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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：2018 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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【年間特集】CIW 検査業協会創立 35 周年

CIW検査業協会 35周年に寄せて
衆議院議員 　斉藤　鉄夫

　CIW 検査業協会 35周年まことにおめでとうござ

います。この間、経済の大変動や業界を取り巻く環

境の変化等、幾多の困難、試練が次々と押し寄せて

くるなか、検査業の社会的地位の向上と発展の為に

協会を守り、盛り上げてこられた多くの先輩諸氏、

関係者の皆様に心から感謝の意を表す次第でござい

ます。本当にありがとうございました。

　私自身、一技術者として建築や土木の鉄骨溶接部、

鉄筋の圧接部の非破壊検査、特に超音波探傷の研究

開発に若き血をたぎらせて働いてきた者でございま

す。その理論的研究と現場への応用を目指す開発と

いう仕事の中で得た失敗・成功の経験は私の人生の

原点になっているといっても過言ではありません。

私が所属していた清水建設 ( 株 ) 研究所の “ 藤盛学

校 ” には、多くの検査会社から若き技術者が派遣さ

れてきて共同研修・研究をしておりました。私もそ

のチームの一員としてその方々と同じ釜のメシを食

べながら、研究室での徹夜の実験、また開発した技

術の実際の建設現場への適用・応用の研究を繰り返

したものでございます。その時に開発した技術が各

種各界の標準仕様書や JIS に盛り込まれて社会に展

開されているのを見るにつけ、私は本当に良き先輩、

同僚、そして研究テーマに恵まれた幸せな技術者で

あったと感謝の念を深くしているところです。

　政治の分野に身を移し、私がやるべき仕事は非破

壊などの検査の社会的認知度を高め、今後の社会に

より深く貢献していく道を開くことだと思っており

ます。即ち、検査業の社会的役割を増し、活躍の場

をもっと広げることだと思っております。少子高齢

化で財政的にも困難な時代を迎える我が国にあっ

て、人々の暮らしを支える社会資本整備をいかに効

率的に行っていくか、また、既にある社会インフラ

を長寿命化して活用し、次の世代に価値を減じない

でつなぎ渡してゆくかがポイントになると思いま

す。２～３年前から国土交通大臣も「メンテナンス

元年」とも言っております。その時のキーテクノロ

ジーは非破壊を中心とする検査だと思います。優先

順位をつけて、効率的に補修・メンテナンスを行っ

ていかなければならないからです。

　私も検査業の発展のため与えられた場で全力を尽

くす所存です。どうか今後とも CIW 検査業協会の

皆様には叱咤、激励ご指導を賜りたいとお願いする

次第です。CIW 検査業協会の今後の益々のご発展

をご祈念申し上げ、お祝いとさせていただきます。
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【年間特集】CIW 検査業協会創立 35 周年

