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CIW通信編集委員会

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．【現場技術の窓】後乳化性蛍光浸透探傷試験
　　　　―― 水ベース乳化剤を適用する方法

一般財団法人日本溶接技術センター 　徳岡優和
中野幹夫

　一般の産業では使用する機会の少ない後乳化性蛍

光浸透探傷試験（水ベース乳化剤使用）を紹介し、

使用上のポイントを説明する。

特徴
(1) 浸透探傷試験の中で最も微細な欠陥の検査に適し

ている。

(2) 疲労割れのような微細なきずや比較的幅のある浅

い欠陥の検査ができる。

(3) 水ベース乳化剤を使用すると複雑な形状の検査物

も検査可能。

(4) 表面粗さの影響を受けやすい。

(5) 他の浸透探傷試験にはない予備水洗、乳化処理工

程が含まれるため、航空産業と一部の特殊分野で

利用されている。

Ⅰ．使用した浸透探傷剤（カッコ内は品名）
1) 油性蛍光浸透液（ケイコーチェックAP-6）

2)水ベース乳化剤（ケイコーチェックAE-56）

3)乾式現像剤（ケイコーチェックADD-456）

Ⅱ．使用した試験片
　TSC W試験片（写真は一例）

　材質：SUS304

　表面粗さ：設備材No1 

　大きさ：85× 55× 3mm

Ⅲ．後乳化性蛍光浸透探傷試験では下記の試験方法
が使用可能である。
1) 乾式現像法（水ベース乳化剤）

　前処理―浸透処理―予備水洗―乳化処理―洗浄処

理―乾燥処理―現像処理―観察―後処理

2)速乾式現像法（水ベース乳化剤）

　前処理―浸透処理―予備水洗―乳化処理―洗浄処

理―乾燥処理―現像処理―観察―後処理

3)湿式現像法（水ベース乳化剤）

　前処理―浸透処理―予備水洗―乳化処理―洗浄処

理―現像処理―乾燥処理―観察―後処理

4)無現像法（水ベース乳化剤）

　前処理―浸透処理―予備水洗―乳化処理―洗浄処

理―加熱乾燥処理―観察―後処理

Ⅳ．今回は後乳化性蛍光浸透探傷試験（水ベース乳
化剤使用）―乾式現像法の試験手順について説明
する。

Ⅴ．試験手順
1) 前処理

　通常の蛍光浸透探傷試験と同じ作業を行う。

2)浸透処理

　水洗性蛍光浸透探傷試験と同じ作業を行う。浸透

時間は通常と変わりなし。今回は、はけ塗り法を紹

介する。

　検査を必要とする範囲をはけ塗り法で油性蛍光浸

透液を適用する。過剰に塗りすぎないよう注意。　

3)予備水洗

　指定された浸透時間が経過した後、検査物の表面

に付着した余剰の浸透液を水スプレーで大部分洗浄

除去する。検査物の表面に薄膜状の蛍光浸透液が残

存する状態で終了。（写真①参照）しっかり洗浄しな
いとなかなか落ちない。

　※予備水洗：水の圧力を利用して物理的に、油性

TSC W 試験片
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蛍光浸透液の余剰浸透液を除去すること。

4)乳化処理（浸漬法）

　検査物を、設定された濃度の乳化剤（液体）の中に、

指定した時間浸漬した後、ブラックライトの下で水

スプレー洗浄すると検査物表面の薄膜状の油性蛍光

浸透液が除去される。

　この操作は熟練を要する。適切でないと検査物表

面に油性蛍光浸透液が残った状態となり、バックグ

ランドが黄緑色で覆われ観察時指示模様の識別を難

しくする。

　乳化処理の進行を促進する方法として手に持てる

程度の大きさの検査物であれば、乳化剤の中で軽く

揺り動かすと乳化が促進され同じ乳化時間でも乳化

が進み、薄膜状の油性蛍光浸透液がきれいに除去さ

れる。

　ただし乳化剤を繰り返し使用していると、乳化剤

の中に油性蛍光浸透液と水が混入し、乳化能力が劣

化してくるので注意が必要である。

　※水ベース乳化剤：使用条件に応じて乳化剤を水

で稀釈し最適な濃度にして使用する。使用者は、探

傷剤メーカーの資料に従って予備試験を実施するこ

と。乳化剤の適用方法、検査物の形状、表面粗さ等

によって乳化時間、乳化剤の濃度は異なる。

　※乳化処理の原理：表面に少量付いている油性浸

透液（薄膜状の蛍光浸透液）を水洗可能な状態にす

る作業を言う。例えば手に着いている油を除去する

とき、液体石鹸を手にまんべんなく塗った後、水で

洗浄すると落ちる現象と同じである。

　薄膜状の油性蛍光浸透液の除去性と乳化剤濃度及

び乳化時間は、相関関係がある。どのような傾向に

あるかを調べた。（表A及び写真②③、④⑤参照）

　適切な濃度、乳化時間でないと検査面のバックグ

ランドが黄緑色を帯びて識別性を悪くする。（写真②
③、④⑤参照）
5)洗浄処理

　指定された乳化時間が経過したら直ちに水スプ

レーで洗浄する。洗浄の過程で検査面をブラックラ

イトの下でチェックしながら洗浄すると、検査面の

乳化処理が適切であったかどうかを確認することが

可能である。

もし検査面に薄膜状の蛍光浸透液が残っていたら再

写真①　予備洗浄終了の状態

表 A　試験面に残存する油性蛍光浸透液と
乳化剤濃度と乳化時間及びの関係

写真②　乳化処理　10％ 30 秒

写真③　乳化処理　10％ 90 秒
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度乳化剤の中に浸漬し、約数秒間軽く揺り動かすと

