




1.年頭の挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶接検査認定委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長藤　田　　譲

　新年あけましておめでとうございます．

　91年から始まった平成不況は，一昨年の暮れに経済企画庁によって「不況脱出宣言」が出され

たものの，その薩後に起きた阪神・淡路大震災によって，わが国の経済は再び大きな打撃を被り

ました．さらにバブル崩壌の後処理と書われる銀行不詳事件，住専の不良債権の処理問題などが

深刻な話題となりましたが，これらはわが騒の景気の回復を著しく阻害しているものと思われま

す．皆様方におかれましても昨年㌶続き本年もとりわけ厳しい思いで新年をお迎えになられたこ

ととご推察申し上げます．

　さて，C翼W認定制度につきましては，皆様のご理解を得まして，昨年欝月嚢日現在で蕉錨社

を認定するところとなりましたごとは，誠に喜ばしいことであります．

　C夏W認定事業者協議会の皆様にあり康しては，第三者検査制慶の徹底と磁W認定事業者の積

極的活用を促進させるため，建築鉄骨に関わる建設省住指発第鍍墾号，貯蔭辱通達について金麟

各都道府県建築行政に要望書の形で括動を展開されておられ，また，本年度以降は，建築鉄骨と

闘連の深い土木分野へのアプ鶯一一チを図っていかれるとお聞きしており，その活動の幅を広げて

いかれることは当委員会にとりましても非常に感謝の念に堪えません．認定会社ならびにC璽W検

査事業奮協議会の皆様に厚くお礼購し上げます．さらに認定事業者の皆様におかれましては，非

破壊検査技術の研鍍をはじめとして一麟の内容の充実を図って頂き，関係業界の僑頼，贔質向上

に応えて頂きたいものと念願する次第です．

　（財順本晶質システム審査登録協会（JA翼〉関連につきましては，試験・検査技術者，溶接技能

者，溶接技術者等の人の技量，資格に係わる認証におきましても検討が鋭意続けられており，当

会も申心的な立場で参顧しております．今後，試験場，環境管理の問題も議論されていくことが

予想されております・とくに試験場につきましては第三者機関としてC置Wが入ってくる罵能性が

あります．そうなりますと國際共通つまり圏際的に認められた規格ということ1になりましょう．関

係団体，機関との調整を行いながら検討を進めてまいりたいと考えており竃す．

　今年もまた激動の璽年になるものと思われ窪すが，当会といたしましてはこのような檎勢を踏

まえたうえで迅速かつ機動的鶴対応していく所存でござい竃すので，倍簸のご協力とご支援を宜

しくお願い申し上げます．
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織灘攣欝（騨豊繍鍵．鯵妬）

駿

建設大臣富房嘗庁営繕部監督課、建設奪門富戸塚 晃

　新年を迎えるにあたり一一書ご挨拶申し上げます．

　静％年を振り返りますと，薗内ではオウム輿理教の一連の事件や

金融機関による不祥事など，また園外ではボスニア・ヘルツェゴビナ

やチェチェンの筑族紛争などの事件がありましたが，私たち建設業に

関わる者にとってもっとも大きな出来事は豊月の阪神大震災であったかと思います．

　昨年豊隼間は震審の調査や今後の地震対策などで多忙を極めました．多くの土木構造物や建築

物が被審を受けた中で，従来は耐震的であると書われてきた鉄骨構造の建物が多く被審を受けた

ことは特筆すべきことです・調蓋の結果を受けて，設計，施工の溝方の面でいくつかの改善すべ

鷺点が検討されておりますが，被害例の多かったラーメン構造の柱梁仕口部の溶接部の破断に対

しては，設計上の改善に加えて適正な溶接施工とその酷質管理が重要なポイントになります．

　今年の諜題としては，公共工事の分野では世界貿易機構（WTO）の政府調達に関する協定に墓

づいて工事や委託業務の発濫が行われるようになり，企業の圃籍を問わない一般競争入札の適粥

が一麟拡大するようになる点が挙げられます．このことは麟内外を問わず多くの企薬に受注機会

ができることを意味しますが，一方では公正な欝でその企業の信用，信頼性を判断できるような

システムを作っていく必要性があるというごとでもあります．

　近年の傾向ではありますが，今年も次のキーワードが重要なものだと考えられます．まず盈番

目のキー一ワー一ドはギ環境」です、ヂアジェンダ鍛譲合意に基づき國家レベルでの環境政策の立案が

