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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 28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。

　昨年は欧米における景気上昇や円安、金融緩和な

どの影響でようやく国内製造業も、まだら模様では

ありますが業績の回復、上昇の軌道に乗ったように

みえました。しかし、後半には中国経済の減速が鮮

明になり、原油安の長期化、相次ぐテロ事件により

先行きの不透明感が増してきた年であったかと思い

ます。

　さて、日本溶接協会の諸事業はお陰様で大きな問

題もなく、順調に推移しております。最大の事業で

ある認証事業においては、昨年は溶接技能者、溶接

管理技術者ともに受験者総数は前年実績をかなり上

回り、技能者で4.9％増、管理技術者で6.7％増となっ

ております。

　ここに来てリーマンショック後の合理化の反動か、

鉄骨関係を中心に技能者不足が深刻となっており、

溶接協会としては安定的な人材の確保と育成にこれ

まで以上に注力していきたいと思っております。

　また、昨年、鋼橋の耐震補強工事において意図的

な不良施工と非破壊検査不正が発覚し、社会問題と

なりました。認証制度の根幹にも関わる重大事件で

あり、関係省庁とご相談しながら技能者、管理技術

者の倫理教育の強化、並びにCIW認定事業者の更な

る意識向上に努めたいと存じます。

　溶接検査認定委員会広報委員会においては、引続

き関係省庁、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。

　溶接・接合に関わる技術者、技能者の市場ニーズ

はこの10年以上、大きな変動はありませんが、大学、

企業などにおける研究者の数は減少の一途をたどっ

ております。このギャップの増大は将来に向けて由々

しき問題であり、協会としてもささやかではありま

すが、大学、中立機関の研究者を対象に研究助成を

昨年から開始いたしました。

　さらに、若年層、女性など日頃溶接になじみのな

い各位へ溶接工学、技術の重要性、面白さをアピー

ルするため、新たな紹介パンフレットの制作や、様々

な産業で使われている「溶接」を紹介する溶接レポー

ト漫画の制作を進めており、溶接管理技術者向け教

育漫画「溶接がってん」の続編も情報センターを中

心に次々とリリースしてまいります。

　また、全国指定機関委員会、全国工業高等学校長

協会とも連携して工業高校教員、生徒各位への働き

かけを強化してまいります。

　国際活動に関しては、昨年末より国内向けに ISO 

9606-1に基づく技能者認証を実施し、アジア溶接連

盟（AWF）によるアジア共通の ISO 9606に基づく

技能者認証も間もなく開始されます。

　今後は国内 JIS 検定との整合や、AWS、ASME認

証との関係付けが課題となってくるものと思われま

す。また、今年は従来のタイ、フィリピン、インド

ネシア、マレーシアに続いて新たにシンガポールに

おいて JWESスキームによる溶接管理技術者認証が

始まります。他のアジア諸国、アジア以外の新興国

からも制度導入の要請があり、協会としてどう対応

していくか、こちらも大きな課題であります。

　IIW 国 際 溶接技術者資格（IWE、IWT、IWS、

IWP）に関しては、昨年 IIWによる更新監査が終了し、

国際資格の認証も継続して進めてまいります。

　その他、部会、研究委員会活動、規格関係事業は

関係各位のご尽力により活発に進められており、関

係各位に改めて感謝申し上げます。

　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各位に感謝申し上げ

ますとともに、今年が各位により良い年となります

よう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。2016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、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。

　官庁営繕部では、官庁施設に関する効率的・効果

的な機能確保を目指して、「防災・減災対策」、「長寿

命化の推進」などの課題に積極的に取り組んでいま

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官庁施設の地震・津波

対策を積極的に推進する必要があります。さらに、

近年我が国においては、異常気象に伴う集中豪雨や

土砂災害が繰り返し発生しており、避難所や災害対

策活動の拠点として機能を発揮する防災拠点施設に

ついては、十分な対災害性能の確保や災害物資の備

蓄などにより、地域の防災・減災に資するよう整備

を進める必要があります。

　また、官庁施設の「長寿命化の推進」の取り組み

として、膨大な既存ストックを徹底的に利活用する

ために、各施設の点検が確実に実施され、計画的に

対策が実施されるよう保全指導・支援に取り組むと

ともに、新たに長寿命化改修をメニューに加えた「中

長期官庁施設整備構想」を毎年度策定することとし

ています。この構想は、全国を331地区に分け、各

地域での施設の中長期的な整備構想を取りまとめた

もので、この構想をベースに地方公共団体との連携

を強化し、国と地方公共団体の施設の集約・複合化

にも取り組むこととしています。

　様々な整備目的に合致した建築物の所要性能を実

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。特に鉄骨構

造物については、溶接接合の品質確保が重要であり、

溶接技術者の技量に加えて、公正かつ適確な溶接部

の試験が実施されることが極めて重要となります。

　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。このうち技術者に関しては、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がある者に該当

すると考えており、また、試験に関しては、貴協会

のCIW認定制度に基づく認定を受けた検査機関の活

用が考えられます。

　溶接接合に関して、技術者の能力と検査機関の品

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、国土交通省では現在、平成28年版の公共

建築工事標準仕様書の作成に向けた作業を進めてお

り、この改訂作業に際し、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。

　我が国は様々な社会問題に加え、巨大地震等の切

迫や自然条件の変化に伴う災害リスクの拡大など、

多くの困難に直面しております。国土交通省では、

これらの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

のご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 　光井　裕二
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　新年明けましておめでとうございます。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。

