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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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１．RACの誕生

CIWは(一社)日本溶接協会の溶接検査認定委員会（Certi-
fication for Inspection of Welds)の略称であるが、現在の形
で50年前に発足したものではない。1963年6月28日に委員
会の前身である放射線検査委員会（略称RAC）が開催さ
れたのが出発点である。溶接部の放射線透過検査に対し
てJIS Z 2341が適用されていたが、実際の現場において検
査方法、合否の判定に多くの問題点があったために、こ
の問題の解決を目的に前記委員会が生まれた。初代の委
員長は柴田晴彦、副委員長は手塚敬三、そして多田美朝、
三上博、石井勇五郎、仙田富男、他2名の6委員で構成さ
れた。技術担当の仙田富男の下に判定小委員会が作られ
て寺田繁道（鉄道技研）、松山格（工業奨励館）及び榊昌
英（運輸技研）の3名が毎週土曜日の午後に作業を行った。
1963年といえば、東京オリンピックの前年である。
1965年1月に「放射線透過写真撮影事業者技術認定規則」
を制定し、(一社)日本非破壊検査協会の技量認定に先駆
けて撮影技術者の技術認定試験を実施した。事業者の設
備等の審査も行い、撮影技術者の試験結果と合わせて、
1965年12月に第1号の認定を現在の(株)シーエックスアー
ル（当時の中国エックス線（株））に与えた。
1969年度に「放射線検査委員会」は発展的に解消して、
1970年度から「溶接検査委員会」（Commission of Inspec-
tion of Welds略称CIW）となり、事業内容を「溶接部の放
射線検査」から「溶接部の非破壊検査」と拡大した。そ
して認定部門も放射線以外に超音波、磁気・浸透、ひず
み測定の3部門を追加し、委員も増強した。1973年10月、
非破壊検査事業者認定会社は14社となった。

２．WES制定とCIWの誕生

認定規則をWES規格にする準備も進められ、1977年1月
にWES8701「溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基
準」が制定された。これを受けて認定規則及び細則の改
正が行われ、新規則による種別切替えを同年10月に19社

について行った。1978年度から認定業務は現在の溶接検査
認定委員会（CIW：Certification for Inspection of Welds）が
行うこととなった。委員長木原博協会会長、副委員長仙
田富男以下11名の委員で構成された。WES8701はその後、
溶接構造物の検査について総括的な責任を負える技術者
として、主任検査技術者を設けて、認定資格を与える改
正を1980年4月に行った。1978年に東京都建築工事標準仕
様書に「内部欠陥の検査は、原則としてWES8701で認定
を受けた事業所に所属する技術者によって行う」ことが記
載された。1985年には住宅・都市整備公団工事共通仕様
書にも記載されるようになり、超音波検査部門が注目さ
れはじめた。

３．仙田体制から藤田体制へ

1988年6月に非破壊検査のレベル向上、認定事業の発展
に情熱を燃やし続けた仙田富男が逝去され、藤田譲にバト
ンが渡された。1990年度からCIWの委員長は藤田譲協会会
長に、そして副委員長及び運営委員長は秋園幸一に変わった。
認定事業者といっても内容的には格差があるが、小規
模な事業者でもそれなりに認定事業者としての自覚をもっ
て、倫理観の高い良質の検査を行えば、本認定の目的で
ある溶接構造物の安全性・信頼性の向上に貢献できるし、
認定事業者がより多くなって全国に分布すれば、第三者
検査をCIW認定会社で施工できるように関係官公庁にア
ピールできるとの観点と、小規模な事業者でも一定の技
術レベルをもっていれば認定を受けられるように、1990年
4月にWES8701の改正を行いＥ種を新設した。このＥ種の
新設によって認定事業者数は1990年の57社から増加の一途
をたどり、2001年10月の認定では最高の172社に達した。
また、1994年10月には全国各都道府県に認定事業者の本
社又は出張所が配置された。

４．RUMPES（ランプス）の誕生

1981年4月から認定事業者の登録技術者の全員に、自覚
を持って検査業務を行うことを目的に「CIW手帳」を配
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布していたが、1987年1月から「CIW通信」を年4回発刊し
て、認定事業者及び関係官庁等に配布して認定事業のPR
を図ることとした。CIW通信は1992年1月から「RUMPES」
と改称されて現在に至っている。江端誠編集委員長は
「CIW通信」の第1号以来、現在まで26年間引き続いてそ
の任を続けている。「RUMPES」は造語で、非破壊検査の
6部門の頭文字であり、名付け親は大岡紀一委員である。
なお、1991年1月からは(一社)CIW検査業協会（当時の
CIW検査事業者協議会）からの編集委員が加わり内容の
充実を図っている。
1998年度からCIWの副委員長及び運営委員長は秋園幸
一に代わって加藤光昭が就任した。

５．CIW認定制度の見直し及びWES
8701の改正

WES 8701は2000年10月に、WESの作成基準に従っての
見直しとともに、引用規格に基づく技術者の資格を最新
のものに適合させること、審査項目及び品質保証体制の
基準をより明確にする小改正を行った。
非破壊検査事業者においても、ISO 9000ｓに基づく品質
マネジメントシステム認証を取得する動きが活発になった
こと等も勘案し、CIW認定制度の抜本的な見直しが検討さ
れた。関連するISO 17020(検査)とISO 17025(試験)の比較につ
いて議論を行い、CIW認定制度の改革という観点から、よ
り公平性、透明性をもつISO 17025(JIS Q 17025)に基づく試験
所認定制度に移行することがよいのではないかと判断した。
2003年10月から(公財)日本適合性認定協会（JAB）との
共同開発スキームとして試験所認定制度を、移行期間3年
間として開始した。しかし、事業者にとって移行期間と
料金問題等が経営的に大きな問題となって、認定取得ま
でに至らなかった。また、移行できない事業者の救済のた
めに、建築鉄骨の検査事業者認定を新たに開始して欲し
い旨の要望が(一社)CIW検査業協会（当時のCIW検査事業
者協議会）から2003年11月に出された。この要望を受けて、
溶接検査事業者認定制度に関する諮問委員会を2004年2月
に発足させ、同年4月に出された答申を受けて、西川孝夫
委員長のもとで建築鉄骨に係わる非破壊検査事業者認定
制度検討委員会が同年7月に設置されて検討がなされた。
その結果、建築鉄骨の検査事業者認定制度も含めたCIW
認定制度の見直しを行うために「CIW認定制度見直し検
討委員会」を2005年5月に設置して検討を行った。11回の

審議の結果、WES 8701は2007年1月に改正された。なお、
2004年度からCIW委員長は藤田譲から宮田隆司協会会長
に代わった。
2007年に改正されたWES 8701は、規格名称を「溶接構
造物非破壊検査事業者等の認定基準」とし、従来の種別
基準と技術認定実施規則との併用を止めた。本体並びに
附属書1、2及び3から構成され、事業者の種別はA種からD
種の4種別とし、全体の底上げを図るために設置された従
来のＥ種は廃止された。技術者の呼称も、主任検査技術
者を検査技術管理者に、主任試験技術者を上級検査技術
者に、そして試験技術者を検査技術者にそれぞれ変更し
た。附属書1は溶接構造物非破壊検査事業者の品質システ
ム―要求事項であり、附属書2は溶接構造物非破壊検査事
業者における技術者の登録である。附属書3は建築鉄骨検
査適格事業者に関する付加要求事項で、超音波検査部門
の認定事業者がこの要求を満足していれば、建築鉄骨検
査適格事業者としても認定するもので、前記のWES改正
の背景の経緯に基づいて作成された。
WES 8701:2007は2007年4月から施行され、3年間は移行
期間として運用され、従来の2000年版による継続と、2007
年版による新規認定が併存する期間が2009年10月の認定
まで続き、それまではＥ種が存在した。2010年4月の認定
から2007年版だけとなり、E種からD種に移行できなかっ
た25社が脱落した。
2010年4月におけるD種以上に移行した認定事業者は121
社であった。この移行に伴って事業者に対する業務確認
を行ってきたが、その実績に基づいて議論を重ねた結果、
JIS Q 9001:2008「品質マネジメントシステム―要求事項」
に基づき、従来の「品質システム」の呼称を「品質マネ
ジメントシステム」に変更するとともに、この趣旨に基づ
いてWES 8701:2007も改訂することとした。改訂作業は、
「WES 8701:2007見直し委員会」を設けて、2010年9月から
2011年10月に至るまで７回の検討委員会を開催して審議
を行い、2013年3月にWES 8701:2013が制定された。

