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1.はじめに

昨年来、特に原子力分野でPD(Performance Demon-
stration、性能実証)の議論が高まっている中、CIWのラ
ンプス編集委員会では特別寄稿として、このPDをテー
マとしたCIW認定事業者の全6部門(RT,UT,MT,PT,
ET,SM)を取得している主任検査技術者による座談会を
企画し、溶接構造物全般を捉えた形でのPDの現状と将
来を語って頂きました。
ランプスを一読されて、話題となった建築構造物、ボ
イラー、橋梁、化学プラントなどではPDとは言わない
ものの、何らかの形でPDかそれに近いものを実施して
いることがお分かりになったと思います。例えば、建築
の分野では20数年前から自然欠陥を用いての資格の認
定を行っている。ガス関連でも高圧ガス導管での品質検
査でも一連の作業はPDに近いところかもしれない。一
方、化学プラントのメンテナンス工事で検査する各種設
備機器は高圧ガス保安法、電気事業法などに係わるも
のが少なくなく、当該法規に定められた方法で検査しな

ければならないが、最近自主保安、特に運転中の検査
のウエートが大きくなりつつあり、一方で別の新たな方
法の確認を行った上での適用も増える中、何らかの形で
のPDの導入が求められるのではとも考えられている。
橋梁では自動超音波装置の認証を推進していこうとい
う流れの中、最近は装置だけでなく技術者に対するPD
が必要ではとの考え方も出てきている。
一方、PDとサイジングの観点からは、化学プラント

ではステンレス材を使う機器も結構あり、SCCについて
進展具合を注意して調べるものもあり、サイジングは非
常に重要視されてきている。また、検査箇所の増加に伴
って現状の技術者の数では対応が容易でなくなる事態を
考慮しての技術的に統一された評価が可能かの観点か
らもPDの必要性はかなり高いものとなりつつある。都
市ガスの球形ホルダーに維持基準が適用されており、サ
イジングの結果によりきずの種類や大きさに応じた処置
方法を決めたりする評価基準が指針に示されている。
以上のように、PDの必要性は原子力分野に留まらず、

今後種々の工業分野でPDが実施されることが予測され
る。このような時期に、軽水型原子力発電所用機器に
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1. PD認証制度について

大岡　紀一(社)日本溶接協会　参与
(社)日本非破壊検査協会　NDIS0603原案作成委員会委員長

日本非破壊検査協会が5月25日、東京・九段北のアルカディア市ヶ谷で開催した「NDIS0603に基づくPD認証制度に関する説明会」



対するPD資格試験を主体に技術者の資格及び認証に関
する規格が制定された。規格本体は序文に始まり、適
用範囲、引用規格、定義、PD技術者の能力、責任、受
験申請資格、PD資格試験とその運営、再試験、PD認
証、PD認証の更新及び再認証、記録／文書化規格につ
いて、附属書（規定）は適用範囲、PD資格試験の実施、
PD認証の有効性について記載されている。ここでは、
規格制定の背景に触れると共に、規格体系で本体と附
属書の主たる内容、PD資格試験、試験体、PD認証の有
効性、PD研修、受験申請資格、更新そしてPD認証制
度の担当機関と機能の概略について取り上げる。
なお、PD認証制度と規格の検討経過を表-１に示す。

2.規格制定の背景

溶接構造物では、供用期間中に圧力容器や配管など
の溶接金属近傍にき裂等が発生することがある。2000
年に、供用期間中における機器・配管などの設備の健

全性評価と維持を目的として、(社)日本機械学会は“発
電用原子力設備規格　維持規格”を発行した。この維
持規格が正しく適用されるためには、き裂の定量的な評
価技術が不可欠であり、超音波探傷試験技術者につい
て探傷装置及び手順書と一括した超音波探傷システム
の性能実証（PD:Performance Demonstration）のため
の認証制度が必要になってきた。
このため、2004年12月に(社)日本非破壊検査協会に

PD認証制度準備委員会が設置され、PD認証制度の運営
に必要な認証規格を日本非破壊検査協会規格(NDIS)と
して制定することが決定された。同月に“超音波探傷
試験方法の性能実証における資格及び認証（仮称）”の
NDIS原案作成委員会を発足し、2005年1月、2月と審議
を重ね、3月の委員会において最終原案“超音波探傷試
験システムの性能実証における技術者の資格及び認証”
としてまとめ、2005年5月に制定された。
なお、この規格において非破壊試験方法が超音波探
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表1 PD認証制度と規格の検討経過



傷試験と限定していることと、本資格が、上述したよう
に技術者、探傷装置及び手順書を一括した超音波探傷
試験システムにより行われる性能実証に関する認証シス
テムに対するものであることから、Performance
Demonstration(PD)に対応する用語としては、直接的な
和訳である“性能実証”でなく、“超音波探傷試験シス
テムの性能実証”とした。
なお、この規格に規定するPD認証を通常の材料・溶

接・構造物の超音波探傷試験に従事する技術者に要求
することは適切ではなく、JISZ2305に従った認証制度の
下で十分対応が可能であり、その他、特に支障のない
部分については、JISZ2305の規定を踏襲することとし、
解説に盛り込んでいる。

3. 規格体系について

3.1 規格本体

規格本体におけるPD認証の対象については、この規
格の制定の動機となった軽水型原子力発電所用機器に
限定した規格とするのではなく、それ以外の機器をも包
含した対象分野についても広く適用できる規格としたこ
とで、一般工業分野への適用として記述されている。
溶接構造物等に発生したき裂の超音波探傷試験を行

