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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４月中旬に国土交通省中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所、
並びに広島高速道路公社が、匿名の情報提供者により広島県で建設中のマ
リノ大橋（仮称）、広島高速2号線・3号線の高架橋工事で関西エックス線
株式会社が自動超音波探傷装置（AUT）を使って検査を実施した件につき
不適切との指摘があり、事実確認を行ったところ検査結果の信頼性に問題
があることが判明したので、請負三業者に再検査等適切な措置を行うよう
を指示するという事件が発生した。
情報提供者による指摘の内容は
１．無資格者による検査の実施
２．溶接完了後、検査を実施するまでに適切な時間が確保されていない
３．自動超音波探傷装置（AUT）の信頼性
４．試験データの改ざん
である。当該社はWES8701:2007に基づき日本溶接協会がＤ種に認定し
ている事業者である。認定委員会は、倫理に係わる事項が発生した場合に
は調査委員会（溶接検査事業者倫理委員会）により調査を行うこととして
いる。今回の事例は明らかにWES8701:2007の付属書1（規定）溶接構造物
非破壊検査事業者の品質システム―要求事項の検査業務の倫理規定違反
に該当する可能性が強いことから、情報提供者による指摘の内容の事実確
認、さらには今後の対応等について関西エックス線株式会社（以下事業者
という）に対する書面による調査を行った。事業者の不適合に対する見解
とそれに対する委員会での見解は以下の通りである。
１．無資格者による検査の実施について

事業者無資格者による検査の実施を、作業指示体制に問題はあったとし
て暗に認めている。明らかにWES8701に不適合である。
２．適切な時間が確保されていないとの指摘について

元請けの要領書に従って検査するとしているが、問題なのは元請けから
検査依頼がない限り独自の判断で検査をすることは無いとしているが、む
しろ溶接完了後24時間経過後に実施するとの規定は事業者の検査要領書に
入れるべきである。
３．自動超音波探傷装置（AUT）の信頼性について

事業者は装置そのものの信頼性に問題は無いとしている。しかし、装置
そのものの信頼性はあったとしても、例えば広島高速公社に関わる工事の
中で、第三者による検査で200ヵ所を超える不合格きずの指摘がなされた
ことは問題である。事業者は第三者による検査は厚膜塗装上から検査され
たものであること等により第三者の検査が適切とは言い難いと判断すると
しているが、委員会としては事業者の強弁と判断せざるをえないとの意見

が大勢を占めた。
４．データの改ざんについて

データの管理と検査員の意識が不十分で、意図的な意識は無く他のデー
タをコピーしたようだとの回答であるが、結果的には明らかなデータの改
ざんである。品質保証において作業員の認定、作業記録、検査記録、管理
監督者の監視強化と、データ改ざんなどが出来ないような予防措置を講じ
る作業プロセスに重大な欠陥があると認めざるをえない。

以上、事業者は特定の検査員しか作業に関わっていなかったため、デー
タの重複（改変）、無資格者による作業の実体を把握できていなかったと
して匿名の情報提供の内容を概ね認めている。
これらの事実より、今回の関西エックス線株式会社の橋梁溶接部検査に
係わる不適合問題の件はWES8701:2007の規定に明らかに抵触し、その10.2
項b)に該当すると倫理委員会で判断し、溶接検査認定委員会に処分原案を
上程した。その結果、認定委員会では9月9日付けで「認定の停止」の処分
を行うこととなった。非常に残念な事態ではあるが、事業者に於いては溶
接検査の信頼回復に努め、早期の認定停止の解除に向けての今後の実効あ
る取り組みを切に願うところである。
また、この件に関して国土交通省中国地方整備局は本年7月1日付けで元
請けと関西エックス線株式会社に対して手直しが必要な不具合は工期内に
すでに補修をされていることから「かしが軽微」であるとの理由から文章
厳重注意措置を行った発表している。しかし、この処置は主に管理が適切
でなく「粗雑な工事」であるとして元請けに対してなされたものと思われる。
今回の様な不適合問題に対して、事業者としてはどこに検査業務全般の
運用に対して不備があったのか、見落としているところがあったのか、再
度十分検証すべきである。コンプライアンスや倫理的逸脱に対する倫理綱
領についての十分な取り組みが必要である。倫理教育、指導を徹底し、倫
理規定が形骸化しないように罰則規定を作成して必要に応じて罰則を行う
などの強い姿勢が必要である。
また、他のCIW認定事業者に於かれても、再度この様な問題がおこらな
いよう、品質管理に係わる倫理の問題については十分な配慮を払われるこ
とを望みたい。
この種の不適合問題はおおむね匿名の告発によることが多い。倫理委員
会としては、匿名の告発については、マスコミ等に取り上げられるもの以
外に、内容に信頼性のある物については委員会で取り上げ審議し、場合に
よっては公表することも考える方向で検討する予定である。

1. CIW倫理委員会からの報告
――橋梁溶接部検査（AUT）に係る不適合問題について
(社)日本溶接協会　溶接検査認定委員会　溶接検査事業者倫理委員会



高齢者の白骨死体が発見されて以来、次々に生存が
確認されない人達が公表されている。お上からの命令で
あればと忠実に従う日本人であるからこそ、日本の戸籍
制度は世界一正確であると言われてきた。性善説を基
本とし自己申告性で成り立ってきた制度であったが、長
年の間に国の制度や家族の絆が徐々に崩壊し顕在化し
たのであろう。
平成６年に製造物責任法いわゆるＰＬ法が施行され

た。製造物に欠陥があった場合、製造業者が損害賠償
責任を負うというごく当たり前の法律であると思われ
た。しかし、食品、自動車、製紙など多業種で欠陥商
品や不正表示が新聞紙上で暴露され、毎日のように謝
罪会見が行われた。これらは内部告発により明るみに出
たものが多数あったと言われている。“世間様に迷惑を
かけないように”と生まれながらに教えられ、企業戦士
として働いてきた社員が葛藤の末、正義感から内部告
発を決意したのであろう。
ともあれ、ここ数年で世の中が大きく変化してきてい

る。企業や個人も道徳観や社会的責任が問われ、これ
を厳守できなければ企業は社会的制裁を受け、深刻な
場合は倒産に陥りかねない事態に追い込まれる。それゆ
え、社会に貢献できる企業でなければ存在価値はなく、
社会を裏切る企業は自然淘汰されるのである。このよう
なことから製品を世の中に提供するに当たって、それが
要求される性能や品質に合っているかどうか検査を実施
し、品質を保証することの重要性が再認識されるように
なった。検査結果によって不合格品は事前に排除され
るか補修されるのである。検査は製造者独自の検査部
門が行う場合もあるが、検査を請け負った会社すなわち
検査会社が行う場合もある。
一方、非破壊検査業界に目を向けると、わが国では

