




1．　建築鉄骨検査技術者研修会（ダイジェスト）

　㈱日本溶接協会（藤田譲会長），CIW認定事業者協議会（松本一郎代表幹事）主催，（社）日本非破

壊検査協会（高木幹雄会長）協賛による「建築鉄骨検査技術者研修会」は，8月31日，東京・港区

の日本建築学会建築会館ホールに北は北海道，南は沖縄に至る全国の検査事業者約欝0名の聴講者

を集めて行われた。

　同研修会は一連の建築鉄骨溶接の不良，同溶接部の検査不良がク露一ズアヅプされる中で，今後

の課題として関係業界の総合的な協議と検査体制の確立が急務であると指摘されており，検査業界

としては検査技術の研鑛，モラルの高揚などを図り，一般社会の期待に応える業界構築の必要性か

ら関係官公庁の協力を得て開催することになったもの．対象は建築鉄骨の検査事業者，枝術責任者

で，講師には建設省住宅局，建設省大臣官房営繕部，東京都が建築物工事の取扱要網，品質管理を

講演。また，設計・工事監理者からはゼネコンの建築公務部担当者が建築物の検査技術者に必要な

基礎知識，日本溶接協会溶接検査認定委員会からは劔w認定について，午前節時から午後婆時ま

で有意義な研修会を行った。

　研修会に先だって，冒頭，主催者側を代表して平山悦朗　臼本溶接協会専務理事はr溶接構造物

の晶質保証体制は設計，施工，検査がそれぞれ機能を発揮し，始めて溶接構造物の晶質，安全が確

保できる。そして，それにかかわる検査の重要性が濠すます大切になってぎている。その検査の信

頼性の向上ということを目的に本鷺の研修会を開催することになったものゴと，同研修会開催の主

旨を述べた。

㌔齢 駄．

建築会館ホー一ルをうめた受講巻
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“w通構（O礁．鍛澱）

続いて，挨拶に立った香山幹・建設省住宅局建築指導課係長は

築物び）超高層化が急速な勢いで進んでいる。この数年は年問で　　　　　　建設省住宅局

60メ…トル以上の超高層建築物が全国で鎗0ヵ所以上も建築さ　　　　　　　香山　幹氏

れる状態にある、1と，極く限られた都市部だけだが，超高層建築が増加傾向にあると話す。

　「また，鉄骨造建築物にかかわる技術の進展，多様化が進み，従来のラー一メン構造から先進的技

術が取り入れられてぎている。そういう意味からも鉄骨造建築物は非常に伸びていっている。しか

しながら，こういった明るい話題の中にあって，昨年大阪市内で鉄骨造建築物のマソション建築中

の事故が発生，作業者が死亡するに至った。また，人身事故には至らないまでも鉄骨造建築物の安

全性にも繋がりかねない事態が発生していることは誠に残念なことである。

　さらにド不良鉄骨などの最近の諸問題についてはマス窟ミが取り上げることになり，大変重要

で，国民が鉄骨造建築物に対するこれまで積み上げられた信頼感を低下させる懸念が生じている。

　鉄骨造建築物の不良間題，製晶欠陥間題がどろいうメカニズムで発生するか，複雑な問題を含ん

でいる。

　鉄骨造建築物を造るに当たっては様々な立場の人が，様々な業界という形で参画している。極く

大ざっぱに見ても，建築士による設計により，鋼材が発注され…次間屋，二次間屋という流通機構

を通った上で，ファブ夢ケータ（溶接加工業者）で組立加工される．この流れグ）中で溶接の検査が

重要な位置を占めてくる。こういった鉄骨造建築物の晶質を確保していく上では設計者，ゼネコ

γ，鋼材メー一カー，流通機構，鋼材の加工業者，施工業者など，全体として鉄骨造建築物の贔質確

保を蓼指すシステムを確立していくことが必要と考える。

　建設省としても，こういう認識の下に関係業界の方々に対して，現在，鉄骨造建築物の品質確

保，今後どうあるべきかについて検討を開始している」と，鉄骨造建築物の不良間題への建設省の

取り組みを明らかにした。

　この後，講演に入った。各講演要旨は次のとおり。

濤



磁w通信（（》鍵、欝瓢〉

鉄骨造の建築物の工事に関する取扱要綱

　　　　　　　　東京都都市計爾局建築指導部

　　　　　　　　　建築防災課係長田極義明

　昭和船年のオイルシ灘ヅクで建物の件数が減ったが，それ以

前に建築ブームがあり，ここでも鉄骨造の問題がいろいろと出

ていた．蔽鋼を組み合わせて造った鉄骨に欠陥が増えたとい

うことで，昭和給年から50年にかけて，鋼材倶楽部を中心に鉄

骨問題協議会が発足した。

東京都都市計顧局

瞬極義明氏

　当時，問題があった鉄骨は加工も悪く，また溶接も悪かった。現在，間題が起ぎているものと内

容的には似たような欠陥が出ていた、それから約鱒数年して，建物の設計，構造及び検査の仕方も

変わり，ある程度は建物としては設計上良くなってぎた。

　その後，現在では建築ブ…ムが続いているが，ここの2～3年，鉄骨の問題が新聞紙上で話題に

なってぎている。これは，極く一部の業者が問題を起こしているケースが多い。

　都として，今年の盛～5月に，不良鉄骨が間題となり，その不良鉄骨の原因がどこにあるかを含

めて調べて見た。

　その結果，不良施工は，ほとんどが鉄骨造（8造）で面積に直すと，延べ面積で乃平方米から大

きいもので蓋200平方米ぐらい。建物の階数で見ると2～8階建てといろいろバラツキがあった．

　どういう箇所が悪かったというと，柱と梁がついている仕P部分の不良が8棟。ダイヤフラム部

分で上と下がずれる部分のひどいものが3棟。明らかに超音波検査で溶接に欠陥があるものが2

棟。本来は，SM材を使用すべぎところに総材が使われていたという鋼材が間遠われて使用され

ていたケースが叢棟あった、

　これらの欠陥工事を施工した工場は，大臣認定工場や東京都で登録している工場ではなく，組織

化されていない工場で加工されていた。

　このような悪い鉄骨造があった時はどうするかだが，建物の構造を変更，構造計算をやり直して

問題がある部分については補強をしたり，鉄骨の場合コンクリートをまいて鉄骨鉄筋麗ンクリート

にしたりということも2件あった。また，単なる溶接部だけを補強したのは蔓件あった。

　最終的にどういうことが原因になったかということで調べて見ると，建物を設計する人あるいは

実際に建物が出来上がるまで，工事監理を行う人の鉄骨工事に関する知識が不足していたのが多か

った。それに不随して工場の申で，工程に従って工場内部では検査を行うが，この検査の体制が十

分ではなかったこともあった。

　昨年捻月懸βに都はr鉄骨造の建築物の工事に関する取扱要綱」を制定した、内容的には，鉄骨，

鉄骨鉄筋慧ンクリート造に関しては，工事監理者が十分工事に関して内容を見て進めてもらいたい

ことを爵的としている。r適用の範顕」では，この要綱を自主的に運用してもらうために適用の範
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難騨通信（《》撹。難鰻）

囲にふれている．この適用範囲は建物が齢平方米を超えるもの。隷とんどの建物がこの要綱に基づ

いて運用してもらいたいということに．なっている。

　したがって，この要綱の緯的と内容をよく理解頂ぎ，不良鉄骨の再発防止に努めて頂ぎたい。

建設省の鉄骨工事における品質管理

　　　　　　　　建設大臣官房宮庁営繕部

　　　　　　　　　　監督課課長補佐寺本英治

構造設計で要求する鉄骨造建築物は，建築物の種類を高さで分

類すると蓋OO搬を超える超高層建築物。藏本建築セソターの評

定，評価を必要とする高層建築物（鱒凱以上）。菊懲以下で

概ね墨階建て以上拶）中高層建築物。i～3階建ての低層建築物。

その他，倉庫，実験施設などトラス，シェル，スペ…スフレー一

駕、熱3〆

　　建設省建設大臣官房

　　寺本英治氏

ムなどが用いられている大スパソ建築物がある。また，構造種珊で分類すると，鉄骨造（S造）と，

鉄骨鉄筋鞭ソクリート造（SRC造）がある。

　私たち建設省が発注している窟庁施設（鉄骨造建築物）には，高層では大規模な事務庁舎として，

霞ケ関や地方の合同庁舎。例えば，霞ケ関の地方合同庁舎6号館。特許庁の新庁舎，MM烈計画の

中にある横浜第2合同庁舎がある。

　中層の大規模な事務庁舎とLては主にSRC造になるが，これには建設省・運輸省が入っている

合同庁舎。外疑、Lは鉄筋慧ンクリートだが骨に鉄骨が入った鉄骨鉄筋。地下艶撒ある国立国会図

書館はSRC造、そのほか地方の事務庁舎を対象とした鉄骨5階建て以下の鉄骨プレファブシステ

ム（GODシステム）がある。これ以外には低屠の倉庫，大スパン建築物がある。

　これらの建物の構造設計で要求されている鉄骨の晶質を耐震設計の考え方から見ると，欝年から

耐震設計法が変わり，従来の耐震設計の考え方が変わった。許容応力度設計と終局強度設計の二段

階の設計にな一）ているグ）が現在の特徴である。

　官庁営繕部が実際にどのような設計の後に現場としての晶質管理がなっているか。まず，設計図

書における限定として，構造設計で要求する品質と鉄骨加工工場を選定する作業とがある。全構連

や鉄建協など様々なグレードがあるが，建設省は建設省なりにいろいろな形で官庁工事についての

ものを持って，少しグレードの高いものを要求しているのが現状である。実際の仕様では砺建築工

事共通仕様書鱒を採用している。これは営繕部で制定し婆年ごとに改定，現在は平成元年版を採

用。これは建設省の工事だけでな鵡各省庁，地方公共団体でも幅広く使用している。JA総略の

精神の規程は盛り込まれているが，建物規模などを限定し，おおむね鈴○平方瓢程度の建築物を中

心に作られている。

　鉄骨工事の発注先は土木と違一）てゼネコγに直接発注している．従って，私たちが設計図書にど

び）ようなランクの鉄骨製作工場がしてくれるかを指定し，それに合わせてゼネ撚ソが納入形態を設
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱗w通儒（《》礁．辮鎌〉

定し，それを監督員が承諾するというシステムである。

　最近の不良鉄骨問題に関しては，建設省大臣官房官庁営繕部として，各地方建設局営繕部長宛に

r営繕工事における構造体等の施工の晶質管理について」を通知し，所掌する営繕工事における構

造体等の施工の晶質管理の充実を図る様，通知した、さらに，各地方建設局の建築課長，設備課

長，工務検査課長宛に，この通知に係る具体的事項の実施の連絡を行った。その中で，溶接部の外

観検査及び超音波探傷試験については，共通仕様書にある発注者検査に徹底する事，特に超音波探

傷試験は鉄骨製作工場に所属しない検査機関が行う事などを盛込んだ．

“w認定について

　　　　　　　欝本溶接協会

　　　　　　　　溶接検査認定委爵会秋園幸一

　盤Wは昭和嚇年墨月に「放射線透過写真撮影事業者技術認

定規則」を制定し，同年鴛月から事業者認定を実施して以来，

昨年で創立器周年を経過した．その麟的は，溶接部の非破壊試

験・検査の技術的な向上，および主に検査会社などのこれら非　　　　運営委員会副委員長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋園幸 高氏

破壊検査業務を行う事業者の育成・充実を図ることにより，溶

接構造物の安全性・信頼性の向上に貢献し，広く産業界の要望に応えることを譲的とし非破壊検査

事業者の技術レベルを行っている。麟本非破壌検査協会（N鱗）も認定業務を行っているが，

劔Wは会社・事業者の認定が，N跳は個人資格の認定を行っている。また，雛Wは賛本溶接協会

の認定だから溶接の非破壊検査。N騒は対象としてはすべてが入る。非破壊検査の対象物の多く

は溶接である．溶接構造物の安全性，信頼性を向上するためには溶接はもちろんのこと，溶接構造

物の構造設計思想，概念についても十分な知識と経験が望まれている。

　昭和鱒年に範囲を広げる1拍勺から「溶接検査委員会」（C夏W）を発足．欝年には現在の「溶接検

査認定委員会」（雛W）に改称し，現在，事業者の種別はA，聡，C，D，露の5種類とし，認定の基準

は人員構成と設備機器で認定している。人員構成には6検査部門（Kr，UT，MT，欝丁，ET，SM）が

ある。そして技術者は，主任検査技術者，主任試験技術者，試験技術者に分かれている、基本的に

は技術老数及び設備・機器によって種別が分けられている。規模が小さくても技術を有する事業者

には盤Wの底辺の拡大のためE種をつくった．

　主任試験技術考は，N靱3種資格者が受験資格。主任検査技術者は，N腿の特級，主任試験を

二部門取得，主任試験一部門とW鉱S隻級が受験資格。試験技術者は臓〉夏有資格者が技術者の登

録資格になっている．技術者資格の有効期間は3年とし，資格の継続者は更新試験に合格しなけれ

ばならない。ただし，受験合格後3年！運について書換えの手続ぎで資格を継続することができる。

　また，事業者を認定する時は，「業務確認」といって，現地調査を実施している。業務確認の内

容ぱ，受験の結果をふ棄えW鷺灘7艦に適含しているかの確認を中心に行っている。確認調査項樽
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轍w遇信〈《搬．欝蝿〉

の詳細は省略するが，①基礎調査とLて会社概要②認定調査として技術者・機器等の確認③晶

質保証に関する調査として晶質保証体制の有無機能化の確認④安全衛生組織の確認である。今

後は，さらにこの業務確認を充実し，検査会社を指導Lたい。

　検査会自身は相手のファブないしは受注先にいって受注先の品質管理の手伝いをしている。これ

からの検査会社のあり方とLて，ここで私が言いたい検査の晶質保証とは，検査会社の検査の品質

を管理すると言ろこと。自社の検査の晶質を保証するという意味のqC，qAを理解Lてもらいた

い。そう言った面から，検査会社のQC，QAについてこれから勉強Lて頂き，C夏W認定事業者と

して恥ない検査業務を行って欲しい。

建築鉄骨の検査技術者に必要な基礎知識

　　　　　鹿島建設㈱建設総事業本部

　　　　　　　建築技術本部生産技術部大嶋正昭

　年間，鉄骨の需要は鎗00万之以上と推定され，そのほとんど

に超音波探傷検査が適用されている。それだけ超音波探傷検査

は重要な役割を果たLている。

　我々ゼネコンにとっては，検査のプ輝の方たちに我々が要求

する建設の内容について，理解してもらいたいというのが実構

である．

蕪1∵

鹿島建設㈱

大嶋正昭氏

　不良鉄骨といっても非常に多くの原因があり，その対策を取らなけれぱならない。溶接欠陥だけ

が不良鉄骨ではない。その具体的なものとして6毒ウヅカリミズ，網手抜ぎ作業》’などがある。最近

では能力，技術力を無視した発注が原因となっている。その対策としては業者の選定とかゼネ濃ン

の担当者と良く話し合うことが大切になる。また，現場では工事施工計画を立てることが大切だ。

　結論としては，これだけ鉄骨工事量が多くなると，施工を良く理解している人がいれぱ監理が可

能だが，設計・製作段階を知らない，つまり監理能力があるキーマンがいない。是非，キーマンを

つくってもらいたい。

　建築物は設計者から設計図が出るが，これだけでは鉄骨は造れない。工作図を作成し，これに基

づいた監理をしなければならない。その中に設計の詳細図，溶接の基準図を明確につくる。この詳

細図を見て，どこにどういう溶接が使われているかを十分理解してもらいたい。建築を理解しても

らうということは，このような図面を読めるかに繋がる、

　鉄骨工事の標準仕様としてりAS餅司がある。これは鶏本建築学会が発表しているもので，こ

れが建築の仕様の基本となっている．JASSは三～26までありそのうちの§が鉄骨に当たる。工事

毎に出てくる特記仕様にはJAss略より更にこの立場がある。JAss略を補うものとして鉄骨精度

測定指針がある．これは寸法測定のやり方，測定の時期が書いてある。さらに鉄骨工事技術指針が

あるが，これは教科書を考えてもらうばよいもので，近い将来改訂される予定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一6一一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磁w通信（《糠．欝搬〉

