




1．　CIW認定制度と非破壊検査適格事業者審査制度について

　WES8701「溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別基準」に基づいて（社）日本溶接協会が行う
‘‘

"非破壊検査事業者の技術認定（通称CIW認定）"と（社）非破壊検査振興協会が同会規則「非破壊検

査適格事業者審査規則」に基づいて行う6‘非破壊検査適格事業者審査蹄の主要な内容について紹介

する。

　1．l　C夏W認定制度の概要

　蓋．i．笠C亙W認定制度の経緯

　溶接部の検査は，」爲その飽の規格が適用されているが，実際の溶接構造物の検査に対して，昭

和38年6月にr放射線検査委員会（RACMを設置し，放射線透過写真の等級分類，溶接部の評価

及び判定の個人差を少なくする方法の確立を主に検討が行なわれ，昭和鱒年r放射線透過写真撮影

事業者技術認定規則」を制定した。この規則により‘‘撮影技術老の技量認定試験’ヲを実施し，検査

会社の設備の審査を行って同年鴛月に認定事業者の第王号を与えたのが，磁W認定の前身である。

　その後，昭和鱒年に「溶接検査委員会（CIW）」に改正し，制度の充実，組織の整備等が続けら

れ，さらに放射線検査以外の検査部門への拡大等を経て現在のC亙W認定制度の基となるW賂

即艦を昭和52年に制定し，必要な改正を経て現在に至っている。

　C翼W認定は，発足当初から溶接部の検査を中心に，その評価方法，検査技術者の資格，検査会

社の認定等を精力的に検討し，時宜に応じて必要な修正を行いつつ現在の制度に反映されているも

のであるが，特に検査技術者の資格認定制度の確立は，㈹日本非破壊検査協会σSNDI）が認定し

ている66非破壊検査技術者資格ヲ’（昭和弼年に開始）制度よりも早い時期であった。

　その後，JSND亙の資格をベースにして，溶接に関する知識，溶接部の検査に関する知識・技量

を付加する形で認定試験を行い，現行のr主任検査技術者」及び「主任試験技術老コの資格認定翻

度へと変遷している。

　蓋．i．2　CIW認定制度の現状

　　i．至．2。i　審査項目

　　審査項目は，次の項目である．

　　（i）技術者の構成

　　（2）設備及び機器

　　（3）晶質保証体制等その他必要と認められる項目

　　1．蓋．2．2　事業者の種別

　　認定する事業者の種別は，A種，呂種，C種，D種及び混種の5種類である。

　　亙．主．2．3　検査部門

　認定する検査部門は，次の6部門である。

　　（1）放射線検査部門（RT）

　　（2〉超音波検査部門（UT）
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　（3）磁気検査部門（MT）

