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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
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CIW50年の展開と今後進むべき方向

末次　　純氏（非破壊検査株式会社技術本部常任顧問、一般社団法人CIW検査業協会理事）
笠岡　和昭氏（株式会社シーエックスアール取締役東日本事業本部千葉営業所所長、

一般社団法人CIW検査業協会監事）

脇部　康彦氏（新日本非破壊検査株式会社技術本部長）
長岡　康之氏（株式会社アミック代表取締役）
下條　　悟氏（沖縄工業検査株式会社代表取締役）
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年 間 特 集
溶接検査認定委員会設立50周年

特別座談会

CIW認定事業者

【司会】

加藤　光昭氏（溶接検査認定委員会運営委員会委員長）
江端　　誠氏（溶接検査認定委員会通信編集委員会委員長）

大岡　紀一氏（溶接検査認定委員会研究・教育委員会委員長、学校法人ものつくり大学特別客員教授）

一般社団法人
日本溶接協会
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大岡　本日は皆さんお忙しいところ、ご出席いた
だきありがとうございます。今回は、一般社団法
人日本溶接協会（以下、溶接協会という）溶接検
査認定（CIW）委員会の設立50周年をテーマに掲
げる座談会を企画しました。私は司会進行を務め
るものつくり大学の大岡です。CIWでは研究・教
育委員会委員長を務めています。本日は宜しくお
願いします。さて、今回の座談会では一般社団法
人CIW検査業協会（以下、検査業協会という）を
中心にCIW認定事業者から５名、溶接協会からは
２名に出席いただき、50年の歩みの中でCIW認定
がどのように展開されてきたか。また、今後どのよ
うな方向に進むべきかの二つの大きなテーマについ
て、忌憚のないご意見をいただけたら幸いです。そ
れでは認定事業者、溶接協会の順に自己紹介をお
願いします。
末次　非破壊検査の末次です。当社では技術本部
常任顧問、検査業協会では理事を務めています。
入社以来43年間、非破壊検査に携わっております
ので、その経験の一端を話す機会があれば幸いで
す。
笠岡　シーエックスアール取締役の笠岡です。東
日本事業本部千葉営業所を担当しています。1970
（昭和45）年入社で私も業界歴は43年であり、検査
業協会では監事を務めています。
脇部　新日本非破壊検査の脇部です。現在、技術
本部長として主に非破壊検査技術の開発、社員教
育、品質管理を担当しています。
長岡　アミック代表取締役の長岡です。当社は
1997年に創業し、CIW認定取得から13年になりま
す。現在、コンクリート関連の検査業務を60％、
一般非破壊検査を30％、あと検査診断装置の開
発・販売を10％の割合で営業展開しています。
下條　沖縄工業検査代表取締役の下條です。創業
から今年で35年を迎えます。原油タンクの開放検
査などを得意としており、沖縄で唯一、消防法に
関わる検査業務に携わっています。
加藤　溶接検査認定委員会運営委員会で委員長を
務める加藤です。改めて協会を代表して、本日は
出席いただきありがとうございます。今後のCIWの
運営に反映するための貴重な意見に期待していま

す。
江端　溶接検査認定委員会通信編集委員会委員長
の江端です。現在本誌「RUMPES」ではCIW50周
年の年間特集を組んでおり、編集委員会を代表し
て本日は忌憚ない意見をお願いします。

◎業界唯一の事業者認定制度

大岡　ありがとうございます。早速本題に入りた
いと思います。1963年、現在のCIW委員会の前身
である放射線検査委員会の設立から今年で50周年
の節目を迎えました。65年に中国エックス線（現
シーエックスアール）が第1号認定を受けて以来、
CIWは脈々と現在まで受け継がれ、改めて草創期
における諸先輩の尽力に敬意を表する次第です。
まずはCIWに関して認定事業者各位がどのよう

に捉えているのかお聞きしたいと思います。末次さ
んはいかがですか。
末次　CIWが事業者を認定する点に関して、重要
な制度であると位置付けています。事業者の質、
あるいは倫理的な問題の発生防止などに関する客
観的な証明は、CIW認定以外に存在しません。
したがって、本制度を活かす展開を考えている

わけですが、現実的にCIW認定が直接活用される
分野は、当協会の事業の基盤となる建築鉄骨の検
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査です。建築鉄骨の分野では「CIWの認定会社で
あること」という項目がほとんどの場合に要求され
ます。それが当該検査会社の質および公正な検査
を行う証明になっています。
当面の課題は、建築鉄骨に限らず、適用分野を

広げていくことです。当協会が溶接協会と協調し
業界全体で盛り上げていく必要があると考えます。
大岡　末次さんのご指摘を受け、溶接協会はいか
がですか。
加藤　適用分野の拡大に関しては私も同感です。
CIWの組織は仙田富男先生が工業製品、あるいは、
溶接構造物のお医者さんたるべきとの考えに基づ
き立ち上げられ今日に至っています。したがって
CIW認定は建築鉄骨だけではなく、あらゆる溶接
構造物・製品に対して、品質を確保し社会に貢献
していく理念のもと制度を運用しています。ただ、
溶接協会の対外的なピーアールが十分でなかった
ことは結果論として否定できない部分があると思い
ます。したがって、CIW50周年を一つの区切りと
して、我々も原点に返る必要があると思います。
大岡　長岡さんのところでは建築鉄骨の検査業務
を行っていますか。
長岡 当社は行っていません。
大岡　下條さんのところでは建築鉄骨分野を視野

