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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：2019 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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　浸透探傷試験を含めた非破壊試験技術者の認証試
験は、一般社団法人日本非破壊検査協会によって運
営されている。認証制度 (方法 )の規定が、古くは
NDIS(日本非破壊検査協会規格)からJIS化される等、
その改訂に伴って試験内容も徐々に変化してきてい
る。
　現在は JIS Z 2305:2013に則った認証試験が行わ
れているが、浸透探傷試験においては、2015年秋
期から、水ベース乳化剤による後乳化性浸透探傷試
験の実技が加わった。また、この規定から、レベル
1、2技術者の再認証時に、実技試験が課せられるこ
ととなった。このため旧規定で認証を得ているレベ
ル1、2技術者の方々が、再認証を受けるためには、
新たに加わった水ベース乳化剤による後乳化性浸透
探傷試験の実技試験に合格する必要がある。
　また、主に室内で行われる水ベース乳化剤による
後乳化性浸透探傷試験は、馴染みの少ない浸透探傷
試験技術者も多いと思われるが、その探傷条件 (乳
化時間等 )は基本的に探傷者によって決めることと
なる (JIS Z 2343-1:2017)。
　そこで、ここでは水ベース乳化剤による後乳化性

浸透探傷試験において乳化時間、水洗時間などの色々
な探傷条件が探傷結果にどの程度影響を与えるもの
なのかを実験的に考察し、業務においてこの方法を
用いようとしている探傷技術者の参考としたい。
　今回は乳化時間について考察した。

　水ベース乳化剤による後乳化性浸透探傷試験は、
JIS Z 2343-1:2017 の 6.2 探傷剤、表 1- 探傷剤にお
いて、余剰浸透液除去剤 (方法 BまたはD)のうち、
Dに分類されるものを使用した。また浸透液を同一
製造業者の蛍光浸透液 (タイプ I)、現像剤を乾式現
像剤 (フォーム a) とした。探傷剤の組み合わせの呼
称は、JIS Z 2343-2、IDaレベル3である。
　浸透探傷試験の主要工程は、JIS Z 2343-1:2017の
附属書A(規定 )より図1となる。本実験ではこれら
の主要工程のうち、図内に二重枠で示した「水ベー
ス乳化剤の適用及び乳化時間の保持」における乳化
時間を変化させた。
　試験体は、JIS Z 2343-3 に規定されるタイプ I対
比試験片 (ニッケルクロムめっき割れ )、めっき厚さ
30μmとした。試験体の外観を図2に示す。
　乳化時間はJIS Z 2343-1:2017の8.5.4.1において、

1．水ベース乳化剤を用いた後乳化性浸透探傷試験 
        についての考察―乳化時間の影響について―

図 1　浸透探傷試験の主要工程

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 

     

 



2 　Vol.32  No.4  Autumn 2018

「使用者は、探傷剤製造者の使用説明書に従った予備
試験を実施し、乳化剤の濃度および乳化時間を定め
なければならない」とされている。本実験では予備
試験で定めた濃度(20%)、時間(60～120秒 )に対し、
より乳化の影響が大きくなるよう濃度を30%、時間
を規定範囲内・外に調整した。
　その他の工程の具体的な実施方法は、JIS Z 2343-
2:2017の 6.2.1.2.3 試験手順を参考に決定した。各
試験工程の実施方法を表1に示す。
　また、表１の試験工程に入る前に試験片を洗浄・
乾燥し現像処理を行い、指示模様が検出されないこ
とを試験ごとに確認した。

　乳化時間を変えて試験した浸透指示模様の状況を
図3に示す。また、試験片幅のおよそ80%以上にわ
たり視認できた指示模様の本数を図4に示す。結果
から、乳化時間が短くても探傷結果にはほとんど影
響しないものの、長くなると検出性が下がることが
分かった。
　乳化時間が長い場合に検出性が下がった要因は過
乳化によるものと考えられる。一方で乳化時間が短
くても探傷結果にあまり影響しないことは、余剰浸
透液の除去においては乳化後の洗浄処理よりも乳化

