


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通信編集委員会では、一層の内容充実を図るためRUMPES賞を設け、読者の皆様より論文
を募集いたします。
内容：非破壊検査に関する論文
応募様式：A4判2～4頁（3,200～6,400文字＝図表除く）
提出期限：平成24年11月30日
掲載された論文の中から、委員会の選考により、RUMPES賞を贈呈いたします。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」論文募集

s お　知　ら　せ　t



新年明けましておめでとうございます。
昨年の3月11日に発生した東日本大震災は未曾有の規模の
震災であり、被災された皆様には心からお見舞い申し上げま
す。当協会では出来る限り支援していくことを機関決定し、
既に溶接関連資格保有者で罹災・被災された方々に対し再評
価試験・サーベイランスなどで優遇制度を創設しご活用いた
だいています。また、各都道府県の指定機関に対し、有効活
用が可能な溶接関連機器のご提供をお願いし、数多くのご協
力をいただいております。一刻も早い復旧を祈念致しており
ます。
昨年は欧州・米国の経済不況による歴史的な円高やタイの
大洪水など、国内企業の業績を圧迫し、事業活動の縮小や海
外への生産シフトの加速など、国内産業構造の空洞化が懸念
される状況となっています。今年の景況についても非常に不
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。
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年から運営を開始したウェブサイト「溶接情報セン
ター」については順次、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」「溶断」に加え「アーク溶接作業の
安全と衛生」を新たに公開しました。今後とも、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。
「溶接情報センター」のハード面の支えとなる溶接会館につ
きましては本年3月の竣工を予定しており、各位のご利用を
お願い致します。
◆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
せて参ります。
◆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、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した。しかしながら，平成22年度
は再度減少となり、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、昨年より資格取得者に対する支援システムとして溶
接技術者交流会（通称：WE-COM）を立ち上げ溶接管理技
術者認証者に対し有用な技術情報を無料で発信しています。
今後、溶接の技術相談窓口も開設する予定です。
非破壊検査事業者の認定制度（CIW）については、平成19
年に日本溶接協会規格（WES）の改正を行って、この制度の
推進を行ってきました。溶接構造物の品質確保の重要性はま
すます高まっており、品質マネジメントシステムに基づいた
考え方も必要になっているとともに、外観検査も重要である
ため、これらの視点に基づいて見直しをしていきます。さら
に、この認定制度の更なる普及にも努めていきたいと思いま
す。
◆公益法人として

国内では公益法人制度改革が進められており平成25年11月
までに新たな法人に移行することが必要となります。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。本年の総会で
最終決定し、一般社団法人への移行申請を行う予定となって
います。
最後になりましたが、当協会の活動に対しまして、ご協力、
ご尽力いただいている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。
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1. 年頭所感

宮田　隆司社団法人日本溶接協会　会長



新年明けましておめでとうございます。2012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。
昨年3月の東日本大震災から10ヵ月が経ちました。ま
た、昨年は台風による大きな被害も発生しました。あ
らためて、亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると
ともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。ま
た、厳しい状況の中、復旧・復興に尽力されている皆
様に感謝申し上げます。
また、日頃より官庁営繕行政に関しましてご支援、
ご協力いただき誠にありがとうございます。
官庁施設の整備については、老朽化した施設が今後
増大していく中、既存施設の有効利用を図りつつ、災
害に対する安全・安心の確保等に的確に対応すること
が重要であると考えております。
「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月
29日東日本大震災復興対策本部決定）等を踏まえ、国
民生活の安全・安心の確保に資するため、官庁施設の
耐震化及び津波対策の推進により防災拠点となる官庁
施設等の安全性の確保を図るとともに、持続可能な低
炭素・循環型社会の構築に資するため、官庁施設のゼ
ロエネルギー化を目指したモデル的な整備の実施に重
点化を図りつつ、官庁施設の整備を進めてまいります。
防災拠点となる官庁施設等の安全の確保につきまし
ては、人命の安全の確保を図るため、既存不適格建築
物の耐震化や防災拠点としての所要の耐震性能を満た
していない防災合同庁舎等について耐震改修や建替を
行うことにより総合的な耐震安全性を確保することと
しております。
また、東日本大震災における官庁施設の津波被害等
を踏まえ、津波被害からの行政機能の早期回復を図る
とともに、一時的な避難場所の確保による人命の救済
に資するため、まちづくり施策等と連携して官庁施設
における津波対策を総合的かつ効果的に推進してまい

りたいと考えております。
官庁施設の整備に使用する国土交通省制定の公共建
築工事標準仕様書は、公共工事に限らず民間の工事で
も幅広く適用され、我が国の建築工事の仕様書のデフ
ァクトスタンダードとなっています。本仕様書では、
溶接に関し、技術者に関する規定、施工に関する規定、
試験に関する規定を設け、品質の確保を図ることとし
ています。技術者に関しては、貴協会の規格WESの溶
接管理技術者認証基準に基づき認証を受けた者は、施
工管理技術者としての能力のある者に該当すると考え
ており、また、試験に関しては、性能確認する能力は、
溶接構造物の非破壊検査を行う検査会社等の試験機関
の品質管理システムに負うところが大きく、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。
溶接接合に関して、技術者の能力と検査機関の品質
管理システムを認証または認定する仕組を構築され、
社会情勢に応じた基準の見直しを続けられている貴協
会の活動は、工事の品質の確保に重要な役割を果たす
ものです。今後とも、技術者の能力向上と的確な品質
管理の実現のために、引き続き力を発揮していただく
よう期待いたします。また、公共建築工事標準仕様書
は、平成22年版が適用されていますが、国土交通省で
は現在、平成25年版の制定に向けた作業を進めている
ところです。この改定作業に際し、貴協会から情報提
供していただいているところであり、引き続きご協力
をお願いしたいと考えております。
我が国は、様々な社会問題に加え、地球環境問題や
震災を契機としたエネルギー制約等、これまでにない
困難に直面しております。国土交通省では、「持続可能
で活力ある国土・地域づくり」を推進すべく努力して
いく所存ですので、引き続きご協力、ご支援をよろし
くお願いいたします。貴協会並びに会員各位のさらな
る発展を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていた
だきます。
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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