う場合、き裂の高さ測定に先立ち行うき裂の検出及び
寸法測定（指示長さ）が重要となる。本体ではき裂の
高さ測定の必要性が軽水型原子力発電所用機器の検査
に端を発していることから、き裂の高さ測定を主体とし
て、“き裂の寸法測定及びそれにかかわるき裂の検出”
として規定している。

3.2 附属書

PD資格試験の詳細を附属書で規定することとし、こ
の附属書における認証の対象範囲を、原子力の場合、
PDの必要性は供用期間中検査において認識されたこれ
までの歴史と、各国とも供用期間中検査に限定してい
ることから、この附属書でも供用期間中検査に限定す
ることとした。附属書では軽水型原子力発電所用機器
におけるPD資格試験の部分だけを記載している。
規定されている軽水型原子力発電所用機器に対する

PD資格試験に対する軽水型原子力発電所用機器の中で
も、ここ数年で問題となった原子炉再循環系配管等の
検査への改良超音波探傷試験(JEAG4207付録)の適用に

ついては、(財)発電設備技術検査協会が行った“超音波
探傷試験による欠陥検出性及びサイジング精度に関す
る確証試験(UTS:Ultrasonic Test & Evaluation for Main-
tenance Standards)”（以下、“UTS”という。）、(独)原
子力安全基盤機構における成果、及び(財)発電設備技術
検査協会が新技術について評価した“超音波探傷試験
による再循環系配管サイジング精度向上に関する確性
試験”（以下、“確性試験”という。）の成果並びにプラ
ント個別試験における測定結果などから、その妥当性が
認められた。このため、軽水型原子力発電所用機器に
対するPD資格試験は、原子力プラントのオーステナイ
ト系ステンレス鋼（ステンレス鋳鋼を除く）配管突合せ
溶接継手に発生したき裂の高さ（深さ）を配管外表面
側から測定する超音波探傷試験技術者について、探傷
装置、手順書を一括した超音波探傷システムとして認
証し、資格を与える制度としている。
ここでの手順書は、一括した超音波探傷システムの一
つであることから、この附属書に記載する項目は、オー
ステナイト系ステンレス鋼配管突合せ溶接継手に発生す
るき裂の高さ（深さ）測定に限定していること、手順書
に記載した内容・数値は許容範囲を超えると使用でき
なくなること、基本的パラメータの許容範囲を決定しな
ければならないことなどき裂の高さ測定に影響を及ぼす
と考えられる項目に絞った。
一方、解説は本体及び附属書に規定・記載した事項、

並びにこれらに関連した事項の説明を述べている。

3.3 PD資格試験

軽水型原子力発電所用機器におけるPD資格試験で
は、その結果の評価のための判定基準については、これ
まで実施されてきた試験研究の成果並びに実プラントに
おける測定結果等を基に規定した。ASME/PDの関連す
るSupplementによる認証を受けた技術者については、
溶接金属中に進展したSCCについての寸法測定について
はPD資格試験が行われていない。
なお、上記溶接継手以外の部位に発生したき裂等の

検出又は寸法を測定する超音波探傷試験技術者に関し
ては、これらに関する規格が制定されるまでは、国外の
PD資格制度の有資格者を活用することは差し支えない
としている。
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3.4 試験体

上述したUTSの結果における深さ寸法測定精度と板
厚の関係を基に、対象配管の代表的な口径及び代表的
な肉厚をカバーし、かつ、試験体数を必要最小限に抑
えるために、ここでは、少なくとも口径別3種類(大口径、
中口径、小口径)又は肉厚別3種類のPD試験体を備えて
いることとした。対象配管溶接継手に発生が予想され
る主なき裂の種類は、疲労き裂及びSCCである。UTSに
おける疲労き裂とSCCのき裂高さ測定結果から、PD試
験体のき裂は、き裂先端エコーの検出に熟練を要し、
SCCで検証された深さサイジング性能は、疲労き裂でも
有効なものと考えられるため準備するPD試験体のき裂
の種類はSCCとしている。

3.5 PD認証の有効性

き裂高さ測定技術は、とりわけ高度な技術であるため、
その技量を維持するには毎年1回のPD研修を義務付け
た。このPD研修は技量維持のためで、SCCが付与され
た試験体によるPD研修でなければならず、また、深さ
が既知のSCCを用いて深さ測定を行うことにより、技量
維持が確保できると考えられることから、SCC深さの測
定結果が資格試験判定基準の範囲内に収まるまでPD研
修を行うことが必要である。
一方、適用しようとする手順書の内容を、以前に認

証された手順書に記載されている基本的パラメータの許
容範囲内で変更する場合は、PD資格試験機関に届けて
確認を受けなければならない。また基本パラメータの許
容範囲を超える場合は、PD資格試験を新たに受けなけ

ればならないこととしている。

3.6 PD研修

十分な教育・PD研修を受けていなければ合格できな
いことを考慮し、受験前に求められるPD研修又は経験
の要否及びその程度について受験申請の要件として求め
るか否かは、PD認証の対象範囲(対象機器)に応じて検
査の実施時期、頻度、方法等が異なることもあり、PD
認証の対象となる分野に応じて経験についての規定とと
もにPD認証機関の要求に応じて規定できるようにして
いる。

3.7 受験申請資格

この規格で規定するPD認証は、一般の超音波探傷試
験を実施する基本能力の保有を前提とした付加的な能
力についての資格であることから、受験申請資格として
は、JISZ2305に規定するレベル2相当以上の資格を受験
申請の要件とした。
ここで、同等以上の資格とは、ISO9712相当の資格で、
米国ASNT規格：ACCP(ASNT Central Certification Pro-
gram)、欧州規格：EN473（Non-destructive Testing-
Qualification and certification of NDT personnel）、カナ
ダCGSB規格：CAN／CGSB-48.97612(Non-destructive
Testing-Qualification and Certification of Personnel)等が
ある。

