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新年あけましておめでとうございます。2002年の新年

情報化の動きもますます大きくなることを考えると、現

を迎えるに当たり、心新たに口本における溶接技術の進

在の非破壊検査事業者認定制度を時代の要請に沿って、

歩向上過程を振り返り、2！世紀に対応する溶接技術の

より信頼性を高めた第 モ者機関の位置付けとするため、

あり方と溶接技術の向 Lに向けて真摯に取り組む所存

ISO・JISの試験所認定制度の基準に見合ったシステム

です。

に改築するための具体的な検討も開始していくというこ

日本溶接協会の設立当初の使命を再認識し、「溶接技

とになります。

術をものづくりの基盤技術」と位置づけ、より層の向

さらに、昨年5月に束京都から建築基準法改正に基づ

上と普及を図るとともに、わが国産業の健全な発展に寄

く中問検査を実施してきた中に、構造耐力Lの安全に

与するため21世紀に相応しい諸活動を展開していく所存

かかわる重大な不具合となる食い違いが発見されたこと

です。

などから各建築関係団体宛に建築工事の品質確保につ

さて、ご承知の通り、溶接技術は建築、橋梁、船舶、

いて注意を喚起するよう文書で通知がありました。

海洋構造物、圧力容器、輸送機器等あらゆる産業分野

これは、鉄骨工事における溶接部の検査については、

の構造物製造の基幹技術であり、その溶接には検査が

一昨年の6月の改IE建築基準法で施行された告示第！464

付きもので、検査は溶接構造物の安全性・信頼性を確

号で「柱梁仕口のダイヤフラムとフランジのずれ」r突

保するための重要な存在です。

合せ継手の食い遅い」「アンダーカット」の3項目に関し

また、溶接はISO9000シリーズで特殊』li二程と位置付け

て定量的な規制値が定められたことによるもので、建築

られ、その妥当性確認要領の明文化、、1二程の事前認定

物の安全確保のための溶接部の性能保証がますます重

や従事する人の認証が要求されています。溶接検査認

要性を増してきたことになります。

外観検査についてはCIWとしても検査技術者として必

定（CIW認定）では、認定当初からこの考えに即して
広範な分野において構造物の検査を行う検査事業者に

要不可欠な項目で、上述した事情を考慮して今後は全

対し、第三者としてその検査技術を認定してまいりまし

資格者に教育指導していく方針で検討いたします、、

今後の当協会の溶接検査認定活動計画についても申

た。

平成13年io月1目現在の認定事業者数は！72社にのぼ

し述べましたが、この線に沿って幅広い活動を実施する

り、日本全国広範囲に展開しております、、今後は数よ

予定であります。これらの諸活動は「会員のための協会」

りも質に重点を置き、認定事業者に対しては晶質管理

「会員あっての協会」の基本理念に基づき、会員が必要

体制の維持・向Lの支援を、技術者に対してはレベル

とされ、継続されるべき事業であり、これらの活動を通

アップを図ることを目的に鋭意努力してまいります。

じて新たな時代の要請にも対応していく所存であります

ので、会員各位および関係各位のみなさま方の変わらぬ

当協会の認定・認証活動については、（財）口本適合性

認定協会（JAB）から認定された溶接技能者および溶接

ご協力とご支援を心からお願い申しLげる次第でござい

技術者の認証システムがJABによる更新審査を年初に受

ます。

け、引き続きJABシステムによる認証事業を推進してま
＼、

＼

いる予定です。

＼

この中で、溶接構造物非破壊検査事業者の技術種別
認定（CIW）事業についてはシステムの維持・向上に努

／

めてまいります。とくに非破壊検査事業者の技術種別

＼

認定事業については、国際的な基準である試験所認定
システムに移行する方向で、これは、国際化が…層進み、
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lw検査事業者協議会代表幹事逸見

