
新型コロナによる感染の不安を抱え、新たな年を迎
えました。皆様方におかれましては昨年の緊急事態宣
言、また昨年秋からの第3波による自粛規制により、社
会生活や企業運営のなかでのもどかしさを感じておら
れることと存じます。

本年は、年初の賀詞交歓会を中止とし新年のご挨拶
もままならず、また昨年は様々な行事が開催できず残
念に思っています。新型コロナは多くの分野に影響し
ています。人と人との接触機会を減らすためテレワーク
の活用が進み、企業活動に於ける業務形態のなかに
も変革が起こっています。当工業会におきましてもオン
ライン会議を積極的に取り入れるなど、新しい社会環
境に対応した試みを行っています。

この新型コロナがもたらす社会での変化、消費経済
での変化などから、当工業会会員の主要な市場での
産業構造が終息後どのように変わっていくか、危惧す
るところです。先の見えない状況下ですが、当工業会
ではこれまで取り組んできた事業をいかに進めていく
か、この社会環境の中でどのような取り組みが図れるか
を検討しつつ、会員の皆様のお役に立つ活動を進める
よう尽力してまいります。

業界を取りまくなかでもDX（デジタルトランスフォー
メーション）が推進され、IoTやAIを生かし、ドローン
やロボットなどと非破壊検査技術の組合せによるモニ

タリング技術の実証試験が進めら
れ、経産省、厚労省及び総務省
が連携した会議のなかで化学プラ
ントでの活用についての報告がさ
れており、これらの技術の取り込み
はこれからの非破壊検査業に変
化をもたらすものと思われます。今
後、実際の実務に沿った技術としてどのように生かして
いくかが問われます。

一方、これまで進めてきた「働き方改革」に沿った定
修業務の平準化では、石油化学工業協会、日本メンテ
ナンス工業会他とともに定修会議に参画し、定修の重
複を緩和することで非破壊検査業務の効率化が図れ
るよう取り組んでいます。

また、教育に係る講習ではオンライン化を推進してお
り、配筋探査技術者やインフラ調査士技術者教育が
滞らないよう計画を進めています。その一環として、本
年には非破壊検査に関わる技術者教育についても実
施できるよう推進しています。

こうした事業に加え、令和4年1月に創立50周年を
迎えます。この機会に非破壊検査業界の歴史を振り返
るとともに、これから起こり得る産業構造の変化への対
応や業界の在り方等を議論する場を設けるなど、非破
壊検査業界の発展に寄与できればと思っています。

新年あけましておめでとうございます。昨年は本会へ
のご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。新型コ
ロナウイルス感染症のため、定時総会は延期となり、理
事会・総務部会などは対面形式を止めてオンライン会
議となりました。各種講習会や資格試験は、受付での
アルコール消毒、マスクの着用などの感染防止対策に
より実施いたしました。また、親睦・懇親を深める催しと
して計画しておりました合同例会と新年の非破壊検査
業新春賀詞交歓会も皆様の安全、健康を第一とし、誠

に残念ながら中止となりました。
2022年（令和4年）1月5日NDT工業

会は創立50周年を迎えます。今後開催
される各種の行事は、50周年を記念し
た冠イベントとなります。会員企業皆様の
ご参加ご協力の程よろしくお願いいたします。

本年が会員皆様の良いお年となりますことを願いご
挨拶とさせていただきます。

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

「NDT工業会は設立50周年を迎えます」 副理事長　岡 賢治

「非破壊検査業界の更なる発展に向けて」 理事長　松村 康人
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新年明けましておめでとうございます。旧年中は格別
のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。昨年は新型
コロナウイルス感染症により、あらゆる行事が中止となり、
会員同士の交流の場が削がれたことは誠に残念でし
た。一刻も早く以前の状態に戻ることを祈るばかりです。

一方で理事会など主要な会議はオンラインで行われ
回を重ねていく度に、以外と効率よく事が進む有効性も
実感しました。特に東日本支部においては北海道から
関東までを網羅しており今後はこれらを活用し、新たな

