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非破壊検査部門の頭文字R(RT)，U(UT)，M(MT)，P(PT)，E(ET)，S(SM)，を採った
ものである。

RUMPES（ランプス）とは：
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１．はじめに

超音波探傷試験で超音波減衰の少ない厚板をアナロ
グ探傷器で探傷した場合に、残留エコーと呼ばれる妨害
エコーが発生する可能性があることが知られている。垂
直探傷では多重反射が生じ、この多重の底面エコーが
十分に減衰しないうちに繰返しのパルスが送信される
と、前の送信パルスでの多重の底面エコーの一部が表示
画面上に発生し、妨害エコーとなるものである。
これに対して、斜角探傷では一般に底面での反射波

は探触子に戻ることがなく、多重反射が生じないため残
留エコーは発生しないと考えられている。しかし、比較
的長距離において大きな反射源が存在すると垂直探傷
と同様に残留エコーが発生することも否定できない。偶
然にも筆者らはこの状況に遭遇し、調査の結果残留エ
コーであることを確認したので事例として紹介する。
なお、今回の事例の溶接試験体はφ2300×100のサイ

ズの鋼管溶接部の巨大な試験体であった。

２．超音波探傷試験で検出したエコー

溶接試験体と超音波探傷で検出したエコーの概要を

図1に示す。
＜超音波探傷試験のデータ＞

適用規格：建築学会規準
探傷器：USM-35（GE-IT製）
探触子：2C14×14A45（JP製） STB屈折角45.0°
Y距離：228mm  ビーム路程W：120mm
エコー高さ領域：V 欠陥指示長さ：全周にわたる
確認のために他の機種のデジタル探傷器及びアナログ

探傷器で同じ探触子を用いてエコーの確認を行ったとこ
ろ他の探傷器ではこのエコーは検出されなかった。

３．検出したエコーの予備調査

母材欠陥からのエコーとしてはエコー高さが高すぎる
（大きな開裂等があった場合に高いエコーになる可能性
があるがその場合に裏面からの探傷で何らかのエコーが
検出される）、他の探傷器ではこのエコーは検出されな
かった（探傷器の設定条件によってエコー高さが大きく
変わることはあるがH線を超えるエコーが消失すること
はない）、全周にわたりほぼ同様なエコーが検出された
ことから、母材エコーという判断には合理性がないと考
えられるので検出したエコーに関する調査を実施した。
調査は、材料を切断して母材欠陥の確認を行い、切断
後に残った試験体を用いて再度超音波探傷試験を実施
した。
材料の切断では大きなエコーになるような母材欠陥は

確認されなかった。
そこで切断後の試験体を用い反射源を確認するため

の図2のようにデジタル超音波探傷器（USN 60）を用い
た超音波探傷試験を実施した。超音波探傷試験で検出
されたエコーを図3及び図4に示す。図に示すように、
繰返し周波数（PRF）965Hzでは図1で検出されたのと
同様のエコーが検出された。また、測定範囲を2000mm
とし繰返し周波数を80Hzに変更すると母材エコーは検
出されず試験体の端部からのエコーが検出された。
そこで、母材エコーと推定されるエコーを検出した状

態で、図5に示すように試験体の端部をグリセリンのつ

1. 超音波斜角探傷試験での残留エコーについて

㈱ジャスト 池ヶ谷　靖

図1 検出したエコーの概略



いた指で触った。その結果、指で触る度にエコー高さが
変動してこの部分が反射源であることが確認された。

４．検出したエコーについて

調査の結果、検出されたエコーは母材欠陥からのエコ
ーではなく、2MHzでSTB屈折角45度（2C14×14A45）
の探触子を用いて斜角探傷を行った際の残留エコーと考
えられる。（この鋼材は減衰が小さいため2MHzではビ
ーム路程が1000mm以上になってもコーナーエコーは明
瞭に検出される。）
PRFは図6に示すように、１秒間に繰返される超音波

パルスの送信と受信である。そのため、図5に示すよう
な斜角探傷試験では図7に示すような残留エコーが検出

される。

５．検出したエコーの調査

試験体で実際に検出された母材からのエコーを確認す
るため、同じ探傷器（USM35）を用いて、検出したエ
コーの調査を行った。
当初のPRFの設定は10（992Hz）であったため母材部

と推定されるエコーが検出されたが、PRFを8（472Hz）
に設定すると母材部のエコーは消失した。（図8参照）
その詳細は図9及び図10に示すように、PRFが992Hzで
はビーム路程1730mmの試験体端部からのコーナーエコ
ーが次の送信パルスの表示画面の測定範囲に入るため見
掛け上の母材エコーとなって現れ、PRFが472Hzになる
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図2 反射源確認のための超音波探傷試験の概要

図3 測定範囲125mm PRF965Hzでのエコーの検出 図4 測定範囲2000mm PRF80Hzでのエコーの検出

図5 端部からのエコーの確認
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図6 PRFの概要

図7 PRFが965Hzの場合の残留エコー

図8 PRFの低下と残留エコーの消失

図9 FRP992Hzでの残留エコー



とビーム路程1730mmの試験体端部からのコーナーエコ
ーが次の送信パルスの表示画面の測定範囲外となるため
見掛け上の母材エコーが消失する。（実際の反射源と見
掛け上の反射源を図11に示す。）

