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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
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新年明けましておめでとうございます。
昨年は円安への移行、国内景気の回復方向への動

きなどにより産業界は少しずつ改善の兆しが感じら
れるようになってきました。しかしながら、長期間
継続した円高影響などにより事業活動の縮小・合併
や海外への生産シフトの加速など、国内製造業の回
復は依然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。
2011年3月11日に発生した東日本大震災の復旧は

途上にありますが、当協会は溶接関連資格保有者で
罹災・被災された方々に対して再評価試験・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。各都道府県の指定機関からは溶接関連機器
のご提供など数多くのご協力をいただきました。今
後一日も早い復旧を祈念いたしております。
このような状況において国の科学技術政策は極め

て重要であり、2011年度から「我が国の基礎体力強
化」「成長をけん引する課題解決型イノベーション」
などを目標とした第四期基本計画が新たにスタート
しています。国の基盤となる製造技術のひとつであ
る溶接・接合に関しても、新たな気持ちでの取り組
みが必要となっています。
2006年から運営を開始したウェブサイト「溶接情

報センター」は順次コンテンツの拡大を行っており
ます。今後も溶接技能者訓練用ビデオや溶接管理技
術者用テキストなど書籍閲覧コンテンツの充実と検
索機能の強化を図り、必要な溶接情報を迅速に得ら
れるサイトとしてまいります。
現在13ヵ国が加盟するアジア溶接連盟（AWF）は、

アジア地区の溶接技術の普及と発展、アジアにおけ
る統一された溶接要員認証制度の設立と普及、アジ
アの意見を重視した国際規格原案作成、溶接要員の
登録制度の普及などに向け活発な活動を展開してお
ります。今年も引き続き溶接技能者のアジア共通認

証制度の創設に向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まいります。
非破壊検査事業者の認定制度(CIW)については、

1963年に放射線検査委員会(略称RAC)として活動を
開始以来、昨年50周年という節目を迎え、昨年11月
には設立50周年式典を開催致しました。委員会の活
動に対しましてご協力頂きました皆様に改めて感謝
申し上げます。
RACが発足した1963年は東京オリンピックの前年

でしたが、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。昨年は、2020年の東
京オリンピックの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。
50周年を迎えた昨年は、認定基準WES 8701も改

正されましたので、さらなる制度の普及に努めると
ともに、各種溶接構造物の信頼性・安全性・健全性
の向上に寄与していきたいと思います。この活動の
一環として、昨年、溶接検査認定委員会に広報委員
会を立ち上げましたので、今後は、関係省庁、公共
団体へのCIW認定のPRにも努めていきたいと思いま
す。
国内では公益法人制度改革が進められており、当

協会は2013年4月１日、一般社団法人に移行しまし
た。また、従来の支部から名称・組織変更した指定
機関は、各都道府県での溶接技術の普及、発展と要
員認証制度の維持に欠かせない存在であり、今後と
も緊密な連携のもと活動を進めてまいります。
最後になりましたが、当協会の活動に対しまして、

ご協力、ご尽力いただいている皆様方に改めて感謝申
しあげますとともに、本年が溶接に関係のある皆様方
にとりまして、よりよ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　隆司一般社団法人日本溶接協会　会長



新年あけましておめでとうございます。2014年を迎
え、一般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、
ご協力いただき誠にありがとうございます。
我が国は、地震や津波をはじめとした自然災害に対
して脆弱な国土条件にあり、切迫性が指摘されている
首都直下地震や南海トラフ巨大地震などに対する防
災・減災対策は喫緊の課題であります。官庁施設の整
備においては、老朽化した施設が今後増大していく中、
既存施設の有効利用を図りつつ、地震や津波に対する
国民の安全・安心の確保等に的確に対応することが重
要であると考えております。
耐震対策については、「災害対策基本法」に基づき作
成された「防災基本計画」（平成24年9月中央防災会議）
において、「いったん被災した場合に生じる機能支障が
災害応急対策活動等にとって著しい妨げとなる恐れが
あるもの（中略）等については、重要度を考慮し、高
レベルの地震動に際しても他の構造物・施設等に比べ
耐震性能に余裕を持たせることを目標とする」ことと
されています。また、「建築物の耐震改修の促進に関す
る法律」に基づく告示「建築物の耐震診断及び耐震改
修の促進を図るための基本的な方針」等を踏まえ、国
土交通省が整備等を所掌する施設のうち、災害応急対
策活動に必要な国の官庁施設等（2,653棟、約770万㎡）
について、その耐震診断結果等の公表を行っており、
今後、平成27年度末までに、すべての既存不適格建築
物について建築基準法に基づく耐震性能の確保を目指
すとともに、官庁施設の耐震基準を満足する割合を現
状の86％（平成25年3月時点）から少なくとも9割（面
積率）に達するよう耐震化を進めているところです。
また、津波対策については、「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」（平成25年2月18

日社会資本整備審議会答申）において、ソフト対策
（避難計画の策定等）とハード対策（改修等）の一体的
な実施による津波防災機能強化の考え方や、津波防災
診断の実施等の既存施設への具体的対策の必要性が示
されました。本答申を踏まえて、平成25年3月に営繕関
係基準類の見直しを行い、新たに整備する場合は、改
定後の基準等に基づき適切な対策を講じるとともに、
既存官庁施設についても津波防災診断を実施し、所要
の対策を講じることとしています。
官庁施設の地震や津波に対する安全性は、計画や設
計段階での適正な要求水準の設定とともに、施工段階
での品質を確実に確保することによってはじめて発揮
されることになります。特に、鉄骨造の溶接接合の品
質確保には、技術者の技量に加えて、公正かつ的確な
溶接部の試験が非常に重要となります。
このため、国土交通省では「公共建築工事標準仕様
書」において、溶接接合について技術者、施工、試験
に関する規定を設けて品質確保を図ることとしており、
具体的には、貴協会の溶接管理技術者認証基準に基づ
き認証を受けた技術者や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。
本仕様書は、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。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、我が国の工
事の品質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公正かつ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
いたしますとともに、国民の安全・安心の確保に向け
て取り組んでまいりますので、引き続きご支援、ご協
力をよろしくお願いいたします。
貴協会並びに会員の皆様のさらなるご発展を祈念い
たしまして、新年の挨拶とさせていただきます。
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2. 年頭挨拶

滝本　悦郎国土交通省　大臣官房官庁営繕部整備課　官庁施設防災対策官



新年明けましておめでとうございます。一般社団法
人日本溶接協会及び一般社団法人CIW検査業協会の
皆様には、日頃より東京都の建築行政にご協力いただ
いており、誠にありがとうございます。CIW認定委員
会も、昨年、発足50周年を迎えられました。2014年も
実り多き年となりますよう、心よりお祈り申し上げま
す。
東日本大震災から今年で3年目となり、首都直下地
震の切迫性も指摘されています。都は、平成23年12月
に策定した「2020年の東京」計画の第一の目標に「高
度な防災都市を実現し、東京の安全性を世界に示す」
を掲げ、その達成のために「耐震化100パーセントプ
ロジェクト―必ず来る大地震に備え、倒れないまちを
実現する」等のプロジェクトを実行しています。
既存建築物の耐震化については、緊急輸送道路の沿
道建築物や災害拠点病院、小中学校等及び不特定多
数が利用する大規模な民間建築物などの耐震化を推進
しております。また、昨年11月からは都民が安心して
建築物を利用することができるように地震に対する安
全性を示す「東京都耐震マーク表示制度」に基づく耐
震マークの交付対象を、都内すべての建築物に拡大し
ました。都民の皆様のご理解ご協力のもと、建物のエ
ントランスにマークを表示していただき、首都東京の
安全性を広くアピールするとともに、耐震化のムーブ
メントを起こし、地震に強い東京の実現に取り組んで
いきます。
新築建築物の構造安全性の確保も、倒れないまちの
実現のためには非常に重要です。東日本大震災の復興
が進み、資材や人員の需要が高まっています。昨年は
2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決
定しましたが、都内では今後大規模開発事業の着工も
予定されており、建築工事はより一層の活況を迎える
ことと思われます。
既存、新築を問わず、鉄骨造建築物においては溶接
部の性能が構造安全性を左右します。性能確保のため

