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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：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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　令和２（2020）年４月１日から改正労働者派遣法

が施行された。既に各企業とも対応されていること

と思うが復習の意味で再確認していただきたい。

　今回の法律改正は、同一企業・団体におけるいわ

ゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者（有期雇用

労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）との不

合理な待遇差を是正し、非正規雇用労働者の待遇改

善を目的としている。その中で、派遣労働者につい

ては、比較対象労働者を①派遣先に雇用される同種

の通常の労働者との均等・均衡待遇②派遣元の労使

協定で定める場合（同種の業務に従事する一般の労

働者の平均的な賃金額と同等以上が要件）の２方式

としている。法律は①の派遣先均等・均衡方式を原

則としているが、派遣先が変わるたびに派遣労働者

の賃金水準が変わる、同じような業務であっても派

遣先により賃金水準が異なる、それぞれの派遣先か

ら色々な情報を得なければならず派遣先・派遣元に

負担がかかる、長期的キャリア形成が難しいなどか

ら②の派遣元労使協定を選択する企業が多いと言わ

れている。受注内容により請負ではなく、自社の社

員の一部が派遣になるような企業も多く、このよう

な企業も②の派遣元労使協定を選択するケースが多

い。注意を要するのは派遣元労使協定が適切な内容

で定められていない場合や定めた事項を遵守してい

ない場合には①派遣先均等・均衡方式が適用される

こととなり後戻りの作業が必要になる。労使協定書

は６月に提出する事業報告書に添付しなければなら

ず、本稿では派遣元労使協定について解説する。

　本論に入る前に、請負回帰への危険性について触

れておく。派遣先均等・均衡方式であれ労使協定方

式であれ派遣労働者の賃金が今迄より高くなるケー

スが予想される。今回の改正で注目すべき点は、派

遣先は、派遣元が改正法に基づいて決定する賃金を

遵守することができる「派遣料金の額」について配

慮しなければならないと定められたことである。そ

こで、派遣法の適用を回避して請負に切り替えるこ

とが考えられる。派遣と請負で顕著に違う点は、労

働者に対する指揮命令である。派遣は派遣先が、請

負は請負者自身（今までの派遣元）が行う。請負と

いうためには他にも満たすべき基準が定められてい

る。請負という名称を用いていても、適正な請負で

なく実質的に派遣とみなされる契約を、一般的に「偽

装請負」と呼び派遣法が適用されることになる。以

前に偽装請負を避けるため、請負から派遣に切り替

えた企業が多いが、派遣を回避し、請負にするには

実態が請負の基準を満たす必要があり、安易に行っ

てはならない。派遣事業の許可の取消し、事業停止

命令などにより、事業活動に大きな影響を及ぼすの

で慎重に対処する必要がある。

　労使協定方式とは、派遣元において労働者の過半

数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表

する者との間で、一定の要件を満たす労使協定を締

結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定

する方式をいう。

　労使協定で定める事項のうち、賃金決定方法につ

いては、毎年６月から７月に発表される「派遣労働

者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働

者の平均的な賃金の額」（以下「一般賃金」という。）

と同等以上になるよう決定するとともに、昇給規定

等の賃金改善の仕組みを設ける必要がある。また、

「賃金以外の待遇」については、派遣元の通常の労働

者と比較して「不合理な待遇差」が生じないように

することが求められている。ただし、派遣先が行う

一部の教育訓練や福利厚生施設（給食施設、休憩室、

更衣室）の利用については、派遣先での均等・均衡

が求められている。

１．派遣元労使協定について
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【注意】過半数代表者の選出について
　労使協定をする過半数代表者の選出が適切に行わ

