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年頭所感

年頭挨拶

迎春　年男・年女―2013巳

外観試験に関する技能試験結果

2013年度前期各種試験･研修会のお知らせとCIW認定申請のご案内

PT及びMTの最近の動向について（その１PT編）

第3回NDTに関するJSNDIタスク・グループ会議について

CIW検査業協会創立30周年「この10年の変遷と検査の展望」

CIW検査業協会だより



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、読者の皆様より原稿
を募集いたします。
内容：論文、随想などジャンルは不問。ただし未発表の原稿に限る
応募様式：A4判1～4頁（1,600～7,300文字＝図表除く）
提出期限：平成25年9月10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03-5823-6325）まで。

CIW通信編集委員会

「CIW通信―RUMPES」原稿募集

s お　知　ら　せ　t



新年明けましておめでとうございます。
一昨年の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。
当協会としましても出来る限り支援していくことを決定し、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きました。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きました。ま
だ復旧の途上ですが、一日も早い復旧を祈念致しております。
昨年はギリシャの財政危機に端を発した世界的な金融危機に
よる歴史的な円高、タイの大洪水、中国・韓国とのあつれきなど
が国内企業の業績を圧迫し、事業活動の縮小・合併や海外への
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主要な活動について述べます。
◆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、溶接技能者訓練用ビ
デオである「手溶接」「半自動溶接」「ＴＩＧ溶接」「溶断」「安
全衛生」は個人の技能向上のためのインターネット学習のほかに、
企業の社内教育、アーク特別教育の教材としても活用されていま
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
ましては昨年３月に竣工し、新たな気持ちで業務を進めておりま
す。
溶接会館に設置された図書室については、Webにおける溶接情
報センターとともに溶接発信の両翼となるべく、平成25年度から
の図書室開設を目指し蔵書整理等の準備を進めております。
◆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は、アジア地区の溶接技
術の普及と発展、アジアにおける統一された溶接要員認証制度
の設立と普及、アジアの意見を重視した国際規格原案作成、溶
接要員の登録制度の普及等に向けて活発な活動を行っておりま

す。今年は、溶接技能者のアジア共通認証制度の創設にむけた
具体的な検討を行い、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）及び溶接管理技術者（WE）につきまして
は、平成22年度以降減少傾向となっており、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。
溶接技能者の国際資格の創設を検討中でありISO 9606に適合し
た認証制度をアジア溶接連盟の活動の一環として具現化してまい
ります。
平成23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、Webマガジンを年４
回発行し内容の充実を図っています。昨年からはWebによる溶接
技術相談も開始し、回答チームによる熱意溢れるサポートが行わ
れています。WE-COMでは今後とも溶接管理技術者認証者に対
し、有用な技術情報を発信してまいります。
非破壊検査事業者の認定制度（CIW）については、平成19年
に改正された認定基準にもとづいて、制度の推進を図ってまいり
ましたが、平成22年より溶接構造物の品質確保、品質マネジメン
トシステムに基づいた考え方および外観検査の重要性などの視点
に基づいて認定基準の見直しを行ってまいりました。本年はCIW
制度が発足して50周年にもなりますが、丁度この期に新基準が制
定予定となっており、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、一般社団法人（非
営利型）に移行することを機関決定し総務省への諮問が認可さ
れました。当協会は平成25年4月1日に一般社団法人に移行する
予定です。
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。2013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。
また、日頃より官庁営繕行政に関しまして、ご支援、
ご協力を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、大震災の教訓を踏まえ
た「業務継続のための官庁施設の機能確保」、「持続可
能な低炭素・循環型社会の構築」などの課題に取り組
んでいます。
「業務継続のための官庁施設の機能確保」について
は、東日本大震災の教訓を踏まえ、最大クラスの津波
が発生した場合にも官庁施設が所要の機能を発揮でき
るよう、「立地」、「整備」、「使用・保全」の在り方に
ついて検討する必要があります。国土交通省では現在、
社会資本整備審議会建築分科会の官公庁施設部会に
おいて、大津波等を想定した官庁施設の機能確保の在
り方について審議をいただいているところであり、そ
の審議結果を踏まえ、人命の安全確保を最優先しつつ、
災害応急対策活動の拠点施設をはじめとする官庁施設
における津波対策を計画的に推進していきたいと考え
ています。
「持続可能な低炭素・循環型社会の構築」について
は、「日本再生戦略」において、低炭素・循環型社会
の実現を図ることとされ、公共建築物においても低炭
素化・ゼロエネルギー化の実現に向けた取り組みが必
要です。国土交通省では「持続可能で活力ある国土・
地域づくり」をとりまとめ、被災した官庁施設の復旧
にあわせ、再生可能エネルギー・新技術の積極的導入
と省エネルギー・節電技術の徹底活用を組み合わせ、
ゼロエネルギー化を目指した整備をモデル的に実施す
ることとしています。
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、溶接接合について技術者、施工、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
として能力のある者に該当すると考えています。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会社等の活用を考えてい
ます。
溶接接合に関して、技術者の能力と試験機関の品質
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
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ます。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問題等、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」の推進に努力して
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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清水　侯二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。皆様にお
かれましてはつつがなく新しい年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、東

北地方を中心とする太平洋岸の地域に壊滅的な被害
がもたらされたほか、震源から遠く離れた都内にお
いても、液状化や大量の帰宅困難者の発生といった
被害が発生いたしました。
こういった中、東京都は震災時において避難、緊

急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動
を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞さ
れることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を
推進し、震災から都民の生活と財産を保護するとと
もに、首都機能を確保することを目的とした「東京
都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進
する条例」を平成23年4月1日に施行しました。この
条例に基づき、特定沿道建築物の所有者に耐震診断
の実施を求める等、必要となる対策を現在推進して
いるところであります。
一方、東日本大震災を踏まえ、東京都は平成24年

4月18日に「首都直下地震等による東京の被害想定」
を公表しました。これによれば、最大震度7の地域
が出るとともに、震度6強の地域が広範囲となって
おります。また、東京湾北部地震の被害者が最大で
約9,700人になると想定しています。
いつ発生するか分からない首都直下地震などへの

備えを万全にしておくことは、東京都の建築行政に
おける喫緊の課題であり、耐震化の取組みに代表さ
れる建築物の構造上の安全を確保するためにも、建
築行政の役割はより重要になっていくと考えており
ます。
ところで、日本建築行政会議構造部会では、改正

建築基準法で新たに制定された建築基準法第18条の
3に基づく「確認審査等に関する指針（平成19国交
告第835号）」を受け、構造関係規定の審査及び検査

の運用についての解説である「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」を平
成23年7月に発刊しました。さらに、確認審査にお
ける実務上の具体的な方法や運用、配慮すべき事項
についての解説を主な内容とした「建築構造審査・
検査要領―実務編（審査マニュアル）」の発刊に向
けての取組みを進めています。平成23年10月からは
「構造関係技術基準解説書」の改定作業が始まった
ことを受けて、その内容との整合を図るため、現在
編集作業を続けています。東日本大震災の教訓を生
かしつつ、今後はこれらの要領、解説書がより効果
的に活用され、安全・安心な建築物が建設されてい
くことができれば幸いと考えております。
建築物の構造安全性の確保は、設計段階の対応だ

けで達成されるものではなく、建築工事に携わる
方々が日々行っている品質確保の取組みとともに、
施工計画から施工結果に至る一連の過程において、
適切な試験・検査によって品質を確保していく取組
みが重要であります。特に、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。今後も関連制度に基づく実務的な検査項目・事
項等の実施について、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、この新しい年がより良き年に

