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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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新年明けましておめでとうございます。
昨年は、一昨年のリーマン・ショックに端を発した金融危機が
世界的規模で拡大し、日本経済も急速な円高と需要の低迷によっ
て大きな影響を被り、平均株価は平成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27年ぶりの低水準となり
ました。
国内においては政権が交代となり、国の運営方針にかかわる変
化が予想されます。今年の景況については非常に不透明な状況で
あり、産業界は従来に増して環境の変化に対応するための質的転
換を求められることになると存じます。
このような周辺状況の急激な変化にもかかわらず、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。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

平成18年２月、運営を開始したウェブサイト「溶接情報センタ
ー」は、順次コンテンツを拡大し、昨年は溶接技能者の育成に必
要な訓練用ビデオの充実を図るため、サーバー機能のアップとコ
ンテンツの拡大を進めました。コンテンツにつきましては、従来
からの「被覆アーク溶接」「炭酸ガスアーク溶接」に加え、昨年
は「TIG溶接」「ガス切断」を相次いで公開し、当初の計画にあ
ったテーマがすべてそろいました。
溶接管理技術者用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
る英文サイトを開設しており、我が国の溶接技術の国際的な影響
力の増進に寄与できれば幸いです。
「溶接情報センター」のハード面の支えとなる溶接会館の建設に
つきましては建設用地を確保し、建築に向けて「溶接会館建設委
員会」において、具体的な建設に向けた検討を進めております。
◆国際対応に関する事業運営

現在12ヵ国が加盟するアジア溶接連盟（AWF）は、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展開してい
ます。今年は、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。
また、タイ・フィリピン・インドネシアから当協会のWES 8103
に基づく溶接管理技術者認証制度を両国内において適用したい旨
の協力要請があり、協定書を締結致し実施しております。
さらに昨年は、マレーシアからも強い要請があり、協定を締結し
ました。今後、経済産業省、国際協力機構（JICA）のご協力を
得ながら東アジア地区での溶接管理技術者認証を通じて国際貢献
に努めてまいりたいと存じます。
◆認証・認定事業に関する事業運営

溶接技能者（WO）および溶接管理技術者（WE）につきまし
ては、平成10年度以降受験者の減少が続いておりましたが、平成
17年度からは下げ止まりの傾向がみられ、新規受験者も増加傾向
となっています。しかしながら、長期的にはやはり減少を予測せ
ざるを得ず、新たな受験者層の開拓を進めるとともに認証業務の
一層の合理化を進めていく必要があります。
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平成19年に日本溶接協会規格
（WES）の改正を行っており、新制度を推進致します。
◆公益法人として

｢公益法人関連三法｣が成立し、平成25年11月までに新たな法律
に基づく非営利法人（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。年内には移行方針を決定し、具
体的な準備を進めてまいります。
各都道府県の指定機関の活動は、それぞれの地域で溶接技術の
啓蒙・維持発展のために熱意を持った方々の並々ならぬご苦労と
ご尽力の賜物であり、諸先輩の方々を含め関係各位のご努力に心
からの敬意と感謝を表するものでございます。全国の指定機関に
おかれましては新たな非営利法人制度に対応すべく、一昨年「支
部」から「指定機関」に移行していただきましたが、従来通り、
車の両輪として共に活動を進めてまいりますので、ご支援・ご協
力をお願いいたします。
最後になりましたが、昨年創立60周年を迎えました当協会の活
動に対しまして、ご協力、ご尽力いただきました皆様方に改めて
感謝申しあげますと共に、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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新年明けましておめでとうございます。2010年を迎え、
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。
ご承知のように国土交通省は、「官公庁施設の建設等

に関する法律」に基づき、国の建築物の質の確保と均
衡をはかるため技術基準類の策定、事務庁舎、研究所、
教育文化施設、社会福祉施設等の整備および国の建築
物が常に適正な機能・性能を維持できるよう、各省各
庁に対し保全指導を行うなどの指導及び監督等を行っ
ています。
さて我が国は、大地震がいつどこで発生してもおかし

くない状況にあり、特に東海地震、東南海・南海地震、
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震
については、発生の切迫性が指摘されているところです。
海外に目を向けますと、インドネシア政府からの要請

で国際緊急支援隊の派遣並びに緊急援助物資の供与を
行った、昨年9月30日に発生したインドネシア西スマト
ラ州パダン沖地震災害などが記憶に新しいところです。
このような状況下、通常、国の建築物は多くの国民

の方々が利用されるものであることからその品質の確保
を図り、建築物が安全かつ安心して使っていただけるよ
うにするという使命をますます感じている次第です。そ
うした品質を確保していく中でも、柱および梁という建
築物の基本的なフレームの健全性を確保することは、何
よりも大切で、そして基本的な性能のひとつであること
は、誰もが認めていることでしょう。
ここで、(社)日本溶接協会並びにCIW認定事業者の皆

様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。我が国の
建築生産の分野において、この溶接・接合は、建築物
を安全かつ安心して使用する上で、建築構造の性能を
左右する重要な技術のひとつであり、また鉄骨工事の溶
接・接合については、鉄骨構造における施工上最も注
意を要する部分であるなど、「安全・安心」の要と考え
られます。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も大きく、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定基準に基
づき認定を受けた者は、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
認定する能力は、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が大
きく、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。
貴協会において、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
る仕組みを構築され、社会情勢に応じた基準の見直し
を続けられていることに敬意を表し、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、経済情勢が厳しい中でのスタートになり

ましたが、今後とも国の建築物の整備にあたり、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
いします。また、貴協会並びに会員の皆様におかれまし
ては、さらなる発展を祈念しまして、新年の挨拶とさせ
ていただきます。

2. 年頭挨拶

小山貢美雄国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築技術調整官
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新年あけましておめでとうございます。
2009年は『新』が一年を象徴する言葉となりました。

そのイメージは、新政権と新型インフルエンザというこ
とのようです。その新政権から、早速、建築基準法の
見直し指示がでて、この一月国会に改正案が出るとい
う話でしたが、手続き関係の簡素化等というレベルで当
面は落ち着きそうな気配です。
建築行政を巡る環境は、改正建築基準法による確認

審査等の厳格化とこれに対する社会の反動による円滑
化で大きな振幅のゆれによって、混乱した経緯がありま
す。また、詳細化した確認図書の明示すべき事項と確
認審査等に関する指針により、確認・検査の審査方法
についても、格段に複雑になっています。
日本建築行政会議では、建築行政情報センターのホ

