




1．CIW認定の30年の歩み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松　山　　　格

　1．1　RACの誕生

　今年はCIW認定認定委員会設立30周年に当たる年で，秋には式典と祝賀会を予定している。CIW

は御存知のように㈹日本溶接協会　溶接検査認定委員会（C麟豊鋤麟騰島r置鵬沸£t覧鰍むぞW鱈臨）の

略称であるが，現在の形で30年前に発足したものではない．

　昭和路年6月購欝に千代懸区にあった溶接センター会議室において，委員会の前身である放射線

検査委員会（略称鼠AC）が開催されたのを出発点にしている。溶接部の放射線透過検査に対して，

」欝規格σ聡霊器蜘等が適屠されていたが，実際の製晶においては，検査方法，合否の判定に

多くの間題点があったために，この問題の解決を騒的に前記委員会が生霞れた、初代委員長は柴懸

晴彦先生，副委員長は多田葵朝先生，三上博先生，石井勇五郎先生，麟田富男先生飽2名の曝委員

で構成された。技術担当の仙購先生の下に判定小委員会が作られて寺醗（鉄道技術），松山（工業

奨励館），榊（運輸技術）の3名が毎週土曜罠の午後に作業を行った．

　昭和総年といえば，東京オリンピックの前年であり，梓みちよの「今講は赤ちゃん」が誕生した

年である、

　昭和鵜年憲月にド放射線透過写真撮影事業老技術認定規則」を制定し，N蹴の技量認定にさき

がけて撮影技術者の技量認定試験を実施した。会社の設備等の審果もし，撮影技術者の試験結果と

禽わせて，昭和菊年鴛月に第裏号の認定を現在の㈱シー一・溝ヅクス・アール（当時の中国エックス

線㈱）に与えた．その後制度の改正などがあったが，昭和騒年欝月では認定会祉は墨社であった．

　昭和鰻年度でr放射線検査委員会」は発展的に解消して昭和鱒年度から溶接検査委員会（C轍一

癒麟轍o“耀脚綴磯倉鐙W融蓋廊略称C夏W）となり，事業内容を「溶接部の放射線検査」から「溶接

部の非破壊検査．1と拡大した。そして認定部門も放射線以外に超音波，磁気・浸透，ひずみ測定の

3部門を追加し，委員も増強した、昭和総年欝月「非破壊検査事業者技術認定会社は羅社となっ
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た。制度の移行に当・）ては暫定越置がとられたが，昭和鷺年3月には正規認定轟社，暫定認定騒社

合計欝社の認定事業者が生まれた。

　1．慧　w難制定と“wの誕生

　認定規則をW雛規格にする準備も進められ，昭和灘年i月にW聡鍵磁「溶接構造物非破壌検

査事業者の技術種別基準」が制定された。これを受けて認定規則及び細則の改正が行われ，新規則

による種別切替えを同年諦月に鐙社について行った。

　昭和灘年度から認定業務は現在の溶接検査認定委員会（C鷺W）が行うこととなった。委糞長木

原博先生，翻委員長仙慈富男先生以下U名の委員で構成された．

　W璽購簿藍はその後，総合的非破壊検査技術の必要性から，溶接構造物の検査につレての総括的

な責任を負える技術者として，主任検査技術者を設けて，認定資格に加える改正を昭和灘年蔓月に

行った。

　昭和灘年に東京都建築工事標準仕様書にド内部欠陥の検査は，原則としてW欝鍵槻で認定を受

けた事業者に所属する技術者によって行ろ」と記載された。6嚢年には住宅・都市整備公団工事共通

仕様書にも記載されるようになり，超音波検査部門が注目されはじめた。

　璽．慧　遇傭教育の爽施，£薫W手帳及び轍W通傭の発行

　認定基準の2本柱は人員構成と設備であるが，人員構成の中で重要な主任試験技術藩の受験資格

である醤鎌の叢級技術者（現在の3種技術藩）の資格者を増加させる痛的で，検査会社の技術者

を対象にした通信教育を昭和灘年6月から放射線透過試験部門A灘一スを皮切りに実施した。そ

の後，上級の灘灘一一ス，超音波探傷試験部門，磁粉探傷試験部門などにも拡大させ，技術者のレ

ベル向上に多大な貢献をした。

　昭和憾年婆月に登録技術者全員に携行させるべく劔W手帳を発行したが，その後登録技術者が

必要な技術情報，各種統計を「c翌W通信」として年峯回発行することとした。同通信は平成爆年

度から現在のヂRUM遡刷に衣変えしている。

　1．嚇　仙襲体制から藤灘体制へ

　昭和総年6月に非破壊検査レベル向．L，認定事業の発展に構熱を燃やし続けた仙懸寓男先生が逝

去され，藤磯譲先生にパトンが渡された。

　認定事業者といっても内容的には格差があって，すべてが同列ではないかこの認定制度は規則に

基づいでそれぞれの技術レベルについて認定を行うもので，小規模な事業者はそれなりに認定事業

者としての自覚をもって，より上位のレベルに上るべく，技術の向上に努力し，検査員一人一人が

倫理観の強い良質な検査を遂行することによって，本認定の鐸的である溶接構遣物の安全性・信頼

盤の向上に貫献できると考えている、認定事業者がより多くなり，全闘に分布すれば，第三者検査

を磁W認定会社で施工するように関係官公庁にアピー一ルできるとの観点と，小規模な事業者でも

…定の技術レベルを持っていれば，認定を受けられるように，平成黛年盛月にW鵬欝雛の改正を

行い，慧種を新設した。これは特に地方では技術者の確保が難しく，今憲で門戸を閉ざす形になっ

ていたのと，検査会社の技術レベルの底上げを目指したものである、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一2一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瓢懸鷺箏（蕪鮮璽欝鰍

　図iに昭和灘年紛月のW雛制定以降のC夏W認定事業者数および種別の推移を示す。途中て一

部減少する部分は，主任試験技術者等の更新試験が3年毎に行われ，不合格考がでて資格が維持で

ぎないために生じたものである．慰種の新設も含めて藤遜体制になってからの事業毒数の増加が良

くわかる．

　C夏Wとしては今後認定後の指導を充実させ，社会の期待を裏切ることがないように努力し，事

業者数が鴛Oの大台を越える嚴を楽しみにしている．
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黛．　鉄轡造建築物に係る検査技術者研修会概要

