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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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RUMPES (WINTER, 2007)

新年明けましておめでとうございます。
昨年は日本の産業界にとりましては数年来の経済不況
を脱し、業種毎の格差はあるものの全体的には好況にな
った年であったと言えるかと存じます。この10年余りの
間、産業界は世界的な経済、経営環境の変化に対応した
質的転換を図るべく大変な努力を払って来られました。
また、国の科学技術政策である第三期基本計画が新たに
始まり、‘選択と集中’、‘人材育成’、‘絶えざるイノベー
ションの創出’などをキーワードに大きな流れが次のス
テップへと動き始めました。このような周辺状況の急激
な変化にも係わらず、当協会の事業運営は会員企業、関
係各位のご尽力、ご協力によって幸い順調に推移いたす
ことができたと思っております。
しかし、生産年齢人口は既にピークを越え、今後総人
口も減少過程に入るという時代を迎えて、当協会として
も様々な意味で質的転換を図るべき時が来ていると強く
自覚しております。また、それは時代の流れに即した、
あるいは先取りしたものでなくてはなりません。当協会
の存在が支部を含めた会員企業、溶接関連企業にとって
有益であり、同時に全国の溶接技能者、溶接技術者、溶
接研究者の地位向上につながるものとなるよう、具体的
な施策とその実現へ向けて、なお一層の努力が必要と考
えるものであります。以下に当協会が展開する活動の主
要なものについて述べます。
◆溶接情報センターの設置

我が国の製造業における溶接・接合技術の維持、発展
と溶接技術者のポテンシャル向上に資するべく、当協会
では会員企業、WES溶接管理技術者、一般の方々、各層
毎に溶接・接合技術に関するすべての知識と情報を提供
することを目的として｢溶接情報センター｣を設置するこ
とと致しました。そのハード面の支えとしての溶接会館
の設立につきましても継続的に検討したいと考えており
ます。提供する溶接技術情報サービスの一部はすでに当
協会のホームページで公開しております。是非一度ご覧
頂きたいと存じます。将来的にこの溶接情報センターが
専門部会・研究委員会や全国の支部の活性化に役立てれ
ば大変幸いです。

◆国際対応に関する事業運営

一昨年、中国・韓国を含むアジア10カ国の参加により
アジア溶接連盟が発足し、日本を会長国として活動を開
始致しました。これまで既に７回の会合を開き、アジア
地区の溶接技術の普及と発展、アジアにおける統一され
た溶接要員認証制度の設立と普及、アジアの意見を重視
した国際規格原案作成、溶接要員の登録制度の普及、等
に向けて活発な活動を行っております。本年は、具体的
な目標設定と進め方について検討し、協力関係をさらに
強固なものへと発展させて参ります。
◆認証・認定事業に関する事業運営

IIW国際溶接技術者資格（IWE、IWT、IWS、IWP）の
WES溶接管理技術者資格からの特例措置による取得は、
平成17年度をもって終了致しました。平成18年度以降は、
兵庫ポリテクセンターに開設しました国際溶接技術者コ
ースを継続して支援するとともに、過去の教育・研究機
関における学習、学・協会における講習、研修等の経験
を評価した上で正規教育時間の短縮を図った特認コース
制度をIIWの認定を受け新たに進めてまいります。また、
国際溶接検査技術者（IWIP）認証制度が日本非破壊検査
協会と当協会の密接な協力により新たに導入され、WES
溶接管理技術者認証とJIS Z 2305に基づく非破壊試験技術
者資格の両方の資格保有者に対して３日間の短期セミナー
による取得が可能な特例措置が平成19年３月末まで実施さ
れております。
また、非破壊検査事業者の認定制度については、高い
信頼性を維持し、さらなる向上を図るために日本溶接協
会規格（WES）の改正を行い、本年から新制度への移行
を開始いたします。
◆公益法人として

昨年5月に｢非営利法人法｣が成立し、平成20年度には
新たに非営利法人制度（一般社団法人、公益社団法人）
が創設されることになっています。当協会におきまして
は公益社団法人の認定に向けた準備を進めてまいります。
最後になりましたが、本年が溶接にご関係のある皆様
方にとりまして、より良い年でありますように心から祈
念いたしまして、新年のご挨拶といたします。

1. 年頭所感

宮田　隆司社団法人日本溶接協会会長
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CIW  通信

新年明けましておめでとうございます。旧年中は、協議
会活動に格別のご支援ご協力を賜りましたことに厚くお礼
申し上げます。
2006年の定時総会で代表幹事に再選され、４期目に入り
ましたが、就任以来の信条であります「業界の地位向上に向
けて積極果敢に打って出る」の姿勢を貫いてまいり、本年も
この姿勢と精神をさらに強力に推進したいと考えております。
本年度は、平成８年から11年にかけて行いました建設省
住宅局建築指導課長通達第349号の主旨と第三者検査の認
知に対する要請活動を全国自治体並びに諸団体に展開しま
したが、同様の規模で、CIW認定制度の普及と第三者検査
の普及促進活動を全国展開する方針で準備を進めております。
１昨年５月に譖日本溶接協会に設置されました「CIW認
定制度見直し検討委員会」（委員長：加藤光昭、溶接検査
認定委員会運営委員長）への委員派遣、CIW認定制度に対
する提案、要望を踏まえながら審議に参画してきましたが、
昨年７月に抜本的に改正したWES8701-2007の改正原案の
誕生をみました。新しく改正されたWES8701-2007を目玉に
して普及促進活動の展開を図ろうと考えておりますが、こ
の１年間はCIW認定制度の見直しの検討に追われたのが偽
らざる感想でした。
言うまでもなく、この改正原案は、第８回全国契約適正
化推進会議（平成18年８月開催）及び３地区ブロック会議
（平成18年11月開催）で説明をし、各会員への周知を図っ
てきましたが、現行規格による認定と、改正規格による認
定が３年間併存することになりますので、３年の間に改正
規格による認定に順次移行できるように認定要件を満たし
て頂くことが今後の課題であります。またこの３年の併存
期間と改正規格による認定の運用に関しましては、本年２
月頃までに譖日本溶接協会溶接検査認定委員会から方針
が示されるものと推定しておりますが、円滑な運用が図れ
るよう会員の皆様のご協力もお願いする次第です。
昨年は、大変残念な受入検査倫理綱領に反する事例が発
生しました。現在、建築関係で普遍化している受入検査の
主旨は、建築主等の検査を代行するものと位置づけられ、
その検査結果の信頼性・透明性を担保するために、契約の
発注者は、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者と

