




1．巻頭書

社団法人　日本溶接協会

溶接検査認定委員会

委員長藤　田　　譲

　新年明けましておめでとうございます、

　バブル経済の崩壊，佐州疑惑に始まる国会の空転等を契機とした長期的な景気の低迷など暗いニ

ュースが多かった1992年でしたが，政治の流れは今年になっても依然としてすっきりせず，すべて

不透明な感があり奮す。

　政府経済企画庁の楽観的発表とは異なり，景気の回復は早くとも本年秋以降にその兆しが見える

程度と予測され襲す。皆様におかれ蕊しても，技術者の不足に起因する繁忙の中とは存じますが，

取り巻く経済情勢の変化により例年になく厳しい思いで新年を迎えられた二とと推察いたし褒す．

　さて，本年はいよいよ欧州経済統禽が本格化する年であります。我が国の産業界にとりましても

この統一の対応は重大な問題でありますが，多くの識者が指摘するように，経済的な共生が必要と

考えられます。そのためには，既に発効しており褒す爲0嚢OGOシリーズにどのように対応するか

が重要であります。

　参OGGシリー一ズの中で溶接は特殊工程に位置付けられており，認定・検定事業に多大の影響を与え

るため協会内にr晶質システム審査登録制度調査検討委員会」を設置し褒した、更に溶接技能者，

溶接技術者，C亙W，マイク冨ソルダリング等の認定・検定の認証を検討するr認定検定対応小委

員会」を設置し検討を開始しております。

　昨年攣月に建設省住宅局建築指導課長通達騒9号により鉄骨建築物の受入れ検査報告書は監理奢

が検査会社に直接依頼を出すということが明確になりました。また，従来より建築業界においては

受入れ検査はC翌Wの認定を取得している事業者と指定されることが多くなっており，今回の通達

によりC夏W認定の重要性が更に高まったと考えられます。従い震して，認定事業者の方々には，

技術レベルの維持と種別昇格をしていただけますよう更なる技術面でのレベルアヅプを，また，認

定を取得していない事業者の方々には，認定取得をお願いいたし奮す．

　また，建築業界だけでなく飽の産業でも検査会社選別の際にC夏Wの認定取得が参考にされるこ

とも聞いていますので，今後，認定事業者の皆様と協会が協力し制度が更に活用されるように欝R

に努めたいと存じます．本年も技術者の不足や経済の長期低迷などいろいろ難問を抱える年となる

かと存じますが，皆様方の協会として努力いたしますので暖かいご支援とご協力をお願い申し上げ

震す。

　本年はC夏Wの認定委員会が鱒周年を迎える年であります、また，rと男年であります．本年

が皆様にとりましてrと射のように飛躍の出来るよい年でありますよう祈念致しまして年頭の御

挨拶と致します。

甕



瀧欝躍艶鵬（w量盤搬。量齢3）

襲．検査報告書フォーマットについて

　黛。1　はじめに

　近年，鉄骨工事の増加にともない，超音波検査の必要性が高まっている中，有資格検査員の不足

が避けられなくなってぎていると同時に，検査報告書にまつわるトラブルが話題となっている。

　建築鉄骨溶接部の検査報告書に関しては従来より定められた書式がないため，外観検査について

は㈱9本建築学会のr鉄骨精度測定指針」の鉄骨精度検査基準を適用規格としている。また，超音

波検査についても同学会r鋼構造溶接部の超音波検査規準」を適用規格としている。それらを網羅

する形で各社がそれぞれの書式で作成しているのが現状である。そのため，探傷記号の統一も十分

ではない。

　そこで，C夏W研究・教育委員会内では検査報告書フォーマヅト検討WG（主査　大岡紀一）を

設置し検査報告書の検討を始めた。検討についてはCiwが仕様書等に記載され取入れられている

建築鉄骨溶接部の検査報告書を最初に検討対象とした。

　2．蒙検討内容

　WGでの検討内容は次のとおりである。

（蓋）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

抜き取り方法

報告書上の責任者印（承認欄の形式）

転記ミスの防止

舞ットの構成の明記

報告書の一人歩ぎへの対応（受注の際の文書管理方法）

合否判定表の添付

対象物の検討

各社報告書の関連資料との対応

資料の保管・抽出

　などの問題点を抽出し検討を行った。

　検討の結果，報告書作成時（記入時）に①検査資時，場所，天候，②抜ぎ取り指示者及びその内

容，③表面状態，④綱の検査量を把握でぎるよう，⑤総合判定，⑥所見　を記述することとし，

工場溶接部用と現場溶接部用ツォー一マットの2種類について書き込み例を含む具体例として平成婆

年些月に素案を豪とめた。

　黛、＄　建築鉄骨検査報告書ツ汐一マット説明会

　素案をまとめ平成爆年沁月28日に認定会社を集め次のように説明会を行った。

　総合司会　秋園幸一　運営委員会副委員長

　説明会司会　大岡紀一　運営委員会委員

　説明会

　　検査報告書フォーマットの解説　池ヶ谷　靖氏（日本超音波試験㈱）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一2一



