




1．　非破壊検査事業者認定制度の25周年にあたって

通商産業省　機械情報産業局

電気機器課課長青柳桂一

　非破壊検査は，溶接構造物をはじめとした構造物の製造時における品質保証としてま

た，使用中の安全確保のために必要不可欠でありその重要性が強く認識されています。

特に高度な経済水準に達した我が国においては安全性を重視したものの設計・製作が今

後も進められると予想され，その中でC1Wの果たす役割はますます，大きくなってい

くものと考えられます。

　非破壊検査における重要な課題として，人材の育成と検査技術の向 Lがあげられま

す。

　前者については非破壊検査制度を充実させていくことと密接な関係があります。教育

の体制が不十分で試験制度のみ確立していくことは考えられないように，人材育成にあ

たっては教育制度と試験制度の2者を王体として考えていく必要があります。人材育成

にあたっては，現状の聞題点を整理したうえで将来の可能性に対応しうるよう配慮して

いかなければなりません。

　また，最近は人手不足と非破壌検査業の作業環境の厳しさがあいまった人手不足とい

った新たな問題も生じています。このためには新しい検査機器の導入，検査技術グ）開発

を通じた省力化を推進するとともに，次代を担う人材を育成していく二とが必要です。

　また，検査技術の向上についてば，構造物が高性能化を目指して著しい技術進歩を遂

げていることから，これに対応した検査技術の開発を進めることが必要となっていま

す。

　非破壊検査事業者認定制度は乙れまで25年間，溶接構造物の信頼性を確保していく意

味で重要な役割を果たしてぎました。溶接構造物¢）安全性の確保はβ本の産業全般にわ

たっており，今後，日本がこれまで以上に発展していくためにはおろそかにすることの

できない大切な問題であります。

本年，非破壊検査事業者認定制度器周年を契機として関係団体，関係各社のご協力によ

り上記問題を！つずつ解決し，本制度が発展していくよう祈る次第です。
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《）蓋W通信　（A餐瓢隻攣9霊）

黛．品質保証とは

（社）日本溶接協会

運営委員会幹事大岡紀

　品質保証は，r消費老の要求する品質が十分に満たされていることを保証するために生産者が行

う体系的活動」であり，晶質管理は「買い手の要求にあった晶質の品物またはサービスを経済的に

作り出すための手段の体系」であると」1S　Z8108は定義している。

　C茎Wの研修会では，テキストr溶接構造物の検査」が使われてぎた。平成3年窪月からの研修

会に備えて改訂作業を進め，従来の溶接技術，放射線透過試験，超音波探傷試験，磁気探傷試験及

び浸透探傷試験に，電磁誘導探傷試験及びひずみ測定，さらに品質保証を加えるとともに全体の整

備を行・）た。

　以下に，品質保証の概要について述べる。

　溶接構造物を対象とする場合，品質保証は，その健全性，信頼性及び安全性を確保するために行

う経営管理であり，技術そのものではなく，生産に関係する個々の技術及び人間を上記目的に向か

って総合的に管理することである。

　すなわち，溶接構造物の健全性は，その構造物が想定される故障・事故に対して，必要にLて十

分な性能を有することを生産者が立証するときFに用いられ，信頼性はその構造物が，要求した性能

を満足L，Lかも供用中期間を通じて安定機能を有して稼働率が高いことを示L，ユーザー側の尺

度として使われる。また，安全性は，両者の立場から故障・事故の事前防止対策を確立し，その構

造物が人間社会及びその環境に影響を及ぽさないよう対処する観点から，法的規制等を通じて官公

庁側から使われる場合が少なくない。

　一方，品質管理は，製造者が品質保証を実現するために用いる技術であり，換君すれば，溶接構
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図1　晶質管理のサークル