新年明けましておめでとうございます。2012年の
新年を迎えることをお喜び申し上げるとともに、皆
様にとりまして幸多き年になるよう心より祈念申し
上げます。
未曾有の被害をもたらした東日本大震災から早く

も10ヵ月が経過いたしましたが、被災された皆様に
は心からお見舞い申し上げます。また、皆様の安全
と健康、そして被災地の1日も早い復興をお祈り申
し上げます。
さて、ここ数年、本誌の年頭挨拶で触れてまいり

ました改正建築基準法を巡っては当初、審査の厳格
化により確認審査の停滞や混乱を招きました。構造
計算適合性判定を含む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
まで及び、大きな社会問題となったことは記憶に新
しいところです。その後、審査の円滑化の必要性が
認識され、構造計算適合性判定も含めた申請の事前
相談などが推奨され、2007年の改正当初の混乱から
落ち着きを取り戻しています。
一方、日本建築行政会議構造部会では、確認審査

の充実と手続き等の運用改善を図るため昨年７月、
「建築構造審査・検査要領―確認審査等に関する指
針　運用解説編―」を発刊いたしました。
「建築構造審査要領」（1999年版）の改訂版として
発刊した「建築構造審査・検査要領」は三編構成の
うち、運用解説編を先行発刊したものです。建築行
政情報センターのホームページに公開されている
「構造審査・検査の運用解説」（2007年10月編集：日
本建築行政会議）をベースにバージョンアップを図
るとともに、07年６月に施行された改正建築基準法
をはじめ、10年６月施行の改正建築基準法施行規則
や改正指針告示の内容を取り込んだ運用方針とその
解説を盛り込んでいます。
また、確認審査に比して内容の具体化が遅れてい

た検査については、日本建築行政会議構造部会とし

て「建築構造審査・検査要領」実務編（検査マニュ
アル）2012年版を取りまとめました。年明け早々、
１月中旬には東京、大阪で本マニュアルをテキスト
に使用し中間検査、完了検査の実務について説明す
る講習会を計画しております。
一方、国の技術基準改正にともない、今年７月に

は「2007年版建築物の構造関係技術基準解説書」の
改訂版発刊が予定されています。日本建築行政会議
構造部会では、解説書改訂に歩調を合わせる形で、
「建築構造審査・検査要領」の第Ⅱ編となる実務編
について、今年10月の発刊に向け、現在、改訂作業
に鋭意取り組んでいるところです。
東京都では「建築物の工事における試験及び検査

に関する東京都取扱要綱」に基づく試験・検査機関
の知事登録制度について、これまで規定のなかった
鉄筋継手の検査を加える方向で検討を進めておりま
す。要綱の改正にあたっては検査機関で検査するも
のに「鉄筋継手の性能を確認する外観検査、超音波
探傷検査、超音波測定検査」を追加し、鉄筋継手の
検査機関についても鉄骨溶接部で実績のある都知事
登録制度の運用を計画中です。
いうまでもなく、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ます。今後
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が、関連制度
の運用にあたりご理解とご協力のほど宜しくお願い
申し上げます。
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。
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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



2012年の新年を迎えるに当たり、本年が、世界中
において明るい夢のある未来が開けるとともに、
CIW認定事業者の皆様にとってよりよい年となるこ
とを心より祈念申し上げます。
昨年2011年は、世界中が大きな天災に見舞われた

年となりました。3月11日(金)に発生した東日本大震
災は、巨大津波に加えて原子力発電所の事故を引き
起こし、今まで我々が経験したことのない甚大な被
害をもたらしました。また、国外でもニュージーラ
ンド及びトルコで大地震の発生、タイでの長期間に
わたる水害をはじめとして、多くの地域が、台風、
竜巻、洪水などの天変地異の影響を受けました。改
めて、被害に遭われた皆様方とその関係者に対して、
心よりお見舞い申し上げます。
当協会も一部地域での技量認証試験など多くの行

事が中止又は予定変更せざるを得ない状況となりま
したが、大きな被害を受けた東北支部が震災直後の
支部総会を予定通り実施し、その後9月に例年実施
している子供を中心とした一般向け展示会「ノンデ
ィの世界」（写真）を企画して、いち早く復興への
活力を発揮したことは、明るい話題の一つとして挙
げられます。また、秋季大会は、関西支部の担当で
淡路島の夢舞台国際会議場で開催され、偶然にも

1995年の阪神淡路大震災の被災地でもあり、今後の
復興に向けて多くのメッセージが寄せられた意義あ
る大会となりました。
さて本年は、公益法人制度改革に伴う新しい一般

社団法人への移行を実行することが最大の課題であ
り、この４月に登記の認可が得られるように手続き
を進めています。この機会に、非破壊試験に関わっ
ておられる皆様方へのサービスをさらに充実させた
いと思います。一方、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、新たに赤外線試験の技術分野に加えて、漏れ試
験に対する認証試験の実施も計画しています。さら
に、国際化の動きに呼応して、最新版のISO9712に
整合したJISの改正に取り組む予定であり、非破壊試
験技術者の地位向上を目指していきたいと考えてい
ます。この他、RTにおけるデジタル化、UTにおけ
るTOFDやフェーズドアレイなどの新技術の規格
化・標準化に着手することなど、優先課題を明確に
して取り組んでいきたいと考えています。
本年4月には、南アフリカのダーバンで第18回世

界非破壊試験会議（WCNDT）が開催されます。ま
た、これに併設して、当協会が幹事国業務を実施し
ているISO/TC135の総会も予定されています。非破
壊検査協会に関連する、学術活動、標準化、技術者
認証など多くの面で国際化の動きが注目される年と
なることが予想され、より積極的に国際活動に取り
組んでいきたいと考えています。
当協会は今年で創立60周年を迎え、10月には記念

行事を予定しています。長年当協会の活動にご尽力
頂いた方々に改めて敬意を表するとともに、これか
らの協会の行く末を担う若手の方々の参加も期待し
て、この記念行事を盛り上げていきたいと思います。
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。
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4. 年頭挨拶

