




1．ご　挨拶

設立30周年記念を迎えるに当って

社団法人　日本溶接協会　会長

　　　　　溶接検査認定委員会委員長

同運営委員会委員長藤田　譲

　溶接検査認定委員会は，前身の放射線検査委員会が昭和38年6月28日に第一回委員会を開催して

から，ちょうど今年で30周年を迎えました。その頃は，検査に対する認識は現在と比較するべくも

なく，当時の委員長始め関係者の方には大変ご苦労されたと伺っております。

　認定している会社数も昭和盛0年膿月に第夏号の認定会社を誕生させてから平成5年蛉月現在まで

に驚0社を超える大所帯となっております。

　現在は，溶接検査認定委員会の下に実働組織として運営委員会が設置され，実質的に菟の認定制

度を動かしておりますが，発足当時の放射線検査委員会は規模も小さく認定委員会というものがな

い形で運営されておりました。初代委員長の柴田晴彦先生以降，三上博先生，仙田富男先生と続

き，溶接検査認定委員会という組織に改められたのは，昭和諺年憂月からで委員長はβ本溶接協会

長が就任することに定められました、（その後の歴代委員長は，木原博先生，小林卓郎先生）

　私が運営委員長に就任いたしましたのは昭和総年で，仙田富男先生が病に難られてからバトンタ

ッチをしました。引き継いだ時点での認定会社数はA種～D種禽計で強社でしたが，平成黛年⑳

月より小規模な会社にも認定の範囲を広げ検査業界の技術のレベルアヅプを計るために鷺種を新

設し，積極的に普及活動を実施しました結果，憩0社を認定するに至っております。この間，東京

都はもとより，建築関係の認定制度への深いご理解により認定会社を活用いただぎ，また，運営委

員の方々の献身的な協力によって認定制度がスムーズに拡大しましたことに心から感謝を申し上げ

る次第です。認定を特に活用いただいているのは，建築業界でありますが，従来の認定だけではぎ

め細かな対応が取れない面もあります。現在，㈹霞本鋼構造協会で検討されている建築鉄骨に関す

る総合的検討の中で業界の轟一ズを十分把握しつつ今後，建築を含む各分野の認定を実施していき

たいと考えております。

　今後，日本でも晶質保証システムに関して国際対応を取らざるを得ない状況になると予想され，

C亙Wとしても十分な検討を踏まえたうえで柔軟な対応が取れるよう態勢を整えることが重要と思

われます。ご存知のように政治に関しても新しい風が吹いており，すべてに前向きな姿勢と柔軟さ

が必要になってきております。柔軟な対応が取れるかどうかは豊富な情報を持てるかどうかに掛か

ってくると思われます。今後も官公庁始め関連学協会のご指導の下，情勢の変化に驚x瀬融に対応

でき，しかも主導性を失わないよう努力して行ぎたいと考えておりますので関係各位におかれまし

ても貴重なご意見と温かいご協力を今までにも増して賜れますようお願い申し上げる次第です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1一



嚢欝獺墾欝（A魏翻搬驚．欝灘）

黛．祝 辞

溶接検査認定委轟会設立鍵周年を祝して

　　通商産業省工薬技術院標準部

材料規格課長高木譲一

　社団法人臼本溶接協会溶接検査認定委員会におかれましては委員会設立30周年を迎えられたこと

おめでとうございます。

　貴委員会は，溶接部の放射線透過検査の質的向上を目標に，その前身であるド放射線検査委員会」

として昭和38年に発足し，昭和鱒年からは検査事業者のレベルアヅプを図るための認定業務を開始

しました。それ以来，当初の認定部門も時代の要講に沿って，超音波探傷試験，磁気探傷試験，浸

透探傷試験，電磁誘導探傷試験，ひずみ測定の5つの部門に拡大され現在に至っており，平成5年

婆月i鍔現在，検査事業者鱗社を認定していると聞いております．

　溶接構造物の製作における安全を確保するうえで，非破壊検査技術は，設計・溶接施工と並ぶ重

要不可欠なファクターとなっており，特に溶接施工とは不可分の関係にあります。従一）て，貴委員

会が，技術講習会，研修会，通信教育を通じて育成された検査事業者の成長は，検査技術の向 熱と

同時に溶接施工技術の向ヒも図ったことになり高く評価するところであります。

　本分野については，これまでに放射線透過試験，超音波探傷試験，磁気探傷試験，浸透探傷試験

等に関連する日本工業規格の策定を行ってまいり甕Lた。策定に際しましては，私ども標準部から

藏本溶接協会に」綿の原案及び改正原案の作成等の御協力願ったところであり豪す。それら多数の

協力の中には，例えば放射線関係の規格」欝猛3沁争輸総（鋼溶接部の放射線透過試験方法および

透過写真の等級分類方法）の原案作成等貴委員会の検討の結果が反映されたものも多いと聞いてお

ります。また規格改正作業に対してもCiwの御関係の委員の方々に検討委員会に多数参加頂くな

どの御協力を得ており，大変感謝しており蓑す。

　近年，技術革新はますます進歩しつつあり，国においても，それらの状況に迅速に対応する必要

があると考えております。このため溶接分野においても最先端技術であるレーザー溶接に関する標

準化の検討，溶接技術検定基準の国際化の検討などについて所要の予算措置などを行い，支援協力

してまいりたいと考えております。

　最後になりまLたが，貴委員会がますます発展され，今後とも我が国の産業を支える溶接技術の

進歩に一層ご尽力いただいくことを祈念いたしまして，私の祝辞とLます。
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驚u瀬黛雛（A鷺織鵬職．欝鱒〉

C貰W認定制度欝⑪周年を祝う

認定事業者協議会

代表　幹　事

　この度，溶接検査認定委員会30周年を迎えられ，誠におめでとうございます。30周年記念に当た

って，C夏W認定事業者協議会代表幹事とL、て，お祝辞を申し上げます。

　溶接検査認定制度により，現在までに認定事業者が鱗社にもなり，これらの企業に所属する検査

技術者が，非破壊検査事業者の大部分を占めるに到りました。

　この様に，隆盛になりましたのも，歴代から現在奮での溶接協会会長はじめ，協会関係者皆々様

のご尽力とご指導による力が大きいものと敬服いたしております分

　さて，劔W認定事業者協議会として，認定制度30年を振り返ってみますと，認定制度発足当時

と現在とでは，単に，認定事業者数が増加したということでなく，質的にも大きな変化がありまし

た。

　この蹄年間の欝本の産業構造の推移に伴って，検査方法が当初の放射線透過検査一辺倒から，超

音波検査を主力として，他部門の分野に広くゆぎわたった事です。検査機器や資格保有者数という

「ハード」の面から，現在では事業考の品質管理体制及び企業倫理というようなrソフ目の面に

まで，認定制度が時代の二一ズに対応して，より実構を考慮した制度になったぎたことです、

　また，公的機関である東京都や住宅整備公団などの工事共通仕様書にも認定制度が記載され，検

査会社としては，信頼ばかりでなく，企業メリットにも大きく貢献していただいたことは周知のと

おりです。

　私たち，（〕茎W認定事業者協議会も認定制度による企業資格規定の重要性を認識し，業界での倫

理綱領及びその運用規定も自主的に制定して参りました。

　今日，検査という業務の重要性が社会で認められている中で，認定制度の果たしている役割は益

々重要なものなってぎており豪す。また総0尋000による認定制度が広く浸透しはじめたこととも

相まって，認定制度の果たす役割が，益々，大きな存在になってくるものと信じております。

　この様なことから，この認定制度により育てられ，発展してまいりましたC夏W認定事業者協議

会も溶接検査認定委員会設立30周年に当たり，一一層の責任と自覚をもって，業務に専念する所存で

ございます。

　灘周年の記念に当たり，お祝いの言葉を述べると共に，溶接検査認定委員会の一層のご発展をお

祈り申し上げます。
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叢む絨攣鵬（A羅撫撒艶．霊鯵3）

C亙W認定制度齢周年を迎えるに当たって

一一 世話になった方々への謝辞…

　　　　　㈱シーヱックスアール

代表取締役社長中野盛司

欝

　C互W認定制度も発足30周年を迎え，誠に慶賀に堪えません。光陰矢の如Lと申しますが，それ

にLても，またたくまに過ぎ去った蹄年という感じです。

　C亘W認定がスタートされた昭和総年は折りからの高度成長期で，硝本中どこでも工事中という

有り様でした。とりわけ東京では翌39年の東京オリンピックを間近にして，東海道新幹線，羽田・

新宿間の高速道路，浜松町・羽田間のモノレー一ル，各種競技場の建設等でごったがえし，活気に満

ち満ちた時代でした。

　こうした高揚する気分の中で，検査会社の認定制度を冷静に検討しておられたのですから，その

先見性にはただただ感嘆するばかりです。

　当時，丁度私は東京に住み始めた頃でしたが，溶接協会から認定制度についての説明会があると

いうご連絡を受け，協会にお伺いLたのが雌W認定制度と係わりをもった最初の機会でLた。

　木原会長，柴田委員長，そして，多田・手塚・石井・仙園の各先生方が同席しておられ，柴田先

生から認定制度についての説明があり豪した。

　当時は放射線検査のみの認定でLたから，認定委員会の名称もRACと略称されてい童した。認

定を受けるとどの様なメリヅトがあるのか，といった議論が盛んに交わされていたことを今も記憶

にしています。私は，認定を受けることによって社員各自が誇りを持ってくれるならばそれで充分

意義がある，と格別難しくは考えず認定申講をした訳ですが，結果的には私どもの会社だけが認定

していただくことになり，昭和鱒年鴛月に認定会社第一号として木原会長から認定証を頂戴した次

第です．

　木原先生にはその後蔓）何かとご指導戴き，後鶏，㈱非破壊検査振興協会を設立する際にも関係団

体として署名を戴いたり，昭和齢年に通産省から補助金を受けてド非破壊検査業の有り方について」

という調査報告書を作成した折りにも委員長に就任していただくなど，大変お世話に相なりまL

た。

　柴鋒干手塚・三上各先生はいつもにこにことLておられ，何時でも何でも相談に来なさい，とい

うお言葉に甘えて遠慮なく何かとご相談に乗っていただぎまLた。今でもご温容が瞼にうかびま

す。

　多田・石井・仙綴の各先生にはずっと以前から懇意にしていただき，夜の部で随分ご山緒致Lま
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聡欝厳野鵬（姦腿糠鵬驚．欝鱈）

した。

　多田先生は同郷のよしみということもあって，昭和％年頃からおつぎあいをさせて戴ぎました。

将来，本州と四国の間に橋を架ける計画があるんだと仰って，当時，漏呉海軍工廠にあった3，0辞○

トン引っ張り試験機を使って補剛桁溶接部の強度実験を行っておられました。溶接した場所をエッ

クス線で検査した後，実験をするということで私共の会社へ検査の依頼に，伊藤文人先生とご一緒

でしばしばおいでになっていたわけです。後年，瀬戸大橋が架設され，更に蛋年後の平成9年には

明石海峡に壮大な橋が架かるのですから，感慨もひとしおです。

　仙田先生とは年齢的に割合近かったこともあって，しばしば激論，激麻雀，激酒を交わしまし

た。日本の非破壊検査業界の基礎を築かれた方ですが，現在の私と同じ年齢でご飽界なさった二と

は誠に痛恨の極みです。

　それに致しましても，RAC創立当初からお世話になった先生方は，ご健在な石井・松山両先生

を除いて世を去られ窪した。改めてご冥福をお祈りする次第です。

　石井先生は誠実を絵に書いた様な方で，つい先矯，先生の傘寿を祝う会が大勢の方々が集豪り，

盛大に行われ談した。何時までもお元気でご健闘をお祈りします。

　現委員長の藤朗先生は，長年低迷していたC豆W認定制度を現在の時点で玉00社になんなんとす

る認定会社を擁する権威ある制度に充実なさいました。誠に敬服の至りに存じ豪す、最近ゴルソが

スクラッチで2連敗していますので，そのうちまた挑戦させていただきたいと思っております。

　風のように早く過ぎ去った30年ですが，思い起せばさまざまな二とが脳裏をよぎります。

　C三W認定制度の豪すますのご発展を心よりお祈り致します。
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翼む厳愛難（A蹴鷺懸懸．量鈴3）

設立三十周年に感謝して

　検査エソジ凱ヤリング株式会社

常務取締役伊藤　進

　設立三十周年に当り心からお祝い申し上げます。非破壊検査事業者認定制度が発足され，検査会

社の社会的地位の向上に大ぎく貢献した認定制度の定着に，長い年月にわたって御尽力なされた関

係者の皆様方，並びに非破壊検査に関するr知識」r技能」r技術指導」等，業界全体の水準向上に

寄与頂いた皆様方に対して，厚く御礼申し上げます。

　非破壊検査の必要性が世の中に深く浸透し，重要性も増々大ぎくなっており，検査の担当分野も

r試験」「検査」より，r評価」r診断」迄求められる昨今，認定会社もmO社到達が間近と聞くにつ

け，叛十年の歳月は長くもあり，短かくも感じられます。

　幾時，検査業組合の懇親会の席上，集まった十数社に対L　C互W認定制度の説明を頂いた事があ

りました。C蓋Wは事業者の認定であると聞かされ，検査会社も，産業会に又溶接構造物の晶質確

保に，其の一端を担う会社として信用を得られる時期が来たと，喜んだ事が思い出されます。

　我が社も昭和菊年に認定され，誠に光栄に存じております。早速会社概況，名刺等に，社団法人

β本溶接協会（C璽W）認定と刷り上げ，認定会社としての重みを加えさせて頂ぎ豪した。

　認定証授与後の懇親会の写真を拝見いたしますと，諸先生方の二十数年前の若き姿があり，若輩

の私も同席させて頂いており，業界に携わる者として感無量でございます。

　認定事業社として，恥かしくない会社となるよう肝に命じ，魑進する決意を新たにする次第で

す。
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鷺u簾艶鷺＄（A鵬繰騰鵬．鴛総〉

溶接検査認定委員会設立灘周年にむけて

畿、

　　聾解
　嚇轍麟ゴ
　　　　ぎ　．〆
　　ボ

　　新日本非破壊検査株式会社

代表取締役浦川　一

　溶接検査認定委員会が発足して30周年を迎えられたこと，心よりお慶び申し上げ衷すと共に，諸

先生方をはじめ関係各位のご努力に深い感謝と敬意を表します。

　委員会はRACからC夏Wへの時代とともに変遷しましたが，私どもも深いかかわりを持ちなが

ら節目の年を歩んでまいりました。

　昭和路年に北九州に産声をあげた弊社は，将来の技術立社を目指して，小倉北区の現在地に研究

所を開設し，人材の育成に努力してまいりましたが，r検査会社」の知名度不足あるいは劣悪な労

働条件等で要員の確保もままならず，ただ業務の消化にのみ追われるという状態であり，技術レベ

ル，社員の質の向上など課題ばかり多く，将来を考えると暗たんたる心境でした。

　苦難の中，昭和鱒年に開発部を新設，昭和強年には本社を現在地に移転し，営業，総務，技術と

初めて一堂に揃い，やっと会社らしき組織を整えることがでぎました。業界を取り巻く環境も，

RACによる撮影技術者の技量認定試験等の実施など諸先生方のご尽力を通して，非破壊検査とい

うものが，ようやく世間一般にも浸透してまいりました。

　お陰様で，創立鐙周年の節霞にあたる昭和萄年に放射線透過検査事業者認定を頂くことができま

した。放射線透過検査から出発した弊社も，大阪大学への研修生の派遣や特殊探触子の自社開発

等，超音波探傷検査の技術的応用と探傷技術者の育成にも力を注ぐことになり窟した。また，渦流

探傷検査技術にも本格的に取り組み始めました。

　昭和52年にW鵬87艦技術種別基準が制定され，黎種認定を頂きましたが，昭和灘年には諸先生

方のご指導のもとにA種認定事業者に昇格し，創立20周年に花を添えることができました。昭和

59年に開発部を発展解消してメカト獄論クス部を創設し，新技術開発及び検査・計測技術の自動化

への取り組みを強化しましたが，ようやく非破壊検査機器展へ出品できる機器を製作する褒でにな

りました。

　平成2年には創立30周年を迎え，翌年に業界のトップを切って検振協適確事業者認定を受けたの

も，やはり節目と感じられ談す。

　今後も課題を乗りこえながら節目を迎えて窟いりたいと考えております。さらなるご指導，ご鞭

漣をお願い申し上げますと共に，溶接検査認定委員会の発展と，永続を心から祈念致します。
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翼u踊欝雛〈A慧隷灘懸．盆欝3〉

溶接検査認定委員会設立三十周年を祝して

　　　　　東亜非破壊検査株式会社

代表取締役祉畏中山祥市

　溶接検査認定委員会設立三十周年を迎えますことは，真に御葎出度く，弊社社員を代表致しまL

て心からお慶び申し Lげる次第で御座います。非破壊検査業界の創生期より三十年もの長ぎにわた

り，検査会社のレベルアップ及び社会的地位の向上に果たLてぎた貴委員会の影響力は計りLれぬ

ものがあり，この間ご尽力をいただいた諸先生並びに関係者皆様に対し，厚く御礼を申し上げま

す。

　振り返ってみますと，C翌Wの前身であります鼠ACが設立された昭和38年頃は，私どもが会社

を起こ更、まして2年翼にあたり，非破壊検査のなんたるかも正確に認識せずレントゲンの撮影業務

を行一）ておりました。今思い起こしましても冷や汗のでるようなことも多くありまLたが，新しい

事業に懸けた構熱だけで，社員一同頑張り続ける毎韓の連続であった様に覚えております。昭和騒

年からはN競の認定試験が開始されまLたが，弊社でも2級技術者が数名誕生しました。更に重

級技術者が誕生Lたのは昭和蝿年と他社に比べて遅く，また，昭和50年頃まではi級技術者が2名

しかいないという心細い状態でした。資格老の充実した他社の状況を伺うにつけ，何とかしなけれ

ばという思いは募る一方でした。そうこうするうちに，C蓋Wの認定制度もWES即傷として体系化

され，普及に一層の拍車がかかってまいり憲した。これとほぽ時を同じくして，弊社におきまして

も技術資格の取得を通じた技術研鐙を社員に奨励し，種々の便宜を計った結果，昭和5G年代後半に

は飛躍的な資格者の増加をみることがでぎました。この間に，故仙田先生を始め，多くの先生方の

献身的な御指導を得ることができました。このことは弊社社員にとりまLても，なによりの励みに

なったものと確信し奮す。また，仙田先生の御指導で，㈱澤本溶接協会のFN鷺小委員会での高速

増殖炉の非破壊試験方法の確立に関する共同研究に，Ciw鷹種認定事業者として参加させていた

だぎまLたことも忘れることがでぎ蚕せん。検査会社の地位向。、ヒを願っておられました先生の熱意

は，歳月と共に益々鮮明に思い出されます。このように振り返ってみますとC亙W鉛年の歴史は，

そのまま弊社の蹄年の歴史と重なり，私と致しましても感慨ひとしおのものがあります。

　現在は，総（）絡み等で認定制度も変勤の時期を迎えているものと思われ変すが，認定醗社の実

績を踏まえて，費委員会の今後益々の御発展を祈念して止みません。
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叢彫瀬欝灘（A鷺糠騰灘．欝鱒〉

新時代へ高い理想を掲げて

　　非破壊検査株式会社

社長　山　口　多賀司

　、燕1亀

　㈱欝本溶接協会r溶接検査認定委員会．1設立三十周年おめでとうございます。

　貴会は，昭和膿年6月，r放射線検査委員会（略称RAC）」として発足し，昭和蕪年からr溶接

検査委員会（CO灘麟露・拠f夏鰯照tl餓・fW曜s略称C｛W鳩となり，事業内容が溶接部の非破壊検

査と拡大されました。更に，昭和灘年からr溶接検査認定委員会（Ce瞬蜘譲o黙罫蟹夏照脚ct量燃寵

We臨肩と改称されました、当時私は，r個人技量認定制度なくして事業所認定は畢計であり，酵

及的速やかに個人技量認定制度を確立し，段階的に事業所認定制度を確立すべきである」…と故仙

田先生を始め，関係する諸先生に再三お願いをしたことを思い出します。

　その後㈱β本非破壊検査協会において個人資格認定欄度が確立され，二れをベースに貴会は，溶

接構造物の品質確保の観点から事業所の認定機関とLて高遭な地位を築かれておられます。平成垂

年鐙月玉欝の現在のC笈W認定事業数は輿社の規模になったと伺っております。

　歌AC設立時の故木原博会長・柴購晴彦委員長・故仙田富男副委員長を始め諸先生の御努力が，

昭和53年の東京都のr建築工事標準仕様書」にW聡8γ蟹の認定事業者が義務づけられたのを機に，

各府県・住宅・都市整備公団等へと拡大され，更に平成婆年9月，建設省住宅局建築指導課長通遠

3鈴号により，鉄骨建築物の受入れ検査報告は，管理者が検査会社へ直接依頼する等r信頼性ρ高

い検査はCIW認定会社での…」の認識の非常な高まりをみせております。加えて，建築物から石

油化学プラント等，他産業構造物へとCiwの重要性が認知されようとしていることは，至極当然

の進展といえましょう。

　私はC夏Wを語る時，RAC設立時から，非破壊検査技術のレベル向上，認定事業の発展に尽力

された偉大な理想家，故仙田富男先生を思い起こさざるをえません。

　都立工業奨励館の研究室の片隅で，非破壊試験の研究をしていた先生を訪ねた時，r我国の本格

的な重化学工業時代に備え安全化技術の確立が急務」と真剣な眼差しで語っておられ裏した。先生

は，非破壊検査の確立，技術向上，事業者の育成を図る二とにより，溶接構造物の安全性，信頼性

に貢献するという技術体系欝ンセプトと，高い理想を掲げ，無からの基礎研究とその普及に心血を

注がれまLた。以後，

（茎）ND夏技術者認定制度　　　（2）C夏W認定制度

（3〉β本工業規格立案・制定　　　（4〉大学内外の英才・…般教育…等々。

枚挙にいとまのない功績を残されました。その実績と志が，貴会に脈々と引ぎ継がれ，一屡の発展
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嚢灘鍛欝欝（A縄綴騰膿．璽欝3）

を遂げ今環に至っており豪すことは誠に喜ばLい限りであります。

　霞本溶接協会の諸事業が，斉々と広く社会の認知を受け社会貢献を果たしていかれることは，我

々検査会社にとりましても大変心強い限りであります。

　来るべき瓢世紀へ向けて，貴会と会員各位の益々のご発展をお祈り致します。

溶接検査認定委員会設立三十周年記念に際して

　　　株式会社ニチゾウテック

取締役社長三宅博

曳

髭

　磁Wが設立三十周年を迎え，心からお喜び申し上げます。顧みますと，私どもが馨種の事業者

認定を受けたのが，絡年前になります。創業間もない頃で，C互Wの事業者認定を取るのに大ぎな

期待を寄せつつ，全社一丸となって認定要件の充足のための資格者育成に頑張ったことが思い出さ

れます。また，A種への昇格やその後の認定資格維持にも大変な努力が必要でした。

　αWは第三者検査機関としての非破壊検査事業者認定の事業を通じて，事業者の技術力・力量

の向上，社会的地位の向上を計るべく事業展開をされ，これに伴ってCiwの先覚者はじめ関係者

及び認定事業者のさまざまな努力が払われてぎました。確かに，事業者が技術力の向上など努力が

報いられたことも見逃せませんが，実効ある結果が得られたとは書えません。

　近年，わが国の建設部門で建築鉄骨の管理の強化に伴って，溶接完了後の受入れ検査に第三者検

査機関とLて，αW認定事業者の活用が計られつつありますが，この時期に迎えた30周年は極め

て意義深い年であると考えます。このような建築鉄骨の検査を充分フォ・一一できるよう，認定事業

者の力量を強化することがぜひ必要です。そして，建設部門以外の他の省庁関連でも拡大活用され

るよろ事業者としても努力し，劔Wとしても推進するべきではないでしょうか。

　社会の進歩・発展に伴って，数多くの構造物が建造・保全維持されていますが，その安全性の確

認のためには，非破壊検査の果たす役割はます嚢す重要視されるようになるでしょう。

　非破壊検査の事業はこの30年間さまざまな形で展開・発展してきました。上記の社会的二一ズに

充分応えつつ，今後とも発展を続けるためには，非破壊検査事業者としてさらに体質を強化し，高

晶質な技術サービスを顧客に提供することがぜひ必要です。また，これがでぎてさらに顧客との信

頼関係を強化し，より高い社会的評価も得られるようになると考えます。

　近い将来には，弼0，ASM駐，各船級協会などの国際的権威をもつ機関の非破壊検査の部門の中

でも充分通用するC蓋W認定事業であってほLいものです。このためにも，認定事業者の総力を挙

げてCiwをさらに権威ある機関として，強化することが最も重要な事ではないでしょうか。
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聡u瀬麗＄（撫糠騰瞭．鰺露〉

C笈W認定委員会設立騒⑪周年を祝す

　　　　　　　　　石川島検蚕計測㈱

特別顧問，工学博士深川宗光

　CXW認定委員会が発足して蹄年になるとのこと，まことに嘉ばしく心からお祝い申し上げます．

当社でもお蔭様でA種の事業者認定を頂き，有資格者数も鮫0名を越えるところまで到達すること

ができました。これもひとえにC夏W関係者の熱心な御指導の賜物と，心から感謝いたしておりま

す。

　以下に当社の轍W認定の歴史を振り返りつつ，この制度の持つ意味，果すべぎ社会的役割り，

そして将来に対する要望を，思いつくままに述べてみたいと思います。

　先ずこの制度には二つの大きなポイントがあると考えます。装置，建造物が大型化し，複雑化

し，高度化すればする程（制度設立当時の時代背景は正にそうであった），一旦事故を生ずれば，

社会に計り知れない大きな災害をもたらすことになるが，その防止策のKeyT嶺磁齢沁野が非破壊

検査であり，その技術の向上のためには，個人の技術を認定するに止まらず，その個人が所属する

会社そのものを認定することによって，非破壊検査の技術と教育の責任を企業に求めようとしたと

ころが第一のポイントです。

　第二のポイントは，溶接構造物の検査には単なる非破壊検査の知識だけでは不十分で，溶接その

ものの知識があって始めてより良い検査ができるという発想です。溶接施工法にはどんな種類があ

って，それぞれにどんな欠陥が生じ易いかとか，溶接残留応力の大きさと方向，また構造物として

の使われ方と発生する応力の種類と大きさ，さらに破壊するときの条件など，二れら溶接構造物の

基礎を理解した上で，その目的に合った検査を行なって始めて十分な検査がでぎるという考えで

す。

　こうした設立の意図の素晴らしさにもかかわらず，その後の発展の途は決して平坦なものでなく，

C夏W会員数は中々増えず関係者の御苦労の時代も長かったと聞いております。

　その最大の理由の一つは畷Wの資格を取って，それがどう経済効果を生むのかという議論だっ

たと思います。当社においても初期の段階ではこうした意見が，とくに営業サイドから出て中々軌

道に乗らず，仙照先生も何回か当社にお見えになり，会社幹部を熱心に説得しておられた姿を思い

出します。

　しかし，一方ではいくつかの事故が続き大型溶接構造物の安全性に対する世間の眼が一屡厳しさ

を増し，企業の社会的責任を問う声が高まって来ました。

　こうした背景にあって，昭和磁年当社の社長として着任した大谷は，会社方針として検査の晶質
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聡彫鍍欝欝くA蹴羅灘懸．雲欝3）

