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お知らせ
「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

RUMPES（ランプス）とは：
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。

1．特別座談会

CIW 関連の最近の不祥事について
―その原因と再発防止に向けて―

< 出席者 >( 順不同 )

水沼

渉氏（一般社団法人日本溶接協会専務理事）

藤岡

和俊氏（一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会認定審査委員会副委員長）

春原
逸見
佐藤

匡利氏（一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会倫理委員会委員）
俊一氏（一般社団法人 CIW 検査業協会会長）
文俊氏（一般社団法人 CIW 検査業協会倫理担当理事）

末次

純氏（一般社団法人 CIW 検査業協会）

< 司会 >

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認定審査委員会委員長）
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江端

本日はご出席いただきありがとうございま

す。今回は、一般社団法人日本溶接協会（以下、溶
接協会）の CIW 認定制度に関して、2014 年度以
降相次いで発覚した不祥事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江端です。
CIW では認定審査委員会委員長を務めています。
本日は宜しくお願いします。さて、今回の座談会で
は溶接協会、一般社団法人 CIW 検査業協会（以下、
検査業協会）からそれぞれ 3 名にご出席いただき、
一連の不祥事の原因と再発防止について、忌憚のな

水沼

いご意見をいただけたら幸いです。それでは溶接協

渉氏

会、検査業協会の順に自己紹介をお願いします。

理担当理事を務めています。これまで一貫して建築

水沼

関係の非破壊検査に携わっています。

溶接協会専務理事の水沼です。15 年、京都

府内の国道 24 号勧進橋で発覚した落橋防止装置の

末次

溶接不良に端を発して、国土交通省、経済産業省の

であり、検査業協会の理事も昨年 5 月に退任しま

要請を受け、溶接協会では溶接に関する認証の大き

したが、現在もいろいろな形で協会活動に関わって

な枠の中で、再発防止に向けた対応を推進していま

います。

す。溶接管理技術者（WE）、溶接技能者（WO）の
認証とともに、CIW 認定に関しても溶接協会規格
（WES）の改正を進めているところです。

非破壊検査の末次です。当社では非常勤顧問

国交省、経産省の要請に対応
江端

ありがとうございます。早速本題に入りた

電子科学研究所の藤岡です。三菱重工業で

いと思います。溶接協会溶接検査認定委員会では

30 数年、原子力機器の非破壊検査、品質管理、供

2014 年 秋 以 降、15 年 春、 秋 と 相 次 い で、 当 該

用期間中検査などに携わった後、発電設備技術検査

CIW 認定事業者に対して警告処分、認定停止処分

協会に約 10 年在籍しました。溶接協会溶接検査認

を行いました。特に落橋防止装置の溶接不良を巡っ

定委員会では認定審査委員会の副委員長を務めてい

ては、マスコミでも取り上げられ、非常に大きな社

ます。

会問題となり、CIW 認定事業者 2 社が処分の対象

春原 東京都防災・建築まちづくりセンターの春原

となりました。まずは落橋防止装置に関する国交省

です。溶接協会溶接検査認定委員会では倫理委員会

と経産省の要請について、水沼専務にお聞きしたい

の委員を務めています。東京都では長年、構造関係

と思います。

の確認検査業務に携わりました。

水沼

逸見

検査サービスの逸見です。CIW 検査業協会

勧進橋以外の落橋防止装置でも不良品が見つかった

の会長を務めて 16 年になります。2014 年以降の

ことを受け、再発防止策を検討する国土交通省の有

不祥事を受け、当協会では倫理や公正をキーワード

識者委員会は 15 年 12 月 22 日、中間報告をまと

にさまざまな活動を展開しています。今の時代、公

めました。

藤岡

正さを欠いたら最後、信用は一瞬にして失われます。

勧進橋の落橋防止装置の溶接不良発覚以降、

中間報告を受け、12 月 25 日には、国交省、経

公正さを欠くことによる制裁は、当該企業はもちろ

産省から当協会会長宛に「落橋防止装置等の溶接不

ん、社員、そしてその家族にまで及ぶことを肝に銘

良の再発防止」の要請書が発行され、① CIW 検査

じ、改めて信用の重さを考えてほしいと会員には繰

事業者認定制度について、例えば当該分野における

り返し理解を求めています。

ISO 9001 を活用した品質管理向上のあり方につい

佐藤 日本工業検査の佐藤です。検査業協会では倫

て検討すること（経産省）②非破壊検査事業者の認

2

CIW 通信 Vol.30 No.2 Spring, 2016

CIW 通信

Vol.30 No.2 Spring, 2016

す。
江端

WE 等への対応はいかがですか。

水沼

溶接は製造業の基盤技術であり、かつ難しい

製造工程であるがゆえに WE が責任をもって溶接
品質の管理をすることが必要不可欠です。したがっ
て、WE の責任を明確にするとともに倫理規定を導
入し、WE の管理責任を明確化することで再発防止
を図る方針です。また、審査の厳格化を行い倫理規
定違反に対し厳格な処分を行います。そのため、関
藤岡

和俊氏

連規格を速やかに改正するとともに、倫理教育を継
続的に実施し受験者への周知徹底を図ります。WO

定審査の厳格化や WE 等の認証における倫理規定

へも同様の倫理規定の導入と周知徹底に取り組みま

の導入及び審査の厳格化を図ること（国交省）③必

す。

要に応じて内部調査委員会を立ち上げ、今回の不正

実は道路橋示方書では、鋼橋製作に関して、WO

行為等事案の原因究明を徹底的に行い、不正行為を

の資格は求めているのですが、WE の資格に関する

働いた者・企業に対する対応について検討すること

記載はありません。今後 WE の責任の明確化にあ

（国交省）――の各項目に関する検討および対応を

たっては、示方書に WE を明示していただくこと

要請されました。
当協会では、WE 認証委員会、WO 認証委員会、

もあわせて議論していく方針です。
江端

内部調査委員会による調査および原因究明

溶接検査認定委員会でそれぞれ対応を検討し、1 月

と、不祥事に関わった者・企業への対応はいかがで

29 日に国交省、2 月 10 日には経産省に回答しま

すか。

した。

水沼

江端 具体的な対応についても説明願います。

倫理委員会が調査委員会となり原因の究明を行った

水沼 CIW 認定制度は、ISO 9001 のマネジメント

結果、溶接検査認定委員会は当該検査会社に対して

システムの基本的な考え方をほぼ全て採用していま

15 年 10 月 1 日付で CIW 認定の停止を行っており

すが、今回の不祥事を真摯に受け止め、CIW 各委

ます。また、同様の指摘を受けた検査会社 1 社に

員会で原因調査と再発防止の検討を行った結果、主

対しては 2 月 8 日付で警告の処分を下しました。

に

落橋防止装置の製造会社に関しては、当協会が関与
① ISO 9001 における経営者責任項目の CIW 認

CIW 認定に関しては、溶接検査認定委員会

できる資格は個人資格である WE と WO だけとな

定制度への追加② CIW 認定における審査の厳格

ります。WE、WO に関する調査委員会を立上げ、

化――の 2 項目を中心に改善し、CIW 認定制度を

当該製造会社への調査を実施し、対応を図る方針で

ISO 9001 と同等以上の制度とすることで再発防止

す。

を図ることといたしました。

江端

経営者責任を要求する審査項目を追加し、経営者

続いて溶接検査認定委員会の対応について、

藤岡副委員長から説明願います。

の倫理遵守や派遣等の業務形態に左右されない管理

藤岡

すでに WES 8701「溶接構造物非破壊検査

責任の明確化に加え、現在の品質マネジメントシス

事業者等の認定基準」の改正作業を開始しており、

テムで規定している審査項目に経営者責任項目およ

今年 6 月を目標に改正を完了し、7 月から 8 月に

び発注者との契約内容の確認等の項目を加え、審査

かけての次回の認定審査から審査項目に追加する計

の厳格化を図ります。また、同時に品質強化に向

画です。

け関連会社への ISO 9001 の導入を指導する方針で
3

の 2 点を特に重要視しました。
コンクリートの試験は見た目にもわかりやすいの
ですが、溶接部の検査に適用する非破壊検査は我々
にとって非常にわかりにくい世界でした。
さきほど立場と指摘したのは、何を根拠に非破壊
検査の結果を信頼するのかという観点では、検査員
個人よりも検査会社の立場のほうが実は大事である
ということであり、検査会社が大事ということは、
検査会社がどういう経営理念で、あるいは現在どう
逸見

