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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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「CIW通信―RUMPES」は本年で創刊25年を迎えます。CIW通信編集委員会では25周年の節目に
当たり一層の内容充実を図るため、読者の皆様より表紙図案と原稿を募集いたします。
【表紙図案】
応募様式：A4判「RUMPES」の表紙（単色刷り）
提出様式：他に使用されていない図案・写真等によるもので、電子データなら特に形式は限定

しません。採用された図案に係わる著作権は(社)日本溶接協会に帰属します。
提出期限：平成23年8月31日（Vol.26№1から採用予定）

【原稿】
内容：学術論文、新技術紹介、随想、その他ジャンルは問いません。
応募様式：A4判1～4頁（1,600～6,400字＝図表除く）
提出期限：平成23年11月30日
採用の方には、些少ながら謝礼を贈呈いたします。奮ってご応募ください。
申し込み・問い合わせは、CIW通信編集委員会（電話03-3257-1525）まで。

CIW通信編集委員会

「CIW通信―RUMPES」の表紙図案＆原稿募集

お 知 ら せ
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新年明けましておめでとうございます。
昨年は、産業別に格差はあるものの世界同時不況

から全体的には徐々に回復傾向となってきました。
しかしながら後半の急速な円高により、海外への生
産シフトが加速され、非常に流動的な経済状況とな
りました。このような周辺状況の急激な変化のなか、
当協会の事業運営は会員企業、関係各位のご尽力、
ご協力により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年以上前に既にピーク

を超え、総人口も減少過程に入る時代を迎え、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り、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へ向けて、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

2006（平成18）年２月にウェブサイト「溶接情報
センター」の運営を開始しました。その後、順次コ
ンテンツの拡大を行い、溶接技能者の育成に必要な
訓練用ビデオとして、従来からの「手溶接」「半自
動溶接」「TIG溶接」に引き続き「溶断」の公開を開
始しました。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。「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、「溶接会館建設委員会」において
具体的な建設を推進します。
◆国際対応に関する事業運営

現在13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

登録制度の普及などに向けて活発な活動を行ってお
ります。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
せてまいります。
◆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、1998年度以降受験者の減少が続い
ておりましたが、2005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した。
しかしながら、10年度は再度減少傾向となり、今後、
長期的には更なる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（CIW)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2007年に日本溶接協会規格（WES8701)の改
正を行って、新制度を推進してきました。この制度
のポイントは、従来の認定種別のE種を廃止し、D種
以上としたことです。改正後3年を経過し、移行で
きる事業者は移行していただいたため、これを更に
推進するとともに、WES8701の改正を行い、より良
いシステムの構築を目指します。また、非破壊検査
事業者にとっては倫理の順守は非常に重要なもので
あり、この啓蒙も進めます。
◆公益法人として

当協会では平成22年度総会におきまして一般社団
法人（非営利型）への移行を目標とすることが決定
されました。今後、申請に向けた具体的な準備を進
めます。
最後になりましたが、一昨年創立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上げますとと
もに、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。2011年を
迎え、社団法人日本溶接協会並びに一般社団法人
CIW検査業協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。
国土交通省では、「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、各省庁に対し保全指
導を行うなどの指導および監督を行っています。
庁舎等の整備に当たっては、ストックの有効活用、

地域の良好な街づくりへの寄与、環境負荷低減等の
観点から効率的に整備することとしておりますが、
特に耐震化については、官庁施設は大規模震災時等
に災害応急対策活動の拠点施設となることや、来訪
者の安全確保の観点などから、平成27年度末までに
耐震化率9割達成を目標に掲げており、来年度予算
の概算要求においても、官庁施設等の耐震安全性の
確保に重点化を図ることとしております。
ご存じのとおり、建築物の基本は柱と梁のフレー

ムであり、これらの耐震安全性を高めることがなに
より大切なことであります。みなさまが担っておら
れる「溶接」技術は地震の多い我が国にとって建築
構造の性能を左右する最も重要な技術の一つだと思
います。また、その品質・性能については、溶接作
業に携わる技術者の方の技量に負う部分が大きいこ
とから、溶接・接合の性能を確認するため、国土交
通省では公共建築工事標準仕様書に溶接部の試験に
関する規定を設けています。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。
この公共建築工事標準仕様書は、国の工事に限ら

ず民間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。
本仕様書では溶接工事において、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。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
た方は、施工管理技術者としての能力があると考え
ております。
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してお
ります。
どんなに豪華で人目をひくデザインであっても安

全性が確保されていなければ、それはよい建築物と
は言えません。また完成した建築物の利用者が仕上
げの中に隠れてしまう溶接部等の構造部材を目にす
る機会は、ほとんどないでしょう。まさに縁の下の
力持ち、見えないだけに間違いの許されない重要な
技術です。「本当に大事なことは目に見えない」と
よく言いますが、建築物にも当てはまると思います。
新しい年は、引き続き大変厳しい社会・経済情勢

の中でのスタートとなりましたが、今後とも国土交
通省では、国民の皆様に対して「安全」と「安心」
を提供すべく努力を重ね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。
貴協会並びに会員の皆様のさらなるご発展を祈念

致しまして、新年の挨拶とさせていただきます。

2. 年頭挨拶

堀　直志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。
この数年は、改正建築基準法を巡る話題が年頭の

ご挨拶に定番となってしまいました。
構造計算書偽装事件の対応のため、2007年6月に

施行された改正建築基準法は、確認審査の厳格化、
構造計算適合性判定の導入、建築士の責任強化など
により大幅に強化され、建築士法については、構造
設計一級建築士制度の導入や設計・工事監理に関す
る業務報酬基準の明確化などの改正が行われまし
た。
改正建築基準法により、構造設計に関する技術基

