




1．祝 辞

社団法人　日本非破壊検査協会

非破壊検査技術者技量認定委員会

委員長吉永昭男

　㈹日本溶接協会　溶接検査認定委員会の設立30周年に際し，心からお祝いを申し上げます。

　貴委員会は，前身の放射線検査委員会の第i回委員会が昭和鷺年6月に開催され昭和騒年にこの

委員会を発展的に解消して，現在の溶接検査認定委員会（C三W）となり本欝まで30年の長きにわ

たり，名実ともに溶接部の非破壊検査の核として発展してこられました。

　事業内容も溶接部の放射線透過検査から，超音波，磁気，浸透，電磁誘導，ひずみ測定と非破壊

検査の分野における貴委員会の業績は万人の認めるところであり，深く敬意を表します。

　皆様御存知のように，C夏Wは溶接部の非破壊試験検査の技術的な向上および検査会社などの非

破壊検査業務を行う事業者の育成，充実を図り溶接構造物の安定性信頼性の向上を目的として，非

破壊検査事業者の技術レベルの認定を行一）てこられました。この認定は，昭和船年⑫月にr放射線

透過写真撮影事業者技術認定規則．1に基いた第一号事業者認定から始り，「非破壊検査事業者技術

認定規則」さらに昭和52年三月にWES87艦r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，それに基いて事業者認定が行われ当時鍛社が認定事業者として認定されました。以後今田

では認定検査事業者は，一鼻流の検査会社の殆どすべてを含む蟹社の多くにのぽっています。（叢W

が，世の申に認められ確固たる立場を築かれたことは，この事からもはっきりわかると思います。

　昭和50年頃だったと思いますが，私も三上博先生が委員長だったこの委員会に出席させていただ

いたことがありますが，その時三上委員長がr私はこの仕事に命をかけている」と云われその熱意

に感激したことを思い出しました。このように柴田先生から，三上先生，仙霞先生をへて藤懸先生

に至る歴代のすばらしい委員長の熱意が，劔wの今日の発展を促したものと思います。

　臼本非破壊検査協会の認定は，個人資格の認定業務を行っていますが，先輩であるC翼Wの御支

援御協力により，現在では有資格者の登録は約四万五千名の多くに達しています。昨年秋に前認定

委員長の尾上先生が犯0（国際標準化機構）の非破壊試験に関する技術委員会であるTC一至灘の議

長となり，日本が幹事国になりました。ND亙の認定委員会がこれを全面的に支援することは勿論

ですが，isO9胃2，一つとっても問題が山積しております。これを解決するためには，（〕三W，全

国鉄構工業連合会，高圧ガス，軽金属等すべての非破壊検査分野の御協力なくLては不可能です

が，とくに兄貴分であるC夏Wのこれまで以上の御支援御協力を切にお願い致します。

　貴委員会の設立30周年記念に当り，心からお喜び申し上げると同時に，ND夏認定委員会に対す

るこれまで以上の御指導御支援をお願い致しまして祝辞と致します。
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嚢む鍛欝滋＄〈＆撒韓雌．欝灘）

一一 翌W認定鋼度欝⑪周年に欝せて一

社団法人　非破壊検査振興協会

理事長光永安夫

　認定委員会発足から30周年を迎えられ，誠にお目出とうございます。関連協会を代表

して心からお祝いを申L上げます。

　昭和灘年といえば，JSND互がやっと憩年を迎えた年であり，業界初めての検査会社が

昭和綴年に誕生してから7年廼，検振協創立時の憩年前であります。

　当時は，放射線透過検査一本やり（万能）の時代で，基礎から勉強した技術者も専門

家もゼ緯，これからという時代で，十分な教科書も参考書も無く，検査に関するJ欝規

格も整備されていない時代でした。

　検査会社の数も鐙社程度で，JSN説の技術者技量認定制度も無い時ですから，技術者

のレベルも一定せず，撮影したフィルムの良否を判定するのも縢ならない状態でした。

　そこで，当時造船工学の専門家で構成される㈱遜本溶接協会では，この状態を見るに

見兼ねて，RAC（R叙麺琶識轡£A讐欝蹄幡Co鵬鹸鞭）をつくり，正しいR麟o騨鋤の

撮影の仕方及び撮影したフィルムの判定方法について業界の権威者で取りまとめようと

されたのが認定制度の始まりと聞ぎ及んでおります。

　その後，我が国の技術の進歩とともに，UT，M響も普及し，今日のC夏W（Cε感鉦衡

獅漁麺無s狸cti《）齢fWd尋s）とLてW盤87斜r溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別

基準」が制定さ勲、集大成を見たわけであります。本年奮月現在で鱗社という業界の大手

　中手を網羅した認定制度に発展されたことについて，諸先生方や関係の皆様のご尽力

に敬意を表するものであります、

　今やC蓋Wの認定制度は，検振協の適格事業者認定制度とともに，車の両輪のごとく

我が国の検査会社の晶質保証システムを支えてゆくことになるでありましょう。

　C翌W30周年を迎えるにあたり，ここにお祝いの言葉を申し上げる次第です。
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灘懸騰慧（＄雛騰蹴影．欝縣〉

一一 員会設立三十周年を祝う一

社団法人　軽金属溶接溝造協会

専務理事森田静泓

　社団法人　翼本溶接協会　溶接検査認定委員会が，前身である放射線検査委員会が昭

和38年6月に略称RACとして設立されてから，本年で30周年を迎えられますことを謹

んでお祝い申し上げます。

　溶接検査認定委員会は，初代委員長に柴田騰彦先生，副委員長に多田美朝先生，三上

博先生，石井勇五郎先生，仙田富男先生と，他2名の方々が当時の」蔦においては，実

際の製品の場合検査方法，合否の判定基準等に多くの問題点があったため，二れらの問

題点解決のために委員会が生まれ，その後，昭和輪年玉月にr放射線透過写真撮影事業

者技術認定規則」が制定され，また，一方において，昭和蜷年6月i錘には」欝Z鴛艦

（アルミ轟ウム溶接部の放射線透過試験の技術検定における試験方法及び判定基準，昭和

騒年鍛月i臼にはアルミニウムの文字が削除され，溶接部全体のものとして改正されま

した。）が制定され，これに基づいて本会で実施している技術検定を採用されることとな

り，貴会との連携は…屡密になったのであります。

　このことは，溶接部の検査が，より公正中立性が求められていることの証査であり，

鉄骨構造物における超音波探傷試験・検査における安全性・僑頼性の向上を図る意味か

らも，検査機関のもつ重要性が，貴会によって確立されていることは，検査業界にとっ

ても喜ばしいことであります。

　また，今後は賂0規格に基づく」聡艶OGの認証制度が実施されようとしているとき，

溶接管理技術者，溶接作業者，検査技術者の検定が重要な地位を占めることとなり，こ

の一翼を担うC互Wの果たす役割は極めて重要なものであると考えます。

　このように，貴会が検査業界にあって確固たる地域を築かれましたとぎ，この会の創

成に当たられた諸先輩の方の中には今日のC夏Wを見ることなく，物故あるいは現役を

去られた方の多いのを思い，また，仙田先生のお供をして箱根や諏訪に行き麻雀で夜を

徹したことなどを想うと昔βの感無量であります。

　最後になりましたが，貴会設立蹄周年を迎えられるに当たり，一言お祝いの言葉を申

し上げますと共に，今後ますます非破壊検査業界並びに貴会のご繁栄をお祈り申し上げ

ます。
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獣欝擁艶戴s（s雛鱒艶欝．i欝3）

祝
溶接検査認定委員会設立30周年記念

認定委員会30年と今後の課題

轟～

譲、装

織

婁鑛イ・

織

《出席奮》

高木　譲…　氏

（通産省工業技術院標準部材料規格課畏）

瀬州　昌弥　氏

（建設省建設大臣官房官庁営繕部監督課長）

森　　直道　氏

（㈱卜1本溶接協会専 務理事）

中野　盛司　氏

（C蓋W認定事業者協議会代表幹事）

松山　　格　氏

（溶接検査認定委員会運営委員会幹事長）

《湖会》

江端　　誠　氏

樵篇灘鋸蕩蝶員会委員）

　溶接検査認定委員会が昭和路年に第…回委員

会を開催してから，今年でちょうど30年。最初

はRT専門の委員会として発足したが，その

後時代の要講により，UT，MT，PT，ET，SM

と認定部門を拡大し，現在では6部門を認定し

ている。

　資格の認定は，単に技術者の技量を認定する

だけではなく，品質保証，倫理の問題まで深く

からみ，その責任は重い。また聡09000番シ

リーズのわが国への普及とあい象って，ますま

すαWの果たす役割は大きくなってきてい

る。そこで，rランプス」では30周年を記念し

て，通産省・工業技術院，建設省の課長をお招

ぎし，ぎたんのないご意見をいただいた。
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鷺野灘駐欝（騒鵬蹴欝．蓋鱒3）

