Vol.30 No.4 Autumn, 2016
「RUMPES」創刊 30 周年記念座談会
CIW の将来を語る
RUMPES 創刊 30 周年に寄せて
数値シミュレーションに学ぶ超音波探傷試験：
第 2 回 端部エコー法
倫理に関して思うこと

随想 ― 非破壊検査と品質管理について
CIW 認定に関するお知らせ
展示会レポート
「メンテナンス・レジリエンス TOKYO2016」
CIW 検査業協会だより
RUMPES の軌跡 総目次

創刊 30 周年記念特集

目

次

【創刊 30 周年記念特集】
1. 「RUMPES」創刊 30 周年記念座談会
CIW の将来を語る

………………………………………………………………

2. RUMPES 創刊 30 周年に寄せて

遠藤

………………………………

3. 数値シミュレーションに学ぶ超音波探傷試験：第 2 回

8

端部エコー法

……………………………………………………………………
4. 倫理に関して思うこと

修治

1

荒川

敬弘

9

…………………………………………

加藤

和彦

13

………………

森田

雄介

14

5. 随想 ―― 非破壊検査と品質管理について
6. CIW 認定に関するお知らせ

…………………………………………………

15

7. 【展示会レポート】「メンテナンス・レジリエンス TOKYO2016」
……………………………………………………………………………………
CIW 検査業協会だより
7. RUMPES の軌跡

8.

…………………………………………………………

16
17

総目次（Vol.25 No.1 〜 Vol.30 No.4）

……………………………………………………………………………………

18

…………………………………………………………………………

20

編集後記

お知らせ
「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 29 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

RUMPES（ランプス）とは：
非破壊検査部門の頭文字 R(RT)，U(UT)，M(MT)，P(PT)，E(ET)，S(ST) を採ったも
のである。

1．「RUMPES」創刊 30 周年記念座談会

CIW の将来を語る

< 出席者 >( 順不同 )

逸見

俊一氏（一般社団法人 CIW 検査業協会会長）

笠岡

和昭氏（一般社団法人 CIW 検査業協会、
明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー委員会委員長）

竹中
江端

克己氏（一般社団法人日本非破壊検査協会副会長）
誠氏（一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会広報委員会通信編集委員会委員長）

< 司会 >

大岡

紀一 氏（学校法人ものつくり大学特別客員教授）
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大岡

本日はお忙しい中、ご出席いただきありがと

うございます。今回は、日本溶接協会（以下、溶接
協会）溶接検査認定（CIW）委員会が発行する CIW
通信「RUMPES」の創刊 30 周年にあたり、CIW の
将来をテーマに掲げる座談会を企画しました。私は
司会進行を務めさせていただく、ものつくり大学の
大岡です。本日は宜しくお願いします。さて、今回
の座談会では CIW 検査業協会（以下、検査業協会）
から逸見、笠岡両氏、日本非破壊検査協会（以下、
JSNDI）から竹中氏、そして RUMPES 編集委員長

逸見

を務める江端氏に出席いただき、創刊 30 周年記念

俊一氏

特集の一環として、CIW の更なる普及・拡大、検

査という言葉一つとっても、一般的に浸透している

査技術者の地位向上などについて、忌憚のないご意

かと問われたら、いまだ不十分な状況であることは

見をいただきたいと思います。それでは、検査業協

否めません。業界や団体、そして非破壊検査という

会各位から自己紹介をお願いします。

言葉自体知らないという状況下では、検査技術者の

逸見

地位向上などあり得ないと思うのです。そもそも次

検査サービスの逸見です。検査業協会の会長

を務めて 9 期目を迎えました。

世代セミナーの構想は、こうした背景から提唱した

笠岡

ものなのです。

シーエックスアールの笠岡です。検査業協会

が主管団体となる明日を担う次世代のための非破壊

大岡

検査セミナー委員会（以下、次世代セミナー委員会）

が重要であるということですね。

で委員長を務めています。

逸見

竹中

管団体となり、JSNDI、日本溶接技術センターの３

非破壊検査の竹中です。今年 6 月から JSNDI

まず広く一般に非破壊検査が認知されること
はい。次世代セミナー委員会は、当協会が主

の副会長を務めています。

団体で構成しています。その目的はセミナーを通じ

江端 RUMPES 編集委員長の江端です。この場を

て高校生と教職員に非破壊検査がどういうものなの

借りて、本誌創刊 30 周年にあたり関係各位に御礼

か知ってもらうこと。さらに、実技を通じて非破壊

申し上げます。RUMPES の制作を担当する通信編

検査を体験してもらうことにあります。非破壊検査

集委員会は、CIW 委員会の広報委員会の下位機関

という言葉すら認知されていない中で、地位向上を

に位置付けられます。私は広報委員会の委員長も務

望むことは難しいと思うのです。

めており、関係機関を訪ねて CIW 認定制度の広報

大岡

笠岡委員長はいかがですか。

活動を展開しています。

笠岡

改めて説明させていただくと、次世代セミ

次世代に向け非破壊検査を PR
大岡

ナーは、諸分野で勉学に励む高校生及び教職員を対
象に座学と実技で構成する一日コースのセミナーを

ありがとうございます。早速本題に入りたい

開講し、構造物や都市の安全を支える非破壊検査技

と思います。CIW の将来を語るうえで、常に話題

術を紹介する企画です。また、各種工業製品や社会

の一つに挙げられるのが、検査技術者の地位向上で

資本の品質確保に加え、製品開発・文化研究などさ

す。まずは検査技術者の地位向上について、出席者

まざまな分野に適用される非破壊検査を知り、非破

各位がどのように捉えているのかお聞きしたいと思

壊検査が社会を担う技術であることを認識してもら

います。逸見会長、いかがですか。

う活動です。本セミナーを通じて地域産業を担う、

逸見

確かに検査技術者の地位向上は、検査業界内

延いては日本の産業を担う人材育成の一助になれば

で言われて久しい課題の一つです。ただ、非破壊検

幸いとの思いで全国展開という大きな目標に掲げ活
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当協会が実施した CIW に関するアンケート

で「地方では CIW の知名度は 50％ぐらいしかない」
との回答がありました。捉え方はいろいろあるで
しょうが、個人的にはその意見が非常にうれしかっ
たのです。私が 40 歳で当協会の役員に就いた当時
「CIW の知名度は地方ではほとんどない」と話題に
上っていたことを踏まえれば大きな前進です。ま
た、東京都の鉄骨溶接部検査機関登録制度の運用に
あたっては、当協会が東京都鉄骨溶接部検査機関登
笠岡

和昭氏

動しています。
第１回から後援いただいている文部科学省、国土

録制度審査事務指定機関に位置付けられているよう
に、CIW は着実に普及してきたと実感する部分も
あります。
しかしながら、CIW の認知度に関して、現状に

交通省、経済産業省をはじめ、関係機関、さらに実

満足しているかと問われれば、そうではありません。

際の座学の席でも、こうした趣旨を繰り返し説明し

CIW、延いては検査技術者の地位向上を目指すのな

ています。

らば、CIW の認知度がさらに向上しない限り、実

大岡 竹中副会長はいかがですか。

現は難しいと思うのです。端的に言えば、とにかく

竹中 次世代セミナー委員会については、立ち上げ

CIW をピーアールして、まず名称を覚えてもらう。

に際して JSNDI の庶務担当理事として準備会合に

その上で、活動内容について理解していただく。ま

出席しました。当社では従来から工業高校などで非

た、業界の将来を見据えれば、広く若い世代に知っ

破壊検査教育を支援してきた経緯があります。今年

てもらうことも念頭に置きながら、これまで協会運

８月の佐賀県でセミナー開催は第 13 回を数えると

営に努めてきた次第です。

のことですが、やはり継続は力なりということで当

大岡

社もいろいろとお手伝いをさせていただいていると

代に非破壊検査をピーアールしているわけですが、

ころです。本セミナーを通じて若者に非破壊検査を

CIW の観点からはいかがですか。

知ってもらうことは、本日のテーマである CIW の

笠岡

将来を考えるうえでも重要な要素の一つになると考

点を当てた広報活動に期待します。私はシーエック

えます。

スアールに入社以来 45 年、いろいろな業種の検査

CIW の認知度
大岡

笠岡委員長は次世代セミナーを通して若い世

CIW が検査事業者を認定していることに焦

業務に携わってきました。特に製造機器と稼働機器
という全く視点が異なる双方の検査業務を担当でき

私も今年 2 月、茨城県立水戸工業高校で開

たことは個人的に貴重な経験となりましたが、一方

催された第 11 回セミナーを東関東非破壊検査研究

で社会的地位の高い海外の検査員制度との違いをま

会の顧問として視察し、RT の実技ではセミナー委

ざまざと見せつけられ複雑な思いにかられたことも

員会の講師、生徒に混じって補足説明をする機会が

事実であり、現状においても検査技術者の地位向上

ありました。確かに次世代に向けて、非破壊検査を

に向けた取り組みは若干力強さに欠ける部分がある

紹介することは意義深い活動であると考えます。さ

と思います。

て、先ほど逸見会長から、検査技術者の地位向上の
前提として、非破壊検査の認知度向上が重要との指

検査技術者の地位向上

摘がありましたが、CIW の認知度という観点では

大岡

いかがでしょうか。

度を認証機関として実施しているわけですが、竹中

JSNDI では非破壊試験技術者の資格・認証制

3

てはレベル 2 からレベル 3 へのランクアップが困
難との指摘もあるようですが、逸見会長、検査事業
者にとってレベル 3 の必要性という観点ではいか
がですか。
逸見