CIW検査業協会 35周年に寄せて
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

　CIW検査業協会が設立 35周年を迎えられたこと

に、心よりお祝い申し上げます。

　私が貴協会を意識したのは、建築行政の構造審査・

検査業務に携わって、現在の「建築鉄骨溶接部及び

鉄筋継手部の外観検査ハンドブック」の前身である

「建築鉄骨溶接部の外観検査ハンドブック」（1998

年初版）を使い始めた時です。その後、検査機関の

都知事登録制度の立ち上げに関わり、2002 年 7月

には登録審査を行う機関として貴協会を指定し、以

来、鉄骨溶接部検査機関倫理委員会（現委員長：千

葉大学・原田幸博教授）において厳正な審査を行っ

ていただいています。

　貴協会を指定したのは、貴協会の溶接部検査に関

する活動が、都の「自主検査と受入検査の明確な区

別と検査の透明性の確保」「公正かつ的確な検査の

実施」という方針に合致しているからです。

　都内においては多くの鉄骨造建築物が建築されて

おり、その構造耐力上の安全性確保のために、公正

かつ的確な検査を行って溶接接合部の性能を確認す

ることは非常に重要です。しかしながら、そのよう

な検査が行われず、都内において不良施工問題が発

生し社会問題となったのは周知のことです。これに

対して、貴協会は、技術委員会による前述のハンド

ブックの発行や講習会の開催等の検査技術向上に資

する活動と受入検査の促進や不正検査撲滅運動な

どの活動を続けてこられました。

　この 35年で、超高層建築物は超々高層化し、鋼

材の高強度化は進み、CFT や免震、制震といった特

殊構造も一般的になりました。超音波探傷器は、デ

ジタル化・軽量コンパクト化され高性能となりまし

た。一方で、長周期地震動の研究が進み、大きな変

形を長時間繰り返し受ける超高層建築物の大ばり端

部溶接の重要性は増していると考えます。ベテラン

世代の退職や少子化による、技術力継承や人材確保

という課題もあります。ロット内での検査箇所の抽

出や探触子の走査、エコー読み取りは検査員次第で

あり、非破壊検査が工場の製作工程や工事現場の状

況に左右される点も依然として変わっていません。

昨年発生した熊本地震においても、溶接部の不良施

工が原因とみられる被害が報告されています。また、

残念ながら、非破壊検査の不正もあった落橋防止装

置事件も記憶に新しいところです。

　IoT や AI 技術の普及により、建築・検査技術は

さらに変わっていくと思われますが、安全な建築物

の建築、安全安心なまちづくりのためには、透明性

のある品質管理を支える非破壊検査の「技術」と「人」

が重要であることは変わりません。

　貴協会にはこれまでの都の建築行政へのご協力に

深く感謝するとともに、今後もご協力いただくこと

を心よりお願いします。そして、非破壊検査の公正

かつ的確な実施についてより一層活動され、ますま

す発展されることを祈念いたしまして、お祝いの言

葉とさせていただきます。



3

【年間特集】CIW 検査業協会創立 35 周年

CIW検査業協会・年表
一般社団法人 CIW検査業協会

元号 西暦 ( 一社 )CIW検査業協会の主な活動 会員数 CIW認定および業界関連 一　　　般

S 57 1982 ○「溶接検査事業者懇談会」発足
○設立総会開催 34社 ・東北、上越新幹線開通

・日航機東京湾に墜落

S 58 1983 ○「CIW案内」原案検討開始
○認定停止会社の取扱検討を行う 33社 ’83 国際ウエルディングショー開催

テーマ /省資源、省エネルギー

・三宅島大噴火
・日本海中部地震
・大韓航空機撃墜

S 59 1984
○「溶接検査事業者懇談会」の
  名称変更検討開始
○「CIW案内」に関するアンケート実施

39社 ・ロス五輪開催
・日本電信電話公社が民営化

S 60 1985 ○広報活動開始
○WES-8701 改定案検討開始 39社 住宅・都市整備公団の共通仕様書に

CIW認定指定記載
・日航ボーイング 747、
　群馬県御巣鷹山に墜落

S 61 1986 ○表敬訪問実施
　( 名古屋市高速道路公社 ) 39 社 '86 国際ウエルディングショー開催

テーマ /21 世紀を拓くハイテク時代の溶接

・「チャレンジャー」発射後　爆発
・チェリノブイリ原発事故
・三原山大噴火

S 62 1987

○表敬訪問実施 ( 東京都都市計画局 )
○各ブロックでの地区懇談会実施
　東日本地区懇談会 (9.4)
　関西地区懇談会 (9.3)
　西日本地区懇談会 (9.4)

39 社 「CIW通信」刊行
※現 RUMPES

・日本国有鉄道が民営化
・東北自動車道全線開通

S 63 1988 ○東日本、関西、西日本三地区の
　懇談会定例化 41社

CIW運営委員長仙田富男氏逝去
'88 国際ウエルディングショー開催
「新時代を創造する生産加工技術」
WES 2011,2012,2021,2022 制定

・青函トンネル開通
・瀬戸大橋開通
・ソウル五輪開催

H 1 1989 ○広報－ CIWシンボルマークの提案実施 50社 日本建築学会「鋼構造建築溶接部
の超音波探傷基準」改訂

・天皇陛下崩御
・ベルリンの壁崩壊
・消費税 (3% ) 導入

H 2 1990

○ CIWシンボルマークの制定
○シールプレス機製作
○関連業界の情報収集活動開始
○企画－「溶接検査事業者倫理網領」制定
○ CIW通信への協力

56社 WES 8701 改訂　E種創設により会員数が拡大
「CIW認定・検査事業者倫理網領」制定

・東西ドイツ統一
・長崎・普賢岳噴火
・礼宮・紀子様ご成婚

H 3 1991

○「CIW認定事業者協議会」に改称
○鉄骨検査不祥事件に関する代表幹事
　通達発令
○建築鉄骨向け CIWパンフレット発行
○シールプレス押印開始
○協会内に倫理委員会設置

76社
「非破壊検査事業者の
技術認定実施規則」制定
「CIW通信」の名称募集

・湾岸戦争勃発
・ソ連崩壊
・東京都庁第 1庁舎ビル

H 4 1992

○倫理委員会開催 (4.21)
○建築鉄骨「受入れ検査」の
　発注形態統一のお願い書を発表
○「349 号通達」への協議会対応を発表

85社
建設省「349 号通達」発令
CIW通信「RUMPES」に改称
WES 8701 改訂

・バルセロナ五輪開催
・山形新幹線開業
・毛利衛氏「エンデバー」で宇宙へ

H 5 1993

○「鉄骨検査業協会」( 仮称 ) 設立案検討
○「CIW認定事業者協議会」の
　名称変更検討開始
○ JSSC 鉄骨専門特別委員会・分科会活動に参
画開始

○ RUMPES 編集委員会への参画開始

94社 CIW認定設立 30周年記念式典開催
日本品質システム審査登録認定協会発足

・皇太子様ご成婚
・EC統合市場発足
・北海道南西沖地震発生
　津波が奥尻島を直撃
・Jリーグ開幕
・横浜ランドマークタワー

H 6 1994

○「CIW検査事業者協議会」に改称
　同時に事務所移転（現在地）
○「建築鉄骨溶接部検査の外観検査マニュア
ル」刊行

113 社 全国都道府県に CIW認定事業者
配備達成

・関西国際空港開港
・日本女性初の宇宙飛行士・向井千秋氏
スペースシャトルで宇宙に

・松本サリン事件

H 7 1995

○「協議会会則」の改正実施
○「349 号通達」遵守を全国の行政庁に
   陳情活動実施
○協会内に懲罰委員会設置
〇中野盛司氏　藍綬褒章受章

122 社
CIW認定料金の改定実施
第 1回建築鉄骨溶接部の外観検査
講習会を開催 (JWES 共催 )

・阪神淡路大震災
・営団地下鉄でサリン事件
・Windows95 の発売により
　インターネットが普及

H 8 1996

○建設物価調査会・コスト情報誌
　及び積算見積対応開始
〇協会内に技術委員会設置
○ AWA認証機構教育委員会への参画
〇会員向け見学会開催 /製鉄所

143 社 ISO の環境管理・監査の「ISO 14000」発行
’96 国際ウエルディングショー

・アトランタ五輪
・O-157 による食中毒
　厚生省「伝染病」に指定

H 9 1997

○ ISO 9712 への対応開始
○「外観マニュアル」小型版の作成
○協議会設立 15周年記念式典
　(10.16 東京會舘 )

