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－－編集委員が語る広報誌「RUMPES」の展望

遊戯具の点検について

CIW協議会、創立25周年記念式典・祝賀会開く

編集後記



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, 2008)

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、業種毎の格差

はあるものの全体的には好況が続いた年であったと言え
るかと存じます。しかしながら後半年度には、建築基準
法の改正による建築用関連産業の減産など、先行きが
不透明な状況にもなりつつあります。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、国の科学技術政策は、基本計画に基づき着々と成
果をあげつつあります。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10年前ピークを越え、

総人口も一昨年より減少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
会が展開する主な活動について述べます。

◆溶接情報センターの拡充

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
し、成果をあげつつあります。そのハード面の支えとし
ての溶接会館設置につきましても継続的に検討したいと
考えております。この一年で協会のホームページもかな
り変わっております。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

2004年10月に日本では18年振りの開催となる国際溶
接会議（IIW）の年次大会が大阪で開催され、その際に
アジア溶接連盟（AWF）発足に向けた検討が進められ、
その後中国・韓国・インドを含むアジア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。現在はイランも加入し11カ国とな
っており、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

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短期セミナ
ーによる取得が可能な特例措置を実施してきましたが終
了いたしましたので、これに変わって特認コースを開設
致します。詳細は協会ホームページをご覧下さい。
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、昨年度から新制度へ
の移行を開始いたしました。

◆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。
代表幹事に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、1月に幹事及び監査役を選出するための選

挙が行われ、代表幹事の選出、幹事と役割分担等が5月
の定時総会に提案される運びとなりますが、当協議会の
大目標でありますCIW認定制度と第三者検査の普及活動
の推進、第三者検査の法制化に向けた陳情活動に加えて
新CIW認定制度への移行に必要な技術者資格取得のため
の受験対策講習会を充実させること等を目標としたいと
考えております。
昨年10月には、新CIW認定基準WES8701：2007「溶接
構造物非破壊検査事業者等の認定基準」に基づく認定へ
の移行が16社ありました（16社のうち、建築鉄骨検査適
格事業者の付加が認定されたのは7社）。言うまでもなく、
この新CIW認定基準への移行は平成22年3月までの3年間
と規定されていますが、協議会会員のCIW認定事業者は、
漏れなく移行して頂きたいと思います。
しかしながら、移行に当たりましては技術者資格の取

得等の幾つかのハードルがあります。協議会としまして
は、NDIレベル3資格取得の一次試験及び二次試験の受
験対策講習会を昨年度に開催し、技術者資格取得のため
の支援をしましたが、本年度も同様の受験対策講習会を
計画したいと考えております。3年間の移行期間と言い
ましてもあと2年余しか残されていません。会員各位の精
進を期待するところです。
また、昨年11月に開催しました協議会創立25周年記念
事業ならびに行事につきましては関係各位、会員の皆様
のご支援とご協力により盛会裏に挙行できましたことに
厚く感謝申し上げます。特に記念事業では会員各位の設
備機器の充実を図って頂くために超音波探触子、超音波
探傷器、鉄筋探査機、鉄骨溶接精度測定器具及び示温材
の特別頒布を行いました。この特別頒布では関係メーカ

ー各社に頒布価格等に格別のご理解とご協力を賜った結
果実現したものであることを付言させて頂きます。これ
らの特別頒布の事務費から財団法人アイメイト協会（盲
人厚生援護施設）に寄附金を贈呈することも出来ました。
改正建築基準法が施行された結果、建築確認申請の許
可が遅滞するなど現場での齟齬が発生し混乱を招き、経
済活動にも重大な影響を及ぼしていることが報じられて
います。今回の改正で我々検査業者の役割がより明確に
なることを期待しましたが、一部にその役割が入り今後
の進展に望みを託すことになります。
それにしても、スーパーゼネコンが施工する建築工事

で鉄筋の数量が設計基準を下回っているなどの不良工事
が発覚するとは考えられないと一般市民は理解しますが、
各工事の段階で確認あるいは検査が適正に確実に行われ
ていれば発見できるにもかかわらず、現実にそれが発覚
しています。建築物を発注する一般市民にとっては、建
築基準法や関連告示などで規定されているものと信じて
発注した建物の品質をどう確認したらよいのか、誰を信
頼すればよいのかと言いたくなるでしょう。検査に携わ
る者として、常に正確に信頼される検査結果を提供する
必要を痛切に感じるのは一人よがりかもしれません。
検査機関の東京都知事登録制度は6年目に入り、30社

の定期審査を行いましたが、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
定が見直され、運用を開始しました。本制度は、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CIW認定基準
WES8701：2007への移行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, 2008)

新年明けましておめでとうございます。2008年を迎え、
(社)日本溶接協会並びにCIW検査事業者協議会の皆様
におかれましては、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。
昨年12月19日に閣議決定された「平成20年度の経済

見通しと経済財政運営の基本的態度」によると、「平成
19年度の我が国経済は、企業部門の底堅さが持続し、
景気回復が続くと見込まれ」、「平成20年度においては、
世界経済の回復が続く下、19年度に引き続き企業部門
の底堅さが持続するとともに、家計部門が緩やかに改善
し、・・・物価の安定の下での民間需要中心の経済成
長になると見込まれる」とされています。一方で、平成
19年度は、「改正建築基準法施行の影響により住宅建設
が減少していること等から、回復の足取りが緩やかにな
る」と述べています。
年末恒例の「今年の漢字」は「偽」でした。建築生

産に携わる技術者の一人として、一般の市民が感じ取
ったところを重く受け止めねばならないと考えていま
す。
平成17年に発覚した構造計算書の偽装事件は、建築

生産への信頼を大きく揺るがしました。制度上は、昨年
6月の改正建築基準法の施行をもって決着をみたものの、
建築確認申請手続の厳格化と運用上の混乱から、建築
確認申請件数、新設住宅着工戸数の大幅減となり、我
が国の景気への影響が出るまでの大きな事態となりまし
た。この他にも、昨年発生した問題で記憶に残っている
だけでも、設計図書の規定よりも強度の低い鋼材がエレ
ベーターの構造材に使用されていた件、耐火構造や不燃
材に関する耐火性能試験・不燃性能試験において不正
受験が行われた件、建築ではありませんが橋梁の鋼製円
筒型枠の強度試験の結果等が改ざんされた件などがあ
り、「偽」にまつわる事件としてマスコミを賑わせると
いう残念な事態となっています。
これらの事件から、何を学ぶべきでしょうか。個々の