　　　　　　　　　　　　　　　き　　　ぜ
灘破嬢撫灘繍携・鋤癒欝繋轡饗鋸鷲レで蟄締嵯

い勲琳識騰叢静難灘鵜

匿江端蒸劔wの目的について，簡単にご紹介

してから本論に入りたいと思います。

　Ciw認定というのは，非破壊検査に携わる

事業者の技術を認定しているところが大ぎな特

長の一つで，現在，認定事業考数は鱗祇（平成

5年婆月蓋日付），検査会社がお持ちの全N蹴

（本非破壊検査協会）資格に占めるC夏W認定

事業者の割合は8割以上を占めております。

　CIWとは‘‘溶接検査認定男のことで，非破

壊検査を行う会社における技術者の構成，機

器，品質保証体制等を審査し，A種から灘種

まで技術認定をする制度です。放射線，超音

波，磁気，浸透，電磁誘導，ひずみ測定の6部

門から成り立ち，A種は5～感の検査部門を認

定しています。融種は3～蛋部門，（〕種が2部

門，D種が裏部門，露種も茎部門ですが，医者

でいう‘‘イノタージの位置づけと考えます。

翻　出庸者のプ々7イール

賦江端薫私のほうから窟ず自d紹介いたします

と，現在，三井造船に勤務し，新素材関係の仕

事を行っており震す。以前，動燃事業団に出向

しておりまして，ちょうど6‘もんじゅ夘の建設

の関係で，高速増殖炉の検査基準づくりなどに

携わり，非破壊検査のほうに近づきました。

監松山灘　私は，昭和32年に東京都の工業奨励館

に入りまして，そこで聞本での非破壊検査技術

の重要性を説いておられた手塚敬三先生と仙田

富男先生にお会いしました．その下で仕事を始

めたということから，この委員会には初めから

加わっております。現在は運営委員会の幹事長

ということで，いまだに畷Wのお手伝いをし

ております。

瓢森蒸　日本溶接協会の専務理事を仰せつかって

います。本欝は，溶接協会全体のお話をさせて

いたただきます。

髪中野蒸　私は，C亙W認定事業者協議会の代表

幹事をしており，会社はシーエックスアールと

いう会社でございます。昭和路年ごろから非破

壊検査関係の仕事をやっておりまして，縫本で

はかなり古いほうかなと思っており蜜す、

C夏Wの認定は，昭和鎗年に認定第笈号をいた

だきました、

ζ高木灘　今年の蛋月蓋縫に，科学技術庁原子力

安全局放射線安全管理課から異動でまいりまし

た。役人ですから，何が専門だというわけでは

ないんですが，皆さんのお話を伺い窟すと，い

ろんなところで遭遇していたような感じがしま

す。今回，溶接協会の所管元でもあり，材料規

格課長ということで出席させていただぎますけ

れども，どちらかというと材料以外のほうが経

験があるという感じです．

瓢瀬川灘　私は，建設省では監督課にいることが

多く，監督課で総括補佐と建設專門官，今年の

盛月から現職についております。監督課におり



盆彫麓聡＄（s鷺鵬撚鍵、欝％）

ますので，6‘建築工事共通仕様書野平成元年版

の作成に加わりました。峯年ごとに改定してお

り，今年3月には平成5年版が出ました。

　私は，もともとは建築の意匠屋で，構造体に

ついてはそれほど強い砥うではございません。

仕様書作成のとぎも，構造関係のところは構造

担当のほうでチェヅクしてもらったり，打ち合

わせさせてもらったりしておりまLた。それか

ら，建築の不良鉄骨間題というのが発生した折

りは，ちょうど私が監督課にいないとぎでL

て，その緊迫度といいますか，そこら辺が少し

薄れているかもしれません。適切なお話がどこ

まででぎるかわかり蜜せんが，共通仕様書の改

定のお話をさせていただければと思います。

溶接部の凡線検査の翫れから，

才一ソライズしで溜乱を防ごラと

検査委鐙会を設立

ζ江端澱　それでは誌委員会設立当時の世の中の

情勢・設立された背景”ということで，まず松

山さんから，Ciwが誕生した経緯についてお

願いでぎますか。

ζ松山鷺　お手元にCIWの概略年表をお配りい

たLておき壕したが（次頁），昭和38年6月に

C茎Wの前の‘‘放射線検査委員会”（以下，

籔ACと略称）の第盆回目が開かれました。こ

れは当時，溶接部のX線検査が非常に乱れて

おりまLて，J爲の規格でやザ）てはいました

が，そのころ使っていたのは昭和30年（i％5年）

につくられた醐金属材料の放射線透過試験方法》ラ

という大づかみな規格でございました。

　今みたいに細かいことがまだしっかり決まっ

ていないものですから，J欝の解釈がどうだと

か，運用上の細かな点の扱い方とか，いろいろ

な問題点がたくさんあったわけです。それをオ

ーソライズして，あまり混乱しないようにしよ

うじゃないかといろ動ぎから，とりあえず溶接

部のX線の検査について委員会をつくろうと

いうことで発足L窟Lた。

　実際には，RACの下に‘‘判定小委員会夕’と

いうものがありまして，一つのテーマを決めて

は毎土曜日に作業をして，それを親委員会のほ

うに上げていってという動ぎをしたわけです。

なぜ，X線から取り上げたかといい窟すと，

当時，造船所を始めいろいろな構造物の検査会

社がでぎ，昭和30年の末ぐらいに，そういう検

査会社の中に…見してよさそうなフィルムだけ

ど，よく見ると決して十分じゃないという微妙

なフィルムが数多く出回一）ていたんですね。そ

れを，悪いものは悪いということで指導してい

かなければならないのではないか，ということ

からX線を取り上げたわけです。

【江端潔　当時，中野さんは検査会社をすでにお

興こLになっていたと思うんですが，いかがで

すか。

鑑中野】　私の場合，場所が広島県の呉ですか

ら，揖本全体の動ぎとはまったく無関係でござ

いました。非破壊検査と最初に関わりができ叢

Lたのは，アメリカのナショナノいバルク・キ

ャリアという会社が，呉の盤翌のドックを借

りまして自家用のタンカーをつくったことがき

っかけです。

　そのころ，私は写真機店と写真館を経営して
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鷺u灘艶聡（翫鵬灘鍵．欝鱒〉

CIW概略年表

年　月 西暦 記　　　　　　　　　　　　事 認定事業者数

昭和38年6月 玉963 r放射線検査委員会（鼠AC）」（委員長1故柴購晴彦）第蓋回委
員会開催

昭和船年豊月 ig65 「放射線透過写真撮影事業者技術認定規則」制定

撮影技術老の技量認定試験を実施

爲月 蓋965 第i号認定 ☆

昭和絡年6月 1968 」1S　Z瓢0婆「鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等
分類方法」制定

☆☆☆

昭和騒年 蓋969 NDI認定制度スタート ☆☆☆☆

昭和騒年婆月 1970 r溶接検査委員会（Committee　of　hs麗ction輩or　We緑s）」となる ☆☆☆☆

昭和盤年節月 1973 「非破壊検査事業者技術認定規則」制定 ☆☆☆☆

鼠丁の億かにUT，鍛丁・駐丁，SMに部門拡大

昭和52年i月 玉977 WES87償r溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基準」鰯定 ☆○☆☆☆☆