俊一氏

社内検査と受入検査
江端

ありがとうございます。長年建築鉄骨に携

いう経営状態かといったことなどを調べなければな
らないという背景から制度設計を進めた経緯があり
ます。
江端

春原委員から東京都の知事登録制度につい

て、検査会社の立場が重要との指摘がありました。

わってきた経験から、倫理委員会の春原委員は落橋

有識者委員会の中間報告でも同様に、当該検査会社

防止装置の問題についてどのような印象をお持ちで

の立場が不明確だったことを問題の一つに挙げてい

すか。

ますが、勧進橋の問題について、非破壊検査事業者

春原

東京都は、「建築物の工事における試験及び

の見方はいかがですか。

検査に関する東京都取扱要綱」に基づき試験機関と

逸見

検査機関の知事登録制度を運用しています。試験機

れたとおりに検査する品質管理のための検査は昔で

関は主にコンクリートの強度試験および鉄筋圧接部

あればごく当たり前のことでした。ただ、勧進橋の

の引張試験を実施する機関であり、検査機関は主に

件では、立会検査の際、検査員が探触子の向きを変

鉄骨溶接部の外観検査、超音波探傷検査を実施する

え、エコーが出ないようにしたことが明らかになり

鉄骨溶接部検査機関と、鉄筋継手の外観検査、超音

ました。これは倫理的にあってはならないことです。

波検査を実施する鉄筋継手検査機関があります。

製作者側から自主検査として頼まれて、言わ

他方、行政の示す溶接に関する仕様の形骸化とい

建築物を建築する際に行われる中間検査・完了検

う側面も浮き彫りになりました。鉄骨溶接部の検査

査では、工事監理者などから建築主事等に対して建

に関して最も厳格な東京都の制度では、社内で品質

築工事施工結果報告書が提出されます。この報告書

管理を行う検査会社は、検査会社として扱いません。

には、建築材料や接合部等の重要な試験・検査結果

橋梁に限らず、以前事故が起きた遊園施設も同様

が記載されており、建築主事等が建築物の品質の確

で、仕様には「検査をしなさい」と書いてあるだけ

保を判断する際に非常に重要なものとなります。本

でした。検査会社の立場から言えば、仕様は詳細に

知事登録制度は、この重要な判断材料である試験 ･

示してほしいのです。仮に K 開先が書いてあっても、

検査について、正確かつ公正に実施するための条件

図だけではわかりません。完全溶込みなのか、部分

等を満足した試験機関及び検査機関を知事登録する

溶込みなのか、詳細に示していただきたい。

ことにより、構造強度に関する規定の適切な運用を

また、今回は、とにかく社員を信用して出さざる

図り、建築物の安全性を確保することを目的として

を得ない検査会社の弱点を再認識しました。社内検

います。

査、品質管理のための検査と、受入検査を明確に分

知事登録制度の立ち上げに当たり、溶接部の検査

ける取り組みも重要です。当協会では注意文書など

については、相応の技術力が求められることと、当

を通じ、自己防衛の実践を繰り返し発信しています。

該検査会社がどういう立場にあるかを審査すること

東京都の知事登録検査機関は注文書などすべての書
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類を求められますが、一般的に社内検査の場合、契
約書を結んでいないケースが多いようです。当協会
では今回の件を一つの教訓として、引き続き注意喚
起に努めていく方針です。
江端 一般的に社内検査の場合、契約書を結んでい
ないケースが多いとの指摘がありましたが、検査業
協会では改善を促す指導も行っているのですか。
逸見 はい、
これまでにそういう指導もしています。
江端 佐藤理事、末次さんはいかがですか。
佐藤 勧進橋の事例をみると、受入検査という概念
春原

がなかったのだと思います。要はファブから受けて、

匡利氏

ファブへ行って検査している。これは製造者の検査

ていくかが、システムを役に立たせる、あるいは、

ですよね。製品を受け入れるところが検査をしてい

実際のものにしていくという意味では、大変難しい

ない。そういうシステムが今回の事態を招いた大き

重要な問題となります。その点で経営者のコミット

な要因であると考えます。また、製造者は不良溶接

メントとは何であるかというと、常に末端の現場で

をしても出荷すればその後に検査をしないことは認

マネジメントの思想がきちんと実現されている、シ

識しているのです。元請が立会いには来るのですが、

ステムが現実に動いていると確認することが必要で

結局そこで問題を起こさないようにうまくすり抜け

はないかと考えます。

れば、すべて出荷できるのです。やはりこのシステ

勧進橋に関わった検査会社は、検査員に任せて、

ムを変えていく必要があると思います。

経営者は現場で何が行われていたのかわからなかっ

末次

た。それがいいことなのか悪いことなのかも判断し

私の経験から言えば、勧進橋のケースは、

40 年から 50 年前の検査会社を想起させるもので

ていないという、そういう会社の形態が問題になっ

した。結局、きちんとした検査を行うためには、顧

たと捉えています。

客との間で何をどういう方法で行うのか取り決めな

品質マネジメントシステムと、会社の経営、要す

ければできないはずです。仮に取り決めた内容に不

るに利益を上げて黒字にするということは、相容れ

備があった場合、それに気が付かなければ、検査会

ない面もあるとの認識も一方ではあるかと思うので

社として自己防衛はできません。今回は 1 人の検

すが、そうではなくて、やはりマネジメントシステ

査員に任せ、検査会社の社長は把握していなかった

ムをきちんと運用してはじめて、会社が経営できる

ということですが、これでは言い訳にならないと思

状況に社会全体がなっていく必要があると思います。

います。

水沼

勧進橋に関する調査を通じて、検査の解釈に

ただ、ご指摘のとおり、検査会社は確かに弱い立

驚きました。今回、落橋防止装置の製造者、検査会

場にありまして、顧客からの要求をなかなか断り切

社との間に契約書は存在せず、すべて口頭によるも

れないといいますか、それに反発し切れないという

のであり、双方で検査の解釈も異なりました。国交

側面もあります。それができるように、検査員が判

省は第三者検査の認識で発注しています。元請も、

断するのではなく、会社として判断できるようなシ

一次下請の製造者も第三者検査と言うのに対し、検

ステムを構築する必要があると思います。

査会社は社内検査であると捉えていました。実態は

当社の ISO 9001 認証取得に携わって感じたこと

社内検査に近いものと思います。ところが、製造者

は、マネジメントシステムというのは文書だけでは

は第三者に発注しているから第三者検査という認識

ないということです。文書を元にして、実際の現場

でした。契約書も存在しないため、双方食い違った

においてそれが実現されていることを、どう担保し

ままで作業をしているのです。
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少なくとも受入検査なのか社内検査なのかお互い
に理解しておかないと、このような事態を招くこと
になります。
江端 本当に初歩的な話ですね。
水沼 初歩的なことですが、双方への聞き取りを通
じて最低限必要とつくづく感じました。
春原 つくる人と買う人とは違うところに頼んだか
ら、これは第三者という単なる言葉の意味だけを捉
えたものです。
水沼 そうですね。
末次

