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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：2019 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(ST) を採ったも
のである。

1．鉄骨技術者教育センターの設立にあたって
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統括するゼネラリストとしての製作管理業務と、品
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質管理の要となるスペシャリストとしての検査業務

全国鉄構工業協会、鉄骨建設業協会、日本建築構

である。これらを担当する技術者の資格は、
「鉄骨製

造技術者協会、日本鉄骨評価センターおよび全国鉄

作管理技術者」
「
、建築鉄骨製品検査技術者」および「建

骨評価機構の５団体は 2018 年 11 月 12 日、
「一般

築鉄骨超音波検査技術者」として制度化され、国土

社団法人鉄骨技術者教育センター」を共同で設立し

交通大臣が認定する鉄骨製作工場の性能評価基準に

た。これまで複数の機関が運営してきた「鉄骨製作

おける資格要件として位置づけられている。さらに、

管理技術者」
、
「建築鉄骨製品検査技術者」および「建

検査技術者の資格は、受入検査を行う者が保持すべ

築鉄骨超音波検査技術者」の資格は、2019 年４月

き資格として、設計者・施工者にも活用されている。

１日より当センターが一元的に管理・運営を開始し

近年、建築鉄骨に対する要求品質の高度化にともな

た。

い鉄骨製作技術者および鉄骨検査技術者の一層の技
術力向上と高い技術者倫理の保持が求められている。

本稿では、当センターの設立の背景と目的、事業
内容等について紹介する。

このため、当センターは、これまで複数の機関で取
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扱ってきたこれらの鉄骨技術者の資格について試験
から認定登録までを一元的に管理・運営し、合わせ

わが国の鉄骨造建築は、世界で最高水準の性能・

て総合的な技術者教育を行うことにより、鉄骨造建

品質と普及率を誇っている。これを製作の面から支

築の信頼性のさらなる向上を図ることを目的として

えるのが、全国の鉄骨製作工場等で活躍する鉄骨製

設立された。

作・検査技術者である。
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鉄骨製作・検査技術者が担当する業務分野は多岐
にわたるが、とくに重要な業務は、製作の全工程を

当センターの行う事業としては、以下に示す５つ
総会

監事
理事会
事務局
倫理委員会
認
鉄骨製作管理技術者

定

委

員
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表１

会員名簿

する認定委員会を置き、さらに、資格者の法令遵守

の事業が定款に記されている。
（1）鉄骨製作管理技術者、建築鉄骨製品検査技術者

と技術者倫理の保持を徹底するために倫理委員会を

及び建築鉄骨超音波検査技術者の資格認定等の実

設けた。調査研究・技術者教育に関しては、今後、テー

施

マに応じた特別委員会を設けて対応する予定である。

（2）鉄骨の製作及び検査に関する調査研究及び新技

当センターの会員は団体会員のみとし、資格認定事
業の第三者性と公正性を期すため、鉄骨製作業界だ

術等の普及
（3）鉄骨の製作及び検査に関する書籍等の刊行及び

けでなく資格を活用する立場の団体や建築鉄骨に関
わりの深い団体にも含めて、表１に示す 13 団体が

頒布
（4）鉄骨の製作技術者及び検査技術者の教育

会員となっている。

（5）その他本センターの目的を達成するために必要

Ϩ̝ુުໟจࣂѠຼᄲ

な事業
これらの事業を実施するため、図１に示す組織を

当センターで運営する鉄骨技術者に関する３つの

構築した。主たる事業となる資格認定等事業につい

資格の概要を表２に示す。また、各資格の最近の新

ては、各資格の試験・更新委員会の上に全体を統括

規登録資格者数の推移を図２〜図４に示す。

図２
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鉄骨技術者資格の概要
建築鉄骨
製品検査技術者

鉄骨製作管理技術者

建築鉄骨
超音波検査技術者

目的

鉄骨製作工場において，工程全般における
製作管理と品質管理を行う技術者のための
資格。
１級と２級がある。

建築鉄骨の精度，溶接部外観等の検査につ 建築鉄骨溶接部の超音波探傷検査について，
いて，計画の立案，検査の実施および合否 計画の立案，検査の実施および合否判定を
判定を行う技術者のための資格。
行う技術者のための資格。

位置づけ

①大臣認定工場の性能評価基準における以
下の技術者の資格要件
・製作管理技術者
・溶接管理技術者
・工作図管理技術者
②日 本 建 築 学 会「 建 築 工 事 標 準 仕 様 書
JASS6」における「溶接技術者」（工事監
理者の要承認）

①大臣認定工場の性能評価基準における以 ①大臣認定工場の性能評価基準における以
下の技術者の資格要件
下の技術者の資格要件
・製品検査管理技術者
・超音波検査管理技術者
②国土交通省監修「建築工事監理指針」等 ②国土交通省監修「建築工事監理指針」等
で受入検査員の保有すべき資格として指
で受入検査員の保有すべき資格として指
定または推奨
定または推奨