れていない場合は、協定が無効となり派遣先均等・

均衡方式が適用されることになる。本協定に限らず

３６協定等においても臨検等の際に確認されるので

適正な選出を行い記録に残しておくことが大切であ

る。（過半数代表者の選出につては８（２）を参照）

　労使協定は６項目について書面による協定を締結

しなければならないが、その中で最も重要な「賃金

の決定方法」については次の内容とされている。（誌

面の都合で他の項目は省略する。厚労省のモデル協

定書を参照していただきたい）

賃金の決定方法
（ア及びイに該当するものに限る）

ア　派遣労働者が従事する業務と同種の業務に 

　従事する一般労働者の平均的な賃金の額（以 

　下「一般賃金」という）と同等以上の賃金額 

　であること

イ　派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能 

　力又は経験等の向上があった場合に、通勤手 

　当等を除く職務の内容に密接に関連して支払 

　われる賃金が改善されること

　一般賃金が派遣労働者の比較対象であり、同種の

業務、同程度の能力・経験、同様の地域の３つの要

素を加味した一般労働者の賃金である。

　一般賃金の構成は次の通りであり、通勤手当及び

退職金については、分離して比較することも可能と

している。

　一般賃金のうちの基本給・賞与・手当等（以下「一

般基本給・賞与等」という）については、職種別の

賃金統計「賃金構造基本調査」と「職業安定業務統

計」から、派遣労働者と同種の業務に従事する一般

労働者の職種を選択し、その賃金水準と個々の派遣

労働者の賃金を時給換算した上で同等以上か確認す

る。その際、能力・経験指数、地域指数を乗じて比

較する。

　表１に示す時給は全国平均であり、これに派遣先
事業所の地域指数を乗じて算出した金額が対象派遣

労働者と比較する一般基本給・賞与等となる。（派遣

先が複数の県の場合は、派遣先事業所ごとの地域指

数で算定が必要。）

　地域指数は、「平成30年度職業安定業務統計によ

る地域指数」に示されている。

　例えば、東京 114.3％、千葉 105.5％、広島

97.7％、青森83.6％

　（計算例）金属検査工　５年　千葉県　1,362円×

105.5％＝ 1,437円

　【注意】一般賃金については、直近の統計調査等の
結果から毎年更新される予定であり、例え労使協定
の有効期間中であっても、更新された一般賃金と労
使協定に定めた派遣労働者の賃金額が同等以上でな
い場合は、労使協定をやり直す必要がある。一方、
派遣労働者の賃金額が更新された一般賃金額と同等
以上である場合は、派遣元事業主は、同等以上であ
ることを確認した旨の書面を労使協定書に添付して
おく必要がある。

A B C 
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（例）個々の派遣労働者と比較する一般基本給・賞与等
表１　　平成 30 年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）      　　単位　円　

　一般基本給・賞与等と比較する個々の派遣労働者

の基本給、手当、賞与を時給換算して算出する。

（時給換算の例）

・基本給　時給＝月給×12÷ 52÷週所定労働時間

・手当　　時給＝手当の年間支給額÷52÷週所定労 

               働時間

・賞与　　時給＝賞与の年間支給額÷52÷週所定労 

               働時間

　この場合、基本給は実際に支給される賃金である

が、手当、賞与については、協定対象派遣労働者の

平均額で代替することも可能である。

　次に、派遣労働者の業務の難易度等の等級は、対

応する一般労働者の能力・経験の何年目に相当する

かを当てはめて一般基本給・賞与等と比較すること

になる。表２に例を示す。
　一般労働者の能力・経験調整指数の年数は、派遣

労働者の勤続年数を示すものではない。例えば、勤

続５年の派遣労働者について、必ず５年の指数を用

いる必要はない。職務給の場合には、派遣労働者が

従事する業務の内容、難易度等が、一般の労働者の

勤続何年目に相当するかを労使で判断することとな

る。職務内容等に変更がなければ勤続年数が増えた

としても能力・経験調整指数のランクを上げる必要

はない。

　表２に示すいずれの等級も対応する一般労働者（金
属検査工）の一般基本給・賞与等と同等以上である。

なお、実務では、一般労働者賃金の額については地

域指数を乗じて比較する必要がある。

（例）C東京都　981 円× 1.143=1,122 円＞ 1,100

円　不足分22円補てんが必要となる。

　一般通勤手当は、72円とされている。（仮に、月

平均所定労働時間が173.3時間の場合月額約12,500

円）①実費支給の場合は、一般通勤手当が支給され

ているとみなされ比較の必要はない。通勤距離が２

km未満は支給しないことは認められている。ただ

 

   

        
 981 1138 1245 1294 1362 1604 2001 

 (%) 116.0 126.9 131.9 138.8 163.5 204.0 

 

表２　 （例）非破壊検査員（一般労働者の職種：金属検査工）

派遣労働者の基本給・手当・賞与

≧
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し、上限額を定めている場合は、上限額が時給換算

72円以上（上記の例で月額約12,500円）になって

いることが必要である。②定額支給の場合は、支給

される通勤手当の額が、時給換算72円以上である

ことが必要である。（上記の例で月額約12,500円）

定額分が不足する場合や支給していない場合、実費

支給の上限額が未達の場合は、基本給・賞与・手当

等と通勤手当の合計額が、一般基本給・賞与等と一

般通勤手当（時給換算72円）の合計額と同額以上

であることが必要である。

　退職金の算定方法は、支給方法により次の３つが

ある。

（１）退職金制度の方法をとる場合
　局長通知で示された「一般退職金の退職金制度」（数

種類の中から選択）と実際に派遣元で定めた協定対

象派遣労働者の退職金制度を比較して、勤続年数別

の支給月数又は支給金額と同等以上の水準となる必

要がある。また、全ての派遣労働者に適用され、算

定方法、支払いの時期等が明確なものでなければな

らない。

（２）退職金前払いの方法をとる場合（退職金制度が
無い場合）
　退職金相当の手当等に相当する賃金として、一般

基本給・賞与等に６％を乗じた金額を一般退職金と

する。したがって、この場合は勤続0年の時から支

払うことになる。

　（例）一般基本給・賞与等　981円の場合、協定対

象派遣労働者の賃金の額が981円× 1.06 ＝ 1,040

円以上であればよい。

（３）中小企業退職金共済制度等への加入の方法をと
る場合
　中小企業退職金共済、確定給付企業年金、確定拠

出年金等の場合は、掛金（事業主負担分）の額が一

般基本給・賞与等に６％を乗じた額以上であれば、

一般退職金と同等以上とみなされる。

　＊一人の協定対象派遣労働者について、（２）及び
（３）を併用することが可能であり、その場合には、
（２）の賃金と（３）の掛金の合計額が、一般基本給・
賞与等に６％を乗じた額と同額以上であればよい。