なされている現状ですが，製造業の分野をはじめいくつかの企業において自ら企業イメー一ジ戦略

の一環として環境への配慮を行う例が見られます．その環境管理システムや監査に関する基準と

して今年の7月には欝《）錨⑭⑪⑪シリーズの一部が制定される予定になっております．これから

は地球の資源を有効に利矯し，また環境影響の大きい環境破壌物質の排出を抑え，地球環境の保

全に賞献するような企業経営のあり方が求められているということです・

　黛番鐵としてヂ高齢化」社会の到来があります．高齢者の入鑓比率の増大に備えて，今後は一麟

の高齢者や女性の雇用機会の拡大の促進と，寓齢者・身体障審脅及び女性の就業環境の整備が望

まれます。また，社会基盤整備の一つの課題は，商齢化社会における緩やかな経済成長に鑑み，

トー一タルライフコストを考慮しつつ建設コストの縮減と耐久性の向上を実現させることです．晶

質を低下させることなくコストを縮減するためには，顧客がどのような性能を建築物などに求め

るかということに対して，その性能を櫃常的に満足で鷺るような晶質システムが企業の中に構築

されていることが大事で，そのことが顧客に理解されることがまた重要なことと思われます．

　このような状況のもとで，C翌W認定制度は溶接構造物の製晶の晶質システムの重要な要素とな

るごとは明らかで，貴協会の社会的責任と協会に対する期待は一層大鷺いものになります．皆様

方がその期待に応えつつ，益々ご発展されることを祈念いたしまして年頭の挨拶と致します．
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叢欝藤欝獄＄（脚藍購鞭．欝蟹き〉

通商産業省工業技術院標準部材料規格課長　天　野 徹

　明けましておめでとうございます．

　今年撃月には，臓本溶接協会の藤田譲会長が，慧W（購際溶接学

会〉の会長にご就任されると伺っており，静懸年は，腿本溶接協会

が醸際的にさらに大きく飛躍する年になるものと期待いたしており

ま凱あらゆる活勤が麟際的な動きと無関係に語れなくなっている今臼，麟際的なサークルのり一一

ダーシップをとることは極めて大きな意義をもつものと考えます・私共も轟来る限りのお率伝い

を致したいと存じますが，我が麟が麟際社会において積極的な役割を果たすことの重要性とその

効胴に鑑み，関係蕎の方々のさらなる支援が望まれるところです．

　さて，標準化行政におきましても，今年は第畿次工業標準化推進長期謙圃がスター一トする年で

あり，多様化する二一ズや新技術の普及，さらに経済のボーダレス化に適切に対応していくため

の新しい施策が次々に実施されることとなります．なかでも，経済のボー一ダレス化に伴う園際標

準化の活発な動きに的確に対応していくことが鍛重要繰題です．

　その第璽は，欝⑪（翻際標準化機構〉が制定する瞬際規格の原案作成に積極的に参加することで

す．即ち，規格原案を作成するTC（專門婁員会〉の幹事麟業務を引き受けるなどにより，顛際規

格の制定に主動的役割を果たしていこうと考えています．ちなみに，鷺Wは聡0の規格原案を作

成できる組織と認められており，そのような面での浩動を我が醗の関係春が協力して支えていく

ことが望まれます、

　第露は，」欝の圃際整禽化です．雰破壊試験分野の」聡憩件余りについても，聡《》規格との整

禽化の検討が進められています．国際整合化の目的とするところは，聡《》規格を単に」聡に取り

入れるということではなく，爾奮の規格の背景にある価値観や考え方を比較し，国際的な調和を

図るべきことと，我が國の特殊事情を勘案すべ鷺こととを，明確にすることです。これは，我が

瞬が圏際標準化において憲動的な役割を果たすための基礎としても重要だと考えます。

　最後に，国際的な認証の問題があります．海外の製晶等が，その消費蟹の求める規格に合致し

ているかどうかを第三者機関が認証する制度は，國際的な物流を円滑化する上で重要です．その

第三春機関のあり方に関する聡0ガイドラインが整備され，瞬際的な枠組み作りが進んでいます。

このような動きに禽わせた我が灘の体制整備が重要となっており，非破壌試験分野においても検

討しておくべき点があるようは愚います．

　以上，この場をお借りして，所感の一端を述べさせていただきました．臼本溶接協会溶接検定

委員会及び関係者の方々のご多幸をお祈りして，年頭の挨拶といたし談す．
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羅騰欝欝（覇継鍵．捗懸）