なるよう心より祈念いたしまして、私からの年頭の
挨拶とさせていただきます。
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3. 年頭挨拶

中川　昇一東京都多摩建築指導事務所建築構造専門課長



2013年の新年を迎えるに当たり、本年が、世界中
において希望に満ちた明るい年となることを、また、
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2012年の国内の産業界は、デフレ、円高など

の影響に加えて原子力発電プラントの稼働停止によ
るエネルギー供給に対する不安感により、景気の回
復は未だ先行き不透明な状況が続いています。この
ような状況下で、12月には高速道路のトンネルの吊
り天井の落下事故により、社会インフラの老朽化や
使用材料の経年劣化が問題視され、今まで安全であ
ると信用して安心して使用してきた同様の構造物全
てに対して、改めてその信頼性の要求が増してきて
います。一方、5月には国内の技術の粋を集約した
東京スカイツリーの開業、10月には京都大学山中伸
弥教授のノーベル生理学・医学賞受賞など、明るい
ニュースを聞くこともできました。
当協会にとりまして昨年は、4月に公益法人制度

改革に伴う新しい一般社団法人への移行登記が完了
し、また10月には創立60周年を迎え秋季大会開催期
間中の10月23日に記念式典を執り行うという、大き
な区切りの年となりました。創立60周年記念特別講
演をお願いした尾上守夫先生からは、日本の戦後の
歴史とともに歩んできた当協会の紹介と、長寿成熟

社会に対応するための今後の課題への取組みの提言
をいただきました。また、その後の懇親会では、ノ
ンディの主題曲を作曲して頂いた小坂明子さんの歌
とピアノ演奏（写真）によって大いに盛り上がり、
成功裡に終えることができました。
当協会の活動の根幹は、非破壊検査の信頼性の向

上に寄与することに尽きると思います。そのために、
学術活動としては、春秋の講演大会及び部門会議な
どにおいて、産学間の協力を推進してより高度な新
技術を実用化へと導く場として活性化させる必要が
あると考えます。国際的な学術活動としては、当協
会主催で、本年6月に第3回レーザ超音波及び先進計
測に関する国際シンポジウム（LU2013）を横浜で開
催する予定であり、また11月には第14回アジア太平
洋非破壊試験会議（APCNDT）がインドのムンバイ
で開催されます。さらに、来年6月には第5回日米
NDTシンポジウムの開催を予定しており、諸外国と
の学術面での交流にも力を注ぎたいと思います。
一方、当協会の事業のもう一つの大きな柱である

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、国際化の動きに
呼応した対応を進めていきます。昨年改正された
ISO9712:2012に整合させた改正JISの制定に併せて、
新認証制度構築の準備を進める予定です。試験内容
の再検討に並行して、各種参考書、解説書などの関
連図書も見直し、教育体制を充実させ、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、デジタルRTやフェーズドアレイUTなど
の新技術の実用化を推進するために、これらの規格
化・標準化にも着手しており、時期を逸することな
く優先的に取り組んでいきたいと考えています。
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　泰和一般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。
当協会は昨年10月をもちまして創立30周年を迎えました。
これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝
申し上げます。
平成24年度通常総会で会長に再選され、7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」
の姿勢を貫き、CIW認定制度の普及とともに委員会活動の
充実をさらに強力に推進していきたいと考えております。
本年は「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」
と契約適正化推進実行委員会、技術委員会を協会運営の3
本柱に位置付け、軌道に乗せる年にしたいと考えておりま
す。
さて、工業高校生を対象に1日コースの体験学習を通じ、
次世代を担う若者に各種構造物や都市の安全を支える非破
壊検査を紹介する新機軸のセミナーは昨年2月、千葉県で
第1回、8月には神奈川県で第2回を開催いたしました。
受講した教員・生徒に対するアンケート結果によると前
向きな意見が多く寄せられ、正直驚いているところです。
第1回からご後援いただいている文部科学省、国土交通省、
経済産業省が本企画を好意的にとらえていただいているこ
とは非常にありがたいことであり、検査業界がセミナーと
いう目標を共有し歩調を合わせて活動できたことも非常に
うれしく思っております。
検査業界は長年にわたり「地位向上」を訴えてまいりま
したが、その前提として検査に対する認知度の向上を図る
必要性を痛感しています。
将来、工業界の門を叩くであろう工業高校生に「非破壊
検査」という言葉だけでも知ってもらうことで、認知度は
着実に上がっていくものと期待しています。今後は関係機
関と協調を図りながら、47都道府県の開催を目指し、検査
業界が一丸となって積極的に活動を展開していく方針です。
また、昨年は、JIS Z 2305改正に関するアンケートの実施
や、WES 8701改正への対応、不正検査撲滅運動などがトピ
ックスに挙げられ、技術委員会をはじめ活発な協会活動が

目立った一年でした。
JIS Z 2305改正に関するアンケートは、会員にとどまらず、
会員外にも対象を広げ、検査業界の声を集め届けることに
傾注した結果、昨年末には関連業界との懇談会の席が設け
られました。検査業界の実態を踏まえた我々の提言に対し、
日本非破壊検査協会の理解を得られたことはうれしく思っ
ており、今後も検査業界の意見を反映した活動を展開して
いく所存です。
足元の検査業界を眺めると、プラント関係は比較的堅調
との指摘があるものの、一昨年来、原子力発電所の稼働停
止の影響は大きく、建築鉄骨も本格的な回復には至らない
など、全般的に厳しい経営環境が続いております。
特に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。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心と安全を担
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。
昨年から再始動した不正検査撲滅運動でも訴えているよ
うに、CIW認定事業者が社会の期待を裏切らないことこそ、
倫理につながると確信しています。
地震国・日本でオーナーのために安心・安全な構造物に
不可欠な検査の有効性について、社会全般により理解を深
めてもらうため、全国の自治体をはじめとする関係機関に
CIW認定制度の普及を図る契約適正化推進実行委員会、そ
して近年さまざまな課題に取り組み成果発表の実績を上げ
る技術委員会のさらなる充実を図ってまいります。
昨秋の各地区ブロック会議で提案したとおり、平成25年
度の通常総会では会費の改定を審議する計画であり、承認
が得られ次第、協会活動のさらなる活性化に役立てる方針
です。
最後になりましたが、昨年末に創立30周年を迎えました
当協会の活動に対しまして、ご協力いただきました皆様に
改めて感謝申し上げます。本年も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。

5

5. 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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6. 迎春　年男・年女―2013巳

新年明けましておめでとうございます。
今年の3月で入社25年目そして、4回目の年男を迎える
こととなりました。
今、振り返ると“非破壊検査っていったいなんだろ
う”と分からないまま入社し、橋梁部門の検査からス
タートし、タンク、プラントでの現場・労務管理、2009
年より本社勤務にて品質管理、そして、現在の技術管
理課勤務に至るまで様々な業務に携わってきました。
特に、思い出として残っているのがプラント検査に
携わっていた時代に出会った客先の目線を変えた発想
力、想像を超える知識と素早い決断力でした。年月が

