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WES 8701:2007「溶接構造物非破壊検査事業者等の

認定基準」移行終了に当たって

アジア・太平洋非破壊試験会議（APCNDT2009）を

振り返って

【解説】CIW上級検査技術者試験問題―超音波検査（UT）部門

【解説】CIW上級検査技術者試験問題―電磁誘導検査（ET）部門

随想―39年（仕事＝旅行）

CIW認定に関するお知らせ



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

社団法人日本溶接協会が実施しているWES 8701に基
づく溶接構造物非破壊検査事業者の技術認定が、平成
22年4月１日から同規格の2007年版によるものに一本化
されたので、移行終了に当たって、これまでの非破壊検
査事業者の認定の経緯を振り返ってみることとした。

２．非破壊検査事業者の認定制度の発足
と初期の経緯

溶接部の放射線透過検査の質的向上を目指して、
1963年6月に(社)日本溶接協会の中に設置された「放射
線検査委員会」(RAC)による検査事業者の認定事業が発
足した。1965年12月に第1号の認定を中国エックス線
(株)(現(株)シーエックスアール)に与えた。放射線検査
委員会は1970年4月に「溶接検査委員会」(CIW:Com-
mission of Inspection for Welds)に改め、溶接部の放射
線検査から溶接部の非破壊検査に範囲を拡大した。
1973年10月に「非破壊検査事業者技術認定規則」を制
定して、RAC認定からCIW認定に変わった。1977年1月
にWES 8701「溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別
基準」を制定して、同年9月にWES規格による認定規則
の改定を行って19社に対して種別切換えによる認定を与
えた。
溶接検査委員会は、当初の事業目的である溶接部の

検査技術の研究に代わり検査事業者の認定業務を行う
こととなり、1978年4月に「溶接検査認定委員会」
（CIW:Certification for Inspection of Welds）と改称し、
毎年4月と10月に認定をまとめることにした。1978年に
東京都建築工事標準仕様書に「内部欠陥の検査は、原
則としてWES 8701で認定された事業者に所属する技術
者によって行う。」と記載された。
1980年3月にWES 8701の改正を行い、溶接構造物の

検査について総括的に責任を負える技術者として主任
検査技術者を設けて、認定資格に追加した。
認定資格の大きな要因である主任技術者を増やすた

めに、(社)日本非破壊検査協会（JSNDI）で行っている
技術者技量認定の1級技術者試験の対策として各技術部
門についての通信教育を1973年6月からRT部門を皮切り
に開始し、検査事業者の1級技術者の増加に貢献した。
1985年には住宅・都市整備公団共通仕様書にも、先

の東京都の場合と同様なCIWの認定会社の技術者によ
る検査の実施が記載され、さらに、構造物第三者検査
機関協会の指定検査会社としてCIW認定事業者が選出
された。
当初19社であった認定会社も、徐々に増加して1988

年10月の認定で48社と2.5倍になった。
CIW委員長は、初代の木原　博亡き後、1984年から

小林卓郎が務めていたが、1988年6月に仙田富男CIW副
委員長兼運営委員会委員長が急逝し、運営委員長に藤
田　譲が就任した。CIW認定制度は仙田体制において
基盤が固められ、藤田体制において急速な発展を遂げ
た。CIW認定事業者は1988年4月の時点で42社であった
が、官公庁等の共通仕様書に指定してもらうためには、
日本中どこでもCIW認定事業者が存在する状況にする
ことが必須条件であると考え、1990年4月にWES 8701を
改正して、D種の下に主任試験技術者が1名以上のE種
を新設した。
また、規格の表題も「溶接構造物非破壊検査事業者

等の技術種別基準」と改め、ファブリケータの検査部
門も参加できるようにした。
1990年度からCIW委員長は藤田　譲協会会長に、副

委員長及び運営委員会委員長は秋園幸一に代わった。
1992年4月にWES 8701をさらに改正して、2章の審査項
目に「品質保証体制等その他必要と認められる項目」
を追加し、8章に品質保証体制の基準を新設した。
E種の新設により、とくにUT部門の小規模な検査会

社の認定が目覚しく、1999年10月の認定において102社
となり、1994年10月には全国各都道府県に認定事業者
の本社または出張所が配置された。1995年1月の阪神・
淡路大地震によって、世間の構造物の安全性に対する
関心が高まり、溶接部の検査の重要性がさらに認識さ
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れるようになった。1996年6月には建築基準法が48年ぶ
りに改正され、建築確認・検査の民間開放が盛り込ま
れた。1998年10月における認定事業者は158社であった。

３．CIW認定制度の見直し及びWES 8701の改正

WES 8701は2000年10月にWESの作成基準に従っての
見直しとともに、引用規格に基づく技術者の資格を最
新のものに適合させること、審査項目及び品質保証体
制の基準をより明確にする内容の小改正を行った。
非破壊検査事業者においても、ISO 9000シリーズに基

づく品質マネジメントシステム認証を取得する動きが活
発になり、その結果CIW認定制度から離脱も懸念され
るに至ったことから、CIW認定制度の抜本的な見直しが
検討された。関連する国際規格であるISO 17020(検査)
とISO 17025(試験)の比較について議論を行い、CIW認
定制度の改革という観点から、より公平性、透明性を
もつISO 17025(JIS Q 17025)に基づく試験所認定制度に
移行することが良い方策であろうとの判断のもとに、
2003年10月から(財)日本適合性認定協会（JAB）との共
同開発スキームとして試験所認定制度を開始した。移
行期間を3年として、取得希望事業者に対して事前説明
等を行ったが、認定取得までには至らなかった。移行期
間と料金問題等が事業者にとって経営的に大きな問題
であった。なお、移行できない事業者の救済のために、
建築鉄骨の検査事業者認定を新たに開始して欲しい旨
の要望がCIW検査事業者協議会から2003年11月に出さ
れた。この要望を受けて溶接検査事業者認定制度に関
する諮問委員会を2004年2月に発足させ、同年4月に出
された答申を受けて、西川孝夫委員長の下で建築鉄骨

