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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26年9月末日
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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一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会
は、1963年に放射線検査委員会（略称RAC）として
活動を開始以来、本年設立50周年を迎えました。こ
の間長きに亘りご支援いただいた関係者の皆様、ま
た、当委員会の運営に尽力された歴代委員長、委員
の皆様に心から敬意を表するとともに厚く御礼申し
上げます。
さて、溶接検査認定（Certification for Inspection

of Welds：略称CIW）委員会の前身であるRACは、
1963年6月に第１回委員会を開催しました。当時溶
接部の放射線透過検査に適用していたJIS Z 2341に
関して、実際の現場で検査方法、合否の判定に多く
の課題があり、その解決が発足の目的でした。
1965年１月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
に先駆け撮影技術者の技術認定試験を実施しまし
た。当時は事業者の設備などの審査も行い、撮影技
術者の試験結果と合わせ同年12月第1号の認定を(株)
シーエックスアール（当時の中国エックス線（株））
に授与しました。
その後、RACは1968年度発展的に解消し、1969年

度から溶接検査委員会（Commission of Inspection
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」に拡大
し、認定部門についても放射線以外に超音波、磁
気・浸透、ひずみ測定の3部門を追加しました。
1977年1月WES 8701「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、これを受けて認定
規則及び細則の改正が行われました。
1978年度から認定業務は、現在の溶接検査認定委

員会（Certification for Inspection of Welds:略称CIW）
が行うこととなりました。
CIW認定制度については2007年、WES 8701を改

正し、従来規定のE種を取得していた認定事業者の
多くが2007年版で規定するD種以上に移行しました。

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
正した方がよいと考えられる項目が出てきました。
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版の見直しを行ってきました。
その結果、CIWが50周年を迎えた今年4月から、改
正された2013年版新基準の運用を開始することがで
きました。
振り返れば、RACが発足した1963年は東京オリン

ピックの前年でした。その後、溶接構造物をはじめ
とする膨大なインフラが建設されました。今年9月に
は、2020年の東京オリンピック開催が決定しました
が、当時建設されたインフラの老朽化にともない、
構造物の安全・安心を担保する非破壊検査の重要性
は益々高まり、非破壊検査事業者の責任は大変重く
なっております。
CIW委員会では今後もCIW認定制度の充実を図

り、インフラだけではなく各種溶接構造物の更なる
信頼性の向上に寄与していく所存です。関係各位に
おかれましては、CIW認定制度に対して従前以上に
ご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
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宮田　隆司
一般社団法人日本溶接協会　会長
溶接検査認定委員会　委員長



一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会
が、このたび設立50周年記念を迎えられたことを、
心からお祝い申し上げます。
平素から国土交通省が進める施策と事業につきま

して、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。
官庁営繕部が進める官庁施設整備事業は、平成12

年に制定された「公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律」による公共工事に含まれます。
国家機関の建築物の整備は、国の行政事務を行い、
国民の生活と権利そして経済社会活動を支え、都市
の中枢機能を担い、あるいは都市景観の一部となっ
て国民共通の財産を形成するものです。同時に、我
が国の建築技術の規範となることが期待されている
建築物であり建設事業であると考えています。
さらに、平成25年6月に閣議決定された「経済財

政運営と改革の基本方針」では、東日本大震災等の
教訓を踏まえ、いかなる事態が発生しても人命を守
り、行政・経済社会の重要機能に係る致命的損傷を
回避する事前防災・減災の考え方や、耐震化を含め
たハード・ソフトの総合的な機能連携による災害発
生時の行政機能の確保等が示されました。
建築物に求められる耐震等の性能を形あるものと

して確実に実現するためには、その生産プロセスが
一定の水準以上で管理されていなければなりません。
建築物の基本は基礎を含む柱と梁のフレームですの
で、これらの耐震安全性を高めることが何よりも大
切なことであります。
鉄骨構造物については、鉄骨加工工場の規格及び

溶接技術者の知識や技能に関する規格そして有資格
者による加工及び検査を求めるだけでなく、鉄骨加
工工場から建設会社が受け入れる際の検査を一定の
水準以上の技術を有する事業者が公正な検査を実施
することで、発注者が求める技術水準の確保が可能
になると考えています。

このように、異なる主体間の受け渡しを含めた生
産プロセスにおいても技術水準が管理されることは、
地震の多い我が国にとって建築構造の性能を左右す
る重要な要素の一つであり、技術立国日本を支える
分野として捉えることができるのではないでしょう
か。
溶接検査認定委員会の皆様は、こうした建築鉄骨

溶接の非破壊検査にかかわる事業者の審査分野で、
この50年間の歴史の中、日本の高度成長時代から今
日に至る建設業を支えてこられました。当該事業者
に関して、技術者、設備機器管理、そして品質シス
テム体制等に関する(一社)日本溶接協会の認定基準
に基づき審査・認定を行ってこられた貴協会の活動
は、工事の品質の確保に重要な役割を果たすもので
あり、これからも今まで以上に重要な役割を担われ
てゆくものと確信しています。
官庁施設整備事業で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、我が国の建築工事に関す
る事実上の標準として利用されています。本仕様書
では、鉄骨工事の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。
公共建築工事標準仕様書は、現在平成25年版が適

用されていますが、この改定作業に際し、貴協会か
ら情報提供していただきましたことについても感謝
申し上げ、あわせて今後ともご協力をお願いしたい
と考えております。
最後になりましたが、一般社団法人日本溶接協会

溶接検査認定委員会がますます発展されるようご期
待いたしまして、祝辞とさせていただきます。

2. 祝辞

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築技術調整官　吉田　藤子
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このたび、一般社団法人日本溶接協会溶接検査認
定委員会が設立50周年を迎えられましたことにまず
お祝い申し上げます。
都は、都内建築物のより一層の安全性確保のため、
新築建築物においては確実な中間検査や完了検査の
実施、既存建築物に対しては特定緊急輸送道路沿道
建築物等を中心とした耐震診断・耐震改修を推進し
ております。このうち、鉄骨造建築物においては、
溶接接合部の性能が構造耐力上の安全性に関して非
常に重要な要因となることは言うまでもありません。
溶接接合部の性能を確認するためには、溶接部に

対して公正かつ的確な検査が行われる必要がありま
す。しかしながら、そのような検査が行われず、過
去に都内において不良施工問題が発生し社会問題と
なったのは周知のことです。阪神・淡路大震災にお
いても、鉄骨造建築物等の溶接接合部に脆性破断が
多数発生し、この要因の一部として組立て精度、表
面欠陥、内部欠陥等があったことが指摘されていま
す。
鉄骨溶接部の検査において、検査員個人の技量は

必須条件ですが、検査員が所属する組織の体制が整
っていなければ、公正かつ的確な検査の継続的な実
施は望めません。
貴委員会は設立以来、個人認定ではなく会社組織

認定を全国で唯一実施してこられました。CIW認定
は、溶接部検査を適格に実施する検査事業者を選定
する目安となっています。
都は、不良施工問題を受けて、昭和51年に「鉄骨