準が詳細に規定され、従来は参考書等に委ねられて
いた工学的判断等の分野も含む、かなりの部分が法
令告示に明文化されました。
また、確認審査の厳格化は、確認審査の停滞や混

乱を招き、改正により新たに設定された構造計算適
合性判定を含めた審査期間の延長などにより、工事
着工の目途が立たず、その影響は経済の停滞にまで
及ぶこととなりました。
これらの状況に対して、国は一転して円滑化推進

を言明するに至り、これを実現するための告示や規
則の改正、技術的助言の発出などを行ないました。
具体的には、都道府県単位での円滑化推進会議の設
立、構造計算適合性判定も含めた申請の事前相談な
どの推奨と活用、構造規定の軽微な変更の拡大、確
認申請図書の補正の対象の見直し、確認審査と構造
計算適合性判定の並行審査などで、法改正当時の混
乱は落ち着き、現在は比較的スムーズに審査が行な
われるようになってきています。
一方、日本建築行政会議構造部会では、現在、確

認審査の充実と手続き等の運用改善を図るため、平
成22年6月1日から施行された建築基準法施行規則等
の一部改正の運用を盛り込んだ『建築構造審査・検
査要領2010』を年明け早々に発刊する予定です。
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)」を年度内に発刊
するべく作業中です。
建築物の構造安全性を確保のためには、建築確認

はもとより、検査の実効性を如何に確保するかが重
要な命題となっています。このマニュアルは、「日本
建築士事務所協会連合会」、「建築業協会」及び「日
本木造住宅産業協会」からも委員として参画頂き、
工事施工関係及び工事監理関係の情報も盛り込んだ
実効性のある合理的な検査システムを構築するため
協働作業にあたってきています。
いうまでもなく、鉄筋継手や鉄骨造の溶接部の公

正かつ的確な検査を実施するためには、日本溶接協
会並びにCIW検査業協会のご協力が不可欠であり、
マニュアル作成にあたって、皆様方にも実務的な検
査項目・事項等について、意見や助言を賜る場面も
多々あろうかと思います。
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します。

3. 年頭挨拶

望月　国宏東京都都市整備局市街地建築部建築構造専門課長
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新年明けましておめでとうございます。旧年中は
協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。2010年の通常総会で会長に再選され、
6期目に入りました。就任以来の信条であります
「全員参加型の協会運営」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。建
築業界では従来から、不景気になると安値受注が表
面化する傾向がありますが、我々CIW認定検査事業
者はいかなる状況においても検査を通じて社会の安
全と安心を担保する責務を強く意識したうえで、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。
当会は2010年度から法人化し新たに「一般社団法

人CIW検査業協会」としてスタートし、従来に増し
て責任が重くなったと感じます。昨年を振り返ると、
日本溶接協会の新認証制度WES8701:2007「溶接構
造物非破壊検査事業者等の認定基準」に旧認定のす
べての事業者が4月１日付で移行できなかったことは
非常に残念だった半面、10月1日付で新認定に3社が
復帰したことはうれしく感じました。
しかしながら昨年9月、橋梁溶接部検査の不適合

問題でCIW認定検査事業者が日本溶接協会から「認
定の停止」の処分を受けたことも残念な出来事でし
た。現在、業界を問わず「倫理」の重要性が声高に
叫ばれるなか、個人的には決して倫理を難しいもの
として考えるつもりはありません。検査員として、
検査会社として、社会の期待に応えなければならな
い。その思いこそが倫理であり、決して構えること
なく、ごく自然に捉えられる雰囲気が重要だと考え
ます。
そもそも我々の生業とする非破壊検査は景気動向

などに左右されるものではなく、責任ある検査で社
会の安全・安心を担保することに尽きるのです。し
たがってCIW認定検査事業者で構成する当協会とし
ては、CIW認定のさらなる普及に努めなければなり

ません。
2011年の年頭に当たり、改めて社会の安全・安心

を担保する責務に則ってさまざまな意見の中から方
向性を定め、全会員が一丸となってCIW認定の普及
に努める方針です。
従来からの諸活動を展開する中「契約適正化の推

進」は引き続き重点事業に位置付けていきます。
技術委員会のワーキンググループが取りまとめた

「鉄筋溶接継手部における超音波探傷試験の検証」
に関しては、実際の現場で検査が困難な状況が浮き
彫りとなり、こうした環境改善を図るため、年明け
早々から集計結果をまとめた冊子を関係業界に配布
する計画です。
また検査は超音波だけではなく6部門あることを踏

まえ、検査を幅広く捉えられる技術の確保も重要と
考えます。これはCIW認定のD種からC種への昇格を
支援する活動とも言い換えられるわけですが、本質
的には、できるだけ複数の部門認定を受けることに
より、検査員にとっても検査会社にとっても幅を広
げることを念頭に置いているのです。また認定取得
に向け支援を希望する検査会社については、新認証
制度に移行できなかった会社だけでなく新規を含め、
各種講習会を通じ資格取得などを支援していきます。
新たな取り組みに関しては、工業高校生を対象に

した、次世代のための非破壊検査セミナーの開催に向
け、関係機関に協力を要請する方針です。非破壊検査
を知ってもらうことはもちろん、検査業界が社会の安
全・安心を守っていることに対する理解とともに非
破壊検査の裾野拡大につなげたいと考えています。
このほか発足から10年目を迎える東京都検査機関