６．建築基準法の改正に伴う諸問題

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災における鉄骨造
建築物の倒壊等の被害の要因の多くが、施工不良を含む
溶接部の不具合であることが明らかになり、1998年5月に
建築基準法が一部改正になった。中間検査制度と建築確
認・検査の民間開放が新たに打ち出された。2000年6月か
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ら全面施行となった中間検査及びその実施に関しては、
指定確認検査機関制度が導入された。2002年には建設省
告示第1464号で溶接部の品質に関する基準が示された。
この中で「割れ、内部欠陥の構造耐力上支障のある欠陥
がないこと」、「溶接部の寸法・精度および表面欠陥につ
いて表に示す数値等によること」、「溶接される鋼材の種類
に応じて、表に示す溶接金属としての機械的性質を満た
す溶接材料を使用すること」が示されている。
東京都では、建築工事における試験及び検査の制度を
改正し、検査機関の知事登録制度を導入した。2002年7月
に(一社)CIW検査業協会（当時のCIW検査事業者協議会）
が東京都・検査機関登録審査の審査指定機関に指定され、
協議会の中に検査機関倫理委員会を設置して、西川孝夫
委員長のもとで活動を開始した。当協会からも2名の委員
が参加しており、超音波検査部門のCIW認定事業者であ
ることが条件の一つに含まれている。2002年12月の第1回
の登録では31社に登録書が授与され、2012年12月の時点で
は26社が登録されている。
また、2002年8月には告示1464号のただし書きに判断基
準を具体化し、運用方法をまとめた「突合せ継手の食い
違い・仕口のずれ検査・補強マニュアル」が刊行された。

７．研究・教育委員会の活動

研究・教育委員会は大岡紀一委員長のもとで認定事業

者の検査技術管理者及び上級検査技術者用のCIWテキス
ト「溶接構造物の検査」について、2000年及び2008年に改
定を行った。2008年版では、それぞれの分野における最新
の技術の追加及び溶接構造物の品質マネジメントシステ
ム等で内容の充実を図り、表題も「溶接構造物の試験・
検査」とした。毎年の検査技術管理者及び上級検査技術
者の試験のための研修会は、東京と大阪の2地区で開催し
ている。また、「WES 8706に基づく溶接構造物非破壊検査
事業者における要員登録のための研修会」を前期と後期
に東京と大阪で、2004年から2006年まで開催した。2007年
の後期からは更新審査のための研修会に変わった。

８．溶接検査認定委員会倫理委員会の設置

検査業務の倫理については、従来は(一社)CIW検査業協
会（当時のCIW検査事業者協議会）の中に倫理委員会を
置き、当協会からは委員を出して、認定事業者側で第三
者検査に限定して、自主的に討議を行っていた。しかし、
WES 8701:2007では附属書1の要求事項に明示したため、
2007年10月に溶接検査認定委員会に倫理委員会を西川孝
夫委員長のもとに設置し、認定事業者の検査業務の倫理
の評価等を行っている。
残念なことであるが、2009年4月に、「原発部品データ改
ざん」の見出しが新聞各紙に出て、A種認定事業者の日本
工業検査(株)の作業員が、タービン配管の溶接後の熱処理
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に関する温度管理データを改ざんしたことが露見した。
この件は「配管溶接部の熱処理管理についての温度記録
の改ざん」であり、溶接検査に直接関係するものではない
が、CIW認定は個人認定ではなく会社組織の認定である
ことから、明らかに要求事項の検査業務の倫理規定違反
に該当するとして、倫理委員会で審議を行った。その結
果、倫理委員会から溶接検査認定委員会に、認定に関す
る臨時サーベランスを早急に行うことを提案し、その際に
①品質マニュアルの最新版の提出、②早急に改善状況確
認の内部監査を行い、その報告、③下請け会社、関連会
社への具体的対策とその結果報告、④倫理教育の継続的
な実施―が必要であることを付言し、溶接検査認定委員
会の審議結果に基づいてこれらの確認を行った。
また、2010年4月には、国土交通省中国地方整備局広島
港湾・空港整備事務所及び広島高速道路公社が匿名の情
報提供者によって、広島県で建設中のマリノ大橋、広島
高速2号線・3号線の高架橋工事で、D種認定事業者の関
西エックス線(株)が自動超音波探傷装置（AUT）を使って
検査を行っ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
したため、請負三業者に再試験等適切な措置を行うよう
指示するという事件が発生した。情報提供者による指摘
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の信頼性、④試験データの改ざんの4
点である。2010年6月に倫理委員会を開催して審議の結果、
委員会の見解の文書を関西エックス線(株)に発信した。
2010年7月には国土交通省中国地方整備局が、6月29日付
で同社に対して「文書厳重注意措置」を行った。2010年8
月に倫理委員会を開催して、同社に対して「認定の停止」
の措置とすることが妥当との結論に達し、改善の確認が
できれば停止を解除することを確認した。溶接検査認定
委員会は2010年9月9日付の書面で「認定停止」を同社に
通知した。2011年11月に同社から停止解除願いの追加資
料が提出されたことを受け、2012年1月に認定審査委員会
の松山格委員長及び鯉田長生副委員長が同社の現地調査
を実施し、改善指摘事項5件を同社に課した。2012年3月
に同社から「認定停止の解除に係わる業務調査時の改善
要求事項の実施状況」が協会に届けられ、同月開催の倫
理委員会で審議の結果、同社の認定停止の解除を確認し、
その結果を溶接検査認定委員会に報告した。溶接検査認

定委員会は2012年3月16日に委員会を開催して、同日付け
で関西エックス線(株)の認定停止を1年7ヵ月振りに解除し
た。しかし、改善要求事項に対しての対応を始めたのが
2012年2月からであるため、2012年10月の認定継続の申請
の際に実施する業務確認の際に、改善の成果を確認する
こととし、実施した。

９．CIW認定事業者数の推移

1977年10月から2013年4月までのCIW認定事業者数の推
移を図1に示す。
1990年10月から2009年10月まではE種の認定事業者が存
在して、2001年10月には最高の172社を記録した。A種とB
種の合計を見ると、1995年4月から2009年4月までの1４年
間24社以上で全体の15％以上を占めている。しかし、D種
とE種の合計を見ると、1992年4月から2009年10月までの間
で50社以上で、最高は2003年10月の114社で、全体の60％
以上（最高は2007年4月の69％）を占めている。2010年4月
以降ではD種は70社前後で全体の57％程度である。

10．CIWの今後の課題

WES 8701:2013が本年3月から施行され、2013年の10月の
登録審査から適用されることになる。一方、主要技術者
の資格の裏付けになっている、（一社）日本非破壊検査協
会の技術者認証制度においてISO 9712に関連したJIS Z 2305
の改正が進められており、その対応がいろいろな面で影響
するものと考えられる。
しかし、バブル時代に建設された各種の建造物は老化
が進む現状から、現在、公的機関における指定は建築鉄
骨の溶接部検査だけに限定されているが、他の業界に働
きかけて、超音波検査部門以外の放射線検査、磁気検査、
浸透検査、渦電流検査及びひずみ測定部門の技術が活用
されて、種々の溶接構造物の社会的財産を維持して、社
会の安全・安心にこれまでにも増して貢献できるように、
CIW認定制度の更なる普及及び発展を願うものである。

11．おわりに

以上、CIW認定の50年の歩みについて記したが、本誌の
Vol.7 No.2(1993)に「CIW認定の歩み」を掲載している。比
較的に最近からCIWに関係を持たれた読者のために、スタ
ート時から30年の経過についても簡潔に記述したが、ご興
味があれば上記の記事も読んで頂ければ幸いである。
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１．はじめに

建築鉄骨の工場製作から工事現場での建方終了まで各種
検査が行われます。検査と一言でいっても製作工程での検査、
検査主体や目的で区別される社内検査・受入検査、検査の
発注者と受注者との関係で定まる第三者検査等があります
が、ここでは、主に受入検査、第三者、第三者検査について
述べます。
なお、本稿の内容は筆者の個人的見解（公の内容と一致
している箇所もありますが）で、筆者の所属会社・団体の見
解ではありません。また、検査に関する用語の定義は、原則
として、日本建築学会建築工事標準仕様書JASS6鉄骨工事：
2007年（以下、JASS6）によります。

２．建築鉄骨の生産体制

図1は建築生産の全体枠組みで「施工者が建築工事を一括
して受注する形式」を示しています。設計と監理は分離、設
計と施工も分離形式としました。破線内の実線で囲った部分
が現業部分、その工事全体を法的に規制するものとして行政
機関があります。そしてこの建築工事とは無関係な（ただ、
建築物が社会的産物として存在する以上、全く無関係ではあ
りませんが）一般市民（国民）が存在します。