造建築物の溶接工事に関する指導指針」を作成して
適切な施工を行うよう行政指導を強化しましたが、
受入検査の適正な実行の確保を図るため、平成2年
に「鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要
綱」（以下「鉄骨要綱」という。）を定めました。
鉄骨要綱においては、「工事監理者及び施工者は、

受入検査を第三者に依頼する場合には、鉄骨工事の

検査に関し相当の技術を有し、かつ、当該工事に関
して公正な立場にある者であること。この場合にお
いては、CIW認定（UT部門）を取得した事業者から
選定することが望ましい。」としています。
さらに平成16年度からは鉄骨溶接部検査機関の都

知事登録制度を開始しましたが、登録基準において、
検査機関はCIW認定のUT部門の認定事業者である
ことを条件としております。登録審査を行う機関と
して（一社）CIW検査業協会を指定し、審査委員会
（委員長：西川孝夫首都大学東京名誉教授）には日
本溶接協会からも委員を派遣していただいておりま
す。鉄骨要綱においては、高さが20mを超える建築
物の溶接部検査は都知事登録検査機関で実施するこ
とを求めています。
一方、都の営繕部門においては、昭和53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WES 8701で認定を受けた事業所に所属する
技術者によって行う」こととされました。現在の標
準仕様書においては、鉄筋のガス圧接部の超音波探
傷試験を行う者はCIW認定を受けた事業者に属する
者であること、鉄骨溶接部の試験機関は都知事登録
検査機関とすることとされています。
このように、貴委員会及びCIW認定事業者の皆様

の活動は、都の施策に不可欠なものとなっており、
この50年の貴委員会の活動に深く感謝いたします。
昨年CIW検査業協会による不正検査撲滅運動が開

始されましたが、検査に対する倫理の重要性が改め
て認識させられます。貴委員会は平成19年に倫理委
員会を設置され、認定に当たっての検査業務の倫理
の評価や、不正検査が発覚した際の審議を行うなど、
時代の要請に応じて活動を広げ、深めておられます。
半世紀を経た貴委員会の活動が今後ともますます

発展されることを祈念して、お祝いの言葉とさせて
いただきます。

3

祝辞

東京都都市整備局市街地建築部　建築構造専門課長　大熊　久理子
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祝辞

一般社団法人日本非破壊検査協会　会長　廣瀬　壮一

一般社団法人日本溶接協会におかれましては、溶
接検査認定委員会(CIW委員会) 設立50周年を迎えら
れ、衷心よりお祝い申し上げます。
貴会は長年に亘って溶接部構造物非破壊検査事業

者の認定を通して、溶接部の品質保証及び溶接構造
物の安全性・信頼性の向上に多大な貢献をされてき
ました。当初はCIW委員会の前身である放射線検査
委員会によって活動を開始され、1965年には、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されました。構造物における信
頼性向上に先見の明をもってCIW委員会設立及び技
術認定試験の開始に関わられた方々のご尽力に深く
敬意を表します。貴会での技術認定試験の実施から
遅れること4年、1969年になって私共の日本非破壊
検査協会の技量認定は開始されました。現在では技
術者個人の技量認証は日本非破壊検査協会において
実施していますが、それによる有資格者を貴会の非
破壊検査事業者の認定における受験・登録要件に活
用いただいております。
50年前の1963年といえば東京オリンピックが開催

される1年前です。折しも、先日2020年の東京オリ
ンピック開催が決定し、日本中がこの明るいニュー
スで沸き立ちました。現在の日本はオリンピック開
催前という意味では50年前と同じような状況にあり
ますが、置かれている社会的背景は全く異なってい
ます。50年前の日本はどうにか戦後の復興を成し遂
げ、いわゆる高度成長期にさしかかろうとしていた
時期で、新たなインフラ構造物が多く建設されまし
た。しかもそのようなインフラの整備は経済成長や
国民の生活の向上に不可欠なものとして比較的素直
に国民に受け入られた時代でした。一方、現代の日
本におけるインフラは普段の生活の中で空気のごと
く機能して当然のものとして考えられています。そ
のようなインフラ構造物が50年の年月を経て老朽化
が進んで悲鳴を上げつつあり、国民の安全を脅かす

ような事故も発生しています。政府は本年をメンテ
ナンス元年と位置付けて、インフラ構造物の老朽化
対策に取り組むようですが、検査技術がその中で重
要な役割を果たすことは言うまでもありません。溶
接は様々なインフラ構造物に用いられており、その
品質を保証する非破壊試験技術者及び事業者の活躍
の場は増えるものと期待されます。しかし同時に、
要求される非破壊検査のレベルは高く、非破壊検査
に従事する技術者と事業者の責任はこれまで以上に
重いものとなります。その意味で私どもの日本非破
壊検査協会と同時に、貴会のCIW委員会の果たす役
割もこれまで以上に重要となってくると思います。
互いに身を引き締めて活動を展開していければと思
います。
この50年間で溶接技術は大きく発展してきました

が、残念ながら無欠陥の溶接技術を確立することは
難しいようです。今でも溶接部の品質を保証するの
に非破壊検査技術は不可欠なものと位置づけられ、
溶接技術と非破壊検査技術は切っても切れない技術
となっています。その意味で、貴会と日本非破壊検
査協会は設立時のいきさつだけでなく、技術的にも
兄弟関係にある協会であるといっても過言ではあり
ません。今後とも互いに切磋琢磨しながらそれぞれ
の技術レベルを向上させていければと思います。
最後になりましたが、設立以来50年間、CIW委員

会を支えて発展されてこられました関係者の方々の
ご努力に重ねて敬意を表しますとともに、日本溶接
協会及び会員の皆様の今後の益々のご発展を祈念い
たします。
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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が
創立50周年を迎えられたことを心よりお慶び申し上
げます。
貴委員会は1963年、放射線検査委員会(RAC)とし

て発足以来、国内で唯一活用される非破壊検査事業
者認定制度を立ち上げ運用を開始したほか、規格の
制定・改正、研究・教育などの委員会活動、各種試
験の実施、CIW通信「RUMPES」の発行など、制度
の充実を図り溶接構造物の信頼性向上に多大な貢献
をされました。歴代の委員長はじめ関係各位の不断
のご努力に対し深く敬意を表する次第であります。
さらに、78年には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WES 8701で認定を
受けた事業者に所属する技術者によって行う。」と
記載され、85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など、CIW認定の普及にも尽力
されました。
WES 8701溶接構造物非破壊検査事業者の技術種

別基準が77年1月に制定されたことを受け、認定規
則や細則が整備されました。同年10月にはRACから
溶接検査委員会(CIW)に引き継がれた非破壊検査事
業者技術認定会社の新規則による種別切り替えが行
われ、認定事業者19社が誕生しました。78年度から
認定業務が現在の溶接検査認定委員会(CIW)が行う
ことになり、同委員会と認定会社との接点はCIW技
術委員会が開かれ交流を図ったものの、認定事業者
間の交流の場はありませんでした。
82年のCIW技術委員会で仙田富男運営委員長から

WES 8701改正案が提案され、それをきっかけに認定
事業者が集まり、当協会の前身となる溶接検査事業
者懇談会（溶検懇）を結成しました。
当社((株)検査サービス)は83年に認定を取得いた

