




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．

　昨年はバブル崩壊後の景気の低迷からの回復の兆しが必ずしも明らかではなく，方向感の定ま1ら

ぬ不透明な茎年でありました、非破壊検査業界を取り巻く経営環境も同じように不透明でしたが，

なんとかこの経営環境の姓転の糸籍をつかめる年となるよう念じる次第であります．

　さて，新年を迎えるにあたり，毎年申し上げることではございますがギ業界の皆様のための協会講，

ゼ薬界あっての協会聴と：の基本姿勢に立脚して，皆様とともに，この難局を乗り切るため協会運営に

取り組む決意を新たにしております．

　C護W認定制度につきましては，皆様のご理解を得まして，昨年驚月贈現在で豊灘桂を認定す

るところとなり崖したのは肇誠に毒ばしいことであります．

　認定会社で構成される畷W検査事業者協議会の皆様にありましては，第三者検査制度の徹底と

C璽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3齢号通達の遵

守に関して，会員の皆様が手分けして，全国各都道府県建築行政に要望書の形で活動を展開されて

きたことは大きな成果であり，また，本年度以降はこれまでにも増して，広報活動や新たな分野へ

のアプ篇一チを本格的に図っていかれる運びになっており，活動の幅を広げていかれることは，当

協会にとりましても，非常に感謝の念に堪えません．認定会社ならびに磁W検査事薬蓄協議会の皆

様に厚くお礼申し上げます、

　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鑛をはじめとして一屡の内容の

充実を図って頂き，関係業界の僑頼，晶質向上に応えて頂きたいものと念願する次第です．

　平成7年度から行っております通産省からの委託事業一聡（）と」欝の整合化一については溶接

関連騒規格のうち平成縫年度は砿規格が整合できる見込みであ絵ます、

　一昨年の阪神大震災，艶L法施行，もんじゅ事故などを契機として，非破壊検査に対する社会的な

関心が高まっていると同時に，その重要性はますます認識されつつあります。当会といたしまして

は，このような惰勢を踏まえたうえで，迅速かつ機動的に対応していく所存でございますので，倍

鷺のご協力とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます．

　本年が皆様にとりまして，幸多き年でありますように，そして，皆様のご健康とご発展を心から

お祈り申し上げ，年頭のご挨拶と致します。
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董翻醒欝欝（響醸縫、轡螢）
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C互W検査事業者協議会　代表幹事　中野盛司

　明けましておめでとうございます。鷺年中は大変お世話になりました．

本年も宜しくお願い申し上げます．

　さて，昨年を振り返ってみますと，譲ったく厳しい豊年であったと思

います。仕事量の減少，受注価格の値下がり等で経営は大変でした。業

界の地位向上に努力したにも拘わらず，過当競争で買い手市場に転じむしろ地位が後退したのでは

ないかとさえ感じています．誠に残念至極であります。と申せ，高速道路の橋脚の耐震補強に係る

検査業務が新たに発生，さらに…昨年暮れ，建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律

第鷺3号）が施行されて，昭和騒年以前に建築された学校等の不特定多数の者が利用する建築物に

ついて耐震診断することが義務付けられ，検査業務も幾らか増加したしました。皐天の慈雨と申し

ましょうか，せめてもの救いでした。それに，驚月の衆議院選挙で磁W協議会が会を挙げて応援

いたしました斉藤鉄夫先生ならびに城島正光先生が当選され，検査業界に対するバックアップをお

約束いただけたことは百万の味方を得たような心境です。私個入と致しましては，政治家の先生方

のおカにおすがりするのはいかがかとも思っているのですが，4黛らのために計らわず多磁霞分に嘗

い聞かせながら業界の発展にご支援をお願いして参りたいと考えています．

　それに致しましても，私たち臼本人は大変忘れっぽい人種だなあ，と痛感しておりま飢阪神淡

路大震災で家盤，ビル，高速道路等が無惨に崩壊し，数多くの人命が失われたことをもう忘れかけ

ているのではないかと、慰います。ヂ安にいて危を思う．思えばすなわち備えあり。備えあれば憂いな

し浦という書葉があるように，臼頃侮事も無く安全なように見えても，常に備えを怠らぬことが大

切です、そして，そのギ備え雌こそ検査会社が社会的責務を果たす場であると蓄えます、

　幸い，業界にとってタイミング良く，約齢年間続いた建築基準法が黛むむ嚢年までに改正されるそ

うです。その答申（案）の骨子は，従来の唯様規定藩からヂ性能規定藩に変えるというもので，それに

伴って検査業務が膨大な量に増えること，官庁検査員のみでは検査がまかなえなくなること，民闘

の検査サービス機関を活用すぺきであること等がかなり詳細に記述されておりま凱ある学識経験

者の方から，答申案の眠間の検査サービス機関」に該当する組織団体としてC亙W協議会がもっ

とも相応しいのでは，という助書をいただいており，とりあえず小さな声で立候補したいと考えて

おります．私の感じではアメリカの糞サンゼルス市の建築に関する法律を参考にされているように

思われます。そこで，本年は検査会社の皆さんに呼びかけて，膿ス市の検査体制を視察してみたい

なと思っています．他力本願では何もできません．検査会社の濤で直接視て聴いて検査業界として

の考え方を塞とめ，検査業界の社会的位置付けについて行政に陳憎にあがりたいと思ってい薮す．

　なお，本年は欝《捗Gむむシリー一ズの取得や総O螢驚の」欝化等の闘題も表面化して参り震して，

業界にとって正念場の年になるでしょう．r議世紀は検査の時代藩と常に申し上げてい蜜すが，灘

世紀まであと難年，悔いを残さぬよう頑張りたいと思っていますので，変わらぬご指導をお願いい

たします。
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羅脳欝雛（脚醸蟹，鰺暫）
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衆議院議員斉藤　鉄夫

　鷺A膿慰S読者の皆様，新年あけましておめでとうございま劣本年が皆

様にとり塞して素晴らしい年でありますよう心から祈念申しあげます。

　昨年欝月に行われた衆議院選挙におきましては，皆様から大変大きな

ご支援を頂壼まして爲回羅の当選を果たすことができ譲した。心から御

礼を申しあげる次第でござい塞す。本当にありがとうござい塞した．驚期翼の衆議院議員として，私

は二つのことを決意しております．それをご紹介して新年のご挨拶とさせて頂器ます，

　第一は，一昨年議員立法した科学技術基本法を現実に具体化して，科学技術立国の方向性を確かな

ものにするということです。昭牽纏⑪年代，灘年代の段本の高度成長を支え，罠本を経済大麟に押し

上げた原動力は技術力，特に製造技術の優秀性でした。今，その技術の優位性が大きく揺らぎ始めて

おります、欧米そしてアジア諸国のそれが縫本を急追しているからです．事態をこのまま放置して

おきますと，瓢世紀の購本は陳腐な技術しか持たない，そして無論資源もない，世界に対して何らの

発信もなし得ない貧しい二流国になってし塞います．

　雛本の科学技術の研究開発投資額そのものは，他国に比べて遜色ありません．なのに何故，讐本の

科学技術レベルが相対的に低下してきているのか．…つには欝本の物価や人件費が高いこともあり

ますが，もう・一つの重大な理由は，罠問の応用研究（基礎研究という概念の対語〉に偏った配分となっ

ているからだと思います。応用研究といいますのは，研究の成果が製晶に結びついたり，すぐ役に立

つ研究です．それに対して基礎研究は，自然界の法則などの真理の探求が驕的で，その成果が役に立

つかどうかは二の次，それどころか成果が得られるのかどうかもわからないような研究です．欧米

の場合，研究開発投資の婆割が基礎研究で大学や国立研究機関がその責を担っています，羅本は基礎

研究の割合が慧割，欧米の半分と蓄われています．つまりこれまでは，研究成果が出るか出ないかわ

からないお金のかかる基礎的なところは欧米にまかせて，欝本はその成果だけをもらって，優秀な民

間企業主体の応用研究で製晶化して利益をあげるという構図だウたのです．いわゆる基礎研究ただ

乗り論です．経済大国になった今，もうこれは通用しません、自前で基礎研究をやる必要があり豪

す．ところが，それを担う大学や国立研究所は，一度教授や主任研究員になったら，あとは何の研究

をしなくても一生安泰というぬるま湯体質でした．この体質の蜜ま基礎研究費だけ増やしても，そ

れはお金をドブに捨てるようなものです．科学技術基本法，そしてそれに基づいて作成した科学技

術基本計画は，その体質を競争的なものにあらため基礎研究予算も増やし，鷺本にしかない優秀な技

術がドンドン生まれる土壌を作ろうというものです．瓢世紀の瞬本が，平和で豊かな国家として世

界に貢献していくにはこれしかないと確信しています。蓋期目でその基本的な考え方を議員立法して

基本法を作りました．窯期翼でそれを着実に具体化する仕事をやりたいと決意しております。

　もう…つの私の仕事，それは構造物の安金性向上のためのギ検査藩の社会的認知と地位向上です．

阪神淡路大震災が私遠に教えてくれたこと，それは私達の生命を守るため構造物は設計どおり安全

でなければならないということでした。当たり前のことです、その当たり前のことが罠本では出来
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灘灘欝欝く脚蓋繍礫、蓋勢㌘）

ていないのです．国民の生命を守るために構造物の安全性を向、Lさせる，そのための検査の役割が

非常に大きくなってきたと思っており震す。その仕事を国会でやりたいと決意しています．

　科学技術立園と検査，あまり脈絡もない二つの事柄を書きましたが，私の内部では渾然一体となっ

て燃えております．燃え尽きるまで頑張ります。よろしく御指灘のほどお願いいたします。

　　　凸、　　　　　　　　　　　　通商産業省　工業技術院標準部材料規格諜畏　大嶋溝治

　　　　　　　’　　　　新年明けましておめでとうございます』今年は，國際整合化3ヶ年計爾

　　　　　　　　　　　の最終年度に当たり，目本の工業標準は欝《），聡Cの国際規格との調和が

　　　　　繍　　　、‘　　図られ，潤本経済のグ灘一バル化に対応した標準基盤の確立がされる年

　　　　　．ぞ、　／　　　となりました、黛本溶接協会におかれては，いち軍く園際的視野のも

お，藤繊譲金畏が鞭W（圏際溶接学会）の会長に昨年ご就任され，溶接技術の国際的調麹の実現とい

う蕩い理懸を持ち，国際的サークルのり一ダー一シップを発揮されることはご同慶の至りであります．

騒Wは第二次世界大戦後設立され，獣3年の畏きに渡り世界の溶接界の発展に輝かしい業績を残して

きており談す。藤田会長はアジアから選ばれた初めての会長であり，韓本溶接協会の皆様の暖かい

支援のもと立派な国際括動を展開されるよう期待しています。

　さて，標準化行政におきましては，国際的視点に立った行政の推進とともに，新技術への対応，社

会轟一ズヘの対応の蕊本柱が昨年度より開始した工業標準化第暮次長期計画の骨子となっています．

　第一は，新技術への対応です．これは新材料，電子技術，窟動制御技術等の新技術の進展に対応し

て，規格の整備を時代に遅れることなく制定していこうというものです。用譜規格，新技術の評価試

験規格等を単期に制定し，新技術の開発にも貢献する規格制定を行っていきます．岡時に，園の側で

の括動が進塞ず，厩閥の団体規格が先行しているものおよびデファクトスタンダードがあるものは，

ファーストトラック制度による簡便な手続きで国家規格，国際規格にすることを可能にしていきま

す．新材料の溶接，溶接の虞動化等への対応が考えられます．

　第二は，社会轟一一ズヘの対応．これは少子高齢化，環境問題，エネルギー闇題，安全閥題等の祉会

諜一ズに対応した規格を整備していくものです．とくに近年は，阪神淡路大震災の教翻から，耐震強

度や耐火性能等への対応が求められています。強度保証のできる確実な溶接の実施，溶接部位の耐

震強度等，必要に応じ検討することが考えられます。

　第黛は，国際化への対応ですが，これは先に述べた既存」欝規格の国際整合化にとどまらず，我が

麟から積極的に岡際規格を提案する，あるいは，欝0のTC，SC等の幹事国業務を引き受けることを

含んでい霰す．さらに，欝（）鱒0倉の晶質管理システムの相互承認体鋼の構築，試験所の相互承認体

舗の構築等，國際的な認証スキームの対応もあります。鐵本溶接協会においては非破壊試験分野の

灘鎚嚢件余りの整合化の課題，翼Wにおけるり一ダーシップ，そして非破壊分野の相互承認体制の検

討などが考えられます、

　最後に，今後の標準化行政の一環として，本年はとくに」欝表示許可制度における民問活力の活
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嚢灘簾絶鷺§（脚雛鷺鞭．鯵墾㌘）