間違いなく必要です。かつては 1 級（現・

レベル 3）保有者が判定を行うという JSNDI の方針
に沿って、建築分野では多くの検査会社がこぞって
1 級取得に励みました。その結果、建築分野では
UT １級の資格登録が増えるとともに、資格自体が
竹中

克己氏

認知されるようになった経緯があります。ここまで
パイが広がった資格を継続保有できなくなる、ある

副会長は本日議論の対象になっている検査技術者の

いは新規取得が困難になる影響は非常に大きいと危

地位、社会的な知名度といった点で何か意見はござ

惧しています。

いますか。

大岡

竹中

ル 3 の位置付けについて、どのような考えをお持

今年の春の段階で JSNDI が認証する資格登

笠岡委員長は検査業協会の一員として、レベ

録件数は 9 万件を超えています。もちろん、1 人

ちですか。

で複数の資格を取得しているので人数ベースでは 9

笠岡

万より少なくなるわけですが、日本の資格登録件数

関して幅広く知っていなければならないということ

は世界でも群を抜いています。世界一の資格保有国

です。そういう意味では、溶接協会では CIW を通

という実態がある半面、検査技術者の需要と供給に

じて溶接と非破壊検査を一対で教育しています。私

関しては議論の余地があると考えます。

も同感で溶接と非破壊検査が両立しなければ検査技

大岡

具体的には。

術者ではないと思うのです。大岡氏が常々指摘され

竹中

私はコンクリート診断士と、JSNDI の総合管

る外観目視の造詣をはじめ、材料力学に関しても相

理技術者、溶接協会の検査技術管理者の各資格を保

応の理解が求められます。溶接に関する幅広い知見

有しているのですが、コンクリート分野に携わる技

を求める溶接協会の CIW も上級検査技術者以上の

術者でこれらの資格をすべて保有するケースは希で

資格の要件はレベル 3 資格であり、発注側にとっ

あり、一技術者として多くのお声掛けをいただいて

ても安心を担保する意味で、レベル 3 はレベル 2

いるのが実情です。手前味噌ではありますが、複数

とは峻別される資格であり、それゆえに必要である

の専門的知識を持ち、関連する技術をさらに高めて

という認識です。

いくことによって、顧客から重宝される一つの例と

竹中

言えるのではないでしょうか。技術者の地位向上を

は、レベル 1 が 39％、レベル 2 が 26％、レベル

図るうえでは、資格に応じて仕事に責任を持たせる

3 が 12％となっております。JSNDI では機関誌「非

ことはもちろんですが、顧客の要求に応えるために

破壊検査」の「NDT フラッシュ」を通じて、正答

相応の資格を取得することも重要ではないでしょう

率の低い問題の解説や実技試験のポイントなどの継

か。

続的な情報発信に努めているところです。

大岡

個々の資格のレベルに応じた検査業務や、そ

の選択に関しては竹中副会長のご指摘のとおり、い

私が考えるレベル 3 の位置付けは、検査に

参考までに 2015 年度の新規受験の合格率

溶接と非破壊検査を一対で

ろいろなケースが考えられます。また、資格登録件

大岡

数が世界で最も多い状況にあって、技術者の数が議

一対で捉えるところが CIW の長所であるといった

論の対象になることもあります。検査事業者にとっ

ご指摘を受けて、江端委員長の考えはいかがですか。
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CIW の特徴は、今正に指摘のあった溶接と

非破壊検査双方を知っているということであり、こ
れこそ CIW のセールスポイントではないでしょう
か。広報委員会がピーアールに用いる資料には「CIW
認定検査会社は溶接構造物の優良病院」「CIW 認定
検査会社は社会の安全・安心を組織で守る」と明記
しています。つまり、医者は人の体をよく知らなけ
ればいい診断はできないですよね。そういう意味で、
やはり溶接の検査に携わるならば、どんなところに
どういう欠陥が出やすいかといった知識が必要条件
江端

であり、それを踏まえて非破壊検査を適用する。そ
ういう立場で説明しているのです。
本日のテーマである検査技術者の地位向上に関し

誠氏

えています。
大岡

私も溶接と非破壊検査を一対で捉えて知識を

て、CIW の立場とすれば、検査技術者という個人

深めていくことに異論はありません。特に非破壊検

の地位を向上させようとするならば、やはり前提と

査については、確立された技術を用いて個々の技術

して検査技術者が所属する検査事業者の地位が向上

者が自信を持って検査に臨むことが重要であると考

しなければならないというスタンスです。したがっ

えます。さきほどご指摘があったように、自信を持

て、CIW は検査事業者のピーアールに努めていく。

つためには技術者自身の人間性も大きく関係してく

では、検査事業者として地位向上を図るためには何

ると思います。それを個人に求めるか、検査事業者

が必要かと問われれば、非破壊検査の重要性を社会

に求めるかという議論があるわけですが、真剣に取

に訴えていく。
もうこれしかないのかなと思います。

り組めばどちらも到達するところは一緒だと思うの

一方で、非破壊検査は間違いなく実施して当たり

です。したがって、個人に関しては、JSNDI で適切

前というサービスですから、仮に間違いを起こした

な教育と訓練を受けた技術者に資格を与える。一方、

ら大変な社会問題になるわけです。当たり前にやっ

個人の能力を十分に発揮させることは経営者の責任

ていたら、何もなかったようにニュースにもなりま

でもあり、CIW は検査事業者の認定を通じて安全

せん。ですから、社会に対して、非破壊検査は大切

を担保するという社会の要求に応えることが一つの

であるということをどのように広報していくのか、

旗頭になると考えます。

業界を挙げて考えていかなければならない課題であ
ると認識しています。
また、検査業界に限った話ではありませんが、検

建築分野以外への展開
大岡

さて、CIW はこれまで、建築分野を中心に

査に携わる技術者の人間性も非常に重要であると考

認知され、活動の幅を広げてきたことは言うまでも

えます。検査業務を通じ技術者がさまざまな組織と

ありませんが、検査業協会では、建築分野以外に拡

関わりを持つ場合、非破壊検査に関してよく理解し

大を図りたい分野に関して、青写真は描いているの

ている、人間的にもしっかりしているなどと評価さ

ですか。

れることにより、当事者は非破壊検査に携わること

逸見

にプライドを持ち、周りからリスペクトされること

ますが、プラント関係の話を聞くと、明文化はされ

によって、個人の地位向上、さらには検査事業者の

ていないものの、検査会社への発注にあたっては、

地位向上につながっていくのではないでしょうか。

CIW は当然対象になっているとのことです。
「認定

やはり検査事業者としての地位向上は、CIW の更

されていない会社は使わない」という認識のようで

なる社会的認知を図る我々の大きな使命であると捉

す。したがって、他の分野でも一つの判断基準とし

指摘の通り、現状、建築が主体にはなってい

5

て認知されている実態はあるわけで、あまり建築に
こだわる必要はないと思うところもあります。
我々が建築分野にターゲットを絞った背景には、
業界の規模が大きく関わっているのです。省庁から
は以前「この規模で団体ができるのか」と指摘され
たことがあります。行政担当者がこうした印象を抱
くように、他の業界と比較して検査会社の数は非常
に少ないのです。規模的に限りがある中で、対外的
に認めてもらうための近道が建築分野であり、これ
まで当協会として最善の道を探りながらがむしゃら
大岡