にCIW認定を取得しておりますね。
下條　はい。当社は県内で最後に設立した検査会
社だったため、当初社内検査でファブリケーターに
入ることができませんでした。その後、CIW認定の
鉄骨分野の実績を知り、第三者の受入検査ができ
るのであればとの考えから認定取得に至りました。
最初はE種を取得し、現在はD種です。
大岡　認定取得のメリットはありましたか。
下條　はい。ただ、県内ではCIW認定の認知度が
高くなく、県庁ではCIWについて十分認識してい
ない部署もありました。重ねてピーアールしていま
すが、はっきりと「CIWは知っている」という返事
は聞いたことがありません。
大岡　長岡さんのところがCIW認定を取得した経
緯は。
長岡　CIWが非破壊検査業を認定する唯一の制度
だったからです。以前鉄道関連の共同開発に当た
り、参画する企業から当社の業種を問われ、答え
に困った経験があります。CIW認定が主に建築鉄
骨分野で活用される制度であることは認識してい
たものの、公的な認定を受けていなかったため、非
破壊検査事業者として認知されなかったことが一
番大きな理由です。
大岡　メリットはあったと解釈してよろしいです
か。
長岡　はい。もう少しほかの分野でも建築鉄骨と
同様に活用されれば、認定事業者の数も増えると
思います。
大岡　笠岡さんのところはいかがですか。
笠岡　当社は認定制度発足当初からCIWと深い関
わりがあります。日本非破壊検査協会（以下、JS-
NDIという）の有資格者数、管理体制など適切に
組織化しているかどうかを審査・承認するのが溶
接協会のCIW認定であり、日本で唯一溶接協会が
運用する制度です。溶接協会は公益法人（一般社
団法人）であり、今後は国との関係を深める方向
を模索しつつ、当協会と溶接協会が協調して実績
を上げていくべきだと思います。
現在、当協会の事業で鉄骨関係が多いのは、時

代背景も大きく影響していると思います。建築鉄
骨検査に関する第三者検査を構築してから数十年
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前の歩みを認識した上で、広範な分野の技術を少
しずつでも取り入れ、会員数とともに入会すること
のメリットも増やしていく。もちろん一挙にはでき
ませんが、この点に関しては地道に取り組んでいく
方針です。ただ、さきほどから指摘のある事業者
を認定している制度であることは溶接協会からも強
くアピールしてもらいたいと思います。
大岡　脇部さんのところはいかがですか。
脇部　CIWの設立によって事業者認定が始まった
わけですが、当社は溶接協会の意向に賛同して当
初から認定を受け維持してきました。認定を維持
するには一定の技術者を確保しなければなりませ
ん。しかし、有効期間は3年で更新試験についても
当時は新規と全く同じ内容を課されました。
CIWの資格は現在も社員に奨励していますが、

CIWを持つことのメリットは常に議論の対象となり
ました。一方、建築鉄骨の分野ではCIWが徐々に
認知され、ほかの分野でも今後同様に活用される
のではないかと期待したのですが、建築鉄骨以外
にはなかなか広がらず、むしろ建築鉄骨の検査で事
業拡大を図るための認定が増えたときは、A種を持
つことの意義について自問したこともあります。
それでも、これではいけない、我々も行動しなけ

ればならないということで、CIW検査業協会が

様々な活動を展開してきました。
また、検査会社の認定ということで、逆に方向

性を絞ってしまったことも現状を招いた一因だった
のかもしれないと個人的には考えます。例えばエン
ジニアリング会社が認定を受けていれば環境はもう
少し変わっていたのかもしれません。
大岡　建築鉄骨以外の分野に展開するための具体
的な方策は非常に難しい問題です。溶接協会では
どのような展開を考えていますか。
江端　現在の主力は建築鉄骨ですが、次は何か。
それをとにかく探そうということで活動を継続して
います。しかしながら、溶接協会の対外的な活動
はあまり目立たなかったとの反省は我々も持ってお
ります。溶接協会と検査業協会双方が同じ気持ち
を持っているので、相互理解を深めながら、一緒
に活動していくことが今後要求されるのではないで
しょうか。
大岡　一緒に活動するという言葉自体はそのとお
りだと思いますが、具体的にどう展開するかという
ことです。長岡さん、何かアイデアをお持ちでしょ
うか。
長岡　最終的には国を動かすことだと思います。
建築鉄骨については検査業協会が東京都と密接な
関係を構築していますが、ターゲットを絞るなら国
だと思います。従来と異なり国は外郭団体を活用
しにくくなりましたので、双方の思惑が一致すれば
今後の展開に期待が持てます。ターゲットを絞り
込み、専門家でチームを構成し担当部署を訪ねて
提案を重ねていくことで道は開けるのではないでし
ょうか。
大岡　一つのアイデアとして、長岡さんが指摘す
るようなアプローチをしなければ突破口は開けない
のかもしれません。
長岡　今、社会的にもインフラの維持管理に高い
関心が集まっています。溶接はさまざまなインフラ
に適用されていることを踏まえれば、行動する価値
はあると思います。
加藤　繰り返しになりますが、溶接協会のCIWに
関する対外的な活動は結果論として十分でなかっ
たことは否めないところだと思います。したがって
溶接協会としてCIW活用の拡大が期待できる方向
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に明確なベクトルを示さないと、さきほど指摘のあ
ったような「CIWは事業者に何をもたらしてくれる
のか」といった自問につながるのだと思います。

◎もう一度CIW認定の実態を見直す

大岡　それでは少し話題を変えて、検査業協会は
当初、任意団体として設立いたしましたが、2010
年に一般社団法人の認可を受けて以降、事業内容
などに変化はあるのでしょうか。
末次　CIW認定事業者として管理上の質を向上さ
せる。あるいは倫理的な問題を発生させないなどの
方針は、一般社団法人の認可を受けてからも何ら
変わりませんし、むしろ一層加速させていこうとい
う気運が高まっています。対外的にはCIW認定事
業者は質が高く、倫理的問題を起こさないという
理念のもとに活動を展開しています。
当協会でもCIW認定を鉄骨以外の分野に広げる

ことは重要な課題であると認識しています。もう一
つは国や地方自治体に働きかけ、CIW認定を世の
中に広めていくことです。実際、国の担当者と面
会する際には、CIW認定の意義、重要性を明確に
したうえで話をしなければなりません。
私が初めてCIWの試験を受けたとき、この資格

