




1．年頭の挨拶

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。

91年5月から始まった景気後退は昨年12月末をもって，32ヵ月目を迎え，景気低迷の波涛は今やわ

が国すべての産業界を覆い尽くし，日本経済は永い冬の時代に留まっております。景気の回復には

本年いっばい要するとか，悲観的蕉見方では今世紀いっばいかかるであろうとか言われており，い

ずれにせよ，今回の不況は円高不況時の％ヵ月を越えて，戦後最長のものとなるであろうことが確

実視されております．皆様におかれましても，本年はとりわけ厳しい思いで，新年をお迎えになら

れたことと推察申し上げ蛮す。

　私は平成6年の新春を迎えるに当たり，例年申し述べることでございますがr業界の皆様のため

の協会」との基本認識に立脚し，皆様と共にこの不況の難局を乗り切るため，協会運営に心血を注

ぐ決意を新たにしております。

　さて，昨年には「品質管理および品質保証に関する国際規格」犯09000シリー一ズ（∫欝Z9900シ

リーズ）に基づく品質システム審査登録制度において中核的役割を担うr醐鐸本晶質システム審査

登録認定協会」が慧月嚢日に発足いたしました。この認定協会は，品質システムのほか，将来的に

は溶接構造物の品質保証の要となっている溶接技能者，溶接技術者，頓W関係の試験検査技術者

など，人の資格にかかわる認証機関の認定を行う機関になると考えられ，当協会にとって極めて重

要な存在になっており窟す。当協会は，軽金属溶接構造協会，日本非破壊検査協会と共に，同協会

の設立に際しては応分の出資に応じてまいりましたし，今後その運営にも積極的に対応してゆぎた

いと考えております。

　さて，盤W認定制度につきましては，皆様の暖かいご協力による昨秋めでたく設立鐙周年の式

典ならびに祝賀会を盛大に開催することができたことと，認定事業者数が待望の紛0社の大台を超

えて玉02社になったことは，誠に喜ばしいことでした。さらに今年も順調に認定事業者数が増加す

ることと，各事業者の内容グ）一屠の充実を心から願うものであります。認定制度そのものにつぎま

Lても，これ蛮での実績を踏蜜えて，関係の諸団体，学協会との協調と連携を一麟深めて参りたい

と存じます、

　結びにあたり，本年が皆様にとりまして，幸い多ぎ年であります様に，そして皆様のご健康とご

発展とを心からお祈り申し上げ，年頭のご挨拶と致します。

i



聡u瀬欝欝（脚竃難轍．欝懸〉

黛．　藍綬褒章受章にあたって

松　山 格

　私は昨秋，幸運にも工業標準調査会臨時委員としての業績で，藍綬褒章を受章することができま

した．これはひとえに，私を指導して下さった諸先生をはじめ，諸先輩の皆様のお陰と深く感謝し

ており褒す。

　想えば昭和鷺年垂月，一寸した縁で㈹臼本非破壊検査協会を設立したばかりの，故手塚敬三先生

の下でアルバイトをすることになり，実質的には故仙田富男先生の下で仕事を始めたのが，私のこ

の業界でのスタートでした。手塚先生が昭和醸年にND夏の業界で初めての藍綬褒章を受章した時

は，永年規格の制定に蓋した業績から当然のこととお喜びしました。昭和戯年に仙田先生が藍綬褒

章を受章した時も，矢張り当然のこととお喜びしました。しかし，私にとお話しがあった時には，

お二人の先生と比較して，褒章の権威を傷けるのではないかと大変不安になりました。工技院の担

当の方や協会の方々からぜひにと云われて，荷が重く身のひぎしまる思いで承知しました。二人の

先生と同じ褒章を戴くなんて夢のようです。

　熱月鷲日皇居で陛下に拝謁を賜り，大変光栄なことと改めて痛感し，今後益々業界の発展のため

に微力を叢したいと思いました。

’際

燦
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通商産業省において大臣の代理，政務次官より賞状及び

褒章を授与される。
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鷺u瓢愛鵬（Wi磁礫．鯵94）

難．　通商産業大臣表彰受章にあたって

大　岡　紀　一

　この度，平成5年度通産省工業標準化事業功労者として通商大臣表彰を受けることが出来，大変

嬉しく思っており濠す。

　これも，関係団体及び各位の御力添えによるものと心から御礼申し上げます。

　かえりみますと，昭和鶴年，当時東京駅八重洲の朝日生命ビルにあった軽金属協会の非破壊検査

委員会に出席し，初めて仙田先生にお会いしたのが，私の田本工業規格に関する仕事への出合いで

もあったと記憶しており衷す◎

　秋葉原の㈹軽金属溶接構造協会の非破壊検査委員会では技術的な面から定期的に」蔦の見直し，

制定を行うなど鱒年以上の長ぎにわたって，この種の仕事に関係してきました。

　もちろん㈹目本溶接協会のW鷺S規格や最近では犯○関連規格等の検討が積極的に行われてお

り，また，㈹羅本非破壊検査協会のNP蔦規格及び」聡規格をはじめ蔦0規格にも多く携わる機

会が増えてぎております。この様な状況の中，特に蔦O　TC路5（非破壊試験）の会議では，ig留

年の横浜，三9鐙年のベルリン，娘蟹年イタリア，そして今年の南アフリカと蛋会も出席する二とが

でぎ，うち3回は銭本代表ということで重責を十分経験させて頂きました。

　この受章を機会に一屡工業標準化事業に力を傾注したいと思っております。今後とも皆様方の御

協力，御支援を御願い申し上げます。

翰
篭1’
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鷲灘瓢欝蕊奪（騨量瀧雛．欝懸〉

4．“W鵬⑪周年記念行事について

一一
夏W設立鐙周年記念式典・祝賀会，華やかに挙徐一一
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　溶接検査認定委員会（C翼W　l　C蓑搬翫磁G轍鉛r　i総叩磨磁o職ofWe眺，藤田譲運営委員長）の設立30

