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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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1．CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の
       資格登録更新審査について

　日本溶接協会における、溶接構造物非破壊検査事
業者認定（以下、CIW認定）では、CIW検査技術管
理者及び上級検査技術者の技量が維持されているこ
とを確認するため、資格登録更新審査を、2014年
度から、従来の確認試験に代えてレポート審査で行っ
ている。１）

　資格更新の申請者には、更新講習会への参加と下
記2種類のレポートの提出を求め、「CIW検査技術
管理者及び上級検査技術者 資格登録の更新審査にお
けるレポートの審査基準」に従って審査が行われて
いる。
（１）CIW保有資格に基づく実務実績報告書
（２）CIW保有資格に基づく継続的専門能力開発実 
　　  績の記録
　更新審査は、前期と後期の2回／年実施されてお
り、最近のレポート審査を通して、留意事項を紹介
する。

　実務実績報告書の審査では、実務実績として、表
1（WES 8701：2018の表 3）に示す「技術者の任
務及び責任並びに知識及び職務能力」に関する内容
が記述されているかで評価する。
　ここで、審査の視点から、表1の検査技術管理者
及び上級検査技術者の「任務及び責任」について解
説する。
　検査技術管理者は、検査業務に関して総括的な責
任を負う技術者であり、仕様書、手順書、成績書、
報告書等の承認、判定基準の決定、検査の総合判定
等が主要な職務である。レポートに、検査技術者に
対する監督・指導、報告書の審査等、上級検査技術
者の職務についてのみを記述した場合は、当該資格
に対する職務能力を維持できているかが確認できな
いことになり、不合格となる。
　上級検査技術者は、検査業務の遂行、検査技術者

表 1　技術者の任務及び責任並びに知識及び職務能力
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に対する指導及び監督を行う技術者であり、計画の
立案、手順書の作成、成績書・報告書等の審査、検
査技術者に対する監督・指導等が主要な職務である。
レポートに、単に「検査業務の実施」とのみ記述し
た場合は、検査技術者（上級検査技術者の監督の下
で検査業務を遂行する技術者）の主要な職務である
「検査業務の実施」と区別できず、当該資格に対する
職務能力を維持できているかが確認できないことに
なり、不合格となる。

　ここで、最近のレポートの分析結果から、不合格
となったレポートの主な要因を以下に示す。
①当該資格の「任務及び責任」に関する内容の記述
が確認できない。
②当該資格の専門部門に関する内容か不明である。
③具体的な業務内容の記述がない。
　①については、上で述べたように、検査技術管理
者が、上級検査技術者の職務内容のみを実務実績と
して記述した場合、上級検査技術者が、検査技術者
の職務内容のみを実務実績として記述した場合であ
り、これが不合格件数の約60%を占めていた。
　②については、専門部門に関する内容か不明の場
合である。例えば、UTの上級検査技術者のレポー
トにおいて、単に「検査技術者の監督・指導を実施」
と記述されている場合は、どの部門のどのような検
査（対象部位、検査手法等）に対して検査技術者の
監督・指導を行ったかが不明であり、当該資格に対
する職務能力が維持されているか確認できない。
　③については、専門部門に関する具体的な内容の
記述がない場合である。例えば、RTの上級検査技術
者が、単に「RT手順書の作成」と記述があるだけで、
RT検査のどのような業務の手順書を作成したかが不
明であり、当該資格に対する職務能力が維持されて
いるか確認できない。
　上記で示したように、不合格となった要因につい
ては、保有資格の職務を理解することや、レポート
の書き方を習得することで解決できるものであり、
日常業務において保有資格の「任務及び責任」を意
識して実務を遂行することが肝要と考える。
　なお、営業職、管理職、研究・開発職を担当しており、

更新対象資格の実務実績報告書を作成することが困
難な場合は、実務実績報告書には、担当職務（営業職、
管理職、研究・開発職等）、実務実績作成が困難な理
由等を明記することが必要である。例えば、「営業職
で、検査業務受注に向けた営業活動を全国展開して
おり、MTに関する実務を実施していない」のよう
に記述する。なお、管理職であっても、更新対象資
格の実務も遂行しており、実務実績報告書の作成が
可能な場合は、上記の留意事項を考慮して記述して
頂きたい。

　CIW保有資格に基づく継続的専門能力開発実績の
記録（CPD記録、と称す）の作成の目的は、技術者が、
新しい技術や幅広い知識の習得を通して、技量の維
持・向上を図るためのものである。
　更新対象資格のCPD記録は、以下のポイントから
審査を行っている。
１）専門能力開発に掛けた最近3年間の合計時間が
45時間を上回る。

２）記述されている内容がCIW保有資格に該当する。
３）何を学んだか、自分の言葉で記されている。
４）記述されている内容が、学問的な常識に照らし
て矛盾していない。