はほかの非破壊検査関連資格よりも一歩進んでい
る印象を持ちました。本制度で認定された技術者
は知識や管理的な能力を持っていることをベースに
事業者は管理体制を構築していると認識した上で
話をしなければ意味がないと思います。自分の所属
する企業に対してもそうですが、検査業界全体に
対してCIW認定の実態をもう一度見直すことを働
きかけていきたいですし、そうするべきだと思いま
す。
当協会では単にビジネスチャンスを得るための機

会ではなく、ビジネスチャンスを得るためには自分
自身を磨かなければならないという認識を会員間で
共有していきたいと思います。
大岡　貴重なご意見をありがとうございます。末
次さんの発言に対して溶接協会ではどのように考
えますか。
江端　指摘のとおりだと思います。CIWでは当初、
倫理については個々の事業者が当然持つべきもの

であり、協会が言及する筋合いではないとの立場
をとりました。その後認定事業者各位の要望を受
け倫理を取り扱うようになった経緯があります。
企業にとってコンプライアンスは非常に重要であ

り、自ら考えるべきものです。実は下條さんと初め
て面会した際、感心したことを覚えています。名
刺には「当社は、倫理要綱に基づき誠実な試験、
検査業務を行います」と書かれており、全社員共
通とのことでした。他人からの指図ではなく自らが
考え、能動的に名刺に書いたことは、それだけ倫
理を大事にしていることのアピールにもつながりま
す。こうした積極的な考え方は非常にすばらしいと
思っています。
下條　ありがとうございます。今も全社員の名刺
に書いてあります。
大岡　末次さんのご指摘どおり、CIWは単なる技
術資格ではなく、一歩進んで品質管理を向上させ
るといった考えが根底にあります。脇部さんも同様
の位置づけとお考えですか。
脇部　はい。企業として倫理を含めた管理体制を
確立しなければ認定されないということですから、
人、物、そして手法。それに倫理を含めたコンプ
ライアンスを総合した形で審査していただいている
わけです。電力関係などの顧客から要求される
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ISO9001と同等な制度としてCIW認定を紹介してい
ただくことも重要ではないかと思います。
ISOは機器の台帳まで要求しない場合もあり、設

備も全て持っていて、資格もそろえて、人と物を
含めて審査する制度としては、むしろCIWの方が
上だとも考えられるわけです。
江端　そのとおりです。
脇部　こうした制度であることをもう少し前面に出
してもらえたら、もっといろいろな分野で採用して
いただけるのはないでしょうか。建築鉄骨以外にあ
まり活用されていないとの指摘がありましたが、私
が聞き及んだところでは、愛知県建築部の鉄骨造
建築物品質適正化のための取扱要領では、解説の
中でCIWの超音波部門の認定事業者に委託するこ
とを勧める記述があります。
橋梁分野では、国土交通省の関東地方整備局で

鋼製橋脚隅角部に対して、CIW認定事業者による
第三者検査の実施を工事指示書で指示していると
聞きました。単に設計会社の特記事項ではなく、
具体的な文書に採用される形が望ましいと思いま
す。
JSNDIの資格も電気事業法関係などに少しずつ

採用されており、事業者を認定するCIWが一つの
保証になる認識が広がっていけば、我々としても喜
ばしいことですし、認定を維持するための活力にも
つながってくるのではないかと思っています。
大岡　ありがとうございます。ただ、CIWは個人
資格とは異なり事業者の資格ですから、倫理は要
求事項の一つに過ぎないと思うのです。
倫理に関しては当然しっかり対応しなければなら

ない前提であり、本来、倫理がCIWを担保する話
ではないと私は思います。例えば技術委員会など
を設け、新たな分野への展開を図る具体的な技術
を国などに示すことが重要と思います。団体として
倫理をしっかり守っていますという話は本筋ではな
いように思いますが。
そういう意味で大事なのは技術的な担保ではな

いでしょうか。CIWでは認定種別を設けていますが、
対外的に何かを主張するなら、技術的に裏付けさ
れることを示すことであり、今後認定事業者と議
論していく必要があるのではないかと思います。

末次さんからはビジネスチャンスだけではなく認定
の実態にもう少し踏み込んで展開していくことが重
要とのご指摘がありましたが、検査業協会として
もそういう部分に踏み込みつつあると解釈してよろ
しいですか。
末次　いいと思います。
大岡　これは個々の団体の考えに言及するもので
はなく、今後歩調を合わせて行動する必要がある
とき、コンセンサスを得る意味で話題にさせていた
だきました。

◎教育の充実に対する期待大

大岡 さて、もう１つの大きなテーマであるCIWの
今後の方向性に話を移したいと思います。やはり
今後の方向性を論じる上でも核となるのは技術だ
と思います。
例えばＵＴの場合、フェイズドアレイなど新しい

技術が適用分野を広げていることは言うまでもあり
ません。国際会議に出席すると、それぞれの国で
技術開発に取り組んでいるのですが、当該技術を
現場に持ち込み実際の構造物・機器に適用できる
技術として認証する段階まで持っていくには格差
があることがいつも話題に上ります。それならば相
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応しいメンバーで研究グループを構成し、議論を重
ね、認証可能な段階まで進展させましょうという
国際的な動きもあります。そういう意味で、検査
業協会としてCIWの教育面において講習会、研修
会あるいは試験などを通して技術向上を目指した
いなどの要望はありますか。
下條　沖縄という土地柄、あらゆる教育の機会を
地元で設けてもらうことは難しく、その都度、開
催地に出向くことは大きな負担になります。開催
地が九州の場合、事前に機材を持ち込むこともあ
るのですがかなりの負担があります。新しい技術に
関する講習があった場合でも４～５人を参加させ
るわけにもいかず、例えばＵＴなら造詣のある者を
１人参加させ、受講した内容を会社内の超音波資
格者に教えていくという方法をとっています。
末次　CIWの講習会や研修会は、非破壊検査だけ
ではなく、溶接を含む新しい技術に関する知識を
得られる場と位置付けたいのです。あくまで個人的
な考えですが講習会や研修会はもっと難しい内容
を希望します。知識の習得の意味を見出すなら、
例えば資格の更新に際して、単に丸をつけて何点
というマンネリな形はあまり意味がないと思うので
す。CIWの資格は1回取得すると3年ごとに更新す
れば認定を受けられるので、数だけ確保しておこう
という考え方もゼロではないと思います。しかし、
そうではなく、資格試験や講習・研修内容に意味
を見出すならば、もっと若い人に受けさせなければ
いけません。若い人が資格をとって、それだけの知
識を持つという位置付けで教育について考えていた
だきたい。そういう意味ではどんどん新しい知識・
技術を講習していただきたいと思います。もう一つ
言わせていただくと、試験はやさしく、講習は難し
く、です。
江端　指摘の内容はよく分かります。しかし、公
益法人として運用する資格制度ですから、試験に
関してはある程度の水準は維持しなければなりませ
ん。
加藤　実際に試験に立ち会うと、「本当にレベル３
を持っているのか」と疑いたくなるような答案があ
ります。どうやってこうした事態を改善していくか。
我々がとやかく言う筋合いでないところもあります