６．まとめ

筆者らはそれまで経験した母材欠陥からのエコーがそ
れほどエコー高さが高いことがなく、円周方向にほぼ連
続して検出されることがないことや超音波探傷器を交換
するエコーが検出されないことから何らかの妨害エコー
と推定していた。（切断による母材の確認でも何らかの
欠陥は確認されなかった。）
今回の確認実験で、溶接試験体で検出された超音波

探傷の幾何学から推定されるエコーが母材欠陥によるエ
コーではなく残留エコーであることが確認できた。
近年、デジタル超音波探傷器が普及するとともに、

超音波探傷器がブラックボックス化して、超音波探傷
器の種々の設定が工場出荷時のまま使われ、通常調整
する項目（測定範囲・音速・零点調整など）以外はど
のような設定になっているか、それほど注意を払わなく
なっている面がある。そのため、ある目的の探傷のため
には適正でない設定のまま探傷が行なわれることがあ
り、今回はその典型的な事例であった。
さらに、検査員の知識・経験としても斜角探傷で残

留エコーが発生するという事例がないため、遠方の反射
源のエコーが母材エコーと同様なエコーとなることを想

像できなかった。
それらのことを考慮するなら、通常の検査業務では測

定範囲が1.5Skip以下となるため、今回のようなエコー
を残留エコーと判断することは容易ではない。
そこで、極厚板溶接部の超音波探傷試験で2MHzで

STB屈折角45度（2C14×14A45）の探触子を使用して超
音波探傷試験を実施する場合は以下の点に注意する必
要がある。
(1) 超音波探傷器の繰返し周波数を1kHzよりかなり小さ
くしておく。
(2) 材料端部でのコーナーエコーや何らかの形状で大き
なエコーが発生する部分がないか予め確認しておく。
そのような反射源がある場合に残留エコーが検出され
る可能性のある位置を推定しておく。
(3) (2)で推定された残留エコー位置の近傍にエコーが検
出された場合、エコーが検出された状態で材端等の反
射源をグリセリンがついた指で触りエコーが変動しな
いか確認する。
(4) 母材部で高いエコー高さ（領域Ⅲ～V）が検出され
る可能性は少ないと認識する必要がある。
(5) 超音波探傷器の繰返し周波数を変更し、消失する場
合は残留エコーと判断し、その反射源は上記で確認さ
れた材端等と判断できる。
今後、目的の検査業務によってデジタル超音波探傷

器の種々の設定をどのように行なうか、指針を明らかに
していくつもりである。
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図11 残留エコーによる見掛けの反射位置と実際の反射源

図10 FRP472Hzでの残留エコーの消失
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１．はじめに

2007年5月に発生したコースター死傷事故を発端として同年10
月に総務省が指摘したコースターに関する緊急点検の実施及び所
有者等に対する事故防止対策の徹底により「JIS検査標準に基づ
く探傷試験」が重要視されることとなった。CIW検査事業者協議
会技術委員会では、「JIS検査標準に基づく探傷試験」をより明ら
かにするために行った試験体による実験の概要をRUMPES
（Vol.23 No.2 Spring,2009）に掲載しましたが、その内容についてい
ろいろな意見を頂きました。特に、3氏（Kさん[東京都]、Iさん
[宮城県]、Tさん[千歳市]）は文書によって自身の見解を当委員
会宛に届けられました。また、これらは非破壊検査の専門家とし
てのご意見でもありますので、ご意見に対する当技術委員会とし
て若干の見解を述べさせていただくことにいたしました。

２．当委員会と３氏の意見の相違点について

２.１　放電加工きずの設定位置
当委員会の実験と3氏の意見の相違点の第一は、「試験体は、実
機の車軸に使用する予定であった2体と図面の提供により作成し
た模擬体1体の合計3体の断面急変部に初期の疲労割れを想定した
放電加工きず（d0.5×10～d2.0×20）を合計15個付与したとして
図2を例示」したことをめぐり、き裂（疲労割れ）の発生部位と
してIさんは「車軸では疲労割れが発生するのは、一般的にはネ
ジ底から」、Tさんは「エキスポランドの事故のねじ部が起点とな
っており、一般的にもねじの疲労割れはねじ部か首下というのが
常識」としていることです。その後のCIW通信編集委員会におい
ても「疲労割れの発生部位はねじ首下から」との意見も出され、
当委員会が設定した「断面急変部」が一見少数意見とも見られる
ところです。当委員会では本実験に際し、車軸のどの位置に放電
加工きずを設けるかという点について、全国遊園施設協会（コー
スター事故後より当協議会との接点となった団体）からも意見を
求めましたが、すでに破断写真が公表されていることもあって明
確な破断箇所の明示はいただけませんでした。
注）破断した車軸の写真は、㈱日鐵テクノリサーチが「遊戯具
の点検について」と題してRUMPES（Vol.22 No.1 Winter,2008）に
掲載した「大阪府警公開」とのただし書きのついた記事がありま

すので参照ください。
「大阪府警公開」の写真では、どの部分が段付部で、また、ど
の部分がねじ首下か判別がつきませんし、更に、どの部分がき裂
の起点かも明確には判別できません。「一般的にもねじの疲労割
れはねじ部か首下というのが常識」というご意見とは少し違う結
果となりましたが当委員会は断面急変部として、
(1)図１に示した△印の１の箇所（黒矢印部）
(2)平行部の限りなくねじの谷に近い箇所
の合計15ヵ所に放電加工きずを設定しました。残念ながら、加工
業者の力量不足等からIさんやTさんがご指摘されたとおり（図2
の白矢印）、明らかに平行部分への加工となってしまった箇所が
あったことは否めません。
なお、Kさんは「コースター事故で亀裂の入っていたのは、私