春原 実態は、社内検査かもしれないし受入検査か

純氏

もしれない。建築の世界もそうですが、第三者検査

要視するとの指摘がありましたが、どのようなアク

という言葉が好きなのです。したがって、何でも第

ションを検討されているのですか。

三者検査という言葉を使いたくなる。しかし、当該

水沼

の検査の立場 ( 性格 ) は、検査会社に誰が発注した

して倫理規定を導入します。一番重要なのは社会的

のかによって定まるわけです。したがって、実態は

通念に違反する行為に対し認証を取り消すことがで

社内検査か受入検査のいずれかなのです。安易に第

きるようにし、明示することです。また、認証の発

三者検査という呼称を用いることによって、検査の

行に際しては、今後倫理に反する行為は行わないと

立場が根拠も無く「公正なもの」であるかのように

宣言した文書に署名してもらう方向で検討を進めて

みせてしまう。ここが大きな問題ですね。

います。

倫理に関する取り組み
江端

CIW 認定の業務確認に際してヒアリングを

具体的には WE・WO 双方について、原則と

江端 WE・WO に対する講習なども考えているの
ですか。
水沼

はい。一つは講習の中に取り入れることであ

行うと、倫理観が若干欠けているのではないかと感

り、もう一つは、WO は更新が実技のみであるため、

じる場面があります。勧進橋以外の警告処分を下し

受験会場で何らかの形で倫理規定に関して周知を図

た 3 社についても、やはり経営者自体の倫理観が

る方策を検討します。

若干欠如しているのではないか、あるいは、従業員

江端

に適切に倫理という概念が伝わっていないのではな

ですか。

いかと切実に感じました。藤岡副委員長、今回の

逸見

WES 8701 改正にあたり、倫理に関してはどのよ

文書を発行してきました。ただ、文書だけでは、な

うに捉えているのでしょうか。

かなか伝わらないということで、倫理理事会で協議

藤岡 倫理は守って当然のことなのですが、あえて

した結果、会員企業の社員 1 人 1 人に伝えること

倫理を取り上げなければならないのは、不祥事の再

を念頭に、「不正検査撲滅運動

発防止を図るためです。関係者は一様に理解してい

しません」と明示した黄色のワッペンを配布して、

るつもりなのですが、トップマネジメントとして、

会員の全検査員のヘルメットに張ってもらう活動を

紙に書いて貼ったというだけではなく、会社全体へ

展開する予定です。個人的には倫理は難しく考える

の浸透を徹底していただく方向性を、改定に際して

必要はなく、周りの信頼に応えることであると考え

WES に示すことが我々審査側の要求です。

ます。ワッペンの配布を通じて当協会の全検査員に

江端 倫理に関しては、水沼専務から、非破壊検査

周知を図る方針です。

事業者だけでなく、WE・WO についても倫理を重

江端
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検査業協会の倫理に関する取り組みはいかが
従来から会員企業に向けて、さまざまな形で

我々は不正検査を

逸見会長は常日頃、1 人の検査員が不祥事を
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自己防衛の重要性
江端

ありがとうございます。さて、倫理について

さまざまな意見をいただきましたが、発注側が適切
な対応をとらないと、検査会社の立場は弱いものに
なる。したがって、その弱い立場をいかに守るかと
いうことも大切であると改めて感じたところです。
勧進橋の例でも落橋防止装置の製造者に多分に悪意
がなかったとは言い切れません。そういう企業と関
佐藤

文俊氏

係した場合、弱い立場となる検査会社は自己防衛を

起こすことで、会社の信用は失墜すると指摘されて

しなければなりませんが、具体的にどのような方法

います。

があるのでしょうか。

逸見 はい。

逸見

江端 そう考えると、愛社精神の醸成が再発防止の

レットには、受入検査と社内検査は同一の会社で

一助になり得るとも考えられますがいかがですか。

あってはならないと明示しています。当協会では従

末次 検査員は常に、顧客からの要望と、技術に基

来から、この方針に則り、社内検査を行っている工

づく考えとの狭間で業務にあたっています。正しい

場では受入検査を止めるように理解を求めていま

仕様書、要領書が提示されるのではなく、ときには

す。自己防衛に関しては、何よりも責任の所在をはっ

顧客の都合で検査方法の変更を求められるかもしれ

きりさせることです。顧客との打ち合わせの内容に

ません。その際に、「それは間違っている」と言い

関しては明快にサインをいただく。顧客が難色を示

得るだけの力を検査員に与えないといけません。そ

すのであれば、「抜き取り箇所は貴社指示による」

こが難しいところですね。当社の場合は、1 人で判

と記載する。完成していないのにすべて検査したよ

断せずに、おかしいと思ったら、必ず上層部に連絡

うに取り繕うのは、これまでの警告処分と同じ構図

し、上層部で判断する形を取っています。現場の最

です。検査箇所を指示される場合は、社内、受入を

前線の技術者にその部分を任せるということは、相

問わず、
「検査箇所は貴社指示による」と記載する

応の負担があると思います。だからそれは、会社ぐ

ことが自己防衛の一つになると考えます。

るみで対応していくということでないと、いけない

藤岡 2 月に警告処分を行った検査会社を調査した

のではないかと思います。ただそこで、顧客の言う

過程でも、検査箇所を指示された検査と、全体の抜

ことが倫理的におかしいと気が付いてもらわないと

取検査が混同され、すべて出来上がってから抜き取

いけません。顧客が言うから、そのまま応えるとい

らなければならないという概念が欠けていたようで

うのではなく、これはおかしいというとこに気が付

す。

くだけの倫理教育は常に実践しなければなりませ

末次

ん。

際、結果的に警告処分を受けた検査会社からは、社

江端 やはり教育も大事であると。

内検査と受入検査の区別に関して、実際はわかって

末次 はい、大事ですね。単に倫理を守りなさいで

いるにもかかわらず、区別しなかったという印象を

はなく、具体的にどうするかという教育です。

受けました。そういう考えを改めて、きちんとした

江端 倫理というと非常に抽象的ですから、何が良

形で会社を経営する方向へどうやって持っていくか

くて何が悪いのか、具体的に示さないとわからない

は結構難しい問題もあると思います。

かもしれないですね。

江端

溶接協会が発行する CIW 認定制度のパンフ

過去に検査業協会理事の立場で調査に行った

正に経営者の倫理ですね。
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春原 私は一番大事なのは発注者の意識だと思いま
す。発注者責任について議論しないと、倫理は解決
できないと思います。高い品質を求めているのか、
あるいは、安くつくってほしいのか。この意識一つ
とっても大きな違いです。言うまでもなく請け負っ
た側も検査員も発注者に歯止めをかけられる存在で
はありませんから。
佐藤 確かに倫理、倫理とお題目を並べても、不祥
事は一向になくなりません。建築の検査は検査員が
1 人で現地に出向き、顧客と相対するわけですが、
江端

検査会社の自己防衛という観点では、検査員個人に

誠氏

任せるといってもなかなか通じないと思います。そ

術にすべてかかっていて、それで本当にいいのか。

うであるならば、基本に立ち返り、契約の段階から

それでは、その報告書の信憑性はどれだけあるのか

どういう検査をするのか明確にする必要がありま

といった議論になるわけです。この点に関しては、

す。建築の受入検査の場合、ほとんどのケースで検

行政からも指摘を受けておりますがいかがですか。

査要領書を作っていますから、検査員には要領書に

春原

基づいて検査を行うよう指示する。そこから外れる

のまま会社に戻らずに家に帰るのか、それとも会社

ものは、必ず会社と顧客に確認する。検査員が顧客

に戻って今日あったことについて報告するのか。こ

と直接やりとりすることに支障があるならば、先ほ

の報告をするということが、1 つの救いになるので

ど指摘があったように、一度会社に持ち帰り、会社

はないかと思います。その際、先ほどから指摘があ

から顧客に連絡する。何か問題があったときには必

るように、顧客からの指示などを記録する。こうし

ず会社に戻して、対会社で解決していく。検査会社

た仕組みを作ることが大事なような気がするので

が自己防衛する方法はこれしかないのではないで

す。

しょうか。
江端

藤岡副委員長、今回の WES 改正でも契約は

例えば 1 人で仕事に出かけた検査員が、そ

誰もが仕事は楽しくやりたいですよね。例えば検
査員が弁当を持って工場に入り、同じ工場内で働く

重視していますね。

人たちと昼食をともにしながら仲良くやっていく。

藤岡 はい。まず契約内容をはっきりさせることで

これで何か問題が生じたとき、クールにものが言え

す。どういう仕事をするのか、妥当な対価が得られ

るのかどうか。これは問題の程度によって違いが生

るのかも含めて、事前に必ず確認してから業務に臨

じるように思うのです。

むようお願いにしたいと、審査基準上は考えていま

軽微な指摘ならば業務改善になるから好意的に受
け止められるかもしれませんが、仮にその指摘に

す。

溶接検査のプロに期待

よって数千万円の不利益が生じるようなケースの
時、検査員は本当に言い切れるのかどうか。問題の

江端 もう一つ議論しておきたいのは検査の特殊性

軽重を論じないと、場合によっては一大決断をして

です。勧進橋のケースのように、検査員は現場に常

虚偽の報告をするケースも結構出てくるような気が

駐するケースもあります。溶接は組織で動いていて、

します。

工場の中では上司がいて部下がいて技能者がいる。

逸見

WE の目の届く範囲で WO が作業を行うのが一般的

検査を行っていた時は、工場に常駐した当社の社員

な形態だと思うのですが、検査員は 1 人で現場に

は、相応にその会社の雰囲気に染まるようになりま

出向くことが多い。そうなると、検査員の良心、技

す。極端に言えば当社の社員ではなく、相手の会社
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非常によくわかります。当社でもかつて社内
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の社員になる。そうでなければ仕事は円滑に進まな

