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食い違い・ずれの検査に関する現状調査アンケートについて

設計者にとって検査とは…

【解説】CIW上級検査技術者試験問題―ひずみ測定(SM)部門

新技術紹介

わが社の教育訓練

平成20年4月1日付認定事業者について

随想―ヨーロッパのクリスマスマーケットを巡る

協議会だより



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, 2008)

CIW検査事業者協議会は2月上旬までに平成19年度
「食い違い・ずれの検査に関する現状調査アンケート」
集計結果をまとめた。「突合せ継手の食い違い仕口のず
れの検査・補強マニュアル」の適用率は減少する一方、
マニュアルに則った場合の対価への反映には改善傾向が
みられた。しかし、マニュアルによる検査実績の地域格
差、食い違い・ずれ検査のPR不足は依然顕著で、同ア
ンケートに対する協議会内の認知度の低さがあらためて
浮き彫りとなった。

食い違い・ずれの検査に関するアンケートは19年度で
4回目を数える。会員会社のすべての事業所あてに全
314通を発送したところ、回答は61通、回答率は19.4％
で前年度に比べ5.7ポイント減少した。
今回は北海道東北、関東信越、東海北陸、近畿、中

国四国、九州沖縄のブロック単位で所定のアンケート項
目ごとに合計回答数と比率をまとめるとともに、前年度
との比較を行い、集計結果は2月7日、CIW協議会事務
局で開催した全国契約適正化推進会議実行委員会の席
上、報告した。
主なアンケート項目と回答数は別表のとおり。
まず「Ⅰ．東京都内に建設する物件」に関する項目

のうち、「マニュアルによる検査の実績について」では、
「すべてマニュアルの測定方法で検査している」との回
答は38.6％と昨年度から4.1ポイント減少。17年度
（57.6％）からは19ポイント減ったことになる。
なかでも北海道東北は前回、「すべてマニュアル」が

71.4％を占めたものの、今回は20.0％に減少。関東はす
べてマニュアルが66.7％と1.1ポイント増加し、今回も高
いマニュアルによる検査実績を示したが、北陸東海以西
では「（マニュアルによる検査の）実績なし」との回答
が軒並み５割を超えた。
「Ⅱ．東京都以外に建設する物件」の場合のマニュア
ルによる検査実績をみると、すべてと回答したのは
42.6％と昨年から1.4ポイント減少した一方、「一部はマ
ニュアルの測定方法で検査している」（41.0％、対前年
度比3.7ポイント増）、「設計図書又は監理者・施工者の

指示によりマニュアルの測定方法で検査している」
（42.9％、同4.9ポイント増）などの項目では増加傾向が
見られ、マニュアルに基づく検査が徐々に認められつつ
ある一端が垣間見えた。
「Ⅲ．マニュアルの測定方法以外で検査する場合」に
ついて、「検査結果の報告」に関する項目では「一般の
外観検査とは別の用紙で報告」（46.2％、同11.5ポイン
ト増）、「一般の外観検査の一項目として報告」（50.0％、
同10ポイント増）するケースがそれぞれ伸びを示した。
同じくマニュアルの測定方法以外で検査する場合の検査
料金の状況をみると、「もらえる場合が多い」との回答
は31.4％（同20.7ポイント増）、「もらえない場合が多い」
が58.8％（同1.2ポイント減）ともらえるケースが増えて
いる実態が明らかになった。
また「Ⅳ．マニュアルの測定方法で検査する場合」、

「検査の労力の度合は、従来に比べどの程度アップする
か」との項目では「10％程度」（9.4％、同0.1ポイント
増）、「20％程度」（34.0％、同8.7ポイント増）、「30％程
度」（41.5％、同4.2ポイント増）、「30％以上」（15.1％、
同4.4ポイント増）と、マニュアル適用を負担と捉える
向きが増え、20～30％の負担増との回答が全体の75％
を占めた。
このようにマニュアルの測定方法で検査すると大半は

20～30％の負担増を強いられるとしているが、その場合
の検査料金の状況は「もらえる場合が多い」が同25.3ポ
イント増の46.6％に対し、「もらえない場合が多い」は
46.6％（同13.4ポイント減）と対価に反映されるケース
が増えている実態が明らかになった。
前述の料金について、「箇所でもらう場合、1箇所当

たりの金額」は、「50円以下」（13.0％、同2.8ポイント
増）、「100円以下」（10.1％、同0.9ポイント増）、「200円
以下」（15.9％、同3.7ポイント増）、「それ以上」（4.3％、
1.2ポイント増）と各段階で増加傾向を示した。
一方、「人工でもらう場合、一日の検査料に占める割

合」は「5％以下」（14.5％、同3.3ポイント増）、「10％
以下」（11.6％、同1.4ポイント増）、「20％以下」（15.9％、
同4.7ポイント増）、「それ以上」（14.5％、同5.3ポイント
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増）と、こちらもすべて増加傾向を示した。
会員会社のすべての事業所単位で全314通発送した同

アンケートは、マニュアルの適用についてブロックごと
の実態を吸い上げたいとする実行委員会の意図があった
ものの、回答数は75から61に減少、回答率は5.7ポイン

ト減った。実行委員会では昨年度から「（より実態を反
映したデータにするため）今後、こうした認識は改めて
ほしい」と積極的な回答を呼びかけてきたものの、改善
には至らなかった。
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かなり昔のことになるが、信州の工場に鉄骨の製品検
査に行ったときのことである。
いつものとおり、その日の予定を確認し、現物の検査

に行くため、ストックヤードに歩いていくことになり、
しばらく、工場の様子や世間話をしながら、製品の山の
ところに向かっていった。現物の所に着くなり、工場の
製作責任者に対し、この部材は大曲りが限界に近い、
こっちは柱のウェブが直角ではない。そして、この柱に
取り付いているブラケットの内、このブラケットは平面
の取り合いが柱に対して90度になってはいない、等々、
やつぎ早に、指摘し、測定するように指示したことがあ
る。
工場の責任者が、きょとんとしていたのを今でも思い