に係わる非破壊検査事業者認定制度検討委員会が同年7
月に設置されて検討がなされた。この検討の過程におい
て、試験所認定制度への申請事業者がほとんど出てこ
ないことが問題となり、改めてCIW認定制度そのものの
あり方に対して議論する必要性が強調され、建築鉄骨
の検査事業者認定制度も含めたCIW認定制度の見直し
を行うために「CIW認定制度見直し検討委員会」を
2005年5月に設置して検討を行った。11回の審議の結果、
WES 8701は2007年1月に改正された。なお、2004年度
からCIW委員長は藤田　譲から宮田隆司協会会長に代
わった。

４．WES 8701の2000年版と2007年版の相違点

両者の比較については、本誌の21巻1号(2007年）に
掲載されているが、主な点は次のとおりである。
表題が「溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別

基準」から「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基
準」と変わり、従来はこのWES規格と技術認定実施規
則を併用して行っていたものを、この規格一本で認定が
行えるようにした。
また、本体と附属書1、2及び3から構成されている。
事業者の種別はA種からD種の4種別とし、全体の底

上げを図るためにE種は廃止した。技術者の呼称も主任
検査技術者を検査技術管理者に、主任試験技術者を上
級検査技術者に、そして試験技術者を検査技術者にそ
れぞれ変更した。
附属書1は品質システムに関する要求事項で、品質シ

ステムの作成、技術者の資格管理、検査業務の倫理、
検査業務の下請負、内部監査、苦情および不適合の管
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表１　登録事業所の認定の基準

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



理が詳細に規定されている。
附属書2は技術者の登録で、各技術者の任務及び責任

ならびに知識及び職務能力と、各技術者に対する要求
事項を規定している。
附属書3は建築鉄骨検査適格事業者に関する付加要求

事項で、UT部門の認定事業者がこの要求を満足してい
れば、建築鉄骨検査適格事業者としても認定するもの
である。
登録事業所については、CIW認定は発足以来、本社

及び各地の事業所を一括して、技術者の構成、設備及
び機器なら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。新基準に
よる認定の初期においては、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月の認定審査委員会
において審議を行い、2008年10月1日の認定から表1の
ように登録事業所の認定基準を決めた。また、発行す
る認定証にも本社、または本社、○○事業所と記載す
ることとした。
新基準における事業者の種別及び必要資格保有者数

を表2に、旧基準における各種別における認定検査部門
数及び技術者の構成基準を表3に示す。相違点は新基準
にE種がないこと、技術者の名称が変わっていること、
新基準では検査技術者数が該当検査部門の上級検査技
術者1名につき1名～10名となり、検査技術管理者は、
認定検査部門ごとに上級検査技術者又は検査技術者の
いずれかと重複して登録することができることである。
認定期間については、新基準では6年で、3年後にサ

ーベイランスを受け、有効期間の半年前までに認定の更
新の申請をする。旧基準には認定期間の記載はなく、
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表２　WES 8701-2007における事業者の種別及び必要資格保有者数

表３　WES 8701-2000における各種別における
認定検査部門数及び技術者の構成の基準

表４　CIW旧基準から新基準への認定事業者数の移行推移（H19.10.1～22.4.1付認定）



技術認定実施規則で3年と規定し、3年後に継続、さら
に3年後に更新を行っていた。
品質システムについては、旧基準では品質保証体制

の基準としてa)経営者の責任と品質システムからg)内部
品質監査の7項目が記載されているだけであったが、新
基準では、附属書１で検査事業者の品質システム―要
求事項として、前記のように11項目について詳細に規定
している。とくに検査業務の倫理については、倫理綱領
を定めること、すべての技術者に徹底することなど8項
目について規定している。
設備及び機器については、旧基準では、各検査部門

について必要な設備を定め、その台数、個数を規定し
ていたが、新基準では、附属書1表1で各検査部門に必
要な設備及び機器を示し、検査業務の遂行に必要な数
量として、リース等を含むと規定している。
技術者資格登録の更新については、旧基準では、新

規試験を受験して合格する必要があったが、新基準で
は、資格登録継続後の有効期間(3年)満了前に、登録条
件を満たすことを証明する書類を添付して、更新の申請
を行い、更新講習の受講と確認試験によって行われる。
建築鉄骨検査適格事業者については、前述のように

新基準で新設されたものである。
検査技術管理者、上級検査技術者、検査技術者にそ

れぞれ必要な付加事項があって、(社)日本鋼構造協会
（JSSC)が認定する鉄骨製品検査技術者、鉄骨超音波検
査技術者の資格を要求しているが、CIW認定で登録し
ている技術者であることが必要である。

５．新基準への移行の推移

2007年10月1日から新基準への移行が開始されたが、
以後、2010年4月1日までの6回の認定の結果を表4に示
し、1977年10月以降2010年4月現在までのCIW認定事業
者数の推移を図1に示す。ピークは2001年10月1日の時
点で172社である。しかし、D種とE種との合計は110社
で全体の64％を占めていた。
2010年4月1日現在で、A種15社、B種8社、C種28社、

