




1．　第二東名・東海大府高架橋の超音波自動探傷（AUT

三菱重工業㈱　横浜製作所

㈱　検　査　研　究　所

疇　は瓢めに

第一東名高速道路の交通量緩和のため，現在急ピッチで建設されている第二東名高速道路は，新

技術・新工法の導入による事業費の節減，施行の省力化，工期の短縮などを属的とし，現場接合部

に溶接継手を採用した画期的な工事となるため，各方面から注目されている．

従来の現場接合にはハイテンボルトが使用されていたが，本橋では蓋形主桁（フランジ厚さ最大

75灘〉の現場接合に溶接が採用され，溶接晶質の検証手段として，放射線透過検査（RTと略す〉に

代わるスピーディーな，この種の構造では初めて超音波自動探傷法（AUTと略す）が採用されるこ

ととなった。

AUTは従来，橋梁の鋼床版溶接部の探傷に採用された例はあるが，厚板の主桁溶接部の探傷は過

去にほとんど例が無く，適用に際しては，探傷能力・記録性等AUTの信頼性に関する各種の事前

検証が行われた。

　以下に，AUT採用に当たっての検証内容と工事の実施状況についてその概要を報告する。

黛　AUT装置の選定

AUT装置に求められている機能は次の通りである。

　　（玉）RTと比較して検出能力に遜色の無いこと。

　　（2）全姿勢での探傷が可能であること。

　　（3）軽量・小型であること．

　　（4〉連続探傷が出来ること、

　　（5）厚板溶接部に対して十分なCAD（距離振幅補償）性能を有し，データ収録ソフト・処理ソ

　　　フトが充実していること．

　　（6）汎用性，拡張性があること。

　　（7〉記録性，再現性があること。

　これらの条件を検証実験などから考慮して，AUTの装置としてαur－2（アスペクト社製〉を採

用した。
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榊鯉鵬（§轡聯璽勢7）

3　義慧Y採絹に畿たうての諜題と対応策

　　AUT採用に当たっての課題と対応策を下表に示す。

賑．烏』，，

　　の可能性がある。

　　探傷システムの検出性能、

　　信頼性が不明瞭である。

　　RTに対して探傷能力に遜
　　色が無いか。

鶏　　＆　》㎏

色が無

2 同一形

も周波

探傷結

←

3 走査装
為靴

同一形式の探触子であって

も周波数・特性が異なり、

探傷結果が異なる。

　　　　　　　画像表示装置の

L」雛論〆陥　

対　　応　　策
”…

　　　　　　　　　　　　　一
溶接欠陥試験体（サンプル数約蓋30

）をAUT及びRTで探傷し、個々の
欠陥の定量的な整理を行い、その結果

と試験体をスライスすることにより得

られた欠陥の位置、形状（長さ・高さ

・傾き〉種類を比較検討した結果．検

出感度を2倍にする事により．RTと
比べても遜色の無い、十分な検出能力，

及び検出の楢頼性を確保した。

探傷器、探触子の組み合わせ尋こ湘

超音波特性（探傷周波数、帯域幅）を

測定する機能を導入し、初期性能とし

て記録した。この記録は実探傷の過程

で探触子又は装置等を交換した場合の

校正データとして供することにした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　「
走査精度測定（X，Y方向）及び表示
機能の性能測定を行い、欠陥の位置精
度を確認した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　」

略　現地継丁作業の輿際

　（董）現地UT作業フローチャート

　フ濃一一チャートを次ぺ一ジに示す。

　（2）探傷実績

　「東海大府高架橋」上り車線の現場溶接は，昨年の6月から開始され，現状蓋。S継手／臼のぺ一ス

で溶接および探傷が進んでいる．鷺月末現在，約40％（鷺0継手1溶接線畏約灘0購）の探傷を完

了したが，探傷機能については客先で行っている受け入れ検査でも何等の指摘もなく，期待通りの

結果が得られている．

　なお，Aur探傷の前に探傷部材の音響異方性を測定し，規定値以上の音響異方性が認められた場

合は，探傷条件（探傷角度，音速）を補正する事により，欠陥表示位置精度を向上させている。
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脚簾閥s（§釜擁轡欝鱒〉

