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技術討論会を開催
高木敏行 東北大学教授

Online

安田篤 経済産業省産業機械課長 森戸義貴 国土交通省技術調査課長

技術部会（技術部会長 安田裕之）は、9月16日当工

用に重点を置いくNDE4.0 の世界的動向を知る機会と

業会創設 50 周年記念事業として、オンラインで「第 17

なった。また、創設 50 周年を記念した特別講演は、経

回日本非破壊検査工業会技術討論会」を「アフターコ

済産業省 安田篤産業機械課長による「ものづくり・産

中村英之 実行委員長
松村康人
理事長 と題し実施し
三浦淳 振興財団理事長
安田裕之 技術部会長
総合司会 堀充孝
ロナにおける非破壊検査のあ
り方と展望」
業保安分野におけるデジタル関連の取組みについて」

た。当初は、川崎市産業振興会館において対面で実

と題した講演は、先端技術であるIoT・AI 及びドロー

施する予定であったが、東京・神奈川と緊急事態宣言

ンを活用した産業保安分野の取り組みなどについて講

が発出される中、コロナ変異（デルタ）株による感染拡

演をいただいた。また、国土交通省 森戸義貴技術調

大に歯止めがかからない状況を鑑み、開催自体が危ぶ

査課長からは「インフラを取り巻く最近の話題 〜 with

まれたが、急遽オンライン（Zoomウェビナー）に変更す

コロナ、デジタル化の進展等を踏まえて」と題した講演

ることで開催にこぎつけた。

は、
「事後保全」から「予防保全」に転換することで「長

当日は、堀充孝実行副委員長（日本電磁測器）の総

寿命化」や「トータルコストの縮減」を図る、メンテナン

合司会の下、中村英之実行委員長（IHI 検査計測）に

スサイクルの確立などについて講演をいただき、両講演

よる開会宣言の後、松村康人理事長、三浦淳川崎市

を通じて政府の DX への取組みについてその一端をご

産業振興財団理事長による開会挨拶が行われ、全国

披露いただいた。

から約 140 名を超えるオンライン参加があった。

また、例年恒例となっているパネルディスカッションが

午前の部は、平手克治（丸重屋）座長により登壇者紹

三原教授コーディネートのもとで行われ、活発な討議

介の後に基調講演が行われた。塩谷智基京都大学特

と意見交換がされた。今回はパネラーとして官公庁の

定教授からは「インフラDXに求められる非破壊検査技

方々を迎え、先生方からより実践的な質疑が交わされ

術〜現状・課題そして、野心的戦略〜」と題し、インフラ

参加者より好評を得ることができた。テーマとして最新デ

DXの課題や戦略などについて大変参考となる興味深

ジタル技術の実装に向けた官公庁の取り組みやインフ

い内容の講演をいただいた。また、三原毅東北大学教

ラ調査士の資格活用、カーボンニュートラルの実現など

授による「インフラの経年損傷に挑む超音波計測技術」

多岐にわたり産学官の交流を深める場となった。また、

と題した講演は、超音波計測を中心とした非破壊検査

参加者に向けた質問事項に対しその場の挙手でアン

技術の将来を俯瞰した興趣が尽きない内容であった。

ケート集計を取るコーナーなどオンラインならでは企画も

午 後の部は、出牛 利 重（日本 工 業 検 査 ）座 長によ
り登壇者紹介の後基調講演及び特別講演が行われ

あり参加者を楽しませてくれた。
閉会宣言は、安田裕之技術部会長（ジャスコ）より、

た。基調講演は、高木敏行東北大学教授による「保

オンラインでの開催準備期間は一か月弱の準備期間

全技術の高度化とデータ駆動技術の役割」と題し、

であったが、関係各位のご協力のもと成功裏に終わっ

Industry4.0
（第 4 次産業革命）
に対応したデータ活
たと締めく
くられた。
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大阪で第 10 回非破壊評価総合展が開催される
7 月14日〜 16日の 3日間、インテックス大阪において、関西では初となる「第
10 回 非破壊評価総合展」が JANDT 創設 50 周年記念事業の一環として開
催された。当総合展は通常、東京ビッグサイトを会場に隔年で7月下旬に開催し
ているが、東京オリンピック2020 開催のため翌 2021 年も会場が使えないことか
ら大阪へ会場を移した。当総合展は、プラントメンテナンスショー、インフラ検査・
維持管理展などの同時開催展示会と共にメンテナンス・レジリエンス OSAKA
2021として、日本能率協会との共同主催で開催され、当工業会の広報部会 展