“w遇僑（帥r．簿瓢）

蓑1　非破壊試験の役割

製造時検査

躍　的　「燗灘理　顯保証

一層報取得　㎜「内部欠陥

　の手段

　　　　　　表面欠陥

　位置1
（大きさ）　1
（種類沼

　補修又薦課

放射線透過試験

（趨音波探傷試験）

浸透探傷試験

磁粉探傷試験

供胴期間中検査
　　健全性論『齢予薪延命化

一
　　　　　　　　　劣化の有無　　欠陥の有無

　　　　　　　　　　　状態　　　　位置
　　　　　　　　　　　　原因　　　大きさ
　　　　種類

下　　劣化・損傷の評価　補修又は廃棄

　　　　　　　　　又は運転続行
じ　儲波探傷試験（UT）

　　　（放射線透過試験）　（RT）

　　　渦流探傷試験　　　（ET）

　　　浸透探傷試験　　　（PT）

　　　磁粉探傷試験　　　（MT）

　　　超音波厚さ計測

造物が供用期間中に破壊を起こさないための条件が具体的な項目と数値で与えられたとき，生産活

動の全プPセスを通じて，これらの条件を満足するように，種々の策を施すことである。

　図王は品質管理のサークルを示す。個々で計画（獅徽）一実行（Do）一検査（C版eck）が回転して

いること，特に，行動（A願Q鵡を含めて検査（C厩ck）が計画（Pl＆n）へのフィードバックがキ

～ポイントである。と同時に実行（Do）を軸とする自主品質管理活動のボトムアップが重要であ

る。

（1）晶質管理と非破壊検査

　溶接部の品質を確認・保証するために，種々の試験・検査が行われる。検査とは，試験結果を仕

様書等で定められている合否基準と照合し，合格・不合格の判定を行うことである。非破壊試験の

役割について表三に示す。表中，情報取得の手段として行われる各種非破壊試験は技術者個人の技

量はもとより経験に依存する度含いも大きく，非破壊試験結果に誤りがあれば，正しい対策を講ず

ることができなく，溶接部の晶質が確保できないことになる。また，試験結果にばらつきがある

と，安定した品質の確保が困難になることから，個人差のない試験結果の取得が必要となる。

（2〉品質保証のあり方と体制

　溶接構造物の品質保証のあり方は，溶接構造物の種類，重要度，品質等級，国情等によって異な

るが，目指すところは，法的な品質保証の要求と企業経営上の要求を同時に満足するような総合経

営管理システムを確立することにある。

　溶接構造物の健全性，信頼性及び安全性は，その構造物の総合的な計画の段階で品質保証体制が

確立されていることを前提として，設計・制作・検査・保守・供用等の各段階における適切な管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　～3一一



C蓋W通信　（A欝L茎9綴）

によって確保・維持されるものである。

　例えば，原子力圧力容器の生産システムとしての晶質保証は，

①

②

③

④

設　計

材料生産

製作・据付

運転・保守

という流れをとることになる。

　また，米国では，圧力容器に対するASMEC・deがあり品質保証をプ舜グラムによって管理する

方式が取られている。

　大型溶接構造物においては，品質管理自体が大きなシステムとならざるを得なく，前述の方式が

適しているとも考えられる。

　日本においても第三者検査機関を設けようという動ぎもあり，将来はASMEに似た品質保証体

制の導入が予想されるが，公的機関とLての日本溶接協会が行うCIW認定事業者の品質保証に関

する業務確認のうち基本計画に関する項目は

①

②

③

④

⑤

⑥

文書管理

試験・検査の管理

試験・検査用機材の調達管理

試験・検査機材の取扱い保管の管理

不具合の是正管理

試験・検査記録及び報告書の管理

等である。

　以上，αWのテキスト改訂にともない，品質保証の概要を述べ，C∫Wとの関連について触れ

た。誌面の都合上，十分な記述ができなか・）たことをお許し願いたい。
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C置W通僑（A群護囎裏）