新年あけましておめでとうございます。旧年中はC

I

轡

恥戴

でぜひ普及させたいと考えています。

W検査事業者協議会の諸活動に皆様のご協力を賜り、
当協議会会員一同厚く御礼申し1二げます。

俊一

一方、変化の激しい現状にあっては、C

l

W認定も

時代に合わせて変わっていく必要があります。C

建設業界では今年、金融庁の特別検査による「破綻

証制度検討委員会では委員構成を

・新、C

I

I

W認

W認定種

懸念先」指定に伴う倒産の増加に加え、都内を中心に

別ごとに委員が参加するなかで具体的な検討に着手しま

展開されているいくつかの大規模プロジェクトも一段落

した。また、日本溶接協会のC

I

W試験所認定推進W

することから、検査業界もその影響を受けることが予想

Gに委員参加するとともに、食い違い溶接の補強および

されます。

補強溶接試験方法等についてマニュアル作成に取り組

しかし、これらは検査業界が越えなければならない障
害のつに過ぎません。解決までに時間がかかる問題は、
ややもするとさらに悪化する傾向にありますが、臼らの

む告示1464号検討委員会にも名を連ね積極的に取り組
んでいます。

日本非破壊検査協会の資格認定制度NDIS

O601のJIS

手に負えないからといってすぐ投げ出してしまうようで

Z2305への統合・本化に対しては、日本非破壊検査工業

は、検査業界は弱体企業の集団になってしまうでしょう。

会と共同で意見・要望書を提出し、より良い方向で検

こうしたなかで、他業界では、風評を利用した営業が

討いただいております。当協議会では、今後も会員会社

咋年、社会周題化しました。このようなことは決してあ

の負担を可能な限り小さくできるよう外部に対して積極

ってはならないことです。今まで、諸先輩が築いてきた

的に提言していきます。

「信頼」を無にするものです。他社をおとしめ、挙句の

昨年は、建築L事務所協会との共催による実技を主

果て安値競争に走っても長期的に継続できる体力は維

体とした「鉄骨溶接部と鉄筋圧接部の外観検査講習会」

持できません。当協議会が「検査業界の社会的地位向

を大阪、新潟、島根、愛知の各建築十事務所協会で開

L」に向けて活動していくなかで、われわれがなすべき

催し好評を博しました。さらに、国ヒ交通省関東地方

ことは何かをきちんと整理し、それに向かって・丸とな

整備局の構造勉強会や東京都イ、主三宅局の実務研修に招か

っていく姿勢こそが求められているはずです。

れ、外観検査講習会を開催できたことは特筆すべきこと

さて、当協議会では昨年、7つのブロックに分けた

でした。これらは今後の検査震界の将来を占ううえで貴

「全：1．q営業会議」を通じて、各地域の営業担当者の生の

重な経験となりましたし、C夏W認定のP

声が数多く耳に届くようになりました）什事量が減少す

ても意義深いものになったと認識しております。

R活動とし

るなかで、検査会社同士の協力関係も徐々にではあり

発注者の意見を聞き事業内容に反映させることは、

ますが増加傾向にあるようです。ただ、最近の建築業界

協議会活動の根幹をなすものです。こうした対外的な外

に見られる・方的な犠牲を強いる姿勢は相互の信頼関

観検査講習会は引き続き継続し、「C

係を崩壊させかねません。

広くPRしていきたいと考えております。併せて本年は、

I

W認定」をより

こうした状況ド、当協議会が普及を図っている「統

行政庁をはじめ各建築士事務所協会および建築関連団

・見積書式」は、関束・甲信越地区では利用率がほぼ

体等に「第庶者検査」の必要性、重要性を認識してい

100％となっており、発注者にコストの内訳を知っても

ただくために陳情活動を開始します、，

らう有効な｝段になりつつあります。「鉄骨第■者検査

当協議会にとって本年は設立20周年を迎える節目の

会社名表承」看板の掲示については、私が福岡に訪れ

年となりました。これを機に会員 イδ1、気持ちを新たに

た際、市内の1事現場である会員会社が掲げているの

なお一屠努力してまいりますので関係各位のみなさま方

偶然発見し大変うれしく思ったことが印象に残っていま

の変わらぬご協力とご支援を心からお願い申しLげま

す。第 諸検査の公明性・透明性を明らかにする意昧

す。
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国土交通省大臣官房官庁営繕音腱築課営繕技術管理室課長補佐尾嫡
新たな年を迎えるにあたり一言ご挨拶を申し七げま

俊文

り、それらの性能を保証するものは、製造物に対する検

す。

査方法が確 立している以外のものについては、製造過程

21世紀の節目の年を振り返りますと、海外では、去

の管理状況及び技量によるところがより重要視されるこ

る9月HHに米国で発生した同時多発テロの惨事ととも

ととなります。

に、これを契機とした経済社会面に対する影響を今もな

鉄骨等の溶接に関しては、建築．r事共通仕様書の中

お色濃く残している状況があります。

では、溶接施、王』管理技術者、溶接技能者、試験の基準、

また、国内では、金融業界の再編をはじめとして経済

試験の機関及び技能資格者等に関する規定を定めてお

再生への端緒に立つとともに、建設産業においても、建

り、監督職員の行う確認事項についても、旨該技術者

設産業再生プログラムの中にも示してきた「競争の激化

の識別、技能者の技量の把握等に重点が置かれる監理

の申で淘汰グ）時代を迎えようとしている」状況が顕在化

方法とな一）ています。

した年でもありました。

国民の共有資産となる公共建築物を建設する私ども

この他、「狂牛病」の感染源の特定などは、先の東海

と致しましては、より信頼性の高い製品・材料を「買

村のウラン燃料工場の事故や、全国的に波及した乳製

う」立場として、貴協会の活動に対し期待するところが

品加工工場の事故に引続いて、品質保証に関する「適

今後益々大きくなるものと考えております。

正な計画、確実な失施、検査体制、見直しの体制」な

貴協会員におかれましても、営繕行政に対するご理解

どに関する検査・検証の重要性が浮き彫りにされたもの

とともに、技能者の方々のより

でもあり、信頼性に係る社会的システムの在り方が問わ

いし、年頭の御挨拶とさせて頂きます。

れたものとも捉えられます。

・方、公共工事の分野では、国民に対して行政施策
等をわかりやすく示すなど、より

層の説明責任の向上

を図るための視点から、「公共事業の評価、iや「入札契

約適正化法の施行」の取組みを進めるとともに、公共
に事の品質確保の視点から「ISO9000sの活用」や「建

設CALS／ECの活用」に向けた取組みが加速される年と
なりました。

特に、ISO9000sに関する取組みにおいては、従来の

品質確認の方法に対して製造プロセスの管理状況を確
認する「品質マネジメント管理」の考え方への移行を含
め、品質確保に対する施工者と発注者のそれぞれのかか
わり方をも大きく変えていくことになります。

この他、建築の分野においても性能規定化への動き
が一つの潮流となり、建築 基準法の改正などもこの流れ

の中に置かれることになりました。建築物の持つ様々な

性能を確保しその保証を与えるためには、求める性能の
適II三な提示方法と、そ0）性能を確認する検査技術が確
立されることが前提であり重要な事項となります。

建築物は多種多様な製品及び材料から構成されてお

3
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新年あけましておめでとうございます。

の要綱を主として次のように改正する予定で作業を行っ

建築基準法が、F成10年6月に改1￡され、今年の5月

ています。

で早くも4年が経過します。構造関係の告示は、現在

①

コンクリートや鉄筋継手の試験を行っている試験

も改ii三作業が進行中で、膜構造、CFT構造、アルミ

機関と同様に、検査機関についても都知事登録等

ニウム合金造などの「大物」も待機中です。

によるリスト化を行う。

また、これらの運用に必要な指針類が整備される時期
を考えに人れると、いつまで続く何とやらで、行政側も

②

現在、試験機関について行っている、不合格に

関する報告制度を検査機関にも導入する。

含め、構造関係の技術者には疲労感が漂い始めている

この制度は、リスト化によって一定の技術力と公正さ

というところでしょうか。新年早々元気のない話で申し

を保有する信頼牲のある試験機関・検査機関に関する

訳ないのですが、多かれ少なかれ、本音はこんなところ

情報を、建築主事等の行政機関に対して提供すること

でしよう。

を目的として実施するものです。

曲

ところで、昨年の本誌にも述べさせていただいた、溶

このことによって、試験結果・検査結果の信頼性を

接接合部の入熱・パス闘温度の管理を「どのようなル

高め、申問検査や完了検査における行政機関の審査が、

ールで行うか」の議論については、さらに「設計時点で

より合理的に行えるようになるものと期待しています。

この制度の実施と円滑な運営にあたっては、工事施

きちんと対処すべき」の議論へと発展しつつあります。
要は、「設計で対処して晶質管理は通常の方法で行う」

工者や鉄骨加1二 r場等のIl事関係者はもちろんですが、

のか、「設計では通常のままとし、晶質管理に手問暇を

目本溶接協会およびC

かける、1のかの1つに一つだということをこの際はっき

とご協力が不可欠と考えております。

I

W検査事業者協議会のご理解

りさせようということです。今年出版される構造設計の

今年は、試験・検査の信頼性と透明性を確保する目

本にも、このような記述が増えてくるのではないかと期

標へ向かって、天馬のごとく飛翔する年になるようにし

待しています。

たいものです、，

東京都の行政の跳場としては、昨年5月に建築関係

本年もよろしくお願いいたします，，

業界に宛てて出した「建築i二事の品質確保について」
という依頼通知の中で提起したいくつかの間題点が、具

体的にどのように展開するかについて、期待を抱きつつ
見守るとともに、この通知でお知らせした検査制度の再
構築に取り組んでいきたいと思っています。

、／／

この問題捉起のうち、鉄骨関係についてはすでに次の
ような取り細みがなされています。

①

占示第！464号のただし書き適用に関する統・的

なルール化を目的とする委員会が昨年発足し、平

／
／

，
ノ

！

〆

／

／

《

成14年度内に答申をまとめる，，

（②

／

／

／
ノ
で

溶接接合部検査報告書の記載内容についての統

・的な表示方法が、CiWおよびST夏A（構造
物第三者検査機関協会）によってまとめられ、こ
れから本格的に汚及活動が行われる。

また、都における検査制度の再構築については、現在
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5．今後のCIWのあるべき姿（私見）

