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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
　高度成長期以降に建設された施設が30～ 50年程

度経過し、老朽化により思わぬ部位に腐食が発生し

ており、その状況全てを管理することが困難な状況

となっている。

２．危険物施設における漏洩原因
　危険物施設における漏洩原因を図1( 平成 22年度
版の消防白書からの抜粋 )に示す。危険物施設にお

ける流出事故の約3割は腐食等劣化が原因となって

いる。

３．なぜ腐食・劣化による事故が多いのか

　配管の維持・管理から見る要因

◆対象設備の仕様が様々で多い。

◆対象が長い（数十kmの場合も）

◆保温材等により外側からの観察が困難

◆高温配管など稼働中の点検が困難

◆高所や閉所によりアクセスが困難

◆環境・内容物などにより腐食速度の把握が困難

　しかし、従来の腐食劣化管理では思わぬ場所に腐

食劣化が発生・漏えいが起こり、十分な対応ができ

ていない。事故を未然に防ぐために、検査精度は劣

るが、技術的／コスト的要因の問題を解消する「ス

【特集】石油関連設備の新たな非破壊検査

　国内外における石油関連プラント設備は、周期
的に行う定修工事で設備の健全性を確認し、運転
を継続している。
　昨今の定修工事で用いられる非破壊検査は、設
備を構成する材料や溶接技術の変化に伴い、様々
な検査手法を用いて設備の健全性を評価してきた
が、いまだ設備の構造上検査が適用できない箇所
があることは否めない。
　高経年化に伴う損傷劣化が問題視されている近

年においては、これまで検査の適用ができなかっ
た箇所への新たな検査技術の開発や、検査が可能
な場合においても、検査以外に多額の費用が発生
する設備の分解や足場仮設などの付帯工事費用の
削減に貢献する検査技術の開発へ要求が多くなっ
てきている。
　今回、石油関連プラント設備の定修工事で行わ
れている非破壊検査のうち、近年注目されている
新たな非破壊検査技術を紹介する。

1．保温配管のスクリーニング腐食検査
株式会社シーエックスアール 　白石　時宜

図１　危険物施設における漏洩原因
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クリーニング検査」を紹介する。

４．スクリーニング腐食検査の特徴

◆対象物の腐食状況を素早く把握（高速検査が可能）

◆設備の稼働中に検査が可能（対環境性に優れる）

◆付帯工事の軽減が可能（コスト低下）

　スクリーニング検査で問題のある部位を把握し、

従来法（UT・目視検査等）により確証検査を実施す

ることにより、検査コストを抑え検査精度を維持す

ることが重要と考える。

５．スクリーニング検査技術（Thru-VU）

５．１　Thru-VU（スルー ブイユー）の原理
　Thru-VUの原理は、図2に示すように、従来の「放
射線透過試験」に用いるフィルムの代わりに、放射

線強度を電気信号として出力できる64個の半導体

センサーを、並列に配置した放射線検知アレイセン

サーを用い透過放射線の強度から腐食の分布や、腐

食深さを計測するシステムである。

５．２　Thru-VUの特徴
　Thru-VUの特徴を以下に示す。

◆フィルムと比較して非常に高感度である

◆環境により高速検査が可能（平均60ｍ／日）

◆表面が覆われている状態で検査可能（保温材、防

食テープ、ＰＥライニング被覆、2重管も可能）

◆高温部への適用可能（300℃配管実績あり）

◆足場仮設箇所の削減が可能

◆保温配管検査コストの大幅削減（配管径が大きく

なるほど効果大）

◆プラント稼働中検査が可能

５．３　Thru-VUの概要と検出限界
　Thru-VUの概要と検出限界を以下に示す。

◆適用箇所：配管全般（オン・オフサイト配管、カ

ルバート内配管、桟橋上配管など）

◆適用管径：2～24B（原油満液の場合）

（内容物が無い場合は直径6ｍ程度可能）

◆検査速度：1.0ｍ /分（管軸方向）

◆使用線源：Ir192、X線

◆検出限界：原油満液時＝φ15mm 深さ1.5mm

　空時＝ φ 5mm 深さ1.0mm

　（配管の状況により変化あり）

５．４　Thru-VUの採取画像例
採取データの例を図3に示す。
　Thru-VUでは、画像データ（図3上側）と、波形
データ（図3下側）が得られる。画像データは腐食
の分布や程度が誰でも判り易く表示される。図中の図２　Thru-VU 検査状況

図３　採取データ例
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配管周方向がThru-VUセンサーの配列側となり、幅

20cmで、配管長手方向がスキャンした長さとなり、

１度に広範囲の検査が可能である。

６．Thru-VU の適用事例

６．１　原油等の輸送ラインに発生する内面腐食検査
　原油等の輸送配管の場合、原油内のスラッジや水

分により、配管内面にエロージョン・コロージョン

を形成し、その減肉部に溜った水分の塩素が濃縮さ

れることで、孔食が成長し局部的に深い腐食が生ま

れる。昨今は設備の使用年数が増し、エロージョン・

コロージョンが設備全般に形成されており、全線検

査を実施するユーザーが増えている。

 また、これら輸送ラインは対象管路も非常に長く、

保温材施工のラインも多いため、Thru-VUは威力を

発揮する。（図4参照）

６．２　ライニング・防食テープ下に発生する
　外面腐食検査
　ライニングや防食テープ等の防食処理により、外

観から外面腐食状況が確認できない配管検査に適用

した事例を図5に示す。防食処理状態での検査可能
なので、低コストで検査可能である。

７．検査実績

　現在までの検査実績を表1に示す。実績の多くが
石油精製プラントのオフサイト配管における腐食検

査に対応したものであるが、最近では電力、製鉄分

野での使用も広がりつつある。

８．おわりに

　弊社がThru-VUを導入して12年となる。その間

にシステムの充実と、改良を行いながら検査を実施

してきた。

　近年は設備老朽化もさることながら、ユーザー様

も積極的に環境保護への配慮を推進している。

これらのことから、今後も検査範囲の増加や、検査

対象も多岐にわたることが想定される。

　これからもユーザー様の要求と期待に応えられる

よう、努力を傾けて参りたい。

参考文献

1) 平成 22年度版　消防白書

図４　輸送ラインの検査状況

図５　防食処理配管の外面腐食検査状況

表１　検査実績

（2014 年 3月まで）
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2．非破壊検査におけるロボット化の取り組み

