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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：2017 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(ST) を採った

ものである。

RUMPES（ランプス）とは：
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　一般社団法人CIW検査業協会は本年、創立35周

年を迎えます。1982年 10月、溶接検査事業者懇談

会として発足以来、非破壊検査を通じ安全・安心な

社会の構築に向け、一般社団法人日本溶接協会が運

営するCIW認定制度の普及拡大に努めてまいりまし

た。その間、1994年 CIW検査事業者協議会に名称

を変更し、2010年には一般社団法人への登記とあ

わせ現在の名称に変更いたしました。35年の節目の

年を迎えることができましたのも、関係各位の格別

なご指導ご支援の賜と深く感謝申し上げます。そし

て、これまで当協会の発展に多年にわたり尽力され

ました歴代役員、会員各位に対し敬意を表します。

　当協会ではこれまで、検査業務の使命が第三者性

にあるとの基本理念に基づき、主に建築分野に焦点

を当てた活動を展開してまいりました。1992年9月、

建設省住宅局建築指導課長名による都道府県の建築

主務部長あての建設省住指発第349号通達「鉄骨造

建築物等の品質適正化について」で第三者の検査会

社による受入検査の立場が明確になったことがター

ニングポイントとなり、当協会では行政・自治体に

対し349号通達陳情活動を積極的に展開してまいり

ました。2002年、東京都の鉄骨溶接部検査機関登

録制度の運用開始にあたり、当協会が東京都鉄骨溶

接部検査機関登録制度審査事務指定機関に指定され

たことを踏まえると、CIW認定制度は着実に普及し

てきたと実感する部分もあります。建築以外の分野

をみると、プラント分野では検査会社に発注する際、

明文化はされていないものの、CIW認定が一つの判

断基準として認知されている事例もあります。

　当協会が実施したCIW認定に関するアンケートに

よると「地方ではCIW認定の知名度は50％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を非常にうれしく感じま

した。私が当協会の役員に就いた1990年当時「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。

　溶接検査事業者懇談会は、設立の目的に「CIW認

定事業者の自覚と地位向上を図る」旨を記していま

す。検査技術者を含めた地位向上は、業界内で指摘

されて久しい課題でありますが、非破壊検査という

言葉一つとっても、一般的に浸透しているかと問

われれば、いまだ不十分な状況であることは否めま

せん。業界や団体、そして非破壊検査という言葉自

体知らないという状況下では、検査技術者の地位向

上などあり得ません。文部科学省、国土交通省、経

済産業省の後援を受け、2012年から全国展開を開

始した「明日を担う次世代のための非破壊検査セミ

ナー」の構想は、こうした背景から提唱したものです。

　当協会にとっても「次世代」はキーワードの一つ

に挙げられます。検査業界の将来を担う若い世代に

魅力ある業界を継承するため、若い世代が集う機会

を設けることこそ我々の世代に課せられた使命であ

ると考えます。検査会社の新入社員を対象にしたセ

ミナーや、当協会の前身が溶接検査事業者懇談会だっ

たことを踏まえて懇談の場を設けるなど、若い世代

の視野を広げる活動を後押ししていく方針です。

　この佳節にあたり、創立以来、活動を支えてこら

れました関係各位の努力に感謝するとともに、来賓

をお招きして11月 22日、都内で記念式典を開催い

たします。地震国・日本において、非破壊検査事業

者の大命題は「人命を守る」ことに尽きると考えま

す。非破壊検査を通じ安全・安心な社会の構築に向

け活動を展開してきた伝統を胸に刻むとともに、我々

CIW認定事業者はいかなる状況においても検査を通

じて社会の安全と安心を担保する責務をあらためて

強く意識する所存です。

　今後とも、関係各位のご指導ご支援を賜りますよ

うお願い申し上げまして挨拶といたします。

1．創立 35 周年を迎えて
一般社団法人 CIW検査業協会　会長　逸見　俊一
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　一般社団法人CIW検査業協会の創立35周年の節

