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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 (SUMMER, 2008)

１．改定のポイント

鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準（以下、UT
規準）を12年ぶりに改定した（2008年3月）。主な改定
ポイントは以下のとおりである。
①適用板厚を6㎜以上とした。
②角形鋼管柱溶接角部を適用範囲に含めることを本文
に明記した。
③斜角一探触子として、これまで公称屈折角70度を標
準としてきたが、65度を併記した。
④付則2として、「固形エンドタブを用いた梁端フランジ
溶接始終端部の超音波探傷検査方法」を新たに設け
た。
ここでは、これらの改定の背景と運用について述べる

とともに、UT規準改定講習会の受講者からいくつかの
質問を頂いているので，その回答を示したい。

２．適用板厚について

適用板厚を今までの9㎜以上から6㎜以上に改定した。
薄板溶接部の探傷には、かなりの熟練と技量が必要で
あることから、これまで適用板厚を9㎜以上としてきた
が、探傷技術の向上や探傷器材の性能向上が図られ、
最近では多数の実績ができたこと、また、JIS Z 3060 に
おいても適用板厚が6㎜となっていることより改定を行
った。
適用板厚の改定に伴う質問を頂いているので、検査

におけるUT規準の位置付けを再確認したい。UT規準の
冒頭「1.1 適用範囲」には、「この規準は、鋼構造部材
の完全溶込み溶接接合部を超音波探傷試験によって検
査する場合に適用する。」とある。つまり、UT規準は溶
接部をUTで検査する際の試験方法と判定基準を示した
ものであり、溶接部のどの箇所にUTを適用するかを示
したものではない。溶接部のどの箇所にUTを適用する
かは、特記仕様書や検査要領書に示されるべきものであ
り、UT規準の適用範囲をUTの対象箇所と解釈すること

は正しくない。鉄骨工事標準仕様書JASS6に記載されて
いるように、受入検査については、設計者が特記するこ
とが原則である。今回の改定は、板厚6㎜についても、
UT規準に基づいて信頼できる検査が行えるということ
を示している。
UTの対象箇所と新UT規準の適用に関しては、施主、

設計者、工事監理者、施工者、鉄骨製作業者および検
査者の間で事前に確認を行い、トラブルの生じないよう
に運用していただきたい。
適用板厚の改定に伴い、板厚6㎜以上の角形鋼管柱の

溶接角部をUT検査する場合が生じる。この件について
も質問を頂いている。角形鋼管柱溶接角部の試験方法
については、従来から巻末の付録に掲載しており、今回
も付2．に記載している。ただし、付2.は、(社)日本非
破壊検査協会が作成した指針であり、日本建築学会で
勝手に記載内容を修正することができないため、対象板
厚は9㎜以上のままとなっており、板厚6㎜以上9㎜未満
の感度補正量が示されていない。UT規準の考え方を厳
密に適用すると、JIS Z 3060-2002の附属書により対比試
験片を製作し、得られた感度補正量によってUTを行う
ということになるが、これは現実には困難である。実際
の運用を考えると、板厚6㎜以上9㎜未満の角形鋼管柱
については、設計者または工事監理者の承認を得て、
板厚9㎜の感度補正量（+10dB）を準用して検査すれば
よい。

３．斜角一探触子について

斜角一探触子として、これまで公称屈折角70度を標
準としてきたが、65度を併記した。これは、以下に示す
ように、探傷条件によっては公称屈折角65度の方が有
利な点を持つことによる。
①ビーム路程が短くなり、指向性も鋭くなるので欠陥位
置の測定精度がよい。
②屈折角および感度が温度変化の影響を受けにくく、
また、音響異方性による影響も小さい。

1.「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説
（日本建築学会）」の改定

田中　剛神戸大学大学院工学研究科建築学専攻
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③探傷できる板厚の上限が大きい。測定範囲を250㎜以
下として、一回反射法で探傷する場合、70度では板
厚42㎜までの適用となるが、65度では板厚52㎜まで適
用できる。従って、板厚が45㎜や50㎜の場合、70度
では45度を併用しなければならないが、65度では併用
する必要がない。
④探触子の走査範囲が70度よりも狭くてもよい。70度
の場合は板厚の約6倍が必要となるが、65度の場合は
約5倍でよい。
⑤欠陥の先端からの反射が大きいことから、溶込み不良
とたれ込みの判別が容易になる。付3.に掲載している
「裏当て金付完全溶込みＴ継手のルート部からのエコ
ー判別方法に関する指針」には、板厚が20㎜を超え
る場合65度の探触子を使用する規定があるため、70度
から65度に探触子を付け替えるのに手間がかかるが、
最初から65度を使用していれば付け替える必要がな
い。
一方、65度では接近限界長さと検出可能な深さとの

関係より、直射法で探傷できる板厚の下限が大きく、
板厚が20㎜以下の場合は適用しにくいという不利な点
もある。従って、65度と70度の探触子は使い分けること
が望ましい。この場合もそれぞれの板厚に応じて探触子
を付け替えることは現実的ではないので、探傷箇所のう
ち板厚20㎜以下が多い場合には70度を使用し、板厚20
㎜超が多い場合には65度を使用するというように、工時
単位または節単位で使い分ける等の方法が考えられる。

４．付則2について

付則２を導入した背景は、以下のとおりである。
①梁端溶接接合部の重要性

現行の耐震設計では、大地震に対して骨組の塑性変

形を許容し、塑性化によるエネルギー吸収により耐震性
能を確保しようと考えている。ラーメン骨組の地震時の
曲げモーメント分布は、柱梁接合部位置で極大となり、
図１に示すように梁端部に塑性ヒンジが形成されて、こ
の塑性ヒンジの回転によるエネルギー吸収を期待する設
計が行われる。もし、柱梁溶接接合部に不備があると、
梁端部の塑性化が生じる以前に溶接部の破断が生じ、
耐震性能が著しく損なわれ、設計の前提条件が崩れて
しまう。すなわち、梁端溶接部には、梁が十分に塑性
化するまで破断しないこと（保有耐力接合と呼ばれる）
が求められる。
②溶接部の歪集中

