
第25期第50回定時総会が、6月9日に東京千代田
区内のホテルグランドパレスにおいて、正会員167名の
出席（うち、委任状出席者146名）のなかで開催された。
総会に先立ち、松村康人理事長は、「新型コロナウ
イルス感染症の影響で社会活動や経済活動が大きく
変わった。各国に遅れを取っていた日本のICT技術、
AI技術の活用が、これを機に一段と進み、様々な分野
でwithコロナ・afterコロナを見据えた動きが加速して
いる。当工業会では、Web会議・オンラインによる教育
講習や動画配信、在宅勤務等への取組を図っている。
特に教育講習ではeラーニング等の活用を進め、受講
者が気軽に取組めるよう心掛けてもいる。一方、産業
界のなかでも、IT、IoT、AIの導入による生産性・利
便性の向上を実現するため、化学プラント設備におけ
る状態監視技術の導入、また社会基盤を支えるインフ
ラ構造物の状態把握や維持管理への取り組みなど、
様々な方面でデジタル技術の利活用やそれに関わる開
発が進んでいる。こうした環境の中、工業会も時流に
沿った計画を基に事業を進めていく所存である。なお、
当工業会は、来年1月には創立50周年の歴史を刻む。
この節目を迎える今年度は、これからの工業会の新た
な歩みを考える機会としていきたいと思っている。」との
挨拶がなされた。
総会では令和2年度事業報告及び令和2年度財務
諸表等の承認並びに監査報告について審議され、満
場一致で承認された。

続いて令和3年度事業計画・収
支予算書が報告された。新型コロナ
ウイルス感染症の終息が見通せな
いなか、感染拡大は、経済活動の停滞、企業の存続
や雇用不安、金融不安等、今後の日本経済に下振れ
のリスクをはらんでいる。こうした情勢の中、令和3年度
の事業計画は、「非破壊検査技術の高度化に関する
調査・研究・開発」及び「非破壊検査の普及・啓発な
どに関する施策」を引き続き確実に推進するほか、主
要事業である「非破壊検査に関する講習会・セミナー
など」や「非破壊検査に係る技術者資格認証」の事
業を推進する。また、官公庁などの公的機関及び大学
並びに業界関連団体との連携強化を図り、非破壊検査
業界の発展と普及に努めていくとの説明があった。
なお、定時総会後の懇親会は、新型コロナウイルス
感染症対策の一環として中止した。

令和3年度 定時総会を開催

［非破壊検査技術奨励賞］

村田 倫生 氏（日本工業検査株式会社）
（表彰理由）  非破壊検査技術を用いたスクリーニング技術に関し、高経年化が進む石油・化学プラントの配管や機

器の保温材下外面腐食を検出するために、保温材に含有する水分等による軟エックス線後方散乱線を
計測して映像化する手法を開発し、その事例を開発委員会で報告するなど、非破壊検査技術の普及と
業界発展に貢献されました。

福本 伸太郎 氏（株式会社IHI検査計測）
（表彰理由）  フェーズドアレイ超音波探傷技術に関し、シミュレーションによるアレイ超音波探触子の設計技術を確立

したとともに、測定精度に優れセクタスキャンが可能な点集束アニュラアレイ超音波探触子を開発し、そ
の成果を開発委員会で報告するなど、非破壊検査技術の発展と普及に寄与する活動を推進されました。

定時総会のもよう

松村康人理事長
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令和3年度機材支部定期大会が6月11日（金）オンライン形式
（Zoom）で開催された。冒頭、猿渡支部長は「昨年度の定時大
会は、コロナ禍の影響で中止せざるを得なかったが、支部の活動報
告は責務と考え、今年度はwithコロナを見据えオンライン形式とし
開催する。現在の支部会員数は35社、例年の定時総会は20社程
度の出席にとどまっていたが、オンラインとしたことで25社のご出席
をいただいた。

昨年度の機材支部活動は、幹事会及び会議等がほぼすべてオ
ンラインとなり、講習会等は感染対策を踏まえ中止等とした。今年度
は、コロナ禍の中Zoom等のICTツールをフル活用し、会議や講習
会をできうる限り開催し、停滞した支部活動を活性化したいと考えて
いる。今後ともご支援とご協力のほどお願い申し上げたい。」と述べ
られた。

その後、林幹事より令和2年度事業報告、清幹事より収支報告
及び監査報告、相村副支部長より令和3年度事業計画と続いた。

休憩をはさみ、感染対策として事前収録された、舟久保監査によ
る講演紹介と、東京都立練馬工業高等学校 校長 佐々木哲先生による「20年先の人材育成と人材確保を考え
る」と題した特別講演が放映された。イノベーションの先に立つ社会と教育を概観した興味深い内容であった。