技術者のモラルを問うているだけでは解決に繋がらない
ことは確かです。個人の技量を高めることと、的確に建
築生産が行われていることを確認するしっかりとした仕

組を整備することの両方が求められていると思われま
す。
さて、(社)日本溶接協会並びにCIW検査事業者協議会
の関係各位が担っておられる「溶接接合」技術は、あ
らゆる製造業における基礎的かつ必要不可欠な技術で
す。私どもが携わっている建築生産の分野においても、
溶接接合は、地震国である我が国にとって、文字どお
り死活的に重要な建築構造の性能を左右する重要な技
術の１つです。この重要性とともに、溶接接合の性能
は溶接作業に携わる技術者の技量に負うところが大であ
ることにかんがみ、国土交通省では、公共建築工事標
準仕様書において、施工管理技術者と技能資格者に関
する規定を設けています。貴協会の規格WESの溶接管
理技術者認証基準に基づき認証を受けた者は、施工管
理技術者としての能力のある者に該当すると考えていま
す。
また、溶接接合の性能を確認するため、標準仕様書

には溶接部の試験に関する規定も設けています。性能確
認する能力は、溶接構造物の非破壊検査を行う検査会
社等の試験機関の品質管理システムに負うところ大であ
り、貴協会のCIW認定制度に基づく認定を受けた検査
機関の活用を考えています。
溶接接合に関して、技術者の能力と検査機関の品質

管理システムを認証または認定する仕組を構築され、社
会情勢に応じた基準の見直しを続けられている貴協会の
活動は、一般の市民から「偽」の認識を払拭するため
に重要な役割を果たすものであり、敬意を表したいと思
います。今後とも、技術者の能力向上と的確な品質管
理の実現のために、引き続き力を発揮していただくよう
期待いたします。
新しい年は、冒頭に書きましたとおり、我が国経済は

回復基調を維持すると思われます。国土交通省としま
しても、その方向性を維持し、国民に対して、「安全」
と「安心」を提供すべく努力していく所存ですので、引
き続きご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。貴
協会並びに会員各位の更なる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

仲江　肇国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築技術調整官



－4－

CIW  通信

新年あけましておめでとうございます。
さて、平成19年6月20日、「建築確認審査・検査の厳

格化」を大きな柱とする改正建築基準法が施行されま
した。この度の改正は、構造計算書偽装事件の反省か
ら再発防止等を目的に、建築確認・検査を公正かつ適
確に実施するため、確認審査、適合性判定および中間
検査・完了検査の方法が告示で規定されたわけですが、
「確認審査等の指針」の取りまとめが遅れたなかでの施
行となったことを受け、当初から申請者、審査側ともに
十分な周知が図られず、その結果、建築確認の停滞、
着工面積の大幅な減少を招いたことは社会的にも大き
な関心を集めました。
また「階数3以上の共同住宅」について全国一律で中

間検査が導入されました。国が明らかにした資料では、
現場での実地検査の方法は目視検査及び簡易な計測器
による検査であり、施工されて見えない部分については
報告と示されているのみで、具体的内容に触れていませ
ん。そこで法改正以降、日本建築行政会議構造部会長
の立場として、鉄筋の圧接継手その他の機械式継手、
溶接継手等は、外部からの目視検査だけでなく、内部
の欠陥を検出する「破壊検査」または「非破壊検査」
による受入検査の必要性を国土交通省に訴えてきまし
た。
この訴えの根拠になるのは、平成11年の建設省住宅

局長通達の「中間検査実施指針」です。この指針には、
溶接等に係る検査について、次のように記載されていま
す。

「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は、欠陥や施工についての基準が必
ずしも明確ではないが、溶接欠陥やボルトの締付け不良
等がある場合には、その欠陥等を前提に構造安全性を
検証している場合を除き、建築基準法施行令（以下
「令」という。）第67条第2項又は第73条第2項から第4項
までの規定に適合しないものと考えられる。したがって、
まず「建築工事標準仕様書JASS6鉄骨工事」（（社）日本
建築学会編）付則6鉄骨精度検査基準」、6.6締付け後の

検査、「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」（（社）日本圧
接協会編）7.2外観検査、9.7熱間押技法における検査
（(3)を除く。）等を参考にし、欠陥の有無、締付け不良
等を検査し、疑義がある場合には非破壊検査等工事監
理時に行った検査結果の報告を求め、確認する必要が
ある。」

都の試験・検査に関する要綱はすでにこの通達と内
容をすり合わせており、当面は大きく要綱を改正する必
要はないと考えます。しかし、試験・検査の公平性、
技術的信頼性の確保に関して、今回の法改正ではほと
んど手がつけられていません。したがって、全国的な制
度としてどこまで試験・検査の信頼性が確保されるのか
は定かでありませんが、2年後に施行される改正建築士
法の「工事監理業務の明確化」のなかで、従来明確で
なかった構造関係の工事監理業務について、ガイドライ
ンとして示すことなどが検討されているようです。
鉄骨造の場合、東京都では、溶接部の外観検査や超

音波探傷検査について都知事登録検査機関やCIW認定
事業者の第三者検査機関で検査を受けるべきことを示
し、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、国土交通省告示1464号第二号ロの規定の運用
として、関連する要綱について改正し、柱・梁の部材
端部の溶接接合部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
部分や45ｍ以下の建築物で板厚40mmを越える部分に
は、内質検査を行うようにしています。
前述のとおり、今後の法改正の動向如何では、受入

検査が従来以上にクローズアップされる可能性がありま
す。
言うまでもなく、鉄骨造の溶接部の適確な検査を実

施するためには、日本溶接協会並びにCIW認定事業者
の皆様のご協力が不可欠となります。
最後になりますが皆様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。
本年もよろしくお願いいたします。

4. 年頭挨拶

望月　国宏東京都都市整備局市街地建築部専門副参事



大岡　本日は皆さんお忙しい中、CIW通信「RUMPES」の
新春特別座談会にご出席頂きありがとうございます。今回
はこれまでにない試みとして「RUMPES」の今後のあり方
をテーマに掲げ、編集委員会の江端委員長をはじめ委員の
方々にお越し頂きました。私も委員の一人ですが、司会進
行を務める日本溶接協会の大岡です。本日は宜しくお願い
します。
さて、「RUMPES」は、CIW認定事業者はもとより、関係
業界に対してCIW認定制度に関する情報発信の重要なツー
ルとして認知され、お陰様で創刊22周年を迎えることがで
きました。そこで、今回は、編集委員の皆さんから、
「RUMPES」のより魅力的な誌面づくりとともに、CIW認定
制度の普及促進に一層役立てる方策について、忌憚のない
ご意見を頂けたら幸いです。それではまずはCIW検査事業
者協議会から編集委員として参加されている皆さんの自己
紹介から。
田尻　CIW協議会の田尻です。以前は溶接協会の事業部に
在籍していました。協議会の事務局長になって丸5年になり