江端

いのかもしれませんが、非常に難しい。鉄骨に関し

ということならば、CIW 認定も同様に盛り込んで

ては、社内検査と異なり、受入検査はずっと相手先

ほしいと考えますがいかがですか。

に入っていることはありません。勧進橋に関わった

逸見

検査会社の検査員も常駐していたために、報告書に

ね。

もあるとおり、
なかなか断り切れない事例が生じて、

水沼

どんどんエスカレートしていったというパターンで

よく理解する人が管理する、といった内容にとど

すね。

まっています。したがって、溶接のことをよく理解

佐藤

検査員本人もまずいなとは感じていたようで

する人が誰なのかまったくわかりません。また、落

す。そう感じながら、常駐先には進言していたよう

橋防止装置の溶接部に関して、抜き取りなのか全数

ですが、結局自分の会社にそれをフィードバックで

なのかの指示もないのが実情です。今回、国交省、

きなかったのです。

経産省からの要請を受け、内部調査委員会を立ち上

江端

げて、調査を行っています。今後溶接協会として調

そうですね。そういう意味で、春原委員から

今後、WE を記載される方向で議論を進める

検査業界としてもぜひそうあってほしいです
現在、道路橋示方書の記載は、溶接のことを

指摘があったように、帰るか帰らないかは別にして、

査結果を報告する運びとなりますが、その際には、

当日の業務について具体的にこういうことがあった

WE、WO とともに CIW 認定を含め、再発防止と関

と会社に報告をすることは、1 つの歯止めになりま

連付けた何らかの提言を検討していく方針です。

すね。それは常駐であっても同じことであって、勧

藤岡

江端委員長、最後に一言よろしいですか。

進橋に関わった検査会社の場合、常駐の検査員と会

江端

どうぞ、お願いします。

社のいわゆるコミュニケーションが円滑でなかった

藤岡

CIW 認定事業者の皆さんには、溶接検査の

ところが大きな問題の 1 つになったと思います。

プロフェッショナルとしての認識を持っていただい

春原

ているので、今後はさらに幅を広げて、活躍してほ

まずは会社が検査員の立場を守るという意思

表示をすることが大事だと思うのです。

しいと思います。

江端

江端

早いもので残り時間もわずかになってまいり

長時間に亘って貴重なご意見をいただき座談

ました。本日皆さんからいただいたご意見が再発防

会をスムーズに進行することができました。本日の

止の一助となることを期待します。水沼専務に一つ

発言の中から、こういうところを進めるべきだなど

確認ですが、現在、国交省の鋼橋のスペックに溶接

と読者に読み取っていただいき、不祥事の再発防止

協会の WE の資格が盛り込まれていないという話

につながれば、非常にありがたいことであると思い

がありました。

ます。以上をもちまして、座談会を終了させていた

水沼

だきます。本日はありがとうございました。

はい、その通りです。
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2．チューブ検査における水浸ＵＴ適用の変遷
新日本非破壊検査株式会社

安藤

正樹

進めた。

１．はじめに

図 1 にモーター回転方式の測定原理を示す。セ

発電プラントや石油・化学プラントでは、ボイラ

ンサーには小型の垂直探触子を搭載し、モーター駆

や数多くの熱交換器が稼働しており、これらボイラ

動で探触子を回転させることによりチューブの一円

や熱交換器はプラント設備の運転上、重要な役割を

周の厚さ測定を行う仕組みである。

果たしている。

検査は、探触子を回転させた状態で、センサーを

ボイラ及び熱交換器には多数のチューブが使用さ
れており、チューブリークが発生した際には、設備

チューブから引き抜きながら、チューブの全面全長
を測定する。
次にお客様からの要求もあり、熱交換器等に使用

の運転に大きな支障をきたすこととなる。
各プラントにおいて、そのような事象を防ぐことを

されている小径チューブ（以下、熱交換器チューブ

目的としたチューブの検査が積極的に行われてお

とする。）の検査方法について検討した。
熱交換器チューブはボイラチューブに比べると、

り、その検査手法も多岐にわたる。
弊社では四半世紀前から磁性チューブに対して、

チューブの内径が小さいため、モーター回転方式で

自社製の水浸 UT 装置（以下、IUT とする）を用い

は、センサーをチューブに挿入することが困難であ

て検査を行っている。

る。そこで、熱交換器チューブの検査においては、

そこで、本稿では弊社の IUT の変遷を紹介する。

モーター回転方式のようにチューブ内表面に超音波
を直接入射させるのではなく、チューブ軸方向に平

２．初期

行に配置した探触子から超音波を発信し、センサー

開発初期においては、ボイラチューブの健全性確

先端部に配置した音響ミラーで超音波を反射させて

認がお客様の要求であり、それに応えるべく開発を

チューブ内表面に入射させる構造とした。図 2 に
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図1

モーター回転方式の測定原理図

図2

タービン回転方式の測定原理図
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数を初期型の 20 倍以上とすることであった。そこ

タービン回転方式の測定原理を示す。
一円周方向に超音波を入射させるためにはミラー

で、センサーを構成しているパーツの配置や形状、

を回転させる必要があるが、チューブが小径なた

構造そのものを見直すことにより、この課題を実現

め、センサー内にモーターを搭載させることは困難

した。

であった。そのため、ミラーと探触子の中間部に小

これにより、長さ 10m 程度の熱交換器チューブ

型タービンを取り付けて、水を噴射させた水圧によ

の測定は、従来 1 日あたり 10 〜 15 本程度の検査

りミラーを回転させる仕組みとした。

数量であったものが、100 本程度まで検査可能な

なお、モーター回転方式の場合と同様にミラーを

処理能力となった。チューブ総数が数千本設置され

回転させた状態で、センサーをチューブから引き抜

ている発電プラントの給水加熱器についても、全数

きながら肉厚測定を実施する。

検査が可能である。探触子も改良し、残肉値ｔ＝

開発当初のセンサーはミラー回転数、探触子回転

0.8mm の測定下限値が残肉値ｔ＝ 0.5mm となり、

数が低かったため、チューブ一本あたりの探傷時間

測定精度も大幅に向上した。手動で行われていたセ

が非常に長く、長さ 10m 程度の熱交換器チューブ

ンサーの軸方向操作についても、専用の装置を開発

は 1 日あたり 10 〜 15 本程度の検査数量であった。

したことにより、検査速度の安定化と減肉位置検出

当時は大変検査精度が高く、画期的な検査手法で

精度の向上が図られた。図 3 に過渡期における IUT

あった。しかしながら、処理本数が少ないため、必

装置外観を示す。

ずしもコストパフォーマンスに優れているとは言い

また、検査結果の報告フォームについてもお客様

難く、熱交換器チューブ全数検査を行うには、工期

から改善要求をいただいていた。そこで、代表的な

的に困難であった。

減肉箇所の探傷データを MO に保存し、専用ソフ
トを用いて減肉形状を表示する等、当時としては画

３．過渡期

期的な画像化へ取り組み、併せて報告書作成ソフト

IUT により高い精度でのチューブの肉厚測定が可
能となったが、熱交換器チューブ全数に対して、現
実的工期内での検査実施が求められるようになっ

も開発することで、速やかな検査結果の提出を可能
とした。
なお、この時期にはボイラチューブ向けのモー

た。

ター回転方式センサーについても、小型高速モー

検査精度を維持したままチューブの全面全長を高速

ターを搭載することにより、大幅な検査速度の向上

で探傷するための最大の課題は、音響ミラーの回転

が図られた。

図3

過渡期における IUT 装置外観
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高速・高精度化が図られたことによりお客様から
のニーズは一気に高まり、発電プラントや石油・化

の熱交換器向け IUT 装置を示す。
様々なプラントに IUT が定着したことに伴い、

学プラントではこの時期を境に IUT が定着してい

お客様からの要求も多様化した。一つは過熱器や節

くこととなった。

炭器等、多ベンドチューブへの検査要求である。

さらに、外国籍船舶や海外石油プラントでの検査

これまで、ストレートチューブや軽微なベンドを

要求が増え、国外での IUT 適用が本格的になった

有するチューブに IUT の適用を限定していたため、

のもこの時期からである。

複数の曲がりを有するチューブへの IUT の適用は、
センサー形状とセンサーを装着する探傷ケーブルの

４．現在

形状変更が最大の課題であった。センサーは最大限

現在の IUT 装置は、更なる高速化・高精度化が
図られたものとなっている。
探傷器は専用に改造されたものへと変更され、
ミラー回転数を更に高速化することにより、長さ

