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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：2018 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(ST) 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、国内景気は緩やかな回復が続き景気拡大の

長さは戦後２位の「いざなぎ景気」を超えました。

　特に建築鉄骨は2020年東京五輪関連に加え、複

数のビッグプロジェクトが始動しており、今後とも

景気を下支えするものと期待されます。半面、少子

化の影響もあり有効求人倍率はバブル期を超え人手

不足は深刻化しています。

　日本溶接協会の活動状況ですが、好調な景気と国

内への生産回帰傾向に加え、国土交通省を中心とし

た高い溶接品質への要求により、溶接技能者および

溶接管理技術者を中心に受験者数は増加傾向にあり、

認証事業は順調に推移しております。しかしながら、

溶接界でも人手不足が顕著化しており、中長期的な

視野での取り組みが喫緊の課題です。具体的な打ち

手としては外国人、女性、若年者の溶接界への取り

込みが上げられます。昨年末、厚生労働省は外国人

技能実習制度を改正し滞在期間を５年に延長しまし

たが、当協会は新制度に対応した評価試験内容を開

始しました。

　溶接技能者認証では新規受験者の合格率が低下し

ていることから、溶接技能者教育を指定機関および

ポリテクセンター等の教育機関のご協力のもと全国

で開始します。また、かねてより強い要望のあった

熟練技能者を顕彰する日本溶接協会溶接マイスター

制度の新設に取り組み、技能伝承にも取り組む予定

です。加えて受験者サービスを格段に向上する目的

で認証システムの高度化作業を開始しており、マイ

ページ及びウェブ申請化で業務の迅速化、効率化と

品質向上を図ります。

　女性、若年者の取り込みに関しては、溶接のイメー

ジアップを図る広報活動を推進します。昨年は女性

進出を支援するサイト｢溶接女子会｣を立上げました。

　溶接現場で活躍する女性のインタビュー、溶接の

楽しさや魅力等、女性が溶接を知るきっかけになる

情報を発信し、溶接界への女性進出を積極的に支援

してまいります。また、若年層や溶接に馴染みの少

ない方を対象とした ｢溶接レポートマンガ｣ の続編

を制作し、積極的に溶接をPRしていきます。

　昨年、溶接界の総力を結集する目的で、溶接学会

との共同事業を検討する JIW共同企画委員会を立上

げました。技能伝承、イノベーション、アウトリー

チ等の活動を開始しますが、今年４月に東京で開催

される国際ウエルディングショーでは、溶接連合講

演会を発展的に拡大する目的で「未来」をキーワー

ドに特設ブースを出展し、溶接シミュレータの体験

コーナーを設け IoTを活用した技能伝承を取り上げ

ます。

　溶接検査認定委員会（CIW認定委員会）では、主

に ISO 9001:2015（JIS Q 9001:2015）への対応等を

行うために、CIW認定基準WES 8701「溶接構造物

非破壊検査事業者等の認定基準」の改正を本年3月

に予定しております。CIW認定制度の利用拡大への

取り組みとしては、CIW認定委員会内の広報委員会

を中心に、関係官庁、地方公共団体、関連団体など

への働きかけを継続的に進めてまいります。

　最後になりましたが、当協会の活動に対しまして、

ご協力、ご尽力いただいている皆様方に感謝申し上

げますとともに、本年が皆様方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　粟飯原　周二
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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

法人日本溶接協会及び一般社団法人CIW検査業協会

の皆様並びにご家族様にとりまして、2018年が幸

多き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げま

す。

　また、日頃より国土交通省官庁営繕の事務、事業

に関しまして、ご理解、ご協力を賜り、改めて厚く

御礼申し上げます。

　官庁営繕の事業実施に当たっては、官庁施設に必

要な機能を確保するとともに、政府全体で進められ

ている「働き方改革」を踏まえた取組を実施してい

ます。

　昨年も九州北部豪雨など大規模災害が発生しまし

た。官庁施設は、入居する国家機関の行政事務に必

要な機能に加え、このような災害時における対策の

拠点施設としての機能が求められています。そのた

め、「防災・減災対策」として、官庁施設の耐震化、

天井脱落防止対策、商用電源が途絶した場合に備え

て自家発電設備等による電力の確保を図っています。

　特に、「官庁施設の耐震化」については、官庁施設

の耐震基準を満たす施設の割合を2020年度までに

95％以上とすることを目標として、所要の耐震性の

確保に努めています。

　さて、官庁営繕の事業において契約図書の一部と

なる国土交通省官庁営繕部制定の公共建築工事標準

仕様書は、多くの地方公共団体の営繕事業において

も適用され、さらに、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。「働き方改革」では、

建設業における週休2日の確保が課題となっていま

すが、本標準仕様書では施工条件として、「行政機関

の休日に関する法律に定める行政機関の休日に工事

の施工は行わない。ただし、設計図書に定めのある

場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、

この限りでない。」と規定されています。しかしなが

ら、様々な事情からこの「ただし書」の適用により

週休2日が確保されない場合があります。そのため、

現場閉所を含む週休2日工事のモニタリングを実施

し、週休2日の確保を目指すとともに、その阻害要

因の把握とその改善方策の検討を進めることとして

います。

　また、本標準仕様書の主な目的の一つである施工

の品質確保に関連して、鉄骨工事の規定では、溶接

接合について、施工管理技術者、施工、試験に関す

る規定を設け、品質の確保を図っています。施工管

理技術者に関し、貴協会の規格WES 8103の溶接管

理技術者認証基準に基づき認証を受けられた者は、

施工管理技術者として能力のある者に該当するもの

と考えています。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試験機関の活用

が考えられます。

　溶接接合に関して、技術者の能力及び試験機関の

品質管理システムを認証又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、工事の品質確保に重要な役割

を果たすものです。技術者の能力向上及び適正な品

質確保の実現のため、引き続き役割を果たされるよ

う期待いたします。

　本標準仕様書については、昨年より2019年版の

制定に向けた作業を行っています。その際、貴協会

から情報提供を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います。

　我が国は、災害リスクの拡大など、多くの困難に

直面しています。国土交通省では、これらの課題の

解決に向けた取組を従前にも増して努力していく所

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。最後になりますが、貴協会及び

会員の皆様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室長　末兼　徹也
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　新年おめでとうございます よき新春をお迎えのこ