周年を記念する式典は，さる紛月容β（金）午後3時30分から東京都港区の世界貿易センタービル

内にある東京会館で，通産省，建設省，東京都など宮公庁のほか関連学協会，非破壊検査関連，溶

接関連，鉄鋼，プラント，造船などの関係各位の代表欝0余名が参加し盛大に挙行された。

　設立30周年記念式典は，藤田運営委員長の開会の辞としてr溶接検査認定委員会は，その前身で

ある放射線検査委員会（RAC　l鼠麟・欝即購c　A紳rov撮Co膿露tt㈹）が昭和38年に第i回の会合を

持ったときから数えて，今年で艶周年を迎えます。第i回委員会開催当時は，世の中の検査に対す

る認識もさほどあったわけでなく，当時の委員長であった柴田晴彦先生をはじめ，関係者の方々は

非常に苦労された二とと思い窟す。その後，歴代委員長の適切な指導によりCIWは順調に発展

し，現在では認定部門も発足当時のRTに加えてUT，MT，PT，鉱丁，SMの六部門に拡大，認定事

業者も百社を超えるまでに成長しました。これもひとえに，通産省，建設省，東京都等の認定制度

へのご理解，ご支援によるものであるとともに，C亙W認定事業者各社のご努力の賜と，心から厚

く御礼を申し上げたいと思います」と三十年の歩みを述べた。

　さらにr最近では，捻09000シリーズにみられますように，日本で安全性の確保，吊質管理，保

障に対する二一ズが非常に高まりつつあります。言いかえると，検査業界も信頼性をますます高め

ることによって，立派な業界に発展していくことを世の中から強く望まれているといえるのではな

いでしょうか。今後も官公庁はじめ関連学協会のご指導のもとに，この流動的な情勢の変化にフレ

キシブルに対応でき，しかも主導性を失わないよう努力していぎたいと考えていますので，関係各

位におかれましても貴重なご意見，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ます」

と今後の展望に触れ挨拶とした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　婆　一



嚢u厳欝鵬（Wi燃纏．鰺鍛）

隔転，　　　　　　　　≧

　　　噸　　　　鍛’㌔
　　　　　　勘　　　　　門、　　　　　　’

　続いて，来賓として高木譲一氏（通産省工業技術院標準部材料規格課課長）が挨拶に立ちr社団

法人日本溶接協会溶接検査認定委員会におかれまして，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」と祝辞を述べ，ド技術革新の進歩に応じて，溶接分野においてもレーザー溶接に

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，

支援協力していきたい」またr生活の安全を守るための多くの活動は，我々のバックグランドとし

て重要な位置を占めており，これからも占めていく」とC亙Wならび非破壊検査業務を高く評価し

つつ期待の念を込めた．

　引き続き挨拶に立った深谷俊昭氏（建設大臣官房官庁営繕部監督課課長補佐）は「今後（建造物

においても）高齢化社会が進み，如何に良質なストックを残していくか，如何に良い品質の建物を

作っていくかが使命となっていく」と建設省を取り巻く状況を説明し，r当該工事は鉄骨製作工場

に所属しない者，晶質管理検査を行なっていない検査機関，第三者機関による検査の重要性を特に

考えている」と晶質管理の上での第三者検査に対する信頼を表しr認定を受けました事業者におぎ

ましても，信頼性とともに実績を備え，今後，官公庁施設のみならず民間の建築物においても，良

好なストックを形成する上で一麟貢献していただきたい」と結んでいる。

　また，日本非破壊検査協会会長の福岡秀和氏（大阪大学教授）はrC夏Wは溶接物の安全性，信

頼性の向上に指導的役割を担ってぎた」と敬意を示し，rND互は，前認定委員長の尾上先生を議畏

とする体制を作り，ちょうど賂月i玉日～嫉日にかけて南アフリカ共和国で開かれる欝O　TC重％総

会に参加します。この業務において，我が国がリーダーシップを取って国際標準化活動を積極的に

展開していく方向であり談すが，何といっても初めての経験ですので，特に先輩格である劔Wの

ご支援ご協力を切にお願いしたい」と結び祝辞とした。

　表彰は，まず磁W認定委員会のこれ叢での活動に顕著な功績のあった29名に贈られた。次に，

主任検査・主任試験技術者の憩年以上継続して登録している優良技術者裏0感名。顕著な功績を讃え

られ，表彰された認定事業考は瓢社。また，関連学協会m社には感謝状が贈られた。

　さらに，締月蓋日付けで新しく認定を受けた8社（共栄エンジ轟アリング，ジャスコ，東日本工

業検査，富士電子工業，エースエンジ論アリング，日本産機，西澱本超音波試験，南九州検査工

業），同じく，昇格した＄社（諜ンジニアリングサー一ビス，成田計量検査，サンテクノス，上越鋼
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魏駐澱欝欝（w董醗繍．欝澱〉