　昨年は、3月に東洋ゴム工業 (株 ) が製造した免

震材料の大臣認定不適合が発覚、10月に旭化成建材

(株 )がくい施工を行った工事におけるデータ流用の

発覚と、建築構造関係においては残念な出来事が続

きました。一方、土木の世界においては、落橋防止

装置等の溶接不良事案が発覚し、非破壊検査が有効

に機能していなかったことが判明しました。

　免震材料の大臣認定不適合は、不適合な製品を適

合とみせかけるために、長年に亘ってデータ偽造が

行われたことが明らかになっています。

　くい工事におけるデータ流用については、既成コ

ンクリートくいの施工時に記録し保存すべきデータ

が、何らかの理由で記録・保存等ができなかった場

合に、他のくいのデータを流用・転用することで、

適切に記録・保存されているように見せかけたもの

です。データ流用されていても構造安全性が確認さ

れている建築物がほとんどですが、この問題は旭化

成建材 (株 )1社だけでなく、業界の問題として捉え

られています。

　落橋防止装置等の溶接不良事案については、溶接

工程の意図的な一部省略、技量不足や溶接記号の確

認不足による溶接部の不具合、不正な検査報告書の

作成、立ち合い検査時の不正行為など、建築鉄骨に

とっても決して他人事ではない、忌々しき事態が発

覚しています。

　これらの事案に共通する単語は、やはり、「倫理」

だと考えます。くい施工データの再発防止策等を検

討している国土交通省が設置した有識者の委員会に

おいて、「『流用』というのは不正な行為であり、そ

れに対して罪の意識を持たなければならない。流用

を行った者だけではなく、経営者に対してもコンプ

ライアンスの徹底や意識改革を推進することが重要

である。」という委員発言がありました。これは、す

べての事案に共通することでしょう。

　一方、東京都は、鉄筋継手の性能確認方法が従来

の引張試験からUT検査に移行している状況を鑑み、

昨年12月 1日に鉄筋継手検査機関を17社、都知事

登録しました。UT検査では圧接継手断面の欠陥の全

ては発見できませんが、再圧接が不要となる等の引

張試験にはない利点もあり、適切な施工と共に信頼

性の高い非破壊検査が行われることで、継手性能確

認の有効な手段となることが期待されます。これま

での鉄骨溶接部検査機関と同様、鉄筋継手検査機関

についても、今後の活躍を大いに期待します。

　また、昨年12月には、内閣府から「南海トラフ

沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告」

が公表され、国土交通省により超高層建築物等の構

造設計に用いる長周期地震動の波形等の案が示され

ました。長周期地震動による大きな揺れによって超

高層鉄骨造建築物の梁端部は大変形し、その仕様に

よっては破断が生じる可能性があります。強度・靱

性を確保した良好な接合部とするため、ディテール

の工夫や内質検査の実施は非常に重要と考えます。

　非破壊検査は非常に便利な技術であり、今や、こ

れなくして、建築物は成り立ちえません。検査の信

頼性を高めることは、建築主やユーザー、設計者・

工事監理者、施工者、確認検査機関など、誰もが求

めるところです。信頼性の高い検査の実施、また、

都の関連制度の運用のためには、日本溶接協会並び

にCIW検査業協会のご活動とご協力は不可欠です。

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。

　最後になりますが、貴協会並びに会員の皆様のさ

らなる発展とご健勝を、そして、この新しい年がよ

り良き年になりますよう心から祈念いたしまして、

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。

　最近の国内外の社会情勢を見ますと、年を追うごと

にその年の動向を見通すことが難しくなってきたと感

じています。私たちを取り巻く社会が変化するのは世

の常ですが、年々その変化がより目まぐるしく、しか

もますます複雑になってきたのではないでしょうか。

これはインターネットの出現によるところが大きいと

思います。インターネットによって、世界中の誰とで

も情報のやり取りがスピーディに行えるようになりま

した。それによって世界は小さくなり、また人や物流

の行き来も盛んになりました。その半面、国内外を問

わず情報が行き交い、あふれる情報から必要な情報を

取り出して的確な判断を行うことが重要となっていま

す。ネットによるコミュニケーションを逆手にとれば、

テロも発生しうる時代なのです。このような世界の情

勢は日本にも大きな影響を及ぼしています。昨今の日

本の経済は以前にも増して海外の情勢に左右されるよ

うになりました。昨年の流行語大賞が爆買いであるこ

とからもわかるように、日本経済は欧米のみならず、

中国経済の動向の影響を受けるようになりました。

　さて、最近の当協会の活動を振り返ると、昨秋に改

正 JIS に基づく資格試験を開始したことを筆頭に、大

阪における新試験センターとして堺筋センターを開設

したこと、春季の非破壊検査総合シンポジウムや秋季

の講演大会におけるインターナショナルセッションと

いった学術行事を見直したことなど、年度当初の計画

にしたがって、いくつかの新たな事業を進めました。

ところが、年度当初に予想していなかったことが一つ

だけ発生しました。それは昨夏以降に、米国非破壊試

験協会(ASNT)の役員と4回も会合を持ったことです。

しかも4回の内の2回はASNT議長自ら当協会を訪

ねて来られたのです（写真は、前列右端からASNT専

務理事Arny Bereson氏、ASNT議長Terry Clausing氏、

筆者で、12月に当協会にて撮影 )。その理由はASNT

が昨年7月に公表した “A Global Vision” なる活動方針

にあります。その具体的な内容については割愛しま

すが、ASNTは、これまで自国内だけに内向きだった

ASNTの活動を世界に向けたグローバルなものに変え

るという方針の大転換を宣言したもので、4回の会合

を通じて多くの活動に関してASNT側から当協会に協

力依頼がありました。当協会としてはASNTとの連携

を強化し、基本的に先方の活動に協力する旨を伝えま

したが、中には難しい判断を要する事項もありました。

いずれにしてもASNTと年に 4回も会合を持つこと

は、いまだかつて無かったことで、米国さえも世界の

動きを無視しては立ち行かなくなるほど、世界が小さ

くなったのだと実感した次第です。なお、これらの会

合の成果を受けて、今秋にはASNTとの友好協定を改

訂する予定です。

　このようにいくつか新たな動きがある中で、当協

会が解決すべき課題は、2017年春期から始まる改正

JIS に基づく再認証試験への準備、継続的な事業のた

めの人材の育成と世代交代、魅力ある教育内容の構築、

会員制度改革、海外への情報発信を含めた広報活動な

ど、多く残っています。非破壊検査を用いて社会を安

全にし、人々に安心を与えることこそ、我々の使命で

す。今年もその使命を果たすべく、大局的な視点に立っ

て課題の解決に努めたいと思います。皆様からさらな

るご支援、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
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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。本年も会員一丸で日本溶接協会が運営する

「CIW認定制度」の一層の普及を図る活動を推進し

ます。検査業界の将来を担う若い世代に魅力ある業

界を継承するためには、次の時代を見据えた協会運

営が求められます。足元の繁忙期を好機ととらえ、

技術者の教育と連動して受注価格の見直しを実現す

ることが、会員各社、そして当協会にとって将来へ

の試金石になると確信して議論を重ね、具体策を打

ち出していく方針です。

　CIW認定制度をめぐっては、日本溶接協会溶接検

査認定委員会が2014年秋以降、15年春、秋と相次

いで、当該事業者に対して警告処分、認定停止処分

を行いました。今の時代、公正さを欠いたら最後、

信用は一瞬にして失われます。公正さを欠くことに

よる制裁は、当該企業はもちろん、社員、そしてそ

の家族にまで及ぶことを肝に銘じ、改めて信用の重

さを考えてほしいと思います。

　15年度、新たに立ち上げたあり方検討委員会は、

アンケート結果などを踏まえ、これまでの活動の延

長線上でCIWの認知・制度拡大を図る青写真を示し

ています。倫理や公正というキーワードは、契約適

正化、会員サービスなどの骨子と並列の位置付けで

あり、活動の継続によって好影響がもたらされると

期待しています。あり方委員会には腰を据えて結論

を出してほしいと考えています。

　検査業界は、建築をはじめ、プラントなどを含め

て繁忙期を迎え、引き続き技術者不足が共通の課題

となっています。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。

　今後の安定成長を遂げるための基盤として、期待

したいものの一つに、東京都が15年度から運用を

開始した都鉄筋継手部検査機関登録制度があります。

都は昨年 12月 1日付で第 1回都知事登録を行い、

登録簿には17社を掲載しています。都鉄骨溶接部

検査機関登録制度と同様、当協会の契約適正化推進

実行委員会の活動を通じて全国に広がることを期待

する次第です。

　当協会の企画広報理事会では、協会の枠を超え、

将来の検査業界を担う次世代スタッフの研修会を検

討しています。スタッフの教育や、検査会社同士横

のつながりを深める企画であり、15年度内の開催に

向け調整を進めます。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。

　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」は、15年度の全国工

業高等学校長協会・夏季講習会との同時開催と、青森、

広島両県を加え、計10回開催しました。15年度は

2月に茨城県で開催する計画です。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

業省が非破壊検査を広く認知してもらうための本企

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推

し進めていく所存です。

　景気の良いうちに技術者不足を補うために研修会

などを積極的に企画し、次世代にいい状態で継承で

きる組織づくりが協会活動の基盤となります。今後

到来する不況に耐えられる組織を再構築するため、

課題を一つ一つ克服していく方針です。

　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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　正に、「光陰矢の如し。」である。今年でRUMPES創刊30