図 2　タイプ I 対比試験片
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表 1 　試験工程の方法
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図 3　浸透指示模様の状況および視認できた指示模様の本数
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前の予備洗浄が効果的であり、予備洗浄を適切に行
えば、過洗浄となりにくく、均一な結果を得やすい
ことを示しているといえる。
　なお、実際の探傷操作でも、洗浄処理は乳化剤を
除去する程度の最小限であり、余剰浸透液の除去は
予備洗浄でほぼ完了していると感じられた。

　今回の結果から、水ベース乳化剤による後乳化性
浸透探傷試験では試験片を乳化液中に浸漬させる乳
化時間については、極端に長く (240～ 300秒 ) な
い限り、検出結果には鋭敏な影響を与えない様子が
分かった。
　また、浸透液が油ベースであるため、乳化前の予
備洗浄は過洗浄となりにくく、むしろ過乳化や乳化
後の過洗浄に気をつける必要があるが、過乳化につ
いてはそれ程乳化時間の設定値を厳密に守らなくて
も良さそうである。

　なお、この結果は、対象がタイプ I対比試験片の
ように滑らかでない場合や、きずの条件等、様々な
要因によって変わり得る。
　油ベース乳化剤による後乳化性浸透探傷試験では
乳化時間の設定およびそれを正確に実施する必要が
あり、操作が難しい方法である。それに比べ水ベー
ス乳化剤による後乳化性浸透探傷試験は、乳化時間
の許容幅も広く操作が容易である。
　水洗操作中に乳化が十分でないことが分かった場
合は、もう一度乳化液に浸漬して乳化させることも
可能であることからも、やりやすい試験方法といえ
る。
　また、このことはある程度複雑な形状の試験体、
あるいは表面の粗い試験体にも適用性が広がる方法
といえる。
　今後も他の条件 (乳化剤の濃度や水洗時間など )
の影響度合いなどを実験的に調べる機会があれば実
験したい。

図 4　試験片幅のおよそ 80%以上にわたり視認できた指示模様の本数
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　放射線透過試験において、5問程度が出題されて
いるが、そのうち放射線透過試験の適用に際して鋼
溶接部のきずを検出する場合、放射線透過試験が適
さないきずの種類を挙げて、その理由を述べる問題
については、作図して分かり易い回答をしている例
が多い。ここでは、きずの向きと放射線の照射方向
及び線状のきずか体積状のきずかをしっかり理解し
ておくことが求められる。
　JIS Z 3104:1995規格に関する問題で、透過写真の
必要条件として、例えば、撮影された透過写真の試
験部のきずの像以外の部分の写真濃度について、あ
るいは1回の撮影における鋼板の突合せ溶接継手の
横割れを検出する試験部の有効長さ（有効範囲）の
規定内容と理由については、比較的良い回答となっ
ている。
　一方で、JIS Z 3104に規定されている内容でも他
の JIS 規格に関連する問題に対しての回答は十分で
ない場合が少なくないので、ここでは以下の問題例
を取り上げて解説する。

問　透過写真の見掛けのコントラストは、観察方法
の影響を受けるため、JIS Z 3104:1995では「透過写
真の観察は、暗い部屋で透過写真の寸法に適合した
固定マスクを用いて行う」と規定されている。また、
「観察器は、JIS Z 4561に規定するもの又はこれと同
等以上の性能をもつものとする」と規定されている。
これら2つの規定の理由を透過写真の見掛けのコン
トラストを用いて述べなさい。

【解答例】
　透過写真の観察において、暗い部屋で透過写真の
寸法に適合した固定マスクを用いて行うことの規定
は、透過写真から目に入る透過光以外の光が見掛け
のコントラストに影響を及ぼさないようにするため
である。

　透過写真のコントラストをΔDとすると、見掛け
のコントラストΔD’は (1) 式で表される。

ΔD’＝ΔD/1+n’　　　　(1)

　ここで、n’ は透過光Lに対する散乱光以外の（散乱）
光L’ の割合を示し、(2) 式となる。

n’ ＝ L’/L　　　　　　　 (2)