登録者数
（2018.4.1）

1 級：11,324 人
2 級： 5,731 人

受験資格

以下の１つを有する者
①学歴または資格に応じて規定される年数
の実務経験
②別途指定された資格

試験方法

学科試験

試験内容

有効期間
資格更新
方法

9,419 人
以下の１つを有する者
①５年以上の鉄骨業務経験
②鉄骨製作管理技術者１級，２級
③溶接管理技術者特別級，１級，２級

3,796 人
JSNDI の UT レベル３，２，１のいずれかを
有し，かつ１年以上の鉄骨超音波検査の業
務経験を有する者

学科試験，実技試験

＜学科試験＞
鉄骨構造（力学，設計，接合，材料）
，鉄
骨加工，品質管理，安全管理，建築法規

5 年間

学科試験，実技試験

＜学科試験＞
＜学科試験＞
鉄骨構造，溶接，材料，検査一般，精度，
鉄骨構造，溶接，材料，超音波検査計画，
外観検査，検査計画
建築学会 UT 規準の運用方法，合否判定
＜実技試験＞
＜実技試験＞
製品精度検査，溶接検査および判定
距離振幅特性曲線の作成，超音波探傷試
験および判定
5 年間

1 回目：更新講習＋修了考査
2 回目：更新講習＋論文審査
3 回目以降：職務経歴等による書類審査

図３

図４

奇数回目：継続講習
偶数回目：更新試験（実技）

5 年間
奇数回目：継続講習
偶数回目：更新試験（実技）

建築鉄骨製品検査技術者の新規登録資格者数の推移

建築鉄骨超音波検査技術者の新規登録資格者数の推移
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４．
１ 鉄骨製作管理技術者
建築鉄骨の製作は、工作図作成、加工、組立、溶接、

探傷検査が必須となっており、その判定基準は日本
建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準

検査、塗装と多くの工程からなり、また、全般にわ

（UT 規準）
」に定められている。本資格は、日本非破

たって工程、コスト、品質、安全管理が必要である。

壊検査協会の UT レベル１以上の資格を保持し、か

このため、鉄骨製作全体を管理する鉄骨製作管理技

つ１年以上の鉄骨超音波の業務経験を有する者が受

術者の資格試験は、鉄骨構造、鉄骨加工、品質管理、

験でき、日本建築学会の UT 規準に基づいて試験を

安全管理、建築法規の各分野から出題され、ゼネラ

行っている。学科試験では、UT 規準の運用方法の他、

リストとしての技術力確保することを目標としてい

鉄骨構造、溶接、材料についての知識を要求している。

る。

実技試験では、建築鉄骨で主流の裏当て金付き T 継

資格には１級と２級があり、２級は中低層建築鉄

手など各種の溶接試験体を探傷装置で探傷して欠陥

骨を対象に規準に基づく製作管理能力と品質管理能

の合否判定することにより、検査の技量を評価して

力が求められるのに対し、１級は高層建築鉄骨も対

いる。

象となり、さらに鉄骨の品質・性能についての構造

注 ) 本資格は、CIW 認定基準 WES 8701:2018 附属書

的判断能力も求められる。

C「建築鉄骨検査適格事業者に関する付加要求事項」
における要求資格となっている。

４．
２ 建築鉄骨製品検査技術者
鉄骨の品質確保のうえでもっとも重要な工程であ

ϩ̝мҁѼѝ

る検査には、主として寸法精度検査、溶接部の外観

当センターは、鉄骨造建築の信頼性のさらなる向

検査および溶接部の超音波探傷検査等がある。この

上を目指し、上記の資格認定事業に加え、鉄骨製作・

うちの前２者については、日本建築学会「建築工事

検査に関する調査研究および技術者教育事業も視野

標準仕様書 JASS6 鉄骨工事」や国土交通省告示で許

に入れている。

容差が定められているが、すべての項目を正しく測

事業開始年度の 2019 年度は、資格認定事業の旧

定するためには、規準と鉄骨製作に関する知識およ

機関からのスムーズな移行と確実な運営体制の構築

び実技の習得が重要である。このため、この資格で

が主な課題となるが、次年度からは教育事業にも本

は学科試験に加えて実技試験を行い、柱部材を模し

格的に取組む予定である。

た試験体や外部欠陥のある溶接試験片等を使用して、

当センターの教育事業としては、鉄骨製作と鉄骨

実際に受験者が寸法精度等を測定することで、製品

検査に携わる技術者の技術力と社会的信頼を高める

検査技術者としての実践的な技術力を確保している。

ために、会員各団体と連携しながら共通的な事業を

注 ) 本資格は、CIW 認定基準 WES 8701:2018 附属書

考えていく。なお、
各資格の受験対策講習については、

C「建築鉄骨検査適格事業者に関する付加要求事項」

全国鉄構工業協会に所属する各都道府県の協同組合

における要求資格となっている。

等が引き続き実施する。
当センターの事業が今後の鉄骨業界のさらなる発

４．
３ 建築鉄骨超音波検査技術者
建築鉄骨における溶接部の非破壊検査は、超音波
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展に貢献できれば幸いである。

２．インフラメンテナンスにおける
ドローンと非破壊検査の展望
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前はクレーン機材や有人航空機（ヘリコプターなど）
等を用いて撮影していた場面も、ドローンにより短