には、自主検査を含む適切な溶接工事とそれを確認す
る受入検査が的確に実施されることが必要です。
都は、「鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取
扱要綱」において、設計者に対しては、溶接部の受入
れ検査の依頼先の指定条件、検査方法等を設計図書
に記載することを求めています。また、施工者や工事
監理者が検査会社に依頼する場合には、鉄骨工事の検
査に関して相当の技術を有し、かつ、該当工事に関し
て公正な立場にある者であることとしています。建築
工事が増加する中、この徹底を一層進めてまいりたい
と考えます。
また、建築確認審査機関側も、溶接部検査の基礎

的知識を持つことは大いに有意義と考えます。昨年は
東京都建築構造行政連絡会において、CIW検査業協会
の技術委員会の皆様のご協力を得て、都区市の職員を
対象に、鉄骨造建築物溶接部の非破壊検査に関する
研修会を開催しました。今年も引き続き同様の研修会
を開催していきたいと考えます。
さらに本年は、近年増加している鉄筋継手部の非破
壊検査に関し、検査機関の登録制度の運用を計画して
います。
溶接部の性能確保及び都の関連制度を運用するため
には、日本溶接協会及びCIW検査業協会のご協力が不
可欠であります。今後もご意見やご助言を賜りたく、
ご理解とご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
貴協会並びに会員のみなさまのさらなる発展とご健勝
を祈念いたしまして、新年のあいさつとさせていただ
きます。
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3. 年頭挨拶

大熊　久理子東京都都市整備局市街地建築部　建築構造専門課長

東京都耐震マーク



明けましておめでとうございます。CIW認定事業者
の皆様にはよき新年をお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。
昨年6月に私が日本非破壊検査協会会長に就任して
半年が経ちましたが、その間にいくつか重要な事項を
決定しました。一つは、JIS Z2305の改正に伴う新しい
認証試験の開始時期を2015年秋と決定したことです。
CIW認定では、日本非破壊検査協会によって技量認証
された有資格者を受験・登録要件に活用いただいてい
ますので、新認証試験の動向はCIW認定に大きな影響
を与えることは十分に認識しています。そして新しい
認証試験では受験者の方々のご負担が増すため様々な
ご批判があることも承知していますが、今後の日本の
長期的あるいは国際的な視点に立った時、新認証制度
への移行は避けて通れないものであると考えておりま
すので、何卒皆様のご協力をお願い申し上げる次第で
す。
もう一つの重要事項は、昨年11月にインドのムンバ
イで開催された第14回APCNDT会議（写真1）におい
て、アジア・太平洋非破壊試験連盟(APFNDT)なる組
織が発足し(写真2)、その会長職と事務局をJSNDIが
受け持つことになったことです。これまでJSNDIは発
展途上国を対象としたRT及びUTのトレーニングを実
施するなどアジア地域におけるリーダーシップを取っ
て参りました。APFNDTはこのような活動を組織立っ
て実施するための母体であり、今後の国際舞台におけ
る当協会あるいは日本の貢献度は大きくなると同時
に、相応の責任も担うことになります。
このような重要事項の決定を受けて、今年、当協会
は新認証制度の具体的な構築準備やAPFNDTの事務局
整備と実効ある運営に取り組んでいく所存です。そし
て新認証制度構築に併せてテキストの改訂や講習会の
実施体制の見直しも行わなければなりません。教育と
認証のあり方についても議論したいと考えます。また、
このような短期的な活動を推進すると同時に、中長期

的な課題にも取り組みます。例えば、昨年6月に発表
された日本再興戦略の戦略市場創造プランや科学技術
イノベーションの推進プランにおいて次世代インフラ
の構築や整備が掲げられ、その中で非破壊検査は重要
な技術として取り上げられました。しかしそこで非破
壊検査に期待されているのは、これまでにない非破壊
検査技術であることに留意すべきだと思います。社会
のニーズに的確に応える技術を提供するためには常に
学術活動の活性化を図り、新しい技術を生み出す努力
をする必要があります。そのためには他学協会及び諸
外国との交流・情報交換を促進して新たな力を生み出
さなければなりません。日本溶接協会と日本非破壊検
査協会の連携をこれまで以上に強めたいと思いますの
で、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
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4. 年頭挨拶

廣瀬　壮一一般社団法人日本非破壊検査協会　会長

写真1 JSNDI会長としての挨拶

写真2 APFNDT発足直後のメンバーの集合写真



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。本年も「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
の充実を推進していく所存です。
一昨年末の政権交代以降、公共事業を軸にした景

気刺激策や円安・株高、2020年の東京五輪決定など
を受け、建築業界にも今後久々に温かい風が吹くと
の期待が高まっております。鉄骨需要は東京・中京
圏の再開発プロジェクトをはじめ、物流倉庫、商業
施設などの新規計画が相次ぎ増加基調にある一方、
工場・現場の技術者・技能者不足、受注単価の低迷
など課題が山積しております。我々CIW認定事業者
はいかなる状況においても検査を通じて社会の安全
と安心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
考えております。
さて、2013年は、検査4団体が全国展開を図る

「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」
が想像以上の成果を上げることができました。本セ
ミナーは、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企画であり、昨
年は8月に秋田県で第3回、12月には群馬県で第4回
を開催いたしました。回を重ねるごとに工業高校関
係誌などに掲載され、開催実績のない県からも問い
合わせをいただいております。また、秋田県での開
催後、同県の普通高校からの要請を受け、セミナー
委員会では同校の出前講座に講師を派遣いたしまし
た。
アンケートを通じて受講した教員・生徒から前向

きな意見が多数寄せられております。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

ナーという一つの目標を共有し歩調を合わせた活動
を今後も積極的に展開していく所存です。本セミナ
ーに関しては今後、検査会社の新入社員を対象にし
たプログラムの検討を進めてまいります。
協会に関しては、契約適正化推進実行委員会、技

術委員会、企画広報理事会、総務理事会の四つの機
関が連携を図る運営に努めております。
契約適正化推進実行委員会は47都道府県でCIW認

定制度のピーアール活動を展開しており、今年2月
には熊本県で鉄骨、構造設計など4団体を対象に外
観検査講習会を開催いたします。昨年は東京都で9
月と11月に東京都建築構造行政連絡会の建築鉄骨溶
接部の非破壊検査に関する実務研修に講師の派遣と
ともに、教材を提供いたしました。本研修について
は技術委員会と連携し、民間の確認検査機関や構造
設計者向けにも活動を広げていく方針です。契約適
正化推進実行委員会では14年度、統一見積様式の見
直しを計画しております。
技術委員会は「探傷感度の調整にA2形系STB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
（2013改定）」をまとめ昨年11月、当協会ホームペー
ジに公開いたしました。また、技術委員会では東京
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」において技術情報発信
の一環でフェイズドアレイ超音波探傷の紹介を検討
しております。また、外観検査ハンドブックについ
て、改訂に向けた見直し作業を進めてまいります。
企画広報理事会では今年度中に見学会の開催を計

