




1．　鉄骨不祥事件に関する通達

社団法人　日本溶接協会

溶接検査認定委員会
委員長藤　田　　　譲

　今般，読売新聞及び業界誌紙上を賑わせている建築鉄骨の溶接施工不良，同溶接部の

超音波探傷検査の不良などに関する報道は，誠に残念である。特に，超音波探傷検査を

実施Lた検査事業者の中に，当会が認定している非破壊検査事業者が2社含まれていた

ことは大変遺憾なことである。

　既にご承知のとおり，（〕璽W認定は，溶接構造物の非破壊検査を行う事業者等の技術

認定を行うものである。また，認定事業者が実施する試験・検査結果等は，常に公正で

あり，かつ正確であることが発注先をはじめ関係官庁・機関等から期待されているもの

である。

　しかしながら，今回の報道は，このような期待に背くものであると欝わざるを得ず，

C夏W認定制度と全認定事業者に対する社会的信頼性の失墜に繋がるものである。

　この報道された2社に対t、ては，認定実施内規3．7に基づぎ警告を発し，業務の改善

を要請した。また，2社からは認定証の返上の申し出があり，それを受理した。

　今後，このような事態が認定事業者において発生することのないような厳重な注意を

喚起すると共に社会一般のC蔓W認定事業者に期待されている意義を十分認識して検査

業務を実施することを要請する。また，このことを具体的に実現するためには，溶接構

造物の非破壊試験・検査の実施に対する組織と機構，検査員の技術レベルの確認と維

持，試験・検査に対する品質管理の組織と機能性等が必要となる。認定事業者において

は自社の社内体制の見直しを総合的に行い必要な改善，整備，措置等を至急に実施する

よう通達する。

　なお，当委員会においても今回の報道を契機として，認定事業者の業務実態調査の強

化，検査技術レベル向上のための研修会等を実施する所存であり，具体的な事項につい

て検討を始めている。
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黛．C璽W認定事業者協議会代表幹事通達

CiW認定事業者協議会代表幹事松本 郎

会員各位

　読売新聞紙上に社会面トヅプで，5月26～29βまで連続噛日間』渡り不良鉄骨における骨抜ぎ検

査問題が報道された。特に5月2舘には，…一人経営の検査会社が実際の検査を行わずに，鉄骨製作

。工場の言いなりに架空の超音波検査全数合格の報告書を作成したと言う，前代未聞の不祥事件が報

遵され，検査業界を震憾とさせた。

　昨年末，東京都で鉄骨構造物に関する取扱要綱が制定され，その検査機関の指定の項に㈹爾本溶

接協会r溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別認定（C翌W認定）」の超音波検査部門（UT）

の認定を取得した事業者から選定することが望まLいと明記された。建築鉄骨業界におけるC璽W

認定の位置付けが明確になった。また，当協議会においても昨年倫理綱領を制定L，会員各位に正

式に倫理綱領を配布Lた矢先にこのような記事が出て誠に遺憾に存ずる次第である。

　鉄骨製作の現状は，各工場とも多忙を極め，中には品質管理の為の自主検査（UT検を含む）を

行わない蜜ま製作されているという惰報もある。このような状況のなかで物件が一豊工場から出荷

されると，その後は，その物件の構造的信頼性を証明でぎるのは検査報告書だけであり， 一片の報

告書が社会の安全を左右するとも言える訳で，その社会的責任は誠に重大である。同時にその一片

の報告書が検査事業者の命運を危機に追込むことにもなりかねない。

　検査会社がミスをすると社会的責任を問われる。それだげ社会的に重要な業務を実施Lているこ

とになり，検査会社はもっと自信と誇りを持ち，医療と同様に診察方法（検査要領書）は医者（検

査会社）が決め，患老（工場側）の言いなりの診断書（検査報告書）は提串することのないように

していただぎたい。

　また，当然のことながら，安い料金で検査を受注することのないよう願いたい。今更，説明する

までもないが検査業はソツト分野の業種で製造業のように物という形で製品が残らず，残るものは

報告書だけである。それは，つまり信用を売るわけで，安く受注するとそれに見合う手抜きの仕事

になりかねない。正当な料金でr社会の安全に貢献する」と言う誇りを持って堂々と公正に仕事を

する。と言う使命感と倫理観を持つことが寛容である。

　検査業は，いわゆる司法・立法・行政のうち，司法の分野に分類されるべぎ業種でビジネス以前

に倫理感，社会的責任感及び信頼性等が厳Lく要求される。このことを現場で働く検査員の皆さん

にも充分理解願い，C笠W認定事業者とLての自覚と誇りをもって職務を遂行され，今後このよう

な不祥事が発生しないように注意頂ぎたくお願いする次第である。
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＄．　建築鉄骨工事の不良，検査の不良についての概要

