




1．我が国における品質システム審査登録制度その現状と将来展望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（財）日本品質システム審査登録認定協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事大坪孝至

1．1　はじめに

　我が国の品質システム審査登録制度は，欝92年6月に日本工業標準調査から通商産業大臣並びに

運輸大臣へ提出された答申r我が國の品質システム審査登録制度のあり方について」に基づいて創

設された。

　この制度の下で使用される晶質管理と晶質保証のための規格として，三9欝年3月に制定された國

際規格1so　goooシリーズをそのまま翻訳した国際一致規格の灘s　z　ggooシリーズが欝9韮年芸o月に

制定されている。

　一方，この制度の要の役を果たす認定機関については，経団連の灘の産業団体代表からなる委員

会でのr認定機関設立のあり方」についての審議を経て，関係団体による基本財産拠出の協力を得

て，本協会の設立が準備された。轡93年熱月に民法第級条の規定に基づく財団法人として通商産業

大臣並びに運輸大臣からβ本品質システム審査登録認定協会の設立が許可された。

　以下に，我が国における品質システム審査登録制度，その現状と将来展望を概括する。

1．黛　晶質システム審変登録制度創設の背景

　我が闘で品質システム審査登録制度創設の必要性が広く論じられたのはここ数年のことである

が，その国際的並びに歴史的背景を整理しておくことが必要であろう。

　先ず，ISO9000シリーズ規格の源流は，四59年に米国国防総省が兵器等の調達先企業の品質保

証体制をチェックするために発行した規格M鶏一Q－9858にある。その後，この規格の考え方は表

iに示す様な多くの規格で踏襲され，最終的には捻0の専門委員会TC三76での審議を経て発行さ

れたものである。当初，製晶の信頼性が非常に重視される兵器等について，購入者が供給者に対し

て求めていた信頼できる晶質保証体制が，もっと広く一般の製品やサービスの提供者にも求められ
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るようになり，それに伴って国際規格が準備されたものである。

　第二には，重992年末に行われた難C諸国の市場統合の際に，人，物，金の流通の自由化の…環と

して，r物」については品質システム審査登録制度がEC諸国によって広く取り入れられた。r物」

の流通についてEC諸国の取り組み（適合性評価と総称されている）を若干詳述すれば，各国内の

r物」に係わる試験機関，検査機関及び認証機関をそれぞれ認定するいわゆる認定機関を各国に一

つ国家とLての権威を付与して設置L，その認定機関の認定機能を介して各国の試験機関，検査機

関及び認証機関が発行する試験・検査・認証の報告書あるいは認証書の信頼性と同等性を確保する

ことを意図した。上記認証機関には，品質システム審査登録機関のほかに製品認証機関や人の技量

の認証機関が含まれている。氾C諸国では，適合性評価に必要な試験機関，検査機関及び認証機関

が満たすべぎ要件をそれぞれ欧州規格として制定しており，また認定機関が満たすべぎ要件や認定

の手順については猫0バECガイドの制定準備が進行しており，同…内容のものが欧州規格とLて

制定される予定である。

　第三に，前記した欧州指導の適合性評価システムに対する世界各圏の受けとめ方であるが，当初

載C域外の一部の国ではEC諸国による非関税障壁ではないかとの捉え方もなされていたが，現在

では，同適合性評価システムの評価基準が公開された運用が透明で公平であることが積極的に評価

され，世界各国で同様な臼的で設けた既存のシステムをこれに統一していくことが自由貿易に対す

る障害の除去，自由貿易の推進につながるとの見方が一般的になっている。

1．3　品質システム審査登録制度の概要

　1．3．1　認定機関

　我が国の認定機関の設立の経緯についてはi章で述べたが，日本品質システム審査登録認定協会

の事業は下記の通りである。

　（蓬）品質システム審査登録制度に係る審査登録登録機関の認定及び登録。

（2）

（3）

（感）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

品質システム審査登録制度に係る審査員研修機関の認定及び登録。

晶質システム審査登録制度に係る審査員の評価及び登録。

晶質システム審査登録制度に係る適合供給者の登録。

品質システム審査登録制度に関する海外との相互承認の推進。

品質システム審査登録制度に関する調査及び研究。

品質システム審査登録制度に関する普及及び調査。

品質システム審査登録制度に関する内外関係機関との交流及び協力。

その他，協会の目的を達成するために必要な事業。

　品質システム審査登録制度のなかで欝本品質システム審査登録認定協会が果たす機能を図iに示

す。

　同協会の組織・機構を図2に示す。組織・機構は認定機関が満足すべぎ要件を定めた聡0／1E（〕

のガイド（原案名蔦0／CASCO226）に合致するよう構成されている。

　理事会は同協会の事業遂行に責任と権限をもつ議決機関である。
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図1　晟質システム審査登録制度のなかで日本晶質システム審査登録認定協会が果す機能