横野　泰和社団法人日本非破壊検査協会　会長



新年明けましておめでとうございます。旧年中は
協会活動に格別のご支援ご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
さて、昨年の日本経済は、リーマン・ショック以

来の景気低迷から回復に転じていくものと予想され
ていたものの、3月11日に発生致した東日本大震災
という過去に例をみない天災、そして原子力災害も
重なり多難の一年になりました。新年とはいいます
ものの、被災地域にあっては、いまなお避難生活を
余儀なくされておられる被災された会員会社、ご家
族の皆様には、あらためてお見舞い申し上げるとと
もに、早急に復興していくことを祈念しております。
国内景気は、円高の進行とともに、各産業界にあ

っては設備投資が盛り上がりに欠けるなど、全般的
に底ばい状況になりました。このため、当協会会員
会社にあっては、全国的にみて各社が厳しい環境下
に置かれました。このようななか、昨年は過当競争
による安値受注が目立ちました。手を抜くような検
査がなかったことは幸いですが、今後、明確なビジ
ョンをもった対応が望まれており、無駄な足の引っ
張り合いは慎んで頂きたいものです｡
我々CIW認定検査事業者は、いかなる状況にあっ

ても検査を通じて社会の安全と安心を担保する責務
を強く認識したうえで、期待に応えるための研鑽、
努力を怠ってはならないと考えております。
そして新たな取り組みとしては、昨年立ち上がっ

た｢次世代のための非破壊検査セミナー｣委員会があ
げられます。委員会では、当協会が主幹となりNDT
関連団体と共同でセミナーを開催していくことを月1
回のペースで検討してまいりました。セミナーは、
工業高校生と教諭を対象としたもので、業界として
は初めての試みになります。年度内には千葉県内で
の開催を予定しております。また、神奈川県、群馬
県での開催も予定しており、今後、関連学協会と連
携し全国の各県でセミナーを展開していく所存です。

このセミナーが将来の非破壊検査業界の認知度を深
め、地位向上につながっていくものと期待していま
す。
従来から展開している諸活動については、契約適

正化推進実行委員会による「ＣＩＷ認定制度･第三
者検査普及促進活動」は回を重ねるごとに効果が出
ており、重点事業として位置づけております。
会員支援としては、各種講習会、NDI試験対策も

科目を増やし、CIW資格についてもより充実したも
のにしていきます。当協会は、建築業界を軸足とし
た活動とともに、会員会社の有能な技術者を育成す
べく教育に重点を置いた姿勢を堅持していくことが
求められおり、継続して行ってまいります。
一方、建築関係者向けの監理者を対象とした講習

会を準備しており、年度中に新たに開催していく運
びとなっております。
また、技術委員会関連では、鋼管円周継手におけ

る探傷感度の設定方法に関する研究、RT小径管の撮
影方法の検討などの活動を行っており、活動範囲の
拡充を図っていきます。
最後に私見ですが、協会として世代交代の時期を

迎えており、若い世代による執行部の必要性を考え
ております。
本年も関係各位のより一層のご支援をお願いし、

皆様のご発展を祈念致しまして新年の挨拶とさせて
頂きます。
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逸見　俊一一般社団法人CIW検査業協会　会長



１．はじめに

建築鉄骨の工場内溶接では、図1に示したような
柱部材の溶接を中心に、ロボット溶接による高能率
化が進んでいる。中でも半自動溶接では作業し辛く、
かつ、継手当たりの溶接量が多いコラムや丸パイプ
と通しダイアフラムの周溶接は、ロボット溶接が主
力の施工手段となっている。常に下向姿勢での一周
連続溶接が可能なことは、半自動溶接と比較して能
率面だけでなく品質面においても溶接欠陥が発生し
にくく、溶接ビードの外観もきれいで安定した溶接
を実現することができる。

２．組立精度とそれに対応するロボット
機能

建築鉄骨溶接において、ロボットが対象としてい
る継手の多くは、裏当金方式の35度レ形開先が用い
られている。これら継手では、鋼材の精度、加工誤
差、組立誤差の補正を裏当金で行うため、ルートギ
ャップには少なからずばらつきが生じる。コラム溶
接を行っている鉄骨ファブリケータにて調査した結
果では、約95％内に収まるルートギャップ差は
5.6mmとなった1）。ルートギャップにより加工精度や
組立上の誤差を吸収する目的があることから、この
ばらつきを抑えこむことは難しいと思われ、溶接ロ
ボットにはそれに対応する機能が要求される。
これに対し、溶接ロボットは、本来、教示した通

りにしか動作することができないため、ワークの形
状や位置が異なれば、狙い位置ずれによる溶接欠陥
が生じる。そこで部材の取り付けや組立精度が不十

分なことによるワークのずれを補正する手段として、
センシングが多用されている。基本的なセンシング
はワイヤタッチセンサ2）とアークセンサ2）の2種類で、
建築鉄骨のロボット溶接においても重要な機能とな
っている。
現在、広く適用されている建築鉄骨向け溶接ロボ

ットは、溶接前、図2に示した開先部のセンシング
動作例のように、複数のワイヤタッチセンサにより
得られる位置情報とインプットされたワーク寸法を
演算処理することにより、センシング位置断面にお
けるルートギャップや溶接線の位置を測定し、それ
に応じて溶接電流、アーク電圧、溶接速度、ウィー
ビング幅、ウィービング回数、狙い位置などを変え
て溶接する。また、これを同一溶接線内で複数箇所
行い、その実施区間内を補間することで線形に変化
するルートギャップにも対応する。さらに、局部的
なセンシングでは補正できない湾曲した開先などの
非線形な溶接線や、溶接中に発生するひずみによる
溶接線のずれを補正する手段としてアークセンサが
用いられている。溶接ひずみによる母材の変形や開

6. 建築鉄骨のロボット溶接と溶接品質

㈱神戸製鋼所　溶接事業部門　開発部　システム開発室　松村　浩史
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図1 角形鋼管柱の工場内溶接の一般的な工程