　建築鉄骨の検査技術者育成を図る「鉄骨造建築物に係わる検査技術者研修会」は劔W認定事業

者協議会主催，㈱費本溶接協会共催で2月79東京会場（受講者数3謄名），3月7日大阪会場（受

講老数2鱒名）で開催された。

　検査業界始豪って以来，同…研修会としては最大規模の受講者を集めたこの研修会は，昨年攣月

3帽の建設省住指発第3麹号通達r鉄骨造建築物等の品質適正化について」により，受入れ検査の

義務付けと同検査における検査会社の位置付けが明確になり，検査会社，検査技術者の社会的責任

が藪すます増しているところから，協議会が縫溶協の共催，㈹鋼本建築構造技術者協会（建築構造

物の構造設計技術巻で構成する団体で略称JS（〕A）の協賛を得て開催したものである。

　研修会開催に先立ち中野C亙W協議会代表幹事が「3鱈号通達以来，全国規模での鉄骨受入れ検

査に対して，検査業界はその質的，量的対応が迫られている。本研修会は，名実ともに検査のプ群

としての検査会社，技術者の認識と技術向上を目的に開催Lた」と，開催主旨と意義を述べた。

　研修会は青木氏によるr建設省通達3鈴号の解説」で同通達の背景，意図の解説で始められた。

この中で検査体制に関Lて，「検査機関は独立した機能を持った第三者検査が理想で，建築主に提

出を求めている施工状況報告書に記載するようにしている。しかし，既成の検査機関による第三者

検査の体制が整っていなければ，代替の検査機関も考えなければならないだろう」と発言した。ま

た，岡通達による鉄骨造建築物の品質適正化は全国一律に動くには時間が掛かるかもLれないが，

運動が拡大していけば健全な産業分野に育つだろう」と述べた。

　続いて，寺本氏は，毒年毎に改定されるr建築工事共通仕様書」の改定が今年実施されることか

ら，r同仕様書の改定について」を講演した。この中で，溶接完了後の検査の項で，受入れ検査は

第三者検査で行い，検査結果の晶質保証は検査技術者と事業者が行うべぎであり，事業者としての

資格と責任を求めるなどの改正点を強調し，事業者としては慧W認定事業者を意図する発言があ

った。

　午後からは，真書志氏が民間工事で標準仕様書となることが多い日本建築学会rJASS創の改正

の解説を行った．同氏は，品質保証を目的とした晶質管理を行うことを明確にした同仕様書の解説

東京会場風景 大阪会場
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺彫簾欝灘（難麟礪．欝鰯

をした上で，各中間工程での晶質管理が重要であることを強調した。

　次いで，「検査技術者の倫理について」の講義が加藤氏から行われ，鉄骨不祥事を行政現場から

指摘してきた同氏らしく，検査技術者の倫理感を強く訴えた。

　続いて，禽持氏による「鉄骨超音波検査の問題点と課題」がOH欝を使って行われ，鋼材，検査

技術，検査技術者の現状での閥題点が指摘された．その中で，裏当て金付溶接継手の欠陥の判別，

角形鋼管柱の瓢一ナー一部の探傷，溶接に伴う母材欠陥の探傷の問題など研究データを示しながら

巌翼瓢2小委員会委員長らしい専門的な技術解説を行い受講者の関心を集めた。

　各講師の講義・要旨は次の通りである。

一一一一一一
／’

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵯瀞

　昨年の9月3帽にr建設省通達3鱒号」を建設省住宅局から出したが，その反響の大きいのこと

に驚いている。その反響をみると，全構連・鉄建協が技術的な勉強をするための検討委員会を設置

し，建設省・工業技術院・鋼材メーカー一が建築用鋼材のJ総の検討，鋼材の流通に関して鋼材倶楽

部，問屋，特約店が中心となっての流通の仕組みの検討，検査業界も検査体制のあり方についての

勉強会の開催など，我々が当初想定していなかったぐらい広い範囲で鋼構造，鉄骨造をもう一度見

つめ直す動きが出てきた。

　この通達を出すに至った背景には，一昨年のバブルを背景に起こってきた建築分野における不良

施工の問題，不良鋼材の問題であった、

　夏00年ぐらい前は日本の建物は鱒○％木造だった。それが東京オリンピッグを境に鉄骨造の建築物

が第一普及段階を迎えた。その当時も不具合間題が起こり，建築学会が対応策を図り，技術規準も

整備された。鉄骨製作工場の認定制度もその中で生まれた。鱒数年前の第一段階の普及期と比較し

て，今回の建築ブームが第二段階の普及期であるのだと認識をした。問題が見つかったから闘題に

対応するというのではなく，鉄骨造がさらに一段飛躍するために必要な再編成，見直しの時期だと

認識をしたわけである。

　通達作りの前段階として，一昨年のフ月に住宅局長の諮問機関に建築技術審議委員会を設置し，

その委員会の申にr鉄骨造建築物晶質適正化問題専門委員会」（委員畏1神奈川大学　藤本盛久）

を設置した。学識経験者，各業界の代表者で組織し，業界自身の問題意識も含めて検討した。検討

の中で明らかとなったことは，鉄骨造の建築物が繊来上がるためにはいかに多くの産業が関与して

いるかということが分かった。携わる順番で行くと，鋼材については高炉と電炉とがあり，さらに

5
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晶質チ濫ックがされていない輸入鋼材も含まれていた。それから流通業者，大手商社から特約店な