　理事会の下には認定評価委員会と企画委員会の二つの委員会が設けられている。前老は審査登録

機関及び審査員研修機関の認定や審査員の評価に係る重要事項を議決する。後者は認定審査の基準

　手順類及び評価・登録の基準・手順類の重要事項を議決する。

　評議員会は同協会の事業運営に関する重要事項について，理事長の諮問に応じて審議し，意見を

具申する。また，理事会の委嘱を受け認定評価委員会委員の選任及び認定評価委員会決定に対する

認定申請者の提訴の処理を行う。

　認定審査員は，国際的基準に準拠して選任され所定の教育訓練を受けた後，理事長の委嘱を受け

て認定審査に当たる。

　審査登録機関の認定審査に用いる基準と手順は，審査登録機関が満足すべき要件を定めた蔦0／

田Cのガイド（原案名聡0／CASCO227）及び認定機関が満足すべき認定手順を定めたi＄0／mC

のガイド（原案名欝0／CASCO鷺6）に合致するように定められており，審査員研修機関・研修コ

ースに対する基準類及び審査員の資格基準や評価・登録の手順等と共に公表されている（表2参

照）。

　1．3．袋　審査登録機関

　我が国では，日本品質システム審査登録認定協会が設立されてから日が浅く，審査登録機関の認
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図黛　日本晶質システム審査登録認定協会の組織・機構

嚢2　貰本品質システム審査登録認定協会が公表している認定基準類の一覧
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審査登録機関綱する認定磁肇（亙s。甑sc。鱒画『「

審査登録機関の認定のための手順（聡0／CASCO盟6準拠）

審査員研修機関に対する認定の基準

審査員研修コース基準

審査員研修機関の認定のため4）手順

審査員の資格基準（総0鐙011戎準拠）

審査員の評癒・登録のための手順

定審査を実施中であり認定結果を通知する段階に至っていないため，同協会からの認定登録を取得

した審査登録機関はまだ存在しない。

　 一方，外国の審査登録機関と業務提携Lた審査登録機関，外園に本部を有する審査登録機関の出

先機関，外国の認定機関からの認定を取得Lた審査登録機関あるいは上記日本晶質システム審査登

録認定協会の基準類に合致していることを自己認証した審査登録機関等が供給者の品質システムの

審査登録を開始Lている。また，品質システム審査登録業務を開始すべく準備を進めている機関も

ある。これら機関の数は，数十に達している。

　1．＄．騒　審査員研修機関

　i。3、2項の冒頭で述べたのと同様の理由で，日本品質システム審査登録認定協会から認定登録を

取得した審査員研修機関・研修惣一スはまだ存在しない。

　英国の審査員研修コース認定機関（R馨A）から認定された審査員研修コースの実施機関から講
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師を招塒して，あるいは認定された外国の審査員研修コース実施機関の出先機関が主催して，審査

員研修コースが開催されている。また，β本品質システム審査登録認定協会の基準類に含致してい

ることを自己認証した審査員研修機関が研修コースを開始している。

　亀．3．曝　審査員

　i．3．2項の冒頭で述べたのと同様の理由で，日本品質システム審査登録認定協会から評価登録を

取得した審査員補，審査員及び主任審査員は震だ存在しない。

　審査登録機関等では，英国の審査員認定機関（険A）から認定された審査員等が審査業務を実施

している。

　日本品質システム審査登録認定協会では，表2に示した基準により，同協会が認定した審査員研

修機関の主催する審査員研修コースを合格した所定の要件満たす者の織，相互承認した機関によっ

て審査員として登録されている者あるいはこれと同等以上の知識・経験を有すると認めた者を登録

することとしている。

　1．3．§　適合事業者

　豆．3、2項の冒頭で述べたのと同様の理由で，我が国の制度の下で認定された審査登録機関から審

査登録された適合事業者はまだ存在しない。

　商談の都合上，外国の審査登録機関からの審査登録が必要であった，あるいは早急に審査登録が

必要であった等の理由で，前記の審査登録機関から審査登録された適合事業者の数は3月現在で約

九百に達している。

1．尋　国内での運用の現状

　日本品質システム審査登録認定協会は昨年鴛月に審査登録機関及び審査員研修機関から認定申講

の受付けを開始した。国際的な慣行に従って認定申請以前に2回以上の実績が要求されている。現

在，審査登録機関から鴛件，審査員研修機関から2件の申講が提出されている。同協会では，各申

講機関から提出された書類を事務局及び認定審査員が審査した後，認定審査員が申請機関に出向い

て実地審査を行い，さらに申請機関の審査ないし研修の業務遂行状況の検分を行って認定審査報告

書を作成し，認定評価委員会に提出し最終判断を求めるが，認定評価委員会は5月下旬に開催され

る予定である。

　同協会では，外国法人の機関からの認定申講に対しても日本法人の機関からの申講と同様に受付

ける（ただし，相手国の認定機関が日本の審査登録機関からの認定申講を受付ける二とを条件とす

る）が，認定審査業務実施の順序としては日本法人の機関を先に行うこととLている。

　既に（その審査登録機関から）審査登録を取得している事業者の，審査登録機関が認定登録を取

得した時点での取り扱いについては，審査登録機関の認定審査に当たって不適禽が認められた場合

を除き，認定登録直近のサーベイランス時点よりr認定された」審査登録機関から審査登録を取得

した適合事業者として同協会が登録し公表することとしている。

　審査員等の評価登録については，同協会は本年玉月評価登録申請の受付けを開始した。環在，約

500件の申請が提出されている。同協会では，申請者から提出された書類を審査員評価員が評価し，
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必要に応じて評価員が申講者の面接を行って，評価報告書を作成L，認定評価委員会審査員評価分