　今般，C夏W認定事業者が関与した鉄骨施工不良物件について読売新聞で5月に立て続けに報道

があり，日本溶接協会は関与した認定事業者に対して警告及び改善を要求した。その事件に関して

概要を報告する。

（1〉鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱

　東京都は，平成2年鴛月箆日にr鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱」を制定した。

この要綱では①鉄骨造の建築物における設計強度郁．O　Fに指導する。②工事監理者及び工事施工

者の監理を指導する。この2点が従来からの要綱等に比して重要な点となっている。

　受入れ検査は設計者又は工事監理者及び工事施工者が当該工事に公正な立場の検査事業者に工事

依頼する事とされ，C夏W認定事業者から選定することが望ましいとされる。…方，建築主事が工

事の検査が適正に実施されていないと判断した場合は建築主事が指定する検査機関が再検査を実施

することとしている。

　婆月8βに建築関係の業界誌，r鋼構造ジャー一ナル鱒7号コに文京区内での施工不良物件にC亙W

認定事業者が関与していると掲載された。また，N・、弼3及び婆磁号にもr全数合格のはずが…鱒％

以上の不合格率」「また鉄骨解体，作り直し（中央区内の物件月の記事が掲載された。また，読売

新聞にr手抜き鉄骨，検査も骨抜き」（千代田区の物件）の記事が掲載され，磁W認定事業者が関

与したr骨抜きビルまた2棟．μ文京区・中央区の物件）の記事が掲載された。

（駿〉文京区の施工不良工事物件について

　二の一連の報遵の内，文京区内の物件の場合，建築主事が指定した検査機関から，文京区内に建

築中の鉄骨溶接部の再調査を行った結果，当初の検査を行った結果と相当の差異があるとの情報が

あった。この検査は，当初磁W認定事業者であるC社（神戸市）が実施した物件で東京都文京区

内に建設された翻建のマンショγである．

　再検査の検査機関からの報告内容の概略は，

　①C社が実施した検査結果は，検査箇所裏00％合格（抜取り率欝％）であるが，再調査結果俵

　　同じ検査箇所を再検査して，合格約60％，不合格約鱒％であった。

　②間題点は，検査仕様書を確認していない（検査仕様は50％抜取りとなっている），抜取り部

　　位が決定されていない。なお，ゼネコン，設計事務所はC社の検査を第3者による受入れ検

　　査と理解している。

　この報告を受けて，C社に対して事構を調査した。C社の説明概要は，

　①　製作したA社（3次講負業者）から社内検査として電話にて受注した。

　②製作要領書，検査仕様講等の設計図書は見せてもらえなかった。

　③　検査箇所は，A社が指定した箇所を検査した。

　④検査結果を不正に報欝していない。また，検査担当者も不正をするような者ではなく，技量

　　も経験も十分な者である。
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　⑤　検査報告書は，A社より，物件グ）三次請負ファブの懲社宛てに発行するよう指示され，懲

　　社宛ての報告書をA社に提出した。

⑥受注は電話だけで検査契約書等の文書による契約は行っていない。

この一連の事件を実態調査するためC夏W運営委員会が業務確認調査を実施した。調査内容の概略

は1

　①　文京区の物件に対する検査の受注，検査担当者，検査状況，検査結果の確認再調査結果との

　　差異に対する見解の聴取。

　②今後の対応に〆）いての見解の聴取と改善の要求。

（掛　中央区の施工不良工事物件について

　文京区内の物件とほぼ同時期に，建築主事が指定した検査機関から，中央区内に建築中の鉄骨溶

接部の再検査が当初の検査結果と相当の差異があるとの情報があった。

　ごの検査は，当初」社（新横浜）が検査を実施した物件で東京都中央区内に建設された騨建の

ビルである。

　再調査の検査機関からの報告内容の概略は，

　①」社の検査結果は，蜘％合格であったが，再検査結果q社と同一検査箇所を実施）は，合

　　格灘％，不合格鱒％であった。

　②再検査にあたって，」社の担当者及び管理技術者が立会った結果，不合格となる欠陥がある

　　二とを確認Lている。

　この情報により，」社に対して，中央区の物件の検査の受注と実施状況について説明を求めた、

」社の説明概要は，

　①製作したD社（2次請負業者）から電話にて受注した。

　②設計事務所とゼネ鴛ンの担当者の立会いのもとで，設計事務所とゼネコンの担当者の指示し

　　た箇所（蹄ケ所）の検査をした。

　③検査結果ば，全数合格であった。

　④検査結果は，正確に記録されたものであることを検査員に確認Lている。

　⑤再検査結果との差異については，推測とLて，感度をなんらかの作業ミス（感度調整懲盛に

　　誤って触れた）によって20講下げて探傷Lたのではないか。

　これの実態調査をするためC蓋W運営委員会が」社に対し業務確認調査を実施した。

　①中央区の物件の受注，検査の実施，報告び）状況，関係者の状況再検査結果との差異に対す

　　る見解の説明。

　②今後の対応についての見解の聴取と改善の要求。

　この後，3社よ鯵今までの報告の事実関係に誤りがあり，陳謝と次のような訂正があった。

　担覇した検査員に厳重に事実閲係を質問したところ，検査結果は当鑓検査を発注されたD社の

担当者から依頼され故意に20轟下げて探傷し，それを検査報告占に玄とめ提出Lた。技術的な議

論以前の闘題であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　婆
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露．　東窟都向1すパンフレット