ど多種多様な流通業者が携わっている。鉄骨ファブリケーターで鉄骨加工のすべてが行われている

のではなく，その前に中間製品の加工をしている一次加工業者。ファブからゼネコンが鉄骨を受入

れるわけだが受入れ側の確認検査のための検査機関があり，その外側に設計と我々行政がいる。

　委員会から提書が出てきたのは昨年の3月で，大ぎく言って6点あった。

　第一に，鉄骨造の建築物には多くの業界が関与しているために晶質を一貫しての管理体制が不備

であり，全体を一老の雛ント獄一ル下において晶質を良くすることは不可能である。まず各々の業

態の中で出来得る限りのことをし，それを総括的にいわば上積みを取るように統括するような仕組

みが必要だと考えた。この統括するところは全国的に灘万人いる建築士を考えている。

　二番鶉は，鋼材の晶質。現在，建築用鋼材のJ蔦規格はなく，地の分野のものを流用している。

これについては，工業技術院と我々とで協力Lて建築用鋼材の」欝原案を作っているところであ

る。

　三番目の間題は鋼材の流通体制の閲題。建築基準法ではJ総に適合する鋼材の使用を全面的に求

めているが，輸入品の一部だけでなく艮本のメーカーでも規格外晶の鋼材が市場に流れている。し

たがって，流通体制でぎちんと規格品であるかないかを検証することが必要である。建築学会では

ミルシー一トの裏書ぎ方式を提唱しており，通達にもその方式を盛り込んでいる。

　四番目はファヅの間題で，ファヅの工場認定制度があるが，認定を受けていないアウトサイダー

が力を付けることが必要である。

　五番目は検査体制で，日本はどちらかというと相対の信頼関係（取引）で物事を処理する傾向が

強い国で，第三者的立場から検査をすることが不慣れである。しかし，今後は独立した検査機関が

あって，その検査機関がファブ，ゼネ灘ンに対し独立した検査をする第三者検査の考え方を定着さ

せなければならない。第三者検査の実施機関については検査会社を考えているが，現状全国レベル

で対応が不可能な場合は，代替の機関も考慮するつもりである。

　六番目は我々行政であるが，建築現場に出てそれらをチ瓢ックするという姿勢を持とうというご

と。見にこられたら困るという一罰百戒でいい加減な仕事をすることの抑止力になればと考えてい

る。

　建築基準法驚条第3項では施工状況報告の規定があり，これを活用することとした。鉄骨造め建

築物から活用を始めることとなった。これは行政庁が建築主に求めていくことにした。その理由

は，建築主が晶質に対して関心を持って，晶質に対して金を払うという意識さえ出来れぽ，自分の

ところにいいものが返ってくる。建築主が施工状況報告書を出せるかという問題があるが，工事監

理巻（ゼネ慣ン）が代行しても差支えないこととした。報告書には，①鋼材の種類と使用部分②鋼

材メーカー名③流通経路④施工の状況（溶接がぎちんとできているかの確認）⑤検査をだれが行っ

たかの確認⑥鉄骨工事の状況の6項嬬の記載を求めている。

　特に⑤については検査は監理者が直接，検査機関と契約を交わLた第三者による検査報奮書の提

出を求めている。
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瓢灘騰＄（簿辮璽欝欝〉

r建築鉄骨工事における晶質管理について」

　　　　　　　　　　　　　　建設省大臨官房官庁営繕部監督課課長補佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺本英治氏

　建築工事共通仕様書は昭和器年に制定され，以降蛋年毎に改定を重ね現在は平成元年版である。

現在改定作業を進め，3月中旬に改定される予定である。建築工事共通仕様書は建物を作る全てに

わたり，22から構成されている。平成5年版の改正では5つの大きな改正点がある。①建設省の施

策の取り入れ，②国際化への対応，③法令，規格，各種基準類との整合，④技術，技能資格巻の適

切な活用，⑤施工実態の考慮である。

　本β，聴講されている皆さんに関係の深いところは7章r鉄骨工事」であり，とりわけ7章5節

9の「溶接完了後の検査」の箇所であると思う。

　鉄骨工事の改正では，鉄骨製作工場という項目を起こし，鉄骨建築の製作に重要な位置を占める

製作工場を規定する。改正前には溶接の管理及び設備にr溶接を行う場合は，溶接施工の実績，溶

接の作業管理組織，機械設備，施工及び検査の社内基準などを記載した文書を監督員に提出して，

製作工場の施工能力及び管理能力について承諾を受ける」となっていたものを格上げした形となっ

ている。これは鉄骨の品質というのは溶接だけではなく建て方精度等も重要であるからである、

　それからr施工管理技術者」という項目も起こしている。これは従来，溶接施工に関して「溶接

施工管理技術者」だけが規定されていたが，鉄骨製作には溶接だけでなく鉄骨製作全般にわたる管

理技術者を規定している。一昨年，施工管理技術者に該当するr鉄骨製作管理技術者」が出来たこ

とから，項目を入れることになった。昨年鍛月末現在で笠，2級合わせて3簿0名の資格籍がいるが，

全てのファブにあるわけではないので，設計者が特記として判断し適用することになっている。フ

ァブの中で，本当に指導的立場になって工事に関与してもらえるかは不明なので，発注工事全てに

適用ということではなく設計者が必要に応じて決めてもらうことになっている。

　r溶接完了後の検査」とは受入れ検査を想定している。ここでの大ぎな改正点は受入れ検査実施

機関を従来「原則として当該工事の鉄骨製作工場に所属しない検査機関が実施すること」としてい

たが，その「原則として」を削除し，「かつ当該工事の品質管理の検査を行っていない検査機関と

する」を加筆し，鉄骨製作工場が関与する検査と受け入れ検査の区別を徹底したことである。ま

た，検査の実施についても従来は検査技術者のみを言及していたが，改定の仕様書より検査技術者

の所属する検査機関すなわち検査会社を位置付けたことである、

　これは，検査は鉄骨製作工場に所属しない検査機関が行うものとして，いわゆる第三者検査をう

たい，その検査機関は相応の技術を実績を有するものとし，品質を保証するのは検査技術者だけで
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　魏野糠撚§（蹄織欝蓋鯵3）

なく会社である事業者だという考え方である。このことにより検査機関の資格と責任を明確にt、

た、

　これらのことは本仕様書の解説書となる「建築工事施工管理指針」に，検査事業者の内容等も含

め詳しく記載する予定である。

鞭A＄総改定の解説」

　　㈱罠本設計　真毒志卓氏

（β本建築学会鉄骨工事運営委員）

　鍔本建築学会で発行している建築工事標準仕様書のJASS6（鉄骨工事）は，昭和茄年雄月に改

定し8年経過後2年前に大改定された。現在，小改定を行っており善月以降に改定予定で作業が進

められている。

　おもな改正点は次のとおりである。まず，仮付け溶接は，オールポジシ翼ンになるわけであり，

本来非常に難しく藁姿勢の資格を持った人がやるものである。また，仮付けはシ還一一トビー一ドにな

りがちであり，仮付けする位置も重要なポイントになる。少なくとも端部から韓撒m離したとこ

ろでスタートLなければならない。これら辺の中間検査も検査会社の仕事のひとつとして講け負う

ような時代になると思うので，知識として覚えてほしい。本溶接に関してはあ豪り変わってはいな

い。一般的なことだが，r母材の溝掃」は開先面だけではなくその周辺，腕膿ぐらいと考えてもら

いたい。浮いたスケール，スラグ，さび，油，水分。さびと水分が一番悪く，場合によっては連続

ブ群一一ホールになってしまう。よくあるケースとして裏当て金との隙間に入っているごみとか水分

が逆流Lてきて，開先面の初屡部に連続的な欠陥を生じることがある。この辺の検査も中間，各工

程での検査で十分にやらなけれぽいけないことになっている。

　「エンドタブ」はこれまで切断するのかしないのかは明確に書いていなかったが，「慌ンドタブは

支障が無いかぎりは切断しなくても良い」となっている。繰返し荷重を受ける構造物の場含や

謙Cでの鉄筋の配筋の邪摩になる場合などは切断しなければならない。

　r溶接部の受入検査」では，今後変更になるところは検査灘ットの構成で溶接単位30G箇所で璽検

査罫㍉トにしているが，実際には多すぎるので，購O箇所で笈検査・ットとなる。

　品質管理，晶質保証というものは最終的な患来上がりの製晶だけを検査すればいいというもので

はなくて，各工程の段階で晶質管理を行い，その積み重ねがいい製晶を造り上げる。r品質は工程

で作り込む」という名文句があるが，それを思い起して各段階での検査（中間検査），あるいは管

理というものにこれからは重点を置いてもらいたい。

　検査会社の方々には，この中間検査などにも技術の提供をお願いしたい。
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騒彫灘欝欝（§麟帯欝鱒〉