昭和旙年婆月 三978 「溶接検査認定委員会（Cer顧c離OR　ror　I数spectlo慧oギWe蓋ds）」と ☆☆☆☆☆☆
し，現在の形の認定業務スタート（委員長＝故木原博，運営委
員長：故仙田富男）

6月 隻978 東京都建築工業標準仕様書にC亙Wが記載。通信教育開始 ☆☆○☆☆☆☆

昭和55年喚月 蓋980 WES870隻改正「主任検査技術者資格」を設ける ☆☆☆

昭和56年媚 198董 劔W手帳発行 ☆☆○☆☆

昭和60年粥 ig85 住宅・都市整備公団工事共通仕様書でCIW認定会社を指定 ☆☆☆○☆☆☆☆

昭和62年茎月 1987 C豆W通信第董巻董号発行 ☆☆☆○☆☆☆

平成2年蛋月 199（） WES即0王改正「E種」を追加 ☆☆☆☆☆○☆

蓋2月 1990 鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱に受入検査項目
の実施機関としてC置Wが指定される

平成喚年婆月 玉992 CIW通信を「鼠UMPES、1に改称。WES87傷改正「OA体制」
☆☆☆☆☆☆☆☆○

を審査項目に取り込む

平成5年6月 王993 CIW通信30周年を迎える ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
○