残存していた薄膜状の蛍光浸透液は水洗可能な状態

となり、水スプレーで容易に除去される。

6)乾燥処理

　検査物を熱風循環式乾燥器（設定温度70℃以下に

設定）に入れて乾燥する。乾燥したら直ちに取り出し、

乾式現像剤の中に浸漬する。

7)現像処理

　乾式現像剤の中に指定された時間浸漬し取り出す。

取り出すとき余分に付着している現像剤を軽く振り

落とし観察する。きずがあると思われる箇所を手で

直接持つと現像剤が剥離して指示模様を見つけにく

くするので取扱いには注意すること。

8)観察

　十分な暗さの環境と必要な紫外線強度のもとで観

察し、きず指示模様と疑似模様の判別を行う。必要

に応じて記録を取る。

9)後処理

　通常の浸透探傷試験と同じ処理を実施する。

写真④　乳化処理　20％ 90 秒 写真⑤　乳化処理　30％ 60 秒

CIW 認定に関するお知らせ
　2015年10月1日付で認定されたCIW認定事業者

のうち、ここでは2015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。〔　〕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。

＜種別変更：2社＞

C種 (D種からの種別変更 )

◆ (株 )第一検査工業〔15〕（長崎県）

　認定検査部門：RT・UT・建築鉄骨検査適格事業者

　登録事業所　：本社、諫早事務所、佐世保事業所、

大牟田事業所、下関事業所

◆ (株 )アディック〔153〕（東京都）

　認定検査部門：UT・PT・建築鉄骨検査適格事業者

　登録事業所　：本社

＜検査部門等の追加：1社＞

A種

◆関西エックス線 (株 )〔7〕（広島県）

　認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM(SMを追加 )

　登録事業所　：本社

＜認定停止の解除：1社＞

D種

◆ (有 )アネスト〔212〕（埼玉県）

　認定検査部門　：UT

　認定停止解除日：2015年9月30日

＜認定の停止：2社＞

◆千景非破壊検査 (株 )〔71〕(福岡県 )

◆ (株 )北陸溶接検査事務所〔93〕(福井県 )

　2015年10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：28社／D種：

68社／合計：122社
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2．鋼橋のNDT 技術 ― 渦電流探傷器の適用事例紹介

一般社団法人兵庫県非破壊検査連合会

１．はじめに
　近年インフラ整備が急務とされている。人と同じ

く橋梁の高齢化が顕著であり、高度成長期につくら

れた橋梁は50歳を迎え悲鳴を上げ始めている。橋

梁はコンクリート橋と鋼橋に大別されるが、双方の

比率は約61対 39。高速道路を除くと鋼橋の比率は

大幅に低下し、それにともなって鋼橋の調査・補修

の予算も同様に縮小することになるのだが、はたし

てそれでよいのだろうか？

　コンクリート橋は無塗装のため、破損やひび割れ

が表面目視で発見しやすい特徴がある。鋼橋は塗装

をしているため、塗装下の劣化や、亀裂を見つけ難く、

仮に重大な亀裂があってもその上から綺麗に塗装し

てしまえば見た目は新品の橋のように見える。極端

に言えば「超危険橋梁」の出来上がりとなるわけだが、

人や車が日常生活に毎日使う橋となってしまう前に

何らかの対策を講じる必要がある。

２．現状の調査手法と新手法

　現状の鋼橋の調査手法は、目視で塗装割れを拾い

出し、リストまたはマップを作成してその箇所の塗

装を剥離し、磁粉探傷試験（MT）を行い、調査結果

を記録してタッチアップを行う。主な工程を言葉に

すればさらっとしたものと捉えられるかもしれない

が、実際はそう単純な話ではないことを強調してお

く。

　まず、MTを行うための剥離作業が大変である。

暗く、狭く、場所によれば粉塵を飛散させないよう

にかなり厳重に養生を強いられることもあるうえ、

MTの疑似模様が出ないように結構丁寧に剥離しな

くてはならない。にもかかわらず、表１（工事実績）
のように塗装を剥がしてきずが出たのは0～ 29％

（実績平均9％）。さらに、実際の工数のほとんどが

剥離とタッチアップに費やされてしまうのである。

　何とかならないものか？　と悩んでいたところ、

県下のインフラ整備への協力を目的に発足した一般

社団法人兵庫県非破壊検査連合会が日本電測機株

式会社に探傷器の製作を依頼、共同開発の末に完成

した「PECT- Ⅱ」( 国土交通省新技術情報システム

NETIS登録番号：CG-140018-A) を使えばもっと有効

的に調査できるという。早速その性能を確かめるこ

とにした。

３．試験片によるデータ

　そもそも渦電流探傷の技術は広く使用されている

割にあまり知名度がない。塗装を剥がさなくてもき

ずを検出できる素晴らしい手法なのに、なぜこの技

術が導入されないのか？　図１（新旧コイルのリフ
トオフ比較）のように同様の調査工程でネックとな

るのがコイルによるリフトオフの影響である。それ

によりきず信号と端部信号との複合で、きずの判別

が困難になってしまう。そのためそれが見落としの

原因や、きずを判別するために検査員の熟練度が要

求される要因となっていた。

　新開発のコイルは、母材端部のきず信号と抜け信

表１　工事実績

図１　新旧コイルのリフトオフ比較
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号とがはっきり識別されている（図2参照、きず信
号と抜け信号）。これは独自の技術により上置コイル