有力な重工、造船、鉄鋼、化学などの検査部門から独
立して設立された企業や検査サービスを本業として独自
に設立された企業など多くの非破壊検査会社が存在す
る。検査会社は製造者の自主検査を担っている場合が
多いが、検査という行為においては、客観的立場で公

平な判断が検査会社としての社会的責任である。した
がって、その判断を誤ると検査会社のみならず、顧客と
もども社会的制裁を受けることになる。ＩＳＯでも顧客
満足度が大きく取り上げられているが、検査会社として
の任務を誠実に全うすることこそが顧客満足度を達成す
ることになる。
野球やサッカーのようなスポーツでは、ルールに従っ

て判定する審判の存在が不可欠である。審判がルールを
無視した判定をしたならば、ゲームは台無しになり成立
しなくなるであろう。判定にミスがあったとしたら、ま
してや公平な判定をしない審判がいたとしたら、新聞等
のマスコミに大きな見出しで非難されるであろう。審判
は孤独で時には冷酷な判定も要求される。客観性を求
めるあまり、ハイテクを駆使した機械の導入を望む声も
あるようである。
非破壊検査でも同様に客観性が求められ、一部では

機械化や自動化が進められている。これは人間が実施す
るため、見落とし等の人為的ミスを防止する意味合いも
あるが、検査員の技量のみならず倫理も疑われているの
ではないかとも思われてならない。機械化が進んでも機
械はあくまで検査ツールであり、本質的には検査員自身
が行うのである。したがって、検査員は中立的な立場で、
自分が実施した検査結果に対しては社会的責任を負わ
なければならないのである。
非破壊検査は他業種と異なり、検査そのものを個人

が行い判断する場合が多い。一人でも信頼を失う行為
があれば、所属会社はもちろんのこと、非破壊検査業界
として社会的制裁を受けることになりかねない。社会に
安全・安心を提供する業種として、知名度が高まりつ
つある中、信頼される検査員の育成に努め、一人一人
が崇高な責任感と倫理観をもって社会の発展に貢献し
たい。

2. 検査会社の企業倫理観

一般社団法人CIW検査業協会　理事　
（東亜非破壊検査㈱） 井手　茂
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はじめに

2006年2月に開設した溶接情報センターは、至近時の
平日平均アクセス数が3,500件を超えるなど、徐々に溶
接関係者への認知度は上昇している。（図1、図2）

溶接情報センターについては、開設直前の2005年10
月発行のRUMPES Vol.19 №4において、“(社)日本溶接
協会「溶接情報センター」構想とその進捗について”
と題して、紹介させていただいた。
その後、関係各位のご協力により、着実にコンテンツ
は充実しつつある。一方で、たまに訪れると溶接の森に
迷ったように、知りたい情報にすぐたどり着くことは難

しくなっている。
そこで本稿は、溶接検査関係者が「溶接情報センター」
を利用するときの道案内として、書き始めることにする。

１．接合・溶接技術Q&A1000

溶接情報センターのアクセス数ナンバー1コンテンツ
である。全1,143項目が簡潔にまとめられたQ&A形式で
収納されている。図表が必要な設問にあっては、図表も
豊富に用意されている。
このQ&Aは、㈱産業技術サービスセンターが1999年

に発行した書籍を、溶接情報センターがコンテンツとし
て再編成し、一般に公開しているものである。
発行から10年以上経過したことから、技術進歩や法

令・規格の改正により、実情に合わない内容も出て来
ているため、現在、溶接情報センターでは改訂作業に取
り組んでいる。検査カテゴリにおいても見直しを行って
おり、同カテゴリでは25項目程度、全体では150項目程
度の設問が増える見込みである。（図3）

２．Q&Aフォーラム

インターネットにおいて、利用者相互扶助の下で質

3. 溶接検査関係者のための溶接情報センターの歩き方

(社)日本溶接協会　情報システム部
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図1 溶接情報センターアクセス数の推移

図2 溶接情報センターTOPページ

図3 接合・溶接技術Q&A1000のカテゴリ



問・回答をやりとりする掲示板が今では大流行だが、溶
接情報センターでも開設当初から「あなたの疑問をみん
なで解決」を合言葉として、Q&Aフォーラムが運営され
て来た。アクセス数ナンバー2コンテンツである。（図4）
一般に掲示板は利用登録すれば誰でも発言できるた

め、いわゆる「荒らし」などに手を焼くものであるが、
溶接界の真面目さを物語るのであろうか、当フォーラム
では大変真摯で熱心なやりとりが交わされている。発言
には至らないが、やりとりは面白く拝見しているという
感想を聞くこともある。
たしかにまさに名回答と唸らせる回答が寄せられるこ

とがあり、閲覧だけでも楽しいが、積極的に回答をいた
だいているメンバーの弁では、発言して参加するとその
何倍も楽しめるものだという。また、回答することは自
分のスキルの確認にもなるという。
検査のカテゴリが用意されているので、読者も気軽に

質問や回答を寄せてみてほしい。
質問して助けてもらったら、今度は誰かを助けてあげ

る、こういうコミュニケーション作りが、明日の溶接界
を支える源になるのではないだろうか。

３．RUMPESバックナンバー公開・文
献検索

RUMPESのバックナンバーは、その前身のCIW通信
創刊号から溶接情報センターで公開されていることを知
る読者も多いと思うが、検索機能も充実したことはご存
知だろうか。
文献検索では、日本溶接協会の各部会・委員会の文

献とともに、RUMPESについても検索対象となってい
る。「Google」の検索エンジンを利用した溶接情報セン

ター専用の全文検索が使いやすい。
RUMPESだけに絞って検索できるので、読み捨てて

しまった記事を探すのに大変便利である。（図5、図6）

４．JIS規格・WES規格検索

日本溶接協会規格（WES）は、溶接情報センターで
無料閲覧できることを知っている読者は多いと思うが、
JIS規格へのアプローチもしやすい。
JIS規格については、日本工業標準調査会（JISC）が

無料公開（閲覧のみ）しているが、溶接情報センター
では溶接関係JISだけに絞って、リスト化し、JISCへの
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図4 Q&Aフォーラムの
「検査（外観検査／非破壊検査）フォーラム」