（１）締結の単位
　各事業所単位、複数の事業所単位（ブロック単位

等）、全社を１つの締結単位とする方法がある。

（２）過半数代表者の選出
　（１）の労使協定締結の単位ごとに労働者の過半数

代表者と書面による協定が必要であるが、過半数労

働組合が無い場合は、過半数代表者を選任して協定

を締結する。

　選任の方法等は、①「派遣法第３０条の４第１項

の規定に基づく労使協定」をする者を選出すること

を明らかにして実施され、②投票、挙手等の民主的

な方法により選出された者であって、派遣元事業主

の意向に基づき選出されたものでないことが必要で

ある。代表者を直接選ぶ直接選挙、職場又は事業所

ごとに代表者を選出し、これらの者の過半数の賛成

を得て選出する間接的な方法がある。過半数代表者

が適切に選出されていないと認められた場合は、労

使協定は無効となり、派遣先均等・均衡方式が適用

されることとなるので適切に行い、いつ、どこで、

何人が、どのような方法で選出したか等を記録して

おくことが大切である。

（３）過半数代表者の任期
　派遣法、労基法に特に定めた規定はない。厚労

省が労使協定の有効期間は２年以内とすることが

望ましいとし、一方で毎年１回一般賃金が見直さ

れ労使協定の再締結が必要なことも予想されるこ

とから、実務的には、２年以内の任期とするのが

良いと思う。

（４）労使協定の周知
　労使協定をその雇用する労働者に周知しなければ

ならず、その方法は次の４つの方法のいずれかによ
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ることが必要である。

①書面の交付

②労働者が希望した場合には、ファクシミリや 

　電子メール等の送信

③労使協定が記録された電子ファイルをサー 

　バー等に置き、労働者がその内容を常時確認 

　できる方法

④常時派遣元の事業所の見やすい場所に掲示し、 

　または備え付ける方法

　④の方法による場合は、①または②の方法により

労使協定の概要を周知することが条件とされている。

　改正法は、令和２年４月１日の施行前に締結され、

施行日をまたぐ派遣契約にも適用される。新たに派

遣契約の締結事項となった①「派遣労働者が従事す

る業務に伴う責任の程度」②「派遣労働者を協定派

遣労働者に限定するか否かの別」を派遣契約の変更

等により定めることが必要であり、派遣先管理台帳・

派遣元管理台帳記載事項に追加記載の必要がある。

　概要を紹介させていただきましたが、個別の事情、

具体的な内容により対応が異なります。

　メールでお問い合わせ、ご相談ください。

new-life@hi.enjoy.ne.jp
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　鋼構造物の溶接部に超音波探傷試験（以下UT）が

適用されるようになってから50年以上経過してい

る。

　国内での鋼構造溶接部のUTに関する最初の規格

は、1970 年 12月に日本非破壊検査協会（JSNDI）

の協会規格NDIS 2404「鋼構造物溶接部の超音波斜

角探傷試験方法および等級分類」が制定されている。

その後、1973年に日本建築学会により「鋼構造建

築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説」（以下、建

築学会UT規準）の初版が制定された。また、日本

産業規格（JIS 法改正により日本工業規格から改称）

である JIS Z 3060「鋼溶接部の超音波探傷試験方法」

の初版は、1975年に制定された。

　鋼構造物の溶接部におけるUTは、溶接継手の形

状や余盛の存在があることから斜角一探触子法によ

る探傷が適用されることが多い。使用されている超

音波探傷器の表示画面はAスコープ表示と呼ばれる

もので、溶接部の探傷状況と表示画面の例を図１に
示す。Aスコープ表示では、横軸が超音波ビームの

伝搬距離を示し、超音波の反射源は、使用する探触

子の屈折角（θ）から、探傷面からの深さ (d) 位置

や溶接線の基準線からのずれ距離（k)を求めること

ができる。なお、Aスコープ表示から溶接不完全部

（*1）の存在位置や分布状態を解釈するには、訓練を

受けたり経験を積んだりした資格者でないと困難で

あると思われる。

　通常、UTが適用される溶接部は完全溶込み溶接

部であり、構造物ごとの規基準に規定された探傷感

度でUTを実施し、反射エコーが検出されるか否か

で、溶接不完全部の存在の有無を判断している。溶

接不完全部が検出された場合、その評価は、溶接線

と平行方向の長さを求めて行う。長さは、溶接不完

全部からの反射エコーが、定められた高さの閾値を

超える範囲（探触子の左右走査で確認する）で評価

する。合否判定は、その長さが許容内か否かで行っ

ている。

２．建築・土木分野へのフェーズドアレイUT法の適用について

図１　Aスコープ斜角一探触子法のUTの概念図
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　しかしながら、建築構造物の耐震性の確認のため

の既存の建築鉄骨溶接部の調査では，新築の検査で

適用する建築学会UT規準で不合格になる場合には

さらなる評価として、板厚方向の欠陥高さの調査を

必要とされている。

　また、橋梁の溶接部では、落橋防止装置等の溶接

部の不良施工が2015年８月に発覚した。設計では、

完全溶込み溶接を指示していた箇所が、部分溶込み

溶接で施工されていた。この不溶着部の高さについ

て、測定の可否を実験した例がある。

　なお、UTで溶接不完全部の高さ測定を行うとする

と探傷作業は煩雑であったり、探傷者によって測定

結果に差異が生じたりするなど、確かな精度により

測定できているのか疑義があったと思われる。

　次に、フェーズドアレイUT（以下PAUT）法を適

用することで従来のUT法よりも信頼度の高い測定結

果が得られる可能性が十分期待できることを述べる。

　PAUT法は、従来のUT技術をさらに発展させたも

ので，図２に示すように１つのプローブ内に組み込

んだ多数のエレメント（振動子）を電子的に走査し

て任意の方向へビームを伝搬させることや，任意の

位置に焦点を結ぶことなども可能で，従来のUT法

と比較して、溶接不完全部の高さ寸法の測定精度を

向上させる期待がもてる。また、図３に示すように
Bスコープ（断面表示）による画像表示ではビーム

ステアリング範囲を扇形に表示できるので、その設

定した範囲で試験体に置いたプローブ位置と反射源

位置との関係がイメージしやすい。

　また、図４のように探触子にエンコーダを取り付
けて走査することで、Cスコープ（平面表示）の記

録（図５）を残すことが可能である。
　なお，PAUTの適用できる箇所は，従来のUTを用

いている箇所と同じと考えてよい。

　PAUTの斜角探傷は、ウェッジを取付けてビーム

入射角を大きくして、横波を生成している。鋼材中

での屈折角が40～ 75°の範囲をセクタスキャンす

るのが一般的である。

図２　PAUT プローブ（16 素子）の例

図３　横穴試験片と PAUT 探傷画像例（Bスコープ）

図４　ワイヤ式エンコーダを使用した探傷例

図５　Cスコープ表示（平面表示）
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３．１　建築鉄骨溶接部のPAUT
　建築鉄骨溶接部でのPAUTの適用例に、既存鉄骨

溶接部の耐震診断の現地調査がある。完全溶込み溶

接で施工されているはずの箇所においてUT不合格

が検出された場合に、溶接不完全部等の不溶着部の

高さを測定することに用いられることがある。

図６の写真はレ形開先の溶込不良を内蔵した試験
体で、PAUT画像と調査した溶接部の継手断面図と

を重ねて示すことにより、エコーの反射源のイメー

ジが容易になる。

３．２　橋梁の部分溶込み溶接部
　部分溶込み溶接で施工された場合、不溶着部の高

さによって継手の強度は大きく異なる。そのため，

不溶着部の高さを正確に測定することが重要になる。

部分溶込み溶接の不溶着部の高さの測定部位と測定

方法を図７に示す。図に示す測定方法は建築鉄骨の
部分溶込みの測定方法と同じであり，さらに探傷位

置 (a) 以外にも探傷位置 (b) での測定が可能である。

不溶着部の高さを測定した結果を図８及び図９に示
す。

　図８に示すように，反射源が部分溶込み溶接部の
不溶着部の形状が直線状の場合には，PAUTによる

測定結果とマクロ試験で確認した不溶着部の高さは

よく一致している。

　一方，図９に示すように，不溶着部の端部に三角
形の隙間がある場合や不溶着部が曲がっている場合

には，三角形の先端や端部から離れた折曲がり部分

からの反射によって不溶着部の測定高さは実際より

小さくなる。

　この問題を解決するためには、図７の探傷位置 (b)
からの測定を行うことで不溶着部の端部からのエ

コーを、直線状のときと同様にとらえられることが

推定できる。ただし、この面に部材が付いていたり、

ボルト孔があいていたりして探触子の走査ができな

い場合がある。溶接不完全部の端部が三角形だった

り曲がりの発生が予想される場合は測定高さの補正

が必要となる。

　３団体（*2）共同で規格化に向けた活動をしてい

るワーキンググループがあるので簡潔に紹介する。

現行の建築学会UT規準による探傷での評価と同等

となるようなPAUTでの探傷方法を模索中である。

（まずは、溶接不完全部の長さの評価が同等となるこ

とを試みている。）鋼板に人工欠陥を内蔵させ、UT

で得られる欠陥指示長さと同等となるPAUTでの探

傷感度の調整、溶接線と平行走査する際の溶接基準

線－探触子間距離の設定、欠陥指示長さを測定する

図６　レ形開先の溶込不良と画面表示

図７　不溶着高さ測定部位と測定手法

図８　不溶着高さ測定結果とマクロ結果が一致する例

図９　不溶着高さ測定結果とマクロ結果が一致しない例
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際のエコー高さの閾値の設定などについて検討して

いる。試験体の板厚は、2種類（16mm及び40mm）

で各7体作製する。それぞれの試験体に１個ずつ人

工欠陥を内蔵させる。（図10は、板厚40mmの試験
体の図で、スリットの人工欠陥６個分の配置を示し

ており、この他に板厚中央部に横穴の人工欠陥を内

蔵させた試験体も作製する。）

　現在、PAUTの鋼構造溶接部に関する試験方法に

ついて制定されている JIS 規格等並びに公に適用さ

れている規基準はないが、この様な活動の成果によっ

て規基準が制定されることになれば、鋼構造物の溶

接部検査でのPAUTの適用範囲が、さらに拡がると

思われる。

　技術の進歩により、超音波探傷器も表示部がブラ

ウン管であったものが液晶画面となり、操作方法も

アナログからデジタルへと変わって20年ほど経過

したと思われる。筆者がUTをすることになってか

ら30年近く経つ。最初に使用していたアナログ探

傷器の表示画面は、もちろんブラウン管で重量は５

kgもあったが、最新の装置では１kgを下回るもの

もある。しかし、UTの作業要領はそれほどの進化を

感じられない。

　鋼構造物の溶接部や接合部は特殊工程であり、非

破壊試験で適正に評価することは大変重要である。

技術の進歩に合った試験方法の規基準が制定される

ことを切望する。

*1：JIS Z 3001-1 － 2013「溶接用語－第 4部：溶

接不完全部」より

*2：PA検査法確立WG（東京鉄構工業協同組合、日

本建築学会、CIW検査業協会）
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図 10　PA検査法確立WGで実験中の試験体概要
平面図（上）と断面図（下）
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３．APFNDT-AWF の友好協定調印式
　   ―シンガポールの国際会議で実施

　シンガポール　マリーナベイサンズコンベン

ションセンターにおいて、2019 年 11 月 29 日～

12 月８日、第２回World Conference on Condition 

Monitoring（WCCM） 及 び Singapore International 

NDT Conference & Exhibition（SINCE）が開催され、

これに併設してAsia Pacific Federation Committee on 

NDT（APFNDT）の総会も期間中に開催された。

　Melati Junior roomにおいて、WCCMのオープニン

グが9:00から始まり、NDTSSのPresidentの S.K.Babu 

氏から、2nd WCCMのホスト国としての開催の経

緯、30カ国を超える参加を得た旨の開会の挨拶が行

われた。 その後、International Society for Condition 

Monitoring（ISCM）の会長の Prof. Len Gelman が

WCCMの開催にあたっての祝辞を述べた。また、

NDTSS が APFNDT のメンバー国でもあることから

APFNDTの大岡紀一会長が挨拶を行った。その後、

Melati Ballroomに移動してExhibitionを開会した。

　Melati Junior roomにおいて 12月４日の 9:00 か

ら開会式が行われた。S.K.Babuの開会の辞に続いて、 

SINCE の Scientific Chair である Andrew Malcome 氏

による歓迎の挨拶が行われた。また、Asian Welding 

Federation（AWF） の President で あ る Sze Thiam 

Siong氏がAWFと APFNDTの友好協定調印式に至っ

た経緯を含めて挨拶を行った。また、APFNDTの大

岡会長がAPFNDTのメンバー国を代表して祝辞を述

べた。

　12月５日、8:00 から APFNDT Board 会議、また

12月６日、9:00から総会が開催された。

　ここでは、Membership の状況報告、新たに

APFNDTのメンバーとなったモンゴルの非破壊検査

中央の右側が AWF President の Sze Thiam Siong 氏と NDTSS の Executive members、
左側が APFNDT の大岡会長と Executive members（副会長、セクレタリー、事務局）
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協会への証明書が大岡会長から授与された。その他、

Financial 関連、 Communications & Website の報告、

さらには Task Groupについて、例えば、教育、標準

化などに関する活動状況報告が行われた。一方、国

際的なConference 及び APFNDT における各国のイ

ベントについて討議が行われた。なお、APCNDTは

2021年 10月 18 日から 22日までオーストラリア

のメルボルンで開催されることを確認した。

　12月４日の19:00からWCCMと SINCEの合同の

ガラディナーが行われた。S.K.Babu 会長の挨拶に引

き続いて、ISCMの Len Gelman 氏が NDTSS に対し

て今回開催の謝辞を述べるとともにWCCMにおけ

る発表者の表彰を行った。

　一方、このガラディナーのイベントの一つとし

て、AWF と APFNDT とで友好協定調印式が AWF 

President の Sze Thiam Siong 氏と APFNDTの大岡会

長との間で行われた。

　この友好協定（Memorandum of Understanding: 

MOU）の目的の概要は以下のようである。

　アジア・太平洋非破壊試験連盟（APFNDT）及び

アジア溶接連盟（AWF）は、このMOUを通じて、

共通の目的を共有する各組織間のパートナーシップ

の確立を求めている。NDTの最高水準の追求と利益

のための溶接の推進、さらに両方の組織は、グロー

バル化とますます競争が激化するグローバル市場に

おいて、NDT及び溶接の適用が拡大することを認識

して推進する。持続可能な非破壊検査と溶接に向け

て真の永続的な進歩を遂げる場合、教育、訓練、資格・

認証、研究開発、技術移転などが重要な役割を果た

すと考えている。NDTと溶接への投資は、国内総生

産（GDP）に直接影響を与え、両方で能力を開発す

るために不可欠な要素であることも踏まえてのMOU

である。

　今後のアジア・太平洋における溶接及び非破壊試

験・検査分野の両面から、NDTの活動が一層期待さ

れるであろう。
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4．ご隠居の「プラントメンテナンス」高座（講座）
　   ―おあとがよろしいようで― 第一幕：「長屋で RBI」