登録制度については、引き続き、審査事務指定機関
として円滑な制度運用に努めてまいる所存です。
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挨拶とさせていただきます。

4. 年頭挨拶

逸見　俊一一般社団法人CIW検査業協会　会長
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新年明けましておめでとうございます。CIW認定
事業者の皆様にはよいお年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
昨年2010年は、世界的不況の長いトンネルからま

だ抜けきれない状況が続く中で、国内では株安・円
高の追い討ちが産業界を嵐のように吹き抜けてきた
感じがします。また、記録的な猛暑や季節外れの台
風など、我々を取り巻く自然界も予測できない不安
定な年であったように思われます。そのような状況
下で、日本人のノーベル化学賞受賞と小惑星探査機
「はやぶさ」の7年ぶり帰還のニュースは、若者の理
科系離れが叫ばれる昨今の世情において、最も明る
い話題として挙げられます。一方、国際的には、隣
国の中国やロシアとの関係はもちろんのこと、アジ
ア地域さらには全世界において日本の存在価値が問
われた年であったように思います。
当協会も、地域の活性化を進めるとともに国際活

動を重視しており、昨年は第4回日米非破壊試験シ
ンポジウムを主催国として開催し、無事成功裏に終
えることができました（写真）。またロシアで開催さ
れたISO/TC135総会及び関連SC・WG会議では、幹
事国としての重要な業務を果たし、さらには東京で
開催されたアジア地区NDTワークショップのタスク
グループ会議でも、有意義な中にリーダーシップを
示すことができました。一方、学術活動においては、
要素技術8部門及び応用技術4部門という新制度のス
タートの年でしたが、特に混乱もなく順調に滑り出
すことができ、認証、教育、標準化などの各事業も
ほぼ計画通りに推進することができました。
さて本年は、懸案事項となっていました公益法人

制度改革に伴う新制度への移行を実施することが最
大の課題であり、定款の改定や関連する規則の見直
しも含めて新しい制度に対応できる組織作りに傾注
して参ります。また、学術活動では、昨年度からス
タートした新学術組織の活動をさらに活性化するた

めに、検査会社をはじめとする一般企業から多くの
参加が頂けることを期待しています。
当協会の事業の大きな柱の一つである非破壊試験

技術者の認証に関しては、現状のJIS Z 2305:2001
（非破壊試験－技術者の資格及び認証）に基づく認
証を推し進める一方で、新たに赤外線、漏れなどの
技術分野に対する認証のための準備を行っていく予
定です。さらに、海外の認証制度との相互承認を確
立するために、最新版のISO9712に整合したJISの見
直しが必要な時期にきています。
上記の他に、当協会が発刊している各種非破壊試

験技術の関連図書について、最新の技術を盛り込ん
だ改訂作業が必要であり、各種試験技術に関わる標
準試験片などの頒布品の拡充も含めた、教育体制の
充実が重要であると思われます。また、標準化活動
では、日本非破壊検査協会規格（NDIS）及び非破
壊試験に関連するJISの制定、改正及び見直しはもち
ろんのこと、デジタル化などの新技術をNDIS化する
ことによって、その普及に努めることがこれからの
課題の一つです。今後とも、皆様方に満足頂けるよ
うに前進して参りたいと思いますので、御支援賜り
ますよう、よろしく御願い申し上げます。
終わりに、皆様方のご健勝を祈念致しまして、新

年の挨拶とさせて頂きます。

5. 年頭挨拶

横野　泰和社団法人日本非破壊検査協会　会長



１．はじめに

平成22年度の技術委員会におけるワーキンググル
ープ（以下、WGとする）の一つとして活動した
「鉄筋溶接継手部における超音波探傷試験の検証」
について報告する。

２．鉄筋溶接継手部の新しい超音波探傷
試験方法

鉄筋溶接継手部の超音波探傷試験は、日本鉄筋継
手協会規格JRJS 0005:2008「鉄筋コンクリート用異
形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準
（案）」が発行されたことにより、今までの試験方法
（図1：直角K走査法）と新しい試験方法（図2：斜
めK走査法または図3：斜めタンデム走査法）とを併
用して行うことになった。
これは、圧接部の探傷方法と同じ従来の超音波探

傷法では、縦リブに直交する外周部の溶接欠陥の検
出が困難であったために、溶接欠陥を過小評価して
いた可能性があったので提案された探傷方法である。

３．新探傷法の問題点

新しい探傷方法は、探触子が鉄筋の軸方向に対し
て、20°傾くように配置するために、ホルダー型の
治具（図4：斜め走査治具の例）を取付ける必要が
ある。このため、探触子を走査するための空間が従
来の探傷方法よりも大きなものが必要となった。ま

た、今まで以上に探触子の走査が難しくなるととも
に、検査に必要とする時間が増すことは確実である。

４．WG活動の目的と活動内容

新しく加わった斜めK走査法と斜めタンデム走査
法を、実際の建設現場で適用するための作業環境等

6. 鉄筋溶接継手部における超音波探傷試験の検証ワーキン
ググループの活動報告

一般社団法人CIW検査業協会
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図1：直角K走査法（JRJS 0005:2008より）

図2：斜めK走査法（JRJS 0005:2008より）

図3：斜めタンデム法（JRJS 0005:2008より）



の条件を整理して、これを設計事務所や建設会社に
知ってもらうことで、鉄筋溶接継手部を検査するた
めの現場環境の管理について再確認していただくこ
とを目的とした。
そのためには、現場同様の配筋状態のモックアッ