が、根幹の知識を答案に反映できない人が最近増
えてきているのでどうしたものかと悩んでいるのも
事実です。そこで、こういう実態があるのだと発言
していかなければならないと思うのですが、より高
度な講習を要求されると、なおさら基本的な部分
に時間を割けなくなるのです。
根本の部分を理解していない人が現場に出ると、

分からないことが表に出ることはごく希なのです
が、見る人が見たら理解していないことが分かるわ
けです。したがって、少なくとも顧客に足下を見ら
れないよう、知識を担保しておかなければ、そうい
う人は仕事に行けなくなってしまいます。
世の中に対しては、CIWの資格を与える際に担

保する項目を明確にした上で発言していかなければ
なりません。そうしないと資格そのものが疑われか
ねないということになってしまいます。
教育という面では我々が努力していかなくてはい

けないことはもちろんですが、実際検査を担当する
当事者が困らないよう自ら研鑚していただかないと
いけません。一人ひとりがどれだけ研鑚に目を向け
ていただいているかはまた難しいことです。
末次　関係者にとって重要な指摘だと思います。
今年４月から当協会の派遣で本誌「RUMPES」の
編集委員になりました。加藤委員長が指摘された
各試験方法の根幹に関わるところを分かりやすく
解説する機会、あるいは適当な出版物はあるよう
でないのが実情だと思います。
やはりそういう基本的なところを教えていかなけ

ればいけませんが、教える機会として、「RUMPES」
は適切ではないかと思うのです。別に「RUMPES」
に限定するつもりはないのですが、今日指摘のあっ
た項目を分かりやすく解説する企画を掲載し、教
える機会を与えることが必要なのではないでしょう
か。
教育の充実に関してCIWに期待するところは非

常に大きいと付け加えておきます。
大岡　技術の根幹に関わるようなノウハウについ
て、講習会あるいは研修会など限られた時間の中
で講義すること。また、技術革新に即した講習を
継続していくことには難しい面もあるのです。研
究・教育委員長の立場として、やはり意義のある
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教育・訓練を研修会及び講習会の中で進めていけ
ればと思っています。

◎建築鉄骨分野以外の分野へ積極的に拡大

大岡　早いもので残り時間もわずかになってまいり
ました。本日は皆さんから非常に素晴らしいご意
見を出していただいて閉会するのが惜しいと思いつ
つ、最後は今後進むべきCIWの方向に対する提言
をいただきたいと思います。下條さんからお願いし
ます。
下條　溶接協会に対する要望になりますが、溶接
管理技術者資格（WES）の研修会をぜひ定期的に
沖縄で開催していただきたい。WES 2級は業務上
必要な資格であり、当社が賛助会員で入会する協
同組合沖縄鉄構工業会の関係者からも沖縄でもっ
と開催してもらえないかとの相談をよく受けます。
若い社員に対しても非破壊検査に携わる以上、溶
接のことを知らなければ検査はできないとWES 2級
を推奨しているので、ほかの資格制度を含め前向
きに検討いただけたら幸いです。
長岡　繰り返しになりますが、鉄骨以外の分野で
CIW認定が広く採用されることを期待しています。
また、日々の生活に密接した中で、非破壊検査が

適用される場面が少しでも見つかるような活動を一
緒にできたらいいなと考えています。
脇部　検査業協会が他団体と歩調を合わせ、溶接
協会とも協力し合うことでCIWの認知度はもっと
上がると思います。
私がCIWの試験を受け始めたころは北九州でも

研修会がありましたので、わりと参加しやすかった
ですし、検査会社からの参加者が試験会場を埋め
尽くしていました。検査会社といっても溶接の専
門講義を受けた人たちばかりではなく、むしろそう
いう人は少ないのです。最近は大卒が増えてきまし
たが、そういう溶接を知らない人たちにCIWを受験
させることが有効だと思うのです。WESの取得を
推奨していますが、CIWの研修会を受講すること
でかなりの効果も見込まれます。ただ最近は当時
のような盛り上がりに欠け、東京と大阪で細々と
展開している印象もあります。
CIWの認知度が思ったように広がっていない現

実を示すものでしょうが、認定事業者と溶接協会
がお互いにどうしていくのか、一度協議する場が必
要なのではないかと思います。かつてのような賑わ
いを期待したいところです。
笠岡　溶接協会が主導する形のキャンペーンを希
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望します。技術交流会といった体裁でもいいと思
うのですが、個々の団体の枠を越えた検査業界の
イベントを実現したいですね。
末次　CIW認定の重要性を社会に位置付ける意味
では、溶接協会と当協会がともに行動しなければ
なりません。そういう場を少しでも多くつくってい
きたいと思います。
もう一つは、各認定事業者がCIW認定の重要性