東京都都帯計顧局多摩東部指導二課尊門副参事田極義明

　新年あけましておめでとうございます．

　昨年逸月鷲欝，午前誉時鱒分，マグニチ識一ド7．鶉の兵庫県衛

部地震が大都市神戸の直下で発生しました．わが園の耐震設計は世

界一厳しいにもかかわらず，建築物や土木構造物などの都市施設に

戦後最大規模の多大な被害をもたらしました．このような中で，昭和瓢年蟻月以降の新耐震設講

法による新しい設計技術を適切に反映させた設計を行い，厳正な工事監理や検査を行うた建物に

は被審が少ないようです．

　昭和潟鯵年代からの鉄骨造は，角形鋼管を柱に，猛鋼を梁に使用した建物が規模の大小を問わ

ず，標準的な設計となり現在に至っております．r阪神・淡路大震災」で被審を受けた鉄骨造建物

のうち倒壊した原灘として，新耐震設計法以前の建築物ではブレー一スの破断や佳臓部の溶接不良

によるものが多く，新鮒震設計法以後の建築物では仕爲部の溶接不良がほとんどのようです．と

くに角形鋼管を柱に使用した溶接部が，突禽せ溶接とすべきところすみ肉溶接となっており，地

震による応力が最大となる盈階の柱頭部の溶接部破断が大きな原鶴となってい譲す．その他アン

カー一ボルトの破断など，施工が問題で崩壌したものが多く蒐受けられ厳す．これらの施工不良の

建物の被害が目立っています．このような溶接部の欠陥を防止するためにも，受入検盗の重要性

が指摘されるとごろです．

　平成感年鯵月の鉄骨造建築物の晶質適正化問題に関する建設省の通達＄夢驚の施工状況報告書

では，鉄骨加工の検査を第三者機関によることを推奨しています．この主鴇に適舎する全園的な

組織としてのC夏W認定事業者協議会の果たす役割は，行政関係者はもとより，工事監理者，工事

施工者，溶接関連技術者に選わめて重要なものと考えます．

　一方，東京都においても，軍成灘年灘月に制定した拶鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都

取扱要綱謁に，受入検査などの検査機関の指定について畷W認定事業者から選定するのが望まし

い」としております．

　鍛近の建設業界は，畏い不況からようやく回復の途につき始めたようにも見られますが，バブ

ル期の好況の反動として欝数年来の平成不況に見舞われており，鉄骨薬界も最盛期の丑／無畷／諺

程度の価格低迷に苦しんでいる厳しい状況にございます．このため，建築コストにもそ¢影響が

波及し，不良鉄骨発生の温床となるのではないかと，また検査部門にもその影響が及びかねない

かと，危惧いたしております．

　今後，これらの行政的な要望などを勘案されまして，認定事薬脅の方慶のご努力をお願いする

とともに，ますますのご繁栄をお祈り申し上げまして年頭の挨拶といたします．
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黙欝薦箪鵬（脚藍盤欄．鯵墾轟〉

黛．藍綬褒叢憂箪にあた欝て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畢、・響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謬鐵劉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野　盛司