r検査技術者の倫理について」

　東京都千代鐡区役所加藤哲夫氏

（C亙W認定事業者協議会　倫理婁員会）

　倫理委員会が出来た経緯は叢昨年，建築鉄骨の品質に関わる間題が全園紙に取り上げられ，その

中の蓋つに検査の信頼性が大ぎく取り上げられたからである。それまでは，検査が社会間題になる

ようなことはまったく無かった。そのぎっかけとなったのは，検査結果と震ったく別な報告書が作

られ，監理者あるいは行政庁に報告書として出されていた。それが，大きな社会間題となったわけ

である。

　検査は非常に重要で，建物の信頼性はこの結果である程度判断されることになる、したがって，

検査員は非常に高い倫理性が要求されるものだと思う。皆さんは日頃主に溶接部の検査に携わり，

検査テク論ヅクは一流なものを持っていると思うが，そのテク論ックを正しい方向に使われればこ

んな問題になることは無かったと思う、

　時として，外部からの依頼だとかあってその結果をねじ曲げるということがあり，それが表面に

出て，この業界の倫理が非常に重要だということが叫ばれ，その結果，倫理委員会が出来た。私も

その中のオブザーバーということで参加をしている。

　溶接部の検査はUT検査が中心となると思うが，UTは今の技術では記録性という点では少し劣

っている。C鼠丁を読み取って検査報告書とするわけだが，これが技術的にもう少し簡単に，ある

いは記録でぎるような機械が出来て，検査箇所が全て再現できるようになれば事情も変わってくる

と、懲う。

　指先iつのさじ加減で，結果が変わってくるというような非常に微妙な技術の仕事に携わってい

る。その上で高い倫理観が要求されてくる。

　今回，社会間題になったのは，玉つは自主検査と受入れ検査との区別が曖昧だったといえる、こ

ういった社会間題によって，自主検査と受入れ検査を明確にすることが非常に重要だと言われるよ

うになった．

　東京都では要綱を作り，要綱の中で嘘主検査と受入れ検査」を定義して，受入れ検査とは工事

の発注者側と契約をして行なう検査、ファブ鍵ケーター一と契約したものは受入れ検査にはならない

ということを明確にした。

　ある面では，監理者の方も自主検査と受入れ検査との違いがあ霞り明確に認識していないため自

主検査の検査報告書を受入れ検査報魯書として受けて，それを役所に提出するというようなことが

ごく日常的に行なわれていたと思う。

警



　畿騨獺艶灘（恥細慧講灘3）

　検査技術は当然高めることは必要だが，受入れ検査においてはその検査技術以上に倫理観が要求

されてくるのだろうと思う。

　皆さんも仕事で，ファブに常駐する場合もあるだろうし，品質管理のための検査を依頼されるこ

ともあると思う．ある時はファブから受入れ検査とL、て発注される場合も過去にはあっただろろと

思う。ソァヅの自主検査を行なっている検査会社に，受入れ検査を工場が発注する。検査員は饗

頃，そこの工場に出入りLていて自主検査でやっているわけで，今日は受入れ検査だからといって

緯磐％切り替えられるかは人間だから難しい。

　しかし，蓑をつぶるようなことが無いように今度の倫理綱領の中では，受入れ検査の発注者はフ

ァブリケーターではなLに，建築主であり，その代行をする工事監理者（ゼネ慣ン）でなければ受

入れ検査にはならないだろうということで，規定の中で明確にしている。

　いま，鉄骨建築は翰本で建築される床面積の§割以上を占めている。この傾向は濠すます高まっ

てくるだろう。そういう意味では，皆さんの仕事（検査）はもっともっと増えるだろうし，高度の

倫理観が要求されてくるだろう。

　今度の通達の中では，受入れ検査の項羅があり，だれが検査を行なったかを記入することになっ

ている．各行政庁でそれぞれの実施について具体的な検討に入っている。建設省の案では3階以

上，寮たは延べ癒積灘む灘2を超える建物を対象にしているが，千葉県では通達の報告書の対象は

r建築構造物に鉄骨を使用Lたものは全て対象にする」というように行政庁によっては鉄骨造が使

われている建物については全て対象にしていこうというようなところもある。

　当然，その対象になればそういうところでは，受入れ検査が必要になる。そうなってくると検査

の仕事が当激に増えるのではないかと思っている。

　最後に，最近よくr最近，検査会社は偉くなって全てに高飛車である」と言うことを聞ぎます。

検査会社の方々全てが同様でないと思いますが，世の中での重要性が増すことと，偉ぶってもよい

と言う事と間違って認識を持－）ことのないよう，今後とも倫理観を持ち，高度な技術で検査を実施

していただぎたい。

r建築鉄轡溶接部の趨欝波における注意点」

溝水建設㈱倉持　質

　　（醍〉鷺鐙委員畏）

　建築鉄骨を取り巻く状況は，非常に工事量が増大しており，平成3年では鐙O脅万～鶯00万トンと

書われる億どの鉄骨造の工事が進められた。超高層，超々高層に部類するものや大スパン構造物も

増えている。これ瑳）の設計方法は従来型と比べて粘りを重視するような設計法（耐震設計）になっ
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瓢麗欝欝（＄麟璽欝3〉