することが必須事項であります。今回の事例では、鉄骨製
作工場が発注者であるにも拘らず検査報告書のあて先が工
事施工者になっていたことでした。受注の経過で、いろい
ろな事情があると推定されますが、やはり受入検査の規範
に外れることは明確であります。CIW倫理委員会の調査結
果に基づく答申を受けて幹事会で処置を慎重審議し、必要
な処置、手続きをとりましたが、１昨年11月から展開しま
した“不正検査撲滅運動”の最中でもあり、大変残念な事
例でありました。しかしながら、受入検査の規範が厳正に
適用される以前ではこのようなケースは多々見られました
し、現状でも施工業者が鉄骨製作工場にすべてを任して自
らの責任を回僻しているケースあるいはこうした事情を全
く認識していないケースなどがあると聞かされますが、建
築業界としてあるべき姿を徹底的に議論してもらいたいと
考えるのは一人よがりの意見かもしれません。
耐震強度の偽造に係る一連の不祥事に関連して、建築基
準法の改正、告示の整備が急がれているようで、本年４月
以降には関連する告示等が逐次発行されて、建築確認申請、
工事の施工、品質確保のための手段などが明確に規定され
るように聞いていますが、我々検査業者の役割がより明確
になることを期待するばかりです。
検査機関の東京都知事登録制度は5年目に入り、新規登

録申請１社、更新登録申請５社、26社の定期審査を行いま
した。登録制度のより質的な向上を目指して関連する審査
基準の見直しに加え運用上の規定も見直しを開始すると伺
っておりますが、この登録制度は、受入検査の信頼性と透
明性をより明確にすることが絶対使命ですから厳正な運用
を図ってほしいと願っております。
会員の皆さんは本年も息つく暇もなく新しくなった

WES8701-2007への対応を迫られることになりますが、「安
心」と「安全」を提供することを標榜している我々CIW認
定会社は、期待に応えるための研鑽、努力を惜しんではな
らないと考えるところです。より開かれた協議会活動を盛
り上げるために昨年以上に打って出る所存ですので関係各
位のより一層のご支援をお願いするとともに、皆様のます
ますのご発展とご健勝を祈念いたしまして新年のあいさつ
とさせて頂きます。

2. 年頭挨拶

逸見　俊一CIW検査事業者協議会代表幹事
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RUMPES (WINTER, 2007)

新年明けましておめでとうございます。2007年を迎え、
譖日本溶接協会並びにCIW検査事業者協議会の皆様に
おかれては、新しい年が実り多い年となりますよう心よ
りお祈り申し上げます。
さて、昨年を振り返ってみますと、世の中全般には、

景気が回復し、失業率が低下するなど、明るい兆しが
見えてきたところでありますが、一方、建築の世界では、
一昨年に発覚した耐震偽装事件にはじまった建築生産
に対する不信感を払拭するために、建築に携わる様々な
技術者が「どのようにすれば信頼を回復できるのか」と
思い悩んだ年ではなかったか、と思います。我々も、建
築に携わる身として、コンプライアンスは当たり前のこ
とですが、さらに、民間の技術の一層の活用や、より良
い施工者を選定し、より良い品質につなげるよう総合評
価方式の拡大を図ってきたところであります。
改めて思いますに、建築というものは、人々が営みを

行う場であり、その場の安全を確保するために雨風、地
震などの自然の猛威に対してしっかりと対抗できる性能
を有する品質を作り出さなければいけない、ということ
です。そうした、非常にシンプルな目標を確保するため
に、設計という行為に携わる人のみならず、土地を選定
し自然災害を回避する人、設計図の性能を確保するた
めに携わる様々な技術者や職人さんたち、さらには、そ
うした技術者が安心して働くことが出来るようにサポー
トしている家族の方々など、多くの方々の努力によって、
建築物の中で営みを行う人々が守られるのだと思います。
官庁営繕では、国の庁舎等を担当しておりますが、

多くの国民の方々が利用されるものであることからその
品質の確保を図り、建築物が安全に、かつ安心して使
っていただけるようにするという使命をひしひしと感じ
ている次第です。
そうした品質を確保していくという中でも、柱梁とい

うフレームの健全性を確保することは、なによりも大切
な、基本的な性能の一つであることは、誰もが認識して
いることでしょう。鉄骨構造では、鉄そのものの材料と
しての安定性は、工場生産される形状としての精度、
成分としての精度など、非常に高いものであると思いま

す。ところが、建物のフレームとして鉄を活用するため
には、鉄を切ったり、ひっつけたりして、空間をつくり
あげていかなければなりません。そのために、加工、す
なわち、ファブリケーションという工程が入ってきます。
その際、柱梁の仕口など、力が集中・交錯する場所で、
円滑に力を伝えていくためには、溶接技術が非常に重要
なファクターとなるわけです。
譖日本溶接協会並びにCIW検査事業者協議会では、

こうした溶接技術の適正な運用、人材育成などに、
日々、努力されているところだと伺っておりますが、そ
うしたご努力に支えられ、我々の整備する官庁施設も適
正な品質が確保されると考えております。
新しい年は、時代の変化・要請に対応し、より的確

な営繕行政を展開する所存でありますので、引き続きご
協力、ご支援をよろしくお願いいたします。また、貴協
会並びに会員の皆様におかれましては、それぞれが期待
される役割を的確に果たしていただくようお願いします
とともに、さらなるご健勝、ご発展を祈念いたしまして、
新年の挨拶とさせていただきます。

3. 年頭挨拶

白川　和司国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築技術調整官
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CIW  通信