　（4）浸透検査部門（PT）

　（5）電磁誘導検査部門（ET）

　（6）ひずみ測定部門（SM）

i．量．2．婆　技術者の種別

技術者の種別は，次の3種類である。

　（i）主任検査技術者＊

　（2〉主任試験技術老＊

　（3）試験技術者＊＊

　＊　主任検査技術又は主任試験技術者試験に合格し，登録された者

　緋　JSND亙2種又はi種技術者で登録された籍

董．1．2．5　検査都門数及び技術者の構成基準

認定する事業者の種別と検査部門数及び技術者の構成基準は，表亙による。

　　　　　　　　嚢1　各種別における検査部門数及び技術者の構成の基準

種別　1

　井
検査部門数 主任検査技術者 主任試験技術者 試験技術者

A種1黎種ic種i　　　tD種i£種i

5又は6
又は婆

5名以上

名以上

名以上

名以上

名以上

絡名以上　　　　　　　　1

該当検査部門の主任試験技術者

名につき2名～10名

藍。蓋．2．6　設備及び機器の墓準

認定する部門の設備及び機器の基準は，表2による。

i．三．2．7　業務確認の調査項目及び品質保証体制項目

　（董）基礎調査は，次の亙0項目である。

　①会社名　　②代表者　　③役員構成　　④組織　　⑤事業所・営業所等の状況　　⑥従

　　業員数　　⑦資本金　　⑧事業所の設立登記状況　　⑨試験・検査事業の実績　　⑩事業

　　に必要な資格，許認可・届出の状況

　（2）認定調査は，次の慧項目である。

　　①非破壊検査を担当する部署の組織，責任者　　②Ciw担当者　　③C夏Wに関する社

　　内連絡組織経路　　④技術職の資格，人数　　⑤登録技術者の雇用状況　　⑥社内会議

　　の状況　　⑦教育・訓練計画，実績及び予定　　⑧設備及び機器　　⑨下請業者の名簿

　⑩下請業者の管理方法　　⑪主要な取引先名

　鋤　晶質保証体制に関する業務確認は，次の項目による。

　①　品質保証体制

　　　・品質保証体制の組織化

　　　・晶質保証組織の機能性

　　　　　　　　　　　　　　　　一2　一
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表2　設備及び機器の基準

検査部門

放射線検査

設備及び機羅
悔射線透灘
E

　＆）　i60kVp～260kV籍のX線装置

　も）　300kV塗以上のX線装置

　c）軟X線装置
　δ）γ線装置

　e）　玉MeV以上の高エネルギー装置

（2）放射線測定用線量率計

．4鯉超音波検査

磁気検査

（3）放射線撮影場（恒温槽を備えた暗室を付帯）

（4）放射線撮影用自動車（暗室を付帯）

（5）透過度計

⑥濃度計
（7）　フ　ルム観察器

襟灘麹

伝㎜

浸透検査

（玉〉超音波探傷器

（2）標準探触子

　（菰〉藁直探触子（周波数2及5M翫，各1個）

　（b〉斜角探触子

　　　（麟鶴鵠惜謝各画

（3）騨識片（養鷺Aい2・A3〉

（4〉超音波厚さ計

（5／横波垂直探触子

⑥　点集東探触子

　（a）点集東i睡直探触子

　（b）点集束斜角探触子

（7）　タンデム探傷装置

⑥　可変角探触子又はこれに準ずる斜角探触子群

（9）探傷データ収録装置

⑩

　機器
シンクロス」一プ又探傷システムの性能測定・解析用

一十鷲誠上

　ヨ
　12組以上　　茎名以上
　i

　l2組以上　　i名以上

　　1組以と　　　董名以上

　i　i台以上　　　玉名以上
　l

　i芸個以上　　　董名以上
　1

　巨剛上　銘肚
　ケ

膿肚灘　1王組以上　　2名以上
　～
　　集台以上　　蒐名以上
　　茎台以上　　　2名以上
一梶台以計、名以上

　l

　i隻式以上　　圭名以上
　1叢台以上　　　蓋名以上
　1　　玉台以上　　　　　　　　董麟以上
　…裏台以上　　　　　　　　重名以上

惚堤鷹1
　　　　　　　　夏名以上
　　　　　　　　i名以上

1董台以上1　3名以上

ほ㍊卸羅肚
li台以劃蓋。名肚
12台以上1蓋名肚
ヨ　　　　　　　　　　　　　ミ

脚嘘冑羅
l　　　　　　l
i璽式以上i　玉名以L
巨台以創　緒駈
l　　　　　　　　　l

t圭台以上1　玉名以上
　　　一剛一廿㎜㎝㎜｝㎜㎜『㎜
　　　　　　　至名以上

愕
電磁誘導

ひずみ測定

〉携帯形極問式磁粉探傷器

（2）磁化装置（プPヅド法が可能なもの）及び電極

（3）紫外線照射装置

（4）ガウスメータ～

（5〉照度計（紫外線）

）標準試験片

）紫外線照射装置

）照度計（紫外線）

⑥　対比試験片

電磁誘導探傷装置

i茎台以上1…i個以上トー

、，覇み測定器，師つ，瓦．！壮測廼，、肱，励☆鑑十｛㌘
㎜一

㎜…㎜

（2）動ひずみ測定器（記録計を含み至台につぎ6点以上測
　定可能なもの）

始以判玉名以上

一一 一
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　　②品質保証の基本計画

　　　・文書管理

　　　・試験・検査の管理

　　　・試験・検査用機材の調達管理

　　　・試験・検査機器の取扱，保管の管理

　　　・不具合の是正管理

　　　・試験・検査記録及び報告書の管理

　　③濫査
蓋．i．2．8　主任検査技術者および主任試験技術者の試験内容及び受験資格は，表3および表垂

　　　　による。

　　　　　　　　　　　　　　表3　試験の内容

　　　　　　　　　　　　主任検査技術老
　　　　　　　　ミ　　　　　　寸　（i）軟試験（筆記）

試験の 』⑫調　接）
　　　　　　　　1　　　（i）溶接概論
　試験の内容　　1　　　　　　　　　　　（2）溶接構造物の検査

査技術者 4 主任試験技術者

禽（筆記）

（面接）

（i）

2）

一次試験（筆記）

次試験（面接）

葱姦物の検査

士　i

（ま〉

2）

溶接概論

接部の非破壊検査

蓑尋　受験資格

技術者の種類　1 受　　験　　資　　格　　条　　件

　　　　　i④JSN研特級資格の所有者
　　　　　i⑤　磁W主任試験技術者として2部門に登録している者
粧検献儲i⑤C亙W主任試験技儲としてi部門燈蹴，かつWES8i・3（溶接技儲資格Nこ

　　　　　i　　よる1級資格を所有している老

主任試験技術者1⑤JSNI）13種資格の所有者

1．i．2。9　認定事業者数及び登録技術者数は，平成6年婆月現在で次のとおりである。

　（認定事業者数）　　　　　　　　　　　　　　　（登録技術者数）

種　　別 認定事業者数

A種認定事業者
塾種認定事業者

C種認定事業者

D種認定事業者

E種認定事業者
　　　　　斗

合　　計

ま7社

5社

22社

蹴社

36社、

i姓社

種　　別　　　　　　　登録者数

主任検査技術者　　　　　　225人
任試験技儲　1　1，272人

験技儲！　脚人
合　　計　　　　　　　5，2鍛人

　1．2　非破壊検査適格事業者の審査制度の概要

　i。2．i　非破壊検査適格事業者審査制度の経緯

　昭和6i年から蔓年間，r非破壊検査に関する認定制度の調査研究」を行った結果，非破壊検査業

界の健全な発展を図るために一定の措置が講じられた非破壊検査適格事業者の審査制度の必要性が

　　　　　　　　　　　　　　　　一盛一
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あげられ，CIW認定制度との調製のための協議を経て，平成3年に発足した制度である。