　C夏Wでは，東京都要綱の制定を受け，C亙W認定制度を簡潔に理解できる盤W認定のパンフレ

ットを作成したので，内容を紹介します。このパンフレットは，行政窓口に置かせていただき直接

利用者に活用できるよう準備しています。内容は以下の通りです。

C蓋W認定会社の紹介

　東京都では，平成窯年捻月鍵断鉄轡造の建築物の工事に関する取扱い要綱誌を制定霞れました。

　そのなかで，特に「検盗機関の指定について」の項で，設計巻又は工事監理巻及び工事施工者が

受け入れ検査等を第豊者に依頼する場合には，鉄轡工事に関する相嚢の技術を宥し，かつ，当該工

事に関する公正な立場にある者であること。この場禽においては㈱灘本溶接協会ド溶接構造物非破

壊検査事業者の技術種別認定（“W認定〉の超音波探傷検査部門（彫丁）の認定を取得した事業

巻から選定するのが望ましい。と明詑建れてお9蒙す。

　“Wの認定とは溶接検査認定（導磁撚総纏糠撫蝋欝欝戯薫餓融繋W慰臨〉の略です。

「“W認定制農講は，非破壌検査を行う検査事業者に所属する技術者に資格試験（主任検董技術者

及び主任試験技術者の資格試験〉を行い，技術者の人醗構成，機器及び晶質保証体制について審査

し，溶接構造物の非破壊検査を行う事業灘の技術レベルを総禽的に評価し，A種～鷺種の技術認定

をする制度ですo

r£夏w認定の主内容」

　認定種別は，A～鷺種の轟種類で，それぞれ下表の通夢技術器の人轟構成によ》検査部門数が認

定座れ窯す。

　　　き　　　…

別 検査部門数

」レ

技 備

主任検査技術者

A種　i
ア　　　5又は6

5名以上
…i↓

絡名

鷺種 　「3又煕 3名以上 8名

c種 2
噌il

三名以上 婆名

笠〉種 玉
」r §名以上 彰鉱種 笠 ○名以上

i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者　　　構　　　成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虹獄纐儲1…π㎜気纐禰由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編騰二i　　㎜一1㎜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　該当検査　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8名以二日醗障淫蕪1窯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銘馳上＿＿い雛つき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2名以上　　　　　i　2名～欝名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　璽名以上　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
＊認定検査部門は，放射線透過検査（訣丁），超音波探傷検査（UT），磁粉探傷検査（Mぼ），浸透探傷検鷹
　（酔丁），渦流探傷検査（鷺丁），及びひずみ測定（S醗）の6部門です。
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　　　　　　　　　　　　C璽W認定事業者の紹介

注挑印の事業者ば超音波探傷検査部門（UT）の裁定を受けていないことを示します。

平成3年7月茎日現在

地域i種別 攣　　　　　　本社所　在地　　　　　i 丁氾L
十一一一一

c ㈱　札　幌　工　業　検　査

　　　　　　　　　　計0縣　　札幌市南区南路条西餅3雛

斜董 582 299蓋

北海道 D 北日本電極製造㈱ 0総　　札幌市白石区菊水6条3 3 器 10i豊一81ト董2撫

E 秘鋼検査サービス㈱ 0騒　　室蘭帯茶津晦岨 i罎3㎜2鱒8姐

青森県
E〃 東　北　金　属　検　査　㈱

　央　検　査　技　術　㈱

　　八戸帯沼館H3…3
怨　　八戸市下長争灘磁2

D 東　瀟　本　検　査　㈱ 9総　　仙台市宮城野区出花蓋 韮護 022…259－75騒

宮城県 〃 溶　　接　　検　　査　　㈱ 985　　多賀城市八幡無蓋6一緯 022－365－60齢

㌶ ㈱　　テ　　ヅ　　ク　　ス 9紡　　多賀城市大代5…8…蘇 022弓65－85総
一一一

A 潤立エンジニアリング㈱ 3蓋7　　臼立市幸町3 2 i 029墨 2婆 i蓋”

茨城 D 茨　城　総　合　検　査　㈱ 31且一蟹茨城県那珂郡那珂町後台3鴛0一器 0292－98…326豊

㎜　　　㎜　『　　　　掴　悔　㎜

鉱　　関東エンジ講アリング。s㈱ 3葺41水戸市加倉井懸創3　　　　　　　　ま0292う2一総70

A ㈱シーエックスアール i艦　　千代田区岩本町3通一5 03－3暮62－672蓋

ウ 石川　島検査計測㈱ 盤o　　品川区大井i噛 露 03－3”8…7goO

〃 繋本非破壊検査㈱ 終3　　太田区大森北争全3 03一一376豊 352量

黎 東　京　理　学　検　査　㈱ i菊　　品川区南大井6 甥 i董

03－37654灘玉

東京都 『c エンジニアリングサービス㈱ 終3　　大田区大森北343…蓋 03・書766 29鱒
〃 ㈱　検　査　サ　ー　ビ　ス 紛6　　港区酋麻布蓋一4弓6 5絡 03 3菊シ乃69
〃 蒙本エックス線検査㈱ i騒　　大田区羽闘旭町2一董9 03弓7蔓卜22創

