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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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１．まえがき
　日本溶接協会は、WES 8701（溶接構造物非破壊

検査事業者等の認定基準）を定め、溶接構造物の非

破壊検査にかかわる事業者を認定してきた。この制

度は、CIW（Certifi cation for Inspection of Welds）認

定制度と略称され、わが国における唯一の検査会社

認定制度として1963年以来約半世紀にわたって発

展的に拡大し、現在に至っている。

　WES 8701は 1977年に制定され、事業者に対す

る業務確認結果に基づいて認定、更新などを実施し

てきた。2007年の抜本的改正を経て以降、今回で

３回目の改正になる。現在のCIW認定の技術的要件

の骨格は2013年の改正において形成された。この

とき、JIS Q 9001:2008（品質マネジメントシステ

ム－要求事項）を参考にし、従来の “品質システム ”

の呼称を “品質マネジメントシステム ”に変更する

と共に、検査会社に最低限必要と考えられる事項を

規定した。これらの要求事項に加えて、検査技術者

の資格管理、検査業務の管理、検査設備及び機器の

管理について規定し、非破壊検査がプロセスの妥当

性の確認を要求される特殊工程 1) と位置づけられて

いることにも配慮してWES 8701:2013を制定して

いる。

　非破壊検査を実施するに際しては、その信頼性が

根幹であり、それが揺らぐことがあってはならない。

しかし、溶接構造物を対象とする非破壊検査適用の

昨今の事例を鑑みると、今一度原点に立ち返る必要

があるとの認識から、2016年に “経営者責任 ”及び

“発注者との契約内容の確認 ”の重要性を附属書Aに

追加し、WES 8701:2016を制定している。

　今回は、附属書Aの見直しを中心に改正を行った。

これは、JIS Q 9001（品質マネジメントシステム－

要求事項）が2015年に改正され、新たな構造、用

語及び概念が導入されていることへの対応である。

設計・開発、引渡し後の活動は除外としている。また、

本規格は、多様な溶接構造物の検査に柔軟に対応で

きる体系としている。このため、建築鉄骨工業分野

への適用にとどまることなく、広く溶接構造物への

適用を推奨したものであり、その趣旨を序文に明記

することとした。

２．改正内容

　WES 8701:2018の改正において、本体及び附属書

A（溶接構造物非破壊検査事業者の品質マネジメン

トシステム等に係わる要求事項）に追加した主要な

内容を□で囲み項目番号とともに下記に示す。ここ

で、□内で下線を施した部分は、2016年版に記さ

れている内容である。

項目 本体序文

本文

（前段の記述省略）
本規格は、本体及び附属書との構成とし、
多様な溶接構造物の検査に柔軟に対応で
きる体系としている。また、建築鉄骨工業
分野への適用にとどまることなく、広く溶
接構造物への適用を推奨したものである。

　書き出しから次の文言までの規定は、2016年版

と同じである。上記は、今後の展開を期待して追記

した。

項目 A.1　適用範囲　（解説 3.18、解説 3.19）

本文

a) この規格は、非破壊検査事業者（以下、
事業者という。）が、顧客要求事項及び
適用される法令・規制要求事項を満たす
非破壊検査業務（以下、検査業務という。）
を一貫して提供する能力を実証するため
の品質マネジメントシステムに関する要
求事項を規定する。
b) 事業者は、品質マネジメントシステム
の適用範囲を決定するとき、外部及び内
部の課題、並びに密接に関連する利害関
係者の要求事項を考慮しなければならな
い。

1．WES 8701:2018（溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準）の改正
一般社団法人日本溶接協会 溶接検査認定委員会 運営委員会委員長

高知工業高等専門学校 寺田　幸博
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本文 　c) 設計・開発が必要な検査業務につい
ては、この規格の適用範囲外とする

　外部の課題、内部の課題及び利害関係者のニーズ、

期待については、具体的な事項を解説に示している。

項目 A.2.1 品質マネジメントシステムの計
画・構築　（解説 3.20）

本文

事業者は、この附属書に規定する要求事項
及び顧客の要求事項、法令、規格等を満た
す適切な品質マネジメントシステムを計
画し構築しなければならない。計画に際し
ては、組織及びその状況、並びに利害関係
者のニーズ及び期待を考慮しなければな
らない。
なお、計画・構築する際には、検査業務に
おけるリスクと機会についても十分に考
慮しなければならない。

項目 A.2.3 品質マネジメントシステムの評価
及び変更・改善　（解説 3.21）

本文

事業者は、品質マネジメントシステムの有
効性を定期的に評価し、必要な場合は変
更・改善を行わなければならない。評価及
び変更・改善に際しては、組織及びその状
況、並びに利害関係者のニーズ及び期待を
考慮しなければならない。
なお、変更する場合も計画時と同様に、リ
スクと機会についても十分に考慮しなけ
ればならない。

　品質マネジメントシステムを計画・構築する際に

は、リスク及び機会への取り組みについても計画す

る必要がある。リスクに基づく考え方の概念とは、

起こり得る不適合を防止するため予防処置を計画す

ること、発生した不適合を分析し再発防止策を講じ

ることなどである。また、機会に基づく考え方の概

念とは、新市場への取り組み、新たな技術の使用、

新たな顧客への取組等を計画に取り込むことである。

これらのリスクと機会について、解説で具体例を示

している。

　品質マネジメントシステムの有効性の評価は、マ

ネジメントレビュー結果等に基づいて実施する。そ

の評価及び改善は、１回／年以上の頻度で行うこと

が望ましい。

項目 A.3.1 リーダーシップ及びコミットメン
ト　（解説 3.24、解説 3.25）

本文

執行責任者は、次に示す事項によって、品
質マネジメントシステムに関するリーダー
シップ及びコミットメント（責務／係わり
／意思表示）を実証しなければならない。
a) 倫理要綱を外部及び内部の利害関係者
に周知する。
b) 品質マネジメントシステムの有効性に
説明責任を負う。
c) 品質マネジメントシステムに関する品
質方針及び品質目標を確立する。
d) 品質マネジメントシステムに必要な資
源（技術者、施設、設備及び機器、情報等）
が利用可能であることを確実にする。
e) 品質マネジメントシステムの有効性に
寄与するように、検査業務に携わる全て
の管理者及び技術者等を積極的に参加さ
せ、指揮し、支援する。
f) 改善を促進する。
g) その他の関連する管理者がその責任の
領域においてリーダーシップを実証する
よう、管理者の役割を支援する。

項目 A.3.2 顧客重視　（解説 3.26）

本文

執行責任者は、次の事項を確実にすること
によって、顧客重視に関するリーダーシッ
プ及びコミットメントを実証しなければ
ならない。
a) 顧客要求事項及び適用される法令・規
制要求事項を明確にし、理解し、一貫し
てそれを満たしている。
b) 適正な検査業務遂行能力及び顧客満足
を向上させる能力に影響を及ぼしうるリ
スクを明確化し、対処している。
c) 顧客満足向上の重視を維持している。

項目 A.3.3 品質方針の確立と伝達　（解説
3.27）

本文

執行責任者は、次の事項を考慮して品質方
針を確立し、伝達し、維持しなければなら
ない。
a) 組織の目的に対して適切である。
b) 要求事項への適合及び品質マネジメン
トシステムの有効性の継続的な改善に対
するコミットメントを含める。
c) 品質目標の設定及びレビュー（確認／
評価）のための枠組みを与える。
d) 組織全体に伝達され、理解される。
e) 適切性を持続するためにレビューをす
る。
f) 倫理に関する事項を含める。
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　JIS Q 9001:2015の 5.1項を参考にして、A.3リー

ダーシップを新たな項目として追加した。

　検査業務にとって特に重要であると判断した事

項を、この附属書に新たに執行責任者のリーダー

シップ及びコミットメント（責務／係わり／意思

表示）として規定した。検査業務においては、他

の業種にもまして “倫理 ”が重視されるため、JIS Q 

9001:2015には記載がないが、執行責任者が先頭に

立ち、倫理要綱を内外の関係者に周知することに対

してリーダーシップを発揮し、コミットすることを

要求した。ここでいう“実証する（demonstrate）”とは、

“説明する ”または “明示する ”という意味である。

　JIS Q 9001:2015の 5.1.2 項を参考に、顧客重視を

追加要求した。規定の意図は、事業者は顧客重視と

いう姿勢を保ちながら、検査業務を実施することが

大切であるということである。A.3.2 b) の、適正な

検査遂行能力に影響を及ぼし得るリスクとは、施設、

設備及び機器の管理、技術者の技量・倫理観、検査

方法等に潜在する問題点等である。顧客満足を向上

させる能力に影響を与えるリスクとは営業、検査技

術者等の接客態度、過ちが散在する検査報告書等が

挙げられる。特に、検査業務においては、これらの

リスクを明確にし、対応することによって、適正な

検査を実施することができ、顧客満足につながる。

ここで、顧客満足についてはA.14.1 項に規定してい

る。これの解説3.41も参照されたい。

　品質方針としてA.3.3 に示す a) ～ f) 項は、2016

年版では解説に記述していた事項であるが、品質マ

ネジメントシステム全体を方向付ける重要な指針で

あり、その重要性の認識から本文に移した。品質目

標は品質方針を考慮し、年度（または年間）ごとに

部門長等が具体的、かつ、測定可能な目標を明記す

ることになる。品質目標をどのように達成するかに

ついて計画するときは、実施事項、必要な資源、責

任者、実施事項の完了時期、結果の評価方法等を決

めておくことが望ましい。

項目 A.4　事業者の組織 d),e)　（解説 3.28）

本文 執行責任者は、組織の構造を明確にし、各
長（部課長等）の責任及び権限、並びに登

本文

録された技術者を組織図、体制表等で明確
にしなければならない。
（項目 a) ～ c）は省略）
d) 事業者は、従業員（調達先関係者を含
む。）が、品質方針、関連する品質目標
及び倫理要綱を遵守することの重要性等
に関して認識をもつようにしなければな
らない。
e) 事業者は、品質マネジメントシステム
に関連する内部及び外部とのコミュニ
ケーションの方法を適宜決定しなければ
ならない。

