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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：2020 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．年頭所感

一般社団法人日本溶接協会　会長　粟飯原　周二

　新年明けましておめでとうございます。

　世界経済は米中貿易摩擦を背景に混迷が続いています

が、国内に目を向けると、オリンピック・パラリンピック

関連に加え、超高層ビル建築を主体としたビッグプロジェ

クトが継続して建築鉄骨業界は好調を維持し、溶接関連需

要も良好な状況が続いています。

　しかし、製造業の国内回帰の一方で、技能者・技術者・

研究者等は不足が続いています。溶接技能者の有効求人倍

率は３倍に達し、人手不足は喫緊の課題です。対応策とし

て、当協会は技能者教育に重点を置き、JIS溶接技能者評

価試験受験者のための実技・学科教育（導入教育）及び厚

生労働省の中小企業等担い手育成支援事業（専門教育）の

２つを教育の柱としています。２年前から始まった受験者

のための実技・学科教育は、３年目を迎え順調に実績を挙

げ全国に広がりつつあり、さらに本年２月からはステンレ

ス鋼の教育も加える予定です。また、厚生労働省の中小企

業等担い手育成支援事業は建築鉄骨製造に必要な溶接技

能者を育成する事業で、関東地区に続き九州地区での委託

事業も受注し、技能者教育を全国に展開するための基盤を

作ることができました。これら教育事業に加え、国の進め

る外国人材の受入れについて行政との連携に努めてまい

ります。

　４月に大阪で開催する「2020国際ウエルディング

ショー」（主催：日本溶接協会、産報出版）においては、

溶接の裾野を広げるべく、工業高校生を対象にした見学バ

スツアーや溶接女子トークセッションを企画しました。当

日は若年層を対象とした溶接体験やスタンプラリーを予

定しており、溶接の魅力を知るきっかけを作りたいと考え

ています。

　さらに、11月14・15日に全国工業高等学校長協会が

主催する高校生ものづくりコンテスト全国大会において、

初めて溶接競技がエキシビションとして実施されます。溶

接競技会場として、当協会の溶接技術中央検定場を提供す

る等、積極的な支援を行いたいと考えています。

　受験者の利便や認証品質の向上を目的に溶接技能者認

証システムの高度化及び効率化を図るため、受験手続の

WEB申請化の準備を進めてまいりましたが、本年下半期

からトライアルを開始し、その後の本運用を予定していま

す。受験者へのサービス向上に努めてまいります。また、

電気事業法・原子炉等規制法に係る溶接士の試験において

は、日本適合性認定協会から要員認証機関として認定を取

得し、制度の充実を図るべく準備を進めています。

　部会・研究委員会では各種規格・基準への反映を目指し

て調査・研究を実施しておりますが、さらに、AI・IoTの

溶接への適用、積層造形などの新技術に関する研究を溶接

学会との共同企画事業の一環として進めたいと思います。

　非破壊検査事業者の認定制度（CIW）については、溶接

検査認定委員会広報委員会において、関係省庁、公共団体

へのCIW認定のピーアールにも努めていきたいと思いま

す。安全・安心の確保は、国民にとっても重大な関心事で

あり、国、地方公共団体などがインフラの整備・点検を進

めております。CIW認定制度は、各種インフラだけでな

くあらゆる分野に適用可能なものであり、認定事業者のレ

ベルアップおよび技術者のさらなる質の向上に努めてい

きたいと思います。

　当協会は、おかげ様をもちまして昨年、創立70周年の

節目を迎えることができました。記念事業の一つとして日

本溶接協会マイスター制度を立ち上げ、記念式典で第１回

認定式を実施しました。この制度を通じ、全国で溶接技能

伝承や高校生に対する溶接教育を強化すると同時に、溶接

の社会的知名度やステータスの向上にもつなげたいと考

えています。

　これまで述べてまいりました各種の事業は当協会だけ

で進めるには限界があり、溶接学会をはじめとする関係諸

団体と協力して進めていく所存ですので、これまで以上の

ご協力をお願いいたします。

　最後になりましたが、当協会の活動に対しまして、ご支

援、ご協力をいただいている皆様方に心より感謝申し上げ

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

祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。
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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　佐藤　由美

　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、2020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、厚く御礼申

し上げます。

　一昨年、労働基準法が改正され、2024年４月以降、

建設業においても時間外労働の上限規制が適用され

ることとなります。また、昨年は、新・担い手三法

として、公共工事の品質確保の促進に関する法律（品

確法）、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律が一体的に改正されました。品

確法においては、発注者の責務として適正な工期設

定、情報通信技術の活用等による生産性向上等につ

いて、建設業法においては、著しく短い工期による

請負契約の禁止等について規定されるなど、働き方

改革の推進、生産性向上等についての規定の拡充が

図られました。

　これについて、官庁営繕におきましても、モニタ

リング工事の実施、労務費の補正等を行い、週休２

日の確保を促進するとともに、阻害要因の把握と改

善方策を検討するなど取り組みを進めております。

　また、昨年は、台風15号、19号等により広域に

わたり浸水被害が発生するなど、近年、記録的な大雨、

暴風等により甚大な被害が発生しております。

　官庁施設については、災害時にも応急対策の拠点

として機能が確保されるよう、施設の耐震化、自家

発電設備等による非常時の電力確保等を進めてきた

ところで、近年の災害の発生状況についても踏まえ

つつ、防災・減災対策を進めております。

　公共工事が暮らしの安全・安心の確保に寄与する

ものであることにも鑑み、生産性向上を図りつつ、

品質確保の促進が図られるよう、今後とも取り組ん

で参りたいと考えております。

　官庁営繕工事において使用しております国土交通

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建築工事において適用され、さ

らに公共工事に限らず民間工事においても幅広く活

用されております。

　公共建築工事標準仕様書においては、鉄骨工事に

おける溶接接合について、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おり

ます。このうち、施工管理技術者については、貴協

会の規格WES 8103の溶接管理技術者認証基準に基

づき認証を受けた者は、その能力を有する者に該当

するものと考えております。また、試験については、

貴協会のCIW認定制度の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または認定する仕組みを構

築され、社会情勢に応じた基準の見直しを続けられ

ている貴協会の活動は、工事の品質確保に重要な役

割を果たすものであり、今後とも技術者の能力向上

及び適正な品質確保の実現のため、その役割を果た

していかれることと期待しております。

　公共建築工事標準仕様書につきましては、これか

ら令和４年（2022年）版の制定に向けての検討作

業を開始いたします。これまでも貴協会から情報提

供等のご協力をいただきましたことに、改めて感謝

申し上げますとともに、引き続きのご協力をお願い

申し上げます。

　最後になりますが、貴協会及び会員の皆様のさら

なるご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。
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　あけましておめでとうございます。一般社団法人日

