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年頭所感／年頭挨拶

羽田空港D滑走路のジャケット製作における溶接品質の確認について

第17回WCNDT（世界非破壊試験会議）、ICNDT/PGP会議、

ICNDT総会、ISOTC135/SC7/WG7及びSC8会議に出席して

JICA国際溶接技術者研修におけるIWIP の教育訓練と資格について

協議会だより

平成21年度前期各種試験･研修会のお知らせと

CIW認定申請のご案内



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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新年明けましておめでとうございます。
昨年は米国サブプライムローン問題を契機とした世界

的な金融危機により、日本の産業界も大変大きな影響
を受け、10月に平均株価が平成15年におけるバブル経
済崩壊後の最安値を下回り、昭和57年以来の26年ぶり
の低水準となりました。上半期は中国を中心とした需要
拡大により原油・鉄鉱石・石炭などの資源が高騰しま
したが、下半期は一気に冷え込み、激変の一年でした。
今年は上向きの状況が期待できるかどうかは非常に不透
明な状況であります。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10年前に既にピークを越え、

総人口も減少過程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。当協会の存在が指定機関を
含めた会員企業、溶接関連企業にとって有益であると
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
その実現に向けて、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活動の主要なもの
について述べます。
◆溶接情報センターの拡充

当協会は、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、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平成18年2月にウェブサイ
ト「溶接情報センター」を運営開始しました。
コンテンツにつきましては、従来からの「手溶接」に

加えて「半自動溶接」を公開し、引続き「TIG溶接」と
「溶断」の制作を進めております。また、溶接学会のご
協力を得て溶接管理技術者2級研修用テキスト「新版 溶
接･接合技術入門」を電子ブック形式で公開しましたが、
今後も各種テキストなど書籍閲覧コンテンツの充実と検
索機能の強化を図り、必要な溶接情報を迅速に得られ

るサイトとしてまいります。また、AWF（アジア溶接
連盟）各国など海外の溶接関係者への情報発信の基点
となる英文サイトを運営開始いたしました。
◆国際対応に関する事業運営

2004年10月に国際溶接会議（IIW）の年次大会が大阪
で開催され、その際にAWF発足に向けた検討が進めら
れました。当初、中国・韓国・インドを含むアジア10カ
国の参加によりAWFが発足し、日本を会長国として活
動を開始しました。現在はイラン・モンゴルも加入し12
カ国となり、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
てまいります。
◆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、
IIW国際溶接技術者資格（IWE、IWT、IWS、IWP）と
JIS Z 2305やAWS、ASNTなど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平成18
年度に終了いたしましたので、これに変わって特認コー
スを今後検討いたします。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、新制度への移行を進めています。
◆公益法人として

一昨年5月に｢公益法人関連三法｣が成立し、昨年12月
から5年間以内に新たな法律に基づく公益法人（一般社
団法人あるいは公益社団法人）に移行することが求め
られています。当協会におきましても移行に向けた準備
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。
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1. 年頭所感

宮田　隆司社団法人日本溶接協会　会長



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、厚くお礼申し上
げます。
2008年の定時総会で代表幹事に再選され、5期目に入

りました。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」の姿勢を本年も貫
き、さらに強力に推進していきたいと考えております。
本年は景気後退により非破壊検査業界も一段と厳しく
なることが予想されるため、政府に緊急保証制度の指定
業種にしてもらえるように話を進めています。近いうち
に報告ができればと思っています。
本年の第1の課題は、JWESの新WES8701:2007「溶接

構造物非破壊検査事業者等の認定基準」への、会員の
認定移行支援です。全会員が移行できるよう種々の対
策を考えて実施していきます。具体的には以下の対応策
を引き続き実施していきます。
まず、新CIW認定制度へ移行するためには、資格者

の確保が重要なポイントとなりますので、昨年４月に実
施した会員会社の新制度対応調査アンケートの結果を
踏まえ、昨年はNDI-UTレベル3の講習会に加え、新た
にCIW上級検査技術者（UT部門）、さらに、新認定基
準の要求事項である品質システムの構築のための研修会
も新たに実施しました。本年は、内部監査についても講
習会を開催する予定です。
また、(社)日本溶接協会より、昨年11月の全国3地区

ブロック会議に講師を派遣いただきました。本年は
JWESとの連携をより深め認定移行のための方案を実施
していきたいと考えております。
第2の課題は当協議会の社団法人化です。平成15年度

のCIW協議会あり方検討委員会において公益法人や中
間法人等について調査を行い断念した経緯があります
が、現行の公益法人制度改革が平成20年12月より実施
されたことに伴い、「社団法人化検討特別委員会」を設
置し法人化を検討しております。本年5月の総会に方針
を提案いたします。
第3の課題は第三者検査の法制化のための取り組みで

す。「第三者検査の法制化検討委員会」を設け具体的な

施策を検討します。昨年7月にプレ諮問委員会を開催し、
今後も諮問委員会方式で進めていきます。また、第三
者検査制度については、CIW認定制度を含めた各行政
機関、関連機関への普及推進活動とも関連しますが、
契約適正化推進実行委員会を主体として地区ごとに最
も効果的なPR活動を立案し本年も継続して実行してい
きます。
第4の課題は開かれた協議会への展開です。当協議会

の活動状況等についてホームページを活用し情報公開を
第一にして掲載します。会員の皆様の積極的なご発言
をお待ちします。
第5の課題は遊戯施設関連の対応です。平成19年に発

生した遊戯施設の事故を踏まえ、昨年より開催してい
る技術委員会を継続し、車軸の検査方法について具体
的な提言を行います。
第6の課題は他団体等への講習会・研修会の支援で

す。昨年は(社)公共建築協会・(財)全国建設研修センタ
ー主催の建築Ｓ構造研修及び全日本遊園施設協会の要
望により研修会において講演等を行いました。本年も引
き続き他団体の要望に対応していきます。
第7の課題は他団体への働きかけです。昨年度に引き

続き、本年も会員の皆様にご参加頂き、積極的に提言
を行っていきます。
このほか、発足から8年目を迎える東京都の「検査機

関登録制度」については、制度の側面よりの支援によ
り新しい検査機関が誕生し、勢力が拡大することを期
待しております。
「安全」と「安心」を提供することを標榜している
我々CIW検査事業者協議会会員は、期待に応えるため
の研鑽、努力を惜しんではならないと思っております。
本年も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いただきます。
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2. 年頭挨拶

逸見　俊一CIW検査事業者協議会　代表幹事



新年明けましておめでとうございます。2009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。
2008年は、夏場までの資源価格の著しい高騰、そし