JA総略の内容は，溶接（5節），製贔検査（9節），特記仕様書項欝（露節）などが書かれてお

り，このうち重要な項目としては品質管理（驚章）では，設計，施工の贔質が書かれ，絵失骨工事

をやる上で，晶質管理をしなければならない妙と記されている．

　…番関係する溶接部の受入検査は外観検査，完全溶込みの部分は超音波検査を実施しなさい。そ

れは藏本建築学会のUT基準でやりなさいと明確になっている。また製品検査には，社内検査と

受入検査がある。

　こういったことは測定指針において明確になっている、JASS 6に鉄骨精度検査基準が書かれて

いる。ここには限界許容差と管理許容差との2つが書かれている。これが建築の基準の特徴、限界

許容差は童ミリも超えてはいけない。製晶個々の判定に使う。管理許容差は製作・施τ上の目標値

をもって判定する．検査技術者がぎちんとしていないと，こういう判断が出来ないということか

ら，鉄骨の製作に十分熟知していて測定方法を知っている人があらためて必要となってくる。

噸萎畿猫

晦噸擁

熱心に聴講する受講者

？



“騨通鱈（o綴．欝搬）

黛．設計から見た検査の位置づけ

㈱β建設計　東京設計技術センター技術室技術長

　　　　　　　　　　内　田　三　雄

　建築鉄骨における開先基準は，昔も今もほぼ同じ完全溶込み溶接丁継手と突合せ溶接継手で，

どちらも裏当て金付か裏はつりタイプの2種類に別れる。溶接が建築鉄骨に導入された当時の設計

監理者の溶接に対する信頼性の目安に，優秀な溶接工における作業であった。当時の溶接工資格は

璽級や2級と称していた．その後，現在の種別の資格になったが，いずれにしろ溶接工技量付加試

験等によって選抜Lた溶接工を当該工事に従事させ品質向上につとめた。当時の建築鉄骨の溶接部

の検査は，揖視検査が主で，褻れに割れの有無の確認のため，浸透探傷試験（カラーチェック）が

採用されていた。ただL，板継ぎの突合せ溶接部では，放射線透過試験（X線検査）の適用が可

能であったので，工場側の自主検査を実施し，万全を期した、

　当時の溶接晶質でも，開先の精度が品質を左右したのは言うまでもない。開先精度が悪くて，裏

当て金付きの溶接では，完全な溶込みの確保ができなかったり，裏はつりタイプの溶接では，アー

クエアガウジシグの施工不良による溶込み不良等の欠陥が頻発した事等，苦い経験であった。

　このような欠陥は，検査する側のr感」と監督する立場のr力」関係からエンドタブ部のマク揖

試験の指示手段を講じなければ発見でぎなかった、当時こそ，溶接部の品質は，発注側と製作工場

の信頼関係で成り立っていた。しかし，超音波斜角探傷検査法（以下UTと言う）の適用可能に

より，前述の溶接工依存型から非破壊検査依存型へ，溶接の晶質管理に対する意識が変った。

　このように，溶接部の検査にUTが適用されると，もはや我々も技術的に設計監理する側の仕

事にはなりえず，検査の一部を代行してもらう必要が生じた。この様な背量から，現在の建築鉄骨

における溶接部のUTは，第三者検査に依託する事になづた。第三者とは，製作工場と施工管理

者設計監理者に対し公平な立場に立って検査し，報告してくれる者と定義される．

　第三者には，当然検査専門会社が任に当る事になる。かつては，N鎌の資格があれば検査会社

を運営でぎたが，溶接構造物に対する知識を合わせ持つべぎとの発注者側の要望から，最近では，

C夏W認定の事業者を第三者と位置付けて，発注仕様に明記し初めた。私共の事務所でも，昭和60

年頃より，劔w認定事業所の活用し初め，発注方法をゼネコソ（総合講負）発注によると明記し

た。c亙w認定事業所数では，まだ全国規模の建築鉄骨の需要に対応でぎないかもしれぬが，多い

に期待したい所である。しかし，一方では，Ciw認定事業所と言えども，支店規模で運営してい

る事業所もあり，主任試験技術者と試験技術者とのバランス，建築鉄骨に対する技術的シォ獄一等

多少の間題を残している感じが，導常の仕事で気になる点である．

薯



磁w通儒（《》嬬．鰺懸〉

騒．私と写真

東京都立工業技術センター松山 格

　前々号で中野社長がrホールインワン」と題して，C夏W通信始まって以来最高の楽しいページ

を作られ大変感心していたら，次はお蜜えだと指名されてしまいました。

　私とカメラとの付き含いも韓年を超えました。板金のボデーのリ篇一フレックスから始蜜り，ア

サヒペンタックス，キャノン，識コンと変わり，今は論コンF雛とオリンパスの瓢ンパクトカメ

ラを愛用しています。

　確かなデータでぱないのですが，…般の人の平均年間撮影本数は5本だそうですが，最近数年の

私は仕事以外で年問⑳0本を超えてい窯す。年末にネガを整理するたびに，来年は減らそうと思う

割には，ちっとも減らないのは何故でしょう。それは矢張り写真が好きなことと，いつもカメラが

鞄に入っているからでしょう。

　いつもカメラを持っている事には理由があるのです。昔から写真の好ぎな私は，仲間の旅行には

間違いなくカメラを持って行くのですが，…度だけ今回は止めよう，誰か持ってくるだろうと，持

たずに出かけた事がありました。秩父の柴原鉱泉が属的地でした。友人の車が 一寸としたミスで路

肩から外れ，危うく鐙米下の谷へ転落という事故を起こしてし蜜ったのです。幸い5米程下の樹に

車がひっかかって，友人共々一命を取り止め窯した、今から瓢年前，私が結婚曝年羅で始めてrお

めでたが本当でした。」と妻から電話をもらったその日

だったのです。紙面の都含で割愛しますが，私は3歳の

時に病気で…命を取り止めて以来，この事故が6度麟の

命拾いでした。「仏の顔も三度」と言われているのに。

電話の知らせが，どうしても死にたくないという念力と

なって，それが通じたものと感謝の念で…杯でした。そ

れ以来，旅行にカメラはお守り代りとなり，旅の記録

や，すてきな仲間の一番いい顔を撮ってあげようと，ま

す豪す写真の量が増えてしまった次第です。

　記録としての写真も大切ですが，「ハイ写しますよ」

パチリノ　という写真より自然なスナヅプをその人のア

ルバムに残してあげたいと常に思っています。

　ヵメラやフイルムが大変良くなって，ピントの合っ

た，露出の正しい写真が誰にでも作れる時代になりまし

たが，「写る」と「写す」は大違いでr一写入魂」の気

持ちで，写真を撮り続ける私です．
撮影　松山　格

講
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4．αW認定事業者慧会社紹介灘

会社名
本社所在地

代表者氏名

認定番号

認定種別

認定部門
営業ネットワーク

株式会社　検査サービス

東京都港区西麻布レ4 孫　・ジマン西麻布5絡号

代表取締役　逸見俊一

第齢C90号
c種

放射線検査部門，超音波検査部門

　　福島営業所　浦安分室　由梨分室

慧03 3齢3…7569

　㈱検査サービスは昭和52年亘月重7日，各種非破壊検査及び溶接管理コンサルタント業務を主要業

務として設立，平成3年の今年，当社も設立欝年となる。基本姿勢に検査技術の向上と品質第一を

考え，常に妥協を許さない検査で製品の安全確保の一翼を担ってきた。

　当社は超音波探傷検査，放射線透過検査主体の小規模な会社でぱあるが品質に対するその姿勢は

ユーザーから幡広い信頼をいただいており，その妥協を許さない検査を貫ぎ通している結果である

と自己評価Lている。因みに，大手ユーザーの／社である某ゼネ盤ンでは，当社発行の「検査合格

証」をご採用いただいている。

　今後も砺品質管理3ラを皆様に提供すべく，たゆまぬ努力を続けてゆく所存である。

〔これからの葬破壌検査技術者の姿〕

　現代は，社会の二一ズとして非常に高い信頼性の要求があり，それは欠陥の無い高品質の溶接に

よってつくられるものであり，さらにそれは正しい溶接施工（工程）と管理及び質の高い非破壊検

査技術による溶接技術者への正確な情報のフィードバックによって初めて達成されるものである，

と確信している。そのために非破壊検査技術の向上は勿論，溶接施工，管理までの総合的な品質管

理の出来る技術者集団を環指している。

（検査技術者の育成，資格の取得3

　技術系会社にとって技術資格は絶対必要なものであり，また医者と同じで欠陥見落しのミスは許

されないとの認識から新入社員に対Lては，非破壊検査の重要性，試験技術，資格取得まで…貫し

た社内教育，指導を行なっている。入社Lてから豊週間は連続で徹底Lた集中教育（講習会）を行

ない，その後現場にて実技指導を行なって，さらに一通り覚えたら各社内技術者に付かせ，その技

術力の総合的な判断を社内で下している。

　それで会社内技術者全員がOKと判断し初めて自分で検査できるようになるまで5～6ケ月はか

かるのが普通である。玄た業界に先がけて女性技術者の育成にも力を注ぎ，短大新卒者が入社半年

後にN鎌2種を取得，業年後にストレートでNDB種を取得するという実績は自負するところで

ある。

　樋平成時代の溶接構造物の検査はC互W認定事業者の双肩にかかっている”といわれ，（〕夏W認定

制度はC互W認定事業者の技術力向上の目標となっており，現在，C亙W　C種に認定されているが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　一紛一



磁脚通信（《》礁．欝瓢〉

今後とも上を目標にさらに努力を重ねる所存である。

〔主な営業品躍〕

　茎．建築鉄骨，橋梁部門の非破壌検査全般

　2．産業機械部門の非破壊検査全般

　3．水力発電所，水管の調査及び非破壊検査全般

　婆，放射線を利用した慧ンクリート内部の調査

　5．晶質管理技術者の派遣（代行検査）

　6．超音波厚さ測定

　7．溶接施工管理，検査コンサルタント業務

〔むすび）

　今後いずれの産業にも技術レベルの急速な進展，革新は不可欠なものであり，非破壊検査技術者

の技術レベルを高度なものにして，より正確な非破壊試験結果の情報を各工程にフィードバヅクし

て行かなければならない。

　確かに蒔検査によって品質は作られるものではない鯵しかし正確な非破壊試験結果の情報のフィ

ードバヅクは確かな贔質を作っていくのである。

填奪鱒瓢

義議鍵繍畿臨・

今春新装した浦安分室

当社発行の検査合格証

一鴛一
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会　社　名

本社所在地

代表者氏名

認定番号
認定種別

認定部門

極葉エンジ罵アリング株式会社

攣5鷺　大阪市淀洲区西中島婆護2－ii懸06－304鵡69亙

代表取締役　山本賢一

第8c89号

c種

放射線検査部門・超音波検査部門

　3つのモットー一

豊富な知識

　優れた技術

　各界よりの傭頼

　昭和弼年5月，非破壊検査を主たる業務として設立，その後順調な歩みを続け譲々をその成果を

あげております。

　沁年ひと昔と申しますが，昭和30年，翻年初期における非破壊検査に対する関心度も低く又それ

に係る知識，技量，経験も未だ不十分でそのものでありましたが，その後20年の間にその様相は一

変し，各界よりその重要性が再認識されると共に，当業務に従事する技術者一同もそれに呼応すべ

く研修，努力の結果，高度な知識と技術修得し，又一一方では優秀なる機器が開発され，今や世界各

国の非破壊検査レベルに到達し得たと申しても過言ではないと確信いたLております。

　当社といたしましても，この急速なる業界の進歩に遅れをとることなく，いち早くあらゆる知識

や技術を修得し，又最新の機器設備を導入して経験豊かなる技術陣を形成し，各界よりの厚い信頼

のもと業界の中核を隣指し，前進を続けております。

　なお，会社の近況として，創立20周年を目前に迎えて大阪市東淀川区に新社屋を建設中であへ

鷲月中旬に入居移転を計画しており籏す。今後共にご指導をだ

〔主な営業種鋤

　△放射線透過撮影検査

　△超音波探傷検査

　△超音波厚み測定

　△磁気探傷検査

　△浸透探傷検査

　ムタンク開放検査における各計測検査

欝
難　　、〆

　蓼
　　　／、　　　為　　　「　　　、　　　’　　　バ

壌

　モ　おき

鱗鞠麟

撫藁蒙

一鍛一
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撒罵認一鵯酌フ罵イス蹴

　竃9鱗年驚月玉嚢付で新規に次の事業者が認定されましたのでご紹介いたします。

新潟検査工業　株式会社

　本社所在地　華％○　新潟市河渡庚器駈爲　殿0器誠7シ6難6

　代表者氏名　代表取締役　相馬義明

　認定種別・番号・部門　鷺種，第絡船i号，放射線検査部門

総和鋼業検査　株式会社

　本社所在地　攣30翫02　茨城県猿島郡総和町大字葛生i露α一1麟028ぴ蟹 3総3

　代表者氏名　代表取締役　佐藤　巌

　認定種別・番号・部門　駐種，第重0縄勝号，超音波検査部門

株式会社　朝欝エンジ皿ア琴ンゲ

　本社所在地　撃3船　草加市稲荷H護　蹴鍛8餅鴬…豊93玉

　代表者氏名　代表取締役　鈴木　隆

　認定種別・番号・部門　鼠種，第8兜雛号，超音波検査部門

ジャパン・篇ン桝レテ舖ング・エンド・テク鳳甥いサービス株式会社（略称1ジャパンCTS㈱）

　本社所在地　帯腸2　大阪市淀川区新北野H一欝　麟06一鐙駈瓢77

　代表者氏名　代表取締役　端村　勇

　認定種別・番号・部門　鷺種，第騒慧鱗号，超音波検査部門

株式会社　大検工業

　本栓所在地　攣5灘　大阪市淀川区歌島Hぴ9　戴06畷鞍一総88

　代表者氏名　代表取締役　米沢　弘

　認定種別・番号・部門　鷺種，第竃07鷺蟹号，超音波検査部門

縫本産機　株式会社

　本社所在地　寧薦2　大阪市淀川区木川東3噂一瓢　継06黙0少婆0雛

　代表者氏名　代表取締役　清原清一

　認定種別・番号・部門　嚴種，第三i総劔号，超音波検査部門

中購検蚕　株式会社

　本社所在地　㌣7卸　呉市東中央H2畷0　殿○綴シ2シ33邸

　代表者氏名　代表取締役　奈良幸次郎

　認定種別・番号・部門　難種，第慧偲彊号，超音波検査部門

ダイヤ技研　株式会社

　本社所在地　撃8鱒　北九州市小倉南区守恒2…路耀　麟0％母6風一灘弼

　代表者氏名　代表取締役　堀　洋嘉

　認定種別・番号・部門　鷺種，第卿齢薫号，超音波検査部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一欝一
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轟．αW認定事業者一覧体社所在地）

平成3年欝月i揖現在

一ヨ

r

東1

βi

本i

地

区

一τ㎜　会　社　名 種別… 所　　在　　地
1

T£L

北海道

厘　札　幌　工　業　検　査　費　本　　電　　極　　㈱獄鋼検査サー　ビス㈱

cD熱 幌市南区南泌条西9－38卜9

市白石区菊水9条レ3肝96

蘭市茶津町盛磁

磁レ灘2－29舅

三蓋一8iレ126三

終3－22書膿6

　東　　鶏　本　検　査　㈱
溶　　接　　検　　査　　㈱

東　北　金　属　検　査　㈱

㈱　　テ　　ヅ　　ク　　ス

」些央検査技術㈱

一　D
隔醐野鴎花托i宮城県多賀城市八幡2峨6一緯八戸竃沼館璽磁3

3宮城県多賀城市大代5惑畷7

戸市下長を2H2

022一一％9－75濁

22－365－60鱒

i78一興 8522

22－365－8欝6

豊7続20－i535

i㈱　シ　ー　エ　ッ　ク　ス　ア　ー　ル

立ニンジニアリソグ㈱
　本　工　業　検　査　㈱

導本エヅクス線検査工業㈱
　川　島　検　査　計　灘　㈱

　本　非　破　壊　検　査　㈱

　本　超　音　波試験㈱
　京　理　学　検　査　㈱

本検査慣ンサルタント㈱
　検　査　サ　ー　ビ　ス

ンジニアリングサービス㈱

本瓢　ッ　クス線検査㈱
　　検　　査　　技　　研

　田　計　量　検　査　㈱
　イ　・　シ　ー　・　テ　ィ　ー㈱

　　　エ　　　ス　　　コ

査エンジニヤリソグ㈱
　　イ　　ン　　テ　　ッ　　ク

キューシーコンサルタント
　　ニ　セ　　ッ　　ク　㈱

　城　総　合　検　査　㈱

朝揖エンジニアリング
　潟　非　破　壊　検　査㈱

　　…　　検　　査　　㈱

　富　士　検　査　工　業

関東エソジニアりングs，

　　茗　　和　　検　　査

　　東　　技　　検　　㈱

伸検査エンジニアリソグ㈱

　潟　検　査　工　業　㈱

　和　鋼　業　検　査　㈱
　浜　総　合　非　破　壊　㈱

千代照区岩本町3…蓋勇

城県費立市幸町3峨4

崎市鎖崎区浅野町蓋4

潟市南紫竹蓋喫…羅

京都晶川区大井i 22 i3

京都大田区大森北婆護一3

浜市緑区荏隙3鍵

京都贔川区南大井6磯8一麗

崎市州崎区本町i H6
京都港区西麻布レ争3ひ灘6

京都大田区大森北343

19

崎市川崎区渡磁争3一鶯

葉県印旛郡富里町紛翻8

浜市磯子区杉田蔓 4…器

浜市西区平沼レ紳5

浜市港北区綱島鱒5一垂引

京都中央区勝どき争2－13

浜甫神奈規猛神奈川穿1H8

浜市鶴兇区鶴見中央墨 終一9

城県那珂町後台瓢20尋5

玉県草加市稲荷H環
潟県西蒲原郡巻町舟戸2蹄

京都文京区本郷34－5

浜市神奈川区新町3

城県水戸市加倉井6紛

（｝3－3862－672蓋

29争2を1慧蓋

婆を366－6000

25一賂6一鱒67

シ3”7 821茎

3－3761一一352茎

鱒…勢iう亙9i

3－3766…450亜

蔓を2烈…蓋5i盆

3－3菊シ7569

3－3766一一29菊

シ3賜5－226茎

4杢355 2三蓋蓋

卿6－92－7200

婆5－77婆一380i

鱒 32蓋一紛”