新日本非破壊検査株式会社 　和田　秀樹

１．はじめに
　国内プラント設備の多くは高経年化に伴う損傷劣

化が問題視されている。これらの損傷劣化の検査に

おいて、設備の構造上、容易に検査ができない箇所

が存在する。検査が可能な場合においても設備の分

解や足場仮設が必要になるなど、検査以外の付帯工

事に多額の費用が発生する。

　近年、ロボット技術は素晴らしい進化を遂げてお

り、多くの分野で活躍するようになってきている。

ロボット技術をプラント設備の検査に応用すれば、

①これまで損傷劣化の状況を把握することができな

かった箇所に対する検査が可能となる、②設備の分

解や足場の仮設などの付帯工事を軽減することがで

きる、③遠隔操作などで危険区域での人による作業

を軽減できるなどの理由から、設備の信頼性の向上、

検査コスト、安全性において大きく貢献できると期

待される。

　ロボットを用いることで、高精度のセンサ走査や

大量のデータ取り込みが可能となることから、従来

の検査・測定に比べて広範囲で詳細な情報を得るこ

とができる。したがって、きずの形状や減肉の分布

などを正確に把握することが可能となり、寿命予測

という観点においても、その精度向上が期待できる。

　本稿では、これまでに取り組んだ非破壊検査ロボッ

トの開発について、いくつか事例を紹介する。

２．開発事例

２．１　配管内検査ロボット
　プラント設備のなかでも配管設備は膨大な長さを

有する上、その用途や構造から発生する損傷や減肉

の形態も多種多様であり、配管の検査は大きな課題

となっている。そこで配管内側に挿入し、配管内

面や外面の腐食検出が可能な検査ロボットの開発を

行った。

(1) 配管内面検査ロボット 1）

　従来、検査ロボットは対象配管を特定し、材料、

管径、敷設状況等を考慮して開発を行っていた。し

かしながら、配管の材質、配管径は多岐にわたって

おり、種々の配管に対して実用可能なロボットへの

ニーズが多くあった。そこで、配管の材質を問わず、

幅広い配管径に適応し、様々な構造の配管の走行が

できるというコンセプトで開発に着手した。

　図1に配管内面検査ロボットを示す。本ロボット
は、台車に搭載した観察カメラにより配管内の状態

を観察し、配管内部から発生する腐食や減肉の検出、

ライニングの状態、堆積物の観察を行うことができる。

　図2に走行機構を示す。中央の台車のアームはバ
ネによりその角度を閉じようとする方向に力が働く

構造とした。アームを閉じようする力は配管内に挿

入した場合、台車を押しつける力となり3台の台車

が突っ張るように配管内を走行することが可能とな

る。

図１　配管内面検査ロボット

図２　走行機構
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　アーム角度と閉じようとする力はモータによりコ

ントロールすることができ、配管径や材質、形状に

合わせてアームの角度と突っ張り力を制御する。こ

れにより、垂直配管の走行や、曲がり管の通過も可

能となり、配管径350mm～ 750mmに連続対応可

能とした。現在の最大走行距離は90mである。

　図3に450A埋設配管の検査工事を実施した時の
観察画像の例を示す。この配管はモルタルライニン

グが施されおり、そのライニングの状態とはく離部

の検出が検査目的であった。左側が曲がり管部の状

況、右側がライニングのはく離が発生した部分の画

像である。

　本ロボットは、北九州市における産学官の連携プ

ロジェクトによる研究成果に基づいて開発したロ

ボットである。

(2) 内挿式配管肉厚測定装置

　内挿式配管肉厚測定装置は、配管の内部から超音

波で肉厚測定を行う装置である。

　図4に本装置の挿入原理を示す。噴射ノズルから
高圧のジェット水流を噴射したときに発生する反力

を推進力として、配管内部に測定部を挿入する。

　図5に測定機構の概要を示す。測定機構部は配管
内で超音波探触子を回転させる機構と、その回転軸

を管の中心に保持する機構から構成される。

　測定は測定部位に水を充填した状態で超音波探触

子を回転させながらケーブル巻き取り器で測定機構

部を引き戻すことにより行う。超音波信号から内外

面の減肉を識別し、その減肉量を測定することがで

きる。配管への挿入性能を確認するために、SGP管（管

サイズ100A）を用いて、推進力の距離特性を測定し、

挿入距離のシミュレーションを行ったところ、水平

直管部においては100m以上の挿入が可能であると

の結果が得られている。

　現在、本装置の適応配管径は80A～ 400Aであり、

測定速度は100A配管の全面測定の場合、毎時50m

程度である。

　本装置の開発は三菱化学 (株 )殿と共同で実施した。

３．おわりに

　現在、検査作業のほとんどは検査員により実施さ

れている。しかしながら、これから先、少子化や高

齢化などの問題により、検査員を確保することが厳

しくなってくると予測される、またプラントの建設

から立会われた多くの技術者が高齢を迎え一線から

退くなか、技術伝承についても考えなければならな

い時期を迎えてきている。

　一方、ロボット技術は近年著しく発展を遂げてお

り、その技術はより汎用的になりつつある。そこで

これらの問題の解決には、高度なロボット技術を積

極的に取り入れた検査ロボットを開発し、検査ロボッ

トの適用範囲を拡大させ、多くの設備で検査ロボッ

トが使える状況を作り出したうえで、これまでメン

テナンスに携わってきた技術者の技術やノウハウを

ロボットに取り入いれていかなければならないと考

えている。

参考文献

1) 奥村克博、渡邉恭弘、百合本淳、和田秀樹、大貝晴俊、大屋勝
敬、大川不二夫、井上美和、御厨美和：配管検査用ロボット機
構の開発、日本機械学会第 61期総会講演論文集、No.088-1、
pp.255-256、(2008)