とと、お喜び申し上げます。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。

本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

　2016年に発生した熊本地震における建築物の被

害状況を踏まえ、国は「熊本地震における建築物被

害の原因分析を踏まえた取組方針」として、2つの

取組方針を示しました。１つは「倒壊防止のための

取組方針」として、新耐震基準導入以降の木造住宅

のうち、接合部の仕様などが定性的に規定されてい

た2000年以前の在来軸組工法の住宅について、被

害の抑制に向けた取組みが必要とされました。具体

的には、新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法と

して、「所有者による検証」と、これにより判断がで

きなかった場合に実施する「専門家による効率的な

検証」がそれぞれ示されました。今後は、これら検

証方法の普及が進むことによって、建物所有者が自

主的に耐震化に取り組み、安全・安心なまちづくり

が進むことを期待しています。

　もう１つは「機能継続（使用し続ける、住み続ける）

のための取組方針」として、「防災拠点等となる建築

物に係る機能継続ガイドライン」を作成するとして

おります。具体的には、大地震時に防災拠点等とな

る建築物について、機能継続を図るにあたり参考と

なる事項を記載したガイドラインを、2017年度中

を目途に、取りまとめに向けた検討が進められてい

ると聞いております。

　現行の建築基準法に基づく保有水平耐力計算は、

数百年に1度発生する地震動（震度6強～7クラス）

に対して倒壊・崩壊するおそれがないことを目標性

能にしており、地震発生後の機能継続は求めていま

せん。建築士等の専門家は、建築物の機能・用途の

違いを考慮し、建築主との合意の下で、耐震クライ

テリアを決めていく取り組みが、今後、より求めら

れるところです。

　話は変わりますが、建築物の高層化による太い鉄

筋の使用や、工事の合理化を目的としたプレキャス

ト工法の増加に伴い、鉄筋継手の検査は、従来の引

張試験に加え、超音波探傷検査が増加してきました。

東京都は、2014年 2月に「建築物の工事における

試験及び検査に関する東京都取扱要綱」を改正、鉄

筋継手における超音波探傷検査などの非破壊検査を

行う検査機関を都知事登録制度に追加し、現在19

機関が登録されております。本制度がさらに普及す

ることにより、溶接継手、機械式継手等の受入れ検

査が円滑に行われ、都内の建築物の耐震安全性に寄

与していくことができると考えております。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、本制度のさらなる普及啓発のため

に、今後ともご協力をお願いします。特に、機械式

継手の検査は、「鉄筋継手工事標準仕様書」（日本鉄

筋継手協会）においても、施工後の外観検査及び超

音波測定検査により行うこととされています。した

がって、継手の適切な品質保証の観点からも、受入

れ検査に際しては外観全数検査と抜取りによる超音

波測定検査の併用をお願いします。

　一方、東京都は建築工事現場の安全対策等に関す

る知識及び技術の向上を図るために、工事監理者、

工事施工者等を対象に、毎年、建築工事現場の危害

防止講習会を開催しています。昨今、工事現場周辺

の歩行者に対しての事故が増加していることに鑑み、

2017年度は、災害の分析と防止の取り組みや事故

発生時の報告手順等の講義を実施しました。

　最後になりましたが、貴協会並びに会員のみなさ

まのさらなる発展とご健勝を祈念いたしまして、新

年のあいさつとさせていただきます。

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　中川　昇一
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　2018年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し

上げます。

　昨年度は、CIW検査業協会が創立35周年を迎えられ、

非破壊検査関係者にとりまして誠に感慨深い年であった

と存じます。また、日本溶接協会及びCIW認定検査事業

者の皆様方には，日頃から日本非破壊検査協会（JSNDI）

の活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

新年にあたり、日本経済の成長についての私見とともに、

JSNDIの活動状況などをご報告させていただきます。

　我が国経済は、約5年の景気回復が続いていると見る

一方で、世界経済の成長に比して低迷したまま戻らない

もどかしさがあります。経済には多くの要因が複合的に

作用しますが、グローバル経済においては、①産業・製品・

サービス、②販売・提供・生産の地域、③高付加価値化・

差別化の3つの要素を時間軸上で最適化することが成長

の鍵となります。どんな産業・製品販売・サービス提供を、

どこの国で、どのような特徴を持って、どの期間展開す

ればよいかということです。当業界としても、非破壊試

験技術という切り口で、上記、経済成長のための3要素

を最適化することが極めて重要になると考えています。

　JSNDIは、昨年、更なる発展に向けたビジョンを制定

しました。“JSNDIミッションステートメント ”、“JSNDI

バリュー ”、さらに、これらを実現する具体的な “JSNDI

アクション ”です。“JSNDIミッションステートメント ”

及び “JSNDIバリュー ”については、中長期の基本的な指

針として継続し、“JSNDIアクション ”については、その

時々の成すべき行動としています。JSNDIミッションス

テートメントは、「社会に価値ある安全・安心を提供する

JSNDI」ですが、ここでの“価値ある ”が重要で、これを

“JSNDIバリュー”として展開しています。すなわち、社会、

会員、産業界、学術・教育界、及び行政機関の5つのステー

クホルダー（関係者）に対して目標を設定しています。“社

会 ”からは、尊敬される協会、“会員 ”には、魅力のある

協会、“産業界 ”では、実力のある協会、“学術・教育界”