図2 開先部のセンシング動作例



先の収縮などは板厚やワーク形状によっても変化す
るため予測が困難であり、リアルタイムで補正して
いくアークセンサの効果は非常に大きい。

３．鉄骨溶接ロボットシステムによる入
熱管理

建築鉄骨の製作では、鋼材と溶接材料の組み合わ
せによって、パス間温度や入熱の管理を行う必要が
ある。パス間温度は溶接対象物の構造や外部環境な
どに依存するため個々に管理する必要があるが、入
熱は溶接電流、電圧、溶接速度により決定されるた
め、溶接条件を管理することで入熱管理を行うこと
ができる。
ロボット溶接ではアーク倣い機能により、ワイヤ

突き出し長さを一定に保つことで溶接電流およびア
ーク電圧を所定の値に保持している。また、溶接速
度についてもロボットに予め設定した値で動作する
ことができる。よって、溶接電流、アーク電圧、溶
接速度のいずれについても所定の溶接条件を技量に
依存しやすい半自動溶接と比べて容易に実現するこ
とができる。実際の鉄骨溶接ロボットでは、センシ
ング機能によってルートギャップを測定し、その結
果をもとに入熱制限アルゴリズムを組み込んだ溶接
ソフトで個々の継手に応じた溶接条件を生成してい
る。したがって、ルートギャップが変化しても適切
な溶接条件で溶接が行える。また、最新のシステム
では、溶接を行った各継手のルートギャップや、溶
接電流、アーク電圧、溶接速度、最大入熱の実績を
記録しており、過去に行った溶接継手の施工履歴を
確認することも可能となっている。

４．2アーク溶接による高能率化と品質
の確保

2000年頃には、ロボット保有率が高まるにつれ、
特にコラム溶接については、溶接ロボットによる施
工が一般化するほどに達したが、一方で、納期やコ
ストなど、ロボット溶接を前提とした見積もりがさ
れるようになり、更なる生産性向上に対応するロボ
ットシステムが望まれている中、ロボット2台で同一
柱の2つの継手を同時溶接する2アーク溶接システ
ム3）が商品化された(図3)。このシステムは、ロボッ

ト１台とほぼ同じ設置面積で生産性（溶接作業時間）
が最大2倍になるというもので、高能率化に貢献し
ている。一方で、この溶接は、高能率化の際に用い
られることの多いいわゆる大電流／高溶着の溶接と
は異なり、継手単位で見れば、通常の溶接条件範囲
内で溶接することから、継手の機械的性能という品
質面でも安心感のあるシステムと考える。
図4は板厚22mm、コラム径350mm□、ルートギ

ャップは11mmとやや過大に設定した中間ダイアフ
ラム部を模した試験体に対して２アーク溶接を用い
た場合の断面マクロ写真であるが、ダイアフラムの
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図3 柱大組立２アーク溶接ロボットシステム

図4 ２アーク溶接の断面マクロ写真
（コラム板厚22mm／ルートギャップ11mm）

表1 ２アーク溶接継手の機械的性能
（コラム板厚22mの中間ダイアフラム部）



かさ折れが生じ難くなっており、変形に対して効果
的なことが分かる。また、表1は同継手の機械的性
能を確認したものであるが、2アーク溶接を適用した
場合でも、引張強さ、吸収エネルギーとも適正な結
果が得られている。

５．新しい溶接プロセスを用いた炭酸ガ
ス溶接

建築鉄骨の工場内溶接で用いられる施工方法は、
長期にわたって一般的な炭酸ガスアーク溶接法が用
いられている。炭酸ガスアーク溶接法は溶接能率が
高く、アルゴン等の高価なガスを使用しない低コス
ト溶接法として我が国の主要な溶接法となっている
が、スパッタ発生量が多いという欠点がある。これ
に対し、最近、炭酸ガスアーク溶接法でありがなら、
スパッタ発生量の少ない溶接を実現した新たな施工
プロセス（REGARCTMプロセス）が開発され、商品
化されている4）。
REGARCTMの大きな特長は、「低スパッタな溶接」

と、「高溶着で低入熱な溶接」である。
前者について、従来法では大きく成長した溶滴が

アーク反力に反発しながら離脱する際、溶滴が溶融
池と短絡し，アークが再発生した瞬間、溶滴や溶融
池の一部が吹き飛ばされたり(図5(a))、大きく成長
した溶滴がアーク反力によって押し上げられながら
離脱し、その溶滴自体が回転を伴いながら飛散した
り(図5(b))、また、溶滴離脱後、アークが溶滴下部

からワイヤ先端に移動する過程において，ワイヤ側
に残留した融液が吹き飛ばされることによりスパッ
タが発生するが、REGARCTMは、溶滴形成後，パル
スピーク電流によって，その溶滴上部にくびれを形
成し(図6(a))、ベース期間の低電流時に溶滴を離脱
させる(図6(b))。
したがって，離脱後の溶滴は静かに溶融池に吸収

されると同時に，ベース期間の低電流アークが溶滴
からワイヤ先端に移動するため、ワイヤ側の残留融
液を吹き飛ばすことが極めて少ない。溶滴形成・離
脱過程の各タイミングにおいて、最適なパルス電流
を出力することにより、一定サイズの溶滴を規則正
しく移行させることができ，短絡および溶滴変形も
抑制することができる。これにより低スパッタな炭
酸ガスアーク溶接法を実現している。
後者の「高溶着で低入熱な溶接」について、REG

ARCTMではパルス電流を用いているため、ピーク時
の電流は従来よりも高く、その結果、電流変化の比
較的小さい通常の炭酸ガスアーク溶接と比較して，
ジュール発熱量が大きくなる。したがって、同じ電
流値（平均）においては10%程度の溶着量の増加が
見込まれ、能率の向上が期待できる。逆に、同じ溶
着量になる条件という観点で比較すると、REG
ARCTMの溶接値（平均）は10%程度低くでき、溶接
金属の機械的性能向上や溶接ひずみによる変形の抑
制も期待できるものと考える。
このほか、REGARCTMのヒューム発生量は，半減

