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1.  はじめに

機械試験は、強度、延性、じん性など、特定の

環境・条件における材料の基礎的なデータを得る

ための試験で、引張試験、圧縮試験、曲げ試験、

衝撃試験などがある。これら試験データを元に設

計や安全性の確認がなされるため、データの信頼

性が非常に重要であり、試験方法、使用する機器

の管理など、試験を実施するにあたっては注意す

べき点が多い。例えば引張試験では、材料への負

荷のかけ方、測定の方法、計算方法などが試験規

格で定められており、これに従って試験を行うこ

とにより結果の信頼性を確保しようとしている。

試験規格は地域や業種などにより数多くあり、目

的に応じて適切な規格が選定される。これまで日

本企業の多くは JIS 規格を用いてきたが、製品の

輸出だけでなく、海外調達、海外工場での生産な

ど、企業活動の急激なグローバル化により、安全

性を保証する機械試験についても国際的な規格で

管理することが求められている。従来とは異なる

規格で試験を行う場合、規格の詳細を十分に理解

し、その規格に適した試験機の校正方法、規格ご

との取り決めの違い、適用限界、試験結果への影

響などを把握しておくことが必要である。

そこで本稿では、まず規格の種類やなりたちに

ついて簡単に解説し、国際規格に適した試験機の

校正、室温での引張試験と溶接施工方法試験（継

手引張試験と曲げ試験）で規格の違いによる結果

への影響について述べる。
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近年の機械試験においては JIS 規格以外の国際規格や国家規格で試験を実施することが増えている。この

背景には、日本企業の海外工場での生産およびコスト削減のための海外調達の増加などグローバル化の急

激な進展がある。JIS や ASTM では、試験方法や試験片など、さまざまな内容について ISO が制定する国

際規格に統一されつつあるが、機械試験では規格ごとにわずかな違いが依然として残っており、さらに試

験機の校正や認証が異なることにより、試験の実施やデータの取り扱いには注意を要する。その中で多様

な試験に対応していくためには、国際規格の相違を理解することが重要になる。本稿ではその理解への一

助となる事柄を紹介する。
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2.  規格の種類

主な国際規格は表 1 のように分類される。一口

に国際規格といっても、明確な区分けがあり、国

際規格・地域規格・国家規格・団体規格などに分

類される。これらの規格は影響を与える範囲の大

きさによって水準の高さが決められ、図 1 の階層

がある。国際規格は ISO（国際標準化機構）によっ

て制定されている。一方、国家規格である JIS（日

本）、ANSI（米国）、BS（英国）、DIN（ドイツ）

などでは各国の標準化機関が各国の法に基づき制

定されている。

国際規格と国家規格には使われる場所の違いこ

そあれ、本質的に利用目的に大きな違いはない。

ところが今までに国際規格と国家規格がそれぞれ

独自に規格化されてきた結果、現実には異なる規

格として成立している。国際規格は複数の国が受

け入れられる内容を検討して制定するのに対し

て、国家規格は自国内で受け入れられる内容のみ

を検討して制定されている。そのため、各国の政

治、経済、法制度等の違いや、文化、風土、気候

等の違いにより、国ごとに異なる国家規格が生ま

れた。したがって各国家規格は互換性に乏しく、

さまざまな障害が発生した。例えば、海外旅行に

行きホテル内で電気機器を使用しようとしたとこ

ろコンセントの形が違っているし、電圧も違うた

め変圧器が必要になる。また欧州で購入してきた

DVD は、日本のプレーヤーでは再生できない。こ

れは日本と欧州のテレビの方式が違っている（水

平走査線の本数が異なる）ためである。このよう

に、国が異なることで商品が使えないと言うこと

は大変不便である。その不便さをなくすために、

複数の国が受け入れられる内容を検討し標準化さ

れたものが国際規格である。1995 年には WTO（世

界貿易機関）によって TBT 協定（貿易の技術的障

害に関する協定）が締結され、国際標準化の重要

性が増し、多くの国で国家規格を国際規格に合わ

せる作業が行われている。

図 1　規格の水準の階層（1）

表 1　国際規格海外規格の分類例（1）
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3.  国際規格に対応する試験機の校正と校正認証 
機関　　　　　　　　　　　　　　　   　