の向上を掲げ，晶質保証部を新設するとともに会社を上げてC璽W認定に積極的に取組むことにL

憲した。その結果艇年秋には塾種認定を，そして平成2年にはA種認定を受けることができて次

第です。

　C璽W認定会社数の統計を箆ても，制度がスタートLてからの鱒～旙年は船社程度に止まり低迷

状態を続けていますが，昭和から平成へ年号が変る頃から会員会社数が急増Lており，正に当社の

動きとも…致しています。

　このように鎌Wもようやく世間的な評価を得ることになり，これからは設立当初の原点に立帰

って，改めて己の存在意義を認識し，その重要性に鑑みて，われわれ会員会社はさらに切磋琢磨し

て技術を向上させるとともに，設備の充実など企業ぐるみでの責任体制の確立を進め，もって社会

的責任をまっとうする必要があると考えます。

　…方，現世利益的な側面もなおざりにされるべぎではありません。経済の原則が優先する社会で

は，いくら技術力の向上という間接的効果があっても，経済的メリットのない制度では長続ぎしな

いと思います。幸にして関係者の御努力で鉄骨造建築物等の検査におけるCiw認定事業者の位置

付けが明瞭になり，責任は重くなるが同時に経済的メリットも期待できるようになりつつあり憲

す。

　こうした第三者検査機関は古くから欧米では認められ，重要な役割りを果して来ましたが，その

役割をC翌W認定企業に果させようという考えは，非常に蓉本的なものと云えますが，中立認定機

関としての費本溶接協会の技術レベルの高さ，独立性と公平さ，棄た企業の高い倫理感技術力そ

して高能率が上手く組合わされて，世界に類をみない，責任感に富む信頼性の高い検査体制が形作

られたものと思います。

　このような動ぎが，さらに池の多くの分野に拡がることを大いに期待します。たとえば圧力容

器，貯蔵タンク，ボイラ，原子力などの分野では，それぞれに長い検査の歴史があり，監督官庁も

異なるので，これを…朝一一夕に統一することは難しいかもしれませんが，少くとも実際に検査を行

なう現場の技術者は同一人という場合があり，また検査技術そのものは共通する技術であることを

考えれば少なくとも相互乗入れは十分可能であり，CIWがその役割を果すのがもっとも合理的と

考えられます。

　さらに強一輝ッパ共同体の発足を受けて，近時わが国では製晶輸出の大切な手段として事業所単

位の品質保証システムを規定する欝09000の認定受ける動きが盛り上がっていますが，例えばこ

の認定のうちの非破壊検査部門をC璽W認定で置き換えられれば，これもC亙Wの大ぎなメリヅト

の一つとなると思われ憲す。

　以上，当社のC亙W取得の歴史を振返りつつ，独断と偏見でC夏Wに対する考えと要望を申し上

げましたが，30年の歳月はC｛Wにとって長いようで実は短かったと云えるのではないでしょう

か。種播きから芽生えそしてやっと若木に育ったところではないでLようか。

　これから大きな木になり，枝を拡げそして花を咲かせて実を結ぶ大切な段階にあると思います。

今後の大きな未来に向ってC翼Wのます蓬すの発展を念じて止み豪せん。
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膿7鍼艶照（A臆糠騰臓．裏鯵3〉

溶接検査認定委員会設立騒0周年を祝して

　　　　　　株式会社　大検

常務取締役今堀修

　溶接検査認定委員会設立30周年誠におめでとうございます。

　私どもが，この溶接検査認定委員会に初めてD種（放射線部門）として認定していただきまし

たのは，昭和灘年雄月でございました。当時は，まだこのCIW認定制度が社会一般にあまり知ら

れておらず，認定会社の数も鍵社程度でありました。

　そもそも私どもが，この認定を受けた動機は，社員の技術的啓発及び会社の宣伝効果とともに官

公庁の関係の仕事を受注するとぎ，ぎまって検査会社を証明する認定証若しくは許可証を提出しな

さいと言われたためでありました。（当時は，検査会社として公に証明するものとしては，何もな

く，しかたなく科学技術庁の放射性同位元素使用許可証を提出したものでした。）

　その後，昭和認年憩月にC種昇格，平成元年紛月にβ種昇格と現在に至っておりますが，この

間にも昭和58年3月精密洩れ試験であるヘリウムリーク試験の業務開始，昭和60年

A8MESTAMP取得維持にかかるND鉱関係のコンサルティング業務を開始，平成元年には勧全国

危険物安全協会による地下タンク等の定期点検事業者認定を受ける等，多方面にわたる業客拡大を

はかり，景気の変動に十分耐え得る検査会社とした多方面の技術の取得向上に努めてまいりまし

た。

　溶接検査認定会社もE種の増設により急激に増え，まもなく紛0社になろうとしています。この

ことは大変喜ばしい限りで，多くの検査会社が一同に集まり一致協力して，検査会社の多方面への

認知及びこの業界の地位向上や福利の充実に務め，年令に関係なくこの業界に働く人々にとって将

来の夢が描けるような安定した業界になるよう厳に切望する次第でございます。

一玉3一



叢彫獺欝鷺＄（A就鷺蹴盤．隻盤3）

溶接検査認定委員会設立騒O周年を祝して

代表取締役

　臼本溶接検査㈱

田　井牧夫

　委員会設立三十周年，おめでとうございます。

　、三十年も前に，業界の外から（利害関係のない別の機関による）事業老の認定グ）必要性を認識さ

れ，制度として発足されたことに，昨今の品質システムに関る動ぎと併せてみるとき，その先見の

明に対し改めて敬意の念を深くせざるを得ません。

　ただC蓋Wの認定基準が，技術者の数と設備機器の規模によ一）て成立っていて，晶質システムに

ついての審査が全くないと受取られているむぎがある。これは，実際の事業所における審査が品質

システムに，相当の比重をかけたものであることが，部外者にあまり知られていないためではなか

ろうか。また，事業者認定は峯‘いかに体裁を整えたとしてボ内部の機関や組織によるそれは，論

理の矛盾に陥るものであることをはっきりと認識する必要がある。この矛盾を持たない認定制度は

唯一C璽Wによるものである。聡0がらみの大ぎな流れの中で，C璽Wのさらなる成畏を願う。そ

うなることが，我々検査業者の地位の向上と，在存理由の明確化のための唯…の道であると信じる

からである。

溶接検査認定委員会設立魯⑪周年を祝して
北欝本非破壊検査㈱

渡　辺　和　仁

　溶接検査認定委員会が発足L本年で設立30周年を迎えるということですが，我々の事業者が認定

されたのは昨年の盛月ということもあり，溶接検査認定委員会の歴史の重ぎに大変驚きました。昭

和綿年というと私はまだこの世に生れておらずどういう時代であったかはまったくわかりません

が，最初はいろいろな苦労があったことと思います。

　さて，我々の事業考が認定された頃の事で私が、思い出すことといえば，とにかく私が主任試験技

術者に合格Lなければ認定されないというプレッシャーがあったことです。溶接検査認定委員会に

認定されるとされないとでは大ぎく違ってくるので，仕事中も暇さえあれば，手を洗う時間さえ惜

しんで，‘‘溶接構造物の検査ヲのテキストを読んでいました。そのおかげかどうかわかりませんが，

なんとか合格L，E種に認定されました。今では汚れたテキストを見るとあの頃はよく勉強したな

あと思い出し，そして次はD種だ，と頑張っています。

　溶接検査認定委員会とのかかわりはまだまだ短いですが，認定事業者の名に恥じない様，仕事に

勉強にと更に進歩していぎたいと考えております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一i4一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺u瓢燈鵬（A鷲鋤騰騰．欝露〉

罵二灘一フ黒イス篇

　ig93年m月三日付で新規に次の事業者が認定されのしたのでご紹介いたします。

株式会社共栄エンジニア》ンゲ

　本社所在地　撃292　千葉県木更津市岩根争7一器　殿0弼翫婆H6き6

　代表者氏名　代表取締役　平照澄之

　認定種別・番号・部門　D種，第欝D93号，超音波検査部門

株式会社　ジャス篇

　本社所在地　華222　横浜市港区新横浜H2－22　戯0鱒畷乃略嫉0

　代表者氏名　代表取締役　安闘雄三

　認定種別・番号・部門　D種，第67D％号，超音波検査部門

東臼本工業検査　株式会社

　本社所在地　甲2雛　千葉市稲毛区長沼町簸7 一騒一　慰縣乃惑6ほ玄73

　代表老氏名　代表取締役　北川明則

　認定種別・番号・部門　D種，第歪05D93号，超音波検査部門

富士電子工業　株式会社

　本被所在地　マ乃2　山口県下関市長府扇町8－5　戯0832畷肝膿⑳

　代表者氏名　代表取締役　大川輝視

　認定種別・番号・部門　D種，第撚OD％号，超音波検査部門

工一スエンジニヤリンゲ　株式会社

　本社所在地　撃灘　大阪市大正区鶴町3畷畷7戯06鴫52惑6瓢

　代表者氏名　代表取締役　滝本　弘

　認定種別・番号・部門　鴛種，第蹴％号，超音波検査部門

株式会社　西霞本超音波試験

　本社所在地　華765　香川県善通寺市金蔵寺町3綴一玉副0欝7略3護gO2

　代表者氏名　代表取締役　細川伊佐男

　認定種別・番号・部門　狂種，第三撮E93号，超音波検査部門

臼本産機　株式会社

　本社所在地　華灘2　大阪市淀川区木川東3－5峨玉　第3丸善ビル翻　戯06つ0←韓綴

　代表者氏名　代表取締役　溝原溝一

　認定種別・番号・部門　E種，第i蓋総93号，超音波検査部門

爾九州検査工業　株式会社

　本社所在地　撃89i…艦　鹿児島市東谷山玉一乃一絡　鱈09鍛一67護567

　代表者氏名　代表取締役　堤　直寛

　認定種別・番号・部門　E種，第i鍛E％号，超音波検査部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一i5一
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駄u獺欝聡（A朧聯鵬鵬．欝露〉

灘
鑛 覆

黛ACの認定第2号，新韓本非破壊検査㈱，第3号検査エンジニアリング㈱の認定証書
授与式のあとで（昭和蘇年7月）左から松山，仙田，石井，多田，柴田，手塚各先生，

中島，伊藤，久市，大賀各氏

き〆・

軍

灘鷹蚤

　　　　　　　ぬ
　　　　　　誓　辮、
麟撫編．

膿
鱒

趨欄

、、i

RAC認定第玉号中国X線㈱（現シー・エックス・アール）の視察を兼ねた委員会（昭
和憾年鐙月呉にて）

一蔓7一
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聡u薦麗＄（触灘騰灘．霊鱒3）

舞

蜜

輸・1

遍

イ〆

》瓠

難 亀
　ず　’ゐ

　　　　　　一
　　　　　　唱
　　　　　　唱

劔Wの基盤を築かれた仙田先生の元気な姿、（昭和59年9月）

　　　謬，

　　　　噸触

騰
’鞭璽“

大阪大学退官記念パー一ティにおける仙慮御夫妻，

も思わなかった。（昭和磯年婆月）

難縷

轟睡

この後一年後に御他界されるとは夢に

一三9一



驚u腋欝鵬（触糠騰盤．隻鈴3）

昭和30年代の検査風景

北海道岩知志発電所の水圧鉄管の溶接部のX線
透過写真の撮影鳳景，X線装置は東芝EX算5型
と思われる。X線発生暴の重量85㎏，制御離の
重量菊㎏と重たいものであった。（昭和鍛年12月

～昭和33年7月） ．難鎌臨鷺

愚

購〆脚

轟

雛矯
蔀藤　、

触繕

X線発生羅のセ・ソテング

　　野’一

麓

X線制御盟

．蜘緊，麟

～20～
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翼u獺欝欝（A雛鷺灘騰．璽鱒3）

騨

　　　曇

1騒
礁，＼

配管溶接部グ）ガンマ線検査

ザ掛

、辮

〆，

、

璽斌騨惣
配管溶接部のX線検査

》蹄

　癬鰍

、蝕』『　｝

繋

、韓弊～

　　　　　　　．攣灘纏．

　　　癩雛△…

　　　　　　噺ご←

造船所における船体溶接部の超音波探傷検査

一22一一



鷺u簾欝鵬（A鷺糠驚糠．欝欝〉

　　講

噸欝縫、

『〆

駄臣

　避か

蓬、、

講

蓑

、蝉

攣

．、
　　曳

建築鉄骨溶接部の超音波探傷検査は昭和50年頃か

ら盛んになりはじめた。

超音波探傷器も小型軽量になり，性能も向上して
きた。

　　
噸一漏＿＿蝋＿

＼、
　　　楓
織　　　　　㌦　　　「　　、　、

　　r
　　i輸

一

．1

‘〆

終
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綴w通儒（w量朧鯉．欝瓢）
1．年頭挨拶
　　　溶接検査認定委員会
委員長藤　田　　譲
　昨年は，国際的にはi月に湾岸戦争が始まり，戦争そのものは数か月で終結しましたが，終結後
の処理や環境に及ぼす影響が残っており，磁本においても駐KO法案の国会問題等にその影響を残
Lております。また，鼠Cの動ぎ，東欧を含むソ連における改革など激動の一年であったと思いま
す。
　国内においても昨年は，霞本銀行の金融引締め策の影響や国外の不況などが重なり，ここ数年続
いてきたバブル経済が崩壊し，また，証券・金融業界の不祥事により日本経済は経済企画庁の発表
より悪い状態で推移しているように思われます。
　このように昨年は世界的に激動の年になりまLたが，C夏Wにとりましても多事の年であったと
思います。
　先ず，E種を新設したこと。このことにより，より多数の事業者が資格を取る機会を得ることが
でき，従って，より灘覚と責任のある検査を実施していただくことが可能になったと考えます。
　また，昨年発生しました建築鉄骨に関連する不祥事につきましてはご承知の通り，早速に適切な
措置を取りますと共に，再度このようなことが発生せぬよう認定事業者及び綴W認定事業者協議
会に注意喚起の通達を致し蜜Lた。また，C夏Wとしましても建築鉄骨検査技術講習会等を開催す
るなど教育啓蒙活動を実施すると同時に認定取得後の事業者への定期的な業務確認等を実施して資
格内容及び技術レベルの維持に努めることに致しました。
　そもそも劔Wの認定は，認定基準に基づいて主に人員構成及び検査機器のようなハードの部分
を審査し，認定するものであり窟すので，認定事業者の集まりであるrc璽w認定事業者協議会」
の倫理委員会の活動による倫理観の高揚と相挨って初めて総合的に質の高い検査業務ができるもの
と考えます。
　劔Wと協議会の協力によって今年こそは検査業界が社会からますます信頼される業界へと発展
して行かれることを期待して止みません。瓢世紀に向かって溶接構造物の品質保証の立場から，製
造業における非破壊検査業務の重要性とその責任はますます重大になるものと思われます。
　認定委員会と致しましては，r磁W認定」は検査業務のバックボー一ンであり，建築物のみならず
造船，鉄構，橋梁，プラント，圧力容器など各分野でその責任を十分に果たして行くべく，努力し
て行く所存でありますので，認定事業者のみならず御関係の皆様方の温かいご協力を御願いして年
頭の挨拶と致します。
至
�

轍脚遇億（w豊鑑鯉．鰹毅）
黛．ユーザ〜サイドを考慮した晶質の確保を
建設大臣官房官庁営繕部監督課
課長補佐寺本英治
　明けまLておめでとうござい蜜す。新年に当たり協会会員の皆様に心からお祝いを申し上げ窪
す、
　さて，昨年董9鎌年の出来事を振り返ってみると，国際的にも国内的にも非常に印象が深かった盆
年と言えます。皆様ご承知のように，国際的な出来事では，湾岸戦争，東欧の変革，ソビエト連邦
の崩壊等，後世の世界の歴史に残ることが起きた年でありますし，またそれらグ）情報がテレビ，新
聞等のマス捻ミを通して瞬時に我々に伝えられた点が特徴であります。蜜た国内では，長期にわた
る好景気時代がやや陰りを見せ始めた時期で，バブルの崩壊等と書われてい豪すが，この経済の勤
向と鋼材需要や溶接関連事業の動向とは関連が深いのではないかと思います。特に現在の饗本の
GN夢の�S％を占める土木，建築関連投資額は，平成3年で約80兆円と推定されており，昭和60年
の50兆円に比較Lて急増しており，いわゆる建設ブーム時代と言われる訳です、これにはバブル経
済による民間建設投資が大ぎく寄与しており，パブルの崩壊とともに民間投資の急激な冷え込みが
予測され蓑すが，一方公共投資については，日米構造協議に基づいて，今後鶉年間で硲0兆円を投
資することが約束されており，建設ブームが急激に落ち込むことは考えられずに，逆に西暦鱒O�J年
までの感蹄兆円の建設投資に見合う建設関連の人材を確保することが緊急の課題と考えられてい濠
すG
　さて，昨年の出来事と気』ご，溶接割れを起こす鋼材が生産されたこと，建築鉄骨の溶接不良と非
破壊検査のご豪かしが新聞で報道され，社会の耳目を集めた感があり，現代におけるマス雛ミの威
力を強く感じられたと思います。しかL，背景にある建設ブームを考えると，起こるべくして起き
たと言え蓑す。もちろん，このようなことがあってはならないのは当然ではありますが，起きた後
の対処がより重要で，その点では協会の対応は的確であったと思います。
　現在，建設業会は3K対策（危険，ぎつい，ぎたない）に躍起となってい甕すが，今年からはも
ら…つのK（海外企業，海外製晶の市場参入）が，より現実の問題となることは確実であり，ユ
ーザーサイドとしては，国内，国外を閥わずに晶質の確保を強く期待することになります。また，
今年は建築工事共通仕様書の改定作業を行う年であり，ユーザーサイドとLて晶質確保の間題を掘
り下げて検討する予定にしております。私たちは貴協会が行われてきた溶接管理技術者の制度を，
昭和灘年から建築工事共通仕様書に採用して参りましたが，今後貴協会がユーザーサイドを強く憲
識して，その技術と意識の向上と資格者の充実を図られることを期待するところであります。
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雛脚通儒（w量露鍵．欝騰）
騒．　建築鉄骨の検査業務輿態調査結果について
欝．1　はじめに
　昨春，一般新聞に建築鉄骨の実態の一部が報道され，大ぎな波紋を呼んだ二とは記憶に新しいと
二ろである。
　本実態調査は，この一般新聞並びに業界紙誌の報道の内容を受け，関係官公庁をはじめとする関
係業界団体，協会，学会等による対応策が検討されたが，その結果，非破壊検査業界が受注する建
築鉄骨検査業務の実態が必ずしも正確に把握されていないという事実が判明した。この事実を踏叢
えて，�鞄�本溶接協会溶接検査認定委員会（委員長　藤田　譲）は，綴W認定事業者協議会（代
表幹事　松本一郎）の全面的な協力を得て，C玉W認定事業者懲社（平成3年鱒月隻鷺付では，雛
社であるが）を対象として建築鉄骨の検査業務実態調査を平成3年7月に実施した。
　実態調査は，�@建築鉄骨ダ）検査義務の有無�A同検査業務の全売．ヒ高に占める比率と売上高，�B
同検査業務の受注先と獣主検査，受入検査の比率及び�C官公庁関係物件の建築鉄骨の検査実績の有
無について実施L，その調査結果をまとめたのが本報告である。
　実態調査結果ぱ，磁W認定事業者の実態を正確かつ精密に調査したものではなく，従って，必
ずしも実態にそぐわない部分，現在の実態と一致しない部分があるものと思われるが，概略を知る
ための調査としては，有効なものではないかと考えられる。
　本実態調査の実施にご協力いただきました磁w認定事業者並びにC璽W認定事業者協議会の関
係者に謝藁、を表します。
馨．鷺　巽態調登結果
　3．2．三　実態調査の回答率
　調査対象のCiw認定事業考数は鴻社であるが，回答があったのは6蓋社であり，回答率は購％で
あった．各認定種別ごとの回答率は表茎に示すとおりである。
　　　　　　　　　　　　　　　藪1　実態調査の回答率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　離1礪t礪i礪
　　　　　　　　　　　　終r｝三�o丁一奮…レ　篶
　調査対象数（祉）
　　　　　　　　　　　　捻1　婁1　欝　　難
　懸答数（社）
　　　　　　　　　　　懸．7　　　　§○．o　　　　瞬．3　1　　76，§
　回　答　率（％）
3．2，黛　建築鉄骨検査業務の有無
過去3年間の実績による建築鉄骨検査業務の実績の有無は表2のとおりで，麟社中鰺社が実績あ
り，3社が実績なしの回答であり，％％の事業者が建築鉄骨の検査業務の実績をもっていることに
なる。
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轍w通繕（w豊蹴総．董欝黛）
蓑窯　建築鉄骨の検査業務実績の有無
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蓑3　建築鉄骨の検査業務の平均売上高
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　3．2。3　建築鉄骨検査業務の売上高
　最近の重年間（平成夏年または平成2年の実績と推定される）における建築鉄骨の検査業務の売
上高は60万円から最高婆億蓋千万円まであるが，各認定種別ごとの平均売り上げ高は表3のとおり
である。
　3，2。噛　建築鉄骨検査業務の比率
　建築鉄骨の検査業務の売り上げが全売上高に占める比率は，表婆及び図iのとおりであるが，
鱒％以下の売上げ比率の事業者が驚社で最も多く，次いで，20％の売上げ比率の事業者が6社であ
る。一方，建築鉄骨の検査業務のみの売上げをもつ事業者は6社で，全事業者の約麺％である。
護毒　建築鉄骨の検査業務売上げ高比率
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図重　全国売上げに占める建築鉄骨グ）検査業務の売一上高比率
3烹5建築鉄骨検査業務の受注先
建築鉄骨の検査業務の主要な受注先の受注比率を集計すると表5のとおりである。
主要な受注先は，�鞄S骨建設業協会の認定取得ファブ（鉄建協認定ファブ），�椛S国鐡構工業連
　　　　　　　　　　　　　　　　一一垂一
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c夏w通信（Wi熟織．i鯵黛〉
蓑§　建築鉄骨の検査業務の主要な受注先別集計
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融黛　建築鉄骨検査業務の主要な受注先
合会の認定取得ファブ（全構連認定ファブ），東京都鉄骨加工工場登録制度による登録ファブ（東
京都登録ファブ），前記以外の建築鉄骨ファブ，設計事務所，建設会社（ゼネコン）及びその侮に
区分して集計した。
　全構連認定ファブからの受注は弼社と最も多く，次いでゼネコンからの受注が騒社となってい
る。設計事務所からの受注が器社，鉄建協認定ファブからの受注が鷺社となっている。また，表5
及び図2に示すとおり，いわゆる鉄骨ファブからの受注率は，磁．5％で，設計事務所及びゼネコン
からの受注率は，騒．5％である。
　なお，C蛋W認定事業者i社の平均受注先数は，3．3社であった。
3。2．6　自主検査と受入検査の比率
前項の主要な受注先における自主検査と受入検査の比率を集計したものが，表6である。今回の
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調査では，自主検査と受入検査を次のように区分している。
　自主検査1発注先の社内検査または品質管理のための検査等を受注した場合の検査
　受入検査1施主，設計事務所，ゼネ鷲ン等からの発注蛮たは指示，仕様等に基づく検査または第
　　　　　　
三者的な検査を受注Lた場合の検査
　表6，表7，表8及び表9は，受注先別の自主検査と受入検査比率を集計したものである。
　図3は表9を比率に変えて図示したものであり，図峯は沁○％自主検査及び受入検査を受注して
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“騨通儒（w蓋麗磁．欝灘）
畿暮　麟主、検査と受入検査比率
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義郷　官公庁関係の建築鉄骨検査業務実績
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c種
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翼種
合計
蹄副△庵
いる場合を比較したものである。さらに図5は自主検査及び受入検査の受注割含を図示したもので
ある。
　この集計結果から，鉄建協認定ファブ，全構連認定ファブ，東京都登録ファブ及びその他の鉄骨
ファブからの受注は，ほぽ欝％が自主検査の受注で，残鱗○％が受注検査の受注であるのに対し
て，設計事務所及びゼネコンからの受注は，ほぼ警○％が受入検査の受注であ一）た。また，設計事務
所及びゼネコンからの受注は，受入検査のみに限れば，鱒○％が受入検査の受注である。
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図§　欝主検査と受入検査の受注割含
　現在の受入検査に対する認識から考えて当然のことといえる。
　憩0％の自主検査を受注するものは，全体でぱ難％の鴛社であり，鱒○％の受入検査を受注するも
のは，全体では絡％の綴社である。また，鵬％以下の受注を含む自主検査の受注は，全体では
騨％の経0社，同様の受入検査の受注は80％の婚6社となっている。
3。2．7　官公庁関係の建築鉄骨検査業務の実績
過去3年問における官公庁関係の建築鉄骨の検査業務実績は表紛のとおりである。
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轟．　技術資料
�鞄結櫁c骨橋梁製作所滝野忠男
購．1　建築鉄骨の継手の特長とその溶接
建築鉄骨の溶接は，構造上の特長から片側からの溶接だけで，必要な強さを要求される箇勝が多
く，裏あて金付ぎ開先溶接が多く使用されている。図義にその形状を示す。
　この開先形状はルート部に溶け込み不良が発生Lやすく，ルート間隔が狭い場合ばルート部の両
側に溶け込み不良が発生するζとがある。
　図豊．温，わ，c，の開先とも開先のとってない方の板のルー一ト部に溶込み不良の発生が多く起ぎる。
図2のように裏あて金の組立て精度が悪く，母材との間にすき閥がある場合には，溶け込みが十分
であっても横陶き姿勢の溶接では，アンダカヅトが発生し，その箇所から二慣一がもどり欠陥と判
定される。この場合は溶接を問題にするのではなく，裏あて金の取付け精度を良くしなければ問題
が解決されない。
　また，図3のように裏あて金と立板との間にすぎ間がある場合，開先ル〜ト部に溶込んでいて
も，溶込みの形が，ル絹・部のすき間にたれ込んだ形状になっているとそこからエコ…がもどり欠
盆
　　　　　　　b
翻1　建築鉄骨に使用さ勲る開先形状
c
裏あて金
穐
惑
　　　　この箇所にアンダカットが
／発　
〆
覧
謙
も　避
麹黛　裏あて金が密着されていないため発生するアンダカヅト　図騒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…茎o一一
襲あて金グ）すぎ間にたれ込んだ溶け込み形状
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陥と判定される。
　その億に開先ルート部に発生する欠陥として，連続したブ・一ホ…ルがある、
　被覆ガスの被覆効果が損われている場含は，溶接金属全体にブ舞一ホー一レが発生するが，開先ル
ート部から吹ぎ出した状況での発生は，被覆ガスの被覆効果が健全な状況下でも発生する。澱コー
が点いたり消えたりするので，溶込み不足と間違いえることはないが，発生原因ぱ何かと戸惑うこ
とがある。一次溶接，二次溶接がある場合，一次溶接の超音波探傷検査を先にする時，二次溶接部
の開先ルート部にグリセリンが流れ込み，裏あて金と母材との間に流れ込んだグリセリンは除去す
るのが困難で，これがブ罠一ホ…ル発生原因になっている二とがある。このような事態が予測され
る場合は，接触媒質の流れださないものを使用するか検査後ただちにグリゼリンをふきとってしま
う必要がある。また溶接の際よく使用されているスパツタ防止液が開先内に流れ込み，塗膜厚さが
厚くなるとブ興一ホー一ルの発生原因となる。
　中問層での発生しやすい欠陥は，図峯のように前層ビード止端部の溶込み不足が多く，特にパス
数が多くなりビードが突型になり易い横向き姿勢の溶接に多く発生する。立向ぎ姿勢の上進溶接
魂＞，ビード中央部が高くなり易くビード止端部の谷が深くなり，次層の溶接で溶かしきれずに溶込
み不足となる。
　溶込み不足と間違い易い欠陥に高温割れがある。この欠陥は裏ガウジングの溶接の初層とか，欠
陥補修のためのガウジングした箇所の初層溶接に発生する。ガウジングの形状が鋭角にな・）ていな
ければ問題はないが，K形開先の裏ガウジングの形状とか，厚板溶接部の補修のためのガウジン
グの形状は，角度を大きくするとガウジング作業にも，溶接作業にも時間がかかるので，とかく狭
くなりがちである。その箇所に十分な溶け込みを得ようとして，高電流，低勧墨三の溶接条件で初層
の溶接を行うため，ビード幅より厚みの大ぎなビード形状となり図5のようにビードの中央部に高
温割れが発生する。この割れはビードの表面には現われることが少なく，溶接中に発見されること
なく仕上げ層まで完了させてしまい，超音波探傷検査の際間題となる。欠陥の長さが鱒〜灘騰騰
程度で問隔をおいて発生するので溶込み不足と判定されやすいが，欠陥位置を入念に確かめれば，
ビードの中央に発生するので，ビード止端部に発生L易い溶込み不足との区別はつけられるが，欠
　ビード谷の部分に発生
グしやす略込み程設＞＼
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図轟　ビード編もより厚さ漉が大ぎくなると高温割れが発生する
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図轟　溶接部の近くに発生する母材欠陥
陥の種類を間違えると，発生原因が異なるのでその対応を誤ることになる、
　図6では，溶接部の近くに存在する母材の非金属介在物に拡散性水素が影響し，水素割れが発生
して溶接欠陥と判定されることがある。炭酸ガス半肉動アーク溶接ではあまり発生しないが，入熱
量の大ぎい多電極の大電流サブマージアーク溶接や，エレクト・スラグ溶接を使用Lた箇所に発生
する。溶接部の近くに発生するので，溶接欠陥と判定されやすいが欠陥位置を入念に確かめると，
母材の欠陥であることが分かる。超音波探傷検査による，溶接と鋼材の合否判定規準が違うため，
よく闇題となる。
　建築鉄骨の溶接は難しいものではないが，裏あて金付き溶接が多いため，健全に溶接するには，
開先角度，ルート面，ルート間隔の精度，使用する溶接法にあった適正な溶接条件の設定が必要条
件となる。これ等を無視Lて，良い溶接結果を得ようとしても，それは，r無理が通れば道理が引
っ込む」の諺の示す通りの結果しか生まれない。よって溶接前の開先チェヅク，適正な溶接条件の
使用，溶接技能者の教育，訓練が健全な溶接を生む原動力となると言っても遇言ではあるまい。
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4．窯　建築鉄骨における超音波探傷検査の注意点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼本超音波試験�樺rヶ谷　靖
曝．黛．1　はじめに
　建築鉄骨における超音波探傷検査（以下UTと略す）の注意点は，（蓋）現場で実作業を行う検査
員が注意する点と（2〉検査員の作業を管理する責任者が注意すべぎ点とに別れる。建築鉄骨のUT
に関しては，通常，小人数（！，2名）で作業L検査員の判断が必要とされることが多く，誤りのな
い検査を実施するためには
h記（室）のみならず（2）が重要になる。
購．黛．黛　検査轟が注意すべき点
　建築鉄骨における検査員は，常に現場での判断を要求されるため以下の能力を必要とする、
（董）
（2〉
（3）
（4）
（5）
欠陥に対する知識（検出すべき欠陥・発生原因・発生場所・形状等）
UT情報以外の情報を整理し有効に活用する
予想される欠陥を検出するUTに対する知識
不合格欠陥に対する知識を蓄積・再構成する
製作工程と検査工程の把握
　上記項目の（茎）〜（3）についてまとめると図笈のようになる。
　（U〜（3）の能力がないと以下のような間違いを犯す場合がある．
　例1　暮OX柱の組立溶接からの妨害瓢灘…を欠陥エコーと判断する場合
　難OX柱の角継手の裏当金の組立溶接による妨害エコーを超音波ビームの広がりを無視して考え
欠陥エコーと判断する．この場合，組立溶接の位置を予め柱の外面に記入しておくと欠陥と妨害鶉
コーの判別が容易になり，誤判定を防止することがでぎる。（図2参照）
　例黛　外観検査から得られる構報を無視することによる誤判定をする場合
　ビード表面のアンダカットからの工鷲一は，アンダカットの形状と超音波ビームの広がりによっ
て計算上の位置が内部欠陥となることがある。（図3参照）
　目違いによるビード表面からのエコーは単純な計算上の位置が内部欠陥となる。そこで，麟違い
量を考慮して欠陥位置を推定しなければ妨害エコーを欠陥エコーと判別してしまう。（図婆参照）
　これらの誤判定の例は何ら特殊な例ではなく，時々現場で見ることがある、その中で共通するこ
とは，装置の調整を正確に行なうことがでぎない検査員は論外としても，現場での判断が非常に重
要である建築鉄骨の検査を行なっているにもかかわらず，必要な知識が整理され経験と共に有効に
活用されず，UTの情報のみに固執していることである、
　そのことからも，自らが判定した不合格部については極力補修に立会い欠陥の確認を行なう必要
があり，あまりに欠陥が確認されなかった場合は自らの判定に誤りがないかどうか最初の作業から
検証する必要がある。
　また，欠陥が確認され種別が判別されることによって，検査員自身の欠陥とUTの関係につい
ての知識の整理・再構成・蓄積を行なうことができ，検査の信頼性を高めることができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一欝一
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　　　嬬誤って推定される反射源
　　麟壽　表面のアンダカットによる妨害工聡一
（轍響藩携灘賛禰案暑急中幡）
　　　　　　　　　図轟　饒違いによる妨害瓢コー
1単純に1計算上板／事内グ）欠陥誤って判断ざれるかあるいはりy距離が1配確でないl
！ため余盛内の欠陥とt、て判断される。特に，横向き溶接の場合が多い　　　　ノ
曝．慧．＄　管理養が検査員のU饗の信頼性を確認する方法
　建築鉄骨における検査員の裏つ蓋つのデ〜タの信頼性を作業後管理者が確認することは困難であ
るが，全体のデ〜タの信頼性や全体の作業が適正かどうか推定することができる。そのような作業
を管理者が実施しなければ不正な検査・誤りの検査が行われることになる
　管理者がUTの信頼性を確認する方法ば，（i）データ上の確認，鋤現場での検証の2段階に分け
られる。信頼性を確認する手順としては，まず，（豊）デー一タ上の確認を行い，なんらかの疑間が生じ
たら（窯）現場での検証を実施することになる。以下それぞれの要点について述べる。
　（i）データ上の確認
　携、適切な検査数量
　皇日の検査数量があまりに多い場合Lは適正な検査が実施されていると推定することは困難であ
る。また，最悪の場含は検査を実施しているか否かに関しても疑間である。
　蝕．腹数の検査員の検査結果の大きな差異
　長期的に見れば同一一薫場（もしくは同
一現場でグ）同…溶接作業者）で，同様な溶接方法・1司様な
期間の製品においては，複数の検査員の結果が同様になるはずである。もし，検査員による検査結
果の差異が大ぎければそれを説明する何らかの理由があるか，いずれかの検査員の検査に誤りがあ
ることになる．（必ずしも欠陥検出率が高い方が正しいとは限らない）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　欝一
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　£．抜取方法の適戴さ
　抜取検査が指定されている場合，同じ30％抜取でも揖ットの構成方法や抜取方法によって大ぎな
検査結果の差異が出てくる。つまり，30％抜取ということで鱒0本柱があって30本の柱を全数検査
し30％の抜取検査とするのか，翰○本の柱それぞれから層別に比例Lて30％抜取り全部の柱につい
て検査するのでは全く違った結果になる場合が少なくない。
　そのためにも，検査報告書にはどのように似ヅトを組んで検査を実施Lたかの記録がなければな
らない。そのような記録のない検査報告書の信頼性は低いと言える。
　（2）現場での検証
　農、探傷面及びビード上のスパッタ及びスラグの除去
　UTを実施した箇所の探傷面及びビード上のスパッタ及びスラグの除去がなされていなければ，
検査が行なわれていないと考えられる。また，その除去が不十分な場合は適正な検査とは言えな
い。これらのケースは，蓋日の検査数量があまりに多い場合，現場で確認すると見受けられる。
　b．使用装置及び付属品等が適正か
　肖的の製品を検査するのに必要な装置及び付属品を携帯しないで検査実施することはでぎない。
　装置・付属晶の確認する項員とLては以下の項覇を確認する必要がある。
　憾丁黎一A3試験片を携帯しているか
　　日的の検査に必要な探触子を用意しているか（検査要領書に必要な探触子は記載されている）
　・適正な距離振編特性曲線を取付けているか（天地逆・フルスケールと一致しない等の誤り）
　£．使用装置のセットが適正か
　いくら適正な装置及び付属晶を使用Lても，そのセットが適正でなければ正Lい検査結果を得る
ことができない。セットの正しさを簡略に確認するためには以下の項目について注意するとよい。
　憾丁聾A3によるセットの確認
　実際，いくら経験の深い検査員でも飽の検査員が検査をしている脇で探傷器のブラウン管を漢然
と除いても適正なUTが行なわれていることは嗣難である。しかし，検査員に対Lて，ST発一A3試
験片による装置のセットから実行させれば装置のセットが行なわれているかどうか確認することが
でぎる。つまり，信頼でぎない検査員の場合はST慧
A3試験片を携帯していなかったり，携帯し
てもST聾A3試験片による装置のセットがスムーズにでぎないことが多い。（普段から適正に使用
しないものはスムーズに操作することとがでぎない）
　・装置の状態の確認（リジェクシ灘ンの作動弓探と2探の選択・ゲイン値の誤り）
　例えば，リジェクシ玉ンが作動したままST聾…A3試験片で装置をセット探傷した場合，エコー
高さが高い欠陥は欠陥を検出することがでぎるが欠陥指示長さが短く測定され，工鷲一高さが低い
欠陥は検出することすらできない。
　また，不正事件にも登場したゲイン値の誤りについては，（蓋）故憲に大幅に探傷感度を下げる（こ
の場合20脇下げることが多い）（2）ビ〜ム路程の変化による探傷感度の変更やエコー一高さが高くブ
ヲウン管を筒抜けたための探傷感度の変更（この場合6蕊，鍛鵡，総鵡の誤りになる）の2つが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一蕪一
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ある。これを確認するためには，ST鷺一A3試験片で装置をセヅトしたときの探傷感度をメモしてお
ぎ，探傷作業中に欠陥を評価するときに適正な感度になっているかどうか確認する必要がある。
　これらの誤りがあった場合共通することは，探傷器のブラウン管を覗いてくさび内工職一が異常
に小さく，ブラウン管の画面全体としては非常にきれいな画面となる。建築鉄骨では比較的妨害エ
コー
多くかつ建築学会基準の探傷感度は比較的高いため，適正な探傷を実施しているとぎは画面
にL線以下の小さいエコーが比較的多く見受けられる。また，探傷時に探触子を険査員が走査し
た場合，その走査に応じてブラウγ管上の澱澱一が比較的大ぎく変化する場合が多い．
4．嚢．尋　塞とめ
　建築鉄骨におけるUTの間題点の発生（不正検査・誤った検査・検査ミス）の一因として，通
常小人数（呈，2名）で作業し検査員の判断が必要とされることが多く，その結果が十分に検証され
ず報告書という形で完結してしまうことにある。そこで，適正で社会的に認められる検査を実施す
るためには個々の検査員の能力・倫理を高めると共にその検査を保証している会社が現場の検査員
の検査結果をただ引き写して報告書を作成するのではなく，常に会社として検査の正しさを検証す
るシステムが必要である。
一�o旧　m
　お知らせ
　C夏W通信の名称変更につきましては皆様からのご応募ありがとうございました。
編集委員会で厳正な検討の結果rRUM駐E鋭（ランプス）に決定いたしました。
　ご応募いただいたものは次のとおりです。
　「セーフティー一」（佐々木誠司氏　東京理学検査）
　「qWなかま」（森　俊郎氏　北陸溶接調査事務所）
　「Co騰騰○鷺醗灘副（金森月衛氏　検査サービス）
　rM鍵難慧渉t（溶接の未来が見えてくる）」（葺坂賢登氏　検査サ…ビ勾
　「ウィンダム」（有馬良雄　検査サービス）
　「RUMPES（ランプス）」（大岡紀一氏　購本原子力研究所）
i
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難．C翼W認定事業者協議会の活動状況
（1）認定講業者に警告処分，当該事業者が認定証を返上
　　マス雛ミで大きく取り上げられ，建築鉄骨の不正検査にC蓋W認定事業考関与したとして，��
　鑓本溶接協会は，事態を重視L運営委員会を開催し，関係した2社に対し警告処分を行いこれを
　公表した。当該事業者である2社はこれを受げて認定証を返上した。当協議会は会員資格が無く
　なったものと判断し会員から除外した。これらの事態ぱ，昨年制定した倫理綱領の厳守の重要性
　を再確認する重大な出来事となった。
（窯）鉄轡検査技術轡研修会の開催
　　当協議会と，揖本溶接協会と共同主催GSN瓢の協賛）によるr鉄骨検査技術者研修会」を
　平成3年8月3蜘，東京，港区の資本建築会館ホールに，北は北海道，南は沖縄に至る全国の検
　査会社i蹄名（8蓼社）が参加し開催した。この研修会ぱ
一連の建築鉄骨溶接不良，不正検査が憂
　慮されるなかで，今後の課題とLて関係業界の総合的な協議と検査体制の確立が急務と指摘さ
　れ，検査業界としての検査技術の研鍛，モラル向上などを図り，一般社会の期待に応える業界構
　築の必要性から，関係官庁〃）協力を得て開催したものであり，極めて重要な意識を持つ研修会と
　なった。
（蓉）　嚢地継別総会の開催
　　恒例となった3地区の地区別総会ぱ，9月に一斉に開催され，懸案の建築鉄骨不祥事再発防止
　策が熱心に協議された懸か，C璽WやJSN劔に対する要望，協議会の運営に対する意見が出され
　た。また，この席ヒにおいて，地区毎に倫理委員を茎名選出した。
（毒）倫理婁轟会の発足
　　検査業界の健全な育成と，安全な構造物を社会に提供することを目的とLた倫理委員会が，緯
　月2日，第一回の倫理委員会を行い正式に発足した。この倫理委員会は，学識経験者，関係官庁
　（オブザーバー），業界代表で構成し第三者監視機関として，客観性の高い組織として協議会が委
　嘱Lたものである。すでに3回σ）委員会が開催され，年度内を／葺標に倫理綱領および同規定を制
　定すべく検討が行なわれている。なお，倫理委員会の構成は，次の通りである。
　　　　委員長　　　　石井勇五郎（東京工業大学名誉教授）
オブザーべ一
　同
委　員
　同
　同
　同
　同
事務局
寺本
加藤
大岡
向井
飯田
堀部
英治（建設大臣大臣官房官庁営繕部監督課課長補佐）
哲夫（東京都千代田区役所建築公害課課長補佐）
紀一（劔W運営委員会，鑓本原子力研究所主任研究員）
　弘（�葛v米建築事務所，構造設計室室長付）
邦敏（協議会会員，エンジ誰ヤリングサ…ビス�梶j
行雄（協議会幹事，東洋検査工業�梶j
武司（協議会幹事，東亜非破壊検査�梶j
信義（協議会幹事，アイ．シー．ティー�梶j
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働　蔭璽Wシンボ拓マーケ・シー一ルプレスの使用始蜜る
　　C亙Wシンボルマークを認定事業者が活用出来るよう，シールプレスとLて使用することにな
　り，このための覚書，同運用規定をJW薦と協議会の両者でとりかわし，この紛月初め全事業
　者に貸与した、鷺月豊日現在で沁O台出ており追加注文も来ている状況である6認定事業老では
　発行する認定部門の検査報告吉等にこれの使用を始めている．このシールプレスは，検査要領
　書，検査報告書等にシー一ルプレスすることにより，発注先はもとより官庁に対して，C置W認定
　制度の権威性を高め，また，認定事業者としての業務に対する責任感と倫理感の高揚につながる
　と確信している。
（§）秋期全購総会壷鹿児島県霧島温泉で開催
　　当協議会の秋期全国総会は，平成3年鎗月雛霞鹿児島県霧島温泉鑓イヤルホテルにおいて，倫
　理委員会の石井委員長，同オブザーバ〜を迎えて開催した。この総会には，新規加入会社を含め
　灘社磁名が出席Lた。松本代表幹事の挨拶に続いて新しく協議会に加入された騒社が紹介され，
　ついで春期総会後の経過報告及び3地区総会のまとめが報告された。そして，建築鉄骨不祥事再
　発防止を目指し，次の決議が満場一致でされた。
　　�@　C夏W認定証書並びにC互W認定事業者倫理綱領を社内に掲示し，周知徹底する。
　　�A社内において，自ら技術の研讃，モラルの高揚に努めると共に，学協会が主催する研修会
　　　　などに積極的に参加する．
　　�B畷Wシンボルマークを検査報告書などにシールプレスする場含，報告書に責任を負うこ
　　　　と。次いで，倫理委員会の各委員及びオブザーバ〜の紹介と挨拶が行われた。
（7）第慧翻幹事会の開催と今後の方針
　　平成3年難月購韓幹事会を開催し，今後の運勤方針を決定した。
　�@協議会を退会していた裏社の入会を承認し，他の董祉についても入会案内状を出す。
　�A建築鉄骨不祥事再発防止策に関連し，鋼構造ジャーナル誌
Lに意見広告を出すと共に，建設
　　　業協会，建築士協会，建築設計事務所協会の会報にも掲載を申し入れる。
　�B3地区総会で出された要望に応え，来年度，技術部会を発足する。また，綴w及び欝N購
　　　に講習会及び試験に関連Lた問題について，要望書を提出する。
　�C劔W認定を証明する認定プレートを，認定委員会の承認を得て作成し，会員に配布する。
　�D検振協が中心となって取組んでいる非破壊検査業の厚生年金基金制度について，業界全体の
　　　従業員の福祉向上を計る観点から，協議会も積極的に参加して行く。
　�E来年度は役員改選の年でもあり，これと春期総会の準備のために，2月中旬に第3回幹事会
　　　を開催する。
　　　なお，平成3年鍛月蓋現在の協議会の会員数は雛社となった。
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馨．お知らせ
（1）平成魂年度　《慧W非破壊検査事業者認定のための技術者試験予定
　前期　璽次試験　平成婆年5月鍛日（日）
　　　　2次試験　平成婆年7月蔓日　（土）略鑓　（日）
　後期　i次試験　平成墨年U月蕗9（資）
　　　　2次試験　平成5年i月鱒日　（土）・2姻　（日）
　実施地区　東京，大阪，広島，北九州
　期ヨ等は変更がある場合があります。詳細については事務局にお間い含わせ下さい。
（慧）平成尋年蔑　C蓋W研修会予定
　前期　東京地区　平成盛年蛋月招日（土）弓9β（日）
　　　大阪地区　平成婆年垂月緯鷺（土）・重9滋（閏）
　　　九州地区平成尋年盛月25聞（土）遭6日（貨）
　後期　東京地区　平成垂年9月賄ヨ　（土）・鷲日　（鷺）
　　　大阪地区　平成盛年9月篶日（土）遭7β（聞）
　　　広島地区　平成婆年鐙月3聞（土）4日（縫）
　目程・開催地区については変更がある場合があります。詳細については事務局にお間合せ下さ
いo
（欝）平成尋年度　W欝綴総に基づく溶接技術者資格認定のための講習会・試験
　�@試験
　　平成盛年6月7日（札幌，盛岡，東京，大阪，広島地区）
　　平成婆年H月名日（東京，名古屋，大阪，福岡地区）
　�A講習会
　　i級対象　札幌地区（3／蓋9〜22），盛岡地区（剣璽〜垂），宇都宮地区（3／難〜28），東京地区
　　　　　　（射2〜5），（§ね〜婆），名古屋地区（9／娼〜璽6），大阪地区（副欝〜i＄），（9／絡〜ig），
　　　　　　広，島地区（御6〜9），福岡地区（射9〜豊2）
　　2級対象　札幌地区（釧20〜22），盛岡地区（剣2〜婆），宇都宮地区（3／器，瀞，28），東京地
　　　　　　区（射鷺〜2垂），9／鴬〜23），名古屋地区（創鴛〜豊5），大阪地区（射盤〜i6），（御
　　　　　　欝〜29），広島地区（郵7〜9），福岡地区（9／絡〜蓋8）
　　日程・開催地区については変更がある場合があり蓑す。詳細については事務局にお間合せ下さ
　いo
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1．　建築確認申講における鉄骨建築について
東京都都市計画局　建築指導部建築防災課
　　　　課長補佐田極義明
1．1　はじめに
　私が以前に勤務していた東京都多摩地区（人口乃万人）において，平成2年から平成3年にかけ
て構造審査が必要な建築物3貸棟について構造設計に関する事項に（）いて調査した。調査項目は構
造設計に用いた構造計算の数値や計算結果を中心とした基本データである。集計項目は50以上にも
なるが，ここでは鉄骨に関連する部分の建築物を中心にして以下に述べる。なお，確認申請で構造
計算書が必要な建築物は構造審査の対象となる。その建築物の規模は，木造以外の建築物で，2階
建以上または，述べ面積�SO　m2を超えるものとなっている。
1．窯　平均的な建築物は
　構造種別では，調査棟数瓢7棟のうち鉄骨造が蒐78棟，鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）獄棟，
鉄筋コンクリート造（RC造）簿棟であり，鉄骨造が構造全体の件数に占める割合は麗．2％である。
なお，この他に軽量鉄骨造が聾棟盛．婆％，壁式鉄筋惚ンクリート造39棟鍛。3％があった。
　鉄骨造の平均の述べ床面積は，6醗驚双韮83坪），平均の階数2．8階，平均の軒高は9、5難，平均の
高さはm．婆鵬である。これらの建築物のうち，柱材や梁材として査力棟の艶。薫％はSS鱒0材のみを
使用している。また，SM麹0材を使用した鉄骨造建築物は，三78棟のうち，わずか7棟の3、9％であ
った。
　溶接部の許容応力度は，建築基準法施行令第盟条の許容応力度および，第98条の材料強度の値を
令第90条の母材強度に対して0。§として設計されているものが，蟻．0％の玉62棟である。これらの集
計データから溶接部仕爲の設計は，鉄骨造の大規模・小規模建築物を問わず0．9F設計の多いこと
がわかる。（表里，2参照）
　　　　　　　　　　　　　表1　建物統計（建物全体）
　　　　　　　　　　　s鼠c造
　　構　　　造
建砺諌薇十�o函3．8％）丁�o叩
　　　　　　　　　　　7・3階　1
平　均　階　数
　　　　　　　　　　2，53i（76の　　i
延面櫨瀦（坪）
　　　　　　　　　　　鍛，。m　1
軒　高　さ　m
�d耗誰伝錦％5十
溶接強度　［
　　　　　　　　　　　　（o％�d仁
　　　　　o．9F
　　　　　　　　　　2棟（16．7％）　i
　　　　　SS婆（）0
鉄骨主材
　　　　　　　　　　囎（83．珈i
　　　　　S汽騒90
s造
RC造
i78棟（旙．2％）
踵棟（器．3％）
2．8階
墨．2階
60報83）
蓋，2玉9（369）
9．5m
12．9m
董o．婆膿
縫．o憩
至6棟（9．o％）
一
三62棟（91，0％）
鼎
i刀棟（96．三％）
7棟（3、9％）
注：�@上記の他LGS造14棟（喚。婆％），WRC造39棟（12，3％）があった。
　�A鉄骨造で溶接強度玉．鰹かつ絡塩00のみ使用は3．7％であった。
望
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　　　構　　　造　　　i　　　　　　　　　　　l�o』　　“�o　　　�o一｝皿�o自�o一”｛丁一�o
　　　　　　門
造（全体）
建　物　棟　数
蓋購棟（灘．2％）
平　均　階　数
2、暮階
延面積寵（坪）
60絹83）
軒　　高　　さ　凱
9．5m
高　　　さ　　　m
i（）．婆撒
…　　豊．OF
卜　　i6棟（9。G％）
溶接強度　　　　　　o．9欝　　　　r
豊繊棟（田．o％）
一「s鋤o
亙力棟（96．亙％）
鉄骨主材　　　　　　s瓢婆go
7棟（3、9％）
籔黛　建物統計（鉄骨造のみ0）内訳）
　　　　i　S造（軒高9瓢以L）
　　　　4
　　　　1　　　鱗棟（灘，茎％’）
　　　　　　　　　3。婆階
　　　　1糟
　　　　…　　　　　12．5m
　　　　卜
　　　　　　　　』　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　晒　胃　　　ゴ　　削　罰　』　　晒　　　　一　繭　由　
　　　　　　　聾棟（欝．婆％）
　　　　コ
　　　　と
　　　　i�o鞭（8繍）
　　　　1　嫌9跳）
　　　　［　　　　6棟（6。6％）
　s造（軒高9鎗以下）
1
　　　欝棟（弼．9％）
t　　　　2．3階
1
／
…
　　　　3鱒（鐙5）
　　　　7．3戴
i　　　　　8．2瓢
1…勲謝
L　嫌（9璃）
1　　　86棟（98・9％）
i　　　i棟（L蓋％）
1、3　建設大臣認定の鉄骨加工工場は
　�兼S骨建設業協会の資料によれば，建設省から「鋼構造物工事業」の許可を受けている企業は，
全国で3万社と言われている。このうち建築鉄骨加工業者は約三万社とのことである。
　…方，建設大臣等の認定を受け，組織化された建築鉄骨加工業老は2，500社（平成3年鐙月辞ヨ
現在）に満たない。ぐ表3参照）このうち低層建築物が対象で溶接部の許容応力度が蓋．OFで鉄骨加
、£可能の認定．工場は，�兼S骨建設業協会C類6工場，�倦S国鐵構工業連合会敬クラス蓋，0胃工場，
東京都おおよびC欝3工場の合計亙，2沁工場であり，建設大臣認定工場等のおよそ半数にあたる。こ
れらの工場は孟．OF設計の場含，軒高制限とLて9m以下の鉄骨造建築物が加工の対象となる。
一
方，構造設計データによれば，2階建の建築物（平均軒高7、0搬）程度が鉄骨加工の対象となる。
従って3階建（平均軒高9．婆雛）の鉄骨建築物は，加工でぎないことになる。
　しかし，現状の溶接部の許容応力度0．9F設計による建築物の多くは，未組織工場の約7，500社の
工場で加工されているものと思われる。また，全構連のRクラスでは加工でぎない3階建程度で
軒高9蹴をこえ，鉄骨加工重量20〜3蟹程度の鉄骨造建築物を，溶接部の許容応力度亙。硬とLて
設計した場合，鉄骨建設業協会の霧類（全国で驚工場）以上や全構連Mクラス（全国で9招工場）
以上の建設大臣認定等の規模制限のない鉄骨加工場で加工する必要がある。Lかし，これらの鉄骨
撫工工場は，中規模建築物及び8RC構造が受注の中心であり，小規模建築物の加工にまで，手が
塵わらないようである。このため，小規模の建築物はRクラスあるいは，東京都の騒ランク，C
ランクの工場および，未組織の鉄骨加工業老が加工していることになる。
1．尋　鉄骨加工技術は
　欠陥鉄骨建築物とLて新聞ニュースとなった建物は，いずれも組織化された鉄骨加工業者ではな
く，未組織の小規模な工場で加工されている。これらの工場が製作する建築鉄骨に欠陥が起きやす
いと言える。これらの工場の技術者や技能者ぱ，建築関係の情報不足や教育を受ける機会も少な
く，建築鉄骨に関する加工技術の知識不足が原因と考えられる。これらのことから建築業界全体が
率先して小規模の鉄骨加工業者の組織化を進め，情報を提供し，鉄骨加工技術の向上に努力する必
要があろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一2一
�

嚢＄
　　鉄建協認
S類30工場　　A類載工場　　　　懲類欝
定i全構連種…
　　　　　　　　　　｛
ク似聡鵬　　凹ク似
別主棘都
Aランク4工場
建物対象規模
編離麹L高鞭築物i中鞭
号通達に　　　　　　　　　　　　　　制　　限　　な　　し
建築規模制
難馨細賑．．「講醗1雛論□1一鯉心鯉5・
曇郵∵避寧霧劃画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綴w通信（＄縛璽欝囎〉
建設大距等認定グ）鉄骨加工』E場概要（平成3年鐙月玉日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　i　C類6工場　　1
　　　　　　　藩クラ垂驚☆∴霧
　　　　　　　　　　　　　　　胃下．塵築砺二嘩魎
　　　　　　　　　　　　　　　
r
　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　軒高9膿以下
　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　スパン露鵬以下
　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　延面積3000燃2以下、、、
　　　　　　　　瞬瓢耶脚撫呵＿．．．
磯鉄建協豊03工場，禽全構連2緯7工場，轡東京都重即工場，轡合計騒37工場
慧．　建築鉄骨の溶接と欠陥について
　　　　講造物第三者検査機関協会
審査委員会委員長内田三雄
黛．1　はじめに
　建築鉄骨の溶接とその欠陥について東京都鉄骨加工工場登録C工場対象の制度検査の結果をも
とに説明する。この登録C工場で加工される鉄骨は通称コラム柱と呼ばれる角形鋼管柱が主であ
り，板厚は9m騰ないL膿m騰程度，200〜300角の鷲ラム柱をC・2半自動溶接によって溶接する。
この制度検査の結果では，これらの小規模な建築鉄骨の溶接欠陥について詳述しているが，結果か
ら見る限りではこれより規模の大ぎな一般鉄骨についても欠陥の発生傾向は同じようである。
　図i，図2にコラム柱の形状及び基準開先図を示す。検査の対象となる完全溶込み突合せ溶接部
（以下突合せ溶接という）はコア内外のシャフトとダイヤフラムの溶接，ベー一スプレート溶接，内
ダイヤフラムの溶接などの丁継手，ダイヤフラムとブラケットの突合せ継手である。（現場溶接は
柱の継手が一般的である。）
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豊．黛　外観検査と欠陥
　図3は外観検査結果の一例を示す。検出された欠陥のうち，突合せ溶接の余盛の高さの不足する
ものが，検出された全欠陥数の婆割であり，アンダカット，突合せ継手の食違い，仕口のずれの舎
種類で全欠陥数の9割にもなり他の欠陥に比べ極めて発生率が高いことがわかる。
　突合せ溶接の余盛の高さについては，顕本建築学会　建築工事標準仕様書・同解説　JAss6鉄
骨工事（以下JA8S6と呼ぶ）では余盛高さが不足する場合と過大な場合の許容差が定められてい
その他（5，2％）
覇醤““
鵯響…�fi
余盛高さ
（4｝，7％）
　　アンダカット
　　（2i，7％）
図薯　外観検査一欠陥種別と発生率
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綴w通信（恥蜘象欝膿〉
るが，この検査で検出された欠陥はいずれも余盛高さの不足である。突合せ溶接の最も基本である
‘‘
ど厚の確保’ヲができていないことを意味しており重大な欠陥である。
　アンダカットの多くは図婆に示す裏当て金取付溶接部母材側に発生したイであり，裏あて金の取
り付け溶接を上向き溶接した場合に多く発生する。このアンダカヅトは一般に深さが深いことが特
徴である。図婆，韓は，通常発生しにくいとされる突合せ継手の下向き溶接に検出されたアンダカ
ヅトであるが，このアンダカットは深さは玉mm程度以下とイに比べ浅いが溶接長全長に至る様な
長いものが多いのが特徴である。
　余盛高さの不足，アンダカットともに溶接後のスラグの除去が行われていなかったり，検査が不
完全な為に見落とされたものであり，溶接後スラグを除去し，明るい照明下での検査が必要であ
る。裏あて金の取付溶接は上向ぎ溶接で行われる場合が多く，アンダカットが発生しやすいので十
分な検査が必要である。
　突合せ継手の食違いは，ダイヤフラムとブラケットのフランジの溶接部に生じる欠陥であり，ダ
イヤフラムのせいとブラケヅトのせいが合わないために生じる場含が多い。一般にブラケットは・
一ルR鋼が使用されるので，納入された銭鋼のせいの寸法を把握し，ダイヤフラムのせいを決定
し加工するのが良い。尚，コア内の溶接によってダイヤフラムの突患し部の変形，ダイヤフラムの
せいの収縮が起こるのでこれらの寸法を見込んで組み立てることが大切である。
　コラム柱を組立てる時に一般にはコア部の組立および，溶接を完了させたのち上下のシャフト材
を大組してま本の柱とする。コア部の溶接およびブラケットの溶接によって生じた鷺ア部の変形や
大組立も精度不良が，仕環のずれの原因となる。仕口のずれは3mmから8騰盤程度であるが，柱
材の板厚が9灘瓢ないし鴛鵬mであることから板厚の玉／3から板厚程度にもなることがある。
2．＄　内部欠陥
　超音波探傷検査によって検出された内部欠陥のうち，図5に欠陥の深さ方向の分布を示す．欠陥
の深さ位置は初麟部に集中し，材の底から3m撒以内に9割の欠陥が発生していることがわかる。
裏あて金を用いた片面溶接の場合の欠陥の発生傾向は一般にはこの傾向に類似するものであるが，
この結果の対象板厚が9搬mないし捻騰m程度と板厚が薄いことから，いっそう傾向を顕著に表
しているものと思われる。
　図6に欠陥の断面位置を示す。欝は開先加工におけるルート面の過大が最も大きな原因であり，
イは溶接初層の溶接棒のねらい位置やルート間隔の過大・過小いずれの場含も欠陥の原因となる。
　図7は溶接長さ方向の欠陥の発生分布を示す。コラム柱シャフトの溶接部はエンドタブを用いる
ことが不可能であり，開先内に組立溶接（タック溶接）を行った後に本溶接を行うことから組立溶
接をぎちんと行うか，組立溶接をガウジングによりぎれいに除去した後溶接することが大切であ
る。又，エンドタブを用いる事がでぎないので溶接始終端部は溶接内に入るので始終端部の処理を
十分に行い，欠陥の少ない溶接を心がける必要がある、、
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黛．轟　建築鉄骨溶接部の検査
（i）溶接部の検査
　鉄骨溶接部の検査はJASS6により，外観検査（表面欠陥の検出と溶接部の寸法精度の検査）と
超音波探傷検査（内部欠陥の検出）を行なっている。
　外観検査は日本建築学会（以下AUと略す）鉄骨精度測定指針により，又超音波探傷検査は同
じくA9の鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準・同解説による。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　6　一
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繊w遇儀（恥欝蓋璽講鱒驚）
　両基準の中に含まれる合否判定基準はrこの基準を下まわると設計性能の低下を意味するr最低
でも満足しなければならない』基準」として定められたものであり，r外観検査と超音波探傷検査
の両方に合格しなければならない」の原則である。
　建築鉄骨の溶接部は前項で述べたように外観上の欠陥としては，余盛高さの不足，アンダカッ
ト，突合せ継手の食違い及び仕目のずれ等が多く，溶接内部欠陥では初層部に多く発生している。
これらの欠陥の内，検査を実施する上で取扱いが間題となるr突合せ継手の食違い」について以下
に述べる。
（2）突合せ継手に食違いが生じた場含の検査
　検査の対象である突合せ継手についてJA8S6のr完全溶込み溶接」に以下のように述べられて
いる。ここで改めて完全溶込み溶接にふれたのは突合せ継手に食違いが生じた場合にこの溶接部に
要求されている基本的な事柄についてよく理解し検査を行うことが大切であり，誤解から検査結果
が誤ったものとならないようにしなければならない。
　敏　完全溶込み溶接
　　　完全溶込み溶接は突合せる部材の全断面が完全に溶接されていなければならない。
　ε　板厚が異なる継手
　　　突合せ溶接される部材の板厚が異なる場には，溶接表面が薄いほうの材から厚いほうの材へ
　　　滑らかに移行するように溶接する。……省略
　上記の飽にJAss6の同項には余盛，補強隅肉溶接，裏あて金などについて書かれてお鰍完全
溶込み溶接では，突含せ部材の全断面を完全に溶接し必要なのど厚を確保する。さらに必要な余盛
や丁継手の場合には補強隅肉溶接を付加すし，溶接表面は突合わされる部材に滑らかな形状とな
ることが必要である。
　図8に現場溶接部の柱継手に食違いが生じた例を示す。図8＆は上側部材が突出した形状であり
碁は上側部材が引っ込んだ形状である。外観検査上では食違い量のによって合否を判定し，両者は
なんら異なることはないが，超音波探傷による内部欠陥については大ぎく異なる。図の＆のように
上部材が突出した場含には，図の通りの開先形状のまま溶接すると下部材の底部に溶込み不良が生
じる可能性が高く，溶接条件によって異なるが食違い量館が2撒縢ないし3m磁以とになると通常
溶込み不良となる。この溶込み不良は超音波探傷検査によ・）て検出し評価する。外観検査上の許容
と混同し，食違いの許容差内の内部欠陥（溶込み不良）は許容されるように誤解し検査，又は溶接
施工している場合もあるが，食違いの許容は外観検査上の許容であり内部欠陥をも許容していない
ことに注意が必要である。
　従って，図梅の食違いが生じた場合には，溶接前に補正（図9に補正例を示す）を行わないと
超音波探傷検査で不合格となり，補修に多くの時間を要する。JASS6「受入検査による不合格部の
補修」によると受入検査で不禽格となった溶接部は，外観検査，寸法不良，内部欠陥いずれの場合
でも全てが補修を行い再検査して合格とならねばならないとある。また，ド補修方法」ではこの溶
込み
不良の補修方法はアークエアーガウジングである。
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図騒　突合せ継手の食違い
（3）板厚が異なる継手の食違いの検査
　図璽○に柱フランジの板厚が異なる継手に食違いが生じた例を示す。この場合も図9と同様に食違
い量eに相当する開先の深さを下部材に確保するのが適覇であり総に相当するガウジングを行った
後に溶接する。超音波探傷検査は同板厚の突合せ継手の検査と大きく異なりこの場合には上部材は
もちろん全板厚分が検査の対象となるが下部材は上部材の板厚8の範囲となり下部材の不溶着部
はそのま蓑残るので検査対象外とする。但し，前に述べているように完全溶込み溶接部の基本事項
として「溶接表面が部材表面から滑かに移行している事」から図璽量のような開先形状（内法合せ）
が要求されている梁フランジの場合には厚い方の材の底まで溶け込まなくてはならないので底まで
溶込んでいない場合は溶込み不良として検出する必要があり，開先基準図を確認Lた上で検査が必
要となる。
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図”　梁フランジの板厚が異なる継手（内法合わせ）
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難．CXW認定事業者諜会社紹介諜
会　社　名
所　在　地
代表者名
認定番号
認定種別
認定部門
鋼管溝水サービス　株式金社
帯繊5　静岡県清水市三保387臓
取締役社長　水口　浩
第6弼9蓋号
E種
超音波探傷検査部門
騒7e三．05婆3−3喚一68垂6　　F＆x．05養3…35
98韮9
〔沿革コ
　鋼管溝水サービス株式会祉は昭和弼年3月NKK（縫本鋼管）の系列会社として，NKK清水製
作所の間接サービス部門の業務を受託運営する会社として，設立された。
　昭和邸年蔓月NKK清水製作所の非破壊検査部門を移籍し，NKK清水製作所のTQCの…翼を
担うと共に，永年培ってぎた非破壊検査技術を静岡県内の顧客を中心に提供している。
　又，地域内鉄工組合，溶接協会静岡県支部が主催する講習会へ講師の派遣や，顧客の非破壊試験
技術者養成の協力等地域に密着し、た活動を展開している。
〔業務内容〕
　薫．NKK向け，鋼構造物，橋梁，修理船の各種
　　非破壊検査　　　　　　　許　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噴
　2．　ガス管の新設，補修配管の非破壊検査
　3．建築鉄骨，鉄筋の非破壌検査
　婆．貯油槽，L駐Gタンク，工場設備機器，プラ
　　ント等の開放検査
　5．船舶の非破壊検査
〔技術者の欝成と技術の向上〕
　検査技術者として，巾広い視野と高い技術力を持
つべく，あらゆる機会を通じて，レベルアップのた
めの教育を行っている。また，多くの資格を取得す
るための教育と同時に検査技術者として必要な社会
的モラールの向上にも意を用いている。
鋼管清水サービス株式会社　社屋（4階）
　更に，NKK技術研究所を中心としてNKKグループ内関連部署と常に交流を図りながら技術の
向、上・開発にあたっている。
〔むすび〕
　当社自身の技術力向上を図ると共に，単に製品の合否判定という狭義の検査にとどまることなく
総合的に晶質保証という立場で，顧客の信頼にこたえるべく体制づくりにカをそそいでいる。又，
将来的にば計測，診断等の分野を含んだ総合検査会社を員ざLている。
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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
事　業　所
株式会社　蕊造試験センタ〜（M憂潟TEST姻G＆R鷺細A蕪C鷺CENT詑R　CO。，LTD．）
撃簿6　岡山県去野市玉3丁獄5番2号　三井造船（正門前〕第一別館　2階
欝0暮63−23−262G　　欝我x．（）863
23−2622
代表取締役社長　輿鍋善暢
第総c醗号
c種
放射線検査部門，超音波検査部門
茜部事業所（玉野），鶴大阪出張所（大阪）
，東京事業所（東京），東部事業所（千葉）
〔沿革〕
　株式会社三造試験センターは拍四年に親会社である三井造船株式会社から造船・大型機械・プラ
ソト・橋梁等のハードな製造技術によって培われた，広範囲かつ総合的な試験検査機能を要員なら
びに設備と共に継承し，さらにセラミックスを始めとする新素材関連あるいは貴重な調査診断デー
タを生かして開発・設計・製造・工事等といったFA分野へも進出しているユニークなエンジニア
リング会社である。
　とりわけ製品の生産・保守・研究の為の試験検査では豊富な経験を持っている事と，試験検査用
の特殊設備とか供試体の設計から製造までを含む…括講負は関係方面から絶大な評価を得ている。
　最新の事例では低レベル放射性廃棄物輸送の安全性を確認するため，雛ンテナーブ・ックを落下
試験によって輸送容器の強度確認試験ならびに模擬燃料集合体が灘ンクリート床に落下した場合の
挙動調査など，これらの大掛かりな設備も含めて一括請負の試験調査を実施した。
　更に，地域の大型物件として技術の粋を集めて完成した瀬戸大橋の精密点検にも参加してる。こ
の巨大な構造物も維持・管理上，潤常点検に加えて定期的に構造物の経時変化のチェックが行なわ
れている。当社の参加範囲は測量工事で橋体の変化量（塔の変化量，橋長，レベル等），計測工事
では，ケーブルの張力，温度変化に伴う橋体の伸縮量等の点検工事に参加している。
〔業務概饗〕
非破壊検査　放射線透過試験〔エックス線・ガンマー線・高エネルギー線（RT）〕
　　　　　超音波探傷試験（UT）・超音波肉厚測定（TT）・磁粉探傷試験（MT）
　　　　　浸透探傷試験（PT）・渦流探傷試験（鼠丁）・ぎ裂深さ試験
　　　　　非破壊検査による診断調査ならびに応用技術の研究開発，放射線障害防止に関する管
　　　　　理および測定，非破壊検査技術者の教育訓練など
機械試験　引張・圧縮・曲げ・衝撃・硬度・疲労試験など
組織試験　マク獄・サルファープリント・顕微鏡・スンプ試験など
化学分析　鉄鋼および非鉄など成分・水質・煤煙・燃料・油脂・環境および作業環境測定
計測試験　応力・歪測定・振動・騒音測定・温度および圧力測定・強度試験・電磁波によるトソネ
　　　　ル検査ならびに埋設管など探査・冊Mによる応力および振動解析など
…隻o一
�

c鯉通儀鰺鯵勢欝醗）
鱗
　　範〔拶戯苓・；’ぶ・
　　　　r
　　　　’〆≦、
写真霊非破壊検査用電子ライナック
写真2　機械試験装置群
技術開発
その他
新規開発事業ならびに罫A省力化設備などの技術開発
各種製品および設備の設計ならびに製造
試験用の特殊設備ならびに供試体の設計および製作まで含む試験検査の…括講負
デジタル・クレーン・スケール（電子秤／2〜30トン）の製造販売
各種試験ならびに検査による調査診断ならびにコンサルタント業務
環境計量および作業環境測定と対策などコンサルタント業務
各種圧力計・温度計・圧力スイヅチ・圧力変換器の検定と修理ならびに各種重量秤の公
式検定と修理など
濃度計量証明事業登録…岡由県第6−2鍔
一　般　建　設
（電・管・鋼・機・通）
放射性購位元素等使用許隆1学技術得
可
一景i岡由県第能篶号
十
坐商　臣一
鯛嬢馨騰轟，号車
劉科学技鮮　i使第3欝号
麟
灘灘
写真3　走査型電子顕微鏡
一一
一
�

鶏騨通信（恥盤響」鱒黛）
識篇灘一フ瓢イス欝
　欝92年盛月三日付で新規に次の事業者が認定され象したのでご紹介いたします。
北籟本非破壌検査　株式会社
　本社所在地　撃綴0刃5秋田県男鹿市船川港字化世沢置7H3繍偶85峨3峨婆磁
　代表者氏名　代表取締役　松本一一郎
　認定種別・番号・部門　鷺種，第U5欝2号，放射線検査部門
株式会社見忠
　本社所在地　撃806　北九州市八幡西区鷹ノ巣Hg−2　慰093略21一絡00
　代表者氏名　代表取締役　宮崎俊明
　認定種別・番号・部門　量種，第U蝿盟号，超音波検査部門
4．新製晶紹介に伽一ナーは認醤業者の開発した機器等蘇醗鍋ものです。）
KANC夏TY畷灘ボット　〔建設省r建設技術評価」取得（建技評第8例02号）配管用非破壊検査機器〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本超音波試験��
　建設省技術評価制度に基づくr配管用非破壊検査機器の開発」に応募し，合同性能試験の結果，
開発目標を満足したと認められ，応募件数捻件のうち2件が90年8月評価認定された。当社開発商
品‘竃AN劔TY一ゴの概要を紹介する。
　本開発機器の主な特長は次のとおりである。
　�@高精度微小位置決め探触子走査機構
　高精度で微小位置決めが可能で，かつ小型軽量な探触子走査機構を製作L，フレー一ム自体が管の
表面を走行レールとして周方向に回転する構造となっている。
　�A遅延材付ぎ集束型探触子の開発
　超音波ビー一ムの集東範囲は深さ蓋〜2燃鵬であるが，高周波（紛M施i），高分解能（波数i．5波）
であることと一振動子型であるため測定範囲が0．7獄m〜絡mmとなって，二振動子型より上限，
下限とも測定範囲が広く取れる。しかも遅延材の材質を慎重に選定したため表面及び腐食面からと
2つの工雛一一が得られ，測定状態及び表面の凹凸による測定誤差が発生しないようになっている。
　�Bパターン認識による波形認識プ憶グラム
　超音波送受信器には低ノイズ，高分解能，受診周波数帯域DC％M翫のパルサーレシーバと，
蜘M翫の2嶺のデジタイザを使用L，これにより超音波信号をデジタル化してパソコンに転送
するため，表面及び腐食面からの工惣一の検知は，波形認識プ欝グラムにより行えるようになっ
た。
　　　　　　　　　　　　　　　　一鐙一
�

磯w通儒（＄　擁鷺窪．欝鰻〉
　次に機器の仕様を示す。
最後に測定結果の見本として，腐食管の全面測定の画像表示を示す。（腐食管の場合は更に部分
精査測定を行ない別タイプの画像表示をする。）
機器仕様
区　分i
機　器　名
型　　式
主　　な　　鶯　　様　　　　　　　一
備　　　考
†
　　　　　■
管取付け部
測定モード2種（全面，部分精査）
定速度　鐙0騰鵬／秒（全面）
定速度　20漁m／秒（部分精査）
定値精度　±0．圭鵬濫
新規開発
機械制御部
』÷
一
新規開発
超音波送受信部
パナメトククス
0灘PR
絃義鑑一r受信周波数　0．5〜％M翫
一超音波探触子
鐙MRz遅延材付き一探触子集東型
新規開発
ハー
　　　丁デジタイザー部
�o
アナ糧グ周波数　DC〜50M翫
ンプリング周波数　紛O　M難z
ャンネル数　2
新規開発
コンピュータ
柱プ．．PC386LS
匪．モ，，購
rラップトップ翼ンピ
ータ
・』
カラーハードコピー
神鋼電機
難c一磁3
12ドツト擁職
ナPグRG懲入力
ルカラー
一i灘嫌質自動供給部
オートフイーダ）
購含アセチレン
A一一鐙oo
使罵接触媒質：ソニコート
填量　i，000cc
ソフトH
機器制御プ韓グラム
皿
動作制御及び信号取込み
新規開発
爾像串力プ獄グラム
麟出及び図形表示一新規開発
轡講灘醐雑響幣鷺
［至蕊隔�o““
オ
i
i
l，璽．謙鰻黙轟
　　　　　　　腐食管の全面測定の画像表示（見本）
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瀞．　C夏W認定事業者一覧（本社所在地）
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会　　社　　名
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礁．我がゴルツ人生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横　山　計　次
　吾三十にLてゴルブを志す。　惑いつづけて二十有余年。　五十有五にLて天命を知る。
ゴルフを志した頃の思い出
　自宅が中百舌鳥ゴルフ場の近くにあり，車で通勤していた頃のことです。中古のゴルフ道具
一式
とボールからティーまで取り揃えて，ゴルフの楽しさを教えてくれた先輩がおりました。
　私は元来不器用。気が進まない蜜まに始めました。後臼，先輩の狙いは私の自動車であったこと
が分り寮したが，今では感謝しています。本コースに出るまでには三万球を打て。蓋組婆人のハン
ディーの合計ぱ沁Oを越えてはならない，とい一）た厳Lい時代でLた。
　まだ小さかった2人の子供を連れて，中百舌鳥のゴルフ場へ練習に行ったときのことです。子供
がいないのに気がつぎ慌てて探しますと，遠く離れた所から見物しているではないですか。
　「危ないから近くにいろj　r下手糞のうしろに居ては恥かしい」これが苦労の始まりでした。
惑いつづけて二十有余年1
　ゴルフをLているとrこれだ」，と直ぐに悟ります。悟一）た内容をノートにメモしました。悟り
の花は直ぐ踏み購られて，意味不明のメモだけが残りました。これを頓悟というのでしょう。
　〔迷書集より〕
右手全体献血スタイル　　ボディーターンでグリヅプ高く　　首を伸した亀さんスタイル
右足上から覗ぎ込み　　両手一体，手のうち勝負
天命を知る1
　シングルになれる条件としては，手と足が大きくて，そのうえ頭が良いことが必要であると聞い
たことがあります。今更，手も足も大きくすることはでき蜜せん。ましてや，頭を良くすることも
叶い豪せん。親を恨むより他に方法はありません。
　LかL，今では子供に恨まれることはあっても，恨むべぎ父親はもう居りません。生まれる前か
ら天が定めた運命と思って諦めるほかはありません。
　開ぎ直れば心は爽やか。r人生根アカで一生懸命，これ80点」。
ゴルツ万才：
　生ぎながらにして佛になれる，という真言密教の教えのごとく，生ぎながらにして無心になれる
方法はないのだろうか。
　ゴルフボールは誰が打っても，その時の力の大ぎさと力の方向に応じて飛んで行きます。宇宙の
理わりそのものです。
　ゴルフボールと付ぎ合うとき，他の雑念の入る余地はありません。ゴルフとは雑念置換法とLて
はベストな方法であると思っています。
　rゴルフにて心洗うもこれまた修業なり」ゴルフを愛し，人を愛する方々に幸せを。
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鷺馴簾醗霞（騒騰朧蟹．欝繊）
1．　より合理的な非破壌検査手法の確立を期待して
嘉
東京大学名誉教授
奥　村敏　恵
　各種の圧力容器，配管，パイプライン，橋梁，建築構造物等がその使用目的に応じ合理的にぞれ
に付帯された機能を発揮するためには，その建設にあたってそれらの施設に付与させる機能及び便
用日的により，含理的に満足させるための正しいシステムの確立が前提となる。一般にこうした構
造物は調査，設計，製作架設，検査の各段階で，その使用目的を正しく把握した、ヒで定めた合理的
システムとしての流れを完全に把握すると同時にその仕事にたずさわる人々に正しく理解される事
が，より精度の高い合lil的な成果を得るには役立つことは言うまでもないことである。しかしこう
し、たことは頭では解った積もりでも，狭い範囲の慮身の役割のみに捉えられ全体の含理的な像と正
しい仕事の流れを完全に理解しない事例が色々と見受けられる。勿論経済社会の中の仕事であり，
長年のしぎたりもあり，見かけの経済性のみに捉われて合理的な途を誤る事が多い。
　規模が大きくなり，更に圧力容羅の危険度の厳しいもので，経験の少ない，ある意味ではそれに
対して正しい知識の理解度の薄いものには，無駄な費用とは考えないで正しい予備知識を確認する
ためPr艦ed蟹e　T膿（事前確認試験）には十分な費用をかけ，同時に溶接部を含む構造全体の正し
い非破壊試験手法の確認に十分な費用をかけることも大切である。この中で特に非破壊検査にから
んで，二の点に対する認識，特にシステム及び投資について正しい配慮が望まれる。
　筆者が過去に経験したこの種の製作，架設には多くの間題点が存在しており，時には厳しい事故
につながったものも多い。個々の事象についてここで述べることは紙数の点で省略せざるを得ない
が，大きな間題点として正しい認識を持っていただきたい。
　その意味で正しい形で含理的に解決していただいたのは瀬戸大橋の建設にからんで，筆者の提案
を正しく理解し，特に超音波探傷検査手法の開発に発注老と施工者の間に緊密な結びつぎを持ち，
またその後の経年的検査が容易にできる設備を橋の構造の一部とLて合理的に布設したことにあ
る。しかも検査会社に主体性を持たせる様な従来ではあまり考えられなかった発注方式を採用して
いただいたことである。正しい記録の持続的なデータ収集と保管，それが良き橋の保守に役立つよ
うなシステムをつくっていただいたことである。これを正しく活用することが大切な問題点であ
り，管理者が変っても正しい伝統として生かしていただきたいと願っている、
　「なせばなる、1という格言を強調して結びとしたい。
プ雛フィーノレ　工学博士。溶接学会・欝本肥接協会会長，土木学会副会長を歴任。
　　　　　　目本溶接協会・土木学会の功績賞受賞。勲二等瑞宝章受章。
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醜u踊欝欝（騒搬灘妃津、豊欝黛）
艶．　技術資料
黛．1　橋梁の溶接
石川島播磨重工業�活芟ｳ
泉
（1）はじめに
　橋梁における溶接は工場製作時の部材接合に用いられ，その歴史ば数十年におよぶ。さらに，架
設時のブ・、ソク（鋼床版，橋脚等）の現場接合にも使用されるようになってぎており，益々重要な
接合法の地位を占めている。参考蜜でに，代表的な製作，架設順序と溶接の位置付けを図iに示
す。図において太い枠で囲まれた箇所で溶接が行われるが，同時に継手検査が実施され，工程上，
かなりの時間が費やされている。橋梁においては，強度は当然のこと，形状，美観も大きな要素で
あるため，溶接変形やビード形状に対Lても他の構造物以上に厳Lい管理が要求されている。
陽匠1』三ヨー匝1レ匝矩墜☆［巫三翻越痙1レE玉舜魁
現州継豆懸1ト團塵狩1巫嘱酉コ
供期後一補修・補強・改造時の溶接（静荷重作用下，振動作用下，変動荷重作用下）
籔1　代衰的な鋼橋グ）製作，架設順序と溶接¢）位置付け
（窯）使絹鋼材
　・一般に橋梁に使用される鋼材は，軟鋼〜HT60クラスであり，」欝の…般構造用圧延鋼材，溶接
構造用圧延鋼材である。板厚は長大吊橋の主塔や補剛トラスの弦材等を除けば，最大板厚50mm
程度と建築鉄骨に比べて薄いが，ぜい性確保の観点からシャルピー吸収エネルギにより使用板厚が
選定される呈1。ただし，北海道のような寒冷地では低温ぜい性に注意Lて各発注官庁が独自に規定
を定めている。
　このクラスの鋼材の溶接性はよく，確実な溶接管理と施工を行えば特に問題となるようなもので
はない。道路橋示方書11では，前処理の徹底，低温割れ防止を目的として低水素系溶接棒の使用，
鋼種や板厚による予禦い後熱，パス間温度管理や調質鋼に対する入熱管理（簿000」／cm以下）等
を行うことを定めている。また，同示方書では，SM5簿までしか規定はないが，さらに高強度の
鋼材も使用されている。例えば，欝掻年に完成Lた港大橋（阪神高速道路公団）でぱ，HT70〜
RT80クラスび）鋼材を日本で初めて大量に使用している。この経験は本州四国連絡橋公団規格に生
かされている。
（＄）部材構造と溶接法
　鋼橋の形式にば，i桁，箱桁，鋼床版，トラス橋，アーチ橋，斜張橋，吊橋等があるが，これら
はパネル構造が主体であり，板材と補剛材の組み合せでブ韓ックが構成されることが多い。また，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺u踊慶鼠s（融漁驚鑓．蓋鱒驚〉
トラスやアーチ橋の弦材では建築によく用いられる鉄骨構造も使用されることもある。代表的な構
造と使用される溶接法の・例を図22）β〕に示す。図の鋼床版箱桁のデッキプレートは現場で溶接さ
れることが多いが，他の継手は架設の容易さから高力ボルト接合が用いられることが多い。
　図2に示すように，フランジやウェブの板継で突合せ溶接が行われ，板材と補剛材やフランジと
ウェブの接合はすみ肉溶接である、すみ肉脚畏Sは，主要部材では6m膿以
ヒでかつ次式を満足す
る大きさを標準としている裏1。ただL，ウェブの補剛材のすみ肉溶接はS誘騰mであることが多
い。また，作用荷重の大きさや溶着量によっては，レ形開先やK形開先を用いることもある。
　　4＞5≧歪毒　ここで，オi：薄い方の板厚　ごゼ厚い方の板厚
さらに，溶接継手によっては疲労が間題となる箇所もあり，意識的にビードグ）仕上げ等も行われて
いる。参考までに，漂準的なグルーブ溶接の開先基準劇を図3に示す。板継ぎでは裏当材（ソフト
パッキング等）を取付け，片面溶接で行うことが多い。
板継
一丁継茎（すみ
板継ぎ（突合せ）
　　丁継手浅すみ肉／
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図蕪　標隼的なグルーブ溶接の開先基準痴
　次に溶接法であるが，、溶接法は各工場の設備，対象とする橋梁形式（構造）により異なるが，標
準的には次のような溶接法が採用されている5）。また，自勤化，霧ボヅト化も進められている6）、
　�@被覆アーク溶接く低水素系溶接棒が主体）　�Aグラビテイ溶接嶋動溶接）
　�B　ガスシールドアーク溶接（半自動溶接）：CO2溶接，M亙G溶接，MAG溶接
　�Cサブマ…ジアーク溶接（潟動溶接）
（尋）非破壊検査
　突含継手の内部欠陥については，原則とLて放射線透過試験僚丁）と定められている。ただ
し，適用実績についての資料を有する場合には，使用性のよい超音波探傷試験（UT）を用いても
よいことになっている。また，従来疲労を考えなくてよいと思われていた箇所の溶接部（特に，す
み肉溶接部）を起点として疲労クラックが認められるようになったこともあり，より確実な品質保
証を求められている。工場，現場，継手の形式を問わず，機器の取扱いが容易で，結果の判断が早
く，記録性のよい検査法の開発が期待されている。これらに対する機器とLて，自動探傷装置
（AUT）が開発されており，本州四国連絡橋公団や阪神高速道路公団では使用が認められるように
なっている。
（§）おわ》に
　橋梁の溶接は前述Lたように，やるべぎことを手を抜かずに行えば特別に難しいものではない。
溶接条件を選定することが，予測管理とすれば，検査はその品質を実証する立場にある。このよう
に，施工と検査ぱ表裏…体にある。検査を単なる欠陥評価で終わらさず，評価基準の意味するとこ
ろを理解することが必要である。
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澱懸餅欝�R騰購鍵．欝縫〉
黛．黛　橋梁における非破壊検査
日本X線検査株式会社　技術開発部長　加　　藤
潔
（1〉はじめに
　橋の形式は，大きく分けて桁橋，アーチ橋，トラス橋，斜張橋，吊り橋に分類される。技術の進
歩発展にともない，讐本において支問距離が500獄を超す長大橋が建設されるようになり，吊り橋
形式の明石海峡大橋が完成すると世界最大の支間距離（欝90驚）をもつ橋となる。また，本四連
絡橋の一つである生類橋は世界最大の支間距離（鱒0騰）をもつ斜張橋であるが，同じ本四連絡橋
の多々羅橋が完成すると生口橋を大幅に上回る890灘の支問距離をもつ世界最大級の斜張橋とな
る．また，東京，大阪などの大都市圏においては高速道路の路線の拡張にともなって，海上，河川
僑ばかりでなく高架橋（桁橋形式）の建設も盛んに行われている。これらの社会的に特に重要な役
割を果たす橋は疲労強度を考慮して耐用期間は50〜鈴0年以上に設計されているといわれており，
きびしい品質管理が要求される。そこで維持管理も含めて橋梁の品質管理に適用される非破壊検査
の概要について紹介する。
（慧）橋梁各部の名称
　橋梁の代表的な部位の名称を図案に示す。
塔
支闘距離
塔
陀
�o「
吊り橋
塔
支闘距離
塔
「
縦…／ブ
履、
床版
桁
僑脚
アーチリブ
支承
床版
アーチタイ
アーチ橋
図1　僑梁各部4）名称
�

蕪u麓欝翼s（s墾鍛朧鍵．璽鱒黛）
（馨〉溶接継手部に対する非破壊検蓋の適爾
　橋梁は大ぎく分けて
士、台にあたる下部工と橋本体（高架橋の鋼製橋脚も含む）の．L部工からなる
が，下部工については鋼管杭の溶接接合部に対してX線検査またぱ超音波検査が要
求されるぐら
いで，非破壊検査の大部分は上部工グ）溶接継手が対象となる。橋梁の代表的な部位ごとに，新設時
に適用される非破壊検査手法
及び検査の方法（全線検査か抜取検査）を総括的にまとめると表重の
ようになる。
蓑1　橋梁に適用される非破壊検査
橋梁溶接継手部位
i
非破壊検査手法
．F．
検査グ）方法
鋼管杭・円周突合せ溶接部
T』
RT又はMUT
全線又は抜取
鋼製僑脚・柱／梁突合せ溶接部
1
堵聖蝿蹴TR醐
i
全線が原則
塔・突合せ溶接部
1
アーチリブ突合せ溶接部
』「
ア…チタイ突合せ溶接部
ヨ　「手
箱桁・突合せ溶接部
　　1訓
RT又はAUT
手
全線又は抜取
　　　　　　　　　　　　　　　　　…
床版・橋軸直角方向突合せ溶接部i一�o…一一一
一一
一…一一
一一一
斗一
鼠丁又はAUT
冒　i
全線又は抜取
鋼床版・橋軸方向突含せ溶接部
RT又はAUT
ゴ
靡編る．
抜取が原則
UTの場合は全線とな
鋼床版縦リブ・突合せ溶接部
PT
抜取
支承（徽踏座）す璃溶繍1
愛丁
全線が原則
RT：X線透過検査，瓢UT：手動超音波探傷検査，AUT：自勤超音波探傷検査，PT：浸透探傷検査
　表亙に示されるように橋脚，鋼床版及び桁の突合せ溶接継手に対する検査はX線透過検、査
（RT）又は自動超音波探傷検査（AUT）が主体である。実績的にはRTが主流であるが，AUTも
本四連絡橋及び大阪圏ではかなりの実績がある。首都圏の場合，AUTの実績ぱわずかであった
が，今年になってAUTが徐々に採用され始めてきている。
　RTが主流であったのは，RTが記録性と視覚性に優れていることが主な理由で，RTに比べ，
特別な安全管理を行わなくてもよいという利点を差し引いても，記録性に乏しく，ブラウン管Lの
波形を解釈するのに専門的な知識を必要とした超音波探傷検査は不利であった。Lかし，電子機器
類の技術の向上でUTの装置も改良され，記録性も向Lし，疑似像ではあるが，欠陥像及びそグ）
位置を』三次元的に表すことができるようになり，見方によっては盆丁より情報の多い記録を残す
ことが可能になったといえる。これらの点での比較においては，紋丁もAUTも対等にな一，たと言
えそうである。現場における作業性はAUTの方が優れているが，データの処理作業を含めた全体
の作業性を比較すると両者にそれほどの蓬はないと思われる。ただし，現場における技術者の身体
的な負担はAUTの方がかなり小さくてすむ。
　検査の規格としてば・どの仕様でもRTの場合はJ欝z3鎗盛が，AUTの場合はJls　z3060が
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適用されているが，検査の方法（検査率）は所轄官庁によって異なり，統一一はされていない。
　含否の判定基準は，RTの場合，2級以上，AUTの場合，L（又はL／2）検出レベルで2級以
L
を合格としている例が多い。ただし，鋼床版等において圧縮側の継手部は3級以
Lを合格としてい
るものもある。
　灘S　Z3060の等級分類は」鱈Z31縫の等級分類とある程度，強度ヒの整含性を保つように配慮
されているが，RTとUTでは，欠陥を検出するために利用している物理的特質が異なり，必然的
に検出されうる欠陥に違いが生じるため，品質管理をまったく同じにすることは不可能である。た
とえば，RTではブ潔一ホールは検出されやすいが，UTでは直径茎〜2驚膿程度のものは欠陥とし
て見なされないことグ）方が多い。また逆に，開先面に沿って存在する融合不良又は割れなどが検出
される確率は，…般にUTの方がRTよりも高い。RT，UT¢）合否基準についてはいろいろ意見
が分かれるところであるが，少なくとも合否基準は，それぞれの検査手法の特質を踏まえて念理的
に同レベルとなるように決められるべぎものであ一）て，むやみにすべての欠陥の検出レベルを救
させようとすること，もしくはどちらか一方に合わせようとすることは過剰管理となるため，避け
なければならない。
（轟）維持管理のための検査
　維持管理のための検査は外観検査が中心になるが，交通量の増加に伴って欠陥の発生頻度が高く
なっている高張力ボルトや，鋼床版のリブの溶接部には，それぞれ超音波探傷検査及び磁粉又は浸
透探傷検査が適用され「ている。また，耐久性などを診断するために動歪測定やA鉱（ア篇一スティ
ックエミッション）による計測が行われている。このほか，磁気歪効果を利用した応力測定や引張
力を与える緊張材として鋼線グ）代わりに使用される光ファイパーを利用Lて作用力を測定，モ論タ
リングする方法などが開発されている。
　現在，橋の材料は鋼とコンクリートが主流であるが，これら以外の材料として，前述の光ファで
バーやガラス繊維，炭素繊維，アラミド繊維などの非金属材料の利用が検討されている。また検査
も定期的なものばかりでなく，随時，僑ク）状態をモニタリングできる手法が採用されてきている。
したがって，今後，新設時の検査ばかりでなく，維持管理における非破壊的な検査や測定の技術の
習得及び開発にも力を注いでいく必要があると思われる。
ランプス賞の設立について（お知らせ）
　C夏W通信V。茎，5No．喚で名称の公募を行い。V・L6Nojより設α耀Pび5となり窟した。こ
の舗嚇儲の躰原子塀究所大岡氏より，副賞の賞鋤掲載文確秀舗のに炉1かの齢
を与えて欲しいと賞金の辞退がありました。編集委員会ではごの意を受け」年に玉編を
RUM瓢賞に選定すること紘り�g・賞劔その飴とさせていただきますのでここ�d
お知らせいたします。
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窯．雛　橋梁における超音波自動探傷検査について
エースエンジニアリング�梶C関西エックス線��
　�潟Vーエックスアー一ル，�株尠{工業試験所
　最近び）橋梁業界は本四連絡橋建設前後から超大型橋梁の建設が相続き覇本の橋梁建設技術は飛躍
的に進歩し，世界的に認められる時がやって来た。今後具体的にはポスト本四架橋をうかがう幾つ
かの構想も取り沙汰されており，今年度中に策定される次期愁計の第慧次道路整備5ヶ年計画で
は，そのアウト輪郭が明らかになると期待も強く，今年は本四架橋を中心とする第一架橋時代に続
く第二，第三架橋時代へと構想が決定される画期的な節目の年になりそうである。勿論現在工事中
明石海峡大橋，来，鶴大橋，東京湾横断道路，鶴見航路橋，東京湾連絡橋，名港架橋等ビックプ�fジ
ェクトヘの注員も見逃せない状況である。一一方，昭和29年に第…次道路整備5ヶ年計画がスタート
Lてより38年，この間懸命に整備された道路，橋梁のストヅクは膨大な量となり国民のこの貴重な
財産をどう適切に保全管理していくか大きな課題になっている現状の中，橋梁の適切な検査業務の
対応の社会的二一ズはますます大きくなると考える。また最近建設される大型橋梁及び都市内高架
橋において下記グ）理由により現場溶接が採用される機会が多くなっている。
　重）　鋼床版のデヅキプレートについてはリベヅトあるいは高力ボルト継手でぱ舗装によくない。
　2）　都市内高架橋の鋼製橋脚に門形断面が用いられるようになり，曲面継手である。一一般的に厚
　　板である。など継手に高力ボルトを用いることへの技術的不安があり，かつ外観も考慮して現
　　場溶接が用いられるようになった。
最近では
　め　籍桁の大ブ・ック架設の場合の接合
　2）　角型橋脚の柱及び梁の接合
　3）　主塔の接合
　等に嘆）採用され，今後さらに多く用いられるようになり，橋梁建設途上の地組立行程及び架設現
場での検査業務は巧然増加するものと予想される。これらの行程における溶接検査に通常放射線透
過試験，超音波探傷試験及び超音波白動探傷試験等が実施されており，最近は除々にではあります
が従来の放射線透過試験にかわり，安全，工期短縮等の理由により超音波自動探傷試験が採用され
る機会が多くなってきた。
（1）超膏波探傷の適潮
　放射線透過試験は結果が写真で残り，欠陥形態が直観的に判るが，現在使用されている手探傷に
よる超音波探傷試験は欠陥の種類，長さ，分布など詳細に調査するには困難な場合が多いが近年構
造物グ）多様化により超音波でなければ検査でぎない対象物，構造物が増加してぎた。この例を下記
に示す。
　鈴　不完全溶込みなど溶接接手の内部欠陥検査並びに溶込み先端形状，溶込み深さの測定。
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　2）　放射線透過試験が不可能な形状及び狭溢部にある溶接継手の内部欠陥検査（丁継手隅角部）
　3）放射線障害の防止が不可能な場合の溶接継手の内部欠陥検査
働　超音波手探傷試験の闘題点とその対策
　放射線透過試験に比べ超音波探傷試験では欠陥の深さ方向の情報，割れ検出性能，検査の能率，
経済性，安全性及び厚板への適応性等長所も多いが…方短所として判定結果が技術者の経験，能
力，性格に左右されがちであり，また記録性，再現性に乏しい。したがって対策として自動記録す
ること及び探傷走査を自動化することが考えられる。
　重）　再現性のある客観的記録4）収集が即座に可能となる。
　2）　画像処理が行えるため，欠陥の位置，形状が直観的に判る。
　3）　探傷技術者に高度の技術を要求しない。
（餐〉超欝波趨動探傷裟置の構成
　豊）装置の構成
虫子走査機
音？皮探傷器
制御処理
装　　　置
CRT
綱
誘コ
ー
2）　構成機器の役割
　蔑．超音波探傷及び探触子
　　超音波探傷器は送信部と受信部に分かれ，送信部で生成した電気信号を探触子に送り，探
　　触子の電気一機械振動変換能力により対象とする試験材に超音波振動を送り込む。内部に欠
　　陥が存在するとそこで投入Lた超音波が反射され，送信時と逆に探触子により機械振勤が電
　　気信号に変換される。この電気信号を受信部で増幅L制御，処理装置に送ると共に自らのブ
　　ラウン管（C盆丁）上にエコー波形として表示し，欠陥の存在位置及び欠陥び）大きさの程度
　　を知ることができる。
　わ．制御，処理装置
　　　探触子を走査させる走査機の動ぎ（X軸，Y軸）と超音波探傷器の信号の双方を制御し，
　　取り入れた信号を処理して記録部ヘデーターを転送する働きをする。なお，超音波探傷器か
　　らの出力は，探傷器のゲート機能により行われる。ゲート内のエコー高さにより，アナク・
　　信号またはオンオフ儒号として得られた信号を送信する。
　£．探触子走査機
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　　対象物に従って決められた走査範囲を決められたピヅチで走査するための機構部分であ
　　る。通常は，レー一ルヒをラヅク，ピニオン方式で走行する。
　d．記録部
　　記録計で構成され，制御，処理装置より送を）れてきたデーターを（出力）をその漆ま記録
　するもの，あるいは演算処理を行い記録する方式である。また，最近では，データーを保存
　するためにCPUとも連結してフPッピーディスクにデーターを転送してディスクにデータ
　　ーを残すことも可能になっている。
3）　記録の表示方法
　　記録の表示方法は，その用途によって種々使い分けが行われており，以下の表示方法のう
　　ちから組み合わされている。
　＆．探傷軌跡，探触子のスキャニング状態（軌跡）を表示する。
　募．Aスコープ表示　横軸を時間軸（超ぎ波伝播時闘）として縦軸を信号（エコー）の強さと
　　するブラウン管方式をAスコープという。ブラウン管上のエコー高さのアナ・グ量を表示
　　するのがAスコープ表示である。
　Aスコープのままでは直観的に欠陥の判断を行うのが難しい。
　c。惣スコープ表示　探傷部における断面図形を画かせる表示で縦断面表示の
8）及び横断
　　面表示（潟…F）の2通りがある。欠陥部のビーム路程，エコー高さより存在深さ及び分布状
　　態が直観的な図形として表示される。（放射線透過検査では得身）れない情報の一つである。）
超音波探傷器
禦
li
50
1（1　21）　30　40　50
T，込奮ハルス
諜」コ
ー　一
F
過
　　一　”
ビーム路程
エコー高さ
制御・処理
　装　置
　一
触子の位置
　　　　（X・Y）
走査機幽
　　　　　　（　、
　　驚
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　F篭
　欠陥
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、＼、／
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…
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　d．Cスコープ表示　試験材表面にあたる探触子を縦横くまなく走査させ探傷距離の特疋範囲
　　にある反射エコーを輝度の変化とLて表す平面的な表示方法である。放射線透過検査におけ
　　るフィルムと類似な画像が得られるので直観的に分かり易いとされている。
（尋）放射線透過試験と超音波鶴動探傷検査の安全性，作業性の比較
　放射線透過試験でぱ，放射線作業を野放しで行えば，かなりの危険を伴うため，X線発生機を
中心に半径5m以内の場所は立ち入り禁止区域となり，かつ，管理区域を設ける必要があり，X
線発生中は近辺での作業が著Lく制約を受ける。一方，超音波自動探傷検査では，安全上の特別な
制約は受けないため通常の出合い作業が可能である。放射線透過試験では「撮影→フィルム現象
迦
フィルム乾燥→等級分類
勢合否判定→報告」となり検査時間が多くかかる。玉サイクルでの検査長
20m（フィルム80枚）と仮定すれば，撮影から判定まで嬢査日数が2日以上かかり，手直しがあ
ると憂日以上必要となる場合もある。
　一方，超音波探傷検査では溶接完了後所定の時間が経過し，継手部の整備が終われば直ちに作業
が再能であり，他の作業の干渉することなく並行して作業が進められる。検査結果もすぐ判明し，
補修後の再検査も同様である。また，非破壊検査結果が合格にならないと次の工程が進められない
ような場合は，検査結果は早期に判定することが望まLい。検査工程短縮により全体工期短縮への
貢献度は極めて高いものとなる。
（肇〉超音波自動探傷の適用例
　裏）　本州四国連絡橋補鋼桁かど継手への適用
　　道路鉄道併用橋であり，疲労を考慮すべき部材であるトラス弦材の縦方向継手の部分溶け込
　　み，すみ肉溶接部の大半が箱型で内部が密閉状態となっており，放射線透過試験ではフィルム
　　の装着が物理的に不可能である。また部分溶け込み先端形状も撮影不可能である。超音波探傷
　　は溶接先端部形状を検出すると同時に溶接ルート部に生ずる欠陥（例えばルートブ揖一ホ…ル）
　　検出を行一）た。
　2）　本州四国連絡僑鋼床版現場溶接への適用
　　　櫃石島橋をはじめ，北備讃，南備讃，下津井瀬戸大橋の鋼床版現場突合わせ溶接継手部へ適
　　用Lた。放射線透過試験ではフィルム判定結果を出すまでの所要時問が一般的には数時間必要
　　となり，製作工程の短縮をはかる上で障害となるので超音波自動探傷が採用された。
　3）　高速道路鋼脚現場溶接部への適用
　　　高架橋上部構造及び橋脚構造の現場溶接部への適用が行われている。放射線撮影にあたり，
　　予め監督官庁への届出及び離隔放射線防止規則に従い，第三者に対する安全確保のため管理区
　　域の設定が必要となり，特に現場架設においてこの地域設定による制約から出合い作業が困難
　　となる場合もあり，．．鴛程を短縮することが難しくなるので超音波探傷が採用された。
　以上，超音波自動探傷試験の概要について記述したが，本稿の超音波自動探傷試験の各項は，構
造物品質保証技術協会発刊の“QA　Liめ羅y　N・．i”の中から抜粋した内容になっており構造物品質
保証技術協会の代表幹事の大阪大学堀川浩甫教授に紙上を借り厚く御礼申し上げる次第である。
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諺．協議会だより
　春期総会
　春期全国総会ば，平成婆年喚月滋日に東京浜松町東京会館世界貿易センタービルにおいて開催し
た。総会にぱ新規加入会員蛋社を含め欝社磁名（出席率御％）が出席した。
　松本代表幹事の挨拶に続いて新規加入会員尋社が紹介された後，審議に入り議案を満場
轟致で承
認した。総会終了後には寺本英治氏（建設省大臣官房官庁営繕部監督課課長補佐）による特別講演
r建築鉄骨検査について、1が行われた。
（1）平成轟嘩年壌：役員
　平成全5年度役員が次のようになった。
　代表幹事　中野盛司（シーエヅクスアール），東日本地区代表兼広報　堀部信義（アイ・シー・
ティー），関西地区代表兼企顧　向井行雄（東洋検査工業），西日本地区代表兼企画　大和健男（新
肖本非破壊検査），庶務　松本一郎（北日本X線検査工業レ西田健陽（非破壊検査），会計　赤瀬
暁（石川島検査計測），倫理　三浦邦敏（エンジニアリングサービス）・飯田武司（東亜非破壊検査），
監査　安藤純二（遜本超音波試験）
（蒙）今後の活動
　今後の活動として次のものを検討することになった。�@技術的問題解決のためのワー一キンググル
ープの設置，�A昨年8月に開催されたr鉄骨検査技術者研修会」を関西，西沼本地区で実施，�B非
破壊検査にかかる損害賠償保険制度の研究及び検討，�C建築関係だけでなく龍の分野（土木・橋梁）
についての劔w適用のアブ翼一一チ，�D非破壊検査業厚生年金基金糊度への加入の促進
（灘）r受入れ検査」倫理綱領及び同運絹規定の制定
　　　　　　　　　　　　r受入れ検査」倫理綱領
　この綱領は，C亙W認定事業者協議会が，r受入れ検査」を遂行するに当たり守
るべぎ倫理規範について定めるものであり，以って非破壊検査技術の向上と構造
物の健全性の確保に資するものである。
第一条　当会員は，検査技術を研鑛し，かつ道徳心と責任感の高揚に努め，以っ
　　　て正確，誠実な検査業務を提供し，構造物の健全性の確保を図られなけれ
　　　ばならない。
第二条　当会員が受託するr受入れ検査」は，r受入れ検査」委託者との間で契
　　　約図書を取り交わした後に行なわなければならない。
第三条　当会員がr受入れ検査」委託者に提出する検査結果は，正確，公正を旨
　　　とし，他者からの一切の干渉を受けてはならず，またその検査結果に関し
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　　　ては全責任を負わなければならない。
第四条　当会員は，r受入れ検査」に対する正当な報酬以外に，いかなる便益な
　　　どの提供を受けてはならない。
　上記綱領の制定の背景には，人問社会においていかなる分野にも秩序があり，この秩序を保つた
め倫理が求められているからである。しかし，倫理だけでは人間社会は運営されないケースが多
い。したがって，倫理の裏側には賞罰規定がかならず付随し，これによって倫理が遵守される。
　認定事業者の経営形態及び業務形態は次のとおり分類することができる。（平成3年雄月玉羅現
在　綴社・技術者数磁72名）
　わ　製造会社系列検査会社（会社数沁社鴛％，技術者数Ciw全体の欝．8％）
　幻　独立系検査会社
　�@　製造会社から注文を受けて検査を行うrQIC検査部門」と中立的立場で検査を行う「受入
　　れ検査」の二つの業務を含わせて行っている検査会社（会社数6＄社雛％，技術者数72．婆％）
　�A主に中立的立場で注文を受けて検査を行う検査会社（会社数6社7％，技術者数7．8％）
　検査業務の定義は次のとおり分類する。
　量）　晶質管理に係わる「Qρ検査」
　　rQ9検査」とは製造工場における製造過程で，製造巻が贔質管理のために自主的に行う検
　　査であり，検査会社が対外的な報告書を作成することの無いものである。これは製造物の晶質
　　管理責任は製造会社がとるべきものであるとの理由からである。
　2）　第三者的立場で行う検査「受入れ検査鮭
　　r受入れ検査」とは中立的立場に立ち安全性の観点から行う検査で，発注者またはその代理
　　者から受注するもので，必ず報告善を伴い，この報告書に対して検査会社には社会的責任を求
　　めを）れるものである。
　検査会社は，その検査の種類によりrQρ検査」専業とr受入れ検査」専業の二通りの会社に経
営形態を分離させることが望ましいが，現状は同一の検査会社で両方の検査を行っているものが圧
倒的多数を占めている。したがって倫理綱領の対象を，複雑な経営形態に分類されるすべての検査
会社の検査業務を考えるよりも，中立的立場での「受入れ検査」に関して，早急に倫理綱領の制定
を行う必要があると考える。
　なお，綱領を規範として遵守するため及び綱領に違反した場合の処置として別に運用規定を定
め，倫理綱領の厳格な遂行を図るものである。
（尋〉特別講演（建築鉄骨検査について〉
　建築鉄骨は民間受注を中心に景気の退潮傾向がみられ，選別の時代を迎えた，昨年末，建築工審
に関係する事故が大変多かったが，二の背景として受注量が多過ぎて，施工監理に手抜ぎが出たこ
とがヒげられる。こうしたなかで品質管理，安全管理，施工の合理化，適正なコストに関する問題
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が大きく〃・一ズアップされたと前置ぎがあり，構造設計で要求される鉄骨構造物の品質につい
て，�@対象となる建築物の種類，�A新耐震設計法の考え方，�B鉄骨造のディテールについて詳細に
説明された。次いで，官庁営繕部における品質管理についても言及があり，このなかで，建築薫事
共通仕様舌についてもふれ，現在，改訂作業を進めているが，議会での倫理綱領制定等の活動をど
う反映するかも含めて検討Lていると，注目すべき発言があった。
　また，営繕工事における構造体等の施工の品質管理についての通達を地方設局に対して行ってい
る事例が紹介された。最後に，海外での試験検査機関についてふれ，外国の試験検査機関の責任と
権威が我国と異なり非常に大きいと強調され，この面から菟）協議会の活動に期待していると結ばれ
た。
（難〉建築鉄骨r受入れ検査」発注形態統一のお願い
　倫理綱領制定に合わせて5月紛臼付けで建築構造物の設計者，監理者，工事施工者向けに次の内
容のお願い書を送付Lた。
拝啓　時下ますますご溝栄のこととお毒び申L　Lげます。
　平素は格別のお引ぎ立てを賜り厚くお礼申し上げ豪す。
　さて，昨年5月，不良鉄骨並びに鉄骨不正検査事件が発生致しました。当協議会はこのよう
な不祥事件の防止対策の一環として，石井勇五郎東京工業大学名誉教授を中心に建設大臣官房
官庁営繕部をはじめとして関係有識者に参加を願い，建築鉄骨のr受入れ検査」に係る倫理綱
領を制定致しました。
　その中に特に
　夏．r受入り検査」は工事発注者または元請工事講負者との間に限り契約する。
　2．業務に取りかかる前に契約図書を取り交わすこと。
等契約に関する条項が明確に記載されております。
　しかし，当協議会が業界の発注形態を調査致LまLたところ，元請工事請負者からr受け入
れ検査」費用も含めて鉄骨製作会社に発注され，鉄骨製作会社から検査会社にr受入れ検査」
を依頼されるケースがかなり存在すると報告されております。
　ご承知の通りr受入れ検査」は鉄骨製作者と利害関係が無い第3春的立場でなければ成り立
ちません。
　元請』£事請負者等に鉄骨発注者の方々には，検査会社の立場をご理解賜り，r受入れ検査」
に関しては，Ciw認定事業者協議会r受入れ検査」倫理綱領及び運用規定を尊重して頂きま
すようお願い申し．とげます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具1
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4．　認定証授与式及び懇親会
　さる婆月21日に東京浜松町世界貿易センタービルの東京会館において平成婆年婆月1日認定の事
業者に対して認定証の授与式を行った。
　授与式が終了Lた後，先に開催された，運営委員会での決定事項や検討事贋について運営サイド
より出席の事業者（約60社）に対して説明された、
　藤田運営委員長より次のことが要望された。
　　今年婆月で認定事業者ぱ85社となった。認定事業者の所在地を本社及び出先機関を県別で見る
　とまたi社もない県が慧県に及んでいる。これは，事業者協議会から要望の出ている官公庁への
　艶Rをする際いつも，行政としては全国くまなく網羅されることが最低条件であるので認定事業
　者を増やしてほしいといわれている。運営サイドでも努力をしているので事業考もこの空欄を埋
　めるべく努力をしてほしい。相互の努力によって官公庁へのアプローチをしていぎたい。
　秋園副委員長より次のことが説明された。
　要望書の回答
　　事業者協議会より要望書が提出されているが，この要望書については護類により回答をする、
　審査項目について
　　平成些年婆月田にWES87艦が改正され審査項目に品質保証体制の整備等が盛り込まれた．
　これにより従来より実施していた，業務確認により品質保証体制等の整備状況を確認し審査する
　こととなる。
　　従来から認定を受けていた事業者については3年ごとの審査の時点で品質保証体制の業務確認
　を順次実施していくこととなるので整備を計・）ていただきたい。
　懇談会の設置
　　従来よりCIW連絡会を年玉回開催し運営委員会と認定事業者との惰報交換，懇親を計ってい
　たが，参加人数が多く事業者の要望も聞きにくかったり，技術的な議論もLにくかったので，
　劔w連絡会とは別に「懇談会」（仮称）を設置し技術的な議論や事業者の要望等をきめ細かく収
　集し運営で反映できるようにする。
　　実施については細部を検討のうえ事業者にアナウンスしていきたい。
　松山運営委員会幹事長より次のことが依頼された。
　　昭和38年6月黙日に溶接検査認定委員会（C夏W）び）前身である放射線検査委員会（薮AC）の
　第i回委員会が開催され，来年で委員会設立鐙周年を迎える。鉛周年記念事業を運営委員会幹事
　会で検討している。
　　記念事業としては祝賀会，年史の作成等が中心となるが，その際には認定事業者にも是非ご協
　力をお願いしたい。
　この後，官庁関係や建築関係の招待者を招き懇親会を開催した。参加者は新認定事業考を含めた
約80名で素晴らしい夜景をバックに和やかなうちに開催された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歪5
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　最初に主催者である，藤田運営委員長，中野盤W認定事業者協議会代表幹事より挨拶があり，
引き続ぎ日本溶接協会の所轄官庁である通産省工業技術院材料規格課服部課長より次のような挨拶
があった。
　　現在，日本では検査事業者の認定を日本溶接協会が実施しているが，聡0規格の対応として
　日本も欝09000番シ冒一ズの品質保証を考えなければならない。今年，欝本は非破壊検査関係
　の捻0の幹事国になり，その対応は揖本非破壊検査協会が行うことになった。
　　これから実際の動きが始まればCiwにも是非協力をお願いしたい。
　その後，建設省建設大臣官房官庁営繕課寺本課長補佐，久米建築事務所構造設計室照沼氏より挨
拶があった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤灘杯争奪ゴルツ大会
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　認定証授与式の翌蒲，恒例となって
いる藤田杯争奪ゴルフ大会が6組器名
を集め行われた。幽臼は午前中は曇り
とまずまずであったが，午後になると
強い風雨があり，悪コンディションの
中で争われた。悪コンディションの中
で参加者全員がスコアをまとめるのに
苦労した結果は左のとおりである。
葺．お知らせ
　このたび，かねてより御要望の強かった，
C璽W認定制度に関する案内パンフレヅトが完
成いたしまLた。
　パンツレットの作成にあたっては運営委員会
と認定事業者の意見を反映でぎるよう磁W通
信編集委員会があたりました。認定に関して非
常に分りやすくカラー写真をふんだんに使っ
た，読みやすいものに仕hが一）ております。
　御希望の方にぱ，無料で差し上げますので，
返信封筒（獅サイズ）に宛先を記入し董20円切
手を貼ったものを同封のうえ当委員会豪てお申
L込み下さい。
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1．　溶接橋と非破壊検査
屠島橋梁構造研究所　　田　　島　　二　郎
　1．1全溶接橋の初め
　昭和に入り，橋梁の製作にも溶接を採用しようとする気運が醸成された、昭和3年，8負の溶接
桁の試験，翌年は軍用軽トラス鉄遵橋の試作などが行われた、実用的な橋としては，昭和5年の西
鹿児島駅跨線橋，翌年玉0．9mの水管橋�@，翌々年には同じく水管橋�Aがともに横浜市水道局によ
り架設されているという圭）。しかし，横浜市の水管橋については，文献2）では支間m．35膿，斜角
36Qの溶接笠形桁で直径裏・三灘の水道管を支持（図面あり）�Bというものがある。襲た文献3）では
全長9．5mの道路橋の記載があり，これには同じく全溶接の水管橋が並んで架っている（写真蓋）。
　ここで，これらの製作会社は，�@は浅野造船所，�A，�B，�Cは三菱造船所とな・）ているので，或
は横浜市は3つの水管橋を架けたのかも知れない。
　ここで，文献2）のW検査法のところを見ると，溶接の品質を確認するためには‘‘X光線に擦る
方法或ひはマグネットに擦る方法等が考案使用せられて居るが何れも判然たる鑑別は出来兼ねる有
様”（原文のまま）とあり，各種の試験から得た結果により，熟練者による外観検査によって溶接
の良否は相当判別でぎるとしている。
　その後，昇開橋，道路橋，鉄道橋と昭和玉2年の鶴川橋まで鐙橋ほどの記録がある。写真2は昭和
紛年捻月，当時世界一と云われた全溶接橋　田端大橋である。支間船、5＋（9．2＋騒．6＋9。2）＋韓．5
騰のラーメン形を示すカンチレ・し下路道路橋であるが，現状は主桁の上に床を重ねて歩面を美
装化して歩道橋となった。
難
　　　　　　　　　　　　写真1　今宿橋
左1道路橋，右1水管橋，申央の水管橋は後に建設されたもの。（平成2年§月筆老撮影）
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〆驚
　　　　　　　　　　写真2　田端大橋
現在は橋面が全く変り，歩道橋となっている。（昭和欝年紛月筆者撮影）
　この橋は，溶接継手についての各種の試験研究の上で設計・施工がなされた塵）が，溶接の品質
は，作業中に最大の注意を払うことが肝要であるとし，出来上りの検査は外観検査により判定して
いた。
　1．慧　橋桁の溶接補強
　新桁への溶接の採用より早く，昭和5年には東京都の桜橋で1），昭和6年には奥羽本線桟織富根
間の檜山川橋梁5）で溶接により補強がなされた。フランジの補強は図iに示す形で，桜橋では斜め
側板を当ててあり，檜山川橋梁では上フランジは中央に平鋼を継続すみ肉溶接で先づ取付け，その
上に溝形鋼の脚を一部切取ったものを連続すみ肉溶接で覆せている。下フランジは上向ぎ溶接とな
るため，60。の開先をとったレ形溶接で，これにより溶着金属が下方にたれることが少く，溶着量
も減らすことが出来たという。慎重な事前の検討と施工により補強は十分にその目的を達し，以後
多数の鉄道橋に対する溶接補強の実績を重ねることになる。ここで，文献5）には非破壊検査にはふ
れておらず，検査としては目視により行われたものと考えられる。
　1．藷　溶接橋の示方書
　昭和6年8月，鉄道大臣官房研究所により溶接構造の設計・製作示方書案6）が，昭和欝年4月に
内務省より溶接道路橋の設計・製作示方書案�c）が公表された．
　前者の検査の項は5箇条で，その亙箇条に‘数層よりなる鐙接は各層毎に検査すべし。”とのみ
示されている。なお，溶接工はすみ肉溶接による十字継手（応力伝達型）を用いた試験に合格した
老が当ることとしている。後者の検査の章は蔓箇条で，非破壊検査方法は示していない。溶接工は
土木試験所の所定の試験に合格した者としている。
　いずれも注意深い施工による品質の確保を期している。
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閣1　フランジの溶接補強
　1．4　国鉄における全溶接鉄適橋の試用と強度試験
　国鉄において初めて営業線に全溶接桁を採用したのは，昭和絡年，広島可部線の安第一橋梁で，
支間7、2mの1形桁である、この桁のフランジの継手は突合せ溶接で添接板はない。その溶接に際
しては，継目に試験片を仮付けしておき，フランジと一緒に溶接を行ったあと切離し，正規の寸法
に削成して先づX線写真を撮り，内部のブ環一ホールの有無を検査し，次に引張および曲げ試験
を実施している8）。
　昭和貸年5月には，現場より撤去した径間3・5鵬の1形桁玉連を繋いで支間6騰の桁として載
荷試験が行われた9）。さらに同様の古桁2連を繋いで6．7騰とし，東海道本線金谷駅構内に架設し
た。ここではD駁機関車による載荷試験を行っている至o）。この2つの試験報告では，製作時の非
破壊検査についてはふれていない、
　1．轟　戦後の溶接桁
　戦後の鉄道施設の復旧に当っては，さぎに述べた溶接補強が大きく貢献した。また，橋の床組か
ら溶接部材の採用が逐次広まって行く。
　全溶接の橋は，昭和滋年，広島県の道路橋，恵川橋（慧＋縫＋U膿，カγチレバー桁）以来5
年嫁どの間に約20橋を数えたが，溶接歪をおさえ，晶質を確保するための現場施工に手数がかかる
ことから，次第に部材は工場で溶接，現場はリベットでという方向に進んだ。
　昭和30年の飯田線天龍川橋梁（3径間連続トラスとプレー一トガ〜ダー），佐賀県筑後川河P参諸
富橋（単純トラス）旬，翌年の宮崎県高千穂大橋ω（支間80騰の上路アー一チ，写真3）など，この
方式による大型橋梁の初期のものである。
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奪真欝　高千穂大橋，下は神橋
（平成婆年8月筆蒋撮影）
　ここで高千穂大橋の溶接については文献7）によっていると
いう記載がある。天龍川橋梁の製作に当っては，図面の甜製
作に関する注意蹄の中に，縄X接ぎ及V接ぎ溶接はすべて
X線検査を行ひJES基本§OG2号のi級であることを要する鈴
によって，X線検査が実施されている。
　1．6　溶接鉄道橋示方書
　昭和27年3月，鋼鉄道橋電弧溶接工事示方書が通達され
た。その第37条には誌設計図等に指示された場合，溶接部は
X線検査をうけなければならない。ヲヲと規定されている。上
記の天龍川橋梁はそれに則ったものであり，これがしばらく
は定着していた。
　昭和別年のアー一ク溶接鋼鉄道橋設計示方書案では，疲労を
考慮する必要のない場合はJIS　Z23蘇の2級以上，疲労を考
慮する場合はi級に合格することを前提として許容応力度を規定している。
　昭和蜀年の溶接鋼鉄道橋製作示方書案では，第鱒条に放射線透過検査の記述があるが，前記と同
様の内容である。さらに第駐条には特に指示された場合，その他の探傷検査として（／）超音波検
査，（2）浸透剤検査，（3〉磁気粉末検査，（4）電磁検査，（5）その他　の項目をあげている。
　1．7　超音波検査の活躍
　昭和39年に開業した東海道新幹線の建設において，新大阪駅の柱，その他2〜3の乗越嵩架橋ラ
ーメソ脚に遠心力鋳鋼管が使われた。外径900mm，肉厚数十m凱の特殊な拡大仕資部をもった新
製品である。この製作の初期において，微妙な湯の流れ，温度の関係で，厚い直管部の厚さの中で
巣あるいは融合不良が生じた。その範囲を確定して要すれば補修を行うため，超音波検査（垂直探
傷）を行った。検査結果とはつり出した欠陥との対応は良く，所期の目的を達することが出来た、
　昭和菊年7月，本州四国連絡橋公団が設立され，道路鉄道併用長大吊橋を含む大橋梁群の設計に
とりかかった。そこでは多くの解決を要する技術的間題があるため，土木学会に委託して本州四国
連絡橋鋼上部構造に関する研究委員会を設け，各種の調査研究を行った。
　鉄道を併設する橋であるため，疲労の間題もひとつの大きなテーマであり，溶接部の晶質を確認
するための非破壊検査も重要である。溶接継手のうち，完全溶込みの突合せ継手については従来の
放射線透過検査が長い実績をもつが，トラス構造部材の主体をなす箱形断面部材の部分溶込みグル
ーブ溶接を用いた角溶接については，これ豪で橋梁では非破壊検査は実施されていなかった。
　昭和齢年，調質80キ�f鋼を用いた大阪の港大橋（最大支間5搬滋）が竣工した。この橋の製作に
当っても各種の検討がなされているが，箱形部材の角溶接の超音波検査については，主としてその
溶込み深さの確認に留まり，ルー一ト部の欠陥検出の詳細にまでは至っていなかった13）。
　本四連絡橋において，角溶接の部分溶込みグルーブ溶接ルート部の欠陥検出を主な目的として，
上記土木学会の小委員で昭和49年6月から5三年3月まで，非破壊検査の調査研究を行った。しか
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し，その成果鋤は港大橋のそれを越えるものとはならなかった。
　昭和50年から始めた大型疲労試験の結果は，上記角溶接の欠陥が調質高張力鋼の疲労強度に大き
く影響することを示した紛。そのため，施工者，検査会社に強く呼びかけ，ルート部欠陥が検出で
ぎる超音波検査システムの開発推進に当った。この結果，昭和60年6月に開通した大嶋門橋の施工
ではiつの自動超音波探傷装置がグルーブ溶接に対して実用可能の域に達し，瀬戸大橋の施工にお
いては，数種のシステムが実用されるに至った（写真婆）。また，将来にわたって既設橋梁に対し
ても施工でぎるようになった（写真5）。
　自動超音波探傷は，さらに鋼床版デヅキプレートの突合せ溶接，その他橋脚，桁等にも適用が行
われはじめている。これに対する一般的な基準の制定が待たれる所であるが，それも遠い将来のこ
とではないものと考えられる。
写真4　瀬芦大橋製作時の自動超音波探傷装置
（昭和58年鴛月筆者撮影）
写真§　大鳴門橋での現場検査試験
（昭和62年鴛月筆者撮影）
　1．呂　あとがき
　紙数および時間の関係で，放射線透過検査と超音波検査の歩みの概要のみを示した。橋梁の溶接
と非破壊検査についてはRUMP鵬Vd．6，N・．3（s蟻鵜mer，三992）にまとめられているので併せて
参考とされたい。
く参考文献〉
王）　小室親一：錯接橋梁に就いて，錯接協会誌，第3巻　第3号，昭和8年6月．
2）　氏家竹次郎1全部電気鋸接せる水管橋，鋸接協会誌，第3巻　第5号，昭和8年欝月．
3）三菱重工横浜製作所鉄構史，第婆部原稿欝．36，昭和50年代初頭に作成され未公刊、
の　官房砺究所第塗科，東京改良事務所1全電弧鋳接に依る瞬橋大橋に就って，鉄道大臣官房研究所
究資料，第鍛巻　第19号，昭和H年7月．
業務研
5
�

瓢∫瓢欝灘（A磁鴛齢鷺．璽釣黛）
5）　濯中豊，黒田武次1檎山川橋梁腐蝕桁電気錯接修理補強工事に就て，鉄道大臣官房硯究所業務研究資料，
　第20巻　第盆i号，昭和フ年3屑．
ε）　官房研究所第4科1電弧鋸接鋼構造物設計及製作示方書案，業務研究資料，第蓋9巻　第i7号，昭和6年8
　月．
7）　内務省土木試験所1電弧鋳接鋼道路橋設計及製作示方書案，昭和欝年婆月．
8）　木村秀敏：錯接鉄道橋に就いて，鉄道業務硯究資料　第3巻　別冊　鉄道技術硯究所彙報　第9号，昭和
　欝年9月．
射　大久保一郎，木村秀敏：全錯接桁強度試験（中間報告）其の一　鉄道業務研究資料　第i巻　別冊　鉄道
　技術研究所藁報　第2号，昭和盆7年勲月．
欝）木村秀敏1全鎗接桁強度試験　其の二，鉄道業務研究資料　第2巻　別冊　鉄道技術研究所彙報　第8
　号，昭和綿年烈月．
蜘　広門正康1筑後川有料橋溶接トラスについて，土木技術　難巻3号，i偽6年3月、
蜘　溝本市二，大岡順一：高千穂大橋工事概要，土木技術　勲巻7号，蓋鮪6年7月．
墨3）　阪神高速道路公団編集1港大橋工事誌，土木学会，昭和50年3月．
i婆）　本州礪騒連絡橋鋼上部構造に関する調査研究報告書，昭和50年度，別冊墨　鋼上部構造部材溶接継手の非
　破壊検査，昭和鷺年3月　土木学会、
董5）　懸島ほか：溶接構造と疲労，土木学会誌，A無瞬’8蓋．
6
�

鷺彫簾愛欝（A磁服縣糠．笈露窯〉
黛．　横浜ベイブリッジ主塔の狭開先溶接
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱重工業�轄a水　
進
驚．1　はじめに
横浜ベイブリヅジは横浜港の本牧埠頭と大黒埠頭を結ぶマルチケーブル形成の3径間連続斜張橋
で，近代技術の粋で製作された橋梁の一つである。主塔の高さは海面からi乃瓢で基部下面から
貸2mで雛段の塔柱と上下2段の水平梁とで構成されている。
　ブ雛ック取合の接合方法は高力ボルトと溶接の2種類で継手形成は図翌に示す通りである。
構造的には下段水平梁まで3セル構造で塔柱ブ騨ックの8段，9段，の概要を図2に示す。
　ブ窟ヅク断面の寸法はウエブ巾が5．8〜墨、Om，フランジ巾は9．0〜5．0瓢であるため両者共，縦方
向の板継ぎ溶接が必要であり，パネル製作後，狭開先によって上下面同時に行った溶接方法と，塔
柱3ブ・ヅクを段積み，ヤード継手を狭開先によって上段，下段内外面同時に行った溶接方法を紹
介する。
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閣2　8段9段ブ醤ック（3セール構造）
　鷺．慧使用鋼材
　主塔…基の製作重量は約860翫で使用材質の内訳けは，HT−70クラスが絡％で板厚は58〜騒
搬凱，慧丁一60クラスが灘％で板厚は58〜％mm，その他が鷺％で板厚は36〜22mmである。
　通常の橋梁製作では，溶接作業に於ける作業前の管理として，図面詳細および関係基準の調査，
等価炭素量の調査，作業標準および施工法の調査などで，作業中としては溶接棒の乾燥，予熱温
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　2．婆．iパネル製作後の板継ぎ溶接
　この板継ぎは単体パネルを製作してから板継ぎ溶接をするもので，パネル製作段階で寸法，穴径
共正寸法になっている。また反転をしないで上面と下面同時に溶接をして，溶接順序で角変形のバ
ラソスをコント碑一ルする施工法のため，精度の高い開先加工が必要で機械加工可能な狭開先形状
を採用した。
　（1）狭開先形状
　開先形状を選定するにあたって種々の実験を行い，溶接不良，割れ，溶接変形がなく作業性に優
れた図3に示す開先形状を選定した。開先は溶接金属量の減少，ルー一ト面を設けることによる横収
縮量の低減と均一化および角変形の防止のため下向き，上向ぎ溶接金属量のパラソスを目論んだも
のである。開先の成形はNCフライス機により加工した。
　（2）合打ち溶接法
　下向ぎ溶接はサブマージアーク溶接でパルス電流によるオシレー一ト式シールドガス溶接である。
　上下の溶接順序を表2に示すようにコソト緯一ルすることで最終変形量をほぼゼ緯近くに抑える
ことができる。
　（3）狭開先上向き自動溶接
　狭開先の溶け込みを満足し，かつ融合不良を防止するための図蔓に示すように振子式オシレート
ウイビソグ機構を採用し，さらに開先両端部においてパルス大電流化を行う。開先中央部において
は溶接金属のたれさがりを防止するため電流を下げて溶接する。これらウイービングと溶接電流は
同期している。以上の方法による作業順序は表2に示した通りで，溶接中の写真は図5に，また継
手の断面マク緯を図6に示す。
　2．婆．2　3ブ韓ヅク段積みヤード溶接
　塔柱の架設は大ブ獄ック工法（3ブ糧ック段積みヤード溶接後更に他の3段のブ瞠ヅクを重ね，
HTボルトで接合をして3段ブ卿ックで浜出し架設を播段蓑で行った）が採用され，景観の重視と
将来のメソテの面からヤード溶接が適用されたと推察できる。
　地組立場での溶接のため防風雨対策が必要で，施工法は勿論のこと，予熱方法，非破壊検査方
法，塗装方法，各作業の羅材のマテハンなどを考慮した防風雨対策の対応を検討した。
　溶接方法については合打ち溶接で内面先行型で行い裏堀り後，内外面そして上下段継手同時に行
う溶接方法を採用Lた。よって塔芯の移動，倒れについての精度管理は溶接作業のステップごとに
実施した。
　（り　狭開先形状
　板継ぎ溶接と同じく融合不良を避けるため，下段ブ聯ックの外面にも開先を設け割れ防止と作業
性を向上させた。叢た板厚の略，中央部にルート面を設け角変形量と収縮量の低減を図った。地組
立場での横向き合打ち溶接の開先形状と溶接条件は表3に示す。
　（2）狭開先横向き合打ち溶接法
　ガスシールド溶接方法で外面にはピコマックス型自動溶接装置を利用し，内面の開先にはリブ間
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忠
図呂　狭開先溶接継手形
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図略　溶接パルス電流条件
　開先両端でパルス電流を付加すること，及び振子形
にオシレートすることにより溶込みを確保。
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泰2　板継溶接の作業順序管理シート
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図暮　断面マク纂
隔を通過でぎるピコマックス改造型自動溶接装置を採用した。図7に示す、
　溶接順序は内面3層後，裏堀りを外面から行いその後，内外面同時に溶接する方法で合打ちによ
り角変形防止の因子として有効であった。継手の断面マク皿は図8による。
　3ブ罠ック段積み状態での内外面の合打ち溶接を上段継手と下段継手を同時に行うので，溶接に
よる収縮量（継手蓋箇所あた鱒・7〜韮．6瓢m）のデーター一分析と塔芯の移動，倒れを溶接の作業ス
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蓑3　横向き合打ち溶接の開先形状と溶接条件
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図7　横向ぎ内面自動溶接
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テップごとの管理を施したので，寸法精度も満足するものであった。
　2．5　溶接部の葬破壊検査
　橋梁工事の溶接部の内部欠陥の確認は放射線透過試験方法（」聡Z310婆）と超音波探傷試験方法
（誕S　Z3060）が用いられている。
　突合せ継手は放射線透過試験（RT）が主力でかど継手，丁継手などの完全溶け込み部及び突合
せ溶接でRT検査が不可能な部位などに超音波探傷試験（UT）が適用されている。
　塔柱ブ露ックについても継手の種類ごとに検査方法が異ったが，突合せ継手についてはヤー一ド溶
接のカド部以外はRT検査で実施した。（カド部はUT検査）
　特にヤード溶接については合理的な施工法で行ったので，RT検査に於いても出合い作業がなく
能率的に進めることがでぎた。製作工程を一貫して事前検討をした成果であった。
　UT検査は溶接後追い検査が可能で自動探傷，自動記録方式も開発されたので，現場溶接部の検
査には今後大巾に採用されると推察している。
　窯．鯵　おわ》に
　製品の巨大化，高級化される構造物を合理的に高能率で高品質で製作するかが課題で横浜ベイブ
リッジの溶接施工法の一部を記述したが，溶接にの品質管理は特に溶接前の準備に重視すべきで，
大きな意昧の「品揃い，仕込み，持続性」にあると言える。（どの施工法で，どの体制で，スター
トからゴールまでどの手法で管理するかにある）
　また小生の持論であるが上記に付け加え「目と足の管理」が大切で，いかに早く打手を出すかが
品質管理の布石であると考え実施している。
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8．橋梁の検査
�且�井鉄工所
生産技術課呉
尚　弘
　諺．1　はじめに
　鋼橋の発注量は舘年度に約89万トンと史上最高に達し，その後減少して，例年度は約弱万トンと
なったがいずれにしても毎年多くの鋼橋が新設されており，また橋梁の接合法で溶接構造の占める
割合は年々増加の傾向にある。ここでは橋梁の製造時における溶接部（工場・据付現場）の検査に
ついて道路橋示方書（�圏K本道路協会）をもとにその概要を記す。
　＄．黛　溶接部の検盗
　溶接部の検査の仕様は発注官公庁によって若干異なるが，一般的に上記の道路橋示方書をベース
にして実施されている。溶接部に要求される継手性能を満足させるためには，当然のことながら溶
接後に行われる欠陥評価の検査だけでなく，溶接実施の前に行われる検査，溶接中の検査（施工管
理）も含めて総合的に考慮する必要がある。
　＄．黛．1溶接前検査
　（i）開先前の検査
　（1）開先面のあらさ，ノッチ等　　（il）開先面のラミネーシ藁ン
　開先面などに開口しているラミネーシ躍ソは，切断時に注意するとともに，必要な場合には磁粉
（MT）または浸透探傷試験（PT）を行う。
　（2）ベベル及び開先の形状・寸法検査
　（i）形状・寸法検査
　形状・寸法の測定に用いる各種の専用ジグや測定具は，構造物の種類や継手方式に応じて扱いや
すく，かつ計測量が十分な精度で正しく得られるものを選定する必要がある。
　鵠．2．黛　溶接中検査（施工管理）
　（i）溶接材料の管理
　指定された溶接材料の使用，溶接材料に適した乾燥条件，許容放置時間内の使用等について確認
する。
　（2）溶接技能者の管理
　溶接施工方法に応じて，該当する技量資格又はこれと同等以上の技量資格を有する者が作業に従
事していることを確認する。
　（3）　タック溶接の管理
　予熱温度，ビード長さ，ビード間隔及びビード表面の割れの有無等について作業者各自による自
主管理を行うとともに，割れについては，PTによりチェックする場合もある。
　（4）本溶接の管理
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　（i）予熱及び後熱管理
　作業者各自に温度チ灘一クを持たせて自主管理させるとともに，表面温度計又は熱電対温度計等
を準備し，適正な予熱・後熱管理を実施する。
　（童i）溶接条件及び溶接入熱量管理
　各パスごとにチェックシートに記録・管理し，溶接施工要領書の規定内であることを確認する。
　�O　気温及び湿度の計測と処置
　必要に応じて計測し，施工に著しい悪影響があると考えらえる場合は，溶接施工条件を変更する
か，または作業を中止する。
　（5）裏はつり検査
　裏はつり後には，目視検査かMTまたはPTによって表面欠陥の検査を行う。また，ゲージな
どにより，溝形状も検査する。
　＄．黛．諺　溶接後検査
　鋭いアンダカット，割れ，融合不良，溶込み不良等の切欠ぎはぜい性破壊の原因となり，また疲
れ強さを著しく低下させる。これらの溶接欠陥を検出するために各種の非破壊試験が行われる。
　（1）外観・寸法検査
　余盛の形状，アンダカットやビー一ド表面のピヅトの有無と程度，ビード表面の凹凸，オ〜バラッ
プの有無等について許容範囲にあることを目視，必要に応じて拡大鏡，篇ンベックスルール，専用
ゲージ等を用いて確認する必要がある。これらの項目について道路橋示方書に示されている許容範
褒1　検査項昌と許容範囲
検査項目
許　　　　　　　　容　　　　　　　値
ビー一ド表面の　　図　　凸
ビ…ド長さ25m懲の範囲における高低差で表わし，3燃mをこえる凹凸があってはならな
o
ビー一ド幅（駐mm）
余盛り高さ（鼓羅雛）
狂く欝
簸叢3
余盛り高さ
15≦R＜25
簸議婆
口2鄭
臆憂／25
十
アンダーカット
アンダーカ　ッ　トの位置
許容深さ（撒鵬）
i　要部材の材片に働く一次応力に直交するビー一ドの止端部
o．3
要部材の材片に働く一次応力に平行なビー一ドの止端部
0．5
｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�o�o�o”
・虹
ビード表面の　　ピ　　ッ　　ト
主要部材の突合せ継手および断面を構成する丁継手，かど継手には，ビード表面にピット
あってはならない。その他のすみ肉溶接および部分溶込みグルーブ溶接には，五継手に
き3個，または継手長さ宝mにつき3個までを許容するものとする。ただし，ピットの
きさがim膿以下の場合は，3個をi個として計算するものとする。
オーバーラツプ
あってはならない。
割　　　　　れ
あってはならない。
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�

嚢u瀬欝覧s（A就鷺懲搬。欝鯉）
蓑2　主要部材の突合せ継手の放射線透過試験
部
材
引　張　部　材
圧　縮　部　材
曲
げ
部
材
引張フラソジ
圧縮フラソジ
腹
板
応力に直角な方向の継手
」
応力に平行な方向の継手
鋼　　床　　版
i検査P乳トをグループ分けする場合の
　　　　　　手数
5
ま
i
i
撮影枚数
i枚（端部を含む）
i枚
蓋枚
1枚
i枚（引張側）
i枚（端部を含む）
1枚（端部を含む）
蓑3　現場溶接を行う全断面溶け込みグルー一ブ溶接継手の放射線透過試験
部
材
鋼製橋脚のはりおよび柱
主げたのフランジ（鋼床版を除く）および腹板
鋼床版のデッキブレート
撮　　影　　箇　　所
継手全長を原則とする
継手の始終端で連続して50c鵬（2枚），中間部で1mにつぎ
1箇所（玉枚）およびワイヤ継ぎ部で1箇所G枚）を原則
とする
囲を表蓋に示す。
（2）表面欠陥検査
溶接ビードおよびその近傍には，いかなる場合も割れがあってはならない。割れの検査は肉眼で
行うのを原則とするが，疑わしい場合は，MTまたはPTを用いる。
（3）内部欠陥検査
道路橋示方書では内部欠陥の検査は原則として放射線透過試験（RT）が適用され，罪s　z310婆
（鋼溶接部の放射線透過試験方法および透過写真の等級分類方法）によって実施されている。
　主要部材の突合せ継手は表2に示すiグループごとに1継手の抜取り検査が行われ，現場溶接を
行う全断面溶込みグル〜ブ溶接継手は表3に示すように定められている。
　＄．3　おわ》に
　溶接部の内部欠陥の検査は原則的にRTが適用され，UTは十分な資料を有する場合は用いても
よいことになっている。これはUTが記録性の面で劣るためと思われるが，エレクト降ニクス技
術の発展により，個人の技量に依存しない自動探傷，自動記録（記録保存）による超音波自動探傷
（AUT）システムが種々開発され，橋梁を含め各分野で実績が積濠れている。一部の公団では，
RTとAUTを同等に扱う方向で検討されており，AUTの適用は増加していくものと思われる。
〈参考文献＞
蓋）�潔T本道路協会：道路橋示方書（1共通編・嚢鋼橋編）・同解説
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4．懇談会の実施について
　前号でお知らせしたように運営委員会と事業者協議会との間で情報交換を緊密にするための懇談
会が7月鷺日午後に�兼�本溶接協会8階会議室において実施された。
　出席者は次のメノノしで行われた。
　運営委員会1秋園副委員長，松山，大岡，江端，平山，広瀬　各委員，事務局　田尻，小熊
　協議会：中野代表幹事，赤瀬，松本，堀部，三浦，向井，尾崎，西田，大和，安藤　各幹事
　懇談会に先立ち，運営委員会　秋園副委員長より本日の会議の主旨が次のように説明された。
　　この会議は，委月2蝦のCiw認定証授与式で約東したr懇談会」で本日については顔合せを
　含め今後どのような議題及び運営をするかを運営委員会を代表して運営委員会　副委員長・幹事
　会とC亙W認定事業者協議会を代表して協議会　幹事の間で開催するものであり，本日の会議は
　準備会とする。本爾の会議では忌輝のないご意見お聞かせ頂きお答え出来る事項については答え
　ると書う事で進めたい。
　当日の懇談会は協議会から運営委員会への要望等を中心に質疑応答及び雑談の形式で進められ
た。
（王）　認定事業者の信頼性の向上策について
（／）建築鉄骨不祥事に関連して研究・教育委員会での活動状況はどうか。
�@検査報告書のフォーマヅトを検討し，それがほぼまとまりつつある。これを認定会社が活用
　できるようになるべく早い機会に指導したい。
�A研修会の講義内容の見直しを検討しており，将来的にはr事故例＋Q勾を取扱っていきた
　いo
�B協議会の要望及び協力を得て，実務レベルの技術者を対象とした実技を伴う講習会の開催を
　今後検討したいと思う。
（2〉試験片を使用した実技試験の必要があるのはないか。
　　現状では実技試験の実施は難しく，講習会の開催を検討したい。
（3）昨年8月開催のr鉄骨検査技術者研修会」を協議会の関西地区及び西日本地区で開催を企爾
　しており，昨年と同様に運営委員会との共催としたい。内容は前回と同様として，受講対象と
　しては検査会社だけを対象とせず，ゼネコン，ファブケータ，設計事務所等にもPRしたい。
　　運営委員会として協力でぎることは協力したい。
（4）試験技術者の技術レベルの底上げについて
　　現在，検査会社で建築鉄骨の検査に携わっている技術者は約鱒00名位でそのうち全国鐵構工
　業連合会のUT資格を取得しているものは，500名位である。残りの鉛00名についてレベルア
　ヅプをする必要があり，現場でのOJTは必要不可欠であるが，研究・教育委員会でも教育を
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北
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　17ぺ一ジよ》続く
　実施してほしい。その際は（講師，羅材，受講等の点で）協議会も協力する。
　　運営委員会でも検討する。また，現場での（刀丁についても各事業者で充実する必要がある。
　（5）晶質保証について
　　運営委員会の認定事業者に対する品質保証は業務確認時に，従来より指導していたが，平成
　盛年4月よりはW聡87綴の審査項目として品質保証を加えた。業務確認をして感じること
　は，本当の意味で自社の技術者の技術レベルをつかんでいる事業者は少数である。また，品質
　保証に関してはE種の事業者にも厳しく指導していく予定である。
　（翼）　C亙Wの認定事業者，技術者は何ができるのか明確でない面がある。
　米国のC夏W認定や英国のCSW建との比較において，轍Wの認定は何ができる事業者・技術者
かと書うことが不明確である。もう少し明確化でぎないか。
　現在，Ciw認定は溶接部の検査を実施でぎる事業者を認定しており広範な範囲をカバーするこ
ととしている。
　（璽）　建築分野の委員の参加について
　C璽Wの認定委員会・運営委員会に建築関係の専門家に参加いただく件はどの様になっているか。
　建築関係の専門家として，千葉工業大学の橋本委員に参加頂いている。
　　また，現在，建築鉄骨の検査にC三Wの認定事業者が活用され非常に注目を集めているが，そ
　れでは鉄骨の検査をメインにするべきかと言うとそうでもないと思う。溶接の検査と言うベイシ
　ックなものは各スペックとも共通のものなので運営の体制を現在の形の見直しは実施するが，大
　幅に変更することはない。
　（W）　協議会の地区別総会の参加について
　　協議会の地区別総会へも運営委員会からも参加してほしい。
　　連絡を頂けれぼ，出来るだけ参加をしたい。
　今後の懇談会の運営については，3ヶ月に一度の間隔で実施することとして，今後も連絡を密に
するようになった。
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獄滋鷺＄（w豊鷺搬．欝縣）
1．巻頭書
社団法人　鷺本溶接協会
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，佐州疑惑に始憲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論
講一スが多かった亙9雛年でしたが，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。
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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�@検査資時，場所，天候，�A抜ぎ取り指示者及びその内
容，�B表面状態，�C綱の検査量を把握でぎるよう，�D総合判定，�E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�梶j
　　　　　　　　　　　　　　　　　一2一
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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�梶j
邦敏氏（エンジ轟アリングサービス�梶j
　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�潔燒{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，�拠T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�o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
52�SN
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
�求@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〜
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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．
　�@建築鉄骨検査の受注動向
　�A総売上高に対して建築鉄骨の占める割合
　�B磁w認定について
�C建築鉄骨受入れ検査においての契約
�D　検査料金について
�E資格者数
�F建築鉄骨検査に従事する技術者数
�G検査依頼に対しての対応状況
�H前項の理由
�I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�Q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
�o　『
｝　　−　　剛　一　�o
陸ン
凹　｝
皿　　�o　　�o　�o　｝
一一…　　　…　一一
一一
…譜
�o　一　　�o　�o　翻
鰭
鱒
｝�o　｝�o
献・
｛�o｝『
卿　際
『一　｝　�o
凹｝
｝一�o一
覗・
欄
詑
一一一一　　麺
撒
覗
旧　用　�o
　一　�o
臓
陣。
聴
噛，
顯
購
陸ン
赫
�f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
8
�

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。
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蓑1　ゼネ翻ン指名のファブ支払い
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図§　ゼネ翼ン指名でファヅ支払い
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（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
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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
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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
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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�鰹�務）が選任され，6‘溶検懇？の統一意見として�@外観検査（VT）
は常識であり，資格とするのは不適当である。�A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，�B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�兜ﾑチゾウテック社長）を経て，第3代尾崎真純代表委員（�蒲ﾙ
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�且ﾐ長）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（�潟V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。
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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。�@鉄骨検査技術統一見解作成検討委員
会，�A倫理綱領運用規定細則検討委員会，�B鉄骨検査技術研修会開催委員会，�C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。
　�@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。
　�A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。
　�B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。
　�C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。
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7．今昔雑感
アィ・シーテr�樺�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。
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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�h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
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撚灘簾撃鵬（鞠欝醜議嚢鰯
1．C夏W認定の黙ゆ年の歩み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松　山　　　格
　1．1　驚A鰐の誕生
　今年はC置W認定委員会設立紛周年に当たる年で，秋には式典と祝賀会を予定している。C翼W
は御存知のように�兼�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�潟Vー一・溝ヅクス・アール（当時の中国エックス
線�梶j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
卜隔幣融
　　　　儀欝
　　　ノ鍵
麟撫騨購，
宮尾，仙田，三上，多灘，柴醗（敬称略）
　　昭和5娘年5月撮影（下呂にて）
湯浅，手塚，多懸，穂田（敬称略）
昭和総年欝月撮影（広島にて）
量
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繭糠難叙鞠蜘魯欝翻
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
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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髄導緩欝欝（恥蜘蓼．欝鱈）
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，�株�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，�訣|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
婆
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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
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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畿彫羅攣総（蹄罫織謹鱒3）
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，�@鋼材の種類と使用部分�A鋼
材メーカー名�B流通経路�C施工の状況（溶接がぎちんとできているかの確認）�D検査をだれが行っ
たかの確認�E鉄骨工事の状況の6項嬬の記載を求めている。
　特に�D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。�@建設省の施
策の取り入れ，�A国際化への対応，�B法令，規格，各種基準類との整合，�C技術，技能資格巻の適
切な活用，�D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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一7一
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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」
　　�翫ｩ本設計　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�_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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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
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　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�椛q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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一欝一
�

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，�@裏当て金付き丁継手のルート部の欠陥判
別，�A音響異方性材の探傷方法，�B角形鋼管柱の厭一一ナー部の探傷，�Cラメラテアの探傷の間題が
考えられる、…方，垂直は�@溶接に伴う母材欠陥の探傷�A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
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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。
　�梶@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。
　　�@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�S％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。
　　�A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，�券�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。
　�戟@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。
　�@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。
　�A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。
�求@超音波探傷試験の検査などは下記による。
　�@　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。
　�A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。
�求@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。
　�求@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
　�@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。
　�A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。
　�B検査技術春は，�激ﾀ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。
　�C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
　�@　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。
　�A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。
　�B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。
　�C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
　�@　抜取りは，（9�@による。
　�A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。
　�B　検査したスタッドが不合格の場含は，ω�C
　　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。
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�

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』
�雁U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
　�@測定方法……パルス反射式超音波探傷法，�A測定厚さ……繊灘難〜慮00撚猫，�B測定精度一
熱．三鵬灘，�C走査範野一軸方向1300騰搬，周方向1全周，�D測定速度……軸方向：懸x　i50
搬撒／縦，周方向熟継鐙鵜翻縦，�E収録データ……65�潟fータ刈8／フρッピー蓋枚
　装置の特徴
　�@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。�A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。�B配管の
間隔が獅揃膿以上あれば測定可能である。�C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。�D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〉　　　　　　　　　　　　�褐沚ｸ技研
　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
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　　　　　　　　　　　　　　　　　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�鰍ﾆ技術提携を行い，共同開発した独自のシステム計測技術と溝水建設�鰍ﾉ
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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��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�梶j，加藤　潔（翼本エックス線検査�梶j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。
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1．祝
辞
社団法人　日本非破壊検査協会
非破壊検査技術老技量認定委員会
委員長吉永昭男
　�兼�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�K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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翌W認定鋼度欝�J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�椛ｻ本溶接協会では，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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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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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
（�竃m1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
6
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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・
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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。
8一
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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�d・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
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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
一憩一
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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。
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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。
一蓋2一
�

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。
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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
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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
一i8一
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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。
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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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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。
〜20一
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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。
　�E　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
一2至一一
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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
　　�@　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。
　　�A　関連学協会及び関連業界の情報収集活動
　　�Bqw通信編集委員会への参加と協力
　　�C（〕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。
　　�D業界専門誌への連盟広告等の掲載
　5）　企痴活動計画
　　�@　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
　　�A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。
　　�BCiW運営委員会及びJSN瓢への要望と申入れ活勤
　　�C事務局運営体制の在り方についての検討及び処置
　　�D　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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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
一23…
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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�梶j
　　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�梶j
　　「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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　一24一
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1．ご　挨拶
設立諺�J周年記念を迎えるに当って
　　　　社団法人　麟本溶接協会　会長
　　　　　溶接検査認定委員会委員長
同運営委員会委員長藤田　譲
　溶接検査認定委員会は，前身の放射線検査委員会が昭和鷺年6月認昌に第一一回委員会を開催して
から，ちょうど今年で30周年を迎えました。その頃は，検査に対する認識は現在と比較するべくも
なく，当時の委員長始め関係者の方には大変ご苦労されたと伺っております。
　認定している会社数も昭和盛0年膿月に第夏号の認定会社を誕生させてから平成5年蛉月現在まで
に驚0社を超える大所帯となっております。
　現在は，溶接検査認定委員会の下に実働組織として運営委員会が設置され，実質的に菟の認定制
度を動かしておりますが，発足当時の放射線検査委員会は規模も小さく認定委員会というものがな
い形で運営されておりました。初代委員長の柴田晴彦先生以降，三上博先生，仙田富男先生と続
き，溶接検査認定委員会という組織に改められたのは，昭和諺年憂月からで委員長はβ本溶接協会
長が就任することに定められました、（その後の歴代委員長は，木原博先生，小林卓郎先生）
　私が運営委員長に就任いたしましたのは昭和総年で，仙田富男先生が病に難られてからバトンタ
ッチをしました。引き継いだ時点での認定会社数はA種〜D種禽計で強社でしたが，平成黛年�S
月より小規模な会社にも認定の範囲を広げ検査業界の技術のレベルアヅプを計るために鷺種を新
設し，積極的に普及活動を実施しました結果，憩0社を認定するに至っております。この間，東京
都はもとより，建築関係の認定制度への深いご理解により認定会社を活用いただぎ，また，運営委
員の方々の献身的な協力によって認定制度がスムーズに拡大しましたことに心から感謝を申し上げ
る次第です。認定を特に活用いただいているのは，建築業界でありますが，従来の認定だけではぎ
め細かな対応が取れない面もあります。現在，�潔燒{鋼構造協会で検討されている建築鉄骨に関す
る総合的検討の中で業界の轟一ズを十分把握しつつ今後，建築を含む各分野の認定を実施していき
たいと考えております。
　今後，日本でも晶質保証システムに関して国際対応を取らざるを得ない状況になると予想され，
C亙Wとしても十分な検討を踏まえたうえで柔軟な対応が取れるよう態勢を整えることが重要と思
われます。ご存知のように政治に関しても新しい風が吹いており，すべてに前向きな姿勢と柔軟さ
が必要になってきております。柔軟な対応が取れるかどうかは豊富な情報を持てるかどうかに掛か
ってくると思われます。今後も官公庁始め関連学協会のご指導の下，情勢の変化に驚x瀬融に対応
でき，しかも主導性を失わないよう努力して行ぎたいと考えておりますので関係各位におかれまし
ても貴重なご意見と温かいご協力を今までにも増して賜れますようお願い申し上げる次第です。
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嚢欝獺墾欝（A魏翻搬驚．欝灘）
黛．祝
辞
溶接検査認定委轟会設立鍵周年を祝して
　　通商産業省工薬技術院標準部
材料規格課長高木譲一
　社団法人臼本溶接協会溶接検査認定委員会におかれましては委員会設立30周年を迎えられたこと
おめでとうございます。
　貴委員会は，溶接部の放射線透過検査の質的向上を目標に，その前身であるド放射線検査委員会」
として昭和38年に発足し，昭和鱒年からは検査事業者のレベルアヅプを図るための認定業務を開始
しました。それ以来，当初の認定部門も時代の要講に沿って，超音波探傷試験，磁気探傷試験，浸
透探傷試験，電磁誘導探傷試験，ひずみ測定の5つの部門に拡大され現在に至っており，平成5年
婆月i鍔現在，検査事業者鱗社を認定していると聞いております．
　溶接構造物の製作における安全を確保するうえで，非破壊検査技術は，設計・溶接施工と並ぶ重
要不可欠なファクターとなっており，特に溶接施工とは不可分の関係にあります。従一）て，貴委員
会が，技術講習会，研修会，通信教育を通じて育成された検査事業者の成長は，検査技術の向
熱と
同時に溶接施工技術の向ヒも図ったことになり高く評価するところであります。
　本分野については，これまでに放射線透過試験，超音波探傷試験，磁気探傷試験，浸透探傷試験
等に関連する日本工業規格の策定を行ってまいり甕Lた。策定に際しましては，私ども標準部から
藏本溶接協会に」綿の原案及び改正原案の作成等の御協力願ったところであり豪す。それら多数の
協力の中には，例えば放射線関係の規格」欝猛3沁争輸総（鋼溶接部の放射線透過試験方法および
透過写真の等級分類方法）の原案作成等貴委員会の検討の結果が反映されたものも多いと聞いてお
ります。また規格改正作業に対してもCiwの御関係の委員の方々に検討委員会に多数参加頂くな
どの御協力を得ており，大変感謝しており蓑す。
　近年，技術革新はますます進歩しつつあり，国においても，それらの状況に迅速に対応する必要
があると考えております。このため溶接分野においても最先端技術であるレーザー溶接に関する標
準化の検討，溶接技術検定基準の国際化の検討などについて所要の予算措置などを行い，支援協力
してまいりたいと考えております。
　最後になりまLたが，貴委員会がますます発展され，今後とも我が国の産業を支える溶接技術の
進歩に一層ご尽力いただいくことを祈念いたしまして，私の祝辞とLます。
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驚u瀬黛雛（A鷺織鵬職．欝鱒〉
C貰W認定制度欝�J周年を祝う
認定事業者協議会
代表　幹　事
　この度，溶接検査認定委員会30周年を迎えられ，誠におめでとうございます。30周年記念に当た
って，C夏W認定事業者協議会代表幹事とL、て，お祝辞を申し上げます。
　溶接検査認定制度により，現在までに認定事業者が鱗社にもなり，これらの企業に所属する検査
技術者が，非破壊検査事業者の大部分を占めるに到りました。
　この様に，隆盛になりましたのも，歴代から現在奮での溶接協会会長はじめ，協会関係者皆々様
のご尽力とご指導による力が大きいものと敬服いたしております分
　さて，劔W認定事業者協議会として，認定制度30年を振り返ってみますと，認定制度発足当時
と現在とでは，単に，認定事業者数が増加したということでなく，質的にも大きな変化がありまし
た。
　この蹄年間の欝本の産業構造の推移に伴って，検査方法が当初の放射線透過検査一辺倒から，超
音波検査を主力として，他部門の分野に広くゆぎわたった事です。検査機器や資格保有者数という
「ハード」の面から，現在では事業考の品質管理体制及び企業倫理というようなrソフ目の面に
まで，認定制度が時代の二一ズに対応して，より実構を考慮した制度になったぎたことです、
　また，公的機関である東京都や住宅整備公団などの工事共通仕様書にも認定制度が記載され，検
査会社としては，信頼ばかりでなく，企業メリットにも大きく貢献していただいたことは周知のと
おりです。
　私たち，（〕茎W認定事業者協議会も認定制度による企業資格規定の重要性を認識し，業界での倫
理綱領及びその運用規定も自主的に制定して参りました。
　今日，検査という業務の重要性が社会で認められている中で，認定制度の果たしている役割は益
々重要なものなってぎており豪す。また総0尋000による認定制度が広く浸透しはじめたこととも
相まって，認定制度の果たす役割が，益々，大きな存在になってくるものと信じております。
　この様なことから，この認定制度により育てられ，発展してまいりましたC夏W認定事業者協議
会も溶接検査認定委員会設立30周年に当たり，一一層の責任と自覚をもって，業務に専念する所存で
ございます。
　灘周年の記念に当たり，お祝いの言葉を述べると共に，溶接検査認定委員会の一層のご発展をお
祈り申し上げます。
3
�

叢む絨攣鵬（A羅撫撒艶．霊鯵3）
C亙W認定制度齢周年を迎えるに当たって
一一
世話になった方々への謝辞…
　　　　　�潟Vーヱックスアール
代表取締役社長中野盛司
欝
　C互W認定制度も発足30周年を迎え，誠に慶賀に堪えません。光陰矢の如Lと申しますが，それ
にLても，またたくまに過ぎ去った蹄年という感じです。
　C亘W認定がスタートされた昭和総年は折りからの高度成長期で，硝本中どこでも工事中という
有り様でした。とりわけ東京では翌39年の東京オリンピックを間近にして，東海道新幹線，羽田・
新宿間の高速道路，浜松町・羽田間のモノレー一ル，各種競技場の建設等でごったがえし，活気に満
ち満ちた時代でした。
　こうした高揚する気分の中で，検査会社の認定制度を冷静に検討しておられたのですから，その
先見性にはただただ感嘆するばかりです。
　当時，丁度私は東京に住み始めた頃でしたが，溶接協会から認定制度についての説明会があると
いうご連絡を受け，協会にお伺いLたのが雌W認定制度と係わりをもった最初の機会でLた。
　木原会長，柴田委員長，そして，多田・手塚・石井・仙園の各先生方が同席しておられ，柴田先
生から認定制度についての説明があり豪した。
　当時は放射線検査のみの認定でLたから，認定委員会の名称もRACと略称されてい童した。認
定を受けるとどの様なメリヅトがあるのか，といった議論が盛んに交わされていたことを今も記憶
にしています。私は，認定を受けることによって社員各自が誇りを持ってくれるならばそれで充分
意義がある，と格別難しくは考えず認定申講をした訳ですが，結果的には私どもの会社だけが認定
していただくことになり，昭和鱒年鴛月に認定会社第一号として木原会長から認定証を頂戴した次
第です．
　木原先生にはその後蔓）何かとご指導戴き，後鶏，�株�破壊検査振興協会を設立する際にも関係団
体として署名を戴いたり，昭和齢年に通産省から補助金を受けてド非破壊検査業の有り方について」
という調査報告書を作成した折りにも委員長に就任していただくなど，大変お世話に相なりまL
た。
　柴鋒干手塚・三上各先生はいつもにこにことLておられ，何時でも何でも相談に来なさい，とい
うお言葉に甘えて遠慮なく何かとご相談に乗っていただぎまLた。今でもご温容が瞼にうかびま
す。
　多田・石井・仙綴の各先生にはずっと以前から懇意にしていただき，夜の部で随分ご山緒致Lま
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聡欝厳野鵬（姦腿糠鵬驚．欝鱈）
した。
　多田先生は同郷のよしみということもあって，昭和％年頃からおつぎあいをさせて戴ぎました。
将来，本州と四国の間に橋を架ける計画があるんだと仰って，当時，漏呉海軍工廠にあった3，0辞○
トン引っ張り試験機を使って補剛桁溶接部の強度実験を行っておられました。溶接した場所をエッ
クス線で検査した後，実験をするということで私共の会社へ検査の依頼に，伊藤文人先生とご一緒
でしばしばおいでになっていたわけです。後年，瀬戸大橋が架設され，更に蛋年後の平成9年には
明石海峡に壮大な橋が架かるのですから，感慨もひとしおです。
　仙田先生とは年齢的に割合近かったこともあって，しばしば激論，激麻雀，激酒を交わしまし
た。日本の非破壊検査業界の基礎を築かれた方ですが，現在の私と同じ年齢でご飽界なさった二と
は誠に痛恨の極みです。
　それに致しましても，RAC創立当初からお世話になった先生方は，ご健在な石井・松山両先生
を除いて世を去られ窪した。改めてご冥福をお祈りする次第です。
　石井先生は誠実を絵に書いた様な方で，つい先矯，先生の傘寿を祝う会が大勢の方々が集豪り，
盛大に行われ談した。何時までもお元気でご健闘をお祈りします。
　現委員長の藤朗先生は，長年低迷していたC豆W認定制度を現在の時点で玉00社になんなんとす
る認定会社を擁する権威ある制度に充実なさいました。誠に敬服の至りに存じ豪す、最近ゴルソが
スクラッチで2連敗していますので，そのうちまた挑戦させていただきたいと思っております。
　風のように早く過ぎ去った30年ですが，思い起せばさまざまな二とが脳裏をよぎります。
　C三W認定制度の豪すますのご発展を心よりお祈り致します。
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翼む厳愛難（A蹴鷺懸懸．量鈴3）
設立三十周年に感謝して
　検査エソジ凱ヤリング株式会社
常務取締役伊藤　進
　設立三十周年に当り心からお祝い申し上げます。非破壊検査事業者認定制度が発足され，検査会
社の社会的地位の向上に大ぎく貢献した認定制度の定着に，長い年月にわたって御尽力なされた関
係者の皆様方，並びに非破壊検査に関するr知識」r技能」r技術指導」等，業界全体の水準向上に
寄与頂いた皆様方に対して，厚く御礼申し上げます。
　非破壊検査の必要性が世の中に深く浸透し，重要性も増々大ぎくなっており，検査の担当分野も
r試験」「検査」より，r評価」r診断」迄求められる昨今，認定会社もmO社到達が間近と聞くにつ
け，叛十年の歳月は長くもあり，短かくも感じられます。
　幾時，検査業組合の懇親会の席上，集まった十数社に対L　C互W認定制度の説明を頂いた事があ
りました。C蓋Wは事業者の認定であると聞かされ，検査会社も，産業会に又溶接構造物の晶質確
保に，其の一端を担う会社として信用を得られる時期が来たと，喜んだ事が思い出されます。
　我が社も昭和菊年に認定され，誠に光栄に存じております。早速会社概況，名刺等に，社団法人
β本溶接協会（C璽W）認定と刷り上げ，認定会社としての重みを加えさせて頂ぎ豪した。
　認定証授与後の懇親会の写真を拝見いたしますと，諸先生方の二十数年前の若き姿があり，若輩
の私も同席させて頂いており，業界に携わる者として感無量でございます。
　認定事業社として，恥かしくない会社となるよう肝に命じ，魑進する決意を新たにする次第で
す。
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鷺u簾艶鷺＄（A鵬繰騰鵬．鴛総〉
溶接検査認定委員会設立灘周年にむけて
畿、
　　聾解
　嚇轍麟ゴ
　　　　ぎ
　．〆
　　ボ
　　新日本非破壊検査株式会社
代表取締役浦川　一
　溶接検査認定委員会が発足して30周年を迎えられたこと，心よりお慶び申し上げ衷すと共に，諸
先生方をはじめ関係各位のご努力に深い感謝と敬意を表します。
　委員会はRACからC夏Wへの時代とともに変遷しましたが，私どもも深いかかわりを持ちなが
ら節目の年を歩んでまいりました。
　昭和路年に北九州に産声をあげた弊社は，将来の技術立社を目指して，小倉北区の現在地に研究
所を開設し，人材の育成に努力してまいりましたが，r検査会社」の知名度不足あるいは劣悪な労
働条件等で要員の確保もままならず，ただ業務の消化にのみ追われるという状態であり，技術レベ
ル，社員の質の向上など課題ばかり多く，将来を考えると暗たんたる心境でした。
　苦難の中，昭和鱒年に開発部を新設，昭和強年には本社を現在地に移転し，営業，総務，技術と
初めて一堂に揃い，やっと会社らしき組織を整えることがでぎました。業界を取り巻く環境も，
RACによる撮影技術者の技量認定試験等の実施など諸先生方のご尽力を通して，非破壊検査とい
うものが，ようやく世間一般にも浸透してまいりました。
　お陰様で，創立鐙周年の節霞にあたる昭和萄年に放射線透過検査事業者認定を頂くことができま
した。放射線透過検査から出発した弊社も，大阪大学への研修生の派遣や特殊探触子の自社開発
等，超音波探傷検査の技術的応用と探傷技術者の育成にも力を注ぐことになり窟した。また，渦流
探傷検査技術にも本格的に取り組み始めました。
　昭和52年にW鵬87艦技術種別基準が制定され，黎種認定を頂きましたが，昭和灘年には諸先生
方のご指導のもとにA種認定事業者に昇格し，創立20周年に花を添えることができました。昭和
59年に開発部を発展解消してメカト獄論クス部を創設し，新技術開発及び検査・計測技術の自動化
への取り組みを強化しましたが，ようやく非破壊検査機器展へ出品できる機器を製作する褒でにな
りました。
　平成2年には創立30周年を迎え，翌年に業界のトップを切って検振協適確事業者認定を受けたの
も，やはり節目と感じられ談す。
　今後も課題を乗りこえながら節目を迎えて窟いりたいと考えております。さらなるご指導，ご鞭
漣をお願い申し上げますと共に，溶接検査認定委員会の発展と，永続を心から祈念致します。
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翼u踊欝雛〈A慧隷灘懸．盆欝3〉
溶接検査認定委員会設立三十周年を祝して
　　　　　東亜非破壊検査株式会社
代表取締役祉畏中山祥市
　溶接検査認定委員会設立三十周年を迎えますことは，真に御葎出度く，弊社社員を代表致しまL
て心からお慶び申し
Lげる次第で御座います。非破壊検査業界の創生期より三十年もの長ぎにわた
り，検査会社のレベルアップ及び社会的地位の向上に果たLてぎた貴委員会の影響力は計りLれぬ
ものがあり，この間ご尽力をいただいた諸先生並びに関係者皆様に対し，厚く御礼を申し上げま
す。
　振り返ってみますと，C翌Wの前身であります鼠ACが設立された昭和38年頃は，私どもが会社
を起こ更、まして2年翼にあたり，非破壊検査のなんたるかも正確に認識せずレントゲンの撮影業務
を行一）ておりました。今思い起こしましても冷や汗のでるようなことも多くありまLたが，新しい
事業に懸けた構熱だけで，社員一同頑張り続ける毎韓の連続であった様に覚えております。昭和騒
年からはN競の認定試験が開始されまLたが，弊社でも2級技術者が数名誕生しました。更に重
級技術者が誕生Lたのは昭和蝿年と他社に比べて遅く，また，昭和50年頃まではi級技術者が2名
しかいないという心細い状態でした。資格老の充実した他社の状況を伺うにつけ，何とかしなけれ
ばという思いは募る一方でした。そうこうするうちに，C蓋Wの認定制度もWES即傷として体系化
され，普及に一層の拍車がかかってまいり憲した。これとほぽ時を同じくして，弊社におきまして
も技術資格の取得を通じた技術研鐙を社員に奨励し，種々の便宜を計った結果，昭和5G年代後半に
は飛躍的な資格者の増加をみることがでぎました。この間に，故仙田先生を始め，多くの先生方の
献身的な御指導を得ることができました。このことは弊社社員にとりまLても，なによりの励みに
なったものと確信し奮す。また，仙田先生の御指導で，�癌V本溶接協会のFN鷺小委員会での高速
増殖炉の非破壊試験方法の確立に関する共同研究に，Ciw鷹種認定事業者として参加させていた
だぎまLたことも忘れることがでぎ蚕せん。検査会社の地位向。、ヒを願っておられました先生の熱意
は，歳月と共に益々鮮明に思い出されます。このように振り返ってみますとC亙W鉛年の歴史は，
そのまま弊社の蹄年の歴史と重なり，私と致しましても感慨ひとしおのものがあります。
　現在は，総（）絡み等で認定制度も変勤の時期を迎えているものと思われ変すが，認定醗社の実
績を踏まえて，費委員会の今後益々の御発展を祈念して止みません。
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叢彫瀬欝灘（A鷺糠騰灘．欝鱒〉
新時代へ高い理想を掲げて
　　非破壊検査株式会社
社長　山　口　多賀司
　、燕1亀
　�渇T本溶接協会r溶接検査認定委員会．1設立三十周年おめでとうございます。
　貴会は，昭和膿年6月，r放射線検査委員会（略称RAC）」として発足し，昭和蕪年からr溶接
検査委員会（CO灘麟露・拠f夏鰯照tl餓・fW曜s略称C｛W鳩となり，事業内容が溶接部の非破壊検
査と拡大されました。更に，昭和灘年からr溶接検査認定委員会（Ce瞬蜘譲o黙罫蟹夏照脚ct量燃寵
We臨肩と改称されました、当時私は，r個人技量認定制度なくして事業所認定は畢計であり，酵
及的速やかに個人技量認定制度を確立し，段階的に事業所認定制度を確立すべきである」…と故仙
田先生を始め，関係する諸先生に再三お願いをしたことを思い出します。
　その後�潟ﾀ本非破壊検査協会において個人資格認定欄度が確立され，二れをベースに貴会は，溶
接構造物の品質確保の観点から事業所の認定機関とLて高遭な地位を築かれておられます。平成垂
年鐙月玉欝の現在のC笈W認定事業数は輿社の規模になったと伺っております。
　歌AC設立時の故木原博会長・柴購晴彦委員長・故仙田富男副委員長を始め諸先生の御努力が，
昭和53年の東京都のr建築工事標準仕様書」にW聡8γ蟹の認定事業者が義務づけられたのを機に，
各府県・住宅・都市整備公団等へと拡大され，更に平成婆年9月，建設省住宅局建築指導課長通遠
3鈴号により，鉄骨建築物の受入れ検査報告は，管理者が検査会社へ直接依頼する等r信頼性ρ高
い検査はCIW認定会社での…」の認識の非常な高まりをみせております。加えて，建築物から石
油化学プラント等，他産業構造物へとCiwの重要性が認知されようとしていることは，至極当然
の進展といえましょう。
　私はC夏Wを語る時，RAC設立時から，非破壊検査技術のレベル向上，認定事業の発展に尽力
された偉大な理想家，故仙田富男先生を思い起こさざるをえません。
　都立工業奨励館の研究室の片隅で，非破壊試験の研究をしていた先生を訪ねた時，r我国の本格
的な重化学工業時代に備え安全化技術の確立が急務」と真剣な眼差しで語っておられ裏した。先生
は，非破壊検査の確立，技術向上，事業者の育成を図る二とにより，溶接構造物の安全性，信頼性
に貢献するという技術体系欝ンセプトと，高い理想を掲げ，無からの基礎研究とその普及に心血を
注がれまLた。以後，
（茎）ND夏技術者認定制度　　　（2）C夏W認定制度
（3〉β本工業規格立案・制定　　　（4〉大学内外の英才・…般教育…等々。
枚挙にいとまのない功績を残されました。その実績と志が，貴会に脈々と引ぎ継がれ，一屡の発展
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嚢灘鍛欝欝（A縄綴騰膿．璽欝3）
を遂げ今環に至っており豪すことは誠に喜ばLい限りであります。
　霞本溶接協会の諸事業が，斉々と広く社会の認知を受け社会貢献を果たしていかれることは，我
々検査会社にとりましても大変心強い限りであります。
　来るべき瓢世紀へ向けて，貴会と会員各位の益々のご発展をお祈り致します。
溶接検査認定委員会設立三十周年記念に際して
　　　株式会社ニチゾウテック
取締役社長三宅博
曳
髭
　磁Wが設立三十周年を迎え，心からお喜び申し上げます。顧みますと，私どもが馨種の事業者
認定を受けたのが，絡年前になります。創業間もない頃で，C互Wの事業者認定を取るのに大ぎな
期待を寄せつつ，全社一丸となって認定要件の充足のための資格者育成に頑張ったことが思い出さ
れます。また，A種への昇格やその後の認定資格維持にも大変な努力が必要でした。
　αWは第三者検査機関としての非破壊検査事業者認定の事業を通じて，事業者の技術力・力量
の向上，社会的地位の向上を計るべく事業展開をされ，これに伴ってCiwの先覚者はじめ関係者
及び認定事業者のさまざまな努力が払われてぎました。確かに，事業者が技術力の向上など努力が
報いられたことも見逃せませんが，実効ある結果が得られたとは書えません。
　近年，わが国の建設部門で建築鉄骨の管理の強化に伴って，溶接完了後の受入れ検査に第三者検
査機関とLて，αW認定事業者の活用が計られつつありますが，この時期に迎えた30周年は極め
て意義深い年であると考えます。このような建築鉄骨の検査を充分フォ・一一できるよう，認定事業
者の力量を強化することがぜひ必要です。そして，建設部門以外の他の省庁関連でも拡大活用され
るよろ事業者としても努力し，劔Wとしても推進するべきではないでしょうか。
　社会の進歩・発展に伴って，数多くの構造物が建造・保全維持されていますが，その安全性の確
認のためには，非破壊検査の果たす役割はます嚢す重要視されるようになるでしょう。
　非破壊検査の事業はこの30年間さまざまな形で展開・発展してきました。上記の社会的二一ズに
充分応えつつ，今後とも発展を続けるためには，非破壊検査事業者としてさらに体質を強化し，高
晶質な技術サービスを顧客に提供することがぜひ必要です。また，これがでぎてさらに顧客との信
頼関係を強化し，より高い社会的評価も得られるようになると考えます。
　近い将来には，弼0，ASM駐，各船級協会などの国際的権威をもつ機関の非破壊検査の部門の中
でも充分通用するC蓋W認定事業であってほLいものです。このためにも，認定事業者の総力を挙
げてCiwをさらに権威ある機関として，強化することが最も重要な事ではないでしょうか。
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聡u瀬麗＄（撫糠騰瞭．鰺露〉
C笈W認定委員会設立騒�J周年を祝す
　　　　　　　　　石川島検蚕計測��
特別顧問，工学博士深川宗光
　CXW認定委員会が発足して蹄年になるとのこと，まことに嘉ばしく心からお祝い申し上げます．
当社でもお蔭様でA種の事業者認定を頂き，有資格者数も鮫0名を越えるところまで到達すること
ができました。これもひとえにC夏W関係者の熱心な御指導の賜物と，心から感謝いたしておりま
す。
　以下に当社の轍W認定の歴史を振り返りつつ，この制度の持つ意味，果すべぎ社会的役割り，
そして将来に対する要望を，思いつくままに述べてみたいと思います。
　先ずこの制度には二つの大きなポイントがあると考えます。装置，建造物が大型化し，複雑化
し，高度化すればする程（制度設立当時の時代背景は正にそうであった），一旦事故を生ずれば，
社会に計り知れない大きな災害をもたらすことになるが，その防止策のKeyT嶺磁齢沁野が非破壊
検査であり，その技術の向上のためには，個人の技術を認定するに止まらず，その個人が所属する
会社そのものを認定することによって，非破壊検査の技術と教育の責任を企業に求めようとしたと
ころが第一のポイントです。
　第二のポイントは，溶接構造物の検査には単なる非破壊検査の知識だけでは不十分で，溶接その
ものの知識があって始めてより良い検査ができるという発想です。溶接施工法にはどんな種類があ
って，それぞれにどんな欠陥が生じ易いかとか，溶接残留応力の大きさと方向，また構造物として
の使われ方と発生する応力の種類と大きさ，さらに破壊するときの条件など，二れら溶接構造物の
基礎を理解した上で，その目的に合った検査を行なって始めて十分な検査がでぎるという考えで
す。
　こうした設立の意図の素晴らしさにもかかわらず，その後の発展の途は決して平坦なものでなく，
C夏W会員数は中々増えず関係者の御苦労の時代も長かったと聞いております。
　その最大の理由の一つは畷Wの資格を取って，それがどう経済効果を生むのかという議論だっ
たと思います。当社においても初期の段階ではこうした意見が，とくに営業サイドから出て中々軌
道に乗らず，仙照先生も何回か当社にお見えになり，会社幹部を熱心に説得しておられた姿を思い
出します。
　しかし，一方ではいくつかの事故が続き大型溶接構造物の安全性に対する世間の眼が一屡厳しさ
を増し，企業の社会的責任を問う声が高まって来ました。
　こうした背景にあって，昭和磁年当社の社長として着任した大谷は，会社方針として検査の晶質
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聡彫鍍欝欝くA蹴羅灘懸．雲欝3）
の向上を掲げ，晶質保証部を新設するとともに会社を上げてC璽W認定に積極的に取組むことにL
憲した。その結果艇年秋には塾種認定を，そして平成2年にはA種認定を受けることができて次
第です。
　C璽W認定会社数の統計を箆ても，制度がスタートLてからの鱒〜旙年は船社程度に止まり低迷
状態を続けていますが，昭和から平成へ年号が変る頃から会員会社数が急増Lており，正に当社の
動きとも…致しています。
　このように鎌Wもようやく世間的な評価を得ることになり，これからは設立当初の原点に立帰
って，改めて己の存在意義を認識し，その重要性に鑑みて，われわれ会員会社はさらに切磋琢磨し
て技術を向上させるとともに，設備の充実など企業ぐるみでの責任体制の確立を進め，もって社会
的責任をまっとうする必要があると考えます。
　…方，現世利益的な側面もなおざりにされるべぎではありません。経済の原則が優先する社会で
は，いくら技術力の向上という間接的効果があっても，経済的メリットのない制度では長続ぎしな
いと思います。幸にして関係者の御努力で鉄骨造建築物等の検査におけるCiw認定事業者の位置
付けが明瞭になり，責任は重くなるが同時に経済的メリットも期待できるようになりつつあり憲
す。
　こうした第三者検査機関は古くから欧米では認められ，重要な役割りを果して来ましたが，その
役割をC翌W認定企業に果させようという考えは，非常に蓉本的なものと云えますが，中立認定機
関としての費本溶接協会の技術レベルの高さ，独立性と公平さ，棄た企業の高い倫理感技術力そ
して高能率が上手く組合わされて，世界に類をみない，責任感に富む信頼性の高い検査体制が形作
られたものと思います。
　このような動ぎが，さらに池の多くの分野に拡がることを大いに期待します。たとえば圧力容
器，貯蔵タンク，ボイラ，原子力などの分野では，それぞれに長い検査の歴史があり，監督官庁も
異なるので，これを…朝一一夕に統一することは難しいかもしれませんが，少くとも実際に検査を行
なう現場の技術者は同一人という場合があり，また検査技術そのものは共通する技術であることを
考えれば少なくとも相互乗入れは十分可能であり，CIWがその役割を果すのがもっとも合理的と
考えられます。
　さらに強一輝ッパ共同体の発足を受けて，近時わが国では製晶輸出の大切な手段として事業所単
位の品質保証システムを規定する欝09000の認定受ける動きが盛り上がっていますが，例えばこ
の認定のうちの非破壊検査部門をC璽W認定で置き換えられれば，これもC亙Wの大ぎなメリヅト
の一つとなると思われ憲す。
　以上，当社のC亙W取得の歴史を振返りつつ，独断と偏見でC夏Wに対する考えと要望を申し上
げましたが，30年の歳月はC｛Wにとって長いようで実は短かったと云えるのではないでしょう
か。種播きから芽生えそしてやっと若木に育ったところではないでLようか。
　これから大きな木になり，枝を拡げそして花を咲かせて実を結ぶ大切な段階にあると思います。
今後の大きな未来に向ってC翼Wのます蓬すの発展を念じて止み豪せん。
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膿7鍼艶照（A臆糠騰臓．裏鯵3〉
溶接検査認定委員会設立騒0周年を祝して
　　　　　　株式会社　大検
常務取締役今堀修
　溶接検査認定委員会設立30周年誠におめでとうございます。
　私どもが，この溶接検査認定委員会に初めてD種（放射線部門）として認定していただきまし
たのは，昭和灘年雄月でございました。当時は，まだこのCIW認定制度が社会一般にあまり知ら
れておらず，認定会社の数も鍵社程度でありました。
　そもそも私どもが，この認定を受けた動機は，社員の技術的啓発及び会社の宣伝効果とともに官
公庁の関係の仕事を受注するとぎ，ぎまって検査会社を証明する認定証若しくは許可証を提出しな
さいと言われたためでありました。（当時は，検査会社として公に証明するものとしては，何もな
く，しかたなく科学技術庁の放射性同位元素使用許可証を提出したものでした。）
　その後，昭和認年憩月にC種昇格，平成元年紛月にβ種昇格と現在に至っておりますが，この
間にも昭和58年3月精密洩れ試験であるヘリウムリーク試験の業務開始，昭和60年
A8MESTAMP取得維持にかかるND鉱関係のコンサルティング業務を開始，平成元年には勧全国
危険物安全協会による地下タンク等の定期点検事業者認定を受ける等，多方面にわたる業客拡大を
はかり，景気の変動に十分耐え得る検査会社とした多方面の技術の取得向上に努めてまいりまし
た。
　溶接検査認定会社もE種の増設により急激に増え，まもなく紛0社になろうとしています。この
ことは大変喜ばしい限りで，多くの検査会社が一同に集まり一致協力して，検査会社の多方面への
認知及びこの業界の地位向上や福利の充実に務め，年令に関係なくこの業界に働く人々にとって将
来の夢が描けるような安定した業界になるよう厳に切望する次第でございます。
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叢彫獺欝鷺＄（A就鷺蹴盤．隻盤3）
溶接検査認定委員会設立騒O周年を祝して
代表取締役
　臼本溶接検査��
田　井牧夫
　委員会設立三十周年，おめでとうございます。
　、三十年も前に，業界の外から（利害関係のない別の機関による）事業老の認定グ）必要性を認識さ
れ，制度として発足されたことに，昨今の品質システムに関る動ぎと併せてみるとき，その先見の
明に対し改めて敬意の念を深くせざるを得ません。
　ただC蓋Wの認定基準が，技術者の数と設備機器の規模によ一）て成立っていて，晶質システムに
ついての審査が全くないと受取られているむぎがある。これは，実際の事業所における審査が品質
システムに，相当の比重をかけたものであることが，部外者にあまり知られていないためではなか
ろうか。また，事業者認定は峯‘いかに体裁を整えたとしてボ内部の機関や組織によるそれは，論
理の矛盾に陥るものであることをはっきりと認識する必要がある。この矛盾を持たない認定制度は
唯一C璽Wによるものである。聡0がらみの大ぎな流れの中で，C璽Wのさらなる成畏を願う。そ
うなることが，我々検査業者の地位の向上と，在存理由の明確化のための唯…の道であると信じる
からである。
溶接検査認定委員会設立魯�J周年を祝して
北欝本非破壊検査��
渡　辺　和　仁
　溶接検査認定委員会が発足L本年で設立30周年を迎えるということですが，我々の事業者が認定
されたのは昨年の盛月ということもあり，溶接検査認定委員会の歴史の重ぎに大変驚きました。昭
和綿年というと私はまだこの世に生れておらずどういう時代であったかはまったくわかりません
が，最初はいろいろな苦労があったことと思います。
　さて，我々の事業考が認定された頃の事で私が、思い出すことといえば，とにかく私が主任試験技
術者に合格Lなければ認定されないというプレッシャーがあったことです。溶接検査認定委員会に
認定されるとされないとでは大ぎく違ってくるので，仕事中も暇さえあれば，手を洗う時間さえ惜
しんで，‘‘溶接構造物の検査ヲのテキストを読んでいました。そのおかげかどうかわかりませんが，
なんとか合格L，E種に認定されました。今では汚れたテキストを見るとあの頃はよく勉強したな
あと思い出し，そして次はD種だ，と頑張っています。
　溶接検査認定委員会とのかかわりはまだまだ短いですが，認定事業者の名に恥じない様，仕事に
勉強にと更に進歩していぎたいと考えております。
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罵二灘一フ黒イス篇
　ig93年m月三日付で新規に次の事業者が認定されのしたのでご紹介いたします。
株式会社共栄エンジニア》ンゲ
　本社所在地　撃292　千葉県木更津市岩根争7一器　殿0弼翫婆H6き6
　代表者氏名　代表取締役　平照澄之
　認定種別・番号・部門　D種，第欝D93号，超音波検査部門
株式会社　ジャス篇
　本社所在地　華222　横浜市港区新横浜H2−22　戯0鱒畷乃略嫉0
　代表者氏名　代表取締役　安闘雄三
　認定種別・番号・部門　D種，第67D％号，超音波検査部門
東臼本工業検査　株式会社
　本社所在地　甲2雛　千葉市稲毛区長沼町簸7
一騒一　慰縣乃惑6ほ玄73
　代表老氏名　代表取締役　北川明則
　認定種別・番号・部門　D種，第歪05D93号，超音波検査部門
富士電子工業　株式会社
　本被所在地　マ乃2　山口県下関市長府扇町8−5　戯0832畷肝膿�S
　代表者氏名　代表取締役　大川輝視
　認定種別・番号・部門　D種，第撚OD％号，超音波検査部門
工一スエンジニヤリンゲ　株式会社
　本社所在地　撃灘　大阪市大正区鶴町3畷畷7戯06鴫52惑6瓢
　代表者氏名　代表取締役　滝本　弘
　認定種別・番号・部門　鴛種，第蹴％号，超音波検査部門
株式会社　西霞本超音波試験
　本社所在地　華765　香川県善通寺市金蔵寺町3綴一玉副0欝7略3護gO2
　代表者氏名　代表取締役　細川伊佐男
　認定種別・番号・部門　狂種，第三撮E93号，超音波検査部門
臼本産機　株式会社
　本社所在地　華灘2　大阪市淀川区木川東3−5峨玉　第3丸善ビル翻　戯06つ0←韓綴
　代表者氏名　代表取締役　溝原溝一
　認定種別・番号・部門　E種，第i蓋総93号，超音波検査部門
爾九州検査工業　株式会社
　本社所在地　撃89i…艦　鹿児島市東谷山玉一乃一絡　鱈09鍛一67護567
　代表者氏名　代表取締役　堤　直寛
　認定種別・番号・部門　E種，第i鍛E％号，超音波検査部門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一i5一
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駄u獺欝聡（A朧聯鵬鵬．欝露〉
灘
鑛
覆
黛ACの認定第2号，新韓本非破壊検査�梶C第3号検査エンジニアリング�鰍ﾌ認定証書
授与式のあとで（昭和蘇年7月）左から松山，仙田，石井，多田，柴田，手塚各先生，
中島，伊藤，久市，大賀各氏
き〆・
軍
灘鷹蚤
　　　　　　　ぬ
　　　　　　誓　辮、
麟撫編．
膿
鱒
趨欄
、、i
RAC認定第玉号中国X線�梶i現シー・エックス・アール）の視察を兼ねた委員会（昭
和憾年鐙月呉にて）
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聡u薦麗＄（触灘騰灘．霊鱒3）
舞
蜜
輸・1
遍
イ〆
》瓠
難
亀
　ず
　’ゐ
　　　　　　一
　　　　　　唱
　　　　　　唱
劔Wの基盤を築かれた仙田先生の元気な姿、（昭和59年9月）
　　　謬，
　　　　噸
触
騰
’鞭璽“
大阪大学退官記念パー一ティにおける仙慮御夫妻，
も思わなかった。（昭和磯年婆月）
難縷
轟睡
この後一年後に御他界されるとは夢に
一三9一
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驚u腋欝鵬（触糠騰盤．隻鈴3）
昭和30年代の検査風景
北海道岩知志発電所の水圧鉄管の溶接部のX線
透過写真の撮影鳳景，X線装置は東芝EX算5型
と思われる。X線発生暴の重量85�s，制御離の
重量菊�sと重たいものであった。（昭和鍛年12月
〜昭和33年7月）
．難鎌臨鷺
愚
購〆脚
轟
雛矯
蔀藤　、
触繕
X線発生羅のセ・ソテング
　　野’一
麓
X線制御盟
．蜘緊，麟
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翼u獺欝欝（A雛鷺灘騰．璽鱒3）
騨
　　　曇
1騒
礁，＼
配管溶接部グ）ガンマ線検査
ザ掛
、辮
〆，
、
璽斌騨惣
配管溶接部のX線検査
》蹄
　癬鰍
、蝕』『　｝
繋
、韓弊〜
　　　　　　　．攣灘纏．
　　　癩雛△…
　　　　　　噺ご←
造船所における船体溶接部の超音波探傷検査
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鷺u簾欝鵬（A鷺糠驚糠．欝欝〉
　　講
噸欝縫、
『〆
駄臣
　避か
蓬、、
講
蓑
、蝉
攣
．、
　　曳
建築鉄骨溶接部の超音波探傷検査は昭和50年頃か
ら盛んになりはじめた。
超音波探傷器も小型軽量になり，性能も向上して
きた。
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