図３　観察画像

図４　挿入原理

図５　測定機構概要
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3．パイプライン検査システム
非破壊検査株式会社 　龍王　晋

１．はじめに
　国内の電力プラントや石油石化プラントにおいて

膨大な配管が敷設されている中、埋設配管において

は適切な検査方法がなく健全性の確認に苦慮してい

る。また、加熱炉管においてもコンベクション等の

検査に課題がある。

　我々はこれらの課題に対し、検査ピグを用いたパ

イプライン検査システムを導入した。この検査ピグ

はパイプライン全長を超音波により肉厚を測定する

もので、検査結果からは運転中の強度評価を行うこ

とも可能で、さらに破壊力学に基づいた解析もでき、

パイプラインそのものの健全性評価が可能なシステ

ムとなっている。

　本稿では、このパイプライン検査システムについ

て紹介する。

　※本システムは米Quest Integrity Group,LLC が開

発したシステムである。

２．パイプライン検査システム

２．１　検査ピグ
　検査ピグは図1に示すように3つのブロックから
構成されている。曲率のある配管にも対応可能となっ

ており、適用できる最小曲率は1D（配管の直径の曲

率）まで可能である。この検査ピグは超音波により

配管の板厚を測定するものであるが、超音波センサ

が配管全周をカバーできるように配置されている。

　検査を実施する場合、図2に示すように検査対象
の配管の両端に開口部を準備し、検査ピグを射出す

るランチャーと検査ピグを回収するレシーバーを設

置し、水を循環させる。この状態でランチャー部よ

り射出された検査ピグは水の流れにより配管内を移

動しレシーバー部に回収される。このようにして検

査対象の配管全長の全周データを測定する。

２．２　検査条件
　検査条件を以下に示す。

・検出対象：内外面の減肉、へこみ等の形状変化

・適用配管径：3～24インチ

・通過性：ベンド部は1Dまで通過可能

　バルブ、レジューサは径により通過可能

・検査可能範囲：1回の探傷で30km以上（条件による）

２．３　適用効果
　本検査システムを使用することにより、以下のよ

うな効果が得られる。

①運転時のリスク管理とパイプライン故障リスクの

低減

②信頼性と性能要求のバランスを取りながら生産性

を最適化

③パイプライン系のライフサイクルを最大化

④パイプラインの修復及び改善を効果的に管理

⑤法規制で要求されているコンプライアンス目標を

達成

森　雅司

図１　検査ピグ概要

図２　パイプライン検査イメージ
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２．４　検査結果事例
　検査結果の例を図3に示す。配管の展開図や軸断
面及び周断面を表示することができる。また、視覚

化ソフトにより3次元イメージ図も確認できる。

２．５　健全性評価事例
　健全性評価の例を図4に示す。ここでは配管のへ
こみを解析しており、損傷配管の正確な余寿命を評

価することができる。また、運転中強度及び破壊力

学解析用多目的アプリケーションによる、広範囲の

破壊、疲労、腐食、孔食、脆性破壊及びクリープに

ついての評価が可能である。

３．おわりに

　本システムを用いることで従来困難であった配管

の全長、全周の肉厚データが得られることから、健

全性の確認や補修の有無等を評価することが可能で

あり、各種プラントにおける配管の設備診断に貢献

できるものと考えている。

図３　検査結果例

図４　健全性評価例
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4．【現場技術の窓】
極間法での磁粉探傷における残留磁束と脱磁の問題

一般社団法人 CIW検査業協会技術委員会

１．まえがき
　磁粉探傷を行う際には、探傷後の脱磁についても

注意する必要がある。特に、タービンローターの軸

のような回転部品、あるいは航空部品のように、残

留磁束が問題となる場合は、探傷する前にあらかじ

め問題の無い程度まで脱磁が可能か否かを実験的に

確認した上で、脱磁方法と脱磁の程度を手順書上で

明確にして探傷を実施することが必要である。

[ 残留磁束に関する要求事項の例 ]

　1)ASME Sec. Ⅴ Art.7、他　

　　　　　　-----------　±２ガウス（＝±0.2mT）

　2)タービンローター（社内基準管理）

　　　　　　-----------　５ガウス（0.5mT）

　では、現場で主に行われている極間法による探傷

では、いったいどの程度の残留磁束が残り、通常行っ

ている脱磁操作でどの程度脱磁ができているのであ

ろうか。極間法で探傷を行う対象物（タンク底板、

一般配管、等々）では、手順書において脱磁が要求

される例は少ないと思われるが、現場技術者として

はある程度知っておくことも重要かと思い、今回と

次回のテーマとして取り上げた。

　今回は、鋼板平板を極間法で磁化したときの残留

磁束の程度と脱磁の効果を測定した例を示す。

　次回は、配管、複雑構造など端部が存在する場合や、

いろいろな材質の場合の残留磁束について示す。

２．極間法における残留磁束と脱磁方法

　極間法で磁化した場合、対象物が平板であれば、

磁極を置いた場所に最も大きな垂直方向の磁束が残

留する。もし、磁極配置位置付近に端部やコーナー

部があればその部分からの残留磁束も大きくなる。

　脱磁の方法は、磁化が交流磁化であるので、交流

脱磁を行えばよい。減衰磁界の与え方は、物理的に

磁化器を脱磁すべき位置から徐々に遠ざけることに

よるのが現場的である。

　今回は、取り敢えず手元にある鋼材・鋼板を対象

にして、残留磁束の程度と脱磁の効果を確認した。

３．磁化器と測定器

　今回の測定では、以下の装置を用いている。

　1)磁化器：交流式極間法装置　型式　A-1型

　　全磁束　0.80mWb(50Hz)、0.70ｍWb（60Hz）

　2)測定器：テスラメーター　　型式　GV400A

　　　（分解能0.01mT）

　残留磁束の測定では、テスラメーターにより対象

物表面に垂直な方向の磁束を測定した。

４．測定―１：磁極を置いた 
　位置周辺の残留磁束

　炭素鋼板（L450×W300× t10.0）上に磁化器を

置いて磁化した後の残留磁束の分布の様子を測定し

た。

図１　磁極周辺の残留磁束密度測定点
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　図1に磁極周辺の測定点を示す。図中、黒丸が測
定点である。