てきている。使われる鋼材についても高性能な鋼材が開発されており代表的なものはTMC欝鋼で

ある。鉄骨に使用する溶接方法も工事量の増大から高能率な溶接法（タンデムサブマー一ジ，エレス

ヲ等）になり，溶接群ボットの普及も著しい。一方，鉄骨の加工も国内だけではなく韓国でもかな

り造られているので，受入れ検壷等に関しては国内だけでなく海外にも出張するかと思う、

　また，不良鉄骨，開裂鋼板の発生を食い止めるためにも検査に対する期待が大ぎくなってきた。

それも，第三者検査というものが期待されている。

　現在，建築鉄骨での超音波探傷検査がどのように使われているかというと，鉄骨溶接部の内部検

査である。検査員がまず知っておくべきことは溶接の欠陥の発生特性がある。建築鉄骨の溶接部と

いえば，丁継手，十字継手が大半でありその開先形状としてはレ型裏当て金付ぎでそれの完全溶け

込み溶接となる，ここにおける欠陥発生特性をある程度知っておかなければならない．

　溶接の欠陥は一屡目で大半が発生している。欠陥発生率は当祉のデー一タで大体現場溶接では芸～

2％の欠陥の発生状況と認識しており，成績としては非常にいい状態だと思っている。このように

成績が良くなってぎたのも超音波探傷という晶質管理に強力な武器が出てぎて，こういう結果にな

ったと思っている。

　検査の発生形態は，今まではゼネコンから検査会社，鉄骨ファブから検査会社というルートもあ

ったが，通達が浸透するにしたがって鉄骨ファブから検査会社への発注は少なくなり，ゼネ雛ンか

ら直接検査会社に発注される形態が多くなる。

　建築で行なわれている超音波探傷の問題点は，大別すると探傷方法，探傷装置，検査技術者の資

格と考えられる。

　探傷方法は斜角と垂直に分けられ，斜角の場禽，①裏当て金付き丁継手のルート部の欠陥判

別，②音響異方性材の探傷方法，③角形鋼管柱の厭一一ナー部の探傷，④ラメラテアの探傷の間題が

考えられる、…方，垂直は①溶接に伴う母材欠陥の探傷②エレクト獄スラグ溶接部の探傷である、

　探傷装置として自動化と初心者向きとして急激に普及しているデジタル探傷器の問題がある。

　それから，技術者の間題としては学会規準に規定があるが，これに該当する技術者の間題点があ

る。検査技術者として要求される資格としては基本的なものと専門的なものに分れ，基本的な資格

に関してはN鎌の3，2，i種が位置付けられると思う。そして専門的な資格については，現在では

全構連の鉄骨超音波技術老が該当する。建築鉄骨の場合にはこの資格を持った人が検査に従事する

ようなことが各社で作成している標準仕様書の中にだんだん折り込まれつつある。しかし，いま検

査会社では約紛0名しか取得者がなく，少ないというのが間題である．我々が要求したとしても，

全国レベルでこれに対応できるかが問題であると思っている。

　この資格は全構連という一業界団体の認定資格であり，検査の中立性を考えるといずれかの中立

機関に認定母体を移行して認定資格に中立性を持たせることが，今後検討されていくべきだろうと

考えている。

一録一



濁麓躍＄（＄騨蓋畷欝3〉

欝．建築工事共通仕様書改定について

建設大臣官房官庁営繕部監督課で監修し全国の官庁工事に適用されているr建築工事共通仕様書」

は本年，婆年ごとの改定する年度にあたり，平成5年版が3月より営繕協会から発行されている。

改正のポイントについては前項で寺本氏が述べているので割愛するが，下記の新旧比較表として掲

載する。

なお，共通仕様書の解説については今秋に発行予定のr建築工事施工管理指針」に記載されるの

で参照されたい。

建設大臣官房官庁営繕部「建築工事共通仕様書」平成元年版／平成5年版比較表

平　成　元　年　版 平　成　5　年　版

　　　　　　　7箪鉄骨工事
勤節溶接接合
7．轟、蓼　溶接完了後の検蓋

（鋤　溶接完了後，下記により検査を行い，検査成績書

　を監督員に提出して，承諾を受ける。

　（玉）　ビード表面の整否，ピット，オーバーラップ，

　アンダ～カット及びクレーターなどの状態を確認

　　して記録する。

　（2）溶接金属の寸法，スタッド溶接後の長さなどを，

　測定し，要所について記録する。

　（3〉割れの疑いのある場合には，罫S　Z2鍛3（浸1

　透探傷試験方法及び欠陥指示模様の等級分類）又

　は」欝G　G5茄（鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及
　び欠陥磁粉模様¢）等級分類）による試験を行う。