をもう一度噛み締める。企業としてCIWがどのく
らい必要なのか、しっかり認識した上で、積極的
に本制度を活用していく方向を考えていきたいと思
います。
江端　本当に今日はいいお話をたくさんお聞きし
ました。具体的ではないですけれども、いろんな方
向性を探れるのではないかという期待を持たせてい
ただけるようなご発言を多くいただき、非常に良か
ったと思っております。それから、本誌については、
末次さんの指摘どおり、ピーアールや教育など積極
的に活用してください。
加藤　非破壊検査は医療の世界でもほとんど同じ
ような手法が使われています。東洋医学では、病
気ではないのだけれどしっかり治療しなければなら
ない、西洋医学のように対処療法ばかりやってい
たら良くなるはずがないということで、「未病を治
す」というキーワードが、医学教育の中でも採り上
げられ始めているそうです。
構造物の品質確保ということからいけばこれはま

さに未病を治すのと同じことで、すぐそれで壊れる
というわけではないというところをまず確かめる。
ところがそれを言いますと、非破壊検査に携わって
いる方にとっては、力学的なところを今まで以上に
勉強していかなければいけませんし、溶接のことも
もっと知っていただかなければそういうふうにはな
っていかないと思います。
そして、非破壊検査に従事している人のステイ

タスをもっと上げていこうと思うと、当事者にそう
いう知識も持っていただかなければ、下請けで十分
だということになりかねません。仮に今以上に向上
していこうと思ったら、そういう知識を持っていた
だける人には持っていただいて、より活躍をしてい
ただきたいと思います。

溶接協会としては、十分でないかもしれませんが、
できる限り協力して、質の向上も図っていかなけれ
ばなりません。それから今日は倫理というキーワー
ドも出てきました。ある人の本に、人間にとって一
番大切なものは「徳」であると書いていました。そ
うでなければ人間として資格がないということを指
摘しています。これは正に倫理もその一つだと思う
のですが、とは言いながらも人間ですからいいこと
ばかりはできるはずもありません。しかし、できる
だけそういうことがないように、会社としてもそう
いう管理、教育もやっていただきたいと思いますし、
できることなら私どもが倫理を問題にしなくて済む
ことになれば非常にありがたいとは思っています
が、人間ですからそれは絶対ないというわけにはい
きません。そこをお目付け役のようなもので溶接協
会も規格に取り入れているのですが、できるだけそ
うならなければありがたいと思います。これも溶接
協会にとってはお客様である認定事業者各位が、
いろいろと会社の方で取り組んでいただかなければ
うまくいかないところもありますので、これからも
ぜひ協力をしてより良い方向に運営させていただけ
ればと思います。
大岡　ありがとうございました。今回の座談会を
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通じて、50年前に発足したCIWについては、当時
の社会ニーズに応えてつくられた資格が現在まで継
続されていることは、非常に有意義なものであった
ということではないかと感じております。
今後進むべき方向につきましては、皆さんから忌

憚のないご意見をいただきました。今後はCIW認
定を取得するに当たって、事業性を再認識する必
要があり、それを基に資格の活用を図っていっては
どうかという提案がありました。その具体的なもの
としては、CIW認定を社会的に位置づけるという

意味で検査業協会、あるいは、溶接協会が単独で
はなく、他の団体と協調してその展開を図ってい
く。それによって、現在非常に成功している建築
鉄骨分野だけではなく、他分野への拡大を積極的
に図っていく、とまとめさせていただきたいと思い
ます。
長時間にわたって貴重なご意見をいただき座談

会をスムーズに進行することができました。以上を
もちまして、座談会を終了させていただきます。本
日はありがとうございました。
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１．従来の更新講習会の課題

(一社)日本溶接協会が実施している溶接検査認定
委員会（以下、CIWと略称する。）では、溶接構造
物非破壊検査事業者の技術者の資格登録の更新審査
に際して、資格登録更新講習の受講を課してきた。
従来の更新講習では、二日間にわたり、溶接の基礎、
溶接構造物の検査、品質保証（技能試験、不確かさ
を含む）及び外観検査などの共通事項のほかに各専
門分野の講習を行い、講習内容が受講者に確実に理
解されたことを確認するため、講習会の最後に確認
試験を行ってきた。しかし、確認試験の結果が芳し
くないことへの対応として確認試験における合格率
を上げるため、講習の内容は出題傾向とその解答の
要点説明が中心となり、本来、講習すべき最新の規
格等の説明、最新技術の紹介などに時間を割り当て
ることができなかった。また、限られた時間内で全
部門の講習を実施していることから各部門の講習時
間は1時間程度となり十分な説明ができない、一方、
現在実施している基礎的な問題が主体の確認試験だ
けでは技術者の能力が維持されていることが確認で
きない、などの課題が研究・教育委員会の内外にお
いて指摘されてきた。

２．新たな更新講習方法

これらの課題を受けて、研究・教育委員会が中心
となり検討を重ねた結果、次年度以降以下の要領で
更新講習を実施することとなった。以下にその要点
を記す。
1)溶接の基礎、溶接構造物の検査、品質保証、外観
検査などの共通基礎事項については、内容を見直
して実施する。
2)従来実施してきた各部門の講習は行わず、代わり
に、規格の最新情報、トピックス、事故事例など
を適宜実施する。

3)従来の確認試験に代って、技術者の能力が維持さ
れていることを確認するため、CIW保有資格に基
づく「実務実績報告書」及び「継続的専門能力開
発実績の記録」を提出してもらう。レポート提出
期限は更新講習時までとする。
4)更新講習の時間は従来の二日間から一日とする。

３．「実務実績報告書」と「継続的専門
能力開発実績の記録」について

別添資料1に基づく「実務実績報告書」と別添資
料2に基づく「継続的専門能力開発実績の記録」は
対をなすものである。例えば、検査技術管理者の資
格を持つ技術者が当該社において営業職を担当して
いる場合、検査技術管理者としての「実務実績報告
書」を作成することは困難である。その場合は「実
務実績報告書」には営業職の実績をありのまま記入
し、「継続的専門能力開発実績の記録」を重点的に
作成してもらうことになる。そのことによって、技
術者の能力が維持されていることが実証できる。
別添資料の「実務実績報告書」例及び「継続的専