3.8 更　新

本資格の現場での利用頻度がそれほど高くないことが
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図1 PD認証制度の担当機関と機能



予想されるため、PD認証の対象となる機器の試験業務
に従事していたことの証明又はPD研修の証明が必要で
あるとし、その具体的要件はPD認証機関の要求に応じ
て規定できるものにしている。

4. PD認証制度の担当機関と機能

PD認証制度の推進にはPD認証機関、PD資格試験機
関、PD認証センターとその位置づけが重要である。そ
のための担当機関と各種委員会の関係を図-1に示す。
また、各機関における委員会とその機能についての概略
を表-2に示す。

5. おわりに

PDの今後の対応として、NDIS0603が制定されたのを
受けて、今後はPD認証制度の立ち上げを行う必要があ
り、これを2005年10月目標とし、その準備を2005年4月
から9月に行い、PD資格試験募集時期を2006年1月、そ
の実施時期は同年3月を予定している。このような状況
下、PD認証制度の現状について、また今後の対応につ

いて述べる機会が得られ、本稿が原子力に携わる方々
のみならず、種々の工業分野の方々に少しでもお役にた
てば幸いであります。

参　考　資　料

1)「ランプス」Vol.19 No.1『【特別座談会　主任検査技術者6部門
取得者が語る 溶接構造物のPDの現状と展望】』
2) NDIS0603:2005 超音波探傷試験システムの性能実証における技
術者の資格及び認証、(社)日本非破壊検査協会発行
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表2 各種委員会とその機能の概略
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東京都は、平成17年3月15日に「鉄骨造等の建築物の
工事に関する東京都取扱要綱」を一部改正しました。
この改正は、高層建築物等の溶接接合部について、

平成12年建設省告示第1464号（以下「告示」という。）
第二号ロの適切な運用を図るために、改正したものです。
改正の背景及び主旨・内容については、次のとおり

です。

１　改正の背景

阪神・淡路大震災においては、鉄骨造建築物等の溶
接接合部に脆性破断が多数発生しましたが、この要因
として、組立て精度、表面欠陥、内部欠陥等の他、
適切な溶接条件
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

が遵守されていないことが指摘されてい
ました。このため、告示は、第二号のイで精度・表面
欠陥・内部欠陥等について規定するとともに、ロで、溶
接接合部の溶着金属について接合する鋼材と同等以上
の機械的性質を確保するよう規定しています。しかしな
がら、具体的な管理方法や検証方法が示されていない
ため、実務において、この規定の確実な実施が困難であ
るとの指摘が各方面からなされています。
都においては、日本建築学会、溶接学会、日本溶接

協会等の提案等を参考にした上、特に高層建築物等の
現場溶接の溶接条件及び受入検査方法等の告示の具体
的な運用方法を示し、講習会等を通じて建築関係団体
等の理解を得てきたところです（注1)。
また、鉄骨加工工場の国土交通大臣認定の認定書に

は、この機械的性質を確保するための【溶接条件（注2)】
が明記されていますが、認定工場以外の工場の取扱い
をどのようにするかについても課題となっていました。
さらに新たな問題として、巨大地震における高層建築

物等の変形性能が問題視されるなど鉄骨造建築物の溶

接接合部の品質が改めて重要な課題となっています。
このたび、これらの状況を考量し、告示第二号ロの適

切な運用を図るため要綱を改正したものです。

２　改正の主旨・内容

改正の主旨は、次の(1)から(7)に示すとおりですが、
今回の改正の目的は厳格な内質検査を一律に義務付け
るものではなく、設計段階で溶接部に関する要求性能
を明確にした上で、その性能に見合った品質の検証方
法を設計図書で明確に示すというルールを提示したこと
にあります。
したがって、設計者は、設定した下記のａ又はｂの

条件によって定まる溶接接合部の要求性能に応じて、
確認申請の段階で下表のいずれかのルートを選択するこ
とになります。

ａ．設計①　極めて稀にみる大地震において、溶接接
合部に塑性ヒンジを発生させる。

ｂ．設計②　極めて稀にみる大地震において、溶接接
合部以外の鋼材の部分に塑性ヒンジを発
生させる。若しくは、制振部材を除く構
造耐力上主要な部分に塑性ヒンジを発生
させない。

本要綱では、上記の設計①を採用した場合には、確
認申請書の添付図書の仕様書等に溶接接合部について
内質検査の方法を明記するよう求めています（本要綱
第3）。
また、工事の着手前に東京都建築基準法施行細則

（以下「細則」という。)第14条に基づく建築工事施工
計画報告書・鉄骨工事施工計画報告書を特定行政庁に

2. 「鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱」の一部改正について

金谷　輝範東京都都市整備局市街地建築部建築指導課専門副参事

（注1）溶接学会建築鉄骨溶接特別研究委員会「建築鉄骨における実用的な入熱･パス間温度の管理手法」、東京都防災・建築まちづくり

センター「建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引」参照。

（注2）この溶接条件は、法第37条で指定された溶接材料の規格（JIS Z 3312（軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ）1999）の解

説に示されたものが採用されている。



提出する際及び中間検査・完了検査の前に細則第15条
の4に基づく建築工事施工結果報告書･鉄骨工事施工結
果報告書を建築主事又は指定確認検査機関に提出する
際には、仕様書等に明記された内質検査の実施計画及
び実施結果についての報告書を添付する必要がありま
す。