注）確定事業者数☆はi社，○は5社，☆は10社を示す。

いまして，工業用X線フィルムを納める仕事

をしておりました。その折り，たまたま田亙

がアマゾン川の海底を掘る凌せつ船をつくるこ

とになり，全線をX線で検査したいが，フィ

ルムが手に入るのかということになったんで

す。

　そこで，写真館をやっているものですから，

フィルムを納めるだけでなく，現場へ行って写

せるかとたずねたら，写せますというんです

ね。それで，当時亙H夏呉造船所の所長であっ

たNTTの元総裁の進藤さんに相談したら，

6‘

野君，それは将来非常におもしろい仕事に

なるからやりなさい。応援してやるズという

ことで，検査業務を始めたわけです。

　そのころが，昭和30年ごろなんでしょうか，

東京では世田谷に大型球形タンクを亙磁がお

つくりになっており，やはり全線X線検査を

をするということで，検査会社ができてい夜

す。

　今お話に出ました微妙なフィルムとは，昭和

37，鴛年ごろでしょうか，当時全国各地でプラ

ント建設が盛んになりまして，X線撮影の仕

一7一・



翼灘簾聖鵬（鎌難搬鍵．欝辮〉

事が随分ありました。そのとぎ，プラントの建

設された場所ではなくて，東京だとか横浜の工

場でそのようなフィルムが出ているという話が

流れたことがございます。そんなことでは駄鶏

だ、』，溶接協会の当時会長の木原博先生が検査

会社を認定し，技術指導と検査会社の育成を図

ろらと，この認建委員会の元がでぎまt、た。

髪江端灘　それ以前は，検査というのは何もなか

ったんですか。

瓢中野薫　少なくとも全線を撮影するなんていう

検査は，なかったと思います。そのころは，ポ

ータヅル型の装置がなかったものですから，い

わゆる可搬式という分解ができるタイプでも2

1・ン半の重さがありました。

　わが国で初めに検査会社をつくられた方とい

うのは，ドイツのザイフ瓢ルト社の携帯式の

X線の装置を輸入する商社に勤めていました。

その後日本でも，そういう二一ズがあるんだと

いらごとで，東芝とか理学電機というX線メ

ーカ…が工業絹をつくって追1、・かけたわけで

す。

肖　」ノ5ノ漿黛の母体の仕事を

　c／w委縄会がしでいた

ζ江端藷　委員会設立当時の背景などがク舞一ズ

アッヅされてぎたわけですが，鱒年の歩みを振

り返ってみます、と，どうなりますか。

菰松出潔　はじめグ）紛年は盆ACでスタートし，

検査会社の認定をやろうということで，昭和鱒

年量月に認定規則をつくりました。それで，認

定するについては，技術者の試験をしなければ

いけないということになりました。

　ND蓋の認定試験は昭和騒年からスタートし

ておりますので，まだそういう資格試験はなか

ったわけです。RACで試験のやり方を決めて，

試験もやろうということで，説明会を行いまし

た。Lかし，なかなか応募がなくて，いちばん

最初に受けましょうと言った会社が今のシーエ

ックスアール，当時の中国X線でした。次に．

認定Lたのが新費本非破壊検査，検査エンジ蕊

ヤ夢ングなどで，徐々に．受けてきたというのが

始憲りです。

　また，いろいろな規則も改正し，」鶏も昭和

娼年に，砺欝i縫”が盤W委員会で検討してぎ

た内容を盛り込んででぎました。」爲原案の母

体の仕事を我々の委員会が検討していたとお考

えいただいていいと思います。

C　l　Wの認定謝度が

押0ノの燭入資格認定の契機に

　監江端慧　ND豊の認定は．いつごろからですか。

　ζ松山麗　先ほど申し上げましたが，昭和興年か

　らND翼の認定が始まり豪した。その後，RAC

　もRTだけではなく他の分野も取り入れよう

　ということで，溶接検査委員会（Co灘搬滋総oぐ

　亙蝉磁lo雛紐We撫）になりました。

　　略称のC夏Wは同じなんですが，いまのC艇

　tl飽＆t沁識の‘℃りではなくて，ごのとぎはCo猫一

　繍tt総だったのです。

　翼江端驚　NDP）個人資格認定制度よりも，事

　業者認定のC翼Wのほうが早くスタートしたわ

　けですね。
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i露懸繍灘麟灘叢縫劃1，

紹額38年6あ／に£護Wの前身“鼠AC”の第琳梱が開
かれました。噺時は」認の解釈がどうだとか，運用上グ）

細かな点の扱い方とか，いろいろな閥題点がたくさんあ

り，それをオーソライズして混毒ししな㌧・ようにしようじ

ゃないかと，とりあえず溶接部のX線検奇についての

委員会が発足しました。

驚訂厳駕呂（飾騰鷹r．欝鱒）

瓢松山灘そういうことなんですね、そういう制

度が必要だということが認識されて，ND夏の

ほうも始めました。きっかけを与えたのが，我

々のほうの認定だということですね。

鷺江端薫　最初の鐙年間は，日本でND夏の必要

性を掘り起こしたといえますね．

昭糎752年に騒／ξ＄870プを規格ゲ8

技術種馴基準の規狢蒼創定

監松山薫　次の沁年間は，まず昭和弼年にアンケ

ートを取って，認定割度の必要性をはっきりと

つかみました。放射線だけではだめだというの

で，RTのほかにUT，MT，PT，ET，SMとい

うように部門を拡大しました。そして，少しず

つ認定の会社が増えてきました．

　この時期でいちばん重要なのは，昭和駿年i

月に‘≦W鵬8澱iηを規格化し，技術種別基準

の規格を制定したということです、この8鴻玉に

合わせて，認定の規則も変えていき，昭和灘年

姿月に現在のC夏Wになり蜜した。委員長が木

原先生，副委員長が仙田先生というスタイルが

ここから始豪・）たわけです。

　そのころ，検査会社の技術者がN鵬の資格

をなかなか取れないということで，昭和盤年6

月から通信教育を始めました。またこの時期，

東京都の建築工事標準仕様書に℃夏Wの認定

を受けた会社を使うこど9と指定されたという

ことがございます、その後だんだんと数が増

え，認定事業者との技術委員会も，この辺から

女台まりました。

　昭和55年婆月にはW那87飯を改正し，騒主任

検査技術者賄が新設され，今の制度に近い形が

できあがりました。それから，これも大きなエ

ポッグですが，昭和憾年婆月から‘℃夏W手帳鴛

をつくりました。

瓢江端蒸　昭和灘年6月に東京都の“建築工事標

準仕様書簿にCiwが記載されたわけですが，

部門としてはUT部門だと思うんですが，こ

のころになるとUTが盛んに行われるように

なってきたわけですね。

賦松山灘　はい。それから，平成2年盛月に大幅

な改正をやゲ覧種勢を新設しました。これは，

社会的な要講にこたえるためには，底辺を拡大

しなければという二とでつくったものです。こ

の辺から，認定事業者数が飛躍的にぐんと増え

てぎたというところでしょうか。

夢

C／Wが非破綾検査事業者の技術

蓄砂大部分を占める資絡藩獲

になっできた

ζ中野薫　一般に，非破壊検査事業者と言われる

数が，全国で300祉を超えるんではないかと言

9



叢u巖艶欝（s簸盤鎌償．鍛灘〉

われていますが，これは非常に零細な事業者も

合わせた数字で，（〕夏W認定事業者数とLては

約到3ですが，本社，出先を含めると懸ぼ全国

的に存在し，空白県がなくなりつつあります。

藍森m　このことは現状でも，C夏Wが非破壊検

査事業巻の技術者の大部分を占めていると言っ

ていいと思います。しかL，現実には空白県が

あるため，行政として共通仕様書にもはっきり

と盛り込んでいただけないことにつながってい

ると欝えます。

　後の議題になり豪すが，建築関係の受入検査

に．ついては1，そこに関連してくると思います。

当面は獅社を翼標として，Ciwとしていろい

ろ努力Lているというのが現状でございます。

鑑江端潮　建築鉄骨の話題になりましたが，瀬川

さんの嫌うからお話いただけますか。

　建築工r事共遍仕撰書に検査規穆が

　λっできたのは昭和48』牽版から

ζ瀬ノ服　私どもの建築工事の共通仕様書は，昭

和鍛年に最初につくりまして，当初は二，三年

で改定版を出していまLた。最近は盛年にi

回，定期的に改定をしていくということで平成

5年版が出ました。

　昭和鍛年頃は，役所も木造の建物が中心でし

たが，その後，不燃化の構造物にしなければい

けないということで，ブ・ック造や鉄骨・鉄筋

饗ンクリート造が非常に多くなってぎました。

鉄骨造の建物が本格的に増えてきたのは，昭和

齢年に入一）てからではないかと思います。

　そのころから，私どもの仕様書の中にも‘‘溶

一昨年の不喪鉄骨聞題を契機に，平成5年版の建築工

事共通仕様璽に鱒ま，鉄骨検査では‘‘原則として”　という

言葉を外し，‘‘当該工事の鉄骨製作工事に勝属しない詣

で，かつ当該工事の品質管理の換査を行っていない検査

機関が行うも¢）とするシ’という記述になりました。

接の技術妙というのがだんだんと増えてぎたわ

けです。ところが，それはどういうふうに溶接

をするかとか，溶接が不良だった場合にはどう

やって直すかという記述が中心でして，溶接が

終わった後にぎちんと検査をするという‘‘検査

規程ラヲが入ってぎましたのは，昭和弼年版の仕

様書からです。

　しかし，その中でも‘6必要に応じて浸透探傷

試験だとか放射線試験，超音波探傷試験をしま

しょゲというようなあいまいな規定だ一）たん

ですね。それがはっぎりと規定されるようにな

りましたのは，昭和驚年版の共通仕様書からで

す。

　その間といいますと，地方のほうでも合同庁

舎の割合と大規模なものが出てぎました。それ

に応じて，現場の中できちんと検査のでぎる仕

様でないと困るという要望が患てまいりまし

た。それが昭和56年版の建築工事共通仕様書に

影響されていったと考えています。

　その中で，初めて‘6溶接検査の抜取り率勢だ

とか纒抜取りの方法勢，それから‘‘超音波探傷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
試験の検査は原則として当該工場の鉄骨製作工
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鷺u醗欝欝（翫雛職破．欝灘〉

場に所属しない検査機関が行うものとする跨と

いうように，‘4別の第三者機関が検査をしなさ

い9’ いうことが記載されました。また，検査

技術者については‘‘β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を有する

者がやりなさい”というような指示がされてお

ります。

”轡、

騨

平庇5年版の仕撰爵からば

殉漿身4としでσ野といラ欝糞を除夕界

鑑瀬川灘　一昨年の不良鉄骨問題を契機に昭和56

年版の仕様書の記述を，もう少しきちんとして

いく必要があるということで，今回の平成5年

版ではそういったところが改定されておりま

す。鉄骨検査に限定していきますと，“原則と

しで7という言葉を外し，6‘当該工事の鉄骨製

作工場に所属しない者で，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ヲという記

述になりました。

　今までですと66原則鯵という記述があり，ま

た所属していない会社であれば，品質管理を委

託している検査会社にやってもらってもいいと

読める部分があるということで，壕ったく第

三者の利害関係のないところでやりなさい野と

いう内容になってぎています。

　検査機関についても，蘇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

実績を有するものヲラというように，検査機関に

対する考え方もその中で明確にしました、検査

機関と検査の技術者については，砺組織体制，

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，検査の実績等の書類を出して

ください鋒というところまで細かく規定したと

いうことでございます。

建築工事の共逓仕撰謬ば

葺建設欝だげでばなぐ鱈広＜

『地方膚治フ躰で壱便われでいる

瓢瀬川蒸　鉄骨造の建物は，工期が短くでぎると

いうメリットがあり，これから魂）鉄骨造の建物

が伸びていくであろうと考えられます。豪す豪

す建物の溶接部への重要度が増していますの

で，このぐらい厳しくしていく必要があると思

・）て記述しているわけです。

　また，私どもの仕様書は私どもが使っている

だけではなく，最近，地方自治体のいろいろな

ところで非常に幅広く使われているわけです。

そういった責任も，私ども自身が考えながら仕

様書に記述をしていかなければならないと思っ

ています。

　今回，思い切ってこ二までいき豪したので，

こうした内容を，十分把握をしていただいて，

過ちがないように，これからもC夏Wに頑張っ

ていただきたいと思っています。

藍江端蒸　今のお話で“原則として”というのが

外れた大きなきっかけの一つになったのが，…

昨年来のいろいろの鉄骨不祥事ということです

が，その辺について，協会としてはどのような

対策を講じていますか。

一H一



叢む麓翼呂（＄猛搬蹴婁．蓋鱒3）

要

鳳
壕

乳’