2. 読者からのご意見に対するCIW検査事業者協議会技術委
員会の見解―本誌Vol.23№2「コースター車軸の検査方法について」

CIW検査事業者協議会技術委員会

図2  試験体1②（d 1.0×10）

図1 試験体1の寸法・形状



の記憶が正しければ図1の△1の付近の平行部かR部だったように
思います。付図に赤線で描きました。」と付図を添付されてきま
したが、特に疲労破壊についてのコメントはなく、き裂の発生部
位についてIさんやTさんの見解とは違っています。

２.２　3氏が主張されるNDT手法
当委員会の実験と3氏の意見の相違点の第二は、当委員会が採
用したNDT手法との違いです。意見を寄せられた3氏のうちKさ
んは、「亀裂の深さは10㎜くらいあったように思います。その場
合は超音波で検出できたと思います。今回の実験では、極間法に
よる磁粉探傷で亀裂をよく検出していますが、車軸を分解しなけ
れば実施できません。」と述べられ、車軸を分解せずに実施でき
る超音波が適切であると主張されています。
一方、Iさんは、「車軸では疲労割れが発生するのは、一般的に
はネジ底からで、図2のようなねじ山の高さの平滑な部分では疲
労割れが発生しないと考えられます。」とし、補足として「同様
なものとしてボルトのき裂検出を行い、RUMPESの記事程度の大
きさのネジ底のき裂はUTで検出できています。」とボルトのき裂
検出の試験データも添付されています。
また、Tさんは「エキスポランドの事故で破壊した軸には、コ
ッターピンの穴が開いていました。超音波で端部から探傷する場
合には大きな妨害エコーの発生源となります。（略）私は、この
コッターピンの存在でUTは不適になるか、限られた範囲の適用
にならざるを得ないと考えています。」と述べられています。
当委員会が超音波を除外したのは、遊戯施設のコースター車軸
の寸法・形状は種々多々であり、また、部品図面が完備していな
い場合（輸入品の場合）も多いこと等により反射源位置が明確で
ない車軸への超音波の適用に危惧をもったからです。「今回の実
験の前提条件」は、RUMPESには、「1．はじめに」と「２．２
実験結果」にも記載していますが、これら超音波を除外したいき
さつの文章は、RUMPESへの掲載が3頁となったために割愛しま
した。（実験のレポートはA4判8頁です。）また、Tさんが指摘され
ている「コッターピンの穴の存在」（図3の白矢印を参照）は、当
委員会も指摘しており、「今回探傷に使用した試験体1にもあるよ
うに油抜穴（このような表現で聞きました。）は探傷の障害とな
りこれらが存在すると円周全ての探傷とはならないこと。」とし、
超音波除外の一因としましたが、前項と同様にRUMPESへの掲載
に際しては割愛しています。
次に、超音波に変わるNDT手法ですが、Iさんは『MTでは片側
のヨークをネジに接触させているが、このような不安定で隙間が
多数できる接触方法では適正な磁化ができないのでは？　例えば
ねじに合うナットを入れて・・・あるいはコイル法で磁化する必
要があると思いますが』と、また、Tさんは極間法については

「磁極の接触が不安定で、磁極付近の不感帯と反磁界の影響が無
視しえず、安定した探傷とは言いがたい。」として「専用冶具を
工夫するかコイル法の適用を考えるべきでしょう。」と述べられ
ています。
これらを含めて3氏のご意見は技術的にはそれぞれ正しいもの
であり、当委員会があれこれ申し上げる立場にはありませんが、
「今回の実験の前提条件」（RUMPES（Vol.23 No.2 Spring,2009）を
見直していただくとなぜ極間法を採用したかがご理解いただける
と思います。

３．まとめ

今回の実験の前提条件は5つでしたが、これらの条件全てを満
足する「探傷試験」は存在しないことが確認され、条件の③を削
除し「コースターを分解」することにより、磁粉探傷試験が最も
適切との結論に至りました。また、Iさん、Tさん共に主張される
「コイル法」は前提条件の④及び⑤と一致しない、あるいはなじ
まないとの理由から採用しませんでした。また、Tさんが主張さ
れる「水型エアゾール洗浄剤を使った水洗性浸透探傷試験」につ
いては、コースターの材質が鋼であり、また疲労き裂の検出を第
一にしていることから、当委員会では「PTよりはMT」との全員
の意見でした。
以上、意見を寄せられた3氏と当委員会の実験の違いについて、
その背景を含めて解説いたしましたが、その違いの主たる点は、
前述の「今回の実験の前提条件」の①から⑤にあると言えます。
残念ながらRUMPESの記事が3頁になり割愛せざるを得なかった
ため説明不足の点となったことはお許し頂くとして、当委員会と
しては、読者の皆様に再度「今回の実験の前提条件」をお読みい
ただくこと、また、実験のレポートは公開としており、ご要望に
対してはこれを送付させていただくことを付け加えさせていただ
いて、意見を寄せられた3氏に対する見解とさせて頂きます。
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図3  試験体4の寸法・形状



【解説】

(1)
a)ホール素子などの向き：試験体表面に平行な磁界の

強さを測定するため、ホール素子の磁気測定面が試験
体表面に鉛直になるようにし、また、予測される磁束線
の方向に対して磁気測定面が垂直になるようにホール素
子の向きをセットする必要がある。
b)ホール素子などの表面への接近：実験結果による