科会に提出し最終判断を求めるが，同分科会は窪月下旬に開催される予定である。

　審査登録機関から既に審査登録を受けている事業者は前述のように3月現在で約九百であるが，

審査登録機関が日本品質システム審査登録認定協会の認定登録を取得した段階で，事業者から審査

登録機関への受審申請は飛躍的に増加するものと予測される。中小企業の受審のための経済的負担

を軽減する方策については，一部の地方公共団体を含め関係機関で検討が進められている。

　従来，製晶の晶質の優秀性については世界的な定評を得ている揖本の企業が，また新たに審査登

録を受けることにつき多くの議論がなされてぎたところであるが，今日の段階では本制度の創設の

意義について大方のコンセンサスは以下のように纏められよう。

　（i）製品輸出のため海外の購入者に対し自社の品質保証体制に信頼感をもって貰う手段として有

効

　（2）海外からの製晶輸入に当たって海外の供給者の品質保証体制をチェックする手段として有効

　（3）国内からの製品・部品等の購入に当たって供給者の品質保証体制をチェヅクする手段として

有効

　（4）　自社の晶質保証体制を維持管理する手段として有効

　（5）　自社の品質保証体制を再構築する手段として有効

　（6）海外の関連会社に品質保証体制を構築する手段として有効

　日本品質システム審査登録認定協会としては，本制度をよりよく健全に発展させるために，購入

者，供給者，審査登録機関，審査員研修機関，審査員および学識経験者等を交えて意見交換をする

場を継続的に提供する準備を進めている。

1．§世界での運爾の現状

　総09000シリーズ規格は，現在世界の約60力国で国家規格として採用されており，審査登録制

度は約5G力国で導入されている。主要各国の認定機関名，審査登録機関数及び審査登録取得事業者

を数を表3に示す。

　日本品質システム審査登録認定協会は，国際的整合がとれた形で本制度を国内で運用するため関

係国際機関と連携を密にして，その成果を業務に反映している。具体的には，犯0の適合性評価

委員会及びその下部委員会，世界認定機関フォーラム（IAF）会議，世界審査員研修コース認定機

関会議等の国際会議の他，世界各国の認定機関との二者間協議も積極的に進めている。

1．書　相互承認実現への動き

　広義の相互承認には，認定機関の相互承認の他に，審査登録機関間相互承認及び一国の認定機関

が他国の法人の審査登録機関を認定する行為も含まれるが，以下の議論は認定機関間の相互承認を

限定して述べる。

　1．§．1相互承認とは一そのメリットとデメリット

　相互承認とは，認定機関が相互承認相手機関の認定システムを自機関の認定システムと同一であ

ると認識し，相手機関の認定した審査登録機関の発行した審査登録証を自機関の認定した審査登録
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飛u麓騰s（恥蜘霧ほ鱒盛）

裟3　主要国認定機関，審査登録機関及び企業等の登録状況

「一一㎜一m耐旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者の登録件数紹　「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査登録機関数　　　　　　　　　　　　　　　　認定機関名　　　鼠　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（概数）トr一ギリス十㎝（灘Cc露）痢一㌧鰺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一d

　　　　イ　タ　リ　ア　　　　　　　　　　　　　　S蓋NCERT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　llll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iO
　　　　　　　　　　　　　　DAR（TGA）＊三　　　　ド　　イ　　ツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i6
　　　　　　　　　　　　　　AFAq　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2器1　　　　フ　　ラ　　ン　　ス

　　　　オ　　ラ　ン　ダ　　　　　　　　　　　　　　RvC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
　ヨ　　スウェーデン　　　　　　　　　　　　　　SWEDAC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　讐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茎婆

　1　　　オーストリア　　　　　　　　　　　　　　熟MUA
　　　　デンマー　ク　　　　　　　　　　　　　　翌簸d・・響｝蔓鋤delsst
　P
　　　　ギ　リ　シ　ャ　　　　　　　　　　　　　　鷺｝至OS
　ツ　　　ベ　ル　ギ　ー　　　　　　　　　　　　　　CNAC
　パ　　フィンランド　　　　　　　　　　　　　　F夏NAS