現場での検査作業の注意点

受入れ検査のあり方

笠原

三浦

　　　　　　　　　　鷺欝麓欝鷺騒（脚隻鵬麗．欝懸〉

基弘氏（北日本澱ックス線検査工業㈱）

邦敏氏（エンジ轟アリングサービス㈱）

　受講考は衡社より総名が北は北海道，南は宮崎県の全国より集まり熱心に説明を受け質疑応答を

した。検査フォー一マットの説明はもちろんであるが，現場での検査作業の注意点については，検査

実務の注意事項が非常に分かりやすく0鷺艶で解説され好評であった。0難澄の資料については後

日事務局より説明会修了証と一緒に修了者に送付することとなった。

　説明後に質疑応答があり，活発な意見交換があった、意見交換での検査フォーマヅトに反映され

るべき事項については修正することとし，褒た，当β意見が出せなかったものについては事務局宛

てに．意見を寄せることとした。

　黛．4　おわ》に

　検査報告書フ方一マットについてはご意見等を集約するWG会議を開催し，窟た，再検討する

べきものについて検討した。検討した検査報告書フォーマットの目次の例と記載内容を表裏に，溶

接部検査仕様を図蓋に，検査結果（外観検査，超音波検査）を図2に，検査結果の一覧表を図3に

示す。

　現在，検討結果を踏まえた形で検査報告書を蛮とめているところである。また，用語については

基本的には」聡Z隠oo　r非破壊試験薦語」にしたがい，探傷記号については㈹霞本非破壊検査協会

嚢1　建築鉄骨検糞報膏書の目次の例と記載内容

項　　　　　鼠 内　　　　　　　　　　　　　容

箋．溶接部検査仕様 （隻）一般事項，（2）適環規格，（3）使馬装置，㈲探傷条件　など

2．検査要領の概要 （1）合否基準，（2〉抜取り方法及び瞬ヅトの構成，（3）濃ヅトの合否について　など

3。欠陥の評価基準 引罵基準（建築学会規準）の概略を記述

蚕，合否判定 外観検査及び趨音波の合否基準を記載

5．調査結果 （茎）外観検査のきずの評衝基準，（2）趨音波探傷検査のぎずの評価基準，紛外観検
の検査数，合格数，不合格数及び含絡率，（む超音波検査の検査数，禽格数，
禽格数及び合格率，（5沖ットの構成，（§）総禽判定及び所見

曝．　キープラン 検査箇所の概略麟

7．記号説明 探傷部位の記号の説明

＄．検査結果一覧表 部材別に，外観検登及び超音波検査の結果を一覧表にする。

9．補修後検査結果一覧表 補修箇所がある場合，補修後の検査結果を記述する。

憩，探傷記録表 外観検査及び超音波検査でぎず工灘一が検出された箇所について，結果の詳細
記述する。

鷲．欠陥位置図 超音波検査で不合格となった箇所の欠陥の位置の平面麟及び断面図に作図す
。（補修の際の欠陥の種別の確認などを併記する。）

捻。検査実施状況 検査を実施した状況を，翼誌として窟とめたものを添付する、（検査麟ごとの
査箇所，検査対象物の状況，天候，その他問題が生じた場合の特記事項など
記載する．）
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叢導獺撃粥（w豊蛾螺．欝縣）

（め　一般事項

工事番号 工　 事　 名　 称

92・棚㎜上

　設　計
灘建築設計事務所

（仮称）Aビル新築工事

施　工
C建築共同企業体

検査施工場合

P鉄工株式会社

　監　理
鷺建築設計事務所

検査発注老

C建築共同企業体

検蓋施工賛

92，劔，1蔓～鍛，競，27

検査技術者

山田一郎

術者 資　格

一郎 ND卜UT 2種

鈴木太郎
w盤8欝3i級
NDレUT3種

W欝8墨G3　2級

（2〉外観検査

適爾規格

測定機器

費本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説」JAss6鉄骨工事鰺蟹付則6「鉄骨精度検査基準」