周年を迎えることとなった。RUMPES編集に係わった歴代

編集委員の方々、無理なお願いにも関わらず原稿を起草く

ださった執筆者の方々、陰で支えてくれた協会事務局、編

集に尽力された産報出版メンバー、そして、RUMPESの読

者の皆様に、編集委員長として謝意を表したい。

　30年前の某日、仙田先生から「CIWの活動を会員各社に

伝えるためにニュースのようなものを発行したらどうだろ

う。」とのご相談をいただいた。それまでは、CIW認定会社

ごとの認定技術者一覧を小冊子にして認定会社に定期的に

配布していたが、それに代えてCIW関連のニュースを会員

会社などに伝えたいとの仙田先生のお考えであった。仙田

イズム（検査会社の教育・育成、そして、最終的には検査

会社の社会的な地位向上）推進の意図がバックグラウンド

あったように推察している。これがRUMPES（旧CIW通信）

の始まりであった。最初は、仙田先生、事務局の高山氏と3

人で企画・編集を始めた。CIW認定制度の紹介、認定会社

紹介、技術資料、試験問題の解説などが記事の中心であった。

しかし、創刊から2年目にして仙田先生が急逝された。先

生の追悼号を編集せざるを得なかったことは、なんとも残

念であった（1988 Vol.2,No.3）。

　平成2(1990)年は、RUMPESにとって画期的な年となった。

7月に、CIW認定委員会側委員、CIW協議会側委員、産報

出版メンバー並びに協会事務局から構成される「CIW通信

編集委員会」が誕生した。当委員会で度重なる討議を経て

次第にRUMPES編集に関する基本方針が固まってきた。そ

れらは以下のようなものであり現在に至っている。

１．CIW認定委員会の広報誌として、広く内外に溶接検査

認定委員会の意向・動向を正確に、しかもタイムリーに

伝える。

２．CIW認定制度の車の両輪である（一社）CIW検査業協

会（旧CIW認定事業者協議会）側の意向・動向を伝える。

　これを受けて、「協議会だより（新CIW検査業協会だより）」

の項が設けられた (1992 Vol.6,No.3～ )。

３．CIW認定制度を普及させるため、同制度の宣伝誌とし

て活用する。

　従来は読者層を主に内部のCIW関係者と考えていた

が、CIW認定制度を利用する、あるいは、利用するであ

ろう各種機関、業界などに宣伝活動を行う。そのため、

RUMPESの配布先も、それ等の機関、業界にも拡充する。

４．CIW関係者の関心事を幅広く取り上げていく。

　関心のある最新の技術情報、非破壊検査業界の動向・情報、

そして、それを取巻く産・学・官の関連情報等を幅広く

取上げる。

５．上記1～4を通して仙田イズムの浸透を図る。すなわち、

検査会社の教育・育成を図り、最終的には検査会社の地

位向上に貢献する。

６．読者が楽しく読めるよう、肩の凝らない記事も必要に

応じて配置する。

　最初の随想は東亜非破壊検査（株）の池田氏にお願いし

たが (1987 Vol.1,No.4)、それ以来、多くの方に執筆いただい

ている。中野氏の「ホールインワン」(1991 Vol.5,No.2)、松

山氏の「私と写真」(1991 Vol.5,No.4)などはそれぞれのお人

柄が滲み出ており素晴らしい。以降、「“男の台所 ”奮戦記」

(1998 Vol.12,No.2～)、「迎春 年男年女」(2011 Vol.25,No.1～)、

「お国自慢・我が社の自慢」(2012 Vol.26,No.3～ )等が紙面

を賑わしている。

　ところで、RUMPES創刊時のCIW認定会社数が38社で

あったものが、一時は173社 (2000年10月時点）を数え、

現在は122社となっている。また、創刊時に比べ検査会社

の社会的な地位も格段に向上してきている。まさに、30年

の歴史を感じさせる。にもかかわらず、CIW認定制度の普

及は進んでいないのが現状である。今後は、RUMPESの重

要な使命の一つである“CIW認定制度の普及”を果たすべく、

企画・編集にあたる所存である。

〈ご参考〉
　CIW委員会では広報活動の一環として、ホームページを

開設しています。“CIW”と入力して探索すれば、簡単にホー

ムページに辿り着けます。ホームページから、すべての

RUMPESの記事が閲覧可能です。

6．RUMPES 創刊 30 周年を迎えるにあたって
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 　江端　誠
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　CIW通信「RUMPES」創刊 30周年、誠におめで