二 機　器　の　校　正

同一人工欠陥試験片探傷による、機器校正の総合確認

く画面記録における各欠陥の表示精度を確認 ］
NO

Y磯欝

AUT装置のセット
　　　　A　U　T　作　業
（形状エコーも含め全ての工灘一を収録〉

匠霊毒歳か　幽　合判断し・き1『コ

AUTできずと判定した箇所．及びAUTでの探傷が
不可能であった箇所を手探傷で確認

最 終 判 定

鄭　旗とめ

従来の手探傷による超音波検査は記録機能が無く，放射線検査に比べ客観性に乏しく，検査結果

が技術者個人の技量に左右されやすい検査方法との見方があります。しかし，最近はパソ薫ン機能

の進歩にともない，記録性および客観性のあるAUT装置が溶接部探傷用として開発され，機能に対

する多様化要求を含め，AUT装置の適用範囲がますます拡大されると思われる。

現在当社は，鋼構造溶接部だけでなく機械部晶にもAUT検査を導入しており，第二東名大府工区

の検査実績をべ一スに，顧客の識一ズに合ったより良いAUTシステムおよび検査方法の開発を推

進している。
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RUMPES ( S pring. 1997) 
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嗣瓢欄s（＄瞬購轡卯〉

2．AWA認証機構教育委員会が発足
一建築鉄骨外観検査の講習を開始一

（財）臼本溶接技術センター

　本年亙月にAWA認証機構教育委員会（委員長1松崎博彦AW検定協議会会長）が発足した、こ

れは建築鉄骨における外観検査の調査研究ならびにその技術の進捗と普及を図ることを目的に，AW

検定協議会，（社）日本溶接協会，臼本エンドタブ協会，磁W検査事業者協議会および（財〉臼本溶

接技術センターの5団体が結成したもので，事務所を（財）日本溶接技術センター（川崎市川崎区本

町2丁目H－19，電話044一鴛24韓2）内に置いた。

　いままで重要な位置づけが必要とされながら，きちんとした制度が確立していなかった建築鉄骨

における外観検査に関して，5団体が一つの機構を作り適正な検査の遂行，技術の向上のための教

育を行うことは画期的なことである。

　この嫉WA認証機構教育委員会まとAW検定協議会が主管する「AWA認証試験委員会講とが，

それぞれ教育と認証試験を受け持つ両軸となってAWA認証機構を構成する。

　AWA認証機構教育委員会は，建築鉄骨外観検査技術講習会を開催する。そのための下部組織とし

て技術講習会のカリキュラムの決定，担当する講師の選定等を行うAWA講習専門委員会と，修了

考査の間題作成，考査の実施，結果の判定などを行うAWA修了考査専門委員会がある．

　ここで行う講習会は，座学で①外観検査の基本，②試験片の外観検査および記録，③溶接部の外

観検査，④鉄骨全体の外観検査，⑤破壊力学，⑥技量試験の立会などと，実技で試験体の外観実習

等を行う。

　受講者に対しては，講習時に行う修了考査の合格者に対し修了証を発行する。修了証の有効期限

は3年，更新登録を行うことによって延長することができる。この修了証保持者は外観検査技術者

として活躍する．またこのAW検定協議会の行うAWA認証試験の受験資格を得ることとなる．

AWA認証試験委員会は，平成攣年度にスタートが予定されており，筆訪実技・面接の認証試験

を実施し，合格者にギ鷹のマー一ク」のデザインされた合格証を交付する。これは鷹の霞のような鋭

さでしっかリチェックできる技術者としての意昧が込められており，この認証を受けた資格者が，鉄

骨検査の総合判断に必要な外観検査の上級技術者としての位置づけを受ける。

　さらにこの認証資格者のうち，審査を受けて認められた技術者が永久のライセンスとしての新規

のAW検定委員として登録され，AW判定委員会の活動に従事できる。

　これまでに（財璃本溶接技術センターでAWA技術講習会が2回開催されており，すでに滋6名

が合格修了証を保有している。

　今後のスケジュールは，（財〉B本溶接技術センター一で5月鷲臼（土）と鵠月蛋臼（土）に予定

されている他，全国各地でも開催を検討している。
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醐灘駕8（＄麟㎎護ゆ螢）
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獅鯉欝（麟麟薫轡拶卿）