3.1  校正規格と認証機関

機械試験機は力や変位を測定する計測器である

ため、計量精度を保証する必要があり、その精度

を保証するために校正を行う。国際規格、国家規

格での試験を行うには、適用する規格で定められ

た校正を実施した試験機を使用する必要がある。

その例を表 2 に示す。

JIS を例にとると、使用する規格は JIS B 7721「引

張試験機：圧縮試験機－力計測系の校正方法およ

び検証方法」で、荷重精度については、等級 1 級

以上（ロードセル定格容量の 1/1 ～ 1/1000 の範囲

において表示試験力の ±1％以内）を満足させる。

また、校正の間隔は 12 ヶ月を超えないことなど

の基準がある。

実際に機械試験で適用する試験規格は、試験目

的や依頼者の要望、業種などにより異なるため、

試験所は試験機の運用コスト、試験の種類などを

考慮して、適切な校正方法とその認証機関を表 3

表 2　機械試験に使用する試験機の校正基準（2）-（4）

表 3　目的に応じた一軸試験機の校正方法と認証（5）-（8）
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に示すように使用方法の目的に応じて選定する必

要がある。

校正方法と認証機関の選定の一例として、当

社における一軸試験機の校正方法と認証機関を

表 4 にまとめた。従来の JIS 試験への対応に加

え、ISO、ASTM などの国際規格試験を実施する

ため、校正も国際規格で行い、NVLAP（National 

Voluntary Laboratory Accreditation Program）の認証

を得ている。

3.2  国際認証の相互認証

前述の通り、試験機は目的に応じた規格で校正

を行う必要があり、その校正の際に国家標準への

トレーサビリティが確認できなければならない。

認証とは特定の要求事項（基準・標準・規定）に

適合していること、つまり“適合性”を第三者が

文書で保証する手続きを指す。認証と校正はしば

しば混同されるが全く別の概念である。

主な認証機関と、それぞれが提供できる校正規

格について表 5 にまとめた。校正の規格とは別に、

国際的な試験所および校正機関の能力に関する一

般要求事項として ISO 17025 があり、これに従って

認証機関が設けられている。この認証を国際的に取

りまとめるために、ILAC（International Laboratory 

Accreditation Cooperation、国際試験所・校正機関認

定協力機構）という組織があり、この組織のメン

表 4　試験機校正の実施例

表 5　主な認証機関と校正規格
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バーである機関が試験所に対して認証の許認可を

与えることができる。認証の許認可を与えられた

試験所は、その認証のロゴを付与することができ

る。認証ロゴはトレーサビリティと技術能力が一目

で識別できる認定シンボルであり、これにより計測

のトレーサビリティがとれていることが証明され、

上位標準を確認する必要がなくなる（つまりトレー

サビリティ体系図を添付しなくてもよい）とされて

いる。ILAC-MRA（Mutual Recognition Agreement 日・

欧州共同体相互承認協定）による国際認証機構の

相互認証を図 2 にまとめた。

3.3  荷重の校正規格

荷重の校正規格の詳細を表 6 にまとめた。2008

年までは JIS では不確かさを規定していなかった

が、2009 年の改正により付属書（力計測系の校正

結果の不確かさ）に記載され、各規格の内容はほ

ぼ同じになっている。

図 2　NVLAP と IA JAPAN の相互認証（5）

NIST ： National Institute of Standards and Technology
  米国の国立標準技術研究所
AIST ： Advanced Industrial Science and Technology
  独立行政法人産業総合技術研究所
NVLAP ： National Voluntary Laboratory Accreditation Program
  米国 NIST の認証プログラム 
IA JAPAN ： International Accreditation Japan
  独立行政法人製品評価技術基盤機構　認定センター 
JCSS ： 国内の計量法に基づく IA  JAPAN の認定事業者制度 
ILAC ： International Laboratory Accreditation Cooperation
  国際試験所・校正機関認定協力機構
MRA ： Mutual Recognition Agreement
  日・欧州共同体相互承認協定
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4.  規格の違いによる試験結果への影響