近年、ドローンは小型ながら高性能な製品が安価

時間で迫力のある映像を安価に、そして、より安全

で市場に出回るようになり、ビジネスでの利活用が

に撮影できるようになった。その他の分野では、ド

進んでいる。また、導入の主流となっている農業・

ローンによる物流革命があげられる。具体的には手

空撮・測量分野以外の、社会インフラ点検分野でも

紙・物資の無人配送等が可能になりつつあり、実用

注目されつつある。2012 年 12 月の笹子トンネル天

化に向けての実験が繰り返し行われている。このよ

井板落下事故を契機に、道路ストックである橋梁や

うに技術革新や使用者の工夫により、可能性をあげ

トンネル等の老朽化が問題視され、保守点検・維持

るときりがなく、ドローン市場の拡大は容易に予想

管理を急ピッチで進めなければならない。一方で、

できる。

管理者の人手不足は深刻な状況であり、その救世主

（1）土木・測量分野での利活用

としての役割をロボットやドローンが担うことを期

土木・測量分野においては、深刻な人員不足や工

待されている。しかしながら、現状ではマンパワー

事単価の高騰が課題となり、従来の労働集約型手法

による点検を完全に代替できるまでには至っていな

では点検、調査の生産性維持が困難となっている。

い。他方で、民間所有のインフラについては、土木

i-Construction の取り組みの中でも特に ICT 土木を導

系業務等での維持管理手法のノウハウを蓄積しつつ

入することにより、ドローンでの計測、起工測量、

あり、関係法令の環境整備が整う以前から、ノウハ

出来形測量を行い、人的負担を軽減することができ

ウを利活用した生産性向上の動きがある。現場や管

る。出来形管理においてドローンをはじめ ICT 技術

理者は、正確なデータや解析結果をより早く手軽に

の利活用により、成果品の精度が管理でき、作業が

取得したいとのニーズも多く、当該ニーズに応える

効率化し、作業の安全性が確保されるとともに、品

ような成果も出始めている。さらに、ドローン操縦

質が均一化され、一連の作業時間の大幅な短縮が見

スクールの開校やドローン関連法令の制定、新型ド

込まれる。

ローン製品の開発により、多様な現場（職場）での
ドローンの利活用を推進する動きは非常に活発であ
り、社会的にもたいへん注目されている。

（2）ドローン飛行時の法令整備
無人航空機の飛行に係る法律とルールを図１に示
す。ドローンを飛行させる場合には、あらかじめ国

本稿では、未来の維持管理手法としてのドローンを
使用したインフラメンテナンスにおける非破壊検査
方法について整理し考察する。

Ϧ̝ҹӝ̴ӣӃҨҽҩѠิၮ
近年、エンターテイメント目的でドローンを使っ
た仕事について一際目立つのが、動画投稿サイト
（youtube や Facebook、instagram など）
、CM 撮影や
テレビ番組等で使用する映像である。ドローンは小
型化し、飛行を自在に制御できるようになり、数年

図１

無人航空機に係る航空法 1)

5

土交通省地方航空局等の許可を受ける必要がある。
手軽に扱えるドローンだが、一歩間違えれば凶器に
もなり得る。国土交通省航空局のウェブサイトには、
事故トラブル等の一覧が掲載されており、安易に扱
えば重大な事故を起こしかねないことが分かる。法
令整備とコンプライアンス遵守、保険会社の保証範
囲の明確化と利用者の保険加入などの社会基盤整備
の構築が急務である。

ϧ̝ҹӝ̴ӣѝѺѽྉ༃ݷॗਬ၏ၑ
ドローンを利活用したインフラメンテナンスでの
非破壊検査方法としては、ドローンにさまざまな情
報機器を搭載し、空域から取得したデータを分析・
解析し、当該データを利活用することにより、幾多
の用途使用への応用が期待できる。最もシンプルな
のがドローンに光学カメラを搭載しての空撮だが、
その撮影画像を解析して三次元モデルを作成するこ
とや、構造物のひび割れや遊離石灰などを検出し、
変状図を作成することもできる。また、赤外線カメ
ラを搭載して、サーモグラフィによる検査や、レー

写真１

高架橋のコンクリートの浮き 2)

ザを搭載することにより点群データの取得、グリー

画像上に現われる表面温度の差から、内部欠陥の存

ンレーザを使用すれば水面下の地形を面的に計測で

在を推定する方法である。

きることも可能である。本稿では赤外線カメラと三
次元モデルの作成について記載する。
（1）赤外線カメラによるサーモグラフィ検査
赤外線サーモグラフィとは、検出素子を用いて物

赤外線カメラは、物体の表面温度分布を映像とし
て記録できる温度計であるといえる。構造物の非破
壊検査の分野では、非接触で迅速に大面積の測定が
できるという長所が活かせるために注目されている。

