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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。
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1

本年度よりCIW検査事業者協議会は、法人化して新たに
「一般社団法人CIW検査業協会」としてスタートした。
CIW認定検査事業者の業界認知・広報活動の拡大に伴い、
関連団体や行政からの法人化要請も多く寄せられ、社会的
位置を確立すべき必要が生じていた。協議会内の法人化検
討委員会、そして一昨年の公益法人制度改革に伴い法人化
準備委員会での検討を経て、法人登記となった次第である。
この法人化に当っては、CIW事業者認定機関である社団
法人日本溶接協会はじめ各関連業界からのご支援とさまざ
まな助言をいただいた。会員諸氏からも、すでに世に定着
した「CIW」と「検査」を団体名称の核とする旨など多く
の意見をいただき、先の通常総会において承認を得て、晴
れて成立となったものである。また、全会員が新認証制度
WES8701:2007「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基
準」での認定事業者となる。本稿は、改めて当協会の活動
方針と主な事業を紹介するものである。
○活動方針

当協会の目的は、第一に非破壊検査をもって公共の安全
に寄与することである。そのために会員相互の情報交換、
研鑽活動を通じ、責任あるCIW認定検査事業者の地位向上
に努める。
全国に位置する認定検査事業者にとって、検査事業に関
わる技術の研鑽、情報交換は最優先されるべきものと認識
している。多方面に開発される溶接技術の品質を担う検査
手法は多岐に亘る。これらの課題についての研修・講習を
重ね、その検査技術を全国均質に対応させることが協会の
役割と思っている。
責任ある検査で社会の安全を担保することが、CIW認定
検査事業者の使命と確信している。
○会員サービス、資格取得・技術支援（企画、技術、教

育）

CIW事業者認定取得、東京都検査機関登録に際しては、
事業者認定としてのシステムの構築と資格要件が不可避で
ある。検査員は実務繁多の中、資格の取得・更新に翻弄さ
れているのが実情である。当協会では、こうした検査実務
者の資格取得に対して、休日（土・日）を利用した試験対策

の講習会を実施し、高い合格率を得ている。
・非破壊検査技量認定　レベル３　一次試験（基礎試験）
対策講習会
・非破壊検査技量認定　レベル３　二次試験（UT部門）
対策講習会
・非破壊検査技量認定　レベル２　一次試験（UT部門）
対策講習会
・(社)日本溶接協会　CIW検査技術管理者　受験対策講習会
・(社)日本溶接協会　CIW上級検査技術者　受験対策講習会
・(社)日本溶接協会溶接検査認定委員会が認定する研修会
（附属書３対応）
・東京都知事が認定する「建築物の工事における試験及び
検査に関する研修会」
また、他団体からの要請に伴う検査要領の策定、研修に
も応じている。近年の事故例から対策急務とされた、遊戯
施設の車軸検査やコンクリートポンプ車のブーム溶接の定
期検査である。これらは適用検査技術の実証・検討のほか、
具体要領の策定、会員に対する技術研修会を開いている。
研修受講者には修了証の発行も行い、全国で対応するCIW
認定事業者による検査の公正を図っている。
・コンクリートポンプ車の定期自主検査UT研修会
・遊戯施設の車軸検査の実証と技術提案
・「建築鉄骨溶接部及び鉄筋ガス圧接部の外観検査ハンド
ブック」の刊行

○賛助会員

賛助会員制度を設けた。

1. 一般社団法人 CIW検査業協会

一般社団法人CIW検査業協会　会長　逸見　俊一

東京都知事認定研修会（2010年1月31日）



新認証制度においては、資格・システム・設備要件ばか
りではなく、事業者の体制も評価基準となり、事業者構成
員の不足から認定の移行が出来なくなった事業者もある。
一要因の不足から認定の継続が出来なくなった事業者に
は、賛助会員として会員サービス・支援を継続して受けて
もらい、機会を得て再認証に臨んでもらうものである。
また、当協会にはCIW認定取得希望の事業者からの問い
合わせも多い。これらの事業者についても、準会員などの
位置で認定取得支援を行う計画も進めている。
○CIW認定制度の普及と第三者検査の法制化（契約適正化

推進、企画広報）

当協会では毎年、CIW認定制度と第三者検査の普及活動を
行っている。契約適正化推進実行委員会を構成し、全国都道
府県の行政、建築関連機関へのPR活動を定例化している。同
委員会では、告示1464号の実施状況や、報告書、検査料金な
どについても現状調査を行い、会員への反映を図っている。
また、企画広報では、建築部門に関わる第三者検査の法
制化の検討を進めている。委員会には外部委員も含め、第
三者検査の定義の確定から始めている。
○非破壊検査業の社会的認知と倫理（企画広報、技術、倫理）

日本は、独特の下請け構造社会である。非破壊検査は国
内に業として位置しており、施主、設計、施工、一次二次
請けなどからの検査依頼はほとんどが下請けである。その
位置は、ずいぶんと階層の深いものもある。また、発注者
と受注者は、費用の支払者と技術・労力の提供者というそ
れぞれの立場で、必ずしも対等とはいえないようである。
必然、発注者の前に受注者の卑屈さが宿る。近年の検査
会社による不始末が必ずしもそうでないとしても、受注者
としての弱い曖昧な姿勢も一要因と考えられないでもない。
安価な受注金額は、検査進行に焦りを与える。建設・保
全・施工の一担当の軽い一言に、安易な融通が起こる。検
査工程の無いような工事進行もある。しかし、報告される
不正の事象のほとんどがそうであるように、結果が出てし
まうと言い訳は出来ない。
CIW検査業協会では、倫理委員会を設けている。倫理の
確立には、もちろん非破壊検査を生業とする我々の日々研
鑽と検査姿勢の運用方式となるシステムの向上は不可欠で
ある。実務者としての倫理確立は、外部要因も考慮すると、
一事業者で解決できる範囲を超えるものもある。倫理委員
会では、これらの諸事例を正面から対応し、対策の共有、
不認識の是正、商行為の上の倫理確立を目指している。
○検査と保証、シールプレスによる刻印（総務、企画広報）

当協会では非破壊検査職業危険賠償責任保険制度を適用
している。この保険は、非破壊検査業務の遂行、また業務
の結果に関わる損害賠償責任に対応している。仕様書確認、
要領承認を経た非破壊検査の実施には、前処理、検査、評
価、記録、そして報告などとさまざまな過程を踏むが、各
プロセスでの不備による補修費、工事延滞、事故などの賠
償にCIW認定検査事業者として責任を持つこととしている。
また、業務遂行中の検査機器の落下などによる事故にも、
対物、対人保険を適用している。
当協会員の発行する検査報告書にはCIW認定検査事業者
としてのシールプレ
スによる刻印が押さ
れている。正規の検
査報告書としての刻
印。そして、検査結
果に対する責任と保
証の刻印である。
○東京都検査機関登録制度