婆5 唱鱒一〇688

3－3532一婆3鱒

菊一鱈レ1三鱗

婆5一誉G3－35盆茎

292一銘一一326董

弼9…27－ig3蓋

256…72 8236

3－3鐵8一〇鱒三

鱒一騒三一一6862

292…52 ＄8沁

婆7牛85 899奪

菊一5騒一碧57

25－286－6687

25 273－67i6

280－92－3総3

勢…憩2－5293

一興一



綴w通儒（o醜。欝瓢〉

i 在　　地 TEL

ヤ
濡態☆繋覆界幽㌧響讐響灘濃漏

6婆一蹄一〇80簿

776略6畷880

76－53…6585

劇　鋼管清水サー　ビス㈱　1

E i静岡県溝水市三保総7一至

鰯7・・蔭7一雛88

騒3…3婆…2％8

海1舞、曜壊篇測 憂離罐議轍 G592－28－3盤婆

8駁一駁難

関
卜冊ll重破検謂サ騨．副

A

『天『一
市中央区北久宝寺町2惑略

神戸市中央区東用崎町3畷ヨ

06－262－2鱒i

78－682う妬5

㈱ア　イ　・エム　・シー A 神戸市兵庫区駅前通5尋一終 078一一5搾一369笠

㈱　　ニ　チ　　ゾ　　ウ　テ　　ッ　　グ A 大阪市此花区桜島i噛一器 0646レ9625

鷺　本　検　査　工　業　㈱ A 大阪市北区天満婆ほ婆一露 06ヨ騒一36転

酋 ㈱　　　　　大　　　　　検 難 大阪府守灘市暁町三5畷 06－9嚢レ7銘i

極東エソジニア　婆　ン　グ㈱ c 大阪毒淀斑区酉中島4孤2吸玉 06－30争069豊
関

神鋼検査サ　ー　ビ　ス㈱ c 高砂市荒井町新浜2舟4 079盛一卿一7253

㈱　縫　本　工　業　試験　所 c 大阪市福島区鷺州2鷺無玉7 総45372滋
㈱　　フ　　ー　　ケ　　ン c 大阪市西淀川区歌島i－2争鍛 06472－356玉

地
東　洋　検　査　工　業　㈱ c 和歌山市湊2－i2 懸 07騒 52－353孟

キ　訊　一　工　一　技　研　㈱ D 大阪市天王寺区上本町3纏一鴛 06ヲ6玉 う7醗

新　　光　　検　　査　　㈱ D 明石市藤江辻之外繊○惑 078－928一一船22

エースエンジニアリソグ㈱ D 大阪市大正区鶴町3縁畦7 06一灘2－863至

区 欝　工　検　サ　ー　ビ　ス　㈱ P 大阪市西区土佐堀別2 ・旛 （）64蜷略慮03

西 三協エンジニアリング㈱ D 大阪市福島区福島H翫7 06畷灘一5388

㈱　　　　　β　　　　　伸 D 大阪市天王寺区空堀晦欝臓倉 06－763－3376

日本イ　ンスベヅ　ク　ス㈱ P 大阪市都島区大東町24護g 06－92金・3離蓋

テ　ク　ニ　カ　ル　＆夏．S。㈱ 罵 大阪市北区天神橋2惑一賜 06弓57一雛93

㈱構造総合技術研究所 鴛 大阪府羽曳野市蔵之内戯6 0729一一57一〇988

ジ　ヤ　パ　ン　C　T　S　㈱ 更 大阪市淀州区新北野H一綿 G6君o婆 3577

㈱　　大　　検　　工　　業 E 大阪市西淀州区歌島H6 タ 倉6護7喚一醸88

L 欝　　本　　産　　機　　㈱ 鴛 大阪市淀掛区木川東シ脂滋 （｝6尋G争総8i
　1中

関　西　エ　ッ　ク　ス　線㈱

　破　壊　検　査　工　業　㈱

AA 広島市西区南観音争7峨0

島市安佐南区祇園工畷翻琵書

漉　影29蓋…鱒oO　2…875一

5〔100

菱　　明　　技　　研　　㈱ c 広島市西区観音新町を84 082－23i…宝323

㈱三造試験セ　ソタ　ー c 岡山県鷺野市玉3づ讃 G8酪一23－26鍛
西 闘

㈱辰起非破壊検査工業 鴛 下松市大字西豊井字開作三騒び8 0833一駁…絡88

鋒 中国検査
鷺 云島県呉市東中央案護影鱒 0823－23…3366

本
四国 日　本　溶　接　検　査 c

　　　　　　　ヨ丸亀市州西町南2難畷

地
噴 東　薩　非　破　壊　検　査　㈱

　繋　本非破壌検査㈱

r・A
北九州市八幡東区山王H掛欝

九州市小倉北区井堀争紺護3

儒器11器Ii（｝93－57玄一鶴3蓋

区

九
長　　菱　　検　　査　　㈱

　　測　　検　　査　　㈱

cc 長崎市飽の浦町三畷

九州市八幡西区陣原レ8君

iO958一綴一60861io93一磁2惑23葱

州
千　景　非　破　壊　検　査　㈱ D 北九州市八幡西区陣原3峨O 雛 i榔麟2－9鰯

㈱　第　一　検　査　工　業 D 佐世保市甲苗町529纏 …lG956－3鰻茎55

ダ　　ィ　　ヤ　技　　研　　㈱ 氾 北九州市小倉南区守恒2耀3螺 P9”6蓋 磁6

クス線

研

査

査

劇☆鷺離臨了。…r

㈱C広島市西区観音新町を84
　　C　・岡山県鷺野市玉3づ讃

　　鴛　下松市大字西豊井字開作三騒び8

謝躍耀響、
・r

厭翻
　（》82－23i…宝323

・G8酪一23－26鍛

　（）833一婆亙…蕊688

　0823－23…3366

ヨ
査

査

A i北九州市八幡東区山王H掛欝
儒器11器

一欝一



盤w通儒（0総。i露笠〉

露．お知らせ

（1）ギ《翼W通儒」の名称募集

　本誌rCiw通信」をもっと親しみやすいものにするため名前を変更いたします。名前は公募と

いたし蕉す。読者からの応募をお待ちしております。編集委員会で選考の上採用の方には些少なが

ら賞金を差し上げます。事務局に捻月i日までにどしどしご応募下さい。

（黛）認定事業者の社名変蔓

　次の2社が社名変更を致しました。

　株式会社　ユニオン検査（照　株式会社　東海検査）

　三重県津市大倉葺澱　轟山ビル　繍0％影2翫39騒

　北日本電極　株式会社（旧　北日本電極製造株式会社）

　札幌市白石区菊水9条i　T目38－96　繍ωレ81H鱒1

（蓼）技術者登録

　平成婆年盛月ま顎付創w技術者の登録を下記のスケジ講一ルで受付けます。期限厳守の上，お

間違いのないよう手続ぎをお願いLます。下記の期間以外の受付けは一切いたしませんので各社と

も登録技術者の不足を起こさないように注意下さい。最近，認定事業者の中で披術資格の管理の良

くない事業者が見受けられます。特に試験技術者についてはW鵬8沁iに照合の上，登録技術者数

の不足を起こさない様ご注意下さい。

　①登録締切り

　　平成婆年2月露日　事務局必着

　②登録要領

　　所定の用紙（主任検査技術者登録申請書，主任試験技術者登録申請書，試験技術者登録申請

　書）に必要事項を記入の上事務謁に送付し，登録料は申請と同時に下記の銀行までお振込み下

　　さい。

　　振込銀行1箒一勧業銀行　神田駅前支店　普通預金　輪．薫縫磁綴　㈹鶏本溶接協会

　③登録資格

　　主任検査技術者1主任検査技術者試験合格者

　　主任試験技術者1主任試験技術者試験合格者

　　試験技術者1（1）各検査部門のN蹴3種及び2種の所有者

　　　　　　　（2）各検査部門のNDh種の所有者ただL、，超音波厚さ測定部門は除く。

　　　　　　　（3）J欝z総潟の暮種の所有者（放射線検査部門に限る）

一懸一
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“w通信G蹴。欝瓢）
1．　非破壊検査事業者認定制度の鱒周年にあたって
�激ﾀ本溶接協会会畏藤田
譲
　非破壊検査は溶接構造物の品質保証，信頼性の確保のた
めに不可欠なものであることは，今さら申し上げる必要も
ないことであります。当協会では非破壊検査の実務を担当
している非破壊検査事業者の技術の向上が，溶接構造物の
儒頼性を確保する上から重要であると考え，昭和囎年玉月
に［放射線透過写真撮影事業者技術認定規則」を制定し，
同年捻月から事業者認定を実施して参り奮した。
　現在，�兼c本非破壊検査協会が実施しておられる技術者
認定制度の発足が昭和絡年でありますから，それより早く
事業者認定制度をスタートさせた故木原博　元会長，故柴
田晴彦
　また，本認定制度について語るとき，故仙田富男
いと思います。
初代委員長を初め関係諸先輩の御努力と先駆性に敬意を表する次第です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　前委員長の御功績を抜ぎにしては考えられな
　私は仙田先生の御逝去の後を引き継いで運営委員長を御引受けしましたが，その第一歩として，
本制度の活性化を計る上から，底辺を拡大する目的でE種の新設を含むW鵬規格の改正を行い，
それに伴う認定規則の手直しを行いました。お陰様で皆様の御賛同を頂き，順調にスタート致しま
したが，今後ます窟す技術社会の要請に応えてこの制度の充実拡張を計ってゆきたいと考えており
ますので，認定事業者におかれましても，検査技術レベルの向上及び維持に一暦の努力をお願い致
しますとともに，C夏Wの活動に対しても尚一層の御支援を頂きますよう御願い申し上げます。
　非破壊検査業界には新しい技術の開発，情報化社会に対する対応などの技術面の問題，倫理の問
題，作業環境の厳しさから来る人員確保の間題など，関係者間で十分に協議・検討の上，解決して
ゆかなければならない間題点を多数抱えておられます。これらを解決してゆくためには，協会と認
定事業者が一体となって協力し，先頭に立ってリードしてゆくことが必要であると考えておりま
す。
　協会と致しましては，以前から申し上げておりますように，本制度の一屡の発展を計るために，
宮公庁を中心にしたユーザーに対する駐Rに力を入れる所存でありますが，「信頼性の高い検査は
劔w認定会社で」という社会的な認識を確固たるものにするための努力が不可欠なものであると
考えております。関係各社の一層の御努力と御協力をお願い致す次第であります。
！
�

αw通信（y鍛。豊99笠）
2．　安全管理と品質管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CIW運営委員会副委員長秋園幸一
　安全管理：『ハインリヅヒの法則』…ハインリッヒは事故50万件を統計的に調査し，類似した330
件の内，1件だけが死亡または重傷となり，29件が小さな事故ですみ，300件が無傷事故に終わっ
ていることを明らかにした。この事実は，一つの重大事故を防ぐためにはその背後に潜んでいる小
さな事故と，事故にならないような小さなトラブルの原因を究明し解決する必要があることを示し
ており，安全の大切な指針として『ハインリッヒの法則講として確立されている。例えば，ジャン
ボジ諜ット機事故のとぎにいわれたr煙草のヤ轟の付着」やr後部化粧室ドアの不具合」のような
一見とるに足らない些細な事実が，事故調査委員会のいうr小さな事故に潜む危険性』を示Lてお
り，交通標語にいう『ひゃっとしたあの瞬間を忘れるな。』であり，安全にいう『ヒヤリ・ハット』
である。事故や事故には至らない小さな故障例を集め，原因を徹底的に調査して対策を立てること
が大きな事故の防止に大切なことである。
　晶質管理」デミング・サー一クル（P−D−C−A）』…品質管理とは『デミング・サークル』を回すこ
とであるといわれている。C『検査』を合格・不合格の選別の手段としてだけに使うのではなく，
晶質管理の考え方として源流管理を志向し，不合格であればpr計画』／D　r製作』が不適切であった
証拠であり，不合格の原因を究明し解決してその結果を，P／DにArフィードバック』しなけれ
ば，不合格の再発防止はでぎない。勿論，検査結果は原因の究明と解決に役立つ情報を含んでいな
ければならない。また，不合格すれすれの合格（いわゆる合格欠陥）は，不合格の予備軍であるの
で，原因を究明し解決することこそ品質を向上させるために大切である。この意味で合格も不合格
も品質向上のための宝の山である。　不合格や不合格にならない小さな不具合例を集め，原因を徹
底的に究明して対策を立てることが不合格の防止に大切なことである。
　『安全管理書と『品質管理』…『ハインリッヒの法則』とrデミング・サークル』を下図のように
対比すると，両者の考え方は，不具合の原因を究明し解決し対策を立てることが安全や品質の向．と
・確保につながるという点で，全くと言って良いほどよく一致Lている。
ハインリツヒの法貝lj
（事故と不良）
＜安全管理＞　　　　　　　　〈品質管運＞
璽大事故
（死療又は震傷）
小さな事故　・
駕蕉
驚9件
無傷事故
（トラブル）
・不合格
　（致命欠陥）
不合格
　（大きな欠陥）
蕪』GlO件　　　不合格すれすれの合格
　　　　　（小さな欠陥…合格欠陥）
人間の問題
（事敏。不漫の防止）
＜安全管理〉
安全重視
安全　
二処置
　　　　　フ齪
　　　＜品質管理＞
　　　　品質重視
鐸＋園添品質貴任
設圃臨
　　回姦eck回・　　　品質阯磁保
噛i姦纏　　
人間の問題
2
�

劔W通儒（ヌ繊笠9綴〉
鵬．CXW認定制度の概嬰）
3．l　C夏W認定制度の目的
　�渇燒{溶接協会溶接検査認定委員会（Certiac＆tio簸£or　Inspctio漁・f　Welds，略称磁W）において
は，溶接部の非破壊試験・検査の技術的な向上，および主に検査会社などのこれら非破壊検査業務
を行う事業者の育成・充実を図ることにより，溶接構造物の安全性・信頼性の向上に貢献し，広く
産業界の要望に応えることを目的とし非破壊検査事業者の技術レベルの認定を行っている。非破壊
検査事業者を認定の対象としているのは，検査対象物に対する責任は検査技術者個人では到底負い
きれるものではなく，あくまで検査技術者が所属する事業者が総合的に責任を負うべぎであるとの
基本的な考えに基づくものである。
　上記の目的を達成するためには，まず事業者の所属する技術者の“溶接部の非破壊試験・検査に
関する技術力向上”が必要となる。
　従来から，�兼�本非破壊検査協会qSNDI）において放射線透過試験（RT），超音波探傷試験
（UT），磁粉探傷試験（MT），漫透探傷試験（PT），渦流探傷試験（ET），及びひずみ測定（SM）
の非破壊試験技術について個人資格認定業務が実施されている．しかし，JSN斑における資格取
得が溶接部の非破壊試験・検査にとっての必要十分条件かというと，そうではなく，むしろ必要条
件であると理解すべきである。溶接部の非破壊試験・検査の位置付けは‘6非破壊試験”と‘‘溶接”
の業際的な位置にあり，したがって，非破壊試験と同時に溶接についても十分な知識・経験を有し
てこそ，初めて適切な溶接部の非破壊試験・検査が遂行され得ると考えられるからである。
　さらに，非破壊検査とは合否判定を含むものであり，当然欠陥などについての判定基準が用意さ
れなければならないが，判定基準は溶接構造物の設計思想・概念によるところが大きい。たとえ
ば，疲れなどの動的荷重を受ける溶接部の非破壊検査における判定基準は，そうでない場合に比較
して厳しくなっている。
　このように溶接部の非破壊検査には，溶接構造物に対する設計思想・概念を理解Lておくことも
要求される。溶接構造物の健全性は設計・製作（溶接），非破壊検査という一連の工程を経て，初
めて確保されることを考えれば，溶接構造物の非破壊検査に従事する事業者および技術者が，非破
壊試験ばかりではなく，溶接，さらには溶接構造物の構造設計思想・概念についても十分な知識と
経験を有していることが望まれるのは当然のことといえる。非破壊検査事業者および所属する技術
者が，そういった観点から溶接構造物の非破壊検査を計画・実施でぎるようにすることが，CIW
認定制度の目的の一つでもある。
3．2C璽W認定制度の経緯・現状2）
　溶接構造物の非破壊試験・検査についての二一ズが昭和30年代に入って本格化したのに伴い，日
本溶接協会では，これら非破壊試験・検査の技術向上および検査会社の育成のために，放射線検査
委員会（R＆di・g膿p薮y　A欝pr・v＆1Co搬m撤ee，略称RAC）を発足させた。当時は技術者養成が急務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〜3　〜
�

c蓋w通信q鋤．溺重）
であったので，まず技術者資格制度を整え，昭和40年には検査会社のはじめての認定制度を発足さ
せた。
　…方，放射線透過試験以外の非破壊試験についても技術者の技術レベルが問題となってきたた
め，�兼�本非破壊検査協会においてr非破壊検査技術者技量認定規程」を，昭和騒年から個人資格
認定制度とLてスタートさせた。
　�兼�本破壊検査協会における個人資格認定制度の発足及び溶接部の非破壊検査にRTのほか，
UT，MT，繋丁等を併用することが多くなってきたこと等を背景に，日本溶接協会では昭和些5年に
RACを発展的に解消し，新たに溶接検査委員会（略称Ciw，C・mmi総60d徽spectl・n・f　We臨）
を発足せさた。CIW委員会ではRACの認定を継続しつつ新制度の審議を重ね，昭和48年にr非
破壊検査事業者技術認定規則および細足」を制定L，認定部門をRT，UT，MT／PT，及びSMの
盛部門に拡大した。昭和49年には，この制度による認定が行われ終社が認定された。認定事業者は
昭和52年までにig社に増加した。
　認定制度については，その後も審議が重ねられ，昭和52年に聞本溶接協会規則WES870H卯7
r溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基準」が制定され，事業者の種別がA種〜D種の4種別
に分類されることとなった。また，溶接検査委員会は昭和灘年に溶接検査認定委員会（略称C1W−
C磁量飴餓io登葵odn叩ecti。n。ギWe亜ds）と改称され，WES8フ0蓋による検査事業者の技術認定を推進す
ることになった。
　Ciw認定事業者も次第に増加し，昭和55年には29社にまでなった。この頃になると総合的な非
破壊検査技術の必要性から，技術者の資格を主任検査技術者，主任試験技術者，試験技術者とし，
認定部門もRT，UT，MT，PT，ET，並びにSMの6部門に拡大することとし，昭和55年にW齢
870蔓が改正された。また，平成2年婆月にはCiw認定事業者の底辺拡大等を目的としてWES
8フ0茎の改正が行われ，事業者の種別にE種が新設された。その結果，平成2年�S月1日現在で66
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表l　C互W認定事業者一覧（本社所在地）
綴w通儒（1蹴ほ鱒薫〉
　平成2年鐙月玉賑現在
会　　社　　名
種別
所　　在　　地
丁慰L
北海
��
札　幌　工　業　検　査
c
札幌市南区南35条西9惑85−9
o玉ト582−29瓢
道
北
日　本　電　極　製　造　��
D
札幌甫白石区菊水6条シ3一泌
0王ト8爺・一鴛6ま
康
溶
接　　検　　査　　��
P
宮城県多賀城市八幡2一絡穫0
022365−6鱗0
東
露　　本　　検　　査　　��
D
仙台市宮城野区慮花三碓一一宝
022−25食一7551
北
東
北　金　罵　検　査　��
鷺
八芦市沼鰍環3導
（）178一蔓争8522
段立エ　ン　ジニ　ア　リ　ン　グ��
A
茨城県撮立市幸町3戎臓
029争2憂一玉董鷲
�潟Vーエックスアール
A
千代田区岩本町3畷一5
（）3−3862−672三
日
本　工　業　検　査　��
A
川崎市絹崎区浅野町鍵
0蛋婆一366
一6000
日
本　非　破　壊　検　査　��
A
東窟都大田区大森北争←3
03−3761δ52三
鷺
本　超　音　波　試　験　��
A
横浜市緑区荏鐡2362
o鱒〜9簸一5ig1
石
川　鶴　検　査　計　測　��
A
爽京都贔韻区大井i−2ヨ3
03−3777−82簸
東
京　理　学　検　査　��
E
東窟都暴川区南大井6一鰺唄
Q3−3766一一鱒o笠
関
霞本検査コンサルタント��
β
川崎甫川崎区本町隻一5磁6
o婆蛋一2雛一欝1玉
康
��
検　査　サ　ー　ビ　ス
c
東京都港区蒔麻布重4−36尋絡
e3−3403−7569
成
田　計　量　検　査　��
c
千葉県印旛郡富里町七栄紛8−8
0婆76−92ぞ200
難
ア　イ
・シー　・テ　ィー��
c
横浜市磯子区杉霞委一蛋一25
o婆卜77蛋一380塞
��
．エ、　　　　　　ス　　　　　　　コ
c
横浜驚酋区平沼1惑噂
0蛋卜321一・io77
エンジニアリングサービス��
c
東恵都大照区大森北3一絡畷
03−3766−2懸5
本
検査エンジニヤジング��
D
横浜市港区綱島甑5一喚一瓠
0蔓卜5蕪略688
��
イ　　　ン　　テ　　　ッ　　ク
D
東京都中央区勝どぎを蝋3
03−35324斑5
地
キューシーコンサルタント��
D
横浜帯神奈紺区神奈剰2磁畦8
o婆卜磁王一魏鱗
日本エ　ッ　ク　ス線検査��
D
大田区羽田旭町2畷9
03−37婆5−2261
東
��
検　　査　　技　　研
D
川崎市川崎区大鶴上町27唾
0騒一355一昨2麺毫
区
ユ
ニ　　セ　　ッ　　ク　　��
D
横浜毒鶴見区鶴見中央蛋一三争9
（）婆卜503・一331三
��
茗　　和　　検　　査
D
千葉県八千代市上高野玉082
0委7蔓一85−83鱒
��
シ　　　　　ヤ　　　　ス　　　　　コ
D
横浜南港区新横瀕レ12峨2
0婆5−473−5賛○
第
検　　査　　��
D
東京都文窟区本郷34弓
03−38i8尋婆綴
��
富　士　検　査　工　業
E
横浜甫神奈捕区新戦3
G婆卜騒卜6＄62
茨
城　総　合　検　査　��
E
茨誠県那珂町後台3玉20弓5
0292−98−3261
�滑ﾖ東エンジニアリングS、
鷺
茨城県水戸甫力貸倉井660−3
0292う2−8870
新
北鷺本エヅクス線険査工業��
A
新潟市南紫竹玉受一終
025−286一蕪67
潟
新　潟　非　破　壊　検　査　��
　陸　非　破　壊　検　査　��
DD
新潟県頭蒲原郡巻町舟芦237
井市定正町6ま0受
0256−72−8236
）776−5δ一欝80
�o
北
富
山　　検　　奄　　��
D
富山毒上野新町54
076婆一3暮一｛）808
陸
東伸検査エンジ論アリング��
E
新潟市京王2略一玉2
02卜286−6687
東海
太
陽　　検　　査　　��
狂
愛知県弥窟町五脇奨10縫
0567−67−〇三88
非
破　　壊　　検　　査　　��
A
大阪市中央区北久宝寺町2−3略
06−262−2盛5ま
絹璽検査サー　ビス��
A
神芦市中央東川崎町3穫縫
078・一682略喚55
�梶@ア　イ　　・　エ　ム　　・　シ　ー
A
神戸市兵庫区駅前通5瑠一M
078−577−369王
��
ニ　　チ　　ゾ　　ウ　　テ　　ッ　　ク
A
大阪市此花区桜農1惑咳2
06一接6卜9600
関
段
本　検　査　工　業　��
B
大阪市北区天満窪一衝13
06−35を36蝋
関
��
大　　　　　　検
β
大阪蔚守口市暁町i5−1
06−9磁一7弼1
藤
神鋼検査サー　ビス��
C
高砂市荒井町新浜2弓ヨ
oフ9争蔓7−7253
極東：エ　ン　ジ　ニ　ア　リ　ン　グ��
c
大阪市淀川区爾中島蔓一12−1玉
06−30婆一e6瓢
��
日　本　工　業　試　験　駈
C
大阪帯福島区鷺州2一歪2一ま7
06453−722i
地
��
コ　　　　ー　　　　ケ　　　　ン
C
大阪市藤淀帽区歌島蓋峨蔓一22
06472弓5覆
キ
ユ　ー　エ　ー　技　硯　��
D
大阪市天王寺区上本町肝5一鍛
06−76i−570重
新
光　　検　　査　　��
D
明石市藤江辻之外王820惑
078−928確922
区
西
東
洋　検　査　工　業　��
D
和歌し髭備灘一12〜2喚
073窪一52−353玉
テ
ク　ニ　　ル＆夏．S．��
D
大阪布北区天神橋2略訟8
06−357−u93
中
央　　検　　査　　��
D
神戸市東灘区魚崎南町3−6一鍛
078−452−2菊玉
エースエンジニアリング��
D
大阪市大正区鶴町3穫畷7
06−552一一863三
5
工　検　サ　ー　ビ　ス　��
D
大阪市晒鼠土佐堀3畷畷8
06一磁5−6婆03
三協エンジニアリング��
D
大阪布福島区禰鶴7雁3−7
06453−53＄8
関
西　エ　ッ　ク　ス　線　��
A
広禽市繭区南観音を7遭0
G32−29卜2500
中
非
破　壊　検　査　工　業　��
B
広島南安佐南区祇園1罐0彗蓋一8
082一一875略000
菱
明　　技　　研　　��
c
広島市甑区観音新町を84
082−23蓋一i323
西
国
�且O造試験ゼ　ンタ　ー
D
岡由県玉野帯玉3一茎孤
0863−23−262婆
日
�葛ﾃ趨非破壊検査工業
E
下松市大字西豊井字開作露船曝
08334卜1688
縢圏
鷲
本　溶　接　検　査　��
C
丸亀市川茜町南8澱護
0877−28−5雪63
本
東　亜　非　破　壊　検　査　��
A
北九州薦八幡東区山王玉纏3畷5
093−66ト雛i5
地
九
新　日　本非破壊穣査��
A
北九州市小倉北区井堀婆一鴛畷3
093略7レ婆93隻
長
菱　　検　　査　　��
c
長崎市飽の浦町歪一奎
0鱒8−6釜一6086
区
計
測　　検　　壷　　��
D
北九州市八幡酋区陣原1遍略
09シ6感2−823笠
州
千　景
諜　破　壊　検　査　��
D
北九州市八幡西区陣原3−20一鍛
093−6婆2−9955
��
第　一　検　査　工　業
D
佐世保市早苗町529畷
0956−39一籍55
一5一
�

　劔w通僑（舞臨欝級）
社のqW認定事業春を数えるに至っている。表iに，平成2年10月1β現在における“W認定
事業者を一覧にして示す。また，図まにCIW認定事業者の本社及び出先機関の所在地を都道府県
別に示す。本社及び出先機関のない県があるものの，現在の交通機関の発達を考えれば，CIW認
定事業者がほぼ円本全国を網羅しているといってもよいであろろ。
呂．3αW認定基準概要3）
　非破壊検査事業者の技術認定は，溶接構造物の非破壊検査を行うことを業務とする事業者の技術
レベル認定資格であり，WES870i　r溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基準」3）に基づいて
行われる。
（1〉事業者の種別審査
　事業者の種別はA種，β種，C種，D種及びE種の5種類とし，検査部門数（RT，UT，MT，
PT，ETおよびSMの6部門），人員構成ならびに設備及び機器の規模により決定される。表2に
各種別における部門数および人員構成の基準を示す。
表2　各種別における部門数及び人員構成の基準
種別
検査部門数
人　　　　員　　　　構　　　　成
主任検査技術者
主任試験技術者
試験技術者
A種
5又は6
5名以上
絡名以上
該当検査
門に各
名以上
　該当検査部門の
主任試験技術者
　圭名につぎ2名
〜圭0名
β種
3又は婆
3名以上
8名以上
（〕種
2
i名以上
4名以上
D種
i
0名以上
2名
以上一
E種
i
0名以上
略以上　　�o1
（2）技術者の種類と内容
　技術老の種類およびその内容は表3のとおりである。
（＄）技術者の受験資格
　非破壊検査を業務とする検査事業者に直接雇用されている25才以上の技術職員に対して行う。そ
の受験資格を表盛に示す。
（尋〉技術者の試験の種類
　筆記試験（一次試験）と面接試験（二次試験）とがある。
（轟）技術者の資格の有効期間と更新
　技術者資格の有効期間は3年とし，資格の継続をする老は更新試験に合格しなければならない。
ただし，受験合格後3年目については書換えの手続きで資格を継続することができる。
（露）設備及び機器
　各検査部門における設備及び機器の基準を表5に示す。
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表3　技術考の種類及び内容
種　　　類
内　　　　　　　　　　　　容
�@　検査の計圃と実施（検査仕様書及び検査要領書の作成）
主任検査技術者
�A判定基準の決定
総合判定
�C検査報告書の作成
�@非破壊検査の実施
�A関連規格の解釈
�B作業基準の立案
主任試験技術者
�C試験技術者の指導
　装置使用上必要な校正
�E試験作業の実施
�F試験結果の解読及び等級分類並びに合沓判定
�G試験成績書の作成又は承認並びに非破壊検査報告書の作成
�@試験作業の実施
試験技術者
�A試験結果の解読及び等級分類
�B試験成績書の作成
表4　技術考の受験資格
技術者の種類
受　　験　　資　　格　　条　　件
主任検査技術者
�C　ND1特級資格の所有者
　C夏W主任試験技術者として2都門に登録している者
C置W主任試験技術者として1部門に登録し，かつWES8103（溶接技術
　者資格）による王級資格を所有している老
主任試験技術者
�C　NDB種資格の所有者
　なお，WES8701本文には明記されていないが，事業者の新規認定及び上位への事業者種別変更
の際に行う認定業務確認のための立会調査において，晶質保証・品質管理についての指導を行って
いる。品質保証・品質管理は企業認定の立場からすると必要不可欠と判断されるからである。
＜参考文献〉
i）　藤照　譲l　CIW認定の制度と活動，溶接技術，1989年10月，p、72
2）　仙田富男1溶接構造物の非破壊検査技術者について，溶接技術，ig83年10月，p．20
3）　鷺本溶接協会規格WES870H990格溶接構造物非破壊検査事業老等の技術種別基準が
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4．　qW認定制度の官公庁適用について
　C藁W認定制度が昭和鷺年にβ本溶接協会規格W麗87艦（溶接構造物非破壌検査事業者の技術
種別基準）として制定されて以来，以前にも増してオーナー，ファブリケータ，検査会社等より注
目される存在となった。特に建築鉄骨工事の分野では，早くからこの制度の適用について検討がな
され，昭和脇年には東京都，昭和6G年には住宅・都市整備公団の工事共通仕様書に記載されるに至
勇）た。
　また，近年においては，大手設計事務所やゼネコンの設計図書に鉄骨工事の溶接部の検査におい
て検査を実施する事業老はC璽WのUT部門の認定を取得していることが盛り込まれているケース
が多くなってきている。
　以下にr東京都建築工事標準仕様書」及びr住・都公団工事共通仕様書」のC夏W記載部分を抜
粋して示す。
◎東京都建築工事標準仕様書（別冊その二）
　第二編
　第5章　鉄骨工事
　第5節　溶接接合
　5．5．雄　溶接部の検査
　　　b．検査方法
　　　（3）内部欠陥　（i），（墨i），�梶C�R省略
　（v）内部欠陥の検査は，原則としてWES87倣（日本溶接協会）で認定を受けた事業者に所属す
　　る技術者によって行う。検査成績書には，検査技術者及び事業者の印を押して提出する。
◎住宅・都市整備公団工事共通仕様書
　建築編
　第7章　鉄骨工事
　第5節　溶接接合
　7．5．7　溶接部の検査
　　　突合わせ溶接部の検査　（翌），（2），（4），（5），（6）省略
　鋤　検査に従事する技術者は，�鞄�本非破壊検査協会で行う超音波探傷試験の1級又は2級の合
　　格者で，原則としてWES87艦（溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基難）に基づいて，
　　�兼�本溶接協会の認定（C亙W）を受けた事業者に所属するものとする。検査成績書には，検
　　査技術者及び事業者の印を押して提出する。
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簸．αW認定事業者のN瓢資格者数について
（1）はじめに
　磁W通儒Vo至．3No．董にて，盤W認定事業者に所属する技術者が�激ﾀ本非破壊検査協会（以下，
JSND夏と略す）の実施する非破壊検査技術者技量認定規定による資格（以下，ND1資格と略す）
をどの程度保有しているかの分析を掲載した。その結果，NDi資格保有数の観点からC蓋W認定事
業者が，検査会社以外の会社に対Lて，あるいは検査会社の中でどのような位置付けになっている
かを，ある程度明らかにすることがでぎた。今回は最新の情報（董990年婆月現在）に基づいて，同
様の分析結果を紹介する。ただし，前回資料では，NDI資格を蓋つでも保有する会社まで分析対
象としたが，今回についてはJSNDiのコンピュータ出力の関係上，ベスト3員社，17資格を保有す
る会社までを対象とした。しかし，全体の傾向や検査会社におけるC亙W認定事業者の位置付けは
それ程大ぎな差はないものと考えられる。なお，αw認定事業者は扮90年裕月垂日現在で66社を
数えているがJSNDi資料と合せるため難go年些月の認定事業者欝社について分析を行った。
（黛）購翼資格保有数別会社数
　会社ごとに保有しているN盤資格数を分析した結果を表1に示す。表中のND翼資格保有数は，
その会社に所属する技術者の所有するND夏資格数の合計であり，1人が複数の資格を所有してい
る場合については複数のカウントになっている。
　会社数から見ると，3員社の中に検査会社が憩0社，それ以外の会社（ミルメーカー，ファブリケ
ータ，団体等も含む）が2員社とな一）ている。検査会社の中でCiw認定を取得している会社はこ
の資料では勢社で，検査会社の鱈％であるが，資格数の多い検査会社ほどCiw認定事業者に属し
ている割合が高くな〆）ている。
（慕）ベスト鋭1社に見るC蓋W認定事業者の位置付1す
　全ND三資格の内訳を表2に示す。ベスト3U社のN鋭資格数は全資格数に対して60．護％の
％，力8である。3種技術者について見れば，全体の繊．0％の3，229資格がL位企業に所属する技術者
が所有している。また，ベスト斑笠社の資格のうち検査会社が所有する資格数はii，鱒7となりその
中でCiw認定事業者に所属する技術者が所有Lている資格は，8，863資格とな・）ている。
　i人当りの所有資格数については全体で1人当り1．7資格となる。ベスト31茎社を見ると全体で2．1
資格，検査会社以外の会社で墨．7資格，検査会社で3．0資格，C互W認定会社で3。i資格となっており
検査会社に所属する技術者がより多くの資格を所有していることが分かる。
　次に，図i及び2はベスト3碁社における検査会社並びに検査会社に対するC亙W認定事業者の
割合を円グラフで表Lたものである。図iで分かるとおり総数では，資格数が最も多い2種が検査
会社以外の技術者が取得Lているケースが多い関係で検査会社の占める割合は騒．婆％の1亙，鱒7資格
とな一）ているが，特級及び3種資格でばそれぞれ61．5％の67資格，留．3％の2，0乃資格となってい
る。このことから，試験結果の判定・評価の業務や2種及びi種技術者への指導等の業務がでぎる
上級技術者の多くは検査会社に所属していることが読み取れる。また図2については検査会社の中
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�

c夏w通儒（｝徽，欝綴〉
褒l　N腿資格保有数別会社数
（JSND三ig9（｝．蛋．1資料に．よる）
N瓢資格保有数
全体
検査会社以外の会社
検査会社
C互W認定会社
劔W認定会社／検査会社
鴛oo以上
000〜欝99
00〜999
（）o〜齢9
00〜玉99
5（）〜99
30〜蛋9
20〜29
玉7〜蓋9
郷．o％
�o　m
oo．o％
o．θ％
2．7％
．5％
5．o％
7．9％
2。5％
含　　　計
　��3i1
2鍛
薫oo
婆9
蛋9．o％
蓑2　N購資格別内訳
qSND亙　隻勢0．婆、玉資料による）
　ベスト3蓋董社　　io9　　3鷺9
　マ
1検査会社以外　1　麓
…検査創製6製
ii　clw　i66i
玉主54チ　　　　i2083
2075　　　　　go39
1837�o
6798
2種　　重種　1　　計
　　　　　　き
　　七　　一i
35絡0　・路06　1　強麗2資格
　　　　　　コ　
　
　　　　ミ
2笠呈22、董258i257茎8
　　　　　』．
　　　　茎032　1　茎絡11
　　　　欝傭
所有者人数
資格数／人
蕎格
2騒簸人
蓋．7
重236G
「
2i
士蕊万寸｝、1，
下3733『皿
セ聴．・
ヰ
2882　13．隻
でC豆W認定事業者が占める割合をグラフにLたものである。総数，特級，3種，2種及びi種の
それぞれの割合は77、7％，98．5％，88．5％，乃。2％及び7玉．7％となっておりその割合の高さが分か
る。表iで示したようにベスト3員社の中に検査会社はioO社ありC夏W認定事業者は給社と約半数
であるが，ND1資格については劔W認定事業者が大きな割合を占めていることが分かる。
（轟）UT部門における資格について
　最近，建築関係の鉄骨工事においてC亙W認定事業者の適用が義務付けられるケースが増えてい
る。前回の分析でも建築鉄骨部門において広く使われているUT部門の資格について集計を行っ
たが，今回も同様の分析を行う。
　まず，図3に2種及び3種の全ND夏資格（総数：39，096資格）におけるUT部門の割合を示す。
図からも分かるようにN鵬資格においてUT部門の所有する割合は％．至％と6部門あるうちで非
常に高い。また，図婆においてベスト3U社における検査会社が占める割合を示Lた。3種につい
ては半数以上の58．6％，696資格が検査会社に所属している。2種については他の産業の技術者が
取得しているケースが多く％．i％，2，0怨資格となっている。
　図5では，図婆に示した検査会社の中でCiw認定事業者がどのような割合を占めているかを示
す。UT部門で3種及び2種の総資格数は2，727資格となっている。そのうちの78．9％，2，室鷺資格
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膨検査会社
「「、検査会社以外
UT以外
25，38玉
64．9％
UT
！3，7董5
35．1％
図欝　3種及び2種のN鎌資格
　　全体（39，0鮪資格）に占
　　めるUT技術者数
　　3種（i，187）
　　図4
　　2種（6，i43）
ベスト綴重におけるUT3種及び2種技術老
に占める検査会社の割合
3種及び2種（2，727）
鑑外ii
ii織ili
「ニコC｛W以外
　　3種（696）
，，…，1麟i
瓢ll
2種（2，0鍵）
αW以外
4η
23．5％
i蕪1
図§　ベスト311における検査会社グ）UT技術老資格に占めるC蓋W認定事業者の割合
は認定事業者の所属になっている。特に，仕様書・要領書の作成及び試験結果の判定・評価のでぎ
る3種技術者は認定事業者の割合が696資格中597資格紡．8％を占めているし，2種技術者について
も2，0瓢資格中亙，5騒資格76．5％と高率になっている。このことから，UT部門について上位雄0社の
検査会社の中で，C夏W認定事業者の占める割合がいかに大きいかを理解できよう。
（轟）おわりに
　前回の同様な分析から2年半が経過した。その問，C亙W認定事業者数は39社から算社（鯵90年
些月i日現在）と増加している。
　前回における分析結果と今回の結果の比較は誌面の都合上，割愛させていただくがCIW認定事
業者の資格数や検査会社に占める割合は全て前回結果より上回った。今後，昨年雄月より認定が開
始された君種認定事業者を含めC蓋W認定事業者の増加が予想されるので今回の分析に見るような
数字はもっと色濃く出てくると思われる。
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購．　溶接検査事業者懇談会の活動状況
（1〉最近の活動
　溶接検査事業者懇談会（溶検懇）は，C亙W認定を取得Lた会社が互いの情報交換，懇親を深め
るために昭和57年紛月に設立された会で平成2年憩月1餌現在での会員数は，糾社を数えている。
活動としては全国を東門本，関西，西臼本の3ブρックの地区に分けそれぞれが地区懇談会を開催
し，春・秋の年2回は総会を開催Lている。
　本年秋の総会は，扮月29βに浜松の舘山寺温泉でrC茎W連絡会」が開催される前に，会員会社
の約80％の灘社52名が出席し，新規事業者9社の参加もあり盛大に執り行なわれた。総会の内容を
以下に紹介する。特に今回は検査業界では始めての事業者による倫理綱領が承認された。この倫理
綱領は，溶検懇でかねてからの懸案事項で今回総会で承認されたことにより，今後関連業界へ広く
P鼠するなど理解と協力を求めていくことになった。同綱領はこれまで各地区懇談会で討議を行っ
た上で同原案作成委員会が作成を急いでいたもので，ほぽ原案通り決定Lたものである。
　検査業界で初の事業者倫理を認めた同綱領は検査会社の立場を明確にし，検査業務の範闘，内容
を客先との間ではっぎりさせ，見識ある検査を実施するよう極めて明瞭に文面に表記し，検査会社
の社会的地位の向上に大ぎな役割を果たすものと信じている。
　倫理綱領については文末にその全文を掲載させていただく。
　また，総会終了後に東京都都市計画局　建築指導部　春原匡利氏に特別講演r建築における検査
について」をお願いL，講演終了後の質疑応答は活発な意見交換があった。
（譲）総会の内容
�@　春期総会以降の活動報告
　i）事務局を�潟Vーエックスアール本社内に置き，代表委員には松本委員が就任した。
　2）役員交替の挨拶のため磁W運営委員長への表敬訪問を実施した。
　3）地区別懇談会の報告（東日本地区　9月叢揖開催，関西地区　9月7日開催，西日本地区
　　9月7日開催）
　婆）　鋼構造ジャーナル掲載の不正検査間題への対応を説明。
　5）Ciw通信の編集委員に懇談会代表を3名派遣し，PRに活用でぎるよう検討している。ま
　　た，Ciw通信の送付先についても要望を提案している。
　6）　懇談会が要望した，シンボルマークがC｛W運営委員会より提示されていることを説明。
　7）　倫理綱領原案作成委員会（仮称）の設置について
�A今後の活動について
　i）C夏W案内（パンフレヅト）の再発行について運営委員会に要望する。
　2）　劔w通信の原稿等を編集委員会より要望されているので協力をする。
�B倫理綱領（案）の概略説明及び提案
　1）　委員長より主旨説明が次のようにあった。
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暇w通信（｝脇欝瓢）
　綱領を作成するきっかけは鉄骨工事における不正検査が指摘され盤W認定事業者も綱領という
広い意味での規制をしていかなければならないという考えからスタートした。また，倫理綱領は，
ひいてはC亙W認定事業者の利益確保に繋がるものと考える。
　倫理には技術倫理，営業的倫理など色々あると思われるが，この綱領は溶接検査を土台として鉄
骨検査がカバーできるものを作成した。この綱領を持つことにより，自らの襟を正し，不正検査な
どの発生前に我々同志で戒めることが必要であると考える。今回の綱領は最終のものではなく，こ
れをたたぎ台として年月を掛けて直Lていくものと考える。
　倫理綱領と共に内規（案）も作成しているが綱領を説明しているものと考えいただきたい、
　2）　以上の説明に対し質疑応答の後，承認された。
◎　倫理綱領（全文）
�鞄�本溶接協会（αW〉認定
　溶接検査事業者倫理綱領
C亙W認定検査事業者は，検査技術を研鐵しかつ道徳心の高揚1ご努め，以って正確・誠実・公正
な溶接検査業務を提供し，溶接構造物の安全性の確保に審与しなければならない。
　当会愚がすべからく独立した認定検奮事業者としての名誉逢守》，その命題を果たすため，ここ
に綱領を定めるものである。
亙．　轟会属は，「独立した認定検査事業番」として提供する業務の範購を明らかにし，常に轟該業
　務契約書を業務委託考と事前に取攣交わすこと。蜜た，当該委託契約が成立したのちに業務に
　着手すること。
豆．　当会貴は，委託契約の内容が婁託者の晶質管理業務の代行籏たは試験・検奮業務の場禽にあ
　っては，正確・誠輿を濤として業務を遂行し，業務委託者の公正な利益を損なわないよう努め
　ること。
猟．　漫会員は，委託契約の内容が第三者的な検査の場禽にあっては，正確・公正を醤として業務
　を遂行し，轟該業務に付随す斎r検査報告書」の作成・提出に際して，その技術的・道義的責
　任を負うこと。
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7．祝
辞
7．1非破壌検査事業者認定制度鱒周年に際して
東亜非破壊検査株式会社
　代表取締役社長中山祥市
　非破壊検査事業者認定制度の25周年を迎えるにあたり，心よりお祝いを申しあげます。非破壊検
査会社の社会的地位の向上に，大ぎく貢献してぎたこの認定制度の普及発展に，長年にわたって御
尽力いただいた関係者の皆様方に対し，厚く御礼申L上げます。
　、思い起こせばRAC時代より％年を経て，現在では認定事業者数も扮社になろうとする活況を穏
の当たりにし，この％年間の歳月が実に長くもあり，また一瞬のごとく短くも感じ鋭）れ，実に感慨
深いものがあります。来年は弊社にとりまして創業30周年の記念すべぎ年にあたりますが，私ども
もこの認定制度と共に歩んでまいったとの感を深くしております。また，c蓋wと言えば故仙田先
生というほど，切っても切り離せぬ印象が今なお鮮明です。当初より検査会社は斯くあるべぎとの
明確な方向付けをされ，多くの検査会社，及び，そこで働く幹部検査技術者が多かれ少なかれその
薫陶を受けた事は紛れもない事実であり，その足跡の偉大さにはいまさらながら敬服の念を禁じ得
蓑せん。私どもにおぎましても，認定事業者としての営業効果こそ，漸く手ごたえらLきものが感
じられるようになってぎたのはこの数年というのが率直なところでLようが，社員に対する主任技
術者資格制度に関Lましては，従来は有効期間が3年で更新者には再度新規取得が課せられるとい
う，資格の種類の多い当業界にあっても他に類の無い厳格なもので，常に高い技術レベルを維持す
るという点で多大の効果があったものと確信Lます。何事もタイトルを取得するよりも，それを維
持して行く方がはるかに困難であるとされていますが，複数部門の資格取得を奨励しております弊
社の場合には特にこの傾向が見受けられるようです。しかし，r継続は力なり」と言われますよう
に高い技術レベル魂）長続きしなければ価値が半減すると言うものでLよう。その意味からも仙田先
生の見識の確かさに改めて感服する次第です。
　現在では新体制グ）下，E種認定，及び，倫理綱領の制定等，より現実的な路線での新たな局面を
迎えており，本認定制度の今後益々の発展が期待されております。検査業界に対する社会の見る日
も従来と比べますと，より厳しいものが感じられるようになってぎております。このことは取りも
直さず当業界が社会的により広く認知されつつあることの証左であり，喜ばしい傾向と考えます。
　この変遷の時代を迎え，私どもとしまLても，A種認定事業者とLて恥ずかしくない会社内容を
維持L続けることが，取りも直さず会社発展の第一条件であることを肝に命じ題進する決意を新た
に．する次第です。
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7．黛　劔W認定制度発足器周年を祝して
　　　　　　　　　　　　　　　　�潟Vーエックスアール代表取締役社長中野　盛司
　C亙Wの認定制度がスター一トして驚周年を迎えられたこと心からお慶びを申し上げます。
　CIW認定第一号に認定されました私共�潟V…エヅクスアール（当時中国エックス線株式会社）
と致しましても，（）笈Wとともに歩んだ蔓半世紀の歴史を思い感無量でございます。
　C亙W認定制度発足当初を振り返ってみますと，確か昭和39年の秋頃だったと記憶してますが，
r放射線検査事業者の認定制度を発足させるので説明会に出席するように」との，目本溶接協会か
らの案内をいただぎまして，私が出席致しました、故木原溶接協会会長をはじめ故柴田，手塚，三
．ヒ，多田，石井，故仙田，松山の諸先生方より，検査会社十数社に対して放射線検査についての撮
影技術，検査員のモラル等，質的向、ヒを目的とした認定制度の必要性を説明されました。私は元来
写真館を経営しており，グラデーションの良いフイルムを作成する技術はスチー一ル写真もレントゲ
ン写真も同じであり，技術面に関して得ることはあまりないなと感じていましたが，検査会社の僑
用及び地位の向．ヒにつながるなら，大変結構な事だと考え，受験申請をし，昭和船年捻月に認定さ
れた次第です。認定証書授与式当ヨ，協会へ伺ったところ，検査会社の人は他に見あたらなく，前
記の諸先生方を前に唯…心人認定証書を頂きましたが，認定制度に賛同する同業者がいないことを非
常に残念に感じたことを覚えています。
　当時RACといわれていた放射線検査委員会では認定制度の普及に努められ，何度もその説明会
が開かれ，その都度，私も唯…社の認定会社として出席していましたが，同業の方からr認定を受
けて何のメリットがあるのか？　認定を受けていくら儲かったか？」というような質問が大部分で
した。「認定を受けて経済的効果を期待しない，といったら嘘になりますが，社員に誇りを持たせ
モラルグ）向上につながればそれで十分メリヅトはありますよ」また「認定会社が一一社だけでは経済
的メリットはありませんが，協定業者の数が増え協調して業界活動を行えば必然的に経営メ1�dト
が生まれてくると思います。是非認定を受けて下さい」と申し上げた思い出もあります。
　現在器年経過して磁W認定会社66社という隆盛さからみると，嘘のような話で，エヅクス線撮
影技術者の国家試験制度もN跳の技量認定制度もまだ発足していない頃に，検査会社の認定制度
が必要だと判断された，故木原会長をはじめ委員会の先生方の先見の明には全く敬服の至りです。
故木原先生には，非破壊検査振興協会の設立についてもご支援頂き，検振協が通産省から初めて補
助金を受けて事業を行った時も委員長にご就任頂いたり，検査業界発展に大変ご尽力頂きました。
　鼠ACからC夏Wへ，委員長も故柴則，三上，故仙田，藤懸先生へと代わられましたが，なかな
か認定会社が増えず，鷺本溶接協会にも重荷の時代もあったのではなかろうかと推察致しますが，
幾多の困難を乗り越え今縫の認定制度に育てられた先生方に心から感謝申し七げる次第です。
　今後磁W認定会社も益々増加するものと思われます。最近ではイタリア，フランス等でも検査
事業者の認定制度が論議されているようでありますが，検査事業者認定制度の先駆者である日本溶
接協会がリーダーシップを取られ，国際的に権威ある認定制度に発展することを切望してお祝いの
言葉とさせていただきます。
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7．灘　二十五周年によせて
　　　　　　　　　　　　　　　　　新日本非破壊検査株式会社生産本部長大和健男
　検査事業者認定二十五周年を迎え，関係者の…人といたLまLて，心より同慶にたえません。
　我社といたLまLても昭和瓠年度に溶接検査委員会（C繊魏sl繍・f亙卿磁i・簸麺Welds略称
C璽W）より認定事業者とLて認定され光栄に思っています。
　昨今の技術革新の肖まぐるしい変化と，あらゆる分野での多機能化，高度化，大型化の導入がヨ
常となり，二一ズの対応に息のつくいとまがないのが現状です。その上非破壊検牽の認識が世の中
に深く侵透L，必要性，重要性もますます大ぎくなっており，更には非破壊検査の担当分野にも
r試験♪r検査、1からr評価、レr診断」まで求められる二一ズに対Lて，どう答えていくのか今霞
は避けて通れない状況が生まれているのも事実だと思います。
　今更ここで述べるまでもなく，溶接協会は溶接の品質向とのみならず，溶接構造の信頼性や，品
質保証についてのあり方等に〆）きまして指導，助言の任務を帯びているものと思います。非破壊検
査は，これらの役割りのうち，評価，診断を行うべく，いわゆる情報収集分野を担当いたLており
ます。この担当分野につぎまして墨業界の指導的立場にあります。ますますその任務を十分発揮L
てもらえる機関とLて，より充実されていくことを願ってやみません。
　そのためには，非破壊検査企業体個々の自助努力によります技術力の研鑛，レベルアップの責務
は勿論でありますが，溶接協会としまして，NDT関係の独特の教育制度確立を図り，NDT業界
の技術者育成，水準向上に寄与できる魂）のを作って欲しいものです。
　周囲を見渡せば，探傷作業者中心の集団で，いわゆる技術力向Lの自助努力範闇にも，自から制
約をかかえている集団も敬見いたL蓑す。考えてみますれば，これらの人々（集団）もまぎれもな
く，非破壊検査を主たる目的とLております人々（集団）であり，業界を構成しております構成員
なのです。このような立場に対しても，いわゆる非破壊検査，それに関連する知識，技能，技術の
指導，移転をおこない，ひいては業界全体の水準向上に役立つと信ずるからです。
　最後になりましたが，近時（〕亙Wのシンボルマ…クの制定，倫理規定の策定，C亙W認定はA〜の
種までの種別に鉱種が増設され，非破壊検査業界も活気づき，現在66社の認定事業者に今後，加
入企業が増えることを希望L，Ciwの積極的な活動展開に大変心強く思っております。
　欲を申せば業界全体　　　　騨
のイメ〜ジ作り，イメ
ージアップ作戦と，若
い感性にもすぐとけい
る。いわゆる“活動
の業界版活動を期待L
てやみません。
鑑蕪
綾
認定証授与後の懇親会（昭和鱒年）
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劔脚通儒q蹴．黛麟〉
　　　　　　　　　　　　塵穣塗、」
葬破壊検査事業書の役割と
　　葬破壊検査技術の将来
　　　　　　　趨席欝
藤田　　譲氏
（欝本溶接協会会長・qW運営委暴会委羅長）
秋園幸一氏
（C醜試験，研究・教育委糞会委羅長）
丹波　　登氏
（発擁Di会長，前N財認定委貫長〉
松．本　一郎氏
（溶接検査事業者懇談会　代表委員〉
大嶋　正昭氏
（ユーザー代表　鹿島建設�梶j
《司禽》
大岡紀一氏
（αW運欝委員会　幹事〉
轟1
　αw（（）eゼ顧G謙iQ陰沁ゼ勧s眸ctめ雛o至We臨Sl溶接
検査認定委員会）は，臼本溶接協会の事業溝動
の中でも主要な柱の壌つであシノ，昭和憩年（唾9邸
年）驚月に認定事業者の第1号を認定してから，
器年を迎えるまでになりました。C牌は，嶺時
の放射線検査委員会（蹴C）から始翻ノ，徐々
に社会的にも認められてきましたが，今後C牌
の制度が果たしてどう発展していくか，また問
題点は何かといった「非破壊検査事業者の役割
と非破壊検査技術の将来誰について，大いに語
っていただき議した。
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αw遡信q鋤」鯵笠）
鱒欝の特徴は技術レベル
』の認定をしていること
菰覇会（大岡薦　楽ずはじめに，藤田先生から
協会の中の（〕亙Wの位置づけと，現状について
お話をしていただぎたいのですが。
髪藤鐙潮　ご存じのとおり，CiWは昭和鱒年か
らスタートしました。溶接協会は溶接全般にわ
たっていろいろ活動をLているわけですが，大
ぎく分けると，ヂ部会・委員会活動」「委託研究
活動」，それにCiwも含まれている「認定・
検定業務」の三本柱があります。その中で認定
・検定業務は，非常に重要な事業であると考え
ております。社団法人という公益的な立場を十
分に尊重して，国の代行機関のつもりで業界の
篇一一ズに応えていかなければならないと考えて
おります。
　その認定・検定の中もまた3つありまして，
蓋つが「溶接技術検定業務」ですね。これは溶
接作業をされる方の資格を証明しているわけで
す。
　もう叢つが「溶接技術者、1と言っております
が，溶接管理技術者の資格を認定しています。
　3番目に，今お話しの，非破壊検査をする事
業者に対Lて「事業者認定」を行うもの。
　これがC茎Wで，とくに禦世紀に向かって重
要になってくると思います。日本は製造業とい
うものを更に積極的に押し進めていかなければ
ならないことから，製造課程で溶接が行われる
以上は，その品質及び信頼性の確保やその他を
含めまLて製品の安全性の確保ということが社
会的に製造業者の責任になってまいります。そ
の背景という意味で，われわれは事業者の認定
ということを重要視Lております。
　そLて，ND夏（日本非破壊検査協会）の個人
の技術資格の認定と相侯って，日本の溶接構造
物の品質の確保ということに当た一）ているとい
うのが現状です。
　現在，非破壊検査業界というのは，おおよそ
300社程度あるというふうに言われております。
その中でCiwに入一）ていただいておりますの
は，至990年憩月葺鴛付でトヅプクラスの66社で
す．そして，その緬社の事業者の方々をA種
から盆，C，D，鷺種までの5種類の技術認定を
しているわけでございます。
　Ciwの特徴的なところはr技術レベルの認
定」をしていることで，実際に物をおつくりに
なる立場の方が，どの程度のレベルの非破壊検
査でこの製品は検査することが妥当であるかと
いう判断はされるので，CiwとLては，この
事業者はこういうレベルですよ，こういう技術
力がありますよということを認定しているわけ
です。
ζ司会繋　どうもありがとうございまLた。
C置Wが協会の中にどのように置かれているか
というのが明確になったと思うんですけれど
も，秋園先生，現在の試験，研究・教育委員会
はどのように行われているんですか。
門
　　試験は毎年
　　前期・後期と分けて黛回実施
ζ秋園欝試験はもちろん認定と絡むわけでし
て，種類とLてはr主任検査技術者」と「主任
試験技術者」の2種類ございまして，それに応
じて試験をやっております。そのほかに「試験
技術者．1というのがありまして，N鎌の資格を
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持一）ておりますと，登録できます。
　試験のほうは毎年前期・後期というふうに分
けて，2回行っております。その試験に合格し
た技術老の数をそれぞれの種別の人員構成に照
合して，それを満足する場合r業務確認」とい
うことで現地調査を行い，娑月叢βと鎗月i霞
付けで認定しております。
　試験は亙次試験と2次試験に分かれておりま
して，藁次試験は筆記試験。これは溶接に関す
る闘題と溶接構造物，溶接部の非破壊検査に関
するそれぞれの技術部門の問題になっています。
至次試験が合格すると2次試験ということで，
面接を行っています。
　…方，品質管理と品質保証ということが非常
に大切なので，そういうことにも重点を置い
て，テキストの改訂を行一）ております。
ζ司会欝　それでは，丹羽先生，N蹴の立場か
ら，認定のアウトラインをお話しいただきたい
んですが。
護丹羽驚先ほどからお話がございますように
N藪ではCIWの認定のもとになっている「個
人の技量認定」を，劔Wとほぼ同じ時期から
始めており蚕す。
　大きく分けまして3種，2種，玉種のレベル
がございます。昔は逆に至級，2級，3級と言
ってたんですけれども，国際化の時代で外国の
システムに習って一番上が3種，それから2種，
玉種というふうに最近変えました。
　それから，技術分野につぎまLては，放射線
透過検査（RT），超音波検査（UT），磁気検
査（MT），浸透検査（PT），電磁誘導検査
億丁），ひずみ測定（＄M）の6種類をやってお
ります。
傷ぎ
　　　　　丹羽　　登氏
　（元灘》夏会長，前灘叢認定委羅長）
N更）1ではC夏Wグ）認定のもとになっている個人の技
量認定を（〕亙Wとほぼ同じ時期から始めており，大
ぎく分けて3種，2種，玉種のレベルがあります。
　非常に大ざっばな数字で申し上げますと，3
種が約婆，000人，2種が3万5，000人，蓋種が約
婆，000人，それに「特級」と申しまして，6つ
の技術分野を含めてそれが全部わかっている人
という資格がございます。それはたったの鍛O
人なんですけれども，それを合わせますと，み
んなで婆万3，000人います。
　しかし「人」というと，ちょっと正確じゃご
ざいません。といいますのは，玉人でライセン
スカードを何枚も持っている人がいるので，今
申し上げました垂万3，000人に対して，実際の
人数で言うと2万6，000人（欝90年盛月現在），
発行され「ている有効な登録者カードの数でいく
と慈万3，000という数字でございます。
　換算しますと，薫人当たり平均i．γ枚のライ
センスを持っているということになります。こ
れは，外国に比べますと割含と多い。どうもこ
の辺は，日本は非破壊検査会社が多いからi人
でいろんなことをやらなきゃいけないことに起
因していると考えられます。
　試験は，春と秋と2回やって，多いときは鋒
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本中の試験場の数で扮都市ぐらいでしたけれど
も，昨年は8都市でした。去年のデータが重万
i，000人ぐらい，年2回ですから，i回に5，000
人ぐらいの受験者がおります。
【
　　溶接検登事業者懇談会の
　　活動内容
糊会鵬それでは，今野1は，CIW認定事業者