画いたします。広報に関しては一般社団法人日本溶接
協会溶接検査認定委員会に新設された広報委員会と
の会合を昨年12月に開催致しました。今後は連携して
CIW認定制度の広報活動を展開してまいります。
本年も関係各位のより一層のご支援をお願いする

とともに、皆様のご発展を祈念致しまして新年の挨
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



6. 迎春　年男・年女―2014午
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新年明けましておめでとうございます。今年で入社
2年目になります。そして昨年は先輩に付いていくの
に精一杯だった自分が、もうすぐ先輩になろうとして
います。
自分より1年早く入社した先輩達は何事もきびきび

とこなし、質問すると分かりやすく説明して下さった
のですが、自分が同じようにできるとは到底思えず不
安でいっぱいです。
検査員として未熟者ですが、今年は先輩についてい
くだけでなく自分からも積極的に行動していきたいと
思います。そして、自信を持って業務に携わり、後輩
たちに分かりやすく指導できる先輩を目指したいと思
います。
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。今年一年を素晴らしい年にできるよう
お互い頑張りましょう。

（まるた・さやか）

年年 女女
新年を迎えて

東亜非破壊検査株式会社

丸田　紗矢香

三十六歳、気にしたこともない干支と入社十年が重
なります。
主にタンクの保守検査を担当しております。あの緊
張する、消防立会いのある検査監督、品質管理が日々
の業務です。ユーザー仕様、要領、指示書と関連法規
など、物件ごとに多くの管理書類を並べておりますが、
目的はやはり、タンクや装置の健全性を維持すること
と思っております。
入社当時、法令・規格は最低基準と教えられました。
ただ、監督・管理も言葉の伝達からは、客先のニーズ
や法規の理解が薄れ、検査の方法だけが伝わってしま
う。何かが足りないと悩むところです。
立会いが済むとホットした安堵感でこの課題が途切
れてしまうのか、同じ仕事の繰り返しをしている自分
に気が付きます。まだまだ経験を積む必要があると思
っております。
なかなか理解と伝達は、難しいですよね！

（まつむら・ひでお）

年年 男男
理解と伝達

綜合非破壊検査株式会社

松村　秀夫

新年明けましておめでとうござい
ます。
平成25年4月に(株)シーエックスア
ールに入社いたしました井上太志で
す。新入社員の昨年1年を振り返って
みますと、仕事・私生活ともに多く
のことを勉強・経験できた年だったように感じていま
す。
仕事は、すべてのことが初めての経験でした。とて

も大変だと感じることもありました。しかし、上司を
はじめとする先輩諸氏のご指導のおかげで多くのこと
を経験・勉強させていただき、最近は少しずつですが
分かることが増えてきました。心より感謝しておりま

年年 男男

株式会社シーエックスアール

井上　太志

三つの抱負 す。
私生活では、社会人になって初めて一人暮らしを経
験しています。これまでどれほど両親に頼り切った生
活をしていたのかを痛感しました。また、食事を含め
た体調管理、自らの時間の過ごし方など、社会人は、
すべてに自己責任を問われるのだということが身にし
みてわかりました。
以上を踏まえ、年男の新年に次の三つの抱負を述べ
させていただきます。
①常に自ら考え目的を持って行動する②自ら学ぶ姿
勢を心掛ける③自己管理をしっかりして自立し、元気
に働いていくことが何よりの親孝行になる。
これらを実現するために、自分の干支のように、あ
る時はサラブレットのように駆け抜け、ある時はばん
えい競馬の馬の如く一歩一歩自らを見つめ直しながら
生きたいと思います。

（いのうえ・ふとし、23歳）
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明けましておめでとうございます。
私は今年で2度目の年女を迎え、さらに入社して丸2
年が経とうとしています。入社当初は非破壊検査自体
をほとんど知らず、入社してからは資格を取得するこ
と、業務の手順などを覚えることで精一杯でした。そ
のため、現在は最初の頃よりも次は何をしなければな
らない、必要なものを用意するなど考えることはでき
るようになってきました。しかし、入社当初に比べる
と、作業の多さにかまけて自分なりの勉強をおろそか
にしている気もします。
これからは、さらに向上心を持ってもっとたくさん
のことを学んでいきたいです。また、これからも自分
らしさ忘れずに頑張っていきたいです。

（おしかわ・まい）

年年 女女
新年の抱負

新日本非破壊検査株式会社

押川　麻衣

新年明けましておめでとうございます。
私は2回目の｢年女｣を迎えることとなりました。1回目は子
供でしたので、大人になった今思うと初めての感覚で新鮮な
気持ちです。現在、入社3年目を迎えました。私は現場では
なく、事務員として仕事をしておりますが、私が公私共々モ
ットーにしていることがあります。
「新しいものに己を知る」。入社するまで携わったことの
なかった非破壊検査という仕事、そこで出会った上司・同僚。
ふとした縁で出会った友人など様々な出会いが自分自身で気
づけなかったことを教えていただいたと感じます。だから私
は毎日「今日はどんな自分に出会い、誰とどんな出会いがあ
るのだろう」と常に胸に刻み込んで今日も出社しております。
本年も皆様のご健康、ご活躍お祈り申し上げますと共に、私
へのご指導賜りますよう宜しくお願い致します。

(やまざき・なるみ）

年年 女女
｢新しいものに
己を知る｣
株式会社ダンテック

山 成美

新年明けましておめでとうござい
ます。本人もびっくり、6度目の年男
になります。まがりなりにもここま
で現役を継続できたのは、会社関係
者のご理解と、健康な生活を支えて
くれた家族のお蔭であると感謝しています。
さて、昨年は非破壊検査業界にも明るい兆しが見え、
全般的に盛況でした。資格者が限られる狭い業界のため、
すぐに人手不足に陥り、仕事はあっても検査員の確保が
できず、配置に四苦八苦する毎日となっています。
非破壊検査の大切さが社会的に認知され、やりがい

年年 男男

株式会社シンワ検査　　高森　　惇

検査業界の発展と平和な一年を は向上しましたが、直接受注は少なく、タイトな工事
費に労働条件の改善はなかなか進みません。検査業界
の発展のためには、CIWやNDIなど関連団体を中心に結
束が必要でしょう。また、検査業務は、社会や産業の
健全な歩みとともにあって平和が前提となります。
午年にちなみ、「人間万事塞翁（さいおう）が馬」と
いう諺があります。自分自身を省みるとともに、「会社」
も活況の時には不況に耐えられるよう奢ることなく蓄
え、不況の折は地道に資格取得に努めるなどして活況
に備えることが大切かと思います。
東日本大震災の復興現場や原発関連施設で、先にな

りますがオリンピックを目指して多くの仲間が活躍し
ます。安全・公正・正確をモットーに本年もお互いに
頑張りましょう。 （たかもり・あつし、71歳）

新年あけましておめでとうござい
ます。昨年4月に入社し、建物の耐震
調査に従事しています。最近は現場
責任者を務めさせていただくことも
あり、現場では毎回学ぶことばかり
です。しかし、昨年は仕事を覚えることや与えられた仕
事をこなすことに精一杯になっており、明確な目標もな

年年 女女

株式会社アミック　　門間　羽衣子

新年の抱負 く目の前のことだけを考え過ごしてきたように思えます。
今年は進歩できる一年にするため、「目標なくして努力な
し。努力なくして進歩なし。進歩なくして喜びなし。常
に目標を持て」。この言葉のように目標を持ち、前に進ん
でいけるような年にしようと思います。
そんな私の目標は、現在知識不足で経験者の助けなし
では責任者を務めることができないため、「周囲の状況を
把握でき、先輩に頼ることなく責任者を務める」です。
「門間なら大丈夫だ」。少しでも、そう思っていただける
ような現場作業員になれるよう日々精進していきたいと
思います。 （もんま・ういこ）