目にあたり、成り立ちから現在に至る足跡を、主な

出来事とともに振り返る。

◆「溶接検査事業者懇談会」として発足

　CIWは (一社 )日本溶接協会の溶接検査認定委員

会（Certifi cation for Inspection of Welds) の略称であ

る。1963年 6月、CIWの前身である放射線検査委

員会（略称RAC）が設立された。1965年には「放

射線透過写真撮影事業者技術認定規則」を制定し、(一

社 )日本非破壊検査協会（JSNDI）の技量認定に先駆

けて撮影技術者の技術認定試験を実施した。同年、

撮影技術者の試験結果と合わせ、事業者の設備等の

審査も行い、(株 )シーエックスアール（当時の中国

エックス線（株））が第1号の認定事業者となった。

RACは、1970年度から「溶接検査委員会」（Commi

ssion of Inspection of Welds、CIW）となり、事業内

容を「溶接部の放射線検査」から「溶接部の非破壊

検査」と拡大した。1973年、非破壊検査事業者認

定会社は14社となった。

　認定規則を日本溶接協会規格（WES）にする準備

も進められ、1977年 1月、WES8701「溶接構造物

非破壊検査事業者の技術種別基準」が制定された。

これを受けて認定規則および細則の改正が行われ、

同年、19社について新規則による種別切替えを行っ

た。

　1978年度から認定業務は現在の溶接検査認定委

員会（CIW）が行うこととなった。当時、CIWと認

定会社の接点として「CIW技術委員会」が開催され

たものの、認定会社間の交流の場はまだなかった。

　1982年の CIW技術委員会の席上、WES 8701改

正案が示され、あわせて認定料の値上げを打診され

たことをきっかけとして、「経営の立場に立って交渉

する必要がある」との声を背景に認定会社の代表が

集まり、急遽結成したのが、当協会の前身の「溶接

検査事業者懇談会」（溶検懇）である。

　1982年 10月、認定会社34社が一堂に会し、設

立総会が開催された。総会後、幹事の互選により、

初代代表幹事に田淵泰平氏（非破壊検査 (株 )）を選

任し、①WES 8701改正案への対応と②広報計画に

ついて活動を開始した。溶検懇の設立時の目的には

「WES 8701に基づくCIW認定検査事業者の自主運

営による相互の情報交換、研鑽、活動を通じ業界の

啓蒙と認定検査事業者の自覚と地位向上を図る」と

記され、その精神は現在も引き継がれている。

◆ 1990 年代の足跡

　1990年は CIWシンボルマークの制定とともに、

シールプレスを製作した。日本溶接協会と当協会と

の間で「CIWシンボルマークシールプレスの貸与に

関する覚書」と、その使用に際しての「CIWシンボ

ルマークシールプレスに関する運用規定」を締結し、

CIW認定事業者の検査成績書などに押印するシステ

ムを開始した。日本溶接協会が新たな認定種別のＥ

種を創設したのもこの年である。当時、行政からは

CIW認定事業者の全国的な広がりが不十分との指摘

を受けていたが、Ｅ種の創設を機に、CIW認定事業

2．CIW検査業協会の成り立ちと足跡
一般社団法人 CIW検査業協会

東京都知事認定研修会（2010 年１月）
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者数は飛躍的に増加することになる。

　1990年、東京都から受入検査に関してCIW認定

事業者の指定を受けた。この年「不良鉄骨問題」が

発覚し、東京都千代田区の鉄骨造7階建てビルが解

体撤去されるなど社会問題となったことから、倫理

綱領を作成し、翌年の倫理委員会（石井勇五郎委員長・

東京工業大学名誉教授）の設立となる。

　1991年、溶検懇を「CIW認定事業者協議会」に

改称した。

　1992年は建設省住宅局建築指導課長名で、都道

府県の建築主務部長あてに建設省住指発第349号

通達「鉄骨造建築物等の品質適正化について」が出

され、第三者の検査会社による受入検査の立場が明

確になった。1994年には「CIW検査事業者協議会」

に改称し、事務所を現在地（東京都台東区）に開設

した。

　1995年は阪神・淡路大震災が発生した。６月の

幹事会では、それまでに全国的な運用が不十分との

指摘を受けていた349号通達の完全実施に向けて取

り組む方針を確認し、10月には代表幹事名による「建

設省住指発第349号通達に基づく“鉄骨溶接部の「第

三者検査」の励行 ”に関するご指導のお願いを発行

し、第三者検査制度の徹底と、協議会の積極的な活

用を全国の各自治体に要望する活動を開始した。ま

た、同年は建築鉄骨溶接部のUT技術講習会を企画し、

技術的格差の是正に向け始動した。

　1997年、技術委員会を設立した。1998年には早

速その成果として「建築鉄骨溶接部の外観検査ハン

ドブック」を作成した。また、適正な技術・公正な

検査を提供するため「営業会議」を設立したのもこ

の年である。「統一見積り様式」策定でその成果が示

され、適正な検査に応じた適正なコストに関して理

解を得ることに努めるとともに、「鉄骨第三者検査会

社名表示」の実施、普及活動を開始した。

◆ 2000 年代の足跡

　2001年、技術委員会が「建築鉄骨溶接部及び鉄

筋ガス圧接部の外観検査ハンドブック」を作成した。

対外的な講習会を開始したのもこの年である。大阪

府、新潟・島根・愛知県で建築士事務所協会を対象

に講習会を企画したほか、国土交通省関東地方整備

局や東京都住宅局などを含め精力的な活動を展開し

た。

　2002年、東京都検査機関登録制度の審査事務指

定機関として指定された。2003年度からの制度運

用開始にあたり、31社が登録された。またこの年、

非破壊検査賠償責任保険制度を立ち上げ、開始当初

は19社だった加盟社数は現在36社に増加している。

　日本溶接協会によるCIW認定制度見直しにともな

い、2003年、建築鉄骨の検査事業者認定を新たに

開始してほしい旨の要望を提出した。この要望を受

け、日本溶接協会はCIW認定制度に関する諮問委員

会を2004年に発足させ、同委員会の答申を受けて

西川孝夫委員長のもとで建築鉄骨に係わる非破壊検

創立 30周年記念式典（2012 年 12 月）
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査事業者認定制度検討委員会が同年設置され検討が