図5 文献検索上のRUMPES

図6 文献検索の絞り込み機能

図7 溶接関係JIS規格の試験・検査【非破壊検査】カテゴリ



リンクを設定している。単なるリンク集に過ぎないが、
利用者ニーズに適い、アクセス数ナンバー3のコンテン
ツとなっている。ぜひ一度、試験・検査【非破壊検査】
カテゴリをクリックしてみてほしい。（図7）

５．溶接・接合技術入門（e-Book）

読者の中には、溶接管理技術者を目指している方も
多いであろう。溶接情報センターでは、溶接管理技術
者2級研修会のテキストに使用されている、「溶接・接
合技術入門」（溶接学会編・産報出版発行）の全ページ
をe-Book形式で閲覧できる。印刷や保存ができないた
め、本格的に勉強を始めるなら本の購入が必要だが、
一昔前に勉強した知識の確認に、立ち読み感覚で利用
してほしい。（図8）

６．溶接教育動画

主題の溶接検査関係者向けではないが、溶接情報セ
ンターでは被覆アーク溶接、半自動溶接、TIG溶接、ガ
ス切断の教育動画を無料公開している。利用者の評判
も大変高く、2010国際ウエルディングショーの日本溶接
協会ブースでの上映では、人垣ができるほどであった。
また、インターネットにおけるブログや掲示板でも、な
かなか良い感想を見ることが多い。
JIS検定をターゲットにした内容になっているため、

読者の知人に、これからJIS検定を受験しようとする方
がいれば、紹介すると喜ばれるコンテンツである。JIS
検定を既に取得した方にも、3年に1度の再評価試験の
前には、自分の技能の再確認のためにも見ていただきた
い。
また、社内で溶接管理技術者受験に向けて勉強会を

行っている方から、溶接作業に従事したことがない社員
に、例えば黒皮除去の必要性について教えるときなど、
このビデオは大変役に立つとお褒めの電話を頂戴したこ
とがある。様々な立場の方に利用され、評価されている
ことは、制作サイドとしても大変うれしい。（図9）

７．溶接記号作成支援ツール

ホットな話題をひとつ紹介しておきたい。2010年3月
にJIS Z 3021「溶接記号」の改正があったが、溶接情報
センターでは溶接記号に対する初心者を対象に、WEB
上で実形を参照し、条件入力を行い、溶接記号の作成
支援をするツールの公開準備を進めている。出来上がっ
た図形は、CADやExcelに利用できる。（図10）
現在、動作検証中であり、初めはプロトタイプ版とし

て公開し、利用者の意見を吸収しながらバージョンアッ
プしていく予定である。
また、先に紹介した「Q&Aフォーラム」においても、

「溶接記号特設フォーラム」を開設している。この特設
フォーラムでは、溶接記号という性格上、図が投稿でき
るようになっていて質問に便利である。同フォーラムは、
作成支援ツールをフォローする位置付けにもなると思
う。
溶接記号への取り組みは、JIS Z 3021の改正に伴う質

問に対応することも計画した目的のひとつだが、利用者
のアクセス動向では、「溶接記号」のキーワードで当サ
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図8 溶接・接合技術入門（e-Book）

図9 溶接教育動画「TIG溶接」の１コマと教育動画シリーズ４本



イトを訪れる方が圧倒的に多いため、利用者ニーズに応
えたものと言えよう。
作成支援ツールは、本年中には公開できる見込みで

ある。ぜひご利用いただき、ご意見・ご希望を聞かせて
ほしい。

おわりに

以上、貴重な誌面をお借りして、気ままな随想風に
溶接情報センターの案内を試みた。ここでは紹介できな
かったコンテンツについても、ぜひ機会を見つけて体験
いただきたい。全体像を確認いただくには、TOPページ
の「カテゴリマップ」タブをクリックしてみるとよい。
（図11）
溶接情報センターのPR不足があることは、反省せね

ばならないところだが、この紹介を読んで検索サイトの
検索窓に「溶接情報センター」と入力していただけたら、
筆者としてもうれしい。
そして、溶接情報センターがいつか貴方の役に立つこ

とができたなら、担当者冥利に尽きるところである。
溶接情報センター

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

なお、CIW認定事業者やCIW認定をこれから受けよ
うとする事業者への情報は、日本溶接協会ホームページ
の「溶接構造物非破壊検査事業者の認定」のページに
掲載されている。
申請上の重要な情報も適宜アップされているため、こ

ちらもぜひチェックいただきたい。（図12）
「溶接構造物非破壊検査事業者の認定」

http://www.jwes.or.jp/ciw/
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図10 溶接記号作成支援ツール

図11 溶接情報センターカテゴリマップ

図12 「溶接構造物非破壊検査事業者の認定」のページ



溶接部の外観検査は溶接検査の基本であり、溶接施
工の適正な計画と実施及び管理と溶接前、溶接中及び
溶接後の外観検査が適切に行われれば十分満足できる
品質の溶接部又は溶接構造物が得られる。
外観検査は磁粉探傷検査や浸透探傷検査などの非破

壊検査と異なり、試験作業はあまり難しくなく、いつで
も、どこでも、誰でも実施できるという特徴を有してい
る。しかし、その反面、外観検査においては母材、溶
接材料、溶接施工方法、溶接士の技量、溶接部の性質
及び溶接部の機械的性質に及ぼすきずの影響などを熟
知していないと適切な検査を行うことができない。溶接
部の外観検査に要求される技術レベルはかなり高く、理
想的には対象溶接構造物の設計概念についての知識及
び溶接技術に対する広い知識と経験を有する技術者が
行うことが望ましい。しかも、外観検査は非破壊検査
の基本であるため、他の非破壊検査に先立って行われ、
基本的には全ての溶接線全線に適用されるため、外観
検査の検査量は極めて多くなる。
外観検査の重要性については、全ての非破壊検査技

術者が十分に承知しているにもかかわらず、未だに、
(社)日本非破壊検査協会において外観検査の技術者の資
格及び認証に関する規格が定められていない。これは外
観検査の適用範囲が極めて多岐にわたること、要求さ
れる技術レベルが高いこと、官能試験であるため定量化
が難しいことなどが、主な理由であると考えられる。
溶接部の外観検査が重要であるにもかかわらず、外観
検査技術者の資格及び認証に関する規格が定められて
いないなど、現状では外観検査が明確に規格化されてお
らず、必ずしも適正に実施されていない場合が多いこと
などを勘案して、CIW認定においては、外観検査を最重
要視している。特に、CIW検査技術管理者が外観検査
に対し、積極的に関与しリーダシップを発揮することが
期待されている。
次に示す外観検査に関する問題はCIW検査技術管理