５）記述されている内容が、テキスト・資料などの
限られた一部分を丸写ししたに過ぎないと判断
されるものでない。

６）記述されている内容が、業務の一環として行わ
れている内容であっても、専門能力の開発に資
する内容を含むと考えられるもの。

　CPD記録の作成では、書籍、講習会等の教材を用
いて自己学習を行い、以下の4項目について、所定
の用紙に記述する。特に「専門能力開発によって習
得した事項」に、自己学習で習得した内容を具体的
に記述されているかが審査の重要なポイントになる。
・専門能力開発の目的
・専門能力開発の方法
・専門能力開発にかけた時間
・専門能力開発によって習得した事項
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　ここで、最近のレポートの分析結果から、不合格
となったレポートの主な要因を以下に示す。
①業務の一環として当然行うべき内容である。
②習得した内容の具体的な記述がない、又は極めて
少ない。
③更新対象資格に関する内容の記述がない、又は記
述が極めて少ない。
④テキスト・資料の一部をそのまま写したように見
なされる。
　①については、例えば、「～に関する業務を依頼さ
れ、○○に関する試験を行った結果、客先の要求を
達成することができた」のように、単に試験結果を
記述した場合であり、このようなレポートが多い。
依頼業務は、業務の一環として当然行うべき業務で
あり、たとえレポートに試験結果を詳細に記述して
も、自己学習で習得した内容が記述されていない場
合は、専門能力が開発されたとは認められない。し
かしながら、上記のような依頼業務に関するレポー
トを記述する場合、業務遂行における視点を変える
ことで、適正なレポートを記述することができる。
例えば、依頼業務を達成するための課題（技術的ポ
イント）は何か、この課題を解決するために習得す
べき事項は何か、課題を解決するために習得した内
容は何か、習得した内容をどのように活用したか、
などの視点から各項目を抽出し、それらの内容をも
とにCPD記録を作成することで、上記の審査項目６）
に当てはまるレポートとなる。
　②については、例えば、更新対象資格が「UT」の
場合では、「斜角探傷法を理解した」「きず高さ測定
法を理解した」など、単に学んだ項目を列記してい
るだけで、習得した内容の具体的な記述がない場合
である。このような場合は、例えば、きず高さ測定
法の中からある方法（例：端部エコー法）を取り上げ、
原理・特徴、使用時の注意事項、業務への活用方法
などを、自分の言葉で記述することも一案である。
　③については、例えば、更新対象資格が「PT」の
技術者が、レポートに外観試験についてのみ記述し、
「PT」について習得した内容の記述がない場合であ
り、専門能力が開発されたとは認められない。
　④については、レポートに記述した内容が、自分

の言葉で記述されておらず、単に講習会資料等の教
材の一部を丸写しにしたと考えられる場合である。
レポートには、用いた教材の内容を十分理解した上
で、自分の言葉で記述して頂きたい。
　その他の要因としては、「目的と内容が一致してい
ない」、「記述内容が学問的な常識に照らして矛盾し
ていると考えられる」、「記述内容が常識的で、極め
てレベルが低い」等が散見された。レポート作成後
や提出前に、ぜひもう一度読み直して適正なレポー
トか否かを確認して頂きたい。
なお、資格更新審査を確認試験方式からレポート方
式に代えた当初は、記載漏れや記載不備が散見され
たが、最近のレポートでは、このような単純なミス
は見当たらない。
　上記で述べたように、CPD記録作成にあたっては、
各種学協会が主催する講習会などに積極的に参加し、
新しい技術や幅広い知識の習得に努めて頂きたい。
また、日常業務において、業務を遂行するための課
題は何か、課題を解決するための技術は何か、その
ために習得すべき技術は何か、という視点から業務
に取り組むことを推奨する。検査技術管理者及び上
級検査技術者は、検査会社においては、検査技術者
に対する指導的な役割を担っている方々と考えられ
るため、当該専門部門においては、新しい技術、幅
広い知識等の習得に心がけ、日々研鑽されることを
期待する。

　CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の資格登
録の更新審査におけるレポートについて、「実務実績
報告書」及び「継続的専門能力開発実績の記録」に
分け、レポート作成にあたっての留意事項、不合格
事例を通してレポートの記載方法について述べた。
資格更新される技術者には、レポート作成にあたり、
ぜひ本稿を参考にして頂ければ幸いである。

参　考　文　献

１）大岡紀一「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」、RUMPES vol.29 No.2 2015、日本溶接協会
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2．わが社の現状―人財育成・教育訓練

　当社のモットーは、「社員は財産」であり、そのた
め「人材」ではなく「人財」と表している。入社時
から管理者または技術のスペシャリストになるまで
の「人財育成体系」について、大卒新入社員を例に
紹介する。次いで、検査技術員として必須条件であ
るNDI資格に関する「資格取得のための教育訓練体
制」について紹介する。

1 ）新入社員教育（大卒）
　毎年4月初めに入社式を行い、その後2週間の教
育で会社組織、業務内容や社内規則、各種手続き、
安全教育や放射線特別教育、非破壊検査の基礎につ
いて学ぶ。
　その後10月中旬までの6ヶ月間にわたり親会社
である山九グループの北九州研修施設でグループ会
社全体の機工系新入社員と合同での集合教育に参加
する。（2018年度はグループ機工系新卒社員総勢82
名、内当社社員5名）。
　この集合教育では、コミュニケーション教育、安
全教育、危険体感教育、パソコンのスキル教育から
始まり、材料力学、製図法、配管製図、CADによる
製図の演習、溶接・非破壊検査等について学ぶ。こ
れによって現場での安全作業、図面の読み解き、検

査結果を報告書にまとめる基本スキルを身に付ける。
　11月以降、各部、営業所に仮配属され、先輩・上
司の指導の下、現場での実地教育・訓練を行う。そ
して、翌年4月には正式配属され放射線や労働安全
衛生関連、NDI 等の資格を取得しながら一本立ちで
きるレベルを目標にして各技術員の適性について配
慮しつつ、自ら設定した目標に向けて成長できるよ
うに支援していく。

2）監督者研修
　非破壊検査技術者として一本立ちできるレベルに
認定され、必要とされる資格を取得した後（新卒者
の場合概ね3～ 4年程度）、小集団の責任者となる
レベルの監督者研修を受講し、必要なスキルを身に
付ける。その後、現場作業指示が下せ、更に顧客と
の打ち合わせを行うために必要なWES資格や複数の
分野にわたるNDIの資格を取得するか、または専門
技術者としてNDIレベル3等の上級資格取得を目標
としながら、監督者としての資質を育む。

3）係長研修
　係長研修（新卒者の場合概ね8～ 10年程度）は、
大型工事の責任者や出張所長が任せられるレベルを
目標としている。そのため研修内容としては、安全

人財育成体系による研修風景 研修センター　MT実技実習風景
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管理・品質管理はもとより、工程管理や収支管理、
購買管理や労務管理等も含めた研修を受ける。
　また、QMS活動を実践していく立場として、リ
スクと機会や自らが置かれた状況を分析し改善して
PDCAサイクルを回していくために必要な知識を身
に付ける。
　その後は資質や特性により、管理者としての道を
歩むか、非破壊検査技術者のスペシャリストの道を
進むか、またはスタッフとして支援する立場となる
か、それぞれの道に進んでいくことになる。

1）研修センター
　当社では、東日本地区は川崎市に、西日本地区は
北九州市にそれぞれ研修センターを設け、NDI の試
験センターと同等な設備と専従の講師・指導員を配
置して資格取得のための教育訓練を実施している。
　東日本研修センターでは、NDI 6 部門（RT、UT、
MT、PT、ET、ST）について座学、実習共に実施し
ている。西日本研修センターでは、UT、MT、PTに