D 第　　　　　検　　査　　㈱ 113　文京区本郷3…争5 03－3818－o鱒i

　〃 ㈱　　イ　ン　テ ・ク 械蹴細3 ！03 3532 婆3菊

A 1ヨ　本　工　業　検　査　㈱ 2鎗　　娼崎市携崎区浅野町i4 G興一366 6000

〃 目　本超音波試験㈱ 鷺7　　横浜市緑区荏田23磁 G鱒一9難一5壷偽

狼 漏本検査コンサルタント㈱ 2鐙　　川崎市川崎区本町茎惑46 o騒…烈レ量5蓋笠

c ア　イ　・　シ　ー　・　テ　ィ　ー㈱ 2％　　横浜甫磯子区杉田塗略 ％ o菊 ”蔓一38纏

〃 ㈱　　　エ　　　ス　　　コ 220　　横浜市西区平沼i 8－5 o鱒…3瓢一欝77

神奈川県
〃 ㈱　　検　　査　　技　　研 2鎗　　川崎市川崎区大島上町2H o興一一・踏5－2璽慧

D 検査エンジニヤリング㈱ 223　横浜市港北区綱島繭5一を駁 o鱒 5蔓5－06鍵

〃 キューシーコンサルタント㈱ 鷺茎　　横浜市神奈川区神奈川2封弓 G蕪4瓠一一蓋蓋勢

〃 ＊ユ　ニ　セ　　ッ　ク　㈱ 230　　横浜甫鶴見区鶴晃中央争聾母 （）菊う03－3騒i

E ㈱　富　士　検　査　工　業 盟i　横浜市神奈川区新町3観音ビル o婆5 麟i－6総2
〃 新　　東　　技　　検　　㈱ 223　横浜市港北区新吉田町欝妬2 o鱒う騒一窪7欝

』
〃 横浜総含非破壊㈱ 2　　横浜市港北区篠原町憩鶉 o鱒402－52勢

千葉県
c 成　田　計　量　検　査　㈱ 購6 02千葉県印旛郡富肇町七栄鐙翫8 o蔚6－92…7200

　E ㈱　　茗　　和　　検　　査 2照　　八千代市上高野10綴 ○騨を85…8勢○

静岡県 戴 鋼管清水サービス㈱ 盟盛　清水市三保3欝畷
感盛㍗3争295暮

一6
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r£護W認定制度における技術者のレベル」は，下記の通りです。

　主任検査技術巻は，下記の資格を所膚しかつ溶接技術について試験を行い合格した者

　　1．　N腿特級資格の所有者

　　蒙．　“W主任試験技術者として黛部門に登録している者

　　騒．“W主任試験技術者として1部門に登録し，かつW欝醗憩3による1級溶接技術巻の

　　　　資格を所有する者

主任試験技術者は，下記の資絡を所有しかつ溶接技術にっいて試験を行い合格した巻

　　搬擁一3種資格の所有者

試験技術者は，搬》鷺種又は1種資格の所膚者で登録した者

＊N鋭は㈹弩本非破壊検査協会の略

設計者，工事監理者及び工事施工者の方々へ

東京都における鉄轡造建築物の溶接部の受け入れ検査はC亙W認定検蓋事業者のご利用を

　東東都の取扱饗綱に規定毒れている㈹潤本溶接協会r溶接構造物非破壌検査事業者の技術種別認

定（“W認定）講の超畜波探傷検査部門（UT）の認定を取得している《窟W認定検蓋事業者は平

成欝年毒月1欝現在警社です。

蝦W認定事業巻協議会

　“W認定を受けている検蓋薯業者が自主的に，ヂ《謹W認定事業者協議会」を結成してお蓼，平

成欝年尋月1鑓現在，簿社が加盟してお饗ます。

　“W認定事業者協議会は，㈹灘本溶接協会並びに㈱臼本非破壌検査協会と連携しながら溶接構

造物における葬破壊検査技術の研鑛に努め，また，独幾にr検査事業者倫理綱領」を制定しモラル

の高揚運動を展開いたしてお》蒙すが，特に，ヂ受入れ検蓋」につ巻ましては下記の通蓼申し合わ

せ事項を定めてお蓼蒙すのでご理解をお願い致します。

　受入れ検盗の契約1受注の範囲を明確にし，仕様書・要領書を確認のうえ，工事監理者又は工事

　　　　　　　　施工者（元講）と文書で契約する。

　愛入れ検査の輿施1正確かっ公正に検査する。不正な饗乗があ誉ときは，検査を中止する。

　憂入れ検査報告書1検査結果を正確に詑載する。不正な報告書作成の饗求がある場合は，報告書

　　　　　　　　　は提出しない。

　　　　　　　　　　　　　　　　《〕翼W認定に関するお闘合わせは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撃1鋼　千代欄区神灘佐久闘町H　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　欝本溶接協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶接検盗認定委轟会　事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁鐙蓋　騨騒一繊騨一欝灘　欝羅　総一32総一瓢鮪