金属製直尺，溶接ゲージ，限界ゲー一ジ，すきまゲージ，アンダカットゲージ，アンダカット爾対
比試験片

（3〉超音波検査

適硝規格 鶏本建築学会r鋼構造溶接部の超音波探傷検査規準・同解説」亙9総

合否基準 引張応力が作矯する溶接部

（違）装置点検表　　　点検責任者　　　山鐙太郎

超
立潤 波 探 傷　　器

名称 usT－x UST－X

製造所塩 G株式会社

製造番号 3聾騒弓7＄2 3婦報47紹
点検年月貸 毅．蓋董．黛5 9蓋．茎豊．25

増蠣直線性 ＋至．β％ 一量．5％ ＋2。o％　一i．5％

時間軸直線 ＋o％ 一〇％ 牽o％　　一G％

斜　　角 探　　触 子 垂 直　探　触 子

呼称 5c憩x給A70 5c沁鐙A70 呼称 5z紛猫 52⑳N
製造所名 鷺株式会社 製造所名 詑株式会祉

製造番号 AO2026 AO2G77 製造番号 診蕉重2綴 診K蓋総2

点検年月鶏 鍛．葱．沁 92、蓋。豊6 点検年月欝 92，豊．蓋o 92．i、鐙

接近限界長さ 慧．○撚鵬 ま蓋．倉搬羅 癒獺急 感度余裕値 合格 合格

ST懲屈折角 簿．○度 フo。G度 度 不感帯 7鵬瓢 γ搬瓢

不感帯 ○瓢朧 3鵜泌 搬灘 分解能 6鵬鵬 6盤驚
分解能 2懲鵬 2膿瓢 瓢朧

A2感度 36、o感登 3塾．o遣塾 δ塾

ど一ム編り む度 む度 度

㈲　探傷条件

使絹試験片 ST鰹A裏，A2，A3，AR黎 探傷面の状態 圧延肌

接触媒質 グリセリン99％以上 感痩補正 ナシ

探傷感度 融×蔓縦穴，ψ3，2横穴　蕪線 検繊レベル L線

備考

C翌W検査株式会社
麹1　溶接部検査仕様例

一善一



騒彫鍼騰＄（w蓋撫纏，欝鱒〉

（i）外観検査

群ツト記号 溶　接　部　位 サンプル
検　査

象数

　　抜取率検査数　　　（％）

不良数
不良率

％）
欝ット
合否

G2－A－Oi 聡OX柱ダイアフラムC偶 第隻 隻28 30　　　23．婆 o §．o 倉格

02－A－02 鷺OX柱ダイアフラムC犠 第玉 80 30　　　　37．蚤 喚 亙3．3 不合格

02－A－G2 慧OX柱ダイアフラムCO2 全数 ＄o 80　　　瞬o．o 憩 玉2．5
一

02－A－03 βOX柱ダイアフラムC（〉2 第歪 80 3Q　　　37．5 ひ G．○ 合格

02－c－o至 鷺OX柱角継手 第豊 200 30 鱒 o ○．Q 合格

02－c－02 駐OX柱角継手 第隻 200 30　　　　窒5．o o o．o 合格

02－c－03 熟OX柱角継手 第蓋 200 30　　　　欝．嚢 G o．o 合格

02｛｝も蛋 駐OX柱角継手 第茎 200 鎗　　　　蚕5．o ○ o．o 合格

G2一鷺一〇i 黎ox柱大組 第蓋 玉濾 30　　　器．峯 む ○．o 含格

む2－E略2 聡OX柱大組 第i 蜜2＆
瞬　難汁

o ○．G 舎格

（2）超音波探傷検査

罵ツト記号 溶　接　部　位 サンプル
検　査

象数
検査数

抜取率
驚） 不良数

不良率
％）

騨ット
合否

02－A－Oi 黎OX柱ダイアフラムCO2 第璽 i28 30 23．蔓 o o．o 禽格

02－A母2 熟OX柱ダイアフラムCO2 第隻 80 30 37．5 ○ o．o 合格

02－A一｛）3 熟ox柱ダイアフラムcO2 第蒐 80 30 37．5 o G．○ 合格

02一β一〇玉 聡OX柱ダイアフラムC滋S 第蓋 80 30 37．5 o o．o 合格

o飴猛緯2 欝OX柱ダイアフラムC聡 第箋 暮（） 3（｝ 37．5 G o．o 合格

02一駐一〇3 鷺OX柱ダイアフヲムCES 第璽 80 鱒 37．慕 ○ ○．o 合格

02一騒一劔 鷺OX柱ダイアフラムC聡S 第薫 80 3G 37．5 o G．○ 合格

02－c鴫i 黎OX柱角継手 第笠 2倉o 30 蓋5．o 薫 3．3 合格

繊一c鴫2 黎ox柱角継手 第隻 200 鉛 欝，e o o．○ 合格

02一℃一〇3 聡ox柱角継手 第藁 20G 3G 鷲．○ 倉 o．G 合格

02－c－o喚 驚ox柱角継手 第蓋 2（）o 30 篶。（） o o．o 禽格

02一鷺一〇蓋 鷺ox柱大緯 第蓋 ま28 30 23．蔓 ○ o．倉 合格

02一狂維2 懲OX柱大組 第蓋 蓋2騒 塞○ 驚3．蛋 o ○．o 合格

図慧　検査結果例（外観検査，超音波検壷）

　　　　　一一5～



叢彫鋪欝懸（w蓋纏囎．鰺露）

部材番号
外　観　検　査 超音波探傷検糞

ビード幅 データNo 備考

合否 検査鶏 検査員 合否 検査繋 検査員

2《〕笠懲

○鱒葺》C－WUi 禽格 92．Oi．聾 鈴木 合格 毅．o茎．姓 鈴木

G蝉民》G－WU2 合格 〃 〃 合格 〃 〃

03婁DC一璽L呈 含格 〃 〃 合格＊ 〃 〃 蓋

鑛欝蓋》c－EL2 合格 虜 〃 合格 〃 ケ

2《欝q

綴灘PC－WL蓋 合格 92。鍛．終 鈴木 合格 92。劔。蕪 鈴木

0鯉置）C－WL2 合格 〃 〃 合格 〃 が

0騨DC－WL蓋 合格 〃 〃 合格 〃 が

03欝亙）c一鷺導置 合格 〃 〃 合格 〃 〃

の躍翌〉c一戴u2 合格 〃 ケ 合格 〃 〃

蟹〕蓋脇

O蟹亙XンWL潅 合格 囎、税．ま婆 鈴木 合格 92。o璽．i盛 鈴木

G癬PC－WL2 合格 〃 〃 合格 〃 〃

G鯉DC一鷺u隻 合格 〃 〃 合格 〃 グ

○鯉嵐）c一鷺u2 合格 〃 〃

遡
ケ 〃

2c露G
o欝亙〉c一翼u翌 合格 92。綴．鍵 鈴木 合格 92．G董．鍵 鈴木

む鱒Pc－EU2 合格 〃 〃 合格 〃 〃

窯c欝熟

脚ヅト：0彰A毒蓋　サンプル：第玉サンヅル　＊は記録すべぎきずエコーがあるもの

図＄　検査結果の一覧表

が発行している超音波探傷試験翼のテキストにしたがった。このため，縫本建築学会規準と異なっ

た表現の箇所がある。そこで，環本建築学会規準の表規との対照表を添付することとした。

この検査報告書のフォーマットを認定会社に役立てられるよう軽印刷物とする予定であり，これ

をテキストとして研修会も実施する予定である。
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鷺募賊撃欝（w慧駄轍．隻鯵3〉