　項目 a)～ c) は、2016年版で要求していた内容で

ある。今回、新たに項目d)、e) を追加した。

　項目 d) は、JIS Q 9001:2015 の 7.3 項を参考に、

認識について規定した。品質方針、品質目標のほか

に品質マネジメントシステムの有効性に対する自ら

の貢献、品質マネジメントシステム要求事項に適合

しないことの意味、及び倫理要綱を遵守することの

重要性についても認識をもつことが望ましい。

　項目 e) は、JIS Q 9001:2015 の 7.4 項を参考に、

コミュニケーションの方法について追加規定した。

コミュニケーションを検討する際、その内容、実施

時期、対象者、実施方法等について決めておくこと

が望ましい。例えば、朝礼は内部コミュニケーショ

ンとして位置付けられる。

項目 A.9　検査業務に影響を及ぼす環境　（解
説 3.34）

本文

事業者は、検査業務に影響を及ぼす物理的
な環境を明確にし、それらの環境を適正に
保った状態で検査業務を実施しなければ
ならない。

　検査業務に影響を及ぼす環境としては、一般的に

は社会的要因、心理的要因及び物理的要因の組み合

わせが考えられるが、特に、検査業務の品質を考え

た場合は、物理的要因（例えば、明るさ、位置、気温、

湿度等）を考慮する必要がある。具体例は解説を参

照されたい。

　なお、社会的要因及び心理的要因は、事業者が定

める労働安全衛生規則等で管理される項目のため、

ここでは要求していない。
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項目 A.10　依頼、見積仕様書及び契約の内容
の確認　（解説 3.35）

本文

事業者は、検査業務に関連する要求事項を
契約前に確認しなければならない。確認で
は、次の事項を実施しなければならない。
（項目 a) ～ c）は省略）
d) 検査業務に関する要求事項が変更され
たときには、事業者は、関連する文書を
変更しなければならない。また、変更後
の要求事項が、関係者に理解されるよう
にしなければならない。

　項目 a)～ c) は、2016年版で要求していた内容で

ある。

　事業者が検査業務に関連する要求事項を契約前に

確認することは、検査を行う上でも、またその後の

トラブルを防ぐ意味でも重要である。契約の内容の

確認には、①請負、業務委託等の契約区分、②社内

検査及び受入検査の区分、③法令、適用規格等、④

検査範囲等（検査の抜取り率を含む。）の区分などを

含めなければならない。

項目 A.14.1 顧客満足　（解説 3.41）

本文

事業者は、顧客のニーズ及び期待が満たさ
れている程度について、顧客がどのように
受け止めているかを監視しなければならな
い。事業者は、この情報の入手、監視及び
レビューの方法を決定しなければならない。

項目 A.14.2 分析評価　（解説 3.42）

本文

事業者は、品質マネジメントシステムの
実施状況及び有効性を含めて、適切なデー
タ及び情報を分析し、評価しなければなら
ない。

項目 A.14.4 マネジメントレビュー　（解説3.44）

本文
執行責任者は品質マネジメントシステムの
適切性、妥当性及び有効性をレビューし、
評価し、記録を維持しなければならない。

　JIS Q 9001:2015の９項 “パフォーマンス評価 ”を

“プロセスの実施状況の評価 ”として新たにA.14の

項番を設けて追加した。

　顧客満足については、A.3.2 顧客重視も関連がある

ので参照されたい。顧客の受止め方の監視には、顧

客調査、実施した検査業務に対する顧客の評価結果、

顧客との会議における評価結果等が挙げられる。顧

客満足とは、顧客の期待が満たされている程度に関

する顧客の受け止め方であり、この顧客満足は品質

マネジメントシステムを実行することによる成果の

指標の一つである。

　分析及び評価は、①要求事項を満たす検査業務が実

施されたかどうか、②顧客満足度、③品質マネジメン

トシステムの実施状況及び有効性、④計画が効果的に

実施されたかどうか、⑤調達先の評価、⑥品質マネジ

メントシステムの改善の必要性などについて、適切な

データ及び情報に基づいて行う必要がある。

　マネジメントレビューについては、2016年版で

は継続的改善の解説に記されていたものを本文に新

たな項番を設けて規定した。2018年版の解説には、

より具体的な内容が記されているので参照されたい。

項目 A.15　是正処置と予防処置　（解説 3.45）

本文

事業者は、不適合の再発防止に努めるとと
もに、潜在的な不適合情報等を抽出し、自
らの組織において同様の不適合が発生す
ることを未然に防止しなければならない。
そのための手順書を作成し、それには下記
を含めなければならない。
a) 顧客情報及び不適合の内容、原因及び
処置内容の記録
b) 処置手順（対策の要否等）
c) 使用帳票の様式等
d) 採用した処置の有効性の確認

　A.13の不適合の管理とは別に、是正処置と予防処

置を要求している。これは、不適合のうち再発防止

を図る必要のあるものを抽出し、改善を要求するた

めである。採用した是正処置に対して有効であるか

どうかを評価することは、改善を進めるうえで欠か

せない。一方、他社の倫理上のトラブル等も参考に

して、自らの組織で問題が発生する可能性を調査し、

必要に応じ予防処置を講じることも要求している。

　なお、予防処置とリスクに対する計画・実行は同

じ意味であるが、この規格の旧版からの継続性を考

慮して “予防処置 ”を残した。したがって、予防処

置を講じていれば、リスクに対しても考慮している

といえる。

本文 A.16　継続的改善　（解説 3.46）
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本文

執行責任者は、分析及び評価の結果並び
にマネジメントレビューの結果を検討し、
品質マネジメントシステムを継続的に改
善しなければならない。

　内部監査を実施し、マネジメントレビュー会議を

実施することなどで品質マネジメントシステムの

継続的な改善を図ることが可能と考えられる。JIS 

Q 9001:2015の 9.3（マネジメントレビュー）及び

10.3（継続的改善）の考え方を参考にした。

３．改正WES 8701:2018 基準による認定

　新しい認定基準による認定は、移行措置期間を設

定して次の要領で行う。

　（１）改正基準 (2018年版 )による認定

　改正基準による認定は、2018年 10月１日付を第

１期とする。

　（２）現行基準 (2016年版 )による認定

　現行基準による認定は、2021年９月30日までと

する。したがって、2021年 10月１日以降は全て改

正基準に基づいた認定となる。

　（３）認定期限が 2018年４月１日以降の事業者

は、認定期限まで現行基準に基づく認定を維持し、

改正基準に基づく認定と同等の認定として取り扱う。

　（４）移行措置期間は３年 (2018 年 10月１日～

2021年９月30日 )とし、現行基準及び改正基準を

並存させて運用する。2019年４月１日付認定以降

の申請は、改正基準での申請とする。

　（５）図１に示すように、改正基準適用への移行
措置申請の機会は、2018年 10月１日付～2021年

10月１日付認定分の計７回とする。

　（６）認定申請については、従来の方法と変更はな

い。申請に必要な書類を添えて申請し、審査を受け

るものとする。

４．将来に向けて

　従来の各種溶接構造物の基準・規格では、非破壊

検査については、非破壊試験方法、合否判定基準及

び検査要員個人の技量だけを定めているものが多い。

しかし、信頼性の高い検査結果を継続的に得るため

には、非破壊試験方法、合否判定基準、検査要員個

人の技量だけでなく、検査要員が所属する会社が、

適切な品質マネジメントシステムを構築し、管理さ

れた検査設備・機器を使用し、検査業務を適切に計画・

実施でき、しかも、高い倫理観を全員で共有する体

制を備えていることが必要である。CIW認定制度を

採用することによって、これらの要件を備えた検査

会社を自動的に選定することになり、このことを推

奨している基準 2)～ 4) がある。

　今回の改正によって、検査業務の倫理についての

規定を含んだ最新の品質マネジメントシステムを備

えた検査会社の認定を実施できることになった。こ

の認定制度が溶接構造物の健全性確保に寄与し、社

会の安全・安心に貢献することを願って止まない。

参　考　文　献

　1）MIL-Q-5923C アメリカ軍用規格品質管理、UFAF、1956
　2）国土交通省、 建築工事施工監理指針（平成28年版）、(2016).
　3）東京都、 東京都建築工事標準仕様書（平成29年版）、(2017).
　4）日本建築学会、鉄骨工事技術指針・工事現場施工編 (2018)

図１　認定の移行措置と申請機会
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　本年１月に日本建築学会が発行する JASS6（鉄骨