新年明けましておめでとうございます。
平成17年の11月に構造計算書偽装問題が発生してか

ら１年以上が経過しましたが、この間、国は再発防止
に向けて昨年の６月には建築基準法の改正を、12月に
は建築士法の改正を行ったところです。
１・建築基準法の主な改正点は次のようになっています。
①構造計算適合性判定の実施
②厳格な審査・検査の実施
③確認日数の大幅な延長
④階数が３以上のRC、SRC造の共同住宅に中間検
査の実施等

２・建築士法の主な改正点は次のようになっています。
①構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の新設
②建築士に対する定期講習の義務付け
③設計・工事監理業務の適正化
④建築士名簿の閲覧、顔写真入りの携帯用免許証
の交付等

この改正建築基準法については今年の６月から施行
が始まることになります。（一部については３月施行）。
また、建築士法の施行時期は公布後２年以内（一部に
ついては２年半以内）に施行予定です。
特に皆様に関係のあるところの鉄骨工事についても厳

格な検査を改正建築基準法では求めています。今まで
は中間検査や完了検査時に求められる項目や方法につ
いて建築基準法にははっきり書かれていなかったため検
査内容や方法について建築主事や指定確認検査機関ご
とにバラツキが生じていたと思われます。今回の改正を
受けて検査の項目や検査方法等について告示等で定め
られ、法的に位置づけられることになります。この明示
された項目等については今まで以上に厳格な検査を行う
ことになります。
鉄骨工事の検査項目には受入れ検査等についても定

められると思われます。受入れ検査については溶接部の
検査が重要になっていることはすでにご承知のとおりだ
と思います。平成12年告示1464号「鉄骨造の継手又は
仕口の構造を定める件」には溶接部の割れや内部欠陥
がないこと、並びに仕口等のずれの範囲が規定されてい

るので、これらを確認するための超音波探傷検査や外観
検査について定められるのではないかと思われます。
今回の改正建築基準法で１・④に述べた建物について

は全国的に中間検査が義務付けられることになっていま
す。東京都の中間検査制度の場合は、原則として３階
建て以上の全ての建築物について中間検査を実施して
います。また、工事の施工開始前には施工計画報告書
（３階以上かつ延べ面積500㎡未満の建築物を除く）を
提出することになっており事前の施工計画に関してチェ
ックを入れることにしています。さらに中間検査及び完
了検査時には施工結果報告書（中間検査対象すべての
建築物）を提出させ、施工結果についても審査を行っ
ています。
鉄骨造の場合には、鉄骨工事施工計画（結果）報告

書も合わせて提出することになっています。溶接部の外
観検査や超音波探傷検査については、都知事登録検査
機関やCIW認定の第三者検査機関で検査を受けること
を指導しています。特に高さが20ｍを超える鉄骨造建築
物については、都知事登録検査機関を指定しています。
また、平成17年には柱・梁の仕口に塑性ヒンジを起こ
すような設計をした場合、高さが45ｍを超える建築物で
板厚25mm以上のものや45ｍ以下の建築物で板厚40mm
を超えるものには、内質検査を行うようにしています。
前述しましたように、改正建築基準法の施行が今年

から始まります。確認による審査・検査の厳格化は審
査をする建築主事等だけでなく審査・検査を受ける設
計者、工事監理者、工事施工者等にも当然ながら影響
が及ぶことになります。
これらの制度の円滑な運営は、CIW並びに日本溶接

協会会員の皆様のご協力を頂いて成り立つものと思って
おります。今後ともよろしくご協力をお願い申し上げま
す。
最後になりますが皆様がたの今後のご発展とご健勝を

祈念いたしまして新年の挨拶とさせていただきます。

4. 年頭挨拶

金谷　輝範東京都都市整備局市街地建築部専門副参事



新年明けましておめでとうございます。CIW認定事業者
の皆様におかれましてはよいお年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。
昨年の出来事を振り返りますと、建築物構造計算書の偽

装事件は落ち着きましたが、新潟地震をはじめとして多く
の自然災害が発生し、多数の人命が失われると共に多くの
建物・構造物に甚大な被害を引き起こしました。今後、建
物・構造物の安全性確保に対する要望の高まりに伴って、
CIW認定制度に対する期待が更に高まっていくものと確信
しております。
さて、譖日本非破壊検査協会の動向について簡単にご紹

介させて頂きます。当協会では文部科学省認可のもと非破
壊検査技術の発展に向けた学術活動を行うとともに非破壊
検査技術者の認証を実施しております。おかげさまで、当
協会の会員数はわずかずつでありますが増加傾向を示して
おり、平成18年10月末現在で2,262名の個人会員、団体会員
を含めて3,606名の正会員数となっております。会員数の増
加傾向は非破壊検査に対する認知度の高まりによるものと
思われ、今後とも非破壊検査技術の向上に向けた努力をし
てまいる所存でございます。この会員数増加を一層加速さ
せるため、分科会及び特別研究委員会の活動形態に関する
具体策について検討を進めておりますが、その一環として平
成18年11月に、分科会会員の他に当協会の一般会員の参加
も認める部分的オープン化した超音波分科会を開催し、多
数の参加を頂きました。このような分科会のオープン化など
の諸策を推進していくことにより、当協会の学術活動が一
層活性化していくものと期待しております。
次に、本協会における全国支部化の動きであります。す

でに東北、中部、関西、九州の４つの支部が発足し、活動
を行っておりますが、全国の協会会員に対して等しくサー
ビスを提供する立場から、他の地区における支部設立を促
進すべく、検討を進めております。
もう一方の柱である非破壊検査技術者認証制度でありま

すが、平成18年度の資格試験において前年度を上回る受験
者があり、年間総受験者数が25,000名を超えました。これに
伴って有資格者数も順調に伸びており、10月末現在で62,906
件（NDIS 0601資格者を含む）となっております。当協会で