149 社
住宅・都市整備公団「工事共通仕様書」鉄筋ガス
圧接物の外観・UT検査に CIW認定が指定され
た

・東海村動燃で爆発事故
・金融機関の破綻続く
・アクアライン開通
・新幹線「こまち」「あさま」
・消費税「５％」へ
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元号 西暦 ( 一社 )CIW検査業協会の主な活動 会員数 CIW認定および業界関連 一　　　般

H 10 1998 ○「建築鉄骨溶接部の外観検査ハンドブック」刊行
〇統一見積書様式の作成 152 社 '98 国際ウエルディングショー

テーマ /品質がつなぐ世界の溶接

・長野五輪
・向井千秋さん 2度目の宇宙へ
・イラク ( 英米 ) 空爆
・明石海峡大橋開通

H 11 1999

○「中間検査」対応活動を開始
○第 1回全国営業会議を開催
○「統一見積書」マニュアルの使用開始
○「建築鉄骨第三者検査会社名」掲示活動開始

154 社 日本溶接協会創立 50周年
日本溶接協会 JAB 認定取得

・EU、単一通貨「ユーロ」導入
・世界人口、60億突破
・東海村 JCOで核臨界事故
・台湾大地震
・新幹線コンクリート崩落事故

H 12 2000
○協議会のホームページ開設
○外観検査講習会開催
　全国建築士事務所協会と共催

157 社 WES 8701 改訂
・シドニー五輪開催
・三宅島噴火
・コンコルド墜落

H 13 2001
○「CIW認定制度検討委員会」の設置
○「外観検査ハンドブック」に
　鉄筋ガス圧接部を追加改訂

156 社 JIS Z 2305「非破壊試験－技術者の
　資格及び認証　制定

・米国にて同時多発テロ発生
・イチロー米大リーグでMVP
・えひめ丸原潜事故

H 14 2002 ○「東京都知事登録検査機関」の登録受付開始
○創立 20周年記念式典・祝賀会を開催 153 社

「東京都知事登録検査機関」の登録制度開始
02国際ウエルディングショー
テーマ /IT がひらく溶接・接合新時代

・日朝首脳会談
・原発各所でトラブル隠し発覚
・日韓ワールドカップ開催

H 15 2003
○試験所認定制度への対応実施
○建築鉄骨検査機関認定制度の併設を提案
○非破壊検査賠償責任保険開始 (19 社 )

148 社
JISQ 17025(ISO 17025) 試験所認定制度開始
継手の食い違いのずれの検査・補強
マニュアル刊行

・道路公団民営化
・SARS 流行
・六本木ヒルズオープン

H 16 2004 ○第三者検査に関する PR活動実施
○内質検査及び受入検査が規定化 142 社

試験所認定、CIW認定制度を併存
鉄骨構造等の建物の工事に関する
東京都取扱要網の改正「内質検査」
CIW認定制度に関する諮問委員会発足

・スマトラ島沖地震
　インド洋津波
・新潟県中越地震
・アテネ五輪開催

H 17 2005

○ CIW認定制度の改訂により E種が廃止された
○不正検査撲滅運動の展開実施
○内質検査に関する研究会開催
○実勢価格に関するアンケート実施

133 社 CIW認定制度改訂
・耐震強度偽装問題
・郵政民営化
・つくばエクスプレス開業

H 18 2006 ○会員証の発行実施
○新 CIW認定制度への対応開始 134 社 '06 国際ウエルディングショー

参加社団体 226 社
・冥王星太陽系からの除外
・ジャワ地震

H 19 2007

○ CIW協議会創立 25周年記念式典と祝賀会を開催
○外観検査研修会開催
○遊戯施設安全管理講習会に講師派遣
○NDI レベルⅢ対策講習会開催

134 社

新 CIW認定 (WES 8701:2007) 改定制度
スタート
改正建設基準法施行
鉄筋接手部検査技術者制度発足

・原油高
・地震多発 能登半島 /中越沖
・リーマン・ショック発生
・石見銀山世界遺産登録
・エキスポランド遊具事故

H 20 2008

○社団法人化特別委員会の設置
○新 CIW認定制度への対応 ( 支援 ) 実施
○東京都知事認定研修会開催
○第三者検査普及促進活動実施
○同時端部エコー法に関する技術講習会
〇品質システム構築に関する研修会開催
○ジェットコースター車軸の検査方法検討WG開催
( 日本建築設備＆昇降機センター ,RUMPES 掲載）

○ ( 一社 )CIW検査協会として法人化

128 社 WES 8701:2007 に基づく認定移行進む

・世界同時不況・原油高
　100 年に一度の危機
・スマートフォン普及
・北京五輪開催

H 21 2009 ○コンクリートポンプ車ブーム溶接部
　定期検査要領作成 108 社 JWES 名称変更の要求 ・裁判員制度スタート

・浅間山噴火

H 22 2010 ○次世代のための非破壊検査セミナー委員会発足
○食い違いアンケート実施 109 社 JWES,JANDT,JSNDI に協力を呼びかけ

'10 国際ウエルディングショー開催

・はやぶさ帰還
・チリ鉱山落盤事故救出
・羽田空港D滑走路運用開始

H 23 2011
○実勢価格に関するアンケート実施
○コンクリートポンプ車の講習会実施
○NDI 資格 CIW資格取得のための講習会開催

108 社 JIS Z 2305(2013) 改正
・東日本大震災
・原発事故 ( 福島第 1)
・地上デジタル放送開始

H 24 2012

○ホームページに Q＆ A開設
○創立 30周年記念行事開催
○小径管放射線透過試験確認実験→ JSNDI 発表
〇鋼管円周継手の感度補正指針 (HP)
○不正検査撲滅アンケート実施
○明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー
( 第 1回 / 千葉 ) 共催