　　　　アイスランド　　　　　　　　　　　　　　L・99棚簸騨s宅of鋤

　　　　アイルランド　　　　　　　　　　　　　　1LA黎
　　　　　　　　　　　　　　CD夏PQ　　　　ポル　ト　ガル

　　　　　　　　　　　　　　M重磁ry・fC・mm／hd　　　　ス　ペ　イ　ン

臆1．イ，1一認響一，，諮 ＿　1
ヨ

巳墨抽欝　、一巳壷．、二
劇　（）内は実質的な認定期間を示す。

＊2　（＋　）内は現在認定審査中のものを示す。

＊3認定を受けていない審査登録機関が審査登録した事業者を含む。

機関の発行した審査登録証と同様に自国内で受け入れるよう勧奨し促進することである。

　そのメリットは，ある審査登録機関から審査登録証を取得した事業者が，相互承認相手国で新た

に審査登録を受審することなく，既有の審査登録証を有効と認めて貰える素地が形成されることで

ある。相手国で新たに審査登録を受審するコストが低減されるのは云うまでもない。

　デメリットは，購入者がその業務遂行能力に関Lて直接的に信頼感を持っていない相手国審査登

録機関の発行した審査登録証を有効と認めるよう自国の認定機関から勧奨・促進されることであ

るQ

　l．6．2　相互承認実現のための要件

　相互承認実現のためには，認定の基準や手順並びに認定審査のプ獄セスが同一であることについ

て当事者間で確認でぎ，認定審査を当事者が共同で実施し，認定審査報告書を当事者で利用し合う
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無驚鷺s（呂麟轡董欝婆〉