用，規制緩和の観点に立った規格の見直し等を行うこととしています。以上，この場を借りて，所感

の一端を述べさせていただきました。羅本溶接協会および関係者の方々のご多幸，ご発展を祈念して

年頭の挨拶と致します。

　　嬉ン

畷叢欝

建設省　建設大臣宮房官庁営繕部監督課　課長補佐　辻川孝夫

　新年あけましておめでとうございます．

　昨年は，聡⑪撃OG騨シリーズに対する関心が一舞に表面化した感があ

り，書店には関係する書物が広いスペースを占拠していました。当初

TQCでの実績を背景に模様眺めの感があった建設業界におきましても，

建設省がモデル工事を指定したことや，将来受濫の際の資格要件として検討しているとの報道がな

されたことから，その資格取得の動きが活発になってきているようで凱今年は，設備業界，設計事

務所，調査会社等，取得の範囲は拡大していくことになるでしょう．また，地震被害への反省，設

計・施工における性能規定化といった観点からも嚇質の確保，保証」は今年も重要なキーワードにな

ることと考えられ譲す、

　鋼構造の分野においては鋼材に関しいくつかの動きがあり塞す。一つは鋼材の性能に関するもの

です．阪神淡路大震災の被害例を教訓として，従来は規定のなかった性能を確保する次世代の鋼材の

開発を羅標とした総合技術開発プ膿ジ瓢クトが昨年より3ヶ年の計画でスタートしました。このプ麗

ジェクトは，建設省の建築研究所を中心として学識経験者，高炉メーカー，設計春団体等が集まり，

材料レベルから設計による効果，施工による影響などを研究していこうというものです。二つ羅は，

建築物の性能規定化に向けて様々な動きがある中，建築基準法の構造規定に関しても同様の動きが

あることです。従来のように鋼材の種類を施行令，管示で規定するという方法から，降伏点や体びな

ど翼S規格のように鋼材の性能を規定する方法に変えていこうというものです。これが実施されます

と，施行令や告示の中からSN，SSといった鋼材の記号が消えて性能規定化が図られることになり，

結果として国内材，海外材の間の垣根がなくなることになります、

　こういった性能規定化，国際化に対応するべく，私共宮庁営繕部で制定しておりますド建築工事共

通仕様書藩につきましても，今回大幅な改定を行っております．詳細は割愛させていただきますが，

鉄骨工事におきましては，鋼材にSN材系統を取り入れ，選択は設計者によることとしています。ま

た，検査につきましては，溶接部の非破壊検査をはじめ，製晶検査に係わる検査機関は当該鉄骨製作

工場に所属していない，かつ当該工事の品質管理を行っていない機関と規定することによ甑製作工

場の麟主検査とは別に受入検査を行うよう講負者に要求する形となっています。これによ駄検査の

主体，責任の明確化が図られ，第三者検査が一暦促進されるものと考えており窪す。

　このヂ建築工事共通仕様書諜は国のみならず地方公共団体でも広く使われておりますので，今後，

貴協会の会員のおカを借りる機会も格段に増加するものと考えられ家す．これからの貴協会のご港

躍，ご発展を祈念いたしまして，年頭の挨拶といたします．
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森　俊郎概

田井牧夫幾

撫藤光昭民

《出席犠》（顯不岡）

札幌工業検甕株式会祉

溶接検査株式会社

東仲検糞エンジ濫アリング株式会社

株式会社検糞サービス

株式会社北陸溶接検査事務所

欝本溶接検査株式会社

C互W認定委員会

　　　　　　《灘　　禽》

江端　　誠氏　　C夏W通信編集委員会委員長

　鷺蝋・皆さん，明け裟しておめでとうござい裟

す、

　一樹・おめでとうございます．

　鷺端・それでは，単速ご出席の方の自己紹介を

兼ねて，所属されておられる会社の概要をご紹介

琢灘いたいと、思い濠雪嚇。

　漁縄K株）検査サービスの逸見です。当社は建築

鉄脅・橋梁関係の検査をメインにしております．

経緯としてゼ今褒での検査会社はこれでいいのか譲

という考えがあって作った会社なものですから，

技術者巖優先という形でやっています。福島，山

形，大阪に営業所を設けています。

　森・私はく株）北陸溶接検査事務所の森と申しま

す。やはり建築鉄骨を主にして，あとはレントゲ

ン検萱やタンクの開放検査もやっています。地域

に密藩した検査の仕事を集めていこうと，そうい
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鵬簾遡§（W薫騰欝、鰺聾）

う念願で会社を運営してい窟す．私自身は福井の

人問なんですが，窟山県の方にも事業所を設けて

今現在灘名ほどで運営しています。

　佐藤・新潟で検査会社をやっています東伸検査

溝ンジ蒜アリング（株）の佐藤と申します．私共の

会社にエンジニアリングと付けているのは，現在

は鉄骨溶接部の検査の仕事がほとんどですが，将

来的にはエンジニアリングを臼指すことを考えて

いるためで，総合的な仕事もやっていこうと考え

ています．新潟県内を主体にしておりますが，要

望があれば関東近辺まで出てきております、現在

は欝人程度で活動してい籔す。

　著林・札幌工薬検査（株）の若林です。私共は北

海道で営業して欝年経ち譲す．地域柄，どうも照

舎の雑貨屡といい竃すか，何でも扱っているよう

な商売をしており談して，建築鉄骨の分野は鐙％

くらいです。

　仕事の量的なことからいって，夏人の技術麗が

複数の仕事をこなす何でも騰にならざるを得ない

ような地域の事情の中で何とかやってきました。

これからも贔質に対する考え方，あるいは技術的

なレベルが地方にあっても遅れないように，非破

壊検査の仕事を通じて底上げのお手伝いができれ

ば，ということでやゆています．

　木耕・溶接検査（株〉の木村です。私の方は建築

鉄骨が麟暮％くらい，プラントのメンテナンス関係

の仕事が識割くらいです。創業した時には造船関

係のX線検査から始まったんですが，地元の造船

会祉が船を作らなくなったものですから，それで

徐々にX線検査から撤退して今の形になっていま

す、

　会祉を作った時，東北で一番先に磁Wの認定会

社になりたいということを饗標にしていましたの

で，一応初期の罵標を達成することができました。

今後は応用力のある検査会枇を，若林さんが雑貨

量さんと謙遜して書っておられましたが，やはり

何でもできる方が良いという蝋持で，また今後

RTもやっていこうかと考えています。

　鐡齢・四国という皆さんから見れば僻地に思え

るでしょうが，そこで仕事をさせていただいてい

る臼本溶接検査（株）の霞井です、皆さん岡じだと

思いますが，最初はレントゲン主体で，いつの聞

にか趨音波，それも鉄骨の超膏波の比率がいつの

問にか増えてしまっていたという感じです、です

から逆に今，建設薬の不況の中で厳しい状況に

なっています。それでもやはり歌割くらいの売上

げを占めていると、愚います。あとは橋梁，造船の

部材関係とか船体の方はごくほんの少しやってお

ります。私達は看板だけは一応全部できるという

ことになっておりますが，仕事の比率はそういう

わけでUTが多いです．最近，去年の騨月頃からで

すが認ンクリートのレーザ探査を手掛けており談

して，それがこの夏くらいから仕事が増えつつあ

るいう状況です。

　鷺端・一通り会社のご紹介をいただいたわけで

すが，大部分の会祉は仕事の中心が鉄骨関連であ

るようにお伺いしました。それは，検査薬界が鉄

骨の検蚕を要求しているという理由なのか，ある

いは，たまたま磁Wの認定が建築鉄骨関係で採用

されているという関係からなのか，その辺はいか

がなんでしょうか。

礁轡へ衡しつつおる繕鎌
　逸見・私自身この業界に入った時にはガス導管

のX線検査の方からスタートしました．会社創立

から驚⑭年くらいになるんですが，当時感名でやり

始めたものですから，人数が少なくてもできる分

野にいきました、プラント関係は多人数が必要で，

我々ではとても歯がたたないので・・㊥¢．その中で警

夏人でも検査できるということで必然的に鉄骨の

超音波検査という形になってきています．

　木村・そうですね。私の方もX線検査をやゆて

いたんですが，次第に超音波の割合が増えてき窟

した．X線の揚合は船ですと撮影するときには最

低でも諺人は必要ですが，き人をいっべんに取られ

るとなりますと傍…。その時，超音波も随分やる
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叢灘願鷺蕪（w雛籔．轡欝）