江端誠
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αW認定事業者数の推移
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CIW認定制度がスタートして、今年で39年rl、来年で40年

躍120

日の節目の年を迎える。その間、幾多の変遷があ・）たものの、

煮
救
蝦

基本的には制度設立当初の基本的なスキームが大きく変わっ

穣
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80

雲40

』

灘

方、その問、社会は大きく変わった。αW設立当初のそ

20

の主な目的は非破壊検査事業者の育成と教育であ・）たが、今

78

80

82

84

や、それらの目的をおおむね達成し、非破壊検査事業者は数、

量ともに大きな発展を遂げ、社会的にも市民権を獲得しつつ

12（）
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イラストがE種として紹介されていた。

ある。それにつれ、社会の非破壊検査会社に対する見方、要

上図にCIW認定事業者数の推移を各種別毎に承す。

求も大きく変わってきた。1SO9001に代表される品質システ

2001年10月現在、認定事業者の総数は172社、うちE種

ム確立の要求、倫理制度の確立などがその好例である。

事業者数は74社（約43％）である。当初の目的であっ

こうした背景をもとに、最近、CIW認定制度見直しの機運
が高まってきている。CIW認定制度の新たなミッションの策

た小規模非破壊検査事業者の技術力アップのための支
援、認定制度の全国展開はほぼ達成されつつある。

定、それに伴う制度の見直し、認定会社の更なる技術力のレ

しかし、インターン的な位置付けであるE種事業者が

ヴェルアップ、品質システムの要求、CW認定制度の建築鉄

全事業者の約43％を占めていることは制度L好ましいこ

骨分野以外への普及、

とではない。速やかに上位の種別に昇格することが望ま

一法人の規格から国家規格への格 Lげ、

更には、国際化への対応などである。CIW委員会ではこれら

しいが、当初の期待通りに推移していないのが現状である。

の課題に対処するため、鋭意検討を進めているところである。

近い将来、期間を定めてE種事業者に昇格を義務付

そこで、ここではそれ等の検討内容をふまえつつ、私見も

ける措置などが検討されている。また、E種にはD種同

まじえてCIW認定制度の課題、今後のあるべき姿について述

様、主任検査技術者を要しないことになっているが、E、

べてみたい。先走りし過ぎている点はご容赦いただくとして、

D種とも最低一名の主任検査技術者を置く方向で議論

関係各位にCIW認定制度を熟考いだだく一石となることが拙

が進められている。

文の目的であることをご理解いただきたい。

2．現状における課題

（2）品質システムの本格的な導入

国際社会におけるISO9001の普及は急速に進んでおり

我が国とて例外ではない。実際、日本におけるISO9000

（唾）CIW認定制度におけるE種について

シリーズの登録審査件数は20，000件を超え、こうした背

CIW認定制度におけるE種は1990年に新たに導入された。

景をもとに、非破壊検査事業者に対しても茎SO9001に対

E種導入の主な目的は事業規模の小さな非破壊検査事業者に

する要求が監督官庁などから寄せられるようになってき

も認定制度加入の機会を与え技術力アップを支援すること、

ている。現行のCIW認定制度でも認定項目のつとし

及び認定会社数を増やし認定制度の全国展開を図り利用者の

て品質保証体制が挙げられており、認定会社の業務監

利便性を向Lさせることにあった。

但し、E種事業者はCIW認定事業者として必要かつ
ト分な要件を満たしていないとの観点から、E種取得後、

査の際に審査が行われている。品質保証体制に関する
審査項目は三SO9001に準拠したものであるが、必ずしも

完全にISO9001を満たしているわけではない。

速やかに上位の種別を目指すことを望まれていた。事実、

非破壊検査事業者の社会に果たすべき役割、責務を

認定制度のカタログには医療制度におけるインターンの

考えれば、CIW認定事業者がISO900！に適合した品質

5一
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システムを構築するよう早晩要請されるであろうことが