過程を経て，当事者間で相手側の行う認定審査のプ揖セスが信頼できるものであるとの確信を抱く

ことが必須である。

　1・難、3　最近の動き一国際的，地域的，二国間，研修機関認定

　国際的相互承認の枠組みは，捻0／配Cの理事会のアドホックグループで議論されており，総0／

瓢Cの傘の下で認定機関レベルで相互に評価し，基準に適合する機関を適格なものとして欝0／

mCが公表する方式の提案が具体化しつつある。

　地域的相互承認の枠組みの最も進んでいるのは，欧州認定機関グループ（駐AC）である。詑AC

加盟絡力国の内，数力国が相互承認実現のために共同作業をする旨の覚書を締結Lて相互に評価を

実施中である。この成果に基づいて，最も近い将来に相互承認が実現するものと期待されている。

アジアにおいても，オーストラリアーユージーランドから同様の覚書を締結するための話合い開

始の呼びかけがなされている。

　二国間相互承認実現のために共同作業をする旨の覚書を締結した例は，米一和を始めとして幾つ

かあるが，揖本品質システム審査登録認定協会もオランダ認定協会（籔vc）との間で本年婆月に

覚書を締結する予定である。

1．7　おわりに

　以上が我が国における晶質システム審査登録制度とその現状を概括した。

　文中に述べたように，本来この欄度は製品やサービスの購入者が安心して購入するための保証を

供給者に求める手段として生まれてきたものである。

　しかし，我が国の現状を見ると，海外への製晶輸出のための一手続きとして審査登録を受審する

ケースが圧倒的に多いように思われる。我が国においても，購入者の立場でこの制度を活用して，

広く国内外から信頼でる晶質保証体制を持った供給者から製晶やサー一ビスを購入するような日が早

く来ることを期待している。

　購入者，供給者，審査登録機関，認定機関等関係者が適時に集まって，この制度の運用上の問題

点や改善すべき点などについて，活発にかつ継続的に意見を交換し，この制度を有意義なものとし

て発展させ，我が国の経済活動の中に定着させていくことが必要であろう。

　最後に非破壊検査事業者について欝及すれば，非破壊検査は晶質システムの一翼を担うものであ

り，近い将来何らかのかたちで本制度に組入れられるものと考えられる。そういった意味で，㈹費

本溶接協会が主催する溶接検査事業者認定制度と本制度との関わり合いについての論議が待たれる

ところである。

8



鼠u瓢蹴s（s轡ぬ鍔議鱒垂）

黛．英国の審査員資格取得奮闘記

β本検査コンサルタント㈱

　　寺　田　邦　男

　蓋992年の2月，r電話ですUという声で，受話器を取るとrハーワーユー一ドゥイング　ク轟オ効

と海の向こうの客先から電話だ。晶質システムの国際規格である置SO9000番シリーズで必要な英

国品質保証協会の審査員になるための情報を教えてくれた電話であった、私はこの時点までどのよ

うにして審査員の資格を取ればよいのか，情報が得られず彼に質問をしておいたのだ。

　翰92年5月の連休明け，私は英語に堪能なもう…人の当社の社員と二人で米国に飛んだ。英国人

による英国の講習会が米国で開催されので，それに参加するためだ。土曜日に瞬サンゼルスに着

き，電話の主のビルの奥さんと一緒に空港で昼食をし，話に花を咲かせた。その後，我々は国内線

に乗り換え，アメリカンズカップの蒙ットレースが開催中のサンディエーゴ市に向かった。ここの

ホテルで講習会と試験が行われるのだ、

　ホテルで勉強すれば，時差ボケのため昼間ねて夜眠れないということになるので，次の臓曜日

は，隣町のメキシコに行くことにした．電話でメキシコの鑓帰り観光を予約しておいたので，バス

がホテルまで迎えに来てくれた。国境を越え着いた所は，西部劇に出てくる古い町並みの一コマで

あった。バスガイドのアドバイス通り，言い値の三分の…一に値切って買い物を楽しみ，また国境の

税関を通りホテルに戻った。これで時差ボケは大丈夫であろう。夜遅くビルもホテルに着いた．我

々の語学のハンディキャップを補うため一緒に参加してくれるのだ。翌朝，7時に会場で会う約束

をしてその鷺は眠りについた。

　受講と受験の受付を済ませ，会場に準備されていた朝食をビルと一緒に食べた、講習会費用には

朝食と昼食が含まれ，そして，フルーツと飲物は講習会中食べ放題飲み放題という条件である。露

本の講習会と大違いである。8時から講習が始まった。20名の受講生に対して2人の講師である。

最初に二人の受講生が組になり，お互いインタビューした。そしたら，「はい！　それではインタ

ビューした人を紹介して下さい」とのことだ。必要な事項を人から聞きだし，それを正確に伝える

ということが審査員の大切な仕事の一つである。英国人の流暢な（？）下聴なまりの英国語を聞ぎ

逃すまいと神経を集中して講義を聞いた、しかし，残念ながら最初の二日間は冗句を理解し，米国

人と同時に笑うことはでぎなかった。講義はきちんと50分て終了し，m分間の休憩を取ってくれ

た。全神経を集中して講義を聞いている日本人にとって本当によい頭休めになった。

　紺碧の空と青い海が見えるベランダにテーブルが準備され，受講生と先生達が一緒に昼食をし

た。この時は頭を休めておきたかったが周りはそうさせてくれず，遠路はるばる来た日本人にいろ

いろと質問をしてくれた。おかけで全受講生と畢く親しくなれた。午後は受講生が盛グループに分

けられ，それぞれに違う間題が与えられた。決められた時闘，各グループごとにその問題を議論

し，グループの代表がみんなの前で発表した。受講中に居眠りをし，会社に帰って，テキストを見
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　叢u獺狸s（s瞬畢量鮒垂）

ながら報告書を作成すれぱ済むという雰囲気の講習会ではない。全員が参加し，全員が理解するに

はこの方法であるという講習会方式である。故に受講生は20名と限定されているのだ。一々納得さ

せられることばかりである。やっと長い一日が終了しそうだなと思一）たら，またグループ分けさ

れ，宿題が出された。講習会終了後もグループで作業の分担について話し合いをし，部屋に戻るの

はいつも7時頃であった。外に行く元気も時間もなく，我々ヨ本人2人のみがホテルで夕食をとっ

た。その食事中も2人で講習会の構報交換をした。食後はすぐ部屋に戻り，50枚以上ある宿題の資

料を一生懸命読み，与えられた宿題に対する答をまとめ終るのが毎日午前3時頃であった。翌朝は

7時にグループで集合し，宿題の発表の仕方を議論するので，遅ぐとも6時半には起きなければな

らなかった。この繰り返Lが月曜から金曜日の午前中まで続いた。毎日3時間位の睡眠時間だ。も

う一人の日本人は，3臼昌位から歯が浮ぎだし，食事に支障をぎたすようになった。極度の緊張が

長く続いたからであろう。

　私も発表した。その時，rこの会社には開発設計部があるのに9002番を使用して品質マ瓢ユアル

が準備されているので不合格である。故に，これ以上マニュアルを調べてきませんでLた」といっ

て席に戻ろうとしたら，同グループのメンバー及びその他の受講生から一斉に非難の声が上がっ

た。そこで，また講壇に戻り，昨夜一生懸命調べ，細かく書き留めてぎた内容を発表し始めたら，

みんなから拍手が持ち上がった。私の冗句が通じたらLい。発表が済み，席に戻ったら周りの人か

ら「よかったよ！」と笑顔で握手を求められた。そLて，休憩になった時，講師が私の所にきて，

「あたなの発表内容はアメリカ人の頭に一撃を与えたよ！」と評価してくれた。

　丸憂日半の講習会が終了した金曜日の午後が筆記試験である。問題は菊問で80点以上が合格点で

ある。32間が滅点無しで答えられなければならない。試験開始前に間題をチェックするためio分間

与えられた。周りの人は5分位で読み終えたが，私はio分たっても25闘位しか間題が読めなかっ

た。焦った。「始め！」の声と同時に鉛筆を動かL，夢中で英作文を行った。スペースが足りず，

答を裏にも書いた間題もあった。もう時間だよと言われた時は齢間全部書き終わっていた。残って

いたのは見たことのあるもう一人の鷺本人だ。

　二度とこのような苦Lい経験はしたくないというのが講習終了後の実感であった。約4箇月後に

英国から正式な合格通知が届いた時はほっとした。

諺．鉄骨UT用R．懲。作成検討ワーキング・グループの活動

日本工業試験所尾崎眞純＊

　CIW認定事業者協議会（代表幹事中野盛司（CXP）一加盟iO蓋社）では，すでに建設省　住指

発拠9号通達の遵守を促進するため，研修会を東京，大阪で計2回（参加者500名）行うと共に，昨

年鋤月にはr建築鉄骨溶接部のUT妨害エコーの判別マニュアル」を発行〔鉄骨溶接部検査技術

見解統一委員会（委員長安藤純二（日本超音波）〕してぎた。

　更に，昨年挿月総会で承認された標題の作成について，UT検査技術者の検査ミスを根絶するた
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飛び腋澄照（融rね酵講蛤蔓）