工事標準仕様書）が改定され、併せて JASS6 の解

説書に位置付けされる鉄骨工事技術指針工場製作

編・工事現場施工編、さらに鉄骨精度測定指針も改

定された。前回の改定は約 10年前の 2007 年であ

り、その後に改定された関連する規準・規格との整

合、レーザ孔あけなど新技術・新工法の追加、摩擦

面に薬剤発せい処理を認めるなど実状の反映が盛り

込まれている。

　ここでは改定された内容のうち、溶接部の検査お

よび検査会社に関する事柄を紹介する。

　JASS6 10.4 受入検査ｅ溶接部の外観検査では、
「完全溶込み溶接部の外観検査は抜取検査とし、抜

取箇所は溶接部の内部欠陥検査と同一とする」とさ

れた。旧版では、外観検査は「検査の対象は溶接部

のすべて、検査は目視検査による抜取検査とし～」

としており、完全溶込み溶接部とすみ肉溶接部を併

せて外観検査を行い、内部欠陥の検査とは別の検査

ロットを構成して判定することになっていた。今回

の改定で、完全溶込み溶接部の受入検査は外観検査

とUTを合わせて行うことになり、実際上、検査会

社に委託して行う受入検査ということが明確になっ

た。

　その他（すみ肉溶接部など）の溶接部の外観検査

の検査方法は技術指針工場製作編 8.4.5 溶接部の外
観検査に、「製品置場に並べられた検査対象製品に
対して、JASS 6 付則６「鉄骨精度検査基準」付表

３「溶接」に示される 17 項目のうち、スタッド溶

接を除く 16 項目について万遍なく目視により確認

する方法が一般的と言える」と記述されている。ま

た、何らかの理由により溶接部の外観検査を抜き取

りで行う場合の抜取検査例も示されている。

　10.4 受入検査ｆ溶接部の内部欠陥検査（UT）に
おける検査箇所数について、旧版では長い溶接線で

も角溶接部以外は１溶接箇所を１箇所と数えること

になっていたが、今改定では角形鋼管や円形鋼管

の１溶接箇所が図１のように規定され、「１溶接箇
所を１検査箇所とする。１溶接箇所の長さが 300 

mm を超える場合は溶接長 300 mm を１検査箇所

とし、300 mm ごとに区切って端数が 150 mm 以

上ある場合には１検査箇所とする。150 mm 未満

の場合は、隣接する部分に加える」となった。検査

ロットの合否は検査箇所数で判定する。例えば□

750 × 750 の角形鋼管の場合、１溶接箇所＝１面

を抜き取って探傷するが、検査箇所数は３箇所と数

える（技術指針工場製作編 8.4.6 ｃ検査ロットの構

成に説明あり）。

　10.5(4) 工事現場溶接部の検査は、旧版では工場
溶接部と同じ（抜取検査）だったが、今改定では「特

記のない場合、検査は全数検査」となった。これは、

「一般的な工事では、個々の溶接部の検査が合格し

た場所ごとにデッキプレートの敷込みなどの次工程

へ進むため、適切な検査ロットを構成することが難

しく、検査ロットが合格になるまで次工程へ進めな

い抜取検査は、現場溶接部の検査に必ずしも適さな

い」ことが大きな理由とされている。

2．日本建築学会 JASS6 の改定について
エンジニアリングサービス株式会社（JASS6 改定委員会委員） 　上平　綱昭

図１　溶接箇所
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　以上のように、溶接部の受入検査については実状

がかなり反映されたといえる。

　技術指針には検査会社についての記述が追加され

た。

　例えば技術指針工場製作編８章 8.1.7 ｃ検査会社
には「検査会社は委託元によって立場が決定され、

鉄骨製作工場から委託されれば社内検査、施工者な

どの鉄骨製品を購入する側から委託されれば受入検

査となる。時には鉄骨製作工場と契約しながら受入

検査として報告書を作成し信頼性を損なう事例もあ

り、検査を委託する側は社内検査と受入検査の違い

を十分に認識する必要がある」、「検査の社会的な信

頼性を高めるには、検査者の立場を明確にすること

が重要である」、「検査の信頼性が失われると施工や

建物の信頼性まで疑われることになりかねないの

で、検査会社の選定は慎重に行わなければならない」

などと記述されている。

　また、工事現場施工編２章 2.4.3 非破壊検査会社
の選定・発注には日本溶接協会が行っている CIW 
認定が記述され、建築鉄骨の検査ではUT 部門が認

定されていること、UT部門においては付加要求事

項（JSSC 鉄骨製品検査技術者 / 鉄骨超音波検査技

術者の資格保持、外観検査を含め鉄骨検査に必要な

項目の教育・訓練）を満たしている検査会社を「建

築鉄骨検査適格事業者」として認定していることな

どが説明されている。さらに、検査会社について「検

査会社には受入検査のみを行っている会社、社内検

査のみを行っている会社、両方行っている会社があ

る。　受入検査を発注する場合は受入検査専門の会

社がベストと考えられるが、両方を行っている会社

については、同じ鉄骨製作工場内で受入検査と社内

検査両方を行うようなことは倫理的に問題があり避

けるべきである」と踏み込んで記述され、最後に「な

お、受入検査が適切に行われるためには、上記に記

述したように検査会社の選定が非常に重要である

が、それだけでは十分ではなく、受入検査の進捗状

況、検査結果の確認など施工者が積極的に関わる必

要がある」と結んでいる。

　工事現場施工編３章 3.5 溶接部受入検査要領書は
旧版の「超音波探傷検査要領書」が今改定版では外

観検査と UT を合せた「溶接部の受入検査要領書」

となり、検査対象部が学会UT規準の適用範囲外の

場合の対応や特記に抜取率以外の規定が示されてい

ない場合の確認事項などが記述されている。

　その他、　工場製作編 8章 8.6 溶接部の非破壊試
験技術に渦電流探傷試験と、イメージングプレー
ト（IP）を用いた放射線透過試験が追記され、8.7 
超音波探傷検査の最近の技術動向には CIW 検査業
協会の技術委員会で研究・実験されてきた「探傷感

度の調整に A2 形系標準試験片を用いた鋼管円周継

手の超音波探傷試験法に関する指針（2013 改定）」

や「フェーズドアレイ探傷」などが記載された。

　建築鉄骨に関わる検査技術者は１度目を通してお

かれることをお勧めする。
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<出席者 >(順不同 )

中尾　哲也 氏（日揮プラントイノベーション株式会社第２事業本部情報技術部システムサポートグループ部長代理）
安田　泰夫氏（新日本非破壊検査株式会社執行役員営業本部東京営業部本部長）
平原　孝保 氏（株式会社シーエックスアール研修開発センター開発室主任）
山田　克己 氏（日本非破壊検査株式会社総務部部長）
橘髙　忠信 氏  （東亜非破壊検査株式会社経営企画部次長）
海老原　卓博 氏  （新日本非破壊検査株式会社関東支社第二検査部計測課係長）

<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通信編集委員会委員長）

検査会社における
IoT 活用の現状と展望
検査会社における
IoT 活用の現状と展望

　IoT は「Internet of Things」の略で、よくある解説の言葉を借りれば「モノのインター
ネット」と訳される。パソコンやスマホなどの情報通信機器に限らず、すべての「モノ」
がインターネットにつながることで、ビジネスや日頃の生活が根底から変わるという。
例えば、設備機器の老朽化が進むプラント業界では、高度な知見をもって保守・安全管
理の実務を担ってきたベテラン従業員が引退の時期を迎えつつあるなどの課題を踏まえ、
ヒトを補完するものとして IoT やビッグデータを活用し、効率的かつ効果的な形で現場の
自主保安力を高める動きが顕著になっている。本誌では設備診断支援システムのサプラ
イヤーと検査会社による座談会を企画し、検査業界における足元の IoT 活用状況を踏まえ
たうえで、今後の適用拡大について展望する。



9

CIW通信　Vol.32 No.2 Spring, 2018

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、最近のキーワードの一つに挙げられる IoT

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。本誌RUMPESを担当する日

本溶接協会溶接検査認定委員会通信編集委員会の委

員長を務めています。本日はよろしくお願いします。

さて、今回の座談会では話題提供として設備診断シ

ステムを提供する日揮プラントイノベーション、検

査会社からはCIW認定事業者であるシーエックス

アール、日本非破壊検査、東亜非破壊検査、新日本

非破壊検査の４社にご出席いただきました。また、

座談会を企画・調整した本誌の安田編集委員にも同

席いただき、検査業界における今後の IoTの活用に

関して、忌憚のないご意見をいただけたら幸いです。

それでは自己紹介をお願いします。

中尾　日揮プラントイノベーションの中尾です。当
社は日本溶接協会の４級会員であり、個人的には安

田編集委員から依頼を受け本誌Vol.31No.2 に当社の

設備診断支援システムについて寄稿した経緯があり

ます。情報技術部に所属し、システム開発や顧客の

サポート業務などに携わっています。

安田　新日本非破壊検査の安田です。主に営業を担
当しており、中国・大連の子会社の営業も兼任して

います。本誌については編集委員を務めて３年目に

なります。本日はお忙しい中、お集まりいただき感

謝いたします。

平原　シーエックスアールの平原です。研修開発セ
ンター開発室に籍を置き、様々な開発業務に加え、

資格取得に際しての教育や、現場作業にも携わりま

す。

山田　日本非破壊検査の山田です。総務部で部長を
務めています。当社は私が入社する前の年にCIWの

A種認定を取得しました。入社当時はCIWの試験を

受験する先輩をうらやましく見ていたものですが、

その後NDI３種を取得し受験できる立場になったと

きは非常にうれしかったことを今も覚えています。

橘髙　東亜非破壊検査の橘髙です。入社後、現場に
約２年携わった後、工務部などを経て、2009年情

報システム推進室の立ち上げにともない責任者にな

りました。現在は経営企画部の情報システム担当と

して、パソコン、携帯端末などあらゆる情報機器の

管理を担当しています。

海老原　新日本非破壊検査の海老原です。計測課に
籍を置き、水浸UTや ETなどの検査業務に携わりま

す。

プラントにおける検査業務の IoT とは

江端　早速本題に入ります。中尾さんには本誌
Vol.31No.2 に「設備診断支援システム『A-MIS』に

ついて」と題して寄稿いただいております。まずは

中尾さんからシステムの概要を含め、IoTについて

解説をお願いします。

中尾　一般的に用いられる IoTは、モノとインター
ネットをつなぐというイメージになります。設備診

断のデータ収集装置・機器・アイテムをインターネッ

トでつなぐことが、今回の座談会における一つのテー

マになるものと思われます。本誌に寄稿した「A-MIS」

は、事務所のパソコンに設備診断のデータを登録し

ていくものであり、このシステムはインターネット

と直接つながっているツールではありません。ただ、

ここ数年、事務所に戻ってきてからデータを登録し

ていく、あるいは、事務所内で診断データを整理す

るだけではなく、インターネットを通じて事務所に

戻る前に既にデータが転送されている状況の具現化

が、当社を含め今後取り組んでいく課題ではないか

と捉えています。

　「A-MIS」はいくつかの基本的な機能を集めてシス

テムが構成されています。主な機能を紹介すると、

中尾　哲也氏
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設備標準として機器や配管の台帳、図面などを管理