門能力開発実績の記録」例のフォーマットと共に、
その記入方法について別添資料3に示す。
なお、記入いただいた個人情報は、CIWの業務範

囲に限定して利用します。個人情報保護法等により
認められる場合を除き、ご本人の同意なく個人情報
を利用しません。

2. CIW更新講習方法の変更について
―平成26年度から実施予定―
一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会
運営委員会研究・教育委員会
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CIW保有資格に基づく実務実績報告書（例）

別添資料１
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別添資料２

CIW保有資格に基づく継続的専門能力開発実績の記録（例）



１．CIW保有資格に基づく
「実務実績報告書」

(1)CIW保有資格の欄に現在保有する
資格に○をつけてください。

(2)事業者の認定種別の欄に現在保有
する認定種別を記入してください。
例)C種　RT、MT
(3)最新のものから過去3年間のCIW保
有資格に基づく実務実績を記入し
てください。

(4)所属あるいは業務が変わった時点
で期間を分けてください。
所属あるいは業務が3つ以上変わっ
た場合は代表的なものを2つ選んで
記入してください。所属あるいは
業務に変更がない場合は下の欄に
記入する必要はありません。

(5)CIW保有資格に基づく実務実績の
欄には、別紙に示すWES 8701:2013
「溶接構造物非破壊検査事業者等
の認定基準」本体表3「技術者の任
務及び責任並びに知識及び職務能力」の該当する任
務及び責任に照らして通常行っている主な任務と責
任を記述するとともに、代表的な工事について、対
象品、適用規格、検査方法(検査技法)、実務内容の
詳細などを例示してください。

(6)上記の実務実績に基づいて改良、改善、工夫、及び貢
献できたと考えられる知識及び職務能力欄には、作業
や行為ではなく、何を学んで何を改良、改善、工夫及
び貢献できたかを自分の言葉で記入してください。

２．CIW保有資格に基づく「継続的専門
能力開発実績の記録」

(1)CIW保有資格の欄及び事業者の認定種別の欄の記入
方法は、上記１と同じです。

(2)専門能力開発の目的の欄には、別紙に示すWES
8701:2013「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基
準」本体表3「技術者の任務及び責任並びに知識及

び職務能力」の該当する知識及び職務能力に照らし
て設定した専門能力開発の目的を記入してください。

(3)専門能力開発の方法欄では、該当する□にマークし
てください。
研修会、講習会等に参加した場合は、開催機関、コ
ース名称などを記入してください。
自己学習の場合は読書などの方法名と図書名などの
教材名を記入してください。
溶接検査認定委員会研究・教育委員会としては以下
の図書を学習することをお勧めします。
・「溶接構造物の試験・検査2008」(社)日本溶接協会
・「CIW研修会資料」(一社)日本溶接協会
(4)専門能力開発にかけた時間を記入してください。最
近の3年以内とし、合計45時間以上とします。

(5)専門能力開発の目的に沿って習得した事項を記入し
てください。作業や行為ではなく何を学んだか自分
の言葉で自分が習得したことを記入してください。
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CIW保有資格に基づく「実務実績報告書」及び「継続的専門能力開発実績の記録」記入方法について

WES 8701:2013「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準」
本体　表3 技術者の任務及び責任並びに知識及び職務能力

別添資料3



“溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準”
(WES8701)が改訂され、本年4月1日から運用が開始
された。これを受けて、CIW認定のための申請書類
及び記入方法についての説明会が4月7日に東京で、
4月14日に九州及び大阪で開催された。

◇◆◇
説明会の冒頭、規格改定の背景についての説明が

あった。CIW旧規格(WES8701:2007)に基づき2007年
以来、昨年の秋までCIW認定委員会では各社の業務
確認を各社あたり2回(合計回数250件余)行った結果
等を通じて明らかになってきた課題等を抽出して改
定が進められたことが紹介された。主な改定点は外
観検査の追加、検査技術管理者(K)、上級検査技術
者(S)の任務及び責任の徹底、登録事業所の定義の
明文化、技術者の試験の一部免除などである。外観
検査は非破壊検査の基本であるにも関わらずこれを
品質マニュアルの適用範囲に入れていない会社が複
数あったことが業務確認の結果明らかになったこと
を受けての措置である。主な改定点については、本
誌RUMPESのVol.27 No.2“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”（加藤
CIW運営委員会委員長執筆）を参照いただきたい。
WES8701の附属書１“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”も
大きく改訂された。主な改訂点とその説明の要点は
以下のとおりである。
・非破壊検査業務に影響するプロセスの明確化

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・運営することが新たに要求された。そのために
は、品質マネジメントシステム体系図(別掲参照)な
どの作成が望ましい。
・品質目標

品質目標は年度ごとに設定することが望ましい。
品質目標を組織(職制)ごとに測定可能なように定量

的に定め、これを達成すべくP-D-C-Aサイクルを廻し
改善を継続していくことこそ会社発展の礎である。旧
規格では、品質目標を品質方針同様、品質マニュアル
に明記することを要求していたが、年度ごとに設定す
る品質目標を品質マニュアルに入れると毎年の品質マ
ニュアルの改訂が必要となり煩わしい。そこで、品質
マニュアルには品質目標を定める旨だけを明記し、品
質マニュアルは別に定めることが望ましい。
・文書管理と記録の管理

最新版の文書及び法令、規格などを関係者に利用
させるため管理台帳、リストの作成、活用を明確に
した。また、社内文書の承認はKが、審査はSが行う
ことを明確に要求した。記録については、品質マネ
ジメントシステムに係る記録の全てが管理対象であ
る。内部監査記録、不適合処理表、教育訓練記録、
調達先評価表、作業記録(生データ)も管理対象の記
録である。更に、社内文書、顧客関連文書も工事終
了後は品質記録の対象となる。
・調達の管理