に協会運営に努めてきました。
会員からも「建築だけではないか」と指摘を受け

紀一氏

のです。

ることがあります。ただ、建築分野で認知されてき

大岡

たことは決してマイナスではありません。例えば、

男先生も生前よくおっしゃっていたことですね。
「試

次世代セミナーの後援申請では、国交省の承認を足

験がある以上は 100 点取らなければならない。70

掛かりに、文科省、経産省と支持を広げた実績もあ

点では、残りの 30 点のところの仕事に遭遇したと

ります。

きに、結局解決できないのだから。30 点に相当す

江端

広報委員会としても、逸見会長の発言のと

る分はどこかで勉強してカバーをしなければならな

おり、建築分野では東京都をはじめ行政庁レベル

い」と言われたことを思い出します。やはり 100

で CIW は相当認知されていると感じます。そこで、

点満点ならば 100 点を目指すことがある意味では

建築以外の分野でもう 1 本柱を立てることが現在

大事なことであると思います。

の目標です。
大岡

今、一番期待の持てそうな柱は何ですか。

江端

期待するのは橋梁関係ですね。ただ、落橋防

それは CIW の立ち上げに尽力された仙田富

人材の確保
大岡

本日は次世代に対する非破壊検査の普及活動

止装置をめぐる一連の問題で状況は一変しました。

から検査技術者のレベルアップまで、さまざまな話

笠岡

題について有意義なご意見をいただいております

我々も次世代セミナー立ち上げにあたり、国

交省担当者と面会して、全国展開を図る心意気を説

が、検査会社を志望する若者は増えているのですか。

明し、意気揚々と席を立とうとしたとき、その担当

竹中

者から「ところで、CIW というと以前問題を起こ

中の学生が比較的多く集まります。ただ、内定出

した会社がありましたよね」と指摘され、落胆した

しても辞退するケースがあり、依然として 3K とか

ことがあります。

4K という職種であるとの印象があるせいか、なか

逸見

彼らは最初から知っていながら聞き役に回っ

なか若手が来ないという気がします。検査会社を志

ていたわけです。こうした情報は必ず把握していま

望する若手を増やしていくためにも、やはり魅力あ

すから。したがって、一度問題を起こしてしまうと、

る業界にしていくことが重要であると考えます。

なかなかそれをカバーしていくのは難しいですね。

逸見

竹中

私がいつも言うことなのですが、CIW の試

語る以前に、なかなか人が集まらないのが実情なの

験もそうですけど言い方によっては 70 点で合格す

です。入社してもすぐに退職する事例もあります。

るのです。現場の仕事は 100 点でないと絶対納得

中にはレベル 2 に合格しているのに先を見て辞め

していただけません。ですから、70 点で合格した

てしまうケースもあります。今後も同様の試験を続

から、現場の仕事も 70 点でいいでは話が通らない

けていかなければならないのか、さらに上のレベル
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当社の場合、会社説明会を開くと、就職活動

竹中副会長の指摘のとおり、CIW の将来を

CIW 通信

もあるといった一種の不安にかられるのです。

Vol.30 No.4 Autumn, 2016

さて、早いもので残り時間もわずかになってまい

特に建築の場合は、多くの資格取得が求められま

りました。本日の議論の中では、すでに建築分野で

す。JSNDI に加え、鉄筋関係もあれば、JSSC（日本

認知されている CIW に関して、検査業協会から普

鋼構造協会）の資格など、すべて一人で取得しなけ

及活動の経緯を説明いただいた上で、今後、他の分

ればなりません。それがある期間ごとに更新を繰り

野に水平展開を図るためには、溶接と非破壊検査を

かえすことで、今の若い世代は自ら置かれた環境に

一対で捉える CIW の特徴は理解をしていても、普

自信をなくしてしまうのです。

及拡大のきっかけを掴みきれていない実情を再認識

人材確保の観点で要望するなら、産業界に資する

しました。今後は種々の機会を捉えて広報活動を通

資格であるならば、産業界の存続を念頭に置いた試

じ、積極的に情報を発信していくことが大事である

験制度であってほしいと切に思います。もちろん技

と思います。

量試験ですから、必要に応じた試験の実施は当然か

そういう中で、本誌「RUMPES」をどのように活

もしれませんが、資格の安定保有は CIW の将来に

用していくかということですが、編集委員会が内容

もつながる問題です。実際、資格が継続できず既に

の更なる充実を図ることによって、CIW の更なる

廃業した会社もあります。更新試験に不合格となっ

普及に向けた方向付けをより明確にするための取り

たことで、話は会社の存続へと発展するのです。

組みも多少必要ではないかと感じております。

検査会社にも反省すべきところは多々あると認識

本誌創刊 30 周年にあたっては、これまで関係機

した上で、産業界に資する試験ならば、産業界に見

関・認定事業者などから数多くの祝辞をいただいて

合った試験制度であるべきであるし、人材確保の観

おります。中でも、Vol.30No.3 に掲載された東京都

点からもぜひ議論していただきたい喫緊の課題です

多摩建築指導事務所の大熊久理子建築構造専門課長

ね。

による「RUMPES に期待すること」には「検査技術

大岡 本日は新しい技術に関する討論に十分な時間

の最新情報のみならず、近年の様々な建設業界の事

を割くことができませんでしたが、最近、海外では

件を踏まえ、公平な立場（倫理）に関する記事のよ

TOFD やフェーズドアレイ、デジタルラジオグラ

り一層の充実と適切なタイミングでの掲載を、お願

フィなどに関する議論が活発に行われています。将

いいたします」との記述があります。

来、規格が整備されて、広く実用化に移行する際に

正にそういう意味では、今回の座談会を通じて、

は、講習会の必要性が一段と高まります。そうなる

また一層 CIW が飛躍する機会になればと期待して

とますます若い技術者が求められることになるわけ

おります。以上をもちまして、座談会を終了させて

で、魅力ある業界とともに人材の確保に向けて、関

いただきます。本日はありがとうございました。

係者の相互理解が求められることになるでしょう。
7
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2．RUMPES 創刊 30 周年に寄せて
経済産業省産業技術環境局国際標準課
CIW 通信「RUMPES」創刊 30 周年、おめでとう
ございます。一般社団法人日本溶接協会溶接検査認
定委員会及びこれまで RUMPES の刊行に関わって
こられた皆様方にお祝い申し上げます。

課長補佐

遠藤

修治

・前項及び発注者との契約内容の確認等を認定審
査の項目に加える。
CIW 認定制度の骨格を定める ISO 9001 について
は、昨年 9 月に大幅な改正がありました。RUMPES

非破壊検査は、言うまでもなく、構造物・機械等

（Summer 2015）でも紹介されていますが、旧規格

の健全性・信頼性を保証するための重要な技術であ

と比較して、特に内容的に強化された事項をご説明

り、これらを実現するために各種規格・基準が定め

いたします。

られています。
皆様には日頃から、経済産業省の基準認証政策

【箇条 4：組織の状況】では、社内・社外の課題
を明確にして、顧客だけでなく利害関係者の

（JIS・ISO 規格の策定、JIS マーク表示制度の運用、

ニーズ及び期待を広く理解して、品質マネジメ

適合性認証制度の運用）に御理解御尽力を頂いてお

ントシステムの適用範囲を決定することが求め

りますこと、厚く御礼申し上げます。

られています。

まず、JIS Z 2305 をはじめとし非破壊検査に関

【箇条 5：リーダーシップ】では、品質マネジメ

する JIS 規格の改正内容については、RUMPES の特

ントシステムを事業戦略と一致させて、経営者

集で分りやすくご紹介いただいており、JIS 規格の

が関与していることや、経営者が品質マネジメ

普及にあたって強力な発信機能を果たしていただい

ントシステムの有効性の説明をすることが求め

ているものと認識しております。

られています。

また、昨年発覚した落橋防止装置等の溶接不良を

【箇条 6：計画】では、各業務・プロセスで予測

契機に、国土交通省が昨年 12 月に「落橋防止装置

されるリスクと変化を認識し、これらに対する

等の溶接不良に関する有識者委員会」中間報告書を

取組みを品質マネジメントシステムに織込むこ

取りまとめました。その結果を踏まえ、業界全体

とに加えて、取組みの有効性を評価することが

でコンプライアンス上の課題解決に取り組むべく、

求められています。

RUMPES で多くの誌面が割かれてきたことは皆様
の記憶にも新しいのではないでしょうか。

今般の ISO 9001 の改正では、品質マネジメント
システムにおいて、リスクの特定・分析・管理を適

その要諦となる CIW 認定制度の基本的な考え方

切に行うことが重視されています。非破壊検査業界

としては、ISO 9001：2008（JIS Q 9001：2008）

におかれましても、経営者のよりいっそう強いリー

の品質マネジメントシステムのフレームワークを採

ダーシップの下、高品質の製品・サービスが提供さ

用していること及び倫理条項の要求を備えている

れ続けるために、改めて ISO 9001 に対する理解を

ことが挙げられます。現在、以下 2 つの観点から、

深めていただければ幸いです。

WES（日本溶接協会規格）の改正を含めて、CIW 認

最後になりますが、今後とも RUMPES が、非破

定制度の改善に向けた対応を進められていると聞い

壊検査を通じて我が国の産業基盤を支えておられる

ております。

皆様方にとって、重要な情報発信及び情報共有の

・経営者の倫理に対する積極的なコミットメント
及び派遣等の業務形態に左右されない管理体制
の明確化を追加する。
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ツールであり続けることを祈念しております。