魯．我が社の品質保証活動

石川島検査計測㈱品質保証部赤瀬 暁

（1〉はじめに

　弊社は検査・計測の分野において，機器・機材の供給と役務のサービスを客先に提供している。

　昨今，製品や役務のサービスの品質や信頼性・安全性に対する世の中の要求は年々高度化し厳し

さを増してぎた。

　弊社はこの世の中の変化に対応し，品質保証活動をより組織的に行うため品質保証部を今から3

年前に設置した。

　本稿では現在弊社で行われている品質保証活動の既要をご紹介Lたい。

（2〉臼常の品質保証部の活動の紹介

　i）　晶質保証計画書の作成

　　標準の品質保証計画書とは別に，客先によっては工事別の品質保証計画書を作成し発行して

　　いる。

　2）　品質保証教育

　　　弊社の検査・計測業務は役務を提供するサービス業が主体である。そのサービスの品質を左

　　右するのは結局は人であり，教育が非常に重要になって来る。部次長研修でのr品質保証がな

　　ぜ必要か」で教育をスタートし，次いで全管理職を対象に外部からも講師をまねき品質保証研

　　修会を開催し「品質保証計画書」の教育も行った。その後は年度ごとにrサービスの品質につ

　　いて」等のテーマを決め，新入社員，課長，部次長教育と層別に教育を実施中である。また工

　　事別の品質保証計画書が発行されるごとに関係者に教育を行っている。

　3）　客先による品質診断・調査・監査

　　　弊社の客先による品質診断・調査・監査を品質保証部が窓βになり受け，色々御指導を賜っ

　　ている。またこの診断・調査・監査を通して理解できた客先の要求事項を品質保証計画書にフ

　　ィードバックし，改訂版の発行を行っている。

　蔓）　Q弊／Qρ自己診断の実施

　　　目的は，まず現在の各部門のQA（品質保証）／QC（品質管理）の実態を自覚してもらう。

　　次に診断結果を検討し，改善目標を決め，改善計画を作成する。改善計画を実行することによ

　　り，体質改善の推進を図っていくことである。

　　　方法は，診断項目を，営業，全般，研究・開発，設計，調達，試験・検査，製作及び現地据

　　付工事，サービス，書類・記録・保管，品質保証監査までの大区分に分類し，更に具体的に

　　中，小区分まで分類した自己診断表を使って自己採点（診断項鼠ごとに5段階評価）するので

　　ある。

　　　QA／qc自己診断は，他部門と比較して，どちらの部門が優れているとか，劣っているとか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　5　一