する機能。当該設備をメンテナンスするための計画

の機能。それから、実際に検査を適用した結果、文

字情報や写真を含め管理する検査履歴の機能。そし

て、非破壊検査の最も重要な機能となる、厚さ計測

の管理の機能があります。

　これらのそれぞれの情報を「A-MIS」というシス

テムで一元管理を行い、最適なメンテナンス計画を

立案することが、このシステムを導入する大きな目

的と言えるのではないかと思います。

江端　中尾さんの寄稿によると、「A-MIS」は主に石
油精製、石油化学および一般化学プラントで使われ

ています。翻って、「A-MIS」の中の肉厚測定管理機

能は、検査会社各位が日常携わる検査業務になるわ

けですが、測定結果を紙に書くのではなく、現場に

て直接端末に打ち込んで本社にあるサーバーに送信

することにより、省力化が図られ、検査業界にとっ

て役立つ部分が大きいのではないかと考えます。中

尾さん、このあたりについて、補足をお願いします。

中尾　はい。「A-MIS」は年々蓄積される測定結果な
どの膨大なデータを管理するシステムであり、テク

ニカルな計測検査業務と、検査結果を整理、報告す

る業務をまとめて整理することになります。近年の

過重労働やベテランの保全技術者・検査員がリタイ

アしていくなどの課題を受け、これらの業務を効率

化していく必要があるのではないかというのがただ

今の江端さんのご指摘です。データの蓄積に関して

は、ほとんどのプラントで実践されておりますので、

そのデータを蓄積する方法として、検査ツールとイ

ンターネットをつないで効率良くデータを収集する

ことが、検査業界における今後の IoTに関する取り

組みということになるのではないでしょうか。

江端　CIWの認定審査にあたって認定事業者を訪ね
る機会があるのですが、中には検査員にタブレット

を携帯させ、データを入力して本社に送信する、そ

れを受けた本社ではデータをチェックするといった

ことにすでに取り組まれている例もあります。本日

ご出席の検査会社各位もパソコンやタブレット、ス

マートフォンなどを日常業務に活用していると思い

ますが、実際の業務における IoTの活用状況はいか

がですか。安田さん、営業面で活用例はありますか。

安田　営業部門では、受注連絡書や作業指示書など
の電子化、電子承認は実践しています。ただ、現業

において具体的な取り組みは進んでいないのが実情

です。

江端　技術的な部分ではいかがですか。
平原　当社も同様に、現場での IoT導入はまだ事例
がありません。現在、いわゆる働き方改革の一環で、

IoT導入に向けた調査を行っている段階です。

山田　当社も IoTに関連するシステムはまだ導入し
ていません。ただ、顧客によっては、例えば超音波

の厚さ測定に関して、現場で測定結果を入力すると

顧客のパソコンにデータが送信される、あるいは、

現場で入力したデータを測定器に保存し作業終了後、

測定器のデータを顧客のパソコンに移すなどの提案

を受けるケースがあります。通常、２人１組で行う

安田　泰夫氏 平原　孝保氏
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業務に関して、当該器を使用することで省力化を図

りたい顧客の要望に関して、現場から報告を受けた

ことはあります。

橘高　いわゆる IoTの現場適用に関してはまだ実績
はありません。プラントの敷地内で無線を使うこと

に非常に敏感な顧客が多いことが背景にあります。

当社としては積極的に導入したい意向であり、中に

は使用を勧められるケースもありますが、結果的に

承諾を得られないことが多く、データ化、デジタル

化を徐々に進めることが肝要であると考えます。

　従来手書きの作業がいきなり IoTにつながるわけ

ではないので、まずは書かずに端末に入力する。要

は無線を使わない単なるタブレットですね。事務所

に戻れば転送は可能です。そういう意味では、目視

検査の画像に関して実際にタブレットを活用する

ケースはあります。ただ、これは先に述べたとおり、

IoT推進派の顧客の提案を受けた一部に限られます。

海老原　当社も現場サイドとしてはまだ IoTに関し
て実績はありません。仮に水浸UTや ETへの適用を

考えた場合、取得したデータを現場から解析する側

に送信できない点が大きなハードルになります。

　いくつかご指摘があったように、現場サイドでは、

紙ベースのやりとりがいまだに一般的です。実際、

携帯電話を持ち込めない顧客も多く、許可されたと

しても一部のエリアに限られます。こうした障害に

関して、顧客との間で相互理解が得られれば、デー

タを直接送信することや、結果的に工数の削減につ

ながるといったメリットが具体化することになると

思います。

江端　中尾さん、タブレットなどを活用することに
よって、２人１組でなくとも、１人で直接そのデー

タを打ち込むといったことは可能になりますか。

中尾　本誌への寄稿に用いた画像は２人１組のもの
を掲載しています。これはタブレットと厚さ計の２

つを１人で持つことは難しいと思います。通常、診

断業務に際しては記録用紙を準備して現場に持参し、

記録を取り、事務所に戻ってから整理をして報告書

を作ります。一方、タブレットを用いて直接データ

を集める場合、少なくとも記録用紙の印刷の作業と、

事務所に戻ってきてから報告書を作る部分において

は省力化が見込めるということで、昨今話題の働き

方改革の一助になるかもしれません。例えば、現場

でデータを採取して、事務所に戻ってきてから報告

書を作る場合、この作業を効率良く進めることがで

きる。ゼロにできるとまでは言えませんが、少しは

軽減できるのではないかということで、タブレット

を使う診断業務はこれから徐々に進んでいく可能性

があります。

江端　測定器やタブレットなどの有効活用によって、
さらなる省力化が期待できます。すでに実機に適用

しているケースがあるのかもしれませんが、設備診

断の実情としていかがですか。

中尾　最新の技術として、腐食進行が中長期的なも
のではなく、短期的な挙動を示す場合、短期間で計

測を繰り返す場合があります。その際計測のための

工事も繰り返し行うことになり効率的ではありませ

山田　克己氏 橘髙　忠信氏
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ん。現状ではこのような場所に限定的ですが、セン

サを常設する技術が、国内ではいくつか事例があり

ますし、そういうツールを提供されている検査会社

もあります。今後はセンサとタブレット、あるいは、

センサから直接インターネットを介してデータを収

集する技術などは徐々に拡大していくかもしれませ

ん。

ET 工事で IoT の本格導入を検討

江端　中尾さんからご指摘いただいた可能性を踏ま
え、検査会社各位から IoTへの期待と、今後の展望

をお聞かせください。

山田　先ほどもありましたように、プラントの中で
は無線機に関する制限があります。現場と事務所と

のやりとりにおいて、周波数の制限や、出力も許可

されたものを使わなければなりません。さらに、防

爆にも留意が必要です。その場合の対応の例で、熱

交換器のチューブ抜管後の腐食測定で取得したデー

タを無線で送信する機能を有する測定器具を用いた

場合、検査対象物を無線や防爆などの制限がないと

ころに移動することで、使用可能になります。この

ように、できるところから、制限がないところから、

IoT関連の技術適用に着手するのも一考かと思いま

す。ただ、従来とは異なる機器を導入することにな

るわけですから、コスト面の検討を含め、日頃の情

報収集が重要になると考えます。また、IoTに関し

ては、導入によってもたらされる省人化などのメリッ

トに焦点が当たりがちですが、個人的には、従来の

複数人１組の作業によって現場で求められる技能が

脈々と受け継がれてきたことも重要と感じており、

双方がバランスをとった形で進展していくことを望

みます。

橘高　IoT に関してはまず、手書きをデータにする
こと、打ち込むというところがまずスタートである

と考えます。ただ、手書きは非常に便利であり、あ

る時点からデジタル化を要求することに対しては、

現場からさまざまな意見が寄せられることが予想さ

れますが、入り口がデータにならない限り、話は先

に進まないと思うのです。

　プラントという様々な制限がある環境においては、

タブレットに一度保存して、事務所に戻ってから無

線なり有線なりでデータを送信していくところから

でも、省力化というよりまずは工数が減り、早く帰

宅できるところが一番大きいのではないでしょうか。

これらの実践を通じて、いわゆる働き方改革につな

がります。とはいえ、デジタル化を進めていくうえ

では、かなりの障壁があると感じていますので、現

場の作業員と一緒になって使いやすいもの、使って

くれるものをつくっていかなければならないと考え

ています。

海老原　IoT 導入に関して現時点でスタートライン
に立っているのかどうか、まだまだ先が長い話とい

うのが正直なところだと思います。先ほど中尾さん

から、事前にセンサを設置しておいてそのデータを

採取するという事例が紹介されました。エリアを限

定して常にデータの採取が可能になれば、例えばタ

海老原　卓博氏 江端　誠氏
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ンクなどで近接できない箇所の腐食も常時確認でき