しましたが、振り返ると当時の認定は一つのステー
タスであったと鮮明な記憶がよみがえります。
個人的にRACとの出会いは20代前半にさかのぼり

ます。石井勇五郎先生が成田のパイプライン工事で
RACの認定会社を使うよう働きかけ、実際に認定会
社が工事に参画するという画期的な出来事でした。
その後も仙田富男先生はじめRACの先生方が検査会
社を力強くリードした印象が強く残っています。
当協会では、検査業務の使命が第三者性にあると

の基本理念のもと、建築関係に焦点を絞り、活動を
続けてまいりました。その結果、2002年から東京都
知事登録検査機関の登録制度がスタートし、当協会
は都検査機関登録制度審査事務指定機関を仰せつか
ることになりました。
検査業界は長年にわたり「地位向上」を訴えてお

りますが、その前提として非破壊検査に対する認知
度の向上を図る必要性を痛感しています。
当協会では昨年から、関連団体と協調し、文部科

学省、国土交通省、経済産業省の後援を得て、昨年
から工業高校生を対象に非破壊検査を紹介するセミ
ナーを開始しました。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。
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。30周年の節目にあたり、新しい発想を持っ
た次世代への協会運営の継承を強く意識するように
なりました。これまでともに歩んできた貴委員会に
おいても次の50年に向け、希望の持てる新しい発想
を大いに期待するところです。
創立50周年を契機に貴委員会の一層のご発展、ご

健勝を祈念し、お祝いの言葉とさせていただきます。

5

祝辞

一般社団法人CIW検査業協会　会長　逸見　俊一
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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
設立50周年記念」を心からお祝い申し上げます。
記憶によりますと、日本溶接協会内に放射線検査

委員会（略称RAC）を設立したのが1963年頃（オリ
ンピックの年？）であったと思います。その時の委
員長は柴田晴彦先生（横浜国大教授）、副委員長は
手塚敬三先生（東京工業奨励館）、そして多田美朝
先生（鉄道技研）、石井勇五郎先生（東京工大教授）、
仙田富男先生（東京工業奨励館－大阪大学教授）と
いう私の最も親しい先生方が委員に就任され、「実
際の現場での検査の方法、そして合否の判定等に問
題がある。それを解決する」という目的で委員会を
設立されたと聞いています。CIW創立50周年はこの
RAC設立から数えてということであり、大変懐かし
い思い出で一杯です。今日ではこの記念すべき創立
50周年を見ることなく、当時活躍された親しい先生
方のほとんどがこの世を去り、淋しく悲しい限りの
ことです。また当時の検査業界は、当社そして日本
非破壊検査株式会社を含めてわずか数社しか存在し
ておりませんので、すべてがこの肌で感じてきただ
けに懐かしさひとしおです。当時検査会社を創業さ
れた所沢恭さん、中村武さん、中野盛司さん（中国
エックス線）もすでにこの世を去ってしまい、淋し
さひとしおです。その後いろいろな経緯を経て今日、
尊敬する加藤光昭先生（九州工大名誉教授）、大岡
紀一先生（ものづくり大学特別客員教授）、また江
端誠先生方の大変なご努力で、見事に50周年記念と
いう素晴らしい歴史づくりが行われ、心からお祝い
申し上げますとともに心から敬意を表します。今後
ともCIWのご発展を心から祈念いたします。
振り返ってみますと、RAC設立当時、柴田先生が

「検査事業所の認定制度を実施する」ということを
検査機器ニュース・溶接ニュース等の紙面を通し、
あるいは多くの人たちの前で発表したことに対し、
私は「RAC設立の意義と全く違うではないか。そし

て個人の技量認定制度もないのに事業所の認定がで
きるはずがない。事業所認定の前にまず検査技量認
定制度を行うべきだ」と激怒し、柴田先生に直接猛
烈な反対をし、検査機器ニュースを通しても柴田先
生の考え方、RACの姿勢についてとことん抗議をし、
柴田先生が発言の取り消しを行ったことを強く記憶
しています。
当時の検査会社そして従事する検査員は、世間で

は「先手便利屋企業」と称して実に見下げられてお
り、大変悔しい思いをし続けていました。当社の職
員諸氏に対して一日も早く、世間から安全技術サー
ビス会社としてすべての社会資本の安全を守る国家
的な会社であり、ここに属する職員の方はこの高度
技術社会の安全の防人であると認められる、立派な
会社と人づくりを行うことを生涯の課題として取り
組んでいくと約束し、今日ではお陰様で世間から非
常に高い評価を頂けるようになりました。それは、
①非破壊検査技術者の技量認定制度の確立
②有資格者の検査保証制度である非破壊検査特別約
款の制定
③非破壊検査技術開発の実績
④CIW（ISO等）による事業所認定制度の確立
⑤客先サービスの徹底
⑥技術と心の一体化
⑦積極的に社会に向けてのPR戦略の展開
等によるものと思います。
このように、いかに良い資格・認定制度があって

も、いかにこの良い制度を客先が取り上げ、世間が
認めてくれたかは、資格・認定を得た検査会社（事
業者）の活動いかんにかかっています。これからも
より一層、CIW認定検査会社が一致してこの資格認
定制度を社会に高める努力をしてまいりましょう。

祝辞

非破壊検査株式会社　社主　山口　多賀司
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まずは、50周年おめでとうございます。
日本溶接協会が非破壊検査会社の認定登録事業を

行うことは当時の検査業界にとっては必要不可欠の
ことのであった。何故なら、業界そのものに著しく
技術力と倫理観が欠如していた時期であったからで
ある。
当時の非破壊試験技術のR&Dは現在より遙かに少

なく、物理的な原理を用いて行う「検査」ではとも
すれば原理原則が守られず、その結果、検査自体が
意味のないものになっていたことも少なくなかった。
その原因の一つは、現場作業に組み込まれたいわば
「検査工事」であったからで、そこでは技術的不十
分さも、またそのことに連動しやすい倫理観の欠如
も、一つの流れ作業として改善を期せずに進めて行
かざるをえない背景があった（高度経済成長期）。
近年、非破壊試験のR&Dは長足の進歩を遂げ、IT技
術の進歩とも相俟ってその技術的進歩には目を見張
るものがある。
CIW認定の最初の目的であった「非破壊検査事業

者の技術レベルを引き上げる」という故仙田先生の
最初の願いは、この点においては、まさしく実現し
たと言っても言い過ぎではない。
さて、非破壊試験と非破壊検査で定義が異なるの

は周知の通りだが、この言葉のギャップは、現在、
埋まっているのであろうか。研究実験室での物理的、
技術的結論が果たして現場でも実現しているのかど
うかを、僕は詳しく知らない。
言うまでもなく、「工業“製品”に完全無欠は望