図2は図１のうち鉄骨工事に係る部分を示したものです。

３．受入検査と社内検査

JASS6では、受入検査は「施工者が行う検査のうち、施工
者が鉄骨製品を受け入れるにあたって実施する検査をいう」
と定義されています。また、工事監理者は図2の体制の中で
「立会」が業務であり、立会は「施工者・協力会社の行う検
査などの行為に対して、過程および結果を同席して見届ける」
と定義されています。
受入検査のこのような定義はJASS6：1996年第7版から採用
されたもので、それ以前の受入検査の定義は「係員（請負約
款にいう監理者）が工事目的物である鉄骨を受け入れるに当
たり、実施する検査をいい、社内検査が完了した後に行うこ
とを原則とする」で、また、「立会」という用語は定義され
ていませんでした。
一方、社内検査の定義は、JASS6：1996年第7版以降は

「鉄骨製作業者が加工の各段階で自主的に行う検査をいう」
で、それ以前は、「施工者らが自主管理の下に行う各工程で
の検査をいう。また、鉄骨加工業者が製作完了部品について
設計品質に適合し、所定の数量があることを、工事現場へ発
送する前に確認する最終検査をいう」でした。
この受入検査、社内検査の定義の変更は、建築鉄骨生産

2. 鋼構造物関連講座 ―― 建築鉄骨の受入検査、第三者、
第三者検査について

株式会社竹中工務店　東京本店　技術部　護　　雅典
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図1 建築生産の全体枠組み 図2 鉄骨工事に係る関係者



体制における鉄骨製作業者と施工者の役割を再確認して責任
を明確にするため行われました。定義が変更されて既に約17
年が経過していますが、「製品検査に行ったときに施工者は
完成数量と建方日のみ気になって製品の品質については無関
心である」など「受入検査の主体は誰か」が理解されていな
い場面が見られることもあります。

４．第三者とは

４.１　検査会社の立場

ここでは溶接部の超音波探傷試験（UTと略す）に限定し、
検査会社がどのような立場になっているか確認します。
図2には検査会社A、Bも示しています。鉄骨製品を製作す
る鉄骨製作業者・工場（以下ファブ）は、溶接部の品質管
理や品質保証のためにUTを自主的に社内検査として行いま
す。JASS6は、「ファブは加工の各段階で社内検査を行う。そ
の結果は社内検査表として記録し、施工者の要求に応じて提
出する」「社内検査は自主的に行う検査」としています。
ファブ社内に非破壊検査技術者試験の合格者がいて社内
の資格者が検査する場合も有りますが、ここでは検査会社A
へ依頼するとしました。いうまでもなく検査の発注者はファ
ブ、受注者はAです。
ファブの社内検査が終了したあと、施工者が受入検査の一
環としてUTを行いますが、一般的には検査会社Bへ依頼して
います。いうまでもなく検査の依頼者は施工者、受注者はB
です。
４.２　第三者という用語

文献①より引用してみます（引用：斜体部分）。
第三者：当該問題に対して当事者と無関係で独立してい
ると認められる人または機関
第一者：供給者　第二者：購入者
ISOでは認証行為などが民間に誕生し民間の自助と主体性
の下に運営されてきている。公益活動すなわち利害関係者当
事者はもとより行政からも独立した第三者活動というもので
ある。
第三者検査：製品あるいはサービスの提供者、受領者及び
規制者（行政側）のいずれからも独立した判断という考え方
上記では第三者を供給者と購入者の関係で述べています
が、別の言葉で言うと発注者と受注者の関係で定まるともい
えます。
４.１の関係でいえば、ファブと検査会社A（以下、A）、施
工者と検査会社B（以下、B）、はあくまで第一者と第二者と

いうことになります。単に施工者でもファブでもない、とい
うことであればAもBも第三者ですが、工事の中で契約関係
が生じたとたんに第三者とは言えなくなります。
また、前述の文献は行政機関が第三者であるかどうかにつ
いては、これを否定しています。工事に関して何らかの規制
を行う立場にあるとき、行政機関が自分たちの立場を守るた
めに行動することがありえますので第三者とはいえないとい
うことです。古い話になりますが、エイズ問題の際の旧厚生
省の行動は省益を守るためといってもよく、一般市民からみ
れば決して第三者とはいえませんでした。
更に、図1に示した「一般市民」といわれる存在からみれ
ば、施工者と契約しているBもファブと契約しているAも同
じ立場です。また、規制機関としての行政も監理者も悪い言
葉でいえばある工事に係る仲間にすぎませんので、監理者と
契約した検査会社、行政機関と契約した検査会社も図1の一
般市民から見れば決して第三者とは言えません。
したがって、図3のパンフレットの表現では一般市民の誤
解を招く恐れがあります。パンフレットの趣旨に反対してい
るのではありませんし、検査体制がどうでもいい、というこ
とではなく、「第三者」という言葉には多くの側面があるこ
と、「第三者」には関係者から完全に独立しているといった
面が強いため、「建築鉄骨業界の常識は一般市民からみれば
非常識」といったことにもつながりかねないことを危惧しま
す。どの様な範囲でどのような認識で発言されているかで意
味が異なってしまいますので、使用に当たっては注意が必要
と考えます。
このようなことから、筆者は、なるべく「第三者検査会社」
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ではなく「受入検査会社」と言うようにしています。
この「検査の第三者」については下記のような報道もあり
ましたので紹介します（文献③）。
非破壊検査の第三者化（法制化）は実現するか、という
質問に対して
・「工事監理者、工事施工者とリンクしない検査が第三者
検査なので、現状の日本では第三者検査は存在しない」とい
った回答。

また、第三者のイメージについて
・石井勇五郎氏の言葉「検査対象物の製造者、使用者及び
法的規制する部門から離れ、如何なる圧力を受けることなく
純粋に科学的、中立的立場からその安全性とその性能を判定
する機関である。そして、検査する機関は製造者の代弁的な
機関でもいけない。また、行政府に密着している機関でもい
けない。よって、第三者的な民間機関でかつ非営利検査機関
でなければならない」

５．現状の「第三者検査」

前述のように第三者という言葉には色々な側面があります
が、ここでは現状の建築鉄骨業界の範囲で考えてみます。
建築鉄骨では次のようなことが契機となり「第三者検査」
が言われるようになりました。
検査会社AとBは発注者や検査の目的が異なるので、本来、
別会社とする必要がありますが、AとBが同じ会社だった、A
が行った検査報告書の表紙だけ変えてＢが行ったようにする
といったことが行われていたようです。また、このような疑
いを掛けられても明確に反論できない状況が存在したようで
す。
こうならないように検査の「公明正大さ」をどうやって確
保するかという時、例えばアメリカのようなインスペクター
制の導入は簡単にはできません。先の石井氏のいう体制など
には簡単に移行はできませんので、まず、図2に示すように
検査会社Aと検査会社Bを峻別するという考え方が提案され
ました。そして、AとBを一緒にしない、という意味を込め
てBを第三者検査会社、Bの行う検査を第三者検査と称する
ようになりました。
かつて行政機関において建築鉄骨における第三者検査を推
進された方が、ある座談会でこの第三者検査の枠組（図2）
について「やむを得ずこの体制で」「本来の意味の第三者で
はないのは理解している」といった主旨の発言をされていま
す。

６．検査による安全・安心

第三者検査かどうかは別として、検査に期待される・求め
られるものに「安全」「安心」があります。この二つの言葉
は「安全・安心」のようにセットで用いられますが、各々の
意味は異なります。
文献④では耐震偽装問題に関連して次のように言っていま
す。（引用：斜体部分）
・安全とは事故や災害が起こらないという現実の状態を表現
するときに使われ、一方、安心という言葉は事故や災害につ
いての不安や心配がないという心の状態を表現するときに使
われる。
一方が現実の状態を表し、もう一方が心の状態を表す。
ある合否判定規準に従って検査が合格となったとき、例え
ばX社の検査であれば信頼できるので安心だが、Y社の検査
の場合はいくら合格と言っても安心できない、といったこと
でしょうか。
また、信頼が損なわれた時にどのように対応するかについ
て文献から引用します。
・「リスク管理責任者（設計者や施工者を指している）が自
分たちの責務を全うするだろう」という人々の信頼が損なわ
れ、信頼の欠如を補うために、政府が監視や規制などを強化
することでリスクの高い商品を排除し市場の停滞を防ごうと
した。
・信頼欠如を補うための監視強化はその作業に対する金銭的
なコストを加算させることになる。こうやって増加するコス
トは建物の耐震性そのものを高めるために費やされるコスト
ではなく（地震により被害をこうむるリスクを直接、低下さ
せるのではない）、人間を監視し裏切りを抑えるために費や
されるコストである。
・リスク管理責任者に対する人々からの信頼の欠如は制度的
な監視や制裁の強化をもたらし「リスク管理者の管理」のた
めのコストを増大させる、いわば「安心代」であり、元のリ
スクを低下させる（安全性の向上）ことに貢献するわけでは
ない。
・監視と不正時の罰則を強化して「抑止力に基づく信頼
（安心）」を高めることは「外的な賞罰にかかわりなくまじめ
に業務に取り組むものである」という「協議の信頼」を低め
るため全体としての信頼性はそれほど高くならない
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７．「施工者ら」としてどうする