113 社 「構造物別検査手法の概要」発表

・東京スカイツリー開業
・東京ゲートブリッジ開通
・東京駅丸の内駅舎改修
・ロンドン五輪開催

H 25 2013 ○第三者検査法制化検討委員会による
　行政向け実務研修会を実施 111 社 WES 8701(2013) 改定

溶接検査認定 (CIW) 委員会設立 50周年
・富士山世界文化遺産登録
・特定秘密保護法成立

H 26 2014 ○鉄骨受入検査倫理規定をまとめる
○統一見積書改訂版配布 108 社 '14 国際ウエルディングショー開催

テーマ /新しい溶接の世界を

・マララ女史ノーベル平和賞受賞
・御嶽山噴火
・富岡製糸場世界遺産登録

H 27 2015 ○次世代スタッフのための研修会実施
○落橋防止装置の溶接不良発覚 109 社

都鉄筋接手部検査機関登録制度開始
ISO 9001(2015) 改正
CIW認定事業者の認定停止・警告

・北陸新幹線開業
・ネパール大地震
・パリ同時テロ
・米キューバ国交回復

H 28 2016 ○ JIS Z 2305:2013 への対応苦慮
〇不正検査撲滅運動実施中のシール配布 105 社 WES 8701(2016) 改定 ・熊本地震

・リオ五輪開催
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創立 25周年記念祝賀会（2007 年 11 月 21 日）

創立 30 周年記念祝賀会（2012 年 12 月 12 日）

東京都検査機関登録書授与式
（2014 年 12 月４日）



6 CIW通信　Vol.31  No.4  Autumn 2017

製鉄所を訪問した見学会（1998 年４月 21 日）

東京都知事認定研修会（2010 年１月 31 日）

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 11 日）
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　最近の試験問題には、配管の外面側からの探傷で検出さ

れた指示エコーについて、測定データから展開図（平面図）

やエコー解析図（断面図）を作成し、端部エコー法による

き裂高さ測定を求める問題が出題されている。ここでは、

解答を導くためのポイントについて解説する。

　問題　製造段階の探傷試験では、きずの指示が認められ
なかった、外径600mm、肉厚38mmの炭素鋼突合せ溶接
配管（溶接部の形状は図１）について、定期検査で配管外
表面のA側から、斜角探触子5Z10× 10A45（STB屈折角
45.5度）を用いて探傷したところ、配管内面の裏波近傍の
円周方向に、検出レベルを超える指示エコー（F1）を検出し
た。下記の小問 (1)～ (3)に答えなさい。なお、円周方向 (溶
接線方向 )の位置は、配管方位 (角度 )0°の基準点から管外
面に沿った距離X(mm)によって、または、配管方位α (°)
とその点から管外面に沿った距離  l (mm)を使ってα (°)＋   
l (mm)のように表示するものとする。
(1) 検出した指示エコー (F1)は、配管外面上で配管方位120°
+30.0mm～240°+60.0mmの範囲に指示が得られ、この
エコーのピーク位置は、配管方位180°+100.0mmで、探
触子位置Y1=45.7mm、ビーム路程W1=54.2mmであった。
このエコーのピーク位置（Xp、Yp）およびきずの指示長
さLを求め、配管外面の展開図に記載しなさい。また、配
管内面における指示長さL i を求めなさい（計算の途中過
程も記載すること）。
(2) 検出した指示エコー（F1）は、配管内面に開口したき裂
であると判断し、5Z10× 10A45（STB屈折角45.5度）を
用い、配管の探傷面A側から端部エコー法により、き裂の
高さ測定を行った。その結果、き裂開口部エコーは、探触
子位置Y1=45.7mm、ビーム路程W1=54.2mmであり、端
部エコーは、探触子位置Y2＝ 32.5mm、ビーム路程W2＝
37.1mmであった。き裂の開口部および先端部の位置（溶
接中心からの水平位置y1、y2および深さ位置d1、d2）を解
答用紙の配管図にエコー解析図として記載し、き裂高さh
を求めなさい（計算の途中過程も記載すること）。

【解説】

　問題文には、解答を導くための情報や注意点（下線）な

どが記載されているため、問題文を熟読し、それらを見落

とさないようにすることが肝要である。

(1) 指示エコー (F1) のピーク位置（Xp、Yp）、指示長さの測

定及び展開図の作成

　まず、配管外面のA側から探傷したときに検出された指

示エコーの反射源位置（ピーク位置）を求める。問題文には、

検出された指示エコーのピーク位置に関する測定データが

記載されており、指示エコーのピーク位置（Xp、Yp）およ

び指示長さLは、これらのデータを用いて以下のように示

される。

Xp =180°+100mm （題意より）または　Xp =(600 ×π

/2)+100=942.5+100=1042.5mm

Yp =Y1 －W1 × sin45.5°＝ 45.7 － 54.2 × sin45.5°=45.7

－38.7=7.0mm

L=(240 °+60) － (120 °+30)=120 °+30=600 × π /3 

+30=658.3mm

　図２に、展開図の記載例を示す。解答用紙には、展開図
が示され、探傷時の座標系（X、Y）、原点（0、0）、配管方

位などが記載されており、上記で求めた、指示エコーのピー

ク位置（Xp、Yp）、指示長さLなどを記載する。ここでは、ピー

ク位置（Xp、Yp）や指示エコーの始点および終点の位置が

分かるように、基準位置（X方向は原点又は配管方位120°、

240°の位置、Y方向は溶接中心）からの距離を明記しなけ

ればならない。さらに、ピーク位置（Xp、Yp）を示す矢印

5.   【解説】CIW上級検査技術者試験問題
                 超音波検査（UT）部門
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

