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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 (SPRING, 2007)

1. 法改正の進行状況

建築基準法が昨年の６月21日に改正公布され、本年６月20
日に施行されることになった。施行のために必要な政省令、
告示の改正作業が大詰めにきているが、この原稿を書いてい
る時点では、政令(建築基準法施行令)が３月16日に公布され
たものの、省令（建築基準法施行規則）及び告示については、
パブリックコメントにより意見の募集中である。
このうち、施行の際に用意されていなければならない、構

造計算適合性判定機関の制度に関する規定は、３月20日に施
行され、都道府県知事による指定に関する作業が開始されて
いる。これに先立ち、判定を行う構造計算適合性判定員の講
習・考査が３月８日から22日にかけて全国で開催され、3,500
人余の構造計算の実務者などが受講している。この考査に合
格した専門家が判定員として国土交通大臣から認定を受け、

各判定機関に登録されて、６月20日以降に確認申請される判
定対象建築物（表参照）の構造計算の判定業務に従事するこ
とになる。保有水平耐力計算、限界耐力計算その他に関する
構造基準の告示及び確認審査等の指針告示に関しては、パブ
コメ後に公布されるが、その時期は４月中旬といわれている。
これらの告示の法的解釈や運用に関する「技術的助言」が

国土交通省から行政庁などに通知される。告示等に書ききれ
ない具体的な情報はこの助言に書かれるが、これらの情報を
含めて今後予定されている講習会等は次のとおりである。
①設計者向けの講習会：４月27日から５月にかけて、全国

的に実施される改正建築基準法の施行に伴う政省令等の解説
講習会。主催は譛日本建築防災協会及び譛日本建築センター
②建築主事・指定確認検査機関向け講習会：５月の連休明

けから６月にかけて、建築主事等の審査機関を対象として全
国的に実施される講習会。主催は、日本建築行政会議及び建

1. 改正建築基準法の概要
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①高さ＞１３mまたは軒の高さ＞９mの建築造物 
②①の構造・規模以外でも許容応力度等計算（ルート２相当）、保有水平耐力計算（ルート３相当） 
または限界耐力計算（これらと同等の構造計算を含む。）を採用した場合 
③新大臣認定プログラムによる構造計算による 場合（②の構造計算のほか許容応力度計算（ルー 
ト１相当）の場合も含む。） 

 

①地階を除く階数≧４ の建築物 
②①の構造・規模以外でも許容応力度等計算（ル ート２相当）、保有水平耐力計算（ルート３相当） 
または限界耐力計算（これらと同等の構造計算を含む。）を採用した場合  
③新大臣認定プログラムによる構造計算による 場合（②の構造計算のほか許容応力度計算（ルー 
ト１相当）の場合も含む。） 

【政令】地階を除く階数≦３で、高さ＞１３mまたは軒の高さ＞９mの建築物 
【指定告示案】では、これらのうち、適合性判定を義務づけない範囲として、偏心率等一定の条件を
付加した上で、柱スパン6mを地上階数２以下の場合に12mまで緩和、延べ面積500㎡以下を平家
の場合は1000若しくは3000㎡まで緩和する。 

①高さ＞２０m の建築物 
②①の構造・規模以外でも許容応力度等計算（ルート２相当）、保有水平耐力計算（ルート３相当）・
または限界耐力計算（これらと同等の構造計算を含む。）を採用した場合 
③新大臣認定プログラムによる構造計算による場合（②の構造計算のほか許容応力度計算（ルー
ト１相当）の場合も含む。） 

 

①建築物の構造・規模等に関わらず、許容応力度等計算（ルート２相当）、保有水平耐力計算（ルー
ト３相当）または限界耐力計算（これらと同等の構造計算を含む。）を採用した場合                                                                 
②新大臣認定プログラムによる構造計算による場合（②の構造計算のほか許容応力度計算（ルー
ト１相当）の場合も含む。） 

【政令】地階を除く階数≧４ の建築物 

①建築物の構造・規模等に関わらず、許容応力度等計算（ルート２相当）、保有水平耐力計算（ルー
ト３相当）または限界耐力計算（これらと同等の構造計算を含む。）を採用した場合  
②新大臣認定プログラムによる構造計算による場合（②の構造計算のほか許容応力度計算（ルー 
ト１相当）の場合も含む。） 

①RC造とSRC造とを併用する建築物　高さ＞２０m 
②木造、組積造、補強CB造、S造のうち、２以上の構造を併用する建築物 
地階を除く階数≧４、高さ＞１３mまたは軒の高さ＞９m 
③木造、組積造、補強CB造、S造のうち、１以上の構造とRC造又はSRC造とを併用する建築物 
地階を除く階数≧４、高さ＞１３mまたは軒の高さ＞９m

①建築物の構造・規模等に関わらず、許容応力度等計算（ルート２相当）、保有水平耐力計算（ルー
ト３相当）または限界耐力計算（これらと同等の構造計算を含む。）を採用した場合 
②新大臣認定プログラムによる構造計算による場合（②の構造計算のほか許容応力度計算（ルー 
ト１相当）の場合も含む。） 

【指定告示案】下記の構造については、基本的に適合性判定の対象となるが、それぞれ一定の範囲で緩和措置が適
用される。　①デッキプレートを用いた建築物　②屋根版にシステムトラスを用いた建築物　③膜構造の
建築物　④プレストレストコンクリート造建築物　⑤免震建築物　⑥壁式ラーメンRC造の建築物　⑦
壁式RC造の建築物　⑧枠組壁工法又は木質プレハブ工法の建築物　⑨薄板軽量形鋼造の建築物
⑩アルミニウム合金造の建築物　⑪CFT造の建築物　⑫軽量気泡コンクリートパネルを用いた建築物 

表　構造計算適合性判定を要する建築物



築行政情報センター
以下に、これまでに明らかとなっている法、施行令及びパ

ブコメ中の規則・告示等を概括して、申請者や審査側にとっ
てどのような影響が出るかという視点から報告する。なお、
これらの内容は、本誌Vol.20№4の既報の部分と重なる部分が
あるが、その時点では予測的な部分がほとんどであったもの
が確定したという意味で再報告するものである。

2. 改正法令の概要

耐震偽装事件の解明が進む中で、建築基準法の規定そのも
のに、構造架構の応力計算方法、耐震強度指標値を算出する
際に必要なQuやQunなどの算定方法や工学的判断に関わる部
分について、明確に規定されていないことが問題視された。
今回の改正建築基準法では、設計者のみならず建築主事等の
審査サイドの法的責任を問えるよう明確化するために、確認
審査や検査を告示で定める指針に基づいて行うよう改正が行
われ、この指針の判定根拠となる基準、すなわち、構造方法
の基準（仕様規定）及び構造計算の基準については、政令・
規則・告示等において規定の明確化が図られている。
また、これらの設計に用いられた構造計算の「大臣認定プ

ログラム」自体の問題点も指摘されたことから、従来の図書
省略の大臣認定を廃止し、改ざん対策などを強化した新たな
大臣認定プログラム制度を仕切り直しで発足させる。新制度