　非破壊検査事業者は，正確かつ公正な業務の遂行が絶対条件であり，社会的な権威と信頼性を高

め業界の健全な発展を図ることは，言うまでもない。C亙W認定制度においても同様の趣旨である

が，本制度では，企業倫理を守り，サービスの品質を確かなものとする管理体制を葺一・ッパのす

う勢であった聡09000シリーズ（品質管理及び晶質保証に関する規格）を全面的に取り入れ，更

に安全衛生管理体制等について行きとどいた措置が講じられている事業者を適格事業者として審査

し，証明する制度である。

　蓋．2。2　非破壊検査適格事業者審査制度の現状

　　i．2．2．玉　審査は，次の5項目である。

　（1）検査業務実績及び従業員数

　（2）検査技術者の資格及び人数

　（3）検査設備及び検査機器

　（4）　晶質システム

　（5〉安全衛生管理体制

i．2．2、2　検査業務は，次の6部分である。

　α）放射線透過検査業務（RT）

　（2）超音波探傷検査業務（UT）

　（3）磁気探傷検査業務（MT）

　（4）浸透探傷検査業務（PT）

　（5〉電磁誘導探傷検査業務慮丁）

　（6）ひずみ測定業務（SM）

亙．2。2．3　審査項目と含格基準は次のようになっている。

　（り　検査業務実績及び従業員数

　　①設立後2年以上の検査業務実績を有していること

　　②従業員数は，表5による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓑き

項　　　　　　段 配　点 必須、煮 備　　　　　　　考

従業員数 3点／人 20点

役員は含めてもよいが非常勤者は含めない

働者名簿，厚生年金，失業保険，労災保
等の支払い台帳による

（2）検査技術者の資格及び人数

　該当する検査業務で，技術者の資格と人数に対する合格基準は，表6による。

（3）検査設備及び検査機器

　事業者は，各検査業務について，表7の設備及び機器を有していること。ただし，自社保

有を原則とする。また磁W認定事業者については審査を省略する。

　　　　　　　　　　　　　　　　一　5　一
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項　　　　　　臼 配　点

醤鑓　3種
獅　2種

懸　　　　　井

⑳点／資

点／資

点／資

エックス線作業主任者

ンマ線透過写翼撮影作業主任者

射線取扱主任者

㎜　｛　一　肋　㎜　｝

5点／資

5点／資

o点／資

煮

一

嚢§

必須 　 墜　＿、考

　30点　l　Ciw認定事業者については審査を省略する

iO点 鼠丁業務に限る

合格基準130点以上，RT業務は齢点以．と

蓑7

項　　　　　　目 一i醍点　財獅 備　　　　　　　考

放射線透過検査装置

300kVp以上

絡0－300kV欝

50～絡GkV診

ガンマー線装置

ライナヅク

射線測定矯線量率計

射線撮影場

恒温槽又は自動環像器付ぎ暗室）

室付ぎ自勤車

過度計

ィルム観察器

セ　　骨
　5点／台

　5点／台

　5点／台

　5点／台

　10点／台

　5点／台

　鐙点／ケ所

　欝点／台

　i点／個

　5点／個

　鐙点

　5点

※劉

RT合格基準1％点以上

超音波探傷器

音波厚さ計

準試験片’

　　　　茸5点／個

点／個

点／個

鐙点
点2点 UT合格基準二鍛点以上

　　　　　　　　　　　　　　　咋
聞式磁粉探傷器

揖ッド式磁粉探傷器

外線照射装置

外線照度計

準試験片

3点／個

点／個

点／個

点／個

点／個

同　※　　婆点　※　　1点

MT合格基準：翌点以上

紫外線照射装置

外線照度計

比試験片

2点／個

点／個

点〆個

　些点

　i点

PT合格基準：5点以上

電磁誘導探傷装置 5点／個 5点 慧丁合格基準15点以上

静ひずみ計（鍛c紛

ひずみ計（6薇）

5点／個

点／個

5点

点
SM合格基準ほ0点以上

※は採点に加算しない。

＠）　品質システム

　提出された当該検査業務に関する検査要領書及び晶質システム・マニュアルについて，表

8に示す審査を行うほか実態調査を行う。

（5）安全衛生管理体制

　　　　　　　　　　　　　　一6一
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裟麟

　　　項　　　　　　目　　　　　　配　点

鹸無の癒廊r｝｝ 了『
噌理麟蝿立状況　　†　5

l　　　ll　3　　11　　　　　　11　2　11．上＿＿＿⊥．＿＿

　　必須点　｛　而　m　｝　㎜

　　5　…“「㎜r

…

3糖・講及び技能噌理　1　5　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　1　　5　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　l　3

　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　1　3

玉1

　　　＿＿＿＿＿＿＿4蛋　文書及び記録の管理　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　き

　　　5

　　2
　　2

　　3

　　3

　　3

＿＿＿

nli

5試験設備の管理

躯
旧　｝　旧　　崩　一

6検査業務の管理
f．

準☆．轟．鵬．．戴

『「零灘癬醗
　　　　　1（3）鰍の欄及び外鰍唾絡系統糊
　　　　　　　確である

（聖〉

ω

（3〉

（4）

』一
（韮）

（2）

（3）

（4）

（5／

（6）

社内研修・教育を実施し，その記録が
ある

NDi，C夏W等の外部機関σ）講習会に
参加している

非破壊検査技術者4）学歴，取得資格，
検査経歴等を登録管理するシステムが
ある

非破壊検査技術者の管理台帳及び記録
類が整備されている

r七、〉蕨

検査記録を含む文書の作成，チェッ
ク，承認の部門及び担当者が明確であ
る

文書の配布経路が明確である

文書の改廃についての方法の規定があ
る

客先名，検査内容，期間，場所，担当
者名等を記載した台帳が整備されてい
る

検査記録等の保管規定があり，規定ど
おり保管t、ている

協力会社及びその技術春の検査実績の
記録がある

／2〉

（3）

1ω

（2）

（3）

（蓬〉

（5〉

（6）

　　，性能の維持のための点検方法が
規定されている

試験設備の管理責任者が決められてい
る

点検の実施記録を含め，台帳による管
理がなされている

受注時の業務内容を確認し，調整する
システムがある

業務ごと現場責任及び品質管理責任港
の選任方法が定められている

協力会社の業務範畷とその技術者グ）選
定基準を含む管理規定がある

検査状況の識別管理システムがある

業務内容に変更又は不具合が生じた場
含，調整するシステムがある

品質をチェックする体制があり，改善
事項を具体化するシステムがある

（計86点）　合格基準：60点以無

提出された安全衛生管理状況を示す現況報告書により，表9の審査を行うほか実態調査を

行う。

茎。2．2．昏　倫理基準
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叢彫麓聖粥（鎌灘鵬綻．笠鱒垂）