3．数値シミュレーションに学ぶ超音波探傷試験：
第 2 回 端部エコー法
株式会社 IHI 検査計測 フェロー

荒川

敬弘

表示した結果である。全ての探傷波形を細い点線で

１．はじめに

表し、代表的な 2 か所の位置の探傷波形を太い実

前回は、割れの検出性を理解するうえで、実際の

線と破線で表している。代表的な波形よりわかるよ

割れの断面形状を模擬した数値シミュレーションが

うに、超音波の伝搬距離の異なる位置に生じた二つ

有効であることを示した。今回は、割れの端部エコー

のエコーで探傷波形が構成されている。探触子を前

法についてシミュレーションを用いて検討してみよ

後走査すると、この二つのエコーのピーク位置は、

う。

なだらかな放物線を描く。

端部エコー法は、CIW テキスト「溶接構造物の
１）

二つのエコーの中で、ビーム路程の短いところの

試験・検査 2008」にも解説があり 、関心を持た

ピークは、きずの上端からの散乱波によるエコーで、

れた方も多いと思う。また、スリットを設けた試験

これの包絡線を細い一点鎖線で示している。また、

片で簡便に試験できるので、確認された方も多いか

後方のピークはきずの下端からの散乱波によるもの

と思う。しかし、実際のきずに出くわしたときに、

で、細い実線でピークの包絡線を表している。

スリットを用いた確認試験とかなり異なる様相の探

太い破線で示した探傷波形は、きずの上端からの

傷波形に出会い、戸惑われた方もおられると思う。

散乱波が細い一点鎖線で示す包絡線の最大値付近に

今回は、このあたりの様子をシミュレーションで見

あり、超音波ビームの中心軸がきずの上端を捉えた

てみよう。

時の探傷波形に相当する。この探傷位置で屈折角と

２．スリットと割れ面からの端部エコー２）

ビーム路程よりきずの上端位置の深さを求めること
ができる。同様に、太い実線で表した探傷波形は、

図 1 は、深さ 27.5mm の位置に、高さ 3.53mm

超音波ビームの中心軸がきずの下端を捉えた時の探

の垂直スリットを想定し、これを屈折角 45 度の横

傷波形で、これよりきずの下端位置の深さが求めら

波斜角探触子（周波数：５MHz、音速：3230m/sec.)

れる。これよりきずの高さを測定できる。

を用いて 1mm ピッチで前後走査したときの、各探

スリットのような単純な形状のきずに、面からの

触子位置での探傷波形（Ａスコープ画像）を重ねて

反射を避けて斜めに超音波を入射させると、きずの

図１ 数値シミュレーションによる
スリットきずの端部エコー法の例

図２ 数値シミュレーションによる
割れモデルの端部エコー法の例
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上端及び下端からのエコーを明瞭に確認でき、ス
リットの高さ測定にきわめて有効であることがわか
る。それでは、自然界に発生する割れに対しても同
じように明瞭に端部エコーを識別できるのであろう
か。前回のシミュレーションに用いた横割れ３） を
用いて数値シミュレーションした結果を図 2 に示
す。
明らかにスリットの場合と異なり、多数のピーク
が複雑に入り乱れて生じている。超音波ビームの中
心軸が上端及び下端位置を捉えるときの探傷波形を
同じく太い破線と実線で示しているが、前後走査に
おいて上端及び下端エコーのピークの軌跡を明確に
求めるのはより困難である。
これより、上端エコー及び下端エコーを識別す

図３

傾きの異なるスリット、割れモデルの探傷波形の比較

るにはかなりの熟練を要し、技量により探傷結果
にかなりの差異が生じることも危惧される。実際

はスリットと割れモデルでは一様であった。すなわ

に発生しうるきずの形態を用いた技量認定（PD：

ち、超音波が面により垂直に入射するほど、上端と

Performance

下端までのビーム路程差が小さくなり、両者の伝搬

Demonstration）の必要性が叫ばれ

る所以でもあろう。
なお、ここで、端部エコー法によるきず高さ測定
方法として、探触子を前後走査して上端及び下端エ

時間差は小さくなっている。このことより、きずの
高さを求めるには、端部エコーのピーク位置から、
端部の深さを求める必要があるのがわかる。

コーのピーク位置を求め、それぞれのピークが得ら

割れモデルの端部エコー法において、端部エコー

れる探触子位置で、屈折角とビーム路程から上端位

のピーク位置をより特定しにくいのは、割れの折曲

置、下端位置の深さを求めて割れの高さを求める必

がった箇所や微小面からの散乱や反射があり、探触

要があるといった。しかし、探触子を移動して得ら

子の指向性の鈍いためにより広い走査範囲で複雑に

れる探傷波形には上端エコーと下端エコーがほぼ同

絡み合うためと考えられる。このことは、より指向

時に得られ、このエコーを確認できる範囲で、上端

性の強い集束探触子を用いて測定精度を改善するこ

エコーと下端エコーの伝搬時間差には大きな差が見

とが期待できる。

られない。この一つの探傷波形における伝搬時間差
より割れの寸法測定はできないのであろうか。
もし、きずの傾きが何らかの方法で正確に求める

３．集束探触子によるきず高さ測定
図 4 に 示 す 集 束 特 性 の 集 束 探 触 子（ 振 動 子 寸

ことができれば、有望かもしれない。図 3 に、種々

法φ 25mm、曲率 80mm、くさび内距離 20mm、

傾きを変えたスリットと割れモデルに対して、超音

5MHz、横波 45 度斜角探触子）を用いて、スリッ

波ビームの中心軸がほぼきずの中央に当たるときの

ト及び割れモデルの端部エコー法の数値シミュレー

探傷波形を求めた結果を示している。縦軸は各探傷

ションを行った。図 1 の平板振動子を用いた通常

波形の伝搬時間を表し、エコー高さをカラー表示さ

の斜角探触子によるスリットの端部エコー法の結果

せ、傾きの異なる割れの結果を横方向に並べて示し

と同様の方法で、集束探触子の場合を図 5 に示し

ている（B スコープ画像）。

ている。指向性が鋭くなる分、端部エコーのピーク

同一探傷波形における上端エコーと下端エコーの
ビーム路程差は、きずの傾きに大きく依存し、傾向
10
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が鋭くなり、端部位置の測定精度の改善が期待され
る。
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図５
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数値シミュレーションに用いた集束探触子の集束特性

集束探触子を用いたときの数値シミュレーションによる
スリットきずの端部エコー法の例

図７

集束探触子を用いたときの探傷画像（断面画像）

モデルを探傷したときの断面画像結果を図 7 に示
している。感度を比較するために、φ 3mm の横穴
の画像も同時に描いている。φ 3mm 横穴の最大エ
コー高さを 100％として、更に感度を 24dB 高めた
ときの画像を表示している。
図中にシミュレーションに用いた割れの断面形状
も示しているが、割れモデルであっても、指示範囲
はほぼ割れの高さ寸法に一致しているのがわかる。
また、端部エコー法を併用すれば更にきずの寸法測
図６