騒．　建築鉄骨検査業務輿態調査について

　＄。1　はじめに

　平成垂年攣月3帽建設省住宅局建築指導課長通達騒9号ド鉄骨造建築物の昂質適正化について」

が通達された。その通達の中で鉄骨の溶接加工に関する検査報告書を工事監理者等が契約した検査

会社が作成することとし，原則として鉄骨加工業者の自主検査報告書及び鉄骨加工業者が契約した

検査会社の報告書は除かれる事が明記されている。

　この状況に鑑み産報出版r検査機器篇藷一ス」編集部では，平成盛年勲月裏日現在の状況を

C夏W認定事業者に対してr建築鉄骨検査業務実態調査アンケート」と題してアンケート調査を実

施した。

　この項は，産報出版の協力により資料を提供していただき，当編集委員会でデータの分析を行っ

たものである。

　調査内容は，次のとおりであるが，誌面の都合上項目を絞って掲載したい．

　①建築鉄骨検査の受注動向

　②総売上高に対して建築鉄骨の占める割合

　③磁w認定について

④建築鉄骨受入れ検査においての契約

⑤　検査料金について

⑥資格者数

⑦建築鉄骨検査に従事する技術者数

⑧検査依頼に対しての対応状況

⑨前項の理由

⑩検査依頼に対しての対応期間

露．黛　輿態調査結果

　この調査は，表題のように建築鉄骨の検査業務に絞って調査している．アンケー一ト送付は，平成

垂年m月i日現在で認定している認定事業者蟹社に対して実施し，磁社（回答率簿．3％）から回答

を得た。回答の会社の従業員数は図玉のように雄～舶人の会社が多く50％以上を占めている。

　震た，認定事業者の売上高の中で建築鉄骨の占める割含は図2である。売り上げ額とリンクさせ

てないので全認定事業者の仕事の総量との関係は分からないが，億ぽ建築の検査業務を専門にして

いると思われる8割以上の検査業務が建築鉄骨の検査の事業者は⑱社鱒．蓋％となっている。また，

業務の半分以上が建築鉄骨検査業務の会社となると，貯社強．i％となっている。

　建築鉄骨検査業務の内訳は受入れ検査（製品を受取る際麺行う受入れ側の検査）と社内検査（フ

ァブ側の晶質管理のための自主検査を代行する検査）で区分すると図3のようになる。

（i）C亙W認定について

　建築鉄骨の業務を受注する際に，C置Wの認定取得が条件付けになるかについては図蛋に示すと

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　7　一一



嚢導鍼欝欝くw童蹴縫．欝露）

騒難200人以上

昭憩0人以上

蘭50入以上

懸20人以上

鶴10人以上

O芝o人以下

藤無圏答

8社（i2、5％）

7社（iO，9％〉

7社（10．9％）

2避（32．8％）

i3社（20。3％）

6社（9．4％）

2社（3．1％）

合計…一64社

図1　従業麟数

翻80％以上

物60～70％

鑓40～50％

懸20～30％

墜20％未満

　　 …合計一一

i8社（28．1％）

6社（9．4％）

5社（7．8％）

10社（i5．6％）

25社（39．1％）

64社

磁謹　営業実績で建築鉄骨の占める割合

一㎜　『
｝　　－　　剛　一　㎜ 陸ン

凹　｝

皿　　㎜　　㎜　㎜　｝

一一…　　　…　一一

一一 …譜
㎜　一　　㎜　㎜　翻 鰭 鱒
｝㎜　｝㎜ 献・

｛㎜｝『
卿　際

『一　｝　㎜

凹｝｝一㎜一
覗・

欄
詑

一一一一　　麺撒 覗

旧　用　㎜

　一　㎜
臓 陣。聴

噛，顯
購 陸ン

赫 ㌶の

榊

翻80％以上

髪60～79％

麗ヨ50％

懸20～39％

騒ig％未満

　　　一合計一…

23社（35．9％）

i2社（18．8％）

1！社（17、2％）

i1社（i7．2％）

7社（iO．9％）

64社

籔＄　受注のうち受入れ検査の比率
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翻はい　　　50社78．i％
躍一部分はい　　3社　4．7％