行われた。その結果、建築鉄骨の検査事業者認定制

度も含めたCIW認定制度の見直しを行うために「CIW

認定制度見直し検討委員会」を2005年に設置して

検討を行い、2007年、WES 8701は改正された。

　2005年はいわゆる「耐震偽装問題」が社会をに

ぎわせた年である。当協会では、「安心」と「安全」

を提供することを標榜しているCIW認定会社が、発

注者、監理・監督側の信頼を根底から覆すような検

査報告書を提出したり、社内検査と受入検査の区分

を曖昧にする行為、組織ぐるみの不正行為等の根絶

を目指して同年末から、「不正検査撲滅運動」を展開

した。

　2007年は遊戯施設の事故を受け、車軸検査に関

して関連団体の依頼に基づき遊戯施設安全管理講習

会を企画し、200人以上が受講した。会員向けサー

ビスとして、JSNDI レベルⅢ受験対策講習会を開始

した。また、この年から、第6～8期（1992～ 97年）

にかけて当協会の代表幹事を務めた中野盛司氏を冠

したゴルフコンペをスタートさせ、現在も恒例行事

となっている。

　2008年にはCIW上級検査技術者・検査技術管理

者に関する講習会を開始した。

◆ 2010 年代の足跡

　2010年は一般社団法人への登記とあわせ現在の

名称に変更した。コンクリートポンプ車のブーム溶

接の定期検査に関して、UT講習会を企画したのもこ

の年である。関連団体が主催するUT研修会には計

10回講師を派遣した。これら他団体からの要請にと

もなう検査要領の策定、研修には継続的に応じてい

る。技術委員会では、適用検査技術の実証・検討の

ほか、具体要領の策定、会員に対する技術研修会を

開くとともに、研修受講者には終了証の発行も行い、

全国で対応するCIW認定事業者による検査の公正を

図っている。

　2012年は非破壊検査業界３団体共催、文部科学省・

国土交通省・経済産業省の後援による第１回明日を

担う次世代のための非破壊検査セミナーを開催した。

本企画は2016年度までに通算14回開催している。

また、この年は、技術委員会が「鋼管円周継手の超

音波探傷試験法に関する指針」「小径管放射線透過試

験確認実験」「構造物別検査手法の概要（建築鉄骨、

土木・橋梁、タンク等プラント）に関する成果を関

連学協会で相次いで発表している。

　日本溶接協会では2014年秋以降、15年春、秋と

相次いで、当該CIW認定事業者に対して警告処分、

認定停止処分を行った。特に15年に発覚した落橋

防止装置の溶接不良を巡っては、大きな社会問題と

なり、当協会では倫理や公正をキーワードにさまざ

まな活動を展開してきた。

　2016 年は JSNDI に対し JIS Z 2305:2013 に関し

て産業界の実状への配慮を求める質問状を提出した。

また、この年は不正検査を注意喚起するため、「不正

検査撲滅運動実施中」のシール配布を行った。

　以上、当協会の成り立ちと主な足跡について紹介

した。当協会の目的は、第一に非破壊検査をもって

公共の安全に寄与することである。そのために会員

相互の情報交換、研鑽活動を通じ、責任あるCIW認

定事業者の地位向上に努めている。

　全国に位置するCIW認定事業者にとって、検査事

業に関わる技術の研鑽、情報交換は最優先されるべ

きものと認識している。多方面に開発される溶接技

術の品質を担う検査手法は多岐に亘る。これらの課

題についての研修・講習を重ね、その検査技術を全

国均質に対応させることが協会の役割であると考え

る。

　今後も責任ある検査で社会の安全を担保すること

が、CIW認定事業者の使命と確信している。

第 14回明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー
（2016 年 11 月）
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　当社は、「お客様と社員に信頼される企業であり続