プを製作して、新探傷方法が適用出来る鉄筋の組立
状態の確認をすることが提案されたが、設置場所の
確保等が難しいこともあり、取り止めた。

その代わりに、実際の現場での鉄筋溶接継手部の
検査状況写真を収集することにした。そしてこの際、
鉄筋溶接継手部に限らず、圧接継手部および機械式
継手部も含めて収集し、写真集としてまとめて関連
業種や団体に配布することを目標とした。
また、日頃鉄筋継手部の検査業務に携わる検査会

社の人を対象にアンケートを行い、検査員から見た
鉄筋継手部を施工する建設現場の現況についても確
認することとした。

５．検査状況写真の収集と写真集の作成

最初、状況写真は技術委員会メンバーの所属する
会社に依頼して5月～7月の間で収集することにした
が、予想よりも収集できた写真数が少なかったため、
締切りを10月まで延長してCIW検査業協会会員各社
へ依頼することになった。その結果、8社より写真デ
ータを受け取ることができた。写真データは、まず
継手の種別ごとに3種類（圧接、溶接および機械式）
に分類し、次に検査状況の状態ごとに3段階（検査
可能：○、検査困難：△、検査不能：×）に分類し
た。

写真集に採用した写真の枚数は、圧接－○：12、
圧接－△：12、圧接－×：31、溶接－○：4、溶
接－△：3、溶接－×：8、機械式－○：6、機械
式－△：5、機械式－×：1となった。サンプルとし
て、溶接－△－1のページを図5に示す。

６．アンケートの概要

アンケート対象者は、CIW検査業協会の会員会社
に所属し、過去1年間において鉄筋継手部の検査業
務に関わった検査員とした。
アンケート用紙はEメールにて送付し、回答は無

記名にて検査員ごとに行い、CIW検査業協会事務局
宛てにFAXで回収した。
回答者数は108名で、事業所によっては複数の検

査員からの回答が得られた。
質問の内容と回答の結果は以下のとおり。
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図4：斜め走査治具の例
（信明ゼネラル㈱、日本ITeS㈱のホームページより）

図5：写真集の1ページ



6-1．貴殿における、過去1年間での鉄筋継手の検査

業務の割合はどのくらいですか？

今回 回答された検査員の多くは、鉄筋継手部以外
の検査業務にも携わっていることが分かる。（8割以
上の検査員が、鉄筋継手部の検査業務は30％以下）

6-2．貴殿における、鉄筋継手検査業務の種別ごと

の割合はどのくらいですか？

6-3．検査の種類ごとの主な抜き取り検査の仕様に

ついて記入してください。

(1)ガス圧接継手

1ロット当りの最大個数にばらつきが認められた
（この表には記載していない）が、検査数量としては
外観：全数検査、超音波：30ヶ所の抜取検査とする
（社）日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書
ガス圧接継手工事(2009)」によるものが8割近い結果
となった。※一部複数の回答があったものについて
は、それも含めて集計した。

(2)溶接継手

ガス圧接継手部と同様、1ロット当りの最大個数
にばらつきが認められたが、検査数量としては外
観：全数検査、超音波：30ヶ所の抜取検査とする
（社）日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書
溶接継手工事(2009)」によるものが4割を超え、次に
外観：全数検査、超音波：30%の抜取検査が4割近い
回答であった。

(3)機械式継手

検査数量としては外観：全数検査、超音波：10ヶ
所の抜取検査とする(社)日本鉄筋継手協会「鉄筋継
手工事標準仕様書　機械式継手工事(2009)」による
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ものが4割近く、最も多かった。

6-4．指示された仕様通りの検査ができない場合が

ありませんでしたか？

6-5．6-4であると答えられた方は、支障がなければ

事例を記入してください。（複数の事例を記入され

た回答あり。）

(1)継手部検査の工程が、全体工程の中に組込まれて
いないために、外観検査および超音波検査が満足
にできない。（48件）
例1．検査時に、スターラップ筋、フープ筋の組
立が完了していた。
例2．梁筋継手部の検査時に、下筋が型枠内に落
とされた状況であった。
例3．柱筋継手部の検査時に、型枠が建ち上がっ
た状況であった。
例4．梁筋検査時に、既にスラブ筋の施工がなさ
れていた。
例5．検査数量が、適量を超えた状況で検査依頼
をされた。
例6．施工後、継手部の温度が常温に冷める前に
超音波探傷検査の指示をされた。

(2)ロットの区分けが分からないので、正しいロット
構成による検査ができない。（6件）
例１．ゼネコン担当者が、施工者ごとの施工範囲
を把握していない。
例2．ゼネコン担当者が複数日のロットを合成し
て、検査するように指示した。

6-6．鉄筋継手検査において、不満な事はありませ

んか？

6-7．6-6であると答えられた方で、不満な事とそれ

に対する改善策の案がありましたら記入してくだ

さい。（複数回答者と無記入回答者あり）

(1)継手部検査の工程が、全体工程の中に組込まれて
いない。 (18件)
(2)ゼネコンや鉄筋工に検査の大切さを、理解しても
らいたい。 (8件)
(3)その他　　　　　　　　　　　　　　 (49件)

７．まとめ

WG活動の発端は、鉄筋溶接継手部の新しい超音
波探傷法を建設現場で確実に実施するための検証を行
うことであった。しかし、路線を変更してすべての鉄
筋継手部を対象に、外観検査および超音波探傷検査を
行うために必要な環境作りのための活動となった。
健全な鉄筋継手部は、構造物の安全性を確保する

ための最重要項目のひとつである。検査することで
健全な鉄筋継手部が得られるわけではないが、健全
な継手部であることを保証するためには、信頼性の
高い検査が実施される必要がある。