梁フランジの溶接接合は、通しダイアフラム形式に代
表されるように、幅の異なる板同士を溶接することが多
い。異幅継手では、幾何学的形状が急変することによ
り、入り隅部に歪が集中する。異幅継手の歪は図２に
示すように、フランジ幅の両端に集中する。溶接部では、
この歪集中点と溶接の始まりと終わり（始終端）が一
致することになり、溶接施工における始終端の状態が溶
接部の破壊時期を決定する。建築鉄骨の代表的な始終
端処理方法には、鋼製エンドタブを用いる方法と固形
エンドタブを用いる方法の２つがあるが、鋼製エンドタ
ブの場合、エンドタブを切除せず残すと梁フランジとエ
ンドタブの間にできるスリットの底の歪集中点を起点と
して溶接部が破断することがある。一方、最近使用さ
れることの多い固形エンドタブの場合、鋼製エンドタブ
を切除せず残した場合に比べて歪集中の観点からは有利
である。Ｌ形エンドタブを用いた場合は、溶接部からの
破断が生じにくく、梁の塑性変形能力を向上させる効
果のあることが実験的にも確認されている。しかし、鋼
製エンドタブのように始終端の欠陥を母材幅の外へ追い
やることはできないので、フランジ幅の両端に内部欠陥
が発生しやすくなる。すなわち、破壊の起点となる歪集
中点と欠陥位置が一致してしまい、欠陥の有無が破壊

図１ 図２

歪集中点

梁フランジ

通しダイ
アフラム
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を決定づける要因となる。
以上に述べたように、梁端フランジ溶接部は、大地

震時に非常に過酷な状態に置かれ、固形エンドタブを用
いた場合には、始終端の溶接欠陥が建物の耐震性能を
決定する重要な要因となるので、合理的な検査方法の
必要性が指摘されていた。そこで、日本鋼構造協会と
AW検定協議会の共同検討組織として、「梁端破断防止
の欠陥寸法と検査法に関する研究小委員会」が設けら
れ、端部欠陥の検査方法と合否判定基準に関する検討
が行なわれた。付則2はこの研究成果１）を取り入れたも
のである。
始終端の欠陥については、欠陥の高さが溶接部の破

壊に及ぼす影響が大きいことが知られている。欠陥の面
積が同じであっても、欠陥高さによって破壊時期は大き
く異なる。すなわち、図３(b)に示す欠陥は、図３(c)に
示す欠陥に比べて、溶接部の破壊に対して格段に悪い
影響を及ぼす。さらに困ったことに図３(b)に示すよう
な欠陥長さの短い端部欠陥は、従来の探傷方法では見
落とす可能性がある。また、合否判定する際には、欠
陥高さの情報が不可欠なので、検出された欠陥の高さ
も測定できなければならない。ただし、その検査方法は、
UT検査技術者にとって特殊なものでなく、十分実務に
適用可能であることも必要とある。
欠陥長さの短い端部欠陥を検出するという課題に対

しては、試行錯誤の末、従来用いられている探触子
5M10×10A70に替えて5M5×10A65を用いることによ
り、ほぼ十分な精度で端部欠陥を検出できることが明ら
かとなったので、端部欠陥の探傷に際しては5M5×
10A65を使用することとした。
欠陥高さを測定するという課題に対しては、同時端

部エコー法を採用した。欠陥の高さを精度良く測定す
ることは、建築鉄骨のUT検査にとって長年の課題であ
った。UT規準作成のために行われた1970年代の先駆的

な研究２）の中で、最大エコー高さと欠陥高さとの関係
が調査されたが、残念ながら両者の相関は極めて低いも
のであった。一方、JIS Z 3060 に示されている端部エコ
ー法は、建築鉄骨に適用するには手間のかかる割に十分
な精度を有しているとは言い難く、実用的ではなかった。
ここで採用した同時端部エコー法は、欠陥の上下端か
らのエコーを同一画面上で検出し、両者のビーム路程差
から欠陥高さを測定するものであり、煩雑な手順や計算
は不要である。また、欠陥高さ3㎜以上に対しては、十
分な測定精度が得られる。最大エコー高さを測定するこ
とに慣れた検査技術者にとって、当初、違和感を覚え、
この手法を習得するまでには少し時間を要するかもしれ
ないが、十分に実用的な検査方法であると判断し、UT
規準の付則に取り入れることとした。
この同時端部エコー法は、もちろん一般の完全溶込

み溶接部の検査にも適用可能である。私見であるが、
今後、本文の判定基準についても、欠陥高さと欠陥長
さの情報に基づいたより合理的な欠陥の合否判定に移
行することが望ましいと考えている。
梁端接合部は、設計と施工の両者が適切に行なわれ

て、はじめて性能が発揮できる箇所であり、建築鉄骨の
耐震性能を決定する重要な接合部である。建築構造の
安全性に対する国民の関心が高くなってきている現在、
検査技術者だけではなく、設計者、工事監理者、施工
者および鉄骨製作業者の皆様には、付則2の主旨と内容
をご理解いただき、実務の場で用いることにより、この
検査方法を育てていただきたい。

参考文献

1) (社)日本鋼構造協会：建築鉄骨梁端溶接部の超音波探傷検査指
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1976年3月
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CIW検査事業者協議会は平成19年3月～6月、北海
道・東北、関東・甲信、中部・北陸、近畿、中国・四
国、九州・沖縄各ブロックの都道府県庁、市町村、関
連団体を訪問し、第三者検査をはじめ新CIW認定制度、
告示1464号に基づく食い違いとずれの検査に関する普及
促進活動を展開した。また昨春未訪問だった機関に対
しては9月～11月に陳情を実施した。訪問先の人事異動
などを考慮して年1回以上、定例的に訪問することが有
効と考えられる。平成20年度はさらに活動を促進するた
めの対策を含め、継続的に関係各所をまわり第三者検
査の必要性等を説明していきたいと考えている。以下に
平成19年度の活動内容を報告する。

◆北海道・東北ブロック

平成19年3月27日の青森、岩手を皮切りに、秋田、山
形、福島、宮城、北海道の関係機関を訪問した。（以下、
訪問日、訪問先、PR活動結果[訪問先のコメント、協議
会訪問者の感想など]＝順不同）
【北海道】6月26日
◇北海道庁、札幌市＝（陳情を終え）継続的なPRを行
い、理解してもらうことが大事だと感じた。

【青森県】3月27日
◇青森県県土整備部建築住宅課＝「資料には興味があ
るので、署内関係者に回覧し、意識の高揚を図りた
い」
◇青森市建築営繕部＝協議会活動・認定制度について
の資料を提示し、担当者に確認してもらうよう依頼。

【岩手県】3月27日
◇岩手県県土整備部建築住宅課＝協議会活動・認定制
度についての資料を提示。継続的なPRを行い、理解
してもらうことが大事だと感じた。
◇盛岡市都市整備部建築指導課＝「（資料提示を受け）
次年度以降、中間検査等に対処できるよう準備を進
めたい」