している。これはREGARCTMでは短絡が殆ど発生し
ない上、溶滴移行周期が短いことから、溶滴加熱時
間が低減されることに起因しているものと考えられ
る。昨今、環境問題への関心と意識の高まりや、溶
接作業者の安全と健康を確保することが重要課題と
なっているが、REGARCTMは安全衛生面においても
効果が期待される。
図7および図8は、従来法とREGARCTMを適用した

場合のコラム溶接中のスパッタ発生状況を写したも
のであるが、実際のコラム溶接においても本プロセ
スの効果が確認できる。
図9はコラム溶接（レ形開先）におけるパスの経

過とノズルへのスパッタ付着量を測定したものであ
る。このように、開先内の溶接においてもREG
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（a）溶融池からの飛散 （b）溶滴の飛散

（a）くびれの形成 （b）溶滴の離脱

図5 従来法でのスパッタ発生状況

図6 REGARCTMでの溶滴移行



ARCTMを適用した場合のスパッタ発生量は通常の炭
酸ガスアーク溶接と比べ、1/4程度に低減できてい
る。建築鉄骨分野において一般的に用いられている
炭酸ガスアーク溶接では、前述の通り，多量のスパ
ッタが発生しやすく、これがシールドガスノズルに
堆積すると、シールド不良（窒素混入）に起因する
溶接金属の機械的性質の劣化、ブローホール等の溶
接欠陥を誘発する場合がある。したがって、ロボッ
ト溶接においては、長時間の連続運転性能を保つた
め、自動的にノズルの清掃や交換を行っている。
REGARCTMを適用した本システムでは、この頻度を
半減させるこができるため、アーク発生率を向上す
るとともにサイクルタイムを短縮できる。
図10は同じコラムの溶接の外観を比較したもので

ある。通常の炭酸ガスアーク溶接ではダイアフラム
面、コラム面に多くのスパッタが付着しているのに
対し、REGARCTMを適用した溶接ではスパッタ付着
量が非常に少なくなっており、溶接後のケレン作業
の軽減にも効果があると考える。

５．おわりに

自動溶接やロボット溶接というと、コストダウン
や能率面がクローズアップされがちであるが、今回
ご紹介させていただいたように、品質を保つという
面でも有効なアイテムと考えており、今後、ますま
す活用されることを期待するとともに、我々もそれ
に応えられる機器・機能、および溶接材料の新たな
開発に取り組んで行く所存である。
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図7 従来法によるコラム溶接状況

図9 シールドノズルへのスパッタ付着量比較

図10 ビード外観比較

図8 REGARCTMによるコラム溶接状況

（a）従来法 （b）REGARCTM



非破壊試験技術者の資格及び認証の国際化は、
1999年にISO 9712(非破壊試験技術者―資格及び認
証)が改正されたのを機に、JIS化がNDIS（日本非破
壊検査協会規格）によって実現した。世界的にはそ
れぞれの国の資格･認証に係る事情もあって、統一
したISO規格に基づく資格及び認証制度の整合化は
極めて困難であり、特に欧州の規格であるEN 473
（ISO 9712と同じタイトル）とISO 9712はもとより、
ASMEとの関連も踏まえての整合化は長年にわたる
国際的な課題となっている。そのため、ISO/TC 135
（非破壊試験）とCEN (欧州標準化委員会)/TC 138
との間での合同会議が設置され、ISO 9712とEN 473
との整合化(Harmonization)が進められ、2009年9月
に、マドリード(スペイン)において、第１回のISO 9
712とEN 473との相違点についての討議が行われた。
一方、国内の状況として、(社)日本非破壊検査協

会 (以下、JSNDIという)は1968年にスタートし、
2009年9月まで実施してきたNDIS 0601に基づく認定
制度は、ISO規格との国際整合のために、資格の名
称を変更し、またISO 9712:1999への移行の過程で
NDIS J001によって実施してきたが、2001年のJIS化
に伴い、JIS Z 2305:2001に基づき2003年から実施し
て現在に至っている。このような状況下、国際的に
は将来を見据えて、技術者の資格及び認証に向けて
多国間承認協定、認証機関の評価と承認などの議論
も行われ、ICNDT (国際非破壊試験委員会)内に
「Qualification and Certification（資格及び認証）」に
関するWorking Group (WG 1)が設置された。一方、
JSNDIにおいては「ISO 9712整合化タスクフォース」
を設置し、国際整合化へ向けての取り組みに着手し
た。

１．NDT技術者のISO 9712と EN 473に
おける整合化

ISO/TC 135ではISO 9712とEN 473との整合化に

関して、具体的にはISO/TC 135とCEN/TC 138との
合同 WGで対応することとなった業務を今後も支援
していくこととしている。第１回の合同WGに始ま
り、2010年6月のモスクワでの会議で、再度、ISO
9712とEN 473との相違点についての確認、討議が行
われ、殆どがENの規格内容に修正されたISO規格は、
ISO/DIS 9712:2011の形で審議された。
この修正規格のISO 9712:1999との比較において、

主な相違点は、(1) 工業分野、(2) 再認証試験、(3)
資格試験の採点、(4) レベル１及び２の実技試験に
おける試験体の数及び (5)実技試験の採点における
報告の義務のある不連続部 (Mandatory reportable
discontinuity）である。
ISO/DIS 9712:2011は2011年7月17日に締め切られ

た投票の結果、300件を超えるコメントが19カ国か
ら提出された。上記に係るコメントに対して、上記
の(1) 工業分野に関して技術的なコメントはドイツ
及びフランスの２か国から、(2) 再認証試験に関し
ては、英国、ドイツ、フランス、日本など13か国か
ら、(3) 資格試験の採点に関してはドイツ、フラン
ス、英国、イタリア、CASCOなど32か国から、(4)
レベル１及び２の実技試験における試験体の数に関
しては、フランス、ドイツなど4か国から、(5) 実技
試験の採点における「報告の義務のある不連続部」
に関しては6か国からの編集上のコメントであった。
その他、適用範囲におけるひずみ試験（測定）：ST
に関して、ドイツ及びフランスから「STは消去すべ
き」との技術的コメントが出され、これは日本の30
年以上の実績を有する資格・認証制度において、極
めて重要なコメントであり、これに対処するため国
内での関係者による検討は勿論のこと、STの専門家
がメキシコでのISO/TC135-CEN/TC138 合同会議に
出席し、継続の必要性を強調した。この結果、従来
のひずみ試験は名称をひずみゲージ試験に変更して
資格認証を存続させることができた。