超音波探傷装置など、仕様が周知されている購買
品の仕様書(注文書)などはカタログを代用してよい。
・是正処置と予防処置

不適合のうち、再発防止を図る必要のあるものを
抽出し、改善するため、新たに是正処置が追加され
た。また、他社のトラブルなどを参考に、自らの組
織で問題が発生する可能性を検討し、未然に防止す
るため、必要に応じて予防処置を講じることも新た
に要求した。過去の業務確認で「当社では過去に不
適合はない。また、顧客からのクレームもない。」と
いう会社が何件かあった。会社を運営していて不適
合や顧客からのクレームが何もないわけがない。そ
れらの会社は注意力が散漫で、しかも、顧客の声を
聴いていない会社であり発展は望むべくもない。
・継続的改善

JIS Q 9001:2008 “品質マネジメントシステム―要

3. WES8701:2013によるCIW認定のための申請書類及び記
入方法についての説明会
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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
運営委員会認定審査委員会



求事項”を参考に新規の要求事項として追加した。
P-D-C-Aのマネジメントサイクルをスパイラルアップ
させ、継続的改善を図るべきである。

◆◇◆
続いて、WES8701:2013に基づく自己評価表［記

入ガイド］が配布され記入方法について説明された。
この自己評価表には評価項目としてWES8701:2013
の要求項目が示されており、項目ごとに「適合」か
「不適合」かを自分で判断し、「適合」の場合は対応
する文書、実施例を記入し、「不適合」と判断した

場合は改善時期を記入する。また、この自己評価表
には添付資料として“自己評価表作成のための文
書・記録のとりまとめ要領「参考事例」”が示され
ている。これを表１、及び表２に示す。表２中、◎
が付けられた書類は書類審査の際に提出すべき資
料、▲印を付した書類は、書類審査の際には提出不
要で、業務確認の際に審査員が確認する書類を示す。
この添付資料は各社が品質マニュアルを構築する際
に必要な文書・書類一式の一例としても役立つよう
に用意されたものである。
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CIW品質マネジメントシステム体系図
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表1 文書・記録の略番の付与方法

表2 文書・記録一覧表(リスト)の作成例(書類審査時に提出を要求する文書など)

自己評価表作成のための文書・記録の取りまとめ要領「参考事例」
１．目的 この要領は、「自己評価表」に記入する文書・記録を明確にすることを目的とする。この要領は、参考事例を示すものであ

り、これに限定する必要はない。

２．文書 記録の階層について　「自己評価表」において提出要求のある文書・記録をリストアップし、表1「文書・記録の略番の取

り方」に基づき略番を付与する。具体的な事例を表2「文書・記録一覧表(リスト)の作成例」に示す。この一覧表の作成により、自己

評価表には略番を記入する。(文書・記録名称の記入不要)



「RUMPES」にこの原稿が掲載されるのは、ちょう
ど「溶接検査認定委員会設立50周年」年間特集号と
伺っております。誠におめでとうございます。その記
念の年にCIW認定第1号を受けた我が社（当時は中国
エックス線(株)）が寄稿する運びとなったことに、あ
らためてCIWとの縁の深さを感じる次第です。我が社
の先輩諸氏が溶接検査認定委員会の設立当時から非
破壊検査業の礎を築く一端を担わせて頂いたことに加
え、現在に至るまで社員が自らの仕事に自信と責任と
誇りをもち、非破壊検査一筋に50年以上、会社を維
持・発展してきたことは、我が社が創業以来守り続け
る「人間性の土台の上に技術がある」という伝統が今
なお継承される証であり、我が社の自慢です。
さて、我が社は広島県の瀬戸内側ほぼ中央に位置す
る呉市に本社を構えています。
呉で生まれ育った私は、近くに海上自衛隊があり、
目の前の海を護衛艦や巡洋艦が航行し、時には潜水艦
が海上に浮かんでいたりすることや、小島が多くあり、
海を眺めると水平線が見えないことなどを当たり前の
ことと思い、特に自慢できることなどないと感じてい
ました。
また、他県の方からは、映画「仁義なき戦い」の舞
台となったことをよく指摘されます。確かに入社当時
の我が社には、今で言うところの反社会的勢力と見紛
うような強面が映画さながらの話し方をしていたので
頷くしかありません。私自身も自分では感じませんが、
仲間内で杯を交わし、感情が高揚してくるとつい広島
訛りを大声で話してしまうらしいのです。他県の方に
は、やはり反社会的勢力の人が話しているように聞こ
えるのでしょう。気がつくと周囲に人がいなくなって
いたこともあります。周りに迷惑をかけている自覚は
ないのですが、困ったことです。
さて、そんな呉市内から戦時中に戦艦大和を造船し
た海沿いを南に行くと音戸の瀬戸があります。昨年の
大河ドラマ「平清盛」では、博多港泊りだった日宋貿

易船を、厳島神社の前を通り、大輪田泊（現神戸港）
まで瀬戸内海を航行させたことが、清盛の晩年の事業
として放映されました。この音戸の瀬戸は、その貿易
船を安全に航行させるため元々は陸続きであった土地
を幅約90ｍにわたって開削し、運河とした場所であり、
現在その対岸は倉橋島となっています。
その音戸の瀬戸に最初の音戸大橋（下路式ランガー
橋）が架けられたのは昭和36年のことです。この音戸
の瀬戸は現在も呉港に出入りする大型船が通航するた
め、満潮時に桁下23.5ｍを確保する必要があり、その
ため橋の片桁を日本初の三重螺旋型にすることで高さ
を確保した景観の良い橋ですが、今年3月、その北側
に第二音戸大橋（中路式鋼ニールセンローゼ固定アー
チ橋）が完成しました。安芸の宮島の大鳥居をイメー
ジした朱色の橋が、狭い海峡に二本並んでいる様子は
壮観であり、呉港から出入りする船の安全を見守ると
ともに我々の目を楽しませてくれます。呉にお越しの
際は、ぜひ一度足を運ばれることをお勧めします。
最後に、お国訛りついてもう一言。私は標準語を上
手に話せません。無理に話そうとすると会話が続かな
いのです。これに緊張が加わると収拾がつかなくなり、
仕事先で話をするときは大変です。
ただ、「広島出身ですか」と尋ねられることもあり
ます。このときばかりはありがたいと思い、「この人
は分かってくれる」と肩の力が抜け、急に話が弾みだ
すのです。きっとお国訛りは体に染みついていて、隠
しても隠しきれないのでしょう。
我が社には広島県及び近隣県出身者が多く在籍して
います。検査現場で緑色の制服を着て広島訛りを話し
ている作業者がいたら、ぜひ声をかけてください。言
葉は荒いですが、気の良い者ばかりです。最後に我が
社の社員を自慢して、今回の「お国自慢・我が社の自
慢」の締めとさせていただきます。

