年頭所感

日本溶接協会会長
新年あけましておめでとうございます、，

藤田譲

トンを渡すことが出来ました。会長在任中は、できる限り

昨年は、日本溶接協会創立50周年記念式典並びに関連
行茎開催に際し、多大な御協力と御支援を賜りまして誠
にありがとうございました．特に、記念式典並びに懇親会
におきましては会員をはじめ多くの関係者の御参加を戴
き、半世紀に郵 ｛る 本溶接協会の活動とその成果を共に

公正、中立の立場を貫いて参りましたが、これからはパス

トブレジデント（前会長）としての任期がさらに3年続き
ますので、アジア地域の代表としての発言も積極的にし
ていきたいと考えております，、現在、HW では、事業の一
環として国際溶接要員（lntemationa1WeldlngE鷺g勧eer、

祝うことが出来ましたことを感謝申しLげる次第でござ
います，，さらに、この50周年記念事業を通して、ものづ

Intematlo囲WeldingTec㎞ologist、btematio簸alWe1曲9
1nspectors等）の資格作りを行っておりますので、積極的

くりの基盤技術である溶接技術の進歩向L過程の集大成

に関与していきます。

を創、坊O年史として出版し、21世紀の溶接技術のあり方、
今後の当協会のありノ∫について具体的な方針等を会員並
びに関係各位に示すことができ、有意義な事業となりま
した、今後とも、皆様のご期待に応えるように、B本溶接
協会は更に努力を重ねていかなければならないと痛感致
しております。

さて、昨年は、8月17日にトルコで大地震が発生し、約
算，000名もの死者が出たそうです．トルコ大地震に継い

で、9月2Hlに発生した台湾大地震では、約i5，000名も
の死傷者が出たとのこと、皆様のお知り合いの中にも被
、引二遭われ、ご苫労なさっておられる方もおられるかと

H本溶接協会が行っている溶接技術茜並びに溶接技能
者認，証は、咋年3月に（財）日本適合性認定協会から要員
認証機関として認定を受け、要貝。忍証における晶質保証
体制を確、Zし、公明配大な、Z場で業務を行っております，
溶接技術者認証試験では、ここ数年、非破壊検査事業者の
方からの受験が増えておりますが、資格の重要性が様々
なところで言われている中、有資格者として溶接部の非
破壊検査を行うことは非常に望ましいことと感じており
ます。狂Wの囚際溶接要員の資格とは、スムーズな々二認が

出来るようH本の弼長を織り交ぜながら今後も更に努力
を弔ねていきます、，

存じます。，これらの建築物の部には、毛抜き碍姥思わ
れるようなこともあったようです、、5年前の阪神大震災の
経験が風化していく懸念もある昨今、改めて晶質管理の

情報化が進む中で、il本溶接協会も時代にマッチした
諸活動を進めなければなりません、すでにご存短のノ∫も

頃要性を再認識致しました、、

年記念事業の・環として、協会のホームページ（ht董pプ／
www藩wes．or．lp／）を開設致しました ご覧頂ければお分

現在、各行政では、規制緩和策に基づいて、電気事業
法・ガス事業法・建築基準法等の改正を進められておりま

かりになるかと思いますが、CIW認定制度の紹介もして

す、，民問への業務移行に際して、民問に問われることは品

おります、，C夏W認定制度のホームページでは、非破壊検
査の重要性、C狐V認定事業1者一覧、認定までの流れ等を
載せております、、このホームページが、溶接／非破壊検査
の亟要性を、多くのノ∫々に認識して頂くことの糸目にな

質管理の充実とその透明性の確保ではないでしょうか

今回のRUMPESでは、新春特別座談会と題しまして、
様々な行政の方々に御出席頂き、それぞれの立場で非破
壊検査に対して語って頂きました。その中で、いみじくも

れば幸いです。

話題にな一）たことは、検査会社への要望として、技術力の
向L、公平性・第『三者性を挙げていることです。公 r性・

本年4月i2ilから411問、「2i llt紀の扉を開く溶接・接
合技術」をテーマに掲げ、インテックス大阪で「2000ifli
際ウエルディングショー」を開催致します、、本ウエルディ

第三者性の確、乞こそが、今まさに求められているわけで
す。ll本全囚にCIW認定事業者が広ま一）た現在、国際的
に通用し得る制度として、また公 r性のある信頼できる
制度として、様々な業界にCIW認定制度を取り1二げて噴
くことにより、これからの非破壊検査業界の益々の発展
を期待したいところです。なお、年末のお忙しい中、座談
会に参加してくださいました各行政の方々には、非破壊

ングショーは世界の3大溶接展示会のつに位置づけられ
ているもので、厳しい環境ドにもかかわらず目本をはじ
め世界の優秀な技術と製晶が多数紹介されます。情報収
集の場として、或いは有効な新しい技術の導人の場とし
てご利用頂けますよう、様々な分野の方々の御参加をお
1、￥ち申し1二げております。

検査事業者並びにCIW認定制度に対する有意義なご意見
を述べて頂き、感謝申しLげる次第です。
国際化ということでは、おかげさまで3年問務めました
htem段tlona璽InstituteofWeldi烈g（略称l

I

W／i罫1際溶接

学会）会長を昨年7月で無事その任を終え、次期会長にバ

いらっしゃるとは思いますが、目本溶接協会では、501、｝11

経済的に表だに不透明感が漂う環境ではありますが、
非破壊検査技術が注l lを浴びつつある今こそ、皆様と毛
を取り合って、非破壊検査業界が益々発展するよう、尽力
したく存じますので、今後ともご理解・ご協力のほど宜し
くお願い申しLげます。
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CIW検査事業協議会代表幹事
新年あけましておめでとうございます。
皆様よいお正月を迎えられたことと推察いたします、、
昨年は大変な年でしたが、この厳しい経済情勢の中で、苫
渋の経営を続けながら難関を乗り切られてこられた検査

稲垣信夫

霧驚

働力の1玉1際化（ボーダーレス化）にも沿った思想ですが、

良質で信頼のおける労働力が得られ、変化も少ない我国
では、何となく過剰な形式1三義のシステムの様に受取ら
れ、それがシステムを疎外し、作業渚の自由裁量を黙認す
るような風Lを作り、その結果が晶質に問題を生じたの

業i界の皆さんには改めて敬意を表します。

昨年後 幹、H本の技術の根底を揺るがすようなトラブ
ルが相次いで発生しました，、原f力臨界事故、新幹線のコ
ンクリート崩落、そして衛星打ち1二げの失敗です。某大手
紙の見出しを借りますと、「ほころぶH本の大型技術拝問
われる品質管理体制」とあります。世界に冠たる日本の技
術を駆使し、1・分な信頼性を持って絶対に事故などあり
得ないと進められて来たこれらのプロジェクトは、完壌
な管理が行われていたと｛、蓄じられていただけに、大変残
念な思いでいっばいです、、

日本の技術が世界にi誇れる点は、｛固々の技術脅、作業i者

ではないでしょうか，，システムの徹底した実施と、前述し

た茸の両輪である自｝三検査と受入検査の完全な実施によ
り、今回の先端技術のトラブルが防げなかったのかと、残
念でなりません。

今後定着することを願う受人検査は、施1二者側の、より

高い晶質保証を取って価値を高めたいとの認識以Lに、
発注者に、高い品質の資産を構築するためには、それを保
証する第蔽者検査が必要であると認識していただくこと
で、発注の際受人検査の実施を明確に指承していただき
たいと思います、．

の質の高さ、特に意識の高さにありました。然し技術者も
作業者も業務の内容が多様化し専門分野の幅も広がり、
各企業とも技術、技能の保持のための研修や資格制度等
に力を人れてはおりますが、企業のリストラに伴う労働
市場の縮小と賃金の伸び悩み等もあり、質の高い労働力

1SOの新しい事業者認証制度の導人が、日本溶接協会の

ワーキンググルーブでCIW検査事業者協議会のメンバー

日本の産業界は発注者、受注者相圧の｛，言頼関係により

も加わり検討されております、，現在のCIW検査事業者認
定の内容に、isO90001sに類似した品質管理システムの導
入と、技術、設備の充実を加えたもので、検査業界により
高い信頼性が与えられることになりますが、検査事業者
各社は・層の技術力の向Lと管理体制の強化が求められ、

品質が支えられて来ました。「責任施口に代表される受

併せて品質保、lll三に伴う企業倫理の確、Zが必要となります，，

注者をで、瀬して全てを任せて発注する、受注者もf、二す頼に

現CIW認定制度との整合及びスムーズな移行方法が今後

の確保に問題はないのでしょうか、，

応えた仕事をすると言ったシステムは未だ存在しており
ます。然し品質の保証と透明性を求められた場合何らか
の第i者による1証明が必要で、関連諸法律の改正に伴い
重要な部分で第ミ者検査の義務づけが求められました。
今後産業界の広い分野で第三者検査が定着し品質が向L

の課題ですが、各社の実態と意向を尊亟しながら、ロ∫能な

限り検査業界の地位の向Lに資するような方向に進みた
いと願一）ております．

事業者認定制度への対応が昨年後

トの大きなテーマと

されることを望みます．、

なりましたが、 一咋年より続いている適II三倹査／標準料
金の委員会では、検査コストの分析、共通標準仕様書、検

品質管理の碗要なポィントは、社内に晶質管理システ
ムを確、Zしてトップから作業者に至るまでその思想を1昌

様苔、現場表承板等は既に実施され始めております、、この

分浸透させることです，，そして、受・発注者間の｛，蓄頼の有

無に関わらず、晶質管理システムに従った施 ll管理状況
のチェックを含めた自1ミ検査と発注者による受入検査を
完全実施することが必要です、、この1種の自1三・受人の両

検査は車の両輪であり、両輪が完全なものであって始め
て品質が保証されるのです。

戦後米田から導人されたQC運動としての晶質管理シス
テムは、その徹底した実施が、宇宙産業、

卜導体産業など

に代表される先端技術分野の成功と発展によりその有効
性が実証されました。我国の今回のトラブルは贔質管理
システムの導人方法に何か問題があったのではないで

査現場表示板等について活発な議論が展開され、標準仕
委員会の若千メンバーを加えて新たに基本問題検査委員
を昨年よりスタートさせました，検査業界を取巻く状勢
の変化に適確に対1、苗するため、