新年明けましておめでとうございます。
今年で入社7年目になり、そして3回目の年男を迎え
ることとなりました。少し前までは若手でチヤホヤさ
れていた私ですが、ここ数年で後輩ができ今ではもう
中堅クラスになろうとしています。
さて、少し話は変わりますが只今私はインラインホ
ッケーというスポーツをしており、子供達の指導にも
携わっています。指導する側に立って初めて、相手に
分かりやすく物事を伝える難しさに悪戦苦闘していま
す。このスポーツを通し学び得たことは、今の私の会
社の立場で後輩たちに指導者として理解をしてもらう
ためには何が必要かをよく考えるようになりました。
この業界では知識と経験が重要なので、この1年は

自分自身のレベルアップに取組んでいくことと、私が
今持っている知識と経験を分かりやすく後輩に伝えて
いくことを目標とし努力していきたいと思います。

（せともと・かずお、35歳）

年年 男男

年年 男男

新年の目標

新年明けましておめでとうございます。
2013年は、干支が一回りして還暦を迎える歳になり
ます。
非破壊検査の仕事に就いて早30数年が経ちますが、

技術の進歩とともに業務の形態も様変わりし、日々新
たなことを追い求め吸収することで邁進してまいりま
した。
そんななかでも、人との出会いと、互いを思いやる
ことを大事にしてきました。
人を信頼すること、人に信頼されることは一朝には
なりません。
確かな技術力を持ち、人に安心感を持ってもらえる
検査員でありたいという思いを心棒にして、数々のこ
ろも(新たな技術と知識)をまとうことで、それが確固
たる信念を持った仕事人になれると思います。
これからは、新たな歳回りになるのですが、次なる
ステップを踏んで飛び越えるためにも、更なる精進を
重ねていこうと思っています。
今年も健康に留意して、夢に向かっていきましょう。

（まえかわ・もとやす、59歳）

テクニカルエンドインスペクションサービス株式会社

前川　元靖

関西エックス線株式会社

渡　　弘明

株式会社川重サポート

瀬戸本　一夫

還暦の年に

新年にあたり

年年 男男

経つにつれ考え方に固定観念を持ってしまいがちにな
る中で異なる目線で物事を見ることの大切さを改めて
痛感したことです。
近年、年齢を重ねるにつれ体調管理に重点を置くあ
まり、時として惰性のままそして目標を見失い守りに
入る自分を感じることがありますが、あの当時学んだ
ことを常に忘れることなく自身の更なるレベルアップ
と若手技術者への技術の伝承を行い、会社のキャッチ
フレーズでもある“信頼に応える「検査力」”の維持・
向上に励んでいきたいと考えております。
最後になりましたが、今年は巳年ということもあり、
しっかりと種を蒔き、最後には「会社そして自身にと
っても実を結ぶ年」となるよう頑張っていきます。
皆様方も健康に留意して頂き、素晴しい１年となる
よう頑張ってください。

（わたり・ひろあき、47歳）
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新年あけましておめでとうございます。
今年で入社3年目になります。
手際よく検査ができ、客先の対応もきっちりできる
というのが“3年目”という私のイメージでしたが、今
の自分からは想像できません。
私は将来の自分を想像せず、日々の業務に流される
ように仕事をしてきたと思います。仕事の中で分から
ないことや疑問が出てきた時に分かったフリをしたり、
後回しにしたりして、解決できていないことがたくさ
んあるように思います。
“3年目”はこれから始まります。自分の知らないこと
や分からないこと、自分に足りないことと向き合って、
1つ1つ克服できるように頑張りたいと思います。
そして、自信を持って業務に取り組み、仕事を任さ
れ、信頼されるような存在になりたいです。
最後になりましたが、皆様のご健勝を心よりお祈り
申し上げます。 (かわぐち・あゆみ)

明けましておめでとうございます。
と言っていいものかどうか、あの「3.11」の未曾有
の災害から2年近い歳月を経ても、未だに避難所暮ら
しの人達に思いを巡らせたとき、複雑な思いにかられ
るのは私ばかりではないと思います。
あの災害を発端に私達の業界も大小織り交ぜて様々
な影響があり、以前のような将来展望が描けるような
状況にないのが現状です。
今まで様々な形でインフラ関連の構築等に携わって
きた私達の業界が、このような形で先が見えないとい
うのは口惜しいの一言に尽きます。こうした思いは私
達の業界に限ったことではなく、他の業界でも同じな
のだと思います。そう考えたときあの災害の底知れぬ
甚大さが思い知らされます。
被災地の一日も早い復興を願うとともに、私達の業
界にとっても新年が復興の年であってほしいもので
す。

（かめや・ただし、59歳）

新年あけましておめでとうございます。日本溶接協会なら
びにCIW認定事業者の皆様には益々のご発展とご多幸をお祈
り申し上げます。
さて、本年は私にとって年男であり、また還暦という大き
な節目を迎える年になりました。今迄を振り返ってみれば、
一歩間違えればという危機に遭遇したこともありましたが、
幸いにも事故や病気をすることなくここまで来ることができ
ました。
自分を取り巻く多くの方々に感謝しつつ、もう還暦を迎え
るのかというのが実感です。
さて、仕事の面ですが、私は現在、コンクリート診断、雨
漏り診断、火害調査、赤外線建物診断の業務に従事しており
ます。学生の頃には、このような職種は存在しなかったので
すから、当然進路の選択肢には入っていませんでした。 成
り行きというか、その都度の選択の結果だと思いますが、と
てもやりがいのある仕事に満足しており、自身の仕事の最終
章として巡り会えたのは幸運であったと、弊社の社長や諸先
輩、同僚に深く感謝しております。
今後も健康維持の努力を怠らず、更に技術の向上に励みな
がら後進の指導に邁進したいと考えております。
今年もよろしくお願い致します。（つしま・のぶゆき、59歳）

新年あけましておめでとうございます。
本年でこの仕事に従事して33年になろうとしてい

ます。思い起こせばその間社会の情勢は様々に変化
し、その対応に苦慮しつつこなしてきた毎日でした。
余裕を感じることなくがむしゃらだったようで、あ
っという間の33年だった気がします。
今年で還暦となりますが、身体は幸いにも両親の

おかげで健康を保ってます。
このけじめの年を迎えるにあたって色々な意味で

リフレッシュし、これまでの経験・知識とともに知
恵を出し、また新しいことにもチャレンジしつつ少
しでもこの業界及び社会にお役に立てればと思って
います。仕事に誇りを持ち、悔いの残らない毎日を
過ごしたいものです。
まだまだ、若い者には負けられませんね。

（むらかみ・しゅういちろう、59歳）

株式会社九検

川口　亜由未

入社3年目の
抱負

年年 女女

株式会社札幌工業検査

亀谷　　正

復興を願う
年年 男男

株式会社シンワ検査

津嶋　信行

健康維持に
努力

年年 男男

富士電子工業株式会社

村上　周一郎

新年を迎え
思うこと

年年 男男



１．はじめに

外観試験は非破壊試験の基本であり、外観検査に
よって溶接部の表面に存在する有害なきずを検出す
ることによって溶接構造物の品質が確保されるとい
っても過言ではない。外観試験は他の非破壊試験方
法と異なり、試験作業は比較的容易で誰でも実施で
きるが、溶接の知識、経験などの差によって、試験
結果が大きくばらつくことが知られている。一般社
団法人日本非破壊検査協会において非破壊試験技術
者の資格及び認証1）を行っているが、適用範囲は放
射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸
透探傷試験、渦流探傷試験及びひずみ測定であり外
観試験は対象とはなっていないことも試験結果が大
きくばらつく原因の一つであると推察される。
当社では顧客の信頼を獲得するため「同じ試験体