ームページに、「確認・検査の運用解説」を公開し、こ
れらの情報について発信しています。また、実務上の疑
問に答えるものとして、「質問と回答」も公開し、具体
的な事例に対する法的な扱い等についての回答を掲載し
ています。
現在、年度内の発刊を目指して、「確認・検査の運用

解説」の内容をブラッシュアップした『建築構造審査・
検査要領』を作業中です。

また、確認審査に比して内容の具体化が遅れている
検査について、日本建築行政会議として独自に「検査
マニュアル2010年版(構造編)」を発刊するべく準備中で
す。
このマニュアルは、設計事務所の団体である『日本建
築士事務所協会連合会』と建設会社の団体である『建
築業協会』からの委員派遣をお願いして、施工管理、
工事監理の立場と建築主事等の検査の立場とを『共通
の情報テーブル』で繋ぐことによって合理的な検査シス
テムを構築しようとするものです。そのベースとなるも
のは、改正建築士法の施行に伴い国から示された「工
事監理ガイドライン」の確認事項一覧表です。このうち
の建築基準法に直接関係する部分を抽出し、三者それ
ぞれがどのような内容について、どのような方法によっ
て審査・検査を行うかを実務的に検討する予定です。
CIW検査機関の方々にも、検討の過程で実情とご意

見をお聞きする機会があると思いますので、その節はよ
ろしくお願いいたします。
虎は一夜にして千里を走るといわれますが、混沌と不

透明さを増している建築行政の霧を大きな飛躍で駆け抜
けたいと思っています。とすると、今年を表す言葉は、
『改』ということになるのでしょうか。

3. 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
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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。
景気の回復が待ち遠しいところでありますが、今年、当
協会では昨年創りましたイメージキャラクタの「ノンディ」
（右下）を幅広く活用して、専門家を対象とするのみならず、
若年層等を含む一般の
人々へも「非破壊検査」
を普及させることに力を
注いでいきたいと思って
います。「安全・安心」の
ための「非破壊検査」を
社会に、一層、積極的に
発信していきます。
さて、当協会の動向に

ついて簡単にご紹介させ
て頂きます。
昨年11月8日～13日まで第13回アジア・太平洋非破壊試験
会議（APCNDT）を、1980年以来29年ぶりに我が国で開催
いたしました。当初の予定を大幅に超える200件以上の講演
申し込みがあり、関連会議を含めると、20ヶ国以上、約300
名の参加を得ました。展示会も併設して、国内だけでなく、
英国および中国等の企業も含め20社以上の展示があり、近
年では最大級の国際会議となりました（写真）。

認証事業においては、1968年より実施してきたNDIS 0601
による全ての資格が2009年9月末に有効期限を迎え、NDIS
0601による有効な資格は存在しなくなりました。この結果、
JIS Z 2305への移行試験への受験該当資格数は500件足らず
で、この資格保有者の移行試験については2010年春期試験
をもって、JIS Z 2305への移行試験が全て終了します。NDIS
0601に代わって2003年より実施しているJIS Z 2305による資
格試験も順調に推移しており、2009年の受験申請件数は
2008年度と比較して総数では減少したものの、2009年秋期
の新規受験申請件数においては、過去最高の12,800件とな
りました。また、JIS Z 2305による受験者の増加に伴って認
証件数も順調に伸びており、資格登録件数は、2009年12月
現在にて70,000件を超え、JIS Z 2305資格が定着したものと
考えています。
NDIS 0602(非破壊検査総合管理技術者の認証)に基づく資
格認証での登録者数は現在142名、2006年に開始したNDIS
0603によるPD(Performance Demonstration)認証制度による
認証資格は累計で31名となりました。
国際認証活動においては、カナダ天然資源省(NRCan)と
の相互認証に基づく認証に累計で5名15件のJIS Z 2305資格
を発行しています。英国非破壊試験協会（BINDT）とPED
（欧州圧力機器指令）承認制度には、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16名17資格に
合格しています。また、JIS Z 2305資格者の米国非破壊試験
協会（ASNT）ACCP資格取得制度については、2009年11月
に開催したAPCNDT会議の際にASNTとJSNDIにおいて合意
書を取り交わすことができ、今後、制度の実施に向けて積
極的に活動を進めていきます。
教育活動につきましては、JIS Z 2305で必要とされる訓練
時間の全部または一部を満足する技術講習会を東京・大阪
地区にて春秋開催し、数多くの方々の参加を得ております。
以上、当協会における活動状況の一端をご紹介させて頂
きましたが、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
拶とさせて頂きます。

4. 年頭挨拶

坂　眞澄(社)日本非破壊検査協会　会長

第13回アジア・大平洋非破壊試験会議
（APCNDT、2009年11月8～13日）



<出席者>（順不同）
河部　俊英氏（(株)シーエックスアール 技術サービス室　リーダー）

今川　幸久氏（新日本非破壊検査(株) 技術管理部　課長）
松丸　真司氏（東亜非破壊検査(株) 技術部　技術開発課　課長代理）
俣賀　文雄氏（日本非破壊検査(株) 東京営業所　技術部　技師補）

<司会>
大岡　紀一氏（(社)日本溶接協会　参与）

大岡 本日は皆さんお忙しいところ、ご出席いただきあ
りがとうございます。今回は、CIW認定事業者の開発・
技術・教育を担当する研究者のなかから、特に若手の
４名にご参加いただき、「若手研究者（開発・技術・教
育）が語る非破壊検査技術への支援活動の展望」をテ
ーマに掲げる座談会を企画しました。私は司会進行を務
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、若手研究者が一堂に会する機会は過去に
例のない意義深いことですので、リスクや社会貢献とい
う観点から非破壊検査を捉え、検査会社が進むべき社
会・顧客要求に対する総合的な技術評価・判断を提供
するための資格取得の支援、高度化する検査技術への
対応、研究開発の後方支援に関する要求などについて、
忌憚のない意見をいただけたら幸いです。それでは早速

ですが自己紹介から。
河部 シーエックスアールの河部です。現在、技術サー
ビス室に在籍し、主に開発、社内教育を担当していま
す。開発についてはロボットや検査技術、教育関係では
JSNDI（日本非破壊検査協会）をはじめ、放射線取扱
主任者などの資格取得を含め全般的に活動しています。
今川 新日本非破壊検査の今川です。所属する技術管理
部は、技術開発を支援する研究に取り組んでいます。
もう一つの大きな柱が社内教育です。資格取得に関す
る教育に加え、材料をはじめとする基礎的な教育も行っ
ており、現在、私は主に教育を担当しています。
俣賀 日本非破壊検査の俣賀です。現在、東京営業所の
技術部で主に現場を担当しています。以前は放射線の
デジタル化の装置やチューブ関係の検査など特殊検査の