日本溶接協会・溶接検査認定(CIW)委員会(委員
長＝宮田隆司日溶協会長)は昨年11月28日、東京・
港区の浜松町東京會舘に国土交通省、東京都、関係
団体、認定事業者など約120人を集め、設立50周年
記念式典を開催した。宮田委員長は溶接構造物の安
全性、健全性を保証するうえで「非破壊検査は最後
の砦」と述べ、「今後もCIW認定制度の充実を図り、
インフラはじめ各種溶接構造物のさらなる信頼性の
向上に寄与していく」方針を表明。記念表彰では永
年認定事業者・優秀技術者、CIW通信「RUMPES」
編集委員の功績をたたえた。式典に続き特別講演、
夕刻からは祝賀会が開かれ、委員会活動の更なる発
展に向け期待の声が相次いだ。

◇◆◇
CIW委員会は1963年、放射線検査委員会(RAC)と

して活動を開始以来、今年で設立50周年を迎えた。
宮田委員長は、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、現場では検査方法や合否判
定に多くの課題があり、その解決がRAC発足の目的

だったと説明。放射線透過写真撮影事業者技術認定
規則制定（65年）、WES8701溶接構造物非破壊検査
事業者の技術種別基準制定（77年）など、委員会の
50年を振り返り、活動に尽力した関係各位に委員会
を代表して謝意を示した。
CIW認定制度は2007年のWES8701改正にともな

い、従来規定のE種を取得していた認定事業者の多
くが07年版で規定するD種以上に移行。50年を迎え
た今年4月から、改正された13年版新基準の運用を
開始している。
宮田委員長はRACが発足した63年は東京五輪の前

年であり、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たことにふれ、「今年は2020年の
東京五輪が決まった。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いる」と語り、認定事業者
に対しては「非破壊検査技術の一層の向上」に協力
を求めた。

【年間特集】溶接検査認定委員会設立50周年
7. 記念式典・特別講演・祝賀会、盛大に開催
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50周年記念式典

宮田隆司委員長

大熊久理子
建築構造専門課長 廣瀬壮一会長 逸見俊一会長

吉田藤子建築技術調整官



来賓祝辞で国土交通省大臣官房官庁営繕部の吉田
藤子建築技術調整官は「CIW委員会の活動は工事の
品質確保に関して重要な役割を担う。既存建築を含
め認定事業者各位とともに所管事業を推進する」。
東京都都市整備局市街地建築部の大熊久理子建築構
造専門課長は「今後50年でCIW認定制度が一層浸透
し、検査技術力と倫理性を高め、さらに飛躍するこ
とに期待する」と挨拶した。

日本非破壊検査協会の廣瀬壮一会長は改正JIS 
Z 2305に基づく新認証制度について2015年秋から運
用を開始する方針を示し「政府の成長戦略の一つで
ある次世代インフラでも検査技術、非破壊検査は重
要な役割を担う。日本溶接協会と切磋琢磨しながら
検査技術向上に努める」。CIW検査業協会の逸見俊
一会長は「検査業界の今後を見据えた活動」として、
工業高校生を対象に全国展開する「明日を担う次世
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祝賀会

委員会活動の更なる発展を祈って乾杯

加藤委員長 松村理事長 長谷川専務理事

祝賀会場から



代のための非破壊検査セミナー」の意義にふれ、
「非破壊検査が安心・安全に役立っていることは、
積極的に表に出さなければ誰もわからない。次の世
代が胸を張って言える業界となるよう、今後50年に
期待する」と述べた。
式典では永年認定事業者60社、優秀技術者12人を

表彰したほか、「RUMPES」編集委員22人に感謝状
を贈呈した。

式典に続く特別講演は国土交通省道路局国道・防
災課の福田敬大道路保全企画室長が「道路管理に関
する最近の話題」と題して講演した。福田道路保全
企画室長は聴講したCIW認定事業者に対し「日本の
インフラを守る役割を期待する。現在点検手法の試
行のために現場を提供した実験フィールドで技術開
発に取り組んでいる。点検調査に適用可能な要素技
術を有するCIW認定事業者各位には、検査技術開発
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特別講演

福田道路保全企画室長

祝賀会場から



の分野で貢献いただけたらありがたい」と述べた。
夕刻からの祝賀会では、CIW委員会運営委員会の

加藤光昭委員長による主催者挨拶に続き、日本非破
壊検査工業会の松村康人理事長による来賓挨拶の
後、設立50周年を祝して乾杯。日溶協の長谷川博専
務理事による閉会挨拶まで会場には歓談の輪が数多
く広がった。

◆◇◆
記念式典の席上、表彰状並びに感謝状を授与され

た永年認定事業者、優秀技術者、「RUMPES」編集
委員は次のとおり（順不同・敬称略）
【永年認定事業者(60社)】

(株)ＩＨＩ検査計測／(株)アイ・エム・シー／(有)
イワオエンジニアリング／(株)インテック／エー
ス・エンジニヤリング(株)／エンジニアリングサー
ビス(株)／(株)川重サポート／(株)関東エンジニアリ
ングサービス／北日本非破壊検査(株)／(株)キュー
シーコンサルタント／極東エンジニアリング(株)／
(株)検査サービス／(株)コーケン／(株)札幌工業検
査／三協エンジニアリング(株)／(株)サンテクノ
ス／(株)シーエックスアール／(株)ジェイアールシ
ー／(株)ジャスコ／(株)ジャスト／上越鋼管検査
(株)／新光検査(株)／神鋼検査サービス(株)／新日
本非破壊検査(株)／第一検査(株)／(株)第一検査工
業／(株)大検／(株)大検工業／ダイヤ電子応用
(株)／太陽検査(株)／(株)ダンテック／千景非破壊
検査(株)／千代田検査工業(株)／東亜非破壊検査
(株)／東京理学検査(株)／東伸検査エンジニアリン
グ(株)／東北金属検査(株)／東洋検査工業(株)／(株)
ディーテック／テクニカル・エンド・インスペクシ
ョンサービス(株)／新潟検査工業(株)／(株)西日本
超音波試験／(株)ニチゾウテック／日工検サービス

(株)／日本Ｘ線検査(株)／日本インスペックス
(株)／日本シーレーク(株)／(株)日本工業試験所／
日本非破壊検査(株)／東日本検査(株)／東日本工業
検査(株)／非破壊検査(株)／富士検査(株)／富士電
子工業(株)／北央検査技術(株)／北陸非破壊検査
(株)／(株)北陸溶接検査事務所／南九州検査工業
(株)／(株)茗和検査／ユニセック(株)
【優秀技術者(12人)】

池ケ谷靖：(株)ジャスト／伊丹彰：北日本非破壊検
査(株)／大倉英敏：北日本非破壊検査(株)／岡澤弘
之：日本非破壊検査(株)／菊池昌也：北日本非破壊
検査(株)／辻憲一：(株)ダンテック／辻哲平：(株)
ジャスト／鳴海健二：北日本非破壊検査(株)／西恵
治：東亜非破壊検査(株)／則俊雅春：日本非破壊検
査(株)／美藤貴之：日本非破壊検査(株)／山田克
己：日本非破壊検査(株)
【「RUMPES」編集委員(22人)】