　明けましておめでとうございます．

　皆様には，お健やかに新しい年を迎えられたこととお慶び申し上げます、私こと，昨秋はから

ずも藍綬褒章の栄に浴し格別の思いを抱いて新春を迎えました．

　これもひとえに関係各位のご指導ご支援の賜と心から感謝いたしております。このたびの褒章

は，社団法人非破壊検査振興協会のご推薦により戴いたものでございまして，協会設立以来今臼

まで，永年に璽り理事を務めさせていただいたことに対して評価されたものと思いますが，私鰯

人のことよりも，この受章によりまして，非破壌検査業が公式に認知されたということに最も大

きな意味があると思っております．

　H月慧臼，通商産業省において褒章の伝遠を受け，翌盈6日には皇居に参内し，豊明殿におい

て陛下に拝謁を賜り誠に感激の極みでございました．

　当初私が思っていたよりはるかに重い褒章で些か重荷に感じておりますが，皆様のご厚構に報

いるという願いもこめまして，今後一麟業界の発展に尽くして参りたいと存じております．

　本年もよろしくご指導・ご鞭縫を賜りますよう，心からお願い申し上げます．

欝』絵

講擦灘1

麟
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難む鍛欝欝（脚皇盤鍵。蓋勢藝）

3．猛U瓢狩璽S発判鉛周年に寄せて

溶接検査認定委員会通信編集委員会　委員長　江　端

魯
・艦》

記憶は定かではないのだが，沁年前の某臼，イ雌擁生と雑談をしているうちに，「c璽Wの活勤

を会員各社に伝えるためにニュースのようなものを発行したらどうだろう」というような相談を

いただいた。気軽に応じてヂそれならば，こんな記事を，あんな内容を・母一煽と書っているうち

に，r欝撮1即磁1その線で江端君やって下さい。まあ，置年も続けば上出来だ」ということに

なってしまった．これが，畷W通信（現嚢UM遡S）の始まりであった．

　ほんとうにアッという間の欝年間ではあったが，振り返ってみると色々なことがあった．今回，

欝年分のバックナンバーを繰りながら思い起したいくつかを記してみたい．

　当初，仙田先生と事務局の高山氏の諺人で，ワイワイ書いながら原稿をかき集めた．騒年に婆懸

出せば良い”と気軽に考えてスター一トしたが，実際はなかなか記事も集まらず，良い企顧も患い

浮かばず，樋年に4回も出さなければならない勢ことに気がついたが，その時はもう遅す藩た．

　発行してからわずか鶉年目，当のご本人である仙田先生が急逝された．仙田先生の追悼簿を編

集しなければならなかったことは，今でも何にもまして残念に思っている（轡繍輔，慧輪．＄）．

　平成灘年（拶鋤7月，磁W通信の内容を充実させるため，C蓋W通信編集委員会が新たに誕生

した。平成3年（拶鋤は，C夏W認定制度雛周年を受けて記念特集を企爾した．中でも，藤田委

員長をはじめ業界のトップメンバー一にご参加いただいたる蔭非破壊検査事業轡の役割と非破壊検査

技術の将来勢と題する座談会（鞠1．暮騰．簸が好評をいただいた．また，この年，読売新闘の不良鉄

骨報道があり，それらに関する記事を掲載せざるを得なかったことは残念であった（輔．謬翫。＄〉．

　平成4年く蓋9兇ア℃夏W通僑3’を茜鷺U鍛亙犯創と改称した・これを受けて，優れた掲載技術文書

1ご蹴U簾P鵬賞㌻が授与されることになった．また，この年，編集委員会の手によって，パンフ

レッド℃蓋Wのご案内3’が作成された、あくる年，平成轟年（拶鋤年閥特集としで℃置W設立鍵

周ギが企画されたが，とりわけ，鍋写真で見るC夏Wの3馨年聚輔．7輪．のが好評を博した．

　他にも，当編集委員でもある松山氏の藍綬褒章受灘記事（聾鱗糠1，舘磯），全蟹都道府県をくま

なく網羅した5℃互W認定事業者全国分布図’》（静勢鞠1．警騰．Dなどは特筆するに値する．また，森

田氏の冬台湾に招かれで（蓋蜘憾，4臨，4）の軽妙な文章，中野筑の梶ホー一ルインワソ（静瓢輔．§

輪．慧），松山氏の砿私と写翼慧笈鰯嚇．5臨鴻など，それぞれのお人柄がにじみ患た楽しい寄稿も

あった．

　さて，今，叢U畷聖S発刊憩周年に当たり，業界の発展のため，従来以上に内容を充実してい

く所存である．しかし，発刊当時も現在も，企画作り・原稿集めに頭を悩ませている状況に変わ

りはない．関係各位の今後の積極的な協力を大いに期待したい．
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獄厳難麟（W叢離獣．拶懸〉

