




1．CIWにおける教育について

はじめに

CIW研究・教育委員会委員長　大岡　紀一

　CIWでは、設立当初は溶接構造物の検査に携わる非

破壊検査事業者の育成と技術者の技術向1マ）ための教

育が主体であった。約40年間にわたるCIW認定事業者

の数の変遷が、ある意昧での教育の歴史を物語っている

かもしれない。1990年にE種が導人されるまで、A、B、

C及びD種の4種類で構成されていた。バブル崩壊に至る

直前までの経済成長期にあ一）て資格者に対しての二一ズ

はE種を生む結果となった。

　その背景の つとしては、例えば、建築鉄骨関連の

受注業務の増加に伴うCIWの資格を有しない検査会社

の参入が挙げられる。　一方では、検査技術者の倫理の

噴要性も話題となった。（社）H本溶接協会の関係者によ

る種々の検討の結果、前述の参入会社にも講習会を通

じて、技術の向 Lを目指してもらうことと、何らかの資

格を有してもらうことが先決であるとの結論に至ってE

種が誕生した。と同時に広く社会の二一ズに応えるため

には、口本全国各都道府県に少なくとも　事業所は必

要ではないかとのことから、関係の検査会社へ協力を願

って、実現に至った経緯がある。

　現在では、E種の事業者は認定’｝≦業者172社の43％とな

り、建築鉄骨関連の検査業務を支えている。さらには、

！978年の東京都建築鉄骨標準仕様書に記載されたこと

に始まり、着実にCIW認定制度が取り人れられつつある

ことは、少しずつ実績が評価されてきたものと考えられ

る。しかしながら、E種を取得したことで、建築鉄骨関

連業務を有資格検査会社として実施できることに満足

して、D、C、B種さらにはA種の資格取得を11指す展開

が図られなくなってきていることも事実である。これは、

E種の資格でレ分であり、更なる教育訓練を行い、あえ

て受験してE種以Lの資格を目指す必要がないことによ

るものと推測される，，

　しかし、（社）H本溶接協会の実施している溶接構造物

の検査による健全性維持、安全牲確保のための非破壊

検査業務は建築鉄骨に限ったことではない。現在、

CIW認定制度はほとんど建築鉄骨関連で適用されてい

るが、種々の11業分野を対象に適用されることで設けら

れたものである。しかし、近年、ISO9000シリーズが各

種企業で取得することが求められるようになって、αw

事業者を取り巻く1二業界も変わりつつあると言える、

検査事業者とISO

　改訂以前のISO9000では、溶接検査も1二程管理に位置

付けされ、その必要性、璽要性が求められて、社会の

二一ズに答えるべくαW検査事業者が活動を展開してき

ているが、今後のCIWとしてのあるべき姿として、ご存

知のように「試験所認定」の検討が進められている。そ

のための教育のあり方も同時に検討が行われており、

至SOにも関連して、細かいことであるが、是正勧告が出

され、処置後の対応としての教育訓練は？　そしてさら

には訓練の成果は？　が問われる時代になってきている

ことも1一分認識する必要があるのではと思っている，、現

在、ISO9000に関連して、品質保証に関する説明を研修

会において行うとともに、検査事業者グ）認定に先、Zって

行われる業務確認においても実施している、、これは、鋭

任検査技術者にと一）て、今後もきわめて醜要な要素の

　つであって、　一層の教育訓練の充実が必要なところで

ある。

今後の研修会における教育

　しかしながら、D及びE種の技術者の要件には1三任検

査技術者は含まれていない。したがって、研修会に出席

して話を聞くことができても、｝三任検査技術者としての

航場ではないために、BO9000で述べている経営層の責

任と権限に係わる点が1一分に理解され、対応されている

かが心配なところである。そのため、試験所認定を推進

するにあたっては、この点を1一分考慮した教育訓練ある

いは研修会とする必要があると考える、，

　また、非破壊検査としていずれの方法にも不吋欠な外

観検査も含める必要があろう、，　一方、倫理に関しては．

検査技術者が当然備えているべきものとの解釈から、特

に、研修会の教育カリキュラムに挙げず、モラルの観点

から不正、不祥事の例などを挙げて説明をしているが、
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今後はこの点を踏まえての教育の強化も必要かもしれな