図１　配管図
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は、探傷面がA側であることが分かるように、A側から引

かなければならない。また、ピーク位置を示す記号は、kな

ど設問に記載されていない記号を使用せずに、問題文に記

載されている記号を用いなければならない。なお、ここでは、

設問にない深さ方向の指示位置を求める必要はない。

　次に、配管内面の指示長さLiを求める。Liは、配管外面

からの探傷で求めた指示長さLをもとに、配管の外半径と

肉厚から下記のように求められる。

Li=658.3×((300－38)／300)＝658.3×(262/300)=574.9mm

(2) 指示エコー (F1)のエコー解析図の作成およびきず高さ測定

　一般に、探傷で得られた指示エコーは、探触子位置、ビー

ム路程、探傷屈折角から指示位置（反射源位置）を求め、

これらのデータを用いてエコー解析図を記載して、反射源

を推定している。ここでは、問題文に、「指示エコーは、配

管内面に開口したき裂と判断」と記載されていることから、

反射源は「き裂」であるとして、問題を解くこととする。

まず、き裂開口部およびき裂先端部の位置を求める。問題

文には、き裂開口部およびき裂先端部からのエコーに関す

る測定データが記載されており、これらのデータを用いて、

き裂開口部（y1、d1）およびき裂先端部（y2、d2）の位置を

求める。ここで、き裂開口部エコーのビーム路程W1とき

裂先端部エコーのビーム路程W2を比較し、W1 <W2の場合

は、1回反射法による測定データであることに注意する。

き裂開口部：

y1=Y1-W1× sinθ =45.7-54.2× sin45.5°=45.7-38.7=7.0mm

d1=W1× cosθ =54.2× cos45.5°=38.0mm

き裂先端部：

y2=Y2-W2× sinθ =32.5-37.1× sin45.5°=32.5-26.5 =6.0mm

d2=W2× cosθ =37.1× cos45.5° =26.0mm

　図３に、エコー解析図の記載例を示す。ここでは、き裂
開口部およびき裂先端部の位置が、適正な位置に示されて

いることを、計算等で説明しなければならない。

　き裂開口部の位置については、深さ方向の位置は、

d1=38.0mmで肉厚と同じであることから、配管内面に位置

し、溶接線中心からの位置は、y1=7.0mmで、溶接止端部（溶

接中心より5mm）よりも母材側に位置している。このこと

から、き裂開口部は、母材部（熱影響部）に位置している。

　また、き裂先端部の位置については、深さ方向の位置

は、d2=26.0mmで配管内面から12.0mmに位置し、溶接

線中心からの位置は、y2=6.0mmである。ここで、き裂先

端位置が、溶接金属の内部に位置するか、外部に位置する

かを計算で求める。き裂先端部の位置は、配管内面から

12.0mmであることから、溶接中心から溶接境界までのY

方向の距離を求める。溶接境界のY方向の位置は、5+12

× tan30°=5+6.9=11.9mmであり、き裂先端部の位置は、

y2=6.0mm<11.9mmであることから、き裂先端部は、溶接金

属内部に位置している。

　次に、き裂高さhは、前記の結果をもとに以下のように

求める。

h=d1－d2=38.0－26.0 = 12.0mm

図２　展開図

図３　エコー解析図
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6.   【解説】CIW上級検査技術者試験
                電磁誘導検査（ET）部門
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における最近の渦電流探傷試験（ET）の出

題は、ET 探傷器を構成する回路の特性、電磁誘導

現象、渦電流に関する計算、ET用語、ET に関連す

る正誤問題などである。

　今回は、ET 探傷器を構成する回路の中から、ガ

タノイズの処理に適用される同期検波回路の働き、

すなわち回路の動作原理とそれに基づく信号処理方

法について解説する。

　ETにおいて発生するノイズとして知られるのが、

ガタノイズである。これは試験面とプローブ間の距

離（リフトオフ）の変動が、プローブと試験面との

電磁気的結合に影響して大きな出力となるものであ

る。ガタノイズは、プローブ走査中にはどうしても

発生するものであり、このノイズを除去しなければ

ETによる探傷は不可能に近い。

　ガタノイズ発生の原因はプローブまたは試験体の

機械的な変動によるものであるから、プローブと試

験面間の距離を一定に保つ倣い機構を導入すれば、

ガタノイズの除去が可能となる。しかし、これは大

掛かりな設備となるため製品製造ラインを除いて、

一般に導入は困難である。

　ET 実施において大きな問題となるガタノイズの

影響を電子的に減少させる回路が同期検波回路であ

る。

　まず、同期検波回路の動作原理について見てみる。

図１（a）、（b）には、入出力波形の関係で説明さ
れる同期検波回路の動作原理を示す。波形は、上か

ら、同期検波回路への入力信号（きずおよびノイズ

信号）、制御信号（移相器による信号）、同期検波回

路出力、ローパスフィルタ出力となっている。一般

に、同期検波はローパスフィルタを含めた回路に

なっているため、同回路の出力はローパスフィルタ

を通して直流となる。この直流出力 Vpd は、

　で与えられ、正弦波の振幅 Aと cos θとの積に

比例する。

　プローブからの探傷信号は、ブリッジと増幅器

を経て同期検波回路に入力される。これが図 1（a）
及び（b）における入力信号である。同期検波回路は、
制御信号と入力信号間の位相差θに応じた出力を示

す。制御信号は、同期検波回路とは別の外部回路の

移相器による信号である。

　図１（a）は、入力信号と制御信号との位相差θ

図１（a） 位相差θ＝ 0°の場合の同期検波回路の出力 図１（b） 位相差θ＝ 90°の場合の同期検波回路の出力
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が 0°の場合である。正弦波波形の横軸を位相とす

