




1．年頭所感

（社）日本溶接協会会長　宮田　隆司

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は景気の回復基調の中、本格的回復の兆しが見

え始めたところで諸指標が停滞し始めたということで、

今年こその期／、fがもたれるところであります。このIO年

余りの間、産業界では産業構造の変化に伴い、各企業

はその質的転換に大変な努力を払われ、また統合、再

編など厳しい状況に見舞われた業界もございます，昨今

の原材料の高騰は、関係業界への影響が心配されます，、

こうした中、口本溶接協会は会員企業、関係各産業界

のご支援によりその運営は順調に推移して参ったかと存

じます。改めて関係各位に厚く御礼申しLげる次第で

あります。

　目本のGDPに占める製造業の比率は若レ減少傾向な

がら依然として20％台（米国は17％で増大傾向）を堅持

しており、日本経済が製造業に支えられる図式に今後

も変化はないと考えられます。従って溶接・接合技術の

維持、発展という日本溶接協会の責務にも変わりなく、

なお 層の活性化が必要と考えております。

　日本溶接協会では昨年より情報システム部を新設し、

溶接技術情報センターとして溶接技術に関わるあらゆる

技術情報を発信し、関係各位へのサービスに努めること

と致し、準備を進めております。溶接技術に関する

Q＆A1000、WES規格など部はWeb　Siteで公表してお

ります。ご利用頂ければと存じます。この他、学術論文、

資料の検索、閲覧、溶接技術者ネットワ…クの構築と

技術相談、IIW溶接技術者シラバスに則った教材の閲覧、

教育ソフトによる溶接技術者教育、溶接技術データベ

ースの集積と閲覧などを計画し、会員へのサービスを図

りたいと考えています。

　10年ほど前に日本の生産年齢人r 1は減少過程に入り、

来年には総人口も減少過程に入るとされています。日本

が現在の経済規模を維持するためにはあらゆる分野での

国際化が必然的な流れとされ、溶接分野においても国

際標隼を日本から如何に発信して行くか、欧米諸国と

の協調、競合の中でアジア諸国とどうお付き合いして行

くかの課題が生じております，、咋年、中囚、韓国、イ

ンドをも含めたアジア10ヵ国が参加して設甑されたアジ

ア溶接連盟に日本からも溶接協会、溶接学会が参加し、

積極的に活動していくこととしたのもこの流れの申にあ

ります、

　技術要員認証の分野では自1，II貿易あるいは非関税障

壁撤廃協定（FTA及びTBT協定）もあって国際化が急

速に進んでおります、溶接要員も例外でなく、

理技術者については関連学協会のご協力のもと、HWB

本認、li妊機構（」一ANB）を設、レ1し、3年前からIlwtl三1際資

格取得が可能となりましたことは良くご承知のことと思

います．非破壊検査技術者につきましても、Ll本非破

壊検査協会との密接な協力のもと、IIW捧際溶接検査技

術者（1WIP）認、泌llll度を」一ANBとして導人することと

し、1咋年より、HW溶4妾技術者認，証と翼SZ2305に基づ

く非破壊検査技術者資格の双方の資格保有者に対して

短期セミナーによるIWIP資格取得がロ∫能な特例措置が

実施されております、、また、非破壊検査事業者の認定

制度の透明性と公’r性の更なる拡大、国際的に通用す

る認定制度、建築鉄骨分野以外への適用分野の拡大、

晶質システムの本格的な導入、倫理に関する問題対処

などのために試験所認定制度が一昨年より導人されまし

た。試験所認定制度の普及を通じてll｛1内検査事業者の

なお一層のステイタス向Lにつながるよう発展させた

く、過渡期ともいえる状況でありますが、ご理解、ご協

力を賜りたく存じます．

　最後になりましたが、検査事業者各位の益々のご発

展とご繁栄を祈念いたしまして年頭の挨拶とさせて頂き

ます、、
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o川〃通信

2．年頭挨拶

CIW検査事業者協議会代表幹事

　新年明けましておめでとうございます、旧年中は、協議会活動

に格別のご支援ご協力を賜りましたことに厚くお礼申し11げます．

　2004年の定時総会で代表幹事に再選され、3期目に人りました

が、就任以来の／，孝条であります「業界の地位向Lに向けて積極果

敢に打・）て出る」の姿勢を貫いてまいり、本年もこの姿’，琴と精神

をさらに強力に推進したいと考えております．

　1咋年度は、役員び）改選に当りi4名び）ン七員を11名に減らし、技術

と営業活動に重点をおいた幹事の職務担当を一新して平成絡・17

年度をスタートさせました．

　また、　・咋年10月からスターi・しました，試験所認定は、現在の

ところ認定暫業者は誕生していないと伺っておりますが、会員の

皆さんは、自社の営業実態に応じて取得してトさいとする協議会

のスタンスは変わりません、昨年は、試験所認定と新しく立ちL

げる了㌻定の建築鉄骨系の認定制度に関する議論に追われ続けたi

年でした、

　皆さんもご承知のとおりCIW認定制度は暫定的に3年程度、現

状では後2年で廃止することをJWESが公表しておりますので、こ

れに替わるべき制度として建築鉄骨系の認定制度に関する要望書

を一昨年iO月にJWESに提出、この要望淋に対する検，謎のために

r溶接検査事業者認定制度に関する諮問委員会（委員長：西川孝

夫、束京都、玩大学大学F完教授）」が設置され、’ド成16年2月、3月、

4月の3副開催され、第3回委員会で審議を終fし答申が’F成絡年4

月2i目1才てF技1昌llされ，ましたへ

　この答申を受けてJWESは、平成i6年6月「建築鉄骨に係る非破

壊検査事業者の認定制度検、言・f委員会（委員長は前出の西川孝夫教

授）」を設置し、建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制度の

具体案の検討に人りました．

　この新しい制度は、試験所認定制度と併存する形で現CIW認定

制度と東京都検査機関登録制度を重点的に採用する案を協議して

おりますが、JWESから非破壊検査事業者の、認定制度に関して大

幅な修il三提案がありましだすなわち、1式験所認定は継続すること、

建築鉄骨に係る制度は今回設置した委員会で検討立案すること、

建築鉄骨以外の分野の事業者に対する対応を検討すること、試験

所認定とCIW認定の紺織を・体化すること、CIW認定制度の規則

に則った継続、更新等を実施することでありました　本年は、こ

の修ll1提案に対するJWES内部関係κの審議糸，藍i果を踏まえながら

検討することになりますが、試験所認定制度との併存、建築鉄骨

逸見　俊一
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　　　帖域　　講

“奮■
に係る新制度との関連、全体の仕組みなど新たな検討課題として

幹嚢会等で 卜分な議論をしたいと考えております。

　なお、検査機関の東京都知事登録制度は3年目に入り、咋年登

録された33社に対する定期審査と4社の新規登録申請の審査を実

施しましたが、本年度は、初年度に登録された28社の更新審査を

控えており、さらに緩和規定の適用も本年10月末で終rするため

登録検査機関は、その対応に追われることになるのではと推定さ

れます。

　　・昨年に建設省告示第1464号のただし非きの運用の基準として

合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル“が

発行され、食い違いとずれの検査項目が新しく追加され、ロッi・

の構成など検査方法の確定、検査料金の問題などを含めて昨年度

も鋭意検討をしてまいりましたが、このマニュアルの 1三旨が関係

者に浸透しつつあるものの、やや不1・分と思われるところがあり

ました．

　昨年、（財）全国建設研修センターの要請を受けて溶接部の検査

と外観検査の特別講義を行いましたが、本年度は、東京都「特定

行政庁の構造担当者を中心に外観研修を予定しています、また、

食い違いとずれの計測をするための試験片を製作するべく検討中

で、協議会の外部に向けてのCIWの発信を本年はさらに積極的に

推進したいと思・）ています，

　本年度は、建築鉄骨に係る新認定制度の具体化に向けての検討、

JWESの非破壊検査事業者認定制度に対する修lE提案の審議結果

を踏まえた協議会の方針の検、討等まさにll三念場を迎えることにな

り息をつく暇もないように感じております，

　それにしても、「安心」とr安全」を提供することを標楴して

いる我々CIW認定会社が、発注者、監理・監督側の信頼を根底か

ら覆すような検査報告書を提出したり、社内検査と受人検査の区

分を曖昧にする行為、組織ぐるみの不珪i行為等が後を絶たないの

は残念としか言いようがありません．我々はもっと槙重に、さら

に真剣になって「安心」と「安全」を考え直す必要を強く感じま

す．

　より開かれた協議会活動を盛りLげるために咋年以Lに打って

出る所存ですので関係各位のより　一層のご支援をお願いするとと

もに、皆様のますますのご発展とご健勝を祈念いたしまして新年

のあいさつとさせて頂きます、
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3．年頭挨拶

東京都都市整備局市街地建築部専門副参事

　明けましておめでとうございます．

　今年の1月16日で阪神淡路大震災から満10年になりま

す。昨年の1月号のこの貞で、私は故岸谷先生のことば

として、「安全な建築物を作るためには結局のところ

【余裕のある設計、」昌寧な施 i二、綿密な検査1の原メ、鴇二

戻ることしかない」といわれていたことを紹弁し、この

10年、果たしてこれらはト分に守られてきたのかという

ことを申しltげました。

　国は、’r成10年に約50年ぶりに建築基準法の大改IE

を公布し、’杓戎ほ1年及び12年にそれぞれ政省令を制定・

改正して施行しました。この改正の日Kとして、性能規

定化とともに【法規制の実効性の確保1を掲げ、中間

検査制度を導人しました。

　都などの行政庁においては、これらの法令改配を受け

て、それぞれ中間検査の対象などを定め、実施していま

す。

　日本建築学会をはじめ、各建築関係団体においても、

独自の基準や指針等を改訂または新たに定め、会員等

に対して0）情報提供や啓蒙に取り組んでいます、、

　これらが実際に効果を発揮するためには、設計者、施

1二者、協力業者、検査会社等の【晶質管理の輪1がつ

ながりを保っていなければ成りません。

　都は、【設計面の対応】として「基礎構造審査要領」

や「中高層建築物審査要領」などを定め、これらを

「建築構造設計指針（東京都建築上事務所協会）」に収録

して普及に努めています。また、【施 1二面の対応】とし

春原　匡利

て「中間検査制度」・「建築1事施ll計画報告・施ll結

果報告0）制度」・「都知事登録鉄骨加1二1二場0）制度」を

実施しています、、【検査の晦の対1、日として「都知事登

録検査機関制度」・「都知事登録試験機関制度！を実施

しています。これらの都の制度は、【品質管理の輪1の

つながりをより確かなものとするためのツールとして提

承し実施しているものです、、

　近年の建築物の高層化、1。《大化、高性能化は、目を

兄張るような進展ぶりです、、しかしながら、どうやら

【設計面1のみが突出している進展のように見えます。、

施．11面及び検査面においてもバランスよく進展すること

が不“∫欠であり、！0年前の教訓と岸谷先生の【遺，1羅

を生かす道であると思います。、

　よく、検査では新たな価値を生み出さない、占1、質管

理こそが屯要だという声を聞きます　これは真実である

と思いますが、それぞれの晶質管理内容を第三者検査

という形で客観的に評価することによ一）て、　・般の消費

者から見えにくい建築業界というブラックボックスか

ら、建築セや行政を含む外部に「安心・安全・／、 享頼」を

発信することが（別の意味になるかもしれませんが）価値

を生み出すことになるといえるのではないでしょうか．

　「いわゆる第三者検査」から真の意昧の【第三者検

査1の構築が、今年からの目標です、。

　　　　／ぐ＼
　　　　　　　　　＼＼
　．．／’　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　　　　　　　　7
　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　／！　　　　　　／
1　　　　　　　　　〆
　　　　　　　　ノ

3一



o川“通信

4．年頭挨拶

（財）日本適合性認定協会専務理事

　新年明けましておめでとうございます．

CIW会員ならびに非破壊検査関係者の皆様には、ご家族共々

健やかに新年を迎えられたことと拝察申しLげます。

　また、（社舜1本溶接協会殿におかれましては、1咋年会長及

び導務理事の交替があり、新体制で輝かしい新年を迎えられ

たことをお慶び申しLげます，

　昨年は、中越地震や多数の大塑台風の直撃等がありました

被害を受けられた方々には、心からお見舞いと一Hも早い復

田をお祈り申しLげます、

　さて、　一昨年来（財）日本適合性認定協会（JAB）は、（社川本

溶接協会殿と共同で、i…ll際規格であるISO／IEC17025（試験

所及び校崖機関の能力に関する　一般要求事項）に基づく非破

壊検査事業者の試験所認定ブログラムの開発を進めてきまし

た　諸般の事情により、スケジュールは若i二遅れております

が、今年は是非認定実績を出したいと考えています。

　GW会員をはじめ、多くの非破壊検査事業者の皆様には、

既にこの内容について説明会等でご説明させていただいてお

りますが、1SO／IEC17025に基づく試験所認定を取得するのは

大変だとの思いを持たれている向きが多いように見受けられ

ます・，しかしながら、既にJABの試験所認定を取得された試験

所は、大半が5～15名程度の規模です。規格には非破壊検査事

業i者が本来具備すべき最小限の要求事項が列記されています

が、ノ亡々技術的能力はト分お持ちの皆様ですので、現在実施

されている自社のマネジメントシステムについて、不足部分

のみ補強して身の太に合った簡素なシステムを構築すること

がポィントです．この機会に、illi際的に整合した試験所認定

制度を経営改善・体質改善のツールとして活用し、しっかり

とした晶質マネジメントシステム、技術的能力及び倫理観を

備えた非破壊検査事業者を目指して、1、渚かる企業に飛躍して

いただきたいと考えます、

　JABは、適合性評価制度全般に関わる我が！印准　・o）民1瑚認

定機関で、組93年にII本ll業標準調査会（JISC）の答申に基

づき、（社川本経済団体連合会1三導の下、350）産業団体の支

援を受けて発足しました。当初ぱ、品質マネジメントシステ

ム審査登録機関の、1忍定からスタートしましたが、その後環境

マネジメントシステム審査登録機関、審査員評価登録機関、

審査員研修機関、試験所（含む校ll三機関）、要員認証機関、

井須雄一郎
製晶認証機関などの認定事業を順次拡大してきました。さら

に、今年度は検査機関、臨床検査室等の新規認定プログラム

の開発を実施中です。

　，1式験所認定については、1996年に事業を開始し、2004年12

月末現在で！58件の認定実績があります。分野別では、従来、

機械・物理、化学、電気、EMC（電磁両ウニ性）、校正等が主

流でしたが、最近では環境、食品・微生物、特定有害物質、

臨床検査等多岐に亘る二一ズがあります。JABは、認定機関

の国際組織である国際試験所認定協力機構（lntematiORal　Lab－

oratory　AccredltatloR　CooperationほLへC）の相々1承認（試験・

校1E分野）に加盟しており、JABの認定結果は世界中に広く

認められるようになっています、、

　近年、B・1内の強制分野でもWTO／TBT協定（世界貿易機

関／貿易の技術的障害に関する協定）に基づく国際整合化の

観点から、1SO規格に整合した適合性評価制度が採用される

ようになりました。この傾向は、今後国レベルから地方自治

体へと展開されるのは時代の流れと考えられます，、

　昨年は、電気事業法の改配に伴い、火力・原子力発電所の

電気ll作物に係る溶接検査の仕組みが、国際規格を活用した

民問の適合姓評価制度を活用することになり、JABは其つの製

品認証機関の認定を行いました。そして、電気工作物を製

造・据え付け・補修する企業への認証がスタートしています．

この制度の中で、溶接部の非破壊検査業務は重要な位置を占

めていることは言うまでもありません。

　従来、我が国の試験所認定制度は、先進欧米諸国に比べて

立ち後れていましたが、規制緩和、自由貿易協定の推進、世

界整合化の流れにより、徐々に認識度が高まってきました。

この中で、JABの役割も更に幅広く、かつ責任も大きくなると

認識しております。JABは今後とも市場の二一ズにタイムリー

に対応し、信頼性の高いプログラムを提供すべく努力をする

所存でありますので、よろしくご理解とご支援をお願い申し

Lげます，，

　末筆になりましたが、皆様方のご健勝とご発展を祈念して、

新年のご挨拶とさせていただきます。
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5．特別座談会
　　　　主任検査技術者全6部門取得者が語る