脇

睾

鯨

認定萎薦会でも環簾，

鉄骨專門の認定事業者紘蔓砂立ち

上げを検討中

ζ森灘　これは，非破壊検査事業者の倫理という

かモラルの確立も，確かに一・つ大ぎな課題です

し，もう一つは技術的な観点からの課題と2つ

に分けられると思います。

　倫理間題については，C璽W認定事業者協議

会の億うで倫理綱領を制定し，的確に対応して

いただいています。溶接協会と事業者協議会

は，世間からは両者合わせてC夏Wという認識

を当然されており，私どもは常々，牽の両輪で

あるということでお互い認識しております。

　技術的な課題につぎましては，鉄骨の特殊性

と書い窟しょうか，UTの判定の間題をきちん

とやれる事業老でないといけないということは

当然だと思います。一昨年来の不良鉄骨，ある

いは手抜き検査問題から，建築界あげていろい

ろ検討されており，その対応についても溶接協

会全体の中で考えております。

　実は，CXWの運営委員会および認定委員会

でも，新たに鉄骨専門の認定事業者というのを

立ち上げようということ豪で，機関決定してお

ります。ただ，この話は溶接協会が単独でやる

べぎことではございませんし，現在，鉄骨全般

について，品質適正化の検討作業が建設会社，

設計会社，鉄骨加工業者，素材メーカーなど関

連業界すべてを網羅する翼本鋼構造協会

σSSC）で行われてい蓑す。

　碧本鋼構造協会を始めとする関係諸団体の中

（鷺W認定というダ）は，非破壌検査に携わる事業者の

技術を認定しているところが大ぎな特長の一つで，現

在，認定事業巻数は鱗社（平成5年婆月i蘇付），検査

会鮭がお持ちの全ND蓋（日本非破壊検査協会）資格に

占めるC亙W認定事業者の割合は8割以上を占めており
ます。

に，私どもも入れていただいて，具体的にどう

あるべぎかということの検討に参画させていた

だぎ，その段階で，鉄骨検査の分野では実績を

持ったC夏Wがしかるべき鉄骨検査に十分対応

でぎますといろ形にもっていかなければいけな

いだろうと思っています。

　もちろん，従来のCiwというのは，一般の

非破壊検査認定ということで汎用です。それに

新たに鉄骨専門のということで，ぎちんと鉄骨

の特殊性に対応でぎる事業者ですよというもの

を，建築界全体の合意を得ながらつくる努力を

していきたいと思っています。

麟　　6～漿則とひで夕夢の記述を外ず

　といラごとば大変なこと

簾瀬川襲　ちょっと補足といいますか。私たち役

所として，騒原則として”というのは非常に大

変な意味を持っていることなのです。建設省で

使う仕様書というものの位置は，あれは国が決

めたんだという感覚でとらえられることがしょ

っちゅうあり憲す。
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鷺u厳夢欝（翫鵬騰鯉．蓋鱒3）

　そこで，それに’自分が入れないような資格者

の名称が載ったとか，自分は本当は技量を持っ

ているんだが，認定書を持っていないから仕事

ができないなどのクレームがつく場合がありま

す。

　そうしますと，私どもとしては，技量がある

人を受け入れる窓口をあけておくというのが普

通の考え方ですから，この“原則としでとい

うところで，“場合によっては例外規定と読め

ますズというような対応をしていたわけで

す。しかし，先ほどからのお話の社会的な状況

がございましたので，信頼性を確保するため

に，この際思い切ってこういう記述になりまし

た。そこの辺のことを，お含み置きいただきた

いと思います。

監江端藁　今のお話で，“原則聾を外すという二

とが非常に大変なことだとわかりましたが，…

般論として6‘原則勢を外した場合に，こういう

ことは最低必要だということがございました

ら，お話しいただけますか。

ζ瀬川灘　先ほどからお話が出ていたように，ぎ

ちんと倫理網領をつくって頑張っていただいて

いるというこ二と。それから，全国ネットで事業

者の要望に応じられるような形を取ろうと一生

懸命努力なさっている。こんなことが非常に大

事なことだと思います。

　しかし，鉄骨の溶接というものの重要性が，

一部の技術者に知られているだけではまずく

て，一般のもう少し現場監理をやっているよう

な建築技術者だとか，大勢の人たちにも理解が

でぎるような形に…。それが，結局は良質な建

物を作っていく大きな力になっていくのではな

いかと思います。

1襲

轟
灘

検査の仕箏ば倫理が大前擢

ぞれがない者は

認定ずべきでばない

瓢江端灘　倫理のお話が出ておりますが，今度は

事業者協議会ではどのようにお考えですか。

瓢中野薫　私どもは，基本的に検査という仕事は

倫理ということが前提だと思います。それがな

い者を認定しても，何ら意味がない。むしろ，

すべきではない。だから，倫理は協議会がや

る，技術はこっちでやるという考え方は改善す

べきではないかと思うんですね。それは，表裏

一体のものではないといけないのではないでし

ょうか。

　それと，協議会として，一昨年の鉄骨事件が

起きましてから建設省へ随分お伺いもし，監督

課で担当の方からほんとによく指導していただ

ぎました。倫理綱領も，実際には当時ご担当の

方に全部作っていただいたようなものです。と

ころが，我々を認定し指導をいただいている協

会がなかなか動いていただけない。

紅森灘　今，中野さんがおっしゃられたことは，

事業者にとっては切実な間題ですから，非常に

緊急な課題であるんですね。もっと急いでくれ

よという発破が，CIWにかかっています。

　ただ，先ほど申L上げたんですが，これは溶

接協会単独で動くことが果たしてよいのかどう

か。建築界全体のコンセンサスでつくっていか

ないと具含が悪い問題だという認識でやってお

ります。でも，内心はやきもぎしているんです
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盆u璽飛s（翫搬鷹蓄。蓋囎3〉

が。

難
考

襲、『

轟

難
》

ノε09000との対応ば

欝本としでも本腰をλれで

やっでいく必要がある

瓢江端遡　今日，もう・…つ大ぎい話題でBO9000

番シリー一ズの話がございますが，高木さんのほ

うから9000番シリーズのご紹介をLていただけ

ますか。

鑑高木璽　日本の生産現場というのは，Qρとか

QAといった活動が行われてきて，これは世界

に誇っていい状態だと思います。最近，イギリ

スを中心に，望一群ヅパ，アメリカと品質に関

する対応が高まってきまLたが，日本の対応と

いうのは，どちらかといえば生産者側に立った

品質システムです。

　その点，ヨー獄ッパから広がってきたのは，

ユーザーの立場に立った制度で，生産管理とか

生産システムをある程度，目に見えるわかりや

すいものにしようという資格づけです。それが

爲09000から90鍛番まであります。

　β本でも，すみやかにJ爲規格のほうに取り

入れて9900番にしたわけですが，それを使わな

かったら意味がないということで，現在，翼一一

鑓ッパ，アメリカに続いて，日本でもどんどん

やろうということで検討を進めているわけで

す。

　具体的な話としましては，去年6月に工業標

雛調査会のほうから通産大臣，それから運輪大

臣に対して騒我が国の晶質システム審査登録制

度のあり方’ヲということで，答申を出していた

だぎました。その後，経団連なんかとも相談し

た上で，‘6我が国においては制度の要となる認

定機関を民間主導の財団法人として新設し，か

つそれは早急にやる必要がある”という結論を

得たわけです。

　その結論が出ましたのが今年の3月で，憂月

に準備室を設置し，現在いろいろと説明会をや

ったり，設立の手続を開始しているところで

す。私の場合，着任したばかりで全体把握がい

ま…つなわけですが，見ていて思いますのは，

イギリスではすでにi万数百とかいう数があり

まLて，アメリカなんかはそれに比べると相当

遅いわけです．しかし，それでも昨年末で扮0

とか800というオーダーだったのが，今年婆月

現在で茎，200ぐらいに増えているという状況で

す。

　こういうのは，i回加速度がつくと流れ現象

といいますか，とにかく出遅れた場合，非常に

後発のデメリットというのが大ぎくなります。

ということで，聞本としても相当力を入れてや

っていく必要があるだろうと考えています。

覆江端】　ありがとうございます。日本では正式

に財団法人ができて，それから正式に認可とい

うことになると思いますが，ただ輸出入の関係

で，もう取られているような会社もあるようで

すが，その辺はどうでしょうか。

電機，電子分野が先万，

4月半ぱ現在240の工場が認証，

登録

　　　監高木】
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　日本の生産現場というグ）は，QICとか気Aといった沽