るようになります。また、熱交換器では、熱があま

り加わらない箇所であれば、いろいろなデータが採

取でき、工数削減などのメリットが生まれるかもし

れません。まずはスタートラインに立つことが重要

であると感じました。

平原　当社は IoT導入に向け今、特にETに絞って動
き始めたところです。大規模な定検において ETの

工事は、２週間から３週間で何十万本という数の検

査が求められるので20に及ぶチームを編成するの

ですが、解析を担当する技術者は限られているため、

当該技術者の増員と負担軽減が長年の課題でした。

ETのデータはデジタルで採取可能であり、各拠点に

送信することで、経験豊富な団塊の世代の知見を生

かして解析を行い、そのデータを現場にフィードバッ

クする取り組みから、IoTを活用していく方針です。

安田　実は今回の座談会に当たり、プラントオーナー
である顧客に打診したのですが出席は叶いませんで

した。検査業界として IoTの導入を促進していくう

えで、顧客の協力なしで進展はありえません。本日

指摘のあった、プラント敷地内の携帯電話や無線の

障害をはじめ、今後、顧客との相互理解を深め、共

に検証していく必要があると思うのです。仮にその

部分がクリアになったときに享受するメリットの大

きさは計り知れないものがあります、今後は顧客を

交え議論を深めていく必要があると思います。

江端　確かに顧客との相互理解を深めることは重要
ですが、本日浮き彫りとなった様々な課題の改善に

向け、検査会社各位から顧客に対して積極的な提案

を期待するところです。最後に中尾さんから、IoT

の先輩として一言お願いします。

中尾　新入社員の頃には、現場の検査に行くと、フィ
ルムのカメラが一般的でした。撮影後のフィルムの

現像には時間がかかり現像された写真がピンボケ

だったり、撮影途中でフィルムカバーが開いてしま

い、撮影をやり直すなど非効率な場合もありました。

その後、デジタルカメラが登場しましたが、デジタ

ル画像は撮影後加工できるので、そのような写真は

報告書に利用できないと指摘されることもありまし

た。

　現在では、デジタルカメラは一般的となり、同様

に携帯電話も広く使われるようになりました。今は

使われていないかもしれませんが、設備診断におい

ても IoT技術を利用したツールが当たり前に利用さ

れる時代がきっと来ると信じています。ですから、

ぜひとも各位には、まだ少し早いと言わずに取り組

んでいただければと思います。

江端　本日はご出席いただいた各位から貴重なご意
見を頂戴しました。本誌読者にとって、今後 IoT導

入を考えるきっかけになれば幸いです。本日はあり

がとうございました。

（所属は2017年 11月末日現在）
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4．【解説】CIW上級検査技術者試験
　　　－浸透検査部門（PT）部門
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

問1　次の文は浸透液の浸透速度について述べたも
のである。空欄に正しい語句または式を記入しなさ
い。また、図1~図 3は、その概略を示しなさい。

　(1) 浸透液が毛管現象で管内又は板間を上昇する場

合、平衝状態に達するには時間を必要とする。 すな

わち、浸透液が上昇する流動に対しては下方に働く

重力と液の粘性が抵抗となる。このように速度勾配

をもつ液体の流動速度v は式（1）で与えられる。

v ＝dh/dt ＝r Γ cosθ /4h η - r2 ρg/8η　　（1）

　の関係がある。

　ここで、h はt 時間後に液面に移動する距離でdh/
dt は液の上昇速度を示す。
　Γは液の表面張力、θは試験体（きず）と浸透液
の間の接触角、ηは浸透液の粘度、ρは浸透液の密度、

r は毛管半径、g は重力加速度である。
　すなわち、式（1）の浸透液の流動速度v に影
響する主要な因子は浸透液の　①　及び浸透液の

　②　であることがわかる。

　これらの値はいずれも温度の影響を受けるもので

あり、浸透探傷試験では毛管現象における浸透液の

流動速度と浸透液のきず中への浸透速度とは密接な

関係がある。このことから、浸透時間を決るために

は　③　について十分な考慮を払う必要がある。

　このこと（式（1））の概念を移動距離h と時間t
について図にすると図1（常温時）のようになる。
　また、低温時には図2のようになる。　

　(2) 次に、現像剤皮膜中に浸透液が浸透する速度に

ついて考える。

　現像剤皮膜中の微細な隙間を浸透液が浸透する速

度v は、現像剤粒子の　④　を毛管とみなし、その
半径（粒子の隙間を毛細管と考えた時の管の平均半

径）をr とすると、この場合にも式（1）と同様に式
（2）の関係がある。

v＝dh/dt ＝r Γcosθ D /4h η-r2ρg/8η　　　（2）

　ここで、Гは浸透液の表面張力、θ D は　⑤　の
接触角、ηは浸透液の粘度、ρは浸透液の密度、g
は重力加速度である。

　右辺の第1項は　⑥　による項、第2項は重力に

よる項である。現像された試験面は平行であり現像

剤の膜厚が30μm程度であるとすると、液柱h に
対する重力による項が無視できるため式（2）は、

hdh ＝（r Γ cosθ D /4η）・dt　　　　　　　　（3）

　となる。この式（3）を積分して

h2＝r Γ cosθ D /2η）・t　　　　　　　　　　（4）

となる。

　ここで液柱h を浸透液の広がる距離s と置き換え、
t を現像時間とすると式（5）が得られる。

s ＝　⑦　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

　この結果、浸透液の広がる距離、すなわち指示模

様の大きさは現像時間の　⑧　に比例して大きくな

るといえる。

　また、浸透液の粘性の低いほど、現像時間が　⑨　、

指示模様は広がり、その大きさは表面張力と粘性η

に依存する。

　このこと（式（5））の概念を図にすると、図3の
ようになる。　
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【解答例】
　この問題は、浸透探傷試験の基本である ｢浸透速

度｣ についての必要なパラメータを確認したもので

ある。ご承知のとおり、浸透速度には粘度が関与す

る。このことから、温度変化により浸透速度に影響

を生じる。このために、低温においては浸透時間を

長くすることが要求される理由がここにある。しか

し、温度が下り粘度が上昇しても、時間をかけるこ

とで、十分に浸透液は浸透する。このことを、図1
及び図2で、毛管中を液体が移動する場合、上昇す
る速度は最初が速く、平衝状態に近づくにつれて遅

くなることを求めている。

　次に、同様の考えが、指示模様の拡大にも当ては

まることを示した。現像剤皮膜中の微細な隙間を浸

透液が浸透する速度は、現像剤粒子の隙間を毛管と

見做すことで、同じ式で説明することができる。こ

こでは、重力の影響を無視して平板上を浸透液が現

像剤の間を広がるとして説明している。

結果的には、期間経過とともに浸透指示模様の大き

さが大きく拡大し、その割合は経過時間の平方根に

比例することを図3で求めた。
　①面張力

　②粘度

　③試験温度

　図1　毛管中を液体が移動する場合、上昇する速

度は最初が速く、平衝状態に近づくにつれ

て遅くなる。

　図２　低温時は、常温時に比べ、移動速度が遅く

なるが、時間をかけると同一距離まで移動

する。

　④隙間

　⑤現像剤と浸透液の間

　⑥毛管力

　⑦√（r Γ cosθ D /2η）・t
　⑧平方根

　⑨長いほど

　図3　指示模様が時間の平方根に比例する。

　図1~3を下記に示す。

図１　移動距離と時間の関係（常温時） 図２　移動距離と時間の関係（低温時）

図３　浸透液の広がりと時間の関係
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１．はじめに
　非破壊検査を行うにあたり、瑕疵のない業務を遂

行することはもちろんのこと、倫理上も問題ない対

応をする必要があるのはいうまでもない。しかし、

近年、非破壊検査において、倫理に関わる事例も発

生していることから、アンケート調査を通じて倫理に

対してより一層しっかりした取組を促すことを目的と

して、日本溶接協会溶接検査認定委員会溶接検査事業

者倫理委員会は、2017年４月に溶接構造物非破壊検

査 (Certifi cation for Inspection of Welds -CIW)の認定事

業者を対象にアンケート調査を行った。

　調査期間は2017年４月７日～４月21日で、アン

ケート送付先は2017年４月１日現在のCIW認定事

業者115社であり、そのうち88社からFAX又はメー

ルで回答が寄せられた（アンケート回収率77％）。

　アンケート項目は、自社に関する内容としては、

次の６設問である。

　①　派遣などの業務形態に左右されない管理体制
をどのように構築していますか。
　②　倫理要綱をどのように関係者（顧客も含む）
に周知していますか。
　③　2016年度に倫理に関してどのような取組（教
育等）をしましたか。
　④　③の結果どのような効果がありましたか。
　⑤　倫理に関して何か問題点があれば具体的に記
してください。また、それに対する対応策を記して
ください。
　⑥　その他、倫理に関して何かあれば具体的に記
してください。
また、顧客に対する内容としては、次の３設問である。
　⑦　顧客から倫理に関してしっかり取り組むよう
に依頼があった場合、その具体的な内容
　⑧　顧客から検査結果に対して修正の依頼・指示
があった場合、その具体的な内容とそれに対する貴