みえない」（故石井勇五郎先生）が、どの程度まで、
非破壊試験の信頼性は現場検査で担保されているの
であろうか。
いまCIW 認定が幸便に活用されている建築鉄骨プ

ロジェクトにおいては、かつては手抜き溶接が蔓延
り、この問題を解消するために元清水建設の藤盛氏
らが「重大欠陥（主として一層目をまったく溶かし

ていない溶け込み不良等）だけは検出して手抜き溶
接を撲滅しようと試み、いまではほぼ完全にその目
的は達成されていると言って良い（地方の、とくに
中小の鉄骨溶接品質については不知）。
現在では、鉄骨溶接部の端部欠陥の高さ寸法が有

事の際には継手強度に多大の影響を及ぼすことが分
かり、当該の欠陥高さ測定に超音波探傷試験の心血
が注がれているようではある。しかし、本法の技術
的な部分にはまだ課題も多く、労多くして益少なし、
の感は今のところ否めない。問題は、「理論に基づ
く実験室的な成果」と「現場におけるその適用」の
ハザマにあると思われる。
現場には、鉄骨工場が行う“社内検査上の判断”

と、受け入れ検査の時間的制約などに起因する“検
査員の判断”が存在し、それらは検査結果の解釈の
不確実性に寄与している。
一方、各種プラント機器などの溶接部の超音波探

傷においてはUTのPD（性能実証）や技量コンクー
ルなどが新たに登場して、従来とは比較にならない
ほど現場での適用技術が向上しているかに見える。
しかし、橋梁鉄骨溶接部の自動探傷の精度と検査の
信頼性や、プラント機器類に発生するSCCのUT探傷
における「傷の特定」技術の信頼性については、公
表、未公表の情報によれば必ずしも十分に確保され
ているとは言い難い。
これらを要すれば、今後のCIW認定制度の目標は

当初のものから大きく変貌し、この業界に残された
問題をつぶさに改善して、認定事業者の信頼性をあ
らためて世に問うことにあると言えよう。それが出
来る唯一無二の存在が日本溶接協会そのものである
と、僕は思う。
乱文をご容赦戴ければ幸甚。諸賢の末永いご壮健

を祈っております。

CIW認定50周年を迎えて思うこと

エンジニアリングサービス株式会社　取締役会長　三浦　邦敏



(一社)日本溶接協会溶接検査認定委員会(CIW)が
設立50周年を迎えられましたことを、心よりお慶び
申し上げます。
CIW検査事業者認定制度は、発足して以来今日ま

で、非破壊検査会社の地位の向上に大きく貢献して
まいりました。長い年月に亘り、私ども非破壊検査
業界の各社に格別のご指導、ご支援を賜りました諸
先生方および協会関係者各位のご尽力に対して、心
より御礼を申し上げます。
弊社は昭和35年に北九州で創業しましたが、当時、
非破壊検査の認知度は極めて低く、労働条件も劣悪
な状況で従業員の確保もままならなかったようです。
その後、昭和40年代には先生方のご尽力により、放
射線検査委員会(RAC)による撮影技術者の技量認定
試験が開始されて、この頃からようやく世間にも非
破壊検査が浸透してきたと聞きました。
WES 8701「溶接構造物非破壊検査事業者等の認

定基準」が昭和52年に制定されると共に、弊社はB
種に認定され、昭和55年にはA種認定事業者となっ
て現在に至っています。
当時の主任検査技術者および主任試験技術者には

CIW認定試験を通して材料・溶接および品質保証に
関する知識を要求しており、非破壊検査技術者の育
成に果たした貢献は極めて大きいものと考えます。
CIWの文字列(ロゴ)を目にするとき、故仙田富男

先生のお言葉が思い起こされます。私は入社間もな
い昭和52年から54年にかけての2年間余りを大阪大
学工学部溶接工学科の仙田研究室に、会社からの受
託研究員として派遣されていました。研究室では超
音波探傷試験に関する試験研究をご指導いただきま
した。その生活をスタートして間もない頃、たまた
ま二人でお話する機会があり、その席で「設計、施
工(材料・溶接)の技術者と議論できる検査技術者に
なるよう勉強しなさい。」とのお言葉をいただきまし
た。当時CIWの存在すら十分に認識していなかった

私に、「設計・施工・検査」をものづくりの三本柱
として、それぞれについて幅広い知識をもつように
高い目標を設定していただいたものと考えています。
先生のお考えは今でも新しく、非破壊検査技術者に
求められる永遠の目標と感じています。
大震災から２年半が経ちましたが、復興はやっと

途に就いたばかりであり、復興の加速が望まれます。
震災による原発事故と産業の国際化の影響により、
国内の産業構造にも大きな変化が現われています。
多様化した発電設備への非破壊検査の適用方法は大
きな課題の一つになっています。また、社会インフ
ラの老朽化が著しく、非破壊検査業界でもメンテナ
ンス分野への取組みの強化を求められています。私
たちもこれらに呼応して、新しい検査技術の開発お
よび導入を進めていきたいと考えています。
CIWにおかれても、現状の建築鉄骨の第三者検査

への認証の活用に加えて、他の分野の溶接構造物に
もPRを進めていただき、その成果が認められ始めて
いると聞いています。これからも技術力の向上や優
れた人材の育成などにより、非破壊検査業界が時代
のニーズや社会の期待に的確に応えられるよう、更
なるご指導ご鞭撻をお願いいたします。私自身も、
微力ではありますが、CIWの活動に協力をさせてい
ただきます。
溶接検査認定委員会、(一社)CIW検査業協会並び

にCIW認定事業者各社の益々のご発展を心からお祈
り申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただき
ます。
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溶接検査認定委員会設立50 周年をお祝いして

新日本非破壊検査株式会社　代表取締役　中山　安正
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RAC認定第1号の認定証書授与式後に企画した懇親会
（きのこ狩り）の席で（左から中野、石井各氏）

RACの認定第2号・新日本非破壊検査(株)、第3号・検査
エンジニアリング(株)の認定証書授与式のあとで（昭和
41年７月。左から松山、仙田、石井、多田、柴田、手塚、
中島、伊藤、久市、大賀各氏）

RAC（CIWの前身）初代委員長・柴田晴彦氏
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RAC認定第1号・中国エックス
線(株)（現(株)シーエックスア
ール）の視察を兼ねた委員会
（昭和43年10月）

昭和54年６月、伊豆・土肥で
（左から松山、仙田、大岡、平山各氏）

CIWの基盤を築いた仙田富男氏
（昭和59年９月）
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CIW30周年記念式典
（平成５年10月。左から藤田、秋園各氏）

松山格氏の藍綬褒章受章祝賀会
（平成６年３月。

左から祝辞を述べる秋園氏と、松山氏、
佳陽夫人）

中野盛司氏の藍綬褒章受章祝賀会
（平成８年２月。右から祝辞を述べる藤田氏
と、中野氏、寿子夫人）
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大岡紀一氏が平成13年度外務大臣表彰を受賞
（平成13年７月、右から外務副大臣の植竹氏と、
大岡氏、佳子夫人）

CIW検査事業者協議会（現(一
社)CIW検査業協会）の創立15周
年祝賀会で行われた鏡開き（平
成９年10月）

CIW検査業協会創立30周年記念祝賀会
で挨拶する加藤運営委員長
（平成24年12月）
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WES8701:2007附属書3に示す研修会
「突合せ継手の食い違い仕口のずれの
検査・補強マニュアルに基づく検査・
溶接部の外観検査及び内質検査とその
実習」（平成21年３月）