　表1に各測定点で測定された残留磁束密度の値を
示す。残留磁束の測定に当たっては、（磁化→残留磁

束の測定）を3回行って、その平均値を測定値とし

ている。また、図2及び図3に表1中の各測定ライ

ンについて、磁極からの距離による磁束密度の変化

を示す。

　これらの結果から分かるように、磁極を置いたと

ころで最大の残留磁束が残り、距離が離れるに従っ

て減少する。

　表１で見ると、二つの磁極間の領域の測定ライン
（A’、C’、D’）で測定ピッチが50mm、60mmでの値

が磁極間の外側の測定ラインの値より小さくなって

いる。これは、二つの磁極を置いて磁化する極間法

の場合、一方にN極が残ると他方は必ずS極になり、

極間の残留磁束は表面に並行に、しかも鋼板中を通

ることによるのではないかと思われる。

５．測定―２：鋼板中の全磁束と 
　残留磁束密度の関係

　図4に鋼板中の全磁束と残留磁束の関係を示す。
　図4では、残留磁束の測定は磁極を置いた位置で
測定している。

　また、全磁束の測定は、JIS Z 2321に示された方

表１　磁極周辺の残留磁束密度測定結果

図２　残留磁束密度分布（１）

図３　残留磁束密度分布（２） 図４　鋼板中の全磁束と残留磁束密度の関係



10 CIW通信　Vol.29  No.2  Spring, 2015

法で、二つの磁極を結ぶ線に垂直に対象物の鋼板に

探りコイルを巻き、その端子電圧（mV）を示してい

る。スライダックで全磁束を変化させて測定した。

　残留磁束の測定値は、測定―１と同様に、3回測

定し、その平均値を測定値としている。

　図4で見るように、鋼板中の全磁束が増えるほど、
残留磁束が増加する。

６．測定―３：磁化時間と   
　残留磁束の関係

　表2に磁化時間（秒）を変えて残留磁束密度を測

定した結果を示す。表中の測定点①及び②は図5に
示す様に、両磁極を置いた位置である。

　表2で分かるように、磁化時間（1秒以上）と残
留磁束密度の相関は無い。

７．測定―４：材質による  
　残留磁束の相違と脱磁の効果

　鋼板に SS400(9mmt) 及び SPV490Q（12mmt　高

張力鋼）を用い、残留磁束と脱磁の効果の違いを測

定した。

　図6及び図7に SS400と SPV490Qの直流磁気履
歴曲線を示す。各々の保磁力は以下のとおりである。

　SS400；保磁力　298.9A/m

　SPV490Q；保磁力　673A/m

　保磁力の大きな材料ほど残留磁束が大きくなるこ

とが予想される。

　磁化後に磁極を置いた位置で最大となる残留磁束

密度を測定した。その後、磁化時と同じ磁極配置で

磁極を置き（ただし、磁極の下に5mm厚さの非磁

性体を置いた）、磁化器のスイッチを入れた状態で真

上に徐々に遠ざけて脱磁した。この脱磁操作を3回

行った。脱磁操作ののち、磁化後の測定位置と同じ

位置で残留磁束密度を測定した。残留磁束密度の測

定は、鋼板に垂直方向の磁束をテスラメーターで測

定している。

　表3にSS400の場合を、また表4にSPV490Q（高図５　残留磁束密度の測定点（表２）

表２　磁化時間と残留磁束密度の関係（材質：SM490）
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張力鋼）の場合を示した。

　磁化を行う前の残留磁束密度の初期値は、SS400

で 0.01mT、SPV490Qで 0.02mTであった。

表3、表4では10回の測定結果を示した。これは、
磁化器のスイッチを切った時の磁気履歴曲線上の位

置により、残留磁束密度の値が大きく変化するので

はないかとの考えによる。しかし、残留磁束密度

は SS400で最小値0.57mT、最大値0.78mT、また、

SPV490Qで最小値1.80mT、最大値2.43mTであま

り大きな変化とはいえない。このことから、現場的

には、磁化したら必ず残留磁束が残っていると考え

て良いと思われる。

　SS400と SPV490Qとの比較では、保磁力の大き

なSPV490Qの方が残留磁束密度が大きい。

　また脱磁操作による残留磁束密度の低下について

は、SS400ではほぼ磁化する前の初期値まで脱磁で

きている。しかし、SPV490Qでは初期値まで脱磁は

できていない。ASME Sec. Ⅴの要求基準（±0.2mT）

は何とか満たすことはできるが、形状が複雑な対象

物などでは極間法による脱磁では難しい場合も考え

られる。保磁力の大きな材質の対象物では、注意が

必要である。

　測定は全て同一の磁極を置いた位置で測定したが、

N、Sの極性については、N極が残るかS極が残るか

は都度異なっている。これは、磁化器のスイッチを

遮断した時期が磁気履歴曲線の第一象限か第三象限

かによっており、それを制御することはできないこ

とによる。

８．あとがき

　今回は、平板鋼板を交流極間法で磁化した場合、

どの程度の残留磁束が残るかについて確認した。そ

図７　SPV490Q( 高張力鋼）の磁気履歴曲線図６　SS400 の磁気履歴曲線

表３　SS400 鋼板の残留磁束密度（磁化開始前の初期値は 0.01mT）

表４　SPV490Q 鋼板 ( 高張力鋼）の残留磁束密度（磁化開始前の初期値は 0.02mT）
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の結果、以下が分かった。

1)磁極を置いた部分で最大の残留磁束が残る。その

程度は、通常の炭素鋼（平板）で1mT内外である。

2)対象物中の全磁束が大きいほど残留磁束も大きい。

3)磁化時間には左右されない。

4)保磁力の大きな対象物では大きな残留磁束が残る。

また脱磁も困難となる。

　今回は平板を用いて測定したが、現場的には溶接

部や端部が存在する場合などが考えられる。そのよ

うな場合の残留磁束については次回に考えたい。

CIW検査業協会だより
一般社団法人 CIW検査業協会

☆理事会の開催について
　平成 27年度第 1回理事会を平成 27年 4月 15
日 ( 水 ) に開催し、通常総会の議案書について審
議を行いました。なお、第 1回理事会に先立ち、
主理事による準備会を 4月 7 日 ( 火 ) に開催し、
平成26年度の事業報告と平成27年度の事業計画
について審議を行いました。また、第 3期第 6回
通常総会は、5月 19 日 ( 火 ) に浜松町東京會舘に
おいて開催の予定です。

☆契約適正化推進実行委員会の活動について　
　契約適正化推進実行委員会では、全国の特定行
政庁をはじめ関係団体を対象に行っています CIW
認定制度・第三者検査普及促進活動の一つとして、
平成 27年 2月 19 日 ( 木 ) に富山県土木部技術職
員研修に参加し、『鉄骨工事における溶接の施工
とその検査について』の講演を、また、2月 27
日 ( 金 ) には、協同組合宮崎県鉄構工業会向けに
建築鉄骨外観検査講習会（座学と実技）を開催し
ました。

☆東京都検査機関登録制度について
　平成 27 年度の新規審査申請・更新審査申請・
定期審査申請の受付期間は平成27年7月1日(水)
から 10日 ( 金 ) です。

☆今後の研修会予定について
①NDI －レベル 3（UT二次試験 ) のための受験対
策講習会（協賛：( 一社 ) 日本非破壊検査工業会 )
　　平成 27年 4月 25日 ( 土 ) ～ 26 日 ( 日 )：
　　　東京
②NDI －レベル 3（PT 二次試験 ) のための受験対
策講習会（協賛：( 一社 ) 日本非破壊検査工業会 )
　　平成 27年 4月 25日 ( 土 ) ～ 26 日 ( 日 )：
　　　東京

　＊「研修会」の詳細・お問い合わせ等は、CIW
検査業協会事務局（電話 03-5820-3353）まで。
また、当協会ホームページ (http://www.ciw.gr.jp)
にも順次掲載いたします。
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5．CIW検査技術者 資格登録の
　   更新審査におけるレポートについて

一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会研究・教育委員会委員長 　大岡　紀一

　( 一社 ) 日本溶接協会で行っている非破壊検査事

業者認定（以下、CIWと略称する。）では、CIW検

査技術管理者及び上級検査技術者の資格登録更新審

査に際して、技術者の能力が維持されていることを

従来確認試験で行っていた。これに対して、昨年か

ら、「CIW保有資格に基づく実務実績報告書」及び

「CIW保有資格に基づく継続的専門能力開発実績の

記録」の2種類のレポートの提出を求めることとし、

「CIW検査技術管理者及び上級検査技術者 資格登

録の更新審査におけるレポートの審査基準」に従っ

て審査が行われている。昨年、春季と秋季の 2回

のレポート審査を通して、留意事項などを紹介す

る。

　なお、「実務実績報告書」と「継続的専門能力開

発実績の記録」は対を成すものである。例えば、検

査技術管理者の資格を持つ技術者が当該社において

営業職、管理職、研究・開発職などを担当している

場合、検査技術管理者としての「実務実績報告書」

を作成することは困難な場合が少なくない。その場

合は「実務実績報告書」には、例えば営業職、管理職、

研究・開発職である旨を簡潔に記述し、それに対し

て「継続的専門能力開発実績の記録」を重点的に作

成してもらうことになる。そのことによって、検査

技術者の能力が維持されていることを実証できてい

ると判断している。

１．CIW保有資格に基づく   
　実務実績報告書

　実務実績報告書には表 1（WES 8701:2013 本体 
表 3）に示す技術者の「任務及び責任」に関して、

実務としてその内容が明記されている必要がある。

しかし、レポートの中には、「○○工事においてUT

検査を実施」とだけ記入し、当該技術者がUT検査

でどのような役割を果たしたのかが明記されていな

いケースが多く見られた。この点に関して、2014

年度では約 20％であった。この場合、UTの上級検

査技術者であれば、表 1の上級検査技術者の任務
及び責任の a)~h) に照らして、UT 検査についてど

のような任務を遂行したかを具体的に記述する必要

がある。また、検査技術管理者であれば、表 1の
検査技術管理者の任務及び責任の a) ～ d) に照らし

て、当該工事についてどのような役割を果たしたの

かを記述する必要がある。

　実務実績報告書は営業職、管理職、研究・開発職

などの技術者にとってはレポート評価の対象とはな

らないケースがほとんどであるが、検査技術管理者

の資格をもつ営業職の技術者のケースの例を次に示

す。この技術者は検査技術管理者としての経験を営

業職に活かし、客先対応において試験方法の提案、

合否判定基準の相談などを行い、客先の信頼を獲得

している。また、報告書の提出に際しては、報告書

作成部署から送られた報告書を検査技術管理者の立

場から再度チェックし、間違いがないかどうかの確

認を行っている。

　検査技術管理者としての知識・職務能力を上手く

営業職に活用している素晴らしい例でもある。現在

の職務が検査技術者と直接係りのない職務であって

も、検査技術者としての知識・経験・職務能力など

を活かし職務を遂行する姿勢には見習うところがあ

る。今後、このような検査技術者が様々な分野で活

躍すること及びこの種のレポートが増えることに期

待したい。

２．CIW保有資格に基づく  
　継続的専門能力開発実績の記録

　「CIW保有資格に基づく継続的専門能力開発の記

録」の審査にあたっては、以下の観点が重要視され

る。

①専門能力開発にかけた最近 3年間の合計時間が

45時間を上回る。
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②記述されている内容が CIW保有資格に該当する

