徳氏（日本フィジカルアコースティクス）
は、「最新のAEモニタリング技術」と題して講演した。
なかでもタンク底板の事例については、全面データにお
ける1センサ当たりのヒット数とタンク底板0）腐食減肉
量、あるいはリスク曲線から得られる腐食リスク値との
間には良好な相関関係が成立することが明らかになった
としたうえで「A　Eと腐食のデータで構築されるデータ
ベースを用いることにより、タンク底部の腐食損傷をグ
ローバルに診断・評価することが可能である」と語った。
　基調講演は、小林英男氏（東京工業大学大学院）、松
井繁之氏（大阪大学大学院）がそれぞれ講師を務めた、、
　とくに「どうなる保守検査
…法定検査から自t検査
へ…」と題して講演した小林氏は、昨年の自主保安検
査結果の虚偽報告を受け、見直しが進む菖圧ガス製造
設備の保安検査制度について、「現行の保安検査は年1
回の開放検査や配管は肉厚を測定するなど、技術基準
に適合しているか否かの確認行為や、設備と使用環境
によらない律の検査方法が適用されているが、これで
本当に正しいのか？」と疑問を投げかけた。そのうえで
自らが部会長を務める経済産業相の諮問機関の専門部
会での検討状況について「保安検査制度は、リスク評
価に基づく科学的・合理的な検査方法、自す三保安の推
進と技術基準の性能規定化をめざし見直しを進めてい
「戦略的な保守検査をどう考える」をテーマに議論した非破壊検査フォーラム
る」と紹介するとともに、保安検査と定期自釣検査の
すみわけや定期自粒検査の民間規格制定の必要性も強
調した。
　第』部のパネルディスカッション「戦略的な保守検査
をどう考える」は、関根和薄氏（横浜1
日立大学大学院）
の司会のもと、パネリストには設楽親氏（東京電力）、
岩田育章氏（コスモ石油）、石丸裕氏（住友化学工業）、
竹花立美氏（高圧ガス保安協会〉の4氏篇話題提供
順＝が名を連ねた。
　バネリストからは「保全を最適化していくためにはハ
フォーマンスベース／リスクベースのプログラム導入が
有効。その実現に向けては産業界からの働きかけが重要
であり、バブリックの理解が不口∫欠」（設楽氏〉、「日本
の設備は高齢化、材料・製作・保守のコスト高騰から
グローバル調達（安くて悪い贔）、人の変化（モラル、
技能の低下）など負の要因が増大しており、設備のグ
ローバルなコスト・性能競争力の確保とともに合理的、
合法的自主管理が必要」（岩田氏）、「検査技術の開発の
方向については、�@NDIからNDEへ（幾何学的損傷の
みでなく材質的損傷診断へ）�A表面検査から定量的な
体積検査へ�Bボルトの締め付け状態診断など機械的状
態診断への応用�Cオンラインモニタリングの実現�D複雑
な部位、リモート診断、全面検査等カバーする範囲の
拡大�E検査効率、速度のアッブー一一などが求められる」
（石丸氏）、「石油精製、石油化学等の大型プラントは、
大規模かつ複雑であり、すべての設備機器の各部位を
詳細に点検することは困難であることから、保安確保を
図るためにはプラント内の各設備機器について効率的に
保守点検を行うシステム構築が必要であり、当協会で
は保安管理用のデータベースを開発中」（竹花氏）など
の興昧深い指摘があり、会場と一体とな一）た承唆に富
んだ意見交換が展開された。（文責・産報出版）
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6．協議会だより
CIW検査事業者協議会
☆建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制度検討委員会
　「溶接検査事業者認定制度に関する諮問委員会（委
眞長、西川孝夫、東京都立大学大学院教授）」は、去る
4月21日付で藤田譲会長に答申を提出し、4月のJWES理
事会にL程、5月の理事会で「建築鉄骨に係る非破壊検
査事業者の認定制度検討委員会（仮称）」の設置が決定
されました。
　この決定に基づいて、JWESは、委員構成等を経て第
／回及び第2回委員会を下記のとおり開催しました。協
議会からは、逸見俊…代表幹事、安藤純二副代表幹事
