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「CIW通信―RUMPES」原稿募集
　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 27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

お 知 ら せ

　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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　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は長年続いたデフレからの脱却という明るい

兆しが見えてきた年であったと思います。溶接関連

でも円安による輸出ドライブ、為替差益のほか、生

産量自体も増加に転じ、設備投資も増えるという明

るいニュースが聞かれるようになりました。ただ、

過度の円安は、また、それはそれで大きな問題とな

りますので、適正な為替相場で低くても安定した経

済成長路線に乗ることを期待したいと思います。

　さて、当協会の諸事業は、お蔭様で昨年も大変順

調でありました。これもひとえに関係各位のご支援、

ご協力によるものと感謝しております。

　一方、東日本大震災の復興はまだその途上にあり、

東京五輪を控えて溶接への需要は増えるばかりです

が、ここに来て人手不足は深刻な問題として浮かび

上がってきております。この問題は外国人技能実習

制度とも絡んで今年大きな検討課題になるものと思

われます。

　人の問題は長期的にも溶接界全体にかかわる問題

であります。当協会では溶接・接合技術の調査・研究、

資格認証を広く実施しておりますが、溶接にかかわ

る方々の近年の動向は減少傾向が続いております。

　資格の受験者数・資格者数は微減の状況ですが研

究に従事する方の人数は減少の一途をたどっており

ます。特に企業あるいは大学などの研究機関では若

手の研究者が著しく減少していると伺っています。

　少しでもお役に立てればということで、当協会で

は次世代を担う研究者に対する支援のため助成金制

度を創設しました。すでに審査は終了し、2015年

度予算で10人の方に助成金を支給いたします。今

後も継続して支援することにしています。

　さらに一般の方々にも広く溶接を理解して頂くこ

とを目的に溶接技術者交流会（WE-COM）サイトの「溶

接がってん」と溶接体験レポートのコミックを作製・

配布しました。本コミックは好評であり、今後も継

続して作製し、溶接ファミリーの拡充の一環として

ピーアールに努めたいと思います。

　また、日本のあらゆる分野での国際化の流れはとど

まることはありません。インターネットの普及に伴い

加速度的に国際化が進んでおります。国際標準化機構

（ISO）、国際電気標準会議（IEC）を念頭に置いた、規格・

標準や資格認証分野での国際化などの流れの中で、当

協会がどのような役割を果たすべきか。特にアジア溶

接連盟（AWF）を通じた東南アジア諸国との協力関係

をどう作っていきアジア共通の溶接材料規格、資格認

証制度の検討を進めるかが、大きな課題であり、体制

の再構築が必要と考えております。

　国内でも ISO 9606-1に基づく溶接技能者の認証を

検討しており、内容については昨年で検討はほぼ終

了しました。今年は実施に当たっての具体的確認を

行って一般に向けて制度の周知を図る段階となって

おります。

　IIW 国 際 溶接技術者資格（IWE、IWT、IWS、

IWP）の関連では国際溶接検査技術者（IWIP）認証

制度を立ち上げるため日本非破壊検査協会など関連

協会と打合せを始めていきたいと考えております。

　非破壊検査事業者の認定制度（CIW）については、

溶接検査認定委員会広報委員会において、関係省庁、

公共団体へのCIW認定のピーアールにも努めていき

たいと思います。安全・安心の確保は、国民にとっ

ても重大な関心事であり、国土交通省もインフラの

整備・点検に取り組み始めています。CIW制度は、

各種インフラだけでなくあらゆる分野に適用可能な

ものであり、認定事業者のレベルアップおよび技術

者のさらなる質の向上に努めていきたいと思います。

　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

申しあげますと共に、今年が溶接に関連する皆様方

にとりまして、より良い年でありますように心から

祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。

１．年頭所感

一般社団法人日本溶接協会　会長　宮田　隆司
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　新年明けましておめでとうございます。2015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、

ご協力をいただき誠にありがとうございます。

　官庁施設の整備については、効率的・効果的な機能

確保を目指して、「防災・減災対策」、「既存ストックの

徹底利活用」、「環境対策」などの課題に取り組んでい

ます。

　「防災・減災対策」については、首都直下地震や南

海トラフ巨大地震等に備えた防災拠点の整備や施設の

耐震性の確保を図り、官庁施設の地震・津波対策を積

極的に推進していく必要があります。近年は、地震災

害に加え、異常気象に伴う集中豪雨や土砂災害などが

増えてきました。このような中で、避難所や災害対策

活動の拠点として機能を発揮する官庁施設については、

十分な耐災害性能の確保や、災害物資の備蓄、環境の

変化に対応できるような防災機能の強化に努めるとと

もに、地域の防災計画との連携を強化し、新たなまち

づくり空間などの地方創生にも積極的に寄与していき

たいと考えています。

　「既存ストックの徹底利活用」については、時代の要

請に応じて整備された膨大な既存ストックを徹底的に

利活用するために、長寿命化改修を新規メニューに加

え、全国の331地区それぞれに最適な施設整備構想を

策定しているところであり、その際、地方公共団体と

の連携を強化し、地方公共団体施設との合築や双方の

空きスペースへの入居などの有効活用も図ることとし

ています。

　「環境対策」では、官庁施設のグリーン化や施設管理

者との連携により、設計、施工、運用の各段階におけ

るエネルギー消費の更なる適正化を図り、二酸化炭素

の排出削減を推進していきたいと考えています。

官庁施設の整備に使用する国土交通省制定の公共建築

工事標準仕様書は、公共工事に限らず民間の工事でも

幅広く適用され、我が国の建築工事の仕様書のデファ

クトスタンダードとなっています。本仕様書では、溶

接接合について技術者、施工、試験に関する規定を設け、

品質の確保を図ることとしています。技術者に関して

は、貴協会の規格WESの溶接管理技術者認証基準に基

づき認証を受けた者は、施工管理技術者として能力の

ある者に該当すると考えています。また、試験に関し

ては、性能確認する能力は、溶接構造物の非破壊検査

を行う検査会社等の試験機関の品質管理システムに負

うところが大きく、貴協会のCIW認定制度に基づく認

定を受けた検査会社等の活用を考えています。

　溶接接合に関して、技術者の能力と試験機関の品質

管理システムを認証または認定する仕組みを構築され、

社会情勢に応じた基準の見直しを続けられている貴協

会の活動は、工事の品質の確保に重要な役割を果たす

ものです。今後とも、技術者の能力向上と的確な品質

管理の実現のために、引き続き力を発揮していただく

よう期待いたします。

　また、公共建築工事標準仕様書は、平成25年版が適

用されていますが、国土交通省では現在、平成28年版

の制定に向けた作業を進めています。この改定作業に

際し、貴協会から情報提供していただいているところ

であり、引き続きご協力をお願いしたいと考えており

ます。

　我が国は、様々な社会問題に加え、巨大地震等の切

迫に加え、局所的な大雨や大規模な土砂災害などが繰

り返し発生するなど、これまでにない困難に直面して

おります。国土交通省では、これらの直面する様々な

課題の解決に向けた取組を従前にも増して努力して行

く所存ですので、引き続きご協力、ご支援をよろしく

お願いいたします。貴協会並びに会員各位のさらなる

発展を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただ

きます。

２．年頭挨拶

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築技術調整官 　宮崎　　順
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　新年明けましておめでとうございます。一般社団

法人日本溶接協会並びに一般社団法人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

いただき、誠にありがとうございます。

　4年前の東日本大震災の甚大な被害はまだ記憶に

新しいところではありますが、今年は阪神・淡路大

震災から20年となる年です。あの震災では、鉄骨

造建築物の接合部が損傷する被害が多くみられ、溶

接部の性能について建築基準法令に具体的に規定さ

れるきっかけともなりました。溶接接合部の性能確

認のためには、非破壊検査を確実に実施することが

非常に重要であることは言うまでもありません。

　この非破壊検査は鉄骨溶接部だけでなく、鉄筋継

手部においても活用されています。これまで鉄筋継

手の性能確認については引張試験が主たる方法でし

たが、近年、公共建築工事標準仕様書や JASS5での

位置づけもあり、非破壊検査による性能確認が増え

てきました。東京都は「建築物の試験及び検査に関

する東京都取扱要綱」においてコンクリートや鉄筋

継手の試験機関及び鉄骨溶接部の検査機関について

規定していますが、昨年2月、この要綱に新たに、

圧接、溶接、機械式鉄筋継手の性能を確認する外観

検査、超音波探傷検査及び超音波測定検査を行う検

査機関について規定いたしました。また、鉄筋継手

検査機関が正確かつ公正な検査を行うために必要な、

組織や人員、設備機器、業務の執行体制などの事項

に関する「鉄筋継手検査機関審査基準」を制定しま

した。現在、事前審査機関として知事指定した(公財)