脳いいえ　　　　9社14．i％

懸不明　　　　2社　3．i％

　一一合計一一　　　64社

　　　　　　　鷺欝麓欝醸（w薫樵雛．欝鱒〉

翻はい　　9社14．i％
脇いいえ　4玉社64．亙％

騒不明　　M社21．9％

　一一合計一　64社

後

受入れ検査　　　　　　　　　　　　社内検査

　　図尋　鎌Wが受注条件となる場禽

おりである。

　受入れ検査については50社78．蓋％の高率でC翼Wの認定取得が求められている。従来より佳宅・

都毒整備公団のr工事共通仕様書」では鉄骨工事の溶接完了後の検査は原則としてC翼W認定事業

者が実施することとされていた。また，平成2年捻月28日施行の東京都都市計画局建築指導部では

「鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱」において，受入れ検査と自主検査の区別を明

確にし，受入れ検査を実施する検査機関としてはCIW－UT認定事業者から選定することが望褒し

いとなっている。このようなことから，受入れ検査に関してC亙Wの認定が受注条件になることが

多いと思われる。

　社内検査を鉄骨ファブより受注する際には，認定が条件付けになってはいないケー一スが多いが約

婚％は認定が求められている。これは，磁W認定が技術認定であることが評価されているからで

あろう。

（2）建築鉄骨受入れ検査においての検査料金の支払い

　平成盛年9月玉臼～m月鍛日の闘に受入れ検査においてゼネコンからの指名で検査料金の支払い

がファブからあった事業者は鱒社，約齢％あった（図5参照）このことは検査料金が鉄骨製作料金

に含まれている場合があることを示している。25社の検査業務の総ての支払い状況が同様ではない

が，鱒件以上そのような支払い形態があった事業者は3社あり晶質適正化の面からは問題がある。

（表玉参照）

（3〉1目の検査量

　三日の検査量をアンケートにより調査している。各社の検査実施方法が大きく異なる（例えば，

検査員が2人で実施している場合と至人で実施する場合ではかなり検査数量は違ってくる。）と想

繰され，また，無記入が多いので正確な分析はできない。しかし，適正な検査量を推定するという

事はできないが，一応の指標になると思われるので表2，3に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　9一



魏u麓欝欝（w繍鍍。欝露）

蓑1　ゼネ翻ン指名のファブ支払い

具　　　体　　　的　　　件　　　数

5G件 弼件 鱒件　貸件 三2件 6件 5件 3件 2件 i件 無記入

そのようなケースがあった 25 蓋 i 蓋　　　玉 i 蓑 3 5 塩 6 蓋

なかった 39 い 一 ㎜ ｝
㎜　㎜ ㎜　㎜ 　㎜

『 一

計 騒 一 一
｛　㎜ o｝ 『 ｝

㎜　㎜
一　一　幽　皿 一　　　　　㎜

瞬ヨはい　25社謝％

縢いいえ　39社60．9％

…合計一一64社

図§　ゼネ翼ン指名でファヅ支払い

蓑潔　工場溶接継手の蓋鶏あたりグ）検査箇所数（会栓数）

i60 董齢 鍵o 蓋20 蓋蓋5 玉蓋o 三〇〇 攣G 80 75 70 軽o 55 5（） 菊 鱒 無回答 計

受入れ検査 盆 2 蓋 蛋 7 量 笠蓋 緯 三 婆 3 璽 雄 6婆

社内検査 2 2 蓋 蓋 烈 2 7 蓋 5 2 30 騒

蓑＄　現場溶接継手のi日あたりの検査箇所数（会社数）

蓋oo ＄o 70 65 60 55 50 鱒 鱒 37 35 3G 無回答 計

受入れ検査 2 2 蓋 i i6 2 盛 3 7 蓋 3 3 玉9 磁

社内検査 2 5 蓋 蓋 8 蓋 婆 2 蓋 39 6嬉

（4）検査技術者について

　認定事業老に所属する技術者で建築鉄骨検査に従事する技術者数は綴社で8鎗名となっている。

単純計算ではあるが，認定事業者9i社の総数を推定すると約慧50名と思われる。

（翅0÷磁×醗盤熱灘．7人）。また，技術者の所有する資格は，JS婦Dを却丁3種，2種（目本非破壊

検査協会　認定），鉄骨超音波検査技術者（全国鐵構工業連合会　認定）を中心に調査した。建築

関係の仕様書で判定の出来る技術老として扱われるJSNDレUT3種技術者ば全国で総32名の資格

者のうち騨．7％の澱o名，超音波検査の実施者として位置付けられるJSND互一UT2種技術者は全国

で亙鷲総名の資格者のうちn．6％の露08名が所罵している．これをアンケート無回答の会社の欝社

一10一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺顎麓艶鷺騒（w撫総緊．欝鱒〉

分も加算するともっと大きな数字となる。

　講．呂　蜜とめ

　今回の調査で建築鉄骨の検査に従事する技術者数，受注形態，受注条件としてのC亙W認定など

明確になった。

　また，今回の実態調査は検査料金のことについてもある程度詳細に調査しているが，料金関係の

ことはこの誌面の性格上不適当と判断されるので割愛させていただきたい。いずれ「検査機器論ユ

ース」に詳細に掲載される事と思う。

　検査業界が多忙な時期に詳細に亘って回答を寄せていただいた認定事業老及び惜しみ無くデータ

を提供していただいたr検査機器論ユース」編集長に感謝しこの項を置く。

4．建築鉄骨溶接部の検査に関する建設省の動向について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶接検査認定委員会運営委員会