には、存在価値のある協会、“行政機関 ”には、影響力の

ある協会です。このビジョンの根底には、JSNDIのステー

クホルダーとの連携を深め、シナジー（相乗効果）のあ

る体質を作り上げて、活動及びサービスを強化する狙い

があります。

　具体的な展開として、まず、各産業界における非破壊

試験に関する課題一覧（産業界課題マップ）を整備して、

今後の活動に役立てる方針です。例えば、航空機産業で

は非破壊試験技術者の育成が喫緊の課題で、経済産業省

などが支援を検討していますが、JSNDIはこれに協力し、

昨年6月に設立された日本航空宇宙非破壊試験委員会

（NANDTB-Japan）の事務局を務めることとしました。11

月には航空産業非破壊検査トレーニングセンターも設立

され、本協会は兵庫県から運営を受託しています。また、

石油精製業関連においては、技術の進歩や国際的潮流の

変化など産業保安を取り巻く状況の変化に対応する「高

圧ガス保安のスマート化」への対応が求められています。

JSNDIは、経済産業省から、2017年度石油精製業保安対

策事業（高圧ガス容器の再検査に関する調査研究）を受

託し、「NDIS 2430：2017 半導体製造用高圧ガス容器の

超音波探傷検査による再検査方法」を制定しました。

　一方、グローバル市場を意識した活動としては、昨年

10月の秋季講演大会で、米国非破壊試験協会 (ASNT)の

ACCP（ASNT Central Certifi cation Program）資格と JIS Z 

2305 (非破壊試験技術者の資格及び認証 )資格の二国間

相互承認の基本協定を締結しました。本協定では、工業

分野を「供用前・供用期間中試験 (製造を含む )」に合わ

せることに合意し、お互いの非破壊試験技術者資格を相

互に認め合うこととしました。今後は、本協定の運用に

向けて、ASNTとの詳細な調整や準備を行ってまいります。

　JSNDIのビジョンについては、内部で周知を進めてい

ますので、順次、このビジョンに基づいた施策を、それ

ぞれの分野で展開する予定です。

　最後に、本年の皆様方のご多幸とご発展を心より祈念

いたします。

４．年頭挨拶

一般社団法人日本非破壊検査協会　会長　緒方　隆昌
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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。

　現在、ほかの業界同様、当業界でも団塊世代の引

退が進み、世代交代の波が広がっています。業界を、

より魅力ある状態で次の世代に引き継ぐためにも、

当協会としては、5年、10年先の将来を見据えた活

動を行っていく必要があると考えています。

　昨年の当協会を取り巻く景況を振り返ると、五輪

需要などを背景に、建築・土木分野の検査案件が増

加しており、まだ各所で波はあるものの、同分野に

ついては繁忙期に入っているといえます。今後も、

数年の間はこうした情勢が継続し、2018年は五輪

需要の最盛期となることが予想されます。各会員企

業には、現在の状況を好機と捉えながらも、20年以

降の経済環境を見据えたうえで、五輪需要が収束し

た後にも新たな人材が確保できるよう、企業として

の体力づくりに努めてほしいと思います。また、人

員の稼働が激しい繁忙期ほど、慎重な仕事が求めら

れます。エンドユーザーのための検査であるとの原

点に立ち返り、業務にあたってほしいと願っていま

す。

　検査業界は、新たに業界に参入する若者にとって

も、自己実現が図りやすく、働きがいのある業界です。

そうした魅力をピーアールするためには、積極的な

情報発信を行っていくことが求められます。

　そのための活動として、当協会を含む検査３団体

が主催し全国で展開する「明日を担う次世代のため

の非破壊検査セミナー」は、昨年、神奈川・宮城の

2県で開催し、通算16回、累計受講者数は500人

を超えました。近年は、過去の受講者が実際に業界

に参入するなどの実績も現れており、今後もこうし

た種を着実にまくことで、NDT認知度向上などの成

果に繋げていく所存です。

　また、企画広報理事会では昨年、会員各社の次世

代を担う人材を対象に、新たな知識・情報を聞ける

場所、会社の枠を超えて話せる場所の提供を目的と

した「次世代スタッフのための研修会」を初めて開

催し、若手育成などに役立てています。

　さらに、同理事会では現在、将来次世代が活躍す

るための環境づくりとして、地域ごとに各社の若手

スタッフが集まる機会を提供する懇談会の開催を検

討しています。東日本・関西・西日本ブロックの枠

にとらわれず、各都道府県・地域ごとにきめの細か

い活動を通じ、若手間のネットワークが構築できる

よう、今後内容の具体化を図っていく予定です。

　そのほか、契約適正化推進実行委員会、東京都検

査機関登録事業者連絡会、各講習会事業などについ

ても、変わらず精力的な活動を推進する方針です。

　昨年、当協会は創立35周年を迎え、記念式典を

開催しました。同式典をはじめ、その後の祝賀会に

も多くの来賓・関係各位に参加していただき、節目

の年を盛大に祝うことができました。ここまで活動

を継続できたことも、ひとえに諸先輩・関係各位の

指導の賜物と考えています。

　また、35周年記念事業では、各企業に協賛いただ

いた特別頒布事業の利益金について、あしなが育英

会への寄付を実施しました。協会活動においては、

広い意味での社会貢献も重要なテーマです。今後も、

検査業による貢献にとどまることなく、こうした広

義での社会貢献を果たしていきたいと考えています。

　これらの各活動を通じ、魅力ある検査業界を次世

代に残していく所存です。

　最後になりますが、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、皆様にとってより良

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　わが社のホープ ― 2018

今年は戌年

株式会社アディック
池﨑　博明

　今年は戌年。戌年とはどんな年なのか。書物を
紐解くとひと口に戌年といっても 5つあり今年は
戊戌（つちのえいぬ）だそうだ。解説があったが
全く分からず関係ありそうなことは「頑張ってき
た人は花開き、そうでなかった人は今よりも悪く
なる」らしい。どちらにもあてはまりそうで参考
にならない。
　ちなみに干支は昔方位に使われ戌は西北西。そ
の反対方向が艮（うしとら）でつまり鬼門。だか
ら鬼門の反対に位置する申・酉（キジ）・戌が鬼退
治するという訳だ。
　話が逸れたが 2018年はどんな年になるのか。景
気の良い話が聞こえる一方で頭上をミサイルが飛
び越え何やらきな臭い。来年は改元、再来年は東
京五輪。そんな準備で慌ただしく犬みたいに走り
回る一年になるかも。そういう意味で戌年なら毎
年戌年だな。
　考えても答えが出ず腹が減るだけ。まずは日々
の検査にせっせと勤しむことにしよう。

新年に向けて

株式会社九検
武廣　和幸

　新年明けましておめでとうございます。
　今年で入社 3年目を迎えることとなりましたが、
その期間に見合うだけの成長ができたのだろうか
と疑問に思うところがあり、もっとしっかりしな
ければと感じています。
　入社当初よりは非破壊検査について分かるよう
になりましたが、まだまだ未熟でこれから学ぶべ
きことが多くあります。教えてもらったことの中
には分かったつもりでいることもあると思います。
今年は新しいことを学ぶだけでなく、中途半端な
知識を一つ一つ減らしてしっかりと自分のものに
していきたいです。
　これまでにいくつか資格を取得したこともあり、
今年は自分で検査を行う機会がより増えると思い
ます。そのときには正確な技術や知識が求められ
るため、分からないことや疑問はその都度解消す
ることを心がけ、この積み重ねを検査員としての
自信へと繋げていきたいと思います。

