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非破壊検査部門の頭文字R(RT)，U(UT)，M(MT)，P(PT)，E(ET)，S(SM)，を採った
ものである。

RUMPES（ランプス）とは：
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1. はじめに

我が国においては長引く不況のなか化学プラントに代
表される多くのプラントについて新設は頭打ち状態とな
り、様々な長寿命化対策により今日も現役で稼動して
いる。それにもかかわらず、国際競争力は急速に失われ
てきているという現実があり、あらゆる経費の削減なく
しては更なる存続が困難であるという状況がある。特に
設備メンテナンスのための費用は厳しい削減が求められ
ている。こうして老朽化設備の長寿命化、長期連続運
転、生産活動にともなう社会的な環境・安全・健康確
保の義務に関する責任を果たすための設備の信頼性向
上、設備維持のための費用の削減という相反する要求
を同時に満たすために、メンテナンスのあり方には必然
的に科学的合理性と経済性の両立が求められるように
なる。
このような状況の中で、検査のための限られたリソー

スを最も有効な部位に集中させるための方策が重要とな
るが、ここで導入が求められることがリスク評価である。
つまり、検査時にリスク評価を行い、この結果に基づき
最適な検査計画を組み直す。このような考え方をリスク
ベース検査盧盪といい、欧米では長い経験を有するが、
我が国においても導入が急務となっている。原子力分野
においても、特に配管について先行してリスク情報の活
用が急ピッチで進んでいる。配管の場合には、溶接とも
密接に関係して来るため、リスクベース検査に対して、
溶接部に対する取り扱いは極めて重要である。本稿にお

いて、リスクベース検査の基本的考え方と、いくつかの
解決すべき課題を概説する。

2. 画一的検査の問題点

通常、配管の溶接部などに適用される規格・基準に
基づいて行う画一的な検査方式ではどのようことが課題
となるのであろうか。規格で決められた部位を、決めら
れた検査法と頻度で検査するとき、規定されている部位
からは損傷があまり検出されず、むしろ規定されていな
い場所から検出されることがある。このような差異は、
経年化が進むとより顕著になる。通常は、このような場
合に、その箇所を検査対象部位に追加することが行わ
れるが、そのようなことを単純に繰り返して行けば、や
がては全対象部位の高精度検査を行うことにより、コス
ト的にも無理があるのみならず、明らかに無駄な部分に
多くの資源を投入しなければならない。投入できる資源
には限りがあるのであるから、検査部位に優先順位を付
け、それが高い位置に検査を重点化することが有効であ
り、安全性を高める意味でも重要である。
このような検査方式の見直しは、規格・基準の改定

によっても実現できるが、通常、規格の改訂には多くの
時間を要し、柔軟な見直しはむずかしい。
このような課題を解決するために、リスクという指標

を導入し、各検査時点でリスク評価を行い、次回の検
査計画の見直しを行うのがリスクベース検査である。画
一的検査では、往々にして、決まったことを決まったよ
うにやっていればよい、という依存体質に陥り易く、思
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考停止に陥りやすい。一方、リスクベース検査では、検
査時にリスクの再評価を行うので、主体的にリスクの状
況を把握できることになる。一方で、リスクの評価のた
めには、技術評価を行うための人材が求められることに
なる。このため、リスク評価技術を有する保全技術者の
人材育成が大きな課題となる。

3. リスクベース検査の手順

図１にリスクベース検査を行うための基本的な手順を
示す。細部を除けば、手順はおおよそ共通しているもの
と考えることができる。
最初に、リスク評価に先立って必要となるデータと情

報の収集を行う。ここでは、解析を行う枠組みを明確
にすることも求められる。後述するようにリスク評価に
あたっては、損傷確率データが必要となるので、利用可
能なデータが存在するか、もし存在しなければどのよう
なシナリオで評価するかを検討しなければならない。

次に、リスク評価を行う。リスクは影響度（COF）
と損傷確率（LOF）の積により評価する。COFでは、
機器の損傷に伴ってどのような被害、もしくは影響度が
あるのかを明確にする。その際に、配管や圧力容器から
漏洩があった場合などに、どのようなシナリオで被害が
進行するかを明確にしなければならない。このような解
析には、最終的な事故事象を頂上事象として、この事
象に関与し得る事象を後ろ向きに遡って特定していくフ

ォルトツリーアナリシス（FTA）、これとは逆に起因事
象から出発して事象が伝播していく過程を時間経過に
従って、追跡していくイベントツリーアナリシス（ETA）
などが活用される。図２には、FTAの例を示す。損傷確
率の評価（LOF）では、既存のデータベースを活用した
り、信頼性理論に基づくモンテカルロシミュレーション
などにより評価する。データベース構築上の問題点につ
いては後述する。
全ての機器、あるいは検査部位についてリスク評価を

することにより、その結果を図３のようなリスクマトリ
ックス上にプロットすることができる。この場合、COF
やLOFは定性的に分類した上で、あてはめており、この
ような評価は定性的リスク評価と呼ばれる。より、定量
的に評価する手法は定量的リスク評価手法と呼ばれる。
この段階で、損傷確率（頻度）、影響度が共に大きいと
評価された部位は、リスクが高いと判定される。
リスクマトリックスの結果を受けて、次の検査時にお

ける検査計画を立てる。つまり、リスクが高いと評価さ
れた部位については、リスクを軽減するための方策を検
討する。リスク軽減の方策としては、非破壊検査法に
ついてより有効な手段を用いる、検査間隔を短縮する、
などの方策を考える。この際に、非破壊検査の有効性
は、特定された損傷モードと非破壊検査法の組み合わ
せに対して定義されるものなので、予め多くの組み合わ
せについて検査有効度を評価しておかなければならな
い。一方、低リスクと評価された部位については、検査
を軽減する方向への変更も許される。このようにして、
検査計画を再検討する際に、重点化すべき項目の優先
順位を決定するための手段としてリスクを用いるのがリ
スクベース検査の特徴である。このように、リスク緩和
のマネジメントまで含めて管理体系を考えるときにリス
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クマネジメントと呼ぶ。
このように、リスクに基づいて検査計画を策定した段

階で、さらにコストなども加味した上で、再評価する。
また、規格・基準と照らし合わせて法規に反することが
ないかもチェックする。もし、見直しが必要であればリ
スク評価に戻って評価をしなおす。