を試験すれば、いつ誰がやっても同じ結果が得られ
る。」ことを目標としているが、特にばらつきが大き
い外観試験について社内におけるばらつきの現状を
把握するため、社内技能試験を実施した。
社内技能試験は、当社品質マニュアルにおいて年

1回以上実施することが規定されており、対象者に
応じて各種試験を実施している。ここでは外観試験
の実施例を紹介する。

２．試験片及び技能試験方法

現場における外観試験では、腐食深さの測定、ア
ンダカットの深さ測定、あるいは、すみ肉脚長の測
定など、測定器を使用すれば正確な値が得られる確
立が高くなるが、膨大な作業量となるため、目視に
よる判断（測定）を行うことが多い。
例えば、鉄骨の「仕口のずれ」の検査では、一次

検査として目視で疑わしい箇所を検出し、二次検査
で測定器を使用して計測して合否判定をすることが
規定されている。2）また、鉄筋ガス圧接部の「ふく
らみの直径」や「偏心量」の外観検査、あるいはガ
ス化学プラントや配管の保守検査などでも、腐食部
の検出などにおいて同様な作業が日常的に行われて
いる。
そのようなことを考慮して、上記の一次試験を想

定し測定器を使用せずに各種試験片の深さを目視だ
けで測定することとした。
写真1～3に試験片の例を示す。写真1は真の深さ

が0.6mmの幅広く浅いきずであり、グラインダーに
て研削した人工きず、写真2は真の深さが1.1mmの
溶接部に発生したアンダーカット、写真3は配管内
面に発生した腐食減肉部であり最大深さは2.3mm、
それぞれの試験片について、きずの最大深さを求め

7. 外観試験に関する技能試験結果

北日本非破壊検査株式会社　加納　昭雄
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写真１：試験片１
浅く広いグラインダーきず(深さ0.6mm)

写真２：試験片２
溶接部のアンダーカット(最大深さ1.1mm)

写真３：試験片３　配管内面に発生した
腐食減肉部(最大深さ2.3mm)



ることとした。
技能試験の参加者は当社の技術員38人で、経験の

浅い技術員から日本溶接協会の溶接管理技術者１級
の資格保持者3）、CIW検査技術管理者4）、並びに日本
非破壊検査協会による非破壊試験技術者の資格保持
者などのベテラン技術員まで、できるだけ多くの技

術員を参加させた。
表１に技能試験の参加者とそれぞれの資格及び経

験を示す。なお、CIW検査技術管理者は溶接管理技
術者1級及び日本非破壊検査協会の浸透探傷試験レ
ベル3保持者とほとんど重複するので表１には記載し
ていない。

３．試験結果

図１に深さ1.1ｍｍのアンダカット試験片（写真2）
について目視のみで測定した結果を、溝の深さ（以
下、真の値と称する。）との差で示す。その結果、
測定値は真の値に対して－0.6mmから＋1.4mmまで
分布しており、当初我々が想定していた以上に測定
結果がばらつく結果となった。
技能試験データ処理のために、共同実験スキーム

による場合、しばしばＺスコアが用いられる。Ｚス
コアは以下の式によって求められる。5）

Zi：参加試験所のZスコア
Xi：参加試験所のデータ
X：Assign値（例えば、平均値や中央値）
S：全結果のばらつきの推定値（例えば、標準偏
差や四分位数範囲）

図1で示した溝の深さ測定データを上記のZスコア
を用いて評価した。上式で参加試験所を参加技術員
に読替え、また、Xは真の値を用い、Sは標準偏差を
使用して計算した。
図2に溝の深さの測定値をZスコアで評価した結果

を示す。なお、Zスコアは以下のように評価される。

CIW通信　Vol.27 No.1 Winter,2013
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表１：技能試験の参加者とそれぞれの保有資格

図１：試験片２の試験結果　各技術員の誤差（mm）



Z≦ 2 ：満足
2< Z < 3   ：疑わしい
Z≧ 3 ：外れ値

図2の結果から、おのおの1名が外れ値及び疑わし
い結果となったが、それ以外の全技術員が満足とい
う結果が得られた。

図3に深さが0.6mmの幅広く浅いきず（写真１）、
図4に腐食減肉部の試験結果（Ｚスコア）の例を示
す。

４．考察　

図５に今回実施した3個の試験片の試験結果の平
均値を示す。
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図３：試験片１の試験結果　各技術員のＺスコア

図４：試験片３の試験結果　各技術員のＺスコア

図５：試験片のきずの深さと全員の測定値の誤差の平均値の関係

図２：試験片２の試験結果　各技術員のＺスコア



試験片１の深さが浅いきずについては、真の深さ
よりも浅めに判断した傾向がみられた。これは、き
ずの形状が幅広く滑らかであったことが影響してい
るものと考えられる。
一方、試験片3の深いきずについては、真の深さ

よりも深めに判断した傾向がみられた。この試験片
は写真3で示したように、多数の腐食の中から最も
深いきずを検出し、その深さを求めるということで
あったので、周囲の腐食も影響し、相対的に深めの
値と判断されたことも考えられる。
試験片2については、全体的に真の値に近い結果

となった。溶接部のアンダーカットについては、実
務作業において見慣れたきずであったことが理由の
ひとつとして考えられる。
いずれにしても、今後は試験片の種類、数を増や

して試験を実施し、その傾向を見極めてから誤差を
少なくする対策をとることが必要と思われる。
図6-1、図6-2、図6-3に各種資格の有無と試験結

果の関係を示す。
各種資格の保有状況に応じてA～Eのグループに分

けて表示した。
A：WES1級とPT3
B：WES1級とPT2
C：PT2のみ
D：入社2年目、所有資格なし
E：入社1年目、所有資格なし
なお、WES1級とは(社)日本溶接協会溶接管理技

術者1級資格保有者、PT3とは(一社)日本非破壊検査
協会浸透探傷試験レベル3資格保有者、PT2とは浸透
探傷試験レベル2資格保有者である。
各種資格の有無と試験結果の関係については、今

回の試験からは明らかな傾向が認められなかった。
この理由として次のように考えている。
当社の場合、経験の浅い者や免許取得前の新人が

比較的多く携わる業務として、石油タンクや配管の
腐食検査があり、今回の技能試験と同様な腐食深さ
の測定については、実務経験が少ないわけではない
こと。一方、レベルの高い技術員は経験を積み重ね
るにつれ、他の分野、たとえばコンクリートの調査
とか耐震診断業務なども担当するようになり、腐食
深さ測定のような業務から遠ざかっている者も少な
くないこと。
したがって、資格の有無よりも各技術員の担当分

野あるいは日々の実務内容に応じた経験のほうが試
験結果に反映しているのではないかと考えられる。
全体的に、今回の試験結果を見ると当初予想して

いた以上にバラツキが大きく、社内的には厳しい結

CIW通信　Vol.27 No.1 Winter,2013
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図６－１：各種資格の有無と
試験結果の関係（試験片１）