CIW通信　Vol.24 No.1 Winter,2010

5

若手研究者（開発・技術・教育）が語る
非破壊検査技術への支援活動の展望

若手研究者（開発・技術・教育）が語る
非破壊検査技術への支援活動の展望



開発に携わっていました。当時は特殊検査の要望があれ
ば、全国の営業所等へ出向き、実際の現場で開発技術
を適用しました。
松丸 東亜非破壊検査の松丸です。技術部に2009年7月、
新設された技術開発課に在籍し、主に新技術の導入お
よび調査、開発を担当しています。当課に配属されるま
では約２年間、海外のプロジェクトで現場作業に携わっ
ていました。

高いモチベーションを維持

大岡 ありがとうございます。みなさんの自己紹介をお
聞きして、今回のテーマに相応しい方によく集まってい
ただいたと感謝いたします。私もみなさんと同様に、か
つては研究所に勤務しており、各種試験・研究開発に
汗を流し、資格取得にも挑戦し、有資格者となった経
験があり、それなりに皆さんの立場を理解しているつも
りですが、まず若手のみなさんにとって、非破壊検査は
どのような魅力がありますか。
今川 私の場合、実は大学の頃から非破壊検査関係の研
究に携わっていました。もともと非破壊検査に興味があ
ったと言いましょうか、学生の頃から身近なものでした。
大岡 松丸さんは２年間海外にいたとのことですが、主
な業務内容は。
松丸 特殊材料のＵＴです。具体的には９％ニッケルの
異材継手の検査を中心に担当しました。
大岡２年間の海外生活で何か感じたことはありますか。
松丸 やはり、日本と比較すると、海外では検査員の地
位が高く、それに応じて責任も重くなることを痛感する
とともに、個人的には仕事に対するモチベーションがさ
らに向上したと感じます。
大岡 非破壊検査の研究に携わるうえで、モチベーショ
ンは非常に大事なことですね。河部さんはいかがですか。
河部 私は約10年間、渦流やひずみを中心に現場を担当
した後、自ら開発部門への転属を志願した関係上、現
在の技術サービス室は自分にあった部署だと思います。
やはり自分が好きで望んだ道ですから、時間も気になり
ません。モチベーションは高い方だと思っています。非
破壊検査技術の開発に魅力を感じ、好きでないと続か
ない。仮にもうここまでしかできない、という状況にな
っても、もう一歩踏み出したい気持ちを常に持っていま
す。

大岡 自ら志願する気持ち、好きでないと続かないとい
う意見について、俣賀さんはどうですか。
俣賀 私も今川さんと同じく非破壊検査との関わりは学
生時代からで、大学では渦流の研究に取り組みました。
在学中から非破壊検査業界を志望し、就職してからは
石油化学系のプラントで画像処理システムやリモートフ
ィールドなどに携わる機会が多く、最近では公共交通機
関の地下構造物やテーマパークの遊戯施設などで当社が
プラントで培った技術を応用し、入社当時からのモチベ
ーションを持って業務に当たっています。
大岡 やはり、みなさん非破壊検査が好きなのですね。
研究には継続が不可欠であり、モチベーションを保ち続
けなければならない。多少表現の違いはあっても、みな
さんに共通した部分が多いと感じました。さて、俣賀さ
んから公共構造物の検査に関する話が出ましたが、公共
性の高い構造物、機器の安全・安心を担保するうえで、
リスクや社会貢献といった観点から、非破壊検査の位
置付けをどのように捉えていますか。
河部 個人的な話で恐縮ですが、そもそも私が自ら開発
を志願したきっかけは、ガス会社との共同プロジェクト
でした。地中に埋設されているガス管の腐食診断システ
ム開発に携わりました。社会の安全を守るうえで都市ガ
スは高い危険性をはらんでいますから、リスク回避の意
味で重要度は大きかったと認識しています。
大岡 開発の過程では、都市ガスの配管に最適な検査手
法の検討など、プロセスを踏んだ開発が要求されること
になりますね。
河部 そうですね。当初はいろいろな検査手法について
検討を重ね、最終的に最もガスに適していると判断した
のがリモートフィールドだったのです。このプロジェク
トでは、検査に当たりガスの供給を止めてはいけないこ
とが大前提でした。非常に高い目標だったわけですが、
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結果的にガスを止めることなく、配管自体を切断し、そ
こからセンサーを入れて、検査後に復旧する一連のシス
テムを構築しました。また高速道路の道路橋の検査シス
テムなどを通じ、多少は社会に貢献してきた…つもりで
す。
大岡つもりですか（笑）
河部個人的には（笑）
大岡ほかのみなさんはいかがですか。
今川 当社では現在、電力会社とガイドウェーブに関す
る共同研究に取り組んでいます。電力供給に支障を来
たすと社会に与える影響が大きいので、安定的な運転を
継続する点で双方の考えが一致し、すでに６年目に入
っています。
俣賀 社会に貢献する非破壊検査という観点では、まず
地下鉄の駅構造物の側壁の検査があります。建設から
30年以上経過した構造物の一部では、内部の鉄筋が錆
びるなど経年劣化が顕在化しています。ただ鉄筋コンク
リートの側壁のすべてを検査できるわけではありません
ので、一つの手法ではなくいろいろな文献を参考しなが
ら、RT、UT、中性子水分計などを効果的に適用し、抜
き取りで全体の健全性を把握できるような検査結果の提
出を心がけています。最近では、航空自由化にともない、
航空機の機体検査も手がけています。

国際会議での発表が重要

大岡 検査会社にとっては、トラブルを未然に防ぐこと
を含め、検査対象に応じさまざまなリスクを念頭に置い
た社会的な貢献はかなりたくさんあると思うのです。た
だ自社で研究し装置を開発して、実用化に至る過程は
そう簡単な話ではなく、各社とも相当苦労されていると
思うのです。さてみなさんが苦労の末に形にした成果の