我々は現在これらのJISに大きな関心を寄せて、将来
のCIWのあるべき姿を検討している。CIW認定制度をこ

予想される。

（3》建築鉄骨分野以外でのCIW認定制度の適用

れらのJISに適合させることにより、1二記の課題の解決

CIW認定制度が東京都建築鉄骨標撃仕様書に初めて

が気に図れると考えているからである。

記載されたのは1978年であった。これを契機に、1985年
には住宅・都市整備公団『

1事共通仕様書に、その後も、

また、JIS

Q17025は技術ヒの要求ド項と品質システ

ムに関する要求事項（管理 Lの要求事項）から構成さ

等に採用され現在に至っている。現在のCIW認定制度

れており、CIW認定規格であるWES8701に極めて近い
構成となっている。したがって、基本的にはCW認定制

建設省（国上交通省）監修の「建築工事施工監理指針」

の展開・興隆は、これらの建築鉄骨溶接部の検査に

度の根幹を大きく変えることなく、これらの∬Sに適合

CIW認定制度が採用されたことを抜きにして語ることは

させることが可能である、、もう少し具体的に、これらの

できず、採用に向け尽力いただいた方々に改めて敬意を

点を上記の課題と関連付けて述べてみたい。JIS

表する次第である。

17025における管理上の要求事項はISO9000シリーズの

方、CIW検査事業者協議会のメンバーが中心とな
り、建築鉄骨分野以外での溶接構造物の試験・検査に

αW認定制度の採用を働きかけているが、残念ながら未

Q

内容のうち、試験所（非破壊検査事業者）にとって必要な

ISO9000シリーズの要求事項を全て取り込んでいる。
したがって、非破壊検査事業者の品質システムをJIS

Q

だに実現していない。CIW認定制度が建築鉄骨分野に

17025に適合させることは、ISO9000シリーズに適合し

留まらず、それ以外の溶接構造物の試験・検査に採用

ていることになる。また、JISQ17025においては倫理規

され、社会に大きく貢献できることこそが、我々CIW関

定を設けることも要求しており、このJISにCIW認定制

係者の悲願である。（社）日本溶接協会規格であるCIW認

度を適合させることにより倫理Lの課題も一気に解決が

定規格を∬S規格に適合させることが可能になれば、関

図られる。

係監督官庁も従来にも増して、認定制度の導入を真剣
に検討していただけるのではなかろうか。

…方、JIS

Q

i7025における技術Lの要求事項には要

員、施設及び環境条件、試験・校正の方法及び方法の

（4）倫理に関する問題

妥当性の確認、設備、測定のトレーサビリティ、サンプ

CIW認定制度は非破壊検査事業者の「技術認定」を

リング、試験・校正品目の取り扱い、試験・校正結果

実施するものであり、事業者の事業における倫理につい

の品質の保証、結果の報告が含まれている。

ては1事業者がコ然備えていてしかるべきもの1との観点

これらの要求事項の中では、現行のCIW認定規格に

から規格には一切ふれられていない。当然といえば当然

明記されていない要求事項もあるものの、そのほとんど

である。しかし、残念ながら検査結果報告などにCIW認

が非破壊検査事業者のH常業務の中で実施されている

定事業者の倫理観の欠如を窺わせるような事態が生じ

ことであり、大きな障害もなくCIW認定規格の改定で対

ているのも事実である。これらの問題に対しては、CIW

処できると考えている。

検査事業者協議会の中に倫理委員会を設け倫理規定を

しかし、ある面で前述のE種事業者のような小規模事

定めているが、CIW認定委員会としても無関心でいられ

業者に大きな負担になることも予想される。認定委員会

るわけがなく、何らかの対応を迫られている。倫理問題

としては現在の認定事業者の全てが新制度に移行でき

についても早晩対応策を決定する必要があろう。

るように望んでおり、そのため、標準的な品質マニュア

ルの整備、標準的な要領書、各種帳票類の整備等並び

3．今後のCWのあるべき姿
昨年、∬S

にそれ等の教育活動などについて検討している。

Q｝7025（2000）「試験所及び校正機関の能

力に関する・般要求事項」、並びにJIS

Q

l7020（2000）

以．1：述べてきたように、現行のCIW認定制度をJIS

Q

17025に適合できるように改定することによって、現状

「検査を実施する各種機関の運営に関する一般要求事

における課題のほとんどを解決することができる。また、

項」が相次いで制定された。JIS

JIS

の内容については本誌RUMPES

Q17025、JIS

Q17020

Vol．15（2001）No．3に紹

介させていただいたとおりである。

Q17025はISO／IEC17025（1999）の翻訳制定版である

ことから、CIW認定制度の国際化対応も推し進めるこ
とが可能となる。
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6．建築鉄骨関係におけるC

I

W活用の現状
CIW検査事業者協議会
表は、建築基準法を頭に、各省庁等の「建築．五事共

1．はじめに

通仕様書」の規定内容を【共通仕様書等1に示し、そ
本誌の「今後のC

l

べられているとおり、C

を、C

I

Wのあるべき姿」（私見）でも述
I

W認定制度は発足して約40年

W検査事業者協議会も本年20周年を迎える。

この問、非破壊検査技術の進歩と相倹って、社会資
本の安全性、信頼性の確保に非破壊検査事業者が果た
してきた役割は大きく、その土台として、事業者の育成

と教育にC

IW認定制度が牽引車となってきたことは論

を待たない。

▲方、ここ数年の関連法令の改正や検査事業者に対

する関連I

S

の監理指針等の規定内容を【監理指針・取扱要綱・審
査要領等】にまとめたものである。

旧運輸省関係及び各種公団（例：道路公団等）の仕
様書等に関しては未確認のものがあるが追って補完する
予定である。

以ドに規定内容の要点を承す。
2．1

「建築基準法」関係

改正建築基準法は、事成12年6月1日付で全面施行

O規格の国内導入等で、検査事業者への

され、検査関係に関しては、中間検査及びその実施に

要求は、専門的技術レベルの向Lはもとより、透明性、

関して指定確認検査機関制度が導入され、非破壊検査

中立性の高い検査業務の遂行・確保の規定化の方向に

事業者がその業務遂行の・環として携わる要件として、

移行してきている。

当然のことながら行政事項の代行として検査の透明性、

この検査業務に対する第こ者性確保への社会的要求
は、今後ますます強くなる趨勢にあり、その対応として

C1W認定制度の…層の発展を視点に、制度の今後の
あり方について関連事項を含め、現在その改善の検討
が進められているところである。

中立性が要求されている。

2．2

各省庁共通仕様書等の規定内容
の要点

国L交通省（旧建設省）の「建築／l事共通仕様書」

さて、C至W検査事業者協議会では、かねてより発
注者の立場に立った検査業務の推進を理念に、．煮とし

て建築鉄骨溶接部の第三者受入検査の機能と重要性に

（最新版：平成13年版）が核となり、各省庁の共通仕様
書が定められていることがうかがえる。

各仕様書の試験（検査）機関への要求事項は、次の

ついて関連行政機関・設計監理部門に説明・陳情活動

2点に集約される（建築鉄骨溶接部又は鉄筋ガス圧接

を続けてきている。

部の非破壊検査は、外観検査と超音波探傷が主である）。

この活動の具現化のために、C

I

W認定会社活用の

お願いを協議会の重要課題としてきており、各種公的

仕様書や発注設計図書に「検査機関はC

i

w認定会社

による」との指定が着実に増加してきている現状にある。

そこで、この稿では今後のC

I

Wの発展の一助とすべ

く、標題に関して建築鉄骨関係公的仕様等の検査事業
者への規定事項の現状をまとめてみたので以ド、紹介す
る。

鷹饗獅禰糊
試験を行っていない試験機関とする。

ロ．試験機関は、建築溶桜部の超斉波探傷試験等に
関して、当 咳工事に相応した技術と実績を有する

2．建築関係の試験（検査）機関に関する
公的仕様等の規定内容の概要
表に規定内容の概要を示す（8〜10ぺ一ジ参照）。

一7

ものとし、試験機関の組織体制、所有探傷機器、

雌繋試蜘璽竺より、監督欝野

o w通信
表建築関係公的仕様等

の試験（検査）機関に
関する規定内容の概要
（そ

の1）

【共通仕様書等】

車齢規則・最新鮮号

規定項目及び規定内容
己文心（轟式轟課関す
る雛条項はな細
熔し・
（指定
抜粋
い・ブ
）
ただ
確認
検査機関が導人 ）
。三1．｝1交通省建築脚
去玉脚2年

所醐規定・備名
（腱設省）

築工事共通平1轟群鞭（
試験機関等に関する規

仕様書

定条項はない。）

5．4．9 圧接完了後

肇辮馴樋磁傷1簾擁繭纈

、、、．．

齢、洛

鎌離灘

難 離

繍｝受探傷試験を行う

機関及び技能資格者は

錨
国土交通省
（未確認）
q日建設省以外）

内 閣 府建築工事共
通
防衛施設庁仕様書

・

灘．
一一一

一一

㈱糊傭、金灘編

（b）．（4）1編鱗試験
を行う機関及び技能資
格

・・賊轡繕嘉灘遍鵠

藻驚灘難．
一8一
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表 建築関係公的仕様等の試験（検査）機関に関する規定内容の概要（その2〉
【共通仕様書等1