本溶接協会並びに一般社団法人CIW検査業協会の皆

様には、日頃より東京都の建築行政にご協力いただき、

心より御礼申し上げます。本年もよろしくお願い申し

上げます。

　昨年は、台風や豪雨によって日本各地に甚大な被害

が生じました。地球温暖化の影響か、想定外の災害、

100年に一度の自然災害が頻繁に発生するようになっ

たとも言われています。ともすると地震災害に注目が

集まりがちですが、風や雪、土砂災害に対しての設計

も重要です。また、建築基準法が定めている最低限の

基準に囚われず、建築主と設計者が、被災した場合の

影響を踏まえて建築物の目標性能を定めることも想定

外の災害対策のひとつと考えます。昨年４月に発刊さ

れた「建築構造設計指針2019年版」（東京都建築構

造行政連絡会（都と区市及び都内指定確認検査機関の

構造担当者の連絡会）監修、東京都建築士事務所協会

発行）では、第12章を「東京の地域特性等を考慮し

た建築構造における確認審査の要領」とし、中高層建

築物が密集する都市の安全性をより高め、都市機能維

持に寄与することを志向することを明確にし、大地震

に対して推奨する目標性能を示しました。これにより、

設計業務や確認審査が合理的に行われ、安全なまちづ

くりに寄与することを希望します。

　さて、都は「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」において鉄骨溶接部や鉄筋継

手の検査について定めており、要綱に基づく制度のひ

とつとして、2015年12月１日に都知事登録鉄筋継

手検査機関が誕生しました。鉄筋継手には圧接継手、

溶接継手、機械式継手の３種類があり、このうち機械

式継手の受入検査については、施工者自らが行う外観

検査によることがこれまで一般的であり、検査機関が

外観検査を実施すること及びカプラーへの鉄筋挿入長

さを確認する超音波測定検査の実施はまだ十分に定着

していない状況です。東京都鉄筋継手検査機関連絡協

議会の2018年度集計によると、機械式継手の外観検

査不合格等発生率は0.17％で、他の継手（圧接継手

0.02％、溶接継手0.05％）と比べ高い傾向にあり、適

確な技術を持つ者が検査を行うことの必要性が明らか

になりました。また、超音波測定検査不合格等発生率

も0.11％と決して低くはなく、品質管理の一環として、

設計図書に超音波測定検査の実施を明示しておくこと

が必要と考えます。さらに、継手施工後に配筋工事が

進むことで、検査時に鉄筋継手部に探触子が当てられ

ない状況や外観検査が困難な状況も起きています。鉄

骨溶接部も同様ですが、検査を考慮した工程管理が求

められます。設計者、工事監理者、施工者の皆様には、

ぜひご配慮をお願いいたします。

　ところで、昨年11月、和歌山市で足場の撤去作業

中に鉄パイプが落下、通行者一名が亡くなるという痛

ましい事故が発生しました。都内においても、昨年、

溶接用鋼材の足場からの落下や仮囲いフェンスの転倒

による通行者の負傷事故が発生しています。建築基準

法では、施工者は工事現場の危害防止措置を講ずるこ

とと定められており、都においても毎年「建築工事現

場の危害防止講習会」を開催して周知に努めています

が（本年は２月５日開催。申し込みは下記QRコード

から。）、残念ながら事故は繰り返し発生しています。

昨年、国土交通省の建設工事公衆災害防止対策要綱が

改正され、近年の公衆災害の発生状況を踏まえた見直

しとして、落下物による危害防止及び解体工事に関す

る措置が明確化されました。この要綱による対策が一

般化し、公衆災害事故が無くなることを強く希望しま

す。

　最後になりますが、この新しい年がより良き年にな

りますよう心から祈念いたしまして、私からの新年の

挨拶とさせていただきます。

３．年頭挨拶

東京都都市整備局市街地建築部 建築構造専門課長　大熊　久理子
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４．年頭挨拶

一般社団法人日本非破壊検査協会　会長　阪上　隆英

　皆様新年あけましておめでとうございます。皆様に

おかれましては、元号が「令和」に改まって初めての

お正月を、お健やかにお迎えになられましたことと謹

んでお慶び申し上げます。日本溶接協会、CIW認定

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、厚く御礼申

し上げます。新しい年が、皆様と皆様の関連業界にと

りまして、実り多き年になりますよう、心からお祈り

申し上げます。

　昨年のJSNDIの活動を振り返りまして、最も大き

なイベントの一つは、認証事業が50周年を迎え、12

月13日に記念式典を無事に挙行させていただいたこ

とでございます。これもひとえに関連の皆様方による

並々ならぬご尽力・ご協力の賜物と、厚く御礼申し上

げます。式典では、2019年９月30日現在有効な資

格を長期間維持している認証資格保持者96名の皆様

に認証事業50周年記念技術者表彰を、40周年式典以

降の10年間に認証事業に貢献された65歳以上の認

証事業従事者56名の皆様に認証事業50周年記念認

証功労賞をそれぞれ贈賞させていただきました。また、

貴協会をはじめとして、当協会の認証事業に日頃ご協

力いただいている29団体に、認証事業50周年記念

感謝状をお贈りしました。

　私は昨年新会長として、BINDT（英国非破壊試験協

会）の総会、ASNT（米国非破壊試験協会）の総会お

よびAPFNDT（アジア・太平洋非破壊試験連盟）の総

会に出席させていただきましたが、学術、技術開発、

教育、認証等の様々な領域で、諸外国がJSNDIをいか

に重要視しているかを実感してまいりました。特に認

証事業において、ISO 9712に準拠したJIS Z 2305認

証を推進し、世界レベルの認証技術者を数多く輩出し

てきたことは、JSNDIの諸活動が国際的に重要視され

ている一因であると思っております。これまでに認証

事業の国際化に御貢献いただいた先輩諸氏に改めて敬

意を表する次第でございます。認証事業につきまして

は、これからも様々な業界の皆様の声をお聴かせいた

だきながら、国際社会で信頼され、認証技術者のステー

タスが国内・国外で一層向上するような認証事業を目

指して、その最適解が得られますように、関係者一同

努力する所存でございます。皆様のご協力をお願い申

し上げます。

　さて、当協会では、“JSNDI ミッションステートメン

ト「社会に価値ある安全・安心を提供する JSNDI」”