　この関係式から、固定マスクなどによって透過光
以外の光が小さくなると、n’ は小さくなるので、上
記 (1) 式からΔD’はΔDに近づくことになる。
　すなわち、透過写真の観察において暗い部屋で透
過写真の寸法に適合した固定マスクを用いることに
よって、上記 (2) 式の L’ を小さくすることができ、
見掛けのコントラストΔD’は小さくなって、ΔDに
近い値となる。
　一方、L’ が一定の場合は、明るい観察器を用いて
Lを大きくすれば、上記(2)式のn’は小さくなるので、
結果的に (1) 式の見掛けのコントラストΔD’ は小さ
くなって、ΔDに近い値となる。
　例えば、ある線径dに対する濃度Dと透過写真の
コントラストΔDの関係例は図1となる。

2．【解説】CIW上級検査技術者試験
　　　―放射線検査（RT）部門

図 1　観察器の明るさの違いによる濃度Dと
透過写真のコントラストΔDの関係例
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　図中の実線の「暗」は暗い観察器（小さい輝度）
を用いた場合、点線の「明」は明るい観察器（大き
い輝度）を用いた場合の識別限界コントラストΔ
Dmin. を示している。濃度が高いP点の透過写真の
コントラストでは暗い観察器の実線の下にあって識
別できないが、点線のように明るい観察器を用いる
とP点は点線の上に位置し、識別可能となる。
　次に、観察器は、JIS Z 4561に規定するもの又は
これと同等以上の性能をもつものとする規定につい
て、上述した様に濃度が高くなるほど明るい観察器
を用いる必要があり、この JIS 規格では観察器の中
央の輝度によって分類して表1に示す観察器の種類
となっている。
　一方、JIS Z 3104:1995（鋼溶接継手の放射線透過
試験方法）では、透過写真は濃度で表示されており、
観察器に対して濃度が重要であるため透過写真の最

高濃度を取り上げて、JIS Z 4561で規定する観察器
の種類に対し観察器の使用区分として表2のように
適用できる濃度の上限を定めている。
　参考までに、観察器にあっては JIS Z 4561の表1
に示す輝度以外に観察面の拡散性、観察面の輝度の
均一性を規定しており、さらに固定マスクの遮光性
について固定マスクの部分の透過光の輝度が10cd/
m2以下であること、さらに電撃防止機能、耐電圧、
放熱機能なども規定されている。
　なお、JIS Z 4561はISO 5580:1985(Non-destructive  
testing- Industrial radiographic illuminators-Minimum 
requirements) を対応国際規格として、X線、γ線な
どによる放射線透過試験によって得られる透過写真
の等級分類などに用いる工業用放射線透過写真観察
器についての規定で、1992年に制定され、2017年
に確認がされている。 

表 1　観察器の種類（JIS Z 4561:1992 より） 表 2　観察器の使用区分（JIS Z 3104:1995 より）
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3．書籍紹介『はじめての非破壊検査』

　この秋に、荒川敬弘氏、笠井尚哉氏の共著による
『はじめての非破壊検査』が産報出版より発刊される。
はじめての溶接シリーズ④となる。
　溶接部の品質管理から始まった非破壊検査は、す
でに世紀をまたいで、その多様性は年ごとに拡大し
ている。溶接の種類も増え、非破壊検査の対象も、
鉄鋼、非鉄、セラミックス、コンクリート、貴金属、
樹脂など様々な材質が持ち込まれる。また、検査の
適用も製作時の品質管理から、経年した構造物の定
期検査や社会インフラの保全、装置の余寿命予測の
裏打ちまで行われている。
　本書で扱う非破壊検査の範囲は、溶接部の検査に
適用される超音波探傷試験、放射線試験、磁気探傷
試験、浸透探傷試験、配管などの部材検査に適用さ
れる渦電流探傷試験を主に、赤外線サーモグラフィ、
アコースティックエミッション試験、漏洩検査など
を、検査される対象と合わせて解説している。
　『はじめての非破壊検査』は、この多様化した非破
壊検査を、裾野を広げた大きな山ととらえて、産業
界での活用や次世代に向けた教育の道標となること
を目的としている。