社の対応
　⑨　その他、何かあれば記してください。
　いずれも自由記述形式としたため、回答分類のあ

いまいさや重複が避けられず、数値的な解析にはな

じまない。また、倫理に関して一層しっかりした取

組を促すことが、今回のアンケート調査の主な目的

であることから、この結果報告では、今後の倫理に

関わる取組を更に充実させていく上で、他社におけ

る事例が、今後多くの会社の参考になることを意図

として、具体的な事例を中心にアンケート結果をま

とめた。

２．社内における現在の取組状況

　（１）設問①　派遣などの業務形態に左右されない
管理体制をどのように構築していますか。
　報告・連絡・相談（いわゆる報連相）を業務日報

や電話、日ごろのコミュニケーションを通じてきち

んと行う、派遣者にも定期的に倫理教育・社内研修

を行う、現場パトロールを行う、という回答が多かっ

た。

　給料明細と同封の通達等に倫理に関する注意書き

を記入して周知を図っている、などの工夫で倫理事

項に関する周知がなされ、また、検査結果の管理に

関しては、

　〇自宅から現場等への直行直帰は原則不可とし、

帰社後上司に検査結果を含めた進捗状況を報告し、

管理している。

　〇派遣・出向業務は行っていないが、担当者を１

名に選任するのではなく、一定期間で交代させるこ

と

　〇その日の検査生データはその日のうちに会社へ

FAXさせ、データ管理を徹底させ、最終検査報告書

の確認承認を行う。

などの管理がなされていた。また、派遣先で遭遇す

る状況においては、

5．倫理に関するアンケート調査結果について

一般社団法人日本溶接協会 溶接検査認定委員会 溶接検査事業者倫理委員会
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　〇労働者派遣法に基づく当社社員の派遣について

は、法律上、派遣先の指揮命令系統に組み込まれるが、

派遣先で不正な指示を受けた場合は、直ちに当社に

報告すると同時に、不正に加担することを厳禁して

いる。

　〇報連相を徹底し、当社の倫理規定から違反して

いると派遣技術員が感じた場合は、業務を断ること

を検討する。

　〇組織図又は所属一覧を掲示し、苦情や通報があっ

た場合、その内容に応じて誰に報告するかなどをマ

ニュアルで明確にしている。

など、速やかな報告体制が重視されていた。

　その他、

　〇協力会社の選考に関しては、今までの実績を重

視して人選を行い、管理体制を取るようにしている。

　〇協力会社に依頼した場合、立会検査へ同席をし、

最終的には協力会社の評価を行い、今後のことにつ

いて検討会を行う。

　〇各管理者及び各検査員に倫理的に問題がないよ

うに社長が先頭に立って指導している。

　〇社長を委員長とするコンプライアンス委員会を

設置し、コンプライアンスの推進及び啓発活動を行っ

ている。

といったトップ自らが先頭に立つ姿勢がみられた。

（２）設問②　倫理要綱をどのように関係者（顧客も
含む）に周知していますか。
　倫理要綱の関係者への周知方法としては、社内向

けで一番多かったのが倫理教育時（24社）で、その

他に全体会議・部会等（16社）、社内倫理規定の掲

示（15社）、朝礼時（8社）、カード式等にした携帯

しやすい倫理規定の配布（8社）などが多かった。

　〇部署ごとに対話形式でコンプライアンスリスク

管理の点検表を作成し、部署ごとの特性に合ったリ

スクチェックシートを作成している。

という取組もあった。

　〇会社トップ陣の倫理に対する毅然とした態度を

常に示している。

　〇年頭の社長の挨拶で倫理の訓示をし、周知して

いる。

というトップからの周知が（１）と同様にみられた。

　顧客向けでは各種書面（注文請書・見積書・契約書・

手順書（要領書）・検査報告書等）への記載、添付に

よる周知が49社と多く、そのほか、事前打合せ時、

安全パトロール時に周知するという対面での方法が

取られていた。

　〇CIW認定事業者である旨を顧客に周知（不正検

査の強要の防止）

　〇新規物件に関しては、作業を行う前に客先に倫

理規定によって検査業務を行う旨の内容を記した指

図書をFAXし、承認をもらうようにしている。

　〇顧客については特に周知はしていないが、検査

員に圧力排除カードを持たせている。

　〇全員がCIW検査業協会発行の不正検査撲滅運動

のステッカーを張ることで社内外へのアピール及び

周知をしている。

　〇ヘルメットに “社内倫理規定により不正行為を

しません ”を貼付。

という、“倫理に関する決意表明を見える化 ”しての

周知もみられた。

（３）設問③　2016年度に倫理に関してどのような
取組（教育等）をしましたか。
　前項までに示したような倫理教育及び告知の具体

的な方法も挙げられていた。

　〇毎朝朝礼時に参加者によって、企業理念と行動

指針を唱和している。

という日々の取組及び倫理教育に関するDVDの社内

視聴、年数回の eラーニング、品質マニュアルの読

合せなど、様々な方法で教育と啓発、注意喚起が行

われていた。社員が少人数である会社は外部の教育

講習会を利用している事例も認められた。

　さらに

　〇新聞・テレビニュースなどで、倫理問題が報道

された翌日には、朝礼・会議等で議題に取り上げ、

ことの重大性を再認識させている。

など、過去の不正事例を取り上げていた。社員が受

け身で聞くだけではなく、

　〇想定される問題点を提起し、協議を行う。

　〇 “検査員としての心構えや検査に臨む態度等守
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るべき事柄・倫理について ”をテーマとし、話合い

を行った。

など、社員が自分事と考えていくような話合い方式

も行われていた。そして、

　〇日常の業務において倫理上の問題があった場合、

自分で判断せず必ず会社（社長）へ連絡し、判断を

仰ぐように指導している。

　〇倫理に関する問題が発生しそうな場合は個人で

判断、解決しない。

という具体的な行動を明確にしている回答が多かっ

た。

（４）設問④　③の結果どのような効果がありましたか。
　24社が、“倫理に関するクレームは特に発生して

いない ”と回答している。

　〇当社で倫理的な問題は発生していないので、教

育に効果があったと判断している。

　〇過去に倫理に関して問題があったわけではなく、

効果については確認できていない。

という回答も寄せられていた。その他の具体的な状

況を記した回答としては、

　〇一人一人の倫理観の向上に寄与した。

　〇倫理による不具合発生の防止のために、検査結

果に基づいた正確な生データの作成や報告書の２名

以上によるチェックの実施によって不具合を減少す

ることができた。

　〇何がよくて何が悪いか、曖昧な部分及び個人差

があったが、教育の結果解消されつつある。

　〇今まで以上に社員の会話の中に “倫理 ”及び “コ

ンプライアンス”という言葉が出てくるようになった。

　〇全社的に倫理意識が高揚していると思われる。

　〇業務に対する各人の意見がよく出るようになった。

　〇社員のモチベーションの向上があった。

　〇社会に対しての責任感が出た。

などが、多くみられた。

　欠くことができない顧客との関係においては、

　〇溶接欠陥は “ない ”ものと信じ込んでいる顧客

が多いが、人間の行うことに完全がないことが理解

されてきたと感じる。

　〇近年は客先からの虚偽依頼は全くない。

　〇客先においても倫理に対する教育も当然されて

いると思う。

　〇現地作業においても虚偽の依頼を受けたことが

ない。

　〇客先は納得してくれ、引き続き仕事が受注でき

ている。

など、多くの記述があった。

３．具体的な課題と改善方法

　今後の課題及び改善方法としては、

　〇若い社員にとっては、倫理要綱を読むより具体

例を聞いた方が理解しやすい。

　〇まだまだ危機感が足りない。

　〇検査員としてあるべき行動や社内連絡が活性化

しているが、若干以前に比べて対顧客への対応に時

間を要するようになった。しかし、これは個人の実

績を重ねることで要領を得て解消されると判断する。

　〇業務的に顧客との初回引合いも、一段階おくこ

とで業務の評価が多種意見によって柔軟な対応がで

き、リスク回避が可能になってきてはいるが、やは

りこれもタイムロスの要因で今後の課題である。

などが挙げられていた。

（１）設問⑤　倫理に関して何か問題点があれば具体
的に記してください。また、それに対する対応策を
記してください。
　倫理に関しての自社の取組の課題に対する回答に

は、検査員の技量向上のための教育及び見落とし防

止のための方策についても言及されていた。

　〇検査員の技量不足、体調不良、作業環境の不良

等によって、きずの見落としが発生する。見落し等

の防止のため、チェックリストの消込みと、他の検

査員による二次検査（抜取りを含む）の実施

　〇非破壊検査は、資格を保持した検査員の個人裁

量によって、その製品の合否が決定される特異な業

務である。よって、真の方向性を示し生産効率も踏

まえながら、個人の倫理観を構築させなければなら

ないため、教育時間を非常に要する。いかに効率よ

く検査員として育成させるかを常に考え、改善等も

行い実施している。現状のところ、新規資格保有者
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が担当したものに対しては、１年程度は顧客からは