赤瀬暁：元石川島検査計測(株)／井川敏之：(一
社)CIW検査業協会／海上昇：新日本非破壊検査
(株)／小田原勝彦：日本非破壊検査(株)／笠岡和
昭：(株)シーエックスアール／加藤和彦：(株)アデ
ィック／加藤潔：日本エックス線検査(株)／古賀美
智恵：(株)九検／末次純：非破壊検査（株）／田尻
幸男：元CIW検査事業者協議会／辻憲一：(株)ダン
テック／津田富三郎：日本非破壊検査(株)／堂前仁
司：(株)シーエックスアール／故中野盛司：元(株)
シーエックスアール／濱田郁也：東亜非破壊検査
(株)／古館岳美：(株)ダンテック／逸見俊一：(株)
検査サービス／松村民久：元日本検査コンサルタン
ト(株)／三浦浩通：(株)シーエックスアール／故三
島勇：元CIW検査事業者協議会／村田康彦：綜合非
破壊検査(株)／大和健男：元新日本非破壊検査(株)
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記念表彰及び感謝状贈呈



「環東京湾・非破壊試験技術者のための溶接体験講座」
が2013年９月27日、川崎市川崎区の日本溶接技術センタ
ーで開かれた。検査会社、同センター有志が企画したト
ランス・トウキョウベイ・プロジェクト（ＴＴＰ）の第
一弾となる溶接講座には、検査会社８社から10人、同セ
ンター付属の日本溶接構造専門学校から１人の女性11人
が受講した。溶接の基礎知識に関する座学に続き、実際
に半自動溶接を体験。特別座談会「非破壊検査業務にお
ける女性技術者の役割」では、プロジェクトマネジャー
を目指すなど職能向上に前向きな意見が相次ぐ一方、出
産後を見据えた職場環境整備に関する課題や、女性を理
由に制限を受ける実態が浮き彫りとなった。

◇◆◇
「溶接は事前の段取りが最も重要であり仕上がりの８割
を左右するものの、実際は８割が段取りを疎かにする。
溶接は基本がいかに大事か理解してほしい。溶接士にい
い仕事をさせることも検査技術者の仕事の一つ。結果だ
けみるのではなく、溶接の基本を理解した上で検査に臨
んでもらいたい」
体験講座の講師を務めた同センター教育・訓練部門の
島田芳秋グループ長は、講義の中で検査技術者にとって
溶接の理解を深めることの重要性を繰り返し指摘した。
座学（アーク溶接特別教育）ではやけどや感電、粉じ
ん対策など安全を中心に「自分の身は自分で守る。その
ためにルールを覚える」と実習に臨む心構えを講義した。
自身が長年主にガス管の溶接に携わった経験をもとに

「溶接部のＸ線判定で、たとえば１mm以上のきずが手直
しになる場合、双方にプライドがあるので『１mmを超え
ている』と言われたら、こちらも素人ではないから『私
が測ったら0.9mmだ』とせめぎ合いになった」「10年かけ
てようやく溶接士と認められる世界。そこに溶接をよく
知らない人が検査して欠陥と言われても納得できない」
「過酷な環境を強いられる溶接について、検査する側も知
っておく必要がある」などと溶接に関して理解を求めた。
学生時代の経験者や新人教育で実習を課す検査会社を

除き受講者の大半は今回の講座で初めて溶接を体験した。
島田講師は①トーチ角度②アーク長③狙い位置――をポ
イントに挙げ、自身が実演した後、受講者はビード置き
に続いて、溶接技能者評価試験SA-2Fの試験片を溶接した。
今回の体験講座は「終始笑いが起こる雰囲気の中、難
しさを実感すると同時に楽しかった」と受講者に好評だ
った。検査技術者の立場としては、実際に溶接を体験し
て「平板・下向で難しさを実感した。現場では様々な姿
勢で溶接していることを踏まえ、検査に臨む気持ちを改
めたい」「溶接の仕上がりを指摘していた自分がスパッタ
だらけだった」など新たな視点を見出す貴重な機会とな
った。

◆◇◆
実習終了後の座談会は、定修の責任者を務める技術者
はじめ、石油化学プラントや火力発電所の熱交換器チュ
ーブの水浸UT・ET、プラント常駐のUT・PT、建築鉄骨、
建物調査など現場で活躍する20代の技術者10人が出席。
職場環境の現状、自身の将来像、女性技術者が仕事を続
けるうえでの課題などについて率直に意見を交換した。
最初の話題は、いわゆる男性の世界に女性が入ること
に対する周囲の反応。業界に女性の絶対数が少ないこと
から「すぐに顔を覚えてもらえる」「海外出張では現場の

8. 環東京湾・非破壊試験技術者のための溶接体験講座
座学・実習、座談会で意見交換
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クローズアップ

学生時代の経験者や新人教育で実習を課す検査会社を除き受講
者の大半は今回の講座で初めて溶接を体験（写真は半自動溶接
の実習）



女性検査技術者が珍しかったらしく、後ろに人だかりが
できた」などのエピソードの一方、女性だから感じた苦
労話も多かった。
「当社にとって女性2人目の採用だった。定修には出せ
ないということで建築関係に配属したものの手探りの状
態が続き、最初の２年は主に資格の取得。現場に出るよ
うになったのはここ数年」。トイレに関しては「大規模な
定修は用意してもらえるものの、小規模だとほかの業者
と一緒で男女兼用になる」「急な出張で入った現場では終
日我慢したこともある」との意見があった。建物調査に
携わる出席者は「一般的には汚れた作業服姿の女性を見
慣れていないせいか、近隣住民の冷ややかな言動を感じ
たときはショックだった」と話した。
ある工場では「タワーなど既存の構造物は問題ないが、
仮設の場合、５ｍ以上の足場に女性は上がってはいけな
い。また、内容物の種類によっては女性の体に影響を及
ぼすとの理由で立入禁止の設備もある」という。出張に
関しても「過去に女性を受け入れた実績がないからメン
バーから外された」との事例もあった。
女性の採用実績の多い検査会社に在籍する技術者は

「男女の垣根なく様々な現場に入り、不便なく過ごしてい
る」「先輩のおかげで周囲も女性に慣れている。逆に気遣
っていただいてありがたい」と話した。
中には「私が出張に出るようになって、同僚は民宿・
相部屋からビジネスホテルにランクが上がったと喜んで
いた」との意見もあった。
結婚、出産後の仕事の継続に関してもさまざまな意見
があった。技術職の女性が出産した事例はないという出

席者は「会社、社員双方にとって手探りの状態だと思う。
女性だけで話し合ったこともあるが、女性の中でも出産
後現場に出たい人もいれば、事務職があれば異動したい
と意見がわかれる」と自社の状況を説明した。
女性の先輩が結婚、出産を経ても現場で働いていると
話す出席者は「結婚を控える同期の女性は将来を見据え、
経営者と相談しながら検査資格の取得に励んでいる」。出
産した女性技術者が自社の短縮業務制度を活用している
ケースの紹介もあり「現場の経験を積めば、データのま
とめや工程管理など産休明けでもできる仕事はあると思
う」。また、先輩に小学生の子を持つ女性技術者がいる出
席者は「その先輩は子ども一人を家に残し、早朝から現
場に入る。短縮業務のような制度があれば働きやすくな
ると思う」と感想を語った。

◇◆◇
座談会出席者は「女性を理由に出張メンバーから外さ
れることがないよう前例をつくっていきたい」「検査につ
いてもっと勉強したい」「数十人規模を統率するプロジェ
クトマネジャーになりたい」など検査技術者としてさら
なる進歩を目標に掲げる。
今回の意見交換を通じ、女性技術者が男性との垣根な
く同じ現場で検査業務に携わることができ、また、実績
が少ない中で産休後にも働ける環境整備という二つの課
題が浮き彫りとなった。
女性技術者の参加には中外テクノス、新日本非破壊検
査、東亜非破壊検査、日本非破壊検査、アミック、九検、
日本工業検査、シーエックスアール（順不同）の８社が
協力した。
発起人によると本企画は今後も継続予定であり、女性
溶接技能者への非破壊検査体験講座の開講も検討してい
る。 （文責・産報出版）
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座談会では職場環境の現状、自身の将来像、女性技術者が仕事
を続けるうえでの課題などについて意見を交換