とうございます。これもひとえに、この間携わった

江端編集委員長はじめ多くの編集委員の皆様のご尽

力とご支援の賜物と存じます。改めて敬意を表しま

すとともに心より感謝とお祝いを申し上げます。

　RUMPESは CIW認定制度を広めるためになくては

ならない広報誌です。発行元の一般社団法人日本溶

接協会溶接検査認定委員会は、CIW認定事業者に加

え、関係官庁・団体などにも配布先を広げています。

CIWを知ってもらうためには最高の媒体であり、今

後も広く関係各位の目に触れ、コミュニケーション

を図るツールとして活用されることを祈念いたしま

す。

　RUMPES との関わりは編集委員を拝命した20数

年前にさかのぼります。当時は内容が固く、まじめ

な印象が強く、江端委員長と相談して、非破壊検査

とは関係のない、息の抜ける頁として設けたのが、

現在まで続いている随想の原点です。なかでも印象

に残っているのは、松山委員が奥様の写真を掲載し

た「私と写真」（Vol.5No.4）です。その後、私自身

が執筆した「『温泉考』？」（Vol.9No.2）、江端委員

長による「魚釣り」（Vol.9No.4）などと続いていく

わけですが、この企画も回を重ねるごとにまじめに

なっていったと記憶しています。

　また、鉄筋のガス圧接部の検査に関する特集号

（Vol.12No.3）も印象深い企画の一つです。同特集号

では住宅・都市整備公団（現・都市再生機構）の工

事共通仕様書や東京都建築工事標準仕様書の解説、

日本圧接協会（現・日本鉄筋継手協会）の鉄筋ガス

圧接部超音波探傷検査技術者資格認定制度の概要に

加え、日本超音波検査（現・ジャスト）の池ヶ谷氏

による「鉄筋ガス圧接部ＵＴの技術解説」などを掲

載したところ、非常に反響が大きく、在庫がなくなっ

たことが忘れられません。タイムリーな情報である

ことはもちろんのこと、非破壊検査技術をわかりや

すく解説することがいかに関係者の関心を集めるか、

という点で思い出に残っています。

　私がRUMPES編集委員会に出席するようになった

のはCIW検査事業者協議会（現・CIW検査業協会）

幹事に就任以降であり、先輩から声をかけられこと

がきっかけでした。当時は明確な任期もなかったと

記憶していますが、約10年間委員として携わる中で、

用意した原稿がボツになったことや、委員会各位で

温泉旅行に行ったことはいい思い出です。

　委員退任にともない、検査会社に所属する委員は

団体から推薦することとし、3年の任期で交代する

協力関係は現在も続いています。

　RUMPES が創刊 30周年を迎えたことを機に、こ

れからの30年に向け、次世代による発想力向上に

期待します。検査員に読ませるためには、検査員が

見て面白い企画でなければなりません。難しく考え

るのではなく、検査員が常日頃思っていることを記

事に反映してほしいと思います。同時に内容が固い

ものにならないように、親しみやすい誌面が理想で

す。また、CIW認定事業者に加え、関係省庁に配布

されていることを踏まえた発想も重要であると考え

ます。読者に「何が載っている？」と毎回興味を抱

かせるような誌面が届けられるように、今後も編集

委員会を中心に盛り上げていってほしいと思います。

最後になりましたが、RUMPES が 30周年の大きな

節目を迎え、次の時代へ向けて更なる躍進を遂げら

れるとともに、編集委員会の皆様のご健勝をお祈り

いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

7．創刊 30 周年に寄せて
一般社団法人 CIW検査業協会　会長 　逸見　俊一
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　CIW通信第1号の書き出しは、「CIWとは、…」から始まる。

　溶接構造物は、そのころから大型化、高速化、そして高圧

化する。またプラント設備では、内容物の爆発性、腐食性、

高温高圧などに対しての安全確保の観点から、その品質管理、

品質保証に非破壊検査の有効性が認識されていた。

　またこのころ、鉄骨工事・溶接部の検査は、CIW認定検

査事業者に所属する検査員によることが、東京都と住宅・

都市整備公団の建築工事仕様書に明記されたことも重なり、

CIW通信第1号の書き出しには、社会的責務への意気込み

を感じる。

　当初は、各地に所在する認定事業者の溶接知識と検査技術

の向上に随分と主眼を置いたようだ。その後RUMPESとし

て版も改まったころ、私もその編集委員として参加させてい

ただいた。編集委員会での記事の提案には毎回無知を恥じ

た。同席する編集委員に助言を求めながらの、つたない委員

だった。記事に窮したときは、手の届かないテーマであって

も産報出版の委員に取材を提案する。これがありがたいこと

に、どこにでも臆することなく乗り込んで記事にして来てく

れる。今でもこの強引とも思える行動に、尊敬の念と感謝の

気持ちを忘れていない。

　また、記事の一つに建築にかかわる連載講座を企画した。

材料、溶接、設計、施工管理そして検査と、それぞれの専門

家に懇切な講座を提供していただいた。もちろん建築にかか

わる業種は、ほかにも基礎、配管、電気、塗装、内装などと

多く、一人一業種で物事は完成しない。専門の層の厚さに感

心した記事であったことが印象深い。

＊

　最近、この物づくりの一員にほころびとも感じるニュース

が世の中を騒がした。

　数年前の耐震偽装、免震ゴムの性能改ざん、基礎杭のデー

タ転用、分野は違うが肥料成分の誤記、落橋防止の検査疑惑

など。それぞれの社会的責務はどこに消えてしまったのかと

思う。

　結末は致命的である。マンション建て替え、設備の交換、

　資格剥奪、そして企業の信用失墜、中には消失した企業も

ある。ただ、事態の顛末が一人のあるいは企業の一部所の安

易な判断によることとされてしまっているような気がしてな

らない。施工管理が工程だけを気にしているわけでもなく、

設計者が費用だけを意識しているとは思えない。国内独特の

下請け構造社会で、当事者の持ち前の理性が埋没してしまっ

たことも考えられる。

＊

　技術は積み重ねができる。産業革命から時代を経て人が空

を飛び、宇宙までをも視野に入れている。微小世界では、ウィ

ルスをもとらえ、ニュートリノの質量までテーマにしている。

それぞれが先人の積み上げた知識や技術をさらに積み上げ、

あるいはより深く掘り下げて得る事によるものと思う。

　だが、こと精神に関わる行動は、この積み重ねができない

ことのように思う。社会的責務の骨組みとなる倫理や公正は、

辞書では数行の説明で終わる。また10人が10人、この問

いに正答する。過去の事例や知識としての自覚はあるが、当

人の行動の制御には働かない。倫理姿勢は人ひとり一代限り

のもので、技術のように受け渡しができないもののようだ。

我々が所属するCIW検査業協会でも公正・不正が何年かご

とに課題になる。致命的結末にならないためにも、社会的責

務を履行するためにも、倫理姿勢や公正な検査のための周期

的な運動は必要なのかも知れない。

＊

　日本は細く長く、東西にも南北にも地域の独自性を感じる。

気候差もある中で産業もそれぞれに適応して発達している。

この中で活躍する検査員にRUMPESは、日々進歩する技術

を解説し、認定事業者の技量の標準化を担っている。進化す

る溶接技術や溶接構造物のニュースも配信し、地域差の解消

や時流への適応を支える。また、読者からの提言や技術論文

の受入れと間口も広いので、ときどきは倫理姿勢や公正の在

り方なども記事として配信してもらいたいと思う。

　我々が社会的責務を堅持しようとするとき、やはり

RUMPESの役割は大きい。

　RUMPES創刊30周年、おめでとうございます。

8．RUMPES 創刊 30 周年に寄せて
綜合非破壊検査株式会社　取締役社長 　村田　康彦
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9．ASNT Annual Conference 及び NDT 関連会議 に参加して
学校法人ものつくり大学 　大岡　紀一