8
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難．　シンボルマークシー一ルプレスについて

　Ciwシンボルマ～クを認定事業者が活用でぎるよう，この度シー一ルプレスとして作製貸与する

こととなった。本シールプレスは，検査要領書，検査報告書等にシールプレスすることにより発注

先はもとより富庁に対しC亙W認定制度の権威性を高め，また，C夏W認定事業者としては業務に

対する責任感と倫理感の高揚鶴繋がることを目的としている。

　運用にあたっては，溶接検査認定委員会運営委員会と盤W認定事業者協議会の合意により協議

会が担当する二ととなった。以下に運用の規則を紹介する。

C笈Wシンボルマー一クシールプレスに関する覚書ぎ

夏。この覚書ぎは，社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会運営委員会（以下，委員会とい

　う）が定めた劔Wシンボルマークシールプレス（以下，シールプレスという）を劔W認定事

　業者協議会（以下，協議会という）が貸与等の運用を行うにあたって取り交わすものである．

2。　シー一ルプレスのC夏W認定事業者（以下，事業者という）に対する貸与等の運用は，協議会が

　行うものとする、

3・シールプレスの貸与等の運用は，別に定めるシールプレスに関する運用規定に従うものとす

　る。

婆。　シールプレスに関する覚書き及び運用規定の改廃等は委員会が協議会と討議の上行うものとす

　る。

5．協議会は，事業者に貸与したシールプレスとその運用状況を毎年婆月末及び紛月末に委員会に

　報告するものとする。

　なお，報告する事項は，次のとおりとする。

　（璽）　シールプレスの貸与状況（管理台帳，借用書）　（2）　シールプレスの管理責任者名

　（3）　シールプレスの使用状況気使用目的）　　　　　働　その他必要な事項

6．委員会は，必要をこ応じて，シールプレスの貸与等の運用状況を監査または指導を行うことがで

　きる。

7．二の覚書きは，平成3年7月鱒日より有効とし，有効期間は，3年とする。但し，委員会及び

協議会から異義がない場合は，三年ごとに自動継続するものとする。

　この覚書きは2通作成し，委員会及び協議会がそれぞれ捺印の上，保管するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹日本溶接協会　溶接検査認定委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営委員会　委員長　藤　田　　　譲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　劔W認　定　事　業　者　協　議　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表幹事　松　本　一　郎

攣
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Ciwシンボルマークシールプレスに関する運用規定

豊。　この運用規定は，C蓋Wシンボルマークシールプレス（以下，シールプレスという）に関する

覚え書きに基づくものである。

2、　シールプレスは，C夏W認定事業者（以下，事業者という）に貸与するものとする。

3．事業者がシールプレスの貸与を受けようとするとぎは，様式i及び2によリシー一ルプレスの貸

与契約を，磁W認定事業者協議会（以下，協議会という）と取り交わすものとする。

墨。シールプレスの貸与期間は，3年間とする。

5．シールプレスの貸与を受けた事業考は，シールプレスの管理責任者を選定L，これを協議会に

報告するものとする。

6．　シールプレスの使用は，下記の文書等に限るものとする。

（b　事業者が社外に上表する文書等のうち，C翌W認定を受けている部門を含む文書

（2）事業者の社内文書

7．事業者は，協議会が自主的に定めた倫理綱領を遵守しするものとL，シー一ルプレスを不正に使

用してはなら）ない。

馨．事業者がC蓋W認定の資格を失った場合ぱ，事業者は，速やかにシールプレスを協議会に返納

するものとする。

参．シールプレスの貸与に関する料金は，別に定める。

鎗、協議会は，必要に応じて，シールプレスの運用について事業者を監査または指導することが

　でぎる。

この運用規定は，平成3年7月鱒鷺より有効となる。

　この運用規定は2通作成L，委員会及び協議会がそれぞれ捺印の上，保管するものとする。

lW
㈱日本溶接協会　溶接検査認定委員会

運営委員会　委員長　藤　田　　　譲

C置W認定事業者協議会
　　　　代表幹事　松　本　一　郎

繍本溶接協会　認定事業餐

環o一
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購．　UT検査技術者に望むこと

千代田区建築公害部建築課構造審査係長加藤哲夫

　主婦が魚歴の店頭で真剣な豪なざしで鯵の目の輝きや身のしまりを確認しながら品定めを行なっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　いきているのは，今晩のオカズを少しでも安く生の良い（晶質の良い）魚を購入しようとしているから