ついて実施しているが、いずれは全部門実施する予
定となっている。

2）資格取得のための教育訓練
　受験者は資格者の下で実務経験を積みながら、研
修センターでの集中講義や通信教育で学習する。こ
れらの終了時には研修センターにおいて理解度確認
と実技講習を実施している（科目により2～5日）。
　二次試験受験者に対しては、概ね受験日の1週間
以内に実技講習を実施している。（科目により2～3
日）。再認証試験受験者も同様となる。

3）力量評価
　非破壊検査技術者の力量は、資格の有無・資格の
レベルのみで判断できるものではない。資格・経験・
技能・対象に対する知識等を総合的に評価する社内
認定制度を計画している。今後とも研修センターは、
力量アップのための研修の実施や認定等において、
その中心的な役割を担っていく。

CIW検査業協会だより 一般社団法人 CIW検査業協会

☆第 5期第 9回（2018 年度）通常総会の開催
　2018 年度通常総会を 5月 14 日（月）に浜松町東
京會舘において開催し、次の議案について審議を行
い、いずれも原案どおり承認されました。
　第 1号議案 2017 年度事業報告（案）及び 2017
年度決算報告（案）承認の件
　第 2号議案 2017 年監査報告の件
　第 3号議案 第 5期（2018・19 年度）役員承認の
件
　第 4号議案 2018 年度事業計画（案）及び 2018
年度予算（案）承認の件
　また、これに先立ち 2018 年度第 2回理事会を同
日浜松町東京會舘において開催し、会務報告の他通
常総会や懇親会の議事進行について協議しました。
　第 3回理事会は、7月 25日（水）に開催の予定で
す。なお、忘年・懇親会は 12月 6日（木）に開催の
予定です。

☆委員会活動計画
　各理事会や委員会において事業計画に沿った活動
が活発に行われていますが、その一部を紹介します。
　◆各地区ブロック会議を 9月～ 10月（開催日未定）
に計画中です。
　◆次世代のための非破壊検査セミナー委員会では、

「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」の
2018 年度開催計画として、山梨県、徳島県、香川県、
島根県、他での運営に向けての交渉・調整を推進し、
また、（公社）全国工業高等学校長協会の「夏季講習会」
は、2018 年 8月開催の研修として申請中です。

☆今後の研修会予定について
　①東京都知事が認定する研修会「建築物の工事に
おける試験及び検査に関する研修会（鉄骨溶接部に
係る）」の本年度、第 2回目を 11月 18 日（日）、第
3回目を 2019 年 1月 20日（日）に東京で、第 4回
目を 2019 年 2月 11日（月・祝）に大阪で
　② NDI －レベル 3（基礎試験）のための受験対策
講習会を 9月 8日（土）～ 9日（日）に東京で
　③NDI －レベル 3（RT二次試験）（UT二次試験 )（PT
二次試験）のための受験対策講習会を 10月下旬に東
京で
　④WES8701：2018 における品質マネジメントの
構築に関する研修会 12月 2日（日）に東京で
　⑤WES8701：2018 における内部監査員養成のた
めの研修会を 2019 年 2 月 2 日（土）に東京で、そ
れぞれ開催を計画しています。
　詳細は、当協会ホームページ（http://www.ciw.
gr.jp）に掲載いたします。
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　5月 14日、浜松町東京会
館（東京・港区）で行われた
CIW検査業協会第 5期第 9
回通常総会では、総会終了後
に特別講演を実施。経営倫理
実践研究センターシニアフェ
ローの松本邦明氏が講師とな
り、「不祥事を引き起こさな
いための企業風土とコンプライアンス推進の具体策」
について解説を行った。
　同講演では、近年の検査業界を語るうえで避けて
通れない「不正問題」や、検査技術者一人ひとりの
「倫理観」について、深層心理学や脳神経科学などの
幅広い観点から考察を行ったうえで、企業が不祥事
を起こしてしまうケースのメカニズムや、不正防止
策などを詳しく説明した。
　松本氏が所属する経営倫理実践研究センターは、
その名の通り、企業の経営倫理を実践研究する国内
初の産学協同専門機関として1997年に発足。2009
年度に一般社団法人となった。その後、他団体とも
密接な連携を図りながら、経営倫理に関する国内外
の情報収集や研究、企業活動におけるコンサルティ
ング、企業人への啓発・普及などを実施。製造業か
ら医療分野までサービス対象は幅広く、現在の会員
数は160社を超える。
　松本氏は講演冒頭、大手自動車メーカーなど、近
年続発するものづくり関連の不祥事事例を紹介した
うえで、「多くの企業で、長年の不正が明るみに出て
いる傾向がある」と指摘。非破壊検査業界について
も「データが勝負の世界であり、目視できない情報
を扱うため、技術者同士の信頼が重要となる。一度
不正が発覚すれば信頼関係が成立しなくなる恐れが
あり、内輪による慣れなどが蓄積してしまうと非常
に危険」と警鐘を鳴らした。
　技術者倫理に関しては、1986年に米国で発生し

た「スペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故」
を引き合いに、「同事故では、実験の危険性に関する
技術者による警告を無視し、上層部への報告が行わ
れなかったなど、組織文化や意志決定過程に原因が
あったと結論づけられた。技術者がどこまで倫理を
貫くべきか、経営側の論理と対峙した際に、どのよ
うに主張を通すべきかが問題となる」と説明した。
　また、人間が不正を起こす際の、意志決定に関す
るメカニズムについて、深層心理学や大脳生理学、
脳神経科学などを統合し、最終的に人間の行動が導
き出される自説を展開。各分野の学問と、欲望人格、
仮面人格、倫理人格を対応させた三層人格論を示し
たうえで、「人格同士のせめぎあいにより、行動が決
定される」と定義し、そのプロセスなどを解説した。
　コンプライアンスの実践では、「組織倫理を確立す
るには、不正は絶対に許さないとの徹底した姿勢に
加え、個人倫理の鍛錬が必要となる」としながら、
「トップの決意とコミットは非常に重要。倫理綱領な
ども、作っただけで安心せず、さび付かせないよう
に責任者を任命して確実に実施するなど、指導者が
影響力を発揮することが必要となる」「生のコミュニ
ケーションを重視し、職場のEQ（心の知能指数）を
高めること」など、様々な具体策を紹介した。