《】叢W通儒　（A鮮ほ9鎌）

　　の評価を行うものではない。今年はどうか，翌年はどう改善されたか，翌々年は…という具合

　　に改善の為に行うものである。

　5）　品質保証監査の実施

　　晶質にかかわる各種活動及びその管理が品質保証計画書及び社内規定に従って為されている

　　ことを確認し必要があれば是正措置をとると共に品質保証計闘書及び社内規定の有効性を評価

　するために，r品質保証監査実施規定」に従って品質保証部をり一ダーとする監査チームを編

　成し，品質保証監査を各部門に対し年1回以上実施Lている。監査終了後の改善活動を確実に

　効果的に実施する為に是正措置のフォ買一は重要であり晶質保証部が是正措置完了までフォ瞠

　　一している。

　6）　各種資格取得の推進とメンテナンス

　　各種資格の管理にパソコンを導入し，現在資格名称H4，延べ有資格者数鍵3名が登録されメ

　　ンテナンスされている。

　　資格の更新者にはアウトプットでアラームを鳴らして受験もれの無い様に管理している。

　　各種資格取得の為の教育も品質保証部で実施している。また，従来からあった弊社に必要な

　　資格に対する資格手当支給規定の見直しを行い支給対象資格を増加させかつ手当額，加算額の

　　見直しを行いまた資格表彰制度を設け資格取得の意欲を高める努力も行っている。

　　現在短期・中期資格取得計画を立て，人選，受講，受験手続等の業務も実施している。

（3）当面の目ざす方向

　従来は弊社の検査・計測業務は役務を提供するサービス業が主体であったが，最近エンジ器アリ

ング事業部では設計から調達，現地据付まで一貫して工事を実施することが増えてきている。

　この製晶や役務のサービスの品質とは何か，その品質を向上させるにはどうすれば良いかを突ぎ

詰めていくと，①マニュアル（規定・基準）の整備，②教育の徹底，③監査の実施とフォ・一，に

いきあたる。

　①あるべぎ姿を共有化する為に，晶質保証計画書，規定，基準を整備し作成する。

　②上記①で決めたことを確実に実行する為に教育を行う。

　③　．と記①②が完全に履行されたことを確認する為に監査を実施し，改善・是正措置を明らかに

　　してそのフォ弾一を行う。

　以上延べたように当面弊社が全力をあげて実行すべぎことは，rマニュアルの見直し，整備1，

「人の教育」，「監査の実施とフォ鶏屑であると考える。

（毒〉終りに

　「平凡なこと，常識的なこと，いってみれば，至極当り前のことを当り前にしかも，しっかり積

みかさねて行くこと。人生のすべては，これよりほかない。」という言葉がある。この「人生」を

「品質保謝と置かえることが出来ると思う。一人ひとりが客先の要求は何か，弊社のなすべきこ

とは何か，自分のなすべきことは何か，を真剣に考えコツコツと地道に積みかさねて行く努力をす

れば，かならず成果を上げることが出来ると確信している次第である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一6一



雛w通信（趣飢工鮒の

4．CXW試験問題の解説

隔透過度言隔別轟径と識別限界となる球状更榔スリ．嚇陥との函籍潔司
ヨ

！　述べなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

σ）識別最小線径と識別限界となる球状欠陥との関係

　平板試験体上に，針金形透過度計と鋼球（球状欠陥）を置いて同時に撮影Lた場合，識別できる

針金の線径dと球状欠陥の直径d（切は，μ／（i＋n）の値が小さくなるに従って大きくなる。

　ところで，μ／（三＋簸）の値が一定の場合には，濃度が約2，2のときそれぞれ最小値を示すのでこの

濃度を最適濃度と呼ぶ。最適濃度におけるd及びd（b）をそれぞれ識別最小線径d翻．及び識別限界

大きさd（b）m重、とし，μ／（工＋n）についてまとめたものが図董である。図蒐から明らかなように，

α翻．とd（b）癩、の間には次の関係が成り立つ。

　　d（b）m魚篇2．5×d醸雛

（2）識別最小線径と識別限界となるスリット状欠陥との関係

　スリット状欠陥に対する照射角度を種々変化させて針金形透過度計と同時に撮影した。識別最小

線径の横断面積と検出限界となるスリット状欠陥の横断面積との関係を求めた結果の一例を図2に

示す。図2から明らかなように，識別最小線径d痂、が0、5mm以下で，検出限界となるスリット状

欠陥の像幅W2が0．6mm未満の場合，両者の横断面積がほぽ等しい関係を有Lて検出限界となる。

　次に，識別最小線径と検出限界となるスリット状欠陥の平均透過厚さHm（驚スリット状欠陥の

横断面積／像幅）との関係を求めた結果の一例を図3に示す。図3から明らかなように，識別最小

線径が0．磁膿磁以上で，識別限界となるスリット状欠陥の像幅が0．6膿m以上の場合，識別最小線

径とスリット状欠陥の平均透過厚さがほぼ等しい関係を有して検出限界となる。
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箏．　C璽W認定事業者慧会社紹介篇

