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1. はじめに

近年、英国溶接研究所（The Welding Institute, 以下
TWIとする）は、間接摩擦熱を利用して、板材を接合
する摩擦圧接法を開発し、Friction Stir Weldingと称し、
主に軽合金の部材の突合わせ接合を可能にしている。
この新接合法、FSWは、これまでの摩擦圧接法が円形
断面部材の接合に限られているという既成概念を打破
した点で多くの注目を浴び、20世紀最大のアルミニウム
の溶接技術であると言われている。日本でも多くの成功
した適用事例が増してきており、新接合法として最も注
目を浴びているプロセスの一つである。
改めて、その魅力は何か考えたい。特許がでてから15

年で新幹線に使用し始める、あるいは航空機部材に使
われ始めるなど、重要構造体への適用が急速に進められ
ている。軽金属部材への適用に限られているが、高信頼
性接合法のイメージが強い。

2. FSWの特徴と魅力

私はこの接合法の最大の特徴は何かと言われたときに
答えるのは原理が極めて単純であり、一見しただけで接
合の門外漢にも理解させられることである。ハイテクと
いうのが最近の一つの流行語であるが、このFSWはおお
よそハイテクと言えない、どちらかと言えばローテクと言
うべきものであろう。この単純明快さが、世間の注目を
浴びる最大のポイントであり、この道の初心者でも何か
できそうと思わせる点が魅力と言えば魅力かも知れない。
さらに、発明者であり、私の個人的な友人でもある
W.Thomasに敬意を払いたいのは、FSWの発明を端緒と
して摩擦関連の新しい技術開発がFSW分野以外にも及び
始めたことであり、波及効果が極めて大きいことである。
<Friction Stir Weldingの特長>

Friction Stir Weldingの特長は多いが、まとめてみる
と以下のようなものである。

1 固相接合である。
2 接合にともなう変形が無い。

3 全溶接姿勢が可能（重力の影響を受けない）。
4 ジュラルミンあるいはコンポジットなどの従来溶
融溶接が困難であった材料の接合が可能である。

5 接合雰囲気は、シールドガスは不用である。
6 機械的性質が優れている。特に疲労特性は優れた
ものである。

7 接合中にヒュームの発生もないし、赤外線、紫外
線などの有害光線も発生しない

8 高速接合が可能である。
9 気孔、割れなど溶融溶接で発生しやすい欠陥は発
生しない。

10 接合部は、柱状晶などの組織は生成せず、塑性
流動による結晶微細化を生じる。

11 接合に要するエネルギー効率が高い。

問題点としては

1 余盛を形成しないのですみ肉継手ができない。
2 三次元曲面は現在のところ困難である。
3 接合部終端にStir Rod 突起部の穴が残る。
4 接合部材の目違い、ギャップの制御が要求され、
その精度保持が難しい。

5 現在のところ接合部材は軽金属に限られる。
6 接合部に大きな圧力を与えるため、その反力に対
する対応が必須である。

7 適当な非破壊検査法が確立されていない。

以上のように長所が圧倒的に多い接合法であることが理
解できる。しかし、これらの問題点も多くの研究者によっ
て克服されつつあり、5年もすれば取るに足らない点となる
かも知れない。まだ開発すべき事項も多いと言うことは、こ
の技術にタッチする者にとっての最大の魅力かも知れない。

3. 適用例

FSWの接合部は熱間ねじり加工をしながら接合を行
うので、結晶粒は微細化され一般的に機械的性質は従
来のミグ、ティグ溶接より良好で母材の性質に近いとさ
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れている。図1は、鋳造で作った半割の球形鋳造体を2
個FSWで接合してスピーカーとしたもので、ヨーロッパ
デザインの典型的な物で、従来鋳造に溶接が使えないと
言っていた常識を覆すユニークな適用例である。図2は、
航空機パネルへの適用実験例で、円筒形の胴体パネル(a)
とその拡大(b)である。これも、従来ジュラルミンに溶接
は適用できないとする常識を変えつつあるもので、将来
航空機がリベット構造からFSW構造へ変わるかも知れな
いという例である。我が国での適用はやや欧米とは異な
った領域であるが、新幹線などの鉄道車両から始まって、
航空、自動車、船舶など多くの分野に実用化されまた、
新しい試みも多い。また我が国で開始されたFriction
Spotは世界的な開発競争も始まり、我が国でFSWの技術
も消化され新しい技術へ発展し始めた事象である。

4. FSW継手の品質保証

FSWは、継手性能はおろかプロセスに関しても規格は
ないのが、実情である。従って、品質保証の規格はなく、
新幹線等への適用が始まっているにもかかわらず、非破
壊検査の基準はない。従来の超音波探傷ではFSW特有の
ルート面に発生するキッシングボンドを確実に検出でき
ない。キッシングボンドは、なかなかロマンティックな
名で、キスすることから発想したもので、図3のようにツ
ールの押し込み不足などによる板裏面側に数十ミクロン
という微細な酸化物による未接合域が存在する。図には
約1mmのキッシングボンド（LOP）と左右にFSW特有の
欠陥（Void）がある。キッシングボンドは、疲労など動
的な機械的性質に悪影響を及ぼすので、精度良く検出し
たいが、適当な方法はない。有力な非破壊検査は、集合
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図1 FSWにより接合・組立てしたスピーカー

