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「CIW通信―RUMPES」原稿募集
　CIW通信編集委員会では、一層の内容充実を図るため RUMPES 賞を設け、読者の皆様より原稿を募集

いたします。

　内容：論文、随想などジャンルは不問。ただし未発表の原稿に限る

　応募様式：A4 判 1～ 4頁（1,600 ～ 7,300 文字＝図表除く）

　提出期限：平成 28年 9月末日

　掲載された論文の中から、委員会の選考により、RUMPES 賞を贈呈いたします。奮ってご応募ください。

　申し込み・問い合わせは、CIW通信編集委員会（電話 03-5823-6325）まで。

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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　CIW通信「RUMPES」創刊 30 周年、おめでとう

ございます。建築行政で構造審査・検査に携わるよ

うになって以来、拝読しています。最近では、都知

事登録検査機関制度の紹介や日本建築行政会議構造

部会長としての年頭挨拶など原稿依頼をいただき、

検査員の皆様に行政側の情報を提供できる貴重な機

会となっています。

　さて、東京都の都知事登録検査機関制度において

は、登録検査機関は、検査について、技術及び公平

な立場の保持に有益な活動を行っている諸団体に

加入していることを要件としています。鉄骨溶接

部検査機関の場合は、( 一社 ) 日本非破壊検査協会、

( 一社 )CIW検査業協会、( 一社 ) 日本非破壊検査工

業会のいずれかへの加入が必要です。この、「技術

及び公平な立場の保持に有益な活動」のひとつに、

機関紙等による会員への情報提供活動があります。

RUMPES は ( 一社 ) 日本溶接協会の発行ではありま

すが、編集委員に ( 一社 )CIW検査業協会推薦の検

査員の方が加わっていることから、団体による情報

提供活動の一端を担っていると考えます。検査技術

の最新情報のみならず、近年の様々な建設業界の事

件を踏まえ、公平な立場（倫理）に関する記事のよ

り一層の充実と適切なタイミングでの掲載を、お願

いいたします。

　話は変わりますが、4月に発生した平成 28年熊

本地震においては、多数の建築物が被害を受けまし

た。鉄骨造建築物については、新耐震基準以降の建

築物においても、溶接部が破断して倒壊、大破して

いる状況が報告されています（国土交通省国土技術

総合研究所等『平成 28 年（2016 年）熊本地震に

よる建築物等被害第八次調査報告』）。詳細な被害状

況の分析と原因究明が待たれるところです。

　この地震被害を受け、全国から熊本県に被災建築

物応急危険度判定※の応援が行われ、私も東京都の

応援部隊として、４月 25 日から４月 27 日までの

３日間、熊本市内において判定活動を行いました。

都が判定した建築物のほとんどは木造住宅で、建築

の知識のない住民の方々に対して、罹災証明のため

の調査との違いや判定結果について、無用な不安を

煽ることなく、分かりやすく説明して納得していた

だくために、言葉を尽くす場面が多々ありました。

　専門家と非専門家の間にある壁を壊して共通理解

を進める道具は、言葉です。RUMPES は CIW認定

会社だけでなく、関係官庁などの各種機関、業界に

も配布されています。執筆者である検査技術者の方

は、検査技術のプロでない読者も理解できるように

執筆されているのでしょう、検査技術に関する堅い

内容も、読んでみる気にさせる記事が多いと感じま

す。専門知識の乏しい読者が興味を惹かれて読み、

非破壊検査の世界の概要を理解することのできる切

り口、言葉に大いに期待します。

　ところで、「RUMPES」とは聞き慣れない単語です。

初めて原稿依頼を受けた時に意味をお伺いしたとこ

ろ、非破壊検査部門 RT、UT、MT、PT、ET、SM

の頭文字を採ったものであると教えていただきまし

た。この原稿を書くにあたって改めて調べてみたと

ころ、ラテン語の rumpo-（英訳：break。打ち破る）

の活用形 rumpe- s（未完了能動態。打ち破っていく

（？））という言葉に出会いました。非破壊検査業界

の広報誌が break（破壊する）とは矛盾ではありま

すが、専門家と非専門家の間の壁を壊し、CIW認

定制度の普及を図り、制度を活用する方が増えるよ

う、編集委員会のこれからのご活躍を期待します。

　※被災した建築物の余震による倒壊危険性や付帯

物の落下・転倒危険性を目視により迅速に判定し、

判定結果を「危険（赤）」「要注意（黄）」「調査済（緑）」

のステッカーを貼って表示し、建物使用者や付近を

通行する第三者に対する二次災害を防ぐ。

１．RUMPES に期待すること
東京都多摩建築指導事務所 建築構造専門課長　大熊　久理子
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　RUMPES 創刊 30 周年おめでとうございます。

30 年という歴史の中で創刊より携わってこられた

江端編集委員長はじめ、RUMPES 編集に携わられ

た全ての皆様にお祝いを申し上げます。私も 2008

年から 2012 年まで編集委員として参加させていた

だいたことは大変光栄に思っております。当時は現

職に就いて間もなかったこともあり、ベテラン諸氏

の中で何をすることもできずただ時間が過ぎてし

まったという思いがあります。共に編集委員に携

わっていた皆様のお役に立てなかったことをこの場

を借りてお詫び申し上げます。そのご縁もあってか

今回、創刊 30周年記念特集への寄稿のお話をいた

だきましたので、編集委員時代のお詫びも込めてお

引き受けいたしました。せっかくの機会ですので、

今後の RUMPES に望むことを考えてみたいと思い

ます。

　私が編集委員をしていた頃の記事で最も読まれて

いたであろうと思っていたのは、CIW試験問題の

解説です。非破壊検査員である以上、資格の有無は

仕事を左右することになりますから、誰もが合格し

たいと思うでしょう。特に上級検査技術者及び検査

管理技術者の試験においては記述式の問題がありま

す。多くの人が模範となる解答を必要としていたの

だと思います。御多分に漏れず私もそうでした。解

答のツボをつかむことができるという点で大いに参

考になったのではないでしょうか。

　また、皆様の中にはインターネットで技術情報を

検索すると、RUMPES のバックナンバーがヒット

した、という経験をお持ちの方もいらっしゃると思

います。せっかくこれらの役立つ情報が掲載されて

いる RUMPES なのに残念ながら、あまり読まれて

いないように感じています。もっと広く読まれるた

めのアイデアはないでしょうか。私が思いついた一

つの案としてメールマガジンを発行するというのは

どうでしょうか。メールマガジンの内容として、最

新号の記事のタイトルと概要を記載し、バックナン

バーのページへジャンプできるよう URL を貼り付

ければ、興味ある記事を読む人が増えることが期待

できます。昨今は会社に着いたら、まずパソコンを

立ち上げてメールをチェックするという人は多いは

ずです。できることならバックナンバーのページ

も 1冊丸ごとを 1ファイルにするのではなく、題

目毎にページを分けて保存し、記事に直接ジャンプ

できるようになれば、どの記事にどの程度のアクセ

スが集まったかをカウントすることが可能になり、

RUMPES の読者がどのような内容に興味があるか

を分析する資料にすることもできます。

　かつて RUMPES の随想に SNS について書かせて

いただいたことがありますが、こういった発信する

側と受取る側の双方向の交流が今後は必要になって

くるでしょう。私の経験ですと、RUMPES に関し

て周囲からの希望や提案などはなかなか聞くことが

できず、また集まらないことも多かったので、多く

の声を集めることが可能になると思います。メール

マガジンの発行は、手間も費用もかかる上、著作権

等の問題もあり簡単にはいかないと思いますが、こ

ういったツールを使って RUMPES が CIW会員企業

だけでなく非破壊検査業界が成長し発展するための

糧となることができれば、RUMPES の本来の目的

も達成することになるのではないでしょうか。これ

からの RUMPES と読者の皆様、そして編集に携わ

る全ての皆様の益々の繁栄を祈念いたしましてこの

原稿を終わらせていただきます。

２．RUMPES に期待すること
株式会社九検　代表取締役社長　古賀　美智恵
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3．WES 8701:2016 溶接構造物非破壊検査事業
 者等の認定基準の改正について