を策定するとともに、“JSNDI バリュー ”として、①“社

会 ”から尊敬される協会、② “会員 ”に魅力のある協

会、③“産業界 ”で実力のある協会、④“学術・教育界”

に存在価値のある協会、⑤ “行政機関 ”に影響力のあ

る協会、をステークホルダーに提供することを目指し

ています。具体的には、“JSNDI アクション ”として、

①業界バリューチェーンの構築（関連業界間の連携強

化）、②学術・産業分野の拡大と融合、③学会機能と

業界団体機能のシナジー強化、④有効なグローバル展

開の強化、⑤会員活動の活性化、を掲げて活動してお

ります。昨年実施いたしましたJSNDIアクションの一

例として、国土交通省から受託いたしました、鉄道台

車枠の探傷技術開発に関するプロジェクトの遂行を挙

げることができます。当協会は、非破壊検査の専門家

集団を擁する学術団体として、台車枠の探傷検査に関

する調査検討委員会を組織して、鉄道台車枠の新しい

探傷技術の開発に取り組みました。

　本年の当協会の諸活動においても、上記の基本路線

に従い、JSNDIアクションを着実に実行することによ

り、非破壊検査を通じた業界間のネットワークをさら

に緊密なものとしながら、関連業界の更なる発展が

得られ、「非破壊検査」ならびに「非破壊検査技術者」

のプレゼンスが向上いたしますように一層努力してま

いりたいと存じます。皆様のご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。最後になりましたが、

本年の皆様のご多幸とご発展を心からお祈り申し上げ

ます。
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５．年頭挨拶

一般社団法人 CIW検査業協会　会長　逸見　俊一

　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とともに、会員の若手スタッ

フが積極果敢に協会運営に参加できる環境整備に努め

る所存です。

　検査会社を取り巻く昨年の景況を振り返ると、建築

分野は東京五輪関連需要を背景に堅調に推移してきた

ものの、足元では受注量に格差が生じつつあるようで

す。都心では五輪後も大型の再開発プロジェクトが数

多く計画されるほか、2025年の大阪・関西万博まで

視野に入れると鉄骨需要は当面底堅いとの見方がある

半面、五輪関連が一段落した今年は相応の需要減が見

込まれるため、中小物件の計画増への期待とともに、

より会員間の横のつながりが重要になると思われま

す。

　あらゆる産業で人手不足感が日を追って高まりを見

せる中、検査業界の将来を担う世代に魅力ある業界を

継承するため、会員の若手が集う機会を設けることが

我々の世代に課せられた使命であると考えます。当協

会の前身が「溶接検査事業者懇談会」だったことを踏

まえ、昨年12月、都内に会員の若手を集め懇談会を

開催しました。今後も若い世代の交流を後押しする活

動を継続していく方針です。

　業界内では久しく、検査技術者の地位向上が課題に

挙げられる中、非破壊検査という言葉一つとっても、

一般的に浸透しているかと問われたら、いまだ不十分

な状況であることは否めません。業界や団体、そし

て非破壊検査という言葉自体知らないという状況下で

は、検査技術者の地位向上などあり得ません。したがっ

て、人材確保に向けては、業界の魅力をピーアールす

るため、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」については昨年、新たに香川県と

愛知県、兵庫県で開催しました。2012年の第1回か

らご後援いただいている文部科学省、国土交通省、経

済産業省が非破壊検査を広く認知してもらうための本

企画を好意的にとらえていただいていることは非常に

ありがたいことであり、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方

針です。

　人材確保という観点で一つの不安要素は、JIS Z 

2305に基づく非破壊試験技術者資格試験の制度変更

にともない、検査会社ならびに検査技術者の負担が大

きくなっていることです。再認証試験におけるレベル

2の合格率が約8割で推移する状況は看過できるもの

ではありません。検査会社としては再認証試験で不合

格になる技術者が出ることで会社存続が危ぶまれるこ

とから、当協会として日本非破壊検査協会に対して、

再認証試験に関する要望を繰り返し行っています。こ

れまで当協会からの要望は前向きに捉えていただいて

おりますが、現場を反映した試験制度の具現化に向け、

より速やかな解決を望むところです。

　当協会ではこれまで、検査業務の使命が第三者性に

あるとの基本理念に基づき、主に建築分野に焦点を当

てた活動を展開し、東京都鉄骨溶接部検査機関登録制

度の運用開始にあたっては、当協会が審査事務指定機

関に指定されるなど、CIW認定制度は着実に普及して

きたと実感する部分もあります。自然災害が多発する

日本でオーナーのために安全・安心な構造物に不可欠

な検査の有効性について、社会全般により理解を深め

てもらうため、また、将来的には検査が必須となる法

制化実現に向けて、引き続きCIW認定制度の普及に

努める所存です。

　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。
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6．迎春　わが社のホープ ― 2020

東亜非破壊検査株式会社
長屋　祐香

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は令和になって初めてのお正月とのこと
で、少し特別な気持ちです。昨年はラグビーW
杯などで明るい話題があった一方、自然災害に
よるニュースが多かった年でもありました。今
年は少しでも明るい話題が多い年になるといい
ですね。
　さて、早いもので私が入社して今年で 6年目
になりました。入社した時は非破壊検査の何た
るかも分からず、業務についていくことに必死
でしたが、今では多少余裕も出てきたように感
じます。その分、人に指示を出したり、他の業
者と打ち合わせをしたりとまとめる側の仕事が
増えてきたように感じます。
　若手の時と違って、常に視野を広く持たなけ
ればならないのが難しいところですが、手探り
ながらも地道に頑張っていこうと思います。
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。