所轄官公庁

法令・規則・

規定・仕様書名

総 務 省 建築￡事標準
様書
政事業庁

規定項目及び規定内容

最新版年号

規定内容（抜粋）

規定項目

平成10年版

査機関が行うものとする，
（王）一オー（オ）：超音波探傷試験の検査機関及び検査技術者は、次による。A 超音波探傷試験の検査は当該工事の鉄骨製作所に所属しない検

7章鉄骨工事
．6．8溶接部0）確認

旧郵政省）
B 検査機関は、建築溶接部の超音波探傷試験などに関して、当該
工事に相応した技術と実績を有するものとする。
C（略）

D 検査機関及び検査技術者は組織体制、所有探査機器、検査を担
当する検査技術者の資格、資格証明書及び検査の実績などを監督
職員の承諾を受ける。

文部科学省 建築工事標準
旧文部省〉
様書・附属
資料

（d）：完全溶込溶接部の超音波探傷試験等は次による。
i）試験を行う場合は、特記による。
（li）試験は、当該工事の製作丁場に所属しないもので、かつ当該工

6章鉄骨工事

平成10年版

．5．8溶接部の検査

事の品質管理の試験を行っていない検査機関が行う。検査機関は
特記による。

厚生労働省 建築工事共通
様書
旧厚生省）

（2）一（エ）：超音波探傷試験を行う機関及び技能資格者は、次による。

7章鉄骨工事

1998年版

1）超音波探傷試験は、当該工事の鉄骨製作工場に所属しないもので、
かつ、当該工二事の品質管理の試験を行っていない試験機関とする。
（il）試験機関は、建築溶接部の超音波探傷試験等に関して、当該工

．6．11溶接部の試験

事に相応した技術と実績を有するものとし、試験機関の組織体制、
所有探傷機器、試験技術者、試験の実績等により、監督員の承諾
を受ける。

都市基盤
備公団

『11二事共通仕様書

平成i2年版 5章鉄筋工事

玉検査機関及び検査技術者
1）検査機関は、第三者機関で、（社）日本圧接協会の認定を受けた
機関又は（社）日本溶接協会の認定（CIW〉を受けた事業者とし、
当該工事の検査を行うに十分な組織・体制・検査機器を有してい

．3．8圧接部の検査

るか等について検査計画書を作成し監督員の承諾を得る。
醜

一

甲

常

−

一

一

一

備

髄

＿

＿

＿

＿

＿

曹

牌

r

榊櫛一 一甲層n

＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿
門 曽｝需 幅¶ 憎謄一『幅牌 − 鵯一一 一 一一一一一 一一一一一一一騨＿＿＿＿＿

（3）一ホ：超音波探傷検査を行う機関及び技能資格者は次による。

7章鉄骨』五事

（i〉超音波探傷試験は、当該工事の鉄骨製作工場に所属しな
いもので、かつ、当該工事の品質管理の試験を行っていな
い試験機関とする。

7．5．9溶接部の検査

（粉試験機関は、建築溶接部の超音波探傷試験等に関して、
当該工事に相応した技術と実績を有するものとし、試験機
関の組織体制、所有探傷機器、試験技術者、検査の実績等
により監督員の承諾を得る。

東 京 都

（4）超音波探傷試験の技能資格者は、特記による。特記がない場合は、
第三者機関で、（社）日本溶接協会の認定（αW）を受けた事業者

第5章鉄筋

［事

東京都建築工事 平成10年4月
標準仕様書

5。4．8超音波探傷

に所属する者で、（社）目本圧接協会が認定する鉄筋ガス圧接部超
音波探傷検査技術者の有資格者とし、資格、技量及び経験の証明
となる資料を提出して、監督員の承諾を受ける。

試験による検査

四

刷

轡

僧

一

一

w

禰

謄

嘗

一

一

一

鴨

桶

囎

曹

＿

第7章鉄骨工事

7．6．i1溶接部の検
査等

『

『 備 ㈲ 薗 一 一 界 廟 剛

階 一 一 ｝

隔 胤 崩 盧 甲 一

闇

牌 鼎 薗 一

一

一 一

旧 一 一 一 一 一

一 一 一 甲

＿ ＿ ＿ ＿ 晴 ＿ ＿

闇

＿ ＿ ＿ ＿

一

＿ ＿ ＿

（2）一（エ）：超音波探傷試験の検査機関は、次による。

a超音波探傷試験は、当該工事の鉄骨製作工場に所属しないもので、
かつ、当該工事の品質管理の検査を行っていない検査機関が行う。
b 検査機関は、建築溶接部の超音波探傷試験に関して、当該工事
に相応した技術と実績を有し、原則として（社）日本溶接協会によ
るCW検査事業者の認定を受けたものとする。
（2）一（オ）：超音波探傷試験における技能資格者は、（エ）の検査機関

に所属レ・ 似下略）
（2）一（カ）：超音波探傷試験の検査機関及び技能資格者は、組織体制、

所有探傷機器、検査を担当する検査技術者の資格、資格証明書、
検査実績等を監督員に提出して、承諾を受ける。

一9一
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表 建築関係公的仕様等の試験（検査）機関に関する規定内容の概要（その3）
【監理指針・取扱要綱・審査要領等】

所轄官公庁

法令・規則・

定・仕様書名

国上交通省 建築工事施工
（旧建設省） 監理指針

最新版年号

規定項目及び規定内容
規定内容（抜粋）

規定項目
（c）・

平成9年版 7章鉄骨上事
7．6．11溶接部の試験

（省略）

試験を行う機関及び試験従事者は、毛、誓本的には当該

鉄骨f事に関して第三者である必要がある。しかし、
わが国の現状においては非破壊検査会社において、第
三者として完全に独立した立場で検査を行っていると
ころはまだ余り多くない。このため「共仕」では、当
該 1二事の鉄骨製作工場に所属しないこと、かつ、当該

工事の品質管理の試験を行っていない試験機関として
いる。したがって、製作工場の検査部門が独立した会
社となっていても、工場の品質管理も行っている場合、
また、製作工場とはまったく独立した検査会社であっ
ても、当該工場の品質管理を請け負っている場合は「共
仕」で規定した検査会社とは見なされない。
幽

欄

榊

卿

一

一

一

一

闘

腰

冊

一

一

一

一

僧

髄

平成13年版 7章鉄骨工事

（作成中であるがL記内容に加えて検査機関に関する

（現在、作成刺 7．6．11溶接部の試験

東 京 都 鉄骨造等の建築物

絨12年5月31Ll

の 1二馴二関する東

京都取扱要綱

甲 一 − 薗 団 一 闇 偏 P 甲 一 一 m 謄 榊 学 甲 一 一 一 階 階 柵 F 一 一 一 一 創 糀 ｝ 剛 一 一 一 幽 齢 鼎 胴 騨 騨 − − 一 翻 樹 榊 一 一
一 一 隔 需 胴

事項が挿入される予定）

7受入れ検査等を 1 検査機関の指定
第三者に依頼す
設計者は又は工事監理者及び工事施r者が受入れ検
る場合の指定及 査等を第三者に依頼する場合には、鉄骨』1二事の検査に
び契約等に関す 関し相当の技術を有し、かつ、該当工事に関して公正
る条件
な立場にある者であること。この場合においては、（社）