一般社団法人日本溶接協会 溶接検査認定委員会 運営委員会委員長 　寺田　幸博

１．はじめに
　昨今の各種メディア報道において、「烏の鳴かぬ

日はあっても、倫理の文言を聞かぬ日は無い」の状

況が続いている。このことは、企業経営の根幹をな

す経営方針やそこに携わる技術者や関係する科学者

に対しても、厳格な倫理観に基づく行動が喫緊の要

請となっていることの証でもある。非破壊検査技術

分野では、構造物・機械の健全性を技術的に保証す

ることによって社会の安全・安心に貢献することが

求められている。換言すれば、より高い倫理感に基

づく検査業務が求められているところである。

　一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会

（以下 CIWと略記）は、非破壊検査事業者の認定制

度を開始した当初から、検査業務の公平性と透明性

を確保するためになすべき事項を明らかにしてき

た。これを実行に移すことを目的として、現在の社

会的要請に応えることができるように、WES 8701

「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準」の見

直しを進めてきた。同規格の 2013 年版の予防処置

では、「他社の倫理上のトラブル等も参考にして、

自らの組織で問題が発生する可能性を調査し、必要

に応じ予防処置を講じること」を例示している。

　一方、非破壊検査技術に係わる分野においても、

倫理面で問題のある事例が発生してきたことは否め

ない。最近では、2015 年 8 月 28 日付国土交通省

道路局のプレスリリースで公表された「落橋防止装

置等の溶接不良について」１）の中で指弾された「不

良データの隠蔽を行っていた」ことは、大きな社会

的注目を集めた。これに関与した非破壊検査技術

者の所属する検査会社は CIWの認定会社であった。

また、2015 年 12 月 22 日に発表された国土交通

省の中間報告では、不正な検査を行った会社として

新たに 3社が指摘され、そのうちの 1社は CIWの

認定会社であった。これを受けて、当協会 CIW認

定委員会では倫理委員会による厳正な処分を当該認

定会社に科すとともに、溶接構造物非破壊検査事業

者の認定基準であるWES 8701について倫理規定等

の更なる充実を図り、再発防止に努めることとした。

WES 8701:2016は、今年7月1日から適用される。

２．社会的要請の概要と改善の基本方針

　国士交通省では「落橋防止装置等の溶接不良に関

する有識者委員会」で調査を進め、その中間報告書２）

をとりまとめている。その中で、溶接業界や非破壊

検査業界の関係者に対して、自浄努力や制度の改善

等の取り組みを要請している。具体的には、非破壊

検査事業者の認定審査の厳格化や溶接管理技術者等

の認証における倫理規定の導入及び審査の厳格化を

図ることを求めている。また、ISO 9001 取得会社

の活用による品質管理の充実等を求めている。

　CIW 認定制度は、ISO 9001(JIS Q 9001) のマネ

ジメントシステムの基本的な考え方をほぼ全て採用

することに加えて倫理条項の要求を備えているが、

CIW各委員会において原因調査と再発防止の検討

を行った結果、主に以下の 2 項目を中心に更なる

改善をして、CIW 検査事業者認定制度を ISO 9001

と同等以上の制度とすることとした。

(1)ISO 9001 における経営者責任項目の CIW検査

事業者認定制度への追加

　経営者責任を要求する審査項目を追加し、経営者

の倫理に対する積極的なコミットメントや派遣等の

業務形態に左右されない管理責任の明確化を図る。

(2)CIW 検査事業者認定における審査の厳格化

　現在の品質マネジメントシステムで規定している

審査項目に前項及び発注者との契約内容の確認等の

項目を加え、審査の厳格化を図る。

３．WES 8701:2016 の改正内容

　社会の要請に対応するための基本方針を確保する
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ために実施した改正内容を、WES 8701:2016 附属

書 A及びその解説から抜粋して示す。

　(1)WES 8701:2016 附属書 Aの A.3.3 項に「執行

責任者は、倫理要綱を関係者に周知しなければなら

ない」及び「業務形態に左右されない管理体制の構

築」を追記した。

【附属書 A】

A.3.3 検査業務の倫理
　検査業務に係わる倫理要綱を定め運営・管理しな

ければならない。執行責任者は、倫理要綱を関係者

に周知しなければならない。要綱には、下記事項を

含めなければならない。

a) 業務形態に左右されない管理体制の構築

b) 検査手順書、適用される法令、規格、基準等に

基づく公正な検査の実施

c) 契約文書（見積書、検査手順書等）に倫理に係

わる事項の記述

d) 検査業務の遂行結果に対する偽造、ねつ（捏）

造等の不正な行為の禁止

e) 検査業務の遂行で知り得た情報の顧客以外への

漏えい禁止（法令等に基づく開示請求等がある場

合を除く。）

f) 検査業務に対する報酬以外のいかなる便益を含む

供与の禁止

g) 倫理要綱に違反した場合の罰則の制定

【解説】

3.27 検査業務の倫理（附属書 Aの A.3.3）
　執行責任者の責任を明確にするため、“ 執行責任

者は、倫理要綱を関係者に周知しなければならない”