ものである。

③業務の一環としての内容で、専門能力が開発され

たかどうかの観点から何を学んだかを自分の言葉

で記述されている。

④内容が、学問的な常識に照らして矛盾しない記述

となっている。

⑤記述されている内容が、テキスト・資料などの限

られた一部分を丸写ししたに過ぎないと判断され

るものではない。

⑥記述されている内容が、業務の一環として行われ

ている内容であっても、専門能力の開発に資する

内容を含むと考えられる。

　レポートには専門能力開発の方法を記述すること

になっているが、圧倒的に多かったのが図書「溶接

構造物の試験・検査 2008」による自己学習である。

その結果、上記③及び⑤に関連して、自分の言葉で

記述されておらず、テキストの一部を丸写しにした

と考えられるレポートが散見され、約 30％がこれ

にあたっていると見做された。是非、図書の内容を

十分理解したうえで、何を習得したのかを自分の言

葉で記述して頂きたい。

　「溶接構造物の試験・検査 2008」は自己学習に

適した教材であると考えられるが、その他にも教材

は多数存在する。是非、普段から自分の能力を開発

したい分野に関連する図書を探す努力が必要であ

る。また、各種学協会などの主催する講習会などに

積極的に参加し、新しい知識を習得してほしいもの

である。参考までに、自己学習の図書としてお勧め

したい図書を次に紹介する。

　・詳解 非破壊検査ガイドブック、日本規格協会

（2012）

　・超音波による欠陥寸法測定―非破壊検査の新し

い展開、共立出版（2009）

　・工業分野におけるデジタルラジオグラフィの

基礎とその適用－フィルムからデジタルへの展

開、日本溶接協会（2014）

　また、検査技術管理者で品質マネジメントシステ

ムの学習をしたい技術者には以下の図書をお勧めし

たい。

表 1　技術者の任務及び責任並びに知識及び職務能力
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　・上月宏司、井上道也、ISO 9000 入門、日本規