図2 航空機パネルへの適用実験例

(a) 円筒形の胴体パネル全景 (b) その接合部のクローズアップ



型の検出器、フェーズドアレイ型探触子による超音波探
傷である。図4にその探傷結果を示す。ルート面のキッシ
ングボンドが一応検出されている。この探傷システムは
高価であり、その精度向上も研究されているが、今後
FSWの普及とともに安価で信頼性のある非破壊検査法の
開発が必須である。また、施工面でも一度発生したキッ
シングボンドをいかに補修するかは次の開発要素である。

5. FSW の将来

1991年に基本特許が出願されて以来、世界はもとよ
り我が国でも研究開発、実用化等は目を見張るものが
あり、この秋の溶接学会でも丸1日完全にFSWだけのセ

ッションとしたことでも、そのフィーバーぶりが伺える。
今後、平面から３次元接合体への展開、鋼への展開など
は近日中の起こる中心的な話題であるとともに、FSP
（Friction Stir Processing）は溶接の分野から始まった新
しい材料加工あるいは材料処理の分野であり、溶接屋だ
けでなく材料屋を含めた大きな材料加工の流れになるこ
とを予感させるエキサイティングな事例で目が離せない
技術であろう。今後、非破壊検査、品質保証にたずさわ
る方々の積極的な貢献を期待したいと思っております。

結　言

英国溶接研究所が開発した、Friction Stir Welding 法
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図3 FSW継手に生じる欠陥
Void：空隙，酸化物の巻き込みなどの欠陥
LOP：キッシングボンド（約1mm長さ）

図4 フェーズドアレイ型探触子によるFSW継手の探傷結果
注：図3と同一箇所の探傷。LOPの矢印先端の薄い灰色の部分がキッシングボンドに対応している。



は従来の固定観念にとらわれない手法で、板材の摩擦
圧接を可能としたユニークな方法である。しかも、発表
されてから十数年しか経ていないにも関わらず実用化の
目途もたっている。さらに軽合金系のコンポジットや、
鋼関係の部材の接合も目途がつき始めるなど活発な開
発環境が生まれつつある。現在、英国溶接研究所が特
許によりこの方法を保護している状況であり、自由な研
究が行われる雰囲気ではないが、今後この接合法の有用
性が広く認められれば、広い工業分野での使用が期待
され、開発動向を注意深く見守る必要がある。

今後、ここに書いた文章に修正などが加えられる可能
性が十分あることを付記しておきます。さらに、英国溶
接研究所のホームページ（http://www.twi.co.uk）を参
照されれば最新の情報が入手できます。また、最近我が
国でFSWに関する単行本が出版され1)、同様の企画も進
行中で、情報は入手しやすくなってきている。

1)時末編著：FSWの基礎と応用、日刊工業新聞社
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お知らせ

2005年10月1日付で新たに次の事業者が認定されまし
たので紹介します。また、同年4月1日付認定から変更の
あった事業者についても紹介します。（ ）内の数字は
会社コードです。

<新規（復帰）>

■計測検査(株)(51)
本社所在地：〒807-0821 福岡県北九州市八幡西区陣

原1-8-3
電話／FAX：TEL.093-642-8231／FAX.093-641-2010
代表者氏名：代表取締役　坂本　武
認定種別　：E種
検査部門　：超音波検査
認定番号　：第51E05号
出先機関 ：黒崎事業所（福岡県）、東京事業所（東

京都）

<種別変更（降格）>

■(株)関東エンジニアリングサービス (78)
本社所在地：〒311-4143 茨城県水戸市大塚町字大塚

1284-1
電話／FAX：TEL.029-252-8870／FAX.029-253-5946
認定種別　：D種
検査部門　：超音波検査
認定番号　：第78D05号

■宮崎県工業検査(株)(117)
本社所在地：〒880-0303 宮崎県宮崎郡佐土原町東上

那珂17880-44
電話／FAX：TEL.0985-30-5211／FAX.0985-74-4055
認定種別　：D種
検査部門　：超音波検査
認定番号　：第117D05号

■(株)トーテック (150)
本社所在地：〒421-0212 静岡県志太郡大井川町利右

衛門447-1
電話／FAX：TEL.054-622-8503／FAX.054-622-8590
認定種別　：E種
検査部門　：超音波検査
認定番号　：第150E05号

<社名の変更>

■(株)朝日エンジニアリング→【新】富士検査(株)(89) 
本社:埼玉県

<認定停止>

■(株)構造総合技術研究所 (94)   大阪府

<認定返上>

■(株)検査技研 (39)   神奈川県
■(株)三造試験センター (88)   岡山県
■(有)エヌエスアイ (126)   広島県
■(株)橋梁検査センター (148)   東京都
■(株)ニッケン（187） 広島県
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1. 緒　言