東京都防災・建築まちづくりセンターにおいて、本

審査基準に基づく鉄筋継手検査機関の知事登録に向

けて具体的な準備を進めています。

　正確かつ公正な検査の実施に関連する話としては、

昨年、日本溶接協会溶接検査認定委員会によって

CIW認定事業者二社に対して警告処分が行われまし

た。貴誌の記事によりますと、外注管理が不十分で

あったことが大きな要因であったようですが、検査

過程を後から把握することが困難な非破壊検査にお

いて、正確かつ公正な検査結果であることを確認す

ることの難しさを改めて感じるとともに、倫理の重

要性を再認識いたしました。

　一方、昨年6月に公布された改正建築基準法につ

いては、本年6月の施行に向けて、国土交通省にお

いて改正作業が進められています。

　構造関係の大きな改正のひとつとして、建築物が

エクスパンション・ジョイントで複数の部分に分か

れる場合、分かれた部分毎に構造基準が適用される

ようになることが挙げられます。これにより、例え

ば大きな建築物に付属する平家のエントランス部分

などについて、法令上構造計算が不要となるケース

も発生します。また、構造計算適合性判定（適判）

を必要とする構造計算のうち、ルート2と称される

比較的簡易な構造計算については、審査能力のある

建築主事や確認検査員が審査する場合は適判を省略

することとなりました。鉄骨造建築物はルート2の

構造計算で設計することは容易なため、今後はルー

ト2を選択する設計者が増えるかもしれません。

　この他にも建築確認と適判が別個の手続きとされ

建築主が直接適判申請する改正や、その他構造以外

の改正事項も多数あることから、都及び日本建築行

政会議は、円滑な建築確認等が行われるよう、改正

内容に関する設計者等への十分な説明を国に要望す

ると共に、改正法の運用上の課題の解決に取り組ん

でいます。

　貴協会並びに会員の皆様には、今後とも実効性の

ある建築行政、東京都の推進する地震に強いまちづ

くりに向け、ご意見やご助言を賜りたく、ご支援、

ご協力をよろしくお願いいたします。皆様のさらな

る発展とご健勝を祈念いたしまして、新年の挨拶と

させていただきます。

３．年頭挨拶

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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　新年おめでとうございます。CIW認定事業者の皆様

には良い新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　新年にあたり、当協会の最近の動きについて述べさ

せていただきます。まず、学術活動ですが、今年から

講演大会の内容を変更する予定です。現在、当協会の

学術行事としては、春・秋の講演大会と各部門の行事

がありますが、平成22年に学術組織が部門制となっ

て以降、講演件数が減少傾向にあります。そこで、春

季行事では投稿形式のこれまでの学術講演大会に代え

て、12の部門がそれぞれに企画した行事を纏めて開

催する「非破壊検査総合シンポジウム」(仮称 )に移行

する予定です。各部門での活動を活性化させるととも

に部門間の交流を深めていただければと思います。一

方、秋季講演大会については、後に述べるように、英

語セッションを創設する予定です。認証事業では、JIS 

Z 2305:2001に基づく認証資格総件数は9万件に達し

ようとしています。このような中、すでにご案内の通り、

今秋からJIS Z 2305:2013に基づく認証制度が開始され

ます。そのため、昨年6月の亀戸への協会事務局移転

に伴って、事務局と同じビル内に東京地区の試験セン

ターを開設しました。加えて、大阪地区にも新たな試

験センターを開設すべく場所の選定に着手しています。

また、テキストや試験問題の作成、電算システム改修

などの作業も急ピッチで進めているところです。

　最近、当協会の活動として他団体との交流が増えて

きています。例えば、当協会は、昨年より内閣府主

導で開始されている革新的研究開発推進プログラム

(ImPACT)「イノベーティブな可視化技術による新成長

産業の創出」なるプロジェクトに協力をしています。

また、日本非破壊検査工業会が実施する「インフラ調

査士」なる資格認証制度の創設においても技術的な協

力をさせていただきました。海外に目を向けると、一

昨年11月に発足したアジア・太平洋非破壊試験連盟

(APFNDT) では 6つの Task Groupが立ち上がり具体的

な活動がスタートしましたが、その中で当協会は2つ

のTask Groupのとりまとめを担当してアジア太平洋地

域における先導的な役割を果たしています。昨年6月

には第5回日米非破壊試験シンポジウムをハワイ州マ

ウイ島で開催し、ASNTとの友好を深めました。また、

昨年10月には韓国非破壊試験学会 (KSNT) を訪問し、

MOU（覚書）を締結しました (写真 )。その結果、今秋
の当協会の講演大会から英語セッションを設けて、互

いに学術交流を深めることになりました。長期的には

韓国だけでなく、他のアジアや欧米諸国からの参加も

募り国際的な学術・技術の交流の場を提供できればと

期待しています。

　非破壊検査は本来，構造物や設備の安全に関わる技

術なので、経済とは無縁であるべきですが、非破壊検

査の生業は経済状況に大きく左右されているのが現状

です。今、アベノミクスなる経済政策の評価に注目が

集まっていますが、今や経済は世界規模で動いている

ため、その動向を予測することは難しく、大きな変化

を伴うようになっています。したがって、非破壊検査

を取り巻く状況もときに大きく、そして、素早く変化

しています。そのような中、当協会は、CIWを含めて、

これまで以上に国内外の関連学会及び業界との連携を

強化し、学術の発展及び社会の要請に応えられるよう

努力してまいります。皆様の一層のご支援・ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

４．年頭挨拶

一般社団法人日本非破壊検査協会　会長 　廣瀬　壮一

韓国非破壊試験学会 (KSNT) とのMOUの締結の様子。
左は KSNT 会長の Lee 氏
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　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を賜り、厚く御礼申し上げま

す。本年も会員一丸となって一般社団法人日本溶接協

会「CIW認定制度」の一層の普及に取り組むとともに、

会員にメリットのある事業を継続しつつ充実を図る方

針です。また、今後数年見込まれる繁忙期に態勢を立

て直し、技術者の育成や受注価格の改善など負の連鎖

からの脱却に向けた活動を推進する所存です。

　建設業界の動向にふれますと、公共工事は震災復興

の本格化や予算前倒し執行の効果もあり堅調に推移し

ています。民間工事は商業施設や物流倉庫などに加え、

大型再開発プロジェクトが相次いで着工されるなど回

復基調が鮮明になっております。2014年度後半は首

都圏の大型再開発が需要を牽引し、15年度以降は東

京五輪関連の案件により需要の上乗せが期待できま

す。

　こうした中、建築業界は繁忙を極める半面、技能労

働者の人手不足に改善は見られず、労務費の高騰や工

事進捗の遅れなど、工事採算に影響を与える状況が続

くものと思われます。

　検査業界においても建築に限らずプラントなどを含

めて繁忙期を迎え、技術者不足が共通の課題となって

おります。技術者の育成には相応の時間とコストを要

するため、五輪関連物件の工期が18年までに完了す

る見通しを踏まえると、技術者の教育と連動して受注

価格の見直しが急務となります。

　特に建築に関しては景気が上向いた今こそ、長い不

況期に浮き彫りとなった負の連鎖からの脱却を実現す

る好機であると考えます。

　同時に自らを省みる意味も含めて、今年は04年に

活動したCIWあり方検討委員会をあらためて立ち上

げる方針です。検査業界の将来を担う若い世代に魅力

ある業界を継承するため、年度内に人選を行い、外部

委員の協力を得ながら、次の時代を見据えた協会運営

に関して議論していく所存です。

　技術者育成とそれを支える受注価格の見直し、未来

へ残すための組織の再構築を実現するうえでは検査技術

者、企業の倫理も不可欠な要素の一つです。昨年は一般

社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会がＣＩＷ認定

事業者2社に対し警告処分を行いました。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、今後

同様の問題を生じさせないために努力を惜しまず、期待

に応えるための研鑽に一層励む所存です。

　15年の協会運営にあたり、契約適正化推進実行委

員会は引き続き47都道府県で CIW認定制度のピー

アール活動を展開してまいります。技術委員会は関連

学協会の講演会や機関誌を通じ研究成果の外部報告を

積極的に行うほか、現場の検査技術者のためになる成

果を発信できるよう活動を推進してまいります。

　企画広報理事会は昨年10月、新機軸の「活動範囲

拡大のための研修会」を開催しておりますが今後も研

修会の拡充に努めます。また、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広報委員会と

連携してCIW認定制度の広報活動を展開してまいり

ます。総務理事会は会員の意見を協会運営に反映する

ための活動に傾注してまいります。

　検査3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」については、12年の千葉・

神奈川、13年の秋田・群馬、14年は全国工業高等学

校長協会・夏季講習会との同時開催と、富山、岡山の

計7回開催いたしました。

　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、皆様にとってよりよい一年となりますように

祈念いたしまして新年の挨拶とさせていただきます。

５．年頭挨拶

一般社団法人 CIW検査業協会　会長 　逸見　俊一
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６．迎春　年男・年女－ 2015 年未

まだまだ還暦

株式会社ダンテック
前川　真一

　新年明けましておめでとうございます。
　ひつじが 1回、ひつじが 2回 ･･･ と数える内に、と
うとう 5回目の未年となり還暦を迎える年齢となりま
した。思えば子供の頃 60 歳といえば何の躊躇もなく
「おじいさん」という範疇に放り込んでいたものですが、
いざその歳を迎えると、まだまだその括りは勘弁とい
う往生際の悪い自分がいます。
　私は新卒でこの世界に飛び込み、はや 40 年弱の歳
月が過ぎようとしています。相撲で言えば横綱、将棋
では名人と何処かに頂点があっても良さそうですが、
この世界にはそのようなものはどうやら無さそうです。
非破壊試験の技術はまだまだ日進月歩、その中ですべ
ての技術を極めた人間がいるかというと、そうはいな
いでしょう。私は常々この世界は「汗かいて、恥かいて、
勉強重ねてなんぼ」だと思っています。
　この仕事を続ける以上「日々精進」ですよね、御同輩。

（まえかわ・しんいち、59歳）

娘の成長で
気付くこと

株式会社シーエックスアール
中村　公哉

　新年あけましておめでとうございます。今回RUMPESか
らの投稿依頼の話があり、自分が年男だということに初め
て気づきました。自分の気持ちは、まだまだ20代なので
すが ･･･3回目の年男です。
　私には2歳になる娘がおり、彼女の日々の成長の速さに
驚かされています。私が2週間くらいの出張から帰ってき
たときもその変化を感じ取れるくらいです。まったく子供
の吸収力は凄いと感じずにはいられませんし、ついつい自
分と比較して改めて年を取ったと感じています。
　さて、私が入社しておよそ6年が経ち、ようやく仕事
に慣れてきました。入社した頃はすべてが初めてのことで
様々のことを先輩方に教えて頂き、仕事を見て覚えたりし
て現在まできました。最近は後輩に自分が教える立場にな
りました。そこで私が間違ったことを教えたとしたらどう
でしょう。後輩にも自分の子供に教える様に「正しいこと
を教えなければ」と心掛ける毎日です。
　最後に、今年も1年病気や怪我をしないよう健康・安全
第一に頑張っていきます。それから、この原稿を作成して
いる頃の虫歯治療が早く終ればと思います。

（なかむら・きみや、35歳）

　
新年の抱負

東亜非破壊検査株式会社
館農　望

今はまだ検査員としてできることが限られていますが、
先輩社員のように想定外の現場のトラブルにも柔軟に
対応できるようになるには、日頃の地道な勉強の積み
重ねによって、幅広い知識を身につけていく必要があ
ると感じました。
　今年の干支である「未」という字は、まだ枝が伸び
きっていない木の形を描いたものだそうで、私も成長
して気付いたときにはたくさんの葉を茂らせられるよ
う、コツコツ努力していきたいです。
　最後になりましたが、皆様のご健勝を心よりお祈り
申し上げますと共に、今後ともご指導賜りますようよ
ろしくお願いいたします。　

　（たちの・のぞみ、23歳）

　新年明けましておめでとうございます。昨年 4月に
入社して早くも二年目を迎えますが、まだまだ毎日学
ぶことばかりです。
　昨年一年を振り返って強く感じるのは「継続して努
力すること」の大切さです。昨年は何でもがむしゃら
に乗り切ってきましたが、現場ではいざというときや
る気だけではどうにもならないことも多々あります。
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心身共に
健康であってこそ

新日本非破壊検査株式会社
海老原　卓博

　新年あけましておめでとうございます。
　入社してから 10 年余り、あっという間に月日は経
過し、ここ数年は中堅クラスと言われ始めているとい
うことに、日々の速さを実感し驚いています。そして、
本年は 3回目の年男を迎えることとなりました。
　2回目の年男の際に何があったかと思い返してみる
と、人生初の入院生活があったことを思いだしました。
　当時の私は、20代前半で若いから多少の無理をして
も大丈夫という過信の結果、体調を崩し半月程度の入
院生活となりました。
　その時に、軽く考えていた「健康第一」「体が資本」
という言葉の重み。そして、家族や知人、その他多く
の方々の温かさに触れました。
　心身共に健康であればこそ、自分自身のレベルアッ
プ、そして自分の立てた大きな目標に向かって邁進し
ていくことも可能であると思いますので、今年も健康
に気を配りながら日々努力していきたいと思います。

（えびはら・たかひろ、35歳）

自分に期待して

東亜非破壊検査株式会社
宮嵜　琢人

　新年明けましておめでとうございます。
　気が付けば、間もなく入社から丸 9年が経とうとし
ています。既に若手という立場は過ぎ去り、最近は、
貯蔵タンク開放検査の現場責任者として、安全管理や
品質管理の業務を任せられることになりました。
　この「管理」には継続性と確実性が求められ、まだ
まだ未熟な私には修行の日々が続いています。しかし、
今後も責任を伴う立場に変わりはありませんので、泣
き言は言っておれません。自分の責務を果たし、社会
に「安全・安心」を提供する一員として、日々業務を
遂行したいと思っています。
　次に年男となるまであと 12 年、自分がどの程度成
長出来るのか、自分に期待して、自分を成長させてい
こうと思います。　　　　　（みやざき・たかと、35歳）

継続！！！

株式会社シンワ検査
橋本　春一

　明けましておめでとうございます。
　本人は自覚がないのですが、ついに還暦を迎えること
となりました。
　ゼネコンに24年、不動産に8年、現在、シンワ検査
で6年となります。
　30代に高層の鉄骨造の建物の建設に従事し、溶接に
ついて学んだ以外に非破壊検査とはあまり縁のなかった
私ですが、種々の建物調査、耐震診断等に建築士として
携わり、その調査の中に非破壊の技術（UT、MT、赤外線、
電磁波等）を取り込んで、調査の幅も広がりました。
　弊社には多くの方からお問い合わせの電話・メールを
頂きます。その内容の多くは建物の欠陥や瑕疵に係わる
ものです。今後も、非破壊の技術を利用し、このような
皆様にお答えしていくことが使命だと考えております。
まだまだ、いや、益々現役で頑張っていくつもりです。
　最後になりましたが、皆様の益々の発展をお祈り申し
上げます。　　　　　　　（はしもと・しゅんいち、60歳）

新年の目標

綜合非破壊検査株式会社
渡辺　秀道

　明けましておめでとうございます。
　早いもので今年で入社 13年目を迎えます。社内において
も後輩が増え、気付けば中堅クラスになってきました。13
年間を振り返ると、非破壊検査の内容を何も分からず、ただ
検査の仕事がおもしろそうだなと思い入社しました。仕事を
始めてみると、自分の想像していた検査とはずいぶん違って
いるなと思って仕事をやっていたのを思い出します。
　その中でも会社の先輩や他の会社の方々に仕事を教えても
らって成長できたと思っています。各地の現場に行かせてい
ただき、現場でお客様や他の会社の人達に声を掛けてもらう
と、こんな自分でも役に立っているのだなと思います。
　この仕事はグループ作業や二人一組のペアの作業が大半と
なります。お互いに知識を共有し合ったり、コミュニケーショ
ンが大切になってきます。それには自分も知識が必要になっ
ていくのですが、その時の作業の忙しさに流されたり後回し
にしがちになり、勉強がなかなか進まなくなるのが現実です。
本年は周りに流されることなく必要な知識はしっかりと勉強
を行っていきます。また未年の基本的な性格には「人情味の
ある、温かみを感じさせる人」「芯が強く負けず嫌いの頑張
り屋」という所があるそうです。自分に当てはまっているの
かというと疑問に感じる所が多いですが、本年は向上心を第
一に周りの人に信頼されるような年にしていきたいです。

（わたなべ・ひでみち、47歳）
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WES 8701:2013 要求事項と
CIW認定制度の現状と展望

<出席者 >(順不同 )

沖原　禎夫 氏（株式会社川重サポート　検査総括部　技術部　部長）
上野　道昭 氏（株式会社関東エンジニアリングサービス　代表取締役）
柏瀬　一彦 氏（東京理学検査株式会社　元品質保証部　品質保証グループマネジャー）
米森　信夫 氏（株式会社石川検査　代表取締役）
何　　孝史 氏  （非破壊検査株式会社　品質保証部　専門部長）
江端　　誠 氏  （一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会通信編集委員会委員長）

<司会 >

大岡　紀一 氏（一般社団法人日本溶接協会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）
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大岡　新年あけましておめでとうございます。本日
はお忙しい中、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規格、WES 

8701：2013「溶接構造物非破壊検査事業者等の認

定基準」附属書 1に示す品質マネジメントシステ

ムの要求事項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学校法人ものつくり大学

の大岡です。CIWでは研究・教育委員会委員長、国

際会議では ISO/TC135（非破壊検査）/SC6（漏れ試

験）議長、APFNDT（アジア・太平洋非破壊試験連盟）

会長などを務めています。本日は宜しくお願いしま

す。

　さて、今回の座談会はCIW認定事業者から5人、

溶接協会からは本誌「RUMPES」の江端編集委員長

に出席いただきました。新年にあたりCIW認定の今

後の方向性について語っていただいたうえで、テー

マに沿って各社の品質マニュアルに示す品質方針・

品質目標、内部監査、調達の管理、検査業務の倫理

などに関して、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。

沖原　川重サポートの沖原です。1993年入社以来、
現場の非破壊検査業務や技術開発などに携わり、現

在は主に品質管理を担当しています。ISO 9001認証

の品質管理責任者の業務に加え、資格の管理、社員

教育などに携わっています。CIW認定に関する業務

も担当しています。

上野　関東エンジニアリングサービスの上野です。
一般社団法人CIW検査業協会では理事を務め、47

都道府県でCIW認定制度のピーアール活動を展開す

る契約適性化推進実行委員会や、溶接協会とも協調

する企画広報理事会を担当しています。品質マネジ

メントシステムについては、経営者として統括的に

管理する立場にあります。

柏瀬　東京理学検査の柏瀬です。77年入社以来、主
に球形ホルダーの開放検査を担当した後、建築鉄

骨受入検査を経て、現在は品質保証担当として ISO 

9001や CIW認定、東京都検査機関登録に関する業

務、JSNDI（日本非破壊検査協会）、CIWの受験窓口

とそれに応じた教育に携わっています。

米森　石川検査の米森です。70年鉄骨ファブリケー
ターに入社以来、鉄骨製作認定工場の品質管理責任

者として40年弱、ISO 9001認証は2002年の取得

以来品質管理責任者を担当してきました。当社は93

年創業、CIW認定についても94年の取得以来品質

管理者を務めています。このほか、溶接協会北陸地

区溶接技術検定委員会の検定委員、日本建築学会建

築工事標準仕様書 JASS6（鉄骨工事）の溶接小委員

会などに所属しています。

何　非破壊検査の何
か

です。73年入社し、石油・石

化・発電プラントの保全工事に伴う各種非破壊検査

業務に従事しました。96年品質保証部門に配属され、

99年の ISO 9001認証取得から現在まで品質保証業

務に携わっています。現在は品質保証部で品質マネ

ジメントシステム全般を担当します。CIW認定は78

年に取得し、2014年度は更新認定を受けています。

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。本誌「RUMPES」の編集委員長のほか

CIW認定の認定審査にも携わっています。今回の

座談会では品質マネジメントシステム、具体的には

WES 8701の運用状況を紹介いただくことが他の事

業者にとって参考になるのではないかとの意図で編

集委員会において企画したものです。

◎ CIW認定の方向性について

大岡　ありがとうございます。さて、今回はWES 
8701の運用状況が本題となるわけですが、その前に

沖原　禎夫氏



10 CIW通信　Vol.29  No.1  Winter, 2015

確認しておきたいことがあります。本誌Vol.27No.3

に掲載の溶接検査認定委員会設立50周年特別座談

会「CIW50 年の展開と今後進むべき方向」では、

CIW認定の方向性に関する議論の中で、「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」「試験はやさしく、講習は難しく」など忌憚

のない意見をいただきました。品質管理に携わる出

席者各位からCIW認定の今後の方向性、特に技術向

上、知識取得の観点でご意見をいただきたいと思い

ます。

米森　従来の確認試験からレポート形式に移行した、
検査技術管理者及び上級検査技術者の更新システム

は歓迎します。個人的には負担が軽減されたところ

もありますが、一つの学ぶ機会と捉えると、レポー

トの方が有効であると思います。

上野　私もレポート方式が良いと思います。今回、
CIW検査業協会は再レポートの提出対象者に実施し

た「回答用紙アンケート」の集計を行いました。そ

こでは、文章の構成に相応のトレーニングが社内外

で必要とわかりました。こうした状況を受け、当協

会は会員向けに実施したアンケート結果を踏まえ、

「レポートの回答率の向上」を図ることを検討してお

ります。

江端　文章をきちんと書いていただく意味ではレ
ポートの方が適切と考えます。講師の側から言えば、

従来は問題の解説が中心になりがちで、本来伝えた

いことが十分伝えられない部分もありました。そう

いう拘束から解かれたという意味においても、レポー

トを採用した意義はあったと感じます。

沖原　上級検査技術者の場合、受験者は JIS Z 2305
に基づくレベル 3を取得しているので、専門技術

という観点ではなく、むしろ規格の制定・改正に関

する最新動向や新開発の技術などの講習を受けてレ

ポートを書く方式は有意義であると思います。ただ、

今後、新規性のあるテーマを継続しない限り、形骸

化することや、テクニック重視になることに多少懸

念があります。

柏瀬　最新の技術を学ぶには、テキスト「溶接構造
物の試験・検査」2008は古い、３年程度の間隔で

の見直し改訂を望みます。受験者の立場からは学習

時間45時間以上の制約があり、一般的には、学習

した内容から、目的を絞り、要点を取りまとめてレ

ポートを書きます。つまりある面、学習しなければ

レポートは書けません。自分は何を学んだのか、何

をどう考えて今後どの様に展開していくのかが主題

であり、この点において今の形はいいと思います。

何　新技術に従事する者は限られ、殆どの者が日々
同じ業務に携わっています。そのため技能は向上し

ていくでしょうが、技術、知識のレベルアップまで

望むのは困難です。受験者の多くが「専門能力開発

実績」のレポートに何を書くのかが難しいと言いま

す。テキストの頻繁な改訂はもちろん必要ですが、

講習でも新技術の話題を取り上げ、受講者全員で考

えるような仕組みができればと考えます。それが、

さきほど話のあった「講習は難しく」につながって

くると思います。まずきっかけが望まれます。

大岡　ISOや APFNDT など国際会議に出席すると、
新しい技術の適用に関する議論が盛んに行われてい

ます。例えば ISOではワーキンググループを設けて

先進国から新興国への技術移転を検討する動きがあ

ります。一例を挙げればフェーズドアレイやTOFD

は独立しての認証とする方向の動きもあります。

CIWの更新講習に新しい講座を設けた背景には、海

外の最新動向を踏まえ、TOFDなどのトピックスを

紹介する一つの機会にしたい意図もあるのです。特

に世界では維持規格の概念のもとディテクション（検

出）からサイジング（寸法測定）へ移行するトレン

ドがあるにもかかわらず、日本ではなかなか同様の

上野　道昭氏
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議論が盛り上がりません。最たる事例はデジタルで

す。私が委員長を務める溶接協会の非破壊試験技術

実用化委員会（AN委員会）では昨年9月、「工業分

野におけるデジタルラジオグラフィの基礎とその適

用―フィルムからデジタルへの展開―」を発刊し、

世界の趨勢を踏まえた情報発信に努めています。

　本日は、CIWの更新講習に採用したレポートにつ

いて概ね賛同いただくとともに、新技術の発信に関

する要望を理解する機会にもなりました。貴重なご

意見・ご指摘をいただきありがとうございます。

◎品質マニュアルへの取り組み

大岡　それでは、本題であるWES 8701 の運用に
関して話を進めてまいります。ここで基準のすべて

を網羅するわけにはまいりませんので、司会進行の

立場でいくつかのテーマに絞らせていただきます。

WES 8701附属書1（規定）「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」の「2.1品質マニュアルの作成」には「事業者は、

品質マネジメントシステムの高位文書として品質マ

ニュアル（名称は特に問わない）を制定しなければ

ならない。品質マニュアルには品質方針を明示する

とともに、年度の品質目標への展開の必要性を明示

し。必要な技術又は管理的な手順、要領書等を記載

しなければならない」とあります。出席者各位の企

業の品質方針・目標はどういう趣旨や背景で設定さ

れていますか。

米森　当社が重視するのは「顧客重視」と「法令・規則・
規格の順守」の２本柱です。品質目標についてWES 

8701の 2013年版では年度ごとに定めるように規定

されましたが、個人的には品質の中には経営も含ま

れると考えており、望ましい形であると思います。

江端　品質目標については、具体的で測定可能な目
標を定めていただきたい。それと、品質目標をマニュ

アルの中に入れている会社が結構ありますが、マニュ

アルの中に品質目標を書いてしまうと、年度ごとに

品質目標を替えることが難しいと思います。その度

にマニュアルの改訂が必要になりますから。また、

品質目標が具体的でなく、測定困難な目標を定めて

いる会社が散見されますが、その場合、PDCAが上

手く廻せず、継続的改善が望めないと思います。そ

こで品質目標はマニュアルから外し、年度ごとに、

より具体的に定めることにしました。例えば営業な

らば今期の売上目標を具体的に示す方がPDCAを展

開しやすいのではないかとの考えが背景にあります。

米森　当社は従来から部署ごとに年度目標を別に定
めてきた経緯があり、それをもとにWES 8701を運

用しております。PDCAサイクルを回して、結果を

確認する行為は個人的には有益であると考えており、

経営のツールの一つと位置付けています。

柏瀬　当社のマニュアルは ISO対応で作成しており
ますので、マニュアルの中に品質方針が入っていま

す。品質目標は毎年入れ替えます。これまで長い間

ISOに対応してきた経験を踏まえ、品質方針はトッ

プダウンで定め、個別の目標については前年度の反

省をもとに各部所、各担当が具体的に定めます。目

標値を可能な限り定量化する取り組みを重ねること

で達成度の「見える化」につながりました。最近で

は各部所、各担当から自発的な目標が出てくる状況

になり、経験の積み重ねによって、目標設定に関し

てはある意味で次のステージに入ってきたように感

じます。

沖原　当社の場合、品質目標は年度ごとに検査部門
のトップである検査総括部長が、前年度のマネジメ

ントレビューの指示事項を踏まえ、設定します。当

社も ISO 9001認証取得以来の長い経験から、標準

的な取り決めはすでに構築されているので、個々の

プロセスフローを各担当者ベースで見直し、実際の

マネジメントシステムとの齟齬はないかどうかを洗

柏瀬　一彦氏
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い出し、必要に応じてマニュアルを改正します。トッ

プが目標を示し、担当者ベースで実行に移し、見直

しに応じて目標をフォローアップしていく形です。

何　品質のボトムアップを目的に、当社では現場の
小集団活動を推進しています。現場単位等で小さな

グループを組織し、最低月1度以上、現場での客先

要求事項や問題点、改善事項などを話し合った情報

を吸い上げていくという取り組みです。また、品質

保証部では、現場の安全パトロールと同様の「現場

品質パトロール」を行っています。品質管理状況は

見てまわっただけではわからず、質問や資料の確認

を行うので、現場の内部監査という側面もあります。

品質に関する現場からの情報は、副社長を経由して

社長に上がる仕組みとなっています。

上野　我々検査会社にとって検査報告書は大事な成
果品であると思います。仕様書の要求事項を満足す

るには、検査要領書の承認（検査技術者 [要員 ]の

選定、検査方法、判定基準等）を受け、検査の実施

と最終的な検査の報告書の作成に至ります。全工程

中で技術資格と技量、そして知識が求められます。

また、当り前ですが「設備」は、検査装置の点検（適

正な装置）が欠かせません。要求事項を担保する検

査報告書（成果品）にダメージ（不適合）を与える

事例を出さないという理念のもとに品質目標を立て

ております。約20人の小規模企業であり、常に苦情、

クレーム、不適合を生じた場合は、即時に報告を求

めて、まずは適時適正な処置を行っています。品質

マネジメントシステムの構築は月次管理職会議の中

で不適合事例を示し、原因と再発防止を講じ、内部

監査を通じてフォローアップと、次年度のレビュー

に繋げております。以前より時を経て、当初は受身

的だった体制が最近では、積極的に取り組むように

なり、自らマニュアルの構築と実施を行っていく雰

囲気が社内外（調達先）に行き届いたと実感してい

ます。

米森　品質管理には30年以上携わってきましたが、
もともと品質管理活動はボトムアップに適している

と思います。

大岡　品質目標の設定に際して、トップダウンだけ
でなく、それぞれ話し合いの場を設けて、ボトムアッ

プのためには小集団でもディスカッションして、上

層部に吸い上げる仕組みなど積極的な取り組みの一

端が垣間見えました。

◎内部監査とマネジメントレビューの重要性

大岡　次のテーマは内部監査です。内部監査につい
てはPDCAを回すうえで中心になると考えます。附

属書1「3.9内部監査」には「品質管理者は品質マニュ

アルで規定した事項の順守状況を定期的に監視する

ため、内部監査の要領を定め、実施しなければなら

ない。要領には下記事項を含めなければならない。

また、記録を維持しなければならない。なお、監査

員は自らの業務を監査してはならない」とあります。

本日の出席者各位は内部監査を担当する監査員をど

のように選定していますか。

米森　監査員は社内外で教育を受けるほか、内部監
査に数回立ち会わせることを基本にしています。内

米森　信夫氏

何　　孝史氏
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部監査のシステムは検査会社にとって有効であると

考え、重点的に取り組んでいます。PDCAが適正に

回っているか、品質管理・改善が行われているかを

確認するうえで最も重視するのが内部監査です。

沖原　当社は年2回、内部監査を行います。監査員
に関してはグループ内の教育システムを受け、社内

の内部監査にオブザーバーとして2回以上は参加し

た上で、品質管理に関わる業務に1年以上は携わる

ことを条件とします。そのうえで内部監査員の名簿

をつくり、毎回名簿から選ぶ形で順次担当すること

になります。現在検査に携わる約40人のうち、10

数人が監査員として登録されています。

柏瀬　当初は外部及び社内で内部監査員を養成して
いました。現在は外部で他業種の方とともに2日間

教育を受けています。受講した者が視野を広げて帰っ

てくる姿をみると相応のメリットはあると考えます。

内部監査員約20人が10数部所の内部監査を2人1

組で監査するので、1人あたり自部所を除き、2―３

部所の割合で担当します。

何　当社の内部監査員は原則、管理職に担当させま
す。目標管理の実施計画書に対して目標と実績の監

査を行い、問題があれば指導や改善を要望する立場

となることを踏まえ、管理職が監査することにして

います。教育に関しては ISOの要求事項、審査の方

法など6時間以上の研修を規定しています。

上野　CIW認定事業者122社のうち、社内外で監査
員を養成可能な規模の会社がある半面、過半数以上

を占める当社と同規模程度の会社では十分な教育が

困難と思われます。CIW検査業協会はWES 8701：

2013における「内部監査員養成のための研修会」

を継続的に実施しています。当社もこの研修会を活

用しておりますが、受講者が減少している現状です。

米森　WES 8701:2013を見ると、倫理に関する記載
が多くなったと感じます。倫理に関しては基準類に

記載し、内部監査に取り入れることが重要と考えま

す。内部監査員は所属企業の内部を知り尽くし、外

部の人間には聞きにくいことも聞ける存在であり、

それこそが内部監査の強みであると思います。

大岡　内部監査は、規模の大きい会社は別にして、
人数の少ない会社では仮に監査員を1人養成しても

状況によっては機能しないケースも想定されること

から、極端に言えば全員が内部監査の教育を受けれ

ばよいと思いますが、内部監査がなぜ重要なのか。

それはマネジメントレビューにつながっているから

でもあります。本来、例えば内部監査の数ヵ月後に

マネジメントレビューを行わなければならないと思

います。

米森　WES 8701:2013 を見ると、マネジメントレ
ビューは解説には数ヵ所記載があるものの、本文に

はありません。

江端　WES 8701:2013附属書１の3.12項「継続的
改善」の内容がマネジメントレビューに相当すると

の考えから、本文には記載していません。

大岡　記載するのが本筋なのでしょう。内部監査を
求めながら、マネジメントレビューにふれていない

状況は変える方がよろしいのでは。PDCAを回すう

えで、内部監査を実施し、マネジメントレビューを

行うことが重要であり、認定事業者各位には基準に江端　　誠氏

大岡　紀一氏
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記載はないものの、前向きに取り組んでいただきた