CIW検査業協会が検査関係団体と共催
した「第１回明日を担う次世代のため
の非破壊検査セミナー」
（平成24年２月）

平成３年10月、日本溶接協会、CIW検査事業者協議会が主催した｢建築鉄骨検査技術者研修会｣
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WES8701に基づく溶接構造物非破壊
検査事業者認定授与式
（平成19年10月。認定証を授与する宮
田日溶協会長＝中央）

WES8701に基づく溶接構造物非破壊
検査事業者認定授与式（認定証を授
与する加藤運営委員長＝左）

CIW認定授与式後の記念撮影（平成16年４月）
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認定審査委員会の鯉田長生委員長（右）

江端誠副委員長

WES8701:2013によるＣＩＷ認定のための申請書および記入方法に関する説明会（平成25年４月）
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Thru-VUシステム（下）とゲージポールへの適用状況

FCR移動検査計測車（上）と車内のもよう
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フェイズドアレイ探傷器（下）と探傷画像

橋梁溶接部の斜角探傷試験
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平成24年2月に開通した東京ゲートブリッジ。橋の全長は2933m。
海上部分1618m、中央径間440mの世界最大規模の連続トラス橋梁

組立中のトラス桁と溶接部検査（UT）

写真提供
（順不同・敬称略）：
松山格
(株)シーエックスアール
非破壊検査(株)
新日本非破壊検査(株)
産報出版(株)



１．はじめに

わが国の主要な発電設備である火力プラント、原
子力プラントは、電力供給の約90％を担っており、
これらの発電プラントを健全かつ安定に運転し、エ
ネルギーの安定供給を図ることは社会的使命である。
エネルギーの安定供給のためには発電設備の健全性
維持が必要不可欠であり、特に、非破壊検査は保守
検査として頻繁に行われ、機器・構造物の健全性評
価、プラントの安全性維持・確保を図っている。
発電設備の主要な機器・構造物における溶接部の

定期検査では、目視検査(VT)や超音波探傷試験
(UT)により点検・検査し、健全性を確認しているが、
万一、き裂が検出された場合には、き裂の寸法に応
じて管理・運用を決めている。適切な管理・運用を
行うためには、き裂の高精度なサイジング技術が重
要である。本稿では、発電設備の溶接部に対する非
破壊検査法の基本的な内容を解説し、UTによるき裂
高さ測定技術について解説する。

２．非破壊検査とは

非破壊検査とは、非破壊試験結果から規格などの
基準に従って合否を判定する方法をいう。その目的
は、機器・構造物が使用中に破損し、人命に影響を
及ぼす事故を未然に防止することにある。
機器・構造物の溶接部の検査は、製造時の検査と

保守検査に大別される。製造時の検査では、溶接施
工時に、溶接欠陥、有害となる形状不連続部等がな
いことを確認するための検査である。また、保守検
査(定期検査等)では、運転中に割れが発生しなかっ
たかを確認するための検査である。非破壊検査は、
主に、表面(表層部)きずの検出を目的とした表面検
査と内部きずの検出を目的とした体積検査に区分さ
れる。
(1)表面検査

表面検査の代表的な試験方法として、目視検査
(外観試験：VT)、浸透探傷試験(PT)、磁粉探傷試験
(MT)および渦電流探傷試験(ET／ECT)の概要を表1
に示す。
VTは、直接目視(肉眼による検査)と間接目視(カ

メラ等の映像による検査)があり、接近性、試験環境
等に制約があっても、ロボット等に搭載したカメラ
等を用いることで、遠隔検査が可能となる。VTでは、
割れ、ピットなどのきずの検出に加えて、目違い、
アンダーカット等の応力集中部となる形状不連続部
を検出することができる。これは、VTの大きな特長
である。留意点としては、試験者によって試験結果
に差異が生じる可能性があるので、試験手順を明確
化し、試験者への教育・訓練を行うことが重要とな
る。
PTは、きずへの浸透液の浸透作用および毛細管現

象を利用した方法である。ポーラス状の部材を除き、

4. 鋼構造物関連講座――溶接部の非破壊検査について

一般財団法人電力中央研究所　平澤　泰治
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表1 表面（表層部）検査の概要



金属材料、非金属材料等多くの材料に適用でき、か
つ試験機材が安価で、操作が簡便なことから、広く
適用されている。留意点としては、試験部材の前処
理として実施する汚れ、スケール等の除去において、
ブラスト処理、グラインダ処理等を実施する場合に
は、割れの開口部を押しつぶす懸念があるので注意
が必要である。
MTは、材料に磁界を作用させたときに生じる磁

粉模様からきずを検出する方法であり、強磁性材料
に適用できる。溶接部の検査としては、極間法とプ
ロッド法が多く用いられている。極間法は、ヨーク
状の永久磁石あるいは電磁石を磁化装置として用い
ているため、探傷面でスパークがなく焼損の危険性
がない。また、装置の操作が簡便で、ハンドリング
も容易である。表面下数mmにある埋没きずの検出
が困難である。次に、プロッド法は、プロッドとい
う電極2個を磁化装置として用いているため、プロッ
ド間隔を狭めた局所探傷が可能となる。極間法に比
べて大きな磁界を印加できるため、表面より数mm
程度の表層部の探傷が可能となる。留意点としては、
プロッド先端が尖っているため、スパークしやすく、
溶接割れや脆性破壊の原因となる。また、急熱急冷
で割れやすい材料（高張力鋼など）への適用は不可
である。さらに、磁化方向ときずの長手方向の配置
によりきずの検出性に差異が生じるので注意する必
要がある。
ETは、一般に、棒状部材の検査には貫通プローブ

が、また、細管等の内面検査には内挿プローブが用
いられている。溶接部の検査には、上置プローブが
用いられている。上置プローブに関する規格は、
2010年に発行された、原子力発電所用機器における
渦電流指針（JEAG 4217-2010）があり、適用範囲は、
原子力機器のオーステナイト系ステンレス鋼および
高ニッケル合金の母材部および溶接部である。
上置プローブによる探傷は、図1に示すように、

試験材に渦電流を印加し、きず等の不連続部がある
と渦電流が乱れ、それに伴う出力電圧の変化を測定
する方法である。プローブコイルは、検出感度の高
いパンケーキ型のコイル、リフトオフ変化の影響が
少ないクロスコイル等、適用対象によって使い分け
ることが重要である。コイルを多数配置したアレイ

プローブによる探傷も適用されており、一度に広範
囲の探傷が可能となる。また、水中でも探傷が可能
である。留意点としては、ETプローブが探傷面に対
して傾いて探傷した場合は、出力電圧が低下するの
で注意が必要である。
ニッケル基合金溶接部の上置プローブによる探傷