(1) 告示第二号ロは、建築基準法施行令第67条に基
づく仕様規定であるため、小規模から大規模の建
築物に広く適用されること。

(2) 限界耐力計算を用いる場合及び超高層建築物の
場合には、仕様規定が適用されないが、告示第二
号ロの基準に代えて適用する方法が提案されていな
いため、これらの建築物も基本的には同様の対応
となること。

(3) (1)及び(2)を前提とした上で、本要綱では、建築
物の規模等及び設計者が設定した当該溶接部に対
する要求性能に応じて適用範囲を設定し、求める
内容のレベルに差を設け、一定の条件に該当する
建築物について、告示の要求する品質を確認する
ための検査（内質検査）を求めることにしたこと。

(4) 上記(3)の適用範囲は、次の何れかの建築物とし、
極めて稀にみる大地震（二次設計で検討対象とす
る地震）において、当該建築物の溶接部が塑性域
に達するよう設計した場合としたこと。
ア 建築物の高さが45ｍを超える高層建築物等で、
鋼材の板厚が25mm以上の部分
イ 建築物の高さが45ｍ以下の建築物で、鋼材の板
厚が40mmを超える部分

(5) 上記(4)の適用範囲に該当する建築物について
は、確認申請書に添える図書に、本要綱第5の2第2
項に掲げる内質検査の方法を指定し記載するもの
としたこと。

(6) 例示した内質検査の方法のうち、硬さ試験によ
る方法の場合には、ランダムサンプリングによる抜
き取り検査も可としていること。不可逆性の示温
塗料塗布の場合には、原則として全数検査として
いるが、全数塗布した上でランダムサンプリングに
よる抜き取り検査をする場合も可とすること。

(7) 内質検査の方法については、現在、都が把握し
ている検査方法を例示したが、これらの検査方法
については、検査結果にバラつきが多いことが知ら
れており、このため、これらの方法による検査結果
は一次スクリーニングとして位置づけたものである
こと。
したがって、信頼できる方法があれば、その採用

を妨げるものではなく、関係学会・協会及び建築
関係団体等からの提案を期待するものであること。

以上の内容で今年の4月1日確認申請を受け付けたも
のから適用になっています。（ただし工場で行う溶接工
事に関する部分については平成17年10月1日確認申請を
受け付けたものから対象になります。）

†　　　†　　　†
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溶接接合部の要求性能 溶接部の仕様・受入検査方法 

a

b

設計① 

設計② 

接合する鋼材並の保有変形性能を 
期待する 

鋼材並の変形性能は必ずしも必要 
としない 

溶接部の保有する変形性能を何らかの 
方法で検証する。 
※硬さ試験、溶接条件の検証その他 

通常の品質管理・検査方法で溶接部の 
品質を検証する 

表　溶接部の必要変形性能と保有変形性能の検証ルート
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日本非破壊検査協会では、平成17年4月11日(月)より
標記システムの運用を開始しています。このシステムを
通して、当協会の会員及び利用者の方々へ各種の機能
を24時間提供し、サービス向上に努めてまいります。
従来は、紙ベース（郵送・FAX等）での情報交換で

したが、この日本非破壊検査協会WEBシステム（WEB
システム）を用いることで、インターネットや電子メー
ルで直接に情報の提供や各種のお申込が可能になりま
す。ご自分専用のPCが無い場合でもインターネット接
続の環境さえあれば、いつでも当協会にアクセスするこ
とが可能です。
インターネットを利用する際のセキュリティーについ

ては、利用者から当協会サーバー間の情報通信に128ビ
ットSSL暗号化通信を採用することで、高度なセキュリ
ティー保護を行っています。また、このWEBシステム
では、個人情報保護ポリシーに基づき、利用者の方々
の個人情報を適切に管理いたしますので、安心してご利
用していただけます。
「WEBシステム」をご利用いただくには、事前に利

用者登録が必要です。この利用者登録は初回のみで、2
回目以降はご登録されたID、パスワード、会員番号の
入力のみでご利用できます。各種電子申請の際には、

利用者登録された情報が申込入力フォームに反映され
ますので、必要最低限の入力にて各種お申込をすること
が可能です。
また、日本非破壊検査協会の会員の方はログインさ

れる際に会員機能を有効にして、会員番号を入力して
いただければ、頒布品（書籍、試験片）、受講料、学術
系イベントの割引及び文献閲覧等の会員特典を受ける
ことができます。利用者登録の際に電子メールアドレス
が必要となりますが、利用者登録は個人の方でも、企
業の事務担当者の方でもご登録可能です。ただし、1利
用者に対して1メールアドレスのご登録が必要となりま
す。なお、お送りする情報量が多くなることがあります
ので、携帯電話メールのご登録はできませんので、ご了
承お願いいたします。
利用者登録は当協会ホームページの「日本非破壊検

査協会WEBシステム」のページからご登録をお願いい
たします。(https://www.jsndi.or.jp/websys/ [図1]）
なお、利用規約・利用者登録の方法・Ｑ＆Ａなどの

詳細につきましては当協会ホームページのWEBシステ
ムの項目に掲載していますのでご参照ください。
(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsndi/ [図2]）

3. 「社団法人日本非破壊検査協会WEBシステム」のご紹介

(社)日本非破壊検査協会広報活動委員会委員長 荒川　敬弘

図1 「日本非破壊検査協会WEBシステム」ログイン画面



＜WEBシステムでご利用できる機能＞

1. メールマガジン
当協会からの最新情報を電子メールにて発信いたしま

す。当協会からの情報発信の手段は、従来ホームペー
ジ（HP）への情報掲載が主体となっていました。HPで
の情報提供は情報を受け取る側が頻繁にHPを閲覧する
必要がありました。当協会の情報発信は基本的にHPが
主体であることに変わりはありませんが、HPへ新しい
情報が掲載されたことをメールマガジン（図3）のかた
ちでお知らせいたします。
メールマガジンのカテゴリは以下の4種類で、ご希望