3．C剛認定の継続及び翼新審査の実施その他について

（社）日本溶接協会C騨認定委員会運営委員会

　C夏W認定制度は，昭和齢年に発足し，昭和45年に一部改正を行い，続いて昭和勢年に現在の

認定方式による認定が行われましたが，昭和52年にこの認定制度の基準となる規格として

W鵬欝㎝ド溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別基鞠が制定され，現在の認定制度が確立さ

れたものであります。

　C夏W認定制度の趣旨は，発足当初と現在もいささかの相違はありませんが，認定のための要件な

どは時代とともに変遷しております。とくに，この数年間は建築業界でC璽W認定事業者による溶接

部の第三者的な検査を要講するところとなった結果，認定事業者の資質と倫理が問われてきたこと

は記億に新しいところであります。

　溶接検査認定委員会が定めているC蔓W認定のためのギ非破壊検査事業者の技術認定実範規則」で

は，認定の継続（認定を受けてから3年経過後に内容を書類によって審査して認定を継続する）お

よび更新（認定の継続を受けてから3年経過後に内容を審査して認定を更新する）について規定し

ていますが，実務的にはこの認定の継続と更新についての審査は諸般の事情により実施しておりま

せん。ただし，新規認定を含めて認定種別の変更などの審査のために業務確認を実施することで相

当数の認定事業者の審査を行ってきており，各技術者の登録などの確認は実施しておりますが，す

べての認定事業者の実状を確認している訳ではありません。

　そこで，最近の関連業界の要請などを踏まえて，とくにその技術力，公正さが間われている実状

を配慮するとともにさらなる技術向上のために認定の継続および更新をするための審査を実施する

ことにしました．この審査は，具体的には本年下期からの実施に向けて検討をした上で正式に案内

する予定としておりますので各認定事業者のご協力を要請するところです。

　認定の継続および更新の審査の要点をまとめると次の通りとなります、

　（盈）認定事業者は認定の登録を受けてから3年経過後に認定の継続を，その3年経過後に更新

　　の審査を申請し，その審査を受けて頂きます。

　　　なお，この期問内に昇格などの審査があった場合は，この審査による登録から3年経過後に

　　継続，その3年経過後に更新とします。

　　また，全対象事業者の審査を一斉に実施することはできませんので，2～3年間で審査を完了

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一7一



灘襯雛（聾縛繋轡欝）

　し，以降は，規定どおりに審査を実施します。

（灘）審査を受けた結果，認定要件を満足しないときは，認定の降格，認定検査部門の変更，認定

　の停止などの処置を行います。

（3）審査の結果による認定証書は新しく交付します．なお，瞬認定書は，返還して頂きます。

（4）審査方法は，継続は書類審査，更新は書類審査または業務確認（現地調査）を予定していま

　す（具体的には，後鶏決定します）、

（ゆ　この審査内容は，最初に審査を受けた時と基本的に同じで，審査項目は，ω技術者の構成，

（灘）設備および機器，（3）晶質保証体制など，その他必要と認められる項義となる予定です（具

　体的には後日決定します）。

なお，“W認定制度の運用について次の事項にご留意下さい．

（墨）W弼蟹樋に規定されている主任試験技術者の数は認定検査部門の主任試験技術者の数を

　　示している．例えば，C種でRT部門とUT部門が認定されている場合，ギ該当する検査部門

　　に各三名以上」とあるのは，認定検査部門（叢丁部門とUT部門）の主任試験技術者の合計

　　が感名以上で，叢丁部門に璽名以上，UT部門に蓋名以上であることを示しているので誤解の

　　ないようにして下さい。

（慧）試験技術者の登録は，認定されている部門に限定しますので涯意して下さい。

　おかげさまで£夏W認定事業者の数は照0社を越えました。量は大切ですが，今後さらに重要性

が認められ，評価を高めるためには，質の一層の向上，すなわち，内容をより充実する必要がある

と、思われます。
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調欝鵬（麟麟購轡欝〉

4．我が祉の教欝譲練

検査エンジニヤリング㈱　前川　真一

壌　は膿めに

　検査会祉にとって検査技術者をいかに育成するかという問題はもっとも重要な課題であり，その

成否は会社の評価を直接左右する。

　わが祉としても次のような霞標を置き教育に取り組んでいる。

　（置）技術の早期習得と維持向上、それに伴う資格の取得．

　（慧）当社社員として．また社会人としての教養を持ち、良好かつ将来を見据えた客先対応のでき

　　る人材の育成。

灘　年間教欝謙麟の策定

　前年度の資格取得数、技術力．人材育成の進み方等を率直に評価．反省し次の醸標を定め．譲標

達成へ推進するため毎年爲月までに新年度の祉員教育計画を策定している、この計画では大きく分

類して次の感項穏に分け．それぞれに教育内容．講師．対象者、時期．教育方法を定めている。

　（蓋〉…般教育

　（黛）新入社員教育

　（簿）資格取得のための教育

　（感）定期及び随時教育

　以下この項躍に沿って話を進めることとする、

毒　一般教欝

　一般教育は祉員のモラル向上．トラブルの防止を獄的とし．全社員を対象として各担当課長（時

には役員）が現場視察時に実施する。

　教育項霞と霞的を一部紹介する。

　（豆）客先への対応　　　　　　　1客先等に対するマナーの徹底

　（鋤晶質保証と品質管理　　　：品質管理意識の定着化

　（3）安全教育　　　　　　　　：安全意識の向上

　（4）機器・車両の取扱い　　　1適正な取扱いにより作業トラブル．事故の防慮

　これらは目標にあげた人材の育成・人格形成・規範の定着には欠かすことのできない教育である。

礁　新入社員教欝

　新年度入祉の社員を対象に、入社βから3週間社内において、またその後3カ月問をOJTにて実

施する。社内教育ではおもに基礎的な知識．基本的な技術の習得を主な目的とし，OJTでは個人の

適性判断に力点を置く。

　社内教育ではとくに試験体による実習を重視し、非破壊検査の目的・方法・現実との比較という

基本的な事項を徹底的に理解させる．これらを理解させる手法としてわが社では次のような方法を
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瓢嚇糊懸（§麺略轡鍔）