1奪協議会の活動方向、前述

の1SOの雰業者認、証と個人資格認証の検討、行政、建設業
界との対応等について、メンバー各社の意向をアンケー
トなどでレ分聴取しながら、協議会内部の諸規定の再検
討も含めて、協議会の将来に問違いない方向付けを検討
して参りたいと考えておりますので、関連業界の皆様か
らも忌郷のないご意見が頂戴できれば幸いです。
非破壊検査業務の頃要性と社会の期／、￥はますます高く

しようか。

なると思います、，社会の要望と期待に1一分応えられるよ
う業界・体とな・）て前進して参りたいと願っております

1SO90001sの晶質管理システムは、労働力に多少の変化
があろうと 定の晶質が保持できる佳組みで、これは労

ので、関係各位の・層のご理解とご協力をお願い申しあ
げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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井上，，徳㎡偽
建設省住宅局建築指導課建設専門官
新年あけましておめでとうございます，、

始するのではないかと期／、￥しております。指定確認検査

景威も

機関が業務を開始した地域では従来の建築19葬と指定機
関のいずれにも申請できるようになります 指定確認検
査機関の場合には、審査日数の短縮等の独自のサービス
を行うものもあり、建築i三の二一ズに即した多様なサー

一時期のどん底の状況から少し薄目が見え始め

たものの、まだまだ、了つ断を許さない状況が続いておりま

す，このため、政府におきましては、昨年n月に事業規
模18兆円にLる緊急経済対策を取りまとめ本格的な景気
回復に向けた最大限の努力をイノ、っているところです、、

ビスを提供できる建築確認・検査体制が実現されるもの

さて、咋年5月、・昨年改配された建築基準法の一部が

と考えております。

施行されました残りは今年の6月までに施行されること
になります』の改配は昭和25年の建築基準法の制定以
来の抜本改正であり、21世紀に向けて新たな建築規制が
スタートすることになります。

また、この改正を契機に、建築規制0）実効性を確保する
ため「建築物安全安心推進計画」を作成し、

1ろ成叢1年度

から3ヶ年蓼汁画で、要1事監理業務の適IL化とその徹底、完

ゴ検査・申問検査の的確な実施、違反建築物対策の総合的

昨年の5月に施行された部分は、建築規制の実効性を確

な推進等のための施策を重点的に実施することとしてい

保するための中問検査制度の導人、建築確認、検査等に関

ます，，このうち、1二事監理については、昨年5月の改IE建

する図書の閲覧制度の拡充、的確な執行体制確保のため
の建築確認・検査の民間開放、1二地の有効利用に資する連

築基準法の・部施行から、中問検査及び完ゴ検査の申請

麟。1建築物設計制度の創設等です、、

ないこととなりました。この中では、鉄骨の溶接部や高力

このうち中問検査については、具体的な対象建築物と
検査が行われる1二程はそれぞれの地域の特定行政庁が指

ボルト接合部が設計図書通りに施Lされているかどうか
の確認の結果も記載しなければならないこととされてい

定することとな一）ており、現在全国で54の行政庁が指定

ます、この報告は極めて小規模の建築物を除きすべての
建築物を建設する際に必要とされることから、今後より

を行っています、，対象建築物は特定行政庁によって異
なっていますが、概ね、劇場、ホテル、病院、学校、汽貨

，茎幸に1二事監理の状況に関する報告を記載しなければなら

的確なL事の施1及び1事監理の実施が求められること

店等の特殊建築物で定規模以Lのものや階数3以Lの

になります、，

住宅などが指定されています、このうち鉄骨造の建築物
では一定の階の鉄骨の建て方L事の11程が特定1二程とし

等の基準体系の児直しについては、現在、政省令及び告承

次に、本年6月までに施行される建築基準σ）性能規定化

て指定されている例が多く見られます、、従って、その建て

における技術ヌ，奪準の検討を行一）ていると二ろであり、

方1事が終ゴした時点で中問検査が行われ、溶接部べ）高

近々、基準案についてのハブリックコメントを行うこと
としています。性能規定は、従来の仕様規定と異なり性能

力ボルト接合部等の施ll状況の検査が行われることにな
ります．鉄骨の溶接部分については、・部にト分な品質管

を満足すれば多様な材料やll法を使用できることとなる

理が行われず、いわゆる施￡不良となっているものがあ
り、阪神・淡路大震災でも溶接不良が原因と考えられる被

ことから、選択の幅が拡大する二とという大きなメリッ
トがあります．しかしその・方で、性能の検証を行うため

害例が多数亮られました．このような状況も踏まえ中問
検査制度が導入されたことから、鉄骨造建築物について
は、溶4妾部分を中心に中間検査が行われるもび）と考えら

の際には仕様基準ではなく設，ll罰図，彗との照合が基本とな

れます。従って、溶接部分についてこれまで以Lに適切な

とになります、、

品質の確保が求められることになります、、

このように21世紀に向けて建築行政は大きく変貌しよ
うとしています，規制の内容はより柔軟なものへと見直
し、そのプ∫で規制が適切に遵、yされるように執行体制

次に建築確認・検査の民間開放については、これまでに

建設大臣の指定を受けた機関が（財川本建築センター等
グ）4法人、都道府県知事の指定を受けたものが東京都、大
阪府等の9都府県の12法人となっています、、今年中には

に

ることから、これまで以Lに設、汁図潜の敵要性は増すこ

の強化充実を図り、安全で安心な建築物が建築されるよ
う努力していきたいと考えております，、

本年1年が皆様方にとって良い年になりますようお祈り

さらに相当数の機関が名乗りをLげるものとみられ、2、3

年申には大半の都道府県で指定確認検査機関が業務を開

・定の技術力が必要となり、また、中闘検査や完デ検査

いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます．
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年頭挨拶
（社耳体非破壊検査協会会長大岡
謹んで新年のお喜びを申し1二げます．、

CfW技術者の皆様方におかれましてはお元気でご活躍
昨年は危機管理の重要性を再認識させられた年でもあ
り、21世紀のデジタル社会を迎えるに当たり政府や地方
自治体、企業など必死の対応策に努め、2000年問題はま
さにその試金石でもありました、、 方巨額の資金投人に
よる国産大型ロケット「H2」の打ちLげ失敗は今後σ）宇
宙ビジネス参入に大きく影響を及ぼしそうであります。

昨年6月の第21日旧米シンポジウム開催時にASNTの
ACCPとの相11二承認に関するTentatlveAgreementを結ん
だことは記憶に新しいところであります。今後は具体的
な検討を進め日本のレベルを世界各臣！に理解してもらえ
る協会となるよう努力したいと考えております、

教育活動においては、従来のNDISO601に基づく認定
試験のための講習会、さらにISO9712対応のNi）BJOOi
に基づく認証資格試験のための講習会もやや低調ではあ

αW技術者に身近な問題としては新幹線トンネルのコン

りますが計画通り実施しております，、

クリート壁剥離等でありました，．

学術の面では試行的に開始したオーガナィズドセッ

この様にデジタル化、そして情報高速化時代にあって
とは何かもう

ションも定着し、春季大会、秋季大会では特別講演を含め

一度原

た発表件数はそれぞれ76件、95件と不況を吹き飛ばすほ
どの盛況でありました，，発表件数もさることながらそれ
らの内容は、新幹線トンネルのコンクリート壁剥離等話
題姓のある発表で、産業界にとって今後の研究開発ある
いは実用化さらに将来の1二業標準化への道が開けるもの

点に振り返ってみてはいかかでしょうか、、

昨年は規制緩和により、例えば電気事業法等において
は原則としてL事、翫萌の認再を廃止し、届出化するとと
もに栂の直接検査である供用前検査、定期検査及び溶接
検査をそれぞれ事業者自身による自書三検査とすることに

と期待されるところであります，、

なり、特に自11検査の重要性が高まってきております．、す

なわち検査技術者が資格を有することがいかに薦要かを
示しているとも言えます，そこでC猟「技術者の皆様方に
は第省の、×場から、当然レ分な技術力と権威そして技
術の信頼性が要求されることになります またCIWの事
業者にあ一）ては事業者としての必要条件が不可欠になる
，言尺です

紀一

し鋭意取り紐んでいるところであります、、

のことと存じます．

αW技術者として』ら構造物の安全：

㌔〆

すなわち（社）日本非破壊検査協会のND亙SO60！

一方、分科会、特別研究委員会、研究会、シンポジウム
の開催及び機関誌の編集、発行も拾定通り進捗しており
ます，

国際活動に関しては咋年6月ハワイでの第2回纏米シ
ンポジウム、9月カナダのバンクーバーでのTC135／SC7
の会議、さらにi1月台湾でのFENDTを成功裡に納める
ことが出来ました，、

「非破壊検査技術者技量認定規定」に基づく検査技術者で

あることが必要条件として要求されている個々の技術で
あり、そしてその技術集団がC豆W検査事業者であります。
検査嚢業者を考えた場合1SO9000シリーズ等でお分かり
のように、今後困際化時代を迎えて品質システムの一層
の定着及び倫理規定の導入等を考えますと夏SO／盟Cガイ
ド58及び25等による、試験所認定についても取り組んで検
討を進める次期に来ているのではないでしょうか、

ここでGW技術者の認定に係わりの深い（社）日本非
破壊検査協会の昨年を振り返ってみたいと思います、既
に皆様ノ∫ご存じの通りisO97！2に基づく認証制度とNDIS

O60！に基づく認定制度は併設した二資格制度として受験
者がいずれかを選択できるようにしました。これは認，ll［

標準化活動に関して国際的にはISO／TC135及び関連
SC、特に必要に応じた各WGへの積梅i的参加を推進して
きました、、引き続き、他団体TCへの協力支援さらにil罐内
にあっては協会規格の整備とi至｛1際規格提案のためにJIS化

への取り紐みを図っていきたいと考えております
これからの検査技術者は、技術者としての責任を有す
ること、技術κとしての膨誇りとジ拝蓼1を持つこと、各種1二業1

分野の二一ズヘの対応のための技術の向11心を持つこと、
多面的な判断要素の拡大及び検査の｛、1頼性向Lのために

複数技術を習得すること、さらに技術開発に向けたチャ
レンジ精神を持つことではないかと考えております．本
年はこれらに対するαW技術者の意気込みに期待したい
と思います．、

資格の瞬際化時代にあって30年にわたる現認定制度によ
る約35，000名の現有資格者が産業界に広く汚及している
ことに配慮し、かつまた拝1内外の動向を視野においた展