のメールマガジンを無料で利用することができます。
（必要な情報だけを利用することが出来ます。）
(1) 学術活動メールマガジン

学術系の各種イベント（春秋講演大会・各種シンポ
ジウム等）の開催案内をご紹介いたします。
(2) 教育活動・講習会メールマガジン

各種非破壊試験技術講習会の開催案内、講習会受付
状況などをお知らせします。
(3) 資格試験メールマガジン

春秋資格試験申請書の受付開始から試験日程、一次
試験合格者速報のご案内をはじめ、認証資格者への各
種情報を提供いたします。

(4) 書籍・試験片・頒布品メールマガジン

新刊書籍、改訂書籍、試験片、教育ビデオ等の頒布
品に関する情報をご案内いたします。
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図3 「WEBシステム」メールマガジンページ

図2 「日本非破壊検査協会ホームページ」トップ画面
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2. 電子申請

WEB上から各種お申し込みを行うことができます
（図4）。現在、お申し込み可能な申請は下記の4種類と
なります。
(1) 会員登録・変更届け（個人会員の方）

日本非破壊検査協会の各種会員のお申し込みができ
ます（個人会員・団体会員・学生会員・賛助会員・支
部賛助会員）。また、個人会員の方はご登録されている
住所のご確認と共に、住所変更を行うことが出来ます。
(2) 学術系のお申込

現在、受付可能な学術系の各種イベントのご確認と
お申し込みが出来ます。
(3) 講習会のお申込

講習会へのお申し込みができます。講習会の開催一
覧をご希望の条件で検索することが可能で、開催会
場・講義内容・講義時間などの詳細情報についてもご
確認可能です。また、講習会にお申し込みいただき、同
時に関連書籍をご購入される場合には割引価格が適用
されます。
(4) 書籍・ビデオ・試験片のお申込

書籍・ビデオ・試験片等のお申し込みができます。ま
た、会員の方は会員価格にてご購入することができます。

3. 公開文献

当協会の会員の方々にご提供する文献等を順次増や

してまいります。「日本非破壊検査協会WEBシステム」
にログインされる際に会員番号を入力していただけれ
ば、公開文献を参照することができます（図5）。公開
文献については、準備が整い次第、順次掲載いたしま
す。公開文献として、日本非破壊検査協会規格（NDIS）、
オープンシンポジウム論文集、春秋講演大会論文集等
の掲載を予定しています。
「日本非破壊検査協会WEBシステム」はご利用者の

方々の利便性を向上するためのシステムです。多数の皆
様がご利用していただくことによって、今後更に、認証
試験の受験申請の受付や認証登録者の方々の住所変更
などもできるように検討していきたいと考えています。
今後とも、「日本非破壊検査協会WEBシステム」をご活
用いただきたくお願いいたします。

図4 「WEBシステム」電子申請ページ

図5 「WEBシステム」公開文献ページ（イメージ）



中部地区で開かれる溶接・レーザに関する初の国際
展示会、愛・地球博パートナーシップ事業『HUBTEC
2005  ものづくり中部‐溶接・レーザ総合技術展』（主
催：日本溶接協会中部地区支部委員会、産報出版）が6
月30日～7月2日の3日間、ポートメッセなごや（名古屋
市国際展示場）で開催された。“ものづくりの革新と人
づくり”をテーマに掲げ、展示会場では内外を代表する
溶接・レーザ関連企業120社・団体が一堂に会し、新技
術・新製品の競演で〝ものづくり革新〟を提案。各種
イベントや技術セミナーなどを通じて、3日間で総来場
者数は27,043人に上り、技能伝承と人材育成の〝人づく
り〟を日本全国、世界に向けて発信した。

□　　■　　□

オープニングセレモニーでは、主催者を代表して、日
溶協中部地区支部委員会の古田英志委員長が「今回の
展示会開催にあたっては、“ものづくり中部”、この元気
の源は何かと考え、自動車を中心にさまざまな産業が集
積し、先端加工技術をリードし続けているのは技術・技
能の教育訓練と匠の技を伝承し続ける“現場すなわち
人づくり”を大切にする企業風土だとの認識に立ち、さ
まざまな企画を提案した。ハイテク機器の展示や技術講
演会などを通じて“中部とはどんなところか”を考える
機会としてほしい。また、共催となる溶接学会東海支
部の講演会や中部レーザ応用技術研究会／レーザ加工
学会の合同研究会では、協力の輪を広げることで中身
の充実を図ることができた。当展示会をとおして、新技
術・新製品による“ものづくりの革新”提案と、技能
の伝承と人材育成の“人づくり”を日本および世界に
発信したい」と“人づくり”の発信を強調した。
続いてあいさつに立った産報出版の馬場信社長は来

賓、後援・協賛団体、出展社など関係者に謝意を述べ
るとともに、「今回のHUBTECの名称は車のハブ、ある
いはハブ空港のハブをもじった造語。溶接技術はものづ
くりの基幹をなすハブであり、この中部から全国へ、そ
してアジア、世界へと情報を発信していきたい」と、中

部地区初の溶接関連展示会開催に対する期待を語った。
展示会場内では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、非破壊検査関連で新開発の機材
が多数出品された。
小間番号順にみると、アールディテック・アジアのブ

