
機材支部技術委員会では、日本非破壊検査協会
（JSNDI）非破壊試験有資格者の知識・技術のステッ
プアップ、実務での悩みの解消、仲間作りなどを目的
に、昨年度から新たな試みとして「NDT塾」を開催し
ている。今年度の「NDT塾」は、新型コロナ感染リス
クに鑑み、1月22日（金）午後からWEB開催で時間を
短縮して実施した。当工業会（JANDT）会議室に座
長を置き、5名の講師陣が順番にWEB上で講義を行っ
た。関東から九州までの広範な地域から、前回の20
名を上回る43名の受講があった。受講者は検査会社・
機材メーカー・製造メーカーなどのJSNDI有資格者を
始め、機材販売会社・商社の営業技術員など多岐に
わたり、また今回も年明けの再募集開始からわずかな
期間で定員に達するなど、この新たな講習会への期
待が感じられた。講義のテーマは「基礎原理からその
応用事例」と題し、講演は機材支部技術委員会委員
を中心に非破壊検査各部門（PT・MT・TT・UT・
RT）に関連する機材メーカーのベテラン技術者・営業
技術員が担当し、各部門における基礎原理や応用事
例、操作上の注意点、最新の技術情報などについて
多くの画像を交えながら説明・紹介が行われた。

座長は企画を担当した堀充孝機材支部技術委員長
（日本電磁測器）が務め、初めにこの講習会開催の
主旨と開会の挨拶があり、早速、講義がスタートした。
1時限目は表面探傷をテーマに、初めに相村英行講師

（栄進化学）が浸透探傷試験の基礎、各種染色浸
透探傷剤の特長と各処理における誤操作の検出性へ
の影響の例などについて、次いで一本哲男講師（マー
クテック）が磁粉探傷試験の基礎、各種磁粉探傷法、
複合磁化法などについて講演した。2時限目は木村彰
一講師（日本アビオニクス）が赤外線サーモグラフィー
技術の基本原理から、カメラの選択法、撮影時の注意
事項、実際のインフラ調査での適用例やコンクリート・
タイル外壁等の構造物診断、プラント設備・電気設備
の状態監視などの適用例について講演し、3時限目は
齊藤順次講師（日本電磁測器）が超音波探傷試験の
基本原理に始まり、従来方式とフェーズドアレイ方式の
比較と探傷の実施例について解説した。4時限目は栗

原基次講師（富士フイルム）が放射線透過試験の基
本原理とフィルム、最新のデジタルRT技術、検査画像
の保管・管理などについて紹介した。

受講者は各部門ごと、基礎的な知識や最新の技術
情報・知識・知見、各種の現場での応用事例などの
説明について興味を持って熱心に聴講されたようで、
各講義後には活発な質疑応答がなされた。受講者ア
ンケートでは講義のレベルもちょうど良く、映像なども含
め今後も続けて欲しいとの要望が多かった。

今回は初めてのWEB開催であり、若干の混乱は
あったが、工業会事務局・機材支部事務局の活躍で
無事、成功裡に終えることができた。コロナ感染対策
のため、講演後、仲間作りの懇親会は開催できないが
WEB開催により全国規模で受講者が参加できることを
実感し、講師陣もWEB講演に慣れることで来年度の
NDT塾がさらに充実して盛況となり、受講者の技術向
上への寄与が期待された。 

第２回 NDT塾 WEB開催

講義のもよう

オンライン画面

NDT塾講義テーマ：基礎原理からその応用事例
講 座 名 講 師（敬称略）

NDT塾開催のご挨拶 司会進行：堀 充孝（日本電磁測器）
PT	：浸透探傷試験 相村 英行（栄進化学）
MT	：磁粉探傷試験 一本 哲男（マークテック）
TT	：赤外線サーモグラフィ 木村 彰一（日本アビオニクス）
UT	：超音波探傷試験 齊藤 順次（日本電磁測器）
RT	：放射線透過試験 栗原 基次（富士フイルム）
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NDT工業会加盟の令和元年度検査会社の経営実態
令和元年度の会員登録票及び売り上げ調査について、161社を対象に実施し、144社より回答を得た結果をまとめた。