ます。
大岡　検査会社の皆さんどうぞ。
加藤　アディックの加藤です。当社は平成6年にＥ種、8年
にD種認定を取得しました。建築鉄骨に特化し、私自身も
検査業務に携わっています。
笠岡　シーエックスアールの笠岡です。当社は創業者の中
野盛司（故人）がCIW認定制度の前身から深く関わってき
た経緯があります。それだけに編集委員の責任を重く受け
止め、編集委員会に出席しています。
辻　ダンテックの辻です。品質保証部でCIWをはじめ東京
都、ISO、KHKなど会社認定の維持に携わっています。ま
もなく発足する教育管理部では、社内教育の均一化、効率
化に関する業務を兼務します。
大岡　創刊から携わるお二人もどうぞ。
松山　松山です。CIWの前身で1963年に発足した「放射線
検査委員会（RAC）」の時代から携わっています。事業者認
定のCIWはJSNDI（日本非破壊検査協会）の個人認定が始
まる前から活動し、その後の技術者認定の下地になった意
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委員長 江端　誠氏（㈱アドマップ）
委員 松山　格氏（(社)日本溶接協会技術アドバイザー）

田尻幸男氏（CIW検査事業者協議会事務局長）
加藤和彦氏（㈱アディック代表取締役社長）
笠岡和昭氏（㈱シーエックスアール取締役千葉営業所所長）
辻　憲一氏（㈱ダンテック品質保証部部長）
大岡紀一氏（(社)日本溶接協会参与）

出席者（順不同）

司 会

特別座談会

5. 編集委員が語る広報誌「RUMPES」の展望



味で、非常に意義のある制度だと認識しています。
江端　編集委員長の江端です。最初は気軽に引き受けたの
ですが、気がついたらもう20数年が経ちました。今日は編
集委員の皆さんに「RUMPES」の進むべき方向について議
論して頂き、それらを今後の編集に生かせればと考えます。
大岡　ありがとうございます。皆さんの自己紹介をお聞き
して、「RUMPES」の草創期を知る方々から新進気鋭の検
査会社の皆さんが一堂に会し、活発な意見が出るものと大
いに期待しています。
さて本日はテーマを３つに絞りました。一つは最近の

「RUMPES」に対する要望。二つ目はCIW認定制度とからめ
て「RUMPES」をどう発展させるべきか。最後は検査業界
の将来展望と「RUMPES」の活用法です。
それでは読者にもっと関心を持ってもらうための要望に
ついて、まずは1965年、RACの認定第一号を取得（当時は
中国エックス線）しているシーエックスアールの笠岡さん
から。
笠岡　編集委員になって早１年が経ちました。最近は検査
会社による連載企画「新技術紹介」「わが社の教育訓練」や
法改正のタイムリーな情報掲載など、手前味噌ですが興味
深い内容になっていると自負していますが依然、建築鉄骨
に偏る感があります。今後は、自主保安や監視検査に軸足
を置きつつある原子力や石油・化学プラントの動向を踏ま
え、各種構造物のメンテナンスに着目した情報の掲載も検
討していきたいですね。
大岡　加藤さんはいかがですか。
加藤　最近、鉄骨の新築工事が減少する一方で、コンクリ
ートのかぶり厚の調査や鉄筋の配筋探査などのメンテナン
スの仕事が増えています。当社のように小さな検査会社だ
と、独自の情報収集には限界があるので、「RUMPES」がメ
ンテナンスに関する知識、情報発信の場になればと思いま
す。また最近の「新技術紹介」は内容的に難しいので、も
う少し（笑）考えて頂くと、もっと興味を引くのはないで
しょうか。

大岡　もっとやさしく？
加藤　はい。もう一つお願いしたいのは事故事例の掲載で
す。WESの試験を初めて受ける際、テキストに溶接構造の
船が真っ二つに割れている写真が載っていました。当時、
この写真に強い印象を受けて、試験勉強にすんなり入れた
と記憶しています。事故が起こるたびに検査の重要性を再
認識するのは我々検査会社だけでなく、溶接に携わるあら
ゆる業界に共通するものであり、関心は高いと思います。
大岡　そうですね。事故については、昔は表に出さずに処
理するケースが多かったと聞きます。しかし時代は変わり、
今では逆に同じ事故を二度と起こさないようにするため、
それを役立てる方法、リスクマネジメントや失敗工学が注
目を集めています。加藤さんのご指摘のとおり、「RUMPES」
の中でも事故事例を積極的に紹介できるよう、編集委員に
はぜひ頑張って頂きたいですね。辻さんは如何ですか。
辻　笠岡さん、加藤さんの意見には同感です。一つ付け加
えるなら、「RUMPES」は真面目というか、固いというか…。
どうしても建築鉄骨の話題が中心で、CIW認定制度の範囲
内のことをきっちり書いている印象が強いですね。たまに
は建築鉄骨以外のことも載せた方が読みやすくなるでしょ
うし、読者層を拡大する上でも得策だと思います。
大岡　非常にありがたいコメントです。編集委員会では意
図して建築鉄骨に特化してきたわけではないのですが、
CIW認定が建築鉄骨の分野で実績を挙げているため、どう
しても鉄骨の話題が多くなる傾向は否定できないと思いま
す。創刊当時から編集委員長を務める江端さんはどうです
か。
江端　もっともなご意見だと思いますが、要は物事を短期
的に捉えるか、あるいは長期的に捉えるかの違いでしょう。
大岡さんがご指摘のとおり、CIWが現実に活用されている
分野を踏まえれば、やはりどうしても建築鉄骨にある程度
重点を置かなければならない。しかしCIWの将来を考えれ
ば、決して建築鉄骨だけで活用して頂いていることに甘ん
じているわけではありません。ゆくゆくは広範な分野で
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CIWを使って頂きたい。これは皆さんも、私も、スタンス
は同じだと思います。
「RUMPES」はCIWの広報誌と認識しています。関係者に
はぜひ読んで頂きたいし、実際の業務にも役に立つもので
あってほしい。広報誌として「RUMPES」の位置づけを明
確にすれば、自ずとその内容はどうあるべきか見えてくる
はずです。「RUMPES」の位置付けについてはこれまで真面
目に議論する機会がなかったので、今日は皆さんから意見
を頂き、将来に生かせる機会になると期待しています。
大岡　松山さん、RACの発足当時は事業者認定についてど
のような青写真を描いていたのでしょうか。
松山　当時の検査会社にとってはRACの認定が一つのステ
ータスと捉えられていた部分はあると思います。ただRTに
適用した不合格フィルムの問題などが表面化した時期でも
あったため、事態の改善に向け、技術者には試験を課し、
会社は資格者の数に応じて認定しようという機運が高まり
ました。当時はRTが主体でしたが、徐々にUTが適用範囲を
広げ、建築鉄骨に関しては東京都などと連携する形でCIW
が普及、拡大することになりました。我々の感覚では、
CIWはUTだけではないとの認識があるわけですが、建築鉄
骨が認知された現在ではそう伝わっていない面もあるよう
です。
大岡　ありがとうございます。同じく歴史を知る一人とし
て、田尻さんは如何ですか。
田尻　松山さんがご指摘のとおり、CIW認定が始まった頃
は確かに検査会社の地位向上、技術力向上を重視していた
ように記憶していますが、現状では、検査業務を受注する
ための前提として捉えられています。その一例が建築鉄骨
です。したがってスタート時に意図したCIW認定と、現在
の認定事業者の捉え方は異なってきていると感じています。
大岡　田尻さんの発言について、検査会社の皆さんはどう
お感じですか。CIW認定はステータスと捉えていた時期を
過ぎ、今は実際に使えないと意味がないと考えるようにな
ったという。では、ある程度制度が普及した建築鉄骨以外