のサイズダウンを行い、探傷ケーブルについては特
殊形状のリンクチェーンや密着コイルバネを用いる
ことで、複数のベンドを有するチューブにセンサー
を挿入させることを可能とした。

10m 程度の熱交換器チューブは 1 日あたり 150 本

ベンド通過数はベンド部曲げ半径やチューブ内径

程度まで検査可能な処理能力を有するものとなっ

等、諸条件により様々であるが、検査未実施であっ

た。センサーの軸方向操作を行う装置もフルモデル

た箇所の健全性を確認することができるため、ニー

チェンジし、小スペースでの検査が可能となるよう

ズが高まりつつある。図 5 に多ベンドチューブ向

ドラム回転方式へと変更した。

け IUT 装置を示す。

探傷データは全データ保存対応スペックとなった

また、ボイラチューブのベンド部についての健全

ことにより、任意の位置における減肉形状や減肉状

性確認を主目的としてマルチチャンネル方式を採用

況のＭＡＰ表示が可能となっている。図 4 に現在

したセンサーの開発も行った。図 6 にボイラ向け

図4

図5
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現在の熱交換器向け IUT 装置外観

多ベンドチューブ向け IUT 装置外観
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図6

ボイラ向けマルチチャンネル方式 OUT センサーイメージ図

図7

大口径向け IUT センサー
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マルチチャンネル方式の IUT センサーのイメージ
を示す。通常の IUT センサーを用いた場合、ベン
ド部は不感帯となるが、マルチチャンネル方式を採
用することによりベンド部に対しても測定データ取
得が可能となった。
埋設配管等、
大口径チューブの検査ニーズも高く、
大口径専用の IUT センサーの開発を行った。超音
波探触子に加えて CCD カメラを搭載しているため、
配管内の状況を目視で確認しながら測定することが
可能である。図 7 に大口径向け IUT センサーを示
す。

５．今後の取り組み

図8

熱交換器Ｕベンド部向け IUT センサー

センサーを示す。

現在、開発に着手している案件の一つは、熱交換

最近は、特殊な形状やサイズを有するチューブに

器チューブにおける U ベンド部のデータ採取が可

ついての検査依頼が増加傾向にある。元々はボイラ

能なセンサーの開発である。

及び熱交換器チューブの直管部のみに適用する目的

ボイラチューブのベンド部測定用センサーと同様

であった IUT であるが、検査ニーズに応える形で

に、マルチチャンネル方式を採用して開発を進めて

様々な種類のセンサーを開発し、IUT 手法も前述し

いる。ボイラチューブに比べると、熱交換器チュー

たように複数種に増えた。今後も細分化された検査

ブは内径が小さいことから、開発難易度は非常に高

依頼が増加すると予想しており、その一つ一つに丁

いが、現在プロトタイプは完成しており、実験では

寧に応えて開発を進めることが、今の時代の検査会

非常に良好なデータが得られている。 来年度中に

社の使命であると考えている。ユーザーサイドの期

実用化可能なレベルに到達できるよう、開発を進め

待に応えられるよう、様々なチューブに IUT が適

ている。

用できるよう、今後も開発を進め、プラントの安定

図 8 に熱交換器チューブの U ベンド部向け IUT

した運転の一助になれば幸いである。
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3．企業倫理・コンプライアンスの
徹底について
東京理学検査株式会社

代表取締役社長

松本

2015 年 4 月の社長就任以来、現場に顔を出すことを

隆

◇◆◇

心がけている。できるだけ外へ出て社員から最近の状

社内コンプライアンスの推進に向け、2015 年度はこ

況を生の声で聴き、職場ごとにコンプライアンスの勉

のほか、コンプライアンス規定の改定、月毎のコンプ

強会を開く。なぜ、企業倫理・コンプライアンスが重

ライアンス重点課題の明確化、時宜を捉え職場ごとに

要なのか？ 何のために取り組むのか？ それは、ま

開催するコンプライアンス勉強会、従来から実施して

ず、「自分と家族を守るため」、そして自分の職場と東

いる検査行動指針と品質方針を常時携帯、風通しの良

京理学検査を守るためであると、社員全員が銘記する

い職場風土づくりのためのアンケート、理学ニュース

よう呼びかけている。

のリニューアルなどに取り組んだ。
◆◇◇

遠隔職場でも必ず実施する職場勉強会では、まず「コ

当社は非破壊検査会社として 1975 年 8 月に設立さ

ンプライアンスのアンテナを立てること」「迷ったら相

れ、2015 年度で 40 周年という節目の年を迎えた。社

談すること」の大切さを伝える。重要リスクが顕在化

長就任と重なる年度スタートにあたり、全社員へのコ

した場合の報告のあたり、具体的な指針となるのが、

ンプライアンス意識高揚のため、「企業倫理とコンプラ

エスカレーションルールである。同ルールは、「グルー

イアンスの徹底について」と題した社長メッセージを

プ重要リスク」が顕在化した場合などに、その情報が

発行した。

適時・適切に、必要なレベルの上位者に速やかに報告

メッセージの中ではまず、当社が発展していくため
に、「非破壊検査のプロ集団としての技術力・総合力を

される企業文化・組織風土をより一層徹底するもので
ある。

高め、品質の高い仕事に磨きをかけ、お客様に喜んで

社員が常時携帯する品質方針には、「社員一人一人が

いただき信頼され、当社のブランド力を高めていくこ

お客様の要求を十分理解し、業務を遂行する」「要求に

と」の必要性を指摘した。

適合した検査を十分な技術と誠意をもって確実に実行

続いて、それだけで良いのかと問いかけた。

する」など４項目を明記している。

当時、免震装置ゴムが国の基準に達していないこと

アンケートは、風通しの良い職場づくりや会社発展

を隠していた問題・番組のやらせ問題や顧客情報流出

の基盤づくりを目指し、コンプライアンスに対する意

問題をはじめ、数多くの不祥事が発生したこと等にと

識など 24 の質問に関して定期的に回答を求め、社内独

もない、近時、益々社会やお客様の目線が非常に厳し

自の指標である「職場きらきら度」を定点観測している。

くなってきている。

理学ニュースは、アンケート結果や、職場勉強会風

「このくらいなら大丈夫だろう」という行為者の意図

景の紹介など、コンプライアンス意識の啓発等にも利

に反して、場合によっては会社の存続に関わる極めて

用するもので、内容をリニューアルして 15 年度から毎

重大な事態に発展する事例が起きるようになった。そ

月発行している。

こで、世の中全体として、コンプライアンスへの取り
組み強化が求められる時代となった。
特に、①社員としての仕事に関わる規律遵守②法令

◇◇◆
当社の技術力と、コンプライアンスの実行力を、車
輪の両輪のようにバランスよく回していくためには、

の遵守③誠実・公正な企業活動④企業人としての倫理

日々の業務の中で、「当たり前のことを、繰り返し、確

意識を高める――の 4 項目が強く求められていること

実に実行していく」ことが大切であると考える。その

を、改めて心に刻むよう社員に呼びかけた。

ためには、正しい最新の知識習得や勉強も必要となる。
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4．随想 ― 検査屋
非破壊検査株式会社