採っている。

　（蓋）　持込検査室において試験体での澱丁・艶丁・UTを実施させ．どういう結果が得られるか、

　　また得られた結果は試験方法によりどう違ってくるのかを体験する。

　（驚）　同一試験体を放射線照射室でX線撮影を実施し，結果を比較する。

　（潟）　機械加工室においてきず部を切断，研磨し、きずの姿を見る。

　（4）材料試験室においてきずの有る試験体で引張・曲げ試験やシャルピー衝撃試験を行い、健

　　全な材料との比較をしたり．顕微鏡にて金属組織を確認する。

　これらを系統的に一人一人が体験することにより、より一層非破壊検査への理解が深まるのである。

馨　資格取縛のための教欝

　有資格者の拡充は検査会社にとって永遠の課題です．JSND亙資格はもとより、放射線関係（灘・

X線・γ線）、溶接関係（WES・C董W）、建築関係（全構連・ガス圧接）、安衛法関連資格と種々あ

る資格を効率よく取得させるのが目的である。

　ここではとくにJSN跳資格を例にとり、わが社のスケジュールを紹介する．まず簾次試験対策から．

（璽〉社内教育

　受験者にあらかじめ学習資料（テキスト、間題集、過去閥題及び解答例）を配布し、土、弩曜臼

を利用して教育指導を行う。

（慧）社内選考試験

　各部門ごとに選考試験を行い、社外教育対象者を選考する。

（3）社外教育

　社外教育対象者はその教育情報を報告し、他の受験者に提供する．

（4）代替試験・本試験

　受験者に受験レポートを提出させる。

　量次合格者には社内に試験装置、試験片を常備し、夜間・休日も利用できるようにし、試験日を

考慮して鶉次試験対策講習を繰り返し行う。

　わが社では教育担当者だけを講師とするのではなく、3種取得者、前回の合格者も選抜して講師

をつとめさせ、社員全体のレベルアップを図っている。

嚇　定期及ぴ随時教育

　ここでは法定定期教育（電離則等）を含め、新規規格の導入時，規格の改正時に速やかに対応で

きる事を目的として、全社員を対象として実施している。方法としては文書での通達がおもになる

が、内容によっては本社に関係者を集めて実施する。また客先とのタイアップで得られた新技術の

導入時にも随時教育を取り入れ、開発担当者を招いてその習熟と現場への早期適用を計っている、

7　おわ》に

　検査会社が厳しい競争の中にある昨今、将来に目を向けるには全体のレベルアップ、新技術の積

極的な導入、技術の特化などが非常に重要な課題であり、そのためにはより適切な教育とそのフォ

翼一アップが何より大切な事であると認識し今後も精進する所存である。
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鷺灘簾聡s（s麟購三勢㌢）