東京都は、都内に建設される建物の受入検査を行う検査
機関の東京都知事登録制度を導入している。登録検査機関
は、検査業務の専門性はもとより第三者性、公正性を要件
とし、東京都指導の外部構成「検査機関倫理委員会」によ
る審査を経て登録されている。
当協会は、東京都知事登録制度により登録された検査機
関により「東京都検査機関登録事業者連絡会」を構成し、
自主管理の強化と本制度の普及に努めている。
○次世代を育てる（企画広報）

長期計画も企画広報の担当を中心に始めた。次世代を担
う若者に対して非破壊検査の有用性を知ってもらう。都市
の安全を支え、構築物の経年変化に対し、その健全運営を
担う非破壊検査を認識する「次世代のための非破壊検査セ
ミナー」を開く。
将来、セミナーを受講した若者は社会の各分野に巣立つ。
彼らが諸分野から提起する我々への課題は、非破壊検査の
活躍分野を広げ、社会的位置の確立の一翼となると確信し
ている。このセミナーは業界全体の課題とすべく、関連団
体との共催も計画している。また、より広く活動を浸透す
るため協賛団体も念頭に入れている。

以上、協会活動の一部分を解説した。会員、非会員の皆
様には、さらなる意見も要望もあると思う。開かれた協会
として、多く提案をいただけたら幸いである。
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１．はじめに

CIW検査業協会契約適正化実行委員会では平成21年度
の「食い違い・ずれの検査に関する現状調査アンケート
（以下、アンケートという。）」を実施した。このアンケー
トは今年で6回目であり、4回までの集計実績において「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
（以下、マニュアルという）」の認知度の上昇が認められて
いることから、アンケート項目の質問内容を若干変えて実
施した平成20年度と同じ内容で平成21年度も実施した。
今回もアンケートを会員会社のすべての事業所に（297通）
発送したところ、回答は96通、回答率は32.3％と2年連続
して回答率が上昇した。
今回も、北海道、東北、関東甲信越、北陸、東海、関
西、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、集計結果
は平成22年5月12日開催の通常総会でも報告している。以
下、主なアンケート項目とその結果の概要について述べる。

２．アンケート結果の概要

２.１「Ⅰ　一般項目」では
「1.貴社（貴事務所）では建築鉄骨の第三者検査を実施
していますか」では、

となっており、「イ．している」との回答が84事業所で、
地域別では北海道が100％、東北100％、関東甲信越82.9％、
北陸100％、東海80.0％、関西76.5％、中国100％、四国
100％、九州沖縄100％であり、建築鉄骨の第三者検査を
実施している事業所が積極的に回答を寄せたことを示して
いる。

２.２「Ⅱ　告示1464号の実施状況」では
「1.告示1464号の食い違いと仕口のずれの検査を実施した
ことがありますか」では、

となっており、「イ．全工事で実施している」との回答
の地域別では、北海道が0％、東北85.7％、関東甲信越
65.5％、北陸75.0％、東海0％、関西23.1％、中国16.7％、
四国0％、九州沖縄16.7％である。また、「ロ．要求された
工事のみ実施している」との回答の地域別では北海道が
100％、東北14.3％、関東甲信越27.6％、北陸25.0％、東海
100％、関西69.2％、中国が83.3％、四国100％、九州沖縄
83.3％であり、前項の「建築鉄骨の第三者検査を実施して
いる」と回答した84事業所のうち96.5％の事業所が「全工
事」か「要求された工事のみ」かは別として告示1464号の
食い違いと仕口のずれ検査を実施していると回答してい
る。
「2.貴社（貴事務所）が受注された建築工事の設計図書
及び特記仕様書の中で告示1464号に関する記述はありまし
たか」では、

となっており、特記仕様書への記述の定着には昨年度
と同様程遠い数字といえる。「記述されていない」を地域
別でみると関西8.3％、中国16.7％、九州沖縄16.7％で関東
より離れた３地域への偏りが平成21年度も続いている。
「3.貴社（貴事務所）が提出されている検査要領書には
告示1464号に関する記述をしていますか」では、

となっており、「イ．すべて記述している」と「ロ．要
求された工事のみ記述している」を合わせると100％で、
「検査要領書への告示1464号に関する記述」が認められる
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ト結果と第三者検査普及促進活動について
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ものの、「イ．すべて記述している」の地域別が、北海道
0％、東北100％、関東甲信越85.2％、北陸75.0％、東海
62.5％、関西36.4％、中国50.0％、四国66.7％、九州沖縄
58.3％となっており告示1464号に対する意識も関西以西ほ
ど薄れていることを示している。
「5.告示1464号の食い違いと仕口のずれについて、UT検
査、外観検査とは別のロット構成をしていますか」では、
「イ．している」が66.3％（昨年度59.2％、以下( )内は昨年
度を示す）。「ロ．していない」が33.8％（昨年度40.8％）
となっている。「イ．している」場合の地域別の特徴では、
関東甲信越が82.5％（75.9％）、関西が36.4％（25.0％）と
関東と関西では昨年と同様に大きな差となっている。
「6.告示1464号の食い違いと仕口のずれの検査の実施状況
について」では、「イ．UT検査実施箇所のみ実施」が
40.2％（30.1％）、「ロ．マニュアルの抜取率で実施」が
36.8％（33.7％）、「ハ．その他の抜取率で実施」が17.2％
（26.5％）となっている。イ、ロいずれの場合も地域別の
特徴は示していない。

２.３「Ⅲ　マニュアルについて」では
「2.マニュアルによる検査の実施について」では、「イ．
すべてマニュアルの測定方法で検査している」が68.3％
（64.4％）、「ロ．一部マニュアル以外の測定方法で検査し
ている」も25.6％(32.9％)であり昨年度と同様に「マニュ
アルによる検査の実施」を裏付けている。
「3.マニュアルの適用状況について」では、「イ．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
法で実施している」が50.0％（48.8％）、「ロ．貴社（貴事
業所）からマニュアルによる検査を提案して検査している」
が39.8％（46.3％）であり、指示の違いはあるものの「マ
ニュアルによる検査」が昨年度とほぼ同様に定着している
ことを示している。

２.４「Ⅳ　検査報告書について」では
「1.検査結果の報告（検査報告書）は、どのように提出
していますか」では、「イ．一般の外観検査とは別に「食
い違いと仕口のずれ」の報告書として提出している」が
44.9％（37.3％）、「ロ．一般の外観検査の内「食い違いと
仕口のずれ」の不合格箇所が検出された場合は別の用紙
で提出している」が23.6％(27.7％)、「ハ．一般の外観検査
の一項目として提出している」が28.1％(28.9％)であり昨
年度と同様な「検査報告書の提出」を裏付けている。