て、その後の米国のサブプライムローンの信用収縮に端
を発する金融危機による急激な景気後退と、まさに
「100年に一度」、「未曾有」の1年となり、昨年ご紹介し
た「平成20年度においては、世界経済の回復が続く下
（中略）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」という政府の経済見通しとはかけ離
れた状況に陥っています。
そのような経済・社会情勢を受け、恒例の「今年の

漢字」は、「変」でした。昨年後半からの厳しい経済情
勢は、当分の間続くものと思われますが、「平成21年度
の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」（平成20年
12月閣議了解）にあるとおり、「平成21年度においては、
世界的な景気後退が続く中で、内需、外需ともに厳し
い状況が続くが（中略）年度後半には民間需要の持ち
直しなどから低迷を脱して行く」ことを期待してやみま
せん。
1月5日に開会される通常国会では、平成21年度本予

算とともに、平成20年度第2次補正予算が審議され、景
気を刺激し、経済状況を好転させるための財政支出な
どが盛り込まれる見込みです。公共工事に係る各発注
機関は、財政支出の趣旨を踏まえ、早期発注に努める
こととなります。そのような事業においても、工事の品
質確保の重要性に変わりはなく、貴協会及び会員各位
のご活躍に期待したいと思います。
国土交通省制定の公共建築工事標準仕様書は、公共

工事に限らず民間の工事でも幅広く適用され、我が国
の建築工事の仕様書のデファクトスタンダードとなって
います。本仕様書では、溶接に関し、技術者に関する
規定、施工に関する規定、試験に関する規定を設け、
品質の確保を図ることとしています。技術者に関しては、

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おり、また、試験に関しては、
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。
実際の工事現場では、施工者、検査機関、監督職員

がそれぞれの職責を全うすることなしには、品質の確保
を全うすることはできません。昨年発生した溶接に関わ
る事故の報道を見ても、無資格の作業員が溶接作業を
行っていた事例、設計図書どおりでない施工を施工者
や監督職員が見逃していた事例、技術者が溶接方法を
取り違えて施工していた事例など、関係者の不注意に
よると見られるものなどが報告されています。
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、工事の品質の確保に重要な役割を果たすもの
です。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。
また、公共建築工事標準仕様書は、平成19年版が適

用されていますが、国土交通省では、現在、平成22年
版の制定に向けた作業を進めています。この改定作業に
際し、貴協会から情報提供いただいているところであり、
引き続きご協力をお願いしたいと思います。
新しい年は、冒頭に書きましたとおり、厳しい経済状

況が続くようです。そのような環境にあっても、国土交
通省としましては、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。
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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



新年あけましておめでとうございます。
平成19年6月20日に施行された「構造計算書偽装事件の再発防止
等のために建築確認審査・検査の厳格化」を目的とする改正建築
基準法おいては、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ました。しかし、具体的な審査・検査
の方法等の告示や技術的助言などの取りまとめが遅れ、さらに設
計や審査の実務に必要な参考書の準備が大幅に遅れたため、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き、社会的・経済的にも大きな
影響を与えたことは、皆様ご承知のとおりです。
国は、このことに対応し確認・検査の「円滑化」を図るために、
関連告示の再改正等及び技術的助言の通知等を行ってきています。
このことは、実務上で、一部混乱を招き確認審査や構造計算適合
性判定において、ばらつきが拡大する事態も生じています。
国は、この事態に改めて対応することを目的として、昨年の10
月に「建築基準法制度検討体制」を発足させ、（財）建築行政情報セ
ンター内に「構造基準・制度運用調査委員会」を設置し、円滑化
及び今後の問題点等の解決を目指して活動を開始したところです。
しかしながら、今回の改正の柱の一つである「検査」に関して
は、構造計算書偽装の対応に力点が置かれたため、具体的な対応
が遅れていました。
今回の改正により「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が、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。この理由としては、建築士法による工事監理業務が確立され
ていないことが指摘されており、建築基準法による建築主事等に
よる検査との協働態勢が不可欠であるとも指摘されていました。
昨年の12月に施行された改正建築士法に基づく設計・工事監理
等に関する「業務報酬基準告示」は、建築士の工事監理業務を初
めて具体的な項目として例示し、これに要する標準的な業務時間
及び業務報酬について、国土交通省告示として示したものです。
また、同時に公表された「工事監理ガイドライン」は、この告示
を実務的に解説したもので、設計及び施工の関係する団体から選
出された委員会で検討されて策定されたものです。
改正建築士法による工事監理業務が普及していく中で、建築基
準法サイドの検査に関する規定(規則)が改正され、これらのコラボ
レーションにより、建築物の品質・性能が確保されることを企図
しているとの説明が国からなされています。
東京都では、来る１月23日に開催する「工事現場の危害防止講
習会」の午後の部で、国土交通省の宿本専門官をお招きし「改正

建築士法」、「工事監理ガイドライン」等について、講演していた
だく予定です。
また、日本建築行政会議構造部会では、従来から、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」の重要性を国土交通省に提起しています。
この根拠である平成11年の建設省住宅局長通達「中間検査実施指
針」の内容は、昨年の本誌年頭挨拶でご紹介したとおり、鉄筋継
手や鉄骨溶接等に係る検査について、具体的には、JASS５やJASS
６等によることが示されています。通達とはいえ、他に根拠となる
具体的な方法が見あたらない以上、これらによらない場合は、根
拠となる方法を設計者・工事監理者及び工事施工者等が示す義務
があることは、当然のことと考えています。
今後は、建築物についても消費者保護の観点が、新たな課題と
して政治的・社会的にも浮上してくると考えられます。
本年は、その第一歩として、建築士法とこれに対応して改正さ
れるであろう建築基準法による検査が、どのように具体化されるか
が期待されるところです。日本建築行政会議構造部会としては、
全国版の検査方法の確立に取り組むために、予算をとり、建築主
事等の検査に関するマニュアルを刊行する予定です。
また、東京都としては、この全国版の内容を含めて、従来の都
の細則、要綱等に基づきいわゆる「手引(赤本)」をさらに充実させ
て改訂する予定です。
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を超える建築
物の鉄筋コンクリート工事及び鉄骨工事の検査については、都知
事登録試験機関及び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25㎜以上の部分や45ｍ以下の建築物で板厚40㎜を超える部
分には、内質検査を行うようにしています。この内容は、今後も
効果的に運用するための改正は行うとしても、制度自体は、今後
も継続発展させていく必要があると考えております。
いうまでもなく、鉄筋継手や鉄骨造の溶接部の公正かつ適確な
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。
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望月　国宏東京都都市整備局市街地建築部専門副参事