検査料を要求せず、上位者が同行し、その検査業務

の工程についてチェックを行い、あらゆるケースに

対応できるまでフォローをすることで責任者へと昇

格させることを対応策としている。

　〇全ての行動を個人の責務に置き換えることはで

きない。仕事の質と量とのマッチングが問題の発端

となることが多い。個人の技術的な能力も含め物理

的な要因も考慮して個人の適材適所を把握しなけれ

ばならない。

などであった。

　現場の状況確認の重要性も、

　〇倫理教育の重要性を理解し教育を実施している

が、弊社の業務は社内で行う業務より外部に出向い

て行うことが多く、長期の出張現場では、倫理規定

を違反していないかの確認がしにくく、今後の課題

と感じている。

　〇少人数の現場は状況が伝わりづらいため、責任

者は定期的なヒアリング、まめに足を運ぶ等して把

握する。

と述べられていて、その際、

　〇執行責任者 (会社代表者 )の意識及び方向性に

対し、社員全員が同じ認識をもっていなければなら

ない。日々考えを発信させることが重要であると思

われる。

という回答のように、トップ（責任者）の意識と行

動が重要になってくる。

（２）設問⑥　その他、倫理に関して何かあれば具体
的に記してください。
　〇確認機関が、CIW未認定の個人の会社を第三者

検査として許可している事例があり、確認機関の認

識不足が認められる。

　〇検査員の社会的地位の向上が何より重要だと思

う。工程の中に “検査 ”が忘れられているようでは

倫理観も生まれづらい。自主的努力だけでは無理が

ある。

　〇業務が立て込み、翌日の業務予定があると、当

日の検査業務を是が非でも完了させなければならな

い観念にとらわれる。このような状況に陥ると個人

としてよこしまな気持ちが生まれかねない。業務管

理者はこのようなことも汲み取って、精神的なフォ

ローと的確な人的補償を心がけなければならない。

などの現状が挙げられていた。それを変えていくた

めには、

　〇上の者が襟を正せば下は従う。

　〇経営者の意識が最も重要である（適正な検査で

客先の信頼を得る）。

　〇倫理教育といっても非常に難しい問題だと思う

が、常日頃の社長、会社の姿勢で身についていくも

のと考える。倫理教育が必要なのは経営者かもしれ

ない。

という意見のように、社員に求めていくだけではな

く、経営者自らの姿勢が問われる問題であり、更には、

関係機関にも求められていく問題だと認識されてい

た。

４．顧客との関係の状況・問題点・解決方法

　倫理に関しての問題点の有無とその対応策を問う

設問⑤で、問題があると記した30社の中で、

　〇品質やコンプライアンスを軽視する風潮が、い

まだに残っているように感じる。工期の短縮化・人

手不足等が倫理に対して逆風となっている。

という自社内の問題以外に、

　〇顧客の方が、倫理観がなさすぎる。顧客が確信

的に検査会社に倫理を守らないようにしむけてくる

し、直接の指示、圧力もある。

　〇発注先（元）の倫理（特に現場客先担当者の）

順守に関する誠意がない。その場の業務が終われば

よいと考えている。

といった顧客からの倫理に反する要求について回答

されているものもあった。

　顧客に対して、

　〇厳しい判定にすると “融通が利かない ”として

受注減となる。

という回答もあり、倫理の重要性を説明し、理解し

てもらい、“風土づくり ”をする必要性は、これから

も間違いなく重要な点と考えられる。

　具体的に、顧客からの要求と、それにいかに対応

するかについて述べている回答例を次に挙げる。
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　〇ファブ等から “出荷工程を遅延できない ”等の

理由による検査基準の緩和を要求されることがある。

全社員には毅然とした態度で要求を受け入れること

のないよう周知徹底し、指導している。

　〇客先から、欠陥種の名称変更等の依頼があった

場合は、現場側で断るように教育をしている。一番

の問題点は “何がよくて、何が悪いか？ ”が一定で

ないため、絶えず監視し続ける必要のあることであ

る。教育・会議・内部監査マネジメントレビューを

通じて継続的に見直していく。

　顧客との関係については、設問⑦、⑧及び⑨で更

に尋ねているが、顧客から倫理に関してしっかり取

り組むように依頼があった（設問⑦）と回答したの

は７社で、顧客から検査結果に対して修正の依頼、

指示があった（設問⑧）と回答したのは18社（そ

のほか、記入ミスなどの修正依頼もあり）であった。

　〇役所による書類検査の前の段階で、検査抜取率

の不足が判明したため、不足分をやったことにして

検査報告書を作り直してほしい旨の依頼は過去に何

回かあった。第三者検査機関としての立場、世間で

いうコンプライアンスの問題で “できない ”と明確

に断ることで、それ以上の話はしない。

　〇複数ある製品中、不合格の製品だけ報告書から

の削除要求があった。返答ではこれを拒否し、仕様

書によって検査個数も明記してあることから、検査

によって合否判断した通り一切の変更を受け付けず

に報告書を提出したところ、その後、取引が疎遠に

なった。

　〇昔は不合格を合格にしてくれ、といわれた現場

はあったが、現在は全くない。いかなる場合でも、

検査結果の改ざんは行っていない。

　〇実施していない非破壊検査を、検査したことに

して報告書を書くよう要望があったが、“今はそうい

う時代ではない ”と断った。

など、顧客との関わりには苦渋があるものの、きっ

ぱりとした対応が見られた。

　対顧客に関して何かあれば記してほしい、という

設問⑨には、

　〇倫理に関することで、不正圧力については一番

厄介な事柄である。それは、依頼主との決別になる

からである。このような依頼主の仕事はなくてもよ

いが、ペナルティを与えられないもどかしさが残る。

我々は日々このことと戦っている。

　〇顧客側の倫理がない。JWESは末端の検査会社

にいうだけではなく、上位の団体にもしっかり働き

かけてもらいたい。

といった、JWESなどの機関に対する要望も記され

ていた。

　これらのように、倫理については、顧客との関係

の中での毅然とした対応、検査員の確かな技術構築、

状況の適切な把握、執行責任者と社員が認識を共有

することなどの必要性が、共有すべき情報と考えら

れる。

　自社内及び対顧客それぞれに多くの取組と問題点

が挙げられた本アンケートであるが、これからの改

善方法としては、各社で地道に行われている日々の

取組はもちろんのこと、

　〇改めて、倫理に対する重要性を再認識している。

　〇 JWESとしても不正撲滅のため、厳しく倫理に

取り組んでもらいたい。

　〇CIWの講習会や JSNDI 講習会においても倫理教

育を盛り込んでおけば、技術者倫理が向上していく

のではないか。

といった要望もあった。

５．おわりに

　このアンケート分析では、できるかぎり原文のま

まに各社から出された知恵と努力をまとめた。同業

他社の事例を参考にしていただくことが、このアン

ケート情報の共有の意義と考える。倫理は、人の心

にあるものであり、アンケート中に記載されていた、

“弊社では、社員それぞれが検査会社としてのプライ

ドをもてと徹底している。”が重要であると考える。

そのプライドを醸成していく手段として、技術の向

上、倫理教育、社内外へのコンプライアンスに関す

る伝達方法の徹底などが挙げられる。

　最後に、アンケートにご協力にいただいたCIW認

定事業者の皆様に感謝申し上げるとともに、次回以

降のアンケート調査にもご協力をお願いしたい。
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6．随想―思い起こせば…

有限会社アクトエイションハート 　笠原　基弘

　現在、秋葉原にある日本溶接協会（JWES）が誕

生したのは1949年、一昔前は日本橋にあったらし

い。当初、船舶はリベットで製造されていたが、そ

の後1921年に英国で溶接を使って建造されたのが

世界初で、1939年に第二次世界大戦が始まるや否や、

米国が大量に大型のリバティ船をより早く建造する

ために用いたのが、鉄鋼に溶接が採用されるように

なったキッカケである。

　アークが 1801 年に発見され、その 100年後の

1900年代初頭に入ると被覆アーク溶接棒が開発さ

れ、1936年にリンデ社が開発したユニオンメルト

法が実用化されると、米国では大型船舶を早急に建

造するために一早く導入され、現在ではサブマージ

ドアーク溶接といわれている。

　しかし1940年代になると、船舶に限らず橋梁な

どの溶接構造物にも脆性破壊が原因で発生する事故

が多発し、最適な溶接施工技術を研究するために

JWESが発足した。

　日本非破壊検査協会（JSNDI）は 1952年、JWES

に設置された放射線研究会が発足し、その後1955

年に独立したもので、溶接と非破壊検査は切っても

切れない関係になった。

　一昔前には溶接構造物の代表といえば船舶であっ

たが、その後、圧力容器の製造に溶接が使われると、

米国ではASME規格に溶接施工法や非破壊検査が規

定され、日本でもASMEスタンプを模範とした溶接

検査に対する認定が叫ばれ、1965年に CIW認定の

前身である放射線検査委員会規則が発足、1977年

に現在のCIW認定規定が制定された。

　当初、CIW認定事業者は大型溶接構造物を製造す

る上で必要な品質保証体制を保有しているか否かが

要求され、CIW認定はASMEスタンプ取得のような

高い溶接の品質を確保するための品質保証体制が重

要視された。

　しかし、1975年に千代田レポートによって不良

鉄骨が社会問題化されると、1978年に東京都建築

工事標準仕様書にCIW認定技術者による検査が義務

づけられ、1979年に日本建築学会より超音波探傷

検査規準が改定、さらに1981年に建設省から告示

1103号が発布され、母材と同等以上の強度を有す

る溶接継手であることをUTによって確認すること

が法的に義務づけられた。

　1995年に阪神大震災によって完全溶込み溶接部

が要求された建物が隅肉溶接で施工されているもの

が発覚し、建設省告示1464号により全ての完全溶

込み溶接にUTが義務づけられることになった。

　CIW検査業協会は、1982年に CIW認定を受けた

溶接構造物の非破壊検査を業務とする事業者懇談会

として発足したが、1991年に読売新聞紙上の社会

面トップにCIW認定を受けた検査会社が起こした検

査報告書偽造事件が２件発覚したことで、JWESの

CIW認定とそれを担う団体であるCIW認定検査事業

者協議会は、CIW認定の信頼を回復することを目的

として、シンボルマークシールプレスに関する運用

規定を取り交わした。

　その後、CIW検査業協会は東京都検査機関登録制

度審査指定機関として認められるまで高い信頼を得

て、東京都の鉄骨構造の安全性確保の一翼を担う活

動や不正検査撲滅運動などに邁進していることは誠

に喜ばしいことである。

　今後も、CIW認定・教育委員会のより一層の啓蒙・

推進活動が高まり、CIW検査業協会メンバーが社会

の模範となるように日々研鑽し、第三者性を牽引で

きるように努めていきたいものである。

参　考　文　献
　1)溶接五十年史 .( 株 )産報 .1962
　2)CIW通信 .vol.1 No.1 jan.1987
　3)CIW通信 .vol.5 No.3 jul.1991
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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