図６－２：各種資格の有無と
試験結果の関係（試験片２）

写真４：アンダーカット対比試験片

図６－３：各種資格の有無と試験結果の関係
（試験片３）

Ａ：WES1級とPT3 Ｂ：WES1級とPT2 Ｃ：PT1のみ
Ｄ：入社2年目、所有資格なし Ｅ：入社1年目、所有資格なし



果となった。
特に、真の値よりもマイナス側で判断する傾向が

認められた技術員については、実務面における一次
検査で見落としにつながる原因にもなりかねないの
で、より一層の注意が必要となる。

５．フォローアップ

社内技能試験の結果、外れ値及び疑わしいと判定
された技術員について、写真4に示す対比試験片を
使用し教育訓練および再試験を実施した。
対比試験片はV字と丸みを帯びた溝付試験片で、

それぞれの溝深さは0.3mm、0.5mm及び1.0mmに作
成されており、アンダカット用限界見本として当社
の現場作業に携帯し使用しているものである。
このような見本と見比べながら試験を実施するこ

とによって、測定精度が向上し、実務面でも有効で
あることが確認された。

６．おわりに

「いつ誰がやっても同じ結果が得られる」
一つの会社の検査技術者全員が、このような技術

を維持することは、その会社の信頼性向上に大きく
貢献すると思われる。さらに「どこの会社の検査員
であっても同じ結果が得られる」ということは、非
破壊検査業界が広く社会に認知され、その立場が向
上することにもつながるものと期待される。
当社は外観試験だけではなく、全ての非破壊試験

においても「いつ誰がやっても同じ結果が得られる」
会社を目指してこれからも鋭意努力していく所存で
ある。
最後に、本論文を作成するにあたり、日本溶接協

会技術アドバイザーの江端誠氏から、ご指導を賜り
ました。ここに記して謝意を表します。

参考文献

1)JIS Z 2305:2001 “非破壊試験―技術者の資格及び認証”
2)“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”
独立行政法人建築研究所監修
3)JIS Z 3410:2001“溶接管理―任務及び責任”
4)WES 8701:2007 “溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準”
日本溶接協会
5)平成20年度前期CIW資格更新テキスト 検査技術管理者/主任
検査技術者、p3-4、日本溶接協会
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2013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
らせ致します。
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.27 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27日(土) ～ 28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18日(土) ～ 19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26日(日)

2次試験
東　京： 7月6日(土) 
大　阪： 7月7日(日) 

２．溶接検査認定(CIW認定)申請について

WES 8701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(2013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担当者宛にご案内致します。
なお、当協会ホームページ(http://www.jwes.or.jp/)にも掲

載致します。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】

2013年10月1日認定分＞ 2013年4月上旬
2014年 4 月1日認定分＞ 2013年10月上旬

20132013年度前期各種試験年度前期各種試験･･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



１．はじめに

非破壊試験は、製品の品質を確保し、社会安全に寄与する
とともに、製造管理、製品改良など多くの使命を有している。
溶接構造物の検査においては、非破壊試験を大きく二つに分
け、表面及び表層部のきずを検出する手法を「表面検査」、一
方、RTやUTなど内部のきずを検出する手法を「体積検査」と
して扱っている。供用期間中検査（ISI）では、内面アクセス
性からUTが主流をなしているが、内表面に発生するSCCの検
出は、表面検査と扱うべきではないとも考えられる。
ここでは、表面検査として扱う非破壊試験（PT及びMT）

についての最近の動向についてJIS規格を中心に紹介する。

２．PT関連規格

PT関連規格については、ISO3452-1～6に従ってJIS Z 2343-1
～6の6部で構成されている。第1部は、「一般通則－浸透探傷
試験方法及び浸透指示模様の分類」、第2部は、「浸透探傷剤の
試験」、第3部は、「対比試験片」、第4部は、「装置」、第5部は、
「50℃を超える温度での浸透探傷試験」、第6部は、「10℃より
低い温度での浸透探傷試験」の6部構成である。また、観察条
件については、ISO3059 に従って、JIS Z 2323が制定されている。
2.1 JIS Z 2343-1（2001）

この規格は浸透探傷試験の基本事項について定めたもので
あり、この規格シリーズの第一部として根幹をなしている。
PTでは試験片を使用しないで試験を実施するため、要求品
質に見合うきずを検出できることを確実にする必要があり、
「5.5有効性」の確認が重要となっている。
検査仕様書又は規格・基準で要求されるきずを確実に検出
のために検討すべき事項についてのロジカルな例を以下に示す。
・｢検出すべききずの大きさと種類の決定｣→｢試験体の表面状
態（仕上げ程度）の確保｣→｢使用可能設備、作業環境の整備｣
→｢探傷方法の決定（探傷技法の選択）｣→｢試験手順書の確立、
指示書（詳細探傷条件）｣→｢試験技術者（有資格者）の選
定｣→｢探傷実施｣→｢探傷結果（指示の有無：目的のきず検
出）｣→｢要求品質の確保｣

このことで、きずを検出しない場合においても、「きずを見
落としたのではなく、きずが存在しないために、指示模様を
検出しない。」つまり、無欠陥を確認したことが証明できるの
であり、有効性確認項目のどれが欠けても、要求品質の確保
は困難となる。
2.2 JIS Z 2343-2（2009）

この規格は、浸透探傷試験に使用する探傷剤の試験につい
て規定している。
溶接検査を実施する上においてこの規定は、探傷剤製造業
者がJIS規格に則った探傷剤を開発、販売するに当たっての探
傷剤の試験に対する要求事項を示していると考えてよい。
検査技術者は、探傷剤の有効期限に注意し、適正な温度で
の使用を心がけることで要件は満たされる。ただし、開放容
器などで大量の探傷剤を使用する場合においては、使用中の
探傷剤の性能管理は検査技術者に課されることになる。
2.3 JIS Z 2343-3（2001）

上記、探傷剤の試験においては、その性能確認に対比試験
片が使用される。一方、すでに述べたように、現場での試験
においては、その都度対比試験片を使用しないのが一般的で
ある。しかし、特殊環境、特殊条件での探傷又は技術者の能
力評価などについては、対比試験片を用いて検出感度、条件
設定などを実施する必要がある。この規格には、ISO3452-3に
規定されていないアルミ焼き割れ試験片をタイプ3として追加
したために、MODとなっている。
タイプ1対比試験片（一対のめっき割れ）は探傷剤の感度レ
ベルの決定に、タイプ2（5個の星形のめっき割れとざらつき
面を持つ）、タイプ3（アルミ焼き割れ）は使用中探傷剤の性
能確認に使用する
2.4 JIS Z 2343-4（2001）

PT装置について規定している。装置には、現場試験用の簡
便なものと据置型試験装置に分けて定めている。
試験数量及び試験体の大きさを考慮して現場に適した装置
と据置型装置に分けて規定している。溶接検査に溶剤除去性
染色PTを適用する上においては、特段の装置は考慮する必要
はない。ただし、試験部の乾燥、低温時の現像を瞬時に乾燥

8. PT及びMTの最近の動向について（その１PT編）
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させるなどの場合には、携帯ドライヤーの利用は有効である。
観察条件は、JIS Z 2323要求事項を満足させるための器具の利
用が必要となる。
2.5 JIS Z 2343-5（2012）

50℃を超える温度において使用可能な探傷剤及び安全事項
を含む試験の注意事項などについて規定している。
高温(50℃以上)においては、使用可能な探傷剤を選定する
必要がある。安全を確保することが重要であり、使用装置及
び探傷剤は探傷剤製造業者の指示に従うとともに、危機管理
が必要である。特に、肌焼け、燃焼性、揮発性など温度変化
に伴う潜在的な危険要素にも注意を払い、関連法令や規則の
順守を怠ってはいけない。試験技術者は、適切な資格（JIS Z
2305）を有するだけでなく、高温での注意事項についても周
知が必要となる。
高温用として使用する探傷剤は、その推奨使用温度範囲に
より次の3種類に分類される。
M：中温度（50℃～100℃）、H：高温度（100℃～200℃）、
A℃～B℃（AとBの温度範囲）
2.6 JIS Z 2343-6 （2012）