は、従来から資格試験の公平性・信頼性を確保するために
できる限りの努力をしてきておりますが、その一つの策とし
て非破壊検査技術者に必要な知識の範囲をBOK（Body of
Knowledge）として作成し、公表致しました。また、資格
試験における解答状況について統計解析を行うなど、出題
の妥当性・公平性を確保する体制の構築を行ってきており
ます。今後とも、受験者の皆様からのご批判に対してでき
うる限りの対処を行うべく、また、高いレベルを維持しつつ
非破壊検査技術者数の増加を図るべく、一層の努力をして
まいる所存でございます。また、新規事業として立ち上げ
たPD（Performance Demonstration）認証制度でありますが、
おかげさまで技術者の第一号が平成18年４月初旬に誕生致
しました。今後、石油プラント、航空機など、原子力以外
の大型設備に対しても、PD認証制度に対する要望が高まっ
ていくものと思われます。
本協会は従来より、学術活動並びに認証活動において国

際的な展開を進めてきております。国際認証活動ではISO
TC135（非破壊試験）の幹事国業務を引き受けるとともに、
各SC委員会にも積極的に参加し、日本の立場を確固とした
ものにしております。また、カナダとの認証資格の相互承認
を行っておりますが、更に今年に入ってPED（欧州圧力機
器指令）承認のための英国非破壊検査協会（BINDT）との
協定、ACCP認証に関する米国非破壊検査協会（ASNT）と
の協定締結に向けた活動を行うなど、2ヵ国間協定を中心と
した認証の相互承認を進めてきております。また、国際学
術活動では、国際非破壊試験会議（ICNDT）への協会代表
の派遣、ASNTとの共催による日米シンポジウムの開催、
APCNDTへの参加などを行ってきております。特に、APC-
NDTでは、次期会長に元JSNDI会長の大岡紀一氏が就任す
るなど、積極的な対応を行ってきております。これらの活動
を積極的に推進することにより、アジアのハブ組織としての
立場が確固としたものとなっていくことを期待しております。
以上、本協会における活動状況の一端をご紹介させて頂

きましたが、今後とも、当協会はCIWとの協力関係を深め
るべく努力してまいる所存でございます。
最後に、関連業界の一層のご支援・ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げ、年頭のご挨拶とさせて頂きます。
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5. 年頭挨拶

加藤　寛社団法人日本非破壊検査協会　会長



1. まえがき

外観試験は、容易に実施できることから、殆どの材
料、機器、構造などに適用されており、特に溶接構造
物の溶接継手にとっては不可欠で、溶接検査の基本で
もある。溶接施工の実施、管理において、溶接前、溶
接中及び溶接後に適正な外観試験を行うことによって、
満足できる溶接継手の品質が確保される。外観試験は、
溶接継手の表面状況を調べるための目視試験と余盛高
さ、アンダーカットの寸法などを測定する寸法測定に大
別される。このアンダーカットをはじめオーバーラップ、
目違い、角変形などは目視試験以外の非破壊試験で検
出することは困難であるが、これらのきずは応力集中係
数が大きく、きずとして有害である。最も有害である線
状のきずであるクラックも、条件によっては目視試験で
検出可能な場合がある。さらに、表面に存在するきずの
方が内部に存在するそれより有害であり、溶接構造物
に対して以下のような悪影響を及ぼすことが懸念され、
外観試験は極めて重要な非破壊試験といえる。
１）クラック、アンダーカット、オーバーラップ、目
違い及び余盛の過度な凹凸などは、いずれも溶接
継手表面の切り欠きで、応力集中部となって、脆
性破壊及び疲労破壊の発生原因となり得る。
２）余盛止端部の角度（フランク角）が小さいと形
状不連続部となり、応力集中部となり得る。
３）角変形が溶接継手部に存在すると外部応力によ
り座屈が生じやすくなる。
４）高張力鋼のスパッタやアークストライク部は、そ
れらによる急熱・急冷で硬化し微細なクラックを生
ずる場合があり、これが応力集中部となって脆性破
壊及び疲労破壊の原因となり得る。
外観試験の実施に当たっては、母材、溶接材料、溶

接施工方法、溶接士の技量あるいは溶接継手の性質な
どを熟知しておくことによって、試験を行う技術者によ
る試験結果の差異を少なくすることができる。場合によ
っては、研修会あるいは社内教育を通して、試験体な
どを用いて実際に試験結果の評価・解析などを行って

個人差の少ない試験結果が得られるように努めることも
重要であろう。
一方、高圧ガスの製造（貯蔵）設備、発電用火力・

原子力機器、ガス工作物、圧力容器、ボイラー、道路
橋、建築物など各種構造物の外観試験に関する基準に
ついては、必ずしも外観試験あるいは外観検査という表
現で規格に記載されてはなく、“溶接部の仕上げ”など
の表現で規定されていることもある。
外観試験に関する規格は、溶接についてJISZ3090-

2005（溶融溶接継手の外観試験方法）が、非破壊試験
を行う技術者の視力などに関しては、NDIS3413-2005
（譖日本非破壊検査協会規格）（非破壊試験技術者の視
力及び色覚の試験方法）がある。また、各種の材料、
加工品及び製品の目視試験を実施する場合の方法とし
てNDIS3414-2006（目視試験方法）が、設備及び装置の
点検を実施する場合の方法としてNDIS3415-2006（設備
及び装置の点検方法）があるので適宜活用することがで
きる。
譖日本溶接協会が行っている構造物非破壊検査事業

者における要員登録のための研修会では、外観試験に
関して実技研修を実施している。研修会に参加した非
破壊検査事業者の実技の状況を知ることは重要である。
ここでは、これまでの４回の研修会における東京、大阪
の計227名の参加者の外観試験に関する試験結果を取り
まとめたので以下に述べる。

2. 試験片の活用、準備状況について
（2006年6月研修結果より）
外観試験用試験片を用いての教育・訓練に関しては、

表１（次ページ）の状況となっており、試験片を用いて
測定結果について検討して教育訓練を行っているのは33
社の参加会社のうち、わずか６％であった。
一方、教育訓練を行うためにサンプルを準備している

のは33社の45.5％に当たる15社であり、参加会社の約半
数が何らかの試験片を教育用として有していると言え
る。
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6. 外観試験に係わる実技研修における試験結果について
―WES8706に基づく溶接構造物非破壊検査事業者における要員登録のための研修会より―

