1.JIS Q 9001(20001)，17025(2000)，17020(2000)

の解説特集号発刊に寄せて
（社）日本溶接協会溶接検査認定委員会

RUMPES編集委員長
CIWあり方検討WG主査

江端誠

社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会（略称CIW委員会）の活動は1963年に
第1回の委員会を開催して以来、実に38年に渡ろうとしている。至965年に最初の検
査会社を認定して以来、現在、認定会社数は169社に達している。この間、何回かの
改訂はあったものの、C夏W委員会の運営の指針は1977年に制定された溶接協会規格
WES8701「溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別基準」に依っている。

ご承知のとおり、qW委員会の活動はわが国における非破壊検査会社のレベルア
ップ、社会における非破壊検査会社の認知度向、Lに大きく寄与してきた。また、
αW認定制度がig73年に東京都建築工事標準仕様書、1985年には住宅・都市整備公
団の建築工事仕様書に記載されるにいたり、建築鉄骨の溶接継手の検査に大いに活
用されているのが現状である。

しかし、最近、C亙W認定制度について内外から制度の見直しが要求されている。

CIW認定制度の一層の充実、Ciw認定制度の建築鉄骨分野以外への普及、認定検査
会社のさらなるレベルアップ、社会に対する検査会社の倫理の問題、1SO9000シリー

ズとの整合性、国際化への対応などがその主な課題である。CIW委員会では、上記
の課題にどのように対処すべきかを検討するため、 一昨年から運営委員会0）下部組
織としてワー一キンググループ（W／G）を組織して検討を開始した。
ρ方、2000年には、」1S Q貿025（2000）「試験所及び校正機関の能力に関する一般
要求事項」、∬S Q亙7020（2000）「検査を実施する各種機関の運営に関する…般要求事

項」が相次いで制定された。さらに、BOの改訂に伴い、従来のJIS Z9901（ig98）
「品質システム 設計、開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質保証モデ
ル」が」亙S Q90継（2000）「品質マネジメントシステム 要求事項」として大幅に改訂

された。後述の斉藤氏の解説にあるように、」亙S Q17025における管理ヒの要求事項
のほとんどがBO90倣σ夏SZ9901）の要求事項と同じである。

W／Gでは現在JBQ17（）25に大きな関心を寄せて、将来のCIW委員会のあるべき姿
を検討している。」亙S Q i7025の構成は技術上の要求事項と管理 Lの要求事項から構

成されており、Ciw委員会の運営の指針であるWES8701の構成に極めて近い。また、
」夏S Q170器によれば国際化への対応、倫理問題なども…挙に解決される可能性のあ
ることがその理由である。
以上のような理由から今回、JB Q gOO1（2000）、i7025（2000）、17020（2000）の解説

特集を企画した，、読者諸兄からC亙W委員会のあり方、今後について、L記規格を参
考にしつつ、大所高所からご意見をいただければ誠に幸甚である。
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2．JISQ90012000年版の解説（欄994年版との比較）
日本検査コンサルタント（株）田村章

篭

董）品質マネジメントシステムの運営における「継続的

はじめに

改善」の重要性が考慮され、この概念が全面的に

日本における1SO9000シリーズの審査登録件数は、現

導入されている。

在20，000件を超えている。

j）「顧客満足」の観点からシステム要求事項を記述し、

そのような関心の高まりの中で、利用者の二一ズに応

顧客の重要性を強調している。

えるためBO9001／9002／900311994が改訂され、2000年

k）品質マネジメントにおける資源（Resource）の重要

鴛月i5日に新BO規格としてBO9001：2000が発行され

性を認識し、人的資源の質の確保に関する要求事

た。この改訂に伴い、国内では日本工業規格JIS

項を増強している。

9901／9902／990311998が改訂され、」1S

Z

Q900112000が発

翌）手順の文書化に対する要求事項が減少した。

行された。ig94（1998）年版と比較した主な改訂版の特徴

盤）組織運営におけるトップマネジメントの役割の重

として以下が挙げられる。

魏）JB

Q900iとJiS

要性が強調されている。

Q9004とが、それぞれ独立したも

n）要員自らの活動の意昧と重要性の認識及び品質目

のでありながら整合のある一対（Co嬉ste溢pa勧の

標に向けての貢献が強調されている。

品質マネジメントシステム規格と位置づけられ、章

o）第7章（Pro伽ct

の構成及び用語の整合が図られている。

re韻zatlo盤）に規定された要求事

項に限り、要求事項の適用除外を行うことが可能

b）抑94年版では20の品質システム要求事項から成る

になった。

構成であったが、改訂版は「経営者の責任」、「資

．、L記の中から、改訂要求事項に対処する際に特に考

源の運用管理」、「製錨実現」及び「測定、分析及

慮すべき項1謹について採り1二げ、解説を付け加えてみた

び改善」の4つの主要プロセスから構成されている。

い。

c）1994年版は大企業及び製造業を前提とした記述に
なっているとの指摘を受け、改訂版ではあらゆる規
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模及び業態の組織に適用できるように考慮されてい
る。

d）ig94（ig98）年版のJiS

プロセスについて

2000年版の序文ではプロセスを次のように定義してい
る。すなわち「インプットをアウトプットに変換するこ

Z99劔、9902、9903が統合さ

れ、」1SQ900112000となった。

とを可能にするための資源を使って運営管理される活動
は、プロセスとみなすことができる。一つのプロセスの

e）品質マネジメントに関わる基本概念及び定義が大
幅に晃直されている。

アウトプットは、多くの場合、次のプロセスのインプッ
トとなる」というものである。

の晶質、環境及びその他のマネジメントがつのマネ

図哩は20GO年版のプロセスに関する定義及び関連要求

ジメントシステムで運営されることが考慮されてい

事項に基づいて、プロセス及びその運営管理についての

る。特に」亙SQ！40艦との両蹴性に多大の考慮が払

概念をイメージしたものである。

われている。

墓）isO900i：緯94に基本的考え方が記述されている

贔質方針・

監視・測定・分析

「プロセスアプローチ」が全面的に取り入れられ、
これをベー一スに要求事項が記述されている。

れ）八つの晶質マネジメントの原則が採用され、」夏S

Q

900i：2000の「適用範囲」においてはこの原則を考
慮した記述となっている。
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ここで、JIS Q9001の図1に示されている品質マネジ

2）設計・開発レビュー

メンpトシステムのモデルに目を転じると、これは「資源

3）設計・開発変更プロセス

の運用管理」、「製品実現」、「測定、分析及び改善」、

では、プロセスの大きさをどの程度にすべきかという

「経営者の責任」を主要プロセスとし、P1＆数一Do−Check−

と、2000年版の解説では「管理できる程度」としてい

Actの方法論を適用した各プロセスの関連を示している
ものであることが分かる。図2は、その品質マネジメン

営管理するかということは、品質マネジメントシステム

る。プロセスをどの程度の大きさにとり、関連づけ、運
運用のうえで大変重要なポインi・となる。

トシステムのモデルを示すものである。

これら4つの主要プロセスは、細分化された幾つかの
プロセスから成り立っている。例えば、「製品実現」の

3 プロセスアプローチとは？
序文では、プロセスアプローチについて以陣）ように

プロセスは以下の各プロセスから成り立つと考えられ

定義している。すなわち、「組織内において、プロセス

る。

1）顧客との関連

を明確にし、その相互作用を把握し、運営管理するこ

2）設計・開発

ととあわせて、 一連のプロセスをシステムとして適用す

3）購買管理

ることを、 プロセスアプローヂ と呼ぶ」というもの

4）生産・サービス提供

である。

一方、規格本文の第4章「品質マネジメンi・システ

5）製品の維持・保存

ム」の一般要求事項では、次のことを要求している。ま

6）弓1き2度し

さらにこれらの各プロセスの細分化を考えると、例え

ず、必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確に

ば「設計・開発」では以下のような各プロセスから成り

すること。また、プロセスの順序及び相互関係を明確に

立つと考えられる。

すること。プロセスを監視、測定及び分析し、プロセス

の運用及び管理が効果的であることを確実にすること。

1）概要設計・開発プロセス
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及び、これらのプロセスについて、計画通りの結果が得
られるように、かつ、継続的改善を達成するために必要

築及び実施、並びにその有効性を継続的に改善するこ
とに対するトップマネジメントのコミットメントが要求

項こそが、まさにプロセスアプローチの採用による効率

されている。解説では、原文にあるcommitmentをその
まま「コミットメント」と訳したのは原文のニュアンス

的な運用管理のための規定である。これらの規定に対し

を伝える適切な用語がなかったためと説明している。ま

てはまず、各プロセスを明確にし、その順序及び相互関

たその意昧を、「トップマネジメントが品質マネジメン

な処置をとること・・等々である。これら

連の要求事

係をフローチャートなどでしっかりとまとめておく必要

トシステムの計画、実施及び改善に深く関与すること、
並びにその状態」と解説している。

がある。

2000年版の5．1では、トップマネジメントのコミッi・

4 適用除外が可能な要求事項

メントの証拠を次の事例によって示すことを要求してい

2000年版の1．2「適用」では、「組織やその製品の性質

によって、この規格の要求事項のいずれかが適用不可能

る。

a）法令・規制要求事項を満たすことは当然のことと

な場合には、その要求事項の除外を考慮してもよい」と

して、顧客要求事項を満たすことの重要性を組織

規定している。ただし、「このような除外を行う場合、

内に周知する。

除外できる要求事項は7．に規定する要求事項に限定され

b）品質方針を設定する。

る」としている。

c）品質目標が設定されることを確実にする。

また「除外を行うことが、顧客要求事項及び適用さ

d）マネジメントレビューを実施する。

れる規制要求事項を満たす製品を提供するという組織
の能力、又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるの

e）資源が使用できることを確実にする。

さらに、5．4．2ではトップマネジメントが品質マネジメ

ならば、この規格への適合の宣言は受け人れられない」

ントシステム計両の策定を確実にすること、及び5．5。3で

とも規定している。

は内部コミュニケーションのための適切なプロセスが確

規格改訂の際、適用除外について多くの議論の主と

立されることを確実にすることが要求されている。

なったのはISO9002からの移行問題にあったと言われて

これらの要求事項は、例えば不適合が発生した場合、

いる。すなわち、ISO9002：1994で審査登録を受けてお

その原因が顧客要求事項の認識不足によるためや、設

り、組織内に設計部門がない場合には設計・開発を適

備や要員などの資源が不1一分であるため、またはコミュ

用除外事項として2000年版のISO9001に問題なく移行

ニケーションのためのプロセスが不適切であるため等に

できるが、対象組織内に設計部門をもち、設計活動を

よる場合には、トップマネジメントのコミットメントが

行っている組織がISO9002：1994で審査登録を受けてい

｛一分であるかどうかを見直す必要があることを意味す

る場合には、その設計・開発を範囲に人れない限りは

る。

ISO9001：2000での登録の継続ができないということで

するトップマネジメントの深い関与が要求されており、

ある。

2000年版の解説には、要求事項の適用除外について
「7．（Product realization）に規定された要求事項について
だけ、

つまり、品質マネジメントシステム運用及び管理に対

▲定の条件下で、除外の正当性を品質マニュア

ルに記述したときだけ、要求事項の除外を行うことが可
能となった」と記述されている。つまり、適用除外でき

る要求事項はPDCAサイクルのうちのDoに関する要求事

形骸化されたシステム運用・管理では通用しないという
ことになる。

6 資源（resource）について
2000年版の6．2．2には、「組織は製品品質に影響がある

項に限られ、適用除外する理由及びその理由の正当性

仕事に従事する要員に必要な力量を明確にすること」
が要求されている。つまり、品質計画において、要求さ

を示す根拠が必要になる。

れる品質の製品またはサービスを提供するためには関連

5 トップマネジメントの役割の重要性

する要員にどんな技量・経験・資格が必要であるかを明
確にするということである。

2000年版の5．1では、品質マネジメントシステムの構

一4

そして組織は要員に対して「必要な力量がもてるよう

Z二二Z⊃乙7RαMPE5ぐ5UMMER，2001）
に教育・訓練し、又は他の処置をとる」必要がある。
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次に組織は「教育・訓練又は他の処置の有効性を評
価する」ことが要求されている。このことは教育・訓練