を追記した。

　なお、要綱へ含むべき事項として “a) 業務形態に

左右されない管理体制の構築 ”を追記した。

　検査業務の倫理は、品質マネジメントシステムの

中で、検査会社としての最重要事項の一つである。

倫理に反する行為としては下記が考えられるが、組

織としては “ 絶対に行わない、行わせないという強

い意志をもつ。”ことを要求している。

①無資格者の就業

②記録の偽造、ねつ（捏）造（検査をしていないの

に、したかのように記録を作ること）

③検査結果の改ざん（検査結果が不合格であるのに、

合格とすること）

④不適切な検査機器等の使用

(2)WES 8701:2016 附属書 A の A.3.8 項及び解説

3.32 項に、「依頼、見積仕様書及び契約の内容の確

認」に関する要求事項について、次のとおり追記し

た。

【附属書 A】

A.3.8 依頼、見積仕様書及び契約の内容の確認
　事業者は、検査に関連する要求事項を契約前に確

認しなければならない。

　確認では、次の事項を実施しなければならない。

a) 要求事項を、契約前／工事実施前に顧客に確認

する。

b) 契約又は注文の要求事項を満たす能力をもって

いることを確認する。

c) 顧客がその要求事項を書面で示さない場合には、

顧客要求事項を受諾する前に確認する。

【解説】

3.32 依頼、見積仕様書及び契約の内容の確認
　　　（附属書 Aの A.3.8）
　事業者が検査に関連する要求事項を契約前に確認

することは、検査を行う上でも、またその後のトラ

ブルを防ぐ意味でも重要であるため、新たに規定に

盛り込んだ。

　契約の内容の確認には、以下の事項を含めなけれ

ばならない。

・社内検査及び受入検査の区分

・派遣契約、請負契約、業務委託、出向契約等の区

分

・法令、適用規格等

(3)WES 8701:2016 解説 3.23 項に、「品質方針」に

関する要求事項について、次のとおり追記した。

【解説】

3.23 品質マニュアルの作成（附属書 Aの A.2.1）
a) 品質方針は、次の事項を満たすことが望ましい。

1) 組織の目的に対して適切である。

2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステ

ムの有効性の継続的な改善に対するコミットメン

ト（責務／係わり／意思表示）を含む。
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3) 品質目標の設定及びレビュー（確認／評価）の

ための枠組みを与える。

4) 組織全体に伝達され、理解される。

5) 適切性の持続のためにレビューをする。

6) 倫理に関する事項を含む。

４．おわりに

　WES 8701:2016 の改正日とその適用開始日は、

2016 年 7月 1日である。この規定内容を適用した

品質マネジメントシステムへの速やかな移行を希望

している。本規格の運用開始日以降に行われる認定

審査は、新基準が適用されることになる。このため、

審査のための自己評価表及び記入ガイドは、今回の

改正を体現した改正版が適用されることに注意され

たい。

　今回のWES 8701 の改正は、社会的要請の強かっ

た倫理条項の改善と規格としての体裁の変更に留め

た。今後、品質マネジメントシステムとしての改善

についても議論を深め、CIW認定制度を充実・発

展させて溶接構造物の信頼性向上に向けて貢献でき

ることを目指していきたい。

≪参考文献≫
1) 国土交通省 道路局プレスリリース「落橋防止装置等の溶接不
良について」2015 年 8月 28日

2) 国土交通省 落橋防止装置等の溶接不良に関する有識者委員会
「中間報告書」2015 年 12 月 22日

2016 年度後期 各種試験・研修会のお知らせと
CIW認定申請のご案内

　2016 年度後期の溶接検査認定 (CIW認定 ) のた
めの技術者試験・更新審査と研修会の各日程につ
いて、以下のとおりお知らせ致します。
　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
きください。
１．CIW認定の技術者試験、研修会について
　試験及び研修会の各案内書・申込については、9
月上旬に認定事業者及び仮認定申請提出事業者の
CIW担当者宛に送付致します。
◎溶接部の検査に関する研修会
　東京／大阪：10月 22日 ( 土 ) ～ 23 日 ( 日 )
◎ CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の
　資格更新講習
　大　阪：10月 29日 ( 土 ) 
　東　京：10月 30日 ( 日 ) 
◎ 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 13日 ( 日 )
　2次試験
　東　京 ： 2017 年 1月 14日 ( 土 ) 予定 
　大　阪 ： 2017 年 1月 15日 ( 日 ) 予定
２．溶接検査認定 (CIW認定 ) 申請について
　WES 8701 に基づく CIW 認定は、毎年 4 月 1
日付、10月 1日付で認定しております。直近の本
年 10 月 1 日付認定の受付は既に終了しておりま
す。
　次回 (2017 年 4月 1日付 ) 認定の申請に関する
ご案内は、本年 10 月初旬に認定事業者及び仮認
定申請提出事業者の CIW担当者宛にご案内致しま
す。
　なお、当協会ホームページ (http://www.jwes.
or.jp/) にも掲載致しますのでご確認ください。ご
不明な点がございましたら CIW担当までお問合せ
ください。
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4．数値シミュレーションに学ぶ超音波探傷試験：
        割れの検出性

株式会社 IHI 検査計測 フェロー 　荒川　敬弘

１．はじめに
　超音波探傷試験を学び始めて随分時間が過ぎた。

振り返ると、答えが出ていそうでなお不透明感のあ

る課題が残されたように思える。自然欠陥というこ

とである。確かに 1980 年前後頃より、自然欠陥を

対象として定量化を図ることの重要性が指摘され、

多くの自然欠陥入りの試験体を作製してデータ採取

した。多くの知見は残ったが、それらが後世に引き

継がれたかと考えると疑問が残る。試験体は全てき

ずの実態を調査するために切り刻まれてしまった。

膨大なデータも埋もれてしまっているであろう。

　確かに現在も、Performance Demonstration の必

要性などが叫ばれている。実機に発生しうるきずの

形態を用いて検査能力及び技量を検証するものであ

る。この目的でWES 規格にもWES2005「鋼溶接

部の非破壊試験施工方法の確認試験方法」が制定さ

れている。しかし、自然欠陥を作製することの技術

的な困難さに加えてかなりの製作コストのかかるこ

とが足かせとなっている。

　一方、近年コンピュータ技術の発展に伴って計算

速度が飛躍的に速くなり、コンピュータシミュレー

ションが活用しやすくなってきた。これを活用し

て、自然欠陥模擬のシミュレーションを行い、過去

に得た自然欠陥の探傷に関わる知見と結びつけて解

釈することが重要ではないかと考えるようになって

きた。そこで、本誌をお借りして、いくつかの事例

について一緒に考えていこうと思う。今回は、割れ

面の反射指向性に関連した割れの検出性に関して考

えてみたい。

２．傾きのある平面きずの検出

　まず、平滑面に超音波が斜めに入射するときのエ

コー高さから考えてみよう。CIWテキスト「溶接

構造物の試験・検査」にもあるように、超音波が平

面きずへ斜めに入射する場合のきずからの相対エ

コー高さは、超音波の平面きずへの入射角があまり

大きくない範囲では次式で近似できる。

　ここで、λ：超音波の波長

　　　　2d1：斜角探触子の見掛けの振動子寸法

　　　　ψ：平面への超音波の入射角

　　　　t ：帯形平面きずの幅

　　　　（きず面に沿って図った高さ）

　　　　t ：円形平面きずの直径

　(1) 式の計算例を図 1に示す。4mmφの横穴を
対比きずとして、屈折角 45度で振動子寸法 10mm

（見掛けの振動子寸法：8.8mm）の斜角探触子で

探傷を行い、平面きずが深さ 60mm（距離ｘ＝

84.9mm）にある場合について計算している。図か

らも、超音波が斜めに平面に入射した場合、エコー

高さの低下の度合いは、より大きなきずの方が大き

く、より大きなきずの方が相対エコー高さはより低

くなる場合も生じ、検出しにくくなることがわかる。

　ここでは、平面からの反射波の相対エコー高さの

みを論じており、きずの端部で生じる散乱波のエ

コーレベルは無視している。とはいえ、検出レベル

を論じる上では少々困った現象であり、平面きずを

評価するには、きずの面に数度以内の傾きで超音波
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を入射する必要がありそうである。