検査会社８社10人、日本溶接構造専門学校1人の計11人が受講



１．第三者検査とは何か

1.1 自主検査と受入検査

製造業の世界における検査については、生産者が
品質管理の一環として行う自主検査と購入者が行う
受入検査とがある。これは、言い換えれば第一者(生
産者)検査と第二者(購入者)検査ということになり、
製品の売買に関する当事者間の検査であり、契約に基
づき実施するものである。したがって、両者の契約形
態、信頼関係及び品質の担保に関する考え方等の諸条
件によって、受入側の検査を省略することもある。
これに対して第三者検査という用語もしばしば使

われているが、この第三者の定義は明確にしておく
必要がある。なぜなら、【第一者による検査でしかな
いものが、名前だけ第三者検査として扱われ、結果
として公正な検査とは無縁の検査があたかも信頼で
きる検査として取り扱われている例が見られる】か
らである。これらには、【第二者検査ではあるが、信
頼性を高める努力をしていることに対して、第三者
による検査としておきたい願望によるもの＝願望的
第三者検査】と【明らかに第三者によるものではな
い検査＝エセ第三者検査】とがある。
前者は、現状の水準において、ある程度の公正さ

の担保に取り組んだ結果の「ご褒美として」の願望
的な命名であるのに対して、後者には意図的かつ悪
質なケースが見られる。この後者のような検査の横
行を許すということは、その組織、業界の品質確保
に関する姿勢について、鼎(かなえ)の軽重を問われ
かねない由々しきことというべきである。
1.2 第三者検査の本来の意味

第三者検査という用語の意味は、本来は【検査の
結果により発生する利害関係から全く独立した立場

を何らかの仕組みにより保証された者が行う検査】

という意味である。また、ISO/IECの定義によると
「第三者(third party)とは、当該問題に関して、当事
者と無関係であると認められる人又は組織体

(ISO/IECガイド2 1996)。」とされている。この当
事者とは、通常、供給者(first party)及び購入者(sec-
ond party)である。検査の品質は、技術力に加えて、
検査を行う者の立場の公正さが検査の目的に相応し
い形で確立されてこそ担保できるものである。
生産・供給者（第一者）及び購入者(第二者）の

いずれにも所属しない者(検査会社)が行う検査を
“第三者検査”とする説明もみられるが、これだけで
は利害関係の部分が抜けているため、願望的第三者
検査ということになる。しかも、検査の発注者が生
産者である場合に第三者検査と呼ぶことは言語道断
というべきであり、エセ第三者検査として厳密に峻
別しなければならない。この場合に、本来、生産者
がとるべきは、自主検査として行っている自らの第
一者検査が、「如何に信頼できる内容であるか」を
「自信を持ってアピールする」ことである。このこと
によって、受入れ側が受入検査を省略するほどの信
頼を得ることは、誠に褒められるべき取り組みであ
る。しかしながら、建築基準法など国民の安全を担
保するために規制する法による場合には、これに加
えて、第三者による検査が要求される。したがって、
この場合に第一者検査のみで、建築主事等の検査に
臨むことはあり得るが、施主及び建築主事等に大き
なリスクがかかることになる。
また、第一者に対する検査を第二者が直接おこな

わず、それ以外の組織が第二者（購入者）の代理と
しておこなう検査を第三者検査とする説明もみられ
るが、これは受入検査の代行であって、あくまでも
第二者検査である。
すなわち、その検査費用を誰が何のために支払う

かが問題の要の意味を持つ。

２．建築界における第三者検査とは

平成10年の建築基準法の改正により、建築確認・
検査の民間開放が導入された際に、国は、建築主事
及び指定確認検査機関(以下「建築主事等」とい

9. 第三者検査―その意義と実情

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 春原　匡利
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う。)が申請者(建築主)、設計者、工事施工者等に対
する第三者機関であるとして説明した。
現実的に我が国の建築界で存在しうる第三者検査

とは、これらの建築主事等の行政機関による検査以
外にはないといってよい。ただし、建築主事等の完
了検査は、工事が完了した時点における建築物と敷
地の状態を目視により検査するものである。また、
中間検査においては、中間検査の対象としている特
定工程の当該の部分を目視検査するものである。こ
れらの検査においては、その検査対象以外の部分や
当該工程以前に完了した部分については、文書や資
料による報告により確認することにしている(平成19
年国住指発第1332号通知)。ただし、中間検査が全
国一律で実施されている建築工事の工程は、鉄筋コ
ンクリート造系共同住宅の2階部分の梁と床版の配
筋についてであり、このほかの用途、構造種別及び
特定工程などについては、各特定行政庁が規則で指
定した場合に限られている。この特定行政庁による
指定は、全国的には東京都などの一部の自治体(特
定行政庁)のみである。したがって、中間検査が実施
されている建築物の構造体は、建築物全体から見て
限定された一部に過ぎない。
前述のように、建築基準法における構造体の品質

の検査については、中間検査申請書及び完了検査申
請書第4面の記載事項の審査によっているため、ほ
とんどの構造体部分は、直接検査することができな
い。すなわち、建築主事等の第三者機関による構造
体部分の検査の実施は、対象が限られた建築物の、
しかもその一部分のみということになる。

３．船舶等の第三者検査と保険制度

一方、船舶(貨物船)の場合には大量の物品を輸送
するため、ひとたび海難事故に遭えば莫大な損害を
被る。このため、船主や運搬を委託する企業等が事
故による大規模な損害のリスクを回避するために保
険をかけているが、補償のリスクが一保険会社にと
っては大き過ぎるために保険会社が保険をかけるい
わゆる再保険という仕組みが構築されている。再保
険引き受け機関としては、イギリスのロイズ保険組
合が知られている。この際に、船舶等の性能と品質
が十分に確保されているかどうかを製造段階も含め

て、イギリスのロイド船級協会などが指定した検査
機関(検査員)が検査し、当該船舶の船級を決定する。
この船級に応じて、保険料率等が決定される。この
検査機関は、国家機関からも独立した公正かつ高度
な技術力が担保されていることが要求されている。
これらの検査は、巨大なリスク回避のための検査で
あることから、厳しすぎることはあっても緩くなる
ことはあり得ないといえる。
このような意味では、国家の行う検査よりも厳格

であるという認識が一般的な受け止め方であり、こ
れらのような「保険制度と連動した検査こそが、現
実に存在し得る第三者検査である」といえる。
建築物を船舶と比較してみると、その大きさから

これに匹敵するのは超高層建築物が想定できるが、
船舶と異なるのは、【沈没】事故に相当するリスク
がないこと及び通常はその内部に貨物船に搭載され
る物品に匹敵する価値の物品がないことである。
建築物における最大のリスクは、南海トラフ等に

おける巨大地震と考えられているが、巨大地震の長
周期地震動による超高層建築物等の安全性確保につ
いては、建築基準法により、【確認審査・検査】に
加えて【大臣認定＋性能評価】による厳密な検討と
審査による安全性確保が制度化されている。建築基
準法においては、巨大地震等の最悪の場合において
も損傷は許容するものの、倒壊を免れることが要求
されている。このことにより、少なくとも人命は守
られることになっている。
しかし、超高層建築物設計の最も重要な点は、巨

大地震等の外力に対して、はり端部に塑性ヒンジを
生じさせ、これらの変形能力の担保により外力のエ
ネルギーを吸収させることにある。
現在の超高層建築物はほとんどが鉄骨造であり、