大岡　紀一譖日本溶接協会参与



3. サンプルによる外観試験実施状況
について（2006年6月調査）

譖日本溶接協会で用意した７種類、９個のサンプル
（写真参照）の外観試験を行い、観察し、その測定結果
を記録するのに要した時間は、表２に示すように、平均
すると、１サンプル当たり、４～５分かかっている参加
者が133名中約60％であり、１サンプル当たり約３分程
度で観察・測定記録している参加者は約20％弱であっ

た。したがって、教育・訓練によって少なくとも約40％
の時間短縮が図れる可能性があると言える。

4. 外観検査の経験の状況について
（2005年6月の研修結果)
研修会参加者で外観検査について何らかの経験のあ
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表１　外観試験用試験片の活用、準備状況について

表２　サンプルによる外観試験実施状況について

WES8706に基づく外観試験用試験片



る人は、表３の調査結果から明らかなように、2005年
は東京と大阪を合わせて全体で90％弱であったが、後期
にはほぼ35％となり、2006年前期もほぼ同じ割合の経験
者であった。したがって、わずかなデータであるが、外
観検査について経験を有している参加者は約70～80％
と推定される。なお、2006年11月の研修会において普
段あまり外観試験を実施してない参加者は東京48名中
６名、大阪32名中５名で全体でわずか約14％であった。
これは東京会場において48名中13名が今回で２回目の
講習であったことも関係していると推定される。

5. 研修会における外観試験の観察・
測定記録の結果について
経験者が適切な観察・測定記録を行っているかにつ

いて、東京、大阪会場の各４回で東京143名、大阪84名
の合計227名が参加した研修会での７種類９個の試験片
を用いての試験結果を表４（次ページ）に示す。

１）アンダーカットについて、2006年６月の東京会場
において24名（68.6％）が「きずなし」と答えてい
る場合の原因として、アンダーカットの深さが極め
て小さく、他のそれは深さが比較的大きいためと推
定され、この場合殆どの参加者が正解であった。
２）角変形について、2006年６月の東京会場におい
て３名（8.6％）が「板厚のテーパ」と回答している。
３）オーバーラップの場合、オーバーラップ以外に
「余盛過多」と回答しているのは、2005年11月大阪
会場において４名（15.4％）、2006年６月東京会場
で２名（5.7％）であり、一方、フランク角小と回
答しているのは、2005年11月大阪研修会１名
（3.8％）、2006年６月の東京会場２名（5.7％）、大
阪会場２名（11.1％）であった。
４）目違いについて、2005年11月大阪会場で板厚違
いによる「段差」と回答しているのは、３名
（8.6％）であった。
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表３　外観検査の経験の状況について

WES8706に基づく研修会 実習風景（2006年11月、大阪会場）



５）凸ビードについて、これまで脚長不足１名、母
材きず１名、ビット１名、スパッタ１名、角変形
３名と種々のきずを取りあげている参加者も見かけ
られた。これは、サンプルがレプリカのため、詳細
に観察しすぎた結果によるものと判断される。
６）「のど厚小」を凹ビードと回答しているのは2005
年11月東京会場で３名（11.5％）、大阪会場で１名
（7.7％）であった。一方、2006年６月大阪会場で３
名（16.7％）が良好と回答していた。
７）すみ肉溶接のアンダーカット及びオーバーラップ
については、2006年６月大阪会場の約70％以外は
90～100％と高正解率であった。

6. あとがき

構造物非破壊検査事業者における要員登録のための
研修会で、外観試験に関して行っている実技研修の状
況を、今後の外観試験・検査に活用して戴くために取
りまとめた。
関係者の方々に少しでも役に立つことができれば幸い

である。

最後に、外観試験の研修会に実技の講師を務めて戴
いた三井造船譁の江端誠氏及び研修会に参加して戴い
た方々に謝意を表します。

参　考　資　料

WES8706に基づく溶接構造物非破壊検査事業者における要員登録

のための研修会資料、B研修：外観試験（平成17年度、社団法人

日本溶接協会）
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筆者が講師を務めた、財団法人日本溶接技術センターにおける
JICA研修生による外観試験実習風景（2006年10月）

表４　７種類９個のきずを有するサンプルを用いての試験結果について
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1. はじめに

これまで、WES 8701“溶接構造物非破壊検査事業者
等の技術種別基準”として制定されていたものが、2007
年１月１日付で“溶接構造物非破壊検査事業者等の認
定基準”として改正されました。本稿では、新規格の
概要を紹介します。

2. 制定の趣旨及び経緯

この関連の規格は、溶接構造物非破壊検査事業者等
の技術種別基準として、1977年１月１日付けで制定さ
れ、その後、1992年４月１日及び2000年10月１日に改
正されています。これに基づく制度をCIW検査事業者認
定制度(以下、CIW認定制度)と呼んでおり、1963年に設
置された「放射線検査委員会」をルーツとしています。
1990年には認定会社数は50社となりました。この制

度の社会的な認知をはかり、かつ、小規模事業者の囲
い込み及び育成をはかるため、1990年にE種を設定する
制度改正を行いました。この制度改正によって、事業
者の急激な拡大（全国展開）がはかられ、認定事業者
数は、1998年には160社を超えるまでに至りました。こ
れによって全国全ての都道府県においても本制度の活用
が可能になり、公共工事標準仕様書への引用がなされ
るなど、主として建築分野において意義ある制度と認識
されるに至りました。
一方、小規模事業者の多数参入にも起因する検査倫

理面における問題の発生、検査料金の低迷、建築業界
のISO 9000sシステム採用の動きなど、認定制度の改革
を求める声も大きくなってきました。このため、CIW認
定制度の抜本的な見直しの必要性に対応策の検討を進
めた結果、2003年10月からISO 17025に基づく試験所認
定制度を開始しました。そして、現行のCIW認定制度
から試験所認定制度への移行に向けた動きを始めました
が、移行期間と料金問題は経営的に重大な問題がある
ため、移行できない事業者の救済のために、建築鉄骨
の検査事業者認定を新たに開始して欲しい旨の要望が、
2003年11月に出されました。