３．割れの反射指向性

　海面や湖面を眺めていると、様々な景色の移ろい

に見とれることがある。風のない静かな水面は、鮮

やかに対岸の景色を映し、また風によって生じる波

の波頭がキラキラと光り輝くこともある。様々な波

の形に対して、光の反射が織りなす景観の多様性で

ある。

　前項で述べた平滑な平面きずは、全く風がなく波

のない水面の反射に相当しよう。自然界に発生する

割れの破面はむしろ波立つ水面に相当するかもしれ

ない。このような場合の超音波の反射はどのように

なるであろうか。図 2に、超音波の反射の様子を
模式的に示してみた。

　割れ面は、モザイク状に小さな面が互いに傾きを

持って連なっていると考えた。したがって、それぞ

れの面の傾きに応じて種々の方向に超音波が反射す

ることになる。かつ、分割された各面は、小さな面

積に分割されているので、反射の指向性も鈍くなる。

これらの反射波が合成されて、一枚の平滑面の場合

に比べて割れの反射指向性はかなり鈍くなり、より

検出できる超音波の入射方向が広がると考えられる。

　Civa シミュレーションソフトを用いて、これを

確認した。深さ 60mmの位置に、傾きを変化させ

た平面きず及び割れ模擬きずを設定し、これを周波

数 5MHz で屈折角 45度の斜角探触子（振動子寸法

10× 10mm）を前後走査させて最大エコー高さを

求め、同一形状のきずの面への入射角を変えた時の

エコー高さの変化を求めた。用いた割れの模擬形状

図 1　帯形平面きずに超音波が斜め入射する場合の相対エコー高さに及ぼす入射角及びきずの大きさの関係
（探触子：5C10 × 10A45、距離ｘ＝ 85mm場合）

図 2　割れ面での反射指向性を示す概念図
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は、図 3に示す横割れ（CIWテキスト「溶接構造
物の試験・検査 2008」p263 図 5.1.4）の断面形状

を図中に示すように直線でなぞって求め、同寸法の

平滑面のきずの場合と比較した。ただし、ここでは、

長手方向に対しては同一形状を持つとして、二次元

でのシミュレーションを行っている。

　検討した結果を図 4に示すが、平滑面に比べて
割れを模擬したきずでは、超音波反射の指向性は明

らかに鈍くなり、より広い方向からの探傷できずを

検出できると考えられる。一方、面に垂直方向に超

音波が入射したときの最大エコー高さは、割れモデ

ルの方が平滑面に比べて約 10dB 低くなっているの

図 3　コンピュータシミュレーションに用いた割れの形態（自然欠陥）
（直線で分割してモデル化）

図４　Civa シミュレーションでの帯形平面きずと水素割れモデルとのきずへの超音波の入射角度の影響の比較
（探触子：5C10 × 10A45、帯形きずの幅：0.53mm、距離ｘ＝ 85mm）
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がわかる。

　なお、著者は、かつて割れの検出確率の統計式を

導くために、溶接部に多くの水素による低温割れを

導入して試験したことがある。このとき、割れの長

手に直交する一断面で、垂直探傷、及びタンデム探

傷を含んで屈折角 7.5 度間隔の探触子で試験片の両

面両側から前後走査して最大エコー高さを求めた。

　この詳細な探傷での最大エコー高さを、探傷を間

引いて得られる最大エコー高さと比較して、両者の

エコー高さの分散の範囲を求めた。この結果、例

えば試験体の片面両側より垂直探傷と屈折角 45度

と 60度の探傷を行う場合のエコー高さは、極めて

詳細に全周方向からの探傷での最大エコー高さか

ら 16dB の範囲で分散して低下することが知られた

（図 5）。同時に、屈折角 15 度間隔（タンデム探傷

を屈折角 90度とみなす）で探傷すれば、更に詳細

な探傷を行ってもエコー高さがほとんど変化しない

ことも確認した。

　図 4においても、割れの傾きが約 40 ～ 55 度の
範囲でエコー高さに大きな変化は見られておらず、

屈折角 15度ごとの探傷で最大エコー高さに近いエ

コー高さが得られるのがわかる。

　一方、詳細に探傷して得られる最大エコー高さは、

割れ面に垂直に入射したときのエコー高さと考えて

よく、帯状平面きずの形状反射能率を用いてきずの

高さ（幅）を求め、試験体を切断して求めた寸法と

比較した。結果を図6に示している。平均で、エコー
高さより推定したきずの高さ（幅）は、公称探傷周

波数 5MHz の場合、実測値の 1/3（－ 10dB）であっ

た。帯形平面きずのエコー高さは、きずの高さ（幅）

図 5　詳細探傷（A type scans）と特定の方位の組合せ（C type scans）で得られた最大エコー高さの比較
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に比例するので、同じサイズの平面きずに対して、

割れのエコー高さは 10dB 低いといえ、図 4の結果
と一致した。図 6にシミュレーションでの図 4の
結果をも×点で示している。

４．まとめ

　図 6の関係より、同寸法の平滑面と割れ面のエ
コー高さは、ある程度の分散を伴いながらも一定の

相関があることがわかる。もし分散を無視すれば、

図 5の縦軸の詳細探傷での最大エコー高さは、形

状反射能率と図 6の関係よりきずの寸法に置き換
えることができる。

　φ4mm横穴を対比きずにして5MHzで探傷した

ときの詳細探傷による最大エコー高さから求めたき

ずの高さ寸法（有効ビーム幅より長い帯状の割れと

する）を図 5の右側の座標軸に示した。垂直探傷
を含み屈折角 45 度と 60 度の斜角探傷を溶接線の

両側から行った探傷（図５の横軸の探傷）で、検出
レベルを－ 14dB としたときに、－ 14dB の検出レ

ベルを示した割れを、さらに詳細に探傷すれば、H

点の－ 14dB から I 点の＋ 2dB まで分散したエコー

高さが得られることがわかる。

　図の右側の座標軸より、－ 14dB の H点に位置

する割れの高さは約 0.7mmである。従って、きず

高さ 0.7mm未満の割れの検出確率は 0％といえる。

一方、I 点の＋ 2dB の割れは、約 4.2mmのきず高

さの割れである。従って、きず高さ 4.2mm以上の

割れの検出確率は 100％であるといえる。H点と I

点の間の割れは、詳細探傷の最大エコー高さに応じ

て 0％から 100％に直線的に変化し、それぞれのき

ず高さの割れの検出確率が求められる。なお、割れ

の面の多様性に起因する図 6のばらつきを正規分
布として求めた検出確率式も求めている。

　ただし、今回の報告は検出確率を詳細に議論する

ものでなく、コンピュータシミュレーションの活用

に関する提案である。もし、実機で発生した割れの

形態のデータベースがあれば、今日のシミュレー

ション技術で解析し、より信頼できる検出確率を導

けるように思う。ただし、割れの形態を探してみる

とあるものは顕微鏡的であったり、あるものは形状

が不鮮明であったり、なかなか難しい。しかし、今

後多くの方の協力を得て、シミュレーションを活用

した定量化を検討していくことが重要ではないかと

思った。

　次回は、端部エコー法をテーマとして、スリット

と自然割れの差異について検討したいと考えてい

る。

参考資料
1) 荒川「非破壊検査基礎講座第 6回」ボイラー・クレーン・溶接
の Jitsu・Ten 実務＆展望、No.290 (2016.3)pp.27-363) 品質目
標の設定及 Liciptis, quonduc ervices et dem ina perei impri

