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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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1.  法施行後の状況

改正建築基準法は、１年の公布期間の後、本年の6月20
日に施行された。新聞等の報道によれば、確認申請や新た
に導入された構造計算適合性判定の動きが停滞していると
いわれており、現に先頃国土交通省より発表された７月の
着工統計では20％以上も大幅に落ち込んでおり、日本経済
への影響も取りざたされている。
建築基準法施行令は3月16日に公布されたが、構造計算
関係の技術基準告示は、5月18日に公布され、審査の方
法・手続等を規定する確認審査等の指針告示は、6月19日
及び法施行日の6月20日に公布・施行されている。
しかし、法施行日の当日や前日に設計や確認・検査業務
に必要な具体的な指針や技術的助言が出されたことから、
当然のことながらその周知には時間がかかり、設計者のみ
ならず特定行政庁、建築主事等の確認審査機関側にも情報
が行き渡らないという事態を生じている。
また、構造設計の実務に用いられるいわゆる黄色本(2007
年版建築物の構造関係技術基準解説書)が８月上旬に発売
され、講習会が９月から全国的に開始されるという状況か
ら、法施行日前後には構造設計の受託をひかえる設計者が
多いという実情も聞かれた。
国は、（財）日本建築防災協会、（財）日本建築センター、

（財）建築行政情報センター(ICBA)等のホームページに、質
疑応答のコーナーを開設することによって、法令への理解
の推進と事務の停滞の解消を図っている。
また、国は、９月18日から(財)建築行政情報センター(IC-
BA)に電話相談窓口を設け、専門家による質疑応答業務を
開始している。
これらの意見、苦情を反映した形で、9月25日付で施行通
知(技術的助言　2327号)が出され、当初の国の説明に比べ
てかなり具体的かつフレキシブルな運用方針となっている。
次項で、この施行通知(技術的助言)について概要を紹介
する。

2.  2327号技術的助言の概要

この技術的助言は、以下に紹介するような6項目の内容

となっている。このうち、(1)～(4)は、確認申請手続きや審
査等の内容であり、(5)及び(6)が検査や鉄骨工事にも関わる
部分である。

(1)改正法の主旨に関する基本的考え方について
①　今回の改正で建築確認・検査の厳格化を措置したが、
厳格化の対象となるのは建築基準関係規定の審査に関係す
るものに限られること。
②　例えば、確認審査等に関する指針告示は、軽微な不備
があった場合、法に適合するか否か決定できない旨の通知
をした上で補正を求めることになっているが、建築基準関
係規定の審査に関係しない場合は、通知を出すことなく訂
正印による補正でよい。
③　以下は、このような考え方の下に運用の補足を行う。

(2)指針告示に関する具体的運用について
軽微な不備その他に該当する事例をあげている。
①　軽微な不備として扱える誤記、記載漏れ等の例示を増
やしている。
②　特定行政庁等の審査側が取扱い基準を明らかにしてい
る場合で、申請者がその基準と異なる内容で申請した場合
(解放廊下、ピロティ等の取扱いの相違)。
③　指針告示において、不適合とせずに、不明確な事項が
ある場合として追加説明書を求めることができる扱い事例
を例示している。

(3)申請書に明示すべき事項の取扱いについて
施行規則に規定された「明示すべき事項」が図書にどの
ように記載されているかを審査する場合に、
①　その確認申請の建築計画に、規則に規定する「明示す
べき事項」に該当する項目がなければ、記載を求める必要
はない。
②　規則第1条の3第6項により、ある図書に明示するよう規
則で規定された事項が他の図書に明示されていれば、当該
の本来の図書に明示する必要はない。
③　申請者が明示すべき事項を具体的に記載せずに、「明
らかに適合している旨の記述」に替えることは可能である。
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ただし、建築主事等が適合が確認できないと判断した場合
には、「決定できない旨の通知」を出して、補正又は追加説
明書の提出を求めればよい。
④　各階平面図などについては、意匠系、設備系、構造系
等の様々な事項を明示することになっているが、これらを
一つの平面図上に明示する必要はなく、別葉で提出してよ
い。

(4)確認審査の取扱いについて
1）添付図書が不足している場合

①　添付図書が不足している場合で、落丁等の軽微な不備
である場合には、「決定できない旨の通知」を出して補正を
求める。
②　添付図書が不足している場合で、申請図書の記載事項
が不明確である場合には、「決定できない旨の通知」を出し
て追加説明書を求め、これを申請図書等とみなして審査し
てよい。
③　ただし、多数不足しているずさんなものまでこれらの
措置をする必要はない。
④　これらずさんな図書の場合で、規定に適合しないと認
められる場合は、不適合通知を出し、適合するかどうか決
定できない場合には、「決定できない旨の通知」を出して、
審査を終了させる。
⑤　審査の円滑化の観点から、当該通知によらずに、建築
主等に申請内容について任意に説明を求めて追加説明書の
内容を確定して審査しようとする場合は、「決定できない旨
の通知」に不明確な点をまとめて記載し、必要な追加説明
書を求めることが望ましい。
2）申請図書に不整合がある場合

①　申請図書に不整合がある場合、例えば構造計算書と構
造図との不整合がある場合については、構造図の補正によ
り建築基準関係規定に適合することを確認する。
②　この場合に、通常の注意を払って作成された図書であ
れば、当該図書を一通り審査した上で、不整合箇所をまと
めて指摘すべきである。
③　ただし、不整合箇所が多数あるずさんなものまでこれ
らの措置をする必要はない。
3）設備機器の特性上やむを得ず発生する可能性の高い変更

等

確認申請時に具体的な設備機器(排煙機、浄化槽等)の品
番が確定していない場合は、採用予定の一種以上の構造詳
細図又は一定の仕様範囲を示した標準的な構造詳細図を添

付し、これと同等(寸法、材料、性能等)以上の機器を用い
ることを明示する。
4）計画変更確認手続きの迅速化

規則3条の2の軽微な変更か否かの判断を適切に行うとと
もに、計画変更の内容の軽重、工事の進捗等に留意した上
で、簡易な変更に係る審査期間を設定するなどの手続きの
迅速化に努めること。
5）適合性判定機関における事前相談と審査

①　あらかじめ建築主事等が承知している場合には、適合
性判定機関において、当分の間、工学的判断等に係る事前
相談についてきめ細かく対応すること。この際に不適合箇
所の指摘を行っておいてもよい。
②　これらの適合性判定においは、建築基準関係規定に適
合するか否かの観点から判断を行うべきであり、例えば、
構造設計の推奨事項の採用を指導するのは適切でない。