しかもそのはり端部の接合には現場溶接が採用され
ている。この部分の検査は、「外観検査による表面
欠陥の検出及び寸法・精度の確保＋超音波探傷検査
による内部欠陥の検出」が通常行われている。また、
阪神・淡路大震災の被災経験から、溶接部の溶接条
件の確認が重要とされ、【入熱とパス間温度】のチ
ェックが行われるようになっている。
これらの検査は、通常は、自主検査(第一者検査)

と受入検査(第二者検査)として行われている。
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４．日本における第三者検査の検討

我が国において、第三者検査という言葉が社会
的・政治的な場面で言及されたのは、いわゆる臨調
最終答申(※1983年)」における効率的な行政機構の
実現への方策の一つとして第三者検査体制が提唱さ
れたときである。この答申の中で第三者検査機構研
究会(当時の名称は第三者検査機構懇談会)の活動の
成果が、提示されている。
以下に同研究会の活動の概要を紹介するととも

に、東京都における都知事登録検査機関制度等の取
り組みを通して我が国における第三者検査制度の可
能性を考えてみたい。
※臨時行政調査会(会長・土光敏夫)
4.1 第三者検査機構研究会の活動

第三者検査機構研究会(注)は、その前身の第三者検
査機構懇談会において、「国際的に求められている検
査の相互承認を実現するために、イギリスのロイド船
級協会や西ドイツ(当時)の技術検査協会のようにメー
カーやユーザーに属さず、行政機関からも独立した第
三者的な検査を実施する国際的な権威ある機関の設
立が必要とされている。」との提案を行い、その内容
が臨調報告書(昭和58年3月)に採用されている。その
後、昭和58年7月に懇談会を改組して、第三者検査機
構研究会が設立された。会員は、法、経、工(各分
野)等の学識経験者と産業界からの参加者(比較的少
数)で構成されている。我が国における権威ある第三
者検査機関の実現に向けて地道な活動を行ってきた。
現在は、活動を停止している模様である。
― 注 ―「第三者検査―転換期における我が国の行動指針 ― 」産報出版、

「我が国の第三者検査機構を語る」第三者検査機構研究会編　産報出版

4.2 東京都における第三者検査の取り組み

東京都においては、鉄骨造建築物の溶接接合部の
品質確保のため、都知事登録を受けた鉄骨加工工場
に対して、制度検査と称する検査を義務づけている。
この制度によって義務づけられている検査の実施機
関として、都知事の指定を受けた検査会社で構成す
るSTIA(構造物第三者検査機構)が指定されている。
このSTIAによる検査は、都の制度として技術力及び
立場の公正さの審査を受けた機関が実施すること
と、当該機関の検査員の立場が保証されていること

から、我が国における数少ない『第三者検査機関』
とみなすことができる。
※この都知事登録工場は、現在のところ、大臣認

定工場に移行し減少する傾向にある。
このSTIAの制度とは別に、個々の建築工事の際に

信頼できる試験及び検査を担保するための制度とし
て、「建築物の工事における試験及び検査に関する
東京都取扱要綱」に基づく、技術力及び立場の公正
さを確立した受入検査の実施及びこの検査を実施す
る都知事登録試験機関及び都知事登録検査機関の制
度がある。この登録の要件として、日本溶接協会の
CIW認定事業者であることが求められている。また、
都知事指定を受けているCIW検査業協会が事前に審
査した場合は、都知事の審査が簡略化されている。
こちらの制度は、生産者が提供する製品の検査を

購入者側が行う際に利用する検査機関の技術力と立
場の公正さをあらかじめ都が審査し、都知事登録し
て公開する制度である。したがって、購入側が実施
する第二者検査の質を担保するための制度である。
我が国の建築物の工事において、第三者検査の実現
が可能かどうかについては、次のような論点がある。
①建築物において保険制度とのリンクが可能かど
うか。
②建築基準法などの法規制で構造体部分の第三者
検査の導入が可能かどうか。
①の保険制度とのリンクについては、船舶の事例

と比較してみると、建築物は国際性とはあまり縁が
ないことと、船舶における貨物の「沈没」というリ
スクに対する切迫性に比べて、②とも関連して市場
の反応が弱いという事実がある。
②の法規制については、建築基準法が『建築の自

由』という原則の上に立って、これに見合った最低
限の規制をかけるという法の性格及び建築士法が国
家資格である1級建築士、構造１級建築士に独占的
に業務を与えている制度からみて、その実現は困難
といわざるを得ない。
例えば、東京都のB方式ゼネコンの制度のように、

ゼネコンの評価を行って、提出書類の大幅な簡略化
とともに獲得するステイタスに対して、検査の信頼
性を高めるための条件を付加するといった仕組みを
構築することが考えられる。
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2014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

溶接検査認定委員会広報委員会設立について

2014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.28 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26日(土) ～27日(日)

◎CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の資格
更新講習(※RUMPES Vol.27 No.3に掲載済みの
新方式での更新講習を実施予定)
5月17日(土) (大阪または東京)
5月18日(日) (東京または大阪)

◎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25日(日)
2次試験
東　京： 7月5日(土) 
大　阪： 7月6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
（2014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 】
2014年10月1日認定分＞ 2014年4月上旬
2015年 4 月1日認定分＞ 2014年10月上旬

2013年10月に溶接検査認定委員会広報委員会を
設立致しました。
従来は溶接検査認定委員会通信編集委員会が

CIW認定制度の普及を目指し広報活動行ってきま
したが、関連官庁、都道府県、関連学協会、関連
企業などに出向いてCIW認定制度の広報活動を実
施する機会は限られていました。

そこで、溶接検査認定委員会 編集委員会の上部
組織として広報委員会を立ち上げ、積極的にCIW
認定制度の広報活動を実施することとしました。
CIW認定制度は全ての産業分野で利用可能です。

今後は、すでに採用されている建築鉄骨分野だけ
でなく、各方面へ働きかけCIW認定制度の更なる
普及に努めていきます。



アジア・太平洋非破壊試験会議(APCNDT：Asia
Pacific Conference on NDT)が2013年11月18日(月)～
11月22日(金)の5日間、インドのムンバイ市、ムンバ
イ・ルネッサンス・コンベンションホテルで開催さ
れ、(一社)日本非破壊検査協会(JSNDI)からは廣瀬
壮一会長、緒方隆昌副会長、大西利彦局次長(事務
局)、大岡昌平主任(事務局)及び大岡紀一APCNDT
副会長がAPCNDT 2013及び国際非破壊試験会議(IC-
NDT：International Committee for NDT) の関連会
議へ出席した。
APCNDTの前日には、アジア・太平洋非破壊試験

連盟(APFNDT：Asia Pacific Federation for NDT）
設立に関する事項及び各種委員会などへの参加につ
いて打合わせを行った。また、講演会場、展示会場
などを下見して会場設営の進捗情況を確認した。
初日のオープニング・セレモニーでは、国の関係

者などの挨拶があって、予定より1時間遅れの進行
であった。組織委員会委員長はじめ関連実行委員会
の代表者の挨拶、ICNDTのFarley会長の祝辞、その
後ISNT(インド非破壊試験協会)からの3件の特別講
演がおよそ30分ずつ行われた。引き続いて、APC-
NDT member国からの祝辞、お祝いの品がオースト
ラリア、米国、韓国、南アから贈呈され、日本から
は廣瀬JSNDI会長の祝辞と大岡からJSNDIとしての
記念品を贈呈した。夕刻開催のWelcome Reception
では、大音量の音楽に合わせたインドのダンスが披
露され、現地関係者もステージに上がり、熱狂ダン
スの歓迎を受けた。
二日目は、APCNDTの総会１(GA１：General As-

sembly 1)がインド、オーストラリア、シンガポール、
マレーシア、米国、韓国、中国、台湾、ロシア、イ
ンドネシア、日本の参加のもと開催され、Agendaの
承認を行い、議事が進められた。アジア・太平洋地
域における各国の主なイベントとして、オーストラ
リア、マレーシア、シンガポールで開催されたシン