ースでは、背部のモジュールを交換することによりマル
チUT（TOFD）、フェイズドアレイ、渦流アレイを使用
した検査が可能な「Omniscan MX」が注目を集めた。
華やかなブース装飾が目を引いたGEインスペクショ
ン・テクノロジーズ・ジャパンは、初公開のカラーディ
スプレイポータブル超音波探傷器「Krautkramaer
USM35X」の最大の特長であるIP66に対応した防塵・防
水機能をアピールするため、同器にシャワーを浴びせる
演出が好評だった。ACTUNIは、SUSの溶接部スリット
きずやアルミ部品表面に発生する巣穴などを検知するラ
イン用渦流探傷装置「EddyInspector LX」、アニメキャ
ラクターを用いて幅広い層の関心を集めた渦流式異材判
別装置「UMS-6500」など、デモンストレーションを積
極的に展開した。日本クラウトクレーマーのブースでは、
内在欠陥をリアルタイムに画像化するマルチチャンネル
型自動超音波探傷システム「USI-α」の実演をはじめ、
「USI-α」のTOFDバージョン、マルチチャンネル渦流
探傷器「EDDIOアレイECT」、自動車模型とともに展示
した超音波漏れ試験器「SDT170」など広範な製品群が
来場者の関心を集めていた。このほか、石川島播磨重
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4. 【レポート】HUBTEC 2005  ものづくり中部
最先端技術と溶接技能が競演

会場の至るところで展開された開発品の実演



工業／石川島検査計測が新たに発表した、溶接部可視
化装置「iL Viewer-F」は、筐体のコンパクト化による
省スペース化と軽量化で持ち運びを可能にしたほか、あ
らゆる溶接において簡単な調整で溶接部とその周辺部を
見ることができ、実演のたびに多くの来場者が集まった。

■　　□　　■

「HUBTEC 2005」は、豊富な開発品が競演する一方、
溶接技能、つまり「溶接技術者の腕」も来場者の関心
を集めた。
会場一角の溶接実演＆ものづくりコーナーでは、①

JIS検定および競技会（半自動）②同（手アーク）③も
のづくり（バーベキューコンロを製作）、社内教育（新
人教育、技能向上教育、検定受験教育）④技能五輪
（課題制作、圧力テスト）‐‐の実技が披露され、若手
を中心に連日賑わいを見せたほか、実際に鳥かごをつく
るコーナーも人気を集め、若手からベテランまで一心不
乱にはんだ付に臨む姿が印象的だった。
またポートメッセなごやの交流センターでは会期中、

協賛企業や出展企業が新たな技術や独自の応用技術、
適用事例などを紹介する「溶接・レーザ総合技術プレ
ゼンテーション」が企画された。初日(6月30日)の「新
接合技術FSW（摩擦撹拌接合）」（講演3件）、2日目(7月
1日)の「新プロセス（溶接・レーザ）」（同8件）に続き、
3日目(7月2日)には、「鋼構造物の溶接・切断・検査」
をテーマに①「先進的高性能構造用厚板について」（田
中洋一・新日本製鐵鉄鋼研究所）②「最新溶接ロボッ
トの実例」（保田幸治・ユニバーサル造船舞鶴事業所）
③「ガス配管溶接部の超音波検査装置の開発」（佐藤浩

司・東邦ガス供給管理部導管技術センター開発チーム）
④「エルナックスによるアーク溶接の概要‐アーク現象
と薄鋼板の溶接について‐」（池上祐一・エア・ウォー
ターウェルディング事業部）⑤「溶接用シールドガスの
供給システム＆供給ガス品質管理」（橋本貴由、加藤泰
嗣・ジャパン・エア・ガシズ工業・ヘルスケア事業本部
溶接・溶断ガス部）の５件の発表があった。
なかでも唯一、検査に関する話題を提供した佐藤氏

は、「ガス事業者が溶接部検査に何を求めているのか？」
との観点から、中圧溶接鋼管工事における溶接継手の
品質検査の事例に触れ「将来、溶接熟練者の高齢化が
懸念されるなかで、良質な溶接品質の確保が命題とな
っている」と指摘するとともに、「その一方で、当社で
もガスホルダーの溶接部検査にTOFD法を採用している
ように、非破壊検査手法の進歩はめざましく、配管溶
接部においてもより簡易な超音波装置を開発できない
か？」と開発に至る背景を説明した。
今回発表したシステムは自動スキャナー装置と３D超

音波検査装置で構成される。まずは口径200A、厚さ5.8
㎜をターゲットに、開発アプローチとしては「超音波斜
角角度の決定、探触子シュー材の設計、圧電素子の配
列決定」に取り組み、「ガス配管溶接部に超音波開口合
成法を適用し、探触子の最適化を実施することで、当
初からのコンセプトである、①溶接内部のきずの可視化
②溶込み不良の定量化③検査の高速化などの具現化に
至った」という。
佐藤氏によれば、これまでに現場での適用はないが

「今年度下期には、現場適用向けのプロトタイプを開発
し、ブラインド試験などを行っていく方針」としている。

（文責・産報出版）
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溶接・レーザ総合技術プレゼンテーション 若手来場者が目立った溶接技術実演コーナー
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今年は神奈川県非破壊試験技術交流会の創立10周年
であり、平成17年6月3日に祝賀会=写真=を挙行した。
今年は「終戦後60周年」でもあるので、当技術交流

会をとりまく周辺の状況も含めて記述する。
第2次世界大戦の太平洋戦争は、1941（昭和16）年12

月8日から始まり、1945（昭和20）年8月15日に昭和天
皇の終戦の詔書が公表され、戦争は終結した。
(1) JSNDIの設立

敗戦の結果、わが国の工業界は壊滅状態になった。
1949（昭和24）年には日本工業標準化法が施行され、
第５次計画造船では大型外洋船の建造が計画された。
わが国の船舶は、それまで船殻の接合は鋲接であった

