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新基準に基づく認定への移行状況

WES8701:2007による検査事業者における登録事業

所について

摩擦攪拌接合継手の非破壊検査

鍛鋼品および溶接部の超音波探傷検査

新技術紹介

わが社の教育訓練

随想―遥かなるインカ、マチュピチュへの旅



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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RUMPES (AUTUMN, 2008)

溶接構造物非破壊検査事業者の皆様におかれましては、
日々の検査業務を通して、社会の安全・安心のために努
力しておられることと存じます。
2007年1月1日付けでWES 8701:2007“溶接構造物非破壊
検査事業者等の認定基準”が制定されました。これは、
従来の“溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別基準”
を改定したものです。主な改定点としては、(1)事業者の
種別をA～E種の5種類から、A～D種の4種類としたこと、
(2)付加要求事項として建築鉄骨検査適格事業者を設けた
こと、(3)技術者の呼称を検査管理技術者、上級検査技術
者及び検査技術者に変更したこと、(4)認定の申請条件に
品質システムを取り入れたこと、及び(5)検査業務の倫理
を規定に盛り込んだことなどが挙げられます。
経過措置としては、2010年3月31日までは新基準を旧基
準と併存させて運営し、2010年4月1日以降は新基準に基
づいて運営していくことにしています。
新基準に基づいた認定は、2007年10月1日付けから開始
をし、A種4社、B種0社、C種7社、及びD種5社の合計16
社、そして2008年4月1日現在では A種5社、B種6社、C種
10社、及びD種12社の合計30社を認定させていただいてい
ます。なお、2008年10月1日付けでは、A種10社、B種6社、
C種11社、そしてD種20社の合計47社となる予定です。
現在も、各事業者からの申請に基づいて、書類審査及
び業務確認をさせていただいていますが、従来に比べて申
請書類の品質が全体としては随分良くなってきました。
品質マニュアルも、関連した書籍に記載されているものの
丸写しではなく、それぞれの事業者の実態に合わせた内
容のものが多くなってきています。これも世の中の動きに
対応しているものと考えられます。もちろんもっと重要な
ことは、それぞれの品質マニュアルに従って業務を間違い
なく行っていき、必要に応じて見直し・改定を行うとと
もに、後でその内容をトレースできるようにそれぞれの項
目に対する証拠を残していくことです。検査も自動化が
進んでいるとはいえ、有資格者の方々の人的要因が関わ
る事項も多いため、100％完全な検査がありえるわけでは

ありません。必要に応じた改善を通して100％に如何に近
づけていくかが重要になります。
また、書類の整備も重要です。申請書類についても、

最近はそれぞれの項目に対応して付箋を付けるなどの工
夫もしていただいているお陰で、書類のチェックもかなり
しやすくなってきています。
さらに、業務確認においても、必要書類の整備及び検
査機器等の整備等もかなりよくやっていただいていると感
じています。
新基準では、事業者の申請に基づいて、事業所の認定
も行っています。これは、認定事業者によっては全国各
地に事業所（又は、出張所など）を保有しているため、
事業者が本社と同一の運営システムによって運営する事
業所等の組織として申請し、それが妥当であると認めた
場合には、本社も含めて認定することにしています。この
際、例えばある事業所が主体でCIWに関わる検査を行う
場合には、プロジェクトチーム等を立ち上げ、その構成メ
ンバー及び責任を明確にした文書に基づいて運営されて
いれば、その事業所に常駐している技術者以外が構成メ
ンバーとして参加することもありえます。ただし、本社の
認定種別に対応した必要数の技術者が、それぞれの事業
所に所属している（兼任も含む）ことを証明できるよう
にしておく必要があります。
2008年4月1日付けで認定を取得していただいている事
業者数は、新基準に基づく事業者数が30社、そして旧基
準に基づく事業者数が122社です。特に、現在E種の認定
を取得していただいている事業者の場合には、新基準のD
種への移行をお願いしております。人員として、新たに検
査管理技術者も必要になりますが、努力をお願いできれ
ば幸甚です。
私どもとしては、今後とも皆様のご協力をいただいて
CIWの意義を更にアピールするとともに、その活動を通し
て、我が国の安心・安全確保の推進役として貢献してい
きたいと願っておりますので、何卒よろしくお願い申し上
げます。

1. 新基準に基づく認定への移行状況

加藤　光昭

社団法人日本溶接協会
溶接検査認定委員会
運営委員会委員長
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表　登録事業所の認定の基準

2007年1月1日付けでWES8701:2007“溶接構造物非破
壊検査事業者等の認定基準”が制定され、同基準によ
る認定が2007年10月1日付けから開始された。旧基準で
は、本社及び各地の事業所を一括して、技術者の構成、
設備及び機器並びに品質保証体制について審査を行い、
基準を満たしていれば、その検査事業者を認定していた。
新基準では、“登録事業所”を申請の際に申告し、その
登録事業所が本社と同一の品質システムのもとで運営
されているかどうかを審査することになっている。
2007年10月1日付け、2008年4月1日付け、及び2008年

10月1日付けの認定審査において、申請する側と審査す
る側で意見の相違があったため、2008年9月3日に開催
した認定審査委員会において審議を行い、2008年10月1
日付けの認定における登録事業所の認定基準を下表の
ようにすることを確認した。今後の認定審査においても、
この基準で登録事業所の認定を行っていく方針である。
登録事業所の申請は、規模の大きいA種の事業者に多

いが、本社以外の事業所及び営業所において検査技術
管理者（K）、5又は6部門の上級検査技術者（S）及び
検査技術者（E）、並びに各部門の設備・機器が規定を
全て満足することは困難な場合もある。
登録事業所においても、事業者の体制として検査技

術管理者、上級検査技術者、及び検査技術者が1名以上
常駐していることを条件とし、検査技術者のみしか常駐
していないような事業所は、登録事業所として認めない
こととした。なお、当面の間は検査技術管理者及び上
級検査技術者が本社との兼務も認めることとした。また、
このような登録事業所においてCIWの業務を行う場合に
は、プロジェクトチームを構成し、WES8701の規定に
準拠した運営をすることが必要である。
品質システムの状況については、本社に対しては品質

マニュアルを制定し、維持していることを確認し、登録
事業所においても本社と同一のマニュアルによって運営
されていることを確認する。現状では1事業所の業務確
認により審査を行っている。
従来は本社は当然認定されていたが、本社は経営管

理のみで、品質マニュアルをもっていない場合は、認定
証に“本社は経営管理のみ”の但し書きを付けて、品
質マニュアルを制定して、維持している登録事業所を記
載することとした。
2009年4月1日付け以降の認定申請に当たっては、検

査事業部の組織図に登録技術者の配置を明確に示して、
登録事業所を申請していただきたい。

2. WES8701:2007による検査事業者における登録事業所について

松山　格
社団法人日本溶接協会　溶接検査認定審査委員会

委員長

事業者の体制 品質システムの状況

認定種別（A種の例）
検査技術管理者（K）

5名以上
上級検査技術者（S）
各部門ごとに１名以上、合計16名以上
検査技術者（E）
上級検査技術者１名につき

１～10名

「品質マニュアル」を
制定し、運用・維持し
ている。

「品質マニュアル」を
制定し、運用・維持し
ている。

「品質マニュアル」なし
（認定証に“本社は経営
管理のみ”の但し書き
を付す）

同上マニュアルによる
運用をしている。

K、S、E
各１名以上
本社と兼務でも可とするが、
Eのみは不可とする。

本
　
　
　
社

登
録
事
業
所
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１．はじめに

構造用アルミニウム合金の摩擦攪拌接合（以下FSW）
継手には通常の非破壊検査では検出できないような不完
全部が生じる場合がある。このような不完全部はキッシ
ングボンド、あるいはIRP(Incomplete Root Penetration)
とよばれ、図１に示されるような形状をしている。
このような不完全部はその長さや厚み、幅が微小であ

り、放射線透過試験や通常の超音波探傷試験では検出
不可能であることが知られている。接合部にこのような
不完全部が内在していると疲労特性に大きな影響を及
ぼすことが懸念されるため、接合部の非破壊検査方法
の確立が望まれている。
当協会ではFSW委員会の研究テーマの一つとして、

この非破壊検査方法の確立を目指して検討を行ってい
るので、その一端を以下に紹介する。

２．FSW部の非破壊検査方法

非破壊検査方法として、すでに欧米で検討されてい
る超音波フェーズドアレイ法を用いた検討結果について
述べる。以下はアールディテック・アジア株式会社（現
オリンパス工業株式会社）の江原氏らがシンポジウムで
講演された際の予稿に述べられている文を借用して、本
法の特徴などを紹介する１）。
この方法はすでにイージス艦に電磁波を用いた技術で

実用化されているが、同様の技術で超音波を用いる方
法である。その特徴は多素子のプローブにより“送受信

素子の数・位置”“送信ビーム角度”“受信ビーム角度”
“焦点深度”“焦点部のビーム幅”などを電子制御で広
範囲に変化できる点にある。
フェーズドアレイのビームは、プローブの素子それぞ

れにわずかな時間差のあるパルスを加えた時、各トラン
スヂューサ素子が発する位相差をもった超音波の合成波
である。加えるパルスの時間差をさまざまに制御するこ
とでビームの角度、焦点などの探傷に最適なビーム特性
を作ることができる。また、印加するパルスのパターン
をダイナミックに変化させ、ビームによる多様なダイナ
ミックスキャンを可能にできる。フェーズドアレイの持
つ電子的スキャン能力は、従来法での超音波検査の検
査制度・速度を大幅に引き上げ、かつリアルタイム画像
処理を可能にし、検査解析・評価への信頼性を飛躍的
に高めた。
フェーズドアレイの特性・機能の概略は以下のようで

ある。
a）リニアスキャン

アレイプローブ内の任意に選択した素子（エレメント
数）にて発振を設定し、或る法則を持たせた合成ビー
ムを“フォーカルロー”と称し、このフォーカルローを
素子列の方向に電子的に任意に移動させることを言う。
これによりアレイプローブ長さの範囲では、機械的スキ
ャンは不要にて高速の電子スキャンが可能となった。
ｂ）セクトリアルスキャン

選択した素子にて、発振方向の異なるフォーカルロー
（角度の異なる）を、設定した角度ピッチにて移動させ、
ある角度範囲の扇形リアルタイム画像を得ることができ
ることにより、このスキャンをセクトリアルスキャンと
いう。フォーカルローの角度限界は、発振素子の有効指
向角の範囲であり、プローブ素子の設計に係わる。従来
法での斜角プローブはウエッジにより角度を固定するも
ので、フェーズドアレイでは1個のアレイプローブにて自
在に必要な斜角ビームを作り出すことが可能となった。
ｃ）デプススキャン

同じく選択した複数素子グループにて、フォーカルロ
ーの焦点深さを自在に設定可能であり、深さ方向に所

3. 摩擦攪拌接合継手の非破壊検査

榎本　正敏(社)軽金属溶接構造協会

図１　FSW部に生じた不完全部の例
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定のピッチでフォーカルローを移動させることを、デプ
ススキャンと称す。通常は送受信のフォーカルローを一
定させ深さ方向のスキャンを設定するが、高速検査を求
められる場合等では、焦点深さをダイナミックに変化さ
せる方式も可能であり、これをダイナミック・デプス・
フォーカシング（DDF）という。DDFは厚物の高速検
査に好適であるがFSW等では必要としない。
従来のプローブでは、一般的に単素子プローブに焦点

レンズを装着するもので、作られた焦点付きプローブは
固定であり、必要な焦点深さの変更はその度にプローブ
を取り替えることになる。
上述の特性・機能はそれぞれを複合的に組み合わせ