管検査，第…検査，テヅク，新潟検査工業，溶接検査）にそれぞれ認定書が授与され式典は盛大に

幕を閉じた。引ぎ続き会場をかえ，話題の」リーグ前期優勝チーム鹿島アントラーズのチームドク

ターで，縫本体育協会公認ス潔一一ツドクターである高木俊男医学博士による記念講演r怪我の予防

と健康づくり」が開催された。講演に先立って，司会の大岡紀一氏（臼本原子力研究所）は

「C翼W認定委員会も蹄周年を迎えるということは，30才歳をとったということ。私たち自身の検査

も必要な時期になり蕊した。自分自身の健康，会社の健康づくりを含めて，先生の講演をお聞きい

ただぎたい」と，構造物などのマテリアルな分野と身体というフィジカルな分野を結び高木氏を紹

介。講演は，運動をすることの意義，運動をしていないとどこが弱くなるか，運動と成人病の関

係，さらに食事と健康などにわたり興味ある話が続ぎ，一同身に迫る思いで耳を傾けた。同氏は，

ザ健康を保つためには，まず第…に明るい気分になること。運動をするにも暗い気分では，かえっ

て逆効果になってし藪う」と精神的な明るさを重視し，皇時間を越える講演を結んだ。また，質問

コーナー一では，藤田・長島両監督の練習スタイルを比較することで今年の巨人軍の弱さを分析する

など，会場は始終笑い声につつまれ盛況であった。

　特別講演のあと午後6時からは記念祝賀会が催された。開会にあたって藤田運営委員長はr検査

業界の益々の発展が社会から要講されている」と再度強調し，r業界が発展するためには，お互い

に切磋琢磨して技術力を高めることも必要だが，何よりも業界が明るく，常に前向きに，和気あい

あいと…丸となって行勤することが大事」と高木氏の講演を受け，開会の辞とした。続いて，

磁W認定事業者協議会を代表して代表幹事の中野盛司氏（シーエヅクスアー一ル椎長）が挨拶に立

ち祝辞を述べるとともにrC夏W認定制度も世の中に広く行ぎわたり，検査会社としての信頼性，

濠た企業経営においても十分なメリットがでてくるようにな所）た」さらに，ドこの認定制度によっ

て育てられ，発展しぎた」と藤田会長はじめ段溶協関係者の努力と指導に感謝の意を示した。

　また，東京都都市計爾局建築指導部建築防災課専門副参事・田極義明氏は「しばらくこの厳しい

状況が統くと思いますが，ぜひ乗り切って次の時代に備えていただぎたい。これからも，検査委員

会の方々と一体となって，いい東京を作りたい」と，祝辞を述べた。その後，秋園幸一副委員畏（徳

島文理大学工学部教授）の発声により乾杯，和やかな歓談のなか，和気あいあいと30周年を祝っ

た。

・“轟

灘 、饗鄭露．
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鷺U嫉騰S（W沁搬．欝騒）

轟．平成バトル麟イヤル

飯　田　英　司＊

そもそもの始讃》

　「なあ，飯田君」

　平成という年号に，やっと慣れてきた頃である．私は社長に呼ばれた。

　「実はも一d

　こういう話し方の場禽，今震でろくなことがなかった。はたして，かなりの難題が私に課せられ

たのである。

　　当社は非破壊検査の専門会社で，君は技術部門の責任考である。業務に直接関係する非破壊

検査の個人資格は，充分なものを揃えることがでぎ，当初の目的は達成した。次は個人資格ではな

く，会社が公的機関の認定を得るという作業を進めたい。さらに，関連技術の資格についても，取

得してもらおうと思っている。具体的には，次の作業を君に進めてもらいたい。

　①　ほ本溶接協会のC夏W認定会社になること、

　②科学技術庁の第裏種放射線取扱主任者の資格を取得すること。

　③国土地理院の測量に関する資格を取得すること。

　「ううむ」と私はうなった。①は，試験には霞信があるが，間題はr会社サーベイ」である。社

内の様々な管理状況についての審査があり，私個人の力ではどうしようもない問題が出て来る可能

性が充分に考えられる．②は，国公立大学の入学試験と同程度か，あるいはそれ以上という難しい

国家試験である。窟してや③に至っては，私は全くの門外漢なのである。

　期限は，2年以内ということであった、さらにこの時期，私はN凱のRT，UT，MTの3部門に

ついて更新試験を受けなければならないということが判明した。ということは，2年間でかなりの

数の試験を，次々と受け続けなければならないという二とを意味する。

　一一一二うして，試験試験の連続の，永い永い戦いに私は巻ぎ込まれていったのである。

受験準備

　とりあえず私は，受けなければならない試験や講習会等のリストを作った。

　C亙W関係　　　　　受験のための技術講習会受講

　　　　　　　　　主任試験技術者受験（三次及び2次）

　　　　　　　　　会社サー一ベイ

　科学技術庁関係　　受験のための技術講習会受講（5日間）

　　　　　　　　　第i種放射線取扱主任者受験（2欝間）

　　　　　　　　　法令による「指定講習」受講（試験に合格した場合，東京に5日間）

＊JA碧AN　CONSULT璽NG＆丁鷺C難N蓋CAL　SE鼠V憩鷺COりLTD．

　　　　　　　　　　　　　　　　一7　一



鷺u瓢欝欝（騨置簸韓愛．鍛鰻）

　　国土地理院関係　　測量に関する通信教育受講（半年間　全くの素人であるため）

　　　　　　　　　　測量の資格試験受験

　　ND璽関係　　　　　更新考用の技術講習会受講（RT，UT，MTの3種類）

　　　　　　　　　　代替試験または更新試験受験（同上，3種類）

　相当な過密スケジュールのようである。また私の会社の規模では，勉強に専念し，仕事はしなく

てもよいといった贅沢は許されない。隣常業務をこなしながら，これらの勉強をしていかなければ

ならないのである．

　さらに困ったことには，受験するものがこれほど多いと，試験時期が重なってしまうのである。

ある試験を受けた翌週に，次の試験を受けなければならないといった場合が出てくる．したがっ

て，私は全く異なる分野の勉強を，複数同時にこなしていかなければならないのである。

　まさしく，受験のrパトル撰イヤル」であった。

受験勉強

　会社の仕事は常に忙しく，豪た家庭においても，私の子供はまだ小さいので，しなければならな

いことが多かった。学生ではないので，勉強さえしていればよいというわけにはいかないのであ

る。

　したがって，まともな方法では勉強する時間が圧倒的に不足するということは明らかである。私

は，とにかくr時間を作ること」とr能率を上げること」に全力をそそいだ。

　そして，コケの一念とは恐ろしいもので，私は数々の秘技／秘術をあみ出していったのである。

　童）　秘技家庭内単身赴任

　私の家族ば妻，子供2人，義母，義妹の5人である。妻が仕事を持っているということと，子供

がまだ小さいということから，妻と子供はすぐ近くの義母の家で寝起きしていた。夜，自宅へ帰る

のは私一人であった。これを利用しようと私は思った。受験勉強の期間中，ずっとこの生活を続け

るのである。夜7時，妻の実家の方に帰宅し，食事，風呂，子供の相手等をする。9時頃，子供を

寝かせてから，私だけが自宅に帰り，勉強をするわけである。

　結局，このr家庭内単身赴任」により，勉強時間の最低限の必要量を確保することができたので

ある。

　2）　忍法質より量

　およそ勉強というものは，間題をたくさんこなせばこなすほど身につくものである。教科書を目

で追うだけでは，凡人の私にはドわかったつもり．iになっているだけという危険性があった。まし

て未知の分野の勉強では，なおさらであった。そこで私は，r項目別」の問題集（A）とr実際の

試験と同形式」の問題集（β）を入手し，次のように勉強していった。

　①Aのiつの項麟（例えば「溶接記号」「放射線物理学」「三角測量」）につぎ，3回以上解答

　　する。

　②間違ったもグ）はマークし，2個以上マークのあるものは，さらに3回やり直す。

　③藁つの項懸の正答率が％％以上になって初めて，次の贋目に進む。
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叢欝瓢欝懸（w蓋絃雛．欝9儀）