スタイルでの交流のあり方が望まれるとこ
ろです。また、この業界においては、求
人難とピーク時における人員不足が続い
ており、会員同士のきっかけの場も模索
したいところです。

最後に、これからも皆様に役立つ情報を発信するとと
もに、非破壊検査業界の発展に努めてまいります。本
年もよろしくお願いいたします。

「新たなスタイルの交流を」 東日本支部長　渡辺 正宏

新年あけましておめでとうございます。昨年は、新型
コロナに始まり、終わった一年となりましたが、今年は東
京オリンピックが開催されます。コロナ禍から抜け出し、
希望を見いだせる年となることを祈っております。

機材支部は、期初に計画しておりました各種会議を
WEB形式に切替えて対応してまいりましたが、実演、
実技が伴う講習会やセミナーは、密な接触となるため
中止とするなど活動が大幅に縮小されました。

令和3年度は、コロナ禍及びコロナ後を見据えた講習

会やセミナー等の事業計画を立案し、会
員会社の皆様並びに非破壊検査業界の
お役に立てればと考えております。また、7
月にはインテックス大阪で当工業会主催の
｢非破壊評価総合展｣が開催されます。
是非ご来場の程お願い申しあげます。

最後に、平素当工業会及び機材支部の活動にご協
力を賜り厚くお礼申しあげます。今年もご支援、ご協力
の程宜しくお願い申しあげます。

「希望を見いだせる年に」 機材支部長　猿渡 保

新年、明けましておめでとうございます。昨年は、緊
急事態宣言・第2波、第3波とコロナ感染が拡大し、
支部大会・秋季例会・秋季合同例会・新年賀詞交歓
会等の行事が中止となったこと、お詫び申し上げます。
また、人の移動が制限されたために会議・講習会等の
オンライン化が進み、当工業会も理事会や部会等の会
議がオンライン開催となりました。対面とオンラインそれ
ぞれにメリット・デメリットがありますが、アフターコロナ・

withコロナ時代は、双方を上手に使い
こなしていく必要があります。支部大会
や例会等を開催して行くに当り、オンライ
ン会議と対面を併用した形で企画・検
討して行きたいと思います。

最後に、本年の秋季合同例会は、西日本支部主催で
開催を予定しております。会員皆様のご参加を賜りたく存
じます。本年もよろしくお願い申し上げます。

「秋季合同例会は西日本支部が主催いたします」 西日本支部長　坂本 敏弘
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明けましておめでとうございます。昨年を振り返ります
と、新型コロナウイルスの猛威でオリンピックも高校野球
も、工業会では技術討論会も中止となりました。3密・
ソーシャルディスタンス・ステイホーム等々の言葉が溢れ、
政府から新しい生活様式を求められたが、コロナの勢
いは収まらず、第3波を迎えました。医療体制が逼迫す
るなど深刻な中、ワクチンや特効薬の開発が進み、僅
かながら明るい兆しも見えてきました。一刻も早く感染
が収まり、医療体制や経済の復興を願うばかりです。

一方で、高速道路会社が発注した橋の耐震工事で
施工不良が判明しております。2020年3月に補強工事
が完了した半年後の9月にひび割れが発見され、非破

壊検査の結果、鉄筋8本の不足が判明
しました。

PCR検査と同様に、初期段階での検
査が如何に重要であるかを示唆していま
す。改めて検査の重要性・必要性を再
認識しました。今後は、工業会会員の皆様のお力を借
り、社会インフラの安心・安全に係る検査技術の研鑽
に努めて参る所存です。今年も宜しくお願い致します。

最後に、丑年に因んで一言。「コロナが一日も早く収
束して、皆様の会社が、日本中がモォ～かる年に成り」、

「ウッシッシ～と笑える年に成ります様に！」

「日本中がモォ～かる年に」 副理事長　長岡 康之
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平素は日本非破壊検査工業会関西支部の事業活動
にご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。新年を
迎えるにあたり一言ご挨拶させていただきます。