(5)中間検査・完了検査の取扱い
1）計画変更の取扱い

①　中間検査の結果、計画変更確認申請を要するような変
更が明らかとなった場合、「中間検査合格証を交付できない
旨の通知」を出し、事後ではあるが計画変更確認の申請を
受け付けてよい。
②　この場合に、必要に応じて、計画変更確認申請の確認
後に「必要な是正」を行った後、再度中間検査申請を行う。
③　一方、完了検査後においては、計画変更確認申請を行
えないことに注意が必要。
2）申請書の軽微な不備　

①　中間検査、完了検査は、建築基準関係規定への適合を
確認することが目的なので、適合が確認できる場合は、検
査の申請書の軽微な不備については、「中間検査合格証(又
は検査済証)を交付できない旨の通知を交付せずに、訂正印
による補正でよい。
②　同様に検査によって、軽微な変更が確認された場合に
も「中間検査合格証(又は検査済証)を交付できない旨の通
知を交付せずに、軽微な変更の内容を記載した書類(規則4
条1項5号)の提出を求めればよい。

(6)大臣認定書の取扱い
①　大臣認定を受けた構造方法等を用いる確認申請につい
ては、原則として「認定書の写し(別添図書を含む)」が必
要となる。
②　ただし、別添図書については、耐火構造等の認定部材
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については、認定を受けた構造方法等の仕様(断面の構造、
材料の種別及び寸法等)が示されている図書が提出されてい
ればよい。
③　大臣認定を受けた鉄骨製作工場を採用する場合、認定
書の写しを添付することにより、構造詳細図(規則第1条の3
第1項表1(は)項)及び施行令第3章5節(鉄骨造)の規定が適用
される建築物の構造詳細図(同項表２、当該工場で溶接さ
れた鉄骨の溶接部に係る図書に限る。)が省略できる。
④　これらの図書が省略されることがなく添付されていた
場合で認定書の写しが添付されていなかった場合には、工
場が確定した段階で認定書の写しの提出を受けることによ
り、この認定書の写しをもとに検査を行う。
⑤　軽微な変更(規則第３条の２第１０号)に規定する「軽
微な変更」として扱われる建築材料のうち、ホルムアルデ
ヒド発散建築材料及び防火材料については、確認申請時に
使用する材料が確定していない場合は、使用材料の種別が
明示されていれば、認定書の写しを添付しなくてよい。
⑥　確認申請時に認定書の写しを添付せずに、認定材料を
使用した場合は、完了検査申請時等に認定書の写しを提出
する必要がある。

3.  検査関連の今後の動向

6月20日施行の建築基準法改正は、確認・検査に関わる
手続きの厳格化を規則改正と確認審査等の指針告示制定に
より実施した。建築基準については、主として構造関係規
定のうち、構造計算に係る部分を改正又は制定し、大幅に
改正した。
しかし、その具体的な内容をみると、確認審査に係る部
分については、詳細な規定が整備されているものの、中間
検査・完了検査の方法等については、次に述べるようにほ
とんど具体的な基準が規定されていない。

(1)確認審査等の指針告示による検査
完了検査の指針(指針告示の第３)及び中間検査の指針(指
針告示の第４)には、検査の方法として、次の方法が規定さ
れている。
①　書類による検査
検査申請書第４面に記載された「工事監理の状況」、施行
規則に規定する写真、特定行政庁が規則で定める書類(例え
ば、東京都の建築工事施工計画報告書、建築工事施工結果
報告書等)
②　目視、簡易な計測機器等による測定

③　建築物の部分の動作確認その他の方法
このうち、③のその他の方法として、６月20日の施行通知
(技術的助言1332号)では、確認審査等の指針告示の完了検
査・中間検査の方法を補足する方法として、次のような主
旨で示している。
【検査におけるその他の方法】
「その他の方法としては、例えば、鉄骨造の溶接部分、高
力ボルトの接合部分及び鉄筋の圧接部分について欠陥の有
無、締付け不良等を検査する際に、必要に応じて、非破壊
検査等工事監理時に行った検査結果の資料を求めることな
どが該当する。」

(2)改正士法の施行と建築基準法
この「必要に応じて」の部分がみそで、この表現は初め
て中間検査が導入された平成10年の法改正の際に、施行通
達として出されたものと同様である。この必要に応じてと
いう意味は、行政庁の判断に委ねるという意味であり、そ
の結果、東京都や横浜市など一部はこの通達の主旨に沿っ
て行政運用を強化し、その他の行政庁はとくに措置を執ら
なかったという状況である。
この理由としては、次のような事情が指摘されている。
①　建築士法による工事監理業務が有名無実のままのた
め、実際に機能していないこと。
②　この現状のまま、建築基準法行政サイドで、工事監理
者に求めても事実上「空振り」になってしまうことから、
行政庁が工事監理の肩代わりをするような事態を忌諱して
いること。
一方、国は、改正建築士法の完全施行に向けて、「工事
監理の業務報酬基準」を構造関係も含めてより具体的な項
目に充実するよう検討を始めている。
この報酬基準の具体化が、士法上で直ちに工事監理業務
の確立に結びつく強制力を持つわけではない。しかし、建
築基準法の検査関係規定をこの士法の改正にあわせて改正
すれば、双方のコラボレーションにより、少なくとも「空
振り」にならないための環境がより整備されることになる
と期待される。
以上の見解は私見であるが、現在検討されている様々な
情報からみて、かなりの可能性があるものと考えている。
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１．はじめに

2007年1月1日付けで制定されました「溶接構造物非
破壊検査事業者等の認定基準」の規格に基づく第1回
CIW認定審査が行われ、10月1日付けにて16社が認定さ
れました。新しい規格に基づいて審査を行った概要と課
題について紹介いたします。

２．審査の手順

2.1 審査員への教育
3月7日の認定審査委員会の後に「WES8701:2007の附

属書１－品質システムの要求事項」の解説と審査の方
法について教育いたしました。このとき、電気事業法第
52条に基づく溶接検査のプロセスマップを用いて、検査
体制の構築、検査計画の策定、検査の実施とホールド
ポイント、検査結果の評価のプロセスについて、要求事
項を明確にして適正に検査を行うことの勉強をいたしま
した。

2.2 申請時に事業者に提出を求めた資料
新しく作成した「WES 8701:2007に基づくCIW認定の

ための調査票（様式CIW-02）」に必要な事項を記入して
いただき、それに伴う必要な資料（登記簿謄本等）の
提出を依頼しました。
調査票の項目は「Ⅰ．基礎調査」「Ⅱ．登録技術者の

構成に関する調査」「Ⅲ．設備及び機器に関する調査」
「Ⅳ．品質保証体制に関する調査」であります。また、
建築鉄骨適格事業者の認定を申請する事業者は追加項
目として「必要な文書」「必要な機器」の表紙またはリ
ストの提出を求めています。
この中で注目すべき資料はⅣ項に関係する「WES87

01:2007に基づく自己評価表」であります。規格が要求
する事項をチェックシート形式として、評価項目を定め
て自己評価（YES、No、またはNA）し、その裏づけと
なる「文書名またはデータ、記録名／改善時期」の欄
を設けて記述することを求めています。自己評価表の一
部を表１に示します。

2.3 書類審査
提出された資料の書類審査は公平性を維持するため

に２名以上の審査員で実施いたしました。このうち1名
がリーダーとなって審査結果の取りまとめを行いまし
た。今回は初回でありましたので、６名の審査員が一堂
に会して評価を行いました。評価の結果は「CIW認定
調査報告書」として記録を作成いたしました。また、当
該事業者への評価結果の通知は「WES8701:2007に基づ
くCIW認定の書類審査の結果報告書」を発行し、この
内容には①不適合について②追加の書類提出を要求す
る事項③改善を要求する事項を記載しております。なお、
不適合がある場合は「不適合に対する是正処置書」を
添付して､回答を求めることにしております。この様式
は表２に示します。

2.4 業務確認
書類審査は全ての申請された事業者について実施い

たしますが、次の業務確認を行うかどうかの基準は次の
ように定めています。
・新規の申請及び格上げの申請をする事業者｡
・業務確認を６年間を越えて実施していない事業者。
・書類審査にて複数の不適合が発生し、審査チームが
業務確認が必要と判断した場合。
業務確認の方法は書類審査を実施した審査員を含め

て、原則として２名の審査員で行います。このとき文書
審査の指摘事項の是正､改善の状況を審査いたします。
また、確立された品質システムの運営状況を現場視察
または関係者からの聞き取りによりチェックいたしま
す。作業現場へは原則として出向かず、文書及び記録
の管理状況、機材類の保管現場、経営者へのインタビ
ューを中心に約3時間を目途に実施いたします。
審査結果は当日に通知し、不適合が検出された場合

は書類審査と同様に是正を求めます。

2.5 認定の判断
認定審査委員会を開催し、審査員の「審査結果の報

告」を受けて審議を行い認定の可否を判断いたします。

2. WES8701:2007「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準」
に基づく「第１回CIW認定審査の概要と課題」について

松山　格譖日本溶接協会溶接検査認定審査委員会　委員長



判断の基準は適正な審査が実施され、検出された不適
合について是正の確認が行われていることであります。
この審査委員会は年に2度開催されます。
審査委員会終了後は「溶接検査認定委員会」に報告

され、4月と10月に(社)日本溶接協会の会長より認定書
が授与されることになります。

３．初回審査の結果と課題

3.1 提出資料について
調査票にて提出を求めましたが、事業者ごとにバラツ

キがありました。その結果、提出された書類による規格
への適合性判断が困難であるために「追加の書類提出
を要求する事項」が多数発生いたしました。その主な内
容を整理しますと次のようになります。
１）検査業務の遂行に関する倫理要綱
２）検査業務の下請負の管理
３）機材類の購買管理
４）安全・衛生の管理
５）CIW資格者の配置と教育歴（特に建築鉄骨技術者

への付加要求）
これらは一部の事業者には関係のない項目もあります

が、倫理についてはWES8701:2007規格の特徴でもあり
整理しておくことが必要であると思われます。

3.2 書類審査と業務確認
今回の申請事業者は17社でした。この内訳は①新

規：0社②昇格：5社③部門追加：7社④変更なし：4社
⑤申請取り下げ：1社です。
業務確認を実施した事業者は5社であり、審査委員会

での審議の結果16社が平成19年10月に認定されること
になりました。
これらの審査の過程で4件の不適合が検出され「不適

合に対する是正処置書」が発行され、是正処置の確認
を行いました。また、「改善を要求する事項」としてコ
メントした事業者は13社であり全体の約80％でありまし
た。この主な内容は次のとおりです。
１）自己評価表における品質マニュアルとの関連付けが
不明確

２）内部監査の運営が不十分
３）技術者の資格管理が品質マニュアルにて明確にさ
れていない

４）技術者の教育計画と教育記録が整理されていない
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表１　WES 8701：2007に基づく自己評価表



５）検査の実施記録(観察原本)の管理方法が明確でない
６）苦情及び不適合が記録されていない(潜在化)
７）文書の管理責任者が明確でない
８）トレーサビリティ（追跡）が可能な記録管理が明確
でない
総括的にISO9001の認証がある事業者はWES8701:

2007規格の要求事項がよく理解できていると判断されま
した。

3.3 審査の実施体制について
今回は初回であったので特定の審査員により実施しま

した。次回以降に充実した審査の定着化を図るため現
時点における課題を整理し、次の改善を推進いたします。

１）事業者に提出を求める
資料
審査の効率化のために書

類審査を充実させて、業務
確認は可能な限り少なくす
る方針です。このため、今
回の「調査票」に添付する
資料について見直しを行い
ます。
例えば「試験・検査事

業の実績」では膨大な資料
を準備頂いた事業者があり
ましたので、最近3年間の
実績として10件／年程度の
リストの提示を要求するよ
うに改訂する予定です。ま
た、追加の資料提示の要求
事項を最少にするために、
倫理要綱等は予め提示して
頂くように検討いたしま
す。
なお、提出資料が事業者

のノウハウになるところが
ありますので、一部を除い
てご返却することに致しま
した。
２）書類審査と業務確認
審査員の力量向上のた

め、審査の事前検討会を開
催し、規格の解説を行うことといたします。また、審査
効率の向上のために自己評価表のフォーマットを一部改
正して、審査記録にも活用できるようにいたします。
審査員によるバラツキを防止するために、経験者との

組み合わせについて検討いたします。

４．あとがき

WES8701:2007のCIW認定は始まったばかりです。事
業者においては新CIW技術者の資格取得など課題が多
いと思います。
今後とも審査体制の充実を図ることにより、本制度

が世間に認知され、CIW事業者の地位向上へつながる
と思いますので、御支援、御協力をお願い申し上げます。
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表２　不適合に対する是正処置書

会社名： 会社コードと番号：

―指No．

指摘日：

関連規格の章番号：

期限：

回答日：

会社住所：

関連規格：WES8701：2007

不適合の状態（添付資料：　　　有、 無）

調査者氏名：

指摘不適合事項に対する事業者の記入事項

事業者側代表者氏名：

原因：

是正処置（含む再発防止処置）：

是正処置の完了予定日：

調査員による是正処置の完了状態確認欄

コメント：

確認日： 承認：
可， 不可

調査員氏名：

申請者は、指摘された不適合事項に対する分析、再発防止も含めての是正処置及び

是正処置の完了予定日を立案してJWESに返却のこと。



弊社の人材育成においては｢企業は人なり｣の精神に基づ
き教育を最重要視している。
弊社技術者の教育訓練には、主に以下のものがある。
1.入社時教育　2.現場配置後教育・訓練（On the Job

Training） 3.特殊作業教育・訓練　4.派遣前教育　5.定期
又は不定期反復教育・訓練　6.是正処置・予防処置として
の教育・訓練
以下に各教育・訓練について述べる。

１．入社時教育

入社後、ほぼ1ヵ月にわたってCXR本社で集中的教育・
訓練を行っている。
内容は、会社の業務内容、社会人としての常識・心構え、
コミュニケーションの重要性、安全衛生等の一般教育、
NDE教育（RT、UT、MT、PT、ETの座学及び実技）、放
射線関係教育（法規、機器及び安全装備の取扱・訓練）、
品質マネジメントシステム教育（ＱＭＳ教育）の重要性及
び検査情報の取扱い方法・管理等である。
一気に詰め込んでも効果が薄いのでリクレーション等を

挟み適切に間を取ると共に業務に対する興味を起こさせ易
いよう検査の事例、実技を中心に熟練技術者が教育訓練を
行っている。
写真に新入時の教育・訓練状況を示す。

２．現場配置後教育（On the Job Training）

それぞれの部署に配属後、現場での教育・訓練を行う。
当然ながら新入時の教育だけでは現場作業が出来るわけで
はなく、現場での継続的な教育・訓練が必要である。
現場教育では中心的に教育・訓練を行う先輩技術者を定

め、半年間を目処に一緒に業務を行わせ、現場的な教育・
訓練を行っている。

３．特殊業務教育

弊社が開発した機器又は他社、メーカーが開発した機器
を取り扱う先端的なNDEを行う場合には、まず、その業務
を中心的に行う技術者が開発者、メーカーより技術を取得
し、その後、その技術者が他の技術者の教育を行う方式を

採っている。
また、事前に検査方法の有効性を確認しないと検査実施

が危ぶまれる場合、モックアップ又は試験片を作成して検
査手法の実証を行い、同時に教育・訓練を行っている。

４．資格取得教育

資格は検査会社にとって必須である。合格に必要な実力
を付けるため、社内教育はもちろんのこと外部教育機関で
の教育を受講させ、試験に臨んでいる。入社後１年以内に
最低１種類の国家試験及び1又は2種類のNDI資格取得を目
標としている。

５．定期又は不定期の反復教育・訓練

一度教育しても時間経過と共に効果が薄れるので必要に
応じて定期、不定期に反復教育・訓練を行っている。特に
放射性同位元素を用いた放射線検査は遵守すべき法律、規
制が多く、事故が発生した場合、会社の存続そのものを揺
るがす事態となる事も考えられる為、その取扱い等につい
ては反復教育・訓練を行っている。
また、顧客に依頼された業務に技術者を派遣する場合、

派遣前に技術者に対し、業務の体制、業務の内容、役割、
注意事項等必要な情報を説明し、教育を行っている。

６．是正処置・予防処置としての教育・訓練

人はいつかミスを犯すものと認識し、不具合が生じた場
合、QMS運用に基づき是正処置・予防処置の教育・訓練
を行い、再発防止に努めている。
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3. わが社の教育訓練

笠岡　和昭(株)シーエックスアール



1．はじめに

配管の減肉調査の手法として、目視検査や超音波探傷によ
る肉厚測定、放射線検査等が一般的に施工されているが、そ
れぞれに長所短所があり、検査目的に応じて、使い分けや併
用が行われている。配管に局部腐食が発生している場合、そ
の形態は、先端が尖った孔食であり、孔食同士の間隔も比較
的広い場合が多く、検査を実施する上で考慮する必要がある。
つまり、超音波厚さ測定器を用いたポイント測定では、この
ような局部腐食状況を把握することは困難である。そのため、
腐食状況を代表箇所の抜き取り検査で把握することは困難で
あり、「点」ではなく「面」で検査する必要がある。
全面探傷により配管全体の状況を把握する場合、前述の探
傷方法では全面探傷に大きなコストが掛かり、減肉形状によ
っては減肉部が検出されないことも考えられる。抜き取りに
よる点測データと全面探傷のデータとでは情報量、質ともに
まったく違うものであり、検査の手順、評価の仕方、判定の
各段階において、それらの考え方を整理する必要がある。

ここに紹介する装置はSLOFEC（Saturated Low Frequency
Eddy Current）と呼ばれる渦流探傷の技術を用いた装置であ
り、主に配管を対象とした装置をPIPESCANと呼ぶ。配管全
面の探傷を行うため、従来の定点測定に比べて全体的な腐食
状況を効率よくかつ精度よく把握でき、配管の保全管理に有
効な手段である。

2．SLOFECの基本原理

SLOFECは、渦電流の技術を用いて、タンク底板、船、パ
イプなどの腐食の検出に用いられている。直流磁気を用いる
ことで試験体深さ方向への浸透深さが増し、減肉を表面から

見つけだすことができる。非磁性絶縁コーティング(FRP、ゴ
ム、塗装など)が施された対象物でも、SLOFECでは検査可能
である。SLOFECは直接接触を必要としないので、超音波探
傷の様に接触媒質を必要としない。
SLOFECの基本的な原理を図1に示す。試験体中に直流磁束
を発生させると、欠陥部においてはその磁束密度が増加する
ので、材料磁気特性に変化が現れる。その変化を渦流コイル
で検出する。PIPESCANでは磁化するために永久磁石を使用
している。
検出される信号は欠陥の体積に大きな影響を受ける。試験体
内の欠陥は、渦電流の原理と、磁束密度の変化による局部的
な透磁率の変化によって反応信号を生み出す。それ故、欠陥
体積に大きな影響を受け、欠陥体積が大きければ信号も大き
なものが発生する。そのため検出される信号の大きさによっ
て欠陥の大きさをある程度判別することができる。
SLOFECは渦流探傷の技術に基づいており、渦電流が磁性
かつ導電性の物質により電磁誘導される。そのためにコーテ
ィングが非磁性、非導電性の物質であれば磁気的な影響はほ
とんどない。コーティングのためにリフトオフ(センサー～試
験体間の距離)が増えるため、渦電流の浸透深さ、磁束と反応
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4. 新技術紹介
SLOFEC PIPESCAN（配管高速腐食検知システム）

東亜非破壊検査(株)

SLOFECの原理

PIPESCAN、パソコンの装置外観



信号の大きさは減少するが、コーティング厚さは通常0.5～2㎜
程度なので、同程度の厚さのゴムシート等を用い擬似コーテ
ィングとして、その影響を含めた校正を行う。

3．PIPESCANの主な機能及び特徴

上記のように基本的に渦流探傷の技術を利用しているため
以下のような特徴がある。
①非接触での探傷(接触媒質不要)
但し、表面スケールの影響を受けることがあるので、ある程
度の前処理が必要。また、塗装コブなどで、段差が多い場合
も擬似信号が出やすい。
②高速探傷
高速探傷については条件によって異なるが、80～100㎡／日程
度の検査が目安である。
③コーティング上からの探傷が可能
一般的に2㎜以下であれば可能。
④振幅解析による評価
信号振幅によって検出、評価を行う。実際の板厚は超音波厚
さ測定にて確認する。
⑤欠陥位置の特定が難しい
欠陥位置を特定する場合、オペレーターによる細かな走査が
必要になる。
⑥電源
パソコン起動のため、外部電源（100V）が必要。本体には必
要ない。

4．実際の探傷手順

対象となる配管によって、シュー、車輪を取り替える必要
がある。
①探傷面（配管表面）の前処理
探傷面にスケールが付着している場合、擬似信号が検出され
るため、事前に取り除いておく必要がある。また、塗装等で
段差のある場合はその箇所で信号が検出されるので、可能で
あれば取り除く。
②テストピースによる感度調整
実機と同じ径のテストピースを用いて、スキャナーの感度調
整を行う。この時点では、センサーの感度差を調整するのが
主な目的となる。
③配管サイズ(外径)による探傷回数の設定とケガキ
配管サイズによって探傷回数とラップが設定されるので、そ
れに基づいてケガキを行う。
④探傷

ケガキに基づき探傷を行う。オペレーターの走査中、パソコ
ン画面を注視し、欠陥の有無を確認する。
⑤信号検出部位の確認
信号が検出された位置を特定するため、スキャナーを細かく
操作し、欠陥位置のケガキを行う。超音波厚さ測定により、
その箇所の板厚を測定する。
⑥感度補正
測定された板厚と欠陥信号の大きさからおおまかな感度補正
を行う。検出レベルが要求される検査内容を満足するように
設定する。
⑦肉厚確認
検出レベルを超える欠陥信号が検出された箇所の肉厚を、超
音波厚さ測定によって確認する。

5．おわりに

PIPESCANは高速で広範囲の検査が可能であり、従来の定
点測定では検出できなかった減肉を検出できる。原油配管や
粗製ナフサ配管の腐食形態は、局部腐食となることが知られ
ており、このような減肉形態を検査対象とする場合には、非
常に有効な検査手法である。そして、他の手法と併用するこ
とで、検出能力及び測定精度の向上も図れるものと考えられ
る。このようにPIPESCANは減肉調査の手法の一つとして期
待されており、今までになかった新しい技術として、今後の
動向が注目される検査手法である。
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探傷風景

超音波による確認



WES8701の改正により、CIW技術者の資格が改正され
たが、技術的な要求は基本的に同じであることから、こ
れまでに出題された問題と類似問題を問題例として、解
説を行う。
まず、上級検査技術者に要求される業務遂行（監督・
指導を含む。）のために技術者としての役割は、
a)検査の計画と実施、b)関連法規、規格及び検査仕様
書の解釈、c)検査業務手順の立案、d)検査技術者の監
督・指導、e)検査設備及び機器の点検校正、f)検査業務の
実施、g)検査結果の判定、h)作業記録及び検査成績書の
確認、i)検査報告書の作成、が挙げられている。
このことから、実務問題についてはこれらのことを理解
して取り組んでほしい。また、問題を解答するにあたって
は、出題内容が製作中の検査についての設問か、保守検
査における設問かを、まず見極めることも必要である。

◆問題例

化学プラント用の現地配管溶接部（屋外及び屋内）の
浸透探傷試験を実施するよう依頼を受けた。
検査対象の溶接部は、管と管、管とエルボ、管とバル
ブ（以下管などという。）の突合せ継手であり、製作図面
からは次のことが分っている。
・管などの材質：SUS304
・管などの外径：約300mm～400mm
・管などの肉厚：約20mm
・継ぎ手の個数：30箇所
・溶接方法：被覆アーク溶接、余盛2mm以下となるよう

グラインダー仕上げあり

この場合に検査技術者に指示すべき下記の事項につい
て述べなさい。

3.1 採用する探傷方法とその理由
3.2 1回の探傷で実施する箇所数と探傷の実施手

順
3.3 試験準備に必要な作業
3.4 前処理方法
3.5 観察方法

◆解説

解答に当たっては、前提条件を整理して望むことが重
要である。問題を読んで明確になっていない項目は、各
自が前提条件を決めて解答することで十分である。この
ことが、しっかり理解され、合理的に、理論的に説明
できていれば、以下に示すような解答例と異なっても正
答と扱われる。
この問題は、プラントの現地配管工事における浸透探
傷試験について現場の状況を想定し、適切な検査員の配
置、検査工数の把握、検査における安全の確保、要求さ
れる欠陥の種類と大きさ、要求品質などを把握したうえ
で上級検査技術者として総合的に判断でき、適切な指示
ができるかどうかを確認するものである。
この種の問題が出題された場合、「PTにおける探傷工程
ごとの詳細な実施内容や注意事項を延々と述べた。」、解
答がかなり多く見受けられる。実際にPTを実施するのは
検査技術者であり、当然ながらPTに対する知識を有し、
資格を取得していることが前提となっている。これは、
NDI協会のレベル2の指示書作成において、手で持ち運び
できるような小さな検査品について探傷工程ごと詳細を
要求していることの弊害と言えるのかもしれない。
PTレベル2,1としての資格者が当然理解している探傷手
順を改めて求めているのではないことに留意して解答願い
たい。

3.1 採用する探傷方法とその理由
対象部がSUS材及びその溶接部であり製造中検査（現
地工事であっても、保守検査ではない。）であることから、
検査部位に酸化、腐食などの発生していることを考慮す
る必要はない。
このことから、検出対象とする「きず」を、溶接によ

り生じる割れやブローホールなど溶接欠陥すると、探傷方
法は染色浸透探傷試験を適用することで、要求品質を確
保できる｡
溶接部は余盛が残されているがグラインダー仕上げがな
されているため、余剰浸透液の除去処理の作業に少し手
間取ることが予想されるが、試験方法としては溶剤除去
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5. 【解説】CIW上級検査技術者試験問題―浸透検査（PT）部門



性浸透探傷試験速乾式現像法を採用する。

3.2 1回の探傷で実施する箇所数と探傷の実施手順
ここで検討すべきことは、対象箇所の大きさ、足場な
どの作業条件、探傷の難易度（狭隘部分かどうかなど）
を考慮して要求品質、即ち検出すべき「きず」を見落と
すことなく一度に合理的に探傷を実施できる範囲を割り
出すことである。
このことから、1回の探傷操作において実施できる箇所
数は､浸透探傷の各処理工程が目的とする「きず」検出性
に影響なく処理できる数とする必要がある｡これは、使用
装置の種類、実際に探傷する検査技術者の熟練度、配置
できる人数などにより決定される｡
試験方法として溶剤除去性浸透探傷試験速乾式現像法
を採用した場合には､「除去処理」から「現像処理」まで
の一連の処理作業が適切寺実施できることが重要である。
特に雑な作業となりやすい「除去処理」が探傷性能に影
響を及ぼすことが懸念されるため、この処理が速やかに処
理（ウエス拭き、除去液をつけたウエス拭き、除去確認
の3ステップが手際よく）できる個数に限定することが、
要求品質、即ちきずの検出精度を確保する上で不可欠と
なる。
具体的には除去処理を開始してから現像完了までの時
間が10分程度（最大でも30分程度）となるよう制限する
ことが望ましい。これらについては､探傷範囲（管の周長
さ）、仕上げの程度など作業性により異なるが､これらを考
慮して3箇所／回又は5箇所／回と検査技術者の熟練など
により妥当な個数を具体的に決めることができる
手順は1回で一人が実施する個数を3箇所とすると、次
のいずれかとすることができる。
（1）前処理、浸透処理を3箇所同時に実施しておき、除
去処理については3箇所順次実施して、直ちに現像を行い、
現像時間経過後に観察する方法
（2）前処理、浸透処理を3箇所実施し、除去処理につい
ては1個実施して現像を行うことを3回繰り返して、現像
時間経過後に観察する方法

3.3 試験準備に必要な作業
屋内外の現地配管であり、その配置や場所が示されて
いない。屋外であれば、雨天時には仮設の屋根なども要
求されるであろうが、雨天は屋外中止とすることもできる
ので、ここまでは記述しなくても差し支えない。

試験準備としては次の準備が必要である。
・機材の準備：探傷剤、SUSワイヤブラッシ、ヤスリ、懐
中電灯、鏡、ウエス、ドライヤなど（足場は溶接が実施
されグラインダー仕上げが実施されていることから、すで
に設置されているものとすることでよい。）
・火災防止措置：消火器、立ち入り制限表示、火気厳禁
表示など
これ以外に、手順書、指示書、規格類、作業員名簿な
ど関連資料を記述してもよい。

3.4 前処理方法
対象部がSUS被覆アーク溶接部でありグラインダー仕上
げされていることから、検査部位に酸化、腐食などの発
生していることを考慮する必要はないであろう。前処理を
実施する範囲は、「きず」を検出する探傷範囲（HAZを含
む。）よりも、さらに広い範囲について実施することが要
求される。開先形状は示されていないが、与えられた肉
厚20mmから、前処理範囲を具体的に示すことができる。
この範囲には、油脂類の汚れなどのないことの確認が必
要となる。
しかし、検査は屋外の溶接部もあることから、試験部
が濡れている可能性がある場合には乾燥が必要となる。
このことから、試験部が濡れている可能性がある場合
にはドライやなどによる乾燥処理を実施するよう指示す
る。引き続き、簡単なSUS製のワイヤブラッシによる処理
を実施する。前処理液によるスプレーを実施する。乾燥
を実施する。などの記述が要求される。

3.5 観察方法
対象部は、余盛が2mm程度あること、検査部は溶接部
を含む50～60mmの範囲とすること、管などの全周を考慮
した観察条件の設定が必要となる。
このためには、現像箇所を擦らないように観察できる身
体の配置も必要となる。観察には、管などの溶接部の両
側から影ができないように照明を実施し観察する。
観察は、管などの全周観る必要があるため、懐中電灯
などの照明が必要となる。懐中電灯はあらかじめ、要求
される照度を示す視野範囲の確認、照度の確認が要求さ
れる。
探傷箇所は、溶接部の全周であるが、当該部が狭隘部、
低い位置となる場合には鏡の利用、鏡つきの照明などの
活用も有効となる。
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6. CIW認定に関するお知らせ

CIW認定基準WES 8701が2007年1月1日付で改正され
ました。本年10月1日付でこの基準WES8701:2007に基
づく認定で登録された事業者についてご紹介します。ま
た、2007年4月1日付認定から変更のあった事業者につ
いてもご紹介します。〔 〕内の数字は、会社コードで
す。

【WES 8701:2007に基づくCIW認定】

＜新規＞

該当事業者なし
（以下は、「WES 8701:2000に基づく認定」から移行され
た事業者）

＜種別変更：5社＞

■エース・エンジニヤリング(株)〔3〕（本社・大阪府）
認定種別　：C種　認定検査部門：UT・PT部門
付加事項　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所：東京支社

■(株)ディーアイジェクト〔183〕（本社・神奈川県）
認定種別　：C種　認定検査部門：RT・UT部門
付加事項　：建築鉄骨検査適格事業者

■アトミックス工業(株)〔145〕（本社・広島県）
認定種別　：C種　認定検査部門：RT・UT部門

■京浜検査工業(株)〔146〕（本社・神奈川県）
認定種別　：C種　認定検査部門：RT・UT部門
登録事業所：山形支店

■(有)アネスト〔212〕（本社・埼玉県）
認定種別　：D種　認定検査部門：UT部門

＜建築鉄骨検査適格事業者の追加：7社＞

■(株)アイ・エム・シー〔1〕（本社・兵庫県）
認定種別　：A種　認定検査部門： RT・UT・MT・

PT・ET・SM部門
付加事項　：建築鉄骨検査適格事業者

登録事業所：関西事業所、千葉事業所、名古屋事業
所、坂出事業所

■(株)ジャスト〔25〕（本社・神奈川県）
認定種別　：A種　認定検査部門： RT・UT・MT・

PT・ET・SM部門
付加事項　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所：名古屋営業所、大阪営業所、仙台営業

所、新潟営業所、千葉営業所、長野営
業所、岡山営業所

■北日本非破壊検査(株)〔115〕（本社・新潟県）
認定種別　：A種　認定検査部門： RT・UT・MT・

PT・ET・SM部門
付加事項　：建築鉄骨検査適格事業者

■富山検査(株)〔92〕（本社・富山県）
認定種別　：A種　認定検査部門： RT・UT・MT・

PT・ET(追加)・SM部門
付加事項　：建築鉄骨検査適格事業者

■(株)キューシーコンサルタント〔70〕（本社・神奈川県）
認定種別　：C種　認定検査部門： RT・UT部門
付加事項　：建築鉄骨検査適格事業者

■(株)エスティエス〔138〕（本社・長野県）
認定種別　：D種　認定検査部門：UT部門
付加事項　：建築鉄骨検査適格事業者

■(株)相模理工〔139〕（本社・神奈川県）
認定種別　：D種　認定検査部門：UT部門
付加事項　：建築鉄骨検査適格事業者

＜種別・検査部門等変更なし：4社＞

■(株)コーケン〔34〕（本社・大阪府）
認定種別　：C種　認定検査部門： RT・UT部門
登録事業所：神戸事業所、坂出事業所
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■ユニセック(株)〔86〕（本社・神奈川県）
認定種別　：C種　認定検査部門：RT・UT部門

■太陽検査(株)〔84〕（本社・愛知県）
認定種別　：D種　認定検査部門：UT部門

■(株)ジェイアールシー〔120〕（本社・大阪府）
認定種別　：D種　認定検査部門：UT部門

【WES 8701:2000に基づくCIW認定】

＜種別変更：5社＞

■(株)ニチゾウテック〔28〕（本社：大阪府）
認定種別　：C種　認定検査部門： RT・UT部門

■日本エックス線検査(株)〔91〕（本社：東京都）
認定種別　：D種　認定検査部門：UT部門

■茨城総合検査(株)〔65〕（本社：茨城県）
認定種別　：E種　認定検査部門：UT部門

■三協エンジニアリング(株)〔87〕（本社：大阪府）
認定種別　：E種　認定検査部門：UT部門

■(株)日鐵テクノリサーチ〔199〕（本社：神奈川県）
認定種別　：E種　認定検査部門：UT部門

＜検査部門の停止：1社＞

■(株)ジェイアールシー〔120〕（本社・大阪府）
（停止：RT部門）

＜認定の停止：3社＞

■(有)大和検査工業〔192〕（本社：福岡県）

■不二検査(株)〔200〕（本社：兵庫県）

■(株)アイティーエス〔237〕（本社：千葉県）

＜事業者名、組織体制、法人格等の変更：2社＞

■(有)ジャパンエコーサービス 【新】(株)ジャパンエコ

ーサービス〔161〕（本社：茨城県）

■日立笠戸メカニクス(株) 【新】日立交通テクノロジ

ー(株)〔210〕（本社・山口県）

これにより、10月1日現在の認定事業者数の推移は次
のとおり。
A種：14社（新基準：4社、旧基準：10社）
B種： 8社（新基準：なし、旧基準：8社）
C種：29社（新基準：7社、旧基準：22社）
D種：34社（新基準：5社、旧基準：29社）
E種：69社（－－、旧基準：69社） 合計：154社

10月3日に開催した平成19年度後期認定証授与式のもよう



私がゴルフを始めたのは、就職して間もない1972年のことであ
った。義父からゴルフセットをもらい、埃だらけにしておくのも
勿体ないと思い練習場に通い始めた。その頃の職場はゴルフが盛
んで､職場の先輩が頼みもしないのにコーチをしてくれたものであ
る。全国でゴルフ場密度が一番高い千葉県市原市に職場があった
こともあり、結構熱心に練習に励んだものである。
その後、職場が東京に変わると、ゴルフ場が遠くなり、すっか
り疎遠になった。最大の理由は夜の付合いが多くなり、金銭的に
も、物理的にも続けられなくなったことだと思う。たまに、練習
場へ行って、いきなりクラブを振り回し、ぎっくり腰になったこ
とも､更にこれに拍車を掛けたようである。ぎっくり腰について
言えば、昔から何をするにも準備運動などしたことがなかった。
ゴルフを再開したとき、ぎっくり腰が怖かったが、準備運動をし
たらなんともなかった。改めて、準備運動の大切さを痛感した次
第である。
私が再びゴルフと接し始めたのは、仕事としてのゴルフとの付
き合いである。1985年頃、会社は未曾有の造船不況に襲われた。
そこで、新規事業を始めることになり、新素材事業の立ち上げを
命じられた。当時の研究所の材料関係Ｒ＆Ｄテーマの中から、商
売になりそうなネタを探し出し事業を開始したが、その中の一つ
が、やがてゴルフクラブ用チタンヘッドに繋がっていくとは夢に
も思わなかった。
1990年、マルマンゴルフから「すっぽん」という名のチタンヘ
ッド付きドライバーが販売された。このチタンヘッドは我々が製
造したものである。時を同じく、ミズノが三菱マテリアルと組ん
で同様の製品を発売した。これらが世界初のチタンヘッド付きド
ライバーの誕生であった。発売当初の「すっぽん」の価格は20万
円、誰もが、そんなに高価なものが売れるわけがないと思ってい
たが、時はバブル絶頂期。土建屋さんのお土産などとして、メー
カーが考えていた以上に、世の中に受け入れられたようであった。
そんなことから、ゴルフ屋さんとの付き合いが始まった。
ゴルフ屋さんの多くは、ゴルフが大好きでプロになりたかった
のに、その実力ゆえにプロを断念したような連中がごろごろして
いた。もちろん、彼らの腕前は「プロ並」である。そんな連中に、
ゴルフの話をしたら結果は眼に見えている。恥をかくだけである。
そんなわけで、あまたのゴルフのお誘いはいただいたが、逃げ回
れるだけ逃げ回り、もっぱら夜のお付合いに徹するようにしてい