窓越しに集合煙突から出る白い煙を見ながら長年の
検査屋人生を思い返してみた。

大木

章博

安法）により、高圧ガスプラントでは毎年定修工事が
行われ、4 月は A 石油、5 月は B 石油と C 石油化学、7

生まれも育ちも、千葉県の東京湾沿い、家の裏は道

月は D 石油、10 月は E 石油の定修工事という具合に

路１本挟んで海であった。学生時代と原子力発電所の

年間スケジュールが決まっていた。定修工事では、短

定検工事への出張期間を除けば、ずうっとここに住ん

期間に多くの工事が集中し、残業と休日出勤の連続で、

でいる。幼いころの周囲は半農半漁の家が点在する田

1 日分の検査記録の仕上がりが朝 7 時を過ぎることも

舎であった。当時は、まだまだ食糧難で、農林省（現

あった。

農林水産省）が遠浅の海を埋め立て、田んぼを作った

また、入社の約 1 年前、水島地区でタンクが破損し

が塩分が残っており稲はほとんどできなかったようだ。

重油を流出させ、瀬戸内海の 3 分の 1 を重油汚染させ

海では、我々子供でもアサリが採れ、ハゼやキスが釣

る事故があり、石油コンビナート等災害防止法制定や、

れたし、浅草海苔やハマグリが養殖される豊かな海で

消防法の大幅改正により、タンク解放検査が忙しくな

あった。浅草海苔の養殖に就いている家は裕福に見え

り、暗く油臭いタンクの中で MT 検査ばかりしていた

た事を記憶する。

時期もある。夏季の球形タンク検査では、高温多湿の

対岸の東京、横浜地区は京浜工業地帯と呼ばれ、重
工業やエネルギー産業で賑わっていた。

雰囲気での作業で体中の水分が全て汗として出たので
はと思えるほど汗をかいたが、“ 熱中症 ” という単語を

千葉県側でも京葉工業地帯の計画に基づき、北側か

知らず、体調を崩すことはなかった。むしろ、キンキ

ら埋め立てが始まり、火力発電所、造船所、製油所等

ンに冷やしたビールの晩酌が楽しみで、水分を控えて

が建設された。我が家の近くにも製油所が建設され、

もいた。

周囲の石油化学工場と大きな石油コンビナートが形成
され、就職口は豊富に在ると信じていた。

入社 13 年目に、初めて中部電力浜岡原子力発電所の
供用期間中検査（ISI）に従事した。超音波探傷試験技

しかし、学生時代にオイルショックが発生した。ト

術者不足から動員され、これを機会に、東京電力福島

イレットペーパーが店頭から無くなり、主婦はスーパー

第一、第二、柏崎刈羽原発、原燃敦賀原発等の沸騰水

を梯子して捜し回った。企業は採用を中止あるいは、

型原子力発電所の ISI に参加することが多くなった。

求人数を減らしたことで、卒業を控えた我々は職探し

ISI での被ばく線量は、放射線検査に比べ相当大きく、

に右往左往した。当時学生を大量採用してくれたのが

1 日の内プローブを持つ時間が 1 時間に満たない日も

当社であった。関連会社を含めると 70 名以上が同期入

多かった。最短の作業時間は、原子炉本体付きのノズ

社した。

ル溶接部の浸透探傷試験で、1 日の作業時間が 3 分。

京葉工業地帯にある営業所に、新入社員 13 名が配属

まるでウルトラマンである。数名でチームを組み、1

され、殆どが営業所近くの社員寮に入った。これが私

人目：前所処理、2 人目：浸透液塗布、3 人目：乾拭き、

の検査屋人生の始まりである。

4 人目：除去処理・・・・と人海戦術で 1 継手の探傷

配属先の営業所の業務は、地元石油・石油化学プラ

処理を行った。

ントの保全検査と福島県、静岡県などの原子力発電所

検査屋人生はかれこれ 40 年になる。建設工事の経験

建設工事への長期出張が中心であった。私は、石油・

は殆ど無く解放検査や定検工事ばかりであったが、数

石油化学プラントの保全検査担当で出張に出ることは

多くの割れや減肉など、欠陥の検出を通じて、各プラ

殆どなかった。当時の高圧ガス取締法（現高圧ガス保

ントの安全操業に貢献できたと自負している。
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5．平成 6 年度後期 CIW 主任試験技術者試験間題解説（放射
線検査）
6．震災のあとで
7．協議会だより
8．お知らせ

1995 Autumn

1．JIS Z 3104 改正の要点
2．平成 6 年度後期 CIW 主任試験技術者試験問題解説（浸透
検査）
3．我が社の教育訓練
4．魚釣り
5．新製品紹介
6．協議会だより
7．ニューフェース
8．CIW 認定事業者一覧

1996 Winter

1．年頭の挨拶
社団法人 日本溶接協会
建設大臣官房官庁営繕部
通商産業省 工業技術院
東京都 都市計画局
2．藍綬褒章受章にあたって
3．RUMPES 発刊 10 周年に寄せて
4．建築鉄骨工事の自主検査と受入検査について
5．わが社の奮闘記
日本溶接検査㈱
㈱札幌工業検査
㈱富士検査工業
6．CIW 認定事業者全国分布図
7．協議会だより
8．お知らせ

1996 Spring

1．パンフレット「CIW 検査事業者認定制度のご案内」の発
刊に際して
2．平成 7 年度後期 CIW 主任試験技術者試験問題解説（ひず
み検査）
3．CIW 認定事業者全国分布図
4．CIW 認定事業者一覧
5．わが社の教育訓練
6．新製品紹介
7．ニューフェイス
8．
「きず」夢想――史記「列伝」より
9．協議会だより

1996 Summer

1．特別寄稿「宇宙少年から UT 技術者，そして政治家へ」
2．事故解析手法について
3．平成 7 年度後期 CIW 主任試験技術者試験問題解説（磁気
検査）
4．欧州 NDT 視察ツアーレポート
5．わが社の教育訓練〈㈱札幌工業検査〉
6．新製品紹介〈日本超音波試験㈱〉
7．随想「インターネット三昧」
8．協議会だより
9．お知らせ

1996 Autumn

CIW 通信

1．特定構造物の非破壊検査〜水中の非破壊検査の実際
2．平成 7 年度後期 CIW 主任試験技術者試験問題解説（電磁
誘導検査）
3．わが社の教育訓練（㈱北陸溶接検査事務所）
4．新製品紹介（日本非破壊検査㈱）
5．随想「プロとアマの違い」
6．協議会だより
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011-02

011-03

011-04

012-01

012-02

012-03

012-04

総目次（Vol.9
発行年・号

No.1 〜 Vol.16

No.4）

目次

1997 Winter

1．年頭の挨拶
社団法人 日本溶接協会 溶接検査認定委員会 委員長
藤田 譲
CIW 検査事業者協議会 代表幹事 中野 盛司
衆議院議員 斉藤 鉄夫
通商産業省 工業技術院 標準部材料規格課 課長 大嶋 清治
建設省 建設大臣官房 官庁営繕部監督課 課長補佐 辻川 孝夫
2．新春特別座談会「検査業界の将来と抱負」
3．RC 橋脚耐震補強工事における溶接と検査
4．溶接検査技術者の国際化− IIW スキーム−
5．協議会だより
6．お知らせ

1997 Spring

1．第二東名・東海大府高架橋の超音波自動探傷（AUT）
2．AWA 認証機構教育委員会が発足−建築鉄骨外観検査の講
習を開始−
3．CIW 認定の継続及び更新審査の実施その他について
4．我が社の教育訓練（検査エンジニヤリング㈱）
5．随想「囲碁二題」
6．新製品紹介（日本非破壊検査㈱）
7．協議会だより
短信 平成 9 年度春期の CIW 認定証授与式開催される

1997 Summer

1．建築構造物の耐震、免震について（前編）
2．免震・制御構造の現状と展望
3．建築構造物の溶接・検査について
4．投稿「建築に携わるすべての人に問う」
5．協議会だより
6．お知らせ

1997 Autumn

1．建築構造物の耐震、免震について（後編）
2．溶接検査事業者の認証制度について
3．llW の溶接要員資格制度の概要
4．平成 9 年度前期 CIW 主任検査技術者試験問題解説
5．協議会創立 15 周年を迎えて
6．CIW 検査事業者協議会発足 15 周年にあたり
7．随想 風の谷のナウシカ再考
8．協議会だより
9．ニューフェイス
CIW ニュース・ラウンジ

1998 Winter

1．年頭所感 藤田 譲
〃
辻川孝夫
〃
加藤光昭
2．高速原型炉「もんじゅ」のナトリウム漏洩事故
3．平成 9 年度後期主任試験技術者試験問題解説
4．連載教育講座 第一回
5．随想 社交ダンスとの出会い
6．ローカル・インフォメーション
7．協議会だより
8．お知らせ

1998 Spring

1．アジア・太平洋地域における NDT の現状と将来
2．学校の耐震補強工事と溶接検査
3．KHK における検査等について
4．連載教育講座 第二回
5．随想 ベトナム（ホーチミン市）旅行記
6．ローカル・インフォメーション
7．わが社の教育訓練
8．協議会だより
9．ニューフェイス

1998 Summer

1．住宅・都市整備公団の「工事共通仕様書−平成 9 年版」
における鉄筋のガス圧接継手の検査について
2．東京都財務局の「東京都建築工事標準仕様書」における
鉄筋のガス圧接継手の検査について
3．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
4．鉄筋ガス圧接部 UT の技術解説
5．鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査と引張試験
6．アジア・太平洋地域における NDT の現状と将来
7．連載教育講座 第三回
8．ローカル・インフォメーション
9．CIW 検査事業者協議会代表幹事就任のご挨拶
10．協議会だより
11．お知らせ

1998 Autumn

1．建築基準法の改正について
2．CIW 試験問題（UT）の解説と実作業への応用
3．CIW 試験問題解説
4．アジア・太平洋地域における CIW の現状と将来
5．連載教育講座 第四回
6．わが社の教育訓練
7．鋼材表面検査における簡易型渦流探傷試験装置の開発と
適用
8．随想 カメラそして歌
9．ローカル・インフォメーション
10．協議会だより
11．ニューフェイス
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Vol. No.