溶接構造物のPDの現状と展望
　　　　　　　　　　く出席者＞（順不同〉

　　　　　（株）ジャスト取締役技術部部長

　　　新日本非破壊検査（株）技術管理部部長

東京理学検査（株）導管部幹線管理グループ次長

　（株）シーエックスアール千葉営業所醐所長

　　　　く司会＞　　（社》B本溶接協会参与

池ヶ谷　靖氏

脇部康彦氏
斉藤正則氏
藤岡　克美氏

大岡　紀・氏

大岡圏本日は皆さんお忙しい中、ご11～席いただきありがとう

ございます、今β、虫ま、原f力を中心に議論が高まっているPD

（PerformanceDemonstratlon、性能実証）をテーマに掲げ、

CIW認定事業者の全6部門（RT、UT、MT、PT、ET、SM）を

取得している1三任検査技術者のなかから4名にご参繍いただき座

談会を企画しました。私は朗会進行を務める目本溶接協会の大

岡です、本日は宜しくお願いします、、さて数少ない6部門取得者

が一堂に会する機会は過去に例のない非常に意義深いことです

ので、溶接構造物全般を捉えた形でPDの現状と将来、さらには

今後資格取得を予定される方に対してのアドバイスをいただけ

たら幸いです。それでは早速ですが自己紹介から、

池ヶ谷■ジャス1・の池ヶ谷です。入社当時から建築鉄骨溶接

部のUTに携わり、その後、管理職にな・）てからは、建築鉄骨

以外の分野に目を向けた新規事業の開拓を担当し、最近では

仁にスマートAEに着目したヘルスモニタリングに取り組ん

でいます、、

脇部□新日本非破壊検査の脇部です。人社当初の昭和50年代

前半から3～4年は、ボイラやタンクの新設現場やメンテナン

スの現場に出ていました。その後、技術管理部に配械されて

からは、主にRTを適用した色々な実験研究、本日司会の大岡

さんとも　一緒の実験（日本溶接協会・AN委員会）に取り組ん

でいます。、最近は、社内のISO担当としてQMSにも携わって

います。

斉藤■東京理学検査の斉藤です。入社時の昭和52年から4年固、

都市ガス導管溶接部の検査を主にRTとVTを』セ体に行いました，

その後9年ほどガスプラント、ガスホルダーのメンテナンス検査

やLNG地ドタンクの新設時検査とともに溶接七技量試験、社内

外教育、鉄骨溶接部の検査などを担当しました．平成2年からは

社内外教育、溶接i二技量試験、建築鉄骨溶接部の検査、建築設

備等の劣化診断、それと．豆にガンマ線を使った検査機器・検査

手法の開発などを担当し、さらに平成8年から平成14年までそれ

らに加えてISO関係も担当しました。平成14年iO月からは高圧ガ

ス導管溶接部の晶質検査で栃木県に行っています、

藤岡■シーエックスアールび）藤岡です。、人社した昭和52年ご

ろはボイラの新設が多く、バブコックH、塵！1さんに出向して材

料調査を1年くらい担当した後、広、島から予葉へ転勤となり、

1井造船さんのll場で海洋構造物を中心に約10年建造に携わ

りました、それから、　一般の化学プラントでもメンテナンスll

事が非常に多くなりましたので、現在にいたるまで現場のメ

ンテナンス1二事が活動の中心です，

PDの必要性

大岡■ありがとうございます、、みなさん経験駿富ですので、

座談会を進めるうえで非常に心強い限りです，さて、本目の

テーマであるPDについては原β」を中心に最近色々と話題に

なっていますが、きょうは原子力に限定することなく、　・般

の溶接構造物におけるPDの必要性やそのあるべき姿について

ご意見をいただきたいと思います．まずPDを性能実証・保

証・確証といった言葉に置き換えると、鉄骨やガス、化学プ

ラントなどで、それに、該当している、あるいは類似するところ

はありませんか，，

池ヶ谷■先陣を切らせていただきます。まず、辻築のUTを少

し説明すると、本来なら完全溶込み溶接のところがすみ肉溶

接で施li二される事例が過去に多く指摘され、それではいけな

（株）ジャスト取締役技術部部長　池ヶ谷　靖氏
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　　新日本非破壊検査（株）技術管理部部長　脇部　康彦氏

いということで、30年位前に（日本）建築学会規準ができま

した．この規準にもとづいて検査をすることによって、完全

溶込み溶接をすみ肉溶接で施Lするr抜きはなくな・）た背景

があります　その次に問題にな一）たのが、検査員の個人差で

す，、以前は、Aという検査員が合格としたものがBという検査

員では不合格となるようなケースが検査員だけにとどまらず

会社単位でも散見されました．

　そこで、PDと言えるかどうかは別にして、建築の財界では

20数年前から、自然欠陥を使った資格の認定を実施していま

す．もともとは全構連（全国鐵構1二業連合会、現・全国鐵構

11業協会）が始めて、いまは、、忍定母体がJSSC（目本鋼構造協

会）に引き継がれています、例えば設計図書ではCIW認定の

検査会社を指定すると同時に、技術者についてもJSSCの資格

保有者を指定してくるケースが多くあります、

大岡翻つまり、PDとは言っていないけど、それに該当するよ

うなことはすでに建築鉄骨ではや一）ていますと．

池ヶ谷闘はい、そうですね。JSSCの制度自体は、検査員の技

術の差異を解消した点で有効性はあ一）たと思います．また当

社では、検査が適正に行われているかどうか、専門の担当者

が現場を巡洞して確認しているのですが、結局、罫順の確認

に終止しています。そこで実現できるかどうかは別にして、

いま構想中なのが、例えば検査会社各社が費用なり人を出し

合って、検査の現場をチェックする機関を設置し、少なくと

も年に一度はチェックに入るような制度です，專門にチェッ

クする機関が存在すれば、検査員も常に緊張感を保てるし、

適正な検査の・層の普及にある程度効果があるのではないか

と’考えます、、

大岡綴ガス関連はいかがですか、斉藤さん。

斉藤麗ガス関連ではガス事業法により溶接部の晶質に対して

性能規定されているわけですが、一b有害な欠陥のないこどな

どの規定された性能を満足しているかどうか非破壊検査で実

証することになります．大事なことは要求された性能規定・佳

様及び適用する非破壊検査の特性を良く理解し、問違いの無

い検査を資格と力雛のある検査員が実施することです，いま

担当している高圧ガス導管の晶質検査では、立会検査員にな

る人はまず要求規格の読込みを行った後、実際の現場で客先

担当者と同行で実習を行い、確認試験を行います。この試験

では、当該基準におけるアンダーカット等の各許容値などの

詳細及び処羅方法についてペーパーテスト等を通じて検査員

の理解度を確認したうえで現場に入って、現場の実務あるい

は不適合が出た場合の指承方法について確認しています．こ

れら連の作業は、PDに近いところがあるかもしれません．

大岡■対象は検査技術者ですね，、

斉藤■はい、検査員の技量の確認です．

大岡臨藤岡さんは現在、化学プラントを中心に検査に携わっ

ているようですが，，

藤岡圏プラントのメンテナンス1事で検査する各種設備機器

は、高圧ガス保安法、ガス事業法、毛気事業法、消防法など

の規制に係るものが多くあり、それぞれ抜き取り率を含めて

当該法規に定められた方法で検査しなければならないのです

が、ここにきて自主保安、とくに運転中検査のウエートが増

えつつあります。運転中検査に当たり、顧客からの要求は、

どんな検査r法でもいいから提案してくれ、という傾向が強

いです。したがって、これまで適用実績のある検査方法とは

別の方法を何度かチャレンジして、確認したうえで適用する

機会も増えるなか、PDの必要性はより強く感じています，，

　例えばシャットダウン・メンテナンスのような大規模至1事

となると、　・時期に多いときは200人くらい集まって作業する

わけですが、同じUTでも鉄骨の経験とプラントメンテナンス

での経験は全く異なります。プラントにおいては、鉄骨の経

験がすべて生かされるとは言い切れないので、やはりこれから

は、何らかの形でPDを導入して、誰が検査しても品質が確保

されるような取り組みがより求められると思います。

大岡ロボイラではいかがですか、脇部さん。

脇部■ボィラは構造が複雑で人が人れない狭いところや高所

がありますから、モックアップをつくるなど、いかに工夫して

検査するかが弔要になりますが、これはあくまで手法のデモ

であって、個々の技術者のデモではないので、技術者サイド

にウニったPDは必要だと思います，、ただPDと呼ぶ以と、本当に

希望したとおりのきずをつくる加工法や検出したデータと実

際のきずとの整合性の確認が可能な試験片を確保できなけれ

ば「実証」になりません。当然のことながら、きずを確認す

るには切断してみなければわからないとなると、その次からそ

の試験片は使えなくなりますから、試験片の製作が非常に重
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要です。現状では、割れの代わりにスリットやドリル穴を人

れますが、実際の割れとスリットの割れではエコー高さが20

デシベルくらいはすぐに変わります。PDについては今まで必

要性を感じていなかったわけではないのでしょうけど、現実に

行われていないのはこうした背景によるところが影響している

のではないでしょうか，、

大岡田さきほど鉄骨では、試験片に自然欠陥を人れている話

がありましたが。

池ヶ谷顧建築の場合、グルーブというより個人作業になるの

で、技術者はオールマイティでなければ対応できません、です

からJSSCの試験でもいわゆる　・般的な超音波のことよりむしろ

箇所の数え方とか、ロットの組み方とか、学科においては建築

鉄骨そのものの理解に蜘！、1が置かれています。また実技につい

ては、建築鉄骨で想定される何種類かの継ぎ罫が用意されるほ

か、探傷器の調整も試験の評価に含まれるので、合格するため

にはやはり事前に試験片を準備する必要があります

大岡田試験片は自社で用意するのですか。

池ヶ谷■はい、類似の試験片をつくります。そうしないと合

格率は向 Lしませんから、試験片をつくったら、、li社の場合、

全国の営業所に回して、、i川練する形になります、、

大岡■ほかにPDの必要性についてはいかがですか、さきほど

藤岡さんから、海洋構造物の経験があると聞きましたが、

藤岡■はい、昭和55～56年ごろから担当しました、’ll初、個

人資格については、JSND1（li本非破壊検査協会）のUT2種

もしくは3種を要求されましたが、話が進むにつれやはりJSN－

DIではだめだということになりました．というのは、欧州か

ら来たスーバーバイザーがJSNDIの資格の1三旨について説明を

うけた後、海洋構造物に対しては非常にリスクが大きいと判

断したため、その後、独特の試験体を現地から空輸して、そ

れを用いた試験に合格した人を実際の試験員として採用する

形に落ち着きました。そういう意味では、JSNmの資格はジェ

ネラルですから、例えば海洋構造物とか建築鉄骨では、もう

少し専門的な知識・技術が求められる風潮はあります、欧州

系はとくにそういう考えが強いですから、それ以降、「シース

イ・ソプ」（CSWIP）の資格がないと、検査に従事できない環境

に発展し、多くの検査会社が「シースイップ」の取得を要求

されたはずです。

大岡■最近、橋梁関係でもPDに近い話があるように聞いてい

ますが、ご存知の方はいら一）しゃいますか「、

脇部願橋梁では装置、具体的には自動超音波装置の認証を推

進していこうという流れが以前からあって、 t二木研究所が中

心とな・）て実施している共同研究には、NDT紅業会（目本非

峨，蟻

東京理学検査（株〉導管部幹線管理グループ次長　斉藤　正則氏

破壊検査11業会）も参画しています。、研究の現場では、自然

きずの入った試験片を探傷し、その結果とその後切断した糸、～

果をつきあわせて、どれくらいヒットしているか、あるいはど

れくらい見落としがあったかなどデータ取得を行っています．、

最近は、装置だけではなく技術音に対するPDも必要だという

忘見も出ています

大岡覆到順はオーソライズされているのですか。

脇部璽自動超1㌢波装置のPDマニュアルが作成され、それに基

づいて装置のPDが開始されています、

大岡■ほかにPDの必要性についてはいかがですか、、

斉藤■現状、ガスの場合新設時の非破壊検査では、施11会社

の！次判定に続いて施1二会社の晶質管理部門1二よる2次判定、

その次に受人サイドの3次判定を実施しており、同じX線フ

ィルムなどを3～4人が確認する仕紺みにな・）ているので、不

合格品が見逃されたまま後1二程にわたることはほぼありませ

ん、また、新設時検査に限らずメンテナンス時の検査におい

ても非破壊検査施覧二計画の段階で、実務を行う検査技術者の

経歴筈）資格の書類チェックが行われますので、実技試験はほ

とんど実施しませんが資格、経験を考慮している部分で一種

のPDと言えるかもしれませんし、硯格の面でも、ガス事業法

に加えて社内基準を厳格に設定しています、 こうした現状を

踏まえると、あらためて実証試験をやるかと問われれば、か

えって負担が大きくなり過ぎる感じもします．

大岡■いま斉藤さんから指摘のあった技術者の経験や実績に

関する評価については、欧州のEMQ（EuropeanNetworkfor

InspectionQuali且cation）のPDシステムでも技術確認（テクニ

カル・ジャスティフィケイション）が実施されており、要する

に以前の検査履歴が次囲i・分に行える証明を出せば、検査の

有効性が認められます、またテクニカル・ジャスティフィケイ

ションでは、「エッセンシャル・バリュアブル」として最低限

の要件が承されています．したが・）て、ある程度実績を活か

せる枠組みをつくるとともに、その前段として経験を積んだ
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技術者の履歴はある程度わか・）た方がメリットも友きいと思