格協会

　・篭橋正則、ISO 9001　システムを鍛える品質

マニュアル、日本規格協会

　・古賀章裕、ISO 9001 を活用した企業・組織の

ムリ・ムダ・ムラ改善、日本規格協会

　上記②に関しては、記述された内容が当該資格に

該当していないレポートが何件か見られた。例え

ば、当該資格が検査技術管理者であるにもかかわら

ず、超音波探傷試験技術のみしか記述されていない

ケースがあった。この場合、超音波探傷試験だけに

絞って学習した理由などがレポートの最初に記述さ

れていれば、採点者の心証も違ってくるはずである。

また、コンクリートの非破壊試験のレポートも数件

あったが、CIWは溶接構造物の試験・検査が主な

対象であるので、次回からは、溶接構造物の試験検

査を主に記述願いたい。

　レポートの記述内容がレポート作成者の日常業務

に関連したものが多くなるのは当然であろう。ただ

し、⑥に関連していえば、記述された内容が、検査

技術者が業務の一環として当然行うべき内容だけ

で、専門能力が開発されたとは考えにくいものも見

られた。日常業務の中から、何が自己啓発されたの

かを、審査員に上手くアピールするような文章を作

成することを心掛けることも必要であろう。

　以上、CIW検査技術者の資格登録の更新審査に

おけるレポートについて述べたが、更新をされる技

術者にとって本稿が少しでも役に立つことができれ

ば幸いである。



16 CIW通信　Vol.29  No.2  Spring, 2015

6．お国自慢・我が社の自慢
　　―広島・竹原と宮城・多賀城

溶接検査株式会社 　辻迫　隆美
　「RUMPES」事務局より「お国自慢、我が社の自慢」の題

目で原稿依頼の話が舞い込んできました。私の故郷は広島

県竹原市です。NHKの連続テレビ小説『マッサン』で一躍

有名になった所で、『安芸の小京都』として有名な観光地

です。

　『安芸の小京都』と呼ばれるのは、平安時代、京都下鴨神

社の荘園として栄えた歴史からの由来です。特に上市・下

市には、江戸時代後期に製塩そして酒造業で栄えたお屋敷

や由緒あるお寺の街並みが今もそのまま保存されています。

　また、江戸時代には、町民文化が栄え頼一門や頼山陽な

ど町人学者を多く輩出しました。この街並み保存地区は、

竹原市重要伝統的建造物群保存地区に指定されていますの

で、機会がありましたら、一度訪れてみてください。

　広島地方の方言では、『竹原に一度きてみんさい』と言い、

この街の落ち着いた静けさと時代を超えた雰囲気を味わっ

て散策してください。

　次に現在勤務している溶接検査株式会社は、宮城県多賀

城市に所在しており、平成26年1月より勤務することに

なりました。第二の故郷である多賀城市の紹介をしておき

ます。

　宮城県のほぼ中央、太平洋岸に位置し、仙台市、塩竃市、

そして日本三景の松島が周辺にあります。

　歴史では、8世紀の初めには、奈良の平城京を中心とし

た律令政府の統治下、日本全国は60余りの国に分かれて

おり、東北地方には2つの国がありました。724年、その

1つの国である陸奥国に市名の由来となった国府『多賀城』

が置かれ、東北地方全体を治める中心地でありました。市

内には、史跡がたくさんあり『史都多賀城』の言葉にあら

わされるように由緒ある歴史の街です。

　多賀城市で行われている主なイベントの紹介をしておき

ますと、多賀城跡あやめ祭り（6月下旬～7月上旬）、ザ・

祭り in多賀城（8月下旬）、史都多賀城万葉祭り（10月中

旬）などがあります。

　宮城県の地名の由来は、この地域に塩竃神社や志波彦神

社（宮）があり、また、多賀城（城）が置かれたことから、『宮

城』という地名が生まれたと言われています。このように、

東北の中心として栄えてきた場所に建築・土木を主とした

非破壊検査の会社、溶接検査株式会社はあります。

　平成23年3月11日に東日本大震災が発生し、我が社

も震災で事務所が影響を受けましたが、そこから何とか立

て直して現在に至っております。いまも東北地方全体でが

んばっています。

　全国から東北を元気にするために多数の方々が訪れ、復

興に従事して頂き、『がんばろう東北』『がんばろう宮城』

のスローガンのもと一致団結してがんばっている街であ

り、私たちも業務に日々励んでおります。

　あらゆる復興現場などでよく耳にする関西方面の言葉に

は、つい、ちら見をしてしまいます。懐かしい広島弁の『た

ちまち』とか『じゃけん』を耳にしたときは、故郷を思い

出します。

　他府県の方々には、いつも話していることですが、広島

弁を聞くと、きつく怒っているようなイメージで捉えられ

がちですが、実は心優しい人が多いので、気軽に声をかけ

てください。

　広島県と宮城県の共通なことを考えることがあります。

なんとなくの感覚的なことも含め、竹鶴酒造、繋がりで、

広島県竹原市には、保存地区の中に竹鶴酒造の原点があり、

宮城の仙山線作並駅近くには、ニッカウヰスキーの蒸留所

があります。このように何らかの共通点があるように思い

ます。観光地では、広島は宮島、宮城は松島などがあり、

両県共に、人間味・人情味のある方々が多く、住みやすい

街です。みなさんに是非、訪れて頂きたい街です。

竹原市重要伝統的建造物群保存地区（提供＝竹原市観光協会）
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7．随想 ―「最善か無か」

新日本非破壊検査株式会社 　安田　泰夫

　ドイツにはメルセデス・ベンツのお膝元、シュッ

トガルトから 100km圏内で自動車事故が起きたと

きに、医療チームとともに現場に急行するあるチー

ムが存在する。

　そのチームの目的は、事故による人員と車両の被

害状況を約 3000 項目の多岐にわたって調査するこ

とにある。そのチームこそメルセデス・ベンツの開

発部門に籍を置く事故調査部だ。この州には、メル

セデス・ベンツの事故調査活動を支援する法律まで

あるという。1886 年に創設された世界最古の自動

車メーカーであり、Das Beste oder nichts 「最善か

無か」というブランドコンセプトの元、安全性への

こだわりこそがメルセデス・ベンツのクルマ作りの

姿勢を表しているといえるだろう。

　そこから生み出され、現在主流となっている機能

の多くは、戦前から研究を重ねられて実用化された

もので、安全性に関する特許は 2500 件にも及ぶと

いわれている。

　ここで一例を紹介することにしよう。

　1953 年に発表されたベンツ 180 には、世界初

となる衝撃吸収ボディが採用され、その後事故現場

での車両の詳細データーを得て、現在主流であるモ

ノコックボディの誕生となった。ボディで衝撃を吸

収して安全性を高める実験を繰り返すなかで、別の

角度からの安全性も追求している。それがシートベ

ルトや SRS エアバッグの標準装備だ。

　ベンツがシートベルトを採用したのは、1957 年

のこと。当時は腰の部分だけを支える 2点式だっ

たが、1968 年には 3点式のシートベルトを採用す

るようになった。この 3点式シートベルトが、ク

ルマに使われ始めて 45年近く経っているが、その

基本的な構造は、なんら変わっていないという。

　そして、より積極的にシートベルトをコントロー

ルし始めたのが1981年。SRSエアバッグとともに、

シートベルトテンショナーという機構を採用した。

　その他にもアウターハンドル（ドアノブ）を当初

からグリップタイプとし、事故の際に変形したドア

であっても、ドアハンドルにロープを掛け乗員の救

出を容易にする構造とした。

　オートマチックトランスミッションのシフトにつ

いても誤作動防止の観点からゲート式を採用してい

る。このゲート式シフトは約 15年前に特許が切れ

たことから日本車をはじめ世界中の自動車メーカー

が採用している。

　アンチロックブレーキ（ABS）、ドアミラー内蔵

ウインカー、シートベルト等どれひとつをとって

も、徹底的に乗員への安全性を追求しているメルセ

デス・ベンツ。他の自動車メーカーよりも常に先を

見据える姿勢は、安全性の追求にこそ現れている。

しかし、「Das Beste oder nichts（最善か、無か）」

の企業スローガンの元、「全ての形に理由がある」

と言われるほど質実剛健であり良い意味で過剰性

能・過剰品質であったのだが、1990 年代中盤以降

の利益率向上を目指したコストダウンによって、市

場に迎合し単なる高額ブランド商品的な製品が多く

見られるようになったのは、私を含めメルセデス

ファンにとっては残念なところである。

　「されど私の愛するメルセデス、これからもファ

ンでありつづけたい」

メルセデス・ベンツ 20万 km表彰
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8．CIW認定事業者に対する警告処分

一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会

　この度、2月 5日付で、溶接検査認定委員会（以

下、委員会）において、CIW認定事業者である ( 株 )