4. エキスパートパネルの要件

リスク評価において必要となる損傷モードの特定や、
損傷確率の評価、その結果としておきる影響度の評価
などについては、客観的に決められるものばかりではな
く、エキスパートの主観に頼らなければならないケース
が出てくる。多くのリスク関連の規格やガイドラインで
はエキスパートパネルの設置に関する記載があり、資格
要件なども書かれることもある。一般にエキスパートパ
ネルの要員としては、次のような技量を有する人を想定
することが多い。
盧材料・腐食の専門家 盪プロセスの専門家 蘯運転員・メ
ンテナンス部隊 盻装置管理要員 眈リスク評価の専門家
眇環境・安全評価の専門家眄経済・ビジネスの専門家
今後、リスク評価の促進のためには、このエキスパー

トの技量を有する人材確保が重要であり、いかにして人
材育成していくか、ということが重要な要素となること
が考えられる。また、リスク評価の認定にあたっては、
エキスパートパネルの資格要件の明確化も重要な要素と
なろう。

5. 損傷確率データの整備

わが国でリスクベース検査を実施するにあたって、克
服すべき課題の一つが、損傷確率データの入手である。
これまでの決定論的基準においては、損傷確率の評価
は特に必要とならなかったために、このデータを集める
ための特別の努力はされてこなかったものと思われる。
リスクへの取り組みに長い経験を有する欧米と異なり、
わが国では損傷確率データを整備するといっても、急速
にデータが集まるものでもない。つまり、損傷確率デー
タが極めて乏しい中で、リスクベース検査を実施しなけ
ればならない状況にあると考えられる。
このような事態に対処するための一つの方策として、

旧来の事故情報データベースを活用すればよいと考える
かもしれない。ところが、損傷確率の評価のためには、
損傷が発生したという情報のみでは不十分で、損傷が起
きなかったケースも含めて分母情報が必要となる。一般
に、旧来の事故記録には記載されていないことが多く、
損傷確率評価には困難が予想される。さらに、旧来の
事故情報は、法定届出義務のあるような比較的、大き
な事故に関する情報である場合が多い。リスク評価で重
要であるのは、検査時に得られる損傷の兆候データであ
る。つまり、今後はリスク評価への適用を意識した上で、
損傷データベースを構築していくことが重要である。この
ような困難な状況に対応するための一つの解決策としてベ
イズの定理の導入がある。以下に簡単に考え方を述べる。
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破損確率、つまり破損の起き易さを客観的に表現す
るためには統計学を用いる必要がある。破損確率とは、
評価対象の機器の数（標本数）に対して、いくつの機
器が破損するかという割合のことをいう。標本数が増え
れば、破損確率の評価精度は高まるが、このようなこと
を前提にして構成された統計学の学問体系を標本統計
学と呼び、我が国では馴染みのある考え方である。とこ
ろが、メンテナンスにかかわる確率論的取扱いについて
は、欧米では標本統計学よりは、もっぱらベイズ統計学
が用いられる。ベイズ統計学とはベイズの定理に基づく
統計学のことをいう。メンテナンスの場合には検査デー
タに基づいて、破損確率を評価するが、この場合にはベ
イズ統計学の方が合理性を持つからと考えられる。
標本統計学とベイズ統計学の対比を概念的に図4に示

す。標本統計学では、多くの標本データ群から、破損
確率を推定する。検査結果は、その都度データ群に追
加されていく。この評価の過程には主観が入る余地はな
く、客観的手順であるといえる。一方、ベイズ統計学
では、破損確率の候補を主観に基づいて複数選び、
個々の候補に対して確からしさ（確信度）も併せて割
り当てる。主観的要素が入るので主観的確率と呼ばれ
ることもある。検査の結果、破損が観察されるか否かに
応じて、確信度を更新していくのである。更新する手続
きはベイズの定理に基づく。検査を行う前の確信度の分
布のことを事前分布、これを検査後にベイズの定理によ
って更新した後の分布を事後分布と呼ぶ。
我が国では、科学的手続きに主観を入れることは許

容されないとする風潮がある。それが故に客観性をもつ
標本統計学がもっぱら用いられているものと思われる。
ところが、メンテナンスに関しては、客観的データで表
現できないようなものも多数含まれてくる。その代表的
なものが、検査の有効性（検査有効度）である。検査
有効度は、対象とする損傷モードと、用いる非破壊検
査法の組み合わせに対して定義されるが、定量的表現
はむずかしく、有効である、ある程度有効である、有効
でない、などのあいまいな表現によらざるを得ない。破
損は、検査によって検出されるものであるから、検査有
効度の取扱い抜きにしては評価できない。つまり、メン
テナンスに関してはあらゆるものに客観性を求めても限
界があり、行き詰ることになってしまう。そこで、エキ
スパートによる主観表現をうまく取り込んで、検査結果
に基づいて修正していくというベイズ統計学の考え方

は、メンテナンスの特性を考慮した上でとにかく破損確
率に関する評価を導出するための一つの知恵であるとい
える。この他、ベイズ統計学を用いると、1回の観察デ
ータを有効利用できるので、検査データのような小標本
データに向いている。
また、破損したというデータのみならず、破損してい

ないという事実もデータの更新に活用できる。データベ
ースの活用という観点からは、データベースから得られ
る類似機器の破損確率分布を事前分布とし、評価対象
の個別プラントデータを観察事象としてベイズ更新し、
得られた事後分布を信頼性評価のための破損確率とし
て使用するということもよく行われる。なお、ベイズ統
計学の学術的な詳細、メンテナンスの中での具体的な取
扱いについては文献蘯盻を参照されたい。
ベイズの定理の考え方を用いれば、海外の損傷データ

の活用にも応用できる。図５は、米国のEPRIで集めら
れた眈、原子力プラントの配管について収集された１
炉・年当たりの損傷率である。図中に示されているよう
に、各損傷モードごとに与えられている。わが国では、
あまり観察されないようなウォータハンマに関して大き
な値が表示されている、全体的に損傷率の値が大きいな
ど、わが国に対してそのまま適用することは適当でない
ものと考えられる。このような場合には、これらのデー
タを事前分布とし、わが国の検査データを観察事象とし
てベイズの定理によって更新していく手順を考えること
ができる。

図5 EPRIの配管損傷率データ



6. 損傷データベース構築活動例

上述の通り、既存の損傷データベースの多くは、必ず
しもリスク評価への応用を意識して構築されたものでは
ないため、有効に利用することが困難である場合が多い。
今後は、データベース構築段階から、リスク評価への適
用を意識した上で、データ収集を行うことが重要である。
このことを意図した経済産業省のプロジェクト眇が現在
進行中である。このプロジェクトでは、解決すべき課題
として以下のような項目を検討している。
11..リスク評価への応用を意識した我が国固有の損傷
22.. データベースであること
22.. 産業横断型とし、相互利用の促進を図ること
33.. そのためにデータフォーマットの整合化を図ること
44.. データ収集は、産業ごと、学協会ごとの事情に応
22.. じて収集し、公開レベルも各々検討すること
55.. データ公開の仕組みを明確化し、データ提供の障
22.. 害を取り除くこと
66.. 損傷の兆候データから破損に至る確率を評価する
22.. ための統計モデルの構築も平行して行うこと
77.. 今後、確率統計的取扱いが重要になることに鑑み、
22.. この分野の人材育成にも努力すること
88..永続的に機能するパブリックデータベースの仕組み
22.. を考えること
図６には、最終的に構築された損傷データベースの、

想定される利用形態のイメージを示す。高圧力技術協
会（HPI）上に構築されたデータベースサーバ上におい
て、データの収集、及びユーザへのデータ提供が行われ
ることが想定されている。

7. おわりに

今後、メンテナンスの合理化を進めていく上で、リス
クベース検査の導入が極めて重要になることを述べた。
特に、配管の溶接部などの検査データから評価される損
傷確率データが不可欠で、そのためにはリスク評価への
適用を意識したデータベース構築活動が必要であること
を述べた。
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図6 構築される損傷データベースのイメージ
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1. はじめに

多くの構造物が未曾有の被害を受けた阪神・淡路大震災
以来、構造物の耐震安全性に対する要求が一段と強まり、
建設工事における品質が重視される中で、鉄筋継手の品質
確保の重要性は益々高まっている。
平成12年には、建築基準法の改正に伴い建設省告示第

1463号（鉄筋の継手の構造方法を定める件）が公布され、ガ
ス圧接継手、溶接継手、機械式継手が法的に同列に扱われ
ることとなった。
また、昨年一部改正公布された建築基準法が本年6月20日

に施行されるに伴って制定される中間検査指針・完了検査指
針にコンクリート、鋼材、鉄筋継手等の検査についての規定
が定められることが考えられるなど、鉄筋継手の品質確保の
ための検査の重要性が高まっている。
当協会は、これらの情勢の変化に対応する新しい「鉄筋

継手部検査技術者」制度の運用を行うこととした。

2. 標準仕様書における検査の位置づけ

当協会は、鉄筋継手の品質確保の観点から、各種鉄筋継
手の品質管理体系は同じであるべきと考えている。特に、
溶接継手や機械式継手は、開発された各工法によって仕様
が異なり、実際の現場で各種継手工法を採用するに当たっ
て品質管理が困難な状況があるため各工法の仕様を共通仕
様としてまとめる必要があり、鉄筋継手ごとに標準仕様書
を設けることとした。各標準仕様書では継手の検査として、
外観検査と超音波探傷検査が位置づけられている。
盧鉄筋のガス圧接工事標準仕様書：外観検査、超音波探
傷検査（JIS Z 3062）

盪鉄筋の半自動溶接継手工事標準仕様書（案）：外観検査、
超音波探傷検査（JIS Z 3062に準拠）

蘯鉄筋の機械式継手工事標準仕様書（案）：外観検査、鉄筋
挿入長さの超音波測定（NAKS 0003）

3. 鉄筋継手部検査技術者制度の概要

3.1 目的
本制度では、JIS Z 3062（鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガ

ス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準）及びNAKS
0003（機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測定方法（案））に
基づいて鉄筋継手部の検査を行うとともに外観検査も実施
する技術者（「鉄筋継手部検査技術者」と称す）の技量資格検
定試験（以下、「検定試験」という）を実施し、技量の適格性
の認証を行う。

3.2 技量資格と使用できる探傷装置及び
検査対象継手部

鉄筋継手部検査技術者の技量資格として1種、2種、3種
を定め、各種別の技量資格者が使用できる超音波探傷装置
及び検査対象継手部は、表１のとおりである。

3.3 鉄筋継手部の検査作業可能範囲
各鉄筋継手部の超音波探傷検査及び外観検査の作業可能

範囲は、各継手の標準仕様書の適用範囲に対応しており、
表２のとおりである。

3.4 検定試験の内容
新規試験及び更新試験では、技量資格の種別に関係なく、

2. 新しい「鉄筋継手部検査技術者」制度について

矢部　喜堂譖日本圧接協会専務理事

表１　鉄筋継手部検査技術者の使用できる
超音波探傷装置及び検査対象継手部

技量

資格

１種

２種

３種

使用できる

探傷装置

専用器

専用器

汎用器
専用器

検査対象

継手部
ガス圧接継手

ガス圧接継手
溶接継手

ガス圧接継手
溶接継手
機械式継手

検査項目

検査対象継
手部の超音
波探傷検査、
外観検査

表２　作業可能範囲

鉄筋継手部 鉄筋の種別＊

ガス圧接継手 SD295A、SD295B、SD345、SD390、SD490
溶接継手 SD295A、SD295B、SD345、SD390

機械式継手
SD295A、SD295B、SD345、SD390、SD490、
USD590A、USD590B、USD685A、USD685B

＊：いずれも鉄筋の呼び名はD19～D51である。



新しい

技量資格

従来の

技量資格

学科試験及び実技試験を行う。
学科試験は、筆記試験とし、受験する技量資格の種別ご

とに下記の学科試験項目から出題される。
盧１種：１）～３）及び６）
盪２種：１）～４）及び６）
蘯３種：１）～６）
＜学科試験項目＞

1）鉄筋に関する知識
2）鉄筋コンクリート構造に関する基礎知識
3）鉄筋のガス圧接継手部の検査に関する知識
4）鉄筋の溶接継手部の検査に関する知識
5）鉄筋の機械式継手部の検査に関する知識
6）安全及び災害防止並びに譖日本圧接協会資格者倫
理規定

また、実技試験は、超音波探傷検査と外観検査について
行い、それぞれの試験体本数は、表３のとおりである。

4. 新しい鉄筋継手部検査技術者
制度への移行
新しい鉄筋継手部検査技術者は、従来のガス圧接部の超

音波探傷検査のほかに溶接継手、機械式継手の超音波探傷
検査、各継手部の外観検査が加わるため、従来の鉄筋ガス
圧接部超音波探傷検査技術者技量資格の保有者（約2800名）

が新しい鉄筋継手部検査技術者技量資格に移行する場合に
は、図１に示すように、申請者が新しい技量資格を選択し、
当該資格に関連する新しい知識・技術等を習得するための
講習会を受講した上で、移行（更新）のための検定試験を受
験することとしている。
なお、新規に鉄筋継手部検査技術者技量資格の検定試験

を受験する場合は、制度の移行期間中（平成19年６月１日
から平成21年５月31日）は講習会を受講する必要がある。

5. 講習会・検定試験の実施

5.1 暫定講習会・検定試験
改正建築基準法が施行される本年６月20日からの中間検

査・完了検査に対応できるよう、第三者検査事業者に所属
する技量資格保有者を対象として、本年４月に全国４都市
７会場で暫定的な講習会及び検定試験を実施し、その合格
者（782名）に対して５月末までに新たな技量資格を認証し
た。ただし、この当該技量資格は、旧検査技術者技量資格
の有効期限までとしている。

5.2 本年６月以降の講習会・検定試験
本年６月以降は、既存の鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査

技術者技量資格の保有者（約2000名）に対して新しい検査技
術者技量資格への移行を２年間にわたって順次行うととも
に、新しい検査技術者技量資格の新規認証を行うための講
習会及び検定試験を実施することとし、今年度は全国の主要
都市で17回の開催を予定している。
なお、暫定講習会の受講者は、６月以降の講習会を受講

したものとみなすこととしている。

6. おわりに

建築構造物の品質確保の要求の高まりに伴って新しい鉄
筋継手部検査技術者が果たすべき役割と求められる責任は
大きくなる。検査技術者は一層の技術の向上とモラルの遵
守に努め、社会の要請に応えられることを期待する。
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表３　実技試験の試験体本数

技量資格と

検定試験の種類

実技試験で

使用する

探傷器

１種

２種

３種
※１

新　規

更　新

新　規

更　新

新　規

更　新

継手部

専用器

専用器

汎用器
※２

超音波

探傷検査

（本）

ガス圧接

ガス圧接

ガス圧接

溶　　接

ガス圧接

溶　　接

ガス圧接

溶　　接

機 械 式

ガス圧接

溶　　接

機 械 式

外観検査

（本）

５

５

５

５

５

５

５

５

５

５

５

５

10

５

10

５

５

５

10

５

３

５

５

３

※１：譖日本非破壊検査協会の超音波探傷検査１種、２種、３種又はUTレベル１、
UTレベル２、UTレベル３のうちのいずれかの資格を保有していること。

※２：汎用型デジタル超音波探傷器、表面SH波探触子が必要となる。

図１　従来の技量資格から新しい技量資格への移行

Ｓ種

Ａ種

１種

２種

３種

選択



WES 8701の改正により、CIW技術者の資格更新のための講習
会・確認試験が規定され、去る４月28・29日に実施された。UT部門
では、従来の主任試験技術者の一次試験をベースに簡略化した内
容の確認試験を実施した。試験内容の概要を紹介して参考に供し
たい。（紙面の都合により、一部省略や設問形式の変更がある。）

問１ 母材の厚さが38mmの鋼平板突合せ溶接継手がある。
開先形状は、図１に示すとおりである。探触子として
5Z10×10A70（ STB屈折角71.5度）、感度調整用試験
片としてRB-41No.2（板厚38mm、標準穴の直径
3.0mm） を用い、JIS Z 3060:2002に従って、エコー高
さ区分線を作成してA面から探傷したところ、きずエ
コーが検出された。このとき、溶接中心線から探触子
の入射点までの距離は36mmであり、ビーム路程
x=45mmでエコー高さはM線より１dBだけ大きかった。
検出したきずの位置から、きずの形状を帯形平面き

ずと推定して、きずの寸法を次の順序で求めよ。ただ
し、RB-41No.2と試験体とは、同一材質で、伝達損失
及び散乱減衰に差はないものとする。また、形状反射
能率は、表１（省略）を参照せよ。

盧きずの深さ位置（Ａ面からの深さ） d［mm］
盪溶接中心線からきずまでの水平距離 k［mm］
（溶接中心線から探触子側をk＞0、反対側をk＜0とする。）
蘯相対エコー高さ hF／hS
盻 RB-41 No.2 のx=45［mm］における形状反射能率の値
眈きずの限界寸法の値［mm］
眇きずの形状反射能率の値
眄きずの寸法［mm］

問２ 次の文を読んで、正誤の別を答えよ。また、正しくな
い文は、下線部のうち一つだけ訂正すれば正しい文に
なる。訂正箇所の番号と訂正内容を答えよ。

盧 JIS Z 3060：2002の探傷感度の調整方法は、公称屈折角
65度でA2形系標準試験片による場合、①φ4×4mmの標
準穴のエコー高さが②Ｈ線に一致するようにゲインを調
整し、③必要に応じて感度補正量を加え、その条件を探
傷感度とする。

盪 JIS Z 3060：2002では、①平板継手溶接部の斜角探傷に
用いる探触子の②屈折角を、③試験体の板厚とSTB音速
比によって選定することが規定されている。

蘯 JIS Z 3060：2002では、探傷面の①曲率半径が50mm以
上 250mm未満の円周継手溶接部に対する②探傷感度の
調整に使用する試験片として、③RB-42 及び RB-43を定
めている。

盻 JIS Z 3060：2002では、作業開始後4時間以内ごとに行う
探傷装置の点検において、探傷感度が①2dBを超える
②低下を示した場合、再調整し、③直前の調整又は点検
以降に実施した試験を再試験するように規定している。

眈 日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規
準」-1996では、欠陥の長さ方向の位置は、①欠陥指示長
さの起点及び終点で表示し、溶接線と直交方向及び深さ
方向の位置は、②最大エコー高さを示す位置で表示する。

解答と解説

問１：盧 14.3 、盪 －6.7 。まさかと思われるでしょうが、
間違える人が毎回ある。勘違いで済まさないように。また、
現実の検査でも同じだと思いますが、開先面との位置関係
を確かめることも重要である。

蘯 きずエコー高さがM線より1dB大きいということは、RB-41
の標準穴より５dB低いということであり、相対エコー高さの
dB値20log（ｈF/ｈS）＝－5.0。∴ｈF/ｈS＝10（－5/20）≒0.562となる。

盻 RB-41№2の標準穴はｔL≧ｔcrの横穴であり、形状反射能率
γG-S＝　　　　　 ≒0.0913となる。

眈題意により、帯形平面きずと考えると、限界寸法は、
ｔB-cr＝　 ≒3.8［㎜］となる。

眇 きずが限界寸法よりも小さいと仮定すると、形状反射能率

－8－

CIW  通信

3.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―超音波検査（UT）部門

・√tH4x √12

図１　溶接継手の開先形状

√λx2



はγG-F＝　　　　　 であり、λとｘを代入すればきず寸法
ｔBを使って、γG-F≒0.131tB①と表現できる。一方、相対
エコー高さは ＝　　・　　であるが、横穴及び帯形平面
きずでは界面反射能率γI＝１であるので、 ＝　　と表せ
る。この式に蘯、盻の結果を代入してγG-Fを求めると、
γG-F＝　 ・γG-S≒0.0513②と求まる。本稿に記した設問の
場合、①か②のどちらの形式で答えても良いが、題意によ
っては一方に限定されることもある。

眄 眇の①と②を等置すればきずの寸法はｔB≒0.4［mm］と
求まる。また、この寸法は眈の限界寸法より小さく眇の仮
定を満たしている。
問２：超音波探傷に関する基本的な規格内容や知識を問う

たものである。普段の検査業務をこなしていく上で了解され
ているはずの内容であり、改めて解説するまでもないと思わ

れるが、正答率は、盧がおよそ1/3、盪、盻、眈は1/2程度で
あった。これらの規格の何処に、また、どのように規定され
ているか原本をよく読んで確認しておくことが大切である。
このような問題はいくらでも作ることが出来る。ここで取

り上げた箇所を手始めに、その周辺も合わせて規格本文に目
を通すことをお勧めしたい。
なお、解答は次のとおりである。盧誤②H線→M線　盪正

蘯誤③RB-42及びRB-43→RB-42及びRB-A6 盻誤①2dB→4dB
眈誤①欠陥指示長さの起点及び終点→欠陥指示長さの起点
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hF
hＳ

γG-F

γG-S
γI-F

γI-S
hF
hＳ

γG-F

γG-S

hF
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平成19年度後期のお知らせ

平成19年度後期の溶接検査認定（CIW認定）のため
の技術者試験・更新審査と研修会、溶接管理技術者の
評価試験と研修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月上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20日貍～ 21日豸

◎CIW検査技術管理者及び上級検査技術者試験　　
１次試験
東京／大　阪： 11月18日豸
２次試験
東　京：平成20年１月12日貍予定
大　阪：平成20年１月13日豸予定

◎ CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の資格更新のた
めの講習会
東京／大阪： 11月３日貍～４日豸

【訂正】
本誌Vol.21№2別刷「CIW認定事業者一覧」で、JFEテクノス
譁の認定種別ならびに認定検査部門に誤りがございました。
正しくは「C種RT・UT」です。お詫びして訂正いたします。

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、譖 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19年11月11日予定）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８日貍～９月11日貂
東　京：９月４日貂～９月７日貊

９月18日貂～９月21日貊
名古屋：９月３日豺～９月６日貅
大　阪：９月１日貍～９月４日貂

９月17日豺～９月20日貅
松　山：９月16日豸～９月19日貉
福　岡：９月12日貉～９月15日貍

○ 2級対象研修会
仙　台：９月９日豸～９月11日貂
東　京：９月５日貉～９月７日貊

９月19日貉～９月21日貊
静　岡：８月22日貉～８月24日貊
名古屋：９月４日貂～９月 6 日貅
大　阪：９月 2 日豸～９月 4 日貂

９月18日貂～９月20日貅
松　山：９月17日豺～９月19日貉
福　岡：９月13日貅～９月15日貍

○特別級応用編研修会
東　京：９月23日豸～９月26日貉

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



＜まえがき＞

譁川崎造船坂出工場では、アルミニウム合金製の液
化天然ガス（LNG）を貯蔵する直径40mにも及ぶ球形
タンクを４個搭載する超大型LNG運搬船を建造してい
る。この球形タンクにはマイナス162℃という極低温の
LNGを貯蔵するため、その構造及び溶接には極めて高
い品質が要求され、溶接線全線にわたって非破壊検査
が実施される。構造物の大型化に伴って板厚も厚くな
り、特に溶接継手内部の非破壊検査の重要度は増して
来ている。
その代表的な非破壊検査手法としては、放射線透過

試験（RT）と超音波探傷試験（UT）があるが、検出特
性（構造物の大型化に伴う板厚の増加）や作業環境等
（被曝の観点）から、放射性透過試験に代わって超音波
探傷試験が注目されてきている。

＜自動化への取組み＞

超音波探傷試験の適用にあたっては客観的な検査結
果の記録、および検査時間の短縮といった課題があるが、
これらを克服するために、パルス反射法に加えて、近年
注目されているTOFD（Time of Flight Diffraction）法の
適用と自動化に取り組んだ。
TOFD法とは、図-１に示すように送信探触子と受信探

触子を対向させて配置し、内部に存在する欠陥の上端
部および下端部で生じた、送信探触子からの回折波を
受信探触子で受信し、到達するのに要した回折波の伝
播時間から、欠陥の位置及び高さを高精度で計測する
手法である。
TOFD法では、指向性の鈍い超音波を送受信しているた
めパルス反射法のような探触子の前後走査を必要とせ
ず、高速で板厚方向に対して広い範囲の探傷が可能で
検査時間の短縮にメリットがある。
一方TOFD法には表面近傍を伝播する波（ラテラル波）

の影響によって、表面直下の領域の検査が困難である
という課題がある。
そのため、図-２に示すように表面直下の領域を溶接

継手の両側から探傷するパルス反射法をTOFD法に組み
合わせて板厚全域の探傷をカバーできるマルチチャンネ
ルTOFD装置『富々蔵（TOFUZO）』を川崎重工業、川
崎造船と共同で開発した。

＜装置構成＞

装置は、装置本体、走行台車、スキャナ、リモコン
ペンダント及び走行レールで構成されており、探傷姿勢
にあわせて、下向き姿勢と水平姿勢の２種類の走行台車
を有し球形タンクの全ての探傷姿勢をカバーしている。
探傷装置は、TOFD法用に２チャンネルを有し、板厚

の浅い領域と深い領域をそれぞれのチャンネルが受け持
っている。さらに表面領域を溶接継手の両側から探傷
するパルス反射法２チャンネルを組み合わせ、板厚全域
の探傷を可能とした。
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4. 新技術紹介
造船における非破壊検査の自動化への取り組み

川崎造船検査譁

図-2

図-1



走行装置は、走行用ガイドレールを構造物の曲率に
沿わせることが可能なように、ステンレス薄板に合成樹
脂性のラックを装備し、バキューム吸着盤により効率的
に球形構造物に配置することを可能としている。
一方、台車側に装備された合成樹脂性ピニオンによ

り、走行用ガイドレールのラックと嵌合し正確に溶接線
に沿って走行し探傷することを可能とした。図-３に
『富々蔵』本体及び、図-４に実船での探傷適用状況を
示す。
探傷中の操作は全てリモコンペンダントで行うことが

でき、効率的な探傷作業を実現した。探傷データは、
全てチャンネルから得られる波形を、本体の処理装置内
で高速処理し及び保存し、またモニターでリアルタイム
に監視することも可能とした。

＜適用状況＞

従来の手動探傷法と比較し、同等以上の探傷性能を
有することが確認でき、検査員の技量差による検査結
果のばらつきの排除および探傷結果の自動記録により信

頼性を向上させた。さらに、高速全波形データ処理を
実現することで、探傷に要する時間を従来の手動探傷
法と比較して約2／3に短縮した。
約３ヵ年の試適用を行いその検証実績（探傷長約

4,000ｍ；LNG船２隻分相当）を基に、2005年３月にノ
ルウェー船級協会（DnV；DET NORSKE VERITAS）か
ら船級承認を取得し、以降日本海事協会（NK）および
船主の承認を取得し、実船適用を継続している。

＜今後の課題と展望＞

①支援装置等の改善開発を行い、球形LNGタンク他
への適用範囲の拡大②他船級、船主の承認取得拡大に
よる適用船舶の拡大③支援ソフトのバージョンアップ
（OSその他）などが課題として上げられる。
また、最近の話題としてフェーズドアレイUTが注目

を浴びているが、パルス法、TOFD法に加えて、その特
性を調査研究し一層の品質の向上と探傷の自動化に当
社としても今後の動向を見極めつつ積極的に取組んで行
きたいと考えている。
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図-3 マルチチャンネルTOFD装置『富々蔵』本体

図-４ 『富々蔵』の実船での探傷適用状況



わが社の教育訓練は大きく分けて入社時教育（就業
規則、QMS、放射線特別教育等）とその後の教育（資
格取得、現場におけるOJT等）に分類される。入社時教
育は、新入社員に対する社会への入門教育であり、そ
の後の教育への足がかりと捉え実施している。
入社時教育のその後の教育については、会社創設以

来現在に至るまで継続的に重点的に取り組んできたもの
であり、従前には技術員に対して「まず、最低NDI２種
を４種目、その後に３種を取得」を目標としていたもの
を、ISO9001取得後からは「NDIレベル２（R、U、M、
P）４種目とX線、γ線、WES２級の取得」（当社では
これを基本７種目と呼んでいる。）を目標とし、これを
達成した場合は「順次NDIレベル３、WES１級」へ、
更に「CIW主任検査技術者」を最終として目標に定めた。
これは、品質目標に沿った顧客のニーズに広く応える

ためであり、具体的方法としてはそれぞれの技術員ごと
に年間の資格取得目標を設定するとともに、外部講習、
社内講習、社内試験等の教育訓練計画を品質目標スケ
ジュール表に盛り込み、これらの実施状況を四半期ごと
の品質会議においてフォローアップしている。また、技
術員の資格取得意欲を支える制度としては、資格取得
後の給与制度を始めとし受験手続き等の社内制度を抜
本的に見直し体制を整えている。従前のハードルより高
くなったものの、それぞれの技術員ごとの資格取得の方

向と会社方針が明確に示されたことにより、徐々にでは
あるが成果は現れてきている。全体の技術レベル向上と
ともに、複数の「NDI総合管理技術者」に該当する者
が誕生したことがその一例である。
また、わが社は従来からの方針である「体で得た知識

と頭で得た知識の融合」を継承しており、新入社員も
入社後すぐに現場作業に従事させ資格取得前のOJTを行
い、資格取得後に技術者としてスムースに現場作業に
溶け込めるよう段階的に実施している。資格取得後は、
一技術員から作業責任者へと進化させるべく今流行の
契約内容の確認を始めとし、コスト意識を含めた新たな
課題を与える資格取得後のOJTとして展開している。
当社はまた、「全事業所における既存技術への対応」

も掲げており、前出のNDI資格やWES資格はもとより
既存のAUTやTOFD技術についても社内マニュアルによ
って一定の技術レベルを確保する他、鉄筋ガス圧接資
格、建築鉄骨に必要なJSSC資格など、また新たなニー
ズに対応したコンクリート中の配筋探査のための資格等
についても前出の品質目標スケジュール表に盛り込み積
極的に取り組んでいる。当社は、ISOを推進するととも
に従来から継承している方針に加え、倫理やコンプライ
アンスに関する日常業務中での教育を徹底することによ
り、これらによって当社のモットーである「High Quali-
ty Inspection」を更に進化させる所存である。
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5. わが社の教育訓練

宮本　勝二郎譁アイ・エム・シー

電磁誘導法による鉄筋探査現場実習状況
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CIW検査事業者協議会（逸見俊一代表幹事）は４月21日、
川崎市の日本溶接技術センターで「内質検査（示温材・硬さ測定）
に関する研修会」を開催した。会場には会員企業を中心に約
30人が参集するなか、鉄骨造等の建築物の工事に関する東京
都取扱要綱の講義に続き、溶接による示温材の変化の確認、
普及型簡易反発式硬さ計による硬さ測定と合否判定を行った。
同要綱は、高層建築物等の溶接接合部について、極めて稀

にみる大地震で塑性域に達するよう設計した場合、溶接部の
保有する変形性能を何らかの方法（硬さ試験、溶接条件の検
証その他）で検証するよう2005年３月15日付で一部改正されて
いる。
CIW協議会では昨年から内質検査に関する研修会を検討

してきたが、席上、井川敏之副代表幹事・技術委員長は、試
験体がそろいようやく開催に至った経緯を説明したうえで、参加
した実務担当者に対し「きょうは示温材や硬さ測定の実習を主
体とする内容になっているので十分なトレーニングを積んで成果
をあげてほしい。また実際に内質検査を体験してどの程度手間
がかかるものなのか、それぞれ会社に戻ったら、単価に反映で
きるよう営業担当者に率直な意見を述べてもらいたい」とあいさ
つした。
講義は技術委員会の有馬良雄委員が講師を務めた。
05年の要綱改正により、設計者は、溶接接合部の要求性能

に応じ確認申請の段階で、◎設計①＝極く稀にみる大地震に
おいて、溶接接合部に塑性ヒンジを発生させる◎設計②＝極く
稀にみる地震において、溶接部以外の鋼材の部分に塑性ヒン
ジを発生させる。もしくは、制振部材等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――のいずれかのルートを
選択しなければならない。
このうち設計①を採用した場合、確認申請の添付図書の仕

様書等に明記するよう求めたのが、溶接接合部の内質検査だ。
有馬委員は、内質検査の適用範囲について、鉄骨造、鉄骨

鉄筋コンクリート造の建築物のうち①建築物の高さが45mを超
える場合で、溶接する鋼材の板厚が25㎜以上の部分②建築物
の高さ45m以下の場合で、溶接する鋼材の板厚が40袢を超え
る部分――となり、一般的に梁を対象に考えればよいと説明す
るとともに「内質検査の対象がある場合は、設計者に確認をと
る必要がある」と指摘した。

また今回の研修会では示温材と硬さ測定による方法を取り
上げたが、「要綱では『これらの方法を採用して溶着金属として
の性能が接合する鋼材の機械的性質を下回るおそれのないこ
とを確認することができない場合は、成分分析など、より高精
度の試験方法によって最終的な判定をすることができる。た
だ、構造計算または適切な補強等により構造耐力上の安全が
確認できる場合も認めている』」と付け加えた。
溶接による示温材の変化の確認は、同センターの実習室に

場所を移して行われた。参加者は実際に示温材を鋼材に塗布
し、溶接後の実際の温度を接触式・非接触式の温度計と温度
チョーク（350℃、250℃）を用いて確認した。
次に5体の試験体を用いた硬さ計による硬さ測定の実習は、

技術委員会の荒井均、丸山和則の各委員も講師に加わり、参
加者は3班に分かれ、青色と桃色の示温材の変化を確認する
とともに、硬さ計で10点を測定し平均値を出した。
測定が終わると示温材、硬さ測定による判定方法を解説し

た。
内質検査に関しては、日本鋼構造協会に「鉄骨溶接部の内

質検査ガイドライン作成小委員会」が設置され新しい検査方法、
合否判定基準、補修・補強方法などの確立をめざす動きもある。
今回の研修会は、都の要綱に対応するためとりまとめられた日
本建築構造技術者協会や建築業協会の実施要領などをもと
に、あくまで現状に即した内質検査の実務を紹介したものだ。

（文責・産報出版）

6. 【ルポ】CIW協議会が内質検査研修会開く
示温材・硬さ測定の実習主体に

現状に即した内質検査を研修
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私は、学生の時に囲碁を覚えて40年ほど経ちましたが、いま
だに続いています。白黒の石を並べるだけのものなのですが、
石の変化が多く、努力をすると強くなったような気がします。し
かし、次には別の壁にぶつかってしまうなど奥が深いので面白い
のかもしれません。コンピュータゲームなどの機械相手の場合、
次の変化が分かってしまうものがありますが、そのようなゲームは
何度か挑戦しているうちに同じことの繰り返しになり飽きてしま
います。同様に、コンピュータ囲碁も機械相手の場合は、変化が
少ないためか物足りません。
囲碁と同じようなことはゴルフにも言えます。ゴルフは始めて

10年ほどですが、面白さという点でよく似ているものだと感じて
います。
また、勝負事は何でもそうなのかもしれませんが、心理的な影

響を大きく受けます。心理的な影響が「あせり」「雑念」などという
形で現れて、相手によって萎縮したり、肩に力が入ったりして、
いつもの力が出せなくなります。
囲碁は時間をかけて考えるゲームなので、心理的な影響が少

ないものだと思われがちですが、時間をかけるとかえって現れて
くる心理的な影響もあるようです。そのため、局面の状況を冷静
に判断できず、楽観視して弛んで負けたり、悲観視して打ちすぎ
て負けたりします。このようなところが囲碁、ゴルフ共にあり、そ
れがまた、魅力の一つでもあります。

囲碁は覚えてから数年で仕事が忙しくなったり、近くに碁会所
もなく試合相手がいなかったりで、対局する機会が激減しました。
これは、酒が好きで飲んでばかりいたことも影響しています。
それがまた始めるきっかけになったのは、2004年に購入した

「インターネット囲碁」ソフトです。私のインターネット囲碁は、AI囲
碁（コンピュータ対戦型囲碁ソフト）のAIマッチングシステム（イン
ターネット経由で対戦相手を見つけ通信対局を行うサービス）で、
「KEN」というニックネームで自称二段として参加しています。
いつ家に帰っても碁が打てることは楽しみです。早く帰宅した

日、休日前などは夜遅くまで対局をすることがあります。特に勝
っていた碁を終盤のヨセの失敗で負けてしまった時などはもう1
局打たないとやめられません。同じような人が多いのかもしれま
せんが、多くの人が夜遅くまで対局をしています。
私の棋風は、黒であれば厚く打つ碁が好きで、それを心掛け