います．

PDとサイジング

大岡劃さて、PI）と技術者のレベルの関係についてご指摘があ

りましたが、そのプ∫で非破壊検査において、きずがあるの

かないのかの判断がヌ、筆本になることはいうまでもありません。

仮にきずが見つか一）た場合、切ってしまうのか2　あるいは

その欠陥は大きいのか小さいのか？　小さいならばまだ運転

できるのか？　という点で原」乙力で話題となっているきず高

さ（深さ〉び）・f法測定、つまりサイジングに行き着くわけで

すが、サイジングの必要性についてはいかがですか．

藤岡■化学ブラントでは、ステンレスを使う機器が結構あり

ます、それらは保温材で覆われているのですが、保ll、義材が南

を吸い込んだりすると、中に含まれている塩素イオンの影響

でSCC（応ノ」腐食割れ）を引き起こすことがあります．SCC

は発生する材質や形状がさまざまで、例えば内容物の有毒な

機器の場合は定期的に検査して、進展具合を注意して調べる

ものもあり、サィジングは非常に唯要視されています．当社

の顧客のなかにはUTによるサイジングについてここ5年ほど、

探触∫乙やト法の開発に熱心に取り細んでいるところがありま

して、結果的に切り出した配管などのテストビースも実機の

ものがかなりそろってきました・。ただ仮に、これは使える！

という新r法が登場したとき、それにともなって検査箇所数

も増加し、現状の技術者の数では実務に対1、5しきれない不安

な面もあク）ます。現状でさえ、これだけたくさんの検査をし

ているのに、これ以ヒ検査箇所が増えたとき、技術的に統一

された評価が可能かどうかという点でもPDの必要性は非常に

高いものがあります、

脇部■原ヂカでようやく維持基準が導入されましたが、もち

ろん他の分野にはありませんから、何を使うかというと、建

設時に使・）ている法令などを運転開始後も流用します．した

がって、仮に割れが見つかったら、サイジング以前に建設規

格によって不合格にな一）てしまうのが現状ですので、正確な

サイジングを求められることは少ないですね，だからTOFI）に

しても、サイジングではなくて単なるディテクティング（検出）

に終止しているのがほとんどではないかと思います，

大岡■脇部さんの意見はわかりますが、原子力という厳しい

環境ドでは維持基準がつくられて、サイジングを適用して欠

陥の健企性を評価することになりました．要するにUTの信頼

性を確保するためには何をもって保証できますかねということ

ですが…。

脇部■実際に見つけたいきずとほぼ同等のきずを加工したも

のでないと保証できませんね。疲労割れの代わりにスリット

ということはありえない話ですから、例えば高さ0．5mmの疲労

割れを見つけなさいというならば、やはりそれに見合ったきず

でないと保証しきれないと思うのです。

大岡■ガスではUTによるサイジングの適用がありますね。

斉藤■はい、都市ガスの球形ホルダーに維持基準が適用され

ています．都市ガスのホルダーは溶抜謳などの健全性確保の

ため、内部のガスを抜いての開放検査とガスを人れたままの

供用中検査を交圧に行っていますが、供用中検査ではタンク

外面から自動超音波検査ロボットできずを探して、見つかっ

たらそのポイントで他の超音波による種々のサイジング手法

でより多くのデータを取ります、，それらの結果により次期の

開放点検周期に反映させたり、きずの種類や大きさに応じて

処置方法を決めたりする評価基準がガスホルダー指針に示さ

れています、、

大岡■以前調査したところ、球形ホルダーも、きずの進展を

評価する乎法とその結果を反映した補修取替の枠組みがあったと

思いますが、ただ検査員の個人差を考慮して、原子力の場合には

PD導人が現実昧を帯びているわけで、サイジングの話では池ヶ谷

さんどうですか、建築鉄骨におけるUTの｛，言頼性は、

池ヶ谷圏建築鉄骨でもきずの正確な測定が要求される部材は、

数は少ないですが存在します。それに対してUTでどういうこ

とができるのか、しなければいけないのかについては今後の課

題になると思いますが、鉄骨に関係する現行の規格規準はど

ちらかといえば安全を見てオーバースペックな部分があること

も事実です。これはコストの問題も大きいですよね。決めら

れたコストのなかで要求された品質にどうこたえるかという点

で、現状の建築鉄骨ではサイジングは要求されていません。

トレーニングと試験片

大岡■もう…つのポイントとして、トレーニングが挙げられま

す。さきほど経験に関する指摘がありましたが、藤岡さんはトレ
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一ニングの現状あるいは必要性についてはどうお考えですか、

藤岡覆現在、当社では新人社員に対し2週問程度の基礎教育

を行った後、先輩と現場に同行し、実際の検査対象となる設

備機器を見ながら検査の実務を教え、座学と現場の経験が十・

分にな・）たところでJSNDIの試験に送り出します、、JSND1受験

σ）際には、別に教育の機会を設けますが、とくに会社として

試験片をそろえてはおらず、各営業所・事業所単位で教育し

ています．

大岡■斉藤さんの会社はいかがですか。

斉藤■当社も藤岡さんの会社とほぼ同じですね　新人社員に

対しては2週問程度会社の仕組みを含めて基礎教育し、その

後は各部門に配属して先輩につけます。そして先輩と同行し

て実務をこなしながらトレーニングをする形のOJTです，、もち

ろんテキストを渡して実務の合問合聞に確認させています。そ

うした現場作業のハード面と理論的な面を融合させることで

より理解が深くなると思います、、こうしてi・・分な経験を積み、

社内の脅蒲試験に合格したら資格試験を受けさせます，、試験片

についてはJSNDIの試馬剣㌃を模擬した試験片はとりそろえてあ

ります。

大岡■池ヶ谷さんのところはどうですか，

池ヶ谷■トレーニングと言えるかどうかわからないですけど、

最低限、試験に受かるために会社から要求される意昧でのト

レーニングは結構実践しています。それから、JSSCの試験に

合格するために、実際の試験片に近いもので訓練すると、そ

の後はほとんど現場へ先輩と2人1組で行って、その先輩の検

査を闘近で見ながら学んでいく形になります，、

大岡■まさにオン・ザ・ジョブ・トレーニングですね。

池ヶ谷璽そうですね．

大岡口脇部さんはトレーニングの必要性という意味ではどう

ですか，

脇部膿トレーニングは非常に重要だと思います。ある意味、

PDよりもその前に実施するトレーニングの方が重要ではない

かと思っているくらいです、，ただ実践するときネックになるの

がやはり試験片です，、JSNDIの試験を受けるためであれば同じ

ような試験片がありますけど、実際のところそれしかないです

よね。なかなか自然きずの入った試験片が人rできない、、な

かには、たまたま検査に困っている顧客から調査を兼ねて実

機サンプルを提供してもらうこ：とがあります。こうした個別事

例に限れば、自然きずの人った試験片を使ったトレーニング

が可能になりますが、それ以外ではなかなかこちらが望むトレ

ーニングができないのが実情です。資格が先か、経験が先か

ではありませんが、資格を受けるためには当然経験が要求さ

　（株）シーエックスアール千葉営業所副所長　藤岡　克美氏

れるにもかかわらず、資格がないと現場には入れない、ただ

でいいですから入れてください（笑）といったところで安全管

理L無理だと断られてしまいますから。

大岡國要するに資格がないと現場に入れないから経験を積め

ませんよと、こういう話？

脇部田はい、そうですね．社内で経験するにも試験片が1分

確保されていませんから、トレーニングは非常に亜要だと思

っているのですが、いかに L夫してトレーニングさせるかとい

うのは難しい問題ですね、、

大岡■さきほどから脇部さんをはじめ試験片についてさまざ

まなご意見がありましたが、私もこれまで試験片については、

ずいぶん前からJSNDIなどの活動を通じて関わり、’1時からい

かに良い試験片をつくるかという課題があったにもかかわらず

残念ながら実現には至っていません．そこで現状打開のため

目本溶接協会のAN委員会（非破壊試験技術実用化研究委員

会）では現在、海外のさまざまな試験片を取り寄せて積極的

に実験を行っています。具体的には、海外にオーダーした試

験片と同じものをつくるのは困難なので、まずはどんなものが

あるのか・通り購人し、すべての試験片にMやTOFDを適用

しています。また、なかなかこちらで要求したスペックどおり

には製作されてこなか・）たり、厳しい佳様にすればそれに対

して試験成績書を付けてくるということもなか’）たりして、

非常に試験片製作は難しい点がありますね。

池ヶ谷闘ここで一つ提案ですが、目本溶接協会で試験片を用

意して検査会社に回送することはできないのでしょうか？

これは各社の技量を判断するのではなく、技術を向Lする道

具と捉えれば有効に活用できると思います、、確か数ヵ1 1前、

R　T、U　T、M　T、P　Tの試験片を検査会社数社の問でilli送

したことがありましたよね。CIWの試験でもUTについてはそ

れに関連する問題も出るわけですから、それこそ最新の技術

を使って試験片を製作し、回送して、その都度結果に対する

コメントが得られれば検査会社にと・）てはすごく有効だと思
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（社）日本溶接協会参与　大岡　紀一氏

います．

大岡■いま池ヶ谷さんから非常に良い指摘がありました．実

は、いまご指摘の回送、1式験は、日本溶接協会がJAB（H本適

合性認定協会）と検討を行い昨年圭0月、運用を開始した試験

所認定の活動の環として実施したものです．。これはPTP

（｝）roficiencyTestingProgram）と言って、ISO／7025のなかで

承されている技能試験です。評価の仕方はいろいろあるので

すが、、1式験分野で適用されている共同実験スキームにより「Z

スコア」を用いて評価しています．今回の回送試験でも各社

のZスコアをすべて出して、参加した会社に対しては自社の結

果のみがわかる形でお答えしています．ただ、初めて行った

評価で難しい点もありますが、技能試験自体非常に良いこと

なので、今後も，i式験片の数を増やして実行したいと考えてお

ります、

池ヶ谷■回送、，式験は、知らない世界を亮ることでもあると思

うのです建築では妨害エコーが大きく出る裏当金がありま

すが、逆にステンレスはほとんどないのです．例えば建築分

野にと・）てなんでこんなに探傷が難しいのだろうという試験片

があ一）たとして、回送、試験をきっかけにそれまで気が付かな

かったr法を適用したら簡単に検出できることもあるかもし

れないので、こうした比較の意昧でもぜひ実現してほしいで

すね、もし試験片を数多くそろえたセンターみたいな場所が

あれば、こちらから出かけていってもいいですし、やり方はい

ろいろあると思います，，

大岡■池ヶ谷さんは、私達が〔二れまでやってきたことを見通

しているような発言をされますね．試験片の製作技術に関す

るトレーニングについては、過去に日本指導のもと1AEA（国

際原子力機関）の申のNDTプロジェクトで実施したことがあ

りますし、マレーシアでは、試験センターの構想もありました，

今後も新しい意見をどんどん取り人れながら、何らかの形で

トレーニングの場を検査会社のみなさんに提供できたらと考

えます．

　また池ヶ谷さんのご指摘のとおり、　一つの分野にこだわら

ず、他の分野の試験片についても実際に探傷してみることは

興昧深いですね　導門でない人は既成概念にとらわれない見

方ができますから、新たに気がつくことも多いかもしれません

し、そういう発想も大事かなという気がしています．

検査員にとって資格試験とは？

大岡聖P1）はr順書と装買、そして検査貞を認証するものです

から当然、技術者の技量が垂要になります，私は常々、6部

門取得するのは大変だなと感じておりました。みなさんにと

ってCIWが役ウ1ったのは、その技量を確認する資格試験があ

ったからですかね（笑）

池ヶ谷■はい、そう思います，そもそも試験がないと怠、け者

になりますからね．それに私ら管理職が試験に落ちると格好

悪いじゃないですか，また、CIWの試験については、現実と

かけ離れていて役に立たないとの声も聞きますが、それはうそ

で、現実を突き詰めれば突き詰めるほど、試験で書いている

模範的なことというか、典型的なことがある程度反映される

わけですよ。少なくともそういうことが顧客に対して言えない

ようでは、やはり技術者としては評価されませんよね。とい

うことでcrWは商売でも使わせていただきました（笑）

大岡■脇部さんはどうですか，

脇部■それは試験はあ一）たほうが…

大岡■あったほうがいい？

脇部■大変は人変ですけど…

大岡■だから私は6部門取得していただいて感謝していると

言っているじゃないですか（笑）

脇部■せめて共通試験くらいは更新者には免除して欲しいな

（笑）なんて思うことはあります。

大岡■それは聞かなか・）たことにします（笑）。斉藤さんはい

かがですか

斉藤口試験で忘れていたことを思い起こすことができました

し、新しい知識が吸収できました。やはり長年、検査に携わ

っていると、前はやっていたけどいまはやっていないとか、仕

事の内容も変わってきますから、そうしたなかで6部門すべ

ての知識と技量を維持するのはなかなか大変なんですよね。

大岡■本当に試験、試験で中し訳ないという気持ちもあるん

ですが、藤岡さんはどうですか。これまではみなさん「試験

ありき」とのことですが（笑）

藤岡圏最初にCIWの試験がいいなと思ったのは、やはり溶接

に関する知識を要求していたところです。JSNDIの資格取得

だけでは不卜分な溶接の知識をカバーするLで貴重だと感じ
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ています。