集束探触子を用いたときの数値シミュレーションによる
割れモデルの端部エコー法の例

定精度を改善できると考えられる。
著者らは、きずの高さ測定精度の改善に集束探触

図 6 に、割れモデルの場合の結果を示している。

子の適用が有効であることを確認している４）。この

図 2 と比べても、端部エコーを識別しやすくなっ

とき、割れを含む自然欠陥を板厚 200mm の溶接

ているといえる。また、図 6 で、一定のしきい値

部に作製して試験した。作製したきずに対して、平

を設け、一定のしきい値を越える音源位置をきずの

板振動子の 2Z20 × 20A45 通常探触子と、振動子

範囲とすることでもかなり精度のよい高さ測定がで

寸法 25 〜 35mm で振動子曲率の異なる複数の集

きそうである。

束探触子よりきずの深さに応じて適するものを選ん

前述の集束探触子を用いて前後走査を行い、割れ

で探傷して高さ測定精度の検討を行った。得られた
11

確認することが望まれるが、割れの作製には困難を
伴うことも予測され、コンピュータシミュレーショ
ンを用いて学習することも有効であると考えられ
る。
なお、集束探触子を用いることで、より高さ測定
精度の信頼性を高めることができることを紹介し
た。ここでの集束探触子は、振動子に曲率を設けた
固定焦点の従来からのものである。一方、近年フェー
ズドアレイ探傷が現場での検査に実用され始めてい
る。従来の集束探触子ではきずの深さに応じて探触
子を使い分ける必要があり、煩雑であったが、フェー
ズドアレイ探傷によれば、屈折角を順次変化させる
セクタスキャンや、焦点位置を任意の深さに調整す
るダイナミックフォーカッシングの適用で、迅速に
大量のデータの画像化が可能になっている。これら
との端部エコー法の併用が期待されよう。
なお、CIW テキスト「溶接構造物の試験・検査
図８ きず高さの測定精度に及ぼすしきい値の影響の
集束斜角探触子と平板振動子を用いた通常斜角探触子の比較

2008」記載の端部エコー法は、オーステナイトス
テンレス鋼の応力腐食割れを対象としており、ここ
での探傷周波数と異なることや、シミュレーション

結果を図 8 に紹介する。
高さ測定精度を、測定誤差の平均値と標準偏差値

ではノイズや林状エコーを無視している点で相違の
あることを付記しておこう。

で表し、縦軸に示している。横軸は、きず寸法を
測定するエコー高さのしきい値を示しており、φ
3mm 横穴を基準として、左側に行くほど、しきい
値を低くした場合の結果を示している。集束探触子
を用いた丸印の場合、しきい値をφ 3mm 横穴の−
25dB 付近にすると誤差の平均値も標準偏差値もゼ
ロに近づき、測定精度が改善されることがわかる。
このしきい値は、図 7 に示した割れモデルの断面
画像化レベルとほぼ一致していることを理解いただ
けよう。
参考までに、超音波ビームが拡散する通常の斜角
探触子の場合には、いずれのしきい値をとっても標
準偏差値は 10mm 前後と大きくなっている。

４．おわりに
今回は、端部エコー法を取り上げ、スリットに比
べて複雑に分岐した割れの端部エコーの識別がより
難しくなることを紹介した。実際に割れを作製して
12

CIW 通信 Vol.30 No.4 Autumn, 2016

参

考

資

料

1) 日本溶接協会「溶接構造物の試験・検査 2008」、pp.319-323
2) 荒川「非破壊検査基礎講座第 8 回」ボイラー・クレーン・溶
接の Jitsu・Ten 実務＆展望、No.292、(2016.7)、pp.24,25
3) 荒川「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」CIW 通信、Vol.30、No.3 Summer、2016、p.8 図３
4) T.Arakawa et al.“Dimensional measurement accuracies
obtained by focused ultrasonic beam on ﬂaws in heavy section
steel plate weldments” ASME/JSME PVP conference (July
1995 Hawaii）, PVP Vol.313-1, International Pressure
Vessels and Piping Codes and Standards: Volume 1 pp.315321

