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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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<出席者 >(順不同 )
龍王　　晋 氏（非破壊検査株式会社常務取締役技術統括特命戦略事業担当）
八野　秀幸 氏（新日本非破壊検査株式会社取締役営業本部長兼企画室長）
黒岩　直久 氏（東京理学検査株式会社取締役）
北尾　和典 氏（株式会社シーエックスアール管理部品質管理課品質管理責任者専管技師）
江端　　誠 氏  （一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会通信編集委員会委員長）

<司会 >

大岡　紀一 氏（一般社団法人日本非破壊検査協会顧問）



2 　Vol.33  No.3  Summer 2019

大岡　本日はご出席いただきありがとうございます。
今回は、新元号の幕開けに当たり、「令和時代の非破

壊検査業界はどうあるべきか」をメインテーマに掲

げる座談会を企画しました。私は司会進行を務める

大岡です。ものつくり大学を退官し、現在は日本非

破壊検査協会（JSNDI）顧問、ISO（国際標準化機構）

/TC（専門委員会）135（非破壊試験）の議長を務め

ています。本日は宜しくお願いします。さて、今回

の座談会では日本溶接協会（以下、溶接協会）CIW（溶

接検査認定）のA種認定事業者４社ならびに溶接協

会関係者に出席いただき、平成におけるCIWに関す

る取り組みを振り返るとともに、新たに始まった令

和においてCIWに求められることなどについて、忌

憚のないご意見をいただけたら幸いです。それでは

認定事業者、溶接協会の順に自己紹介をお願いしま

す。

龍王　非破壊検査の龍王です。製油所や発電所など
エネルギープラントが専門で、現場とその管理に携

わってきました。現在は本日のテーマとも重なる次

世代を見据えた検査技術開発や事業展開などを担当

しています。

八野　新日本非破壊検査の八野です。CIWとの関わ
りは、CIW検査業協会で2012年から２期４年にわ

たり西日本地区の理事を務め、契約適正化推進実行

委員会の委員は現在も継続して担当しています。

黒岩　東京理学検査の黒岩です。取締役に就く以前
は、CIWの検査技術管理者の資格を保有し、高圧ガ

スパイプラインの建設現場での立ち会い検査や技術

指導に携わっていました。

北尾　シーエックスアールの北尾です。CIWの資格
は検査技術管理者と上級検査技術者を保有していま

す。当社においては品質管理責任者の立場で ISOを

運営しています。

江端　溶接検査認定委員会通信編集委員会委員長の
江端です。本誌「RUMPES」については創刊時から

30数年にわたり委員長を務めるほか、溶接検査認定

委員会では広報委員会の委員長も担当しています。

大岡　ありがとうございます。それでは本題に入り

ます。まず平成におけるCIW認定の重要性を振り返

りたいと思います。その前段として、平成はデジタ

ルが進展した時代でもありますが、新技術の現場活

用という観点でお聞きしたいと思います。

黒岩　工業分野においてもデジタルの導入が盛んに
なる中、当社では数年前からデジタルラジオグラフィ

（D-RT）に関する調査・検討を進めています。D-RT

については2017年、JIS Z 3110（溶接継手の放射

線透過試験方法―デジタル検出器によるX線及びγ

線撮影技術）が制定され、溶接協会主催のD-RTに

関する技術講習会などを有効活用しながら、引き続

き実際の適用を視野に入れた調査・検討を進めてい

く方針です。

八野　D-RTに関しては当社でも調査・検討を進めて
いるところです。今後、JIS Z 3110と、消防法や道

路橋示方書など関連法規との整合化が図られること

により、活用の機会が増えることを期待しています。

北尾　当社でも10年以上前からD-RT装置の導入を
行い、その適用について検証し、顧客への提案を行っ

ています。今後は、JIS Z 3110での実務適用につい

て技術員の育成と顧客への提案を進める方針です。

龍王　デジタル化には大変魅力的なポテンシャルが
あると捉えており、当社も同様に ETなども含めて

一層の進展が必要であると感じています。

大岡　次は技術レベルの見直しに関してお聞きした

龍王　晋氏
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いと思います。CIWでは平成の時代、VT（外観検査）

の重要性を繰り返し発信してきた経緯があります。

本日ご出席の各社ではVTに関する技術水準の確認

や維持について、どのように取り組まれているのか、

具体的な事例を紹介願います。

龍王　エネルギープラントではVTを重要視して
います。総合的な技量を養うためには、RT・UT・

MT・PT・ET・STに加え、VTが不可欠であると考

えます。しかし、検査対象が広範にわたるため、前

提としてターゲットを定めたうえで基準などを整備

していく必要があり、当社では独自の養成プログラ

ムを運用しています。

黒岩　高圧ガスパイプラインの現場では、溶接部の
全数でVTが要求されます。したがって、社内教育

を通じ一定の技術水準に達した者のみが現場に携わ

ることになります。ただ、記録に残る数値は部分的

にならざるを得ない実態を踏まえ、レーザを用いて

全溶接部の外観データを保存できる装置を開発しま

した。

八野　化学工場はVTの対象が多いうえに相応の技
術水準が要求されるため、当社ではVTに関する独

自の社内認定制度を運用しています。VT以外にもマ

ニュアルのUTと AUT、ETなどは社内認定制度の枠

組みとして捉え、人材育成や技術伝承を視野に入れ

体系的な運用に努めています。

北尾　当社の研修開発センター（広島県竹原市）には、
実際に現場で使っていた熱交換器やドラムなどを譲

り受け、一堂に集めたVT用のモックアップ室を設

けています。VTに携わるチームは同センターでの訓

練を必須としています。

江端　ゆくゆくはCIWが主導するような形で共通の
試験片を用意し、ISO 17025のように各社が集って

訓練するような形が現実のものとなれば、CIWの存

在価値の向上にもつながるのではないかと、各社の

VTに関する取り組みをお聞きしながら考えたところ

です。

大岡　ISO 17025については、ISO 9001と関連する
部分があります。本日ご出席の各社は ISO 9001を

取得されていますが、溶接協会規格のWES 8701（溶

接構造物非破壊検査事業者等の認定基準）との関係

で何かご意見はありますか。

江端　補足ですが、WES 8701:2018のマネジメント
システムは、ISO 9001:2015に合わせたもので、会

社規模を考慮し、設計開発を除いて基本的に同じも

のです。また、非破壊検査にとって倫理は重要との

観点から、ISO 9001にはない倫理条項を盛り込んで

いる点が相違点の１つに挙げられます。

大岡　平成の時代はCIW関連の不祥事が発生しまし
た。

江端　認定停止などが複数ありました。
大岡　倫理に関する教育の必要性については、どの
ようにお考えですか。

八野　秀幸氏 黒岩　直久氏
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龍王　昭和は日本の工業が右肩上がりに拡大した時
代であり、平成に入って飽和・成熟したところで、