　
昨年を振り返って

新光検査株式会社
野口　拓弥

　新年明けましておめでとうございます。2016 年
の 7月に入社し、早 1年半が経過しました。入社
時は非破壊検査を全く知らず、業務のほとんどを
先輩方の支えで何とかこなしてきました。今では
徐々に仕事も理解でき、自分では迷惑をかけない
程度には成長できたと感じています。

　普段の私は主に配管溶接部の RTに携わっていま
す。まだ RTの資格は持っていないためできること
は限られますが、わずかながらも力になれたらと
思い業務に取り組んでいます。何事もなければで
きる仕事でも、不測の事態が起こってしまうとそ
こから綻びが生じ、その綻びに躓いてしまうこと
が業務の中で多々あります。そのような事態にも
柔軟に対応し、解決策を講じる先輩方のようにな
るには、日々の地道な努力と経験の積み重ねによ
る幅広い知識の構築が必要であると実感しました。
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一歩ずつ。

新日本非破壊検査株式会社
小松　弘貴

　新年明けましておめでとうございます。
　無事に 2度目の年男を迎えることができ、喜ば
しく思います。皆さん御存じかと思いますが、そ
れぞれの干支には性格や特徴といったものがあり
ます。戌年の人は犬のように誠実で我慢強く、努
力家であるそうです。
　入社 1年目の私ですが、社会人歴は 5年目にな
ります。高校を卒業して大学には行かず、自衛隊に
4年間、勤めておりました。訓練の一環で、山の中
で雨に打たれながら空腹状態で眠りにつくことも
ありました。そういった厳しい環境の中で、体と
メンタルを鍛えてきましたので、同期入社の仲間
には負けないぞという気持ちを持って今の会社に
入社いたしました。
　ただ、非破壊検査の業界は覚えることが多く、4
年間、首から下ばかりを鍛えてきた私は、次は頭
を鍛えることに日々費やしております。
　今までとは全く違う環境で大変なことも多いで
すが、犬のように我慢強く、一歩ずつ頑張ってい
こうと思います。

仕事の幅広げる

仙台検査株式会社
岩間　雄摩

　新年あけましておめでとうございます。
　今年で入社 13 年目、3 回目の年男を迎えるこ
とになりました。この度は RUMPES の執筆依頼を
受け、光栄であると同時に過去の自分を振り返り、
そしてこれからの自分について考える良い機会に
なったことを感謝申し上げます。
　私は入社以来、現場での検査業務に従事してお
ります。自分自身の技術向上のため、資格習得に
励みさまざまな知識を身に付けようと努力してま
いりました。
　近年は立場も変わり、判断を求められる場面が
増えてきました。その中で技術・知識はもちろん
ですが、顧客および業務に関わる皆様に信頼され
る検査員を目指すべく日々奮闘しております。そ
して、この仕事に携わることで感じ・学んだ先輩
方の仕事への姿勢・考え方・向き合い方を今後は
私も後輩に感じてもらえるよう指導していこうと
考えております。
　さらに、与えられた仕事をこなしていくだけで
はなく、仕事の幅を広げる提案を自ら進んでして
いけるような検査員を目指したいと思います。
　最後になりますが、今年一年の皆様方のご健勝
を心より祈念いたします。

　
2018 年に向けて

株式会社ダンテック
籾山　翼

　新年明けましておめでとうございます。
　入社以来早くも 3年目を迎えようとしています。
　昨年を振り返ると 4月に NDI-UT レベル 2に合

格し、未熟ながらも先輩と共に現場を回り多くの
ことを勉強させていただきました。資格の勉強に
より基礎知識が身につくことで、現場においても
新たな発見があり、日々充実しております。
　2018 年は昨年に引き続き資格取得を目指すと共
に現場での知識も積み重ね、邁進していく所存です。
　また、私にも後輩が増えてまいりました。私が
諸先輩方にそうしていただいたように、彼らの手
本となれるよう振る舞い、そして、心構えを新た
にして今年も頑張ります。
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日々勉強と成長

東亜非破壊検査株式会社
内田　菜月

　新年あけましておめでとうございます。
　入社して、もうすぐ丸3年が経とうとしています。
　入社当初は非破壊検査をほとんど知らず、まず
はとにかく資格を取得しようと必死に勉強し、現
場に出たら右も左も分からず、忙しい先輩に色々
教えてもらいながら、少しでも役に立てるように
とがむしゃらにやってきました。3年も経つと流石
に少しずつ分かることが増える一方、3年経って
もいまだに分からないことも多くあります。また、
新入社員の技術研修にも少し携わっており、自分
の知識の少なさを思い知らされ、非破壊検査を知
らない人に非破壊検査技術を理解してもらうこと
の難しさを痛感し、日々勉強と成長だと感じるこ
の頃です。
　これからも、自分の足りないところを理解しつ
つ、日々勉強し成長できるよう精進していきたい
と思います。

学ぶ姿勢

日本非破壊検査株式会社
田中　達也

　新年明けましておめでとうございます。
　私は今年の 4月で入社 5年目を迎えますが、毎
年新年を迎えると昨年の自分とどう変われたか、
どれだけ前に進めたかといったことを考えます。
　昨年は業務において一つ一つ仕事を覚え、自分
の業務の幅が広がっていくことで自らの自信とな
り、その仕事における責任の重さが日々増してい
ることを実感できた良い一年だったと思います。
　「人生、日々勉強」ともよく言われます。私は業務、
私生活ともに幅広く知識を深め、吸収し、思考の
柔軟な人間になろうと心がけております。
　常に好奇心を持ち、業務にあたり 2018 年も学ぶ
姿勢で去年の自分を超えられるよう努力してまい
ります。

　
貪

日本工業検査株式会社
吉田　伊吹

　新年あけましておめでとうございます。
　社会人として 2度目となる新年を無事迎えるこ
とができ、まだまだ未熟者の私が RUMPES に執筆
する機会を得たことは光栄であります。
　入社 3年目となる今年は「貪」をテーマに掲げ
ていこうと思います。仕事に対しては多くのこと