蓑登

順　　　　　　環 i 配　点 …必須点 備　　　　　　　　考

豊 安全衛生管理の組織
右iL

55

…ii（2）

2 安全衛生教育 5
㎜「5　　　一侮 必要な安全衛生教育を実施している

3 健康管理
セー｝

［

5
…1　5担

llω 健康管理を行っている

峯 放射線安全管理
　i　i⊥

5 i　　5

＿
撫

放轍安全鯉を行 轟を．限る）

5 車両安全運転管理 55 『I　　iO （i）

旨い2）

管理台帳（運転者・車両等）が整備さ
ている

急時の連絡体制ができている

　合格基準：蹄点，RT業務は瓢点

　　非破壊検査適格事業者は，協会規則として制定されている倫理基準を厳守することを前提条

　　件としている。

　　1．2．2。5　認証事業者数

　　平成6年婆月頃の非破壊検査適格事業老数は，56社である。

　1．呂　“W認定制度と非破壊検蓋適格事業者審査制度との比較

　磁w認定制度と非破壊検査適格事業者審査制度の概要は，前項に記述したとおりであるが，再

制度の中で特に相違している部分をまとめると次の通りである。

　（｝）C三W認定制度の場合

　　①　認定種別が，A～Eの5種類に分かれ，それぞれ検査部門数，技術者の構成数が規定され

　　　る。

　　②主任検査技術者及び主任試験技術者の試験がある。

　　　またこれらの技術者の受験資格は，JSND亙の特級又は3種技術者が基本となっている。

　　　さらに試験内容は，溶接技術に関する基礎的な事項と溶接構造物の非破壊検査技術であ

　　　る。

　（2）非破壊検査適格事業者制度の場合

　　①　設立後，2年以上の検査実績が必要である。

　　②従業員数は，7人以上である（3点／人，20点以上）

　　③検査部門の技術者の資格は，JSND1の3～豊種の資格者にそれぞれ配点L，30点以上

　　　（RTの場合は，さらに締点加算されるが）が必須となることから，2～5人程度の技術者が

　　必要となる。

　　④　検査技術者の資格と人数，検査設備及び機器については，C夏W認定事業者の場合は審査

　　　が省略される。

　　⑤品質システムに関しての社内体制確立に重点を置いている。

　　⑥倫理基準の厳守が求められている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　8一



脳腋夢聡（s鞭膿鍵，欝騒〉

嚢．　㈱臼本鋼構造協会（y総C〉の動向

　はじめに

　建設省に設けられた建築技術審査委員会r鉄骨建築物最質適正化専門委員会」（委員長：藤本盛

久）が，平成婆年3月にまとめた報告書で鉄骨建築物の適正な品質を確保するための提言は，設計

・施工・鉄骨加工・鋼材メーカ・流通・検査・監理等の各関係分野の横断的な機能調整とそれぞれ

の業務区分を明確にし，自工程責任を全うするための各種制度の充実を求めるものでした。

Jsscでは，この提言の具体化を図るためにr鉄骨専門特別委員会」（委員長：藤本盛久）を設

置して検討が進められ，6つの分科会準備会を設置して具体化へ向けての検討が，平成5年鶏月よ

り開始されました。

　2．1各分科会準備会の概要

　6つの分科会準備会の検討状況は次のとおりである。

　（i）建築溶接管理技術者分科会準備会（主査1橋本健一）

　　建築溶接管理技術者資格制度の是非，既存制度との整合性，海外における実状等を含めた審議

　が行われ，具体的な内容（資格の位置付け，資格認定基準，実施要領等）の検討と既存資格制度

　との調整を今後進めてゆく。

　（2〉建築溶接技能者分科会準備委員会（主査：青木博文）

　　建築鉄骨の主要溶接部の安全性，健全性を確保するために，難易度の高い溶接で，溶接技能者

　に要求される資質ならびに技量を検討し，」1Sによる資格検定を踏まえて重複することのない技

　能の判定，試験方法の具体化を目指して検討を行う。

　⑥　高力ボルト接合管理技術者分科会準備会（主査：脇山廣三）

　　高力ボルト接合管理技術者のr管理項尉と「制度内容」に分けてJASS6を基に検討し，具

　体的な実施方法の検討を進める。

　＠　建築溶接部検査員分科会準備会（主査：金谷　弘）

　　建築鉄骨溶接部の検査員制度の是非，既存制度の内容等を検討し，超音波検査を主体とする内

　部検査と外観検査を検討する。

　（5）制品検査員分科会準備会

　　建築鉄骨の製品検査のうち，寸法検査と溶接部外観検査を中心に，既存制度を包含した形で具

　体化に向けて検討する。

　（6）　ミルシー一トアテスタ分科会準備会（主査：守谷一彦）

　　建築鉄骨用鋼材の供給に関する流通経路と鋼材の品質保証の適正化を図るためのミルシートと

　その裏書ぎの現状と間題点の検討を行う。さらに関連団体のコンセンサスを深めたら，資格制度

　についても検討する。

　窯．2　建築溶接部検査轟分科会準備会の概要にっいて

　前項の6つの分科会準備会のうち，特に検査とその技術者に関連する分科会である。建築溶接部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　9　一一