ける」をスローガンに掲げる。一つひとつの業務を

確実に行い、長い年月をかけて積み重ねてきたこと

が信頼に繋がる。しかしながら、信頼は一瞬にして

崩れ去るものでもある。また、信頼に背くことは社

員一人にとどまらず、その家族、企業、ひいては検

査業界に多大な影響を及ぼすため、日々法令、倫理

の遵守に努めている。

　1984年の設立以来、当社は東北地方の建設業界

を中心に検査業務を展開してきた。2013年、株式

会社シーエックスアールと資本・業務提携を締結後、

代表取締役に就任してから３年が経過した。社内に

掲示する「規範（不正防止と倫理について）」には、「自

己に任された検査を認識し、責任と道徳心を持って

検査を行う。自己本位な都合、考えで責任を逸脱す

ることは社会、会社、自分に重大な悪影響を及ぼす

ことを十分認識する」「定められた客先要求事項、ルー

ルを厳守し、厳格に検査を行う。決められた要求事

項（客先、規格等）を勝手に無視あるいは変更したり、

緩和することは、契約違反、法律違反に繋がる恐れ

があることを十分に認識する」など７項目を明記し

ている。

　建築関連業務は、検査員一人が主流となった現状

を踏まえると、個々の検査員が企業の代表者として

検査に携わる認識をもつ必要がある。検査員一人ひ

とり、一つひとつの業務により、信頼という見えな

い意思を積み上げていく過程において、企業は個々

の検査員の行動をフォローしなければならない。

　検査機器を使いこなすのは検査員である。基本と

なるのは検査員の目であり、同時に確かな技術が求

められる。検査会社にとって社員は財産である。業

務終了後や帰社時に声をかけるなど、報告・連絡・

相談がしやすい環境整備が大切になる。とくに若手

社員には、入社して間もないからこそ積極的に質問

するように呼びかけている。仮に疑問を解消しない

まま何年も経過したら逆に質問しにくくなる。その

ような経験が自分たちにもあるからこそ、１、２年

目の社員には今だから聞ける、何を聞いてもいいと

話しかけ、成長を見守っている。

　社員に対する教育については、資格取得だけでな

く、倫理に関する教育が重要視される。経営者にとっ

ては一方的に教え込むことだけでなく、社員とコミュ

ニケーションを図るための風通しの良い職場環境づ

くりも重要になる。倫理教育に関しては、具体例を

もとにした方が社員にとっても認識しやすいと考

えている。社員を集め、近年の不正検査の事例など

を正しく伝える機会は、企業の対応や検査員のモラ

ルに関して話し合うことで社員同士のコミュニケー

ションを深める好機と捉えている。

　倫理とは「人として守り行うべき道。善悪・正邪

の判断において規準となるもの。道徳。モラル」で

ある。企業倫理は、社会の期待と信頼に応えるため

にどのような理念や基本方針をもち、行動するかに

ついて考えることである。当社ではスローガン「お

客様と社員に信頼される企業であり続ける」を基本

に、信頼され続けるために何を行わなければならな

いのか。一つひとつの行動が信頼され続けるものな

のか、あるいは、その判断は正しいか、などについて、

全社員で考えていくように呼びかけている。

　何も特別な話をしているつもりはない。我が家が

そうだったように、信頼とは、家庭内の会話の中で

も多く用いられる言葉ではないだろうか。信頼があっ

てこそ、相手に納得してもらえるし、相互の関係も

より密接になる。社会から望まれる技術力を提供し、

今以上にお客様に信頼していただける企業を目指し

ていきたい。社員に対しては経営の現況をタイムリー

に共有することで信頼関係を大切にするとともに、

これからも社員の物心両面の幸福を追求し続ける。

3．不正防止と倫理について

溶接検査株式会社 代表取締役 　辻迫　隆美
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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：
        第３回　超音波 TOFD法

株式会社 IHI 検査計測 フェロー 　荒川　敬弘

１．はじめに
　「数値シミュレーションに学ぶ超音波探傷試験」シ

リーズの前回 1）は、端部エコー法を取り上げた。端

部エコー法の原理に似た手法に超音波TOFD法があ

る。今回はTOFD法に触れてみたい。

２．TOFD法の原理

　まず、TOFD法について簡単に説明しよう。図 1
にTOFD法の概要を示している。二つの縦波斜角探

触子を対向させて、一定間隔に固定し、きずの長手

方向、または直交方向に探触子を移動させて探傷波

形を採取する。前者の走査をDスキャン、後者をB

スキャンと定義されている２）。

　採取した探傷波形（Aスコープ像）の縦軸の振幅

値を濃淡表示（あるいはカラー表示）させると、2

軸の画像を1軸で表示できる。探触子の移動に従っ

て、1軸の像を並べると、探触子位置と超音波の伝

搬距離（または伝搬時間）の関係にエコー高さを濃

淡（またはカラー）で表示したTOFD画像が得られる。

　もし、試験体の内部にきずがない場合には、片方

の探触子から表面を伝搬して受信探触子に至るラテ

ラル波と、裏面で反射して得られる底面波のみが得

られる。これに対して、内部にきずのある場合には、

きずの端部からの回折波も受信される。

３．TOFD法の長所

　TOFD法の最大の長所を一つだけ挙げるとすれば、

きずの端部からの回折画像を、端部エコーと比べて

も極めて鮮明に識別できることにある。前回に、横

割れを模擬した割れモデルを用いて端部エコー法を

シミュレーションしたところ、複数のピークが重な

り合って生じて、割れの端部エコーを識別しにくく

なることを述べた。改めて、この時のシミュレーショ

図 1　超音波 TOFD法の概要
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ン結果を図2に示す１）。
　しかし、このような複雑なきずの形態であっても、

TOFD法を用いると容易にきずの上端エコーと下端

エコーを識別できる。図3にTOFD法でのシミュレー
ション結果を示す。屈折角50度の縦波斜角探触子を、

探触子間距離(入射点間距離)を65mmと一定に保っ

て対向させて配置し、端部エコー法と同様に、きず

の長手の直交方向に探触子を1mmピッチで前後走

査（Bスキャン）して採取した探傷波形を並べた結

果である。

　複雑に折れ曲がった割れを模擬したきずであって

も、図2に示した端部エコー法の場合と異なり、上

端エコーと下端エコーを明確に識別できることがわ

かる。また、探触子を前後に移動させても、探傷波

形の変化は端部エコー法に比べても大変小さいこと

がわかる（幾何学的には、きずが対向した二つの中

心位置より外れると、端部からの回折波の伝搬時間

は長くなるが、端部エコー法に比べると変化量は小

さく、ここでの走査範囲ではほとんど変化は見られ

ていない）。これより、簡単にきずの高さを評価でき

そうである。

４．TOFD法の留意点

　TOFD法は、板厚方向のきず高さ測定精度に優れ、

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 1)