いと考えている。もし、このような事態の発生に至るよ

うであれば、検査拝業者の体質改誇の必要性からも当

然、経営層をまじえての教育のあり方について踏み込ん

で考えることになるであろう。

　例えば、研修会には積極的に各種産業における事故

事例などの紹介を盛り込むとともに、破壊試験などにも

触れ、場合によっては1曳席した技術者にはレポーティン

グをお願いし、試験の・助にするなど（1SO9712のクレ

ジットシステムを参考）の検討も現在CIW研究・教育

委員会で行っているところである，，

　これまでのCIWの認定制度が技術Lの要求事項を i三

とし、晶質システムに関する管理LO）要求藍項は研修

会を通して、また業務確認において実施してきており、

今後これらの充実を図ることは、製品である試験の結果

のデータ、試験（校ll三）の報告書（証明告）が先に述

べたところのll程猶；理であることからも、JISQ17025の

試験所（技術者），言忍定を考えることにつながるものと考

える，

将来のCIW認定制度での教育

CIWの教育の将来を考えたとき、教育において技術約

要求事項は勿論のこと、1～～1質マネージメント及び倫理さ

らには検査方法の全体にかかわる外観検査をシステマテ

イックに組み合わせたカリキュラムの構築が必要と考え
る、、

　したがって、もし、試験所認定制度が実施されること

になれば、前述のように、ぞ三任検査技術者を必要とし

ていないD及びE種にとっては時流にマッチした資格取

得への移行に遊られることになるだろう。これらの点を

踏まえて、CiW研究・教育委員会としてもCIW検査寸ll

業者協議会と連携を図りつつ、教育カリキュラムなどを

整備し、すでに必要とされる項目の教育には研修会を通

して実施するとともに、経営層に対してはセミナーなど

を開催して率直な意見交換のゆでCIW認定制度におけ

る試験所認定の理解を深めてもらうことも検，1・桝1であ

る。

　最後に、IS（M7025に関連して、（社）目本溶接協会の

設立と同じ時期に発足したオーストラリアのNATAの調

査と主な検査会社を訪問する機会を得て、（社川本溶接

協会で進めている、また進めようとしている検査事業者

グ）認定制度が適切であることを確かめることが出来た。

この分野で世界のリーダシップが取れるようにするため

に、試験所認定制度の検討、推進、実施にあたって、

研究・教育の観点から、関係の皆様方のご協力、ご支

援をお願いするものである。
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2．今こそ失敗知識豊富な人材の積極的活用を