　米国ユタ州、Salt Lake City の Salt Palace Conven

tion Center において、2015 年 10 月 26 日から 29

日まで ASNT Annual Conference が開催された。こ

れに併設して、ISO 9712（JIS Z 2305:2013 非破壊

試験技術者の資格及び認証）で規定している訓練用

シラバスに関する ISO/TC 135/SC 7/WG 9会議及び

ISO 9712 の実施に対応する ICNDT（International 

Committee for NDT）での検討グループである ICNDT 

WG 1（Qualifi cation & Certifi cation）会議及び ICNDT 

Special Task Force 会議が開催された。

１．ASNT Annual Conference
 

　10月 27日から始まった特別講演としてのHonor 

lecture, Plenary Address 及び Keynote Address は毎朝

8:00から行われ、いずれの会場も300名を超える参

加者で盛況であった。

　講演に引き続いて、1セッションに4件の講演が

1日当たり、8セッション（第3日目の最終日は7セッ

ション）が組まれ、3日間で100件以上の発表が行

われた。100～ 200名収容可能な会場で、いずれの

会場も多くの参加者であった。

　10 月 26 日には早朝 7:00 ～ 11:00 まで Special 

Event と し て “Digital and Film radiography-Compa

rison and Contrast” に 関 す る Seminar が ASNT の

Penetrating Radiation Committee によって準備され

たもので、Film と Digital のコントラストの相違の

詳細を説明する趣旨で開催され、拝聴したが、基礎

的な内容が多く、また、DR、CR、CTなどを技術者

に理解してもらうことも目的としていた。そのた

め、研究的な内容というよりは現場の技術者向きの

seminar であった。

　 一 方、5 つ の Short Course と し て、A) How to 

Deliver on Eff ective  Technical  Presentation B) How 

to Establish and Maintain an NDT Program C) Master 

Class in TOFD data Analysis D) Advanced Phased 

Array Applications E) Interactive Discussion of US 

Nuclear Regulatory Commission’s Title 10,Code 

for Federal Regulations, Part 37, Part 20 and Field 

Inspectionsが設けられ、これらに参加することによっ

て、再認証のポイントとなることから、4時間のコー

スにも関わらず、これらの会場も一杯であった。

　10月 28日に行われたASNT Awards Banquet では

7名の Fellow の表彰の他、Conference への協力者、

関係者などの表彰の中で、8名の 50 year Member 

recognition が発表され大喝采を受けた。一方、バン

ケットに先立って、古い順番に歴代の会長が紹介さ

れ、夫婦での入場は一層盛り上がりを見せた。

　今回の Conference では、QSA Global、Olympus、

Carestream NDT、Circle Systems及び PINEの 5つが

Sponsor であり、10月 26日から3日間開催された

展示場には190を超えるNDT関連会社などが出展

し、連日多くの参加者で賑わっていた。

　さらに、Conference 中に併設して開催された会議

では、ASNTは Certifi cation Management Council（通

称CMC）を開催して、NDT Level Ⅲ及びACCP（ASNT 

Central Certifi cation Program）などに関して 50 名

以上のメンバーによって議論が行われており、1時

間ほどオープンで行われたため、参加することがで

きたが、そのスケールの大きさには驚いた。今後、

ASNTは技術者の資格及び認証について、第3者認

ASNT Annual Conference オープニング
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証制度である ISO 9712を IDTで全面的に取り入れ

て進める方向を正式に打ち出してきたことから、日

本における ISO 9712（JIS Z 2305）は勿論のこと、

ACCPに関しても、今後の進展が期待される。

２．NDT関連会議

２．１　ICNDT WG 1会議
　ASNT Annual Conference に併設して ISO 9712 の

実施及び運営に関わる件を検討する ICNDT WG1会

議が12ヶ国から19名の出席のもと開催された。

　2015 年の Action plan について ICNDT の MRA

文 書 の 改 正、ISO 9712:2012 の Interpretation、

Practical Examination の試験体、Guidelines for NDT 

training syllabuses (ISO/TR 25107 及び 25108)、更

新を再認証に置き換えての再認証期間短縮、ICNDT 

MRAに関連しての Ethics、ICNDT主催のWorkshop 

on Qualification and Certification 及 び Condition 

Monitoring、NDT Coordinator あ るいは NDT Engi

neer の資格・認証などが討議された。

　一方、2015年 9月にコロンビアのカルタヘナで

開催された前回の ICNDT PGPC 会議において設置

が承認された ICNDT の組織再編を検討する Special 

Task Force 会議が開催された。今回のこの会議での

検討の結果、各地域からのコメントをまとめた案及

び会費について、年内に各地域（アジア・太平洋非

破壊試験連盟、欧州非破壊試験連盟、アフリカ非破

壊試験連盟、パン・アメリカ非破壊試験連盟の４つ

の地域）で取り纏め、来年の1月 29日に英国で行

われる ICNDT会議に併設してこの会議を行い、各地

域の意見も踏まえて検討することとなった。

２．２　ISO/TC 135/SC 7/WG 9会議
　ISO/TC 135/SC 7/WG 9 では、7ヶ国から 17 名

の出席のもと開催された。ロシア提案のMagnetic 

Memory Method（MMM）について ISO 9712 に追

加して資格認証を行いたい旨の報告があった。

　一方、ISO/TR 25107のシラバス、ISO/TR 25108

の教育訓練機関、各種試験方法における試験装置、

Training Staff、UT の Calibration Block、Reference 

Block などに関して検討を行った。次回は2016年 6

月の ISO/TC 135総会に併設して行われる同会議で

検討が進められる予定である。

　以上、米国のASNTにおけるNDTの活動状況を

紹介するとともに、技術者の資格、認証に関わる

ICNDT及び ISOの一端を紹介した。詳細は次の機会

に紹介させて頂き、今回の報告がCIWに携わる事業

者の一助となれば幸いである。

ICNDT Special Task Force 会議の参加者
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10．迎春　年男・年女－ 2016 年申

次の年男に
向けて…

新日本非破壊検査株式会社
川口　眞

『節目の年に』

株式会社ダンテック
辻　美保

　新年あけましておめでとうございます。
　今年で 3 回目の年男を迎える川口です。今回、
4 回目の年男である上司に代わり、恐縮ですが、
RUMPES の投稿依頼を受けることとなりました。
　入社し、今年で 14 年目に突入します。入社して
約 10 年間お世話になった部署から今の部署に変わ
り、4年目を迎えようとしています。
　以前は、発電所等の定期点検における非破壊検査
業務に携わっていましたが、現在は、貯槽タンクの

　新年明けましておめでとうございます。
　事務員として入社し、今年 3年目を迎えます。
　20 代より、プラント関連・土木会社と、ガテ
ン系の職場で事務員として過ごしてきましたが、
“ 非破壊検査 ” をよく知らずに入社しました。実際
に現場へ出ることはありませんが、書類を通して
日々、技術員の方々の仕事を教えて頂いておりま
す。
　年齢を重ねても、新しい知識を得られるという
ことは有難いことだと感じています。
　私事ですが、今年二十歳になる娘がおり、彼女
の成長を通し、社会人としての自覚を再認識する
とともに、責任感が増してきたように思えます。
　年女という節目に、母として、一人の大人として、
彼女の手本になるように、これからも笑顔を絶や
さず仕事をしていきたいと思います。　　　　　

　　　　　　　（つじ・みほ）

　
幸せになろうよ

北日本非破壊検査株式会社
丹治　裕介

　新年あけましておめでとうございます。
　入社から早や 9年、毎日が充実しているせいか、
月日が経つのを早く感じるようになりました。1月
1日に出産予定の 2番目の宝も、この原稿が掲載さ
れている頃には我が家を幸せにしていると思いま
す。
　私のモットーは「笑顔で幸せになろう」です。仕
事をしていれば、いろいろなことがあります。一喜
一憂していては体がもちません。なかなか合格にな
らない溶接継手があっても、笑顔で取り組むように
努めています。現在は RTをメインにしていますが、
笑顔でいると、休憩時に缶コーヒーをいただいたり
することもあります。「缶コーヒーをいただいても判
定は覆りませんよ」と、お決まりの態度を示し、現
場を和ませることもありました。
　本年は 3回目の年男となります。節目と考え、更
に飛躍出来るよう笑顔で幸せになろうと思います。

（たんじ・ゆうすけ、35歳）

建設現場での非破壊検査業務及び作業に関わる計画
等を行っています。しかし、建設現場に関する知識
がまだまだ未熟なため、現場環境の激しい変化に四
苦八苦しながら日々の業務を行っています。
　また、基本的に長期出張が多い部署であるため、
愛する家族に会えず、いつも寂しい思いをしていま
す。久しぶりに娘に会うと、つまらないことを教え
込んでしまい、それを嫁に見つかり、怒られ、また
新たな出張に行くといったサイクルで１年が過ぎて
います。
　今後は、そろそろ、肉体的・精神的にも衰えが出
てきそうなので、今以上に節度を持った生活習慣を
心がけ、次の年男に向けて、社会人として更に磨き
をかけ、魅力的な「アラフィフ」を目指して頑張り
たいと思います。