大検工業（D種、大阪府）に対して警告処分を行った。

半年後の臨時業務確認で違反事項が改善されていな

いことが明らかになった場合には、認定の停止又は

認定の取消を行うこととした。認定委員会では昨年

9月、二社に対して警告処分を行ったばかりであり、

2014 年度の一年間のうちに三度の警告処分を行っ

たことは非常に残念である。

　ことの経緯を簡単に纏めると次のとおりである。

　CIW 認定事業者である ( 株 ) 大検工業の顧客で

あったO産業から日本溶接協会宛てに、( 株 ) 大検

工業が実施した建築構造物の超音波探傷試験（以下、

UT試験）結果が改ざんされているとの訴えがあっ

た。

　O産業の言い分によれば、( 株 ) 大検工業が行っ

た初回のUT試験（工場）結果では不合格となる溶

接欠陥が検出されず、それを不審に思った O産業

が他の検査会社に UT 試験を依頼して実施した結

果、5箇所の不合格欠陥が検出された。

　これを受けて再度、( 株 ) 大検工業で UT 試験を

行った結果、試験箇所、UT 試験要領、検査員等、

全ての条件が初回と同じであったにも関わらず、他

の検査会社の結果と同じ 5箇所の不合格欠陥が検

出されたとのことであった。

　委員会では事実確認を行うため現場調査と臨時業

務確認を行った結果、初回のUT試験では不合格欠

陥は検出されなかったものの、合格となるきずは検

出されていたことが判明した。このことから、初回

の ( 株 ) 大検工業による UT試験結果はデータの改

ざんではなく、UT試験が要領書どおりに適切に行

われていなかった可能性が高いと判断された。CIW

認定事業者として検査員の教育訓練が不十分で、検

査員の技術（実技）教育の徹底強化を行う必要があ

ると考えられた。また、UT試験は、検査対象物の

溶接が未完了の状態で実施され、抜き取り検査とし

ても必要な要件が満たされていなかった。

　今回の問題のように、不十分な試験・検査によっ

て欠陥を見落とすような事態は皆無ではないことも

事実である。しかし、技術的な問題について顧客か

ら疑問を投げかけられたとき、顧客への直後の対応

を誠実に行っていれば、今回のように顧客から不信

を抱かれることもなかったのではないかと考える。

顧客の声に真摯に耳を傾けることこそ、品質マネジ

メントシステムの本質である。顧客への直後の対応

を適切に行えなかったことは、顧客に対して、はな

はだ不親切で記録の改ざんと思われても不思議では

ない。

　委員会では、検査員の教育が不十分であったと

考えられること、及び技術的な問題が起きた直後

の顧客への対応が適切でなかったことによって、

CIW認定事業への信頼が傷つけられたことを理由

に ( 株 ) 大検工業に対して処分を科した。

　これを教訓として、CIW認定事業者においては、

検査員の技術教育を充実させるとともに、問題発生

直後の顧客への真摯な対応が切に望まれる。
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9．CIW認定に関するお知らせ

　2015年 4月1日付で認定されたCIW認定事業者

のうち、ここでは2014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。

＜新規 (復活＊含む )：2社＞
D種
◆キューエー技研 (株 )＊〔33〕(愛知県）

　認定検査部門：UT

　登録事業所　：本社

◆小濱検査 (株 )〔248〕(大阪府 )

　認定検査部門：UT

　登録事業所　：本社

＜種別変更：1社＞
A種 (B種からの種別変更 )
◆ (株 )ＩＨＩ検査計測〔61〕(神奈川県 )

　認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM

　登録事業所　：福浦事業所、磯子事業所、愛知事

　　　　　　　　業所、呉事業所

＜検査部門などの追加：1社＞
C種
◆ (株 )北陸溶接検査事務所〔93〕(福井県 )

　認定検査部門：RT・UT・建築鉄骨検査適格事業者 (建

  築鉄骨検査適格事業者を追加 )

　登録事業所　：本社、富山営業所

　2015年4月1日現在の認定事業者数は次のとおり。

　A種：17 社／ B種：9社／ C種：27 社／ D種：

71社／合計：124社

焦  点 東京都、鉄骨工場登録制度を変更 

　東京都は都鉄骨加工工場登録制度を変更する。登
録工場の減少を受け、事前審査機関の都鉄骨加工工
場登録制度推進機構が継続して業務を運営すること
は経済的に困難であり、同機構が事前審査機関の都
知事指定を返上することで合意した。2015 年 6 月
1 日付の第 56 次登録申請から受付窓口を都に移行
する。都は今後、登録工場が大臣認定に移行する間
の制度と位置付け、新規は受け付けないことから「現
在登録される 17 工場のために運用していく」方針
を示した。

◇◆◇
　日本溶接協会が 2月 15 日、東京・千代田区の溶
接会館で開催した 14 年度技術講習会（企画・都鉄
骨加工工場登録制度推進機構業務委員会）の席上、
都担当者が登録工場に対し、第 56 次登録からの変
更点を説明した。
　同機構は 1987 年から都知事して機関として、事
前審査業務を担当している。1996 年のピークには

181 社に上った登録工場は、14年 12 月 1日付では
17社となっている。この間、大臣認定制度で新たな
グレードが設定されたことに加え、「都知事登録か
ら大臣認定に移行する工場が少なからず出てきてい
る」（都）
　都と協議の結果、同機構の業務は第 55 次までと
する。同機構は14年度をもって都知事指定を返上し、
解散する。同機構の解散にともない、第 56 次登録
の申請から審査料は不要となる。登録工場に対して
は制度検査、技術講習会を従来どおり課す。
　事前審査機関がなくなることを受け、第 56 次登
録は、申請受付窓口が変更前の東京都溶接協会、首
都圏溶接協会東京から、都都市整備局市街地建築部
建築企画課へ移行する。登録申請手続きに関する問
い合わせも都が受け付ける。
　第 56 次以降は、現行の登録工場の更新申請のみ
を受け付け、新規申請や新規復活申請は受け付けな
い。今後、同制度は、大臣認定への移行期間として
位置づけ、運営する。制度の継続期間については、
20年度をめどに都が判断する。
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　この原稿を書いている 3月 11 日は、四年経つ今も忘れられない日だ。私の故

郷福島の住民は今でも苦しんでいる。先日首相が来日したドイツでは「フクシマ」

の事故を受け、脱原発を進めているとのことだが、当の日本は原発事故など無かっ

たかのように原発再稼働を推し進めようとしている。日本政府には福島の事故の

教訓を生かし、今後の政策を考えて欲しいものである。

　さて、今回のランプスでは、技術情報として「石油関連設備の新たな非破壊検査」

と題して CIW認定事業者三社に、また、「極間法での磁粉探傷における残留磁束

と脱磁の問題」について ( 一社 )CIW検査業協会技術委員会に執筆頂いた。いず

れも皆様に役立つ記事になっているかと思うので、ぜひご一読いただきたい。

　今後も編集委員一同、読者の皆様に役立つ情報、関連するニュース等を掲載し

ていきたいと考えているので、引続きご協力をお願いしたい。

（T.U）