昨年は新型コロナウイルスによる影響で支部活動の
ほとんどが中止に追い込まれました。辛うじて幹事会及
び各支部委員会が通常に近い形で開催ができました。
今年の活動も状況次第でかなり制限されることが予想
されますが可能な限り例年通りの活動をしていきたいと
思います。また本部理事会・部会等もリモート会議で

開催されました。今後は移動を制限され
た中でも講習会や各委員会・情報交換
等ができる方法を模索していきたいと思
います。

本年は第10回非破壊評価総合展が
インテックス大阪で開催されます。素晴らしい当工業会
の展示になるよう関西支部も協力させていただきます。
最後になりますが皆様のご健勝をお祈り申し上げ年頭
の挨拶とさせていただきます。

「非破壊評価総合展が大阪で開催されます」 関西支部長　富田 裕樹
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安全で安心な

生活環境を

目指して

非破壊検査と焼鈍工事の

ユキビルド 株式会社

〒210-0808 川崎市川崎区旭町 1-9-10 

TEL:044-222-3222  FAX:044-201-6532 

溶接検査株式会社
本社：〒985-0874

宮城県多賀城市八幡2-16-10
ＴＥＬ：022-365-6040

ＦＡＸ：022-366-3556
URL：http://yosetsukensa.com

出張所 ： 青森・山形・秋田

お客様と社員に信頼される
企業でありつづける

　早川工業株式会社

 非破壊検査全般業務
本社
〒319-1411　茨城県日立市川尻町5－28－24

TEL　0294－43－3242
FAX　0294－43－3258
URL　http.//www.hayakawa-kougyou.jp

研修センター
〒319-1411　茨城県日立市川尻町1－34－17

TEL　0294－32－7520
FAX　0294－32－7521
URL　http.//www.hayakawa-kougyou.jp

　

認定機関

西日本事業所

■ 川崎市川崎区本町１－５－１６　（〒210-0001） 代　表  ☎  ０４４ （３６６） ６０００

詳しく知りたい方は

http://www.nikkoken.com/

原子力規制委員会：放射性同位元素等使用許可

日本溶接協会：溶接検査認定委員会（CIW）A種認定

日 本 鉄 筋 継 手 協 会 ： 優 良 鉄 筋 継 手 部 検 査 会 社

東京都検査機関登録（鉄骨溶接部・鉄筋継手）

認 証 取 得 事 業 所

本社、浅野事務所、関東事業所所

日本工業検査

日 本 工 業 検 査 株 式 会 社
ＪＡＰＡＮ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＴＥＳＴＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ．

検索

本□□ 社
本 社 〒652-0898 神戸市兵庫区駅前通 5 丁目 3 番 14 号 

TEL 078（577）3691  FAX 078（576）2008 

URL http://www.imc-ndi.com/ 

事業所  千葉事業所/中部事業所/関西事業所 

事業内容 ■ 非破壊検査全般  ■ ﾀﾝｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ保守検査 

■ ｲﾝﾌﾗ点検全般 ■ 品質管理業務
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「新型コロナウイルス感染症に関する非破壊検査業界への影響に関するアンケート」調査（抜粋版）
アンケートにご協力いただいた154社の会員企業の皆様に感謝申し上げるともに、自社の現状把握
や今後の方針を検討する際の一助としていただければ幸いです。	 広報部会長　小田原	勝彦

■Q1	 	新型コロナウイルスの発生は、企業活
動にマイナス影響を及ぼしていますか。
（複数回答可）

■■結果	 総合計「影響あり」は33.7％、「今後出
る可能性あり」が28.2％と、企業活動への影
響をあげた企業が合計61.9％となった。中でも、
「造船・重機・重電・機械」は「影響あり」
は41.3％、「今後出る可能性あり」が28.0％と
合計で69.3％と7割近くの企業で影響が出て
いるとの結果となった。「影響なし」は総合計で32.6％、「原子力関連・電力関連」37.7％などとなっている。