図 3　シミュレーションによる自然割れ模擬（低温割れ模擬）きずの TOFD法の探触子配置
（二つの縦波斜角探触子を一定間隔で対向させた配置）での前後走査（Bスキャン）時の探傷波形の例
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更に、探触子を溶接線に沿って直線的に走査するだ

けで、板厚によってはほとんどの溶接部を検査でき、

経済性でも極めて優れている。TOFD法が適用でき

れば、他の超音波探傷法はいらないようにも思えて

くる。TOFD法を適用するに際しての留意点はない

のだろうか。

　TOFD 探傷法については、古くより英国規格

BS7706:1993 Guide to Calibration and setting-up 

of the ultrasonic time of flight diffraction (TOFD) 

technique for the detection and sizing of fl aws があり、

広く紹介されてきている。また種々の専門書もあり

参考にされたい。ここでは、溶接部の品質を考慮し

て適用しないと大変な思いをしてしまうことのある

ことをシミュレーションから紹介しておく。

　図4は、板厚90mmで長さ500mmの溶接線中に、
φ0.5mmのブローホール模擬の球状きずを18個設

定し、TOFD法での探傷をシミュレーションした結

果を示している（CIVA 2016ソフトによる）。TOFD

法の探傷条件は、4MHzでφ 10振動子による屈折

角50度縦波斜角探触子を用いて、板厚の5/6の深

さの75mmに交軸点を設定して行った。すなわち、

JIS Z 3060:2015の付属書 Iの推奨条件の範囲で、板

厚の1/2より深い範囲を対象として行った。きずも

この深さ範囲に設定している。

　設定したきずのφ0.5は板厚の0.56％で、放射線

透過試験では検出できない可能性のあるきずである。

すなわち、放射線透過試験結果において、きずは全

く存在しない溶接部であっても、TOFD法で探傷す

ると図のような仰々しい指示模様が得られる可能性

のあることを示唆している。

　以前にBS規格などを調査している折に、このよ

うなきずを “点状きず ”と称し、「小さな空孔やスラ

グは特徴的な円弧の像を示す。このきずの報告は一

般に必要でないが、集合している場合は報告するこ

とも必要である。」との記載に気付いた。これによれ

ば特に問題もないであろうが、判断に定量的な記述

はなく、多数の指示の評価と報告を求められること

も多いであろう。特に数個のブローホールが隣接し

ている場合などの評価に意見の分かれることもあり、

わずらわしい作業に専念する必要が生じる。

　もちろん、このように大きな仰々しい円弧状の指

示を描くのは、1回の走査で広い領域を探傷できる

ように、鈍い指向性の探触子を高い探傷感度で使用

しているためである。図5に、交軸点近傍の音場の
シミュレーション結果を示している。ほぼ、板厚の

半分より深い領域を高い音圧でカバーしているのが

わかる。

　ここで、放射線透過試験はブローホールやスラグ

巻込みなどの塊状きずの検出に優れ、超音波探傷試

験は面状きずの検出に優れてブローホールなどの検

出に劣るとの一般的な知見と全く反対の議論をして

いるのに疑問を持たれるであろう。TOFD法は、通

常の探傷のようなきずからの反射波を捉えるのでは

なく、割れなどの端部で生じる微弱な回折波を捉え

図 4　φ 0.5 球状きずを 18個を配した長さ 500mm試験体（板厚 90mm）の数値シミュレーションによる TOFD法 Dキャン画像
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て評価する手法である。さらに、一回の走査で広い

領域を探傷するには、時には、材料のノイズレベル

に匹敵する高い探傷感度で探傷する。このために、

微小なきずからの回折波をも受信することになる。

逆に言えば、き裂の端部からの微弱な回折波を見落

とす感度でのTOFD法では、検査の意味がなくなっ

てしまう。

　全線にわたりほとんどきずのない高品質な溶接部

をTOFD法で検査することは、極めて経済的でかつ

精度の高い評価が得られるであろう。しかし、風の

ある時に行われたマグ溶接などでは、内部に多数の

微小ブローホールが生じてTOFD法探傷で大変苦労

することもあることを認識しておくべきであろう。

５．おわりに

　TOFD法が JISに加わり、皆様の努力に感謝してい

る。改めて見ていて少し感じたことがある。規格の

表題がきずの指示高さ測定方法となっている。寸法

測定だけであれば、きずの位置がすでに分かってい

るはずで、きずの位置に交軸点を合わせれば、推奨

されている鈍い指向性の探触子を使うことなく、よ

り SN比のよい条件で測定できるはずである。また、

図3に示したシミュレーションのように、Aスコー

プによる通常の探傷装置でもよいのでなかろうか。

　また、きずの端部に相当するエコーレベルを規格

で定義して、きずの寸法を求める場合は、端部のエ

コーレベルの定義によって寸法が変化するので、“指

示高さ ”のように “指示 ”を用いて寸法を定義するの

は理解できる。しかし、TOFD法は、伝搬時間から

直接きずの上端や下端の深さを測定しているのだか

ら、きずの高さ測定でよいように思う。もし、“指示 ”