1.2 令和元年度 売上高に占める産業分類別及び検査種別等の比率
（１）産業分類別　　※売上調査と合せた推計値

1.3 令和元年度売上高に占める産業分類別の比率

（２）検査種目別　

産業分野
令和元年度 売上高比率（％）

全検査会社 独立系
検査会社

メーカ系列
検査会社

鉄鋼、製鉄、鋳造 18.6 27.6 5.2
造船、重機 12.4 3.4 25.8
重電、機械 4.9 1.6 9.7
原子力関連 3.5 2.6 4.8
電力関連 12.1 7.5 19.1
石油、化学関連 29.4 30.3 28.2
ガス、水道関連 2.4 3.2 1.2
土木・橋梁関連 3.8 6.2 0.2
建築関連 8.1 13.2 0.5
その他 4.8 4.4 5.3
合計 100.0 100.0 100.0 

産業分野
令和元年度 売上高比率（％）

全検査会社 独立系
検査会社

メーカ系列
検査会社

放射線検査（RT） 12.7 13.0 12.2
超音波探傷（UT） 28.8 28.9 28.5
磁粉探傷（MT） 10.0 7.7 14.7
浸透探傷（PT） 11.6 10.3 14.4
渦電流探傷（ET） 4.0 4.1 3.9
耐圧リーク（LT） 0.8 0.2 1.9
ひずみゲージ（ST） 1.3 0.6 2.6
赤外線サーモグラフィ（TT） 0.3 0.4 0.1
目視（VT） 6.1 8.8 0.6
レーダ等 3.6 5.2 0.4
材料試験 2.1 2.3 1.8
分析 1.4 1.2 1.7
インフラ点検 1.8 2.2 0.9
その他 15.5 15.1 16.3
合計 100.0 100.0 100.0 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
会員数（社）

（対前年度比）
153 

（+2）
154 

（±1）
154 

（±0）
161

（+7）
161 ＊1

（±0）
従業員数 （人）

（対前年度比）
12,356 

（+1,169）  
11,956

（-400） 
11,816

（-140）
10,552

（-1,294）
9,586

（-966）
売上高（百万円）

（対前年度比）
138,500

（+3,000） 
144,000

（+5,500） 
139,500

（-4,500）
145,500

（+6,000）
138,400

（-7,100）

1.1  会員数、従業員数、
売上高の推移

＊1  令和元年度（2019年4月～2020年3
月）の会員数及び従業員数は令和元
年7月1日現在の会員登録票による実
数値
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全検査会社

独立系検査会社

その他
15.5％

令和元年度
138,400
（単位：百万円）

放射線検査
（RT）
12.7％

超音波探傷
（UT）
28.8％

磁粉探傷
（MT）
10.0％

浸透探傷
（PT）
11.6％

渦電流探傷（ET）4.0％

耐圧リーク（LT）0.8％

ひずみゲージ（ST）1.3％

赤外線サーモグラフィ（TT）0.3％

目視（VT）6.1％

レーダ等 3.6％

材料試験 2.1％

分析1.4％

インフラ点検1.8％

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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非破壊検査業界の景気動向調査　令和2年度　
令和2年度調査は会員企業 198社を対象に実施し、173社より回答を得た。

過剰 適正 不足 無回答 楽である 苦しい 無回答さほど苦しくない 上昇 変わらない 低下 無回答

上昇 変わらない 低下 無回答 増加 変わらない 減少 無回答 値上げ 変わらない 値下げ 無回答 過剰 適正 不足 無回答

先行き最近

先行き最近 先行き最近 前年比

先行き最近 先行き最近 先行き最近

仕事量 売上高 検査料金 雇用人員

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

R1 R2R1 R2R1 R2R1 R2R1 R2

100%

0%

100%

0%

検査設備 資金繰状況 経常利益

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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和歌山県和歌山市にある東洋検査工業株式会社の森本量也代表取締役社長と、インフラ調査
士の山本秀樹さんに、インフラ施設の点検作業などについてお聞きしました。インタビュアーは、工業
会事務局T・Fが担当いたしました。