大岡綴自分が苫労している分、若い人にも試験では苦労して

もらいたいところもありますかね（笑）

斉藤綴苦労はしてもらいたくないですよね。、

池ヶ谷璽若い人を「受かるようにしろ」と会社から要求され

るのが・番苫痛ですね（笑）、ものすごい予間がかかるわけで

すよ。テキスi・とかいろいろ用意して、なおかつ努力しない人

の尻を叩かないといけないですから。もちろん自分の勉強に

なる面もありますが、かなり苫痛ですよね、、ただ自分が落ち

たら格好悪いですからちょっと努力は必要ですね。「

大岡鷹皆さんも通常業務でいろいろ苦労がある中で自分だけ

が勉強できるという環境にはなくて、会社でも責任を持たさ

れ、それなりに大変だと思います。いまH本溶接協会では試

験所認定とCIW認定の2つの制度が走・）ています。試験所の方

は試験を求めていなくて、研修会へ0）出席を求めていますが、

いまの話を総合すると試験はやった方がいいみたいですね

（笑）

　ありがとうございました、、早いもので残り時問もわずかにな

ってまいりました。本日は皆さんから非常に良い意見を出し

ていただいてここで閉じるのが惜しいと思いつつ、6部門の

技術取得者として、これから資格取得を1甘旨す人に対して 息

言アドバイスをいただければありがたいのですが、では藤岡さ

んから。

藤岡■まず検査を担当するものとして、きずを問違いなく亮

つけることが一番大事だと思います、、そのためには、相手を

知ることが非常に重要ですので、各種構造物・設備機器のつ

くられかた、あるいはつかわれかたなどについて、単に教えら

れたテクニックだけでなくて相fをよく知ったうえで、真剣に

取り組んでもらいたいです、、

　もうつは、私が若いころ、そんなことは考えていなかっ

たのですが、いまは欠陥の大きさもサイジングで正確に測定

できるようになりました．そこで、サイジングでll三確に出るも

ののそれがどうなんだ？　というのが次のポィントになってき

ていまして、ではその結果はいかに処理するのか？　応急処

置、恒久処置を含めて、これは我々ではなくエンジニアリン

グ会社が考えることかもしれませんが、やはりそういうところ

にも少しは意識を持って、一5人り口から出口まで”、　・通り目

が行き届く技術者になっていただきたいですね。

斉藤圏まずは自分の検査対象物を良く勉強してください．検査

対象となるものの材料の強度や溶接の方法、特性などが全般

的にわかったうえで、検査するのとしないとでは大きな違いが

あります，、あとは、広い視野と自由な発想で多角的に精度の

高い検査を実施するために全部門の資格取得、それも高次元

の資格を目指してもらいたいということです，実際、検査を行

うとき、6部門のうち1つしか持っていないと、例えばRTなら

ばRTの知誠や経験だけに固執してしまうと思うのです．しか

し全部門の知識があれば検査対象に発生するきずの種類と位

置、方向に対して最適なアブローチのできる検査方法を選定

したり、検査方法の紐み合わせなど、コストなども含めた多角

的な発想や判断が生まれると思います、、こうした広い視野で問

違いの無い非破壊検査を総合的に適用するという考え方は今

後より重要視されていくと思います、、

脇部■私どもがCIWで溶接の勉強をするように、顧客の担当

者も依頼する側として逆の立場から非破壊検査を勉強してい

ます，このとき、先方の担当者に対し、果たして検査の知識

だけで話ができるのかという課題があります、したがって、

我々検査員にとってCIWでの勉強は溶接の知識を広げるうえ

で非常に醜要ですし、全部門持・）ているからといって全てカ

バーできるとは隈りませんが、より多くの部門を取得するこ

とによって、総合的な比較検討が可能になると思います。今

後取得する方に対しては、できるだけ昔い時期に資格は取っ

ておいた方がいい、ということでしょうか。i度取得したもの

は何とか維持はできても年齢とともに部門を追加しようとす

る意識は薄れがちですから．

池ヶ谷闘皆さんから貴承な意見がありましたが、私がδえる

のは、もっと簡単な話で「人・倍好奇心を持ってください」

ということですね．何かあったらその都度面臼そうだなと全

部覗いてみる、何度恥をかいてもかまわないと思うのですよ、

私は人の3倍は恥をかいて、いろいろなことが経験できました

から、若いうちだったら恥をかいてもいいからいろんなことを

やってみてほしいですね、そしたらき・）といいことありますよ、、

大岡■本Hは全6部門を取得する1三任検査技術者からPDは噴

要であるとの認識をはじめ、資格取得との関連でいまお持ち

の技術をどう活かしていくか、さらにはll本溶接協会へのア

ドバイスなどを含め本当に貴亟なご意見をいただきました「

欲を言えばなぜもう少し早くこの座談会を企画しなか・）たの

かという気もしないではないのですが、当初、PDをテーマに

選定した時に1・分な意見がいただけるかとの心配がありまし

たが、全く無用の心配であったと感じております，最後にな

りますが今後も皆さんのご活躍を期待しております。長時問

にわたりありがとうございました，、
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6．試験所認定における技能試験について

はじめに

（社）日本溶接協会試験所技術専門委員会委員長　大岡　紀一

　試験所認定に関してISO／IECGulde58：1993σISZ9358

：！996）、iSO／IEC17025σIS　Q　i7025：2000）、APLAC　MR

OO1（アジア太平洋，1式験所認疋機関協力機構における試

験所認定機関間の相圧承認協定締結及び維持に関する

r続きを規定した文書）に技能試験の必要性が規定さ

れている。技能試験はISO／IEC　Guide2：1996／JISZ9911－

2：1996及びISO／IEC　Guide43－！：1997／JISZQOO434：1998

によると、試験所問の比較による校IE機関・試験所の

校IE能力または試験所能力の決定であり、ここでの試

験所間の比較は、予め設定された条件に基づく、同一

又は類似の試験品Hについての1つ以Lの試験所によ

る、1式験の組織化、実施及び評価であるとしている，，以

下に試験所認定における技能試験について、技能試験

におけるデータの統計的処理及び技能試験の実際につい

て概略を述べる、、

　統計学ではあくまで全体の傾向あるいは状況を知るこ

とで、その基本は事均とか分散である。よく使われる平

均値、最大値あるいは最小値は代表値であり、場合に

よ一）ては不都合なことから申心値とか中位数などが用い

られることもある、、申心値の例として、ある集団におけ

る身長を考えてみると、最大植（最も背の高い人）と

最小値（最も背の低い人）の平均値であり、その集団

における背が最も低い人から最も高い人までを順番に並

べて真中の身長を1婁位数にする．　・方、偏差値は分散

の度合を示している、，

　非破壊試験で得られた試験結果を考えると、放射線

透過試験で得られた画像から』らきずの寸法”を読み取

ったり（測定）、超音波探傷試験で“きずのエコー高ざ’

を求めたり（測定）、浸透探傷試験あるいは磁粉探傷試

験で』』指承模様の大きざ曾（寸法）を計測すると、試験

するたびに値が違一）てくる場合が少なくない。これが測

定における誤差であって、この測定値の分布をグラフ化

すると測定回数が多い場合このグラフは正規分布の曲線

となる、、これはガウス分布あるいは誤差分布といわれ、

、r均値及び標準偏差の二つの因子によって、グラフの中

心からの幅が大きいグラフ及び幅が小さいグラフとな

る， すなわち、誤羊の大きさはその平均値を中心に左右

対称の1ε規分布となるが、平均値から離れて存在する

値が多くなることは』‘ばらつぎ雫の状態が異なることを

示している、、各データからの偏差の二乗（平方）の和は

データの数によって左右されるのでデータ数で除して平

均値を求め、これを分散と言っている。この分散の平方

根が標準偏茎であり、集団が’F均値の周辺にどのよう

に分散しているかを示している値である。

1．技能試験の種類及びデータの処理と判定

　技能試験の殆どの手法は、ある試験所から得られた

結果と他のつ以Lの試験所から得られた結果との比

較という共通点を有している。主として、校正分野では

“1則定比較スキーム”が、　・方、試験分野では“共同実

験スキーム”が用いられている。技能試験データ処理の

ための統計量の計算では、後者の“共同実験スキーム“

の場合、以下に示す“Zスコア”を求めることになり、

この計算結果によって判定を行うことになる。このZス

コアはAPLAC等の技能試験でも採用されている。ここ

でのZiは、Assign値として平均値を用いるか、あるいは

中央値（median）を用いるかの方法があり、平均値を用

いた場合の全結果のばらつきの推定値Sには標準偏差を

用いることになる。一方、中央値（med圭an）を用いた場

合の全結果のばらつきの推定値5には、正規化した四分

位数範囲（NIQR）を用いることになる。いずれの方法に

よるかは、データの中に異常に大きいあるいは小さい値

がある場合の取り扱いによるが、この場合には平均値や

標準偏差はそれらの値に影響されるため中央値（median）

や四分位数範囲（IQR）などが用いられることになる，，

　　Xi－XZi＝一
　　　　s

名二参加試験所のZスコア

Xi二参加試験所のデータ

π：Assign｛直（例えば、平均値を用いるか、あるいは

　　中央値（median）を用いる）
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験所としての技能を知ることが出来ることが試験所認定

の特徴といえる．

おわりに

　（社）ll本溶接協会では、ISO17025（JISQ17025）に基

づく認定制度を導人するにあたって、WES8705：2003

（非破壊検査事業者の認定に関する指針）を制定し、従

来からの非破壊検査事業者等の認定制度（CIW検査事

業者認定制度）を継承して、（財）目本適合性認定協会

（JAB）と共に行う非破壊検査拝業者向け試験所認定制度

をスタートさせた。ここでは、試験所認定において特徴

ともいえる技能試験について、これまでの実例を含めて

概説した。技能試験には認定申請に関わらずいつでも参

加可能であることから、技能試験の活用をもご理解のL、

多くの試験所（検査事業所）の参加を期待している。

また、今後多くの試験所の参加を得て、各種試験方法

に応じての技能試験の結果が出次第、必要に応じてデ

ータのオープンをも図っていきたいと考えている。

　最後に、技能試験に参加して頃いたCIW協議会の技

術委員会所属の検査事業者の方々に感謝申し上げます。

また、本稿執筆にあたり、JAB技術専門家研修会での資

料を参考とさせて頂くなどJAB試験所0）関係者の方々に

謝意を表します。

平成17年度のお知らせ

1．溶接検査認定（CIW）について

　前期分の詳細については、3／1半ばに送付する各案内書を

ご参照Fさい、，なお、広島・北九州地区での試験はございま

せん　後期については、日程など変更する場合もございます

ので7月20日発行のRUMPES－Vol．19No．3に掲載いたします

のでご確認願います。、

◎溶接部の検査に関する研修会

　　東京地区、大阪地区：4月23H（D・24111（口）

◎CIW主任検査技術者及び茎｛任試験技術者試験

　　1♪欠試験

　　　東オひ也i又、　人：19～～圭也1又：　5月22目　（H）

　　2次試験

　　　　　　東京地区：7月併1（L）

　　　　　　大阪地区：7月10日（日）

◎WES8706に基づく要員登録のための研修会

　　東京地区、大阪地区：6恥！目（｛二）・12｝1（日）

2．溶接管理技術者（JIS　Z3410／ISO哲73唾／WεS8鉛3）

について

　案内・申込書をご希望の方は、資格名称、等級、部数、

送イ手連糸各先（氏名・信ラ所・電1活番号）　をお書：きのL、（素L）日

本溶接協会宛にFAX（03－3255－5196）でご連絡ドさい・査収

後、研修会の案内・申込書を送付いたします、、なお、前期

の評価試験の案内・申算，δ書については、各研修会会場にて

配布いたします。

◎1級及び特別級基礎編対象研修会

　　札幌地区　：3月18日（金）～2i日（月）

　　福島地区　二4月4日（月）～7H（木）

　　東京地区　：4119目（D～12日（火）

　　　　　　　4月22il（金）～25日（月）

　　名占屋地区二4月17日（H）～20目（水）

　　大阪地区　　：4月17B　（日）～20口（水）

　　　　　　　4月25日（月）～28日（木）

　　広島地区　　：4月7日（木）～1011（日）

◎2級対象研修会

　　札幌地区　：3月19日（の～21Hけ1）

　　福島地区　二4月5日（火）～7111（木）

　　東京地区　：41 110日（日）～12日（火）

　　　　　　　4月23目（D～25日（月）

　　名古屋地区：4月18H（月）～20H（水）

　　大阪地区　：4月181｛（月）～2011（水）

　　　　　　　4月26H（火）～28口（木）

　　広島地区　：4月8H（金）～10目（H）

◎特別級応用編研修会

　　東京地区　　二4月24！．i（日）～27H（水）

◎特別級、1級、2級の評価試験

　　6月5目（日）：札幌、福島、東京、名占屋、大阪、

　　　　　　　広島各地区
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l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　新年明けましておめでとうございます，、

　ランプスの読者をはじめ、関係者の方々、本年もよろしくお願い申し上げます。

　さて、昨年はCIWに関して、試験所認定制度にもとづく研修会も順調に行われ、（財）口本

適合性認定協会（JAB）と共同で進めている試験所認定の受験中請が開始されました。これ

に関連した技能試験（PTP）では、CIW協議会の協力を得て試験結果も得られ、本誌にPTPの

概要を掲載しました。少しでもお役に、Zてれば幸いであります。　・方、原ヂ力発電所の原子

炉再循環系配管などに発生したひび割れ深さの測定能力に関するPD（性能実証）制度発足

のための準備委員会が咋年12月に、ンニちLげられました。本誌では、原子力分野に限らず一般

σ）溶接構造物におけるPDの現状や展望について、CIW技術書」として6部門の資格を有する

方々による座談会を特集しました。いずれのi業分野においてもPDとは言わないものの、現

場では牲能実証なるものを実際に行っていることが再認識され、大いに意義ある座談会では

なかったでしょうか。

　本年が皆様にとってより充実した飛躍の 一年となることを期待しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N．0）