■Q2	 	上記Q1で、「影響あり」との回答に対する質問です。どのような影響ですか。（複数回答可）

■■結果	「影響あり（複数回答可）」について個別に調査した結果は合計377件。「工期・納期の延長」123件（32.6％）と「仕事量の減少」
116件（30.7％）が63.3％を占めた。「検査料・販売価格の見直し要求・支払延期要請」12件（3.2％）となった。
具体的事例として➡ 「ユーザーから訪問自粛要請等。」、「地方の現場では他県からの訪問者は２週間待機とされた。関東の技術員が地方

営業所に行く際、作業開始は2週間の現地滞在後と指導され、営業所の残業が増加した。」、「航空機産業の急激な
仕事量減少、それに関わるチタン産業の落ち込み。」

■Q3	 	御社では、作業現場における感染対策として、どのような対応を行いましたか。（複数回答可）

■■結果	「マスク着用の徹底」465件（32.5％）及び「定期的な検温の実施」349件（24.4％）の合が814件（57.0％）となった。
具体的事例として➡ 「手洗い消毒（アルコール洗浄）、マスクの着用、パーテーションの設置（飛沫対策）、赤外線サーモ等による検温及

び健康状態の管理。」、「Web会議による出張の自粛。」、「インフルエンザ予防接種、雇用調整助成金による休業。」、
「関東地区からの帰社時は2週間の自宅またはホテル待機」

■Q4	 	コロナ禍の影響を考慮した今年度売上高は、令和元年度と比較した場合どの程度の見込みですか。（複数回答可）

■■結果	 今年度の売上高が、令和元年度と比較して「減少」が全体で44.9％となった。広報部会で実施している「定期売上調査」においても、
7月～9月期は前年同期比91％と売上高が減少した。4月～6月期の前年同期比95％が拡大し、アンケート集計結果と合致するものと推測する。

■Q5	 	政府等の各種支援策（助成金など）は利用しましたか。該当する番号に○印をお願い致します。

■■結果	 各種支援策（助成金など）を利用した企業数は59社41.5％（回答142社）であった。
具体的事例として➡ 「雇用調整助成金：24社」「持続化給付金：20社」その他として家賃支援給付、セーフティーネット保証、働き方改

革推進支援助成金、小学校休業等助成金、信用保証協会、ものづくり補助金、IT補助金等となっている。

■Q6	 	御社で感染者または濃厚接触者は出ましたか。

■■結果	 152社からの回答は、「出た：業務内5社、業務外5社」、「出ていない：142社」となった。
■Q7	 	厚生労働省が推奨する【新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）】を御社で推進していますか。

■■結果	 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）について「推進している」企業数は47社（31.1％）となった。接触確認アプリ（COCOA）
の利用者が増えるほど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する効果が期待される）

「企業活動への影響 61.9％」
Q1 鉄鋼・

製鉄
造船・重機
重電・機械

原子力関連
電力関連

石油・化学
ガス・水道

建築・
土木橋梁 その他 検査会社

計
機材の製造
・販売業 総合計

影響あり 28 31 18 30 35 13 155 24 179

今後出る
可能性あり 21 21 26 25 30 16 139 11 150

収束している 3 2 4 6 10 2 27 2 29

影響なし 22 21 29 30 31 21 154 19 173

合　計 74 75 77 91 106 52 475 56 531

影響あり 37.8% 41.3% 23.4% 33.0% 33.0% 25.0% 32.6% 42.9% 33.7%

今後出る
可能性あり 28.4% 28.0% 33.8% 27.5% 28.3% 30.8% 29.3% 19.6% 28.2%

収束している 4.1% 2.7% 5.2% 6.6% 9.4% 3.8% 5.7% 3.6% 5.5%

影響なし 29.7% 28.0% 37.7% 33.0% 29.2% 40.4% 32.4% 33.9% 32.6%

Q4
鉄鋼・製鉄 造船・重機重電・機械 原子力関連電力関連 石油・化学ガス・水道 建築・土木橋梁 その他 機材の製造販売業 合計

件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率
増加 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 5.7% 6 6.0% 2 4.4% 1 2.2% 14 2.9%

不変 34 50.7% 37 52.1% 45 61.6% 49 55.7% 43 43.0% 27 60.0% 21 45.7% 256 52.2%

減少 33 49.3% 34 47.9% 28 38.4% 34 38.6% 51 51.0% 16 35.6% 24 52.2% 220 44.9%

合　計 67 71 73 88 100 45 46 490 

安全標語
優秀賞 ㈱京浜コーポレーション 佐藤 清彦 慣れと過信は事故の元　指差し呼称で安全確認

優良賞 トーレック㈱ 時久　剛 気をつけよう　危険はそこに　隠れてる　指で確認　声で確認

衛生標語
優秀賞 理工サービス㈱ 高尾 真希子 手洗い消毒 うがいにマスク　みんなで守ろう　職場の健康

優良賞 エム・キュービック㈱ 七海 雪子 あいさつ　気くばり　思いやり　みんなで作る　快適職場

安全部会 ～令和2年度の安全衛生標語選出作品～ （敬称略）
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非破壊検査の現場における課題の一つに装置への電源供給がある。電源（AC100VまたはAC200V）の
供給方法は現場近傍の分電盤やコンセントからの受電または発電機からの受電に大別される。受電部とエック
ス線発生装置までの距離が長くなる場合、電源供給用ケーブルの延長、電圧降下を防ぐため線径の太いケー
ブルの準備が必要となる。また、不用意にケーブルを長くすると装置の誤動作を招く恐れがある。さらに撮影場
所が狭所や高所である場合、エックス線発生器はもちろんのことエックス線操作器や発電機の設置場所の確保
にひと手間がかかる。

そこで、今回はTELEDYNE  ICM社が開発した、電源供給が不要であるバッテリー式の小型エックス線発
生装置を紹介する。

TELEDYNE  ICM社製　携帯型エックス線発生装置　型式：CP160B
コンスタントポテンシャルのバッテリー駆動式携帯型エックス線発生装置CP160Bは超軽量・小型サイズで持

ち運び易く、アクセスが困難な場所での検査に有効である。
1.仕様
◦管電圧：40～160kV ◦管電流：0.1～0.5mA ◦焦点寸法：0.8×0.7㎜
◦寸法：523×150×225mm ◦重量：9.2kg（バッテリー含む）
◦透過能力：AL 100mm（FFD 400mm　Film D7　D 2.0　照射時間 1分）
◦最大連続照射時間：5分 ◦フル充電時照射時間：20分 ◦充電時間：1時間
2.構成
１） エックス線発生器 

（エックス線発生部、操作部、バッテリー 一体式）
 一般的な携帯式エックス線発生装置とは異なり
エックス線発生部と操作部が一体となっている。

２）遠隔操作ケーブル
 30mの遠隔操作ケーブルによりエックス線発生器
から離れた場所でエックス線ON/OFF操作が
可能であり作業者に対する被ばく防護が考慮さ
れている。

３．使用事例
コア抜き（穿孔）前のコンクリート躯体内部の埋設物（鉄筋、電線）の位置確認（切断防止）

4．今後の課題
小型軽量化、高出力化、連続照射時間の長時間化、バッテリーの高容量
化がユーザーの期待であり売り手側の課題であると認識している。輸入
代理店と協力しメーカーへの働きかけをしていきたい。

バッテリー式小型エックス線発生装置の開発

問合せ先 ：トーレック株式会社　製造販売事業部　営業グループ　産業機器担当
TEL：045-531-8041　 FAX：045-531-3922　 E-mail：toreck@toreck.co.jp

X線発生部

操作部

バッテリー ON/OFFスイッチ

シャフト室床 コンクリート建屋の壁

透過画像（CR画像）

（顧客提供画像　某建屋改修現場）

技
術
情
報
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1.はじめに
これまでの下水道の普及に伴って下水管路施設のストックは増加している。一方で、毎年整備が進むことで、

管路施設ストックは増加傾向にも関わらず、人口減少による下水道収入の減少及び下水道維持管理に関わる
自治体職員数の減少など、厳しい社会的課題がある。本システムはAI等の最新のテクノロジーを活用し、これ
らの課題を解決することを目的としている。

2.AIを用いた下水道管渠の損傷検出システムの概要
現状の損傷判定方法：下水道管渠の詳細調査には、調査員が直接管渠に入り、継手やクラック等の状態を直
接目視して把握する「調査管内潜行目視調査」と、管渠内にテレビカメラを挿入し調査員は管渠内に入らずテ
レビカメラ者のモニター映像を目視して管渠内の状況を把握する「本管テレビカメラ調査」がある。

本管テレビカメラの撮影方式には、広角テレビカメラで挿入方向のみの映像を取る「直視式」とカメラの首を
振りながら管壁の詳細映像も撮ることが出来る「直視側視式」がある。広角テレビカメラを活用した場合、1ス
パン全体の映像を管軸方向に開いてパノラマ写真のように「展開図化」することが可能となる。
現状の課題：「広角テレビカメラ」を活用した「直視式」調査は、側面や天井を撮影する際にカメラを上下左右
に操作する必要がなく、管渠内部をテレビカメラが自走しながら効率的に撮影し、取得したデータをもとに事務
所内で損傷判定を行うことが可能である。一方で、事務所内での判定業務や報告書を纏める作業に膨大な時
間を要することが課題である。本システムは、現状の課題である事務所内での作業を大幅に効率化することを
目的としている。
システム概要：広角テレビカメラで撮影した動画を、図1のシステム概要に示す展開ソフト（既往技術）を使っ
て展開画像への変換と画像分割を行った上で本システムに入力する。その画像をAI 解析して管構造情報

（取付管の位置、管のジョイント位置）と損傷情報（損傷の位置、種類、傷の程度）を1 スパン（約30m）ごと
に取得。対象は管径φ200mm からφ800mmの鉄筋コンクリート管と陶管。

3.本システムの導入効果
事務所内作業の時間短縮が期待される。図2に

示すAIによる損傷箇所の検出は「継手・取付管
等の管構造の単純入力作業の削減」「損傷判定
支援による時間削減」「出力データの活用」。また、
現場状況や技術者ごとの判定の違いを減らし、客
観的な損傷判定が可能となることから、損傷判定
精度の向上も期待される。

問合せ先 ：株式会社ジャスト　イノベーション企画部門　統括　角田 賢明
TEL：045-911-0967　 FAX：045-911-9245　 E-mail：j-brain@just-ltd.co.jp

AIを用いた下水道管渠の損傷検出システムの開発

現
場
作
業

広角テレビカメラ調査

広角テレビカメラ設置・操作

調査開始

開発技術 AI損傷検出

展開画像
分割出力

AIによる損傷及び
管構造検出

路線の確認

管内画像管内画像

展開画像

展開画像

損傷箇所
の検出

画像・映像確認

損傷等チェック 損傷の記録

報告書作成

調査終了

既往技術
管内展開画像作成

既往技術
展開画像 確認・記録ソフト

撤去

事
務
所
内
作
業

展
開
画
像
分
割

AI
損
傷
検
出

生データ AIによる検出
破損・クラック

図1 システム概要

図2 AIによる損傷箇所の検出例
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配筋探査技術者資格試験における
配筋探査装置持込みのご案内

一社）日本非破壊検査工業会	認証部会は、「コンク
リート構造物の配筋探査技術者資格実技（二次）試験」
の際に使用する配筋探査装置（電磁波レーダ―法及び
電磁誘導法）について、2021年度前期（8月実施予定）
の実技（二次）試験より、受験者による装置の持込み使
用を開始することいたしましたので、ご案内申し上げます。
日常使用している配筋探査装置を実技（二次）試験で
使用することによって、非破壊検査現場での受験生の力
量が如何なく発揮できるものと考えております。持込機種
及びその他詳細については、令和3年（2021年）度前期
「コンクリート構造物の配筋探査技術者資格試験」のご
案内に記載いたします。	 認証部会長　森本	量也

独立行政法人労働政策研究・研修機構	労働大学
校からの受託事業である「検査業務専門Ⅱ研修」は、
毎年埼玉県朝霞市にある労働大学校校舎内の実習室
において、厚生労働省の労働に関する事務を担当する
職員等に対して、担当業務・行政経験等の応じた「非
破壊検査実習」を行っている。「非破壊検査実習」はこ
れまで対面形式で行われていたが、今年度は新型コロ
ナウイルス感染症対策としてオンライン研修（YouTube
を利用した動画配信）に変更となった。
10月27日、労働大学校の実習室に資機材を持込み、
担当講師よるUT・PT・MTの動画撮影を行った。動
画撮影後、工業会でパワーポイントを作成し、座学・RT
を含めた講師陣が音声を吹き込んで作成した。令和3
年1月中旬にオンライン研修予定であるが、関係各位の
協力により作成された研修用パワーポイントは、平易な言
葉遣いで座学と4種類の非破壊検査手法について説明
されており、導入編としては最適な教材となっている。
	 技術部会長　安田	裕之

講習担当 講師
1 座学 前川真一（ダンテック）
2 UT 辻　哲平（ジャスト）
3 RT 花井　猛（東京理学検査）
4 PT 馬上宏之（ジャスコ）
5 MT 弓野拓也（日本工業検査）

労働大学校のオンライン研修用の動画を提供

kec@kyokuto-eng .co . jp

◆ピンホール探知器 ◆膜厚計 ＳＷＴシリーズ
絶縁皮膜の欠陥探知に！

東  京：03-3254-5031  大 阪：06-6881-1230  仙台：022-292-7030 
名古屋：052-915-2650  福 岡：092-282-6801 

URL  http://www.sanko-denshi.co.jp 

サンコウの測定器・検査機器

ピンホール探知器・膜厚計
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■講習会開催情報
インフラ調査士講習会 ［教育部会］ 座学講習 エッサム本社ビル 10月1日 受講者37名

e-ラーニング受講可能期間 9月14日〜11月18日
JASS5 T- 608講習会 ［教育部会］ ダンテック本社会議室 10月8日、9日 受講者24名

日本非破壊検査工業会 10月15日、16日 受講者19名
配筋探査講習会 ［教育部会］ エッサム本社ビル 10月28日 受講者51名

建設交流館 10月29日 受講者55名
九州機械工業振興会 10月30日 受講者17名

■講師派遣情報
労働大学校：例年は対面形式の集合研修であったが、コロナ対策のため、オンライン研修に変更

資格 橋梁－
鋼橋

橋梁－
コンクリート橋 トンネル 付帯施設

受験者数 57名 58名 57名 57名

合格者数 40名 42名 36名 42名

第13回インフラ調査士一次試験を実施

第25回配筋探査技術者資格認証試験 受験者情報

11月18日学科試験（一次試験・再試験）が関東・関西・
九州で同時に行われた

【学科試験】新規受講・受験者数：37名、再試験者数：35 名
【二次試験】2月8日、東京：エッサム神田ホール2号館

学科（一次）試験結果
関東 関西 九州 受験者合計 合格者 合格率

新規受験 60名 76名 23名 159名 108名 68%
建築資格取得
のための受験 0名 2名 2名 4名 3名 75%

実技（二次）試験日程
受験地 関東（川崎市） 関西（大阪市） 九州（北九州市）

日　付 2月23日〜26日 2月16日〜18日 2月4日〜5日

12月2日「コンクリート構造物の配筋探査技術者資格認証学科（一次）試験」が実視された。受験者情報は表のとおり。

工業用LED⾼輝度シャウカステン
PHC-V

LED対応透過濃度計
DMP-V

新発売

お問合せ先
（大阪）06-6262-6510 
（東京）03-5472-1091

・JIS Z 4561(1992)に対応しD35形
を満足する観察器

・安心の国産LEDチップを採用
・コンパクト化を実現（当社比）
・耐擦傷性⾼透明アクリルを使用し、

耐久性向上（当社比）

・⼩型・軽量
・従来の蛍光灯・LED光源にも対応※

(輝度約50,000cd/m2まで)
・１つのボタンでONとキャリブレー

ションが可能（オートOFF機能搭載）
※当社製シャウカステンに対応しています。
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