最後になりますが臨界事故がもたらした社会的影響の
大きさに鑑み、C互W技術者の皆様方には人ごとでなく安
全な業務遂行並びに職場のモラル向11に・層の努力をお

開σ）中での二資格制度の併設決定でありました．「この様

願いしたいと思います、、そして、本年も皆様方にとりまし

な状況下

て良い年となりますことを御祈念申しLげ新年のご挨拶

・1咋年より茎SO9712対応のNi）iSJOOiにナ、葦づく

認証資格試験を開始し、JAB認、1由機関としての申，清を日指

とさせていただきます
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2．新春特別座談会

規制緩和が今後の非破壊検査にどう影響するか
〈出席者＞（順不同〉
氏（建設大臣官房官庁営繕部監督課課長補佐）

川元

茂

浦田

秀行

氏（通商産業省資源エネルギー庁公益事業部電力技術課技術班長）

和田

正彦

氏（自治省消防庁危険物規制課パイプライン係長）

春原

匡利

氏（東京都都市計爾局建築指導部建築防災課専門副参事）

久松

義明

氏（横浜市建築周建築指導部建築指導課構造係長）

く司

大岡

会＞

紀一

氏（（社）臼本溶接協会溶接検査認定委員会研究教育委員会委員長）

鷹大岡顕新年あけましておめでとうございます。本日は

ますと、まず、11瓢計両の認日∫を全面的に／l、｛1け出に移行す

1「RUMPEsj新

ることといたしました、、また、溶接検査も含めまして今ま

春特別座談会にご出席いただきましてありがとうござい

で国がハードの基準適合性の確認を行っていた検査につ

みなさんお忙しいところ、このCIW通fr
ます、、

さて、私は

きましてすべて自セ検査化するとともに、この携ヒ検査
1含協会のCIWの研究教育委員会の委員長の

を補完するため田が玉SO9000シリーズのセンスで・1僕者

任を仰せつかっておりまして、本日、みなさんと座談会と

の検査態勢を審査するという安翁管理審査という審査制

いう場でお話できる機会を得たことを大変うれしく思一）

度を新たに導人することとしております．

それから検査については指定の代行機関にある程度出

ております。では、はじめにみなさんの簡単な自己紹介を
お願いします。

していたわけですが、この代行機関につきまして、公益法

翻川元■建設省大臣官房官庁営繕部監督課課長補佐の川

人にのみならず株式会社も含めて民問企業にlll，1広く開放

元です，、官庁営繕部は官庁施設の整備に携わる部署でし

することとしております、現在、政省令の作成作裳を行っ

て、監督課は会計法で定める監も検査を行うところです、、

ていますが、本口はその中身についてお話ししてみたい

監督検査の基準づくりや、霞ヶ関の直轄事業の監督検査

と思います。

をやっております、、そういう観点から、最近1SOへの対応

■春原■束京都都市，汁画局建築指導部建築防災課で建築

とか、性能規程化に対応した監督検査のあり方だとかに

基準法に基づく確認審査、そのうちの構造耐力Lグ）安全、

ついて検討しています。

閣和国膿自治省消防庁危険物規制課バイプライン係長の
和田と申します、，危険物硯制課といいますと危険物行政

の全囚的な指導・監督を司る部署でして、その中のハイプ

ライン係というのが移送取扱所、石油パイプライン事業

法に定められているバイプラインの技術基準等の関係に
携わっております。

輪

羅浦田■通産省資源エネルギー庁の電力技術課課長補佐
の浦田です、電力技術課は電気事業法のうち安全規制に
関わる部分の企画、ン1案を行っております．電気事業法に
つきましては咋年の8月に改1｝三法が成、kし、現在、それに

関連した制度の詳細設計作業を行っています、，

大岡

今回の電気事業法の改正内容をかいつまんでご紹介し

一5一

紀一

氏

o解通信
いうなれば構造計算，緯とか、今瞬改ll1になって位置付け

採用してよい』：ということに関して告承がつくられてい

がはっきりした中聞検査などの業務を行っています，

ますが、その良好な作業条件の一つに非破壊検査が承さ

1左成10年611に改髪1楼れまして、即時施

れています，したが一）て現在の法令では溶接部を母材並

行のものやi年以内施行ものが現時点で施行されており

とする場合以外は非破壊検査は定めていないというのが

ます昨年の5月にいわゆる民闘建築1事制度（指定確認

実情です、、

建築基準法も

検査機関）が発足して都内にもいくつかの団体が指定確

今後は今年の6月の政令・告示改蓋Lの中に『溶接部の晶

認検査機関として行政と瞬じような業務を始めています．

質』に関する条項が新たに入ると言われていますが、その

それから、いわゆる中聞検査の制度化も5月に発効し

中で非破壊検査がどれくらい明確に位置付けられるのか

ておりまして、残りの本体の牲能規定化といわれるもの

はまだ裕則がつかない状態です，、ただし、実際われわれ行

は遅くとも6月！葺iまでに施行される1㌻定です．今、建

政の窓l

設省建築指導課の方で精力的に作業を進めていまして、

非常に重要な部分です、、

1二事監理者とか1事施1渚からどういう検査をしてい

その中身次第では業務が変わってきますのでいろいろと

るのかと報告を受けるときに、当然、建築学会のJASS6

やりくりしながら対応を1二夫しなければな孝）ません。

もう

lで仕事をするときに、鉄骨の溶接部というのは

つ、全国の建築1娃事の田体であるH本建築主事

などを参考にせざるを得ませんから結果的に溶接部の品

会議もこの改ll三に向けてとりまとめ作業を行っています。

質を確認する方法としては非破壊検査は当然でしょうと

闘久松麓横浜市役所の建設局建築指導部建築指導課の構

いうことになるわけです、，

造係長の久松です，，春原さんと同じように行政に携わっ

東京都の場合は要綱をつくっておりまして、鉄骨の検

ています，，建築確認申請にともなう構造計算または検査

査は表面欠陥については外観検査を、内部欠陥について

を担当しています

は起｝f波探傷検査をということを位置づけて報告を求め

横浜市の場合は法改正の中問検査制度も今年の7月か

るということにしています，

ら始まっているんですが、適川対象で面積50ザ方メー1・

ところで、規制緩和の一環として出てきた民問建築1三

ルのものからすべて対象としています。一応、全数検査を

事の活用なんですが、その検査は行政の行一）ている検査

行うようにしています，，今現在、7月に確認をしたものの

と同じレベルですから、いわゆるCIW認定事業者が行一）

検査がだいぶ出てきて忙しくなってきている状況です。

ているような溶接部検査の位置付けが今までと変わ一）た

劉大岡籔どうもありがとうございました、、本目は、規制緩

わけではありません。改正の規定化の中で溶接部の晶質

和が今後の非破壊検査にどう影響するかというテーマで、

という条文が明確になると、その具体化の中で検査の位

とくに行政として非破壊検査をどのような位置付けで考

置付けが人ってくるのではなかろうかという状況です，．

えておられるのか、非破壊検査の将来像、非破壊検査会社

顕大岡灘そうすると行政側の民問建築iこ事のやる佳事の

への要望など、ご意見をいただきたいと思います。，それで

中でCIWを指定しないよりは、そういうことがは一）きり

は、ご出席の方々の各業界においてそれぞれ規制緩和が

している方が良いということが言えそうですね。

今後どのように移行するかについてご紹介Fさい。

闘春原灘そうです、溶接部の検査は設計者、ll事監理κも

春原さん、中闘検査など位置づけられると実際には緩
和とはいってもやることは増えるわけですよね，

非破壊検査の位置付けとは

しくは元請けのゼネコンが自分たちではできないわけで
す．そうすると誰かにや一）てもらわないといけませんか

ら、その時に信頼できる業者に依頼すべきですよという
ことが東京〜邦σ）要糸岡にジ彗力・れています、、

灘春原願そうですね、中間検査は建築基準法の改正の全

その《、蓄頼できるというのは二つほど要件がありまして、

体像の中では唯一規制強化の部分なんです。全体像とし

それは当たり前ですが技術力があるということ、公藷三な

ては規制緩和の動きで法改正が企画されたんですが、そ

ウニ場にあるということを条件としてうたっています．、

の開に阪神・淡路大震災が生じてしまったことで唯・と

それと関連して検査会社が受人れ検査と社内検査をど

言っていい規制強化として人ってきたんです．、従来の法

う区別してやっているかとか、あるいはどちらを専門に

律の中で非破壊検査というのは建築基準法などではそれ

やっているかとか、そういうことを公正さという、Z場か

ほど明確に人ってはいないんです．

ら少し突っ込んで相iトに聞いていくことにしています

例えば鋼材溶接部の許容応力度のところの条文の中で、
『良好な作業条件でやる場合には母材並みの、書容応力度を

■大岡幽川疋さん、消防法とか電気事業法へのISO9000
シリーズなどの導人ということもありますね、その中で
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性能規定についてはどうでしょう。