が、第５次計画造船から船殻の接合の大部分が溶接に
置き変えることになった。溶接部の検査にはＸ線透過試
験を適用することになった。戦時中には敵の潜水艦を探
知するため、水中を伝搬する超音波を利用したソナーが
用いられたが、固体材料のきずを検出する超音波探傷
器が試作され、エンジンのボルト検査に有効であること
が判明した。
1952（昭和27）年に任意団体の非破壊検査法研究会

の設立を経て、1955（昭和30）年に文部省から社団法
人「日本非破壊検査協会」（JSNDI）として認可された。
JSNDIは1956年に関西支部、1964年に中部支部を設

立した。支部の運営に若干の問題が懸念されたため、
その後は他の地区から支部設立の要望があっても一切応
じなかった。
平成16年３月、JSNDIは会員へのサービス向上のため

各種規則を改正したが、「支部の設置及び運営に関する
規則」を制定した。2005（平成17）年度は東北と九州
に支部が発足する予定である。
(2) 関連地域研究会

JSNDIは支部設立の要望があっても一切応じなかった
時期があったが、各地域では独自に研究会を設立する
気運が高まり、北は北海道から、南は長崎まで10ヵ所
の地域研究会が発足した。この中で最も古いのは、
1960年に発足した四国地方非破壊検査研究会であり、
最も新しいのは1996年に発足した当技術交流会である。

(3) 神奈川県NDT技術交流会

平成8年2月16日、横浜国立大学工学部大学院研究棟
７階大会議室において、設立総会を開催して、技術交
流会の創立を承認し、下記の役員を選出した。
会長：関根和喜（横浜国大）、副会長：山田尚雄（産総
研）、代表幹事：菊池晋一（エーアンドデイ）、幹事22
名、事務局：３名。
創立当初から代表幹事に就任した菊池晋一氏（元三

菱重工業・横浜造船所検査室長）は、当技術交流会の
創立には積極的に活動した功労者であるが、残念なが
ら創立10周年記念式典に参加することなく、平成15年
10月下旬逝去された。深く追悼の意を表したい。
以下に当技術交流会の活動内容の概要を紹介する。
①　講演会（研究会、発表会）

当技術交流会は年間２回の講演会（春は技術研究会、
秋は技術発表会）を開催している。
②　講習会（JSNDI認定試験対応、その他）

JSNDI認定試験のための受験対策としての直前講習会
を実施した。また、新技術の普及のため、特定テーマに
関する実技講習会を実施した。
③　表彰規定

当技術交流会の創立10周年を記念して制定されたも
のである。功績賞（多大な貢献の認められる会員）と
奨励賞（将来を期待できる論文等の発表者）を創設し
た。
当技術交流会は、今後も関根会長のもと、地域社会

の技術向上に貢献することが期待されている。

5. 随想 －神奈川県NDT技術交流会 創立10周年を迎えて

富士　岳神奈川県非破壊試験技術交流会・幹事



－14－

CIW  通信

☆幹事会の開催

第１回幹事会は、平成17年4月6日(水)に開催し、平
成17年度定時総会の開催要項及び資料等の検討、幹
事・監査役の職務分掌規定の改正、役員選挙規定の改
正、会則の改正等について審議しました。
第2回幹事会は、平成17年5月10日(火)に開催し、平

成17年度定時総会の議事進行、CIW認定制度見直し検
討委員会（仮称）への対応等について審議しました。

☆平成17年度定時総会の開催
平成17年度定時総会を下記のとおり開催し、各議案

は、原案通り承認されました。
開催日時 平成17年5月10日（火）14:00～15:30
開催場所 浜松町東京會舘チェリールーム
出 席 者 出席56社、委任状提出67社
議　　案
①平成16年度事業報告及び平成16年度収支決算（案）の審議
②平成16年度監査報告
③平成17年度事業計画及び平成17年度収支予算（案）の審議
④会則の一部改正（案）の審議
報告事項
①幹事・監査役の職務分掌規定の制定
②役員選挙規定の改正
③CIW認定制度見直し検討委員会（仮称）の設立について
特別講演は、15:40～16:40に、「科学技術・エネルギ

ー」について、斉藤鉄夫衆議院議員にお願いしました。
懇親会は、17:00～19:00に、出席会員、協議会関連団

体、関係委員会メンバーなどにより懇親を行いました。

☆協議会組織機構の名称一部改正

平成17年度定時総会で承認された組織機構の名称を
一部改正しました。
各地区総会 ⇒各地区ブロック会議
全国営業会議⇒全国契約適正化推進会議

全国契約適正化推進会議実行委員会
各ブロック契約適正化推進会議

営業幹事会　⇒契約適正化推進幹事会

☆CIW認定制度見直し検討委員会（仮称）

JWESの「CIW認定制度見直し検討委員会（仮称）」
（委員長：加藤光昭、溶接検査認定委員会運営委員長、
九州工業大学）の第1回委員会が、平成17年5月10日
(火)に開催され、協議会から逸見俊一代表幹事、飯田武
司副代表幹事が委員として参画しました。第1回は、委
員会の主旨と目的、CIW認定制度の問題点、建築鉄骨
に特化した制度との関連などについて意見の交換があ
り、次回以降では具体的な議論になります。

☆指定確認検査機関向け外観検査研修会

東京都指定確認検査機関の確認検査担当者向けの外
観検査研修会を平成17年5月13日(金)に財団法人東京都
防災・建築まちづくりセンターで開催しました。22指定
機関27名の受講者を対象に建築鉄骨溶接部及び鉄筋ガ
ス圧接部の検査並びに内質検査に関する講義、外観検
査の実習を行いました。