です。

　秋葉原の電器店の試聴室で若者がステレオアンプやスピーカーシステムの試聴をカタ・グ片手に

くりかえし行なっているのは，好む（要求する）音質やパワー（品質）が出ているかどうか確認し

ているのです。

　誰でも物を購入しようとするとき，その物の品質を十分に確認しようとする行為は，日常生活の

中で無意識的に行なっている製晶検査なのです。購入しようとするものが，高価であればあるほど

慎重にその行為が行なわれます。

　一晶生産である建築物であっても基本的には同じです。建築物が鉄骨であれば鉄骨を購入するゼ

ネコンや監理者側が，仕様書通⇔要求する品質が造り込まれた鉄骨であるかどうか確認する検査が

受け入れ検査（製品検査）です。

　これまで，加工工場における品質管理の為の自主検査と，クライアント側が行なう受け入検査が

明確に区別されていなか・）たように思われます。

　中小ファブリケーターの申には，そのことによって本来社内検査としての外注検査が，受け入検

査として監理者や役所に検査報告書が提出されてしまっているケースが非常に多いのです。

　以前，実際に起ったことですが，ある大手ゼネ欝ンの施工した鉄骨工事で，溶接部の開先内に§

ミリの鉄筋棒が2本挿入されていたり，ダイアフラムと柱フランジの接合部が全く未溶接のまま建

て込まれてしまった事件がありました。この物件では，工場におげる自主検査は外部の専門検査会

社に委託され検査結果はr蛉G％禽格」でした。

　私は，この検査を実際に行なった検査会社の検査員をヒヤリングしましたが，彼は，次のことを

明確に発言しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「日頃，社内検査で工場に出入りLていて，溶接技能者と大変親しくしているので，多少の欠陥
　　　　　　ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

が有っても欠陥として評価はできませんよ1」

　この発言は，現在r鉄骨溶接のUT検査結果」の信頼性が厳しく間われてい蒙すが，その要因

がUT検査員の技術的問題ではなく，第三者検査としての鉄骨加工者と検査者との関係，つまり

両春間に緊張関係が全く存在しないことに起因していると思われます。

　鉄骨の溶接部の検査結果は，その建築物の構造物としての安全性・信頼性を大きく作用するもぴ）

です。したがってその検査に直接たずさわる技術者に対し，高度な技術と供に，高度な倫理感や社

会的責任感が要求されているのです。このことを再認識していただぎ，安全な鉄骨建築の検査に努

めていただきたいと、慰います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　玉三 一
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7．　検査会社に期待するもの

㈱竹中工務店東京本店技術部畠榔長村上武夫

　ここ数年の鋼構造建築物の着工延床面積は急激な伸びを示し，辮90年の統計によれば，全着工延

床面積の実に給．0％と約半分を占め，その鉄骨使用量も，亘灘重万之と史上最多量に達している。

　このような鋼構造建築物の隆盛ば，近年の空前といわれる建設需要の増大と建築物の高層化や大

空間化などの高晶質化二一ズヘの対応や建設労働者不足に伴うプレファブ化要求などに対して鋼構

造がその強味とする特徴で応えることが出来た結果といえる。

　しかしながら，このような鋼構造の隆盛も，品質のよい鋼構物の提供という観点からみれば何の

問題もないわけではない。それを象徴するような事例が東京都内の各所で発生し，建方の完了した

鉄骨造の建物を解体せざるをえない破門になったと言う新聞報道が業界を賑わして居ります。この

建物は欠陥工事の見本市の様相を墨しているとのことですが，中でも最も重要な溶接についての検

査も全くいいかげんのすまされていた事が証明されて居ります。

　轡艶年代の高度成長期にも溶接欠陥間題が大きく世間を賑わした事を思い起Lます。その当時は

UTが建築界に使われはじめた初期であったと需う事情もありましたが，その後は溶接の施工並び

に管理技術が大幅に進歩して来たにもかかわらず，それから20年近く経った今翼，新築工事の鉄骨

を晶質上の間題で解体せざるをえない現実を認識する必要があるのではないでしょうか。

　建設業と言弓ものは大変底辺の広い業界であります。その事は，仕事の流れが重層的要素を持っ

ている事でもあり，下請けへ仕事を渡ず一段階毎に責任の持ち方が少しずつ薄劇）てゆくような気

がしてならないのです。

　最質レベルの設定は本来設計図書によって明確に示されるべき事柄でありますが，それが充分で

ないものがある現実から，東京都では行政指導でそれを木鎮細かく補って居ります。従って都内に

おける躯体工事に関しては晶質確保のための管理ル…ルは完備Lていると思われます。

　完備されたルールがあって蔑），それを生かすには当事者のモラルと技術と物理的な時間が必要で

す。現段階では，すべてを建築現場の担当者に依存するには無理があります。従ってどうしても検

査会社のカを借りる必要があります。

　ジェネ霊ンは建築主に対しての当然の義務とLて，施工過程に於ても工事の品質保証をしていか

なければなりません。その重要な裏付けとなる鉄骨の検査に対Lて奪門の技術者を社外に求める場

含には，東京都の要綱をはじめとする社会的要講からC置Wの認定企業に依頼することが求められ

て居り窟す。従ってC夏Wの認定企業はUTに限らず，鉄骨製品を総合的（溶接前，UT，溶接部

外観，形状外観，材質，外注ルート，製作の進歩状況その他）に検査する体制をととのえ，ジェネ

灘ン蕪管理者が行うべぎ業務の一部を確実に肩代りしてもらえば，新聞記事の如ぎ不祥事の発生

は妨げるものと、轡われます。それには注文主であるジェネ鷲ンと検査会社のそれぞれの担当者のモ

ヲルが最後の寄り所となるのは当然であります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓋2
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霧．読売新聞の不農鉄骨報道に思う