　2020年４月、新型コロナウイルスのパンデミック

でてんやわんやの世の中ですが、ここはドンと腰を据

えて。

　工場設備のメンテナンスコストの低減は、永遠のテーマ

です。ただ、やみくもにコストのみを削減すると…過去の

事例から、皆様は、よく御存知だと思います。

　昨今、RBI/RBMといった、メンテナンスの指針を検討す

る手法の重要性が、見直されています。ただしこの手法は、

1990年代には、すでに提案されており、「TPM活動、い

わゆる計画保全」に従事されている方にとっては、いまさ

ら何を？　とおっしゃられる方が多いかと思われます。

　でも、あえて…「RBI」って何？　といわれる方のために、

私の愛すべき友人たちが暮らしている「長屋」の一コマを

紹介します。

　こちらは、御存知の都内のアパート（通称、長屋）。個

人タクシーの運転手で生業（なりわい）を立てている「八っ

つあん」「熊さん」が、洗車をしながら、何やら話をして

います。

八：「何がいけねえって…コロナの影響でオリンピックも
延期になるし、パアーっとしねえな、熊さん」

熊：「年明けから、この方、世の中に『パワー』っていう
ものが感じられねえな、八っつあん」

八：「ゆうべ拾った、サラリーマンの２人組も…メンテナ
ンスコストが高いとか、なんちゃらかんちゃら…景気の悪

い話をしておって…でその時、上司が若いほうに『あーる・

びー・あい』を検討しろっていってたけど、熊さん、なん

のことかわかるか？」

熊：「金があーる人も、びーびー言ってる人も、愛は大切
…なんちゃって」

八：「おめえは、今年も馬鹿だね…ご隠居に聞いてみっか？」
熊：「善は急げ」
　というわけで、洗車の途中もなんのその、アパートの大

家さん、通称「長屋のご隠居」の家へと、やってきました。

八・熊：「ご隠居、あけましておめでとうございやす。今
年もよろしくお願いしやす」

ご隠居：「はい、おめでとう…ってもう四月だよ。今日は
また何だね」

八：「へえー、実は聞きたいことがありやして」
ご隠居：「そうかい、まあここにお座りな」
熊：「ついでに、お茶とおせんべえなんか、出たりして」
ご隠居：「なんか図にのりおって。しょうがない、おい、
ばあさんや！」

　てな調子で、お茶をずるずる、せんべいをぽりぽりしな

がら、やっと本題に入りやした。

八：「ご隠居『あーる・びー・あい』って知ってやすか？」
ご隠居：「そりゃRBI、Risk Based Inspectionのことじゃろ。
最先端技術の検査を行うと故障の危険度が下がっていくと

いうリスク軽減の基準を作るための手法じゃな。お前らに

教えるぐらいは知っとるぞ」

熊：「さすがご隠居、学がある…って、何者ですか、いっ
たいそいつは？」

ご隠居：「何者も、それものも…よーく聞きなさいよ二人
とも」

　RBIの特徴は、故障や劣化の状態の重要度をリスク（発

生する確率と発生した場合に生じる影響の大きさの積算）

というものさしで定量的に定義し、メンテナンスの効果を

リスク量の低減量として評価する点にある。米国石油学会

（API）では、1993年よりRBIの検討を開始し、2000年に

はガイドラインのリソースであるAPI 581を、2002年には、

RBIの指針であるAPI RP580を発行している。

八・熊：「…ぐー、ぐー」
ご隠居：「こらこら、二人とも起きなさい」
八・熊：「…ご隠居、もっとわかりやすく教えてくださいな。
もしかして、人間ドックで高い検査を受けると長生きでき

るっていう話ですかい？　それでしたら、もうこの辺でお

開きで」

ご隠居：「まあま、そんなに二人とも先を急ぎなさんな！
　ばあさん、お茶のお代わり、お持ちして…まず初めにも

のづくりをする設備は、点検やメンテナンスをするために

『金』がいる。二人ともわかるな！　次に、この設備を長く、
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安定して使うためには、部品の交換や、修理が必要になっ

てくる。ここまでいいかい？　その際、いかに金を使わな

いで現状を維持していくか…ここが『きも』だ」

八・熊：「そのくらいは、わかりやすよ…うちの長屋とお
あいこですね。長屋（アパート）の維持のために、毎月家

賃とは別に共益費を払っている。大家が怖いんで、物をこ

わさないように、みんなが気を使いながら住んでいる。だ

からめったに修理をしないんで…大家がまるもうけっと」

ご隠居：「これこれ、人聞きの悪いことをいうんじゃないよ。
設備のメンテナンスには３種類の方法がある」

BM（Break Maintenance）：こわれたら取り換える（事後保全）
TBM（Time Based Maintenance）：定期的に修理・交換する
CBM（Condition based Maintenance）：状態に応じて修理・
交換を行う