【秋田県】3月29日
◇秋田県建設交通部営繕課＝協議会活動・認定制度に

ついての資料を提示。継続的なPRを行い、理解して
もらうことが大事だと感じた。
◇秋田市都市整備局建築指導課＝資料を提示、「署内関
係者に回覧する」との返答。

【山形県】4月10日
◇山形県土木部建築住宅課、山形市建設部建築指導
課＝「近年は、大部分の工事について、受入検査を
実施していると判断している」
◇山形県建設業協会＝「機会あるごとに、第三者検査
に関する情報を広めていきたい」
◇山形県建築設計事務所協会＝資料を提示。根気強い
PR継続の必要性を感じた。

【福島県】4月10日
◇福島県土木部営繕グループ、福島市都市政策部開発
建築指導課＝「大部分受入検査を実施し、中間検査
等も対処できていると判断している」

【宮城県】4月11日
◇宮城県土木部営繕課、仙台市都市整備局建築指導
課＝「大部分受入検査を実施し、中間検査等も対処
できていると判断している。検査事業者等の確認もで
きるよう指導したい」
◇宮城県住宅センター＝「資料には興味があるので、
関係者に回覧し、意識の高揚を図りたい」
◇日本建築構造技術者協会（JSCA）東北支部＝資料を
提示。根気強いPR継続の必要性を感じた。

◆関東・甲信ブロック

平成19年4月17日の静岡を皮切りに、山梨、長野、茨
城、東京、今年に入って千葉で陳情活動を展開した。
【茨城県】6月20日
◇茨城県土木部都市局建築指導課＝理解されている。
とくに検査分野の説明に対し関心を示す。
◇茨城県土木部都市局営繕課＝鉄筋接合部の検査も話
題に上る。
◇茨城県土木部都市局住宅課＝担当者不在、資料提出。
◇水戸市都市計画部建築指導課＝一定の理解を得た印

2. 第三者検査普及促進活動について

CIW検査事業者協議会
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象。
◇水戸市建設部建築課＝好意的な対応。
◇茨城県建築士事務所協会＝協議会について関係者に
紹介するとのこと。
◇茨城県建築士会＝「個人会員が多く、PRが難しい」
◇茨城県建築センター＝鉄筋接合部検査についても関
心を示す。

【千葉県】20年3月14日
◇千葉県建築指導課＝PRの頻度を高め、理解してもら
うことが重要と感じた。
◇千葉市都市局建築部建築保全課＝検査部門について
関心示す。
◇千葉市都市局建築部営繕課＝「監理者、施工者への
PRも重要では」との指摘を受ける。

【東京都】9月21日
◇東京都都市整備局市街地建築部＝東京都では以前よ
りCIW認定事業者を使用するよう指導している。検査
機関登録制度を運用しており、CIW認定だけを言うわ
けにはいかないが、高さ20ｍ以下の物件に対しては再
度確認の意味を含めて、構造部会に資料（パンフレ
ット等）を配布してもよいとのこと。そこで後日資料
を30部持参した。

【山梨県】5月16日
◇山梨県土木部建築指導課＝継続的なPRを実施し、理
解してもらうことが大事だと感じた。
◇山梨県営繕課＝PRの頻度を高め、理解してもらうこ
とが重要と感じた。
◇山梨県建築士会＝第三者検査、告示1464号ともによ
く理解し、現状も把握している。
◇山梨県設計事務所協会＝担当者不在のため資料提出。
【長野県】5月23日
◇長野県住宅建築管理課＝他県の情報に興味を示す。
◇長野県建築設計事務所協会＝書類提出のみで退室。
◇長野県建築士会＝協議会の活動を理解してもらうた
めには今後も地道なPR活動が必要。
◇長野県建設業協会＝PRの頻度を高め、理解してもら
うことが重要と感じた。
◇信州建築構造協会＝勉強会を訪ね10分間の時間を得
てPRした。

【静岡県】4月17日
◇静岡県県民部建築安全推進室＝活動内容について積
極的な協力を得る。かなり関心は高い。

◇静岡県企画監営繕工事室・設備室＝検査機関の指定
に関しては前向き、対応も好意的。
◇静岡市建築指導課＝協議会の活動に関心を示し、協
力的な姿勢を感じた。
◇静岡県建築設計事務所協会＝PR内容について理解を
得るとともに、今後の活動についても協力的。
◇静岡県建設業協会＝PR内容については協力的だが、
活動の内容を理解してもらうには継続的な活動が必
要。

◆中部・北陸ブロック

4月に三重、5月には富山、石川、福井で陳情した。
【三重県】4月23日
◇三重県総務部営繕室＝県の仕様書等にCIW認定を入
れてもらうよう要望したものの、現段階では困難な印
象。

【富山県】5月23日
◇富山県土木部建築住宅課、富山県建築設計事務所協
会＝第三者検査を法律で定めない限り現状を変更す
ることはないと思う。東京都の例を持参し、今後も訪
問を続ける必要がある。

【石川県】5月24日
◇石川県土木部住宅建築課＝東京都の例を説明したが、
「法より条例でレベルを上げる考えはない」
◇石川県建築設計事務所協会＝協会への検査会社の参
入もあり、認知は得ている印象。

【福井県】5月24-25日
◇福井県土木部建築住宅課（24日）＝「条例で基準法
よりレベルを上げる考えはない」。東京都の事例には
興味を示す。
◇福井県建築設計事務所協会（25日）＝ジェットコー
スター、昇降機の検査が話題に上り、興味を示す。

◆近畿ブロック

4月の滋賀、和歌山を皮切りに、大阪、兵庫で陳情を
実施した。大阪では4月、5月、7月に関係機関を訪問し
た。
【滋賀県】4月24日
◇滋賀県土木交通部建築課＝「県の方針が市町村に直
接及ぶことはないが、年1回の会合で認定制度につい
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て話し合う」
【大阪府】4月24日（関西建築構造設計事務所協会）、5
月24日（大阪府住宅街づくり部公共建築室計画課）、
同29日（大阪市都市整備局公共建築部）、7月5日（堺
市建築都市局建築部建築監査課）＝「府だけでは決
められない。『大阪府内建築行政連絡協議会』に入会
して意見を出してもらえばよいのでは」／「資格者が
きっちり検査すればよいと考えていた。大阪に37社も
認定会社があるのであれば、来年度物件からでも特記
仕様に入れることを考えていきたい」（堺市）

【兵庫県】10月4日
◇兵庫県県土企画局技術企画課、神戸市建築技術部技
術管理係＝県、市ともに特記仕様書にCIW認定制度
を要望。「市議会の対応においても合理的な理由が必
要なので、特記に入れるにはどのようなことが明確に
なればよいか検討したい」と返答（県と市町村の連絡
協議会がある）

【和歌山県】4月25日
◇和歌山県県土整備部都市住宅局＝「近畿管内の府県
に追随していきたい」

◆中国・四国ブロック

5月に山口、岡山、広島、鳥取、島根、愛媛で陳情活
動を展開した。（香川、徳島、愛媛は資料送付のみ）
【鳥取県】5月17日
◇鳥取県総務部管財課、鳥取県建築設計事務所協会＝
認知度は高く、今後も継続して活動する。