（文責・産報出版）

3．CIW検査業協会・総会後特別講演―
        「コンプライアンス推進の具体策」解説

特別講演を行った松本氏

講演のもよう（5月 14 日、浜松町東京会館）



7

4．一口解説：力とエネルギー

　放射線透過試験も、超音波探傷試験もそれぞれの立
場から見れば当たり前に思うが、並べてみると不思議
に思うことがある。減衰（減弱）にかかわることである。
なお、放射線透過試験と超音波探傷試験を比較して書
こうとすると、用語の定義の壁に突き当たる。ここでは、
現象を比較して考えていただくために、用語の厳密さ
には多少無頓着になることをお許し願いたい。
　超音波が材料中を伝搬するときに減衰するが、この
減衰を拡散減衰と散乱減衰に分けて考える。超音波探
傷試験では、通常試験体中を超音波が伝搬するので、
拡散減衰と散乱減衰は同時に発生していることになる。
　一方、放射線透過試験では、放射線は多くの距離を
大気中で伝わり、その後試験体を透過してフィルムに
至る。一方、試験体中では物体との相互作用でも減衰
する。なお、放射線透過試験ではこの減衰を「減弱」
と呼んでいる。大気中では、この減弱は無視できるので、
放射線の拡散だけを考慮すればよい。
　いずれにしても放射線も超音波も伝搬中に強度が低
下するのは、ビームの広がりに起因する低下と、材料
との相互作用に起因する低下に分けて考えられる。後
者の材料との相互作用による強度の低下量を考える場
合には、拡散しないビームを考慮して低下量が表され
る。距離 x伝搬することによって低下する比率 I／ Io
は放射線も超音波も次式の同じ形の式で表される。

　　　　I／ Io＝ e（－µx）

　この式の µを超音波探傷試験では減衰係数と呼び、
放射線透過試験では減弱係数と呼んでいる。前式を常
用対数に変形して減衰係数や減弱係数を表すことの方
が多いかもしれないが、ここでは触れないこととする。
　一方、ビームの拡散による低下の表現は、放射線透
過試験と超音波探傷試験とでは全く異なってくる。
　すなわち、放射線透過試験では、放射線量率の逆二
乗則というのがある。同一線源からの放射線の線量率

は、線源からの距離が2倍、3倍・・・・になるにつれて、
（1／ 2）2倍、（1／ 3）2倍・・・・となる。一方、超
音波探傷試験の超音波の拡散に伴う拡散減衰は、十分
な遠距離音場においてビーム中心軸上の音場は距離に
反比例するとしている。すなわち、放射線透過試験では、
距離の二乗に反比例し、超音波探傷試験では単に距離
に反比例する。ビームの伝搬方法が本質的に異なるの
だろうか？
　この違いは、両者で異なる減衰の仕方をするのでは
なく、単に測定している物理量の違いに起因している。
すなわち、放射線の場合はエネルギーで測定しており、
超音波探傷試験は音の圧力である音圧で測定している。
すなわち、音による圧力の大気圧からの変動分であり、
単位はPaである。超音波エネルギーEU は、音圧Pの
二乗に比例する。比例定数を cとして式に示すと次の
ようになる。

　　　　EU＝ c・P2　　　　　　（1）

　遠距離音場で、音圧 Pは距離 xに反比例するので、
比例定数aとして次式で表される。

　　　　P＝ a／ x　　　　　　 （2）

　（2）式に（1）式を挿入して次式が得られる。

　　　　EU＝（c・a2）／ x2　 （3）

　cも aも定数であり、これらの積も定数となり、超音
波探傷試験の測定量をエネルギーで表現すれば、放射
線透過試験と同様に、距離の二乗に反比例することが
わかる。もし超音波探傷試験も、超音波エネルギーを
感じるセンサがあって、エネルギーを測定量としてい
れば、距離に対する減衰の表現は、放射線透過試験と
同じになっていたであろう。
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　ひずみゲージ検査は、きずのある溶接構造物が力
を受けたときの力学的挙動を知るための検査である
といえる。そのために応力及びひずみを知ることが
必要となる。また、安全性に対する評価であり、材
料の強度の問題となる。これらを基に最近の問題の
解説を行う。

問１　図１に示す両端支持はりについて、次の問に
答えなさい。
 (1) 反力 RA、RD を求めなさい。
(2) せん断力図を描きなさい。
(3) 曲げモーメント図を描きなさい。

【解説】
(1)　力のつり合いから次の関係が成り立つ。

RA ＋RD ＝W1 ＋W2 ＝ 100＋ 100＝ 200N

　一方A点の曲げモーメントは、0なので、次の関
係がある。

(2+2+1) ×RD － 2× 100－ (2+2) × 100＝ 0
RD ＝ (200＋ 400) ／ 5
RD ＝ 120N

　ゆえに

RA ＝ 200－RD ＝ 200－ 120＝ 80N
　せん断力と曲げモーメントの正負は図２とする。

(2)　A点を原点として右方向にｘ軸をとると、せん
断力Fｘは、次のようになる。

AB間のせん断力Fｘ
Fｘ＝RA ＝ 80N

BC間のせん断力Fｘ
Fｘ＝RA －W1 ＝－20N 

CD間のせん断力Fｘ
Fｘ＝RA －W1 －W2 ＝－ 120N（＝－RD ）

(3)　(2) と同様にｘ軸をとると、曲げモーメントMｘ

は、次のようになる。

AB間（0≦ｘ≦2）の曲げモーメント
Mｘ＝ 80ｘ

BC間（2≦ｘ≦4）の曲げモーメント
Mｘ＝ 80ｘ－100(ｘ－ 2)＝－ 20ｘ＋200

CD間（4≦ｘ≦5）の曲げモーメント
Mｘ＝ 80ｘ－100(ｘ－ 2)－ 100(ｘ－ 4)
＝－ 120ｘ＋600

　よって、せん断力図（S.F.D）、曲げモーメント図
（B.M.D）は、図３のようになる。

問２　次の問に答えなさい。

　広い平板の溶接材の中央部に直線状の貫通き裂（長
さ2a=60mm）が存在していることが明らかになっ
た。き裂に垂直方向に引張荷重を加え、ひずみを測
定した結果、き裂より遠く離れた位置で作用してい
る引張応力はσ=40MPaであることが分かった。
応力拡大係数を として安全性を評価しな
さい。
　ただし、この構造物は安全率S = 5 で設計されて
おり、溶接部の破壊じん性値は、KIC ＝ 50MPa・m1/2