顯川元繊建設省では

画

F成8年1月に公共1事の晶質に関

する委員会というのをつくって、品質確保のためには、発

注κとか設計者、施L者の役割と責任を明確にする必要
があることが言われていますそうすると

㌔
、

11然、発注者と

v

v

「

、

して監督検査を充実すべきという提誘になるわけです「．

WTOの発効を意識している権利義務関係をはっきりす
るということです。、それを受けて建設省では

i五成10年2

鞭㎏・

月に「公共虹事の品質確保等のための行動指針」を取りま

とめていて、発注者には買う壷場とつくる、ンニ場が1つあ

るが、より買う、k場に近づくべきということが指摘され

浦田

ています、、

もう

秀行氏

・つは亙SO9000シリーズの取得の進展にともなっ

て施L者の技術力を適切に評価するために、従来、仕様書

自ヒ検査化されると自らやってドさいということになり

でつくり方を規定していたのを、むしろ、つくり方は民間

ます、、そこにはご指摘の通り、検査を行う者の技能の問題

の技術的ノウハウをどんどん採用し、われわれが求める

が出てくるわけでありまして、これについては自1三検査

晶質をつくってもらえればいいのだということになって

化されるとはいえ、われわれとしても客観性というもの

きています．

をしっかり担保していきたいと考えています、

そうなると発注側としては、検査とか監理が非常に重

具体的には、例えばND取目本非破壊検査協会）の規格

要になります．とくに構造部分のように後からやり換え

に基づいた有資格者、あるいはこれと同等と認められる

がきかない部分ですね。仕Lげとかそういうのでしたら、

ような民問の資格の有資格者にきちんと検査を任せると

もしダメでも別のものを持・）て来いということになるけ

いうことが基本になると思います

もちろん、自ヒ検査化されているわけですから事業者

ど構造部材はそうはいきませんので，そうなってくると

自身がそういう資格者を認定してもいいということにし

串闘検査とか完成検査の重要性が高まる、、

発注側としての役割がどんどん変わ一）てくるというこ

たいと思っておりまして、ただしその場合においても認

とになると思うんです。何を請負者に求め、それを何で担

定の方法、システムについてキチンと第乱者的なチ．〔・ソ

保していくかということが難しい。そういう観点で言え

クを受けていただくことになると思います．

それと性能規定化の関係では、これまで電気監1僕法で

ば鉄骨の非破壊検査の重要性はどんどん大きくなってく
る、、先ほど春原さんがおっしゃ一）た基準法の中問検査と

は溶接技術基準という特別基準の中で非破壊検査の方法

の関係も出てくると思います、

等を詳細に規定していました、．今瞬、相

縫大岡蟹やはり非破壊検査の重要性というのは分かって

規定化をすることにしておりまして、例えば、溶接部につ

いても、それが現場でいかに使われているのか、タイム

いては溶接割れがなく、または溶接割れが生じるおそれ

リーに使われているのかということがあると思うんです

がないものでなければならないといったような規定振り

皇〜思い切った性能

ね。そういう意味で電気事業法とか消防法とかが関係す

にすることを検討しております。こうなると、その解釈に

るところではいかがですか、、設置者を資格者が選ばない

ついてはきちんと明らかにしないと事業者の方でも困る

隈りは資格があればどなたでもいいからお願いしますと

ことになると思いますので、これまで省令レベルで定め

いうわけにはいかないと思うんですね。そういう観点か

ていたような規格を性能規定化された技術基準の解釈と

らするとどうでしょうか。

いう形で示すことを考えています。

懸浦田蟹非破壊検査は電気事業法L、溶接検査の

・部と

麟大岡騒これらについては消防法関係ではいかがでしょ

して位置付けられています．この溶接検査については今

うか、

洞の電気卦業法の改正によって溶接自セ検査ということ

麗和田翻消防法では、移送取扱所の配管の非破壊検査に

で自L検査化されることになりました，、

ついては、所有者等が自ら行い、完成検査時にデータを市

したがってこれまでは国の検査官あるいは検査を代行
する検査機関の検査員が検査を行一）ていたわけですが、

町村長等が確認を行うことが普通です，、
しかしながら、・H、事故が起きると大きな被
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される容量が1，000キロリットル以LO）屋外タンク貯蔵所

査という法的な位置付けではなくてll程指定ということ

の溶接部に関しては、設置または変更の完成検査前検査

で現場に指定をかけて必要なものについてやってた状況

として市町村長等が行う溶接部検査が、さらに容量が

だったんですが、今回からは中問検査が法的な位置付け

笠0，000キロリットル以Lのタンクについては・定期闘ごと

で全部を行っている状況になって審査から検査へという

にil∫町村長等が行う保守検査が義務付けられています，

状況になって変わってきているのかなと思います、

それと規制緩和推進計

7月から制度が始まって4階建てまでの物件ですと中闘

手llの中で、危険物規制の関係で

は34項llがリストアップされていて、その中で保安4法
の規制に関して『近年の技術等の進歩を踏まえ安全牲を

検査率はトータルで30％くらいになります、5階建て以
LO）ものになると大体47％くらいの検査率です

そうい

損なわないことを前提として、検査周期の延長、検査柑本

う中で申問検査ではどういうところを見るかというと、

の極圧乗り人れの促進、検査方法の改良等、保安4法のさ

鉄骨でいえば基礎の配筋検査、それから建て方検査とい

らなる合理化・整合化を図る余地がないかを検討しなさ

うことで2瞬行うことでやってます。

い諜と示されています．

その構造担当とか検査担当に状況を聞きますと、溶接

その中でとくに検査ノ∫法の改良、それと検査等に伴う

で問題となっているのはあまり無い。ハイテンション・ボ

負担の軽減に関して、現在は消防庁では新技術を活用し

ルトの締め付けの問題とか、床が合成床であれば溶接の

た石油タンクの検査判定方法にかかる研究ということを

問題とか、それから柱脚の問題とか、そのへんが多くて溶

やっています，、

接佳llについてはあまり問題が起こっていないのが実情

実は先ほど申しLげましたように、屋外タンクの非破

です。ただ、その申身をどこまで見ているかといいます

壊検査の方法というのは底板に関しては磁粉探傷試験ま

と、通常、横浜蔽の場合は先ほどの母材強度を取る告示の

たは浸透探傷試験を、側板に関しては放射線透過試験と

1103号を使っている場合には・応30％の抜き取りで95％

法令で規定されているのですが、とくに保安険査では・

の合格率、それとJASS6のどちらでもいいですよという

度使って定期問ごとにあけるような検査に関しては磁

やり方でやっているんですが、

粉探傷試験以外の方法でできるのではないかと．，

りをします「．

・般的には30％の抜き取

具体的に石油タンクというのは底部の腐食を防ぐため

この30％の抜き取りをやるときに・応横浜市には鉄骨

に内面にコーティングをしているのですが、このコー

1二事施1ン管理指針というのがありまして、その中で

ティングLから磁粉探傷試験を行うのは難しいといった

CIWが望ましいという荏い方にはな一）ています。ただし

ことで、渦流探傷試験とか超音波探傷試験とかその他の

cnVが全部出てくるかというとなかなかそこまでは把握

ノ∫法でできるのではないかということで、現在検討して

はできていないんですが、やはり溶接部のどこを検査す

いるところです、、

るか、どこを抜いているか、そこのところまで踏み込んで

魍大岡麟方法はある程度技術との関係もありますよね、，

超〆？波探傷試験の糸，裸を見ているという構造担当者なり

そういう意昧では、今のお話しの中で消防関係で屋外タ

検査担当者は少ないというのが実態です、

ンクとか石油タンクというのは技術者がこういった人達

脳大岡購50事方メートルというのはどういうことから？

でなくてはならないということが、これから出てきそう

墾久松謹横浜市は、もともと完ゴ検査率というのが50％

なんですか、

ぐらいだったんですね、そんなに悪くはなかった、、やはり

鰯和田灘現在は運用でND夏2種以Lとされています、、

完f検査が出ないというのは違反建築物の鋒∫能性がある

麹大岡麟わかりました，，ところで建築関係は、実際には今

ということで、できるだけ違反建築物を無くそうという

αWなどの資格者が検査をやってますよね、もし資格の

ことがありまして、木造住宅からすべてや一）てます。それ

無い人に検査やらせたらどういうことが考えられますか

で50平方メーi・ルという、言い方になっているわけです、，

ね，，

願大岡闘C｝Wの技術者を配置するということですが、

撒久松圏そうですねえ、難しい質問ですね（笑）、横浜市

CIWも絶対数が多い才）けではありませんから、なかなか

の実態からお話させてもらいますと、中問検査の問題が

カバーしきれないんじゃないかなという気がしますけれ

あって横浜市では今年の7月から行っているわけですが、

ども・『i・．、

さきほど川元さんからお話がありましたように、どうも
役割が変わってきている。

今まではどちらかというと審査が中心で検査は中問検

ところで、本当にαwの技術者に全面的に任せられる
かという問題があると思うんです、したがってC碑にも
う少しこんなものがあってもいいんじゃないかなという
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一

ことをみなさんの甑場からはあるのではないか、そうな
ればαwを使いますよとか

いかがでしょうか、

CIW認定事業者への期待
爾川元騙性能仕様に電点が移ったとしても．官庁い拝の
場合は会計法で監督検査が規定されており、適ll三な1事

の履行を確保するために、ここは省略できないと思うん
です

だから検査については性能規定だからといって軽

くなるものではない

鉄骨をどう作るかについてはお任せしていく方向かも

「

しれないけれど、要求する哲三能を持っているかどうかグ）

チェックは省略できないと思います、ただ、検査自体は監

川元

茂氏

督職員はしません。検査の結果の評価はすることになり
ますが、

1二事監理者が自ら直接検査をすることはできな

1

か、お願いする側がちゃんとそうするように指導してい

いので、やはり検査に関する技術を持一）た人にやっても

るからそうなっているのかという結果があると思うんで

らうことは変わらないと思います，、

すが，そのへんはいかがですか，．

ちなみに建設省のi二事共通仕様書ではND夏の資格に
よって技能資格者については押さえていますが、試験を

鷹存原纒素朴な疑問として検査は誰が、准に発注している

行う機関はとくに佳様菖には明示していない，そのよう

ンに聞いてみると結構ファブリケータから発注している

な技能を有する人であればいいからです、、

ケースが多かったんですね、それはおかしいのではない

騒大岡縣ll本ばかりではなくて外国からの人はどうする

かということになりまして、不良鉄骨事件などいろんな

のかというと、ISO97！2（非破壊試験一技術沓の資格及び

事件が起こった時に東京都が通達を出しました．

んだろうかということがあって、そこでいろんなゼネコ

認証）というのが非破壊検査の技術占資格にあるんです

それは受人れ検査を行う人の、k場と技術を明確にして

が、それは個人の資格ですね、それに対してC星Wの資格

ドさも、と々、う1ノ導ぞチグ）もグ）デぐ、検査会祁二もしく1よri式験季幾1莫i

というのは事業者の資格になりますから、，ND1もJARに

に発注する場合には原則的には建築むか設計者もしくは

申請して非破壊検査技術者の認証機関として認められよ
うという作業を進めようとしているわけですけども

そ

11事監理者、やむを得ない場合には庵請けと、こういう並
び方の吉き方をしています．、

そこに第乱者検査という言葉が入ってきたときに、学

ういう中でつはisO資格を取得するということが共通
点になるのかなとは思うのですが、、

者の先生から浮われたんですが、庵請けが発注してどう

鰯川元灘そうであれば良いと思うんですが、まったく棚

して第渚検査なんだと。その通りなんですが．
建築の実情としては、鉄骨製晶の発注者であるノ己請け

互に乗り入れられるものがあるのならば。」翌Sなら」夏Sと

同等のものということが言えれば良いと。

が第1者であるファブリケータではない第今費の検査会

灘大岡灘要員、技術者の場合も同じように考えて？

社に検査を発注する、これが建築の現状における第今者

羅川元騒はい、それは結構だと思うんですけど．どの機関

検査でしょうということで、第乱昔という言葉を使った

であっても資格を持一）た人が検査をすれば良いわけで機

んです，、元請けから発注を受けるということは、建築い拝

関を限定する必要はないただ、機関については客観性の

全体から見れば第…者ではあり得ないわけですね．ここ

問題から鉄骨製作i二場の人が検査をしますと言ったら、

にはいろいろ議論があります、

それでいいのかということがあるから、そこは別の人に

こσ）こととは別に1、束1京都0）匪易合は多失！1季1二場の登多求1樹

して1ぐさいとはゼ許）てますけど．

度の中で、ll場に対して髭年に／囲、知事が指定する検査

闘大岡■そういう意味では、自麹検査と第渚検査の問

機関の検査を受けることを義務付けた制度があります、．

題ということが一時期ありましたね、検査会社の方も検

これは・般い罫に対してではなくて知事が登録するll場

査員の絶対数が足りなかったということもあるんでしょ

の義務として規定しています、

登録は3年問有効ですので登録しっばなしというので

うけども

今は各検査会社の方で白ヒ的に区分しているというの

はまずいということで、品質を維持するという意昧で／
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懸大岡懸その辺は横浜市ではどうですか，、