定時大会後、支部長は「オンライン形式での実施であったため、質疑応答の時間を設けることができず残念
ではあるが、来年度は、対面とオンライン双方の良いところを取り入れた定時大会及び、コロナ禍の収束による
懇親会等が開催されることを願っている。」と述べられていた。

D機材支部 支部長　猿渡 保

機材支部　令和3年度 支部定期大会を開催

猿渡保支部長 特別講師：佐々木先生

支部大会放映風景

 見えないものを 『見る』 技術
検査・調査のエキスパート

・ ISO（９００１）品質システム認証事業者（本社） ・ ＣＩＷ認定事業者

　

URL： httpｓ://www.shinwa-kensa.co.jp　　E‐mail：yokohama@shinwa-kensa.co.jp
関西営業所 TEL：０６‐４９６１‐６４７１　FAX：０６‐４９６１‐６４７２
静岡営業所 TEL：０５４‐３４０‐６８８０　FAX：０５４‐３４０‐６８８１
名古屋営業所 TEL：０５２‐７３４‐３５０１　FAX：０５２‐７３４‐３５０２
奄美営業所 TEL：０９９７‐５４‐９１７1　FAX：０９９７‐５４‐９１７1

コンクリート内部調査（エックス線、レーダ）

株式会社 シ ン ワ 検 査

ＴＥＬ： ０４５－５９０－０７８０　FAX： ０４５－５９０－０７８１

建築物・土木構造物調査診断
非破壊検査・品質管理・派遣業務

〒２２４－００２５  横浜市 都筑区 早渕  １－２２－１５本　　　社

・ 一級建築士事務所 ・一般建設業許可

Ｋ 経験豊富な実績

Ｅ 笑顔で、業務に取り組みます

Ｉ いつでもどこでもあらゆるニーズにお応えします
放射線透過試験／超音波探傷試験／磁粉探傷試験／浸透探傷試験

過流探傷試験／漏れ探傷試験／レーダー探査／気密・耐圧試験

京浜検査工業株式会社
文部科学省許可・ＣＩＷ認定業者

本  社 ：横浜市金沢区福浦２－６－１０
ＴＥＬ：045-701-2072 ＦＡＸ：045-784-4100 

山形営業所：山形県南陽市若狭郷屋 253-2 
ＴＥＬ：0238-43-8100 ＦＡＸ：0238-43-8108 
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配筋探査試験委員会（渡邊正宏委員長）は、2021年度前期試験（2021年8月）から配筋探査実技（二次）試験
（関東会場のみ）で装置持込み受験を開始することとした。

コンクリート構造物の配筋探査技術者資格試験は、コンクリート構造物の物性や構造に関する基礎知識、電磁波
レーダ法及び電磁誘導法に関する測定原理や測定方法などの知識を確認する学科（一次）試験の合格者に対し
て、現場での探査技量を確認する実技（二次）試験を実施し、合格基準に達した技術者に配筋探査技術者資格を
付与している。これまで、実技（二次）は、①探査技術の基本的技量の確認、②受験者の平等な評価、③実技（二
次）試験用装置の準備の効率化を図るために、当工業会が予め準備した探査装置を用いて試験を実施する方式を
採っていた。

一方、近年、受験者からのアンケートに、「受験だけのために普段、使い慣れていない装置の操作を習得しなけれ
ばならない。」、「日常使用している探査装置で受験させて欲しい。」との意見が多く寄せられていた。これに対応す
るために、市場調査し関係する国内の配筋探査装置メーカ及び代理店の協力を得て、配筋探査実技（二次）試験
への装置持込み受験を開始することとした。

装置持込み受験に際しては、試験会場への装置持参やデータ消去など受験者への負担も増えるが、使い慣れた
装置を使用した受験が可能になり、実技（二次）試験で受験者の技量が遺憾なく発揮されることを期待する。また、
配筋探査試験委員会として、これからも継続して受験者の声を聞き、可能な限り、認証試験に反映させていきたいと
考えている。

なお、実技（二次）試験では、これまでのとおり当工業会で準備する探査装置を使用して受験することも可能であ
り、受験申請の際に以下に示す装置を選択して申請をすることとしている。

表1　当工業会で準備する配筋探査装置の機種

区　分 メーカ等 機　種

電磁波
レーダ法 日本無線 ハンディサーチNJJ-105

電磁
誘導法

ヒルティ フェロスキャンシステムPS200

Proceq プロフォメータ5シリーズ

計測技術サービス 鉄測

表2　受験者による持込みができる装置の機種

区分 メーカ等 機　　種

電磁波
レーダ法

日本無線 ハンディサーチ NJJ-200、NJJ-200K

ヒルティ X-Scan PS1000

Proceq GP8000

GSSI
ストラクチャスキャン SIR-EZ（LT）（HR）

ストラクチャスキャン SIR-EZ XT

電磁
誘導法

ヒルティ
フェロスキャンシステム PS250

フェロスキャンシステム PS300

Proceq プロフォメータ 
PM-630AI（PM-650AI）

エルコメーター
（サンコウ電子） 3312 SH、3312 TH

配筋探査装置持込み受験の開始

詳しくは、NDT工業会Webサイトをご確認ください。
【実技（二次）試験実施要領】
http://www.jandt.or.jp/license2/files/jitugi-youryou2021.pdf