である。

5．【解説】CIW上級検査技術者試験
　　　ひずみゲージ検査（ST）試験問題
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【解説】
　ぜい性破壊するときの応力を cr　、安全率をS と
するとそれぞれ次のようになる。

現状において（ cr ＝ 163MPa）>（ ＝40MPa）で
あるため破壊することはないが、設計の安全率S ＝
5を下回っているので、設計条件を満足させるため
には、外力を低下させ安全率S ＝ 5 ＝ 163／ とな
る ＝32.6 MPa 以下になるようにしなければなら
ない。

図１～３を下記に示す。

図１　両端支持はり

図２　せん断力と曲げモーメントの正負

図３　せん断力図（S.F.D）、曲げモーメント図（B.M.D）
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6．サウジアラビア出張記

　2015年、タンク・容器・配管の連続測定の共同事業のパー
トナーである旭化成エンジニアリングから「サウジアラビ
アでタンク底板の連続測定を実施したい」との連絡を受け
た。それからさかのぼること数年前、当社では、国内の大
手重工業の依頼で現地石油会社のボイラー設備のインナー
UT（各種細管肉厚の内挿式超音波検査）工事を行った実績
があった。当時の検査メンバーに聞くと、「暑い」、「酒が
飲めない」、「1日に数回、コーランが流れるお祈りの時間
があり、その間働くことができない（1回あたり30～40
分）。また、レストラン・各種店舗のシャッターが一斉に
閉じる」、「女性が外にいない」、「豚肉が食べられない」など、
一様に「サウジアラビアは大変な国」とのことであった。
　その工事は、JCCP国際石油・ガス協力機関が実施した、
産油・産ガス国事業環境整備等事業の一環として行われた。
JCCPは、産油国と日本との石油ダウンストリーム部門に
おける技術協力や人的交流を通じ、友好関係を増強し、わ
が国の石油の安定供給確保に貢献することを目的に設立さ
れた機関である。当該工事は、「新規設備検査手法導入に
関する共同事業（サウジアラビア）」というテーマのもと、
当社がタンク底板の全面連続測定検査を実施することに
なった。
　本テーマには、他に数社が参画しており、日本高圧力技
術協会（HPI）が全体の取りまとめ役を担った。
　7月に現地調査のため、JCCP・HPIの担当者に連れられ
初めて渡航した。成田を出発し、隣国バーレーンで航空機
を降り、全長25kmの海上橋を走り、陸路での入国まで、
約15時間を要した。ちなみに日本との時差は6時間である。
日本の朝9時が、サウジアラビアではまだ夜中の3時とな
る。
　7月の渡航目的は、各種打ち合わせと工程調整であった。
そして、打ち合わせの結果、12月に約3週間の検査を実
施することになった。
　なぜ12月なのか。サウジアラビアではタンク内温度が
30℃以下に下がるのは、10月下旬から2月中旬までの4ヵ
月間だけ、という暑い国なのである。

　中東・ドバイに支店をもつ国内の大手運輸会社に輸出を
依頼し、装置を11月中旬、当社小倉本社より出荷した。2
週間もあれば検査装置は現地の検査会社に届くはずとの見
込みである。検査装置はサウジアラビア・ダンマン空港で
輸入手続きを行う運びとなったが、「インボイスは原紙で
なければ受け付けない」、「装置の保有会社と輸出会社の社
名が異なっている理由書を示せ」、「検査装置を使用する現
地石油会社の申請がなければ通関できない」など、思いも
よらない空港税関のクレームが相次ぎ、何日経っても検査
装置が税関を出てこない事態に直面した。
　日本からの検査員メンバーは、毎日の晩酌だけが楽しみ
な検査責任者、中学生の子供のいる検査課長、独身の若手
検査員の3名である。
　検査会社の一室を占拠し、税関の要求に沿って、日本の
JCCP・HPI・運輸会社等との連絡をとりながら、書類を作
成し装置の通関を待った。
　サウジアラビアに渡航して繰り返し聞くことになる代表
的なアラビア語は、その頭文字をとって「I・B・M」と称
される。
　「I」はインシャラ（インシャーラ）：アラーの神の思し召
しのままに（神のみぞ知る、運がよければ）。「B」はボク
ラ（ボークラ）：明日（明日があるさ、今日は終わり）。「M」
はムシムシケラあるいはマーフィー・ムシケラ（問題ない、
大丈夫）。
　われわれも、「I・B・M」の痛烈な洗礼を受けることにな
る。検査装置が通関できなくて、あれこれ無駄に奮闘する
日本人スーパーバイザーに対し、現地の検査会社は、全く
焦りのない顔で、上記の3語を繰り返すだけだった。
　そして、検査装置の稼働には100V電源が欠かせない。
現地検査への事前調査では、「ムシムシケラ」との回答だっ
たが、実は検査会社およびサウジアラムコサイト内でも電
源は通常240V・120Vであり、当社が要望する100V電
源の準備はかなり困難であった。12月22日、孫や子供、
彼女とのクリスマスを目前に控え、われわれ全員、帰国と
相成り、再挑戦は年明け第2週からとした。
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　当時はシリアの情勢が緊迫化するなか、サウジアラビア
に渡航経験のある知人の言葉「日本行きの飛行機が離陸し
て、ああ無事に帰国できるんだと実感する」をふと思い出
した。
　バーレーン空港のラウンジで3週間ぶりに飲んだビール
は、筆者が10数年前骨折で入院し禁酒を余儀なくされた
後、退院後に飲んだ1杯以来の美味であった。58歳の検
査責任者（筆者）は、その後も帰り便で、ひたすら飲み続
けた。
　さて、年が変わり2016年。昨年と同じ3名のチームが、
満を持してサウジアラビアへ再渡航した。検査装置は12
月31日、現地の協力会社が受け取ったとの連絡を受けた。
若手検査員のトランクの中には、安定した100Vを作るた
めの電圧調整器をしっかりと積み込んだ。
　現地での作業はというと、入門手続やら何やらで1日実
働2時間という制約を受ける結果となり、60mタンクの
アニュラー部の検査を終了するのに約2週間を要すること
となった。日本だと4日あれば済む仕事である。