憲むら属たけみ
藩接検董株試会社代籔取締役社叢

ようになって憲ていたので，仲々，X線には人が

纒らないということになり談した、趨音波ですと

量人でできるといろこともあ参褒すから，その割

合が増えてき譲した．それと，曝年ぐらい前までは

バブルの影響もあり譲して黙っていても仕事が入

るという状況でしたので，だんだんと超音波の方

へ移行してきたんです．

　瀧端・さきほど，若林さんが縄雑貨麗鈴という

雷い方をされたんですが，お伺いしたところ今賛

ご出席の皆さんと姥ぺて鉄骨の割合が低いという

ことでしたが，そういう観，嶽からC茎Wの認定の関

係と建築鉄骨，その辺はどうお考えですか．

　轡綜・建築鉄轡では札幌にもいろんなビルが建

てられ，いろいろな溶接を晃ましたが，レントゲ

ンでここだけが良いだとか，あるいは鉄骨を検査

すればここだけが鍵いといった現実をいっぱい見

てきました．そういう翼実を見るにつけ，それで

は駄舞なんだと，盤静の中の欝ぐらいは欝⑭点だ

けど，あとは馨点だという現実をなんとかしなけ

れば，全体が欝点，墾む点じゃなくても毒む、転まで

底上げしなければならないという認識が地方でも

あり憲した．鎗何年も前からそういう認識はあっ

たんですが，相も変わらず抜蓉取り紛％の部分だ

けが合格で，あとは窃点だということがありまし

た。これじゃどうしようもないと、懇い薮して，

ファブリケータを啓蒙しなければいけないという

時に，地方でも第三脅的の立場でしっかりした受

入検査をするという波が押し寄せました。必然的

にそういうことからも趨音波の比率が多くなりま

した。

　慧輪・加藤先生，今縫は加藤先生にC蓋Wの認定

サイドの代表ということでご出席いただいている

んですが，今，皆さんの方から鉄骨に経営の主体

を移行しつつある理磁をお聞きしたわけですが，

逆にC蟹Wの方として，もちろん建築だけ考えてお

られるわけではないと思い塞すが，その辺何かお

考えがあり塞したらお闘かせ下さい。

　撫灘・磁Wの組織は皆さま方ご存知の通り，仙

潤先生が検査を縫本で確たるものにしていくため

には溶接部をまず対象にする必要がある，構造物

として安全性，健全性そして信頼性を確保してい

くためには溶接部検査の部門はちゃんと確立して

いかなけれぱならないということで（】璽Wを立ち上

げていただいたわけです。それがここ譲で大きく

なってきたというのは，今βご出席いただいた方

も禽めてC璽Wに参懸していただいている方々のご

協力の賜物です。これはいくら雷っても書い過ぎ

ではないと思います。

　そこで，時代の趨勢もあるとは思い塞すが，技

術的にも超音波技術が催の技術と比べると良く

なってき談した。ところが，今お話になっている

建築絡みで，そこ濃での技術を駆使しないといけ

ないのかというと，境状ではそうではないところ

もあり讃す．

　一・方，現実閥題として資格を取る立場から考え

ると，超音波の何がメリットなのかということに

なります．企業にしてみると，資格を取ることに

よって傭のメリットがあるのかは当然考えること

だと思い塞す．そういう観点から書うと，東窟都

の方が色々と動いていただいて建築鉄骨が行政の

立場としても非常に闇題点があるということで，

条例に一書入れていただきました。こんなことも

あって，鉱種裟で禽めて超音波が主体になって壽

てい蕊す。これは当然の帰結だと、思うんですね．そ

うするとC置Wとして他の部門をどう行政側に蔓》嚢

していくのかが重要になります．必要性を訴えて，
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翼影騒塗欝（脚繍礫．鰹欝〉

行政側に理解をいただいていくことも当然やらな

ければいけないところです、

　阪神大震災が起こった時のように，欝本の場合

は時新ポ恥ソと花火が打ち上がるんですね、とこ

るが最近多くの方が書い始めているのは，阪神大

震災はいったい何だゆたのかということです、根

本的な間題としてどう社会資本の安全性を行政と

乱、て進めていくのか，という閥題が現在では尻す

ぼみどころじゃなくなってい蜜す．C翼Wとしては

元々の主醤というのはちゃんとしたものがあって争

超音波以外に放射線，磁黛，禍流，浸透そして応

力測定騨）部門の主任試験技術饗と主任検査技術誉

の認定をさせていただいてい譲す。それにご賛同

していただいている企叢の方もあってここ蕊で来

たわけですから，それを踏譲えていかに祉会資本

の安金性確保に寄与していくかが大切なところで

す．ですから，慧Wのスタンスとしては議然それ

を継承することはもちろんですが，それをさらに

どう発展させていくかが大切です．これに対して

は隷本溶接協会がもちろんジーダーシップを取っ

て，企業の方々のサポートもいただいて，いかに

前紅進んでいくかを鷲えていく必要があると思っ

てい譲す．

　江端・今ε繁然の帰結2》というお話が出ました

が，逆に翻ってみて鉄骨だけで皆さんが良しとし

ているわけでは決してないと思うんですが，その

辺はいかがなんですか．旗た，それが磁W認定委

員会サイドヘの要望事項にもなろうかと思うんで

すけど．

礁築鉄融外驚qwの輔
　燃発・やはり一っの部門の認定資格しか持って

いないと，考え方も偏っているのが大部分ですね、

当祉の場合も建築鉄骨，橋梁関係をやってい裏す

が，検査技術者としては最低壌部門ぐらいの資格

は取るべきだと、懲います．生意無なようですが艮

指すのは総合検査会社だと常身社員に書うように

しています、

蜘》・としろう
株式金祉誌陸灘接検叢事務醗代褻取締般敏儀

　森・ちょっと意見を述べさせてもらいたいので

すが，検査会祉とは何か，ということなんですよ

ね、メーカー側の一晶質管理部門がサービス業と

して独立形態を生んで鳶ているのが我々検査会祉

なわけですよね．以前はメ…カー側の童体性が強

くてどうしてもそっちの意向が強かったわけです．

ところが楚L法も出てきて今後はいわゆる溝費者

側に基づく意見も述べていけるというようなそう

いう時代になろうとしているわけです．それで，

思うに建築鉄骨というものはメーカー側に弱小企

業が多いため，その中で私共の活躍の場も晃いだ

してこれた．それは超音波という道具そのものも

人間の判別に依るというか，メーカー側と消費轡

側による場合では変わってくるというか，道具そ

のものが曖昧な遵具であるということ。そこが私

は一つの立地条件だなと思っているわけです，検

査会社というものの．

　せっかくC置Wの需要がここ憲で発展して今轟む

祉ほどの仲閥がいる．私は仕事を初めて慧嚢年近く

になりますが，こんなになるとは夢にも思ひてい

なかったわけです．これから更に発展させていこ

うと思えば，加藤先生がおっしゃっているような

建築鉄骨以外の分野にこういう輪をどうやって拡

げていけるかということが今後の宿題であって，

霞た是非そういうふうにしていきたいと思ってい

譲す．

　緯藤・私自身はレントゲンから入って意たんで

すが，いわゆるガスの導管とかの検査ですね．今

一騒一



鷺む懸欝欝く騨繍鍵．捗鍔）

欝とう・は姦お
策紳検奮鑑ンジ雛ア拶ンゲ株試金社畿嚢取締役社摂

現在，ガスの導管というのは事業がほぼ終了して

おむ薮す、それとガスホルダもほぼ計画は終わっ

ていると思い譲す．そうした時に非破壌検査で何

が採算に合うかと考えた場合，今は鉄骨関係では

ないかなと思うんです．～時，蕎油タンクの鵜万

トンクラスとかも色々やり蜜した．それと，それ

に関わる欝丁とか嫉丁とかもやって譲いりました。

今，そういう方面へ出て操算が合うのかというと，

私共ではできない状態です．プラント関係も発電

所関係にしても時期があり窪すので，採算に合い

ずらいんじゃないかなと思い窪すね。そうすると

やはり鉄骨の検査の方が今，事業所を維持してい

くためには十分採算が合うというか，そちらに出

ていくしかないと思うんですね．鉄骨関係の資格

は，N鑓の資格に始まって全構連の資格というふ

うに数種類あり蕊すが，それはあく談でも鉄骨の

検査ということでとどまっていると思うんです。

一方，溶接の検査，それは鉄骨の溶接部でも十分

それは代畿されると思うんですが，それだけでな

くて応力のかかり方とか色々ありますので，そこ

から先，私共ではドイツのシ講ア・ウエルディン

グ・エンジ灘アの資格を欝指すような考え方でお

り窪すので，鉄轡だけでは終わらないと私どもで

は考えており塵す．

　瀧端・森さん，佐藤さんのお話でマーケットが

形成される必然性ということをおっしゃっていた

と思うんです。そういった意味で鉄骨以外の必然

性がある事業分野，つ談り，その業界に検査の受

け羅が無いというような分野が，今後の経営的な

意味で進めていく道ではないかと思うんですが。

そういった意味の薬種は有り得るのでしょうか。

　撫藤・例えば鉄鋼メーカーでは，いわゆる自主

検査から撤退し始めているという話を聞き談した。

なぜかというと，技術がかなり熟成してきたから

検査をしても不具合なところは見っからないと書

うんですよね。今譲ではそれなりにラインの方で

人を配置していたけれども調べても何も出てこな

い。でもそれはゼ瓢じゃないんですが，ある時調

べた結果では何もなかった，と露う。しかし，た

震に不安なところが出てくる。すると，それに人

を張り付けておいてもリストラの時代ですから効

率は非常に悪い。そういうところもあるようです．

　森・結局，人を使わずに道具を開発して道具で

やっていこうという無人化ですか．それもやめて

し談うという訳ですか？

　撫藤・いや，それはやっておかないと欝L法が施

行されたわけですからまずいですよね。ですから

人としては一人いるかいらないかだということで

す。

　かたや，先ほどのお話の鉄骨がらみで欝えば，

入がちゃんと見ていかないといけない。部晶とし

て作っていく分にはある程度自動化が可能なとこ

ろがあると思い謹すが，間題になっているのはそ

ういうところではなくて，現地で組み立てたとこ

ろで，どこまで良いものを造っているか検蓋をす

る必要があり蛮す。

　それともう一つは，欝本の場合には検査技術者

の責任があ壕り無いわけですね．ですから，『こう

いう不具合なところがある麟と検査をした入が

欝ったとしても，財可を禽っているんだ譲と文句が

出るということが塞かり通っているところで検査

は一体どうあるべ壼かという間題もあり震す・狩

政，お役所がもう少し本当に社会資本を大事だと

思うんだとすれば，これは本黛で鷲えていただか

ないといかんと思います。

　アメリカなんかでは責任を持っているんです．
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獄麗驚鵬（脚癬礫．蕊勢㌘〉

だから，その人がDん羅と雷わない限り，そこ

の検査部はパスしていかないわけです。それだけ

の責任を持たされていますので，当然やりがいは

あると思い蜜す。ただし，それだけの責任が出て

き豪すから万が一の時はどうするのかというと，

祉会としては保険でカバーしていくしかない．そ

の辺はかなりうまく機能しているとのことですか

ら，目本も遅ればせながら本黛で取り組んでいか

ないといかんと思い襲す．

　要するに，行政がどう国民の財産を保全しよう

とするのか，その辺のところをどうやったらいい

のか，真剣に議論をして実行していく必要があり

ます。

　江端・先生から行政の話が出ましたが，確かに

非常に大きなテーマで難しいと思うんですが。逆

に皆さんの立場でそれに対してやれるようなこと

があると思いますが，その辺は実際にはどんなこ

とをやれるんでしょうか。

〆徹への警蒙轍龍
㌦〆

　逸毘・加藤先生のお話の中で，責任施工を実際

にやられているところとして橋梁メーカーが現在

それにもっとも近い形態です。責任施工というの

は書葉は良いのですが，ややもすると自分勝手，

都合良く考え易い。手前味噌というような土壌に

なりやすいですね。実際にはなL、崩しというのが

横行していますから．例えば，第三者検査につい

て霞えば，アメリカ並みの検査制度，これは行政

の方で確立しないといけない。実際には社会資本

を守る，要はオーナーのための検査というのが存

在しなくなり蜜すね．なぜかと需うと，臼本の検

査会祉というのは権限が無いし，誰も認めていな

い。施工側から書わせると置なんで検査会社がそ

んなに強くでるのか，お前ら責任を取れるの力搏

という話もありますので，嚢然それには保険が絡

んでこないと検甕自体もなし崩しになり譲すから

ね．阪神大震災が起きた次の賢から皆騒ぐだけ騒

いで，ああいうことは露度と繰り返さないように

しようと鷺う人が多いわけですよ。ただ，実際に

行政が何をしたかというと非常に寂しい隈静で，

私の知る限りでは国会でも取り上げられた圧接不

良による阪神高速の倒壊ですね。昨年の秋からは

破壌検査から非破壊検査をしなさいと，今変わり

つつあるわけですね，行政の方で動いて明らかに

変わりつつあるというのはそれしかないですよ．

　3齢号通達というのは阪神大震災の前からある

わけで，実際に実施しているところと原麹的に遵

守しなさいと言っているところは全体の瓢％ぐら

いしかないんです。ということは，轟％がやウて

いないということです．建設省の＄紛号通達とい

うのは社会資本あるいは人命を守るという意味で

もっとも重要だと思うのですが，学識者の中でも

臼本には第三者検査会祉は存在しないという解釈

をしている人が非常に多いわけです、といい塞す

のは，第三者検査という喬葉だけが取り上げられ

て論議されているわけです．そんなものは私に欝

わせれば受取り検査でもいいし，受入れ検査でも

いい．ただ，臓本人の最も分かりやすい公平を保

っためということで，第三者検奮という欝薬が単

に出てきているだけですから．行政の方でも不良

施工を防止するということで，一応花火はかな鱗

打ち上げたのですが，それに対しては具体的対策

が何ら無いというのが現状ですね．ただ，あく蕊

でもこれは行政サイドに主導していただかないと

r通達議は地方自治体に運用自体が任されていると

いうことであれば，灘のための通達であるかわか

らない．騒蝿通達が出ているということを，異閥

の，例えば家を建て替えるというような人が知ら

なければ，検査しないで建っちゃうわけですよね．

行政というのは国厩を守るために，かけ声だけは

かけますけど，実行力に乏しいと思いますね、

　懸井・四国だけで需いますと，A県だけは畢く

に県条例で，これはかなりしっかりしたものです．

騒県は一一昨年の磯月からです．C県と蚕》県ではか

なり行政が消極的です．建設雀はその通達をして

終わりなんです。それで責任を果たしたと思って
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羅導獺攣懸（驚醸鍵．翼》暫）