者用の試験問題ではあるが、試験問題にとどまらず、検
査事業者の外観検査技術向上のため、各検査技術管理

者が職場で実際に実施して欲しいことを出題したもので
ある。是非、検査技術管理者は各職場で、このようなこ
とを実施し、外観検査のレベルアップに寄与して欲しい。
以下に問題とその解説を示すが、解説については読者

の理解を深めるため、饒舌に記述している。実際の試験
の解答では、要領よく簡潔に記述することを心がけて欲
しい。

【解説】

上述のように外観検査に要求される技術レベルはかな
り高く、理想的には溶接部に対する広い知識と経験を
有する技術者（例えば、検査技術管理者）が行うこと
が望ましい。
しかし、外観検査の検査量は極めて多く、全ての検

査を上記の技術者が行うことは困難である。しかも、溶
接部の外観検査はビード外観及び付着物の有無など数
値化が困難なものを取り扱うため、検査実施者が異な
れば結果にばらつきが生じやすい。
そのため、検査技術管理者は、以下の点に留意して

外観検査を計画し実施する必要がある。
(1)外観検査対象項目を明確に

外観検査の対象項目としては、割れ、目違い、アン
ダカット、オーバラップ、ショートビード、ビード表面
の凹凸、表面ピット、角変形、スパッタ、アークストラ
イク及び余盛高さなどが挙げられる。割れはきずとして
最も有害であるが、条件によっては外観検査によっても
検出することができる。どんな場合、どこに、どのよう
な種類のきずが発生しやすいかなどの情報をもとに検査
実施者が予測しておくことは、きずの見落としを少なく
する上で重要である。

4. 【解説】CIW検査技術管理者試験問題

(社)日本溶接協会　CIW研究・教育委員会
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問題　溶接終了後に行われる外観検査の結果につ

いては、検査実施者が異なれば結果が異なる場合

がある。

検査技術管理者として実施者による差異を少な

くするためには、どのような対策を講じるべきか。

あなたの考えを述べなさい。



(2)各対象項目ごとに試験方法・試験手順を定め、こ

れをマニュアル化（試験手順書の作成）

例えば、目違い、アンダカット、角変形など、ジグ・
測定器を用いて数値を計測する場合などでは、測定装
置、測定方法などを取決めた試験手順書を用意する必
要がある。また、表面ピットの検査においてルーペを使
用する場合などは予め手順を取決めておく必要があろう。
(3)可能な限り、ジグ、測定器の使用

目違い、アンダカット、余盛高さ、ビード表面の凹凸、
及び角変形などを測定するには、限界ゲージ、すきまゲ
ージ、溶接ゲージ、ダイヤルゲージ、デプスゲージ及び
テーパゲージなどが用いられる。これ等のジグ・測定器
の使用方法・手順などを統一し、全員に周知徹底して
おく必要がある。
(4)定められた試験方法、試験手順で試験したことが証

明できるようなチェックシート、データシートなどの

フォーマットの作成および検査実施者の記録

検査実施者が記入しやすいように、また、検査記録
として必要事項が漏れなく記入され、且つ見やすいよう
にフォーマットを工夫する必要がある。
(5)きずの種類ごとに判定基準を定め、数値化できない

ようなきずの種類については、限界見本を用意

例えば、JIS Z 3090-2005“溶融溶接継手の外観試験方
法”付属書Ｂに溶接部外観に関する基準の例が示され
ているので参考にすると良い。外観検査の判定基準は各
種溶接構造物の種類ごとに異なり一様ではない。
また、打こん、クランプきず、アークストライクなどの
数値化できないきずについては限界見本を用意する。
(6)社内教育を通して上記(1)～(5)について検査実施者に

徹底させ、場合によっては、試験片を用いて実際に評

価を行い、個人差が許容値以内に収まるように教育

今年3月までにWES 8701-2007“溶接構造物非破壊検
査事業者等の認定基準”移行のために、申請があった
事業者の書類審査と業務確認を実施した。審査の結果
からいえば、外観検査について社内教育を十分に行って
いる事業者は多くはなかった。従来以上に外観検査の
教育を充実させる必要がある。検査技術管理者がリー
ダシップを発揮し、社内に外観検査のための試験片を用
意し、検査員全員が同一の試験片を用いて外観検査を
実施し、結果を比較して欲しい。そして、結果がばらつ
いた場合には、その原因を明確にし、個人差が許容値
以内に収まるように訓練する必要がある。これらの教育
によって会社全体の技術力向上が図られると期待され
る。
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2010年10月1日付で新たに次の事業者が認定されましたの
でご紹介いたします。また、2010年4月1日付認定から変更が
あった事業者についてもご紹介いたします。なお、認定事業
者（全て）については、別刷CIW認定事業者一覧をご覧くだ
さい。
〔 〕内の数字は、会社コードです。

＜新規：３社＞
D種
■千景非破壊検査(株)〔71〕(本社・福岡県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

■(株)アイ・イー・エル〔156〕(本社・大阪府)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

■(株)中嶋エンジニアリング〔185〕(本社・大阪府)
認定検査部門：UT

登録事業所　：本社
＜種別変更：１社＞
C種
■(株)サンテクノス〔113〕(本社・島根県)
認定検査部門：UT・PT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社、関東事業所

＜認定部門等の停止＞
Ｄ種
■アイ・エス・シー検査サービス(株)〔160〕(本社・富山県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：なし
（建築鉄骨検査適格事業者の停止）

＜認定の停止(平成22年9月9日付、重大な不適合)＞
■関西エックス線(株)〔7〕(本社・広島県)

＜社名の変更＞
■富山検査(株)→(株)アイペック〔92〕(本社・富山県）
これにより、2010年10月1日現在の認定事業者数は次のと

おり。
A種：15社／B種：8社／C種：29社／D種：71社／
合計：123社

CIW認定に関するお知らせ



(社)日本高圧力技術協会（以下HPIという）主催によ
る技術セミナーとして、「非破壊試験による欠陥寸法測
定」―映像と実演を交えた超音波＆渦電流による欠陥
寸法測定―が、平成22年９月16日(木)、17日(金)の二日
間、東京のLMJ東京研修センターで開催され、37名が
参加した。
工業製品の健全性の評価には欠陥の定量的な寸法が

不可欠となりつつあり、欠陥寸法の測定技術として超
音波探傷試験があげられ、また、最近は表面欠陥の長
さ測定に渦電流探傷試験が利用されつつある。
HPIでは、超音波探傷試験における最新の欠陥寸法測

