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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：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

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。
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【年間特集】CIW 検査業協会創立 35 周年

明日への架け橋

一般社団法人 CIW 検査業協会
（逸見俊一会長）
は 2017 年 10 月、
創立 35 周年を迎える。
1982 年、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
てきた。本誌では年間特集の一環で 35 周年記念座談会を企画。
「明日への架け橋」
をテー
マに掲げ、次世代の担い手とベテランが CIW 検査業協会の将来を展望する。

< 出席者 >( 順不同 )

古賀

美智恵 氏（株式会社九検代表取締役社長）

佐藤
木村

孝二 氏（有限会社グローバル検査最高経営責任者）
成晴 氏（第一検査株式会社代表取締役）

伊藤

剛 氏（仙台検査株式会社常務取締役）

笠岡

和昭 氏（株式会社シーエックスアール統括事業本部参与）

井手

茂 氏 （東亜非破壊検査株式会社常務取締役）

< 司会 >

逸見

俊一氏（株式会社検査サービス代表取締役社長）
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逸見

本日は、CIW 検査業協会（以下、検査業協会）

が今年、創立 35 周年を迎えるにあたり、
「明日へ
の架け橋」
をテーマに掲げる座談会を企画しました。
各位にはお忙しい中、ご出席いただきありがとうご
ざいます。私は司会進行を務める検査サービスの逸
見です。
検査業協会では第７代会長を務めています。
本日はよろしくお願いします。さて、今回の座談会
では現在、検査業協会の活動に関わる次世代の担い
手各位と、過去に理事などを歴任したベテラン各位
古賀