013-01

013-02

013-03

013-04

014-01

014-02

014-03

014-04

発行年・号

目次

Vol. No.

1999 Winter

1．年頭所感 藤田 譲
〃
稲垣信夫
〃
磯部 正
2．超高圧力容器用 ASME CODE Sec. Ⅷ Div.3 の発行
3．溶接割れ検出検査の実施時期についての考察
4．アジア・太平洋地域における NDT の現状と将来
5．ローカル・インフォメーション
6．協議会だより
7．お知らせ

1999 Spring

1．CIW 通信「RUMPES」座談会 ベテランから新入社員へ
のメッセージ
2．非破壊試験におけるきずの定量化について考える−検出
確率と測定精度−
3．CIW 試験問題解説（PT）
（平成 10 年秋 問 2 対象）
4．アジア・太平洋地域における NDT の現状と将来
5．随想 歩き遍路の世界
6．ローカル・インフォメーション
7．協議会だより
8．ニューフェイス

1999 Summer

1．現場のエラー防止 7 ポイント
2．CIW 放談（座談会）
3．CIW 試験問題解説
4．アジア・太平洋地域における NDI の現状と将来
5．随想 手帳
6．ローカル・インフォメーション
7．お知らせ
8．協議会だより

1999 Autumn

1．ET による溶接部の非破壊検検査
2．CIW 認定事業者内の各種技術者数について
3．CIW 試験問題解説
4．国際社会の一員となるために
5．アジア・太平洋地域における NDI の現状と将来
6．ローカル・インフォメーション
7．ホームページ閲覧について
8．協議会だより
9．ニューフェイス
10．お知らせ

2000 Winter

1．年頭挨拶 藤田
譲
〃
稲垣 信夫
〃
井上 勝徳
〃
大岡 紀一
2．新春特別座談会
川元 茂・和田 正彦・浦田
大岡 紀一
3．損傷評価の解説（1）
4．随想−男の台所奮戦記
5．お知らせ
6．協議会だより
7．編集後記

2000 Spring

1．教育用パソコンソフトの紹介
2．高温・極低温用超音波探触子
3．CIW 試験問題（主任検査技術者）解説
4．損傷評価の解説（2〉
5．アジア・太平洋地域における NDT の現状と将来
6．随想「理科教育のプラスになれば」
7．ローカル・インフォメーション
8．協議会だより
9．ニューフェイス
10．編集後記

秀行・春原

匡利・久松

015-01

015-02

015-03

義明・

1．鉄骨溶接部の外観検査の有効性について
2．建築鉄骨外観検査技術講習会に参加して
3．TOFD（Time of Flight Diﬀraction）法について
4．CIW 試験問題（主任試験技術者）放射線検査（RT）部門
5．損傷評価の解説（3）
〈急告〉国際溶接技術者認証制度発足と資格取得特例措置のお
2000 Summer
知らせ
6．器用な技術か，不器用な技術か
7．CIW 検査事業者協議会代表幹事就任にあたって
8．協議会だより
9．お知らせ
10．編集後記

2000 Autumn

1．電気工作物の溶接の技術基準の解釈における NDI 資格者
について
2．建築基準法等の改正について
3．ステンレス鋼材の概要
4．ステンレス鋼材の溶接
5．ステンレス鋼への UT の現状
6．材料損傷の評価方法 4（電気磁気による材料劣化損傷評価）
7．随想−ゴルフ哲学
8．協議会だより
9．ニューフェース
10．編集後記

015-04

016-01

016-02

016-03

016-04

発行年・号

目次

2001 Winter

1．年頭所感 藤田
譲
年頭挨拶 春原 匡利
年頭挨拶 久松 義明
年頭挨拶 逸見 俊一
年頭挨拶 星川
洋
2．21 世紀に向けて− CIW の歴史と今後に向けて−
運営委員会 加藤 光昭
試験委員会 星川
洋
教育委員会 大岡 紀一
通信委員会 江端
誠
ClW 検査事業者協議会 三島
勇
3．WES 8701 の改定について
4．協議会だより
5．お知らせ
6．IIW 国際溶接技術者資格認証制度発足にともなう特例措置
について
7．創刊 15 周年記念 CIW 通信「RUMPES」読者アンケート
8．編集後記

2001 Spring

1．特別座談会 女性検査技術者からみた非破壊検査
下林 雅代・岡 朋子・岡田 智子・大岡 紀一
2．わが社における新人教育
3．建築鉄骨溶接部の外観検査講習会に参加して
4．超音波ガイドウエーブ
5．損傷評価の解説（5）
6．随想−釣り大会参加者募集中−
7．協議会だより
8．ニューフェース
9．編集後記

2001 Summer

1．JIS Q 9001(2000)，17025(2000)，17020(2000) の解説
特集号発刊に寄せて
2．JIS Q 9001 2000 年版の解説（1994 年版との比較）
3．JIS Q 17025（ISO/IEC 17025）試験所認定制度
4．JIS Q 17020（2000）の解説
5．建築工事の品質確保について
6．随想−貧乏人根性−
7．協議会だより
8．お知らせ
9．ローカル・インフォメーション
10．編集後記

2001 Autumn

1．ジェットエンジン部品における非破壊検査技術
2．船舶、鉄構海洋構造物の非破壊検査について
3．フェーズドアレイ
4．損傷評価の解説（6）
5．随想−言葉・諺・工トセトラ−
6．地区情報
7．協議会だより
8．ニューフェース
9．平成 13 年度外務大臣表彰を受賞して
10．ニュースラウンジ
11．編集後記

2002 Winter

1．年頭所感 藤田
譲
2．年頭挨拶 逸見 俊一
3．年頭挨拶 尾崎 俊文
4．年頭挨拶 春原 匡利
5．今後の CIW のあるべき姿（私見）
6．建築鉄骨関係における CIW 活用の現状
7．宇宙飛行士 若田光一氏を招聰して
8．協議会だより
9．お知らせ
10．編集後記

2002 Spring

1．鉄道車両構造と非破壊検査について
2．交流電磁場測定法（ACFM）による石油タンク溶接部の探
傷例
3．材料損傷の評価方法 7
4．試験所認定に関する海外調査について
5．東京都における試験・検査に関する制度の改正について
6．随想
7．地区情報
8．協議会だより
9．ニューフェース
10．編集後記

2002 Summer

1．CIW における教育について
2．今こそ失敗知識豊富な人材の積極的活用を
3．
「建築工事監理指針 平成 13 年版」発行について
4．東京都知事登録制度における検査機関審査基準について
5．最近の中間検査
6．随想−個展顛末記−
7．協議会だより
8．お知らせ
9．編集後記

2002 Autumn

1．外観試験
2．外観検査と東京都の取扱い
3．協議会だより−創立 20 周年記念式典
4．随想−「衣食余りて、礼節を忘る」
5．編集後記
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6．CIW 認定事業者に対する警告処分について
一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会
2015 年 12 月日付で行われた国土交通省「落橋防止装置
等の溶接不良に関する有識者委員会（第 2 回）
」の資料中に、
国道 10 号府内大橋（大分県大分市）の耐震補強補修工事に