JIS

継続的な改善の導入
Q9004では、製品、プロセス、システムのいずれ

された要員の業務・活動実績を評価し、教育・訓練が

についても、有効性（effectiveness）及び効率（ef且cien−

有効であったかどうかを評価する必要性を意昧する。

cy）の両面での継続的な改善を推奨し、その結果として

の組織のパフォーマンスの向Lを目指しているのに対

さらに組織は次のことを確実にする手段をとらなくて
はならない。すなわち、「組織の要員が、自らの活動の

し、JIS

もつ意味と重要性を認識し、品質目標の達成に向けて

の継続的改善だけを要求している。

Q9001では品質マネジメントシステムの有効性

この継続的改善は新たな要求事項として注目されて

自らどのように貢献できるかを認識すること」である。

この要求はまさにTQCの理念と同じである。従って、

いるところであるが、実はこの要求事項は、この用語を

改訂版の強調するところは、品質マネジメントシステム

使用した表現がなかっただけで、改訂前から要求内容そ

に対する全社的な取り組み、及び品質に対する意識高

のものはあまり変わっていないと言える。
JIS

揚の必要性であり、全社員参画のシステム運用及び管

gOO1の要求事項に則り、PlarトD住Check，Actの方

法論で品質マネジメントシステムを運用・管理すること

理にあるといえる。
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Q

は、その運用・管理そのものが必然的に品質マネジメン

顧客満足について

トシステムの有効性の継続的改善につながるからであ

る。つまり、適宜是正処置を実施し、必要な場合に予

2000年版の8．2．1には顧客満足に関して以下のように

防処置を行い、定められた期問で実施される内部監査、

規定している。

「組織は、品質マネジメントシステムの成果を含む実

データ分析及びマネジメントレビューの結果必要に応じ
て改善処置を検討し実行するシステムである。

施状況の測定の一つとして、顧客要求事項を満足して

ただし、この継続的改善の実証及びその評価方法に

いるかどうかに関して顧客がどのように受け【ヒめている

かについての情報を監視すること。こ0）情報の入手及び

ついては、認定機関が審査登録機関（認証機関）に対

使用の方法を決めること」

して実施する2000年版対処計両の調査事項の一つとさ
れているので、それらの品質記録を実証の証拠として維

この要求事項を満足させるためには、提供された製品

持することが大切である。

またはサービスに対して顧客の要求事項を満足している

かどうかの顧客の受け止め方に関する情報収集の手順、

9

及びその情報の取り扱いに関する手順が必要となる。

おわりに

誌面の都合ト．、以上で解説をおわりとするが、7

この顧客の要求事項は、契約文書で明確なものはも

1三目

ちろんのこと、7．2．1b）に規定されている「明示されて

すべき点として、最近ISO9000sで認証された企業の製

はいないが指定された用途又は意図された用途が既知で

品の不具合が原因となった事故が世界0）随所で明るみ

ある場合、それらの用途に応じた要求事項」を含むこと

にでてきており、「ISO9000sの認証とはいったい何なの

から、顧客の二一ズ及び期待も含むと考える必要がある。

か？」、「品質システムがよければそれでよいのか」とい

ただし、顧客満足とはどの程度のものを示すかという

った論議が各国で交わされている。このような問題から

ことになると、これは規格の解説にもあるように、高い

も、本来はパフォーマンスの向Lにつながる品質マネジ

レベルの「満足」ではなく、「顧客が、顧客の要求事項

メントシステムこそが求められるべきものであると考え

を満たしていると受けとめている」程度のものというこ

られる。

とである。

原文のcustomer

参考文献

satisfaction（顧客満足）の形容詞で

あるsatisfactoryとは、優・良・口∫・不可のうち「可」

1）JIS Z9901：1994＆1998「ll版髪システムー設計、開発、製造、据
付け及び付帯サービスにおける品質保、1正モデル．1
2）JlsQgool：2000「品質マネジメントシステムー要求「拝項」
3）JISQ9004：：2〔）oo「品質マネジメントシステムーパフォーマンス改
善の指針」

程度に相当するもので、「顧客要求をかろうじて達成し
ている」と顧客が受けとめれば、それが顧客満足となる
訳である。
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3．JIS Q17025（ISO／lEC17025）試験所認定制度
東京理学検査（株）斉藤 正則
Gu量de25の要求事項の適用に当たって必要とされる指針

1 はじめに

文書や補足文書がそれぞれの分野ごとに派生し、試験

試験所及び校正機関 （以下試験所という）は、そ

の専門能力を生かした 試験サービズ を依頼者に提

所間の相互承認を阻害し始め、運用に支障が生じ始め
てきた。

これらにより、1SO／IEC Guide25の早期改正への機

供している。

これらの試験所に求められる機能は、試験の信頼性を

運が高まり、さらにISO9000規格の1994年の全面改正

保証するため適切な管理システムと技術能力を有し、依

を受けて、1999年に国際基準のISO／IECGuide25が改

頼者の要求を満たすように試験を実施し、その結果に基

正規格化され、ISO／IEC17025として発行された。

づいて依頼者が必要とする試験隣報を提供することであ

ここでは以下に、まずこの試験所認定制度について解

説し、審査の基準となる1999年に制定発行された

る。

提供された試験清報は、依頼者が自社内の事業活動の
ために使う場合もあるが、依頼者が自らの活動の正当性
を立証するための客観的な第三者データとして、行政や

その会社の製晶の買手、あるいはメディアを通じて一般
祉会にアピールすることなどに使用される。

ISO／IEC 17025を翻訳制定したJIS Q17025について解
説する。

2 試験所認定制度
（1》試験・校正とは

試験・校正 とは、試験・校正から得られる結果

つまり、試験所の試験データは依頼者のみならず、依
頼者を通じて広ぐ一般社会にまで及ぶことになる。

を提供するだけで、結果について判断することはない。

こうしたことから 試験所のデータの質や信頼性を確

保し、提供する ことは、非常に重要な試験所におけ
る基本的哲学である。

（この試験を実施する機関が試験機関（所）で、校正を
実施する機関が校正機関である）

一方、試験と類似して用いられる

これらの社会的二一ズや試験所哲学により、1947年

検査 は、特定

の技術を用いて調べた結果に対して要求事項に適合し

にオーストラリアで試験所認定制度が誕生し、その後欧

ているかどうかまでを判断する。（その検査を実施する

州に移植され、消費者保護・貿易自由化に伴う国際規

機関が検査機関である）

格の導入、経済のグローバル化・ボーダーレス化の流れ

を受け、1978年に試験所認定制度の国際基準として
BO／IECGuide25が制定発行された。

わが国では、これを混同して使っているが、適合性評
価では区別して使っていた。

しかし、試験・校正から得られた結果は、生産現場

・｛方、1985年ECは有名なニューアプローチ指令を発

での品質管理、製品の納入先仕様に適合していることの

表し、1989年に認定制度・認証制度・第三者検査制度

証明、製品認証制度での基準への適合確認などさまざ

などを含むグローバルシステムを創設した。その中に

まな適合性確認の場面で使われる。

1987年に制定された｛SO9000規格が採択された結果、

また、JiS Q17025では、試験結果について意見や解

EC市場をR指して世界中で空前のBO 9000規格取得

釈をコメントしてよいこととなり、試験機関と検査機関

ブームが発生し、認証取得者が急増した。その急速に

及び製品認証機関との境界が分かりづらくなってきてい

普及したISO9000規格が試験所の世界にも大きく影響

る。

を及ぼし、依頼者が試験所に対してisO9000規格に基
づく認証の取得を求めるようにもなった。

このように、試験は、規格や技術仕様に基づく 適
合性試験 のほか 計測器の校正 、 サンプルの分析 、

それに加え、試験所認定制度は、1982年の改正を経

て1990年にも改正され運用されてきたが、ISO／IEC

構造物の検査 、製品認証活動の 型式試験 なども
含んでいる。
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（2）試験所の信頼性を確保する方法