嚢む獺聖鵬（翫撚鵬総r．欝纒）

検査員分科会準備会の概略は次のとおりである。

　（1）分科会準備委員会の目的

　本分科会準備委員会は建築鉄骨の適正な品質確保のために必要な溶接部検査員制度について，

　既存制度ならびに他分科会との整合性を考えながら，その制度の事業化の可否を検討する陽的で

　設置された。

　鉄骨専門特別委員会で決定された本準備会の委員は金谷弘（神戸大学工学部）ほか婦名で，揖

　本溶接協会から大岡紀一（Ciw認定運営委員会），盤W協議会から有井伸一郎の両氏である。

　（2）審議会経過等

　審議は，関連する国内外の既存制度をサーベイし，本準備委員会が想定する検査員の作業内

　容，立場等について自由討議することからスタートLた。

　①溶接部のr内部検査」とr外観検査」を，一応分離して考える。

　②r内部検査」はrUT検査」に限定する。検査員は聞本建築学会r鋼構造建築溶接部の超音

　波探傷検査基準・同解説」に基づいて検査を正しく行なえる技術者とL，既存の制度による有

　資格者とする。既存制度としては「全構連UT技術者」，「C夏W主任検査技術者」などが望ま

　　しい。

③r外観検査」の検査員についてはr全構連鉄骨精度技術者」制度が活用でぎる。ただし，

　UT検査に先立って外観検査を実施する必要があるので，r溶接部検査」に限定すれば，外観

　検査員の資格とLて「W聡」の制度の活用も可能である。

④本分科会が想定する検査員をrUT検査員」のみに限定するのであれば，分科会の名称をr鉄

　骨溶接超音波検査技術者分科会」とする。これに関してはr製品検査員分科会」と調整する必

　要がある。

　⑤　検査量の技量レベルあるいは立場については種々の意見があり，さらに継続して討議する。

　　今後，鉄骨専門特別委員会での討議及び他分科会との調整を通じて，本準備会の立場を明確

　にしていく予定である。

　慧．羅各資格制度の基本的な考え方

　現在JSSC鉄骨専門特別委員会が各分科会に提案している各資格制度の基本的な考え方は，次の

とおりである。

　①資格者の種類

　Jsscで制定する鉄骨建築の資格者は，当面次の2区分6種類とする。

　区分蓋　鉄骨製作工程（含現場製作作業）で適切な贔質を作り込む上で必要な専門的技量・知見

　　　に関するもの

　　　○建築鋼材管理者（区分2と重複する）

　　　○建築溶接技能者

　　　○建築溶接管理者

　区分2　製作完了した鉄骨の品質の適否を検証する専門的技量・知見に関するもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　一io一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷺欝瀬艶鵬（s慧灘驚礎．欝搬〉

　　　○建築溶接非破壊検査者

　　　○建築鉄骨製品検査者

　　　○建築高力ボルト接合管理者（区分三と重複する）

②各資格者のクラス分け

　各資格考とも原則として玉種（下位級），2種（上位級）を設ける。

　ただし，審議の結果，2種より上級を要する，もしくは単一級でよいと結論された場合は，更

に上級を設けること，もしくは単…級とすることは妨げない。

　i種（下位級）主として5階建以下の規模に必要と考えられるのは技量・技術・知見を保有

　　　　　　　するレベル

　2種（上位級）主として5階を超える規模の建築鉄骨に必要と考えられる技量・技術・知見

　　　　　　　を保有するレベル

　3種（特級？）超高層・特殊建築物に必要と考えられる技量・技術・知見を保有するレベル

　　　　　　　に相当するもので当面は除外する。

③資格者の性格

（玉）JSSCの資格老は，建築鉄骨の品質適正化を図る上で，これに直接的に関与する建築分野

　（設計・工事監理・施工・製作・材料供給・行政）で合意（公的認知）した検査能力考，品質

　証明等能力者または専門作業老と位置付け，資格はすべて『個人資格』とする。

（2）建築分野に於ける民間の資格であり，品質保証等が民間の能力で行われることを昌ざすもの

　とする。

④区分工の資格者と既存他団体資格との関連

　　区分iに分類された資格者は，鉄骨製品の品質の作り込みに必要な資格者であり，建築溶接

　技能者および建築溶接管理者の資格は製作工程上の局所的スベシャリストとして捉える。この

　とぎ，現行の鉄骨製作管理技術者（蓋級・2級）は，鉄骨製作工程の横断的管理者として捉え

　る。

⑤区分2の資格者と工事監理者との関連

　　行政的には，当該専門事項の検査又は品質証明書等の作成で工事監理者（至級建築土）を補

　完する資格者として，認めるものとする。

⑥」絡C資格者と施工状況報告書の関係

　　工事監理者は，通達鍛9号の記入資格者とLて，必要に応じてJSSCの資格者を活用するも

　のとする。

　　行政的にもこれを認めるものとする。

⑦J8sc資格制度の運営

　玉）実施機構

　　Jssc資格制度運営の主体となる組織については後日決定するが，基本的には，資格制度

　　全体の総合調整・措置を講ずるための『鉄骨建築技術者資格制度運営委員会（仮称）』と，

　　　　　　　　　　　　　　　　　一一n一



　鷺u踊欝欝s（s雛搬難礎．i鱒4〉

　　　その下部機構とLてのr認定委員会（仮称）』及び各資格毎の『専門分科会（仮称）』の組織

　　　構成とする。

　　2）　具体的運営方法

　　　（i）関連団体の既存資格制度のシステムの活用を前提とするが，これらの調整を含め，今後

　　　　鉄骨専門特別委員会において検討する。

　　　　　ただし，資格老の認定・登録・資格証発行等，資格制度の基本となる業務については，

　　　Jssc自体が行うものとする。

　　　（2）建築分野で，宮民で利用できる運営体制とする。

　窒．4　今後の予定

　各資格の基本的な概念をもとに各分科会準備会は，今までの検討結果を踏まえて具体化に向けて

の検討を進める。順次実施体制に入れるものは，本年9月頃より具体的な実施方法の検討を行っ

て，平成7年婆月より実施する体制を立案してゆく予定である。

一董2一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聡駐厳照s（癬隙麟鍵．鰺騒〉

騒．　新製品紹介にのコーナーは認定事業者の開発駿機器等麟醗するものです〉

鋼管溶接部内面検査カメラ（大阪ガス㈱と共同開発）　　　　　　　　　㈱シーエヅクスアール

1．開発目的

　新設鋼管溶接部を管内面より検査します。このカメラ検査とX線抜き取り検査を併用すること

により，溶接部の検査能率の向上を図ります。

2。　装置と工法

　新設の配管内に検査カメラを挿入し，地上から遠隔操作によって管内を走行させ，溶接部に位置

決めした後，検査を行います。

・装置構成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コント欝一ラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒテ貯モニター

　　　　　　　　　　　　　　　　　ケーブルトラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aq（）OV
　　　　　　　　　　　　　　　ケープル（35凱）　　　　　　　　　熊」