（かわぐち・まこと、35歳）
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サル年

株式会社シーエックスアール
木次　勝

　
“健康第一 ”

非破壊検査株式会社
高野　佳三

　新年あけましておめでとうございます。
　今年で 3度目の年男を迎え、光栄 ( ？ ) にも執筆
依頼を受けましたので稚拙ながら、筆をとらせて頂
きました。
　「非破壊検査」という仕事に就いてから約 10年と
いう日々が過ぎました。
　その中で私は、仕事をしっかりやるコツは「健康
管理」にあると会社から教わりました。季節の移り
変わりを肌で感じつつ、頭を使いながら体を動かす
この仕事では、「体調不良では良い仕事は出来ない」
という教えのもと、今まで切磋琢磨し、健康的な食
事を心がけてきました。その結果体重が落ちたので
すが、旧友や両親と久しぶりに会うと、「もうちょっ
と太った方が良いんじゃないか？」「痩せる協力はで
きないが、太る協力はできる」と言われて、たくさ
ん食べるように勧められます。昔から私を良く知る
人たちには、痩せてきたことが心配なようです。
　今年の目標としては、健康診断の結果を見ながら、
適度に体重を増やして、健康的に過ごすことです。
元々太りやすい体質のため、太り始めたら止まらな
いので十分な注意が必要ですが。
　最後になりますが、皆様のご健勝とご自愛をお祈
り申し上げます。

（たかの・けいぞう、35歳）

感謝

株式会社シンワ検査
平田　合愛子

　新年あけましておめでとうございます。
　私は今年で3回目の「年女」を迎えることになりました。
　私は他の人と変わった経歴かもしれませんが、平成 14
年に新卒でシンワ検査に入社し、2年で 1度退職、その
後他社で派遣社員として働きながら、結婚・出産を経て、
平成 23 年に再度シンワ検査に入社し、はや 4年半が過
ぎました。
　技術部に所属し、部内の事務全般を行っております。
仕事内容としては安全書類の提出、それに伴う作業員名
簿や健康診断、免許・資格証の管理、その他、現場で必
要となる資格試験の受講や受験の申込手続きです。
　私は再入社という異例の経歴をもっていますが、新入

社員の頃と変わったのは、周りの方の状況も見ることが
できるようになったことです。
　新入社員の頃の私は「自分は精一杯頑張っている。だ
から認めてほしい。」そんな自己中心的な思いばかりを
周りに押し付けていましたが、今は、「周りの人も全員
がそれぞれ頑張っている。頑張るのは当たり前。そこに
結果が伴って、初めて評価がついてくる。会社は全員の
努力があってこそ成長していく。」そんな社会人の常識
がやっとわかってきました。
　そしてそこにあるのは、周りの人への感謝の思いです。
　技術員の方は、夏は猛暑の中、冬は極寒の中、体を張っ
て作業をし、くたくたになって会社に帰ってこられます。
いつも頭が下がる思いです。
　私はそんな技術員の方ができる限り現場に集中できる
ように、技術員の方を陰ながらサポートしていきたいで
す。
　そして今年も、技術員の方が事務所に帰ってきたとき、
「お疲れ様です。」を感謝の気持ちを込めて言える毎日を
送りたいと思います。

( ひらた・りえこ )

　新年あけましておめでとうございます。
　サル年生まれのマサル ( 勝 ) と申します。
　私は、小学校まで大分県にいましたので、別府の高崎
山 ( 猿の山 ) へよく通いました。
　高崎山のお猿さんとはチャンバラをしたり、けん玉で
遊んだり、それはもう家族のように大変かわいがっても
らいました。
　このことが関東のお猿にまで伝わっているようで、つ
い先日わたしの趣味の一つであるゴルフを楽しみに南房
総の方に行きましたところ、プレー中に山のお猿さん達
が挨拶に降りてこられたなんてこともありました。
　さて、世間ではおサルのことを猿公（えてこう）なん
ていいますが、サルの発音が去ると聞こえるのでこれを
忌み嫌い、『去る』でなく手に入るを意味する『得手』とし、
更に人間に親しみを持ってもらえるように『公』をつけ
たということだそうです。
　得手不得手といいますが、誰でも得意分野がある方が
楽しいし気分が良いので、他者よりも勝る（まさる）こ
とは大事なことでしょうが、私の場合は常日頃、他者
に勝るより己に勝つことを信条にせねばと思っておりま
す。
　私も今年で還暦を迎える 5回目のサル年ですが、定年
を迎えても、『去る ( サル ) 者日々に疎し』とならぬよう、
これからも夜の巷で申出鬼没をもって皆様にお会いした
いと思います。
　今年も、よろしくお願いします。ごきげんよう。

（きつぎ・まさる、59歳）
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CIW検査業協会だより 一般社団法人 CIW検査業協会
☆平成 27年度第 4回理事会を開催
　平成 27年度第 4回理事会を 12月 3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
諸活動の報告等について審議を行いました。また、第 5
回理事会は、平成28年 2月 4日 (木 )に開催の予定です。

☆平成 27 年度東京都鉄骨溶接部検査機関登録書授与式
を開催
　平成 27 年度東京都鉄骨溶接部検査機関登録書の授与
式を 12 月 3 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、高木洋平 ( 東京都都市整備局市街地建築部建築企画
課 ) 様から新規申請 2社、更新申請 3社に登録書が授与
されました。
【新規登録 2社】
太陽検査 ( 株 )、( 株 ) 建材サービスセンター
【更新登録 3社】
日本工業検査 ( 株 )、( 株 ) ジャパンエコーサービス、エー
ス・エンジニヤリング ( 株 )

☆明日を担う次世代のための非破壊検査セミナーの開催
報告及び今後予定
　日本非破壊検査協会、日本溶接技術センターの共催を
得て 12年度から全国展開しているセミナーで

　①第 9 回 平成 27 年 11 月 13 日青森県立弘前工業高
等学校にて開催、参加者 34名

　②第 10回 平成 27年 12 月 28 日広島県立広島工業高
等学校にて開催

　③第 11 回 平成 28 年 2 月 28 日茨城県立水戸工業高
等学校にて開催予定

☆今後の研修会予定
　①非破壊検査関連業界研修会を平成 28 年 1 月 31 日
( 日 ) に東京・秋葉原で開催します。内容は、倫理教
育をしていますか？、改定派遣法と請負契約、NDI
試験制度の現状と非破壊検査関連業界に望むこと

　②東京都知事が認定する研修会案【建築物の工事にお
ける試験及び検査に関する研修会（鉄骨溶接部に係
る）】の本年度、第3回目を平成28年 1月 24日 (日 )
に東京で、第 4回目を平成 28年 2月 21 日 ( 日 ) に
大阪で開催します。

　③NDI －レベル 3（基礎試験）のための受験対策講習
会は、3 月 12 日 ( 土 ) ～ 13 日 ( 日 ) に東京で開催
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（電話 03-5820-3353）まで。
また、当協会ホームページ (http://www.ciw.gr.jp) に
も掲載しております。

11．2016 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

　2016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.30 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 23日 (土 ) ～ 24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 14日 (土 ) 
　　大　阪 ： 5月 15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 ： 5月 22日 (日 )
　2次試験
　　東　京 ： 7月 9日 (土 ) 
　　大　阪 ： 7月 10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(2016
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
合せください。
【 認定時期と認定申請の案内時期 】
　2016年 10月 1日認定分＞ 2016年 4月上旬
　2017年 4 月 1日認定分＞ 2016年 10月上旬
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Vol. No. 発行年・号 目次

001-01 1987 Jan.