動が行われてぎて，これは徴界に誇っていい状態だと思

います。最近，イギリスを中心に，ヨー揖ッパ，アメリ

カと品質に関する対応が葛談ってき窟したが，段本の対

応というのは，どちらかといえば生産港側に立った晶質

システムです。

鷺u瓢醐s（s騒鍛蹴欝。欝鰯

けではありませんが，標準部で調べた数字でい

ぎますと，婆月半ば現在で日本で懸0ぐらいの

工場が認証，登録している形になっています。

髪森灘　やっばり，これは電機，電子，化学，そ

の辺がメインでしょうね。

ζ高木聾　その7割ぐらいが電機，電子というこ

とで，あとは化学とか機械がもちろんございま

すけども。

　あと，いま申し上げました2つの段階，要す

るに各国翌つずつ認定機関を持って，その認定

機関に登録している機関というのが，いろいろ

各分野に応じてあるわけです。日本において，

審査登録を行う機関がすでに海外のほうからも

どんどん入ってきている現状を見ますと，認定

機関を早急に固めて，日本として誇るべき生産

システムを打って出るような形にしていかない

と，さっぎ申し上げたデメリヅトのほうが非常

に大きいんじゃないかと思います。

髪江端薫　いわゆる9000番に対して，溶接協会も

いろいろお伺いになっていると、慰いますが。

β　近い将来，入の認証規定がスっτ

　＜るのは確実

駈森灘　溶接協会としては，この9000番シリーズ

に関連して，非常に大ぎな課題として取り組ん

でいます。90縫番というのがあり，その中に
‘‘

殊工程汐という規定がありますが，‘‘特に重

要な工程でなかなか最終晶質のチェヅクが難し

いというものについては，管理を密にすべきで

あるヲタということが書いてあるわけです。

　また，聡0においても溶接を取り扱うTC麟

で，まさに溶接こそが特殊工程であるよという

ことで，9000番シリーズに対応する形での‘‘溶

接の品質システバという蔦0規格を作成し，

現在，ボーティングも行われ，一部成立，一部

ペンディングという状況になっています、その

中には，溶接のプPセス，それから溶接に関わ

る人の規制，これは溶接技能者，溶接技術者な

ど，それと非破壊検査もしかりで，そういうも

のを盛り込んでいます。

　それから，非破壊検査を専門とするTC鴛5，

ここでは去年の憂月に讐SO9力2”という規格

をつくりまして，非破壊検査技術者の国際的な

規格をつくって，それに各国ちゃんとならって

いこうじゃないかという状況です。

　現在，礒本は品質システムということで進め

ているわけですが，E（〕をはじめとする諸外国

はまさにグ揖一バリゼーシ灘ン，ハーモナイゼ

ーションということで，品質システムだけでは

なくて，製品，人の技量・技術，標準物質の認

証機関の認定，さらには検査機関・試験機関の

一玉5一



嚢彫麗艶欝（翫撚齢雛．童弱3）

認証をも，一国…機関である認定機関が行うす

ろ勢にあります。

　また，これから環境監査という分野にまで広

がっていく可能性があります。こういった形の

認定を認定機関が行い，その上で国際的な相互

承認を行うことによって，それで国際的に非関

税貿易障壁を取り除いていこうじゃないかとい

う方向にあるわけです。

　その点，日本はどうも輸出ということが先に

あって，それで通産省と運輸省がこの9000番に

積極的に乗られていると思いますし，したがっ

て輸出に関係の少ない建設省はまだ乗られてい

ないのだと受けとめております。溶接協会とし

ては人の技量・技術の認証というのが，国際的

に普及L，いずれ猶本にも必ず導入されてくる

と考えています。

　実は，経団連に認定協会をつくるためのワー

キンググループがあり豪すが，それにも参画さ

せてもらっています。今は品質システムという

ことが緊急だけれども，すぐその後には人の認

証ということで，認証機関を認定するシステム

もいずれ当然持たれることになると思います。

　現時点で，人の認証を考えますと，溶接協

会，それから近い団体のND夏，軽金属溶接構

造協会（LWS），この3つの団体の連合体とし

て，設立基金の一部をとにかく担いましょうと

いう形で対応させていただいています。その目

的は，いずれ世界的にくるであろうグP一バリ

ゼーシ置ン，ハーモナイゼーシ謹ンの波に，日

本として遅れちゃいかんだろうということでや

ってい甕す。

爲09000番鱗ついては，今は通産省，運輸省だけです

が，いずれ全部の行政にも広が一）ていくと考えていま

す。そうしたときに，いちばん関係の深い建築界につい

ても，やはり溶接協会が“溶接”という場闘では，羅際

的なすり合わせがでぎるような立場に．立っておく必要が

あるだろうと考えています。

溶接といラ場面でば

團際的なず爵ノ合わぜが

できるよラにrしでおきたい

瓢森】　それから，今は通産省，運輸省だけです

が，いずれ全部の行政にも広がっていくと考え

ています。そうLたときに，いちばん関係の深

い建築界についても，やはり溶接協会が少なく

とも‘‘溶接鯵という場面では，国際的なすり合

わせがでぎるような立場に立っておく責務があ

るだろうと考えています。そういう意味で，

Jsscを中核として検討されている鉄骨品質確

保のあり方の議論折りに，溶接協会も入れて下

さいというお願いをしている状況です。

　CIWと9000番との関係ですが，C葺Wという

よりも，非破壊検査事業者の審査登録というも

のがどういう形になるか，これはまだ現時点で

はなかなか見えていません。認定協会が認定の

ス撹一プをどうするか，これも国際的にすり合

わせが必要でしょうが，一応，エソジニアリン

グサー一ビスというカテゴリーに入るんじゃない
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嚢u厳欝鵬（飾撒驚鍵．蓋鱒3）

かと思います。

　当面は，国内的には匁000番の審査登録をち

ゃんと受けた企業じゃないとだめですよ衿とい

う事態になっていませんが，いずれはそういう

事態になってくると考えています。

ζ江端鷺　今，森さんからお話がございましたが，

C夏Wで事業者ということであれば，当然，品

質保証が絡んでくるわけですが。

叢

触緕

1＄03000番シグ～ズをばびめ
としぞ晶貫保証屑躍がク々一一ズ

アップされできた

瓢高木灘業界，業界によっていろいろな特徴的

な事情があると思いますので，今の段階でこう

だと決めつけるのは難しい才）けですが，これま

でCiwという形で，例えぱ企業を認定するよ

うなビヘイビアがあったわけですから，認定機

関で審査登録機関としての登録をするという話

については，非常にやりやすいでしょう。

　ただし，サプライヤーの立場からやるか，そ

れともユーザー指向の立場でやるかという，そ

の辺の考慮が必要だと思います。いずれにして

も，そういったマインドがあるというのは，非

常にプラスだろうと思います。

　ただ，具体的にどうやるか，この制度がどう

三対iで対応していくかとか，実態のほうが明

らかになってこないと，はっきりこうだと言う

わけにはいぎません。

匿森翼　確かに難しい時期で，認定事業老のより

どころとして，何か欲しいわけですよね。例え

ば，共通仕様書に入れていただくとか，あるい

は9000番の審査登録の認証をちゃんと得ていま

すよというような，そういうよりどころが渇望

されている。それはよくわかるんですね。

　私どもとしても，認定協会が立ち上がって，

もう少し形が見えてくれば，畷Wとしてどう

対応していくかということは当然検討しなくち

ゃいかん，その時期がいずれくるであろうとい

う認識は持ってい窯す。

匿高木灘　認定機関が動ぎ始めた段階で，具体的

にどうするかという話がはっきりするわけです

が，日本としても認定協会を各国と最終的には

相互承認制度に持っていく必要がありますの

で，そのとぎ，いろんな業界がこれだけ実績を

持って，クォリティアシ諏アランスとか，そう

いったことを行っているというのは非常に大事

だと思います。

建築に使屠1ずる材料，贔質検変，

認定機僕7にばθ000番シグーズを

考慮

監瀬川薫最近，私どもでも，外国での公的な試

験機関で‘繁Sと同等レベルの資格を取得した

者です甥という申請が出てくるようになりまし

た。この傾向は，これからどんどん増えてくる

と、慰います。

　そういうことで言えば，」捻認定工場と同様

に総09000番を取得した工場の製品について

は，同等と読みかえていくような，そんな仕様

書の体裁自身も変えていかなければならないの

ではないかと思っております。

　今は材料だけの話をしていますが，それが今
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黎u瓢欝翼s（s魏搬懸鍵．欝93）