【島根県】5月17日
◇島根県土木部建築営繕課、島根県建築技術協会、島
根県建築設計事務所協会＝「県発注の工事にCIW検
査事業者とは書けないが、『請負者が検査機関と直接
契約をした契約書の写しを提出する』と明記している。
第三者検査の確立と推進には有効だと思う」／
「CIW認定制度・第三者検査・告示1464号の認知度は
高く、今後も委員会等で指導していく」

【岡山県】5月16日
◇岡山県土木部都市局建築営繕課、岡山県建築士事務
所協会＝日本溶接協会の認識はある。「外観検査ハン
ドブックはわかりやすい」／建築士事務所協会では時
間がなく、一連の主旨説明に終始した。

【広島県】5月16日

◇広島県建築指導課＝CIW協議会の活動、CIW認定制
度、第三者検査を説明。「課内で資料を回覧する」
◇広島県建築士事務所協会＝CIW認定制度などについ
てある程度認識あり。「今後会合・小委員会などで資
料を配布、認識向上に努めたい」
◇JSCA中国支部＝「JSCAでは以前、説明したこともあ
り理解されている。今後も継続していく」

【山口県】5月15日
◇山口県土木建築部建築指導課＝行政の対応が大変良
かった。「課内で行う会議、勉強会などで資料をもと
に説明、指導していく」

【愛媛県】5月29日
◇愛媛県土木部道路都市局建築住宅課、愛媛県建築士
事務所協会＝第三者検査の重要性は理解しているよ
うだが、日本溶接協会、CIW協議会の認識は高くな
い。社内検査と第三者検査を分けて行うことの重要
性に理解を示す。

◆九州・沖縄ブロック

4月中に福岡、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、大分、宮
崎、沖縄で関係機関に陳情した。
【福岡県】4月9日
◇北九州市建築都市局建築審査課、福岡県建築都市部
建築指導課、福岡市建築局指導部建築審査課、福岡
県建築士事務所協会、福岡県建設業協会、福岡県建
築士会、JSCA九州支部＝PRの頻度を高め、理解して
もらうことが重要と感じた／「最近、建築主から行政
に対し、耐震に関する問い合わせが急増している。姉
歯問題以降、所有者責任に対する一般の意識が強ま
ったようだ」（県）

【鹿児島県】4月17日
◇鹿児島県土木部建築課、鹿児島市建設局建築部建築
指導課、鹿児島県建築士事務所協会、鹿児島県建設
業協会＝CIW認定制度や第三者検査などパンフレッ
トに沿った説明は熱心に聞いていたが、さらにPRの
頻度を高め、理解してもらうことが重要と感じた／
「次回の理事会で、今回のPRの概要を報告する」（建
築士事務所協会）

【熊本県】4月17日
◇熊本県土木部建築物安全推進室、熊本市都市整備局
計画部建築指導課、熊本県建築士事務所協会、熊本
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県建設業協会＝継続的なPRを行い、理解してもらう
ことが大事だと感じた。建築士事務所協会、建設業
協会では事務局員のみ常駐のため、資料一式を提出
し、主旨説明と回覧を要請した。

【佐賀県】4月18日
◇佐賀県県土づくり本部建築住宅課、佐賀市建築部建
築課、佐賀県建築士事務所協会、佐賀県建設業協
会＝継続的なPRを行い、理解してもらうことが大事
だと感じた。CIW認定事業者による検査の必要性に関
しては、国土交通省標準仕様書などの内容を踏まえ
た説明を理解したうえで、関心を示す。他団体を巻き
込んだPR活動が必要と感じた。

【長崎県】4月18日
◇長崎県土木部建築課、長崎市建築住宅部建築指導課、
長崎県建築設計事務所協会、長崎県建設業協会＝PR
の主旨は理解してもらい熱心に聞いてくれたが、今後
さらに頻度を高めていくことが重要と感じた（県）／
CIW協議会が法人格を取得していないため、認定事業
者のみを推奨することはできない（市）／建築設計事
務所協会・建設業協会ともに、幹部は非常勤である
ため、事務局員に資料一式を提出し主旨説明と回覧
の要請にとどまった。

【大分県】4月17日
◇大分県土木建築部建築住宅課、大分県土木建築部施
設整備課、大分市土木建築部建築指導課、大分県建
築設計事務所協会、大分県建築住宅センター＝訪問
先では同様の資料を用いて説明と要望を繰り返した。
なかでも市および建築住宅センターでは関心が高く、
また理解度も深い印象を受けた。根気強いPR活動継
続の必要性を強く感じた。

【宮崎県】4月17日
◇宮崎県土木部建築住宅課、宮崎市都市整備部建築指
導課、宮崎県建築設計事務所協会、宮崎県建設業協
会＝「検査報告書に記載されたCIWに馴染みはあるが、
認定制度は知らなかった」（県）／市役所では建築指
導課及び住宅課を訪問したが、確認申請を行う前者
よりも発注部署と思われる後者の方が理解度は深かっ
た。

【沖縄県】4月26日
◇沖縄県土木建築部建築指導課、那覇市都市計画部建
築指導課、沖縄県建築士協会、沖縄県建設業協会＝
PR説明の内容を聞いて、発注部署へのPRを勧められ
た（県）／事務系より技術系部門へのPRの必要性を
感じた（市）



CIW関連規格が改定され、従来の主任検査技術者を
検査技術管理者と称するようになったが、要求される技
術者の任務及び責任並びに知識及び職務能力は従来と
基本的には同じである。すなわち、検査技術管理者の
任務及び責任は、検査に関する総括的な責任を負い、
検査の総合判定を行う。また、溶接構造物について包
括的技術知識と経験をもち、検査に関する統括業務を
遂行する能力をもつことが要求される。したがって、非
破壊検査に関する知識のみならず、溶接構造物の破損
様式、溶接継手の特性などに関する知識も要求される。
更には、これらの知識と経験を生かし、溶接構造物の
破損事故に対して総合的な事故解析を行う能力を有す
ることが望まれる。
ここでは、金属材料の典型的な破面と破損様式に関

する問題を取り上げ、解説する。なお、以下の解説に
は、破壊に関する基礎知識についても言及するが、実際
の解答に際しては要点を簡潔にまとめて回答することに
留意していただきたい。