２.５「Ⅴ　検査料金について」では
「1.告示1464号の食い違いと仕口のずれの検査料金は、

UT検査及び外観検査料金とは別に貰えますか」では、「ハ．
貰ったことがない」が32.5％(39.2％)となっている。これに
「ロ．貰える場合もある」48.8％（36.5％）を考えれば、半
分は貰えなく、また、貰えたとしても僅かではないかと推
察される。

３．CIW認定制度、第三者検査、建設省告示
1464号の認知度、浸透状況等について

CIW認定制度、第三者検査、建設省告示1464号の認知
度、浸透状況をアンケート回答と同じく事業所に聞いてみ
た概略を地域別に以下に示す。
（北海道）行政庁の設計図書にCIW指定は無い。CIW認
定制度の認知度は低い。
（東北）行政庁の設計図書にCIW指定は無い。CIW認定
制度の認知度は低く、特に建設省告示1464号の認知度は
さらに低い。
（関東甲信越）東京都、神奈川県では、CIW認定制度、
第三者検査及び建設省告示1464号の認知度は抜群である
が、北関東になるとCIW認定制度、第三者検査及び建設
省告示1464号共に認知度は低くなる。
（北陸）CIW認定制度は、一部の設計事務所及び大手ゼ
ネコンの設計部門で建築鉄骨に携わっている人には認知さ
れているが、中小ゼネコンでの認知度はかなり低い。
告示1464号は、客先ごとの認識の違いが大きく小規模
の民間物件ではほとんど取り上げられない。客先の認識に
差があるため、検査方法の指示が明確でない場合が多く対
応に苦慮している。また、溶接金属の性能保障のための内
質検査についてはあまり理解していない。
（関西・東海）第三者検査のことは認識しているが、
CIW認定制度のことについてはあまり知らない。また、担
当者がすぐに異動してしまうので次回は初めから説明する
ことになる。
（中国）CIW認定制度、告示1464号共、概ね必要性、認
知度はあり理解は得たと思う。ただ、県によっては、CIW
認定会社が少なく対応に不安の意見もあった。
（四国）第三者検査の重要性には理解を得たが、各県で
認知度に温度差を感じた。建築物件の地域性に要因があ
るのかと思う。
（九州沖縄）行政・民間共にCIW認定制度に対する認知
度は低く、PR活動の度に日本溶接協会の説明からしなけ
ればならない。また、第三者検査についても、面談者の大
半が「聞いたことはある…」程度の認識に留まっていた。
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告示1464号は、数年前までごく一部の大規模物件（特
に首都圏向け）にのみ適用が限られていたが、ここ2～3年
は特記仕様書に盛り込まれるケースが増え、全体の半数程
度の物件で要求される。ただし、増加した作業量に見合
った検査費用は必ずしも十分支払われていない。

４．アンケート結果のまとめと第三者検
査普及促進活動への展開

「告示1464号の食い違いと仕口のずれの検査」のアンケ
ート結果とこれに付帯するCIW認定制度等の認知度、浸
透状況の結果から当委員会では
①CIW認定制度等の認知度、浸透状況は前年よりは改善
されているものの依然として認知度の低い地域も認めら
れること。
②CIW認定制度等の認知度向上のためには、継続的なPR
活動を実施する必要があること。
③建築鉄骨の第三者検査を実施している事業所からの回
答では「マニュアルによる検査」の定着が見られること
から、CIW認定制度等の認知度向上と同時に『第三者
検査の実施』を推進する必要があること。
④CIW認定制度等の認知度、浸透状況の地域のバラツキ
から全国一律のPRから地域ごとにターゲットを絞った
活動に変更すること。
とし、これらを平成21年度の契約適正化推進活動計画
としてまとめ、PR対象を県・市（公官庁）、建築士会、建
築士事務所協会、ゼネコン等とした。

５．第三者検査普及促進活動について

アンケート結果から得られた①～④の各地区ごとのPR
活動は、平成21年5月から平成22年1月の間、北海道、東
北、関東甲信越、北陸、東海、関西、中国、四国、九州
沖縄の9ブロックの都府県庁、市町村、関連団体（各ブロ
ックにより訪問先はそれぞれ異なっている。）に対して第
三者検査をはじめCIW認定制度、告示1464号に基づく食い
違いと仕口のずれの検査等について行った。以下に、平成
21年度活動におけるその特徴を列記する。
【北海道】CIW認定制度、第三者検査ともに理解はしてい
るようだ。
【東北】CIW認定制度、第三者検査ともに理解はしている
ようだ。告示1464号の理解不足が地域によって見受けられ
るため再度のPRが必要だ。
【関東甲信越】訪問した2県は好意的に話を聞いていただ

き、理解もあるようだ。ある県では、訪問先ではCIW認定
を知らなかったが県の標準仕様にCIW認定の記載が約9割
あり、各設計事務所では理解しているようだ。
【北陸】関心を持って話を聞いていただいた。一部（土木
部関連）では関係する工事件数が少なく認知度が低いし、
また、CIW認定会社の特定は難しいといわれた。
【東海】ある県では、前回の対応者とは違い第三者検査に
ついてもよく知っていた。特記に入れることなど前向きな
話ができた。
【関西】「第三者検査はよく知っている」から「言葉ぐらい
は知っている」までの範囲で一応知られているが、CIW認
定と告示1464号は知らないのがほとんどだった。ある県で
は、訪問先はCIW認定と告示1464号共に知らなかったが県
発注図書には告示1464号は明記されていた。
【中国】日頃より会員がPRを行っていた訪問先は、当然良
く理解されている。いいかえれば継続した活動が大切とい
える。ある県では、説明の後に、会議で資料を配付したい
との連絡があり後日20部送付した。
【四国】資料説明にとどまった。会合のときに資料の配付
をお願いした。
【九州沖縄】よく理解されている部署とそうでない部署が
ある。ある県（土木部）では「CIW認定は知らない」し
「当県では自主検査のみ」と明言された。全体的な認知度、
関心度などが低い場合は、さらなる普及活動が望まれる。

６．今後の取り組みについて

平成21年度の契約適正化推進活動結果やアンケート結
果等から「CIW認定制度」や「第三者検査」の普及促進
活動を継続して行うとの平成22年度の契約適正化実行委
員会方針により、年内を目処に各都道府県の役所（県、
市の建築指導課など）、建築士事務所協会、建築士会、建
設業協会、ゼネコンなどの訪問先と担当する委員の決定
等により、訪問先に漏れが無いような計画作成に着手した。
また、平成22年5月12日の通常総会において、一般社団法
人CIW検査業協会としてスタートしたことから、本年度は
「CIW認定制度」、「第三者検査」と共に「一般社団法人
CIW検査業協会」も積極的にPRし、促進活動の「CIW認
定制度」、「第三者検査」がより一層浸透することを期待
している。その成果については、継続して評価できるよう
本年度もアンケートを実施し、これら結果については、誌
面をお借りし今後も報告していく予定である。
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１．はじめに