レーザ溶接は電機機器の溶接や自動車パネル、部品
の溶接から、今や造船パネルや旅客機スキンパネルの溶
接まで、広く適用されるようになってきた。これにはレ
ーザビーム溶接時のビーム制御、溶接パラメータのモニ
タリング、溶接プロセス制御などの品質管理技術の発展
によるところが大きい。すでにアーク溶接の自動化シス
テムにおいては各種センシングやモニタリングおよび非
破壊検査が適用され十分な品質管理が適用されている。
しかし、レーザ溶接の適用においては、熱源がより微細
で、かつ溶接速度が数m/minから数10m/minと高速で
あるばかりでなく、プラズマの発生があることや、溶込
みが深い場合に板厚方向の制御も必要となること等によ
り、多くの困難がある。そこで、ここで紹介するように
多くのモニタリングおよびプロセス制御技術が開発さ
れ、インプロセスでの品質管理として採用されている。

2. 溶接現象および溶接条件のリアル
タイムでの観察
レーザ溶接の溶接製品の品質保証・マネジメントは

ISO-3438の要求事項の中にあるような溶接オペレータを
含む溶接施工方法確認試験で溶接条件を設定するのみで
は不十分である。その施工条件が実生産中に正確に実施
され、部材の材質の変化や形状の変化に応じて適応制御
される必要がある。そのために、溶接現象（物理的因子）
の正確なモニタリング（検出・観察・記録）とそのプロ
セス制御が重要となる。モニタリングではつぎのような
物理的因子がモニタリングの対象因子となる。

a.ビーム出力、ビームモード（出力分布）、ビーム形
状、パルス形状等のビーム因子

b.光学的信号（反射光又は貫通ビーム光量）
c.赤外線量（溶接ビードからの）
d.音響、雑音（溶接中の）
e. 表面温度（ビード表面）
これらの因子はそれぞれ適切な検出器、検出方法でリ

アルタイムに検出され、参照値と比較・観察されたのち、
記録される。次のような検出目的に応じて可視化・画像
化も必要に応じてなされる。モニタリング（検出・予測）
の対象となる値（検出目的）はつぎのようなものがある。
a.溶接継手線（シーム）、b.開先ギャップ、c.ビード形状
（余盛高さ、ビード幅など）、d.溶融池およびキーホール
の形状、e.溶接部表面温度、f.ビード表面の性状（表面
欠陥など）、g.溶込み深さ、h.溶接継手強度
具体的にこれらの例を紹介する。

2.1 ビーム（出力、プロファイル）の
モニタリング

まず、レーザ出力、ビームモード（プロファイル）お
よびパルス形状を正確に計測する必要がある。これには
各種ビームプロファイラ（アナライザ）が図1に示すよ
うに開発されている[1]。ゲルマニウムレンズを用いたパ
イロ電子カメラ（赤外線カメラ）によるビームプロファ
イラの検出結果であり、4.7kWCO2レーザのバーンパタ
ーン、2D及び3Dビーム画像を示している[1]。
ビーム品質を直接測定し、M2値を求めることができ

る装置も開発されている[2]。この場合、ビーム焦点近傍
でビーム径を図2のような位置で計測し、それらの値か

2. レーザ溶接における品質管理のためのモニタリング
とプロセス制御（前編）

沓名　宗春名古屋大学工学研究科

図１　赤外線カメラを用いたビームプロファイルの検出結果[1]



らM2値を求めている。

2.2 光信号のモニタリング

溶接部からの反射光を図3に示すような反射光をX方
向及びY方向に並べたフォトセンサで2次元的に検出す
るシステムがある[3]。レーザ溶接における貫通溶接およ
び非貫通溶接で、その反射ビーム出力分布を測定し、
溶接状況を知ることができる。図4はその1例で、貫通
溶接と非貫通溶接時のビーム強度の2次元分布、3次元
分布および継手シームに沿ったビーム強度を示す[3]。こ
れらの分布を検出することにより、開先面からのズレ、
貫通・非貫通の区別、欠陥のありなしなど観察でき、
これらのデータによりシームトラッキング、開先ギャッ
プ量の検出、溶込み深さの検出・予測ができる。
また、図5に示すように光センサを用いて溶込み深さ

を検出・予測するモニタリングシステムもある[4]。出力
を変化させた時のプラズマ信号と温度信号を検出し、そ

の計測結果から溶込み深さを予測する方法を採用して
いる。とくに熱伝導型溶接からキーホール型溶接に移行
するところで、温度信号が急激に低下する。
最近、図6（次ページ参照）に示すようなCMOSカメラ

を用いた光学システムによるモニタリングがレーザ溶接部
の観察に利用されるようになった[5]-[7]。亜鉛メッキ鋼板の
亜鉛蒸気の発生状況も検出できる。CMOSカメラはレーザ
装置の光軸から外に取り出し反射光をカメラ内のフォトセ
ンサで検出し、これらのデータを解析することによりビー
ドを監視し、ビード外観の3D表示を図７（d）（次々ペー
ジ参照）のように表示することもできる[6]。
このような反射レーザ光の出力をモニタリングする方