定の技術と適用例をまとめた実務書「超音波探傷試験
による欠陥寸法測定－非破壊検査の新しい展開－」を
出版し、昨年、これを用いた技術セミナーを東京及び大
阪で開催した。このセミナーにおいて、実物によるデモ
ンストレーション、動画または映像による適用例、また
熱交換器伝熱管の検査技術動向の紹介についての強い
要望が寄せられた。
今回、これに応えて映像と実演を交えた超音波探傷

試験と渦電流探傷試験による欠陥寸法測定の技術と適
用例が講義・実演の形で行われた。その内容は、(1)超
音波による欠陥高さ（深さ）測定方法として、斜角端
部エコー法の原理、特徴および適用例等 (2)超音波が欠
陥先端（上端と下端）に入射することで生じる回折波
を検出し、欠陥寸法を測定することを特徴とするTOFD
法の原理、特徴および適用例等 (3)フェーズドアレイ技
術は超音波ビームの方向、集束点等を任意に設定する
ことができる特徴があり、欠陥検出および欠陥高さ測定
への適用が広がりつつあることから、フェーズドアレイ
技術の原理、特徴および適用例等(4)渦電流探傷法
（ECT）ではECTの原理、特徴、熱交換器伝熱管等への
適用例および最近の規格化動向について、また注目さ
れつつあるECTによる表面き裂の長さ測定に関するもの
であった。
この技術セミナーにおける特徴は、いずれも、これま

でのセミナーでは類を見ない映像（測定風景および探傷

波形の動画）を交えて紹介すると共に、き裂を付与し
た試験片を用いた実演が行われたことである。
本セミナーの内容は工業製品一般に広く適用が可能

であり、健全性評価と検査を実行する技術者に最新の
技術と適用例を提供すると同時に、広く非破壊検査に
関係する研究者と技術者にも役立つ内容を含んでおり、
今後、多くの技術者の参考となることが期待される。

5. 映像と実演を交えた超音波と渦電流試験による欠陥寸法
測定

(社)日本溶接協会　参与　大岡　紀一
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フェーズドアレイ技術に関する講義

端部エコー法に関するデモンストレーション



コンクリートポンプ車（以下、CP車と表記します）における特
定自主検査（以下、特自検という）については前号で紹介しまし
たが、今回は、前号で書き漏れた事柄とその後の経過報告と合わ
せての紹介です。

なぜCP車にUT検査なのか？

CP車のブーム折損等による労働災害が度々発生することから、
厚生労働省より平成15年、16年と続けてブーム折損による労働災
害の防止の要請が出されたことは既に前号で紹介しました。これ
らの要請を踏まえて、平成17年2月に(社)日本建設機械化協会の
中に厚労省、国土交通省、建設業労働災害防止協会（以下、「建
災防」という）、使用者（ゼネコン及び(社)全国圧送事業団体連
合会[以下、「全圧連」という]）、製造者及び(社)建設荷役車両安
全技術協会（以下、建荷協という）等からなる「CP車総合改善
委員会」が設立され、3つの分科会のもとにCP車による労働災害
防止に関する多くの課題が検討されました。
その中の第二分科会（メンバー；メーカ2社、ゼネコン2社、全
圧連、建災防、建荷協）は、平成17年10月からの約2年間議論の
中間報告として、『特に、ブーム、アウトリガーのき裂の検査に
あたって、き裂の恐れのある箇所については、「浸透探傷法（カ
ラーチェック）」による検査を行うこととし、き裂が疑わしい場
合は超音波探傷器等で詳細検査を行うことを推奨する。』と明記
しました。この検査手法としての超音波探傷器の使用は一部のゼ
ネコンの指導で行われており、それが第二分科会の提言に折り込
まれたようです。
厚労省は、2年続けて労働災害の防止の要請を出したものの、
CP車の労働災害はその後も絶たなかったため（下表を参照）平成
20年7月23日に第二分科会の中間報告を引用した「CP車のブーム
破損による労働災害の防止について」の通達を出すに至りました。
上記資料によればCP車は、この10年間で18件の死亡事故があ

ったようです。これが全てブームの折損事故ではありませんが、
検査台数の比率で見ると車両建設機械の約3倍、フォークリフト
の約4倍の死亡災害が発生していることになります。

特定自主検査者へのアプローチ

建荷協は、平成4年10月にCP車が特定自主検査対象機種となっ
て以降、法令に基づく資格取得研修を実施し、約3,200名の特自
検検査者を有していることから、これら特自検検査者を対象とし
た「UT検査コース研修」を実施することになりました。
本研修会は、厚労省通達によって義務付けられたCP車への超
音波探傷検査の導入の円滑化と、特自検検査者の理解度を深め
るために下記のカリキュラムで実施されています。研修内容のⅠ
～Ⅲでは、CP車の特自検においてUT検査が必要となった背景説
明と特自検検査者の役割等について建荷協講師が、また、Ⅳでは
UT検査の概要やCP車のUT検査について探傷器を使用して当協会
講師（技術委員会委員及び教育担当理事）が解説しています。
当研修会の講師は、去る3月17日の栃木か25日の千葉において
開催された「パイロット研修」を受講し、講師として登録された
方々です。

この研修会は、すでに全国10会場で開催されており、またこの
あと3会場が予定されています。

今後の課題

CP車は国内で約9千台から1万台といわれているうち7,200台が
検査済み(平成19年度実績)とのこと、また、今回の「UT検査コー
ス研修」を全ての特自検検査者が受講していないなど、また、同
様に全ての検査会社が当協会の研修会を受講していないなど、今
後も労働災害防止のための検査体制を確立するため更なる関係者
の努力が必要と思われます。

6. 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―その2―

一般社団法人CIW検査業協会
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死亡災害状況の比較

CP車
車両系
建設機械

フォークリフト

A：死亡災害（人／年）

B：検査台数（台／年）

A／B

1.8

7,200

25×10－5

68.1

728,700

9×10－5

44.3

732,400

6×10－5

研修の内容及び研修時間

研修内容 時間

1

2

3

4

超音波探傷（ＵＴ）検査実施の背景

1.5

2.0

建荷協のホームページ

特定自主検査者の役割

超音波探傷（ＵＴ）検査の概要
（ＵＴ検査機器の実演を含む）



非破壊検査の社会的ニーズは、構造物の製作におけ
る品質管理から、経年変化に対応した保全維持管理に
まで分野を広げ、検査の対象も産業基盤から都市部へ
と拡大し、社会基盤の確立に欠かせぬものとなっている。
そして近年では非破壊検査の第三者性の要求が高まり、
必然、社会的責任も重いものとなっている。
本編は、現在非破壊検査を必要とするさまざまな構