にご出席いただき、検査業協会のこれまでの歩みや

美智恵氏

現状各社が抱えている課題を踏まえたうえで、検査
業協会の将来について忌憚のないご意見をいただけ

協会運営に努めてきたつもりですが、あらためて振

たら幸いです。それでは自己紹介をお願いします。

り返ると、実行に移せなかったことが多くあると感

古賀

じます。本日出席の次世代を担う各位には、初めに

九検の古賀です。最初に非破壊検査の資格を

取得して以来、約 20 年になります。
佐藤

グローバル検査の佐藤です。非破壊検査業界

に入って約 25 年、日々楽しく検査業務に臨んでい
ます。
伊藤

仙台検査の伊藤です。非破壊検査業界に入っ

「悔いを残さないように」という言葉を贈りたいと
思います。

◆ CIW の普及は努力の結晶
逸見

それでは検査業協会の未来について語る前に

て７年、現場に通い経験を積む毎日です。

回顧から始めます。当協会の前身である「溶接検査

木村

第一検査の木村です。非破壊検査業界に入っ

事業者懇談会」（溶検懇）は 1982 年 10 月、日本

て 15 年ですが、検査業協会との関わりは、あり方

溶接協会の認定会社 34 社が一堂に会し、設立総会

検討委員会の委員を務めることになった２年前から

を開催しました。当時の日本溶接協会 CIW 技術委

です。

員会の席上、WES 8701 改正案が示され、あわせ

笠岡

シーエックスアールの笠岡です。本日は座談

て認定料の値上げを打診されたことをきっかけとし

会の企画に応えるため、歳を重ねた者として発言し

て、「経営の立場に立って交渉する必要がある」と

ます。検査業協会では現在、日本非破壊検査協会、

の声を背景に認定会社の代表が集まり、急遽結成さ

日本溶接技術センターとともに組織する明日を担う

れました。

次世代のための非破壊検査セミナー委員会の委員長

総会後、幹事の互選により、初代代表幹事に田淵

を拝命しています。

泰平氏（非破壊検査）を選任し、① WES 8701 改

井手

東亜非破壊検査の井手です。非破壊検査業界

正案への対応②広報計画――について活動を開始

に入って 38 年になります。検査業務は携わってみ

しました。溶検懇の設立時の目的には「WES 8701

ると結構楽しいもので、あっという間にこの月日が

に基づく CIW 認定検査事業者の自主運営による相

流れてきたような気がします。次世代を担う各位と

互の情報交換、研鑽、活動を通じ業界の啓蒙と認定

ともに座談会の機会を設けていただいたことをうれ

検査事業者の自覚と地位向上を図る」と記され、そ

しく思います。

の精神は現在も引き継がれています。

逸見

ありがとうございます。ちなみに私は非破壊

第３代の尾崎眞純代表幹事の任期中、CIW 認定

検査業界に入って 46 年、当社を創業して 42 年に

の認知度向上の必要性が叫ばれるようになり、第５

なります。検査業協会では、周囲の声を受け、長き

代の中野盛司代表幹事の任期中から対外的な活動を

にわたり会長を務めてきました。自分自身、精一杯、

本格的に開始しました。
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孝二氏

よく話題にするのですが、私が 40 歳で当協会の

伊藤

剛氏

来ないと嘆いていました。人材確保のほかに課題は

役員に就いた当時、CIW 認定の知名度は地方では

ありますか。

ほとんどない状況でした。その後地道な活動を積み

古賀

重ねた結果、当協会が実施した CIW 認定に関する

事をしてきたのか」と逆に質問されたことがありま

アンケートで「地方では CIW 認定の知名度は 50％

す。検査会社はモノをつくっているわけではないの

ぐらいしかない」との回答があり、個人的にはその

で、仕事としてのやりがいをアピールすることが課

意見が非常にうれしかったのです。また、東京都の

題だと思います。昨年、地元佐賀県の工業高校で開

鉄骨溶接部検査機関登録制度の運用にあたっては、

かれた次世代のための非破壊検査セミナーに参加す

当協会が東京都鉄骨溶接部検査機関登録制度審査事

る機会があり、この仕事に携わって何が面白いのか、

務指定機関に位置付けられているように、CIW 認

若い世代にアピールすることも大事であるとあらた

定は着実に普及してきたと実感する部分もありま

めて感じました。

す。

佐藤

◆課題は人材確保、社会へのアピール

面接の際、学生から「何をやりがいにして仕

契約適正化にあたっては当然お金の話も出て

きます。例えば受注単価を上げるという話は継続し
て取り組まなければならない課題だと考えます。検

逸見 さて、現在、検査会社を取り巻く環境で何か

査業協会の会員が廃業したと聞くと、少し残念な思

課題はありますか。

いもあります。仕事のやりがいということでは、や

佐藤 人材確保は本日の出席者各位も一様に課題と

はり給料を含めて考えていく必要があると思いま

して捉えているのではないでしょうか。最近は会社

す。魅力のある業界にするためには避けて通れない

訪問をフリーにするのが一般的であり、昨年は多少

ところかもしれません。

エントリーがあったのですが、今年はまだエント

井手

リーがありません。また、政府の働き方改革の推進

白かったというのが率直な感想です。その思いを若

にともない、非破壊検査業界の休日の不足も課題の

い世代に伝えていかなければならないと思います。

一つに挙げられます。

人材確保が難しい環境にあっては、性別に関係なく

笠岡 学校を訪ねると、担当教員は休日に加え、出

いかに優秀な人材を採用するかが重要になるでしょ

張や転勤の有無を確認します。

う。

木村 ４月の求人倍率はバブル期の最高を超えまし

伊藤

た。非破壊検査業界も例外ではなく、今年は求人に

いに来る行政の担当者は男性が一般的でした。ただ、

さらに苦労する状況が予想されます。

ここ数年、女性の担当者が来るケースも増え、最近

逸見 検査会社大手は３次まで募集しても希望者が

では女性担当者２人による立ち会いもありました。

私は 30 年以上、検査に携わってきて結構面

私が入社したころ、橋梁の現場などに立ち会
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女性担当者による立ち会いが一般化することによっ
て、現場の環境が着実に改善されていることを肌で
感じています。
逸見

古賀さんから指摘がありましたが、次世代の

ための非破壊検査セミナーについて、受講する高校
生や教員の反応はいかがですか。
笠岡

本セミナーは、2012 年度から始まり、2016

年度で開催回数は全 14 回を数えます。開催実績集
計として、開催県は 11 県、参加高校数は 94 校と
木村

なり、受講者総数は 494 人（教職員：237 人、生徒：

成晴氏

257 人）に上ります。当初、非破壊検査に対する
教育内容および認知度向上の観点から、工業高校の

況が予想されます。

機械科の生徒を対象としましたが、非破壊検査の内

古賀

容は多岐にわたり、学科を問わず重要であるとの考

だくのですが、その次は大阪、あるいは東京しか選

えにもとづき、専攻学科の区分を削除しました。

択肢がありません。大阪で受験する場合、最低２日、

受講者アンケートによると、非破壊検査に関して

最初の再認証は地元の九州でも実施していた

場合によっては３日を要するため、大きな負担とな

は教科書でふれる程度で、学校に検査装置があって

ります。

も使うケースは少ないのが実情です。したがって、

井手

本セミナーを通じて非破壊検査技術を知ってもら

実です。誰のための資格なのかということについて

い、今後の教育の場で生かしてもらうことで、生徒

引き続き関係者間で相互理解を深める必要がありま

が産業界に出たときに思い出して、生かしてもらえ

す。各社の意見を吸い上げ、要望を伝える意味で検

たらありがたい。また、本セミナーが地域産業を担

査業協会の存在意義は大きいと思います。非破壊検

う人材育成の一助となれば幸いと、セミナー会場で

査の資格は、検査会社をはじめ産業界のためになら

繰り返し説明しています。本セミナーに関しては今

なければならないと思います。このことは今後も検

後も３団体が協調し、全国展開を図っていく方針で

査業協会が一丸となって発信していかなければなら

す。

ない大きな課題であると考えます。

逸見

継続的に人材を確保し、技術者を育成してい

かなければ、個々の検査会社は成り立ちません。
技術者育成の観点で言えば、資格の取得が不可欠
です。ただ、現行の資格認証制度に関して一つの例
を挙げると、日本非破壊検査協会による 2017 年春