今までとこれからと

　新年あけましておめでとうございます。
　私が非破壊検査業界に入ってから1年半にな
ります。
　前職では工場でプレス機を使用して金属加工
をしていました。まったく非破壊検査とは関係
のない仕事でしたので、新たな仕事には慣れな
いことも多々ありましたが徐々に検査について

も分かるようになってきました。
　この業界は資格を取ることも大事ですが、資
格を取るだけでは意味がなく、現場でしか分か
らない様々なことを学んでいくことが大切です。
　さらに言うと、他人とコミュニケーションを
とる場面が多く、お客様への説明、前工程の作
業員と話をして段取りを考えることも必要とな
り、検査以外のことも重要となります。
　自分の技術を活用して検査し、コミュニケー
ションをとって作業工程の段取りをする。とて
もやりがいのある仕事だと感じています。

非破壊検査株式会社
佐藤　柚樹

　新年あけましておめでとうございます。
　私は、今年入社 2年目を迎えます。昨年は大
学を卒業し、非破壊検査という仕事に足を踏み
込むことができました。この業界のことは見る
もの、聞くもの初めてのことばかりで、毎日が
勉強です。あっという間に 9カ月が過ぎました
が、一人前になるためにはまだまだ努力が必要
だと痛感しています。
　また、昨年は災害が多発した年でもありまし
た。台風、豪雨による建物の倒壊やライフライ
ン寸断等、様々な被害が発生し、尊い人命が失
われました。改めて、日々保守管理しているプ
ラント等の安全確保が重要なるものと感じてい
ます。
　さて、今年は 56 年ぶりに東京でオリンピッ
クが開催されます。この喜ばしい年が明るく楽
しい年であるように、一検査員として社会の
安全を担っていく気持ちを胸に邁進して参りま
す。

今年の抱負

検査業について

日本シーレーク株式会社
山本　順平
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溶接検査株式会社
菅原　英和

　新年明けましておめでとうございます。
　気が付けば、入社してから早や 3年が経とう
としています。入社当時は、学生から社会人と
なり、右も左も分らず、先輩各位から沢山の指
導を賜り、なんとか、昨年 UTレベル 2を取得
することができました。
　資格を取得したことにより、より一層、検査
マンとして、現場業務に従事することが増え、
いろいろな現場の方々と出会い、コミュニケー
ションをとり、検査を進めるうえで、改めて、
社会人としての対応、検査業務の奥の深さ、難
しさを痛感する一年でした。
　これからも業務の幅を広げるため、引き続き、
先輩各位の指導の下、関連資格を取得に向け励
んでいきたいと思います。
　そして、今年は、令和に入り初めての新年を
迎えますので、気持ちを新たに検査業に努めて
いきたいと思います。

入社から振り返って

有限会社佐賀検査サービス
柳瀬　拓哉

　新年あけましておめでとうございます。
　入社して 2年になり、現在建築鉄骨の超音波
検査をしています。まだまだ分からないことが
多く、先輩各位や工場の方から様々なことを学
びながら日々技術の習得に励んでいるところで
す。
　より良い製品ができるように工場の方と打ち
合わせを行い、検査の観点からの的確なアドバ
イスをし、安心・安全な建物を作れる信頼され
る検査員になりたいと思います。
　UT レベル 2の資格を取得し、私が検査に関
わった建物が残っていくのを見ると、佐賀の町
づくりの一端を自分が担っているのだと、どん
どんわが町に愛着がわいてきて、いつの日かど
こを向いても自分が係わった建物が見えている
ような町になっていくのかなと、ワクワクしな
がら検査をしています。
　今年は知識、経験をさらに高めて自慢できる
ような建物の建設に携わっていきたいと思いま
す。

新年の抱負

株式会社シーエックスアール
川元　侑治

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は入社して 5年になる年です。周りから
は 5年目はまだまだ若手とよく言われます。確
かに年数はあまり多くありませんが、自分で若
手社員という言葉を強く意識、認識すると「若
手社員なのにこんなことやるべきじゃない」「出
しゃばらないようにしよう」などの意識まで出
てきてしまいます。そうすると自分の行動を狭
めてしまい、結果を出しづらくなってしまいま
す。若手という言葉で自分を規定せず、謙虚に
着実に仕事を進める一年にしたいと思っており
ます。

新年を迎えて
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7．日本溶接協会が創立 70周年の節目迎える

第一部の記念式典

　粟飯原会長は1949年の創立から今年で70周年を

迎えることについて「これもひとえに関係各位の支援、

協力によるもの」と謝意を示したうえで「この70周

年を機会として、これまでの溶接界の発展と先達の偉

業を振り返るとともに、未来に向けてわが国ならびに

アジア、世界の溶接界をさらに発展させるため、本日

参集いただいた各位と意見を交換し、意識を合わせ、

未来へ飛躍するためのステップにしたい」と話した。

　日溶協は創立の年から溶接技能者の認証事業を開

始。初年度の受験者数は29人だったが、現在では毎

年約11万人が溶接技能者評価試験を受験し、わが国

のものづくり産業の基盤を支えてきた。

　1965年には溶接構造物に特化した非破壊検査事業

者認定（CIW認定）事業を開始し、1970年からは溶

接管理技術者の認証事業もスタートした。

　こうした認定・認証事業や溶接構造物の健全性を確

保するもとになるのは各種の規格・基準であり、日溶

協では専門部会（11部会）と研究委員会（８委員会）

で調査・研究を行い、WES（日溶協規格）を制定する

だけでなく、JIS（日本産業規格）や ISO、IECなどの

　日本溶接協会（粟飯原周二会長）は 11 月 27 日、東京・港区の東京プリンスホテルに会員・関係
者約 400 人を集め、創立 70周年記念式典を開催した。第一部の記念式典で粟飯原会長は未来に向け
て「溶接技能者・技術者・研究者が溶接に携わって良かったと思えるよう，また，溶接界のさらな
る発展を目指して協会活動を推し進めていく」と所信を表明。森英介衆議院議員、経済産業省の渡
邊昇治大臣官房審議官（産業技術環境局担当）、溶接学会の篠﨑賢二会長が祝辞を述べた。第二部の
創立 70周年記念表彰・日本溶接協会マイスター認定式に続き、夕刻からは第三部の祝賀会を開いた。