5．随想「囲碁二題』

轍W検査事業者協議会三島　勇

　最近2冊の本に恵まれた。『名人灘（川端康成）と『呉清源』（江崎誠致）である。

　何れも不世出の名人を中心に，囲碁の世界と人と，その時々の時代が描かれており，面白かった。

ザル碁の域を出ず，強くはないが，囲碁を趣味の一つとしているので，これらの本を二題とし，こ

の紙面をお借りして思いつくままを記してみたい。

　臼本棋院・本院は都内・市ヶ谷駅近くにあり，その玄関には，最後の本因坊・秀哉名人の胸像が

ある。川端康成は『名人』で，この本因坊・名人と木谷実の壮絶な引退碁の様子と二人の人問，そ

の時代等を，研ぎ澄ました躍と深い感動で描いている。この引退碁は，昭和欝年に約半年間にわ

たって打ち継がれたもので，康成はその場に観戦記者として臨み，秀哉の死（昭和蔦年）から約20

年を経て，世にこの作最を発表した。この20年間，康成は本因坊・秀哉名人の死を悼みつづけ，そ

の影を暖めながら作品に点購を欠かないことのみに神経を集中している。その点購とは何か？囲碁

が俗世から離れ去った，厳しく抽象的な美の世界として存在していることを読者に訴えかけるべく

考え続けたであろうと，山本健吉はこの本の解説で述べ結んでいる。康成と囲碁と美。文学的側面

は別として，確かにプ雛の打碁を多く並べてみると美しい。それも石が中央に向かって大きく伸び

ていく姿や，いわゆる≦‘厚い跨姿は感動的ですらある。そして囲碁を知らないデザイナーが，と，あ

る囲碁の戦いの場に臨席し，どちらが勝ちかと問われて，即，白と答え，その理由を白の配石が美

しいからと断書したいう、共感できる。ヘボ碁の私も，この感覚を囲碁に臨む基本としたいと考え

ている。蛇足ながら，棋院・本院5階に対局室r幽玄の間」があある。その名の由来は康成揮壱の

ゼ深奥幽玄」にあり，囲碁界もこの作家に尊敬以上のものを寄せていることが窺い知れる。

　次の江崎誠致氏の『呉清源』は，希有の天才棋士，呉清源九段について余す所なく描かれた名作

である．呉九段は，＄O歳を過ぎた現在も犠曜臼のN旺K教育テレビ囲碁講座噴茎世紀の打ち方逢で

講師としてご活躍されている。

　『呉清源』によればザ鍛世紀の碁達は，ギ六合！とド三維までなる．「六合達とは，東西南北天地

の六方向のことで宇宙を指す。「三維藩とは，縦，横，高さを持った空間を示す。無限の変化を持つ

碁の世界の理を求めることは，宇宙の理を求めることで，このような広い角度から碁の世界を見な

おそうという試みであると紹介されている。自石と黒石でもって3磁の路に，宇宙の理を求めると

いう発想の原点は，もと’もと囲碁が中国の陰陽の占いや，天文の観測により暦を知る道具として使

われてきたことによるものと思われる。早くから，伝統に捉われずに新定石，新布石を研究・達成

し，圧倒的な戦績を誇り，林海峰という俊才を育て，なおかつ鍛世紀を考え続けるこの人を，江

崎氏は「天人」と呼び，この世の人ならぬ人とイメージしている。この偉大な申国人とその考え方

を知り得たことは，囲碁冥利につきると思う。

　ところで，康成はアマチ瓢ア六段格で，呉清源に五子置いたと聞く。美と無限とは，手談を通じ

何を語ったであろうか．

　さて，この2冊に感謝し，幽玄無窮を求めて，瓢世紀に向けて生きることにしよう。
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獄灘P鵬（s鱒㎎．轡卯）