におけるリフトオフの影響を極限まで抑えることに

より完成したもので、このコイルを使用すれば端部

のきずをより効果的に検出することが可能となる。

MTを行う前にこの手法を導入すれば、事実上きず

のない、データ平均で91％に要した無駄な費用を削

減することとなる。

４．探傷器概要

　従来のポータブル渦電流探傷器は、本体に表示部

のある一体型であったため、高所や狭所で探傷器を

長時間保持しながら探傷を行うのは検査員にとって

大きな負担となっていた。PECT-Ⅱは、表示部（240g）

と本体部を分離することにより検査員の負担を大

幅に軽減。表示部側にデータ保存、バランスボタン

などを配置することにより、現場作業での使い勝

手を重視した設計となっている。（図３・図４参照、
PECT- Ⅱの構成と使用例）

５．調査データ 

　橋梁での調査データを表２（調査結果）に示す。
調査した桁に14ヵ所の塗装割れを発見した。その

部位を対象にPECT- Ⅱを適用して調査行い、4ヵ所

のきずを検出。14ヵ所の塗装をグラインダーで剥離

後、MTを適用した。

図２　きず信号と抜け信号

図３　PECT- Ⅱの構成

図４　PECT- Ⅱ使用例

表示部 本体部 新型コイル
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その結果、14ヵ所中4ヵ所に渦電流探傷と同様のき

ずを検出することができ、ヒット率は100％となっ

た。

６．おわりに

　国土交通省道路局国道課発行「鋼製橋脚隅角部の

疲労損傷臨時点検要領　平成 14年 5月」の「７．

渦流探傷検査　P5同解説」によると、「渦流探傷検

査は、塗膜の除去を必要とせず検査時間も比較的短

い非破壊検査で、迅速性、経済性に優れる方法であ

る。しかし現在は、その探傷精度が確認されていない。

（後略）」とされている。13年も前に有効性が謳われ、

探傷精度が向上した現在であればかなりの有効性を

発揮すると考えられる。

　渦電流探傷を導入するには実績による積み上げが

必要なのは確かだが、導入しなければ実績もまた積

み上がらない。さらに、探傷器を使用する検査員の

技量のばらつきも探傷精度を下げる原因になるのは

確かである。一般社団法人兵庫県非破壊検査連合会

では、PECT- Ⅱを使用するにあたり、技量のばらつ

きを防ぐため、実技講習会の実施及び資格証の発行

を行っている。 

　これから積極的に橋梁点検に渦電流探傷を導入し

てインフラ整備に役立てていただきたい。

表２　調査結果

CIW検査業協会だより
一般社団法人 CIW検査業協会

☆第 4回理事会及び平成 27年度忘年懇親会の開催
　第 4回理事会及び平成 27年度忘年懇親会を 12月 3
日 ( 木 ) に浜松町東京會舘において開催の予定です。

☆平成 27年度地区ブロック会議を開催
　本年度の地区ブロック会議を「JIS Z 2305:2013 二
次試験等について」の特別講演と各会務報告を中心に、
関西地区は 9月 10 日 ( 木 ) に彦根、西日本地区は 10
月8日 (木 )に北九州で、東日本地区は10月20日 (火 )
に東京で開催。

☆委員会活動が活発化
　各理事会や委員会において事業計画に沿った活動が
活発に行われていますが、その一部を紹介します。
　◆企画広報理事会では、『次世代スタッフのための研
修会』を平成 27年 10 月 11 日 ( 日 )、秋葉原での開催
を企画しています。
　◆次世代のための、非破壊検査セミナー委員会では、
「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」を本
年度は、11 月 13 日（金）に、青森県立弘前工業高等
学校で、その他、広島県及び茨城県での開催を計画中、
また、( 公社 ) 全国工業高等学校長協会の「夏季講習会」

は、平成 27年 8月に実施しました。

☆今後の研修会等の予定について
　①受験対策のための講習会　NDI －レベル 3（PT 二
次試験）を平成 27年 10月 17日（土）、18日（日）、（RT
二次試験）（UT二次試験 ) 10 月 24 日（土）、25日（日）
東京で開催します。
　②WES 8701:2013「溶接構造物非破壊検査事業者等
の認定基準」に基づく『内部監査員養成のための研修
会』を平成 27年 11月 29日 ( 日 ) に東京で、また『品
質マネジメントの構築に関する研修会』を平成 28年 1
月 17日 ( 日 ) に東京で開催します。
　③東京都知事が認定する研修会案【建築物の工事に
おける試験及び検査に関する研修会（鉄骨溶接部に係
る）】の本年度、第 3回目を平成 28年 1月 24 日 ( 日 )
に東京で、第 4回目を平成 28 年 2月 21 日 ( 日 ) に大
阪で開催します。
　④見学会を 11 月 25 日（水）に新日鐵住金 ( 株 ) 広
畑製鉄所で開催します。
　詳細は、当協会ホームページ (http://www.ciw.gr.jp)
に順次掲載いたします。
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　当初、我が社の品質マニュアル作成に当たっては、