く、この場を借りて発信しておきたいと思います。

例え規模が小さくても、全員で内部監査を理解する

ことで、マネジメントレビューに相当することはで

きるのではないか、と考えます。

◎調達の管理（検査役務を含む）

大岡　次の話題に移ります。本誌Vol.28No.4 に溶接
協会溶接検査認定委員会による「CIW認定事業者二

社に対し警告処分」と題した原稿を掲載しました。

A社、B社の違反事項のポイントは「下請負」です。

WES 8701 の 2007 年版では「検査業務の下請負」

の項がありましたが、2013年版では「調達の管理（検

査役務を含む）」に表現を改めました。附属書1「3.6

調達の管理（検査役務を含む）」の「a)調達先の評価・

選定」には「調達先が要求事項に従って、調達品（含

む役務）を供給する能力の有無を納入実績、経営資

源（要員、設備）及び管理能力等を基に、評価、選

定しなければならない。また、評価結果の記録を維

持しなければならない」とあります。本件に関する

ご意見はいかがですか。

米森　原稿には「附属書1の下請負業者に関する認
識が間違っていた」とありますが、今回の処分に関

しては、WES 8701のどの項目に基づくのか若干不

明瞭な部分もあると思います。

大岡　処分を下すうえでは基準のどの部分に該当す
るのかは当然出てくる話だと思います。ほかの出席

者はいかがですか。

上野　B社はCIW検査業協会が当該区から指摘を受
け、経緯は承知をしていました。一方A社ケースは

「RUMPES」で知りました。聊か同業者としてショッ

クです。溶接協会はWES 8701附属書1の「調達の

管理（検査役務を含む）」に抵触との判断であり「警

告」も致し方なく、検査会社のあるべき姿を痛感い

たしました。

何　当社の場合、作業をする者は当然社員と直系会
社員に限定しています。なお、下請業者を使う場合、

長期にわたり協力いただいている技術者とは個別契

約を行い社員同等の管理を行っています。

柏瀬　大型工事で下請業者を使う場合、当然下請登

録をして使っています。また、顧客に対して登録名

簿も出せる立場にありますから、このような事態は

考えられません。やはりCIWの看板をいただいてい

るのですから、名簿も出す際に下請業者かどうか、

明記できるシステムを構築した方がいいと思います。

ただ、資格を持っているからいいのではなく、社員

ではない事をどう表記するのか、どう管理、教育指

導するのかという話だと思うのです。

大岡　社名の公開、警告、認定の停止などいろいろ
な処分が考えられますが、今回の事例に関して、出

席者各位はどのような措置が適切だと考えますか。

基準に従った措置であれば誰しも納得すると思うの

ですがいかがですか。

沖原　悪いと分かっていながらの行為は悪質である
と思います。罰則までいかなくても社名の公開ぐら

いは必要かなと思います。ただ、この業界は山谷の

大きな業務であり、下請業者は使わざるを得ないの

が実情です。そのうえで何らかの仕組みは必要なの

かもしれません。当社は、下請業者を使う場合は必

ず顧客に名簿を提示しています。同様の仕組みが強

制的に必要になってくるのかなという気はします。

大岡　二社に対する警告処分を巡って、下請負と契
約、また、倫理に関して様々な指摘をいただきました。

倫理に関しては附属書1「3.3検査業務の倫理」で「検

査業務に係る倫理要綱を定め運営管理しなければな

らない。要綱には、下記事項を含めなければならな

い」。解説「3.31検査業務の倫理」では「検査業務

の倫理は、品質マネジメントシステムの中で、検査

会社としての最重要事項の一つである。倫理に反す

る行為としては下記が考えられるが、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』

ことを要求している」と記載しています。

　ここまで記述されている以上、倫理に反する行為

に対しては、罰則を与える側も受ける側も基準に則

して対応することが本筋であると考えられます。本

座談会がWES 8701の理念を改めて発信する契機と

なれば幸いです。

　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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８．「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」
　　   受講者アンケート結果から見るこれまでの活動

明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー委員会

１．はじめに
　CIW検査業協会、日本非破壊検査協会、日本溶接

技術センターの３団体は、「明日を担う次世代のため

の非破壊検査セミナー」を、文部科学省、国土交通

省、経済産業省をはじめ関連団体からのご協賛、ご

後援をいただき、全国展開で実施しております。こ

れまで2012年 2月から2014年 8月にかけて、主

に工業系高等学校の学生及び教職員に対し、非破壊

検査セミナーを実施してきたことは、本誌において

も「CIW検査業協会だより」を通じて伝えてまいり

ました。

　関係各位にご協力を頂いた非破壊検査セミナーも

５回を数えたことから、これまでの活動をセミナー

に参加いただいた受講者からのアンケートにもとづ

き、紹介いたします。

２．非破壊検査セミナー開催実績

　第1回から第5回までのアンケート集計結果を円

グラフで示します。第5回は公益社団法人全国工業

高等学校長協会の夏期研修講座として実施したため

教職員のみの参加となりました。

受講者アンケート集計結果（第１～５回）
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３．セミナー内容
　セミナーは１日コースの座学講演と実技体験を行

いました。

・座学講演
　「非破壊検査とは」「非破壊検査の重要性」「非破壊

検査が十分でなかったことによる破壊事例」等

・実技体験
　RT、UT、PT、MT、サーモグラフィー、鉄筋探査、

ひずみ測定、打音検査を数ヶ所のブースに分けて指

導員の実演とセミナー参加者の実技体験

・展示品
　自走式目視ロボット

　セミナー終了後、講演及び実演の内容についての

アンケートを行いました。以下に、アンケート結果

の概要を示します。

①受講者の「非破壊検査」の認知度は61%でした（ア

ンケート1）

②セミナー内容の理解度については「理解できた」「ど

ちらかといえば理解できた」の合計が98%の回答

を得られました。

　さらに、実技体験については、82%が「楽しかった」

と回答しています（アンケート4及び5）

③非破壊検査の重要性に対しては、約90%が「とて

も重要」と回答、「どちらかと言えば重要」との回

答を合わせると100%となりました（アンケート6）

④将来の自分の職業として魅力を感じますか？　と

の設問には「感じる」「どちらかと言えば感じる」

の合計が63%の回答を得ました（アンケート7）

⑤その他の感想・希望及び改善点としては、以下の

ような貴重な意見を頂き、参考とさせていただき

ました。

◎「非破壊検査というと、実際は身近に使われてい

るものだということを知ることができた」
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座学では非破壊検査の誕生から仕組み、適用分野、目的などをわかりやすく解説
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◎「将来、仕事で使うかもしれないから、この講習