7. ISO 9712（非破壊試験―技術者の資格及び認証）の
国際動向について

社団法人日本非破壊検査協会 ISO委員会委員長　大岡　紀一
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２．ACCP及びPEDとの関わり

現在、JIS Z 2305資格の国際整合のためにJSNDIが
ASNTとの協定により実施しているACCPサプリメン
ト試験及びBINDTとの覚書により実施しているEN
473:2008若しくはISO 9712:2005に準じて実施されて
いるPEDサプリメント試験においては、それぞれ、
現在実施されているJIS Z 2305に概略以下のような追
加項目が挙げられる。
(1) ACCPサプリメント試験

a) レベル2では、MT、 PTの実技試験で試験体2体
と指示書作成試験が、一方、RTでは2体の撮影、
12枚のフイルム解釈、さらに指示書作成のための
試験が課せられる。
b) レベル2でRTのγ線試験、UTの鋳造斜角探傷
試験、PTの後乳化試験を申請すれば受験できる。
c) レベル3では、b)項の実技試験が必須となる。
d) レベル2及び3において、圧力容器分野（PEセ
クター）を申請する場合は、圧力容器関連の筆記
試験を受ける必要がある。
(2) PEDサプリメント試験

a) レベル2及び3における溶接分野としての実技試
験で、UT、 MT、 PTでは溶接試験体2体、RTで
は撮影2体、12枚のフイルム解釈を行う。
b) レベル2及び3における実技試験では、報告の義
務のある不連続部による採点が適用される。

３．欧州のNDTに関する認証と標準化
について

第6回のコンファレンスがスペインの非破壊検査協
会の協力を得て、バレンシアの工科大学で2011年6
月に開催された。４回続けて英国であったが、昨年
の第５回はドイツで開催しており、今回のスペイン
での開催は６回目でおよそ150名の参加者であった。
2日間で五つのセッションが設けられ、中国、ロシ

ア、中南米のブラジルを主体にコロンビア、ペルー、
アルゼンチン、ヨーロッパでは、殆どの国はEN 473
で資格及び認証を実施している。一方、カナダ、オ
ーストラリア及びシンガポールをはじめ、アジア・
太平洋諸国ではISO 9712:2005を実施している。しか
し、日本ではJIS Z 2305 (ISO 9712:1999)のMODで資

格認証を実施中で、ISO9712-2005は実施していない。

４．改正ISO 9712への国内対応について

JSNDIではISO 9712整合化タスクフォースにおい
て、国際整合化したISO 9712に連動して活動してい
るICNDTなどの動向を視野において、国際整合化に
向けて以下のような検討を鋭意行っている。
(1) ISO 9712の国際整合化の動向とJIS Z 2305規格改
正の方向性の検討
(2)ISO 9712の整合化へ向けた実施のための具体的検
討
(3)整合化したISO 9712実施後における多国間承認協
定を踏まえた認証機関の認定などの検討

以上、ISO 9712の国際動向について、その概略を
述べたが、認定制度及び認証制度を開始して以来、
約40年が経過している日本は現在、国際整合化の動
向に対処した国内認証制度の見直し及び確立が急務
となっている。なお、整合化したISO 9712に関して
は2012年4月の南アフリカでの第18回WCNDTの総会
で明確になると推測される。今後、JIS Z 2305に基づ
く非破壊試験技術者の資格試験及び教育・訓練に携
わる関係各位において円滑な認証制度の推進に参考
となれば幸いである。

CIW通信　Vol.26 No.1 Winter,2012
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ICNDT WG1 及びPGPC Meeting 並びにISO 9712改正に基づく
ISOとCENの整合化を目的としたISO TC135 WG3・SC7WG2／
CEN TC138 AHG9 Joint Meeting が昨年10月1日から6日間、
Mexico ,Cancun, Convention CenterにおいてPANDT(Pan-Ameri-
can NDT)に併設して開催され、出席して討議を行った
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社団法人日本溶接協会は、CIW検査事業者認定制
度の広報用パンフレットを更新いたしました。
このパンフレットは、CIW認定事業者による溶接

構造物の検査の普及活動に、また建築鉄骨溶接部の
第三者検査の確立を目指し、関連業界、所轄行政へ
の広報活動の一環として配布されているものです。
溶接構造物の公正な検査をすることにより、都市の
安全と安心をまもり、産業界の健全操業の支えとな
ることを主眼としております。
新しいパンフレットでは、CIW認定検査事業者の

社会的位置を明記しております。また、建築鉄骨の
第三者検査の姿勢を明確にし、さらに鉄筋継手の第
三者検査についてもその必要性を提唱しております。

WES8701の改訂

改訂版WES8701：2007「溶接構造物非破壊検査
事業者等の認定基準」では、確かな検査を実施する
ため、CIW認定事業者の検査体制、検査技量と装置、
品質システムについての適合性を、より厳密に更新
審査しました。新基準への移行の間、残念ながら資
格喪失事業者もありましたが、各社の基準対応の努

力もあり、再認定を取得する事業者も年ごとに増え
てきております。改訂版WES8701の発行より4年を
経て、現在では全国127社すべてのCIW認定検査事
業者が、新基準による認定となっております。
また、建築鉄骨の第三者検査を行う検査事業者に

ついては、さらなる付加事項に適合したものを「建
築鉄骨検査適格事業者」として新たに認定しており
ます。災害に強い街づくりの構築を提唱する東京都
の「登録検査機関」の審査では、CIW認定検査事業
者であることが不可欠の要素となっております。公
正な第三者検査が、災害に強い街づくりの構築に貢
献するものと確信いたしております。

