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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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１．年頭所感

一般社団法人日本溶接協会　会長　粟飯原　周二

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年の国内景気は、オリンピック・パラリンピッ

ク後も続くといわれる堅調な建築鉄骨需要にも支え

られ、順調に推移しましたが、昨年からは作業者不

足による工期遅れが深刻な課題となりつつあります。

現在、溶接技能者の有効求人倍率は3倍程度と極端

な人手不足となっており、当協会では溶接教育によ

る若年者の取り込み、溶接女子の拡大及び優良な外

国人技能実習生の受け入れ支援の三つの施策により、

溶接技能者不足へ取り組んでいます。本施策は国の

方針でもあり、行政との連携を今まで以上に進めて

参ります。

　一昨年度に発足した溶接技能者教育委員会では、

昨年、厚生労働省が公募した「中小企業等担い手育

成支援事業」を受注し、建築鉄骨に特化した若手溶

接技能者の育成を開始しました。

　昨年開始した JIS 溶接技能者評価試験受験者のた

めの実技・学科教育は、神奈川県溶接協会等で順調

に実績を上げており、全国に広がりつつあります。

溶接女子はHP溶接女子会等の広報活動により、徐々

に女性受験者数は増えてきました。外国人技能実習

生は行政の制度改革に呼応し、試験制度見直し等の

協力を行っており、昨年は受験者数が約3割増加し

ました。溶接管理技術者も国の資格要求の厳格化等

により受験者数は前年対比で減少ながら依然高い水

準にあり、当協会の認証事業は順調に推移しており

ます。

　当協会は今年11月に創立70周年を迎えますが、

記念事業として日本溶接協会マイスター制度を立ち

上げ、式典では第1回の認証式を実施する予定です。

本制度は卓越した溶接技能を有し、教育を通じ社会

貢献に努めておられる方を顕彰し、全国で溶接技能

伝承の活性化につなげることを目的としています。

技術者育成では、地方を中心とした溶接研究の活性

化を目的とした次世代を担う若手研究者助成制度が

5年目を迎え、奨学金受給者は昨年までで40人とな

り好評を頂いております。

　溶接学会との連携はアウトリーチ活動、技能伝承、

イノベーションを課題に取り組んでおりますが、昨

年は国際ウエルディングショーや溶接学会秋季大会

で具体的な連携イベントを実施しました。また、当

協会に加入頂いた建築関係各社向けの活動として外

国人技能実習生に関するセミナー等による情報発信

を始めましたが、要望が強い建築鉄骨向けの溶接基

礎教育等を今年から開始いたします。自動車の革新

的材料の接合や積層造形技術、IoT等のイノベーショ

ンへの取り組みも更に活性化させる計画です。

　溶接検査認定委員会（CIW認定委員会）では、主

に ISO 9001:2015（JIS Q 9001:2015）への対応等を

行うために、CIW認定基準WES 8701「溶接構造物

非破壊検査事業者等の認定基準」を昨年3月に改正

しました。これを受けて、新基準に基づく認定を開

始しており、スムーズな移行に努めます。また、社

会的要請が強まっているCIW認定企業の倫理遵守の

方向性を、より確実にするための活動を行います。

さらに、CIW認定制度の利用拡大への取り組みとし

ましては、CIW認定委員会内の広報委員会を中心に、

関係官庁、地方公共団体、関連団体などへの働きか

けを継続的に進めてまいります。

　最後になりますが、皆様方の当協会へのご支援、

ご協力に心より感謝申し上げますとともに、本年が

皆様方により良い年となりますよう祈念いたしまし

て、新年のご挨拶といたします。
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２．年頭挨拶

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築技術調整室長　末兼　徹也

　新年明けましておめでとうございます。一般社団

法人日本溶接協会及び一般社団法人CIW検査業協会

の皆様並びにご家族にとりまして、2019年が幸多

き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

　また、日頃より国土交通省官庁営繕の事務、事業

に関しまして、ご理解、ご協力を賜り、改めて厚く

お礼申し上げます。

　昨年は平成30年 7月豪雨や台風21号による風水

害、平成30年北海道胆振東部地震による震災など、

大きな災害が頻発しました。官庁施設は、入居する

国家機関の行政事務に必要な機能に加え、このよう

な災害時における対策の拠点施設としての機能が求

められています。そのため、「防災・減災対策」とし

て、官庁施設の耐震化、天井脱落防止対策、商用電

源が途絶した場合に備えて自家発電設備等による電

力の確保を図っています。特に、「官庁施設の耐震化」

については、官庁施設の耐震基準を満たす施設の割

合を2020年度までに95％以上とすることを目標と

して、所要の耐震性の確保に努めています。

　さて、官庁営繕の事業において契約図書の一部と

なる国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の公共建築

工事標準仕様書は、多くの地方公共団体の営繕事業

においても適用され、さらに、公共工事に限らず民

間の工事でも幅広く適用されています。政府全体で

進められている「働き方改革」では、建設業におけ

る週休2日の確保が課題となっていますが、本標準

仕様書では施工条件として、「行政機関の休日に関す

る法律に定める行政機関の休日に工事の施工を行わ

ない。ただし、設計図書に定めのある場合又はあら

かじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りで