　会社名株式会社ジャス貰
　本社所在地華器2横浜市港北区新横浜重 1距盟欝0始4簿一51齢

　代表蕊氏名　代表取締役　安田雄三

　誌定番号第研亙）88号

　認定種別D種
　認　定　部　門　超音波検査部門

　事　　業　　所　札幌営業所，干葉営業所，名占屋営業所

護ジャス灘は検査会社として限りなく前進〕

　株式会社ジャス糞は昭和娼年6月，数名の精鋭技術員集団により非破壊検査業務を目的とし，横

浜市鶴見区に本社を設立，発足した。

　発足以来，受注努力は元より技術力の研鑛，技術員の確保育成各種機器の拡充等，企業体質の

向上に努め社員一丸と成ったその真摯な努力と精進が認められるところと成り，着々と業務拡大，

前進を続けている。

　平成三年度にぱ早や創立措周年を迎える訳けであるが，その間様々な社会情勢の変動，高度な技

術進歩，等々に対し常に前向ぎに対応しつつ現在に至っている。

　業務拡張に伴い

　　昭和52年，千葉県八千代市に営業所開設

　　昭和56年，北海道札幌市に営業所開設

　　　平成元年，愛知県名古屋市に営業所開設

　近年建築物の経年変化による老朽化や劣化に関する諸問題が注目されているところであるが，当

社もその調査診断業務の分野にも領域を拡げ実績を重ねている。特に建築設備配管劣化診断調査工

事部門に於てはrJASCO，X－RAY配管劣化診断システム詰特許使用権を取得し，ここ数年にて

⑳0件近くの実績を数えている。

　株式会社ジャスコは今後とも積み重ねた実績を基に，より技術力の向上，機動力の向上に努め各

顧客からの《頼ぐ）に成る検査会社》の評価定着を目指し，限りなく前進を続ける所存である。

〔主な営業種目〕

　隻．非破壊検査業務

　◇非破壊検査全般

　（）RT，UT，MT，PT，SM，ET，等

　○気密漏洩試験（ヘリウム，ハPゲン　窒素）

　○技術員派遣

　○各種持込み検査，等

2．金属検査業務

　○機械試験（溶接施工法試験）

～／、・

写真一1　海底管工事
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　　○成分分析試験

　　○ミク獄，マク・試験

　　○破損事故原因調査，等

　3，建築物及び鋼構造物調査診断業務

　　○設備配管劣化診断調査

　　○臓ンクリート内埋設物調査

　　○コンクリート躯体調査

　　○鋼構造物調査

〔顧客サイドに立った業務遂行）

奪真一2　ドラムスキャナとコンピュータ

　当社の主な業務内容は上記営業種目通りであるが，業務遂行に当っては常に顧客立場を考え努力

を続けている，特色と言えるかどうかははなはだ疑間ではあるが下記する。

i．業務提携会社との連絡を密にし，顧客要望を満すと共に，経費減等をも考慮。

2．経験豊富な充実した技術陣により，幅広く，的確，適正なる業務の遂行。

3・　各種検査治工具等の研究開発により安全作業を第一一に，より良く，早く，低価に。

蛋．社会情勢による，業種拡大の積極的なる挑戦。

〔主な業務内容〕

◇放射線検査

　放射線検査業務は各顧客の注文に応じ，鋼構造物のあらゆる溶接部に対し対応している。

　ガス管については東京ガス，北海道ガス等，貯槽タンクについては防衛庁施設関係（千歳，百

里，浜松）等，地冷プラント工事ではiBM箱崎，芝浦，百合ヶ丘，幕張，神奈川サイエンスパー

ク等，その他原発向け（浜岡，柏崎）復水器，ドレンクーラーと言った補器類のγ線検査工事等も

含め多忙を極めているのが実情である。川崎浮島沖海底管検査工事（写真一隻）

◇超音波探傷検査

　近年の建築業界の活況に伴い鉄骨溶接部に対しての探傷検査工事は，各ジェネコンサイドからの

注文及びメーカーサイドかを）とその工事量は他の業務と同様である，鉄骨以外にも全国各地に渉る

鋼管ポール溶接部，鋼管杭，及び船体機関部品等その対象物件は多種多様である。

◇建築設備配管劣化診断調査

　当祉では独自のrJAsco，xrRAY配管劣化診断システム」により建築物の衛生設備配管及び空

調設備配管等の劣化診断を実施している。画像解析機（写真一2）

　現在，各地のオフイスビルはじめ，マンション，ホテル，病院，学校等，更に市原市庁舎，千代

田区，港区，足立区，等の公共建築物も含めその実績数は200件近くを数えている。

◇その他

　各種タンク開放検査はじめ，各地への管理業務，技術員派遣，各種持込み検査，機械破損原因調

査，更に一般化Lつつある建築物の模様替工事等の取り壊し予定部位コンクリート内埋設物調査等

々，それらの工事量はいずれも技術員不足ぎみに推移Lているが各詳細記述は省略する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一9一
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　畿ニュー’フェイス畿

　三990年盛月蓋日に日本溶接協会規格W猛S87親r溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別基