ホテル玄関の看板

粟飯原会長 森衆議院議員 渡邊大臣官房審議官 篠﨑会長



9

　Vol.34 No.1 Winter, 2020

国際規格を提案してきた。

　近年の少子高齢化・労働人口の減少にともない、溶

接界においても人材不足が顕著になる中、日溶協では

この課題に積極的に取り組んできた。粟飯原会長は「若

年者に対する溶接の普及、教育は長い目で見て極めて

重要であるが、これを行うためには優れた指導者が必

要になる。今回新たに創設した『日本溶接協会マイス

ター』制度は、卓越した溶接技能を讃えるだけでなく、

高校生をはじめとする若年層の溶接教育に尽力いただ

くことの願いを込めて差し上げるもの」と語った。

　また、粟飯原会長は、今回の記念式典で記念式典で

は、とくにここ数年、日溶協が展開している新しい事

業に協力いただいている団体を表彰することに関して

「表彰によってこれまでの協力に感謝申し上げるだけ

でなく、将来にわたりさらなる協力をお願いする意味

を込めるもの」と述べた。

　来賓祝辞では、森衆議院議員が「日溶協がこれまで

いろいろな時代を乗り越え、今日の隆盛を築かれたこ

とは喜びに堪えない。生産性向上をはじめとする課題

解決に溶接技術は重要な役割を担っている。今後も協

会の総力を結集し、日本の溶接技術がさらに世界で冠

たるものになることを期待する」。渡邊大臣官房審議

官が「JIS法が70年ぶりに抜本改正された今年、同じ

く70周年を迎えた日溶協はこれまで標準化に関して

中核的な役割を担ってきた。今後も標準化に関するさ

らなる活躍とともに、引き続き溶接技術の向上や人材

育成などで功績を残されることを期待する」。篠﨑会

長が「当学会と日溶協の密なる連携は溶接技術のさら

なる進化に不可欠である。引き続きアジアを中心とし

たグローバルな溶接界のけん引役として日溶協の一層

の発展に期待する」と語った。

　続いて、「Future on the Legacy 日本溶接協会の歩み

と未来」と題したビデオを上映した後、「未来に向けて」

と題して挨拶した粟飯原会長は、「溶接界における発

展のベクトルを維持、拡大させるためには、溶接界だ

けでなく、関係機関と連携し、相乗効果を発揮するこ

とが重要。また、溶接技術発展のベクトルは自ら考え、

創出していく必要がある。最新の情報技術も取り込み、

新しい溶接技術を創造し、それを拡大することを溶接

学会はじめ各団体と取り組んでいきたい」と述べた。

　このあと、ここ数年日溶協が実施してきた新事業に

対して協力を得た７団体を表彰。日本溶接協会マイス

表彰団体の記念撮影

日本溶接協会マイスター認定者の記念撮影
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ター認定式では、各地区検定委員会から推薦を受け、

日溶協マイスター審査・認定委員会の厳正な審査を経

て認定した24人のマイスターに対し、認定証とバッ

ジを授与した。

　表彰７団体と、マイスター24人は次のとおり（順

不同・敬称略）。

【記念表彰団体】
　・アジア溶接連盟

　・溶接学会

　・日本溶接技術センター

　・全国鐵構工業協会

　・日本海事協会

　・全国工業高等学校長協会

　・溶接接合工学振興会

【日本溶接協会マイスター認定者】
溶接技能者
　・小林秀稔（サンキュウリサーチアンドクリエイト）

　・町田　浩　（山口県溶接協会［元日立製作所］）

　・岩佐富雄　（岩佐溶接鉄工所）

　・原田日出男（山九）

　・山下順一　（山順工業）

　・古賀茂好

　・奥迫義則　（三菱重工マシナリーテクノロジー）

　・森川順三　（高田工業所）

　・山田哲彦　（エムイーシーテクノ）

　・佐藤　桂

　・高梨　博（サンキュウリサーチアンドクリエイト）

　・川辺広司　（日立製作所）

　・仲摩吉成　（日鉄テックスエンジ）

　・原田芳男　（アキタ製作所）

　・宮岡成光　（三浦マニファクチャリング）

　・金子和之　（神鋼溶接サービス）

　・高橋茂男　（宮富士工業）

　・堀川一巳　（日立インダストリアルプロダクツ）

　・茂原大助　（群馬県立前橋産業技術専門校）

　・長野秀樹　（山田工業）

　・山﨑昌宏　（山崎製作所）

　・北岡昭二郎（ジャパンマリンユナイテッド）

マイクロソルダリング要員
　・斎藤克摩　（NECスペーステクノロジー）

　・伊藤智幸　（東芝ビジネスエキスパート）

第二部の表彰式
第二部の認定式

歓談のもよう 70 周年を祝して乾杯
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8．「明日を担う次世代のための
       非破壊検査セミナー」の実施状況報告

図１　次世代セミナーの実施状況（カッコ内の数字は開催回を示す）

　CIW検査業協会、日本非破壊検査協会と日本溶接技

術センターは、文部科学省、国土交通省、経済産業省

をはじめ関連団体からの協賛や後援をいただき、主に

工業系高等学校の学生及び教職員を対象とした「明日

を担う次世代のための非破壊検査セミナー（以後次世

代セミナーという）」を全国展開している。このことは、

すでに本誌RUMPESの「CIW検査業協会だより」を

通して紹介してきており、また本誌など 1)～3) でも紹

介している。例えば、2015年には第1回から第５回

のセミナーで行ったアンケート調査結果を紹介した3)。

その後更に５年が経過し、実施回数も20回を数える

に至ったので、その後の動向と実施内容について紹介

する。

図１に2019年12月末におけるセミナーの実施状
況を要約している。第１回のセミナーを千葉県立東総

工業高等学校で実施したのは、はや８年前（2012年）

の２月である1)。セミナー開催にあたり、経済的理由

など慎重論がなかったわけではない。そんな中で、と

にかく一回やってみよう、お金がなければボランティ

アでいい、と開き直って始めたセミナーで、当初不安

の入り混じる中の開催となった。しかし、その不安も

真剣な生徒の姿に打ち消され、結果として大変好評の

うちに終えることができた。

　その後、同年８月に神奈川県の工業系高校生徒及び

教職員に対するセミナーを日本溶接技術センターで開

催した。溶接技術センターではその後も神奈川県の工
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業系高校生の溶接実習に合わせて非破壊検査セミナー