この規定は、10℃より低い温度での浸透探傷試験を実施す
る場合の特殊要求事項及び使用する探傷剤などを規定してい
る。今回JIS Z 2343－6が制定されたことにより、低温での探傷
が明確にされた。
技術事項としては、結露又は凍結に注意すること、スプレ
ー缶の圧力低下の対策、探傷剤の凝固などへの注意を喚起す
ることなどが要求される。安全対策としては、加熱器を使う
場合の火炎に対する注意、低温用衣類の使用等の配慮が必要
となる。対比試験片は、冷蔵庫などを利用しないで実際の状

態で使用しなければならない。浸透液は低温で粘度が上昇す
ることが知られているが、凍結しなければ割れの検出性能に
問題がない。
試験技術者は、適切な資格（JIS Z 2305）を有するだけでなく、
低温での試験に対する知識を有していることが要求される。
前処理における水(霜や氷を含む)対策、浸透時間の追加、

現像用のスプレー缶の加温などが必要となる。低温用浸透探
傷試験は、常温用の探傷剤の大半は低温でも使用できるが、
洗浄液は水溶性で速乾性のものとすることが望ましい。

３．PTにおける今後の課題

PTでは、他の非破壊検査と異なり、各処理工程が定量化さ
れていない、と言わざるを得ない。特に、（1）除去処理にお
いては、その工程完了をウエスに付着した浸透液の色合いで
確認すること、（2）現像処理工程では塗膜厚さの確認をバッ
クグラウンドの付き具合と母材の地肌の見え具合で評価する
ことがあげられる。現状は、熟練技術者の経験と判断にゆだ
ねるしかないことに問題が残る。逆に言えば、技術者の腕の
見せ所でもある。種々の定量化提案が進められているが、完
全な数値目標を設定するには至っていない。早期実現が望ま
れる。
また、観察条件では、光の質の定量化方法の確立が望まれ
るが、これについては、次号で触れる。

参考文献

詳解　非破壊検査ガイドブック
JIS Z 2343－1～6

次号では、MT及び観察条件の紹介を予定している。

2012年10月20日発行「RUMPES」に掲載の「1.鋼構造
物関連講座―鉄筋継手の非破壊検査について」において、
参考文献の記載が漏れていました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、ここに訂正いたし
ます。
参考文献は以下のとおりです。
・鉄筋継手工事標準仕様書　ガス圧接継手工事(2009
年)、公益社団法人日本鉄筋継手協会

・鉄筋継手工事標準仕様書　溶接継手工事(2009年)、公
益社団法人日本鉄筋継手協会
・鉄筋継手工事標準仕様書　機械式継手工事(2009年)、
公益社団法人日本鉄筋継手協会
・鉄筋継手マニュアル―法人設立40周年記念、公益社団
法人日本鉄筋継手協会
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アジア・太平洋諸国の7か国での第3回NDTに関するタス
ク・グループ会議が東京・千代田区の（一社）日本非破壊
検査協会（以下JSNDIという。）において2012年10月9日から
11日までの3日間開催され、懇親会は東京・墨田区両国のパ
ールホテル両国で行われた。この会議はインド、マレーシア、
韓国、中国に、日本の推薦によるオーストラリア（前回の
APCNDT 2006開催に関係）及びシンガポール（インドでの
APCNDT 2013後の開催国）を加えて、日本を含む7か国から
の代表者によって行われ、今年で3回目となった。
会議は大岡議長の司会によって進められ、JSNDIの横野会
長の挨拶に始まり、国際教育専門委員会委員及びこれに関
連する事務局も出席した。
議題の主体は、技術者の資格・認証及び教育・訓練であ
り、これに関する現状についての各国からのプレゼンテーシ
ョンに対してはかなり活発な議論が行われた。

１．技術者の資格及び認証について

いずれの国においてもISO 9712:2005に基づき、技術者の資
格及び認証を推進しており、欧州の国々とも連携を取りなが
ら実施している中国をはじめ、アジアでは、オーストラリア、
マレーシア、シンガポールが同規格で実施している。一方、
インドはISO 9712:1999で行われているとの報告が行われた。
いずれの国もISO 9712:2012として2012年6月に改正され、ISO
9712とEN 473とが整合化されたのを機にそれに向けての移行
を行うとのことであった。
技術者の資格及び認証制度の推進に関しては国際非破壊
試験会議(The International Committee for NDT: ICNDT)の中
に設置されたWG1 (Qualification & Certificationに関して実施
面での推進役を担っている) において、例えば、多国間相互
承認(Multilateral Recognition Agreement: MRA)あるいは、技
術者認証機関の承認 (Personnel Certification Body Approval:
PCBA)などが国際認定フォーラム(International Accreditation
Forum: IAF) の動向を踏まえながら検討されている。MRAの
実施にあたって各国の賛成の状況をWG1で把握すべく進め
ている。

２．技術者の教育・訓練について

各国の教育・訓練に関しては、それぞれの国での現状に照
らして意見が出され、特にISO9712-2012で記載している訓練
用シラバスに関わるISO/TR 25107(Non-destructive testing-
Guidelines for NDT training syllabuses)の適用について、今後
ISO /TC 135/SC7及び関連委員会のメンバーで構成される会
議での討議が予定されていることから、この会議へアジアか
らのコメントの提出が必要であることを確認した。
一方、教育・訓練に用いる試験体について、前回の会議
で調査・検討することとなっていた中国及び韓国から報告が
あった。しかし、試験体に関してはきず製作の技術、入手価
格などが把握しづらいため、今後も調査・検討を進める方向
となった。一方、実技試験などで使用される放射線透過試験
における透過写真の作成について、かなりの量が必要である
ことから、その複製技術について議論され、大岡議長から日
本で進めているデジタイジングによる技術での複製について
透過写真の実例を示しながら説明し、その実験成果に関心が
寄せられた。今後、国際的に提供できる展開をすることで、
インドからサンプルの透過写真が提供された。2日目の夕刻
には“東京スカイツリー”を見学し、第３日目は、東京ビッ
グサイトでのNDT展示会を訪問後、JSNDIにて会議のまとめ
を行った。参加国から、日本のアジアにおけるさらなるリー
ダーシップがJSNDIに要請され、これに応えるべく進める方
向を確認して3日間の会議の幕を閉じた。

9. 第3回NDTに関するJSNDIタスク・グループ会議について
―改正ISO 9712に関連して

JSNDIタスク・グループ会議　議長　大岡　紀一
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タスク・グループ会議出席者（前列の左からオーストラリア
(Mr.Dick)、韓国(Dr.Lee)、日本（横野会長、大岡議長）、インド
(Mr.Pali)、シンガポール(Mr.Babu)、マレーシア(Dr.Nassir)、中国
(Mr.Sheng)、後列の左から国際教育専門委員会委員および事務局員）