大阪産業大学11学部 平山　…男

はじめに

　このたび6月はじめに台湾の行政院原f能委損会と建設

中の第1原ヂ力発電所を訪問した。

　今回の訪問については後述するが、はじめにお断りしな

ければならない、、それは台北珪∫滞在巾に台湾非破壊検査協

会事務局を訪問して「台湾における非破壊検査塾｝環者0）実

態」に関する資料やバンフレットを人毛し、それをもとに

台湾における非破壊検査業界の沿革と現状を本蓬、志で紹介す

る1与定であった。

　しかし、現地に行ってみると、これらに関する資料やバ

ンフレットはまだないとのことであった。今秋東京で開催

される日本非破壊検査協会創、Z50周年記念大会と極東地域

非破壊試験1茎il際会議FENDT2002には、台湾から約30編

以Lの発表論文と多数の方々が参加する罫定であり、その

ときまでにはなんとか作成して持参するとのことであった，、

　「台湾における非破壊検査事業者の実態」についてはい

ずれ報告することをお約束して、今回は台湾を訪問した機

会に感じたことを述べてみたい。

台湾の原子力発電所建設での蔭‘ミス・失敗ヲ肇

　今回台湾を訪問したとき、第4原f力発電所の原f炉の

基礎台座の溶接麟≦で“ミス・失敗“が発覚していた。こ

のため原発の安全を規制する行政院原‘能委員会核能管制

処では事故調査で忙しくしていた。

　ただ事故調査は殻終報告書を公表する段階にきていた。

今回発覚した“ミス・失敗”とは凍f炉び）基礎台座の溶接

！1雰の際にりら溶接棒の種類を取り違え”てしまったとのこ

とである，，原ヂ力発電所の溶接1事で今だにこんな幼稚な

ミスがあるのかと驚いてしまったが、これを聞かされたの

は、1加ll第l　l　l目で、翌朝には報道機関に公表された，、中囚

，線まさっばり理解できないが、ホテルの部屋で、前目の歓

迎夕食会で旧交を温めた副1三任委員（副大臣）や関係者が

真剣な顔をして会児に臨んでいるテレビニュースを児て、

台湾の新闘・テレビに大きく報道されていることを知っ

た。第4原計力発電所はこれまでのいきさつから何かにつ

けて政治問題にされてしまうのは止むを得ないとしても、

その後の顛壕ぐはどうなるか心配であった、当然のことであ

るが、問題の漂∫㌦炉の基礎台座は廃棄し、再度作り直すこ

とで一件落着した。ただ個人的には一連の報道の扱いが

「針小棒大．iで騒ぎ過ぎるような気がしたが、製造側（元

請は中国造船）の責任追及や賠償問題がしばらく尾を引き

そうな気がした，！週問後に帰匡1して分かったことだがH

本！瑠内では全く報道されておらず、その後数目間は台湾の

新聞のホームベージで報道されていたことを知ったが、や

がて報道されなくなった．

日本でも頻発している

　最近、日本ではこれ以Lのし重大なミス・夫敗”が頻発

している感がある、．

　まだ記憶に新しいが、41 1に起きたみずほ銀行グルーブ

の大規模なシステム障害、これは“ 1経営陣がシステム統合

の危険性をレ分認識していなかったことが「根本原因」で

あるとも言われている、

　報道では、みずほ銀行の統合によるシステム障害も、担

当者は肇前に障害の発生を予測できていたはずである．同

じようなシステム障害は！月に行われたUFJ銀行の統合で

も、規模こそ小さかったものの、発生していたからである。

悪い情報ほど、組織のLの方には伝わらないということで

ある。誰だって自分の失敗は隠したいし、ばれずに済むの

なら、それに越したことはないと思う。それが人問o）性な

のである，、鰍…〉

　また記憶に残る事件としては、雪印食品が4月衣で解散

した。牛肉偽装事件からわずか3ヵ月、たった9人の犯罪

をきっかけに、52年の歴史を持ち、従業員1000人を擁する

大企業が突然姿を消すことになった，、ここまでに至る5拝件

は過去に例がない。時代の大きな変化を痛感する。之蜘

報告書が生かされていれば

　過去我が囚において、ウラン届。口1施r没事故、宇宙開発分

野におけるH－liロケットの打ち1二げ失敗、鉄道トンネルに

おける相次ぐコンクリート落粒1事故等の事故災’、1≦が多発し

たのをきっかけに、政府による「嚢故災害防止安全対策会

、義報告書」（平戒慧｛1ほ2月8m之1禰が公表されたっ
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こび）報鵠は、轍災鮒1燗する共通触文寸応方策
1二つ㌔、て取りまとめたものである・繍1こ当たっては・我
が醗体の醐として、r安敏化」・）創造・鯉）ち・

醒譲㌘鱈糟墨謙蘇
教育1ニネ5ける安轍育の充実等を通して・国・地方公胴

体、繰者、労鵬暇
調般がそれぞれ1二おいて 奪確保するための積舳な囎を才恵社会琳でO姶恵

嬬繋，繍雛囎鉱謝抜粋の・基納な考え方1’を参考まで闘す・

失論，、轟繍轟繋犠
た知識とそ・）淵辮等に関する報告を・多様襯点から
検討を行い、失敗撚を積瀦に活かすため鋤策について撚ξを卿まとめたr失鮒轟音隻酬研究会報舗川乳｝畑糊酬い嶺）が公表された・こ・）報舗び）紋を