内的に当該検査員とともに現場に行き、欠陥エコーである
との確認も行った）
。
今回の事例では、UT 生データは採取・保管されているが、

おいて検査データの不正に関与した非破壊検査会社として

きず指示検出箇所に限られている。本来であれば、きず指

東亜非破壊検査 ( 株 ) の名前が記載された。この内容につい

示を検出しなかった箇所についてもその旨を記録すべきで

て当該検査会社から当協会に報告があった。

あった。

これを受けて、当該検査会社は当協会が認定した CIW 認

また、この検査に関わる注文書は作成されておらず、また、

定事業者であるため、2015 年 12 月 14 日に溶接検査認定

受注管理規定、抜取り検査及び倫理要綱に関する教育も不

委員会 認定審査委員会として当該検査会社の立入調査を実

十分であることが明らかになった。

施した。

以上の調査結果に基づき、溶接検査認定委員会において

調査の結果、次のことが判明した。

審議した結果、CIW 認定制度で求めている管理体制にお

当該検査は 2012 年に実施された。検査に先立ち、( 株 )

いて不十分な点が認められたため当委員会は、当該 CIW

佐伯建設（元請け会社）
、( 株 ) 大分東明工業（製作会社）及

認定事業者に対して、下記のとおり処置することに決定し、

び東亜非破壊検査 ( 株 ) の 3 社で打合せを行った。非破壊検

処置した。

査の内容は、外観試験（VT）
、超音波探傷試験（UT）及び
記

浸透探傷試験（PT）を抜取り検査として行うものであった。
UT については ( 株 ) 佐伯建設による立会い検査が行われ
ることになっていたが、検査の当日に ( 株 ) 佐伯建設の都合
によって中止となった。
UT 結果では不合格の対象部が検出されたためこれを ( 株 )
大分東明工業に報告し、不良箇所は手直しを指示していた。

委員会は、当該 CIW 認定事業者の今回の事案は WES
8701:2013 に規定する 12.1 項に該当すると判断し、2016
年 2 月 9 日付で「警告」とする。
なお、半年後の臨時業務確認で違反事項が改善されてい

しかし、実際に補修したかどうかは、その記録が残ってい

ないことが明らかになった場合は、認定の停止若しくは認

ないため不明である。また、製品番号は特定されていない

定の取消を行う。
以上

ため、その振分けの宛先も不明である。製造検査時の UT は、
JIS Z 3060 に基づいて検査した（L 検出レベル 1、2 類）
。標

この数年で認定事業者が「警告」又は「認定停止」となっ

準手順書はあるが、工事に特化した手順書は作成されてい

た事例は、5 件に達する。これは、はなはだ遺憾である。

なかった。

認定事業者に対して 3 年ごとに行っている更新においては、

国交省は、勧進橋の問題が起こった後の一連の調査で、

書類審査及び現地審査において非破壊検査における品質マ

府内大橋についても当該検査会社とは別の非破壊検査会社

ネジメントシステムを中心に各事業者の非破壊検査体制の

による UT を実施した結果、基準を超えるきずが検出された

実態を把握するとともに、改善すべき事項があればそれを

との報告があったため、これを問題とした（UT 対象部材に

指摘し、よりよい検査が実施できるように注意を喚起して

ついてチェックが行われた結果、UT の実施方法及び判定基

いる。上記の事例を各認定事業者も他山の石として、注文

準は同様であったが、当該検査会社が初めに行った検査で

書から始まり、最終の検査報告書に至るまでの全ての工程

合格とした溶接部で、不合格とすべききず指示が検出され、

を倫理も含めて遺漏のないように努め、社会の信頼に応え

問題が指摘された。国交省の立会い後に当該検査会社が社

ていただくように改めてお願いしたい。
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7．CIW 認定に関するお知らせ

2016 年 4 月 1 日付で認定された CIW 認定事業者

◆ ( 株 ) 日本工業試験所 ( 大阪府 )

のうち、ここでは 2015 年 10 月 1 日付認定から変

◆上越鋼管検査 ( 株 )〔80〕( 新潟県 )

更のあった事業者についてご紹介します。
〔 〕内の

◆日本エックス線検査 ( 株 )〔101〕( 大阪府 )

数字は、会社コードです。なお、認定事業者 ( 全て )

◆沖縄非破壊検査 ( 株 ) 〔163〕( 沖縄県 )

については、別刷「CIW 認定事業者一覧」をご覧く

◆ ( 株 ) ジィーアイエム〔173〕( 千葉県 )

ださい。

◆ ( 株 ) 関西エンジニア〔193〕( 大阪府 )

＜検査部門等の追加：1 社＞

◆ ( 株 ) 興亜技研〔217〕( 福島県 )

D種

＜廃業：1 社＞

◆ ( 株 ) 九検〔165〕
（佐賀県）

◆東伸検査エンジニアリング ( 株 )〔90〕( 新潟県 )

認定検査部門：UT・建築鉄骨検査適格事業者 ( 建
築鉄骨検査適格事業者を追加 )
登録事業所 ：本社
＜認定の停止：7 社＞

2016 年 4 月 1 日現在の認定事業者数は次のとお
り。
A 種：17 社 ／ B 種：9 社 ／ C 種：28 社 ／ D 種：
60 社／合計：114 社

CIW 検査業協会だより
一般社団法人 CIW 検査業協会
☆理事会及び通常総会の開催について
平成 28 年度第 1 回理事会を平成 28 年 4 月 11 日
( 月 ) に開催し、通常総会の議案書（平成 27 年度の
事業報告と平成 28 年度事業計画）について審議を
行いました。なお、第 4 期第 7 回通常総会は、5 月
17 日 ( 火 ) に浜松町東京會舘において開催の予定で
す。

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 1 回目平成 28 年 6 月 26 日
( 日 )、第 2 回目平成 28 年 11 月 20 日 ( 日 )、第
3 回目平成 29 年 1 月 22 日 ( 日 ) は東京で、第 4
回目平成 29 年 2 月 19 日 ( 日 ) は大阪で
② NDI −レベル 3（基礎試験 ) のための受験対策講
習会を平成 28 年 9 月 3 日 ( 土 ) 〜 4( 日 ) に東京
で
☆各委員会活動がスタート
③ NDI −レベル 3（RT 二次試験）
（UT 二次試験 )（PT
各理事会や各委員会は、第 4 期として 4 月より 2
二次試験）のための受験対策講習会を平成 28 年
年計画でスタートしました。今後とも会員皆様のご
10 月下旬に東京で
協力のもと進めていまいります。
④ WES 8701:2013 における品質マネジメントの構
築に関する研修会を平成 28 年 11 月 27 日 ( 日 )
☆東京都鉄骨溶接部検査機関登録について
に東京で
平成 28 年 4 月 21 日 ( 木 ) に説明会を行います。 ⑤ WES 8701:2013 における内部監査員養成のため
平成 28 年度の新規審査申請・更新審査申請・定期
の研修会を平成 29 年 1 月か 2 月に東京で、それ
審査申請の受付期間は平成 28 年 7 月 1 日 ( 金 ) か
ぞれ開催を計画しています。
ら 11 日 ( 月 ) です。
詳 細 は、 当 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.ciw.
☆今後の研修会予定について
gr.jp) に掲載いたします。
①東京都知事が認定する研修会【建築物の工事にお
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「綺麗なシュプールを描く」とは言えないが、ここ 2 〜 3 年職場の先輩とスキー
を楽しんでいる。1 シーズンに 2 〜 3 回しか行けないものだから、毎年感覚を取
り戻すことに精一杯で上達するには至っていない。
先輩も同じ考えのようで、これ以上の上達には、回数をこなすか、レッスンを
受けるしかないと嘆いている。
そんなレベルで楽しんでいるのだが、スキーに行くたびに感動することが一つ
ある。それは、ゲレンデ頂上付近での眼下に広がる雪山の美しさである。
雪国で育ったもので、雪山は見慣れていたはずであるが、子供の頃には気付か
なかったその雄大さに感動し、2,000 メートルはあるだろう雪化粧した山々に圧
倒された。さらに晴天であれば、その美しさはいっそうのことである。
この号が発刊される頃には、春スキーも終盤となっているだろうが、今シーズ
ン少しは上達することを期待したい。
さて、今回は、水浸 UT 適用について、新日本非破壊検査 ( 株 ) の安藤氏に、
企業倫理・コンプライアンスについて、東京理学検査 ( 株 ) の松本社長にご執筆
いただいた。また、CIW 関連の最近の不祥事に関する座談会を企画した。いずれ
も皆様に役立つ記事になっていると思うので、ぜひご一読いただきたい。
今後も編集委員一同、読者の皆様に役立つ情報、関連するニュース等の掲載を
予定しているので、引続きご協力をお願いしたい。
（T.U）

C I W 通信
発
行 日
編集・発行所

〒 101-0025
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