出します。何時、そんなことを観ていたのですか…と。
まだ若いころ、事務所の先輩に「人間の目は0.1㎜を

見分けられる（少々大袈裟か）」と教えていただいたこ
とがある。世間話やその日の天候の話をしながら、目は
歩いて行くほうに並べられた製品に向いており、適度の
距離になったとき、指摘したような事項を比較・確認し
ていくのである。目を使って…。
鉄骨の検査というと、寸法、外観、溶接部の検査等、

検査機器を使用した検査が主となるようであるが、果た
してそうだろうか。寸法や溶接部の検査であれば、所定
の、あらかじめ、決めた精度を満足しているかの測定を
検査技術者に依頼し、その報告を受ければ、あとは信
頼性の問題だけである。検査機器を多用し、所定の検
査事項を測定、確認するだけが検査でないだろう。
このようなことを書くと寸法検査などは大して重要で

ないといっているようであるが、そうではない、機器に
頼った検査は往々にして、重箱の隅をつつきかねないの
である。時代に逆行するようなことを言うようであるが、
検査に立ち会う時、人間の持つ五感を働かせることが大
切のように思えるのである。時には、手にはめた軍手を
とりはずして、直に、鉄面に触れ、きずや摩擦面の状態
を確認する、FBをもって叩いてみる、その音で、接合
状態や、浮きの状態を観る等…。検査機器を使わなく
ても鉄骨の良否は解ることが多い。そのあとで、機器を

使って測定すれば良い。

設計者（監理者）が工場に出向き、製品を目の前に
して、観る必要があるのは、もちろん、寸法や、溶接部
も大切であるが、その一方で、設計者しかわからないこ
と（そこに立ち会っている人のなかで一番良く解ってい
ること）があるはずである。そのことを確認する役目が
ある。また、そんな目でみると、不具合は良く解ること
が多い。
鉄筋の貫通孔は開いているが、職人がそこに鉄筋を通

す時、鉄筋をどっちから通すのかを想像すれば孔の開け
方の良否も理解できる。仕上げ材や設備機器等がどう
取り付くかを思い浮かべれば、ピースの向きが逆のケー
スなど、おのずと解るものである。
実際の鉄骨をみて、スケール感などを掴むことも大切

である。CADで書く図面は拡大、縮小が自在であるか
ら、実際のスケール感に乏しい。
製作の過程で技能者が作業可能なのか、検査が本当

に出来るのか等は現物をみて、実際のスケール感で体験
しておくことである。
検査を担当する側の立場になれば、示された検査基

準をよりどころとして、製品の精度上の合否を判定する
のは当然であり、その結果については、尊重し、受け入
れるべきものである。しかしながら、設計者（監理者）
にとって、個々の検査結果は全体を判断する要素と捉
えてなくてはならない時もある。誤作やUT不合格等の
ケースに時々発生することである。このようなことが生
じた時、部材をはずしたり、ガウジングをして、再溶接
をすることは容易であるが、そのことのみを選択肢とす
るようなことは避けるべきと考える。不具合自体は決し
てよいことではない。一方で、補修行為をすることで、
製品をさらに悪くすることが往々にしてある。不具合の
程度によっては、その部分をそのままとし、別の補強策
を採るのも一つの選択肢である。
よく見かけることであるが、UTの検査要領書のなか

に、補修要領が示されているものがある。あらかじめ要
領を決めておいて、補修を行おうとするものであるが、
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なぜか不思議な気がする。検査をし、合否判定をするこ
とを目的に作成した要領書に補修方法が定められている
のである。該当する不具合が発生すれば、監理者が了
解していることであるからとして、補修をしてしまって
よいのだろうか、疑問である。

小規模の鉄骨造では、デッキプレートの焼き抜き栓溶
接を行うことがある。この行為も鉄骨にとって甚だリス
クの高い工事である。この仕事は鉄骨の上からの作業な
ので梁の端は見ただけではよくわからない。そんな中で、
不用意に作業を行うと、一番大切な部分の溶け落ちを
招きかねない。大梁の柱近傍でのこの不具合は致命的
ですらある。これも、上からの検査ではわかり難いが、
下から観れば一目瞭然である。
同じような行為に、デッキプレート受けピースの取り

付けがある。継手部はボルトの関係から、梁の端に取り
付けるが、柱廻りはどうするか。継手部と同じように梁
フランジ側面に溶接することがあるが、不具合が生じる

と、部材にとって、やはり厳しい。鉄骨造では梁端部は
重要な部材であり、大きな塑性率を期待するケースもあ
る。このようなところへ、必要だからと言って、ピース
類を多く取り付けることは出来れば避けたいところであ
る。

検査機器によるいろいろな検査結果は、製品の良し
悪しを示す指標であり、その製品が指定された範囲内に
あることを証明するものであるが、そのほかに、見ただ
けで検査出来る事項が多くあり、数値を測定したりする
ことだけが検査ではないことを理解しておいて然るべき
である。検査で求められた数値測定にばかり気持ちが向
いている中で、一見して、歴然と判る不具合が見逃さ
れているケースが多々ある。
毎日が検査というなかで、検査の対象となる部材がど
のような構造体を形成するものなのかを理解しておくだ
けで、検査の目的や、検査事項の重要度・優先度が浮
かび上がってくるのではないだろうか。
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ひずみ測定は、非破壊検査における機器や構造物の
信頼性の向上を目的に実施される。したがって、部材
の応力状態の把握や、きずがある材料が荷重を受けたと
き破壊に至るか否かの材料強度と評価に深く関わってい
る。そのため、溶接技術関係の知識に加えて次に述べ
る３つの能力が求められる。
最初にひずみを測定する技術、２つ目は力が加えられ

たときの材料の挙動(材料力学)の知識、そして、３つ目
は破壊に関する材料の評価(材料強度)の知識である。
ここでは、平成19年11月に実施された中から２つの問

題について解答と解説を行なう。

問１ 平板上（平面応力状態）の１点のひずみを測定
し、下図に示すようなモールのひずみ円が求められた。
OA=400×10－6、OB=200×10－6である。この図より次
の問いに答えよ。
ただし、この平面の縦弾性係数E=200GPa、ポアソン
比 v =0.3とする。