　（護）放射線試験及びエンドタブを矯いたマク獄試験

　　を行う場合は，特記による。

　（勤　突合わせ溶接部の超音波探傷試験は，下記によ

　　る。

　G）試験の適矯は，特記による。
　（董i〉検査規準は，日本建築学会制定「鋼構造建築・

　　溶接部の超音波探傷検査基準」による。

　㈱　抜取率，抜取方法などは特記による。特記が

　　なければ下記による。

　　①工場溶接の場合
　　　　抜取りは，璽群ットから均等な機会となる

　　　よう無作為に行う。抜取率は，重揖ヅトごと

　　　に，突合わせ溶接線の⑳％以上とし，“ット

　　　の区分は豊節又は300溶接線程度とする。不
　　　合格個所数が抜取箇所数の5％を超えた場合

　　　は，さらに同数を抜取り，その合計不合格率

　　　力竃5％以内ならば合格とする、

　　　　なお，不合格の場含は，その群の全突合わ

　　　慧溶接線を検査する。

　　②工場現場溶接の場含
　　　　検査は，」総Z9008（計数連続生産型抜

7、§．暮　溶接完了後の検蓋

（浅）溶接完了後，次により検査を行い，検査成績書を

　監督員に提綴して，承諾を受ける。

　（i）　ビード表面の整否，ピット，アンダーカット及

　びクレーター等の状態を確認して記録する。

一

（2〉溶接金属の寸法，スタヅド溶接後の長さ等を測

　定し，要所について記録する。

（3〉割れの疑いのある場合には，」欝Z23酪（浸

　透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類）又は

」聡G　O5縄（鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び

　磁粉模様の分類）による試験を行う、

（4）放射線試験及びエソドタブを用いたでク揖試験

　を行う場合は，特記による、

（5）完全溶込み溶接部の超音波探傷試験は，次によ

　る。

　（i）試験の適用は，特記に．よる。

　（重i）検査規準は，㈹費本建築学会制定r鋼構造建

　築溶接部の超音波探傷検査規準」による。

　㈹　抜取率，抜取方法等は特記による。特記がな

　ければ次による。

　①工場溶接の場合
　　　抜取りは，蓋鐸ヅトから均等な機会となる

　　よう無作為に行う。抜取率は，i獄ットごと

　　に，突合わせ溶接線♂）鱒％以上とし，潔ット

　　の区分はi節又は300溶接線程度とする。不
　　合格個所数が抜取箇所数の5％を超えた場合

　　は，さらに同数を抜ぎ取り，その合計不合格

　　率が5％以内ならば合格とする。

　　　なお，不合格の場合は，その群のすべての

　　完全溶込み溶接線を検査する。

　②工場現場溶接の場合
　　　検査は，」捻Z参OG＄（計数連続生産型抜

一捻一



鵡絨臨＄（簿麟購欝磐）

平　成　元　年

　取検査（不良個数の場合））に準じて，各節

　　の溶接工ごとに，施工順序に従って，全突合E

　わせ溶接線を対象とする。平均出検品質限界
　　は婆％，区切りの大ぎさ蛋，連続良晶個数璽5…

　　とする。

㈲　超音波探傷試験の検査などは下記による。

　①　超音波探傷試験の検査は，原則として当該・

　工事の鉄骨製作工場に所犠しない検査機関が

　　行うものとする。

　②検査技術者は，縁本非破壊検査協会により

　認定された超音波探傷試験による資格又は同・

　等の技量を有し，資格証明書などを監督員に

　提患して承諾を受けた者とする。ただし，超・

　音波探傷試験は，超音波探傷試験2級技術者
　　以上とし，試験結果の含否判定は，超音波探

　　傷試験蓋級技術老が行うものとする。

版 謡

）に準じて，各節一諮無　　ギ　　奈塞ム 取検査
’旋簸

（6〉　スタヅド溶接の場合は，婚度打難曲げ試験を下

　記により行う。

　　なお，試験は，β本建築学会制定の「スタッド

　溶接の製晶検査」による、

　（i）母材又はスタッドの種類が異なるごとに，

　　鐙O本ごと又はその端数につぎi本以上．

　（隻1）スタッド材の全周に適正な余盛りができてい

　　ない場合。

㈲　上記（ωの検査終了後，監督員の検査を受ける。　　（b）

平　成　籏　年　版

　　取検査（不良個数の場禽））に準じて，各節

　　の溶接技能者ごとに，施工順序に従って，す

　　べての完全溶込み溶接部を対象とする．平均

　　出検贔質限界は蛋％，区切りの大きさ蔓，連

　　続良騒個数雄とする。

　㈲　超音波探傷試験の検査機関及び検査技術巻

　は，次によるQ

　①超音波探傷試験の検査は，当該工事の鉄骨
　　製作工場に所属しないもので，かつ当該工事

　　の晶質管理の検査を行っていない検査機関と

　　する。

　②検査機関は，建築溶接部の超音波探傷試験
　　等に関して，当該工事に相応した技術と実績

　　を有するものとする。

　③検査技術春は，㈹β本非破壊検査協会によ
　　　り認定された工事に相応した資格を有する者

　　とする。ただし，超音波探傷試験は，超音波

　　検査2種技術者以上とし，試験結果の合否判

　　定は，超音波検査3種技術者が行うものとす

　　る。
　④検査機関及び検査技術者は，維織体制，所
　　有探傷機器，検査を担当する検査技術者の資

　　格，資格証明書，検査の実績等を監督員に提

　　出して承諾を受ける。

（6〉スタッド溶接部の検査は，次による

　（i〉外観検査

　①　抜取りは，スタヅドの種類及びスタッド溶

　　接される部材が異なるごとに，欝0本ごと又

　　はその端数につぎ玉本以上とする。

　②仕上り高さ及び傾きについて，測定器具を
　　罵いて計測し，仕上り高さは土驚謙盤以内，

　　傾きは5。以内の場合を合格とする。

　③検査したスタッドが含格の場禽，その群ッ
　　　トを合格とする。

　④検査したスタヅドが不合格の場合は，同一
　　　欝ットからさらに2本のスタッドを検査し，

　　2本とも合格した場合は，その鐸ヅトを含格

　　　とする、それ以外の場食は，瞬ット全数につ

　　いて検査する。
　（茎1）打繋曲げ検査

　①　抜取りは，（9①による。

　②打撃により角度蓋5隷で曲げた後，溶接部
　　に．割れその飽の欠陥が生じない場合は，その

　　　鷺ットを合格とする。

　③　検査したスタッドが不合格の場含は，ω④

　　によるQ
　（慕〉の検査終了後，監督員の検査を受ける．ただ

し，（＆〉の検査の結果不良箇所がある場含は，監督員

の検査に先立ち，7．5．§による補正を行う。

一欝一



灘u蟹欝欝（蹄嫉鱒藍勢3）

4．　新製晶紹介に鯛一ナーは縦事業者の翻発続機器等巻紹介騒ものです〉

（1）配管の嶽動肉厚測定装置『灘難＄AULT』 ㈱藏本工業試験所

　近年構造物や機器の腐食が原因による経済的損失，資源エネルギーの損失は，年間GN欝の茎～

2％に相当するといわれている。

　損失軽減を図るため腐食の原因究明や機器の寿命予測をするには，統計解析の手法を使い大量の

データを必要とする、

　このデー一タ採取は過去には，時間と労力のかかる人手で行い，その精度，信頼性も低いものであ

あった。弊社が開発した自動肉厚測定装置は化学プラント配管の内面腐食深さを図iのように，超

音波探傷器とスキャナー，コント群一一ラー，ラップトップ讐ンピ講一ターでシステムを構築し自動

的に測定し解析に供するデータを精度良く採取するものである。

　装置の仕様

　①測定方法……パルス反射式超音波探傷法，②測定厚さ……繊灘難～慮00撚猫，③測定精度一

熱．三鵬灘，④走査範野一軸方向1300騰搬，周方向1全周，⑤測定速度……軸方向：懸x　i50

搬撒／縦，周方向熟継鐙鵜翻縦，⑥収録データ……65㈱データ刈8／フρッピー蓋枚

　装置の特徴

　①灘，Cス艶一ヅ表示により，腐食の分布状況腐食の位置，腐食深さが一目でわかる。②スキ

ャナー一駆動部にマグネット撹一ラ～を採用し強磁性体であれば全姿勢測定が可能である。③配管の

間隔が獅揃膿以上あれば測定可能である。④小型軽量（600×3蹄刈5鴛8。騒薯）のため，i人で

装着可能で作業効率が良い。⑤短時間で測定及びデータ処理ができる。

この装置では，ソフトを作成し，データ計算処理グラフ化処理をパソ盤ンで行う事により数秒で可

視化でぎる。

　図2のグラフはカラープリンターで出力させた測定結果の例である。
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自動肉摩測定シ愚テム『欝蹴SAULT講

　（黛）彫一一鷺AT（磁性体細管・埋設醗管趨督波診断システム〉　　　　　　　　　　　　㈱検査技研

　U－RATの概要

　従来熱交換器等の非磁性体チ講一ブの保守検査においては，広く渦流探傷検査が適用されていま

すが，強磁性体チヱーブにおいては，磁性の影響等により現状ではその適用が難しく適切な検査は

なされていない。そこで，この問題を解決すべく当社は，U一鼠ATを開発した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一鴛一



　劉獺欝欝（＄轡購欝3）

　本システムは，熱交換器チュー一ブ，埋設配管等強磁性体材料に，回転超音波を用いその内外面腐

食状況を把握する画期的な特殊超音波診断システムである。

　UT測定原理

塗）管内欠陥

癬㌻薩
輪繍榔題コ
　　　　　　　　　　　　　　　」万鰯

わ）管外欠陥

　　極

◎
織

撫…

　　　Bf　　・1をs

探触子匹

lB
ils

評騨☆獅

饗

麟撫轟

慧磯論

撫謙灘甑
　　　　　　　　　　　　　　　　　U－RAT　（UTシス櫛ム）

　システムの性能

我）　管内径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も）　限界検出深さ

　・直管ほ0搬鵬以上の管の内外面腐食検査可能　　　　　・内面腐食検査隙．蓋鵬瓢以上測定可能

　・曲管協0撚鵬以上の埋設配管の内外面腐食検査可能　　・外面腐食検査冶．8盤鵬以上測定可能

　　　　　（エルボ付麟管も検査可能）

　シスチムの特長

　識）　超音波センサー部は，当社独自の技術により管の中心にセンタリング

　わ）　エルボで連結された齢燃m以上の曲管に挿入可能

　£）　測定精度は土0。2搬搬程度

　対象機羅

　禽）　熱交換器　　　　　　　　4）　埋設配管

　碁）　エアフィンクーラー　　　む）　マンシ灘ン，ビルの配管

　£）　給水加熱器　　　　　　　ぞ）　ボイラチューブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー蓋6一