検査とメンテナンスの情報交流プラザ

示会委員会が JANDT 及び JSNDI（特別協賛）のブースである「検査とメンテ
ナンスの情報交流プラザ」の企画・運営を行った。
近年の総合展において、プラザでは比較的身近な題材から来場者に興味を
持ってもらえるテーマを選び、非破壊検査と社会の安全・安心に関わる展示並び
に関連する技術セミナーを実施している。前回から遡ると「鉄道」、
「航空機」、
「自
動車」、
「電力」などをテーマとしてきた。今回のテーマは「橋梁と非破壊検査」と
し、コロナ禍での開催を考慮し、テーマに関連する大型展示物の搬入・借用は取
り止め、初の試みとして、橋梁の製作からメンテナンスの非破壊検査に関わる映

技術セミナーのもよう

像を作成し動画放映をした。
「橋梁の非破壊検査手法のデモンストレーション」、
各種検査手法の適用例のパネル展示は、会員企業から募集した。また川崎重工
業の液化水素運搬船「すいそふろんてぃあ」模型の特別展示、非破壊検査の実
務相談コーナー、非破壊検査の歴史年表も来場者の目を引きつけた。
開催当日は雨模様も、大阪の夏らしい蒸し暑い日となった。折しも東京は 4 回
目の緊急事態宣言発出下で、感染者数は連日1,000 人超えであったが、大阪
はまん延防止重点地区指定となり数 100 人 /日の状況であった。インテックス大
阪 6 号館は、収容人数約 6,000 人、コロナ禍での入場制限数 3,000 人程度であ

実務相談コーナー

り、東京ビッグサイトの約 1/3 程度の大きさであるが、初日から1日2,700 人ほどで総入場者数 8,234 人とコロナ
禍での来場者数としては上々の賑わいであった。また技術セミナーの聴講も三密対策のため 46 名定員であった
がほぼ満員となり、4 社による検査のデモンストレーションや各検査手法パネルも、多くの参観者が関心をもって
見学し、リアルな展示会や講演は非常に好評であった。また「橋梁と非破壊検査」に関わる映像展示は、来場
者だけでなく工業会関係者にも高い評価をいただいた。。
コロナ禍での当工業会主催の総合展大阪初開催は、コロナ感染者を出すこともなく盛況かつ成功裡に終え
た。関西支部の団結力と協力体制がよく現れた展示会であった。
■講演
7/14

斜張橋における斜材点検ロボット
鋼橋の長寿命化と非破壊検査について
（点検ロボットを用いた効率的な非破壊点検）
【関西大学、坂野昌弘氏】
【中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京、高野真希子氏】

7/15

鋼製橋梁の損傷事例および⾮破壊検査の適用事例
【高田機工、永木勇人氏】

7/16

鋼床版デッキプレート進展亀裂の調査のための超音波技術 橋梁 PC 桁でのグラウト充填状況の非破壊評価
【土木研究所構造物メンテナンス研究センター、高橋実氏】 〜そのための弾性波や電磁場の活用について〜
【大阪大学大学院、鎌田敏郎氏】

■検査デモンストレーション
川重サポート
東洋検査工業
日本工業試験所
菱電湘南エレクトロニクス

鋼橋の予防保全のための赤外線非破壊評価法
【神戸大学大学院、阪上隆英氏】

【LNG 船球形タンク溶接部用の自動 TOFD 装置】
【デジタル計測による見える化】
【斜張橋における斜材の点検ロボット】
【超音波を利用した鋼床版 Uリブ内滞水調査法】
検査デモンストレーション▶︎
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関西支部

令和３年度9月例会及び経営交流会を開催

9 月7日「エル・おおさか」において大阪府内の緊急事態
宣言下ではあったが、感染対策を徹底し2 年ぶりに開催され
た。参加者は 19 名。
開催冒頭に富田裕樹支部長が出席者への謝辞の後、
「コ
ロナ禍で賀詞交歓会や支部大会を中止せざるを得なかった
事を残念に思う。今後は支部活動を状況が許す限り積極的
講演：講習会のオンライン化について