☆清水建設㈱技術研究所の見学会

平成17年4月18日(月)に清水建設㈱技術研究所の見学
をJANDT東日本支部技術委員会と共催で開催しました。
建物構造ヘルスモニタリングの実例の講演、技術研究
所の免振装置、構造モニタリングの実証例、屋上緑化
システム、風洞実験棟、振動実験棟などの見学を行い
ました。

☆今後の予定

平成17年度第３回幹事会：平成17年10月
JANDTとの懇談会：平成17年5月30日（月）15:00～
第2回CIW認定制度見直し検討委員会：平成17年6月

13日（月）15:00～
第7回全国契約適正化推進会議（旧全国営業会議）：

平成17年8月26日（金）

†　　　†　　　†

6. 協議会だより

CIW検査事業者協議会
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平成17年度後期の溶接検査認定（CIW認定）のため
の技術者試験と研修会、溶接管理技術者の評価試験と
研修会及びIIW国際溶接技術者講習会の各日程につい
て、以下のとおりお知らせいたします。
なお、各地区の研修会においては、参加状況によっ

て中止する場合がありますので予めご承知置き下さい。

1．溶接検査認定（CIW認定）について

試験、研修会の案内については、9月中旬に関係先へ
送付いたします。
◎溶接部の検査に関する研修会
東京／大阪： 10月22日（土）～23日（日）
◎CIW主任検査技術者及び主任試験技術者試験
1次試験
東京／大阪： 11月6日（日）
2次試験
東　京：平成18年 1月14日（土）
大　阪：平成18年 1月15日（日）
◎WES 8706にもとづく要員のための研修会
東京／大阪： 11月26日（土）～27日（日）

2．溶接管理技術者（JIS Z 3410/ISO 14731/WES 8103）について

案内・申込書をご希望の方は、資格名称、等級、部
数、送付連絡先（氏名・住所・電話番号）をお書きの
上、(社)日本溶接協会FAX（03-3255-5196）によりご連
絡願います。査収後、研修会の案内・申込書を送付い
たします。なお、後期の評価試験（平成17年11月3日）
の案内・申請書については、各研修会会場にて配布い
たします。
◎溶接管理技術者のための研修会
○1級及び特別級基礎編対象研修会
仙　台： 9月 7日(水) ～ 9月10日(土)
東　京： 9月 2日(金) ～ 9月 5日(月)

9月21日(水) ～ 9月24日(土)
金　沢： 9月13日(火) ～ 9月16日(金)
名古屋： 9月 8日(木) ～ 9月11日(日)
大 阪： 9月 2日(金) ～ 9月 5日(月)

9月18日(日) ～ 9月21日(水)

伊予西条： 9月26日(月) ～ 9月29日(木)
福　　岡： 9月12日(月) ～ 9月15日(土)

○2級対象研修会
仙　　台： 9月 8日(木) ～ 9月10日(土)
東　　京： 9月 3日(土) ～ 9月 5日(月)

9月22日(木) ～ 9月24日(土)
金　　沢： 9月14日(水) ～ 9月16日(金)
静　　岡： 8月24日(水) ～ 8月26日(金)
名 古 屋： 9月 9日(金) ～ 9月11日(日)
大　　阪： 9月 3日(土) ～ 9月 5日(月)

9月19日(月) ～ 9月21日(水)
伊予西条： 9月27日(火) ～ 9月29日(木)
福　　岡： 9月13日(火) ～ 9月15日(土)
○特別級応用編研修会
東　　京： 9月14日(水) ～ 9月17日(土)
大　　阪： 9月25日(日) ～ 9月28日(水)

◎評価試験（特別級・1級・2級）
筆記試験：11月13 日（日）
仙台／東京／金沢／名古屋／大阪／松山／福岡

3．IIW国際溶接技術者について

IIW国際溶接技術者資格取得のための特例措置による
特別講習の今後の日程は、下記のとおりです。この特
例措置は資格（WES溶接管理技術者、作業指導者又は
技術士）取得時期により受付区分が分かれ（IとIII）、
また学歴条件により資格等級も分かれております。
なお、特例措置の期限はIIW国際溶接検査技術者の認

証を考慮し、1年間延長されております。詳細について
は当協会担当窓口（TEL.03-3257-1643）までお問合せ下
さい。
◎IIW特例措置特別講習
前期：東京 7月21日～ 7月23日

大阪 9月14日～ 9月16日
後期：東京10月12日～10月14日

(H18年)3月23日～3月25日
大阪　(H18年)3月16日～3月18日

7. お知らせ
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今年の梅雨は例年になく、雨量が少ないと思っていたら､今度は局地的な大雨。天気予報
でも報じていましたが、従来の梅雨らしい、しとしとと降る雨がなくなり世界的な異常気象
の走りとか。これから、どうなるのか心配です。
さて、今回はNDIS0603原案作成委員会委員長である大岡氏にPD（性能実証）制度につい

て紹介していただきました。今年最初のRUMPESで取り上げたように性能実証試験について
は関心が高まりつつあるので、興味を持って読んでいただけると思います。また、東京都の
金谷副参事には鉄骨造等建築物工事に関する東京都取扱要綱の改訂について執筆いただきま
した。これも、検査業界にとっては重大な関心事です。
日本非破壊検査協会の荒川広報活動委員会委員長にはWEBシステムを紹介いただいてい

ます。後先が逆になりましたが、次号には、溶接協会のWEBシステムを紹介する予定です。
（M,E）