　④Aを終えて初めて，君に移る。同じくr至回の試験に」つき3回以上解答を繰り返す。

　⑤　同じく正答率が％％以上になって初めて，次に進む。その際，間違った間題については，A

　　の中の類題をもう蓋度全部やり直す。

　⑥おを終えたら，もうi度熟を最初からやり直す。

　⑦さらにA→聡と，仕上げに全部もう裏度やり直す。

　⑧　別の問題集を入手し，①から始める。

　これだけ徹底的な物量作戦であれぱ，どのような難問であろうともマスターすることが可能とな

るのである。これを名付けて，甲賀忍法「質より量」という。（このネー一ミングのオリジナルは，

漫爾家のいしいひさいち氏である。）

　3）　奥義マルチタスク

　様々な異なる分野の勉強を，大量に同時並行するということは，頭の中がかなり混乱するもので

ある。一しかし，このややこしい時期を乗り越えると，私は不思議な現象に出会った。

　勉強している時，その勉強の分野が異なると，脳の中の疲れる部分も異なっているということが

わかったのである。だから，休憩をとらなくても，別の分野の勉強をしているだけで，脳の疲れた

部分は勝手に休んでくれていて，ふと気がつくと疲労は完全になくな一）ているのであった。

　さらに驚いたことにぱ，「休憩中」のはずの脳の一部は，単に休んでいるだけではなかった。無

理やり詰め込まれた雑多な知識が消化，吸収され，さらに分類，整理された上で脳内の書庫にタグ

を付けて収納され，いつでも引き出せる状態にまで，私の脳が勝手にしてくれていたのである。

　情報処理の理論でいう，「マルチタスク」が私の脳の中で実現したのである。

　そのうえ，脳の中の書庫自体も拡張に次ぐ拡張が行なわれていることが，自分でもわかった。書

庫と書庫との連絡通路も整備され，様々な連絡ケーブルが増設されていったのである。

　さながら，鷺一ダやメンターによる訓練を受けているようであった。（環一ダについては映画「ス

ターウォーズ」シリー一ズ，メンター一については驚E・スミス著「レンズマン」シリー一ズ参照）

　盛）　秘術インパス

　どのような分野においても，教科書や参考書，間題集といったものは，とても多くの種類が出版

されていて，選ぶのに苦労するものである。実際，これらは玉石混交であり，中には相当ひどいも

のもあるようである。勉強がかなり進んでくると，私は妙なことに気がついた。

　参考書や間題集を捜すために書店に行った時，背表紙を見ているだけで，その本のr程度」がわ

かるようになったのである。なんとなく，「オー列のようなものが感じられるのであった。

　さらに，その本を手に取ってみると，それ以上に「良否」がはっきりとわかったのである。

　一よい本は「重い」のであった，

　「経験値」を積んだ私は，秘術「インパス」を会得したのであった。（インパスについては，スー

・しファミ認ン「ドラゴンクエストV、1参照）

　5）　兵法排水の陣

　試験霞が近づくと，私は残業をひかえた。さらに，わざと会社に特別休暇を申し入れた。この休
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叢u腋欝鵬（w量蹴鍵．薫欝爆〉

暇は，妻の実家にいる子供達にはrおしごと」ということにして，実際には自宅での追い込み勉強

にあてたのである．濠た，土曜βや葭曜鷺も「おしごと」という時期が，かなり永く続いた。

　この時期，会社にも家族にも，かなりの迷惑をかけてしまったのである。

　したがって，もし試験に失敗した場合，私は出社することができなくなる。そんな勇気は，私に

はないのである．それどころか，一番恐ろしいのは家族であった。「あかんかった」などという事

態にでもなったら，妻，義母，義妹の連合軍のすさまじい絨毯爆撃を受けるのは必定である。

　私に逃げ場は，どこにもない。これぞ，孫子の兵法「背水の陣」である1

　　　「失敗した時の怖さ」を背に，私は次々と試験に挑んでいくのであった。

認定1磁W
　試験の結果は，なんとか順調のようであった。

　実際，例えば磁Wの2次試験（面接）は，私の記憶では「世間話をして帰った」という以外の

何ものでもなかった。われながら，余裕が繊てぎたようであった。もっとも，担当の面接官がH

先生であったという理由の方が大きいかもしれない。もう繕年以上も前から，講習会その他でお世

話になっていたのである。

　ただし，あぶない時期もあった。

　科学技術庁のr指定講習」は，第裏回目がr仕事初め．iの日であった。したがって，その年の正

月休みは完全に「おしごと」でつぶれてしまった。しかも上京する時の新幹線は，Uターンヲッ

シ溝のピークで300％の乗車率の中，私は立ちっばなしであった。そのうえ，積雪で関ケ原で長時

間遅れてし烹い，目的地にやっとの思いでたどり着いた時には，疲労は極限にまで達していたので

ある。

　この「指定講習」は単なる講習会ではなく，実質的にはr2次実技試験」なのであった。

　数々の部屋にズラリと並んだコンピ諾一タ群と，何のためのものなのか全然見当もつかない測定

装置，分析装置といった大量の精密機器を前に，私はしばし呆然と立ちつくすのであった。

　一一しかし，これもなんとか克服した。

　問題は，劔Wの「会社サーベイ」であった。

　r認定のための調査表」なるものが送られてぎた。はたして，この中のr品質保証に関する業務

確認」という項麟に，かなり厳しい内容の要求が網羅されていた。（とはいえ，こういうことをち

ゃんとしているということが，本来の姿でなければならないのだが）

　必要書類を整えるという作業を行ないながら，会社の地下の機材置ぎ場にもぐり込み，チェック

し直すというβ々が続いたのである。

　サーベイの担当は，蕪先生を長とする3人の方々であった。

　調査は厳しいものであった．一番驚いたのは，r飯田さんの給与支払明細書を見せてください」

といわれたことである。つまり，私が本当に社員であるかどうか確認するということが，手続ぎと

して必要なのである、科学技術庁の「放射性同位元素許可使用者の使用状況調査」という最も峻厳

なサーバイでさえ，ここまでの調査はしないのである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織灘賊S（W擁破。鴛騒）