に展開したい。」と挨拶した。

富田裕樹支部長

9 月例会では、本部及び支部の活動実績や今後の計画等が支部長及び支部担当幹事による報告後、経営
交流会の講演が開催された。
経営交流会の特別講演では「高齢者雇用について、〜高齢社員戦力化のためのヒント〜」と題し、園原経
営・労務管理事務所の園原晶一先生に講演していただいた。日本の生産年齢人口が減少し続け、労働者不
足が現実化している。その中で、令和 3 年度から70 歳までの雇用が努力義務となり、企業は積極的に対応して
いかないといけない時代となっている。努力義務をどの様に対応して行くのか、対応時の注意点、労働者とのト
ラブル回避の事例等を説明していただき、質疑を含め約 1 時間の講演となった。
引続き、
「講習会のオンライン化について」の題目で教育部会が実施中のオンラインによる講習会実績を、
森本量也支部教育幹事が紹介した。昨年初めからのコロナ禍で、感染防止や講師・受講生の移動や会
場の問題等で急速にオンライン講習へと移行してきた事の報告がなされた。既に配筋探査技術者講習会、
JASS5T-608 講習会、インフラ調査士講習会で実施済みであり、2305（UT-2）技術者 eラーニングでは来年春
対応の計画で進行中である。今後、受講者・講師の負担軽減等でオンライン講習等がコロナ終息後も継続さ
れていく旨の説明がなされた。
今回、コロナ禍で出席者が少なかったものの有意義な9 月例会・経営交流会であった。なお、情報交換と懇
親の場である懇親会は開催されずに終了となった。

D 関西支部教育幹事 森本量也

Ｋ
Ｅ
Ｉ

経験豊富な実績
笑顔で、業務に取り組みます
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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計量法に基づく放射線計測器の校正について

技 術 情 報

1．はじめに
放射線は、宇宙や大地、食品など自然界から発せられるだけではなく、非破壊検査などの工業分野、レントゲ
ン撮影などの医療分野、害虫不妊化などの農業分野などで幅広く利用されている。また、原子力発電のように
莫大なエネルギーを獲得することに伴ってもたらされることも公知の事実である。
放射線は、五感で感じとることが出来ないため、安全に利用するには、その性質を理解して正しく計測すること
が必要であり、その手段となる放射線計測器の信頼性維持のために、定期的に校正を受けることが極めて重要
となる。
2．放射線計測器の校正
≪トレーサビリティ体系図≫
計量法のトレーサビリティ制度（JCSS）は、国家計量
標準につながる校正サービスであり、国家計量標準にト 産業技術総合研究所
レーサブルであることは、校正する業務の信頼性確保に
必要不可欠である。標準器によりトレーサビリティを保証 ポニー工業株式会社
する校正には、特定の技術や備える設備及び技術と設
備を管理する品質システムを備えていること必要があり、 ユーザー
これらの要件を満たしている機関が独立行政法人製品
評価技術基盤機構の審査を受けて、認定・登録される。
この制度をトレーサビリティ制度（JCSS）と言い、認定・
登録された機関が備える国家標準にトレーサブルな標
JCSS 認定・登録校正事業者（表 1）
準器は特定二次標準器と言われる。
登録事業者（放射線・放射能・中性子）
（表 1）であ 一般財団法人日本品質保証機構 計量計測センター
るポニー工業株式会社 放射線計測センターでは、強 株式会社千代田テクノル 大洗研究所
度の異なる3 種の線源（セシウム137）と特定二次標準 公益社団法人日本アイソトープ協会 川崎技術開発センター
器、並びに線源から0.6m 〜 5.0m の範囲で任意に位置 公益財団法人放射線計測協会
決め可能な走行装置を組み合わせることで広範なレン 公益財団法人医用原子力技術研究振興財団 線量校正センター
ジ（1cm 線量当量率でおよそ 1μSv/h 〜 100m Sv/h） 公益財団法人日本分析センター
の値付けを行っており、校正ニーズに対応している（線 ポニー工業株式会社 放射線計測センター
源からの距離と照射野の大きさは相関するため、高線 セイコー・イージーアンドジー株式会社 キャリブレーション・ラボラトリ
量率側の校正ポイントは対象計測器の検出器サイズを 富士電機株式会社 東京工場 放射線校正課
考慮する必要がある）。
より正確な校正をするために、値付けに使用する特定二次標準器（写真 1）は、
計量法第 135 条で特定標準器による校正等を行う者等に指定された機関である
国立研究開発法人産業技術総合研究所、その他の校正条件を監視する機器類
（温湿度計、圧力計、長さ計）は JCSS 認定事業者でそれぞれ定期的に校正を
おこなっており、国家標準とのトレーサビリティを確保している。
3．最後に
当センターが行っている放射線計測器の一般校正の手法は、改善を積み重ね、
また、JCSS 校正と設備が共通であり、確立した手法も共通部分が少なからずあ
るなど、相応に確立されたものであるが、より質の高いサービスを目指して継続的
に研鑽を重ねている。また、放射線計測器の JCSS 校正のニーズは多くはないが、
不確かさが定量的に示されることや、JCSS 校正事業者による校正という信頼が
得られること、校正証明書のみで国家標準へのトレーサビリティの確立が明確にな
ること等のメリットが広く認知されるように啓蒙していきたいと考えている。
問合せ先：ポニー工業株式会社
TEL：06-6262-6510
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営業本部