写真ページとアンケートの集計結果（ここでは、
一部省略させていただいている。）を一冊にまとめた
冊子がこの1月中に完成する予定である。これは、
BCS（建築業協会）、JSCA（日本建築構造技術者協
会），日本鉄筋継手協会、建築士事務所協会等に配
布する予定となっている。また、CIW検査業協会ホ
ームページ（http://www.ciw.gr.jp）からもダウンロ
ードできるように準備中であるので、利用していた
だきたい。
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CIW(Certification for Inspection of Welds)は1977
年に溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基準が
(社)日本溶接協会（以下JWESという。）の協会規格
WES8701として制定されてスタートし、すでに30年
以上経過している。CIWの設立当初は溶接構造物の
検査に携わる事業者の育成と試験技術者の技術向上
のための教育が主であった。しかし、事業者間でも、
検査技術に関する実態は様々であり、事業者として
非破壊検査を行う技術者の数及び設備などの数量を
規定しただけでは、国内の需要に迅速かつ適正に応
えるのは容易でない。このことから、全ての事業者
に対して、検査技術に加えて溶接技術及び品質シス
テムの要件（例えば品質マニュアル）が不可欠との
ことでCIWは進められている。
この背景には、海外調査の結果も含めて検討し、

ISO 17025（試験所及び校正機関の能力に関する一
般要求事項）で規定される試験所認定への対応が適
切と考えた。CIW研究・教育委員会としても、個人
技術のみならず事業者としての質の向上と規模の拡
大に積極的に取り組める機会であると捉え、ISO
17025への対応として、非破壊検査として不可欠な
外観検査も含めたWESを推進してきた経緯がある。
外観検査は溶接継手の表面状況を調べるための目視
試験と余盛高さ、アンダーカットの寸法などを測定
する寸法測定に大別される。
外観検査は容易に実施できることから、殆どの材

料、機器、構造などに適用され、特に溶接構造物の
溶接継手にとっては不可欠な溶接検査の基本でもあ
る。溶接施工の実施、管理において溶接前、溶接中
及び溶接後に適正な外観検査を行うことによって、
満足できる溶接継手の品質が確保される。このアン
ダーカットはじめオーバーラップ、目違い、角変形
などは目視試験以外の非破壊試験で検出することは
困難な場合が少なくなく、有害である線状のきずで
あるクラックは、条件によっては目視試験で検出可

能な場合もある。
これまで実施したCIW研修会における調査の結果

は、東京、大阪における約150名の研修会(2005年実
施)の場合、目視試験について経験を有している参加
者は全体の約75%であった。これらの研修生にJWES
で準備した7種類 、9個のサンプルの目視試験を実施
してもらった結果、角変形、オーバーラップなどの
きずは90%以上が検出できたが、例えば、開口幅の
小さなアンダーカットのような微細きずに対しては
20%程度の検出にとどまった。これは、更なる目視
試験の教育、訓練の必要性を示唆していると言える。
また、2010年10月に行ったJICA（国際協力機構）

の教育訓練を例にとると、IIW（国際溶接学会）の
ガイドラインのTheoretical Education：Welding In-
spection Modulesに従って作成されたプログラムの
中で、目視試験は関連規格基準とともに寸法・形状
測定試験についての実習がIWIP(国際溶接検査技術
者)の目玉の一つでもあった。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。

一方、柏崎刈羽原子力発電所は、2007年7月に発
生した新潟県中越沖地震により、大きい揺れに見舞
われたが、原子炉は自動的に停止し原子炉の安全機
能は確保された。しかし、これについては、２年前
の(社)日本非破壊検査協会（以下JSNDIという。）の

7. 目視試験の重要性とこれからの資格認証について

社団法人日本溶接協会　参与　大岡　紀一
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主催する平成20年度秋季講演大会において「柏崎刈
羽原子力発電所における中越沖地震後の原子力機器
の健全性評価」に関するパネルディスカッションが
行われた。ここで、機器の健全性を確認する方法が
議論され、地震が発生した場合の対応として、まず、
直接目で見ること（VT）が重要で、専門性のある技
術者の育成が不可欠であり、VTの資格認証制度につ
いては資格者にどの様な技量を要求するかを明確に
して進めることが必要ではとの意見が出された。
これらのニーズに応えるために、JSNDIでは2010

年に目視試験制度の発足に向けてのWGを設置して、
９月にドイツ及び英国を訪問してVTを含めた各種資
格試験の認証制度に関する海外調査を実施した。
ドイツでは、DGZfP（ドイツ非破壊試験協会）及

びDAkkS（ドイツ適合性認定協会）の認証を受けて
いる資格試験団体としてのSECTOR社などを訪問し
調査を実施した。一方、英国ではBINDT（英国非破
壊試験協会）が認証機関であるが、実際の試験実施
機関としてはUKAS（英国認定機関）から認証を受
けたTWI(英国溶接研究所)が実施している。また、
TWIは、溶接部についての要員認証制度として
CSWIP(溶接技術者認証システム)の認証も進めてい
る。CSWIPの認証制度においける溶接検査員は、材
料検査、開先検査、溶接部の仕上がり検査、余盛測
定などを含む溶接部の品質を確保する上での全般の
技術を含んだ溶接部のVT(Visual Testing)検査員とし
て資格付けされている。