笠岡

資格に関する思いは会社を問わず共通して切

合格率や試験開催地などは非常に重要なこと

であり、今後も産業界の声に理解を求める活動を継
続してほしいと思います。

◆魅力ある業界継承へ懇親会企画

期試験では UT レベル２再認証の合格率は 48％に

逸見

とどまります。技術者数の維持、そして検査会社の

ワードの一つに挙げられます。検査業界の将来を担

存続を踏まえると、現状の合格率は非常に厳しい水

う若い世代に魅力ある業界を継承するため、若い世

準と言えるでしょう。それぞれ資格制度について思

代が集う機会を設けることこそ我々の世代に課せら

うことはありますか。

れた使命であると考えます。検査会社の新入社員を

佐藤

私はまだ現役なので受験する立場にあります

対象にしたセミナーや、当協会の前身が溶接検査事

が、ご指摘のとおり現状の合格率を考慮すると、講

業者懇談会だったことを踏まえて、今後は積極的に

習会などで更新するような方向を検討いただかない

懇談の場を設けるなど、若い世代の視野を広げる活

と、資格を維持していくうえで今後かなり厳しい状

動を後押ししていく方針です。木村さん、あり方検

4
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笠岡

和昭氏

井手

茂氏

討委員会でも会員間の懇親の場を設けることについ

先の社員の方と交流する機会があり、実際に横のつ

て議論を重ねていますね。

ながりができている事例もあります。今後、懇親会

木村 はい。自主的に集まるのが理想かもしれませ

が開催されるようなら、出張経験が少ない社員に機

んが、検査業協会がきっかけをつくり、各地で集い

会を与えたいと思います。

の場を設けるのは非常に良いことだと思います。懇

逸見

親会を通じ、様々な会社の人と知り合い、普段社内

会社の主に主任、課長クラスが参加するような形で

ではできない話をすることで、同じ境遇の人がいる

進めていきたいと思います。また、本日の座談会と

ことを知れば、現状を悲観するのではなく、お互い

同様、各地にはベテランもいるので、若手の懇親会

に今後どう頑張っていくかという方向性を共有でき

にはベテランも同席してもらえるような青写真を考

る有意義な場になるかもしれません。

えています。

逸見 伊藤さんはいかがですか。
伊藤

私も同感です。仮にそういう機会があれば、

実際、懇親会を開催することになれば、会員

◆検査業協会、検査業界の将来を展望

積極的に会社も立場も異なる参加者と意見を交わす

逸見

ことで、同調することもあるでしょうし、逆にそう

が考える検査業協会、そして非破壊検査業界の将来

ではないなどと刺激し合う場になると期待します。

あるべき姿についてお聞かせください。

逸見 ある程度経験を積むと、話を聞くだけで見え

木村

てくることが多いと思います。定期的に顔をあわせ

なっていると思うのです。非破壊検査の認知度が

る機会を設けることで、解決していく課題も多いの

徐々に広がりつつある現状を踏まえると、一層の認

ではないでしょうか。

知度向上を図る取り組みも重要になるのでしょう

佐藤 私も賛成です。生きるということは、何人の

が、やはり誰かが導くということではなく、今は社

人と知り合うかだと思うのです。社内の人間関係の

会のニーズにマッチするような活動を進めていく時

みで知識を広めるのではなく、社外の人と話をした

機であると考えます。非破壊検査は今後絶対になく

ほうが、間違いなく知識も広がるし、人間としての

ならないし、適用対象はさらに増えていくと思いま

幅も広がると思います。また、開催地については大

す。したがって、決して背伸びするのではなく、社

都市圏に偏ることなく、全国各地で企画してほしい

会が必要としてくれる機会を待つ。待ちの姿勢は受

ですね。実際、懇親会に顔を出して、いろいろなも

け身で印象は良くないかもしれませんが、全国で毎

のが身についたということならば、上司も快く送り

年発生する自然災害をはじめ、どのような事態にも

出してくれると思います。

対処できるように備えておく必要があると思います。

古賀 当社では定検の応援で出張する社員は、出張

最後に検査業協会への要望を含め、それぞれ

非破壊検査はすでに社会の一つのニーズに

また、次世代のための非破壊検査セミナーは非常
5

にいい企画であり、若いうちに非破壊検査がどうい
うものか伝えることの意義は大きいと思います。残
念ながら、これまで非破壊検査業界がクローズアッ
プされるのは、何らかのトラブル発生に起因する
ケースが多くありました。とはいえ、そのたびに非
破壊検査が認知度を広げてきたことも事実だと思う
のです。セミナーの全国展開を図る過程で、若い世
代が非破壊検査の一端にふれたことをきっかけに、
仮に本人が事故のニュースをみて、その原因を理解
逸見

する一助になることが重要なのだと思います。
伊藤

俊一氏

CIW 認定に関して、当社は UT を取得してい

ないのですが、ある顧客から「CIW 認定を報告書

くなったのは間違いありません。検査業協会があっ

の表紙に載せるため、UT の認定取得に向け頑張っ

たからこそ、今仕事ができているというのが実感で

てほしい」と激励されたことがあります。私自身、

す。

検査業協会では契約適正化委員会に関わっているの

古賀

ですが、その顧客の「報告書の表紙に CIW 認定を

ことと思いますが、検査員として女性を採用してい

載せたい」という発言は、CIW 認定に対する信頼

ます。ただ、やはり非破壊検査は現場の作業をとも

の証であると思うのです。当社は RT で CIW 認定

なうため、どうしても子どもができると現場に出ら

を受けており、RT に関しては、報告書に CIW 認定

れないというマイナス環境があるのは十分理解して

事業者であることを明示しています。あらためて

います。育児休暇から復帰して、現場には出せない

CIW 認定は信頼の証であるということを肝に銘じ、

としても、できるだけ現場に近い場所に置いて、現

今後も信頼を得る検査に努めていきたいと思いま

場の情報や新しい技術などを吸収してもらって、将

す。

来はまた作業に戻ってもらいたいという気持ちで女

佐藤

35 年の歴史のなかで、今我々が仕事のでき

今日ご出席の各位も積極的に採用されている

性を採用しています。

る環境を整えていただいたのは検査業協会の先輩各

当然、近い将来労働力不足が危惧されるなか、シ

位の努力によるものです。それをどのように引き継

ニアを活用することももちろん大事だと思うのです

いでいくかというのは、やはりこれからの一番の課

が、超音波や電磁波レーダーなど、割と体力的にも

題であると考えます。採用面接に際して、非破壊検

ハードではない現場に、女性社員をどうやって活用

査という仕事は資格を取ることができる長所を説明

していくかを今後考えていきたいです。

します。加えて、手に職を付けるという意義ととも

また、人口減少が避けられず、今後さらに検査の

に、一番強調するのは、この仕事は絶対なくならな

自動化が求められるようになることを踏まえ、将来

いということです。建築鉄骨に関しては今後、新築

の検査業務には IoT（モノのインターネット）や AI

は徐々に減っていく傾向になるのでしょうが、イン

（人工知能）を積極的に取り入れていくべきだと思

フラに関しては古くなったからといってすべて壊す

います。

ということはなく、将来的にも多分約束された業種

笠岡

であると考えます。

きな業界になるとは少しも考えていませんでした。

今思えば当社に入社したころ、これほどの大

検査業協会の活動に関わるようになって一番良

したがって、次世代の担い手が今後、新たな課題に

かったことは、人のつながりができたことです。例

直面してもいずれ克服できると思います。立ち止ま

えば当社でその仕事は受けられないのですが、つな

ることなく、あり方検討委員会で議論している検討

がりのある別の会社に頼みたい、という話もしやす

課題を一つずつクリアしてほしいというのが一つの

6
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たということだと思います。鉄骨業界は自主検査と

また、非破壊検査は社会的に認知されてきたわけ

受入検査が確立していますが、このシステムはほか

ですが、その重要性に関して、どういうところに適

の業界では一般的ではありません。このシステムが

用されているという段階まで広く理解してもらうこ

ほかの業界にも広がると、検査の位置づけがさらに

とをそれぞれの財産にしていただきたい。

向上するのではないでしょうか。ぜひそういう方向

本日ご出席の次世代を担う各位は、これまで会社

に進むことを期待します。

の仕事、
資格取得などに一生懸命取り組まれてきた。

逸見 CIW 認定がここまで認知されたのは、正に

今後、
検査業協会、そして検査業界を担う立場となっ

検査業協会の活動に携わってきた会員各位の努力の

たら、世の中に非破壊検査の重要性、安全・安心を

結晶です。会員会社で世代交代が進む今こそ、検査

守るのが非破壊検査ということを広く一般に伝えて

業協会の 35 年に及ぶ歩みを次世代に伝えておかな

いく活動を継続してほしいですね。

ければなりません。本日ご出席の４人をはじめ次世

井手 私が当社に入社したころは、重厚長大産業が

代を担う各位には、先達の努力があって、CIW 認

拡大の一途を辿り、その流れに追随して検査業務に

定がここまで認知された現在があることを理解して

邁進した時代でした。その後、世の中が変わる過程

いただきたいと思います。

で、この検査という職種が時流に乗ったような気が

また、本日、ご指摘いただいた人材、コスト、資格、

するのです。単にものづくりだけではなく、保守検

社会へのアピールなどの課題は、今後の宿題として

査をはじめ、広範な業界で検査と名の付く仕事を積

捉えていただきたい。それぞれが現役で迎える 50

極的に取り入れてきた結果、足元は各社多忙であり、

年の節目には、これらの課題が少しでも改善される

検査技術者が足りないのが現状です。したがって今

ことを期待してやみません。今後も次世代に魅力あ

後、人材の確保と育成がさらに重要性を増すことに

る業界を継承できるよう協会運営に努める所存です

なると思います。

のでご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

検査業協会については、鉄骨で認知度を高め、現

本日はありがとうございました。

在の地位を確立したことは、先輩各位が賢明であっ
7

2．数値シミュレーションに学ぶ超音波探傷試験：第４回
小口径配管などの曲率が垂直超音波探傷に及ぼす影響
株式会社 IHI 検査計測 フェロー

荒川

敬弘

１．はじめに
小口径配管などに探触子を設置した場合、平板に
比べて超音波ビームが円周方向により広く拡散する
ことが知られている。たとえば、日本非破壊検査
協会編集の「超音波探傷試験問題集」にも、直径
100mm の丸棒を円周面より垂直探傷した場合に、
超音波ビームが広がり、側面で二度反射して戻る円
柱面エコーが底面エコーの後方に生じる問題例が示
されている 1)。
一方、日本溶接協会編集の「溶接構造物の試験・
検査」においても、円柱面の曲率によって伝達損失
が大きくなるとともに、超音波ビームの拡散による
減衰も大きくなることが示されている。この理由と
して、振動子が試験体と一部でしか接触しないため
に、あたかも線状の振動子を用いて探傷しているの

図１ 前面平坦な垂直探触子を直径 100mm の円柱試験体側面に
グリセリンを接触媒質として設置したときの接触媒質の厚みと、
接触媒質の厚みから求めた音圧往復通過率の、探触子の
試験体への接線位置からの距離 x に対する変化の様子