グ〔〆弧グらグ1 〆し、〆装ゲ乱〃Nグ・らグ曳、〆こ〃（。〃N〆しグしグ・“〃しグ断〔グ」〃〔グL 〃⊂グ曜島グザ，c4ザ，もグ⊆グもグ⊆“4，）
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1．年頭所感
（社川本溶接協会会長　宮田　隆司
　新年明けましておめでとうございます、，
　昨年は景気の回復基調の中、本格的回復の兆しが見
え始めたところで諸指標が停滞し始めたということで、
今年こその期／、fがもたれるところであります。このIO年
余りの間、産業界では産業構造の変化に伴い、各企業
はその質的転換に大変な努力を払われ、また統合、再
編など厳しい状況に見舞われた業界もございます，昨今
の原材料の高騰は、関係業界への影響が心配されます，、
こうした中、口本溶接協会は会員企業、関係各産業界
のご支援によりその運営は順調に推移して参ったかと存
じます。改めて関係各位に厚く御礼申しLげる次第で
あります。
　目本のGDPに占める製造業の比率は若レ減少傾向な
がら依然として20％台（米国は17％で増大傾向）を堅持
しており、日本経済が製造業に支えられる図式に今後
も変化はないと考えられます。従って溶接・接合技術の
維持、発展という日本溶接協会の責務にも変わりなく、
なお
層の活性化が必要と考えております。
　日本溶接協会では昨年より情報システム部を新設し、
溶接技術情報センターとして溶接技術に関わるあらゆる
技術情報を発信し、関係各位へのサービスに努めること
と致し、準備を進めております。溶接技術に関する
Q＆A1000、WES規格など部はWeb　Siteで公表してお
ります。ご利用頂ければと存じます。この他、学術論文、
資料の検索、閲覧、溶接技術者ネットワ…クの構築と
技術相談、IIW溶接技術者シラバスに則った教材の閲覧、
教育ソフトによる溶接技術者教育、溶接技術データベ
ースの集積と閲覧などを計画し、会員へのサービスを図
りたいと考えています。
　10年ほど前に日本の生産年齢人r
1は減少過程に入り、
来年には総人口も減少過程に入るとされています。日本
が現在の経済規模を維持するためにはあらゆる分野での
国際化が必然的な流れとされ、溶接分野においても国
際標隼を日本から如何に発信して行くか、欧米諸国と
の協調、競合の中でアジア諸国とどうお付き合いして行
くかの課題が生じております，、咋年、中囚、韓国、イ
ンドをも含めたアジア10ヵ国が参加して設甑されたアジ
ア溶接連盟に日本からも溶接協会、溶接学会が参加し、
積極的に活動していくこととしたのもこの流れの申にあ
ります、
　技術要員認証の分野では自1，II貿易あるいは非関税障
壁撤廃協定（FTA及びTBT協定）もあって国際化が急
速に進んでおります、溶接要員も例外でなく、
理技術者については関連学協会のご協力のもと、HWB
本認、li妊機構（」一ANB）を設、レ1し、3年前からIlwtl三1際資
格取得が可能となりましたことは良くご承知のことと思
います．非破壊検査技術者につきましても、Ll本非破
壊検査協会との密接な協力のもと、IIW捧際溶接検査技
術者（1WIP）認、泌llll度を」一ANBとして導人することと
し、1咋年より、HW溶4妾技術者認，証と翼SZ2305に基づ
く非破壊検査技術者資格の双方の資格保有者に対して
短期セミナーによるIWIP資格取得がロ∫能な特例措置が
実施されております、、また、非破壊検査事業者の認定
制度の透明性と公’r性の更なる拡大、国際的に通用す
る認定制度、建築鉄骨分野以外への適用分野の拡大、
晶質システムの本格的な導入、倫理に関する問題対処
などのために試験所認定制度が一昨年より導人されまし
た。試験所認定制度の普及を通じてll｛1内検査事業者の
なお一層のステイタス向Lにつながるよう発展させた
く、過渡期ともいえる状況でありますが、ご理解、ご協
力を賜りたく存じます．
　最後になりましたが、検査事業者各位の益々のご発
展とご繁栄を祈念いたしまして年頭の挨拶とさせて頂き
ます、、
＼、
＼／
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2．年頭挨拶
CIW検査事業者協議会代表幹事
　新年明けましておめでとうございます、旧年中は、協議会活動
に格別のご支援ご協力を賜りましたことに厚くお礼申し11げます．
　2004年の定時総会で代表幹事に再選され、3期目に人りました
が、就任以来の／，孝条であります「業界の地位向Lに向けて積極果
敢に打・）て出る」の姿勢を貫いてまいり、本年もこの姿’，琴と精神
をさらに強力に推進したいと考えております．
　1咋年度は、役員び）改選に当りi4名び）ン七員を11名に減らし、技術
と営業活動に重点をおいた幹事の職務担当を一新して平成絡・17
年度をスタートさせました．
　また、　・咋年10月からスターi・しました，試験所認定は、現在の
ところ認定暫業者は誕生していないと伺っておりますが、会員の
皆さんは、自社の営業実態に応じて取得してトさいとする協議会
のスタンスは変わりません、昨年は、試験所認定と新しく立ちL
げる了�n定の建築鉄骨系の認定制度に関する議論に追われ続けたi
年でした、
　皆さんもご承知のとおりCIW認定制度は暫定的に3年程度、現
状では後2年で廃止することをJWESが公表しておりますので、こ
れに替わるべき制度として建築鉄骨系の認定制度に関する要望書
を一昨年iO月にJWESに提出、この要望淋に対する検，謎のために
r溶接検査事業者認定制度に関する諮問委員会（委員長：西川孝
夫、束京都、玩大学大学F完教授）」が設置され、’ド成16年2月、3月、
4月の3副開催され、第3回委員会で審議を終fし答申が’F成絡年4
月2i目1才てF技1昌llされ，ましたへ
　この答申を受けてJWESは、平成i6年6月「建築鉄骨に係る非破
壊検査事業者の認定制度検、言・f委員会（委員長は前出の西川孝夫教
授）」を設置し、建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制度の
具体案の検討に人りました．
　この新しい制度は、試験所認定制度と併存する形で現CIW認定
制度と東京都検査機関登録制度を重点的に採用する案を協議して
おりますが、JWESから非破壊検査事業者の、認定制度に関して大
幅な修il三提案がありましだすなわち、1式験所認定は継続すること、
建築鉄骨に係る制度は今回設置した委員会で検討立案すること、
建築鉄骨以外の分野の事業者に対する対応を検討すること、試験
所認定とCIW認定の紺織を・体化すること、CIW認定制度の規則
に則った継続、更新等を実施することでありました　本年は、こ
の修ll1提案に対するJWES内部関係κの審議糸，藍i果を踏まえながら
検討することになりますが、試験所認定制度との併存、建築鉄骨
逸見　俊一
鞍．　舞
　　　帖域　　講
“奮■
に係る新制度との関連、全体の仕組みなど新たな検討課題として
幹嚢会等で
卜分な議論をしたいと考えております。
　なお、検査機関の東京都知事登録制度は3年目に入り、咋年登
録された33社に対する定期審査と4社の新規登録申請の審査を実
施しましたが、本年度は、初年度に登録された28社の更新審査を
控えており、さらに緩和規定の適用も本年10月末で終rするため
登録検査機関は、その対応に追われることになるのではと推定さ
れます。
　　・昨年に建設省告示第1464号のただし非きの運用の基準として
合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル“が
発行され、食い違いとずれの検査項目が新しく追加され、ロッi・
の構成など検査方法の確定、検査料金の問題などを含めて昨年度
も鋭意検討をしてまいりましたが、このマニュアルの
1三旨が関係
者に浸透しつつあるものの、やや不1・分と思われるところがあり
ました．
　昨年、（財）全国建設研修センターの要請を受けて溶接部の検査
と外観検査の特別講義を行いましたが、本年度は、東京都「特定
行政庁の構造担当者を中心に外観研修を予定しています、また、
食い違いとずれの計測をするための試験片を製作するべく検討中
で、協議会の外部に向けてのCIWの発信を本年はさらに積極的に
推進したいと思・）ています，
　本年度は、建築鉄骨に係る新認定制度の具体化に向けての検討、
JWESの非破壊検査事業者認定制度に対する修lE提案の審議結果
を踏まえた協議会の方針の検、討等まさにll三念場を迎えることにな
り息をつく暇もないように感じております，
　それにしても、「安心」とr安全」を提供することを標楴して
いる我々CIW認定会社が、発注者、監理・監督側の信頼を根底か
ら覆すような検査報告書を提出したり、社内検査と受人検査の区
分を曖昧にする行為、組織ぐるみの不珪i行為等が後を絶たないの
は残念としか言いようがありません．我々はもっと槙重に、さら
に真剣になって「安心」と「安全」を考え直す必要を強く感じま
す．
　より開かれた協議会活動を盛りLげるために咋年以Lに打って
出る所存ですので関係各位のより　一層のご支援をお願いするとと
もに、皆様のますますのご発展とご健勝を祈念いたしまして新年
のあいさつとさせて頂きます、
一2一
�

Zニニニニ7RUMPES（珊NTER／2005）
3．年頭挨拶
東京都都市整備局市街地建築部専門副参事
　明けましておめでとうございます．
　今年の1月16日で阪神淡路大震災から満10年になりま
す。昨年の1月号のこの貞で、私は故岸谷先生のことば
として、「安全な建築物を作るためには結局のところ
【余裕のある設計、」昌寧な施
i二、綿密な検査1の原メ、鴇二
戻ることしかない」といわれていたことを紹弁し、この
10年、果たしてこれらはト分に守られてきたのかという
ことを申しltげました。
　国は、’r成10年に約50年ぶりに建築基準法の大改IE
を公布し、’杓戎ほ1年及び12年にそれぞれ政省令を制定・
改正して施行しました。この改正の日Kとして、性能規
定化とともに【法規制の実効性の確保1を掲げ、中間
検
査制度を導人しました。
　都などの行政庁においては、これらの法令改配を受け
て、それぞれ中間検査の対象などを定め、実施していま
す。
　日本建築学会をはじめ、各建築関係団体においても、
独自の基準や指針等を改訂または新たに定め、会員等
に対して0）情報提供や啓蒙に取り組んでいます、、
　これらが実際に効果を発揮するためには、設計者、施
1二者、協力業者、検査会社等の【晶質管理の輪1がつ
ながりを保っていなければ成りません。
　都は、【設計面の対応】として「基礎構造審査要領」
や「中高層建築物審査要領」などを定め、これらを
「建築構造設計指針（東京都建築上事務所協会）」に収録
して普及に努めています。また、【施
1二面の対応】とし
春原　匡利
て「中間検査制度」・「建築1事施ll計画報告・施ll結
果報告0）制度」・「都知事登録鉄骨加1二1二場0）制度」を
実施しています、、【検査の晦の対1、日として「都知事登
録検査機関制度」・「都知事登録試験機関制度！を実施
しています。これらの都の制度は、【品質管理の輪1の
つながりをより確かなものとするためのツールとして提
承し実施しているものです、、
　近年の建築物の高層化、1。《大化、高性能化は、目を
兄張るような進展ぶりです、、しかしながら、どうやら
【設計面1のみが突出している進展のように見えます。、
施．11面及び検査面においてもバランスよく進展すること
が不“∫欠であり、！0年前の教訓と岸谷先生の【遺，1羅
を生かす道であると思います。、
　よく、検査では新たな価値を生み出さない、占1、質管
理こそが屯要だという声を聞きます　これは真実である
と思いますが、それぞれの晶質管理内容を第三者検査
という形で客観的に評価することによ一）て、　・般の消費
者から見えにくい建築業界というブラックボックスか
ら、建築セや行政を含む外部に「安心・安全・／、
享頼」を
発信することが（別の意味になるかもしれませんが）価値
を生み出すことになるといえるのではないでしょうか．
　「いわゆる第三者検査」から真の意昧の【第三者検
査1の構築が、今年からの目標です、。
　　　　／ぐ＼
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4．年頭挨拶
（財）日本適合性認定協会専務理事
　新年明けましておめでとうございます．
CIW会員ならびに非破壊検査関係者の皆様には、ご家族共々
健やかに新年を迎えられたことと拝察申しLげます。
　また、（社舜1本溶接協会殿におかれましては、1咋年会長及
び導務理事の交替があり、新体制で輝かしい新年を迎えられ
たことをお慶び申しLげます，
　昨年は、中越地震や多数の大塑台風の直撃等がありました
被害を受けられた方々には、心からお見舞いと一Hも早い復
田をお祈り申しLげます、
　さて、　一昨年来（財）日本適合性認定協会（JAB）は、（社川本
溶接協会殿と共同で、i…ll際規格であるISO／IEC17025（試験
所及び校崖機関の能力に関する　一般要求事項）に基づく非破
壊検査事業者の試験所認定ブログラムの開発を進めてきまし
た　諸般の事情により、スケジュールは若i二遅れております
が、今年は是非認定実績を出したいと考えています。
　GW会員をはじめ、多くの非破壊検査事業者の皆様には、
既にこの内容について説明会等でご説明させていただいてお
りますが、1SO／IEC17025に基づく試験所認定を取得するのは
大変だとの思いを持たれている向きが多いように見受けられ
ます・，しかしながら、既にJABの試験所認定を取得された試験
所は、大半が5〜15名程度の規模です。規格には非破壊検査事
業i者が本来具備すべき最小限の要求事項が列記されています
が、ノ亡々技術的能力はト分お持ちの皆様ですので、現在実施
されている自社のマネジメントシステムについて、不足部分
のみ補強して身の太に合った簡素なシステムを構築すること
がポィントです．この機会に、illi際的に整合した試験所認定
制度を経営改善・体質改善のツールとして活用し、しっかり
とした晶質マネジメントシステム、技術的能力及び倫理観を
備えた非破壊検査事業者を目指して、1、渚かる企業に飛躍して
いただきたいと考えます、
　JABは、適合性評価制度全般に関わる我が！印准　・o）民1瑚認
定機関で、組93年にII本ll業標準調査会（JISC）の答申に基
づき、（社川本経済団体連合会1三導の下、350）産業団体の支
援を受けて発足しました。当初ぱ、品質マネジメントシステ
ム審査登録機関の、1忍定からスタートしましたが、その後環境
マネジメントシステム審査登録機関、審査員評価登録機関、
審査員研修機関、試験所（含む校ll三機関）、要員認証機関、
井須雄一郎
製晶認証機関などの認定事業を順次拡大してきました。さら
に、今年度は検査機関、臨床検査室等の新規認定プログラム
の開発を実施中です。
　，1式験所認定については、1996年に事業を開始し、2004年12
月末現在で！58件の認定実績があります。分野別では、従来、
機械・物理、化学、電気、EMC（電磁両ウニ性）、校正等が主
流でしたが、最近では環境、食品・微生物、特定有害物質、
臨床検査等多岐に亘る二一ズがあります。JABは、認定機関
の国際組織である国際試験所認定協力機構（lntematiORal　Lab−
oratory　AccredltatloR　CooperationほLへC）の相々1承認（試験・
校1E分野）に加盟しており、JABの認定結果は世界中に広く
認められるようになっています、、
　近年、B・1内の強制分野でもWTO／TBT協定（世界貿易機
関／貿易の技術的障害に関する協定）に基づく国際整合化の
観点から、1SO規格に整合した適合性評価制度が採用される
ようになりました。この傾向は、今後国レベルから地方自治
体へと展開されるのは時代の流れと考えられます，、
　昨年は、電気事業法の改配に伴い、火力・原子力発電所の
電気ll作物に係る溶接検査の仕組みが、国際規格を活用した
民問の適合姓評価制度を活用することになり、JABは其つの製
品認証機関の認定を行いました。そして、電気工作物を製
造・据え付け・補修する企業への認証がスタートしています．
この制度の中で、溶接部の非破壊検査業務は重要な位置を占
めていることは言うまでもありません。
　従来、我が国の試験所認定制度は、先進欧米諸国に比べて
立ち後れていましたが、規制緩和、自由貿易協定の推進、世
界整合化の流れにより、徐々に認識度が高まってきました。
この中で、JABの役割も更に幅広く、かつ責任も大きくなると
認識しております。JABは今後とも市場の二一ズにタイムリー
に対応し、信頼性の高いプログラムを提供すべく努力をする
所存でありますので、よろしくご理解とご支援をお願い申し
Lげます，，
　末筆になりましたが、皆様方のご健勝とご発展を祈念して、
新年のご挨拶とさせていただきます。
一4一一
�

一　RαMPES（�oNTER／2005♪
5．特別座談会
　　　　主任検査技術者全6部門取得者が語る
溶接構造物のPDの現状と展望
　　　　　　　　　　く出席者＞（順不同〉
　　　　　（株）ジャスト取締役技術部部長
　　　新日本非破壊検査（株）技術管理部部長
東京理学検査（株）導管部幹線管理グループ次長
　（株）シーエックスアール千葉営業所醐所長
　　　　く司会＞　　（社》B本溶接協会参与
池ヶ谷　靖氏
脇部康彦氏
斉藤正則氏
藤岡　克美氏
大岡　紀・氏
大岡圏本日は皆さんお忙しい中、ご1
1〜席いただきありがとう
ございます、今β、虫ま、原f力を中心に議論が高まっているPD
（PerformanceDemonstratlon、性能実証）をテーマに掲げ、
CIW認定事業者の全6部門（RT、UT、MT、PT、ET、SM）を
取得している1三任検査技術者のなかから4名にご参繍いただき座
談会を企画しました。私は朗会進行を務める目本溶接協会の大
岡です、本日は宜しくお願いします、、さて数少ない6部門取得者
が一堂に会する機会は過去に例のない非常に意義深いことです
ので、溶接構造物全般を捉えた形でPDの現状と将来、さらには
今後資格取得を予定される方に対してのアドバイスをいただけ
たら幸いです。それでは早速ですが自己紹介から、
池ヶ谷■ジャス1・の池ヶ谷です。入社当時から建築鉄骨溶接
部のUTに携わり、その後、管理職にな・）てからは、建築鉄骨
以外の分野に目を向けた新規事業の開拓を担当し、最近では
仁にスマートAEに着目したヘルスモニタリングに取り組ん
でいます、、
脇部□新日本非破壊検査の脇部です。人社当初の昭和50年代
前半から3〜4年は、ボイラやタンクの新設現場やメンテナン
スの現場に出ていました。その後、技術管理部に配械されて
からは、主にRTを適用した色々な実験研究、本日司会の大岡
さんとも　一緒の実験（日本溶接協会・AN委員会）に取り組ん
でいます。、最近は、社内のISO担当としてQMSにも携わって
います。
斉藤■東京理学検査の斉藤です。入社時の昭和52年から4年固、
都市ガス導管溶接部の検査を主にRTとVTを』セ体に行いました，
その後9年ほどガスプラント、ガスホルダーのメンテナンス検査
やLNG地ドタンクの新設時検査とともに溶接七技量試験、社内
外教育、鉄骨溶接部の検査などを担当しました．平成2年からは
社内外教育、溶接i二技量試験、建築鉄骨溶接部の検査、建築設
備等の劣化診断、それと．豆にガンマ線を使った検査機器・検査
手法の開発などを担当し、さらに平成8年から平成14年までそれ
らに加えてISO関係も担当しました。平成14年iO月からは高圧ガ
ス導管溶接部の晶質検査で栃木県に行っています、
藤岡■シーエックスアールび）藤岡です。、人社した昭和52年ご
ろはボイラの新設が多く、バブコックH、塵！1さんに出向して材
料調査を1年くらい担当した後、広、島から予葉へ転勤となり、
1井造船さんのll場で海洋構造物を中心に約10年建造に携わ
りました、それから、　一般の化学プラントでもメンテナンスll
事が非常に多くなりましたので、現在にいたるまで現場のメ
ンテナンス1二事が活動の中心です，
PDの必要性
大岡■ありがとうございます、、みなさん経験駿富ですので、
座談会を進めるうえで非常に心強い限りです，さて、本目の
テーマであるPDについては原β」を中心に最近色々と話題に
なっていますが、きょうは原子力に限定することなく、　・般
の溶接構造物におけるPDの必要性やそのあるべき姿について
ご意見をいただきたいと思います．まずPDを性能実証・保
証・確証といった言葉に置き換えると、鉄骨やガス、化学プ
ラントなどで、それに、該当している、あるいは類似するところ
はありませんか，，
池ヶ谷■先陣を切らせていただきます。まず、辻築のUTを少
し説明すると、本来なら完全溶込み溶接のところがすみ肉溶
接で施li二される事例が過去に多く指摘され、それではいけな
（株）ジャスト取締役技術部部長　池ヶ谷　靖氏
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　　新日本非破壊検査（株）技術管理部部長　脇部　康彦氏
いということで、30年位前に（日本）建築学会規準ができま
した．この規準にもとづいて検査をすることによって、完全
溶込み溶接をすみ肉溶接で施Lするr抜きはなくな・）た背景
があります　その次に問題にな一）たのが、検査員の個人差で
す，、以前は、Aという検査員が合格としたものがBという検査
員では不合格となるようなケースが検査員だけにとどまらず
会社単位でも散見されました．
　そこで、PDと言えるかどうかは別にして、建築の財界では
20数年前から、自然欠陥を使った資格の認定を実施していま
す．もともとは全構連（全国鐵構1二業連合会、現・全国鐵構
11業協会）が始めて、いまは、、忍定母体がJSSC（目本鋼構造協
会）に引き継がれています、例えば設計図書ではCIW認定の
検査会社を指定すると同時に、技術者についてもJSSCの資格
保有者を指定してくるケースが多くあります、
大岡翻つまり、PDとは言っていないけど、それに該当するよ
うなことはすでに建築鉄骨ではや一）ていますと．
池ヶ谷闘はい、そうですね。JSSCの制度自体は、検査員の技
術の差異を解消した点で有効性はあ一）たと思います．また当
社では、検査が適正に行われているかどうか、専門の担当者
が現場を巡洞して確認しているのですが、結局、罫順の確認
に終止しています。そこで実現できるかどうかは別にして、
いま構想中なのが、例えば検査会社各社が費用なり人を出し
合って、検査の現場をチェックする機関を設置し、少なくと
も年に一度はチェックに入るような制度です，專門にチェッ
クする機関が存在すれば、検査員も常に緊張感を保てるし、
適正な検査の・層の普及にある程度効果があるのではないか
と’考えます、、
大岡綴ガス関連はいかがですか、斉藤さん。
斉藤麗ガス関連ではガス事業法により溶接部の晶質に対して
性能規定されているわけですが、一b有害な欠陥のないこどな
どの規定された性能を満足しているかどうか非破壊検査で実
証することになります．大事なことは要求された性能規定・佳
様及び適用する非破壊検査の特性を良く理解し、問違いの無
い検査を資格と力雛のある検査員が実施することです，いま
担当している高圧ガス導管の晶質検査では、立会検査員にな
る人はまず要求規格の読込みを行った後、実際の現場で客先
担当者と同行で実習を行い、確認試験を行います。この試験
では、当該基準におけるアンダーカット等の各許容値などの
詳細及び処羅方法についてペーパーテスト等を通じて検査員
の理解度を確認したうえで現場に入って、現場の実務あるい
は不適合が出た場合の指承方法について確認しています．こ
れら連の作業は、PDに近いところがあるかもしれません．
大岡■対象は検査技術者ですね，、
斉藤■はい、検査員の技量の確認です．
大岡臨藤岡さんは現在、化学プラントを中心に検査に携わっ
ているようですが，，
藤岡圏プラントのメンテナンス1事で検査する各種設備機器
は、高圧ガス保安法、ガス事業法、毛気事業法、消防法など
の規制に係るものが多くあり、それぞれ抜き取り率を含めて
当該法規に定められた方法で検査しなければならないのです
が、ここにきて自主保安、とくに運転中検査のウエートが増
えつつあります。運転中検査に当たり、顧客からの要求は、
どんな検査r法でもいいから提案してくれ、という傾向が強
いです。したがって、これまで適用実績のある検査方法とは
別の方法を何度かチャレンジして、確認したうえで適用する
機会も増えるなか、PDの必要性はより強く感じています，，
　例えばシャットダウン・メンテナンスのような大規模至1事
となると、　・時期に多いときは200人くらい集まって作業する
わけですが、同じUTでも鉄骨の経験とプラントメンテナンス
での経験は全く異なります。プラントにおいては、鉄骨の経
験がすべて生かされるとは言い切れないので、やはりこれから
は、何らかの形でPDを導入して、誰が検査しても品質が確保
されるような取り組みがより求められると思います。
大岡ロボイラではいかがですか、脇部さん。
脇部■ボィラは構造が複雑で人が人れない狭いところや高所
がありますから、モックアップをつくるなど、いかに工夫して
検査するかが弔要になりますが、これはあくまで手法のデモ
であって、個々の技術者のデモではないので、技術者サイド
にウニったPDは必要だと思います，、ただPDと呼ぶ以と、本当に
希望したとおりのきずをつくる加工法や検出したデータと実
際のきずとの整合性の確認が可能な試験片を確保できなけれ
ば「実証」になりません。当然のことながら、きずを確認す
るには切断してみなければわからないとなると、その次からそ
の試験片は使えなくなりますから、試験片の製作が非常に重
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要です。現状では、割れの代わりにスリットやドリル穴を人
れますが、実際の割れとスリットの割れではエコー高さが20
デシベルくらいはすぐに変わります。PDについては今まで必
要性を感じていなかったわけではないのでしょうけど、現実に
行われていないのはこうした背景によるところが影響している
のではないでしょうか，、
大岡田さきほど鉄骨では、試験片に自然欠陥を人れている話
がありましたが。
池ヶ谷顧建築の場合、グルーブというより個人作業になるの
で、技術者はオールマイティでなければ対応できません、です
からJSSCの試験でもいわゆる　・般的な超音波のことよりむしろ
箇所の数え方とか、ロットの組み方とか、学科においては建築
鉄骨そのものの理解に蜘！、1が置かれています。また実技につい
ては、建築鉄骨で想定される何種類かの継ぎ罫が用意されるほ
か、探傷器の調整も試験の評価に含まれるので、合格するため
にはやはり事前に試験片を準備する必要があります
大岡田試験片は自社で用意するのですか。
池ヶ谷■はい、類似の試験片をつくります。そうしないと合
格率は向
Lしませんから、試験片をつくったら、、li社の場合、
全国の営業所に回して、、i川練する形になります、、
大岡■ほかにPDの必要性についてはいかがですか、さきほど
藤岡さんから、海洋構造物の経験があると聞きましたが、
藤岡■はい、昭和55〜56年ごろから担当しました、’ll初、個
人資格については、JSND1（li本非破壊検査協会）のUT2種
もしくは3種を要求されましたが、話が進むにつれやはりJSN−
DIではだめだということになりました．というのは、欧州か
ら来たスーバーバイザーがJSNDIの資格の1三旨について説明を
うけた後、海洋構造物に対しては非常にリスクが大きいと判
断したため、その後、独特の試験体を現地から空輸して、そ
れを用いた試験に合格した人を実際の試験員として採用する
形に落ち着きました。そういう意味では、JSNmの資格はジェ
ネラルですから、例えば海洋構造物とか建築鉄骨では、もう
少し専門的な知識・技術が求められる風潮はあります、欧州
系はとくにそういう考えが強いですから、それ以降、「シース
イ・ソプ」（CSWIP）の資格がないと、検査に従事できない環境
に発展し、多くの検査会社が「シースイップ」の取得を要求
されたはずです。
大岡■最近、橋梁関係でもPDに近い話があるように聞いてい
ますが、ご存知の方はいら一）しゃいますか「、
脇部願橋梁では装置、具体的には自動超音波装置の認証を推
進していこうという流れが以前からあって、
t二木研究所が中
心とな・）て実施している共同研究には、NDT
紅業会（目本非
峨，蟻
東京理学検査（株〉導管部幹線管理グループ次長　斉藤　正則氏
破壊検査11業会）も参画しています。、研究の現場では、自然
きずの入った試験片を探傷し、その結果とその後切断した糸、〜
果をつきあわせて、どれくらいヒットしているか、あるいはど
れくらい見落としがあったかなどデータ取得を行っています．、
最近は、装置だけではなく技術音に対するPDも必要だという
忘見も出ています
大岡覆到順はオーソライズされているのですか。
脇部璽自動超1�a波装置のPDマニュアルが作成され、それに基
づいて装置のPDが開始されています、
大岡■ほかにPDの必要性についてはいかがですか、、
斉藤■現状、ガスの場合新設時の非破壊検査では、施11会社
の！次判定に続いて施1二会社の晶質管理部門1二よる2次判定、
その次に受人サイドの3次判定を実施しており、同じX線フ
ィルムなどを3〜4人が確認する仕紺みにな・）ているので、不
合格品が見逃されたまま後1二程にわたることはほぼありませ
ん、また、新設時検査に限らずメンテナンス時の検査におい
ても非破壊検査施覧二計画の段階で、実務を行う検査技術者の
経歴筈）資格の書類チェックが行われますので、実技試験はほ
とんど実施しませんが資格、経験を考慮している部分で一種
のPDと言えるかもしれませんし、硯格の面でも、ガス事業法
に加えて社内基準を厳格に設定しています、
こうした現状を
踏まえると、あらためて実証試験をやるかと問われれば、か
えって負担が大きくなり過ぎる感じもします．
大岡■いま斉藤さんから指摘のあった技術者の経験や実績に
関する評価については、欧州のEMQ（EuropeanNetworkfor
InspectionQuali且cation）のPDシステムでも技術確認（テクニ
カル・ジャスティフィケイション）が実施されており、要する
に以前の検査履歴が次囲i・分に行える証明を出せば、検査の
有効性が認められます、またテクニカル・ジャスティフィケイ
ションでは、「エッセンシャル・バリュアブル」として最低限
の要件が承されています．したが・）て、ある程度実績を活か
せる枠組みをつくるとともに、その前段として経験を積んだ
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技術者の履歴はある程度わか・）た方がメリットも友きいと思
います．
PDとサイジング
大岡劃さて、PI）と技術者のレベルの関係についてご指摘があ
りましたが、そのプ∫で非破壊検査において、きずがあるの
かないのかの判断がヌ、筆本になることはいうまでもありません。
仮にきずが見つか一）た場合、切ってしまうのか2　あるいは