例を示す。きずは、リサージュ波形、チャートに加
えて、図2に示すような平面画像を活用すると判定
しやすい。また、きずの指示長さは、図2に示すよう
にノイズレベル以上の指示長さ（信号消失指示長さ）
を評価すると、高精度な測定が可能となる。深さ測
定は、出力信号を事前に作成した検量線（き裂深さ
と出力信号の関係）に照合して行うが、材料によっ
て深さ測定の可否が異なるので注意を要する。また、
一般に深さ5mm程度以上のき裂については、出力電
圧が飽和し深さ測定が困難となる。
(2)体積検査

体積検査の試験方法として、放射線透過試験(RT)
および超音波探傷試験(UT)の概要を表2に示す。
RTは、試験材に放射線を照射し、欠陥部と健全部

の透過線量の差により欠陥を検出する方法である。
原子力設備の溶接部内部の製造時検査にはRTが原則
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図1 ET法による探傷模式図

図2 Ni基合金溶接部への適用例



として用いられる。これは、RTはUTに比べて波長
が短く、発生した欠陥の種類の特定が容易なためで
ある。ブローホール等の球状欠陥の検出性に優れて
いる。留意点は、識別可能な欠陥の大きさは、線源
の種類、感光材料の組合せ等に依存するので、各種
条件を適正に選定することが必要である。近年、感
光媒体として、イメージングプレート、イメージ・
インテンシファイア等の電子デバイスがあり、これ
らを利用したデジタルRTの活用が検討されている。
UTは、試験材に超音波を入射し、きずからの反射

波を受信して欠陥を検出する方法である。原子力設
備の溶接部の供用期間中検査ではUTが用いられてい
る。これは、運転中に生じるきずが主にき裂であり、
き裂の位置、寸法を3次元的に測定できるためであ
る。留意点としては、超音波の波長や伝搬挙動は、
結晶の粒径や形状に影響されるため、結晶粒径の大
きいステンレス鋳鋼、溶接金属が柱状晶組織である
ステンレス鋼およびニッケル基合金溶接部の探傷で
は、超音波散乱・減衰、超音波屈曲が生じ、欠陥検
出性が低下するため、適用探触子の周波数、振動モ
ード（縦波／横波）等の選定に注意が必要である。
原子力設備の配管溶接部の供用期間中検査におけ

る探傷例を、図4を用いて説明する。配管と同一の
材質、形状の対比試験片（対比欠陥は横穴が一般的）

を用いてDAC曲線を作成する。検出された指示が、
製造段階で認められず、配管内面の裏波近傍の円周
方向に指示長さの長いきずを検出した場合は、運転
中に発生したき裂と判断し、検出レベル（DAC20%）
を超えた指示をき裂として記録する。指示長さは図
に示すような方法で測定する。次に、き裂高さ（き
裂深さ）を測定する。

３．UTによるき裂高さ測定法

UTによるき裂高さ測定法としては、端部エコー法、
TOFD法、フェーズドアレイ法、開口合成法など多
くの手法があるが、ここでは、端部エコー法および
フェーズドアレイ法について、その概要を以下に記
載する。
(1)端部エコー法

端部エコー法は、き裂先端部から回折波を検出し
て、伝搬時間からき裂高さを求める方法であり、最
も一般的に用いられている方法である。端部エコー
は、微弱な信号であるため、広帯域高分解能型探触
子、集束型探触子等を用いて、き裂先端部に強い超
音波を入射させることが重要である。また、ステン
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図3 きずの検出方法（検出レベル：DAC20％）

図4 きずの指示長さの測定方法

表2 体積検査の概要



レス鋼およびニッケル基合金溶接部の溶接金属は、
高減衰材料でかつ異方性材料であるため、縦波超音
波の探傷が適している。
き裂高さ(き裂深さ)の測定は、図5に示すように、

開口部エコーのピークおよび端部エコーのピークを
検出して、計算により求める。
(2)フェーズドアレイ法

フェーズドアレイ法は、医療用のエコー診断技術
と同様の原理を用いた技術であり、図6に示すよう
に、アレイ探触子の各振動子から異なったタイミン
グで超音波を発生することにより、任意の方向およ
び位置に、送信波形よりも振幅の大きな合成平面波
を形成させて、材料内部の検査を行う方法である。
フェーズドアレイ法による探傷例を示す。図7は、

ステンレス鋼母材にEDMノッチ(深さ10mm)を付与
した試験片に対する探傷画像例である。リニア走査
(屈折角45°)およびセクタ走査(屈折角30°～80°；
1°ピッチ)における探傷断面画像であり、開口部エ
コーと端部エコーが明瞭に認められる。

このようにフェーズドアレイ法は、対象材料、板
厚に合わせて、最適条件で探傷し、探傷結果を画像
化できることから、近年、原子力発電設備の主要溶
接構造物の検査に適用されている。

４．おわりに

近年、コンピュータ技術、画像処理技術等の進歩
は目覚ましく、高性能な検査装置が開発され、検査
対象部位の画像化、可視化が可能となっている。そ
れに伴って、新しい検査技術も導入され、検査の高
度化と高精度化が図られている。一方、トンネル崩
落事故等が連日報道され、そのたびに、点検・検査
の重要性が指摘されているが、一部には、点検・検
査の不備が指摘される事例もある。非破壊検査は、
機器・構造物を破壊せずに、健全性を確認するため
の唯一の手段であり、新しい検査技術を積極的に活
用し、検査に携わるすべての技術者、検査員が、
“正確で、信頼される検査”を目指して、日々進化
してゆくことが必要である。
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図5 端部エコー法の説明図

図6 フェーズドアレイ法の探傷原理図

図7 フェーズドアレイ法の探傷例



１．はじめに

漏れ試験技術者の資格及び認証は2012年秋期のレ
ベル１から一般社団法人日本非破壊検査協会(JSN-
DI)において非破壊検査協会規格であるNDIS 0605
「非破壊試験―漏れ試験技術者の資格及び認証」に
基づき開始している。漏れ試験は、油や水の漏れ、
ガスの漏れ検出から真空の分野まで各種工業分野に
おいて広く普及し、安全、環境、品質確保などの点
で重要な技術として不可欠なものとなっている。国
際的にも、欧米などでは重要視されており、ISO
9712-2005に規定され、改正されたISO 9712-2012に
対応するJIS Z 2305-2013（非破壊試験技術者の資格
及び認証として2013年6月改正）にも規定されてい

る。すなわち、現在の漏れ試験に関する資格及び認
証は、漏れ試験の国際整合化を見据えての資格及び
認証制度となっている。

２．資格及び認証制度について

近年の漏れ試験の需要の増加、試験の種類の増加
と複雑さにともなって、国際的な動きの中で、資
格・認証制度の必要性が高まっている。
２.１　国外の状況

漏れ試験は欧米では他の非破壊試験と同様に重視
され、特に米国では古くからASNT(米国非破壊試験
協会)による試験方法ごと(ヘリウム漏れ試験、ハロ
ゲン漏れ試験、アンモニア漏れ試験、発泡漏れ試験
等)の技術者認証試験が実施されている。

5. 漏れ試験――技術者の資格及び認証の現状について
―これから期待されるNDT―

一般社団法人日本非破壊検査協会 ISO委員会委員長
ISO TC135/SC6議長　　　　　　　　　　　　　　　大岡　紀一
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表1 主な漏れ試験の種類と概要