造物に対して、関連する法令と運用基準を検査実務に
則してまとめたものである。

非破壊検査の法体系

本書の主要構成は、構造物に適用される非破壊検査
に関連する省庁、法令・基準・資格要件を網羅したこ
とである。非破壊検査の対象物を建築構造物、土木構
造物、高圧ガスプラント、都市ガス設備、石油プラン
ト、発電プラント、ボイラー及び圧力容器など部門ごと
に扱った。各部門では、先ず関連する法令を法律、政
令、省令、告示、通達・通知・通牒と系統立てた。次
いで法令と運用基準の詳細では、運用する機関名ごと
に、適用規格や基準の非破壊検査に関する全容を詳述
した。また、部門ごとに関連する学会や協会の基準を併
記し利用者の便を図った。
非破壊検査の実務者にとっては、とかく仕様・要

領・規格のみが検査実施の基準になりがちである。検査
員あるいは検査事業者が、検査対象の構造物に関わる
法体系を掌握することは、計画・設計者あるいはユーザ
ーの立場を理解し、安全安心の社会構築に責任をもっ
て貢献することとなる。本書の有効活用を期待するもの
である。

非破壊検査の法制化に向けて

本書では、主要構成の「法令と運用基準の詳細」の
項に検査技術者と検査事業者の規定状況も確認した。
日ごろの検査実務では、有資格者による検査が当然と
なっている現況にも関わらず、明確に検査技術者資格
を指定した規格・基準が少ない。

運用基準として、日本工業規格を規定されているも
のが多いが、該当する非破壊検査・JIS本文の検査技術
者の項では、知識と経験を有するものが第一義にあり、
（知識と経験を）JIS-Z-2305によって認証された資格者は
必要であればあるいは資格者であることが望ましいな
ど、未だ確立されているとは云えない。
非破壊検査の法制化の一歩は、日常多用されている

日本工業規格の改正や、JIS Z 2305など認証・認定規格
の確立からと考えている。
(社)日本非破壊検査工業会では、業界地位の向上、検
査技術の向上、経営基盤の強化と安定を基本理念とし
ている。工業会事業の一環として、広報振興部会では
法制化委員会を立ち上げ、非破壊検査の法体系を実用
のものとした。工業会では、この初版をもとに関連省庁、
関係学協会及び団体への非破壊検査の普及活動を行う
とともに、法制化に向けて取り組んでいく所存でいる。

初版「非破壊検査の法体系集」をより充実したもの
とするため、ご利用の各位からの建設的なご意見・ご指
導を大いに期待するところであります。
価格5,000円（非会員価格）

7. 新刊紹介
「各種構造物に対する非破壊検査の法体系集」

(社)日本非破壊検査工業会　広報振興部会・法制化検討委員会
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このRUMPESが発行される頃には、来年の「東京マラソン
2011」（2月27日開催）の抽選結果が出ていることでしょう。私は、
また今回も参加申し込みをしました。
第1回の東京マラソンは2007年に開催され、その後年々参加希
望者が増加し、来年2011年の大会に応募された人数は、定員
35,000人（フルマラソン：32,000人、10km：3,000人の合計）に対
して33万人を超え、倍率は9.6倍になったとニュースで聞きまし
た。毎年8月1日～31日までの1ヵ月間で募集して、抽選結果は10
月中旬に通知されます。都会の道路から自動車やオートバイを
締め出して、市民ランナーの身分でも10,000円（フルマラソン）
で走らせてもらえるのは、格安だと思います。優勝者には、800
万円(2010年)という賞金レースでもあります。
私は、これまでに2008年と2010年の大会に出場し、目標タイム
をクリア出来ませんでしたが、どちらも完走することは出来まし
た。
そもそも、東京マラソンに参加しようとしたきっかけはという
と、20歳～22歳の頃に、10回程のトライアスロンの大会に参加し
て、そのゴールの時の感動が忘れられずにいるからです。
そのトライアスロンを始めたきっかけは、中学生の時、テレビ
のニュース番組の中で宮古島（多分なのですが）でのレースの模
様を放映していたのを見てしまったからです。スイム（水泳）3
km、バイク（自転車）155km、ラン（マラソン）42.195km（各
競技の距離は最近のもので、当時はこれと少し違っていたと思
います。）を一人でこなすレースです。
大人は、凄いことをやるものだなと感心したと同時に、自分
にもいつか挑戦出来るのではないかと思いました。小学生の頃に、
スイミングスクールに通っていましたので、泳ぐことができれば、
あとは何とかなるだろうと思ったのです。
私の最初の就職先は、東京都内を主に走る鉄道会社でした。
入社と同時に寮に入りましたところ、自転車（ロードレーサー）
に興味を持っていた同期入社の者の１人と先輩の１人がいまし
たので、トライアスロンに誘い、主に3人で練習やレースに参加
していました。
私の寮費（家賃）は、2,200円だったと思います。ですので、
当時は頂いた給料は殆どが自分の小遣いとなり、トライアスロ
ンのためにかなりお金を費やしました。３種目分のウエアや機材

をすべて揃えるとなると、結構お金が掛かります。また、レース
の参加費は15,000～30,000円、また地方で開催されることが多い
ので、宿泊費と遠征費も掛かります。ウエットスーツはオーダー
メイドでしたし、自転車は軽くした方が速く走ることが出来ます
ので、新素材のパーツを購入するなどしていまいした。この頃が、
カーボンファイバーを使ったチューブで組まれたフレームやモノ
コックフレームの出始めだったと思います。それを購入できるほ
どのお金はありませんでした（いまは、大分安くなっていると思
います。）ので、基本はクロモリ鋼のフレームに前輪を支持する
フロントフォークだけアルミ素材に交換していました。（ハンド
ルを押さえる腕の疲れを和らげていてくれたように思います。）
トライアスロンには、大会によって種目ごとの距離の設定がい
くつかあります。私が、参加したレースで、一番長かったものは、
ロングタイプと呼ばれるレースで、スイム3.9km、バイク180km、
ラン42.195kmです。まだ、誰も知らない第１回目の佐渡島で行
われるレースでした。このときは、トライアスロンの人気が出始
めたころで、ショートタイプ（スイム1.5km、バイク40km、ラン
10km）で名の知られた大会には、応募してもレースの出場経験
がない人は抽選から除外されていたようでした。なので、練習期
間も短く、レースへの出場経験のない私と同期の者との２人は、
ロングタイプのレースにいきなり応募し、参加したのでした。出
場するレースが決まっていないと、苦しい練習を継続させるのは
難しかったのです。（試験勉強を、試験日近くにならないとやら
ないのと似ています。）
佐渡島の外周は、丁度バイクコースと同じ180kmです。私にと
って、バイクが３種目のうち一番苦手で、島の外周のアップダ
ウンの激しいコースはとても辛かったです。その後のフルマラソ
ンも半分くらいは歩いてしまったと思います。結果は、制限時
間が15時間30分に対して、私のゴールタイムは15時間をギリギリ
切ったところでした。やはり、練習を積んでから臨まなければい
けませんでした。この準備不足は、反省しなければいけませんが、
しかし、そのときの達成感は今でも忘れられません。
その後、検査会社に転職して鉄道会社にいたころよりも仕事
が忙しいために、トライアスロンを諦めてしまった感があります。
しかし、仕事以外にも何か目標をもって生きていきたいと思って
います。