その欠陥は大きいのか小さいのか？　小さいならばまだ運転
できるのか？　という点で原」乙力で話題となっているきず高
さ（深さ〉び）・f法測定、つまりサイジングに行き着くわけで
すが、サイジングの必要性についてはいかがですか．
藤岡■化学ブラントでは、ステンレスを使う機器が結構あり
ます、それらは保温材で覆われているのですが、保ll、義材が南
を吸い込んだりすると、中に含まれている塩素イオンの影響
でSCC（応ノ」腐食割れ）を引き起こすことがあります．SCC
は発生する材質や形状がさまざまで、例えば内容物の有毒な
機器の場合は定期的に検査して、進展具合を注意して調べる
ものもあり、サィジングは非常に唯要視されています．当社
の顧客のなかにはUTによるサイジングについてここ5年ほど、
探触∫乙やト法の開発に熱心に取り細んでいるところがありま
して、結果的に切り出した配管などのテストビースも実機の
ものがかなりそろってきました・。ただ仮に、これは使える！
という新r法が登場したとき、それにともなって検査箇所数
も増加し、現状の技術者の数では実務に対1、5しきれない不安
な面もあク）ます。現状でさえ、これだけたくさんの検査をし
ているのに、これ以ヒ検査箇所が増えたとき、技術的に統一
された評価が可能かどうかという点でもPDの必要性は非常に
高いものがあります、
脇部■原ヂカでようやく維持基準が導入されましたが、もち
ろん他の分野にはありませんから、何を使うかというと、建
設時に使・）ている法令などを運転開始後も流用します．した
がって、仮に割れが見つかったら、サイジング以前に建設規
格によって不合格にな一）てしまうのが現状ですので、正確な
サイジングを求められることは少ないですね，だからTOFI）に
しても、サイジングではなくて単なるディテクティング（検出）
に終止しているのがほとんどではないかと思います，
大岡■脇部さんの意見はわかりますが、原子力という厳しい
環境ドでは維持基準がつくられて、サイジングを適用して欠
陥の健企性を評価することになりました．要するにUTの信頼
性を確保するためには何をもって保証できますかねということ
ですが…。
脇部■実際に見つけたいきずとほぼ同等のきずを加工したも
のでないと保証できませんね。疲労割れの代わりにスリット
ということはありえない話ですから、例えば高さ0．5mmの疲労
割れを見つけなさいというならば、やはりそれに見合ったきず
でないと保証しきれないと思うのです。
大岡■ガスではUTによるサイジングの適用がありますね。
斉藤■はい、都市ガスの球形ホルダーに維持基準が適用され
ています．都市ガスのホルダーは溶抜謳などの健全性確保の
ため、内部のガスを抜いての開放検査とガスを人れたままの
供用中検査を交圧に行っていますが、供用中検査ではタンク
外面から自動超音波検査ロボットできずを探して、見つかっ
たらそのポイントで他の超音波による種々のサイジング手法
でより多くのデータを取ります、，それらの結果により次期の
開放点検周期に反映させたり、きずの種類や大きさに応じて
処置方法を決めたりする評価基準がガスホルダー指針に示さ
れています、、
大岡■以前調査したところ、球形ホルダーも、きずの進展を
評価する乎法とその結果を反映した補修取替の枠組みがあったと
思いますが、ただ検査員の個人差を考慮して、原子力の場合には
PD導人が現実昧を帯びているわけで、サイジングの話では池ヶ谷
さんどうですか、建築鉄骨におけるUTの｛，言頼性は、
池ヶ谷圏建築鉄骨でもきずの正確な測定が要求される部材は、
数は少ないですが存在します。それに対してUTでどういうこ
とができるのか、しなければいけないのかについては今後の課
題になると思いますが、鉄骨に関係する現行の規格規準はど
ちらかといえば安全を見てオーバースペックな部分があること
も事実です。これはコストの問題も大きいですよね。決めら
れたコストのなかで要求された品質にどうこたえるかという点
で、現状の建築鉄骨ではサイジングは要求されていません。
トレーニングと試験片
大岡■もう…つのポイントとして、トレーニングが挙げられま
す。さきほど経験に関する指摘がありましたが、藤岡さんはトレ
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一ニングの現状あるいは必要性についてはどうお考えですか、
藤岡覆現在、当社では新人社員に対し2週問程度の基礎教育
を行った後、先輩と現場に同行し、実際の検査対象となる設
備機器を見ながら検査の実務を教え、座学と現場の経験が十・
分にな・）たところでJSNDIの試験に送り出します、、JSND1受験
σ）際には、別に教育の機会を設けますが、とくに会社として
試験片をそろえてはおらず、各営業所・事業所単位で教育し
ています．
大岡■斉藤さんの会社はいかがですか。
斉藤■当社も藤岡さんの会社とほぼ同じですね　新人社員に
対しては2週問程度会社の仕組みを含めて基礎教育し、その
後は各部門に配属して先輩につけます。そして先輩と同行し
て実務をこなしながらトレーニングをする形のOJTです，、もち
ろんテキストを渡して実務の合問合聞に確認させています。そ
うした現場作業のハード面と理論的な面を融合させることで
より理解が深くなると思います、、こうしてi・・分な経験を積み、
社内の脅蒲試験に合格したら資格試験を受けさせます，、試験片
についてはJSNDIの試馬剣�eを模擬した試験片はとりそろえてあ
ります。
大岡■池ヶ谷さんのところはどうですか，
池ヶ谷■トレーニングと言えるかどうかわからないですけど、
最低限、試験に受かるために会社から要求される意昧でのト
レーニングは結構実践しています。それから、JSSCの試験に
合格するために、実際の試験片に近いもので訓練すると、そ
の後はほとんど現場へ先輩と2人1組で行って、その先輩の検
査を闘近で見ながら学んでいく形になります，、
大岡■まさにオン・ザ・ジョブ・トレーニングですね。
池ヶ谷璽そうですね．
大岡口脇部さんはトレーニングの必要性という意味ではどう
ですか，
脇部膿トレーニングは非常に重要だと思います。ある意味、
PDよりもその前に実施するトレーニングの方が重要ではない
かと思っているくらいです、，ただ実践するときネックになるの
がやはり試験片です，、JSNDIの試験を受けるためであれば同じ
ような試験片がありますけど、実際のところそれしかないです
よね。なかなか自然きずの入った試験片が人rできない、、な
かには、たまたま検査に困っている顧客から調査を兼ねて実
機サンプルを提供してもらうこ：とがあります。こうした個別事
例に限れば、自然きずの人った試験片を使ったトレーニング
が可能になりますが、それ以外ではなかなかこちらが望むトレ
ーニングができないのが実情です。資格が先か、経験が先か
ではありませんが、資格を受けるためには当然経験が要求さ
　（株）シーエックスアール千葉営業所副所長　藤岡　克美氏
れるにもかかわらず、資格がないと現場には入れない、ただ
でいいですから入れてください（笑）といったところで安全管
理L無理だと断られてしまいますから。
大岡國要するに資格がないと現場に入れないから経験を積め
ませんよと、こういう話？
脇部田はい、そうですね．社内で経験するにも試験片が1分
確保されていませんから、トレーニングは非常に亜要だと思
っているのですが、いかに
L夫してトレーニングさせるかとい
うのは難しい問題ですね、、
大岡■さきほどから脇部さんをはじめ試験片についてさまざ
まなご意見がありましたが、私もこれまで試験片については、
ずいぶん前からJSNDIなどの活動を通じて関わり、’1時からい
かに良い試験片をつくるかという課題があったにもかかわらず
残念ながら実現には至っていません．そこで現状打開のため
目本溶接協会のAN委員会（非破壊試験技術実用化研究委員
会）では現在、海外のさまざまな試験片を取り寄せて積極的
に実験を行っています。具体的には、海外にオーダーした試
験片と同じものをつくるのは困難なので、まずはどんなものが
あるのか・通り購人し、すべての試験片にMやTOFDを適用
しています。また、なかなかこちらで要求したスペックどおり
には製作されてこなか・）たり、厳しい佳様にすればそれに対
して試験成績書を付けてくるということもなか’）たりして、
非常に試験片製作は難しい点がありますね。
池ヶ谷闘ここで一つ提案ですが、目本溶接協会で試験片を用
意して検査会社に回送することはできないのでしょうか？
これは各社の技量を判断するのではなく、技術を向Lする道
具と捉えれば有効に活用できると思います、、確か数ヵ1
1前、
R　T、U　T、M　T、P　Tの試験片を検査会社数社の問でilli送
したことがありましたよね。CIWの試験でもUTについてはそ
れに関連する問題も出るわけですから、それこそ最新の技術
を使って試験片を製作し、回送して、その都度結果に対する
コメントが得られれば検査会社にと・）てはすごく有効だと思
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（社）日本溶接協会参与　大岡　紀一氏
います．
大岡■いま池ヶ谷さんから非常に良い指摘がありました．実
は、いまご指摘の回送、1式験は、日本溶接協会がJAB（H本適
合性認定協会）と検討を行い昨年圭0月、運用を開始した試験
所認定の活動の環として実施したものです．。これはPTP
（｝）roficiencyTestingProgram）と言って、ISO／7025のなかで
承されている技能試験です。評価の仕方はいろいろあるので
すが、、1式験分野で適用されている共同実験スキームにより「Z
スコア」を用いて評価しています．今回の回送試験でも各社
のZスコアをすべて出して、参加した会社に対しては自社の結
果のみがわかる形でお答えしています．ただ、初めて行った
評価で難しい点もありますが、技能試験自体非常に良いこと
なので、今後も，i式験片の数を増やして実行したいと考えてお
ります、
池ヶ谷■回送、，式験は、知らない世界を亮ることでもあると思
うのです建築では妨害エコーが大きく出る裏当金がありま
すが、逆にステンレスはほとんどないのです．例えば建築分
野にと・）てなんでこんなに探傷が難しいのだろうという試験片
があ一）たとして、回送、試験をきっかけにそれまで気が付かな
かったr法を適用したら簡単に検出できることもあるかもし
れないので、こうした比較の意昧でもぜひ実現してほしいで
すね、もし試験片を数多くそろえたセンターみたいな場所が
あれば、こちらから出かけていってもいいですし、やり方はい
ろいろあると思います，，
大岡■池ヶ谷さんは、私達が〔二れまでやってきたことを見通
しているような発言をされますね．試験片の製作技術に関す
るトレーニングについては、過去に日本指導のもと1AEA（国
際原子力機関）の申のNDTプロジェクトで実施したことがあ
りますし、マレーシアでは、試験センターの構想もありました，
今後も新しい意見をどんどん取り人れながら、何らかの形で
トレーニングの場を検査会社のみなさんに提供できたらと考
えます．
　また池ヶ谷さんのご指摘のとおり、　一つの分野にこだわら
ず、他の分野の試験片についても実際に探傷してみることは
興昧深いですね　導門でない人は既成概念にとらわれない見
方ができますから、新たに気がつくことも多いかもしれません
し、そういう発想も大事かなという気がしています．
検査員にとって資格試験とは？
大岡聖P1）はr順書と装買、そして検査貞を認証するものです
から当然、技術者の技量が垂要になります，私は常々、6部
門取得するのは大変だなと感じておりました。みなさんにと
ってCIWが役ウ1ったのは、その技量を確認する資格試験があ
ったからですかね（笑）
池ヶ谷■はい、そう思います，そもそも試験がないと怠、け者
になりますからね．それに私ら管理職が試験に落ちると格好
悪いじゃないですか，また、CIWの試験については、現実と
かけ離れていて役に立たないとの声も聞きますが、それはうそ
で、現実を突き詰めれば突き詰めるほど、試験で書いている
模範的なことというか、典型的なことがある程度反映される
わけですよ。少なくともそういうことが顧客に対して言えない
ようでは、やはり技術者としては評価されませんよね。とい
うことでcrWは商売でも使わせていただきました（笑）
大岡■脇部さんはどうですか，
脇部■それは試験はあ一）たほうが…
大岡■あったほうがいい？
脇部■大変は人変ですけど…
大岡■だから私は6部門取得していただいて感謝していると
言っているじゃないですか（笑）
脇部■せめて共通試験くらいは更新者には免除して欲しいな
（笑）なんて思うことはあります。
大岡■それは聞かなか・）たことにします（笑）。斉藤さんはい
かがですか
斉藤口試験で忘れていたことを思い起こすことができました
し、新しい知識が吸収できました。やはり長年、検査に携わ
っていると、前はやっていたけどいまはやっていないとか、仕
事の内容も変わってきますから、そうしたなかで6部門すべ
ての知識と技量を維持するのはなかなか大変なんですよね。
大岡■本当に試験、試験で中し訳ないという気持ちもあるん
ですが、藤岡さんはどうですか。これまではみなさん「試験
ありき」とのことですが（笑）
藤岡圏最初にCIWの試験がいいなと思ったのは、やはり溶接
に関する知識を要求していたところです。JSNDIの資格取得
だけでは不卜分な溶接の知識をカバーするLで貴重だと感じ
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ています。
大岡綴自分が苫労している分、若い人にも試験では苦労して
もらいたいところもありますかね（笑）
斉藤綴苦労はしてもらいたくないですよね。、
池ヶ谷璽若い人を「受かるようにしろ」と会社から要求され
るのが・番苫痛ですね（笑）、ものすごい予間がかかるわけで
すよ。テキスi・とかいろいろ用意して、なおかつ努力しない人
の尻を叩かないといけないですから。もちろん自分の勉強に
なる面もありますが、かなり苫痛ですよね、、ただ自分が落ち
たら格好悪いですからちょっと努力は必要ですね。「
大岡鷹皆さんも通常業務でいろいろ苦労がある中で自分だけ
が勉強できるという環境にはなくて、会社でも責任を持たさ