皆さん、コンクリートポンプ車（以下、CP車と表記します。）
ってご存じでしょうか。そう、街中の建築現場のそばでポン
プの唸り声とともにポール（ブームと言います。）が竿のよ
うに撓ったり、揺れたりしている車両（下図がそのイメージ
図）のことです。

CP車には、ブーム車と配管車があり、ブーム車ではブーム
の最大作業高さが2ｔ車で11mからGVW25ｔ車で36m程度ま
であり、現在の主流は折りたたみ式4段ブームだそうです。
今回は、このCP車（ブーム）のお話です。勿論、超音波探
傷検査が適用されていますが、つい最近のことですよ。

２．CP車ってどんなもの？

CP車は建設荷役車両（建設機械及び荷役運搬機械）の一
つで、そのうち、労働安全衛生法施行令（政令）で定められ
た機種（油圧ショベル、高所作業者、フォークリフト、ショ
ベルローダーなど）については、労働安全衛生法に基づいて
年次、月次などの定期自主検査が決められています。更に、
定期自主検査対象機械のうち、油圧ショベルやフォークリフ
トなど、政令で特定された機械等については、1年以内（1年
を超えない期間）ごとに1回、定期に一定の資格を有する検
査者又は登録を受けた検査業者（検査会社の指しているので
はありません）による特定自主検査（以下、特自検という。）
を実施しなければならないと定められています。

ここでいう特定自主検査は、車両系建設機械についは昭和
54年6月から施行されたもので、その普及・定着等の事業は
(社)建設荷役車両安全技術協会（以下、建荷協と表記します。）
によって運営されています。平成2年の施行令改正において、
「最近の建設機械等及びクレーン等に係る労働災害の発生状
況にかんがみ、これらについての規制の整備・充実を図るこ
と。」から、平成4年10月よりCP車が車両系建設機械に含ま
れ、特定自主検査対象機種になったようです。

３．厚労省通達って何？

厚労省は、「CP車のブーム破損による労働災害の防止につ
いて」(平成15年7月23日付)により労働災害防止の要請を出
したもののCP車のブームが破損し、落下したブームに激突さ
れた労働者が負傷するという災害が続いて発生したため、
「CP車のブーム破損による労働災害の防止の一層の徹底につ
いて」(平成16年11月9日付)において更なる安全対策が講じら
れるよう関係者への要請が出されました。
その後もCP車の災害事故は後を絶たず、（資料によれば、
この10年間で18件の死亡事故があったようです。が、これが
全てブームの折損事故ではありませんので念のため。）厚労
省は、再度「CP車の労働災害の防止について」(平成20年7
月23日付)を都道府県労働局に、また、建荷協には「CP車の
ブーム破損による労働災害の防止について」(平成20年7月23
日付)を出しました。

3. コンクリートポンプ車への超音波探傷検査の適用について

一般社団法人CIW検査業協会
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厚労省通達（抜粋）

1.車両系建設機械の定期自主検査指針の･･(略)･･の

項中、「き裂が疑わしい場合」として、「製造され

て4年以上経過した場合及び応力がかかる部材が

溶接等で補修された場合」が含まれること。

2.車両系建設機械の定期自主検査指針の･･(略)･･の

項の「探傷器等で調べる。」の方法としては、ブ

ーム内面の溶接箇所等浸透探傷法による検査が困

難な箇所については超音波探傷器等で調べること

が適当であること。（以下、略）

図１　CP車のイメージ図



４．CP車の検査は？

４.１　建荷協との連携
厚労省通達により、特自検制度に超音波探傷検査（以下、
UT検査という。）を含めることとなりましたが、この時点で
は特自検検査者がUT資格を持たないため、UT検査技術者を
全国規模で網羅している当協会は建荷協と連携して当該業務
を進めていくことにしました。
両者において打ち合わせを重ね、その結果
(1) 検査すべき箇所を指定箇所（「詳細記録表」に明記されて
おり、建荷協のHPよりダウンロードできます。）とし
(2) これを超音波探傷検査により
(3) 特定自主検査員の受託者として
実施することに決しました。

４.２　検査要領書の確立
CP車のメーカは8社、対象機種も約90種、また、板厚や継
手形状、限定した検出対象きず等の特殊性があるため、
(1) 検査目的を、「CP車のブーム装置及びアウトリガー装置に
おいて、突合わせ溶接部及び溶接止端部等に発生したき裂
の有無を検査し、判定すること。」とし
(2) 探傷面の塗装は除去せず塗装面上からの探傷とし
(3) 指定箇所近傍の板厚（6㎜から3.2㎜）を測定し
(4) 指定箇所を継手形状ごとに、①すみ肉溶接(A)、②突合わ
せ溶接(B)、③板重なり部(C)及び④裏面仕切板部(D)の4つ
に分類し、かつ、検査頻度の多い箇所から(A)→(D)とし

(5) 更に、生産時点での裏面にエコーを反射する可能性の有
無を明記し（図2の例では、裏面反射要因がないため無：N）
(6) 不合格部については、「その結果を可視化するための検査
（以下、PT検査といい、溶剤除去性又は水洗性染色浸透探
傷試験速乾式現像法という。）を探傷面の塗装を剥離した
のちに行い、可視化した写真として検査報告書に添付」す
ることにし
両団体名の検査要領書としてまとめました。

４.３　検査要領書の留意点
検査要領が確定するまでの打ち合わせの際に問題となった
点は、「なぜ、超音波探傷検査なのか」ということにつきま

す。検査頻度の一番多いとされている隅肉溶接部（図2）へ
の非破壊検査の適用では、超音波探傷より浸透探傷がよりよ
い手法であることは非破壊検査技術者であれば誰でもが気付
くはずです。が、厚労省通達では「指定箇所の④裏面仕切板
部は、浸透検査は不可能となる。」ことを考慮し“超音波探
傷”を採用しています。当協会からはSH探傷も提案しまし
たが、「よりシンプルな検査手法で」との考えもあり、70度
の一般的な斜角探傷法となりました。

４.４　研修会の開催
以上、述べましたようにCP車に対する超音波探傷検査の
適用については、当協会会員の主たる業務である建築鉄骨と
は違いいろいろ特殊性があることから、当協会会員を対象と
して2月28日（東京：37社51名）と3月28日（大阪：21社40名）
に［CP車の超音波探傷検査に関する研修会］を開催しまし
た。同研修会受講会社には、図2を模した対比試験片（ノッ
チの深さ2㎜、長さ20㎜の2箇所の放電加工とし、片側は錆止
め塗装を施したもの）を頒布するとともに、受講会社一覧表
を当協会HPに、また、建荷協にもお願いしHPで公開しました。