4．倫理に関して思うこと
株式会社アディック 代表取締役

加藤

和彦

これまでの経験から、検査会社の社員は、いわゆ

粋）では、
「第１条：検査結果が及ぼす影響は一切考

る「清潔感」がなければならないと常々思う。真面

慮してはならない」
「第２条：検査結果を歪曲させる

目な人はどのような状況でも決して手を抜くことは

要請は断らなければならない」
「第５条：不正な要請

ない。一方、誰も見ていないからごまかしてもいい

を受けた場合は即刻作業を中断し速やかに代表取締

と考える人は、きっとまた同じことを繰り返す。コ

役に報告しなければならない」と記載している。

ンプライアンス以前に、そういう部分を見抜いて社

仮に検査の結果、不合格とすることでどういう影

員を採用しないと、双方にとって不幸なことになる。

響が及ぶのか。それは個々の検査員が考えることで

過去に現場で積み上がった柱を降ろしてほしいと要

はない。建方を延ばすのか、あるいは、条件を加味

望したことがある。すると、先方は「以前の検査員

して一日置かずに再検査の方向に持っていくのかど

は積んだまま検査した」という。そこからのスター

うかは、設計監理を含めて協議することであり次元

トだった。最初は面倒に思われるが、繰り返し要望

が異なる。

することでそれが当たり前になる。忙しいときには

また、社員に対しては常々、個人で抱え込んだり、

仕事がはかどらないことがあるかもしれない。ただ、

個人の判断で即断することを回避するため、報告を

それを否定したら仕事ではない。バブルのころは同

徹底している。これらはすべて、社員に無理な負荷

様の経緯で半分以上、仕事を断ったこともある。そ

はかけない、正しいことをしていれば会社は社員を

れでも夕方や夜間に仕事をして埋め合わせた。そう

守ると同時に、社員に責任はないという私自身の経

いう経験があったから、今があるのかもしれない。

営理念を反映したものである。

検査業務は、1 人の検査員がすべてを仕切らなけ

近年は顧客の意識にも変化が見受けられる。様々

ればならず、現場でその都度指導することができな

な分野の不正が取り上げられる昨今、当該企業の行

い仕事である。また、検査員が帰社する時間もまち

く末がどうなるかは自明の理である。社員証で強調

まちであり、普段は顔を合わせる機会も限られる。

したかったのは、社員に責任を負わせないというこ

そこで、当社では年 2 回、全社員出席のもと社内

とに尽きる。

研修会を開催している。社内で報告を徹底するため

検査に際しては顧客の理解を得ることも重要であ

には、日頃から円滑な意思の疎通が可能な雰囲気づ

る。ときには検査日数に関して多過ぎると指摘を受

くりが欠かせないため、この社内研修会だけは、全

けることもあるが、急いで検査することは不適合を

社員が一堂に会し、忌憚のない意見交換の場として

見落とすことにつながりかねず、結果的に品質に影

10 数年継続して開催している。得手不得手があるこ

響が及ぶ可能性があると繰り返し説明する。そうい

とは理解したうえで、話すことに慣れさせる意味も

う意味でも最近は検査工程を無視したような見積依

含めて、全員に発言の機会を与える。また、議題に

頼が少なくなっているように感じる。検査工程に関

応じて担当を決めて、進行も任せるようにしている。

してしっかり確認し、時間を与える。そういう雰囲

当社の社員証では「私は、
（株）アディックの社員

気づくりと同時に環境を与えることも不正防止につ

として誇りを持った業務を行います」
、
「私は、社内

ながるのではないだろうか。

倫理規定を順守します」
、
「私は、虚偽の検査業務や
報告書の改ざんは詐欺罪に該当することを認知して
おります」と宣言している。また、社内倫理規定（抜
13

5．随想 ― 非破壊検査と品質管理について
日本工業検査株式会社

森田

雄介

近年品質管理という言葉がすっかり定着した。非

工程を行ってしまったため、検査の実施日を数日前

破壊検査業界に入り 16 年と若輩者ではあるが、ちょ

に行ったことにしてほしい等の依頼を小声で言われ

うど入社時頃に社内にて ISO 9001 による品質管理

ることもある。ひどい所になると実施していない検

マニュアルなるものの運用が駆け出しであった気

査をしたことにしてほしいといった無茶苦茶な要求

がする。右も左もわからずに先輩に言われた記録・

もある。

チェックシートを作成していた記憶がある。

更に厄介なのは行っていないことを証明すること

最近は特に検査における品質管理の重要性が求め

である。事例を挙げると検査を行い、結果を客先様

られていると思われる。我々非破壊検査事業は実際

式の報告書に入力し電子データでメール送信する依

に製品を作っているわけではなく、他社が製作した

頼を受け、実施した。数日後客先よりデータの追加

溶接部・鍛造品などの品質を担保することとなる。

提示を求められた。承諾すると、一部実施していな

第三者的な目を要求されることも多い。

い部位のデータ提示を求められた。客先様式の報告

先般の落橋防止装置に関するトラブルは記憶に新

書の電子データには基本分があるとの回答であった

しい。RUMPES 等を拝見しても最近はこれに端を発

が当社が客先に提出したメールを確認してもその部

した検査員としての倫理観を啓発する記事が多いよ

位についての記載がない。いったいどういうことか。

うに思われる。

邪推すると客先監督の指示し忘れ等があったが、現

長年業務を行っていると大なり小なりトラブルは

場は終わっている。データは自社様式で数値を入れ

発生する。当社でも品質管理マニュアルがあり、不

るだけ、それらしいデータを入力すればいくらでも

適合について報告、処置、再発防止に向けた取り組

ねつ造は可能な環境ではある。

みが行われている。

話が大きくなりそうなので上司より客先に実施し

現場での品質管理としてはチェックシートの活用

ていない旨を伝えてもらった。客先担当者からは勘

が求められる。時にその煩わしさからチェックシー

違いだったとの回答を得たが、詳細はうやむやなま

トをただつけるだけに終わり本来の意味を失ってし

まである。生データ・作業依頼書、チェックリスト

まう。また、何かトラブルが発生すると再発防止策

等管理しておかなければやっていない事実の証明は

としてチェックシートの項目が増えるように思える。

難しかったであろう。

本来の意義を見失わず確認の手段としてしっかり活

現場の検査員としては個人の強い意志と会社の
バックアップがあって初めて倫理観と責任を持ち検

用に努めたい。
また、例えば現場での検査やり忘れ、報告書の記

査技術者としての職務を全うできると考える。

載ミス等で客先担当者より指摘を受け、直ちに実施

所属の部内で毎月品質管理委員会が開かれ、各種

したような場合は現場担当者レベルでの謝罪で終わ

品質情報に関する意見交換・情報交換が行われてい

り大きな問題にならない事例は多々見受けられる。

るが、その席で上司に言われた一言「安全トラブル

ハインリッヒの法則より小さなうっかりミスを容認

は仕事を失くし、品質トラブルは会社を失くす」常

しているとこれら品質に関する感覚が鈍っていき、

にこの言葉を胸に、本日も現場に向かいたい。

いつか大きなトラブルを招きかねず、検査員として
常に自制しなければならないことであろう。
未だに客先より検査を実施する前に熱処理など後
14
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6．CIW 認定に関するお知らせ

2016 年 10 月 1 日付で認定された CIW 認定事業

＜認定停止の解除：2 社＞

者のうち、ここでは 2016 年 4 月 1 日付認定から変

C種

更のあった事業者についてご紹介します。
〔 〕内の

◆ ( 株 ) 北陸溶接検査事務所〔93〕
（福井県）

数字は、会社コードです。なお、認定事業者 ( 全て )

認定検査部門：RT・UT・建築鉄骨検査適格事業者

については、別刷「CIW 認定事業者一覧」をご覧く

認定停止解除日：2016 年 10 月 1 日

ださい。

D種
◆上越鋼管検査 ( 株 )〔80〕
（新潟県）

＜種別変更：2 社＞

認定検査部門 ：UT

D 種（C 種からの種別変更）

認定停止解除日：2016 年 10 月 1 日

◆ ( 株 ) キューシーコンサルタント〔70〕
（神奈川県）
認定検査部門：UT・建築鉄骨検査適格事業者

＜廃業：1 社＞

登録事業所 ：本社

◆ ( 株 ) ソニック〔219〕( 愛知県 )

◆ ( 株 ) 相模理工〔139〕
（神奈川県）
認定検査部門：UT・建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所 ：本社

2016 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：27 社 ／ D 種：
62 社／合計：115 社

・2015 年 10 月 1 日付で CIW 認定が「認定停止」となっていました ( 株 ) 北陸溶接検査事務所 ( 福井県 )
は、現地調査の結果、認定停止の理由となっていた不適合が改善・解消され、審査基準を満たしてい
ることが確認できました。このことから、WES 8701:2016「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定
基準」(CIW 認定基準 )12.4 項に基づき、2016 年 10 月 1 日付で認定の停止を解除しました。

・2016 年 2 月 8 日付で「警告」となっていました東亜非破壊検査 ( 株 )( 福岡県 ) は、半年後の現地調
査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、認定の停止もしくは認定の取消を
行うとしておりましたが、現地調査の結果、違反事項の改善がなされていることを確認しました。
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
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【展示会レポート】

7．「メンテナンス・レジリエンス TOKYO2016」
――CIW 認定事業者が出展
プラントメンテナンスショー、インフラ検査・維

実機で紹介した。プローブの手元スイッチでデータ

持管理展など六つの専門展示会で構成する「メンテ

の記録や停止が可能と操作性にも優れており、橋梁・

ナンス・レジリエンス TOKYO2016」
（主催＝日本

高速道路の隅肉溶接部検査など、インフラ点検の現

能率協会ほか）が 7 月 20―22 日の 3 日間、東京・

場でも活躍が期待できる。

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）
◆◇◆

◆関西エックス線
関西エックス線は、日立パワーソリューションズ、

◆非破壊検査

発電設備技術検査協会、徳島大学、ひろしま産業振

非破壊検査は、今後本格的な運用を予定する壁面

興機構と共同で開発を行う「ハイパワーガイド波探

走行ロボット「NDIC CLIMBER」を出展した。ブー

傷装置」を出展した。2014 年度戦略的基盤技術高

ス内に特設の壁面を設置し、実際に同ロボットを上

度化支援事業に採択された産学官連携の開発装置で、

下に移動させるデモンストレーションを展開して幅

保温材で覆われた配管や埋設配管などの腐食測定に

広い来場者の注目を集めた。
「NDIC CLIMBER」の特

適用できる。埋設配管の検査技術については、現在

徴は、ロボット裏面でバキューム吸着を行うことに

も研究開発を継続中。

より、対象の材質を問わず様々な壁面・天井を走行
可能な点。鉄以外にも、コンクリートやタイル、レ

◆コベルコ科研・神鋼検査サービス
コベルコ科研・神鋼検査サービスは、共同で開発

ンガなど幅広い対象に適用できる。

を行う照明柱の地際腐食特性診断技術をピーアール
した。同技術は、社会インフラの老朽化にともない

◆ IHI 検査計測
IHI 検査計測は、レーザ光を使用した非接触のク

増加する、道路照明柱地際部の簡便・迅速な検査ニー

リーニング装置「Laserclear」や、携帯型渦流探傷装

ズに対応する。通常、
掘削調査が必要となるため、
時間・

置「Mobile EDD ｙ」など、プラントのメンテナンス

費用がかかるなどの課題があったが、パルス渦流法と

などに適用できる豊富な製品・サービスをパネルと

超音波（表面 SH 波法）を組み合わせた同技術を適用

非破壊検査
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IHI 検査計測

関西エックス線
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アミック

コベルコ科研・神鋼検査サービス

することで、より定量的な検査が可能となる。

たあと施工アンカーボルトの健全度評価」技術を中
心に出展した。電磁パルス法による評価技術は、パ
ルス状の大電流を流したコイルを用いて、非接触で
ボルトを振動させ検査を行う。振動した波形を可視

◆アミック
アミックは、NEXCO 西日本、大阪大学、立命館大
学の４者共同で開発を進める「電磁パルス法を用い

化して、振幅などを分析したうえで良・不良の判断
が可能になるため、定量的に高精度な診断を実施す
ることができるという。

（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 回理事会及び平成 28 年度忘年懇親会の開催
第 4 回理事会及び平成 28 年度忘年懇親会を 12
月 9 日 ( 金 ) に浜松町東京會舘において開催の予定
です。

高等学校で開催します。また、第 12 回は ( 公社 )
全国工業高等学校長協会の「夏季講習会」との同
時開催で平成 28 年 8 月 1 日（月）、第 13 回は 8
月 19 日 ( 金 ) に佐賀県立佐賀工業高等学校で、そ
れぞれ開催しました。

☆平成 28 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【最新の不正問題 ☆今後の研修会等の予定について
の 原 因 と そ の 再 発 防 止 に 向 け た 取 組 み 及 び WES ① CIW 検査技術管理者及び上級検査技術者（UT 部
8701:2016「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定
門）受験対策のための講習会は平成 28 年 10 月
基準」について】の講演と各委員会報告を中心に、
29 日（土）
、30 日（日）東京で
関西地区は 9 月 28 日 ( 水 ) に彦根、東日本地区は ②『品質マネジメントの構築に関する研修会』は平
10 月 4 日 ( 火 ) に東京、西日本地区は 10 月 6 日 ( 木 )
成 28 年 11 月 27 日 ( 日 ) に東京で、また、WES
に北九州で開催します。
8701:2016「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』
☆委員会活動について
は平成 29 年 2 月 5 日 ( 日 ) に東京で
各理事会や委員会において事業計画に沿った活動 ③東京都知事が認定する研修会【建築物の工事にお
が活発に行われていますが、その一部を紹介します。
ける試験及び検査に関する研修会（鉄骨溶接部に
・企画広報理事会では、『次世代スタッフのための研
係る）
】は本年度、第 2 回を平成 28 年 11 月 20
修会』を平成 29 年 2 月 4 日 ( 土 )、東京での開催
日 ( 日 ) 及び第 3 回を平成 29 年 1 月 22 日 ( 日 )
を企画しています。
に東京で、第 4 回を平成 29 年 2 月 19 日 ( 日 ) に
・次世代のための非破壊検査セミナー委員会では、
大阪で、それぞれ開催を計画しています。
「第 14 回明日を担う次世代のための非破壊検査セ
詳細は、当協会ホームページ (http://www.ciw.gr.
ミナー」を 11 月 11 日 ( 金 ) に山形県立山形工業
jp) に順次掲載いたします。
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発行年・号