めには徹底した技術習熟が不可欠なことから，実物大のR．R．（対比試験片）を製作し，会員各社

に常備し，新入社員はもとより，鉄骨UTに携る技術者すべての日常教育訓練を徹底し万全を期

することとなー）た。

　当協議会では，製作には数千万円の資金が必要となるが，その源資がない為，検討WGで可能

性が確認された後，平成6年度に正規委員会において，完成R．鼠の検定を行った上で，R．君．の

個別頒布価格を決定し，その価格をもとに，予約受注生産方式で，会員からの予約受注を募り，資

金をプー一ルした上で，予め，計画した販売頒布日程にしたがって，検定成績書を添付して会員検査

会社に引渡すことを企画している。

　W．G．は既に3回会合し，R．黙．は作成可能との結論が出得られたので，藪に報告する。

　当初，十字継手用のみを作成する計画であったが，U月中旬，幹事三浦邦敏（ESi）か関係す

るエンドタブ協会（千葉，浦安市）で使用済の丁字継手用R．E．がセラミックスエンドタブ付で，

多数頒布して貰えるとの情報により，R．5．12．7関係者（第2回議事録参照）により立会確認を

行い，有効であるとの報告があったので，平成6年度R君作成に際し，十字継手用に加え，丁字継

手用の頒布も検定の上加えることとした。

　第3回矯の会含は，平成6年i月％日（火）PM2：00～日本鉄構㈱堺工場での，予備試験片の立

欝　時

内　容

一

　　　　　　　　　　　第玉回ワーキング・グループ

平成5年慧月絡臼（火）PM1：30～奮30

1）　RR作成検討WGの日程予算などの打合せ

①協議の結果，十字継手（裏当金）のRβをs箇，予備試験として萌もって作成することになっ

　た。（配布資料：全構連に於ける溶接試験体）

②CO2溶接とし，裏当金t駕9mm，母材丁誘9mm，L～200mm，W篇300m恥程度，5×2とす
　る。

③Rβ寸法図は井川委員が作成する、

④加工依頼埼は，当舎委員が摂渉し，堺工場（鉄骨，橋梁）に委託を予定する。

⑤　当WGは，予備試験～確認試験までとする。

⑥加工委託予算は，羅崎幹事が，H月2購当協議会幹事会に諮り，承認を得て，実効にうつす。

　（④委託書を取り交わす）

2）　今期の大日程

②次回Rβ検討WG会合は，平成5鍛2月8縁（水）PML30～奮30於，日工試3F会議室と
　する。

1塑±1壷］謹☆1
注二検討WGば今期末窟でとする。

ゴ
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瓢懸狸s（s麺蹴蟄i鱒4）

合（WG．5名）を行った。溶込不良，融合不足などが比較的容易に挿入されていた。

　予備試験の予算については，i董月22日の幹事会で加工工場からの見積書により，WG会合費

90，0GO円，Rβ5個製作費騒o，000円計500，000円が承認された。したがって，第3回WGにおいて

ゴー一サインが出たので，今期中完成を目途に，加工工場に発注した。当WGは当期内に，R、猛、完

成品5体の検定成績書作成を行い，そのWG活動を完了する予定である。

　平成6年度は，新規役員のもとに，新たなW．G．を組織し，検定委員，予約委員（案内パンツ

レヅト作成から～受注楽で），などで構成し，含理的販売価格を設定して会員各位の要望に応えた

いとしている。

　尚，頒布個数は，丁字用，十字用共に，それぞれ鎗0～難G個単位が予想されているが，蓬個当り

の頒布価格は，検定費用等を含めて試算審議を要するが，60，000円から憩0，000円の範囲になるも

のと予想されます。

　予約受付（予約金払込）を7月迄に，製作を鎗月中，検定作業亙董月中，頒布発送年内というよう

な蟹程が考えられます。

　御多忙中，御協力をいただいた各位に紙上をかりて御礼申上げます。

薪　時

内　容

　　　　　　　　　　第2回ワーキング・グループ

平成5年鍛月8段（水）拾M墨：30～奮30

i）　エンドタブ協会丁宇R難について　井川敏之

　R5。捻．7　エンドタブ協会（千葉，浦安市）にて

　　（立会者）E叙　　三浦邦敏　　CXR　有井伸…郎

　　　　　　QgC荒井均　IMC井川敏之
　　（U　T）購c　松村民久
　　（結　果）A　欠陥無し　A1若干欠陥有り　慧，C　全線欠陥有り

　　　　　　詳細を調査するため，IMCへA〆3を3体，As鉾α社へ3体（AUT矯）へ回送す

　　　　　　ることとなっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セラミックスダブ’
　　一1蓋9卜

2）

3）

垂）

T

ioO

⊥
（結

200

一

⊥　　20

　　論）UT用R懲として使用は』可能。

当WG（十字継手）R。翼、の寸法，形状

予備実験（溶接加工）一一案一

次回第3回WG