会に参加できてよかった。」

◎「非破壊検査の必要性と、その性質を知ることが

できた。今後の職業選択肢の幅も増えたと思う」

◎「試験片（UT）だけでなく実際の部品等を用いて、

　亀裂や割れを生徒に探させたりするのも良いので

は」

◎「実際に検査を行ってみて、やはり最終的には人

間の技術が大切だと実感した」

　アンケートで頂いた希望及び改善点については、

次回セミナーで改善を行いました。

４．まとめ

　我々が工業高校生に向けた非破壊検査セミナー委

員会を設立した目的は、数年後に実社会に直面する

高校生が、あらゆる産業分野において技術的な問題

に遭遇した時に、その解決策のツールの一つとして、

非破壊検査があることを知っていてもらいたいとい

うこと。また、非破壊検査技術が社会の安全・安心

を創る一翼を担っていることを理解してもらうこと

により、非破壊検査技術をより重要な存在として、

幅広く社会に認知してもらうことです。

　これまで開催したセミナー受講者のアンケート回

答から見えてきたことは、「非破壊検査」という言葉

に対する認知度はあるものの、「非破壊検査技術」は

具体的存在ではありませんでした。

　セミナーの座学講習で、具体的な事象として過去

に起こった事故事例と非破壊検査との関係を受講し、

実技体験では各種非破壊検査技術の実技に触れるこ

とで、非破壊検査を身近に感じてもらえたようです。

これは、我々が非破壊検査セミナーを設立した目的

に沿うものであり、参加いただいた高校生が非破壊

検査に興味を持つことにより、職業の選択肢の一つ

として、また、非破壊検査以外の職種についた場合も、

何かのきっかけでこのセミナーの事を思い出しても

らい、役立ててもらえればと期待しています。

５．おわりに

　最後に、本セミナーの開催に際して、共催・協賛

いただいております団体及び全国の教育関係の皆様

に感謝申し上げるとともに、今後とも積極的なご協

力をお願い申し上げます。

　本セミナーは今後も全国の工業高校を対象として

継続開催し、「非破壊検査」を楽しく知ってもらう活

動を行ってまいります。また、その様子を今後も本

紙にてお知らせしてまいります。

ＵＴ実習では試験片の探傷を体験

参加者の多くが驚きの声をあげたＰＴ実習
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9．最新の検査機器紹介

ガンマ線対応検出器「FXG-DR1012/1417」
　IP64対応、耐ショック最大50Gと現場で使用可

能なガンマ線対応2次元検出器を紹介します。

　DR1012 は

10 × 12 イ ン

チ、DR1417 は

14 × 17 イ ン

チの検出面積を

持っています。

DR1417 では大

きくなった筐体

でも耐ショック

性を確保するた

めマグネシウム

合金をフレームに採用しています。大画角でありな

がらいずれもピクセルサイズ＝127μmと高精細

を維持しています。

　FXG-DR1012 は Co60 対 応、 大 画 角 の FXG-

DR1417は Ir192に対応しています。また、いずれ

の検出器もハンドルが取り外し可能で狭い空間でも

フレキシビリティを確保しています。

　FXG-DR1417はワイヤ接続とワイヤレス接続に対

応しています。ワイヤ接続時は電源も供給されるた

め、バッテリーの残量を気にせず測定することがで

きます。ワイヤレス接続の場合は、1回の充電で最

大960枚の撮影が可能です。またバッテリーは標準

で2個付属しています。

　FXG-DR1417は非破壊からセキュリティーまで対

応するためにハンドスイッチを使ったマニュアルト

リガーやオートトリガーにも対応しています。オー

トトリガーモードの場合、X線を照射するだけで自

動的に画像が取り込まれます。

株式会社リガク
（〒196-8666東京都昭島市松原町3-9-12、電話042-
545-8117）

渦流探傷器NORTEC600 シリーズ
　2014 年 5 月

に 渦 流 探 傷 器 

NORTEC600（ノー

テ ッ ク 600） シ

リーズを発売しま

した。渦流探傷法

は、構造物の溶接

部・航空機表面・表面近傍のクラック等、超音波探傷

法が苦手とする欠陥を検出できる手法で、塗装の上か

らも欠陥を検出できます。

　NORTEC600は NORTEC500の後継器で直感的に

使用できるようにユーザーインターフェースをゼロ

から見直した製品です。新機能のアプリケーション

選択メニューにより、「表面欠陥」「ボルト穴」「溶接

部」など検出対象に最適な条件設定をすばやく呼び

出せます。渦流探傷では検出すべききずとリフトオ

フを区別するためにゲイン・位相の調整が必要です。

NORTEC600ではリフトオフと検査対象きずを一度ス

キャンした後、その状態で画面をフリーズし一旦プ

ローブを対象物から外せます。フリーズ状態で位相・

ゲインを調整できるため検出したいきずの最適条件を

すばやく見つけることが可能です。

　これらの機能によりプローブ接続から検査準備まで

およそ1分以内で完了させることができます。信号を

より見やすくするための「全画面」機能により、信号

波形だけを画面一杯に表示できます。

　また、過酷な検査現場での使用を前提とし、すでに

超音波探傷器EPOCH 600で実績のある防塵・防滴性

能 IP66相当の筐体デザインを踏襲し、1.7kgの軽量

ボディーで約10時間のバッテリー駆動を実現しまし

た。

オリンパス株式会社
（〒163-0914東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス、
電話03-3340-2352）

組み合わせ例

NORTEC600 とウェルドプローブの適用例
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ＭＰ試験片
　磁粉探傷試験の教育を学生や一般社会人に行う際

に、教材の試験片が重く、錆びやすい、或いは錆び

対策としてメッキされている試験片を通電するたび

にメッキ膜が溶けて凹凸が生じ、使用する毎にサン

ドペーパーでこするなど手間が必要となる問題が発

生しています。

　これらの問題を解消する方法として日本溶接技術

センターでは、軟鋼と似た磁気特性を持つフェライ

ト系ステンレスに着目し、線状のきずを発生させ、

この方法を利用して錆びに強く、軽量化が容易にお

こなえる特徴を生かした教材の開発に成功しました。

磁粉探傷試験の試験片の形状を変えることにより、

コイル法、直角通電法、極間法などに使用すること

ができます。もちろん蛍光磁粉、黒磁粉のいずれに

も適用することができます。（写真参照）
　さらに浸透探傷試験の教材としても、染色浸透探

傷試験、蛍光浸透探傷試験のいずれにも適用するこ

とができます。（写真参照）
　さらに現状のＭＰ試験片以外にも色々な試験片を

現在試作中です。

一般財団法人日本溶接技術センター
（〒 210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町 2-11-19、
電話044-222-4102）

コンクリート中性化診断液
「アルカテック AC-1」
　近年、高度経済成長期に建設されたインフラの老

朽化に伴い修繕、新設工事の需要が急激に高まって

きています。特に、道路、橋梁、壁、上下水道など

の鉄筋コンクリート構造物のコンクリートは、最初

は強アルカリ性でありますが、長年の雨水や大気中

のCO2 がコンクリート表面や内部に接触することで

徐々に強アルカリから中性へと変化していき、内部

の鉄骨の腐食を引き起すため、その検査が急務となっ

ています。この中性化の診断方法は、コンクリート

をコア抜きし、JIS で規定されている試薬を塗布し、

その色の変化範囲を測定する方法が一般的です。

　試薬は、各自で調合した液等を、簡易スプレー容

器に詰替て使用しますが、①調合作業の手間②詰替

え時のこぼれ③保管時の大気中のCO2 による pH変

化等の問題がありました。

　「アルカテックAC-1」（特許出願中）は、試薬をエ

アゾール化したことで、管内の密閉性が保たれ、持

ち運びが容易であり、ボタンを押すだけで均一な塗

布が可能です。また、エアゾールの充填ガスには、

窒素ガスを採用しており、中性化測定液のpH変動

を生じさせることがなく、安定した検査を行うこと

ができます。

株式会社タセト
（〒 251-0014 神奈川県藤沢市宮前 100-1、電話
0466-29-5638）

磁粉探傷試験 浸透探傷試験

蛍光探傷 黒磁粉

「アルカテック
AC-1」

（特許出願中）

中性化診断結果（塗布した状態）
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2 チャンネル搭載
ポータブルデジタル超音波探傷器
　超音波を用いた試験材料の内部きずの検出や溶接