6．新製品紹介（このコーナーは認定事業者の開発した機器簿を紹介するものです）

～CA恥による保全データ管理システム贋髄畷Cj～

　　　　　　NDT　A総観V豊鱒隷盈§y鐘艶鵬董鷺CA融

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本非破壊検査㈱

開鰭懲的

　化学プラントでは、近年の定期点検周期の長期化にともなって、0纐（0鷺S鞭綴灘短叩eet沁ゆ

が重要になってきました。0鑓を効果的に実施していくためには、プラント図面をベースとしたす

べてのデータの一元的な管理が有効です。

　多様化する情報を図面や絵・写真・数値データと関連づけてビジュアルに管理するソフトです．

　当社のギ渦流探傷試験データ処理システム」フォーマットに対応させて、熱交換器の検査履歴の

管理や、配管の腐食データの極値解析も画面上で簡単にできます。

　また、MP8（画像処理システム）でスキャンした放射線透過写真フィルムを画像デー一タとリンク

して統合的な保全管理を簡単に行うために開発しました。

ε磯轡醤読懸　誓掩ギ

　　　ノ渚“，尉路

臨

L㌧
　　　　　お　禽、麟　架戦　蝿醗

　｝　　　　曝

．瑞．、　、轡
　　　　　　嘉岬、

一一一 尋

尋珊　　　　　棚？

翼拳　　　　　　夕

轡

晦浄
、蜘蕊一

　霧、

　　　　　　　　　　　　　　　葬鞍壌検査履歴管理薗欝

特徽

丑。操作が簡単

　ほとんどマウスのみで繰作ができ、CADアプリケーシ遡ンに特有のタブレットや複雑な認マンド

の入力が不要である。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　極櫨統翫解析園薦

驚、データベース

　本格的なデータベ～ス機能を持っており、機器などの図形オブジ講クトをデータベースに登録す

ることができる。

欝．　リンク

　図面上のオブジェクトと他の図面を簡単にリンクします。また、画像データや一太郎・W鍵瞭

聡x総鑑などのファイルとのリンクができるので、日常業務で作成したデータがそのままデータベー一

スとして活用できる．

愚．データの互換

　ほとんどのCADアプリケー一シ灘ンのデー一タの読み込み・書き出しができる。

欝．システムの拡張性

　パソ認ンLANを構築すれば、複数台の端末からのデータアクセスが可能．データの保存は鍍D・

CD壌0鍛・ハードディスクなど任意に拡張できる。

賎．優れた検索機能

　入力されているすべての項霞をキーとして、強力な検索を実行できる。例えば「過去5年間に検査し

た熱交換器の総補修費用は？∫時問の定修で必要になる検査員の人数は？比いうような検索・集計。

7，極値統計解析機能

　極値統計解析機能を持っているので、N畿v鵜データベースやリンクされている表計算アプリケー一

シ餐ンのデータを使って極値統計解析を行い、機器の余寿命を推定することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一三3一