を実施しており、これに神奈川県非破壊試験技術交流

会より講師を派遣している。したがって、神奈川県で

は、次世代セミナーが契機となって、今日まで工業系

高校生に対する非破壊検査の研修が継続している。

　年が変わり2013年の８月には、第３回次世代セミ

ナー開催のため秋田県まで大遠征した。おりしも東北

三大夏祭りの秋田竿燈まつりの開催と重なり、宿の手

配や機材の受け渡しなどで大変苦労したが、思い出深

いセミナーの一つになった。竿燈まつりには開催高の

秋田工業高等学校のチームも参加しており、より一体

感の強いセミナーともなった。提灯の重みでしなる竹

竿に、もしきずがはいっていたら？　それを見つける

のが非破壊検査！　祭りも教材の一つになった。

　第４回の群馬県立桐生高等学校での開催が2013年

の12月であり、第５回は全国工業高等学校長協会が

全国の教職員を対象として実施しているセミナー「夏

季講習会」に初参加した。全国工業高等学校長協会

は、全国の工業教育を実践している高等学校の校長を

会員とする組織であり、教職員の指導力等資質向上を

目指した夏季講習会を実施している。これに応募し、

2014年８月に第５回次世代セミナーとして行った。

全国工業高等学校長協会の「夏季講習会」にはその後

も応募し、2015年には第８回次世代セミナーとして、

2016年には第12回次世代セミナーとして、2017年

には第15回次世代セミナーとして神奈川県の溶接技

術センターで開催した。また、2019年には第19回

次世代セミナーとして初めて神奈川県から場所を変え

て愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科で開催してい

る（図１右下＊印参照）。
　第６回は北陸に移り、富山県で2014年12月に開

催した。当時三原毅先生がまだ富山大の教授のころ（現

在は東北大学教授）、先生のご尽力のおかげで開催に

こぎつけた。座学はもちろん先生にお願いしている。

会場となった富山県総合教育センターから目にした朝

日に輝く立山連峰の総観は皆の瞼に焼き付いている。

　富山の開催に続いて第７回次世代セミナーは、

2014年12月に、初の中国地方の岡山県立岡山工業

高等学校での開催となった。回を追うごとに、各検査

グループ間のチームワークもより一層強固なものにな

り、力強い説明や段取りの手際よさが際立ってきたよ

うに思う。

　途中、先に述べた全国工業高等学校長協会による夏

季講習会を挟むが、第９回を青森県立弘前工業高等学

校で2015年 11月に、同年の12月には広島県立広

島工業高等学校で第10回を、そして2016年２月に

は第11回を茨城県立水戸工業高等学校で迎えている。

　そして、第13回はいよいよ九州に上陸し、2016

年８月の佐賀県立佐賀工業高等学校での開催となっ

た。この時には、佐賀県高等学校教育研究会工業部会

の2016年度「夏季実験実習講習会」との同時開催と

なり、教職員対象のセミナーとなった。ここでの座学

は地元の加藤光昭先生（九州工業大学名誉教授）にお

願いしている。

　第14回は2016年11月に山形県立山形工業高等

学校で実施している。第16回は2017年11月に宮

城県登米総合産業高等学校での開催となった。

　第17回はいよいよ待望の大阪での実施が実現し、

2018年12月に大阪府立茨木工科高等学校で実施し

ている。これには日本非破壊検査協会谷口良一氏（日

本非破壊検査協会広報担当理事）によるところが大き

い。座学は谷口良一先生（大阪府立大学研究推進機構

放射線研究センター長）にお願いしている。

　そして2019年７月には、四国に初上陸し、香川県

立多度津高等学校で第18回次世代セミナーを開催で

きた。また、同年12月には、兵庫県立姫路工業高等

学校にて第20回の次世代セミナーを開催している。

大阪に引続き谷口良一先生に座学をお願いしている。

　なお、次世代セミナーとしては、全国または都道府

県単位で、工業系高等学校の学生及び教職員を募集し

て実施することを原則として開催している。現在まで、

128校から生徒299名、教職員326名、合計625名

の参加を得ている。

　このほか、特に強い希望があり、明日を担う次世代

のための非破壊セミナー委員会（以後次世代セミナー

委員会という）の合意があれば、枠外として一つの単

独の高校に対しても実施している。例えば、2013年

10月には秋田県立大曲高等学校からの要請で、出前

講座に講師を派遣している。第３回セミナーが秋田

工業高等学校で開催されることが地元新聞紙に掲載さ
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図２　座学の様子（講師：荒川敬弘氏）

れ、秋田出身の逸見俊一会長（CIW検査業協会）を通

して実現したものである。

　また、2018年の９月と11月及び2019年の８月

に愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科の産業システ

ム科生産システムコース及び先端技術システム科自動

車航空産業コースの生徒及び教職員を対象として合わ

せて３回のセミナーを開催している。愛知県立愛知総

合工科高等学校専攻科は、高等学校卒業者を対象とし

て設立された専攻科（全日制２年制課程）で、2016

年４月に設立され、2017年４月からは全国初の公営

民営化により、学校法人名城大学が管理運営している。

大学や企業から多くの経験豊富な指導者を招いて教育

し、次世代のものづくりのリーダーを育成している機

関である。

　2018年の９月は2018年度１年生を対象として、

また同年11月の開催は、２年生を対象として、また

2019年８月は、新たに入学した2019年度の１年生

を対象としてセミナーを行っている。これらの枠外を

合わせると、セミナー回数は25回となり、参加高等

学校数135校で、生徒428名、教職員348名の合計

776名の参加があったことになる。

　セミナーは、約１時間の座学（図２参照）と半日の
実習（図３～図11参照）よりなっている。座学は生
徒対象の場合と教職員対象の場合で内容を多少変えて

はいるが、皆が学校で習っている物理現象が非破壊検

査に使われていることや、近年の長寿命化の時代の安

図３　実習の様子（逸見 CIW検査業協会長自らの熱弁）
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全安心に非破壊検査が大変重要な役割を担っているこ