を貪欲に学び吸収して、これまで仕事についてい
くことで手一杯となっていた自分から成長します。
また、そこで得たものを形とすべく、NDI 等の資格
から複数の取得を目指します。そして仕事を頑張っ
た分、休日には旅行に行って美味しいものを食べ
たり季節のレジャーを楽しんだりと充実させます。
もちろんお酒も沢山楽しみます。
　欲深い私の新年の抱負となってしまいましたが、
「貪」という字のように追い求める心を忘れないで
一年を過ごしていきたいと思います。
　最後になりますが、皆様のご健勝とご多幸を心
よりお祈り申し上げます。
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入社時と同じ心構え

非破壊検査株式会社
中村　祥平

　新年あけましておめでとうございます。
　早いもので、入社して間もなく 5年が経とうと
しています。検査員としてのキャリアは諸先輩に
は遠く及びませんが、戦力として少しでも貢献で
きるように日々研鑽を積んでいるところです。
　さて、最近よく耳にするスマート化ですが実際
に非破壊検査にも適用が進んでいます。私もスマ
ホネイティブと呼ばれる世代ではありますが、こ
の 5年間だけでもめまぐるしい変化を感じていま
す。規則的な日々の積み重ねも重要ではあります
が、毎日が新鮮に感じられれば、より仕事にやり
がいが生まれると思います。それこそ、入社時と
同じ心構えということです。
　私自身はまだまだ若輩ですが、この 1年は多感
に幅広い経験と知識を身につけられるよう、精進
していきます。

検査員として思うこと

溶接検査株式会社
山形　一希

　新年あけましておめでとうございます。
　2017 年 4 月に入社し、早 9ヵ月が過ぎました。
資格を取得し、検査業務に携わるようになり、こ
の仕事のやりがいはなんだろう、と思うときがあ
ります。
　当社は、宮城県を中心に東北地方で検査を行っ
ており、他県へ出かけることがあります。働き始
めて、他県の会社から依頼されるってすごい、と
思いました。依頼されるということは信頼されて
いるということと同義であり、その信頼関係を築
き上げていく点でやりがいがあると感じました。
　検査業務は、不祥事が発覚したときなどに社会
的な関心を集めるものの、平時は縁の下の力持ち
という表現がふさわしいと思います。検査は目立
たない仕事でやりがいを感じるのは難しいとは思
いますが、既存の建物の検査や、これからできる
建物の検査など、社会の安全・安心を守るのも一
つのやりがいであると考え、今後も頑張っていき
ます。
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7．記念式典・祝賀会を盛大に開催

　CIW検査業協会（逸見俊一会長）は11月 22日、

東京・港区の浜松町東京会館で創立35周年記念式

典を開催。会員・関係者約150人が参集した。式典

では、日本溶接協会の粟飯原周二会長、東京都多摩

建築指導事務所の大熊久理子建築構造専門課長が祝

辞を述べたほか、各種表彰、感謝状の贈呈などを実施。

祝賀会には斉藤鉄夫衆議院議員をはじめ多くの来賓・

関係者が参加し、35周年の節目を祝った。

　同協会は1982年、溶接検査事業者懇談会として

発足した。開会に先立ち、挨拶を行った逸見会長は

「発足からあっという間に35年が経過した。当時に

比べ、現在ではCIW認定制度の認知度も向上してお

り、我々としても、認定事業者としての誇りを持って、

今日まで活動を展開してきた。多くの諸先輩のおか

げで現在がある」としたうえで「今後、当業界でも

世代交代は確実に進んでいく。本式典も、若手が中

逸見会長

粟飯原会長 大熊建築構造専門課長

創立 35周年記念式典
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心となって企画を運営しており、これから先はこう

した若い世代に活動を託していく必要がある。関係

各位によるさらなる叱咤・指導をお願いしたい」と

語った。

　来賓祝辞では、粟飯原会長が「溶接構造物は、溶

接士による溶接、施工管理のほか、非破壊検査の工

程があって初めて機能する。社会の安全・安心への

要求が高度化するなか、貴協会の重要性はますます

高まっていく。当協会ではCIW認定を重要事業の一

つに位置付けており、今後も密接な関係を保ちなが

ら、ともに活動を続けていきたい」と語った。

　大熊課長は「貴協会からはこれまで、都の建築行

政に対し多大な協力を得てきた。都知事登録鉄骨溶

接部検査機関制度では、事前審査などをお願いして

おり、同制度立ち上げ時から関わる私自身も、闊達

な議論、慎重な審査を目の当たりにしてきた。検査

の透明性確保が引き続き課題となるなか、同課題の

解決には、先端技術に加え、人間の力が必要となる。

技術・人材の育成にあたってきた貴協会に、引き続

き尽力を要請したい」と語った。

　式典は、東京理学検査の松本隆氏が司会進行を務

めた。協会活動功績者表彰（順不同）では、首都大

表彰式のもよう

協会活動功績者表彰

永年会員表彰

特別頒布協賛企業感謝状贈呈
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学東京名誉教授の西川孝夫、IHI検査計測の荒川敬弘、

非破壊検査の末次純、東京都防災・建築まちづくり

センターの春原匡利、産報出版の馬場信の5氏を表

彰。馬場氏が代表者として登壇し、祝辞を述べた。

　また、本記念事業の一環である検査装置・機材の

特別頒布協賛企業（同）として、オリンパス、栄進

化学、GEセンシング＆インスペクション・テクノロ

ジーズ、ジャパンプローブ、ポニー工業、菱電湘南

エレクトロニクスの６社に感謝状を贈呈。さらに、

会員企業12社に永年会員表彰を行った。

　特別頒布事業などによる利益金については、あし

なが育英会に寄付金として贈呈。記念講演では、同
記念講演「あしなが運動 50年の
歴史」（円内は講師を務めたあし
なが育英会の花岡洋行氏）

斉藤衆議院議員

水沼専務理事

緒方会長

髙木氏

鏡開きで 35周年の節目を祝った

35周年を祝して乾杯
司会は落語家の立川志獅丸さん（左）が担当。

写真は抽選会のもよう
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育英会の花岡洋行氏が「あしなが運動50年の歴史」