と同じ状態になり、超音波ビームの指向性が鈍くな
ることがあげられている 2)。しかし、いずれの資料

では、ジルコン酸チタン酸鉛（PZT）振動子と、鋼

にも超音波ビームの拡散に関する定量的な解釈は示

の円柱側面との間にグリセリンが接触媒質として介

されていない。

在しているとして求めた。

小口径配管などの超音波探傷手法を検討するに

計算結果は、接線位置から離れて接触媒質の厚み

は、特に曲率面を伝達した後の超音波音場を把握し

が厚くなると急激に音圧往復透過率が悪くなり、あ

て超音波ビームの広がりを小さくすることが重要で

たかも「溶接構造物の試験・検査」の図 5.3.112) の

ある。このためには、ビームの拡散に及ぼす曲率の

模式的な説明図のような結果となっている。しか

影響を明らかにする必要があり、数値シミュレー

し、求めた図は、機械加工面の表面粗さの影響を全

ションも活用して検討した。今回は、垂直探傷の場

く無視して求めている。平滑面であっても表面粗さ

合について解説する。

によって例えば 10 μ m 前後の接触媒質が存在す

２．円柱試験体の垂直探傷
直径 100mm の丸棒の側面に垂直探触子をおいた

ると考えられ、平滑面での接触媒質の厚み（例えば
10 μｍ）が原点となって、図の透過率の差はかな
り小さくなるはずである。

場合に、曲率によりどの程度の隙間が生じ、その隙

直径 100mm の円柱試験体の側面から、周波数

間によって音圧往復通過率がどの程度変化するかを

５MHz で、振動子サイズ 25.4mm、12.7mm およ

検討した。図１は、前面が平坦な探触子と円柱との

び 6.35mm の垂直探触子を用いて、グリセリンを

接線位置からの距離と隙間（接触媒質の厚み）およ

接触媒質として垂直探傷を行った。得られた探傷波

び音圧往復透過率の計算結果
8
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めに側面で二度反射して戻る円柱面エコーの発生の

ビームが異なる方向に二本進行しているのが注目さ

様子は、振動子寸法に著しく依存することが明らか

れた。この方向の異なる二つの超音波ビームのモー

であった。すなわち、最も大きな振動子寸法の直径

ドを確認するために、シミュレーションで縦波およ

25.4mm の場合、直径 100mm 丸棒の底面エコー

び横波だけの解析を行った。この結果、それぞれは

のビーム路程の 1.3 倍、1.7 倍の位置に円柱面エコー

縦波と横波であることがわかった。

を明確に確認できる。一方、最も小さな直径 6.35mm

垂直探傷における横波の発生は、単に接触面が線

の振動子では、
円柱面エコーの確認は難しい。なお、

状に狭くなるために超音波ビームが拡散するとの説

周波数 2.25MHz の探傷の場合も、同様の傾向が確

明からは理解できない現象である。このことは、接

認されている。

触媒質部が凹面のレンズの役割を果たして超音波の

試験結果は、振動子寸法が大きい方が指向性は鈍

屈折が起こり、この折に横波も発生することを示唆

くなることを意味しており、平板での指向性を表す

している。図３に、振動子の端部における超音波ビー

一般式（指向角は振動子寸法に反比例する）とは矛

ムの屈折の様子を模式的に示した。ここでの超音波

盾するものである。このため、シミュレーションを

の入射角と屈折角は、超音波が円柱試験体に入射し

用いて、円柱面内の音場がどのようになっているの

た位置における円柱中心に向かった法線に対する角

かを観察した。観察結果を図２に探傷波形と比較

度となる。

して示している。シミュレーションには Civa 2016
ソフトを用いた。

図には、前面平坦な探触子が円柱試験体と接する
位置からの距離 d に対する試験体への入射角を求

シミュレーションの結果も、明らかに振動子径の

めた結果（超音波が振動子の面に垂直に送信されて

大きいほうが、曲率面を通過後の超音波ビームの広

試験体に入射すると仮定している）や、その入射角

がりが大きいことを確認できる。また、振動子径φ

における縦波および横波の音圧往復通過率を求めた

25.4mm のシミュレーション結果には、強い超音波

結果も示している。このときの音圧往復通過率は、

図２

直径 100mm の円柱試験体を側面から各種サイズの５MHz 垂直探触子で探傷したときの探傷波形（A スコープ）と、
シミュレーションによる超音波ビームプロファイル（接触媒質：グリセリン）

9

図３ 前面平坦な垂直探触子を直径 100mm の円柱試験体側面に設置したときの探触子端部における超音波の入射および
屈折の関係を示す模式図と、振動子サイズを変えたときの端部における超音波入射角の変化および試験体内部への縦波および
横波の音圧往復通過率の変化の様子（接触媒質：水）

水から鋼へ超音波が斜め入射するときの結果を用い

ン結果に図示しているが、数値シミュレーションで

ている。

求めた音場は、ほぼこの最大広がり角（φ）に一致

例えば振動子寸法がφ 25.4mm などと大きくな

しているといえる。

ると、振動子の端部では横波がかなり強く試験体内

また、横波の発生を確認するために、グリセリン

に伝達することが理解できる。また、図２の振動子

ペーストを接触媒質として、５MHz で振動子寸法

寸法φ 25.4mm のシミュレーション結果で見られ

25.4mm の垂直探触子を直径 100mm の円柱試験

た縦波と横波の進行方向は、スネルの法則で関連付

体に接触させ、反対側の円周面に５MHz で 10 ×

けることができることも確認した。

10mm の横波振動子を接触させて透過法で試験し

なお、図３における最大広がり角（φ）（中心軸

た。結果を図４に示すが、円周方向に振動方向を持

に対する傾き角）を求めて、図２のシミュレーショ

つ横波の発生が確認され、振動方向からも円周面で

図４

10

前面平坦な縦波垂直探触子（振動子サイズ：φ 25.4mm）を直径 100mm の円柱試験体側面に設置したとき
（接触媒質：グリセリン）に、試験体内に伝達される横波の確認試験結果
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図５ 直径 100mm の円柱試験体を側面から垂直探触子（周波数：2.25MHz、振動子サイズ：φ 25.4mm）で探傷したときの、
探傷条件の違い（水とグリセリンを接触媒質とした場合、および円柱面に合わせた曲率を設けたアクリル樹脂製のシューを用いた場合）
による探傷波形（A スコープ）およびシミュレーションによる超音波ビームプロファイルの比較