図 6　詳細探傷（A type scans）で得られた最大エコー高さより形状反射能率を用いて求めた割れ高さの計算値と実割れ高さの比較
（周波数：5MHz）
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5．2016 国際ウエルディングショー

　「2016 国際ウエルディングショー」（日本溶接協

会・産報出版主催）は、8 万 8945 人の来場者数

を記録した。4 月 13 日―16 日の 4 日間、大阪市

住之江区のインテックス大阪に、初公開の高機能・

高付加価値製品・技術が一堂に会した。出展社数

は、大阪開催では過去最多の 216 社となった。プ

ロフェッショナルの実演を通じ技能伝承の意義を発

信する企画では、卓越の技に感嘆の声が相次ぎ、多

くの来場者の関心を集めた。

　1969 年の第 1 回から数えて 24 回目となる今回

のテーマは「ものづくりを革新する溶接・接合技術」。

ものづくりに不可欠な要素技術の一つである溶接を

キーワードに、溶接・接合専門展示会として認知さ

れる従来からの技術ショーの特徴に加え、トレード

ショーの色彩を強化し、産業界の直面する課題に一

つの方向性を示した。

　４年前の前回大阪開催に比べ出展社数は 10％増、

展示面積は 16％増となった。新規出展は 64 社で

全体の 3 割を、海外からの直接出展は 30 社に及び

全体の 15％を占めた。会場のいたるところでアー

ク光が輝きを放ち、多関節ロボットが軽快に動く様

は迫力満点。最新技術の初公開が多い点も本ウエル

ディングショーの特徴であり、溶接イベントの華で

ある。

　溶接材料は適用する産業別にターゲットを絞った

新製品や電源、ロボットとの組み合わせによる新た

な提案が目立った。溶接機はデジタル化技術が定着

し、本格的な普及時代に入った。低ひずみ溶接や高

速加工などレーザならではの加工技術も来場者を釘

付けにした。展示会場では最先端の機器による溶接

を見ることができる半面、技能伝承プラザでは溶接

技能者の熟練した技を間近に体感できた。この対極

とも言える実演の組み合わせも注目を集めた。

　日本溶接協会は、溶接界のイメージアップに向け

た活動の一環として、ウエルディングショーにあわ

せて制作した新しいコンセプトによる協会パンフ

レットや数点の溶接コミックを無償配布した。また、

近未来溶接女子の等身大パネルを展示するなど、若

年者・女性にも親しみやすい情報を積極的に発信し

た。

　新機軸の総合パンフレットは、「進め、溶接の世

界へ」のキャッチコピーのもと、写真を多用して各

種構造物や製品への適用例を紹介することによっ

て、溶接界共通の認識「溶接・接合は、ものづくり

にとって必要不可欠な基盤技術である」ことを強調

している。溶接レポートマンガ「現場からお伝えし

ます」は、溶接になじみの少ない読者を対象とした

新しい企画で、女性作者が研修機関で溶接を体験す

るところから始まり、鉄道車両、住宅、自動車、蒸

気タービン、草花剪定ばさみ、鍬の各製造現場を実

際に取材して、実体験をもとに溶接技術について分

かりやすくマンガで紹介している。女性はもちろん、

小中学生を含め、幅広い年齢層に楽しんでもらうこ

とを意図した内容に仕上がっている。

　非破壊検査機器・材料関連の出展社・団体は、ニー

ズの多様化や高品質・高精度化にターゲットを絞り

込む動きが目立つ一方、インフラに関わった広範な

顧客導入を目指す積極的な取り組みもみせていた。

主なブースを見ると、IHI 検査計測は、レーザクリー

【展示会レポート】

4 日間で 8 万 8945 人が来場
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ニング装置「レーザクリア」の新モデルとして開発

を進める同製品バックアップ型のコンセプトを発表

した。

　オリンパスはUT、ET のほか、長年同社が培って

きた光学技術を結集させ生まれた最新の工業用ビデ

オスコープなど、豊富なラインアップを出展。幅広

い来場者層へ自社で販売する製品をピーアールし

た。

　タセトは、焼け取り・研磨用・電解研磨液ステン

ケヤシリーズや電解装置エレファイナーＥ６０３な

ど従来と異なりパネル展示を中心として視覚的に来

場者に訴えかけていた。

　リガクは「Ｘ線透過検査のトータルソリューショ

ン提供」をテーマにブースを展開。簡単・小型・デ

ジタル化を進化させた成分分析計や検出器など、X

線メーカーならではの豊富なラインアップと各種装

置を組み合わせた様々な技術を紹介し、多様なニー

ズに応える同社の技術力をアピールした。

　日本溶接技術センターは、磁紛探傷試験、浸透探

傷試験兼用の溶接試験片（MP試験片）を出展。ま

た、同ブースでは AWS-CWI 資格の試験・講習会日

程、センター付属の日本溶接構造専門学校などをア

ピールした。

（文責・産報出版）

CIW検査業協会だより
一般社団法人 CIW検査業協会

☆第 4期第 7回（平成 28年度）通常総会の開催
　平成 28年度通常総会を 5月 17 日 ( 火 ) に浜松町
東京會舘において開催し、次の議案について審議を
行い、いずれも原案どおり承認されました。
　第 1号議案　平成 27年度事業報告 (案 ) 及び平成
27年度決算報告 ( 案 ) 承認の件
　第 2号議案　平成 27年監査報告の件
　第 3号議案　第 4期 ( 平成 28・29 年度 ) 役員承
認の件
　第 4号議案　平成 28年度事業計画 (案 ) 及び平成
28年度予算 ( 案 ) 承認の件
　第 5号議案　( 一社 )CIW検査業協会「会費に関す
る規定」( 案 ) 承認の件
　また、これに先立ち平成 28 年度第 2回理事会を
同日浜松町東京會舘において開催し、会務報告の他
通常総会や懇親会の議事進行について協議しまし
た。
　第3回理事会は、8月2日 (火 )に開催の予定です。

☆委員会活動計画
　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。
◆各地区ブロック会議を下記日程で計画中です。
　東日本地区　平成 28年 10月 4日 ( 火 ) 
　関西地区　　平成 28年 9月 28日 ( 水 )
　西日本地区　平成 28年 10月 6日 ( 木 )
◆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、佐賀県、長崎県、宮城県、山形県での開
催を、また、( 公社 ) 全国工業高等学校長協会の「夏
季講習会」は、平成 28 年 8月開催の研修としてそ
れぞれ計画中です。