◇
　ここで、わが社がこのJCCPプロジェクトにおいて2015
年から2017年にかけての3年間で行った検査に関して、
当時の現地での生活を紹介する。
　生活拠点のアル・コバール（Al－Khobar）は、サウジ
アラビア東部州の都市で、首都リアドから北東約400km
に位置する。バーレーン空港から陸路で入出国する場合は、
利便性が高い。外国人が利用できるホテルも多くある。
　朝5時を過ぎるころ、ホテルの近くにあるモスクから流
れてくる大音量のコーランの読経で目が覚める。ホテルの
水道水は、比較的きれいではあるものの、飲料には不向き
である。したがって、近くのコンビニで購入した水を部屋
に備え付けのポットで沸かし、これも備え付けのインスタ
ントコーヒーを作って目を覚ます。レストランの開場とほ
ぼ同時に入場し、バイキング形式の朝食をとる。パンとチー
ズはなかなかいける。生野菜も、そのまま食べても大丈夫
である。朝食後は作業着に着替え、ロビーでピックアップ
を待った。
　仕事を終えてホテルに着くと、夕食の集合時間を決めて
から、各部屋に戻った。外は30℃を超えているが、部屋
はキンキンに冷えている。
　今回予約したホテルはアパルトメント式の洗濯機・電子

レンジ・調理道具付きだった。作業着を全自動洗濯機に放
り込み、シャワーを浴びてから着替え、ロビーに集合した。
宿泊費は1泊450SAR～ 600SAR、当時1SARは 35円程
度であった。
　アル・コバールは治安がとても良い街であるが、最も問
題なのは道路の横断である。歩行者用信号機が少ないため、
車の流れの切れ目を探して横断することになるのだが、車
は時速100km以上で走ってくる。というわけで今日も、
ホテルの近くのショッピングモールのフードコーナーでの
食事である。ピザ、ハンバーガー、中華料理など約30店
舗が出店しており、食に困ることはなかった。ただ、「刺
身と煮物で一杯やりたい」、「暑い、とりあえず生」という
欲望は実現不可能であった。アルコールを飲むと、冗談で
はなく極刑となるのだから。
　最終のお祈りが終わり、現地時間で20時を過ぎた頃か
ら、ショッピングモールには家族連れが増えてくる。スー
パーも深夜2時頃まで営業している。ショッピングモール
での食事や買い物が大きな楽しみのようだった。
　サウジアラビアでは映画館などの遊戯施設は皆無であ
る。代わりにテレビ放送が40チャンネル以上あり、スポー
ツ、映画、アニメなど24時間上映しているが当然全てア
ラビア語（英語の字幕あり）である。
　なんと健全な生活であろうか。帰国後、すぐに健康診断
が受診できればなあとは、健康診断で肝機能によく問題が
生じる筆者の独り言であった。
　サウジアラビアに2015年に初渡航してから4年目に
なった。食事もショッピングモールのフードコーナーだけ
でなく、現地の検査会社メンバーのアテンド付きではある
ものの、現地の食堂で食べられるようになった。
　食堂に入ると、車座に座ったお客の真ん中に、ビニール
のシートが敷かれ、その真ん中に大皿に盛り込まれた料理

魚料理
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が置かれる。取り皿は基本ないので、自分の分を手前に取っ
て食べ、鳥や魚の骨は、シートの端っこに寄せておく。食
事が終わると皿が下げられ、シートをくるっと丸めてゴミ
箱にポイ、誠に合理的である。
　われわれのチームも時間の経過とともにそれぞれが成長
（？）していった。
　毎日の晩酌だけが楽しみな検査責任者は英語力がかなり
アップした（自称）。また、3人の孫のGG（グレート・じいちゃ
ん）になった。
　検査課長の子供は高校生になった。
　独身の若手検査員は付き合っていた女性と結婚した。
　そして、課長と検査員は、現地の検査員とスマホの翻訳
アプリを使った音声変換で上手に会話している。英会話の
習得のための勉強が必要なくなる時代がすぐそこまでやっ
てきたなと感じる。

　昨年来、サウジアラビアの積極的な外交に伴い、日本で
はマルチVISAが半年から3年に延長された。また1回の
滞在期間が30日から90日に延長され、渡航・現地での
仕事が非常に進めやすくなった。サウジアラビア・ダンマ
ン空港経由での検査装置の輸出手続も当初の2ヵ月が3週
間を切るまでに短縮された。
　ショッピングモールのスーパーのレジを女性が担当する
など、女性の社会進出があっという間に進んできた。限定
といいながらも、女性の車の運転が許可されるようになっ
た。
　JCCPのプロジェクトで進めてきた「新規設備検査手法
の導入」テーマが、営業活動の支援を目的に今年1年延長
になり、やっと本格的な商売のめどがたってきた。
　JCCP、HPIほか、協力者の皆様の多大なる支援のおかげ
でここまで進めることができた。誌面を借りて感謝申し上
げる。
　われわれ日本の検査技術者が、世界で最も誇れるものは
何かと考えた。私は、「正確な検査と正直な報告を有する
検査サービス」だと思う。
　ユーザーの皆様に「依頼してよかった」、「また次回もお
願いする」と言っていただけるサービスは、日本人の最も
得意とする「おもてなし」に直結するものと信じている。
　今後の私ども新日本非破壊検査の世界での活躍にご期待
ください。

2018 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

　2018年度後期の溶接検査認定 (CIW認定 )のための
技術者試験・更新審査と研修会の各日程について、以
下のとおりお知らせ致します。なお、各地区の研修会
においては、参加状況によって中止する場合がありま
すので予めご承知置きください。