及び井川敏之副代表幹事が委員として参画しました。
　◎第1回委員会は、平成16年7月2日（金）に開催され、
諮問委員会の経過報告、委員構成の確認、試験所認定
制度、CIW認定制度、協議会提案の制度について確認
を行いました。
　◎第2回委員会は、平成16年9月7日（火）に開催され、
建築鉄骨に係る非破壊検査事業者認定制度を新しく立
ちLげることを確認し、新制度と現行CIW認定制度及
び東京都検査機関の登録制度における取扱要綱及び検
査機関の審査基準との対比について検討し、意見の交
換が行われました。
　次回以降は、今回の検討糸、誓果を踏まえて新制度の骨
子をまとめることとなります。
☆平成16年度東京都検査機関登録制度の審査状況
　平成16年度の「建築物のじ事における試験及び検査
に関する東京都取扱要綱」（昭和61年6月18口制定、平
成14年2月14日都市建指第275号改正）に基づく検査機
関の登録に関する新規申請、定期審査の申請受付は終
了しました。
　本年度の新規登録申請は4社、定期審査申請は33社か
らそれぞれ提出されました、、
　書類審査及び面接審査等を経て12月11、i付で東京都か
ら適合検査機関が発表されることになります。
　なお、既登録検査機関が、緩和規定を適用している
項目につきましては、来る平成17年10月31日までに満
足する必要があります。本年度中に必要な資格等の取
得の予配をして下さるようご注意申し
Lげます。
　また、検査機関の東京都知事登録制度を案内するた
めのパンフレットを作成中で、9月末には完成する予定
です。
☆全国営業会議の開催
　全国営業会議は、平成16年7月16日（金）に開催し、新
実行委員メンバーを中心に、特に建設省告示第1464号
に基づく検査、「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検
査・補強マニニLアル」による『食い違い』と『ずれ』の
検査の適用状況及び見積への反映状況をアンケートし
た結果を発表しました。『食い違い』と『ずれ』の検査
は、全国的に浸透していないこと、見積への反映も満足
できる状態でないことなどが明るみにll、ました。
　適用が始まってからの経過日数が浅いこともあり、発
芝、監者側の戸惑いも想像されますが、今後の調整、適用
拡大へのPR活動が当面の課題となりました・
☆JANDTとの共同事業案内
　日本非破壊検査工業会（JANDT）との技術交流事業と
して、日本非破壊検査協会σSNDI）の平成！6年度春期レ
ベル2認証試験の例題集（RT、UT、MT、PTの4部門に
ついて）と解答例をまとめ、配布の案内をしました。
　また、RT及びUTのレベル2資格取得のための教育訓
練講座を9月9日（木）〜10日（金）の2日間、都内の品川区
立総合区民会館「きゅりあん」で開催し、2部門合計
で29人が受講しました。
☆今後のスケジュール
　◎幹事会の開催：平成16年！0月6日（水）当日は、CIW
認定証授与式が開催されました。
　◎各地区総会の開催二平成16年10月が予定されてい
ます。現在のところ具体的な日程等を調整中ですが決
定され次第ご案内します。
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7．ニューフェース
　2004年王0月1目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　また、2004年4月i目付，・ぎ定から変更のあ一，た事業者
についてもご紹介いたします　（）内の数字は会社コードです。
　　　　　　＜新規＞
羅（有）大和検査工業（192）
本社所在地：〒820−0017福岡県飯塚市菰田西3−24
電話／FAX　：TELO948−23−7563／FAX．0948−23−78／7
代表者氏名：代表取締役　野1
1俊平
認定種別　　：E種
検査部門　　：超音波検査
。忍定番号　　　：第192EO4号
出先機関　　：なし
■（有）エス・ディー技研（234）
本社所在地：〒370−1301群馬県多野郡新町1628−16ゼファー新町102