環境の変遷

社団法人日本溶接協会は、この3月に落成予定の
溶接会館に移転いたします。活動の拠点をあらため
て、CIW認定制度の普及、講習会や研修会の開催や、
RUMPESを通じての技術ニュースなど、皆様への助
力を一層のものとする所存です。
また、検査を実践するCIW認定検査事業者による

団体である、CIW検査事業者協議会の法人化に伴い、
一般社団法人CIW検査業協会と名称変更が行われま
した。
ともに技術の向上、社会貢献そしてCIW認定検査

事業者の地位確立を目指して鋭意努力しているとこ
ろです。

こうした認定基準の改定によるCIW認定検査事業
者の全国展開の変動や、諸事情の変化に対応し、よ
り的確な広報資料となるよう新たなパンフレットの
発行を行ったものです。
読者の方々には、CIW検査事業者認定制度の普及

に、そして建築鉄骨第三者検査の確立に、またCIW
認定検査事業者である自社のPRに、新規パンフレッ
トのご活用をご案内申し上げます。

社団法人日本溶接協会　溶接検査認定委員会
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明けましておめでとうございます。
今年で4回目の辰年を迎え、私自信ここまであっという間
に過ぎたという印象があります。現在は会社内で安全衛生委
員を務め、日々社員の安全作業や健康管理に努めております
が、社内の高齢化が進み、健康管理の大切さを痛感している
ところです。
私自身においても、体の変化点の時期にあり、今まで守り
一辺倒だった身体が守り切れず確実にゴールを決められ続
け、衰えを痛切に感じているところです。今年こそは攻めに
転じ、体を管理しながら攻撃していき、目標に向かってゴー
ルのシュートを打っていこうと思います。
また、会社での今年の目標は、「若手への技術の伝承」で
す。我々非破壊検査業界の役割は、検査を通じて社会の安全
と安心を担保とすることであり、今後はこの意思を後輩社員
に伝えることことが我々世代の使命と思っております。検査
技術は、経験と知識の多さに比例するため、若手に少しでも
自分の経験や知識を伝えることできればと思います。

（ともとし・あきひろ、47歳)

新年にあたり

日本シーレーク株式会社
友利　明浩

私は、入社して１年ほど現場業務に従事し、現在
は放射線管理業務に従事しています。現部署に配属
になった当初は、現場を知らないこともあって先輩
に技術的なことや分からないことについて質問し教
わることによりその場をやり過ごしてきました。
年男の30代半ばを迎え、当然の事ながら立場も変

わり、判断を求められる場面も増えてきています。
物事の善し悪しを判断することは、知識や経験に基
づく所が大きく非常に難しいので、いつも思い悩ん
でいるのですが、「今は知識と経験を溜め込む時期だ」
と思い奮闘しています。
年々、時間の経過を早く感じるようになってきま

した。無為に時を過ごすことの無いように目標を定
め、次の年男を晴れ晴れとした気持ちで迎えられる
ように公私ともに精進していきたいと思います。

（むらかみ・けいいちろう、35歳）

30半ばの心境

新日本非破壊検査株式会社
村上　圭一郎

新年明けましておめでとうございます。今年で入社
3年目、3回目の年男を迎えることとなりました。非破
壊検査業界での経験は浅いですが、日々、この仕事の
重要性、社会的責任の重さを実感しております。
昨年はNDIの資格を取得し、専門性を高めていくこ
とに重点をおいてレベルアップを図りました。しかし、
まだまだ知識が偏っているため、お客様のニーズに沿
った営業ができていないと感じることもありました。
本年は資格取得にこだわらず、幅広い知識を得るこ
とで、お客様の依頼を受けるだけでなく、より良い検
査方法を提案できるようになることが目標です。
一つ一つの業務を確実に身に付けていくことで、大
きく成長できる１年となれるように頑張っていきたい
と思います。 （はしば・ながよし、35歳）

新年の抱負

株式会社アイペック
羽柴　永芳

大変な2011年も終わり新しい年が明けました。
新しい年を迎えられることがどれほど幸せなことか
と、今年ほど思う年はありません。毎年「今年の目標
は…」などと一応目標を立ててはみるものの、ただ1
日1日を過ごし「今年も1年早かったなぁ」と思うこと
の繰り返しでした。
しかし2011年という年は、私だけではないと思いま
すが、家族や友人のこと、今までの自分とこれからの
自分を考えるきっかけとなった年だったと思います。
連絡をすればいつでも会えると思いつつ疎遠になって
いる友人や、いつでもそこにいるはずの家族、それが
当たり前のことではないのだと思い知らされました。
それでも人は慣れてしまい、忘れてしまいます。去
年感じたことを忘れないように日々努力し、後悔のな
いように1日を大切に過ごす。それがこれからの目標
です。 （やまだ・ゆかり）

新年に思うこと

株式会社 アディック
山田　由香理

年年年年 男男男男

年年年年 男男男男

年年年年 男男男男

年年年年 女女女女
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2012年の辰年は、私にとって3度目の年男になります。
一言で言えば3度目なのですが、よく考えてみれば、こ
の時代に誕生して36年になるのだなと実感しました。
私が子供の頃の30代、40代に対してのイメージは、

今の自分と照らし合わせて見るともっと大人びたとい
うか、落ち着いているというか、何か安心する存在感
を感じていた気がするのですが、今の若い世代が自分
に対してそう感じてくれているのかと、ふと思うこと
があります。
今現在、自分でも36歳という実感がまだ沸いていな
いのが現実なのですが、この年男を機に子供の頃に感
じていた「自分の中の大人」に一歩でも近づけたらと
思いながら、日々の生活・仕事に取り組んでいきたい
と思います。
そうすることによって、また新しい自分に出会える
気もするし、仕事の面でも今以上にいい結果に出会え
ることもあると思うので、日々精進して前に進みたい
と思います。 （なかしま・りょくふみ、35歳）