ない」と規定されています。しかしながら、様々な

事情からこの「ただし書」の適用により週休2日が

確保されない場合があります。そのため、現場閉所

を含む週休2日工事のモニタリングを実施し、週休

2日の確保を目指すとともに、その阻害要因の把握

とその改善方策の検討を進めることとしています。

　また、本標準仕様書の主な目的の一つである施工

の品質確保に関連して、鉄骨工事の規定では、溶接

接合について、施工管理技術者、施工、試験に関す

る規定を設け、品質の確保を図っています。施工管

理技術者に関し、貴協会の規格WES 8103の溶接管

理技術者認証基準に基づき認証を受けられた者は、

施工管理技術者として能力のある者に該当するもの

と考えています。また、試験に関しては、貴協会の

CIW認定制度に基づく認定を受けた試験機関の活用

が考えられます。

　溶接接合に関して、技術者の能力及び試験機関の

品質管理システムを認証又は認定する仕組みを構築

され、社会情勢に応じた基準の見直しを続けられて

いる貴協会の活動は、工事の品質確保に重要な役割

を果たすものです。技術者の能力向上及び適正な品

質確保の実現のため、引き続き役割を果たされるよ

う期待いたします。

　本標準仕様書については、今年、平成31年版の

制定を予定しており、制定作業において貴協会から

情報提供等のご協力をいただきました。この場をお

借りして改めてお礼申し上げます。

　我が国は、災害リスクの拡大など、多くの困難に

直面しています。国土交通省では、これらの課題の

解決に向けた取り組みを従前にも増して努力してい

く所存ですので、引き続き、ご協力、ご支援をよろ

しくお願いいたします。最後になりますが、貴協会

及び会員の皆様のさらなる発展を祈念いたしまして、

新年の挨拶とさせていただきます。
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　謹んで新年のお慶びを申し上げます。昨年中は一

般社団法人日本溶接協会並びに一般社団法人CIW検

査業協会の皆様には格別のご厚情にあずかり心より

御礼申し上げます。本年もよろしくご愛顧のほどお

願い申し上げます。　

　昨年は6月18日に最大震度6弱の大阪北部地震、

9月 6日には最大震度7の北海道胆振東部地震が発

生し、多くの建築物において沈下・傾斜等の被害が

発生しました。

　特に、大阪においてコンクリートブロック塀の倒

壊による人的被害等が発生したことを踏まえ、国土

交通省は、6月 21日に建築物に付属するブロック

塀等の安全点検のためのチェックポイントを作成す

るとともに、特定行政庁に対し、所有者等に向けて、

作成したチェックポイントを用いて安全点検を行う

ことと、安全点検の結果、危険性が確認された場合

には、付近通行者への速やかな注意表示及び補修・

撤去等が必要となる旨の注意喚起をすることを要請

しております。

　これら国の対応を踏まえ、都は所有者等の取り組

みを支援するために、安全点検のためのチェックポ

イントや区市町における助成制度及び相談窓口の一

覧表を都のホームページに掲載するなど、技術的側

面から支援すること等により、ブロック塀の安全対

策の促進を図っていきたいと考えております。

　さらに11月 27日、通行障害建築物に、建物に附

属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等を追

加する「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行

令の一部を改正する政令」が、国において閣議決定

されました。

　建築基準法に基づき求められる構造安全性の確保

は、建築物本体だけではなく、ブロック塀のような

附属物や非構造部材、建築設備にも求められます。

建築物の設計を担う建築士や工事施工者はそのこと

を自覚した上で、法に適合した適切な設計・施工を

行うとともに、安全な建築物を長期間にわたって維

持するためにも、所有者による適切な維持保全の重

要性が改めて求められるところであります。

　ところで、東京都建築構造行政連絡会（都と区市

及び都内指定確認検査機関の構造担当者の連絡会）

が監修を行い、東京都建築士事務所協会が発行して

いる「建築構造設計指針（俗に「オレンジ本」と呼

ばれている）」は、1966 年の初版より東京の地域

特性である中高層建築物が密集して林立する地域に

おける耐震安全性の確保や、防災対策に寄与する役

割を担ってきたと考えております。オレンジ本は

2010年版発行以降、度重なる法改正等や建築構造

に関しての新たな知見等に対応するべく、2019年

版について、本年3月の発行を目指し、現在改訂作

業を進めています。

　建築物の構造安全性を確保するためには、設計段

階のみならず、施工段階における品質管理を適切に

行うことが必要であり、都は、建築工事施工計画報

告と施工結果報告制度の合理的な活用やそれに基づ

く適切な段階での試験・検査を実施することが重要

であると考えています。従って、構造設計の段階に

おいても構造設計者に的確に理解してもらうこと等

を考慮し、本制度についてもオレンジ本に紹介して

おります。

　今後も、オレンジ本が構造設計者や建築行政機関

等において活用されることにより、合理的な構造設

計や施工監理が実施され、安全なまちづくりや良好

なストックの形成に寄与することを期待いたします。

日本溶接協会並びにCIW検査業協会の皆様におかれ

ましても、CIW認定制度等のさらなる普及拡大を図

ることにより、都の試験・検査制度がより有機的に

機能できるよう協力をお願いします。

　最後になりますが、この新しい年がより良き年に

なりますよう心から祈念いたしまして、私からの新

年の挨拶とさせていただきます。

３．年頭挨拶

東京都都市整備局市街地建築部　建築構造専門課長　中川　昇一
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４．年頭挨拶