先のCIW検査業協会30周年式典・祝賀会では多数の
ご来賓の出席をいただいた上、身に余る賛辞や私ども
協会活動へのご理解を賜り、大変感謝しております。
また、この経済状況下で揺らぎかける活動姿勢に対し
ての、ご指導と温かい助言には身の引き締まる思いが
いたします。
5年前、10年前の式典とはずいぶんと活動環境も変わ
りました。当時、バブル崩壊後10年を過ぎていたとは
いえ、(社)日本溶接協会・前会長藤田氏の「数は力」
の下、CIW認定事業者会員は150社以上で全国展開して
いました。この時の祝賀式典は、どこかお祭りであっ
たような気がいたします。
近ごろ「経済の低迷」は、挨拶の次に交わす常套語
となりました。想像を超えた震災を体験し、原発災害
は国内産業ばかりか世界に誇る日本のもの作りの基盤
まで危うくしています。優先されるべき都市整備も未
だし、被災地の復興には程遠いニュースばかりです。
CIW検査業協会の状況は、先のWES8701改正以降会
員の認定移行も完全とは言えず、ようやく当時の7割を
超えたところです。思わしくない経済状況が続いてい
ますが、こんな時であるからこそ、内外の活動を絶や
すべきではないと考え30周年祝賀式典を開催いたしま
した。
式典では、国土交通省住宅局建築指導課課長補佐前
田亮様より、国家的課題である「国土交通省の東日本

大震災への取組み（住宅・建築関係）」という特別講演
をいただきました。今、国中が何よりも優先すべきテ
ーマを聴講し、他人事ではない現況を目の当たりにし
た思いがいたします。
地震国に位置し、非破壊検査を通じて都市整備や各
種産業の構築や展開に賛画するものとして、使命を新
たにしました。

◇経緯10年

CIW検査業協会の主眼は、その目的である技術の向
上、CIW認定制度とその効用の社会浸透です。この10
年を振り返りますと、けして穏やかではありませんで
したが、このテーマに関わる何でもやってきた思いが
あります。主な出来事を振り返ってみます。

（新制度）

JIS Q 17025に基づく「試験所認定制度」という新し
い規格の制定は、全CIW認定事業者会員の新規格への
移行を危うくしました。日本溶接協会の配慮による
「溶接検査事業者認定制度に関する諮問委員会」を経
て、新規格とWES8701改訂版との2本立ての運用となり
ましたが、平成19年より実施された改訂版WES8701で
は、E種が削除されました。CIW認定事業者によっては
体制上の不足から移行に及ばなかったものもあり、
CIW認定事業者は大幅に減少する事態となりました。
これには全国展開以降、前提条件であるE種からD種へ
の移行課題を履行しなかった事業者の怠慢もあったと
思います。当協会では現在もなお、賛助会員制度を通
じて再認定や新規認定取得への援助を行っております。
このため認定取得へのあらゆる講習会を実施しまし
た。JSNDI試験対策はレベル2ばかりではなく、レベル3
一次・二次試験に対しても講習会を行いました。また、
CIW検査技術管理者、上級検査技術者試験対策などの
講習会を実施し、現在では非会員の方々の参加もあり
成果を上げております。

10. CIW検査業協会創立30周年
「この10年の変遷と検査の展望」

一般社団法人CIW検査業協会　会長　逸見　俊一
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平成24年12月、東京・港区の浜松町東京會舘に約110名を集め
開催した創立30周年記念式典・祝賀会



（第三者検査の浸透）

「CIW認定制度・第三者検査普及促進活動」は、契約
適正化実行委員会が中心となり全国の行政機関、関連
団体へのPRを展開しております。活動も回を重ねるご
とに効果を成してきたようです。また、第三者検査の
法制化についても委員会を設け、具体的な施策を検討
しているところです。

（他団体との技術協力）

遊戯施設の事故や、建設機械の破損事故などに対し
ての技術協力も行いました。遊戯施設の事故では、車
軸の検査要領の提言を行うとともに、全国遊園施設協
会主催の研修会への講師派遣も行っています。また、
(公社)建設荷役車両安全技術協会と共同で「コンクリ
ートポンプ車のUT検査要領」をまとめ、全国でCIW認
定事業者検査員に対しての技術講習会も実施しており
ます。
さらに、(一財)全国建設研修センターほか行政の各
所の要請により実施される、「外観検査研修会」は、も
はや定例化した研修会といえます。

（技術委員会）

技術委員会の会員向けサービスとしては、検査技術
の課題や疑問に対しての解決をまとめ、技術ニュース
としての配信があります。また、教育・広報担当との
協力による、各種の試験対策講習会や研修会への講師
派遣も行っております。
検査実務の現場からの意見集約を行い、関連団体へ
の技術提言も行っています。鉄筋施工の不具合や検査
不可能部に関する調査を行い、「鉄筋継手部の検査業務
の現況調査結果とお願い」としてまとめ関連業界への
周知を図りました。会員各社の実験からまとめた、JIS
規格を補う「探傷感度の調整にSTB A2形試験片を用い
た鋼管円周継手の超音波探傷試験法に関する指針（案）」
は、建築学会において発表しました。
これらの提言は、検査実務の信頼性向上、合理性を
備えた作業効率の向上に役立つものと確信しておりま
す。

（東京都登録検査機関）

当協会が東京都検査機関登録制度審査指定機関とし

て運用の一翼を担うこの制度も発足から10年を迎え登
録検査機関も26社となりました。現在、制度の在り方、
登録手続きの合理化など実務に合わせた改善を行って
います。検査対象も当初計画により近づきつつあると
ころです。振り返れば、東京都が運用する制度への参
画は、客観的に見てもCIW認定事業者が認知された証
と捉えております。したがって、当協会では東京都か
ら指定を受け、制度が発足した平成14年当時から、受
入検査の信頼性と透明性をより明確にすることが使命
であると強く意識してきました。自らを律する倫理を
含め、検査業務の使命が第三者性にあるとの基本理念
にふさわしい技量と環境を整えることが最終目標であ
り、今後もその目標に向かって邁進いたします。

（非破壊検査と賠償責任）

非破壊検査の社会的地位の確立は、当協会ばかりで
なく検査業界全体のもう一つの活動目標です。そのた
めに、技術をはじめ様々な委員会を通じて、検査技術
の向上、システムの活用、そして倫理の確立に向けて
活動を行っております。
一方、非破壊検査の社会的地位の確立と並行して、
社会に責任を持てる検査を提供することが必然です。
当協会では、会員に対して「非破壊検査職業危険賠
償責任保険制度（団体）」を提供しております。検査は、
仕様書・要領書の作成、検査業務の遂行、そして検査
結果の報告と立会までが一般的な業務範囲とされます。
これらの多岐にわたる過程において、検査業務や検査
結果に不備のあった場合の賠償責任に対応し、損害を
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平成22年、技術委員会がまとめた「鉄筋継手部の検査業務の現況
調査結果とお願い」



受けた第三者への保証や補修費、再検査などの関連工
事への保証などが保険範囲となります。将来的には検
査地位の確立とともに、オーナー（ユーザー）責任に
も対応できる保険制度となることを期待しております。

（震災、原発災害）

この震災では、直接被災した会員もいました。全会
員の協力を得て、ささやかながら義援も行いました。
特化した鉄骨系ばかりでなく、プラントや原子力に携
わる多くの会員が悲鳴を上げていた記憶が生々しく残
ります。直後の緊張した精神は、なんでも乗り越えよ
うとする気力を有するのですが、継続することはなま
なかのものではありません。全国に広まった経済不況
の中で、それぞれの復興に向けた英知と工夫を凝らし、
継続させる体力が必要と思います。
会員各社が、息切れをしないように日々の運営に邁
進することを願っております。