　あちこちぶつかりながらではあったものの，サー一ベイはどうにか無事終了した。

　サーベイを終えた時，騒先生は社長に，「飯田さんに，もう少し楽をさせてあげてください」

と，おっしゃったそうである。

　　その夜私は，…人祝杯をあげるのであった。

　なお，つけ加えるならば，以後も私は一度としてr楽をさせて」もらってはいない。

　いやそれどころか，新たなr業務命令」により，私は生涯最大最強の宿敵に遭遇することになる

のであった。この新たな戦いは，今までのもの以上に，さらに永く熾烈なものとなり，現在に至っ

てもなお終結する気配はないのである。

嚇．　建築鉄骨溶接部の受入れ検査業務の共同受注の勧めについて

㈱北陸溶接検査事務所森 俊　郎

　平成墨年9月3帽付，建設省住宅局建築指導課長通達の住指発第騒9号「鉄骨造建築物等の品質

適正化」に依り，今後，全国的に建築鉄骨の受入れ検査業務は拡大し，又重要視されるものと思わ

れます。

　通達文の中の（4）鉄骨溶接加工に関する検査結果概要（ただし，検査を依頼した者と検査を行った

者の住所及び氏名を記載したものとして，原則として鉄骨加工業者が自ら行った検査の結果及び検

査会社が鉄骨加工業者との契約に基づき行った検査の結果に係るものを除く。）に注霞してみると，

現在，私共，北陸地方では，大型物件について，少しずつゼネコン発注の受入れ検査業務が出て来

ていますが，小型物件については殆どが鉄骨加工業者からの第3者検査と称する業務ばかりです。

又，建築物及び鉄骨加工物の受注体制を良く観察してみると，地方の場合の大型物件については地

元有力ゼネ篇ン及び有力ファブが単独又は共同企業体として受注しています。

　地方の検査会社が強く出にくい側面もあります。そこで提案です。建築鉄骨溶接部の受入れ検査

業務も共同企業体として受注し，体制を整えて臨んだらどうでしょうか。

　昨秋より私共，検査会社の環境もパブル不況の影響で，大分悪くなってぎました。少ない工事物

件を各検査会社が競って安値受注に走っている限りでは決して良い仕事は出来ないと、思います。弱

い立場で検査業務を行ったのでは正当な受入れ検査は不可能となります。是非，検査会社の経営者

の皆さん御検討下さい．

　昨年，弊社と東邦非破壌検査㈱さん2社で，東邦・北陸検査企業体を作り，名古麗市内に建つ

A工事の受入れ検査業務を受注しました。色々な問題も発生しましたが，社員も今までにない仕事

でもあり，挑戦する気持ちになって励んだ事，又共同企業体となれば2社間の連帯意識や，競争心

も患て力強く仕事が出来た事等が，特筆されます。

　大事な，受注価格及び配分方法についても，信頼と話し合いで良い結果が得られました。
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7．鉄骨の外観検査における社内教育について

米倉　国雄

　鉄骨の工場および境場溶接部の外観検査項目のうち欠陥寸法の測定がやや困難な傷である，アン

ダカヅトおよびビード不整について，当社の対応について紹介する。

1．　アンダカット

　アンダカヅトがあれば，ここに応力集中が生じ繰返し荷重が加わると，この部分から破壊しやす

くなる。重要な継手に対しては，アンダカヅトの深さは0．3～0．5驚m以下と言われている。またそ

の先端形状が鋭いものほど応力集中が大きく注意が必要であるが，外観検査では，この先端形状が

鋭いアンダカットほど，幅が狭く切込みが深い形状であるためより測定が困難である。この深さを

測定するには，図竃に示すような測定ゲー一ジを用いており，アンダカットの幅が計測針より広くな

ければ測定不可能である。また測定ゲー一ジの扱い方，測定場所等により測定値に個人差がある場合

がある。

　これらの改善策として，アンダカット測定ゲージの改良等色々あると思われるが，我が社では，

アンダカットの見本を作り，この見本を用いて検査技術者の昌測および感覚により欠陥寸法推定能

力の向上をめざす努力をしている、目測および感覚

としたのは，目測のみでは光の当たる方向および測

定場所の明暗により誤測する恐れがあるため，たと

えばアンダカットが爪にひっかかる感覚により深

さ，小指の爪が入るか親指の爪が入るか等により幅

を，このように麟測および欠陥に触れた感覚を加え

ることにより推定寸法の精度が向上すると共に作業

能率も向上すると考え，これらの訓練を行ってい

る。
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黛．　ビードの不整

　溶接方法によりビード形状は，異なる形状を示す。ここでは半自動炭酸ガス溶接による横向姿勢

を主としたビード不整について記す。

　ビード形状の表環方法を，図2に示すようにパス数，凹凸，ビード幅，余盛り高さとし，これら

の値をある現場において測定した一例を表玉に示す。下向き姿勢での最終パス数は，板厚に関係な

くi～2パスと少なくビード形状も滑らかであるが，横向き姿勢で板厚が欝mm以上の場含は，少

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なくとも昏パス以上となり，板厚が大きくな
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図鴫　ビード高さの凹凸