1．CIW認定の技術者試験、研修会について
　試験及び研修会の各案内書 ･申込については、9月
上旬に関係先へ送付致します。
◎溶接部の検査に関する研修会
　東京／大阪：10月 20日 (土 )～ 21日 (日 )
◎CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の資格更新
講習

　東　京：10月 27日 (土 )
　大　阪：10月 28日 (日 )
◎CIW検査技術管理者及び上級検査技術者試験

1次試験
　東京／大阪：11月 4日 (日 )
2次試験
　東　京：2019年 1月 12日 (土 )予定
　大　阪：2019年 1月 13日 (日 )予定

2．溶接検査認定 (CIW認定 )申請について
　WES 8701に基づくCIW認定は、毎年4月 1日付、
10月 1日付で認定しております。直近の本年10月 1
日付認定の受付は既に終了しております。次回 (2019
年 4月 1日付 ) 認定の申請に関するご案内は、本年
10月初旬に認定事業者及び仮認定申請提出事業者の
CIW担当者宛にご案内致します。なお、当協会ホーム
ページ (http://www.jwes.or.jp/) にも掲載致しますので
ご確認ください。ご不明な点がございましたらCIW担
当までお問合せください。

肉料理
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　日本溶接協会・溶接検査認
定（CIW）委員会は6月 9日
に東京・千代田区の溶接会館、
同10日は大阪市淀川区のホ
テルマイステイズ新大阪コン
ファレンスセンターでWES 
8701：2018「溶接構造物非
破壊検査事業者等の認定基準」改正内容の説明会を
開催した。今年3月 1日付の改正点の概要に加え、
自己評価表の具体的な記載例などについて、WES 
8701原案作成委員会と附属書A（溶接構造物非破壊
検査事業者の品質マネジメントシステム等に係わる
要求事項）改正WGのメンバーが解説した。
　東京会場の冒頭、挨拶に立った溶接検査認定委員
会運営委員会の寺田幸博委員長（WES 8701原案作
成委員会委員長）は、東京会場に44社 54人、大阪
会場に41社 47人と CIW認定事業者の7割以上の
参加を得たことにふれ、事業者の関心の高さを踏ま
え、CIW認定制度の円滑な運営に努める方針を示す
とともに、改正WESに基づく認定開始にあたり「認
定事業者各位と手を携え、実効性を高めていく」と
述べた。今回は、JIS Q 9001（品質マネジメントシ
ステム―要求事項）が2015年に改正され、新たな
構造、用語および概念が導入されたことを受け、附
属書Aの見直しを中心に改正を行った。
　説明会では、改正WGの江端誠委員長が附属書A
の改正点について解説した後、同WGの藤岡和俊副
委員長、笠岡和昭、梶岡昌三両委員も加わり、WES 
8701：2018に基づくCIW認定のための自己評価表
について説明しながら、参加者の質問に随時答えた。
　WES 8701：2018に基づく認定は今年の10月 1
日付から運用を開始し、移行措置期間は21年 9月
30日までの3年とする。
　WES 8701附属書A改正の要旨は次の通り。
①品質マネジメントシステム（QMS）を JIS Q 

9001：2015 に近づける（ただし、設計・開発、
引渡し後の活動は除外）
②その結果、以下の項目が新たに追加された
　・リーダーシップ
　・認識およびコミュニケーション
　・検査業務に影響を及ぼす環境
　・プロセスの実施状況の評価
（顧客満足、分析および評価、マネジメントレビュー）
③その他、QMSの計画・構築に際して
　・外部および内部の課題、密接に関連する利害関 
　　係者の要求事項ならびにニーズ、期待を考慮
　・検査業務におけるリスクと機会を考慮

（文責・産報出版）

7．日溶協 CIW委、東西で説明会開く―
        WES 8701 改正について質疑応答

寺田委員長 江端WG委員長 藤岡WG副委員長

笠岡WG委員 梶岡WG委員

東京会場の説明会
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8．展示会レポート―
       2018 国際ウエルディングショー

　日本溶接界最大のイベント、「2018国際ウエルディ
ングショー」（JIWS）が4月 28日、東京・江東区の
東京ビッグサイトで盛況のうちに閉幕、4日間の来
場者数は10万 428人に上った。主催者を代表して
日本溶接協会の粟飯原周二会長は「溶接・接合技術
の面白さ、力強さを産業界だけでなく、一般に対し
てもアピールする」。産報出版の久木田裕社長は「過
去最大規模での開催となった。会場で新しい技術と
情報がきっと見つかる」と挨拶した。
　今回の JIWSは、過去最大規模の出展社数247社
を数え、4月 25日、盛大に開幕した。2014年の東
京開催と比較して、出展社数は17％増、展示面積は
32％増。新規出展は全体のほぼ3割を占める80社、
海外からの直接出展は20社を数え、内外の主要溶
接企業が新製品を相次いで発表した。
　1969年の第1回から数えて25回目となる今回の
テーマは「溶接接合技術がつなぐ―ものづくりと人
づくり」。恒例企画の開幕記念講演、5大フォーラム
に加え、各種セミナー、溶接女子・学生・熟練技能
者による実演・トークコーナー、最終日の第9回関
東甲信越高校生溶接コンクールも多くの来場者の関
心を集めた。JIWSは新製品がいち早く発表されるこ
と、ふんだんに実演が行われることに加え、入場者
の大半がエンドユーザーの技術者であることも大き
な特徴となっている。
　非破壊検査機器・材料関連の出展社・団体は、近
年の主要需要先であるインフラ向けの製品をはじめ、
自動化やデジタル化、エコへの対応など、注目を集
めるニーズや課題に応える様々なソリューションを
展示。また、会期に合わせて初披露された新製品や、
開発中の製品も多く紹介された。
　主なブースを見ると、リガクは、展示会の開幕に
合わせて発表した新製品「RF－1310CP」を出展した。
同製品は、工業用ポータブルX線装置「ラジオフレッ
クスCP」シリーズの新たなラインアップとして開発