麟

たい・叢嚢お
欝黙溜接検登株試禽敏代嚢取締役社叢

いるわけです．通遠だけ出して終わりじゃなくて，

ちゃんとフォ雛一をやらなければだめですね．

　談た，私は欝本には第三者検査というのは全く

存在しないと思います。欝葉のアヤだけではない

かと愚い窟す。ただ，もしも批界的な流れとして

晶質保証体制というのが，それぞれの立場で全部

なされるようになった時，逆に行政はいらなくな

ると思い蕊すね．だから，今，しかたなく行政の

カを借りないといけないのが揖本の場状じゃない

でしょうか．私達検査会社は品質保証の一部門を

講け負ったサービス業で一殉にか褒わないわけで

すよ．立場としてそれが弱いわけでも何でもなく

て，品質保証体制の中の，我々自舞が晶質保証体

制を持っていて，それを設計管理者なら設計管理

者が導門の技術集団として使って，それを自分の

晶質体制の中に組み込めばいいんですから。組み

込むためには我々が晶質保証体制を縛ってる検査

会祉でないと組み込めませんから，そういうこと

が定藩すれば良いのです。だけど，それは非常に

難しい．覇本には，裟だ塞だ育たないと思います

が，なんとか外圧みたいなもので，できていくん

じゃないかと、懸ってい蜜す。

　£翼Wの認定というのは，部門の数とかではなく

て，我々が晶質保証体制を持っているかどうかに

基づいているわけです。それを持っているものが，

どう利用してもらえるかに尽蓉ると、思いますね。

戦々轡身の立場というのはそこにあるんだと思い

ます。

　撫藤・さ量ほど，行政と蓄い譲したが，私の機

合工学の講義に行政の立場の方が聴講に来ている

んです．彼熱は，色々な溶接部を監督指導する立

場にあるわけです．もちろん初めは警分の経験し

か無いわけですから深い知識があるわけがないん

ですが，色々な中舞はこういうことなんですよと，

お話をすると，我灘引水的かもしれ譲せんが，繕

から鱗が落ちたような気持ちです，と蓄ってくだ

さる方が結構おられ談す．ですから，費政が本嚢

の意味で鋤くためには，導門嘗を育てていかなけ

ればいけないと懲い豪す．

　通達だけ出せばいいという訳ではあり蔑せん．

趨幾生括自体がもっと良くなるためには，どうい

うことをしていっていただかないと：いけないのか，

関係の方が，かくあるべきというような議論をし

ていただかないといけないと思っており窯す．

　鷺螺・今の加藤先生の話と多分に関係すると、懇

うのですが，さ鷺ほどから第三轡検査というのは

欝本では弱いというか，極論すると来だ成立して

いないんじゃないかという発書があり談した．ど

ういうことをすれば第三者検査が驚っていくのか

についてお話し下さい．

　　　讐

礁詫第諸髄岬籠
　＊騨・さきほどの閥題と絡み合ウてくると思う

んですが，現実に行政の方が通達を出しただけで，

一部そういう行政サイドの側にいる方も，その通

りだと認めている状況ですから，本来の第三者検

査というのは我廊の業界だけが変わっても変わる

ものではないと、懲うんですよね。そうすると本来

定義されている第三轡検査を行うことは難しいと

思うんです。溝井さんが露われたように，我々

C董脚の認定会社は晶質保証体制を持ってい談すよ

ということで，規状はゼネ灘ンから検査をいただ

いているケースが多いわけです。そうし震すと実

際闇題はゼネ灘ンの方が設計施工，管理を含めて

やっている場合もあり蜜すが，だいたい建纂事務

所とか設計事務所に管理する人が別にいるわけで
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難欝醗鷹欝（脚総鯉，妙欝〉

すよね。ところが現状は施工者サイドの検糞を

やっているということになっているわけで，本質

的な受入れ検査，すなわち通達に出ているような

行政の代行の検査にもなっていないような状況だ

と思います．その辺はこの閥，行政の方と話をす

る機会がありまして，ゼネ聡ンから仕事を貰う体

系はまずいんではないでしょうかと私が書っても，

行政の方はゼネ灘ンからの発注でも行政の代わり

に検査しているん然という認識でした。その辺は

一部，業界ではなくて民間，一般的な人まで，我々

はこういったことをやっているんだということが

分かるように，一般紙に広告を出すとか，そう

いった建築事務所の方とか建設会祉，役所の方に

鰐して，我々はこういうことをやっているんだよ

ということをアピールしていかねばならないと思

うんですよね．現実に成功例も出ているわけです

から。一部に建築鉄骨では畷Wの業者でなければ

ダメだということが図面に入っているということ

にもなってきてい憲すので，協議会でやっている

ように行政庁を訪間したり，（祉）鋼構造建築技術

暫協会とかを訪閥しようとしているわけですから，

前向きにやっていくしかないと、懇っています．

　藩嚇・例えば，石油タンクの検査においては，危

険物保安協会の立会いがあって，璽箱の隅をつっ

つく位の溶接検査をするわけです、そういう方針

が地方自治体の方まで影響を与えて，対象となら

ない小さなタンクに対しても今霰でと違った見方

で溶接部の磁粉探傷を外観検査も禽めてじっくり

見るようになったんですよ，これは行政が専門官

を育ててきた結果だと、懇いますね．

　残念ながら，規制が働かなければ検査というこ

とも充分なものでなくてもよくなってしまいます．

行政が検査の重要性を認識していって，はじめて

第三者ということが育ってくると思います．

　検査の重要視ということの例で，E市に地盤が

悪くて橋脚が沈下し，取り付けてあった添架水道

管の溶接部がある時せん断破壊してしまった。X

線検奄をしていない溶接はいい加減だという認識

・黙

わかぱやし・叢惑し
札幌工叢検盗株式金社専務取締役

を強く持った自治体もあり譲したね．

　ただ，地方では建築なんか晃譲しても，騒鯵畢通

達は申央の動向を見ながら進めて行きたいという

他人任せなところがあります．

　北海道では釧路沖地震がありました．大きな地

震にもかかわらず，その時は建物の被審はほとん

ど無かったんです．その後の阪神大震災の大変獄

被害、これでも仲々腰が上がらないものですね．

行政担当者が検査の認識と知識を持ってもらうこ

とにより，第三者検査が生きてき蕊す。ぜひ改革

して欲しいと、懇いますが，我塵がもっと行政に対

して啓蒙活動をしていかねばならないと思ってい

ます。

　江端・そういう意味では，ある程度啓蒙濡動が

必要だということですね。

　俺藤・第三者検査というのは私のイメージでは

受入れ検査と同じと考えているんです．私共が鉄

骨についてやっているものは超音波です．それと

合わせて外観もやっていますが，それは本来

JAS騒で決まっているもの及び設計書で決窯って

いるものを私共が製晶で確認することだと思うん

ですね。ですか、ら敢えて第三轡というと特記から

ずれた不良部を報告すれば良いとなる．ただ工場

サイドからの依頼だとそこでフィルターがかかっ

てしまいます。ゼネ講ンか設計管理の依頼であれ

ば，第三者ないし受入れ検査がすんなりいくん

じゃないかと思うんですね。

　江端・今，みなさんから第三者検査についてお
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搬瓢欝欝（w　櫨雛．拶螢）

話をお伺いし譲したが，地方レベルといいますか，

色々なレベルでの啓蒙括鋤が，必要じゃないかと

いうご指摘だったと思い窟す．そういった意味で，

鷺欝璽灘鷺Sは啓蒙播動という意昧で役に立ってい

るんでしょうか．私の立場としては，そういうも

のに使い得る，役に立つ内容を企画していきたい

なと思っているんですが。

ゆ糀＄醐待すること

　森・検査会社の自覚，意義等も記事になってい

濠すから，自分達だけの業界の仲聞内だけのもの

では，もったいないなという意識があります。行

政の話もで豪したから，そういう部門にどんどん

漏布して，そちらの人の意見も嚢U麗欝犯Sの記事

に載るようになっていけば啓蒙運動に役立つと思

います。

　驚林・非常に読み易い，とっつ巻易いですよね。

ただ試験闇題だけが載っているだけではなくて。

　木繕・これは行政サイドの方にも持って回りま

したよね．

　漁発・ええ。

　末材・担当の方にも全部送っているんですか。

　進麗舜全部には送っていないんですよ。

　木耕・送っていただくとありがたいですね。例

えば，建築鉄骨なんかでも図面で特記仕様書があ

むますよね，特記仕様書に超音波検査とか特記が

なくても7．轟．斜こ依るとか書いてあるんですが，

今はマ．難．難なんですけど，建築工事共通仕様書に

呼び出されているにもかかわらず，特記がないと

検査をしなくてもいいと思っている人がかなりい

るんですよ，ゼネ灘ンとかに。そういったことも

ありますのでやっぱり・…。

　森・その辺の内容も詑事にし，自分達だけでな

く各関係者にも醜布するとか。

　寒榊・建築工事共通仕様書に呼び串されれば当

然，JA総6ないしは、それでやれば沁％は抜き

取り検蓋をやる必要があるわけなんですが，載っ

てないとゼ書いてないからやらない讃という話に

なっています。

　佐藤・私はお付き合いしている鉄工所に持って

行っています，しょっちゅう顔を出してぱかりい

たら，また来たかと思われるんで，今度はこれを

持って来褒したよというふうに手土産を持って

く実）。

　木耕・私は記事の内容によってお客さんに持っ

て行ってい談す。

　着林・私は，近舞箪市の役所に持って行巻ます．

というのは，そこがようやく少しづつ御輿を上げ

てきたんです。例えば，欝斎の建物を建設する鱒

に，ゼネ雛ンからの依頼で私共の者がファブリ

ケータの人と一緒に役所に行ったんです。そうす

ると，役所に「どうしてファブジケータの人と一

緒に来なけれぱならないんだ，ファブリケータの

推薦のある会栓なのか」と露われたんですね。そ

の時に《鷺Wの話がちらっと出たらしんですよ．

　そういうことで，実は《還Wとはこういうものだ

と徹底的に酔鷺しなければならない．地方都市か

ら火の手を挙げることを意図して嚢U簾欝叢Sを

持って行こうと思って譲す。翼鞭墾懸は技術の小

面倒くさいことばかり載ってはいませんから
（笑）。

　涯蠣・ありがとうございました。そういった意

味で，行政の方に読んでいただくことを多分に煮

識した企画が面白いと思うのですが。

　森・手始めに建築共通仕様書の内容のこととか，

JASS6の内容とかね。建築鉄骨から読んでいただ

ける内容を盛り込んでいけば。

　鐡鉾・鋼構造出版は時々，認定会社のことを記

事に載せたり，灘攣号通達の実施状況が載った参

しますね、あの遇り真似をしろというわけではな

いんですが。搬偽聾犯§にもC欝認定事業者とい

う名称がはっきり載ってい霰すね。名称を見せら

れることはいいことと思います．それから，周じ

ことの繰り返しになりますが，行政担轟者という

のは，よっぽど県に特別優れた人が一人いるかい

ないかだけで大きく変わります。いる県はC夏W認
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瓢糠欝鵬（脚繍鍵、聾卯〉