法はシュツットガルト大学のH.Hugel教授らによっては
じめられた[7]。また、外部センサと垂直センサにより溶
接中のビード幅や溶込み深さおよびその比を図８（次々
ページ参照）のように求めることも可能になった[8]。
12kWのYAGレーザで多層溶接をするときのルートパ

ス溶接において貫通ビーム量を高速ビデオで観察し、そ
の値から貫通しているか否かを判定する場合もある[9]。
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図３　ピンホルラーを用いた反射光の検出システム（同軸プロセ
ス制御システム）

図４　同軸プロセス制御システム（CPC）のモニタリング（検
出）データ[3]

図２　M2値を求めるために用いるビーム焦点近傍でのビーム径を計測[2]



2.3 音響データのモニタリング

レーザ溶接時にキーホールなどからのガスや金属蒸気
の放出により音が発生する。これを図9（次ページ参照）
に示すようなマイクロホン等で検出するモニタリング方
法がある。音響の周波数解析をすることやファジー制御
することで、図10（次ページ参照）のようにピットなど
表面欠陥を同図のように検出できる[10]。これらは音響
信号単独でなく、光学的信号も検出し、それらのデー
タを利用して、欠陥の検出、分類も行える[10][11]。また、

これらより溶込み深さとの関係を研究した例もある[12]。

2.4 溶接部表面温度のモニタリング

レーザ溶接部の表面温度をモニタリングすることによ
り、溶融池の大きさや熱影響部の大きさを表示したり、
内部の温度を推定する方法がある。最近注目されてい
る樹脂のレーザ溶着における表面温度のモニタリングの
例がある[13]。この場合、レーザを透過する樹脂の下に
レーザを吸収する樹脂を配置し、上から半導体レーザ
（波長800nmから900nm）を照射し、接合界面で発熱さ
せ、最高温度を約300℃になるように制御する必要があ
る。そこで、樹脂溶着温度を赤外線センサで検出しモ
ニタリングする方法をトヨタ自動車では開発し、インテ
ークマニホールドの樹脂部品のレーザ溶着に利用してい
る。このとき、継手強度と溶着温度の関係が品質管理
に利用されている[13]。

（次号につづく）
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図５　光学センサによるYAGレーザ溶接時の溶込み深さの検出[4]

図６　CMOSカメラを用いるYAGレーザのモニタリングシステム[5]
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図9 マイクロホンによる音響モニタリング[10]

図10 音響による表面ピットの検出例[10] 

図８　1.2m/minの溶接速度で溶接したA5083合金板とそのビード
形状の変化[8]

図７　CMOSカメラによるビード外観の表示[6]
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1. はじめに

現在、(社)日本溶接協会(JWES)では、「溶接情報セン
ター」構想の実現に向けて、宮田隆司会長の強力なリ
ーダーシップのもと、諸活動を推進しております。平成
16年度は、本格的な推進体制に向けての準備を進め、
平成17年度については、ハードウエア及び基幹システム
の整備とともに各種コンテンツの公開に向けての準備を
進めております。
本稿では、この「溶接情報センター」構想の概要を

ご理解いただくとともに、CIW認定関係者をはじめ皆様
にご利用いただけるJWESのホームページについてその
一端を紹介いたします。

2. ｢溶接情報センター｣構想

溶接・接合は、ものづくりにとって必要不可欠な基
盤技術であり、あらゆる製造業において活用されていま
す。 製造業においては、革新的な溶接技術開発が促進
されるとともに、今や世界に通用する言葉となった
“KAIZEN”によって代表される諸活動によって、完成
度の高い生産技術としての溶接技術が確立され、強い
製造業を実現してきました。学界においては、溶接・接
合の応用基礎研究において世界をリードする研究成果
が発表され、さらにJWESと(社)溶接学会を軸にした産
学共同の諸活動によって高度で懐の深い溶接技術が形
成され、数多くの貴重な溶接・接合技術の情報が蓄積
されてきました。このように溶接技術は、製造立国であ
るわが国の発展に大いに寄与してきました。
現在、グローバリーゼーション化と情報化社会への突

入により、世界的競争の激化と産業構造の変革が急速
に進みつつありますが、今後ともわが国は製造立国とし
ての地位を保持し続けなければ成り立たないと考えま
す。しかしながら、近年、企業においては合理化による
要員削減が進行するとともに、2007年問題と言われる
団塊の世代のリタイヤに伴う溶接技術者の減少が急速
に進行して、これまでの技術の伝承が正常に機能しなく
なることが懸念されております。また、学界においては

溶接・接合工学は成熟学問と見なされ、産業にとって
重要な実用研究に重点が置かれなくなってきておりま
す。このような状況からわが国の溶接技術水準の全体的
な低下が顕在化し、わが国の製造業の世界競争力の将
来に危機感を抱かざるを得ない事態になっています。
このような状況下でわが国の製造業の溶接・接合技

術の維持と発展に資するべく、JWESでは溶接界に溶
接・接合技術に関するあらゆる知識と情報を提供する
ことを目的として、ＩＴ技術を活用した「溶接情報セ
ンター」を設置することといたしました。
提供する溶接技術情報サービスの内容については、現
時点において次のとおりです。