漏れ試験については需要の高まりもあって2005年
から国際規格ISO 9712に新たに追加され、また、
ISO/TR 25107-2006「訓練要領のガイドライン」に
は詳細なシラバスが掲載された。
２.２　漏れ試験の重要性

漏れとは、液体や気体のある空間からの流出また
は流入の現象であり、その漏れの有無、量の測定、
漏れ箇所の特定などを行うのが漏れ試験である。従
来は目視観察による水や油の漏れなどが主であった
が、工業分野の高度化につれ、上述したように、安
全、環境、品質及びより高い信頼性の確保が重要と
なってきた。
具体的には造船、自動車・空調・家電・電子デバ

イス、医薬・原子力・真空装置や高圧ガス設備・化
学プラント・各種産業機器などのほとんどの工業分
野で漏れ試験が適用されているといっても過言では
ない。実施する時期も様々となっている。
２.３　試験の種類とその適用

漏れ試験は検出対象とする物質、必要とする検出
レベルなどにより、検出方法、検出原理、使用する
装置、適用方法などが異なってくる。
漏れ試験方法の種類としては、液体漏れ試験、発

泡漏れ試験、ハロゲン漏れ試験、ヘリウム漏れ試験、
アンモニア漏れ試験、超音波漏れ試験、水素漏れ試
験、圧力変化漏れ試験等がある。漏れ検出原理も圧
力変化、発泡、毛管現象、化学反応等による色の変
化、発生する超音波、質量分析計を利用する方法な
ど様々である。同じ種類でも条件により加圧にする
か減圧にするか、検出レベルはどうか、箇所の特定
は必要か等で、適用方法も異なってくる。
漏れ試験技術者は、それぞれの試験の種類、適用

する方法を十分に理解し、経験、訓練などにより、
試験を実施できるようにしておく必要がある。

３．漏れ試験の種類と関連規格について

主な漏れ試験の方法の種類と概要を表1に、漏れ
試験に関連する規格を表2に、参考として示す。

４．漏れ試験技術者の資格・認証制度の
現状について

NDIS 0605に基づく漏れ試験技術者の資格・認証

制度の概要を以下に示す。
４.１　資格の範囲について

対象となる工業分野はJIS Z 2305-2001に準拠した
NDT試験と同じくマルチセクター（材料、溶接、構
造物）となっている。実際の漏れ試験は、一種類の
試験ではなく二種類以上の試験方法を組み合わせて
適用する場合も多いことから、資格は試験方法毎で
はなく、総合的な漏れ試験の資格となっており、資
格・認証制度における技術者のレベルの区分はレベ
ル１～3の3種類である。各レベルにおける技術者の
役割は次の通りとなっている。
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表2 漏れ試験に関連する規格



レベル1技術者は、LT指示書に従ってレベル2又は
3技術者の監督のもとでLT作業を実施し、①LT機器
の調整、②LTの実施、③文書化された判定基準に従
ったLT結果の記録及び分類、④LT結果の報告に関
する作業を実施する能力を有する者である。
レベル2技術者は、確立されている、又は認可さ

れているLT手順書に従ってLT作業を実施又は指示
し、①LT方法の適用限界の判断、②コード、規格、
仕様書、手順書から実作業に適した実行可能なLT指
示書への書換え、③LT機器の調整と校正、④LT作
業の実施及び監督、⑤適用されるコード、規格及び
LT仕様書に従ったLT結果の解釈と評価、⑥LT指示
書の作成、⑦レベル1技術者の職務の実施及び監督、
⑧レベル2より下の技術者の訓練及び指導、⑨LT結
果のとりまとめと報告に関する能力を有する者であ
る。
レベル3技術者は、認証されているLT方法におい

て、どのような操作についても指示することが認め
られる。(詳細は省略)
４.２　受験資格について

漏れ試験を受験するための経験及び訓練時間は、
レベル1、2、3ではNDIS 0605に示す条件を満足する
必要がある。例えば、レベル1に対する最低訓練時
間は40時間、最低経験月数は3ヶ月となっており、
直接レベル2を受験する場合はレベル1及びレベル2を
合計した訓練時間を必要とすることとなっている。
４.３　視力について

a) 近方視力証明：「Times (New) Roman N6の文
字またはそれに相当する文字」を30cm以上はなれ
た距離から読めること。
b) 色覚証明：LTに関係する色彩のコントラストを
識別できること。
４.４　資格取得について

学科試験（一般試験及び専門試験）は全ての漏れ
試験が対象範囲：一般試験、専門試験があり、合格
点は70以上である。
実技試験は主な3種類（圧力変化法、発泡漏れ試

験、ヘリウム漏れ試験）であり、レベル2は指示書
作成を含む。80点以上が合格である。
認証（資格証明書の発行）については、学科試験、
実技試験を合格した者にそのレベルの資格証明書が

発行され、資格の有効期間は5年間（ただし、5年経
過時に更新ができる）で10年経過後は、再認証試験
となる。

５．講習会について

JSNDIでは、漏れ試験の資格を取得しようとする
方々のために、座学テキスト、実技参考書、問題集
等を準備している。
しかし、漏れ試験は種類が多く、全ての訓練の実

施が難しいこともあるため、JSNDIでは、ISO/TR
25107-2006「訓練要綱のガイドライン」に記載され
ている漏れ試験の内容などを取り入れて、NDIS
0605に基づく漏れ試験技術者のために年2回の講習
会、また、1次試験合格者の2次試験（実技試験）対
策としての実技講習会を実施している。

６．まとめ

特に造船、自動車、電子材料、真空分野を支える
に不可欠な技術の一つが漏れ試験技術である。しか
しながら、技術の継承、共通化の点では不安な面が
多く、またグローバル化する中で、わが国が孤立し
かねない恐れもあった。
今回、JSNDIで開始した漏れ試験について、資

格・認証制度に基づく技術者の必要性及び資格・認
証取得のための概略を述べた。
日本は技術立国であり、工業製品の優れた品質、

性能などの点で世界をリードしてきた。漏れ試験に
関しては、国際的にISO-TC135(非破壊試験分野)の
漏れ試験(SC6)の議長・幹事国でもあり、国際関連
規格の立案、改正・制定、試験技術の向上、技術者
の教育・訓練などをリードする中で、国内の各種工
業分野において、漏れ試験が大いに普及することを
願っている。
最後に、本資格・認証制度の定着が試験技術者の技
術のレベルアップ、試験の信頼性の向上などにつな
がれば幸いと思っている。

参考文献

1) NDIS 0605:2011非破壊試験‐漏れ試験技術者の資格及び認証
2) ISO/TR 25107 Non-destructive testing  Guidelines for NDT training
syllabuses