定会祉を知っているし，いない県はそんなのある

んですか，ということもあります。担当者が変わ

ると我々が改めて行政マンを啓蒙，教膏している

のが現状です．そういうことに少しは役に立つん

でしょうかね。私達は仕事に使うんであれば，事

業者猛簿の方を使うことが多いですね．

　擁藤・たまた窟窪溶接技術講にエンジ轟アリン

グサービス（株）の三浦さんが第三春検査の重要性

を書かれていました．自主検査は製晶の製造者が

製鵡をお客さんに納入するに際して，不具合な勝

がないかどうかを検査するもので，もしあれば手

直しをして仕様書に一一致する製麟として納入しま

す．受入れ検査は納入されてきた製品が仕様書に

則したものであるかどうかを，お客さんが行うも

のです．このいずれにも検査会社が関係する場合

があり譲す。この時，客観的な検査が必要な基準

などに基づいて行われていれば，とくに閥題は起

こらないはずです．

　しかし，身内に射してはややもすると甘くなり

がちですから，より厳疋な検査を行うために第黛

者検査が必要になります、これは製贔や構造物が

公共性の高いものであれば，より重要になります。

従来，欝本ではメーカーやファブリケー一タにスタ

ンスを置いた考え方が多くなされてい譲したが，

これからはそうではなくて，使う側にスタンスを

置いた考え方が重要になってきます．すると，利

審関係のない立場での第三者検査が必要になりま

す．C夏Wで行っている検査会祉の業務調査に際し

ては，『李下に冠を正さず謁ということで，自主検

査に係わった物件に対しては，受入れ検査に係わ

らないように要求しています．

　進難・それは検査会祉の方向性の閥題ですよね、

それがきちんとしていけば何も問題はないと思う

んですけど．

　懸鉾・現状で一番よくわかるのは例えば県の工

事ですね。その時に県から我々がお金を貰うこと

はないですから。これはゼネ誠ンの納晶検査に

なっているわけです。ただ，ゼネ躍ンは自分達の，

垂，欝

講
へんみ・しゆんい触
株式会社検鷹サー総ス代嚢取締役敏摂

例えば現場での圧接の検査なんかは受入れ検査と

も需えるんですよね．ですから，ちょっと曖昧で

すが，お金はゼネ灘ンから患ているわけですから，

これは発注者の県に対する納轟検査みたいなもの

です．公共工事で都なら都が検査費用を本嚢に払

うかということですよね．そこ震で行かないと施

主なりがお金を払うか，そうでなければ施主を代

行している管理者ですね，要するに，今の現実の

霞本の体系の中で監督脅の嚢級建築士とかが実際

の機能を全く果たしていないということに尽きる

わけです．ですから，彼らが通達は本嚢は監督者

の方に要求しているわけですから，ファブリケー

タに要求しているわけでもなく，施工業者に要求

しているわけでもないんですよ，通達の本当の意

味は。だけど今でもなっていない。

　だから，よく分かっているある県では，担嚢者

もよく理解されているんですけども，今の段階で

は『施工業者と妥協の産物です』と担当轡の方は

はっきりおっしゃってい蜜す、でも，本当はそう

ではいけないわけですよね．

　もう一つは，公共の建物窟でが発淺考の県なら

県が払わない。工事費の中に含んでいるというこ

とが現状を如実に表しているわけですね．

　江端・今までのお話を伺っていると，第三者検

査というイメージはみなさんお持ちで，ほとんど

～致している。そうであれば例えば，誰がその辺

を整理してどんな形でどこヘアピールするのか、

その辺についてはいかがでしょうか、
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かとう・みつあ響
九鯛工灘大掌工蟻翻物難頴掌科教授

鈷雛くて祉げ猟齢？
　窄〆一　隙酸

　欝鉾・今後のあり方とか，結局そういうことに

絡んでくると、馨うんですが，欝Oの絡みで今後欝

本がどうなっていくかということですね。鎖本溶

接協会というのは薩接的な利審関係を持たない中

立的な懸体で，そこが我々の検盗会社を認定して

いるからいいんですね．私どもは磁蜘検査事業者

協議会に入っていて，非破壊検査振興協会に加入

していない会社なんです．はっきり書えば加入す

るこたの必要を認めていないんですね．もう一つ

は，適格事叢者制度も私は認めていません。それ

を認められる祉会というのはおかしいと思ってい

談す・それは自分達の団体が作った組織が，轡分

達を認定して誰が認めてくれるんだということで

す．だかむ，今後それに応えて欝（）的な考えの認

定された事業考というような位置付けを滋本溶接

協会に蓬非お願いしたいのです．もう拠り所とす

る所はここしかないと思っており家す．これが立

ち溺えになってし塵うのなら我々の今までの努力

は愈く締だったのだろうかということですから．

　森・ここに来ているのは地方の検査会社の経営

者なんですね．地方になればなる嫁ど第三者検査

の夢と税実のギャップがあるんです。だから仲々

御輿が上がらないんです．上げたくても上げられ

ないんです．まさに灘井さんのおっしゃる通りで

す．灘が思うに事業者協議会とレ・う協議会があり

塞すから，そこで一つの啓蒙普及をして，そうい

う権威を持ったものができれば，各社ではそれぞ

れカが弱いから何社かが合わさって仕事を受けて

やっていく方法があるのかなと思うんです．そう

いう実例が出てくれば，だんだんその声も通って

いくだろうと思います．それを地方の検査会社に

さあやれと蓄ってもネズミの相談で，誰が猫の酋

に鈴を付けるのかという話で，ある薬轡にやれと

書っても夙込みしてし裟う面があると思います．

　懸鉾・ただね，共同受注的なことはまず絶対成

功しないと、懸い譲すね。それと，協議会というの

はこれは団体としては全く体を成していないんで

すよ。この辺を誤解されている方がい窯す。協議

会は何ら正式な団体ではないわけですから，事業

を行うということは基本的に無理です，できない

団体です。ですから鉄骨ファブジケータにして霧

えば，全構連が大変な組織を持っていても，今こ

の価格競争の体たらくでしょう．公取委に引っか

かるようなことでもしない限り無理ですよ。だか

ら敢えて我々がそうすることはないと、思うんです

よ。メチャクチャな，我々が鰹国に潔、ても有り得

ない価格が出てくるんですから．それは手抜きし

か有り得ない価格が出てきますから。そういうこ

とが同じ仲問で趨きているという現実ですよ．そ

れはもうやはり轡ら恥べきことであって，それを

横から縛ったってダメですよ、

　灘端・加藤先生，協会サイドというかC翼Wサイ

ドとしてそういう声をどういうふうに受けとめて

いるかが大切なところだと思うんですが。

　触藤・磁Wをここ蛮で盛り立てていただいたの

は検査会祉の方々が（鷺Wはいいことだと思って

バックアップをして頂いたお陰です．今後“Wと

してはできるだけ‘各関連の省庁に1働きかけをして，

国規の社会資本をいかに守っていくかにターゲッ

トを当てるべきでしょう。もし，置お前らで守って

いけるのか譲と雷われた時には，『私共はここ談で

のことはできますよ，他のところでできる所があ

るのですか謂というもってい愚方もあると思うん

ですね。
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灘驚欝欝（覇麟騨．轡鰐〉

　C亙Wの方も各県に最低蓋事業所を配腰すること

ができ蒙した。これは，行政の側からの『何かや

ろうとしたときには数がなければ讃，『特別な地域

ができて，他のところはできないというのでは行

政として動きようがない愚という声を受けて，

£夏Wサイドで努力した結果です．まさに皆さんの

ご協力の賜物なわけです．すると，行政に対して

も置ここ譲で来ましたから，社会資本の安全確保

のために有効に利用して下さい誰と，お願いでき

る状況になってきたと思います。ただ効率の良い

ことをやっていかなければ殻は破れません・例え

ば，例は悪いんですが，風個の精子と夏個の卵子が

お互いにくっつき合うようなところを狙っていか

ないと経済効率が悪いわけです．その辺のところ

を燈非模索していきたいと思っています，

　甑端・それでは，今磁Wが建築鉄骨の方を向い

ており，それは産業構造の意味からも，ある程度

流れとして必然的な方向だというお話でしたが，

それを受けて，さ港ほどから話題に、出ている欝0

や夏隈・法関係，今後その飽の分野での可能性，ある

いは建築鉄骨行政にどのように組み込憲れるべき

かというようなことを考えながら，それぞれの会

歓の抱負，将来像，夢についてお話下さい、

奪弊ユづ櫛渤雛ゼ庵
　簸晃・当祉も創立慧麟年を迎え厳したので，もう

一度初心に帰ってやっていきたいと思い襲す．

C翼Wの方も亙難社を擁し全購を網羅したわけです

から，やはり同じように初心に帰って，溶接協会

には内部充実をやってもらいたいですね．当社の

方も実際に技術者を育てることに時聞をかけすぎ

て，人数を増やしていないんです．だからある意

味で嵩一ザーサイドの期待に仲々応えられないと

いうことがあり窟したので，これからは人を増や

して技術的に基盤のしっかりした会社にして次の

盤代にっなげるための足掛かりを築いていきたい

ですね．

　森・私共は建築鉄骨が騒割以上の収入源ですが，

それが～つの節黛に来ておりますので，他の分野

のマーケットを見極めて探していきたいですね。

すでにでき上がった橋梁だとか，タンク等どか，

社会資本ができているもののメンテナンス業を会

社として取り上げてい鳶たいと思ってい寒す．そ

れに法的な裏付けが成さ敷、るものがないかなと

、思っています。一つには消防法的なものが，すな

わち危険物ですね。これからどんどんでてくるん

じゃないのかなと、愚っています。

　侮藤・私共の会社は鷲年鑓に入りましたが，技

術的にはまだまだです．これからはノウハウです

ね．これから伸びるには，ノウハウを藩積してい

かなければいけないだろうと思うんです。今年豊

年でそれが達成できるわけではないですが，長い

年月，長い時問をかけて将来ヱンジ認アと露われ

る人を育てていきたいと思ってい蜜す．

　藩林・近ごろメンテナンスということに対して

のメーカー離れが色々な面から出てきていること

も見受けられ褒して，我舞のようなところにも声

がかかってきており座す．これからはそういう方

面へも積極的に霞を向けて行かねばならないと

思っております。

　また，私共としては，ただ検査技術を高めるだ

けでなく，自分達の中でしっかりとした最質保証

の体制を整えて行きたいと、轡います．

　少し話が戻りますが，羅本溶接協会は，地方レ

ベルで溶接検定試験，溶接技術者講習，試験に

色々と来られて窟すので，その中で，検蕊の重要

性というか綴Wとはという話をがっち陰やってい

ただければ大変有りがたいと思い窪す。

　木村・溶接に携わっている人はタンクとか橋梁

とかもやっているわけですが，そういった人がタ

ンクとか橋梁の方に少し偏ると，溶接管理技術轡

などの資格を持っている人でもC豆Wを知らないん

ですよね．瞬本溶接協会が窓霞になってそういっ

た資格を認定しているわけですから，鉄骨以外の

人にも磁Wというのがあると働きかけをして欲し

いと、懲っています，いわゆる，欝丁とか難丁とか
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瓢腿纏欝（鵯購鞭．轡鰐）