第1ステージ

《既存情報の収集→整理→公開》

(1) 溶接に関するQ&A（1300項目）の閲覧（平成16

年4月スタート）

溶接一般に対する基本的な質問事項について、模範
解答を例示し，学生や一般の方に広く溶接を理解いた
だくためのサイト。JWES教育事業、技術コンサルタン
ト事業等への入口として位置付け、将来、Q&A閲覧→
コミュニティーサイトへ質問の投稿→技術コンサルタン
トへ連携させて、溶接界のニーズに対応してまいりま
す。
(2) 溶接関連規格の閲覧(平成16年10月スタート)

溶接協会規格(WES)を業界へ浸透させるために、閲
覧サイトを開設しました。一般の方は閲覧ができ、
JWES会員は、無料でDownloadまでできます。WESの
普及とともにJIS、ISOへの原案提案に結び付けるなど、
標準化活動の活性化の一助となることを狙っておりま
す。今後、溶接に関する規格の全貌がわかるような情報
も網羅して参ります。
(3) コミュニティーサイト/溶接技術者ネットワーク(平

成16年10月スタート)

溶接管理技術者、溶接技能者を中心としたコミュニ
ティーサイトを構築し、情報交換の場を提供しておりま

3. (社)日本溶接協会「溶接情報センター」構想とその進捗について

(社)日本溶接協会情報システム部



す。将来は、教育事業、技術コンサルタント事業等へ
の入口として位置付け、特に技術コンサルタント事業と
の連携を図り問題解決へのルートを提供することを考え
ています。また、溶接管理技術者、溶接技能者のニー
ズをリサーチし、JWESの諸活動へ反映させることも検
討いたします。
(4) 溶接関連統計の閲覧

溶接一般に対する統計データを閲覧するサイト。
JWES会員企業が溶接関連事業を行う上で必要な統計デ
ータを提供できるよう充実して参ります。
(5) IIW溶接技術者教育シラバスに則った教科書の閲

覧・利用

IIW溶接技術教育シラバスに沿った教育用教材を提
供。JWES会員企業における溶接技術者教育の教材とし
て、活用いただくことを想定しております。また、IWE、
IWT、IWSなどの国際溶接管理技術者への教育システム

の指針として、Q＆A及び教育関連データとのリンクを
検討しております。
(6) 溶接資料（溶接協会文献など）の検索，閲覧

JWES保有文献をデータデース化し、検索システムに
より閲覧するシステム。過去の技術資料を効率的に活
用いただけるようにいたします。また、他団体の保有す
る文献閲覧サイトへの誘導など、利便性も考えて参りま
す。
(7) 溶接用語集の閲覧

学術的な溶接用語と現場で使用される俗語なども網
羅し、データデースの検索用タグなどに対応させて参り
ます。
(8) 溶接技術データベース（鉄鋼熱影響部と溶接金

属の特性など）

鉄鋼熱影響部と低合金鋼溶接金属の強度・靭性、組
織、疲労強さ、クリープ強さをデータベース化して、検

－10－

CIW  通信

図１　JWESのホームページのトップ画面



索システムにより閲覧するシステム。（冷却変態図・ク
リープ・疲労については物質・材料研究機構[NIMS]と
リンク）構築したデータベースを効率的に会員企業に活
用いただき、溶接施工条件決定や溶接技術開発・研究
などに役立てていただくことを考えております。

第2ステージ

《溶接関連情報にもとづく応用サービスへの展開》

(1)溶接技能者、溶接管理技術者向け教育事業（e-
learninng）

(2)溶接技術インターネット計算による溶接特性予測、
溶接現象及び溶接変形のシミュレーション

(3)溶接施工の代表的データの閲覧

3. 溶接検査技術者のお役に立つホー
ムページ
溶接情報センターのコンテンツのうち、現在、溶接検

査関係の皆様にご利用いただける主なコンテンツを以下
に紹介いたします。
(1) JWESのホームページ

アドレスは、http://www.jwes.or.jp/です。ここから
トップページに入ってください。既に運営開始している
「WES閲覧」「接合・溶接技術Q&A 1000」「Q&A フォー

ラム」などのページをご利用することができます。なお、
「Q&A フォーラム」については、ユーザー名とパスワー
ドの設定(無料)が必要です（図1［前ページ参照］）。
(2) CIW認定のページ

CIW認定関係については、トップページの「溶接関係
資格のご案内」→[非破壊検査事業者]→[詳しくはこち
らから]をクリックしてください。このページでは、認
定事業者名簿(検索機能付き)、最近の認定事業者変更
内容及び認定制度の概要が閲覧できます（図2参照）。
(3) CIW通信「RUMPES」バックナンバーの閲覧

CIW通信のVol.1からのバックナンバーを10月中旬よ
り閲覧できるようにいたします（図3参照）。

4. おわりに

JWESの｢溶接情報センター｣の概要紹介と現在ご利用
可能なホームページの紹介をさせていただきましたが、
まだまだ発展途上の段階です。「溶接に関する情報は、
先ずはJWESのホームページから見てみよう。」という状
況になることを目指しております。皆様のご意見･ご要
望などをどしどしお寄せください。