新年明けましておめでとうございます。CIW認定事業者の
皆様におかれましてはよいお年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
昨年10月、第17回世界非破壊試験会議（WCNDT、写真）
が上海で開催されました際に、中国無損検測学会会長等と
の会談を行いました。中国の同学会は会員数が約20万人と
のことで、中国内の複雑な事情により、現在は、中国機械
学会の中の一つの部門のような組織となっており、中国機械
学会の中では溶接の会員数が最多で、次いで非破壊検査と
のことでありました。世界各国で、溶接そしてその検査が重
要であることの一端であります。
(社)日本非破壊検査協会の動向について簡単にご紹介させ
ていただきます。当協会では文部科学省認可のもと非破壊
検査技術の発展に向けた学術活動を行うとともに非破壊試
験技術者の認証を実施しております。同認証制度に関しま
しては、2007年度の資格試験において前年を上回る受験申
請数となり、年間の総受験申請数が30,000件を超えました。
これに伴って認証件数も順調に伸びており、2008年4月1日現
在で68,720件となっており、そのうち、2003年から実施して
いるJIS Z 2305による認証は54,099件となっています。残りの
NDIS 0601による認証件数14,621件については2010年度中に
JIS Z 2305による認証に順次移行していただくことになりま
す。
当協会では、従来から資格試験の公平性・信頼性を確保

するためにできる限りの努力をしており、その一つの策とし
て非破壊試験技術者に必要な知識の範囲をBOK（Body of
Knowledge）として作成し、公表しています。また、資格試
験における各問題の回答状況について統計分析を行うなど、
出題の妥当性・公平性を確保する体制の構築を行っていま
す。2006年に新規事業として立ち上げたNDIS 0603 による
PD（Performance Demonstration）認証制度でありますが、
資格者の第一号が2006年4月に誕生して以来、現在までに24
名の認証を行いました。NDIS 0602（非破壊検査総合管理技
術者の認証）に基づく資格認証では、資格登録者数は143名
となっています。
当協会は、従来より学術活動並びに認証活動において国

際的な展開を進めてきています。国際認証活動ではISO

TC135（非破壊試験）の幹事国業務を引き受けるとともに、
各SC委員会にも積極的に参加し、日本の立場を確固とした
ものにしています。現在、カナダ天然資源省（NRCan）と
の相互認証に基づく認証として3名6件のJIS Z 2305資格を発
行しています。2006年からは英国非破壊試験協会（BINDT）
とPED（欧州圧力機器指令）承認制度が開始され、JIS Z
2305とEN473との差を埋めるサプリメント試験に現在までに
15名が合格しています。さらに、米国非破壊試験協会（AS-
NT）のACCP認証取得のための協定締結に向けて活動を行
うなど積極的に活動を進めています。この他、アジア諸国と
の連携を深めるべく、2007年度に当協会主導で始めましたワ
ークショップを昨年11月に東京で開催致しました。また本年
11月に横浜で開催予定の第13回アジア環太平洋非破壊試験
会議(APCNDT)の準備を、さらに来年開催予定の第4回日米
非破壊検査シンポジウムの準備を着実に進めております。
以上、当協会における活動状況の一端をご紹介させてい

ただきました。今後とも、当協会はCIWとの協力関係を深め
るべく努力してまいる所存でございます。
最後に、関連業界の一層のご支援・ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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１．はじめに

現在、2010年10月の供用開始を目指して施工中の羽
田空港D滑走路（以下Dランという）は、大別すると2
種類の構造からなっている。即ち、滑走路北側部分の
約2/3は埋立構造、また残りの1/3および現空港と新滑
走路を結ぶ連絡誘導路部には桟橋構造が採用されてい
る。桟橋構造が採用された理由は、羽田空港が多摩川
河口に位置するため、多摩川の流れを阻害しないように、
河口の法線より内側部分をジャケット式の桟橋構造と
したものである。
滑走路桟橋部のジャケットは図1に示すように完成す

ると長さが1,100ｍ、幅が524ｍ、使用鋼材量がジャケッ
ト部分だけで26万トンの巨大な構造物で、工場において
製作される。製作にあたっては、滑走路部分で198基、
連絡誘導路の部分で40基のジャケットに分割されてお
り、桟橋ジャケット相互は現場においてそれぞれが溶接
で接合される。
この滑走路には、「構造物として100年間の設計供用

期間の耐久性が確保され、維持管理が適切に行えるこ
と」との仕様が付けられている。数十人乗りの小型機か
ら総2階建ての超大型機まで、離着陸に耐えるための強
度、特に耐疲労性に考慮を払い、設計・施工される。
(財)港湾空港建設技術サービスセンター（以下

SCOPEという）では国土交通省関東地方整備局殿より
構造物の検査補助業務を受注し、平成18年度にジャケ
ットの製作が開始されて以来、各製作工場および羽田
現場でのジャケット間接合における溶接品質の作り込み
の状況を中心に確認を行ってきた。
従来、公共事業における鋼構造物の発注者側の検査

は完成時のみの確認が通常であったが、このDランのジ
ャケット等鋼構造物の製作については、製作途中の組
立精度や自主検査の実施状況を含めて確認するところ
に大きな特色がある。溶接管理や非破壊検査の技術者
が、20ヵ所にも及ぶ全国各地の製作工場や羽田の施工
現場を巡回し、ジャケットの品質を確認しているところ
である。
以下に、本工事で行われている溶接の品質管理と

SCOPEの対応について非破壊試験の内容を中心に紹介
する。

２．外部きずへの対応

2.1 Dラン桟橋ジャケットの特徴
航空機の着陸による衝撃は滑走路の配置上、埋立部

分で受け持つこととなるが、航空機が滑走する際の最大
400トンに達する荷重に対し、疲労を考慮して完全溶込
みされた溶接部は、他の工事には見られない規模である。
航空機荷重が繰り返しかかる溶接継手の外観において
は、応力の集中を防止することが重要なポイントとなる。

2.2 外観基準
Dランのジャケット製作における外部きずの基準は、

上部ジャケットのBH桁、レグトップ等については道路
橋示方書・同解説の鋼橋編（以下、道路橋示方書とい
う）および鋼道路橋の疲労設計指針（以下、疲労設計
指針という）、下部ジャケットについてはジャケット工
法技術マニュアルに従い、表1に示す規定により施工さ
れている。
更に、表1による溶接止端部の処理方法については表

2のように規定されており、「止端部の3Ｒ仕上げ」が本
工事の重要なポイントの一つになっている。
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図１　新設滑走路の平面図

6. 羽田空港D滑走路のジャケット製作における溶接品質の確認について

加藤　誠一　江口　進　木村　卓財団法人港湾空港建設技術サービスセンター



今回の工事は疲労を考慮するという特徴があるため、
一般の港湾構造物としては今までにない、厳しい外観を
要求される部分が多い。

2.3 疲労を考慮した溶接継手
応力集中を起こす原因となるアンダーカット、オーバ

ーラップ、余盛り形状について特に注意が必要である。
①アンダーカット

過剰品質を避けつつ、良好な品質を得るには、工事
に従事する多数の溶接作業者や検査関係者が、アンダ
ーカットの深さについて0～0.5㎜の判断を的確に行う必
要があるが、製作初期には各工場毎および各個人毎に
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表１　外観・形状検査基準（*3）

表２　溶接止端部の処理方法（*4）

検査項目 溶接の種類 許容値適用条件 許容値 検査方法 適用基準

ビード表面の
ピット

・主要部材の突合せ継手
・首継手
・断面を構成するT継手

継手長さ1mにつき
（1継手の継手長さが1m
未満の場合は、1継手
につき）

あってはならない 目視 道路橋示方書
Ⅱ鋼橋編

鋼道路橋疲労
設計指針

道路橋示方書
Ⅱ鋼橋編

道路橋示方書
Ⅱ鋼橋編

ジャケット工法
技術マニュアル

道路橋示方書
Ⅱ鋼橋編

鋼道路橋疲労
設計指針

道路橋示方書
Ⅱ鋼橋編

すきまゲージ

目視

脚長ゲージ

型どりゲージ

脚長ゲージ

限界見本および
3Rゲージによる
目視

目視、疑わしい場
合は磁粉探傷法又
は浸透探傷法

3個
但し、ピットの大きさが
1mm以下の場合には3個を
1個として計算する
3mmを超える凹凸があっ
てはならない

あってはならない

0.3mm以下
（但し、荷重非伝達型十字
溶接継手の補剛材側すみ肉
継手部は0.5mm以下）

0.5mm以下

あってはならない

すみ肉溶接のサイズおよびのど厚
は、指定すみ肉サイズおよびのど
厚を下回らないようにする。但し、
1溶接線の両端各50mmを除く部
分では溶接長さの10％未満までの
範囲でサイズおよびのど厚とも
に－1.0mmの誤差を認める
AWS D1.1 Standard
Flat Profileに示されるサイズおよ
びのど厚を下回ってはならない

余盛高さ（h）
h≦3mm
h≦4mm
h≦4/25×Bmm

施工計画書の5－9－2（3）工場溶
接工4）溶接施工「疲労等級確保の
ための溶接ビード仕上げ」を参照

あってはならない

ビードの長さ25mmの
範囲における高低差で
あらわす

止端仕上げまたはなめらか
な止端を要求される継手

非仕上げの継手

－

－

－

－

－

－

ビード幅（B）
B＜15mm
15≦B＜25mm
25mm≦B

止端仕上げまたはなめ
らかな止端を要求され
る継手

・すみ肉溶接
・部分溶込みグルーブ溶接

全般

航空機荷重載荷ありの場合の溶
接継手（滑走路A、誘導路A、高
速脱出誘導路、滑走路B及び誘
導路Bのレグトップ重点部*1）

上記以外の溶接部（滑走路B及び誘導路
Bのレグトップ重点部以外の部位、ショ
ルダー・過走帯、着陸帯A、着陸帯B）

全般

すみ肉溶接

TKY継手溶接

突合せ継手

航空機荷重積荷ありの場合
の溶接継手

全般

ビード表面の凹凸

アンダーカット

オーバーラップ
溶接サイズ

開先溶接の余盛

溶接止端形状

溶接割れ

止端部の継手形状区分 施工方法 形状・外観管理要領

溶接のまま（As-weld)、またはガス
シールドアーク溶接、TIG溶接等により、
なめらかな止端形状とする

・アンダーカットがないこと
・止端部が3R以上のなめらかな形状であること

・アンダーカットがないこと
・止端部が3R以上のなめらかな形状であること
・仕上げ残しがないこと
・仕上げ深さが0.5mm以下であること

・道示Ⅱ　17.4.5による

グラインダー仕上げ、または超音波
打撃(UIT)仕上げにより止端部
の形状をなめらかにする

止端部の処理なし

なめらかな止端を
有する継手

止端仕上げした継手

非仕上げの継手



同一の判断基準を持つことは難しいものがあった。従来
測定に使用されていたアンダーカット専用の溶接ゲージ
を用いても0.2㎜単位未満の測定は難しく、また詳細な
測定が可能な機器は高価で、関係者全員に行き渡らせ
ることが困難であった。そのため、各工場では安価で判
断の容易な限界ゲージを作成して対応した。
②オーバーラップおよび余盛高さ

CIWの外観講習等でも取り上げられているように、溶
接止端部のフランク角を大きくすることが耐疲労性能を
向上させることは周知のことである。しかしながら、オ
ーバーラップおよび余盛り高さ（特に裏当て材を用いた
CO2アーク溶接の裏波）については、工場により基準に
対する判定が不明確だったこともあり、初期の段階では
統一的な基準を理解してもらうのに苦労した。
③止端部の形状

疲労を考慮したレグトップの三線交差部（レグ、リン
グプレートおよび仕口ウェブが完全溶込みで交差するコ
ーナー部）、その他耐疲労性を考慮する部材の溶接部に
ついては、グラインダー仕上げ、ＴＩＧ仕上げ、ＵＩＴ
処理(超音波振動を機械的振動に変換して鋼材表面を打
撃する方法)等により止端部の3Ｒ仕上げを必要とするこ
とから、SCOPEでも重要管理項目として確認を行った。

2.4 溶接の自動化
①総合的な外観管理

本工事では、これまで以上に自動化を試みた部位が

多く、BH桁のウェブ、フランジ、スティフナ、レグト
ップのリング等、隅肉、部分または完全溶込みにかかわ
らず、各工場で多種多様の自動溶接機が使用されてい
る。この流れは工場屋内だけに留まらず、ヤード大組立
でも採用され、自動化率が90％を超す工場もある。半
自動溶接のように人の手によって細かい調整の行えない
自動溶接機では、溶接前の開先精度の確認や、溶接中
の層間の仕上げ等も含む、総合的な外観管理が重要で
ある。これらを確実に実施していくことが、次項で紹介
する内部きずの低減に大きく寄与している。
②ＢＨ桁の首溶接

BH桁の首溶接部は、タンデム式サブマージアーク溶
接が適用され、特に完全溶込み溶接(初期にはウェブ板
厚25㎜以下の部分に対して開先レスで溶接を行う工場
も多かった)に対しては、内部きずの発生を抑えながら、
オーバーラップ、アンダーカットを作らない溶接条件や
組立精度の確立に各工場とも大いに苦労した。
③溶接品質確認業務の効果

総合的な外観管理を徹底した工場から、きずが少な
く手直しの手間が少ない、低コストで高品質な溶接を維
持することが可能となった。SCOPEによる溶接品質の
確認業務は、序論でも述べたように、製作の初期段階
から完成に至る全ての面で関与し、各工場の品質の状
況を見て、総合的な外観確認の実施により、ジャケッ
ト全体での品質の向上に寄与することが出来たと考えて
いる。また、従来行われていた溶接後の確認でも、自動機
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図２　桟橋ジャケットの構成（*2）

BH桁

BH桁

BH桁
桟橋ジャケット

レグトップ



特有のきずの発生しやすい位置、種類があり、これらを
熟知した上で外観検査を実施することが重要であった。
現在、施工が最盛期を迎えている羽田の現地工事(ジ

ャケット間継手の溶接施工)でも同様の傾向にあり、い
かに総合的な外観管理を行い、溶接作業者に負担の少
ない施工環境を作っていくかが、今後の課題となってい
る。
④工場間の溶接品質差の是正

本工事はこれまでにない規模の工事であるため、主に
西日本各地にある名立たる工場を総動員して、工事に
当たったといっても過言ではない。一般的な規定の遵守
とは言え、それぞれ外観に対する見方、考え方は一律で
はなく、工場の伝統や工場独自のノウハウ等もあり、工
場毎の外観検査判定基準が一致しているとは言えない
部分もあった。溶接品質の確認業務を通して、工場間
の溶接品質差の是正に寄与できたものと考える。

2.5 目視検査の補完
本工事では先に述べた重要管理項目である三線交差

部に対して、磁粉探傷試験を実施した。探傷有効範囲
や、探傷性能を確認するテストピースの扱い、磁粉探傷
試験を適切に行える表面状態等、初期には不十分なケ
ースも時に見られた。また、図2に示すレグトップ及び
ジャケット下部の海水喫水部及び飛沫帯には、耐海水
性ステンレスを使用したライニングの施工が行われ、ラ
イニングの気密性を確認するため、溶接部の気密試験

や浸透探傷試験を実施した。

３．内部きずの確認

3.1 合否基準
内部きずの検出には、UTおよびRTを適用している。

基本的には記録性のあるAUTを使用するものとし、板
厚40㎜以下の突合せ溶接部についてはRTも使用できる。
また、AUTが適用できない溶接端部やTKY継手（レグ
とブレースの交差部）のような曲線の溶接部、検査長
の短い溶接部についてはMUT（手動超音波探傷試験）
を適用している。内部きずの要求品質は検査部位によ
り異なり、表3に示す通り、許容きず長さは上部ジャケ
ットの航空機荷重が繰り返し載荷される疲労部材につ
いては疲労設計指針により板厚の1/6（ｔ/6）以下、疲
労を考慮しない部材については道路橋示方書によりｔ
/3以下、下部ジャケットのTKY継手の溶接部はジャケ
ット工法技術マニュアルによりM検出レベル2類が合否
基準である。
道路橋示方書によりMUTは、板厚40㎜を超える部材

はレベル3の技術者が実施しなければならない。適用規
格は、JIS Z 3060(2002)、JIS Z 3070(1998)、JIS Z
3104(1995)等である。

3.2 AUTおよびMUT
UTにおけるSCOPEの確認は、AUT、MUT共に現場

に出向き、要領書通りに自主検査が実施されているか

－9－

RUMPES (WINTER, 2009)

表３　内部きずの合否基準（*5）

上部ジャケット：
航空機荷重載荷ありの場合の
完全溶け込み溶接部
（疲労を考慮する部位）

AUT
またはMUT
またはRT

t≦18mm 3mm以下 鋼道路橋疲労
設計指針

道路橋示方書
Ⅱ鋼橋編

ジャケット工法
技術マニュアル

板厚の1/6以下

板厚の1/3以下

引張：
JIS Z 3104の2類以上
圧縮：
JIS Z 3104の3類以上

t>18mm

t>25mm

－

t≦25mm

－
－
－

－

AUT
またはMUT
を適用する場合
RTを適用する場合

RTを適用する場合

M検出レベル2類以上

M検出レベル2類以上

JIS Z 3104の2類以上
板厚の1/3以下

M検出レベル2類以上MUTを適用する場合
MUT

MUT

継手種別 検査手法 板厚 判定基準 適用基準

上部ジャケット：
上記以外の完全溶け込み溶接
部
（疲労を考慮する部位）

下部ジャケット：
鋼管継手（長尺）
下部ジャケット
TKY継手溶接
下部ジャケット：
一体化溶接部
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を、書類と抜き取りにより行っている。特に、現場での
抜き取り確認は、自主検査での補修部、検出レベルを
超え記録された合格きず部、検出レベル以下の健全部
をMUTで行うという方法で実施している。
AUT装置については、事前に第三者機関が板厚や形状
（突合せ、T継手）の異なる数種類の自然欠陥を入れた
試験体を製作し、RTおよび1㎜ピッチでスライス試験を
実施することにより、実際の欠陥と比較して、装置性
能の評価を行った。基準はMUTの平均検出率以上、か
つRＴでの検出率以上で、きず高さ3㎜以上、長さｔ/6
以上の重大なきずの検出率が95％以上、ｔ/6以上の不
合格きずの検出率が85%以上であることが採用の条件と
いう非常に厳しいものであった。その結果、不採用とな
ったAUT装置もあった。この評価試験の結果により、
検出レベルはL/2線を、また指示長さの合否基準は疲労
設計指針によりｔ/6を採用した。
自主検査により、当初は合否基準が厳しいために補

修が多く、各工場とも相当の苦労をしていたが、現状
では工場により若干幅はあるものの、初回検査の合格率
がほぼ95％以上で施工されている。

3.3 RT
RTは、基本的には抜き取りで、撮影フィルムと書類

の確認を行うことにより実施している。必要に応じて、
SCOPEが指定した部分の再撮影を依頼できるが、今ま
で大きな問題は見られていない。RTによる検査におい
ては、サブマージアーク溶接やCO2自動溶接等による突
合せ溶接部分のため、内部きずは比較的少ない状況で
ある。