一方、外観試験に関する国内規格は、溶接につい

てJISZ3090-2005（溶融溶接継手の外観試験方法）が
制定されている。非破壊試験を行う技術者の視力な
どの要求に関しては、NDIS 3413-2005(JSNDI協会規
格)（非破壊試験技術者の視力及び色覚の試験方法）
がある。また、各種の材料、加工品及び製品の目視
試験を実施する場合の方法としてNDIS 3414-2006
（目視試験方法）が、設備及び装置の点検を実施す
る場合の方法としてNDIS 3415-2006（設備及び装置
の点検方法）があるので適宜活用することができる。
JAB(日本適合性認定協会)では、ISO17020（検査を
実施する各種機関の運営に関する一般要求事項）に
関して「検査機関認定制度」にあげている基準類の
中で、目視試験の項目がJAB RI323-2010（目視検査
機関の認定指針）及びJAB RI321-2010（可搬型圧力
容器検査機関の認定指針）に規定されている。さら
に、最近では非破壊検査を行っている事業者が
JISQ17025に関してJAB認定を取得し始めている。
このような観点から、JSNDIでは目視試験に関す

る認証制度の実施に向けて検討を進めており、今後
の動向が注目される。一方、CIWにおける検査事業
者としては、溶接品質を確保するためには母材の材
質、溶接材料、溶接施工方法、溶接士の技量あるい
は溶接継手の性質などを熟知しておくことも重要で
あり、この技術要求を溶接部の目視検査の範疇とし
て扱うかどうかが課題となっている。今後もJWES
のCIWにおいては、目視試験に関する研究、教育を
進めていく方向である。
参考資料：外観試験に係る実技研修における試験結果につい

て、RUMPES(WINTER,2007)pp6-9
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鉄骨造建築物において接合部は要であり、溶接部の健全性は
通常、外観検査（VT）と超音波探傷検査（UT）による溶接部検
査により確認される。
周知のように、UTは、探触子を操作し画面を見る検査員の技
術と知見に依存して判定される。この判定の過程は記録が不可
能なため、検査結果の正否を確認する手法は再検査しかない。
VTも、塗装・仕上げの後は、結果の正否は分からなくなる。
都は「鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱」を
定め、鉄骨造等建築物の溶接部について「工事監理者又は工事
施工者が受入れ検査を実施すること」及び「受入れ検査を第３
者（検査機関）に依頼する場合には、相当の技術を有し、かつ、
該当工事に関して公正な立場である者であること」を求めている。
また、検査機関は、CIW認定のUT部門の認定事業者から選定す
ることが望ましいとし、高さが20ｍを超える鉄骨造建築物の場合
は都知事登録検査機関から指定することとしている。
誤解している設計者もいるが、鉄骨加工工場が検査会社に依
頼した検査は自主検査であり、工事監理者又は工事施工者の発
注によるものが都の要綱が対象としている受入れ検査である。そ
して、発注先の検査機関がCIW認定事業者であろうと都知事登
録検査機関であろうと、工事監理者等の発注者は個々の案件毎
に「検査機関が相当の技術を有し、かつ、該当工事に関して公
正な立場である者」であることを確認しなければならない。また
都知事登録検査機関にはそれを満足することを求めている。
ここで「外注」の話になる。工事監理者等の発注者から依頼
された検査機関が、検査の一部若しくは大部分を別の検査会社
に再発注するケースである。
自社と同様の外注先管理は不可能なので検査の外注は一切行
わないという検査機関もある。それは正攻法であり、褒められる
べき経営姿勢であるが、現状では、受注量に波があったり、遠方
のファブでの検査もある中、自社社員だけで検査業務をこなせる
よう人員を確保し続けることは経営上困難なこともある。
問題は、どのように外注管理を行っているかである。
通常、依頼された仕事を外注した場合、外注先による成果品
を検査して、発注者から求められている内容に合致しているかを
確認した上で、自社の作業成果として発注者に引き渡す。しか

し溶接部検査の場合、検査結果の正否を後から確認するには再
検査しかない。再検査せずに自社の検査結果として報告書を提
出するには、外注先について、「相当の技術を有し、かつ、該当
工事に関して公正な立場である者」であることを個々の案件ごと
に確認する必要がある。外注することについて依頼者の承諾を得
ているか、外注先に受入れ検査について理解し不当な圧力を撥ね
返す矜持があるか、該当物件のファブの社内検査にかかわってい
ないか、検査レベルに見合った技術者が業務にたずさわれるか、
検査機器は校正されているか、等々、事前にチェックすべき項目
は多い。また、検査結果の正否について現地確認も行うなどして
できる得る限りの確認をすることも必要と考える。これらの項目
は、都知事登録検査機関の集まりである東検協によって提案さ
れている。
しかし実態はどうか。外注先の会社の検査員を自社社員とし
て検査要領書に載せた検査機関があった。検査要領書にCIW非
破壊検査技術者登録証（所属会社名が記載されている）や検査
員リストに列記されている資格の資格証を全て添付するよう指示
したら検査員が大幅に入れ替わった物件もあった。
また、とある検査結果報告書の写しを偶々入手したことがある。
報告書の表紙にはX社の名前と社判が押してあり、検査員はB氏、
報告書承認者はA氏となっていた。B氏はX社社員として工事監理
者・施工者と共に製品検査に参加していた。結論からいうと、A、
B両氏ともCIW認定のないY社の社員であり、工事監理者も施工
者もその事実は知らず、X社の社員の名は報告書のどこにもなか
った。
これらが検査業界では日常茶飯事のことだとしたら、検査業界
の常識と一般常識とには相当な食い違い・ずれがある。
検査機関としての自社のブランドに誇りを持つのであれば、外
注先の質に対して厳しくチェックすることが当たり前で、そうで
なければ自社の名が廃ると心配にならなければおかしい。逆に言
えば、不十分な外注管理をしている会社は、検査結果又は検査
報告書という自社製品の品質に自信や責任を持てないか、持つ
気がないかのいずれかであり、このいずれも受入れ検査を行う検
査機関とは認めがたいと考える。
そこで、伺いたい。どのように外注管理していますか、と。