と、例えば極間法においては、磁極と試験体表面との
ギャップが増大すると空間にもれる磁束線が多くなるた
め、測定値はリフトオフが増大するとともに大きくなる
傾向がある。試験体表面に平行な磁界の強さを測定す
るためには、できるだけリフトオフが小さくなるように
セットするのがよい。必要があれば、リフトオフを変化
させて測定し、それを直線で結んでリフトオフがゼロに
なる所の値を求めればよい。
c)磁界の方向：試験体表面に平行な方向に磁界が生

じるように磁化させる必要がある。

(2)
図1に示すように、極間法において磁束線は磁石から

空間に多数もれてくる。試験体表面に平行な成分を測
定するためには、垂直成分の影響を除くために図2(a)に
示すように磁極間の中央部にホール素子をセットし、図
2(b)のようにホール素子の測定面が試験体表面に鉛直に
なるようにセットすると、(1)の条件を満足させること
ができる。

3. 【解説】上級検査技術者試験問題―磁気検査（MT）部門
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【問題】2007年1月20日付けで磁粉探傷試験に関する
JISが改定され、JIS Z 2320-1、2及び3が制定された。
JIS Z 2320-3では、磁界の測定方法として、次のよう
に規定している。
磁化は、ホール素子プローブなどを用いて、試験

体表面に平行な磁界の強さを測定することによって
決定する。要求される磁界の強さを得る場合、磁化
方法及び測定位置に関して、次の三つの要因を考慮
する。
a) ホール素子などの向き、b) ホール素子などの表

面への接近、c) 磁界の方向
これに関連して，以下の問いに答えなさい。
(1)上記のa)、b)及びc)の内容について知ることを記し
なさい。
(2)極間法(直流)を用いて磁化するときの、試験体に作
用している磁界の強さの測定方法を記しなさい。
(3)一般の構造物及び溶接部を探傷する際に必要な磁
界の強さを、1200～2000A/mと規定している理由
を簡潔に述べなさい。

図1 極間法における磁束線の分布の例

図2 試験体表面の磁界の強さの推定方法の模式図



図3にリフトオフを変化させたときの空間の磁束密度
の水平成分の分布を示す。図中のg ’は磁石と試験体表
面とのギャップであり、g’=0mmの場合にはリフトオフ
を変化させても空間の磁束密度にはほとんど変化が認め
られないが、g’=3mmの場合にはリフトオフが増大する
とともに直線的に空間の磁束密度は増大する傾向が認
められる。いずれの場合にもリフトオフがゼロにおける
磁束密度の値を求めるとほぼ同じ値が得られる。この磁
束密度の値を空間の透磁率で除すと、これが試験体表
面に作用している磁界の強さになる。これは、アンペア
の周回積分の法則からも明らかである。このようにして
求めた磁界の強さと別に求めた試験体中の磁束密度の
値をプロットし、試験体のB-H曲線と比較した結果を図
4に示す。両者はよく一致していることが分かる。

(3) きずからの漏洩磁束密度は，試験体中の磁束密度
が飽和磁束密度の約70～80%以上になると急増し始める
ため、一般に磁化条件の設定に際して推奨されている。
これは、一般の構造物及び溶接用に用いられている材料
のB-H曲線においては、1200～2000A/mの磁界の強さに
ほぼ対応しているためである。試験体中の実際の磁束密

度の測定は簡単ではなく、磁界の強さは上に述べたよう
に容易であるため、JISでは磁界の強さを用いている。

図5に、参考のためS10C(A)、S25C(A)、S55C(A)及び
A387C(A)（Aは焼なまし材を表す）のB-H曲線、きずか
らの最大漏洩磁束密度と磁界の強さ及びきずからの最
大漏洩磁束密度と試験体中の磁束密度の関係を示す。
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図3 試験体表面近くの空間の磁束密度の水平成分とリフトオフの
関係

図4 試験体中の平均の磁束密度と試験体に作用する磁界の強さの
関係

図5 きずからの漏洩磁束密度におよぼす磁界の強さおよび磁束密
度の影響



１．はじめに

近年各種の光ファイバを用いたひずみや変位などの計
測システムが提案され、さらなる実用化に向けて着々と
研究が進められている。著者らはFBGセンサからの反射
光を透過光ポートと反射光ポートを有する光学フィルタ
に通し、各々のポートの光強度を電圧に変換する産総
研（独立行政法人産業技術総合研究所計測フロンティ
ア研究部門）殿が提案されている方式が、高速動ひず
みの計測に優れており、かつ比較的コンパクトなシステ
ムで耐衝撃にも優れた長所を持つと考え、産総研殿と
の共同研究を通して、これの特長を生かした適用開発
に取り組んできた。本システムの概要と、当社が開発し
た回転体の高速動ひずみ計測の適用事例について紹介
する。

２．計測システム

FBG（Fiber Bragg Grating）とは、光ファイバコアの
軸線の屈折率を周期的に変化させたブラッグ回折格子
を形成させたものである。図１にFBGの構造を模式的
に示す。このFBGからの反射光は、FBG部の有効屈折
角とブラッグ格子間隔により決まる特定の波長のみの光
となる。FBGにひずみが加わってブラッグ格子間隔が変
化すると、FBGからの反射光の波長が変化する。この
性質をセンサとして利用する。FBG反射光の波長の計
測には、光スペクトルアナライザがよく用いられている
が、光スペクトルアナライザは回転機構を有する回折格
子とミラーを組合せて波長ごとの光強度を測定するた
め、掃引時間に数秒を要することがあり、高速での動ひ
ずみの計測は不可能である。