闘久松麗まったくその通りですね．横浜毒はそこまでで
きていませんので、溶接検査会社の方の認定をするとか、

もともと横浜市には材料検査機関みたいのが無いので、
なかなかそこの認識ができないということがあります、

やはり溶接問題があってSN材できたり、また溶接悶題
で化学成分の話が建築センタ…の構造規定などに出てい
ますけど、なかなかそこまで踏み込めなかったのが・般
の行政庁の構造担当なんですね、

ところがそれは今はそういう意昧でも大分変わってき

［』』

ている、それを考えながら溶接を考えなければならない

春原薩利翫

となると、やはり化学物質の問題などが人ってきたりす
ると専門家ではない行政官ではなかなかできないという

年にi回検査を受けるということを義務付けをしたわけ

実態があると思うんです、そういうことから考えると、や

です、「その際に検査する機関を知事が指定するためには、

はり溶接構造に対して第モ者性がきちんとある溶接検査

孝芝繍∫力とウニ場というものが轡捕窪でなければい1ナないこと

会社を使っていくということが非常に質の向Lにつな

を硯定したわけです、これが第も者性を保証するものだ

が一）ていくのかなと思いますね

ということで、技術力はC董W事業者であることが療則と

駈大岡籔束京都で指定しているような機関がありますね、

いうことになっています，、、Z場は受け入れ検査の受注率

今は13社ぐらい？、CIW事業者を認定して、建築鉄骨の

を尺度とし、当初は70％以Lだったんですが、最近は95

検査をやっているわけですが、それに対してご意見は？

％以しにしています

響川元劉，維がその機関に発注するんですか？に事監理酵

・般1事の受人れ検査ではなく、知事が登録近場に対

ですか？

して指定する条件なので、受注の申身まで資料で出して

璽葎原灘・般に事に対してそうしなさいとい一）ているわ

もらいます．それで明らかに受け人れ検査がほとんどの

けではなくて、登録￡場制度の佳紐みの中でやっていま

会社であるということが明確になったLで指定していま

すが、ll場の技術力の維持のためにll場に義務付けてい
るわけです、・ただしL場が勝rに自分の好きな検査会社

す．、

に頼んでしまっては困るので、知事の指定した検査会社

あとは指定を受けた検査会社どうしで自1三的な団体を
つくってもらいまして、そこが自紅的にもチニいソクをす

のリストから選びなさいよとガ ㌻ってるんです．

る．、それを倫理委員会と呼んでいるんですが、倫理委員会

圏川元魍i二場というのはファブリケータですか？

が公正さを保っているということを維持をしてゆくため

麟春原翻そうです、，

の倫理規定を自分でつくり、そこに外部の委員を人れて、

羅川元繕そうするとファブリケータは自1三的に品質を管

検査会社に対してチェックをかけていくという自1三的な

理するために第こ者に頼みなさいということですね，

仕繍みをつくっていただいた．そういう佳組みによって

闘春原劉そうです。その時の条件に検査会社の賞、、ンニ場と

検査の第三隊性を高めていくということをやっています「、

いうのを決めているんです．

わが国で行っている溶接検査で本来の意味の第菰者検

顯川元纏ファブリケータであれゼネコンであれ、あくま

査というのは実はほとんどないと患います．先ほどのお

で1事、濤負者がやるのは自薮的な検査であって、自1三管

話にもあったように客観性をどう高めていくかという1二

理という世界に人るわけですね．そうでなくて春原さん

そうすると

がおっしゃったような第菰者的なところにやってくれと

今度はわれ才）れの中闘検査の質が高まっていくんじゃな

いうと、その人はむしろ発注者側の検査官の視点で見る

いだろうかと、

ということになるんですか

夫をしていかなければならないと思います

奪門家がどのように検査をしているか、その質が高ま

灘春原灘お金はわれわれは出せないんで（笑）．使ってる

れば必然的にわれわれの中問検査がその助けを借りて質

お金をil三しく使ってもらう、そういう観点になると思う

が高まっていく

んですが・一㌧建築基準法改配の中で、英国の制度と

そうでないとよく分からないままぎ活が

進んでいるなということになってしまう、

かアメリカの制度とかを建築研究所のノ∫でいろいろ調査
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をやられて、分かったのが、アメリカの制度というのは徹