日本エンジニアリング株式会社

◇ 鋼、コンクリート構造物の調査・各種試験

◇ 各種プラントの目視検査・非破壊検査

◇ その他非破壊検査業務全般

未来を見守る
確かな技術

〒210‐0012
川崎市川崎区宮前町７番１５号

TEL    044‐245‐8311
FAX   044‐245‐8318
E‐mail   jec＠nihoneng.jp 
URL      http://nihoneng.jp/homepage/
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配筋探査の実務の勘どころ

「技術講演」の募集について

工業会では会員企業様の技術力の向上を図るとともにより質の高い業務の展開
に寄与する目的のために技術奨励賞の表彰制度を設けております。この賞を受賞
するには、開発委員会の場で講演し推薦を受けることが条件となっております。

開発委員会では新技術や技術提案などにつきまして、講演頂ける会員企業様を
随時募集しています。ふるってご応募頂きます様お願い申し上げます。

【お問い合わせ／申込先】各支部（東日本，関西，西日本，機材）技術委員長宛まで
•講演内容につきましては、既に社内外で発表済みのものでも差し支えありません。
•年4回開催される開発委員会の中で講演頂きます。（今年度は令和3年6，9，12月，令和4年3月に開催予定） 

D技術部会長　安田 裕之

コンクリート構造物の劣化が早期に発生し、調査をしてみたら、あるべき配筋が施行されていなかったとのニュース
があった。施工時の立会い検査をしていなかったことに起因していたようであるが、コンクリート中の配筋は、その構造
物を健全な状態に維持するために重要な部材である。したがって、コンクリート構造物の配筋探査を実施する技術者
は、その探査結果に重要な責任を持つことになる。

そのために、当工業会ではコンクリート構造物の配筋探査試験を実施し、技術者の育成を図っている。当該資格試
験は、配筋探査技術者として習得しておくべき知識を学科（一次）試験で確認し、実技（二次）試験では、現場で配
筋探査の実務が正しく行われる技量を評価している。配筋探査の技量は、コンクリート試験体を用いて、①探査装置
のパラメータを正しく設定できる、②コンクリート中の配筋を誤りなく検出できる、③配筋図として記録することができる、
の観点で評価されている。

ここでは、電磁波レーダ法の装置を用いて配筋探査を実施する際に注意すべき事項を纏めるとともに、併せて実技
試験を受験する際に注意すべき事項を紹介する。
1.探査装置の比誘電率を設定する。

探査装置の電源を投入した後に、比誘電率を設定する。実技試験では、かぶりが指示されている配筋を用いて、
かぶりの表示値に一致するように比誘電率を設定する。実際の現場で、かぶりが判っている配筋が無い場合は、一般
には、経験的に比誘電率を7〜9に設定する。電磁波レーダ法の場合、比誘電率の設定を誤ると、かぶりの値が異
なってくるので、探査前に意識して設定値を確認することが重要である。
2.配筋の有無を探査する。

コンクリート中の配筋は、土木及び建築ともに、一般的には等間隔で施行されている。ピッチは、構造物により異なっ
ているが、80mmとか、100mmとか、150mmとかの間隔で施行されているので、それらのピッチで配筋からの信号が
無い場合には、「おや？」と気づく必要がある。本当に、そこに配筋が無いのか、あるいは探査で見落としているのか、
確認することが望ましい。実技試験の場合には、特に、配筋が有るのか無いのかは、重要なポイントである。
3.かぶりを確認する。

水平方向に配置されている配筋は、一般には同じかぶりになっているはずである。しかしながら、誤った施行など
によっては、かぶりが深いものと浅いものが混在しているかもしれない。探査装置によっては、特にかぶりが深い場合に
は、測定レンジを切り替える必要がある。かぶりが深い配筋を探査する必要があるにも関わらす、浅いレンジで探査を
してしまう恐れもある。また、測定レンジを切り替えない場合には深いかぶりの配筋を見落とす場合があるので、必ず
測定レンジを切り替えることを十分に意識することが重要である。
4.配筋図を正しく作成する。

配筋図には、配筋の位置及びかぶりを記入する。配筋の位置は、引き出し線を記入して、測定値を記入する。特
に実技試験では、配筋の有無を探査した後で、限られた時間のなかで配筋図を作成しなければならないので、配筋を
探査する時間と配筋図を作成する時間の配分を考慮して試験に臨むのが良い。
5.実務の訓練を継続する。