8. 随想 ──またいつかは、トライアスロン？

㈱ダンテック 古舘　岳実
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インターンシップとは、一般には学生が自らの職業選
択に生かすための就業体験を行うこととされています。
しかし非破壊検査の業界では、安全衛生上の観点や構
内への入門申請手続き等の問題があり実際の作業を体
験させることに二の足を踏む会社が多いのではないでし
ょうか？　今回弊社では、某就職サイトの企画で
「1dayインターンシップ」なるイベントに参加しました。
イベントの趣旨は、企業側から普段行っている業務に関
する説明や作業体験の機会を提供することで、普段な
かなか接する機会がない会社や仕事に関して学生たちに
興味を深めてもらい、就職活動における学生たちの業界
研究のきっかけにして欲しいというもので、少しでも多
くの学生に非破壊検査という仕事を知ってもらえれば、
という気持ちで参加いたしました。この機会をお借りし
て開催の状況とアンケートからみた学生の反応をお伝え
できればと考えております。
会場は福岡市博多区の会議室で、当日の参加者は

2012年3月に卒業予定の理工系の大学生、及び大学院生
など20名で男女の内訳は、男性7名、女性13名でした。
当日は、パワーポイントを使った非破壊検査及び弊社

の業務内容の説明などを30分ほど行った後、実際の検
査機器(今回は超音波探傷機を使用)を用いての探傷、そ
して質疑応答及びアンケート記入というスケジュールで
進めていきました。アンケートから見た非破壊検査とい
う業務の認知度ですが、全く知らない学生が約50%、聞
いたことがある程度の学生が40%と認知度は低いもので
した。
まずパワーポイントで各検査方法の原理を説明し、実

際の作業を行っている写真を掲示して検査業務に興味
を持ってもらえるような内容で進めていきました。
実機体験では、超音波厚さ測定器を使って、一人一

人試験体の厚さを計測してもらいました。最初は探触子
の操作に戸惑い、上手く試験体表面に接触できず、安
定した数値が表示されない学生たちでしたが、徐々に慣
れてくると正確な数値が表示され、満足げな表情に変わ
っていきました。

測定体験後の学生たちからは、出張業務に関すること
や、今後の業界展望、どういった人材を採用したいのか
等、様々な質問が出され、弊社社員が回答していきま
した。
体験後の感想を聞いたアンケートでは、自分にできそ

うだと感じてくれた学生が35%と、意欲的に受け止めて
くれたと思います。
今回のイベントは1社当りの時間が90分と短いものだ

ったため、「非破壊検査」という業務を十分に説明でき
たとはいえませんが、アンケートでは、仕事内容に興味
を持てたと回答してくれた学生が75％と非常に多く、次
に新しい発見があった65%（複数回答）という回答も目
立ちました。限られた人数と時間ではありましたが、こ
れをきっかけに「非破壊検査」という仕事を将来の目標
に据えてくれる学生が少しでも増えて、多くの検査会社
に将来を担う優秀な人材が集まってくることを願いたい
と思います。

9. 1dayインターンシップに参加して

㈱九検　古賀　美智恵

13

非破壊検査の原理と業務内容を説明

超音波厚さ測定を体験する学生



非破壊検査と計測に関する機器・技術の展示会「JIMA2010 第5
回総合検査機器展」（主催：一般社団法人日本検査機器工業会）
が11月24日～26日の3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで開催
される。「安全と品質を支える検査と計測」をテーマに掲げ、最新
の検査・計測技術が一堂に会するJIMA2101に先立ち、本誌では溶
接・非破壊検査に関連する主な出展社の見どころを紹介する。
【(株)ＩＨＩ検査計測（営業統括部：東京都品川区大井1-22-13米

山ビル、℡03-3778-7925）】

スポット溶接部を超音波で非破
壊的に検査を行い、探傷結果をC
スコープ画像で表示することがで
き、ナゲットの長径や短径、面積
率などでX自動判定を行うことが
できる検査装置ナゲットビューア
ー（写真＝測定デモを実施）を中心に、超小型で現場での測定に
最適なX線による残留応力測定器X STRESS3000 G3（国内展示会初
出品）など、当社の有する様々な検査・計測装置を展示いたします。
【電子磁気工業(株)（東京都北区浮間5-6-20、℡03-5970-8555）】

全自動磁粉探傷システム
を提案いたします。当日は、
検査液の濃度管理（磁粉
濃度計）、判定（LEDブラ
ックライト、画像処理シス
テム）、検査液の廃液処理
（廃液処理システム）の展示、実演を行います。焼入れ判定器WT-
4102（写真）は、4探針のセンサで鋼材に0.5秒当てるだけで金属
の内部組織の変化を捉え、焼入れ深さを算出します。焼入れ深さ
のほか、溶接・硬度・材質の違いも判別可能です。
【富士フイルムビジネスサプライ(株) （東京都中央区銀座2-2-2、℡

03-3564-2272）】

X線検査のフルデジタル化を実現した
FCRが、さらに高画質になりました。「Ｆ
ＵＪＩＦＩＬＭ　ＣＯＭＰＵＴＥＤ　Ｒ
ＡＤＩＯＧＲＡＰＨＹ『ＡＣ－７ＨＲ／
ＳＴ』」（写真）は、高精細50μ㍍の読み
取りが可能になり、富士フイルム独自の

画像処理技術を活かした、クリアで見やすく視認性の高い画像で、
検査物の微細な構造まではっきりと確認できます。
【マークテック(株)（営業部：東京都大田区大森西4-17-35、℡03-