日本溶接協会「溶接構造物非破壊検査事業者の技術種
別認定（CIW認定）」の超音波探傷検査部門（UT）の
認定を取得した事業者から選定することが望ましい。
建築王1事に関する 平成3年4月
東京都取扱要綱と
解説

（1、．己平成2年12月28日制定の取扱要綱に関する逐条解説等：「建築構造
設計指針」と して最新版を改訂申。）

↓
（建築構造設計

指針）→→→

（ig97年版
：現在改定中）

横 浜 市 鉄骨工事施工・
監理指針

1994年

5−3第． 三者検査機

溶接部の超音波探傷試験においてはその検査の特殊

関及び検査技術者 性のため通常検査機関に依頼することになるが、この
の認定について
場合、検査機関としては鉄骨工事の検査に関し相当な

技術をもち、1二事に関し公正な立場にある者でなけれ
ばならない。

（1）委託機関
受け入れ検査をする第三者検査機関は、「（社）日本溶

接協会の技術種別認定（CIW認定）」の超音波探傷検
査部門（UT）の認定を取得した事業者とすることが望
ましい。
目本建築†第会 建築構造審査要領
構造研究部会
＜付〉中間検査実
（旧違設省監修）

施マニュアル

平成11年11月

「第3章中問検査実施マニュアル」から関連事項を以下、抜粋して示す。
3．3．5

鉄骨造中問検査チェックシート及び解説
（溶接部検査を第三者検査機関等に依頼す

（2）鉄骨造検査項目の解説：
る場合の関連解説）

「第二者検査機関とは、鉄骨加工業者等が品質管理の一環として臼主的に
行う社内検査ではなく、建築主又は工事監理者等が受入検査を実施する際に、
自らの検査業務を代行させるために依頼する検査会社やコンサルティング
会社等をいう。」

一一

0一

Zヱ7RαMPES醐MER，2002）
2．3 各省庁建築工事施工監理指針等の
規定内容の要点
上記2．2項の各種共通仕様書規定内容の監理実施に関

して、各指針、要綱等では、より具体的に推奨事項等

構造物非破壊検査事業者の技術種別認定 0 レγ認定ノ

の超着：波探傷検査部門ωアノの認定を取繹した事業
者から選定することが望ましい。」

（3）横浜市

「鉄骨工事施工・監理指針」：「第三者検査機関及
び検査技術者の認定について」

が規定されている。

国土交通省の「建築工事施 1二監理指針」（平成9年版）

「受げノしれ検査をする第三者検査拶園は、碓ノθ本溶

では、非破壊検査に従事する技術者の資格要件の外に、
「試験機関等」の項に、先ず、その第三者性に関して次

接協会の技術種別認定ビ0／W認定ノの超昔波探傷検
査部門ピUηの認定を取得した事業者とすることが

のように記述されている。

望ましい。」

「・…・…製作 f場の検査部門が独立した会社とな
一）ていても、1二場の品質管理も行っている場合、また、
製作工場とはまったく独立した検査会社であっても、当

2）その他規定類での検討動向

該工場の品質管理を請け負っている場合は『共仕』で

国土交通省の「建築L事施工監理指針」及び東京都
の「建築構造設計指針」は現在改訂中で、C I W認定

規定した検査会社とは見なされない。」

制度に関する記述が導入される予定である。

他の監理指針、取扱要綱等でも同様な規定・推奨が
なされている。

3．まとめ
非破壊検査は、溶接と同様に「特殊1二程」に属し、試

2．4 C l W活用の現状
建築鉄骨1二事及び鉄筋t事に関する公的各仕様書及
び監理指針・取扱要綱等でのC I W活用に関し、規定
内容の現状を整理すると次のとおりである。

璽）検査機関にCIW認定事業者が推奨されている規定

験技術者の資格要件はもとより、事業者としての品質
保証要件が強く求められる分野である。建築鉄骨関係
における非破壊検査への公的要求事項も、非破壊検査
の本質的使命を捉え、広く品質保証の観点から規定化
されつつある。

列記すると次のとおりである。

C l W認定制度が、これらの要求事項により適今す
る制度へと移行し、非破壊検査事業者もこれらの要求

（唾）都市基盤整備公団「工事共通仕様書」

に応えるべく新たに遇進する時期にきていると考える。

鉄筋 L事1「検査機関は、第三者機関で、（社）日本
圧接協会の認定を受けた機関又は、 社ノθ本溶接協会の

認定 0 い〃を受げた事業者とし一……」
（2）東京都
①

「東京都建築 1二事標準仕様吉」

＊

鉄筋工事：「超音波探傷試験の技能資格者は、特
記による。特記がない場合は、第三者礎闘で、 社ノ

θ本溶接協会の認定ro い∂を受けた事業者に
所属する者で一…・…」
鉄骨 1二事：「検査機関は、建築溶接部の超音波探
傷試験に関して当該工事に相応した技術と実績を

有し、原則として碓ノθ本溶接協会による0 W検
査事業者の認定を受けたものとする。」

②「建築

11事に関する東京都取扱要綱」

受入れ検査等を第1三者に依頼する場合の指定及び契
約等に関する条件1「……一履ノβ本溶接協会π溶接

一11一
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7．宇宙飛行士 若田光一氏を招聰して
九州■業大学工学部 加藤 光昭
畷

海

1．はじめに

・鵜

2001年8月29日絡時に、わが国の今後の宇宙開発の命
運を決めかねないと言われたH−IIAロケット第1号機が種

子島宇宙センターから打ちヒげられた。最新鋭のLE7型
エンジンを搭載した同ロケットはぐんぐん上昇し、約15
分後には打ち上げの成功が確認され、40分後には予定
の軌道に乗ったことが確認されて、前2回の失敗をよう