8. 溶接部検査の外注管理について

大熊　久理子
東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課

（検査機関倫理委員会委員）



9. 迎春　年男・年女―2011跳ねる

13

年
男

あけましておめでとうございます。毎年新年を
迎えると「今年はどんなことをしようか！」と考
えています。昨年は、世の中「不景気」というこ
とで、あまり良いこともなかったのですが、今年
は私の干支の兎年であり、公私共にぴょんぴょん
と跳ねる躍動の年になってほしいものです。
仕事においては、中部支社技術責任者として若

手社員の育成に力を注ぎ、自分が培ってきた「現
場における検査業務のノウハウ」をみんなに伝え
ていきたいと考えています。また、個人的には各
種イベントへの参加や旅行などに出掛け、多くの
ものを見て新しい経験をすることで、視野を広げ
ると共に心身のリフレッシュを心掛けます。最終
的に、心身ともに健康でいられる年になるよう頑
張ります。

（たした・ふみお、59歳）

新年の抱負

株式会社ダンテック
田下　文男

年
男

今年で、４回目の卯年を迎える。年を重ね、こ
の非破壊検査業の中で世間に営業し、社内では多
少の切り盛りもさせてもらっている。
最近では、老朽化した装置やプラントの維持管

理に関わることが多くなった。だからではないが、
検査員の構成も同じに老いてきており、社でも世
代交代を図っている。
「近頃の若いもんは」とは私が言われたレッテ
ルであるが、今若手に直面すると「何だこの新人
類は」と驚く。それでも、ユーザー姿勢や要求に
応えるには、やはり人材と思う。資格や対象物の
知識、経験と技術の適用法など、若い社員に修得
して欲しい課題は山積みされて、坂道のようであ
る。
兎の登り坂という。あまり急なのも長いのも得

意ではない年男ではあるが、若手と一緒に小さな
登り坂を重ねて行きたいと思う。

（すながわ・こういち、47歳）

卯年

綜合非破壊検査株式会社
砂川　浩一

年
男 年男として

株式会社シーエックスアール
菅野　将司

今年は、社会人になって3年目、年男、厄年と自分
にとっていろいろな事が起こりそうな1年になるので
はないかと期待しています。年男とは、家族行事の主
役を務める男性をさすということで、人間的にも、仕
事においても自分自身成長しなければならないと考え
ています。
まず、昨年の反省として自分から進んで1年目とは

違う仕事にチャレンジしていくことがなかなかできな
かった事です。入社して1年間は、右も左も分からず1

年があっという間に過ぎ、目の前の仕事を覚える事で
精一杯でした。2年目は、1年間で学んできた事を活か
していろいろと自分から進んで仕事をしようと考えて
いましたが、自分の能力の無さから思っていた通りに
はいかず、すごく自分に対してがっかりし、悔しさも
感じました。
そこで、今年の目標は、1、2年目で学んできた事を

活かし、次のステップの仕事をできるようにすること
です。そのためには、資格取得に励んでいかなければ
ならないと考えています。
まだまだ、自分の能力の無さを実感することが多い

ですが、今、自分に何が足りないのかを考え克服して、
将来的には、自分で何でもできるようになってグルー
プ、営業所、会社全体に貢献し、引っ張っていけるよ
うな存在になりたいです。 （かんの・まさし、23歳）
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年
男

私は入社以来、現場での検査業務に従事してき
ましたが、2年ほど前に様々な技術提案や技術教
育、資格取得をサポートする部署に転属となりま
した。
以前は自己の技術向上のため、NDIやCIW等の

資格を取得し、様々な知識を身につけることが目
標でした。またそれは自分自身の努力次第で結果
を得られるものでした。
しかし、現部署において目指すのは、社員全体

の技術レベルの向上です。そのためには広い視野
を持って取り組んでいかなければなりません。
そこで今私の課題となっていることが人に伝え

る力を養うということです。人に伝える（教える）
ということは自分で理解する何倍もの努力が必要
となります。この課題をやりがいととらえ、今年
1年向上心を持ち、日々の業務に取り組んでいき
たいと思います。 （つかだ・さとる、35歳）

新年へ向けて

非破壊検査株式会社
塚田　聡

年
男

「非破壊検査」・・・この仕事に就いて半年が
経ち、最近ようやく慣れてきたところです。自分
が入社以前に抱いていたイメージとのギャップは
今のところ特にありませんが、強いて言うなら体
力の必要性を感じました。それくらいです。
この半年間非破壊検査という仕事の楽しみを自

分なりに模索してきましたが、まだ見つかってい
ません。しかし、最近やりがいを多少なりとも感
じるようにはなってきました。楽しみとやりがい、
このふたつが揃うと仕事に対するモチベーション
も今とは違ったものになり、また違う観点からこ
の仕事を見ることができると思います。
楽しみを見つけること、これがしばらくの間の

目標です。 （ひでしま・ひろし、23歳）

目標

株式会社九検
秀島　寛

年
男

2011年、卯年の私は人生で三度目の年男になる。
この機会に過去の卯年に自分が何を思っていたか
回想してみた。
1987年。卒業アルバムの将来の夢は「世界を征

服してアメリカを先生にあげる」。真相は不明だ
が何か大きな事を成し遂げたいという意気込みだ
ったのではないかとポジティブに捉えてみる。
1999年。バンドで飯がくえたらとがむしゃらに