では、一貫プログラムのほか、部分プログラムなども対象と
されている。ただし、６月20日の施行日には製品の供給が間
に合わないといわれている。
耐震偽装事件では、構造計算書の偽装等を見逃したとして

建築主事等の審査能力が不足していることが指摘された。こ
のため、規模等の一定条件を超える建築物については、前述
のように、都道府県知事か、または、知事が指定した構造計
算適合性判定機関による判定を義務づけることになり、その
指定作業が開始されている。
今回の改正のうち、確認と検査については次のような事項

についてその厳格化が図られている。
①確認審査・検査の指針を告示で制定（パブコメ中）
②構造計算適合性判定制度の導入（指定作業開始中）
③３階建以上の共同住宅について、全国一律に中間検査を
導入（３月16日政令公布済）
このほか、構造計算に関する基準の告示がパブコメ中であ

るが、この中で、冷間成形角形鋼管マニュアルの内容がとり
入れられていることが注目される。

3. 審査・検査の指針を告示で規定

このなかで、特に①確認審査等の指針の告示は、パブコメ
の案をみると、確認申請にあたって、申請側、審査側双方に
非常に大きな影響を及ぼすことになる。それは、指針が構造
耐力関係の部分だけでなく、集団規定と防火避難関係、一般
構造関係、設備関係を含む単体規定の全般にわたるものであ
り、さらには、これまで比較的にフレキシブルに扱われていた
図書同士の不整合に関する修正・差し替え等が原則禁止にな
るからである。このため、確認申請提出のための準備は十分
な期間を見込んでおく必要がある。
本誌Vol.20№4でも触れたとおり、建築基準法は、昭和25年

（1950）に制定されて以来56年の間、守るべき最低の基準のみ
が定められていた。しかし、これを審査し、検査する方法そ
のものは規定されておらず、特定行政庁・建築主事に委ねら
れていた。今回の改正で、審査・検査のやり方が告示で定め
られるということは、審査機関側に対して「審査・検査の方
法が、法に適合するものであったかどうか」という法的責任
を明確化するものである。このことは、結果として申請する
設計者等に対してもこの告示対応を迫るものとなる。

4. 構造計算適合性判定の導入

今回の改正により建築主事等の審査機関は、現行の構造計算
ルート１相当以外（※1）の構造計算については判定できず、都道府
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※１…上位のルートを採用することができる。たとえば木造二階建てでも時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得するなど。 
※２…新大臣認定プログラムを用いた構造計算の場合は、ルート1相当も構造計算適合性判定機関の判定を受ける。 
注……仕様規定等の適用関係については、現在パブコメ中の政令に規定される予定。 

図 構造計算と仕様規定との組合せによる検証方法のルート（法第20条）



県知事又は知事が指定した構造計算適合性判定機関に対して
「構造計算適合性判定」を求めることが義務づけられる（図参照）。
（※1 鉄骨造では階数４以下などの規模。ただし、新しい大
臣認定プログラムを用いた計算はすべて守備範囲外。表参照）
なお、「構造計算適合性判定」とは、「構造計算がプログラ

ムなどにより適正に行われたものであるかどうかの判定」と定
義されている。そのため、構造方法(仕様規定)が適正である
かどうかの審査は、あくまでも建築主事等の業務である。
判定に用いる判定指針は、確認審査の指針とともに告示で

定められる。構造計算適合性判定機関の知事指定については、
指定の際の要件である公平性と技術力の担保などについて、
国が準則を示しており、これを元に都道府県知事が指定要件
を定める。現在、指定作業が開始されている。具体的には、
日本建築センターその他の指定性能評価機関のような、すで
に一定の公平性と技術力が担保されている機関を筆頭に指定し
ていくことが考えられる。
実際の判定では、これらの機関に構造計算適合性判定員

（以下、判定員）を置き、判定を行わせることになる。前述の
ように、判定員は、JSCA（日本建築構造技術者協会）の建築
構造士などの設計実務の専門家を対象として講習と考査が実
施され、近日中に合格者が国土交通大臣の認定を受けること
になっている。また、特殊な構造方法などの構造計算につい
ては、「専門的な知識を有する識者（委員会の形？）」の意見
を聴くことになる。構造基準告示に書ききれない高度な工学
的判断に関する部分について、判定員の意見が相違した場合
等については、この識者（委員会）の意見に基づいて判定さ
れると解釈すれば理解しやすい。
ところで、審査・判定に瑕疵があった場合の責任の分担は、
申請者に対しては、すべて建築主事等の審査機関が責任を負
うとされている。つまり判定機関のミスは、契約違反として
審査機関と判定機関との間で民事で争うことになるが、申請
者から直接に審査請求や訴訟を起こされる可能性があるのは
審査機関ということになる。
このことを前提にすると、確認の際に審査機関もリスク管

理として、判定の内容に一定のチェックが必要ということに
なる。したがって、判定業務の質を指定権者である知事がど
のように責任を持って担保するのか、このことが制度上明確
にならなければ、結局のところ、判定機関に判定を求める制
度の意味そのものが問われることにつながる危惧がある。

5. 中間検査を全国一律に導入

従来は特定行政庁が告示等で指定した場合にのみ、当該地

方で中間検査が実施されていた。今回の改正では、これに加
えて「階数３以上の共同住宅」について法で規定し、全国一
律に中間検査を実施することとした。この検査に用いる検査
指針は、完了検査の指針と共に告示で定められる。今回公布
された政令によると中間検査の対象は、次のとおりである。
「２階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の
工程（改正政令11条）」
このため、対象となる構造は、①RC造、②SRC造、③プレ

ストレストコンクリート造、④補強コンリートブロック造等
の現場で配筋工事を伴う構造が想定される。

6. 検査に関する今後の展開

検査の指針は告示で定められるが、実務上の検査の方法と
しては、次の部分に分かれる。
①検査の時点における、外観上の検査でその性能・品質が
確認できるもの→集団規定・意匠系・設備系

②検査の時点ですでに施工されているため、外観上の検査
だけではその性能・品質の確認ができないもの→　構造
系は完了検査の時点では全ての部分が該当する。

たとえば、S造・SRC造の鉄骨工事部分における溶接部の検
査等は、上記の②に該当する。建築主事等が直接検査するこ
とはできないため、工事監理者等が行った検査若しくは、工
事監理者等が依頼して実施した検査会社等による検査結果の
報告書等の確認と併せて現地での外観検査等で判断すること
になる。
この際に問題となるのが、これらの検査結果報告書の信頼

性である。前述のように、検査の指針が告示で規定されると
いうことは、中間検査や完了検査を行う建築主事等の法的な
責任が従来に比べて格段に重くなる訳であり、その意味では、
見えない部分の検査結果報告書の信頼性が、構造体の品質に
関する当該中間検査・完了検査の信頼性を決定づけるという
ことになる。
これらを含めて、構造系の場合、鋼材等の使用材料の規

格・品質確認、コンクリート工事の構造体強度の確認、鉄筋
工事の配筋・継手の品質確認、溶接接合部等の重要な部分の
品質確認などは、ほとんど建築主事等による検査の時点では
施工済みである。したがって、工事監理者等の受入れ検査の
ルールを明確にする必要がある。
いずれにしても、確認審査・検査に関する指針は、その概

要のみがパブコメ中のため具体的な内容はこれから詰めるこ
とになる。今後これらが明らかになる時点で再度ご報告する
機会をもちたいと考えている。
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この度、CIW検査事業者協議会の全面的な協力も得
てCIWの見直しを行い、お陰様でWES8701:2007が2007
年１月１日付で制定され、CIWもこれに則って新発足
することとなりました。ここに至ることができましたの
も、皆様のご支援・ご協力の賜物であります。CIWをよ
り良いものにして行きたいと願っておりますので、今後
とも何卒よろしくお願い申し上げます。
つきましては、“CIW認定事業者の新基準への移行に

関する運用方針”をまとめましたので、その概要を紹介
させていただきます。誌面の都合によって一部省略した
点もありますので、詳細につきましては事務局宛にご照
会いただければ幸いです。

1. 基本事項

盧新基準による認定は、現行どおり年２回（認定日４
月１日と10月１日）とします。

盪新基準の運用開始は、平成19年４月１日とします。
したがって、平成19年10月１日付認定が第１期とな
ります。

蘯現行基準による認定は、次のとおりとします。
1）新規、種別昇格、部門追加の申請は、平成19年４
月１日付認定分で終了させていただきました。

2）種別降格、部門削除、認定継続及び更新の申請は、
平成21年10月１日付認定分までとします。したが
って、平成22年３月31日をもって終了することに
なります。このため、平成22年４月１日以降で新
基準の条件に満たない認定事業者は認定できない
ことになります。

3）平成17年10月１日付認定から認定継続の審査を開
始しておりますが、その審査が終了していない事業
者（認定証の有効期限の記載なし）については、
順次行い、認定継続の審査を平成20年４月１日付
認定分まで実施します。なお、平成19年10月１日
付認定以降の認定申請を希望される場合には、新
基準に基づく申請をしていただければ幸いです。

盻既に認定事業者になっていただいている事業者の新基
準適用への移行措置の申請は、平成19年10月１日付

認定分から平成22年４月１日付認定分までとします。
眈移行措置の期間は、現行基準と新基準を並存させて
運用します。

眇新基準による認定
1）認定事業者は、認定申請書に必要な書類を添えて
申請し、審査を受けていただきます。

2）申請時期は各事業者の意向を尊重しますが、認定
期間の偏りを避けるため、できれば認定有効期限
の切れる半年前の申請（現有認定の有効期限まで
は新基準に移行せず、その期限後に継続して新基
準の認定取得）をしていただければ幸いです。

3）認定の有効期限は、現有の認定有効期間にかかわ
わらず、継続審査を含んで認定日から６年間とし
ます。

4）新基準の認定取得後は、現行基準を満たしていて
も現行基準の認定事業者として認定することはで
きません。すなわち、現行基準に戻ることはできま
せん。

5）認定事業者を、現行基準による認定か、又は、基
準による認定かを識別して公表します。なお、公表
の手段は、登録技術者名簿、ランプス別刷の認定
事業者一覧、日本溶接協会ホームページ、ニュー
スメディアなどとします。

2. 各種技術者資格に関する事項

盧登録技術者は、事業者に所属している人を対象とし、
労災が適用され、かつ、①社会保険又は源泉徴収票
のいずれかが確認できる人（社員）、②親子関係会社
間又は給与負担を確認できる人（出向社員）、③年間
200日以上就労していることが証明できる人、のいず
れかに該当する必要があります。

盪CIW試験で取得した保有資格
1）主任検査技術者及び主任試験技術者（認定部門以
外を含む）の保有資格は、１回の書換え手続き後
の３年先の有効期限まで有効とします。

2）上記1）の資格を更新する場合には、資格の有効期
限が切れる前に新基準による“更新講習と確認試

2. CIW認定事業者の新基準への移行に関する運用方針
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験”（以下、更新審査という）を受ける必要があり
ます。

3）資格更新については、原則として新基準（ご希望
の場合には、事務局に請求してください）を適用
します。なお、新基準 附属書２の６項“技術者の
試験”を再度受験して合格した場合にも、更新審
査に合格したものとして取り扱います

蘯WES 8706に基づいて取得した保有資格
1）主任検査技術者及び主任試験技術者（認定部門に
限る）の保有資格は、WES 8706の登録条件を満た
していることを条件に、CIW認定で有効期限まで有
効とします。

2）上記1）の資格を継続する場合には、資格の有効期
限が切れる前に更新審査を受ける必要があります。
これは、“資格更新”として取り扱い、その内容は
上記盪の3）の記述と同様とします。

3）これから資格を登録する場合には、WES 8706の登
録条件を満たしていれば移行措置期間でも申請す
ることができます。なお、主任試験技術者は、認
定部門に限ります。また、その資格は、上記1）及び
2）のとおり取り扱います。

盻試験技術者の資格
1）試験技術者の保有資格（認定部門に限る）は、登
録条件を満たしていることを条件に有効期限まで有
効とします。

2）上記1）の資格を継続する場合には、資格の有効期
限が切れる前に継続申請する必要があります。

眈各種CIW技術者資格及びその登録証の資格名称の変
更とその時期については、次のとおりとします。
1）事業者が現行基準による認定の場合には現行基準
を適用し、現行の資格名称のままとします。また、
事業者が新基準による認定の場合には新基準を適
用し、資格名称を変更します。

2）事業者が新基準による認定申請をしようとする場
合には、併せて新基準による資格登録を申請して
いただきます。

3）保有資格の有効期限があっても、新基準の資格名
称に切り替えます。

4）新基準に切り替えた資格の有効期限は、切替え前
の資格の有効期限とします。

5）新基準の認定が確定した際に、資格登録証及び
CIW登録技術者名簿の資格名称すべてを新基準の

資格名称に変更します。
6）上記の資格切替えによって有効期間が短縮される
資格の登録料については、低減します。

眇建築鉄骨検査の資格登録について
1）建築鉄骨検査適格事業者を申請する場合には、認
定に必要な書類と併せて建築鉄骨検査を付加した
資格について登録申請していただきます。なお、登
録申請は、現行又は新基準の試験技術者の登録と
同様とします。

2）各資格者に付加する事項のうち、“建築材料の試
験･検査に関する研修等”の対象として、現在のと
ころ下記のものを認めます。
①東京都知事認定研修“建築工事施工計画等の報
告と建築材料試験の実務講習会”（主催：譛東京
都防災･建築まちづくりセンター）

②東京都知事認定研修“建築物の工事における試
験及び検査に関する研修会”（主催：CIW検査事
業者協議会）

3）資格登録証は、上記の登録証に組み入れず、別の
登録証として発行します。

4）この適格事業者となった後に、登録条件が満たな
くなった場合（例えば、付加した資格の欠員）に
は、有効期限内であっても建築鉄骨検査関連の登
録資格すべてを失効とします。

3. CIW認定に係る各種料金

CIW認定における各種料金は、現行レベルに据え置
くこととします。なお、新基準への移行に伴う事業者の
審査料、技術者保有資格の有効期間内での登録証の切
替えについての登録手数料、新設の建築鉄骨検査の付
加した技術者の登録料及び更新審査（更新講習会と確
認試験）については、別途定めさせていただきます。
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1. はじめに

新たにWES8701がスタートするにあたって、従来の
研修会及びWES8706の制定の経緯を振り返り、これに
基づく教育、訓練における研修会などについて、従来の
研修会などの状況と比較しながら、今後の溶接構造物
非破壊検査事業者の認定に関する研究・教育などに反
映出来ればとの観点から取りまとめた。

2. CIW認定の成り立ち

溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基準が譖日
本溶接協会の協会規格WES8701として制定された1977
年からCIWの業務はスタートしており、すでに30年にも
なろうとしている。CIWの設立当初は溶接構造物の検査
に携わる非破壊検査事業者の育成と技術者の技術向上
のための教育が主体であった。1990年にE種が導入され
るまで、A、B、C及びD種の４種類で構成されていた。
E種導入の背景の一つとして、経済成長期にあってバブ
ル崩壊に至る直前まで、建築鉄骨関連の受注業務の増
加に伴うCIWの資格を有しない検査会社の参入が挙げ
られ、併せて検査技術者の倫理の重要性も話題となっ
た。種々の検討の結果、前述の参入会社にも講習会を
通じて、技術の向上を目指してもらうことと、何らかの
資格を有してもらうことが先決であるとの方針が出され
た。と同時に日本全国各都道府県に少なくとも１社は
定着すべきであることから、E種を新たに設けることと
なり、現在に至った。
一方、1978年の東京都建築鉄骨標準仕様書にCIW認

定が取り入れられたことは、関係者の努力によって少し
ずつ実績が評価されてきたものと考えられる。しかしな
がら、E種を取得したことで、建築鉄骨関連業務を有資
格検査会社として実施できることから、E種以上の資格
を目指す必要がなく、これまで、D、C、B種更にはA種
の資格取得を目指す展開が図られてこなかった。しかし、
譖日本溶接協会の実施している溶接構造物の検査にお
けるCIW認定制度は建築鉄骨に限定するものではなく、
種々の工業分野も対象に適用されるものである。それは、

JCOの事故を教訓に、安全神話は崩壊し、各種プラント
などに一層厳しい安全確保が要求されるとともに、非破
壊検査における技術の信頼性が極めて重要な時代とな
ってきたためである。各種プラントなどの構造はその殆
どが溶接によるものと言っても過言ではなく、溶接構造
物の安全性をいかに非破壊的な手段によって担保できる
かであり、非破壊検査に係る技量については、譖日本
非破壊検査協会が実施している資格・認証制度に基づ
き認証された技術者（個人）と個人技量を一つの集団
として捉えた非破壊検査事業者の二つが挙げられる。上
述の建築鉄骨分野におけるCIWによる有資格技術者が
取り入れられた以外に、規制緩和に基づいて改正された
“電気工作物の溶接の技術基準”の省令および解釈に
“日本非破壊検査協会規格NDIS0601-非破壊検査技術者
技量認定規程又はNDISJ001-非破壊試験-技術者の資格
及び認証-に基づく有資格者あるいはこれと同等と認め
られる民間資格に基づく有資格者”が明記されたことに
よっても、より重要な非破壊検査の必要性が社会に認
められてきた証でもあると言える。その期待に応えるた
めには、個人技術の集積集団である非破壊検査事業者
のポテンシャルのアップが常に求められ、豊富な実績を
持つことにより、社会的な更なる評価を受けることに繋
がる。

3. 研修会の目的

CIW認定制度を円滑に推進するための研修会などに
関して、CIW研究・教育委員会では、1989年に溶接継
手という観点から一般的である放射線、超音波、磁粉
及び浸透探傷試験について取り上げ、“溶接構造物の検
査”と題する初版のテキストを発行した。しかしながら、
これからの構造物を考えた場合、表面および表層部のき
ずの検出に期待される電磁誘導試験及び応力を求める
ためのひずみ測定を加える必要性のあることから、1991
年に改訂するとともに、CIW技術者に不可欠な知識と
して品質保証も取り上げた。1994年には、より現場で
の実用性を考慮して浸透探傷試験に関して溶接部への
適用及び指示模様に関して試験結果の信頼性を加えた。
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また内部欠陥の検査に関し、欧州－アメリカ・カナダ－
日本で行われた国際協力の場でのPISC（Programme for
Inspection of Steel Components）計画における自然きず
の検出、評価を、さらにはIAEA（国際原子力機関）
/UNDP（国連局）/RCA（地域協力協定）に基づく工
業利用計画におけるきずの位置、形状及び寸法をコン
トロールして製作した人工きず試験片を用いてのきずの
検出、評価に関する情報資料を取り上げてその信頼性
について述べ、超音波探傷試験によるきずの検出、評
価の信頼性を少しでもCIW技術者が把握できるようにし
た。
溶接構造物の品質管理、品質保証についてはISO

9000シリーズ（JISZ9900シリーズ）に触れ、2000年版と
して溶接法に始まり各種非破壊試験法から品質保証に
至るまでの検査全般を体系的に取り纏め直した。
以上が各種溶接構造物の検査に携わる技術者が社会

資本のニーズに少しでも応えられるべく、そのための意
義のある研修会などを目指した従来の研究・教育であ
った。認定されているA種からE種までの事業者間でも、
検査技術レベルの実態は様々である。

4. 試験所認定への対応

しかしながら、事業者における非破壊検査を行う技術
者及び設備の数量のみでは世界を意識した国内の需要
に迅速かつ適正に応えるのは容易でなく、まして国際舞
台での活動は容易ではないことも予測される。そのため
には、認定されている全ての事業者に質の向上は勿論の
こと、溶接技術そして品質システムの要件を満足する考
え方の導入が不可欠と考えられた。それには海外調査の
結果も含めての検討の結果、ISO17025で規定される試
験所認定への対応が必要と考えられ、WES8706を制定
し、これを推進してきた。CIW研究・教育委員会とし
ても21世紀の大きな事業の一つと捉えて、CIW技術者
のための教育、訓練あるいは研修会等における内容の一
層の充実と活性化を図りステップアップすることによっ
て、個人技術のみならず事業者としての質の向上と規模
の拡大に積極的に取り組める機会であると捉えた。しか
しながら、D及びE種の技術者の要件には主任検査技術
者は含まれていない。したがって、研修会に出席して話
を聞くことができても、主任検査技術者としての立場で
はないために、ISO9000で述べている経営層の責任と権
限に係わる点が十分に対応できるかの疑問が少なからず

あった。そのため、試験所認定を推進するに当たっては、
この点を十分考慮した教育、訓練あるいは研修会とす
る必要があると考え、また、非破壊検査としていずれの
検査方法にも不可欠な外観検査も含めた。一方、倫理
に関しては、検査技術者が当然備えているべきものとの
解釈から、特に、研修会などの教育カリキュラムに挙げ
てないものの、モラルの観点から不正、不祥事の簡単な
説明を従来通り取り上げた。すなわち、これまでのCIW
の認定制度が技術上の要求事項を主とし、品質システ
ムに関する管理上の要求事項を業務確認において実施
してきており、これは、ISO17025の試験所（事業者、
技術者）認定の一部と解釈できる。ISO17025では、試
験（校正）の報告書（証明書）を製品としており、そ
の製品を生み出す直接プロセスは試験の実施である。こ
のことは、製品である試験の結果のデータ、試験の報告
は先に述べたところ（改訂以前のISO9000では、溶接検
査も特殊工程に位置付けられていた）の、特殊工程の
管理の点検であるとも言える。

5. 重要な技能試験

さらに、試験所認定に関して重要で特徴的なのは技
能試験である。これについては、 I S O / I E C
Guide58:1993(JISZ9358:1996)、ISO/IEC 17025(JIS Q
17025:2000)、APLAC MR-001（アジア太平洋試験所認
定機関協力機構における試験所認定機関間の相互承認
協定締結及び維持に関する手続きを規定した文書）に
その必要性が規定されている。技能試験はISO/IEC
Guide2:1996及びISO/IECGuide43-1:1997 によると、試
験所間の比較による校正機関・試験所の校正能力また
は試験所能力の決定であり、二つ以上の試験所による
試験の組織化、実施及び評価であるとしている。試験
所認定の技能試験におけるデータの統計的処理及び技
能試験は、非破壊試験で得られた試験結果を考えた場
合、放射線透過試験で得られた画像から“きずの寸法”
を読み取ったり（測定）、超音波探傷試験で“きずのエ
コー高さ”を求めたり（測定）、浸透探傷試験あるいは
磁粉探傷試験で“指示模様の大きさ”（寸法）を計測す
ると、試験するたびに値が違ってくる場合が少なくない。
これが測定における誤差であって、誤差の大きさはその
平均値を中心に左右対称の正規分布となるが、平均値
から離れて存在する値が多くなることは“ばらつき”の
状態が異なることを示している。各データからの偏差の
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二乗（平方）の和はデータの数によって左右されるので
データ数で除して平均値を求め、この分散の平方根が標
準偏差であり、集団が平均値の周辺にどのように分散
しているかを示している値である。
技能試験の殆どの手法は、ある試験所から得られた

結果と他の一つ以上の試験所から得られた結果との比
較という共通点を有している。試験分野では、技能試
験データ処理のための統計量の計算では “Zスコア”を
求めることになり、この計算結果によって判定を行うこ
とになる。このZスコアはAPLAC等の技能試験でも採用
されている。ここでのZスコアの絶対値が3以上の結果を
外れ値とし、実績統計量における外れ値の取り扱いは、
評価基準に照らして「不満足」の範囲に入る結果とし
ている。２以下を「満足」、２を超え３未満を「疑わし
い」としている。実際に行う場合の技能試験では、各
試験所に手順書と共にきずを付与した試験片を譖日本
溶接協会から送付し、技能試験として行った超音波探
傷試験の結果を、例えば、試験片の端部からの距離
（位置）、きずの深さ、きず寸法としてのきずの長さに関
してZスコアのバーチャート（順序化された試験所に対
するZスコア図）で示すことが出来る。各試験所には技
能試験の結果を参加した全試験所のデータと共に送付
されるが、各自試験所のデータは分かっても他の試験所
がどのZスコアとなっているかは分からない仕組みにな
っている。したがって、各自試験所は不満足あるいは疑
わしい結果の場合は、手順書（要領書）か試験装置か
あるいは技量（試験技術者）による原因かを分析して、
必要に応じて、個人あるいは組織（試験所全体）とし
ての改善のための対応をすることになる。このような観
点から技能試験に参加し、実施することによって自ら試
験所としての技能を知ることが出来ることが試験所認定
の特徴と言える。

6. PDと外観試験

上記３点は、認証機関としての譖日本非破壊検査協
会そしてPD資格試験機関及びPD試験センターとしての
譛電力中央研究所によって2006年４月から開始された
原子力分野でのPD（Performance Demonstration、性能
実証）と類似している。他の分野でのPDに関して、PD
をテーマとしたCIW認定事業者の全６部門（RT、UT、
MT、PT、ET、SM）を取得している主任検査技術者に
よる座談会を行い、建築構造物、海洋構造物、ボイラ

ー、パイプライン、橋梁、化学プラントなどではPDと
言った認証制度の要求はされていないものの、資格取得
者の中でも真の試験技術者の能力が何らかの形で要求
されていることが語られ、今後PDと同様の制度の必要
性は原子力分野に留まらず、種々の工業分野でも予測
される旨の貴重な結果を得た。
もう一つの重要な技術は外観検査である。外観検査

は容易に実施できることから、殆どの材料、機器、構
造物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
後に適正な外観検査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。外観検査は溶接継手の表
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
ンダカットはじめオーバラップ、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
り、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。
外観検査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。
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、NDIS 3413-2005（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NDIS
3414-2006（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NDIS 3415-2006（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、外観検査に関
して実技研修を実施してきた。これまでの３回の研修会
における東京、大阪の計147名の参加者の外観試験に関
する試験結果から、外観試験用試験片を用いて教育訓
練を行っているのは33社の参加会社のうち、わずか６%
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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社であった。一方、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
されたが、譖日本溶接協会で用意した７種類、９個の
サンプルの外観試験の観察結果から、特に微小きずに対
しては更なる外観検査の教育、訓練の必要性が示唆さ
れた。このことは、WES8706の研修会などに外観検査
に関する項目を包含したことは適正であったと言える。
以上の他、WES8706の研修会などにおいては、不確

かさの推定に関しても取り上げた。
これは、試験結果に影響を及ぼすと考えられる要因を
分析することによる重要なテーマであり、将来的にも不
可欠な項目と考えられたからである。

7. おわりに

最後に、ISO 17025及びISO 17020に基づく認証制度
が中国、インドネシアなどの東南アジアで、すでに開始
されている。譖日本溶接協会では、ISO 17025（JIS

Q17025）に基づく認定制度を導入するにあたって
WES8706に基づき開始した技能試験は、将来のPDにも
関連することから、試験所（検査事業所）がいつでも
参加できる体制で、今後も引き続き、多くの試験所
（検査事業所）の参加を期待している。また、多くの試
験所の参加を得て、各種試験方法に応じての技能試験
の結果が得られれば、CIW事業者にとっても、必要に応
じてのデータのオープン化も重要なことと考えている。
また、不確かさの推定とともに、引き続き関連の研修会
などで、取り上げていきたいと考えている。

参　考　資　料

1）“21世紀に向けてー教育委員会の歴史とこれからの展望”
RUMPES Vol.15 No.1、2001
2）“CIWにおける教育について” RUMPES Vol.16 No.3、2002
3）“試験所認定における技能試験について” RUMPES Vol.19
No.1、2005
4）“PD資格試験と試験所の能力について―試験結果の評価と技能
試験の結果―”RUMPES Vol.20 No.1、2006
5）“外観試験に係わる実技研修における試験結果について”
RUMPES Vol.21 No.1、2007
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2007年４月１日付で新たに次の事業者が認定されま
したのでご紹介いたします。また2006年10月１日付認定
から変更のあった事業者についてもご紹介いたします。
〔 〕内の数字は会社コードです。

＜新　規＞

■譌優検〔242〕
本社所在地：〒270-1415 千葉県白井市清戸275 A･アパ

ートメント106号
電話／FAX：TEL.047-402-6226／FAX.047-402-6227
代表者氏名：代表取締役　河合繁典
認定種別 ：Ｅ種
検査部門 ：超音波検査
認定番号 ：第242E07号
出先機関 ：なし

＜種別変更＞

エース・エンジニヤリング譁〔3〕（大阪府、D種、超音

波検査）、東邦非破壊検査譁〔103〕（愛知県、Ｅ種、超
音波検査）、譌グローバル検査〔188〕（愛知県、C種、
放射線検査・超音波検査）

＜会社合併による変更と登録削除＞

JFEテクノス譁〔149〕（神奈川県、C種、放射線検査・
超音波検査）＝JFEエス･テック譁〔64〕とJFEテクノス
譁〔149〕が合併、新社名は後者。JFEエス・テックは
登録削除

＜検査部門の停止＞

三共メンテナンス譁〔104〕停止検査部門：放射線検査
（東京都、E種・超音波検査部門は保有）、不二検査譁
〔200〕停止検査部門：放射線検査（兵庫県、E種・超
音波検査部門は保有）

詳細については、本誌別刷「CIW認定事業者一覧」
をご覧ください。

ニューフェース
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東京都は2005年、告示1464号第二号ロの適切な運用
を図るために要綱を改正し、接合部の要求性能によっ
ては硬さ試験や不可逆性の示温材による「内質検査」
を適用して溶接条件を確認するよう指示した。当初都
は対象について「とくに高層建築物等の溶接部の受入
検査」との表現を用いていたが、ここにきて中小規模の
ビルでも内質検査の適用が見受けられる。本号では実際
の物件で内質検査を受注後、関係者を集めデモンスト
レーションを実施した、検査サービス（逸見俊一社長）
による見学会のもようをレポートする。

◇◆◇
２月下旬、茨城県竜ヶ崎市内のHグレードファブ、宮

前鉄工で開催された研修会には都の職員をはじめ指定
確認検査機関、ゼネコン、検査会社など関係者を含め
13人が参加した。
検査サービスの有馬良雄氏が講師を務め、①内質検

査の種類②検査対象部③検査抜取率④検査方法（示温
材、硬さ試験）⑤合否判定⑥不合格部の処理――に関
する座学に続き、実習では板厚25㎜の材料について
YGW18を使用して３パス連続で溶接する際、電流・電
圧、溶接速度を測定し、溶接終了後には温度チョーク、
接触式温度計、示温材でそれぞれ試験体温度を確認。
前日に製作したテストピースの示温材の変域長さ、硬さ
試験機を用いて母材および溶接部の硬度も測定した。
今回の内質検査デモの見学会は、現在都内に建設中

の物件と同時進行で企画されたもの。
同物件はSRC造16階建て（地下１階）、建築面積は約

145㎡（延べ面積約1,823㎡）。設計監理はトルテック都
市建築設計事務所、施工はみらい建設工業首都圏支店、
鉄骨製作は宮前鉄工、鉄骨第三者検査は検査サービス
が担当している。
当該物件の高さは約49ｍで前述の45ｍを上回る。既

存のビルとビルの間の限られた敷地（約177㎡）のため、
内質検査を回避できるウイングプレートやサイドプレー
トを用ることができず板厚が25㎜を超える部分が生じた
ため内質検査が要求された。
検査サービスの逸見社長は、CIW検査事業者協議会

の代表幹事を務める立場から「当協議会でも内質検査
の研修会は検討対象に挙がっていたが、高層物件の場
合、データの公開が困難なケースが多くこれまで実現に
至らなかった」との経緯を語ったうえで「内質検査は高
層物件に限らず、今回のような中小物件でも適用事例
が増えており、非常に稀な研修会の開催にこぎつけられ
たことに対し、あらためて関係者の協力に感謝する」と
述べた。
内質検査に関する実務情報の開示が稀であることは、

参加者の多くがこの研修会ではじめて内質検査を目の当
たりにしたことからも明らかだ。
研修会では座学、実習を通じて、なぜ内質検査が必

要なのか？　内質検査を適用する具体的な対象部位
は？　示温材と硬さ試験機の使い方などについて理解
を深めた。
とくに「板厚が大きくなることは、今回の物件のよう

にビルの密集している地域では避けようがない」（逸見
氏）という実態を啓蒙したことは、内質検査が関係者
の身近にあることを再認識させた点で非常に意義深い。
研修会に会場を提供した宮前鉄工の中村博次工場長

によると「今回の物件で初めて内質検査に立ち会った」
とのこと。「当社は鉄骨を製作する側であり受身の立場
になるわけだが、いいものをつくるには当然手間隙をか
けなければならない。今回、内質検査に立ち会った感想
は、とくに意識することなく通常の仕事を行うことで基

4. 特別レポート 検査サービスが内質検査のデモ実施
―東京都、確認検査機関らが見学

参加者は硬さ測定を体験



準をクリアできることをあらためて認識するとともに、
品質管理については自信を持っており、今後も経験を重
ね勉強していきたい」
当該物件を施工するみらい建設工業首都圏支店の担

当者は「あらためて鉄骨がきちんと製作されていること
を確認できた」（菊地忠作業所長）、「入熱・パス間温度
をどう管理するのか興味深く見させてもらった。板厚の
大きい物件は今後も控えているのでいい経験になった」
（草野昭彦建築設計部構造課長）とコメントした。
一方、当該物件の確認検査を担当する、東京都防

災・建築まちづくりセンターの勝倉善二郎建築防災事
業部確認検査課長は、工場ではグラインダー処理後、
硬さ試験を適用できるが、グラインダー処理が困難な現
場では示温材を用いるケースが多いことに触れ「精度面
ではさらなる検討の余地がある」と指摘した。
電流・電圧・溶接速度の測定から、溶接による温度

チョーク、示温塗料の変化、硬さ試験機による硬度測
定を体験した参加者からは「工場に来るのは初めての経
験だったが、（内質検査の）方法自体は慣れればとくに
難しいことはないと感じた」、「今後実感を持って業務に
臨むことができる点で貴重な体験をした」、「今後、内質
検査に携わる機会が増えると思うので、正確な検査を実

行できるよう努力したい」などの感想が聞かれた。
繰り返しになるが、高層でなくても都心の限られた土

地に建てられる物件などの場合、板厚の関係から内質
検査を要求されるケースは決して珍しいものではない。
また都の要綱のポイントは、設計段階で２つの道のどち
らかを選んでくださいということ。仮に、溶接部に塑性
ヒンジを期待する設計をするのなら、入熱・パス間温度
管理、つまり内質検査の適用を求めていることだ。
もちろんこれら２つの方法のばらつきを指摘する声も

あるが、硬さ試験および示温材は、いわば第一次スクリ
ーニングとして用いるものであり、この推定でアウトに
なったらより精度の高い検査へ、それでもアウトになっ
たら補強設計等で対応することになる。
都の発想の原点には、最初に「内質検査」ありきで

なく、設計者が不確かな現場溶接に塑性ヒンジを期待
する設計をもう一度考え直してほしいという考えが込め
られている。つまり、内質検査を厳格にやりなさいとい
うことより、設計図書に内質検査を明示せよ、である。
なお当該物件は３月１日から１、２節の鉄骨建方が

始まっており、今年11月末の完工を目指し工事が進め
られている。

（文責・産報出版）
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CIW認定制度　新パンフレット発行
協議会、全国で普及促進活動展開へ

日本溶接協会とCIW検査事業者協議会は４月１日、
約５年半ぶりにCIW認定制度のパンフレットを改訂、発
行した＝写真＝。同協議会では新パンフレットを携え、
全国規模で認定制度、第三者検査の普及促進活動に乗
り出す。
今年１月のWES8701:2007「溶接構造物非破壊検査事

業者等の認定基準」発行にともない改訂した新パンフ
レット「CIW検査事業者認定制度のご案内」は、A３・
二つ折のカラー版。表紙には前回同様、「建築鉄骨第三
者検査」を大きく表示し、落ち着いた青を基調にさま
ざまな建築物の骨組みを組み合わせたデザインが印象的
だ。
見開き頁では、「都市の安全・安心」、「公正な第三者

検査」を強調。新基準による認定制度、新たに区分さ

れた建築鉄骨検査適格事業者を紹介するとともに、鉄
骨溶接部および鉄筋継手部の第三者検査、全国に展開
するCIW認定検査会社の分布などを掲載している。
CIW協議会では、新パンフレット発行を機に、1996

年～99年にかけて
実施した、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
ならびに諸団体に
展開する。前回と
同 様 の 規 模 で 、
CIW認定制度およ
び第三者検査の普
及を図る。



1. はじめに

近年、新設でなく建物をより長く使用しようとする動
きがある。その為に、建物内部を近代化にする必要があ
り、電線や鋼管を増設する工事が多くなってきた。電線
や鋼管を壁や床などに通す場合、壁や床に穴を開ける必
要がある。穴開け時に鉄筋や配管（特に電配管）など
を傷つけないようにエックス線による内部調査が行われ
ている。
このときに問題になるのが、空ける側の目印はあるの

だがその反対側の位置がわからないことである。エック
ス線を撮る際には、その反対側にフィルムを貼らなくて
はならない。今までは壁の梁などの目印になるものを見
付け、その位置からメジャーなどで位置だしを行ってき
た。しかし正確な位置だし測定は難儀であり時間がかか
ってしまう。またエックス線を撮影しても位置がずれて

いて再度、撮り直すことが多かった。
これから紹介する装置はこれらの問題を解決し作業効

率の向上とコスト削減のために開発した装置である。

2. 壁の表と裏の位置あわせ

今回紹介する装置は壁や床などで表と裏の位置を、
簡単に精度よくあわせることができるものである。
この装置は、写真１にあるように送信機と受信機の

二つで成り立つものである。測定は簡単で表面に十字の
目印をつけそこに送信機側の発信機を十字の中心に合
わせセットする。あとはその反対側に行き、今度は受信
機側のセンサを使い、アナログメータの信号振れを見な
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5. 新技術紹介
エックス線によるコンクリート内部調査時の位置だし

長嶋　功一　斉藤　正則東京理学検査譁

〈写真１〉

〈実際の測定様子〉



がら壁を当たり位置だしを行うものである（図１）。
アナログメータのほかにパネルタイプもある。これは

壁にかざしていくとランプがつき始め、その中でランプ
が消える場所があるのでそれを見つけるというもの。そ
の位置が表面にセットした発信機の中心位置を表してい
る。一度に何個ものランプが消えた場合はボリュームレ
ンジがあるのでそれを回して一つのランプが消える状態
にしてもらえればよい（写真２）。

3. 特徴

この装置はコンクリートや内部の鉄筋の影響をほとん
ど受けずに正確な測定ができる。現在のところ測定距離
（対象物の厚み）は100㎜～400㎜となっている。電源は
電池、充電池、アダプターといろいろと対応が可能。弱
点はコンクリートや壁の内部に鉄板が入っていると著し

く感度が低下してしまい測定不能になることや、近くに
モータや消費電力の激しい機器があると測定の妨害とな
りこれも測定不能の原因となる場合がある。また電配管
の種類にもよるが、電気が流れている場合反応してしま
うことがある。この場合は電配管があるということがわ
かるので利点にもつながる。

4. 終わりに

実際に当社のエックス線コンクリート内部調査時には
使用しており、作業効率の向上やエックス線の再撮が激
減したデータがでている。これからとしては、装置の販
売やコンクリートのエックス線調査に限らず、非接触で
の表と裏の位置合わせができるということで発展があれ
ばと思っている。
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〈写真２〉

〈図１〉

〈位置だし測定を行って撮ったX線写真〉

操作概略

縦横に動かした時に、2つの強い出力の谷間（出力が
一番低下した部分）が位置だし点となります。
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1. 入社時の教育

当社の主な業務内容は、石油精製・石油化学プラントの保守検査で
あることから、入社時教育は以下の内容で実施しています。
①非破壊検査入門
②溶接・金属材料入門
③スプール（アイソメ図）の書き方
④化学プラントの機器入門
⑤石油精製プロセス入門
⑥MT・PT・超音波厚さ測定等の実習
⑦ノギス・マイクロメータの取扱い
を３日間程度で実施します。

2. 非破壊検査の資格取得のための教育訓練

JISZ2305-2001が制定され、NDI受験資格の要件として、教育練
時間が義務付けられたことから、入社時の教育に引き続き、NDIの
教育訓練を実施します。RT・UTについてはレベル２からの受験が
120時間の訓練時間を要求されることから、基本的にはレベル１か
ら訓練を実施することにし、科目はRT1、UT1、MT2、PT2の４科
目で各24時間（３日間）の座学・実習を行います。不足分の16時
間については、各営業所でのOJT等で補い、最短で秋の受験申請が
可能な状態になるように考慮しています。
入社時に一度に教育訓練を実施することについては、現場での検

査業務の経験がない状態で教育することのマイナス面があるもの
の、各営業所での教育・訓練内容のバラツキを少なくできることや
新入社員に対して資格取得の見通しや個人の力量を把握し、要求レ
ベルを明確にできるメリットがあります。