D種70社であり、合計数は121社である。残念ながら
1994年10月の時点の認定事業者数に戻ってしまった。
しかし、この時点でのD種とE種の合計は122社中78社

で64%であるが、2010年4月の時点ではD種が全体に占め
る割合は58%である。また、2009年10月では146社であ
ったので22社が移行できず、移行率は83%であつた。今
回の認定で必要資格者数が不足のために認定が停止し
た23社も今後の検査技術管理者及び上級検査技術者の
新規試験に合格すれば、復活する可能性があるので関
係者の頑張りを期待するところである。
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図１　CIW認定事業者数の推移（1997年10月～2010年4月）



第13回アジア・太平洋非破壊試験会議（以下APC-
NDT2009という）が2009年11月8日から13日までパシフ
ィコ横浜において開催された。これは2003年の韓国での
APCNDTにおいて決定し、2006年のニュージランドに
おいて、APCNDT2009のChairmanとしての大岡が開催
国の紹介のPresentationを行った。JSNDI（日本非破壊
検査協会）内に組織委員会及び井上委員長のもと実行
委員会を設けてスタートし、発表論文は246件の応募が
あり、最終的に口頭発表130件、ポスター78件の計208
件となり、予想を上回る応募論文数であった。そのため、

セッション会場を4室から5室に増やすなどして対応し
た。
開会式に引き続いて行われたセッションでは4日間に

わたるPlenary Lectureが設定され、終了後コーヒーブレ
ークを挟んで、口頭発表が5会場で5日間、展示会はこ
の期間に併設して開催された。一方、各種関連会議な
どがAPCNDT2009に併設して、毎日開催された。なお、
Poster Sessionは10 日と11日に行われ、特に学生の研究
意欲の向上を図るため、JSNDIがPoster Awardを設けた。
APCNDT2009の開催に先立ち、その親委員会に相当

するICNDT（国際非破壊試験委員会）の中の、ICNDT
/PGPC（Policy and General Purposes Committee）が11
月8日(日)に開催され、ICNDTとしてのAction Planを主
体に討議を行った。なお、日本からはAsia Pacific re-
gionの代表として大岡が出席し、今回のAPCNDT2009
について経緯と開催状況を、さらに次回開催について報
告した。

１．開会式にあたって

Registrationの受付は開会式前日の11月8日(日)の夕刻
から開始し、17：00から約60名が参加して、６Fのベ
イ・ブリッジ・カフェテリアでWelcome Partyを行った。

2. アジア・太平洋非破壊試験会議（APCNDT2009）を
振り返って

APCNDT2009 Chairman 大岡　紀一
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開会式は初日の11月9日(月)の9:00から約150名の参加の
もと行われ、大岡Chairmanが開催に至るまでの経過、
関係出席者への御礼とスポンサーの協力への謝辞、また
今回JSNDIとしてPoster Sessionに Poster Awardを設け
たこと、さらにNDT技術者の技術の向上、MRA（相互
承認文書）の重要性を強調した。続いて、JSNDIの坂会
長の挨拶、さらにMajor SponsorであるGE Inspection
Technologies、Krautkramer Japan、Fuji Filmの紹介と
各社の代表者から挨拶が行われた。来賓を代表してIC-
NDTのChairmanであるFarley氏が挨拶を行った。

２．講演発表及び各種関連会議の状況

２.１　Plenary Lecture Ⅰ及び
ICNDT/WG1の会議について

開会式直後のPlenary Lectureでは、韓国のKorea In-
stitute of Energy Technology Evaluation and Planning の
PresidentであるDr. Joon- Hyun Leeが、最近のNDTにつ
いてエネルギー、環境などの点から幅広い講演を行った。
午後から、ICNDT内にNDT Qualification and Certifica-
tion（非破壊試験に関する資格、認証）を目的に設置さ
れたWG1が開催され、委員である大岡とホスト国であ

る日本からは許可された2名のJSNDI事務局が出席した。

２.２　Plenary Lecture Ⅱ及び
Workshopについて

2日目はマレーシアのIndustrial Technology Division,
Malaysian Nuclear AgencyのDirectorであるDr. Abdul
Nassir IbrahimがアジアにおけるNDT技術者の資格認証
状況を、またIAEA/RCAの協力の下で行っている各種ト
レーニングコースなどの紹介も行われた。
その後、アジア諸国の関係国を対象にJSNDIが13カ国
（パキスタン及びタイを除くRCA諸国）から13名を招聘
したWorkshop（以下WSという）を開催し、自国負担
者も含め、合計21名となった。
このWSはJSNDIが、今後アジア諸国でのリーダーシ

ップをとりつつ、NDT技術者の技術向上は勿論、教育
あるいは認証の推進活動における各国のニーズに応える
もので、先進国からは、オブザーバとして、米国、オー
ストラリア、ニュージランド、カナダ、次回開催国のイ
ンドが参加した。会議は大岡の司会で、主として各国
代表者による自国の活動状況のPresentationに対する質
疑応答の形で進められた。
一方、JSNDIから“The Asia Pacific Workshop on
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ワークショップ（11月10日）

特別講演（11月10日）



NDT for Enhancement of Cooperation”のPresentation
を行った。質疑応答の結果、各国のJSNDIへの要望は各
国の認証制度推進への協力、例えば試験片製作技術の
支援あるいは試験片の提供、さらにはQuestion Dataの
提供などに集約されることで司会が総括した。

２.３　Plenary Lecture Ⅲ、APCNDT/
WG及びAPCNDT会議について

第3日目のPlenary LectureではSensor Systems and
NDE technology Department, Mechanical and Materials
Engineering Division ,SwRIのDirectorであるDr.Glenn