準」が改正され蜜した．

　この改正での大きな見直しは，従来の技術種別のA～D種に鴛種を新設し，認定取得の対象を

広げた点です．この改正により新規の認定事業者は，槍90年紛月i日に9社（再認定も含む），

i勢1年婆月i臼に鍛社（再認定も含む），となりました。本稿では，従来の会社紹介の嫌かにニュ

ーフェイスとして新規に認定された会社を紹介します。

　笠990年憩月i繍　認定

株式会社　コーケン

　本社所在地　攣騒5　大阪市西淀川区歌島1繊争22　　　　戯06護72－3561

　代表者氏名　代表取締役　若尾　正

　認定種別・番号・部門　C種，第34C9G号，放射線検査部門・超音波検査部門

臼本エックス線検査　株式会社

　本社所在地　撃三騒　大田区羽鑓旭町2磁9　　　　　　　蹴03－3拠5一一22創

　代表者氏名　代表取締役　富永　巖

　認定種別・番号・部門　C種，第9給餌号，放射線検査部門・超音波検査部門

富山検査　株式会社

　本被所在地　華9撮　寓山市上野新町5－4　　　　　　　　ta　O76少38－0808

　代表者氏名　代表取締役　高見貞徳

　認定種別・番号・部門　　C種，第92C91号，放射線検査部門・超音波検査部門

株式会社　三造試験センター

　本社所在地　〒扮6　岡山県玉野市玉3－H　　　　　　　観G863峨3峨6鍛

　代表者氏名　常務取締役　浜波武春

　認定種別・番号・部門　D種，第88D90号，超音波検査部門

茨城総合検査　株式会社

　本社所在地　華3ii鴫1茨城県那珂町後台3120－35　　　te至0292－98－32創

　代表者氏名　代表取締役　鯉沼治美

　認定種別・番号・部門　D種，第65D91号，超音波検査部門

太陽検査　株式会社

　本社所在地　撃狛8　愛知県海部郡弥富町五明4一一1io－i　嶽0567略7－Oi88

　代表者氏名　代表取締役　大川尚洋

　認定種別・番号・部門　猛種，第84欝0号，超音波検査部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　一玉o一
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株式会社　富士検資工業