屈折が起こり、横波も発生したものと考えられる。

結果、曲率面で凹面のレンズが形成され、これによ

これより、円柱試験体の側部から入射した超音波

り屈折が生じることが原因であることが明らかに

ビームが円周方向に広がりを持つ現象は、試験体表

なった。このために、曲率面の表面に入射する超音

面の曲率による屈折が主な原因であると判断でき

波ビーム幅が大きいほど、また試験体界面を構成す

る。一方、屈折は界面を構成する二つの音速比に依

る物質の音速比が大きいほどビームの広がりが大き

存する。このことは、用いる接触媒質や、円柱試験

くなることが明らかになった。

体と同じ曲率をつけたシューを用いた場合などで、

なお、執筆していて、これから日本非破壊検査協

試験体内部の音場が変化することを意味している。

会の実施する UT レベル２を受験される方に、混乱

接触媒質に水およびグリセリンを用いた場合、お

を与えるのではないかと気になった。ただし、試験

よび円周と同じ曲率を加工した樹脂製のシューを用

問題集に紹介されている例題は、円柱面エコーの発

いた場合の、探傷波形およびシミュレーション結果

生する探傷波形（A スコープ）を選択するものであっ

の例を図５に示している。ここでは、探傷周波数

たり、単に指向性に及ぼす振動子サイズのことを問

2.25MHz で振動子寸法φ 25.4mm の場合を表して

うており、さほど気にすることもなかろうと思い掲

いるが、明らかに試験体内部の音場に変化が生じる

載した。もし関連することの出題があれば、日本非

ことがわかる。すなわち、試験体との音速比の小さ

破壊検査協会の最新のテキストに沿って解答いただ

い曲率付のアクリル樹脂くさびを用いた場合に超音

きたい。むしろ、小口径配管などの探傷を検討する

波ビームの拡散が小さくなり、音速比の大きい水を

うえで参考になればと考えた。小口径配管などの軸

接触媒質とした場合に円柱試験体内部のビームの拡

方向の斜角探傷に関しては機会があれば紹介したい

散が大きくなっている。

と思っている。

３．まとめ
円柱試験体などの側面からの探傷でビーム幅が広
がるのは、一般には探触子が試験体に線状に当たる
ためにあたかも幅の狭い振動子による探傷と同様に
指向性が鈍くなるためとされてきた。しかし検討の

参考資料
1) 超音波探傷試験問題集、
（一社）日本非破壊検査協会（1994）、
ｐ 129、133
2) 溶接構造物の試験・検査、（一社）日本溶接協会（2008）
、ｐ
299
3) [ 非破壊検査技術シリーズ ] 超音波探傷試験Ⅲ、（一社）日本非
破壊検査協会（2001）、pp.30-33
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3．【解説】CIW 検査技術管理者