一般社団法人日本非破壊検査協会　会長　緒方　隆昌

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　日本溶接協会及びCIW認定検査事業者の皆様方には、

日頃から日本非破壊検査協会（JSNDI）の活動にご理解

とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。新年にあたり、

僭越ではありますが、非破壊検査業界を含む我が国産業

界の目指すべき方向性についての私見とともに、JSNDI

の活動状況などをご報告させて頂きます。

　産業の継続的発展には、グローバル規模で変化する市

場を獲得する一方で、新しい製品・サービスの市場を創

造し続けることが重要です。しかし、成長期から成熟期

を経た我が国の主要産業は、次代にチャレンジする意欲

よりも、今の事業をいかに長く続けるかに注力している

かに見えます。古来より島国での安定・共存を尊ぶ日本

文化と、自らの事業・技術の追求を継続する職人気質は、

これまで、我が国の堅実な成長を支えた一方で、現在の

急速な市場環境変化への対応を阻害しているのではない

かと危惧しています。日本企業の平均寿命が他国に比べ

て極端に長いのもそのためではないでしょうか。競争の

激しい先端産業・成長産業をリードするには、従来の枠

にとらわれない価値や技術の創造が求められます。我が

国が、さらなる発展を遂げるには、将来市場の流れを読

み、事業や技術を柔軟に変革できる文化を構築すべきだ

と考えています。例えば、いつまでも同じ事業や同じ工

事を長年続けていると、市場環境などの前提条件が変

わった場合に、利益率の確保や事業継承などが困難にな

らないかと危惧します。海外との関係においても、海外

から検査員は流入しない、海外の検査員とは競合しない

と考えるのは危険です。グローバル展開の波が遅れてい

る日本の検査業も、そろそろグローバル市場の中での経

営を考える時代に突入すると見ています。

　JSNDIは、変化の激しいグローバル社会の中での今後

の更なる発展に向けたビジョンを策定し、次のアクショ

ンに着手しています。

　需要と供給が連鎖した業界間のネットワークを強化す

るため、まず、電力業界、航空業界、鉄道業界など川下

企業となるエネルギー産業や運輸産業などとの連携に努

めています。これら川下産業との連携が進めば、次は検

査業界、検査機器業界等を含めた業界バリューチェーン

を強化するステージに移行する予定です。

　学術・産業分野の拡大と融合にも努めています。例え

ば、航空宇宙分野について、日本航空宇宙非破壊試験委

員会（NANDTB-Japan）の事務局及び航空産業非破壊検

査トレーニングセンターの運営協力を行っています。ま

た、将来の水素社会を見据え「NDIS 2431:2018 圧縮水

素スタンド用鋼製蓄圧器の超音波探傷試験方法」を制定

しました。さらに、ヘルスモニタリング及びコンディショ

ンモニタリング分野の強化なども計画しています。

　学会機能と工業会機能のシナジー強化については、非

破壊試験技術に係わる関連産業の動向をまとめた「産業

界課題マップ」を作成しています。また、上記課題に対

応した「学術・教育界のシーズマップ」も作成することで、

学会機能と工業会機能のシナジーを強化する予定です。

　ものづくり産業においては、グローバルレベルでの情

報収集やネットワーク形成は重要です。検査業において

もそろそろ海外からの検査員の流通が始まると見ていま

す。JSNDIでは、APFNDT（アジア・太平洋非破壊試験

連盟）、ICNDT（世界非破壊試験委員会）、ISO/TC 135（ISO

非破壊試験技術委員会）等への積極的な対応のほか、各

国協会との相互交流を促進してグローバルネットワーク

の強化を図っています。米国非破壊試験協会 (ASNT)の

ACCP資格とJIS Z 2305資格の二国間相互承認について

も早期に実施する計画です。また、英国非破壊試験協会

(BINDT)と1996年以来となるProfessional Agreementを

締結してお互いの技術協力を強化しました。

　これらの活動については、今後もさらなる展開を計画

していきますので、皆様からのご意見やご協力を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。

　最後になりますが、本年の皆様のご多幸とご発展を心

より祈念いたします。
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５．年頭挨拶

一般社団法人 CIW検査業協会　会長　逸見　俊一

　新年明けましておめでとうございます。旧年中は

協会活動に格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。本年も会員一丸で日本溶接協会が運営する

「CIW認定制度」の一層の普及を図る活動を推進し

て参ります。

　昨年の当協会を取り巻く景況を振り返ると、2020

東京五輪・パラリンピック関連需要などを背景に、

建築・土木分野の検査案件が増加しています。2025

年に大阪万博の開催が決定したこともあり、五輪後

も検査案件は高水準で推移するものと見込んでおり

ます。

　こうした中、検査業界では現在、他の業界と同様

に団塊世代の退職が進み、世代交代の波が拡がって

きています。課題は少子高齢化にともなう人手不足

の深刻化であり、東日本・関西・西日本の３ブロッ

クの会員からは、採用活動において内定を出しても

人が入社しない、といった声が共通して聞こえてき

ます。

　このような実態を踏まえ、さらに魅力ある業界に

していくためには、将来を見据えた活動を推進して

いく必要があると考えています。

　具体的には、NDI 資格試験制度改革が挙げられま

す。現在はプラントや建築などの構造物に対する検

査経験に関係なく、10年といった一定の周期で再認

証が必要となっています。

　しかしこうした制度では、検査会社にとっては再

認証のために検査員を現場から呼び戻す手間とコス

トが掛かります。人手不足が深刻化している現在で

あれば尚更であり、ベテランの検査員が資格の有効

期限切れにともない実務ができなくなることには疑

問を抱いています。産業界の実態を踏まえた資格試

験制度でなければ、業界の人手不足は解消されず、

人材を確保することはできません。資格試験制度改

革については、疑問が無くなるまで徹底して取り組

んでいく所存です。

　また人手不足の深刻化にともない、　先月国会で審

議の末に可決された改正出入国管理法（通称、外国

人労働者受け入れ拡大法）への対応も求められます。

検査業務を「特定技能」の対象に含めることはでき

ませんが、前述のように日本人の検査員を確保でき

ない実態がある以上、近い将来において外国人材に

頼らざるを得なくなることは想定できます。検査員

は外国人でも日本語の読み書きと会話ができること

が必須であるため、今後は外国人も含めた人材育成

のあり方を検討していく必要があります。

　検査業界は、新たに業界に参入する若者にとって

も、自己実現が図りやすく、働きがいのある業界です。

そうした魅力をピーアールするためには、積極的に

情報を発信していくことが必要となります。

　そのための活動として、当協会を含む検査３団体

が主催し全国で展開する「明日を担う次世代のため

の非破壊検査セミナー」は、昨年末までで通算17回、

累計受講者数は570人となりました。枠外運営につ

いても昨年は愛知県で2回開催し、累計受講者数は

166人となりました。近年は過去の受講者が実際に

業界に参入するなど実績もできつつあり、今後もこ

うした活動を地道に続けることでNDT認知度向上な

どの成果に繋げていく所存です。

　最後になりますが、本年も関係各位の一層のご支

援をお願いするとともに、皆様のご多幸を祈念し、

新年のご挨拶とさせていただきます。
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6．迎春　わが社のホープ ― 2019