の業務はできないのか？　そんなことはありませんね、そ
れぞれポテンシャルはあると思います。ただ仮に鉄骨にの
み特化していたら、他の分野の実務経験が少なくなる点は
否めません。そこで「RUMPES」を使って、実務経験の少
ない部分を補う活用法もあると思います。また、より広範
に適用できる技術もあれば、非常に狭い範囲でのみ使用す
る技術もあります。「RUMPES」はこうした技術のバランス
も取りながら、できるだけ多くの技術者に情報を提供して
いくことも重要になるでしょう。
江端 個人的なこだわりですが、やはり「RUMPES」
は、CIWの広報誌であるべきです。営業するうえでも
「RUMPES」をうまく活用してほしい。同時にCIW認定
制度とCIW協議会の活動を紹介する。こうした使い方
を後押しするような編集内容をぜひ考えていきたいです
ね。CIW認定事業者にいろいろな知識を吸収してもらう
とともに、対外的にCIW認定事業者はこういうポテンシ
ャルがあって、こんな業務を展開しているなど、具体的
な事例を発信し、結果的に営業の席で「RUMPES」を
手に取りながら「CIWってこんなにすばらしい」といっ
たやりとりが具現化できたらいいですね。

大岡　ありがとうございます。それでは二つ目のテーマに
移ります。さきほど発言のあったCIW認定制度の変遷を振
り返りながら、今後、どう発展させたらいいか？　辻さん、
如何ですか。
辻　昨年はWES8701：2007「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。旧基準と比べて新基準
のメリット、まだ認定を取得していない会社にとって認定
取得の利点などを「RUMPES」でPRする必要があると思い
ます。
大岡　新基準を制定したのだから、それにともなうメリッ
トが当然あるはずだと。そのメリットについて、積極的に
広報しながら関係者に理解してもらう取り組みが大事だと
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いう指摘ですが、新基準に対するCIW認定事業者の雰囲気
は田尻さん、どうですか。
田尻　従来と明らかに変わったのは、付加事項として「建
築鉄骨検査適格事業者」を設けた点です。平成19年度後期
の認定では16社が新基準に移行し、そのうち9社が付加事項
を追加しました。とくに建築鉄骨検査適格事業者を追加し
た9社は、主に建築鉄骨に携わる会社が多く、今後の営業を
踏まえた場合、適格事業者の必要性を感じ取得したようで
す。今回見送った会社からは「早く取ればよかった」との
話も聞いており、鉄骨を中心とする会社にとっては必要性
を認識しているようです。
一方、適格事業者を追加するには、鉄骨に関する資格の
取得が要求されます。このことは発注者側にとって、適格
事業者を利用するメリットになるはずですが、CIW協議会
ではこれまであまり大きな声でPRしてこなかったものです
から、今後、積極的な広報が必要だと考えています。
大岡　建築鉄骨は付加事項を新たに設けたわけですが、他
の分野、例えば圧力容器や原子力プラントなどの検討は進
んでいるのですか。これは今後、CIW協議会が活動を広げ
ていく上でも重要だと思いますが。
田尻　建築鉄骨の付加事項について議論しているとき、議
題には上らなかったのですが、例えばプラント用の専門の
条件を付加したらどうか？　そういう話も出てくるかもし
れないし、もし要望があったら同じように付加事項を設け
るのかと個人的には思案していましたが。ただ、現実のも
のにするとなると大変ですよね。
大岡　そうですね。
田尻　では、建築鉄骨の付加事項追加が特別に難しいのか
というと、確かに経験、資格は要求されますが、検査会社
にとってはそれほどハードルは高くない。新制度では専門
分野のみを認定するだけでいいという意見もありましたか
ら。
大岡　辻さんどうぞ。
辻　付加事項について議論する前に、新基準は品質システ

ムや内部監査を要求するなど、共通的な部分の方も良くな
っていると思います。
江端　そのとおりです。
田尻　ISO9000の品質システムを取り入れて、従来から事業
者認定とは言いながら、実際は技術者認定だったものが、
今回は確実に事業者認定になっていますから、確かに大き
な違いだと思います。
松山　WES8701の歴史を振り返ると、かつては種別がA～D
でした。全体を把握する技術者が必要だと言うことで主任
検査技術者を途中から設けました。また藤田譲前会長は
「数は力」と唱え、新たにE種を設け、建築関係を中心に認
定事業者は急激に拡大しました。ただE種は当初「仮免」
的な位置付けで、いずれはステップアップを意図していた
わけですが、実現されないまま時間が経ち、昨年の新基準
制定に至りました。そういう意味で、新基準は品質システ
ムを盛り込んで大幅な手入れを行ったのですから、CIWが
従来の殻を破り、さらなるアピールをするチャンスが到来
したと言えるでしょう。
大岡　笠岡さんはどうですか。
笠岡　昨年も事故、トラブルが相次ぎましたが、新しい認
定制度の普及とともに第三者検査が認知される方向へ進め
ばという期待感はあります。例えば石油関係の検査に当た
り要求されるのはJSNDIの資格のみで、原子力や化学など
も事業者認定の要求はありません。いずれ第三者検査が普
及し、国が認定した事業者でないと検査できないという世
の中になってほしいと願うばかりです。
大岡　私も笠岡さんの発言の意図するところはよく分かり
ます。以前、「RUMPES」の座談会で取り上げましたが、原
子力では現在、パフォーマンス・デモンストレーション
（PD）が導入されています。その座談会には、JSNDIの6部
門を取得する方々にお越し頂いたのですが、意見交換をし
て分かったことは、実際の現場では、原子力に限らずPDに
近いことは行われているのです。それがきちんとした制度
になるかどうかが重要なのです。原子力は、国のバックア
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ップもあってPD認証制度を立ち上げ、JSNDI、電力中央研
究所などが参画しています。CIWも新制度では、建築鉄骨
を付加事項とし、より専門性を増したわけですが、より活
動の幅を広げるためには、PD認証制度のように国の省令、
基準などに記載されるところまで持っていかなければなり
ません。新制度ができたのですから、今度は宣伝する矛先
をどこへ持っていくかをしっかり見定めたうえで、
「RUMPES」を宣伝の手段として大いに活用してもらえば、
より効果が上がると考えます。
「RUMPES」の活用によって期待できる効果については如
何ですか、加藤さん。
加藤　CIW認定制度は、建築鉄骨に関しては浸透している
と思います。今回新制度になって、特に建築鉄骨検査適格
事業者は、鉄骨製品検査技術者と鉄骨超音波検査技術者の
両資格が義務付けられた分、個人に対する要求が旧基準よ
り増しました。これまで顧客が認識していたCIW認定より
も、適格事業者は個人の資格のハードルが上がっているこ
とを、ぜひ「RUMPES」でPRして頂きたいですね。営業的
に単価を維持するためにも期待しています。
大岡　委員長はどうですか。
江端　いまの加藤さんの発言に尽きますね。中立機関が発
行しているのですから、営業ツールとしてどんどん活用し
てもらえるよう、会員の意見を吸い上げて反映する形にな
ればすばらしいと思います。
笠岡　PRの効果を上げる意味では、読者を十分に把握した
うえで配布先を検討することも重要ではないでしょうか。
江端　ご承知のように、国土交通省や東京都など、関係す
る役所には配布していますので、規制側にも目を通して頂
いていると認識しています。
田尻　確かに各方面に配っているようですが、建築系には
比較的認知されていても、建築以外の配布先は定かではあ
りません。
江端　そういうことなら、ぜひそういう観点で配布先を見
直すべきだと思いますね。残念なのは、CIWの講習会のと