＊　　＊　　＊

－11－

RUMPES (AUTUMN, 2005)

図２　CIW認定のページ

図３　RUMPESバックナンバー閲覧サイト
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1. はじめに

発電用設備の重要な溶接工作物については長い間国
による溶接検査が実施されていましたが、2000年の電気
事業法の改正により自主保安の時代を迎えました。こ
の結果国は事業者（設置者）に溶接に関する「事業者
検査」の実施を義務づけて、国はこれらが適切に実施
されているかどうかの「安全管理審査」を行なうことに
なりました。審査は民間の登録機関が中心に行なってい
ますが、この審査の内容は事業者の体制（検査の組
織・検査方法・工程管理・外注管理・記録管理・教育
訓練）を審査することを法令では決められています。と
ころが５年間が経過した現在でも審査内規の曖昧さも
あり、体制審査でなく個別製品の検査チェックになって
いるケースが多く、また設置者の受審よりも溶接事業者
が対応している状態です。
現在、国では安全管理審査制度の見直しが行なわれ

ていますが、この中で民間製品認証制度がクローズアッ
プされて本制度の定着化があれば国の安全管理審査を
合理化して行くことになっています。
製品認証制度は火力について昨年にスタートしました

が、原子力は本年10月からスタートさ
せる状態であり本格的にはこれからで
す。今回はこの制度の概要の紹介と非
破壊検査事業者への影響等について記
述いたします。

２. 製品認証制度とは

（財）日本適合性認定協会（JABと
呼称）のホームページに紹介されてい
ますが、JABによる「製品認証機関の
認定」から始まります。JABは認定審
査の基準として I S Oのガイド6 5 -
JISQ0065「製品認証機関に対する一般
要求事項」により、認証機関が特定製
品（電気工作物の溶接部）について製
品規格への適合性を評価し認証をする

能力を有していることを審査し認定する制度です。
現在、３機関（HSB，発電技検、LR）が製品認証機関
として認定されています。
この認証機関は製品を製作する溶接工場に対して製

品規格である─（社）火力原子力発電技術協会発行の
「電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格」─
（火力）と（原子力）に区分─により下記の４項目の認
証又は承認を行ないます。
1）溶接管理プロセス認証（品質システムの認証）
―JISZ3400ベース基準―

2）溶接物（溶接部）認証
3）溶接施工法認証
4）溶接士承認

これらの概要について次に図示します。

3. 試験所認定制度及び品質マネジメント
（ISO9000）認証との違い
日本溶接協会の「非破壊検査事業者の認定」には

CIWとISOに基づく試験所認定があります。
試験所認定はISOガイド25-JISQ17025「試験所及び校

正機関の能力に関する一般要求事項」を認定規格とし

4. 発電用設備の溶接に関する製品認証制度について

HSBジャパン(株) 鯉田　長生

「民間製品認証制度」



て認定を受ける場合、次の要求事項を満たすことになり
ます。
①品質システムを運営し
②技術的に適格であり
③技術的に妥当な結果を出す能力がある
規格の構成は「管理上の要求事項」―健全な管理に

関する要求事項─と「技術的要求事項」―試験所が請
け負う試験の種類に応じた技術的要求事項─に区分さ
れています。
製品認証の適用規格（JISQ0065）と内容は異なりま

すが、製品認証規格の中で試験/検査のプロセスでは
JISQ17025の一部を要求しています。従って製品認証制
度は試験所認証制度を取り込んだ形であるといえます。
また、認証機関の認定方法もJABが直接審査･認定す

る制度ですので、製品認証機関と試験所とは同じ位置
付けであり、共にJABにて認定をうけた機関です。
一方、ISO9000は品質システムに関係しますが、技術

能力に関する項目は含まれていません。この審査･登録
は認定機関（JAB等）によりガイド62で認定された審査
登録機関により実施されます。この場合は製品、サービ
スの証明にロゴマークを付けることは出来ません。ただ、
ISO9000の2000年版からは品質マネジメントシステムに
より、経営者の管理が強調されていますので単なる品質
システムの要求事項と異なる特徴があります。
整理いたしますと次のようになります。
＊製品認証

品質システム＋技術規格＋試験規格（JISQ17025の
一部）

＊試験所認証
品質システム＋試験規格

＊品質マネジメントシステム登録
品質マネジメントシステム

4. 溶接製品認証における試験･検査
プロセスに要求される事項
試験所認定の規格（JISQ17025）を引用して要求して

いるのは次の８項目です。
① 4.12「記録の管理」
② 5.2「要員」
③ 5.3「施設及び環境条件」
④ 5.4「試験･校正の方法及び方法の妥当性確認」
⑤ 5.5「設備」