綜合非破壊検査株式会社
石橋　良太

今後の目標

第一検査株式会社
小林　秀行

来たる新元号に向けて

新日本非破壊検査株式会社
亀井　龍輝

　新年あけましておめでとうございます。
　私は今年で社会人 2年目を迎えます。
　2018 年は変化の多い年でした。大学卒業、入社
から新入社員研修、配属が決まってからの日々の
業務と新しいことの連続でした。
　毎日違う現場に出ることがあったり、日勤に夜
勤が突然入ったり、同時期に 2つの資格試験の勉
強をしたりと慣れない毎日でした。
　さて、今年の干支の亥年は干支の中でも最後の
年であり次の世代に向けて力を蓄える年を意味す
るそうです。
　私自身も検査員としての力を蓄える年にしてい
きたいです。
　そこで 2019 年の目標は今の仕事に慣れること
と、受験させてもらえる資格試験のすべてに合格
することです。
　私に期待してくれている先輩方や上司の方々の
期待に添えるように頑張りたいと思っています。

力を蓄える年に

　新年明けましておめでとうございます。
　私は入社してからの 3年間、非破壊検査員とし
て必要な資格取得に励んでまいりました。その結
果、NDI-MT、PT、UT のレベル２に合格し、未熟
ではあるものの先輩方からの指導の下、検査員とし
て業務に邁進してきました。業務の幅を広げるた
めにも引き続き、RTや ST、レベル３、その他の関
連する資格取得に向け学んでいきたいと思います。
　今年は 4月をもって平成が終わり、新しい元号
となります。これを機に、現場の検査員としてだ
けではなく会社を支え、動かしていく一人として
活躍できるよう精進してまいります。また、後輩
への指導ができるように理解を深めていきたいと
思います。
　最後になりますが、皆様のご健勝を心よりお祈
り申し上げます。

　新年明けましておめでとうございます。早いも
ので、今年で入社 4年目を迎えることとなりまし
た。入社当初は右も左も分からず、恥ずかしなが
ら安全帯の使い方すらままならなかった私ですが、
これまで上司、先輩、時には同業の皆様のお力添
えをいただき、ようやく一検査員として業務をこ

なせるようにまでなりました。
　昨年を振り返ると、主要な資格を取得し、徐々
に現場業務を任される立場になり、改めて業務の
難しさを痛感した一年でした。技術面はもちろん
のこと、検査の事前打ち合わせ、工程管理、顧客
折衝と力不足を感じる場面も少なくありませんで
した。日々、失敗と発見の繰り返しに悪戦苦闘し
ておりますが、諸先輩方に追いつけるよう研鑽を
積み、公正で信頼のできる検査業務に努めて参り
ます。
　「平成」も残すところあと僅か、新たな元号を迎え
るにあたり本年もより一層精進して参る所存です。
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東亜非破壊検査株式会社
鈴木　大介

　新年あけましておめでとうございます。
　気が付けば入社してから 5年が経とうとしてい
ます。私にとってはもう 5年になるのかと感じま
したが、見る人によってはまだ 5年なのかと思わ
れるでしょうか。特にこの検査という仕事におい
て、積み重ねられていく知識と経験は大切なもの
であり、信頼へとつながるものでもあります。
　振り返ってみれば、この 5 年間で多くの人と
知り合い関わってきましたが、何気ない会話の
中で自分が専門としている検査種目以外の相談を
受けることもあります。検査は機関誌名でもある
RUMPES だけでなく、AE、LT 等の種目があります
が、まだまだ知識不足で質問にその場で回答が出
来ないこともありました。
　今年も色々な方との出会いがあると思いますの
で、その機会を活かせるように幅広い知識を身に
つけていきたいと思います。

これまでを振り返って

東京理学検査株式会社
篠田　幸二

　新年あけましておめでとうございます。
　入社して 22年目を迎える今年は、業務では、担
当しているコンクリートの調査業務の精度向上、売
上拡大に加え、今計画しているコンクリート関係
の拡大業務の実現を目指しています。さらに、2年
前に技術士（建設部門）を取得できたことによって、
当社として建設コンサルタントの認定を受けてか
ら 2年目を迎え、本格的な受注を目指しています。
　また、現在会社を代表し委員として参加してい
る「インフラ調査士」資格（( 一社 ) 日本非破壊検
査工業会）や「DSERO」（( 一社 ) ドローン測量教育
研究機構）が広く社会に浸透して、新たな技術者
が育成できれば、国が掲げるインフライノベーショ
ンの推進に貢献出来ると思います。そのためには、
私自身も努力することを怠らず、若手技術者に負
けないように成長する一年にしていきたいです。

今年の目標

日本工業検査株式会社
五ノ井　貴治

　新年明けましておめでとうございます。
　入社して 7年目になりますが、最近管理部門へ
異動となりました。今までとは少し違った業務に
なりますので早く慣れるように精進します。
　2019 年度から働き方改革関連法が施行されて非
破壊業界にも大きな影響がでます。
　働き方改革の中でも特に残業規制は従業員一人
ひとりに関わってきます。残業規制により会社全
体での残業調整が必要になりますので管理部門と
して、各部署をサポートして混乱のないように努
めます。
　皆が安心して働ける職場作りの一助となれば幸
いです。
　年を取り味覚が変わったのか、食事に好き嫌い
が減り色々なものが美味しく感じるようになりま
した。ただ、久しぶりに会う方には丸くなったと
言われるようになりましたので食べた分は運動で
消費したいと思っております。