H6涯．i7頃，R豊加工委託に．先立ち，日本鉄構㈱一堺一一を訪間する。

2），3）の結果により，正式に依頼する。

下

200

上

井川敏之

父野　竜

当舎　侃

」
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ぎ

嘱写真1　溶接状況の説明を受けるWG委員

擁纏
、い 鞭鰹

写真2　挿入欠陥確認のため，スライスした勲鷺

4．協議会だより

劔W認定事業者協議会では次の活動を実施した。

（1）各地区臨時総会開催

　平成6年2月に東霞本地区，関西地区および西日本地区で臨時総会を開催した。

　主な議題は昨年の①各地区総会および秋期全国総会で検討されたr鉄骨検査業協会」（仮称）設

立問題②CIW認定事業者協議会運営体制の強化策および③C互W認定事業者協議会の名称変更

についてである。r鉄骨検査業協会」の件については，協会維持経費，参加する構成メンパーおよ

び検振協と溶接協会との関わり等を考慮すると，会員多数の協力を得て設立するには難しい問題が

あるので，この問題を更に審議すると一層の混乱を招くとの観点から一時凍結ということで各地区

共，基本的に了承された。

　当協議会運営体制の強化等では，現在事務局を代表幹事会社である㈱シーエヅクスアール内に事

務局を設置しているが，会員が搬社にもなって，一会員会社がサポートすることが難しくなって

ぎたこと，および対外的にも独立した事務所を開設する方が得策であるということから，平成6年

度には会費の値上げを含めて，独立した事務所の設置および専従職員の確保等の案が了承された。

　当協議会の名称変更の件では，現在r認定」という字句があるために霞本溶接協会rC王W」と

混同されやすく，外部から理解が得られずらいという状況があるため，平成6年度はrC五W検査

事業者協議会」に変更することが了承された。

　なお，関西地区ではrC互W認定検査事業者協議会」の名称の方が良いという意見が多かったが，

全地区の大勢ではrCIW検査事業者協議会」が多数であった。

（黛〉平成か7年度役員選挙の件

　平成創7年度幹事（役員）選挙は平成6年3月婆日（金）掘部幹事，松本幹事，土肥幹事立会

のもとで開票され，結果は次の通りであった。

　　　東日本地区　中野盛司　㈱シ～エックスアール

　　　　　　　　堀部信義　アイ・シーティー㈱

　　　　　　　　安藤純二　日本超音波試験㈱

　　　　　　　　赤瀬　暁　石川島検査計測㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一玉3一



蜘魑遡s（s轡璽翻4）

三浦邦敏　エンジニアリングサービス㈱

若林雅志（東北・北海道地区）　㈱札幌工業検査

逸見俊一（監査役）㈱検査サービス

関西地区　　尾崎真純

　　　　　向井行雄

　　　　　井川敏之

西日本地区　飯閉武司

　　　　　外山　弘

㈱顕本工業試験所

東洋検査工業㈱

㈱アイ・エム・シー

東亜非破壊検査㈱

新揖本非破壊検査㈱

　なお，平成6年3月慧日第七回幹事会が開催され，幹事の互選により代表幹事として中野幹事が

選出された。東9本地区代表は堀部幹事，関西地区代表は尾崎幹事，西日本地区代表は外山幹事が

選出された。

　役員の正式就任は平成6年の春期総会の承認を得てからになる。また，今回の選挙から東北・北

海道地区から幹事が選出されることになり，東β本地区は幹事定員が6名になった。

（3）縫本鋼構造協会q総C）建築鉄骨奪門部会・分科会活動状況

　「溶接部検査員分科会」が，平成6年i月i2ヨおよび2月i5日に開催され，溶接部の検査につい

ての資格付けおよび検査範囲等について審議した。

（4）各種問題検討委翼会活動状況

　①建築検査技術統一見解検討委員会（主査安藤純二日本超音波試験㈱）

　建築鉄骨溶接部UT検査時に発生する妨害エコーの判別方法について検討Lてきた鉄骨溶接部

検査技術見解統…委員会は，昨年姶月にr建築鉄骨溶接部のUT妨害エコーの判別マニ講アル」

を作成Lた。会員には既に頒布したが，特定行政庁および関連業界にも配布中です。

　本マニュアルは玉，000部印刷したので，今後会員からの資料講求には送付致します。

　②建築鉄骨UT用R登作成検討委員会（主査才野竜新光検査㈱）

　平成5年H月に第一回会合を持ち，この3月までに五回の会合を持ち試験・検討してぎたがこの

度R懲の，マク・試験およびUTを行った結果初期の目的を達成し終了した。

（詳細は本号記事に記載されているので参照して下さい。）

　③外観検査マニュアル作成委員会（主査安藤純二日本超音波試験㈱）

　溶接部外観検査については，その範囲および測定方法等あいまいな点があり，マニュアルの作成

が要望されていた。

　この度，東京都の有職者のご指導のもとに上記マニュアル作成委員会を発足させることにした。