　　　　　　　　検蛮麟ホット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小i製コンフレッサー

　　　　い

　　　　　　検麓　　走行　　　　　　　　　　　　地上装置の設置スヘース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、5×1．5灘

暮．適罵対象

口　　径ほ50A～婆OO　A（i50／200A，30e／憩O　A2機種）

検査延長1最大30撮

4．検査原理

　溶接の裏波に，平行な2本のレーザースリット光を斜めから照射すると，裏波の凹凸によってレ

ーザー光の形が変わることを利用して，溶接の溶け込み不良と裏波形状を検査します。

カメラ レ＿ザ＿i
　　　l

、，　　！

　　　I
　　　I

　　　　　　健黛な嚢滅

　　l　　I　　鍔　　　　コ　　ト　　ト　　　

l　　！

＿『＿『一納ゴ匠補＿

一＿［＿ 一＿ ＿＿＿一－＿＿¶

　　　　　　熈み

一玉3一

　　　　　　　　　　　I
　h

／
／　　　　　　旨

　“　　　　　　　　1
　け　　　　　　　　1
　昌　　　　　　　　　　　1
一＿！L＿＿＿＿＿＿．＿＿一＿．＿．コ

灘け込み不驚



盆u瓢欝鵬（3聰鱒蹴欝．欝鍼）

難．特長

q．5DRエルボ尋個を含む配管延長30驚の走行が可能。

・走行速度は毎分6鑓，3瓢の2段変速。（300／紛OA兼用機）

・鉛直配管部の停止検査およびエルボ部の検査が可能。

・堆積スラグブ揖一が可能。

・検査画像を8m凱ビデオで録画可能。

・全ての装置が軽量（20kg以下）小型で取扱いが容易。

、’

　　舞〆　　　　　　　　　　　饗

囲
　　　　　　　　　　　　　　　　毫『
　　　　　　　　タ
　　、　　　　　　　　　　／　　　P　　　　　　懸i剛』』

r　　一くお知らせ＞　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　圃　　　｝㎜r

l　　　　　　　　rC亙W通信一RUMPES』の原稿募集

iテ
1　『Ciw通信一RUMPES』を刊行Lましてから本年で早8年員になりまLた。
i
！　CiW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
ヨ