になっているんですが、阪神・淡路大腱災の被

底的に第乱者屑三を追求するところがあるということ、ア

ら熱のかかり方で冶金的な牲質が変質してきていると、

メリカの建設業はその育りようがll本とはまったく違う

それによって強度低1ぐもしくは靭性低トを起こしている

のでそれがそのまま適用できるかは別として、

というのがクローズアッブされてきていますね．

・つモデ

ルとしてすごいものがあるんです、

、重チの検，誠か

とくに一番言才）れているのはハス問1崖1董〜度をどう抑える

まず、I」二政の検査がかなりガンガンやっていて、さらに

導門的なことについてはスヘシャリストがやっている，

かということです』れは法律で決めるかどうかは別と
して、議論はかなり進んでいてデータもかなり揃ってい

そのため検査会社を登録していまして、お金は施釣が遷ム

るんです、、

うように契約を義務付けています、、あれはすごいなと思

いましたが、ただお金がすごくかかるんですね、

そうした時に今後の検査というのはUTとVTだけでい
いのか、建築はUTがほとんどなんですが、内質検査とい

検査費用だけで総i二費の数バーセンi・いってるという
話ですから、施1三はお金をし・）かり払わせられている．施

うものが層三能を確認するLでもしかしたらUTやヤTより
も亟要かもしれないという議，論が争あるんですよね、

1ミに対してはそれは必要だからといって徹底させている

そうしますと、ますます検査会社というのがその力量

んですね．われわれも基準法改正作業の中で初めて知っ

と、k場が問われていくと思います。正確な検査を提供し

たことなので、

・つのモデルとしてさらに、調べることも

得るかということで、内質検査に便利な機械が出てくれ

必要なのではないかと思いました、．どういう建設業界の

ばいいわけですけれど、機械は今いろいろなものが開発

体系の申でどうしてああいうものが成、ン1し得るのかとい

されてきているようですので判定メ、寒準さえできれば使え

うようなことについてですね．、確認毛数料、設，計料、検査

ると思うんですが

1夢数料、これらをトータルすると総il費のほとんど1割

で検査をすると、とたんにアウトというものがかなり出

に達しているんじゃないかといわれています

それが良

簡易シャルビー試験機みたいなもの

てくるかもしれない

いことなのか悪いことなのか分からないけど、アメリカ

醸大岡膿シャルヒーというと衝撃植のことですね

はそれが必要だということで定着している、

麟春原畷そうです．，そういうのが現場でどんどん使われ

醗川元懸それはもう完全にリスクを取るということもあ

るようになるとトラブルも含めて大変なことになるかな

るかもしれませんね．例えば、今、第な者という客観性と

というある一種の恐れを持っています．でもその簡易な

いう晦ではおっしゃる通りなんですけど、もし事故が起

試験機が利用されてくるとブロセス管理がガラリと変わ

きれば検査機関が本当にその責任を負うか、損害賠償を

ると思うんですね．そういう時代が来るのではないかと

受けられるか、、その辺は検査を行う方々はどういうふう

思うんですが．、

なスタンスで検査に取り組もうとされているのでしょう

畷大岡薩春原さんの話から機械的性質の中の強度をシャ

か、、実際、事故があ一）て検査がト分でなかったという事例

ルヒー衝撃値でおさえる機械があったらという二となん

があるんでしょうか、、

ですが、そういう観点からタンクグ）底板とか側板とかで

醸メく岡灘検査をするということに対して保険をかけるか

はそういう二一ズはあるんでしょうか、

けないという話もかつてはあったんです．

騰和田瞬建築関係と消防法のいわゆる鋼製タンクは違う

翻川庵騰非常に建前的な、活で恐縮なんですが、考えてい

と思います，今おっしゃられていたのは私の想像では材

くとそういうところまで行き善いてしまうようなところ

料のll場での溶接のお話ですよね。．

があるかなと思って

タンクの場合は重要な構造部はほとんど現場で作りま

灘大岡懸そうすると結果的には自然淘汰されると誘うか、

すので、現場で行うタンクの底板とか側板の溶接という

必然と

び）は事前に許再び）段階で溶雫妾施ll確認試験というσ）をあ

一人や二人でやっている検査会社というのは無理

になってきますよね、、

らかじめ取っておかないと．それがないと許可が1ぐりな

灘春原騒アメリカとは瞬民性とか社会構造が違うの

いという制度になっています 実際、許再を取るためにテ

で一一、、訴訟社会のアメリカだから成蹴しているのか

ストビースを作って衝撃試験ll肖が必要なものはシャル

もしれませんよ（笑）、

ビー，試！験などをやったりします

ですから強度的なもの

に関しては，1婁類審査の段階で留ま一）ているんです．

力量と立場が問われる検査会社

麟大岡騒ということは屋外タンクでは建築のような問題

鰯春原鰯話は変わるんですが．性能規定化との関係で気

はないということですか

一11一

o，w通信
ですが、ドフランジが

卜分ですからすぐ温度がLが・）て

しまうんですね．そうすると種々の条件で異なりますが、
大体5〜6ハスやると350℃前後にな一）てしまうんです、

そうすると5〜6パスや・）た後に隣へ移る、グルリと
1司ってきてまたやると？1妻姦度がドがってます，無駄な時問

は避けられるということですね。はたから見てても分か

りやすいわけですね。3〜6ハスやってから何分休みな
さいとい・）てもなかなか管理できないですよね、

だけど順繰りやってれば分かりやすいので、この管理
の珪ケが・番良いんじゃないかという幸活も出ています，

たたそれであっても溶接技能者は大変ですね

久松義明

氏

墾大岡灘350℃というのは、例えばiO℃とか20℃違った
糾当違うんでしょうか、データ的に「一

灘和田幽そういう悶題はまず無いですね．

矯春凍翻実験で強度が落ちたり靭性が落ちたりするのは

糊川元幽ただ、現場で溶接施1二をやる場合には天候など

パス繍品度と入熱総量の両ノ∫が絡んでいるのではないか

の要因に左右されないんでしょうか・

という論文がでています、今はハス闘温度だけで規制し

獺和田灘実際、それは完成検査前検査である溶接部検査

ようとしているけどもトータルな影響を考慮しないと厳

の中で晶質の確認ということをしますので、

しすぎるのではないか、という意見が大f設計事務所や

・応そうい

う形では確認を取れるわけです、その溶接施L法確認試

大rゼネコンの研究者から出ています、

験とマッチした実溶接をやられているかというのは全部

また別な問題として、350℃といっても実は高入熱用の

書類で確認しますから、そのへんは問題ないと思います。

ワイヤを使っていて350℃になったのかどうか、・般に使

麗大岡籔建築ではシャルビー衝撃とバス醐温度が重要だ

われているのは高人熱用のワイヤじゃないんですよね、

となってくると、タンクだって現場でやればパス間温度

そうすると、もっと低い温度で監理しなければいかんと

をどこかでおさえなければならないという瘍能性がでて

いうことに規格ヒはな・）てしまうんです．

これからどんどんデータを蓄積して現実的な管理方法

きますね、，

灘和田籔層闘温度も溶接施i1でやっていますので、それ

を1二夫する必要があると思います、

を基準にして現場でもつくる、ですから実際現場は本当

灘大岡翻どうや一）て温度管理をするのかなという気がす

に虚偽の記述をしていない限りは大丸夫と思才）れます．

るんですが．例えば簡易シャルピー一試験機など現場に対

灘大岡籔層間温度は実際現場で計るにはどうやるんです

応した装置・機器が開発されていって能率をLげないと，

か．、

技術者だけの、活ではなくなってしまうのでは？

灘春療蟹超高層などでは厚板の現場溶接が増えているの

謹春原灘あまりに老、現場と落差のある要求が出てくると、

で、いろいろ晃させてもらったんですが、／i二目の溶接線の

定着しないうちに消え去・）てしまうんじゃないかな、

中爽部でi

籔大岡墾先ほどのタンクの話で、施1プ∫法の確認をして

cmぐらい開先から離れたところで接触式の温

いるということですが、浦田さん、電気事業法でも溶接施

度、llを使・）て計るというのが1三流ですね。

中には直接1容接線のところを非接触の温度計vξ計ると

ll法の確認試験というのをやってますよね、

いう場合もありますが、大体はまcm離れたところで接触

灘浦田鋼やってます，。

式の温度計で計っています．350℃に達していたらしばら

口大岡馴そこのところは従来と同じですか。

くお休みするなどで対応していますが、これを・般にや

口浦田麺やるべきことは変わりません、、減が直接やって

るとしたら大変なことです、

いたことを事業所が自1三的にやることになるだけです「、

繕大岡翻私はそれを言一）てるわけです、、現場でやるとす

幽大岡慶建築の方ではそこのあたりが変わろうとしてい

ると350℃の1、1間温度をオンラインの中でキープするのは

ますが、施1二法との関係ではいろいろ出てきて大変なん

大変なんじゃないかなという気がするんですけどね、

じゃないかなと思一）ているんですが（笑）。今度は通達と

■春原劉それでいろいろ1二夫しているケースが出てきて

いうのは無くなるんですか？告承解釈というような形で，。

います

璽春原■自治事務化とも絡んでいるようです，、運用通達

現場溶接は梁の端部を接合するケースが多いん
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「

というのは国が臼治体に対してこうしなさいという命令
をするような関係になるので、これは出せなくなるよと
いう話なんです、、ただし、告承をつくりっばなしでホンと

出されても分からないと思うので、解釈通達というのは
当然出しますよということになる．

畷大岡囑それは告承の解釈ということですか．
國春原綴法令、政令、告承の解釈ということで、解釈権は
国にあるのだから、この法律はこういう趣旨でつくって、
こういうものですよという解釈通達は今後も出していく、
今までの運榊通達というもグ）は薯去令に，嘗いてはいないけ

ど実際にやるにはこうしなさいというのがかなり入って

和田

いたわけですね。

220号通達ではHO3号告承の具体的な内容として1二場
の設備機器等はこうでなければならないとありますが、

」

正彦氏

もちろん臼豹検査化されているので技術メ，寒準への適合

あれは解釈通達なσ）か運用通達なのかということがあり

状況の判断、すなわちハードの検査は事業音にお任せす

まして、法律に薩いてないことを要求しているので運用

るわけですが、その基準適合性の確認のやり方が正しい

通達ではないかという議論はあります。

かどうかというのを亙SO的なセンスで審査をするわけで

膿大岡團浦田さん、解釈の形の話を先ほどされていまし

す，，

たよね、、

まさに冒頭申し11げましたように、安全管理審査制度

騒浦lll騰ええ，、性能規定化をすればまさに必要になって

についてはさまざまな民問の機関に代行機関として参人

きますので、解釈通達はキチンと拝業者の方々に対して

をしていただきたいと考えているわけでありまして、溶

明らかにすることになります、、ただ、名前の通り解釈通達

接について深い知見をお持ちの機関には、積極的に罫を

なのであくまでも二れは例承であるという位置付けです。

挙げていただくことを期待している次第です、

それから、安袋管理審査制度は、事業苦の自豹検査を補

したがってそこに具体的に，穿いてあるやり方以外のや

り方でやったとしても直ちに法令違反に問われるわけで

完するというセ旨で導人していますので、

はありません，その場合、事業者の方で責任を持って解釈

管理能力0）向Lを背景に今以Lに安全水準が向Lする、ヒ

に菖いてあるやり方以外のやり方について技術的に裏付

いうようなことになれば、これについてはゆくゆくは廃

けを説明していただくということが必要になると思一）て

止するというようなことを約束しているわけです，

います、

1喋者の安令

われわれとしては安全管理審査制度を廃出・縮ノ1・する

説明していただいた中身について、それが果たして本

前提としてどのような条件が整えばいいのだろうかと考

当に妥当なものなのかどうかということをチェックする

えているのですが、やはり第る者チェックそのものの意

必要がある場合には、通産省に專門家から成る委員会を

義というのはおそらくこれから先も変わらないだろうと

設置して、その委員会で検討を加えていただくというよ

考えておりまして、たまたま第孔者の役割を

うな仕組みを考えています。

理審査という形で囚が果たすことになるわけですが、そ

ll面、安全管

懸大岡懸αW検査技術者はどんなふうにしていったら社

こが国でなくてもいいと、充分に民問レベルで自煽杓な

会資本に貞献するのかということを考えると、もっと

第三者検査チェックが機能するというようなことになれ

もっとC琳「を安心して使っていただけるためにこういっ

ば、われわれとしては安全管理審査はいらないのではな

た資格を希望したいという意見がありましたらお聞かせ

いだろうかと考えています．、そういう第 三者チェック機

トさい，、また、例えばCIWを試験所認定の形で進めると

能の充実というようなところでCIWの貢献の仕方がある

いう考え方もあると思うんですが。

のではないだろうかと考えます。

翻浦田■電気事業法の関連から匡 二享いますと、先ほど説明

璽人ll朔騒C亙Wは今、技術力の評価とζ、う観点できている

いたしました通り、囚が行っていた検査を自1三検査化す

のですが，，やはりその中にISO9000シリーズのセンスと

る・方、その白書三険査を補完するという1三旨で安全管理

か、倫理の問題とか、そういうことをや一）てくると、i式験所

審査制度という新しい制度を導人しております「、

の発想というのが出てくると思うんですよ、、そういう意

一一
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味では貴頃なご意見で、われわれもαWの中でも検討し