RUMPES の軌跡
目次

1. 年頭所感 宮田 隆司
2. 年頭挨拶 堀
直志
3. 年頭挨拶 望月 国宏
4. 年頭挨拶 逸見 俊一
5. 年頭挨拶 横野 泰和
6. 鉄筋溶接継手部における超音波探傷試験の検証ワーキング
グループの活動報告
7. 目視試験の重要性とこれからの資格認証について
8. 溶接部検査の外注管理について
9. 迎春 年男・年女―2011 跳ねる
10. 平成 23 年度前期 CIW 試験・研修会のお知らせと CIW 認
定申請のご案内、CIW 検査業協会だより
11. 編集後記

2011 Winter

1. 鋼構造物関連講座「超高層等長周期建物の耐震問題」
2. CIW 認定取得支援賛助会員募集 一般社団法人 CIW 検査
業協会
3. お勧めしたい本
「よくわかる最新非破壊検査の基本と仕組み」
「ISO 9000 入門」
4. たかが「ボルト」
、されど「ボルト」
5.【解説】上級検査技術者試験問題―磁粉探傷検査（MT）部
門
6. 随想──「じゃばら」
7. CIW 認定に関するお知らせ、CIW 検査業協会だより
8. 編集後記

2011 Spring

【東日本大震災特集】
1. 頻発する巨大地震 ―地震に対する減災・防災を考えよう
―
2. GPS 津波計・波浪計・潮位計の開発
3. 随想 ―「東日本大震災の体験」
2011 Summer 4. 非破壊試験技術者の資格及び認証における国際整合化の動
向について
5. JR 東日本の在来線軌道検測業務について
6. 平成 23 年度後期 CIW 試験・研修会及び認定申請のご案内、
CIW 検査業協会だより
7. 編集後記

2011 Autumn

1. 鋼構造物関連講座―――「建築鉄骨用鋼材」
2. マグ溶接ワイヤの上手な選定と使い方
3. 探傷感度の調整に STB-A2 形系試験片を用いた鋼管円周継
手の超音波探傷試験法に関する指針（案）作成の報告
CIW 認定に関するお知らせ
4. アルミニウム及びアルミニウム合金の溶接凝固組織の美
5. 随想―― ＳＮＳの効用
6. CIW 検査業協会だより
7. 編集後記

2012 Winter

1. 年頭所感 宮田 隆司
2. 年頭挨拶 堀
直志
3. 年頭挨拶 望月 国宏
4. 年頭挨拶 横野 泰和
5. 年頭挨拶 逸見 俊一
6. 建築鉄骨のロボット溶接と溶接品質
7. ISO 9712（非破壊試験―技術者の資格及び認証）の国際動
向について
8. パンフレット「CIW 検査事業者認定制度のご案内」の発行
9. 迎春 年男・年女―2012 辰
10. 平成 24 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、CIW 検査業協会だより
11. 編集後記

2012 Spring

CIW 通信

1.【鋼構造物関連講座】鋼構造柱梁溶接接合部の変形能力向
上に関する考察
―梁端現場溶接接合が抱える問題と対策―
2. 既存鉄骨溶接継手判別と不溶着部の高さの測定方法につい
て
―建築鉄骨溶接部の超音波探傷試験へのフェーズドアレイ
適用 その１―
3. 次世代 NDT セミナー、千葉県立東総工高で初開催 ―検査
４団体共催・３省後援―
4. ISO 9712 の国際整合化の動向と JIS Z 2305 規格改正の方
向性について
5. 超音波探傷試験における各種表示方法と今後の動向につい
て
6. 随想―「東京都検査機関登録」の制度に思う
7. CIW 認定に関するお知らせ、CIW 検査業協会だより
8. 編集後記
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Vol. No.

026-03

026-04

027-01

027-02

027-03

027-04

総目次（Vol.25

No.1 〜 Vol.30

No.4）

発行年・号

目次

2012 Summer

1.【鋼構造物関連講座】構造設計者とは
2. 小径管溶接部の放射線透過試験における透過度計識別線径
に関する考察
3. 東京スカイツリー &reg; の鉄骨施工について
4. お国自慢・我社の自慢―― じっくり味わう北海道
5. お勧めしたい本：詳解―非破壊検査ガイドブック
6. わが社の倫理に対する取り組み
7. 随想――「頑張れ」考
8. 編集後記

2012 Autumn

1. 鋼構造物関連講座―― 鉄筋継手の非破壊検査について
CIW 検査業協会だより
2. 東京ゲートブリッジの製作について―溶接継手の非破壊検
査―
3. 建築鉄骨用鋼材の音響異方性に関するアンケート調査結果
の報告
労働者派遣法が改正され非破壊検査業が政令 26 業務と
なる
4. 漏れ試験に関する技術者の資格及び認証の現状について
5. 不正検査撲滅運動に関する報告
6. お国自慢・我社の自慢―― 進化し続ける国際観光都市長崎
7. CIW 認定に関するお知らせ
8. 編集後記

2013 Winter

1. 年頭所感 宮田 隆司
2. 年頭挨拶 清水 侯二
3. 年頭挨拶 中川 昇一
4. 年頭挨拶 横野 泰和
5. 年頭挨拶 逸見 俊一
6. 迎春 年男・年女―2013 巳
7. 外観試験に関する技能試験結果
2013 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. PT 及び MT の最近の動向について（その１PT 編）
9. 第 3 回 NDT に関する JSNDI タスク・グループ会議につい
て―改正 ISO 9712 に関連して
10. CIW 検査業協会創立 30 周年「この 10 年の変遷と検査の
展望」
CIW 検査業協会だより
11. 編集後記

2013 Spring

1.【年間特集】溶接検査認定委員会設立 50 周年
CIW 認定の 50 年の歩み
2. 鋼構造物関連講座―― 建築鉄骨の受入検査、第三者、第三
者検査について
3. PT 及び MT の最近の動向について
（その２MT・観察条件編）
4. お国自慢・我社の自慢―― 富山県は住みよい処
5. WES8701:2013 溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基
準について
溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準に基づく警告発
令について
6. 石油・化学プラント業界における高経年化対策について
CIW 認定に関するお知らせ
7. 一般社団法人への移行に伴う法人名称変更のお知らせ、
CIW 検査業協会だより
8. 編集後記

2013 Summer

1.【年間特集】溶接検査認定委員会設立 50 周年
特別座談会 CIW50 年の展開と今後進むべき方向
2. CIW 更新講習方法の変更について―― 平成 26 年度から実
施予定――
3. WES8701:2013 による CIW 認定のための申請書類及び記
入方法についての説明会
4. お国自慢・我が社の自慢―― CIW 認定第 1 号と創業以来
の伝統
5. 2013 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、CIW 検査業協会だより
6. 編集後記

2013 Autumn

1. 会長挨拶 宮田 隆司
2. 祝辞 吉田 藤子
祝辞 大熊 久理子
祝辞 廣瀬 壮一
祝辞 逸見 俊一
祝辞 山口 多賀司
祝辞 三浦 邦敏
祝辞 中山 安正
3. 写真で見る CIW の 50 年
4. 鋼構造物関連講座―― 溶接部の非破壊検査について
5. 漏れ試験―― 技術者の資格及び認証の現状について
6. WES 8701:2013 改正に基づく倫理要領に関するアンケー
ト結果について
CIW 認定に関するお知らせ
7. CIW 検査業協会だより
8. 編集後記
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028-01

028-02

発行年・号

2014 Winter

目次
1. 年頭所感 宮田 隆司
2. 年頭挨拶 滝本 悦郎
3. 年頭挨拶 大熊 久理子
4. 年頭挨拶 廣瀬 壮一
5. 年頭挨拶 逸見 俊一
6. 迎春 年男・年女 ― 2014 午
****************************
【年間特集】溶接検査認定委員会設立 50 周年
7. 記念式典・特別講演・祝賀会、盛大に開催
8.【クローズアップ】
環東京湾・非破壊試験技術者のための溶接体験講座
9. 第三者検査― その意義と実情
2014 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
溶接検査認定委員会広報委員会設立について
10. アジア・太平洋非破壊試験連盟（APFNDT）設立
CIW 検査業協会だより
11. 編集後記