るとパス数も多くなっている。ビー一ド外観

は，この最終パスの並び具合によって判断さ

れる場金がありi部材を溶接技能者がま人で

施工する場合と，複数で施工する場含を対比

すれば，後者の場合，溶接技能者の技量が揃

っていなければ，パス数が異なったリビード

形状が異なるため，前者より悪く見られる傾

向がある。豪た検査順序を良好な部材から実

施した場含と，不良部材から実施した場合に

は，検査技術者の初期印象により外観基準に

対する目安が変わる恐れがある。

　次にビード幅は，板厚，開先形状が決まれ

ば所定の幅に施工するのが望ましいと思われ

る。たとえば板厚，開先形状が同じでも，図

3に示すようにビード幅が大きく異なる場合

がある。

　以上のことからビード形状については，携

帯可能な形状見本が必要と思う。

　ビード幅については横向ぎ姿勢の場合，パ

ス数の多少にかかわらずiパスの幅は喚～6

瓢瓢であり，板厚25mm，レ形350，ルート

間隔6騰搬の場合，6パス前後を標準幅とし

ている。このように横向き姿勢の場合は，パ

ス数で管理する。

　余盛り高さの凹凸は，パス間隔は，一般に

3～6撚鵬程度であり，この間隔が狭く図婆

に示すR3が大きい場合にはノッチ形状とな

るので特に注意している。

一玉3一
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総．新製品紹介にの篇一ナーは認定事業者の開発駿機器戦紹介するものです．）

　　　　　油タンク腐食状況臼動計測装置（中小企業事業団委託開発製品）

石川島検査計測株式会社

鴛．開発欝的

　本装置を開発した縫的は，油タンクの定期開放検査の際，底板の表面に発生した腐食による傷の

位置と深さを計測し，その計測結果の記録を自動的に行うことである。

　今迄は腐食箇所をデプスゲージで測定し，その値をチ灘一ク等で人間が底板に記入しておぎ，そ

のあと腐食の位置な板単位で計測，記録するやり方で行ってきたが，この一連の作業を報告書の作

成迄含めて自動化した作業隣数を大幅に短縮すると共に，転記ミスなどの発生を防ぐなど検査の省

力化と信頼性の向上を図ろうというものである。

窯．装置の構成

　本装置は①測定部，②演算記録部，③デー一タ処理部で構成されている。

　まず，測定部では，超音波測距方式の位置測定ユニットによって三角測量法で腐食の位置を計測

する。また，深さ測定講論ットによって深さを計測する。

　演算記録部では，得られたデ～タとイノデックスデー一タ（タンク番号等）とを組み合わせて演算

記録表示器に表示すると同時に，メモリーカードに自動記録する。

　デー一タ処理部では，記録された計測データを整理し，作図，作表処理をしてから，表示と印刷を

行う．これは専用に開発したソフトウ諜アによって汎用パソコンが行う。

プリントアウトする報告書は次の図表である。

　①　タンク内全底板腐食状況図

　②タンク内全腐食深さ分布図

　③底板腐食状況図　④底板腐食状況表

塑鼠
』」臨翻、

嗣
灘・　撫』

懸篇

写真1　油タンク腐食状況自動計測装置

　　　　　　一姓一
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油タンク腐食状況自動計測装置は，以下の主要部より構成する。

①測定部

　　　　　　　　　銑1僚罎灘　　　　　穣箋　／　　　難v

　　　　　　　　　　　一齢第謡饗

　　　　　　　　　　　麟漸織　　州

　　　　　　　　　　　鷺咤　駄胞≠
　　　　　　　　　　　蕪矯1轡　　

　　　　　　　　　　　　　　㌦　　　　　　　　　図1　システム構成図

「自勤板厚計測による腐食状況推定システム」

㈱ニチゾウテック

　当社では，非破壊検査技術の自動化に従来から取り組んでおり長大橋の補剛桁かど継ぎ手用自動

超音波探傷装置R賂OMC一鷺RUTや平板状及び曲面状鋼溶接部の自動超音波探傷装置H総OMC－

A等を製作した経験がある。また，最近では，電子関連技術の伸長により超音波の波形処理や装置

の小型化に取り組んでいます。

　今回，紹介するのは過去の自動超音波探傷装置製作の技術を基に，可搬性に重点をおいた全姿勢

に適用できる自動板厚計測装置です。

　本装置は，従来の板厚測定が手作業でありしかも点測定である事を考慮し，測定範囲100

m搬x燈○灘醗で憩o～撚ぴむo点の板厚を自動的に測定しいわゆる面測定を可能にした装置です。本

システムを用いた測定では，板厚測定デー一タを二次元あるいは，三次元的に表示し腐食部の詳細な

状況を把握し視覚に訴える出力が可能な事と平均板厚や標準偏差等の統計的なデータを抽出する事

が可能です。

　また，本システムの中には，測定されたデータを基にグンベル分布による統計処理を行う機能も

備えています．本腐食状況推定システムの概要を紹介します。

　装置名称　墨蝦SON鱒一丁翼

　装置性能　紛0灘騰×驚○膿燃範囲自動板厚測定機能

　　　　　i撫騰，2醗灘，5驚騰，鐙瓢鵬ピヅチマス目（昏段階切り替え）

　　　　　測定速度　50灘膿／秒（雄燃瓢ピッチ測定では，20秒で測定完了）

一鱒一
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（測定には，当社の開発した厚さ表示計TA畷00の改造機を装備してい玄す。）