八：「御隠居、ちょっと待ってくれ。TBMっつうやつは、
良くても・悪くても取り換えちゃうのかい？　ちょっと

もったいなくはないかい？」

ご隠居：「よく気が付いたね。ほめてあげるよ。お前のい
うとおり…そこが大きなポイントじゃ。うまいこと、この

３種類の方法を組み合わせると、メンテナンスのコストが

べらぼうに下がる…といわれておる」

熊：「ご隠居・八っつあん、じゃあれかい…調子よく動い
てる機械は、なんにもしねえほうがいいってことかい？」

ご隠居：「それがそうでもない…よおくお聞きな！」
　CBMは、TBMより進んだメンテナンス方法ではあるが、

各種設備診断技術を用いて状態を監視し、故障しそうな要

素から、交換していく手法で、モニタリングに初期投資が

必要となる。一般的に工場の最重要設備に適用すると効果

が大。費用対効果を考慮して、保全方式を選ぶ必要がある。

八・熊：「ご隠居、ちょっとたんま！　またまた難しくなっ
てきた」

八：「簡単に言っちまうと、俺っちの山の神の場合は、家
族の最重要設備だから、CBMをやりゃいいのかい？」

ご隠居：「八っつあん、おまえさんいいこというね…まあ、
だいだいはそんなところだ」

　と…いったようなわけで、故障モードの重要度とメンテ

ナンスの効果を定量的に評価し、優先度をつけていく必要

が生じてきた。

八：「ご隠居、ちょっとわかってきたぜ！　故障したら、
困る設備は、細かく検査したり毎日状態を見たりしてる

と故障する心配が減ってくるってことかい？　こりゃまる

で、子育てだ」

熊：「俺もわかってきたぜ！　女房に浮気がばれて家出さ
れそうな時は、宝石で謝罪。飲み会が続いて、へそを曲げ

られたときには、どこか旅行に連れてく…な～んちゃって」

ご隠居：「…なにを言ってるか、この馬鹿者が…それじゃ
事後保全じゃ」

熊：「待てよ？　じゃ、畳はどうだい？　もう10年この方、
とりかえてねえな？」

ご隠居：「うるさいね、畳なんぞ、まだまだ使えるじゃろ！
家賃がいったい、いくらだと思ってるんだい。まあ、RBI

のおおまかな説明はこんなもんだ。これで気が済んだか

い？」

八：「なーんとなくわかったような、煙にまかれたような
…CBMは、女房とガキのために必用で…RBIは、その時

その場で二人の面倒をみるのに、何が一番必要かを知るた

めの規準で…日々の家族との摩擦軽減と家計費の削減に有

効？」

熊：「八っつあん、もうそのぐらいにしておきねえ。帰って、
洗車すませたら、女房とガキを回転ずしにでも連れてくか」

八：「そうすんべ」
ご隠居：「いっといで」
　３人の会話には、長屋の住人ならではの比喩が入ってい

て、本当にわかってるんだか、どうなんだか不安ではあり

ますが…ちなみに「TPM（Total Productive Meintenaunce）」

関連の書籍では、RBIを以下のように解説しています。

　Risk Based Inspection…破損の発生確率と被害の大きさか

ら、リスクを算出し、このリスクを基準にして設備への検

査方法や周期を見直し、安定操業とメンテナンスコストダ

ウンの両立を可能にするもの…。RBIの世界では、各種検

査において、粗探傷と精密探傷の上手な使い分けがますま

す必要になってくると思われます。

　令和二年、大きな事故がなく、安全で安定した「ものづ

くり」ができますように。読者の皆様、「ご隠居のプラン

トメンテナンス高座（講座）長屋でRBI」、いかがでしたか？

　おあとがよろしいようで。

参　考　文　献

木原重光・富士彰夫：「RBI/RBM入門」JIPMソリューション（2002）
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５．研究室訪問ー東京工業大学・廣瀬研究室