M.LightがAdvance NDTについて幅広く紹介した。
一方、APCNDT2009の本会議は開催国である大岡議

長のもと開催され、前回の議事録の承認、横浜開催の
ための経過と現況を説明し、APCNDT におけるMem-
bership、MRA（相互承認文書）に関しても報告した。
次にAPCNDT Bylawについては、一部修正し、翌日の
投票で承認された。一方、2017年に開催の第15回APC-
NDTを決定するために行われたAPCNDT会議2日目の投
票では、中国に1票の差でシンガポールに決定した。

２.４　バンケットについて
第３日目、ヨコハマグランドインターコンチネンタル

ホテルのボールルームで、18:00から前回のAPCNDTの
ChairmanであるDick氏の乾杯でバンケットの幕を開け
た。バンケットでは、横浜観光コンベンションビューロ
ーの協力による琴の演奏が会場の雰囲気を盛り上げ、
演奏者との自由な記念撮影に舞台は賑わった。また、
各国代表者による記念品の贈呈と簡単な挨拶が行われ
た一方、今回のAPCNDTの参加者にお土産として配布
された大判の風呂敷について、実演が行われた。抽選会
では、当選者が大小様々な袋の景品を選択できるとあ
って、興味津々の中にも一喜一憂の一時を過ごした。
最後に大岡Chairmanの挨拶でバンケットの幕を閉じた。
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バンケットでは琴の演奏が会場の雰囲気を盛り上げた（11月11日）

APCNDT会議（11月11日）

バンケット
（11月11日、ヨコハマグランド
インターコンチネンタルホテル）



２.５　APCNDT本会議、テクニカルツアー
及びISO関連会議について

第４日目は前日に引き続いて午前中に、APCNDTの
本会議が行われた。午後からはJFEスチール株式会社の
協力によるテクニカルツアーに総勢30名が参加し、JFE
スチール東日本製鉄所（千葉地区）と帰路に「海ほた
る」見物に立ち寄った。なお、午後からは、ISOに関連
して唯一開催されたISOTC135/SC8（韓国が幹事国）で
今後の規格作成への分担など活発な討議が行われた。

３．閉会式にあたって

最終日は閉会式に先立ち、Plenary LectureとしてMa-
terial Engineering Center, R&D Center, TEPCOのDirec-
tor である鈴木俊一氏による柏崎原子力発電所での地震
環境下における機器・配管などとNDTについての講演
が行われ、特に原子力関連のＮＤＴに興味を有してい

るインドからの質疑が目立った。
12:00から行われた閉会式においては、JSNDIの坂会

長の挨拶後、2件のExcellent Poster Awardと3件の Ex-
cellent Student Poster Awardの表彰が行われ、大岡
Chairmanから受賞者にトロフィーが贈られた。引き続
き、開催各国持ち回りのPlaqueが大岡Chairmanから次
回開催国インドのChairman代理のVenkatraman氏に手
渡され、6日間にわたってのAPCNDT2009の日程を全て
終了した。
最後に、今回の開催については、明治大学の井元監

二先生が、生前、APCNDTの代表者としての私に日本
開催を永年にわたって強く要望されてきて、ここに実現
できたことに対して関係各位の皆様に感謝申し上げま
す。今回の日本開催がJSNDIの今後のNDT分野におけ
るアジアでの諸活動において、大きな展開が図れること
への契機となれば幸いに存じます。
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クロージングセレモニー
（11月13日、Poster Awardの表彰、右が筆者）

テクニカルツアー
（11月12日、JFEスチール東日本製鉄所［千葉地区］）



最近の試験問題の中から，正答率の低かったものを解説し
て参考に供したい。
問１ 母材の厚さが40aのオーステナイト系ステンレス鋼平
板突合せ溶接継手を超音波探傷試験したい。探傷に先立ち、
周波数5MHz、STB屈折角70.0度の縦波斜角探触子を用い、
探傷器の時間軸をSTB-A1を用いて縦波の測定範囲200aに調
整したのち、オーステナイト系ステンレス鋼平板母材で作製
したRB-41 No.2（厚さT=40a、標準穴の直径φ3.0a）のT/2
の位置にある標準穴を縦波で探傷し、その最大エコー高さが
80%になるように探傷器の感度を調整した。
以下の文中の ～ に適する数値を求め、それぞ
れの解答群の中から最も近い数値を選べ。ただし、オーステ
ナイト系ステンレス鋼中の縦波音速を5780m/s、横波音速を
3100m/s、STB-A1の縦波音速を5900m/s、横波音速を
3230m/s、探触子のくさび中の縦波音速を2730m/sとし、探
傷器の時間軸のフルスケールは50目盛とする。また、探触子
位置は標準穴の中心の直上を基準として表示し、ビーム路程
は試験片中の実距離で表示する。（解答群は省略）