をつける必要があるのなら、板厚測定においても “指

示厚さ ”となるであろう。

　また、TOFD不感帯の用語が定義されているが、

不感帯は JIS Z 2300「非破壊試験用語」、非破壊試験

用語辞典（日本非破壊検査協会編）や JIS Z 2350：

2002「超音波探触子の性能測定方法」などで用語の

統一性がなく、混乱している。

　年のせいか少々愚痴っぽくなってしまったので、

この辺で筆を置くことにする。

参　考　資　料
1) 荒川：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、RUMPES　Vol.30　No.4（2016秋）、p.p.9-12

2) JIS Z 3060:2015「鋼溶接部の超音波探傷試験　付属書 I　（参考）
TOFD法によるきずの指示高さの測定方法」

図 5　球状きずの TOFD画像シミュレーション（図 4）に用いた TOFD法探傷条件での音圧分布のシミュレーション結果
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5．わが社の現状 ―― OJT プラス Off -JT の取り組み

株式会社シーエックスアール

　1960年設立の当社は、今年度で第58期を迎える。

時代は昭和の高度成長期から平成に移り、創業時か

ら当社を先頭に立って盛りたてた社員の多くはすで

に引退している。平成以降入社の社員は250人超と

なり、当社の中核をなしている。また、平成生まれ

の社員も50人を超え、全社員数の15％に達してい

る。

　半面、長年技術力を高めた熟練技術者は高齢化し

ているが、その技術を継承すべき50歳前後の年齢

層が不足しており、この世代間の不均衡の影響から、

40歳代の各種試験スペシャリストの養成、20歳代

～30歳代の若手技術者の底上げが急務となってい

る。

　この状況は当社に限らず業界内でよく聞かれる問

題である。この問題の要因の第一は当社の人材育成

に対する取り組みの遅れが挙げられる。また、従来

の育成方法が困難になってきている業務環境もある。

優秀な技術者の育成にはOn the Job Training（OJT)

が非常に有効であり、当社でも技術者育成のために

OJT中心の教育を行ってきた。しかし、近年は顧客

の環境も大変厳しい場合が多く、コストダウンの努

力を強力に行っておられ、短い工期のなか限られた

人数で工程を厳守していく必要に迫られることから、

OJTを行える環境は非常に少なくなってきた。

　このような環境の中では、資格取得の努力を重ね

て有資格者になった社員に現場で技術を磨く機会を

与えることが困難であったり、検査対象物に対する

知見を高めるための十分な現場経験を積ませること

ができない状況が発生している。

　これら主に現場経験の不足による課題をクリア

するため、当社では昨年4月、Off  the Job Training 

（OFF-JT）によっても現場環境と同じ研修を実施する

ことが可能な施設「研修開発センター」を広島県営

竹原工業・流通団地内に新設した。

　本施設では、非破壊検査の各種座学講習、実機を

用いた実習による技量向上研修が可能になった。ま

た、改定された非破壊試験技術者資格試験の実技試

験に対応したトレーニングがさらに充実した内容で

可能になり、当社社員のみならず外部からも講習依

頼が増加している。

　今後、当社は当施設のさらなる充実を図り、OFF-

JTと OJTのベストな組合せ教育を継続し、当社全体

の技術力向上により、業務対応力の強化を目指して

顧客や業界全体のために貢献できるよう進んでいき

たいと思う。

昨年 4月、広島県竹原市に開設した「研修開発センター」
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6．随想 ―― 播州弁は人情味のある好きなことば