ここではJASS6でいう施工者ら（施工者とファブ）にそれ
ぞれと検査行為で関係付けられる検査会社を含めます。
筆者は、自分の係わる狭い範囲だけかも知れませんが受入
検査に関する信頼性が低下していると考えていません。しか
し、CIW検査業協会のアンケート結果ではそうともいえない
様子がうかがえます。アリの一穴から堤もこわれるように、
ほんの些細なことで業界全体の信頼が失墜してしまいます。
そうならないための即効性のある特効薬は無く、ひたすら
自分たちのやるべきことを誠実に行うこと、一旦引き受けた
以上は誠実に行うしかありません。
一方、「ゼネコン発注の検査では、工場溶接部の検査会社
の検査結果は、ゼネコン経由で監理者に届く。これではデー
タが取捨選択される可能性も否定できない。」として、鉄骨
の検査を施工者から分離発注し監理者としての設計事務所が
受託したと、いう記事がありました（文献⑤）。
かつて不良鉄骨問題の際には、「検査業界の問題」も新聞
紙上を騒がし、検査会社の「検査に関する不正を指示した発
注者（ゼネコン）の言うことには逆らえない」といった発言
も報道されていました。これではゼネコンは信頼できないと
いわれるのも無理はありません。
このような検査分離発注の場合、鉄骨発注者として施工者
はどのように考えればいいのでしょうか。
施工者が発注した検査内容に疑義がある場合、その鉄骨で
構成される建築物を受けとる建築主（あるいは監理者）が検
査を行うことを施工者は妨げるものではありませんが、鉄骨
発注者として施工者は検査を省略できないと考えます。
結果として、ファブの検査、施工者の検査、建築主（監
理者）の検査と図4のように3重の検査を行うことになります。
また、一般市民からみて建築主の検査が信用できなければ更
に検査…となります（極端ですが考え方としては可能です）。
結果として社会的コストが増え、一方まじめな会社のまじめ
に仕事を行うというモチベーションを低下させることになる

だけです。溶接部の信頼性が高まるわけではなく、安心料が
増えるだけです。
このようなことに陥らないようにするため、繰り返しにな
りますが、現在のシステムの中ではAあるいはBの検査（単
に試験行為のみならず施工者やファブの報告体制なども含め
て）の信頼性を確保するしかありません。検査には無試験検
査もありますので、Aの検査の信頼性が高まれば、Bによる
検査は省略してもいいのではないかと考えることもありま
す。

８．おわりに

CIW検査業協会で行われている「不正検査撲滅運動」にも
若干関連して受入検査・第三者検査などについて述べました
が、まずは図2の体制を建前・単なる絵に終わらせることな
く本音として堅持したいと考えます。
今のところ一般市民の信頼が失われていると思いません
が、一旦、信頼を失うとそう簡単には取り返せません。
建築鉄骨業界以外では「製造者責任」の下、自主検査重
視の方向とも聞きますが、建築鉄骨業界では「受入検査があ
るから自主検査をやっているのでは」、「受入検査は自主検査
に対する監視行為」という考え方が有るのも事実です。
建築鉄骨検査の信頼性を確保することが、建築物の安全
はもとより安心感を一般市民に与えることになります。先に
述べたように監視と罰則は長い目で見たときに決して良いこ
とではありません。建築業界では、うるさくいわれれば仕方
なく行う（特に行政機関の指示について）いわれなければ行
わない、といった風潮が無きにしも非ずですが、相対的な価
値観でなく、絶対的な価値観を持つようにしたいと考えてい
ます。
会津藩　什の掟「ならぬことはならぬものです」

引用・参考文献

①「第三者検査　転換期における我が国の行動指針」編著　小野
寺眞作、稲垣道夫、産報出版、平成9年5月
②「建築鉄骨第三者検査　CIW検査事業者認定制度のご案内」
日本溶接協会　CIW検査業協会
③鋼構造ジャーナル、鋼構造出版、2011年3月14日の記事
④「リスクのモノサシ 安全・安心生活はありうるか」中谷内一
也著、ＮＨＫブックス ＮＨＫ出版　2006年7月
⑤鋼構造ジャーナル、鋼構造出版、2011年10月17日の記事
⑥日本建築学会標準仕様書JASS6鉄骨工事
⑦RUMPES、日本溶接協会溶接検査認定委員会、Vol.14 No.1
2000年
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図４　検査を行う複数の目



前回に引き続き、ここではMT及び観察条件につ
いて述べる。

１．MT関連規格

MT規格JIS Z 2320-1～3は、ISO9934-1～3を基に第
1部「一般通則」、第2部「検査媒体」、第3部「装置」
の3部で構成している。しかし、旧JIS G 0582：1992
で採用してきた標準試験片確認方法の取り入れ、構
成上の変更、鋼種、磁化条件、採取データなどの変
更のためMODとなっている。技術的には大きな変更
になっていないように見えるが、現場適用において
は直角通電法や残留法などJIS G 0565と比べると相
当変更されていること、磁化条件の設定において、
「工程確認方式」が採用されている等、混乱を招い
ているのが現状である。注1)この対応として、改正検
討が進められている。
１.１　JIS Z 2320‐1(2007)

JIS Z 2320-1は、長く使用してきたJIS G 0565「鉄
鋼材料の磁粉探傷試験と磁粉模様の分類」に代えて、
ISO 9934-1を基にJIS G 0565を包含する形で制定され
た。
ここでは、試験体表面の処理、磁化方法、検出媒

体への要求事項及び適用方法、並びに結果の記録と
その説明を規定している。
検査性能の確認方式及び試験方法の分類におい

て、工程確認方式と標準試験片方式を使い分ける必
要がある。手順書又は指示書において明確な指示が
要求される。このことは、電流値の表示に違いがあ
ることも留意すべきである。
工程管理方式において適用する磁化方法が7種類

になっている。特に、コイル状にケーブルを巻いた
探傷法は、大型容器のノズル溶接部などに有効であ
る。この方式は、磁束投入法の隣接電流法として分
類されていることに注意が必要である。また、形状
によっては、反磁界を考慮する必要がある。シム状

試験片（A形標準試験片又はC形試験片）を使用し
た極間法は、試験体の磁束を正確に示すことが困難
な場合が多く注意が必要である。このことを考慮し
た探傷範囲（ピッチ）を適切に指示することも重要
である。
これらについては、二つの規格を一つにまとめた

弊害でもあり、国内事情に併せた改訂作業が実施さ
れている。2007年以降の運用中に分かったことを踏
まえ、A形標準試験片をうまく取り込む形での工程
確認方式と標準試験片確認方式の融合を目指し、
2013年の改訂を目標に現在、改訂準備を進めている。
１.２　JIS Z 2320-2(2007)

磁粉探傷試験材料である検査液、磁粉、分散媒及
びコントラストペイントの特性項目及び特性の試験
方法について規定している。これらの要求事項とし
て、性能、蛍光安定性、起泡性などの確認が要求さ
れている。また、試験のために使用する対比試験片
（タイプ1：グラインダ割れ及び応力腐食割れ、タイ
プ2：ギャップのある棒鋼）が規定されている。溶接
部の検査においては、磁粉探傷試験材料である検査
液、磁粉、分散媒及びコントラストペイントなどは
消耗品であり、規定の通り濃度調合することで十分
である。このことから、これらの特性項目及び特性
の試験方法については、探傷剤製造メーカの責任で
あり、検査技術者はJIS要求を満足する磁粉探傷試験
材料を使用することでよい。しかし、自動磁粉探傷
試験装置などにおいて、検査液を繰り返し使用する
場合の点検は検査技術者の責任となる。
１.３　JIS Z 2320-3(2007)

MTのための3様式の装置（可搬形電磁石、定置形
磁化台及び専用システム）を構成する磁化装置、脱
磁装置、照明装置、及び観察装置が規定されている。
また、これらの性能について技術的データを採取し、
要求事項を満足することの説明責任が課されてい
る。

3. PT及びMTの最近の動向について（その２MT・観察条件編）

一般社団法人日本非破壊検査協会　藤岡　和俊
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技術データ要求の多くは装置供給者が実施すべき
事項である。このことから、溶接検査における検査
技術者は、探傷条件としての要求事項を満足させる
ことでよい。装置として、観察用器材も含まれてお
り、装置の性能を確認するための計測器の校正、点
検も付随した要求になる。

２．PT及びMTの観察条件

JIS Z 2323(2012)は、ISO3059を基にPT及びMTの
観察条件として要求事項を規定している。この規格
の改定においては、紫外線の強さを現す単位として、
「放射強度」と「放射照度」のどちらを採用するか
が議論になった。光は可視光であり照度、放射線は
強度が使われてきた。紫外線も見えないことから強
度と扱ってきた経緯がある。しかし、これからは、
「紫外線照度」を採用することとした。ただし、現
在市販されている「紫外強度度計」については、従
前の強度を使用することにした経緯がある。
(1)蛍光による方法として、蛍光浸透探傷試験又は

蛍光磁粉探傷試験の場合

使用する紫外線照射灯から出る紫外線の波長は、
365nmに公称最大強度を持つA領域紫外線とする。
今後適用が期待されているLED及び光ファイバーを
使用した紫外線照射装置も適用可能となる。使用環
境の下で紫外線の照度を測定しなければならない。
試験面の放射照度及び試験環境の明るさ：A領域紫
外線の放射照度は、10W/㎡以上を要求している。
しかし、浸透探傷試験における試験面のA領域紫外
線の放射照度は、50W/㎡を超えてはならないことを
規定している。検査員の視界には、観察の妨げとな
るグレア、他の可視光、A領域紫外線が入り込まな
いようにしなければならない。また、観察条件を良
好とするための制限として、周囲の可視光レベルは、
20lx以下とすることを要求している。余剰浸透液の
洗浄場所では、観察時の要求とは異なり、A領域紫
外線の放射照度は、少なくとも3W/㎡を要求し、か
つ、照度は150lx以下に抑えることを要求している。
検査員の必要視力は、JIS Z 2305 の必要条件を満足
する必要がある。検証としては、紫外線強度計及び
照度計は24ヵ月を超えない期間で校正を要求してい
る。

(2)非蛍光による（染色PT、非蛍光MT）の場合

染色浸透探傷試験、非蛍光磁粉探傷試験における
観察条件としては、照度（ルックス）が規定されて
いる。JIS Z 2323の作成原案となっているISO3059改
正案においては、照度に加えて色の質を規定するこ
とが検討されている。この指標となるのが“色温度”
（K：ケルビン）である。現在LEDの普及により小型
の懐中電灯でも2000～3000ルックスが得られるもの
が使われているが、指示模様の観察に適していない
色合いのものが多く含まれているように思われる。
このことからも、色の質を規定する必要があると思
われる。
注1) 色温度の単位：理想的な黒体を想定すると、ある温度におい

て黒体が放射する光の波長の分布を導き出すことができる。温度が低

い時は暗いオレンジ色であり、温度が高くなるにつれて黄色みを帯び

た白になり、さらに高くなると青みがかった白に近くなる。このよう

に、白という色を黒体の温度で表現することができるのであり、この

温度を色温度と呼ぶ。

注2) 色温度と視覚：人間の視覚における色の認識と色温度とは比

例関係にない。そのため、人の感じ方により近い表現として、色温度

の逆数である逆色温度を使うこともある。屋内照明として広く利用さ

れている蛍光灯は、主に「電球色」「温白色」「白色」「昼白色」「昼

光色」に分類されており、順に約3000 K、3500 K、4200 K、5000 K、

6500 Kである。

３．PT及びMTの今後の課題

今後の課題としては以下が挙げられる。PTでは、
現像厚さの定量化の早期実現が望まれる。（検査技
術者の熟練に負うところが大きく、種々の検討がな
されているが完全な数値規定に困難さがある。）MT
では、極間（ヨーク）専用試験片の開発が望まれる。
長期間に亘りA形標準試験片が使われているが、試
験体中の磁場の状態確認は困難である。観察条件で
は、光の質の定量化方法の確立が望まれる。検査技
術者の視力及び環境照度を規定しているが、色温度
などの規定により光の質を明確にする必要がある。
特に、規定を満足する照度の大きいLED形懐中電灯
が普及してきているが、染色PTの評価には白色光が
好ましい。

参考文献

詳解　非破壊検査ガイドブック、JIS Z 2320-1～3、JIS Z 2323
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富山県人は自分が住んでいる県をあまり褒めない。
どちらかというと、住みにくいと感じている人が多
いように思われる。よく知られているように冬は雪
と曇天の日が多く暗いが、夏は反対にたいへん明る
く、気温と湿度が高い。こうした風土の反映か、県
人の性格は内向的で無口で暗いと感じられるが、目
立たない仕事に黙々と取りくみ、粘り強さを発揮す
る富山県人が少なくない。
ところで全国的な調査によれば富山県は住みよい

地域の上位にランクされる。その理由は豊かな自然
に恵まれた生活にあるのかもしれない。雪は降るも
のの、地震が少なく、地形の影響で台風被害が軽微
で、風水害も比較的に少ない。つまり、地元の富山県
人は自分の県の住みよさをわかっていないのである。
長い冬から開放されて桜が咲くころ、雪をいただ

いた立山連峰が青空に映える眺めはまさに絶景であ
る。純白の山々は夕日に映えてピンクに染まる。は
じめ白っぽいが、太陽が落ちこみ始めるとピンクが
紫っぽくなり、その暗がりが麓からだんだん上昇し
ていく。最後に3,000ｍの剣岳や立山の山頂が真っ赤
に染まる。光が織りなすドラマがこうして終わる。
自称、無感動派の筆者でさえこの光景をまのあたり
にすると「よくぞ富山に生まれけり」と感動する。
「富山の魚は新鮮でおいしい」とは、県外の客がよ
く口にすることである。半分はお世辞としても、旨
い魚が富山の魅力のひとつであることは間違いなか
ろう。
東京に本社があって富山支店や営業所に転勤して

くるサラリーマンは都落ちと感じがっかりして来る
ようであるが、富山で生活してみると結構住みよい
処と思うらしい。 在職中に永住を決め、マイホーム
を建て、定年後もそのまま住み続けて骨を埋める人
の話も少なからず聞いている。
ところで、富山の魚はなぜ美味いのか。理由のひ

とつは、暖水性から冷水性まで多様な魚介類に富ん

でいることである。富山湾では、対馬暖流にのって
回遊するブリ、マグロや冷水に棲むベニズワイガニ、
アマエビ、タラなどがよく漁獲される。この冷水は
北から流れてくる寒流とよく間違われるが、富山湾
の200ｍより深いところには常に5℃より冷たい海水
が存在している。
富山湾には河川から大量の冷たい雪解け水が注ぎ

込み、真水と対馬暖流系海水のブレンド水ができる。
このように富山の海は冷水の上に暖かい表層水が重
なった状態、いわばビールをグラスに注いだときの
状態と似ている。つまり泡の部分が暖水で、泡の下
に冷水がある。
次は、多くの魚が生活サイクルの中で美味い時期

に獲れることである。たとえば、ブリは晩秋から冬
にかけ脂が乗ったときに、ホタルイカは卵や内臓が
充実した春に食される。
３つめは漁獲方法にある。富山湾では古来、自然

に優しい定置網漁業が盛んでブリもホタルイカもこ
の方法で獲ってきた。近場の網に入るのを、待ちの
姿勢で生け捕るのである。
４つめは漁場が近いこと。市場に新鮮な魚が供給

されるのである。
以上を要約すると、多様な魚介類が美味しい時期

に高い鮮度で供給されることが富山の魚の旨さの秘
密ということになろうか。

4. お国自慢・我社の自慢――富山県は住みよい処

株式会社アイペック 高見　貞徳
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１．はじめに

WES8701:2007は2007年４月から施行を始め、それ以前
の版で規定していたE種を取得していた認定事業者の多く
が2007年版で規定しているD種以上に移行した。この間、
認定事業者に対する業務確認を行い、それに基づいて議
論を重ねた結果、認定基準の内容を改訂した方がよいと
考えられる項目が出てきた。また、JIS Q 9001:2008「品質
マネジメントシステム―要求事項」に基づき、従来の
「品質システム」の呼称を「品質マネジメントシステム」
に変更し、この趣旨に基づいて2007年版を改訂すること
とした。WES8701:2007見直し検討委員会で原案を作成後、
認定事業者の意見及びパブリックコメントを求め、認定
事業者に対する説明会を行い、それらの結果を原案にも
反映させ、日本溶接協会の規格委員会・理事会の議を経
て制定の運びとなった。本稿では、本規格の主な内容を
解説する。

２．構成

2007年版と同様に、本体、附属書1、2及び3で構成した。
附属書1では「溶接構造物非破壊検査事業者の品質マネジ
メントシステム等に係る要求事項」、附属書2では「溶接
構造物非破壊検査事業者における技術者の登録」、そして
附属書3では「建築鉄骨検査適格事業者に関する付加要求
事項」について規定した。

３．本体

認定検査部門は、非破壊試験方法によって区分する放
射線検査部門、超音波検査部門、磁気検査部門、浸透検
査部門、渦電流検査部門及びひずみ測定部門とした。ま
た、溶接構造物の非破壊検査を主な業務とする民法その
他の法律に基づく法人を事業者と定義し、事業者の認定
種別は、認定検査部門数によって、A種、B種、C種及び
D種の4種とした。
事業者が、同一の運営システムによって運営する事業

所、営業所等の組織(本社も含む)を登録事業者と定義し、
必要資格保有者数を規定した。その際、主たる登録事業
所以外の登録事業所においても、規定した資格保有者数
を満足していることが基本であるが、少なくとも検査技
術管理者、上級検査技術者及び検査技術者の各1名以上を
配置していなければならない（本社との兼務は可）、とし
た。ただし、基本的には同一検査部門における上級検査技
術者と検査技術者の重複登録を認めていないが、認定要件
を満たしていることを確認する際には、必要によって上級
検査技術者を検査技術者としてみなしてカウントすること
ができる、とした。
ところで、外観検査は、非破壊検査の中でも重要な役
割を担っており、それに係る知識及び職務能力をもって
いることが不可欠なため、技術者の任務及び責任並びに
知識及び職務能力において、「外観検査を含む非破壊検査」
と表現することにした。
技術者の試験については、従来の附属書2から本体に移
し、溶接概論で課している試験の内容は、WES8103に定
める2級とほぼ同等であるため、この2級以上の資格を保
有している場合には、申請に基づいて溶接概論の試験を
免除することとした。
2007年版では、認定又は更新後3年目に「継続」を規定
していたが、これを廃止し、認定期間を3年として、3年
ごとに業務確認を実施して更新することとした。
認定事業者は、技術者の登録内容に変更が生じた場合
には、遅滞なく認定委員会に届け出なければならない。
ただし、変更が生じたときは、速やかに届け出るのが基
本であるが、認定の登録要件に関わる事項以外は半年ご
との届出でよいことにした。
2007年版では「認定の停止期間」について言及してい
なかったため、「認定の停止期間は、認定委員会の審議に
基づき決定する」と規定した。

４．附属書1

従来の「品質システム」の呼称を「品質マネジメント

5. WES8701:2013 溶接構造物非破壊検査事業者等の認定
基準について

一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会運営委員会委員長　加藤　光昭
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システム」に変更するとともに、JIS Q 9001:2008を参考と
して、溶接構造物非破壊検査事業者として必要な項目を
取り入れた。
品質マネジメントシステムの構築においては、顧客、

法令、規格等を追加するとともに、「非破壊検査業務に影
響するプロセスの明確化」について規定し、受注から報
告書の提出及びクレーム処理に至るプロセスの順序と関
連する組織（職制）を明確にし、管理、運営することを
明記した。また、品質マニュアルには、非破壊検査業務
に影響するプロセスを明記することを要求した。品質目
標は年度（又は年間）に執行責任者が表明するものであ
り、品質マニュアルには前年の品質実績等を踏まえ、品
質方針を考慮し設定する仕組み、すなわち、年度の品質
目標への展開のプロセスを明記するとよい。
事業者の組織における要求内容を大幅に見直し、「組織
の構成（部、課、グループ等）及び役割分担を組織図、
体制表で明確にする必要がある」と規定した。検査技術
管理者による承認、上級検査技術者による審査の行為と
職制（部長、課長、グループ長等）との間に不一致があ
る場合は、両者が確認している（査印など）ことで要求
を満たすと判断できる。執行責任者は品質管理者を任命
しなければならず（必要があれば執行責任者が兼務して
もよい）、品質管理者は、2名以上の内部監査員を任命し
なければならない。
検査業務の倫理は、品質マネジメントシステムの中で
最重要事項の一つであり、組織としては「絶対に行わな
い、行わせないという強い意志をもつ」ことを要求した。
内部監査について、実施要領の作成とその内容を明確
にした。「監査員は自らの業務を監査してはならない」と

しているが、執行責任者（社長又は事業所長）が自らの
業務について確認することは、この限りではない。監査
員の力量については、本規格を十分理解した社外研修修
了者（ISO内部監査員コース等）、又は社内ISO専門家に
よる教育修了者であれば、その力量があるものとみなす
ことができる。
不適合の管理と是正処置とを区分し、不適合の管理で
は、苦情、クレーム及び不適合管理について適切な処置
を要求した。また、是正処置と予防処置を追加したのは、
不適合のうち再発防止を図る必要のあるものを抽出し、
改善を要求するためである。一方、他社の倫理上のトラ
ブル等も参考にして、自らの組織で問題が発生する可能
性を調査し、必要に応じ予防処置を講じることも要求し
た。

５．附属書2及び附属書3

2007年版の附属書2では、「技術者の種類」、「任務及び
責任並びに知識及び職務能力」及び「技術者の試験」に
ついて記載していたが、これらを本体に移し、技術者の
登録に関連する内容のみについて規定した。また、附属
書3の技術者に対する付加事項において、ここで記載の検
査技術管理者、上級検査技術者及び検査技術者と本体表
2に記載のものと区別をはっきりさせるために，表現を変
更した。

６．おわりに

詳細は規格自体を参照していただきたいが、今後ます
ますCIW認定制度を充実・発展させて、溶接構造物のさ
らなる信頼性の向上に寄与していきたい。

CIW通信　Vol.27 No.2 Spring,2013

13

当該事業者の2013年4月1日付認定にあたって、認定更新
のための業務確認を実施した際、認定基準に基づく必要な
技術者が不足していた期間のあったことが判明しました。
調査の結果、当該事業者は、2011年3月11日に発生した東
日本大震災後に、従業員4名を残し、その他の従業員を全て
解雇したことにより、その年の9月末までC種【UT・PT・建
築】を維持するために必要な技術者が不足していたことを
確認しました。
なお、健康保険証の取得年月日から、2011年4月28日以降
に、複数名を再雇用したことが判明しており、4月28日時点

では、UT部門の技術者数には足りておりましたが、PT部門
および建築の付加資格の技術者は不足となっておりました。
これらの確認事項に基づいて審議した結果、当委員会は
当該事業者に対して、WES 8701:2007に規定する「9.2認定事
業者の義務」を怠ったと判断し、「10.認定事業者への警告」
に基づき、「警告」致しました。
認定事業者各位におかれましてもWES 8701:2013(2013年3
月1日改訂)に規定する義務を遵守するよう、改めてお願い致
します。

溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準に基づく警告発令について
一般社団法人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



１．はじめに

近年は石油・化学プラントを含むコンビナートの
事故が話題になることが多い。テレビ番組の特集で
も取り上げられるなど、社会の関心も高まっている。
近年のコンビナート事故は、高度成長期に建設され
たプラントの「高経年化」に絡めて言及されること
が多い。どのような構造物であれ、年数が経てば
「経年化」は避けられない。しかし、「高経年化」は
「経年劣化」と必ずしも同義ではない。適切な維持
管理を手掛ければ経年劣化は最小限に止まる。プラ
ント各社もこのような姿を目指して鋭意努力してい
るが、維持管理の対象物量が膨大である半面、維持
管理のコストは会社の競争力に直結するため、経済
性も両立する必要がある。
本稿では、このような制約条件の中、石油・化学

プラントにおいて現在取り組まれている高経年化の
課題と対策への取り組みを紹介する。既に他稿1-2）で
紹介済みの内容と重複するが、本稿でも改めて取り
上げることを御容赦願いたい。

２．プラントの高経年化の状況

図13）は2009年に経済産業省が調査した石油精製
プラント等の事故に関するデータである。2000年ま

での平均と比較して2009年の事故件数は約5倍とい
う急激な増加を示している。最新のデータ4）からも
2009年以降も引き続き増加基調にある。図1で特徴
的なのは、事故原因における「設備上（ハード）」
の割合が70%前後を占めていることである。これは高
経年化による設備の「劣化」状況を反映していると
読み取れる。
すなわち、プラントの事故防止には、設備の劣化

状況を適切に把握することが重要であることが示唆
される。その手段のひとつとしての検査の役割は、
従来以上に重要性が高まっていると言える。

３．高経年化における課題

高経年化対応が必要な事実は理解できても、実際
には対応が難しい課題が少なくない。以下にいくつ
かの代表的な例を紹介する。
(1)検査困難箇所への対応

設備の中には、以下のように検査対象への直接ア
クセスが困難な箇所が存在する。
①保温材下の機器・配管
②埋設配管
③加熱炉のコンベクションチューブ
いずれも被検査対象表面に検査装置を直接当てる

ことはできず、検査装置を当てたい場合は、それぞ
れ保温の取り外し、土壌の掘削、機器外面パネルの
取り外し、という大掛かりな工事が必要となる。
(2)検査物量の問題

外面腐食と埋設部の例を前記したが、これらは物
量が膨大という問題もある。保温被覆がない部位以
外でも腐食は発生するが、外面とは大気環境に晒さ
れる部分全体、すなわち地上プラント全てが対象と
なる。また、コンビナート導管は数km以上の長さに
亘ることが珍しくない。これら全てを検査するのに
は膨大なコストと時間を要し、アクセスが難しいと
いう前記要因と相まって、検査をより一層困難にし

6. 石油・化学プラント業界における高経年化対策について

出光エンジニアリング株式会社　長谷川　勝宣

14 CIW通信 Vol.27 No.2 Spring, 2013

図1 製造事業所の事故件数の推移



ている。
(3)適切な検査箇所の選定

プラントは設計時に、ある程度（一般的には0.1～
0.2mm/年）の腐食減肉を想定し、適切な腐れ代
（一般的には3mm前後）も加えて寿命を確保してい
る。この想定から大きな乖離がないかどうか、代表
点を検査しながらプラントの健全性を評価していく
のが一般的である。設備の運転年数が短いうちは本
手法で問題ないが、経年化が進むと腐食速度のわず
かな違いが大きな影響を及ぼす。例えば0.1mm/年の
軽微な腐食速度の違いであっても、40年前建設の設
備であれば、実際の肉厚は4mmもの違いが生じるこ
とになる。特に配管は元々薄肉のものが多く、この
違いは開孔漏洩にもつながる。すなわち、代表点で
のモニターだけでは限界があり、適切な検査箇所を
都度見極める必要がある。プラントオーナーも移動
点検査も加えて評価しているが、前記の検査物量の
問題もあり、完全な対応は簡単ではない。

４．外面腐食検査の取組み

前記のとおり、プラント高経年化で最も問題とな
っている損傷のひとつが「外面腐食」である。高経
年化と検査技術に相関する方向性や課題は、本損傷
に対する取組みを紹介することで代表できると筆者

は考えている。
(1)外面腐食の特徴

外面腐食は、損傷因子が主に大気とそれに含まれ
る水分であることから腐食速度はそれほど大きくな
く、長期間かけて問題が顕在化する。前記のとおり、
ほぼ全ての設備は外面側が大気に晒されるため、プ
ラント全域が損傷対象となる。外面腐食の発生リス
クが高い代表的な箇所を図2に示す。設備外面に保
温材が設置されている箇所、配管サポート等と接触
するすきま箇所などは腐食を直接目視で見つけるこ
とができないという問題がある。これらの部位を目
視検査する場合、保温材の取外し・復旧や配管の持
ち上げなどの付帯工事に大きなコストを要する。設
備によっては保全コストの3～5割を外面腐食検査及
び補修に費やしている例もある。
(2)外面腐食による高経年化対応

外面腐食の検査効率化のため、20年以上前より目
視検査に代えて非破壊検査技術を適用する取組みが
欧米を中心に進められ、多種の検査技術が開発され
ている。筆者が把握する限りでも20種類以上の検査
技術がある。図3に代表的な例を示す。国内でもエン
ジニアリング振興協会（現エンジニアリング協会）5）

などが、外面腐食対策への精力的な取り組みを行っ
ている。
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図2 外面腐食の発生部位と特徴



しかしながら、これらの新たに開発された検査技
術が現場で実際に活用されている例は少なく、依然
として目視検査に頼っているのが現状である。非破
壊検査ニーズが高いにも関わらず、このような現状
となっている理由を以下考察する。
(3)外面腐食の非破壊検査技術の課題

開発された非破壊検査手法は、いずれも原理的に
は外面腐食検査に対して有効で優れた技術である。
しかし、開発実験環境と現場の実態の乖離が汎用的
な実用化を阻んでいる。図3で紹介した検査技術を
例に説明する。
(a)現場では実験室のような期待性能がでない

超音波ガイド波検査は、配管の長距離を一度に検
査できる特徴があるが、被検査体に構造不連続部や
溶接部があると超音波が減衰し、腐食を明瞭に検出
できなくなる。プラント現場には、構造不連続や溶
接が多々あり、障害なく超音波が伝播するケースの
方が稀である。そのため、実プラントでは超音波ガ
イド波の期待性能がでない場合が多い。
(b)適用可能範囲が限られる

保温板金下の減肉検出手法にパルス渦流探傷法が
あるが、渦流探傷の原理上、磁性や構造不連続によ
る影響が大きい。プラントで使用されている板金材
及び検査対象物は炭素鋼（磁性体）が大半である。

更に保温・板金下には機器付属物などの構造不連続
が多々あるが、保温・板金に隠れて事前に存在を確
認できないことも多い。そのため、パルス渦流探傷
法は磁性体や構造不連続の影響がないと予め分かっ
ている範囲に限定して適用しないと検査データの信
頼性が得られない。
(c)検査信号の解釈が困難である

保温材下で腐食を発生している箇所は、保温材が
吸湿していることが多い。そのため、中性子が水分
（水素原子）に当たった際に放出される熱中性子を
中性子水分計にて検出すれば保温上から腐食の可能
性を評価できる。しかし、実機においては、吸湿保
温材からの信号以外にも、プラント設備の内容物に
よる熱中性子も信号として検出する。そのため、単
純に中性子水分計の検出カウント値が高い＝腐食可
能性が高い、との単純な評価は成立せず、色々なケ
ースで検出値と実際の腐食有無を確認しないと、ど
の検出値までを腐食リスクが高いと判断するのか決
定できない。現場では多数の影響因子があり、相関
性を検証するためには多大なコストと時間が掛かる。
(4)実用化に向けて

外面腐食検査技術を現場実用ベースに乗せるため
には、以下のような取り組みが必要である。
・各検査技術の特徴、長所などのプラス面だけでな

16 CIW通信 Vol.27 No.2 Spring, 2013

図3 外面腐食に対する代表的な非破壊検査技術



く、適用限界を定量化する。
・検出データ（値）が何を意味するのか、腐食の可
能性や程度、腐食以外の検出物なのか等の客観的な
判断基準を含め、検出値の解釈までを明確にする。
・検査結果の信頼性はどこまであるのか、過去の実
機検査データも参考にして評価する。
これらの対応は、検査の原理を理解した検査会社

と、現場の状況を理解したプラントオーナーが一体
となって取組むべきものである。検査会社は検査装
置を保有し、検査原理に関する知見を有しているが、
実プラントを保有していないため、実用ベースの評
価までは困難である。一方、プラントオーナーは実
設備の豊富な運転・保全経験を有しているが、検査
は外注することが殆どであり、検査原理にまで立ち
返った技術評価までは困難である。そのため、両者
がお互いの強みを補完し合うことが必須である。

５．埋設配管検査の取組み

コンビナート導管は、主に構外に埋設敷設され、
事業所・企業間を結んで原料や製品を安全且つ安定
して移送する重要な役割を担っている。危険物が内
容物であることも多く、パイプラインからの漏洩が
発生すると重大災害となる可能性が高い。これらの
配管は敷設後30～40年以上経つものが多いが、防食
方法として敷設当時一般的に採用されていたアスフ
ァルトジュート被覆の寿命は一般的に20年前後と言
われており、被覆による防食機能低下による腐食が
発生していないかどうか、早急な検査評価が望まれ
ている。
その検査手法としては管内面を長距離走査できる

インテリジェント・ピグが最適である。しかしなが

ら、従来は直径6インチ以上の管が適用限界であり、
6インチ未満の埋設導管は、部分掘削による限定範
囲の検査しかできず、全長検査は不可能であった。
一方、プラントオーナーとしては、6インチ未満の導
管も健全性を担保する必要があり、むしろ小径の方
が薄肉でリスクが高いという事情がある。そこで、
弊社では6インチ未満の管全長検査を可能にするた
めの取り組みを行った。
まずは、各種ピグ検査技術を対象に、検査装置の

原理からの適用性評価を行った。その結果、米国ク
エスト社の超音波検査ピグが最適であるとの結論に
なった。小径での当該検査装置の検出性能を試験評
価し、現場適用を想定した改善事項を協議しながら、
実用化に至った。現在では、図4及び表1に示す仕様
で導管検査に適用している。（導管検査にはInVista、
加熱炉管検査にはFTISの商品面でサービス提供をし
ている。）検査装置は水浸超音波探傷法をベースと
し、3～14インチ径の管を最大42ｋｍ長さまで検査
できる。管の曲げ部も1.0D（D：管の外径）以上で
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表1 InVistaTM導管検査装置の性能仕様

図4 InVistaTM導管検査装置の概要



あればピグ通過可能であるため、適用可能対象が広
い。
図5に検査結果の例を示すが、管の肉厚が定量的

に検出される。但し、適用にあたって留意しなけれ
ばならないのは、垂直超音波探傷の原理上、減肉形
態によっては検出精度が低下する可能性がある（孔
食状の局部減肉は正確に計測しにくい）。4項でも記
載したとおり、実験室でのカタログ性能に依存する
ことなく、実機の腐食形態を考慮しなければならな

い。また、埋設導管には内面ライニングされている
例もあり、その影響を把握しておく必要がある。弊
社では模擬配管評価に加え、減肉部の掘削実測検査
とピグ検査の結果の相対評価も実施することによっ
て、検査装置のカタログ期待性能だけに依存するこ
となく、検査結果の適切な評価を行うことにも注力
している。

６．おわりに

プラントの高経年化を「経年劣化」としないため
には、従来以上に検査技術者の役割は大きい。現場
の実態を考慮に入れた適切な検査技術の選定と検査
結果を評価することが、プラントの効率的かつ信頼
性の高い維持管理に繋がる。プラントオーナーと検
査会社の今まで以上の相互協力を期待したい。

参考文献

1) 長谷川、“石油・化学プラント業界におけるNDTの現状”、千
葉県非破壊検査研究会CNDI第26回研究会、2012年2月7日
2) 長谷川、“石油･化学プラント業界における非破壊検査技術の現
状と今後の課題”、検査機器ニュース 第1231号（産報出版）、
p.6-9、2012年4月5日
3) 平成21年度経済産業省委託　石油精製業保安対策 石油精製プ
ラント等の事故情報調査に関する報告書

4) 高圧ガス保安協会　最新の高圧ガス事故集計グラフ
http://www.khk.or.jp/activities/incident_investigation/
5) 例えば、平成21年度石油精製業保安対策事業“被覆配管等の運
転中検査技術に関する調査研究”、エンジニアリング振興協会
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2013年4月1日付で認定されたCIW認定事業者のうち、
ここでは2012年10月1日付認定から変更のあった事業者
についてご紹介します。〔 〕内の数字は会社コードで
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。

＜種別変更：2社＞

B種

◆(株)シンワ検査〔244〕（神奈川県）
認定検査部門：RT・UT・PT・SM
登録事業所　：本社
D種

◆溶接検査(株)〔66〕（宮城県）

認定検査部門：UT・建築
登録事業所　：本社

＜認定の停止：2社＞

◆JFEテクノス(株)〔149〕（神奈川県）
◆(株)スクラム〔201〕（大阪府）

＜認定の返上：1社＞

◆川重ファシリテック(株)〔6〕（兵庫県）

2013年4月1日現在の認定事業者数は次のとおり。
A種：17社／B種：9社／C種：28社／D種：68社／合

計：122社

CIWCIW認定認定にに関関するおするお知知らせらせ

図5 InVistaTMによるパイプライン検査例（4B原油配管）
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CIW検査業協会だより

☆理事会の開催について

平成24年度第5回理事会を2月7日(木)に協会事務所に
おいて開催し、「会費に関する規定」（改正案）の他内規
2件の改正等について協議しました。決議事項は、第2期
第4回通常総会（平成25年5月14日(火) 於：浜松町東京
會舘）において審議・報告の予定です。
なお、通常総会議案書付議事項等の審議は、平成25年
度第1回理事会（平成25年4月18日(木)）において行いま
した。

☆活発に活動中の委員会活動について

現在も委員会活動は活発に行われています。その一
例を紹介いたします。
①契約適正化推進実行委員会では、全国の特定行政

庁をはじめ関係団体を対象に行っていますCIW認定制
度・第三者検査普及促進活動の一つとして、2月18日
(月)に和歌山県公共建築課の「営繕技術研修会」に参加
し、UT検査の探傷体験を含めCIW認定制度や受入検査
についてのPR活動を行いました。
②技術委員会では、「欠陥高さ測定」、「鋼管周溶接部
感度補正指針の再実験」、「建築鉄骨UTの70度と65度の
検出比較」、「PT検出性能比較（低温における比較実験）」

などの課題について活動を行っています。なお、結果
はまとまり次第、本誌やCIW検査業協会HP等で発表の
予定です。

☆東京都検査機関登録制度について

平成25年度の新規審査申請・定期審査申請の受付期間
は平成25年7月1日(月)から12日(金)です。

☆今後の研修会予定について

①NDI－レベル3（RT二次試験)のための受験対策講習会
（協賛：(社)日本非破壊検査工業会)
平成25年4月27日(土)～28日(日)：東京
②WES8701:2013における品質マネジメントシステム構
築のための研修会
平成25年6月23日(日)：東京
③WES8701:2013における内部監査員養成のための研修
会
平成25年7月28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（電話03-5820-3353）まで。また、当協会ホー
ムページ(http://www.ciw.gr.jp)にも順次掲載いたします。

一般社団法人CIW検査業協会

一般社団法人への移行に伴う法人名称変更のお知らせ

日本溶接協会では新公益法人制度に対応するため、
一般社団法人への移行手続きを進めてまいりました
が、この度、内閣総理大臣の許可を得て、2013年4月1
日（移行登記日）より、一般社団法人に移行しました。
これにより、法人名称が下記の通りに変更されました
ので、お知らせ申し上げます。
なお、旧法人のすべての権利、義務及び業務等は、

整備法による移行法人である本協会に帰属し、同一性
を持って活動していきます。

【新法人名】一般社団法人日本溶接協会
【旧法人名】社団法人日本溶接協会
【変更日(登記日)】2013年4月1日

一般社団法人への移行後の適格性証明書の

取扱いについて

既に発行している資格の証明書(例：溶接技能者、
溶接管理技術者、溶接作業指導者、非破壊検査事業者、
マイクロソルダリング、建築鉄骨ロボット溶接オペレ
ータ、電気事業法・炉規法に係る溶接士・溶接施工法
等)は、法人名を読替えることにより2013年4月1日以
降も有効とします。新たな証明書を発行するタイミン
グで一般社団法人名の証明書に切替えます。

一般社団法人日本溶接協会
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一般社団法人 日本溶接協会
溶 接 検 査 認 定 委 員 会
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昨年末の総選挙で自民党が圧勝し、安倍新内閣が発足して以来、いわゆるアベノミクスのお

蔭か、景気は上昇機運に入り円安が進み株価も上昇していることは喜ばしいことである。最近

では、安倍総理が財界に賃金アップを依頼し、一部の大企業がこれに応えつつある。これ自体

は結構なことではあるが、賃金アップに応じられない中小企業及び雇用者の30%以上を占める

非正規雇用労働者は何の恩恵も受けられず、むしろ賃金格差が拡大するのではないかとの懸念

も報じられている。中小企業対策、非正規雇用労働者を減らす対策も待たれるところである。

さて、CIWは1963年6月にCIWの前身である「放射線検査委員会(RAC)」が発足して以来、

今年で50周年を迎える。CIW委員会ではこれを記念して今秋にCIW50周年記念事業を行う予定

である。その事業の一環として本誌では年間特集として「溶接検査認定委員会設立50周年」を

組むことにした。本号はその第一弾として「CIW認定の50年の歩み」をCIWの長老である松山

委員に執筆いただいた。CIW認定の歴史の重みを感じていただければ幸甚である。

ところで、最近の風潮としてCIWイコール建築鉄骨溶接部検査と誤解and/or曲解されている

ことは誠に残念である。CIWは建築鉄骨溶接部検査に限らず全ての溶接構造物の検査を対象に

したものである。この理由の一つはCIW認定制度が建築鉄骨溶接部の検査以外に正式に採用さ

れていないことによると考えられる。CIW50周年を迎え、あらためて、これを打破する活動を

従来以上に実施したい。あわせて、関係者のご協力をお願いしたい。 （M.E）

編　集　後　記