電磁波レーダによる覆工背面の空洞調査
T・F 	東洋検査工業は、インフラの点検業務をいつごろから行っていますか。

森本社長 	弊社は、非破壊検査に関連する業務として、約30年前からトンネルの点検業務を行っています。現在では、
トンネル・橋梁・道路附属物の点検等、各分野の点検に精通したインフラ調査士（12名）を配置し、年間約100件の
点検業務を行っています。2020年2月には、技術者のインフラ点検に対する意識向上のため、部署名を「調査技術部」
から「インフラ技術センター」に改称し、インフラ調査士の指導の下、若手社員の人材育成に注力しています。

T・F 	インフラ調査士を代表して山本さんにお話をお伺いします。普段どのような業務をされていますか。
山本さん  インフラ調査士として、主にトンネルの点検業務を担当しています。トンネル点検

では、定期点検で実施される目視点検や付帯施設の点検は勿論のこと、電磁波レーダを用
いた覆工背面の空洞調査、ファイバースコープを用いたトンネル背面の空洞や地山状況の
確認、コアドリルによるコンクリート品質試験の試料採取等、様 な々調査を行っています。

T・F 	お仕事を通じて得られた発見などはありますか。	
山本さん  トンネルに発生する変状で最も多いのはひび割れです。中でも、乾燥収縮や偏

圧によるものなど様々な原因で発生します。また、電磁波レーダや削孔による孔内観察をお
こなうと、覆工背面の状況や地山の状態を把握できるので、トンネルに対して有害か無害か
判別することができます。ファイバースコープで覆工背面を観察した際に、異物が目に入り
驚いたこともあります。トンネルの維持管理は覆工表面の状況だけでなく、地山の状態や環
境条件等、あらゆる情報を考慮することが大切だと学びました。

T・F 	トンネルの点検では、どのような機器を使用し作業をしていますか。
山本さん  主に、テストハンマー、電磁波レーダ配筋探査装置、コアドリル、ファイバースコー

プを使用しています。非破壊検査として、トンネル補強材に使用されている鋼板の厚さ測定
と、鋼板を固定するために使用されているアンカーボルトの長さ測定に、超音波測定器を使
用します。また、超音波探傷技術をはじめ、インフラ点検時に必要とされる非破壊検査技術
者並びにインフラ調査士技術者の資格取得に対して積極的に取り組んでいます。

T・F 	点検作業にはご苦労が多いかと思いますが、今後のお仕事に対する抱負をお聞かせください。
山本さん  インフラ点検業務に携わりおよそ20年になりますが、これまでの実績に驕ることなく、今後も常に向上心を持っ

て意欲的に業務に取組み、インフラ調査士資格試験を通じて得た知識を十分に活かした、インフラ施設の維持管理に
貢献して参りたいと思います。また、これまで得た知識や経験を次世代の若手に伝承し、後継者の育成にも力を尽くし
たいと思います。

インフラ調査士にインタビュー

インフラ調査士
山本	秀樹

高所作業車による打音検査

削孔による孔内観察

電磁波レーダによる配筋検査

☆ 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 】

〒640-8306  和歌山市出島 31-5

 TEL　073-471-1311　　FAX　073-474-6211

　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

　 詳しくは

　支店/営業所　  大阪／和歌山／鹿島

 東洋検査工業株式会社

本　社 

東洋検査工業 検索
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昨年9月に実施した「安全手帳アンケート」の集計結果（47社）についてご報告いたします。非破壊検査業務に
関連した法令や安全事項、その他諸情報を収めた「安全手帳」は、平成5年（1993年）12月の初版以来、約27
年が経過し、都度改訂を行いましたが、今やインターネットの飛躍的な発展とスマートフォン全盛の時代となり、「手帳」
の有り方や形態の見直しなど、次回の改訂につなげてまいります。 安全部会長　猿渡 保