高速の動ひずみの計測を可能にするために、光学フィル
タを用いている。図2に示すように、FBGセンサからの
反射光は、光サーキュレータを介してWDMフィルタと
呼ばれる光学フィルタに導かれる。
WDM（Wavelength Division Multiplexing波長分割多
重）フィルタは、光ファイバを伝播する光を短波長帯域
Ⅰと長波長帯域Ⅲの二つの帯域に分割するものである。
図3に使用したWDMフィルタの特性を示しているが、
短波長帯域Ⅰと長波長帯域Ⅲの間に、透過率と反射率
が順次変化する遷移領域Ⅱが存在する。FBGセンサで
変化するブラッグ波長をこの遷移領域Ⅱを利用して推定
することが可能である。
予め、FBGセンサからの反射光の波長が、WDMフィ

ルタの遷移領域Ⅱの波長範囲に位置するようにしておく
と、FBGセンサにひずみが負荷されブラッグ波長が変化

4. 光ファイバ（FBG）センサによる高速動ひずみ計測

㈱IHI検査計測　中島富男、荒川敬弘
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図１　FBGセンサの構造の模式図 図3 WDMフィルタの特性

図2 WDMフィルタを用いたFBGセンサ計測システムの構成図



すると、WDMフィルタを透過した反射光と透過光の光
強度は変化する。WDMフィルタを通過した透過光と反
射光を光電変換器に接続して、光強度を電圧信号VTと
VRに変換する。この電圧信号VTとVRから次式に示す無
次元量R値を定義している。

R＝（VR－VT）／（VT＋VR） ・・・（１）
このR値と波長の関係を予め測定しておけば、計測し

たR値よりFBGセンサからの反射光の波長を推定するこ
とができる。先に述べた、光スペクトルアナライザを用
いて波長を測定する方式に比べて、本方法は間接的で
はあるが、光電変換器で変換した電圧により測定するも
ので、高速の動ひずみの計測が可能であり、また、シス
テムがコンパクトに構成でき、衝撃性に強い特徴が得ら
れている。同一の光ファイバで複数の箇所のひずみを同
時計測する場合には、ブラッグ波長の異なる複数の
FBGセンサを直列に繋ぎ、それぞれの反射光の波長に対
して波長遷移領域Ⅱを有する複数のWDMフィルタを組
み合わせることによりそれぞれの箇所のひずみを分離で
きる。

３．回転体の高速動ひずみ計測

回転物にFBGセンサを取り付けて回転物に発生する
ひずみを監視するには、光信号を回転物から外部に取り
出す仕組みが必要となる。ここでは光ファイバ・ロータ
リジョイント（Fiber Optical Rotary Joint＝FORJ）を用
いた。すなわち、ロードホイールの回転と共に回転する
軸と、固定した軸との軸心を通して光信号の伝達を行
っている。
なお、FBGセンサからの反射光の波長は、FBGセン

サに加わるひずみの他にも、温度によるフ光ファイバの
屈折率の変化にも強い影響を受ける。回転体のひずみ
変動は周期的な変化を示すのに対し、温度による変化
は連続した変化と予測されるので、ここではこれを分離
するアルゴリズムを用いてコンピューター上のソフトに
より補正している。
図4に示すように、ロードホイールのディスク部の中

央部とより車軸に近い側の2カ所およびリム部に１カ所
FBGセンサ（無ひずみ[常温]での反射波長が1550nm、
半価幅0.2nm）を取り付け、それぞれ半径方向及び周方
向の動ひずみを計測した。なお、ここでは紙面の関係よ
り、ロードホイールのディスク部の中央部に取り付けた
結果について紹介する。

測定は、図5に示すように、フラットベルト上のロー
ドホイールに垂直荷重４kN を負荷して、フラットベル
トの速度を変化させ、一般道路での走行を模擬して試
験した。なお、フラットベルトは、ベルトを回転させる
機構（速度可変）を持つとともに、タイヤより負荷され
る垂直荷重をエアベアリング（高圧の空気の噴出により
ベルトを保持させた摺動機構）で支持しベルトをゆがま
せることなく、道路上での走行を模擬するためにフラッ
トの状態を維持する機構を有している2）。
図6に、ロードホイールのディスク部中央に取り付け

たFBGセンサによる半径方向のひずみを計測したときの
ひずみ波形を示している。(a)図は時速30ｋｍにおける
計測結果であり、1秒間の横軸の間隔に周期的に４つの
波形が現れており、４Hzのサイクルで240rpmのホイー
ルの回転数に一致している。(b)図は時速200kmでの計
測結果で、0.2秒間に周期的に５波形があり、25Hz、つ
まり1500rpmに相当する。
１周期におけるひずみ波形の傾向は、時速30kmと時
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図4 ロードホイールへのFBGセンサ取り付けの様子