営業企画室

FAX：06-6261-2009

写真 1：特定二次標準器

写真 2：放射線測定器校正装置 全景

山﨑
E-mail：T.Yamazaki@ponyindustry.co.jp
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セクタスキャンが可能なアニュラアレイ探触子の開発

技 術 情 報

1．はじめに
フェーズドアレイ法は、非破壊的にきずを検出できる超音波探傷技術として、広く知られている。本手法は、発
電所関連の供用中検査において小さなきずの検出に適用されており、例えば高 Crフェライト系耐熱鋼配管のク
リープ損傷に対する検査に用いられている。これらの探傷方法は、発電用配管等の大口径配管で問題となって
いるが、一振動子型垂直探触子、一振動子型斜角探触子だけでなく、リニアアレイ探触子においても小さなきず
の段階で検出することは難しい。この問題に対して、超音波を点集束することができるアニュラアレイ探触子を用
いることで、深い位置のきずを、探傷時間を増大させることなく精度良く測定できた。
2．セクタスキャンを可能とさせる素子配列
セクタスキャンを可能とさせる
探触子を設計するに当たり、深さが 75mm の位置にあるきずを検査対象
特徴
8リング 15列直線分割
として設定した。リング状に分割した 8 素子のアニュラアレイ探触子に対し、
上下に異なる素子番号
左右対称の素子番号
さらに平行に素子を分割し、113 素子を持つアレイ探触子を設計した。素子
64チャンネル
数は 113 個であるが、左右対称の位置にある素子は短絡させた。これによ
り、左右対称の位置の素子は、同一の遅延則でパルスが励起し、結果とし
点集束を可能とさせる
探触子の素子配列
て64 チャンネルで駆動するアレイ探触子となる。図 1に素子配列を示す。な
図1 提案したセクタスキャン可能な
お、寸法は、φ35mm 程度とし、横波 5MHzとした。
アニュラアレイ探触子の振動子の分割方法

3．シミュレーションによる精度確認
シミュレーションで探傷精度を比較した結果を図 2に示す。き
周波数
リニアアレイ マトリクスアレイ
5MHz
新規設計
ずは、左図のように20×20mm の平面きず、および 5mmピッチ
探触子
探触子
で上下左右に配置したφ3 ㎜の球形きずとした。図 2（b）の通
深さ
：75mm
φ3mm
り、従来のリニアアレイ探傷では、ビームを幅方向に集束できな 20×20mm
5mmピッチ
平滑面
いために、幅方向の分解能が悪くなっている。マトリクスアレイ
探傷では、球形きずを分離して検出できているが、深部で集束
図2 セクタスキャンを伴うアニュラアレイ探傷と従来法との比較
させるために素子を35×35mmと大きくする必要があり、8×8
分割では一つの素子の大きさが大きくなる。提案した方法が、
最も像が鮮明であり、探傷精度に改善が図れることが確認でき
図3
た。図 3に作製した探触子の外観を示す。なお、外観写真は
リング分割型
横波用くさびを装着させたものである。
アニュラアレイ探触子の外観

平底穴

4．試験片による性能評価
平底穴試験片を作製し、リニアアレイ探触子と比較した。試験片の材 探傷面
1
5
質は、ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板である、SB410
75mm
とした。平底穴は、探傷面から深さ75mmの位置にあり、図 4の通り、φ
1mmの大きさで、5mmピッチで9 個配置されている。図 5に平底ピッチ穴
底面上の平面画像を示す。図 5より、リニアアレイ探触子は、走査方向で
図4 試験片図
（左：平底穴の位置、右：平底穴の配置）
は1つに繋がった結果であったが、試作品は9つの円形きずが確認できた。

走査方向

走査方向

図5 平底ピッチ穴底面上のCスキャン画像

開発委員会
（2020年12月18日）
発表資料より抜粋

問合せ先：株式会社 IHI 検査計測
TEL：045-791-3522

電子走査方向

一般社団法人 日本非破壊検査工業会

電子走査方向

5．おわりに
セクタスキャン可能なアニュラアレイ探触子を試作し、効果を確認した。
平底穴試験片において、作製した探触子はリニアアレイ探触子に比べて
精度の良い探傷結果が得られ、大口径配管のような深い位置にあるきず
の探傷に有効な技術であるといえる。現在、球形きずのように曲面があるき
ずの探傷や、実際の溶接きずにおける評価、およびアニュラアレイ探触子と
同じ二次元配列のマトリクスアレイ探触子との性能比較を実施している。

福本 伸太郎

FAX：045-791-3547

E-Mail：fukumoto8414@ihi-g.com

HP：https://iic-hq.co.jp/
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インフラ調査士にインタビュー
株式会社ジャスト（本社：神奈川県横浜市青葉区）土木部の佐藤太一さんに、インフラ調査士とし
ての使命（ミッション）についてお聞きいたしました。
インフラ調査士 佐藤太一▶︎
⃝インフラ点検への御社の取り組みについてお聞かせください。
弊社は、
「第三者機関として、公正、中立な調査・診断サービスを通じ、あらゆる構造物の安心・安全の確保に
貢献する。」を使命と掲げ、建築・土木構造物の非破壊検査・調査・診断業務を行っており、所属する土木部は、
道路橋や横断歩道橋等の土木構造物を対象に、5 年毎に定期点検や補修設計業務、非破壊・微破壊試験による
詳細調査等の建設コンサルタント業務を行っています。
経済社会活動の基盤を担う重要なライフラインである社会インフラの安全確保と長寿命化実現のため、日々活動し
ています。高度経済成長期に集中的に整備されたインフラは今後加速度的に老朽化が進み、調査業務の重要性が
増していく中で、会社全体として注力している分野になります。

⃝インフラ調査士としての実務経験と業務内容についてお聞かせください。
私はインフラ調査士として、自治体発注の橋梁の定期点検業務に主担当者として従事
しました。主担当者として、橋梁定期点検時の、近接目視や打音検査などで、変状を発
見し、変状原因を推定し、緊急性や対応策等を考えます。橋梁は、それぞれが役割をもっ
た部材で構成され、部材には様々な材質があり、更に環境によってその構造は変わって
いきます。これらを踏まえて橋梁の健全性を総合的に判断し、発注者や補修業者に理解・
納得してもらえるような成果品を作成し、説明する業務に従事しました。

横浜市市橋梁点検

⃝業務を通して得られた新しい発見等はありましたか
私は、インフラ調査士資格を取得する以前から、点検補助員として橋梁定期点検業務
に携わっていました。橋梁点検では基本的に、特別な調査機器を使うことはなく、近接目
視や触診、打診のみで変状を発見し、健全性の診断を行いますが、橋梁の構造に対す
る知識がとても薄かったため、変状を見つけても原因や緊急性などが理解できず、単に
間違い探しをしているかのような感覚でした。インフラ調査士資格の取得を目指して、橋
NEXCO東跨道橋点検
梁の構造や、変状の性質等について勉強し、原因や緊急性を理解することができるよう
になったことで、変状には必ず原因があり、別の部材の変状が同一の原因で結びつき、一つのストーリーを織りなして
いることにも気づきました。単なる間違い探しを行っていたのが、知識や経験を積み重ねることで、それぞれの手がか
りをもとに一つの答えを求める謎解きのような面白みも感じられるようになりました。
⃝これからの抱負についてお聞かせください。
これまで 200 橋近く橋梁点検に携わってきましたが、点検を行うたびに学ぶことがあります。人間が遺伝子や育った
環境によって様々な性格になるように、橋梁も架設されたときの状態や、環境によって様々な顔を見せるので、新しい
橋梁に出会うたびに発見があります。
また、技術の発展や社会情勢によってもインフラ設備の在り方は変わってくると思います。センサーやロボット、非破壊検
査技術等、効率的かつ信頼のあるデータを取得出来る技術が開発されると思います。今後もインフラ調査士として、様々
な業務で得た知識を蓄え、新技術に対するアンテナも張りながら社会貢献できるような技術者を目指していこうと思います。

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
〒210‐0012
川崎市川崎区宮前町７番１５号

未来を見守る
確かな技術
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TEL
FAX
E‐mail
URL