認定機関一一一一一一JAB，ISO／IEC Guide61

はじめに記したように試験・校正結果を提供する機関

認 定

の適格性及びデータの質を確保し、信頼性を得ることは

審査登録機関 一一一・JANDTなど，ISO／IEC Guide62

重要であり、 信頼性 が試験所認定制度を支える原点

認証／登録

となる。

耳1忍定機関

一一一一一一一 言忍i言［1三∫ヤ社二，ISO9000規季各

これを決定する活動として、試験所の試験サービス、
図1 品質マネジメントシステム審査登録制度

組織プロセスなどが決められた特定の要求事項を満足し

ているかどうか直接的・問接的に調査することを 適合

性評価 というが、この試験所の信頼性を確保するた

場合も含む）

ここで 第三者 とは、ISOの国際的な定義による

めの方法として、ISO／IEC Guide2では次の2つの保証

と、 供給者でも購入者でもないもの と規定されてい

方法を紹介している。

①供給者宣言

る。

供給者宣言とは、製品・サービス等の提供者がある特

わが国では、第三者とは製造者でも消費者でもないも

定の要求事項に適合していることを自らが保証すること

のとされて、官公庁は利害関係を超えた公正な第三者

であり、 自己宣言・自己適合宣言 とも呼ばれている。

とみなされてきたが、官公庁はサービスの供給者である

例えば、検査会社が国際規格（ISO／IEC 17025など）

と同時に、官需・軍需・公共事業等の用語が示すよう

に適合したシステムを構築し、 その検査サービスが国

に巨大な購入者であり、当事者であるため問違っても第

際規格に適合していることを宣言する ことも・∫能とい

三者ではないことになる。

一般にどんな当事者問にも贈収賄が成立すれば、両

うことである。

しかし、その宣言が社会的に信頼を得ることができる

者はともに利益を収め、公共が被害を受ける可能性が

かどうかは、別の問題で、長い歴史と実績のある会社の

存在する。官公庁や、政党を巻き込んだ汚職事件が頻発

場合は、そのロゴマークだけで社会的・国際的に認知さ

し、絶えないことを見ても、官公庁が利害関係を超えた

れ、信頼性を得られている場合もある（例えばロイド）

公正な第三者とはいいきれなくなっている。

行政を含む当事者問には贈収賄成、戸丁能関係がある

が、普通の検査会社が自ら宣言しても、直ちに社会的に

ので、わが国においても安全行政の省庁別縦割制を打

認知されないであろう。

それでも、JIS Q17025（ISO／IEC17025）の適用範囲1．4

破する等の改革を断行し、規制緩和をより ・層進めて、

にあるように検査会社が 自身の運営を管理する晶質

健全なる民間の第三者が公正な基準により、公IEで透

土、管理上及び技術Lのシステムを開発するに当たって

明性のある審査・検証・検査を実施することが望まれ

使用 し、徐々に依頼者を通じて社会に浸透させ、認

る。

（3）認

知させることは口∫能であり、有意義であると思われる。

定

L記2つの保証とは別に認定という概念がある。認
定はしばしば認証と混同されるが、ISO／IECGuide2で

このISOとしての供給者宣言は、 白己宣言だから
といって自分自身で勝手に宣言できるわけではなく、

ISO／IECGuide22（JISZ9322）にその予続きについての
ルールが定められており、信頼性を担保するための透明

認定機関 一一一一一JAB，JCSS， JNLA，JCIA，VIAC

性・公平性が求められている。

②認

認 定

証

ISO／IEC Guide58

ISO／IES Guide43−2

認証とは、製品・サービス等がある特定の要求事項

L〉蜘．校il磯関＿齪撒｝りr

に適合していることを 第三者 が保証することである。

認 証

これは例えば、ISO9000及びISO14000に基づく審査登

試験報告書

録制度や、認定された機関が製品に認証マークをつける

ような製品認証制度などである。（認定された試験所が
その認定された範囲の試験報告書にロゴマークを付ける

図2 試験所認定制度
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は

ある機関又は個人が特定の業務を果たす能力のあ

ることを、権威ある機関が正式に認めること

とある。

通常独立した権威ある第三者的な認定機関（例えば

日本では

・JAB（日本適合性認定協会）の試験所認定制度
・JCLA（日本化学試験所認定機構）が行う化学分野

JAB）から認定を受ける場合にだけ認定と呼んでいる。
（例えばISO9000s及びISO1400の審査登録機関の認定、

ISO／IEC

の試験所認定事業

・VCCI（情報処理装置等電波障害白主規制協議会）

17025の試験所・校正機関の認定、製品認証

が行う電磁環境分野の試験所認定制度（VLAC）

機関の認定）

工業標準化法に基づくJNLA（経済産業省産業技術

一方、国等が法律に基づいて実施している強制制度

環境局

国際認証業務チームの

試験事業所認定

・計量法によるJCSS（経済産業省

製品評価技術セ

において試験機関や検査機関が当局から指定されること

があり、

認証された

があるが、ISOでは

とか

指定

認定された

あるいは

と呼ぶこと

承認

制度

と呼び、

）

ンター適合性評価部計量課の

認定とは区別している。

認定制度

（4）試験所認定の役割

計量法校正事業者

）

の5つの試験所認定（承認を含む）制度がある。

依頼者が試験所に提供を求める試験情報・結果は、
依頼者が何らかの決定に用いるものであり、依頼者は常

これらの機関はISO／IEC17025に基づいて

①規定の品質システム及び技術的能力があるかど

に試験情報の正確さ及び信頼性には、重大な関心を持っ
ている。

うかを書類審査、現地審査を通じて審査する。

②審査は

しかし、依頼者が自ら依頼した試験所の試験能力を審

a

品質システムが設定していること

査することは、試験という業務が高度に専門的であり、か

b

技術的管理能力は十分か

つ試験活動の多くが熟練技能に依存していることから困

スタッフの技術的能力は十分か

難を極めるのが現状であろう。

そのスタッフの教育、訓練は十分か

試験所認定の役割は、こうした依頼者に代わって権威

・試験装置、環境は整っているか

ある試験所認定機関が、試験所の管理能力のみならず、

試験技術能力・倫理的側面などを客観的な基準

その保守管理の状態は

・依頼者に客観性、信頼性のある報告書を作成・提

（ISO／IEC17025）により機関の専門家が審査し、基準に

出できるか

適合した試験所には認定を与えて社会にその事実を公

を審査するとともに

表することである。公表される認定試験所のリストには、

③試験所の能力の実績を評価するため、認定機関

認定された業務内容と能力範囲が明確に記載される。
依頼者は、公表された認定試験所のリストから、自ら
の目的に適した試験所を容易に選定することができる。

は試験所に対して

技能試験

を受けることを要

求している。

④その結果ISO／IEC17025要求事項を満足していれ

また、公表された（つまり認定を受けた）試験所はそ

ば認定されることになる。

の認定された範囲で、試験結果の報告書に認定のロゴ

⑤認定後、定期的なサーベイランスが実施される。

マークをつけることが認められ、試験報告書の信頼性が

国際的な試験所認定機関であるILAC（国際試験所

担保されることになって、試験報告書の市場価値が高

認定協力機構）に参加を認められた機関では、認

まることになる。

定1年後の全項目のサーベイランス、毎年の部分的

このような試験所認定制度は

試験サービズ

という

なサーベイランス、4年毎の再審査を行っている。

製品の製品認証という側面も有り、最近試験所への関

⑥また、APLへC（アジア、太平洋試験所認定協力
機構）に参加を認められている機関では、 技能試

心が非常に高くなっている。

（5）試験所認定機関と審査方法

試験所認定制度では、図2のようにISO／IEC

験
Guide58

に基づいた機関がISO／IEC17025を用いて試験所の管理

を認定される前に受けること、さらに認定され

た分野で4年ごとの技能試験への参加を義務付け
ている。

能力、技術能力について審査する。
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（6）技能試験

3．定義

技能試験 は、試験所の品質システム、技術的能

4．管理上の要求事項

力について実際に試験を実施し、試験所の実力を評定

4−1

組織

して、その継続的な実績を監視・評価するために行う試

4−2

晶質システム

43

文書管理

ゆ4

依頼、見積仕様書及び契約の内容の確認

4−5

試験・校正の下請負契約

4−6

サービス及び供給晶の購買

4−7

依頼者へのサービス

4−8

苦情

4−9

不適合の試験・校正業務の管理

験所問比較である。

技能試験の国際基準は、ISO／IEC Gu董de434（JIS Q
OO43−1）及びISO／IEC Guide43−2GIS Q OO43−2）を胴いる。

Guide43−2では、試験所認定機関がその認定制度で利
用する技能試験の選定に関する指針を与えている。

技能試験のスキームの種類には、測定比較スキーム
（ラウンドロビン）と共同実験スキームがある。

3JISQ17025（ISO／IEC17025）の
解説

440 是正処置
441 予防処置
442 記録の管理

（1）JIS Q 025の概要

4−13 内部監査

規格の全体を概観（バードアイビュー）するために目

4−14 マネジメント・レビュー

次を示し、要求事項を確認すると、

序

文

5．技術的要求事項
5−1一般
5−2要員

1．適用範囲
2．引用規格

5弓 施設及び環境条件

㈱

！

1堅 匿翻巨甕雪
1羅懸
1騒翻
羅

睡薯聾藝

響
轟
叢
難
辮
羅

難

譲
惣

醗懸醗1

懸盤1繊甥響灘灘麟 購騰灘猟
図3 JiS Q 025の構成
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5−4 試験・校正の方法及び方法の妥当性確認

るために利用する。

5−5設備

・第二は、試験の依頼者、規制当局及び試験所認定機
関が、試験所の審査の基準として用いても良い。

5−6 測定のトレーサビリティ

b） この規格の要求内容は、試験所の技術的活動、

5−7 サンプリング

それを適格に実施するための管理及び組織について規定

5−8 試験・校正品目の取扱い

5−9 試験・校正結果の品質の保証

しており、純粋な研究・開発活動は対象としてない。

5−10 結果の報告

（規格の1．1）

第4章は、試験所の健全なる品質システムの 管理

c） この規格への適合性は、試験所がその能力の評価

能力 に関する要求事項（マネジメントシステム）であ

を求めようとする業務範囲について対象としている。

る。

Guide 25では 特定の試験・校正を実施する能力 を

第5章は、試験所が請け負える試験の種類に応じた

対象としていたが、新規格では 特定の を削除して試

技術能力 に関する要求事項（技術管理システム）を

験・校正サービスにフレキシビリティをもたせている。

規定している。

（規格の1．1）

その関係を図に示すと図3のようになる。すなわち、

つまり、試験所が法令・規格で定められた方法以外

依頼者の依頼により試験を行い、報告書を依頼者に提

の試験方法を採用または自らで開発して実施することを

出する直接的な 試験サービス 活動（ライン業務）

望むならISO9001に相当する品質システムを整備し、自

についての要求と、その直接業務を準備し、支援するた

身で方法の妥当性確認を行い、依頼者の同意を得て実

めの方針・組織・購買管理・内部監査・教育訓練など

施することができるし、 ・方、法令・規格で定められた

基盤マネジメントシステム（スタッフ業務）に関する要

特定 の試験だけ実施する場合は、ISO 9002に相当

求がある。言い換えると品質マネジメントシステムの基

する品質システムを整備し、妥当性確認に関するこの規

盤の上に 試験サービズラ直接業務（ライン業務）が

格の要求事項は適用しなくてもよいことになる。（規格

のっていることが理解できると思う。

の1．2，1．6）

そういった意味では、JISQ17025は、QS9000（自動

d） 試験所がこの規格に含まれる活動を依頼者から請

車）やJIS Q g100（航空宇宙）と同じような、ISO

け負わない場合は、それらの活動を適用除外できる。

9001をべ一スとした一種のセクター規格であるといえ

（規格の1．2）例えば5．7サンプリング、5．4．3 試験所が

る。

開発した方法、5．4．4規格外の方法、5．4．5方法の妥当性

品質マネジメントシステムと試験技術管理システムを
比べると、品質マネジメントシステムは、試験所全体に
適用され、対象とする試験方法による違いはない。

確認など5章の部分である、、

e） この規格には、試験所の運営に関する法令上及
び安全上の要求事項への適合は含まれない。これは、法

しかし、試験技術管理システムでは、それぞれの試験

令上及び安全土の規制は、実施して当然の事項であり、

方法の特殊性や、要求精度などの技術的側面により、

この規格で要求しなくても当局の強制的な規制が加えら

それぞれが大きく異なってくるので、試験方法の種類ご

れるためである。（規格の1．5）

とに、場合によっては試験対象物ごとに、その試験を実

D この規格に適合する試験所は、JIS Z9901二1998

行するための手順と妥当性について定めだ 試験要領書

または、JIS Z9902：1998にも従った運営をすることにな

を作成し、依頼者等の承認を得て実施する必要がある。

る。しかし、この規格の品質システムは、JIS Q9001：

（2）JIS Q17025の解説

2000には対応していない。（規格の1．6）

JIS Q17025の要求事項の内容で注意すべき事項及び
不明点、並びに理解の向⊥に役に立つと思われるものを
取り上げ、解説する。

② 管理上の要求事項（規格の4）
この第4章には、ISO Z9901／9902：1998の全ての内容

を含んでいないが、第5章を含めて、試験所にとって必

① 適用範囲（規格の1）

要なJISZ9901／9902：1998の内容は取込まれている。

a） この規格の用途は、2つある。（規格の1．4）

③倫理規定の要求（規格の4．1）

第・に試験所が、自分自身の能力を内部で評価す

この規格では、システム的な確実性だけでなく、試験
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所における倫理規範を確立し、管理要員並びに、技術