まずはやってみよう

株式会社日本ユーテック
猪鹿月　秀太

　新年明けましておめでとうございます。
　異業種からの転職を経て、非破壊検査業務に従
事するようになり、早 3年が経ちました。昨年は
約 1年間の海外出張の機会も与えて頂き、現地で
の仕事を通じて多くを学ばせて頂きました。
　それと同時に一人で社外に出て仕事をする中で、
自分自身の知識の無さを痛感し、また知識を深め
ることの重要性を強く感じた年にもなりました。
　新たな資格を取得することによって仕事の幅は
広がり、様々な経験をしていくことは出来るとは
思うのですが、新たな資格取得を目指すのと同時
に、来年は今まで取得してきた資格にも今一度向
き合う年にして今よりも知識を深め、柔軟に素早
く対応出来る様な検査員を目指していきたいと思
います。

チャレンジ
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2019 年度前期 各種試験 ･研修会のお知らせと
CIW認定申請のご案内

　2019 年度前期の溶接検査認定 (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いたします。
　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、予めご了承くださ
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、3
月上旬に関係先へ送付いたします。
　後期分については、7月 20日発行の RUMPES Vol.
33 No.3 に掲載いたしますのでご確認ください。
◎溶接部の検査に関する研修会
　東京／大阪：4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　京：5月 11日 ( 土 )
　大　阪：5月 12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：5月 19日 ( 日 )

　2次試験
　　東　京：7月 6日 ( 土 )
　　大　阪：7月 7日 ( 日 )
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 4月 1日付認定申請の受付は既に終了
しております。
　次回 (2019 年 10 月 1 日付 ) 認定の申請に関する
ご案内は、4月初旬に認定事業者及び仮認定申請提
出事業者から届出されている CIW担当者宛にご案内
いたします。
　なお、当協会ホームページ (http://www.jwes.
or.jp/) にも掲載いたします。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。

【認定時期と認定申請の案内時期】
　2019 年 10 月 1日認定分＞ 2019 年 4月上旬
　2020 年 4月 1日認定分＞ 2019 年 10 月上旬

非破壊検査株式会社
半田　さくら

今年の抱負

株式会社シーエックスアール
松本　直樹

採用担当として

　新年明けましておめでとうございます。
　おかげさまで社会人として 4回目の新年を迎え
ることができました。文系の大学を卒業し、非破
壊検査が具体的に何をしているのか知らないまま
入社したのが遠い日のように感じます。入社後は
発電プラントへの出張業務などで一通りの NDI に
触れ、一昨年 11月より採用担当として会社説明会
などで壇上に立つ日々を送っております。
　採用担当者として活動するようになってから、
非破壊検査の知名度向上が急務であると痛感しま
した。会社の説明も大事ではありますが、まずは
所属するこの検査業界のことをもっと勉強し、学
生や大学に対して説明しなければならないと感じ
た一年でした。
　今年も厳しい採用戦線が待ち構えていると思わ
れますが、少しでもこの業界に興味を持ってもら
えるような説明ができるように精進して参ります。

　新年あけましておめでとうございます。
　非破壊検査について何も知らずに検査業界に飛び
込み、早くも9ヶ月が経ちました。学生から社会人
になり、大きく生活環境が変わったこともあり、あっ
という間に時間が過ぎてしまいました。4月の入社
式がはるか昔のことのように感じられます。
　さて、入社してからは毎日が勉強です。資格取
得のための部署に所属していることもあり試験に
合格するためだけの勉強ではなく、常に疑問を持
ち、より深い理解を目指すよう心がけています。主
に非破壊検査資格の勉強をしてきましたが、勉強
すればするほどわからないことが増えていき、知
らないことに対する好奇心を掻き立てられる半面、
焦りを感じたことも多くあります。しかし、学ん
だことは全て社会の安全・安心に貢献できる力に
なると信じていますので、本年はさらに粘り強く
頑張っていきます。
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7．CIW検査業協会
　　次世代スタッフのための研修会
　　　　　－異業種・分野間の理解深める

　検査業界では、多くの企業で世代交代が進んでお

り、知識や技能の着実な継承が課題となっている。

また「業界」と一口に言っても、その裾野は非常に

広く、検査を行う対象や業種、使用する技術が異な

れば、身につく知識にも自然と違いが生じる。

　CIW検査業協会（逸見俊一会長）は、こうした背

景や業界内での課題を踏まえ、10月 26日、東京・

千代田区の第７東ビルで「次世代スタッフのための

研修会」を開催。会員企業の次世代を担うスタッフ

の知識や情報の収集を主眼に企画された同研修会に

は、会員企業から約20人が参加した。

　当日は、大成建設の市原英樹氏が「高層ビル解体

工法」について講演したほか、丸重屋の平手克治氏

が「インフラメンテナンスにおけるドローンと非破

壊検査の今後と展望」、ジャパンプローブの田中雄介

氏が「最新の超音波計測技術」について解説するなど、

業種、分野をまたいだ幅広い講演が行われた。

◆

　研修会冒頭、同協会企画広報担当理事の高田友一

氏は「当協会には、プラント、インフラ、建築など様々

な分野で活躍する会員がいるが、他業種については

知らないことも多い。本研修会を通じて、ほかの業

種の内容を少しでも理解してもらい、今後の業務に

役立ててほしい」と、企画趣旨を説明した。

　「高層ビル解体工法」について講演を行った大成建

設の市原氏は、同社が新たに提案する閉鎖型解体工

法などを解説した。

　市原氏は「2010年代前半から、超高層ビルの解

体工事案件が現れ始めた。建物の解体は、手順や

フォーマットが存在しないことに加え、鉄骨、鉄筋、

コンクリートなど、壊す対象の素材が複雑に変化す

るなどの難点もある。近年は、解体工法へのニーズ

として、『早く』『安く』のほか、『環境への配慮』が

求められる傾向にある」としたうえで、騒音や粉塵

発散の抑制などをコンセプトに同社が開発した閉鎖

型解体工法について紹介。同社が解体工事に関わっ

た赤坂プリンスホテル（グランドプリンスホテル赤

坂）の具体例を挙げながら、同工法の特徴であるテ

コレップキャップなどを解説した。

　そのほか、丸重屋の平手氏は、ドローンの国内市

場（機体・サービス）について、「新分野での活用や

新規導入が進み、2022年には1500億円以上の規模

研修会のもよう（10 月 26 日、東京・千代田区）
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になる」（16年時点は85億円）などの調査資料を