すよね。とくに受け入れ検査をやっている検査会社の人

ていく必要性が大いにあると思います。

を、，溶接屋さんの言い分では、溶接のやり方を知らないく

鑓川元纏検査は韮准の立場にヴってどうやるか。請負者の

せに偉そうに、言う（笑）とかね。かなり感情的な対ウニがあ

自．書三管理を補助するというウニ場もあるでしょうが、検査

るみたいです、、

そうすると．先ほど言った内質検査をやる時代になっ

をキチンと位置づけていくとすれば発注者、℃事監理者

が買いrの航場から確認することもあると思います

ど

たらこれがますます厳しくなるんじゃないでしょうか．

ちらでや一）た方が検査としては有意義なのかというとこ

例えば、冶金11学を知一）ているのかと溶接屋さんが言う

ろを整理していただきたいなと思います。

かもしれませんね。そういう時代になるとファブリケー

必ずしもすべては順調にはいかないんだということを

タにも冶金の導門家もいるわけですよね、それに太刀打

前提としてやってると、何かあった時にどこでチェック

ちできる努力をしていかないと検査員が言ってることは

するのが適当かということです，

まちがいだと・蹴されてしまうケースもあり得るでしょ

翻久松闘検査で暇疵の問題があったらどうするか、今後

う（笑）．

溶接について化学成分的な話も出てくるし、今のお話で

だから第な者性の追求とirll時に、溶接部に期待された

温度管理とかそういう問題も出てくる、そういう問題を

桝三能に対して検査をどういう意昧でやる0）かということ

、誰がキチンとフォローできるのかということですね。行

も含めた今よりも深い知識が必要になるのではないかな

政では無理ですね、これらは．

という蒙く力蒐しま）ず。

それと、さきほど久松さんがおっしゃられたように、行

やはり信頼できる機関がチェックポイントについて照
合できるという検査体制を確、レ1していかないと、これか

政ではできないんですよね、実際にしっかり検査するこ

ら建物σ）品質ということが問題となっていくLでは、行

とが前提だけれども、われわれ行政などが外部から見る

政も検査の担保性を確保していかないと難しいんじゃな

ときには、むしろシステム監査的にそσ）プロジェクトを

いかなと思います，

見ることが大事だと思います。

纏大岡羅コンクリートの問題もそうですけど。なにせ何

つまり、1事会社がキチンと管理できる組織をも一）て

かが起きる前に毛を打つというのは大変ですね，、さきほ

いるのかとか、検査会社や試験機関についてキチンとし

どの牲善説でとらえるか、性悪説でとらえるかによ一）て

た組織であることを確かめて発注しているのかとか、そ

フォローがどんなふうになるか，これは必ず起きてくる

ういう部分がむしろ大事なんではないかなという気がし

問題なので、どこで最小限にくい止めるとか、そういうよ

ます．

それと、アメリカの実情を導門家の団体であるCIWと

うなバリヤがあるといいですけど、なかなかそれは・…、

灘久松灘最近の話ですが、コンクリートに収縮ひび割れ

してぜひ調査して発表していただきたいなとも思ってま

が人ったということでオーナーが飛び込んできますから

す，、概括的には藤本盛久先生の調査報告があるんですが、

トータル的に見て、1体へそれがどんなところに適用で

ね（笑）。これは欠陥マンションじゃないかと．

きるr1∫能性があるのか、そういうところまでひっくるめ

コンクリー1・問題が今のようにどんどんクローズアッ

プされてると、今度は溶接ビードがちょっとおかしいか

た調査があるといいなと思ってます、、

らどうなってるんだと来られた時に、われわれはどこま

遡大岡翻Ciwの方ではそこまではできないとしても、そ

で大丈丸ですよと言えるか「、

れに関わる認定とか、世界の情勢を知るということは非

また、SN材はJIS化されましたが、実際に確認申繭の

常に大切なことだと思います、，

例えば、インスペクターという考え方など．ND夏では

中で使われているのは少ないですね，，だからSS材が成分
性を担保できるようなもグ）だとか、そう

新しくisOへの対応ということで技術者の認定について

いう確認ができているかというとなかなか行政では難し

やっているんですが、当協会について言えば、CIW蟻環

い面がある。

者という認定の中でISO9000シリーズのセンスあるいは

鑓和田麹検査会社に関しては検査能力があることと、公

倫理といったものを抱えてやっていくということを近い

正申航であるということが求められると思われますので、

将来考えていかないといけないという結論にもなります

研鐵願いたいということですね．

ね。

的にいって溶接

本卜1は貴重なご意見をいただき、みなさんどうもあり

灘春原翻検査能力についてですが、溶接ll場の人と話す
と、検査会社の方をずいぶん意識している人が多いんで

がとうございました、，
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『RαMPE5ぐVVINTER／200の
3．材料損傷の評価方法（1）
非破壊検査（株）横野

1

はじめに

泰和

長期稼働による材質劣化

材
料

経年劣化〉

火力・原子力などの発電所や石油石化などの各種プラ

力、温度、環境、時閥

令圃

ントの健全性と信頼性を確保し、それらを安全に稼動さ

・←

せるためには、各種プラント機器・配管などで使用されて

、

いる材料に対して、劣化損傷の評価に基づく寿命管理や

、、
、、
画

長期運転における材料特性の経年変化は、使用中に起
きる材料内部の組織変化によるものであり、材料全体と

罪

鱗
濡
驚

・、

予防保全が必要である。

心

検出・測定

合

しての脆化が進行する場合や局部的な劣化損傷によりき

定量的非破壊検査技術

裂の発生に至る場合とがある。
図1

図1は、存在する欠陥の・1▲法が構造物の使用性能に及

ぼす影響について定性的に示したもので、当然のことで
はあるが存在する欠陥が大きいほど材料の強度に及ぼす
影響は大きく、その寿命を著しく低下させる。

また、長期間使用して劣化損傷を受けた材料に対して
は、設計時すなわち運転開始時と比較して破壊を誘発す
る限界となる欠陥寸法が著しく小さくなっており、設計

時には問題とされないような小さなき裂が破壊に結びつ
く場合がある。

したがって、機器・装置などの余寿命予測には、欠陥を

定量的に評価するだけでなく、使用している材料の劣化
損傷の評価も非常に重要である。本稿では、材料の劣化損

傷の分類と特徴について概説し、これらを非破壊的に評
価する手法について解説を加える。

2

評緬

設計時

、、

欠陥の大きさが構造材料の強度に及ぼす影響

的な劣化損傷の形態は、使用材料により固有の特徴を有
し、機器および構造物が用いられている環境、運転条件、
によって多種多様である。

例えば、応力腐食割れ（SCC）の場合、結晶粒界で発生

するIGSCCと粒内に発生するTGSCCに分類され、腐食
環境として塩素、水酸化ナトリウム、アミン、ポリチオン
酸、硫化物などがあり、それぞれ損傷の形態が異なる。ま
た、炭素鋼、低合金鋼、オーステナイト系ステンレス鋼な
ど広範囲の材料で生じる。

したがって、これらの材料劣化損傷を評価する場合に
は、まず対象となる機器・構造物において予想される劣化

損傷の種類を特定し、推定される損傷のメカニズムから
使用材料の物性的な変化を把握した 上で、これを評価す

材料の劣化損傷の分類

るのに適した手法を選定することが重要である。

材料の経年的な劣化損傷は、図2に示すように、材質劣
化型、き列進展型および表面損傷型に分類される。材質劣

・中性子照射脆化

・疲労損傷

・熱脆化

・クリープ謹蟹傷

化型の場合は、二相ステンレス鋼のフェライト相に生じ

・畑瀞芙し脆化

・環境疲労損傷
・照射誘起応力腐食割れ
クリーブ疲労損傷
・粒界応力腐食割れ

る熱脆化のように組織的な変化のみでマクロ的な割れを

生じることなく、破壊じん性や衝撃値などの材料の機械

・照射誘起粒界偏析
・粒界負偏析
・シグマ脆化

・高温腐食
・表繭酸化

エロージョン
・コロージョン

・軟化

的性質が低下する。

き列進展型の場合は、局部的に割れが発生するか、ある

いはクリープ損傷や応力腐食割れのように初期の段階で
材質劣化型の損傷を起こし、その後ミクロ的な割れから
酸化膜又は欠落部

マクロ的な割れに進展する。表面損傷型は機械的あるい
は化学的に材料の表面から欠損が生じる、、これらの経年
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図2

材料の劣化損傷の棊本形態の分類
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4．随想一男の台所奮戦記
ノ亡㈱躰溶接協会暫芳局次長田尻
私が料理をすることに興昧をもったのは、21年前大阪
から東京に転勤となり、職場の同僚で料理好きのM君と
出会ったことで男の料理に挑戦するきっかけとなった，1尺
です、、M君はすでにプロに近い技と腕前をもっておりま
したが、彼の教承を受けながら、男の料理に精を出した結
果に対する家族のコメントが得られるようになったのは、
憩年ぐらい前かなと思います，、

私の料理は、テレビ番組で放映している料理や料理本
などを参考にしながら再現するもので、調味料やスハイ
スなどが整っている訳ではありませんから、出来Lが一）
た料理の昧は塩または醤油の昧で仕Lが一）たものになり
ます。ちなみに、私の家では化学調味料の類は30年問使
用しておりませんが、私のように太 1ろ洋戦争前に生れて
戦後の不白由な食生活を経験した者にと一）ては、シンプ
ルな昧、実際には調昧料などはなく塩か醤油で調昧した
ものの方が好みとなってしまっているのかもしれません、，

料理のテキストどおりに調理すれば、過不足のない味
になりますけれども、調昧料の量を自分の好みにするこ
とで甘さ、｝1うさがすっきりしたものに仕Lがることがあ
ります、このことで発見したことは、野菜の和え物のタレ
として醤油と昧酎を合わせたものに生菱の絞り汁を加え
るのですが、加える生菱汁の量に1、δじて昧が変わってく
ることでした

まさに匙加滅と云えるものでしょうか、、

幸男

現在の職場の何人かに披露した料理に、大根の皮と身
の予切りに油揚げのf切りを胡麻油で妙め、ll本酒と醤
油で昧付をし最後に自ねぎの小目切と

一昧1、董1掌fを混ぜ

込んだキンビラ、1｛賃毛1に人参、大根、牛芳などの根菜、油

揚げ、菊蛎、茸類を具とするYく煮にの場合の出し汁は水

に目本酒をたっぷり人れて作る）などがありました
これは田舎の保存食ですが、乾燥麹をお湯で戻したも
0）に醤油、酒、昧1琳とスルメグ）細1きりと赤1、彗望ヂを加えて

漬け込んだスルメの麹漬は私の得意料理の1つで馴染み
のKすし屋の親父にブレゼントしたところ薩ばれたこと
がありましたが、お酒のつまみ、お茶漬けには絶晶だと自
負しています、，

ノし州在住グ）Mさんから鳶RUM｝）ES

に掲載のレシヒで

豚肉の角煮を作ったら美味しかったと云われ、私が作者
ですと披露してしまいました．、もう

一つ忘れ得ないこと

は、職場に関係する友人Bさんから私の料理を』匿男の台

所

と命名してくれたことですが、最もこのBさんには

2！年前に

貴方は、我々のようなベテランと麻雀をして

も絶対に勝てないから止めなさいqと貴重な忠告をして
くれた人で、その後麻雀は止めていました．ところが最近

になってメンバーが足りないと云って私をカモにしてい
る1人で、今度の忠告はし 聴牌したら即リーチしなさい
ということで、その通り実行するとも』貴方の聴牌は・般的

私の料理で調昧料のつとして纏本酒は欠かせないの
ですが、実のところは台所に甑ちながら自身がチョイと
一杯飲みたいことの方が優先している訳で、結果はまる
見えであります、，マーボ1、ズ腐を作るとき招興酒または老

なセオリーではない

と云われ、迷っているところです．

同じく麻雀仲間のMさんとNさんも私がり一チをかける
と聴牌の読めない恐怖だと云われ、やはり ・般的なセオ
リーを外れているのだなとしみじみ感じるところです。

酒を使うのですが、ll本酒を使一）てみるとまた別の昧に

私自身はゼ罫の物好きで男の料理に挑戦していますが、

佳Lがります。職場の女f職員（既婚者ですが）にこの話

料理をつくるときは、調理時問や材料の処理などの罫順
を決めること、台所はきちんと片づけておくこと、使った

をしましたら、

私は丸美屋のマーボ豆腐の素で作一）た方

が美味しいわヤつと云われ、これも止む得ない事情かと思っ

ボールや服、鍋などは直ぐに洗うこと、最後に包1

たことです。

研いでおくことを心掛けていますが、このことは職場の
業務を遂行するトでも生かせるポイントであると思いつ
つ実際の私は果たして飼順よく業務を遂行してきたとは
云い難いように感じている次第で、昨年8月に定年退職
し、その後嘱託として川まで勤務しました日本溶接協会
での関係者の皆様にお掛けした迷惑は数隈りないのでは