4．建築鉄骨工麟の磁壷検魔と憂入検糞について

エンジニァリングサービス（株）三浦　邦敏

噸．はじめに

　建築鉄骨の製作／施工に伴う検査には様々な事柄があり，鉄骨加工工場側が晶質管理上または

製作／施工管理上でおこなうものは，自主検査（社内検査），鉄骨の設誹監理者，発注者側でおこ

なうものは総じて受入検査と呼ばれ区別されている．第三者検査という謬葉はよく使われている

が，この用語は，建築鉄骨工事においては受入検査のことを指すことが多く，鉄骨工事の発注者

側が直接検奮会社に委託する検査を便宜上こう呼んでいるようである．

　さて，ここでは建築鉄骨工事において通常おこなわれている検査の種類とそのポイントについ

て述べ，とくに受入検査をおこなう上での心構え嬬ついて触れてみたい。

窯．鉄骨工霧の検蕊（検証〉

　建築鉄骨工事においてよくおこなわれている検査（検証〉は，おおむね次の如くである．これ

らの検査については，基本的にはまず鉄骨加工工場側の自主検査がおこなわれ，必要時，設誹・監

理者／発注者側による立会検査がお膿なわれる．これが受入検査とも呼ばれる事柄である．

　　（亙1工作翻チェック　働現寸検査（現寸グラフィの確認〉　㈹製作要領書等のチェック

　　（の　材料試験・検鷹　織高カボルト試験／すべり試験　　　（61溶接施工法確認試験

　　（71溶接工技量付加試験　㈹スタッドボルト施工試験　（警1工場内製作中の検萱〈工程検萱／中間検鷹〉

　　㈱製晶検査（溶接部検査・寸法検奮等〉　（聯高カボルト締付時の検査

　　㈱工事場溶接施工の検鷹（溶接前・溶接中・溶接後〉

　灘．亙工作図のチエツク

　　作成するのは鉄骨加工工場であり，当然一一次（自主〉チェックがおこなわれ，通常は，その

　後，設謙者等により検証される．

　欝．慧現寸検査（現寸グラフィの確認）

　　工作図が正確に完成していればこの検査は必要とされないが，通常では鉄骨詳細部の施工性

　等を検討するために立会検査がおこなわれることが多い．

　欝、＄製作要領書のチェック

　　工場側が作成し一次チェックをおこなった後，工事施工脅（ゼネ灘ン〉，設謙・監理者の順

　で内容チェック（チェックバック〉がおこなわれる．鉄骨の工場内製作要領のすべてが記載さ

　れているので，当該技術，作業に精通している者でないと内容チェックはむずかしい．

　欝、婆各種の試験

　　鉄骨素材，高カボルト（その摩擦接合面を含む〉，溶接施工法，溶接工に求められる技量，ス

　　タッドボルト施工法などは，それらの性能や実態が未知である場含，晶質保証の一環として鉄

　骨加工工場側で試験をおこない実態を明らかにしておくべきものであるが，必要時には立会検

　鷹がおこなわれる．
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撚彫獺欝聡（覇繍騨、捗懸）

禽．謬工場内製作中の検査（工程検査／中間検査）

　　鉄骨材料の調達，機械加工，組立，溶接接合に至る各段階1こおいて必要とされる欝主検査は，

　工場側のおこなう工程検査（各工程中の童）と呼ばれ，この検査が確実におこなわれているか

　どうかを発注者側で検証するのが中間検査とされている〈立会検査）．

　　受入検査としてこの検査がおこなわれる場合は，不，興合の早期の処理や予防が目的とされる

　ので，検査担当者は鉄骨製作技術に精通するのみならず相応の監理能力が求められる。

黛．6製晶検査

　　検査会社の検査員が通常おこなっている溶接部の鐵主検査と受入検査は，この製晶検査のな

　かに包含されている、現状では自主検査（社内検査）がまったくおこなわれないで受入検査が

　おこなわれるというケースは希であり，受入検査（抜取検査）は自主検査の土台の上に成立し

　ている．

　　溶接部の自主検査と受入検査においては技術上の差異はないが，受入検査撞当者は，少なく

　とも自らがおこなう検査が「製晶検査」という全体のワク組みの一環で，他の受入検査の概念

　と共通して成立していることを知らなけれぱならない、

　　なお，現状では溶接部の外観検査と非破壊検査を切り離して考えている工場も多いので，そ

　れらは一対の検査であることを確認しておくべきであろう。

　黛．7建設現地における検査

　　寓カボルト締付時の検査，現場溶接施工の検査が受入検査としておこなわれることも多々あ

　るが，高カボルトについては現地に搬入されたものが規定の性能を維持しているかどうか，締

　め付け方法が適正かどうか，締め付け後の状態が適正かどうか，また溶接施工においては施工

　前の開先周辺，施工中の溶接条件，施工後の溶接部の晶質等がそれぞれ適正かどうかを検査す

　る．したがって検査員の能力は非破壊検査技術の範癖に留まらない．

灘。窯とめ

　自主検査と同じ検査基準で同じように受入検査がおこなわれるので，非破壊検査を担当する検

査員はややもするとどちらでも簡単におこなえるものと思い込みがちである．しかし，溶接部の

受入検査もその纏の受入検査（検証〉事項の考え方とまったく同じであり，窃主検査の精度，信

頼性を確認する発注者側の立場に立っておこなうべ煮ものである．

　このことから，自主検査（社内検査〉を鉄骨加工工場側から依頼されて実施する検査会社が，縄あ

るときには発注者側に立って受入検査を担当する酵ということは，知らない内に検査者㊨健全な

精神を蝕んでゆくことになる．

　阪神大地震をひとつの契機として，正確・公正な溶接部検査が求められている実情癒鑑みると，

いま，非破壊検査担当者も原点に立ち返って鐵らの社会的責任と使命を再考する時期にきている