ると、横軸と交わる波形の立ち上がりは位相が 0

°であり、横軸と波形の立ち下りが交わるところ

は 180°である。同様に、方形波の制御信号におい

ても方形波の立ち上がりと立下りはそれぞれ 0°と

180°である。したがって図１（a）における入力信
号と制御信号の位相は同相であり、この間の位相差

θは 0°である。ここで方形波の制御信号は、移相

器による位相調整で、図１（a）における横軸の位
相軸上を移動させて入力信号の位相 0°に合わせて

いる。この状態の同期検波回路の出力は、制御信号

の正の方形波と重なる正弦波部分（斜線）であり、

その面積の平均値がローパスフィルタの出力とな

り、この場合は正の出力となる。

　図１（b） は、位相差θ＝ 90°の場合の同期検波
回路の出力である。入力信号の横軸の位相 90°の位

置に制御信号の 0°が一致しており、これらの間の

位相差が 90°となっている。この状態の同期検波回

路の出力は、正の方形波と重なる正弦波部分の面積

（斜線）が正負等しくなるため、ローパスフィルタ

で平均化されて出力が 0となる。

　このように同期検波回路は、入力信号と制御信号

間の位相差を、移相器で調整することによってその

出力を調整することができる回路である。

　さて、同期検波回路の動作原理が明らかになった

ので、次の試験問題例の解説に移る。

問：渦電流探傷器の同期検波回路における信号
処理方法について、信号ベクトル図を描いて説
明しなさい。

　電気信号である交流電圧は、振幅と位相の情報を

持つベクトルであり、きずやノイズによる信号は、

電圧ベクトル平面にベクトルとして描くことができ

る。

　図２は、電圧ベクトル平面における同期検波回路
の信号処理方法を示す。きず信号ベクトルを S、ノ

イズベクトルを Nとする。

　まず、本回路による信号処理では、きず信号 Sと

ノイズ N間の位相差αがある程度の大きさを持っ

ていることが必要である。このαが小さい場合は、

きず信号とノイズとの分離が悪く、SN比を高くす

ることができない。つまり同期検波回路を用いた信

号処理の効果が期待できないことになる。このこと

から図２に示すきず信号 Sとノイズ N間の位相差

αは、それぞれが分離可能な範囲にあるものとする。

前述の同期検波回路の動作原理では、制御信号と入

力信号間の位相差をθとするとき、出力は cos θに

比例するとあった。これをベクトル平面上で表すた

めに、制御信号と同じ働きをする投影軸というもの

を導入する。この投影軸は、ベクトル平面上の点 0

を回転中心として 360°自由に回転させることがで

きる。また、投影軸は出力軸をも兼ねており、ベク

トルの cos θ成分が投影軸に投影されるとき、投影

量に比例した出力を発生する。

　したがって、ノイズ処理においては、投影軸とノ

イズベクトル間の位相差が 90°になるように位相を

調整すれば、投影軸へのノイズベクトルの投影量が

最小となり、ノイズの出力はほぼ発生しなくなる。

このときの投影軸ときず信号ベクトル S間の位相差

をθとするとき、投影軸へのきずベクトルの投影量
S´は、S´=Scos θとなり、回路の出力は S´に比

例する。

　これがベクトル平面における同期検波回路の信号

処理方法である。ノイズ出力を最小にしたときの回

路の出力 S´は、きずベクトルの大きさ Sより小さ

くなるが、SN比が高くなることから、きずの識別

性が向上することになる。

図２　電圧ベクトル平面における同期検波回路の信号処理方法

投影軸
きず
ベクトルS

ノイズ
ベクトルN

基準軸

S'=Scos θ

S'
θ

α

0
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　1962 年の創業以来 55 年にわたり、非破壊検査

会社として非破壊検査を通じて国家社会に貢献する

とともに、社会の安心・安全確保のため、努力を重

ねてきた。

　現在、当社の重点目標として以下の４項目を掲げ

ている。

　① CSR（企業の社会的責任）重視の経営を基本に

非破壊検査を通じて社会貢献する。

　②お客様との信頼関係を深め、確かな品質を提供、

お客様のニーズを把握・迅速な対応で顧客満足を実

現する。

　③社員教育を重視し、「100 年企業」の基盤とな

るべく、国籍を問わずやる気のある ｢人材｣ を採用

し「人財」へと育成する。

　④技術力の更なる向上により、高品質の検査サー

ビスと安全をお客様に提供する。

　今回「わが社の現状」として、③の「人材」採用

および「人財」育成の状況を寄稿する。

１　直近の採用状況

　求人倍率が 1.78 倍（本年）と、売り手市場の近

年、当社でも採用者数の確保が難しくなってきてい

る。とくに男性の技術職の採用数は厳しく、数年前

から女性技術職の採用も積極的に進めている。

　会社説明会では入社後のギャップを減らし、定着

率を上げるため、「率直」に話すことに重点を置い

ている。また、２年前から採用担当者に 30代の若

い社員を抜擢し、企業説明会で学生の思いを引き出

す試みを行っている。

　採用は厳しい現状であるが、近年の企業説明会で

は、訪問してくる学生の中に「非破壊検査業」を目

指している人も見られ、徐々に「非破壊検査」が社

7.   わが社の現状――人材の採用と人財への育成

技術管理部　管理課主任 　前川　亜希
東亜非破壊検査 ( 株 )　総務部　人事課主任 　中嶋　秀樹

技術教育（基礎教育）

近年の採用者数

技術教育（専門教育：当社技術開発センターの研修棟での
モックアップ実習風景）
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会に浸透してきたように感じる。