◇現状

現在直面している協会活動の根幹は、やはり公正な
検査を提供するCIW認定事業者の信頼の確立です。倫
理委員会では不正検査撲滅に関するアンケートを行い
ました。この調査から、安値受注などの契約条件、無
理な工程などの検査環境も原因とされましたが、検査
員そのものの姿勢によることも明らかにされました。
あらためて不正検査撲滅運動を再開したのも、まず検
査員の姿勢から律することが基本と考えたからです。
その上で、検査環境や契約条件の改善を関連業界に求
めて行くべきと思います。
また、国内では、諸外国と比べ非常に多くの検査会
社が営業しています。この特異形態の中で、全国の
CIW認定事業者の検査品質を確保することも、私ども
協会の責務です。そのため協会の執行部をはじめ、各
委員会やWGは、会員サービスである技術ニュースや各
地の行政・関連業界へのPRを絶やさぬよう務めていく
所存です。

◇展望

こうして、あらためて業界の過去を振り返ると、歳
月によりずいぶんと非破壊検査の置かれている環境も
変ったようです。その環境に対応するために企業も変

わります。遠くも近くも、いずれ検査業界の形態も変
化を余儀なくされるものと思います。
特化した建築鉄骨の世界だけを観ても、検査に関連
する業務への拡張を試みる事業者が出始めております。
検査が設計に連携し、設計が施工管理を指導すること
を考えれば、いずれ総合管理など営業領域を広げた検
査企業の確立が始まることもあると思います。
また、専門性を確立した企業も存在価値があります。
検査を熟知したとき、取り交す仕様書や法規・規格は、
最低限の契約条件と理解するはずです。検査が対象物
の使用条件、耐用年数など諸状況を想定して計画・適
用されればより安全を保証する検査会社として位置づ
けられるものと思います。
いずれも、現在の下請け構造からの脱却が必要とな
り、大規模な保証契約も必要となります。保険会社と
の連携などもひとつの経営形態として考えられます。
一方では、非破壊検査の可能性を発展させた独自手
法による検査を目指す企業も出てくると思います。
都市や産業資本の老朽化は、確実に進んでいるはず
ですが、事故が起きるまで専門である我々にも認識さ
れていません。高度成長期に一斉に開発された都市整
備は、一斉に老朽化を迎えているはずです。破壊要因
となる部材内部、裏面、材質変化などの掌握は、非破
壊検査のもっとも得意とするところです。現在も構築
物の保守点検は行われていますが、多くは既存の検査
手法をエンジニアリング会社などの指示のままに適応
しているだけです。
やはり非破壊検査に創意工夫を凝らし、独自の開発
手法を以て事態に対応するほどの姿勢を持つべきと思
います。こうした分野にも、保守計画に参画するよう
な専門性、独自性を持った検査会社が社会的位置を確
立するものと思っております。

◇おわりに―将来への布石

昨年度より「明日を担う次世代のための非破壊検査
セミナー」を実施しております。このセミナーは、文
部科学省、国土交通省、経済産業省の後援を得、実施
に際しては、一般社団法人日本非破壊検査協会、財団
法人日本溶接技術センターの共催と地域の検査事業者
の協力を得て行われます。
工業高校生を対象としたこのセミナーは、全国の都
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道府県で実施する途方もない計画です。非破壊検査の
可能性の展開に、熱の入った講師陣と生き生きとした
受講生との講義風景は、まだまだほんの一歩に過ぎま
せんが、この遠大な計画を遂行させるに十分な活力と
将来への希望を与えてくれます。

セミナー受講生が社会に、それぞれの分野に育った
姿を私自身が実務者として観ることは出来ないかもし
れませんが、「明日を担う次世代のための非破壊検査セ
ミナー」は、将来の非破壊検査の社会的位置を必ず築
いてくれると思っております。
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CIW検査業協会だより

☆創立30周年記念式典・祝賀会を開催

創立30周年記念式典・祝賀会を12月12日(水)に浜松町東
京會舘（東京都港区）において開催しました＝写真。記念
式典では、日溶協、東京都、会員会社等から約100人の出
席のもと、開会挨拶を逸見会長が、日溶協の宮田会長が来
賓挨拶を行いました。また、功労特別（2名）・記念事業
協力（7社）・永年会員（31社）にそれぞれ感謝状が贈呈
されました。引き続いて、国土交通省住宅局建築指導課前
田課長補佐より「国土交通省の東日本大震災への取組み
（住宅・建築関係）」と題した特別記念講演がありました。
関係団体各位110名の出席のもと開かれた祝賀会は、八

野理事の開会の辞で始まり、開会挨拶を井手副会長が行っ
たあと、前衆議院議員斉藤鉄夫秘書の小堀信明氏、東京都
都市整備局市街地建築部建築企画課課長山崎浩明氏（代
読）、日本非破壊検査協会学術担当理事井上裕嗣氏の三氏
より来賓祝辞が述べられました。

次いで、日本溶接協会溶接検査認定委員会運営委員長加
藤光昭氏の発声で乾杯し、賑やかに宴が始められました。
非破壊検査を共通とした懇談の輪は、辻副会長の中締めが
行われるまで数多く広がりました。

☆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25年2月3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25年2月24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25年3月16日(土)～17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)にも掲載しております。

☆Q&Aコーナー新設のご案内

当協会では、会員の皆様が日頃、疑問に思っていること
にお答えする場としてHP内にQ&Aのコーナーを新設致し
ました。技術的な内容や規格の疑問点等、様々な質問・疑
問の提出をお待ちしております。
アクセス方法は、当協会のHP（http://www.ciw.gr.jp）

からQ&Aのコーナーのバナーをクリックし、質問内容をご
記入下さい。一般的な質問内容に対しては、HP内で質問内
容とそれに対する回答を掲載致します。

一般社団法人CIW検査業協会

平成24年２月、旭市の千葉県立東総工業高校で開催した
第１回セミナーのＵＴ実習

平成24年８月、川崎市の日本溶接技術センターで開催した
第２回セミナーのＰＴ実習
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謹賀新年。2013年はいよいよ鋼構造の出番である。「コンクリートから人へ」のキャッチフ

レーズは跡形もなくなり、マスコミでは新たなキーワードに浮上した「強靭」の２文字が踊る。

東日本大震災以降、ファブリケーター大手で構成する鉄骨建設業協会は、被災自治体に対

し鉄骨造の活用による安全・安心な社会の実現を目指す「強靭なまちづくり」を精力的に提案

している。超高層建物など多くの鉄骨構造物を手がけるファブ大手は震災を契機に、安全・安

心な社会の一端を担う鋼構造の重要性を改めて認識。鉄骨は社会資本の骨格をなすものであり、

会員各社が鉄骨製作を通じ国民の生命・財産を守る自負を強調する。

ファブ団体が震災以来、発信し続ける「強靭」は、新政権が描く社会資本整備の題目にも

用いられる。

高度成長期に建設された多くの社会資本が老朽化するのは必然である。これまでも事故が起

こるたびに、社会資本の安全確保に向けた関心は瞬間的には高まるものの、抜本的かつ永続的

な対策は講じられないまま時間だけが経過した。「強靭」を担保するには「検査」が不可欠で

あることは言うまでもない。「強靭」な社会資本整備が動き始める13年は「検査」の出番でも

ある。 （N.M）

編　集　後　記