　…昨年来より鉄骨造建築物の問題点は，関連業界にとって，甚だ残念なことでありました。その

後の，関係者による慎重な検討は，次第にその成果として種々の改善策が打ち立てられてきており

ますが，昨年9月30日付の建設省住宅局建築指導課長通達で，その対応が具体的に示されました。

　その内容の詳細は，別掲の通達を参照頂くとして，使用する鋼材，溶接加工，検査等の各工事の

施工状況を報告するように義務付けた二とにより，鉄骨の溶接加工に関する検査は，原則として鉄

骨加工業者が行った自主検査または検査会社が鉄骨加工業者との契約に基づいて行った検査は除外

されることとなりました。従って，この検査は，工事監理者，工事施工者等との契約による検査，

いわゆる，第三者検査によることが明確に示されたことになります。

　当委員会は，この鉄骨溶接加工の検査を行う検査会社として，C夏W認定をうけた検査事業者が

その役割を真に果たす時であると考え，建築鉄骨検査に関する対応を至急に立案することとした。

また，この対応は，建設大臣官房官庁営繕部が定めるr建築工事共通仕様書」の平成5年度版の発

行にあたり，同様の趣旨のもとに溶接完了後の検査は，第三者の検査によることと検査事業者の位

置付けが明確になることも受けて行うものである。

建設省住指発第3鈴号

　平成蛋年9月3帽

都遵府県建築主務部長　殿

建設省佳宅局建築指導課長

鉄骨造建築物等の品質適正化について

先般，建設省では，建築技術審糞委員会鉄骨造建築物贔質適正化間題専門委員会より標記の方策につい

　　　　　　　　　　　　　　　　一一難～



鷺む鍼欝欝（w繍鍵．欝勢〉

て報告を受けたところである。

　当専門委貴会においては，最近になり，一部の鉄骨造建築物の加工・施工をめぐって鋼材の晶質，鉄骨

の溶接及び検査の実態等について建築物の安全性に関わりかねない事態等が発生し，各方面からも問題点

の指摘が続いていることに鑑み，これらの間題点を解決し，鉄骨造建築物の適正な晶質の確保を実現する

ための方策の検討を行ったものである。

　当奪門委員会においては，鉄骨造建築物の贔質確保に当たり，工事監理者である建築士の責務の重要性

を指摘している。この指摘を踏窪え，今後，鉄骨造又は鉄骨鉄筋隷ンクリー一ト造の建築物の確認の時点

で，建築基準法第捻条第3項の規定に基づぎ，当該建築物の建築主に対し，下記により施工状況報告書を

提繊するように指導されたい。

　その際に，報告書の様式等については凍則として別紙の様式を参考として活用されたい。

　なお，貴管下特驚行政庁に対して，この冒周囲方お願いする。

盆、対象建築物

　原翔として，3以上の階数を有し，又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物。

2．施工状況報告書の提出を求める者

　対象建築物の建築主

　（ただし，工事監理者が建築主からの依頼により代行して提患することは差し支えない。）

3。施工状況報告警を作成するべぎ者

　対象建築物の工事監理老

　（必要に応じて，工事の施工春等の協力を得て作成して差し支えない。）

蔓．報告の時期

　鉄骨工事終了時又は建築主事等が予め指定する蒔期

5．施工状況報告書の内容

　（蓋）構造耐力上主要な部分に使爾した鋼材の種類及び部位

（2）

（3）

（4）

（5）

（6〉

（7〉

鋼材の製造巻

鋼材の流通径路等

鉄骨加工の状況

鉄骨溶接加工に関する検査を行った者の住所・氏名及び検査結果

工事現場における鉄骨工事の状況

その飽建築主事等の指定する内容

6、施工状況報告書の中で提出を求める書類

　（董）鋼材の晶質証明書（写）

　（2）鋼材の流通径路を示す書類

　簡　昭和56年建設省住指発第220号に示す溶接工事作業計醐書又は溶接の作業方法の条件が昭和鷲年建

　　設省告示第三鐙3号第2号に該当するものであることを証明する書類

　紛　鉄骨の溶接加工に関する検査結果概要（ただし，検査を依頼した老と検査を行った者の住所及び氏

　　名を記載したものとし，康翔として鉄骨加工業老が鐵ら行った検査の結果及び検査会社が鉄骨加工業

　　巻との契約に基づぎ行った検登の結果に係るものを除く。）

　（5）工事現場における鉄骨工事に関し実施した検査項目及び検査の結果の概要を示す書類並びに工事の

　　実施状況を示す写真等

　（6〉その穂建築主事等の指定する書類等

一笠2一



鷺欝鷲欝鶏（脚繍礁．欝鱒）

難．C亙W認定事業者協議会発足紛年を振り返って

　　　　　　　　　　　　　　　　元代表幹事株式会社縫本工業試験所尾崎真純

　昭和欝年春期劔W技術委員会において，前運営委員長仙醗憲男氏は，W黙脚H％3（案）と

して，従来の6部門に加えて66外観検査部門夕’（VT）の追加，及び現場総括技術者（N鎌の特級

相当として）並びに現場専門技術者の新設を提案されました、当時，鱗Wの認定制度は，学識経

験者によるおしきせの制度であり，検査会社の将来像を描かれたままに，個々の業者は受け入れる

ま藪であった。そして，改正案と共に，認定料を2倍にする大幅な纏上げも打診されてきた。

　この改正案に対し，技術委員会では対応できず，各社の代表老が集まって業界団体を作って交渉

しなければ，このまま改正案が成立するとして，急遽仮称騒溶接検査認定事業者懇談会’＼略称溶

検懇）を結成することとなり，役員の立候補を求める形で発足した。役員の互選により初代代表委

員に田淵泰平氏（非破壊検査㈱常務）が選任され，6‘溶検懇？の統一意見として①外観検査（VT）

は常識であり，資格とするのは不適当である。②現場総括技術者と専門技術者は，会社の管理者で

あり，個人の認定資格に馴染まないので，制度中止を求め，③認定料金の大幅値上げについても，

根拠と会計の公開明示を要講した、

　その結果は，提案を撤回された。いわば組合的対応によって，はじめて業者側の意見が認定制度

に反映されるという結果になったのである。当時認定制度の利用，普及がなかなか進展しない現状

にかんがみ，広報幹事を中心に磁W案内パンフレットの原案を作り劔Wの予算で編集発行し，

関連富公庁諸団体へ配布すると共に，メンバー各社の営業サイド客先へも配布し，認定制度の認

知，普及に努めた。折りからの鉄鋼造船不況で，東京都の鉄骨UT以外では普及が滞った。

　第2代の森山悦郎代表委員（元㈱篇チゾウテック社長）を経て，第3代尾崎真純代表委員（㈱麟

本工業試験所代表取締役）は2期続いたが，事業者の懇談会であるから，メンバー各社の意見を最

大限集約しようということで，攣月上旬，東日本，関西，西臼本の各地区で地区懇談会を開催し，

搬月上旬の秋期総会は，以後例年全国各地を巡回することとなり，白浜，鹿児島，鳥羽と続いた。

　第婆代松本一郎代表幹事（北欝本工，ソクス線検査工業㈱社長）の時代には，平成2年春の総会よ

り，劔W認定事業者協議会に名称変更し懇談会より一歩業界を前進させたのである。また，綴W

では従来のA，熟，C，D種に加えて，鷺種を新設し，今霞，鐙0社の大台に追っている。

　この時期には，不良鉄骨問題が新聞紙上で，報遵されるなど，会員会社のモラルが問われる事態

となったため，石井勇五郎先生（東京工業大学名誉教授）を招いて，倫理委員会を設け，r受入検

査倫理綱領」を制定した、

　第5代には，中野盛司代表幹事（㈱シーエックスアール社長）が就任，受入検査の徹底のため，

密公庁，諸団体，講一ザに対し，新たに発行されたC亙W案内を含めて発送するなど，認定制度の

普及，利用に劔w協議会として積極的な活動を開始した。3月3帽には建設省より建住指第3鈴号

が都道府県主管部長宛に通達され，検査会社の名称が公式に使われることになったので，縫月艀欝

にはマスコミを通じて歓迎の記者会見を行うなど，対応に万全を期すこととなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一欝一