の代表として松本さんをお呼びしておりますの
で，現在，事業者懇談会としてはどのような活
動をされているか，お話Lいただぎたいと思い
ます。
蟹松本蟷　私どもは当初，事業者間の交流，自主
運営による相互情報交換と技術の研鑛，認定事
業者全体の自覚と地位向ヒを目的とするという
ことで，r検査事業者連絡会」ということで発
足いたしました。ところが，8年ほど前から
r連絡会」ではというので，名称を変更いたL
まして，現在は「溶接検査事業者懇談会、1とい
う名称で今日に至一）ております。
　当初は20数社でしたが，3年ほど前から東京
都知事の「鋼構造物第三者検査事業者」という
ことで，第i条件にC璽Wの認定を受けていな
ければならなくなり，それを契機に急速に会員
数が増えてぎまLた。また，昨年沁月よりr載
種認定」がでぎまLて，今は磁社で構成してお
ります。
　以前は，RTの認定を受けている会社が非常
に多かったんですけれども，最近でぱ，東京都
知事の指定の影響だと思われるんですが，UT
の認定が増えてまいりました。現在では，RT
が％社，UTが欝社というふうに逆転していま
す。とくに，建築関係で大手の設計事務所と
、貯燃
ぽ
　　　　　松本　…郎氏
　　（1容壽妾穿黄査蒙1業者懇談会　代蓑1委舞護）
私どもは当初，蓋業者間の交流，自主運営による相
互情報交換と技術の醗鐙，認定事業者全体の自覚と
地位向上を轡的とするということで発足いたしまし
た。
か，大手ゼネ雛ンの先生方からも，C亙Wの認
定を受けていなければならないよ，ということ
がありまLて，このところ非常にUTが増え
ています。
　そんなことで，ここ3年ほど会員数も急速に
増えてまいりました。そこで，いろいろな会員
の声を吸収しようということで，東日本地区と
関西地区と西日本地区に，個々に懇談会を開い
ております。
【
　　今やUTは
　　欝宅建築にも使われている
L
藍司会譲　それでは，建築鉄骨におけるゼネコン
の立場ということで，大嶋さん，いかがです
か。
叢大嶋蒲今日はCIWについて建設業界という
ユーザーの立場から話させていただぎたいと思
います。
　建築業界で非破壊検査を使うというのは，昭
和鱒年ぐらいから始まったと思うんですけれど
も，建築の中で使われているというのは，建築
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鉄骨の溶接部，つまり柱や梁の溶接の検査をど
うするかということで，UTが当然の話として
使われています。
　建築というのは，凄年〜5年前までは年間需
要簿0万トン〜800万トンという話がされていた
んですが，ここi年位は蓋，200万トンという話
があります。とくに大型物件が多くなってぎて
おり，場合によってはi，500万トンにもなりか
ねないという状況です。
　UTを溶接部の品質のチェヅクに使うという
ことは，超高層はもちろんですけれども，自宅
なんかを造るとぎなんかの非常に小さな鉄骨に
も普及しております。全構連（全国鐵構工業連
合会）など，ファブリケータの団体でも，非常
に積極的にやっております。
　具体的な話になりますと，臓本の建築はβ本
建築学会のr建築工事標準仕様書lJASS」と
いうのがあって，ほとんどそれにのっとって管
理されて造られています。例えばコンクリート
のこともあるし，鉄骨工事もJAssの6番にあ
ります。その中で溶接の検査は，UTでやりな
さいということが指示されています。
　UTの基本知識は当然なんだけれども，建築
の鉄骨のこと，それから今言ったr建築の検査
基準」ですね，二れを知らなぎゃいけないよ，
ということが非常に明確に書いてあるわけです
ね。しかし，UTが非常に多く使われている反
面，ひずみも出てきているのではないかと思い
ます。
1もしも一つたら
岡会鷺C亙W資格が個人の家を建てるときで
も使われるようになると，相当な数になると思
うんですが，ひとつここでドラスティックに，
もしもC夏Wがなかったらどうなるか，端的な
ご意見をいかがでしょうか。
ζ松本襲現状では，劔Wの認定を受けていな
ければいけないというのは建築分野に限ります
が，やはり化学会社にせよ，電力会社にせよ，
石油会社はとくにそうですけれども，C夏Wの
認定を受けているということは，事業者の認定
を受けているわけで，それだけ主任検査技術者
とか，主任試験技術者がいるわけですから，総
合チェヅクがでぎるという面で個人の認定とは
大変な違いがあると思います。
瓢司会灘　大嶋さんにiつお聞きしたいんです
が，建築物の大型化への対応については，いか
がですか。
瓢大嶋繋　はっきり言って，建築分野の鉄骨を知
一）ているかというと，N鎌の資格を持ってい
る人が全構連のUT試験を受けてもほとんど
受からないんですよ。
　鉄骨の検査は先ほど言いました建築学会の基
準に禽っているかどうかということが，まず笈
つですね。別にC夏Wの人間に頼んでいるわけ
じゃないんですね。全構連の資格者が何人いる
かで頼んでいるのであ一）て，そういう意味では
劔Wをわれわれは，ほとんど認識していない。
こんなことを言っちゃ・）て失礼かもしれません
が…。
　私の会社なんかでは，いろんなところが中小
の検査会社に仕事を出したりするので，検査会
社全部を評価する調査をしているわけですね。
調査をして，例えぱその会社自体の技術者が，
建築のことを十分知っているかどうかなんです
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ね。知っている技師が何人いるかとか，それか
ら，会社自体の品質管理，報告書に対する品質
保証をどういうふうに考えているのかとか，経
営者を含めてですね。そういうことを調査す
る。
　そういうようなことを考えたとぎに，C1W
の
…番基本となる技術者の間題と，それから
ΩICといいますか，会社自体の管理をどういう
ふうにしていくのかを，もう少Lわれわれユー
ザー一彰こ明快にわかるようになるとありがたいと
思うんです。
　ただ，Ciwというのは全部鉄骨だけじゃな
いと思いますので，その辺はいろいろあるんじ
ゃないですか。
ζ司会翼　そこがiつポイントだと思いますね。
【
　　αWは共通部分である溶接部
　　を抜き出して認定している
叢藤灘瀦　非常に結構なご意見で，私どもが考え
ているところと
敦してるんです。
　というのは，やはり重要なのは信頼性で，建
築で言えぼ安全な構造物をつくるためにはr設
計j　r製作j　r検査」，この3つの工程がしっか
りしていなければいけません。
　C亙Wの立場としては，あくまでもこれは
C璽Wの「Wjは溶接部ですから，溶接された
構造物の信頼性あるいは安全性というものを確
保するための溶接部の検査という立場に立って
います。
　ですから，Ciwの認定を得るためには非破
壊検査の，例えばUTだけの技術を持ってい
たのでは通らないようになってるんです。溶接
の基礎知識，溶接とばどういうものであって，
どうい弓溶接をするとどういう欠陥が出て，そ
の欠陥があるとどういうふうに強度を弱めるか
というような，要するに溶接の墓本に関する知
識がないと受からないようになっています。
　それからも肩つは，設計という立場に立つ
と，例えば建築業界，造船，自動車，つく一）て
いる物がみんな違う。そこで使われている溶接
の種類も違うし，また溶接に対する欠陥のシビ
アさも違うわけです。そうすると，それらを全
部包含したような知識まで要求するとなると，
非常に膨大で難Lいことになるわけです。
　そこで，C夏Wとしては，その全部の共通部
分であるr溶接部」を抜ぎ出して，溶接部に対
する基礎知識は持っていないと通らないように
な一）ているわけです。
　ですから，CIWの認定を取得された事業者
の方は，溶接そのものに関Lては十分な知識が
あって，それを検査する技術がある。そういう
ふうに考えていただぎたいわけです。
　ある特定の建築，鉄骨ということになってく
ると，それはある意昧ではプラスアルファとい
う形で，どこかで追加するなり，全構連はそう
いうことをやっていただいているのだと思いま
す。
監秋園薗　大体そうですね。
ζ蘇瑠　ですから，C夏Wを塵ったく認識しな
いとおっしゃられると，はなぱだ困惑するので，
C璽Wで溶接に関する基礎知識は全部持ってい
ただいて，その
Lでプラスアルファの何らかの
基準，これが「JASS　創というものではない
のかと思います。
　ですから，個人に関わる基礎技術のようなも
のはN狐にお任せして，溶接プ韓パーに関す
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るものはC互Wにお任せいただいて，建築関係
では，特別なものについてやっていただくよう
に，分業システムというのが非常に好ましいの
ではないかと考えております。
　われわれC夏W側も，もう少しよくPRして，
盤Wがいかに溶接技術のことに重点をおいて
いるか，これが溶接協会でやっているゆえんで
もあるわけですから，そういう点をご認識いた
だければありがたい。
瓢司会】非常に貴重なご意見だと思うんです
ね。といいますのは，やはりC夏Wを積極的に
使っていただいているのが，現在，東京都の
「建築工事標準仕様書」であるとか「住宅都市
整備公団」とか，限られたところですが，実際
に使っている立場からこういう要求があるとい
うのは，やはり協会，C夏W側でも受けとめて，
先生のおっしゃ一）ているようなこともユ…ザー
にわかっていただけるような欝Rも，確かに必
彦夢藻
　　　　　大岡　紀一氏
　　　　（“w運営委員会幹事）
C夏Wを積極的に使っていただいてるのが現在，東
京都の建築工事標準仕様書であるとか，住宅都市整
備公認ですね。
要でしょうね。丹羽先生かがでしょうか。
門
　　分業システムで
　　専門知識は専門業種で教育を
蜜丹羽難　今，藤田会長が言われましたのと同じ
ような論法を，ND亙の側からもちょっと言わ
せていただぎます。
　大嶋さんがND亙の検査資格を持ってぎても，
鉄骨の検査は何もできない，知らないじゃない
かと言われますけれども，それは溶接と鉄骨と
の関係とまったく同じように，NDIは非破壊
検査の全般的なことを試験しております。
　だから，溶接のことはそれぞれのところで勉
強してくださいということになっています。
【大嶋薫　それは，綿0絡みの話もありますし，
私たちも十分わかっておりますし，全構連のほ
うもN研の資格を基本として，それの上に立
つものということを考えております。
ζ藤田隠　ただ，私は筋論といいますか，システ
ム論といいますか，そういうことで制度上そう
申し上げたんです。
　しかし，建築関係の方から要求があれば，鉄
骨と同じようなタイプの継ぎ手であるとか，そ
ういう教育も多少はCIWの中に取り込んでゆ
くという態度が大切でLようね。
瓢秋園藁　現在，ND夏としてもやはり重点はr溶
接部」にあると思うんですね。それから，
C｛Wは「そのものずばり溶接」と，それから
全構連は「鉄骨そのものずば切ということに
3つに分かれるんですけれども，3つが互いに
少しずつ手を伸ばして連結をやっているように
思うんです。その辺の連結がスムーズに合理的
にうまくいけばいいんじゃないかと思います。
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　全構連の試験というのは，実物を持ってぎて
大変な試験ですよね。その受験資格になってい
るのがND1のUTの資格ということで，その
辺の意味では，CIWの資格は受験資格に入っ
てないわけですね。
　ですから，その辺がちょっと中途半端な感じ
ですが。溶接に関しては一生懸命やってるんで
すけれども，建築鉄骨そのものずぱりとなりま
すと，ちょっと弱いかも知れませんね。
　C三Wでは，主任検査技術者の試験内容は溶
接概論一これは当然ですが，それと溶接構造
物の検査になっているわけです。それから，主
任試験技術老のほうは，溶接概論と溶接部の非
破壊検査ですが，溶接構造物の検査のほうへも
若干は踏み込んでおります。
【藤剛　やはリニーズの問題ですね。
瓢司会講　二一ズが多ければ多少そっちの方向へ
問題を向けていくというような，そういう配慮
が必要だと思いますね。
1…理・晶質保…題
瓢司会遡　ところで，CIWの資格はNDIの資格
がベースになっており，1SOの国際化からする
と，i種，2種，3種というのがあって，特級
というのが実はISOにはないんです。しかし，
Ciwでは特級が主任検査技術者の受験資格に
なっており，非常に関係のある資格になってい
るわけです。
　その辺でちょっと，ご意見をいただぎたいと
思うんですが。
監秋園議　主任検査技術者というのは，「品質管
理」それから「品質保証」というようなこと目
餉繍
　　　　　秋園幸一氏　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i　　（C置W試験，研究・教育委員会委翼長）　　　i
l今の公醗綱べ引こ駄る躍うんですが，や
L鑑鍬墾勉懲∋的劉
指Lておりまして，特級の穏標も，主任検査技
術者の目標とするところと非常に合致するんじ
ゃないかと思うわけですね。
【司会澱　先ほど，特級の資格者は実際に120入，
これに対してCiwに66人が所属しており，
55％一一6割近くがCIWに関係しているとい
うことになりますね。すると，特級の位置付け
というのはC亙Wにとっては大事なものになっ
ていると思うんですが，丹羽先生，いかがです
か。
【丹羽】　非常にいい制度ですから，特級はぜひ
残しておいた嫌うがいいと思いますね。β本全
体としていいということと，それから今たまた
まCIWの話ですけれども，大変役に立ってい
るQ
　外国でないというのは，まったく嘘なんで，
たまたま蔦○のシステムでないだけなんです。
外国でも本気で認定システムをやろうと考えた
人たちは，特級，つ憲り全体をよく知っている
人という技術分野・レベルが必要であると、思っ
ているようです。
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【司会】　非破壊検査技術者の技量認定に関し
て，現在，爲0のD蔦の段階で投票が行われ，
賛成の結果が得られておりません。
麟
　　これからの
　　αWの取り組み方
【司会】それでは，C粟Wの資格の問題から少
し離れまして，藤田先生がおっしゃっておりま
した柱の1つでr部会・委員会活動」をCIW
の技術の中に取り込んでゆけば，大型化あるい
は先端技術，新素材などの技術への利用の面
で，かなり参考になると思いますがいかがでし
ょうか。
【秋園】畷W自身の手で研究を進めるという
ことは，経費の面とか，なかなか難しい問題が
あると思うんです。ただ，劔Wのメンバーの
方はすべてそういうことに携わっておられます
ので，先ほど申しました試験，それから研修会
などに十分取り入れられております。
【司会】　そういう論一ズがあった場合に，それ
に関していろいろサジェスションしたり，コメ
ントしたり，あるいはそれを取り入れたりでき
る陣容は一一Q
【秋園】CIWは持っております。
【藤田】私個人でもそう思っているんですけれ
ども，CIWの組織を拡充するといいますか，
委員を含めて人数の増強，各大学の先生方のご
協力をいただくような動きを，今しつつあると
ころです。
　CIWがもう少し成長して，せめて私の希望
である鶯0社を超すようになれば，実現可能で
しょうが、とりあえずは，協会内に研究委員会
というものがござい竃すし，新素材などもやっ
ていますから，そういうところにメンバー一の方
が入っていただくなりして，新しい技術に対す
る非破壊検査方法というものについての勉強を
して行かなければならない，と思っておりま
す。
1質を伴・一一たい
【司会】　150社という数の話がでましたけれど，
事業者がたくさんあると，ユーザーが頼むにも
セレクションがいろいろしやすいということは
ありますか。
【大嶋】　発注者のサイドから見ると，検査会社
は非常に限られてくるんですね。数にすれば憩
社とか，そんなもんだと思いますね。通常，わ
れわれが頼んでいるのは。
　そういう意味では，数が増えることがさっき
から言っているようなものの解決にはあんまり
ならないんじゃないかなという気がし窟す。
【司会】　直接はですか。
【大嶋】直接はですね。ユーザーの立場からし
てみれば一一Q
　大手の建築会社は皆同じだと思います。ただ
し，大手ゼネコンがやっている量と言ったっ
て，せいぜい全体の数％なんですね。大手5社
合わせてもi割ぐらいなんですよ。
　ですから，その他の9割は，どこか他がやっ
ているわけです。その他の9割でも最近は
UTをやっていますから。そういう意味では非
常に重要だと思います。しかし，われわれのレ
ベルではなかなか実際には直接携わることは少
な�d・と、思し・ます。
【藤田】　私が数を増やしたいというのはr質を
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伴った数を」ということですね。非破壊検査業
界は，現在のところ企業としてもうひとつスケ
ールが小さいわけです。これが将来変わってい
かなぎゃいけないんじゃないかと思うんです。
　というのは，非破壊検査ということが非常に
大事であるということが認知されれば，非破壊
検査業務ということに対する評価も上がるわけ
ですし，非破壊検査会社がそれなりの収益を上
げることができるようになってきて，非破壊検
査会社そのものも規模が大きくなり，中に抱え
ている人も立派になり，そういう方向に行くの
が瓢世紀に向かっての非破壊検査業界の向かう
べぎ方向ではないかと、思うんです。
　そういう意味で，数も増やL，質も上げる，
技術レベルも上げる。そういうことが今後，松
本さんあたりにぜひ協会としてお願いしたいこ
とだと思うんですが。
【
　　底辺のレベルアップと
　　倫理綱領の問題
ζ濁会灘　底辺のレベルアップ，質，それから
数，藤溺先生がおっしゃいましたように，それ
を上げる過程でいろいろ間題が起ぎてくるよう
なことになっては，いけないわけですね。
　最近，「倫理」ということが持ち上がってい
ますが，松本さんの方の懇談会では，どのよう
に考えておられるんですか。
ζ松本灘　私ども，以前から倫理綱領を作らなぎ
ゃいけないということで，いろいろ話し合って
まいりました。昨年の春，東京都の千代田区
で，鉄骨検査で検査会社の不正が発見された事
件が発生いたしまして。検査会社と申しまして
も，何百人の会社から1人の会社もあるわけで
すが，i人の会社が何か問題を起こLても，や
はり検査会社がと言われるわけですね。
　そういうことで，倫理綱領の作成を急がなぎ
ゃいけないということで，昨年の春から倫理綱
領作成委員会というのをつくりまして，10月29
日の総会で承認されました。これから，私ども
はその倫理綱領に従って，認定会社として恥ず
かしくないような仕事をや一）ていぎたいという
ところでございます。
髪司会薫個人資格を与えているほうの立場で
は，丹羽先生，いかがですか。
【丹羽麟今言われたちょっとまずかった事件が
最近もあったし，前にもあったんです。事件の
経過を聞いてみますと，個人に対する倫理規
程，これはND蓋の中にも…応あり襲すけれど
も，個人に対する倫理規程よりも，その個人が
会社の中で何かやっているとぎに，会社の上か
らの圧力でまずいことをせざるを得なくなるな
ど，経済的なことは別としても，納期の点と
か，いろいろまずくなることが起ぎる。大抵の
場合は，そのようですね。
　ですから，どうも倫理規程というのは，個人
に対してアプライすることも当然必要ですけれ
ども，それにも増Lて事業者といいますか，会
社に対する倫理規程をもっとはっぎりさせるべ
ぎじゃないかということを痛感LておりまL
た。それは，松本さんの億うにお願いすると同
時に，C夏Wのほうにもお願いしたいという気
はいたしますね。
ζ秋園蒲　ファブリケータにも検査会社にも零細
があり，その辺で起こった特殊な問題のような
気もするわけです。しかし，これを特殊とば・）
かり言っておったんでは具合いが悪いので，要
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　　　　　藤田　　譲氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
　（日本溶接協会会長・αW運営委轟会委貴長〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　i
検査会融拡充して財ベルを上げると購磁も1
増やして，建築鉄骨分野にも手が回るような体制に　　1
もって行きたいですね。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
」
するに底辺のレベルアヅプが必要なわけです。
　これは品質管理，品質保証であり，検査の間
題になるわけで，その辺の考え方ですね。とく
に，検査会社にとっては検査会社自身の非破壊
検査の晶質管理，非破壊検査を晶質保証すると
いう問題と，今のお話のように，ある会社から
検査員が派遣され，ユーザーの会社で検査をし
て，そのユーザーの製品の品質管理，晶質保証
に携わることもあります。
　また，ファブリケータやメー一カーから頼まれ
て第三者検査として検査を行う。この辺の区別
が明確でないようなところも，今回の問題の1
つの原因ではないかと思っているわけです。
　C亙Wのほうも業務監査，現地審査のときに
晶質管理，品質保証についてフォーマットを作
りまして，それで審査をする。
　現状ではまだまだ，指導とい5ような形じゃ
ないかと思います。それからハードの面の制度
の面もはっきりさせるというようなことで，検
査の品質管理・品質保証をCIWでも推進Lな
ぎゃいけないと思っております。
【松本薫私どもの検査事業者では，通常，
NDIの資格があれば，検査はできると思われ
ているわけです。ND夏の資格は，非破壊検査
の基礎知識と基本手順ですね。それがでぎれば
合格するわけです。
　私どもに社員が入社して，NDIの資格を取
得しますと，一応は検査の技術者として祉内的
に認知はするんですけれども，溶接の構造物，
溶接について知識がないわけですね。その点
で，できる限り溶接技術老i級とか，2級資格
とかを受験させるわけです。
　ところが，溶接構造物もいろいろあって，そ
の点でND夏と溶接協会の資格を取得していて
も建築分野の資格なると，検査会社の人が落ち
ちゃうというような面が出てくるわけですね。
【藤照灘　検査会社を拡充して，レベルを上げる
と同時に数も増やして，建築鉄骨分野にも手が
回るような体制にもって行きたいし，そういう
体制になって行くのが一番望ましいんですね。
【松本】　溶接協会にお願いしたいんですが，検
査事業者懇談会に加入している会社の大半が，
先ほど申しましたように，UTの認定会社なん
ですね。UTで社会的，公的に認知されている
のは，東京都と，住宅公団と，ほとんど建築の
鉄骨分野だけなんです。
　ところが，私どもを認定していただく運営委
員会とか，認定委員会とか，試験委員会の中
に，建築の先生がi人もいらっしゃらないんで
すよ。ぜひ，この業界から……。
【藤田】　そういうこ．とも含め，組織を拡充した
いと申し上げているわけです。
瓢松本灘　それから，検査会社の仕事として石油
・化学プラントのメンテナンスが非常に多いわ
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けです。そちらの分野からの委員参加もご考慮
戴ければ幸いです
【藤田】そういうご意見は前々から戴いており
まして，その方向も検討しているところです。
1…一一一
【司会】　いろいろなご意見が出ておりますが，
やはりCIWをいろいろな面で利用していただ
くという意味では今後，仕様書にRTとか，
MT，PTなどを入れるとか，そういうのが増え
ていかない限りは1，何かUTばっかりに．偏る
ような感じがしますね。
　松本さんのおっLやった石油化学タンクが増
えてくるところでは，UT以外のMT，PTあ
るいはRTの要求というのはどんなものなん
でしょうか。
監松本】やはり，新設されるとぎにはRTが
非常に多いわけですけれども。
監司会】1SIとしてやる場合は一…・。
K松本】　メγテナンスとなってきますと，どう
してもUTが多くなってくるわけですね。ま
た，最近ではMTとかPTとか目視，とくに
私どもでは目視が一番大事でございまして…
NO
【濁会聾CIWのほうでは，テキストにも外観
検査を取り上げ，大きなウエートを置いている
と思うんですが。
ζ秋園】大ぎなウエートでテキストの中に目視
関係のことが入っています。それは，ご承知の
ように，MT，PTも最終的には目視ということ
で判定しますので。
【湖会難　UTの話に限定しますと，原子力プラ
ントでも，薫劔はUTがメイソなんですが，
UTだけでは種類とか形状というのが判断しに
くいこともあるので，RTをアディシ灘ナルに
やって，その裏付けデータとするという考え方
もあるのですが。そういう意味で，いろんな現
場でユー一ザーの立場を考えますと，UTだけで
いけるものなんでしょうか。
【大嶋】そうですね。現実に建築の場合には
丁継ぎ手といいますか，丁型をした継ぎ手が非
常に多いもんですからね。それにはRTはな
かなか難しいわけです。
【司会】継ぎ手形状や設計に関係することなん
ですが，場合によっては，放射線透過試験をし
やすい継ぎ手の設計をするという方法もありま
すね。鉄骨の場合には数が多いですから，これ
は非常に無理な話なんですけれども，原子力で
は，そのような設計をしている部分があるわけ
です。
【藤田】　先ほどの研究とか，開発というような
ことも，今，CIWではでぎないにしても，協
会内の研究委員会と共同してでもやった方がい
いですね。やはり，非破壊検査というものの将
来を考えた場合，省力化，自動化の方向へ行く
と思うんです。
　だから，将来は非破壊検査が自動化されると