ポジウムなどの内容が報告され、日本からは、JSN-
DIが実施しているタスク・グループ(TG)会議及び
RT、UTのトレーニングコースの活動状況について
TG会議の議長でもある大岡が報告した。また、
APFNDT設立にあたって新たに制定したConstitution
及びOperation Procedure の概要説明に先立ち、
1976年に日本の石井勇五郎先生の提案によって僅か
5か国の参加で始めたPPCNDT(Pan Pacific Commit-
tee for NDT)から第14回のAPCNDT 2013 Mumbaiに
至る経緯についても大岡が紹介した。
一方、Executive member 及びRegional represen-

tativeのnominationの状況が報告され、 President(大
岡紀一：日本)、General Secretary(Mr. Dick：オー
ストラリア)、Immediate Past president of APC-
NDT(Dr. Venkatraman：インド), APCNDT 2017
President(Mr. Sze：シンガポール)そしてSecretariat
(JSNDI)が承認された。
また、APCNDT 2021のホスト候補国(マレーシア、

中国、オーストラリア)のPresentationが行われた。
三日目はQualification and Certificationに関するIC-
NDT WG1が行われ、ISO 9712規格の実施上の問題
点、ISO/TR 25107(トレーニングシラバス)への対応、
WG1のAction Planなどについて討議が行われた。一
方、Research and Educationに関する ICNDT WG2
が開催され、TOFD、Phased Array などの教育と

10. アジア・太平洋非破壊試験連盟(APFNDT) 設立
―初代会長及び事務局は日本から―

前APCNDT副会長　大岡　紀一
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IIW、IAEAなどで現在行われている教育の実施状況
などの検討を今後も進めていくこととし、それに関
連して翌日にワークショップが開催された。
四日目は、APCNDT の総会2が行われ、APCNDT

2021のホスト国について11か国による投票の結果、
オーストラリアのメルボルン開催に決定した。
引き続きAPFNDTのBoard member の投票が行わ

れ、Vice president に韓国、Treasurerにシンガポー
ルが選ばれた。また、Regional Representative とし
てグループ１はインド及びロシアの2か国が、グルー
プ2は中国、韓国、マレーシア、台湾の4か国が、グ

ループ3は米国及びオーストラリアの2か国が決まっ
た。会議の最後に、APCNDT議長のDr.Venkatra-
man会長からAPFNDTが設立したこと及びその
Board memberが決まって正式に発足したことが告
げられた。初代のAPFNDTの大岡会長が挨拶を行い、
その中で、Action Planを立てて実行に移すためのEx-
ecutive 会議を早期に開催することについて述べた。
最終日は11時からクロージング・セレモニーが行

われた。APCNDTのDr.Venkatraman会長からISNT
が特別に製作したAPFNDT設立記念の額が大岡初代
APFNDT会長に手渡され、5日間のAPCNDTの幕を
閉じた。
最後に、日本提案によって、1976年にスタートし

たPPCNDTはAPFNDTとして新たにスタートするこ
ととなった。アジア・太平洋地域の各国は、日本の
リーダーシップに大きな期待を抱いている。(一社)
日本溶接協会ではすでに2004年にAWF(Asian Weld-
ing Federation)を設立（宮田隆司 初代会長）してお
り、将来的にはAPFNDTと AWFとの連携も不可欠
であろう。今後、アジア諸国の期待に沿うべく
APFNDTを推進していくためには、関係者の方々の
ご協力、ご支援をお願いしたい。
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写真2 APFNDTの額を囲んでICNDT会長とAPCNDT会長の顔ぶれ
（左からFarley ICNDT会長、Mr.Sze、 Dr.Venkatraman、 Dr.Ooka、
Mr.Dick）

CIW検査業協会だより

☆平成25年度第4回理事会を開催

平成25年度第4回理事会を11月27日(水)に当協会事務所において
開催し、会務報告、第3期(平成26・27年度)役員選挙スケジュール
等について審議を行いました。また、第5回理事会は、平成26年3
月13日(木)に新旧理事会として開催の予定です。

☆第4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

｢非破壊検査セミナー｣は全国都道府県の工業高校生と教職員を
対象として、構造物の安全を支える非破壊検査技術手法を紹介し、
非破壊検査が社会を担う技術であることを認識してもらうことを
目的として活動しています。
・秋田県立大曲高等学校で平成25年10月30日(水)に1、2年生対象
の「出前講座(座学)」に講師を派遣しました。
・第4回「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12月25日(水)に群馬県立桐生工業高等学校において開催し
ました。

☆平成25年度の卓越した技能者（通称「現代の名工」）を受賞

現代の名工とは、厚生労働省が卓越した技能を持ち、その道で
第一人者と目されている技能者を表彰するもので、平成25年度の
非破壊検査工として会員事業者から江口幸市氏（(株)川重サポー
ト検査統括部神戸検査事業所）が選ばれました。

☆今後の研修会予定

①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】の第2回は平成26年2月2日(日)に東京会場
で、第3回は平成26年2月16日(日)に大阪会場で

②内部監査員養成のための研修会は、平成26年3月9日(日)に東京
会場で

③NDI－レベル3（基礎試験）のための受験対策講習会は、平成26
年3月15日(土)～16日(日)に東京会場で、それぞれ開催を計画し
ています。

＊「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(htp://www.ciw.
gr.jp)にも掲載しております。

一般社団法人CIW検査業協会
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明けましておめでとうございます。

昨年末にCIW認定委員会に広報委員会が新設されました。従来、RUMPESの編集に携わる

我々がCIW認定制度の普及を目指し広報活動の一翼を担ってきましたが、関連官庁、都道府県、

関連学協会、関連企業などに直接出向いてCIW認定制度の広報活動を実施する機会は限られ

ていました。CIW認定制度が、我が国における唯一の検査会社認定制度でありながら、限られ

た産業分野でしか利用されていないのは残念でなりません。

そこで、組織を改編し、RUMPES編集委員会の上部組織として広報委員会を立ち上げ、積

極的にCIW認定制度の広報活動を実施することとしました。広報委員会における活動目標は、

現在採用いただいている建築鉄骨分野における横展開と、新規分野の獲得です。建築鉄骨関連

では東京都、愛知県殿でCIW認定制度を活用していただいておりますが、今後、他の道府県、

市へ働きかけていきたいと考えています。もとより、CIW認定制度が活用できる分野は建築鉄

骨分野だけではありません。すべての産業分野で利用可能な制度です。各方面へ働きかけ、

CIW認定制度のメリットを理解していただけるよう活動して参ります。広報委員会のメンバー

が皆様の処へお伺いする機会があるかもしれませんが、その折は宜しくお願いいたします。

さて、昨年は、CIW認定委員会設立50周年の年でした。RUMPESでは50周年にちなんで年

間特集を組んできましたが、今号は、その最後の企画として「溶接検査認定委員会　50周年記

念式典報告」をお送りします。50周年記念パーティに出席できなかった諸兄に、その雰囲気を

感じていただけたら幸甚です。また、新年号にちなんで、恒例により、各界を代表する皆様か

ら年頭所感／年頭挨拶をいただいております。他にも、興味深い記事を用意しました。是非、

楽しんでいただけたらと存じます。

最後になりましたが、RUMPESもCIW認定制度の広報活動の一翼を担い、従来以上に充実

した内容にしていきたいと意を新たにしています。今年もよろしくお願いいたします。（M.E）

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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