配筋探査は、超音波探傷試験や磁気探傷試験などと同じように、技量が必要である。現場で配筋探査をし、責任
のある結果を報告するためには、技術者としての技能・技量を、継続して維持向上させる必要がある。万が一、誤っ
た探査結果を報告してしまったら、コンクリート構造物の品質評価を誤らせてしまうかもしれないとの責任感を持つこと
が重要である。十分な、配筋探査の実務の訓練を積まれることを祈念する。 D教育部会長　坂本 敏弘

開発委員会のもよう（2018年）
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石油コンビナート地区の保安水準の維持・向上、重大事故撲滅の目標に向かい、技術の進歩や市場・国際
的潮流の変化に迅速・柔軟かつ効果的・効率的に対応できるような「賢い」規制へと進化させていくために、
総務省消防庁、厚生労働省、経済産業省からなる「石油コンビナート等災害防止3省連絡会議」が平成26
年に設置された。このなかで、IoT・ビッグデータ・AIを活用した装置型産業のイノベーションの推進（産業保
安のスマート化）が推進されており、ここでは非破壊検査に係る2つの事例を紹介する。

1. ドローンの活用
石油化学プラントの設備屋外でドローンを安全に活用・運用するため

に留意すべき事項等を整理した「ガイドライン」と国内外の事例を盛り
込んだ「活用事例集」を2019年3月に策定した。その後、塔槽類や配
管・タンクや建屋等の屋内においてもドローンによる腐食状況を確認する
ニーズを勘案し、法定検査（目視）をカメラ搭載のドローンが代替する可
能性の検証を行った。その結果「検査の観点では、腐食、摩耗、傷、ス
ケール付着、堆積、破損、変形、ゆるみ、剥離等の一次検査には、ドロー
ン画像の代替が可能と考える。」と結論した。「他方で、二次検査となる
損傷・腐食・変形の定量評価については、ドローンに計測手段がない
ため、別途目的に沿った検査ツールを民間事業者によるドローンの技術
開発や実証等により検討していく必要がある。」とし、その結果を「プラン
トにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドラインVer2.0」（2020年3月）」に纏めた。

2. 画像処理AIの活用
プラント保安分野では、保安機能（安全を守る防護機能）は

これまで人間や既存のシステム・ソフトウェアが担っており、新た
に AI を保安機能の支援や代替として組み込むためには、AI 
の動作の信頼性を確保・評価することが求められる。要求事項
を満たすことを評価するために、「プラント保安分野 AI 信頼性
評価ガイドラインVer2.0（2021年3月）」が策定された。ここで、
目視点検における腐食の見落とし防止を目的として、配管梁接
触部の腐食の度合いを画像データから自動で判定する機械学
習利用システムの例を紹介する。

 • 機能要件として、「配管梁接触部の腐食の度合いを自動で判定する」を設定する。
 •  配管梁接触部の画像から、当該箇所の腐食度合いを機械学習要素が判定し、保全員に対して腐食度合

い結果を出力する。
導入効果
•  画像診断による腐食度合いの判定を行うこ

とで、判断基準の平準化を実現し、検査者
の技量のばらつきを原因とした見落としを防
止できる。

•  膨大な検査範囲に対して、逐次現地での目
視検査を行う必要がなくなり、検査者の作業
負担を軽減できる。

•  従来の巡視による腐食管理と併用することで、点検の2重チェックが可能となり、人的ミスを検知できる。
•  ベテランの検査結果を学習した画像診断の出力を、若手検査者が閲覧・比較できることで、腐食検査のノ

ウハウ継承に活用できる。
•  画像データと腐食度合い判定結果の情報を蓄積することで、経時変化の管理も可能となり、腐食傾向の分

析による設備管理の高度化につながる。
石油コンビナート等災害防止3省連絡会議3省共同運営サイト：総務省消防庁 （fdma.go.jp）
https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/fieldList4_16/jisyuhoan_shiryo.html

産業保安規制の最近の動向について

検証用データ例

A画像 B画像 C画像

導入前 導入後

巡視による
配管腐食

度合いの判断

カメラ

プラント

運転中 開発時

配管
画像データ

腐食度合い
判定結果

入力

出力

学習用
データ

学習

腐食度合い
判定結果

出力

機械学習要素

テスト用
データ

テスト

配管
画像データ

保全員

配管
腐食度合い
の判断

目視

プラント

保全員

目視

保全員

巡視による
配管腐食

度合いの判断
目視

実証試験で撮影した結果例

壁面の溶接線

天井のボルト 腐食のテストピース

タンク側面のノズル
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1．はじめに
当社は昭和59年より配管内部を自走するロボット「MOGRER（モグラー）」を開発し、発
電所や石油化学プラントにおける各種配管の内部調査を実施してきた。この度、新しい自走
ロボット「Mクローラ」を開発し、現場への適用をスタートさせた。