き、受講者に「RUMPES」を読んでいますか？　と尋ねる
とほとんど読んでいなくて悲しくなったこともあります。事
務局の説明によれば、認定事業者に対しては本社だけでな
くすべての出先機関に配布しているのですから、編集委員
会としても反省すべきところは多いですね。
大岡　現状の「RUMPES」の配布先が果たしてPRをする上
で効果的なのかについては、公開しているホームページな
ども活用しながら、一度確認する必要があるでしょうね。
10年、20年と同じ手法で発行してきた点については、編集
長には申し訳ないですけど（笑）、我々編集委員も反省しつ
つ、いい意味での方向転換が求められています。
江端　私も同感です。もう20年以上、担当しているわけで
すから、そろそろ新しい観点で編集していくことも必要か
なと。
大岡　まあ、それはそれとして（笑）。私は、編集委員会に
は、何か新しいことを提案したいという気持ちで皆さんが
出席されていると理解しています。今の話は、従来にない
方向転換ですから、組織のあり方は別にして、これだけ配
布しているという納得だけではいけませんね。溶接協会の
立場としても配布先のフォローアップは大事なことです。
それを実現するだけでも、今日の座談会を開いた意義はあ
ると思います。今日頂いた一連の提案は貴重な意見として、
ぜひ今後の「RUMPES」に生かして頂きたいですね。
田尻　配布先へのフォローに関しては、協会内部を一度検
証して頂きたい。溶接協会の会員には重構造物を手がける
会社が多くあります。各社では必ず溶接を施工するのです
から、当然検査を適用する場面もあるわけですが、これら
会員各社が果たしてCIW認定事業者を要求しているかと考
えると若干疑問が残ります。理事会社なら当然理解してい
ることとは思いますが、現実はあまり理解されていないの
ではないでしょうか。そこでいわば身内に対してもっとCIW
認定をPRする機会があってもいいのでは、というのが率直
な意見です。
大岡　認知度や実効性を突き詰めていくと、やはり最後は
省令、基準などにCIW認定が書かれているのかということ
が大事になります。例えば告示の解釈や通達に載るだけで
も、制度の広がりという意味でその効果は全然違います。
したがって、規制側に対する働き掛けは最も重要ですね。
協議会の活動にも期待しますが、これは事業者を認定する
溶接協会の課題ですよ。
江端　確かに「RUMPES」の大きな課題ですね。
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大岡　それでは３番目のテーマに移りつつ、まとめに入り
たいと思います。本日ご出席の検査会社の皆さんは、自社
の方向性や将来像を描くうえで、「RUMPES」に何か期待す
ること、具体的にこう活用したいという思いはありますか。
加藤さん、如何ですか。
加藤　検査業界に身を置く人間として、どういう形であれ
検査の重要性をアピールしたいと考えているわけですが、
最近の不祥事、不正が後を絶たない状況は、ある意味我々
にとっては、検査会社の担う役割、立場を社会的に認めて
もらういいチャンスだと思っています。今までのお話の中
では、インターネットの活用が、ＣＩＷ認定制度を広める
上で一つの有効なツールになるのではないかと改めて感じ
ました。
実際にあった話ですが、先日、当社に「ボイラの保守メ
ンテナンスをお願いしたい」という電話がありました。建
築が中心の当社になぜボイラの依頼が来るの？　というこ
とで、どういう手段で当社を知ったのか尋ねると、先方は
「ホームページを見た」というのです。建築鉄骨がメーンで
す、と書いてあるにもかかわらず、当社に依頼が来た。で
はなぜCIW認定会社として依頼が来なかったのかと考える
と、ここら辺りに、今日も話題になった課題の核心がある
のではないかと思います。やはり、検査と言えばまずCIW
を連想し、その次に検査会社に連絡が入るのがCIW認定制
度の健全な姿ではないでしょうか。その過程で「RUMPES」
の果たす役割は必ずあると思います。
大岡　なるほど。
加藤　個人的には一度、建築中心の会社から脱却したいと
いう考えもありまして。
大岡　他の分野もやりたい？
加藤　はい、そう希望しています。その前提として「RUM
PES」で勉強したいという思いもありますし、何より検査業
界の地位をもっと上げてもらわなければなりません。現状
では非常に仕事がやりづらいといいますか…。いまだに不
合格を合格にしてくれといった申し出があるんですよ。そ
ういうときに「RUMPES」を見せたら相手が黙るような、そ
こまでCIW認定制度ならびに「RUMPES」が認知されたら非
常にありがたいですね。CIWの検査は厳格で崇高なものと
いう雰囲気をつくらないと、検査会社としては健全な経営
は困難でしょうし、不正もなくならないと考えるからです。
大岡　加藤さんが今日の座談会を通じて、今後「RUMPES」

でやりたいこと、知りたいことは十二分に伝わりました。
次は笠岡さん。
笠岡　検査業界だけでなく、顧客を含め、団塊の世代の後
の断層をどう埋めていくかという課題に頭を悩ませている
のが、日本の現状だと思います。そういう意味で、CIW認
定が、建築鉄骨以外にもいろいろな業種へ認知され、普及
していくことに係わっていきたいですね。当社の
「RUMPES」に対する取り組みについては、監視検査の一環
として、スクリーニング検査に適用する「スルーVU」や
「ガイド波ＭＳＳ」などの自社装置の適用拡大を図り、ある
程度成果を得た段階で「RUMPES」に載せて皆さんにアピ
ールしたいと考えています。
大岡　自社の技術を新たな分野に適用し、少しでもユーザ
ーの役に立ちたいという願いは、各社それぞれにあると思
いますね。「RUMPES」は広報誌ですから、検査会社による
新技術の開発、適用拡大といった情報は今後も積極的に掲
載していくことが一つの選択肢だと思いますし、詳しいお
話はまた編集委員会の中で大いに議論していきたいと思い
ます。次は辻さん。
辻　当社は今後、土木や石油関連設備の維持管理など、メ
ンテナンス関係の業務のウエートが大きくなっていくだろ
うと見ています。従来にない分野が拡大する中で、CIW認
定事業者としては、第三者検査の重要性を引き続き訴えて
いく必要があります。メンテナンス関係でも、最近の新聞
を見ますといろんな問題が指摘されているように、やはり
第三者的な検査が入った方が良い場合があります。この第
三者検査に関して、先ほどご指摘があったように、国の指
定を受けるとか、通達に掲載されることを願って止みませ
んし、それに向けた活動に積極的に参画していきます。特
にメンテナンスについては、当事者が検査している限り、
常に厳しい目で臨むことは困難です。ところが、そこに第
三者検査が入ることで、適正な検査が行われる。これは、
時代が変わっても普遍なのだろうと思います。したがって、
あらゆる「メンテナンスの現場にも第三者検査としてCIW
認定事業者が必要です」といったキャンペーンを、協会、
協議会が「RUMPES」を活用しながら展開する。将来、
CIW認定事業者が関わるメリットが認められ、全体として
CIW認定事業者の担う業務が拡大する。その一端を
「RUMPES」が担うような活用が理想ですね。
大岡　検査会社の皆さん、ありがとうございました。それ
では田尻さんには協議会についてお願いします。
田尻　検査会社の将来はこうあってほしいという姿がある
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第三者検査普及に活用を
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とすれば、今辻さんが発言されたように、CIW認定を受け
ている会社は、特に第三者検査を専門にできる会社である
ことを大いに宣伝できる、あるいは方向性として打ち出し
てほしい。それから、建築関係では現在、第三者検査が比
較的浸透していますが、他の分野では、実際のところ活用
されていないですよね。製造者責任的な考えが圧倒的に強
いですから。しかし、今これだけあらゆるものの品質が重
要視されるところを見ると、第三者検査という形はいろん
な業界に広げた方がいいのではないかと実感しています。
その実現に向けた努力がこれからさらに重要になるという
ことでご勘弁ください。
大岡　その通りだと思います。松山さんはCIW認定、
「RUMPES」に何を期待しますか。
松山　昨年のエキスポランドの事故を受け、遊戯施設につ
いては検査に関する明確な要求がなかったことが明らかに
なり、国土交通省は早速検査内容の充実を図りました。私
は検査が十分に適用されていない構造物、設備機器は遊戯

施設に限らず、他にも沢山あるのだろうと思います。CIW
認定には長い歴史があり、認定事業者は長年培った技術を
有していることをあらためて認識し、あらゆる非破壊検査
に関する要領書にCIW認定と記載されるよう、「RUMPES」
はアピールの手段として活用して頂きたい。
大岡　最後に江端さんはどうですか。
江端　世の中は刻々と変化しています。例えば昨年の中越
沖地震の後、柏崎刈羽発電所から昔では考えられないよう
な内部の映像が続々と公開されました。最近では詳細まで
開示しないと社会が許さなくなっています。こうしたなか、
検査業界も、設計、溶接などの部門と一丸となって、より
自己主張できるような環境づくりに向け、守りではなく攻
めの姿勢で臨むべきだと思いますし、「RUMPES」がそのお
手伝いをさせて頂けるのであれば、非常にやりがいのある
仕事だと思います。
大岡　本日は長時間にわたり貴重なご意見を頂き誠にあり
がとうございました。

平成20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

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.22

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

東京／大阪：4月26日(土) ～ 27日(日)

◎ CIW検査技術管理者及び上級検査技術者試験　　

1次試験　東京／大阪：5月25日(日)

2次試験　東　京：7月 5 日(土)

大　阪：7月 6 日(日)

◎ CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の資格更新審査

東京／大阪： 5月10日(土) ～ 11日(日)

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）の開催予定を

掲載します。現段階ではあくまで予定のため、会場・日程に変更や追

加のある可能性があります。正式なスケジュールは、当協会HPをご覧

頂くか、直接お電話でお問い合わせ下さい。(社)日本溶接協会

（TEL.03-3257-1525）

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、(社)日本溶接協会FAX（03-

3255-5196）までご連絡願います。案内・申込書の用意が出来次

第、随時送付いたします。なお、前期の評価試験（平成19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（開催日は予定）

札　幌：3月25日(火) ～ 3月28日(金)

東　京：4月 2 日(水) ～ 4月 5 日(土)

4月18日(金) ～ 4月21日(月)

名古屋：4月17日(木) ～ 4月20日(日)

大　阪：4月 8 日(火) ～ 4月11日(金)

4月20日(日) ～ 4月23日(水)

広　島：4月 1 日(火) ～ 4月 4 日(金)

沖　縄：4月22日(火) ～ 4月25日(金)

○ 2級対象研修会（開催日は予定）

札　幌：3月25日(火) ～ 3月27日(木)

郡　山：4月 7 日(月) ～ 4月9日(水)

東　京：4月 2 日(水) ～ 4月4 日(金)

4月18日(金) ～ 4月20日(日)

名古屋：4月17日(木) ～ 4月19日(土)

大　阪：4月 8 日(火) ～ 4月10日(木)

4月20日(日) ～ 4月22日(火)

広　島：4月 1 日(火) ～ 4月 3 日(木)

沖　縄：4月22日(火) ～ 4月24日(木)

○ 特別級応用編研修会（開催日は予定）

大　阪：4月24日(木) ～ 4月27日(日)

◎ 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／沖縄

平成20年度前期 試験･研修会のお知らせ



１．はじめに

ゴールデンウィークも終盤に差し掛かった2007年5月5
日、大阪府吹田市の遊園地「エキスポランド」で、ジ
ェットコースター「風神雷神2」が脱線し、19歳の女性
が死亡、乗客21名が重軽傷を負う事故が発生した。脱
線の原因は、ジェットコースターの車軸の疲労破断であ
り、安全神話の崩壊、点検・安全管理の不備がクロー
ズアップされ、メディア等でも大きく取り上げられた。
その後の調査で、他の遊園地やテーマパークにおいても
未報告の負傷事故例が確認され、JISで定められた1年に
1回以上の車軸の探傷試験を行っていないコースター型
遊具が4割にのぼることがわかった。遊戯施設の管理者
に対し、安全管理対策を徹底するよう求められている。
ジェットコースター類の絶叫型アトラクション以外で

の事故も多数報告されている。学童用遊具による事故
の状況を調べると、登はん系遊具などの高所から地面へ
の転落が圧倒的に多い。これらは、不注意や無理な利
用に係わる問題であるが、それ以外に、遊具の不具合
により、転落、指の切断等の痛ましい事故が相次いで
発生している。
しかし遊具による挑戦や冒険などの意欲的な遊びは、

危険を予知し、避けることを学習する良い機会となる。
危険性のある遊具を撤去するのではなく、事故を発生さ
せるおそれのあるハザードを大人の手で取り除くことが
大切であろう。

２．遊戯施設の検査

写真は「風神雷神2」の車軸の疲労破断部である。コ
ースターの重量や軌条走行時の激しい振動による長年の
負荷、更にナットの緩みによるガタつきが車軸に負荷を
かけたと推測される。国土交通省は自治体を通じて、
コースターに関する緊急点検の実施を指示した。点検内
容は、車輪、車輪軸、軸受、台車及びそれらの取付部
および軌条について、錆び、腐食、摩耗、き裂、欠損、
破損等の有無を確認するものであった。
JIS A 1701 遊戯施設の検査標準では、「車輪軸は、一

年に一回以上の探傷試験を行うこと」とあり、実際の
緊急点検においても、車輪軸類の検査がメインであった。
主な遊園地では定期的に遊戯施設の点検が行なわれて
おり、専門の担当者や非破壊検査会社の検査員が車輪
軸や分解した部品に対してUT、MTを実施し、き裂等
の損傷有無を確認している。次頁の写真のように、断
面変化のある車輪軸をUT探傷する場合は、断面変化部
からの反射エコーや遅れエコーが底面エコーの手前に現
れるため、図面や分解した部品からその形状を把握して
おく必要がある。車輪軸端面に穴が開いている場合には
平滑部が少ないため、探触子の接触面積が小さくなり、
探傷が困難であった。コースターに取付けられた状態で
の探傷は、色々な制限があるため、可能であれば、部品
を分解してから探傷を行った方が探傷精度は高くなる。
車輪軸類の損傷は、コースター運行前のたたき点検

や増締め時の点検では発見が困難であり、JIS検査基準
に則った一年に一回以上の探傷試験が重要である。
遊戯施設には探傷試験に関する専門性を有する職員

を配置していないところも多い。国土交通省は、2008年
4月1日より、建築基準法施行規則の一部を改正し、エ

－12－

CIW  通信

6. 遊戯具の点検について

㈱日鐵テクノリサーチ

破断した車軸（５月５日事故発生のジェットコースター
：大阪府警公開）



レベーターの主索、遊戯施設の車輪軸等の定期調査・
検査の結果報告を義務づける方針である。コースター類
以外の遊戯施設でも同様の動きであり、今後は法規制
に沿った点検、報告書の作成が必要となると思われる。

３．学童用遊具の検査

近年、公園や学校の遊具での事故が相次いでいる。
同じ日に同じ公園の同じ回転遊具で、二児が相次いで
指を切断した事故は記憶に新しいところである。これら
の事故は、不十分な点検や、不適切な維持管理が原因
になっている事例が多い。遊具を管理している市町村が、
点検の予算や人員を工面することができず、遊具が撤去
されたままのところも多い。
子供の遊びには多少なりとも危険が伴うものであり、

この危険への挑戦が楽しさにつながり、危険を予知・回
避する能力を身につける訓練となる。管理者の都合で、
危険性のある遊具を撤去することは、必ずしも子供のた
めになるわけではない。適切な点検や管理によって、事
故を未然に防ぐことが重要である。
国土交通省は、「都市公園における遊具の安全確保に

関する指針」を2008年春に改定する方針であり、具体
的な点検内容の指示、点検結果の記録・管理の徹底が
図られる見通しである。公園施設を製造・販売する企
業でつくる社団法人日本公園施設業協会も、国土交通
省の指針に沿った「遊具の安全に関する規準(案)JPFA-
S:2002」を作成している。同協会では年に数回「遊具の

日常点検講習会」を開催しており、講義と遊具点検の
実習が行われている。なお、この講習会は都道府県・
市町村の職員、公園緑地等の関係団体および福祉・教
育団体の職員等、遊具日常点検の担当者向けである。
また、公園施設製品安全管理士と公園施設製品整備

技士の認定制度を設けており、公園施設製品安全管理
士の監修のもと、公園施設製品整備技士によって、実
際の点検業務が行われる。当協会の規準に基づき、目
視または、用具・測定機器を使用して、遊具の動作状
態、損耗状況、変形・破損状態等の異常の有無を点検
する。外観からの点検だけでは判断できない箇所が発見
された場合は、必要に応じて分解点検または肉厚測定
などの非破壊試験が行われる。

４．まとめ

遊戯具は、我々の子供達に楽しさとスリルを与えてく
れるものであり、誰もが安全で快適に利用できるもので
なければならない。管理上の問題で、施設の供用が中止
されたり、撤去されることは、非常に残念なことである。
遊戯具の点検や安全管理の不備による事故が多発して
いるため、基準が見直される流れになり、2008年春から
は新たな基準の下で点検業務が行われていくこととな
る。遊戯具管理者はもちろんであるが、検査業務を請
負う側も新しい基準を理解し、不備の無い検査を行っ
ていかなくてはならない。探傷結果の報告も義務化され
るため、記録取りも重要となってくる。顧客の先に利用
者がいることを念頭におき、利用者の命を預かっている
こと意識して業務に取り組むべきである。
一連の事故で、国民は遊戯具の安全管理に対して疑

いの目を持っており、非破壊検査技術が遊戯具に対す
る信頼回復に貢献できればと考える。
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コースター車輪軸（受）の検査

遊具の超音波肉厚測定（写真提供：（社）日本公園施設業協会）

溶接部のMT車輪軸のUT、MT

分解部品のUT、MT
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CIW検査事業者協議会（逸見俊一代表幹事）は昨年11月
21日、都内の浜松町東京會舘で創立25周年記念式典および
祝賀会を開催した。式典には日溶協、東京都、会員会社か
ら約100人が参集するなか、逸見代表幹事は無事に25周年を
迎えられたこと謝意を示したうえで「今後も第三者検査の普
及促進に全力を尽くす」と所信を表明。夕刻からの祝賀会
では各界からの来賓も加わり出席者は約120人を数え、四半
世紀の節目を飾るに相応しい盛大な宴となった。

◆盲導犬団体に100万円寄付

記念式典の冒頭、CIW協議会を代表して開会のあいさつ
に立った飯田武司副代表幹事はまず、前身の「溶接検査事
業者懇談会」の設立当初、34社でスタートし現在、134社に
まで拡大した状況に触れ「より社会責任が増しつつある」と
気を引き締めたうえで「20周年に続き25周年式典を開催で
きるのは、ひとえに日本溶接協会をはじめ関係各位の深いご
理解とあたたかいご支援の賜物であり、協議会の会員会社
の春夏秋冬にわたる協力があればこそとしみじみ感じてい
る」と謝意を述べた。
続いて来賓あいさつに立った日溶協の宮田隆司会長は