☆今後の研修会予定について
①東京都知事が認定する研修会「建築物の工事にお
ける試験及び検査に関する研修会（鉄骨溶接部に
係る）」の本年度、第 2 回を平成 28 年 11 月 20
日 ( 日 )、第 3 回を平成 29 年 1 月 22 日 ( 日 ) に
東京で、第 4回を平成 29 年 2月 19 日 ( 日 ) に大
阪で
② NDI －レベル 3（基礎試験 ) のための受験対策講
習会を平成 28 年 9 月 3 日 ( 土 ) ～ 4( 日 ) に東京
で
③NDI －レベル 3（RT二次試験）（UT二次試験）（PT
二次試験）のための受験対策講習会を平成 28 年
10月下旬に東京で
④WES 8701:2016 における品質マネジメントの構
築に関する研修会平成 28 年 11 月 27 日 ( 日 ) に
東京で
⑤WES 8701:2016 における内部監査員養成のため
の研修会を平成 29年 2月 5日 ( 日 ) に東京で
　それぞれ開催を計画しています。
　詳細は、当協会ホームページ (http://www.ciw.
gr.jp) に掲載いたします。
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6．随想 ― 水道水
東亜非破壊検査株式会社 　村上　俊樹

　海外旅行に行くときに周りの人から必ず言われる

のが「生水を飲むとお腹を壊すから飲んではいけな

い」という言葉です。世界で水道の水が飲めるのは

十数ヵ国と言われているそうですが、私が以前安全

管理で駐在していた東南アジアの国も同様に水道水

を飲むと現地の人でもお腹を壊す人がいると言われ

ていました。ここでは日本の水道水のように高度浄

水処理をされた水道水を求めるのは無理ですから、

私たちはどうしてもミネラルウォーターを購入して

飲むことになります。

　しかし、そのミネラルウォーターを飲んでもお腹

を壊す人がいます。水にはマグネシウムイオンとカ

ルシウムイオンが含まれていて、水1,000ml に含ま

れているそのマグネシウムとカルシウムの量を表し

た数値を「硬度」と言います。WHO（世界保健機

関）の基準では硬度が120ml/L以下を「軟水」と言

い120ml/L以上を「硬水」と言うようです。私は高

校時代に化学部で水質検査をしていましたので硬度

も測定していましたが、水道水の硬度は60ml/L 程

度だったように覚えています。記憶は正しかったよ

うで、調べてみると日本の水道水はほとんどが軟水

のようです。しかし、東南アジアで購入していたミ

ネラルウォーターは、ほとんどがマグネシウムとカ

ルシウムが多く含まれている硬水だったのです。ど

うもこの違いでお腹を壊す人がいるようです。

　私は飲むわけではないので、日本のように高度浄

水処理をされていない現地の水道水を歯磨きやご飯

を炊くときのお米をとぐのに使用していましたが、

駐在員の中には現地の水道水は危ないと思ってミネ

ラルウォーターで歯磨きをしたり、お米をといだり

していた人がいたようです。それでもお腹を壊す人

がいましたので、現地の水道水で歯磨きをしても、

硬水のミネラルウォーターを飲んでもお腹を壊すこ

とはなかった私は、どうも水には強かったようです。

というよりミネラルを多く含んでいる硬水のミネラ

ルウォーターをおいしいと感じていたような気がし

ます。むしろ現地に順応しすぎた私は、日本に帰っ

てから日本の水道水を飲んでお腹を壊すこともあり

ました。

　現地の駐在員ですらこうですから、観光で行く場

合は当然お腹を壊す人がいます。観光に行く前には

現地の観光スポットを探すのと同時に硬水の水にも

慣れていた方が良いかも知れません。せっかく行っ

た海外旅行でお腹を壊して寝込んでいたのではもっ

たいないからですね。

　日本ではレストランに入るとお水が出てきますが、

東南アジアに住んでいると暑い中、レストランに入っ

てもミネラルウォーターは注文しないと出てきませ

ん。水は無料で出てくるものではなく買って飲むも

のだからです。しかし、注文しても冷えていないミ

ネラルウォーターや冷えていないビールが普通に出

てくることがあるため、氷を注文する場合がありま

す。ただ、氷は水よりも注意が必要です。ミネラル

ウォーターはペットボトルでもらえば新しい物だと

わかりますが、氷は有名なレストランでもミネラル

ウォーターで作っているとは限らないからです。現

地の人でさえお腹を壊すこともある水道水で作って

いるとしたら、いつもきれいな水を普通に飲んでい

る耐性のできていない日本人はひとたまりもないと

言えます。現実に知り合いの出張者が現地での最後

の晩にウイスキーに氷を入れて飲んだため、帰りの

飛行機でお腹を壊して大変だったことを聞きました。

　このように思い返してみると最近は日本でもペッ

トボトルのミネラルウォーターや浄水器を使ってよ

りおいしい水を求める人が増えてきているようです

が、安全清潔で24時間蛇口をひねれば、いつでも

四季それぞれにおいしいと感じることのできる水を

普通に飲める日本、コンビニで買ったミネラルウォー

ターでお腹を壊すことのない日本の水に感謝です。
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Vol. No. 発行年・号 目次

017-01 2003 Winter

1．年頭所感　藤田　　譲
2．年頭挨拶　逸見　俊一
3．年頭挨拶　徳田　京誠
4．年頭挨拶　春原　匡利
5．特集／試験所認定制度●非破壊検査事業者の試験所認定
制度について

6．特集／試験所認定制度●試験所認定における技能試験等
の取組みについて

7．新認証制度について
8．協議会だより
9．お知らせ
10．編集後記

017-02 2003 Spring

1．維持規格における欠陥評価法の概要
2．RTによるきず高さ測定法の開発　－ GUCHl 法による割
れのサイジング－

3．高温でのモニタリング
4．鋼板の突合せ溶接継手の放射線透過試験における精密試
験方法

5．第 12回 ASNT 主催の Annual Research Symposium 2003
及び ISOTC 135 ／ SC7 関連WG等への出席

6．協議会だより
7．ニューフェース
8．編集後記

017-03 2003 Summer

非破壊検査試験所認定制度発足にあたって
1．非破壊検査事業者の試験所認定制度の概要について
2．IIW溶接検査技術者制度の概要
3．トピックス　－UTによる PLR 配管サイジング精度向上
に関する確性試験について－

4．随想－ ((　)) は食わねど高楊枝
5．協議会だより
6．お知らせ
7．編集後記

017-04 2003 Autumn

特集●事故事例紹介
1．低温タンクの損傷
2．トルコ・コジャエリ地震、台湾・集集地震による石油タ
ンク被害

3．ナホトカ号の折損事故の原因解析
4．「食い違いずれの検査・補強マニュアル」刊行について
5．随想
6．協議会だより
7．ニューフェース
8．編集後記

018-01 2004 Winter

1．年頭所感　藤田　　譲
2．年頭挨拶　逸見　俊一
3．年頭挨拶　大木　典雄
4．年頭挨拶　春原　匡利
5．年頭挨拶　井須雄一郎
6．現場検査員に求められる品質マネジメントシステムにつ
いて

7．WES8706 にもとづく溶接構造物非破壊検査事業者等にお
ける要員登録のための研修会

8．東京都知事指定検査機関に関する基準等の改正について
9．協議会だより
10．お知らせ
11．編集後記

018-02 2004 Spring

1．屋外貯蔵タンクの保守点検
2．ラジオアイソトープ量の国際免除レベルの法令への取り
入れについて：非破壊検査会社からの要望

3．アナログ式探傷器とデジタル式探傷器の特徴について
4．建設省告示第 1464 号の運用に伴う建築鉄骨検査の見積・
積算項目の追加について

5．特例措置による IIW国際溶接検査技術者（IWIP）をめざ
す人に

6．随想－家庭菜園の艱難辛苦
7．協議会だより
8．編集後記　

018-03 2004 Summer

1．タンク底板の腐食を AEで評価できる？
2．光ファイバセンサを用いた構造物の変状計測
3．トピックス　－保安院、PDの早期制度化を提言－
4．わが社の教育訓練　－プラントメンテナンス編－
5．随想－笑学生
6．協議会だより
7．お知らせ
8．編集後記　