いう時代が当然くるのでこの方面の研究と勉強
をCIWとしても積極的にやっていかなければ
いけないと思っております。
圏
　　非破壊検査事業者の
　　検査技術の将来は
【司会】　それでは，最後になりますが非破壊検
査事業者の検査技術の将来ということで，お話
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【大嶋】　建築分野の要望といいますか，まず量
的なことをお話ししますと，さっき言ったよう
にi，200万トンぐらい鉄骨量が使われていると
して抜ぎ取り検査だとしても，亙トンに三ヵ所
は検査するわけですね。現実には，もっとやる
と思います。
　すると，玉，200万ヵ所ですね。必要人員にす
ると延べで20万人ぐらいですかね。少なくとも
毎日玉，000人ぐらいは検査員が必要だというよ
うなボリュームなんです。非常に少な目に見て
ですね。
　コスト面からも，年間100億円位になり，建
築の鉄骨のUTというのは，今後とも非常に
検査業界にお世話になると思うんですね。
　それと，今一番の間題は「検査の報告書」な
んです。われわれユーザーがそれに対してどう
いう品質保証をしてますかということを聞いて
も，検査員の人がきちんと答えられないんで
す。そういった品質保証というようなことが，
置き去りにされているようなところがあると思
うんですね。
　それから，CIWを全然認識していないと先
ほど言いましたが，あれはちょっとオーバーな
表現で，CIWは検査会社自体を評価するとき
に，当然われわれも知っていますし，実際，そ
ういう調査をするとぎにCIWに入っているか
どうかということも聞いています。ですから，
今後もC夏Wというのは，会社全体として，例
えば溶接のこともやるL，管理のこともやると
いう評価はすると思うんです。
【松本】　私ども検査技術者は，欧米並みの社会
的な地位の向上を目指して，検査技術の向上を
　　　　　　大嶋正昭氏
1
　　　　（ユーザー代表　鹿島建設�梶j
騒築蹴需魏珊ン，蜥．嚇要
i　人員にすると延べで20万人ぐらいですかね。少なく
1と権既000人帖いは検査鋤泌要だというボ
i　リュームなんです。
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まずやらなきゃいけないと思うんです。事業者
としても，今まで以上に責任のある仕事をぎち
んとやっていきまして，東京都と住・都公団だ
けの公的認知では困りますので，何とか公的認
知がいただけるような検査会社になっていきた
いと考えています。
【秋園】　今の公的認知のベースにもなると思う
んですが，やはり品質管理，品質保証体制，こ
れがないと公的な認知は難しいでしょうね。
　技術はうまくやっています，何人おりますと
いうことはもちろん大切ですけれども，そのベ
ースにある考え方が大事でしょうね。教育の方
面でも，また試験の方面でもそういうことを若
干加えて，検査会社の方にも勉強していただ
く，それが今のお二人の意見の根本じゃないか
と思っております。
　C三Wもその方向に向かって，進めておりま
すが，より積極的にやっていきたいと思ってお
ります。
【松本灘　事業者懇談会の中でも，溶接協会の会
員になって，部会活動なり，委員会の研究活動
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に参加させていただいて，諸先生方のご指導を
仰ぎたいと，という話が一部出ています。
ζ丹羽期　個人の技量認定の側から申し上げるべ
きことは，個人の技術のレベルの確保と，モラ
ルの確保ということだと思うんですけれども，
モラルという点を考えますと，CIWの側から
のレベルアップ，事業者のモラルというほう
が，よりウエートが高いような気がいたしま
す。
　そういう意味で，劔W，あるいは松本さん
の方でもでぎるのかもLれませんが，倫理規
程，あるいはそれの強化というようなことは，
将来の問題とLてぜひお願いLたいと、愚いま
す。
【潤会聾藤田先生，全部のまとめをお願いしま
す。
ζ藤礪】今日は大嶋さんをはじめ，皆さんから
いろいろ意見を伺えて，非常によかったと思い
ます。やはり，（∬Wだけでなく，協会のこれ
からの運営で非常に大事なことは，各業界，あ
るいは学会，多方面の意見をよく取り入れて，
その二一ズに応えていくという姿勢を常にとり
続けるということだと、懇います。
　検査業界からの二一ズの大ぎなものの一つ
は，公的認知であるように先ほどお聞ぎLまし
たので，でぎるものについては積極的にやって
いきたいと思っています。また，CIWについ
ても，私はPR活動というのが今の公的認知を
得るための1つのバックグラウソドとLて必要
ではないかと考えています。
　ところが，それだけでは決して十分ではない
ので，やはり公的認知をされるためには，非破
壊検査業界そのものが量・質ともに向上して，
レベルアヅプL、ていただく。われわれはそれに
対してでぎるだけのご協力をするという姿勢が
あって，初めて公的認知というものに結びつく
のだと思います。
　こちらから欝Rすることも大事ですが，自分
で努力するということも，非常に大事なのでは
ないかと感じ襲す。協会としては，できるだけ
そういう線に沿って，努力をLていきたいと考
えています。
蟹司会聾　本日はお忙Lい中，畏時間にわたりど
うもありがとうございました。　　　　　（了）
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1．　非破壊検査事業者認定制度の黛5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
　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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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
《�D
璽ノ
　　　　�G
自主晶質管理
�@グ�B態
　　　　�S�@
　　　　　　　》
図1　晶質管理のサークル
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“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　�o「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
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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，
�@
�A
�B
�C
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
�@
�A
�B
�C
�D
�E
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。
く参考文献〉
め　」爲Z8io8弓g8茎「晶質管理」�釜R本規格協会
2）　「溶接品質管理マニュアル」�兼�本溶接協会，造船部会溶接施工委員会編，�且Y報（玉975）
3）　r検査結果の信頼性」三好滋，�穴ﾂ本溶接協会，原子力研究委員会，講習会（翰89）
む　rわが国における圧力容器の贔質保証体制グ）あり方と溶接晶質評価の具体例」稲垣道夫，�兼�本高圧力技術
　協会，圧力技術，第i8巻第6号（�R80）
5）　r品質ガイドブック」朝香狭一，石川馨，日科技連
6）　r原子力圧力容器における品質保証」大岡紀…，横山邦彦，ジョイテック，VoL5，No．5（圭989）
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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�兜i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
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《】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，�@マニュアル（規定・基準）の整備，�A教育の徹底，�B監査の実施とフォ・一，に
いきあたる。
　�@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。
　�A上記�@で決めたことを確実に実行する為に教育を行う。
　�B　．と記�@�A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。
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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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輔w遇信（A轡重鮒量）
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
�S0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。
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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
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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
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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。
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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
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1．　鉄骨不祥事件に関する通達
祉団法人　E二1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�月｢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�@鉄骨造の建築物における設計強度郁．O　Fに指導する。�A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，
　�@C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。
　�A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，
　�@　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。
　�A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。
　�B　検査箇所は，A社が指定した箇所を検査した。
　�C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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　3　
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　�D　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。
�E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
　�@　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。
　�A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，
　�@」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。
　�A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，
　�@製作したD社（2次請負業者）から電話にて受注した。
　�A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。
　�B検査結果ば，全数合格であった。
　�C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。
　�D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。
　�@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。
　�A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�鞄蝟{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�o気纐禰由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編騰二i　　�o一1�o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。
5
�
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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
�梶@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�o2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
�f
�梶@　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
�o　　　�o　『　　　　掴　悔　�o
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
�潟V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
〃
�梶@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
　〃
�梶@　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
〃
�梶@　　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
〃
�梶@　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
�梶@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
�梶@　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�h3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�懸W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�件＊{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，�兼蝟{溶接協会並びに�渇P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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�兼�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
�鞄�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
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7．　検査会社に期待するもの
�樺|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。
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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�竃x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
�@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。
�A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
�@　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．
�A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。
�B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。
　�@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。
　�A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。
　�B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。
　�C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。
　�D　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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1．　建築鉄骨検査技術者研修会（ダイジxスト〉
　�渇P本溶接協会（藤田譲会長），C亙W認定事業者協議会（松本一郎代表幹事）主催，�訣喧{非破
壊検査協会（高木幹雄会長）協賛によるヂ建築鉄骨検査技術者研修会」は，8月3蝦，東京・港区
の日本建築学会建築会館ホールに北は北海道，南は沖縄に至る全国の検査事業者約欝0名の聴講者
を集めて行われた。
　同研修会は一連の建築鉄骨溶接の不良，同溶接部の検査不良がク露一ズアヅプされる中で，今後
の課題として関係業界の総合的な協議と検査体制の確立が急務であると指摘されており，検査業界
としては検査技術の研鑛，モラルの高揚などを図り，一般社会の期待に応える業界構築の必要性か
ら関係官公庁の協力を得て開催することになったもの．対象は建築鉄骨の検査事業者，枝術責任者
で，講師には建設省住宅局，建設省大臣官房営繕部，東京都が建築物工事の取扱要網，品質管理を
講演。また，設計・工事監理者からはゼネコンの建築公務部担当者が建築物の検査技術者に必要な
基礎知識，日本溶接協会溶接検査認定委員会からは劔w認定について，午前節時から午後婆時ま
で有意義な研修会を行った。
　研修会に先だって，冒頭，主催者側を代表して平山悦朗　臼本溶接協会専務理事はr溶接構造物
の晶質保証体制は設計，施工，検査がそれぞれ機能を発揮し，始めて溶接構造物の晶質，安全が確
保できる。そして，それにかかわる検査の重要性が濠すます大切になってぎている。その検査の信
頼性の向上ということを目的に本鷺の研修会を開催することになったものゴと，同研修会開催の主
旨を述べた。
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“w通構（O礁．鍛澱）
続いて，挨拶に立った香山幹・建設省住宅局建築指導課係長は
築物び）超高層化が急速な勢いで進んでいる。この数年は年問で　　　　　　建設省住宅局
60メ…トル以上の超高層建築物が全国で鎗0ヵ所以上も建築さ　　　　　　　香山　幹氏
れる状態にある、1と，極く限られた都市部だけだが，超高層建築が増加傾向にあると話す。
　「また，鉄骨造建築物にかかわる技術の進展，多様化が進み，従来のラー一メン構造から先進的技
術が取り入れられてぎている。そういう意味からも鉄骨造建築物は非常に伸びていっている。しか
しながら，こういった明るい話題の中にあって，昨年大阪市内で鉄骨造建築物のマソション建築中
の事故が発生，作業者が死亡するに至った。また，人身事故には至らないまでも鉄骨造建築物の安
全性にも繋がりかねない事態が発生していることは誠に残念なことである。
　さらにド不良鉄骨などの最近の諸問題についてはマス窟ミが取り上げることになり，大変重要
で，国民が鉄骨造建築物に対するこれまで積み上げられた信頼感を低下させる懸念が生じている。
　鉄骨造建築物の不良間題，製晶欠陥間題がどろいうメカニズムで発生するか，複雑な問題を含ん
でいる。
　鉄骨造建築物を造るに当たっては様々な立場の人が，様々な業界という形で参画している。極く
大ざっぱに見ても，建築士による設計により，鋼材が発注され…次間屋，二次間屋という流通機構
を通った上で，ファブ夢ケータ（溶接加工業者）で組立加工される．この流れグ）中で溶接の検査が
重要な位置を占めてくる。こういった鉄骨造建築物の晶質を確保していく上では設計者，ゼネコ
γ，鋼材メー一カー，流通機構，鋼材の加工業者，施工業者など，全体として鉄骨造建築物の贔質確
保を蓼指すシステムを確立していくことが必要と考える。
　建設省としても，こういう認識の下に関係業界の方々に対して，現在，鉄骨造建築物の品質確
保，今後どうあるべきかについて検討を開始している」と，鉄骨造建築物の不良間題への建設省の
取り組みを明らかにした。
　この後，講演に入った。各講演要旨は次のとおり。
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磁w通信（（》鍵、欝瓢〉
鉄骨造の建築物の工事に関する取扱要綱
　　　　　　　　東京都都市計爾局建築指導部
　　　　　　　　　建築防災課係長田極義明
　昭和船年のオイルシ灘ヅクで建物の件数が減ったが，それ以
前に建築ブームがあり，ここでも鉄骨造の問題がいろいろと出
ていた．蔽鋼を組み合わせて造った鉄骨に欠陥が増えたとい
うことで，昭和給年から50年にかけて，鋼材倶楽部を中心に鉄
骨問題協議会が発足した。
東京都都市計顧局
瞬極義明氏
　当時，問題があった鉄骨は加工も悪く，また溶接も悪かった。現在，間題が起ぎているものと内
容的には似たような欠陥が出ていた、それから約鱒数年して，建物の設計，構造及び検査の仕方も
変わり，ある程度は建物としては設計上良くなってぎた。
　その後，現在では建築ブ…ムが続いているが，ここの2〜3年，鉄骨の問題が新聞紙上で話題に
なってぎている。これは，極く一部の業者が問題を起こしているケースが多い。
　都として，今年の盛〜5月に，不良鉄骨が間題となり，その不良鉄骨の原因がどこにあるかを含
めて調べて見た。
　その結果，不良施工は，ほとんどが鉄骨造（8造）で面積に直すと，延べ面積で乃平方米から大
きいもので蓋200平方米ぐらい。建物の階数で見ると2〜8階建てといろいろバラツキがあった．
　どういう箇所が悪かったというと，柱と梁がついている仕P部分の不良が8棟。ダイヤフラム部
分で上と下がずれる部分のひどいものが3棟。明らかに超音波検査で溶接に欠陥があるものが2
棟。本来は，SM材を使用すべぎところに総材が使われていたという鋼材が間遠われて使用され
ていたケースが叢棟あった、
　これらの欠陥工事を施工した工場は，大臣認定工場や東京都で登録している工場ではなく，組織
化されていない工場で加工されていた。
　このような悪い鉄骨造があった時はどうするかだが，建物の構造を変更，構造計算をやり直して
問題がある部分については補強をしたり，鉄骨の場合コンクリートをまいて鉄骨鉄筋麗ンクリート
にしたりということも2件あった。また，単なる溶接部だけを補強したのは蔓件あった。
　最終的にどういうことが原因になったかということで調べて見ると，建物を設計する人あるいは
実際に建物が出来上がるまで，工事監理を行う人の鉄骨工事に関する知識が不足していたのが多か
った。それに不随して工場の申で，工程に従って工場内部では検査を行うが，この検査の体制が十
分ではなかったこともあった。
　昨年捻月懸βに都はr鉄骨造の建築物の工事に関する取扱要綱」を制定した、内容的には，鉄骨，
鉄骨鉄筋慧ンクリート造に関しては，工事監理者が十分工事に関して内容を見て進めてもらいたい
ことを爵的としている。r適用の範顕」では，この要綱を自主的に運用してもらうために適用の範
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難騨通信（《》撹。難鰻）
囲にふれている．この適用範囲は建物が齢平方米を超えるもの。隷とんどの建物がこの要綱に基づ
いて運用してもらいたいということに．なっている。
　したがって，この要綱の緯的と内容をよく理解頂ぎ，不良鉄骨の再発防止に努めて頂ぎたい。