３回目の
年男として
株式会社シーエックスアール
中嶋　緑文

非破壊検査業に携わる皆様、あけましておめでとう
ございます。東亜非破壊検査株式会社の前田と申しま
す。今年の干支が辰（龍）ということで、この度、私
は3回目の年男を迎えます。
節目ということで、年男毎に振り返ってみますと、
1回目の年男（小学6年生）の時は、ブルーインパレス
のパイロットになりたいという大きな夢がありまし
た。2回目の年男（入社2年目）の時は、一生懸命仕事
を覚え、なおかつ、資格をバンバン取得し、1日も早
く一人前の非破壊検査員になりたいという現実的な夢
（目標）がありました。
さて、今回3回目の現在の私の夢はと申しますと

「一流の検査員になる」ことです。検査技術・知識は
もちろん、お客様に圧倒的に信頼される検査員こそ、
私が目標とする「一流の検査員」であると考えており
ます。真っ直ぐに龍が天へ掛け昇る如く自分の夢を成
し遂げたいと思います。

（まえだ・しんいち、35才）

新年の抱負

東亜非破壊検査株式会社
前田　真一

30数年前になりますが、某建築会社の依頼で、建
築の現場溶接部の自動超音波探傷検査を2現場ほど行
ったことがありました。当時、その会社の技術研究
所の方と、機械的なスキャニングではなく、探傷面
に振動子を沢山列べて電気的に起震を制御すれば、
斜角効果のある自動探傷ができるのではないかと夢
を語っていました。ところが現在、多数の振動子を
入れ込んだアレイ探触子が開発され、市中に出てい
ます。夢が現実に成ってきているという思いがして
います。
アイデアを出す者、実現する者、実現したアイデ

アを応用・活用する者、それぞれの立場の者が、夢
を持って仕事に臨み、面白味を見いだせる、そんな
会社にしたい。5度目の年男を迎えた私も、まだまだ
「第一線で頑張れるぞ」と自負しております。
皆様も、健康に留意して、夢を持って今年も頑張

って下さい。昇り龍のように。
（さとう・ふみとし、59歳）

新年に思うこと

日本工業検査株式会社
佐藤　文俊

新年明けましておめでとうございます。私は昭和
27年1月1日の元旦生まれという、お目出度い日に生
まれました。今までこれといった病気や怪我もなく
還暦を迎えたせいか、あまり還暦になったという実
感が湧いてきません。丈夫に産んでくれた両親に感
謝しなければなりません。その両親も昨年の大地震
に遇いました。1週間位まったく連絡が取れず大変心
配しましたが、幸い家屋が壊れた程度で怪我もなく
ほっとしました。ただ、ライフラインの不通とガソ
リン不足が続き、不便な生活を強いられました。
5月の連休に宮城県の実家に帰りました。名取市、

仙台市、松島、石巻市と海岸沿いを車で回り、津波
の凄さ恐ろしさを感じてきました。災害に遇われた
沢山の人達は正月を祝う気持ちも半分かと思います。
早く皆さんが心から正月を祝える様に1日も早い復旧
復興を初詣に願いました。

（たかはし・たつお、60才）

還暦を迎えて

富士検査株式会社
高橋　辰夫

年年年年 男男男男 年年年年 男男男男

年年年年 男男男男 年年年年 男男男男
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平成24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.26 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28日(土) ～ 29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26日(土) ～ 27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20日(日)
2次試験
東　　　京： 7月7日(土) 
大　　　阪： 7月8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24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（ht
tp://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24年10月1日認定分＞平成24年4月上旬
平成25年 4 月1日認定分＞平成24年10月上旬

平成平成2424年度前期年度前期 各種試験各種試験･･研修会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
一般社団法人CIW検査業協会

☆理事会の開催

第4回理事会を12月8日(木)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27名をお招きして平成23年度忘年懇親会
を開催しました。
第5回理事会は、平成24年3月8日(木)に開催の予定です。

☆地区ブロック会議の開催

本年度の地区ブロック会議は、『がんばろう東日本』の
合言葉のもと東日本大震災からの復興に向けて歩み出した
東北の地（於：仙台市青葉区）において三地区合同として
10月20日(木)に23名の参加者を得て開催しました。8月10日
付で(社)日本溶接協会(JWES)が認定事業者宛に配布した
『溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準(WES8701:2007
改訂案)』について意見交換を行いました。会員がJWES宛
に提出した質問や意見に対するJWESからの回答等を集約
し、改訂案への改善対策の一つとすることになりました。

☆今後の研修会予定

①内部監査員養成のための研修会

平成24年1月29日(日)：東京

②(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24年2月19日(日)：大阪
③NDI－レベル3（基礎試験）のための受験対策講習会

平成24年3月10日(土)～11日(日) ：東京
＊「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。
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新年あけましておめでとうございます。

昨年は3月11日の東日本大震災とそれに伴う未曾有の大津波、さらに加えて想定外の福島原

子力発電所の大事故が起こり、規模の大きさ、被害範囲が極めて広域であること、放射能の被

害が長期間に及ぶことから、日本国中が本当に大騒ぎになりました。そのうえ西日本では、の

ろのろ台風がもたらした豪雨に伴う水害被害が各地に発生して大変でした。

経済面では、前記の災害の影響による混乱に加えて、円高による輸出関連の事業の打撃、ギ

リシャの財政不安に端を発した信用不安の影響が心配です。昨年で良かったことは、なでしこ

ジャパンのW杯の優勝、二人の日本人の大関の誕生、８年振りのホークスの日本一の獲得ぐら

いしか、私にはこれまでになかった、とても短く感じられた一年でした。皆様はいかがでした

でしょうか。

さて、「RUMPES」も26年目を迎えて表紙のデザインを変えましたが、今号では、宮田日本

溶接協会会長をはじめ関連機関を代表して国交省の堀様、東京都の望月様、JSNDIの横野会長、

CIW検査業協会の逸見会長から年頭のご挨拶を頂きました。また、技術記事として松村様のロ

ボット溶接を、情報記事として大岡委員にISOの最近の動向を、昨年から始めた年男、年女の

新年のご挨拶を掲載致しました。

今年こそ良い年でありますようにと、編集委員一同、新たな気持ちで皆様のお役に立つ

「RUMPES」にするべく頑張りますので、今後とも皆様のご協力をお願い致します。（I.M）

編　集　後　記