（１） 主ひずみのε1、ε2（ただしε1＞ε2）の値
（２） 主応力σ1、σ2の値
（３） モールの応力円を描け
（４） 最大せん断応力τmaxの値

問２ つぎの測定法の問に答えなさい。
（１）残留応力を非破壊で測定できる次の２つの測定
法の原理を簡単に説明しなさい。
（¡）X線応力測定法
（™）磁気ひずみ法
（２）ひずみゲージを用いた特殊測定法について、次

の問に答えなさい。
（¡）高磁界中で、ひずみゲージを使用する場合に
生じる問題点を３つあげなさい。

【解答と解説】

問１（解答）
この問題は、平板上（平面応力状態）の１点のひず

み測定(一般的には３軸のロゼットゲージで測定)をし
て、モールのひずみ円を描き、この結果から１点の応力
を求めるものである。
平面上の1点の応力とは、その1点を平板に対して垂

直なすべての仮想断面での応力が求まることである。こ
れを求めるには、その1点のモールの応力円を描くこと
である。
（１）主ひずみε1、ε2（ただしε1＞ε2）の値は、最
大ひずみと最小ひずみになるので、以下が答えとなる。

（２）平面応力状態なので、ひずみと応力の関係は以
下の式になる。

この式は、求める方向のひずみが、その方向の応力と、
それと垂直方向の応力との関係から求まることを示して
おり、理解し易い。しかし、ひずみから応力を求めるに
は、２つの式から導かれる次式を使う。

この式から、2つの主応力σ1、σ2は以下のようになる。

σ ＝  
E
1－v (ε ＋vε )121 2

σ ＝  

σ ＝  

E
1－v (ε ＋vε )12

E
1－v 2

1 2

(ε ＋vε )2 12

ε＝ 1

ε＝ 2

E
1 (σ －vσ )1 2

E
1  (σ －vσ )2 1

ε＝400×101 －6

ε＝200×102 －6
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（３）モールの応力円を描くためには、応力円の半径
と中心の応力が必要である。半径と中心の応力は、（２）
で求めた最大主応力と最小主応力から求めることができ
る。
モールの応力円の半径と中心の応力は以下のようにな
る。

これらの値を用い描いたモールの応力円を以下に示
す。

（４）最大せん断応力τmaxは、（３）のモールの応力
円から求めることができ、以下のようになる。

τmax =15.4MPa

問２（解答）
（１）この問題は、残留応力を非破壊で測定できる測
定法の２つの原理の説明を求めている。特に両問題と
も下線で示した部分を意味する説明があることが望まし

い。
（¡）X線応力測定法は、結晶体にＸ線を投射すると、
Ｘ線の入射角がある値の場合に、反射波が干渉し、
ある方向で強め合う性質を利用している。この強め
合う条件がBragg(ブラッグ)の式を満足する。多結
晶粒にX線を投射し回折線の強め合う場合の入射角
とひずみとの関係から応力が計算できる。（Braggの
式　2d sinθ＝ｎλ、ｎλ：一定）

（™）磁気ひずみ法は、強磁性体に力が加わると、
その磁気的性質（透磁率）が変化する。この現象を
利用し、磁気的性質の変化を測定し、その部材の無
応力状態の透磁率と比較して応力（巨視的な残留応
力）を応力開放せずに測定できる。

（２）この問題は、高磁界中で、ひずみゲージを用い
た特殊測定法に生じる問題点を３つ求めている。以下
の４つの問題点が考えられるので、この中から答えれば
よい。

（a）ひずみゲージが高磁界中に置かれた場合、その
抵抗値が磁界の強さによって変化する。いわゆる磁
気抵抗効果の影響で見かけのひずみを生じる。

（b）交流磁界の場合、ゲージ及びリード線を含む測
定回路が電磁誘導を生じ、誘導電圧を発生して、ノ
イズを生じる。直流磁界でもコイルに通電した瞬間
には交流磁界に準じる。

（c）被測定体が磁性体であると、磁界中では磁気ひ
ずみ効果により変形して、測定すべきひずみ以外の
ひずみを生ずる。

（d）一般の市販のひずみ測定器や記録計類は、高磁
界中で使用する場合の特別な対策がとられていない
ので、零点移動、感度の変化、ノイズの発生などの
障害を生ずるおそれがある。

半径 

 

2
中心 

101.1－70.3 ＝15.4MPa

70.3＋15.4＝85.7MPa

σ ＝  
E
1－v 2 (ε ＋vε )2 12

＝ 200×10
9

1－0.3 2 ( 400＋0.3×200 )×10 
－6

＝ ～ 101.1×10  Pa6

＝ 101.1MPa

＝ 200×10
9

1－0.3 2 ( 200＋0.3×400 )×10 
－6

＝ ～ 70.3×10  Pa6

＝ 70.3MPa
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１．はじめに

新技術と言うにはおこがましいのですが、当社の営業
種目の一つである｢ヘリウムリークテスト｣によって当社
の新たな誇りとなった経験についてご紹介します。
当社がヘリウムリークテストの業務をはじめて、今年

で26年が経過しました。当初は原子力発電設備用機器
が主だった検査でしたが、真空の技術が幅広い分野で活
用される中、業務の拡大を図り、漏れがあった場合の製
品性能や環境に重大な影響を及ぼす製品の漏れ確認、
肉眼では発見が困難な箇所の漏れ探しなど、ヘリウム漏
れ試験を適用する範囲や用途も広がってきました。

２．ヘリウムガスについて

ヘリウムガスは、ご存知のように縁日やデパートなど
で目にする風船や広告用バルーン、潜水用の呼吸ガスや
パーティーグッズ（ヘリウムガスと酸素の混合ガス）な
どに利用されています。
ヘリウムガスは、無色、無臭で、最も軽い希ガス元素
です。分子は水素に次いで小さく、どんな微細な孔でも

通過します。また大気中にわずか5ppm（0.0005%）しか
存在しないため、大気中の他のガスとの識別が容易なこ
とから、検出ガスとして最適であり、しかも人畜無害で
ある利点を生かしてヘリウム検出器を使って機器や配管
の漏れを高精度で検査ができる理想的なガスです。

３．ヘリウム漏れ試験

ヘリウムガスを検出ガスとして利用する漏れ試験は
1992年、｢ヘリウム漏れ試験方法の種類及びその選択｣
(JIS Z 2330）、｢ヘリウム漏れ試験方法｣（JIS Z 2331）と
して規格化されました。
試験方法を大別すると、試験対象物をヘリウムガス

（場合によっては窒素ガスとの混合ガス）で加圧する方
法（加圧法）と真空にする方法（真空法）に分けられ
ます。
ただし、試験方法が確立され、技術の進歩で漏れの

確認や漏れ量の測定は検出器に任せればいいとは言え、
適正かつ経済的・時間的効率を考えた試験を実践する
には、やはり人の知識と経験、技が必要となり、人が輝
く時でもあります。
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4. 新技術紹介―「ヘリウム漏れ試験」の取り組み

吉田　孝博(株)大検

写真１　加圧積分法試験の実施



４．カムランドとヘリウム漏れ試験

一昨年の春、当社へカムランド向け研究関連機器の
試験依頼が舞い込みました。
通常は試験依頼に感謝し喜ぶべきところでしょうが、

この仕事ばかりは、これまで当社が経験したことのない
物量と人員、設備の必要性や試験制度の高さなど大き
な難題ばかりを抱えた内容でした。
中でも一番の難題は、現存する検出器では要求され

ている検査制度を満足できないという現実でした。
カムランドとは、小柴昌俊東京大学名誉教授のニュ

ートリノの発見やその業績によるノーベル物理学賞の受
賞で話題となった「カミオカンデ検出器」（岐阜県神岡
町の神岡鉱山の地下1,000メートルにある研究施設）を、
東北大学ニュートリノ科学研究センターが東京大学から
譲りうけ、そこに更なる高精度のニュートリノを検出す
る目的で建設された研究施設です。
当社の技術が世界に類のない研究施設の建設に役立

つのであれば、また学ぶべきことが多い仕事であればあ
る程に断る理由もなく、以後、試験を可能にするための
検討にとりかかり、とりわけ検出器の性能を上げること
が至上命題であったので、検出器のオプション品の短所
を調べ上げ、その改良に取り組みました。
その甲斐あって、試験可能な条件が整いました。
いざ試験に取りかかると次に待ち受けていたのは漏れ

との戦いでした。
前述のように、ヘリウムガスは微細な孔でも通過する

ため、金属ガスケットとフランジの接合部にわずかな爪
の引っかききずがあるだけでヘリウムガスを検知してい
まい、その機器、あるいはそのブロックライン全体が不
合格になります。
事前にきずを発見した場合は、手作業でこつこつとフ

ランジを磨き上げるという、大変根気のいる作業でした。
試験は各メーカーでの単品試験に始まり、カムランド

でのジョイント後のブロック検査まで続き、不安・落
胆・安堵の日々が繰り返されました。ようやく顧客の要
求を満足する試験結果が得られるまでには夏・秋・冬
と季節の流れを経てのことでした。

５．結び

ヘリウム漏れ試験は単に漏れの有無を試験するだけで
はなく、適切な試験ができるよう漏れを未然に防ぎ、漏
れがある場合はその箇所を如何に早く見つけ処置をする
かといった試験でもあります。
カムランドから、物質の根源、自然法則の根本原理

の研究（素粒子物理学）、宇宙の起源・進化・終焉の探
究（宇宙物理学）や地球物理学の研究によって神秘の
謎が解き明かされ、いずれは工学、生物学、核医学の
分野の基礎や応用研究にと大きな期待が寄せられていま
す。
ヘリウム漏れ試験を通してカムランドからは多くの貴

重な経験を得、そこから得た技術をこれからも社会貢献
に役立てていけるよう、漏れ試験技術の探求に精進すべ
きと、思いを新たにした有意義かつ当社の誇りとなった
経験でした。
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写真２　ヘリウム試験機材



当社は、従業員数名の、主に建築鉄骨溶接部の第三者検査
業務を主とする小さな会社である。同等規模の経営者の方は、
皆同じ悩みをお持ちではないかと思われるが、従業員が一堂
に会することは非常に難しい。しかしだからと言って従業員
に対する研修・日常業務における不具合や、改善策の話し合
いが全くなされていないのでは、検査業務の品質上大変問題
であるし、何より会社も個人もスキルアップを果たすことは
できない。そこでわが社では様々な工夫をこらしながら教育
訓練を行っている。
ここでは、年間を通して行っている教育・訓練について紹
介したい。

１．社内全体会議（年2回）

全従業員の出席を促すために毎年初頭に年2回の開催日を従
業員に通知をしておく。開催日は現場業務のない日曜または
祝日とし、その日は出勤日扱いとしている。話し合う内容は
その時々によって様々であるが、今後の仕事の受注状況や将
来の見通し、技術的な摺り合わせ事項の確認、業務で感じた
不都合な点、それに対する改善策、不良施工の事例や、見習
うべき施工事例など…である。なるべく有意義な会議とする
ためにあらかじめテーマを文書で従業員全員に通知しておき、
それに対する意見やまた日頃の疑問点や改善策など、また、
テーマ以外で言いたい事をまとめておいてもらう。
特に留意している点は、必ず会議で出された問題点に対し
て対策を全員で考えること。また、出された対策案に対して、
次回の会議でその進捗状況や効果を確認することである。さ
らに講師を招いて社会人としての役割、仕事を行う上で心掛
けなければならないこと等、倫理や仕事に対する士気高揚に
役立つセミナーを開く場合もある。とにかく全員参加型の会
議を目指している。

２．資格取得のための講習会

ＮＤＩの超音波探傷試験技術者の資格取得に向けて、定期
的に行っている講習会である。時期的には春期と秋期の1次と
2次の技量認定試験の2週間ほど前に実施している。わが社の
受験者は言うまでもなく、客先などにも通知を出して門戸を
開いている。また、既取得者も自身のスキルアップのため、