⑥ 5.6「測定のトレーサビリティ」
⑦ 5.7「サンプリング」
⑧ 5.8「試験・校正品目の取扱い」
この中で非破壊検査の要員については非破壊検査協

会又はASNT（米国非破壊試験協会）に基づく資格者で
あること、電気事業法の技術基準の教育訓練を受けて
実務に精通していることが要求されています。

5. 検査事業者の位置付け

法律にて要求されている「溶接事業者検査」は次の7
項目です。
①材料検査
②開先検査
③溶接作業中及び溶接設備の検査
④溶接後熱処理検査
⑤非破壊検査
⑥機械試験
⑦耐圧･外観検査
これらは設置者（電力会社等）に課せられていますが、
製品認証制度では溶接施行工場が契約により実施する
ことになっています。
検査事業者（特に非破壊検査事業者）は検査の助勢

作業を行なう位置付けとなっています。
助勢の意味は「技術基準適合性判断を実施しない」

ことであり、この判断は溶接事業者が行なうからです。
しかし、溶接事業者にこの判断業務を行なう能力が

ない場合、または設置者などの指定等があり「技術基
準適合判断者」を検査事業者に発注されるケースも考
えられます。
このときは検査事業者も製品認証のプロセス認証

（品質システムの認証）を取得しておく必要がある制度
になっています。
検査専門会社として助勢作業から脱却し、「法定事業

者検査実施者」の資格を取得すれば検査会社の地位向
上につながるのは確実です。
国際規格（ISO）による製品認証制度は経済産業省も

推奨している状況ですので、今後の発電設備の溶接に
ついて益々発展していくものと思われます。

－13－
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私は昭和17年7月21日に中国で生まれた。謄本には大日本帝
国 満州国 奉天市 弥生町38番地に於いて出生、と記されてい
る。現在の遼寧省瀋陽市である。終戦直後、建築技師であっ
た父は捕虜としてシベリアに抑留、私は3歳の時に母と鹿児島
へ引き揚げた。父は2年後に帰ってきたが、この間、飢えと寒
さと過酷な労働で多くの戦友を失ったという。
「短期間で生きて帰ってこれたことは、大変な幸運だ」、

「捕虜の時のつらい思い出は、経験した者でないとわからん」
等と、父は何年経っても辛かった当時の思い出を話していた。
日本に帰ってきた父の歯はほとんど栄養失調で虫歯になっ

ていて、そのままの状態が長く続く。歯を治療する余裕など
なかったのだ。母親も命からがら私を連れ帰ったときの話を
してくれるが、何れにしろ当時の両親の苦労は並大抵の苦労
ではない。もちろんどの家庭でもそうだったと思う。大陸に
いた日本人は終戦宣言があった時から艱難辛苦が始まったと
聞いている。今年はちょうど戦後60年、戦争のない世界を祈
る。
私が小学生にあがる前、父は鹿児島県出水市から高尾野町

下水流（しもずる）に建築工事のために3ヵ月ほど（5月から7
月にかけて）転居した。戦時中ある学校の学生寮として使用
されていたもので戦後2年有余の年月を経ていたのだが屋根瓦
はしっかり載っており土台はがっしりと座っている。だが窓は
あちこち壊れ落ちて風が吹き抜けていた。
廊下の長さは17～18m位であっただろうか………。横並び

に、釘打たれた板敷きが整然として広い。その校舎風建物の
一隅が住まいになった。夜、板敷きの廊下から動物の足音が
する。電灯がなく辺りは真っ暗で父は毎晩のように飲み会で
帰りが遅いから戸を開ける勇気などない。たぶん狐か狸、或
いはウサギではなかったか。
周りは自然豊かで、田んぼや畑、近くには小川も流れてい

たが、何といっても魅力だったのは、歩いて数分のところに
ある海（八代海）で、潮が引いて干潟が現れる。T字状の木製
のレーキみたいなものの先端に五寸釘を打ち出して、干潟の
中を掻いて歩く。ハマグリが一杯とれるし車海老もとれる。
マテ貝は逃げ足が速いため、子供にはとれないので母がとる。
食事は毎日のようにサツマイモに鰯、ハマグリとキャベツ

の塩汁、車海老やマテ貝の塩焼きである。大変貧しい時に新

鮮なご馳走を頂いていたのである。近くの農家の方々も親切
で手作りのお菓子や野菜を一杯下さった。母は現在、84歳に
なるが当時のことを彼女に聞き、確かめ、私の記憶を重ねな
がら苦しい中にも、自然を享受して楽しかったひとときを綴
ってみた。
父の仕事の都合で出水小学校3年生の2学期、鹿児島の中郡