　　・読されることをお薦めする。
　　こ。）舳会σ）委員で、r失敗軸すすめ抑瀦でもあ

る、畑村漱郎氏によれば・脚イメージが鰭まとう

隅簾轡蹄瀧杢鷺麟
く。失敗から何も学んでいないことが致命的鯛牛槽
舳発する鮒である惜からr失敗は成功0岡ζ言っ　ように、私たちの躯で起きる失敗を否鋤にと砿るのではなく、失敗の法則髄理解し未然に1蹴すれば次璽
珈こ導くことができる．失敗体験を積鮒二学ぶ秩敗え凋

　　鍾鮒を強謝るのはこ・）ためだ・失敗瞬測できるの　　です．轡煙いう．まさしく騰であり・このことはぜ
　　ひとも生かされていかなければならない。
　　　さら1二、ら、醜ことがある．隠れた髄点を直感で才）カ’る
　　ら為ベテラジエンジニアが必ずいるものである。しかし、こ　　うした人材がリストラで脈されたため1二・“ミス。失敗”　　が頻発しているように思える潰較豊融失敗経験を持
　　つ人材を播にする麗をもう・度考え耐ときがきてい
　　るように思えてならない。

　リスト　森永卓郎氏）2002

購1麟濃鼎！罪繋繋蟹臨1　
htt島WWw．kantel．g（）」欝加瞬継醜al／9912・8h（）uk・ku・html

l抜　　粋1

2．基本的な考え方
（1）安轡蹄実現するた畑よ・欝焔の ヂ三な
が、、鰍と鰍が幹を最樹毒にする気風や気質を目獄㌧’くことがまず鞍であり、このためには・学校教育や繍入1教

舞灘☆☆擢継1
　高めるための努刀が必要である。（2）安全び）ためには、鮒、サービス州媚ン鮒び）轡）寧　　EEなコスト鯉が鹸であること献1垂の灘とするよっに・
　　祁1会全体で取り細）でいくことが必叡ある・（3）｝刷リプtl二を図るためには・・嚇箸1におけるリスクマネジメ　　ントシステム、す雄）ち、轍魁峨阻や発ノ毛操懲　　の速やかな蟹を行うことにより・聯の損害を最小コストε　　最，1、卿食い勧るシステムの書年及・促進が必要である（）
（4滞，纏州1趾と撒弓躍の対応のためには・1脚事　　故．インシデントの原因や状況のケ｝析・ヒユーマンファクター　　1こ彫る濤1、脚麟・）科学！！勺アプ匠チが赦である・
（5）f罫，ii伽二・）ためには、燗・両一をできる1鋤 ヨと

　　がイ；，働毫〉醸であるが、一ノ患翻”システムについk’　　フェイヌレ．セ…、即婁、、側こエラー一力嚇してもすぐ1こは事　　故1こつ継、ないようける人纏肋1泣〆）撮編脚ご必
　　要である。　　（6）万が事、鰯肌た棚こおいても・そo）臨影物支　　，1、限に抑えるた綱体制づくりが必要であるQ　　（7汝柚策の畑こ当たって1よ常にその効果の評価を行うと
　　　ともに、柚の贈二しを図ること力泌要舗る・　　（8汝州佃肋には、欄脚内外を問才）ず・情糾
　　　有と公開が必要である。　　（9）刺i父災害に関しては溺ゴ劉趾を図るため・徹／氏した馴大1　　　究蹴蝶購頒任醐／靴等碗後チェック鍾要であ
　　　るe

ll、灘漁。灘轍雛論盛淵騰一
　　　shi且／01080L撤m

　　　　　　　　参　考　文　献

ilN監KKE玉NETBlzPIUs＝r失／i父学rl嚇（ll学1獄学教授・刺啓、誉教授柔鮒洋姻1氏）2（｝02

11轍騰噺燃齢し殿饗㌧斉アナ
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3．「建築工事監理指針　平成13年版」発行について