とを中心として講義を組立てている。

　実習の方は、回を追うごとに皆の知恵が蓄積され、

改善されてきているように思う。また、蛍光を用いた

浸透探傷試験や磁粉探傷試験で目に見えぬきずが暗闇

に輝きだすのを見て毎回歓声が沸く（図４）。借りて
いる校舎を汚さぬようにとの慎重な配慮も毎回頭が下

がる思いがする。

　また、磁気探傷では棒磁石にスリットを入れ、これ

に磁粉が吸い付くデモ（図５）や、極間法に使う電磁
石の磁極から放出される磁力線を可視化するデモなど

の工夫に関心が沸く。

　放射線透過試験では、時には、自ら溶接した溶接コ

ンクール試験体を撮影したフィルムまたはパルスX線

で撮影したデジタル画像を真剣に覗きこむ姿が見られ

た。また、デジタル画像でリアルタイムに例えば携帯

電話の内部などを観察できるのに関心が沸く（図６）。
超音波探傷試験では、超音波の性質の説明に合わせて、

ドリル穴のエコーを観察するとともに、板の裏側に施

した人気歌手グループの文字の彫刻を、反対側から

ローラー式のアレイ探傷で、CRT画面に描き出すのが

人気を集めている（図７）。
　これらの溶接部の検査によく用いられる非破壊試験

のデモもさることながら、その他の非破壊検査技術の

図４　蛍光浸透探傷の様子 図５　棒磁石につけたスリット部に磁粉が吸着する様子
（磁石を紙で覆ってデモ）

図６　デジタル放射線透過試験の様子
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人気も高いように思える。サーモグラフィーでは、先

ほどまで椅子に腰かけていた人の痕跡が映る（図８）。
あるいは、分電盤の一部が赤く見え、首をかしげる。

　電磁波レーダ法による鉄筋探査では、学校のコンク

リートの床や壁に鉄筋が埋められていることを確認し

て安心できることを知る（図９）。このほかにもボル
トナットの閉まり具合を打音検査で自ら確認したり、

ひずみゲージによる梁の揺れ具合から地震を想定した

りするなど話題が尽きない。

　そして、いよいよ18回の多度津高等学校から話題

図７　アレイ探傷による画像化のデモ

図８　サーモグラフィーによる実習の様子

図９　電磁波レーダ法に鉄筋探査の実習
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のドローンが登場した（図10）。
　また、サーモグラフィーを搭載して、校舎の壁面の

剥離状況を監視するデモ（図11）も関心を得た。

　国内ではなじみの少ない「非破壊検査」の重要性を、

次世代を担う工業系の生徒に理解してもらおうと始め

た次世代セミナーも、はや８年目を迎えた。次世代セ

ミナー委員会も、当初は末次純委員長でスタートした

が、現在は笠岡に引き継いでいる。

　全国を回ろうと意気込んで始めた次世代セミナーで

あるが、夢の実現にはまだ時間がかかりそうである。

セミナーの実施時期が学校側の都合で限られることな

どもあるが、少しずつ理解が得られてきており、今後

も粘り強く継続して目標を目指して一致団結して努力

している。

　なお、各地区でのセミナー開催にあたっては、多く

の地元検査会社の方々の協力を得ており、一同大変感

謝している。また、セミナー受講者がすでに検査会社

で活躍し始めていることを聞き、大変喜んでいる。

参　考　資　料

1) ３．次世代セミナー、千葉県立東総工高で初開催、CIW通信、
Vol.26（2012）、No.2 Spring, 2012 p.p.10-11

2) 末次純：工業高校生に向けた非破壊検査セミナー委員会の取り組
み紹介－高校生の皆さん、非破壊検査って面白いんだよ！－、非
破壊検査（2014）、9月号

3) 明日を担う次世代のための非破壊セミナー委員会：「明日を担う
次世代のための非破壊セミナー」受講者アンケート結果から見る
これまでの活動、CIW通信、Vol.29（2015）、No.1　Winter, 2015 
p.p.15-18

図 10　ドローンの説明の様子

図 11　サーモグラフィーによるデモの様子
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9．コンクリートポンプ車の
　   特定自主検査について
　　

　労働安全衛生法の定める車両系建設機械に、コンク

リートポンプ車（写真１）が追加され、特定自主検
査（特自検）が義務付け

られた（1992 年）。以

来、コンクリートポンプ

車の稼働台数（年間推定

約８千台）は車両系建設

機械全体から見ると１割

足らずと少ないが、死亡

災害発生率（2.7/10,000）

は、全台数での発生率

（1.1/10,000）の約３倍

となっている（1998年～2008年）。ブームやアウト

リガーの破損・折損落下に周辺作業者が巻き込まれる

事故が多い。

　これらにより、コンクリートポンプ車のブーム等の

溶接構造物の重要箇所で外側からの検査が困難な部位

に対しては、浸透探傷法（PT）に加え超音波探傷法（UT）

を用いる旨の特自検の実施に関する指針に係る厚生労

働省の通達が発出された（2008年）。

　以下、超音波探傷法の導入と建設荷役車両安全技術

協会（建荷協）の取り組みについて紹介する。

２．１　経緯
・コンクリートポンプ車のブーム破損による労働災害

の防止について（2003年７月23日付　基安発第

0723005号）

・コンクリートポンプ車のブーム破損による労働災害

の防止の一層の徹底について（2004年11月９日

付　基安発第1109003号）

・コンクリートポンプ車による労働災害の防止につい

て（2008年７月23日付　基安安発第0723001号、

第0723006号）

２．２　通達（基安安発第0723001号）の要点
　コンクリートポンプ車の定期自主検査指針（特自検

指針）におけるブーム装置とアウトリガー装置の検査

方法について表１に示す解釈が示された。

　UT検査マニュアル、詳細記録表及びFAQを作成し、

これを建荷協ホームページに公開し、留意事項の周知

と適格な検査の推進を行うこととした。

３．１　コンクリートポンプ車のUT検査マニュアル
　指針の解釈通達に沿った検査を行うためのルールを

写真１　コンクリートポンプ車

表１　定期自主検査指針におけるブーム装置とアウトリガー装置の検査方法
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定めこれをマニュアルにまとめた。主な収録内容は次