盆む簾艶盤（w豊難搬．欝総）

馨．協議会だより

（1）平成4年農＄地嬢別の総会開催

　Ciw認定事業者協議会では，参月上旬に地区別総会を開催した（9月3日，東日本地区，9月婆

翼，関爾地区，9月沁鶉，西獲本地区）。これには合わせて6む社（簿．6％）65名が参加した。

　これらの総会において，溶接施工業者から当協議会宛にぎた公開質間書に関連して，検査モラル

の向上における問題点，検査の不具合による損害賠償金の問題，社員教育，技術管理のありかた，

建築鉄骨における技術的問題点を解決するための検討委員会の設置の必要性，技術研修会の開催計

闘，シールプレスの利用状況，関強，西日本地区における官公庁，諸団体へのP歌活動などそれぞ

れ突っ込んだ討論が積極的に行われたことが特長であった。

（黛）平成尋年度秋期全国総会の開催

　憩月容β三重県鳥羽市において，当協議会の倫理委員長の石井勇五郎先生及び鷺本溶接協会事務

局を来賓として招ぎ，秋期全国総会を開催した。総会には全国から新規会員7社も含め，67社

（握％）乃名が出席した。総会では，春期総会以後の活動経過報告及び3地区別総会のまとめを承

認した。また，次の喚つの特別委員会の設置を決議した。①鉄骨検査技術統一見解作成検討委員

会，②倫理綱領運用規定細則検討委員会，③鉄骨検査技術研修会開催委員会，④非破壊検査損害賠

償保険制度　研究委員会。総会に引き続いて，次のテーマによる特別講演が行われた。

　（1）建設省住指発第3齢号通達と鉄骨検査について　　建設大臣官房庁営繕部　寺本英治琉

　（2）不良鉄骨と品質管理及び検査の問題点　　　　　　β建設計　内鐙三雄氏

（＄）建設省住指発第鱗9号通達に対する協議会の対応策で記者会箆

　9月30揖付け第3船号通達「鉄骨造建築物等の晶質適正化について」に対する当協議会の対応に

ついて，緊急幹事会を開催し検討を行った結果，U月i旧建築関連等の報道機関7社に記者会見を

行い，次の見解を発表した。

　①公式文書にr検査会社」の位置付けが朋確にされた意義を十二分に理解し，独立した検査会

　　社としての自覚を持ち，会員の総力を結集してr受入れ検査」の責務を全うし，鉄骨造建築物

　　等の品質適正化に貢献する。

　②本年蔓月に制定した倫理綱領を遵守するため倫理委員会の活動を更に強化し，公正な検査を

　　提供する。

　③技術面の向上策としては，産学官の協力を求め，建築鉄骨溶接部の超音波探傷検査等の専門

　　的な技術研究を行う。また，契約図書，検査要領，検査報告書等の適正化，標準化を図り，更

　　に独自の研修会を通して技術レベルの向上に努める。

　④検査の量的対応策としては，当協議会が推定している年間500万トン程度のr受入れ検査」

　　に対し，当協議会に所属しているi，鷲0名の鉄骨検査技術者で充分対応可能である。これら技

　　術者の技術，倫理両面の向上に更に努める。

一盤・一



嚢欝懸艶鷺騒（脚蓋鵬雛．鰺繋）

7．今昔雑感

アィ・シーテr㈱中村 武

　ゴルフ鷲ンペでドラコンなど取ったりすると，つい年を忘れてしまうが，最近よく昔のことを想

い出すことがあり，これはやはり年を取ったせいかなと考える。

　思えば昭和紛年の夏，今や，大阪で大社長になられたY氏に勧められて，この仕事に就いてか

ら，もう即年も過ぎたので，次第に薄れて行く記憶をなんとか書き止めて置こうと考えていたとこ

ろ，先β大阪から同業の0氏が訪ねて来られて，偶然にも同じようなことを考えていたというこ

とでびっくりした。ただし，氏は，少々差し障りのあることもあるので，書き難いんだと書われ

た。そう言われれば，私も別の意味で，余り大っぴらに書けないことも幾つかあるが，逆にそのこ

との方が，側から見たら面白いので，何れ機会をみて記したいと思っている。

　さて，我々の業界だけでなく，即年もすれば，世の中すべて大きく様変わりして当然で，わが業

界もその間に幾度かの苦境に見舞われ，それを必死に乗り越えて，需わば雑草のような根強さで，

次第に大きく根を張りつつある逞しさには，敬服するばかりである。

　勿論，この業界の外部の方々から，薩接間接にご指導ご支援を頂いたことにより，今臼の拡大発

展があることは書うまでもないが，その陰で，かつては大変重かったX線装置を担いで遠方まで