3.4 UTで検出されるきずの発生傾向
内部きず発生傾向は、場所的に狭い所や溶接姿勢が

悪く溶接が難しい場所の開先面、裏はつり部、層間等
一般的にきずが発生し易い箇所で多く検出されている。
本工事の上部ジャケットはBH桁とレグトップを格子状
に組み合わせた構造で、具体的には、特徴的な部位で
ある疲労対象部で完全溶込みが要求されるBH桁首溶接
部、レグトップおよび大組立で水平上向き溶接となるウ
ェブとフランジの首溶接に多く見られた。特に、工場で
の最初の段階での施工となるBH桁の首溶接部はタンデ
ムサブマージアーク溶接で施工されるが、当初フランジ
側を多く溶け込ませていたため、フランジ側に入ったき

ずが多く検出されていた。現在ではフランジ側の溶け込
みを少なくしたため、きずの発生は改善されている。
また、ＡＵＴによる検査では、実施すれば自動的に

きずが検出されるものと考え勝ちであるが、きずの検出
は自動的に行われるものの、事前に人が行うデータ入力
にミスがあると、結果が全く異なってしまう。人手が絡
む部分の操作はくれぐれも慎重さが求められる。
今回は、L/2検出レベル、ｔ/6という非常に厳しい判

定基準が適用される部分については、UＴで不合格とな
っても、欠陥除去時にはつりを行っても欠陥が見えない
ことも多く、溶接作業者が納得できないこともあり、工
場側も対応に非常に苦労していた。

４．まとめ

以上述べてきたように、羽田空港D滑走路は関係者の
並々ならぬ努力のもと、鋭意建設が進められている。
当初に設定された条件である100年の耐久性を持たせる
ことに、SCOPEが少しでもお役に立つことができれば
幸甚である。
最後に、各種資料の提供およびご指導を頂いた国土

交通省　関東地方整備局　東京空港整備事務所の方々
と本工事の建設共同企業体の方々に深く感謝を致しま
す。

（資料の提供を頂いた方々または引用文献）
*1：国土交通省関東地方整備局東京空港整備事務所
*2：本工事詳細施工計画書
*3：本工事詳細施工計画書
*4：本工事詳細施工計画書
*5：本工事詳細施工計画書
*6：国土交通省関東地方整備局東京空港整備事務所

写真１　上空から見た最近のDランの建設状況
’08年9月撮影（*6）
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第17回WCNDTが2008年11月25日(土)から5日間、中
国・上海の Friendship Hall(友誼会堂)をメインに開催さ
れた。本来2ヵ月前の8月開催であったが、北京オリンピ
ックのために中国政府の要請によって急遽変更された。
これに先立ちICNDT/PGP(Policy and General Purpos-
es)会議が23日(水)、また第32回及び33回のICNDT総会
が24日(木)と27日(月)2回開催された。一方、今回の
WCNDTに併設してISOTC135/SC7（サーモグラフィ試
験）及びISOTC135/SC7/WG7（Performance Based
Qualification and Certification）が開催された。APC-
NDT Chairman、ICNDT/PGP委員及びISOTC135日本
代表として出席したので、以下に概要を紹介する。
WCNDTは10月24日(金)から登録受付が始まり、25日

の午前9時から、予定通り400名程度が出席してFriend-
ship Hallで開会式が行われ、日本から尾上、大岡（紀）、
加藤（光）、井上、羽田野、土屋、兵藤、巨、阿部事務
局長、大岡事務局職員の各氏（順不同）等が出席した。
Organizing Committee Chairmanの挨拶に始まり、
17WCNDT会長、ICNDT会長挨拶に続き、EFNDT、米
国 ASNT、ICNDT、ロシアRSNTTDの各代表が、そし
てAPCNDT Chairmanの大岡がAPCNDTメンバー20ヵ国
を代表して挨拶を行った。一方、特別講演として、
2002年のノーベル物理学賞の受賞者であるジョンホプキ
ンス大学のR.Giacconi教授の50年にわたる研究等につい
て講演が行われ、近々発足したAcademia NDT Interna-
tionalに華を添えた。その後、ICNDTの各賞が授与され
たが残念ながら日本からの受賞者はなかった。表彰式後、
3名の基調講演が行なわれた。
ICNDT/PGP会議が23日(木)に開催された。今回の

17WCNDTの状況が中国から報告され、次回2012年は南
アフリカの開催を確認した。また、メンバーシップに関
してAPCNDTの規約を見直すこととなった。さらにア
ジア地域の状況をAPCNDTの代表である大岡が報告し
た。一方、ICNDT Guidelines and Recommendations for
Qualification and Certification of NDT Personnel accord-
ing to ISO9712 and Aligned Standardに関して、今後、
広く意見を求めてまとめることとなった。なお、この会

議に日本からはHonorary memberである尾上委員及び
大岡が出席した。
第32回及び第33回のICNDTの総会が10月24日(金)、

27日(月)に開催され、ICNDTによる表彰者に関して、
また名誉会員について報告があった。さらに、次期
Chairman にFarley氏が決定した。PGPが取りまとめた
NDT技術者の資格認証に関するICNDTとしてのGuide-
lines and Recommendation の資料が配布され、12月末
の期限で各国及び関係者に意見が求められた。研究・
教育活動についてNDEの応用に関するワークショップ
の開催を計画している旨報告があった。一方、アジア、
パンアメリカ、アフリカ及びヨーロッパの各地域の状況
報告が行われ、アジアについてはAPCNDTの代表であ
る大岡が報告を行った。
第18回WCNDTは2012年に南アフリカのダーバン、

2016年はドイツのミュンヘン開催が決定したが、2020年
の第20回WCNDTに米国とアジアから韓国が立候補を表
明した。
なお、この会議には、加藤（光）氏及び大岡が出席

した。ISOTC135/SC8(Infrared thermography for non-
destructive testing)会議が2008年10月25日（土）、上海
のShanghai Exhibition Centre East Hall 5308室で開催さ
れ、日本から大岡代表及び兵藤委員さらに羽田野、土
屋の両氏がオブザーバーで参加した。

7. 第17回WCNDT（世界非破壊試験会議）、ICNDT/PGP会議、
ICNDT総会、ISOTC135/SC7/WG7及びSC8会議に出席して

大岡　紀一社団法人日本溶接協会　参与

Shanghai Exhibition Centerの噴水広場での
Exhibition 開所式におけるテープカット
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用語について逐条審議が行われた結果、予め提出し
ていた日本案がほぼ認められた。今後の規格化について、
韓国より、Reference block for optic induced infrared
thermographyの提案があり、日本は協力したい旨意見
を述べた。
ISOTC135/SC7/WG7は、Convenerの都合により日程