7．CIW認定に関するお知らせ

☆理事会及び通常総会の開催について
　2018年度第 1回理事会を平成 30年 4月 17日
(火 )に開催し、通常総会の議案書（2017年度の事
業報告と2018年度事業計画）について審議を行い
ました。なお、第5期第 9回通常総会は、5月 14
日 (月 )に浜松町東京會舘において開催の予定です。

☆各委員会活動がスタート
　各理事会や各委員会は、第 5期として 4月より
2年計画でスタートしました。今後とも会員皆様
のご協力のもと進めていまいります。

☆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 ) に説明会を行いました。
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 ) か
ら 10日 ( 火 ) です。

☆今後の研修会予定について
　①東京都知事が認定する研修会【建築物の工事

における試験及び検査に関する研修会（鉄骨溶接
部に係る）】の本年度、第 1回 2018 年 6月 24 日
( 日 )、第 2 回 2018 年 11 月 18 日 ( 日 )、第 3 回
2019 年 1 月 20 日 ( 日 ) に東京で、第 4回 2019
年 2月 17日 ( 日 ) に大阪で
　② NDI －レベル 3（基礎試験 ) のための受験対
策講習会を 2018 年 9 月 8 日 ( 土 ) ～ 9( 日 ) に東
京で
　③NDI －レベル 3（RT二次試験）（UT二次試験 )
（PT 二次試験）のための受験対策講習会を 2018
年 10 月下旬に東京で、それぞれ開催予定です。

☆外観検査ハンドブックの販売について
　建築鉄骨溶接部及び鉄筋継手部の外観検査ハン
ドブックを改訂いたしました（2018 年 1月）。
　１部：1,000 円（送料込）
　詳細は、当協会ホームページ (http://www.ciw.
gr.jp) に掲載いたします。

　2018 年４月１日付で認定された CIW認定事業
者のうち、ここでは 2017 年 10 月１日付認定から
変更のあった事業者についてご紹介します。〔　〕
内の数字は、会社コードです。なお、認定事業者（全
て）については、別刷「CIW認定事業者一覧」を
ご覧ください。

＜新規：３社＞
C種
◆ ( 株 ) フジテックサービス〔249〕（北海道）
　認定検査部門：UT・PT・建築鉄骨検査適格事業者
　登録事業所　：本社
D種
◆ ( 株 ) 日本ユーテック〔251〕（岡山県）
　認定検査部門：UT・建築鉄骨検査適格事業者
　登録事業所　：本社
◆ ( 株 ) スルガ検査〔252〕（静岡県）
　認定検査部門：UT
　登録事業所　：本社
＜種別変更（昇格）：２社＞
C種
◆ ( 株 ) 石川検査〔147〕（石川県）
　認定検査部門：UT・PT・建築鉄骨検査適格事業者

　登録事業所　：本社
◆ ( 株 ) インスペクション〔177〕（大分県）
　認定検査部門：RT・UT・建築鉄骨検査適格事業者
　登録事業所　：本社
＜検査部門等の削除（建築鉄骨検査適格事業者の削
除）：１社＞
D種
◆ ( 株 ) 広宣〔166〕（群馬県）
　認定検査部門：UT
　登録事業所　：本社
＜認定の返上：２社＞
◆茨城総合検査 ( 株 )（東京都）（2017 年 10 月 31
日付、廃業）
◆ ( 株 ) ディーテック（三重県）（2018 年 3 月 31
日付、( 株 ) ダンテックと事業統合）
＜社名の変更：１社＞
◆【旧社名】新日本エックス線 ( 株 ) 〔177〕（大分県）
【新社名】( 株 ) インスペクション（2018 年３月
20日付）
　2018 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：31社／ D種：
60社／合計：117 社
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8．2018 国際ウエルディングショー、
      ４月 25 日開幕へ

　溶接界のビッグイベント、「2018国際ウエ

ルディングショー」（日本溶接協会・産報出版

主催）が４月25日開幕する。28日までの４

日間、東京・江東区の東京ビッグサイト東１

～３ホール館を使用。出展社数は247社に上

り、このうち新規出展は80社、海外からの

直接出展は20社を数える。2014年の東京開

催時と比べ、出展社数は約15％、展示面積は

約30％増加した（３月22日現在）。

　国際ウエルディングショーは1969年の第

１回から数えて今回が25回目。隔年で東京、

大阪と交互に開催して約半世紀の歴史を有す

る。この間、時代背景をテーマに技術革新を促し、

一貫して産業界の要請に応える先導的役割を果たし

てきた。

　今回は「溶接接合技術がつなぐ／ものづくりと人

づくり」をテーマに掲げる。内外のさまざまな溶接

に関するソリューションの提案に加え、同ショーが

ハブとなり、世界の先端技術が日本、そしてアジアへ。

日本、アジアの技術が世界へと発信されることが期

待される。

　開幕記念講演は、初日（４月25日）に基調講演

として、全国各地での講演やモデルロケット教室を

通じ、人の可能性を奪う言葉である「どうせ無理」

をなくし、夢を諦めないことの大切さを伝える活動

を展開する、植松努氏（植松電機社長）を講師に招き、

「ものづくりと人づくり―思うは招く」と題して講演

する。

　特別講演は、２日目（同26日）に「空飛ぶクル

マ『ＳｋｙＤｒｉｖｅ』次世代モビリティへの挑戦」

（カーティベーター・リソース・マネジメント代表理

事・福澤知浩氏）、３日目（同27日）に「製造業と

IoT/AI/ ロボットの融合」（産業技術総合研究所人工

知能研究センター副センター長・谷川民生氏）を計画。

最終日（同28日）は、SF作家の笹本祐一氏と東京

工業大学の高橋邦夫教授のトークショー「SFにみる

未来の溶接技術『SF作家と溶接技術者（博士）によ

る対談』」を企画する。

　展示・実演、講演で構成する５大フォーラムは４

月26日にレーザ加工・鉄骨加工、27日は非破壊検査・

コーティング・スマートプロセスの講演会を行う。

　展示会場内の技能伝承プラザでは「溶接はおもし

ろい」をテーマに４日間を通じ特設イベントを企画

する。

　４月25日の「溶接女子に話を聞こう」は、現役

溶接士による実演とトークコーナーで構成する。

　26日の「技能習得に励む学生に話を聞こう」は、

専門校の学生のよる実演を行いながら、来場者の希

望に応じて体験を補助する。

　27日の「熟練技能者にポイントを聞こう」は、厚

生労働省ものづくりマイスターが高校生溶接コン

クールの課題について解説する。

　28日は第９回関東甲信越高校生溶接コンクール

（主催＝東部地区溶接協会連絡会、日本溶接協会東部

地区溶接技術検定委員会）を開催する。東部地区連

絡会を構成する11協会が各２人を推薦し、全22人

の参加を予定する。　　　  　　　（文責・産報出版）

今年は 247 社が出展（写真は 2014 国際ウエルディングショー）
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　私には７歳になる息子がいます。彼との生活では、色々と気付かされたり、自
身について振り返ることが多々あります。そんなことを書こうと思います。
　子供を見ていて思うのは、大人に比べ、多くのことに対しとても真剣だという
ことです。例えば感情の表現です。子供は悲しければ泣き、嬉しければ飛び上がっ
て喜び、とにかくストレートだなあと感じます。
　アイスクリームを床に落としてしまい、泣き出したことがありました。しょう
がない、もうひとつ買ってやるから、と言ってもまだ悲しそうです。初めはアイ
スくらいで泣かなくてもと思ったのですが、それは大人の考えだと気付きました。
そうか、彼は食べられなくなったアイスを見て心の底から悲しんでいるのであっ
て、そもそも私が考える以上に真剣に食べたかったのだな、と。
　初めて出来た、いままで出来なかったことが出来るようになった、というとき
には本当に嬉しそうです。大人にとっては何でもないことでも、一本橋を落ちず
に渡れた、一番高いところに上ったなどと、ものすごいドヤ顔でアピールしてき
ます。確かに、新しく何かが出来るようになるのは嬉しいことです。なにより真
剣にチャンレンジしているので、達成できて嬉しいのだろうなと思います。
　さて私を振り返ってみます。
　大人になった私にも、当然喜怒哀楽はありますが、残念ながら相手や機会によっ
ては彼ほど自由に、正直には表現できなかったりします。また年を重ねるたび、
いままで出来たはずのことが出来なくなり、子供が羨ましいなあと感じることが
増えてきました。一方では、自分も子供の頃は同じだったのだろう（正直あまり
覚えていませんが）と振り返り、真剣にやるからこその達成感だよなあ、これか
らも何事にも真剣にあたらねばと思うのです。
　本号から編集に参加させていただきました。今後もよろしくお願いします。　

　（H.M）