体表面から放射される赤外線放射エネルギーを検出

ドローンによる赤外線カメラは主に下記の用途に利

し、これを見かけの温度に変換して、温度分布を二

用されている（写真１）
。

次元で表示する視覚的方法である。この方法は航空

①壁仕上げ材の浮き（剥離）調査

機、プラント、電子基板などの異常発熱部の検出だ

②吹付けのり面の老朽化調査

けでなく、医療分野においては血行障害、炎症、腫瘍、

③橋梁のコンクリート浮き（剥離）調査

自律神経障害などの診断にも利用されている。構造

④連続繊維補強材の施工不良調査

物の検査においては、気温上昇や日射などによる構

⑤各種構造物の漏水調査

造物の自然の加熱、または人工的な加熱に起因して、

⑥住宅の断熱性能の評価

タイル・モルタルの浮き部やコンクリート中の豆板、

⑦太陽光発電パネルの損傷調査

空洞、漏水部、ひび割れなどの欠陥部より生じる異

⑧遭難者の探索

常な反射を捉え、熱伝導率や比熱等の熱的性質が健
全部とは異なる色で表示される。
土木・建築分野において、物体の表面温度分布（熱
画像）に対して赤外線映像装置を用いて測定し、熱
6
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（2）撮影画像からの三次元モデルの作成
SfM とは Structure from Motion の略語であり、ド
ローンによる複数の空撮写真から三次元点群データ
を得る自動作成手法のことである。

ᵡᵧᵵ ᡫ̮

写真２

Vol.33 No.2 Spring, 2019

SfM 解析画像 3)

近年、ドローンは機体の低価格化とともに、搭載
するジャイロセンサやカメラ、レーザ等の機材の急

の安全性・信頼性の確保、認定資格の発行、ドロー
ンの機器のさらなる性能の向上が必要である。

速な性能向上や小型化により、ドローン測量の普及

2013 年の道路法改正等を受け、2014 年７月より、

が進んでいる。また、機体自体がバランスを取って

「橋梁」
「
、トンネル」
、
および「道路附属物等」について、

飛行できる制御システムが開発されたことや、機体

５年に１回の頻度で近接目視による定期点検を実施

の操縦が簡単になったこともドローン普及の大きな

している。これらの定期点検が 2018 年度で一巡す

要因である。また、画像から簡単に三次元モデルを

ることを受け、国土交通省は 2019 年２月に道路橋

作成することができる SfM ソフトウェアも普及して

定期点検要領を改定した。その要領の定義では、
「近

きている。

接目視に加えた打音、触診、その他の非破壊検査等

ドローンで地形や構造物等を空中から撮影し、そ

による状態の把握や、応急措置を含む」と明記され

の写真を SfM により三次元化を行う、
つまり「ドロー

ている。今回の道路橋定期点検要領の改定は、近接

ンと SfM ソフトウェア」を組み合わせた写真測量と

目視を補完する非破壊検査等を人の手やロボット・

三次元モデル作成が可能となった。

ドローン等を使用することによる効果的な社会イン

SfM の注意点としては、対象物が解析に適している

フラ維持管理手法への転換を見据えた道筋となる。

かどうかを判断する必要がある。対象物によって、鮮

ドローンの現在の用途は測量への利活用が主流だが、

明に撮影できるものとできないものがあり、ドローン

単に測量を行うだけの空撮の枠を超え、赤外線カメ

からの撮影で、写真がピンボケやハレーションを起こ

ラにより、のり面・急傾斜地の点検に用いたり、災

している場合は使用できない。その他にも解析に適し

害時の遭難者の探索、目視点検が困難なダムや橋梁

た画像の撮影やマッチング処理、一定のオーバーラッ

等のインフラ点検への導入が期待できる。今後のド

プとサイドラップの確保が必要であるなど、SfM の技

ローン・ロボット技術の最大の需要は、膨大な社会

術は万能ではないことが注意点である（写真２）
。

インフラの点検となる。

Ϩ̝мҁѼѝ
ドローン技術は、日進月歩で日々進化している。
既存の非破壊検査方法を活用したインフラメンテナ
ンスはまだ始まったばかりであり、関連した技術開
発だけではなく、その他の技術情報の収集や現場で
のデータ蓄積・分析がまだまだ必要な段階である。
また、ドローン技術を普及させるためには、技術者
の育成を行うことや、法令整備によるドローンを安
全に飛ばせる環境の整備、ドローン教育による飛行

参 考 文 献
1) 国土交通省 無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルー
ル資料
2) 日本非破壊検査協会 赤外線サーモグラフィ試験 Ⅱ 2012 より
3) 芝浦工業大学 中川研究室資料
4) 国土交通省道路局：道路構造物点検要領平成 31 年 2 月
5) 日本コンクリート工学会：コンクリート診断技術 ʻ18 [ 基礎編 ]
6)KKC ドローンスクール：DSERO 管理士認定テキスト [（一社）ド
ローン測量教育研究機構監修 ]
7) 平手克治「国内および海外のドローン市場の現状と課題」
『検査
技術』第 24 巻 1 号、日本工業出版、2019 年 1 月号、P23-28