つまり、社会からの信託を受け、社会に本質的な影

要員に倫理教育を施して自らがもつ社会的責任を自覚

響を与える意思決定を行う立場にある技術の専門家と

させ、高い倫理感を持つことを強く求めている。（規格

して、厳格な倫理規範に従って行動していることを専門

の4．1．5

a），b），c），d）など）

職能集団の内外に公表するために技術者の倫理規定が

最近わが国では、オウム真理教徒による事件、薬害
エイズ問題、東海村での

起こるはずのない

臨界事故、

必要なのである。

その規定の根幹は、技術者として仕事をするトで、

鉄道・道路トンネルのコンクリート崩落事故、食品会社

他のいかなる事柄よりも

の反社会的行為、自動車メーカーの隠蔽事件、首相の

衆の安全、健康、福利を最優先する

ゴルフ、電車内でのトラブルなど技術者のみならず国民

である。

原因の一端は、当事者である技術者が、白分の属す
一般社会に

しかし問題の根幹には、これまでわが国において、特
に戦後の高度成長期に倫理の問題を、学校教育を含め、

本質でない周辺領域

精神的概念だけの問題

あるいは

個人の

として真剣に取り組んでこなか

団としての社会的地位が向上するほか、専門的な知識
の専門職能集団の一員として社会に認められるのであ
る。

④技術管理主体（規格の4．1．5h））

技術管理主体とは、試験所の技術的な業務及び試験
所にとって必要な経営資源の支給に総合的な責任を持

ったことによると思われる。

併せて技術者は、

の認知度が社会全体に浸透し、検査業界の専門職能集
と能力を持ち、この行動規範を共有できる者だけが、そ

対する責任より優先したことにある。

社会全体が

という基木姿勢

こうした行動を取ることにより、試験所（検査会社）

の倫理が問われる大事件が頻発している。

る組織への責任や個人的な利害・立場を、

（環境への配慮を含めて）公

つ者である。この規格は欧米で生まれたものであること

価値中立であることが美徳である

とする、わが国特有の考え方によるところも大きな要因

を考えれば、何か問題があったら

とされる。しかし、

の定義は単に技術面の

刺を持って謝罪に出てくるような、単なる職位トの組織

engineer

技術部長

などの名

開発・改善だけでなく、自らが作り出す技術が、人類

代表であるはずがなく、当該試験所の技術に精通し、

の幸福や利益に貢献するかどうかという「価値」につい

技術に対する実際の責任を果たす能力を持つ者でなけれ

ての判断を行うことが要求される。そのような価値判断

はfならない。

（伝統的な真・善・美に加えて経済などさまざまな価値

についての分析と検討）に基づいて、自らのなすべき行

なお、技術管理主体は複数人でも、1人でも構わな
い。

動を自律的に決定することこそが、技術者倫理において

⑤

の本質といえる。

ここでいう下請負契約とは、その業務の責任を含めて

試験所技術者のみならずわが国の技術者が、

だけでなく

what

と

why

試験・校正の下請負契約（規格の4．5）

の試験業務を他の試験所に委託することをいう。

howto

の観点で自律的に、「技

試験をド請負契約で行う場合には、試験報告書の中

術の目的は何か」「技術と社会の関係はどうあるべきか」

で下請負契約による試験結果を明確に識別し、主契約

「技術者の使命とは何か」など真剣に取り組み、高度な

者である試験所の責任で試験報告書を発行することを

専門的教育と厳しい訓練を受けた専門職能集団の一員

要求している。

として自らを厳しく律する行動規範をそれぞれの分野で

（規格の5．10．6）

⑥不適合の試験・校正業務の管理（規格の4．9）

確立し、倫理教育を振興する必要がある。

試験所の倫理網領は、専門家が職能集団に一員とし
て白らを厳しく律する行動規範であり、基本的には依頼
された仕事の達成のためには、

常に最善を尽くし、模

範的なサービスを提供するという宣言

をし、特に

専

JISZ9901の不適合品の管理に該当する。
4．9．1

c）の是正処置は、前後の文脈から、即時処置

（応急処置）のことを指す。

ここでいう

不適合業務

とは、試験業務がこの規

門家としての仕事が、単に属する組織や個人の利害の

格の要求事項、あるいは試験方法の規格に決められた手

ためだけでなく、社会一般のために、行われるのだとい

順・条件を満たしていないということを示し、試験結果

う自負と使命感

そのものが試験品目に要求される基準を満たしていない

を協調することが大事である。
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こととは異なる。

a） 依頼者にその適用 合意規格 を確認し、了承の

不適合業務が特定されたら、それが及ぽす影響の程

もとにその基準のままで適用する。（手順・要領書

度を判断し、その程度に応じて処理をすることとなる。

まず、その不適合業務を識別隔離し、処置を施す。処

は作成発行しない）

b）

合意規格 の中で選択肢がある場合（例えば

潰は、a）やり直し（手直し）、b）試験結果の本質に影

探触fの選定など）や、基準の補足・詳細の規定

響がないような場合などは、依頼者のゴ解を得て特別採

を定める必要のある場合（サンプリング方法など）

用してもらう、c） 試験結果の用途を限定したり、変更

は、検査要領書を作成し、依頼者の承認を得て、

したりして再評価する、d）業務を中止し、その依頼か

それに従って試験を実施する。

ら撤退する、などである。

のいずれかにより実施することになる。

不適合業務が再発したり、自らの運営システムに問

しかし、依頼者からの要求が 法令・規格で定められ

題が生じる場合は、4．10に規定する是正処置の手順を適

た特定の試験 以外の場合や、依頼者から指定がなく、

用する。

あるいは指定があいまいで試験の目的のみが提示される

⑦技術的記録の管理（規格の4．12．2．3）

ような場合には、

記録に誤りが発生した場合は、誤りを消して書き直す

a）

のでなく、誤り個所に訂正線を施し、そばに正しい値を

記入し、そして改正を行った人物を特定することを要求

合意規格 を選定し、要領書等で目的を明確に

し、依頼者の承認を得て実施する。

b） 合意規格 の適用範囲外の使用、拡張・拡大解釈

している。

及び…部変更使用並びに規格を組み合わせて使用

⑧要員（規格の5．2）

する場合も要領書等で適用範囲、使用目的等を明

要員の訓練・資格認定・監督・記録保持などについ

確にし、依頼者の承認を得て実施する。（この場合

て詳細に規定しており、各人に職務規程（個人として

規格の5。4．5 方法の妥当性確認 を行う必要有り）

の責任を規定した文書）を維持することを要求している。

c）

合意規格 がなく、拡大解釈できない場合は、自

また要員の関連で、品質システムの要求事項には、

社で、あるいは、依頼者と共同で開発した方法を

業務Lの完全さ（operational integrity） つまり、倫理

適用することもできる。この場合その手順・要領書

性の要求が含まれていることに注意すべきである。（本

を作成し、依頼者の承認を得て試験を実施する。

文の3（2）③参照）

（この場合規格の5．4．5 方法の妥当性確認 を行う

⑨試験・校正の方法及び方法の妥当性確認（規格の
5．4）

必要有り）

のいずれかで実施することになる。

適切な文書化の範囲は、業務品質の維持に必要な範囲

これらは、多くの非破壊検査会社で通常業務として行

であり、日常の訓練と口頭の指示で、適正な実施がで

われている行為であり、その大筋において、この規格の

きる業務を詳細に、文書化する必要はない。つまり、指

この要求事項に適切なはずである。

示書・要領書は、所要の知識・技能・経験・資格をもった

要員向けのレベルでよいということである。文書は、い

つでも最新版を使える状態に管理する必要がある。（規
格の4．3参照）

⑪方法の妥当性確認（規格の5．4．5）

妥当性確認は、試験方法自体の適切性を確認するだ
けではない。

その試験方法を、その試験所が実施したとき信頼で

⑩試験・校正の方法（規格の5．4．2〜5．4．4）

きる結果が得られることを客観的証拠により確認できる

試験所の多くは、依頼者から 法令・規格などで定

ことが求められている。

められた特定の試験 を前提に、その業務の依頼を受

⑫測定の不確かさの推定（規格の5．4．6）

けている。その場合試験方法は、 合意規格（国際・地

測定の不確かさは、試験方法と結びつけた結果におけ

域・国家規格・法令・学協会規格・定評のある技術機関な

る重大さの観点から見るものであり、試験設備だけに結

どから公表されている基準など） を利用することにな

びついているものではない。

る。

その場合、

すなわち、使用した方法、設備、環境条件、試験対
象物の性質及び状態、試験実施者等に依存する。これら
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の要因について、方法の実績に関する知識及び、測定

トレーサビリティ）の寄付分は、ごくわずかであるため、

の有効範囲に基づいて合理的な推定を行う。

SI単位へのトレーサビリティ の要求事項であるこの

この場合、コストの要因も考慮しながら現実的な対応

項は、適用外となる。

が必要である。

ただし、5．6．2．2．2における合意された方法（規格の5．4）

⑬データの管理（規格の5．4．7）

または合意標準へのトレーサビリティが要求される。

5．4．7．1の データの転送 は、コンピューターによる

⑮試験・校正結果の品質の保証（規格の5．9）

データの転送（送信）ではなく、データの転記を意味し

実施した試験が技術的に、適切であったことを客観
的に示すことを求めている。

ている。

計算ミスや転記ミスは、往々にして起こりやすいヒュ

方法としては、

ーマンエラーであるので事後のチェックを必ず行うこと

a）作業中のパラメータの監視とその記録

を要求している。

b） 試験の反復

データの完全性を保護する とは、データの入力ミ

c） 試験結果の統計的解析

ス・転記ミス・保護等の消失・データ処理方法の間違

d）技能試験（2．（6）参照）への参加

い（数値に丸め方、SI単位への換算なども含む）などを、

e） 要員の技術的能力（所持資格・社内検定等）の

防止することを指す。

証明

⑭測定のトレーサビリティ（規格の5．6）

などがある。

試験結果の不確かさの全体に対する校正（SI単位へ

・般の試験所（材料試験、分析など）においては、

のトレーサビリティ）の寄与分がわずかである場合は、

要員の知識・技能等の資格（適格性証明）制度が存在し

設備の校正に関する5．6．2．2．1の要求事項は適用されな

ない場合が多く、その無資格者の知識・技能等の有効性

を確認するために 試験所認定制度 において技能試

い。

非破壊試験の領域では、試験の全体を通しての「測

験が要求されているものと推定される。

定システム」によって結果を求めているし、そのシステ

しかし、非破壊試験の世界では、過剰すぎるほど、

ムを構成する設備は、 規格の5．5 による適切な保全を

多数の資格が存在し、課せられている。 この非破壊

行い、試験測定システムで諸信号強度の調整（検証）

検査試験技術者に対する資格についてのコメントは、他

を行うことにより、その精度が確保されている。

の機会に譲るとして、この意味においては、非破壊試験

の有資格者が試験を行うことは、この要求事項への適
合、つまり、試験した結果が技術的に適切であったこと

また、

a）実施される非破壊試験は、広く認められており、
規格の5。4．6．2により要求事項は満たされているとみ

の証明になる。

⑯結果の報告（規格の5．10）

なされる。

b） 実施する非破壊試験方法は、適用規格及び 要領

報告書は、試験の形ある成果物であり、製品ともい

書 に明確に規定され、依頼者の合意及び承認が

える重要な文書である。

依頼書に提供された報告書は、依頼者が自社内の事

得られている。

業活動に使うほか、依頼者が自らの活動の正当性を立

c）検出レベルのド限値、検出すべき欠陥の最小値
（合否判定基準）が規定されている。

証するため、行政当局や依頼者の製品の買い手、ある

d） 上記c）に対して、それぞれの装置の精度が十分

いはメディアを通じて一般社会にアピールすることとな

に高く規定され、製造され、JIS規格等の要求に従

ったり、依頼者を通じて多数の方面に配布されることに

って保全されるため、装置の不確かさは試験結果

なる。

このように、報告書が

に対して重要でない。

一人歩き しても誤解を生

じたり、有効性が失われないだけの 1一分にしっかりした

e） 試験結果の最終判断が定性的であるため、不確

技術内容のものであることが要求される。

かさの推定は不要である。

などの事山により、通常用いられる非破壊試験において

また、試験所認定を受けると、認定の事実を示す認

は、試験結果の全体に対する装置の校正（SI単位への

定ロゴを表示することが認められるが、認定範囲外のも
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のには使用しないこと、及び認定範囲と認定範囲外の
ものが同居している報告書の場合は、認定範囲外のデ

とは、依頼者の意にかなうものである。

その意昧で国際規格ISO／IEC17025（JIS

Q17025）によ

ータは認定範囲外であることが、明確に読みとれるよう

る適合性評価を検査会社の評価に用いることは、今こ

に識別を施したうえで発行する必要がある。

の時代が要求する

5．10．2c）は、各ページに報告書名（あるいは識別番

号）等を記載し、1ぺ一ジ毎に識別できるように求めて

いる。また、ページは、全ぺ一ジ数がわかるように
1／3

または

Pagelof3pages

5。10．2j）の発行承認者は、

つ者

のように記人する。
その報告書に責任をも

であれば必ずしも、その技術的内容に責任をもつ

者でなくても、よいとされている。

透明性

信頼性の醸成

公正さ

になる。

しかし、…方で、ISO／IEC17025（JISQ17025）は、言式

験所が顧客・依頼者やその他の第三者から見て、
できるデータを提供できる能力・体制がある
るために、実施すべき

最低限の常識

所の信頼性の醸成

行ってもよいということである。

に活用する姿勢が大事である。

5．10．5の試験結果に対する意見及び解釈は、試験結果

試験結果で

ことを明確にする必要がある。つまり、意見及

び解釈は、客観的事実でなく主観的判断を表したもので
ある。

を記述している

のための1つのツールとして有効的

また、規格の個々の要求事項は試験所の巾で、単独
的に二次元的なつながりを持っている。従って、

一つの

小さな局所的な視点（アントアイビュー）にとらわれる

この個別の事項は、試験所の能力に

関する全体の満足度と比較して一体どれくらい重要なの

等で速報的に通知する場合での注意点で、例え速報と

か

はいえ、この要求事項を満たすこと、及び機密保持につ

局を見失わない

いて配慮することを求めている。機密保持のためには、

観点で思考し、利用してほしい。

報告相乎以外の部所や人物にその報告書を読まれない
ようにするための配慮が必要となる。

試験

で運用されているわけでなく、それぞれが時問的・空間

ことなく、常に

5。10。7は、検査結果を電話、ファクシミリ、E一メール

という原点に立ち返り、是非、試験所としての

大

ように折に触れ、バードアイビュー的

これらのことは、試験所の職員のみならず、顧客や依
頼者、並びに審査員にも考慮していただかなければなら

5．10．9は発行した報告書の修1Eの注意点である。依頼

ない事項である。

者は、修正よりも再発行を希望する場合が多いが、その

最後に、検査業界関係各位の方々には、この国際規格

場合、原本と修正・再発行版が全く同じH付けと番号で

の

あることは、認められない。

期待する。

4

信頼

ようにす

用する試験所はこの規格に振り回されることなく

したとしても、報告書を発行した試験所の承認を得ずに

はない

を確保すること

規格にすぎないことも認識すべきであり、この規格を利

5．10．2の参考2では、完全な複製は、この要求を適用

という事実に基づくことが求められるが、

のために必要な

適正な技術能力

の意味

を理解するとともに、有効的な活用を

おわりに

文

依頼者が依頼する試験所を選定する場合、依頼者の多

くは、その試験所の過去の実績や世問の評判を選定の
参考とする。しかし、これらの情報は、これから依頼し

ようとする特定の試験について当てはまるかどうか疑問
である。

（1）JIS

Q17025：2〔）00（lso／1EC

献

l7025：1999）

（2）JISZ9901／9902：1998（ISO9001／9002：1994）

（3）JISQ9001：2000（iSO9001：2000）

（4）60／1ECガイド25研究委員会編，試験事業者のためのISOIIECガ
イド25解釈と、i式験所品質システム構築の指針，日本規格協会．
（5）日本規格協会編，試験所・校Ili機関のためのISOIIEC17025解説
と適用の指針．

依頼者が真に必要とするのは、その試験所が利用者

（6）小野か真作，稲垣道夫編，第三者検査，産報出版。
（7）村

の特定の要求に応えて業務を適正に実施できることであ

り、これを客観的に判断し、選択の指針を提供するこ

L陽

（8）田村

一則〜、弔卜学：者とは御∫か，碧百朝j巽書。

章，斉藤

正則、ISO／豆EC

l7025：1999塀釈及び品質システム

構築のためのf引き／サンプル品質マニュアル，CIW事業者認定制
度検討委員会
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4．JIS Q17020（2000）の解説
エンジニァリングサービス（株）三浦 邦敏

2．2［1．適用範囲1

1 はじめに
JIS Q17020（2000）は、2000年に日本で初めて制定さ

れた規格で、「検査を実施する各種機関の運営に関する
▲般要求事項」となっている。

この規格の原典はISO／IEC17020（1999）であるが、ほ
とんどそれが直訳されてJIS規格となっている。

ここでは、従来なじみのなかったこの規格の原文の日
本語をよりわかりやすくし、所見を挿入して解説するこ

この規格では検査機関の能力の基準と独立性の基準
を規定し、①この規格に基づいて検査機関を認定しよ
うと考える認定機関（日本ではJABまたはそれと同種の
認定機関となる）と②検査機関の能力を承認する関係

者（検査機関を利用するか指定する一般者と解釈され
る）の両者、および③検査を行う検査機関そのものが使
用するよう意図されている。

このうち、①については日本においては今のところ計
画されていない。また、②についても、現状においては

ととした。

なお、原文紹介については誌面の関係上省略する。

JIS Q17020（2000）を満足した検査機関であること と

2 本文

いう検査機関に対する制約条件が付される事例は存在
していないものと推定される。ただし、②については、

2．1 序文（以下本文の記載は省略〉

被検査物の如何を問わず、今後、公正な第三者検査を

この規格の制定された目的は、 この規格に適合して
検査を実施している機関の信頼性を促進する （原文）

相当する検査機関に行わせたいと考える者が出現すれば

ところにあるとされているが、日本では従来情報の限り

実現する。③については、公正・中立な検査機関を標
榜する検査機関が自ら、自らの健全性を他に証明する

においては該当機関は1機関も存在していないはずであ

ための手段としてよい、ということが意味される。

る。

欧州において数機関、ISO／mC17020の要求をクリア

なお、この規格では、他の試験所認定、認証機関認
定等において該当規格上で求められている事柄を包含し

し、国家機関によって認定された検査機関があるらしい、

ておらず、検査機関として認定されるためにはこの規格

とのことであるが、日本との国情の相違もあって、日本
においては日本流の規格の用い方で使われるべきとされ

kで呼び出されている関連認定（認証）基準類にも適

ている（工業技術院標準部／（財）日本規格協会認証規
格課）。

対象となる検査機関は食料品や薬晶の検査機関も含

合していなければならないといえる。

2．3［2．定義］
この項では 検査 （量nspection）と』 検査機関 （in−

まれるが、日本工業規格の性格 h、主として重工業製

spectionbody）の』 二つの語旬が定義されている。

品の検査を行う機関が最も該当度合の高い機関となる
（同認証規格課）。本文の中には「プラントの検査」と

検査 とは、製品設計、製晶、サービス、プロセ
スまたはプラントに対する直接行う検査行為、およびそ

いう語句が散見されるので、明らかに石油、電力を含む

れらが特定の要求事項（f む様または法律か？）に適合

エネルギープラントグ）検査を行う機関も対象とされる。

しているか否かを検証する行為、またはそれらが

検査機関の独立性に対する要求事項は、「附属書A」、

「附属書B」、「附属書C」に明示されており、法律や市
場の二一ズに適応する 独立性の基準 が決定されるが、

A、B、Cの基準は主として「第三者機関（独立系〉」か
そうでないか（系列系）で区分されている。

一般的

な要求事項（特定要求事項と一般要求事項がどう違う
かは不明）に適合しているか否かを専門的知見に基づき
検証する行為とされている。

検査機関とは当該検査を実施する機関で、独立した1
組織でも、ある組織の一・部であってもよいとされている。
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なお、ここでいう定義にはISO／IEC

Guide2（1996）の規

定した定義が含まれるが、当該Guideにおける
および

検査機関

検査

の定義とここで規定されているもの

検査員の独自の判断、判定を尊重しL席者がそれをく
つがえす要求を出せないような仕組み（文書により記述
する）を構築しておけばよいが、後者にあっては、たと

えばRTフィルムによって合否判定することのみが検査

に有意差は見当たらない。

実務とは限らず、立会検査結果での判断などになると、

2．4［3．管理上の要求事項］

事実 L、不口∫能である。これは野球の主審のボール、

該当する検査機関は法律上、存在を確認できるもの

ストライクの判定と同じで、仮に、内々で事前に何らか

でなくてはならず、ある組織の一部である場合はそれが

の圧力が加えられていればきわどいストライクは人問の

明示されていなければならない。

口でボールと判定されてしまう。
2．5．2

検査機関は、その機能と技術的活動範囲を記述した

検査機関に要求される独立性は

文書を保有し、検査の詳細は個々の「契約」または
B

「業務指示」に従って決定されなければならない。

検査機関は、損害賠償を国内法によってまかなえる

独立性

、

タイプC

タイプA

、

タイプ

の三種類に分類され、附属書A、B、C

に示される最低限の基準をクリアしなければならない。

か、自ら賠償責任を負える立場である場合を除き、何

（1）

らかの損害賠償責任保険に加入していなければならな

第三者検査業務を提供する検査機関であり、被検査

い。ただし、ここでいう

損害賠償

がどんな種類の事

タイプAの検査機関

物の設計者、製造者、供給者、据付者、購入者などの

故等に対するものかは明示がない。すなわち、業務Lで

関係者であってはならず、また、これらの当事者から権

の検査機関の職員の事故か、他人の事故か（以上、人

限を委託された代理人であってはならない、とあるが、

身）、対物事故か、あるいは被検査物損壊等による事故

翻訳通りであるとすれば、第三者検査の実行目的によ

か等は不明である。

り設航された国家機関あるいは準国家機関（第・者と

かつて、外国政府との検査委託契約時に、強制的に

も第二者とも利害の関係をもたない機関）がここでいう

付加保険の加入を指示されたことがあるが（検査費積

検査機関

算巾に入れることができ、当社の自己負担ではない）、

しかし、JISが日本国民が活用しうる工業規格である

たりうる。

この保険のcoverageは検査ミスによる被検査物の損害補

とすれば、目本国においては、この規定を拡大解釈して

償は含まれていない。従って、ここでいう損害賠償保険

活用するほかない。なぜならば、現状の口木の国家機関

は検査業務中で生じた人身事故あるいは物損事故に対

等はその存在性をJIS規格によって規制されるべきもの

するものであると考えられる。

にはなっていないからである。

検査機関が親組織を有していてその親組織のみに業

よって、本規格でいうタイフ櫨の第こ者検査機関とは、

務を提供する場合以外は、外部に対して業務提供する

製品の設計者や製造者等のみならず、国家からも独立

場合の条件を記した文書を保有していなければならな

した、法律L存在が確認される機関ということになる。

い。また、検査機関あるいはその親組織は固有の会計

第二者検査の受託はいかなる立場の者からの委託で
あってもよいが（弁護上や会計十と同様）、検査が中立、

監査を受ける必要がある。

2．5［4．独立性、公平性及び完全性］
2．5．1

一般性

をみるとSpecにしばしば「Independent

Agency」とい

う言葉が使用されており、民間会社でももちろん可だが、

検査機関の検査員等は、検査結果を判定する上で他
からいかなる圧力も付加されないような立場に置かれて

いなければならない。また、検査手法については当該圧
力が与えられないものであること、とされているが、こ
こで規定されたことは、正に

公正に行われれば問題ない。ただし、外国における事例

言うは易し、行うは難し

である。

材料供給、加工、建設、据付等の業者とあらゆる面に
おいて関係のない者に限られる。

タイプA検査機関およびその職員は判定の独立性や検
査業務の誠実性とは相容れない活動に従事することが禁
じられている。とくに検査対象となる製品や関連品の設
計、製造、供給、据付などに直接関与できない。

前者については検査機関の組織ヒ、検査に従事する
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第三者検査機関の業務はすべての利害関係者が容易

丑7RαMPE5（SαMMER，2001）
に内容確認できなければならず、その際、そのための金
銭的またはその他の条件を付することはできない。

（2）タイプBの検査機関

2．9［8．要員］
検査機関はその通常の機能を果たすために必要とされ

親組織を有する検査機関で、被検査物の設計、製造、

建設、据付などの組織からは完全に分離独立していな

る範囲の専門技術を有するト分な数の常用雇用の職員
（以下、検査員という）を保有しなければならない。こ

ければならない。

こでいう専門技術とは、該当する検査業務に関する知

検査業務は当該親組織のみに提供することができる。

識、資格、経験をいい、被検査物の用途、製造技術、

親組織職員の責任と検査機関職員の責任は、組織ヒで

欠陥、個々の欠陥の重大さ等の解釈に精通する技術を

明確に分離されているか、または検査報告の形態により

いう。

分離されていなければならない。検査結果の判定の公正

また、検査員はその保有資格、能力、経験度合に応

さや検査業務の誠実さ等はタイプAの機関とかわらな

じた教育・訓練を受けなければならない。教育・訓練は

い。

システム化されていなければならず、当該システムは①

（3）タイプCの検査機関

新人研修、②見習研修（熟練検査員による研修）、③中

検査対象である製品等の設計、製造、供給、据付等

堅検査員研修を含める。学歴、資格、訓練および経験

にも関与できる検査機関をタイプCの検査機関という。

この検査機関は親組織に対する検査業務の提供のみ

に関する記録は検査機関の責任で保存する。

検査機関は、検査員の品行に関する指針（検査員倫理）

ならず、外部（社外）からの検査依頼にも応じることが

を規定しなければならない。

できる。ただし、その場合は当該受託検査業務が親組
織のための検査業務ではないことを完全に明示できるよ

検査員の報酬は、本人が行った検査実務の量に直接
比例して支給されてはならない。また、絶対に 検査結

うな手段を具備し、かつまたそのことを明文化しておか

果 に依存して支給してはならない。

なければならない。

これらのことはすべて検査実務を公正に行わせるため

タイプCの機関は、Bの機関に比較すると外部（親組
織でない他者の）依頼検査を実施できる分、検査業務
の実行規定が厳しくなる。

の しばり である。

イ列として、粗雑な多量の検査実務を検査員に行わ
せ、その量に見合う賃金を支払うことは禁止、検査依

2．6［5．機密保持］

頼者や受検者に都合の良い検査結果を故意に出すよう

検査機関の守秘義務で、自明、かつJIS Q17025とほ

当然そうした組織の要求に応えてはならないことにな

なことは厳禁、という意味である。また、検査員当人は

ぼ同様であるので省略。

る。

2．7［6．組織及び管理］

2．10［9．施設及び設備］

検査機関が 認証業務 や 試験業務 を併せて提

JISQ17025とほぼ同様であるので省略。

供する場合は、当該機能問の関係を明瞭に定義しなけ

ればならない。組織には常用雇用者である 管理技術

2．11［10．検査方法及び手順］

者 を置かなければならず、当該職員は本規格を熟知

検査機関は、予め検査方法、検査手順が規定されて

し、かつ検査業務に精通した者でなければならない。組

いる場合はそこに規定されている方法等により検査を実

織の職務規定書には教育、訓練、技術的知識、経験に

施しなければならない。また、検査指示書（以下、検

対する要求事項を含めること。

査要領書とする）は常備し、当該要領書のとおりに検

その他の解説はJIS Q17025とほぼ同様であるので省
略。

査するが、規定外の検査方法、手順を採用しなければ
ならない場合は（検査法確認試験等により）、採用しよ
うとする検査方法が適切であることを確認してから検査

2．8［7．品質システム］

を実施する。この場合の検査方法については文書化する

JISQ17025とほぽ同様であるので省略。

こと。
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検査機関は、契約業務を的確に行うために以下の事
柄が管理できる

契約業務管理システム

を保有する

いること。

（3）

ド請負についてその詳細を検査委託者に通知し、

かつ容認されること。

こと。

a）

契約業務は検査機関の専門技術の範囲内である

検査機関は下請業者の能力および適合性に関する調

こと。また、要求される検査を実行できる十分な検

査を行ってその結果の詳細を記録し、下請業者登録簿

査員数を保有すること。

を保有する。

b）

検査委託者の求める検査業務を完全に理解し、

検査員に対しては明確な業務指示を与える。
c）

受託し実行している検査業務は定期的に見直し、

検査完了時には、検査要求事項が満足している

かどうかを見直す。

られた時点で記録し、関連情報の滅失を予防すること。

検査結果の中で計算行為を伴う場合は検算し、デー
タの転記に際しては必ずチェックする。また、業務上の
安全管理指示書

この規格ではその条件としてきわめて常識的な管理を求
めている。

検査実務中の観察事項や、データ類は当該情報が得

安全管理は

価表を作成させなければならない。

検査業務の外注問題は古くて新しい問題であるが、

必要時には不適合の改善処置を行う。

d）

検査機関は、ド請業者に検査業務を行わせた場合は、

その結果を元請検査機関の精通技術者に評価させ、評

を使用して行う。

2．12［11．検査サンプル及び検査品目
の取扱い、12．記録］

自ら行うこと

と規

定されているので、止むなく外注する場合にはかなり厳

重な（常識的な）下請管理が求められるのは自明であ
る。無断外注が厳禁であることは論を待たない。

2．15［15．苦情及び異議申立て］
検査機関が行った検査の結果等について検査依頼者
や受検者などからクレームがあった場合、それをどう取
り扱うかについてマニュアルを保有していなければなら

JISQ17025とほぽ同様であるので省略。

2．13［13．検査報告書及び検査証明書］
検査機関が実施した検査業務の結果は

大原則として受託検査業務は

記録管理

された検査報告書に記載すること。また、検査報告書

は検査結果一覧、合否判定結果および合否判定の根拠
となるデータ類がもれなく記載されていること。これら
の情報はすべて正確、緻密かつ明瞭であること。

なお、検査報告書に下請業者（検査外注業者）に行

ない。このマニュアルには検査結果に対する法律的な異
議申立てに備えるものを含める。

検査機関は、クレーム処理の全記録を保有し維持す
ること。

2．16［16．協力］
検査機関は他の検査機関との情報（検査経験）交換
の場に参加し、標準化活動に寄与することが期待され

わせた検査結果が含まれる場合は、それを報告書上で明

る。CIW検査事業者協議会などはそういった場の一つと

示しなければならない。

いえる。

検査報告書は検査員の署名を必要とするか、該当責
任者が承認する。

2．14［14．下請負契約］
検査機関が受託した検査業務は、通常、当該検査機
関が自ら実施しなければならない。検査機関が受託業務

の一部を下請に出す場合はつぎの条件を満足させるこ

3

おわりに

以Lは、解説というよりはほとんどJIS原文のままの
感があるが、よりわかりやすい日本語にはなったと思っ
ている。各位のご参考になれば幸甚である。

なお、わかりにくいJIS原文は適宜、英語の原文
（ISO／IEC17020）を参照して解釈したことを付記する。

と。

（1）

下請負業務を下請業者が確実に実施できること

を実証できること。

（2）

下請業者の資格要件が該当検査業務と整合して

参考
1）iSOπEC17020：Gener＆1criteria
bodies

18一

performing

文

for

inspection（1998−l

the

献
operation

l−15）

of

various

types

of

・欝RαMPE5（5αMMER，2001）

5。建築工事の品質確保について
東京都都市計画局建築指導部専門副参事（構造担当）春原 匡利
る。また、中間検査、完了検査を補完する建築工事施

1 はじめに

工計画報告書や同施工結果報告書等の審査を行ってい

東京都は、本年5月1日付で、「建築工事の品質確保

る。この通知は、これらの検査や報告書の審査を通じて

について（依頼）」を都市計画局建築指導部長名で建築

都が把握した、工事施工の実態とその問題点を重大視

関係団体宛に通知した。併せて、この通知の内容を建

し、関係業界への依頼という形で建築工事の品質確保

築確認及び検査業務の参考として活用するよう、都内

を求めたものである。

の特定行政庁及び都内を業務範囲とする指定確認検査

中間検査の制度化は、いうまでもなく平成7年の阪

機関に通知した。

神・淡路大震災で露呈した施工不良などに対応するこ

この通知の内容については通知文をお読みいただくと

とを目的として、建築基準法の規制の実効性を確保す

して、通知において提起している問題点のうち、本誌の

るために導入されたものであり、今回の改正の目玉の一

読者の方々に関係の深い鉄骨工事及び溶接部の検査に

つとされている。また、平成12年6月には、この施工不

関する問題点について紹介させていただきたい。

良等が顕著であった木造、鉄骨造及び鉄筋コンクリー
ト造等に関して、仕様規定がより具体的に定められ、

2 中間検査の実施と鉄骨関係の判

検査や審査の判定基準としての役割を果たすこととなっ

定基準

た。

東京都では、建築基準法の改正を受けて平成11年7

特に、従来の鉄骨造の溶接接合部の晶質については

月から中間検査を実施し、従来から実施している完了

具体的な規定がなく、審査等に日本建築学会の仕様や

検査では把握できなかった構造体の品質確認を行ってい

規準（JASS6等）を利用していたが、告示（平成12年建

ダィァ．，ム＾

，∵フラ幽

讐

区壷コ｝

柱フランジ｝

此 墾 恥

有≧診2

イ〉ダイアフラムと
フランジのずれ

＜ 2

e≦哲1／5かつe≦4mm
e≦61／4かつe惑5mm

郵蜂

蜂

ロ〉突合せ継手の食
い

6茎15mm
ε≦15mm

＞15mm
e議6／10かつe≦3mm

梁フランジ柱 1

フランジはダイアフラムの厚み内で溶

：

する。

通しダイアフラム
雄
軍
膠
匿
轟

2導 ，

e

1 ＿ ＿

e≦0．3mm
だし，、一ヒ記の数値を超え1mm以下の

合，溶接長の｝／io以下であり断薗が
角的でないものは許容できる。

ハ）アンダーカット

図 溶接部分の寸法
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設省告示第1464号「鉄骨造の継手又は仕口の構造方法

協会（STIA）及びCIW検査事業者協議会等で検査報告

を定める件」第二号）により具体的な基準として定め

書の記載事項や表示方法等について検討が始まってい

られたものである（前ページ図参照）。

るようである。

3

また、（8）については、建設業の団体等で検討が始ま

鉄骨工事における管理・検査の

ると聞いている。

問題点

その他の問題点については、検査の透明性の確保に

この通知で提起した問題点は、次のとおりである。

よって解決できることが多いと考えられる。このため、

（1）

東京都では検査の信頼性を確立するための制度につい

図中の「ロ）突合せ継手の食違い」について、

とくに柱の現場溶接継手において、告示の許容値

て、今後検討を行うことにしており、関係する団体等と

を超えるものが少なからずみられること。

の調整を図りながら、合理的かつ公正な検査制度の実

（2）上記の中には、許容値の2倍から3倍を超える

現を早急に実現したい。

ものもあったこと。

（3）

資料【通知文全文掲載】

これらの事例は全て、都の本庁が扱っている大

以下、建築関係団体あてに、東京都都市計画局建築

型物件におけるものであること。
（4）

指導部長名で出された「建築工事の品質確保について

これらの事例の中に、重大な不具合の事実を工

事監理者及び工事施工者（元請）が報告書に記載

（依頼）」の全文を掲載する。

しておらず、都の担当者が検査や添付資料（溶接

目頃、本都の建築行政の運営にご協力いただき、厚

部検査報告書など）の審査により指摘したことに
よって判明したものが数例あること。

（5）

く感謝いたしております。

L記において、検査会社が作成する「溶接部検

さて、東京都では、建築基準法の改正に基づく中問

査報告書」等の内容の信頼性が検査や報告書審査

検査制度を、

に決定的な影響を与えること。

ております。都においては、中間検査制度の実施にあた

r成11年7月から実施し1年9ヶ月を経過し

（6）鉄骨加工工場が作成し、工事監理者及び工事施

り「巾間検査マニュアル」を作成し、説明会等を通じ

工者が承認する「鉄骨制作要領書」等の中に、告

て制度の主旨と内容について広く普及に努めてきたとこ

示の基準が反映されていないものが少なからずみら

ろです。

また、この問の平成12年6月には、性能規定化に関わ

れたこと。

（7）VTやUTなどの溶接部検査要領書や検査結果報

る政省令の施行があり、木造の接合部等、鉄骨造の溶

告書の中には、告示の基準が反映されていないもの

接接合部等、鉄筋コンクリート造の鉄筋の継手等につ

やVT（外観検査）の情報が不備なために、検査及

いて具体的な基準（告示）が定められております。これ

び報告書審査に必要な情報を 卜分に提供できない

らの規定は、阪神・淡路大震災において施工不良等に

ものが少なからずみられたこと。

よる倒壊等が顕著にみられたことから、とくにこれらの

（8）

告示の許容値を超えた場合には、同告示に基づ

要因となった構造の仕様について改正された部分であ

き次のような内容のただし書きが適用されるが、こ

り、確認審査、中問検査および完ゴ検査における「合

れらの具体的な方法が提案されていないこと。

否判定基準」となるものです。

【ただし、仕口部の鋼材の長期に生ずる力及び短期

これまで検査を実施する中で、これらの「合否判定基

に生ずる力に対する各許容応力度に基づき求めた当該

準」に適合しないなど建築物の品質に関わるいくつかの

部分の耐力以上の耐力を有するように適切な補強を行

問題点が明らかとなっております。

った場合においては、この限りでない。】

4

例えば、鉄骨柱の現場溶接継手において、告示の基
準の許容値を超える食い違いが生じているケースが少な

今後の課題

からず見られます。中には許容値を大幅に超え、構造耐

前項3で挙げた問題点のうち、（7）については、都知

事の指定検査機関の団体である構造物第三者検査機関

力上の安全に関わる重大な不具合となる食い違いも発
見されています。
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また、これらの事例は、大規模工事において起こった

いて技術力および公正さを担保し得る機関を選択

ものであるにもかかわらず、工事監理者および丁事施工

者がこれらの不具合を把握しておらず、本都職員の検査

すること。

（4）鉄骨加工工場等の専門工事業者は、製作要領書

と審査により発見されたという点に重大な問題点があり

および検査要領書等の内容について、建築基準法

あす。

令の定める基準に整合させるために必要な見直しを

これらのことが氷山の 一角であるとすれば、建築工事

の信頼性の確保の観点から由々しき事態であるといわざ

行い、これに基づき適正なL事を行うこと。
（5） 試験・検査機関等は、建築1二事の試験および検

るを得ません。

査等に関する東京都取扱要綱（以下、「要綱」）に

このほか、構造スリットの施工が確認図書の内容と異

基づいて、公正かつ正確な試験・検査等を実施し、

なるために、設計で想定した構造耐カ トの仮定が成立

不合格の結果については、要綱の定めるところによ

しなくなるケースや高強度コンクリート、マスコンクリ

り特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関（以

ートなどを夏季に打設する場合等について強度不足とな

下、「特定行政庁等の機関」）および工事監理者等

る事例が見られます。また、はり端部等の構造耐力L

に通知すること。

需要な部分にコールドジョイント等の打込み欠陥が発見

また、試験・検査要領書等の内容について、建

された事例が見られます。これらの工事についても十分

築基準法令の定める基準に整合させるために必要

な注意が必要です。

な見直しを行い、これに基づき適正な試験・検査

つきましては、以上の点をお酌みとりの上、下記の事

を行うこと。

項について貴会会員に周知していただき、改めて建築工

事における自工程責任の確立を図り、より

▲層、品質

2 建築工事に関わる事業者は、工事監理、施工管理およ

確保に努めていただくようお願いいたします。

び検査にあたって、下記の事項に留意して行うこと。

なお、東京都ではこれらの事例に鑑み、建築Il事に
関する検査について、より

（1） 鉄骨造の溶接接合部が平成12年国二L交通省告示

一層の信頼性を確保するため

第1464号ニイ各号に基づく合否判定匪、整準の数値に

の合理的な制度について検討しており、検討結果につい

不適合となった場合に、同告示ただし書きを適用

ては追ってお知らせする予定です。

するにあたっては、工事監理者が適切な補強方法
について検討し、特定行政庁等の機関の審査を受

記

けなければならない。

（2） 鉄筋コンクリート造の工事にあっては、工事監

1 建築工事に関わる事業者は、下記の事項を順守し、

理者等が型枠除去後の打込み欠陥部検査を実施し、

自工程の責任を果たすための必要な措置を行うこと。

構造体に必要な強度、靭性、剛性等の性能を損な

（1） 工事監理者は、国L交通大臣が定めた当該工事

う恐れのあるコールドジョイント、ジャンカ、ひび

に関係する基準および設計図書に基づいて検査し、

割れその他の欠陥の有無を検査し、補修等の必要

検査結果に基づいて工事施工者に対し適切な指示

な措置を講じること。

等の対応を行うこと。

また、具体的な検査手法および判定基準をコン

（2） ll事施工者（元請）は、専門工事業者等が行っ

た工事について行う受け入れ検査等にあたっては、

クリート施1：計画書等の図書に明示すること。

（3） 高強度コンクリート、マスコンクリートなどを

国土交通大臣が定めた当該工事に関係する基準お

夏季に打設する場合および高温蒸気養生等を行う

よび設計図書に照らして検査し、検査結果に基づ

プレキャストコンクリートについては、コンクリー

いて適切な対応を行うこと。

トが凝結する際に高温になりやすいことから、強度

（3） 工事監理者および工事施工者（以ド、「工事監

不足となる事例が見られるため、コンクリートの調

理者等」）が、自ら行うところの試験検査等の業務

合、躯体の温度管理、養生および強度試験等に十

の一部または全部について代行させるため、専門の

分留意すること。

第三者に依頼する場合は、信頼できる資料に基づ
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【参考事例の間題点と課題】

1

鉄筋コンクリート造の壁等の構造スリット

構造計算において、袖壁、腰壁、方立て壁その他の
壁に構造スリットを人れることによって、実際の構造体

鉄骨柱の現場溶接継手の食違い（施行令第67条第

と構造計算のモデルを一致させようとする方法が採られ

2項、平成12年国土交通省告示第1464号〉

鉄骨柱の現場溶接継手の食違いの許容値が、告示の

ることが多い。また、このことによって平面上のねじれ

基準では3mmのところ、5mm程度の食違いが生じてい

や立面上の剛性変化を小さくし、必要保有水平耐力の

るケースが少なからず見られ、さらに許容値の3倍〜4倍

割り増しを避けようとする場合もある。

という構造耐力上の安全に関わる重大な不具合となる

中問検査等の際にこれらのスリットが施工されていな

食違いも発見されている。これらは、たまたま当該部材

いケースがみられ、ねじれ等が実際には大きいままとな

の応力にかなりの余裕があったため、補強工事および構

っていることなどから、必要な保有耐力が確保されてい

造計算による安全確認により、告示のただし書きを適用

ない恐れがある。

今後は、検査時点での施工の確実性を確認する手法

して事なきを得たものである。もし、当該部材の応力に

を確、尻することが必要である。

十分な余裕がなかったとすれば、検査は不合格となり、

4

この■事は停止したままとならざるを得ない。この結果

夏季のコンクリート等の強度不足

夏季において35度以上の高気温が連続する場合等に、

として、建築主をはじめ工事関係者に多大な損害を与

コンクリートの強度が不足するケースがみられた。これ

えた可能性がある。

また、これらの事例は、大手の設計事務所および工

らは、高強度コンクリート、マスコンクリートなどの場

事施［者が工事監理および施工する大規模工事におい

合に、もともとコンクリートが凝結する際に高温になり

て起こったものであるにもかかわらず、工事監理者およ

やすい傾向があるヒに、高温の外気温による相乗効果

び工事施工者がこれらの不具合を把握しておらず、本都

から生じたものと考えられる。このほか、高温蒸気養生

職員の検査と審査により発見されたという点に重大な問

等を行うプレキャストコンクリートについても、強度不

題点がある。

足となる事例が見られた。

コンクリートの調合、躯体の温度管理、養生および

今後は、告示の基準を大きく超えた場合にただし書
きを適用するための、適切な補強方法や構造計算によ

強度試験等に十分留意することが求められる。

る検証方法等をしかるべき機関等が提案し、建築主、

5

設計者、施 L者、専門工事業者、検査会社等の関係者

型枠除去後の打込み欠陥部検査は、コンクリート躯

および行政機関が合意しておくことが必要である。

2

コンクリートの打込み欠陥部

体の一体性を確認し、構造体に必要な強度、靭性、剛
性等の性能を保証するために必要かつ重要な検査であ

検査報告書の信頼性

鉄骨溶接部の検査会社の報告書において、検査結果

る。高強度コンクリートにおいては、欠陥部の評価がよ

の記載内容が不備なものが少なくない。改正告示の溶

り重要な意味を持つこととなる。ところが高強度コンク

接部の基準（割れ、仕口のずれ、突合せ溶接部の食い

リーHl事において、これらの検査が工事監理および施

違い、アンダーカット）についての具体的な記載がない

工管理上明確に位置付けられていないケースがみられ、

など、最も需要な事項の検査結果の判定ができない報

結果としてはりの端部等の重要な部位にコールドジョイ

告・書がある。

ント、ひび割れその他の欠陥が生じている事例があった。

この要因として、統一的な打込み欠陥部の検査方法

卜記1の事例のうち、本都職員の検査と審査で発見さ
れたケースでは、検査機関の報告書の内容が具体的で

と検査結果に対する判定基準が確立されていないことが

あったためチェックが口∫能であった。

挙げられる。

検査報告書の品質および記載内容、すなわち信頼性

今後は、検査手法および判定基準をしかるべき機関

が、中間検査や完了検査の総合的な信頼性に大きく影

等が提案し、建築主、設計者、施工者、専門工事業者

響する。

等の関係者が合意しておくことが重要である。

今後は、検査機関の信頼性を担保するためのシステ
ムを確立することが必要である。
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6．随想一貧乏人根性一
村田康彦

猶

綜合非破壊検査（株）
知人から貧乏神についての手紙を戴いた。

先立ちて死ぬ」など、貧しくも人となりの姿があることを見逃さ

日本には八百万（やおよろず）の神がいらして、そのうち三柱

なかった。その後いつのごろか清き貧乏が、ゆがみ始める。戦国

が貧乏神なのだそうである。それぞれに難しい名前と役割があり、

の端境を逃げまどい、近嵐の安泰もつかの間、享保、天明、天保

日夜活躍しているという。

の飢饒に、庶民はいつも飢えと支配におびえながら生きることに

私など、昼間は渋うちわを片手にふんわりと背中にのしかから

なる。そして数百年におよぶ、もの言えぬ支配の環境のもとで、

れ、夜は夜で寝返りを打つたびに、左右にあの無精ひげと前歯の

生物としての適応が、われわれのD

欠けた顔で、にっこりと見守ってくださっていることになる。そ

困精神を進化させたのだろう。

N

Aの書き換えまでして、貧

の心あたりは、バブル期での恩恵もなく、不景気には底辺を裸足

明治のはじめには三俵そこそこの収穫高が、今では段当たり八

で這いつくばい、世の役回りでもかたくなに貧乏くじを引き続け

俵も十俵もとれるそうである。農林一号から始まる品種改良σ）成

ていることである。

果だという。農林百号のコシヒカリやその後に続くササニシキで

最近、この神様達は、人々が貧窮するためのご加護に、ばかに

は、穂持ちや低茎の安定収穫だけでなく、味覚の追求までをも完

熱心なようである。特に今年は、「改革風」などと神代の国にも

成させている。野菜に至っては旬をなくし、地球の裏側の食べ物

異常気象が及んでいて、この秋は出雲の寄り合いも中止と伺う。

までも手にすることができる。そして時はさらに進み、物余り、

その所為か、私の知り合いには貧乏神に取り愚かれた人達が増え

飽食、使い捨ての時代と、およそ貧乏人の生息環境は破壊された

てきている。

かのように思える。

風貌貧相にして、錦をまとい

しかし、根深い性根は隠れ貧乏として、われわれの身体の中に

教養貧困にして、道理を論じる

潜んでいる。その姿が現れたとき、かつての戦国の世に勝ち組を

食欲は、清貧の品格を失い

値踏みし、秤量（しょうりょう）の過多に左右された諮いとなる。

貧賎の生い立ち、なお拭いきれず

金持ちを賢者と錯覚し隷属する。また、かつての人となりを忘れ

手元の辞書によれば、貧乏とは「経済的なゆとりがなく衣食住

た利己主義として変態したものもある。世に批判の的となる面従

に見劣りがする・富裕の対語」と解説している。経済と言うから、

腹背の腰の引けた臼本人が完成しつつあるように思う。この精

ものを保有し交換が行われ始めたころから富の偏りができたのだ

神・態度は何かと考え、また、辞書を頼った。そして貧乏人の額

ろう。おそらく日本では水稲の始まった弥生時代ごろには、経済

縁になるような言葉を見つけた。「根性」の二項に「身に染み付

らしき形がおこり、貧乏を感じて生きた人々がいたのではないか

いてどうしても抜くことのできない卑劣な生活態度」とある。

と思う。そして、貨幣経済に移り、貧富の差がよりはっきりした

貧乏人根性。

のではないだろうか。貧の文字は「貧しくして詔（へつら〉うこ

貧乏神の加護に従い、祖先の生き延びてきた精神を汚すことな

となし」や「貧者0）一燈」など、紀元前の論語や経典にも出てく

く、生命体としての法則を裏切らず、大方の日本人が貧乏人根性

るから、歴史的な貧乏先進国は、もちろん中国であろう。

を堅持していると結論した。

また、富裕の対語とあるので貧乏自体は絶対的地位になく、富

少しばかり歳をとると、世の中との歩調にズレがでるようで、

者を羨んだとき相対として貧者の感覚が生じるものと考える。日

妙に人の無防備な後ろ姿がよく見えてくる。こんな時に分かった

本人が生物の一員として、繁殖を繰り返した場合、富者を優とす

ようなことを思っても、事後の妙案である。だからといって、霞

ればメンデルの優劣法則の通り、当然富者は少ない。つまり有史

葉を飲み込むばかりではただの老いぼれである。老いぼれにはな

以来延々と、日本人の大方が貧者を演じてきたことになる。

りたくないからと鉛筆を持ったら、やはり人の中傷・偏見ばかり

平安の末期に鴨長明が方丈の居をかまえ、「今の世のありさま」

として荒れた世を記したとき、仁徳天皇が庶民のかまどの「煙の

乏しきを」心配した治世は、すでに大昔の話としている。飢饅
（ききん〉にあっても、家族あるものは「その思い勝りて、必ず

で自らのみすぽらしさが気になり始めた。

つい最近になって、貧乏人根性の代表的な姿を見つけた。それ
は鏡の中のおのれである。

それは虚像なのだろうか、実像なのだろうか………。
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7．協議会だより
CIW検査事業者協議会
1．平成13年度定時総会報告

た。ご協力をお願いします。

次のとおり定時総会を開催しました。

1．WGの再構築
本年度は次のWG体制で活動する。

1．口 時：平成13年5月15日（火）14：00〜15：30
2．場所：浜松町東京會舘
3．出席者：51社52名、委任状101社
4．議

O

1）会員外向け外観講習会WG………………具体的実施
2）T。P．貸出し規則化WG一……………・標準化作業中

案：

3）不具合事例集WG…一…………・……………待機中
4）非破壊検査法体系調査（建築）WG……一覧表作成
5）中間検査WG…………一…・………一……・待機中
6）外観検査ハンドブックWG……………一・改定する

議案1．平成12年度事業報告（案）及び平成12年度決
算報告（案）

○

議案II．平成12年度監査報告（案）

0

議案III．平成13年度事業計画（案）

○

2．建築士事務所協会との外観講習会

議案IV．平成13年度予算（案）

青森県、愛知県、島根県、新潟県について開催の具体

L記全議案が承認されました。、

化を企画中で9月以降開催の予定である。

なお、新規会員として、次の2社が入会され総会時点で
の会員数は156社となりました。

3．（社）H本非破壊検査工業会・技術部会との連携
技術的な共通課題について共同活動を行うべく準備を進める。

O（株）ソニック（名占屋市）

4．JSNDI対応
現制度をJIS Z2305に統合する動きに関し会員に必要な

O（有）佐賀検査サービス（佐賀県）

5．特別講演：15：40〜16：50

情報を提供していく、、

演題：「検査会社におけるリスクマネジメントについて」

5．東京都「建築工事の品質適正化（依頼）」について

講師：三菱重工業（株）神戸造船所品質保証部

次長

依頼本文については、本号RUMPESで紹介されている

宮越直樹氏

とおりであるが、協議会会員には別途、注意事項として文
書を送付した。

．全国営業会議実行委員会関係報告
平成13年6月21目（木）に第6回実行委員会を開催し、

r成

1肌その他関連事項について

13年4月16目（月）の第3回全国営業会議での討議事項及びア

1．CIWパンフレッ1・の改定作成

ンケート結果を基に、平成13年度の検討の進め方等の概要
を次のとおり立案しましたのでご協力ドさい。

溶接協会と共同で現行の「CIW検査事業者認定制度の
ご案内」パンフレットを新パンフレットに改定すべく作業
中で8月中には完成の予定。

1．開催頻度二全国営業会議（1回／年）、実行委員会（3
回／年）、各ブロック会議（3回／年）

2．溶接協会「C㎜『ありかた検討WG」について

2．進め方：各ブロック会議に重点を畳いた活動とする。

平成12年度活動は完ゴし、13年度は「CIW試験所認定

3．検討課題：

推進WG」（仮称）として活動が展開される予定。

3．1 標準化した事項（統一見積書式の使用、統一見積
条件の遵守、看板掲示の推進）の徹底化

次のとおり関連JISが制定・改正され発行されております。

3．2統一見積条件追加事項の検討

OJIS

3．3

3．関連JIS制定・改正・発行予定について（参考）
G

O431：「鉄鋼製品の非破壊検査試験技術者の資格

検査従事者名札着用の検討

3．4 行政庁、建築1二事務所協会への第三者検査PR活動
への参画
3．5 その他、各ブロック固有課題の検討

O
O

及び認証」（発行済み）
Z2305：「非破壊試験一技術者の資格及び認証」
（発行済み）

JIS
JIS

Z2343−1：「非破壊検試験一浸透探傷試験一第一部」

4．スケジュール：各ブロック会議を7〜8月から開始する，、

ケ

5．その他：出席率向上に向けた活動を展開する、、

〃

〃

1．技術委員会関係報告

OJIS

平成13年5月29日（火）に技術委員会WGリーダー会議

一3：「

一4：「

4

ケ

ー第二部」
〃

か

一第三部」

一第四部」

Z3106：「ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験
方法」

を開催し本年度活動を次のとおり具体化することとしまし

一一

ー2：「

望RUl

PE5（SαMMER／2001）

8．お知らせ

平成13年度後期のCIW試験及び研修会の日程をお知

◎2級対象研修会

らせいたします。詳細及び申込締切日は、9月半ばに送

東京地区

二9月11日（火）〜9月13日（木）

付する各案内をご覧ください。なお、北九州地区の研

東京地区

修会については、都合により中止することにいたしまし

静岡地区

た。ご了承のほどお願いいたします。各地区の研修会は、

名古屋地区：9月19目（水）〜9月21日（金）

二9月27日（木）〜9月29日（D
：8月29日（水）〜8月31日（金）

参加状況によって中止する場合もありますので予めご承

大阪地区

：9月5日（水）〜9月7口（金）

知置きください。

大阪地区

：9月23日（日）〜9月25日（火）

松山地区

＝9月19日（水）〜9月21日（金）

広島地区

：9月12日（水）〜9月14日（金）

（1）溶接部の検査に関する研修会
東京地区

二平成13年10月27日（土）・28日（目）

大阪地区

：平成13年10月27日（L）・28日（日）

◎特別級応用編研修会

（2）CIW主任検査技術者及び主任試験技術者試験
1次試験

＝平成13年11月18日（日）

（東京地区／大阪地区／広島地区／北九州地区）

二9月19日（水）〜9月22日（土）

大阪地区

：9月11日（火）〜9月14日（金）

福岡地区

二9月4日（火）〜9月7日（金）

（4）溶接管理技術者認証評価試験（特別級、1級、2

2次試験
東京地区

東京地区

級）

：平成14年1月12日（土）

筆記試験

北九州地区二平成14年1月12円（上）
広島地区

：平成14年1月12日（土）

大阪地区

：平成14年1月13日（日）

東京、静岡、名占屋、大阪、松山、広島

：平成13年11月11日（日）
口述試験

東京、大阪二平成13年12月8日（土）

平成13年度後期の溶接管理技術者（JIS

Z3410／ISO

14731／WES8103）のための研修会及び評佃i試験のご

※1級及び2級評価試験では、溶接管理技術者認証委

案内・申込書をご希望の方は、送付連絡先（氏名・住

員会が承認した研修会を受講し、修r証書を取得した

所・電話番号）にその旨をお書きの土、当協会までFAX

受験者は、原則として口述試験は免除されます。但し、

（03−3255−5196）にてご連絡願います。査収後、ご希望

筆記試験の結果だけでは適格性を評価できないと判断

の案内・申込書を送付いたします。なお、各級の評価

された場合には免除されないことがあります。

試験の案内・申請書については、各研修会会場でも配
布いたします。

また、国際溶接技術者資格取得のための特例措置の

（3》溶接管理技術者のための研修会

◎1級及び特別級基礎編対象研修会

東京地区

二9月10日（月）〜9月13日（木）

東京地区

：9月26日（水）〜9月29日（土）

ご案内もしておりますので、詳細については、当協会担
当（TELO3−3257−1643）までお問い合わせください。

名占屋地区：9月18日（火）〜9月21日（金）

＊

大阪地区 ：9月4日（火）〜9月7目（金）
広島地区 ：9月11日（火）〜9月14目（金）
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9．ローカル・インフォメーション
長崎県工業技術センター

平木邦弘
懸

長崎県内の鉄骨製作を行っている協同組合長崎県鉄
構工業会の主催により平成13年5月16日、長崎県高等技
術専門校で、溶接技術の向上と地元の製造技術の振興
を目指して、講演と実習を盛り込んだ研修会を開催し
たところ、県内の企業から多くの参加がありましたので、

地方現況の一事例として紹介します。

建築基準法が平成10年6月に改正公布されてから、建
築用材料を使用した溶接構造物についての普及が進行
しており、最近、溶接の入熱管理については、全国的
講演では「溶接入熱・パス間温度」について説明

に各地区で講習会が行われているようです。

今回、長崎県では、溶接入熱・パス間温度管理研修

一プごとに実習に臨み、繰り返し温度測定を行い

として、講演と実技研修会を実施しました。当日は、

協同組合長崎県鉄構工業会の会員以外にも参加者があ

ました。

④研修会のまとめと質疑応答（午後4時30分〜5時）
「実技の問題点」「温度測定の課題」「最近の表面

り、受講者はおよそ80人に上りました。
研修概要は次の通り。

温度計の傾向」「溶接材料の特徴」一一など多くの

①溶接の実技と表面温度測定の予備練習の実施

質問が寄せられました。

◇

（午前10時〜12時）

「溶接入熱・パス間温度」関連の講演（午後1時

長崎県鉄構．墾二業会としては平成12年10月にも、「鉄骨

〜2時）内容：溶接の短所、溶接の入熱・パス間温

製作の未来展望」「改正建築基準法と鉄骨製品管理」を

度・冷却速度の問題点、熱影響の特徴、炭素当量

テーマに『建築鉄骨シンポジウム』を開催しており、民

と硬さの関係

間企業をはじめ県や市の職員も多く参加していました。

②

など技術的課題についての説明

③実技講習の実施（午後2時〜4時30分）内容；溶
接の実施、入熱の測定、パス間温度の測定、温度

今回は、県の施設を使用しての研修となった才）けです

が、参加者の内訳をみると、溶接入熱の知識がある企
業のほか、過去に溶接入熱に関する温度管理の経験が

測定器の使い方。

講師は、温度管理方法、半自動溶接機の実習方

ほとんどない企業の方もいましたので、研修会の実施結

法、溶接材料の特性、温度測定器について、それ

果により、企業の技術者の方が溶接入熱管理技術の高

ぞれ最近の新しい設備の使用方法や特徴などを詳

度な技術を持つようになり、県内の工業分野の技術振

しく説明する一方、受講者は互いに協力してグル

興に大変役立つようになりました。

溶接部の温度管理のもよう

グループごとに実施された実技研修
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r米国の火力・原子力発電設備の法規制と検査の現状j
米ハートフォードスチームボイラ検査・保険会社

HSBジャパン主催講演会に150人参集

いさつと併せて担当した。

（HSB）の日本法人、HSBジャパン（神奈川県藤沢市、

HSBはi866年の設立以来、130年以．1二にわたり検査と

川端啓之社長）は6月27R、東京・銀座のヤマハホール

保険の両面による予防技術をもとに発電設備、動力発

で講演会「米国の火力・原子力発電設備の法規制と検

生機器、石油化学関連設備および製品等とエネルギー

査の現状」を開催した。

産業分野を専門とする、世界最大級の検査・保険会社。

1975年以来、ASME（米国機械学会）

惹場認定制度

1914年に初めて発行された、ASME規格は、当時のHSB

により日本の85％以上の認定事業所を審査するHSBか

のスタンダードをもとにつくられた経緯があり、現在も

らロバート・サンソン副社長が駆け付けたほか、今年3

全世界4500以上の同規格認定事業所の70％をHSBがカ

月、HSBジャパンが経済産業省指定安全管理審査機関

バーしているという。

に指定されていた背景もあり、会場には電力会社、メー一

日本法人の設立は2000年1月。国内では、同年7月の

カー、検査会社など各界から定員の焉0人が参集、規制

電気事業法改正に伴い、設置者の法定自主検査および

緩和の渦中にある電力業界の安全管理審査への関心の

安全管理審査制度が施行されたことを受け、同社では

高さが改めて浮き彫りとなった。

20艇年3月2日、使用前安全管理審査、定期安全管理審

講演会では、サンソン副社長が「米国の発電設備に
関する法規制と保全の適正化について」「米国における

火力発電所のリスク・アセスメントの実態」、続いてデ

査および溶接安全管理審査を行う「指定安全管理審査
機関」として指定されていた。

席．L、挨拶にたった川端社長は認可を受けた「安全

ニス・パルマーHSBアジア地区管轄ディレクターが「米

管理審査サービス」について、「パートナー一としての心

国の原子力発電所の法規制と稼動率向 Lおよび保険に
ついて」それぞれ通訳を介して講演。「米国における民

引き続き、米国で培った技術を活用して、日本の電力

間第三者検査機関について」は、川端社長が閉会のあ

業界に貢献したいと述べた。

廉甥の台解蓼奮戦記⑪トマ卵儀捧編

と第三者の目を基本に展開していく」と述べ、今後も

フライパンで妙めます。卵が少々固まった時点で、2

c磁大のトマトの餐の昌切りi個分を加え、トマトと卵
夏です。トマトが美昧しい季節になりました、、もぎた

てのトマトを藩ったのは、もう昔の話。今では、昧のな

が混在した状態になるように妙めれば完成。赤と黄色の
色合いが食欲をそそることでしょう。

いトマトが店頭を飾っています。これが理由で、トマト

応用編は、皆さんの創造力次第。長葱や生姜の微塵

嫌いの子供が滅っているそうですが、本当にこれで良い

切りを加え、胡麻油で妙めれば、中華風。ベーコンやハ

のか悪いグ）か？

ーブの微塵切りを加え、バターで妙めれば、洋風，、出来

さて、このトマト、生で食べるだけでは能がない。違

Lがった物に大根おろしを載せれば、和風になります。

和感を覚えるかもしれませんが、本1蝦よ妙めてみましょ
う。ピザに載せて焼いたり、べ一一コンと

瀦に妙めてス

パゲティに絡めたり、皆さんも焼いたり妙めたりしてい
るトマトを食べているのです。昔は、もぎたてのトマト

に砂糖をかけて食べていたことを考えると、さまざまな

国の料理が浸透している現在、決して不思議な話では
ないと思います。

作り方は、非常に簡単。溶き卵2個分に塩・胡椒
少々にわずかな砂糖を加え、菜箸で軽くかき混ぜながら
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21世紀に入り、はや

卜年を経過した，、雨に濡れる紫陽花を見ながら時の移ろいを感じる、、

21世紀は華々しい国際協調の幕開けの感もした。しかし、環境問題における京都議定書に対
するアメリカの反対など、必ずしも容易でないことも明らかだ。

新しいシステムが検討されると、必ず今までのシステムの何が悪いとの議論が起こるのも
理解できる。それぞれの国には長年熟成された考え方やシステムがあるのだから当然と言え
よう。

しかし、口本は貿易立国として存続してきた。確かに今までは品質の良いものを安く提供

できたので、H本方式で成功できた。目本をめぐる環境は次第に好ましくない方向に進んで
いる。相♪の二一ズ、システムを研究すべき必要があろう。そして、システムそのものを模
倣するのでなく、セ張すべきことは明確にし、消化していくことが重要であろう。
今回の特集が、新たな議論の場になることを期待している。
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