５．まとめ

３項で紹介した建荷協宛の厚労省通達では、「なお、超音
波探傷器等による測定を外部の者に委託する場合（検査会社
に外注する場合）には、検査員（特自検検査員）が測定箇
所・方法等を指示する等により受託者（検査会社）による裁
量の余地がない検査方法とするとともに、車両系建設機械の
定期自主検査指針に基づく異常の有無等の判定は検査員（特
自検検査員）が行うこと。」と明記されています。今回、両
団体で作成した検査要領書においては、検査箇所や探傷方法
も不合格部の処置を含めて示してあり検査会社の技術員の判
断が入る余地はありませんし、また、特自検検査者が行う特
定自主検査の一部であることも明確に示してあります。
一方、特自検検査者を対象とした［実務研修（UT検査コ
ース）］（建荷協主催）に、当協会技術委員会委員を講師とし
て派遣し、UT検査の概要を説明し、よりスムースな施行体
制が確立できるようにも配慮しています。
今後、CP車の超音波探傷検査が本格化しますが、当協会
では全国各地で統一した［CP車の超音波探傷検査］業務が
継続して提供できるよう建荷協と協力し推進していきます。
尚、この記事は特自検の一部として行われる［CP車の超
音波探傷検査］について述べたものであり、特自検検査員自
らが行う目視検査、PT検査やゼネコンが実施している検査と
は明確に区分されていますのでご注意下さい。
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図2 隅肉溶接部（指定箇所として一番多い）



鉄筋の継手工法については、平成12年告示1463号制定以
前は、特に具体的な基準がなく、当時用いられていたガス
圧接継手は、重ね継手と同様に応力の最も小さい部位に用
いられていた。その後、平成12年告示1463号が制定され、
告示のただし書きに基づいて実験その他によりA級継手等の
利用が可能となったことにより、(社)日本圧接協会（当時）
が、ガス圧接についてもA級継手の協会認定制度を発足さ
せ、鉄筋継手全般を扱う団体として、(社)日本鉄筋継手協
会に改組することを機に、溶接継手及び機械式継手を含む
それぞれの仕様書を次のように公表した。
(1)鉄筋継手工事標準仕様書　ガス圧接継手工事（2009年）
(2)鉄筋継手工事標準仕様書　溶接継手工事（2009年）
(3)鉄筋継手工事標準仕様書　機械式継手工事（2009年）
東京都では従来から、ガス圧接部については引張試験と
非破壊試験を採用している。引張試験では、１検査ロット
から5体試験体を抜取り検査することとし、受入検査は引張
強度試験を「東京都取扱要綱第4条に規定する都知事登録
試験機関」で実施することを定めている。
また、引張試験に代えて非破壊試験のみとする場合は、

一定の条件を付加（当分の間）し
①検査は、工事監理者が指定する、公正で技術力を有する
検査機関に、工事監理者又は工事施工者（元請け）が契
約に基づいて発注し
②検査ロットは、同一作業班が圧接した一日の継手箇所を
基本とし、適切に設定するとともに、必要に応じて部材
ごと、径ごと、圧接姿勢ごとに設定し
③全数検査とする以外は、計数連続生産形等の現場製作に
適した抜き取り方法とし
④抜き取り率は、ガス圧接業者の能力、自主管理検査の状
況を考慮し、全継手箇所の10～30％以上となるように計
画し
⑤超音波探傷検査に先立ち、圧接作業時には圧接前の鉄筋
の切断方法を確認することや
⑥当該工事の当初の超音波探傷試験を行った数ロット分か
ら、抜取りし引張試験の実施を求めていた。
ところで、東京都は「建築工事施工計画等の報告と建築

材料試験の実務手引 2009年度版」（略称：赤本）において
「A級継手（圧接・機械・溶接）は、引張試験は東京都登録
試験機関が、また、超音波探傷検査・超音波測定検査は東
京都登録検査機関が行う。A級以外の継手（圧接・溶接）
は、引張試験は東京都登録試験機関が、また、超音波探傷
検査・超音波測定検査は東京都登録検査機関・優良鉄筋継
手部検査会社並びに当分の間に限り東京都登録試験機関が
行う。」に改正し、従来の引張試験から非破壊試験の実施に
移行した。検査会社にとっては一歩前進といえるが、行政
的にはいくつかの問題点もあるようである。
当協会は、鉄筋継手部検査の現場作業上の問題点として
従来から次の点を指摘（(社)日本鉄筋継手協会法人設立45
周年記念パネルディスカッション資料より）している。
(1)検査工程及び作業性の確保

検査の有無にかかわらず次工程に進んだり、2段筋・3段
筋で鉄筋間隔が狭い場合は、リブ上での探触子走査ができ
ない等。
(2)簡易で正確な検査手法（規格）の確立
圧接K走査では探傷範囲が狭い、溶接斜めK走査では治具
の工夫や熟練技術者の育成、機械式継手では試験精度の向
上等。
(3)検査員の確保

略称：赤本、鉄筋継手工事標準仕様書、JASS5ではいず
れも「外観検査は全数検査」と規定されているものの外観
全数検査を行うには検査員数が少ない等。（いいかえれば、
外観全数検査が行われていないこともある。）
(4)第三者性の確立

発注者から直接受注することは少なく、大半が施工者か
ら直接受注するが、工期・コストが優先され、受入検査の
目的、重要性を見失っている場合もある等。
鉄筋継手部検査について、東京都の例を示して最近の動
向を紹介したが、まだまだ第三者性が担保された検査とは
言い難いと思える。(社)日本鉄筋継手協会においても鉄筋
継手の品質確保のための受入検査の重要性を指摘しており、
同様当協会においても更なる改善を提案し、第三者性が確
保された検査の実現の一助としたい。

4. 鉄筋継手部検査の最近の動向について

一般社団法人CIW検査業協会
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上級技術者に要求される業務遂行（指導・監督を含
む。）のための技術者としての役割は、1)検査の計画と
実施、2)関連法規、基準及び検査仕様書の解釈、3)検
査実施手順書・指示書の立案、4)試験技術者の指導・
監督、5)検査設備及び機器の点検校正計画、6)検査記
録の確認・承認（記載内容、判定結果）、7)報告書の作
成、などが挙げられる。
このことから、実務を実施するうえでこれらの役割を

理解し、問題に取り組んでほしい。
まず、実務問題の解答に当たっては製造中の検査で

あるか、プラントなどの運転後の保守検査であるかにつ
いては、確認が必要である。次に、試験対象となる製
品の機能、重要性、規模または数量、検査場所、検査
設備、周囲環境、などについてイメージすることが解決
の糸口となる。さらに、題意に説明のない項目について
は、各自でどのように設定したかを記述しておくことで、
曖昧さがなくなれば明確な解答が期待できる。