(1)縦波による標準穴の最大エコー高さをとらえたとき、
探触子位置は a、ビーム路程は a、
エコーの立上り位置は 目盛となる。

(2)横波による標準穴の最大エコー高さをとらえたとき、
探触子位置は a、ビーム路程は a、
エコーの立上り位置は 目盛となる。

(3)図1.1に示す縦波→横波の１回反射による標準穴の最大エ
コー高さをとらえたとき、
探触子位置は a、エコーの立上り位置は
目盛となる。

［解説］

まず、縦波、横波それぞれ直射法で横穴をとらえたときの
探触子位置を考えてみる。ステンレス鋼中における縦波、横

波の屈折角をθＬ、θＳと表すことにすると、図1.2(a)、(b)の
ようになる。このとき、横穴の中心直上から探触子の入射点
O1、O2までの距離をy1、y2、ビーム路程（入射点O1、O2から
横穴の反射点A、Bまでの距離）をw1、w2とすると、それぞ
れ次のように表される。

y1=d･tanθL、w1=d/cosθL－tH/2
y2=d･tanθS、w2=d/cosθS－tH/2

ここで、
d：横穴中心までの深さ(=T/2=20a)、
tH：横穴の直径(=3.0a)、
θL：ステンレス鋼中の縦波屈折角(=sin-1{(CL,SUS/CL,A1)sin
θ})、
θS：ステンレス鋼中の横波屈折角(=sin-1{(CS,SUS/CL,A1)sinθ})、
θ：STB-A1中の縦波屈折角(=70.0度)
CL,SUS：ステンレス鋼中の縦波音速(=5780m/s)
CS,SUS：ステンレス鋼中の横波音速(=3100m/s)
CL,A1：STB-A1中の縦波音速(=5900m/s)

次に、それぞれのエコーの立上り位置を考える。ビーム路
程w1、w2はそれぞれ縦波、横波で往復しており、探傷器の測
定範囲はSTB-A1の縦波200aに調整されているので、STB-A1
中の縦波とステンレス鋼中の縦波(横波)との音速比によりス
テンレス鋼中での距離w1L、w2Sに換算する必要がある。
w1L＝(CL,A1 /CL,SUS)×w１、w2S＝(CL,A1 /CS,SUS)×w２
具体的に数値を代入して計算すると、表1.1のようになる。
縦波→横波の１回反射のエコーについては、図1.2(c)に示

HG

F
ED

C
BA

HA
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―超音波検査（UT）部門
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図1.1 縦波→横波の１回反射によるエコー

図1.2 横穴をとらえたときの探触子位置



すように、縦波の0.5Sに相当する探触子距離・ビーム路程に
(2)の横波直射分を加えて考えればよいので、表1.1(3)のよう
になる。
以上のように特に難解な問題ではない。図1.2のように図

を描いて確認することと、材料と波の種類を間違えないよう
に記号をうまく使って式を組み立てることが大切であろう。

問２ あるプラントの定期検査において、外径600a、肉厚
35aの炭素鋼管突合せ溶接継手の周方向溶接部の超音波探
傷試験を実施した。開先形状は、図2.1に示すとおりである。
探傷に先立ち、使用探触子2Z14×14A45（STB屈折角45.5度）
により測定範囲125aに調整し、RB-41 No.2（板厚35a、標
準穴の直径φ3.0a）を用い、JIS Z 3060:2002 に従って、エコ
ー高さ区分線を作成した。管外面からL検出レベルで探傷す
るものとして、以下の問に答えよ。
ただし、RB-41 No.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、表2.1の形状反
射能率（誌面の都合で省略）の使用に当たって、管の曲率
の影響は無視できるものとする。解答には、計算過程も必ず
記入せよ。
(1)検出対象を配管内面から発生した疲労き裂とした場合に
検出可能なき裂高さを次の順序で推定せよ。
①RB-41 No.2の標準穴のビーム路程x=50aにおける形状反
射能率の値
②表2.1の中で疲労き裂に対応するきずの形状
③きずの限界寸法
④きずの形状反射能率の値（きずの寸法は記号で示し、限
界寸法より小さいと仮定しておく）
⑤検出可能なきずの寸法
(2)配管外面から探傷した結果、エコー高さが領域Ⅳ（H線＋
10dB）のきずエコーが検出され、そのときの溶接中心線
から探触子入射点までの距離は47.5a、ビーム路程は
50.0aであった。また、きずの指示長さを測定したところ、
配管外面(探傷面)上で22aであった。これらの結果から、
⑥～⑧を求めよ。
⑥きずの反射源位置
⑦きずの寸法（表2.1の形状反射能率を使用のこと；表2.1
は省略）

⑧配管内面でのきずの指示長さ
［解説］

この問題では、まず対象とするきずの形態を把握すること
が重要である。「配管内面から発生した疲労き裂」と限定さ
れているので、表2.1形状反射能率の中で対応するものはた
だ一つ「直線溝」である。疲労き裂は内面余盛止端などの不
連続部から発生したものと考えられ、応力方向に垂直に進展
する。き裂形状はほぼ半楕円形状に進展するが、超音波ビー
ムの広がりに比べて長く伸びたき裂は直線溝に近似させて考
えることが出来る。
①RB-41の形状寸法は、JIS Z 3060:2002に規定されているこ
とに注意したい。RB-41の幅W（すなわち横穴の長さtL）は波
長λ、振動子の幅D及び使用するビーム路程SによりW>2λ
S/Dと定められており、計算するとW(＝tL)>11.5aとなる。
ところで、横穴の限界寸法は、t L-cr ＝ ≒7.2

(a)であるから横穴の長さt L > t L-cr である。したがって、
形状反射能率は、γG - S ＝　　　　≒0.0866となる。

②疲労き裂は内面に垂直な直線溝と考えられる。
③きずの限界寸法は、

④きずの形状反射能率は、

⑤L検出レベルはRB-41No.2の標準穴のレベル-12dBであり、
相対エコー高さは、 ≒0.251となる。また、相対エ
コー高さは、

と表される。これらを等置してtNについて解けばよい。tN≒
0.19[mm]と求まる。この値は、tN≦tN-crを満たしているが、tN
<λ/2となるため、検出可能な寸法は、λ/2≒0.8mmと考え
られる。（寸法tNとエコー高さの比例関係は成り立たないが、
検出限界は0.2～0.8mmの間にあると考えられる。）
以下は結果のみ示しておく。⑥d=35.0mm、k=11.8mm(探
触子側) ⑦tN=2.4mm ⑧19.4mm
形状反射能率の式を使う場合、適用条件の確認を忘れて