3. イントラネットの整備

IT技術の発達の中で、当社でもイントラネットを整備し、インターネット
に接続できる環境であれば、出張先や自宅でからでも受験資料や社内
技術資料の閲覧・入手できるように社員の利便性を図っています。
受験資料については各科目の教育資料や過去問題集を科目ご

と・年ごとに整理し、傾向と対策や受験報告等を掲載しています。
社内技術資料では、例えば溶接技術に関する資料、金属材料の

標準組織や典型的劣化組織写真、腐食・割れに関する資料、自社
技術に関する資料、非破壊検査に関する資料等、日常の業務で必

要になる各種資料を閲覧しやすい環境を整えています。

4. 講師の育成と教育訓練資料の作成

教育訓練を充実するためには講師の育成が必要となりますが、当社
では講師の相対的な不足や若返りが課題になっています。技術的な内
容を継承して、講師による内容のバラツキを小さくする必要がありま
す。そのために教育訓練資料の見直しと整備を図っているところです。

5. ステップアップ教育

当社の業務内容から、非破壊検査の知識・技量だけでなく、化学プ
ラントの知識、溶接の知識、金属材料の劣化と損傷の知識、腐食防食
の知識、各種法令の知識等が必要となり、これらに関する資格が存在
する場合についてはCIW、WES等をはじめ積極的に受験指導を実施
しています。
また、技量認定されている資格以外のスンプ検査、硬さ測定、成

分分析、チューブ検査などの自社の独自技術や極値解析等について
も教育訓練が必要です。
これまでも適宜実施してきましたが、計画的・系統的・網羅的に

社員の技量・知識を保障していくために、ステップアップ教育カリ
キュラムを作成しているところです。入社してからの年数・力量に
分けて、①入社時教育、②ジュニア教育、③ミドル教育、④シニア
教育の段階的な教育訓練カリキュラムとし、個人にとっても技術的
目標を設定しやすい状況をつくることを目標として整備中です。

6. OJT

もう一つの課題として、OJTのより一層の充実があります。座学
や実習では限界がありますので、実際の作業現場において、安全上
のルールや手続きも含め、検査員として必要な技量や知識について
訓練する必要があります。これまでもOJTを実施してきましたが、
カリキュラム化し内容
を充実すること、有資
格者であっても実務経
験の少ない技術者に計
画的にOJTを実施して、
より効率的に個々のレ
ベルアップを図ること
を検討しています。

6. わが社の教育訓練

則俊　雅春日本非破壊検査譁

より効率的に個々のレベルアップを図る
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☆幹事会の開催

第5回定例幹事会は、平成19年２月21日貉に開催し、定例
事項の協議、研修会の開催計画、第三者検査の推進活動計画
の協議、CIW認定制度の新基準運用に関する協議、創立20周
年記念行事についての協議などを行いました。
平成19年度第１回幹事会は、平成19年４月10日貂に開催しました。

☆超音波探触子の特別頒布

創立20周年記念行事の一つとして、超音波探触子の特別頒布
（会員限定の特別価格）を譁検査技術研究所及びジャパンプロー
ブ譁の協賛を得て実施しました（申込締切は３月20日）。
引き続いて超音波探傷器の特別頒布を計画中で近日中に案

内する予定です。

☆内質検査に関する研修会の開催

「鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱」が
平成17年３月15日付で一部改正が行なわれ、溶接部の変形
性能を検証するための内質検査が規定されましたが、各会
員がこれらの検証業務を担当する技術者を対象として内質
検査に関する研修会を下記のとおり開催すことになりました。
◎開催日時 平成19年４月21日貍13：00～17：00
◎開催場所 譛日本溶接技術センター

（川崎市川崎区本町2-11-19）
◎受 講 料 会員：15,000円、会員外：20,000円
◎研修内容 ・鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取

扱要綱の改正と内質検査の講義
・溶接による示温材の変化の確認（溶接施工
状況の確認）

・普及型簡易反発式硬さ計による硬さの測定
と合否判定（使用する試験体は今回研修会
用として製作したものを使用する）

・質疑応答

☆東京都知事認定研修会の開催

東京都知事登録検査機関に所属する「検査技術者」及び
「試験実務担当者」に受講が義務付けられている“建築物の工
事における試験及び検査に関する研修会”は、平成19年３月

11日豸に開催しましたが、定員を大幅に超過したため第２回を
平成19年４月８日豸に開催することとなりました。
また、本研修会は、WES8701:2007溶接構造物非破壊検査事

業者等の認定基準の附属書３に規定する“建築材料の試験･検
査に関する研修等”としてJWES溶接検査認定委員会から認め
られた研修です。
なお、本年度は、平成19年９月と平成20年３月に開催する

予定です。

☆CIW認定制度・第三者検査の推進活動の全国展開

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推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５回幹事会で、幹事の担当地区割り振りを協議し、契
約適正化推進実行委員が各会員の割り当てと訪問スケジュー
ルを立案することとなりました。
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、3月中旬に完成予定で改正作業
を行っております。

☆鉄筋継手部検査技術者制度の発足

譖日本圧接協会では、建築基準法の改正（平成18年６月21
日公布）の施行に伴う政令、省令、告示等の改正に合わせて
“鉄筋継手部検査技術者”制度を新しく発足させました。これ
らは、従前の“鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査技術者”制度
を改正したもので、平成19年４月に全国で新しい制度に移行す
るための暫定講習会と検定試験が行われます。
詳細は、譖日本圧接協会に確認すると共に現資格所持者はこ

の機会に新制度への切り替え等誤りのないようにして下さい。

☆今後の予定

◎平成19年度定時総会の開催
開催日時　平成19年５月11日貊
開催場所　浜松町東京會舘
◎平成19年度第２回幹事会は、平成19年５月11日貊に開催
する予定。

7. 協議会だより

CIW検査事業者協議会
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今年の冬は地球温暖化の影響か、東京での初雪はこれまで最も遅かった記録（1960年２月
10日）を47年ぶり１ヵ月以上更新する３月16日でした。桜の開花も３月18日との予報が出て、
どうなることかと思っていましたが寒さが戻って、入学式は桜の花の下で迎えられそうです。
３月25日には能登半島の輪島市の南西40袰の海底を震源地として、マグニチュード6.9の地

震が起こり、輪島市などの地域の古い立派な日本家屋が倒壊しました。この地域の強い地震
が起きる確率は0.1％だったそうで、何が起こるか分からないと改めて思い、被害を受けた
方々に心から御見舞い申し上げます。
さて今号では、先々号に続いて改正建築基準法のその後の経過について、春原氏に執筆頂

き、本年４月から運用されるWES8701の新基準への移行に関する運用方針について、加藤運
営委員長に紹介して頂きました。また、研究・教育委員長の大岡氏にはWES8706に基づく研
修会を振り返って頂き、今後の在り方を考えるための貴重な資料になると考えます。さらに、
新企画の「新技術紹介」及び「わが社の教育訓練」は、主旨に賛同頂いた認定会社のご協力
によって今号から始まりましたが、今後が楽しみである一方、認定各社の一層のご協力を期
待しています。

（I.M）