変更となり、大岡委員が準備したPDに関する非破壊検
査協会規格であるNDIS0603の仮翻訳資料の内容はDIS
の段階でコメントすることとなった。
Welcome Receptionが10月26日(日)に講演・展示終了

後に上海国際会議中心（Shanghai International Con-
vention Center）に場所を移して午後7時より開催された。
1000名は優に超える参加者であった。ステージ上では小
オーケストラがほぼ休み無く生演奏を続けており、終始
和やかな雰囲気であった。一方、Concertが10月27日
(月)に開催され、同時刻に、別の場所でGEのReception
も開催された。
Closing Ceremonyは Friendship Hallにて10月28日

(火)に開催された。残念ながら、Closing Ceremonyの出
席者はOpening Ceremonyと異なり、100名にも満たな
い程度であった。ICNDTの会長に就任したFarley氏が今
後のWCNDTにおける更なる交流と活性化について抱負

を述べた。その後、2012年に南アフリカで開催予定の
WCNDT、2010年のロシアでのEFNDTへの参加の呼び
かけがあった。一方、2009年に横浜で開催予定のAPC-
NDTについて、APCNDT実行委員会の井上裕嗣委員長
が紹介し、近い将来の再会を願って散会した。
なお、中国側の発表では、今回のWCNDTにおける参

加国は50ヵ国を超え、参加者総数は国内外で約3,000名、
展示会へは約200の参加団体とのことであった。

前ICNDT会長であるMr.Nardoniの紹介で、
2002年のノーベル物理学賞の受賞者である

ジョンホプキンス大学のR.Giacconi教授夫妻と。

東京都は、知事が登録する鉄骨加工工場をPRするパンフレットを作成し

た（写真）。広く関係機関に配布し、登録工場の周知徹底を図る。

「東京都鉄骨加工工場登録制度による登録工場のご案内～建築物の品質

確保に向けた取組～」と題したパンフレットは、A４・二つ折りに仕上がっ

ている。

登録工場は、都が鉄骨加工の技術を有し、製品の品質を確保していると

認めたもの。建築物を建築する際、①提出書類の省略②鉄骨溶接部の検査

数の緩和③適正な品質の確保とコストの両立――のメリットがある。とく

に工場溶接部の抜き取り検査率の緩和に関しては、図（鉄骨加工製作から

完了までのフロー）とあわせて利点を強調している。

また登録工場は毎年、第三者検査機関による制度検査、技術向上に努め

良質の製品を提供するための講習会受講。３年ごとに登録更新の審査が義務付けられ、品質と技術の向上に

努めている点も紹介している。

問い合わせは、東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築防災係（電話03-5388-3344）まで。

登録工場の利点PR  東京都がパンフレット作成
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2008年4月21日(月)から10月24日(金)の約半年間、政
府開発援助ODA 研修員受入事業として独立行政法人国
際協力機構（JICA）中部国際センターが主催する平成
20年度国際溶接技術者研修（集団型研修）が川崎市の
日本溶接技術センターにおいて開催された。そのうち、
2008年10月1日(水)から17日(金)の期間に、IWIP(In-
ternational Welding Inspection Personnel：国際溶接検
査技術者)Education and Training Course(2008)が開催さ
れ、教育訓練と最終日にIWIP資格試験が行われた。
研修員受入事業は「国づくりは人づくりから」のスロ

ーガンのもと開発途上国の人材育成を目的として、開
発途上国の今後の中核的な行政官、技術者、研究者な
どを研修員として招いて、その国で必要とされている知
識や技術を伝えるものとして事業が展開されている。
このIWIPに関しては、すでに国内向けには国際溶接

技術者資格(IWE、IWT、IWS等)とJIS Z 2305の両方の
有資各者を対象にIWI-C(Comprehensive)、 IWI-S(Stan-
dard)及びIWI-B(Basic)の特例措置として(社)日本非破
壊検査協会と共同で資格試験を実施し2004年に14名、
2005年に24名、2006年に56名、2007年に7名の合計91名
が受験して、91名が資格を取得した。JICAでの3回の研
修で21名が資格を取得しており、日本からは合計112名
のIWIPの資格者が誕生したことになる。
今回、研修生はJICAを通しての応募者から選ばれた

６ヵ国（アルゼンチン、ヨルダン、メキシコ、ネパール、
セネガル、スリランカ）8名を対象に行われた。現職は、
例えば、職業訓練センター溶接技術指導官・教官、板
金・溶接専門検査官、機械学研究開発センター研究官、
短期大学金属技術教官、国営工場製造部次長などで、
それぞれの国では溶接などに関して専門家として活躍し
ている研修生であった。将来的には溶接関連の教官、
指導者等の立場で継続しての活躍を望む研修生が殆ど
であるが、非破壊試験、検査の経験があるのはメキシコ
からの１名で、ASNTのUTレベル2を取得しているとの
ことであったが、殆どの研修生が初めての経験であった。
したがって、教育訓練の内容の設定には苦労したが、幸
いJSNDIの教育訓練に携わっている日本の講師陣によっ

て、より妥当なプログラムが、IIWのガイドライン
（IAB-041）のTheoretical Education：Welding Inspec-
tion Modulesに従って作成された。
特に外観検査は寸法・形状測定試験と共に規格基準

及び実習が重要であり、このIWIPの目玉の一つでもあ
った。NDTとしては表面きずに対する浸透探傷試験、
磁粉探傷試験、内部きずに対しての放射線透過試験及
び超音波探傷試験の実習が行われ、いずれも基礎から
きずを検出する技術を習得するプログラムが組まれて、
研修生は自ら手を動かして、試験の感触を確かめながら
熱心に実技研修に取り組んでいた。
このような実技研修以外に検査員の役割と責任、検

査の意義、欠陥の種類、発生原因、欠陥の評価、NDT
関連規格と適用、報告書作成、データの記録・保管、
また品質保証、さらには破壊試験における組織観察等
かなりの項目に関しての講義も行われた。講義では、こ
れまでの実習の結果を盛り込みながら質疑応答形式によ
って行い、円滑に進めることが出来たと考えている。
その成果もあって、最終日の筆記試験及びProfession-

al Interview に全員合格し、資格証明書（Diploma）を
手にすることが出来たことは、研修生の今後の指導など
に自信になると共に、非破壊試験・検査を通して、溶
接構造物などの健全性、安全性あるいは研究開発の手
段として大きく寄与することが期待される。
今後もこのような事業の継続を望むものである。