発表についてはいかがですか。学協会で積極的に発表さ
れていますか。
河部 私は2009年、外部で4回発表しました。前年も同じ
くらいの回数ですね。JSNDIに限らず、リモートフィー
ルドを始めたころはガス会社と共同でカナダやフランス
でも発表しました。08年は水道関係の団体でも発表す
るなど、いろいろな業界で機会を得ています。
今川 当社は電力との間で、研究成果については実証試
験まで行い、拡販を考慮してある程度オープンにしてい
ます。09年は外部で3件発表しました。ここ数年は材料
学会やJSNDI、溶接学会などに参加し、09年は11月の
APCNDT（第13回アジア・太平洋非破壊試験会議）で
も発表しました。
大岡 ご苦労様でした。APCNDTのチェアマンとして、
20ヵ国以上から約300人が参加して208件の発表があり、
会議が成功裏に終わったことに対し、この場を借りて御
礼申し上げます。いま、国際会議の発表に関する発言
がありましたが、国内だけにとどまらず、国際会議の場
で成果をオープンにしていくことが大事ですね。特に私
が望むのは、研究者が若いうちから意識して国際会議に
積極的に参加し、成功事例を発表するだけでなく、海
外の研究者とのコミュニケーションを深めることです。
俣賀さんはどうですか。
俣賀 10年くらい前までは発表する機会も多かったので
すが、最近は現場が中心になっておりまして…。ただ研
究開発や新技術の動向を把握するうえで、学協会の発
表会には積極的に参加していかなければならないと感じ
ています。
大岡 松丸さんは、海外赴任中、学協会には参加されま
したか。
松丸 09年11月、米国・オハイオ州で開かれたASNT（米
国非破壊試験協会）カンファレンスの機器展を中心に
参加して、企業間の交流の重要性を再認識しました。
大岡気になる展示はありましたか。
松丸 フェーズドアレイのセンサーが非常に小型化され
ていましたね。また解像度が非常にクリアなデジタル
RT（DR）も印象に残っています。
大岡 いま、松丸さんからDRの話が出ましたが、日本の
DRはどうですか。
河部 ここ数年でメーカーの開発がかなり進みました。
ここにきて解像度が50μmから20μmまで向上している
点からもその印象を強く受けます。日本でもDRのJIS化
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に向けた動きがあり、当社に協力要請があったと聞いて
います。
大岡 この動きの発信人は私なのですが（笑）。俣賀さん
はDRに携わったとの発言がありましたね。
俣賀 はい、以前関わっていました。当時、ドイツから
非破壊検査員が来日し、DRで検査をすることになりま
した。ただ、ドイツの検査員はエックス線作業主任者の
免許がありませんので、当社が主任者を代行した形です
が、すでにドイツではDRが主流で、フィルムではなく
リアルタイムの画像をその場で判断して検査の合否を判
定していました。
大岡 UTではさきほどからご指摘のフェーズドアレイを
代表例に、画像処理を含む技術開発と現場適用がかな
り進んでいます。しかしRTは依然として、フィルムに
固執するところがあり一部では現状に異論を唱える意見
もあるようですが、みなさんは海外と同様に、日本でも
すべてDRに移行してもよいと考えますか。
河部 解像度に関しては移行可能だと思います。ただ、
一つ問題なのは、画像なので担当者の自由になる、加
工できるところがネックかなと思います。
松丸私もそう思います。
大岡 ほかの方はどうですか。せっかくですから、この
機会にコメントを頂ければ。
今川 私は、今後もフィルムは残ると思います。相当な
数をこなせばペイするのでしょうが、DRの装置はまだ
高額なので、長いスパンで考えると、すべてDRに移行
するのではなく、フィルムとDRの両輪で展開していく
しかない、というのが正直なところです。個人的には、
リアルタイムで画像を取り込むより、意外とフィルムで
撮って、デジタイザーで取り込むほうの自由度が高いよ
うな気もします。
大岡 松丸さんが赴任していた海外の現場はいかがでし
たか。
松丸 主にフィルムで撮影していました。ただ技術はか
なり進んでいて、DRで撮影している個所もありました。
フェーズドアレイを適用している現場も見る機会があり
ました。
大岡 参考までに紹介すると、インドでもDRの認証を運
用しているのです。DRの本格導入には規格の制定が不
可欠ですが、日本は規格化に関して遅れているのが実状
です。DRが使える規格の制定に向け、ようやくJSNDI
で検討が始まり、実験的なところは日本溶接協会が実

施していますが、日本機械学会の方でも議論を始めたよ
うですね。

研究者と資格の関係

大岡 きょうはみなさん、研究者として参加されている
わけですが、例えば資格について、研究者と資格の関係
は社内でどうリンクさせていますか。例えば研究を担当
するならば資格はなくてもいいというのか、やはり資格
ありきで研究に取り組む必要があるのか。
松丸当社に限って言えば、資格は通過点です。
大岡 通過点。資格を持っていない人が研究で成果を出
しても認められない（笑）
松丸前提としてはそうですね（笑）
大岡みなさんも考え方は同じですか。
河部 そこまでは（笑）。ただ、検査会社ですからやはり
資格は必要です。検査会社の人間として、社員として
の最低限の備えですから、やはりある程度の資格は持っ
ておかないと。開発を担当しているから資格はいらない、
取らなくてもいいということはあり得ません。
大岡 それはたまたま忙しくて研究だけに専念できず、
別の部署に行くこともあるから資格を取っておいた方が
ということであって、研究開発そのものに資格は必要な
いのではないですか（笑）
河部 極端に言えば（笑）、できないわけではないでしょ
うが…
大岡 大学を出て、かなり知識があって、研究熱心な人
が、資格を取っている暇はありません、その分研究に一
生懸命取り組むべきと言われたら、それで成立するよう
な気もするのですが。意地悪ですみません（笑）、どう
考えますか。
河部 ただですね、やはり資格を取ることは、もう一つ
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の側面があって、それによって現場を知る意味も強いと
思うのです。現場と直接関係のないような開発をやって
も認めてもらえませんから。やはりある程度資格を持っ
て現場に出て、現場での経験をベースにして初めて研究
開発に生かせる。現場で使えないものをいくら研究して
もしかたがないところもありますよね。
大岡 それは検査会社に限らず、一般の会社も同じです
よ。それはそれとして、資格を持っていると何かの恩恵
があると思いますが。例えば、それによって給料が上が
るとか。そうすると、資格を持つことは、要するに研究
グループで資格を持つ人と持たない人がいた場合、持っ
ていることが評価され給料に反映される、ということに
なれば持っている方が得ですね。すこし言い方が悪いで
すが、私が知りたいのは、研究をやっているために恩恵
を受けることはあるのですか。
今川それなりの成果が出れば…ですね（笑）
大岡それは特許とかね。
今川はい。
大岡 確かにそうですね。特許や実用新案を手がけたと
なれば、それなりの評価も期待できるでしょうね。仮に
素晴らしい研究成果を挙げた場合、表彰規定はあるの
ですか。
河部 社内規定はあります、ただ研究に限ったものでは
ありません。
大岡やはり現場優先という考えがあるのですか。
河部 いいえ、それはないと思います。研究と言えるも
のではないですが、ガンマ線の照射装置の改良、具体的
には安全対策ですね。その成果に対して部長賞を授与
された実績は過去にあります。研究というよりは、むし
ろ改善に近いのですが、操作上の脱落防止だとか、安
全面を考慮してある改造を加え、全く新しいものをつく
った。それに対して部長賞として表彰された一つの例で
す。
大岡 それはものすごく大事なことですよ。例えばTOFD
やDRの研究とは別に、それを支援するものとしての例
えば安全機構といったものの開発でいえば、みなさんの
会社でもかなり事例は多いと思いますがいかがですか。
こうした取り組みは、研究開発部門が担当するのですか
河部 さきほどの部長賞の事例は、私の所属する技術サ
ービス室の室員が授与されたものです。
松丸 当社では、安全に関するあらゆるニーズを本社で
一括にまとめまして、実行します。