【問題】

最近は、事故解析も含めて総合的な検査が要求され
てきている。溶接構造物の事故品の破面を走査型電子
顕微鏡を用いて調べたところ、図a、b及びcに示す写真
が得られた。以下の問に答えなさい。
1) 図a、b及びcは、それぞれどのような破壊形態かを述
べ、その内容を簡潔に述べなさい。
2) 図a及びbのような破壊形態が予想される構造物を保
守検査する場合、どのような非破壊試験方法を採用
すれば良いかを挙げ、その内容及び理由を簡潔に述べ
なさい。

【解説】

1) 図a 疲労破壊

ストライエーションが観察されるため、疲労破壊であ
るといえる。また、疲労破壊した破面はマクロ的には一
般に貝殻模様が認められる。
繰返し荷重あるいは繰返し変形により生じる破壊を疲

労破壊という。構造物の破壊の80～90%は疲労破壊に起
因しているといわれている。疲労破壊の特徴としては、
①大きな塑性変形をせずに破壊する。②繰返し応力が
降伏点（又は耐力）よりかなり小さくても破壊する。③
一定の繰返し応力Sを加えた場合、破断までの繰返し数
は、Sが小さいほど大きくなる。④鋼などの場合には、
Sが小さくなると無限の繰返し数になっても破断しなく
なる場合がある。このSの最大値を疲労限度という。
溶接継手の疲労強度は溶接継手の表面状況に大きく

影響される。特に止端部には応力集中が生じるため、
継手の疲労き裂は止端部から発生するのが普通である
（止端部付近の応力集中係数はアンダカットなどのきず
が存在しなければ、普通の余盛形状では最大で3程度と
考えてよい）。止端部の応力集中を緩和するには、グラ
インダー仕上げをして止端部を平滑にしたり、あるいは
ティグ溶接によるドレッシングなどが有効である。
溶接継手では、角変形あるいは目違いなどによる応力
集中も生じる。また、割れ、アンダカットなどのきずも
疲労強度を減少させる。特に表面に存在するきずは内
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3.【解説】CIW検査技術管理者試験問題

図a

10μm



部に存在するきずに比較して、著しく疲労強度を減少
させる。

図ｂ　ぜい性破壊

リバーパターンが観察されるため、ぜい性破壊である
といえる。
ぜい性破壊は、軟鋼や低合金鋼のような体心立方金

属に特有な破壊である。これらの材料は常温付近におい
ては延性に富んでいるが、低温においては、ガラスや陶
器などのようにもろく破壊する。これをぜい性破壊とい
う。
普通の構造用鋼のぜい性破壊のき裂は300～200m/sの

高速で伝播し、破面はマクロ的にはシェブロン模様とい
われる末広がりの特徴ある模様が認められ、銀白色のき
らきらした光沢を示す。また、絞りはほとんど生じない。
鋼材のぜい性破壊は、船舶、橋梁、タンク、圧力容

器、ペンストック、パワーシャベル、パイプラインなど
の各種の大型溶接構造物に多数発生したため、その原
因と防止対策の研究が大規模に行われた。その結果、
ぜい性破壊の発生には、次の3条件が同時に満たされる
ことが必要とされている。すなわち、①切欠きの存在、
②引張応力の存在、③切欠きじん性の不足（低温であ
ること）である。溶接継手は上記の3条件を同時に満た
す確立が高いため、ぜい性破壊の発生に特に留意する必
要がある。
実際にぜい性破壊の起点となった切欠きは、溶接割

れ、溶込み不良、鋭いアンダカット、オーバラップなど
の溶接きずあるいはそこから発生・伝播した疲労き裂で

ある場合が多い。

図c 延性破壊

ディンプルパターンが観察されるため、延性破壊であ
るといえる。
延性破壊は材料の引張強さ以上の過大な応力が負荷

され、大きな塑性変形が生じた後に破壊する現象である。
典型的な例は延性材料の引張試験における破壊である。
破断に際し、材料破断部には伸び、絞りが認められ、
マクロ的にはカップ・アンド・コーンといわれる破面と
なる。
延性破壊による事故事例は少ないが、材料の選択ミ

ス、あるいは許容応力の設定ミスなどにより延性破壊が
生じる場合がある。

2)疲労破壊もぜい性破壊も材料表面又はその近傍か
ら生じる場合が多い。また、前述のようにぜい性破壊の
起点として、表面の溶接きずあるいはそこから発生・伝
播した疲労き裂である場合が多い。したがって、表面欠
陥を対象とした試験方法を採用すべきである。この際、
最初に目視試験により、きずの有無を調査する。次に、
強磁性体材料に対しては望ましくは磁粉探傷試験、非
磁性体材料に対しては浸透探傷試験を適用する。
検出されたきずに対しては、その寸法（特に、きずの

深さ）を定量的に把握する必要がある。この目的に対
しては、超音波端部エコー法、電気ポテンシャル法など
が有効である。更に、必要に応じて製作時に見落とさ
れていたきずが存在しないかどうかを含めて、放射線透
過試験又は超音波探傷試験を用いて、内部きずを調査
する場合もあり得る。
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１．はじめに

ミレニアムに沸く1999年、私達がTOFD法に取り組み
始めた年である。当時長引く不況の只中、将来に向け
て進むべき道を模索していた。建設・新設分野の厳し
い競争の中で長期的に需要が見込まれる保守検査の領
域を強化することがそのときの結論の一つであった。そ
こで新しく付加価値の高いツールとして浮かび上がった
のがTOFD法である。
TOFD法は数々の文献に紹介され、すでに適用されて

いる会社も多くあるため、ここでは原理等の説明は省略
する。

２．TOFD法の特徴
私達はまず装置の基礎的な性能確認を開始した。人

工きずや実きず、厚さやきず深さ等様々な条件の試験体
を用意し、きず毎に最適な探傷条件を導き出して行っ
た。
TOFD法の特徴として裏面側のきず検出に優れている

こと、きず高さが計測できることが挙げられる。これは
従来のパルス反射法によるUTでも同じことがいえるが、
きず高さの測定精度がずば抜けて高いこと、そして何よ
り画像によりビジュアル的にきずの存在が示されること
にある。この特徴を積極的にアピールすることにより、
徐々に実機による施工に繋げていった。

３．検査実績

これまでにTOFD法を施工した検査対象物を次に示

す。
(1)球形ガスホルダー（都市ガス、工場ユーティリティ
等）の溶接線検査
(2)火力発電所ボイラーにおける高温・高圧配管の割れ
調査
(3)塔槽・圧力容器・熱交換器の内面きずの検査
(4)高炉及び高炉周辺塔槽・配管の亀裂調査
(5)鋼製橋脚の損傷調査
(6)タンク・容器の内面SCC深さ調査
(7)高速道路における鋼製伸縮装置の損傷調査
これらの機器類は割れに対して大変敏感な対象物で