上記の要望を受けて、溶接検査事業者認定制度に関
する諮問委員会を2004年２月に発足させ、同年４月に
出された答申を受けて、建築鉄骨に係わる非破壊検査
事業者認定制度検討委員会が2004年７月に設置されて、
検討を始めました。この検討の過程において、試験所認
定制度への申請事業者がほとんど出てこないことが新た
に問題となり、改めてCIW認定制度そのもののあり方に
対して議論をする必要性が強調され、建築鉄骨の検査
事業者認定制度も含めたCIW認定制度の見直しを行う
ために、“CIW認定制度見直し検討委員会”が2005年5
月に新たに設置されました。それ以来、11回の審議を重
ねた結果、WES 8701改正原案の作成に至り、このたび
改正規則として制定されました。
なお、2010年３月31日までを移行期間とし、その間

に事業者の申請に基づいて新規格に基づく認定に移行
していただきます。その間は、旧規格WES 8701:2000と
並存させます。

3. 改正の主な内容

3. 1 認定の趣旨

非破壊検査事業者の技術種別認定から、非破壊検査
事業者の認定にしました。従来は、事業者の認定に近
いものとして取り扱ってきましたが、今回の改正で、明
確に事業者（法人）の認定となりました。
また、規格を本文及び附属書（本文と同等の取扱い）

で構成し、本文の内容はできるだけ簡潔に表現し、詳
細を附属書１、２及び３で記載しました。

3. 2 登録事業所

旧規格には定義をしていませんでしたが、認定事業者
の多くは全国各地に事業所（又は、出張所など）を保
有しているため、事業者が、本社と同一の運営システム
によって運営する事業所、営業所等の組織として申請
し、それが妥当であるとCIW認定委員会が認めた場合に
は、本社も含めて認定することにしました。この際、例
えばある事業所で検査を行う場合には、プロジェクトチ

7. WES 8701：2007 
溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準について

加藤　光昭譖日本溶接協会溶接検査認定委員会運営委員長



ーム等を立ち上げ、その構成メンバー及び責任を明確に
した文書に基づいて運営されていれば、その事業所に常
駐している技術者以外が構成メンバーとして参加するこ
ともありえます。

3. 3 検査仕様書

世の中に“仕様書”と称されるものは多数ありますが、
検査は基本的に検査依頼者から提出される書類に基づ
いて行うものであるため、それを明確にするために定義
しました。簡便な検査等においては、仕様書までは必要
がない場合もありえますが、検査の信頼性等の観点から
も、依頼内容をきちんと証拠として書類を残しておく必
要があります。

3. 4 検査手順書

JIS Z 2305では、“検査手順”と表記してある箇所もあ
ることから、この表記にすべきとの意見もありましたが、
JIS Z 2305では全体の整合がとれていないこと、及び
“検査手順書”の方が紛らわしくないため、この表記に
しました。これは、検査要領書と同等なものです。また、
規格では定義していませんが、指示書は“作業指示書”
として，そして，検査結果の記録は“作業記録”とし
て用いることにしました。

3. 5 技術者等の名称

移行期間中はWES 8701:2000と併存させますが、どち
らの規格に基づいた認証であるかを第三者が判別できる
ように、技術者等の名称を次のように変更しました。
１）検査技術管理者：従来の“主任検査技術者”に
対応するものです。
２）上級検査技術者：従来の“主任試験技術者”に
対応するものです。
３）検査技術者：従来の“試験技術者”に対応する
ものです。
“試験”と“検査”の使い分けについては議論が尽

きませんが、規格の名称に非破壊検査事業者を用いて
いるため、基本的に“検査”を用いることにしました。

3. 6 認定検査部門及び 事業者の認定種別

１）認定検査部門　非破壊検査の実施に際しては、
どの部門の検査を行う場合にも外観検査を実施し
てから行うことが重要であるため、“外観検査”を

本文に入れた方がよいとの意見もありましたが、
JIS Z 2305には外観試験が部門として存在しないた
め、本文には入れないことにしました。非破壊検査
の実施に際しては、まず、外観検査をきちんと行う
必要があることを十分認識しておくことが重要です。
２）事業者の認定種別　旧規格ではA種からE種まで
設けていました。このE種に認定された事業者は、
上位のD種以上に昇格できるように努力をしてもら
うことを前提としていましたが、実際に昇格を果た
した事業者は少数でした。このため、この改正に際
してはE種を廃止し、移行期間を設けて、現行のE
種事業者には昇格をしていただくことにしました。
また、検査技術管理者数及び認定検査部門の専門
検査技術者数についても、特にD種のレベルアップ
をはかることを念頭において改正をしました。旧規
格及び改正規格による内容をそれぞれ表１及び表
２（次ページ）に示します。

3. 7 認定の申請条件

品質システムについては、旧規格では特に言及してい
ませんでしたが、ISO9000sではこの重要性がうたわれて
いること、そして、これまでの業務確認に際しては品質
システムについてもチェックを行ってきたことを踏まえ
て、附属書１に規定する品質マニュアル等を申請条件
に取り入れました。

3. 8 審査

審査基準に規定した保有する検査設備及び機器につ
いては、必要なものを事業者が保有していることが基本
ですが、リース等が広く普及してきていること、また、
機器の新規開発のテンポが加速されていることを踏まえ
て、リースでもよいことにしました。この際、契約書は
証拠として取り交わしておく必要があります。

3. 9 認定

認定は、申請書類及びその履行状況について基準に
基づいて評価のうえ、認定委員会の審議結果に基づい
て決定します。認定期間は、６年間としました。

3. 10 認定の継続、更新及び認定範囲の変更

認定の継続及び更新については、旧規格のもとでは十
分に行われてきませんでしたが、新規格のもとでは規格
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に従ってサーベイランスを行い、認定事業者及び認定事
業者への検査依頼者の信頼に応えていくこととしまし
た。