大岡俣賀さんはいかがですか。
俣賀 当社は、安全に関しては水島事業所で統括し対応
しています。
大岡今川さんはどうですか。
今川 私どもは、安全を含めてですが、各種装置の改良
に関しては、私の所属部署というよりメカトロニクス部
が担当しています。
大岡 検査会社にとって、RIの線源管理をはじめとする
安全は相当気を使わないといけないものですね。
河部 RIの線源管理も当技術サービス室の業務の一つで
す。教育、開発、それからRI関係の機器、特にガンマ
関係の管理、機器や設備の管理も含めて担当していま
す。
大岡 みなさんは教育・訓練にもたずさわっていますが、
教育・訓練で安全に関する時間は全体のどの程度割い
ているのですか。
今川 現時点で何割と具体的な数字は言えませんが、当
社には安全管理室という専門部署があります。独立し
て全体的に安全に関わる部門が、安全に関する教育を
一手に担当しています。
大岡ほかのみなさんはいかがですか。
河部・俣賀・松丸当社も同じです。

教育・訓練の実情

大岡 さて次は教育・訓練に話題を移したいと思います。
みなさんは教育・訓練に関して、具体的にどの部分を担
当しているのですか。
松丸実際の検査業務ですね。
大岡実作業、それは現場向けですか。
松丸 はい、現場のOJT（On the Job Training）も含みま
す。また当社では研修センターを設けており、そこで実
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際に探傷器を使い、実機を切り出したサンプルを用いて
実習を行います。
大岡今川さんはどうですか。
今川 当社は、いわゆる非破壊検査全般といいますか、
資格取得に向けた部分と、検査をする以前に最低限は
知っておいてほしい材料や溶接、図面の見方など知識の
ベースとなる教育に取り組んでいます。
大岡 今川さんのほかに同様の教育を行っている会社は
ありますか。
河部・俣賀・松丸はい。
大岡みなさん同様の教育に取り組まれているのですか。
河部 当社の場合、新入社員については、ここ数年は新
入社員教育という形で、非破壊検査の概論をはじめ、
放射線の安全管理、一般の安全などを含め１ヵ月間、
集中して教育しています。
大岡 材料や溶接、図面の見方などを教えるときのテキ
ストはどうされているのですか。
今川 いろいろな文献を編集したような形で使用してい
ます。
大岡独自のテキストがあるのですか？
今川はい。
河部つくっていますね。
大岡どの会社もつくっているのですか？
俣賀はい。
松丸ありますね。
大岡 一度、見せてもらいたいですね（笑）。それでは続
いて、各社の教育・訓練で特に力を注いでいるところ、
また苦労していることがあれば紹介してください。
河部 新入社員教育に当たっては、私がごり押ししてい
る（笑）部分が強いのですが、まず金属材料に関する教
育を行うようにしています。初めに金属材料を取り上げ、
その中にひずみに加える。要するに、なぜ非破壊検査を
するのかということを認識させないと、そこから先へ進
めないだろうという考えです。そこで上司には、材料や
強度をカリキュラムの最初に入れてくれと要望していま
す。
大岡今川さんはどうですか。
今川 いま河部さん言われたように、なぜ非破壊検査を
適用しなければならないのか、ということをどれだけ認
識させるかですね。これは新入社員であろうと、中堅で
あろうと、さきほどから再三指摘のあるモチベーション
につながることだと思うのです。私自身、講師を務める

機会が多いので、「なぜ、あなたは勉強しているか」を
なるべく意識させる教育に努めています。
大岡 ところで今川さんは学生時代から非破壊検査に取
り組んでいたわけですが、当時からなぜ非破壊検査が必
要かということを考えていました（笑）
今川 大学のときはですね、正直、研究室に入るときは
…（笑）。ただ、私の場合、磁粉探傷だったのですが、
当時面白いと感じたのです。金属屋なのに金属でない話
ばかりだったのですが、それでも面白い。その後、非破
壊検査の仕事があることを知り、大学の側に当社があっ
たものですから、勉強したことが役に立つと考え就職し
ました。ただ私は、いわゆるバブル崩壊後に入社した世
代であり、仮にバブル全盛のころだったら、そういう考
えを持てたかどうか（笑）。いま考えれば、正解だった
かなと思います。
大岡良かったじゃないですか。俣賀さんはどうですか。
俣賀 私は大学の研究室で渦流探傷の数値解析プログラ
ムに携わりました。実際には目に見えないものを使って
目に見えるように解析していくことにすごく興味を持ち
ました。大学最後のころには、現場でどのように適用さ
れているのかさらに興味が高まり、教授にお願いしたの
が今の会社に入社した経緯です。
大岡 それでは教育・訓練のモチベーションに話を戻し
て、河部さん、いかがですか。
河部 特に資格取得に関しては、モチベーションをいか
に保つかが重要になります。最後は本人次第ですからね。
大岡そのとおりですね。
河部 受験機会が年に１回しかない、例えばRIの取扱主
任者に備えるには勉強する期間も長期に及ぶので、その
間、いかにモチベーションをキープさせるか、いま、一
番頭が痛いところなのです。
大岡 最近の新入社員の印象はいかがですか。みなさん
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も若手研究者だから（笑）あまり言えないかもしれない
けど、一つの年代として捉えた場合、教える立場として
何か感じるところはありますか。
今川 教えていて一つ思うことは、例えばこちらは少し
でも非破壊検査の勉強に臨むうえで興味を持たせよう
と、例えば「渦電流って、生活の中でどういうところに
ある？」と投げかけるのですが、「よく知らない」とい
った反応が多いのです。またいろいろなアンテナを張っ
て博学になれと一生懸命言っても、なかなか理解しても
らえないですね。
松丸 私も年代の特徴はあるような気がします。多少飽
きっぽいところがあるというか…、教育でどうなるとい
う範疇ではないとは思うのですが、あとはモラルですね。
大岡 やはりそうですか。若者のモラルの話は、きっと
どこの会社でも苦労しているまではいかないにしても、
個人的な経験からも大変だろうと、うすうす感じてはい
ましたが。
松丸 ですから、今、技術教育以外に、モラル教育のよ
うな（笑）
河部社会人として、という話ですね（笑）
松丸はい、かなり強化して行っているのが実情です。
大岡 何だか、きょうの若手研究員の座談会は、最後は
モラルの話に収まりそうな話になってきましたが（笑）、
それでも大変ですね。私も地元でサッカー少年団に30年
近く携わっていますから、若い世代の親子さんのことは
みなさん以上に理解しているつもりですし、その経験か
ら言っても、モラルの部分の教育はものすごく難しいと
思います。
いまでも教壇に立つ身として、生徒は当然わかってい