また後輩の育成のために参加を促している。
時間的な制約から1次試験対策は実際に問題演習を行いなが
ら、解答の解説を行う形で進めている。また、2次試験の講習
については、機械の操作方法や超音波探傷の理論などの簡単
な座学を行った後に、実技の演習を行う。この座学では、実
際に学科試験で学んだことを忘れている人が案外多いことに
驚く。演習に使用する標準試験片類はコスト的な問題から外
作したダミーを用いている。また試験問題用の溶接試験片や
垂直用の試験片は鉄工所の協力を得て自作した物を使用して
いる。
配布した操作フローを見ながら、なるべく長時間機械や試
験片に触れ、各自が、それぞれその手順を覚えてもらう。最
後には実際の試験時間内で模擬試験を行う。模擬試験は、試
験片を交換しあいながら何回か行う。講習会後も教材用の試
験片と超音波探傷器は会社内に常に練習できるようにセット
しておいて試験まで自由に空いている時間に練習してもらっ
ている。
全体会議・講習会とも実施場所は、当社が手狭なこともあ
り、市民ホールなどを借りて行うことが多い。普段の仕事場
とは違う雰囲気で行う講習会というのもまた、気分が変わっ
ていいものである。
実際にこれらの教育訓練を行うことにより、驚くほどスム
ーズに業務が流れたり、また日ごろ忘れがちな理論の再確認
ができたり、今まで各自の判断で行ってきたことが会社とし
て画一的に行うことができるなど、その重要性は大変高い。
何より日頃従業員が持っている素晴らしいアイデアやより
よい業務を行うための提言は会社にとっての代え難い財産で
ある。
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5. わが社の教育訓練

(株)アディック

社内会議及び超音波検査
講習会風景



2007年1月1日付で改正されたWES 8701:2007に基づく
CIW認定事業者と旧基準WES 8701:2000に基づくCIW認
定事業者のうち、ここでは2007年10月1日付認定から変
更のあった事業者についてご紹介します。なお、認定事
業者（全て）については、別刷CIW認定事業者一覧を
ご覧ください。〔 〕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」から移行した
事業者または、認定変更があった事業者）

＜種別変更：6社＞

■ソニック(株)〔144〕（本社・神奈川県）
認定種別：B種　認定検査部門：RT・UT・PT
付加事項：建築鉄骨検査適格事業者

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

■(株)ジャスト西日本〔232〕（本社・香川県）
認定種別：C種　認定検査部門：UT・PT
登録事業所：福岡営業所

■(株)ジャパンエコーサービス〔161〕（本社・茨城県）
認定種別：D種　認定検査部門：UT
付加事項：建築鉄骨検査適格事業者

■(有)ワイ･イー･エス〔214〕（本社・埼玉県）
認定種別：D種　認定検査部門：UT
付加事項：建築鉄骨検査適格事業者

■(株)大検工業〔107〕（本社・大阪府）
認定種別：D種　認定検査部門：UT

＜建築鉄骨検査適格事業者の追加：5社＞

■(株)シーエックスアール〔18〕（本社・広島県）
認定種別：A種　認定検査部門：RT・UT・MT・

PT・ET・SM
付加事項：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所：千葉営業所、福山営業所、水島営業所

■札幌インスペクション(株)〔216〕（本社・北海道）
認定種別：B種　認定検査部門：RT・UT・MT・PT
付加事項：建築鉄骨検査適格事業者

■(株)インテック〔83〕（本社・東京都）
認定種別：C種　認定検査部門：RT・UT
付加事項：建築鉄骨検査適格事業者

■(株)スクエア･インスペクション〔222〕
（本社・愛知県）
認定種別：D種　認定検査部門：UT
付加事項：建築鉄骨検査適格事業者

■(株)さくら非破壊検査〔239〕（本社・北海道）
認定種別：D種　認定検査部門：UT
付加資格：建築鉄骨検査適格事業者

＜種別・検査部門など変更なし：4社＞

■日本インスペックス(株)〔44〕（本社・大阪府）
認定種別：C種　認定検査部門：RT・UT

■富士電子工業(株)〔130〕（本社・山口県）
認定種別：C種　認定検査部門：RT・UT

■上越鋼管検査(株)〔80〕（本社・新潟県）
認定種別：D種　認定検査部門：UT

■富士検査(株)〔89〕（本社・埼玉県）
認定種別：D種　認定検査部門：UT
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6. 平成20年4月1日付認定事業者について



【WES 8701:2000に基づくCIW認定】

＜種別変更：2社＞

■東北金属検査(株)〔73〕（本社・青森県）
認定種別：D種　認定検査部門：UT

■(株)西日本検査サービス〔102〕（本社・福岡県）
認定種別：E種　認定検査部門：UT

＜検査部門の停止：1社＞

■日本シーレーク(株)〔30〕（本社・広島県）
（停止部門：PT）
認定種別：B種　認定検査部門：RT・UT・MT

＜認定の停止：2社＞

■三共メンテナンス(株)〔104〕（本社・東京都）

■(株)ソニック〔219〕（本社・愛知県）

これにより、4月1日現在の認定事業者数は次のとお
り。
A種：14社（新基準：5社、旧基準：9社）
B種：10社（新基準：3社、旧基準：7社）
C種：26社（新基準：10社、旧基準：16社）
D種：37社（新基準：12社、旧基準：25社）
E種：65社（―、旧基準：65社） 合計：152社
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CIW認定基準WES 8701を平成19年1月1日に改正し