されたもの。低エネルギーX線タイプの製品で、発
生器・制御器ともに軽量・コンパクトな仕様となっ
ている。
　オリンパスは、「溶接部検査の自動化ソリューショ
ン」をテーマに、超音波探傷器「OmniScan SX」と
スキャナ「MapROVER」を組み合わせた使い方を提
案した。
　ジャパンプローブのブースでは、超音波フェイズ
ドアレイシステム「JAS－ 21」を用いた溶接部向け
のソリューションを、本展示会で初披露した。
　電子磁気工業は、新製品の焼入れ判定器「WT－
4104」や、ナゲット検査器「NT－ 4102」などを
出展した。
　タセトは、今回からブースのコンセプトを一新。「自
動車」や「LNG船」など、分野ごとに区分されたコー
ナーに溶接材料とケミカル製品を合わせて展示した
ほか、各コーナーに商品検索用のタッチパネル端末
を設置した。
　日本溶接技術センターのブースでは、UT教育用
の試験体として、裏当て付き配管溶接試験片を出展。
同試験片を使用した探傷体験コーナーを設置したほ
か、同センター付属日本溶接構造専門学校のイメー
ジキャラクター「きずなちゃん」のポスターも展示し、
幅広い来場者層にPRした。　　　（文責・産報出版）

東京ビッグサイト東１～３ホールを使用
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9．随想―クラリネットとサックスで歌う

　子供の頃に音楽好きの父親から、アコーディオン
やバイオリンを与えられたが、おもちゃ程度に遊ん
で捨てた。そんな家庭に育つ。
　吹奏楽部でクラリネットを吹き始めて 50余年。
学生時代はクラリネットと父親に買ってもらったア
ルトサックスを吹いて青春を謳歌した。卒業後は、
地元の某放送局内でバンドを結成し、時々は夜の街
においても演奏活動を行った。その後、5名編成の
バンド「米森信夫とパーファイブ」となり、現在40
周年間近。
　並行して在籍していたビッグ・バンド「ムーンラ
イト・ジャズ・オーケストラ」が地元の七尾市で開
かれた全国的なジャズ・フェスティバルにおいて、
世界3大ジャズ祭Monterey Jazz Festival の指導者に
注目され、1990年に招かれた。アメリカ、ジャズ
好きの大観衆を前にリードアルトサックスとして熱
演。このときは、クラリネット奏者、北村英二さん
のバックバンドとしても演奏した。1958年から始
めた伝統を誇るジャズ・フェスティバル、当時日本
から招かれた3番目のアマチュア・ビッグ・バンド
として注目を集めた。
　檜舞台に立つには練習は欠かせない。それは楽し
いというよりも、つらいというのが実感だったが、
スポットライトのあた
るステージのなんとも
いえない魅力に取りつ
かれ、練習に励む。
　後に、ムーンライト・
ジャズ・オーケストラ
として、ジャズ・シン
ガーの綾戸智恵さんの
バックバンドをさせて
もらう機会があり、大
阪のお姉さまの歌と素
敵なお話を聴くことが

できた。世界的ベーシストのロン・カーターさんの
バックバンドもさせてもらったが、恐れ多く、お話
はできなかった。が、ツーショットの写真だけは撮
らせていただいた。

【米森信夫とパーファイブのポリシー】
　社会に奉仕する。足代はいただくがギャラは要求
しない。身についた音楽的センスを披露する機会を
得る。演奏場所は、ディナーライブ・祝賀会・記念式典・
忘新年会・クリスマス・ジャズストリートなどスティ
タスを考慮する。
【選曲とメンバー構成】
　聞く人を主体に、時間帯（昼、夜等）・場所（ジャ
ズストリート、クリスマス等）・男女・年齢等を考慮
する。バンドカラーに合った曲をアレンジし、サッ
クスとキーボードが主体でベース、ドラム、パーカッ
ションの曲も取り入れる。基本はボーカルなし。昔、
夜の街で、元ケントスなどで演奏していたメンバー
が主体。
【ディナーライブ】
　お客様は熟年層が多く、1950～ 70年代の曲を中
心に、古き良き時代を懐かしんでもらう。ジャズに
はこだわらず、ポップス・ロック・演歌・歌謡曲・
童謡・唱歌・民謡など、お客様が喜んでくれるジャ
ンルとした。グラス片手に、「昔はよかったね」と若
い頃、さらに少年時代に戻り、懐かしみ、楽しんで
もらう。120名余りのリピーターと演奏者が一緒に
なって騒いで楽しむ。  
【これからの私】
　東京に出向いた時は、昔いっしょに演奏させても
らった先輩ミュージシャンのライブを聴き、昔話を
楽しんでいる。また、地元では昔、夜のお店で演奏
した仲間達のジャズ・オーケストラにも参加してい
る。そんなこんなで残りの人生を楽しむ。私の一番
好きなジャンルは「演歌」。む・ふ・ふ・・・楽しい。

吹奏楽部でクラリネットを
吹き始めて 50 余年
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　2000 年シドニー五輪柔道男子 100キロ超級の決勝。開始から 1分 30秒過ぎ、
内またを仕掛けてくる対戦相手のダビド・ドゥイエ選手（仏）に対し、篠原信一
選手は内また透かしで返し、見事決まったかのように見えた。この試合は結果的
に有効一つの差でドゥイエ選手の優勢勝ちとなったわけだが、篠原選手は「審判
もドゥイエ選手も悪くない」。誤審ではとの問いには「すべて自分が弱いから負
けた」と語り、潔く引き下がった。
　6月 22 日のプロ野球オリックス対ソフトバンク戦。同点で迎えた延長 10回、
ライトポール際への打球がいったんファウルと判定され、ソフトバンクからのリ
クエストで映像によるリプレー検証を行った結果、判定が覆って決勝のツーラン
ホームランとなり、ソフトバンクが 5対 3で勝った。試合後、オリックスの申し
出を受け、審判団が映像を見直した結果、ファウルだったと誤審を認め、オリッ
クスは誤審があった場面から試合をやり直すよう求めた。
　日本野球機構は同 26日、「試合後に誤審を認めたものの、リプレー検証後のホー
ムランの判定は最終的なものである」として、野球規則に基づき試合はやり直さ
ないことを決め、オリックスに伝えた。リプレー検証したのに誤審とは正に前代
未聞。オリックスが潔く引き下がる必要はない。

（N.M）