4. お国自慢・我が社の自慢 ―― CIW認定第1号と創業以来
の伝統

株式会社シーエックスアール 三浦　浩通
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CIW検査業協会だより

☆第2期第4回(平成25年度)通常総会の開催

平成25年度通常総会を5月14日(火)に東京會舘（浜松町）において開催
し、次の議案について審議を行い、いずれも原案どおり承認されました。
第1号議案　平成24年度事業報告(案)及び平成24年度決算報告(案)承認

の件
第2号議案　平成24年監査報告の件
第3号議案　平成25年度事業計画(案)及び平成25年度予算(案)承認の件
第4号議案　(一社)CIW検査業協会「会費に関する規定」(改正案)承認

の件
なお、第3回理事会は、9月5日(木)に開催の予定です。

☆平成25年度｢明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー｣の開催計

画進捗状況について

このセミナーでは、工業高等高校の生徒、教職員の方々を対象に一日
コースの体験学習として、身近な対象物に適用される非破壊検査技術を
わかり易く紹介するもので、第3回を秋田県立秋田工業高等学校において
開催の予定です。
また、都道府県教育委員会および教育庁学校教育課の指導の基に、群
馬県、青森県、広島県での開催に向けて個別工業高等高校との折衝を行

っています。その他、イベント会場ブースへの当セミナーの開催案内パ
ンフレット等を配置させて頂く検討をしています。
◆東部地区溶接協会連絡会が企画されている｢第5回関東甲信越高校生溶

接コンクール｣

◆ものづくりNEXT→2013 第6回非破壊検査評価総合展／(一社)日本非

破壊検査協会ブース

☆今後の研修会予定について

①WES8701：2013「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準」に基づ
く『内部監査員養成のための研修会』を平成25年7月28日(日)に東京で

②NDI－レベル3（基礎試験)のための受験対策講習会を平成25年9月14日
(土)～15(日)に東京で

③NDI－レベル3（RT二次試験）（UT二次試験)（PT二次試験）のための
受験対策講習会を平成25年10月下旬に東京で

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】を平成25年11月17日(日)に東京で、それぞれ開催を計
画しています。詳細は、当協会ホームページ(http://www.ciw.gr.jp)に掲
載いたします。

一般社団法人CIW検査業協会

2013年度後期各種試験･研修会のお知らせとCIW認定申請のご案内
2013年度後期の溶接検査認定(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、9月上旬に認定事
業者及び仮認定申請提出事業者のCIW担当者宛に送付致します。
◎溶接部の検査に関する研修会

東京／大阪：10月19日(土) ～20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：10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：11月10日(日)
2次試験
東　京：2014年1月11日(土)予定
大　阪：2014年1月12日(日)予定

2．溶接検査認定(CIW認定)申請について

WES 8701:2013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10月1日付認定の受付は既に終了し
ております。次回(2014年4月1日付)認定の申請に関するご案内は、
本年10月初旬に認定事業者及び仮認定申請提出事業者の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/)にも掲載致しますのでご確認ください。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。
3．溶接検査認定委員会設立50周年の記念式典及び祝賀会の開催

本年は溶接検査認定委員会の前身である「放射線検査委員会」
が設立されてから50周年にあたります。50周年を記念して次のよう
に記念式典及び祝賀会を開催致します。詳細は決定次第お知らせ
致します。
記念式典及び祝賀会
日時：2013年11月28日(木)
記念式典　15：00～15：50
記念講演　16：00～17：00
祝賀会　17：05～19：00
場所：浜松町東京會舘(世界貿易センタービル39階)
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7月に入り、山々の緑は一層濃くなり、毎年の生命力の「確かさ」を見せてくれている。一

方で、検査の現場は汗と体力消耗の厳しい季節ともなって来た。真夏のタンクの中に一度でも

入って検査したものならば、その暴力的な暑さの危機感を忘れないだろう。

さて、CIW認定も50周年を迎え、改めて「非破壊検査」の道程の積み重ねに驚嘆を覚える。

今や「非破壊検査」は多くの分野での安全技術の一つとして、その重要性を広く認識される時

代となっている。

この50年の貴重な経験の積み重ねから得られた「確かさ」とは何なのだろうと自問する。灼

熱の石油タンクの暗がりの中で、ひたすら溶接部の微細な指示を検出せんがために行うMTで

の「確かな」ものとは一体何なのか？　山の木々が見せる濃い緑の底に流れる生命力の確かさ

と同じように、誰が見ても、誰に対しても「確かな検査」だと胸を張れることの基礎は何なの

だろうか？　品質システムを確立した会社の運営体制？　書類化された手順書を守っているこ

と？　非破壊試験の資格を持っていること？　それだけではないだろうと思う。それらの事柄

の底に、非破壊検査員としての矜持とそれを裏付ける不断の研鑽と向上心が、確かさを担保す

る生命力として流れていなければならないのだろう。

50周年を契機に、この不確かな時代に「非破壊検査」が確かな技術として一層飛躍すること

を望みたい。 （J.S）

編　集　後　記
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