2．Mクローラとは
MクローラのMはマグネットのMである。磁石の
吸着力を用いて磁性材の配管内・外面や各種構
造物に吸着し、走行可能である。磁石は対象物に
直接吸着させるのではなく、一定の空間を空けて
いるため対象物の凹凸や形状変化部（エルボ、レ
デューサ、T字管）や、濡れた面でも走行が可能で
ある。Mクローラは当社にて構想及び基本開発を実施し、製品化は関電プラント（株）の協力を得て共同開発し
た。現在、内径100mmの配管から適用できる「M1クローラ」と、内径150mmの配管から適用出来て且つ駆
動パワーの強い「M2クローラ」の2種類があり、それぞれ前・後にカメラを有し、状況を詳細且つ鮮明に記録す
ることが出来る。特徴は非常に小さく軽い駆動部が、配管内部走行の場合では内径100mmから1,000mmまで
対応可能、且つ配管内部走行に限らず外面走行や各種構造物への適用も可能である。

3．Mクローラとモグラーとの違い
モグラーは3個の駆動車輪をリンクで連結し、車輪をエアーシリンダー等で配管内面に
押付け走行する。その構造ゆえに、配管内部しか走行できず、検査対象の配管サイズに
合わせた複数のモグラーが必要である。配管サイズが大きい場合はモグラーも大きく重く、
検査員の負担と必要人員が増加し検査コスト増となり、T字管走行は不可能などの問題
点があった。一方、Mクローラは磁石のサイズや大きさの異なる車輪に交換することにより、
多様なサイズの配管への適用が1台で可能で、検査員の負担低減と省力化となる。

4．Mクローラの適用事例
4-1．配管内部調査例（事例1）：
200A内面ライニング施工配管で、全長約10mにおけるラ

イニング状況の調査を実施し、全長に渡りライニングの膨れ
や剥離の無いことを確認した。
4-2．縦型容器内部調査例（事例2）：
直径1m、高さ5mの縦型容器の内部調査を実施した。入槽用のマンホールが小さく、内部足場を設営するこ

とが困難な場合でも、足場不要で内部の全面調査が可能であった。

5．現在開発中のM4クローラの紹介
M1、M2クローラは主に配管内部走行用として開発した

が、現在開発中のM4クローラは配管外面や各種構造物に
適用可能なものを目指している。

6．おわりに
Mクローラは、小さな挿入口からカメラを挿入し、大きな容器内等の状況確認する場合、内視鏡等では困難な
場合が多いとの当社現場検査員の要望で開発がスタートした。当初は限られた目的で開発したが、モグラーに代
わる目視検査ロボットとして完成させた。

問合せ先 ：株式会社シーエックスアール　技術本部　技術支援部　白石 時宜
TEL：0846-23-1230　　FAX：0846-23-1235　　E-mail：siraisi@cxr.co.jp

新自走ロボット「Mクローラ」の開発

配管外面走行 T字管走行

水平→垂直走行フランジ継手の乗越え

MOGRER650A型と
Mクローラ

垂直支柱走行

Mクローラ本体

垂直部
挿入部 挿入部

【配管アイソメ図】 【容器概要図】

事例1 事例2
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1．はじめに
橋梁などの点検では、これまでは人による近接目視点検や打音検査が行われてきた。しかしながら、打音検査

においては点検者の技量によるばらつきや打音データの保存法、点検部位へのアクセス手法など様々な課題が
存在する。

2．ドローンを利用した点検ロボット
当社では人が容易に近づけない大型橋梁

の目視検査および打音検査を効率的に実施
可能なドローン技術を用いた飛行型点検ロ
ボット（図1）を開発した。飛行型点検ロボット
はドローン上部に駆動車輪、打音検査機構と
カメラを搭載し、飛行機能で車輪を点検対象
部に押し当て自走しながら打音検査を実施す
る有線式の点検ロボットである。点検では、カ
メラで近接目視を行いながら、打音検査を実
施し、得られた打音信号を電気信号として保
存、解析、評価する。飛行型点検ロボットは
床版や桁の下面など一様な水平部の点検を
目的とし、橋脚や桁の側面など垂直面には適
用できない。また、点検では駆動車輪機構や
打音検査機構の搭載によりロボットが大型化
したことで、広い飛行空間が必要となる。
そこで垂直面に対応した小型で効率的な
点検が可能なポール型点検ロボット（図2）を
開発した。ポール型点検ロボットはドローンの飛行推力を利用しポールの操作で検査機構を壁面に接触させて走
査する。ポール型点検ロボットは複雑な航行プログラムを必要とせず、ポール操作で狭い空間でも点検機材を目的
位置まで容易に運ぶことができる。ポール型点検ロボットには飛行型点検ロボットと同様にカメラと打音検査機構を
搭載している。打音検査は接触状態で行うため、床版や桁の下面など水平面に加え、橋脚や桁の側面などの垂
直面も接触状態で走査できるように走行車輪を有する。ポール型点検ロボットは
航空法における無人航空機に該当しないことも確認している。
目視検査はLED照明を用いて小型カメラで動画撮影を行う。点検ロボット
が接触状態であるため撮影距離は一定に保たれ、撮影画像からの寸法測定
などは容易だが、近距離撮影画像の画角は狭く（図3）、撮影画像から変状
部位置やその分布を認識することは難しい。そこで、撮影された動画を一定
の時間間隔で静止画に切り出し、合成して広域的な立体画像を生成する。図
4に合成した広域画像と視点を変えて表示した例を示す。
打音検査機構は金属打撃子とマイクで構成され、モーターで圧縮されたバ