ました。これにより、平成19年10月1日付認定から旧基

準（WES 8701:2000）に加え、新基準（WES

8701:2007）に基づくCIW認定を行いました。旧基準で

は特に言及していなかった、検査業務の倫理に関して

明文化し、附属書1の3.3項に規定しました。たとえ依

頼者等からの強要（圧力）があっても検査データの偽

装、捏造等の倫理上問題となる不正行為を行わないよ

うに倫理綱領を定め、検査業務に携わる全ての技術者

に徹底し、これに反する行為が行われた場合には認定

取り消し処分を含む処分を科することとしました。不正

行為は、当事者の利益追求を優先にした考えでありま

すが、結果的にその製品（構造物）の不具合により第

三者が思わぬ事故に巻き込まれる可能性があり、ひい

てはそれが莫大な補償問題にも発展しかねません。建築

鉄骨業界における検査業務上の不正行為は、これまで

は時たま業界紙等で採り上げられることはあっても社会

的問題に発展することはあまりありませんでした。しか

しながら、平成17年11月に発覚した建築士による構造

計算偽装事件は大きな社会問題へと発展いたしました。

その後、偽装が食品にまで波及してしまい、次から次

と新しい偽装問題が明らかになっております。偽装、つ

まり倫理に反する行為は国民の安全を脅かすものです。

不正行為は社会生活において計り知れない損失を招く

恐れがあるし、いずれは不正をした側にも責任が帰って

きます。

このように不正行為は断じて許されるものではなく、

当協会の溶接検査認定委員会として社会的役割を果た

すためにも今後は倫理（不正行為）に関する告発文書

（記名、無記名であっても）について精査し内容に信用

性に欠けるものでない限り、これに対応するよう努力し

ていきたいと存じます。また、認定事業者から検査依

頼者からの不正行為への圧力の有無等に関する実態調

査を行うことを計画しております。当協会はこれらを通

じて検査業務の透明・公正さを確保し、認定事業者の

社会的地位の向上を図っていくつもりです。なお、旧

基準に基づくCIW認定の事業者であっても同様に規定

文書を整備しそれに沿った検査業務を実施していくこ

とをこの際、合せてお願いいたします。

（溶接検査認定委員会倫理委員会）

CIW認定事業者の

検査業務の倫理に関する取扱い



厚生労働省に設置されていた「ボイラー等の自主検査
制度の導入の可否に関する検討会」は昨年、報告書をま
とめ、「第三者検査によりボイラー及び第一種圧力容器の
安全が担保され、連続運転の認定で外国と比べ遜色ない
程度の経済性を実現している現行制度について、石油精
製業界の一定の安全管理基準を満たす事業者に対して自
主検査制度を導入する制度変更を行うことは、現状では
適当ではない」との結論を示した。石油精製業界では、
自主検査制度により、改修工事期間を短縮できるうえ、
業界全体で年間4億円のコスト削減に寄与するとして、導
入を強く訴えてきたが、検討会は「第三者による検査を実
施することで事故を少なく管理している現行制度を変更
し、あえて自主検査制度を導入することは社会的にみても
合理的とは言い難く、また受容される環境にもない」と判
断した。本号では報告書の概要を紹介する。

◆検討の経緯

ボイラー等の自主検査については、平成18年3月31日に
閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画（再改
定）の中で、「生活・ビジネスインフラの競争促進」分野
に次のように盛り込まれていた。

３　保安四法における規制の合理化
(2)自主検査の導入・拡充
②労働安全衛生法
【平成18年度中に検討・結論、引続き措置】
労働安全衛生法の認定制度では、ボイラー及び第一種
圧力容器について、高圧ガス保安法のような自主検査が
認められていない。
したがって一定の安全管理基準を満たす事業者において
自主検査が可能となる認定制度・基準について、安全の
確保を前提に検討する。
その結果、認定制度・基準が整備された場合には、認
定基準に合致する事業者について、自主検査を認める。

この計画を受け、検討会では、労働安全衛生法のボイ
ラー及び第一種圧力容器の性能検査について、一定の安

全管理基準を満たす事業者において自主検査とすることが
適当か、適当な場合その認定制度・基準について検討し
た。

◆ボイラー及び圧力容器等の定期的な検査に係る現行制

度

一般にボイラーとは、水を火気などで加熱して大気圧を
超える蒸気または温水をつくり他に供給する容器をいい、
蒸気をつくる蒸気ボイラーおよび温水をつくる温水ボイラ
ーがある。ボイラーのうち、ゲージ圧力（大気圧との差の
圧力）が0.1MPa（＝約1気圧）を超えるものまたは伝熱面
積が1㎡を超えるものが労働安全衛生法上のボイラーであ
り、性能検査の対象となる（以下、単にボイラーという）。
ボイラーより小規模で労働安全衛生法の適用のあるものに
は小型ボイラー、簡易ボイラーがあり、平成18年時点でボ
イラーは約4万8000基設置されている。
第一種圧力容器とは、内部に大気圧における沸点を超
える温度の液体等を保有し、内部のゲージ圧力と内容積
が一定値を超える（p×V＞0.02[MPa・m3]）容器であって、
ボイラーを除くものである。代表的なものとして、熱交換
器、オートクレーブなどがある。このほか圧力容器として
労働安全衛生法の適用を受けるものに小型圧力容器、簡
易容器、第二種圧力容器があり、平成18年時点で第一種
圧力容器は約12万基設置されている。
ボイラー及び第一種圧力容器は、高温高圧で、可燃物
を保有しているものもあることから爆発や破裂の危険があ
る。使用時間の経過とともに磨耗、腐食等よりその機能
や強度が低下して爆発や破裂が発生すると、容器の一部
や破片が周囲数百ｍ以上飛び散るなどにより、近くで作
業している労働者だけではなく、近隣住民も巻き込む大き
な災害となるおそれがある。このため、これらの機器につ
いては、使用開始後、一定の期間ごとに磨耗、腐食等の
状況を検査し、安全性を確認する必要があり、労働安全
衛生法においては、ボイラー及び第一種圧力容器について、
登録性能検査機関が実施する性能検査及び事業者が実施
する定期自主検査を義務付けている。
小型ボイラー、小型圧力容器などこれらより圧力等が小
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さなものについては、第三者による定期的な検査はなく、
事業者による定期自主検査としているなど、労働安全衛
生法の検査制度は危険性に応じたものとなっている。