灘響とか色んな分野で（鷺Wの認定を取得した事業

所で検査をするような形になれればいいなと思っ

ています、

　今，私の会祉としては欝0絡みの晶質保証体制

をキチッとできるような検査会祉になりたいと

愚ってい嶽す．それと，この閥，私の友入のとこ

ろの検査をやり薮したら暫報皆書が全然分からな

い調と，紅れだけ欠陥があっていいのか雌という

ような話が出まして，我々検査業界は実はなんら

エンド講一ザーのためにサービスしていなかった

んだなあと思いました．結局，我身はこれだけ欠

陥を探し談したというものを突きつけているだけ

ではないかと思います．

　灘端・今おっしゃったことは，欠陥について総

合的な晃地で認ンサルティングができるようなと

欝うことですね。

　寒桝・ええ。それと報告書自体も現実はきずと

か合格欠陥というような畿現で，この鉄骨は晶質

が悪いのではと，惑違いされやすい形ではなく，晶

質が良くなったということが分かる形に変える必

饗があると思い嶽す．

　撫灘・アメリカの場合はちゃんと敷居値を決め

られる所は決めているわけですね。それはなにも

大ざっぱなもので決めているわけではなくて，他

の強度絡みのデータに基づいて検討して，こうい

うところであれば安全は確保できるはずだ，それ

を超えたら危険サイドになってくるから，妥当な

ところで線引きをするんですね．ですが，欝本の

場合はそうではなくて，極端な話では指示模様な

しということを要求しているわけです。完全無欠

というものは資本主義の世の中では膚り得ない話

で，敷居値というものを下手に決めてし談うと責

任が出てくるから曖昧としたところで今濠でやっ

て意たわけです。しかし，それでは経済活鋤もう

譲くいかないでしょうし，何か判定規準がなけれ

ば検査をやる意瞭もないでしょう，翼本はそうい

うところが欠けていて，例えばAS瓢翼の規格をそ

の蜜窪引っ張りこんできたりしているんです。徹

すればいいはずのところを欝本的な発想がどこか

で垣問見えてくるものですから問題が生じてき談

す。きずや欠陥，それは雷葉だけの間題じゃなく

て，存在するから悪いということではなく，もし

存在しても，こうこうこういう理由があるから許

容できるのだというような認識を持っていただく

方が大事だと思います。

　鐡井・私共は少なくても第三者という書薬を使

いませんが，いわゆる製造側の晶質管理の立場の

検査と，受入検査とは今完全に住み分けができ塞

した。ですから，逆に今までのお客さんもずいぶ

ん捨て譲した．我々は他にばかり責任を求めても

だめであって，我々が身を削って自分達の立場を

守るという意思を完全に持たないとだめだと思い

濠す。それは，具体的に欝えばゼお宅を蓋社捨て

ても，うちは潰れません。潰れ塞せんけど紙切れ

夏枚でうちは潰れます藩と，はっきり雷って断り蜜

すから，加藤先生がご心配なっていることはあ蕊

り無いんだと信じていただきたいです。ですから，

倫理綱領があるとか無いとかの闇題ではなくて，

自分達が生きていく道はそれしかないんだという

ことを我々がはっ春りと腹をくくるということで

す。時代は急には変わりませんし，外的条件も急

には変わり譲せんけれども，我々がまず変わって

万が一のことは心配しなくてもいいという仕事を

することが大事だと，これは自信を持って書いた

いと思い蜜す．単々には中間管理者を育てること

も仲々思うようにい匙ませんから。人の鷺が届く

範闘というのは非常に狭いと思います。だから，

責任を持った仕事をしようと思うと拡大思考をや

ると非常に怖いですね・大手でもそれは十分管理

できていないなと感じることが現実にあり塞す．

鉄骨なら鉄骨について宋端までの仕事が安心して

で蓼ているかということについて，大会社の方は

本豪に安心しているのかな，と、愚うことがあり震

す．私は自分がトップでいる限りは絶対拡大、思考

はやらない。獺の届く範囲だけ．人問というのは

自分で自分を管理することは仲々できません．そ
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灘臓艶欝（脚繍騨．豊勢㌘〉

うすると，小規模でやっている場合で晶質保証体

制があると需えるのかどうか，自分で自分を

チ黒ックできないとすれば，＄～曝人でやっている

時にその組織を果たして自己管理できるのかとい

う問題を含んでいるように思っています。

　江端・ありがとうござい談した。ところで，実

は，私が常欝頃から，C夏W認定事業者の方々が望

んでいることは建纂鉄骨以外の業種に磁W認定を

広げていくことだと思っていたのですが，でも今

鶴のお話を聞いていると，もっともっと建築鉄骨

における薬界の中で確圃たる地位を築くというこ

とが，他の分野に出るよりどうも先かなあと。そ

れがC夏Wの認定の今我々がしなければならないこ

とに対する皆さんのご期待かなあと，今腿はそん

な感じがし談した．建築鉄骨の業界がいわゆる検

査手段をほとんど持っていない業界だから，必然

的にそっちへ入ってきて今こうなっているという

ような認識があり蕊す。結果的に業界サイドもそ

ちらへ向かっている．だから，我爵C夏Wも侮を緊

急な諜題としてやらなければならないのか，これ

が今臼の大切な諜題の一つであると思い塞すね。

　木糧・私は橋梁とかタンクの検査でも本当は

C互Wの認定会祉が入ってきてもらえればと思いま

す・入ってくれば現実問題として£夏Wという看板

が必要になると思うんです。翼種をっくったこと

もありますが，図面に畷W認定会祉が入ったため

に，認定会祉が随分増えて巻たという傾向がある

と思います。そういう意味では，嚢丁でも擁丁，

蟹，ひずみ等纏の検査もあるわけですから，そう

いった検査を必要とする各種協会が磁W認定会祉

ということを入れてくれれば，そちらの方の認定

を受ける会祉も増えてくるし，業界の発展にもつ

ながってくるんじゃないかと思います。

　違艶・話がずれるかもしれませんが，私の知る

かぎり検査会祉は非常に内向きな考え方が強いで

すね．それを無くすために横のつながりが必要で，

それを唯一できるのが協議会ということになり窪

すよね。

・癒講

えばた・蒙叢と
窯井造船株式会敏難バン踏礎刊アル事叢叢灘事難窯叢

　それと，検査業界だけの試験がかなりあり蕪す

けど，となりの業界，例えば建設業とか設計業と

かの業種があるわけですから，その狭閥を埋める

というか，蔑わりのことを勉強するという意味焦

翼種に限らず各祉の代褒轡が勉強会なるものを会

祉で開いたり，教育してもいいんじゃないかと、懇

います．そうすると，催業種とも溝が埋談ってく

るわけで，今の検査業界の形態も少しは変わゆて

くるんじゃないかという気がし譲す．

　撫藤・今度また畷Wの試験があり震す．溶接の

基礎も出題しているのですが，試験の成績が非常

に罠いんですね．平均、轄でも騒静点以上だと、懸い蜜

す。試験を始めた頃は惨々たるできで，これは何

も知らないんじゃないかと思い談した。とこるが，

間題集なんかも作って，それからW叢S綴礁の藁

級，鴛級の資格試験に挑戦している人も出てきて，

最近は非常に良い成績になってきました．

　これは，受験をしていただく方がそれな瞬に努

力をしている賜ですね．ですから，溶接技術考と

一緒に仕事をする時も是非自儒をもって取吟組ん

で下さい，決して引けを取るところはないはずで

す．それぐらいの実力は持っていますから大鷺な

顔して渡り合ってほしいなと思い蜜す．

　江端・ありがとうござい褻す．

　今年もまた激動の三年になるうかと思い謹すが，

皆さんもそれぞれ将来の高いビジ欝ンを掲げて，

それぞれの分野でご活躍することをお祈りすると

ともに，お願い申し上げます、
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雛灘鍛警鵬（脚繍醗．轡槻〉

3．RC橋脚鮒震補強工事における溶接と検糞

費本X線検査蘇）加藤潔
（株）窟士検査工業　　堀部　僑義

翌　は膿めに

　灘，む愈毒人以上の尊い命を奪い，各種の構造物に未曾有の被審をもたらし，それまでの耐震強度の

観念を一変させた阪神淡路大震災から早慧年が経過した．震災直後のテレビ報道で未だに強烈な

印象として残ひているのは，約離む0飛にわたって葺本の橋脚が連続して横倒しとなった商速道路

蕩架橋の映像である．この区間の高架橋は，ピルツ橋と呼ばれる脚と桁が一体となった鉄脇雛ン

ク夢一ト（獄C）構造で，橋脚は単柱であった・首都高速においても黎む本ほどの橋脚がピルツ橋構

造になっている．損傷を受けた橋脚は道路橋，鉄道橋も含めて嚢C構造のものが圧倒的に多かった

が，鋼製橋脚も少なからず損傷を受けた。震災当初はマス灘ミ等で設計，施工不良を強調する記

事が多く晃られたが，その後の調査検討でそれらが破壊の主因ではないかという党方に変わり，根

本的な設計基準の見直しが各方面で行われるようになった。

裳　騰C橋脚の補強工事の概蕪

　畿C構造の橋脚の場合，未だに解明できない破壊現象もあると書われるが，橋脚の倒壊はこれ蓑

での設計基準をはるかに超える水平方向のカが短時間のうちに加わり，脆性的なせん断破簸によっ

て起きたというのが大方の見方である。そのため，橋脚の耐震性を向上させるには脆性的なせん

断破壊を避けるじん性の強化が必要となり，帯鉄筋の増量，灘ンクリート断面の増加といった策

がとられることとなった。ただし，断面を増加する方法は，例えば直径3．蓋溝の脚の場合，新しい

基準では4謹欝にする必要があるなど，周辺の空間的制約，荷重増加による基礎工への影響などの

問題があるため，新設の橋脚においては帯鉄筋の配筋ピッチを鈴織から蓋5磁に狭め，さらに中

閥帯鉄筋を量欝ピッチで配置する構造が主流となるようである．しかし，この場合も帯鉄筋のフッ

クの加工，醍筋方法など施工性の上で解決しなければならない闇題がある。

　既設の橋脚の耐震補強には，厚さ6醗～慧繍の鋼板を橋脚に巻き付ける鋼板巻立て工法，摩さ

数耀の炭素繊維，アラミド繊維などの新素材を巻き付ける炭素繊維巻立て工法，欝ンクリート断

面および主鉄筋量を増加させる鷺C巻立て工法（巻立て厚さは最小でも瓢編醜程度になるといわ

れる）が採用されている。工法の選定には工事に伴う空間的制約，周辺環境への影響，基礎工へ

の影響などを考慮する必要があるが，現在，各団体において採爾されている工法は畿嘩に示す通
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麓灘燃欝欝（職懸鞭．蓋勢欝