◆問題例１　化学プラントの圧力容器製造時の内面肉

盛溶接部（オーバレイ）を検査するに当たり、水洗性

染色浸透探傷試験を実施したい。この試験方法で実施

する場合において、次の問に答えなさい。

ただし、容器は製作中であり、試験は単胴のオーバー

レイ完了後（鏡板、ノズルなどの取り付け前）とし、試

験範囲は内面全面とする。圧力容器の外形と大きさ及

び材質は以下に示す。

内径：φ2,600㎜　長さ：3,600㎜　オーバーレイ部材
質：SUS304相当

(1)１回で実施する探傷範囲を決めるために（探傷範

囲の分割）、検討すべき事項を記述しなさい。

(2)探傷範囲を分割して実施する場合、注意すべき事

項について記述しなさい。

◆解説

この問題は、製造中の大型容器の内面に施されたオ
ーバーレイ部であり、非常に広範囲の探傷が要求される
場合に適切な検査計画ができるかどうかを確認するもの
である。まず、試験方法が水洗性染色浸透探傷試験で
あることから、給水・スプレイ設備（試験対象部がオー
ステナイト系ステンレス鋼であることから、純水又は工
業用水が望ましい。）、スプレイ水の飛散防止設備、廃
水回収設備、廃液処理設備などが設置されている場所
での探傷となる。
次に検討すべきは、試験対象部をどのように配置する
かも重要となる。特に、水洗性浸透探傷試験において
は洗浄水のどのように流れるかによっても、探傷できる
範囲が制限される。また、一度に速乾式現像できる範
囲からも制限がなされる。なお、安全上の要求からも安
全足場の設置、照明の配置、検査員の姿勢などを考慮
し、適正範囲を決める必要がある。よって、これらの要
求を総合的に判断し、安全に、且つ、要求品質を確保
できる探傷試験を計画することが要求されることを理解
すべきである。
(1)１回で実施する探傷範囲を決めるために（探傷範

囲の分割）、検討すべき事項の記述としては、上記解説
の要点をまとめ、以下のような項目の記述ができればよ
い。
・探傷範囲が2.6×π×3.6＝29.4㎡と広範囲となり、分
割が必要となる。
・試験体の置き方をどうするか具体的に示す。縦置き、
横置きなど。
・上記の足場に関連し、探傷足場の設置方法、設置範
囲はどのようにするか。
・洗浄水が溜まらずに排出できる範囲はどの程度となる

5.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―浸透検査（PT）部門
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か。
・一連の操作で洗浄できる範囲はいくらにできるか。
・一連の操作で現像できる範囲はいくらにできるか。
これ以外にも、試験技術者の数、使用できる設備

（廃液処理設備、スプレイノズル、照明、廃棄設備など）
についても検討が必要となる。
具体的な分割は、横置きの場合には胴内面を3分割ま

たは4分割して実施することになる。また、縦置きを選
択すると、検査員の熟練度に合わせてリング状に4分割、
6分割などとすることができる。

(2)水洗性染色浸透探傷試験において広範囲の試験対
象部を分割して探傷する場合には、以下のことを考慮
する必要がある。
まず、分割した探傷部位を分かりやすくするためのマ

ーキング、糸張り、テーピングなどで境界を明確にする。
これには、後工程で実施する乾燥処理に支障のない方
法を選択する必要がある。
次に、どの程度オーバーラップさせるかを決めること

である。また、探傷工程において試験面に水をスプレイ
することである。これは、探傷範囲以外にも水がかかる、
水が流れることになる。
このことから、きずの検出において特に注意すべき事

項として、2回目以降の前処理においては、1回目の探
傷時に洗浄水の飛散した範囲及び洗浄水の流れた範囲
を乾燥させることが重要である。これには、広範囲の乾
燥が適切に実施できるファンヒータ、工場エアーの吹き
つけなどが必要となる。
もし、乾燥が不十分なまま浸透液を適用すると、き

ずの中に入らない可能性がある。このことは、前処理液
（洗浄液）がきず内部に残った状態で浸透液を適用した
のとは根本的に異なることを十分に認識する必要があ
る。
これらのことから、以下の項目が記述されればよい。
・探傷範囲のオーバーラップをどのようにするのか。
・分割範囲ごとの、十分な乾燥処理をどのようにするの
か。
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羽田空港D滑走路桟橋部鋼製桁および東京港臨海大橋

箱桁の溶接部に適用した非破壊検査の一部に問題がある

との匿名情報を受け、国土交通省は５月17日、自動超音

波探傷装置（AUT）による検査を中心に事実確認を行っ

た結果、問題はないとの見解を示した。

今年３月、関東地方整備局の担当事務所ホームページ

に匿名のＥメールが届いた。桟橋部鋼製桁と箱桁の溶接

について、請負者が実施する非破壊検査（自主検査） 業

務を下請け、実施した関西エックス線の検査内容に問題

があるとの情報提供だった。これを受け、担当事務所は、

D滑走路、臨海大橋の当該検査個所について事実確認を

行った。現時点で双方に問題は確認されていない。

◆広島でも問題指摘

関西エックス線に対しては、国土交通省中国地方整備

局の広島港湾・空港整備事務所が呉市で建設中の呉港阿

賀地区橋梁（マリノ大橋[仮称]）について、鋼鉄製橋桁

の溶接部の非破壊検査に問題があるとの情報提供があっ

た。同事務所が事実確認を行った結果、指摘のあった無

資格者による検査の実施に関しては、一部の検査実施日

で有資格者が検査に従事したことを証明する書類が残さ

れていないことが判明。検査データ処理では、オリジナ

ルデータを分析した結果、一部でデータ改変などが行わ

れていることがわかったという。同事務所では請負業者

に対し、検査結果の信頼性に問題がある個所について、

再検査など適切な措置を行うよう指示。すでに再検査を

実施した個所で手直しが必要な個所が確認されたため、

４月の発表段階では補修を行っているところ。また再発

防止の観点から、必要な改善措置を検討し、報告するよ

う指示した。

なお、本件については、事実関係も含めて日本溶接協

会の溶接検査事業者倫理委員会で調査中である。

溶接部の非破壊検査、匿名情報受け事実確認
羽田D滑走路・臨海大橋



最近の試験問題の中から解説する。

問1の解説

(1)最大曲げ応力は、曲げモーメントの最大点である
固定端Dに生じる。
固定端の曲げモーメントMDは以下のように計算でき

る。
MD＝W1×(0.05＋0.05＋0.05)＋W2×(0.05＋0.05)＋
(ｗ×0.05)×(0.05/2)
＝400N･m

断面係数Zは次のように計算できる。
Z＝bh2/6
＝3×10-6m3

よって、最大曲げ応力σmaxは次のようになる。
σmax＝MD/Z＝400/（3×10-６）

≒133×106Pa
＝133MPa

(2)C点での曲げモーメントMCは以下のように計算で
きる。
MC＝W1×(0.05＋0.05)＋W2×(0.05)