　国L交通省大臣官房官庁営繕部監修による「建築1二

事監理指針　’1五成13年版」が発行された。

　検査会社関係 者が注目していた、鉄骨1二事の、言式験機

関等に関する項目をみると、溶接構造物の非破壊検査

を行う検査会社等の試験機関に対する評価制度の一例

として、初めて日本溶接協会のCIW認定制度が記載さ

れた。

　改訂前の平成9年版では、検査会祉について「第鳳

者検査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」とい一）た表現もあ一）たことか

らも、今回の改訂版掲載は、第菰者性を重んじるCIW

認定が徐々に公的な評価制度に近い位置付けになりつ

つある意昧で、今後・層の普及・啓蒙活動が重要にな

りそうだ。

　そこで本号では、CIW認定を中心に非破壊検査の改

訂ポィントについて報告する。

◇

　建築工事監理指針は「建築1二事共通仕様書　平成13

年度版」（～F成13年3月1日発行、以F「共仕、∫）の解

説書の位置付けで発行されたもの。

7章「鉄骨ll事」6節「溶接接合」では、H「溶接部

試験」（長））「超音波探傷試験」のなかで「試験機関等」

に触れている．

　試験機関等については、改議前の’r成9年版をみる

と、冒頭から、

①「わが国の現状においては、非破壊検査会社にお

　　いて、第三者として完企に独、kした、k場で検査を

　　行っているところはまだ余り多くない」

　　と明記されているとともに、改訂前後で共通の「鋼

　構造物の非破壊検査会社であ一）ても、船舶、圧力

　容器等それぞれ得意分野があるので、建築鉄骨の

　検査に精通したところであることが重要である」に

　続く記述を見ると、改訂前では

②「同様に、試験を行う技能従事者においても『共

　仕」では（社）全国鉄構ll業連合会が認定している鉄

　　骨超音波検査技術者及び（社）日本非破壊検査協会

　　が認定している超音波検査技術者を規定している

　　が、これらの技術者が鉄骨の検査に熟練しているこ

　　とを確認する必要がある」としている。（注1全国

　　鉄構工業連合会は現・全国鉄構£業協会）

　なかでも「第二 三者として完全に独立した航場で検査

を行っているところはまだ余り多くない」「これらの技

術者が検査に熟練していることを確認する必要がある」

などの表現から、検査会社を取り巻く当時の環境が垣

間見える。

　しかし、平成13年版では、①、②の記述はそれぞれ

改められ、②に代わって、

　「溶接構造物の非破壊検査を行う検査会社等の試験

機関に対する評価制度の・例として、（社）H本溶接協会

による『溶接構造物非破壊検査事業者の技術認定

（CIW認定）制度』がある。

　この審査は、検査機関の組織機構、検査技術者の数、

試験・検査設備機器の数及び品質保証体制の構築状況

について評価し、A種からE種までの各種に適合した認

定証書が交付され、事成12年4月1日現在で171社が認定

されている」

　このほか、CIW認定以外にも

　「（社川本非破壊検査工業会認証事業センター等が、

JISZ9900sに基づいて、検査会社の晶質保証体制を審査

し認証登録証を交付しており、事成13年3月現在で42社

が認証されている」が新たに記載された。

◇

　　・方、技術資格に関する、記述をみると、改訂前の

「鉄骨溶接部の超音波探傷検査を適切に行うには、超音

波探傷試験の一般的な技術のほかに建築鉄骨専門の超

音波探傷試験に関する知，識が必要といわれている」から、

文末が「～が必要である」に変更された。

　続いて、超音波探傷試験を行う技能資格者の一例と

して、「（社）目本鋼構造協会の『建築鉄骨管理機構』が

認定登録する『建築鉄骨超音波検査技術者』の資格を
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挙げることができる拷し、有資番各者についても腱
築郎に関する知、撒び超紬探傷（UT）に関する
知、髄郁、かつ鎌鮒瀦郷・）超撤探伽二つい
て、，ll仰）擦、作類実施及び糸裸の解痛売並び蛤
砂縦ができ翻脚矢嚥と技術齢すると認められ
たも。）曇されており、械12年！・購点・）構瀦
数は約4千人である」の文：章を新たに加えた。