示したうえで、ドローンとレーザスキャナを組み合

わせた測量技術など、最新の研究動向を紹介した。

　さらに、ドローンを用いた業務中の事故における

企業責任や、ドローン開発・製造時の欠陥など、実

際に使用するうえで生じうる様々な問題を詳細に解

説。非破壊検査での使用については、資格を有する

検査技術者の目とドローンで取得したデータを組み

合わせた新たなインフラ点検を提案した。

　また、ジャパンプローブの田中氏は、同社の開発

する柔軟性超音波探触子や、複合材料内部の剥離な

ども観測可能な空中超音波計測法について、詳細に

解説した。

　同社で開発する柔軟性超音波探触子は、探触子を

自在に変形させることで、曲面形状への対応が可能。

田中氏は、溶接部検査のほか、歯肉の厚さ計測にも

適用されるソフトプローブ「柔探」や、航空機・ヘ

リコプターの探傷に適用されるフレキシブルリニア

アレイプローブ「曲探」、蛸のように対象にフィット

する高柔軟性プローブ「蛸探」を紹介したうえで、

それぞれの特徴や探傷手順を解説した。

　また、非接触での検査が可能な空中超音波計測法

についても、メリットや課題を紹介。幅広い構造物

で適用が増えているCFRP（炭素繊維強化プラスチッ

ク）や、リチウムイオン電池など、需要の高まりが

予測される様々な対象物における計測例を示した。

（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

☆2018 年度第 4回理事会及び忘年懇親会を開催
　12 月 6日 ( 木 ) に浜松町東京會舘において開催し、
忘年懇親会は、招待者、会員合計 80 数名の出席があ
りました。また、第5回理事会は、2019年2月13日(水)
に開催の予定です。
☆ 2019 年度通常総会・懇親会の開催予定
　次年度通常総会・懇親会を 5月 14 日 ( 火 ) に浜松
町東京會舘において開催予定です。
☆ 2018 年度東京都鉄骨溶接部検査機関登録書授与式 
　を開催
　本年度は、更新申請 5社に登録書が授与され登録検
査機関は現状の 27社です。
☆次年度の東京都鉄骨溶接部検査機関登録について
　2019年4月18日 (木 )に説明会を計画しています。
2019 年度の新規審査申請・更新審査申請・定期審査
申請の受付期間は2019年7月1日 (月 )～ 10日 (水 )
を計画します。
☆今後の研修会予定
　①WES 8701:2018 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
　②東京都知事が認定する研修会案【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 4回目 ( 最終 ) を 2019 年 2 月 11
日 ( 祝日 ) に大阪で
　2019 年度は、第 1回目を 2019 年 6 月 23 日 ( 日 )
に東京で
　③ NDI －レベル 3( 基礎試験 ) のための受験対策講
習会は、3月 9日 ( 土 ) ～ 10 日 ( 日 ) に東京で
　④NDI －レベル 3(UT、RT、PT 二次試験 ) のための
受験対策講習会を 4月中旬、下旬に東京で
　⑤WES 8701:2018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 5月上旬に東京で
　それぞれ開催を計画しています。
　＊「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 (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。

市原氏 平手氏 田中氏
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8．空中超音波の現状・動向について

　超音波探傷は金属溶接部や鋼板の検査に利用され

ている。探傷には超音波探触子を用い、探触子と試

験体の間に接触媒質を塗布する。探傷時に接触媒質

の塗布、清掃をする必要があるので検査に手間がか

かり、検査員により誤差が発生する。空中から超音

波を送信して計測すると接触媒質が不要になるが、

微弱な信号を検出する必要がある。現在空中超音波

による計測はリチウムイオン電池や自動車のブレー

キパッド、CFRPなどの検査に用いられており、それ

ぞれの計測について報告した [1]。

　空中超音波計測システム ( ジャパンプローブ、

「NAUT21」) では接触媒質が不要であり、空中超音

波を探触子から送信する。透過信号または反射信号

を検出して計測している。空中で受信される超音波

は微弱な信号であるが、プリアンプで増幅して計測

する。空中超音波の適用は上記の非破壊検査のほか、

医用超音波では踵の透過信号を計測し、骨の状態を

調べている研究がある [2]。今回、空中超音波の計測

原理と適用例について述べる。

　空中超音波での計測は図1に示す計測システムに
より高感度空中超音波探触子から超音波を送信し、

受信探触子の信号をプリアンプで増幅し、受信信号

の処理を行う。探傷方法は図 2のように透過法、V

透過法、タンデム法などがあり、通常は送信と受信

の探触子を分けて計測する。透過法では試験体を送

信と受信の探触子の間に配置し、透過信号を計測し

て信号強度により試験体内部の状態を計測する。空

中超音波探触子は図3のように集束型、フラット型
がある。また、送信と受信を同じ探触子で計測する

方法としては空中超音波共振法があり、非接触で試

験体の厚さを計測する研究がある [3]。

　今回の計測例として述べるリチウムイオン電池な

どは全て透過法により計測した。計測方法は図4の
ように送信探触子と受信探触子を移動させながら各

計測点の透過信号を計測する。透過信号強度につい

て計測点ごとに表示し、平面画像を構築する。

図 1　空中超音波検査装置「NAUT21」

(a)  (c)  (b)V  

図 2　空中超音波の探傷方法

(a)  (b)  

図 3　空中超音波探触子

図 4　計測位置ごとの透過信号を計測
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　空中超音波探傷の計測例としてリチウムイオン電