＝200N･m
断面係数Zは次のようになる。
Z＝bh2/6
＝3×10-6m3

よって、曲げ応力σは次のように求めることができる。
σ＝MC/Z＝200/（3×10-6）＝66.7×106Pa
＝66.7MPa

したがって、ひずみεは以下になる。
ε＝σ/E＝66.7×106/（206×109）
＝324×10-6

問２の解説

(1)  (a)の場合の測定方法
単軸ゲージを応力方向に貼り、荷重をかけてひずみを

測定する。
○換算式

6.【解説】CIW上級検査技術者試験問題―ひずみ測定（SM）
部門
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問１ 下図に示すように、はりの断面が幅ｂ＝20㎜、
高さｈ＝30㎜の鋼製片持ちはりがある。A点には
W1＝１kN、B点にはW2＝2kNの集中荷重、CD間
にはｗ＝4×104N/mの等分布荷重が働いている。
また、C点上面にはひずみゲージが貼られている
が、ゲージの長さは、はりの長さに比べて無視で
きるものとし、材料の縦弾性係数Eは206GPa、断
面係数Zはbh2/6とする。

(1)最大曲げ応力はどの点に生じ、その値はいくらか。
(2)C点上面に貼られたひずみゲージで測定されたひ
ずみの値を求めなさい。

50mm 50mm 50mm

ひずみ 
ゲージ 

A B C D

W1 W2

h

wb

問２ ある機械部材の応力測定をする場合、一般的
には、電気抵抗ひずみゲージを用いてひずみを測
定し、応力に換算する。その場合には、以下の３
つに大別される。

(a)単軸応力の場合　
(b)平面応力状態で荷重方向が直交２方向のみで、そ
の方向が既知の場合

(c)平面応力状態で荷重方向が未知の場合

(1)(a)の場合について、その測定方法、使用ゲージ及
び換算公式（ひずみを応力に変換するため）を述
べなさい。

(2)(b)の場合について、その測定方法、使用ゲージ及
び換算公式（ひずみを応力に変換するため）を述
べなさい。

(3)(c)の場合について、その測定方法、使用ゲージと
測定原理について簡単に説明しなさい。
ただし、物理量の記号は、σ：応力、σ１、
σ２：２つの主応力、ε：ひずみ、ε１、ε２：2
つの主ひずみ、Ｅ：材料の縦弾性係数、ν：材料
のポアソン比とする。



(2)  (b)の場合の測定方法
２つの主応力方向に２軸直交ゲージのゲージ軸を合

わせて貼り、荷重をかけてひずみを測定する。
○換算式

(3)  (c)の場合の測定方法
測定点に基準となる方向を決め、任意の方向に３軸

ロゼットゲージを貼り、荷重をかけてひずみを測定する。
測定結果からモールのひずみ円を作成し、２つの主応力
とその方向を求める。
○測定原理

３軸ロゼットゲージのひずみの値からモールのひずみ
円が描くことができる。モールのひずみ円から２つの主
応力の値とその方向を求めることができるので、モール
の応力円を描くことができ、１点まわりの応力がすべて
求まる。

問３の解説

ひずみ測定部門では、きずの評価も大切な部分である。
深さ a の表面きずの場合と長さ c の貫通きずの場合

が同じ破壊強度を持つとすると、以下の式が成り立つ。
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問３ 非破壊検査によって図のような板厚方向に貫
通したきずを表面Sから測定し、表面き裂Ａの深
さがa＝9㎜であることがわかった。強度上き裂Ａ
と同じ信頼度で内部き裂Bの寸法が測定できるも
のとし、a＝9㎜が許されるならば、cは何㎜まで
許されるか。
ただし、同一材料の広い板について、長さが同

じでいずれも板厚を貫通している縁にあるきずと、
中央にあるきずの場合の応力拡大係数は、

となる。



突然、神奈川県の弁護士事務所から書類が送られて
きて、62歳になるこの私が、天保時代にさかのぼる土地
と建物の遺産相続人になっているという連絡がありまし
た。
天保4年（1833年）生まれの高田忠助という人の遺し

た家と土地の相続権が有るからと書かれた書類が弁護士
事務所から郵送されてきました。
忠助の子供は子之助、その子が紋之助、その子が和

香子です。和香子が私の母になります。
私から5代前までさかのぼる話になります。
平凡な検査会社の営業マンだった私の人生に大輪の

花が咲く予感がしました。
弁護士事務所から送られてきた書類によると、その相

続権をもつものは現在、生きているものだけで31名有る
というのです。
その添付された説明資料には、亡くなった方を含む5

代前からの家系図が全て網羅されておりました。
天保４年生まれの忠助氏とその妻の努力は私の代に

行き着くところまでで、60名近い子孫の繁栄に結びつき
ました。
家系図には結婚、離婚、再婚、病死、行方不明と、

まるで人生の縮図を見るようでした。
建物を解体して更地にして、売却をした金額を相続

できる権利があるとありましたが、文末に但し書きがあ
り、２代目の子之助さんの代に土地と屋敷は借金の抵
当に入っていたとありました。
子之助さんの長男はそんなことから相続を放棄、その

まま現在に至っているのでありました。
つまり、遺産の相続には借金の相続も有るよ、という話
なのであります。
夢は少ししぼみました。
しかしながら、借金の抵当に入っているといっても明

治の借金です。500円や1000円で屋敷が買えた時代の借
金など高が知れています。抵当などといっても今の物価
の時代に恐れることなどありません。抵当権をなくして、
みんなで分けてもかなりのものが有るのではないかとい

う期待で思いが膨らみます。
さらに読み進むと、家の解体費用、土地を更地にす

る費用、31人の同意を取り付けるための弁護士の費用、
累積されて未払いのままになっていた固定資産税・・・
ＥＴＣ・・・ＥＴＣ・・など、そう簡単には参らない
ことが資料を読み進むうちにわかってきました。
結論を先に申しますと、家系図に有った人物の一人

が弁護士をたてて、相続権を放棄してもらいたいという
主旨の書類が来たのです。
相続権の放棄の謝礼として交通費と印鑑証明の取得

費用として3000円を送りますとむすんでありました。
遺産相続の総額が3000円ということがはっきりしまし
た。
夢はここで現実になりました。
多少がっかりとしたものの、相続権を放棄する書類に

サインをして、印鑑証明を送りました。
天保時代にまでさかのぼる、これだけの家系図を調べ

上げてまとめた努力に対する費用として認めてあげたい
という思いがありました。
“邯鄲の夢”ということわざの通り、弁護士事務所か
ら届いた相続権に関する手紙を読み終わるまでのわずか
な間に、私は車を買い、家を建て、札束を懐に海外旅
行に行き引き返してきました。相続権の放棄のお礼3000
円という現実に引き戻されました。
まさに邯鄲の夢そのままという物語です。

7. 随想 ――邯鄲の夢

㈱TIC 高田　喜一郎
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☆理事会の開催

平成22年度第2回理事会を5月12日（水）東京會舘（浜松町）
において開催し、会務報告、各委員会活動報告と通常総会及
び懇親会の議事進行について協議しました。第3回理事会は10
月上旬に開催の予定です。
☆平成22年度通常総会の開催