第…回会合を3月に開催し，7月には完成予定。第七回幹事会は平成6年3月i蝦に開催し，平成

六年度事業計画・予算・運営組織等について討議した。

（麟〉平成§年度春期全園総会開催鶏

　欝時1平成6年藁月1姻（木）i3100～”：00　場所1東京浜松町東京会館

　なお懇親会は同会場にてi7：蛤～糟120
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亙9鱗年蔓月玉鷺付で新規に次の事業者が認定されましたのでご紹介いたします。

東亜非破壊検査工事株式会社

本社所在地　華沁5　東京都港区芝3一歪鉦2　TEL　O3…3葡シ55裕

代表者氏名　代表取締役　川瀬　明

認定種別・番号・部門　D種，第昼3D勢号，放射線検査部門

株式会社　富士検査工業

本社所在地　甲2灘　神奈川県横浜市神奈川区新町3　TEL鍵5一騒1略862

代表者氏名　代表取締役　山野茂樹

認定種別・番号・部門　D種，第53D鱗号，超音波検査部門

株式会社　アスト

本社所在地　〒5嫉　三重県津市南丸ノ内7－28　TEL　O592－26一一88蟹

代表者氏名　代表取締役　松尾　茂

認定種別・番号・部門　E種，第1艦E％号，超音波検査部門

株式会社　石川検査

本社所在地　予921　石川県金沢市三十苅町乙157TEL　O762－98－4磁9

代表者氏名　代表取締役社長　米森昭夫

認定種別・番号・部門　E種，第蝕7E騒号，超音波検査部門

株式会社　エスティエス

本社所在地　箏399－82　長野県南安曇郡豊科町大字豊科菊03－i9　TEL　O263－73－7328

代表者氏名　代表取締役　丸山貴恵

認定種別・番号・部門　E種，第捻躍％号，超音波検査部門

京浜検査工業株式会社

本社所在地　撃236　神奈川県横浜市金沢区福浦2略一10　TEL　O鱒一70韮一2072

代表者氏名　代表取締役社長　吾郷享次

認定種別・番号・部門　E種，第嫉6E勢号，放射線検査部門

株式会社　相模理工

本社所在地　撃228　神奈川県相模原市鶴間3577－3　住商大野ビル6F　TEL　O繊7護5－772璽

代表者氏名　代表取締役　井上　巧

認定種別・番号・部門　E種，第爲9E％号，超音波検査部門

三共メンテナンス株式会社

本社所在地　『門刀　東京都豊島区千川2…影8　TEL　O3つ％穿⑳2玉

代表者氏名　代表取締役　三浦憲司

認定種別・番号・部門　E種，第孟鱗E94号，超音波検査部門

　　　　　　　　　　　一蓋5一



　獅麓購s（鞭蓋璽溺4）

ソニック株式会社

　本社所在地　撃2強　神奈川県大和市福田飴5ヨ9　丁量L　O妬2略7暗鶯5

　代表者氏名　代表取締役社長　山本浩和

　認定種別・番号・部門　E種，第置鱗E％号，超音波検査部門

有限会社　ダブル・アイ・エル

　本社所在地　撃6乃鎗i　兵庫県加古郡播磨町古宮400番の尋　クリエートビル3E

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　Oフ94ヂー35－3922

　代表者氏名　代表取締役　浅野孝男

　認定種別・番号・部門　鷺種，第i3覗9蔓号，超音波検査部門

中央検査株式会社

　本社所在地　撃鱒8　兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁属6一鍛　丁狂L　O7餅鱒年2鱒i

　代表者氏名　取締役社長　三村桂梧

　認定種別・番号・部門　E種，第i聡鱗号，超音波検査部門

北海適工業検査株式会社

　本社所在地　華059護3　北海道苫小牧市沼ノ端創餅7　TEL　Oi騒略5峨鷲2

　代表者氏名　代表取締役　高橋義孝

　認定種別・番号・部門　E種，第姓2E鱗号，超音波検査部門

r｝｝＜お知らせ》　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　rCIW通信一RUMPES』の原稿募集　　　　　　　　i

　　『qw通信一RUMPE鋼を刊行しましてから本年で早8年欝になりました。　　　　　　　l

　　C夏W通信編集委員会では内容の充実をはかるために，読者の皆様方より原稿を募集したい　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　と考えております。より親しみやすいr（〕IW通信一一RUM狸鋤にいたしたく，皆様方の原稿1

　をお待ちしておりますので，奮ってご応募下さい。採用の方には，多少ながら謝礼を差し上げ　1

　ますのでよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CIW通信編集委員会1
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