図5 フラットベルト上でのロードホイールのひずみ計測の様子



速200kmで大差なく、A点における最大の圧縮ひずみを
受け、B点で最大の引張ひずみに変わり、C点のほぼ無
ひずみ状態を経て、D点の再度最大の引張ひずみに変化
しているのがわかる。A点においては、FBGセンサを取
り付けたディスクの位置が、車軸とフラットベルトとの
接地点との間に位置して最大の圧縮ひずみを受けてい
る。逆にC点では、ホイールが180度回転した状態での
計測で、無負荷状態になっている。これに対して±90度
回転した位置では逆に引張のひずみを受けているのがわ
かる。
一方、得られたひずみサイクルの周波数解析結果を図
７に示している。それぞれ回転一次の周波数は、時速
30ｋｍ試験では４Hzに、時速200km試験では25Hzに現
れており、それぞれ二次、三次と回転高次成分も観察
されている。一方、時速200km試験においては、時速
30km試験では観察されなかった100Hz～450Hzの周波数
のピークが観察されている。これらは、ロードホイール
の弾性変形に伴う共振と考えられる。100Hzから400Hz
の周波数帯域は、高速走行時に車室内騒音の原因とな
るロードノイズの周波数帯域に相当する。本計測手法
は、ロードホイールを伝達系とする車両の振動・騒音試
験に適用できる可能性を示すものと考えられる。ここで
示した結果より、光学フィルタを用いたFBGセンサによ
るひずみ計測システムは高速での動ひずみ解析に有効な
手段と考えられる。

４．まとめ

近年光ファイバを用いたセンシングシステムが数多く
紹介されているが、ここでは高速動ひずみ計測に適し、
システムがコンパクトで耐衝撃性に優れた特長を持つと
考えられる光学フィルタを取り入れたFBGセンサシステ
ムについて紹介した。また本システムを使用して、高速
回転する自動車用ロードホイールの動ひずみ計測が低雑
音で可能であり、FBGセンサを用いて、回転中のロード
ホイールの動ひずみ計測が有効であることを紹介した。
本システムがアコースティックエミッション用のセン

サとしても有効であることを確認している。また、本シ
ステムのコンパクトさと耐衝撃性に優れることより、Ｊ
ＡＸＡオープンラボに応募し、ロケットヘルスモニタリ
ング用システムの開発を進めており、更なる適用を目指
して開発を進めている。

参考文献

1)中島、荒川：FBGセンサによる高速動ひずみ計測技術について、
IIC REVIEW No.38(2007年10月)、p.p.37-44
2)社会や産業の安心・安全に寄与する製品展開、IIC REVIEW
No.40(2008年10月)、p.p.105-109
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図6 時速30km及び200km走行時のロードホイールディスク部の
ひずみ履歴

図7 時速30km及び200km走行時のロードホイールディスク部の
ひずみ履歴の周波数解析結果
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本年4月中旬の新聞各紙に「原発部品データ改ざん」
の見出しが踊ったのを記憶している方々は多いであろ
う。日立製作所及び日立GEニュークリア・エナジーの
委託先が中国電力島根原発のタービン配管の溶接後熱
処理に関する温度管理データを改ざんしていたことが発
覚したものである。更には中部電力浜岡原発においても
同様な改ざんが露見した。改ざんを行ったのは日本溶接
協会で溶接構造物非破壊検査事業者の認定を受けてい
るA社（あえてここではA社としておく）の作業員であ
った。
A社はWES8701:2007のA種事業者として溶接協会の溶

接検査認定委員会で認定されている会社であり、「溶接
構造物非破壊検査事業者等の認定」基準に基づく新
CIW認定に移行している会社である。認定委員会は、
倫理に関わる事項が発生した場合には調査委員会（溶
接検査事業者倫理委員会）により調査を行うこととし
ている。今回の事例は「配管溶接部の熱処理について
の温度記録の改ざん」であり溶接部検査に直接関係す
るものではないものの、CIW認定は個人認定でなく会社
組織の認定であることから、明らかにWES8701:2007の
付属書1（規定）溶接構造物非破壊検査事業者の品質シ
ステム―要求事項の検査業務の倫理規定違反に該当す
ることから、データ改ざんの経緯、今後のA社の対応等
について倫理委員会で調査を行った。ここではその過程
において本件に関して委員会で話題とし、かつ議論をし
た内容を紹介する。これらがCIW検査事業者の倫理に
対する取り組みの参考になれば幸いである。
１．データ改ざん等の不正行為はモラルのない一個人の
問題として捉えるだけでなく、組織的要因をも正さな
いと再発の可能性がある。10年前にも同業他社の熱
処理データ改ざんが発生している。前回は内部告発に
より、今回は電力会社の調査により判明している。
２．品質保証において作業員の認定、作業記録、検査
記録、管理監督者の監視強化と、データ改ざんなど
ができないような予防措置を講じる作業プロセスを管
理する必要がある。

３．今回のような不正に対して会社としての運用に不備
があったのか、見落としているところがあったのか十
分検証すべきである。コンプライアンスや倫理的逸脱
に対する倫理綱領についての取り組みが必要である。
４．CIW認定は個人認定ではなく会社組織の認定であ
るので、データ改ざん等の不正に関する不祥事には、
会社の経営者が社会的立場に立って対応すべきであ
る。
５．下請け会社や協力会社の社員に対しても倫理教育、
指導を徹底する必要がある。
６．事業者は倫理規定の中に罰則規定を作成しておく
必要がある。
７．匿名の告発については、内容に信頼性のあるものに
ついては取り上げ、場合によっては公表することも考
えるべきである。等