と思われる、

一魯一一



聡灘鞭欝鵬（脚驚燃鞭．聾懸〉

5．わが社の奮闘記

＜風＞臓本濡接検盗㈱ 田井　牧夫

　弊社は，平成元年憩月にC種，平成4年鴻月に聡種，平成6年撫月にA種の認定を受けて

いるβ

　灘種認定を受けたとき，近い将来にA種をと秘かに願った．社員も同じ思いであっただろう．念

願かなって窯年後にA種認定を受けることができた．　人にも企業にも，求めないものが与えら

れることはなく，願わないものがかなえられることはない。A種認定を求め願い，それを得るた

めにそれなりの努力を重ねた結果，得られた宝である．

　灘国という位置にあり，総勢欝◎名程度の小企業である弊社をこの方向に駆り立てたカはどこか

ら来たのだろうか．強いて探ってみるとすれば，おそらく次の慧つがそれに当たると思われる。

　叉つは，初めての認定を受けたときの数年ぐらい前から，しだいに発注条件として認定事業者で

あることが要求される場合が増え，将来はこれが必須条件になる時代が来ることが明らかに予測

されたことである。もう夏つは，C種を取れば搬種を，騒種が取れれぱ最上位のA種を，という

技術騰のチャレンジ精神がか鷺立てられたことであろう。

　いずれにしても，社員がそれぞれの能力に応じてJM》聡各種目・クラスの階級を昇り始めるこ

とをスター一トとして，主任試験，主任検査技術者へと長い道程を歩み続けた結果得られた宝であ

る．

　弊社はこれまで，小さな木に枝や葉を繁らせることにカを注いできた．これからはいたずらに

大木になることを欝指すのではなく，太い幹と，見えないところにしっかりとした根を張り，強

い風や厳しい日照りにも負けないような，強くかつ姿の良い木に育っていきたいと念じている．

　そのためには，社員の資格取得への意気込みの強さと，これを達成するために注いだ労苦を理

解し，それによって得られた結果に対して正しい評価が与えられなければならない．

　これをかなえる道は，C夏Wをさらに発展させることにより，われわれ業界の地位の向上癒謙り，

われわれの業務の社会的必要性をさらに確かなものにすることであると儒じ，そうなることを切

に願っているものである．
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蓑翻鑛欝欝（欝蓋蝋鍵．轡蝿）

＜慧＞　1株1札幌工業検登 ココ　滋啓

　当社がC董Wの認定を取得しようと考えたのは昭和欝年であった．この頃，北海道にC董Wの

認定会社はなく，試験がどういった内容なのか皆頚検討もつかず，懇意にしていた本州の検査会

社からC夏W手帳（現在では発行されていない）なるものを見せていただいた。この手帳の中に試

験問題が何題か載っていたが，それを初めて見たときには，一瞬，唖然としてしまった．問題文

の文字数は少ないのであるが，何を問われているのか，どのように答えていいのかさっぱり頭に

浮かんでこない．ヂ材料」，ヂ溶接施工」，r溶接欠陥」，r構造物の破壌」，ヂ試験方法」等の広範囲の

総含的な知識と応矯力が問われていた．普段まったく考えたことがなく（お恥ずかしい〉，また，

N瞬のテキストにも記載されてないような問題ばかりで，C璽W認定のレベルの寓さを思い知らさ

れたのであった．

　その灘から悪戦蕾闘の始まりである．まずは資料集めから始まったにの頃は，講習会が開催

されているのも知らなかった〉．N劔，W犯Sのテキストから始め，騰躍の会報，講演論文集，溶

接学会誌，溶接技術誌，翼S規格の解説文等いろいろ目を通し，個々の問題に轡分なりの解答例を

作成していった．茎問の解答例を作るのに何臼も掛かることもあり，深夜に及ぶことも度舞あっ

た．この当時のノートは今でも残っている．今になって見直すと，解答例としては心許ない部分

もあるが，この頃調べたことは今でも仕事に役立っているし，墓礎となっている．

　昭和灘隼沁月に購れて認定（恥種・UT部門）となった．その後，昭称砿年塩月にはC種に，

平成㌘年鎗月には聾種に昇格となった。

　現在では，N隅にしろC夏Wにしろ，テキストも整理されており，試験問題集に詳細な解答例

もあり，受験する環境としては至れり尽くせりである．傾向と対策がしっかりと出来上がってお

り，さほど苦もなく試験に合格することができる（これで受からないようではどうにもならない）．

しかし，情報がしっかりしているだけに試験対策の勉強に終始してし讃い，基礎的な理論，知識，

応用力に欠ける認定技術者が誕生してしまう。ただでさえ，若い人の活字離れが欝立つ簸近は，文

献や雑誌に欝を通すなどという光景がほとんど見られない（これは，わが社に限ったことではな

いと思うが〉．この結果，資格だけは持っているがさほど知識の無い検査技術者が増える．検査結

巣に対する信頼性が低くなる一因となり，延いては検査業界全体の信頼性の低下につながるので

はないだろうか．こういった問題に対応する方法としては，個々の検査会社での社内教育の充実

ということが大事である、しかしその反面，資格者を維持し増やすことが急務という前提の下，爾

一的な試験問題と問題集の丁寧すぎる解答例に問題はないのであろうか．テキスト〈活字）を読

み，調べて，考える・この，r調べる蓑，ヂ考える諺という，検査技術者にとって一番大事な教育が

疎かになってしまっているような気がしてならない．

　C夏W認定が単なる技術者の数合わせであってはならないと患う．
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灘騰欝欝（騨繍騨．製勢轟〉