駆鷹難§（＄辮勢露鰯

特許基本取得履歴

哉）　日　　本；特許申請中（S．60．5．蹄）

わ）　アメリカ1特許取得　　（辮欝、参．わ

£）　翼一環ツパ

　・西ドイツ1特許取得　　（鰹鍵．7．茎2）

　・オランダ1特許取得　　（欝8験．7。蓋2）

・イギリス1特許取得　　（欝紛．7、裏2）

　（簿〉建築環境評価システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本検査コンサルタント㈱

　現在，オフィスビルでは執務環境の向上のため，‘‘快適性簿と‘ゆとザなどの環境の質が重要

視されつつある。また，工場等でも作業環境の向上が問われている。このような環境の質の評価に

は，エネルギー計測と共に温度・湿度等室内環境計測及びシュミレーシ灘ンが重要視されてい

る。

　当社では，溝水建設㈱と技術提携を行い，共同開発した独自のシステム計測技術と溝水建設㈱に

よる熱移動に関するシ満ミレーシ灘ンプ惚グラムにより，快適な空間及びより効率化された省エネ

ルギー建築物の実現に設計段階から寄与している。褒た実在の建築物の種々の温熱環境計測，エネ

ルギー計測を行い，そのより効率的な快適性への追求に貢献している。

　　　　　　　　　　　　〈
プ1擬、1熱柔織　螂良　謙一騰跨，1二1　鼠ぽ。

欝．献o

系だけでなく，炭酸ガス

などの濃度計算まで広く

応用できるようになって

おり，あらゆる熱移動計

算に対応ができる。その

計算結果はカラーグラッ

フィックで表示されるよ

うになっている。

　実在建築物の快適環境

値を確認する温熱環境計

測とは，温度，湿度，日射

量，風速，差圧，貯MV

（予測平均申告快感）等，

環境を支配する各種条件

を計測することにより，

建築物内外の温熱状態

　　　　（欝．鱒へつづく）
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脳魏欝繋（＄轡璽欝3〉

轟．C互W認定事業者一覧（本社所在地）
平成5年峯月三覇税在

東

疑

本

地

区

北
海
遵

1一

東

北

関

東

甲

1信

1越

尋 会社名
β鋼検査サービス㈱

麟☆擁
i
l
I

溶　接　検　査
北揖本非破壊検査㈱
㈱　テ　ツ　ク
北央検査技術㈱
東　北　技　検
㈱シー濫ヅクスアール
疑立エンジニアリング㈱

・獲本工業検査㈱
北摂本エックス線検査工業㈱

石娼島検査計測㈱
韓本非破壊検査㈱
瀾本超音波試験㈱
東京理学検査㈱
暮本検査コンサルタント㈱

㈱検査サービス
㈱　検　査　技　研
溝本エックス線検査㈱
新潟非破壊検査㈱
ユニセツ　ク㈱
成照計量検査㈱
エンジ瓢アリソグサービス㈱

アイ・シ～・ティー㈱
㈱　 エ　 ス　 憶

検査エンジニヤ墾ング㈱

㈱イ　ンテック
㈱キューシー讐ンサルタント

茨城総合検査㈱
㈱朝講エンジニアリング

㈱エ・アイ・シー
㈱　岩　田　産　業
・第　一　検　査　㈱
㈱関東エンジニアリングs．

㈱　茗　和　検　査
新潟検査工業㈱
新　東　技　検　㈱
総和鋼業検査㈱
東伸検査エンジ蕊アリング㈱

横浜総合非破壊㈱
㈲イワオエンジニアリンダ

㈱　扇　立　技　研
㈱　 テ　 ヅ　ク
上越鋼管検査㈱

掬 c 室蘭市茶津町刺

査 c 札幌市南区南3麟

掬 D 札幌市白石区菊パ

掬 c 八戸甫沼館盆畷シ

禰 D 仙台市宮城野区雄

掬 E 宮城県多賀城市ノ

掬 E 男鹿市船州港字イ

ス 猛 宮城県多賀城市プ

掬 E 八戸市下長蔓峨卜

㈱ 璽 宮城県多賀城市牽

ノレ A 東京都千代鐙区茉

掬 A 茨城県錆立市幸繕

掬 A 川崎市損崎区浅饗

A
A
A
A
A
登

c
c
c
c
c
D
D
D
D
D
の

P
の

P
D
D
鷺

鴛

E
鷺

鑑

欝

鷺

鷺

E
E
駐

叢

在　地

新潟甫南紫竹董識一終

東京都贔娼区大井肝22弓3

東京都大懸区大森北争盛一3

横浜市緑区荏田鱒繊

東京都最摺区南大井鉦鱒遡i

川崎市州崎区本町豊当畷6

東京都港区西麻布三一争欝一5絡

摺崎市川崎区渡醗を3一鶏

大購匿羽鐙旭町2一欝

新潟県西蒲隙郡巻町舟戸2欝

横浜市鶴見区鶴見中央婆磁墨一一

千葉県印旛郡蜜里町七栄i総惑

東京都大田区大森北3一娼磁

横浜市磯子区杉鑓垂一少泌

横浜掘西区平沼豊惑一5

横浜甫港北区綱島晒5一奮瓠

東京都中央区勝どき3尋鴫

横浜斎神奈規区神奈損2畷蓋一嬢

茨城県那珊町後台翁鱒壌5

埼玉県草加市稲荷蓋畷畷

横浜市西区平沼無7一盟

東京都中央区勝どき塩一2一欝

東京都文京区本郷3一を5

丁氾L

　G聾3－22一総総
　駁墨一582－299茎

一隣強羅

　022－3縣一60鱒
　G綿5－23一滋繍
　022－365一紡06
　劔78一鱒通53う

　022－3総43盤

茨城県水芦甫大塚町大字大塚捻8嗅環

千葉県八千代市上高野紛鐡

新潟市河渡庚鱒6一重3

横浜市港北区新吉磁町鱒憾誠

茨城県総和町大字葛生騒鱒通

新潟甫京王2憾一捻

横浜市港北区篠原町鰺瓢

箪加市八幡晦暮o襲蓋一紛5

大鑓区蒲遜杢船一§

千葉県佐原帯山之辺嫉劔一5

新潟県上越市稲灘垂曝4

oシ3862略7瓢

02鱗一滋通勲笠

○騒一366－6む○（》

025一鰺6一鱒67

03～3778－7900

総弓7劔一3灘蓋

G婆5－9葺一5茎9豊

oシ376昏45綴

o婆←2離一i5蓋蓋

03～3鱒3－75鑓

o騒一35シ2蓋盆蓋

G掛37鱒一226量

縫56－72一一鐙36

0婆5－5｛》3－35暴

o碧§一毅ヲ鱒む

oシ3766一鰺鱒

縫5－77毒一灘o蓋

o婆5－3灘一蓋077

0鱒一騒5一ゆ6縫

03～3532一婆3蕪

○鱒一興卜鶴勢

0292一％一32磁

o塩醗一27一豊鱒蓋

G硲一323－356璽

03弓灘3－2韓重

｛）シ3綴8一｛獲綴

0292－52一総簿

o碧を締一暮9嚢む

G25－2㌘シ欝i6

縫5尋璽一蘇57

G難む一毅一3縫3

025－2総一6総7

0鱒一鱒2－5鱒3

0弼襲32－20盤
oシ3736…蓋26怠

G蔓簿一灘一蓋5鱒

G225－25…5綴2

一欝一
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関

西

地

区

卜

灘

日

本

地

区

北

陸

東

海

関

西

中

国

四國

九

州

会 祉　職

富　山　検　査　㈱
北陸非破壌検査㈱
㈱北陸溶接検査事務所

太　陽　検　董　㈱
エヌケーケーエス・テック㈱

㈱ユニオン検査
東邦非破壊嬢査㈱

非破壊検査㈱掛重検査サービス㈱
㈱アイ・エム・シー
㈱ニチゾウテヅク
β本検査工業㈱
㈱　　 大　　 検

極東エンジ轟アリング㈱
神鋼検壷サービス㈱
㈱　コ　ー　ケ　ン
東洋検査工業㈱
㈱欝本工業試験勝
キユーエー技研㈱
新　光　検　査　㈱
欝工検サービス㈱
三協エンジユア夢ング㈱

㈱　　 賛　　 伸

濤本インスペツクス㈱
テ　ク　轟　カ　ル　＆　夏．S．㈱

㈱構造総合技術研究所
㈱　大　検　工　業

ジヤパンCTS㈱㈱ジェイアールシー
千代露検査工業
関西エヅクス線㈱
非破壊検査工業㈱
㈱三造試験センター
中　瞬　検　査　㈱
㈱辰起非破壊検査工業

㈱サンテグノス
購本溶接検変㈱
東亜非破壊検査㈱
新霞本非破壊検査㈱
長　菱　検　査　㈱
計　測　検　査　㈱
㈱第一検査工業
千景非破壊検査㈱
ダ　ィ　ヤ 技研㈱
㈱　　 見　　 忠