の話では，将来はC夏Wなどの資格制度まで影

響してくるだろうと。そうした場合，‘‘CIWの

云ぺyというような書ぎ方ではなくて‘‘弼0

の9000番シリーズの何とか妙という表現で認め

ていくような方向になってくるんじゃないかと

思います。

　今のところは，建築に使用する材料や，晶質

の検査をする技術の認定機関なり，そういった

ものに聡09000番シリーズの考え方を導入す

るのではないかと思っています。

ζ森澱　いずれにしても，溶接協会といいますの

は，広く産業界の共通墓盤技術である溶接とい

うことで，会員の会社の方，中立機関の先生

方，公的な試験所の方々，各界のいろいろな立

場の方に参集いただける団体で，第三者的な立

場を取り得る団体だと自負いたしております。

将来，9000番との関連が必要になった時点で

も，今までの実績と，第三者機関とLて認証す

る立場に立てる協会であろうと認識しておりま

す。

鉦高木】　さっぎ申し上げました相互承認制度

が，いま縦A翼”という形で各国集窟って相談

していますが，日本ですでにそういう実績を持

って実施しているということであれば，臼本の

認定機関が行った登録Lた機関がそれだけレベ

ルが高いということで，まさにそれに追い風

で，プラスの働きをするでしょうね。

ζ江端翼　最後に，今後のC1Wの課題について

お話いただけますか。

ズ

～

願4を外しでもらったので非蔚に

喜んでいるが、検蒼会社といラ

記述が撰準仕撰謬にぱない

【中野】　30年たってやっとこれぐらいだから，

あと憩年たってどうなるか，ちょっと心配で

す。それから，先ほどの車の両輪の話は，両方

が同じような考えでないと両輪になりません。

片方だけが回一）ても進みません。そこら辺を一

つ，溶接協会では考えていただぎたいですね。

　建設業は最近，大手の場合，設計と施工が同

じ会社というものも結構ありますが，ちょっと

違う世界があるわけです。設計監理という立

場，またそこに検査という立場もある。

　我々の立場として，今回の共通仕様書の改定

では，検査の項で‘原則タ）を外Lていただいて

非常に助かっています。しかし，民間工事の標

準仕様書のJASS6（建築学会規準）には，施

工者から独立して検査する‘｛検査会社”という

記述が，まだ書かれていません。変な言い方を

しますと，検査会社は存在していないんです。

　我々の中からもJASS6の小委員会に入って

いますので，‘≦検査会社ラ’という記述を入れて，

立場を明確にしたいと思っているんです。世の

中に認められていないのに，倫理が大事だとい

うお話があるんですが，生活ができないと倫理

も何もなくなってLまう。そういうところで，

不良鉄骨間題も起ぎました。以前にも，プラン

トなんかのX線で代撮の問題があり，同様で

した。

　やっぱり，検査会社の社員が生活できるよう
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　　　轟黙

1饗載嚢露灘、．．灘．．轍，

一般に，非破壊検査事業春と醤われる数が，全園で

3GG祇を超えるんではないかと奮われていますが，これ

は非常に零綱な事業者も合わせた数字で，C夏W認定事

業春数としては約玉／3ですが，本被，餓先を念めるとほ

ぼ全岡的に存在し，空白県がなくなりつつあります。

盆難羅欝鵬（翫膿贈欝、鴛％〉

なシステムをつくれない限り，いくら倫理，倫

理と言っても，現実には不良鉄骨ができるでし

ょうし，X線代撮は起こり得るのではないか

と思います。だから，その立場の保証みたいな

ものを，行政サイドで…つ確立していただきた

いですね。

賦江端漂　検査会社の現状について，よくわかり

ました。

覆中野薫　溶接協会さんにも，そういう立場を守

るような動ぎをしていただぎたいとお願いした

いわけです。

と，そういう大手資本系のQCをやっている

検査会社と，その辺のQCとQAを分けるよ

うな認定制度も考えていただきたい。

　製作工場に入って品質管理をやるところと，

第三者として受入れ検査をしているところと分

けた考え方を持ちませんと。

一憂

ダ斑

，％

魏

殿

室
㌧纏

今後ば社内検査と受λれ検査を

分けるよラな認定制度も

考えτ欲しい

【中野謡　検査会社を増やして空臼県をなくすと

いうのもいいんですけれども，むやみに認定制

度を広げられたり，大手の造船重機メーカーさ

んの検査部門が独立して検査会社と名乗ってい

るのを，一緒に認定してしまうのはおかしいん

ではないかと思うんです。独立系の検査会社

ゑ

轟

養

ユーザーサイドの認定を行ラ

’＄09000番シグーズに娚待

榎高木】　今おっしゃっられた話は，非常にもっ

ともな話で。しかし，率直に言って，サプライ

ヤーの立場からQAとか受Cとかやっても，

それは永遠に解決しないと思います。なぜかと

いうと，検査機関を変え豪すよという話にしか

ならなくて。

　以前，放射線の規制のほうをやっていたんで

すが，そこでも放射線取扱主任者というのがい

て，まさに同じ悩みを抱えているんですね。そ

こで，公認会計士だったらもう少しステイタス

があってできるんじゃないかと思って調べてみ

たんです。そうしたら，折しも日経新聞に会計

士のシリーズが出て，やっぱり会計士も首をす

げかえられるという話が出ていたんですね．

　そういった意味で，今回の爲09GOOという

ユーザーサイドの認定が行われる話は，震さに

いいチャンスなんではないかと思います。視点

を変えた認定，認証になるわけで，今言った根

本的な解決に近づくのではないかと思います。

【森】　建築の世界は，本来は建築主が検査会社

に依頼して，できた鉄骨がちゃんとでぎている

かどうか調べてくれ，これが本来なんですね。
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鑑欝麓艶欝（s鱗撫燃礎．璽露3〉

総0齢00番というのは，あくまでもユーザーと

メーカーの契約条項を，第三者が当事者に代わ

って行い，メーカーとユーザーが個々に二者間

の契約をやらなくてすむようなシステムにしよ

うというものです。それが日本に入ってぎつつ

あるわけです，まず一歩も二歩も前進という形

は書えるんじゃないですか。

肖　建築闘係の認証には，C／Wだけ

　ではなく検蒼事業者の参画も

髪中野薫　それと，JSSCが中心になって建築関

係の認定をおやりになるということですが，

C璽Wとしてお入りになるだけではなくて，検

査事業者も入れろという働きかけをしていただ

ぎたいと思います。

髪森蒸　それは私も伺っておりますが，ただ溶接

協会が建築界全体の歩調を乱すような形で動い

ちゃいかんだろうと思っています。どういうふ

うに建築界で窪とまるかという，そこが新しい

…歩だということで，まず形をう談くつくって

いくことが大事だろうと思います。

ζ中野彊　これは我々自体が動かないといけませ

んよ。

ζ瀬州藷　日本全体の物をつくる考え方というの

が大事でしょうね。自分自身の中の自主的な品

質管理がでぎて，外に悪いものを出さないと。

そういった感じの中で，自分の社内で検査をし

ていく，翼ント瞬一ルをしていく，それが大ぎ

な前提になっているわけですね。建設業界も，

大手だとTQICをはじめとして，いろいろやっ

てぎたわけです。

　外国ですと，消費者の目から，きちんと検査

をしないと受け取らないという考え方がありま

すね。建築工事なんかでいくと，霞本で言うと

建築主事ぐらいのところで66これはちゃんと検

査会社に検査をさせなさい野と言って命令が行

く。その検査がちゃんと通らないと，次の工事

に進まないなど，強大な権限を持って行ってい

るところもあり蓑す。

　目本では塞だ，現状としてそこまでいってい

ないわけです。共通仕様書の中でも‘‘第三者機

関，関係のないところ’シとうたっているけれど

も，まだ一歩です。検査会社自身がほかのとこ

ろでどんどん信用されて，卵と瓢ワトリの関係

じゃないですけれども，歯車としていい方向に

回っていけばいいんじゃないかと、思います。

　製造物責任法の話だとか，いろいろあります

よね。ああいう考え方が，これから増えてくる

だろうと思います。そういった消費者の二一ズ

から見た検査，その検査に対してそれなりの費

用を払うという考え方も，これから強まってく

るだろうと思っています。

髪江端盤　本碧は，お忙しい中をお集りいただ

ぎ，ありがとうございました。
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叢u獺欝鵬（趣嫌醗鍍．欝欝）