＜雛＞　㈱翻士検蛮工業 堀部　儒義

穫．はじめに

　わが社は平成黛年沁月繋でC藁W｛種認定事業者となった。その後，主任試験技術者の退職

で平成謬年聾月，認定停止という事態を迎えるに至った．とりわけ当社は建築鉄骨を主に営業活

動を行っていたため，このときほどC夏W認定を持っていなかいことがいかに支瞳をきたすかを痛

感したことはない．これを機に社内の管理体制と教育のあり方を徹底的に見直す機会となった．そ

うして全社員がN購資格者となることと合わせて，幹部社員が率先してC護W主任試験技術者の

資格を取得することを目指して奮闘し，平成静年感月夏縫付でD種認定となった．現在は，帽当

数の資格者を所有し，C種昇格も本年申に取得できる位置に到達したと考えている．

窯．教欝システム

　わが社の教育システムを紹介すると，璽）新入社員教育，鱒資格試験対策，呂〉検査技術脅教

育，紛技術研究会の開催，講社内機関誌の定期的発行を柱にしている．特徴的なことは，資格

試験対策や検査技術者教育の…環として有カファブにお願いして溶接施工管理および雛の実務を

徹底的に教育する、資格が取得できればすぐに即戦力として対応できるようにしていることであ

る．また，建築鉄骨だけにとどまらず各種溶接構造物にも積極的に進出しつつあることである．一

方，現場の諸問題を中心にしてさらに最新構報を取り入れた技術研究会を濾してレベルアッブを

図ろうという試みである．

欝．資格餐数の到達点

　　　　　　　　　　　　平蹴7年沁欝璽臓現在の資格餐数

JSN鵬 ∫W鷺S 圧接協会 全構連 鉄骨管理

種 RT UT MT 叢》T ＄M αW主任試験 W鷺S A種 UT
欝 亙 欝 鼎師 　 　 RT 夏 芝級　驚 2 3 薫

窯 3 黙 4 盈 窯 UT 難 黛級　馨

黛 嬉 ＄ ＄ 窯 葱

計 8 蕪 験 轟 3 6 沁 暮 笈

　わが社の到達点は目標からすれぱ少ないが，UT資格者が技術系社員の鍵％を締めていること

が特徴である．各種業務の拡張を進めながら総合非破壊検査事業者を韓指して，N璽躍各種の資格

取得を騒標にしながらC簾Wをはじめ他の資格者の拡大に努めている・こうして，本年中にC璽W

昇格を欝標に鋭意奮闘している次第である．

一鷲一



R{J'MPES (Wiute~. 1996) 

6. CHW**~,~~~:~~~~~I~~S~l 

C'IW'"~--".-~,~7,~:-^/iO:~i~:~i~ 

( 199SclOfil ~}tE~ 

e ･･･ ~;~i~~ ~ o ~i 

A ･･･ ~;~~~~ 5 ~i 

8 ･･･ 2l~~i~~ I #~ 

O ･･･ ~~~~~;~j l0~~ 

A ･･･ ~:}~e~~~i 5 ~~ 

[1 ･･･ d~~t~~l I ~~ 

mS 
ACli 

[l 

ri 
Ammu 
A']C]L] 

[!L] 

sOC] 

CIJL] 

[:]C~l 

m 

n 
u-
C] 