るものだと判断して講義を進める訳ですが、話の途中で
わかりません、と手を上げられてすごく苦労することも
あるのですが、同様の経験はありますか。
松丸 はい。JSNDIの各種試験の前には、いろいろ教育
するなかで、「わからなかったら聞いてこい」と呼びか
けるのですが、何も勉強しないで「教えてください」と
言ってくるケースが多いですね。こちらとしては、一通
り目を通してわからないところを聞けという意図なので
すが、最初から少し読んでわからなかったら「すいませ
ん、教えてください」ですから。これは当社に限ってか
もしれませんが（笑）、そういう人間が増えたのではな
いでしょうか。
大岡ほかの会社の方はどうですか。

今川 確かに多いですね（笑）。最初は「まず何がわから
ないかを言ってこい」と。「わからないことがあったら
聞いてこい」と言うと聞きに来ないのです。そこで話を
すると当人の返事は「わからないところがわからない」
（笑）
河部 実は、2009年秋のJSNDIの一次試験の前、ある層
に対して社内アンケートをとってみたのです。ある科目
を受けるのにどのくらい勉強したかというものですが、
一番多かったのが「前日」（笑）。その次が１週間位で
すかね。試験に通るわけがないですよね。
大岡 一概に言い切れないところももちろんあるでしょ
うが、最近の若い世代は、そういう準備も含めて昔の人
とは違いますね、考え方自体が。検査会社の若手研究
者が集まって、研究や技術開発に関して同じ悩みを抱
えていると感じましたが、特に若手の教育でこれだけ苦
労している話まで聞けるとは（笑）。それでは、技術的
な面で教育・訓練の難しさについてはいかがですか。
今川 OJTに当たっては、各部署で次の世代を育てる共
通認識で臨むのですが、外部監査の担当者から「OJTは
うまくいっていますか」と指摘されたことがあります。
自問自答していると、その担当者は続けてこう言うので
す。「OJTで何を教えるのかと言われたときに、教える
人、トレーナーになる人を先生という立場にちゃんと持
ち上げていますか」。確かに、そういう準備をほとんど
せずただOJTを実施するように取り組んできたことを反
省するとともに、その指摘を受けてから、もっとよく考
えたうえで実行しないとうまくいかないのではとの認識
に変わりました。ですから、技術伝承といいますか、そ
のあたりがものすごく引っ掛かった状態で教育・訓練に
取り組んでいるのが現状ですね。
大岡 なるほどね。ものすごく大事なポイントですね。
なぜなら、やはり技術の伝承とは、各社の技術もあるだ
ろうし、本来、NDT手法の技術という側面もあります。
若手に対して、ためになることはどんどん伝承していこ
うと考えたとき、教える側、教えられる側の資質もあり
ますから、双方をバランスさせないとうまくいきません
ね。
ですから私は講義でいつも「みなさん、きょう勉強し

たことをできるだけ使ってください」と語りかけるので
すが、そのためには実際の事例を多く話しておかないと
実際に適用できないのです。私は講義のなかで、現場で
経験したことを洗いざらい話すようにしています。受講
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者はきっと「試験に出るところだけ話してくれればいい
のに」と思っているかもしれませんね。しかしそれは一
時だけのことで、資格を取っても使えないというのが私
の考えです。したがって、講師をお願いする場合には、
年齢は関係なく、現場をよく理解していてテキストの中
身をきちんと説明できる人、それが本当の教育をする人
ではないかと個人的には思っていますし、私自身が、人
材育成に当たってその方針を徹底してきているつもりで
す。
要は、本当の教育をできる人はそんなにいるはずがな

いということです。私が言いたいのは、みなさんに本当
に教えられる先生になってほしいということに尽きるの
ではと思いますが。

CIWへの要望

大岡 次はみなさんよりもさらに若い世代に対する期待
をお聞きしたいと思います。河部さんはいかがですか。
河部 とにかく、専門分野に限らず、いろいろなことに
興味を持ってほしいですね。
大岡 大事なことですね。そういう意識が、NDTを全体
として、オーバーオールの解釈ができることにつながる
のです。それを地道に教えていくか、あるいはわかって
ほしいと仕向けるか、やはりそうじゃないと困りますよ
というところに追い込むか、ですね。
河部はい、難しい課題です。
大岡 そのとおりです。それはもう、やはり誰しもが考
えていて挑戦しているのですが、なかなかそこに行き着
かない。非常に大事なことです。ほかにどうですか。
松丸 私も同じ考えですが、とにかく非破壊検査を好き
になってほしいですね。
大岡 確かに好きにならないと始まらないね。嫌いじゃ
できませんよね。
松丸はい、そう思います。
大岡 試験に落ちたからって嫌いになってはだめですよ。
同じ科目で、何回も落ちている人がいるかもしれないけ
ど、そういうことはまた別の話なのです。何回か挑戦し
ていくうちに、理解が深まるのです。要するに、試験に
どこが出るのかとヤマを張って、偶然にもその部分が試
験に出て、合格しても多分、長持ちしないと思いますよ、
私は。やはり同じ試験の科目でヤマを張るのだったら、
すべて勉強したうえで、やはりここが大事だってわかる

はずですよ。すべて勉強すれば。教える側、とくにみな
さんに、こうした意識を大事にしていただけたら幸いで
す。
きょうはCIWの座談会ですから、CIWについても少し

お聞きしたいのですが、CIWに期待するものはあります
か。
今川 やはり溶接構造物に特化して行われている試験で
あり、非常に貴重なものだと認識しています。さらに
JSNDIのレベル3に合格した人を対象にするということ
で、やはりレベル3を取って安心ではなく、さらにステ
ップアップを図るための手段として、もう少し使いやす
いといいますか（笑）。重要性に関して、検査会社だけ
でなく、広く社会にも伝わるような活動をしていただけ
たら、我々としてもすごく助かります。
大岡 確かにそうですね。そちらのベクトルに向かない
ままここまで来てしまっているから、我々としてもよく
考えなければなりませんね。河部さんはどうですか。
河部 CIWは会社として認定する位置付けですよね。
JSNDIと同様に、個人としての認定資格のような方向も
検討していただきたいですね。要は「CIWって何？」と、
顧客からも聞かれることがあるのです。比較的認知され
ている鉄骨は別にして、火力やプラント関係ではまだそ
れが実状なのです。JSNDIのレベル3を持っていて、そ
れで初めて受験資格が与えられるということ。さらに試
験を受けて合格した人間がCIWの技術者として認定され
る意義を、もう少し広めていただければ、もっとCIWと
いうものの認識が高まってくるのではないかなという気
はします。
松丸 私も同感です。やはり認識に関して、CIWに対す
る認識は、失礼ながらJSNDIと比較するとまだ低いとい
いますか（笑）。ですから、こうした認識を社会的に広
めていただけるような活動を期待します。
大岡 広めていただけるような、というと広めるのはこ
ちらですか（笑）。そうですね、溶接協会が広めないと
いけない。もう少し頑張ってくださいという励ましの言
葉をいただきました（笑）
松丸いえいえ、そんなつもりでは（笑）
大岡 いいですよ。ありがとうございます。我々も非常
に反省しなくてはならないご指摘を多くいただきまし
た。
ここで一つだけ付け加えさせてください。例えば個人

資格の集団が、あるきずについてどう判断しますかと問

12 CIW通信 Vol.24 No.1 Winter, 2010



13

われたとき、一人で判断しても大丈夫ですよというきず
もあれば、それが割れかどうかわからないときには、同
じレベル3を持っていても、経験によっては解釈が違う
かもしれません。こういう場合、会社のレベルは非常に
大事になってくると思うのです。
以前、導入を検討したISO17025試験所認定には、正

にプロフィシェンシーテスティング（技能試験）プログ
ラムがあって、技能試験を実施する。例えば検査会社
の代表選手が出てきて、UTである欠陥の寸法、高さを
測り、その結果について、例えば標準偏差で分布をとる。
そうすると、自社の分布に関して、全体の分布と照らし
合わせることが可能になります。つまり、会社へ結果を
送るとき「あなたの会社はこのあたりに位置します。
100社参加したうち、あなたの会社はこのレベルですよ」
とわかる。結果によっては、もう少し技術を磨かないと、
現状では寸法の測り方が甘いなあとか、こうした考えが
そもそもCIWの一つの特徴なのです。
そうすると、個人のレベルも上げなければならないし、
会社のポテンシャルとしても自社がいまどのくらいのレ
ベルなのか一目瞭然ですよね。
海外を眺めれば、すでに中国は17025を導入し、マレ

ーシアは17020を運用しているし、インドネシアも取り
入れた。アジアの国々はほとんど取り入れているのです。
日本だけが取り残された感じがしますが、国際市場とい
う視点で捉えれば、ものすごく寂しい話なのです。少し
長くなりましたが、要するに、個人の資格のレベルも上
がる一方で、やはり会社単位でも自分たちのレベルがど
れぐらいあるかを知ることが大事であるということも付
け加えておきたいと思います。

社会のためになる開発を

大岡 それでは最後になりますが、2010年を迎え、みな
さんにとっての今後の抱負をお聞きしたいと思います。
それでは今川さんから。
今川 実は当社では、ここ数年、教育に力を注ぎ、全社
一丸となって検査員全体の技量アップを目指す活動を
展開しているところです。この取り組みが、ここにきて
ようやく芽吹いてきたという兆しがありまして…
大岡なるほど、成果が出てきたというわけですね。
今川 はい。少し見えかけてきたところなので、全社一
丸となった技量向上の取り組みで中核の部分を担わせて

いただいていることはすごくうれしいことですし、今後、
もう少し大きな花を咲かせて…。あまり大きいことを言
うと（笑）、おまえやれよって言われたら困るのですけ
れども（笑）、将来、「今川がつくった」といわれるよう
なシステムをつくっていきたいと思っています。
大岡頼もしいですね。では、河部さん、どうぞ。
河部 やはり、世の中のためになるような開発を手がけ
ていきたいという思いが一番ですね。会社のためだけと
いうのではなく、世間一般の方々に喜ばれるような技術
開発を目指したいです。
大岡いまはそれに携わっているのだから、幸せですね。
河部 そうですね。現在、携わっているのもライフライ
ンに関する開発ですので。
大岡良いことですね。
河部 そういった意味で、ライフラインの関係の検査シ
ステム開発で、成果を挙げ、広く認識していただくこと
が理想です。
大岡わかりました。松丸さんは、どうですか。
松丸 当社は「100年企業」を目指しております。まだ折
り返し地点にようやく達しようかというところですが、
それには人がすべてであるという認識のもと、「人材」
を「人財」へ育成している段階です。育成に携わること
が非常に幸せなことであり、100年経った後、「人材育
成の一時期を松丸が担った」（笑）と評価されるのが私
の夢です。
大岡良い話ではないですか。それでは最後に俣賀さん。
俣賀 私は10年くらい前までは開発に携わり、その後は
現場の作業が多くなったのですが、現場に出ていて感じ
るのは、若手が順調に育っていることです。最近、若手
と話しているなかで、若手と一緒に開発を手がける機会
が来ればよいと思っています。
大岡 ぜひそういう方向で頑張ってください。きょう集
まっていただいた、非破壊検査が好きで、モチベーショ
ンの高い若手研究者のみなさんが、いままでと変わらな
い心で、開発、技術、教育に携わり、それぞれの夢の
実現に向けて頑張っていただくことは、非常に意義のあ
ることだと思います。みなさんの今後のご活躍を期待し
ております。お互いに頑張ることを誓って、本日は終わ
りにしたいと思います。本日はお忙しいなか、長時間に
わたり、座談会にご協力いただきありがとうございまし
た。
出席者一同どうもありがとうございました。
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☆社団法人化について

かねてより司法書士にお願いしておりました当協議会の法
人化について、昨年の10月1日付で『一般社団法人CIW検査
協会』として登記が完了しました。5月に開催予定の通常総
会において平成22年度の事業計画(案)及び予算(案)が承認さ
れた後に一般社団法人CIW検査協会としての活動に移行しま
す。
☆幹事会(理事会)の開催