霧．協議会だより

　Ciw認定事業者協議会では次の活動を実施した。

　（1）鉄骨造建築物に係る検査技術者研修会を東京・大阪で開催

　建設省住指発第3韓号通達r鉄骨造建築物の品質適正化について」への対応策の一環として，縫

本溶接協会と共催で標記研修会を2月7瞬，東京（3鶯名参加），3月7ヨ，大阪（鷺6名参加）に

て劔W認定事業者の技術者を中心に出席し開催された。

　これは，検査業界として鉄骨検査技術者の資格制度を求めたデモンストレーシ灘ンとして，極め

て注目されることであった。講演の概要は前号に詳細が掲載されているので割愛する．

　（黛）各種閥題検討委員会の設立と活動状況

　i）　鉄骨検査技術統一見解検討委員会

　　建築鉄骨検査技術に関し統一見解を検討する委員会（主査安藤純二）を設置し，外部より倉

　持貢氏を迎え，これまで蔓回の会議を行い，妨害エコー及び裏当金付ぎレ型突合せ溶接部のル

　　ート部の欠陥判別についての検討を行っている。なお，この問題の検討を進める上で，構造物

　第三者検査機関協会（東京都鉄骨加工工場登録制度における制度検査の実施機関）と合同で行

　　う旨を璽月烈日に同機関に文書で要請し，成果の発表については連名によるものとして合意し

　た。

　2）　倫埋綱領運用規定細則検討委員会

　　倫理綱領運用規程の細則を検討する委員会（主査堀部信義）を設置し，運用規程施行細則（案）

　　を作成した。なお，施行細則に添付する検査要領書及び検査報告書の標準化の問題は今後の検

　　討となっている．

　3）　建築鉄骨検査料金検討委員会

　　建築鉄骨r受入れ検査．iにおける標準料金を検討する委員会（主査松本一郎）を設置し，昨

　年鐙月8日に幹事会社7社の営業担当者が出席して，標準的適正料金及び適正単価算定表及び

　　受入れ検査時の受託検査料金等について検討を行った。このうち標準的適正料金及び適正単価

　　算定表については，サγプル事例の形で幹事会の見解として鋼構造ジャーナル紙上に発表．

　婆）非破壌検査賠償責任保険制度検討委員会

　　非破壊検査業における賠償責任保険制度を検討する委員会（主査中野盛司）を設置した．H

　　月より保険会社との間で，この保険制度の内容及び劔W認定事業者協議会で団体契約する場

　　合のメリットなどについて検討を開始する。

　⑥　平成§年度春期全国総会を開催

　婆月暮日に東京浜松町・東京会館にて春期全国総会を開催した。これには，新入会員5社を含め

68社7〔）名が出席した。総会は中野代表幹事の挨拶後，新規入会会員の紹介，次いで平成婆年度事業

報告，同会計報告・監査報告と合わせて平成5年度事業計画，同会計予算が承認された。総会終了

後，盤W運営委員会とのC亙W連絡会が行われた。次いで，建設大臣官房官庁営繕部監督諜建設
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獄燃翼s（翫撒職礎．量鱒3〉

専門官の片渕利幸氏による特別講演r建築工事共通仕様書の改定について」が行われた。

　講演終了後は溶接協会と共催による懇親会が各界代表を招ぎ盛大に開催され，懇親を深めた。

　（尋）平成§年度事業計麟の概要

　1）春期全国総会　平成5年婆月1蝦（水）浜松町・東京会館　世界貿易セソタービル39階

　　　秋期全国総会　平成5年鉛月中旬予定

　2）　幹事会の開催

　　　第蓋回平成5年6月上旬（その他，必要に応じて暫時開催する。）

　3）　地区総会の開催

　　　平成5年9月上旬に3地区ごとに開催する。

　婆）　広報活動計画

　　①　官公庁，諸団体への欝Rと連携

　　　＆）　建設省住指発第3齢号通達への対応策として，特に特定行政庁として指定される政令指

　　　　定都市を中心として，当協議会のPRを兼ねた表敬訪間活動を展開。

　　　b）　建設省，学識経験者，設計者，工事監理者，工事施工者等へPR文書を送付。

　　　c）　建築鉄骨以外の構造物へのCIW認知の追及。

　　②　関連学協会及び関連業界の情報収集活動

　　③qw通信編集委員会への参加と協力

　　④（〕亙wシンボルマークの普及

　　　Ciwシソボルマーク・シールプレスの活用及び利用状況の実態調査。

　　⑤業界専門誌への連盟広告等の掲載

　5）　企痴活動計画

　　①　各種間題検討委員会の活動

　　　前年度に引続ぎ次の検討委員会を開催する。

　　　急）　鉄骨検査技術統…見解検討委員会

　　　も）　倫理綱領運用規程細則検討委員会

　　　c）　建築鉄骨検査料金検討委員会

　　　雌）　非破壊検査賠償責任保険調度検討委員会

　　②技術研修会の開催

　　　　前年度に引続ぎ技術研修会を実施するが，このために教育委員会を設置し，必要な企画を

　　　検討する。

　　③CiW運営委員会及びJSN瓢への要望と申入れ活勤

　　④事務局運営体制の在り方についての検討及び処置

　　⑤　倫理委員会の開催

　　　　必要に応じ，委員会を開催，また，後任の倫理委員長の選任と要請。
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鷺u臓欝鵬（翫縢灘礎．欝灘〉

4．お知らせ

　（1）溶接検査認定委員会設立鐙周年の記念式典及び祝賀会の開催

　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」が第亙回委員会を昭和灘年6月鴛

門に開催してから30周年にあたります。3Q周年を記念しまして次のように記念式典及び祝賀会を盛

大に開催いたします。

　記念行事にあたって次の委員によって実行委員会を組織し検討しております．

　委員長：藤田譲，副委員長1松山格，委員1江端誠，大岡紀…，逸見俊一，堀部信義

　記念式典及び祝賀会

　　日時　平成5年欝月8縫（金）　記念式典　三5：30～，記念講演　蓋61鐙～，祝賀会　鰺：00～

　場所　浜松町「東京会館」世界貿易センタービル39階

　（の　記念式典の表彰

　　童）　C互W認定において顕著な功績のあった者

　2）　C夏W認定において顕著な功績のあった会社

　（蕪）記念講演の講演内容

　記念講演としてだれでもリラックスして聞いていただける内容を検討し，日頃の健康管理を含め

たスポーツ医学の話としてスポー一ツドクターに講演を予定しました。

　高木俊男氏（鹿島アントラー一ズチー一ムドクター）

　高木氏は話題のプ欝サッカー」り一一グの鹿島アントラーズにおいてチームドクターとして活躍し

ておられ，講演の合間に」卜一グの面白い話も伺えるようです。記念講演は誰でも聴講できますの

で，お闘ぎになりたい方は是非ご来場下さい。

　（轟〉平成難年塵C護W連絡会

　平成5年度磁W連絡会が平成5年盛月嫉田に浜松町東京会館で約鐙0名を集め開催された。連

絡会の内容は次のとおりである。

　秋園運営委員会副委員長より試験及び教育について次の事が説明された。

　現在，技術老試験については，薫次試験に筆記試験，2次試験に面接試験により合否を決定して

いる。従来から茎次試験の試験間題を持帰らせるなど実施方法の見直しを検討している。2次試験

についても近い将来改革していく所存である。主な改正として，従来より実施しているi次試験の
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叢む腋欝粥（翫艶灘記欝。蓋露3〉

成績優良者に対する2次試験の免除を拡大し2次試験に代わるものを検討している。当然すぐ全面

的に変更でぎないので段階的に改革して行く。2次試験に代わるものとLて検討しているのはレポ

…トによるものである。

　また，教育については現在，実施している研修会が受験対策だけのものとなっており，少L受験

対策から離れた，検査に関する種々な間題にアプ撹一チできるものを検討したいと思っている。

　業務確認については平成婆年婆月にW鵬87税が改正され，審査項目に品質保証体制が盛込まれ

今後委員会とLて力を入れて行く。晶質保証体制とは，検査会社においては商品である検査報告書

に対する品質を確保するための体系的活動のことである。晶質保証については経営者の考えが大き

く左右するため現地調査である業務確認時に強く指導することとしている。業務確認において品質

保証体制が十分でない事業者については認定審査で不合格としている。

　（巻）認定証授与式及びランプス賞授与式

　連絡会に先立ち新規認定事業者6社及び昇格認定事業者2社に対し認定証の授与式を執り行なっ

た。これで認定している事業者数は興社となった。

　また，前号でお知らせした，ランプス賞授与式が執り行なわれた。まず，松山編集委員の総評が

　池ヶ谷靖氏（日本超音波試験㈱）

　　r建築鉄骨における超音波探傷検査の注

意点」Vo蔓。6No、i塗．娼～i7掲載
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　餅
　加藤　潔氏帽本エックス線検査㈱）

　　「橋梁における非破壊検査」

Vo蓋．6No．3　墾、5～フ掲載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認定証授与式

ランプス賞　池ケ谷氏

．繕

1鰯耀

ランプス賞　加藤氏

　（難）写真についてのお願い

　本誌では年間特集としてr溶接検査認定委員会設立齢周年、1としております。憩月発行分につい

ては写真で見る3（）年史の作成を計圃しております。事務局の手持ちが非常に少なく，皆様の保管さ

れている古い写真・新しい写真・面白い写真を是非お貸し下さい。貴重な写真ですので使用後責任

を持ってお返し致します。
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