◆非破壊検査の原理は難解
　非破壊検査の実務では、原理となる物理現象や法
則は、自明のこととしてほとんど表だっては出てこ
ない。しかし、非破壊検査の入り口は、どの部門も
この物理現象と法則や公式が壁のように立ちはだか
る。多少なりとも学業で基礎を経験したものであれ
ば、かつての教室のやり取りをたどりながらページ
をこなしていけるが、不馴れな方には、鵜呑みにす
るしかなかった経験を持つ方も多いようである。
　鋼材の断面を図式化した超音波の動向も、伝達、
通過に反射、回析、モード変換、減衰に散乱と複雑で、
どうもややこしい。非破壊検査の原理とされる物理
現象は、ほとんどが視聴や触れることができないこ

とも、一段ハードルを高くしているように思う。
　この本の構成の面白さは、この原理につまずく読
者に対しても、目に見える状況を添えて解説してい
るところにある。
　コップの水にストローが屈折する様子は、誰もが
もの心ついた頃から見てきた光景であるが、水の中
の光速が空気中より遅いとは調べもしなかった。こ
こで、光や超音波の物質中を伝わる波の速度の違い
を要素とした法則となり、自らの計算でもストロー
は曲がり、超音波の屈折や反射を理解させられる。

　読者の理解に合わせて、一つひとつ解説される物
理現象は積み重なり、超音波探傷試験の基礎として
形成されていき、さらに、検査の実践へと続く。
　探傷器を前にすると、パネルやプローブの、操作
ばかりに意識がとらわれるが、検査の実践では、探
傷器のモニタのAスコープ表示をただのオッシロス
コープにまで意識を戻させる。だから、距離の指定
となる時間軸を決め、試験体を通過する超音波の減
衰を距離振幅特性曲線で表示し、規格に基づいた感
度設定が必要と説明。一段階ごとに解説される用語
や超音波の特性は、状況や事態に直面したところで
説明されるので分かりやすい。
　また、各段階の説明には実証データも織り込まれ、
現在の探傷技術が如何に多くの技術者の試行錯誤を
経て確立されたものかを知ることができる。
　新たな超音波手法として世に出て久しいが、よう
やく各分野で実践されているTOFD法やフェーズド
アレイ探傷は、コンピュータ画像から直接説明され
ることが多いが、特徴的な画像のすべてを理解でき
るものは少ない。本書での、ゆっくりとプローブを
移動させながら、波形の種類と変化をコンピュータ
画面と連動させるような説明は明解で、あらためて
物理現象が基本と納得させられる。
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◆将来の非破壊検査への手がかり
　本書では、非破壊検査に求められる環境として、
スクラップ・アンド・ビルドを繰り返した高度成長
期と違い、安定成長期の現在では、社会インフラや
構造物の長寿命化が社会ニーズとなっているとして
いる。医療でいう早期治療のような保全か、堅牢強
靭な構造物の製作か、いずれにしても非破壊検査の
役割は大きいと思う。
　非破壊検査は、磁気探傷試験や浸透探傷試験は構
造物の表面検査に、渦電流探傷試験はコイルの工夫
で応答性を生かした探傷を、放射線試験による溶接
の品質管理、超音波探傷試験によるきずの評価とし
て実践され、さらにはデジタル化による検査の視点
や視野を変えたコンピュータ画像などの開発も進ん
でいる。物理現象の基本は変わらないが、適用や手
法に多くの可能性があるようである。
　また、構造物の長寿命化に対しては、さらに材料
劣化の検出法が求められているという。社会環境の
変遷に伴い、非破壊検査の課題もますます増えてい
るようである。
　この本には一貫して、これらの課題に臨み、社会
の安全を支える非破壊検査の発展に、著者の期待が

込められているように思う。

◆コラム
　各章に織り込まれたコラムのテーマは、本文で書
ききれなかった知識であったり、技術を扱うものの
本音であったり、息抜きであったり、時には本文を
側面から見た方が分かりやすいと解説するものもあ
る。著者の豊富な経験と実績を感じる。