本社所在地　華2瓢　横浜市神奈川区新町3　　　　　　戯0船護蝦略総2

代表者氏名　代表取締役　山野茂樹

認定種別・番号・部門　E種，第灘欝0号，超音波検査部門

株式会社　関東エンジニアリングサービス

本社所在地　華3慧一彊　茨城県水戸市加倉井66ひ3　　　戯02頒一鷺櫓欝G

代表者氏名　代表取締役　上野道昭

認定種別・番号・部門　E種，第7肥90号，超音波検査部門

東伸検査エンジ凱アリンゲ　株式会社

本社所在地　甲％0　新潟市京王集6一嬢　　　　　　　　戯o鱒讃8愈一6687

代表老氏名　代表取締役　佐藤晴夫

認定種別・番号・部門　E種，第90E9Q号，超音波検査部門

玉9雛年婆月茎日　認定

株式会社鷺伸
本社所在地　華澱3　大阪市天王寺区空堀町鶯一20　　　　鰻06一罵3一鰺76

代表者氏名　代表取締役　福島毒一

認定種別・番号・部門　D種，第20D彊号，超音波検査部門

臼本インスペックス　株式会社

本社所在地　干5騒　大阪市都島区大東町24ほ9　　　　繍0鉦蟹を灘裏玉

代表者氏名　代表取締役　福島喜一

認定種別・番号・部門　D種，第騒D蝋号，放射線検査部門

臼鋼検査サービス　株式会社

本社所在地　予○駁　室蘭市茶津晦艦　　　　　　　　　憾蟹絡該飴8386

代表者氏名　代表取締役　熊田有宏

認定種別・番号・部門　鷺種，第鯵E敷号，電磁誘導検査部門

株式会社　テックス

本社所在地　華盤5　宮城県多賀城市大代5－847　　　　戯022－365…8506

代表者氏名　代表取締役　中本　進

認定種別・番号・部門　E種，第％E田号，超音波検査部門

株式会社　北陸溶接検査事務所

本社所在地　攣駁o　福井市若栄町慕艦　　　　　　　　　戯077鉦53一邸85

代表者氏名　代表取締役　森　俊郎

認定種別・番号・部門　E種，第93E91号，超音波検査部門

　　　　　　　　　　　一員～
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鋼管溝水サービス　株式会社

　本社所在地　〒翌婆　静岡県清水市三保38H　　　　　　、蹴05娼…3を2％8

　代表者氏名　代表取締役　水口　浩

　認定種別・番号・部門　狂種，第磁E射号，超音波検査部門

株式会社　構造総合技術研究所

　本社所在地　攣583　大阪府羽曳野市蔵之内626　　　　　㈲072墾57－0988

　代表者氏名　代表取締役　畑中文治

　認定種別・番号・部門　E種，第％E蟹号，超音波検査部門

東海検査　株式会社

　本社所在地　撃5嫉　三重県津甫丸之内養正町集玉3　　　細0592老8 書93喚

　代表者氏名　代表取締役　鎌田晃 一

　認定種別・番号・部門　E種，第96E餌号，超音波検査部門

東邦葬破壊検査　株式会社

　本社所在地　華妬6　名古屋市昭和区桜山町5－99一一6　　　耐0繊一84i一狙7i

　代表者氏名　代表取締役　中谷　繁

　認定種別・番号・部門　E種，第103E蟹号，超音波検査部門

北央検査技術　株式会社

　本社所在地　茅0別　八戸市下長を2H2　　　　　　　鳳偶7翫2奮鶯35

　代表者氏名　代表取締役　水梨三郎

　認定種別・番号・部門　E種，第97E飢号，超音波検査部門

新東技検　株式会社

　本社所在地　華223　横浜市港北区新吉田町i騒6戎　　　　絨0菊一5騒一魏57

　代表者氏名　代表取締役　青田英男

　認定種別・番号・部門　E種，第98E蟹号，超音波検査部門

横浜総合非破壌　株式会社

　本社所在地　華222　横浜市港北区篠原町1021　　　　　楓0菊402－5293

　代表者氏名　代表取締役　針谷敏夫

　認定種別・番号・部門　E種，第103E91号，超音波検査部門
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◎．　木一ルインワン