やく乗り越えることができた。これは宇宙開発事業団
（以下、NASDAという）はもとより、関係各メーカーが総

力を結集した賜物である。エンジンを始め、各部品の検
査に非破壊検査が威力を発揮したのは言うまでもない。

この興奮が冷めやらぬ9月3口16時過ぎに、筆者の
部屋の電話が鴫った。受話器を取り上げて応答すると、

受話器の向こうから「もしもし、NASDAの広報室の者

2000年10月、スペースシャトル・ディスカバリー号（STS−92》

ミッションで、ドッキング前の国際宇宙ステーション
（写真提供：「宇宙開発事業団（NASDA）」「NASA」）

ですが」という声が聞こえた。電話の内容は、「宇宙飛
行士若田光…氏が北九州市へ行けるかも知れない」、と

てはまだ障害があった。9月11日にニューヨークの世界

いうものであった（国際的な約束では、高度100km以上

貿易センタービルに民間旅客機を2機続けざまに激突さ

に達した人を宇宙飛行士と呼ぶことになっている）。

せるテロが発生したため、まず米国での旅客機の発着が

日本非破壊検査協会の20儀年度秋季大会は、北九州

禁止され、それが解除されたかと思うと、NASAが宇宙

市で開催されることが約1年前に決まっていたため、九

飛行士の外国出張を制限し始めたという情報も入り、

州地方非破壊検査研究会の幹事会が中心となってその

実現が危うくなった時期もあった。しかし、これらも解

計画を詰めていた。特別講演をどなたにお願いするかが

決して9月28日夕刻にNASDAから電話があり、同氏が成

話題となった。丁度、日本非破壊検査協会がNASDAか
ら宇宙ロケットの非破壊試験に関するアセスメントの依

田に先程着きました、と聞いた時には本当にほっとした。

託を受けており、2000年10月には若田光一氏がスペー
スシャトルに搭乗し、国際宇宙ステーションの組立に大

2．特別講演
「国際宇宙ステーション組立に参加して」と題した特別

活躍されたことから、同氏にお願いすることにした。早

講演は、2001年10月2目午後に九州工業大学（北九州市

速、NASDAの広報室宛に依頼の手紙を送った。しばら

戸畑区）記念講堂で行われた（主催：日本非破壊検査協会、

くしてから、担当者から電話をいただいた。それによる
と、若田光一氏も含めてわが国の宇宙飛行士に対して

般にも開放されたため、秋季大会幽席者の他に九州工

は、年問400〜500件以 上の講演申込みがあり、また、
同氏の場合にはNASAのスケジュールが優先されるた

共催：九州著二業大学、後援：宇宙開発事業団）。講演は・

業大学教職員・学生、近隣の中学・高校生及び

一般市

民の来場もあり、750席の座席がほぼ満席となった。

講演は、ビデオ及びパワーポィンターを用いて約1時

め、まず無理でしょうとのことであった。

こんな状況であったため同氏を招聰することはほとん

間にわたって行われた。まず、スペースシャトルの打ち

どあきらめていたところへ、先の電話があって、びっく

土げの様子が紹介された。打ち上げ時の加速度は最大

りするやら喜ぶやら大童であった。しかし、実現に際し

で3G程度で、慣れると別に大したことはないが、微小

一12一

Zヱ7RαMPE5ぐ㎜MrR，2002）
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鞠叢
購
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黙

鑑

選曝

無．

蓋

JSNDl秋季大会初日（2001年10月2日）、「国際宇宙ステーション
組立に参加して」をテーマに講演した宇宙飛行士の若田光一氏

講演後には中高生、大学生、一般市民、斯界関係者から質問が相
次ぎ、予定していた質疑応答時間を30分ほど延長した

重力下の宇宙空問に1〜2週間滞在して地球に帰還する
と、重力の存在を実感し、体が重く、それに慣れるのに

に、H−IIAロケッ1・による種々の製品の宇宙への搬送の
重要性についても霞及された。

数日を要するらしい。また、地球の基地に着陸して、鉛

講演後には質問時問も設けられ、 一般市民及び大学

筆などの重さを感じると、宇宙での生活が夢だったよう

生からの質問に対してはもちろん、中学生からの素朴な

な感じもするとのことであった。

質問に対しても分かりやすく1 寧な回答がなされた。回

匡1際宇宙ステーション（以ド、夏SSという）は、平均

答の後には、「質問を有難う」と付け加えられ、物腰の

高度が400kmの軌道を1周約90分かけて周回している。

柔らかさをもちあわせた同氏の人柄がうかがわれた。

これは、米国、日本、欧州、カナダ及びロシア（全体
では、18力国）が参画している国際共同プロジェクトで

3．おわりに

ある（1．1本の実験モジュール「きぼう」は先頃完成し、

この度、若田光一氏を招塘することができ、いろいろ

2004〜2005年に3回に分けて打ちLげられる予定であ

とお話をする機会を得た。特に印象的であったことは、

る）。今回のミッションは2000年10月12〜25目にかけて

同氏の終始笑みをたたえた顔とはつらつとした姿ととも

行われた。スペースシャトル・ディスカバリー号（乗

に、フォロワーシップの重要性を強調されたことである。

員二7名）は、すでに1998年11月に打ち

LげられたISSと

リーダーシップは馴染みの深い言葉であるが、フォロワ

ドッキング（今回はトラブルが発生し、ドッキングは船

ーシップ（辞書によると、指導者に従う能力、とある）

長のヂ動で行われた）し、Z−！トラスと呼ばれる部品及

び与圧結合アダプターPMA3の1SSへの取1・｝、並びに船

は初めて聞いた言葉である。スペースシャトルやISSで
の活動においては、乗員全員が与えられた任務の遂行に

外活動支援のためのシャトル・ロボッi・アーム操作に従

向けて 一丸とならなければ良い結果は得られない。この

事した様ヂが説明された。特に、Z−！トラスの取付に際

ためには、リーダーシップはもちろん大切であるが、そ

しては、直接部品を見ながらではなく、コンピュータの

れに劣らず大切なのはフォロワーシップであり、H頃こ
れを培うための訓練もかなりやられている。また、訓練

画像解析結果を参照しながら、そして船外にいる宇宙
飛行lfO）助力を得ながらの作業であったため、大変な苫

労をされたが、見事に任務を果たされた。

この他に、船内での故障修理の様ヂ、微小重力Fで
は物体を直線運動させるためには指先で少し押してやれ

の90％以上は、トラブル処理に当てられているという。
場合によっては、アポロ13号の事故のように命の危険に
さらされることもあるため、あらゆる可能性を想定して、

ば簡単にできるが、回転運動をさせるためには力学の知

瞬時の対処方法を訓練すると同時に、その対応の仕方
に応じて各宇宙飛行士の能力のランク付けもなされると

、識が必要であることなどを実例を挙げて説明された。

のことであった。

方、船内での食事や、チョコボールを用いた野球などの

わが国が有人ロケットを打ちヒげることができる日が

くつろいだ時の様子なども紹介された、、また、400kmの

封も早いことを願っているが、宇宙開発は2i世紀の国

L空から眺めた倒壊した世界貿易センタービルからの煙
の映像とともに、地球の美しさを紹介し、地球がこの宇

際的な大きなプロジェクトの…つであることは間違いな

宙空間でいかに貴重な存在であるかを強調された。さら

きく貢献していかなければならない。

い。このプロジェクトに対しても、非破壊試験技術は大
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8．協議会だより
CIW検査事業者協議会
1．平成14・15年度役員選挙について
平成M・15年度役員選挙を次の通り行います。