アイシーテド㈱堀部信義

　去る5月鴛鷺以来，東京都内を中心とした不良鉄骨の実態が読売新聞社会面トップに矢継ぎ畢に

報遵され，関連業界はもとより社会的にも大ぎな反響を呼んでいる。

　欝沁年代前半にやはり東京都千代田区内で不良施工鉄骨が間題視され，あれから20年になるとい

うのに改めて事態の深刻さを痛感する．この間，建築鉄骨に関連した建築学会を中心に鉄骨間題協

議会等が設置され，鉄骨造における設計施工技術の向上に大きな努力がはらわれ，鉄建協，全構連

がそれぞれ自主認定制度を発足させる中で建設大臣名による工場認可制度が生濃れて来た。しかし

ながらこのように組織化された鉄骨加工業者は約瓢00社で全体の蓋／籍程度にすぎず，しかも小規模

工場が多いのが特徴である。昨年の建築鉄骨の年間総需要量が鍛00万宣膿に達した状況のもとでお

こるべくしておきたのが今回の事件であろう。

　報遵記事に見られる特徴をあげれば，第三に，比較的小規模な工事が多い。第2に，設計監理，

工事施工管理が実質的に行なわれず，すべて鉄骨加．工業者まかせである。第3に，これらの鉄骨加

工業者ぱ，無認可工場かそれに近いところである、第窪に，鉄骨検査は，設計監理者，工事施工者

から第三者的検査として依頼されたものでなく，工場から依頼され，しかもその圧力に屈し都合の

よいように報告書を発行したものである。第5に重要なことであるが，東京都のように建築行政が

比較的厳しく行なわれているところで行政サイドにより摘発されたことである。他の道府県はどう

なっているかを考えるだけで背すじが寒くなる思いである。今回の間題は現在の建設業界の重層的

下請制度が生みだした象徴的かつ重大事件である。

　私も検査業界に鱒数年いて思うことは，単に建設業界でなく造る側に品質保証や品質管理の思想

が非常にとぽしいということである。つくることは懸命にやるが検査は形式で発注先からの指示が

あるから仕方なLにやるという考えが根深い。特に第2次オイルシ戴ヅク後の聡ストダウンのあお

伶が未だに残っており大手メーカーでは，検査の専門スタッフを減らし検査会社にまかせる状況が

あちこちで見受けられる。さらに検査会社を下講として扱う訳であるから，不正報告書等の発生

は，構造的に存在すると思われる。

　一方，検査会社も誕生して総年，日溶協による非破壊検査事業者認定制度黙周年，検振協も来年

は創立2《｝周年の年である。検査業界は従来，造る側の下請け的存在にしかみられなかった長い辛苦

の時代を経て，灘世紀を展望するうえで転換期を迎えようとしている。二れ玄でのあり方から脱却

して，倫理感をたずさえ，…層技術向上に努めつつ，一方で品質保証システムを確立し社会に貢献

する大きな責任がある。その意味で今回の報道は有益であると考える．行政も含め，関連業界が各

々の役割と責任を明確にし二度とこのような不祥事がおぎないよう総力をあげなければならない。
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翻．C蓋W認定事業者協議会の活動状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C夏W認定事業者協議会