018-04 2004 Autumn

1．第 57回国際溶接学会（IIW）に出席して
2．事故が起こらなければ、事故は減らない
3．第 16回世界非破壊試験コンファレンスに参加して
4．建築鉄骨担当検査員の教育システムについて
5．【レポート】2004 国際ウエルディングショー
6．協議会だより
7．ニューフェース
8．編集後記　　

Vol. No. 発行年・号 目次

019-01 2005 Winter

1．年頭所感　宮田　隆司
2．年頭挨拶　逸見　俊一
3．年頭挨拶　春原　匡利
4．年頭挨拶　井須雄一郎
5．特別座談会
　　主任検査技術者全 6部門取得者が語る
　　溶接構造物の PDの現状と展望
6．試験所認定における技能試験について
7．協議会だより
8．編集後記

019-02 2005 Spring

1．地震に強い街づくり
2．溶接接合部の性能と検査～阪神・淡路大震災から 10年
3．GPS 津波計の開発
4．CIW試験問題（主任検査技術者）解説
5．随想－ 61年足跡：変わり行く町
6．協議会だより
7．ニューフェース
8．編集後記　

019-03 2005 Summer

1. PD 認証制度について
2. 「鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱」の一
部改正について

3. 「社団法人日本非破壊検査協会WEBシステム」のご紹介
4. 【レポート】HUBTEC 2005 ものづくり中部
5. 随想－ 神奈川県NDT技術交流会創立 10周年を迎えて
6. 協議会だより
7. お知らせ
8. 編集後記

019-04 2005 Autumn

1. FSW( 摩擦攪拌接合 ) の魅力と適用事例
2. レーザ溶接における品質管理のためのモニタリングとプロ
セス制御（前編）

3. ( 社 ) 日本溶接協会「溶接情報センター」構想とその進捗に
ついて

4. 発電用設備の溶接に関する製品認証制度について
5. 随想－ 思い出
6. 協議会だより
7. 編集後記

020-01 2006 Winter

1. 年頭所感　宮田　隆司
2. 年頭挨拶　逸見　俊一
3. 年頭挨拶　羽山　眞一
4. 年頭挨拶　金谷　輝範
5. 年頭挨拶　井須雄一郎
6. PD 資格試験と試験所の能力について―試験結果の評価と
技能試験の結果―

7. UT による SCC のき裂深さ測定について (1)
8. 心ここにあらずんば見えるものも見えず
9. RUMPES 創刊 20周年記念特集「CIW認定会社プロフィー
ル」

10. 協議会だより
11. お知らせ
12. 編集後記

020-02 2006 Spring

1. レーザ溶接における品質管理のためのモニタリングとプロ
セス制御（後編）

2. UT による SCC のき裂深さ測定について (2)
3. 食い違い、ずれ検査に関するアンケート結果について
4. 不正検査撲滅運動について
5. RUMPES 創刊 20周年記念特集「CIW認定会社プロフィー
ル」

6. 随想－構造計算書とコンピューター
7. 協議会だより
8. ニューフェース
9. 編集後記

020-03 2006 Summer

1. 特別座談会　非破壊検査会社における技術者の教育・訓練
のあり方

2. 【解説】CIW主任試験技術者試験問題―放射線検査（RT）
部門

3. RUMPES 創刊 20周年記念特集「CIW認定会社プロフィー
ル」

4. 随想－疲労破壊との戦い
5. 協議会だより
6. お知らせ
7. 編集後記

020-04 2006 Autumn

1. 平成 18年　改正建築基準法の概要　～中間検査も拡大強化～
2. 食い違い・ずれの検査に関する現状調査アンケートについて
3.【解説】CIW主任試験技術者問題―磁粉探傷検査（MT）部門
4.【解説】CIW主任試験技術者問題―渦流探傷検査（ET）部門
5. 首都高速道路橋脚部の疲労損傷と対策
6. RUMPES 創刊 20周年記念特集「CIW認定会社プロフィール」
7. 随想－ 検査人間の寝言物語
8. 協議会だより
9. ニューフェース
10. 編集後記

創刊 30周年記念特集　RUMPES の軌跡　総目次（Vol.17　No.1 ～ Vol.24　No.4）
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Vol. No. 発行年・号 目次

021-01 2007 Winter

1. 年頭所感　宮田　隆司
2. 年頭挨拶　逸見　俊一
3. 年頭挨拶　白川　和司
4. 年頭挨拶　金谷　輝範
5. 年頭挨拶　加藤　　寛
6. 外観試験に係わる実技研修における試験結果について
 　―WES8706 に基づく溶接構造物非破壊検査事業者におけ
　る要員登録のための研修会より―
7. WES 8701：2007 溶接構造物非破壊検査事業者等の認定
　基準について
8. 協議会だより
9. お知らせ
10. 編集後記

021-02 2007 Spring

1. 改正建築基準法の概要
2. CIW認定事業者の新基準への移行に関する運用方針
3. WES8706 に基づく研修会を終えるにあたって
4. 特別レポート
　　検査サービスが内質検査のデモ実施―東京都、確認検査
機関らが見学
5. 新技術紹介
　　エックス線によるコンクリート内部調査時の位置だし
6. わが社の教育訓練
7. 協議会だより
8. 編集後記

021-03 2007 Summer

1. 溶接構造物におけるリスクベース検査の活用
2. 新しい「鉄筋継手部検査技術者」制度について
3.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―超音波検査（UT）
部門

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
5. わが社の教育訓練
6.【ルポ】CIW協議会が内質検査研修会開く
7. 随想‐囲碁の面白さ
8. 協議会だより
9. 編集後記

021-04 2007 Autumn

1. 改正建築基準法の施行と今後の検査について
2. WES8701:2007「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基
準」に基づく「第 1回 CIW認定審査の概要と課題」につ
いて

3. わが社の教育訓練
4. 新技術紹介　
　　SLOFEC PIPESCAN（配管高速腐食検知システム）
5.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―浸透検査（PT）部
門

6. CIW認定に関するお知らせ
7. 随想―ゴルフと私
8. 協議会だより
9. 編集後記

022-01 2008 Winter

1. 年頭所感　宮田　隆司
2. 年頭挨拶　逸見　俊一
3. 年頭挨拶　仲江　　肇
4. 年頭挨拶　望月　国宏
5. 特別座談会
　　編集委員が語る広報誌「RUMPES」の展望
6. 遊戯具の点検について
7. CIW協議会、創立 25周年記念式典・祝賀会開く
8. 編集後記

022-02 2008 Spring

1. 食い違い・ずれの検査に関する現状調査アンケートについ
て

2. 設計者にとって検査とは
3.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―ひずみ測定 (SM)
部門