のとおり。

　（１）検査箇所及び探傷方法

　（２）UT検査者の資格

　日本非破壊検査協会が認定するUT検査レベル２以

上の有資格者または当該溶接部位の亀裂の有無を検

査・判定できるレベル１以上の者

　（３）UT検査の委託先

　日本溶接協会が認定するCIW認定事業者で構成す

るCIW検査業協会の会員会社を推奨

　（４）UT検査の方法

３．２　詳細記録表
　従来の検査記録表に加え、メーカーが指定したUT

検査箇所を明示した詳細記録表（図１）を作成し、こ
の部位の検査を確実に実施し、結果を記録として残す

こととした。

３．３　FAQ
　コンクリートポンプ車のUT検査に関するよくある

質問と回答を取りまとめQ&A集を作成した。主な収

録内容は次のとおり。

　（１）　なぜ登録４年目以降のコンクリートポンプ車

がUT検査の対象となっているのか？

　（２）UT検査を検査会社に依頼したときの特自検検

査者の役割は？

　（３）詳細記録表のないコンクリートポンプ車はど

うすればよいのか？

　（４）UT検査の資格を取るにはどうしたらよいか？

　コンクリートポンプ車の特自検実施台数を表２に示
す。2016年度以降、CIW検査業協会より報告頂いて

いる受託UT検査実施台数を付記する。

　特自検検査者等が実施するUT検査台数の把握が困

難な状況で、実施率が正確にはつかめていないが、UT

検査未実施のものがまだかなりあるものと思われる。

　コンクリートポンプ車の使用者の多くはコンクリー

ト圧送業者であるが、最近、人手不足や次代の担い手

に関する不安を耳にする。メーカーは扱いやすさ、操

作のしやすさを主眼においた機械で、作業の効率・省

力化に寄与することを目指してきている。

　建荷協としては、適正な特自検の実施で機械の性能

を保持し災害防止に寄与するため、引き続きCIW検

査業協会の協力を頂きながら、コンクリートポンプ車

のUT検査の定着化を推進してゆく所存です。

図１　従来の検査記録表に加え、メーカーが指定したUT検査箇所を明示した詳細記録表

表２　コンクリートポンプ車の特自検実施台数
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10．2020 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

CIW検査業協会だより
一般社団法人 CIW検査業協会

☆2019年度第4回理事会及び忘年懇親会を開催
　12月5日(木 )に浜松町東京會舘において開催し、忘年懇親会
は、招待者、会員合計80数名の出席がありました。
☆理事、監事の選挙について
　2020・2021年度の当会理事、監事の選挙を下記の予定で行い
ます。
　2020年2月3日　投票の締切
　2020年2月7日　開票結果の公示
☆2020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 (木 )に浜松町東京會舘
において開催予定です。
☆令和元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、新規1社：(有 )アクトエイションハート（千葉）、
更新1社：溶接検査(株 )（宮城）に登録書が授与され登録検査
機関は28社になりました。
☆次年度の東京都鉄骨溶接部検査機関登録について
　2020年4月16日（木）に説明会を計画しています。2020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

2020年7月1日（水）～10日（金）を計画します。
☆今後の研修会予定
　①WES 8701:2018における内部監査員養成のための研修会を
2020年2月1日(土 )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（最
終）を2020年2月11日 (祝日)に大阪で
　2020年度は、第1回を2020年6月21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7日(土 )～8日(日 )に東京で
　④NDI－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、
　⑤WES 8701:2018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（電話03-5820-3353）まで。また、当協会ホームペー
ジ(https://www.ciw.gr.jp) にも掲載しております。

　2020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、予めご了承ください。

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.34 

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25日 (土 ) ～ 26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 9日 (土 ) (東京 )

　大　阪 ： 5月10日 (日 ) (大阪 )

◎ 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17日 (日 )

　2次試験

　　東　京 ： 7月4日 (土 ) 

　　大　阪 ： 7月5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（2020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 】
　2020年 10月1日認定分＞ 2020年4月上旬

　2021年  4月1日認定分＞ 2020年10月上旬
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　新年、明けましておめでとうございます。今年も RUMPES を宜しくお願い申
し上げます。
　さて、昨年の十大ニュースの一つは、間違いなく、ラグビーワールドカップに
おける日本の活躍でしよう。期待はしていましたが、まさか、アイルランドに勝
てるとは！とんでもないことをやってのけました。バックス陣の活躍もありまし
たが、なんといっても、フォワードの勝利です。あの世界最強のスクラムを誇る
アイルランドに押し勝ったのですから。また、スコットランド戦の最後の守り。
よくぞ、最後の最後まで、スコットランドの猛攻を耐え忍びました。手に汗を握
る熱戦でした。まさに、「One Team」で掴んだ勝利でした。Best 8 入りして臨ん
だ南ア戦では、実力の差も大きかったですが、何よりも、彼らの気持ちに「目標
としていた Best 8」を達成した、という心の緩みがあったような気がします。最
初から優勝を目標にしていれば、結果は違っていたかもしれません。しかし、実
力以上のことを目標に掲げるのは、目標ではなく妄想でしかないかもしれません。
やはり、選手の気持ちを一つにして「One Team」にするには、Best 8 の目標が
相応しかったのでしょう。
　それにしても、やる気になって努力すれば、目標は達せられる、ということを
教えてもらいました。暗いニュースが多い中で、明日の活力をもらったような気
がします。「よーし、俺も明日から頑張るぞー。」
　さて、「RUMPES」も 34 年目を迎えました。これも、皆様、読者のお蔭です。
関係者一同、心を一つにして、誌面を充実させていきたいと思います。新年号では、
日本溶接協会 粟飯原会長、国交省 佐藤氏、東京都 大熊氏、日本非破壊検査協会 
阪上会長、CIW検査業協会 逸見会長から年頭のご挨拶をいただきました。また、
恒例となりました、各社の若手に今年の抱負を語っていただいています。更に、（公
社）建設荷役車両安全技術協会 赤池氏には「コンクリートポンプ車の特定自主検
査について」と題してご寄稿いただきました。様々な分野において、CIW認定制
度が社会に役立っていくことは喜ばしい限りです。そのほかに、日本溶接協会創
立 70周年記念式典の紹介、「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」の
実施状況報告などを掲載しています。これからも、皆様に興味を持っていただき、
お役に立てるような記事をどんどん配信していきたいと思います。
　最後に、皆様にとりまして、良い一年にならんことを祈念しております。　（M.E）