試験問題

一般社団法人日本溶接協会
溶接検査認定委員会 研究・教育委員会
CIW 認定基準では、認定の申請条件として品質

である。英和辞典を調べると「assure」の邦訳として、

マニュアルの作成と発行を義務付けており、品質マ

「保証する」のほかに「
〈人が〉
〈人に〉確信させる」
、

ネジメントシステム等に関する要求事項を規定して

「
〈人を〉安心〔納得〕させる」とある。少なくとも、

いる。この規定は JIS Q 9001「品質マネジメントシ

「保証する」という抽象的な言葉より、
「
〈人が〉
〈人に〉

ステム−要求事項」を参酌し、検査会社に最低限必

確信させる」の方が理解しやすい。
「
〈人が〉
〈人に〉

要と考えられる事項を規定したものである。JIS Q

確信させる」という邦訳を使えば、
「品質保証」とは、

9001 の要求事項に加えて、検査技術者の資格管理、

「検査会社 (or 自社 ) が顧客に、自社の非破壊試験・

検査業務の管理、検査設備及び機器の管理等につい

検査の品質に問題がないことを確信させること」と

て規定し、非破壊検査が特殊工程と位置付けられて

理解できる。すなわち、品質保証とは「顧客が要求

いることに対して配慮している。また、検査が構造

する品質が満たされていると顧客に確信させるため、

物の品質を確認する最後の工程であることから、検

生産者が行う活動全般」と定義される。なお、JIS Q

査業務の倫理についても追加規定している。検査会

9901・9902・9903:1994 までは表題が「品質シス

社が常に適切で、信頼性の高い試験・検査結果を顧

テム−品質保証モデル」であったが 2000 年版から

客に提供し続けるためには、全従業員・技術者が自

は「品質マネジメントシステム」に変更された。そ

社の品質マネジメントシステムを熟知したうえで運

の理由は、従来の品質保証に加えて、顧客満足度の

用することが求められる。特に、検査技術者のリー

向上を目指すことが追加要求されたことによる。ち

ダーである検査技術管理者には、それが求められる。

なみに、
「品質マネジメントシステム」とは、
「品質

そういった観点から、過去の CIW 検査技術管理者

に関して組織を指揮し、管理するためのマネジメン

の試験問題として、品質マネジメントシステムに関

トシステム」であり。
「マネジメントシステム」とは

連した問題が出題されている。以下に問題例と解説

「方針及び目標を定め、その目標を達成するためにシ

を示すが、解説については読者の理解を深めるため、

ステム（仕組み）
」である。

関連する事項についても記述しているが、実際の回

一方、品質管理は JIS の定義によれば、
「買手の要

答ではポイントを掴み、要領よく簡潔に解答するこ

求に合った品質の品物又はサービスを経済的に作り

とが肝要である。

出すための手段の体系」とあるが、極めて理解しが
たい。要は「品質保証を実現するための技術の一つ」

問題 品質保証及び品質管理についてその定義

である。具体的には、特定顧客向け製品である溶接

を述べなさい。また、PDCA サイクルとして知ら

構造物に当てはめれば、
「仕様期間中に破壊を起こさ

れるデミングサイクルについて、知るところを

ないための条件が具体的な項目と数値で与えられた

述べなさい

とき、生産活動の全過程を通じて、それらの条件を
満足するように施す様々な策
（技術）
」
である。例えば、

【解説】

溶接構造物として、建築鉄骨構造物を考える。仕様

品質保証の「保証」という言葉は、なかなか理

期間中に極めてまれに起こる大地震があったとして

解しづらい言葉である。元々は、英語の「Quality

も破壊を起こさないためには、色々な条件があるが、

Assurance」の「Assurance」を「保証」と邦訳した

その中の一つとして、突合せ溶接継手の食違い（目

ものと考えられる。
「Assurance」の動詞が「assure」

違い）が挙げられる。JASS6 鉄骨精度検査基準では

12
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板厚 15mm 以下では 1.5mm 以下が限界許容差とし

容差以内に収まるように行う技術的な施策全般を品

て与えられている。すなわち、極めてまれに起こる

質管理という。

大地震があったとしても、突合せ溶接継手の食違い

品質管理を行うための代表的な方法が品質管理サイ

が限界許容差以内であれば破壊を防止できることと

クルである。これを、デミングサイクル、または、

なる。そのために、母材の板厚管理から始まり、開

PDCA サイクルという。下図に品質管理のサイクル

先加工、開先合せ、タック溶接、本溶接、溶接後の

を示す。

試験検査までの全工程において、食い違いが限界許

Plan：顧客要求事項及び組織の方針に沿った結果を出すために、必要な目標及びプロセスを設定する。
Do：それらのプロセスを実行する。
Check：方針、目標、製品要求事項に照らしてプロセス及び製品を監視し、測定し、その結果を報告する。
Act：プロセスの実施状況を継続的に改善するための処置をとる。
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4．随想 ―「江戸しぐさ」
東京理学検査株式会社

江戸時代、江戸の人口は最盛期で 130 万人と言われ、
ロンドンの 86 万人・パリの 54 万人を押さえ、当時、世

代表取締役社長

松本

隆

は、決して自慢できることではない。忙しくとも心に余裕
を。

界最大規模の都市でした。江戸下町の人口密度は、約６万

【肩書きで人を見ない（三脱の教え）】初対面の人に年齢・

人／平方 km で、現在の東京都・豊島区人口密度の 1.8 万

職業・肩書を聞かない。とかく人間は、フィルターをかけ

人と比べても、その凄さが分かります。テレビも携帯電話

て人を判断したり、簡単に人を信用してしまいがち。その

もない暮らしの中で、江戸商人のリーダー達は、考え方・

人の本当の本質を観る観察力や洞察力を曇らせてはいけな

生き方・口のきき方や表情・身のこなし方等、「江戸しぐさ」

い。これを防ぐための知恵。

と言われる「粋な所作や心配り」を編み出し、快適に暮ら

【知ったかぶりをしない】知らないことは「お教えくだ

すマナーとしてだけでなく、商売繁盛や地域・職場のコミュ

さい・お知恵をお貸しください」と、分かったふりをしな

ニケーション促進にも、大いに役立てていたようです。

いでポンと聞いてしまう。分かったふりをしていると、後

「江戸しぐさ」は、“気持の余裕 ” つまり粋を見せることで、

で痛い目をみる。そのまんま・ピュアで熱心な探究心と、

相手に一目置かせる知恵という意味もあったようですが、

素直な心意気が自己の成長を助ける。（参考：「他人と比較

私達の大切なお客さま満足度向上（CS アップ）や、職場

して、他人が自分より優れていても、それは恥じではない。

内での仕事の効率アップにも役立つ、現代ビジネスマンに

しかし、去年の自分より今年の自分が優れていないのは、

も欠かせない、優れた知恵なのではないでしょうか。以下

立派な恥じである」 日々の小さな努力の積重ねと旺盛な

に、主な「江戸しぐさ」をご紹介させて頂きますので、先

探究心が自己成長の近道）

人の知恵に親しんでみましょう。
□□□
◎常に相手を尊重する心意気
【傘かしげ】雨の雫がかからないように、傘をかしげ合っ
て往来するしぐさ。
【肩引き】狭い道ですれ違う時、肩を引き合って胸と胸
を合わせる格好で通り過ぎるしぐさ。
【お膝送り】長いす等で、
「詰めてくれませんか」ではなく、
「ちょっとお膝送り願えますか」と言うと粋で、相手も「気
付きませんで、ハイ、どうぞ」とスムーズ。