1982（昭和57）年の創立以来、非破壊検査事業者の技術と
信頼性の向上とともに日溶協が事業展開するＣＩＷ認定制
度の普及に努めてきた協議会に対し「検査事業者の社会的
地位の向上に多大な貢献をされたことにあらためて敬意を表
する」。また宮田会長は、日ごろのCIW認定制度に関する事
業推進への協力に触れ、2007年１月、CIW認定の基準とな
るWES8701を改正し「溶接構造物非破壊検査事業者等の認
定基準」を制定できたことに謝意を表明。10月１日付で認
定事業者は154社を数え、新基準に16社が移行したことにつ
いては「新基準では透明性や公平性確保の観点から検査事
業者に対する要求事項を明確に規定した。この制度の普及
を通じ当協会としても検査事業者の品質保証管理体制の整
備や充実に貢献していくので順次、新基準への移行のため
の準備をお願いしたい」と協力を要請した。
来賓として招かれた、東京都都市整備局市街地建築部の

小野幹雄建築企画課長は、02年に立ち上げた都検査機関登
録制度（昨年9月1日現在、30社を登録）に対する協議会の

貢献を讃えるとともに「都では1986年から『建築物の工事に
おける試験及び検査に関する東京都取扱要綱』を制定して
いるが、その4年前から活動していることに頭の下がる思い」
と語った。
この後、式典では特別頒布事業協賛会社に対し、感謝状

が贈呈された。検査機材の特別頒布（会員限定、特別価格）
は創立25周年に当たって企画したもの。超音波探触子（2社）、
超音波探傷器（3社）、鉄筋探査機（4社）、鉄骨精度測定器
具類及び示温材（2社）の協賛を得て実施し、式典では協賛
した各社に逸見代表幹事から感謝状が贈られた。
さらに元代表幹事の故中野盛司氏（シーエックスアール

7. CIW協議会、創立25周年記念式典・祝賀会開く

逸見俊一代表幹事

記念式典のもよう

創立25周年を祝して鏡開き

宮田隆司日溶協会長



創業者、05年12月７日永眠）に特別感謝状が贈呈された。
逸見代表幹事は贈呈に当たり「中野盛司さんは団体として
の生き方、動き方を示すとともにその礎を築いた最大の功労
者」と賛辞を述べ、あらためて故人の功績を讃えた。
続く寄付金贈呈では、日本で最初の盲導犬を誕生させた

歴史をもち、最も多くの優れた盲導犬を世に送り出している
「財団法人アイメイト協会」に100万円を寄付した。逸見代
表幹事は、検査機材の特別頒布を有意義な記念事業にする
ため、頒布にともなう事務局手数料を社会貢献に活用した
いと考え、検討した結果、盲導犬育成事業に寄付すること
に決めた経緯を説明したうえで、「我々は、検査を通じて社
会に貢献しているわけだが、もっと目に見える貢献ができな
いかという思いが今回の寄付の原点となった。幸い我々の主
旨にメーカー各社の賛同を得ることができこうして実現でき
たことに心から感謝している。我々協議会とメーカー各社の
気持ちを生かしてほしい」と語り、アイメイト協会の塩屋隆
男理事長に寄付金を贈った。
この後、永年会員39社が表彰され、記念式典は閉会した。

◆法制化念頭に第三者検査のPR推進

夕刻からの記念祝賀会の冒頭、逸見代表幹事は、中越沖地
震の被害を受けた東京電力・柏崎刈羽原子力発電所を例に
挙げ「興味深かったのは、電力会社が原発に異常がないと
言っても住民は理解を示さなかったのに、IAEA（国際原子
力機関）が調査して異常がないと報告すると住民は安心し
たこと。IAEAの調査こそ、正に我々が普及促進を目指す第
三者検査であり、今後も法制化を念頭に第三者検査のPRを
推進していきたい」と抱負を語った。
続いて斉藤鉄夫衆議院議員、山本かなえ参議院議員、春

原匡利東京建築検査機構構造技術部長、馬場信産報出版社
長が相次いで祝辞を述べた。
この後、鏡開きに続いて長谷川博日溶協専務理事の音頭

で乾杯した。アトラクションのくじ引き抽選会では、司会者
が、1960-1970年代に放送され人気を博したテレビ番組「が
っちり買いましょう」をもじって、くじ引きの度に「がっち
り当てましょう！」と独特の口上で会場を沸かせ、記念祝
賀会に華を添えた。井川敏之副代表幹事による中締めまで、
会場内には歓談の輪が数多く広がった。 （文責・産報出版）
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☆幹事会の開催

平成19年第4回幹事会は、平成20年2月に開催を予定して

います。

☆平成20・21年度役員選挙の実施

平成20・21年度幹事、監査役選出のための選挙管理委員

会を構成し、下記の予定で役員選挙を行います。

◎投票用紙の配布

平成20年1月16日(水)

◎投票の締切

平成20年2月5日(火) 17時

◎開票

平成20年2月6日(水) 13時から

◎開票結果の公示

平成20年2月7日(木)

☆指定確認検査機関向け外観検査研修会の開催

首都圏の指定確認検査機関（22機関）の確認検査担当者

を対象にした建築鉄骨溶接部及び鉄筋ガス圧接部の外観検

査に関する研修会を開催しました。

◎日　　程　　平成20年1月18日(金)

◎内　　容　　・東京都検査機関登録制度について

・CIW認定制度について

・建築鉄骨溶接部の検査について

・外観検査の測定実習

☆レベル3資格取得の受験対策講習会開催

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

策講習会を開催しましたが（秋期試験の一次、二次受験者

を対象）、本年も開催計画を検討中です。具体的な開催計画

は追って会員に案内します。

☆今後の予定　

◎平成20年度定時総会は、平成20年5月に開催する予定です。

◎契約適正化推進実行委員会は、平成20年2月に開催する予

定です。

協 議 会 だ よ り
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新年あけましておめでとうございます。
昨年はCIWにとって新しいWES規格でリメイクした認定が発足し、まずまずのスタートが

切れた年でした。エキスポランドのジェットコースターの事故に端を発した遊戯施設のメンテ
ナンスの実態は世間の注目を浴び、我々の業界にとって追い風になれば良いと思います。しか
し、米国のサブプライムローンの問題や原油の高騰の影響に起因する株価の下落、生活必需
品の軒並みの値上げなど、心配の種もいろいろあります。
今号では例年通りの新年挨拶に続き、RUMPESの編集委員による特別座談会ではRUMPES

の在り方、内容の見直し、効果的活用方法など、広報誌RUMPESの展望について忌憚のない
意見を述べあっているので、読者諸兄のご意見を是非聞かせて頂きたいと思います。また、前
述の事故に関連した報告もタイムリーな記事でした。
編集委員一同、新たな気持ちでニーズにあった「RUMPES」にするべく頑張りますので、

今後とも皆様のご協力をお願い致します。
（I.M）