8. JICA国際溶接技術者研修におけるIWIP の教育訓練と資格
について

大岡　紀一社団法人日本溶接協会　参与

放射線透過試験におけるフィルム観察要領説明状況



☆幹事会の開催

第4回幹事会は、12月4日(木)に東京會舘（東京都港区）
において開催し、会務事項の報告、各委員会活動の推進
状況、地区ブロック会議の実施報告、同会議において出さ
れた新CIW認定制度への移行についての意見等をJWES溶
接検査認定委員会との連絡会に反映させることや今後の予
定などの協議を行いました。また、17時より同館離宮飯店
において関係団体各位29名をお招きして平成20年度忘年懇
親会を開催しました。第5回幹事会は、平成21年2月12日
(木)に開催する予定です。

☆地区ブロック会議の開催

地区ブロック会議は、JWES溶接検査認定審査委員会よ
り講師を迎え、新CIW認定制度（WES8701：2007）への
移行状況や今後の見通し、移行時における問題点等の説明
の後、会員との意見交換を行いました。また、会務報告や
契約適正化実行委員会の活動などの協議も行われました。
◎東日本地区　平成20年11月21日(金)
（於：ホテル・サンミ倶楽部[熱海市]出席者15名）
◎関西地区　　平成20年11月26日(水)
（於：かんぽの宿富田林[富田林市]出席者17名）
◎西日本地区　平成20年11月28日(金)
（於：小倉ステーションホテル[北九州市]出席者14名）

☆社団法人化検討特別委員会の開催

第1回社団法人化特別委員会は、12月2日(火)協議会事務
所において9名が参加し、平成20年12月より施行される新
しい公益法人制度に向けて、協議会の社団法人化への手順
やタイムスケジュール等について具体的検討を開始しまし
た。次回は2月頃の予定です。

☆JSNDIレベル3（UT）二次試験のための受験対策講習会

の開催

新CIW認定制度（WES8701:2007）では「検査技術管理
者」及び「上級検査技術者」の保有の前提となる資格取
得のための受験対策講習会を各種開催しております。本年
度秋期のJSNDIレベル3（UT）二次試験のための講習会は

15名の参加を得て10月25日(土)、26日(日)の両日ちよだパ
ークサイドプラザ（東京都台東区）で開催しました。

☆JWES上級検査技術者（UT部門）の受験対策講習会の

開催

新CIW認定制度（WES8701:2007）においては「検査技
術管理者」及び「上級検査技術者」の保有が必須となる
ため、昨年度よりこれら資格取得のための受験対策講習会
を開催しております。本年度秋期のための講習会は9名の
参加を得て11月7日(金)、8日(土)の両日ファースト貸会議
室（東京都中央区）で開催しました。

☆都知事登録検査機関の審査結果

平成20年度の東京都知事登録検査機関の審査は、検査
機関倫理委員会（委員長：山崎真司東京電機大学教授）
において書類審査と9月13日の面接審査、これらの総合審
査が10月14日、最終判定が11月18日に行われ東京都知事に
11月20日に報告しました。東京都より12月1日付で29社(更
新審査23社、定期審査6社)の登録が発表されました。

☆他団体への講師派遣について

全日本遊園施設協会主催の平成20年度遊戯施設安全管
理講習会において井川副代表幹事が「探傷試験-Part2-」を
講演しました。
◎平成20年11月17日(月)（於：北浜フォーラム[大阪会場]
受講者141名）
◎平成20年11月28日(金)（於：自治労第1会館[東京会場]
受講者157名）

☆今後の予定

①JWESの新CIW認定のうち、建築鉄骨検査適格事業者
（附属書3）の申請に必要な溶接検査認定委員会が認め
た研修会を計画中です（開催日程等は未定）。
②JWESの新CIW認定のうち、新たに品質マニュアルを立
ち上げる会員においては内部監査が特に重要なことから
内部監査に関する研修会を計画中です（開催日程等は未
定）。
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9. 協議会だより

CIW検査事業者協議会



平成21年度前期の溶接検査認定（CIW認定）のため
の技術者試験・更新審査と研修会、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書･申込については、3月上

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.23

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25日(土) ～ 26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： 5月23日(土) ～ 24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17日(日)

2次試験
東　京： 7月4日(土) 
大　阪： 7月5日(日) 

２．溶接検査認定（CIW認定）申請
について
新基準WES8701:2007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21年 4 月1日認定分＞申請受付終了
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 147
31／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FAX（03-3255-5196）によりご連
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21年6月7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（予定）
札　幌： 3月23日(月) ～ 3月26日(木)
東　京： 4月 2 日(木) ～ 4月 5 日(日)

4月14日(火) ～ 4月17日(金)
名古屋： 4月15日(水) ～ 4月18日(土)
大　阪： 4月 5 日(日) ～ 4月 8 日(水)

4月19日(日) ～ 4月22日(水)
広　島： 4月 1 日(水) ～ 4月 4 日(土)

○ 2級対象研修会（予定）
札　幌： 3月23日(月) ～ 3月25日(水)
東　京： 4月 2 日(木) ～ 4月 4 日(土)

4月14日(火) ～ 4月16日(木)
名古屋： 4月15日(水) ～ 4月17日(金)
大　阪： 4月 5 日(日) ～ 4月 7 日(火)

4月19日(日) ～ 4月21日(火)
広　島： 4月 1 日(水) ～ 4月 3 日(金)

○特別級応用編研修会（予定）
東　京： 4月21日(火) ～ 4月24日(金)

◎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
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10. 平成21年度前期各種試験･研修会のお知らせと
CIW認定申請のご案内



－16－

CIW  通信

編  集  後  記 

CIW 通信　VOL.23  No.1  (Winter 2009)

発 行　 日 平成21年1月20日
編集・発行所　社団法人 日本溶接協会

溶接検査認定委員会

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11
産報佐久間ビル

TEL 03-3257-1525   FAX 03-3255-5196

E-mail  :  c iw@jwes.or. jp

http://www.jwes.or. jp/

あけましておめでとうございます。
昨年は米国の金融危機から発した世界同時不況の波にのまれ日本経済も大きく冷え込み、

先行き不透明感がいまだ続いております。しかしこの不況の中で悲観的になることなく、大企
業が採用を控える今、有望な人材を確保し検査員不足が深刻な現状を打開するチャンスと受
け止めて、未来の展望を描いていくそんな1年にしたいと思います。
今号では例年掲載しております年頭所感／年頭挨拶に続き、「羽田空港D滑走路の品質管理」
について取り上げました。またWCNDTに出席されJAICAの教育訓練にも携わられた日本溶接
協会参与の大岡氏にグローバルな記事を投稿いただきました。
編集委員一同、新たな気持ちで皆様のお役に立つ「RUMPES」であるよう頑張ってまいり

ますので、よろしくお願いいたします。 （M.K）