品質マネジメントシステムを他社よりも、良く見せ

ようとか、あれもやろう、これもやろうと考え、会

社の器・人員規模からしても、出来そうにない部門・

役割等を設定した結果、本来の目的である品質向上、

顧客満足などの意図に反した品質マネジメントシス

テムに基づいた品質マニュアルとなってしまった。

私はもとより、社員一同、やるべきことは理解して

いたが、役割が多すぎて空回りの状態で、最初の品

質マネジメントシステム審査を迎えてしまった。

　案の定、審査員の先生方から、「これじゃあ、中身

が複雑すぎて何をやっているのかわからないし、絵

に描いた餅だ。」と叱咤され、（株）広宣の品質向上、

顧客の信頼確保、作業効率アップ等のために、実施

可能な、見栄を張らない品質マネジメントシステム

を再構築するよう指摘を受け、何か肩の力が抜けた

ような思いになった。

　すぐに、品質方針から始まり、会社組織として技

術部・営業部・総務部を設置し、安全・倫理の見直

しを行った。また、内部監査については、個人の粗

探しの感が強くなっていたものを、各個人・役職の

役割を明確にし、「どういう形で進んでいるか？」、「指

摘事項はないか？」、「今後、どういう形で進行させ

るべきか？」などの観点から見直しを図った。

それ以来、品質マニュアルの改訂を毎年3月 1日と

定め、品質マネジメントシステムの改訂を行ってい

るが、主な改訂点を次に紹介する。

　◎作業日報、各手順の改訂（平成22年改訂）
　以前の作業日報は、日付・氏名・行先・時刻だけ

の記述であったが、問題点・情報欄を設け、検査の

向上と客先との対話拡大に伴い業務拡大に繋げた。

　◎外観検査及び定期点検の手順書作成（平成 22
年改訂）

　超音波検査の手順書に加え、外観検査の手順書を

作成し、社内の外観検査の均一化と充実に繋げた。

また、定期点検の手順書を作成し、機器の信頼性向

上を図った。

　◎契約書、注文書の管理台帳改訂（平成23年改訂）
　契約書・注文書の管理台帳の表紙に物件ごとの番

号をつけた表紙を付けて、契約書・注文書を交わし

ているかどうかを一目でわかるようにした。

　◎組織図及び責任と権限の見直し（平成24年改訂）
　以前は色んな役割が多すぎ責任の所在が不明確で、

権限が複雑で指摘すべき点を見逃がしたり、遠慮し

たりして、組織にまとまりが取れず目標意識がかな

り低下していた。そこで、組織を見直し、役割を簡

素化し、明確にした。結果、指摘事項・留意事項に

透明性が出て、組織にまとまりができ、目標意識の

向上・業務拡大等に繋がった。

　◎品質方針の見直し、資格・教育・安全文書等の
追加改訂（平成25年改訂）
　品質方針の見直しにより、新しい目標が立てられ

た。

資格は、資格一覧表を、教育は日程表を、安全は標

語を、倫理は標語・罰則規定を全員の目のつく壁に

貼り、毎日確認できるようにした。

　◎請求書、入金管理台帳改訂（平成26年改訂）
　請求書管理台帳、入金管理台帳を改訂した結果、

請求漏れ、入金漏れがなくなった。

　◎検査記録（生データ）の改訂と自動超音波試験
手順の見直し（平成27年改訂）
　生データの記録を簡素化し、効率を高め、間違い

を少なくした。また、自動超音波試験の手順書を作

3．我が社における品質マネジメントシステム

株式会社広宣　代表取締役　原田　直司
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り直した。

　以上のように、毎年、少しずつではあるが、品質

マネジメントシステムの見直しを行い業務の改善に

取組んでいる。実際に、やりきれる品質目標を決め

てからは、私自身も、社員一同も目標が定まり、こ

れが自信に繋がり品質向上、顧客の信頼獲得に一歩

ずつ前進していると実感している。また、安全・倫

理の意識向上、営業の目標意識向上により、業績拡

大に繋がっている。今後も、初心を忘れず、実際に

実現可能な目標を意識して、毎年、一歩前進、品質

向上、顧客の信頼アップ、業務拡大、並びに社会貢

献に取組む所存である。

会社プロフィール

株式会社広宣
　本社所在地：群馬県前橋市前箱田町 148-1　KS ビル１階

　　　TEL027-256-8062　 FAX027-256-8063

　福岡営業所：福岡県福岡市東区原田 2丁目 17-14　グレイスフルM箱崎東 801 号室

　　　TEL092-292-5243　 FAX092-292-5244

　佐世保営業所：長崎県佐世保市天神 2丁目 185　エコハイツてんじん A202 号室

　　　TEL0956-32-0731　 FAX0956-56-7888

　上越営業所：新潟県上越市下門前 2323　2階 2号室 

　　　TEL025-539-6770　 FAX025-539-6771

　認定種別：D種　　　　　　　　　　　

　従業員数：15名

　特筆事項：真面目で、ガッツが売りものです。
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　非破壊評価総合展、インフラ検査・維持管理展な