7

３．コスタリカでさらなる人生開拓
―非破壊試験技術者の展望
ຢᅳ২ౕၑకਅࢢᆙ࠽!ҧһҒސބӌәӣҶғҒ!ңҩүӚқ༁॥ᅃڽ

ܚ̙୦ڲ

私は現在、国際協力機構（JICA）における要員を

に携わっている。主に改善活動を行い、報告書など

務めているが、元は CIW 認定事業者である日本非破

を作成して文書を残すとともに、溶接技術に関する

壊検査に所属していた。日本溶接協会とは、CIW で

ノウハウを伝えている。写真２に訓練生の作品を示

検査技術管理者および６部門の上級検査技術者の取

す。
◇◇◇

得経歴を有するほか、溶接管理技術者（WE）の特別
級を取得するなどの繋がりがある。今日においては、

コスタリカ（写真３）は首都サンホセに住居を構

職務経験に加えて CIW や WE によって習得した知識

え、商業の発達した市街地で不自由なく優雅に毎日

や思考力をもとに、JICA での活動に役立て、衰える

を送っている。

ことなく現役を維持しつつ、さらなる向上を目指し

年間の気温はサンホセでは 15 〜 30℃と過ごし

ている。配属先はコスタリカの国立職業訓練センター

やすく、冷暖房にかかる電力消費量は極めて少なく

（INA、写真１）の金属機械科で、溶接の管理や検査

経済的である。国全体としては自然と資源に恵まれ

写真１

国立職業訓練センター（INA）

写真３

8
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写真２

コスタリカの首都サンホセの街並み

訓練生の作品

Vol.33 No.2 Spring, 2019

ᵡᵧᵵ ᡫ̮
ている。降水量は豊富で水不足に悩まされない。雨

フレームの水平部の部材は、サポートでボルト締

季は長く続くが大きな台風にはならない。小規模

めによって支える構造になる。フレーム材は中空断

な揺れはあるが、大地震が発生しにくい。等々、居

面の鋼材である。

住するにはこの上なく過ごしやすい環境である。そ

サポートは支柱に溶接されるが、部分溶込みで片

うした自然環境の保護や温暖化防止を図り、ISO

側だけのすみ肉溶接が図面には指示されている（図

14000 環境マネジメントシステムが広く推奨されて

３左）
。

いる。当センターも ISO 9000 はさることながら ISO

使用時には衝撃力や振動も加わるので、熱影響部

14000 にも取り組み、リサイクル活動が盛んに繰り

には切欠きが存在しない完全溶込み溶接にするよう

広げられている。

提案し、文書を作成した（図３右）
。なお、溶接記号
は米国溶接協会（AWS）の規定によるものである。

◇◇◇
ここで私が携わった活動事例を紹介する。

欲を言えば、応力のかかりやすい部分はすみ肉で

所内で使用する機器のフレーム（図１）の製作に

の接合を避け、一体化したものを製作した方が望ま

ついて、デザインレビューを行った。文書はスペイ

しいという話になるが、コストの面やリサイクル材

ン語で記載したが、日本語で概略を説明する。

の活用等も配慮して必要最小限の措置を考慮し、完

フレームに加わる荷重は単に重量だけでなく、使

全溶込み溶接を適用した。他にも溶接手順から、溶

用時に加わってくる衝撃力と振動も考慮しなくては

接ワークショップの設備改善に至るまで様々な問題

ならない。特に、コーナーの支持部（図２）はその

に対処している。
◇◇◇

影響を受けるので、そこにサポートを溶接するにあ
たっては、信頼性の高い溶接のプロセスを検討する

非破壊検査については、万全な状態とは言いきれ
ず、今後、改善なり手助けする方向で追々進めてい

必要がある。

図２
図１

コーナーの支持部

所内で使用する機器のフレーム

DIWHU
EHIRUH

Νઅ͜Ζ

図３

当初の図面に支持されたすみ肉溶接（左）ではなく、完全溶込み溶接（右）を提案
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写真５
写真４