項　目 質問事項 回　答
件数 率（％）

1 認知度 安全手帳は、
ご存知でしょうか。

知らない 6件 13%
知っている 41件 87%

2 購入の
有無 購入された事は、有りますか。

無い 17件 38%
有る 28件 62%

3 価　格 価格は、適正でしょうか。
（非会員￥315、会員￥200）

高い 6件 14%
安い 37件 86%

4 有効性 安全手帳は、
有効に使用されていますか。

有効 31件 78%
不要 9件 22%

5 冊子
サイズ

サイズ（厚みも含め）は、適正
でしょうか。（95×130×4mm）

小さい 6件 14%
適正 36件 86%

6 文字･
絵サイズ

文字や絵のサイズは、
適正でしょうか。

小さい 14件 35%
適正 26件 65%

7 媒　体 望まれる媒体形式。
（現状、紙ベース）

紙ベース 29件 60%
電子版 19件 40%

8 利用法
の説明

配布前の概要
（利用方法等）説明

要 23件 51%
否 22件 49%

項
目 質問事項 回　答

件数 率（％）

9
利
用
目
的

1. 災害発生時（原因分析の手引き、 
KYの内容分析、保護具の適正確認等） 17件 23%

2. 安全作業（足場の適正、有害ガス種類、 
酸素の％量、保護具の適正等） 30件 41%

3. 品質作業（配管の大きさ、肉厚、金属の音速等）16件 22%
4.他 10件 14%

10
配
布
先

1.新入社員の研修 33件 47%
2.不安全行動をした作業員 7件 10%
3.責任者への教育資料 19件 27%
4.他 11件 16%

安全手帳アンケート（2020年3月版）結果

意 

見

文字がかなり小さくわかりづらい。文字を大きくして欲しい。
電子版でスマホ等で閲覧したい。
電子版があると、教育用にも活用できる。
スマホ等で使えると、災害時や安全作業など有効と思う。
最近のリスク管理を加味した内容に改定して欲しい。
新入社員の安全衛生教育で使用、各自に配布している。

令和3年3月31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 ■�機材支部 リョウユウ エンジニアリング株式会社 令和3年1月31日付

株式会社エイチ・エー・ティー 令和3年3月31日付

本
部

◆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

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

まじめに

安心安全をお届け
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1.はじめに
日本では近年、高速道路やトンネル・橋梁などの社会イン

フラの老朽化が進み、それに伴う耐震補強工事やリフレッ
シュ工事で用いる非破壊検査機器のニーズが高まっている。

その中、非破壊検査機器メーカーであるプロセク社（ス
イス）が、他社にはない画期的な次世代型電磁波レーダ
「GP8000シリーズ」を開発した（図1、図2）。

2.スペック・機能
商品名 GP8000 GP8800

周波数範囲 0.2〜4.0GHz 0.4〜6.0 GHz
最大探査深度（条件による） 約70cm 約65cm

重量 約2kg 約460g（アンテナ部）

その他機能 電気配線探査可能
4輪すべてエンコーダー

円柱形上の部材での探査可能
本体高さ60mm （図3）

共通機能

iPadによるデータのクラウド化
AR（拡張現実）機能 （図4）
探査結果の2D表示 （図5）
探査結果の3D表示 （図6）

3.「GP8000シリーズ」の特徴
「GP8000シリーズ」では、従来までの中心周波数の概念とは異なる、ステッ

プ周波数連続波（SFCW）という非常に広い周波数範囲を同時に照射でき
るレーダを採用した。

この技術により、高い解像度と広い検出範囲を同時に提供することができるよ
うになり、ユーザーがこれまで諦めていたダブル配筋（図7）やトンネルでの支保
工調査（図8）など、通常業務に加えて幅広い調査をすることが可能になった。

また、「GP8000シリーズ」では、60cm×60cmであれば2分程度で2D、
3D画像の表示も可能である（最大4m×4m） 。さらに、探査した画像を実
構造物に映し出すAR（拡張現実）機能（図4）を搭載。これにより、お客様
へ「見せる」パフォーマンス力もUPし、理解が得られやすくなった。

4.おわりに
ステップ周波数連続波（SFCW）の採用により、ユーザーはダブル配筋やト

ンネルでの支保工調査、コンクリートの版厚測定など、様々なニーズに応えら
れるようになった。

さらに、プロセクのアプリ（タブレット専用）は定期的にアップグレードされ、
実用性のある機能が日々追加される。非破壊検査機器のニーズが高まって
いる現代社会で、「GP8000シリーズ」は今後も更なる活躍が期待できるのではないだろうか。

問合せ先 ：エフティーエス株式会社（FTS., LTD）　特機営業部　大瀧 昌輝 
TEL：03-6206-2220　 FAX：03-6206-2221　 E-mail：otaki@fts-ltd.jp　HP：http://www.fts-web.jp

次世代型電磁波レーダ「GP8000シリーズ」の開発

図4　AR画像

図6　3D画像

図5　2D画像

図1　GP8000 図2　GP8800

図8　トンネルの支保工,深度45cm程度
（GP8000での測定）

図7　ダブル配筋	（GP8800での測定）

図3　円柱形上、狭いスペースでの探査

60mm/2.36in

技
術
情
報
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1.はじめに
金属材料種の判別検査ニーズに対し、測りたいその場所で素早く容易に扱えるPMI検
査機器の代表格として、ハンドヘルド型蛍光X線分析計（HH-XRF）が広く活用されて
いる。一方、エネルギー分散型蛍光X線分析を原理とするが故に適用可能な検査範囲
の限界も明らかになっている。それはMg,Al,Siなど軽元素の定量限界と、LiやBeなど
エネルギー分散型蛍光X線分析では測定が不可能な元素への対応である。これらの
元素分析ニーズに対し、HH-XRFを補完する形での活用が期待されているのが、今回
ご紹介するµレーザーを活用した小型の発光分光分析計、ハンドヘルド型LIBS分析計

（HH-µLIBS）である。ここではLIBS分析計の中でも低出力のマイクロレーザーを使用
した、Rigaku Analytical Devices, Inc.製ハンドヘルド型µLIBS分析計 KT-100S（写真1）を紹介する。

2.�KT-100Sによる金属材料の鋼種判別例
KT-100Sはアルミニウム合金、低合金、ステンレ
ス、銅合金などの検量線を搭載し、元素固有の発
光スペクトルによる定量演算と、定量値を基にした
合金種判別アルゴリズムを搭載し、各検量線は分
析計が自動的に選択し測定を行う。実際の鋼材
判別事例を図1に示す。

3.�測定前の線状プリスパッタ�BLADEテクノロジーについて
測定時写真2のように
試料に対し線状にレー
ザー照射を行う。レー
ザーのスパッタ痕の直
径 は 約 30µmと極 め
て小さく浅いため、正
しい材料判定を行うに
は、表面の汚れや酸化被膜等の研磨が不可欠で
ある。なおKT-100Sは段階的にプリスパッタ時間
を設定できるBLADEテクノロジーを有するため、アルミニウム合金の表層に偏析しているSiをプリスパッタにより
取り除き、測定結果と判定結果を改善させることが可能である（図2）。

4.�Al合金の選別に有効なµLIBS分析計�KT-100S
µLIBS分析計の定量演算は、一般的に理論計算手法（FP法）を使用しているHH-XRFとは異なり検量線法であ
る。よって鋼材判定が可能な材料群は、搭載されている検量線の種類に依存する。KT-100Sには、アルミニウム合
金をはじめ銅合金、ステンレス鋼、ニッケル系超合金やチタン合金など幅広い材料の検量線を搭載している。中でも
アルミニウム合金は、他のステンレス鋼やニッケル系超合金などと比べると、輝線スペクトルの数が圧倒的に少ない
ため判定しやすいと言える。またアルミニウム合金判別で重要となるMgの測定性能に関しては、HH-XRFの場合
15秒程度以上の測定時間が必要な上、0.5wt%以下の検出が困難であるのに対し、KT-100Sはプリスパッタを含
め数秒で同レベルのMgが検出可能であることから、よりアルミニウム合金種判別に適していると評価できる。