宮崎県工業検査㈱
九　州　検　査　㈱

種別

c
D
D

D
E
E
鷺

A
A
A
A
A
黎

c
c
c
c
c
D
D
D
D
P
P
D
E
E
鷺

氾

E

A
A
c
D
鷺

鶯

欝

A
A
c
c
c
P
罵

E
鷺

E

所　在　地 丁鷺L

窟山市上野新町54

福井市定正町6鐙つ

福井市若栄町8磁

倉76←3魯畷灘o＄

o”6－56一総80

0776う3一鱒懸

愛知県弥露町五明蔓一踊0樋

静岡県清水市三保387級

三重県津市大倉爺一嫉

名古屋市昭和区桜山町5噂9憾

大阪市中央区北久宝寺町2惑略

神戸市中央区東川崎町シ蓋讃

神戸市兵庫区駅前通5－3一姓

大阪甫此花区桜鶴i畷一器

大阪市北区天満駈蕪畷3

大阪府守q市暁町鰺畷

大阪市東淀川区上新庄3畷6畷ま

高砂市荒井町新浜穿3護

大阪市西淀摂区歌島蓋峨争鷺

和歌山市湊2逓影鍛

大阪市福禽区鷺州2噸2樋7

大阪市天王寺区上本町3う一鍛

明石市藤涯辻之外露2膨3

大阪市西区土佐堀3壌預＄

大阪市福島区福島7一鴛礎

大阪市天王寺鑑空堀町鶏峨§

大阪市都島区大東町黛4一欝

大阪毒北区天神橋2－5一購

大阪府羽曳野毒蔵之内戯6

大阪帯西淀川区歌島隻畷鉦9

大阪市淀川区新北野隻一蓋畷8

大阪府堺市少林寺町茜3遭講○

大阪市此花区島屡H一鍛

騰
052－8婆レ蘇7玉

06一照2…黛鱒蓋

G7騒一6綴一騒55

078－577－3ε9蚕

G6畷6レ露25

06－3騒一3磁玉

06一囎レ7輯嚢

06一鍛裏一灘oα

倉79盛一婆7－7253

倉6畷72一瓢6i

O73婆う2一瓢3茎

06畷53－7鷺i

o6ヲ6玉一570隻

G矯一928一翰22

倉6一騒5一騒鰭

G鉦鱒3う3総

06ヲ63－337銭

06一鰻塗一3難藍

06弓5卜勲露

072襲57－o嚢総

06略7←688暮

o鉦3縫一3577

0722－2隻一嚇oO

o6一護6卜捻75

広島市西鷹南観音駈3畷⑪

広島市安佐南区祇園盆一2翻鷲壌

岡山県玉野市玉シ五畷

呉市東中央i畷2－20

下松市大字西豊井字開作鴛憩書

松江市西嫁農H畷7

倉雛一2鎌一2500

082一・87卜50G⑪

0863－23一鱒2硬

綿23－23－33鱒

○総3一蘇一一藍6総

G852一鷺一懸78

丸亀甫川西町南2韓一婁 087卜鰺う鰯3

北九州市八幡東区霞王童一欝孤5

北九州市小倉北区井堀蛋一鐙畷3

長崎市飽の浦町レi

北九州市八幡酉区陣原蓋憾講

佐世保市早苗町鷺9略

北九州市八幡西区陣原3豫膨簸

北九州市小倉南区守恒2畷3－2

北九州市八幡酋区鷹ノ巣玉畷餅2

宮崎市江平西叢一野27

北九州市戸畑匿牧山H誠＄

o盤一6撫一雛欝

o％一57璽一鈴3薫

o％融一撫略麟総

o露略膿一毅3蓋

給56一欝一難5聾

総3略麓一囎55

0％一96室一灘鱒

o％略2玉4300

0囎5－2餅30蓋5

0験3～8暮庭一362叢

一欝一



凱腿欝欝く鞠轟籔欝鋤

㊥快適性の把握，温熱移動メカ識ズムの解明，建築物部材（壁や窓等）の熱的性能の比較，空調状

態の把握等を行い，建築物の持っている問題点を解明する。この温度環境計測の他にエネルギー計

測も行う。これは，空調機器の出入韓温度，消費電力，運転（制御）状況等を計測し製造エネルギ

ー，消費エネルギー，空調機器の成績係数，使用電力量の夜間移行率等を求め，空調機器の性能評

価や制御方法の有効性，空調システム全体の性能評価を行う。

　これらの温度環境計測とエネルギー一計測・評価を合わせて行うことにより快適性と省韻ネルギー

とを考慮した空調システムが出来上がることになる。

　計測に用いたセンサーからのデー一タは撒ンピ講一タ処理によりカラーグラツィック表示し，計測

状況及び空調機器の運転状況・確認が視覚的に分かりやすく表示することがでぎる。

　以上のように当社では，快適性向上と省エネルギー化を目指し，温度環境およびエネルギー計測

・評価を行っている。

嚇．お知らせ

　（1）溶接検盗認定萎轟会設立鎗周年の記念式典及び祝駕会の開催

　本年は溶接検査認定委員会の前身であるr放射線検査委員会」が第蕊回委員会を開催してから鱒

周年にあたります。3倉周年を記念し藪して下記のように記念式典及び祝賀会を開催いたします。

　　翼時；平成5年鶏月霧潤（金）捻：00頃より（詳細は決定次第お知らせいたし襲す）

　　場所1浜松町「東京会館」

　（慧）平械尋隼鹿ランプス賞

　澱U耀P郷V縄、慈Ng．3におき襲して既報のとおリランプス賞を選定し表彰することとしました

が，編集委員会におきまして厳正な審査を行い，次の2編をランプス賞と決定いたしました。

　賞は量編としていましたが，最終選考が困難であったため2編同時受賞となりました。

　ヂ建築鉄骨における超音波探傷検査の注意点」池ヶ谷靖氏　V醜。6Nむ、蓋，欝。欝～蓋7掲載

　r橋梁における非破壊検査」加藤　潔氏　V醜。6蜘。3，欝、5～7掲載

　この2編の執筆者の池ヶ谷靖氏（縫本超音波試験㈱），加藤　潔（翼本エックス線検査㈱）には

を月蓋蝦に開催される，C翼W連絡会に先立ち藤繊運営委員長より蓑彰状及び副賞が手渡されます。

このランプス賞が今後の原稿寄稿の励みになればと編集委員会では考えており蕊す。

　（呂）原稿募集について

　本年は溶接検査認定委員会から30周年にあたります。本誌も年間特集と致し藪してr溶接検査認

定委員会設立30周年」としており意すが，沁月発行分については増大ぺ一ジを考えております。読

者の皆様からの原稿をお待ちしております。r随想♪r祝辞」等に限らずどしどし原稿をお寄せ下

さい。

一鴛一
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