て実際に検査に適用されるものであり、例えば通常の
FSW部検査では、ウエッジを使用して斜角ビームに或
る焦点を結ばせ（フォーカルロー）、それをリニアスキ
ャンにて接合部幅をカバーし、接合線に沿って機械的ス
キャンをかける方式となる。
以上で超音波フェーズドアレイ法を江原氏らの文献を

かりて紹介したが、以下に本法をFSW部に適用した結
果を述べる。

３．超音波フェーズドアレイ検査法
のFSW部への適用

3.1 試験方法

試験に用いた母材は引張り強さ322MPaのA5083P-O圧
延材である。Ｉ型突合せ形状でFSWを行った。母材は
板厚8㎜を使用した。図２に試験方法の概略を示す。プ
ローブは64個の振動子を有し、12個の振動子から順次、

焦点を合わせるよう制御しながら励起時間を調整した
10MHzの超音波束を発振した。焦点は特に接合部の裏
面近傍を重点的に探傷するために、板厚８㎜の継手に
対し、接合部表面より８㎜の深さにあわせた。また、超
音波束の入射角は19°とし、継手表面で屈折し継手内部
では約45°となるように設定した。接合部に生じたトウ
フラッシュは除去せず、そのままの状態で探傷を行った。
フラッシュとプローブの干渉をさけ、その継手表面まで
の距離を一定に保つようにプローブ下面にピンを突起さ
せ、水槽内に水没させた継手の接合線上を接合線方向
に走査した。この時接合方向をX方向、その直角方向を
Y方向とし、板厚方向をZ方向と称することとした。

3.2 試験結果

図３にA5083P-O継手で得られた信号を(a)に継手の上
面から、(b)にｘ＝50の断面を接合端からの位置でそれ
ぞれ示す。ルート近傍より直線状の断続信号が認められ
る。同じ継手の母材部では裏面近傍に顕著な信号は認
められず、上記の信号は何らかの不完全部によるものと
推測される。そこで、この継手の端部で断面観察を行
ったところ、図１に示すIRPが斜めに観察され、継手裏
面にまで達していることが確認された。開口幅は非常に
小さく、数ミクロン程度と考えられる。この裏面につい
て蛍光浸透探傷試験を行ったがIRPに蛍光浸透液は浸透
せず、指示模様は認められなかった。このような開口幅
の非常に小さいIRPの探傷においてフェーズドアレイUT
は少なくとも蛍光探傷試験以上の検出能を有する事が
確認された。
図１に示すIRPを含む母材から疲労試験片を切り出

図２　試験方法
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し、その疲労強度に及ぼす影響を調査した。
疲労試験は室温大気中で行い、応力比0、周波数20Hz

の引張り圧縮で実施した。図4に疲労試験の結果を示す。
図中には同じ継手のIRPを含まない健全な継手の結果、
および母材の結果を合わせて示す。また、図中の直線は
MIG溶接継手の10５、10６、10７回の時間強度の中央値
を直線で結んだものである。疲労破壊の起点は、健全
試験片は全て攪拌部の表側、IRPを含む試験片では全て
攪拌部の裏側であった。健全試験片では母材と同等の
疲労強度が得られていると考えられるが、IRPを含む試
験片では疲労強度が低下している可能性が考えられる。
MIG溶接継手との比較においてはデータ数が少ないので
断定できないが少なくとも同等以上であるとはいえない

と考えられる。今後は統計的な検討を行い、さらに詳細
なデータを採取する必要があると考えられる。

４．おわりに

FSW部に生じる不完全部のうち、本報でのべたIRPと
いう不完全部はいまだ、その非破壊検査手法が確立さ
れていない。特にその寸法形状の厳密な測定方法につい
ては、最も適していると考えられるフェーズドアレイ
UTでも未だ万全とはいえず、破壊検査による接合部断
面の観察が必要である。これは、図1にみられるごとく
不完全部の寸法が非常に微小であるため、使用する振
動子に高周波のものが必要となり、組織の影響も考慮
にいれる必要が生じる。さらに、不完全部の寸法形状
が不明な試験片を用いて行う疲労試験では、試験自体
が確率的な要素を含むにもかかわらず、試験片にも確率
的な要素が入る為、得られた試験結果の評価について
十分な検討を重ねる必要がある。当協会では一連の研
究活動のなかで取組んでいるが一協会でできることには
限度があり、今後はFSWを用いた構造物の信頼性保障
を考えると、複数の研究機関を交えて取組む必要があ
ると考えられる。

参　考　文　献
1）シンポジウムテキスト“アルミニウム合金の摩擦攪拌接合継手
の諸特性”―FSW小委員会研究活動成果報告会―平成16年9月
2）同“アルミニウム合金の摩擦攪拌接合継手の諸特性とその施
工法の動向”―第2回FSW小委員会研究活動成果報告会―平成
18年11月

図４　IRPを含むFSW継手の疲労試験結果

図３　IRPのフェーズドアレイ探傷指示
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１．鍛鋼品の超音波探傷検査

鍛鋼品の超音波探傷検査においてはJIS G 0587 炭素鋼
鍛鋼品及び低合金鋼鍛鋼品の超音波探傷試験方法、
JEAC 3703 発電用蒸気タービン規定に探傷方法が規定
されており、その規定に沿った探傷が行われている。こ
の規定での鍛鋼品の探傷では、検出されたエコーから平
底穴人工きずの大きさに換算する手法が用いられ、エコ
ー高さ区分で判定するのではなく等価きず直径として評

価される。これによって得られたきず大きさからきず位
置における応力状態を考慮した破壊力学的な検討が可
能となる。この等価きず直径と実際のきず大きさの関係
はこれまでも多くの調査が行われ、介在物（砂きず）の
場合に於いてはほぼ一致することが確かめられている。
鍛鋼品においては鍛造によって延伸されるのがほとん

どで、インゴット形状におけるきず形状が球状のものが
細長く伸ばされ、図１に示すように等価きず直径に対し
２～５倍に伸びている。この内在する介在物などのきず
においては単独のきずの場合は少なく、ほぼ同一のライ
ンに数個のきずが分布しているのがほとんどである。超
音波探傷において、主ビーム内にあるきずからのエコー
は干渉仕合う。鍛鋼品の介在物のように同一ラインに
数個のきずが分布している場合は、それらのきずからの
エコー高さの合計された大きさとなる。
従って、遠方から探傷したきずからのエコーとその実

際の大きさの評価の場合は、きずエコーが干渉しあうこ
とによって起きるエコー高さの変化を理解した上で、同
一深さや近接した状態にきずがどの様に分布しているか
の調査結果とエコー高さを比較する評価が必要になる。
きずが近接しながら異なった深さに分布する場合は、

図２に示すようにそれぞれのきずでのエコーが干渉し、
同一深さの場合は加算され1/2波長のずれの場合は打ち
消し合うことになる。円筒材の場合は円周方向に探触

4. 鍛鋼品および溶接部の超音波探傷検査

田中　秀秋日鋼検査サービス(株)

図１　等価きず大きさと実体長さの関係

図２　近接したきずエコーの干渉
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子を移動していくと、この干渉状態が変化するためエコ
ーが上下に起伏することが起こる。これは近接した位置
に数個のきずがあることを示している。
近年、鍛鋼品も海外から購入する場合が多くなり、

製造時検査では合格であったものが、受け入れ検査では
不合格であったり、超音波探傷では合格であるが、表
面検査の磁粉探傷などで不合格欠陥が認められる場合
がある。これらの多くはゴーストクラックによる場合が
多い。ゴーストクラックは鍛造工程・熱処理工程・介
在物の量・水素含有量が絡み合って介在物の位置や鍛
造フローの方向に発生するが、き裂の面はこれらと一致
せずアトランダムな方向に向く。このため、鍛造品の中
心に向かった探傷ではきずの面に垂直な探傷とならず、
きずエコーからの等価きず直径と実際のきず大きさとは
大きくかけ離れる場合がある。特に高周波数の探傷では
図３に示すように反射指向性が鋭いためきずエコー高さ
が低くなる。このため、大型の鍛鋼品では規定の周波数
での探傷できずエコーが検出された場合、その周波数の
1/2程度の周波数の探触子で探傷し、規定の周波数の等
価きず直径と1/2周波数での等価きず直径の比較を行
い、傾いたきずや近接したきずなどの確認を行っている。
鍛鋼品は鍛造工程で鋼塊を1200℃を超える高温に加熱
し、粗大な凝固組織を拡散消滅させ、鋼塊内部に形成
される空隙を圧着し、有害な欠陥を無くする。その後、
焼鈍熱処理によって更に組織の微細化が行われる。こ
の状態における火力発電用タービンの超音波減衰係数
は2.25MHzに於いて0.02dB/㎝程度となり、直径2600㎜
の中心部のφ2.5～φ3㎜きずエコーがS/N比３程度で検
出される。これを更に焼入れ焼戻しすることで、結晶粒
度がJIS G 0551鋼－結晶粒度の顕微鏡試験方法　付属書
Bの粒度番号5以上となり、超音波減衰係数は2.25MHz

に於いて0.007dB/㎝以下で、φ1.6㎜のきずエコーが
S/N比4以上で検出できるようになる。

２．溶接部の探傷

溶接部の探傷においてはASME sec.Ⅴ ボイラ及び圧
力容器基準article4による探傷やJIS Z 3060 鋼溶接部の超
音波探傷試験方法による探傷が行われる。これらの探
傷は基準となる横穴を用いた距離振幅によるエコー高さ
区分線を用いて探傷する。しかし、厚さが異なったり、
開先形状が異なったりする溶接部を一元的に評価する
ためには等価きずサイズでの評価を考慮する必要があ
る。
市販の探触子メーカーより提示されるDGS（距離－

ゲイン－サイズ）線図を用い、これと基準となる横穴か
らのエコー高さを比較し、レファレンスライン（DAC）
が等価きず大きさに対し、どの程度になるかを測定する。
一般的にはASME sec.Ⅴの20%DAC（JIS Z 3060-1994で
示しているL検出レベルとほぼ同等）はφ3mm程度とな
る。き裂状のきずからのエコー高さは超音波ビームの方
向とき裂面との角度が重要になり面に垂直であれば
100%の反射となるが傾いている場合は図3に示す反射指
向性が影響しエコー高さが著しく低下する。これは
PISCⅡ報告にも記載されていることとであるが、実際
の圧力容器での事例も同様の結果となっている。
図４は超音波探傷で検出された水素助長割れによっ

て供用期間中にきずが進展し、き裂となったエコーの高
さレベルを示したものであるが、JIS Z 3060-1994で示し

図３　周波数によるきずからの反射特性 図４　き裂状欠陥の検出エコー高さ
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ているL検出レベル以下の反射エコーでもき裂の場合が
ある。この原因は斜角45°で探傷しているため、きずの
傾き方向との違いのためエコーが探触子の方に戻る量が
少なくなるためである。このような場合を想定し、きず
傾きに対応するため、少なくとも異なる2種類以上での
探傷が必要となる。また、探傷周波数も2MHz程度の低
い周波数での探傷が望ましい。
斜角探傷による溶接部に発生したき裂の判別方法と

しては、以下の手法が用いられる。
・左右前後からの探傷において、特定の探傷方向で高
いエコーを示す。
・屈折角を変えたとき、エコー高さが大きく異なる。
・きずの高さ方向の寸法を端部ピークエコー法や、dB
ドロップ法などを用いて測定した結果、溶接パスの厚さ
より明らか高いと測定される。
・エコーが探触子の移動に伴いエコー高さが上下するト
ラベリングを呈している。
これらの手法の組み合わせを用いて判定を行ってい

る。特に、きずエコーが単峰で検出範囲が妥当であるか
は、きず検出中に行う重要な確認作業である。低炭素
鋼の溶接部に内在するき裂の場合、き裂面に凹凸があ
るのが一般的で、このようなき裂を探傷すると、図５に
示すように探触子の前後走査において、きずエコーが入
れ替わりながら現れる。これをトラベリングと称してい
る。

３．TOFD法を用いたき裂の探傷

TOFD法の探傷はASME Sec.Ⅴ article4にも記載され
ており、また、ASME Sec.Ⅷ Code Case 2235 では放射

線透過試験の代替検査方法として超音波探傷を用いる
条件と判定基準が示されている。このことからも解るよ
うにTOFD法はすでに一般的に使用される検査手法とし
て認知され始めている。
TOFD法でのきず高さ測定精度は人工きずでは±0.2

㎜程度であるが、自然きずの場合はきず形態によって異
なり、疲労き裂のように先端が鋭い場合には検出できな
い先端部分のため0.5㎜程度少なく測定される場合があ
る。溶接部に内在するスラグ系のきずでは高さがほとん
ど無く溶接線に沿って内在することから判断され、融合
不良やき裂状欠陥はきず高さが溶接パス厚さより高いこ
とから判断される。また、TOFDの探傷は溶接線に直行
する横割れ検出の探傷も行われる。
この探傷は溶接ビード上に探触子を配置して溶接線

に沿った方向に探触子を移動して探傷するか、溶接余
盛りによってビード上に探触子を置けない場合は、溶接
ビードを挟んで斜めに探触子を配置する。探触子を結ん
だ線ときずの向きが30°以内であればきず先端での回折
波の高さの低下は少ない。
TOFD法では縦波探触子でビーム拡がりの大きい小型

の探触子を用いている。材料厚さが70㎜以下の場合は1
度の探傷走査で全厚をカバーすることが可能であるが、
それ以上の厚さでは数度の探傷で全厚をカバーすること
になる。この場合、使用する探触子の超音波ビームの拡
がり特性を調査しておく必要がある。探触子の有効ビー
ム範囲は半円形の試験片を用い、中心に送信探触子を
置き、外周面で受信される超音波のエコー高さで測定
を行い、中心ビームの最大エコー高さから10dB低下し
た範囲を用いるのが一般的である。

図５　き裂状欠陥とエコーの起状



１．はじめに

空冷式熱交換器のフィンチューブの検査は水浸法に
よる超音波探傷が主に行われている。
しかし、現状の検査は技術上の問題から抜取りで健

全性を確認しているケースが多く、定期検査の工程期
間内に全数検査を行うことが困難という問題点がある。
また、前処理に超高圧や超々高圧のJET洗浄作業が必

要不可欠となっている。
今回これらの問題を解決するための新たな検査方法と

して、電磁超音波センサー（Electromagnetic  Acoustic
Transducer以下EMATと呼ぶ）を用いた電磁超音波探
傷法に着目し、EMATの研究では最先端を行く大阪大
学の平尾研究室のご指導をいただき出光興産(株)殿との
共同開発を現在行っている。

２．電磁超音波とは

本手法は従来の圧電振動子を使った超音波探傷法と
は違い、試験体自身に電磁気力により物理力（ローレ
ンツ力、磁歪効果）を生じさせ、その作用により超音
波を発生させるものである。
センサーのEMATは磁石とコイルで構成されている。
超音波の発生原理は、コイルに高周波電流を流すと

発生する渦電流と磁石の作るバイアス磁場との作用によ

りローレンツ力が発生し、この渦電流が周期的に変化す
る電気的振動がローレンツ力を周期的に変化する機械
的振動に変換させることで超音波を発生させている（図
１参照）。

３．電磁超音波法の特徴

EMATセンサーにより直接試験体に超音波を発生させ
るので、スケール上からの探傷が可能で接触媒質を必要
としない非接触の探傷法である。
前処理はチューブ内をセンサーが通過できる程度でよ

く、前処理のコストを低減することができる。
また磁石とコイルの形状や組み合わせ方法により表面

や垂直、斜め方向にも超音波を発生させ送受信するこ
とが可能である。

４．電磁超音波法のフィンチューブ
検査への適用
本手法は超音波の受信感度を高めるため電磁超音波

共鳴法（EMAR）という手法を採用しており、試験体
の最大振幅と共鳴周波数を測定することにより試験体
の変化（異常部）を判別するものである。
共鳴周波数は試験体の厚さに関係付けられており、

この関係を事前に求めておけば共鳴周波数を測定するこ
とにより試験体の厚さを知ることができる。
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5. 新技術紹介
─電磁超音波法による熱交フィンチューブ探傷技術の開発

藤巻　清和(株)日本工業試験所

図１　ローレンツ力の発生



EMATセンサーはチューブ内に挿入するため、磁極を
相互に反転させた複数個の永久磁石を分割し、組み合
わせた写真１のような円筒形とした。
送受信用コイルは円筒型EMATの円周方向に巻き付

けている。
この構造のEMATからは、チューブの円周方向に「軸

対称SH波」と呼ばれる超音波が図２のように発生して
いる。
この手法によりサンプルチューブを探傷し、共鳴周波

数を測定した結果を図３に示した。
図４には得られた共鳴周波数から求めたサンプルチュ

ーブの厚さ分布を示した。
このようにしてチューブの減肉部を電磁超音波探傷法

で検査することが可能となった。

５．課題

電磁超音波法のフィンチューブへの適用は可能となっ
たが、探傷速度と検出精度にはまだまだ検証実験を積
み重ねることが必要であり、改良すべき点が多く残って
いる。
現在これらの課題をクリアするため、さらなる検証実

験を続けている途上である。
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図２　電磁超音波発生方向

図３　共鳴周波数分布グラフ

図４　厚さ分布グラフ

写真１　EMATセンサー外観



今年で創立35周年を迎え、検査会社として一層の社
会貢献が期待される中、顧客の要求に幅広く対応のす
るための新技術の導入と既存技術力の向上は、当社に
とって最も力を入れて取り組むべき命題となっていま
す。
また、品質マネジメントシステム運用上でも、それら

に対しての取り組みは特に重要な位置づけとなり、理想
的に運用されれば、社の成長度合いを示す明確な指標
となります。
当社の品質方針をご紹介しますと、①「品質第一の

業務提供に徹する」②「品質マネジメントシステムの有
効性を継続的に改善し、技術力アップを目指して企業
の安定成長に努める」この二つの理念のもとに教育訓練
を計画、遂行しております｡
昭和47年、第一次オイルショックのまっただ中で当社

は産声を上げ、その後の好況不況の波にもまれながらも
現在に至ってる訳ですが、その間の我々非破壊検査業
界の技術力の進歩は目を見張るものがあります。特にコ
ンピューターの普及は、検査機器の多機能高性能化且
つ軽量化を実現させ、デジタルデータを用いた記録・報
告書も今や当たり前となりました。しかし、検査機器の
高性能化や新技術の開発に伴い、それらに携わる技術
員の能力もそれ相応のレベルが必要となり、自社の将来
を見据えますと、新技術の修得や資格取得のための社
外講習への参加及び社内教育の充実は、さらに不可欠
なものになると考えております。
さて、当社では毎年年頭に社員個々に対しての教育

計画・資格取得計画を立て、その計画を遂行すべく取
り組んでいるのですが、なかなか計画通りに行かないの
が実状です。的確な現状把握から始まり、社会動向か
ら今後の需要をより正確に予測し、中・長期の構想が
どこまで具体性があるか等の検証を行った上での計画作
りを理想として取り組んでおりますが、急速に展開する
社会情勢に対応していく難しさを実感しています。
非破壊検査業務を遂行する上での不可欠な資格にJIS

認証制度による資格がありますが、わが社では社内講習
会と一部社外講習への参加も織り交ぜて試験対策の教

育・訓練としています。試験結果の評価では、全国平
均の合格率との比較により、実施した教育の有効性を
確認していますが、ここ数年でようやく全国平均を何と
か超えるところまでになりました。少しは教育の成果が
あがって来ているものと自負しております。
しかしながらJIS認証を含めた当社受験状況全体の傾

向として、合格出来ない顔ぶれがほぼレギュラーメンバ
ー化している悩ましい現状もあります。この状況を打破
すべく、一部試験では受験レポートをもとに合格者のア
ドバイス集や、次回対策集を作成し、別角度から社と
してのバックアップも図っております。
また、昨年からは社内教育の充実を図るため、和歌

山、大阪、鹿島の三営業所内の研修室に教育訓練設備
の配備を行っています。機資材、試験片を中心に配備
し、資格試験対策の訓練はもちろんのこと、新人教育、
技術向上の為の教育で利用しております。
以上ご紹介したように、当社なりの教育訓練を実施

しているのですが、今のご時世、技術的な教育だけでは
充足しているとは言えません。特定分野に限らず何かと
取り沙汰されている偽装疑惑、また企業としての誠意を
疑われる発覚後の対応姿勢等々、命取りとなっている
のは、もはやコンプライアンスという社会人としての基
本的な資質の一部が欠如しているから、としか考えられ
ません。そのため、社会の模範となるべき社員育成につ
いての教育も今後一層の充実が求められてくるものと考
えております。
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6. わが社の教育訓練

木戸　基裕東洋検査工業(株)

社内教育風景



霧が晴れ眼下にはまさしく長年念願であったマチュピ
チュの遺跡があった。
2006年2月5日、日本人が行ってみたい世界遺産ナン

バーワンに着いた。
マチュピチュへ行くには、リマからクスコまで飛行機

で約1時間のフライト。クスコの空港に到着すると、ペ
ルーの民族衣を着た人たちが、音楽（コンドルは飛んで
行く）でのお迎えで、ペルーに来たことを実感した。ク
スコ市内を観光し（ここで通常１泊）、クスコからマチ
ュピチュまでの中間の村（ユカイ）の遺跡などを訪ね、
そこで１泊。そのユカイから鉄道の最寄駅、オリャンタ
イタンボ駅からマチュピチュへ向かった。この鉄道はい
ま英国オリエント急行に買収され運営している豪華列
車。終点駅アグアス・カリエンテス駅に到着してからバ
スで「つづら折りの道」を約30分かけて上がって行く。
マチュピチュ遺跡の標高は約2,400ｍ。そしてついに

マチュピチュに着いた。
テレビや本などに載っている角度からのマチュピチュ

の光景。あまりも広大な景色でしばらくは言葉にならな
かった。
このマチュピチュの発見はアメリカの歴史学者ハイラ

ム・ビンガムが1911年7月に偶然にも発見し、その後い
ろいろな専門家達が、空中都市「マチュピチュ」を調査
しているが、どうしてここに存在したのか、まだはっき
りとわかっておらず、謎であるそうだ。
失われたインカの都市造りをいまに伝える遺跡と、そ

の周辺に広がる、多くの動物達の住処になっているジャ
ングルは、ユネスコの世界遺産（複合遺産）に登録さ
れた。
主な見どころとして、農地管理人住居跡、段々畑、

17の水汲み場（いまも水が流れている）、太陽の神殿、
王女の宮殿、神聖な広場と三つの窓の神殿、インティ

ワタナ（日時計）、インカの橋など、ゆっくりみれば丸1
日は必要だろう。今日はマチュピチュ遺跡の入口にある
唯一の超高級（価格が）のホテル「サンクチュアリ・ロ
ッジ」に１泊、次の朝にマチュピチュの背後にそびえる
山（ワイナピチュ）への登頂することになった。
朝起きると、あいにくどしゃぶりの大雨。ホテルから

は山（ワイナピチュ）は全く見えず、ガイドの松尾さん
が「この雨での登頂は危険。が、すこし待てばこの雨は
止むかも」との話。その通り9時頃にはすっかり止み、
霧に浮かぶワイナピチュには感動した。
マチュピチュとの標高差はわずか250ｍ、山が断崖絶

壁で道はかなりの急勾配、ガイドのアドバイスを受けて、
ゆっくりと歩く。約１時間後、視界が開けて、眼下に
は尾根に横たわるマチュピチュの姿が見えた。まさに絶
景！
マチュピチュの観光も終わり、バス（乗合）で麓の駅、
アグアス・カリエンテスへつづら折りの道を下る。出発
時点から色鮮やかな服を着た少年が「グッバーイー」と
手を振り、カーブを曲がるたびに「グッバーイー」とま
た手を振り、林の中からも姿を現して、また「グッバー
イー」と甲高い声を震わせる。マチュピチュの名物（？）
「グッバイボーイ」である。少年達が「グッバイボーイ」
のよるチップ稼ぎに精を出しすぎたあまり学校に行かな
くなって、当局から禁止されているが、学校が休み期間
中は黙認しているようだ。バスが麓に着くとバスに乗り
込み、「グッバーイー」とチップをねだる。私達の日本
からのツアーでは、添乗員からチップはあげないように
と注意されていたが、同乗のヨーロッパ系の御婦人達が
チップをあげていた。
マチュピチュの観光を含めてのインカでの10日間の旅

は、感激、感動の連続であった。もし機会があれば、も
う一度、このペルーを訪れたい。
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7. 随想─遥かなるインカ、マチュピチュへの旅

小野瀬　秀夫(株)シーエックスアール



☆特別幹事会の開催

特別幹事会は、平成20年7月31日（木）に開催し、会
務事項の報告、東京都への要望活動（建設局、都市整備
局）、東京都検査機関倫理委員会、東検連関連、協議会
会員へのアンケート調査結果（CIW認定事業者の新制度
への対応）などの協議が行われました。平成20年度第3回
幹事会は10月8日に開催されました。
☆“｢CIW認定事業者｣の新制度への対応”に関するアン

ケート調査結果について

協議会会員133社のうち新CIW認定制度（WES8701：
2007）に移行していない105社を対象として、平成20年4
月に会員会社の認定の現状と新CIW認定制度への対応に
ついてアンケートを実施しました。平成22年3月までの全
ての会員の新制度への移行について厳しい結果が示され
たことから、今後はこの結果を会員会社へ公表するとと
もに、地区ブロック会議において会員会社へのアプロー
チを強化するなどにより新制度への移行を支援する予定
です。
☆契約適正化推進幹事会・推進実行委員会の開催

契約適正化推進幹事会は、平成20年7月11日（金）に
開催し、20年度の実行委員の決定、活動の具体化などの
協議が行われました。また、平成20年度第1回契約適正化
推進実行委員会は9月17日に15名が参加しCIW認定制
度・第三者検査の普及活動の推進、アンケート内容の検
討・地区会議開催予定等の協議が行われました。
☆ジェットコースター車軸の検査方法検討WGの開催

人工きずを挿入した車軸3本に対してUTにて確認する
ためWGを開催しました。次回はMT(極間法)を行い、こ
れらを現地の遊戯施設で行えるような手順書としてまと
める予定です。
◎開催日程　平成20年8月9日（土）13：00～16：00
◎開催場所　CIW検査事業者協議会事務所
☆知事認定研修会の開催

東京都知事認定研修会「建築物の工事における試験及
び検査に関する研修会」を開催しました。
◎開催日程　平成20年8月24日（日）13：00～16：00
◎開催場所　新日本製鐵代々木研修センター

◎受講者数　42名
☆同時端部エコー法の技術講習会（第2回）の開催

（社）日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検
査規準･同解説」（2008年版）で採用された同時端部エコ
ー法の紹介と技術習得を目的として開催しました。
◎開催日時　平成20年8月2日（土）13：00～16：30
◎開催場所　新日本製鐵代々木研修センター
◎受講者数　33名
☆レベル3資格取得のための受験対策講習会の開催

新CIW認定制度（WES8701:2007）では「検査技術管理
者」及び「上級検査技術者」の保有が必須となるため、
昨年度よりこれら資格取得のための受験対策講習会を開
催しております。本年度秋期はJSNDI基礎試験のための
講習会を8月30日(土)、31日(日)の両日、15名が参加し東
京都立産業貿易センターで開催しました。
☆品質システム構築に関する研修会の開催

新CIW認定制度（WES8701:2007）では（附属書1）品
質システムの構築が必要なため9月28日(日)、10月19日
(日)の両日、32名が参加し各社の実情に合った品質マニ
ュアルを作成するための研修会を新日本製鐵代々木研修
センターで開催しました。
☆都知事登録検査機関の申請状況

東京都知事登録検査機関の申請は、29社(更新審査23
社、定期審査6社)あり書類審査と9月13日(木)の面接審査
を経て、これらの総合審査が10月14日(火)に行われまし
た。
☆今後の予定

①JSNDIレベル３（UT）二次試験のための受験対策講習
会は10月25日(土)～26日(日)に開催の予定
（開催場所：ちよだパークサイドプラザ）
②JWES上級検査技術者（UT部門）の受験対策講習会は
11月7日(金)～8日(土)の開催の予定
（開催場所は未定）
③JWESの新CIW認定のうち、建築鉄骨検査適格事業者
（附属書3）の申請に必要な溶接検査認定委員会が認め
た研修会を計画中です（開催日程等は未定）。
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8. 協議会だより

CIW検査事業者協議会



2007年1月1日付で改正されたWES 8701:2007に基づく
CIW認定事業者と旧基準WES 8701:2000に基づくCIW認
定事業者のうち、ここでは2008年4月1日付認定から変
更のあった事業者についてご紹介します。認定事業者
（全て）については、別刷CIW認定事業者一覧をご覧く
ださい。〔 〕内の数字は、会社コードです。なお、登
録事業所として平成20年10月１日付認定から認定証に
「本社」を記述することを、適用しました。

【WES 8701:2007に基づくCIW認定】

（旧基準に基づく認定から移行した事業者★、または認
定変更があった事業者）
＜種別変更：5社＞

B種

■(株)ジャスト西日本〔232〕（本社・香川県）
認定検査部門：RT・UT・PT・ET
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社、福岡営業所

C種

■関東エンジニアリングサービス(株)〔78〕★
（本社・茨城県）

認定検査部門：UT・PT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

D種

■北央検査技術(株)〔97〕★（本社・青森県）
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

■(有)鋼造エンジニアリング〔140〕★（本社・静岡県）
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

■(株)トーテック〔150〕★（本社・静岡県）
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

＜建築鉄骨検査適格事業者の追加：13社＞

A種

■日本工業検査(株)〔23〕★（本社・神奈川県）
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

■非破壊検査(株)〔29〕★（本社・大阪府）
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

■(株)ダンテック〔38〕★（本社・大阪府）
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所 ：関西支社、関東支社、中部支社、建

築第三者検査事業部、姫路事業所、
千葉事業所、福岡事業所

■川崎造船検査(株)〔228〕★（本社・兵庫県）
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：神戸事業所、坂出事業所

B種

■エンジニアリングサービス(株)〔5〕★
（本社・東京都）

認定検査部門：RT・UT・MT・PT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

■(株)大検〔16〕★（本社・大阪府）
認定検査部門：RT・UT・MT・PT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

C種

■(株)検査サービス〔40〕★（本社・東京都）
認定検査部門：RT・UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社、福島営業所

■(株)さくら検査〔202〕★（本社・神奈川県）
認定検査部門：RT・UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
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D種

■東日本検査(株)〔68〕★（本社・宮城県）
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
■富士検査(株)〔89〕（本社・埼玉県）
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
■(株)サンテクノス〔113〕★（本社・島根県）
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
■アイ・エス・シー検査サービス(株)〔160〕★

（本社・富山県）
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
■綜合非破壊検査(株)〔168〕★（本社・東京都）
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

＜種別・検査部門など変更なし：1社＞

A種

■日本非破壊検査(株)〔37〕★（本社・東京都）
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM
登録事業所　：本社（経営管理のみ）、水島営業所

【WES 8701:2000に基づくCIW認定】

＜新規（復活）：3社＞

E種

■不二検査(株)〔200〕（本社・兵庫県）
認定検査部門：UT
■(株)ソニック〔219〕（本社・愛知県）
認定検査部門：UT
■(株)アイティーエス〔237〕（本社・千葉県）
認定検査部門：UT
＜種別変更：1社＞

E種

■(株)ニチゾウテック〔28〕（本社・大阪府）
認定検査部門： RT

＜検査部門の停止：2社＞

B種

■神鋼検査サービス(株)〔72〕（本社・兵庫県）
認定検査部門：RT・UT・PT〈停止部門：MT〉

E種

■(株)土木管理総合試験所〔186〕（本社・神奈川県）
認定検査部門：UT〈停止部門：RT〉

＜認定の停止：3社＞

■(株)西日本検査サービス〔102〕 （本社・福岡県）
■宮崎県工業検査(株)〔117〕 （本社・宮崎県）
■(有)ジェイ･テックス〔205〕 （本社・群馬県）

＜認定の返上：1社＞

■ (株)日鐵テクノリサーチ〔199〕 （本社・神奈川県）

＜社名等の変更：1社＞

■石川島検査計測(株)→【新】(株)IHI検査計測〔61〕
（本社・東京都）

これにより、10月1日現在の認定事業者数は次のとお
り。
A種：14社（新基準：10社、旧基準：4社）
B種：11社（新基準：6社、旧基準：5社）
C種：25社（新基準：12社、旧基準：13社）
D種：38社（新基準：19社、旧基準：19社）
E種：63社（――、旧基準63社）

合計：151社

【訂　正】

Vol.22 No.3「【解説】CIW検査技術管理者試験問題」の原

稿で、9頁右側上段の「延性破壊は材料の引張強さ以上」は

「延性破壊は材料の降伏点以上」の誤りにつき、訂正いたしま

す。
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昔は朝が来ると「今日はどんな良いことがあるのか」と楽しみでしたが、いつの間にか朝の
ニュースを見る時、「今日は悪いことが起こりませんように」と思うようになっています。不
思議なものです。
今回の福田首相の突然の辞任は、日本の行政を産業中心から消費者中心へ180度転換させる

という「消費者庁」の構想にどのような影響を与えるのか？　そして、安全だけでなく安心
を求める消費者の期待はどうなるのか？　事故米の食用への転売などの不祥事が二度と起こ
らないような消費者のための行政にしなければなりません。また、「安全安心な市場」作りの
ために「第三者検査の法制化」が可能となる余地はあるのか？　わからなくなってきています。
RUMPESは、編集者一同、第三者検査に係わる人達に役に立つ情報、関連するニュースな

どを掲載するように心がけています。「次はどんなことが掲載されるのか」と期待される内容
にしたいものです。
今号では、加藤先生に「新基準に基づく認定への移行状況」を、松山先生に「検査事業者

の登録事業所認定基準」を説明して戴きました。また、最近よく聞く「摩擦攪拌接合継手」
に適用する非破壊検査について軽金属溶接構造協会の榎本さんに、「鍛鋼品および溶接部」の
非破壊検査について日鋼検査サービスの田中さんに紹介して戴きました。随想はシーエックス
アールの小野瀬さん、そして、新技術紹介は日本工業試験所の藤巻さん、また、わが社の教
育訓練は東洋検査工業の木戸さんにお願いしました。
これからも新技術紹介、我社の教育訓練に投稿される会社が増えることを願っています。

（Ｋ.Ｔ）