輔鯉難（§縛購捗鋤

7．協議会だより

望　箪威隙年獲む輔検董事業者協誰金　審期総会（予定）

　別途．会員あてに正式にご案内いたしますが、標記総会を下記のとおり開催いたします。

　月揖1平成今年3月2の揖（火）および5月瓢繕（水）

　場所：愛媛県松山市　道後温泉

　議題ゴ平成諺年度事業報告・会計および監査報告ならびに平成勢年度事業計画（案）および予算

　　　（案）達／その他

黛婁醗会および糊の設置綜ついて

　熱置　技術委員会〔第亙回委員会1（平成9年4月3目）〕

　現在まで、当協議会の技術関連活動は、技術担当幹事を中心にマニュアル作成や外観、UT講習

会の開催等を進めてきましたが、さらに対外活動への協力や技術講習会等について幅広く意見をと

りまとめる必要が生じ、技術委員会を常設することにいたしました．このほど発足いたしました

AWA認証機構教育委員会への参画，マニュアル見直しや諸標準化、会員のための技術講習会の企

画、開催等を当面の括動課題としてい窪す。そのベースとするために、会員のご意見をアンケート

調査する予定ですので、ご協力をお願いします。

　無慧　（財）建設物価調査会殿向資料作成WG

　標記調査会殿の定期刊行誌｛‘建設物評価・建築と設備・コスト構報”に、r鉄骨第三者検査」（仮

称〉の項を新たに設け、その費臼解説（検査項目構成、費欝定義等）と標準検査単価（地域別）を

永続的に掲載していただく計画に対応するために、WGを設置し、検討を行ってきている。

　標準検査単価については、費欝構成を．①検査技術員料、②検査装置料、③検査消耗晶料、④検

査要領書作成費、⑤検査報告書作成費、⑥車輌費、⑦その他、とし、会員鍛社（東β本1拓社，関

西ゆ社，西臼本17社）へのアンケー一ト調査により、とりまとめを行っています。追って、会員各

位に、このWG活動報告書を送付する予定です。

騒　関茜地墜懇談会

　次のとおり開催する予定です．

　濁時：平成9年4月拠日（月）．憩時～

　場所1大阪市　ホテル・ドゥ・スポーツプラザ

　議題およびご講演：①会務報告

　　　　　　　　②ご講演ゴ安全を守るため、検査業界はもっと発書嶺

　　　　　　　　　　　　　衆議院議員　斉藤鉄夫　殿

母関遵情報紹介
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糊鯉鵬（s轡購轡聾）

　愚覗　橋脚耐震補強工事関係・検討委員会

　平成勢年3月4目、衆議院予算委員会第八分科会で首都高速道路などの橋脚耐震補強工事で欠陥

溶接が見つかった問題が取り上げられ、建設省は、専門家による検討委員会を早急に設置し、超音

波探傷検査など検査方法や施工管理上の問題点を中心に検討を開始する意向を明らかにした．

　また．亀井建設大臣は、この分科会で斉藤鉄夫議員の儀検査を直接第三者に発注すべきでは’》と

の質問に‘溌注者が責任をもって行うのが原貝ザと答弁した、と報じられている。

　（参考記事：平成嚢年3月5日付読売新聞、平成墾年3月貯欝付鋼構造ジャーナル）

　姦露　「建築工事共通仕様書」の改定

　鷺灘醗欝欝（W量雛鞭、聾卯）略ぺ一ジの建設省・建設大臣官房官庁営繕部監督課　辻川課長補

佐の新年のごあいさつの中でもご紹介されているとおり、標記仕様書が改定され、5月ごろ発刊さ

れる予定とのことです。この改定原案の中で、麗超音波探傷試験の検査は，当該工事の鉄骨製作工場

に属しないもので、かつ当該工場の晶質管理を行っていない検査機関とする。齢と規定されており、

第三者検査がいっそう促進されるものと思われます．

黙ニューフエイス慧

簿卯年4月1β付で新たに次の事業者が認定されましたのでご紹介いたします。

北陸検鷹（株）

　本社所在地　　華男0．盤富山県富山市金山新東器　TEL鯵76冬35壌雛麟