超音波探傷器（メーカー：STRESSTEL）

写真６

携帯型極間式磁粉探傷器（Model Y-8）

写真７

標準試験片 IIW TYPE 2（1018 STEEL）

浸透探傷剤（SPOTCHECK：左から SKL-SP1 浸透液、
SMD-S2 現像剤、SKC-S 溶剤洗浄液）

く予定である。さしあたって、どのような場合にい

係の活動に担うために AWS の溶接検査の認証資格

かなる目的で検査を行うかによって、どんな検査方

を取得したが、日本溶接技術センターではその講習

法が最適であるか、具体的にいくつかの事例を挙げ

会ならびに認証試験を AWS に代行して日本で開催

て、最適な検査方法の選択に関する文書を作成した。

している。

なお、当センターでは、写真４〜７に示す機器等が

◇◇◇
決勝戦は最後に行われるように、私自身、仕事に

使用されている。
破壊試験では引張試験、曲げ試験、シャルピー衝

おいて生涯最高の快挙を成し遂げることは、現役を

撃試験の設備がある。工作機械も種々備えられ、試

続ける限りずっと先と考え、未来に託している。こ

験片の切り出しから加工まで一貫して行われる。

うした概念も相まって、飛躍可能な現在の進路に足

組織試験は、顕微鏡から撮影されたデジタル画像

を踏み入れた。日本では、地震や台風の被害も多々

が保存される。硬度測定も並行して行われ、測定値

あり、品質の低い建造物ほど破壊されやすく、人々

の平均や標準偏差などのデータ、HV の換算等も自

の生活が奪われたりもする。東日本大震災では莫大

動で処理され、画像と一緒に保存される。

な被害をもたらしたが、復興にあたっては、他国の

◇◇◇

人々からも多くの支援をいただいた。彼らの誠意に

ちなみに JICA は日本溶接協会とも接点を持ってい

応える意味でもわれわれは、溶接作業の改善や各種

る。たとえば RUMPES Vol.23 No.1 に記事が掲載さ

検査の普及による建造物などの品質向上を目指すと

れているが、JICA は 2008 年、国際溶接技術者研修

ともに、様々な改良された技術を広く世界に普及さ

を日本溶接技術センターで当時の日本溶接協会参与

せて、より平和で安全な世界を築き上げていかなく

であった大岡紀一氏のもとに開催し、最終日に IWIP

てはならない。私もやれるはずのことは出し尽くし、

資格試験が行われた。

限りある人生を意義ある生涯に昇華させたい。今日

その一方で私は、CIW の各部門の認証に関連して

においては日本溶接協会との幾多もの因果の蓄積が、

様々な事項修得の蓄積や WE 認証の特別級への昇級

自身のさらなる人生開拓の実現へと誘い躍動してい

などを介し、着々と活力を向上させ、後には日本溶

る。RUMPES は今もなお、コスタリカにてインター

接技術センターにもお世話になった。現在の JICA 関

ネットを通じ愛読している。
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４．ベトナム人技能実習生の実情とその思い
ߔݳҒҷғҳҟ!േྱଖทᄀ

̙݅ᇪྛ

私がベトナムに赴き、現地の若者と直に接するよ
うになって３年、渡航回数は７回となる。日本への
技能実習生送り出し機関で実施している溶接技能検
定の一環として、溶接部の外観・超音波探傷検査に
関する基礎教育訓練を行うための渡航である。日本
での受け入れ先が決まっている技能実習生を対象と
したこの機関は、これまで計 68 人の技能実習生を
日本へと送り出してきた。
超音波探傷検査の実技指導のもよう

この活動からベトナムの若者達の日本に対する思
い、特に日本の溶接を含めた優れた工業技術への思
いと、日本で働くことの真の目的について、私の感
じてきたことを正直に伝えたいと思う。
これはあくまで私見であるが、やはり一番の目的
として、お金を稼ぎたいという思いが感じられる。
その点では本来の技能実習制度制定の目的とは外
れているのが実態かもしれない。技能の中身にこだ
わりが弱いせいか、なかでも特にこの職種の技能を
学びたいという実習生は稀であり、実際私が携わっ
ている溶接コースもほとんどの実習生が未だかつて