（1〉審期総会にっいて

　溶接検査事業者懇談会（溶検懇）は，去る婆月2獲　（火）東京都中央区β本橋茅場町の鉄鋼会館

において，新規認定会社を加え驚社中磁社が出席し，平成3年度春季総会を開催し，会の名称を

「C夏W認定事業者協議会．1に変更するなどの会則改正，シンボルマークのシールスタンプ化，倫理

委員会の設置などを決定した。当貰は同総会に続いて特別講演に移り，東京都千代田区建築公害部

建築課構造審査主査の加藤哲夫氏によるr建築行政から見た第三者検査について」と題する最近の

不良鉄骨の現状と建築行政における第三者検査である受入検査の重要性を説明された。つづいて羅

溶協による平成3年度春季Ciw認定証授与式が行なわれ，昇格毒社，新規認定鍛社の合計絡社が

認定証を授与された。その後，日溶協と溶検懇共催での懇親会が開催され，通産省，工技院をはじ

めN瓢，検振協，K猟K，全構連などから来賓が出席され董00名を超す盛大な懇親会となった。

（慧）総会の内容

①秋期総会後の活動報告

　藍）　倫理綱領を認定証書と同サイズに印刷し額に入れるものを作成L会員に無料配布Lた。

　2）　「溶接技術」鱒月号N蟹特集とr検査機器ニュース」に連名広告した。

　3）　関連業界の情報収集活動とLて不良鉄骨問題を中心にマス鷲ミとの情報交換を行なった。

　塩）　官公庁，諸団体との連携活動として通産省，工技院，東京都，ND三，検振協，鉄建協，全

　　構連と折衝し，特別講演を始め，春季総会懇親会に出席してもらえる状況に進展した。

　5）C笈W通信の編集活動に協力し非破壊検査事業者認定制度瓢周年記念特集号などを発行し，

　　全回の地方自治体の建築指導課を始め，段本建築構造技術者協会関係者などに配布した。

　6）C夏W運営委員会へ建築構造分野，危険物保安技術協会，プラントメンテナンス業界の新委

　　員の参加の要望書を提出Lた、

　7）　検査報告書等に使用するシンボルマークを決定し，シールプレス方式とL本会で作成し貸与

　　することで日溶協と概ね含意した。

②総会での決議と今後の活動

　三）　会の名称変更，会費値．．ヒげを含む会則改正について審議L，本会の名称をr鑓W認定事業

　　者協議会コに変更するなど会則改正を決議した。

　2）　秋期総会で倫理綱領を決議したが，本綱領を厳守する意味から倫理委員会を本会に設置す

　　る。構成員は第三者学識経験者4名，各地区から三名計7名で構成する。

　3）　C蓋Wシンボルマークについてシールプレスとし，その運用に関する覚書を日溶協と検討し，

　　その製作，管理は本会が行い貸与方式とする（蓋個3万円／年。2個以上は2万円／年）

　蔓）qW案内パンフレヅトは，qW通信編集委員会で作成することになったが，本会でWG

　　　　　　　　　　　　　　　　　…i4一
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　をつくり原案を作成し提案する。

5）　今後のスケジュールは，次の通りである。

　6月澱日二平成3年度第笠幹事会

　9月上旬二3地区別総会

　鱒月算日：秋期総会，C工W連絡会

　以上を含め，平成2年度事業並びに会計監査報告及び平成3年度事業計画並びに予算は賛成多

　数で可決された。

（＄〉春季総会後の活動

①　東京都が制定したr鉄骨取扱要綱」で第三者検査は劔W認定会社が望査しいと明記されたが，

　ゼネコン，設計事務所等がC夏W認定制度を知らないところが多く困一）ているとの東京都から本

　会に間合せがあり，日溶協と共にC夏W認定案内を作成し本庁建築指導部篶区2市ならびに全構

　連，鉄建協などに儀万部印刷し配布することにした．

②建築鉄骨における報告書の作成について，胡30日付で本会代表幹事名により全会員に鉄骨検

　査を受注する場合，必らず厳守してほしいこととして，次の点をあげ通知した。

　董．契約

　　ρ　受注の範囲を明確にし，必ず文書で契約する。

　　2）　検査要領書又は仕様書の確認をする。

　2．検査の実施

　　i）　正確且つ公正に実施する。

　　2）　不正な要求があるときは，検査を中止する。

　3．報告書

　　置）　検査結果を正確に記載する。

　　2）　不正な報告書作成の要求があったとぎは，報告書は提出しない。

③読売新聞の不良鉄骨報道について，特にC亙W認定会社が関与していた間題を重視し倫理委員

　の人選を急ぐ…方，本会としてこれらの認定会社の取扱いをどうするか日溶協とも協議に入った。

　蚤月紛日付で同新聞記事のコピーを添えて改めてr契約，検査の実施，報告書」についての注意

　を全会員に周知した。
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　鱒．　お知らせ

（三）運営委員会では，今回の鉄骨工事に関わる検査の不祥事に対して，当該検査会社に改善を求め

　まLたが，運営サイドについても改善すべき点に付いては改善することとし憲した。改善の要点

　は下記の、転です。

　①認定事業者の業務確認の実施

　　現在実施の業務確認ぱ新規認定及び昇格認定の時点で実施Lており或Lたが，この状況に鑑

　　み全認定会社に対して，業務確認を実施いたします。また，認定業務確認の強化として，調査

　　内容の充実を計り，各認定会社の社内管理体制及び検査の品質保証体制の指導をする。

　②認定規格の見直し

　　認定規格の総合的な見直し（特に，審査項讃の見直L）を行う。

　③各技術者（主任検査技術者，主任試験技術者，試験技術者）の技量チェ，ソク

　　　技量確認試験等の実施及びその他の方法の立案をし，認定会社間の技術レベルの平準化を計

　　る。

　④研修会の開催

　　　従来の技術者試験のための研修会だけではなく，例えば検査対象構造物ごとに技術講習会を

　　開催して，認定会社間の技術レベルの平準化を計る。

　⑤　検査方法の改善，開発。特に，建築鉄骨溶接部の検査を対象とした検査方法，手段（例え

　　ば，超音波を使用する場合の個人的な差異を生じさせない方法，検査記録が人的・任意的に操

　　作でぎない方法で再現する）の開発，研究。この研究開発はC璽Wの運営サイドだけでなく，

　　検査会社，機器メーカー及び関連業界の協力を得て実施する予定です。

（2）平成3年後期研修会について

　平成3年後期研修会は下記の予定で実施します。

　　平成3年紛月5憾β　東京・大阪地区

　　平成3年紛月重翻2帽　広島地区

　詳細は後揖パンツレットにてお知らせ致Lます。

鋤　平成3年後期認定技術者試験について

　　茎次試験　平成3年員月重7日（日）

　　2次試験　平成婆年重月嬢qg日（日）

　を予定Lております。受験申し込み締切は平成3年輪月鍛購事務局必着です。
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