これは職場の関係者Nさんからのヒントですが、カ
レーを作るときに市販の各メーカーのルーをブレンドし
たらいい昧になると云われ、3メーカーの拝暮を合せて7
種類のインスタンi・カレーを仕人れて作ったところ、家
族に歓迎されるカレ…が出来Lがったことでした．、やは
り関係者のHさんと豆腐料理の店で飲みながら5トオカラ
の煮付け斡を注文したところ』6メニューにありません と
云われ、がっかりしたことでした。、Hさんも私も大好きな
料理と分かり、準速料理したのですが、家族には余り歓迎
されず、妻の友人達に分配される結果となってしまい、H
さんが近くに住んでおられたらなと思うことでした。

は良く

と恐縮しております．、

非破壊検査業界に汁を突っ込んだら這いLがれないよ
といったNさんの，漢どおりで2i年問非破壊検査関係の
皆様には気付かれないよう付かず離れずのお付き合いを
してまいりましたが、今度は晴れてこの泥沼から這いL
がれるのかなと思い、渠京を離れることにしました

一17一一
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5．お知らせ

平成12年度のCIW試験及び研修会の日程をお知らせ致

後期

1次試験

します。前期分の詳細及び申込締切日は、3月半ばに送付

平成12年11月19日（日）

（東京地区／北九州地区／広島地区／大阪地区）

する各案内をご参照ドさい。後期に関しましては、7月20

2次試験

東京地区

日発行予定のRUMPES（Vol．14No．3）にも掲載致します
ので、ご確認願います。なお、各地区の研修会の参加状況

によっては中止する事がありますので予めご承知置き下
さい。

（3》

平成12年度前期「ISO14731／WES8103による溶接技
術者のための研修会」の案内・申込書をご希望の方は、連
絡先（氏名・住所・電話番号等）及び「溶接技術者のため

平成12年度前期ISO14731州ES8103

による溶接技術者のための研修会
（i）

1級及び特別級基礎編対象研修会

の研修会パンフレット希望」とお書きの上、Fax（03−3255．

札幌地区

5196）にてご連絡願います，、

盛岡地区

査収後、研修会の案内・申込書を連絡先宛てに送付致し

：平成13年1月13日（b

北九州地区：平成13年1月13Ll（b
広島地区 ：平成13年1月1311（L）
大阪地区 二〜r成13年1月14日（ID

：3月27H〜3月30日
：4月

東、京士也L孟

4日〜4月7日

：4月10日〜4月13日

ます。なお、後期に関しましては、7月20H発行予定の

東京地区

RUMPES（Vol．14No．3）に掲載致しますので、ご確認願

名占屋地区：4月18口〜4月21日

います。

「原子力構造機器の材料、設計、施1二、検査に関する講

石川地区

：4月18日〜4月21日

大阪地区

二4月10［］〜4月13日

習会」に関しましては、定員数が制限されておりますの

大阪地区

で、必ず事務局（Tel．03．3257−1524）までお問合せ願いま

広島地区

す。

：4月24日〜4月27日

（ii）

盛岡地区
東京地区

前期

東京地区

広島地区
前期

：平成12年4月22日（土）・23H（日）

：平成12年5月13日（土）・14日（日）

7H

東京地区

：3月28日〜3月3011

：4月

5日〜4月

7H

：4月11日〜4月13日

二4月25日〜4月27口

名占屋地区二4月19目〜4月21日

大阪地区

：平成12年4月22日（L）・23日（口）

石川地区

：4月19口〜4月21日

東京地区

：平成12年10月14日（｛1）・15日（日）

大阪地区

：4月11日〜4月13日

大阪地区

：4月28日〜4月30日

広島地区

二4月5日〜4月7日

北九州地区：平成12年10月21日（土）・22日（日）

大阪地区

：

7成12年10月14r1（

i1）・15日（日）

（iii）特別級応用編研修会

（2）CIW主任検査技術者及び主任試験

東京地区

技術者試験
前期

4日〜4月

2級対象研修会

ホL巾晃土也区

（1）溶接部の検査に関する研修会

二4月27日〜4月30H
二4月

1次試験

大阪地区

福岡地区

平成12年5月21日（日）

（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12年7月8日（十．）

北九州地区：平成12年7月8日（｛二）

：4月1811〜4月21日
：4月

5日〜4月

8日

：4月11日〜4月14口

（4）原子力構造機器の材料、設計、施工、

検査に関する講習会

広島地区

：平成12年7月8日（土）

基礎コース

化学会館（東京）二2月7LI（月）

大阪地区

：平成12年7月9日（日）

応用コース

化学会館（東京）：2月8日（火）
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一RαMP取MMτR，2000♪
6．協議会だより
CIW検査事業者協議会
王．「鉄骨第三者検査会社名」看板表示について

があった，）こ0）国際規格σ）規定内容が現行αW認定制度

協議会で検、討を重ね、部の地区での試行表示及び関連
先等への表承に関する諸ヒアリングとお願い活動を経て、

ド記写真に承す看板の表示活動を実施していくこととし

と類似していることから、規定内容の棚互比較、導人の鋒∫

否又は是非、検討課題等をWGを設置しCiw運営委員会
に答申することにした，、

ました、、

2．WGメンバー構成と検討会同数
江端運営委員会委員をWG

繭疑羅櫨蒜一
l蹄名
醸翻

lる捉番ゼ恨
＿＿

4

l渣とし、運営委員会委員、

ユーザー、検査会社でWGを構成し71二卜iO月に51し1紛検

l

討会を行った。

熾㍉

3．検討結果の中問報彰

、、慧亜懸蹴乱＿1

（1）CIW認定制度とISO／IECに基づく非破壊検査事業
者認定とは、1技術認定十品質システム認定！の基本

看板の大きさ二500mm×400mm×厚さ1m鵬
［頒布価格：i，000円／枚（送料別）1

的な面で類似している、、但し、当認定制度の導人にあ

客先への表示に関するごゴ解を得ることが前提になり、

たっては、非破壊検査事業者として品質システムの

協議会としてのお願い活動に加え会員各位の積極的なご

充実と倫理面の担保が要求される、

協力をお願いいたします，、

（2）様々な法規制の改正が行われてきており、国際規

璽．「中間検査」関連CIW認定事業者名簿について

格による当認定は、非破壊検査事業者の活屠の場を

先に溶接協会と共同で作成しました関連名簿を1｛本建

拡大していく可能性が強い、

築｝三事会議全国駐事会議のごゴ解の1マに、建築1声殿（全

（3）

国）宛に送付し、ご活用方お願いいたしました。

ヒ記に関連し、諸外国での年1式験所認定の実情、JABとの

なお、関連図書として次の本が刑行されておりますの
でご参考トさい、、

打ち合わせ状況、料金関係、具体的管理モデル等も併せて

報等があり、1二記を中心に運営委員会に答申するとの説

○図潜名1「建築構造審査要領」

○頒

明があった、

＜付＞中開検査実施マニュアノレ

V．建築鉄骨外観検査技術講習会について

監修建設省住宅局建築指導課

溶接協会と共催で次のとおり開催するで定で諸準耀沖です

編集 ll本建築1三事会議構造研究部会
布二（財）日本建築センター

菱．B

カリキュラム

4．

畷．ISO／1蕊（）に基づく「検査事業者認定」について

標題の件についてαW運営委員会のF部に試験所／検
査機関認定WGを設置し検討を行ってきた申間報告とし
て、1i月2011、認定会社の意見を広く聞くことを目的に
説明会と意見交換会が開催された、，要点、以iぐ0）とおり

（1）

「やさしい構造力学」

（2）

溶接前及び溶接中の外観検査

！0：30〜慧：30

（3）

溶接後の外観検査

1玉130〜美2；3（』）

（4）

建築鉄骨全体の外観検査

更3130〜i婆130

（5）

奪試験片を使用した実習

玉4：30〜i5；30

まとめ

玉5：3（｝〜！6；00

（6）

緯

5．

現行のcrW認定制度について、今後の検討課題として
① 品質システム面の充実

②倫理規定の導入

（i）

協会（JAB）から1SO／IECガイド58及びガイド25に基づ
く非破壊検査事業者の認定について溶接協会に検討打診

一19一一

9130〜玉（｝13（）

使用テキスト1
L級技術者のための建築鉄骨外観検査のr引き

（鋼構造出版版）
（2）

⑥ 建築鉄骨意欽の分野への適用拡大
等の視点から検討していたところ、（財）ll本適合性認定

所：（財）溶接技術センター（川崎市〉

募集人員二30名

3．

ヂre1．03−3432−8i56
0定 価：本体4，000円（税別）

時：平成i2年3月1鮒（1葺）910（）〜16：0（）

場

2。

東京都港区虎ノ門3薯2第30森ビル

遺．経

当認定制度の導人については具体的検討課題差、多い．

建築鉄骨溶接部の外観検査ハンドブック

（CIW検摺僕者協議会版）
（3）

建築鉄骨検査における不具合事例集

（CIW検査事業者協議会作成）
6．

受講料二15，000円／人
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〃ノ礎〆餐
〜
、

あけましておめでとうございます

〜

つの時代が終わり、新たにつの時代が始まる。今まさに、C1Wは転換期を迎えよ
うとしています

、

尽

、

ある業界では現在用いている検査方法以外の検査方法を模索し、ある業界ではUTノ∫能
のあり方に対して警告を発する方々もいら一）しゃいます、，これは何を意味するか？

これ

からは総合非破壊検査会社としてのメリットが発生する、そんな暗示かもしれません．
新年を迎え、今号では、各行政の方々にお集まり頂き、「新春特別座談会」を企画致し

＼

ました、、規制緩和に向け、新たな意図が隠されているかもしれません．また、今号から、

〜

新たに連載「材料損傷の評価方法」が始まりました。

一つの時代の始まりとして、皆様の

＼＼

お役に、Zてれば幸いと考えております．

〜
〜
、
〜、

〜
〜
忘
、
寧

＼N

宝、

＼＼

本年も、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し11げます，、

〜、
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憲

〜、

整、
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