曲作りやライブに励む日々。自分の音楽で皆が幸
せになれたらと本気で思っていた。
2011年。現在の自分は世界を征服したわけでも

なく偉大なロックスターになったわけでもなく、
(株)ジャストで検査員として働いている。当時の
夢は実現していないが、あの頃の自分に自信を持
って言える事がある。それは自分の仕事に誇りを
持っているという事。
「夢や目標は大きく」いつまでもこの気持ちを

大切にこれからも精一杯頑張っていきたい。
（たむら・たかし、35歳）

卯年に思うこと

株式会社ジャスト
田村　貴志

年
女

新年あけましておめでとうございます。
今年で入社３年目を迎えることとなり、現在まで
を振り返るとともに時間の流れの速さを実感して
おります。
検査会社へ来てまず感じたのは、毎日の作業と

資格とが密接に関わっているということでした。
そういった環境は、私にとって刺激となり、資格
を意識する機会ともなりました。また、2011年は
転居を始めとし、個人的にも変化の多い１年とな
りそうです。ともすると、日々の生活に流されて
おざなりになりがちですが、今年は自身の健康に
も少し目を向け、人間ドックの受診なども検討し
ています。
末筆になりましたが、皆様のご健勝を心よりお

祈り申しあげます。 （くぼた・みな、23歳）

入社３年目を
迎えて
日本非破壊検査株式会社
窪田　美奈
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平成23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.25 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： 5月14日(土) ～ 15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22日(日)
2次試験
東　京： 7月 9 日(土) 
大　阪： 7月10日(日) 

2．溶接検査認定（CIW認定）申請について

WES 8701:2007に基づく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4月1日付認定申
請の受付は既に終了しております。次回（平成23年10月1
日付）認定の申請に関するご案内は、4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。
【 認定時期と認定申請の案内時期 】

平成23年10月1日認定分＞平成23年4月上旬に案内
平成24年 4 月1日認定分＞平成23年10月上旬に案内

平成平成2323年度前期年度前期CIWCIW試験・研修会試験・研修会のおのお知知らせとらせとCIWCIW認定申請認定申請のごのご案内案内

CIW検査業協会だより

☆理事会の開催

第4回理事会を12月6日(月)に浜松町東京會舘（東京都港
区）において開催しました。また、同日17時より同館にお
いて関係団体各位31名をお招きして平成22年度忘年懇親会
を開催しました。
第5回理事会は、平成23年2月10日(木)に開催の予定です。

☆外観検査ハンドブックを改訂

現場作業にも対応した「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(2001年7月版)」を鉄筋継手へ
の充実した対応と外観検査全般について見直した2010年改
訂版を発行しました。

☆「鉄筋継手部の検査業務の現況調査結果とお願い」につ

いて

当協会技術委員会におけるワーキンググループの一つと
して活動した「鉄筋溶接継手部における超音波探傷試験の
検証」（概要は、当誌に掲載）において浮上した検査に関
する様々な問題点について、当協会はこれらを「鉄筋継手
部の検査業務の現況調査結果とお願い」として小冊子にま
とめました。これらの問題点を解決するため関係業界各位

へのお願いを展開しています。

☆今後の研修会予定

①品質システムの構築に関する研修会
平成23年1月30日(日)：東京

②内部監査員養成のための研修会
平成23年2月27日(日)：東京

③(社)日本溶接協会溶接検査認定委員会が認定する研修会
【建築物の工事における試験及び検査に関する研修会】
平成23年2月20日(日)：大阪

④東京都知事が認定する研修会【建築物の工事における試
験及び検査に関する研修会】
平成23年3月6日(日)：東京

⑤NDI－レベル3（基礎試験）のための受験対策講習会
平成23年3月12日(土)～13日(日) ：東京

※「外観検査ハンドブック」「鉄筋継手部の検査業務の現
況調査結果とお願い」及び「研修会」の詳細・お問い合わ
せ等は、CIW検査業協会事務局（03-5820-3353）まで。ま
た、当協会ホームページ(http://www.ciw.gr.jp)にも掲載い
たします。

一般社団法人CIW検査業協会



－16－

CIW 通信　VOL.25  No.1  (Winter 2011)

発 行　 日 平成23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/

新年あけましておめでとうございます。

皆様にとって2010年はどんな1年でしたでしょうか？　検査業界そして日本にとってもあま

り良い1年ではなかったように思います。政治、経済と共に外交まで大きな問題を抱えてスタ

ートする2011年となりますが、刹那的な対応ではなく、将来を見据えた解決策を打ち出して欲

しいと願うのは私だけではないと思います。これは政治の世界だけではなく、自分自身の問題

においてもそうあらねばならないと気持ちを引き締め、的確な判断ができるよう、自分磨きを

怠らずに1年過ごしてみようと思います。

私自身の抱負はさておき、今回のRUMPESでは恒例の年頭所感とともに、今年、年男年女

を迎える検査会社に勤める方々から新年に向けてのメッセージをいただきました。RUMPESと

して初めての試みですので、是非皆様の感想をお聞かせいただきたいと思っております。また、

お忙しい中投稿していただいた皆様、そして原稿を手配していただいた各社ご担当の皆様、あ

りがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。

RUMPES編集委員会では、このRUMPESを読者の皆様に興味を持っていただける、愛ある

RUMPESにしていきたいと思っておりますので、皆様からのお叱りの言葉も含めた、たくさん

のご意見をお待ちしております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

（M.K）

編　集　後　記