◆実務者の立場から
　社会インフラや構造物は、より長寿命化が求めら
れている中で、ますます非破壊検査の必要性は高まっ
ている。将来の非破壊検査の発展に、技術の積み重
ねを担う次世代の教育は欠かせない。この若手の指
導には検査手法だけではなく、様々な課題を見つけ、
その解決した成果を体感できる資質を持たせること
と考えている。
　『はじめての非破壊検査』は、これから非破壊検査
を手がける方にはもちろん、非破壊検査の指導に当
たる方々にも、幅広い指導のヒントと将来を見据え
た検査の方向を与えてくれるものと思う。是非、必
携の一冊とされることを推奨したい。

『はじめての非破壊検査』（2018 年 11 月発行）
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　当社は、1960年の創業以来、約60年にわたり「誠
実 (S)・品質 (H)・研鑽 (K)」を社是とし、社会の安全
と発展に貢献するため、知識・技能・技術・人間力
を磨いてきた。本稿では、当社の採用活動・人材育
成の取り組みについて紹介する。

　「空前の売り手市場」と言われる採用環境下で、説
明会を開催しても学生が集まらない、内定を出して
も辞退されるなど、他社と同様の悩みを抱えながら、
2018年度は16名の新規学卒者 (高卒以上 )を新入
社員として迎え入れることができた。

(1) 母集団形成について
　母集団形成は、就職サイト、合同説明会、学内セ
ミナーを主体に行っている。各イベントへの参加企
業数は年々増加しており、必然的に当社のブースを
訪れる学生数は減少傾向にある。「例年と同じ感覚」
で採用活動を続けては、新規学卒者の採用は難しい。
活動エリアの拡充、費用対効果が見込める採用媒体
の利用等を検討し、自社に合った採用活動を模索す
る必要がある。

(2) 内定辞退対策について
　内定辞退は採用担当の悩みの種である。18年度新
卒採用では内定を出した大学生の約半数が辞退し、
追加募集を余儀なくされた。内定辞退を防ぐため、
各企業で多様な内定者フォローが行われている。当
社では、社内イベントへの招待 (夏 )､ 内定式 (秋 )、
入社前オリエンテーション (冬 ) を実施し、内定者
と接する機会を設けている。また、内定を取得した
後も、就職活動を継続している学生は多く、細やか
なフォローが欠かせない。説明会の段階から学生と
の信頼関係を築き、入社までの疑問や不安を解消す
ることが求められる。

　学生の就業体験が本来の趣旨であるインターン
シップ (以下 ISとする )であるが、就職活動の短期
決戦の傾向が強まる中、採用選考の一部として実施
している企業が増加している。
　当社では、CSR活動の一環として10年程前から
本社 (福岡 )近隣の工業高校生を対象とした ISの受
入れを開始した。2012年からは高専、大学まで対
象を拡げ、実施事業所に関東支社 (千葉 )を追加した。
学生の夏期休暇に合わせた3～ 6日間のプログラム
を1回、秋・冬に1日間のプログラムを月1回実施
している。主な内容は各種非破壊検査手法の座学・
実習であるが、3～ 6日間のプログラムでは検査現
場の見学や探触子の製作などを取入れ、参加学生か
らは高い評価をいただいている。また、今年度は学
校との連携を強化し、約4ヵ月間 (週 1日 )の長期
IS受け入れを予定している。まだまだ学生の認知度
は低い業界であるが、ISを通じ、結果として採用に
繋がったケースも少なくない。

　品質マネジメントシステム (ISO 9001) と併せ、社
員個々の業務遂行レベルをより効果的に向上させる
ため、2016年に教育・研修に関する社内規程を新
たに制定した。本規程は、経済産業省が提唱する「社
会人基礎力」＝図1をベースとし、階層別教育と専
門性の高い職種別教育の2体系に分けて運用してい
る。

(1) 階層別教育
　階層ごとに要求レベルが変化する能力の1つとし
て、リーダーシップが挙げられる。階層別教育では、
全社共通のマインドとスキルを強化し、体系的なリー
ダーシップ能力の向上を図っている。