患張したり，保護具も足場も殆んど無い高所や焼けつくような鋼板の上を這いずり廻って作業した

り，油だらけの船の中で真っ黒になって点検したり，そういう並々ならぬ苦労をしながら，地遵に

この業務に取り組んで来た技術者の努力があることを忘れてはならない。襲た，隣進月歩の技術革

新の中にあって高度な技術力を要求される反面，昔とそれ程変わらず，依然として労力と感性に頼

らざるを得ない。また，そのことによるミスやトラブルも付いて廼るので，技術者は二れからも決

して楽な仕事ではない。検査サー一ビスという特種業務の使命感も一つの支えにはなっているが，で

きるだけ条件を改善して，若い人がもっと集ってくる魅力ある業界にするために経営者同士がもっ

と小意や確執を捨て，チエと力を合わせることが何よりも大切であると思う。

　私もむかし，主にX線検査（レントゲン屋と呼ばれた）の現業を暫くやったり，使用者にな・）

て来たが，苦労するわりには余り恵まれない業界だったので，幾度か逃げ出しそうになったが，ほ

かに余り能も無かったし，業界草分けの一人として，その責任の一端を常に感じていたので，微力

ながら業界の活動にも参加して来た。

　近年漸く多くの人々の労苦が報われつつあったのに，バブル経済の崩壊による不況で，一部当業

界でも影響が現れているところもあるが，全体ではそれ程の減少は無いようである．

　これは中小企業，特に我々の業務は，窟だ人材不足が続いており，需給バランスがとれているこ

とと，我々を利用することのメ墾ットを発注者側も理解してきている証しではないかと思う。

　従って今後，仮りに大不況が来ても，かつてのような無意味な競争によって，業界が後戻りした

り，働く人々にしわ寄せが行かないように，業界が真に安定し，繁栄することを願って止まない。

一鶯一



獄ヌ簾欝欝（w嚢欝搬．霊鱒3）

薯．お知らせ

平成5年度のC翌W試験及び研修会の韓程を下記のようにお知らせ致し護す。現在，試験におけ

る2次試験の実施方法を検討しており憲すので下記の予定に変更が出る場合もあります。正しくは

案内パンフレットをご確認下さい。また，締切りはそれぞれございますので事務局にご確認下さ

い、なお，研修会についても内容を検討しております。

（1）平成騒年農検蓋事業者認定のための技術者試験

　前期　　　三次試験　平成5年5月3帽（欝）

　　　　　　実施地区　東京地区1三省堂文化ホール

　　　　　　　　　　北九州地区1縫本溶接協会　九州地区検定委員会

　　　　　　　　　　広島地区1広成ビル

　　　　　　　　　　大阪地区：非破壊検査ビル

　　　　2次試験

　　　　　　東京地区1平成う年7月3縫（土）揖本溶接協会会議室

　　　　　　北九州地区1平成5年7月3日（土）毎縫西部会館

　　　　　　広島地区1平成5年7月3濁（土）広成ビル

　　　　　　大阪地区1平成5年㍗月喚費（費）非破壊検査ビル

　後期　　i次試験　平成5年鴛月撮翼（日）

　　　　　　実施地区　東京地区1全国町村議員会館（予定）

　　　　　　　　　　北九州地区：縫本溶接協会　九州地区検定委員会

　　　　　　　　　　広島地区1広島YMCA会館

　　　　　　　　　　大阪地区1非破壌検査ビル

　　　　　2次試験

　　　　　　東京地区1平成6年蓋月22欝（土）揖本溶接協会　会議室

　　　　　　北九州地区1平成6年i月22還（土）毎β西部会館

　　　　　　広島地区：平成6年蕊月2蠣（土）盆CC文化センター

　　　　　　大阪地区1平成6年璽月器欝（聞）未定

（黛）平成轟年度認定試験のための研修会

　前期　東京地区：平成5年盛月姶日（土）弓蝦（溝）縫本溶接協会　会議室

　　　　大阪地区1平成5年蔓月鎗翼（土）弓蝦（欝）非破壊検査ビル

　　　　北九州地区1平成蚤年姦月滋目（土）遭5潤（円）毎縫西部会館

　後期　東窟地区1平成5年鱒月2潤（土）・3β（臼）費本溶接協会　会議室

　　　　大阪地区1平成5年憩月2欝（土）・3欝（欝）非破壊検査ビル

　　　　広島地区1平成5年沁月2細（土）・2蠣（日）チサンホテル広島

一董6一
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