　「当研究室の特徴の一つは基礎学問を重んじるとこ

ろ。研究の核となる波動解析・数値解析はUTの礎

であり、弾性波動論や連続体の力学の基礎などの講

義に多くの時間を割いている」と話すのは、東京工

業大学（東京都目黒区）の廣瀬壮一教授。廣瀬研究

室は留学生が多いことも特徴の一つに挙げられ、廣

瀬教授は「アジアにおけるコミュニティー構築を進

めたい」と抱負を語る。

　同大学環境・社会理工学院土木・環境工学系の廣

瀬研究室には2019年度、特任准教授・助教各１人、

学生は博士課程に１人、修士課程には11人、学士

課程には2人、そして短期外国人研究員3人が在籍

していた。留学生・外国人研究員の母国はベトナム（３

人）、中国（６人）、タイ（１人）、インドネシア（１

人）と国際色豊かである。

　「研究室で共に教鞭をとるブイ特任准教授がベトナ

ム人である影響もあってベトナムからの留学生が多

い。中国は10年以上、同国内の学会に出席してい

るが、NDTの分野がかなり発展してきた印象を抱く。

中国からの留学生が多い背景には、こうした国情も

影響しているのかもしれない」

　廣瀬教授は香川県の高校を卒業後、京都大学に入

学。土木構造系の研究室でAEに関する卒論を手が

けたことがNDTと関わるきっかけだったと振り返る。

　「文献を探す過程でUTの論文にふれ、徐々に興味

を抱いた。その後ポスドクで１年弱、米国に留学し

た際、大家との縁に恵まれ、NDTに傾注するように

なった。ただ、研究の中心は数値計算や波動解析で

あり、実用的ではないものの、今日までNDTの基礎

となる研究を続けてきた」

　同研究室では、ホームページなどを通じて主な研

究内容について、「波動解析技術の開発」、「超音波非

破壊評価への応用」、「逆問題としての超音波非破壊

評価」などを紹介している。

　廣瀬教授は、大学受験に当たり土木を志望した背

景の一つに瀬戸大橋を挙げる。本州の岡山県と廣瀬

教授の出身地の香川県を結ぶ国内屈指の溶接構造物

は1988年の全線開通からすでに30年以上が経過

した。本州四国連絡橋を挙げるまでもなく、各種構

造物・設備の高経年化・老朽化、現場の人手不足が

課題とされる中、省人化のためのAI、IoT、ビッグデー

タ解析の活用などNDT技術は年々進化を遂げる。

　「従来の非破壊評価では、欠陥の有無だけ分かれば

よかったが、より確実なメインテナンスを実現する

ためには、材料中の欠陥がどのような形状をし、ど

のような大きさであるのかを知る『定量的超音波非

破壊評価』や、新たな評価法が求められており、当

研究室では、解析と実験の観点から研究を行ってい

る」

　廣瀬教授は今後について「長年取り組んでいる数

値解析、シミュレーションについて、さらにNDT分

野に浸透を図る意味ではAIなど最新の情報技術と組

み合わせを模索していく。また、中国では教え子が

教鞭をとるようになるなど当研究室とのネットワー

クが広がりつつある。2020年度は中国やインドの

知己のある先生との共同研究などを通じ、アジアに

おけるコミュニティー構築を進めていきたい」と所

信を述べる。

（文責・産報出版）

廣瀬壮一教授
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６．CIW認定に関するお知らせ

　
CIW検査業協会だより

一般社団法人 CIW検査業協会
☆理事会の開催について
　2020年度第1回理事会を2020年4月9日 (木 )
に開催し、通常総会の議案書（2019年度の事業報
告と2020年度事業計画）について審議を行いまし
た。
☆2020年度通常総会・懇親会の開催予定
　第6期第11回通常総会・懇親会を5月14日 (木 )
に浜松町東京會舘において開催予定です。
☆第6期各理事会・各委員会活動がスタート
　各理事会や各委員会は、第6期として4月より2
年計画でスタートしました。今後とも会員各位のご
協力のもと進めてまいります。
☆東京都鉄骨溶接部検査機関登録について
　2020年 4月 16日 ( 木 ) に説明会を予定。2020
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2020年度7月1日(水)から10日(金)
です。

☆今後の研修会予定について
　①東京都知事が認定する研修会【建築物の工事に
おける試験及び検査に関する研修会（鉄骨溶接部に
係る）】の本年度、第1回 6月 21日 (日 )、第 2回
11月 15日 ( 日 )、第 3回 2021年 1月 17日 ( 日 ) 
に東京で、第4回2月 14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8月29日 (土 )～ 30( 日 )に東京で
　③ NDI －レベル 3（RT・UT・PT 各二次試験）
のための受験対策講習会を 10 月 24 日 ( 土 ) ～
25( 日 )に東京で
　④WES 8701:2018対応『品質マネジメントシス
テムの構築に関する研修会』を11月 29日 (日 )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（電話03-5820-3353）まで。
また、当協会ホームページ (https://www.ciw.gr.jp)
にも掲載しております。

　2020年４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 10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：１社＞
C種（D種からの種別変更）
◆ (株 )さくら非破壊検査〔239〕

　認定検査部門：UT・PT・建築鉄骨検査適格事業者

　登録事業所　：本社

＜検査部門の削除：１社＞
A種
◆ (株 )シーエックスアール〔18〕

　認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・建築鉄骨

　検査適格事業者（ST部門を削除）

　登録事業所　：本社、福山事業所、水島事業所

　2020年４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：31社／ D種：

61社／合計：117社

　RUMPES No.33 Vol.4（2019年 10月 20日発行号）に掲載されました「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）の
記事につきましては一般社団法人日本溶接協会 溶接検査認定委員会の見解ではありません。

一般社団法人日本溶接協会 溶接検査認定委員会
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　本編集後記を執筆している現在、日本だけでなく世界中で新型コロナウイルス
が猛威を振るっている。爆発的な罹患者の増加で各国が混乱に陥っている。この
ウイルスに対するワクチンや治療法が未だ確立しておらず、また非常に感染力が
強いため危惧すべき事態となっている。
　それに伴い様々な影響が出てきている。マスクやトイレットペーパー等の生活
必需品の品薄状態や高額転売、各種イベントの自粛・無観客での開催、公立小中
高校の臨時休校実施など、我々の生活にも大きな支障をきたし始めてきている。
また、東京オリンピックの開催延期やプロ野球の開幕延期など，スポーツ界にも
影響を与え始めている。
　経済的な面では、アメリカのダウ平均株価の大暴落と連動して日経平均株価も
大幅に下落し、倒産する企業が増加するなど先行き不透明な情勢となっている。
　このような中、今後の国の対応がますます重要となるように思われる。また我々
もうがいや手洗い、消毒を徹底したり、職場の換気を頻繁に行ったり、不要不急
の外出を控えるなど、できることを行っていきたいと思う。
　一日でも早くこの問題が収束に向かうことを願ってやまない。　　　

（H.I）