2014 Spring

1. ガスパイプラインについて
2. 圧力設備溶接継手の超音波探傷試験による非破壊検査規格
HPIS E101 について
3. 探傷感度の調整に A2 形系標準試験片を用いた鋼管円周継
手の超音波探傷
試験法に関する指針 (2013 改定 ) の適用について
4. フィールド検査に適した Mobile EDDy の紹介と POD 解析
5. お国自慢・我が社の自慢――東日本大震災の被災地・宮城
県
6. 随想――常圧蒸留塔との対話
7. CIW 認定に関するお知らせ、CIW 検査業協会だより
8. 編集後記

2014 Summer

1.「建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱
要綱」に基づく
鉄筋継手検査機関の東京都知事登録制度について
2.【現場技術の窓】
極間法による磁粉探傷ではどれぐらいの磁界の強さで探傷
しているのか？
3. 非破壊検査事業者に求められる倫理
4. APFNDT（アジア・太平洋非破壊試験連盟）代表者会議
第１回東京開催
5. 協同組合熊本県鉄構工業会主催「建築鉄骨溶接部外観検査
講習会」について
6.【展示会レポート】2014 国際ウエルディングショー
7. CIW 認定に関するお知らせ、CIW 検査業協会だより
8. 編集後記

Vol. No.

029-03

029-4

030-01

028-03

028-04

029-01

029-02

2014 Autumn

2015 Winter

2015 Spring

1.【現場技術の窓】極間法による溶接部の磁粉探傷試験
2. 非破壊検査と倫理
CIW 検査業協会だより
3. エンドタブ形式と溶接欠陥の評価
4. お勧めしたい本 「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―」
CIW 認定に関するお知らせ
5. お国自慢・我が社の自慢 ―「 ハマっ子の自慢」
6. CIW 認定事業者二社に対し警告処分
7. 編集後記
1. 年頭所感 宮田 隆司
2. 年頭挨拶 宮崎 順
3. 年頭挨拶 大熊 久理子
4. 年頭挨拶 廣瀬 壮一
5. 年頭挨拶 逸見 俊一
6. 迎春 年男・年女 − 2015 未
7.【新春特別座談会】
WES 8701:2013 要求事項と CIW 認定制度の現状と展望
8.「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」
受講者アンケート結果から見るこれまでの活動
9. 最新の検査機器紹介
CIW 検査業協会だより
10. 2015 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
1. 保温配管のスクリーニング腐食検査
2. 非破壊検査におけるロボット化の取り組み
3. パイプライン検査システム
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
CIW 検査業協会だより
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
6. お国自慢・我が社の自慢 ― 広島・竹原と宮城・多賀城
7. 随想 ―「最善か無か」
8. CIW 認定事業者に対する警告処分
9. CIW 認定に関するお知らせ
10. 編集後記

030-02

030-03

030-04

発行年・号

目次

2015 Summer

1. ISO 9001:2015 の改正の要点
「CIW 認定検査会社は溶接構造物の優良病院」
2. JIS Z 2305:2013 の改正の要点
3.【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（その 2）
4. 海外事情 ―「文化と国民性」
（マレーシア篇）
5. 日溶協 AN 委員会、8 月に東西で D-RT 講習会開催へ
6. 2015 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、CIW 検査業協会だより
7. 編集後記

2015 Autumn

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
CIW 認定に関するお知らせ
2. 鋼橋の NDT 技術 ― 渦電流探傷器の適用事例紹介
CIW 検査業協会だより
3. 我が社における品質マネジメントシステム
4. 展示会レポート
「メンテナンス・レジリエンス TOKYO2015」
5. 日溶協 AN 委員会、東西で D-RT 講習会開く
6. 海外レポート ― 中国の NDT ビジネス
7. 随想 ― 酒は百薬の長
8. CIW 認定事業者に対する認定停止処分について
9. 編集後記

2016 Winter

1. 年頭所感 宮田 隆司
2. 年頭挨拶 光井 裕二
3. 年頭挨拶 大熊 久理子
4. 年頭挨拶 廣瀬 壮一
5. 年頭挨拶 逸見 俊一
【創刊 30 周年記念特集】
6. RUMPES 創刊 30 周年を迎えるにあたって
7. 創刊 30 周年に寄せて
8. RUMPES 創刊 30 周年に寄せて
9. ASNT Annual Conference 及び NDT 関連会議に参加して
10. 迎春 年男・年女− 2016 年申
11. 2016 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
CIW 検査業協会だより
12. RUMPES の軌跡 総目次（Vol.1 No.1 〜 Vol.8 No.4）
13. 編集後記

2016 Spring

1. 特別座談会 CIW 関連の最近の不祥事について
−その原因と再発防止に向けて―
2. チューブ検査における水浸 UT 適用の変遷
3. 企業倫理・コンプライアンスの徹底について
4. 随想−検査屋
5. RUMPES の軌跡 総目次（Vol.9 No.1 〜 Vol.16 No.4）
6. CIW 認定事業者に対する警告処分について
7. CIW 認定に関するお知らせ
CIW 検査業協会だより
8. 編集後記

2016 Summer

1. RUMPES に期待すること
2. RUMPES に期待すること
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
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
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
5.【展示会レポート】2016 国際ウエルディングショー
CIW 検査業協会だより
6. 随想―水道水
7. RUMPES の軌跡 総目次（Vol.17 No.1 〜 Vol.24 No.4）
8. 編集後記

2016 Autumn

1.「RUMPES」創刊 30 周年記念座談会
CIW の将来を語る
2. RUMPES 創刊 30 周年に寄せて
3. 数値シミュレーションに学ぶ超音波探傷試験：
第 2 回 端部エコー法
4. 倫理に関して思うこと
5. 随想――非破壊検査と品質管理について
6. CIW 認定に関するお知らせ
7. 展示会レポート
「「メンテナンス・レジリエンス TOKYO2016」
CIW 検査業協会だより
8. RUMPES の軌跡 総目次（Vol.25 No.1 〜 Vol.30 No.4）
9. 編集後記

【お詫びと訂正】
Vol.28No.4（2014 年 10 月 20 日付）「エンドタブ形式と溶接欠陥の
評価」の記事で、
「東京都都市計画局市街地建築部建築指導課より、鋼
製エンドタブと認められた改良形（商品名：コーナータブ）
」とありま
すが、東京都が「コーナータブ」を鋼製エンドタブと認めた事実は確認
できませんでした。お詫びして訂正いたします。
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このところ、
コーヒーにはまっている。読者の皆様も、きっと朝の目覚めに一杯、
仕事場で一杯と、飲まれているのではないだろうか。
実は私は、コーヒーが嫌いという訳ではないが、これまで会社でも自宅でもまっ
たく飲むことは無かったのだが、ある日を境に、毎日飲むようになった。それは、
弟夫婦が通っていた喫茶店に行ったことがきっかけであった。そこは、室内の壁
一面が樹齢 300 年のカナダ杉で造られたログハウス風の喫茶店で、天井も高く、
広々とした空間で、非常に居心地が良かった。居心地もさることながら、コーヒー
もサイフォン式でいかにも喫茶店という感じで、雰囲気が良かった。
そんな理由で、今では週末は必ずと言っていいほど妻と通うようになった。平
日は帰りも遅く、一緒に食事もできないので、休日の朝くらいはと、一緒の時間
を過ごしているのである。特に何を話す訳ではないが、妻はスマホを、私は読書
をしたり、新聞を読んだりと、のんびりと時間を過ごし、リフレッシュしている。
皆様も、日々忙しくされておられることと思うが、ご自分なりの方法で、ゆっく
りとした休日を過ごし、気分転換してはいかがだろうか。
さて、今回は、RUMPES 創刊 30 周年の寄稿を経済産業省の遠藤氏に、連載と
して超音波探傷試験について ( 株 )IHI 検査計測の荒川氏に、倫理について ( 株 )
アディックの加藤氏に、それぞれ執筆いただいた。また、RUMPES 創刊 30 周年
記念座談会として、CIW の将来に関する座談会を企画した。いずれも皆様に役立
つ記事になっていると思うので、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の掲載を
予定しているので、引続きご協力をお願いしたい。

C I W 通信
発
行 日
編集・発行所

〒 101-0025
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