ネの開放により打撃子が飛び出しコンクリート面に衝突するときの音をマイクで
収音し、その強度や周波数帯域の変化から変状の有無を推定する。
打音検査機構は二つのユニットが180mmの間隔で取り付けられ、1秒間に
4回の打音検査が可能である。
ポール型点検ロボットは電源をバッテリー化した。ポールにより点検ロボットを容
易に操作することで、これまで点検するのに足場を組む必要のあった橋梁に対
して効率的な点検が可能となる。

「ドローンによる橋梁点検装置」の開発

問合せ先 ：新日本非破壊検査株式会社　技術本部　今川 幸久
TEL：093-581-1234　　FAX：093-581-4567　　E-Mail：info@shk-k.co.jp　　HP：https://www.shk-k.co.jp

外形（mm）：880x880x800　重量8.5kg

レーザーセンサー 電源ユニット

マルチコプター

カメラ

駆動車輪打音検査機構

図1 飛行型点検ロボット

カメラ 車輪

ドローン機構

打音検査機構

操作ポール

図2 ポール型点検ロボット

図3 近距離撮影画像

図4 広域立体画像の例
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開発の経緯
鉄鋼、電力、石油・化学、建築などの産業分野では、鉄鋼材料（圧延材、鋳鍛鋼材）及び溶接構造物の健
全性を確認するために種々の非破壊検査が用いられている。表面検査であれば磁気探傷試験や浸透探傷試
験が適用され、材料内部のきずを検出するためには、放射線透過試験や超音波探傷試験が行われている。特
に、設備が稼働した後に発生する可能性のあるきずの検出を目的にした供用中の検査（保守検査）や、高所や
狭隘部になりがちな建築・鉄骨分野においては、超音波探傷試験が適用されることが多い。
これまでの超音波探傷試験では、検査員が探傷器の画面に表示されるAスコープ波形を観察し、きずの有無
を判断するために検査員への依存度が高く、検査記録の客観性や透明性に対する課題があった。最近では、
検査信頼性の向上のために探傷波形の録画保存や、探傷データの確認あるいは保存した波形をもとにきずの評
価をするために、保存した波形記録を外部に出力する要求も多くなっている。また、屋外で検査場所を変えて探
傷作業をするケースも多く、屋外日照下での表示画面の見やすさや、装置本体の寸法・重量の小型化が求めら
れている。
これらの課題を解決するために、ポータブル超音波探傷器USFD-20を開発したので、その仕様・機能の概要
を紹介する。

主な特長と仕様
（1）�本体寸法�198mm×128mm×53mm、重量0.84kgと小型・軽量で、

必要によりキャリングハンドルを取付けることで楽に持ち運べる。
（2）�オプションの装置ホルダーを利用することで三脚の利用、またはスト

ラップで身体に掛けて使用でき、様々な状況に対応できる。
（3）�本体は小型ながら液晶画面は5.7インチと大きく、アンチグレアフィ

ルターの採用、加えて「屋外モード」を備え、屋外日照下でも良好に
波形を視認できる。

（4）�スクリーンショットによる静止画記録の他、最長2時間のモニター波形
録画が可能となっており、動画での記録が可能。SDカードでデータをPCへ移せるほか、簡易報告書の作
成・印刷ができる付属の解析ソフトを利用できる。

（5）�検査材情報、探触子など探傷条件のユーザー設定機能があり、保存、編集し利用することできる。
（6）�VGA出力を備えており、探傷画面を外部モニターに出力することで講習会及び立ち合い検査時に活用

できる。

項　目 仕　様

探傷周波数 0.5MHz〜20MHz

送信電圧、PRF 50V〜350V、10Hz〜2,000Hz

パルス スパイクパルス／スクエアパルス

動作時間 7時間以上（内臓バッテリー使用時）

記
　
録

16GB SDカード使用時／
（最大128GB SDカード使用可）

画面キャプチャ 941K枚／（17KB/枚）
パラメーター 390K件／（41KB/件）
モニター波形録画 8本／（2GB／2時間）

ウィザード 溶接部探傷試験、厚板探傷試験、鍛造品探傷試験

主な機能
DAC（JIS Z3060、建築学会規準、カスタム）、AVG、ピーク表示、
波形比較、AGC、モニターゲート（3ゲート、トラッキング有）、VGA出力

防塵・防滴 IP66

問合せ先 ：株式会社KJTD　開発部　長野 健太
TEL：072-965-6235　　FAX：072-962-6236　　E-mail：knagano@kjtd.co.jp