あり、これまでも従来のUTあるいはMTが施工されてき
たものである。ここにTOFD法を導入するメリットは前
述したきず高さの精度・ビジュアル性に加え、その再現
性の良さが経年変化の追跡に最も適していることにあ
る。また適切な探傷条件が決まれば、その検査に要する
時間は他のNDT方法より大幅に短縮が可能である。こ
のことから設備管理上の｢安全・安心」に今後も寄与で
きるものと期待している。

４．規格の整備

私達がTOFD法に取り組み始めた頃には、TOFD法に
関する規格はBS7706（1993）という海外規格だけであ
った。やがて2001年に(社)日本非破壊検査協会によりき
ず高さ測定方法としてのNDIS2423が制定され国内で最
初の規格となった。
その後、(社)日本ガス協会の「球形ガスホルダー指針」

JGA指-104-03にも溶接部の探傷方法として盛り込まれ
た。さらに(社)日本エルピーガスプラント協会による
「LPガスプラント検査基準」JLPA501:2005に供用中内表
面探傷の項にTOFD法が明記された。
これらは先人諸氏の御努力により制定に至ったものと

感謝するところである。保守検査におけるきず高さの測
定精度に関するTOFD法への期待と共に、社会での認知
が徐々に浸透していく実感を覚える。
しかし反面、これらの基準は使用中に新たに発生する

割れの検出及びそのきず高さ測定を想定したものであ
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4.【新技術紹介】保守検査におけるTOFD法の活用

前川　真一(株)ダンテック

探触子間距離

受信子送信子

ラテラル波

底面反射波

回折波交軸点

探傷面

底面

図１　TOFD法



り、溶接内部きずや溶接部を評価する基準とはなってい
ない。パルス反射法とは手法が異なるが、TOFD法でも
同様な評価は可能であると私達は信じている。パルス反
射法でいうJIS Z 3060のような溶接部の探傷方法として
のTOFD法JIS化が待たれるところである。

５．解析技術の蓄積

TOFD法によるデータ採取は、最適な探傷条件が決ま
れば比較的スピーディに行える。しかしその得られたデ
ータを解析するには、ある程度習熟度を要する。TOFD
法の場合、得られる情報は画像とRF波形である。画像
に現れる模様からきずと判断するもの・しないもの、連
続・単独、長さ・深さ・高さ、RF波形の位相等種々の
情報によりきずの実像を正確に捉える必要がある。
私達は過去の数万ｍに及ぶ様々な画像データを蓄積

しており、同時にきずの実サイズを検証できたものにつ
いてはそのデータを併せ持っている。この貴重なデータ
を基に解析マニュアルを作成し、解析技術を高めると共
に均等化を図っている。今後より多くのデータを収集す
ることにより、解析自動化ソフトの開発も視野に入れな
ければならないであろう。図２に解析マニュアルの一部
を示す。

６．自走ロボット

球形ホルダーの供用中検査では、特に塗装工事がな
ければ非破壊検査のためだけに外面足場を設置すること
になる。このコスト負担を軽減すると共に、今後の供用
中検査に対応するためTOFD法を遠隔操作で自走させる
ロボットを導入した。
図３に示すようにこの自走ロボットはマグネット式の

キャタピラを有し、ホルダー外面に張り付いて走行する。
接触媒質はポンプで水を供給する仕組になっている。今

のところ操作は地上あるいは階段等から人間が行う。こ
のロボットにより足場は一切必要なくなり、コスト削減
に大きく寄与することになった。

７．今後の展開

TOFD法の特徴は先にも述べたように、裏面側のきず
検出及びそのきず高さ測定に優れていることである。世
の中には裏面側あるいは内側の確認ができない、または
確認するのに大変なコストのかかる設備は数多い。さら
にその設備の使用中に割れの発生が予想されるものも多
く存在するであろう。このような設備にこそTOFD法の
適用を今後ともアピールしていきたい。
また溶接部に関してもパルス反射法に匹敵する評価が
できるようデータを蓄積していかなければならない。正
しい評価ができれば解析ソフトの開発が次の課題となろ
う。
さらに現状の自走ロボットをさらに発展させ、人の力

を借りずに検査対象部を自動で走行する完全ロボット化
も大きな課題である。
TOFD法には表面側のきず検出が困難というデメリッ

トはあるが、今万能で完璧な非破壊検査技術などない
訳であるから、優れた点を大いに伸ばすことを考えるの
が技術者の責務と考えている。
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図２　解析マニュアル

図３　自走ロボット



当社は発電プラントや石油プラントから橋梁や高速道路
に至るあらゆる社会資本の安全を守ることを使命とし、そ
れらに対する各種安全技術を提供している。具体的にはひ
ずみ測定を含む(社)日本非破壊検査協会（以下JSNDI）認
定の6種目の非破壊検査技術はもちろんのこと、AE試験、
構造物の設備診断技術･健全性評価技術、各種材料試験、
事故･故障調査技術などを実施している。
我々を取り巻く高度技術社会の安全を守るという使命の

ために、当然ながら信頼性の高い高品質な技術を提供する
ことをモットーとしている。そのためには一人ひとりの技
術者が単に技術的に優れているのみならず、「安全の心」
すなわち人と物をいつくしむ心が大切との考えで社員教育
を行っている。
パイオニア企業としてこのような考えで取り組んできた

結果、日本一の資格者集団を形成するに至った。当社の最
大の資産は、このような技術者倫理に裏打ちされた資格者
集団であると認識しており、技術の伝承を含めこの資格者
集団を維持し発展させることが、我社に課せられた使命を
遂行する上で最も大切であると考えている。
これが我社における教育の基本的理念であるが、次に具

体的な教育内容について述べる。なお上に述べた「安全の
心」は若い頃より育むことが肝要との考えから、工業高校
などにおける安全管理教科を通して安全に対する企業メッ
セージを発信し続けていることも付記しておく。
◆新入社員教育

新入社員がスムースに業務や会社生活に馴染めるよう入
社時に一定期間の教育を行う。内容は会社の基本方針や社
会人としての心構えから始め、会社の諸制度、安全教育、
品質保証システム、資格制度、検査対象物に関する知識な
どである。これに続き各検査手法の概要について実技を交
えての体験教育を行っている。
新入社員はこの後、ブラザー制度により教育される。こ

の制度は新入社員毎に選任された先輩技術者が3ヵ月間、
公私にわたって指導・育成するシステムであるが、逆に指
導者側にも先輩技術者としての自覚を促す効果もある。
◆資格取得教育

基本的にはISOシステムに則って実施している。会社組

織としては、技術本部主導の下、各事業本部内に組織され
た生産技術教育部が教育に当っている。対象となる資格は
JSNDI認定の資格に加え、30種類を超える資格を定めてい
る。資格の種類により教育時期、方法ともに異なるが、こ
こではJSNDIのレベル2の資格について説明する。
受験の要件となるJIS Z 2305に定められた訓練時間は、