◆石油精製業界の要望について

石油精製業界は、労働安全衛生法のボイラー及び第一
種圧力容器の性能検査について、一定の基準を満たす事
業者に対し自主検査を認めることを要望している。検討会
では、自主検査制度の導入の要望元である石油連盟から
ヒアリングを行い、要望内容について確認した。
現行制度の下で、ボイラー及び第一種圧力容器の性能
検査（開放検査）の受検について、石油連盟は各製油所
で概ね次のような手順で行っているとしている。
①性能検査の2か月程度前に登録性能検査機関との受検
日程の調整
②一次社内検査および清掃の実施（基本的に外注）
③二次社内検査（外注含む）を実施し、確認会議等で
社内検査結果の合否を判定
④性能検査の受検段取り（必要に応じ再清掃等新たな
付帯工事を実施）
⑤登録性能検査機関による性能検査（書類審査および
実機の検査）の受検
これに対し、石油精製業界の要望は、性能検査を自主
検査とし、開放検査については次のような手順で実施でき
るようにするというものである。
①一次社内検査および清掃の実施（基本的に外注）
②二次社内検査（実機の検査。外注を含む）を性能検
査として実施（＝自主検査）し、検査結果確認会議
を行い自主検査報告書を社内監査組織に送る
③社内監査組織は一次社内検査、二次社内検査に立ち
会うとともに、自主検査報告書等の書類審査を行い
機器ごとに総合判定を行う。なお、二次社内検査
（実機の検査）及び書類審査には外部（第三者機関）
の監査員がいつでも立ち会うことができるとする
石油精製業界では、前述の自主検査制度を導入するこ
とにより、以下のように改修工事期間を短縮できるとして
いる。
ア 工程変更が柔軟になり一連の工程を連続して予定
できること
イ 受検設備全数の社内検査終了を待たずに性能検査
を実施できることから、工事工程を短縮できる
ウ 性能検査立会いのため保全・運転・保安担当者が

拘束されなくなり、他の工事の進捗が可能となる
エ 性能検査（実機の検査）後、当日後刻に全設備ま
とめて合格内示の連絡が行われるのを待つことなく復
旧工事に着手でき、待ち時間がなくなる。
この結果、改修工事の期間は1、2日間程度短縮される
可能性があり、標準的な規模の製油所で1日あたりの機会
損失が約5000万円であるとすると、石油精製業界全体で
年間4億円程度のコスト削減に相当すると見積もっている。

◆自主検査制度導入の可否について

検討会では石油精製業界の設備およびその安全の現状
を踏まえ、一定の安全管理基準を満たす事業者に対して
自主検査制度を導入することが適当かどうかの検討にあた
り、自主検査制度の導入を要望している石油精製業界の
検査技術力・管理能力の観点、社内検査の公正性・独立
性確保の観点、昨今の安全、安心に関する社会的環境の
観点のそれぞれから、現状について評価した。（以下、検
討会のコメント）
「現状では、石油精製業界の検査技術力および管理能力
は、自主検査を適正に行い得るに足る十分な水準に達し
ているとは判断し難い状況である」
「国際競争の激化など企業を取り巻く環境が厳しさを増
す中、営利を優先してあるべき検査がゆがめられるおそれ
は、あらゆる業種に存在し、石油精製業界においてのみ免
れているわけではない。石油精製業界において、経営や競
争が激しいときであっても、社内検査の検査手順・方法
が確実に遵守され、また社内の検査部門が会社の経営か
ら独立して公正な判断が行われるようにするための仕組み
が構築され、かつ、それを維持し続けるだけの体制がある
とは言い難い」
「第三者による検査を行うことで事故が少なく管理され
ている現行制度について、あえて現時点で自主検査制度
の導入という制度変更を行うことは、社会的に見ても合理
的とは言い難く、また、受容される環境にもないと考えら
れる」
以上の分析から、検討会は「第三者検査によりボイラ
ー及び第一種圧力容器の安全が担保され、連続運転の認
定で外国と比べ遜色ない程度の経済性を実現している現
行制度について、石油精製業界の一定の安全管理基準を
満たす事業者に対して自主検査制度を導入する制度変更
を行うことは、現状では適当ではないと結論付けられる」
と結んでいる。 （文責・産報出版）
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時期外れですが、クリスマスマーケットに興味を持ったことか
らお話したいと思います。10年以上も前の正月休みにローマから
ミラノに行ったときから始まります。ローマでは1月6日頃からバ
ーゲンが始まり、ブランド品のお店の前では日本の女の子が並ん
で開店を待っています。日本の新聞でも取り上げられていました。
この光景をローマっ子は何だろう？　という目で見て通り過ぎて
いきます。
システィーナの美術館が目的で早朝からバチカンに行ったと
き、円形の広場中央にイエス様の誕生した馬小屋の等身大(たぶ
ん蝋人形)の模型(クリッペと呼ばれています)が置いてありまし
た。無宗教の私には、クリスマスが終わったのに何時まで置いて
あるのかな、と気になったのですが、通りのイルミネーションも
多分クリスマスのイルミネーションのままだと思われるステキな
飾り付けがしてありました。
クリスマスに興味はありましたが「アルザスのクリスマスがと
ってもステキだよ」とケーキマイスターの老人から伺い、行って
みたいとの気持ちが募りましたが国内で仕事をしている間はなか
なか無理だと思い、機会があればいつかは行きたいと思いつつ過
ごしていました。
これが3年前の12月、思いもよらない休暇をとることになった
のです。10日ほど入院することになりその年はおとなしく正月を
迎えなければなりませんでした。ただこのときがきっかけとなっ
て多忙な12月に休んで旅行するという意外な感触を持ったので
す。そうなれば次の年から実行という訳で、夏ごろから資料を集
めます。それも夏休みは「暮れに行くからいいわ」と自分に言い
聞かせて夏期休暇はパスします。9月の終わり頃から旅行のパン
フレットがぼちぼち出始めるのを待って集めるのですが、これも
楽しいのです。このときから旅行は始まっているのですから。目
的を絞り、休暇が何日ぐらい取れるのかな…とわくわく考えなが
ら決めていきます。
マーケットで一番有名なのは、ニュルンベルグのマーケット。
その次に出店の数が最も多いシュトゥットガルト、最古のドレス
デンとあります。
初めての時は、アルザスに行くのが目的でツアーを探しました。
マーケットは取りあえずどこでも良かったのですが、 欧州が初
めての友達だったので、帰りは買い物ができるパリに寄るコース
を選択しました。
2005年の12月19日、日本を発ち、フランクフルトに夕刻着きま
した。ハイデルベルグ（1泊）、シュトゥットガルト（1泊）でマ