て打っています。しかし、実際には、相手のあることなので、な
かなかそのように打たせてもらえないのが現実です。もし、厚く打
てた時は、石の厚み（勢力）に近づいてきて相対的に弱くなった
相手の石を強く攻める作戦を採用しています。これは「相手の弱
点を突く」戦法なのですが、地を重視しない打ち方であり、相手
の石を取らないと負けになるため、勢い石を取りにいき、切った
張ったの大勝負を挑みます。そして、相手の大石を取って勝った
時は、何とも言えない満足感があります。
ここで、私の実戦の中から印象に残っている一番を紹介しま

す。Enozi…さんとの互先で私が黒番（黒６目半コミ出し）です。
序盤は順調に打ち進んでいたのですが、白28につい黒29と応じ
たのが問題の一手で白30と切られ黒31から黒35となり、最終的
に黒45と団子にされてしまいました。白52に黒53の継ぎも後手
を踏んで痛いところでした。この辺から焦り、迷いがあったのか
もしれません。白58に黒59と出て中央の白を攻めたところ、黒
61に白62とされたため黒63から65と攻めたのですが、途中で気
が変わり白82に黒83と引いてしまったのが悔やまれます。やはり、
黒83は84の位置に押さえるべきでした。このように強気になった
り弱気になったりして冷静な判断ができない時は、負けです。そ
して、最終的に半目負けてしまい残念でした。
後から並べてみても84の位置に押さえるべきであったと悔やま

れ、次はそのようにしようと思いながら、今晩もまた「インターネッ
ト囲碁」を打っています。

7. 随想‐囲碁の面白さ

印象に残る一番

辻　憲一譁ダンテック
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☆幹事会の開催

平成19年第2回幹事会は、平成19年5月11日貊に開催し、
定時総会の議事進行、創立25周年記念行事などについて
協議しました。
第3回幹事会は、10月に開催を予定しています。

☆平成19年度定時総会の開催

平成19年度定時総会は、平成19年5月11日貊に開催し、
各議案は原案どおり承認されました。
開催日時：平成19年5月11日貊14：00～19：00
開催場所：浜松町東京會舘
◎平成19年度定時総会（14：00～15：30）
出席者数：出席会員数　　　53社　55名

委任状提出数　　80社
議案審議：議案Ⅰ 平成18年度事業報告（案）及び

決算報告（案）の審議
議案Ⅱ 平成18年度監査報告の審議
議案Ⅲ 平成19年度事業計画（案）及び

予算（案）の審議
報告事項：CIWシンボルマークシールプレス貸与規定の制定

受入検査倫理綱領及び同運用規定の改正
受入検査倫理綱領違反に対する処置基準の制定

◎特別講演（15：40～16：50）
「建築基準法の改正に伴う東京都の制度について」
講師　望月国宏氏（東京都都市整備局市街地建築部

建築指導課専門副参事）
「建築基準法の改正に伴う検査制度について」
講師　春原匡利氏（譁東京建築検査機構確認・評価

事業部構造技術部長）
◎懇親会（17：00～19：00）
定時総会出席者、関係団体、関係委員会との懇親会
を開催しました。

☆超音波探傷器の特別頒布

創立20周年記念行事として、超音波探触子の特別頒布
に続いて、オリンパス譁、GEインスペクション・テクノロジー
ズ・ジャパン譁及び菱電湘南エレクトロニクス譁の協賛を

得て特別頒布（会員限定）を実施しました（申込締切は5
月10日）。
引き続いて鉄筋探査機の特別頒布を計画中で近日中

に案内する予定です。

☆CIW認定制度・第三者検査の普及促進運動の展開

全国都道府県庁、主要市役所、建築士事務所協会、建
設業協会等へCIW認定制度と第三者検査の普及促進に関
する陳情訪問を本年度に入って具体的に展開しています。
契約適正化推進実行委員、幹事及び地元の会員が手

分けをして陳情訪問をしています。会員の皆様のご協力
に感謝しますと共に、これから開始する地区の会員の皆
様にはご協力をお願いします。

☆都知事登録検査機関の申請説明会の開催

東京都知事登録検査機関の申請（新規審査・定時審
査・更新審査）の説明会を、平成19年6月17日豸、日本教
育会館（一ツ橋）で開催しました。
当日は合わせて、東京都検査機関登録事業者連絡会も

開催しました。

☆CIWシンボルマークシールプレスの貸与契約の更改

平成19年度定時総会に報告したCIWシンボルマークシ
ールプレス貸与規定の制定に伴い、「CIWシンボルマーク
シールプレス貸与契約書」の更改を開始しています。会員
の皆さんは早めに手続きをして下さい。
今回は、従前のCIWシンボルマークシールプレス借用書

の借用期間に関係なく適用期間を新しく設定しましたの
で必ず手続きを行ってください。

☆今後の予定

◎平成19年度第3回幹事会は、平成19年10月に開催する
予定です。

◎第9回全国契約適正化推進会議は、平成19年8～9月に
開催する予定です。

8. 協議会だより

CIW検査事業者協議会
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「第三者検査の法制化」を目標に掲げ、決意を新たに検査業界の地位向上に取り組む方針
をCIW協議会の逸見代表幹事が表明されております。
エキスポランドのジェットコースター事故をはじめここ数年、各種構造物・設備機器のト

ラブルが相次ぎ、国民の安全・安心への関心はさらに高まり、非破壊検査業務が社会的に認
知されてきました。CIW認定会社のモットーである「法令を遵守し、社会倫理を踏まえ行動
し、検査業務を通じて社会の安心・安全確保に貢献する」ことの重要性が一段と増しつつあ
るなかで、その実現に当たっては今後、行政サイドが、定量的技術力の向上や倫理観（モラ
ル）の教育などを推進する我々の取り組みに対し、明確な位置づけとして適正な立会検査制
度の制定と運用を行うかにかかっているように思われます。
RUMPESも発刊以来21年目を迎え、自主・維持管理及び施工責任の重要な時代になり、

再度、CIW認定会社の“新技術の紹介”及び“わが社の教育訓練”を掲載してまいりますの
で読者諸兄のお役に立てば幸いです。

（K.K）