を紹介した。

　祝賀会では、落語家の立川志獅丸氏による司会の

もと、斉藤衆議院議員をはじめ東京都都市整備局市

街地建築部の髙木洋平氏、日本非破壊検査協会の緒

方隆昌会長らが来賓祝辞を述べ、日本溶接協会の水

沼渉専務理事による乾杯の発声で、盛大な祝宴に移っ

た。

　祝宴では、逸見会長や来賓による鏡開きを行った

ほか、立川氏の軽快な司会による抽選会を実施。豪

華な景品を手にした参加者からは歓声があがり、終

始にぎやかなパーティーとなった。

祝賀会場から
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8．デジタルラジオグラフィ規格の JIS 制定について
学校法人ものつくり大学　特別客員教授 　大岡　紀一

　放射線透過試験技術は工業製品などの品質管理、

構造物などの試験・検査に広く用いられ、1968年

に鋼溶接部に対する放射線透過試験の規格が制定さ

れて、現場で適用されるようになってきた。放射線

透過試験においてX線フィルムを用いた方法（以下、

F-RT法という。）は近年、画像処理技術の発展による

デジタル化に伴い、デジタルラジオグラフィ（以下、

D-RTという。）としてその適用が広がりつつあり、更

なる適用のためにはD-RTの規格化が望まれていた。

　国際的には ISO規格の中で、溶接継手のD-RTに

関する ISO 17636-2:2013（以下、対応国際規格と

いう。）が制定されたのを機に、これを基にD-RT

の JIS を制定することとなった。制定にあたっては

D-RTの撮影に特有かつ不可欠な複線形像質計の使用

などを含んでおり、F-RT法とは運用が異なる点もあ

ることから、従来のフィルムを用いた JIS とは別の

規格とした。

１．JIS Z 3110 制定に至る経緯と
       その目的

　国内における放射線透過試験方法は、まず最初

に F-RT 法の撮影方法として JIS Z 2341（金属材料

の放射線透過試験方法）が制定され、続いて材料

別の溶接継手に対する JIS Z 3104:1968（鋼溶接部

の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方

法）、JIS Z 3105:1968（アルミニウム溶接部の放射

線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法）、JIS Z 

3106:1971（ステンレス鋼溶接部の放射線透過試験

方法及び透過写真の等級分類方法）などが分離独立

して制定された。1995年になって、JIS Z 3104 な

ど円周溶接継手、T溶接継手などの撮影方法を盛り

込んだ規格改正が行われた。一方、試験データの保存、

取扱いの容易さなどの利点をもつD-RTの撮影技術

が工業分野に広がってきたが、試験方法としての規

格化には至っていなかった。そこで、できるだけ早

期に制定するためには JIS Z 3104に加えて附属書の

形でのD-RTの導入も検討されたが独立規格とする

方が適用しやすいことから、従来のF-RT法に追加し

ての JIS の改正は行わないこととした。一方、溶接

継手に関する放射線透過試験におけるデジタル撮影

技術に関わる試験・研究は (一社 )日本溶接協会（以

下、JWESという。）内のAN委員会 (AN: Application 

of NDT techniques for industiral fi eld、非破壊試験実

用化研究委員会 )において実施されてきており、デ

ジタイジングを含むデジタル撮影技術に関する外国

規格の技術的内容の妥当性の確認実験などを行って

きた。

　ここでは、D-RT技術に関する試験の成果、各種関

連規格などを採り入れて国内初の「工業分野におけ

るデジタルラジオグラフィの基礎と応用 -フィルム

からデジタルへの展開 -」を発行した。これをベース

に ISO規格との整合を図りながら、JWESに JIS 原案

作成委員会を設置し、D-RTに関する「溶接継手の放

射線透過試験方法―デジタル検出器によるX線及び

γ線撮影技術」の JISを制定する運びとなった。

　なお、JIS Z 3104の改正時の1995年には、1989

年の産業用CRの発表から５年程度しか経過してい

なかったため、技術的検討が十分に行われていない

との理由もあって、D-RTについては規格化が見送ら

れ、F-RT に限定された。続いて JIS G 0581:1999、

JIS Z 3106:2001及び JIS Z 3105:2003が改正された

が、いずれの規格においても JIS Z 3104:1995と同

様にF-RTに限定された。

２．デジタル RT に関する外国の
        規格動向

　米国ではD-RT に関する ASTM規格が制定され、

その後、改訂及びD-RT関連の規格の整備が進めら

れている。

　ドイツがリーダーシップを執る形でのEN規格に
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表　F-RT 及び D-RT 技術における主な項目の比較例

おいてはD-RTに関する ISO規格の制定の動きが活

発となっている。透過写真のデジタル処理システム

についてEN規格が制定され、これらに基づいた ISO

規格が制定され、またCRシステムについてもEN規

格に基づいた ISO規格が審議され、制定された。

　JIS 化の基となっている溶接継手のD-RT に関す

る ISO 17636-2(Non-destructive testing of welds-

Radiographic testing- Part 2 X-ray and gamma ray 

techniques with digital detectors) は、F-RT の ISO 規

格に対して基本分解能（SRb）などのD-RTに必要な

要求値を追加し、写真濃度などのD-RTに関係しな

い要求値を削除し、F-RTと D-RTで基本的な撮影配

置及び透過写真の識別最小線径に関して同じ要求値

を規定した内容としている。

３．JIS Z 3110 の規格構成

　規格は本体及び規定と参考の附属書から構成され

ている。

　主な項目は、放射線透過撮影方法の分類及び補償

原理、一般的要求事項及び準備そしてデジタル撮影

のための推奨技法としての撮影配置に関連して、線

源－試験体間距離、X線管電圧及びその他の放射線

源の選択、検出器システム及び金属スクリーン、放

射線の照射方向、散乱線の低減、幾何学的拡大撮影

技法が挙げられる。

　なお、F-RT技術及びD-RT技術における主な項目

を比較して表に示す。
　ここで、補償原理、検出器システム及び金属スク

リーン、散乱線の低減、幾何学的拡大撮影技法は

D-RT技術としての特徴を有しているので以下に簡単

に述べる。

３．１　補償原理
　デジタル検出器を用いたデジタル撮影で十分なコ

ントラスト感度を得るために補償原理を適用するこ

とができる。

これは、検出可能な試験体の厚さの差Δw 当たりの
検出器の SRb で正規化された最小のコントラスト対

ノイズ比 (CNRN) を得るもので、コントラスト、鮮鋭

度のうち一つが十分でないために、要求されたΔw
当たりの CNRN を得ることができない場合、信号対

ノイズ比（SNR）を増加させることによって補償す

ることができる。補償には３つの方法がある。

３．２　検出器システム及び金属スクリーン
　デジタル検出器 (DDA) システムにおいては、通常、

増感のために金属スクリーンは用いられないが、コ

ンピューテッドラジオグラフィ (CR) システムを用い
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たデジタル撮影においては、増感のために金属スク