-12-



鷺礁辮欝（W豊鷹響，隻勢の
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難繍棚静撫く騨鐙、、ぎ．

7．協議金だよ甥

藻．申野代義幹嚢藍綬襲賞饗賞の件

　平成7年秋の褒叢に当たって，当協議会代表幹事である中野盛湖氏が藍綬褒賞を受賞されまし

た．検査薬および検査業界覇体において長年の貢献と指導とが認められたものでありまして，ま

た検査業界として初めてでもあり，誠に慶ばしいことであります．会員一同，心からお祝い申し

上げます．

慧、平成7隼慶・金麟秋期総金鰯催の件

　　　欝　時　1　平成7年紛月捻臼（金）

　　　場　所　：　和歌山寮・大泉研修所

　　　出席者　1　代表幹事他纒社，他に委任状擬出者捻社

　総会は中野代表幹事の挨拶で始康り，新規会員魂社の紹介がありました．続いて，議案書の報

欝および審議に入りました．今懸の議案は去る撃月に闘催された各地区総会で提案審議された次

の事項であります．

　　璽）磁W検査事業者協議会会辮（案）

　　勲　当協議会・役員（幹事）選挙規定（案〉

　　櫛　建設省住指発第騒攣号に関して行政庁に提出する要望書く案）

　　曝）　＄翻号通達の導守のための行政庁への灘欝方法について

　簸初に攣月に開催された各地区総会の状溌報告を安藤幹事（東撫本地区），尾崎幹事（関西地区）

および外山幹事〈西縫本地区）より説明がありました．

　続いて，議案について審議しました．

　協議会会則改正（案〉および協議会役員（幹事）選挙規定改正（案）については，ほぼ満場一致で

承認されました．

　編蓼響実施に向けての方針（要望書・運動方針等〉についても大多数の賛成を得て承認されまし

た．また，各行政庁への会員による具体的分担の件についても，原案通り承認されましたが，一

部の県については各地区幹事代蓑と個別に相談して決定することで了承を得ました．

　各行政庁への訪問括動の期限は平成7年膿月鉱Nむということになりました．

　総会終了後は引鷺続懸／社潰本溶接協会溶接検査認定委員会による新規会員および昇格会員の

認定証授与式が行われました。夕方からは岡場所で懇親会が開催され，C璽Wの関係者を囲んで夜

遅くまで和やかな懇談が続きました．

　なお，翌欝はゴルフ組（和歌山カントリー一クラブ）と和歌慮市内観光コースに分かれて，秋の一

鷺をそれぞれに楽しみました、

・～ ～



叢翻鞭照（W薫灘贈．妙騰〉

壽．倫理婁餓金関連の件

　平成7年度第慧回倫理委員会を平成7年憩月器臓（水〉開催しました．今蹴からは倫理委員と

して新たに北後寿氏（臼本工業大学教授・（財1日本建築構造技術者協会・副会長〉が就任しました．

　今回は，かねて倫理委員会でも会員会社による不正検査の件について審議していましたが，鋼

構造ジャー一ナル第静曝簿（平成？年韓月鍵臼〉が記事として掲載したこともあり，その対処につ

いて審議し，倫理婁員会の見解（委員畏代行・加藤哲雄氏〉を早急に発表することにしました．な

お，見解は同ジャーナル第簿嚢号（平成7年慧月騒日付〉に掲載されておりますが，倫理委員会

としては今回の不正検査の問題の事実関係の究明と今後も不正検査の再発防止に輿剣に取り組む

方針を表明しました．

4．新規産叢分野拳入調査の件

　現在重点を置いている建築鉄骨以外に土木分野として，橋梁および鉄筋ガス圧接が対象として

可能性があるのではないかとの結論から，関連業界などについて訪問調査しました．翼体的には，

（社旧本圧接協会，（社1全蟹圧接業連禽会，（財職本道路保全センター一などについて訪問し，とり

あえず実情などをヒアリングすると同時に，当協議会の活動なども澄嚢しました。

欝．都灘府県行政庁への金愚による対応の件

　前記慧項で記述されていますように，建設省住指発第灘墾号通遠の都道府県行政庁に理解を求

めるべく，会員によるrお願い藩の運動がH月下旬より始まりました．年内には大部分の行政庁

への評叢が終了する予定です．

馨．建築鉄骨灘接部外観検鷹マ畿瓢アル改驚婁澱禽（仮称）の件

　標記委員会を今までに窯購開催しました．

　そこでは委員会名称をヂ鉄骨製晶外観検査規準作成委員会講とし，委轟としては大学，行政，設

欝事務所，璽A灘，検査会社などから広く参加して頂く方針が決まりました．マニ講アルには構造

理論および補修溶接に関する力学的考察なども取り入れる方針です．

7．平成艶》露年度役澱（幹事〉選挙の件

　当協議会平成7　霧年度の役員選挙は新選挙規定に基づいて臆月に実施され，膿月下旬には新

年度の役員（候補〉が決定され竃す．

一一 一



搬麗糖欝（騨ぬ鴛鍵．轡蝿）

8．お知らせ

平成暮年度のC蓋W試験および研修会の目程を下記のようにお知らせいたします。現在，黛次試

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。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。

lll平成慧葬度検蓋講藁審認定のための技術籍試験

　前期　玉次試験　　平成暮年誉月黛6臼（鋤

　　　　　実施地区東京地区：中央大学（予定〉

　　　　　　　　　北九州地区1北九州テクノセンター

　　　　　　　　　広島地区；広島Y簾CA会館

　　　　　　　　　大阪地区1チサンホテル新大阪

　　　　2次試験

　　　　　　　　　東京地区：平成翻年7月慧鶴（土〉

　　　　　　　　　北九州地区こ平成霧年7月欝臼（土）

　　　　　　　　　広鶴地区1平成霧年7月慧臼（土）

　　　　　　　　　大阪地区1平成暮年7月蕪臼（日1

日本溶接協会

北九州テクノセンター

広轟YMCA会館
チサンホテル新大阪

　後期　i次試験　　平成馨年U月丑7韓（日）

　　　　　実施地区東京地区1中央大学（予定〉

　　　　　　　　　北九州地区1北九州テクノセンター

　　　　　　　　　広島地区1虹村共同福祉会館

　　　　　　　　　大阪地区1チサンホテル新大阪

　　　　2次試験

　　　　　　　　　東京地区1平成今年亙月膿臼（土〉　欝本溶接協会

　　　　　　　　　北九州地区：平成攣年玉月灘欝1土）　北九州テクノセンター一

　　　　　　　　　広島地区1平成参年蓋月欝鶴（土〉　広轟臓継会館（予定〉

　　　　　　　　　大阪地区：平成9年1月拶臼（印　 チサンホチル新大険（予定）

鋤　平成暮年度認定獄験のための研修会

　　前期　　東東地区1平成霧年4月欝臼（土1・2＄臼（鋤　日本溶接協会

　　　　　大阪地区1平成暮年4月慧0日（土〉・鍛臼償〉非破壊検査ビル

　　　　　広島地区1平成霧年難月H鶏（土1・欝臼（翻　広島鷺CC文化センター一

　　後期　　東京地区1平成暮年扮月轡日（土1・纏臼（類）　目本溶接協会

　　　　　大阪地区1平成麟年欝月B繭（土〉・暮臼（鋤　チサンホテル新大阪

　　　　　北九州地区1平成霧年蓋0月黛6臼（土〉・欝臼（臼）北九州テクノセンター一

一欝一
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