【時間泥棒しない】断りもなく、突然の訪問で長時間に
わたって長居をしたり、約束の時間に遅刻して人の時を盗
まない（ビジネスマンでは会議など）。
【遊び心を常に持つ】「知恵比べ、腕比べ」を好む。出来
栄えの良さ（品質）、仕事の段取りの良さ（スピード）、少
ないお金で大きな効果（コスト意識）等々、「遊び心」を
大切にしながら、楽しんで工夫・改善し、より良い結果を
出すことに、こだわりを持つ。仕事ばかりでなく、趣味の
世界でも粋を競った結果、江戸文化は大いに発展した。
◇◇◇

【こぶし腰浮かせ】似た表現として、乗合船などで腰の

先週は連続して２回、朝の通勤電車が社内トラブルのた

両側にこぶしをついて軽く腰を浮かせ、少しずつ幅を詰め

めに遅れました。乗客同士の口論がトラブルにまで発展し

て一人分の空間を作るしぐさ。

たのではないでしょうか。分刻みで運行している世界に誇

【うかつ謝り】足を踏まれたら、踏んだ方が謝るのは当

る優秀な鉄道技術があっても、乗客のトラブルがあればひ

然だが、踏まれた方も「避けられず、うっかり踏まれてし

とたまりもありません。まさに現代ビジネスマンの我々も

まって済みません」と、言える余裕の行動が「うかつ謝り」。

「江戸しぐさ」の精神と心意気をお手本としたいものです。

◎その他、快適に賢く過ごす粋な知恵
【忙しい、忙しいと言わない】忙しいとは、
「心を亡くす」
という字。忙しいからといって、心まで亡くしてしまうの
14
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最近、電車内にカバンを置き忘れた人もいるようですが、
江戸しぐさの精神が乗客に浸透していれば、必ず遺失物も
出てくるというものです。

5．2017 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
2017 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

◎ 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 5 日 ( 日 )
2 次試験

ありますので予めご承知置きください。

東 京：2018 年 1 月 20 日 ( 土 ) 予定

１．CIW 認定の技術者試験、研修会について

大 阪：2018 年 1 月 21 日 ( 日 ) 予定

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

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、

CIW 担当者宛に送付致します。

10 月 1 日付で認定しております。直近の本年 10 月

◎溶接部の検査に関する研修会

1 日付認定の受付は既に終了しております。

東京／大阪：10 月 21 日 ( 土 ) 〜 22 日 ( 日 )

次回 (2018 年 4 月 1 日付 ) 認定の申請に関するご

◎ CIW 検査技術管理者及び上級検査技術者の資格更

案内は、本年 10 月初旬に認定事業者及び仮認定申

新講習

請提出事業者の CIW 担当者宛にご案内致します。な

東 京：10 月 28 日 ( 土 )

お、当協会ホームページ (http://www.jwes.or.jp/) に

大 阪：10 月 29 日 ( 日 )

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。

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 8 回 (2017 年度 ) 通常総会の開催
2017 年度通常総会を 5 月 16 日 ( 火 ) に浜松町
東京會舘において開催し、次の議題について審議
を行い、いずれも原案どおり承認されました。
第 1 号 議 案 2016 年 度 事 業 報 告 ( 案 ) 及 び
2016 年度決算報告 ( 案 ) 承認の件
第 2 号議案 2016 年度監査報告の件
第 3 号議案 2017 年度事業計画 ( 案 ) 及び 2017
年度予算 ( 案 ) 承認の件
報告事項 事務局交代の件
また、これに先立ち 2017 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
他通常総会の議事進行及び懇親会の進行について
協議しました。
第 3 回理事会は 8 月 8 日 ( 火 ) に開催予定です。

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以下の日程で計画中です。
東日本地区 9 月 21 日 ( 木 )
関西地区
9月7日(木)
西日本地区 9 月 13 日 ( 水 )
◆次世代のための非破壊検査セミナー委員会では、
( 公社 ) 全国工業高等学校長協会の「2017 年度夏
期講習会」及び宮城県登米総合産業高等学校他で
の運営に向けて調整しています。
☆今後の研修会予定について
NDI −レベル 3( 基礎試験 ) のための受験対策講
習会を開催します。
日時 2017 年 9 月 2 日、3 日
場所 台東区民会館 8 階 第 1 会議室

☆委員会活動計画
各理事会及び委員会において事業計画に沿った
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「棋士はなくてもいい商売だ。だからプロはファンにとって面白い将棋を指す
義務がある」と語った升田幸三実力制第四代名人は 13 歳のとき、将棋指しを目
指して家出した。当時プロ棋士と認められた初段になるまで約２年を要した。
将棋の最多連勝記録を 30 年ぶりに更新した中学３年生の藤井聡太四段が７月
２日、都内で行われた対局で敗れた。藤井四段が公式戦で敗れたのは初めてで、
連勝は「29」で止まった。
藤井四段は対局のあと記者団に対し、「今までどおり自然体で自分の力を出し
切ろうと思って臨んだ。機敏に動かれてしまい、勝負どころがなく負かされてし
まったという感じ」と対局を振り返った。
そのうえで、デビュー戦からの連勝が止まったことについて「デビュー直後か
らこれだけ注目していただいて、こうして将棋に注目が集まっているというのは、
自分としてはうれしいことだと思っている。連勝記録はいつか途切れてしまうも
のなので、その点に関してはしかたない」と話した。
升田実力制第四代名人は「アマチュアは駒を動かしただけ。
『指した』という
こととは別のこと」とも語る。藤井四段の面白い将棋を期待する半面、その才能
をうらやむ、いまだ駒を動かすだけのファンである。
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