1．CIWとは
　1．1　認定経緯
　1．2　CIW認定の概要
2．官公庁の CIW認定制度適用について
3．CIW試験問題の解説
4．技術資料
　4．1　溶接部に発生が予想される代表的な溶接割れ
　4．2　磁粉模様の幅の経過時間による変化とそれに及ぽす
試験体の傾きの影響
　4．3　溶接部の超音波探傷試験における基本的留意事項
5．CIW認定事業者の現状
　5．1　認定事業者の分布
　5．2　認定事業者一覧（本社所在地）
　5．3　認定事業者の認定部門・登録者数
　5．4　認定事業者の部門別登録者数
　5．5　認定事業者のNDI・WEC資格者数
6．検査会社・ファブリケータ等別NDI 特級・1級ベスト
30"

001-02 1987 Apr.

1．CIW技術者に要求されるもの
2．CIW認定の推移
3．CIW認定事業老＝会社紹介＝
4．CIW試験問題の解説
5．技術資料
　5．1　溶接部の特性と設計概念
　5．2　放射線透過試験における透過度計の配置が識別最小
線径に及ぽす影響＝焦点側とフィルム側＝
　5．3　非破壊試験施工方法確認試験に用いる試験体の作製
とその欠陥の確認方法の例
6．お知らせ

001-03 1987 Jul.

1．WES2021 における欠陥の評価方法とその適用例
2．CIW試験問題の解説
3．技術資料
 　　溶接部の浸透探傷試験＝低温における探傷＝
4．CIW認定事業者＝会社紹介＝
5．CIW認定事業者の認定部門・登録者数
6．CIW認定事業者のNDI・WEC資格者数
7．検査会社・ファブリケータ等別NDI 特級・1級ベスト 30

001-04 1987 Oct.

1．透過写真の像質区分とその適用例
2．CIW試験問題の解説
3．技術資料
　3．1　鋼溶接継手の曲げ試験と非破壊検査（MT，PT，
RT）の関係＝その 1＝
　3．2　省令 81号第 1種容器溶接部の非破壊試験
4．健脚
5．CIW認定事業者＝会社紹介＝
6．お知らせ

002-01 1988 Jan.

1．「CIW通信」発行 2年目を迎えて
2．CIW試験問題解説
3．技術資料
　3．1　鋼溶接継手の曲げ試験（その 2）
　3．2　溶接部の電磁誘導探傷試験について
　3．3　余寿命評価の基本的な考え方
4．視点
5．CIW認定事業者＝会社紹介
6．CIW認定事業者の認定部門・登録者数
7．CIW認定事業者のNDI・WEC資格者数
8．検査会社・ファブリケータ等別NDI 特級・1級ベスト 30

002-02 1988 Apr.

1．線形破壊力学の非破壊試験への適用
2．CIW試験問題の解説
3．技術資料
　3．1　タンデム探傷法による内部溶込み不良の検出方法と
その適用例（その 1）
　3．2　隅肉溶接部の磁粉探傷試験
4．CIW認定事業者＝会社紹介＝
5．CIW認定事業者の認定部門登録者数

002-03 1988 Jul.

1．追悼
2．CIW試験問題の解説
3．技術資料
　3．1　磁粉模様の形成に及ぽす塗膜厚さの影響
　3．2　タンデム探傷法による内部溶込み不良の検出方法と
その適用例（その 2）
4．CIW技術者として思うこと
5．CIW認定事業者＝会社紹介＝
6．CIW認定事業者のNDI・WEC資格者数
7．検査会社・ファブリケータ等別NDI 特級・1級ベスト 30
8．仙田先生を偲ぶ

002-04 1988 Oct.

1．非破壊検査事業者の実態調査について
2．技術資料
　アルミニウム T溶接継手の透過写真の濃度分布改善のため
の肉厚補償用くさびについて
3．CIW試験問題の解説
4．非破壊検査との関わりの中で
5．CIW認定事業者＝会社紹介＝
6．CIW認定事業者の認定部門登録者数

Vol. No. 発行年・号 目次

003-01 1989 Jan.

1．ごあいさつ
2．CIW認定事業者のNDI 資格数について
3．技術資料
　3．1　線源及び感光材料の組合せと識別最小線径との関
係
　3．2　管円周及び板 T溶接継手の撮影方法
4．CIW試験問題の解説
5．CIW認定事業者＝会社紹介＝
6．和して同ぜず

003-02 1989 Apr.

1．技術資料
　1．1　溶接継手の残留応力の測定
　1．2　放射線の照射方向が階調計の濃度差に及ぼす影響
2．CIW試験問題の解説
3．CIW認定事業者＝会社紹介＝
4．CIW認定事業者の認定部門・登録者数
5．検査会社・ファブリケータ等別NDI 特級・1級ベスト 30
6．お知らせ

003-03 1989 Jul.

1．仙田富男先生の一周忌にあたり
2．溶接構造物の診断
3．CIW試験問題の解説
4．CIW認定事業者＝会社紹介＝
5．私の海外経験
6．お知らせ
7．CIW認定事業者の認定種別・NDI 資格者数
8．検査会社・ファブリケータ等別NDI 特級・3種ベスト 30

003-04 1989 Oct.

1．「守り」から「攻めの検査」へ
2．技術資料
　2．1　放射線透過試験で検出しなければならない微細欠
陥に対する撮影条件の設定手順
　2．2　透過写真の等級分類における試験視野の設定方法
の私案について
3．CIW試験問題の解説
4．台湾縦断印象記
5．CIW認定事業者＝会社紹介＝
6．CIW認定事業者の認定部門・登録者数

004-01 1990 Jan.

1．CIWの歩み
2．技術資料
　2．1　現場における超音波探傷試験の問題点
　2．2　保守検査における欠陥評価技術の一考について
　2．3　管内走行技術を利用した検査の現状と今後の課題
3．CIW試験問題の解説
4．今後の検査
5．平成 1年 CIW連絡会について
6．CIW認定事業者＝会社紹介＝
7．検査会社・ファブリケータ等別NDI 特級・3種ベスト 30

004-02 1990 Apr.

1．人との出会い
2．技術資料
　2．1　ステンレス鋼溶接部への電磁透導探傷試験の試み
　2．2　微細な割れと磁粉探傷試験における疑似模様
3．CIW試験問題の解説
4．WES8701 の改正点
5．CIW認定事業者＝会社紹介＝
6．CIW認定事業者の認定部門・登録者数

004-03 1990 Jul.

1．90 年代を迎えて
2．技術資料
　2．1　外観検査
　2．2　溶接・加工技術の進歩と非破壊検査
3．お知らせ
4．CIW試験問題の解説
5．CIW認定事業者＝会社紹介＝
6．検査会社・ファブリケータ等別NDI 特級・3種ベスト 30

004-04 1990 Oct.