蕪罐　釜醸檸；におけ愚餐諜濃の欝施榔副〉

補　修　工　法 輿　　績 発濾済み1今後の採矯　　　　き橋欝蕪数1補修工法

団　　体　　名 鋼板巻立て 鷺c巻立て カーボン巻立て

臼　本　遂　路　公　団 5驚 紡％ 鱒％ 約難曝i聡c巻立て

嘗都高速遵路公団 欝o驚 o％ ○％ 　　唖羅劃鋼板巻立て
建設省関東地方建設局 鱒o％ ○％ ○％

　　t鴬護基1　　…

建設省中部地方建設局 紛o％ ○％ 嚢％
柵戴　　～臓

東　海　旅　審　鉄　遊 鱒蔭％ o％ ○％ 蝋嬢蟄
名古麗高速遂踏公社 鱒o％ o％ ○％

販神高遠遊蕗公社 紛o％ o％ ○％ 　　　　　罵｝｝””旧㎜｝
欝基　　板巻立て

福岡北九州高速遂踏公社 鱒o％ o％ o％ 縫5熱　　板巻立て

帝都高逮交通営団 鱒銘 o％ ？鑑 墨紛基　　板巻立て

りである。

　表蓋に見られるように，翼本道路公団以外はほとんどが鋼板巻立て工法を採用しており，今後

もこの工法が主流になるようである．なお，首都高速道路公団においては，羅マ・プジー一タ地震

でのRC橋脚のせん断破壊事故に藩騒し，予防保全的な考えから，この工法による補強工事叡奔

前から藩手していた。

欝　溶接と葬破壌検鷹

　衰亙に示したように，鋼板巻立て工法が主流となっており，また，検査として非破壊検査を全

面的に適用している工法でもあるので，鋼板巻立て工法における溶接と非破壊検査の概要につい

て紹介する．

　鋼板巻立て工法は，柱の形状および大きさに応じて分割成形された鋼板を現場に搬入し，溶擬

によって既設の橋脚に取り付ける工法である。橋脚と鋼板の問隙はエポキシ樹脂珠たは無収縮モ

ルタルが充填され，橋脚と鋼板が一体化される。間隙の幅はエポキシ樹脂の場合婆膿～舗鍛，モル

タルの場合は鐙麟～5伽騰である，溶接継手は裏当て金付きの突合せ継手であるが，凱ポキシ樹

脂充填仕様の場合，樹脂の充填量を最小限に抑えるという謙スト上の理由のために裏当て金の厚

さは＄．震灘触輔灘に制限される、溶接はC犠半自動溶接が主流であるが，被覆棒による事溶接を

指定している団体もある、また，補強工事專用の自動溶接装置も開発され一部に適贋されている

が，採用率としては非常に低い・今後の自動溶接の採用は講負者次第と，各団体とも採驚には消

極的であるが，技術上の闇題があるというよりはむしろ工事費用とのバランスがとれればという

ことであろう、

　被覆棒による手溶接の場合はアークの電流密度はそれほど高くなく，また謙勤溶接の場合はアー

ク長が自動制御されるようになっているので，裏当て金の厚さが婁、撫騰程度でも裏当て金を突壽

抜くトラブルを回避して溶接することは比較的容易であるが，C賜半熱勤溶接の場合は，アーク

の電流密度が高く，またア～ク長の制御が難しいため，現実としては，厚さ簿謙灘～鱗蓄灘の裏嚢

一瓢一



叢彫鍍欝鷺穆（脚濾量鍵、叢艇》7）

て金を突き抜くトラブルが多く発生している。塞た，嚢C橋脚は鋼製橋脚ほどの寸法精度で仕上げ

られていないため，現場での溶接継手の再加工調整が必要となるケースが少なくなく，肌合せを

含めた開先加工精度が不十分であると，C病半自動溶接ばかりでなく，他の溶接方法でもルート

部の溶込み不良，溶け落ち，裏当て金の突抜けといった溶接欠陥が発生する可能性が高談る。と

くに自動溶接の場合，溶接轟質に対する開先加工精度の影響が大きいため，現場での開先の調整

により多くの時間を要することになり，結果的には全体的な施工効率が他の溶接方法に比べてそ

れほど寓くはならず，自動溶接を採用することによるメリットはないとの意見も聞かれる。ルー

ト部付近に発生する、ヒ記の欠陥のほとんどは超音波探傷検査で検出されるが，これらの欠陥の補

修は一般に困難な場合が多く，無理な補修によりかえって材質的な劣化を招く恐れがあるため，

不合格箇所の補修方法については監督員との協議の上で決定するという方針をとっている団体も

ある。

　　　　　　　　　　　　　薮藷　餐鐡韓におけ愚葬破壊検趨鱒適灘献溌の

検　糞　手　法 浸透探鶴検蓋 趨音波探傷検董

懸　　体　　名 検萱頻痩・籔斯 判定基準1規格値1 検董頻蔑・籔所 講定基準（規格億1

繍　本　進　籍　公　懸 ㎜　　　　 醐　　　蝉 溶接難長の綿％

鷹

纏検拠レベル3類

上禽格

酋都蕩遠遊鶏公鑓 全　幾 割れが廠いこと 検萱籔醗は公騒

翼の指示

縦継手9論駕

横継手慧5驚

鍛検鐡レベル3類

上禽格

建設欝縄東地方建設覇
設雀中部地方建設局

壼　幾 割れ及ぴ有害な欠縮

ないこと

溶接難蓬の鎗駕
うち

縦継手懇o％

横継手1憩％

鍛検鐡レベル3類

上禽絡

東　海　旅　審　鉄　道 全　長 蓉ず等のないこと

と

㎜　　　皿 ㎜　　　㎜

犠古麗高逮遊錨公社 繊潭6懸に適講
接錘畏の購％

上

線状指紫模機が現れ

いこと

嫉灘鋤覇以上に

粥1溶接薙幾

欝編以上

L検繊レベル2類
上禽格

飯禰蕩連遺蕗公琶 ㎜　　　㎜ 働　　　一 薯工簗三騨につ

て全叢、その

絃溶接始終端

中心に蕊％

纏検鐵レベル3類

上禽繕

福岡沈九州蕩達遵驚公社 趨欝波擬傷適絹

外の籔辮全蔑

線状指示模雛が競れ

いこと

縦継手惑o％

継手惑○露

L検出レベル2類
上合格

帯部高速度交遜営団 抑騨につ蓉蓋鱗 Jls露23磯3による 鱒脚につ懸i鐵 31s猛3総oによ巻

注1鐵視検査は全長にわたって実施することが規定されている．ただし，建設省の各建設局は鎖視検査を

　　規定していない，

　籔灘は各団体の鋼板巻立て工法の溶接検査に適用されている非破壊検査の実施状況を示したも

のである。検査は慧視，浸透探傷，手動による超音波探傷の組み合わせで行われている。超音波

探傷検査において，自動探傷方法塞たは探傷詑録（きずの検出状況）を残すことのできる探傷方

法が適用されている例もあるが，前述の懲動溶接の場合と同様，灘ストパフォーマンスに難点が

あり採用は一部に限られ，今後も検査灘ストに見合った予算が計上されなければ採用は鑓難と思
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灘臓欝欝（騨纏翻．璽鯵㌘）

われる。表黛を見てわかるように，適用される検査手法，検査率，判定基準は各団体まちまちで

あるが，全体を見渡した場合，検査は目視検査については全線，浸透探傷検査については全線譲

たは抜取り，超音波探傷については抜取りで実施されている。私見ではあるが，今回の工事の性

格上，早期着コニが優先し，検査について十分検討がなされたのだろうかという疑問がないわけで

もない。現状では，同じ団体でも工区ごとに仕様が異なっている例もあり，実施面で，団体内部

でもまだ統一がとられていないようである。また，阪神淡路大震災を受けての耐震補強工事とい

う観点から，浸透探傷や超音波探傷も全数検査を実施すべきだとの意見もある。しかし，現実に

はそれらを実施できるだけの工期的余裕はなく，また予算も組まれていない．また，全数検査と

抜取り検査の効果の違いを現時点で評価することは困難で，極論すれば同じ規模の震災が起きて

みなければわからないであろう，ただし，全数にしろ，抜取りにしろ，溶接検査として非破壊検

査が適用されるか否かで溶接の本質が大きく変わるという事実を，この業界に携わったことのあ

る者であれば誰も否定はしないであろう．

4　おわ解に

　今回の耐震補強工事は婁年で亙兆円の大プ獄ジェクトである，検査薬界を担うC夏W検査事業者

協議会にとって，団体として当初からこの大プ鷺ジェクトに参画する動きがなかったことは残念

である．C亙Wを社会にアピールするにはこのような機会を捉え，先手を打って各関連団体への検

査技術の提雷を行ってゆく活動が必要と思われる。動きがとれなかったことの原因としていろい

ろ挙げられると思うが，協議会として提書できるだけのまとまった技術資料がなかったことは確

かであろう。今後，官庁や公益企業が絡むプ蓑ジェクトの場合，発注者側の工事管理に携わる人

員の不足から，施工者側に管理責任が移行されつつある．そのような社会動向をにらみ，奮た今

回の反省を含めて，最後に，溶接検査に関する技術資料の編纂を協議会に要望したい．

［参考文献／

1）鉄構技術V綴．勢N鹸．玉膿（1勢6年玉露月号）

2）鉄構技術V磁．撃N鯵．懸（轡郷年4月号）

3）鉄構技術V誠．継N⑬．攣O　（翰95年捻月号〉

4〉謙ンクリート工学V誠．灘No．H（紛妬年U月号）

5）灘ンクリート工学V撮。紛No．U（蒐勢5年猛月号）
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糊】鞭欝（w惣観．轡卯）

4、溶接検萱技術者の国際化一一騨Wスキームー一

饗本鋼管工事㈱　野村　縛一

噸　は臆めに

　抄獅年諺月，欝0によって制定されたr晶質管理及び晶質保証」に関する國際規格聡《）％倉嚢鐘

は，製造者が購入者のために実施すぺき品質管理のプ雛セスを規定し，晶質システムの構築を要

求している。

　溶接は，溶接後の試験や検査によって，その晶質を保証することが困難な代表的なプ獄セスの

一つである。総（妙◎◎輪では，このような工程を特殊工程くS脚e繍評騰総綿）と定義してお甑そ

のプ雛セスの事前承認や従事する人の資格認証を実施すべきである，と記述している．

　翼一獄ッパ諸国の溶接機関は，このような認識に立脚して翼W獄犯C溶接連盟）を組織し，溶接

に関する犯U（ヨー獄ッパ連合）規格を整備してきた。また，轡鋤年には氾C／据軍TA域内で有効

な統一国家資格制度を実施してきた．

　最近，これら溶接規格の一部は夏S（）規格として制定された．また，叢Wによって翼W璽の溶接

資格制度を原案として，全世界に通用する国際資格としてゆこうとする論議が括発化してきてい

る。この叢Wによる国際溶接資格は激しい議論の渦中にあり予断を許さない状況にあるが，溶接

検査技術者に最終的な焦点をあてて現状を述べてみたい。

灘　鵬o蟹搬総艦紺応した総o藩接規格

　欝（）攣⑪0儀に対応した最初の溶接規格は，欝（）総3撫嘱ザ溶接に関する晶質要求」規格である。

この規格は溶接構造物に対する晶質要求を規定しているが，欝0勢倉編で要求している晶質シス

テムの構築に対応している。いわば器（）攣0◎偽の溶接版といえる規格である。この規格は4つの

欝齪総からなっており，欝鍵載iは選択と使用の指針で，欝鍵爲～嬉は構造物に対する晶質要求の

重要度に応じて選択される。蔦（）蓼◎綴もしくは蜘灘が適用される場合にはもっとも包括的な艶蹴

慧（欝（）認3塩露）を適用すべきである，と規定している．さらに猫（》灘灘、勢では，溶接技術者に

ついては欝0懲7瓢毒6に規定する資格を，溶接作業者については欝0妬鞭極鱗に規定する資格

を保有する入の従事を規定している。

　検査要員については，欝（）規格が制定されていないのでヂ十分な数の能力ある要員が必要達と

のみ規定されているが，翼W聖や慧Wで審議中の溶接検査員の資格が蛋S（）として制定されれぱ，

3総4は改定されることとなろう。欝0鎗34拶4，澱7鍵轡6，タ6む6書4の3規格は，欝0蟹矯懸に
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榊澱欝鵬（W　簸搬．鰺卿〉