4.1  引張試験における規格の違いによる結果への 

　　  影響

室温での引張試験について、試験規格の違いに

よる試験結果への影響の例を紹介する。本稿では

一般的な圧延鋼材である SM490 材を用いた。試験

片形状を図 3 および表 7 に示す。また、試験機の

試験速度を表 8 にまとめた。表に示すように、規

格によって試験片の形状や試験速度が異なること

がわかる。板厚 6mm の鋼板からは板状試験片を、

板厚 16mm の鋼板から丸棒状試験片を採取した。

板状試験片の板厚は元厚のまま（6mm）で、平行

部の幅および長さはほぼ同じである。一方、丸棒

試験片は平行部の直径は 6mm で同じであるが、規

格によって平行部の長さは 30 ～ 36mm の値となる。

各試験の結果の比較を、図 4（①：板状試験片、

②：丸棒試験片）および表 9 にまとめた。図 4 で、

縦軸は荷重を、横軸は試験機のストロークを表し

ている。

板状試験片では、最大荷重値（引張強さ）、伸

びの値ともにほぼ同じであった。丸棒試験片で

は、引張強さはほぼ同じであるが、試験片の平行

部長さによって伸びの値に違いが見られる。同じ

平行部長さをもつ JIS 14A 号試験片と ASTM E8M

（GL=5D）の試験片の結果を比較すると、試験速

度は異なるものの、伸びの値がほぼ同じであった。

一方、ASTM 規格の試験でも、平行部の長さが異

なる ASTM E8（GL=4D）と ASTM E8M（GL=5D）

の試験片の結果では、伸びの値に約 4％の違いが

みられた。引張試験では平行部に標点を設定し伸

びを測定するため、試験片形状により試験前の標

点間距離が大きく異なる。これらの結果から、試

験片の平行部長さおよび標点間距離の違いが伸び

の値に影響を与えたことがわかる。

このように、規格の違いによって引張強さへの

影響はほとんどないが、伸びについては試験片形

状の影響を受けて大きく変化する。よって、機械

試験の規格の違いによる結果への影響を事前に把

握しておくことにより、過去のデータとの比較が容

易になる。また、試験報告書には、試験片形状や

試験規格を明確に記載しておくことも重要である。

表 6　荷重校正方法の主な違い（5）-（8）
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図 3　引張試験片形状（2）（4）

表 7　引張試験片の寸法（2）（4）

表 8　鋼材の室温引張試験における試験速度の違い（2）（4）
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表 9　引張試験結果

図 4　引張試験チャート（荷重ーストローク線図）
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4.2  溶接施工方法試験（JIS 規格と ASME 規格） 

　　  の比較

溶接施工方法試験は溶接部に対する試験の一種

で、溶接施工要領書などで計画された施工方法に

より、計画通りの継手が得られるかどうかを確認

するための試験であり、継手引張試験と曲げ試験

からなる。

継手引張試験では、試験速度など JIS と ASME

には試験仕様に大きな違いはなく、引張強さへの

影響は小さい。曲げ試験では、2011 年に ASME 

Section Ⅸで、曲げ半径 R の標準寸法が 19mm（イ

ンチ換算）から 20mm に変更されている。したがっ

て JIS でも ASME でも同じ型曲げ治具を用いて試

験を実施でき、試験結果への影響はない。JIS と

ASME の試験片形状の違いを表 10、11 にまとめた。

5.  まとめ

国際規格での試験では、試験機の校正とトレー

サビリティが非常に重要である。そのため 3 章で

述べたように、各試験規格に応じた試験機の校正

を実施し、校正方法に応じた認証を受けることが

必要である。

室温引張試験では、規格に準拠した試験片形状

であれば規格の違いが結果に大きく影響を与える

のは伸びに限定され、引張強度や降伏点などへの

影響は小さい。他の機械試験についても、引張試

験と同様に試験規格の違いによる結果への影響を

認識しておけば、試験を行いながら結果の妥当性

を確認することができる。

国際化が進み、これまで輸出国、輸入国が独自

表 10　継手引張試験片（9）（10）

表 11　継手曲げ試験片（10）（11）
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で行ってきた製品などの試験結果に対する信頼性

を確保することが、これまで以上に重要視されて

いる。品質管理では多くの企業が ISO9001 を導入

しているが、これは決められたルール通りに品質

管理がなされ、改善活動に結びつけるもので、ルー

ルへの適合性を判断する仕組みである。したがっ

て試験結果の信頼性までは保証していない。信頼

性の確保には、試験を行う試験所の技量、試験方

法や設備の妥当性、結果の不確かさを評価する

必要があり、これらを ISO 17025 による審査によ

り“妥当性”のある試験所（または校正機関）と

して認定を受けることが求められている。日本は

環太平洋経済連携協定（TPP）への参加を表明し

ており、加盟国間におけるワンストップテスティ

ング（二重検査排除）の観点からも、この流れは

今後加速していくと考えられる。企業イメージ、

ブランド力の向上にもつながるため、今後は ISO 

17025 の試験所認定取得が国際的な信頼性確保の

流れになると思われる。当社の機械試験部門でも、

ISO 17025 試験所認定取得を目指しており、近々、

その取り組みについて報告する予定である。
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