現場での作業者の負担を減らし、検査記録性の向上を図るポータブル超音波探傷器の開発

ポータブル超音波探傷器 USFD-20
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NDT工業会創立50周年記念事業について
1972（昭和47）年、先達の方々のご尽力により発足した当工業会も、来年1月には創立50年の歴史を刻みま

す。その間、発足時の（社団）非破壊検査振興協会から（一社）日本非破壊検査工業会への移行などを経て
きました。今年度迎える50周年を、工業会半世紀の節目とし、これまで歩んできた歳月で積み重ねた歴史、業
界に関わる事業への取組や出来事、業界を取り巻く環境などを振り返り、この節目が今後の礎となればと思って
います。2022（令和4）年の定時総会にて実施する記念式典までの1年間に焦点を置いた各種の記念事業が、
今後を見据える機会となればと計画しています。

この50年のなかで産業構造や社会インフラ等が大きく変化しています。非破壊検査業界においても、幅広い産
業分野で、新技術の開発や検査技術の利活用が求められてきました。発足当時アナログであった検査装置は、
デジタルへと移行し、昨今ではDX（デジタルトランスフォーメーション）の名のもとにIT技術が急速に進展し、様々
な場面でIoT/AIが導入され始めています。こうした変わりゆく時代に、非破壊検査業界が積み重ねた歴史を範
とし顧みることで、この50周年で実施される事業が、新たな時代への一歩と繋がればと思っているところです。

創立50周年に係る事業、会員企業皆様のご協力を賜りまた皆様の参加のもとに実施される事業として進め
られればと考えています。

1.【50年史の編纂事業】（50年史編集委員長　岡賢治）
50年史編集委員会では、非破壊検査の歴史を振り返り、これからの展望と工業会の取組みを収録した記念

誌を発行します。

2.【50周年記念式典（祝賀会と記念講演）】（記念事業委員長　長岡康之）
2022（令和4）年度の定時総会にあわせて、記念式典並びに祝賀会を開催するとともに、記念講演会を予定

しています。

3.【記念ロゴマーク】
NDT工業会の対外的な情報発信と、これからのさらなる発展をイメージしています。

4.【記念事業スローガン】（広報部会　小田原勝彦）
ご応募いただいた89件の作品の中より、非破壊検査の過去の実績を通して、未来へ繋げて行く決意が見え

ることや、NDT業界の共通ポリシーである安全、安心が含まれており、今後もそのポリシーを顕示する意思が伝
わる等の理由から、次の作品が記念事業スローガンとして選定されました。

⃝ 作 品「確かな技術で50年　これからも守り続ける未来の安全」 
菊池賢様（日本工業検査株式会社 日立営業所）

　 菊池賢様からは、この作品は、次の50年に向けた決意を意図したものであり、受賞に際し「スローガンを
実現できるよう、日々精進いたします。」とのコメントが寄せられました。

記念事業の一環として、非破壊評価総合展や技術討論会等を開催いたします。記念ロゴマーク及び記念事
業スローガンが今後の工業会行事を盛り上げていくものと考えています。会員企業及び関係各位のご支援、ご
協力のほど、重ねてお願い申し上げます。 （50周年記念実行委員会委員長　松村康人）

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
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第10回 非破壊評価総合展 開催案内 開催日時 2021（令和3）年7月14日（水）〜16日（金）10時00分〜17時00分
開催場所 インテックス大阪 6号館A（大阪市住之江区南港北1-5-102）

隔年で開催されている標記展示会は、東京オリンピック開催に伴い場所をインテックス大阪に場所を移して、2021
（令和3）年7月14日（水）〜16日（金）の3日間の予定で開催される。

　メンテナンス・レジリエンスOSAKA2021「非破壊評価総合展2021」で設置する「検査とメンテナンスの情報
交流プラザ」では、「橋梁と非破壊検査」をテーマに橋梁の製作・研究開発・施工・メンテナンスに関わる非破
壊検査技術について、各種のデモンストレーション及び有識者による「技術セミナー」や、専門スタッフによる非破
壊検査全般についての「実務相談コーナー」を予定しており、非破壊検査技術及び評価技術の普及及び啓蒙
の場として計画している。 D広報部会長　小田原 勝彦

日本非破壊検査工業会創設50周年記念 技術討論会 開催案内

日本非破壊検査工業会主催の第17回技術討論会が「ア
フターコロナにおける非破壊検査のあり方と展望」をテーマに
2021（令和3）年9月16日（木）川崎市産業振興会館にて開催
される。