1．投票用紙の会員宛発送：平成14年2月1日（金）

2、投票締め切り：平成14年2月16H（L）

正午事務局着
3．開票・公示

：平成14年2月18日（月）

於：協議会事務局
4．洞票結果の会員宛送付：〜F成14年2月19日 （火）

ll．全国営業会議各ブロック会議関係について

第二回ブロック会議等の開催状況（予定を含む）は

講義に引き続き、実際に測定を体験した都職員は外観検査につい
て一様に高い関心を示していた

めJSNDIに提出し回答をいただきました。

次の通り。

〇九州ブロック：平成13年11月22日（木）

於：害，崎市「あおしま太陽閣」

平成14年2月1日に関係機関に対して具体的な認証試
験実施概要に関しJSNDIから公表・説明の予定です。

○中国・四国ブロック1

lV．官公庁・建築士事務所協会との外観検査技術講

中国・四国地区の営業実態調査を中心としたWGを

習会開催状況について
平成13年（1月〜12月）に実技講習を毛体に次の通り

設置し次の通り活動中。

第一回WG二平成13年12月7口（金）
於二広島市「広島弥生会館」
第 二回WG：・F成14年1月25日（金）

於：松江市rアーバンホテル」

開催し好評を得ております。

【官公庁関係1

0国七交通省関東地方整備局（平成13年12月）

○東京都住宅局・都甫計画局他（平成13年12月）＝

○北陸小ブロック： F成14年1月19日（t）

於：小松市「小松センチュリーホテル」

写真＝
【建築士事務所関係】

○関東・甲信越ブロックニ平成14年2月4H（月）

○大阪建築七事務所協会（平成13年1月）

於二浅草橋区民会館
関西・中京・東北・北海道の各地区については2月卜

○新潟県建築1事務所協会（平成13年2月）
（中越支部）

○島根県建築ヒ事務所協会（平成13年12月）

旬開催で準備中。

m．日本非破壊検査協会（J S N D l）技量認定

○愛知県建築士事務所協会（平成13年12月）

「JISへの・・元化」への意見・要望対応について

肱その他関連事項について

JIS Z2305「非破壊試験一技術者の資格及び認証」が

1．「C I W認証制度検討委員会」活動状況

2001年に制定されたことに伴い、既存資格（NDIS O601
およびJOO1）をこのJIS資格に

一元化する基本方針がF

成13年度JSNDI総会（6月）で示されました。

日本非破壊検査1＝業会（NDT工業会）と協議会では、

JIS Q17025（略称：試験所認定）の規定事項につい
て、「非破壊検査事業者」として、あるべき姿の構築を
含め詳細検討を進めています。

2．「鉄骨1二事の品質確保」に関する動向

この一元化に関し、両会常設懇談会の1ぐ部の技術交流

東京都では首題事項推進の一環として関連事項の検

会で、JISとNDISの規定内容の精査比較作業を通じて、

討進捗状況を踏まえ検査事業者への要望事項をとりま

検査事業者の立場から課題を整理し、「JSNDI資格認定
のJIS Z2305への一元化に関する意見・要望嚢」をまと

各位に関連事項に関するご協力をお願いする予定です。

とめ中で、協議会としては、その要望事項を受けて会員
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9．お知らせ

平成14年度のCIW試験及び研修会の日程をお知らせ
いたします。前期分の詳細については、3月半ばに送付
する各案内書をご参照下さい。

後期日程に関しましては、変更する場合もございます
ので7月20日発行のRUMPES（Vo1．16No．3）に掲載いた
しますのでご確認願います。なお、各地区において研修
会の参加状況によっては中［Lすることがありますので予

研修会の案内・申込書を送付いたします。

なお、前期の各級の評価試験（平成14年6月211（旧）
の案内・申請書については、各研修会会場にて配布い
たします。

（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

めご承知置き下さい。
（1）溶接部の検査に関する研修会

札幌地区

：3月13日（水）〜161・1（b

盛岡地区

二4月16目（火）〜19日（金）
：4月4日（木）〜71二」（日）

東京地区

： 4月20日（翌二）・21日（日）

4月21日（1わ〜24H（水）

大阪地区 二4月20日（、⇔・21日（14）

名占屋地区：4月10［1（水）〜1314（L）

前期東京地区

後期」七ノし州重也区：10月19H（十：）・20日（口）

東京地区

4月25［1（木）〜281一｛（1壕）

大阪地区：10月26日（IL）・27口（日）

（2）CIW主任検査技術者及び主任試験技術者試験
前期1次試験

二4月10日（水）〜13目（．L）

沖縄地区

：4月221叔月）〜25日（木）

札幌地区

（東京地区／大阪地区／広島地区／北九州地区）

盛岡地区

東京地区

2次試験

D

：3月14H（木）〜絡日（上）
：4月17日（水）〜19日（金）

二4月5H（金）〜7H（目）
4月22i l（月）〜241

北九州地区17月6日（、L）

新潟地区

1（水）

：4月16口（火）〜18日（木）

名占屋地区二4月1川（木）〜13取

広島地区 二7月6「1（i1）
大阪地区 17月711（日）
後期1次試験ほ！月171・｛（i

広島地区

◎2級対象研修会

：5月19日（目）

東京地区 ：7月6駅

：4月絡lI（火）〜19日（金）

大阪地区

：10月26日（土）・27卜1（1］）

大阪地区

D

二4月8日（月）〜10日（水）

4月261 i（金）〜28日（日）

1）

（東京地区／大阪地区／広島地区／北九州地区）

広島地区

沖縄地区

2次試験

東京地区二杓療5年1月1川（b

：4月1iH（木）〜131｛（．L）

二4月23H（火）〜25H（木）

◎特別級応用編研修会

北九州地区Pr成15年1月i1日（L）

東京地区

広島地区 二 iえ成i5年1月li日d二）

大阪地区

大阪地区 1 1え成15年1月12日（目）

平成担年度の溶接管理技術者（JIS Z3410／ISO
i4731／WES8103）のための研修会及び評価試験のご

：4月1711（水）〜2併

1（

：4月10日（水）〜131・遷（

め
1二）

また、皿W国際溶接技術者資格取得のための特例措置
のご案内もしておりますので、詳細についてはJ−ANB事
務局担当（TELO3−3257−！643）までごお問合せドさい。

案内・申込書をご希望の方は、送付連絡先（氏名・住
所・電話番号）にその旨をお書きの上、（社）目本溶接協
会FAX（03−3255−5！96）にてご連絡願います。査収後、
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ザー一一一一一一一一一膨…編集後記一一一一一一一一一一一一、
あけましておめでとうございます。

昨年は新世紀のスタートということで、明るい良い年であるように期待していたのに、引続
く不況に加えて、テロ騒ぎ、「痛みをこらえろ」など、一一…とんでもない年になってしまい
ました。しかし、年末の12月には待望の皇孫誕生という明るいニュースでほっとしました。

今号では「ランプス」も16年目を迎えて「今後のC
庁におけるC

I

I

Wのあるべき姿」と先を読み、官公

Wの利用状況と現状を確認しましたが、C

l

Wのさらなる活用を念ずる次第

です。また、宇宙飛行士の若田さんを招いての記事も新しい世紀の初めてのイベントとして、
我々に希望を与えてくれました。

編集委員…同、新たな気持ちで皆様の二一ズに合った「ランプス」にするべく頑張ります
ので、今後とも皆様のご協力をお願いします。（1．M）

し〃吻（〆c遡〔吻畝診，畝解寝4（4（塑ψ罐蔓〃ψ⊆卿し4G〃う伽ψ〉（4噸卿〔4〔卿渉畝ψ・畝c沸（挽（4頭∈グ
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