ーケットを見てからフランスのストラスブール (1泊)、コルマール
経由ナンシー(１泊)、パリ(２泊)のコースでした。
ハイデルベルグは大学とゲーテの哲学の道が有名です。次の日
はシュトゥットガルトのマーケットでした。この町は自動車産業
の町で、観光で立ち寄ることはない町ですが、11月の終わりから
12月24日までの4週間は大変な賑わいです。マーケットの出店の
数は200店を超え、世界一とのことで楽しみにしていました。移
動式遊園地と屋台の上には屋根飾りが施してあり、まるで屋根自
体がツリーのようです。
次の日はドイツから峠を越え絵本やカードに出てくるような雪
景色を見ながらストラスブールに到着しました。この町は現在フ
ランスになっていますが、領土がドイツ領になったりフランス領
になったり「最後の授業」で映画化された町です。家の窓からプ
レゼントの箱がぶら下がっていたり、お菓子でできたクリッペが
おいてあったり薄暗い間接照明の電球が古い建物によく似合って
とてもきれいな眺めでした。
コルマールは建物、町全体がディズニーランドのような可愛い
町です。白ワインの産地となっているので食事も美味しいとのこ
とで、未練が残りました。また機会があったら美味しいものを食
べるツアーもいいなと別れしました。
次の日はパリに向かいました。クリスマス休暇前のパリはすべ
ての店が休みに入るので東京の年末の慌しい雰囲気がありまし
た。ツアー仲間のご婦人がカトリックの信者だったのでイブの日
にマドレーヌ寺院のミサに参加したのがとても感動的で印象に残
りました。クリスマスはキリストの誕生を祝うものであり、クリ
スマスを最も実感した良い思い出となりました。こうして最初の
クリスマスマーケットを巡るたびは終わりました。
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8. 随想 ―ヨ－ロッパのクリスマスマーケットを巡る

関口　みどり(社)日本溶接協会

コルマールの街角



☆幹事会の開催

平成19年第5回幹事会は、平成20年3月21日(金)に開
催し、定例議事の審議、平成20年度定時総会の開催と
特別講演の選定の審議、新幹事による代表幹事の選定
と役割分担案の審議が行われました。平成20年度第1回
幹事会は4月25日(金)に開催する予定です。

☆平成20・21年度役員選挙結果の公示

平成20・21年度幹事、監査役選出のための選挙は2月
6日(水)に開票し、結果は次のとおりでした。
◎幹事当選者
東日本地区　逸見　俊一　　(株)検査サービス

鈴木　力雄　　日本工業検査(株)
岩田　雅史　　(株)インテック
安藤　純二　　(株)ジャスト
笠岡　和昭　　(株)シーエックスアール

関西地区　　井川　敏之　　(株)アイ・エム・シー
辻　　憲一　　(株)ダンテック
松尾　　博　　非破壊検査(株)

西日本地区　平川　重貴　　新日本非破壊検査(株)
武内　　晃　　東亜非破壊検査(株)

◎監査役当選者 村田　康彦　　綜合非破壊検査(株)

☆平成20・21年度役割分担（案）

平成19年度第5回幹事会（平成20･21年度幹事と合同
で開催）で、平成20･21年度の役割分担が審議され、来
る5月14日（水）に開催の平成20年度定時総会に審議を
上程する案が以下のとおりまとまりました。
代表幹事　　　　逸見　俊一
副代表幹事　　　安藤　純二（東日本地区代表兼務）

井川　敏之（関西地区代表兼務）
平川　重貴（西日本地区代表兼務）

総務幹事　　　　井川　敏之（主幹事）
安藤　純二　　
平川　重貴　　

企画・広報幹事　平川　重貴（広報主幹事）
岩田　雅史（企画主幹事）
笠岡　和昭
逸見　俊一

辻　　憲一　
松尾　　博

契約適正化推進幹事　辻　　憲一（主幹事）
鈴木　力雄　　
平川　重貴　　

技術幹事　　　　井川　敏之（主幹事）
安藤　純二　　
笠岡　和昭　　
武内　　晃　　

倫理幹事　　　　岩田　雅史（主幹事）
松尾　　博　　
武内　　晃　　

会計幹事　　　　鈴木　力雄　　
監査役　　　　　村田　康彦　　

☆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一関門となるNDIレベル3資格
取得のための受験対策講習会を3月15日(土)、16日(日)
の両日、当協議会事務所で開催しました。なお、二次
試験のための受験対策講習会は4月26日（土）～27日
（日）を予定しております。

☆知事認定研修会の開催

東京都知事認定の「建築物の工事における試験及び
検査に関する研修会」は3月29日(金)、東京・大崎の人
事労務会館大会議室で開催しました。

☆平成20年度定時総会の開催日程

平成20年度定時総会は次の予定で開催します。
◎開催日時　平成20年5月14日（水）14：00～19：00
◎開催場所　浜松町東京會舘　　　　　　　
◎内　　容　定時総会（14：00～）

特別講演（15：50～）
演　題「江戸しぐさについて」
講演者　越川　禮子（NPO法人江戸しぐさ 理事長）

懇親会（17：00～）
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9. 協議会だより

CIW検査事業者協議会
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またまたあってはならない事故が起こってしまいました。イージス艦「あたご」と民間漁船
の衝突事故は、ショッキングな映像と共に日本全国に繰り返し流されました。
最新鋭のレーダーが搭載されながら、目の前の漁船が発見できない。何故そんな事が起こ

ってしまうのか、誰もが疑問に思った事でしょう。そして、やはり最後に出てきたのがそれを
使う人間の問題です。どんなに技術の粋をつくしてもそれを使う人間が職責の重さと誇りを常
に感じていなければ何もならない。まさに言い尽くされてきたことのように感じます。我々、
検査に携わる人間にとっては、まさに身が引き締まる思いです。
今号では、違う視点からの企画として、「建築構造設計者から見た検査に対する考え方」と

いう内容を取り上げてみました。また、新技術紹介として(株)大検さんの「ヘルウム漏れ試験」
の取り組み、CIW上級検査技術者試験問題解説ではＳＭ部門を、わが社の教育訓練も前回に
引き続いての連載です。少しでも読者諸兄の興味を引く内容であれば良いのですが。
是非、忌憚のないご意見・ご批判をお聞かせ下さい。（絶賛でも構いません）
何か役に立つ面白い企画がないか。無い頭を絞って考えながら、今宵ものどを潤す黄色い

シュワシュワ。まいうー！
（K.K）