1と考えております。より親しみやすい『Ciw通信一RUMPE鑓にいたしたく，皆様方の原稿
ヨ

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L上げ

1ますのでよろしくお願いします。

l　　　　　　　　　　　clw通信編集委員会
L

一怨一
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4．協議会だより

（1）協議会名称変更

　平成6年度から，従来から使用していました当協議会の名称である「（〕夏W認定事業者協議会」

をr鎌W検査事業者協議会」に改称することにしました。これは従来の名称が外部からみますと

社団法人日本溶接協会，C夏W認定と紛らわしいため，当協議会存在の独自性をよく現わすために

改称することにしました。

（窯）新事務所設置

　平成6年6月墨日より，当協議会の事務所を下記に移転しまLた。

　場所：東京都台東区浅草橋卜争5　ハシモトビル8階　8倣号室

　　　　TEL　O3 582（）弓353

　　　　FAX　（露一5820B368

　事務局には，中山昌久（事務局長）と大原廣子（職員）が専任となりました。場所も獲本非破壊

検査協会が従来から使用していましたビルですので，会員の皆様には馴染みのある処ですので気軽

にお越し下さい。

（欝）平成軽年度春期総会開催

　平成6年度盛月斑日（木）に東京・浜松町・東京会館にて春期総会を開催しました。出席会員は

醗社・86名でした。議案の主なものは，

　①平成5年度事業経過報告

　②平成5年度会計報告

　③平成6～7年度幹事選挙結果報告

　④平成6年度事業報告

　⑤　平成6～7年度運営体制

　⑥平成6年度会計予算

　以上，各議案につきまして幹事の説明後，討論がなされ議案通り承認されました。本総会では，

協議会名称変更，および新事務所に関する件についても承認されました。

（轟）新運鴬体制

　新運営体制については，次の様に決定しました。（敬称略）

代表幹事
東日本地区代表

関西地区代表

西鷺本地区代表

企画　担　当

広報担　当

倫　理担　当

中野盛司（株式会社シーエックスアール）

堀部信義（株式会社アイ・シー・ティー）

尾崎真純（株式会社日本工業試験所）

外山　弘（新日本非破壊検査株式会社）

向井行雄（東洋検査工業株式会社）

赤瀬　暁（石川島検査計測株式会社）

三浦邦敏（エンジニアリングサービス株式会社）

　　　　　　　　　一孟5一一



　叢u麓夢盤（＄疑鵬撚鍵．豊9毅）

　会　計　担　当　若林雅志（株式会社札幌工業検査）

　技　術　担　当　安藤純二（日本超音波試験株式会社）

　　　ノノ　　　　井川敏之（株式会社アイ・エム・シー）

　庶　務　担　当　飯田武司（東亜非破壊検査株式会社）

事　務　局　長　中山昌久（前・株式会社シーエックスアール）

働　新規会殿認定証授与式

　総会に引きつづぎ新規会員捻社および昇格8社の認定証授与式が行われまLた。

　新規会員はi2社です。（RUMPES　VOL．8NO．2に記載済み）

（馨〉懇親会

　春期総会後，同場所で懇親会が開催され，会員および招待者を含めて，紛7名の方々が参加Lま

Lた。

　懇親会では藤田譲C夏W認定委員長（臼本溶接協会会長），中野代表幹事の挨拶に続いて，通産

省工業技術院標準部材料規格課課長補佐・市用英雄氏，建設省住宅筒建築指導課課長補佐・越海興

…氏および東京都都市計画局指導部調査課課長補佐・斎藤彰氏から来賓のお言葉を頂ぎ，最後に揖

本溶接協会専務理事・森直道氏の乾杯で始まり終始なごやかなうちに終了しまLた。

（7）技術委員会関係

　①　r建築鉄骨R猛作製および検定委員会」が発足し，次の様な構成で活動を始めることになり

　まLた。（敬称略）

　委員長　井川　敏之幹事㈱アイ・エム・シー

　委　員　晒上　秀史　　　川重検査サービス㈱

　　　　当舎　　侃　　　工一スエンジニアリング㈱

　　　　笹川　　繁　　㈱コーケン

　　　　長岡　康之　　　㈱検査技研：東日本地区代表

　　当委員会は約i年で終了予定

　②r建築鉄骨溶接部の外観検査マニュアル作成委員会」委員長安藤純二幹事のもとで下記の

　様に開催LまLた。

　第2回会合平成6年憂月i3醤

　第3回会合平成6年5月25臼

　　終了は平成6年9月頃を予定しております。

一絡一
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う．αW認定事業者一覧（本社所在地）

平成6年峯月三日現在

地区

北
海
道

会　　社　　名　　　　　種別…　　　　所　　　在　　　地

梧　一
　幌工業検査
　鋼検査サービス㈱
北日本電極㈱
北海道工業検査㈱

h一晒

東己

購

本

地

区

東

北

語

薦
D
E

賊市南区南35条西餅38シ9

E北海道室蘭市茶津町4－1

札幌市白石区菊水9条38－96

苫小牧市沼ノ端

L十一

関

己東

i甲

信

越

東北金属検査㈱
東聞本検査㈱
，溶　接　検　査　㈱
北日本非破壌検査㈱
㈱　テ　ッ　ク　ス
東　北　技　検　㈱
北央検査技術㈱

D
E

E

E
E

㈱シーエヅクスアールA
日本工業検査㈱A
日立エンジニアリング㈱　A

，石川島検査計測㈱A
日本非破壊検査㈱A
北日本エックス線検査工業㈱　A

東京理学検査㈱A
日本超音波試験㈱A
日本検査コンサルタント㈱　R

エンジニアリングサービス㈱　E
検査エンジニヤリング㈱l　c

㈱　 エ　 ス　 コc

㈱検査サービスc
㈱　検　査　技　研C

Eユニセック㈱C
成田計量検査㈱C
㈱イ　ンテッ　クC
頃本ニックス線検査㈱　C

新潟非破壊検査㈱C
アイ・シー・ティー㈱D
新潟検査工業㈱D
㈱キューシ｝コンサルタン㌧D

㈱エ・アィ・シーD
茨城総合検査㈱D
㈱冨士検査工業D
上越鋼管検査㈱D

説森県八戸市沼館i 欝一3

宮城県仙台市宮城野区出花玉鍾護

宮城県多賀城市八幡2一16一憩

秋出県男鹿市船川港船川化世沢董77穫3

宮城県多賀城市大代5－8一卿

宮城県多賀城市新田字西後8一鴛

青森県八戸市下長奮2圭…宝2

東京都千代田区岩本町3一蓋一う

i神奈川県川崎毒指崎区浅野町r4

茨城県臼立市幸町3戎一ユ

東京都品川区大井支 22一欝

、東京都大田区大森北婆4 3
己新潟県新潟市南紫竹玉一貯簸

東京都晶川区南大井6豫8畷i

神奈川県横浜市緑区荏田2362

神奈川県川崎市川崎区本町重一5畷6

東京都大田区大森北343畷

神奈川県横浜市港北区綱島西54 騒

i神奈川県横浜市西区平沼玉遭一5

東京都港区西麻布i…を36略給

神奈川県川崎市川崎区渡田全3耀5

TEL

0歪重一582－2§9玉

0重婆3－22－8386

0董至…8i1 i26圭

G玉4噸f－55一：～562

・Oi78一婆婆…8522

022－259 755至

022－365 ・一 0婆O

o185－23…2鶴4

022－365－85（）6

G22…368 4F3婆2

0王78－20 i535

寸

、神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央←i争9

千葉県印旛郡富里町七栄io8－8

東京都中央区勝どぎ3－3－6

、東京都大田区羽田旭町2畷9

E新潟県西蒲原郡巻町舟戸237

神奈川県横浜市磯子区杉田争争25

新潟県新潟市河渡庚296彗3

横浜市神奈娼区神奈規2畷玉護8

神奈川県横浜市函区平沼2一匹濾

茨城県那珂町後台釘20－35

横浜市神奈川区新町3番地

新潟県上越市稲照を84

03 3862－672i

O蛋蔓一366－60（｝0

029を一2蛋一蓋董蓋三

G3 3778－79（｝G

o3－376r352i

O25－286 4う67

03略766－45艇

0〈｝5－9玉1 5三9玉

轡螂H5難
EO3－3766－29婆5

0婆5－5婆5－0688

G蔓5－32蓋 隻077

03－3婆03ヲ灘9

0騒 35卜2更H

O婆5…503…35欝

04f76－92－7200

03…3532一・婆3緬

03－374f5…226三

〇256－72－8236

G喚5－77婆一380i

O25－273－67董6

04δ…騒レ三隻9婆

0薦一323－356釜

0292－98－326蓋

0喚5 4r44…6862

0225 25一一58重2

一i7一
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地区

東・

鶏

本

地

区

関

東

甲

信

越

甚
北

陸

　　　会　社　名
1第一検査㈱
　　　　　　　　　D
　㈱共栄エンジニアリング　　　　　　　　　D
　㈱　岩　田　産　業　　　　　　　　　D
・㈱　茗　和　検　査　　　　　　　　　D

　㈱　ジ　ヤ　ス　コ　　　　　　　　　D
　東鷺本工業検査㈱　　　　　　　　　D
　㈱朝旧エンジニアリング　　　　　　　　　D
　㈱　 テ　　ッ　　ク　　　　　　　　　D
　東亜非破壊検査工事㈱　　　　　　　　　D
　㈱　国　立　技　研　　　　　　　　　E
　三共メンテナンス㈱　　　　　　　　　E
　新　東　技　検　㈱　　　　　　　　　鷺