た。（今、思えばもったいない話である。）
しかし、そうもいかないこともあった。ある日、PRGRの新製
品ドライバー「赤チタン」の発表会があり、ヘッド製造メーカー
である我々に出席の要請があった。会場は都内のゴルフ練習場。
先方も私が下手なことは知っていたであろうが、「是非、製造メ
ーカーの代表として試打を！」とからかい半分に誘いを掛けてき
た。それならばということで、「赤チタン」を振り回したが、う
まくいくわけがない。全て大スライス。
PRGRの連中も、新製品でこんなボールしか打てないところを、
お客に見られたらたまらないと思い、あわててストップを掛けて
きた。場が白んだのは言うまでもない。ちなみにこの「赤チタン」
は大ブレークし数万個を当社で製造した。
やがて、チタンヘッドが世の中の主流になるにつけ、価格はド
ンドン下がっていった。デタント（冷戦の雪解け）をきっかけに
軍需産業中心の米国チタンメーカーも､この動きに連動し、自社
でチタンヘッドの製造に乗り出した。彼らは、ノウハウを台湾メ
ーカーに伝授し、やがて安価な台湾製チタンヘッドが主流となっ
てきた。当社での製造はコストダウンが追いつかず、やがて廃業
に追い込まれた。これは三菱マテリアルも同様であった。
ゴルフが嫌いな私が大のゴルフ好きに転身したのは岡山転勤が
きっかけであった。単身赴任故、休日にはやることがない。最初
は海釣りに興じていたが、岡山の海はなかなか釣れないのである。
瀬戸内海を見ただけでは、魚がウジャウジャいるように見えるが、
全然釣れないのである。これは私の腕だけのせいだけでは決して
ない。聞けば、一時、海底から砂を採取し、海底は相当荒れて魚
が少ないそうである。そんなことで時間を持て余しているときに、
チョンガー同士でゴルフをやるようになった。下手な私は全然上
達しないのだが、何時の間にかゴルフが好きになっていた。実に
奥の深いスポーツで非常に難しい。
これが、惹きつけて止まない理由ではなかろうか。東京に戻っ
てからも病み付きになり、機会を見つけては、ゴルフ場へ通って
いる。目下の目標は90をきることだが、なかなか達成できそうも
ない。
それにしても、ゴルフの商売をやっている時に、プロ並の連中
に手ほどきを受けていれば､もう少しましなスコアが出せるだろう
にと思うと少々残念である。
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江端　誠（株）アドマップ



☆幹事会の開催

平成19年第3回幹事会は、平成19年10月2日(火)に開
催し、会務事項の報告（入会2社、退会1社）、東京都及
び斉藤議員への要望活動、見学会の開催、研修会の開
催、JSNDI評議員選挙対策、創立25周年記念式典の開
催などについて協議しました。
第４回幹事会は、12月に開催を予定しています。

☆創立25周年記念式典の開催

創立25周年記念式典を下記の予定で開催します。
日時　平成19年11月21日(水)15:00～19:00
場所　浜松町東京會舘

東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル39F

◎式典概要
・記念式典（15：00～15：45）
来賓挨拶
感謝状贈呈（特別頒布記念事業の協賛会社）
永年会員表彰
・記念講演（16：00～16：50）
講演題目、講演者（交渉中）
・記念祝賀会（17：00～19：00）
来賓祝辞
鏡割り
乾杯
アトラクション（くじ引き抽選会）
創立25周年記念祝賀行事として、11月22日(木)に会

員及び関係者によるゴルフ懇親会を開催します。

☆鉄筋探査機の特別頒布

創立25周年記念行事として、㈱サンコウ電子研究所、
日本ヒルティ㈱、日本無線㈱及び富士物産㈱の協賛を
得て特別頒布（会員限定）を実施しました（申込締切
は7月9日）。

☆鉄骨精度測定器具類及び示温材の特別頒布

創立25周年記念行事として、㈲コーヨー及び㈱内外

コーポレーションの協賛を得て特別頒布（会員限定）
を実施しました（申込締切は9月7日）。

☆レベル3資格取得の受験対策講習会の開催

新CIW認定制度（WES 8701：2007）では、“検査技
術管理者（旧主任検査技術者）”及び“上級検査技術者
（旧主任試験技術者）”の保有が必須条件となります。
これらの資格取得への第1関門となるNDIレベル３資格
取得のための受験対策講習会を平成19年9月15日（土）
～16日（日）に第1弾として受験予定者10名の参加を得
て開催しました。なお、本受験対策講習会は継続して
開催してまいります。

☆都知事登録検査機関の申請状況

東京都知事登録検査機関の申請は、30社の定期審査
申請があり（新規審査・更新審査はなし）書類審査を
経て、不備などによる追加・修正を要望し、これらの総
合審査を10月19日(金)に実施しました。

☆見学会の開催案内

JANDT東日本支部技術委員会と当協議会との共催で
静岡県地震防災センターセンターの見学会を下記のとお
り開催します。
◎日時　平成19年11月22日（木）
◎見学先　静岡県地震防災センター（地震体験コー
ナー等）

◎集合　7：45 JR渋谷駅
◎詳細は、JANDT東日本支部に問い合わせ下さい。

☆今後の予定　

◎平成19年度第4回幹事会は、平成19年12月に開催す
る予定です。
◎契約適正化推進地区ブロック会議は、平成19年10

～11月に開催する予定です。
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8. 協議会だより

CIW検査事業者協議会
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秋のお彼岸が過ぎて、ようやく秋らしい天候になりました。それにしても、今年の夏は暑かったで
すね。年々、気温が上昇しているように感じます。自分の歳のせいだけではなく、二酸化炭素などの
温暖化ガスの影響で地球全体の温度が上昇しつづけているとのことです。実際、北極の氷が溶け出
して北極熊の生息地域が減少したり、海面水位が上昇して陸地が水没したりすることを考えると暗
然とした気持ちになってしまいます。私の子供の頃はクーラーがなくとも家の中で涼しく過ごせたこ
とを思うと、子供達に申し訳ない気持ちになってしまうのは私だけでしょうか。
さて、今年1月1日付けでCIW基準「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準」が制定されまし
た。この新しい基準に基づく最初のCIW認定審査が実施され、早速16社が認定されました。今回は、
溶接検査認定審査委員会の松山委員長に初めてのCIW認定審査の審査概要と今後の課題について執
筆していただきました。今後、新基準への移行を目指す皆さんの参考になれば幸いです。この他にも、
シーエックスアールさんの「わが社の教育訓練」、東亜非破壊検査さんの「新技術紹介」など話題満
載です。是非、お楽しみください。
なお、RUMPESは創刊以来21年が経過し、いよいよ22年目に突入です。いつまでも、皆さんのお役
に立つRUMPESでありたいと念じております。ご意見、ご批判、また、投稿などお願いいたします。

（M.E）