池、CFRP、自動車のブレーキパッドを述べる。

　図5はリチウムイオン電池の計測結果で電池内の
電解液が浸透しているかを調べることができる。電

解液が浸透している箇所は超音波が透過し、浸透し

ていないところは超音波が透過しない。図4のよう
に探触子を移動して電池全体を計測し、受信信号を

平面状に表示すると電解液の状態が一望できる。

　図6はCFRPの計測結果で内部のきずや剥離を観
測できる。きず、剥離の部分は超音波が透過しない

ので超音波が透過しない。図7はブレーキパッドの
計測結果で接合状況を観測できる。良品では超音波

が良く透過するが、不良品では超音波が透過しない。

これらの結果は一例であるが、透過法により試験体

内部のきず、接合状態を確認することができる。

　空中超音波による非接触の超音波計測を述べた。

また、空中超音波探傷の原理と計測例としてリチウ

ムイオン電池やCFRP、ブレーキパッドの探傷につい

て述べた。

参　考　文　献

[1] 田中雄介、“非接触で探傷・計測が可能な超音波スキャナー技術、”
超音波Techno、Vol.28、No.5、pp.81-83(2016)

[2] 塙大祐、平田慎之介、蜂屋弘之、“踵側面の形状を考慮した非
接触音響特性計測の精度検討、”2017年日本音響学会秋季大会
講演論文集、1-2-10、pp.1135-1136(2017)

[3] 田中雄介、大橋保宏、小倉幸夫、“空中超音波共振法による非
接触厚さ計測　―共振信号発生位置の推定―、”電子情報通信学
会技術研究報告 (超音波 )、Vol.117、No.441、pp.1-6(2018) 

(a)  
( ) 

(b)  

図 5　リチウムイオン電池の空中超音波検査

(a)  (b)NAUT  

図 6　空中超音波による CFRP の探傷

(a)  (b)  
図 7　ブレーキパッドの空中超音波検査
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　超音波探傷試験のエコー高さを表す単位としてdB

が用いられることが多い。一方、騒音の単位として

もdBが用いられている。このdB値とはどういうも

のなのかを考えてみよう。

　dB（デシベル）のB（ベル）は、電話を発明した

アレキサンダー・グラハム・ベルに由来しているそ

うであり、電気の世界で電力の伝送減衰を表すのに

用いられたのが最初といわれている。一方、d（デシ）

は10分の1を表し、㎗（デシリットル）などのd（デ

シ）と同じ意味である。現在の SI単位では、併用を

認めているSI併用単位として扱われている。

　JIS Z 8203:2000「国際単位系（SI）及びその使い

方」において dBは、附属書A( 規定 )「SI 単位及び

その10の整数倍と使用してよいSI以外の単位の例」

の第7部に音圧レベルなどを表す単位として見られ

る。したがって、非破壊検査においては、超音波探

傷試験には度々用いられるが、放射線透過試験など

他の非破壊検査では見かけない単位である。

　では、dBにはどのような意味合いがあるかを見て

みよう。アレキサンダー・グラハム・ベルの定義に

よれば、dB値は 2点間の電力比（W2/W1）の常用

対数を10倍した値であるから、次式で表される。

　一方､ この関係を電圧比で表すことを考えて

みよう｡ 電力Wは電圧 vの 2乗に比例するので､ 

W=a･v2 の関係で表される（aは比例定数）｡ したがっ

て､ 前式は､ 次式のように書き改められる｡  

　すなわち、dB値を電力で表す場合は電力比の常用

対数値を10倍し、電圧で表す場合は電圧比の常用

対数値を20倍して定義されることになる。このよ

うに定義することで、電力の伝送減衰を、電圧の測

定値からdBで求めても、同じdB値となる。

　超音波探傷試験で扱う音圧は、音による圧力の大

気圧からの変動分で、単位はPaである。したがっ

て、dBにするときの常用対数の係数は20となり、

20log（P/P0）で表される。では、ここで基準となる

P0について考えてみよう。

　同じ dB単位を用いる騒音の場合、正常な人が聴

こえる最小の音圧を基準に用いているそうである。

この基準値は万国共通のようで、90dBの騒音とい

えば米国であれ、欧州であれ、共通に理解し合える

そうである。

　では、超音波探傷試験の基準値にも国際標準が明

確になっているのだろうか。残念ながら、国内に

おいてすら統一されていない。また、JIS Z 3060：

2015「鋼溶接部の超音波探傷試験方法」では、二

つの基準値を設けている。すなわち、A2形系標準

試験片やA3形系標準試験片のφ4× 4mm縦穴と、

RB41A、RB41B（平板継手溶接部の場合）の横穴で

ある。

　叱られるのは覚悟で口悪くいえば、同じ規格に鯨

尺とメール尺の両方を認めていてお好きな方をお使

いくださいと言っているようである。昔、設計の方

より、「－6dBのエコーがあったけれど、どんなも

のでしょう」などと聞かれたことがある。こちらは

超音波探傷試験のことを知らない人だなと思いなが

9．一口解説：dB値と基準音圧
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ら、「どのような規格でどんな基準値をお使いでしょ