044‐245‐8311
044‐245‐8318
jec＠nihoneng.jp
http://nihoneng.jp/homepage/
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「NDIレベル2・秋期一次試験対策セミナー」を開催
東日本支部及び関西支部の教育委員会は、NDI 秋期合同試験のレベル2 受験者を対象
に、RT、UT、MT、PTの4 科目について、資格取得のための受験対策セミナーを開催した。
新型コロナウイルス感染防止策として、定員数を制限し、換気の徹底や座席間隔を空けるなど
の対策が取られたうえで、延べ 5日のセミナーに、東日本支部 27 名、関西支部 38 名の技術者
が参加した。講習は、出題の傾向を的確に把握した問題を厳選し、ベテラン講師陣による問題
の解答や解説及び質疑応答など、きめ細やかな受験対策が行われたことで理解がより深まるも

東日本支部
（CIVI会議室）

のであった。受講者はNDIレベル2 技術者として必要な知識の習得に努めていた。
主催

実施日

東日本支部
関西支部

対象科目

8月28日〜 29日

UT、MT

9月4日〜 5日

RT、PT

8月28日

UT、MT、RT、PT

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

溶接検査株式会社

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

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

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

事業内容 ■ 非破壊検査全般
■ ｲﾝﾌﾗ点検全般

■ ﾀﾝｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ保守検査
■ 品質管理業務

株式会社

〒210-0808 川崎市川崎区旭町 1-9-10
TEL:044-222-3222

関西支部
（エル・おおさか）

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 httpｓ:// imc-ndi.com
事業所・作業所

千葉事業所/中部事業所/関西事業所

非破壊検査・地盤調査の複合技術で
社会基盤(インフラ)の安心と安全を守ります

東洋検査工業株式会社
☆ 非破壊検査全般、タンク開放検査、プラント保安検査
☆ インフラ調査（地中探査、ﾄﾝﾈﾙ点検、橋梁点検、構造物点検）
【 ＩＳＯ ９００１認証・ＣＩＷ認定・ＫＨＫ認定・地質調査業者登録 】

本 社

〒640-8306 和歌山市出島 31-5
TEL 073-471-1311
詳しくは

支店/営業所

FAX 073-474-6211

東洋検査工業

検索

大阪／和歌山／鹿島
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第 14 回インフラ調査士講習会 ・ 資格認証試験
【二次試験結果】
7月15日
（木）～ 16 日
（金）
東京：
（一社）日本非破壊検査工業会

受験者情報

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

27名

21名

19名

合格者数

15名

14名

12名

15名

2021 年度前期配筋探査技術者資格認証試験

受験者情報

8月に実施した前期配筋探査実技（二次）試験結果、資格認証者・合格率及び後期資格認証試験日程は次のとおりです。
2021年度前期
関東
レーダ

関西

101名 55名

電磁誘導 89名

52名

実技
（二次）
試験結果

2021年度後期資格認証試験日程

九州 受験者合計 合格者 合格率

受験地

関東 (学科：東京、
関西 (大阪 )
実技：川崎 )

26名

182名

113名 62%

学科
（一次）
試験 12月1日

23名

164名

128名 78%

実技
（二次）
試験 2月21〜 24日 2月14〜 16日

九州 (北九州 )

12月1日

12月1日
２月3〜 4日

■講習会開催情報
配筋探査実技講習会

［教育部会］

インフラ調査士補（初級・中級）講習会 ［教育部会］

7月6日～ 8月5日

東日本・関西・西日本地区

7月13日～ 9月6日

オンライン講習会（前期４校実施）

受講者 124 名
受講者 78 名

（内訳：初級 28 名、中級 50 名）

NDI 資格取得のための受験対策セミナー ［東日本支部］ 8月28日～ 29日、9月4 ～ 5日

受講者 27 名

NDIレベル2 秋期一次試験対策セミナー ［関西支部］

受講者 38 名

■講師派遣情報
本部

8月28日

労働政策研究・研修機構 労働大学校「令和３年度検査業務専門Ⅱ研修」の動画配信に協力

会員動向 2021（令和 3）年 9月1日現在、正会員数 197 社（東日本支部 76 社、関西支部 43 社、西日本支部 43 社、機材支部 35 社）

超音波フェーズドアレイ探傷器
FMC / TFM 搭載 最新モデル

Youtube で

製品紹介動画公開中
https://bit.ly/2T8jhoN

UT / TOFD × フェーズドアレイ × FMC / TFM
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