平成21年度第3回幹事会(理事会)を11月12日(木)に協議会事
務所において、第4回幹事会(理事会)を12月10日(木)に東京會
舘(浜松町)において開催し、会務報告、地区ブロック会議に
おける新法人名称の再検討や2月に予定の役員選挙等につい
て協議しました。
なお、12月10日の幹事会開催後、同場所において関係各位
43名をお招きし、忘年懇親会を開催しました。
☆平成21年度各地区ブロック会議の開催

◎東日本：12月4日(金) 於：ホテルニュー岡部（静岡県
伊東市（出席者20名）
◎関　西：12月1日(火) 於：かんぽの宿淡路島（兵庫県
伊東市)（出席者21名）
◎西日本：12月21日(月) 於：小倉ステーションホテル
（福岡県小倉市)（出席者18名）
議題は共通とし、会務報告、新CIW認定制度への移行状況、
契約適正化推進活動の実施状況等の報告や当協議会の社団
法人化における名称(一般社団法人CIW検査協会)の再検討等
について意見交換を行いました。
☆第三者検査の法制化検討委員会の開催

第三者検査の法制化検討委員会を11月10日(火)協議会事務
所において開催し、委員会の方向性・課題や第三者検査の定
義について、また、今後の進め方等について検討しました。
☆東京都指定確認検査機関連絡会（構造部会）向け外観検

査研修会の開催

東京都指定確認検査機関連絡会から開催要望のあった「建
築鉄骨溶接部の外観検査に関する研修会」を12月3日(木)に
34名の参加を得て(財)東京都防災・建築まちづくりセンター
（東京都渋谷区）において開催しました。

☆NDI－レベル3（UT二次試験）資格取得のための受験対策

講習会の開催

◎開催日　平成21年10月31日(土)～11月1日(日)
◎開催場所　(財)東京都中小企業公社（東京都中央区）
◎受講者数　24名
☆JWES－上級検査技術者（UT部門）及び検査技術管理者

資格取得のための受験対策講習会の開催

◎開催日　平成21年11月7日(土)～8日(日)
◎開催場所　東京都立産業貿易センター台東館（東京都
台東区）
◎受講者数　上級検査10名、検査技術管理6名
☆都知事登録検査機関の審査結果

平成21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
いて行われました。東京都より12月1日付で更新5社、新規1
社の登録が発表されました。
◎更新登録検査機関
日本工業検査㈱(本社：神奈川県)、㈱ジャパンエコーサ
ービス(本社：神奈川県)、東日本検査㈱(本社：宮城県)、
エース・エンジニヤリング㈱(本社：大阪府)、㈱サンテ
クノス(本社：島根県)
◎新規登録検査機関
溶接検査㈱(本社：宮城県)

☆今後の予定

①都知事認定の研修会の開催
更新者(3年目)の未受講者を対象として東京都知事認定研
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1月31日(日)に(財)東京都中小企業公社（東京都中央区）
において開催します。
②(仮称)コンクリートポンプ車の超音波探傷検査に関する
研修会の開催
コンクリートポンプ車の溶接部への超音波探傷検査適用に
ついて、その特殊性から研修会を東京（平成22年2月28日(日)）
と大阪（平成22年3月28日(日)）で開催いたします。

6. 協議会だより

CIW検査事業者協議会
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平成22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.24

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24日(土) ～ 25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15日(土) ～ 16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23日(日)
2次試験
東　京： 7月10日(土) 
大　阪： 7月11日(日) 

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、本年3月31
日をもって終了いたします。
4月1日からは新基準に基づくCIW認定を実施してま

いります。今後のCIW認定申請のご案内に関しては、認
定事業者及び仮認定申請提出事業者の届出されている
CIW担当者宛に送付いたします。また、当協会ホームペ
ージ（http://www.jwes.or.jp/）にも掲載いたします。
なお、ご不明な点がございましたらCIW担当までお問合
せ下さい。

【認定時期と認定申請の案内時期】

平成22年10月1日認定分＞平成22年4月上旬
平成23年 4 月1日認定分＞平成22年10月上旬

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、前期の評価試験（平成22年6月6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24日(水) ～ 3月27日(土)
東　京： 4月 6 日(火) ～ 4月 9 日(金)

4月20日(火) ～ 4月23日(金)
名古屋： 4月13日(火) ～ 4月16日(金)
大 阪： 4月 4 日(日) ～ 4月 7 日(水)

4月20日(火) ～ 4月23日(金)
広　島： 4月 1 日(木) ～ 4月 4 日(日)

○ 2級対象研修会（予定）
札　幌： 3月24日(水) ～ 3月26日(金)
東　京： 4月 6 日(火) ～ 4月 8 日(木)

4月20日(火) ～ 4月22日(木)
名古屋： 4月13日(火) ～ 4月15日(木)
大 阪： 4月 4 日(日) ～ 4月 6 日(火)

4月20日(火) ～ 4月22日(木)
広　島： 4月 1 日(木) ～ 4月 3 日(土)

○特別級応用編研修会（予定）
東　京： 4月14日(水) ～ 4月17日(土)

◎評価試験（特別級・1級・2級）
筆記試験：6月6日予定（6月中の日曜日を予定）
札幌／東京／名古屋／大阪／広島

7. 平成22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
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明けましておめでとうございます。

昨年は米国で初の黒人大統領であるオバマ大統領の就任に始まり、日本では民主党政権の誕

生と、政治的には大きな歴史上の変換点となりました。オバマ大統領、鳩山政権とも鳴り物入

りでスタートしましたが、不況ということも重なり、その後の支持率は下降線をたどっている

ことはご承知の通りです。トップが革新的であっても、それを取り巻く組織が保守的なままで

は世界はなかなか変わらないということでしょうか。後世がこれ等政権をどう評価するのか興

味深いものです。それにしても、“トラスト・ミー”はいただけません。言葉に責任を持ち、

諸施策を実施し、信頼を取り戻すと同時に、強力な経済対策で景気を立て直して欲しいもので

す。そんな、足がかりとなる一年になって欲しいものです。

さて、“RUMPES”も24年目を迎えました。これを機会に、今後の非破壊検査業界のあるべ

き姿を展望することを意図して、若手研究者にお集まりいただき、開発・技術・教育などにつ

いて、大いに語っていただきました。座談会では“モチベーション”、“社会貢献”、“モラル”

などが語られ、やる気満々な新年にふさわしい座談会となりました。これに刺激をいただき、

編集委員一同、今年も頑張ります。どうぞ、宜しくお願いいたします。 （M.E）

編　集　後　記
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