平成22年度通常総会を5月12日（水）東京會舘（浜松町）
において開催し、平成22・23年度役員承認の件、CIW検査協
会定款変更承認の件（協会名称変更の件）及び平成22年度事
業計画(案)・同予算(案)承認の件について審議を行い、いずれ
も原案どおり承認されました。通常総会において承認された
平成22・23年度役員・会務担当は次のとおりです。
会　長　　逸見　俊一（㈱検査サービス）企画広報・JWES

連絡会担当・JANDT懇談会担当
副会長　　岩田　雅史（㈱インテック）東日本地区代表兼務

・総務・企画広報・倫理
同　　　辻　　憲一（㈱ダンテック）関西地区代表兼務・

総務・契約適正化・教育担当
同　　　平川　重貴（新日本非破壊検査㈱）西日本地区代

表兼務・総務・企画広報・契約適
正化

専務理事　井川 敏之（一般社団法人CIW検査業協会）事務
局・教育担当

理　事　　鈴木　力雄（日本工業検査㈱）契約適正化・会計
同　　 上野　道昭（㈱関東エンジニアリングサービス）

企画広報・契約適正化
同　　　安藤　純二（㈱ジャスト）技術・倫理・東検連担

当
同　　　末次　　純（非破壊検査㈱）技術・倫理
同　　　宮内　省司（川崎造船検査㈱）企画広報
同　　　井手　　茂（東亜非破壊検査㈱）技術・倫理
監　事　　村田　康彦（綜合非破壊検査㈱）ランプス編集委

員会担当
☆第4回中野盛司杯ゴルフコンペの開催

恒例となりました第4回中野盛司杯ゴルフコンペは、5月13
日（木）立野クラシックゴルフ倶楽部において開催いたしま

した。晴天に恵まれた本大会には(社)日本非破壊検査工業会
から強豪4名の参加もいただきました。個人戦の他、交流戦も
アトラクションとして行われ、技量よりも多弁が優る賑やか
なコンぺとなりました。
◎総合の部優勝　海上　昇氏　新日本非破壊検査㈱
◎女性の部優勝　古賀美智恵氏　㈱九検
☆東京都検査機関登録説明会の開催

平成22年度の東京都検査機関登録説明会は4月23日(金)に台東
区民会館において30社（内新規申請予定会員4社）の参加を得
て開催しました。今後の予定は次のとおりです。
・申請受付期間（終了） ：平成22年7月1日～13日
・書類審査　　　　　　　：平成22年8月
・面接審査　　　　　　　：平成22年9月下旬
・最終判定　　　　　　　：平成22年10月下旬
・東京都への申請　　　　：平成22年11月初旬
・登録検査機関の発表　　：平成22年12月1日付
☆委員会活動が活発化

事業計画に沿って各委員会活動が活発に行われています。
①第1回契約適正化推進実行委員会を6月14日(月)に
②(仮称)第1回NDI調査委員会を6月15日(火)に
③第1回外観検査ハンドブック改正原案作成WGを6月24日(木)
に
④第18回技術委員会を6月24日(木)に
⑤第1回第三者検査の法制化検討委員会を6月29日(火)に
⑥第2回鉄筋溶接継手部における超音波探傷試験の検証WGを
6月30日(水)に
それぞれ開催しました。それぞれの成果物は、まとまり次
第公開する予定です。
☆資格取得のための受験対策講習会を継続して開催

NDI－レベル3（UT二次試験）は平成22年4月24日(土)～25
日(日)に、JWES－検査技術管理者及び上級検査術者（UT部
門）は平成21年5月8日(土)～9日(日)に開催しました。
☆研修会の今後の予定

本年度第1回目の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」は、有効期限が11月30
日の方を対象として9～10月頃に開催の予定です。

8. CIW検査業協会だより

一般社団法人CIW検査業協会
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平成22年度後期のWES8701：2007に基づく溶接構造
物非破壊検査事業者認定（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、9月上旬
に認定事業者及び仮認定申請提出事業者から届出され
ているCIW担当者宛に送付いたします。
◎溶接部の検査に関する研修会

東京／大阪： 10月23日(土) ～ 24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： 10月30日(土) ～ 31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14日(日)
2次試験
東　京：平成23年1月15日(土)予定
大　阪：平成23年1月16日(日)予定

2．溶接検査認定（CIW認定）申請について

CIW認定は、毎年4月1日付、10月1日付で認定してお
ります。直近の本年10月1日付認定の受付は既に終了し
ております。
次回（平成23年4月1日付）認定の申請に関するご案

内は、本年10月初旬に認定事業者及び仮認定申請提出
事業者から届出されているCIW担当者宛にご案内いたし
ます。
なお、当協会ホームページ（http://www.jwes.or.jp/）

にも掲載いたします。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。

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11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

仙　台：９月１日(水) ～９月４日(土)
東　京：８月31日(火) ～９月３日(金)
東　京：９月15日(水) ～９月18日(土)
名古屋：９月８日(水) ～９月11日(土)
大　阪：８月31日(火) ～９月３日(金)
大　阪：９月14日(火) ～９月17日(金)
福　岡：９月７日(火) ～９月10日(金)
富　山：９月13日(月) ～９月16日(木)

○２級対象研修会
仙　台：９月１日(水) ～９月３日(金)
東　京：８月31日(火) ～９月２日(木)
東　京：９月15日(水) ～９月18日(土)
名古屋：９月８日(水) ～９月11日(土)
大　阪：８月31日(火) ～９月２日(木)
大　阪：９月14日(火) ～９月16日(木)
福　岡：９月７日(火) ～９月10日(木)
富　山：９月13日(月) ～９月15日(水)

○特別級応用編研修会
東　京：９月22日(水) ～９月25日(土)

◎評価試験（特別級・1級・2級）
筆記試験：11月７日（日）予定
仙台／東京／名古屋／大阪／福岡／金沢

9. 平成22年度後期　各種試験･研修会のお知らせ
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原稿の締め切り日と言うものの体験をした。

時計の短針が、分針のように進む。特に夜は、その回りが早い。文筆に縁遠い身には、明日

を登校日に控えて夏休みの宿題に追われているような思いをした。

このRUMPES SUMMER号には二件の検査技術を掲載していただいた。建設機械のUTは、

関連団体から「CIW」のもとに依頼された課題の具現化で、すでに各地で実践されている。ま

た鉄筋継手の検査は、「CIW」としてあるべき検査を実務解説した。それぞれ実践現場からの

意見も寄せられ、思いの外時間がかかるものであったが、関係者の一つ一つの積み重ねが

「CIW」確立の一歩と思っている。

また新しい内閣が構成された。急いだ参議院選もあり、与党はだいぶ遣り残しを抱えてしま

ったようだ。そろそろ梅雨も明けるが、この夏が終わらなければよいと思う。政府の宿題のた

めにも、子供達のためにも。 (Y.M)

編　集　後　記
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