5.おわりに
µ-LIBSはレーザー出力や分光器、検出器の感度と波長領域にもよるが、測定原理上HH-XRFよりも幅広い元
素に適応できる潜在能力を持っている。よってHH-µLIBSは、Al合金中のLiや銅合金中のBeなど、HH-XRF
で測定不可能な元素をオンサイトで簡易的に測定可能とする、HH-XRFを補完するハンドヘルド型簡易元素分
析計として更に活躍の場を広げていくものと考えられる。

µ-LIBS分析計　KT-100Sによるアルミニウム合金等の判別事例

問合せ先 ：株式会社リガク　EDX・携帯機器事業部　携帯機器営業部　齋藤 庸一朗
TEL：03-3479-3065　 FAX：03-3479-6171　 E-mail：yo-saito@rigaku.co.jp

写真1	KT-100Sの測定風景

図1	KT-100Sの鋼材種判定事例

SUS316測定例 AI2097測定例（Li検出可） C17510測定例（Be検出可）

図2	Siが0.66wt%含まれるアルミニウム合金の測定結果
【プリスパッタ	無し】

プリスパッタを行うことでSi含有量が改善し画面右上の判定結果が0.87から1.00へ改善

【プリスパッタ	1秒】 【プリスパッタ	3秒】

写真2		銅測定時のプリスパッタと	
測定による線状のスパッタ痕

技
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■講習会開催情報
配筋探査実技講習会 ［教育部会］ 1月19日〜20日 リロの会議室水道橋（東京） 受講者41名

1月27日〜29日 エル・おおさか（大阪） 受講者34名
2月2日〜3日 AIM西日本総合展示場 受講者32名

NDI資格取得のための受験対策セミナー ［東日本支部］ 2月29日〜3月8日 当工業会 受講者23名
NDIレベル2春期一次試験対策セミナー ［関西支部］ 2月27日 エル・おおさか 受講者36名

■講習会開催情報
危険物保安技術協会「コーティング上からのタンク底部板厚測定講習会」 東京会場（5日間）2月15日〜18日、３月２日

大阪会場（4日間）3月9日〜11日、3月19日

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 25名 32名 27名 31名

合格者数 22名 21名 15名 27名

第13回�インフラ調査士資格実務（二次）試験　受験者情報

第25回�コンクリート構造物の配筋探査技術者資格試験　受験者情報

2月8日～9日インフラ調査士資格実務（二次）試験が実施された。
◦実務試験：新規受験者数：44 名、再試験者数：4 名

2021年度前期（第14回）インフラ調査士の講習会・一次試験の開催予定は次のとおり。
◦講習会： 4月9日（金）9:00〜17:20（オンラインによるリアルタイム講習形式で実施）
◦e-ラーニング：受講可能期間：3月22日（月）〜5月20日（木）
◦学科（一次）試験：5月18日　関東、関西、九州

実技（二次）試験結果

関東 関西 九州 受験者合計 合格者 合格率

電磁波レーダ 72名 70名 37名 179名 124名 69.3%

電磁誘導 68名 66名 39名 173名 138名 79.8%

2021年度前期（第26回）資格認証試験日程

受験地 関東（学科：東京、
実技：川崎市） 関西（大阪市） 九州（北九州市）

学科（一次）試験 5月27日 5月27日 5月27日

実技（二次）試験 8月24日〜26日 8月16日〜18日 8月5日〜6日

2020年度後期、配筋探査実技（二次）試験が実施された。合格者・合格率は次のとおり。

※2021年度	前期	第15回配筋探査講習会から、オンラインによるリアルタイム講習形式で実施します。
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