巌　藩接検竃技衛蕎と藩接被衛餐の闘係

資格 教欝・灘練 濾加教膏・酬練 任務（織Q鱗7麟尋鱒

溶接罵ンジ瓢ア lW羅（麟繍箒騰）

　、
→W鰻嚇《沁縣di麟め森癖曝鷹

W奪瞬鵯鵬欝鰍ぬn→W副鱗噂鵬欝o纏

溶接テクノ照ジスト lWτ（鱗○鱒耀＄〉 →W．O．総v麟2

W濫一一一W、鵬欝蝶鰍

溶接スペシヤリスト lW欝（難繍o騰） ・華W，C、睡v麟＄

W．1．

一一一一 》W．騰欝伽ダ

溶接プラクティシ鴛ナー　IW降 W．C，瞭》鋸4

＼＼→蹴き，
轡．鵬欝c継

溶接技能餐

《縦瞬ダ1畿照x欝醜麟磁》

　　　　↑

　　　1，W欝晦ド

対応した溶接に関するセット規格と雷われている．

欝　1醐で審議中の溶接検鷹技術脅制魔

　HWでは，溶接技術者・技能者の教育，訓練，試験，資格の國際制度について審議を続けてい

翫表に示す溶接エンジ謡ア（亙蹴¢欝纏沁難璽W難臨簸響E噸欝鵬夏W鷺と略称されているL溶

接テクノ認ジスト（夏WT〉，溶接スペシャリスト（亙r聡），溶接プラクティシ環ナーαW欝）はほ

ぽ審議が終了している．

　溶接検査技術者（夏W夏鵬絆礁鍵〉と溶接技能者（夏W〉については今年（湧轟年〉から議論が始

まったばかりである．

　夏W獄鵡年制大学の理工系学部の卒業者で，騒6時間の教育・訓練を受け，鷺Wが認定した認

証機関（AN鰹と呼ばれている）の行う試験に合格した者にHWの認定証が授与される．璽WTは

工科系短大，高專の卒業者で，謝時閥の教育・訓練時間が必要で，試験，認定証交付は薫WEと

同様である（以下の資格も同様〉．亙WSは2⑳時間で，これら3資格は璽S（鷲卿3亙で定める婁資
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嚢欝獺整盤（脚繍雛．静賛）

格に対応している。翼W警は轡螢年蓋月に決定するであろう．讃に見るように，璽W8までは試験

により下からの昇級の機会が与えられている。

　検査技術者については，表に示された案がEW軍より提出されている．すなわち豆W蹴を取得し

た後，所定の非破壊／破壊試験に関する教育・翻練（実技を含む，捻嚢～慧紳寺聞）を受講し，AN叢

の行う試験に合格した者をレベル互の溶接検査技術者として認証する案である．EW董が驚えてい

る溶接検査技術者は，高度の溶接技術と検査技術とを併せて保有する，極めて高いレベルを要求

している。

　同様に，レベル創調WTに，レベル3は亙WSに，レベル堀繭W驚にそれぞれ対応するもので

ある。

　現在，溶接検査技術者は，慧Wの第XIV委貴会の脚／G一擁で蒼蓋鶴輪響小委員長（AWSの常務

理事）のもとで審議が行われているが，各国の現状を紹介し，どのような教育・訓練内容綿y撫額懸）

とすべきか，分類（レベル）の数，などについて議論が始まっている．欝本からは筆者が£夏Wの資

格制度に関して，ぺ一パーを提出している。

鴫　欝本溶接協金QW齢〉の現響資格綱痩のllW瀞渡への移行措灘

　翼Wでは，臼本，ドイツ，英国，フランスなど，古くから資格制度を持ち実施してきた国に対

しては，若干の補習や試験を伴うにせよ，既資格保有者の鷲W制度への移行を認めてゆく考えで

ある。そのような観点から現行の」脚稲の制度と猛Wのスキームとを比較すると，W欝鍵繍の

溶接技術者SW翼は叢脚の璽W猛に，蓋級は夏脚丁に，鶏級は璽脚Sに，またW欝瓢鰐のWLは翌W警

にそれぞれ対応可能と考えられる．

　溶接検査技術者については，現在審議中であるのでなんとも欝えないが，C夏Wの主任検査技術

者は悪くとも夏W夏一鎗に，主任試験技術者は夏W騒，3に，試験技術者は璽W夏燕喋に対応可能ではな

かろうか，と考えている。それぞれの資格条件を満たし，試験もしくは面接試験などによ樋W璽，

璽WT，獅Sに匹敵する知識や経験が証明されれば，それぞれもう一つ上のレベルも期待できよう．

すでに溶接技術者としてW欝叙燧の資格を保有していればかなり有利なものとなろう．そのた

めにもより高い溶接技術者資格を保有しておくことをお勧めしてこの稿の結びとしたい．
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羅脳麗蕪（W繍鍵．鯵興〉

欝．協譲会だよ》

薫．平成麟年度・秋期総会

平成雛年沁月盤賦火），東京・浜松町・東京会館で平成融年度・秋期総会を開催した。

　職慰①各地区総会議事概要報告

　　　　②騒暢通達励行陳情活動計画について

　　　　③その他

　　　　　特別講演ゴ性能規定化の動きと鉄骨検査のありかた」

　　　　　ご講演者1東京都都市計画局　春原匡利氏

　夏磯　中野代表幹事から，今年度下半期の活動として不況対策と業界の地位向上にカを入れたい鷺

　　挨拶があり，業界内では特に，安値受注自粛について呼び掛けがなされた．

　璽憶議事に先立ち，平成暮年矯月胴付でC夏W認定を受けた次の新規会員（曝祉）の紹介があった．

　　　（霧）グ臓一バル検査（名古麗市二D種）　　　中臓非破壊検査（株〉（名古量市囎種）

　　　（有〉アップル商会（川崎市：戴種〉　　　　　（株〉中臼特殊工業（横浜市鋸種）

　　　（株〉ニッケン（呉市謝種〉　　　　　　　　内外エンジ識アリング蘇〉（大阪市灘種〉

　量疇各地区総会議事概要について各地区幹事代表から報告があり，その後の関連事項として臼本

　　溶接協会殿との関連活動および建設物価調査会殿の認スト惰報誌への調査協力対応等が紹介さ

　　れた．

　影感騒攣号通遠励行陳情について，次の関連4団体を訪問する活動計画が承認され，平成撃年鯛

　　末窯でに活動を展開することにした．

　　　（社照本建築土事務所協会連合会　　　　　（祉畑本建築士会連合会

　　　（社瀬本建築構造技術者協会　　　　　　　　（初建設業協会

　蟹疇ギ意見広告」について：建築鉄骨に関わる検査業務の発注に関して，建築主・設計者・工事管

　　理者の皆様あてのご協力お願い意見広告素案の紹介があり，意見交換を行った、標準検査価格

　　の表し方などについて種々意見があり，さらに検討を加えることにした、

　影轟特別講演1西暦瓢購隼に大改訂が予定されている建築基準法の動向について，現行の仕様規

　　定から性能規定化への抜本的改革を中心に詳細な解説を頂いた。この中で，検査については，

　　透明性の高い第三者検査が求められており，公正・正確な検査遂行のために，民間機関の濡用

　　も検討されている，との紹介があった．

簸．第豊翻綴W連絡会（平成暮年難月三霞（金〉　於：（祉）韓本溶接協会〉

　（社潰本溶接協会殿と協議会の連携強化の一環として，かねてより提案されていました連絡会が

秋園委員畏司会のもとに開催されました．第豆回でもあり，当面する課題として認定料金改定，C夏W

認定規定の充実ならびに認定の更新などについて意見交換を行い窟した．

　当連絡会は，春秋の年窯翻開催される予定です．会員各位からのご希望事項やご意見などをこの

連絡会の場に反映させたいと考え蔑すので，もしあれば，協議会事務局にご連絡ください。
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搬纏艶欝（鵯懸鎗響、嚢勢㌘）

撒．関酉地区・製鉄所見学会開催

　平成霧年H月H鰍月），関酋地区の会員会社を対象に（株）神戸製鋼所・加古川製鉄所殿の見学会

を実施し，紛社膿名の参加がありました。高炉，厚板，線材の各工場を見学した結果，好評でし

た．霧月に行いました新響鐵・君津製鉄所殿の兇学会も含め，見学会参加者から提出頂いたアンケー

トの集計結果では，この見学会は好評であり，製鉄所以外（例えば，発電所など）についても企画

してほしいとの希望も多数あり，来年度以降の活動に活かしたいと考えます。

響．（財）建設物価調査会嵯建築と設備・識スト情報講誌対応について

　標詑調査会刊行の隠スト情報謹誌（上，下期版），平成参年慧月号に，解説紹介記事として，ギ建

築鉄骨における第三者検査の現状と課題」と題する報文を協議会名で投稿させて頂き蜜した。併せ

て，購誌のヂ施工単価編・鉄骨工事講のギ超音波探傷検査費講の説明の改訂および第三者検査の定

義などの追加も行わせて頂き裏した．詳しくは，同誌慧月号をご覧下さい。

お．お知らせ

　平成夢年度のC夏W試験および研修会の欝程を下記のようにお知らせいたしますも詳細は案内パン

フレットをご参照下さい、また，締め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。

　ω　平成9年度検査事業者認定のための技術者試験

　　前期　蓋次試験　　　平成ウ年5月鳩鐵（費）

　　　　　　　　　　（東京地区／北九州地区／広島地区／大阪地区）

　　　　　2次試験　　東京地区：平成9年7月5羅（土）

　　　　　　　　　　北九州地区1平成9年7月5揖（土）

　　　　　　　　　　広島地区1平成今年7月5臼（土）

　　　　　　　　　　大阪地区：平成参年7月6費（費）

　　後期　蓋次試験　　　平成夢年沁月26費（β）

　　　　　　　　　　（東京地区／北九州地区／広轟地区／大阪地区）

　　　　　慧次試験　　　東京地区1平成9年捻月6臼（土）

　　　　　　　　　　北九州地区1平成攣年灘月6縫（土）

　　　　　　　　　　広島地区1平成警年捻月6潤（土）

　　　　　　　　　　大阪地区1平成9年鶯月7欝（環）

　②　平成墾年度認定試験のための研修会

　　　　　前期　　　　東京地区：平成今年4月拶臼（土〉ガ欝欝（縫）

　　　　　　　　　　大阪地区1平成今年塩月拶臼（土）・欝藏（鷺）

　　　　　　　　　　広島地区：平成攣年5月鐙臼（土）・H讐伯）

　　　　　後期　　　　東京地区1平成9年沁月4潤（土）・5鐵（臼）

　　　　　　　　　　大阪地区1平成参年扮月4臼（土）唱臼（臼）

　　　　　　　　　　北九州地区：平成今年置0月給揖（土）・捗揖（揖）
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