
Vol.33  No.4  Autumn, 2019

CIW 認定制度における認定審査について
CIW 認定に関するお知らせ
わが社のコンプライアンスへの取組み
【特別企画】CIW 認定事業者の最新技術紹介
　飛行型点検ロボットの開発
　漏洩ガス可視化システムなど出展

　電磁気的手法を利用した検査装置の紹介
　超音波板厚測定ロボットなど開発
放射線ラインセンサによる配管腐食検査システムの開発
非破壊検査業界の将来を考える
CIW 検査業協会だより
編集後記

Vol.33  No.4  Autumn, 2019

CIW 認定制度における認定審査について
CIW 認定に関するお知らせ
わが社のコンプライアンスへの取組み
【特別企画】CIW 認定事業者の最新技術紹介
　飛行型点検ロボットの開発
　漏洩ガス可視化システムなど出展

　電磁気的手法を利用した検査装置の紹介
　超音波板厚測定ロボットなど開発
放射線ラインセンサによる配管腐食検査システムの開発
非破壊検査業界の将来を考える
CIW 検査業協会だより
編集後記



目　　次

1．CIW認定制度における認定審査について

　　　　　　　　　一般社団法人日本溶接協会 溶接検査認定委員会 認定審査委員会　 

　　　…………………………………………………………………………………………… 1

     CIW 認定に関するお知らせ　　 ………………………………………………………… 3

2．わが社のコンプライアンスへの取組み

　　　…………………………………………………………………………　　伊藤　剛 4

3．【特別企画】CIW 認定事業者の最新技術紹介　　　 …………………………………… 5

     飛行型点検ロボットの開発　　 ……………………………………　　和田　秀樹 6    

     漏洩ガス可視化システムなど出展　　 ……………………………　　村田　倫生 8

     電磁気的手法を利用した検査装置の紹介　　 ……………………　　花田　和彦 10     

     超音波板厚測定ロボットなど開発　　 ……………　　松山　雅幸・永田　博幸 12

     放射線ラインセンサによる配管腐食検査システムの開発　　 ………　　則俊　雅春 14

4．非破壊検査業界の将来を考える　―JIS Z 2305 による再認証制度の発足にあたって―

　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人 CIW 検査業協会 企画広報委員会

　　　………………………………………………………………………………………… 16

     CIW 検査業協会だより　　 …………………………………………………………… 19

6．編集後記　　 …………………………………………………………………………… 20

「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：2020 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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　CIW認定制度とは、溶接構造物非破壊検査事業者等の認定

基準（WES 8701）に基づいて優良な非破壊検査事業者（以下、

検査会社と略称する）を認定登録する我が国における唯一の制

度であり、顧客は、この制度を利用することによって、容易に

優良な検査会社（CIW認定制度による認定会社）を選定するこ

とができる。

　CIW認定審査では、認定基準WES 8701に基づいて書類審

査及び現地審査を実施する。また、初回認定後は３年ごとに業

務確認と称して認定の更新のための書類審査及び現地審査を行

う。ここでは、書類審査及び現地審査の概要とその要点を概説

する。

　書類審査は委員会が要求する申請書類（申請書、調査表及び

関連資料）一式を当該検査会社が用意し、委員会に提出するこ

とから始まる。それらの書類から、非破壊検査を主な業務とす

る法人であるか、登記後に検査機関としての業務実績があるか、

登録技術者の資格と人数は申請する認定種別にしたがって認定

基準を満たしているか、登録技術者の雇用状況が適切か、組織

図に示される登録技術者が登録事業所ごとに適切に配置されて

いるかなどを審査する。

　また、提出された品質マニュアル等から当該検査会社の品質

マネジメントシステムが、WES 8701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”を満たしているかを審査する。

２．１　WES 8701:2018 附属書 A品質マネジメントシステ 
　ムについて
　昨年の改訂はWES 8701の準拠規格である JIS Q 9001（品

質マネジメントシステム－要求事項）が2015年に改訂さ

れ、新たな構造、用語及び概念が導入されたことを受けての

措置である。JIS Q 9001は業種を問わず、全ての規模及び種類

の組織に対して適用できる一般的な性格を維持している。一

方、WES 8701は検査会社の業務に特定したものであり、WES 

8701:20181) における品質マネジメントシステムは、JIS Q 

9001:2015の要求事項である“製品及びサービスの設計・開発”

及び “引渡し後の活動”以外の要求事項を全て網羅している。

　“製品及びサービスの設計・開発”については、事業者が実施

している検査業務の大半が日本産業規格等で試験方法が定めら

れている定型的な検査業務であること、また、これらの試験方

法が定められている検査業務を適切に実施し、社会の信頼に応

えることを第一義と考え、検査業務に関わる設計・開発は適用

範囲外としている。“引渡し後の活動”については、非破壊検査

業務で引渡し後の活動を要求されることが稀であることに鑑み

要求事項から除外している。なお、WES 8701:2018では、JIS 

Q 9001:2015には規定されていない “検査業務の倫理 ”を特別

に要求している。

２．２　WES 8701:2018 附属書 A品質マネジメントシステ 
　ムの書類審査の要点
　WES 8701:2018附属書Aでは、JIS Q 9001:2015とは異な

り、検査会社は品質マネジメントシステムの高位文書として品

質マニュアル（名称は特に問わない）を制定することを義務付

けている。したがって、当該検査会社の品質マニュアルにWES 

8701:2018附属書Aの要求事項が全て盛込まれているかを

チェックする。主なチェックポイントは以下の通りである。なお、

以下のA.2、A.3などの表現は附属書Aの箇条を示す。

　A.2 品質マネジメントシステム及びそのプロセス
　・検査業務に影響を及ぼすプロセス（受注から報告書の提出

及び苦情を含む不適合処理に至るプロセス）の順序と関連

する組織（職制）が明確になっているか？

　・品質マニュアルは継続的に見直しが行われているか？

　A.3 リーダーシップ
　・執行責任者（社長又は事業所長）は倫理要綱を外部及び内

部の利害関係者に周知しているか？
　　これは、JIS Q 9001にはないWES 8701:2018の特別要求

事項である。JIS Q 9001:2015を取得している検査会社では、 
この要求事項が欠落しているケースが散見される。

　・執行責任者は品質マネジメントシステムの有効性について
説明責任を果たしているか？

1．CIW認定制度における認定審査について          
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　　本件については、書類審査では、マネジメントレビューの
記録等から説明責任の有無を判断している。

　・品質方針

　　組織の目的に対して適切であり、かつ、倫理に関する事項（WES 
8701の特別要求事項）が含まれているか？

　A.4 事業者の組織
　・検査技術管理者、上級検査技術者及び検査技術者が、それ

ぞれの任務及び責任を果たしているかを、手順書、報告書、
記録等を通して確認する。

　A.5 技術者の資格管理
　・教育・訓練

　　資格の取得及び職務能力の維持・向上、品質マネジメント
システム、倫理などに関する教育・訓練が適切に計画され、
実施されているかを審査する。認定種別ではないが基本種
別である外観検査に関する教育・訓練が適切に計画・実施
されているかも、重要なチェックポイントである。

　A.6 検査業務の倫理
　・検査業務に係る倫理要綱が適切に定められているか？

　・顧客に当該検査会社が倫理に厳しい会社であることを示し、
不正な要求をさせないための防止効果を狙い、見積書、検
査手順書等の文書に倫理に係る事項を記述することを要求
している。

　A.7 文書管理
　・社内文書、記録については、管理すべき文書・記録を定め、

それら書類の作成（検査技術者）、審査（上級検査技術者）
及び承認（検査技術管理者）の担当を定めることなどを要
求している。

　・顧客関連文書については、管理台帳等による管理等を要求
している。

　・法令・規格等については、最新版を所有し、関係者が容易
に利用できるように、所有リストを作成することなどを要
求している。

　A.8 施設、設備及び機器の管理
　・外観検査を含む各検査部門に必要な施設、設備及び機器の

保有を要求している。
　・これら設備、機器の点検、校正が適切に実施されているか？
　A.9 検査業務に影響を及ぼす環境
　・検査業務に影響を及ぼす環境を明確にしているか？
　・それらの環境を適正に保った状態で検査業務を実施してい

るか？

　A.10 依頼、見積仕様書及び契約内容の確認
　・顧客の要求事項を契約前/工事実施前に確認しているか？
　・特に、電話などによる口頭での注文の場合、要求事項をど

のような方法で顧客に確認するかが重要である。この行為
を怠ると、工事実施後、トラブルを引起こすケースが過去
に多数報告されている。

　A.11 調達の管理
　・検査業務に影響する機器、校正及び役務等の調達に際して、

管理要領を定め、実施する。
　・調達先の評価・選定及び評価結果の記録を保持しているか？
　・調達仕様書の作成と調達品の確認が実施されているか？
　A.12 検査業務の管理
　・検査手順書、記録様式、及び指示書が適切に作成され、技

術者が適切に配置され、それらに基づいて検査業務が実施
されているか？

　・検査報告書が適切に作成され、検査技術管理者の承認が行
われているか？

　A.13 不適合の管理
　・不適合に対する処置要領が定められ、適切に実施されてい

るか？
　A.14 プロセスの実施状況の評価
　・顧客満足情報の入手、監視及びレビューの方法が定められ、

適切に実施されているか？
　・顧客とのコミュニケーション、現場パトロールなどを通じて、

品質マネジメントシステムの実施状況及び有効性の評価に
必要な情報を入手し、情報を分析・評価しているか？

　・内部監査が適切に実施されているか？
　・監査員は自らの業務を監査してはならないが、小規模な検

査会社については、執行責任者が自らの業務を監査するこ
とを許容している。

　・マネジメントレビューが適切に実施され、記録が保持され
ているか？

　A.15 是正処置と予防処置
　・不適合の再発防止のため是正処置が取られているか？

　・潜在的な不適合（リスク）情報を抽出し、それらに対する
防止策が取られているか？

　・是正処置の有効性を確認しているか？
　A.16 継続的改善
　・分析及び評価の結果並びにマネジメントレビューの結果を

反映し、品質マネジメントシステムが継続的に改善されて
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いるか？
２．３　書類審査結果の通知
　書類審査の結果、検査結果に重大な影響を与える、又は、そ

の恐れが大きい事象、例えば、認定基準の要求事項が一つ以上

満たされていない、又は、効果的な実施がなされていないと判

断された場合は不適合と指摘し、不適合に対する是正処置書を

発行する。また、検査結果の品質に重大な影響を与える影響が

少ないと判断される不適合は改善指摘事項とし、改善指摘に対

する是正処置書を発行する。それぞれの是正処置書は現地審査

に先立って当該検査会社に通知し、現地審査時に不適合、改善指

摘事項の原因、及び是正処置（再発防止処置を含む）を示すことが

求められる。

　また、書類審査時に確認できなかった事項については、現地審査

時に特に確認する事項とし、当該検査会社に通知する。

　現地審査においては執行責任者の出席を依頼し、外部及び内

部の課題、密接に関連する利害関係者の要求事項、ニーズ及び

期待、リスク及び機会などについてヒアリングし、品質マネジ

メントシステムが適切に構築され、運用されていることを確認

する。また、リーダーシップ及びコミットメント、顧客重視、

品質方針の確立と伝達についてもヒアリングを行い、執行責任

者がリーダーシップを発揮し、コミットしていることを確認す

る。

　さらに、品質管理責任者から主に以下の状況などについて説

明を受け、必要に応じ関連書類をチェックし、現場を確認する。

・文書管理の実施状況（各種文書の識別、管理台帳、保管状況）

・作業記録の管理状況（現場の生データの保管等）

・設備・機器の保管及び点検・校正の状況（各設備、機器、ゲー

ジ等へのラベルによる管理番号、有効期間の識別確認等）

・下請負管理の状況

・作業指示書の実態

・各種教育計画と記録（技術教育、品質マニュアル、倫理要綱、

内部監査員、外観検査等）

・受注から検査報告書までの一連のエビデンス（仕様書、手順書、

記録類など）

　現地確認において不適合あるいは改善指摘が検出された場合

は、是正処置書を発行し、是正処置を要求する。

　WES 8701:2018は準拠規格であるJIS Q 9001:2015の改訂を

受けて、附属書A“品質マネジメントシステム等に係わる要求事

項 ”が改訂された。リスクに対する考え方の概念は、予防処置

として旧版にも含まれていたが、今回の改訂で、その重要性が

再認識された。品質マネジメントシステムの主な目的の一つは、

予防ツールとしての役割を果たすことである。リスク及び機会

への取組によって、品質マネジメントシステムの有効性の向上、

改善された結果の達成、及び好ましくない影響の防止のための

基礎が確立される2)。検査会社は従来以上に、リスク及び機会

を意識して検査業務を遂行することが求められる。

　なお、WES 8701:2018は2018年３月に改訂され、現在は３

年間の移行措置期間である。その間、旧基準と新基準を併存さ

せて運用するが、検査会社は2021年９月30日までには、新

基準による認定を受ける必要がある。ただし、2019年４月１

日付認定以降の申請は、改正基準での申請とする。

参　考　文　献

1)WES 8701:2018 溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準　（一社）
日本溶接協会

2)JIS Q 9001:2015 品質マネジメントシステム－要求事項

CIW認定に関するお知らせ

　2019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2019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＞
◆エース・エンジニヤリング (株 )〔３〕

　認定種別　　：C種からD種へ降格

　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、東京支社

　2019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：62社／

合計：117社
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　2019年７月１日付で代表取締役に就任した。経営理

念に示す通り、豊かな感性と確かな技術をもって、人々

の暮らしの安全を確保することにより社会貢献してい

くとともに、品質方針に示した法令・規制要求事項を

遵守し公正で健全な企業活動に努める所存である。

　当社は1984年の創業以来、RTを主体に非破壊検査

業を展開している。日本溶接協会の CIW認定は 1998

年に E種、2010 年には D種を取得した。2015 年に

発覚した落橋防止装置に関する一連の問題以降、第三

者検査の需要増に伴いそれまで実績が少なかったUT

に携わる機会が増え、足元の売上構成は RT５割、UT

３割、PT２割で推移する。

　当社は、経営者と検査技術者の距離の近さが特徴の

一つに挙げられる。社長が技術者とともに検査現場に

行くことは当社にとって日常の風景であり、技術者に

とっては社長の声がダイレクトに届くことになる。今

回のテーマである倫理・コンプライアンス（法令遵守）

と聞いて、父であり前社長の伊藤博取締役会長の言葉

が真っ先に思い浮かんだ。

　「仮に法令に反する行為を要求されることがあって

も、決して応じてはならない」

　当社のように小規模な検査会社では、検査技術員一

人ひとりの意識がとても重要になる。会長は仮に不正

に加担するような要求があり、そのような行為はでき

ないことをいくら説明しても分かっていただけないよ

うであれば、仕事を中断して帰ってきてもかまわない

と、勇気をもって全社員に発信していた。

　会長の言葉は、当社の倫理・コンプライアンスに対

する考えをストレートに表現するものである。私自身、

先日同行した技術者に「そういう要求は受けなくてい

い」と話したが、その距離の近さをあらためて実感し

た。経営を引き継いだものとして今後も会長の言葉は

徹底していく方針だ。

　技術者の目の届くところに常時掲示する倫理要綱で

は、前文で「検査技術者は、業務の遂行にあたっては、

公正を心がけ、自らの良心と良識に従い、専門技術者

としての自負と責任をもって行動する。本要綱を実践・

遵守し、社会からの信頼と尊敬を得るように努める」

としたうえで、「検査技術者は、検査手順書、適用さ

れる法令、規格、基準等に基づく公正な検査を実施す

る」、「検査技術者は、検査業務の遂行結果に対する偽

造、捏造等の不正な行為は行わない」など７つの方針

を明示している。

　法令や規格・基準を遵守するのはわれわれ検査会社

にとって当たり前のことであり、融通が利かないと捉

えられることは残念でならない。したがって、当社の

コンプライアンスを納得していただけないのであれ

ば、検査を実施することはできず、その結果、取引が

なくなることになってもいたしかたない。自分は自分

で守る。あとで不正が明らかになってからでは取り返

しがつかない。実際、次の仕事が来なくなったケース

もあるが、それはそれでいいのではないかと考えてい

る。

　検査技術者は日々の仕事を抱えながら、決して簡単

ではない資格取得・維持にも努めなければならず、求

められるものが非常に多い存在である。これは技術者

を育てる苦労にも重なる部分が大きいと思う。

　最近、一緒に現場に行った40代～ 50代の検査技術

者との会話の中で「当社は若い人は入れないのか」と

の指摘を受けた。当社の技術者は 30 代が最も多く、

その他 40代～ 60代で構成するが 10代～ 20代はい

ないのが実情である。肉体の衰えとともに装置類が

徐々に重く感じるようになるかもしれない。すぐ側に

若手がいればその支えになるだろうし、歳を重ねた技

術者は若手にとって最良の手本となり得る。同業他社

には採用を視野に大学や高校を訪問しているところも

あると聞く。当社は代替わりを機に、あらためて先代

の勇気あるコンプライアンスの精神を重視するととも

に、その精神を継承していくために次代を担う若手の

採用にも力を注ぎたい。

2．わが社のコンプライアンスへの取組み
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　日本の社会資本ストックは高度経済成長期に集中的に整備され、今後急速に老朽化することが懸
念されている。建設後 50 年以上経過する施設の割合は加速度的に高くなる見込みであり、非破壊検
査技術などを活用した戦略的な維持管理・更新が求められている。また製油所や化学工場などのプ
ラントでは、より安全性の高い運営が求められるなか、法定点検に加え、異常の早期検知、予兆管
理に資する高度な非破壊検査技術の開発、導入が進む。建設業・製造業の生産性向上、持続可能な
社会資本整備、レジリエンス向上を目指す展示会「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2019」（主催：
日本能率協会）が７月、東京・江東区の東京ビッグサイトで開かれた。本号では同展の出展社から
CIW認定事業者５社の最新技術を紹介する（順不同）。

CIW認定事業者の最新技術紹介
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　本稿では、当社がメンテナンス・レジリエンス

TOKYO 2019に出展した、飛行型の点検ロボットを

紹介する。

　読者各位は、内閣府が行っている「戦略的イノベー

ション創造プログラム（SIP）」をご存知だろうか？

　我々の生活や社会活動は道路・鉄道・港湾・空港

など様々な社会インフラに支えられている。しかし、

これらインフラの多くは高齢化とともに老朽化が進

行し、健全に管理するための維持修繕費の増大は大

きな社会課題となっている。したがって、予防保全

による事故の未然防止とライフサイクルコストの低

減が必須である。

　国は、この SIP の中で「インフラ維持管理・更新

マネジメント技術」プロジェクトを立ち上げ、技術

開発を進めてきた。当社も SIP に参画し、ドローン

技術を活用した道路橋などのコンクリート構造物を

対象とした点検ロボットの開発を行ってきた。

図１に点検ロボットの外観を示す。この点検ロ
ボットは、主に、構造物に接触した状態で、打音検

査を行うことを目的に製作したもので、飛行と走行

が可能である。人が容易に接近できない箇所の点検

を遠隔操作で実施することにより、点検作業の効率

化や、低コスト化の実現が望める（図２）。
　点検ロボットはマルチコプターの飛行機能と駆動

輪の走行機能を融合した移動機構を有し、打音検査

と近接目視が可能な点検機構を搭載している。

また、点検部位に飛行機能で接近し走行車輪を押し

当て、走行状態で打音検査と近接目視点検を同時に

実施することを特徴としている（図３）。
　近接目視では接近した一定距離からのカメラ撮影

により高精細な画像を取得し、画像解析を用いてカ

メラ画像からひび割れの自動検出や、幅・長さといっ

飛行型点検ロボットの開発

図１　点検ロボットの外観
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た形状測定を行う。

　打音検査ではコンクリート面に機械的な打撃を与

えて発生させた打音をマイクにより収音し、音響解

析により「うき」や剥離など変状部の打音信号を識

別できる。

　点検ロボットの電源システムは有線供給方式を採

用しており、バッテリー交換が不要である。さらに、

LRF（レーザーレンジファインダー）が搭載されて

おり、周辺部の点群データを計測することで GPS

が使用できない環境での位置推定も可能となってい

る。

　開発した点検ロボットは、これまで実施してきた

多くの現場実証から、近接目視では幅 0.1mm程度

のひび割れ検出、打音検査では表面下 50mm程度

までのうきや剥離の検出が可能な点検性能を持つこ

とを検証した。また、点検作業については風速５m

程度までの点検作業が可能となっている。

　本研究の一部は、内閣府総合科学技術・イノベー

ション会議の「SIP インフラ維持管理・更新・マネ

ジメント技術」（管理法人：NEDO［新エネルギー・

産業技術総合開発機構］）の開発委託を受けて、名

古屋大学、九州工業大学、福岡県工業技術センター

機械電子研究所、北九州工業高等専門学校と共に実

施したものである。また、地元自治体である北九州

市からフィールド提供や道路維持管理についてのア

ドバイスなど多くの支援をいただいた。本誌面をお

借りして心より感謝いたします。

参　考　文　献

1) http://www.jst.go.jp/sip/k07.html（閲覧 2018年９月）.
2) http://www.jst.go.jp/sip/k07_kadai_04.html（閲覧2018年９月）.
3) 特許 2015-093034：浮上ロボットを用いた構造物検査装置、
2015.

4) 新田益大、杉本謙二：独立成分分析に基づく多入力多出力シス
テムのブラインド同定、電子情報通信学会論文誌A、J90-A(1)、
pp.27-34、2007.

5) 三浦泰人、新田益大、和田秀樹、中村光、打音機構を搭載し
た飛行ロボットによる橋梁点検の適用性評価、 構造工学論文集
Vol.65A(2019年 3月 )　

6) 飛行ロボットによる点検システムの研究開発、 和田秀樹、浅野
裕一、山口裕樹．非破壊検査2018 Vol No.10 OCt、pp513-518

図３　ロボット搭載カメラの画像

図２　橋梁の点検状況
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　７月 24日～ 26日に東京ビッグサイトにてメン

テナンス・レジリエンス TOKYO 2019 ／非破壊評

価総合展が開催された。

　本稿では、当社の主な出展製品を紹介する。

　石油化学プラント等で扱われている多くの炭化水

素系ガスは赤外吸収スペクトルと呼ばれる特定波長

の赤外線を吸収する性質がある。このため、フィル

ターを通し特定波長域のみとすることで炭化水素系

のガスが存在するとバックグラウンドの赤外線が吸

収され、透明なガスを煙状の影として可視化できる。

本カメラは持ち運びが容易なため、図１のように画
像を確認しながらプラント内を移動する運用ができ

る。図２に保温材の隙間から漏洩するガスの可視状
況を示す。

　このカメラでは特定波長域に吸収スペクトルを有

する炭化水素系以外のガスは可視化不可能である

が、炭化水素系だけでなく窒素や蒸気等全ての漏洩

ガスを対象とした音響可視化装置もある。この装置

は内圧がかかった装置・配管等からのガス噴出時に

発生するアコースティックエミッションの発生源を

映像化する。実際の適用にはこれらの機器を単体で

使用するのではなく連携させて運用することで適用

範囲を広げている。

　従来の放射線を用いた検査ではイメージングプ

レートを用いた撮影が主流である。しかし、外面腐

食部を対象とした保温下配管検査は撮影箇所の絞り

漏洩ガス可視化システムなど出展

図１　赤外線サーモグラフィーカメラの使用状況

図２　漏洩するガスの可視状況

図３　Open Vision の使用状況

図４　オリフィス小径配管に対するOpen Vision の適用画像
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込みが困難である。

　この装置はエックス線出力が 70keV と非常に弱

いことから、配管自体は透過しないものの保温材、

保冷材は種類によらず透過できる（適用管径は保

温板金まで含み 25Bまで）。そのため、図３のよう
に保温材下配管外面の状況をリアルタイムで確認

でき、その結果を動画として保存することも可能で

ある。また、出力エネルギーの弱さから照射中でも

手持ちで装置を使用することができる。図４はオリ
フィス小径配管に対する本機器の適用画像で表面に

凹みが認められた。図５がこの部位の FCR画像であ
り、透過画像により腐食の有無および肉厚値が算出

できた。このようにして、イメージングプレートを

用いた撮影前に、腐食箇所の絞り込みを目的とした

スクリーニング検査に適用できる。

　配管梁接触部は雨水の滞留、配管振動による摩耗

等で塗装が剥離し腐食が進行しやすい箇所である。

検査困難であることはもちろん、稼働中配管で梁接

触部近傍に錆こぶが発生している場合、配管吊上げ

可否判断も容易ではない。本検査システムでは配管

を吊上げることなく板厚の評価が可能である。

　原理として、図６のように送信探触子と受信探触
子で梁接触部を挟んで向き合わせて配置する。送信

探触子から送信されたラテラル波は最初に受信探触

子に受信される。一方でラテラル波は常に（板厚横

断）横波に変換し減衰していく。板厚横断横波は対

象物裏面で再度縦波に変換し一部が受信探触子に向

かう。ラテラル波に対する遅れ時間は横波が横断し

た板厚に比例することから板厚の測定ができる。減

肉が存在する時の解説図を図７に示す。減肉が存在
すると減肉上でラテラル波から変換した横波の長さ

は減肉部では健全部より短くなる。横波の長さの比

は健全部と減肉部とでは健全部板厚と減肉部の残板

厚との板厚比に比例する。適用管径は２B以上、適

用材質はC/S、SUS、検出限界は3.0mm以上、測定

精度は±1.0mm程度である。

　フレッシュコンクリートの充填状況を圧力、温度

でリアルタイムにグラフと数値で表示可能。セン

サーとケーブルをテープ等で固定（センサーケーブ

ルは最大 50m）。圧力と温度を同時に２秒毎かつ水

深40mの海中で測定可能。

　車両を停止させずに走行したまま貨車重量を測定

するシステム。センサー用ひずみゲージをレールに

直接取り付けるので大規模な軌道改修工事を行うこ

となく屋外での長期使用も可能。異常値発生時は接

点出力により管理部署への通達機能も搭載。

図５　オリフィス小径配管の FCR 画像

図６　ラックスキャン設置状況

図７　減肉が存在する時の解説図
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　当社では、経年劣化した石油化学プラント設備な

どの効率的な保守検査を目的とし、検出性および検

査スピードが他の検査手法と比較して優位な電磁気

的手法に着目し開発を行っている。今回展示会では、

これまでに開発してきた電磁気的な手法を利用し

た、以下の検査装置を出展したので紹介する。

( １) T-MAGMOLE（埋設管検査装置）
　この検査装置は、プラント設備における埋設配管

のうち、道路横断部の幅が 10m程度の長さで埋設

されている配管へ適用している。検査は開放した地

上部から検査装置を管内に挿入し、埋設部の管内表

面側からアクセスして、接触媒質を使用せずに非接

触で連続的に水平および鉛直部の配管直管部につい

て肉厚測定を行う。測定原理は、直流磁気飽和渦電

流法である。３ch の磁化器と渦電流センサーを搭

載し、軸方向に80mmピッチ、周方向回転10度ピッ

チで探傷しながら自走させ、配管の全面探傷が実施

できる。なお、溶接部近傍およびエルボ部は、磁化

器の大きさによる制限のため探傷不可範囲となる。

装置は最大４か所のエルボを通過でき、最大走行距

離は 30mである。探傷データ波形は全て自動的に

記録され、外面展開図に減肉箇所および減肉率をカ

電磁気的手法を利用した検査装置の紹介

図１　埋設管検査イメージ

図２　埋設管検査装置
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ラーマッピングで出力し、減肉状況の把握を容易と

している。

　検査対象物の仕様は、現在 300A SGP（t 6.9）に

限定しているが、今後の需要に応じて様々な配管サ

イズへ対応していきたいと考えている。2018 年よ

り実配管への適用を開始し、現在までに 11本の施

行実績を上げている。

( ２) 小径磁性配管用 磁気飽和渦流検査装置
　この検査装置は、炭素鋼鋼管（２B以下）の内面

に発生する孔食などを、高速・高感度で見落としな

く検出することを目的に開発した。測定原理は、直

流磁気飽和渦電流法である。磁化器と２ch の渦電

流センサーで構成されたスキャナーを、鋼管の外面

より手動で走査し探傷を行う。

　STPG370-E、１B sch80（t4.5）管で、内面φ３

平底穴 _減肉率 30% t を明瞭に検出できることを確

認している。また、厚さ２mm程度のコーティング

であれば、除去せずに探傷が可能である。なお、ス

キャナーの構造による制限を受ける狭所や溶接部近

傍は、探傷不可範囲となる。本装置と超音波法を併

用することで、効率的に精度の高い検査結果を得る

ことができる。

( ３) 直流バイアス矩形波を用いた熱交換器磁性管の
検査装置
　現在、熱交換器炭素鋼管の保守検査で適用され

ている技術として、リモートフィールド渦電流法

（RFET）がある。しかし、RFET は孔食などの微細

なきずの検出が困難なことや検査スピードが遅いこ

となどが、問題点としてあげられる。それに対し今

回紹介した検査装置は、励磁電流として直流バイア

ス矩形波（一般的な渦電流試験では交流波が使われ

る）を採用し、非磁性管並みのきず検出感度と検査

スピードで、炭素鋼管を検査することができる。

　適用可能なチューブ仕様は、外径 19.0 ～ 25.4 

mm、肉厚 2.0 ～ 2.6mmである。きず深さの評価

は信号振幅により行い、きずの内外面の識別が可能

である。今後フィールドテストを実施し、実用化に

向けて装置の開発を行っていく予定である。

　現在、国内の石油化学プラントなどで多数使用さ

れている多くの炭素鋼板や炭素鋼管の肉厚測定手法

は、設備管理の観点から精度の高い超音波法による

測定が一般的に用いられている。しかしながら、設

備の数やその範囲は膨大であり、より効率的なスク

リーニング検査手法の開発が望まれている。

　電磁気的な手法は、検査スピードと検出能力の観

点から設備の効果的な保守・管理に大きく貢献でき

ると考えられることから、今後もスクリーニング検

査を可能とする様々な検査装置の開発に取り組んで

いきたい。

図３　埋設管検査結果 図４　小径磁性配管用 磁気飽和渦流検査装置
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　近年、国内のプラント施設においては、設備の老

朽化が進み、漏洩事故などのトラブルが年々増加し

ている。特に配管設備においては、各プラントに膨

大な長さが設置してあり、設備の種類も長距離配管、

保温配管、埋設配管など様々である。そのため、検

査を計画的に行う予防保全が難しく、事後保全で保

守検査を行うケースが増え、短い期間で効率的な検

査が求められている。非破壊検査分野では、高まる

検査ニーズに対して、最新のセンサやロボット技術、

測定機器小型化など、新しい技術の導入が行われ、

現場適用の際も、ポータブルで扱いやすいものが増

えてきた。

　7 月に開催されたメンテンス・レジリエンス

TOKYO 2019では、配管設備を対象とした自社開発

装置４機種（UT２機種、RT、ドローン）を出展した。

本稿では、新しく開発したUDP32、ラインスキャ

ナについて紹介する。

　本機は、超音波を用いた板厚測定ロボットであり、

32は超音波センサの数を示す。当社では、連続板

厚測定技術UDP シリーズについて 2000 年より開

発をスタートした。これまで、対象物のサイズに合

わせた治具や装置開発を行い、現場に導入してきた。

昨年から開発に着手したUDP-32 は、超音波技術と

して、初めてワイヤレス化に取り組み、現在は実用

化段階である。対象とする設備は、大径配管や石油

タンクなどの大型構造物である。これらの環境下で

は、超音波ケーブルがあると、重量や長さが影響し、

施工に時間を要することが課題であった。ワイヤレ

スにすることで、施工時間の短縮、足場等の付帯工

事の削減、自動走行による少人数での施工などが実

現できる。

図１はUDP32の装置一式を示す。測定ロボット、
コントローラー、制御及びデータの収録を行う PC

で構成される。図２は、測定ロボットの構成を示す。
４つのユニットから構成され、①駆動ユニット、②

32個のセンサユニット、③超音波厚さ計、④制御

ユニットである。

　装置の特徴は次の通りである。

○１回の走行で340mm幅範囲を測定

○32ch 超音波厚さ計をロボットに搭載

○独自の方式により自動制御走行を実現

○強力なマグネットローラーで対象物に吸着

○全波形収録し高度な波形解析を実現

○測定結果はカラーマッピングにより視覚的な判断

が可能

○少量 (ペットボトル程度 )の水機構を搭載予定

超音波板厚測定ロボットなど開発

図１　UDP-32 装置構成

図２　測定ロボットの構成
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図３は、屋外貯蔵タンク側板に適用した事例を示
す。当該タンクでは、外面に保温材が施工してあり、

雨水などの浸入により、側板外面側の腐食が懸念さ

れている。タンク内部より超音波板厚測定ロボット

を適用し、減肉有無の確認を行った。

　プラント施設では、保温配管設備について特に検

査要望が高い。これまで、様々な検査手法が試され

ているが、最も有効であるのが放射線を用いた手法

である。当社では、ラインセンサと呼ばれる放射線

カウンタを用いた撮影手法を採用した。この手法は、

空港の手荷物検査に使われている方法である。手荷

物検査では、X線源とセンサを固定し、対象となる

ものをベルトで動かし撮影する。これに対して、本

システムでは、線源とセンサを一体化しスライドさ

せ撮影を行う。図４は、保温配管設備に適用した撮
影配置を示す。線源およびラインセンサの走行機構、

データ解析アプリは自社開発し、保温配管の減肉状

況をスクリーニングするシステムを構築した。

測定システムの概要は次の通りである。

○測定幅：211mm（素子：□3.3mm× 64素子）

○適用実績：満液22B以下、中空φ2500mm

○測定速度：標準0.5 ～ 1.0m/ 分、20～ 30m/日

○配管周囲のスペース：200mm以上が必要

○線源は、エックス線、ガンマ線を用途に応じ選択

図５は、石油プラント施設のオフサイトエリアに
設置されている保温配管に適用した例である。保温

配管の上部に専用の治具と小型X線源を配置し、下

部にラインセンサを配置する。これらを配管軸方向

にスライドして撮影しデータを取得する。

　国内のものづくりにおける技術は、国の支援や取

り組みもあり日々進化している。特にロボット技術

や制御技術については、小型化やバッテリ化を実現

し、様々な産業で実用化されている。

　当社開発部門では、これらの最新技術と非破壊検

査技術を融合させ、効率の良い検査手法を提案し、

プラント設備の維持管理に貢献することを目指す。

図３　UDP32 現場状況写真

図４　撮影配置

図５　ラインスキャナ現場状況写真
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　石油精製・石油化学プラントでは建設から30～50年が

経過し、保温配管の内面腐食や外面腐食（CUI：Corrosion 

Under Insulation）によるトラブルが増加している。検査対

象は数kmに及ぶこともあり、保温材を解体して目視検査

することが必要で、コスト的に大きな問題を抱えている。

詳細な検査を実施するためのスクリーニング技術が必要と

なっており、放射線ラインセンサを使用した腐食検査シス

テム「CUI-ViewⅡ」を開発した。

　高感度でかつ散乱線の影響を低減できるエネルギー弁別

型放射線ラインセンサ（浜松ホトニクス製）を使用して配

管腐食検査システムを製作した。図１に撮影方法、図２に
システム構成図を示す。

　開発の際、特に考慮した点は以下のとおりである。

①狭あい部のためエックス線装置が使用できないところも

多く、ガンマ線（Ir192）を使用し８～30inch配管（保

温材を含み外径200～1,000mm）において油・水が満液

でも撮影できること。

※現在では、小口径配管の要望が多く２inch程度（保温材

含んだ外径160mm）まで対応し、新たに開発されたポー

タブルエックス線装置が使用できる。

②内面腐食や外面腐食の両方に適用でき、配管の上側範囲

にも腐食は発生するので、配管上側・下側を撮影できる

こと。

③腐食部には錆こぶが付着していることが多く、錆こぶ下

の腐食深さを推定すること。

　エネルギー弁別型ラインセンサの外観を図３に、構造を
図４に示す。検出素子にCdTe（テルル化カドミウム）を使
用しており、ガンマ線・エックス線などの光子に対して高

い吸収特性を持っており、シンチレーターのように可視光

放射線ラインセンサによる
配管腐食検査システムの開発

図１　撮影方法（上側・下側）

図２　システム構成図（小口径用）

図３　エネルギー弁別型ラインセンサ

図４　エネルギー弁別型ラインセンサの構造
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に変換することなく、光子を一つひとつ直接電荷に変換し

CHごとに高性能なアンプで増幅するので、低ノイズで非常

に高感度なセンサとなっている。また、この検出素子の特

徴として、光子エネルギーに比例した電圧を出力するため、

光子ごとのエネルギーを知ることができ、信号処理回路に

より３つのエネルギー閾値の画像が同時に得られるように

なっている。通常フィルムや IPでは配管内部に流体がある

場合は、６インチ程度でも散乱線のために撮影できないが

ラインセンサでは、低エネルギーの散乱線を低減した鮮明

な画像を得ることができ、推定確度精度を大きく改善する

ことができた。

４．１　ガンマ線用大口径用撮影ジグ
　ガンマ線用大口径用ジグ（配管外径600～1,000mm－

保温材含む）を図５に示す。走行台車にラダーを介して線
源とライセンサが対向して取り付けられており、ラダーを

周方向に回転させることにより自由な角度に固定できる。

４．２　エックス線・ガンマ線用中口径用ジグ
　エックス線・ガンマ線用中口径用ジグ（配管外径300～

600mm―保温材含む）を図６に示す。このジグではエック
ス線装置は配管溶接部のエックス線透過試験で使用されて

いるエックス線装置が使用できる。エックス線を使用する

場合は、装置は上側に限定され主に配管の下側の腐食を検

出することができる。ガンマ線は上面・下面を撮影できる。

４．３　エックス線・ガンマ線用小口径ジグ
　需要の多いエックス線・ガンマ線用小口径配管ジグ（管

外径160～300mm―保温材含む）を製作した。

　配管サイズとしては２inch程度が下限となっている。小

型のポータブルエックス装置をメーカーに依頼して、狭あ

い部でもエックス線装置が使用できるようになった。図
７にポータブルエック
ス線装置の外観を示す。

120keV 1mAと出力は少

し小さいが、エネルギー

弁別型ラインセンサでは

８inch満液程度でも撮影

可能で、装置の厚さは約

110mmと小さく、配管下部にも入る大きさとなっている。

そのため配管上側および下側を撮影することができる。図
８に３inch配管（保温配管）にエックス線装置を配管下側
に配置した適用例を示す。

　図９は錆こぶ付き配管サンプルのケレン前後の写真であ
り、図10はその配管のケレン前後の撮影画像である。エッ
クス線による撮影画像では、錆こぶがあっても腐食を良く

検出しており、ケレン後は錆こぶが除去されているため、

腐食部がより明瞭になっている。

図５　ガンマ線用大口径ジグ

図６　エックス線用中口径ジグ

図７　ポータブルエックス線装置

図８　エックス線小口径用装置の３inch 保温配管への適用例

図９　錆こぶ付き配管のケレン前後

図１０　錆こぶ付き配管のケレン前後の撮影画像
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　JIS Z 2305「非破壊試験技術者の資格及び認証」が

ISO 9712:2012 に整合させて 2013 年に改定され、再

認証試験に実技試験（技量試験）が課せられることに

なり、これによる再認証試験が開始された。この再認

証試験の実技試験は、旧規格で資格取得した時より試

験体の枚数が増えるなど、より高度な技術を必要とす

るものである。

　さらに、国内の有資格者の数は欧米の資格者件数に

比べてはるかに多い９万件を超えていた。この大量の

資格者を欧米と同一方法で再認証試験を行うには、か

なりの物理的制約を要することになった。

　一つは、JIS Z 2305:2013 では、受験分野を製品分

野で６分野に、工業分野で４分野に分類しており、さ

らに各国の要求を満足させるために、追加の分野の開

発を妨げるものではないとしている。しかるに国内に

おける現在の認証制度では、供用前・供用期間中試

験（製造を含む）の工業分野をマルチセクターとして

すべての工業分野に対して行われている。一方、JIS Z 

2305:2013 の４つの工業分野には製造もあり、この

供用前・供用期間中試験（製造を含む）分野は原子力

産業を強く意識した分野であろうと考えられる。

　このため、異なる分野で業務している検査員の再認

証の実技試験において、日頃作業していない異なる試

験手法での受験を強いられることが危惧された。

　また、レベル２の試験時間も、JIS Z 2305：2013

では実技試験に最大許容時間３時間を当て、さらに

NDT 指示書作成に最大許容時間２時間を当てている。

しかし、実施されている再認証試験では、実技試験と

NDT指示書作成を合わせて３時間の試験時間に制限さ

れている。

　再認証試験に不合格となった場合、JIS Z 2305:

2013 では、「一回目の再認証試験の７日後から６か

月以内に、全ての再認証試験の再試験を２回受ける

ことが許可される。」とある。試験がオンデマンドに

行われているような表現である。しかし、国内では

再認証試験後の数か月後の指定された日時に再試験

を受けることになる。その日に重大な予定のある検

査員は権利をはく奪されることになり、JIS Z 2305:

2013 のルールからの逸脱も疑われる。

　このような状況から、特に再認証試験における合格

率に強い関心が示されてきたが、2018 年春に行われ

た春季再認証試験の結果は検査業界にとって極めて衝

撃的であった。レベル１で合格率 82.9％、レベル２

で 83.8％、そしてレベル３で 97.4％である。特に実

技試験が必須であり、検査の実働部隊ともいえるレベ

ル１、レベル２の合格率が約８割と低い。受験者には、

２回の再試験が準備されており、合計３回のチャンス

があったので、単純計算すると初回の試験における合

格率は 50％を割っていたと推定された。

　このことは、再認証試験が一巡する 10年目までの

間は、旧規格に基づく検査員と新規規格に基づく資格

者が混在することになり、世間から見る検査への信頼

が損ないかねない実情となっている。さらには、再認

証試験に不合格となった若手検査員が業界を去ってい

く現状も協会にもたらされた。

　CIW検査業協会では、かかる重大な現状を鑑み、再

認証制度がもたらしている現状を把握するために、全

国 202 社の非破壊検査事業者に対してアンケート調

査を行った。併せて、鋼構造ジャーナルへの３回に及

ぶ意見広告などを通して、現状の試験が実務を行う上

で必要な能力を十分に評価していないことを主張して

きた 1,2)。

　例えば、検査装置は日頃使いなれていない装置が試

験会場で与えられ、取り扱いに戸惑う状態の試験で

あったことや試験の内容が日頃の実務とは異なるもの

であったことなどである。具体的には、同じく技量が

重要な溶接技能資格と比較すると理解しやすい。溶接

技能試験では、対象材料と溶接方法によって区分され

4．非破壊検査業界の将来を考える
          ―JIS Z 2305 による再認証制度の発足にあたって―
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た多くの資格があり、さらに各資格において溶接姿勢、

継手の種類、厚さ区分などの詳細によって多くの資格

に分類されている。しかし、マルチセクターとして再

認証が行われ、炭素鋼の被覆アーク溶接に従事してい

る溶接技術者にステンレス鋼の TIG 溶接の課題が出さ

れたとしたら、合格率がどのようになり、それが溶接

産業界にどのような影響を及ぼすかを考えれば明らか

であろう。

　ここでは、全国 202 社の非破壊検査事業者に対し

て緊急に行ったアンケート調査結果について紹介す

る。アンケートは、70.2％に当たる 142 社（総従業

員数 9,739 人）から回答を得ている。

　アンケートでは、最初に各社の再認証試験での不合

格状況について伺った。調査の結果を図１に要約した。
図中に□印で示したレベル２の受験者について説明す

る。回答いただいた非破壊検査事業者から、2,061 人

のレベル２の再認証試験の受験があった。最初の再認

証試験で 1,221 人が合格し、残りの約 41％にあたる

840 人が不合格となり再試験に進んだ。第１回の再試

験で、364 人の合格があったが、なお全体の不合格者

の比率としては約 23% の高レベルであった。さらに

最終の２回目の再試験で 218 人が合格したので、最

終の不合格者の比率は 13%となった。

　この値は、日本非破壊検査協会が発表している最終

の不合格率よりは低いものの、なお 10人に１人以上

の不合格者がでていたのがわかる。

　日本非破壊検査協会では、JIS Z 2305:2013 に基

づく実技試験（技量試験）を伴う再認証制度の改定

理由に国際標準化と検査員の社会的地位向上を挙げて

いる。たしかに、その後イギリスやアメリカとの国際

相互認証が進められており、関係者に敬意を表した

い。しかし、JIS Z 2305 が改定された 2013 年の後の

2015 年に改定された JIS Z 3060：2015「鋼溶接部の

超音波探傷試験方法」が国際整合化されずに国内規格

となったことに疑問を感じる。お互いが異なる規格で

認証されたものが相互認証しあう結果となっている。

　アンケートでは、この国際標準化の効果や社会的地

位向上に関して伺った。国際標準化では、「効果がな

い」と答えたのが約 65％で、「ある」と「出始めている」

と回答した約４％をはるかにしのいだ（図２）。
　また、検査員の社会的地位向上に関する質問も、「向

上した」と回答したのが０％であったのに対し、「無

い（何も変わらない）」と回答したのが約 63％と圧倒

的に多く、ほとんど改定によって得るものを感じてい

ないのが現状であった（図３）。

　一方、現在の試験制度について伺ったところ、「現

図１　不合格率の推移
図２　国際標準化の効果

図３　検査員の社会的地位の向上
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状のままでよい」あるいは「対策をとっている」と

答えたものを合わせて約 13％あったが、その他の多

くは将来への不安を訴えていた。「従業員の受験に対

する負担も多く、定着率の悪化を懸念している」が

約 41％と最も多く、「経営的に負担を感じる」や「新

規の人材も確保できていない」の回答を合わせると約

82％に達した（図４）。
　現在 CIW検査業協会では、各関連団体に呼び掛け

て、日本非破壊検査協会と日本溶接技術センターと

共催し、その他の協賛、後援も得て全国の工業高校を

訪問して座学と実習を含む１日コースの非破壊検査講

座である次世代セミナーを展開し、広く若人の関心を

引き留める活動を行っている。一日も早く、若人が安

心して働ける職場を取り戻すことが喫緊の課題に思え

る。アンケートに、「今更制度が変わってもやめていっ

た人間は戻らない」とあったのが胸を打つ。

　また、財政的負担も無視できない。仮に再認証試験

に合格しても、３回も受験するようでは、受験費用、

講習会など教育費や受験に要する人件費などに関して

軽視することができない。東京に本社のある検査会社

においてすら、再認証制度が改定される前に比べて資

格を維持するに必要な費用が２倍に膨らみ、売上高の

１％に達したとの試算がなされている。また、地域に

おける試験会場や講習会会場の増設を望む声もアン

ケート調査からも明らかであり、沖縄などの遠隔地か

らは切実な声が聞こえてくる。

　想定される不合格理由を尋ねたところ、「不合格理

由がわからない」と答えたのが約 29％と最も高く、

試験の不透明感をうかがわせる。不合格理由がわから

ないまま不合格となり、さらには業界を去っていくな

どあってはならない。

　続いて「試験装置が不慣れである」、「試験方法が不

慣れである」および「実技試験の時間が足りない」が

それぞれ約 25％、25％、15％であった（図５）。　
　超音波探傷試験でいえば、JIS Z 3060:2015 では、

６dB 毎異なる３本以上のエコー高さ区分線を設け、

エコー高さを領域に分類し、さらに指示長さを考慮し

てきずを分類することを規定している。特に区分線近

傍のエコー高さの評価にはより慎重な評価が求めら

れ、欧米の規格による探傷に比べてより多くの時間を

必要とするであろう。

　アンケートでは、最後に再認証に関する各社の自由

意見を募集した。これについては、先日の検査機器

ニュース 3) において詳細に紹介いただいており、ここ

では誌面の関係もあり割愛した。ただ、少数ではある

が意見には試験制度の改定に肯定的であり、意見広告

を当協会より出したことに対するお叱りもあったこと

を紹介する。「単純に試験に失敗するのは必要な技量

に達していないということである。」や「実技試験の

合格率の低さについては自社内、協会内で協議すべき

で対外的に言うべきことではない。」などが寄せられ

ている。しかし、JIS Z 2305:2013 にも「認証は作業

実施許可を与えるものではない。」と明記されている。

現在の検査員の半数近くが必要な技量レベルに達して

いないことを事業主責任として認めるには、それ相応

の対策が必要である。しかし不合格理由が公表されて

いない現状での対応は不可能であろう。したがって、

CIW検査業協会では、この実態を世の中に問い、見解

図４　再認証制度について
 

図５　想定される不合格理由
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を公表することはコンプライアンス上の必要最低限の

ことであろうと判断した。

　今回のアンケート調査からも、日夜検査業務を実施

している実務者が実技試験（技量試験）において多

数不合格となる再認証試験が、果たして国内の非破壊

検査事情を考慮した実務的なものであるのか疑問を感

じている。特に、日本は地震大国であり、諸外国には

ない安全安心の配慮がきめ細かくなされている。した

がって、非破壊検査も構造物によって多様化した適用

がなされている。日本こそが、JIS Z 2305:2013 の附

属書 Aにある「各国の要求を満足させるため、追加の

分野の開発を妨げるものではない」の意味を十分に理

解し、より詳細な管理が必要なのではなかろうか。

　また、溶接技術者の技量試験であれば、作られた試

験片が所定の強度を有しており、かつ欠陥がないこと

を確認することで客観的な評価ができる。一方、非破

壊検査技術者の技量試験では、誰かが正解となる解答

を作成する必要がある。しかし、この客観的な解答の

作り方が難しいのは、過去の多くのラウンドロビンテ

スト例えば 4) が物語っている。どのように、正解となる

解答が作られ、その確かさがどのように検証され、解

答に基づいて受験者がどのように評価されているのか

が公開されない限り、公平な認証制度とは言えないよ

うに思う。

　さらに、検査業界の窮状は、不合格率の高さばかり

ではなく資格喪失による離散や近年の人手不足など、

個々の事業者で解決する範囲を超えているように思う。

　もちろん、日本非破壊検査協会としても国際標準化

を目指す意図と目的はあるはずである。まずは、この

制度の運用について、検査業界と公開の場での意見交

換会を提案する。そして我々は検査業界の総意として、

今後もこの状況の改善を日本非破壊検査協会に求めて

いく。
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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４回理事会及び 2019 年度忘年懇親会の開催
　第４回理事会及び 2019 年度忘年懇親会を 12 月５
日 ( 木 ) に浜松町東京會舘において開催の予定です。

☆ 2019 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「非破壊検査職業危険
賠償責任保険説明会」と各委員会報告を中心に、東日
本地区は 10 月２日（水）に東京で、関西地区は 10
月 10日（木）に大阪で、西日本地区は 10月 9日（水）
に北九州で開催いたしました。

☆理事、監事の選挙について
　2020・2021 年度の当会理事、監事の選挙を下記の
予定で行います。
　2019 年 12 月　　 ：候補者名簿の確認
　2020 年１月 20日 ：投票用紙の発送
　2020 年２月３日　：投票の締切
　2020 年２月７日　：開票結果の公示

☆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 2020 年１月下旬から２月上旬に、東京で
開催
　◆次世代のための非破壊検査セミナー委員会では、
第 20 回「明日を担う次世代のための非破壊検査セミ
ナー」を 12 月 16 日（月）に、兵庫県立姫路工業高
等学校で開催

☆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２回を 11 月 17 日（日）及び、
第３回を 2020 年１月 19 日（日）に東京で、第４
回を 2020 年２月に大阪で
②「品質マネジメントの構築に関する研修会」を 12
月１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 2020 年２月１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 2020 年３月７日（土）、８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（https://www.ciw.
gr.jp）に順次掲載いたします。
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　本誌をお読みいただく頃は今夏の猛暑を忘れたころだろうか。今年も国内では
猛暑、熱帯夜、台風など毎年恒例の語句が報道されている。そんな８月の上旬、
国の産油国支援事業のメンバーの一人としてサウジアラビアに渡航した。ここは、
中東の覇権争いに大国の利権がからみ、それぞれの自己主張がぶつかりあい、な
にが真実で、なにが正しいのかひどく混沌としている国である。
　街の中は、これまでの雰囲気と特にかわったところは見られない。夜８時過ぎ
の、最期の御祈りを終えると、続々と家族連れが、モールに集まってくる。スーパー
マーケットには商品があふれている。この国は、豊かだ。
　ただし、よくよく観察すると、石油設備の各ゲートを管理しているガードマン
の数が増え、パスポートの提示を求められる回数も増えた。見慣れたはずの風景
が、より厳しさを増して映る。
　帰国便が成田に着陸した瞬間、今回も無事だったことを神に感謝する。この５
年間で、何度この安堵感を味わったことだろう。わが母国、日本は、なんてすば
らしいのだろう。水をたたえた田園…きらきらと輝く小川…緑の山々。還暦をす
ぎた今、誓いを新たにする。世界で、最も安全で美しいこの国を、これ以上損な
うことなく孫の世代に残してあげたいと。　　　　　　　　　　　　　　　（K.W）