CIW通信   Vol.27 No.4 Autumn,2013

25



日本溶接協会では、検査業務に関する倫理の問題は重
要な要求項目と考えており、WES 8701:2013の改訂に伴
い「検査業務に係わる倫理要領を定め運営管理しなけれ
ばならない」と明記した。それに伴い、検査業務に係わ
る事業者がどのように倫理問題に取り組んでいるかを把
握するために本年3月にCIW認定事業者を対象として
「倫理に関するアンケートのお願い」を行った。その結果
について報告する。アンケート送付先は非認定事業者49
社を含む171社でそのうち72%に当たる123社から回答を
得た。認定事業者の解答率は89％であった。（内訳はA種
17、B種8、C種26、D種57、非認定15社である。）ここで
は認定事業者の回答結果を紹介する。回答を頂いた非認
定事業者15社には深く感謝する。
設問は4問で、設問ごとの集計結果を以下に示す。
①WES8701の品質マネジメントに関する要求項目の一つ

として検査業務の倫理が述べられていることについて

「1：良く熟知している」47％、「2：知っている」が
52％。ほとんどの事業者は倫理要領がWESの要求事項
であることを認知している。
②倫理要項について

「1：社内的に用意してある」74％、「2：用意はしてある
が云々」26％。「3：作成中あるいはこれから考える」
0％。
③倫理教育について

「1：定期的に行っている」33％、「2：時々行ってい
る」59％、「3：社内的に行っていない他」8％
④今まで倫理の問題に関して不適合事象等貴社が経験し

た事例があれば教えて下さい

特記無しが殆どであったが、過去の事例を記述したも
のが4件ほどあった。これについては倫理委員会の資料に
とどめさせて頂くこととする。

◇◇◇
認定事業者のほとんどから回答を頂き感謝しているが、

認定委員会としては今回のアンケートの回答を参考に更
新時に各社の倫理要領等を確認させて頂き、その徹底を
図ることにより、検査技術の向上のみならず、倫理的に
も健全な検査業務が普遍化していくことを図りたいと考
えている。特に倫理要領が未整備の事業者においては早
急な対策をお願いしたい。非認定事業者はじめアンケー
トにご協力頂いた各社にお礼を申し上げます。

6. WES 8701:2013改正に基づく倫理要領に関するアンケー
ト結果について

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
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2013年10月1日付で認定されたCIW認定事業者のうち、ここでは
2013年4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。
＜新規(復活)：1社＞

D種

◆(有) 佐賀検査サービス〔221〕（佐賀県）
認定検査部門：UT・建築
登録事業所　：本社

＜種別変更：1社＞

D種

◆京浜検査工業(株)〔146〕（神奈川県）
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

＜検査部門などの削除：1社＞

Ａ種

◆(株)アイペック〔92〕（富山県）
認定検査部門＝RT・UT・MT・PT・ET・SM
登録事業所　：本社

＜認定の停止：2社＞

◆キューエー技研(株)〔33〕（愛知県）
◆日本産機(株)〔111〕（大阪府）

2013年10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：27社／D種：68社／合計：121社

CIWCIW認定認定にに関関するおするお知知らせらせ



☆平成25年度第3回理事会を開催

平成25年度第3回理事会を9月5日(木)に当協会事
務所において開催し、会務報告、各理事報告、地区
ブロック会議議題等について審議を行いました。
また、第4回理事会は、11月27日(水)に開催の予定で
す。

☆平成25年度地区ブロック会議を開催

本年度の地区ブロック会議は、CIW検査技術管理
者及び上級検査技術者の新方式による更新審査につ
いての説明会と併せて、東日本地区は10月3日(木)に
東京で、関西地区は9月12日(木)に彦根で、また、西
日本地区は9月20日(金)に北九州で開催しました。

☆第3回明日を担う次世代のための非破壊検査セミ

ナーを開催

全国都道府県の工業高校生と教職員に、産業資本、
都市構造物の安全を確保する非破壊検査を認識して
もらうことを目的として第3回目の「明日を担う次
世代のための非破壊検査セミナー」を平成25年8月7
日(水)に秋田県立秋田工業高等学校において秋田県
内の８工業高等学校の生徒、教職員30名参加のもと
開催しました。
「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」
は、文部科学省、国土交通省、経済産業省の後援の
もとに、(一社)CIW検査業協会、(一財)日本溶接技
術センター、(一社)日本非破壊検査協会の共催と(一
社)日本非破壊検査工業会の協賛を得て、受講した
若者がそれぞれの産業分野で活躍する世代となった
とき、より幅広く非破壊検査技術が社会資本の安
全・安心に貢献することを確信、活動を推進してお
ります。
プログラムは、荒川敬弘氏(横浜国立大学客員教

授)による「明日を担う次世代のための非破壊検査セ
ミナー」と題した座学講演と各種非破壊検査手法に

よるデモンストレーション（浸透＆磁粉、超音波＆
放射線、展示品関連）で構成し、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手
法をわかりやすく紹介しました。

☆今後の研修会予定について

①NDI―レベル3（RT・UT二次試験）のための受験
対策講習会
平成25年10月26日(土)～27日(日)に東京で
②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】の平成25年度
第1回を平成25年11月17日(日)に東京で
③同じく第2回を平成26年2月2日(日)に東京で
④(一社)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】を平成26年2月16日(日)に大阪で
⑤WES8701:2013「溶接構造物非破壊検査事業者等
の認定基準」に基づく『品質マネジメントシステ
ム構築に関する研修会』と『内部監査員養成のた
めの研修会』の平成25年度第2回を平成26年1月～
2月に東京で──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(ht tp : //www.

ciw.gr.jp)に掲載いたします。

7. CIW検査業協会だより

一般社団法人CIW検査業協会
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この号が発刊され、皆様が読む頃はすでに秋風が吹き、衣替えも終わった頃だろうか。

また、今年の猛暑や日本各地で起こった竜巻とゲリラ豪雨による被害も落ち着きを見せてい

るだろう、などと考えながら少しだけ涼しくなった明け方にテレビをつけてみると「2020年オ

リンピック開催都市が東京に決定した」とのニュースが流れていた。

積年の夢が叶った喜びを爆発させている招致委員や関係各所の人々。その喜びの様子を見る

と、ここに至るまでの努力が並大抵の事ではなかったのだろうと想像がつく。また、テレビの

中では7年後のオリンピック開催会場の予想図が出来上がっていて、会場周辺に建設予定をし

ているマンションの販売予約が盛況な様子が報じられていた。2020年…私自身も7年後の自分

の事を思い空想を広げる、未来の事を考えるのは楽しい。

さて、溶接検査認定委員会設立50周年記念号として本刊では50年の歴史を写真で振り返っ

ている。設立当初からこの業界に携わってきた懐かしい顔や、折々に行われた記念行事での様

子が見て取れて懐かしい。そして日本溶接協会が社会に貢献する場を広げながら、また認知さ

れてきた歴史が写真の中にはある。

ここに写っている諸先輩方も、何年も先の非破壊検査業界の未来を創造し、夢を描き、その

夢を現実にするために制度をつくり、技術を研鑚されてきたと思われる。その作業は辛くも楽

しかっただろうと想像できる。

非破壊検査は「見る／視る」から「観る」へ、そして「診る」へと時代の要求が変化してい

るように思う。これからも新しい技術・新しい検査装置へのチャレンジは続くだろう。

しかし、忘れてはいけない事があると思う。

私が入社時の先輩から言われたのは「非破壊検査の基本は対象物を見る／視ることだ」と。

(H.M)

編　集　後　記

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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