うか」などと問いただしていく。今考えてみると一

般の人には基準値がたくさんある方が不思議かもし

れない。

　なお、この JIS Z 3060の最新版の2015年版と以

前の1994年版で基準値が異なっていることをご存

じだろうか。もちろん規格はより合理的なものへと

改定されていくので、探傷を行うには最新版を用い

て行えばよい。しかし、過去に行った探傷結果と、

基準値が変更になった後での探傷結果を比較するに

は、どの程度基準値が変更になったかを理解してお

くことが重要である。

　また、基準値の変更前に、自然欠陥を用いた膨大

なきずの検出性に関する試験が行われている。これ

らの結論を、基準値が改定になった現在も鵜呑みに

信じることも大変危険である。基準感度の変更を考

慮して見直されるべきであろう。

　現在の基準感度（H線）を、1994年版の基準感度（H

線）と比較して図１に示した。基準感度の差異は、
形状反射能率と界面反射能率を用いて求め、これを

2倍してきずの反射率としてdB値で縦軸に表してい

る。横軸はビーム路程を表している（ここではくさ

び内距離は考慮していない）。なお、2倍としたのは、

きずの反射率はきずと同位置にある無限平面からの

音圧との比であるのに対して、形状反射能率はきず

の位置における音圧との比であり、無限平面からの

音圧は、きずの位置における音圧の1/2となるため

である。すなわち、超音波ビームが垂直入射する無

限平面を対比きずとした相対エコー高さとなる。

　1994年版の基準感度は、横穴を用いる場合に板

厚により使用する横穴の径を変えているのに対し、

2015年版では板厚によらずに実質上は直径3mmの

横穴としているので（板厚が厚くなると、直径6mm

を用いることとしているが、3mm横穴との計算上の

感度差3dBを補正することを規定している）、板厚

により基準感度差が異なってきている。

　今後、国際標準の基準値が定着し、このようなわ

ずらわしさがなくなることを期待している。また、

きずの反射率を用いればよいようにも思う。騒音の

場合も、周波数によって感じ方が異なるために、周

波数による補正が行われるようである。無限平面を

対比きずとするのは、面の指向性からも難しいかも

しれないが、横穴を用いた場合には形状反射能率な

どで補正してきずの反射率とすればよい。騒音の基

準値のように表現すると、「得られる最大音圧を基準

とする」ということになるのだろうか（波の干渉で

あるので、1を超えるエコー高さが得られても不思

議はないのだが）。

参　考　資　料

　荒川敬弘、笠井尚哉『はじめての非破壊検査』産報出版（2018）

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 100 200 300 400 500 600 700

H

B

X

2015 RB-41A 

1994 RB-4 
No.1 2.4
No.2 3.2

No.3 4.
No.4 6.4
No.5 7.9

No.6 9.5

1994,2015 A2

45
70

100

50

25

10

5
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10．展示会レポート
　　JIMA2018 総合検査機器展
　　　－検査機器の最先端が集結

　9月26～ 28日の3日間、東京・江東区の東京ビッ
グサイトで「第9回総合検査機器展（JIMA2018）」
（主催：日本検査機器工業会）が開催され、約5万
6000人（同時開催の3展示会との合計）が来場した。
2年ごとに開催される同展示会には、毎回最新の検
査・計測技術が一堂に集結。発売予定の製品を出展
した企業など、今回の見どころを紹介する。（順不同）

　栄進化学は、検査会社を主な対象に、来年度発売
予定の紫外線探傷灯「UV－ LEDブラックライト S
－ 60LD」などを出展した。同製品は、保管用のボッ
クスが無く本体・電源一体型で、LED特有の発熱性
や寿命の改善と高輝度化を実現する。軽量な点や標
準でＶカットガラスによる可視光カットがされてお
り観察しやすい点などが特徴。
　偕成エンジニアは、オリジナル磁気センサで深さ
方向の欠陥検出を可能にしたセンサシステムを紹介
した。同システムは、鋼板溶接部の欠陥をセンサ走
査により把握し、溶け込み不良などを正確に測定す
るもの。また保温材付き鋼管の欠陥検出として、保

温材をはがすことなく、外側より鋼管の状態を診断
する方法などを示したパネルを展示した。
　ポニー工業は、プラント配管など現場検査に適し
た防水ワイヤレスデジタルラジオグラフィー「HPX
－DR」を出展。同製品は重量5･7キロの軽量設計で、
高速画像処理により撮影時間を短縮。フィルムやイ
メージングプレートなどの消耗品を使用しないため、
コスト削減に貢献する。リチウムイオンバッテリと
急速充電器、充電中も動作可能なホットスワップ機
能により、作業を止めずに検査業務が行える。
　菱電湘南エレクトロニクスは、デジタル超音波探
傷器「UI」シリーズを展示した。特に注目されてい
たのは、新製品としてリリース予定の「UI－ S9」と「同
R1」。「UI－ S9」はUIシリーズの機能を継承。ダイ
レクトキーで直感的な操作ができ、「使いやすさに更
に磨きをかけ、初心者からプロユースまで」をテー
マとする。「UI－ R1」は「実技試験練習も、現場も」
をテーマに写真機能や保存機能を搭載し、Rタイプ
操作のまま現場でも使用したいという要望に対応。2
タイプ同時リリースを予定する。　（文責・産報出版）

栄進化学

偕成エンジニア

ポニー工業

菱電湘南エレクトロニクス
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　明けましておめでとうございます。
　昨年も、会社の不祥事が相次いで報告された一年でした。製造会社の検査不正
に限っただけでも、日産自動車のブレーキなど複数個所の検査不正、三菱電機子
会社による契約仕様を満足しないゴム製品の出荷、三菱マテリアルグループ会社
3社による品質データ改ざん、フジクラの送配電用電線や通信用ケーブルの検査
データ改ざん、クボタの圧延用ロール等の検査報告書の書き換え、KYB 子会社に
よる免振制御装置の性能検査データ改ざん等々、枚挙にいとまがありません。製
造会社におけるコンプライアンス、倫理観、並びに検査員の責任感、使命感、倫
理観が大きく問われています。
　幸いなことに、我々が関係する非破壊検査会社では、昨年、こうした問題は生
じませんでした。CIW認定制度における品質マネジメントシステムが浸透しつつ
ある証ではないでしょうか。これに奢ることなく、なお一層、気を引き締めて検
査業務の遂行にまい進してくださるよう願います。
　さて、小誌ですが、今年も新年にちなんで、我々の活動をご支援くださってい
る皆様から、新年のご挨拶をいただきました。また、昨年同様、CIW検査会社か
ら「迎春　わが社のホープ」と題して、フレッシュな今年の抱負を語っていただ
きました。いいですね。清々しい気持ちになります。更に、ジャパンプローブの
田中氏には空中超音波の現状と動向、荒川委員からは dB 値と基準音圧について
紹介していただきました。
　今年も、従来以上に、RUMPES の誌面を充実させていきたいと編集委員一同張
り切っております。皆様の一層のご支援宜しくお願いいたします。
　最後になりましたが、皆様の 2019 年における益々のご活躍を祈念しておりま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M.E）