測定適用例　　（夏）

　　　　　　（2）

　　　　　　（3）

測定結果表示　（玉）

　　　　　　（2）

　　　　　　（3）

　　　　　　（縷）

石油タンクの底板等の裏面腐食の状況把握

ジャケヅト付ぎの反応槽のジャケット側の状況

配管内面の腐食状況

測定位置の断面板厚分布二次元表示及び三次元表示

総次元表示時には，あらゆる視点からの表示が可能

平均板厚・標準偏差の算出及びヒストグラム表示が可能

測定値を平均ランク法によリソートしグンベル分布による統計処理が可能

測定装置

　　　　　　　紛癖＿

　　　．　㍗詩　菩嬉
ギ」　　鱗執
肇噸一一

～・，

ヤ　評

幌鳩　　　　 イ

轟1

　　　〆〆／、
　〃　．〆＜

レ／い

三次元表示

⑨．協議会だより

　C亙W認定事業者協議会では次の活動実施した。

（1）各地区総会開催

　平成5年9月に東縫本地区，関西地区および西欝本地区の地区総会が…斉に開催された。各地区

とも協議会名称変更，鉄骨溶接部受入れ検査実施上の間題および検査見積と受注料金等の同一議題

について，熱心に討論を行った。

　地区総会後に懇親会を開ぎ，夜遅くまで，情報交換等を行い親睦を深めた。また併せて，ゴルフ

コンペや施設の見学会も行い，地区総会を一層盛り上げることが出来た。

（2）平成簸年度秋期全園総会を開催

　平成5年憩月8鑓に東京・浜松町の東京会館で秋期全国総会を実施した。最初に中野代表幹事よ

り次の挨拶があった、建設省蹴9号通達および建築工事共通仕様書により，検査会社の位置ずけ，

JSSC委員会に当協議会から委員が参加したこと，今回，新入会員8社の加入により会員もio1社

もの多数になり，協議会の運営体制を強化する必要があること，および，会員各社の信頼に応えら

れる一麟の努力が必要であること。ひぎ続き，新入会員8社の紹介があった後，次の議題について

審議が行われた。

　i）　今年度前半の協議会の活動経過報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　一i6一
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　2）　協議会名称変更についてのアンケート集約結果について報告。結果は賛否両論に分かれ，今

　後慎重に検討することで了承された。

　3）　建築鉄骨溶接部の受入れ検査実施上の注意事項については，関東と関西とでは外観検査につ

　　いて指導内容が異なるため，協議会提出文書の一部変更が指摘された。

　喚）　受入れ検査の見積／受注料金では客先に説明しやすい標準価格表の作成が必要との意見等が

　出された。

　秋期総会終了後，総会に出席した大部分の会員が劔W設立30周年記念式典に参加し，Ciw認

定関係者および会員相互との懇親を深めた。

（欝〉　欝本鋼構造協会α総《））建築鉄骨専門部会・分科会委員参加と活動状況

　鉄鋼構造物の適正な晶質を確保するため，建設省に設けられた建築技術審査委員会r鉄骨建築物

品質適正化専門委員劇の報告を受け，JSSCが具体化するための鉄骨専門特別委員会が発足し，

当協議会にも委員の委嘱があり，r製品検査分科会」に安藤純二氏（日本超音波試験），r建築溶接

部検査分科会」に有井伸一郎氏（シーエヅクスアール）が委員に任命された。各分科会の第一回会

合は1叢／裏および置翻7に開催された。上記両氏は検査業界を代表して出席しており，今後の進展が注

目される。

（4）各種問題検討委愚会の設立と活動状況

　i）　建築検査技術統…晃解検討委員会

　建築鉄骨検査技術に関し，統一見解検討委員会（主査　安藤純二）は，今迄に5回会合を持ち建

築鉄骨溶接部UTの妨害エコー判別方法を，この程作成して。

　なお，本委員会にはゼネコンのUT技術の有識者にも参加して頂き纏めたものである。近く，

会員の皆様に配布する予定である。

　2）　建築鉄骨UT用鼠露作成検討委員会

　建築鉄骨UTでは妨害工蕊一が現れ，検査上難しい点がある。この対策としては，適切なRRで

UTを習熟するのがよいが，現状ではR難が簡単に入手出来ない。

　そこで，当協議会として，会員に訓練用のR猛を提供することを目的として，Rおの記，欠陥種

類・形状等を考慮したR駐の作製可能性を検討することを目的として標記委員会（主査　才野　竜）

を設立した。

⑥　幹事会活動状況

　本年度はすでに5回幹事会を開催し，直近は三V22に開催した。

　特に，重点的に次のようなことが審議された。

　i）協議会会員が多数になったことにより，会の組織および運営体制の強化。

　2）　建築鉄骨検査に関して，当協会と検振協会との関係。

　3）　当協議会の名称変更を含めて，儒頼される検査業者団体としてのPRの方策。

∬一
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紛．　C互W認定事業者一覧（本社所在地）
平成5年憩月隻購現在
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5．
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＄．
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蓋2，
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会　　社　　名

非破壊検糞㈱

東亜非破壊検査㈱

㈱シー諾ックスアー一ル

新謎本非破壌検査㈱

川重検査サービス㈱

磁立エンジ晶アリング㈱

爾本工業検査㈱

石用島検査計測㈱

聞本非破壌検査㈱

㈱アイ購ム・シー
北日本瓢ックス線検査工業㈱

関西エックス線㈱

東京理学検査㈱

β本超音波試験㈱

㈱蒜チゾウテック

β本シーレーク㈱

ダンテック㈱
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畢＄05

荊o蓋
甲8G3

所 在 地

大阪府大阪市西区北堀江H8畷
福岡県北九州市八幡東区山王H3磁5
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攣950
箏733
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華5騒

茨城県日立市幸町3－2畷
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死
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神鋼検査サービス㈱