（株）シーエックスアール　代表取締役社長　中　野　盛　司

　CIW通信編集会議の席で，内容について意見を求められ，もっと柔らか頭で楽しい記事にした

らと申し上げたところ，それでは先ず中野さんがホールイノワンについて書けということになりま

した。実は，昨年鴛月緬日，3度目のホールインワンを達成致しました。ゴルフ歴20年で3回です

から胸中をお察し下さい。自慢話のようで恐縮ですが，その時の話を致します。

　私の週末は土曜日ゴルフ，日曜日を家で休息というのが大抵のパターンですが，その日はたまた

ま日曜日で，天気も良く暖かいゴルフ日和。一人で電車を乗り継ぎ1時間船分かけ，ホームコース

の鳩山カントリークラブに着いたところ，丁度月例のコンペでした。

　インスタート。鎗番ホール。鱒0ヤード，パー婆。1，2打ともナイスショット。しかし行ってみ

るとボールはディボット。9番アイアンを持ち強めに打った積りが残念ながらバンカー。ピン傍狙

いが距離が足らずまたバンカー。結局ダブルボギー。しかし下り2メートルの難しいパットが入っ

て気分の良いスタートでした。U番ホール。登りのミドル，パー喚は寄せワンでパー。

　問題の12番。パー3のショートホール，ベントグリーンで玉88ヤード，右手前が大きくえぐれた

谷越え，グリーン左手前にバンカーが口を開け，右サイドOR。おまけに右下がりのグリーンで滅

多に乗ることがない気分の悪いホール。最初3番ウッドを持ったが，風は少しアゲンスト気味。そ

こでドライバーに換え，スライスでいくことにし，少しオープンして思い切り振り切った。手の感

触もよく狙った通りの最高のシ章ット。高いボールでスライスしながら弧を描いてピン方向へ。乗

ったかなと思った次の瞬間，グリーンの上をボールが転がるのが見えスーと消えてしまいました。

パートナーの皆さんは入った入ったと大叫び，お碗型のグリーンだし，転がってグリーンオーバー

だろうと私は半信半疑。キャデイさんが先に走って行きカップを覗いて「入一）ていますよ」と興奮，

まさかまさかの3回目でした。

　ホールインワンは狙っても出来るものではありません。ちなみに計算をしてみますと，例えば鐙

メートル先の6．蛋ミリの穴い2ミリの仁丹の玉を入れるという位で大変難しいことが分かります。

　ホールインワンを達成したい人に提言。まず一つは，狙っても入らないとはいえ狙わなければ入

らない，つまり常に狙って打つという事が肝腎です。次は，屈かなければ入りません。そして転が

るボールの方が入り易いということです。プ・が打つようなグリーンに落ちてすぐ止まるような球

は案外入らないものです。もう一…つ，グリーンの傾斜を勘定に入れて打つこと。これらがホールイ

ンワンを出す秘訣だと思っています。

　結果的にこの田のスコアは，嫉番までパープレイと絶好調。しかし15番で優勝を意識した途端に

トリプル，後は崩れて結局イン絡，アウ樽8，グ憐ス田。ハンデイキャップ欝，ネット77でした。

　ともあれゴルフは楽しい。ホールインワノ。これがあるからなお止められない，というところで

す。最後にホールインワンを出した時の使用クラブとホールをお知らせします。

　使用クラブ　ドライバー　ダイワ・アスト欝ン　使用ボール　ダンロップ・アルバでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一王3一



燗w通信〈A騨ほ勢i〉

7、αW認定事業者一覧（本社所在地）
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暮．お　知　ら　せ

（1）テキストの改訂について

　現在，CIW研修会のテキストとして使用していますr溶接構造物の検査」が改訂されます。こ

の改訂では，新たにET，SM部門及び品質保証を加え充実を図っております。今後の研修会で使用

する予定です。

　購入希望の方は事務局までご連絡下さい。頒布価格は，一般1￥6，000円。qw認定事業者・溶

接協会会員は，特別頒布価格1￥5，船0円です。

（2）平成呂年度試験スケジ甑一ル

　技術者試験　前期　　　1次試験　　平成3年5月26日　（印　　東京・大阪・広島・九州地区

　　　　　　　　　　2次試験　　　　　　　7月6日　（圭）東京・広島・九州　地区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月7日（目）大阪地区

　　　　　　　　受験申込締切り　　　平成3年些月絡臼（火）事務局必着

　　　　　　後期　　i次試験　　平成3年1i月∬日（臼）　東京・大阪・広島・九州地区

　　　　　　　　　　2次試験　　平成4年i月欝日（土）東京・広島・九州　地区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま月扮日旧）大阪地区

　詳細は試験実施要領を御覧下さい。

　なお，更新試験につぎましてば，認定実施内規の制定にともない，今試験より有効期限の切れる

前3回の更新試験が受験可能となっております。（有効期限H．蛋。9。30までの方）

（霧）平成3年度研修会スケジュール

　　　前期　　東京・大阪地区　　平成3年些月20日（土）・鍛日（日）

　　　　　　九州・広島地区　　　　〃　5月n日（土）弓2臼（臼）

　　　後期　　東京・大阪地区　　　　〃　io月5日（土）・6日（臼）

　　　　　　広島地区　　　　　　　　〃　鎗月董9日　（土）・2帽　（臼）

　後期研修会につぎましては九州地区の実施はありませんので，前期研修会を受講下さい。九州地

区は，次年度前期に予定しております。

（尋）C夏W案内（パンツレット）の作成にっいて

　Ciwの』PR活動等に使用するCiw案内を作成するを予定Lております。完成は8月ごろの予定

です。

（轟）原稿募集

　C夏W通信編集委員会では，広く皆様からの原稿をお待ちLております。どんな内容でも結構で

すので，投稿下さるようお願いたします。なお，原稿は，事務局小熊まで，お寄せください。

一i6一



次号内容

CIW通信　VOL．5No．3qu1．1991）

　　「建築鉄骨の検査」特集

O　CIW試験問題の解説

o　技術資料

O　CIW認定事業者＝会社紹介＝
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