コンプライアンス（法令順守）の問題が顕在化して

きたという印象を抱いています。それに対して、さ

きほどのWES改正などは、溶接協会が全力を挙げて

倫理問題に対応していただいた成果と捉えています。

今後、我々の地位向上や信頼性向上などを議論する

うえで、倫理は避けて通れない問題であり、一層の

透明化を進めるうえでも溶接協会にはリーダーシッ

プを発揮していただきたいという思いが前提にあり

ます。

八野　当社では年に１度、協力会社を含め各部署単
位で倫理に関する教育を実施します。

黒岩　コンプライアンス教育をより一層充実させる
ために、「予備校のサテライト授業のようなWebを

活用した当社独自の教育ツール」を使って、全社員

が業務の空き時間などを活用し、いつでも、どこで

も学習できる教育システムを構築しました。

大岡　コンプライアンスも非常に大事ですね。ただ、
守らなくてはならないと認識していながら、守れな

い人が出てくる。そういう話が多いのが実情です。

八野　そうですね。重要なのは、本当にきちんと伝
えられているのか、理解しているのかという効果の

確認です。

北尾　当社の場合、不正防止や倫理の教育手順など
に関する規定を策定しています。それに基づいて、

年１回は教育の場を設けます。また、その時々に世

間をにぎわせた不正問題を取り上げ、その具体的な

内容や背景などを示して注意喚起を図る教育の機会

はその都度設けています。

龍王　こうした問題は、特に平成の後半になって、
いろいろなところで顕在化した印象が強いですね。

江端　さきほど、WES 8701のマネジメントシステ
ムにふれましたが、倫理に関しては、ISO 9001と異

なり、トップマネジメントの仕事の１つとして、内

外の関係者に倫理要項を周知することを要求してい

ます。

大岡　倫理については、本日お聞きした取り組みが
業界全体で徹底されるよう、今回のような機会を生

かして繰り返し、情報を発信していくことが重要で

あると皆さんも痛感したと思います。

大岡　それでは続いて、社会のニーズに対するCIW
の取り組みに話を移したいと思います。日本は毎年、

様々な自然災害に見舞われてますね。こうした中、

CIWがどこまで社会のニーズに応えられるか、また、

応えなければならないかという観点でいかがですか。

龍王　日本全体を考えた場合、少子高齢化という大
きな課題があります。他方、インフラやプラントは

長期の使用に伴い、内在するリスクが拡大の一途を

辿っています。これに対し、国は Society5.0 やコネ

クテッドインダストリーズなどの戦略を打ち出す中、

検査業界としてもそれに応えていくことで、令和の

北尾　和典氏 江端　誠氏
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時代はある意味で、われわれにとって好機となる可

能性があります。

大岡　何か災害が起こったとき、例えばUT技術者
が現地に赴いてどのようなことができるのか、とい

う話もありますが、赴くにはそのタイミングと赴く

場所、環境があると思います。したがって、常日頃

取り組んでいる検査業務がどうやったら災害時に生

かされるかということを考えると、適する解を導き

出すのは難しいのが実情ではないでしょうか。

江端　やはり非破壊検査の技術者が活躍する場は、
予防の段階ではないでしょうか。ISO 9001で言うと

ころのリスクですね。社会のリスクに非破壊検査が

どれだけ貢献できるのかという考え方が、今後重要

になるのではないでしょうか。

北尾　全国には長さ２mを超える橋が約70万橋あ
るのですが、国土交通省は2014年、70万橋を５年

に１回点検するよう通知しました。ただ、70万橋と

いう膨大な目標に対し、点検に携わる技術者の数が

不十分であるとの指摘があるのも事実です。そこで

国交省は、適切な技術者が点検を実施すべきとの考

えから、関係機関に募集をかけ、日本非破壊検査工

業会のインフラ調査士などの資格が登録されていま

す。

大岡　CIWでは RT・UT・MT・PT・ET・ST の６部
門を設けているのですが、実際のところ、認知され

ている業種は鉄骨だけでしょうか。ほかにも様々な

業種がある中、各社ではどのようにアプローチして

いますか。CIWを要求されないケースは多くあると

思います。令和の時代を迎え、CIWの一層の普及、

あるいは、認定事業者・技術者のステータスアップ

に関して、どのように考えますか

龍王　私見として、溶接協会は分かりやすいのです
が、CIWは分かりにくいと思います。エネルギープ

ラント関係では、CIWがなかなか通じません。した

がって、当社では鉄骨以外にCIWを前面には出して

いません。

大岡　正に今の指摘がお聞きしたかったポイント
です。CIWという冠があってできる仕事とは別に、

CIWがなくても類似したものを要求される仕事があ

るかどうかについて、本日はお聞きしたかったので

す。

龍王　当社のメインターゲットはやはり溶接構造物
が非常に多く、溶接が前面に出ると分かりやすいと

思います。

江端　そういう意味で溶接協会の方が分かりやすい
ということですか。

龍王　はい。CIWを理解してもらうためには説明が
必要です。理解してもらう段階まで辿り着かず、十

分に説明できていないのが、残念ながらこれまでの

歴史です。

大岡　要するにCIWの知名度と、溶接協会の知名度
で、相手がその一言でどれだけ理解するかという話

ですね。それは長い歴史の中では、溶接協会があっ

てCIWがあるわけですから、同様のご意見は多くあ

ると思います。

龍王　少し言い過ぎになりますが、CIWにサブタイ
トルでも付けられないかというのが率直な感想です。

大岡　大事な発言です。
北尾　JSNDI の資格は検査会社に限らず、化学プラ
ント関係の方も受験しています。認知度という点で、

JSNDI に比べ、CIWは検査会社に特化した資格制度

であることも影響していると思います。

八野　CIWは、建築鉄骨に関係する行政や設計事務
所、ゼネコンなどに広く認知されています。検査会

社にとっては、建築鉄骨と同様に、CIWがいわゆる

「お墨付き」となり得る業種を開拓していただければ

非常にありがたいと思います。溶接協会にはPRを

大岡　紀一氏
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続けていただき、新たな可能性が見い出せるならば、

検査会社の営業としても動きやすい面が出てくるの

ではないかと感じます。

黒岩　CIWの恩恵はなかなか受けにくいという一面
もあるとは思います。当社ではCIWのA種に関して、

まず溶接に関する知識を前提に、発生するきずに応

じて具体的な検査手法を提案できる存在、つまり医

療の世界で言うところの「総合診療医」と説明しま

す。「内科でなく、外科でもない。総合的に対象物に

ついて、どこが悪いのか、何を見つけなければいけ

ないかという話を伝える。そのためにCIWのA種の

資格を持って日々頑張っている」という話をすると、

理解を得られるのです。

　溶接に造詣が深く、様々な検査手法を用いて総合

的に判断できるなら任せてみよう、というストーリー

を想定しておかないと、建築以外の業種にCIWのメ

リットを伝えることは難しいと思います。溶接協会

においても「CIWは総合診療医」といったキャッチ

フレーズを用いてPRしていただければ、知名度向

上の一助になるのではないでしょうか。

江端　我々のPR不足で恐縮ですが、溶接協会では
2015年、CIWの広報活動の一環として、ホームペー

ジをリニューアルし、「CIW認定検査会社は溶接構

造物の優良病院」と題した新たなコンテンツ（別掲）
を設けています。認定検査会社と病院、CIW認定検

査技術者と医師、溶接構造物と人体を対比し、双方

の品質マネジメントシステム、試験方法などをイラ

ストで紹介するもので、公正、かつ的確で、しかも

信頼性の高い試験・検査結果を得るためには技術者

だけでなく、組織として品質マネジメントシステム

の構築が必要であることから、「CIW認定検査会社

は社会の安全・安心を組織で守る」と強調しています。

本日は認定事業者と同様の思想を共有していること

を再確認し、一層のPRに努めていく所存です。

大岡　やはり建築鉄骨以外の業種にCIWの広報を推
し進め、溶接協会イコールCIW、CIWは溶接協会の

目玉であると認知されるような形に持っていかなけ

ればなりません。広報の具体策を検討していくこと

日本溶接協会では、CIW認定検査会社について「溶接構造物の優良病院」と PRしている
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も、令和の時代のテーマの１つであると考えます。