送り出し機関が実施する溶接技能検定の一環で、
溶接部の外観・超音波探傷検査に関する基礎教育訓練を受講
（前列右から４人目が筆者）

トーチを手にしたことのない、アークも出したこと

ここまで溶接コースにおける技能検定の実態につい

のない、いわゆる「ずぶ素（しろ）
」である。

て紹介してきたが、最後に、彼らの日本へ向ける眼

そのような全くの初心者に対し、溶接実習では板
厚 12 〜 16mm、
幅約 200mm の鉄板
（レ形・Ｖ形開先）

差し、そのモチベーションについて感じたことを記
す。

を、炭酸ガスアーク半自動溶接機を用いて、約３ヵ

これまで 68 人の技能実習生と接するなかで、私

月で下向・横向のビードを形成する（技術を身に付

が最も感じているのは、実は、彼らの日本に対する

けさせる）
。超音波検査は日本建築学会規準を合否判

純粋な憧れである。経済大国としての日本ももちろ

定基準とし、JIS 溶接検定における下向・横向の基本

んだが、特に日本の工業技術に対する信頼と憧れは

級について、入国後なるべく早い段階での合格を目

非常に強い。交通、建設、インフラを含め、あらゆ

指している。また、外観検査も JASS 6 の鉄骨精度測

る面で日本の技術力に対して崇拝にも似た思いを抱

定指針を用いて同様に行っている。

いているようだ。

過去６回の外観、超音波検査の結果を振り返ると、

たとえ「お金儲け」がきっかけであるにせよ、そ

外観検査では特にアンダカットに対する認識が低い

うした日本への熱い思いをもって来日する若きベト

ため、学科講習で改めて技能実習生に指導を行った。

ナム人技能実習生が、日本の優れた技能と知識を持

超音波検査は最終的に全員が合格となるまで検定を

ち帰り、祖国ベトナムの発展に寄与できるよう期待

繰り返すが、通常２〜３回で合格している。

してやまない。
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５．東京五輪の関連施設工事が最盛期

（左から）有明アリーナ建設現場と鉄骨製作工場名表示

（右から）有明体操競技場建設現場と鉄骨製作工場名表示

東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ「有明テニスの

現場の鉄骨製作工場名表示は、矢嶋・蓼科工場（長

森駅」周辺では、東京五輪関連や都市再開発など建

野県茅野市）
、同・長野工場（長野県原村）
、STP&I

設工事が最盛期を迎えている。
東京五輪でバレーボールの会場となる有明アリー

（タイ）
、古橋鉄工所（千葉県野田市）
、竹島鉄工建設
（和歌山県有田川町）
、勅使河原鉄建（群馬県富岡市）
、

ナ は、BIM（Building Information Modeling） の 取

ステアックス（茨城県桜川市）＝順不同＝の７工場

り組みでも注目を集める。BIM はコンピュータ上

を掲載する。

に作成した３次元の建物のデジタルモデルに、コス

同アリーナと通りをはさんだ向かい側では、有明

トや仕上げ、管理情報などの属性データを追加した

体操競技場の建設が進む。現場で表示する鉄骨工場

建築物のデータベースを、建築の設計、施工から維

は、扶桑機工（堺市堺区）
、オカモト鉄工（福井県福

持管理までのあらゆる工程で情報活用を行うための

井市）
、新日本金属（栃木県栃木市）
、鉄建工業（福

ソリューションであり、また、それにより変化する

井県坂井市）
、
立松鉄工（愛知県弥富市）
、
古賀スティー

建築の新しいワークフロー。鉄骨に関しては、鉄骨

ル・パートナーズ（福島県白河市）
、山東テクノスチー

BIM を異業種 JV 内で共有し、図面の合理化で資機

ル（富山県富山市）
、
櫻本鉄工（山梨県南アルプス市）
、

材の最適化を図るほか、BIM を基に作成した図面情

丸八鉄工建設（青森県青森市）
、寿鉄工（鳥取県米子

報を共有する。

市）
、
スピック（千葉県富里市）＝順不同＝の 11 工場。
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オリンピックアクアティクスセンター建設現場

現場では徐々に鉄骨が組み上がる

写真は、東京都が都立辰巳の森海浜公園に 2020

レーション小山工場（栃木県小山市）
、
同札幌工場（北

年東京五輪の水泳競技会場として整備を進める「オ

海道北広島市）
、オーエーテック（札幌市東区）
、安

リンピックアクアティクスセンター」
（江東区）の建

田工業所（岡山県真庭市）
、川重ファシリテック九州

設現場。観客席数について、大会後は 5,000 人規模

事業所若松工場（北九州市若松区）
、大和建工（山口

に縮小することをあらかじめ想定した上で、大会時

県宇部市）
、山東テクノスチール本社工場（富山県

には 1 万 5,000 人の観客が観戦できるように計画さ

富山市）
、角弘エスアンドエー（青森県おいらせ町）
、

れている。大会後は、世界的な大会が開催される国

ヨネモリ本社工場（石川県能美市）
、同関東工場（栃

際水泳場として、また、都民も利用できる水泳場と

木県栃木市）
、松井工業宇美事業所（福岡県宇美町）
、

して活用していく。

石原鉄工所（兵庫県稲美町）
、中央鉄骨（三重県四日

地下１階地上４階建て、延べ面積は６万 5,000㎡。
縦 160m、横 130m、総重量 7,000t の鉄骨造の大屋
根は昨年、高さ 37m にリフトアップされ、注目を集
めた。

市市）
、勿来製作所本社工場（福島県いわき市）の
14 事業所が名を連ねる。
（文責：産報出版。写真は 2018 年 12 月下旬から
2019 年１月下旬にかけて撮影）

現場に掲げる鉄骨製作工場名表示には、巴コーポ
13
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その日、テレビのニュースから聞きなれない言