4．わが社の現況―採用活動・人材育成について
　　　～ゴールの無いミッション達成に向けて～
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　プログラムは、新入社員研修から始まり、入社3
年次、中堅層リーダー研修 (選抜型・選択式 )、新任
管理職、課長研修、シニア教育などがある。特に、
新入社員研修は、入社から3ヵ月間と十分な期間を
設定し、規律や集団行動の重要性を体感する「自衛
隊研修」や、自らが溶接した試験体を自らが非破壊
検査して評価する「溶接研修」などを織り込んだ特
色ある研修の一つである。

(2) 職種別教育
　職種ごとのプロとして求められる専門スキルを強
化するプログラムで、検査・技術開発、製造、営
業・販売、スタッフ系 (総務･経理･購買､ 安全､ 品 
質､ IT) の 4つのカテゴリーに分類している。経営方
針をもとに、各主管部門が教育計画を策定すること
で、実践的な教育体系の整備を図っている。

(3) 教育のあり方について

　社員教育は、「個」の成長を促し、組織・会社全体
の成長へと繋げることにある。その実現においては、
「個」の成長を人事評価に反映し、組織・会社におけ
る自身の存在価値を見出せる制度作りも重要となる。
一方で、働き方改革が加速し、仕事のマニュアル化
や作業効率が最重要視される中、失敗すること自体
が許されない世の中に変わりつつある。言い換えれ
ば、従来の「教えない教育」から失敗させないため
の「きめ細かな教育」へとシフトすることにより、
物事の本質に気付く機会が失われ、無限の可能性を
秘めた社員の成長の妨げとならないか危惧するとこ
ろである。
　人材育成はゴールの無いミッションであり、正直
これほど達成感を味わえない仕事は無い。しかしな
がら、取り巻く環境の変化にも柔軟に対応できるよ
う我々自身が常に問題意識を持ち、頭を悩ませなが
ら取り組んでいかなければならない責任ある仕事で
あることも十分理解している。 

図 1　能力の全体像と社会人基礎力 ( 経済産業省ホームページより抜粋 )

自衛隊研修 溶接研修
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5．CIW検査業協会が都知事認定研修会を開催
　   鉄骨溶接部対象、講義と外観・内質検査実習

　CIW検査業協会は6月 24日、東京・台東区の台
東区民会館で2018年度第1回東京都知事認定研修
「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 )、「突合せ継手の食い違い仕口の
ずれの検査・補強マニュアルに基づく検査・溶接部の
外観検査及び内質検査とその実習」を開催した。
　同研修会は、東京都検査機関登録制度の「検査技
術者」および「試験実務担当者」に受講が義務付け
られると同時に、日本溶接協会のWES 8701:2018「溶
接構造物非破壊検査事業者等の認定基準」の附属書
C( 規定 )「建築鉄骨検査適格事業者に関する付加要
求事項」を申請する際に各資格者に付加する事項の
1つに位置付けられる。
　席上、東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
建築担当の宮崎裕ノ介氏が「検査機関の東京都知事
登録制度について」、日本溶接協会溶接検査認定委員
会研究・教育委員会の平澤泰治委員長が「外観試験」
について、CIW検査業協会技術委員会の古舘岳実氏

が「建築鉄骨溶接部の検査」について、それぞれ講
義した。なかでも宮崎氏は、「未来の安全・安心な東
京の実現は、現場の品質管理に関する高い意識とと
もに、検査員の力がなければなしえない」と述べ、

講義のもよう

宮崎氏

古舘氏

平澤氏
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今後の都知事登録制度の運営に当たり、引き続き協
力を求めた。
　講義終了後、受講者は4班に分かれ、「外観検査」、
「内質検査」、「ずれ」、「食い違い」の実習を受講した。

　今回は、同会場で午前中に2018年度第1回東京
都知事認定鉄筋継手検査技術者講習会 (主催＝東京
都防災・建築まちづくりセンター )も開かれた。

( 文責・産報出版 ) 

一般社団法人 CIW検査業協会

☆第 4回理事会及び 2018 年度忘年懇親会の開催
　第 4回理事会及び 2018 年度忘年懇親会を 12 月
6日(木)に浜松町東京會舘において開催の予定です。