　代表者氏名　　代表取締役　岩瀬　實

　認定種別・番号・部門　　E種，第膿偲勢号，超音波検査部門

（霧）畏野葬破壊検鷹

　本社所在地　　華鐙0長野県松本市両島弘蔦　丁磁L　O263壌5略嚢0撃

　代表者氏名　　代表取締役　伊藤尚亮

　認定種別・番号・部門　　翼種，第捻弼97号，超音波検査部門

（株）中嶋エンジ轟ア馨ノング

　本社所在地　　華576大阪府交野市星田北i．瓢壌　丁翼L　O7雛一翼．難沁

　代表者氏名　　代褒取締役　中嶋幸雄

　認定種別・番号・部門　　E種，第膿5E卯号，超音波検査部門

（有〉関西工ンジ諏γ

　本祉所在地　　撃543　大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻蓋一3一器　丁瞳．06－77撫騒3醸

　代表者氏名　　代表取締役　中元和義

　認定種別・番号・部門　　鉱種，第轡鋸槻号，超音波検査部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　…玉5一一



魏鯉欝（§擁㎎．轡鍔）

平成騒年度春期のC酬認定証授与式開催される

　讐本溶接協会αW（溶接検査）認定委員会（委員長・藤田譲羅本溶接協会会長〉は4月窯鱒，東　i

京・千代田区の同協会本部会議室で，平成9年度の春期の新規および昇格事業者の認定証授与式を　［
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
開催した・ 　　　　　　　　　　　　　　ll
　認定証は藤田委員長から手渡され，C董W認定事業者は1灘社となった。認定事業者の拡大基調がii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ継続するとともに，同協会および磁W検査事業者協議会の今後の活動にも拍車がかかっていくこと　i

になる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　種別ごとの認定事業者数は，A種紗社、懲種6社，C種27社，D種42社は昨年沁月認定時点と　l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii
変わらず，璽種は灘社という分布となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　認定証授与式終了後には，別室で新規ならびに昇格事業者を囲んでの懇談が催された。懇談に先　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蛎藤畷嚴は瀬壊検査事業者1掴民のため瞳麩役割を担っているとした上鄭晶判
保証の一環として，第三者検査の必要性が高まっている。HW（国際溶接学会）でも検査がクロー…l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ii
ズアップされており，今後，格段のご精進で臨んでいただきたい」とし，さらにヂαW事業者のみii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
なさん自らその重要性を発言，アピー一ルしてほしい」と述ぺた。　　　　　　　　　　　　　　　1

　業界地位向上を図るため，会員会社全社が参加し業界発展に貢献したいというC夏W検査事業者協li
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i…
議会代表幹事の中野盛司氏（シーエックスアール）の発生を機として歓談に入った。
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