２　「人材から人財への育成」に関
する取り組み

　当社の教育システムは入社時、入社数年後、10

年前後、次期管理者に行うキャリア教育、管理職教

育の他、技術専門教育を随時実施しており、入社か

ら一貫した教育体制の中「資格・知識・技術の取得」

「実務での技術教育 /訓練」と「コンプライアンス

等の人格形成」を実施している。

　とくに新入社員には、入社年に３回（春・夏・冬）

にわたり教育を実施している。安全・品質・技術の

教育はもちろんのこと、自衛隊体験入隊やビジネス

マナー研修等心身ともに成長することを目指してい

る。また、各部所へ配属後は新入社員１人に対し３

人の若手社員を育成リーダーとして任命し、メンタ

ルヘルスを含めた先輩の指導およびサポートを行っ

ている。

３　今後の取り組み

　今後、顧客満足および業界発展のため、採用担当

部門と教育担当部門の繋がりを更に強化し、高品質

な検査サービスを提供する技術者の採用・育成に取

り組んでいく所存である。

CIW認定に関するお知らせ
　2017 年 10 月１日付で認定された CIW認定事
業者のうち、ここでは 2017 年４月１日付認定か
ら変更のあった事業者についてご紹介します。〔　〕
内の数字は、会社コードです。なお、認定事業者（全
て）については、別刷「CIW認定事業者一覧」を
ご覧ください。

＜新規 ( 復活 )：１社＞
D種
◆ ( 株 ) 日本工業試験所〔24〕（大阪府）
　認定検査部門：UT
　登録事業所　：本社

＜検査部門等の追加：１社＞
D種
◆ ( 株 ) トーテック〔150〕（静岡県）
　認定検査部門：UT・建築鉄骨検査適格事業者 ( 建
築鉄骨検査適格事業者を追加 )

　登録事業所　：本社

　2017 年 10 月 1日現在の認定事業者数は次のと
おり。
　A種：17社／ B種：９社／ C種：28社／ D種：
62社／合計：116 社

新入社員階層教育（入社時研修でのビジネスマナー実習風景） 自衛隊体験入隊
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8．随想 ― 「今は太陽系外惑星に夢中」

( 株 ) シーエックスアール 　洲崎　吉範

　私は忙しい毎日を送る中、夜空を見上げ、見える星々

に思いをはせる「暇人」の一人です。

　そして、夜空を見上げていつも思うのは輝く星それ

ぞれの惑星にはひょっとしたら人間と同じかそれ以上

の知的生命体（宇宙人）がいるかもしれない。

　そう思うと無性にわくわくしてしまいます。

　さて、私達の住む太陽系には惑星と定義された直径

何千～何万 kmの天体が８個と数え切れないほどの小

天体があります。これがどのように誕生したのかを証

明する題材として、最近 450 光年先にある、誕生し

て百万歳に満たない若いおうし座HL星で惑星ができ

る様子がアルマ電波望遠鏡で観測されました（写真１
参照・出展ウィキペディア）。ここまでの鮮明な画像

は史上初めてで今の光学望遠鏡では無理な画像です。

私は生きているうちにこのような画像が見られるとは

思っていませんでした。

　まさに感動的な画像です。46 億年前、地球もこの

ようにして誕生したのでしょう。地球が誕生しなけれ

ば我々もいないわけで、このようなことを考えると自

分が生まれた時代に感謝したくなります。

　参考までに、この写真は日本を含む国際的な共同事

業で設置されたアルマ電波望遠鏡（66 基の中小の電

波望遠鏡を配置した直径 15kmもある電波望遠鏡で、

500km の距離にある野球のボールを確認できる超高

解像力）で撮影した写真です。

　現在天文学者が追い求めているのは第二の地球で

す。地球と同じような環境の惑星があれば生命が誕生

し、進化して人間のような知的生物がいるかもしれな

いからです。最近、更に観測技術が進んで地球サイズ

の小さな惑星を【検出】（職業柄こう表現します）で

きるようになり、なあんと太陽に最も近いプロキシマ・

ケンタウリという恒星に地球の 1.3 倍の質量で岩石質

の惑星が発見されました。天文学会はこのニュースに

第二の地球発見かと沸き立っています。

　今ハワイに 30m望遠鏡の設置が計画されています

が、これが完成すれば、この惑星を直接撮影出来るか

もしれません。プロキシマ・ケンタウリは三重星で太

陽と同じくらいの二つの星が短距離で回り合い、プロ

キシマがかなり離れてその周りを回っています。した

がってその惑星からは太陽が三つ見えることになり、

まさにスターウォーズの世界です。更に面白いのは、

ケンタウリＢは一時地球サイズの惑星が見つかったと

話題になり、映画アバターのモデルになりましたが、

残念ながら惑星発見は、間違いでノイズだったそうで

す。プロキシマ・ケンタウリが最も地球に近いといっ

ても 4.2 光年あり、レーザーを利用した宇宙船で行っ

ても片道７万年もかかるとのことで SF の世界のワー

プでも出来なければ行くのは無理ですね。

　以上、私達アマチュア天文家には夢のような世界を

紹介しましたが、最後に私でも撮影できるウルトラ

スーパームーン翌日の月（写真２参照）を紹介してこ
の随想を終わりにします。

写真１　おうし座HL星のガス円盤。隙間で惑星誕生中。
出展：Wikipedia

写真２　ウルトラスーパームーン第 16夜月。
通常の月より 17％大きい
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　非破壊評価総合展、インフラ検査・維持管理展、