各事業本部のレベル3資格者が実施する。実施内容は座学、
実技及び現場実習であるが、必要に応じて技術本部から各
事業本部に探傷器や試験体などの教育用資機材を貸与す
る。
一次試験と二次試験の前には本社での集合教育を実施し

ている。実施時期は一次試験の場合は試験の約1ヵ月前で
ある。実技試験である二次試験は試験直前に行うが、場合
によっては一回目を約1ヵ月前に、二回目を試験直前に行
うこともある。なお所有資格や教育訓練記録などは、社内
のコンピュータシステム上で関連部署がデータを共有して
いる。
◆応用技術教育

資格取得は技術者としての必要条件ではあるが、現場で
実務をこなせる技術者となるにはさらに充分な経験をつむ
必要がある。基本的には熟練技術者によるOJTによる教育
を行っている。また原子力プラントにおける超音波探傷な
ど特定分野の技術については、技術本部検査技術センター
に設けた試験体等の設備を用いた教育･訓練を実施し、一
定レベルの技術を取得した者に対して修了書を発行してい
る。このほか診断技術や調査技術などのいわゆる汎用技術
でない分野、および新規技術についても実務教育を行って
いる。この際、必要に応じて技術者を一定期間、開発部門
に所属させて教育するなどの対応を図っている。

昨今、各プラントの定検工事などが重複し多数の資格者
を動員する必要に迫られることが多い。これに伴い資格者
不足をきたす状況にあるが、各技術者が多種目の資格を有
する多技能技術者となることでこのような状況に対処して
いる。このため現場業務を行いながら、教育を受けまた自
らも勉強に励む必要があるが、資格取得や技術向上も業務
の一環であるとの考えで各自が臨んでいる。
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5. わが社の教育訓練

向井　一弘非破壊検査(株)



三浦雄一郎氏75歳、世界の最高峰エベレスト登頂、まったく
快挙である。私が三浦氏と出会ったのは、今から50年以上も前
の話になる。凄いアドベンチャースキーヤーが居るので福原プ
ロダクション（当時、東京・六本木）で彼の映画を作りたい、
暇があって冬山を登れる者は居ないかと、私の所属している山
岳会に申し入れがあった。白羽の矢はこちらを向いた。
当時私は大学生であり、暇はいくらでも有った。話を聞くと、
冬の剱岳（富山県北アルプス3,000ｍ峯）の頂上直下よりスキー
で滑り降りる計画らしい。剱岳の頂上迄彼とスキー一式を持ち
上げてほしい。冗談じゃ無い、絶対無理な事だ。
剱岳の頂上へは引張り上げてやるよ。富山駅にて彼と初めて
会った。当時彼は、23歳ぐらい、精悍な感じの青年であった。
富山のガイド佐伯文蔵率いるガイド部隊数名、撮影班等々が雪
上車にて室堂迄入り、ラッセルにて釖沢の小屋につく。
いよいよ撮影に入る。三浦氏はかなり高所にてのトレーニン
グ、カメラ班は2,600ｍ地点迄器材を上げる、登攀班はルートの
セッティング、氷の部分は足場のカッティング及び岩場には固
定ザイルをセットし終わる。各班完了し、打合せの後明日は決
行する。
早朝天候は申し分なし、いよいよ出発する。三浦氏と2人で
ザイルを結び、左の稜線より頂上を目指す。彼のスキーを背負
っているので岩壁になると非常にジャマになる。
6時間以上も登りやっと頂上に到達する。小休止の後、滑走
地点のコル迄少し下る。斜面を見れば上部は垂直に近い傾斜が
続き、雪はいたる所クレバスが空き、岩が露出している。
「もう少し下に行きましょうか」と云うと思いきや、そこでス
キーを履き2～3度足をならしてスタートの合図をしている、カ
メラ班の合図で滑り出した。滑ると云うより飛び跳ねていると
いう感じ、まったくもって世の中には超人が居るものだ。登攀
班とカメラ班はピッケルとザイルを頼りに一歩一歩下降する。
全員合流、握手、私は三浦氏に敬意をこめて手を握っていた。
その後２年間山を共にした。彼はプロスキーヤーになった。
私と三浦氏の遠い思い出である。
第一回就職、検査関係にフイルム等を売る会社であった。６
年間は真面目に勤めそれなりの成果を上げていたが山岳会にて
アラスカ遠征をする為に会社に長期休暇を願い出たが即座に却
下され、結局退社をして遠征に参加する。

セント・エアイラス（6,000ｍ峯）アンカレッジより車にて2
日間コロンバス氷河へ、長さ200㎞幅50㎞のアラスカ一番大きな
氷河の中間に位置する山、ベースキャンプ迄はセスナー、ワゴ
ンにて荷物のトランスポートの繰り返しをして運ぶ。ベースキ
ャンプの夜はオーロラが毎夜楽しませてくれた。約１ヵ月かか
り登頂に成功して又、セスナーにて下山する。帰国を急ぐこと
もなく、アラスカ及びアメリカ本土を３ヵ月間放浪の旅が続く。
第二回就職、検査会社に入り本格的に検査に取り組む。昭和
48年独立して検査会社設立、そして今皆様と共に歩んでいる。
2年前、私が70歳の時の話になる。昔の山の仲間達とフラン
スアルプス・モンブラン（4,810ｍ）及びスイスアルプス・マッ
ターホルン（4,478ｍ）に登らないかと云う話が出、一行に加わ
り出発する。若かりし日に一番憧れた山々である。ヨーロッパ
アルプス最高峰モンブランの麓の町シャモニーに入りロープウ
エーにてエギュー・デ・ミディ、3,842ｍに登る。目の前にはモ
ンブラン峰、プラン・ド・レギュよりトレック開始、約5時間か
けてモンタンベールへ。一番有名な氷河が眼下に見えドリウ
ー・グランドジョラス、アルプスでも有数の山々が見える峠に
て私の体力の限界を感じて当日は下山する事にした。
その後7日間マッターホルンに行き毎日3時間～5時間のトレッ
クを強行したが、4,000ｍが限界であり、頂上登攀組をいつも見
送っていた。
しかし昔憧れた山々を目の前にし、又登りながら満足感を味
わっていた。体力トレーニングをして2年後には冬のアルプスへ、
75歳迄にはアラスカ・マッキンリーへ、夢は広がっている。
三浦雄一郎氏曰く「人間の体力は90歳になってもあきらめな
ければそれなりの衰えがあってもいろんな可能性はある」まっ
たくそうだと思う。ガンバロウ皆様！！
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6. 随想－若き日の山行、そして今