☆ 2018 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、「改正 WES 
8701:2018 年度版での更新審査を受審した企業から
の報告及び改正WES 8701:2018 年度版のＱ＆Ａ」
の講演と各委員会報告を中心に、東日本地区は 10
月 11日 (木 )に東京で、関西地区は10月 25日 (木 )
に大阪で、西日本地区は 10月 17 日 ( 水 ) に北九州
で開催します。

☆委員会活動について
　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。
◆企画広報理事会では、「次世代スタッフのための研
修会」を 10月 26日 ( 金 ) に東京で開催します。
◆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」

を、枠外運営として 9月 25日 ( 火 ) に愛知県立愛
知総合工科高等学校専攻科で開催し、次回、11月
5日 ( 月 ) も同会場で開催予定です。また、大阪府
にて申請中です。

☆今後の研修会等の予定について
　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「品質マネジメントの構築に関する研修会」を
12月 2日 ( 日 ) に東京で
　③WES 8701:2018「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」を 2019 年 2月 2日 ( 土 ) に東京で
　④NDI―レベル 3( 基礎試験 ) のための受験対策講
習会を2019年 3月 9日 (土 )､10日 (日 ) 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。

実習のもよう ( 外観検査 ) 実習のもよう ( 内質検査 )

実習のもよう ( ずれ ) 実習のもよう ( 食い違い )
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6．展示会レポート
       「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2018」
        CIW 認定事業者 4社が出展
　「メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2018」(主催：
日本能率協会 )が7月18―20日の3日間、東京・江
東区の東京ビッグサイトで開かれ、CIW認定事業者4
社が出展した。
　生産設備を維持管理して保全する「メンテナンス」
という考え方は、生産設備から道路・橋梁・トンネル
などの社会インフラまで、その関連する領域を拡げて
いる。
　また、「国土強靭化 (ナショナル・レジリエンス )」
というわが国の重要政策課題により、「レジリエンス」
という言葉を耳にする機会が増えている。
　「レジリエンス」とは、一般的に「復元力、回復力、
弾力」などと訳されるが、個人から企業や行政などの
組織・システムに至るまで、社会のあらゆるレベルに
おいて備えておくべき「リスク対応能力」「危機管理
能力」との概念が定着しつつある。
　同展示会は、製造業・建設業の生産性向上、持続可
能な社会資本整備、レジリエンス向上を目指し、「プ
ラントメンテナンスショー」「インフラ検査・維持管
理展」など9つの専門展示会で構成する。今回、CIW
認定事業者からはプラントメンテナンスショーとイン
フラ検査・維持管理展に各2社が出展した (順不同 )。

◆プラントメンテナンスショー
　IHI検査計測は、油膜・漏油検査器「オイルリーク
モニタ」、残留応力測定サービス、鋭敏化度測定器「DOS

テスター D-15M」、三次元形状計測、X線検査サービス、
携帯型渦流探傷装置「Mobile EDDy」、AE技術など、「検
査・計測の総合企業」の広範なラインアップを提案した。
　ウィズソルは、配管連続板厚測定装置「UDP-24」と、
ラインセンサ式配管RT装置「ラインスキャナ」を初
出展した。
　「UDP-24」はマグネットローラーで配管に吸着し、
軸方向または周方向にモーター駆動で自動走行する。
主な特徴は、①24ch超音波厚さ計による配管の肉厚
測定②高密度・高速測定が可能③塗装上からの測定が
可能④全面測定により減肉状況を正確に把握⑤カラー
マッピングにより視覚的な判断が可能――など。
　「ラインスキャナ」は保温材を解体せずに減肉検査
(残肉厚評価 )が実施できるため、保温材脱着などの
付帯工事に要する時間・コストの大幅な削減が可能。
エネルギー弁別機能により、低エネルギーX線成分の
影響を抑制できる。また、配管内容物の影響が撮影画
像に及ぼす影響が小さく、従来のRT画像と比較して
鮮明な画像が得られる。走行機については、「各種配
管径に合わせて検討し、様々な配管への適用を目指し
て自社開発中」(同社 )

◆インフラ検査・維持管理展
　アミックは、あと施工アンカーの非破壊検査装置「ア
ンカーパルステスター」のデモンストレーションを
実施し、来場者の高い関心を集めた。「アンカーパル

IHI 検査計測 ウィズソル
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ステスター」は、超音波法であと施工アンカーの長さ
を測定する機能と、電磁パルス法でアンカー筋定着部
の健全性を検査する機能を併せ持つ。同社ではコンク
リート強度推定装置やモルタルひび割れチェッカーな
どもあわせて提案した。
　日本工業検査は、豊富な実績に基づき、非破壊検査・
計測技術で社会の安全に貢献するインフラ点検業務を
はじめ、非接触3次元形状測定システム「3Dハンディ
スキャン」、コンクリート充填検知システム、ケーブ
ル張力測定システムなどを提案した。
　なかでも、コンクリート充填検知システムは、建設
会社の依頼を受け開発したもの。フレッシュコンク

リートの打設時、締固め不足やセメントと砂利の分離、
また、型枠下端からのセメントペーストの漏れによる
ジャンカ (空 )ができることがある。空 が発生す
ると、外見上の不具合のみならず、強度的にも劣った
ものになるが、打設時に確認することは困難だった。
同社ではこれまでに、顧客からトンネルや法面工の
NATM工法(掘った部分をコンクリートで固めながら、
山自体の保持力を利用し、トンネルが崩れるのを防ぐ
工法 )におけるアンカー棒のモルタルなどの充填を確
認する方法の依頼を受け、接触圧力測定技術を開発し
た事例もある。

( 文責・産報出版 )

　2018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2018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。

＜種別変更 (降格 )：1社＞
D種
◆ (株 )検査サービス〔40〕(東京都 )
　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

＜検査部門等の追加：1社＞
C種
◆日本シーレーク (株 )〔30〕(広島県 )
　認定検査部門：RT・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、中部支店、東部支店、中央支店、
　九州営業所

＜事業所の追加：1社＞
A種
◆ (株 )ダンテック〔38〕(大阪府 )
　認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・ST・
　建築鉄骨検査適格事業者
　登録事業所：本社 (経営管理のみ )、関西支社、関
　東支社、中部支社、千葉事業所、津事業所

＜認定の返上：1社＞
◆ (株 )IHI 検査計測〔61〕(神奈川県 )

＜住所の変更（本社事務所を表示）：1社＞
◆ダイヤ電子応用 (株 )〔47〕
　(2018年 7月移転 )
　【旧】〒802-0972福岡県北九州市小倉南区守恒
　2-13-2
　【新】〒802-0978福岡県北九州市小倉南区蒲生
　2-4-26　※ TEL・FAXは変更なし。

　2018年 10月 1日現在の認定事業者数は次のとお
り。A種：16社／ B種：9社／C種：30社／D種：
61社／合計：116社

アミック 日本工業検査
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　2018 年夏、日本列島は、台風による豪雨や河川の氾濫、連日の猛暑など、自
然災害に関する報道がなされている。これは、多分に地球温暖化の影響が大きい。
環境省では、「2100 年の天気予報」で、東京の最高気温が 44℃、真夏日が 100
日以上と予想した動画を配信し、地球温暖化に対する警鐘を鳴らしている。また、
世界的な温暖化対策として「パリ協定」が締結され、地球温暖化防止に向けた取
り組みがなされている。一方、CO2排出量が世界一の米国のトランプ大統領は、「地
球温暖化はフェイクである」として、パリ協定から脱退した。
　転じて、わが国の実情をみると、政官では、モリ・カケ問題や公文書改ざん、
スポーツ界では、女子レスリング、アメリカンフットボール部、女子体操界など、
次から次へと不祥事が報道された。
　これらの問題をみると、いずれも自己中心の考え方や自己保身から生じたもの
である。相手を尊重し、思いやりをもって言動する、日本的な文化が失われたの
だろうか。私はそうは思わない。海外の貧しい国々や紛争地域で働くボランティ
アの方々、山口県の幼児を救出したボランティアの方など、心温まる話題も多い。
　相手の立場に立って考え、思いやりのある言動をすることで、相手も自分も嫌
な思いもせず、より良い環境が育っていくものと考えており、日常的にこのよう
な考え方で生活していこうと考えている。
　今号より、編集に参加いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

(T.H)