建設省の鉄骨工事における品質管理
　　　　　　　　建設大臣官房宮庁営繕部
　　　　　　　　　　監督課課長補佐寺本英治
構造設計で要求する鉄骨造建築物は，建築物の種類を高さで分
類すると蓋OO搬を超える超高層建築物。藏本建築セソターの評
定，評価を必要とする高層建築物（鱒凱以上）。菊懲以下で
概ね墨階建て以上拶）中高層建築物。i〜3階建ての低層建築物。
その他，倉庫，実験施設などトラス，シェル，スペ…スフレー一
駕、熱3〆
　　建設省建設大臣官房
　　寺本英治氏
ムなどが用いられている大スパソ建築物がある。また，構造種珊で分類すると，鉄骨造（S造）と，
鉄骨鉄筋鞭ソクリート造（SRC造）がある。
　私たち建設省が発注している窟庁施設（鉄骨造建築物）には，高層では大規模な事務庁舎として，
霞ケ関や地方の合同庁舎。例えば，霞ケ関の地方合同庁舎6号館。特許庁の新庁舎，MM烈計画の
中にある横浜第2合同庁舎がある。
　中層の大規模な事務庁舎とLては主にSRC造になるが，これには建設省・運輸省が入っている
合同庁舎。外疑、Lは鉄筋慧ンクリートだが骨に鉄骨が入った鉄骨鉄筋。地下艶撒ある国立国会図
書館はSRC造、そのほか地方の事務庁舎を対象とした鉄骨5階建て以下の鉄骨プレファブシステ
ム（GODシステム）がある。これ以外には低屠の倉庫，大スパン建築物がある。
　これらの建物の構造設計で要求されている鉄骨の晶質を耐震設計の考え方から見ると，欝年から
耐震設計法が変わり，従来の耐震設計の考え方が変わった。許容応力度設計と終局強度設計の二段
階の設計にな一）ているグ）が現在の特徴である。
　官庁営繕部が実際にどのような設計の後に現場としての晶質管理がなっているか。まず，設計図
書における限定として，構造設計で要求する品質と鉄骨加工工場を選定する作業とがある。全構連
や鉄建協など様々なグレードがあるが，建設省は建設省なりにいろいろな形で官庁工事についての
ものを持って，少しグレードの高いものを要求しているのが現状である。実際の仕様では砺建築工
事共通仕様書鱒を採用している。これは営繕部で制定し婆年ごとに改定，現在は平成元年版を採
用。これは建設省の工事だけでな鵡各省庁，地方公共団体でも幅広く使用している。JA総略の
精神の規程は盛り込まれているが，建物規模などを限定し，おおむね鈴○平方瓢程度の建築物を中
心に作られている。
　鉄骨工事の発注先は土木と違一）てゼネコγに直接発注している．従って，私たちが設計図書にど
び）ようなランクの鉄骨製作工場がしてくれるかを指定し，それに合わせてゼネ撚ソが納入形態を設
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定し，それを監督員が承諾するというシステムである。
　最近の不良鉄骨問題に関しては，建設省大臣官房官庁営繕部として，各地方建設局営繕部長宛に
r営繕工事における構造体等の施工の晶質管理について」を通知し，所掌する営繕工事における構
造体等の施工の晶質管理の充実を図る様，通知した、さらに，各地方建設局の建築課長，設備課
長，工務検査課長宛に，この通知に係る具体的事項の実施の連絡を行った。その中で，溶接部の外
観検査及び超音波探傷試験については，共通仕様書にある発注者検査に徹底する事，特に超音波探
傷試験は鉄骨製作工場に所属しない検査機関が行う事などを盛込んだ．
“w認定について
　　　　　　　欝本溶接協会
　　　　　　　　溶接検査認定委爵会秋園幸一
　盤Wは昭和嚇年墨月に「放射線透過写真撮影事業者技術認
定規則」を制定し，同年鴛月から事業者認定を実施して以来，
昨年で創立器周年を経過した．その麟的は，溶接部の非破壊試
験・検査の技術的な向上，および主に検査会社などのこれら非　　　　運営委員会副委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋園幸
高氏
破壊検査業務を行う事業者の育成・充実を図ることにより，溶
接構造物の安全性・信頼性の向上に貢献し，広く産業界の要望に応えることを譲的とし非破壊検査
事業者の技術レベルを行っている。麟本非破壌検査協会（N鱗）も認定業務を行っているが，
劔Wは会社・事業者の認定が，N跳は個人資格の認定を行っている。また，雛Wは賛本溶接協会
の認定だから溶接の非破壊検査。N騒は対象としてはすべてが入る。非破壊検査の対象物の多く
は溶接である．溶接構造物の安全性，信頼性を向上するためには溶接はもちろんのこと，溶接構造
物の構造設計思想，概念についても十分な知識と経験が望まれている。
　昭和鱒年に範囲を広げる1拍勺から「溶接検査委員会」（C夏W）を発足．欝年には現在の「溶接検
査認定委員会」（雛W）に改称し，現在，事業者の種別はA，聡，C，D，露の5種類とし，認定の基準
は人員構成と設備機器で認定している。人員構成には6検査部門（Kr，UT，MT，欝丁，ET，SM）が
ある。そして技術者は，主任検査技術者，主任試験技術者，試験技術者に分かれている、基本的に
は技術老数及び設備・機器によって種別が分けられている。規模が小さくても技術を有する事業者
には盤Wの底辺の拡大のためE種をつくった．
　主任試験技術考は，N靱3種資格者が受験資格。主任検査技術者は，N腿の特級，主任試験を
二部門取得，主任試験一部門とW鉱S隻級が受験資格。試験技術者は臓〉夏有資格者が技術者の登
録資格になっている．技術者資格の有効期間は3年とし，資格の継続者は更新試験に合格しなけれ
ばならない。ただし，受験合格後3年！運について書換えの手続ぎで資格を継続することができる。
　また，事業者を認定する時は，「業務確認」といって，現地調査を実施している。業務確認の内
容ぱ，受験の結果をふ棄えW鷺灘7艦に適含しているかの確認を中心に行っている。確認調査項樽
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轍w遇信〈《搬．欝蝿〉
の詳細は省略するが，�@基礎調査とLて会社概要�A認定調査として技術者・機器等の確認�B晶
質保証に関する調査として晶質保証体制の有無機能化の確認�C安全衛生組織の確認である。今
後は，さらにこの業務確認を充実し，検査会社を指導Lたい。
　検査会自身は相手のファブないしは受注先にいって受注先の品質管理の手伝いをしている。これ
からの検査会社のあり方とLて，ここで私が言いたい検査の晶質保証とは，検査会社の検査の品質
を管理すると言ろこと。自社の検査の晶質を保証するという意味のqC，qAを理解Lてもらいた
い。そう言った面から，検査会社のQC，QAについてこれから勉強Lて頂き，C夏W認定事業者と
して恥ない検査業務を行って欲しい。
建築鉄骨の検査技術者に必要な基礎知識
　　　　　鹿島建設�褐嚼ﾝ総事業本部
　　　　　　　建築技術本部生産技術部大嶋正昭
　年間，鉄骨の需要は鎗00万之以上と推定され，そのほとんど
に超音波探傷検査が適用されている。それだけ超音波探傷検査
は重要な役割を果たLている。
　我々ゼネコンにとっては，検査のプ輝の方たちに我々が要求
する建設の内容について，理解してもらいたいというのが実構
である．
蕪1∵
鹿島建設��
大嶋正昭氏
　不良鉄骨といっても非常に多くの原因があり，その対策を取らなけれぱならない。溶接欠陥だけ
が不良鉄骨ではない。その具体的なものとして6毒ウヅカリミズ，網手抜ぎ作業》’などがある。最近
では能力，技術力を無視した発注が原因となっている。その対策としては業者の選定とかゼネ濃ン
の担当者と良く話し合うことが大切になる。また，現場では工事施工計画を立てることが大切だ。
　結論としては，これだけ鉄骨工事量が多くなると，施工を良く理解している人がいれぱ監理が可
能だが，設計・製作段階を知らない，つまり監理能力があるキーマンがいない。是非，キーマンを
つくってもらいたい。
　建築物は設計者から設計図が出るが，これだけでは鉄骨は造れない。工作図を作成し，これに基
づいた監理をしなければならない。その中に設計の詳細図，溶接の基準図を明確につくる。この詳
細図を見て，どこにどういう溶接が使われているかを十分理解してもらいたい。建築を理解しても
らうということは，このような図面を読めるかに繋がる、
　鉄骨工事の標準仕様としてりAS餅司がある。これは鶏本建築学会が発表しているもので，こ
れが建築の仕様の基本となっている．JASSは三〜26までありそのうちの§が鉄骨に当たる。工事
毎に出てくる特記仕様にはJAss略より更にこの立場がある。JAss略を補うものとして鉄骨精度
測定指針がある．これは寸法測定のやり方，測定の時期が書いてある。さらに鉄骨工事技術指針が
あるが，これは教科書を考えてもらうばよいもので，近い将来改訂される予定。
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JA総略の内容は，溶接（5節），製贔検査（9節），特記仕様書項欝（露節）などが書かれてお
り，このうち重要な項目としては品質管理（驚章）では，設計，施工の贔質が書かれ，絵失骨工事
をやる上で，晶質管理をしなければならない妙と記されている．
　…番関係する溶接部の受入検査は外観検査，完全溶込みの部分は超音波検査を実施しなさい。そ
れは藏本建築学会のUT基準でやりなさいと明確になっている。また製品検査には，社内検査と
受入検査がある。
　こういったことは測定指針において明確になっている、JASS
6に鉄骨精度検査基準が書かれて
いる。ここには限界許容差と管理許容差との2つが書かれている。これが建築の基準の特徴、限界
許容差は童ミリも超えてはいけない。製晶個々の判定に使う。管理許容差は製作・施τ上の目標値
をもって判定する．検査技術者がぎちんとしていないと，こういう判断が出来ないということか
ら，鉄骨の製作に十分熟知していて測定方法を知っている人があらためて必要となってくる。
噸萎畿猫
晦噸擁
熱心に聴講する受講者
？
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“騨通鱈（o綴．欝搬）
黛．設計から見た検査の位置づけ
�潟ﾀ建設計　東京設計技術センター技術室技術長
　　　　　　　　　　内　田　三　雄
　建築鉄骨における開先基準は，昔も今もほぼ同じ完全溶込み溶接丁継手と突合せ溶接継手で，
どちらも裏当て金付か裏はつりタイプの2種類に別れる。溶接が建築鉄骨に導入された当時の設計
監理者の溶接に対する信頼性の目安に，優秀な溶接工における作業であった。当時の溶接工資格は
璽級や2級と称していた．その後，現在の種別の資格になったが，いずれにしろ溶接工技量付加試
験等によって選抜Lた溶接工を当該工事に従事させ品質向上につとめた。当時の建築鉄骨の溶接部
の検査は，揖視検査が主で，褻れに割れの有無の確認のため，浸透探傷試験（カラーチェック）が
採用されていた。ただL，板継ぎの突合せ溶接部では，放射線透過試験（X線検査）の適用が可
能であったので，工場側の自主検査を実施し，万全を期した、
　当時の溶接晶質でも，開先の精度が品質を左右したのは言うまでもない。開先精度が悪くて，裏
当て金付きの溶接では，完全な溶込みの確保ができなかったり，裏はつりタイプの溶接では，アー
クエアガウジシグの施工不良による溶込み不良等の欠陥が頻発した事等，苦い経験であった。
　このような欠陥は，検査する側のr感」と監督する立場のr力」関係からエンドタブ部のマク揖
試験の指示手段を講じなければ発見でぎなかった、当時こそ，溶接部の品質は，発注側と製作工場
の信頼関係で成り立っていた。しかし，超音波斜角探傷検査法（以下UTと言う）の適用可能に
より，前述の溶接工依存型から非破壊検査依存型へ，溶接の晶質管理に対する意識が変った。
　このように，溶接部の検査にUTが適用されると，もはや我々も技術的に設計監理する側の仕
事にはなりえず，検査の一部を代行してもらう必要が生じた。この様な背量から，現在の建築鉄骨
における溶接部のUTは，第三者検査に依託する事になづた。第三者とは，製作工場と施工管理
者設計監理者に対し公平な立場に立って検査し，報告してくれる者と定義される．
　第三者には，当然検査専門会社が任に当る事になる。かつては，N鎌の資格があれば検査会社
を運営でぎたが，溶接構造物に対する知識を合わせ持つべぎとの発注者側の要望から，最近では，
C夏W認定の事業者を第三者と位置付けて，発注仕様に明記し初めた。私共の事務所でも，昭和60
年頃より，劔w認定事業所の活用し初め，発注方法をゼネコソ（総合講負）発注によると明記し
た。c亙w認定事業所数では，まだ全国規模の建築鉄骨の需要に対応でぎないかもしれぬが，多い
に期待したい所である。しかし，一方では，Ciw認定事業所と言えども，支店規模で運営してい
る事業所もあり，主任試験技術者と試験技術者とのバランス，建築鉄骨に対する技術的シォ獄一等
多少の間題を残している感じが，導常の仕事で気になる点である．
薯
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騒．私と写真
東京都立工業技術センター松山
格
　前々号で中野社長がrホールインワン」と題して，C夏W通信始まって以来最高の楽しいページ
を作られ大変感心していたら，次はお蜜えだと指名されてしまいました。
　私とカメラとの付き含いも韓年を超えました。板金のボデーのリ篇一フレックスから始蜜り，ア
サヒペンタックス，キャノン，識コンと変わり，今は論コンF雛とオリンパスの瓢ンパクトカメ
ラを愛用しています。
　確かなデータでぱないのですが，…般の人の平均年間撮影本数は5本だそうですが，最近数年の
私は仕事以外で年問�S0本を超えてい窯す。年末にネガを整理するたびに，来年は減らそうと思う
割には，ちっとも減らないのは何故でしょう。それは矢張り写真が好きなことと，いつもカメラが
鞄に入っているからでしょう。
　いつもカメラを持っている事には理由があるのです。昔から写真の好ぎな私は，仲間の旅行には
間違いなくカメラを持って行くのですが，…度だけ今回は止めよう，誰か持ってくるだろうと，持
たずに出かけた事がありました。秩父の柴原鉱泉が属的地でした。友人の車が
一寸としたミスで路
肩から外れ，危うく鐙米下の谷へ転落という事故を起こしてし蜜ったのです。幸い5米程下の樹に
車がひっかかって，友人共々一命を取り止め窯した、今から瓢年前，私が結婚曝年羅で始めてrお
めでたが本当でした。」と妻から電話をもらったその日
だったのです。紙面の都含で割愛しますが，私は3歳の
時に病気で…命を取り止めて以来，この事故が6度麟の
命拾いでした。「仏の顔も三度」と言われているのに。
電話の知らせが，どうしても死にたくないという念力と
なって，それが通じたものと感謝の念で…杯でした。そ
れ以来，旅行にカメラはお守り代りとなり，旅の記録
や，すてきな仲間の一番いい顔を撮ってあげようと，ま
す豪す写真の量が増えてしまった次第です。
　記録としての写真も大切ですが，「ハイ写しますよ」
パチリノ　という写真より自然なスナヅプをその人のア
ルバムに残してあげたいと常に思っています。
　ヵメラやフイルムが大変良くなって，ピントの合っ
た，露出の正しい写真が誰にでも作れる時代になりまし
たが，「写る」と「写す」は大違いでr一写入魂」の気
持ちで，写真を撮り続ける私です．
撮影　松山　格
講
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4．αW認定事業者慧会社紹介灘
会社名
本社所在地
代表者氏名
認定番号
認定種別
認定部門
営業ネットワーク
株式会社　検査サービス
東京都港区西麻布レ4
孫　・ジマン西麻布5絡号
代表取締役　逸見俊一
第齢C90号
c種
放射線検査部門，超音波検査部門
　　福島営業所　浦安分室　由梨分室
慧03
3齢3…7569
　�褐沚ｸサービスは昭和52年亘月重7日，各種非破壊検査及び溶接管理コンサルタント業務を主要業
務として設立，平成3年の今年，当社も設立欝年となる。基本姿勢に検査技術の向上と品質第一を
考え，常に妥協を許さない検査で製品の安全確保の一翼を担ってきた。
　当社は超音波探傷検査，放射線透過検査主体の小規模な会社でぱあるが品質に対するその姿勢は
ユーザーから幡広い信頼をいただいており，その妥協を許さない検査を貫ぎ通している結果である
と自己評価Lている。因みに，大手ユーザーの／社である某ゼネ盤ンでは，当社発行の「検査合格
証」をご採用いただいている。
　今後も砺品質管理3ラを皆様に提供すべく，たゆまぬ努力を続けてゆく所存である。
〔これからの葬破壌検査技術者の姿〕
　現代は，社会の二一ズとして非常に高い信頼性の要求があり，それは欠陥の無い高品質の溶接に
よってつくられるものであり，さらにそれは正しい溶接施工（工程）と管理及び質の高い非破壊検
査技術による溶接技術者への正確な情報のフィードバックによって初めて達成されるものである，
と確信している。そのために非破壊検査技術の向上は勿論，溶接施工，管理までの総合的な品質管
理の出来る技術者集団を環指している。
（検査技術者の育成，資格の取得3
　技術系会社にとって技術資格は絶対必要なものであり，また医者と同じで欠陥見落しのミスは許
されないとの認識から新入社員に対Lては，非破壊検査の重要性，試験技術，資格取得まで…貫し
た社内教育，指導を行なっている。入社Lてから豊週間は連続で徹底Lた集中教育（講習会）を行
ない，その後現場にて実技指導を行なって，さらに一通り覚えたら各社内技術者に付かせ，その技
術力の総合的な判断を社内で下している。
　それで会社内技術者全員がOKと判断し初めて自分で検査できるようになるまで5〜6ケ月はか
かるのが普通である。玄た業界に先がけて女性技術者の育成にも力を注ぎ，短大新卒者が入社半年
後にN鎌2種を取得，業年後にストレートでNDB種を取得するという実績は自負するところで
ある。
　樋平成時代の溶接構造物の検査はC互W認定事業者の双肩にかかっている”といわれ，（〕夏W認定
制度はC互W認定事業者の技術力向上の目標となっており，現在，C亙W　C種に認定されているが，
　　　　　　　　　　　　　　　　　一紛一
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磁脚通信（《》礁．欝瓢〉
今後とも上を目標にさらに努力を重ねる所存である。
〔主な営業品躍〕
　茎．建築鉄骨，橋梁部門の非破壌検査全般
　2．産業機械部門の非破壊検査全般
　3．水力発電所，水管の調査及び非破壊検査全般
　婆，放射線を利用した慧ンクリート内部の調査
　5．晶質管理技術者の派遣（代行検査）
　6．超音波厚さ測定
　7．溶接施工管理，検査コンサルタント業務
〔むすび）
　今後いずれの産業にも技術レベルの急速な進展，革新は不可欠なものであり，非破壊検査技術者
の技術レベルを高度なものにして，より正確な非破壊試験結果の情報を各工程にフィードバヅクし
て行かなければならない。
　確かに蒔検査によって品質は作られるものではない鯵しかし正確な非破壊試験結果の情報のフィ
ードバヅクは確かな贔質を作っていくのである。
填奪鱒瓢
義議鍵繍畿臨・
今春新装した浦安分室
当社発行の検査合格証
一鴛一
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会　社　名
本社所在地
代表者氏名
認定番号
認定種別
認定部門
極葉エンジ罵アリング株式会社
攣5鷺　大阪市淀洲区西中島婆護2−ii懸06−304鵡69亙
代表取締役　山本賢一
第8c89号
c種
放射線検査部門・超音波検査部門
　3つのモットー一
豊富な知識
　優れた技術
　各界よりの傭頼
　昭和弼年5月，非破壊検査を主たる業務として設立，その後順調な歩みを続け譲々をその成果を
あげております。
　沁年ひと昔と申しますが，昭和30年，翻年初期における非破壊検査に対する関心度も低く又それ
に係る知識，技量，経験も未だ不十分でそのものでありましたが，その後20年の間にその様相は一
変し，各界よりその重要性が再認識されると共に，当業務に従事する技術者一同もそれに呼応すべ
く研修，努力の結果，高度な知識と技術修得し，又一一方では優秀なる機器が開発され，今や世界各
国の非破壊検査レベルに到達し得たと申しても過言ではないと確信いたLております。
　当社といたしましても，この急速なる業界の進歩に遅れをとることなく，いち早くあらゆる知識
や技術を修得し，又最新の機器設備を導入して経験豊かなる技術陣を形成し，各界よりの厚い信頼
のもと業界の中核を隣指し，前進を続けております。
　なお，会社の近況として，創立20周年を目前に迎えて大阪市東淀川区に新社屋を建設中であへ
鷲月中旬に入居移転を計画しており籏す。今後共にご指導をだ
〔主な営業種鋤
　△放射線透過撮影検査
　△超音波探傷検査
　△超音波厚み測定
　△磁気探傷検査
　△浸透探傷検査
　ムタンク開放検査における各計測検査
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撒罵認一鵯酌フ罵イス蹴
　竃9鱗年驚月玉嚢付で新規に次の事業者が認定されましたのでご紹介いたします。
新潟検査工業　株式会社
　本社所在地　華％○　新潟市河渡庚器駈爲　殿0器誠7シ6難6
　代表者氏名　代表取締役　相馬義明
　認定種別・番号・部門　鷺種，第絡船i号，放射線検査部門
総和鋼業検査　株式会社
　本社所在地　攣30翫02　茨城県猿島郡総和町大字葛生i露α一1麟028ぴ蟹
3総3
　代表者氏名　代表取締役　佐藤　巌
　認定種別・番号・部門　駐種，第重0縄勝号，超音波検査部門
株式会社　朝欝エンジ皿ア琴ンゲ
　本社所在地　撃3船　草加市稲荷H護　蹴鍛8餅鴬…豊93玉
　代表者氏名　代表取締役　鈴木　隆
　認定種別・番号・部門　鼠種，第8兜雛号，超音波検査部門
ジャパン・篇ン桝レテ舖ング・エンド・テク鳳甥いサービス株式会社（略称1ジャパンCTS�梶j
　本社所在地　帯腸2　大阪市淀川区新北野H一欝　麟06一鐙駈瓢77
　代表者氏名　代表取締役　端村　勇
　認定種別・番号・部門　鷺種，第騒慧鱗号，超音波検査部門
株式会社　大検工業
　本栓所在地　攣5灘　大阪市淀川区歌島Hぴ9　戴06畷鞍一総88
　代表者氏名　代表取締役　米沢　弘
　認定種別・番号・部門　鷺種，第竃07鷺蟹号，超音波検査部門
縫本産機　株式会社
　本社所在地　寧薦2　大阪市淀川区木川東3噂一瓢　継06黙0少婆0雛
　代表者氏名　代表取締役　清原清一
　認定種別・番号・部門　嚴種，第三i総劔号，超音波検査部門
中購検蚕　株式会社
　本社所在地　�k7卸　呉市東中央H2畷0　殿○綴シ2シ33邸
　代表者氏名　代表取締役　奈良幸次郎
　認定種別・番号・部門　難種，第慧偲彊号，超音波検査部門
ダイヤ技研　株式会社
　本社所在地　撃8鱒　北九州市小倉南区守恒2…路耀　麟0％母6風一灘弼
　代表者氏名　代表取締役　堀　洋嘉
　認定種別・番号・部門　鷺種，第卿齢薫号，超音波検査部門
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轟．αW認定事業者一覧体社所在地）
平成3年欝月i揖現在
一ヨ
r
東1
βi
本i
地
区
一τ�o　会　社　名
種別…
所　　在　　地
1
T£L
北海道
厘　札　幌　工　業　検　査　費　本　　電　　極　　�轄枕|検査サー　ビス��
cD熱
幌市南区南泌条西9−38卜9
市白石区菊水9条レ3肝96
蘭市茶津町盛磁
磁レ灘2−29舅
三蓋一8iレ126三
終3−22書膿6
　東　　鶏　本　検　査　��
溶　　接　　検　　査　　��
東　北　金　属　検　査　��
�梶@　テ　　ヅ　　ク　　ス
」些央検査技術��
一　D
隔醐野鴎花托i宮城県多賀城市八幡2峨6一緯八戸竃沼館璽磁3
3宮城県多賀城市大代5惑畷7
戸市下長を2H2
022一一％9−75濁
22−365−60鱒
i78一興
8522
22−365−8欝6
豊7続20−i535
i
�梶@シ　ー　エ　ッ　ク　ス　ア　ー　ル
立ニンジニアリソグ��
　本　工　業　検　査　��
導本エヅクス線検査工業��
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露．お知らせ
（1）ギ《翼W通儒」の名称募集
　本誌rCiw通信」をもっと親しみやすいものにするため名前を変更いたします。名前は公募と
いたし蕉す。読者からの応募をお待ちしております。編集委員会で選考の上採用の方には些少なが
ら賞金を差し上げます。事務局に捻月i日までにどしどしご応募下さい。
（黛）認定事業者の社名変蔓
　次の2社が社名変更を致しました。
　株式会社　ユニオン検査（照　株式会社　東海検査）
　三重県津市大倉葺澱　轟山ビル　繍0％影2翫39騒
　北日本電極　株式会社（旧　北日本電極製造株式会社）
　札幌市白石区菊水9条i　T目38−96　繍ωレ81H鱒1
（蓼）技術者登録
　平成婆年盛月ま顎付創w技術者の登録を下記のスケジ講一ルで受付けます。期限厳守の上，お
間違いのないよう手続ぎをお願いLます。下記の期間以外の受付けは一切いたしませんので各社と
も登録技術者の不足を起こさないように注意下さい。最近，認定事業者の中で披術資格の管理の良
くない事業者が見受けられます。特に試験技術者についてはW鵬8沁iに照合の上，登録技術者数
の不足を起こさない様ご注意下さい。
　�@登録締切り
　　平成婆年2月露日　事務局必着
　�A登録要領
　　所定の用紙（主任検査技術者登録申請書，主任試験技術者登録申請書，試験技術者登録申請
　書）に必要事項を記入の上事務謁に送付し，登録料は申請と同時に下記の銀行までお振込み下
　　さい。
　　振込銀行1箒一勧業銀行　神田駅前支店　普通預金　輪．薫縫磁綴　�血{本溶接協会
　�B登録資格
　　主任検査技術者1主任検査技術者試験合格者
　　主任試験技術者1主任試験技術者試験合格者
　　試験技術者1（1）各検査部門のN蹴3種及び2種の所有者
　　　　　　　（2）各検査部門のNDh種の所有者ただL、，超音波厚さ測定部門は除く。
　　　　　　　（3）J欝z総潟の暮種の所有者（放射線検査部門に限る）
一懸一
�





