年頭所感
社団法人日本溶接協会会長
新年あけましておめでとうございます。

保されると考えます。

昨年の暮れに奈良の薬師寺の壁画をテレビで見まし
た。その時に、

発注者のみならず、その他の人々から信頼を得るため

1左山画伯が二1▲轡紀へのメッセージと

して「文化による

藤田譲

にも、更新審査等について強化・充実を計ることが必

r和」と言われましたが、その時私は

要であると考えます。水は低きに流れると言われており

反射的に「技術による繁栄」という言葉を思い浮かべ

ますが、技術力或いは品質管理体制の維持・向

ました。

めにも、本件は必要欠くべからざるものと考えまして、

二卜一世紀こそ、技術の繁栄を謳歌する時代

ではないでしょうか。

Lのた

関係各位に鋭意御検討をお願いしているところでありま

昨年は当協会の目標として事業実施の年と位置づけ、

す。

各種の事業を行ってまいりました。これら事業が順調に

最近、I

Tが無ければ、夜も目も明けないように言わ

推移したのも、会員の皆様を含め多くの方々の暖かいご

れております、，I

支援とご鞭捷によるものと、心から感謝致しております。

までもツール（道具）であって、それを利用して非常に

例えば、本部を含む各事務所にコンピュータを導人致し

高い付加価値を生む、つまり「ものづくり」へ如何に適

ました。事務の効率化のみならず皆様へのサービスの一

用していくかが非常に大事であると思います。亙丁技術

毛段として活用出来るよう努力していく所存です。先ず

を活用した「夏丁製造業」又は「情報化製造業」が、

は、ホームページの見直しを行い、C

lW認定制度を包

T技術はいわゆるソフトの技術、あく

、卜世紀の目本の目 Kであると考えております，、

含した資格制度を解りやすく公承しますので、本ホーム

如何にI

ページを Lfに活用して頂ければ幸いです。

T技術が進んでも、結局製造業のKeyは、

「人」であることには変わりはないと思います。我々は、

2001年は、ス1・ラテジィの年と定め、あらゆる面で長

国際人であると同時に11．本人でもあるわけですから、こ

期計画を鉱ててゆく年にしたく存じます，，C1W認定制

れまでのH本固有の文化、伝統、人間関係、技術を継

度に関しましても、発注者のみならず溶接構造物を利用

承しつつ、更に新しいものを素直に受け人れるnexibl11ty

する人々或いは溶接構造物の周辺で生活を営んでいる

を持った「人作り」が出来てこそ、日本独自の文化或

人々の安全を確保するためにも、制度自体の強化を図

いは技術を創生することが出来てゆくのではないでしょ

っていくことが必要であると考えて現在検討しておりま

うか。

す，、既に全国各都道府県においてC

I

W認定事業者が

当協会は、「皆様のための協会」「皆様あっての協会」

事業展開されており、その存在価値も評価されておりま

を珪礎理念として運営してゆきたいと常日頃から努力し

す。数は力なりと申しますが、今後はこれに甘んじるこ

ておるところですが、非破壊検査技術が注1 1を浴びてい

となく、更なる制度の強化・充実を図りたいと考えてお

る今こそ、皆様の温かい御支援と御協力を得て、

ります。我々公益団体が審査の透明性／窮三者性をよ
り明らかにすることにより、発注者は安心してC

I

・歩

歩着実に新たな時代の要請に対処すべく尽力してゆ

W認

く所存です。

定事業者に非破壊検査業務を任せることができ、その

最後になりましたが、「技術による繁栄」を謳歌出来

結果として当該溶接構造物を利用する人に安全性が確

るよう祈念しつつ年頭のご挨拶と致します。

1

o解通信

年頭挨拶
東京都都市計画局建築指導部専門副参事

春原

匡利

新世紀あけましておめでとうございます。

実質的に大臣認定制度をバックアップするものとして，

今年は，昨年提起されたさまざまな課題が具体的に

業界全体としてご強力願いたいと思っています。

展開する年であると思います。以ドにこれらの課題につ

ところで，鉄骨溶接部の検査については，中問検査
制度の導人と鉄骨接合部の品質に関する仕様規定の明

いて，展望と期待を述べさせていただきます。

昨年の6月に建築基準法政省令の2年目施行部分が

確化により，従来にも増してその弔要性が注目されてい

公布施行され，平成10年6月に公布された改IL建築基

ます。そこで，今世紀はひとつ「鉄骨検査学」といった

準法の全体が効力を発揮することになりました，，

分野の確ウ1に取り組んでみるというのはいかがでしょう

ただし，重要な告承のうち，鋼材等の基準強度（F

値）の基準は，年末の把月になって告示され，基礎関
係など他の最要な告示も未制定・未改正のものがあり
ます。

また，限界耐力計算や免震構造などの新しい検証法

か。

今後の鉄骨検査学に関する展望として，次のような
事項を考えてみました。

1

鉄骨の溶接部検査という概念の整理

2

接合部への要求性能に対して行うべき検査シス

については，実務に必要不i・∫欠である技術指針等が出

版準備中であり，本格的な汚及はこれからという段階で

テムのあり方

3

表面欠陥検査，精度検査，内部欠陥検査に加え
て，内質検査というハード基準0）整理

す。

鉄骨造関係では，昨年中大いに業界をにぎわした溶

4

接部の人熱およびパス問温度の管理のあり方が，議論
としては・定の決着をも，今年は，やるか否かではなく

具体的にどのようなルールで行うかの段階に人ったと思
います，、

建築1博≦の品質管理と K事監理における検査業
務および検査機関の位置付けの明確化

5

検査業務の晶質確保とアカウンタビリティーの確

ウニ

6

痕京都においては，昨年鉄骨加 臼二場の制度につい

検査員の総合的能力の担保（溶接アドバイザー
的知識を有する者を1社に1人以L保有）

て，法改正にともなう見直しを行いました。今年は，こ

7

のL場の審査基準について改、訂作業に人る粁定です。

以L，「めくら蛇に怖じず」というわけで素人の勝手

受人検査を行う検査機関の第i者性の確立

これらの内容については，都の基準の独自性を担保する

な展望ですが，いささかなりとも議論のきっかけになれ

とともに，鉄建協および全構協の審査基準との整合化

ばと思います。

を図り，より充実したものにしていきたいと考えていま
す．

ともあれ，今年も［ヘビー」な年になりそうであるこ
とは間違いありません，、大いに議論しつつlll確かつ公正

これに関連して，大臣認定1二場や都知事登録亙場な
ど一定の品質管理水準があらかじめ把握できる藍場とそ
の他の ｛1場とを区別して差を設けるように，溶接部の受

な検査の発展を目指して，

一歩また・歩と前進したい

ものです。

本年もよろしくお願いいたします。

人検査についての都の要綱を改ll三しました。この制度は，

一2一
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年頭挨拶
横浜市建築局建築指導課審査構造係長

久松

義明
緊、

新年

明けましておめでとうございます。、

ぼ100％に達しておりますが、鉄骨造の中間検査では、

昨年は、束海村原発事故、また雪印乳業など食品関

溶接部の目違いや角型鋼管柱R部との取り合いなどの中

連事故などが相次ぎ、今まで安全と信じてきたものが崩

問検査時に」監直しすることが難しい欠陥に直面すること

れた

もあります。

上紀末として象徴的な年となりました，，

雪印乳業の事故は何故おこったか7

鉄骨造建築物の品質は鉄骨1二場の製作でほぼ決定さ

1・数年前に米国のハンバーガーにOl57の食中毒事故

れているとrギっても過言でないと思います。規制緩和の

が発生し、米国では全行程における管理と記録により品

精神に反し、基本的な施1二管理を疑うような建築物が

質管理を行うHACCP（ハサップ）メ，葦準が作られました。，

あるのも事実です。事業者としてTQCや1SO9000等の自

国際化の流れの中で、雪印をはじめとする目本の輸出

ヒ管理システムの充実を図るべき時であると思います。

食品業者等は、舳CCPの適合マークを取得しました。

方、HACCP基準の導人と

行政における安全確認の方法。

ド行して規制緩和が行わ

鉄骨造建築物の安全確認の方法として重要なことが、

れ、従来の食品衛生管理者の設置義務の免除により自

2つあります。iつは申問検査における外観及び非破壊

釣管理が認められました。事故を起こした雪印乳業の大

検査率などを事業者の認定や実績等により差別化する

阪1二場は当時最新鋭のll場でしたが、その後の再整備、

改正を行うこと、2つ目は鉄骨製作ll場等の晶質管理

増設などによりHACCPに申誌していない生産ラインが

システムの充実を図る♪当を行うことであると考えてい

稼動しており、昇故はその生産ラインで発生しました。

ます。

事故は何故発生するのか。

例えば、溶接に関する横浜市検査基準、JASS6仕様，樗

現在、安全性を確保するためのクライテリアは様々な

のそれぞれの基準を平均出検品質曲線（lll荷不良率）

分野に存在しています、、しかし、規制緩和と自h管理

により比較すれば、横浜市の検査基準の場合、事業者

が進められているところに事故のll∫能性が隠れていると

グ）ロット不良率が4％以ドとなるように自セ管理集準を

も言えます。事故を未然に防止するためには、規制緩和

誘導していくことが必婆となるでしょう、、

とド1ヒ管理を如何に行うかが大きなファクターとなって

2つHには、中問検査における1事監理報告〜｝の充

います。

実を図り、佳事グ）責任と権限の明確化を行い正当賛三・

安全性を確保するために。

妥当性・透明性ある自セ管屑！システムづくりを誘導す

昨年、建築基準法及び施行令が50年ぶりに大巾1，1改正

るため行政指導を行っていくことも亟要であると考えて

され、性能規定化や規制緩和が推進されました。特に

います。いずれにしても、欠陥のない良質で適法な建設

鉄骨造建築物に関しては、溶接規定やステンレス構造

が行われるために、より良い中間検査制度として充実さ

の導入など人幅な規制緩和となっています。そして、こ

せていかなければならないと思います。

れらの背景を受け、r注管理が今まで以Lに電要とな

新しい世紀の幕開けにあたり行政としての初心につい

っています。

て述べさせていただきましたが、認定事業者の皆様方の

横浜市では、平成i王年7月から延べ面積5〔）m2以Lとな

今後のご努力をお願い申しトげるとともに、益々のご繁

る全ての建築物の中間検査を実施し、中醐検査率もほ

栄を心より申しLげまして年頭の挨拶といたします、，

Ψ均出横品質曲線（出繭イ｛。
懸

、蘇

：＝

渕

L

ξ

蕪耀‡

撒く《

〜345δ789
口．ノト不舞率（魁）

一3

、縦

顛

o解通信

年頭挨拶
CIW検査事業者協会代表幹事
新年明けましておめでとうございます。

違いはあるものの現在のところもっとも理想に近いもので
しょう。これに少しでも近づけるようにαw検査事業者協

昨年は代表幹事を仰せつかり，皆様には大変お世話にな
りました。いよいよ新世紀の幕開けですが，米囚ではGDP

議会は，今後も積極的に発言していきます。

さて，当協議会は技術委員会の協力のもとに，「建築物

のマイナス成長も予想され景気後退に入るとの見方もでて
きており，1

」本では汰神話（銀行・L地・安全）の崩壊，

逸見俊一

は建築に関わる全業種で作りLげるもの」という考え方か

また，相変わらずゼネコンの不良債権処理問題等が長引き，

ら，施1《の代行者である廷最lf事務所協会と共催し「鉄骨

なかなか「景気麹1復」とはいかないようです。しかし，だ

溶接部と鉄筋圧接部の外観検査講習会」を！月の大阪を皮

からとポ』｛って我々検査会社あるいは検査技術者としての使

切りに全国展開する予定です，，外観検査は目で見て分かる

命を忘れてはなりません，，6年前の1995年1月171』i，阪

ものですから，より多くの設計監理者の方々に参加しても

神・淡路大震災は未曾有の大惨事でした。多数の死傷者，

らい，悪い見本をすべて見て実測していただき，施ll不良

莫大な住宅・施設・ライフラインに被害をもたらしまし

の物が世の中に出て行くのを少しでも減らすべく共に努力

た．感じ方は人それぞれによって違うだろうとは思います

をしていきます。

が，復興と心のケアを隠れ蓑に，なぜ原点でもあり人災と

また，98年度より継続している全国営業会議では，「統

も言うべき不良施llがあったのか，なぜ倒壊した建物によ

・見積り条件」「統・見積り書式、i「鉄骨第三首検査会社名

り人が亡くならなければいけなかったのか，これらが世間

表示」等の定着化および各地区の共通課題の把握を目指す

から忘れ去られようとしています。震災当時は，これは人

べく「営業会議実行委員会」を組織し，全国を7地区の小

災であるとの報道が多数ありましたが，「想像を越える力」

ブロックに分けて今後も各社の意向を聞きながら進めてい

の・言で風化・1＾前です。建築ナ、奪準法の改1臼こより申問検査

きたいと考えています。ビジネスは競争が伴うのは当然で

が導人され，品質確保促進法も制定されましたが，中問検

すが，信頼関係を崩壊させるような方法では混乱を招くば

査を行一）ている所，いない所，各自治体によ一）て運用の仕

かりで，より事態を悪化させます。発注者に賃金・コスト

ノ∫がまちまちであり，構造的な問題は根本的には変わって

等を明解にアピ）一ルする姿勢こそll三当な競争の源と言える

いないようです。

でしょう。原価を割るような受注方法では，絶対に安全・

そうした中で我々がなすべきことは，社会資本の安全性，

安心を提供できなくなるのは白明の理です。「鉄骨第三者

また，人命の安全を確保することにあります。世界に冠た

検査会社名表示」は，責任の明確化，透明性，公

る地震国の目本においては検査会社あるいは検査技術者に

からも，是非全会員会社が胸を張って掲示してほしいと考

は不思議なほど権限が与えられていませんが，それは別に

えています。

1五性の面

して，どうしたら発注者に安全・安心を届けられるか安易

・方，事業者認証制度検討委員会は，（社川本溶接協会

な発想ではなく真剣に考えるべき時期にきているのではな

溶接検査認定委員会の「溶接検査事業者の認証制度につい

いでしょうか，、それが検査会社としての自立性を促し，社

て」RUMPES

会的な地位向Lにもつながっていきます。再び大震災を繰

CIW認定事業者制度も時代の変化に合わせて変化していく

VOL．11No，4（1997）に端を発するもので，

り返さないためには，経済性ばかりを優先させるのではな

ことを詑測し，それに対応するための検討委員会であり

く，発注者にもシステムとして機能している「第三者検査」

（社）日本溶接協会にも積極的に提言しています。新年度に

の重要性を認識していただき，検査技術者も高度な技術・

は贔質システムの作成マニュアルを会員に配布する予定で

知識，高い倫理観を持って責任在る検査を行う体制作りを

委員も頑張っています。

していかなければならないと思っています。大震災以後，

検査業界の健全な発展を14指し，

産i協議会会員・丸とな

様々な団体が見学に行っていることでも分かるように，米

ってより一層努力を重ねてまいります。関係各位の変わら

国のインスペクター制度はシステム全体として，国民性の

ぬご支援の程，よろしくお願い申し上げます。
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魚

年頭挨拶

ヴ虐

、

バ

！

・琳編甥

（社）日本非破壊検査協会会長

明けましておめでとう御座います。CIWの技術者の皆

星川洋一暴、幽

ころ95％程度・致しております，、現在もそれらの内容の

様には21世紀における最初の素晴らしい新春を迎えてお

整合作業が進められており，数年後には内容の統合が

られることとお慶び申Lげます。

図られる見通しです。このような世界的動向を踏まえる

さて．20世紀以前は各国が孤、乞して自給自足の生活

と，ll業製晶や構造物の安全を確保するために非破壊

を送一）ておりましたが，20世紀には運輸技術の目覚しい

試験技術者が世界に承認された資格者であることを求

発達に伴い，貿易が盛んに行われるようになりました。

められるようになるのは必然です。

目本はL業技術を高度に発達させて先進国の仲同人り

そこで，目本非破壊検査協会は，囚際的に承認され

をし，貿易によって豊かな生活を満喫できるようになり

る技術者の認証を実施することを口的として，総097i2

ました。資源に乏しい口本は，鉱物資源を輸人して加

を翻訳した協会規格NDB

JOO1を制定し，＼F成！0年度か

llし，付加価値の高いll業製晶を輸出し，その差益に

ら認証を開始しました。2回の試験の結果に基づく認

よって生計を、Zてております。口本にとっては，障壁の

証者は，平成12年魂月現在で19名と多くありませんが，

ない自由な国際貿易を発展・維持することが非常に薦

今後は多くの方々がこの新しい資格を取得されるものと

要です。

期待しております。

海外に出かけたときに，ヘアドライアなどの電気器具

世界的に承認される認証制度を定着させるための努

を持参してもコンセントの形や商用電源電圧の違いのた

力の一環として，BO9712に基づくJis規格の原案を作

めに使えず，非常に不便を感じた方が多いと思います。

成してil業技術院に提出しました。この原案は昨年H

もし，全世界でコンセントの形と商用電源電圧が同じで

月の鉄鋼部会で承認を得ており，平成13年度にはJIS規

あったら，さぞかし便利なことでしょう、、また，自動屯

格JIZZ2305として制定される罫定です，，従来の協会規

はH本では左側通行，多くの欧米諸国では右側通行の

格NDISO601に基づく認定資格に対して，i

ため，口本の自動車メーカーはわざわざ左ハンドルの自

づく認証資格となれば，資格の桑みが一段と高まります

家規格に基

動車を製造して海外で販売しています。このように，囚

さらに，世界的に承認される資格制度への努力の・環

によって規格が違うために製造されるものが異なると，

として，諸外国との認証資格の棚圧承認にも積極的に

自由な貿易が妨げられます。白1駐貿易を維持・発展さ

取組んでおります。カナダとは平成12年度に棚圧承認の

せるためには，国際的に承認された同じ規格に基づいて

覚書を締結し，申請罫続き等の準備を整えて，事成欝
年度から資格の相々二承認を実施することになっておりま

製品を造ることが必要です。

ll本では国際標準化機構ISOの規格を日本11業規格

す。

新しい技術者の認証制度の導人に当たっては，従来

JISに積極的に取り込んで，白由貿易の促進を図一）てお

ります。商用電源の電圧や白動車の左側通行のように，

の協会規格NDISO601に基づく技術者資格制度との良好

既に定着しているものは容易に変えることは出来ませ

な連携を保つことが不可欠であることは申ヒげるまでも

ん。しかし，国際貿易に依存するll本が豊かさを維持

ありません。その具体的な方法につきましては，協会の

するためには，変えることが可能なものに関しては，率

総力をLげて検討を行っております。再能な限り㌧毛い時

先して世界に整合させることが必要です。

期にその方法を皆様にお知らせしたいを考えておりま
す，、日本非破壊検査協会のこのような取組みに対する

国際的に承認される非破壊試験技術者を認証するた
めのBO規格としてISO9712「非破壊試験一技術者の資

技術者の皆様方のご理解とご協力をお願い申しLげま

格及び認証」があります。

す。

一方，欧州諸国では欧州連

終わりに，21世紀におけるCIW技術者の皆様方のご

合規格EN473に基づいて非破壊試験技術者の認証が行
われております。これら二つの規格の内容は，現在のと

健勝とご発展をお祈り申しLげます。
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21世紀に向けて一αwの歴史と今後に向けて一

運営委員会

溶接検査認定委員会運営委員会委員長

1

加藤

光昭

技術認定規則」が制定され、放射線透過試験、超音波

はじめに

探傷試験、磁気探傷試験、浸透探傷試験及びひずみ測

皆様にはお元気でお仕事にお励みのことと存じます。

定の5部門（現在は、渦流探傷試験も含めて6部門）

今年は、新しい世紀である21世紀の幕開けです。欧

に認定内容が拡大された，，1973年10月現在で非破壊検

米では、新ミレニアムの方が感動が深かったとも言われ
ていますが、私どもにとっては新世紀の方が随分感動が

査事業者技術認定会社は廻社となった。

RACが発足してから14年経過した1977年／月に、

大きかったように思います。こうして、新世紀を迎える

WES8701「溶按構造物非破壊検査事業者の技術種別基

機会に巡り会えたことに感謝もしたい気持ちです。

準」が制定された。これを受けて認定規則及び細則の

お陰様にて社団法人口本溶接協会溶接検査認定委員
会（略称：Ciw）も、1963年に第一回委員会を開催し

てから今年で38年になります。新縫紀を迎え、心機・

改正が行われ、19社がこれに基づいた認定会社として認
定された。

！978年度から、認定業務は現在のCIWが行うことと

転、CIWの運営母体である運営委員会の歴史を振り返

なり、運営委員会も・・乏置された。初代の委員長には、

って、これからの展望をさせていただく。

故仙田富男先生が就任された。

2

認定事業者は、A種1社、B種5社、C種7社、そしてD

CWの経緯1）2）

種12社の25社とな一）た。1980年4月には、総合的非破壊

現在のCIWは、Certlficatl膿for1nspectlon

ofWelds

検査技術の必要性を考慮してWES8701の改IEを行い、

の略称ですが、その出発点は、珀63年6月に開催された

溶接構造物の検査に関して総括的な責任を負う技術者

放射線検査委員会（略称二RAC）です。当時は、非破

として、これまでの｝三任試験技術者の他にセ任検査技

壊検査といっても側跨iには馴染みもなく、もっぱら放射

術者を認定資格に加えた。

線透過試験が溶接部を中心に適用されていた。そび）際、

WES870！では、受験資格としてl

l本非破壊検査協会

Jis規格等が適用されていたが、検査方法や合否の判定

が協会規格NDISO601「非破壊検査技術者技騒認定規定」

に問題点を有していたため、これらの同，退点を解決する

に基づいた｝級（現在は3種）非破壊検査技術者である

ことを目的としてRACが発足された。

ことをうたっているため、CIWでは通信教育による／級

1965年1月に「放射線透過写真撮影事業者技術認定規

試験受験者の教育、

1三任検査技術者及び老任試験技術

則」が制定され、目本非破壊検査協会の技量認定

者に対する研修会などを通じて、認定事業者の技術力

（麹68年に発足）に先がけて、撮影技術者の技量認定試

の向Lを図ってきた。これらの企画・実施は、運営委

験が実施された。会社の設備等の審査も行われ、撮影

員会が行った、，

技術者の試験結果と併せて、1965年12月に第Pナの認
定が現在0）（拳朱）シー・エックス・アール（当1痔0）中国工
ックス線（株））に与えられた。

生が運営委員長に就任された（その後、秋園幸一先生
が務められ、｝988年度から筆者が務めさせていただいて

1970年度からRACは「溶接検査委員会（Commission
of三nspectlon

！988年に仙田箱男先生が急逝されたため、藤田譲先

ofWelds、略称二CIW）として再発足され、

いる）。

1990年4月にWES8701の改II1（標題は、「溶接構造物

事業内容を溶接部の放射線検査から溶接部の非破壊検

非破壊検査事業者等の技術種別基準」とした。1992年

査に拡大された、、1973年10月には「非破壊検査事業者

には字句等の改．正を、そして2000年には各認定検査部

一6一
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門に必要な設備及び機器を本文に人れるとともに、晶
質保証体制の要求を具体化した）を行い、特に地方で

問われることになる。

また、非破坂試験技術者関連では1SO97i2が改訂さ

の技術者の確保と検査会社の技術レベルの底Lげを目

れ、これに準拠したものとして∬SZ2305「非破壊試験

的として、認定事業者の種別にE種を新設した、，また、

技術者の資格及び認証」が近く制定される運びになっ

1

試験委員会及び研究・教育委員会を発足させて、今1
に至っている。

3

展

ている。さらに、国際的には溶接検査技術者の検討も
行われているため、これらも考慮したシステムにしてい
く必要がある。21世紀は安全の世紀であるともδわれて

胡
玉

いる。こσ）安全に大きく寄与しているのが非破壊検査で

2000年10月現在（ノ）認定事業者数は、A種蒙8社、B種6

ある。安全は何も人類だけのためにあるのではなく、惑

社、C種34社、D種45社、そしてE種69社の合計i72社で

星地球号に乗っているすべてに適用されるべきものであ

ある。

ろう。

近年、非破壊検査を專業とする会社でも各認証機関

医療機関における放射線、超彦波や磁気などを利用

から1SO900笈あるいは9002σ）∫1轟1三を取得される『拝業者が

した各種検査技術が人類に大きく貞献してきたように、

増えてきている。これにより、自社内の晶質保証体制を

非破壊検査技術は地球の安全確保に向けて貞献すべき

確 、Zし、その社のシステムを透明にし、公明で適切な検

時代を迎えていると、言一）ても過言ではない。きずの検出

査業務を行一）ていることが明示されている。これは、信

だけではなく、最近広く行われ始めている材料評価や余

頼性の確保にもつながることである、、

寿命評価に対する非破壊検査技術の適用の重要性が高

非破壊検査を行う場合には、品質保証だけでなく、
非破壊検査を行う際の技術力が重要であることはいうま

まっている、、また、いわゆる資源・環境問題に対しても

非破壊検査の貢献が期待される。

でもない，、WES870！の「適用範1ハ・Uに述べているよう

さらに、宇宙ステーションの建造も進められており、

に、CIWにおいては「溶接構造物の非破壊検査を行う

一般人グ）宇宙旅行も夢ではなくなってきた、、宇宙での安

ことを業務とする事業者等の技術認定」を行っている。

全を確保するためにも非破壊検査技術は必要である。，

一方、BO／IEC

i7025（」1S

Q

i7025「試験所及び校豆E

CIW認定事業者が行一）た非破壊検査に合格をしている

機関の能力に関する・般的要求戯噴」）においては、

宇宙ステーションで1足歩行ロボットも交えて美味しい

夏SO900σsでうたっている「品質システム」に加えて、

お酒を酌み交わす時代が来る、というのは筆者の初夢で

「技術的要求事項」にも言及している。この意昧では、

しようか。

CIWのフィロソフィはこの規格を先取りしたものである

4

おわりに

といえる。世界のグローバル化に向けて、CIWも公的に

21世紀の初頭にあたり、αWの歴史を振り返るととも

オーソライズされたものである必要がある。

CIWを更に充実させていくためには、いわゆる試験所

に、筆者なりの展望を述べた。C至Wの今llあるは、認定

認定も視野に人れていく必要がある。そのためには、ま

させていただいているCIW事業者各位のご協力のお陰で

ず現在の種別のE種のあり方も含めて、CIW認定事業者

ある。更なる発展に向けて、運営委員会としても努力

は第へ者検査事業者として、環境の変化に即応でき、

を重ねていきますので、今後とも皆様のご支援及びご鞭

世の中に広く認められるような認定システムとし、CIW

縫を賜りますようにお願いをします。

事業者0）体質の強化を図る必要がある。

D廣瀬爽雄1（コWの歩み、GW通信、V（｝．4、N（｝．hl990）、1

E種を設けることによりαW認定事業者の数は増えた

2）松山格IC豆W認定の30年の歩み、ランプス、V（｝i．7、No．2
（董993）、レ3

が、これからは数だけでなく質が今まで以Lに重要にな
ることは必然であり、これによ一）てαWとしての真価が

一7一
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試験委員会

溶接検査認定委員会試験委員会委員長

璽

星川

洋

めに試験を実施しているのでしょうか？技術者の方々が

はじめに

試験勉強を通じて，実務で必要となる知識や考え方を

新年あけましておめでとうございます，、CIW技術者の

皆様には本年もどうぞよろしくお願い申Lげます。

身に付けて頂くために試験を実施していると私は考えて
おります、，

さて，私の若かりし頃の憧れの家庭用品として，カ

構造物などに対して非破壊試験を実施してそれらの安

ーラー・カラーテレビ（自黒テレビに比べてカラ

全を確保し，国民に安心を与えておられるのは技術者の

ーテレビは高価でした）が 三種の神器の3Cと呼ばれた

皆様方であります。社会の安全を確保する主役は技術

時代がありました，、その後に 大量生産による生産コスト

者の皆様方です。

ー・

の低ドを目指し，大絃消費を美徳とする考えを背景と

そして技術者の皆様方のご活躍を裏から支える陰の役

した経済の高度成長時代を経て，現在はエアコン付き

割を担うのが試験委眞会であると私は思っております．

の白動車，リモコン式の大型カラーテレビ，インバータ

技術者の皆様方と試験委員会とが協力して礼会の安全

ーエアコン，そして携帯電話などの家庭用品が・人・台

を確保し，国民に安心を与えることがC

の時代になりつつあります。

度の目的であると私は考えます，，

私たちは豊富な物資と食料などに恵まれ，豊かな生活
を楽しむことができるようになりました。しかし，

一方

3

l

Wの認定制

勉強について

では地球環境の破壊が将来の大きな問題として懸念さ

私は生まれつき忘れっぽく，会一）た人の名前などを直

れるようになりました。これから始まる21世紀において

ぐに忘れてしまい，大変な失礼をしでかすことがありま

は，地球規模での環境に優しい安定成長を目指すこと

す。勉強でも暗記が大の苦fで，勉強して憶えたことを

が必要となります。廃棄物を滅らして環境を維持するた

直ぐに忘れるために，長い時醐をかけて勉強した割には

めに，既設σ）設備や機器はなるべく取り壊さずに，安全

能率がLがらないと悩んでおります。

牲を確認しながら長期問に渡って使用することが不可欠

最近予備校の先生が書かれた勉強法に関する本を読
んだところ，記憶保持には繰返し学習，すなわち復習が

となります、）

そこで，安全を確保する技術のつとして，非破壊

非常に有効であると、彗いてありました。復習することに

試験は今後ますます亟要な役割を果たすようになるもの

より記憶がしっかりと定着し，長期に渡一）で憶えていら

と考えます。21世紀においては，技術者の皆様方がより

れるという訳です、，新しいことを勉強することに時間を

一層重要な役割の担う時代になると私は考えておりま

費やした方が知識は増えそうですが，憶えたことを忘れ
てしまっては結果として知識は増えません。

す

私は数年来CIWの試験委員を仰せつかり，勤めさせ
て頂いておりますが，試験についての私なりの思いを以

勉強時間を割り当てて復習することが知識を保持して増
やす秘訣であると受験勉強を指導する専門家は言ってお

トに淋かせて噴きます、，

2

急がば回れで，先に勉強したことについて，定期的に

ります。私も実感としてそう思いますので，是非お試し

試験は何のために

ドさい。

資格試験は何のために行われるのでしょうか？申上げ

物の本に書いてあることですが，暗記したことは忘れ

るまでもなく，試験を受けられる方々は，資格を取得す

易く，理解したことは忘れ難い性質があります。暗記は

るために受験されます。それでは。試験委員会は何のた

それほど時問を必要としないが，理解するためにはかな

一8一

Zフ27RαMPESぐMNTER，2001）
図

αW主任検査・試験技術者試験結果の推移
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《）解通信
りの努力と時問を要します。しかし，単なる知識として

分からない答案は合格点を勝ち取ることはできません，、

暗記したことは，応用が利きません。

採点者は何を答えることを期待しているかを意識し，何

・方，考え方を含めて物事の．本質を理解していると，

応用が利きますし．予期しない事態が発生したときにも
対処できます。、

をどのように書くべきかを考えながら解答を作成するこ
とが大切です，、

ワープロで文書を作成する場合と異なり，答案は

私茸

非破壊試験実施の手順を例にとりますと，手順を単

きのため，書きながら考えて何度も辱直すことは容易で

なる知識としてだけ記憶することは容易でないだけでな

ありません。そこで，与えられた時闘内に答案を作成す

く，その知識は実務で応用が利きませんし，曇期しない

る刊順は以トのようにすると良いでしょう。まず，題意

事態が発生したときに対1、δできません，，決められた手順

に関係のあるキーワードを余すところなく列挙します。

がなぜ必要か，その理由を理解しておくことが大切です。

それらのキーワードの全体を眺めながら，答蓑の構想を

手順がなぜ必要かを理解していれば，手順を忘れたとし

練り，キーワードを並べ変えます、、答案の構想が固まり，

ても，順を追って考えることにより手順を思い出すこと

キーワードの順序が決まったら，、ll季き始めます。

が出来ます。

このような準備なしにいきなり書き始めてしまうと，

過目の核燃料処理／二場での臨界事故が大きな社会問

亟要な事項を書き忘れてしまったり，また後で鹸要なこ

題となったことは記憶に新しいことです。手早く作業を

とに気付いて書直すことになって時間が足りなくなった

終わらせることだけを考えて，作業の手順、寿を善き改め，

り，またL手くまとまらない結果となります。採点者は，

さらには罫順書を無視して作業を進めてしまった結果と

題意に従一）て記載すべき項目・キーワードを決め，それ

して発生した事故であると聞いております、，本来の手願

らの電要度に応じて予め配点を決めます。重要な項目

がなぜ必要かを正しく理解していたら，決して起こらな

を忘れることなく答案を作成するためにも，答案の全体

か一）た葬故でした。この事故に関しては，現場で作業を

像を予め練ったLで淋き始めることをお勧めします、、

実施した方々に正しい理解を与えるための教育を怠った
管理者の責任は非常に璽いと考えます。

4

答案の作成について

申しLげるまでもないことですが，試験の答案を作成

5

おわりに

取り留めのない私見を書き連ねてしまいましたが，ご
参考にして痕ける部分がありましたら幸いに存じます．
図には過去の試験結果の推移を示します。

するに当たり，問題を良く読み，出題の意図をll三しく理

2111t紀におきましても，CIW技術者の皆様方と試験

解して解答を作成することが大切です。意外に多くの受

に関わる者とが力を合せ，構造物の安全確保を通じて

験者が勘違いや早とちりをして，出題グ）意図と異なる解

社会に貢献したいと思っております，）21世紀における皆

答をしてしまうケースがあります。答案を書：き始める前

様方のご健勝とますますのご活躍をお祈り中しLげま

に，落ち着いて問題を読み，出題者の意図を注意深く

す。

見極めたLで答案を作成するように心掛けることによ
り，得点は大きく違一）たものとなると思います。

答案の作成に際しては，その答案を読んで採点する者
がいることを意、識して書くことが大切です。答案は誰が

＊

読んでも分かるように書くことが基本です。答案の中に
は，自分用のメモのように読んでも理解できないものが
あります。

自分用のメモであれば，自分だけが分かればよいので．
どんな書き方でも構いません。しかし，採ヌ、垂渓者が読んで

10一
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21世紀に向けて一αwの歴史と今後に向けて一

教育委員会

溶接検査認定委員会研究・教育委員会委員長

大岡

紀一

溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別匪，馨準が（社）

及び応力を求めるためのひずみ測定を加える必要性のあ

日本溶接協会の協会規格WES8701として制定された

ることから、19瓢隼テキストの改訂ワーキンググループ

ig77年からC夏Wの業務はスタートしており、すでに24年

を設けて検討し、，緯き加えることとなった。

にもなろうとしている。JCOの事故により安全神話は崩

さらには1容接構造辱勿のぎ協質管珊！は

1冠斐い毛の要求に

壊し、各種プラントなどに・層厳しい安全1確保が要求

合った品質の製品、またはサービスを経済的に作り出す

される時代とな一）てきている。

ための罫段の体系」である。このためには晶質の管理サ

さらには安全確保のために行われる試験、検査におけ

イクル（デミングサイクル）をあげることができる，、そ

る技術の信頼性が極めて重要となっている、，各種プラン

して所定の品質を作り出す生産技術（設，ID、そのレベ

トなどグ）構造はそ0）殆どが溶接によるも0）と言っても過

ルび）晶質が確実に保持されていることを調べる技術（検

言ではない。すなわち溶接構造物の安全性をいかに非破

査）をべ一スとして、製晶が要求された性能を満足して

壊的な罫段によって担保できるかである。

いることを顧客に提供する体制が組織化され、しかもそ

非破壊検査の技量は個人的には（社）目本非破壊検査

の組織が機能性を有する体制として円滑に働くことによ

協会が実施している認証、認定制度に基づき認められ

って成り疏つ晶質保証についてもC三W技術者に不r肇∫欠

たものが挙げられるが、個人技 量をつの集団として捕

な知識として取りLげた、、

らえた非破壊検査事業者も重要になってきている。近年、

1994年においては、より現場での実用性を考慮して浸

建築鉄骨分野における検査において、このC夏Wによる有

透探傷試験に関して溶接部への適用及び指承摸様に関

資格技術者が必要となり、求められるようになってきて

して試験結果の信頼性を加えた。また内部欠陥の検査

いる。

に関し、欧州一アメリカ・カナダー1・1本で行われた国際

咋年の7月に発行された規制緩和に基づいて改正され
た

電気11作物の溶接の技術ヌ，聖準

の省令および解釈

協ノ」0）場でのPISC

（Progr農mme

for数1spectio夏｝of

Steei

COm脚獄盤ts）計画における白然きずの検出、評価を、

に¶本非破壊検査協会規格M）ISO601一非破壊検査技術

さらにはIAEA（国際厭f力機関）／UNDP（国連局）

者技量1認定規程又1まNDISJOO1一非破壊試験イ支術者Lグ）資

／RCA（地域協力協定）に基づく1二業利用計画における

格及び認証一に基づく有資格者あるいはこれと同等と認

きずの位置、形状及び・1

められる民問資格に基づく有資格者曾

人11きず試験片を用いてのきずの検出、評価に関する情

が明記された，，

CIWによる検査技術者も、このように省令や告示など

法をコントロールして製作した

報資料を取りしげてそのf、二瀬性について述べ、，超顔皮

の関連する規程に明記されることが望ましい。、そのため

探傷試験によるきずの検出、評価の信頼性を少しでも

には個人技術の集積集団である非破壊検査事業者のポ

αW技術者が把握できるようにした。

テンシャルのアップが常に求められ、それに答え、そし

プ∫、溶接構造物の晶質管理さらには晶質保証につ

て更なる豊富な実績が社会的に評価される基となると考

いては亙SO9000シリーズ（JIS9900シリーズ）に触れる

えている。

とともに晶質保証システムσ）内容をCIW技術者に役航つ

CIW研究・教育委員会では、韮989年10月にら』溶接ll薄

造物の検査

と題する初版のテキストを発行した。溶接

観点からまとめて、その概要を承した。

2王世紀を迎えるに当たってCIWの事業者は勿論のこ

構造物の非破壊検査としては、まず溶接継手という観

と、技術者の技術向Lのためにこれまで追加、修IE等

点から一般的である放射線、超肖波、磁粉及び浸透探

を行ってきたテキスi・を見直し、2000年版として溶接法

傷試験について取り11げた。

に始まり各種非破壊試験法から晶質保証に至るまでの

しかしながら、これからの構造物を考えた場合、表面

および表層部のきずの検出に期待される電磁誘導試験

検査全般を体系的に取り纏め直した、、

以ヒの如く、CIW研究・教育委員会では各種溶接構

一11一一

o解通信
造物の検査に携わる技術者に対して少しでも意義のある

を行う技術者及び設備の数量のみでは世界を意識した

研修会を

瞬内の需要に迅速かつ適iEに応えるのは容易でなく、ま

指し、また認定資格取得に役、Zつためのテ

して国際舞台での活動は極めて困難ではないかと考え

キス！・の整備を鋭意行一）てきた。

・方，国レベルを見た場合科学技術基本法の制定な

る。

どの政策の実施に取り綴んでおり、国際舞台でト分通

そのためには、すでに整備され実行されている膨拝業者

用する技術者の質及び数の確保は勿論のことその育成

はあるもののCIW事業者として認定されている全ての事

が今後極めて重要になることを示唆している。

業者に質の向1二は勿論のこと、溶接技術そして品質シ

このような観点を考慮してか、現在いくつかの大学で
は技術者教育カリキュラム認定が試行されていると伺っ
ている，、C亙W技術者にとっての教育カリキュラムの整備

ステムの要件（例えば品質マニュアル）を満足する考え
方の導人が必要となるであろう。

それには近々1SO

I）1S！7025で規定される試験所認定

等をこれから検討したいと考えており、これによりCIW

への対応も必要となるかもしれないと考えている。従っ

技術者の国際舞台での活躍の場が・層増大することを

てこれらの導人および対応についてCIW研究・教育委員

期ぞ、￥している。2篭世紀に向けたCiw技術者の更なる研

会としても21世紀の大きな事業のつと捉えて、現在の

鐙をお願いしたい。

CIW技術者のための教育訓練あるいは研修会等における

最後にCIWでは検査技術の観メ、焦から事業者認定を実

内容の一層の充実と活性化を図りステップアップするこ

施してきたが、前述したように研修会等においては溶接

とによって、個人技術のみならず事業者としての質の向

構造物の検査にと一）て不1；∫欠と考えられる晶質保証、

Lと規模の拡大に積極的に取り組める様努めていきたい

品質システムに関する講義も含めて行・）てきており、試

と考えている。

験においてもその関連問題が出題されている。これらの

CIW協議会等の関連団体とも必要に応じて連携を取

晶質システムについては認定されているA種からE種ま

りながら新しい教育カリキュラムの計画・実施に向1ナた

での事業者間でもその実態は様様である。

展開を図っていきたいと考えているところであり、関係

しかしながら、これからは事業者における非破壊検査

茜幽

の台所騨奮戦記⑨

石狩チゲ鍋

世の大抵の諸兄は，ゴルフでは教え魔になるように，

鍋の席では鍋奉行になるようです．今回は2つの昧が楽
しめる石狩チゲ鍋，，さて，友人を集めて，鍋奉行の出
番です。

各位のご協力、ご支援をお願いしたい。

を窺いながら適量を入れてドさい。

実をぼうと，このr石狩チゲ鍋」は，北海道の友人
と石狩鍋を食べていた時，他の友人が「キムチの素」を
鍋の申に人れてしま一）たのが始まりです。

北海道の友人は，石狩鍋が台無しだっ！と嘆いてい
ました。

ダシ汁に白昧噌を溶かし，シャケ・椎茸・白菜・豆
腐等を人れます。酒を酌み交わしつつ，煮えたところで
お召しi1カミり下さい。，

石轡4虻？鍋

場が盛りLが一）たところで，鍋奉行は懐から徐に「キ
ムチの素蕪を取り出します。

翻

「控えおろう，これを何ぞと心得る、」
周躍を見渡しながら「キムチの素」を鍋に人れます，，

薄くスライスした豚肉とキムチを加え，煮えたところ
に胡麻油を少々喉らします、，針生姜を散らして食べれば，
担、昧に更に酒が進みます，、

「キムチの素」の疑は鍋奉行次第．メンバーの顔色

轡

一12一

葛
9
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21世紀に向けて一C脚の歴史と今後に向けて一

通信委員会

溶接検査認定委員会通信編集委員会委員長
㌧圭いもので、RUMPES（lll名称：qW通で、rl）の編集

を工立嵩

誠

CIW認定事業者の現状などが紹介されている、、

を引き受けてから14年が経過した，，永か一）たようでもあ

その当時σ）認定事業κ数は38社と記載されているが、

るが、アッという間の14年であった、、その問、

現在の認定事業者数／73社（平成！2年10月／緋現在）と

RUMPESVol．10No．！に「RUMPES発剛0周年に寄せて」

比較すれば、まさに、隔世び）感がある。CIW認定制度

と題してC亙W通／、言編集委員会グ）歴史を紹介させていた

の紹介、啓蒙の他に、認定事業者の技術的なレヴェル

だいた。

アップを1」的に技術紹介にも前点を置いた、、「技術資料」

5ら記憶は定かではないのだが、10年前の某ll、仙田

と題して、当時の最新の技術情報を掲載するように心

先生と雑談をしているうちに、ICIWの活動を会員各社

がけた。この他に、CIW試験問題の解説なども倉肝腸

に伝えるためにニュースのようなものを発行したらどう

から掲載された。

だろう」というようなご相談をいただいた。気軽に応じ

このように、創剛lllもない頃は、rc夏Wの活動を会員

て「それなら、こんな記事を、あんな内容を……」と言

各社に伝えるためのニュースのようなもの」を意図し、

一）ているうちに、『gOod！good！その線で江端君やって

対外的にαWの活動を紹介、宣伝することをあまり念頭

ドさい

まあ、1年も続けば1二出来だ，、』という事になっ

にはなかったが、

ド成2隼のCIW通信編集委員会の設

てしまった、、これが、C夏W通信の始まりであった。当初、

置とともに、対外宣伝活動にも・貢点を置くように変わ一）

仙田先生と葬務局の高山氏の3人で、ワイワイ1二すいな

てきた，、

がら原稿をかき集めた、、

初回の編集委員会の席L、CIW協議会側から編集委

全く、仙田先生は他人を使うのがおL♪であった，、

員として参加された申野委員から、「今のC翌W通／，1は全

このように、個人商店でスタートし、企画も何もなかっ

然読む気がしない。何故なら、技術的な内容に終始し

たが、紙面を充実させるため、事成2年（狛90年）7

過ぎている。、もっと、対外的にC夏Wをアッビー一レするよ

月、C夏W編集委員会が誕生し、δ、志面もそれなりに充実

うな内容にすべき。」との発誘があった。誠に尤もであ

するようになってきた，、

ると大きな方針変更がなされた次第である、、

とF成4年（1992年）には「CIW通信」を「RUMPEsj

1五成3年の新年号（Vo1．5，No．玉）は、こうして企画さ

と改称した、，RUM1）ESの名称は非破壊検査部門の頭文

れた。「非破壊検査事業者認定制度25周年記念特集レナ」

字のR（RT），U（Uっ，M（MT），P（Pr），E（ET）及びS（SM）をと

と題し、C亙W認定制度の概要・官公庁での適用状況・

ったものであり大岡委員によって発案されたものであ

溶接検査事業者懇談会の活動状況等が紹介された、、ま

る、、更に、

た、「非破壊検査事煮者の役割と非破壊検査技術の将来」

F成10年（1998年）表紙のデザインを一般

公募し、それを機に本葺、志のサイズをA4版に変更し、現

と題し座談会が企画され、藤田溶接協会会長をはじめ

在に至つている。

業界のトップメンバーにご参加いただいた，、

さて、従来の編集企画について述べてみたい、、

ちなみに、この座談会が本誌における最初び）座談会で

前述のように、創削醐もない頃は企画どころではなか

あり、以降、色々なテーマで座談会を企両させていただ

ったが、C三W認定制度の紹介、啓蒙に重点をおいた。

くようになった、、また、本1｝以降、CIW認定制度の対

例えば、倉肝ll｝ナでは、qW認定経緯、CIW制度の概要、

外宣伝、啓蒙活動を念頭に置いて企画が図られるよう
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氏に暫くの問、「男の台所

になってきた、，

また、藤田会長が溶接検査認定委員会の委員長にご

奮戦記

」をご担当いただ

いた、，このシリーズも反響が大きく好評であった。

就任以来、1数は力なり！1をモットーに認定事業者数

以L、私の独断と偏見で編集委員会の歴史を振り返

の拡大を図ってきた。そのため、当委員会がlll心となり

り、企画・記事の何点かを紹介させていただいたが、勿

qW認定制度を紹介したバンフレット「CIWのご案内」

論ここで紹介しきれなかった企画・記事の方が圧倒的に

を作成した、、同バンフレットは1三に建築鉄骨分野におけ

多いことは言わずもがなである。それらの企画・記事を

るCIWの取り組みを紹介したものである。，

割愛したことをお詫びすると同時に、今まで、ご尽力い

そび）結果、

ただいた編集委員会のメンバー及びわれわれの原稿依頼

1え成6年（1994年）には、全：国都道府県をく

まなく網羅した「αW認定互1‡業者

に快く応じ原稿を執筆いただいた方々に改めて御礼を申

全国分布図」（Vo1．9

No．1）を本誌に掲載することが可能となった．更に、

しLげたい，，

さて、これからの編集委員会であるが、以ドの点に留

CIW認定事業者の顧客のご要望に答えるために、従来
本誌に綴じられていた「全国CiW認定事業者・覧表」

意しつつ運営を図っていきたいと考えている。

を別欝とし、事業者の本社住所、電話番号、出先機関

（1）CIW認定委員会の広報機関として、広く内外に

所在地などを掲載するようにした．そうしたこと等から、

CIWの動向を正確に、しかもタイムリーに伝える

1、監督官庁、設計事務所などから本誌に対する問い合わ

GW認定制度も誕生以来37年が経過して、今まさに、

せが増え、本誌の発行部数と配布先の児直しに繋がっ

C置W認疋制度の存在意義、あり方などを根底から見直

たことは誠に弾ばしいことであった。

す必要に迫られている。このような時期にあって、広く

内外からご意見を噴戴し、議論の場を提供し、動向、

さて、本誌では、色々な方にお願いして、肩が懲りす

決定事項等を正確に、タイムリーに伝えていきたい。

ぎないように随想を掲載させていただいている、，最初の

（2》CIW関係者の関心事を幅広く取り上げるように

記事はVd．1No．4に掲載された東亜非破壊検査（掬池田忠

左氏の「健脚」であった。それ以来、多くの方々にお

企画する

願いしているが、中でも、中野氏の「ホールインワン」、

関心のある最新の技術情報、非破壊検査業界の動

松出氏の「私と写真」などはお人柄が滲み出ており素

向・情報、そして、それを取り巻く産・学・官の関連

晴らしい文章である。

情報などを幅広く取りLげていくようにしたい。

また、最近では、建設省の福岡和弥氏が「国際社会

また、Ciw関係者のサロンとして、共通な話題でくつ

の・員となるために」と題して寄稿してトさ一）た

ろげる肩の凝らない話題を提供していければと考えてい

（Vol．粟3No。4）。気軽に読んだ後に、自分に果たしてア

る。，

カウンタビリティがあるのかと考えさせられる秀作であ

最後に、読者の皆様のご協力なくして本誌が成り立
たないのは自明び）理である。読者諸氏からのご意見、ご

る，、

もう、溶接協会をお辞めになったが、事務局の田尻

批判、更にはご投稿をお願いして筆を置きたい。
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21世紀に向けて一Clwの歴史と今後に向けて一

CIW検査事業者協議会

CIW検査事業者協議会事務1、弓長
表署に、「CIW認定と協議会の歩み」に関し、概要を
年表的にまとめて承す。この表をノ亡に協議会のこれまで

勇

が発足した。昭和50年には認定会社は王9社を数えるに
至っている、，

このような経緯を経て、昭和52年にWES87（）1「溶接

の歴史をひもとくと次のように概括できる，、

構造物非破壊検査事業者の技術種別ナ寒準」が制定され

1「C脚認定制度」発足までの歴史

「CXW認定制度」がスタートした。

（社）目本溶接協会（以ド、溶接協会と略す）に放射

線検査委員会（略称；RAC）が設置されたのは昭和38
年である。

三島

本で非破壊検査会社がスタートしたのは昭

昭和53年には、東京都建築1事標準仕様書に「内部
欠陥の検査は、原則としてWES8701で認定を受けた・1≦

業者に所属する技術者によって行う」とCIW指定が明

和30年頃であり、その後昭和35，6年頃の高度成長期

記され、その後の官公庁／l二様書等へのCIW適用の基と

時代にその数が急速に増加してきた。

なり認定会社数も増加してきた。

このような情勢ドにあって、当時、口本における非破

壊検査の初期ヒ要技術であった放射線検査に対して、

その検査技術の向Lが不吋欠との判断からRACが設置

2

協議会発足から現在までの歴史

Ciw検査事業者協議会の前身である「溶接検査事業

された，、関連技術を含め検査会社の認定制度の導入が

者懇談会（溶検懇）」は、昭和57年！0月に認定会社38社

検討され、昭和40年に「放射線透過写真撫影事業者技

で事業者同の懇親を目的に発足した（）

その後、

術認定規則」が制定された。、

認定第号は同年12月になされている、、なお、昭和

また

r成3年にlCIW認定事業者協議会」に、

1五成6年に現在の「C夏W検査事業者協議会」に改

43年に非破壊検査協会の技術者技量認定制度が規則化

称、事務所を浅草橋に設置し、事業者問の技術の向1。1、

され、翌年から認定がスタートし非破壊検査への二一ズ

地位の向Lと認定事業者の利用の拡大、汚及活動を積

が増大してきたことが伺える、、

極的に行うに至っている。

その後溶接協会では、溶接部への検査技術の適用拡

平成9年10月には、協議会設立15周年記念式典を東

大への対応を図るために、「溶接部の非破壊検査」へと

京會舘で行い今後のCIW発展に向けて新たなスタートを

非破壊検査全般についての認定が検討され、昭和45年

切一）た。

に現在の認定制度の礎となるr溶接検査委員会（CIW）」

また、この間のαW認定制度の変遷をたどると、昭和
55年に｝三任検査技術者の導人、

F成2年にE種の新設

及びCIWシンボルマークの制定並びにシールプレスの製
造・活用が行われており、

1五成6年憩月には斜i緒il道

府壁，製に認定事業者を配するに至り、協議会会員数も増

加し現在では約160社となって発展してきている。

3

現在までの協議会活動の概要

ここで、現在までの協議会活動について要点を整理
すると次のとおりである。
．響

3．曜倫理関係
r成2年に「溶接検査事業者倫理綱領」を制定し、

写真響

翌年の

協議会15周年記念式典
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「倫理委員会」を設置、また平成4年には「受入検査」

回の講習会を開催し会員の技術力向Lに寄与してきて

倫理綱領と同運用規定を制定、それぞれ学識経験者・

いる。

関係官公庁のご協力を得ながら倫理感の高揚に向け活
動を行ってきている。

3．2

3．4

営業関連活動

1え成10年度から「適正検査の履行と適ILな価格によ

第三者的検査の認知に関する活動

建設省、住宅・都市整備公団（旧称）、東京都等を始

る受注」及び「社会的地位の向 L」をH的に「全国営
業会議」を設羅し「統一御見積書」作成マニュアルを

めとした関連官公庁及び需要家へのC夏W認定制度と第

検討刊行し、全会員での統一見積条件と統一見積書の

．三者的検査の活用について、溶接協会と共に認知に関
する活動を継続してきている。

使用に向けて活動を開始した。

また、「建築鉄骨第菰者検査会社名表承」看板を標準

平成4年g月には建設省住宅局建築指導課長通達第
349号「鉄骨造建築物等0）品質適正化について」が出さ

れ、CIW認定の重要性が高まることとなった。

化、作成し掲示活動を併せて開始してきている。

会員悶のより密な連携を図るために、平成12年度
から全囚を7小ブロック化した営業会議を展開申であ

これを受けて協議会では、「鉄骨造建築物に係わる検
査技術者研修会」を開催し自己研鐵につとめると共に、

全会員協力の下に関連行政庁への通達励行陳情活動を
展開し始めた。

る，，

3．5

認定・認証制度検討活動

斯界の今後の社会的地位向Lを視点に、非破壊検査

これらの活動を機に、CIW認定がますます活用され始
めてきている趨勢にある。

また、平成10年6月に「建築基準法」が改正、「中問
検査」等の導入が図られ、溶接協会と共にその対1、5関

建築鉄骨溶接部の
外鶴検糞ハンドブック

連活動も展開してきている、、

3．3

技術関連活動

事成6年に「建築鉄骨溶接部検査の外観検査マニュ

遡館年D葦

⑲

アル．1を協議会として刊行し、同講習会を会員向けに
開催し始めた。事成io年にはその利用の梗を図るために

cま脚楡煮蜜奨捌轟激禽

ポケットサイズの「建築鉄骨溶接部の外観検査ハンドブ
ック」を団行し、現在広く活用されている。、

超1硲皮探傷検査についても同様に、現在まで通算10
騨

一

写真2

建築鉄骨溶接部の外観検査パンドブック

醤

鰭

｝

／

権縣
〜

璽．鍵．鰯㈱インデ烹ク
播弩

難麟
溝一繊

嘗墾整i豊翼璽鐘役．嚢曝豊

概叢地i臨灘騰購糠3・洞

舞趨蕪璽璽藷璽讐
轡獅轍籔糠繍鞭

写真3

営業会議開催

写真4

一17

看板掲示活動

0解通信

写真5

製鉄所見学会

技術者及び検査事業者の認定・認証について、検査事

しなければならない必須事項と考えられるからである。

業者の蕨場からのあるべき姿について検討を開始してき

第壬者的検査への要求が、建築ヒやオーナー側から求

ている、、

められてくる趨勢にあって、世間に認められる検査事業

お．6

者として成長していくためには、その拠り所としてこれ

その他活動

らの規定1｝事項を取り人れて行く必要があろう。

建築1二事務所協会との外観検査講習会共催、関連協
会との連携活動、見学会の開催等を展開してきている．

4

これからの協議会活動のつとして、会員問でマニュ
アル類を作成していく等を検討する必要があろう、）

・方、検査そのものへの要求は、材料検査から最終

これからの活動

検査までの検査全般に関する要求と、個別検査（例え

法規制の改IL、国際規格の導入、祉会資本の劣化等

ば建築鉄骨UT検査）に 二極化していく事が看想される。

の視点から、検査懸業者への検査に関する要求は、今

前者については依頼者側のコスト低減や検査技術者

後、検査形態、検査体制、検査範囲およびその内容等

の個別育成が困難との理由から検査のことは切、プ
ロの検査事業者へと要求される場合である。後者の場

に関しますます多様化してくるものと考えられる．
f列えば、ISO9000やJISQ17025「試験所葺忍定」、JISQ

i7020「検査機関認定」の規定事項が共通用語としてH
常の商取引で、検査事業者に求められてくることが予想
される。これらの規定事項は検査のプロとして当然保持

合は、標準化された事項の実施のみでト分との要求で
ある。

CIW認定のありかたの検討要素が含まれており、協議
会としても検討に取り組んでいく必要があろう。
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3．WES8701の改訂について
溶接検査認定委員会運営委員会

1

はじめに

C夏W検査事業者認定の憲法ともいうべき規格が，
WES8701「溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別
基準」であるが，1992年以来8年ぶりに2000年io月に
改訂された。

当初，引用規格の改訂にともなう部分の改正などの

3．2適用範囲
適用範囲については変吏なし。

3．3

引用規格

新しいWES作成基準にしたがって新設し，」玉SZ38硯，

マイナーチェンジに止める看定で，今年の3月に・度提

WES8103，N研S
格を記載した。

1999年1月に改訂されたため，様式の見直しを含めて，

内容の検討を行い，1992年の改訂で認定実施規則にド
ろした「設備及び機器」の表を規格に復帰させたり，

格

検討した時点まで現状のままとした）

案したが，WES

OOO！口1本溶接協会規格作成基準」が

松山

3．4

O601，NDIS

O602，NDISJOOiの5規

事業者の種別

「事業者の種別は，認定検査部門数に応じて．A種，

分かりにくい表現や，まぎらわしい表現の部分を毛直し

B種，C種，D種およびE種の5種類とし，4、の審査項

するなどの改訂を行った、、

月について審査し，決定する、」と変吏した、，

2

WES8701の歴史

1977年に制定されたWES8701は，1965年にスター1・
した放射線検査部門のみを対象にして検査会社の認定

を行一）た「RAC認定」を，WES規格にしたがった非破

3．5審査項目
審査項日は従来の2章から4章に移し，次の4項目
とした。

a）認定する検査部門の技術者の構成

壊検査全：般を対象にした検査会社の認定を行うために

b）

制定された。

c）

1980年に書三任検査技術者を新設し，溶接部の検査に

ついての認識を充実させるための改訂を，ig90年には仙

川体制から藤田体制への移行にともな一）て，CIW認定

検査会社数の拡大を意図したE種の新設による大改訂が
行われた。

その後，ig92年には審査項日に「品質保証体制等そ

器の基準については，規格から表を外し，認定実施規
則に承す設備および機器を有することとする改訂を行い
今目に至っていた。

3．6

検査部門の名称

検査部門の名称については，従来の4章から5章に

3．7

技術者の種類と内容

従来は5章で，種類と内容ならびに資格となっていた
が，資格を7章に新設した。主任検査技術者について

は，定義，内容ともに従来と変更がないが，麹任試験

今回の改訂の要点

3．1標

その他必要と認められる項目

移ったが変更なし。

の他必要と認められる項目」を追加し，設備および機

3

d）

認定する検査部門の設備及び機器
贔質保証体制

題

標題については「技術種別基準」を「技術認定基準」
に偏向してはとの意見もあ一）たが，E種の問題をト分に

技術者については，定義はそのままであるが，内容に・
部を変更して次のようにした。

a）

検査の計画と実施（検査仕様書及び検査要領書

の作成）

b）

関連規格の解釈

c）

作業標準の立案

19一
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表嘆

種劉

各種別における認定検査部門数及び技術者の構成の基準

認定検登

認定検査部門び）

認定検査部門の
任試験技術者数

主任検査技術者数

門数

験技術者数

5名以L

9種

5又は6
3又は4

i乏1察以上

3名以上

8名以上

に各主名

c種

2

／名以上

4名以上

L

D種

1

〔）名以上

2名以上

E種

菱

（）名以上

レ名以上

A種

表2

該当検査部
該当検査部門の一裾壬試

技術者1名につき，

2名〜l

各認定検査部門に必要な設備及び機器

台数及ぴ笛駈

設備及び機器

検査部門

当該設備等に
対応すろ主任
試験技術者数

a）放射線透過装置

董台以上

i）16（lkV〜260kVのx線装置
2〉300kV以 1二のX線装遣

台以

1名以上

名以上
名以．L

3〉軟X線装羅＊

名以上
名以翫
0名以上
名以上

のγ線装置
敏射線検査

G名

〉放財線測定用線量率計
）放射線撮影場（恒温槽を備え力暗室を付帯）
透過度計

e）階調計
1ロ）濃度計

）フィルム観察器

a）超音波探傷鋸

名以．と

生台以上
1台以上

玉名以上
1名以上

2台以i二

i名以L

1組以上

亙名以上

重組以ヒ

1名以ヒ

隻組以h

1名以上

b）垂直探触子

D周波数5照z
5罰10N，灘20＼各1個

2〉周波数2獺z
2継く，2M30＼各i個
ぐ）斜角探触子

i〉周波数5剛z
刷10×1畝15．60、65，70各1個

2）周波数2愉
罰20×2（〉酵5，60，65，71）各茎個

超音波検査

2灘

いずれか

1名以ヒ

三組以上

又は，

1×ll躍5，60，65，70各1個

d）標準試験片、対比試験片
1個以上
1個以上
1個以上
！個以上

i）ST3・Al

2）STB
3〉sTB
1）1粥

八2

A3

4（教育用として）

e）超音波厚さ計

1台以h

横波重直探触子
酵〉探傷図形記録装置又はそれに代わるもの
（喪示器土の図形を記録できるカメラを含む）

藍個以．と

1名以と

1台以圭

1名以上

1名以上
生名以上
翌名以上

）標準試験片
の磁化装置〈プ助ド法が可能なもの〉及び電極察

2台以上
1台以、と
1台以上
個以上
圭式以上

f〉テスラメ…ター（ガウスメー一ター〉寧

！台以 ヒ

a）対比試験茸

1個以上
／台以上
茎台以上

夏名以上
1名以上

｝台以上

1名以上

12点以上潰1定可

茎台以と

1名以．ヒ

』）動ひずみ湖定器（記録計を含み1台にっき3点

蓑台以上

1名以と

員）携帯形極問式磁粉探傷器
1）〉紫外線照射装置

磁気検査

漫透検査

（｝）紫外線強度．を

b）

照度言十

（ノシックスメー一ター）

c〉表面温度計又は混度計

電磁誘導検査 電磁誘導探傷装置
a〉

ひずみ測定

1名以卜
1名以、ヒ
／名以上
王名以上
董名以上

静ひ・智ずみ測定暑鼻（1台1こつき

名以上
1名以上
1名以上
1名以、と

能なもの〉

以上測定可能なもの）

20一

27RαMPE5（槻NTER／200の
d）

試験技術者の指導

b）

該当検査部門について，JSNDIのNDISJOO1に基

e）装置使用L必要な校正

づくレベル3，レベル2及びレベル更技術者の資格

D

を有していること。

試験作業の実施

g）試験結果の解読及び分類並びに合否判定
h）

c）

試験成績所の作成又は承認並びに非破壊検査報

JISZ3861に基づくB種技術者の資格を有している

告書の作成

3．8

放射線検査部門については，7．2．3の＆），b）又は，

こと、、

技術者の試験と受験資格

3。9

従来の「5．4主任検査技術者試験」を7．i、iに，「5．5 セ

任試験技術者試験」を7．1．2に移したが内容は変更なし。

種別認定の基準

種別認定基準については8章に以ドのように規定し
た。

受験資格については，「7．2受験資格」を新設し，従来よ

8．種別認定の基準

り整理した表現に変えた。

8。／

各技術者の受験資格は，それぞれ次のいずれかを満た
す者とする。
7．2．i

a）

技術者数は延べ人数とする、，ただし．1ミ任，試験技術

（社）日本非破壊検査協会（以下，JNDIという）

O601に基づく特級技術者，又はNDiS

O602

に基づく非破壊検査総合管理技術者の資格を有す
ること。

b）

者はその検査部門に試験技術κに亟複することはできな
い、）

8．2

設備及び機器の基準

事業者は，表2に承す認定検査部門に必要な設備及

2つの検査部門で6．6．2の主任試験技術者の資格

を有していること。

び機器を有していること。

L記表中の＊のついた項の設備及び機器は，リース

c）WES8！03に基づく特別級又はi級技術 者の資格
を有し，かつ，6．2．2の1三任試験技術者の資格を有
していること。

72．2

事業者の種別は，認定検査部門数及び技術者の校正
内容によって，表薯の基準に基づいて決定する、、

主三任検査技術者

のNDIS

認定検査部門数及び技術κの校ILの基準

契約によるものでも可とする，、ただし，契約に基づく証
明を要する、、

8．3

詮任試験技術者

晶質保証体制の基準

事業者は，次の審査項Hに示す品質保証体制の要

該当する検査部門について，JSNDIのN1）BO601に基

求を満足していること、、

づく3種技術者，又はNDISJOO1に基づくレベル3技術

a）経営者の責任と品質システム

者の資格を有していること、，

b）

7．2．3

文書管理

斉式馬灸手支繍∫者

c）

試験・検査の管理

該当検査部門について，JSNDXのNDisO601に基

d）

機材の調達管理

づく3種又は2種技術者，昔しくは超音波厚さ測

e）

定技術者を除く1種技術者の資格を有しているこ

D

a）

と。

9）
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4．協議会だより
CIW検査事業者協議会
1．全国営業会議各ブロック会議について

全国を7ブロックに分け第・回ブロック営業会議を開
催し、引き続き第二回及び第続同会議を企画中であり
ます。

第一同ブロック営業会議の結果の概要と第1い1会議
の予定をまとめて表1に示します。

獲．技術委員会関係

1。建築1事務所協会との「外観検査講習会」共催
について
契約形態の改善活動の・環として、設計・に事監理

部門との連携を図って行くために全国都道府県建築士
事務所協会と実技を中心とした「外観検査講習会」を

第一回ブロック営業会議

企画推進中でありますが、具体的に次のとおり開始する
についても現在、具体的に打診中です（）

ことになっております。

1）

2．会員向け「外観検査講習会」の開催について

大阪建築い拝務所協会

関西以西の会員への講習会開催に関するアンケート

開催年月日；平成13年｝月26目（金）
開催場所

；大阪府建築健保会館（大阪市）

募集定員

；80名

結果から次のとおり講習会を開催いたします（案内は1
月中に関西及び西日本地区会員を中心に送付の予定）。

協議会講師・指導員；技術委員会委員を中心にド記
の方々にお願いする予定です。

開催年川；・ri畑年3r川1（L）
開催場所

；（財）電r科学研究所（大阪市）

150名

○

有馬良雄氏k株）検査サービ烈

募集人員

○

丸山和則氏1北日本非破壊検査（株）1

講習会内容1建築鉄骨溶接部に関し平成12年4月に

0

井川敏之氏1（株）アイ・エム・シー1

0

木津琢也氏1

同

L

○

／

○

江口幸市氏川重検査サービス（株）1

0

東山誠一氏1（有）アイ・イー・エル1

2）

東京地区で実施したカリキュラムに準じます。

○「鉄骨製作中及び製晶の外観検査」
○「溶接部の外観検査」

新潟県建築七事務所協会中越支部

開催年月日；

；長岡市立劇場小ホール（長岡市）

募集定員

；80名

協議会講師

○試験片を使用した実習及び質疑

F成13年2月15H（木）

開催場所

開講の挨拶

○「構造力学と外観検査」

○終f考査
（合格者には「鉄骨外観検査教育委員会」名で終

指導眞1大阪同様、技術委員会委員を

で証を後刻送付の予定）

斑、その他報告
1．「事業者認証制度検討委員会」関係
JIS Q17025（試験所認定）を中心にJIS Q17020（検

中心に次の方々を予定しています。。
○

有，鴇良雄氏1（株）検査サービ烈

O

L

0

成本憲・氏1（株）シーエックスアール1

査機関認定）も参考にしつつ規定内容の検討を行い、

0

丸山和則氏1北日本非破壊検査（株）1

検査事業者として具備すべき「品質システム」と「技

F綱昭氏江ンジニアリングサービス（株）1

他に！〜2名。なお、L記以外の建築L事務所協会

術的事項」の整理を行ってきましたが、年度内にそのま

一22一

l/ RUM PES(WI NTER,2001)
; ‑ ]

* ' A* ; :

l ;

.'f+**j"

: +:i'i"*t ‑']*is*+ i f'l+'k'i l)'t';?f ii‑) +=c :'"'

.̲.

"""U)f

L

( i i'i ‑(*a)

; :zrfi 1)(/1 '; ;:jc)

.x :'i }*!'̲̲'

'rl ') (7 ̲*

f P (

'*is*+{' f*;̲+J1!a)'t!*ftii )

*=(

0)f I; : (f

: ,'j

ll I f ff 4

.;, flliill' a),ir;Qir!'j*

f

/ Ftt fy'G i j t

"/ / L UCa)!'*(")ILI

f̲t+1.}̲{J U C

C

)

)JIJn'

'/*"'

C I

*

t .

.+

"'S+ '>( 4//)Jflth *,J( i xil 'd
J /I *̲
[ 1ff
, +I ' {J‑
* ; '‑ 'f
^ .'‑‑
̲ i

t7 ; I 'f ‑f' [ ,*o'J {
* s̲
*,' i ̲

!LSr 'x* ft)JfltTii ‑*J"'if i
f iJ a) ]
1‑]

{ Ilii tf'f '

{, .:, (

')' '

zr LX{ ;L ･*. J

t/¥< .

U 1) 1) l'T;z* , '* '< ,' ' 1"{ a)f/[{̲; ̲' . ..i

?} / (rjj,f';

f)CIW;..̲' ,1, ",'t' /

,f * l

,,･j

f iff' i U />f/

ff':ii UC

Uf.̲‑,,

Ii( i )*J. U

j)J/,

*' " +

JII

c {

iix

･J

'

* (

llit･'x,, a)

',

,j

a)

i

"f

i 1= }!

* * i)[iC 1

:+ t 'l* j UCl i

'‑* ;'*

('‑* ' ' ‑

‑‑ ‑ ‑ ‑ +‑‑ ‑‑‑*.*

‑. /J¥

**' '‑‑

j l;fti

' +
‑

! J 'r ;r 't ';I

" '*

f'i) $f. r..! :* )

.

ri

f

I!

f'.

I{1[ll

}"̲/i ';',

} ,ril 1,4,

fl'iUf

:ff‑/T'̲." . 'kxt *'･j.:';* 1, jj*

: "i"tx ' J,,,'Ji :

'

)rLl '

'0+

'

( ‑‑ ̲'}:,j+‑)

tfj 4 Jt )

¥' ;JtfISUJ 4ifj ly(Jt '1'rii‑ f'f *'

* * ; ( a) /*
C I'+'
V‑i;J, ! li;x" ! }'y i

2:3

i k: 1 !/ l I ff 'iU‑ ;.f‑'t !‑'

" L""t $'t, /' ('i;','J (/J 4"' ' '‑ r+Ji

i( fltlJ ;

J l ̲Y'i/i

'

Lt;/,)',,*, '

"f'

! /litif <kY /f ‑4 . i‑1‑

<.r' .' /̲+
C't.

,f **rlf{'?!

clw f ''*i it"
‑‑^l¥ i I 'L )
* I *
:

‑+

5+i

F"'ilS' . 'j c/"' 1't;; ' = ' ^

r' i f'i f ‑'

i/¥̲1̲liLf 'J'I;

fi"k'l2itil2,]221‑{ (< ) i T 4 :tfj""

<

)

"t ; ;f‑;c' }:" h /'+ f+‑ : ‑‑ f'
+

̲.

:+' !

+

i't Jj {" rlj'7 l f‑ fJIU ;

1! i*:tl !'/'t ll

̲

t *!

l=e 1)

e irTJ,,i j= '1 f ‑ :

f.̲‑. j t/ :rf/.' 1'i a) rclw2

) r/

f

'a) !11':1":"i)

)C L)‑

:F 'i / '̲"..= ll'ii L I)/,)' r'H

*

; /*‑̲' '

^tff l

; . .>^1*;' i‑t' : fj' .l
! ' J

o解通信
5．お知らせ

1勺必3年度のC夏W試験及び研修会の日程をお知らせ

2次試験

東京地区

：平成i3年1月121叔L）

致します。なお、前期分の詳細及び申込み締切日は、3
月

1久ばに送付する各案内をご参照ドさい。後期1

又は、19日（L）

1程に

北九州地区：

関しましては、変更する場合もございますので7月2011

F成！3年1月翅ll（｛二）

又は、19目（七）

発行1う定のRUMPES（Vo1。i5No、3）にも掲載いたしま

広島地区

二平成13年1月12口（L）

すのでご確認願います。

又は、！9口（L）

なお、前期広島地区研修会については都合により開

大阪地区

二平成捻年／月13H（ll）

催いたしません。また、他地区の研修会も参加状況に
よっては中止することがありますので予めご承知置き1ぐ

又は、201
（3）

i（ri）

平成雄年度前期ISO1473憧／WES釧03による
溶接技術者のための研修会

さい。

1え成13年度前期「ISO14731／WES8iO3による溶接

（i）

i級及び特別級基礎編対象研修会

1

技術者のための研修会」の案内・申込書をご希望の方

札幌地区

は、連絡先（氏名・住所・電話番号等）及び「溶接技

括鹿1司圭也1＞（

術者のための研修会パンフレット希望」とお書きの11、

東京地区

二4月12rl〜41

：4月24日〜4月27目

二3月19目〜3月221

二4月1711〜4月20日
1！5rl

Fax（03−3255−5196）にてご連絡願います。査収後、研

東京地区

修会の案内・申込書を連絡先宛てに送付致します。

ネ1、1井地区

なお、後期に関しましては、7月20H発行重定の
RUMPES（VoL15No．3）に掲載致しますので、ご確認

名占屋地区澱旧8H〜4月2葺1
大阪地区

願います。

る講習会」に関しましては、定員数が制限されておりま

福岡地区
（i玉）

すので、必ず事務局（Tel、03−32574524）までお問合せ

溶接部の検査に関する研修会
東京ナ也区

二

大阪地区

（2）
前期

1〜3素∫12111

盛岡地区

二4月18目〜4月20H

東5装ナ也1＞（

二4月4「1一一4月6日

東京地区

：4月13目〜4月15B

率畠月捗也区

二4月111i〜4月13ト 蚕

r成i2年董0月201／（b・2川（rj）

名占屋地区二4月！9H〜4月21ロ

F成i2年10月27日（L）・2811（ll）

：

大ll反｝也1メこ

ニギ成12年5月2（ル1（1

：4月11

i〜4月3日
大阪地区 ：4月18rl〜4月20目

賊i2年10弄1271』1（L）・28f川）

CIW主任検査技術者及び主任試験技術者試験
！♪欠試験

二3月191

：事成鷲年4月2川（1二）・221 箕「1）
二

大阪地区

2級対象研修会

1今戎ほ2禽モ4月211 1（D ・22目（「1）

後期北九州地区二
東京地区

羅月24i卜4月27H
二4月／0日〜4月i3H

季L巾晃jr也1＞く

願います。

1講簿1

：4月9卜卜4月1211

大阪地区

「原f力構造機器の材料、設計、施ll、検査に関す

（の

：4月！01i〜4月1311

福岡地区

：4月11目〜4月13卜i

（iii）特別級応用編研修会

｛）

（東京地区／大阪地区／広島地区／北九州地区）

東京地区

＝4月3H〜4月611

2♪欠試験

大阪地区

二4月1711〜4月20ri

福岡地区

二4月24目〜尉127目

東京地区

：平成！2年7月7臼（L）

北九州地区1杓必2年7∫拠1（L）

広島地区
大阪地区
後期

1次試験

1

F成裏2年7月7取D

（4）原子力構造機器の材料、設計、施工、検査に関

二事成12年7月81・叩）

：平成12年li月18H（l

する講習会

i）

（東京地区／友阪地区／広島地区／北1し州地区）

一24一

基礎コース

化学会館（東京）12月141i（水）

応用コース

化学会館（東京）：2月15目（木）
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W国際溶接技術者資格認証制度発足にともなう特例措置
について

｝ANB，IIW資格認証委員会
1

1本溶接協会では，HW資格lj本認、証機構（J、ANB）

を設航し，国際溶接学会（1iw）0）国際溶接技術者資格

度は，溶接技術者の知識と職務能力を認証（Cert薫ca−
tion）するものであり，定期的な更新審査を前提とする

認証制度（HW資格認証制度）を1El内導人し，2001年4

制度である。なお，WES認、il［制度の特別級，｝級，2

月から実施致します。il本溶接協会ではll本適合性認

級は11記の』分類（a），（b），（c）にそれぞれ相当している。、

定協会（JAB）のISO！4731／WES8103溶接技術者認証

2．llW国際溶接技術者資格認証制度

制度（WES要員認証制度）を1998年4月から実施中です

ヨーロッパ溶接連盟（EWF）は，ヨーロッバぎ渚国統馬

が，本稿では11W資格認証制度とWES要員認証制度との

のEWF資格認証制度（！991ff孜開始）を実施してきた。こ

関係及びWESの認、ll！三者でHW資格の取得を希望される方

のEWF資格認証制度を基礎に匡1際溶接学会（HW）でHW

の為の特例措置と取得条件について説明します。

スキームが検討され，国際溶接技術者資格認証制度

薯．ISO14731／W獲S鋭03溶接技術者認証制度

（IIW資格認証制度）として三998年から斜1堺を対象に実

品質マネジメントに関する国際規格1SO9000シリーズ

施されることになった。

は2000年12月に全面改定された。これを受けて目本で

この11W資格認証制度は，

も品質マネジメントシステム規格として，JBQ9000，

（＆）1簸tematlonalWe嫡㎎E㎎ineer（解E）

900i，9004の3規格が改訂，制定された。JISQgOO王には，

（b）Inter貸ationalWel伽gTechnobgist（夏Wf）

いわゆる特殊巨二程に対して「プロセスの妥当性確認」が

（c）1簸ter醸ionalWe減㎎Speclalist（1WS）

要求されており，確立されるべき項目の中に腰員の適

（d）Intemational

格性確認」がある、、

溶接

も特殊11程グ）つであるこ

とは言うまでもなく，この妥当性確認や溶接作業の実施，

溶接プロセスが計画通りの結果を出せることを実証する
ため，必要な能力を有する要員を必要としている。

We瞳㎎Prac旗ioner（IWP）

び）四つに分類され，IWE，三WT，IWSの各資格はそれぞ
れISO147綴規格の孜分類に対応するものである。

11W資格は，定の［草門教育を受け燦門知識を有する
ことに対する終身資格（Dlploma，修ジ証妻粉である。

これに対応した溶接に関する国際規格として，「溶接

HW資格は定められた教科内容（シラバス）・所定時間

に関する品質要求」規格ISO3834（1994年発行）及び

（IWE

「溶接管理一任務及び責任」規格ISO147誕（1996年

WP：146時1剛の教育を受け，最終試験に合格した場

）

が発行された、、ISO3834規格及びISO14731規格は何れも
1・1本

r業規格JIS

Z3400（1999年制定）及びJIS

Z3410

（1999年制定）にも翻訳・制定されている。

l446時悶，iWT二340時間，1WS

l222時間，

合に与えられ，学歴に関しても厳しい受験条件が付され
ている、、なお，HWでは溶接技能者及び検査技術者につ
いても同様に囚際資格の導人を検討している、、

JISZ3410（1SO14731）規格では，職務経験を前提と
して溶接技術者をその職務範囲により次の三つの資格
に分類している。

HW資格の認証を行う機関（ANB）は一1 瑠機関に隈
られていて，1体溶接協会はHW資格認証制度の1蓋1内機
関として，RW資格ll本認証機構（」．ANB）を設、尻し，

（a）包括的技術知識を有する技術者

HWの制度認定委員会（HW一夏AB）の認定を取得した、、

（b）特定技術知識を有する技術者

あANBは認証業務グ）実務全般を行うとともに資格認証業

（c）基礎技術知識を有する技術者

務を行う。

目本溶接協会は，BO14731規格を引用したWES8103

HW資格は国際的に認知された溶接技術者としての

規格（1998改訂）に基づく溶接技術者認証制度（以ド

「称号」であり，この種の資格認証制度の発足時に共通

WES認定制度とする。）を1998年4月から発足するとと

することであるが，実際グ）商取引の場で今後どの程度使

もに，1999年3月には日本適格性認定協会（JAB）のわが

用されるかは今のところ不明である。

国最初の要員認証機関として認定された。WES認証制

3．llW国際溶接技術者資格の取得希望者への特例措置

一25

o解通信
11W資格認証制度は，各国独自の占くから存在する要

ることがHWにより承認されている。IIW資格認証制度

員認証制度については認証レベルを吟昧し，内容的に

グ）国内発足時にWESの認証を得ている者はHWで認めら

亙1W資格に相応すると11Wが認めた場合には∬w資格を与

れた所定の条件すなわち補充教育・研修を受け，試験

える特例措置を認めている。この特例措置を認める期問

（日述試験）に合格した場合，i｛W資格が与えられるこ

は発足時の3年糊に限定されている（エANBの場合は

ととなった，、ただし，IIW資格取得に際しては欧米グ）慣

200／年4月から2004年3月の3年問）。」一ANBによるHW資

習を反映して厳しい受験条件が定められており，とくに

格認、証業務の開始（2001年4月予定）に際しても，こ

学歴条件は厳格に適用される。

の特例措置を所定の条件付きでWES認証者に適用でき

CWニュースラウンジ
建築鉄骨溶接部及び鉄筋ガス圧接部の外観検査講習会開催

ラムを縄んだ」と話し，併せてCIW検査事業者協議会

大阪建築 1毒務所協会とαW検査事業者協議会共催

の「建築鉄骨溶接部および鉄筋ガス圧接部の外観検査

の紹介もあいさつの中で披露した。

引き続き，「外観不良項H

（発生原因も含む）と合否

講習会」が1月26B，大阪甫の大阪府建築保会館で，

判定基準」のテーマのもと，北日本エックス線検査の丸

同協会会員の設計管理者76名が出席し開催された。

由和則氏が「鉄骨溶接部の外観検査」，検査サービスの

建築基準法の改正により，同施行令第67条および告
承第慧64号で「鉄骨造の継♪・仕口の構造方法を定め

有、馬良雄氏が「鉄筋ガス圧接部の外観検査」で講演。

前煮は，アンダーカット，突合せ継手の食違い，仕

る件、iが制定され，この申で外観検査については「柱梁

口のずれそれぞれの測定法や建築基準法改豆llによる合否

仕ロのダイアフラムとフランジのずれ」，「突合せ継毛の

基準等を説明。また，後者は鉄筋ガス圧接部のふくら

食違い」ならびに「アンダーカッ珂の3項目に関して

みなどの良否や測定方法などを解説した。

定量的な規制値が定められた。また，鉄筋ガス圧接部

この後，実技講習に人り，①仕目のずれ，②食違い，

の検査についても公団仕様書等の規定化などの動きか

③アンダーカット，④余盛高さ・ビード不整・すみ肉の

ら，建築物の安全確保のために溶接部および圧接部の

サイズ不足，⑤UT川試験体，⑥ふくらみ不足・偏心・

性能保証がますます甫要性を増してきている。

折れ曲がり一一と試験体の種類ごとに6班（①〜④は

そこで，設計・誇示管理の一要素として溶接部，ガ

建築鉄骨溶接部，⑤⑥は鉄筋ガス圧接部）に分かれ，

ス圧接部の外観検査について実務的な体験が不可欠と

それぞれのテーブルをまわり，各テーブルの試験体を前

の観点から，実技を中心とした同講習会を開催したも

に測定。実技終r後には，試験体それぞれの合否が発

ので，今回の大阪は全国に先駆けて最初の開催となり，

表され，出席者はその合否を各人の測定結果と照らし

2月！5日の長岡開催（第2剛をはじめ，全国規模で

合わせ，同講習会を通じ，外観検査の頃要性を再認識

今後順次開催が粁定されている。

する絶好の機会となった，、

大阪開催では，まず大阪建築事務所協会理事の山本
剛夢業委員長が「全国のトップを切って当講習会を開
催することとなった。6年前の震災を考えると遅き感も
強いが，実技を申心とする今回の講習会は，われわれに

と一）て意義深い」と語るとともに，CIW検査事業者協
議会の協力に対し感謝の意を述べた、、

これを受けてCIW検査事業者協議会の井川敏之技術
委員長は「設計監理者のみなさんにこのような場を提供
できることは嬉しい限りである。講習会では目視あるい

は測定器具を使い，鉄骨溶接部や鉄筋ガス圧接部の外
観検査を経験していただくことに主眼を註いたカリキュ

一26一一
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7．創刊15周年記念CIW通信「RUMPES」読者アンケート

次の設問の該当箇所に○印を付け、このベージをコピ

問壌1．これまでの「RUMPES」の中で役に立った記事

たものをFAX（03−3255−5196）にてお送りドさい、，

ー一

〆切二3月3葺

を教えて下さい。

（

1。

）

問12．「RUMPεS」の中で取り上げてもらいたい記事を
間1．あなたの勤務先の業種は、次のどれですか。
1）非破壊検査

2）鉄骨・橋梁

車・輸送用機械

械

5）産業機械

8）尾機・電f

11）建設・L木
公庁公共機関

3）造船・重機

6）精密機械

9）鉄構・非鉄金属

（

16）その他（

2）製造

6）経営・管理

3）設計

7）教員

4）研究・開発

8）その他（

）
貴社名

5）販売営業

）

間3．あなたは「RUMPES」をどう利用していますか。
1）情報収集

2）社内教育・啓蒙ツール

4）社会的啓蒙ツール

5）その他（

御住所

3）営業ツール

）

間4．あなたは「RUMPES」をどう回読していますか。
！）自分のみ

2）部内のみ回覧

3）関係部署回覧

4）図

各社のご厚意により、本アンケートに御回答頂いた方

書室等に開架

の中から抽選でプレゼント、、

問5．あなたは「RUMPE＄」をどの程度読んでいますか。
1）必ず毎㌧読む
4）たまに読む

2）ほとんど毎号読む

1）建築鉄骨溶接部の外観検査ハンドブック（CW検

査事業者協議会発行）

3）時々読む

問6．あなたにとり「RUMPE＄」の内容は？
1）難しすぎる

さしすぎる

2）やや難しい

3）ちょうどいい

いる今、何時でも何処でも読める必携の柵。
2）建築鉄骨ロボット溶接入門（産報出版（株）発行）

4）や

3名

5）わからない

建築ロボット溶接を設計段階への改善まで踏み込

問7．日本溶接協会関係記事について。
1）もっと詳しく

2）もっと幅広く

4）も・）と簡単でいい

3）ちょうどいい

んだ必携の人門書、、

3）示温材によるパス問温度管理のf引（（株）内外コー

5）あまり必要ない

ポレーション発行）

問8．CW検査事業者協議会関係記事について。
！）もっと詳しく
4）もっと簡単でいい

3名

中悶検査をはじめ、外観検査の重要性が高まって

5）最近はほとんど読まない

2）もっと幅広く

3名

パス間温度の重要性、管理方法等を知り、安全な

3）ちょうどいい

溶接構造物を製作するためのガイドライン。

5）あまり必要ない

問9．「RUMPES」の誌面構成・レイアウトについて。
i）記事が見にくい
くい

4）ちょうどいい

2）広告が見にくい

ご希望の記念品の番号に○印を付けてドさい、、

3川次が見に

1）

5）特に構わない

建築鉄骨溶接部の外観検査ハンドブック

問10．これまでの「RUMPES」の中で面白かった記事

2）建築鉄骨ロボット溶接人門

を教えて下さい。

3）承温材によるパス間温度管理のヂ引

（

）

27

ケ．

卜

12）金属加llサービス 王3）商社 14）官
15）大学・学校

ア

冨

御名前

間2．あなたの職種は、次のどれですか。
i）検査

）

7）化学機

10）化学・石油

者．

ン

教えて下さい。

4）自動

読

o解通信

1…一一…一…一一一一一…一編集後記一一一一……一一一一一、

／

／
編集後記

いよいよ新しい挺紀，2i世紀の始まりである。振り返ってみれば，20世紀はすさまじいば
かりの技術進歩の時代であった。ただ。残念なことに，技術だけが一人歩きし，精神的な部

分が取り残されてしまったアンバランスな時代でもあった。新しい世紀には，このギャップ
を克服しきれるのだろうか？

そこで，今回は『21世紀に向けて』の特集号とし，過去のC茎W諸活動を振り返り，これか
らのCIWを展望した，，読者諸氏におかれても．今後のCIW活動がどうあるべきかを考える

一

助となれば・卜甚である。

さて，RUMPESも15歳を迎える事になった。今まで異常に，誌面に読者の声を反映させた
いので，より

一層のご支援をお願いしたい。

（M．E）

（

、（一グ
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