地球を磁石に見立てると、方位磁石が N を指す方

葉が聞こえてきました。
「千葉県市原市で千葉ニア

向（北極）が磁石の S 極ですが、地球の歴史には逆

ン・・・」
。慌ててテレビに目をやりましたが、すで

の南極が S 極となった時代があります（この逆転現

に次のニュースに変わっていて、市原市在住の私は、

象を地磁気逆転といいます）
。地磁気逆転現象は、約

よく分からないまま、なぜかわくわくする感情を抱

360 万年前から現在までに少なくとも 11 回起きて

きました。

いると考えられています。そして地磁気逆転時代は、

地層による時代区分、
千葉時代（チバニアン）って？

地球の磁力線が弱まり、宇宙からの放射線などの影

わたしたちが思う時代名称には縄文、弥生、鎌倉・
・
・

響を受けやすくなることから、特有の地層を示すこ

などありますが、地質学の時代名称には、まったく
別の呼び方があります。

とが分かっています。
前期と中期の境目は約 78 万年前と考えられてい

地球の誕生は約 46 億年前で、当時の記録文書な

ますが、国立極地研究所、茨城大学などでは地磁気

どありませんが、伝えてくれる情報はありました。

逆転現象が起きた約 77 万年前とする研究成果を発

それは地層です。地層は、地球誕生から繰り返され

表しました。

る地殻変動によりつくられ、それに伴い古代からの

ၬೱࡲᆗђнѻхяॡіуѻѾёਡ౽

堆積物が地層を形成しています。この地層から、地
球に起こった環境変化などの歴史をひも解いて、時

千葉県市原市田淵、養老川の河岸には「千葉セク

代の環境を解釈するのが地質年代という時代のとら

ション」と呼ばれる地層が露出しています。そして

え方です。

ここには当時降り積もった海底の堆積物や溶岩に地

地球誕生からの地質年代は、先カンブリア時代、
約 5.4 億年前からの古生代、約 2.5 億年前からの中

磁気逆転時代の痕跡がしっかりと刻まれています。
研究グループは、この地層を「国際標準模式地」

生代、恐竜の絶滅で知られる約 6600 万年前からの

としての登録を目指し、ラテン語で千葉の時代を意

新生代という流れになっています。これは細分化さ

味する「チバニアン」として国際地質科学連合に申

れ、古生代は６つ、中生代は３つの名称で区分され

請しました。現在はライバルのイタリアと年代名の

ています。そして新生代は、古第三紀→新第三紀を

命名権を争っている状況です。

経て現在を含む第四紀となります。この第四紀を細

なお、年代名は、国際地質科学連合が、その年代

かく見ると約 258 万年〜 1.2 万年前が更新世で、更

の境界を示す地層を世界で１ヵ所選定し、選ばれた

新世はさらにジェラシアンとカラブリアンの前記、

側の研究チームが地名に由来して命名します。地質

名前のない中期と後期の３つに分かれていますが、

年代に日本の地名は皆無で、そもそも地質年代の名

その１区分の時期に千葉の地層の出番がありそうな

前が地中海沿岸地域以外の場所となるのは極めて異

のです。

例です（※日本国内では、先日天然記念物に認定さ
れました）
。
「チバニアン」この名前に夢とロマンを抱きながら、
今晩もおいしい酒をいただきたいと思います。
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７．CIW 認定に関するお知らせ

2019 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 2018 年 10 月１日付認定から変

＜検査部門等の追加：２社＞

更のあった事業者についてご紹介します。
〔 〕内の

B種

数字は、会社コードです。なお、認定事業者（全て）

◆東洋検査工業 ( 株 )〔52〕
（和歌山県）

については、別刷「CIW 認定事業者一覧」をご覧く

認定検査部門：RT・UT・MT・PT（PT 部門を追加）

ださい。

登録事業所 ：本社、和歌山営業所、大阪営業所、
鹿島営業所、技術ソリューション

＜新規（復活）
：１社＞

部

D種

D種

◆沖縄非破壊検査 ( 株 )〔163〕
（沖縄県）

◆ ( 有 ) ユーソニック〔240〕
（埼玉県）

認定検査部門：UT・建築鉄骨検査適格事業者

認定検査部門：UT・建築鉄骨検査適格事業者（建

登録事業所 ：本社

築鉄骨検査適格事業者を追加）
登録事業所 ：本社

＜種別変更：１社＞
C 種（D 種からの種別変更）
◆内外エンジニアリング ( 株 )〔189〕
（大阪府）
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

2019 年４月１日現在の認定事業者数は次のとお
り。
A 種：16 社／ B 種：９社／ C 種：31 社／ D 種：
61 社／合計：117 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
2019 年 度 第 1 回 理 事 会 を 2019 年 4 月 9 日 ( 火 )
開催し、通常総会の議案書（2018 年度の事業報告と
2019 年度事業計画）について審議を行いました。第
2 回理事会は 5 月 14 日（火）を計画。
☆ 2019 年度通常総会・懇親会の開催予定
次年度通常総会・懇親会を 5 月 14 日 ( 火 ) に浜松
町東京會舘において開催予定です。
☆各委員会活動が充実の 2 年目がスタート
各理事会や各委員会は、第 5 期として 4 月より充実
の 2 年目がスタートしました。今後とも会員各位のご
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
2019 年 4 月 18 日 ( 木 ) に 説 明 会 を 行 い ま し た。
2019 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 2019 年 7 月 1 日 ( 月 ) から 10 日 ( 水 )

です。なお、面接審査は、9 月 28 日 ( 土 ) を計画。
☆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 6 月 23 日 ( 日 )、第 2 回 11
月 17 日 ( 日 )、 第 3 回 2020 年 1 月 19 日 ( 日 ) に
東京で、第 4 回目 2 月 16 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 9 月 7 日 ( 土 ) 〜 8( 日 ) に東京で
③ NDI −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 10 月下旬に
東京で
④検討中、WES 8701:2018 対応『品質マネジメント
の構築に関する研修会』を 6 月に東京で
それぞれ開催を計画しています。
「研修会・講習会」の問い合わせは、CIW 検査業協
会事務局（電話 03-5820-3353）まで。また、当協会ホー
ムページ（http://www.ciw.gr.jp）にも掲載しています。
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本年 5 月 1 日に改元が予定されている。この編集後記を執筆している 3 月時点
では新元号は未定であるが、今号が発行される 4 月には公表されているであろう。
振り返ると、平成の約 30 年間というのは、劇的な変化があった時代と考える。
特に、インターネットやスマートフォンなどは象徴的な変化であろう。
また、長らく続いてきた紙幣・硬貨での支払い方法から、2020 年の東京オリ
ンピックに向け、国を挙げてキャッシュレス決済を推進しているが、偽札が数多
く流通し、急速にキャッシュレス決済が進んだ中国などとは異なる環境の日本に
おいて、クレジットカードや電子マネーが短期的にどれほど普及するか甚だ疑問
である。
次の時代も、今以上に革新的な変化があるだろうが、あまり便利過ぎるのも窮
屈であるので、ゆっくりとした変化を希望したいと感じる今日この頃である。
次号発刊時には新元号となっているが、心機一転、編集委員一同、これからも
充実した誌面作りに努めていくので、今後とも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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