川本　怜三極東エンジニアリング(株)

エギュー・デ・ミディより見たモンブラン（4,810m）



☆幹事会の開催

平成20年度第2回幹事会は5月14日に開催し、定例議事の審
議、定時総会、特別講演、懇親会の議事進行について協議し
ました。第3回幹事会は10月16日に開催する予定です。

☆平成20年度定時総会の開催

平成20年度定時総会は5月14日、浜松町東京會舘で開催し、
平成19年度事業・決算・監査報告、20･21年度役員選挙結果
報告及び役割分担、20年度事業計画・予算の各議案について
審議の結果、原案どおり承認されました。総会に続く特別講
演は、講師の林田明大氏（作家、陽明学研究家、当初予定の
越川禮子氏が体調不良のため変更）が「江戸しぐさ」と題し
て講演しました。

☆平成20・21年度役割分担

平成20年度定時総会で承認された役割分担です。
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

☆第2回中野盛司杯ゴルフコンペの開催

第2回中野盛司杯ゴルフコンペは、5月15日、晴天のもと立
野クラシック・ゴルフ倶楽部で22名の参加者が、日頃の技を
競い合いました。
◎個人戦　優　勝　　東山　誠一氏　㈲アイ・イー･エル
◎団体戦　優　勝　　関西地区チーム

☆上級検査技術者（UT部門）受験対策講習会の開催

JWESのCIW認定「上級検査技術者（UT部門）」の受験対策
講習会を5月17日、18日の両日、CIW検査事業者協議会事務所
で開催し、11名が受講しました。

☆知事認定研修会の開催

東京都知事認定研修会「建築物の工事における試験及び検
査に関する研修会」を6月1日、川崎市内の日本溶接技術セン
ターで開催し、60名が受講しました。

☆同時端部エコー法の技術講習会の開催

(社)日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規
準･同解説」（2008年版）で採用された同時端部エコー法の紹
介と技術習得を目的として6月15日、川崎市内の日本溶接技術
センターで講習会を開催し、54名が受講しました。

☆今後の予定

①JWESの新CIW認定への移行に必要な（附属書2）品質シ
ステム構築に関する研修会を計画中です（開催日程等は未
定）。
②JSNDIレベル3（UT）試験の秋期受験対策講習会の開催
（基礎試験、2次試験）
③JWES上級検査技術者の受験対策講習会の開催
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7. 協議会だより

CIW検査事業者協議会



平成20年度後期の溶接検査認定（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．CIW認定の技術者試験、研修会について

試験及び研修会の各案内･申込書については、9月上
旬に関係先へ送付いたします。
◎溶接部の検査に関する研修会

東京／大阪： 10月18日(土) ～ 19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（更新講習と確認試験）
東京／大阪： 11月1日(土) ～ 2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： 11月16日(日)

2次試験
東京：平成20年1月10日(土) 予定
大阪：平成20年1月11日(日) 予定

2．溶接検査認定（CIW認定）申請について

新基準WES 8701:2007に基づくCIW認定について平成
19年4月1日から運用を開始いたしました。これにより、
旧基準WES 8701:2000に基づくCIW認定は平成22年3月
31日をもって終了いたします。
旧基準の認定事業者におかれましては、それまでに新

基準の認定に移行いただくことをお願いいたします。認
定申請に関して今後は、次のとおり認定事業者及び仮
認定申請提出事業者にご案内してまいります。不明な
点がございましたらCIW担当までお問合せ下さい。なお、
ご案内は当協会ホームページ（http://www.jwes.or.jp/）
にも掲載します。
【認定時期と認定申請の案内時期】

平成20年10月1日認定分＞申請受付終了
平成21年 4 月1日認定分＞平成20年10月中旬

平成21年10月1日認定分＞平成21年4月中旬
平成22年 4 月1日認定分＞平成21年10月中旬

3．溶接管理技術者資格（JIS Z 3410／ISO 14731／
WES 8103）の研修会、評価試験について

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)日本溶接協会までFAX（03-3255-5196）にてご
連絡願います。査収後、研修会の案内・申込書を送付
いたします。なお、後期の評価試験（平成19年11月9日
予定）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

仙　台： 9月 9 日(火) ～ 9月12日(金)
東　京： 8月31日(日) ～ 9月 3 日(水)

9月22日(月) ～ 9月25日(木)
名古屋： 9月23日(火) ～ 9月26日(金)
大　阪： 9月 2 日(火) ～ 9月 5 日(金)

9月22日(月) ～ 9月25日(木)
福　岡： 9月16日(火) ～ 9月19日(金)

○ 2級対象研修会
仙　台： 9月 9 日(火）～ 9月11日(木)
東　京： 8月31日(日）～ 9月 2 日(火)

9月22日(月）～ 9月24日(水)
静　岡： 8月27日(水）～ 8月29日(金)
名古屋： 9月23日(火）～ 9月25日(木)
大　阪： 9月 2 日(火）～ 9月 4 日(木)

9月22日(月）～ 9月24日(水)
福　岡： 9月16日(火）～ 9月18日(木)

○特別級応用編研修会
東　京： 9月16日(火）～ 9月19日(金)

◎評価試験（特別級・1級・2級）
筆記試験： 11月9日(日)予定

仙台／東京／名古屋／大阪／福岡
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8. 平成20年度後期各種試験･研修会のお知らせと
CIW認定申請のご案内
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中国・四川大地震での被災報道には、被害形態は異なれど、阪神大地震（M=7.3）を想い
起こし再度身震いと恐怖感を覚えました。読者諸兄の賛否はあれど、多数（多額）の被害状
況の中で国際的技術会議を中止してでも国際的な祭典のオリンピックは開催するのかと、国
民性、報道手法に対する差異を感じざるを得ません。被害を受けられた方々に心からお見舞
い申し上げます。
東京湾北部に大規模地震が発生した場合の見込まれる被害の調査結果等が発表されていま

すが、我々が携わる建築鉄骨構造物に対する設計者、非破壊検査技術者の責務を通じて社会
の安心・安全確保に貢献する重みを再認識しています。
今号では(社)日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説」（2008年版）
改定を取り上げ、その中では「同時端部エコー法」に関する技術を紹介しました。またここ
数年、検査需要の高まりを見せる中で各検査会社の検査技術者の確保・育成、検査技術の知
見の取り組みにお役に立てればと「CIW検査技術管理者試験問題」、「新技術紹介」、「わが社
の教育訓練」を連載しております。
編集委員に新メンバーも加わり新たな発想でCIW広報誌として「RUMPES」を発行してい

きますので、読者諸兄のご意見・ご要望をお聞かせ頂きお役に立てれば幸いです。 （K.K）