なお、今回の件について倫理委員会は、溶接検査認
定委員会に、認定に関わる臨時のサーベイランスを早期
に行うことを提案し、その際には①品質マニュアルの最
新版を提出すること ②早急に改善状況確認の内部監
査を行い報告すること ③下請け会社、関連会社への
具体的対策とその結果を報告すること ④倫理教育を
継続的に実施すること――が必要であることを付言し
た。
今回の件は焼鈍作業に係る温度記録の改ざんであり、

配管の安全性には問題が少ないことが判明したが、マス
コミにデータ改ざんが大きく取り上げられ、A社も対応
に苦慮したものと想像されるが、早期に対策をたて信用
回復に努めてほしい。また、すべてのCIW認定事業者に
対して、品質管理に関わる倫理の問題については十分
な配慮を払うことを望みたい。

5. 溶接検査事業者倫理委員会からの報告

溶接検査事業者倫理委員会委員長　西川　孝夫



☆臨時幹事会の開催

平成21年度臨時幹事会を8月10日(木)協議会事務所におい
て開催し、7月28日に開催された第1回新法人移行準備委員
会において検討され幹事会へ付託された新法人への移行検
討（名称、定款、スケジュール等）や幹事退任等の会務事項
の報告、地区ブロック会議の内容等について協議しました。
幹事会開催後、新法人の名称検討結果を(社)日本溶接協
会に回答するとともに、設立登記に必要な設立時社員、設
立時理事等の承諾書をはじめ、定款や主たる事務所決定書
等の書類を司法書士に提出しました。本誌が皆様のお手元
に届く頃には、「一般社団法人CIW検査協会」の登記が完了
し、新たなスタートの準備が完了していると思います。
☆平成21年度第1回新法人移行準備委員会の開催

当協議会の社団法人化を推進するため、第1回新法人準備
委員会を平成21年7月28日(火)協議会事務所において開催し
ました。定時総会において承認された新法人の名称の再検
討を含め、本年度中の準備と諸整備並びに9月末に一般社団
法人CIW検査協会として設立・登記を行うことを再度確認
し、8月10日開催の臨時幹事会にその決定事項を付託しまし
た。
☆技術委員会の開催

第16回技術委員会を8月24日(月)協議会事務所において開
催しました。外観検査(内質検査を含む)の講習会の実施報告、
今後の開催計画や契約適正化推進実行委員会が実施中のPR
活動の結果に伴う公官庁からの開催要望等、また、本誌
Vol.23 No.2に掲載の「コースター車軸の検査方法について」
について寄せられた意見に対する見解(本号に掲載)等を検討
しました。
☆契約適正化推進実行委員会の開催

第3回契約適正化推進実行委員会を9月3日(木)に協議会事
務所において開催しました。地区毎のPR活動の実施状況、
平成21年度食い違い、ずれの検査に関するアンケートの実施
等をとりまとめました。次回は12月上旬に開催の予定です。
☆『(仮称)次世代のための非破壊検査セミナー』準備委員会

の開催

第1回「(仮称)次世代のための非破壊検査セミナー」準備

委員会を9月9日(水)に協議会事務所において開催し、委員構
成、対象ターゲット、セミナーの内容、外部団体との協賛
方法、今後の進め方等について検討を開始しました。次回
は10月下旬に開催の予定です。
☆都知事認定の研修会の開催

東京都知事認定研修会「建築物の工事における試験及び
検査に関する研修会」を7月26日(日)、9月6日(日)に、いず
れも新日鐵代々木研修センター（東京都渋谷区）において
開催し、合わせて94名の受講者に修了証を発行しました。
☆NDI－レベル3（基礎試験）資格取得のための受験対策講

習会の開催

◎開催日　平成21年9月12日(土)～13日(日)
◎開催場所　ちよだパークサイドプラザ（東京都千代田
区）
◎受講者数　15名
☆今後の予定

①都知事認定の研修会の開催
更新者（3年目）の未受講者が多いこと等を考慮し、平成
22年1～3月の間に、東京都知事認定研修会「建築物の工事
における試験及び検査に関する研修会」の開催を計画します。
②新WES8701:2007｢溶接構造物非破壊検査事業者等の認
定基準｣の附属書3(建築鉄骨検査適格事業者)に関する付加要
求事項に基づく｢建築材料の試験・検査に関する研修｣(都知
事認定の研修会とは関係ありません)の大阪地区での開催を
計画します。
③新CIW認定制度（WES8701:2007）への移行支援として
(1) NDI－レベル3(UT)二次試験のための受験対策講習会
平成21年10月31日(土)～11月1日(日)：東京都中小企業振
興公社（東京都中央区）
(2) JWES上級検査技術者(UT部門)の受験対策講習会
平成21年11月7日(土)～8日(日)：東京都立産業貿易センタ
ー台東館（東京都台東区）
(3) JWES検査技術管理者の受験対策講習会
平成21年11月7日(土)～8日(日)：東京都立産業貿易センタ
ー台東館（東京都台東区）
等を今秋に順次開催します。

6. 協議会だより

CIW検査事業者協議会
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2009年10月1日付で認定されたCIW認定事業者（新基
準WES 8701:2007に基づくCIW認定と旧基準WES
8701:2000に基づくCIW認定）のうち、ここでは2009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。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。〔 〕内の数字は、
会社コードです。

【WES 8701:2007に基づくCIW認定】

（★：旧基準に基づく認定から移行した事業者）

＜新規：1社＞

D種

■(株)ニチゾウテック〔28〕(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所 ：技術コンサルティング事業本部、京