3765-1712）】

全自動磁粉探傷装置と磁粉
液評価装置を中心に非破壊試
験製品を出品し、お客様にご
満足いただける新しいNDT技
術をご提案します。「全自動磁
粉探傷装置（新製品）」（写真）
は画像処理技術を用いた磁粉
探傷装置をデモ展示します。「磁粉液評価装置（新製品）」は磁粉
液の健全性を管理・維持し、新しい発想で従来の問題を解決しま
す。「紫外線探傷灯（新製品）」はハレーションを99％カットする
目に優しいブラックライトで、暗幕無し検査室を実現するスーパ
ーライトE-150をデモ展示します。
【(株)リガク（東京都昭島市松原町3-9-12、℡042-545-8111）】

粉末、切粉、ワイヤーから大
型構造物まで、様々な形状の材
料に対し、「測りたい現場で、す
ぐに結果を知りたい！」という
ニーズにお応えする、NITON携
帯型成分分析計（写真）。使用部
材や溶接部等の材質検査、異材
混入防止などに最適。石油化学、電力プラント等において、現場
で簡易検査が可能なPMI機器として大活躍しています。
【菱電湘南エレクトロニクス(株)（検査計測営業部営業課：神奈川

県鎌倉市上町屋214番地、℡0467-45-3411）】

各社様と共同開発し、「UI-S7」
（写真）を用いた超音波応用装
置や専用器へカスタマイズした
ものを出展予定です。ポータ
ブル探傷器の新たな可能性を
ぜひご体感下さい。

（文責・産報出版）

10. 「JIMA2010 第5回総合検査機器展」の見どころ
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☆一般社団法人として精力的に委員会活動を展開中

事業計画に沿って各委員会が活発に活動しています。
①第2回契約適正化推進実行委員会を9月7日(火)に開催

平成22年度の食い違い・仕口のずれの検査に関する現状調査
アンケートのまとめや第三者検査普及促進活動計画、各地区ブ
ロック会議開催計画等を検討しました。
②第2回(仮称)NDI調査委員会を9月8日(水)に開催

③外観検査ハンドブック改正原案作成WGを7月16日(金)、8月27

日(金)に開催

外観検査ハンドブックを見直し、今秋の発行を目指して改訂
作業を行っています。
④第2回第三者の法制化検討委員会を8月9日(月)に開催

⑤鉄筋溶接継手部における超音波探傷試験の検証WGを8月4日

(水)、9月29日(水)に開催

☆CIW検査業協会の新シンボルマーク決定

旧CIW検査事業者協議会の一般社団法人化に伴い新たにシン
ボルマークを作成しました。今後は、特定行政庁のPR活動をは
じめとして、対外的活動の目印
として広告宣伝等にも利用し、
CIW検査業協会のシンボルとし
て親しまれ、定着することを願
っています。
☆各地区ブロック会議を開催

東日本地区：平成22年10月18日(月)
ロイヤルパークホテル（東京都中央区）

関西地区　：平成22年10月7日(木)
加賀観光ホテル（石川県加賀市）

西日本地区：平成22年10月25日(月)
小倉ステーションホテル（福岡県北九州市）

議題は各地区とも共通で、新CIW認定制度移行後の状況や一
般社団法人CIW検査業協会としての活動概況、契約適正化推進
実行委員会の活動等について協議しました。
☆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（追加開催）(後援：(社)建設荷役車両安全技術協会)

◎開 催 日　平成22年9月5日(日)
◎開催場所　エル・おおさか(大阪市中央区)

◎受講者数　19名(16社)
尚、2月28日(於：東京)、3月28日(於：大阪)の受講者と合わせ
た「受講会社一覧表」は、CIW検査業協会ホームページ(
http//www.ciw.gr.jp )において公開しています。
☆NDI－レベル3（基礎試験）のための受験対策講習会を開催

（協賛：(社)日本非破壊検査工業会)

◎開 催 日　平成22年9月11日(土)～12日(日)
◎開催場所　新日鐵代々木研修センター(東京都渋谷区)
◎受講者数　12名
☆他団体への講師派遣について

(社)建設荷役車両安全技術協会主催の特定自主検査者を対象
とした「UT検査コース研修」に技術委員会委員・技術担当理事
を派遣しています。本研修会は、厚生労働省通達により義務付
けられたコンクリートポンプ車への超音波探傷検査の導入の円滑
化と、特定自主検査者の理解度を深めるために開催されている
もので、すでに全国10会場【（6月15日(火) (於：沖縄)、から9月
24日(金) (於：盛岡)まで】で開催されました。また、このあと3
会場【10月22日(金) (於：福岡)から平成23年2月8日(火) (於：千
葉)】が予定されています。
☆研修会の今後の予定

①NDI－レベル3（二次試験）のための受験対策講習会は、10月
30日(土)～31日(日)(於：東京)にて開催。

②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、11月21日(日)(東京)にて開催。尚、第2
回目は平成23年3月6日(日)(東京)において開催を予定。

③JWES－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は、11月上旬の開催を検討します
のでCIW検査業協会事務局までお問い合わせ下さい。

④品質システム構築のための研修会及び内部監査員養成のため
の研修会は、11月から平成23年度2月頃の開催を目途に計画中
です。受講者数が少数の場合でも開催しますのでCIW検査業
協会事務局までお問い合わせ下さい。

⑤(社)日本溶接協会溶接検査認定委員会が認定する研修会は、
平成23年2月20日(日)(於：大阪)において開催を予定。

⑥NDI－レベル3（基礎試験）のための受験対策講習会は、平成
23年3月12日(土)～13日(日)(於：東京)にて開催を予定。

11. 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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9月14日、民主党の代表選挙が行われました。結果は皆様もご存じの通りでございます。

この結果に少しの安堵と多くの物足りなさという複雑な感情を抱いてしまったのは、私だけで

しょうか。何れにせよ、今後、我が国のリーダーの舵取りを見守りたいと思います。

今号のRUMPES では特集として「検査業における倫理」を取り上げ、「CIW倫理委員会から

の報告」として最近起こった事例についての経緯と見解を、また「検査会社の企業倫理観」と

して検査会社の立場より倫理について掲載しております。団体、企業、個人の倫理の在り方を

今一度、見直す一助として頂きたいと思っております。また、「コンクリートポンプ車の超音

波探傷検査の適用について」では前号に掲載記事の補足事例と経過報告、また講習会の概要

を掲載しております。「溶接検査関係者のための溶接情報センターの歩き方」では会員読書の

皆様に見易く、情報も豊富になったホームページの紹介をしております。是非ともご一読いた

だきたいと思っております。

夏の猛暑も終わり段々と肌寒くなる季節になってまいりました。この記事を書いている最中

にも検察の問題、隣国との関係など様々な問題が出て参りました。経済状況も含め、このまま

寒い状況が続かないことを願っています。 （K.O）

編　集　後　記
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