株式会社ダンテック 　小田原　勇

　みなさんは播州弁をご存じでしょうか？

　オンライン百科事典のウィキペディアで調べると、

「兵庫県南西部の播磨地方（旧播磨国）で話される日

本語の方言である」と書いてありました。

　もともと私は岡山県出身で、当社に入社後、約1ヵ

月間の研修を本社である大阪で受けました。この時

は、関西弁をできるだけ早く覚えて、コミュニケー

ションを取れるように努力していました。

　そして、半年くらいして、神戸製鋼所高砂製作所

の仕事で播磨地方にお世話になるようになりました。

工場に行っていろいろ教えてもらっていると、現場

の人に「にいちゃん、そこの水道の蛇口ひねってく

れっこ」と言われ、「なんやそれ」と思いました。蛇

口をひねるまでは分かりましたが、「くれっこ」がど

ういう意味か分かりませんでした。

　それは、「蛇口をひねってくれ」の播州弁だったの

です。心の中で、爆笑し衝撃を受けたのを今でも思

い出します。年配の方同士の会話を聞くと、何を言っ

ているのか分からないこともあり、ケンカをしてい

るようにも聞こえました。こんな言葉は使いたくな

いと思ったこともありました。

　現在は、この播州の地に居座って、30数年が経ち

ました。地元播州の人を嫁にもらい、2人の子供に

も恵まれました。娘は母親の影響でしょうか、バリ

バリの播州弁を使います。そのためか、神戸市に勤

め始めた娘が、昼御飯の時、同期の友達に「レンジ

でチンいわして～、って言ったら神戸の人には通じ

ひん」と帰って来て教えてくれました。普通は「レ

ンジでチンして～しか言わないで」と友達に言われ

たそうです。娘は「わたしの言葉ってバリバリの播

州弁なんや～」とびっくりしているようです。

　このような、播州弁でのエピソードは家族の中で

たくさんあります。

　また、以前にテレビで播州弁について特集をして

いた時、それを見ながら娘と納得する半面、「その言

葉は正しくない」と思いつつ、面白く見入ってしま

いました。

　関西弁と違って、きつい言葉もありますが、人情

味のある言葉のように思っています。

　播州弁（方言）というのは、イントネーション等

もあり、文章で書くとなかなか伝わりにくいので、

私がお勧めする面白いと思った播州弁の単語をいく

つか紹介します（別表）。
　なかなか面白いと思いませんか？
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１．はじめに
　1980年後半から、1人 1台のPCが配備されるよ

うになると、これまで紙で管理されてきた保全情報

のデジタル化、一元管理化が進むようになり、これ

らを設備診断支援システムで管理されるようになっ

た。

　プラントの保全担当者は、適切なタイミングで高

品質な保全を最小のコストで実施することが要求さ

れる。

　これらの要求に応えるためには、豊富な経験と十

分な技術に基づく計画の立案が必要であるが人材の

不足による保全技術継承の難しさ、点検周期の延長

による現場経験の機会減少など、保全技術レベルの

確保には課題も多い。

　当社では、2000年頃から設備診断支援システム

「A-MIS」を提供しており、この歴史は16年を超える。

本稿では、この設備診断支援システムを紹介したい。

２．設備診断支援システム「A-MIS」の概要
　当社では石油精製、石油化学および一般化学プラ

ントにおける静機器、配管を対象とする設備診断支

援システムとしてA-MISの開発、提供を行っている。

このシステムは、SDM、OSI などのメンテナンス業

務を遂行するために必要な検査履歴（RT、UT、MT、

PT、ET、STなどの非破壊検査結果）の管理機能を

有する。

　図1にA-MISの基本機能を示す。
　A-MISには「台帳管理機能」「肉厚管理機能」「目視・

非破壊機能」「計画機能」「印刷機能」があり、これ

らの情報を効率良く可視化することで設備管理業務

をスムーズに行うことが可能である。

２．１　台帳機能
　図2に示すように、プラントのイメージ図から対
象の機器、配管を選択することで登録台帳を閲覧す

ることができる。

7．設備診断支援システム「A-MIS」について

日揮プラントイノベーション株式会社 第 2事業本部 情報技術部 部長代理 　中尾　哲也

図 1　A-MIS 基本機能
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　この台帳には、対象アイテムの名称、設置年、各

種寸法などの情報だけでなく、温度、圧力、内部流

体種別などの仕様情報に加え、対象設備の図面も合

わせ持つ。

２．２　肉厚管理機能
　超音波や放射線による検査では残存厚さが数値

データとして記録される。

　使用年数や元肉厚、測定肉厚などの情報から腐食

率、余寿命を自動計算し画面上に表示する。また、

図 3のように傾向管理グラフも合わせて表示され、
数値データを追うことなく状況を確認することがで

きる。

　図4に示すように、図面上に測定位置を表す検査
位置番号が表示され、この番号が腐食率によって色

別されることで減肉の激しい箇所を利用者に認知さ

せる。

２．３　目視・非破壊機能
　目視検査や、その他非破壊検査業務では、文字情

報や写真またはスケッチなどが保全履歴となる。こ

れらの情報は目視・非破壊履歴にて管理を行う。

　図5に画面イメージを紹介する。
　機器や配管の目視非破壊検査では、詳細記録とし

て点検部位毎に検査記録が採取される。A-MIS は点

検部位毎の検査記録の登録が可能であり、更に関連

付けされている図面などへのメモ書きも可能である。

A-MISではこれをマークアップ機能と呼んでおり、

図 2　プラントイメージ図

図 3　肉厚測定結果 傾向管理グラフ

図 4　目視・非破壊機能

図 5　目視・非破壊計画

図 6　マークアップ機能
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過去の履歴を単年度で表示したり複数年度を重ねて