当工業会では、毎年、会員の技術力向上に資する活動とし
て技術討論会を開催している。今回は、当工業会が2022（令
和4）年1月5日に創設50周年を迎えることを記念し、大学教授
による3件の基調講演の他、特別講演として経済産業省およ
び国土交通省の担当者をお招きする予定であり、リモートワー
ク・自動化・AI/IoT/ICTの活用が進み、社会構造の変革が
加速する時代、技術革新による非破壊検査の業態の変化につ
いて討議する。 D技術部会長　安田 裕之

主　催 一般社団法人 日本非破壊検査工業会
共　催 公益財団法人 川崎市産業振興財団
協　賛 一般社団法人 日本非破壊検査協会

開催日時 2021（令和3）年9月16日（木）
10時00分〜17時00分

会　場 川崎市産業振興会館1階ホール
（川崎市幸区堀川町66番地20）

参加費 2,000円（討論概要集込み）、
学生：無料（但し討論概要集希望者は1,000円）

募集人員 250名
（募集人員に達し次第締め切らせて頂きます）

※懇親会は、中止とする。
※ 技術討論会は、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言

が発出された場合延期とする。

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 

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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事業再構築補助金について

事業再構築補助金とは、中小企業庁から2020年度第3次補正予算として、中小企業や中堅企業向けに新たに
導入される補助金制度です。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し売り上げの回復が期待しづらい中、ポス
トコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための、企業の思い切った事業再構築（新たな事業への
チャレンジやビジネスモデルの転換）を支援する国の補助金です。

第2回公募期間は5月26日（水）〜7月2日（金）となっておりますが、第2回公募を含めてあと4回程度公募する
予定です。公募の都度、最新の公募要項をご確認ください。

主な申請要件は以下となります。詳細は中小企業庁Webサイトをご確認ください。
1.  事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等に取り組む。
2.  売上が減ってる：2020 年 10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前
（2019年又は2020年1月〜3月）の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少している。

3.  事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定する。事業計画は補助事業終了
後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0％（一部5.0％）以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年
率平均3.0％（一部5.0％）以上増額の達成を見込む。

詳しくは、中小企業庁Webサイトををご確認ください。【事業再構築補助金】 https://jigyou-saikouchiku.jp/

2021（令和3）年6月30日現在、正会員数196社（東日本支部76社、関西支部42社、西日本支部43社、機材支部35社）会員動向

退 会

入 会

■�賛助会員 株式会社KANSOテクノス（令和3年4月13日付）

本
部

■�関西支部 太陽検査株式会社　業務部教務課 課長　大川 陽己　〒498-0014 愛知県弥富市五明4-100-5
電話：0567-67-0188　FAX：0567-67-0198　E-mail：aichi@taiyo-kensain.com　（7月1日付）

定期月次売上調査の集計結果を前年同期比として纏め、下図に示す。売上増減企業数は、前年同期に
対して売上の増加した企業数から、減少した企業数を減じた企業数を表す。また、前年同期比は、前年
度売上高に対しての増減の割合を表す。

2020年度の非破壊検査業全体の前年度売上高は6.6％減となった。また、日本国内のおいても2021年1〜3月期の国内総生産
（GDP）速報値が前期比1.3％減、年率換算で5.1％減となり、落ち込み幅はリーマン・ショックがあった2008年度（3.6％減）を超え、
戦後最大となった。昨年3月、WHOが新型コロナウイルス感染症拡大について、パンデミックとの認識を示してから1年となるが、
未だ収束が見通せない中、今後の業況に影響が生ずることが想定される。

各 支 部 会 員 
会社の景況感
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5月18日インフラ調査士資格学科試験（一次試験・再試験）
が東京・関西・九州で同時に行われた。

【学科試験】
新規受講・受験者数：14名、再試験者数：6名
二次試験の開催予定は次のとおり。

【二次試験】
7月15日〜 16日、東京：（一社）日本非破壊検査工業会 本部

■講習会開催情報
インフラ調査士講習会 ［教育部会］ 4月   9日 オンライン（Zoom）リアルタイム講習会 受講者21名

配筋探査講習会 ［教育部会］ 4月 21日 オンライン（Zoom）リアルタイム講習会 受講者86名

JASS 5 T-608講習会 ［教育部会］ 4月 16日 （株）ダンテック本社（大阪） 受講者  8名

4月 23日 （一社）日本非破壊検査工業会 受講者13名

第14回 インフラ調査士資格試験を実施

第26回 配筋探査技術者資格試験を実施

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 62名 47名 15名 124名 85名 68.5％

建築資格取得のための受験 0名 2名 1名 3名 3名 100％

実技(二次)試験日程予定

受験地 関東
（川崎市）

関西
（大阪市）

九州
（北九州市）

日　付 8月
24日〜26日

8月
16日〜18日 8月6日

5月27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」が実施された。受験者情報は表のとおり。

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 18名 17名 17名 18名

合格者数 12名 14名 11名 11名
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