部に発生するブローホールの検出、また試験材料の

厚さ測定や腐食による減肉の検査など様々な検査が

あります。

　ここで紹介する「2チャンネル搭載のポータブル

デジタル超音波探傷器」は、2種類の探触子を同時

に使用することができるように、超音波の送受信回

路を2系統搭載しています。

　2チャンネル搭載のポータブルデジタル超音波探

傷器の用途としては、例えば斜角探触子と垂直探触

子を組み合わせて、材料内のきず検査と材料の厚さ

を同時に検査することができ、探傷器の画面には、

同時に２チャンネルの超音波波形と計測値及び探傷

条件を表示することができます。

　また、チャンネル個別の超音波波形の表示や探傷

条件を表示しないで超音波波形と計測値のみを表示

するなど検査用途に応じた表示方式が選択できます。

　2チャンネルを使った検査用途として斜角探傷と

垂直探傷の他に、周波数の異なる探触子を使用する

ことで検査対象とするきずの種類や大きさの異なっ

たきずを同時に検査することができます。

　また、測定範囲を変えて、狭い範囲の検査と広い

範囲の検査を同時に探傷器の表示器でみることがで

きます。

　その他、2種類の異なる探傷条件を設定して同時

に検査することができ、品質の向上と検査時間の短

縮を図ることができます。

菱電湘南エレクトロニクス株式会社
（〒 247-0065 神奈川県鎌倉市上町屋 214、電話
0467-45-3411）

渦流探傷器「ST-02X( α )/ST-04X」
　新方式を搭載した渦流探傷器「ST-02X( α )/ST-

04X」による溶接部探傷をテーマとした概要について

紹介させていただきます。

◆プロローグ
　高品質を目的としたTIG溶接の造管ラインでは溶

接直後にプローブ方式の渦流探傷器を設置し品質保

証のツールとして幅広く活用されています。

　近年、溶接精度と処理能力に優れたレーザ溶接に

よる手法も用いられ始めておりますがレーザ溶接は

光エネルギーを用いるためTIGラインの様な電磁性

ノイズの発生が低く抑えられていますので探傷条件

的に更なる検出性能アップに期待が持てます。

◆Ｑマルチ方式搭載で検出性能をアップ！
　位相分離性と感度の双方に対して同時にアップす

ることが可能な手法で微細欠陥検出性能に優れた探

傷方式です。

　SUS304溶接管φ 10の溶接線上に150μｍの貫

通穴を加工したサンプルを用いて方式の違いによる

検出信号の比較を行ったテストデータ（別図）です。

◆エピローグ
　レーザ溶接は画像処理系とプロセス制御により高

い品質保証性能を有するシステム構成となっており

ますが渦流探傷器を用いた複合的手法によって更に

次元の高い検査手法となり得る可能性があり正に温

故知新の手法と言えるかも知れません。

シュウテック
（〒 562-0043 大阪府箕面市桜井 3-7-32、電話 072-
723-1970）

2 チャンネル搭載ポータブルデジタル超音波探傷器

検出信号を比較したテストデータ
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水素法漏れ検査器「Sensistor Sentrac」
　水素法漏れ検査とは、ワークに水素5％窒素95％

工業用混合ガス (非可燃性ガス )を注入し、ワーク

の漏れ箇所より生じる微量の水素ガスを半導体セン

サによって検出することで、ワークの漏れの有無お

よび漏れ箇所の位置特定に使用する検査方法です。

この検査方法は、2012年制定の JIS Z 2330「漏れ

試験方法の種類及びその選択」で認定された漏れ検

査方法の一つです。

　水素法漏れ検査は、当社が2001年にスウェーデ

ンより日本国内に初めて紹介し、現在では自動車業

界、空調業界をはじめとする製造業界、そして保守

検査において実用化されています。

　新製品「Sensistor Sentrac」とは、現場での検査作

業の信頼性および効率を向上させるために開発され

た「使いやすさを追求した水素法漏れ検査器」です。

　特徴は

1）検査情報を手元（プローブディスプレイ）に表示

　・水素濃度または漏れ量表示

　・漏れ位置特定の情報を棒の長さで表示

2）微小漏れ検知に適し、漏れ位置の特定が容易

　・0.5ppm(5× 10-8Pm3/s)

3）設定操作が簡単、タッチパネルで操作可能

4）設備費およびランニングコストが安価

5) 特殊な技術は不要

株式会社エフアンドエーテクノロジー
（〒666-0111兵庫県川西市大和東1-52-1、電話072-
791-6240）

CIW検査業協会だより
一般社団法人 CIW検査業協会

☆平成 26年度第 5回理事会を開催
　平成 26年度第 5回理事会を 12月 4日 ( 木 ) に浜松
町東京會舘において開催し、会務報告、各担当理事か
らの諸活動の報告、建築鉄骨協議会設立準備会の報告
等について審議を行いました。また、第 6回理事会は、
平成 27年 2月 5日 ( 木 ) に開催の予定です。

☆平成 26年度東京都検査機関登録書授与式を開催
　平成 26 年度東京都検査機関登録書の授与式を 12
月 4日 ( 木 ) に浜松町東京會舘において開催しました。
西川孝夫検査機関倫理委員会委員長の挨拶のあと、高
橋壮太郎様 ( 東京都都市整備局市街地建築部建築企画
課 ) から更新申請のあった 21 社に登録書が授与され
ました。
【更新登録 21社】
( 株 ) ジャスト、エンジニアリングサービス ( 株 )、東
京理学検査(株 )、(株 )キューシーコンサルタント、(株 )
インテック、( 株 ) ダンテック、第一検査 ( 株 )、北日
本非破壊検査 ( 株 )、非破壊検査 ( 株 )、( 株 ) 検査サー
ビス、綜合非破壊検査 ( 株 )、( 株 ) エスティエス、( 株 )

ディーアイジェクト、札幌インスペクション ( 株 )、富
士検査 ( 株 )、( 株 ) アディック、( 株 ) 関東エンジニア
リングサービス、( 株 ) 構造エンジニアリング、( 株 )
相模理工、ソニック ( 株 )、( 株 ) さくら非破壊検査

☆今後の研修会予定
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』は、平成 27年 1月 25日 ( 日 ) に東京で
②コンクリートポンプ車の超音波探傷検査に関する研
修会（後援：( 公社 ) 建設荷役車両安全技術協会）は、
2月 22日 ( 日 ) に東京で
③NDI －レベル 3（基礎試験）のための受験対策講習
会は、3 月 14 日 ( 土 ) ～ 15 日 ( 日 ) に東京で、そ
れぞれ開催を計画しています。

＊「研修会・講習会」の詳細・お問い合わせ等は、
CIW検査業協会事務局（03-5820-3353）まで。また、
当協会ホームページ (http://www.ciw.gr.jp) にも掲載
しております。

新製品「Sensistor Sentrac」
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10．2015 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

　2015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くだ

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.

29 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 25日 (土 ) ～ 26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
　　東　京 ： 5月 16日 (土 ) ( 東京または大阪 )

　　大　阪 ： 5月 17日 (日 ) ( 大阪または東京 )

◎ 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 24日 (日 )

　2次試験

　　東　京 ： 7月 11日 (土 ) 

　　大　阪 ： 7月 12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 (2015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 】
　2015年 10月 1日認定分＞ 2015年 4月上旬

　2016年 4 月 1日認定分＞ 2015年 10月上旬
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　明けましておめでとうございます。
　昨年は、景気が穏やかに回復する一方、問題点も浮上した一年でした。円安が
収益にもたらす恩恵は産業間、大企業と中小企業間で濃淡をもたらしました。産
業別では、輸出機械をはじめとする機械産業、加工業種で大幅なプラスとなる一
方、石油・石炭製品製造業ではマイナスに影響しました。規模別では、中小企業
は大企業に比べて厳しく、円安の恩恵を受けにくいなか、コスト増の負担が一段
と深刻になった一年でした。溶接関連、検査関連については、おおむね良好な年
でしたが、今年の景気は、為替の動向によるところが大きく、目が離せない状況
が続きそうです。
　さて、RUMPES も皆様のご支援のお蔭で 29 年目を迎えることができました。
編集委員一同、気持を新たにして皆様に役に立つ情報を提供していきたいと思い
ます。今号は、新年にちなんで、我々の活動にご支援をいただいている皆様から
新年のご挨拶をいただいております。また、未年の年男・年女の皆様に今年の抱
負を語っていただきました。新春特別座談会として、主として CIW認定制度で
要求している品質マネジメントシステムについてご意見をいただいております。
他社の品質マネジメントシステムの運用状況を知っていただくことで、自社のマ
ネジメントシステムの参考にしていただければとの思いです。その他にも、CIW
検査業協会が主催する「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」の受講
者アンケート結果、最新の検査機器を紹介しました。楽しんでいただければ幸甚
です。
　最後になりましたが、皆様にとって良い一年になりますように！　　　　　　

　　　　　　　(M.E)