4. 新技術紹介― 「ヘリウム漏れ試験」の取り組み
5. わが社の教育訓練
6. 平成 20年 4月 1日付認定事業者について
7.【視点】厚労省、ボイラー自主検査制度の導入見送り
8. 随想― ヨーロッパのクリスマスマーケットを巡る
9. 協議会だより
10. 編集後記

022-03 2008 Summer

1. 「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説（日本
建築学会）」の改定

2. 第三者検査普及促進活動について
3.【解説】CIW検査技術管理者試験問題
4. 新技術紹介― 保守検査における TOFD 法の活用
5. わが社の教育訓練
6. 随想― 若き日の山行、そして今
7. 協議会だより
8. 平成 20年度後期　各種試験・研修会のお知らせと CIW認
定申請のご案内

9. 編集後記

022-04 2008 Autumn

1. 新基準に基づく認定への移行状況
2. WES8701:2007 による検査事業者における登録事業所に
ついて

3. 摩擦攪拌接合継手の非破壊検査
4. 鍛鋼品および溶接部の超音波探傷検査
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

6. わが社の教育訓練
7. 随想―遥かなるインカ、マチュピチュへの旅
8. 協議会だより
9. 平成 20年 10月 1日付認定事業者について
10. 編集後記

Vol. No. 発行年・号 目次

023-01 2009 Winter

1. 年頭所感　宮田　隆司
2. 年頭挨拶　逸見　俊一
3. 年頭挨拶　仲江　　肇
4. 年頭挨拶　望月　国宏
5. 年頭挨拶　坂　　眞澄
6. 羽田空港 D滑走路のジャケット製作における溶接品質の確
認について

7. 第 17 回WCNDT（世界非破壊試験会議）、ICNDT/PGP 会議、
ICNDT 総会、

　 ISOTC135/SC7/WG7 及び SC8 会議に出席して
8. JICA 国際溶接技術者研修における IWIP の教育訓練と資格
について

9. 協議会だより
10. 平成 21年度前期各種試験 ･研修会のお知らせと CIW認
定申請のご案内

11. 編集後記

023-02 2009 Spring

1. コースター車軸の検査方法について
2. 「海外における検査業務に関する調査」の概要報告
3. 溶接協会の国際対応について
4. 新技術紹介― 保守検査と最近の非破壊検査技術
5. CIW検査事業者におけるQMSと内部監査について
6. 随想―日本野球のWBC優勝（2006 年）とイチローの存在
意義

7. 協議会だより
8. 2009 年 4月 1日付認定事業者について
9. 編集後記

023-03 2009 Summer

1. 検査事業者における品質システムについて
2. 工業分野における放射線利用の経済規模について
3. CIW検査技術管理者・上級検査技術者試験の合格者の推移
4.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―放射線検査（RT） 
部門

5. わが社の教育訓練
6. 随想―趣味の話
7. 協議会だより
8. 平成 21年度後期各種試験・研修会のお知らせと CIW認定
申請のご案内

9. 編集後記

023-04 2009 Autumn

1. 超音波斜角探傷試験での残留エコーについて
2. 読者からのご意見に対するCIW検査事業者協議会技術委員
会の見解

   本誌 Vol.23 № 2「コースター車軸の検査方法について」
3.【解説】上級検査技術者試験問題――磁気検査（MT）部門
4. 新技術紹介――光ファイバ（FBG）センサによる高速動ひ
ずみ計測

5. 溶接検査事業者倫理委員会からの報告
6. 協議会だより
7. 2009 年 10 月 1日付認定事業者について
8. 編集後記

024-01 2010 Winter

1. 年頭所感　宮田　隆司
2. 年頭挨拶　小山貢美雄
3. 年頭挨拶　望月　国宏
4. 年頭挨拶　坂　　眞澄
5. 新春特別座談会
6. 協議会だより
7. 平成 22年度前期各種試験 ･研修会のお知らせと CIW認定
申請のご案内

8. 編集後記

024-02 2010 Spring

1. 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

2. アジア・太平洋非破壊試験会議（APCNDT2009）を振り返って
3.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―超音波検査（UT）
部門

4.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―電磁誘導検査（ET）
部門

5. 随想―39年（仕事＝旅行）
6. CIW認定に関するお知らせ
7. 編集後記

024-03 2010 Summer

1. 一般社団法人 CIW検査業協会
2. 食い違い・仕口のずれの検査に関する現状調査アンケート
結果と第三者検査普及促進活動について

3. コンクリートポンプ車への超音波探傷検査の適用について
4. 鉄筋継手部検査の最近の動向について
5.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―浸透検査（PT）部門
6.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―ひずみ測定（SM）部門
7. 随想―― 邯鄲の夢
8. CIW検査業協会だより
9. 平成 22年度後期　各種試験 ･研修会のお知らせ
10. 編集後記

024-04 2010 Autumn

1. CIW倫理委員会からの報告――橋梁溶接部検査（AUT）に
係る不適合問題について

2. 検査会社の企業倫理観
3. 溶接検査関係者のための溶接情報センターの歩き方
4.【解説】CIW検査技術管理者試験問題
5. 映像と実演を交えた超音波と渦電流試験による欠陥寸法測定
6. コンクリートポンプ車への超音波探傷検査の適用について
―その 2―

7. 新刊紹介「各種構造物に対する非破壊検査の法体系集」
8. 随想―― またいつかは、トライアスロン？
9. 1day インターンシップに参加して
10. 「JIMA2010 第 5回総合検査機器展」の見どころ
11. CIW検査業協会だより
12. 編集後記
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　イギリスの EU離脱が決まった。移民急増による失業の恐怖、EU支配への嫌悪、
Great Britainへの郷愁等がEU創設時の理念に勝ったといわれている。その影響は、
イギリスは勿論のこと、即座に世界中を揺るがし、我が国においても円高が急速
に進み、株価の大幅な下落をもたらした。今後、EUの結束はどうなっていくの
だろうか？　また、イギリスの将来は？　その上、米国の秋の大統領選において
トランプ氏が勝利したら世界はどうなってしまうのだろう？　心配の種が尽きな
い今日この頃である。
　さて、今回は「RUMPES 創刊 30 周年記念特集」として東京都の大熊建築構
造専門課長と ( 株 ) 九検の古賀社長に関連記事をご寄稿いただいた。非破壊検
査のプロではない方々にもご理解いただき、楽しんで読んでいただけるよう精
進したい。また、前 No.1、2 号と同様に RUMPES の軌跡として、過去発行分の
RUMPES 総目次を掲載した。参考にしていただけたら幸甚である。
　一方、我々の CIW認定活動に目を転じると、認定基準が改訂され、7月 1日
から適用されることとなった（WES 8701:2016 溶接構造物非破壊検査事業者等
の認定基準）。昨年来の一連の不祥事を受け、倫理規定の更なる充実、依頼、見
積仕様書及び契約の内容の確認などが盛り込まれた。これについては、寺田運営
委員長にその概要を紹介いただいた。関係各位におかれては速やかに周知願いた
い。
　このほかにも、UTの権威である荒川氏による「数値シミュレーションに学ぶ
超音波試験」。2016 年国際ウエルディングショーの紹介、東南アジアの水事情な
どの記事を掲載した。それぞれ興味を持っていただけたら幸いである。       (M.E)