リーンを使用することがある。ただし、X線フィル

ムとの違いによる配慮が必要である。露出時間又は

X線管電流を増加させることによって、鉛はくスク

リーンによる増感とほぼ同等の効果を得ることがで

きる。

３．３　散乱線の低減
　CR及びDDAに共通に適用する散乱線の低減方法

として、金属フィルタ及びコリメータの使用及び後

方遮蔽がある。例えば、コリメータの使用によって

直接放射線を試験範囲に絞ることができる。

γ線源を使用する場合、試験体とカセット又はDDA

との間に鉛シートを配置することによって、低エネ

ルギーの散乱線を除去するためのフィルタとして使

うことができる。

　一方、後方散乱線の遮蔽には、検出器の後に少な

くとも厚さ1 mmの鉛シートまたは少なくとも厚さ

1.5 mm以上のすずシートを配置することができる。

３．４　幾何学的拡大撮影技法
　必要とする IQI 値の識別性（針金形透過度計、有

孔形透過度計又は有孔階段形透過度計で確認）及び
SRb（複線形像質計で確認）の要件を満足するように

する一つの方法は画像の SNRを高めることであり、

もう一つの対応方法は、IPまたはDDAと試験体と

の距離を大きくした上で、焦点の小さいX線管又は

線源寸法の小さいγ線源を使用して幾何学的拡大撮

影技法を適用することである。それには、デジタル

画像において、試験体上で複線形像質計を使用する

ことによって拡大率の正しい選択を確認しなければ

ならない。

　一方、この規格には、附属書として円周溶接継手

に必要な推奨撮影枚数、最小の IQI 値、基本空間分

解能 SRb の決定及びCR撮影のための最小グレイ値の

決定に関する技術的情報が規定の位置付けで、また、

グレイ値に関する補足事項が参考の位置付けで記載

されており、実用のためには有意義な内容となって

いる。

４．制定に伴い期待される効果

　D-RTの撮影技術は、F-RTのそれを基本としており、

像質などの必要条件については、品質保証上差異が

ない。むしろ、F-RT法にない画像処理及び繰返し使

用が可能な優れた特徴があり、写真処理が不要など

の利便性がある。

　F-RTでは、適切な濃度が得られるように撮影条件

を決めるが、CR法及びDDA法では、濃度に代えて、

正規化された信号対ノイズ比（以下、SNRN という。）

を用いる。

　また、画像の観察に関して、F-RTでは、フィルム

コントラストにより透過写真のコントラストが決ま

るが、CR法及びDDA法では、撮影後にソフトウェ

アを用いてモニタ上で画像のコントラストを調整で

きる利便性がある。

　一方、F-RTの規格である JIS Z 3104などと比較で

きる点は、今回制定される JIS が撮影方法だけの規

格であり、きずの評価のためには複線形像質計の適

用も含めて教育・訓練による習熟が不可欠と考える。

なお、D-RTにおけるきずの像の分類については、契

約当事者間の協議によって、F-RTの透過写真による

きずの像の分類方法を適用することは差し支えない

と考えられる。

　国内の放射線透過試験の関係する法令などでは、

試験方法として F-RTを規定し、D-RTはこれからの

適用の状況にあって、例えば、現状ではD-RTが配

管の腐食調査などへの適用に限定されている。しか

し、F-RTでは、透過写真の保管場所の確保、フィル

ム処理液の廃液処理などの問題が顕在化し、また、

CR、DDA（フラットパネル）などのD-RTシステム

の性能が向上していることから、D-RTの非破壊試験・

検査への適用については、今後ますます要望が高まっ

てくるであろう。

　最後に、東南アジアにおいてもマレーシアなどは

F-RTに代わってD-RTが急速に進んでおり、トレー

ニングなども活発に行われている状況から、NDTの

分野でも先進国の立場にある日本のD-RTの実用化

に向けた普及・拡大が望まれる。これまでは、JIS規

格がないために、進捗することができなかったが、

今回の JIS の制定に伴って国内での需要が急速に見

込まれることが期待される。
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　近年、自動車メーカー、鉄鋼メーカーをはじめ、

大手企業による検査データ改ざんなどの不祥事が相

次いでいる。製品の品質管理において、部品や材料

の適切な検査は、安全・安心を守る要となる。分野

は異なるものの、国内では数年前にも、インフラ関

連で溶接部検査の不正が立て続けに発覚し、社会問

題へと発展した。業界内では、こうした不正を防ぐ

ため、各企業において、社員の倫理教育を強化する

動きが広がっている。

　こうした背景を踏まえ、日本溶接協会は10月 17

日、東京・千代田区の溶接会館で、「非破壊検査と倫

理に関するシンポジウム――土木・建築分野の溶接

部非破壊検査における技術者倫理」を開催した。

　本企画は、同協会溶接検査認定委員会溶接検査事

業者倫理委員会によるもの。当日は、検査会社や関

連団体などから約60人が参加し、技術者倫理に関

する６件の講演を聴講した。また、講演終了後には、

溶接検査認定委員会の寺田幸博運営委員長が「CIW

認定基準WES 8701の改正」について解説した。

　冒頭、挨拶を行った溶接検査事業者倫理委員会

の廣瀬壮一委員長は「本企画の契機となったのは、

2015年に発生した落橋防止装置の溶接不良問題で

ある。これをきっかけに、技術者倫理が重要視され

るようになった。NDT、土木建築分野で活躍する技

術者各位に、この問題を思い起こすことで、倫理に

ついて再認識してもらうとともに、前向きに今後の

品質管理を考えてもらう場としたい」と開催の趣旨

を語った。

　国土交通省大臣官房技術調査課工事監視官の矢作

智之氏は、「非破壊検査技術を用いた公共工事の品質

確保」について講演を行った。矢作氏は、公共工事

の入札契約について「過剰な競争により、安い金額

9．非破壊検査と倫理に関するシンポジウム―
    日本溶接協会が初開催、検査会社など 60人参加

廣瀬委員長 青山教授

加藤氏
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で工事を請負うことが増えると、業務全体からコス

トを削ろうとして、一部の不正も発生しやすくなる」

と指摘し、14年に一体的改正を行った担い手三法（品

確法、入契法、建設業法）の概要を紹介した。

　また、検査不正の再発防止策として、検査会社と

の契約主体見直しをはじめとする「元請会社による

品質管理の強化」、検査抽出率の見直しなどによる「製

作・検査における不正防止対策の強化」、発注者によ

る検査の強化などによる「発注者の取り組みの強化」

と、多重のチェック態勢で対応を図ることを説明し

た。

　さらに、今後の品質管理を考えるうえでの最新ト

ピックスとして、東京大学大学院工学系研究科シス

テム創成学専攻の青山和浩教授が「IoT時代の溶接

のライフサイクルマネジメントの可能性――溶接品

質管理のスマート化」と題して講演した。青山教授

は「不正を防止するためには、記録を残すことが重要。

また、業務を行う現場が作業者にとって働きやすい

環境であることが、品質や生産性の向上に結びつく」

としたうえで、より高度な現場マネジメントを実現

するため、自身が研究に取り組む造船工場のモニタ

リングシステムなどを解説した。

　そのほか、広島経済大学経済学部経営学科の岡田

斎教授は「非破壊検査技術者の不正行為と企業倫理」

と題し、企業風土と不正問題の関係などを解説した。

　名古屋工業大学大学院工学研究科の秀島栄三教授

は「学び、考え、動く技術者」と題し、土木技術者

の観点から倫理を解説した。

　大成建設エグゼクティブ・フェロー・設計本部副

本部長の細澤治氏は「鉄骨造溶接部の工事監理」と

題し、建設会社における工事監理について説明した。

　日本設計執行役員・フェローの黒木正郎氏は「『見

えない性能』をどう作り上げるか―棟梁・石工・建

築家」と題し、過去の建築技術などに学ぶ「信頼の

重要性」を解説した。

　閉会挨拶を行った溶接検査認定委員会溶接検査事

業者倫理委員会の加藤光昭氏（九州工業大学名誉教

授）は「当たり前のことを当たり前に行っていくこ

とが重要。人間である以上、常にそれを実行するの

は困難なこともあるが、乗り越えていく必要がある」

と参加者に呼びかけた。

60 人が参加したシンポジウム（10月 17 日、溶接会館）



19

CIW検査業協会だより
一般社団法人 CIW検査業協会

☆創立 35周年記念式典・祝賀会を開催
　11 月 22 日 ( 水 ) に浜松町東京會舘において、参加
者 150 名のもと盛大に開催しました。
　また、第 4回理事会も、同日に開催されました。
☆ 2018.2019 年度当会役員選挙日程
　投票用紙発送：2018 年 1月 15日（月）
　投票締め切り：2018 年 2月 1日（木）
　投票結果公示：2018 年 2月 5日（月）
☆ 2017 年度東京都鉄骨溶接部検査機関登録書授与式
を開催
　本年度は、更新申請 21社に登録書が授与され、
登録検査機関は現状の 27社です。
☆次年度の東京都鉄骨溶接部検査機関登録について
　2018 年 4月 19日（木）に説明会を計画しています。
　2018 年度の新規審査申請・更新審査申請・定期審
査申請の受付期間は2018年7月2日（月）～10日（火）
を計画します。
☆今後の研修会予定
　①WES 8701:2016 における内部監査員養成のため
の研修会を 2018 年 2月 4日 ( 日 ) に東京で

　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 4回目（最終）を 2018 年 2月 18
日 ( 日 ) に大阪で
　2018 年度は、第 1回目を 2018 年 6 月 24 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 10日 ( 土 ) ～ 11 日 ( 日 ) に東京で
　④ NDI －レベル 3（UT、RT、PT 二次試験）のため
の受験対策講習会を 4月中旬、下旬に東京で
　なお、2018 年度は 4月 28 日 ( 土 )、 29 日 ( 日 ) に
大阪でも計画（RT、UT、PT 二次試験対策講習）
　⑤WES 8701:2016に基づく CIW検査技術管理者及
び上級検査技術者（UT部門 ) 資格取得のための受験対
策講習会を 5月上旬に東京で
　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。

10．2018 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

　2018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いたします。
　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.
32 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 21日 (土 ) ～ 22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 12日 (土 )
　大　阪 ： 5月 13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 20日 (日 )
　2次試験
　　東　京 ： 7月 7日 (土 ) 
　　大　阪 ： 7月 8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 (2018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
いたします。
　なお、当協会ホームページ（http://www.jwes.
or.jp/）にも掲載いたします。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 】
　2018年 10月 1日認定分＞ 2018年 4月上旬
　2019年 4 月 1日認定分＞ 2018年 10月上旬
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　謹賀新年。
　数年前から海外旅行の楽しさに開眼し、毎年のように新しい土地へ旅をしてい
ます。昨年は、夏に北欧・フィンランドを訪れました。
　観光の楽しみは色々ありますが、珍しい風物を写真に収めることも、その一つ
です。今回も、現地特有の風景や食べ物など、色々なものをカメラに収めました。
しかし、旅につきものなのがハプニングです。最終日前日、それらのデータが入っ
たカメラを、メモリーカードごと失くしてしまいました。その後、落胆を引きず
りながら、最終日の観光を終え帰国しました。
　けれど、今になってみると、より鮮やかに思い出すのは、カメラを失くした後
に見た風景なのです。カメラを手にした自分が、いかに目の前の景色ときちんと
向き合っていなかったか、気づかされました。
　日々の生活でも、大切なのは、その時々の状況と正対することです。今年は、
それをしっかり胸に刻み、自分の肉眼を通して、物事を正確に捉えていきたいと
考えています。
　本年も、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

（S.T）