小学校に転校、学校では、田舎者にもかかわらず、毎日元気
いっぱいだった。
6年生のとき、昼休み、校庭に敵、味方に分かれ、陣地を足

で書いて、陣取り戦とでもいっただろうか。そんな遊びがあ
った。やっつけられた味方が手をつないで敵の陣地で、味方
の助けを待っている。私が敵陣に突っ込み味方にタッチした。
ところが敵の大将、米（よね）君が「今のはタッチしていな
い」、「タッチしている」と、喧嘩になった。当時の担任の先
生は軍隊帰り、スパルタ教育で有名な先生で、ビンタなど日
常茶飯事だった。確か、「納得いくまでやれ」という指示だっ
たと思う。二人は昼休み半ばからやがて日の沈む頃まで数時
間戦った。喧嘩が終わったとき、学校の生徒はみな帰宅して
いたと思う。先生は二人を職員室に連れて行き、「よくやった。
握手しなさい」。二人は声を上げて泣いた。私どもの小さい頃
は喧嘩に負けて帰ると父に怒られる。だがその日の父は、帰
宅したとき、私の変わってしまった顔や様子を見て、事情を
聞き慰めてくれたように思う。彼とは、成績と喧嘩の席次が
拮抗していたので、お互いに負けたくなかったのだろう。翌
晩、先生が我が家に来られた。父は、「勝典が大変ご迷惑をか
けまして申し訳ございません」と詫び、その後、二人は談笑
しながら飲んでいたものだ。
この件を憶えていた同級生がいて、「あのときは授業中も二

人をずっと見ていたよ、すごかったよね」と云った。なんだか
ちょっぴり誇らしげな気持ちになった。

＊　　＊　　＊

5. 随想 －思い出

小田原　勝典日本非破壊検査(株)
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☆幹事会の開催

第3回幹事会は、平成17年9月22日（木）に開催し、
定例事項の協議、CIW認定制度見直し検討委員会の審
議状況と提案意見のまとめ、不正検査撲滅運動の推進
計画などについて協議しました。
第4回幹事会は、平成17年12月を予定しています。

☆契約適正化推進会議の開催

契約適正化推進会議各地区ブロック会議は、下記の
とおり開催され、それぞれ活発な議論が展開されました。
東北ブロック 平成17年7月 9日（土）
関東甲信越ブロック 平成17年6月25日（土）
中京ブロック 平成17年6月28日（火）
近畿北陸ブロック 平成17年7月 2日（土）
中国四国ブロック 平成17年6月24日（金）
全国契約適正化推進会議は、平成17年8月26日（金）

に開催し、積極的な意見交換が行われました。
開催日時　平成17年 8月26日（金）14:00～19:00
開催場所　浜松町東京會舘
参加者数　40人
主要議事
・食い違いずれの検査（アンケート集計結果、浸透
状況と見積事例）

・実勢価格の見積事例の集計と情報交換
・内質検査の見積事例と情報交換
・協力体制の事例と情報交換

☆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」（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）は、5回開催され、見直し案の骨子がまとま
り、改正規格本文の作成作業に入っておりますが、協
議会として事業所の取り扱い、主任検査技術者及び主
任試験技術者の役割と任務等、その他について意見を
提案する予定です。また、幹事会とも協議しながら見直
し案の検討、必要な提案をすることにしております。
第1回：平成17年 5月10日（火）

第2回：平成17年6月13日（月）
第3回：平成17年7月13日（水）
第4回：平成17年8月22日（月）
第5回：平成17年9月30日（金）

☆見学会の開催

JANDT東日本支部との共催で「筑波宇宙センター＆
サイエンス・スクエア筑波」の見学会を開催します。奮
ってご参加をお待ちしています。
開催日時　　平成17年11月2日（水）
集合場所　　東京駅丸の内“新丸ビル前”
集合時間　　7:45（8:00出発）
参加経費　　9,000円
参加定員　　40名（定員に達し次第締め切り）
参加申込　 JANDT東日本支部事務局

（FAX.045-473-1134）

☆今後の予定

◎幹事会の開催
第4回：平成17年12月
第5回：平成18年 3月

◎平成18・19年度役員選挙
平成18年1月～2月

6. 協議会だより

CIW検査事業者協議会

全国契約適正化推進会議（8月26日）
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地球温暖化傾向の昨今、異常気象を思わせるハリケーンの米国本土襲来、そしてかなり大
規模な台風の日本上陸、接近などによる風雨、波浪被害には、地震・津波と共に恐怖を強く
感じざるを得ない。そのような時、建築構造物などの安全性を考えると、溶接部の健全性
は？　といつも気にかかっている。
今回は、溶接技術が新たな方向へと発展しつつある中、摩擦攪拌接合とレーザ溶接を取り

上げた。前者については篠田氏に溶接の分野から始まった新しい材料加工あるいは材料処理
分野としての魅力とその適用事例を、また後者については沓名氏にレーザ溶接における品質
管理のためのセンシング、モニタリング及びプロセス制御の開発の現状を紹介して頂いた。
いずれも今後の非破壊検査あるいは品質確保のための管理の重要性が述べられている。また、
鯉田氏から発電用設備の溶接に関する製品認証制度についての概要と非破壊検査事業者への
影響などについて紹介して頂いた。一方、溶接協会で進めている溶接情報センター構想とそ
の進捗についての紹介では、特に溶接検査技術者の役に立つJWESのホームページの利用が
期待されるところである。
最後に、認証制度に関しては今回紹介頂いた製品に限らず種々の認証制度が多方面で話題

となっているこの頃であり、各種技術者にとって「認証・認定」なるものから目の離せない
時代の到来を迎えていると言える。(N.O)