れ、それなりに大変だと思います。いまH本溶接協会では試
験所認定とCIW認定の2つの制度が走・）ています。試験所の方
は試験を求めていなくて、研修会へ0）出席を求めていますが、
いまの話を総合すると試験はやった方がいいみたいですね
（笑）
　ありがとうございました、、早いもので残り時問もわずかにな
ってまいりました。本日は皆さんから非常に良い意見を出し
ていただいてここで閉じるのが惜しいと思いつつ、6部門の
技術取得者として、これから資格取得を1甘旨す人に対して
息
言アドバイスをいただければありがたいのですが、では藤岡さ
んから。
藤岡■まず検査を担当するものとして、きずを問違いなく亮
つけることが一番大事だと思います、、そのためには、相手を
知ることが非常に重要ですので、各種構造物・設備機器のつ
くられかた、あるいはつかわれかたなどについて、単に教えら
れたテクニックだけでなくて相fをよく知ったうえで、真剣に
取り組んでもらいたいです、、
　もうつは、私が若いころ、そんなことは考えていなかっ
たのですが、いまは欠陥の大きさもサイジングで正確に測定
できるようになりました．そこで、サイジングでll三確に出るも
ののそれがどうなんだ？　というのが次のポィントになってき
ていまして、ではその結果はいかに処理するのか？　応急処
置、恒久処置を含めて、これは我々ではなくエンジニアリン
グ会社が考えることかもしれませんが、やはりそういうところ
にも少しは意識を持って、一5人り口から出口まで”、　・通り目
が行き届く技術者になっていただきたいですね。
斉藤圏まずは自分の検査対象物を良く勉強してください．検査
対象となるものの材料の強度や溶接の方法、特性などが全般
的にわかったうえで、検査するのとしないとでは大きな違いが
あります，、あとは、広い視野と自由な発想で多角的に精度の
高い検査を実施するために全部門の資格取得、それも高次元
の資格を目指してもらいたいということです，実際、検査を行
うとき、6部門のうち1つしか持っていないと、例えばRTなら
ばRTの知誠や経験だけに固執してしまうと思うのです．しか
し全部門の知識があれば検査対象に発生するきずの種類と位
置、方向に対して最適なアブローチのできる検査方法を選定
したり、検査方法の紐み合わせなど、コストなども含めた多角
的な発想や判断が生まれると思います、、こうした広い視野で問
違いの無い非破壊検査を総合的に適用するという考え方は今
後より重要視されていくと思います、、
脇部■私どもがCIWで溶接の勉強をするように、顧客の担当
者も依頼する側として逆の立場から非破壊検査を勉強してい
ます，このとき、先方の担当者に対し、果たして検査の知識
だけで話ができるのかという課題があります、したがって、
我々検査員にとってCIWでの勉強は溶接の知識を広げるうえ
で非常に醜要ですし、全部門持・）ているからといって全てカ
バーできるとは隈りませんが、より多くの部門を取得するこ
とによって、総合的な比較検討が可能になると思います。今
後取得する方に対しては、できるだけ昔い時期に資格は取っ
ておいた方がいい、ということでしょうか。i度取得したもの
は何とか維持はできても年齢とともに部門を追加しようとす
る意識は薄れがちですから．
池ヶ谷闘皆さんから貴承な意見がありましたが、私がδえる
のは、もっと簡単な話で「人・倍好奇心を持ってください」
ということですね．何かあったらその都度面臼そうだなと全
部覗いてみる、何度恥をかいてもかまわないと思うのですよ、
私は人の3倍は恥をかいて、いろいろなことが経験できました
から、若いうちだったら恥をかいてもいいからいろんなことを
やってみてほしいですね、そしたらき・）といいことありますよ、、
大岡■本Hは全6部門を取得する1三任検査技術者からPDは噴
要であるとの認識をはじめ、資格取得との関連でいまお持ち
の技術をどう活かしていくか、さらにはll本溶接協会へのア
ドバイスなどを含め本当に貴亟なご意見をいただきました「
欲を言えばなぜもう少し早くこの座談会を企画しなか・）たの
かという気もしないではないのですが、当初、PDをテーマに
選定した時に1・分な意見がいただけるかとの心配がありまし
たが、全く無用の心配であったと感じております，最後にな
りますが今後も皆さんのご活躍を期待しております。長時問
にわたりありがとうございました，、
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6．試験所認定における技能試験について
はじめに
（社）日本溶接協会試験所技術専門委員会委員長　大岡　紀一
　試験所認定に関してISO／IECGulde58：1993σISZ9358
：！996）、iSO／IEC17025σIS　Q　i7025：2000）、APLAC　MR
OO1（アジア太平洋，1式験所認疋機関協力機構における試
験所認定機関間の相圧承認協定締結及び維持に関する
r続きを規定した文書）に技能試験の必要性が規定さ
れている。技能試験はISO／IEC　Guide2：1996／JISZ9911−
2：1996及びISO／IEC　Guide43−！：1997／JISZQOO434：1998
によると、試験所問の比較による校IE機関・試験所の
校IE能力または試験所能力の決定であり、ここでの試
験所間の比較は、予め設定された条件に基づく、同一
又は類似の試験品Hについての1つ以Lの試験所によ
る、1式験の組織化、実施及び評価であるとしている，，以
下に試験所認定における技能試験について、技能試験
におけるデータの統計的処理及び技能試験の実際につい
て概略を述べる、、
　統計学ではあくまで全体の傾向あるいは状況を知るこ
とで、その基本は事均とか分散である。よく使われる平
均値、最大値あるいは最小値は代表値であり、場合に
よ一）ては不都合なことから申心値とか中位数などが用い
られることもある、、申心値の例として、ある集団におけ
る身長を考えてみると、最大植（最も背の高い人）と
最小値（最も背の低い人）の平均値であり、その集団
における背が最も低い人から最も高い人までを順番に並
べて真中の身長を1婁位数にする．　・方、偏差値は分散
の度合を示している、，
　非破壊試験で得られた試験結果を考えると、放射線
透過試験で得られた画像から』らきずの寸法”を読み取
ったり（測定）、超音波探傷試験で“きずのエコー高ざ’
を求めたり（測定）、浸透探傷試験あるいは磁粉探傷試
験で』』指承模様の大きざ曾（寸法）を計測すると、試験
するたびに値が違一）てくる場合が少なくない。これが測
定における誤差であって、この測定値の分布をグラフ化
すると測定回数が多い場合このグラフは正規分布の曲線
となる、、これはガウス分布あるいは誤差分布といわれ、
、r均値及び標準偏差の二つの因子によって、グラフの中
心からの幅が大きいグラフ及び幅が小さいグラフとな
る，
すなわち、誤羊の大きさはその平均値を中心に左右
対称の1ε規分布となるが、平均値から離れて存在する
値が多くなることは』‘ばらつぎ雫の状態が異なることを
示している、、各データからの偏差の二乗（平方）の和は
データの数によって左右されるのでデータ数で除して平
均値を求め、これを分散と言っている。この分散の平方
根が標準偏茎であり、集団が’F均値の周辺にどのよう
に分散しているかを示している値である。
1．技能試験の種類及びデータの処理と判定
　技能試験の殆どの手法は、ある試験所から得られた
結果と他のつ以Lの試験所から得られた結果との比
較という共通点を有している。主として、校正分野では
“1則定比較スキーム”が、　・方、試験分野では“共同実
験スキーム”が用いられている。技能試験データ処理の
ための統計量の計算では、後者の“共同実験スキーム“
の場合、以下に示す“Zスコア”を求めることになり、
この計算結果によって判定を行うことになる。このZス
コアはAPLAC等の技能試験でも採用されている。ここ
でのZiは、Assign値として平均値を用いるか、あるいは
中央値（median）を用いるかの方法があり、平均値を用
いた場合の全結果のばらつきの推定値Sには標準偏差を
用いることになる。一方、中央値（med圭an）を用いた場
合の全結果のばらつきの推定値5には、正規化した四分
位数範囲（NIQR）を用いることになる。いずれの方法に
よるかは、データの中に異常に大きいあるいは小さい値
がある場合の取り扱いによるが、この場合には平均値や
標準偏差はそれらの値に影響されるため中央値（median）
や四分位数範囲（IQR）などが用いられることになる，，
　　Xi−X
Zi＝一
　　　　s
名二参加試験所のZスコア
Xi二参加試験所のデータ
π：Assign｛直（例えば、平均値を用いるか、あるいは
　　中央値（median）を用いる）
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験所としての技能を知ることが出来ることが試験所認定
の特徴といえる．
おわりに
　（社）ll本溶接協会では、ISO17025（JISQ17025）に基
づく認定制度を導人するにあたって、WES8705：2003
（非破壊検査事業者の認定に関する指針）を制定し、従
来からの非破壊検査事業者等の認定制度（CIW検査事
業者認定制度）を継承して、（財）目本適合性認定協会
（JAB）と共に行う非破壊検査拝業者向け試験所認定制度
をスタートさせた。ここでは、試験所認定において特徴
ともいえる技能試験について、これまでの実例を含めて
概説した。技能試験には認定申請に関わらずいつでも参
加可能であることから、技能試験の活用をもご理解のL、
多くの試験所（検査事業所）の参加を期待している。
また、今後多くの試験所の参加を得て、各種試験方法
に応じての技能試験の結果が出次第、必要に応じてデ
ータのオープンをも図っていきたいと考えている。
　最後に、技能試験に参加して頃いたCIW協議会の技
術委員会所属の検査事業者の方々に感謝申し上げます。
また、本稿執筆にあたり、JAB技術専門家研修会での資
料を参考とさせて頂くなどJAB試験所0）関係者の方々に
謝意を表します。
平成17年度のお知らせ
1．溶接検査認定（CIW）について
　前期分の詳細については、3／1半ばに送付する各案内書を
ご参照Fさい、，なお、広島・北九州地区での試験はございま
せん　後期については、日程など変更する場合もございます
ので7月20日発行のRUMPES−Vol．19No．3に掲載いたします
のでご確認願います。、
◎溶接部の検査に関する研修会
　　東京地区、大阪地区：4月23H（D・24111（口）
◎CIW主任検査技術者及び茎｛任試験技術者試験
　　1♪欠試験
　　　東オひ也i又、　人：19〜〜圭也1又：　5月22目　（H）
　　2次試験
　　　　　　東京地区：7月併1（L）
　　　　　　大阪地区：7月10日（日）
◎WES8706に基づく要員登録のための研修会
　　東京地区、大阪地区：6恥！目（｛二）・12｝1（日）
2．溶接管理技術者（JIS　Z3410／ISO哲73唾／WεS8鉛3）
について
　案内・申込書をご希望の方は、資格名称、等級、部数、
送イ手連糸各先（氏名・信ラ所・電1活番号）　をお書：きのL、（素L）日
本溶接協会宛にFAX（03−3255−5196）でご連絡ドさい・査収
後、研修会の案内・申込書を送付いたします、、なお、前期
の評価試験の案内・申算，δ書については、各研修会会場にて
配布いたします。
◎1級及び特別級基礎編対象研修会
　　札幌地区　：3月18日（金）〜2i日（月）
　　福島地区　二4月4日（月）〜7H（木）
　　東京地区　：4119目（D〜12日（火）
　　　　　　　4月22il（金）〜25日（月）
　　名占屋地区二4月17日（H）〜20目（水）
　　大阪地区　　：4月17B　（日）〜20口（水）
　　　　　　　4月25日（月）〜28日（木）
　　広島地区　　：4月7日（木）〜1011（日）
◎2級対象研修会
　　札幌地区　：3月19日（の〜21Hけ1）
　　福島地区　二4月5日（火）〜7111（木）
　　東京地区　：41
110日（日）〜12日（火）
　　　　　　　4月23目（D〜25日（月）
　　名古屋地区：4月18H（月）〜20H（水）
　　大阪地区　：4月181｛（月）〜2011（水）
　　　　　　　4月26H（火）〜28口（木）
　　広島地区　：4月8H（金）〜10目（H）
◎特別級応用編研修会
　　東京地区　　二4月24！．i（日）〜27H（水）
◎特別級、1級、2級の評価試験
　　6月5目（日）：札幌、福島、東京、名占屋、大阪、
　　　　　　　広島各地区
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l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　新年明けましておめでとうございます，、
　ランプスの読者をはじめ、関係者の方々、本年もよろしくお願い申し上げます。
　さて、昨年はCIWに関して、試験所認定制度にもとづく研修会も順調に行われ、（財）口本
適合性認定協会（JAB）と共同で進めている試験所認定の受験中請が開始されました。これ
に関連した技能試験（PTP）では、CIW協議会の協力を得て試験結果も得られ、本誌にPTPの
概要を掲載しました。少しでもお役に、Zてれば幸いであります。　・方、原ヂ力発電所の原子
炉再循環系配管などに発生したひび割れ深さの測定能力に関するPD（性能実証）制度発足
のための準備委員会が咋年12月に、ンニちLげられました。本誌では、原子力分野に限らず一般
σ）溶接構造物におけるPDの現状や展望について、CIW技術書」として6部門の資格を有する
方々による座談会を特集しました。いずれのi業分野においてもPDとは言わないものの、現
場では牲能実証なるものを実際に行っていることが再認識され、大いに意義ある座談会では
なかったでしょうか。
　本年が皆様にとってより充実した飛躍の
一年となることを期待しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N．0）
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