3. 11 認定事業者の権利及び義務

旧規格では規定はなく、実施要領にうたって行ってい
た内容を見直しのうえ、規定しました。

3. 12 警告、認定の停止及び取消し

旧規格では規定はなく、実施要領にうたって行ってい
た内容を見直しのうえ、規定しました。

3. 13 附属書1

附属書１（規定）は、溶接構造物非破壊検査事業者

の品質システムに関する要求事項を規定しています。
１）品質システム 非破壊検査を行う場合にも品質
システムの構築、運営並びに評価及び改善が重要
であるため、これを規定しました。
２）品質マニュアル 品質システムを運用するために、
品質マニュアルの作成を規定しました。名称につい
ては、特に“品質マニュアル”にこだわるわけでは
なく、運用するために必要な範囲を文書化したもの
であればよいことにしました。また、一度文書化す
れば終わりではなく、定期的な見直しが必要です。
３）品質システムに関する要求事項　要求する事項
を明記しました。
４）検査業務の倫理　旧規格においては、特に言及
していませんでしたが、検査データの偽造及び捏造
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表１　旧規格による事業者の種別及び必要資格保有者数

表２　新規格による事業者の種別及び必要資格保有者数



等が社会問題にもなっていることを踏まえるととも
に、その重要性を認識して、新たに規定しました。
５）施設，設備及び機器　リースでもよいことにし、
具体的な項目は、実態を踏まえて内容を見直しま
した。
６）内部監査　品質システム及び本規格に基づく要
求事項が、適正に維持されていることを確認するた
めには、定期的な内部監査が重要であるため、こ
れを規定しました。
７）苦情及び不適合の管理　依頼者又は第三者から
の苦情及び実際の検査に関する不適合の処理は、
適正な検査を実施するうえで重要です。また、再
発防止の観点から、適切な是正処置を講じる必要
があります。

3. 14 附属書2（規定）

附属書２（規定）は、溶接構造物非破壊検査事業者
の認定を取得するために要求する技術者の登録について
規定しています。
１）技術者の種類　技術者の名称を、検査技術管理
者（旧規格の主任検査技術者）、上級検査技術者
（旧規格の主任試験技術者）及び検査技術者（旧規
格の試験技術者）と改正しました。これは、旧規
格と新規格で同じ名称が混在していると、検査依
頼者が混同することを避けるためです。
２）任務及び責任並びに知識及び職務能力　技術者
の任務及び責任並びに知識及び職務能力について
は、JIS Z 2305に規定している内容も参考にすると
ともに、それぞれの技術者の受持範囲を明確にして
整備をしました。
３）資格登録の有効期限、継続及び更新　受験者の
負担軽減の観点から、検査技術管理者及び上級検
査技術者の資格更新に対しては、これまで実施し
てきた新規と同様の試験を課すことを変更して、更
新講習の受講（確認試験を含む）を課すことに改
めました。
４）技術者の試験　試験のあり方については種々の
議論がありましたが、溶接構造物の検査に際して
は、JIS Z 2305の合格を踏まえて、溶接に特化した

関連知識をもっていることの確認が検査の信頼性
の確保のために必要であるとの観点から、旧規格と
同様に、検査技術管理者（旧規格の主任検査技術
者）及び専門検査技術者（旧規格の主任試験技術
者）に対して試験を課すことにしました。
なお、旧規格の技術者と同等と取り扱っていたWES

8706に基づく登録技術者に関しては、登録条件を満た
していれば新規格の下でも平成21年4月1日付登録まで
を認め（最終対象者は、平成18年の秋期研修会を受講
した方）、それ以後は新規格に基づく更新審査の対象と
なります。

3. 15 附属書3（規定）

附属書３は、溶接構造物非破壊検査事業者の認定を
取得するときに付加する建築鉄骨検査に関する適格事
業者に要求する事項について規定しています。また、こ
れに適合した事業者に対しては、“建築鉄骨検査適格事
業者”の表示を認定証に記載することにしました。これ
によって、建築鉄骨検査の依頼者がCIW認定事業者
（建築鉄骨の検査に精通した技術者が在籍する事業者）
を選定する場合に、明確な判断ができるようになります。
１）技術者に関する付加事項　東京都が現在行って
いる建築鉄骨検査に関する適格事業者に要求して
いる事項を参考にして、検査技術管理者、上級検
査技術者及び検査技術者に譖日本鋼構造協会が認
定する鉄骨製品検査技術者資格及び鉄骨超音波検
査技術者資格の保有、並びに建築材料の試験及び
検査に関する研修の受講を付加することを規定し
ました。
２）建築鉄骨の検査用機器　建築鉄骨の検査に際し
ては、特に外観検査も重要であるため、外観検査
に必要な検査用機器の保有について規定しました。

4. おわりに

WES規格8701:2007の制定によって、これまでのCIW
の活動が更に活性化され、社会により貢献できる認定
制度として広く活用していただけることを願っておりま
す。皆様のご協力・ご支援を何卒よろしく願いいたしま
す。
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☆幹事会の開催

第４回定例幹事会は、平成18年12月６日貉に開催し、定
例事項の協議、地区ブロック会議の報告、第三者検査の普
及促進活動計画の協議、CIW認定制度の新基準運用に関す
る協議、JSNDIへの懇談会開催要望についての協議、顧問
との懇談などを行いました。
第５回定例幹事会は、平成19年２～３月に開催する予定です。

☆各地区ブロック会議の開催

各地区ブロック会議は、WES 8701-2007の改正規格の説
明会と併催して開催しました。
今回は、WES 8701-2007の改正原案に関する説明会を同

時に開催しましたが、この改正原案による認定の運用につ
いての質疑が各地区とも多数ありました。
これらの質疑をまとめ、JWESに申し入れをし、新基準

による認定の運用に関する意見交換を早急に行う予定です。
◎東日本地区
開催日時：平成18年11月22日貉
開催場所：笹川記念会館
出席者数：50名

◎関西地区
開催日時：平成18年11月17日貊
開催場所：琵琶湖グランドホテル
出席者数：24名
◎西日本地区
開催日時：平成18年11月24日貊
開催場所：プラザホテル北九州
出席者数：14名

各地区の議題は共通とし、WES 8701-2007の改正規格説
明会は、改正原案（現状での改正原案）について改正のポ
イント、改正内容を中心にJWES溶接検査認定委員会加藤
運営委員長に説明をお願いしました。
一般議事は次のとおりです。