はならない。
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表1.1 各エコーの探触子位置、ビーム路程及び立上り位置

図2.1 溶接継手開先形状

屈折角
θL(S)(度)

(1) 縦波 67.0 [A] 47.1 [B] 49.7 50.7 [C] 12.7
(2) 横波 29.6 [D] 11.4 [E] 21.5 40.9 [F] 10.2
(3) 縦→横 － [G] 105.6 － 145.4 [H] 36.4

探触子位置
ｙ1(2)(a)

エコーの立上
り位置(目盛)

ビーム路程
w1(2)(a)

換算したビーム路程
w1L(2S)(3L→S)(a)



以前の本通信（Vol.20,No.4,2006）において渦電流探
傷試験の傾向とポイントについて解説した。そこでは、
渦電流探傷器の構成回路の一部を成すブリッジと同期
検波回路の働き、計算問題及び多項選択問題のポイン
トについて解説した。今回は過去に出題された渦電流
探傷試験に関する計算及び試験コイルの正規化インピ
ーダンス曲線の問題例について解説する。

[解説]

(1)試験周波数と材料特性による試験体内の渦電流密
度は、次式(1)で与えられる。

ここで、Jo：導体表面の渦電流密度(A/㎡)、
Jx：導体内部の渦電流密度(A/㎡)、
x  ：導体表面から内部への距離(m)、
f   ：試験周波数 (Hz)、
μ：導体の透磁率(H/m)、
σ：導体の導電率(S/m)

である。
fを求めるために上式(1)を変形すると、

となる。
上式(2)に次の各値を代入して、管内表面から深さ1㎜

の点で渦電流密度が表面の値の1/2になる試験周波数fを
求めると、
Jx/Jo＝1/2、x＝1.0×10－3（ｍ）、
μ＝μoμr＝4π×10－7×3.8 (H/m)、
σ＝1/ρ=108/52＝0.192×107（S/m）

が得られる。
したがって、試験周波数 f ＝17kHzとなる。
(2)浸透深さδは次式で与えられる。

式(3)にｆ＝16700 (Hz)
μ＝4π×10－7×3.8 (H/m)
σ＝0.192×107（S/m）

を代入して計算すると、

となる。
したがって、浸透深さδ＝1.4㎜となる。
(3)位相角θは次式で与えられる。

式（4）にx＝2.0×10－3(m)
δ＝1.44×10－3(m)

を代入して計算すると、
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(問)内挿コイルによる非磁性管の渦電流探傷試験に関
する下記の各問について答えよ。ただし、答えは
いずれも有効数字2桁で示すこと。また非磁性管の
寸法は外径22.4㎜、内径18.4㎜、抵抗率ρは52×
10－8Ωm、比透磁率μrは3.8である。

(1)管内表面から肉厚方向1.0㎜の点で、渦電流密度が
内表面の値の1/2になるような試験周波数ｆを求め
よ。

(2)上記(1)の試験周波数における浸透深さδを求め
よ。

(3)上記(1)の試験周波数において、管内表面の位相を
0°とした場合の管外表面における渦電流の位相θ
を求めよ。



となる。
したがって、位相角θ＝－1.4 radとなる。
ここで負号は位相が遅れることを表す。

[解説]

曲線に沿うインピーダンスの変化は、インピーダンス
曲線を描くパラメータであるf/fc（f：試験周波数、fc：
特性周波数）の増減から説明できる。ここでf/fcは次式
で表される。

試験周波数をパラメータとした場合、インピーダンス
曲線の始点は座標点(0,1)であり、そこから試験周波数
が増加するとともにf/fcが増加して半円のような軌跡を
描く。試験周波数f及び導電率σの増加はf/fcの増加とな
り、動作点より左下がりに変化することになる(①)。ま
た抵抗率の増加は導電率の減少に等しいから、f/fcを減
少させ、動作点から右上がりに変化することになる(②)。
試験コイル内に試験体が入ってない状態の空心コイル

のインピーダンスは、座標点（0,1）である。この点を
始点として半円のような軌跡を描くインピーダンス曲線
は、試験コイルと試験体との電磁気的な結合度に応じ
て軌跡の径が異なる。この電磁気的な結合度は充填率
の高低によって変化し、充填率が高いほどインピーダン
ス軌跡の径が大きくなる。また充填率が低くなるに従っ
て軌跡の径が小さくなり、軌跡は空心コイルの座標点
(0,1)に近づいて行く。したがってインピーダンスの変化
は(0,1)方向となる(③)。
内挿コイル平均径の減少は充填率の減少となり、イ

ンピーダンスは(0,1)方向に変化する(④)。したがって③
と④の変化は同方向である。
コイル巻線長さの増加は、試験コイルと試験体間の

電磁気的な結合領域が増加する。これは現象として充
填率が増加するのと同様な傾向を示す。したがって巻線
長さの増加は、動作点と(0,1)を結ぶ直線の延長線方向
にインピーダンスを変化させる(⑤)。

以上、渦電流探傷試験における計算及びインピーダ
ンス曲線の問題例について解説した。本解説が渦電流
探傷試験学習者の参考の一助となれば幸いである。
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有効数字について
ここでは答えを有効数字2桁で示せ、となっている。
有効数字とは“測定結果などを表す数字のうちで、
位取りを示すだけのゼロを除いた意味のある数字”
をいい、有効数字とその表記の仕方の例を示すと、
以下のようになる。
有効数字2桁の表記例
0.011、1.1、0.11×102、1.1×103