表示することにより、保全履歴を可視化することが

できる。イメージを図6に示す。
２．４　計画機能
　計画機能には、肉厚計画、目視・非破壊計画があ

り、それぞれを独立して計画立案することができる。

肉厚計画では、一定のルールを設定し、条件を事前

に登録しておけば数千点から数万点の計画を一括で

行うことができる。

　目視・非破壊計画では、パーツ毎に適用される検

査手法が異なる場合もあり、より複雑な計画が必要

になる。計画立案時には、「部位」「阻害要因」「検査

方法」毎に立案されるため、細かな管理が可能である。

図7に計画画面を紹介する。

３．まとめ
　A-MIS のような設備診断支援システムは、最適な

保全計画立案に必須となっており、ほとんどのプラ

ントで導入、運用され、保全担当者の負担を軽減す

るだけでなく、プラントの安全操業に寄与している。

最近ではデータを蓄積するだけでなく、ウェアラブ

ル端末や図8に示すような新しいセンサ技術を取り
入れたデータ採取の効率化、蓄積データを活用した

データ解析なども議論されている。参考までにデー

タ採取、データ蓄積、データ活用のイメージを図9
に示す。

　今後は保全データの蓄積だけでなく、データ採取

の効率化や有効活用などについても取り組んでいき

たいと考えている。

図 9　データ採取・蓄積・活用イメージ

図 8　A-MIS LOG-BOOK による肉厚測定作業風景図 7　全体計画
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8．CIW認定に関するお知らせ

　2017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2016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。

＜種別変更：1社＞
C種（D種からの種別変更）
◆東日本検査 (株 )〔68〕（宮城県）
　認定検査部門：UT・PT・建築鉄骨検査適格事業者
（PT部門を追加）
　登録事業所　：本社

＜検査部門等の停止：1社＞
B種
◆ (株 )ディーアイジェクト〔183〕（神奈川県）
　認定検査部門：UT・MT・PT・建築鉄骨検査適格
事業者（RT部門を停止）
　登録事業所　：本社

＜社名の変更：1社＞
◆【旧】関西エックス線 (株 )〔7〕(広島県 )
　  【新】(株 )ウィズソル（2017年 4月 1日付）

　2017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：28 社／ D種：
61社／合計：115社

☆通常総会の開催
　2017 年 5 月 16 日 ( 火 )、通常総会を東京・港
区の浜松町東京會舘において開催いたします。16
年度事業報告と 17 年度事業計画について審議い
たします。
　また、翌 5月 17日 ( 水 ) には、恒例の中野盛司
杯を千葉県市原市の立野クラシックゴルフ倶楽部
において開催いたします。

☆ 2017 年度第 1回理事会
　2017 年 4月 12日（水）、17年度第 1回理事会
を開催し、総会議題の検討および協会創立 35 周
年記念事業の計画を行いました。

☆東京都登録検査機関の説明会の開催
　「建築物の工事における試験及び検査に関する東
京都取り扱い要綱」に基づく鉄骨溶接部検査機関
の新規登録申請・定期審査申請・更新審査申請に
ついての説明会を行います。
　日時：2017 年 4月 20日 ( 木 )　
　　　　14：30～ 16：50
　場所：台東区民会館 8階第 2会議室
☆東京都登録検査機関申請書類の受付
　東京都登録検査機関の申請書類の受付を 2017

年7月3日(月 )～7月12日(水 )の間に行います。
申請書類の提出は CIW検査業協会事務局まで。

☆研修会・講習会の予定
　①WES 8701：2016 に基づく CIW検査技術管
理者及び上級検査技術者（UT部門）資格取得のた
めの受験対策講習会を開催いたします。
・CIW検査技術管理者
　日程：2017 年 5月 6日 ( 土 )、5月 7日 ( 日 )
　場所：CIW検査業協会・事務所
・CIW上級検査技術者
　日程：2017 年 5月 6日 ( 土 )、5月 7日 ( 日 )
　場所：ちよだパークサイドプラザ
　②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）」を開催いたします。
　日程：2017 年 6月 25日（日）
　場所：台東区民会館 8階第 2会議室

＊「研修会・講習会」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)
にも掲載しております。
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　桜の開花宣言とともに、日本列島を桜前線が北上しております。本格的に春到
来といったムードに包まれています。
　年明け以降、トランプ米大統領の誕生で、その発言に一喜一憂するなど、国際
情勢の行方はどうなるものか、混沌とした状態に陥っているようです。国内にあっ
ては、森友学園への国有地売却問題が浮上、この問題に関連した報道が相次ぐな
ど、なにやら先行きに不透明感が生じております。こうしたなかで、WBC（ワー
ルドベースボールクラシック）では、優勝した米国に善戦しながらも僅差で負け
た日本チームですが、テレビは高視聴率をあげるなど、熱気に沸いたことは明る
い話題といえましょう。
　本号では、CIW検査業協会の創立 35周年企画をスタートしました。その第一
弾は、協会の成り立ちから現在に至るまでの歴史を振り返るものです。
　ふと温故知新という言葉が浮かびました。かつて学んだことや過去の事柄をも
う一度調べたり考えたりして、新しい道理や知識を見い出し自分のものとするこ
とです。CIW認定事業者の皆様方にとりまして協会を深く理解して頂く一助にな
れば幸いです。
　また、「不正防止と倫理について」をはじめとして、数値シミュレーションに
学ぶ超音波探傷試験、設備診断支援システム、我が社の現状、随想――などを盛
り込みました。
　今後も CIW認定事業者にとって役立つテーマ、関連する最新情報を掲載して
いきます。これはといった読者の皆様の話題をご一報ください。

 （I.H）