１. 会務報告
２. 受入検査に関する不正事例について
３. 全国契約適正化推進会議の報告
４. CIW認定制度・第三者検査に関する普及促進活動の展

開について
５. その他（情報交換その他）

☆CIW認定制度・第三者検査の普及促進活動の全国展開

平成８年に行った349号通達の全国展開と同様に、今回
改正されるCIW認定制度と第三者検査の普及促進活動を全
国の自治体、設計事務所協会、建設業協会などをターゲッ
トにして幹事、契約適正化推進実行委員と会員が手分けを
して訪問する予定で、第４回幹事会では、幹事の担当地区
の割り振りを協議し、契約適正化推進実行委員会（平成19
年１月に開催予定）で担当委員、各会員の割り当てを協議
することとなりました。
現在JWESで改正手続き中のWES 8701-2007の正式公布、

関係資料の整備を行って来年２～３月に活動の展開を開始
することになります。
また、第三者検査のパンフレットもWES規格の改正に合

わせて改正作業WGを構成して改正作業に取り掛かりました。

☆東京都知事登録検査機関の審査結果

平成18年度の東京都知事登録検査機関の審査結果が、東
京都より発表されました。
本年度は、新規登録申請1社、更新登録申請5社、定期

審査26社について、検査機関倫理委員会（委員長、山崎真
司首都大学東京大学院教授）で、書類審査（平成18年８
月23日～９月２日）及び面接審査（平成18年９月16日）
を行い、東京都知事に審査結果を報告（平成18年11月15日）、
平成18年11月22日に開催の東京都の判定会議で決定したも
のです。
◎新規登録検査機関　　
譁サンテクノス（本社：島根県松江市）
◎更新登録検査機関　　
日本工業検査譁（本社：神奈川県川崎市）
譁ジャスコ（本社：神奈川県横浜市）
譁ジャパンエコーサービス（本社：茨城県水戸市）
東日本検査譁（本社：宮城県仙台市）
エース・エンジニヤリング譁（本社：大阪府大阪市、
東京支社：千葉県船橋市）

8. 協議会だより

CIW検査事業者協議会
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平成19年度前期の溶接検査認定（CIW認定）のため
の技術者試験と研修会、溶接管理技術者の評価試験と
研修会の各日程及びIIW国際溶接技術者資格について、
以下のとおりお知らせいたします。
なお、各地区の研修会においては、参加状況によっ

て中止する場合がありますので予めご承知置き下さい。

1．溶接検査認定（CIW認定）に関して

「溶接部の検査に関する研修会」と「主任検査技術者
及び主任試験技術者の資格更新のための講習会」の日
程や会場については、未定のため記載できませんでした。
詳細が決まり次第、関係先へご案内いたします。
また、試験及び研修会の案内･申込書については、３

月初旬に関係先へ送付いたします。
後期分については、７月20日発行のRUMPES－

Vol.21 No.３に掲載いたしますのでご確認ください。

◎溶接部の検査に関する研修会
日程、会場とも未定
◎CIW主任検査技術者及び主任試験技術者試験
前期１次試験

東京／大阪：５月20日豸
前期２次試験

東　　　京：７月７日貍
大　　　阪：７月８日豸

◎CIW主任試験技術者及び主任試験技術者の資格
更新のための講習会
日程、会場とも未定

2．溶接管理技術者（JIS Z 3410／ISO 14731／WES

8103）に関して

「溶接管理技術者のための研修会」（１級と２級対象）
について、会場が追加されることもありますので当協会
HPなどをご覧下さい。
案内・申込書をご希望の方は、資格名称、等級、部

数、送付連絡先（氏名・住所・電話番号）をお書きの
上、譖日本溶接協会FAX（03-3255-5196）までご連絡願

います。査収後、研修会の案内・申込書を送付いたし
ます。なお、前期の評価試験（平成18年６月）の案
内・申請書については、各研修会会場にて配布いたし
ます。

◎溶接管理技術者のための研修会
○１級及び特別級基礎編対象研修会
札　幌：３月26日豺～３月29日貅
東　京：４月３日貂～４月６日貊

４月24日貂～４月27日貊
名古屋：４月12日貅～４月15日豸
大　阪：４月４日貉～４月７日貍

４月22日豸～４月25日貉
広　島：４月10日貂～４月13日貊
○２級対象研修会
札　幌：３月27日貂～３月29日貅
東　京：４月４日貉～４月６日貊

４月25日貉～４月27日貊
名古屋：４月13日貊～４月15日豸
福　井：４月17日貂～４月19日貅
大　阪：４月５日貅～４月７日貍

４月23日豺～４月25日貉
福　岡：４月11日貉～４月13日貊
○特別級応用編研修会
東　京：４月18日貉～４月21日貍

◎評価試験（特別級・１級・２級）
筆記試験：未定（６月中の日曜日を予定）
札幌／東京／名古屋／大阪／広島

3．IIW国際溶接技術者に関して

IIW国際溶接技術者資格取得のための特例措置は既に
終了しました。
現在、IIW国際溶接技術者資格取得を継続させるため

新たな制度を立ち上げるべく、関連委員会で検討中で
す。今後、公開できる段階になりましたら、「溶接技術」
や「溶接学会誌」等でお知らせします。

9. お知らせ
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明けましておめでとうございます。
昨年は中国特需を受けて、日本国内の景気は全般的に好調に推移し、失業率が低下するな

ど明るい話題もあったものの、福島、和歌山及び宮崎県での談合による知事逮捕、耐震強度
偽装による逮捕など苦々しい事件が相次ぎました。また、いじめによる自殺、児童虐待、子
供による親殺しなどが社会面を賑わせました。大人も子供も、他の人への思いやりが足りな
いような気がします。今年は是非、明るい一年になってほしいものです。
さて、今号では、宮田日本溶接協会会長をはじめ、関連機関を代表して逸見、白川、金谷、
加藤各氏から年頭のご挨拶をいただきました。また、今年の１月１日付でCIW規格が改定さ
れたのを受け、加藤溶接検査認定委員会運営委員長に新しい規格「溶接構造物非破壊検査事
業者等の認定基準」について紹介していただきました。新規格によって、ますますCIWが社
会に貢献することを期待しています。

（M.E）