電話／FAX　　：TELO274−42−6191／FAX．027442卜6103
代表者氏名：代表取締役　船渡川　一良
認定種別　　二E種
検杏部門　　：超音波検査
認定番号　　：第234EO4号
出先機関　　：なし
■（有）アイティーエス（237）
本社所在地：〒2640026千婆県礫1｛借葉区儲1償1船5
　　　　　サンハイツ都賀北302
電痔占／FAX　　：TELO43−207−4077／FAX．043−207−4078
代表者氏名：代表取締役　宮野　満
認定下重別　　：E種
検査部門　　：超音波検査
認定番号　：第237EO4号
出先機関　　1なし
■（有）テク．ニカ（238）
材t所’1弛：刊2峯0025東メ賭　葛飾区西新小宥441．！3
電話／FAX　：TEL　O3−567（減770／FAX．03−567（ト3288
代表者氏名：代表取締役　平野保美
認定種別　　l　K種
検査部門　　：超音波検査
認定番号　　：第238EO4号
出先機関　　：富山出張所
　　　　　〈種別変更（昇格）＞
■茨城総合検査（株）（65）
本社所在地：〒3U−0111茨城県那珂郡那珂町後台3120−35
電茜舌／FAX　　：TELO29−298−3261／FAX。029−298−3933
代表者氏名：代表取締役　鯉沼治美
認定種別　　：｛）種
検査部門　　：超音波検査
認定番号　　：第65DO4号
韻先機関　　：東京支社
　　　　　＜種別変更（降格）＞
■上越鋼管検査（株X80）
本社所在地：〒943−0王54新潟県L越市稲1こH4−8−4
電話／FAX　　：TE1ゐ02卜52�n58i2／FAX。025−52卜0434
認定種別　　：D種
検査部門　　：超音波検査
認定番琴　　：第80DO4号
■（株）大検工業（107）
本社所在地：〒555−0021大阪府大阪llf西淀川区歌島茎．16−9
電占舌／FAX　　：TELO6−6474−6888／FAX．06−6475−2529
認定種別　　：E種
検査部門　　：超音波検査
認定番号　　1第io7EO4号
■中国検査（株）（員0）
本社所在地：〒737−0052広島り，〜呉市東中央1．王2−20
電話／FAX　：TELO823−23−3366／FAX．0823−25−H66
認定種別　　：E種
検査部門　　：超音波検査
認定番号　：第110EO4号
　　　　　＜検査部門の停止＞
口（有）仙台検査（！98）
停止検査部門：超音波検査（E種、放射線検査保有）
　　　　　＜認定の返上〉
ロアイ・シー・ティー（株）（i4）　（本社：神奈川県ラ
圏日鋼検査サービス（株）（49）　（本社：北海道）
圏日本溶接検査（株）（8玉）　（本社：香絹県）
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l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　今年の夏はアテネのオリンピックの記録破りのメダルラッシュも大変なものでしたが、気
候の方も、貞夏日の新記録、台風の
L陸の記録など有難くない現象に驚かされました。
　αWも認定事業者数が昨年までは、ずっと増加を続けていましたが、今年の4月、10月の
登録で、倒産・廃業による返上、都合による返
Lによって、残念ながら減少する事態が生じ
ました。かなり古くからの事業者も含まれており、永年CIW認定事業に係わってきた小生に
は寂しい思いがありました。
　今同は、話題の関西電力の事故関連の記事、建築鉄骨担当検査員の教育システムの記事な
ど有益な内容を掲載することができました。読者諸兄のお役にたつ事と思います。執筆者各
氏に深謝致します。
　試験所認定、CIW制度の見直しなど、CIWも大きな問題を抱えたまま、新しい年を迎えま
す。検査業界にとって良い方向で決着してほしいと心から願一）ています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（LM）
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