ど五つの展示会で構成する「メンテナンス・レジリ

エンスTOKYO2015」（主催＝日本能率協会ほか）が

7月 22―24日の 3日間、東京・江東区の東京ビッ

グサイトで開催された。本欄ではCIW認定事業者の

出展概要をレポートする（順不同）

◇◆◇

◆新日本非破壊検査
　新日本非破壊検査が出展した、自走式2チャンネ

ルTOFD検査システム「ワイドスキャンTOFD」は、

従来手で行っていたTOFD試験を機械にのせて遠隔

操作で実施する。マグネット吸着式の2チャンネル

TOFDスキャナーにより、一度の走査で溶接部全体

を高速かつ精密に検査。全波形データ収録による記

録性・信頼性の高い検査が可能で、自走式のため足

場を組む必要がなく、作業性・安全性の高い検査を

実現する。球形ガスホルダー、火力・原子力発電所

や化学プラントの各種配管、高圧ガスの圧力容器な

ど幅広い分野で適用できる。

◆東亜非破壊検査
　東亜非破壊検査は、高圧導管超音波自動探傷装置

「JAUTEA」をブースの中心に配置。検査例を分かり

やすく展示した。同装置は、ガス事業法の認める「RT

代替え検査」として、日本ガス協会指針対応の超音

波自動探傷試験基準に則した製品。高圧ガス導管円

周溶接部のUTについて、作業の合理化、省力化、

記録性、試験結果の信頼性向上を図る目的でシステ

ムを構築した。超音波斜角探傷法による探触子の自

動走査、データの取り込み、妨害エコーときずによ

るエコーの判別に加え、収録データの画像表示、報

告書の作成までを一貫して行うことができる。

◆関西エックス線
　同展示会初出展となる関西エックス線は、タンク

側板の補強部材溶接部や各種鋼構造物の外観を検査

する自走ロボット「i-ROBO」をブースの中心に展示

したほか、「従来見えなかった部分の減肉・腐食を検

査する」をコンセプトに開発された幅広い製品をラ

インアップした。

タンク底板連続板厚測定装置「UDT-48」は、原油タ

ンクなどの底部裏面腐食を検査する目的で開発。コー

ティングの上からの作業が可能。１回の走行で約

360mm幅範囲を測定できるなどの特徴がある。さ

らに、同技術を応用し配管検査に適用できるよう開

発した「UDP-8」、大口径の配管を一度に測定できる

「UDP-48」などを提案した。

4．展示会レポート
　　「メンテナンス・レジリエンス TOKYO2015」
―　CIW認定事業者が出展

新日本非破壊検査 東亜非破壊検査
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◆ IHI 検査計測
　IHI検査計測は、新製品として鋭敏化度測定器「DOS

テスター（D-15M）」を初披露した。同機は、発電所、

製油所、化学プラントに多く使用されているオース

テナイト系ステンレス鋼の粒界腐食や粒界型応力腐

食割れなどの事故を未然に防止するため、現場で鋭

敏化度を評価することが可能となる。耐食性に優れ

ているオーステナイト系ステンレス鋼は、溶接など

によって500-800℃に加熱されると、金属の結晶粒

界にクロム炭化物が析出することで、結晶粒界の近

傍に耐食性が低下する領域（クロム欠乏層）が生成

される。この現象を鋭敏化と呼んでいる。鋭敏化が

進展すると、粒界腐食や粒界型応力腐食割れが発生

しやすくなり、重大な事故に発展する可能性がある。

◆アミック
　アミックのブースでは、現在同社が開発に取り組

んでいる「電磁パルス法によるあと施工アンカーボ

ルトの健全度評価」（参考出品）について、モニタや

サンプルを使い解説した。

　同技術では、アンカーボルトに取り付けた装置で

パルス電流を流し、アンカーボルト自体に発生した

弾性波を利用して測定を行うもの。従来目視や打音

による点検が主流だった接着系あと施工アンカーの

充填状況について、定量的な診断を実現する。

◆山九・日本工業検査
　山九ブースに実機を持ち込み来場者にアピールし

ていたのが日本工業検査。今回目立っていたのがイ

ンフラをテーマとして出展した「ゆれ番人」。土木工

事による振動や、道路や地震で発生した振動を判別

し、警報を発する振動監視システム。このシステム

によって、工事振動が振動要求条件を越えそうな場

合、工事現場に警報等のフィードバックを行える。

工事による製造現場への影響を未然に防ぎ、工事品

質の保証が可能になるとしている。

（文責・産報出版）

関西エックス線

アミック

IHI 検査計測

山九・日本工業検査
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５．日溶協 AN委員会、東西でD-RT 講習会開く

　日本溶接協会非破壊試験技術実用化研究委員会

（AN委員会、大岡紀一委員長）は8月、東京と大阪

でデジタルラジオグラフィ（D-RT）に関する技術講

習会を開催した。新機軸の講習会は、AN委員会が

D-RTの普及に向けて2014年度発刊した書籍「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

応用―フィルムからデジタルへの展開」をベースに

座学と実習で構成。大岡委員長は「この機会を通じ

デジタルとフィルムの相違点などに関して理解を深

めると共に、受講者各位からも普及に努めてもらえ

ればありがたい」と挨拶した。

　東京は8月 20日、21日の両日、東京・千代田区

の溶接会館。大阪は同24日、25日の両日、大阪市

中央区の非破壊検査ビルで開催。各会場約50人が

受講した。

　東京会場の開会にあたり大岡委員長は、国内に初

めて核燃料再処理施設を建設するための技術開発と

して、1992年度に「低エネルギーγ線源実用化試

験委員会（Yb委員会）」として発足し、Yb-169線源

の国産化に成功、実用化に至ったAN委員会の経緯

にふれ「その後は海外の関連機関との技術交流を含

めた試験・研究を展開すると共に、D-RTのための基

礎試験を実施。また、RTによるきずの高さ測定に関

する試験・研究に携わってきた」と述べた。

　講習会のテキストに使用する書籍に関しては「10

年以上かけて実験データを取得した成果に基づき、

大岡委員長

初日はD-RT の基礎などについて講義（8月 20 日、溶接会館）
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約２年半がかりでまとめた」と指摘。また、2日目

にD-RT画像の観察実習を企画したことについて「実

際に行うことが大事と痛切に感じていた。ISOの中

でも約15年前、フランスでNDT技術者のレベルに

ついて議論した際、現場で検査ができて初めて評価

される世界であり、理論・理屈は通じないとの考え

方は当時から関係者の間で共通していた。実技のウ

エートが大きくなっている状況を踏まえ、今回は講

義と同レベルで実習のウエートが大きくなっている」

と説明した。

　初日の講義では、テキストに基づき、D-RTの基礎、

D-RTシステムの概要、F-RTおよびD-RTの撮影技術、

デジタル放射線透過画像の基礎、画像評価へのアプ

ローチおよびD-RT固有の画像条件、D-RTに関する

規格の現状について講義した。

　2日目は受講者が午前と午後の2グループに分か

れ、D-RT観察実習を行った。ISO17636-2 などに基

づいた観察を行うための透過放射線画像データ、観

察用モニタ、ビューアの要件と画像観察方法、観察

時の画像調整などについて説明。続いて今回実習に

関係する機能のみに限定した、ドイツ連邦材料試験

研究所（BAM）製のソフトウェアの使い方を解説し

た後、受講者は画像パラメータの計測、画像の観察

（濃度・コントラストの調整、プロファイル計測・寸

法計測）など事前説明に基づき、例題4題の実習に

取り組んだ。

　講習会終了時、受講者全員に受講修了証を発行し

た。同修了証は①日本非破壊検査協会が実施してい

る JIS Z 2305（非破壊試験技術者の資格及び認証）

に規定するNDT訓練及び訓練時間を証明する文書②

日本溶接協会のWES8701（溶接構造物非破壊検査

事業者等の認定基準）におけるRT部門の更新審査

レポートの「CIW保有資格に基づく継続的専門能力

開発実績の記録」――の対象になる。

（文責・産報出版）

2 日目の観察実習（8月 21 日、溶接会館）
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6．海外レポート ― 中国のNDT ビジネス

マークテック（上海）探傷設備有限公司　瀧住　和矢

　当社は1995年に中国江蘇省に合弁会社を設立し

て進出したが、合弁事業という難しさから2009年

に合弁契約を解消した。事業は引き続き上海にて独

資会社で継続し、中国市場で非破壊検査、マーキン

グの総合メーカーとして確立している。中国で磁粉

探傷装置メーカーは当社以外に100社を超え、近年

では、各国の非破壊検査機器メーカーも中国に進出

してきているため激戦区となっている。

　近年、温州で起きた新幹線衝突事故や建機の溶接

部破損から発生した事故が原因で死傷者を出し、品

質面に起因する事故が後を絶たない。温州新幹線の

衝突事故で私は非常に運が良かったと思う。元々衝

突された側の新幹線に乗る予定であったが、お客様

の都合によりチケットをキャンセルしていた。その

まま乗車していれば今頃新幹線ごと埋められていた

かもしれないと考えるとゾッとする。新幹線衝突事

故で鉄道部の調査が入り、汚職問題で鉄道部は廃止。

再度規格を見直すということで、現在当社は旧鉄道

部と密接に連絡を取り合い規格の作成を手掛けてい

る。

　ここ最近力を入れている造船業界だが、色々と調

査をしているうちに分かってきたことがある。造船

メーカーに対して委託検査をしている検査会社の社

長は、定年退職後に自ら検査会社を設立し、元部下

と結託して検査業務を請け負っている。中国では造

船メーカー以外でもこういったケースがよく見受け

られる。部外者が中々入り込めないケースもある。

　自動車部品メーカーにもよく足を運ぶが、染色PT

検査で浸透時間などを無視して検査をしている。何

度も指摘をしたが、サイクルタイムが重視されてい

るため、やり方が間違っているのは知っているが、

仕方がないと言われる。本当の意味での品質重視は

まだまだ時間がかかりそうだ。

　天津大爆発も記憶に新しい。天津市 新区の大

規模爆発発生から1ヵ月余りが経過した。爆心地か

ら離れた地域では人通りが回復するなど市民生活は

落ち着きを取り戻しつつある。中国では危険品の取

締りが一層厳しくなってきた。現状、輸入品でも危

険品に対する制限が厳しく、輸入できない製品が多々

出てきている。国内物流でも厳しく規制されている

ため、お客様へのデリバリーにも影響が出ている。

当社も危険品を取り扱っているため、政府関係者が

何度も当社の工場監査にアポなしで来訪してくる。

当社は勿論、危険品生産許可関係の資格を有してい

るため特に問題はない。ローカル競合メーカーでは

監査の結果、危険品資格の要件が満足できていない

ことが判明し、操業停止処分されたメーカーもある。

まだ見つかっていないだけで、同類のケースは沢山

あるだろう。

　中国経済は現状あまり良くはないが、それでも市

場が大きい。そのため、当社も中国文化に順応して

市場シェア確保のため、日々奮闘し続ける必要があ

る。その中でも大切なのは人材の確保である。中国

は日本と違い、離職率が非常に高い。当初は「給与

が何故あの担当よりも10元（約200円）安いのか？」

などと激怒して文句を言っていた社員もいた。中国

では給与明細を見せ合うこともよくある。また中に

は「他社からいくらで転職の誘いが来ているが、辞

めて欲しくなければ同じ金額を提示しろ」など、当

たり前の様に言ってくるため、反応に困ってしまう。

何度も面談を重ね、日頃からコミュニケーションを

密に取ることで、現在では不満を持つ従業員は激減

した。最近では離職率も非常に低くなり、安定飛行

に入ることができた。今では会社のために必死になっ

て働いて頂いている事が唯一の救いになっている。

　中国で非破壊検査や印字・マーキングなどのニー

ズがあれば、是非マークテックへお問い合わせ下さ

い。
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　「酒は毒、飲むな飲ますな笹の露、一滴だに、飲むな飲

ますな」。これは、森永製菓の創業者の森永太一郎氏の言

葉である。愛する奥さんを亡くし、酒浸りになっている

ときに、夢枕に奥さんが立ち、「貴方一体何をしているの

ですか」と諭されて、すぐに酒を断ち、本業に精を出し

たとのことである。しかし、「酒は百薬の長」を信じて疑

わない筆者は、酒を断つ気はなく、折に触れて楽しんで

いる。

　上原浩著「純米酒を極める」（光文社知恵の森文庫）に

よると、昭和17年までは、日本酒はすべて純米酒であっ

た。しかし、昭和18年に試験的にアルコール添加が始め

られ、戦後の米不足の時代に苦肉の策として広まっていっ

た。また、設備及び技術の乏しさもあって、各地の酒造

場では醪が健全に発酵せず、腐造に至るケースが相次ぎ、

腐造に至る前に何とか酒にするためにも大量のアルコー

ルが添加された（アル添という）。このお陰で、日本酒存

続の危機が救われたという。しかし、米が余る時代になっ

ても米の値段は高く、アルコールは安いため、アル添が

定着した。そして、アル添しすぎると酒が辛くなるとい

うので、糖類等も添加する「三倍増醸」といわれる製造

法が一般化した（「三倍増醸清酒」という名称は、平成18

年の酒税法改正でいわゆる清酒の範疇から除外された）。

　同氏は、本来の日本酒造りに戻すべきだと奔走し、昭

和42年に同氏が住んでいた鳥取県で戦後初めてアルコー

ル無添加酒（純米酒という）の醸造が始まった。しかも

精米歩合は50％であった。この酒は、当時は価格が高す

ぎてさっぱり売れなかったが、貯蔵の期間が長くなると

ともに渋みが消え、旨みが増し、見事に熟成していった。

新酒も美味しいが、ちゃんとした作り方をした日本酒は

何年も経つと熟成し、いわゆる古酒として新酒とはまた

別の味を楽しむことができる。最近は純米酒を醸造する

醸造場が増えてきているが、そうでないものも出回って

いる（純米酒でなければ駄目だというわけではない）。

　最近は、特定名称酒と呼ばれる分類があり、これは清

酒の要件を満たしたもののうちで、原料及び製法が一定

の基準を満たすもので、原料及び精米歩合によって、本

醸造酒（精米歩合：70％以下）、純米酒及び吟醸酒（精米

歩合：60％以下）に分類されている。また、精米歩合が

50％以下のものを大吟醸酒という。純米酒は、吟醸系及

び本醸造酒に比べて濃厚な味わいがあり、蔵ごとの個性

が強いといわれている。

　吟醸酒が出回るとともに、冷酒がもてはやされるよう

になり、筆者も「冷酒、冷酒」と、冷蔵庫から出されて

くる銘柄を嬉しく見ていた。酒自体も、冷蔵庫で冷やし

ておかないと味が変わってしまい、酒屋で買っても要冷

蔵とラベルに書いてあるものが多い。吟醸酒を呑み始め

てからずっと冷酒を楽しんでいたが、あるときにぬる燗

を呑んでいる方と知り合い、それをお相伴させてもらっ

てから、考え方が変わった。また、前述の上原浩氏の著

書にも、美味しい作り方をしたものはぬる燗にすると、

一層うまさが引き立つと書いてあったため、主旨替えを

してぬる燗愛好者になった。このため、どこへ行っても

ぬる燗を注文している。

　ところが、これまでの経験によると、数軒の店で、ぬ

る燗を注文しても頑として受け入れなかった。大吟醸酒

をぬる燗で呑むのはもったいない、と言い張るのである。

呑むのはこっちだといっても、駄目であった。馴染みの

店では、渋い顔をしながらも、仕様がないねといいながら、

ぬる燗を出してくれる。渋い顔をされたときには、ぬる

燗にして呑んだことがないのなら、試しに冷酒とぬる燗

とを呑み比べたら、といって試してもらうと、「あ、ぬる

燗の方が美味しい。何でかしら」などという返事が返っ

てくる。

　酒はもちろん嗜好品であり、どれを好むかは呑み手次

第であるが、好きな銘柄を挙げると、鶴の友、梵、豊盃、

確蔵、新政、磯自慢などである。

　これからも日本酒を愛し続けていきたいが、最後に若

山牧水の讃酒歌を一つ「人の世にたのしみ多し然れども

酒なしにしてなにのたのしみ」、ついでに菜根譚から「花

は半開を看、酒は微酔に飲む」。

7．随想 ― 酒は百薬の長

加藤　光昭
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8．CIW認定事業者に対する認定停止処分について

一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会

　2015年 8月 28日に、国土交通省近畿地方整備局

が「国道24号勧進橋補修・補強工事における溶接不

良について」のプレス発表を行った。これによると、

国道24号勧進橋（国土交通省管理）において、2013

年度及び2014年度に発注した補修・補強工事で、落

橋防止装置等の溶接部材における溶接不良が発見され

た。その時点で現地調査ができたうち、約70％（80

部材中58部材）に溶接欠陥が発見されている。

　発表によれば、元請のショーボンド建設 (株 )が部

材製作を下請け業者である久富産業 (株 ) に発注し、

久富産業 (株 ) が検査業務を (株 ) 北陸溶接検査事務

所（以下当該検査会社という）に発注したものである。

プレス発表によると久富産業 (株 )が溶接工法の一部

を意図的に怠っていた可能性が高いこと、超音波探傷

試験（以下UTという）では、当該検査会社の社員が

不良データの隠蔽を行っていた可能性があるとのこと

であった。

　当該検査会社は当協会が認定したCIW認定事業者

であるため、2015年 9月 3日及び9月 15日に溶接

検査認定委員会認定審査委員会として当該検査会社の

立入り調査を実施した。その際、国交省及び福井県の

職員が同行した。

　調査の結果、ショーボンド建設(株 )は久富産業(株 )

にいわゆる第三者検査を要求していたとしているが、

当該検査会社は久富産業 (株 )の社内検査であるとの

認識で、検査員1名を常駐する形で派遣していたとの

ことであった（本来、社内検査を行った検査会社が同

じ対象物の受入検査を行うことは不適切である）。

　本来は全数溶接部が完了した時点で、全体の10％

の抜取り検査を実施すべきところ、当該検査会社の品

質マニュアル（以下当該品質マニュアルという）に定

められている検査要領書や契約書も交わされておら

ず、久富産業 (株 )の指示により、当該事業者の検査

員は、全体の20～ 30％が完成した時点で、その中か

ら全体の10％にあたる数量のUTを実施していたとの

ことであった。残り70～ 80％に対しては、検査を実

施しなかった。また、全製品が完成した時点でのショー

ボンド建設 (株 )の立会い検査時には、久富産業 (株 )

の指示によって一部溶接不良部の隠蔽（立会い検査時

に溶接不良箇所が出ないように探触子の向きを変えて

操作したこと）を行っていたとことも明らかになった。

　当該検査会社において、本来であれば全ての検査業

務を当該品質マニュアルの対象とすべきところ、久富

産業 (株 )の検査業務を社内検査と判断し品質マニュ

アルの対象外としていたことは、CIW認定基準WES 

8701:2013に照らして不適合である。

　また、CIW認定基準では、CIW認定事業者各社に

倫理要綱を定め運営管理することを要求しているが、

各々の検査員も含めた不正な行為の禁止は強い要求事

項である。今回の事例に関しては、当該検査会社の検

査員個人の行為であったとしても、検査報告書は会社

名で発行されており、組織としての責任は免れず、一

部溶接不良部の隠蔽を行ったことは倫理規定に対する

重大な不適合となる。

　以上の調査結果に基づき、溶接検査認定委員会 倫理

委員会及び当委員会において審議した結果、当委員会

は、当該CIW認定事業者に対して、下記のとおり処

置することに決定したので、ここに報告する。

　なお、今回の事例を受け、当委員会としては再発防

止対策として、審査方法等をより厳格化し、CIW認定

制度をより信頼性の高い制度にしていくことを検討し

ていく。

　　　　　　　　　　　記
　委員会は、当該CIW認定事業者の検査業務はWES 

8701:2013に規定する12.2項 b）「認定期間中におけ

る事業活動において不適合があった場合」に該当する

と判断し、2015年10月1日付で「認定の停止」とする。

　なお、規定で定める停止の期間は定めず、認定要件

の充足を確認できるまでとする。
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　残念なことではあるが、今号にも CIW認定会社の不祥事が報告された。当該検査
会社は社員一名を溶接施工会社に常駐という形で派遣しており、その派遣社員に対
する当該検査会社の管理が問題視された。更に、派遣社員の倫理感の欠如が問題を
大きくしたようである。派遣社員に対する倫理教育が十分に行われておれば、今回
の不祥事は避けられたのではないかと考えると残念でならない。今回の事態は、検
査会社の客先である溶接施工会社が悪意を持って当該派遣社員に検査を指示した結
果であり、その社員が不正検査に、相当苦しんだことは想像に難くない。また、社
員を派遣した検査会社にしても、ある意味では被害者といえるのかもしれない。翻っ
てみると、検査会社が溶接施工会社に常駐という形で検査員を派遣しているケース
は珍しいことではない。施工会社が不正を働こうと考えた場合、今回と同じケース
は容易に起こり得る。問題が問題だけに、CIW委員会として今回のような不祥事を
未然に防止する手段を検討する必要があろうが、検査員を常駐として施工会社に送
り込んでいる検査会社は早急に未然策を検討してほしいものである。後悔、先に立
たずである。
　さて、明るい話題を一つ。信じられないことが起きた。ラグビーワールドカップ
において日本が南アフリカに勝利したのである。過去７回出場の大会において１勝
しかできていなかった日本が過去優勝経験のある南アフリカに勝った！　世界中の
誰もが南アフリカの勝利を信じて疑わなかったのに !!　報道によれば、世界の名将
エディ・ジョーンズ・ヘッドコーチの下で、５か月間にわたる血の出るような厳し
い合宿を行い、練習量ではどの国にも負けないという自負があったようである。選
手達だけは、その練習によって得た自信から「勝てるぞ！」と考え試合に臨んだの
かもしれない。残念ながら、体力が回復しないうちに組まれたスコットランド戦で
は負けたが、もう少し日程に余裕があれば、結果は違っていただろう。でも、出る
と負けの日本がそんなに勝つこと自体、神様が許してくれなかった。　　
　世界に南アフリカ戦の勝利が「まぐれ」ではないことを示したのがサモア戦だった。
低いタックルで敵の大男を次々に止めるシーンは実に感動的だった。
　当然、次の米国には勝てるであろう。今から楽しみである。
　2019 年のワールドカップは応援に行くぞー！　　　　　　　　　　　　　(M.E)