1．CIWの最近の動向
2．技術資料
3．CIW試験問題の解説
4．台湾に招かれて
5．CIW認定事業者＝会社紹介＝
6．CIW認定事業者の認定部門・登録者数

創刊 30周年記念特集　RUMPES の軌跡　総目次（Vol.1  No.1  ～  Vol.8  No.4）
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Vol. No. 発行年・号 目次

005-01 1991 Jan.

1．非破壊検査事業者認定制度の 25周年にあたって
2．安全管理と品質管理
3．CIW認定制度の概要
4．CIW認定制度の官公庁適用について
5．CIW認定事業者のNDI 資格数について
6．溶接検査事業者懇談会の活動状況
7．祝辞
8．座談会「非破壊検査事業者の役割と非破壊技術の将来」

005-02 1991 Apr.

1．非破壊検査事業者認定制度の 25周年にあたって
2．品質保証とは
3．我が社の品質保証活動の
4．CIW試験問題の解説
5．CIW認定事業者＝会社紹介＝
6．ホールインワン
7．CIW認定事業者一覧
8．お知らせ

005-03 1991 Jul.

1．鉄骨不祥事件に関する通達
2．CIW認定事業者協議会代表幹事通達
3．建築鉄骨工事の不良，検査の不良についての概要
4．東京都向けパンフレット
5．シンボルマークシールプレスについて
6．UT検査技術者に望むこと
7．検査会社に期待するもの
8．読売新聞の不良鉄骨報道に思う
9．CIW認定事業者協議会の活動状況
10．お知らせ

005-04 1991 Oct.

1．建築鉄骨検査技術者研修会（ダイジェスト）
2．設計から見た検査の位置づけ
3．私と写真
4．CIW認定事業者＝会社紹介＝
5．CIW認定事業者一覧
6．お知らせ

006-01 1992 Winter

1．年頭挨拶
2．ユーザーサイドを考慮した品質の確保を
3．建築鉄骨の検査業務実態調査結果について
4．技術資料
　4．1　建築鉄骨の継手の特長とその溶接
　4．2　建築鉄骨における超音波探傷検査の注意点
5．CIW認定事業者協議会の活動状況
6．お知らせ

006-02 1992 Spring

1．建築確認申請における鉄骨建築について
2．建築鉄骨の溶接と欠陥について
3．CIW認定事業者＝会社紹介＝
4．新製品紹介
5．CIW認定事業者一覧
6．我がゴルフ人生

006-03 1992 Summer

1．より合理的な非破壊検査手法の確立を期待して
2．技術資料
　2．1　橋梁の溶接
　2．2　橋梁における非破壊検査
　2．3　橋梁における超音波自動探傷検査について
3．協議会だより
4．認定証授与式及び懇親会
5．お知らせ

006-04 1992 Autumn

1．溶接橋と非破壊検査
2．横浜ベイブリッジ主塔の狭開先溶接
3．橋梁の検査
4．懇談会の実施について
5．CIW認定事業者一覧

Vol. No. 発行年・号 目次

007-01 1993 Winter

1．巻頭言
2．検査報告書フォーマットについて
3．建築鉄骨検査業務実態調査
4．建設省住宅局建築指導課長通達について
5．CIW認定事業者協議会発足 10周年を振り返って
6．協議会だより
7．今昔雑感
8．お知らせ

007-02 1993 Spring

1．CIW認定の 30年の歩み
2．鉄骨造建築物に係る検査技術者研修会概要
3．建築工事共通仕様書改定について
4．新製品紹介
5．認定事業者一覧
6．お知らせ　

007-03 1993 Summer

1．祝辞
　社団法人　日本非破壊検査協会
　社団法人　非破壊検査振興協会
　社団法人　軽金属溶接構造協会
2．座談会
　認定委員会 30年と今後
3．協議会だより
4．お知らせ

007-04 1993 Autumn

1．ご挨拶
2．祝辞
　通商産業省工業技術院
　認定事業者協議会代表幹事
　㈱シーエックスアール
　検査エンジニヤリング㈱
　新日本非破壊検査㈱
　東亜非破壊検査㈱
　非破壊検査㈱
　㈱ニチゾウテック
　石川島検査計測㈱
　㈱大検
　日本溶接検査㈱
　北日本非破壊検査㈱
3．写真で見る CIWの 30年

008-01 1994 Winter

1．年頭の挨拶
2．松山格氏藍緩褒章受章にあたって
3．大岡紀一氏通商産業大臣表彰受章にあたって
4．CIW30 周年記念行事について
5．平成バトルロイヤル
6．建築鉄骨部の受入れ検査業務の共同受注の進めについて
7．鉄骨の外観検査における社内教育について
8．新製品紹介
9．協議会だより
10．認定事業者一覧
11．お知らせ

008-02 1994 Spring

1．我が国における品質システム審査登録制度その現状と
　将来展望
2．英国の審査員資格取得奮闘記
3．鉄骨 UT用 R．B．作成検討ワーキング・グループの活動
4．協議会だより
5．ニューフェイス

008-03 1994 Summer

1．CIW認定制度と非破壊検査適格事業者審査制度について
2．（社）日本鋼構造協会（JSSC）の動向
3．新製品紹介
4．協議会だより
5．CIW認定事業者一覧
6．CIW認定会社の全国分布

008-04 1994 Autumn

1．溶接継手の外観試験の基準値について
2．建築鉄骨溶接部検査の外観検査マニュアル
3．新製品紹介
4．協議会だより
5．ニューフェイス

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

過去の RUMPES については、日本溶接協会ホームページの下記URLより

閲覧が可能です。

http://www.jwes.or.jp/mt/shi_ki/ciw/archives/06rumpes/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.jwes.or.jp/mt/shi_ki/ciw/archives/06rumpes/
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　明けましておめでとうございます。
　昨年は、免震ゴムの性能データ改ざん問題に始まり、杭打ちデータの改ざん問
題、そして落橋防止装置の問題と立て続けに建築・土木業界に大きな問題が起き
た年でした。その中でも非破壊検査業界にとっては、落橋防止装置の問題は一番
関連が深く、新聞・テレビでの報道の影響もあり、大きく「クローズアップ」さ
れました。この問題では、残念ながら、CIW認定事業者が関与していたため、溶
接検査認定委員会 (CIW認定委員会 ) として当該事業者に対して処分をくだしま
した。東京オリンピックまでは非破壊検査業界も忙しくなることが予想されます
ので、気を引き締めご対応をお願いしたいと思います。
　さて、「RUMPES」も皆様のご支援のおかげで、創刊 30周年を迎えることがで
きました。編集委員一同、気持ちを新たに、皆様に役立つ情報を提供していきた
いと考えておりますので、引き続きご協力をお願いします。
　今号では、関連省庁・関連団体を代表して国交省の光井氏、東京都の大熊氏、
日本非破壊検査協会の廣瀬会長、CIW検査業協会の逸見会長から年頭のご挨拶を
いただきました。CIW検査業協会の逸見会長及び歴代の「RUMPES」の編集委員
の代表として綜合非破壊検査 ( 株 ) の村田社長からは、創刊 30周年に対するお祝
いの言葉をいただいております。また、申年の年男・年女の皆様に抱負を語って
いただきました。ものつくり大学の大岡氏には、ASNT Annual Conference 及び
NDT関連会議の出席報告を掲載いただきました。
　最後になりますが、皆様にとって本年も良い年でありますように。　　　　　

　(T.U)

http://www.jwes.or.jp/