，㈱関東エンジニアリングs・　　　　　　　　　E
　ソ　ニ　ッ　ク　㈱…E
　京浜検査工業㈱…E
　東イ申検査エンジニアリング㈱　　　　　　　　　E
　横浜総合非破壊㈱　　　　　　　　　E
　㈱　相　模　理　工　　　　　　　　　E
　総和鋼　業　検　査㈱I　E

桜∵∵
1

　嘉山検査工業㈱，c
’㈱北陸溶接検査事務所　　　　　　　　　D

　北陸非破壌検査㈱

蕪器噺
　エヌケーケーエス・テック㈱　　　　　　　　　D
　㈱ユニオン検査　　　　　　　　　E
　東邦非破壊検査㈱　　　　　　　　　E

☆藷．繍量
　（株）アイ・エム・シー　　　　　　　　　A
，㈱ニチゾウテ　ッ　ク　　　　　　　　　A
、㈱ダンテ ヅ　ク　　　　　　　　　A

　㈱　　 大　　 検1塾
　神鋼検査サービス㈱　　　　　　　　　猛
1日本工業試験所　　　　　　　　　c

　東洋検査工業㈱　　　　　　　　　c

準驚『丁皿

卜十

東京都文京区本郷34…う

木更津市岩根婆一7篶

東京都中央区勝どき争餅i3

1千葉県八千代市上高野紛翫

横浜市港北区新横浜蓋耀餅盟

千葉市稲毛区長沼町懸7一菊

埼玉県草加市稲荷i…i 1
，千葉県佐原市出之辺縫6箔5

、東京都港区3…拓一2

東京都大沼区蒲田婆一 船一5

東京都豊島区千頑餅飴8

神奈川県横浜市港北区新吉懸町i騒鉦2

茨城県水戸市大塚町字大塚捻84 i

大和市福田2－5弓g

横浜市金沢区福浦影6一鐙

新潟県新潟市京王2一愈鷲

神奈川県横浜市港北区篠原町欝滋

鷹
関…

　i東

却海
　に

副
　l

　l

区1

　5

　1

　t

i関

1幽

相模原市上鶴間3欝7－3住商大野ビル6F

茨城県猿島郡総和町葛生難3砺i

踏玉県草加市八幡町80餅H鮪

長野県南安雲郡豊科町大字豊科菊0象欝
韓

富山県富山市上野新町5護

・福井県福井市若栄町8艦

福井県福井市定正町6鱒峨

金沢市黛十苅町乙i欝番地額中央ビル5雛号

3 38i8－o婆（〉歪

0蛋38一盛i一玉656

03－3533－2婆8蓋

0蔓7喚 一85…8990

0蔓卜翻3一灘菊

o娼一286 勲73

0蛋89－27一蓋93豊

（）蔓7暮 58－i5蓋5

03－3鱒5－5576

03 3736－i268

G3－3959－202蓋

0菊・一騒含4757

0292 52－887〔）

0妬2略7－0蓋55

0鱒…70i－2072

025～286－6687

0婆5－402－5293

0覗7一一45－772蓋

0280－92－3883

踵縫89－32－20姓

263－73…7328

烈
愛知県海部郡弥富町五明街賞0弓

…静岡県清水市三保387環

三重県津市大倉孟H婆

愛知県名古屋市昭和区桜山町5－99－6

幽越望塑、1

大阪府大阪帯西区北堀江H8 澱

1兵塵県神戸市中央区東規崎町3 H
兵庫県神戸市兵魔区駅前通5一一3一嫉

、大阪府大阪市此花区桜島蓋…2－23

大阪府大阪市北区天満を姓一露

大阪府守口甫暁町蔓一留

兵庫県高砂市荒井町新浜2一餅霊

大阪府大阪市福鶴区鷺州餅鴛尋7

E和歌山県和歌山市湊2ヨ餅鍛

0フ6喚一3＄一一〇808

0”6う3一略灘5

0”6－56一亙880

076貯924麟9

韻

0567－6フ～0蓋88

（）5婆3－3墨～2958

0592…28 一393喚

52－8親417i

592－26－889蛋

06－539－582蓋

7＄一682－5尋55

078－5”一369量

06一蔓6翌一9625

06－35杢364煮

06－99卜7醤蓋

079婆一菊一一7253

06－453－722盆

073を52－353重

～一 8…一
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地区

「叶
会　社　名 種別

一一一一 一一

所　在　地

関

西

地

区

関

西

ナ

西

日

極東エンジ晶アリング㈱

・㈱　コ　ー　ケ　ン
三協エンジニアリング㈱

新　光　検　査　㈱
臓工検サービス㈱

iテ　ク　ニ　カ　ル　＆　蓋．S．㈱

キューエー技研㈱i
日本インスペックス㈱、

㈱　大　検　工　業
㈱　　　日　　　伸
工一スエンジニヤリソグ㈱

千代田検査工業㈱
中　央　検　査　㈱
㈱ジ黒イアールシー
㈱構造総合技術研究所
［β　本　産　機　㈱・

ジヤパンCTS㈱
侑）ダブル・アイ・エル

中

国

c
c

D
D
D
D
D
D
D
D
覧

鴛

翼

E

E

E
E

E

☆三∵瑠
，副造騒∴解1
脇サ国ン撃．査．鯛

㈱辰起非破壊検査工業　E

響

☆繋陰餅
兵露県明石市藤江辻之外蜷20－3

1大阪府大阪市西区土佐堀3誠ほ8

大阪府大阪市北区天神橋2…5戎8

大阪府大阪市天王寺区上本町3講…12

大阪府大阪市都島区大東町2畷 欝

大阪府大阪市西淀川区歌島1線6母

、大阪府大阪市天王寺区空堀町鴛一2G
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難．qW認定会社の全国分布図
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