(問)試験コイルのインピーダンスは、試験体の電磁気
特性や試験コイルの形状・寸法の変化に応じて変
化する。下記に示すインピーダンス変化要因の増
減は、図1に示す正規化インピーダンス曲線上の動
作点（○印）をどの方向に変化させるか。それぞ
れの変化要因によるインピーダンス変化の方向を、
曲線上の○印を基点とした矢印とその変化要因
No.(①～⑤)との組合わせで解答用紙の図中に示
せ。（正規化インピーダンス曲線は貫通コイルと内
挿コイルとで異なるが、ここでは便宜上動作点を
同一曲線上の位置で示した。）

図１　正規化インピーダンス曲線
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私は1970（昭和45）年、この業界に入りました。そ
の年には、大阪の吹田で東洋初の万国博覧会が開催さ
れようとしていた時期で、“世界の国からコンニチワ”。
そんなキャッチフレーズが流れていた39年前に某検査会
社へ就職しました。
入社式の後、新人研修会、実践教育を終えたところ

でいきなり四国・徳島の祖谷渓谷への出張でした。仕
事の何たるかを理解もできないまま大先輩に連れられ、
深夜のフェリー～電車～バスで現地に入り、水力発電
所水圧鉄管の板厚測定補助作業でした。
その時の悪夢が未だに忘れることができません。旅館

の女将さんが突然部屋に来て『大阪が燃えてる
よ！・・・今テレビで中継しているよ！』と興奮した声
で教えてくれたので慌ててテレビを見にいくと、確かに
大阪は燃えていました。天六での工事で漏れたガスに引
火し大火災となったものでした。
このようなことを見聞きし、また、景気の浮き沈みも

色々経験もして参りましたが、私の趣味と言うか好きな
ことは旅行（仕事で行く出張も苦になりません）でした。
学生時代に某テレビ局で日曜の朝放送されていた『兼
高かおる世界の旅』。兼高かおると芥川隆行との軽妙な
掛け合いが好きでした。また、今でも放送されている
『遠くへ行きたい』をよく見ていたのが高じて、見るの
が好きから行ってみたいになって、入社3年目から毎年
10日間連続の休みをいただき、1人旅に出かけました。
1973年5月に沖縄（72年5月本土復帰）へ1人旅。翌74

年8月は東北一周。75年5月には、グアムへのパスポート
申請まで１人でこぎ着けたのですが、一緒に仕事をして
いる後輩3人にバレてしまい、私も、私も・・・。結局
男4人のむさい旅行となりました。
当時、1ドル360円の固定が変動になり、1ドル310円

での旅行でした。今の1ドル92円はその当時としては考
えられないレートになってしまいました。もしも、今が
青春（独身という意味）なら毎年行っているかもしれま
せん。
その後、仕事が忙しくなり、なかなか1人旅は行けな

くなりましたが、今度は仕事で地方へ行く機会が多くな
り、その土地の美味しいものをいただきました。
今でも印象に残っているのは、茨城の紅あずま、静岡

の桜エビ、富山のホタルイカ、福井の若狭カレイ、高知
の鰹のたたき、愛媛のたこ飯、香川のうどん、沖縄の泡
盛・チャンプル・そばなどです。その中で楽しかった
（仕事が？）のは沖縄でした。
沖縄へは1973年以来、26年ぶりに行かせていただき満

足の体で帰ってきました。しかし、沖縄には沖縄タイム
（沖縄体内時間？）があり、最初は難解でしたが慣れれ
ばずっと住みたいと思う気にさせる土地柄です。人情味
にあふれ、一度話せば以前から知り合いだったと勘違い
をしそうな気持ちにさせてくれるところで、リタイアし
た人達が多く移住しているということを聞くと納得のい
くことかなと思います。
私自身、リタイア組に編入されたら、北海道へ行き

自然を満喫したいという思いで一杯です。2009年9月

5. 随想―39年（仕事＝旅行）

千代田検査工業㈱　滝本　喜久男

1973（昭和48）年5月、沖縄で

当時の南西航空（現・日本トラン
スオーシャン航空）のチケット。
「今となってはプレミアものかと思
います」（筆者）



旧基準WES 8701:2000に基づくCIW認定は2010年3月31日を
もって終了しました。2010年4月1日付で認定されたCIW認定
事業者（新基準WES 8701:2007に基づく認定）のうち、ここ
では2009年10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。〔 〕内の数字は、会社コードです。
なお、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。

【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）

＜種別変更：24社＞
D種
■(株)辰起非破壊検査工業〔12〕★(本社・山口県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(株)日本工業試験所〔24〕★(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■茨城総合検査(株)〔65〕★(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
■日本エックス線検査(株)〔101〕★(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(株)大検工業〔107〕★(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(有)イワオエンジニアリング〔109〕★(本社・埼玉)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■南九州検査工業(株)〔132〕★(本社・鹿児島県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■沖縄非破壊検査(株)〔163〕★(本社・沖縄県)
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)九検〔165〕★(本社・佐賀県)

認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(株)ジィーアイエム〔173〕★(本社・千葉県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■新日本エックス線(株)〔177〕★(本社・大分県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■内外エンジニアリング(株)〔189〕★(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(株)関西エンジニア〔193〕★(本社・大阪府)
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
■仙台検査(株)〔198〕★(本社・宮城県)
認定検査部門：RT
登録事業所　：本社
■(株)スクラム〔201〕★(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所　：岡山事業所
■(有)三重非破壊検査〔206〕★(本社・三重県)
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)アミック〔209〕★(本社・神奈川県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(有)アクトエイションハート〔211〕★(本社・千葉県)
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)興亜技研〔217〕★(本社・福島県)
認定検査部門：RT
登録事業所　：本社
■(有)シー･アイ･エス〔220〕★(本社・埼玉県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■テクノス三原(株)〔229〕★(本社・広島県)
認定検査部門：UT

6. CIW認定に関するお知らせ
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登録事業所　：本社
■(株)エフアールアイ･国立〔235〕※★(本社・福岡県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社、横須賀支社
※(株)国立技研〔85〕(本社：神奈川県）と(株)エフアール
アイ〔235〕（本社：福岡県）が合併
■(有)ユーソニック〔240〕★(本社・埼玉県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(有)優検〔242〕★(本社・千葉県)
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

＜建築鉄骨検査適格事業者の追加：5社＞
C種
■溶接検査(株)〔66〕★(本社・宮城県)
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
■千代田検査工業(株)〔125〕★(本社・大阪府)
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
■四国エックス線(株)〔191〕★(本社・香川県)
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
D種
■沖縄工業検査(株)〔158〕(本社・沖縄県)
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
■(有)テクニカ〔238〕★(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：6社＞
B種
■東洋検査工業(株)〔52〕★(本社・和歌山県)
認定検査部門：RT・UT・MT
登録事業所 ：本社、和歌山営業所、大阪営業所、鹿島

営業所、保全環境部
■(株)ジャスコ〔67〕★(本社・神奈川県)
認定検査部門：RT・UT・MT・PT
登録事業所　：本社、札幌営業所

C種
■ＪＦＥテクノス(株)〔149〕★(本社・神奈川県)
認定検査部門：RT・UT
登録事業所　：神奈川事業所、静岡事業所
D種
■日工検サービス(株)〔50〕★(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■日本Ｘ線検査(株)〔91〕※★(本社・東京都)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
※日本エックス線検査(株)から社名変更
■日本産機(株)〔111〕★(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

＜認定の停止：23社＞
計測検査(株)〔51〕(本社：福岡県)
(株)茗和検査〔55〕(本社：千葉県)
(株)共栄エンジニアリング〔57〕(本社：千葉県)
千景非破壊検査(株)〔71〕(本社：福岡県)
三協エンジニアリング(株)〔87〕(本社：大阪府)
新東技検(株)〔98〕(本社：神奈川県)
中国検査(株)〔110〕(本社：広島県)
(株)テック〔121〕(本社：千葉県)
(株)アイ･イー･エル〔156〕(本社：大阪府)
(株)アイ･ソニック〔157〕(本社：静岡県)
(有)アップル商会〔169〕(本社：神奈川県)
(株)エム･アイ･エス〔175〕(本社：神奈川県)
東亜検査(株)〔179〕(本社：山形県)
(株)中嶋エンジニアリング〔185〕(本社：大阪府)
(株)土木管理総合試験所〔186〕(本社：神奈川県)
不二検査(株)〔200〕(本社：兵庫県)
日立交通テクノロジー(株)〔210〕(本社：山口県)
(有)佐賀検査サービス〔221〕(本社：佐賀県)
(有)トラスト〔223〕(本社：東京都)
(有)エフ･アイ･テック〔225〕(本社：福島県)
(有)北陸超音波検査〔226〕(本社：石川県)
(有)ユーティー〔230〕(本社：福井県)
(有)エス･ディー技研〔234〕(本社：群馬県)

＜廃業：１社＞
(株)エ･アイ･シー〔118〕（本社：神奈川県）

これにより、2010年4月1日現在の認定事業者数は次のとおり。
A種：15社／B種：8社／C種：28社／D種：70社／合計：121
社
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当初「暖冬」という予測だったにもかかわらず、ずいぶんと寒かった冬もようやく終わり桜

の季節となりました(もうすでに散ってしまったところもありますが)。私を含め花粉症を患う

方々にとってはつらい季節なのですが、そんな中、新しい制服に身を包んだ新入学の生徒達や

新社会人達を見ると微笑ましい気持ちになります。それと共に今の彼らの胸中にある夢や希望

がこれから先も輝きを失うことなく健やかにそして大きく成長して欲しい、またそうあれる社

会や会社であり続けるよう私たちも先輩としてより一層頑張らねばならないと自らを鼓舞させ

る季節でもあります。

さて2010年3月をもってWES 8701:2007への認定移行期間が終了いたしました。残念ながら

全ての認定検査会社がWES 8701:2007へ移行することはかないませんでしたが、今号では溶接

検査認定審査委員会の松山格委員長より「WES 8701:2007『溶接構造物非破壊検査事業者等の

認定基準』移行終了に当たって」と題して3年間の移行期間の総評を掲載していただきました。

今後の認定取得にあたり役立てていただけることを期待しております。さらに昨年横浜で開催

されました第13回アジア・太平洋非破壊試験会議(APCNDT2009)の所感としてChairmanを務

めた大岡紀一氏より「アジア・太平洋非破壊試験会議（APCNDT2009）を振り返って」を、

また上級検査技術者試験問題の解説を2部門（UT、ET）掲載していただいております。

検査業界にとってはまだまだ冬の時代が続きそうですが、長かった冬ほどやがて来る春がい

っそう暖く感じられるものと信じて乗り越えていきたいものです。編集委員一同、少しでも皆

様のお役に立てる「RUMPES」でありたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 （M.K）

編　集　後　記
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