長菱検査㈱

㈱札幌工業検査

富山検査㈱

㈱検査サービス

ユニセツク㈱

㈱検査技研

㈱撫本工業試験所

計測検査㈱

成懸計量検査㈱

東洋検査工業㈱

極東瓢ンジニアリγグ㈱

㈱獄一ケン

㈱三造試験センター

東北金属検査㈱

日鋼検査サービス㈱

㈱第一検査工業
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会　　祉　　名

露士電子工業㈱

テクニカル＆夏、S．㈱

中團検査㈱

㈱ジヤス篇

キューエー技研㈱

北購本電極㈱

共栄エンジ篇ア蔓ノング

東日本工業検査㈱

茨城総合検査㈱

千景非破壊検査㈱

β工検サービス㈱

㈱エ・アィ・シー

欝本インペツクス㈱

上越鋼管検査㈱

溶接検査㈱

㈱岩田産業

㈱サンテクノス

㈱北陸非破壊検査㈱

㈱北陸溶接検査事務所

太陽検査㈱

第一検査㈱

㈱日神

㈱朝麟エンジニアリング

㈱テツク

マ乃2
γ530
撃737
マ222
㍗騒3
撃003
甲292
華23至

所 在 地

山口県下関市長府扇町8疇

大阪府大阪市北区天神橋2－5－28

広島県呉市東中央i弓箔20

横浜市港北区新横浜隻一捻一22

大阪府大阪市天王寺区上本町3－5 繊

札幌市白・石区菊水9条三丁目38－96

木更津市岩根争7－25

千葉県稲毛区長沼町鍛先鱒

攣3員一編茨城県那珂町後台3嬢創35

華807
撃550
予220
畢53蔓

二偏

福岡県北九州甫八幡西区陣原3…20一鍛

大阪府大阪市西区土佐堀3－2 ⑱

神奈揖県横浜市西区平沼集7誠2

大阪府大阪市都島区大東町2一争掘

撃9娼一斜新潟県．上越市稲磁争84

攣985　　宮城県多賀城市八幡2一玉6一鐙

畢i鍛　　東京都中央区勝どぎ蛋2畷3

帯690　　島根県松江市酋嫁島H畷7
撃9鐙一艦福井県福井市定正町6鐙畷

Ψ9裏o

畢婆98

酌重3
甲騒3
撃3婆o

攣287

嘘

福井県福井市若栄町8射

愛知県海部郡弥欝町五明脂HO畷

東京都文京区本郷3一を5

大阪府大阪市天王寺区空堀町薙畷0

埼玉県草加市稲荷H護
千葉県佐原市山之辺簸67 5
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韮1．

蓬2．

13。

1婆．

15。

16．

豊7、

玉8．

欝．

20。

2玉．

22．

23．

2蛋．

25．

26．

…27。

L鎚：

北日本非破壊検査㈱

㈱国立技研
千代田検査、工業㈱

㈱大検工業

工一スエンジ論ヤリング㈱

エヌケーケーエス・テック㈱

㈱辰起非破壊検査工業

㈱テックス

㈱関東エンジニア夢ングs．

ダィヤ技研㈱

㈱茗和検査

㈱構造総合技術研究所

㈱ユ論オン検査

㈱ジュイアールシー

東北技研㈱

横浜総合非破壌㈱

東伸検査エンジ論アリング㈱

醤本産業㈱

宮崎県工業検査㈱

九州検査㈱

ジヤパンCTS㈱
総和鋼業検査㈱

東邦非破壊検査㈱

北央検査技術㈱

㈱イワオエンジニアリング

㈱見忠

新東技検㈱

㈱西購本超音波試験

南九州検査工業㈱

畢0紛一〇5秋田県男鹿市船川港船川化世沢i77一露

撃隻蕪　　東京都大醸区蒲田争菊一5

㍗5澱
甲555
華55玉

甲婆鍛

攣7興
帯985

大阪府大阪市此花区島屋1 i一滋

大阪府大阪市鱒淀川区歌島歪畷翫9

大阪市大正区鶴町3一垂護7

静岡県清水市三保3欝弓
山口県下松市大字函豊井字開で乍露船一8

宮城県多賀城市大代5－8一卿

撃3員一剣茨城県水戸市大塚町字大塚12隣護

攣803
攣276
攣583
甲5簸
攣5鱒
畢985
甲222
攣950
撃532
撃880
甲80婆

マ532

福岡県北九州市小倉南区守恒2一欝一2

千葉県八千代市上高野欝82

大阪府羽曳野市蔵之内626

三重県津市大禽亙H婆

大阪府堺市少林寺町西3－2一一30

宮城県多賀城市新田字西後8護ヱ

神奈川県横浜市港北区篠原町io鍛

新潟県新潟帯京王2－6一玉2

大阪市淀川区木揖東餅5一滋

宮崎県宮崎市江平西重戎一27

福岡県北九州市戸畑区牧山三一1－28

大阪府大阪市淀川区新北野蓋畷畷8

撃30鉦02茨城県猿，鶴郡総和町葛生i鰺餅i

γ婆66

撃03玉

華3徽
攣806
攣223
撃765

愛知県名古屋市昭和区桜山町5－99－6

青森県八戸市下長を一2H2

埼玉県草加市八幡町809一玉畷05

福岡県北九州市八幡西区鷹ノ巣i護奮2

神奈川県横浜市港北区新吉田町語蜷一2

香川県善通寺市金蔵寺町38争玉

撃89レ艦鹿児島市東谷山卦乃傑6
一＿一．
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ll．　お知らせ

　平成6年度のC夏W試験及び研修会の瞬程を下記のようにお知らせ致します。現在，試験におけ

る2次試験の実施方法を検討しておりま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。蓬た，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）平成露年度検査事業者認定のための技術者試験

　前期　　　且次試験　平成蔭年5月籍欝　（凹）

　　　　　　実施地区　東京地区1三省堂文化会館

　　　　　　　　　　北九州地区：毎欝西部会館

　　　　　　　　　　広島地区：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6年7月2日（土）日本溶接協会会議室

　　　　　　北九州地区：平成6年7月2β（土）毎日西部会館

　　　　　　広島地区：平成6年7月2臓（土）広成ビル（予定）

　　　　　　大阪地区：平成6年7月3日（日）チサンホテル新大阪

　後期　　夏次試験　平成6年員月6β（日）

　　　　　　実施地区　東京地区：三省堂文化会館

　　　　　　　　　　北九州地区：毎欝西部会館

　　　　　　　　　　広島地区1広成ビル（予定）

　　　　　　　　　　大阪地区1非破壊検査ビル（予定）

　　　　2次試験

　　　　　　東京地区1平成6年鴛月算日（土）日本溶接協会　会議室

　　　　　　北九州地区1平成6年捻月i7日（土）毎日西部会館

　　　　　　広島地区1平成6年震月艀爾（土）広成ビル（予定）

　　　　　　大阪地区1平成6年鍛月雄日（欝）チサンホテル新大阪

（窯〉平成㊨年塵認定試験のための研修会

　前期　東京地区1平成6年蛋月絡日　（土）・鷲β（日）日本溶接協会　会議室

　　　　大阪地区：平成感年喚月蔦β（土）弓7β（醤）非破壊検査ビル

　　　北九州地区1平成蓉年婆月器日（土）・滋日（β）毎日西部会館

　後期　東京地区1平成曝年鐙月8欝（土）・9聞（日）日本溶接協会　会議室

　　　　大阪地区1平成6年璽0月8欝（土）・9日（日）非破壊検査ビル（予定）

　　　広島地区1平成6年m月鷺日（土）つ3日（臓）未定

一20一
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