都事業部、広島事業部、九州事業部

＜種別変更：14社＞

C種

■日本シーレーク(株)〔30〕★(本社・広島県)
認定検査部門：RT・UT
登録事業所　：本社、中部支店、岡山支店、東部支店、

中央支店、岩国支店、西部支店、九州
営業所

■太陽検査(株)〔84〕(本社・愛知県)
認定検査部門：UT・PT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

D種

■関西エックス線(株)〔7〕★(本社・広島県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

■ダイヤ電子応用(株)〔47〕★(本社・福岡県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

■(株)ディーテック〔96〕★(本社・三重県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■東邦非破壊検査(株)〔103〕★(本社・愛知県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■東日本工業検査(株)〔105〕★(本社・千葉県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(株)エス･イー･シー〔154〕★(本社・神奈川県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
■(株)アイ･イー･エル〔156〕★(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■沖縄工業検査(株)〔158〕★(本社・沖縄県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(有)五大インテックサービス〔162〕★(本社・兵庫県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社
■(有)ジェイ･テックス〔205〕★(本社・群馬県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
■(株)ソニック〔219〕★(本社・愛知県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
■(株)アイティーエス〔237〕★(本社・千葉県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

7. 2009年10月1日付認定事業者について



＜建築鉄骨検査適格事業者の追加：4社＞

C種

■新光検査(株)〔35〕★(本社・兵庫県)
認定検査部門：RT・UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社、加西検査場
D種

■キューエー技研(株)〔33〕★(本社・愛知県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
■東伸検査エンジニアリング(株)〔90〕★(本社・新潟県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社
■北陸検査(株)〔180〕★(本社・富山県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

＜種別・検査部門など変更なし：6社＞

A種

■(株)IHI検査計測〔61〕★(本社・東京都)
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM
登録事業所 ：本社、福浦事業所、磯子事業所、愛知

事業所、相生事業所、呉事業所
B種

■川重ファシリテック(株)〔6〕★(本社・兵庫県)
認定検査部門：RT・UT・MT・PT
登録事業所　：本社（検査技術部）、東部事業所（検査

技術部）
C種

■(株)札幌工業検査〔41〕★(本社・北海道)
認定検査部門：RT・UT
登録事業所　：本社、函館営業所
■新潟検査工業(株)〔43〕★(本社・新潟県)
認定検査部門：RT・UT
登録事業所　：本社

■テクニカル･エンド･インスペクションサービス(株)

〔77〕★(本社・大阪府)
認定検査部門：RT・UT
登録事業所：本社
■(有)グローバル検査〔188〕★(本社・愛知県)
認定検査部門：RT・UT
登録事業所　：本社

＜法人格の変更：1社＞

■(有)アイ･イー･エル→(株)アイ･イー･エル〔156〕
（本社・大阪府）

【WES 8701:2000に基づくCIW認定】

＜新規（復活）：1社＞

E種

■(株)中嶋エンジニアリング〔185〕(本社・大阪府)
認定検査部門：UT

＜種別変更：2社＞

E種

■(株)茗和検査〔55〕(本社：千葉県)
認定検査部門：UT

■(有)トラスト〔223〕(本社：東京都)
認定検査部門：UT

＜認定の停止：1社＞

■(株)ゼネラル検査技術〔155〕(本社：大阪府)

これにより、2009年10月1日現在の認定事業者数は次
のとおり。
A種：15社(新基準：15社、旧基準：0社)
B種：8社(新基準：6社、旧基準：2社)
C種：28社(新基準：24社、旧基準：4社)
D種：47社(新基準：43社、旧基準：4社)
E種：48社(――、旧基準：48社)

合計：146(新基準：88社、旧基準：58社)

CIW通信　Vol.23 No.4 Autumn,2009
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第45回衆議院議員総選挙が、8月30日に行われました。結果は皆様ご存じの通り、自民党が

公示前の議席を大きく減らし、1955年保守合同による結党以来、初めて衆議院第一党の座か

ら転落しました。一方で、野党第一党の民主党は現憲法下で行われている選挙としては、過去

最高の議席数を獲得しました。この結果を受け、9月16日に民主党党首である鳩山由紀夫氏が

第93代内閣総理大臣に指名され、民主、社民、国民新の3党連立による鳩山内閣が誕生しまし

た。非自民政権の誕生は1993年の細川政権以来16年ぶりとなります。この「政権交代」には

様々なご意見が有ると思います。しかしながら、選挙という民意を反映して選ばれたのですか

ら、「まずは頑張って下さい」とエールを送りたいと思います。

今号では、RUMPES (Vol.23 No.2 Spring,2009)に掲載しました「コースター車軸の検査方法

について」の内容について、非破壊検査の専門家の方々からご意見を頂き、これらのご意見に

対するCIW検査事業者協議会技術委員会の見解を掲載させていただきました。また、検査技術

者の知見の取り組みにお役に立てればと、「超音波斜角探傷試験での残留エコーについて」、新

技術紹介では「光ファイバ(FBG)センサによる高速動ひずみ計測」を掲載させていただきました。

2008年秋のリーマン・ショックから一年が経ちました。未だ見通しが明るい状況とは言えま

せんが、我々、編集委員は常に新たな発想で、少しでもお役に立てるよう取り組んでいきます

ので、読者皆様のご意見・ご要望をお聞かせいただければ幸いに思います。 （K.O）

編　集　後　記
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