プラントメンテナンスショーなど８つの専門展示会

と特別企画で構成する「メンテナンス・レジリエン

スTOKYO2017」（主催＝日本能率協会ほか）が７月

19―21日の３日間、東京・江東区の東京ビッグサ

イトで開催された。本欄ではCIW認定事業者の出展

概要をリポートする（順不同）

◆◇◆

　ウィズソルは、検査の高精度化・効率化を実現す
る自社開発の技術・装置を幅広く出展。超音波を用

いた配管連続板厚測定装置「UDP-8」などをピーアー

ルしたほか、新開発の「マルチチャンネル式水浸

UT」を初出展した。

　新日本非破壊検査は、JISや道路橋示方書に対応し、
優れた検出性能を誇る鋼溶接部超音波自動探傷装置

「U-Master Ⅲ」をブースの中心に出展した。

　日本非破壊検査のブースでは、エネルギー弁別型
放射線ラインセンサを搭載した配管腐食検査システ

ム「CUI-VIEWⅡ」を出展。最大30インチ（満液）

の配管で保温材下の内外面腐食を検出できる同シス

テムの性能を来場者に紹介した。

　東亜非破壊検査は、磁気飽和渦流法による埋設管
肉厚測定装置の実機を出展した。同装置は、３チャ

ンネルの磁化器と渦流センサを搭載し、埋設管内を

自走することで、配管の腐食を非接触で連続的に測

定する。

フォトレポート
9.   「メンテナンス・レジリエンス TOKYO2017」
－ CIW認定事業者が出展

ウィズソル 新日本非破壊検査

日本非破壊検査

東亜非破壊検査

アミック
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　アミックは、同社で開発を進める電磁パルス法を
用いたあと施工アンカーボルトの健全度評価技術な

どを紹介。そのほか、同手法を用いた様々な適用例を、

デモなどを通じ来場者へピーアールした。

　ニチゾウテックは「非破壊検査事業とエンジニア
リング事業を融合させた展示」（担当者）を展開。自

社が開発を手掛けた超音波探傷器などを紹介し、老

朽インフラ点検の効率化を支える豊富なシステムを

ピーアールした。

　非破壊検査は、目視用のカメラや、打音点検用の

ハンマーなど、様々なツールを搭載できる壁面走行

ロボット「NDIC CLIMBER」を展示。実際に壁面を

移動する様子のデモンストレーションも行い、多く

の来場者の注目を集めた。

　IHI 検査計測は、X線を用いた検査サービスや、自
社で販売するAE計測機器（独・Vallen Systeme製）

など、様々な手法の技術・製品を展示した。

　日本工業検査は、山九グループの一員として、プ
ラントなどのメンテナンスを効率化する最新のNDT

技術を紹介した。　　　　　　　 （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回理事会及び CIW検査業協会 35 周年記念
　式典の開催
　2017 年 11 月 22 日 ( 水 ) に浜松町東京會舘に
おいて開催します。

☆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
活動が活発に行われています。その一部を紹介し
ます。
　・総務委員会
　　2017 年 11 月 22日

☆今後の研修会予定について
　・NDI －レベル３（UT）のための受験対策講習
会を開催します。

　　日時：2017 年 10 月 21日、22日
　　場所：台東区民会館　８階　第１会議室
　・NDI －レベル３（PT）のための受験対策講習
会を開催します。

　　日時：2017 年 10 月 21日、22日
　　場所：CIW検査業協会事務所
　・NDI －レベル３（RT）のための受験講習会を
開催します。

　　日時：2017 年 10 月 28日、29日
　　場所：CIW検査業協会事務所
　・「建築物の工事における試験及び検査に関する
研修会」（東京都認定研修会）

　　日時：2017 年 11 月 12日
　　場所：台東区民会館　９階　特別会議室

ニチゾウテック 非破壊検査

IHI 検査計測

山九／日本工業検査
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　ここ数ヵ月で、「ビットコイン」という、いわゆる仮想通貨について、皆さん

もニュース等で耳にしたことがあるのではないだろうか。このビットコインを保

有したことにより大もうけした、あるいは、ビットコインが急騰もしくは急落し

たなど、メディアを賑わしている。

　当初は得体の知れないものに興味などわかなかったが、職場の先輩の勧めもあ

り、一攫千金を夢見て、小遣いで買える程度購入してみた。

　私が投資した頃には、既に高値であったのが、それから数日後、8月 29 日の

北朝鮮のミサイルの影響で、最高値を更新した。これは、ビットコインが、国家

が発行する通貨と異なり、特定の地域情勢の影響を受けにくく、金のように「有事」

に買われやすいためである。そのため、「デジタルゴールド」などと言われてい

るようである。

　そして、北朝鮮のミサイルのわずか数日後、９月１週目には、中国が仮想通貨

の規制を発表した。仮想通貨の取引が違法な資金洗浄や金融詐欺、資金の海外流

出につながることを踏まえた措置である。これにより、わずか数日だけ投資金額

よりも気持ち程度プラスになった私の保有するビットコインが半分近くまで減っ

てしまった。

　購入からわずか数週間であったが、ジェットコースターのように乱高下する値

動きに、毎日がスリルの連続であった。この原稿を書いている現在は、購入金額

までは取り戻せないものの徐々に回復しているので、少しだけほっとしている。

高い勉強代にはなったが、改めてお金の大切さを痛感した今日この頃である。

　さて、今回は、年間特集として ( 一社 )CIW検査業協会の 35周年関連記事を掲

載している。また、前号より、数年ぶりに CIW新規試験の試験問題解説記事を

掲載している。今回はUT部門・ET部門となっているが、次号以降も何号かに分

け、他の部門も掲載するので、お役に立てば幸いである。　　　　　　　　(T.U)