今後も認定事業者の声を踏まえ、建築鉄骨以外の業

種への働きかけを継続していかなければなりません。

大岡　続いて、CIWにおける技術者は今後どうある
べきかについてお聞きしたいと思います。

龍王　さきほど少しふれましたが、国が推し進める
Society5.0 やコネクテッドインダストリーズなど、

イノベーションの波の延長戦上を見据えた場合、技

術者に依存しない技術、システムへの進展に期待が

高まります。夢のような話ではありますが、足元は

ちょうど世の中がイノベーションの方向に動き始め

た感があります。いつまでも人に依存する体制では

なく、AI（人工知能）などの活用を含め、技術の方

向性を議論していく中で、溶接協会にはぜひ旗振り

役を担っていただきたいと思います。

黒岩　当社ではD-RT の判定をAI に教育すること、
また、TOFDの出力データをAIで自動的に判定する

ことなどを検討しています。また、５Gを活用した

データ送信が可能になれば、検査会社にとって大き

なメリットがあると思います。ただ、AIによる判定

が正しいか否かを問われた場合、説明する人間が不

可欠であり、当事者には相応の知識が要求されます。

したがって当面は、AIの判定を補完する検査員の存

在が必須であり、技術の伝承がより一層重要視され

るものと考えます。

八野　当社では省力化の一環で、例えばボイラの中
で取ったデータについて、５Gを活用して事務所に

送信し、展開図を描く構想を進めています。また、

建築鉄骨に関しては、フェーズドアレイUTの本格

適用に向け、関連団体や検査会社などが協調して検

討に乗り出しています。

大岡　技術者の確保に関してはいかがですか。
八野　新卒に関して、担当部署はなかなか集まらな
いと嘆いています。

北尾　当社もかなり苦労しています。
黒岩　昨年以降、大手企業が新卒採用を数倍に拡大
した影響が色濃く出ている状況です。

大岡　入り口のところで大手が大量採用するため、

検査業界にまで回ってこないということですかね。

黒岩　もう１つ、発言させていただくと、CIWの試
験を受けるためには JSNDI の試験に合格しなければ

なりません。現在の JSNDI の更新試験において、例

えばRTで鋼管しか検査しない検査員が、日ごろ触

れることのない鋳鋼品の問題で不合格となり免許更

新ができない人が出ています。仕事の業務範囲に合

わせた資格があれば社会の期待に応えられるのでは

ないかと思います。また、日頃使い慣れた機器で受

験できるように環境を改めていただきたいと考えま

す。なぜなら、使い慣れない機器を使いこなせるか

の試験ではないはずだからです。

龍王　当社は資格者数という観点では、少しずつ増
やしていますが、水面下では全力を注いでいます。

特に最近は働き方改革の影響で従来土曜・日曜日に

行っていた講習が勤務としてカウントされるように

なりました。さらに、春・秋のシャットダウンシー

ズンを考慮すると、平日に講習をせざるを得ない状

況です。やはり個々の検査員のレベルを維持するこ

とが我々の義務、そして業界の義務であると捉え、

大変苦しい状況ではありますが、全力を挙げて技術

水準の維持に努めているところです。

大岡　建築鉄骨以外への普及を話してきた中で、
CIWの維持も容易ではないということですね。

龍王　はい。その矛盾がありまして、もったいない
ことです。

北尾　当社の場合、会社の品質目標に JSNDI に加え、
CIWも明記し、「今年度最低何名以上」といった目標

を達成できるように取り組んでいます。当社はCIW

第１号であり、A種を失効するわけにはまいりませ

ん。

大岡　技術水準の維持、人材の確保に関しては、こ
れからは厳しいほうに行くばかりではないかと思い

ます。CIWを維持していくには並々ならぬ努力が必

要になり、維持できなければ業界から去るケースも

少なくない。特に人数が少ないところはなかなか難

しいですね。CIWに関しては溶接協会としても技術

水準の維持と人材の確保に関して、認定事業者の実

情を踏まえた運営を考えなければなりません。
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大岡　早いもので残り時間もわずかになりました。
最後はこれからのCIWに求められること、また、社

会の期待に応えるための方策や業界への要望などに

ついて、お聞きしたいと思います。

北尾　さきほど紹介された「CIW認定検査会社は溶
接構造物の優良病院」は正にその通りであると思い

ます。先般、身内の手術に当たり、私はプラントの

ドクターではあるものの、病院のドクターではない

ので、一生懸命調べたことを医師に質問すると、そ

の身内を通じて医師から「あの方の職業は？」と逆

に質問されたことがあります。その時私は「プラン

トのドクターであると言ってほしかった」と返しま

した。令和の時代にはやはり、病院のドクターと同

じように我々CIW認定事業者のステータスが向上す

ることを期待します。我々CIW認定事業者は「プラ

ントのドクター」と呼ばれるに相応しいと思います。

江端　皆さんにはぜひ、この資料を活用いただいて、
対外的に「CIW認定検査会社は溶接構造物の優良病

院」であることをPRしていただきたいと思います。

龍王　私は次の世代に関して結構ポジティブに考え
ておりまして、１つは2020年に東京五輪、2025年

には大阪・関西万博が開催されます。それに伴い大

阪では再開発案件が計画されるほか、その先にはリ

ニア中央新幹線など大きなプロジェクトが控えてい

ます。また、万博の目標の１つである SDGｓ（持続

可能な開発目標）では「住み続けられるまちづくりを」

とインフラに関連する目標が含まれるように、今や

世界的なレベルで我々に関連するテーマが共有され

ています。こうした中でじっとしていたらもったい

ない、という発想で、研究開発のテーマを立ち上げ

るなどCIWには先導役を担ってほしいですね。

黒岩　JSNDI の試験制度変更に伴い、教育に関する
費用が増加傾向にあります。また、事前講習会を受

けても思うように合格できないのが実情です。長年

実務に携わりその仕事に自負心をもって働いてきた

検査員が更新試験で不合格となり資格を失った時、

もう一度初めから資格を取ろうと考える人がどれだ

けいるでしょうか。更新試験にパスできないがため

に他の職業に去って行く人が多くいるのではないで

しょうか。こうした状況が改善に向かうことを願っ

て止みません。

八野　繰り返しになりますが、検査会社としては建
築鉄骨と同様にCIWがいわゆる「お墨付き」となり

得る業種の開拓を期待します。そのためには、やは

り業界内の共存共栄というか、CIWの PRを含めて、

関係者が協調できるような体制を構築できれば理想

的であると考えます。

大岡　今回の座談会では、CIWは建築鉄骨で実績を
挙げてきた一方、各社からは建築鉄骨以外の業種に

も拡大してほしいという発言がありました。正にそ

の通りだと思いますが、そこに行き着くためにはど

うしたらいいかという手段を考えなければなりませ

ん。そのためには、例えば、関連する仕様書等の解

釈などへの記載を念頭に、溶接協会として今後、積

極的に関係機関に働きかけてほしいという要望であ

ると捉えました。

　技術レベルに関しては、やはり相応の費用を要す

ることですが、必要な資格を維持しないとCIWのそ

れぞれの種別を維持することはできませんから、引

き続き各社の自助努力に期待するところです。

　本日はVTの話を強調しましたが、VTに関する公

的な資格認証制度が実施されていない中にあっては、

教育訓練や社内認証などは多少なりとも差があると

思います。今後はできるだけ各社共通の機会を設け

ながら、教育訓練などを共有していく方向に持って

いったらどうかと考えます。

　したがって今後は、溶接協会と認定事業者がコミュ

ニケーションを一層密にしていくことが重要になる

でしょう。これからも本日ご出席の各社はじめCIW

認定事業者の協力を得て、このCIWが令和の時代に

一層発展することを祈念して座談会を終わりにした

いと思います。本日はありがとうございました。
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2．日本建築学会 鋼構造建築溶接部の超音波探傷
        検査規準・同解説 2018 年版の改定内容

　日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検

査規準・同解説」（以下、学会UT規準）が2018年

12月に改定された。学会UT規準の改定は表１のよ
うに、その時点の知見を取り込み、関連する他の規

格との整合性を図りながら行われてきた。

　初版の1973年は JIS Z 3060「鋼溶接部の超音波

探傷試験方法」発行の２年前であり、建築鉄骨の分

野で超音波探傷検査（以下、UT）がいかに注目され

ていたかがうかがえる。1979年の改定（２版）で

はエレクトロスラグ溶接部の垂直探傷法が規定され、

規準は現在とほぼ同じ構成になった。また、このと

きに定められた合否判定基準は現在も続いている。

　本稿では、今回の改定で何が変わり、検査実務に

どう影響するかを説明したい。

　適用範囲は従来、直径が300mm未満の円周継手

には適用しないとあったが、今回の改定では直径が

100mm未満に改定され、直径100mm 以上の円周

継手は適用範囲の対象となった。円周継手は曲率半

径が小さくなると探触子と探傷面の接触面積が小さ

くなるため、感度低下を補正する必要がある。従来

でも JIS Z 3060 を適用して試験体と同等の鋼材で、

厚さ・曲率が試験体の±10％以内の対比試験片（RB）

を使用すれば直径100mm以上の円周継手に適用で

きたが、実状では RBが用意されない場合も多く、

実用的な対策が望まれていた。CIW検査業協会から

「探傷感度の調整にA2形系標準試験片を用いた鋼管

円周継手の超音波探傷試験法に関する指針（2013

年改定）」が提案され、今回この指針が付４．に追加

されたことで、RBがなくても検査が可能になった。

　適用範囲については以前から誤解される場合があ

る。学会UT規準では「板厚が６mm 未満のもの」、

「直径が100mm未満の円周継手（角形鋼管溶接角部

を除く）」、「鋼管長手継手および分岐継手」が適用範

囲の対象外になっているが、これを検査不要と解釈

するのは正しくない。たとえば日本建築学会「建築

工事標準仕様書 JASS 6 鉄骨工事」（以下 JASS 6）で

は検査対象範囲は完全溶込み溶接部のすべてとする、

検査方法はUTとするとある。JASS 6 が適用される

場合、完全溶込み溶接部は、学会UT規準の適用対

象外になる溶接部であっても、その被検材に適した

検査基準・規格を適用して検査する必要がある（検

査を省略してもよい場合もあるかもしれない）。

　１章の解説では、部分溶込み溶接部ののど厚寸法

の測定方法にフェーズドアレイ探傷が紹介されてい

る。フェーズドアレイ探傷は複数の振動素子を配列

した探触子（アレイ探触子）の振動子の発信タイミ

ングを制御し、超音波ビームの入射方向や焦点距離

を変化させて対象部を探傷し、探傷結果を可視化す

るなどの技術である。

　また、十分な検査ができない事例として斜めに接

合された溶接部の探傷不能領域について追記されて

いる。探傷不能領域が発生する場合は、関係者間で

発行年 主な内容
1973 年 初　版 JIS Z 3060 発行の 2年前，適用板厚 9mm以上，斜角探傷法のみ
1979 年 第 2 版 エレクトロスラグ溶接部の垂直探傷法，合否判定基準が現在と同じ
1989 年 第 3 版 STBとの音速差を有する鋼材（音響異方性材）の探傷法
1996 年 第 4 版 角形鋼管角部のUT指針，裏当て金付T継手ルート部のエコー判別方法指針
2008 年 第 5 版 斜角探傷の標準が 70°または 65°，固形タブ梁端フランジ溶接始終端部のUT

表１　学会UT規準改定の推移
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協議し適切な対策を講じる必要がある。

　探傷器および探触子に必要な性能、点検方法、点

検時期は JIS Z 3060および JIS Z 2352「超音波探傷

装置の性能測定方法」によることと JIS Z 2352が追

記され、JISとの整合性が図られている。

　斜角探触子に公称周波数３MHz寸法 10× 10お

よび14× 14が追加された。JIS Z 3060では公称周

波数は２MHz以上５MHz以下とあるが今回の改定

では３MHzと限定的な追加となった。周波数が低い

と減衰は少ないが分解能が低下し、周波数が高いと

減衰は大きくなるが分解能が向上する。３MHzの探

触子を使用すれば薄板から厚板まで１つの探触子で

探傷できる可能性があるが、現状では検証が少なく、

今回の改定では２章にのみ規定され４章の斜角探傷

法には反映されていない。

　斜角探触子の不感帯が、振動子の周波数５MHz、

公称高さ寸法 10mmの場合、10mm以下（以前は

15mmであったが JIS が 10mmに変更されているた

め）に変更されている。

　その他、温度が変化すると屈折角や感度が変化す

ることに注意し、探傷屈折角は72°を超えないよう

に留意することとある。つまり、探傷屈折角の測定

や感度の調整を涼しいところで行い、被検材の探傷

を炎天下で行うようなことは避けなければならない。

　もし、被検材の温度範囲が大きい場合は、被検材

を同じ程度の温度ごとにグループ分けして、STB試

験片をグループごとに被検材と同じ温度にしてから

調整し探傷する必要がある。

　予備調査で事前に確認する項目に、「被検材の温

度」、「使用鋼材の音響特性（STB音速比と減衰の度

合い）」が追加された。今回の改定では、正しく探傷

するためには温度や音速差に気をつけなければなら

ないことをあらためて強調している。なお、全体を

通して電源投入の時期や目盛板といったアナログ探

傷器に関する規定や用語は削除された。

　総則で述べたように円周継手は直径100mm以上

が適用範囲になり、エコー高さ区分線の作成と感度

調整に用いる試験片は表２のとおり改定された。板
厚が75mmを超えるものにはRB-41A、RB-41Bが追

加され、板厚が75mm以下の円周継手では付４．を

適用すればA2形系 STBを使用して感度を調整する

ことが可能となった。

　公称屈折角45°の探触子は標準の探触子を適用し

て探傷不能領域が生じる場合、それを補完する目的

で用いてもよいとあり、70°で全断面が探傷できる

のに45°のみで代用するようなことは適切でない（欠

陥検出能に差があるので勘案する必要がある）と解

説されている。

５．１　70°と 65°の探触子
　2008年版から標準とする探触子に公称屈折角65° 

が追加されて、標準は公称屈折角70°または65°と

なった。65°は 70°に比較して、温度変化や音速差

の影響が少なく、板厚が厚くなると測定の精度で有

利になると考えられるが、板厚が小さいと探傷不能

領域が発生しやすくなるといったデメリットもあり、

解説には65°を使用したときの探傷不能領域の図が

示されている。板厚16mmT継手の場合の70°と65° 

の比較を図１に示す。
　一般的に70°を常用していると65°の探傷は慣れ

るまでに多少の時間を要するので、なかなか65°に

替えにくいという実態があるが、例えば板厚36mm

の角形鋼管溶接部の表面近傍を１回反射法で探傷す

る場合、70°ではビーム路程が約210mm になるが、

65°であればビーム路程は約170mmになり、探傷

表２　エコー高さ区分線の作成および探傷感度の調整に用いる試験片

検査対象
板厚（mm） 平板状継手および外径 500mmを超える鋼管の円周継手 外径 100mm以上 500mm以下の鋼管の円周継手

75 以下 A2形系 STB，A3形系 STB RB-A6またはA2形系STB＊

75 を超えるもの ARB, RB-41A，またはRB-41B RB-42
［注］＊A2形系 STBを使用する場合は，付４．による
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はより容易になる。また、必要な走査範囲も70°よ

り狭いので、板厚が厚い継手の溶接部では65°のほ

うが70°よりも効率よく探傷できる。

　筆者の私見としては、探触子を板厚毎に取り替え

るのはわずらわしいので、その工事に薄板と厚板が

混在する場合は公称屈折角70°を、ほとんど厚板の

場合は65°を使用するくらいの選択でよいと考えて

いる。そもそも、検査する側が便利になるように加

えられた探触子である。使い分けは検査要領書に記

載し、工事監理者の承認を得る必要があることはい

うまでもない。

　70°と 65°の探傷については、全体としては欠陥

の検出能や評価に大きな差はない（CIW検査業協会

での比較実験結果）とされるが、個々の欠陥に対し

てエコー高さや欠陥指示長さが異なることは想定さ

れる。なお、解説では探傷不能領域を補完する場合

を含め、探触子は社内検査と受入検査で同じ表示記

号の探触子を使用することが望ましいとされている。

５．２　探傷感度
　鋼管周溶接部の感度補正を行う対比試験片は75t 

以下の場合RB-A6のみであったが、RB-A6で厚板の

感度調整をした場合、探傷感度が極めて高くなるこ

とが指摘されていた。付４．ではA2形系の STBを

使用して探傷感度の調整を行うことができ、厚板の

場合に探傷感度が高くなりすぎる問題も改善してい

る。ただし、板厚が薄い場合（STB-A2のエコー高さ

区分線の平行部）はRB-A6を使用したほうが適正な

感度になる。

　角形鋼管角部の探傷は付２．「角形鋼管溶接角部

の超音波探傷試験方法」による。付２．は日本非破

壊検査協会（以下、JSNDI）の指針であったが2018

年に協会規格（NDIS 2432）となり、感度補正が表
３のとおりとなった。曲率半径の標準値2.5t に板厚
が 22mmを超え28mm以下の場合の感度補正量が

追加され、近年使用され始めた曲率半径2.5t で板厚

25mmや28mmの角形鋼管に対応している。

５．３　欠陥指示長さの測定
　エレクションピースや障害物があると探触子が溶

接線方向に走査できない。この場合、探傷可能領域

においては、障害物の端を被検材の端とした欠陥指

示長さとする。また、障害物により探傷が困難な範

囲においては、図２のように障害物の中心に向けて
斜め平行走査を行い、欠陥の存在の有無を確認する。

エコー高さがL線を超えた場合、障害物の中心から

端までは障害物の半分の幅の欠陥があるものとして、

欠陥指示長さを評価すると解説されている。

探傷不能領域なし探傷不能領域

板厚 16mm
65°探触子
ルート間隔 7mm

板厚 16mm
70°探触子
ルート間隔 7mm

5M10×10A65
入射点 11mm

5M10×10A70
入射点 11mm

7

16 16

7

図１　板厚 16mmの場合の 65°（左）と 70°の比較

曲線半径の
標準値

板厚
mm

感度補正量
dB

公称屈折角 70° 公称屈折角 65°

2.5 t
6 以上 22 以下 ＋ 10
22 を超え 28 以下 ＋ 4 ＋ 6

3.5 t
9 以上 22 以下 ＋ 4
22 を超え 40 以下 0

表３　角形鋼管溶接角部感度補正量（t  ：板厚）
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　基本的には改定事項はないが、エレクトロスラグ

溶接部の溶込み幅の測定における走査方法で、溶込

み幅の境界点を求める場合には、溶接線の始終端か

ら100mmに分割した位置で走査し、「中央部の残り

が100mmを超え200mm未満の場合はその中央部

で処理する」という表現になった。

　改定事項はない。

　本文に改定はないが解説に補足として、溶接欠陥

位置が部材の塑性変形能力に及ぼす影響について次

のような研究成果が紹介された。梁端フランジ溶接

部では欠陥断面積が同じであれば塑性変形倍率は、

③外開先（裏当て金が内側：工場溶接形式）、②内開

先（裏当て金が外側：現場溶接下フランジ）、①貫通

欠陥の順で小さくなる。角形鋼管柱端溶接部では

載荷方向が０°（平面側）方向より45°（角側）方向

のほうが溶接欠陥の影響が表れやすいが、どちらも

初層の溶接欠陥の影響は小さい。

　現在の合否判定基準は1979年版で規定されてか

ら変更されていないが、７章の解説の最初に、本

規準では「合否判定の対象となる溶接欠陥が直接

的に構造物の損傷につながるか否かの判定基準

（Engineering Critical Assessment Level：ECA 判定基

準）を指向している」とある。合否判定基準は継手

毎に欠陥位置に応じた許容欠陥寸法で評価し、補修

する必要のある欠陥か否かを判定することが理想的

であり、今改定にあっても大いに議論され、研究成

果の紹介は次改定の布石ともいえる。しかし、その

ためには欠陥位置と欠陥寸法を精度よく測定でき、

検査技術者毎のばらつきがほとんどないような技術

が確立されること、設計者がどの継手にどのような

判定基準を適用すればよいかを容易に判断できるよ

うな環境になっていることなどが必要と考えられる。

そうでないと「よく分からないからすべての継手に

もっとも厳しい判定基準を適用せよ」ということに

なりかねない。

　検査結果の記録に「STBと被検材との温度差の有

無」が追加された。

　付則１は1989年版の改定で追加されたものであ
る。当時の実験により求められた STB屈折角の補正

式が規定されていたが、今回の改定で、探傷屈折角 

（θ S）の算出方法に JIS Z 3060 に規定されているス

ネルの法則による方法と対比試験片による方法が追

加された。

　スネルの法則：θ S ＝ sin－1（ V／VSTB × sinθ STB）

　　　　　　　θ STB：STB屈折角

　この結果、探傷屈折角の算出方法は①スネルの法

則による方法、②V透過法による方法、③対比試験

片による方法、④補正式による方法の４種類になっ

た。使い方としては①のスネルの法則による方法が

容易であり、疑義が生じた場合はV透過法により確

認するのが適当と考えられる。

　STBとの音速差があるかどうかを、横波垂直探触

子を使用して調べながら斜角探傷することは作業能

率が非常に低下するので現実的には難しいが、斜角

　　障害物
（エレクションピース
　　　および 溶接部）

障害物の中心

探触子

障害物の幅

図２　障害物がある場合の探傷
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探触子のみであっても梁フランジであればボルト

孔、CFT 柱であれば蒸気抜きの孔などをねらってコー

ナーエコーのビーム路程を確認すれば、音速差の有

無をある程度判別できるので、UT技術者はそのよ

うなことに気をつけながら探傷してもらいたい。な

お、70°を使用する場合、スネルの法則で計算すると、

音速差が「無」と判定されるV ／VSTB＝1.020 の場
合でも探傷屈折角θ S は 73.4°になり、V ／VSTB が
１を超えるような場合は65°を使用した方が安心で

ある。

　　　

　付則２は、梁端フランジ溶接部には高い性能が要

求されること、固形エンドタブ工法は溶接始終端に

溶込不良が発生しやすいこと、溶接始終端に開口し

ている欠陥ほど破壊に敏感であることなどから梁端

フランジの溶接始終端部の探傷として2008年に規

定された。今回、2008年版に規定されていた同時

端部エコー法が、技術的に難度が高く普及されてい

ないということで、この方法による欠陥高さの評価

は削除された。したがって溶接端部の不合格の判定

は概略次の３通りになった。

　①　欠陥の最大エコー高さの領域がVの場合

　②　複数の欠陥が同一断面内にある場合

　③　欠陥評価長さが境界値以上ある場合

　また、端部探傷に用いる探触子は、板厚が16mm

以上20mm以下の場合5M10× 10A70および5M5

× 10A65、板厚が20mmを超え40mm以下の場合、

上記の探触子および5M10× 10A65となった。標

準の探触子が使用できるようになったことで、付則

２の探傷が容易になり今後適用件数が増すと思われ

る。ただし、付則２の適用にあたっては、この規定

は大地震時に梁端が塑性化する場合を対象としてい

るので、梁端が塑性化しない場合や鋼製エンドタブ

を用いて処理が適切に行われている場合は適用外と

できることなどの留意点が解説に記述されている。

 ５．２で説明したとおりである。

　裏当て金付T継手における溶込不良と形状エコー

いわゆる「たれ込み」との判別については、1982

年に指針が作成され、1995 年に改正、2018 年に

NDIS 2433となった。NDIS 2433では斜角判別法に

使用する探触子が表４に変更され、板厚が20mmを
超え40mm以下の場合、1995年版では65°のみで

あったがNDIS 2433では 65°または70°となった。

これは実務に使いやすくするためと思われる。建築

鉄骨溶接部は裏当て金付T継手が多いため、溶込不

良とたれ込みの判別は当初よりUT技術者を悩ます

問題であった。裏当て金を取り付けると裏当て金と

直行する部材との間にすき間が生じ、すき間の先端

が溶け込まず板厚内に存在すると「溶込不良」、板厚

の外側のあると「たれ込み」となるが（判別のため

の基準であり溶接部の健全性を示しているわけでは

ない）、すき間の先端が最大エコーになるとは限らず、

最大エコーのビーム路程のみで判別すると、溶込不

良を見落とす確率が高くなってしまう。

　NDIS 2433は通常の幾何学的手法に比較して、溶

込不良に対する合致率を高め、かつ、たれ込みに対

する合致率をあまり低下させないように、実験の結

果から作成した判別方法である。４章斜角探傷法の

解説では、NDIS 2433を適用する場合は検査要領書

に明記することと、検査技術者間で判定に差異や疑

義が生じたときに適用することがよいと記述されて

いる。加えて筆者の私見であるが、７章で紹介され

試験体の板厚       mm 9≦ t ≦20 20＜ t ≦40 40＜ t ≦100
周波数                MHz 5 5 2～3.5
振動子の公称寸法 mm 10×10 10×10 14×14
公称屈折角          ° 70 65 または 70 65

表４　斜角判別法における使用探触子（t  ：板厚）
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ている欠陥位置が部材の塑性変形能力に及ぼす影響

の研究成果をみると、角形鋼管の溶接部は幾何学的

手法でよいが、梁端フランジ溶接部にはこの判別方

法を活用するべきかもしれない。

　対比試験片RB-A6については工場に用意されてい

ない、作製されても加工精度が低く工場ごとに探傷

感度が異なるなどの問題点があったが、精度の高い

RB-A6を作製して実験を行った結果（写真１）、鋼管
の直径・板厚と感度補正量に相関関係が得られ指針

として作成された。この指針の特徴として、鋼管の

直径に対する板厚の比が大きくなると内面の反射に

よる感度低下が生ずることを考慮して、直射法と１

回反射法についてそれぞれ規定している。

　適用範囲は直径100mm以上 500mm以下の鋼管

周溶接部。感度補正量は次のとおり。

（1）直射法を適用する場合

　直径D（mm）に対する感度補正量H（dB）は次

の式で求めるか付４．の表１に示された値とする。
　H ＝12－ 0.02 ×D（小数点以下は切り上げる）
（2）１回反射法を適用する場合

　直径が板厚の15倍未満の場合は直射法の感度に

さらに＋４dB高める。

　建築鉄骨溶接部の超音波探傷検査は、40年以上一

探触子法で行われてきた。一探触子法での探傷技術

はほぼ成熟したと考えられ、今回の改定も実務に合

わせる内容が多く、合否判定基準などに大きな変更

はなかった。

　近年UTは欠陥のサイジング（欠陥寸法測定）技

術が進んでいる。定期検査などで検出された欠陥に

対し、欠陥寸法を精度よく測定してその機器の寿命

を予測し、むやみに補修しないというのが目的であ

る。７章の合否の判定で述べたように欠陥の寸法が

精度よく測定でき、実験や破壊力学に基づいた欠陥

の許容限界寸法で合否判定ができるようになれば、

より合理的な設計・検査を行うことが可能になると

思われる。今後のUTは、フェーズドアレイ探傷（図３、
図４）などの新しい技術が導入され、今まで以上に
建築鉄骨の発展に貢献していくものと期待している。

写真１　実験に使用した RB-A6

図３　フェーズドアレイ探傷（断面図） 図４　フェーズドアレイ探傷（平面図）
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　先日、多くの方々のご協力で、笠井尚哉先生との

共著の本「初めての非破壊検査」1) を産報出版より

出版させていただいた。この折にいろいろ表現に迷っ

た箇所があった。この中の一つに、超音波探触子の

音軸上の音圧を表す式の近似式の適用範囲の問題が

ある。すなわち、サイン関数で表される音軸上の音

圧を表す式を、近似式で表すことで音圧が距離に反

比例するとしたときの、距離の適用範囲についてで

ある。書籍によって、近似式の適用範囲が異なり、

あるいは同じ書籍の中でも章によって表現が違って、

読者を煩わしている。今回は、これについて考えて

みよう。

　円形振動子の音軸上の音圧Pxは円形振動子の場合
に次式で表される。2 sin (1) 

　ここで、P0：振動子の直前における平均的な音圧

　　　　　D：円形振動子の直径
　　　　　λ：波長
　　　　　ｘ：距離
　これを近似して、次式で表し、音圧は距離に反比

例するとしている。この時の近似式の適用範囲につ

いて考える。

(2) 

A  

　なお、適用範囲を示すときは、２式を次式のように、

すと、波長や振動子寸法が変化しても一つの表現で

表すことができる。2 sin  

(3) 

　ここで、B：比例乗数（=POπ）
　日本非破壊検査協会が発行している「超音波探傷

試験Ⅲ」では、4.3.1 音軸上の音圧の項に式があり、

π /(2n)<<1の条件で式が成り立つとしている 2)。す

なわち、基準化距離ｎはπ／２≒1.6より十分に大
きい距離で成り立つとしている。

　一方、５章のきずによる超音波の反射の5.1円形

平面きずの項にも同様の関係式が見られ、ここでの

式の適用条件としてｘ≧1.6ｘ０としている。すなわ

ち、4.3.1項では距離xが1.6ｘ０（基準化距離ｎが1.6）
より非常に遠い距離にある場合としているのに対し

て、5.1項では距離ｘが1.6ｘ０（基準化距離ｎが1.6）
以上の距離としている。ただし、5.1項の本文には、

「距離ｘが近距離音場限界距離ｘ０より十分遠くなる

と（例えば1.6ｘ０）」と「例えば」を入れて表現し

ている。

　また、きずの反射率にも近似式が用いられており、

きずの反射率を適用できるのは、少なくとも基準化

距離ｎが１以上の遠距離音場（ｘ≧ｘ０）であるとし

ている。

　音圧が距離に反比例することの関係は、形状反射

能率の式にも表されている。すなわち、限界寸法を

超える大きな円形平面きず、帯系平面きずや直線溝

などの形状反射能率を１／２としている。この関係

も２式の近似式に基づいている。すなわち、大きな

平面で鏡面反射して得られるエコーの音圧は、平面

3．一口講座
       音圧が距離に反比例するのはどこから？
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までの距離の２倍位置における音圧であるので距離

に反比例して１／２になることを示している。しか

し、形状反射能率の適用範囲については触れられて

いない。

　一方、日本溶接協会で出版している「溶接構造物

の試験・検査」においては、5.3.1 溶接きずのエコー

高さにおいて、２式の適用範囲を近距離音場限界距

離ｘ０の3倍以上（ｘ≧３ｘ０）としている（基準化

距離が３以上）3)。

　また、日本溶接協会の研修会のテキスト（CIW研

修会資料）では、形状反射能率を用いる例題の解答で、

形状反射能率の適用範囲が近距離限界音場以上であ

ることを確認するよう求めている（ｘ≧ｘ０）4)。

　ここでの議論は、sinθ≒θが、どんなθの条件で

成り立つと考えるかに関するものである。では、θ

と sin θとはどのような関係になるのかを改めて考

えてみよう。ここでのθはラジアンで表される。一

周360°を２πとする表示方法である。

　図１は、θと sin θの関係を幾何学的に図示した
ものである。円は半径１の単位円を表している。こ

こで中心角をθラジアンとしたときの、直角三角形

ABO（OAは半径で１、∠ABO＝π /２（=90°））を

考える。このとき、sinθは線分ABで表される。一方、

半径が１であるので、単位円の全周は2πとなる（円

の半径をｒとしたときの円周は２πｒ）。すなわち、

円弧ACがθとなる。Sin θ≒θとは、線分AB≒円

弧ACと言っているのと同じである。

　数学的に言えば、あくまでθ ０において sin θ

≒θとなる。しかし、それでは超音波探傷試験で、

音場の近似式も使用できる機会を失ってしまう。ま

た、通常用いている中心軸上の音圧は距離に反比例

するという表現も使えなくなってしまう。ある程度

の誤差を認めつつ、簡略式の適用範囲を定めたい。

この点で、表現の違いが生じてくる。

　では、次式で示される二つの関数における差異は

どの程度になるのか検証してみよう。2 sin (4) 

(5) 

　図２は、４式と５式による円形振動子の音軸上の
音圧変化の計算結果を比較している。基準化距離ｎ
＝１（近距離音場限界距離ｘ０）では両者の式の差が

57%あり、差異が大きい。一方、ｎ =1.6（≒π／２）
とすると差異は18％と 1/3程度に小さくなる。さ

らｎ＝３とすると差異も5％程度とかなり小さくな
る。ちなみに、n= π /2≒ 1.6 とすると、５式から
Ｐ／Ｐ０は２となり、ｎ＝３とすると、約１になる。

　「溶接構造物の試験・検査」にあるように、ｘ≧3
ｘ０（ｘ０は近距離音場限界距離）で (1) 式の近似が

成り立つとすれば誤差はかなり小さくなる。ただし、

ｘ≧3ｘ０とすると、例えば波長0.646mmで振動子

寸法φ10mmの場合の適用範囲は、距離106mm以

上となり、近似式を用いる機会が減ってしまう。 

図１　sin θとθの幾何学的関係

図２　円形振動子の中心軸上の音圧変化
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　近距離音場限界距離の1.6倍以上の距離では、中

心軸上の音圧は距離に反比例するとの表現を以前に

耳にした記憶がある。これより、「初めての非破壊検

査」の執筆では、多少の誤差を含むが、２式の近似

は近距離音場限界距離の1.6倍以上の距離（基準化

距離ｎが1.6以上）で成り立つと超音波探傷試験で

は一般に解釈していると表現した。

　この適用範囲の問題は、数学的というよりは、む

しろ超音波探傷試験においてより正確性を求めるか、

多少の誤差よりは式の適用の利便性を考慮するかの

違いであり、説明個所や個人によって多少の差異が

生じることは理解できる。しかし、読者の煩雑さを

避けるために、統一の見解を定めておくべきと思う。

　なお、形状反射能率の適用範囲について、大きな

平面きずの形状反射能率が１／２であるのは、音軸

上の音圧が距離に反比例していることに起因し、こ

のために、形状反射能率の適用範囲は、きずが近距

離音場限界距離ｘ０の1.6倍以上（基準化距離の1.6

倍以上の距離）にある必要があると考えるべきであ

ろう。しかし、きずが小さい場合は、きずがより近

い距離にあっても式が成立することを最後に紹介し

ておこう。

　形状反射能率は、きずで反射して超音波が振動子

に戻ってきたときの音圧（受信音圧）ＰＦのきずでの

反射直後の音圧Ｐｘ ’ に対する比率で定義される。こ

こで、円形平面きずの場合について考える。このと

きの、きず界面での反射率は１と考えてよく、きず

での反射直後の音圧Ｐｘ ’ は、きずに入射した超音波

の音圧Ｐｘに等しいとおける。すなわち、円形平面き

ずの形状反射能率γＩは次式で与えられる。

　　γＩ＝ＰＦ／Ｐｘ ’ ＝ＰＦ／Ｐｘ

　また、Ｐｘは１式で与えられ、ＰＦは次式となる。

sin sin
　したがって、2 sin
　ここで、ｄ：円形平板きずの直径

　７式のサイン関数の中を見ると、１式のD（振動

子の直径）の代わりにｄ（円形平面きずの直径）が

用いられている。対象とする円形平面きずのサイズ

が、振動子の直径に比べて十分に小さければ、きず

までの距離が近距離音場限界距離の1.6倍の手前で

も近似式の誤差は十分に小さくなると考えることが

できる。日本溶接協会の研修会のテキスト（CIW研

修会資料）で、形状反射能率の適用範囲が近距離限

界音場以上であるとしているのはこのためであろう。

参　考　資　料

1) 荒川、笠井：初めての非破壊検査　産報出版（2018年）
2) 超音波探傷試験Ⅲ　2017、日本非破壊検査協会、p.p.66、78、
82、91

3) 溶接構造物の試験・検査　2008、日本溶接協会、p.288
4) CIW研修会資料　2018年度後期、日本溶接協会、p.4－ 2
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4．雑感―インドネシアにおける
       インフラ設備のメンテナンス

１．１　親日国インドネシアのインフラ
　インドネシアは人口が日本の約２倍、面積が日本

の約５倍、西端から東端の総距離は約5,000kmでこ

れは東京―ジャカルタ間（約6,000km）とほぼ同じ

であるという程、とてつもなく大きな列島国である。

人口の約７割が小さなジャワ島に住んでいるが、そ

れぞれの島に特殊性があり、今後の経済成長が期待

されている。

　そのインドネシアのTangerang州に元実習生（(株)

ウェルディングアロイズ・ジャパンでの実習生）を

スタッフにした会社（Pt. WISH）を興し、３年間の

状況調査の後にインフラ設備のメンテナンス事業を

始め、現在悪戦苦闘しているところである。

　このインドネシアは石油、石炭、天然ガス、鉱物

資源等の埋蔵量がきわめて多く、現時点では日本に

もかなりの割合を輸出している。これらの資源のう

ち、石油・石炭・天然ガスは国民の日常生活に密接

に関連するものである。Pt. Pertamina は 1957年設

立以来インドネシア最大の国営公社として石油・天

然ガス事業を国内外で展開している。Pt. PLNは国内

の半分以上の電力を供給している国営電力公社であ

る。これらの石油・石炭・天然ガス事業および発電

事業はインドネシアのインフラを支える主な産業で

ある。

石油化学コンビナート

石炭火力発電所
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１．２　課題
　インドネシアの現政権は2025年までに世界の10

大工業国に発展することを計画しており、工業国化

の実現には、下記に示すようなインフラ整備が喫緊

の課題であると言える。

（１）不足している電力と頻発する停電
　インドネシアでは電力が圧倒的に不足しており、

この５年間（2015~2019 年）の間に 35GW（100

万 kWクラスの発電所35基分）の新規電源開発計

画を実現しなければならない。また、場当たり的メ

ンテナンスによりボイラチューブおよびパイプの破

孔に起因する事故が多発し、日本の20倍以上（利

用者一人当たりの年間停電時間）の停電と上記の電

力不足がインドネシアの経済活動の大きな障害に

なっている。この課題の根本的な解決策としては、

発電技術に関わるものづくりおよびメンテナンスの

レベルアップが不可欠であると考える。

（２）交通渋滞
　自動車の専有面積が道路面積を超える状態である

ことから、慢性的な交通渋滞が発生している。効率

的産業活動における大きな障害であり、高速鉄道と

高速道路の建設が待たれる。

（３）多発する洪水
　雨季が本格化する12月～２月にかけて道路は冠

水し、洪水が頻発している。雨水侵入に因る人身事

故も発生している。対策としての排水網と道路の整

備が不可欠である。

　2013年12月にジャカルタのSultan Hotelで“Japan 

Welding Festa in Indonesia 2013” がインドネシア溶

接学会（Indonesia Welding Society,IWS）と産報出版

の共催の下で開催され、日本の溶接材料メーカーお

よび溶接機器メーカーから計７件の技術発表とミニ

展示会があり、私もその場に同席した。

　夕方の立食パーティーで、”Technical information 

on maintenance work in Japan” と題して日本の状況

を説明させていただいた。その場で感じたことは、

高い技術が要求される発電業界や化学プラント業界

において、とくに発電業界において、インドネシア

と日本のものづくりおよびメンテナンス技術の間に

大きなギャップがあることであった。世界の10大

工業国に成長するためには、ものづくりとメンテナ

ンス技術において以下のような革新が求められる。

２．１　ものづくり技術（製造技術）
　インドネシアの発電プラントのすべてが国外から

導入されたものである。日本製および欧州製には問

題はないが、とくに発電プラントの過半数を占める

中国製が大きな問題である。初期投資は少なくて済

むが、設備メーカーからの技術情報の提供が少なく、

インドネシアの製造技術不足も手伝い、その維持管

理に大きな問題を抱えている。とくに溶接技術の向

上がカギであると言える。一方、非破壊検査を含む

検査技術に関しては、1990年頃になって、1970年

頃に導入されてきた化学プラントが大規模メンテナ

ンスを必要とした結果、検査会社による第三者検査

が行われるようになり、今では国外の検査会社を含

めてプラントの各種検査を実施する状況が十分では

ないが整いつつある。

２．２　メンテナンス技術
　メンテナンスには応急的、計画的、予防的メンテ

ナンスがある。メンテナンスに要する費用は一般的

にその国のGDPの３～６％程度と言われている。計

画的・予防的メンテナンスがしっかりと実施されて

いる先進国ではこの比率は低く、場当たり的なメン

テナンスになっている発展途上国ではこの比率は高

い。機器の運転状況に関係なく、毎年のメンテナン

スを計画的にしっかり実施することは極めて大切な

ことであるが、インドネシアのメンテナンスは実に

場当たり的である。その結果、突然トラブルが発生し、

プラントを停止せざるを得ないことが多く、日本の

20倍以上の高い停電発生率に至っている現状であ

る。併せて、WPS＋ PQRを正しく議論できる溶接

技術者が少ない実態からも、トラブル時の混乱は想

像に難くない。計画的メンテナンスと溶接技術者の

育成が待たれるところであるが、例えば、日本溶接

協会がきわめて効率的に推進している溶接管理技術

者制度（JIS Z 3410,ISO 14731）の同国への普及活

動も一つの期待されるものではないかと考えている。
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２．３　打破すべき大きな障害
　インドネシア人はどこで会っても、初対面でも、

顔をほころばせる。そんな人のいいインドネシア人

であるが、すべてにおいてアバウトである。このよ

うな性格が、国単位で何か事を成就する際の大きな

障害になる。国民を対象とした人の育成には100年

掛かる。まず、発電業界に関して言えば、ものづく

りのための溶接技術者の育成が必要である。当然溶

接技術の中には非破壊検査（検査技術）が含まれる。

　第二次世界大戦終戦前の約３年半の間、日本はイ

ンドネシアを統治した。そして迎えた終戦のわず

か２日後（８月17日）にはインドネシアは独立を

果たした。当時の今村均陸軍大将の器量・人間愛と

独立運動を展開していたスカルノ氏の強いリーダー

シップによるものであると推察する。後に今村均陸

軍大将はA級戦犯として国際軍事裁判において死刑

判決を受けるが、スカルノ大統領を中心とするイン

ドネシア人の嘆願活動により、懲役10年の最終判

決に留まった。マッカーサーをして “真の武士道 ”

と言わしめる程、日本人の気骨が驚きをもって評価

されたそうである。日本溶接協会（JWES）は IWS

と親しい関係であり、昨年都内で開かれた2018国

際ウエルディングショー初日のレセプションにもイ

ンドネシアから多くの人達が招待されている。この

ような親しい間柄は上で述べたような両国の歴史に

も関係があるものと思われる。

　親日国インドネシアが工業国に成長するためには

いくつかの課題があるが、前述の障害を打破するた

めにも、JWESの支援の下に IWSが溶接管理技術者

制度を積極的に展開するような状況が近道であろう

と思う。このような支援活動は、すぐに益を求める“中

国や韓国 ”には到底できないことであり、“アジアの

リーダー ”でありかつ “アジアの第一の民主国家 ”日

本こそが為すべきことではないかと思う。大義を求

める日本にしかできないことである。

　この約３年間元実習生の若いインドネシア人を育

成しつつ、日本的考え方に基づいたメンテナンス事

業を展開する中で経験したことをベースにまとめた。

インドネシアを理解する上で参考になれば幸いであ

る。併せて、JWESの今後の国際貢献を祈念している。
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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 10回（2019 年度）通常総会の開催
　2019 年度通常総会を５月 14日 ( 火 ) 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　2018 年度事業報告 ( 案 ) 及び 2018 年
度決算報告 ( 案 ) 承認の件
　第２号議案　2018 年度監査報告の件
　第３号議案　2019 年度事業計画 ( 案 ) 及び 2019 年
度予算 ( 案 ) 承認の件
　また、これに先立ち 2019 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 30日 ( 火 ) に開催の予定です。
なお、忘年懇親会は 12月５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下記日程で計画中です。
　９月～ 10月 開催日未定
◆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」の開
催計画として、７月に香川県で実施、枠外として８

月に愛知県で実施いたします。また、( 公社 ) 全国工
業高等学校長協会の「夏季講習会」は、８月に愛知
で開催の研修として実施いたします。

☆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回を 11月 17 日 ( 日 )、第３回を
2020 年１月 19 日 ( 日 ) に東京で、第４回を２月９
日 ( 日 ) に大阪で
②NDI －レベル３（基礎試験）のための受験対策講習
会を９月７日 ( 土 ) ～８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
④WES 8701:2018 における品質マネジメントの構築
に関する研修会を 12月に東京で
⑤WES 8701:2018 における内部監査員養成のための
研修会を 2020 年２月１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。

5．2019 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

　2019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

月上旬に認定事業者及び仮認定申請提出事業者の

CIW担当者宛に送付いたします。

◎ 溶接部の検査に関する研修会
　東京／大阪：10月 19日 (土 )～ 20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 26日 (土 ) 

　大　阪：10月 27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 10日 (日 )

　２次試験

　　東　京：2020年１月11日 (土 )予定 

　　大　阪：2020年１月12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（2020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。
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　インドやアフリカなど熱帯地域原産の「ゆうがお」の実のことを、わが故郷・
新潟では「ゆうごう」と言う。大きいものは長さが 70～ 80cmにもなり、郷土
料理の「クジラ汁」に欠かせない。柔らかくてクセがなく、味がしみやすい特徴
があり、クジラの油をまとい旨味を存分に吸収したゆうごうは舌をやかぬよう注
意が必要である。
　家庭によって多少差はあるかもしれないが、わが家の具材は皮付き脂肪を塩蔵
した塩クジラとナス、ゆうごうである。以前は、暑い夏の農作業で弱った体の疲
労回復のために食べられたと言われる。塩クジラは脂肪が多く野菜や豆腐などを
入れることで栄養的にもバランスがとれるので、夏のスタミナ料理として知られ
る。土用と言えばウナギを食べる習慣があるが、新潟ではクジラ汁がポピュラー
である。
　日本が国際捕鯨委員会から脱退したことにともない、７月１日から 31年ぶり
に商業捕鯨が再開された。捕鯨船の出港を前に、農林水産省が発表した 12月末
までの半年間の捕獲枠は合わせて 227 頭。これまでの調査捕鯨ではミンククジラ
などを昨年１年間で 637 頭を捕獲していたことから、半年間の頭数で単純に比較
すると、これまでより少なくなるという。
　今年の夏も蒸し暑い新潟に帰り、「おふくろ、もう一杯」と熱々のクジラ汁を
ねだろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N.M）