　JSNDIに関する記載内容も変更された。
　改江言1”前は、前述（②および

　　附）雑脚釘疑合会では謝髄建鮒郷
の超音波探傷検査規準』に基づく検査技術者として、
『鉄骨超音波検査技術者』を認定している，）

　この検査技術者の試験は、（社）“本非破壊検査協会
の超音波検査！種、2種、3種の資格のうち、いずれ
か1つの資格を保有していることを受験資格としてお
り、、言、k験に合格した検轍術者は金鮒轍糊超撤
探傷，撒及び舗搬を行うことができるとしている」
グ）記，騨あるがどちらも、JSM）1・）資格が淋で1まなく・

　副次的表現にとどまっていた。
　　しかし、平成13年版では、「これ（建築鉄骨超音波検
轍儲）とは別卵iとして」と前置きしたうえで・独
頓た形で糸紛されたほか、NDisO601に定められた各
拳、腓破壊検磁術榊資季各種類及び内容について零冬

　理した表も、従来同様掲載されている．
　　JSN以に関する記載内容は次のとおり。

　
一…、

れとは別の例として、（社）ll本非破壊検査協会
規格NDIS　O601（非破壊検査技術者技量認定規程）及
びM）夏SJO・i（非破壊ll国k験一技術欄格及び認壽il三）に基

づく資格がある。

瀦は，超轍探傷齢む舳純」織壊試験を対象
とした資格であり、L記の建築鉄骨超音波検査技術者
の受験に必要な資格でもある、

表7。6．41二、ND王S・6（）1に定められ酪不頃非破壊検査技

術者の資格、種類及び内容を承す。
後者は、置SO9712に適合して新しくlllii謎れた非破壊

ll国k験の認姦茎1三資格であるが、資格者数はまだ少ない。ま
た、・賊13年4川二はIS（）971211999に準拠した」ISZ
2305が制定されたが、それによる認証制度の実際の運用
開始は平成i5年頃び）｝与定である・

◇

現在、鉄骨御溶櫛鹸髄めく㌧）ては・
①　行政、研究機関、材料、設計、ゼネコン、ファ
　ブリケーター、検査会社など各界の導門家が集ま
　った「告・獄464号検討委員会」が、同告示に承す

柱。はり仕・のダ付フラムとフランジ0）ずれ傑
　合せ継fの食違い（通常び）部分、通しダイヤフラ
　ムとはりフランジσ聯分）、アン外カット皿の
　それぞれ・）1欄雌超えた場合び）ただ詰き適朋こ
　ついて検討中（今年度末に最終答申を提出セ定）
⑫）東輔鍵築郎にぷδける試験及び櫛グ）権li度
　を改【Eし、鮒造溶接細非破ナ鰍査等を行う検
　査機関について、知事登録制度の導入を決定。今
　夏から受け付けを開始し、9、10月にCIW検査事
　業者協議会が事務局となる倫理委員会の判定を終
　　え、都，1∫街地建築部の判定会議を経て、年末には

　　リスト公表の予定
③、睡非破嚇査協会が料幸から・JISZ2305に基

　　づく新認証制度を発足
　など、周囲を取り巻く環境が“まぐるしく変化してい
る。、

今1，輯、建築1二棚纏指針び）改訂前後・）検査び癌占l
l、1・けを取りLげた才）けが、同指針に初めて記載された
CiW，縦のr技術的鮒け」カミ、建築郎の現場にど
のように波及していくのか、今後の動向を見守りたい。
（文責・産報出版）
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4．東京都知事登録制度における検査機関審査基準について

　東京都は、検査機関の知事登録制度導人に伴い審査

基準を決定した。これを受け6月14目には、lfil制度の

受け服となるCIW検査事業者協議会（逸見俊一代表幹

事）が会員向けの新基準説明会を開催したほか、事前

審査に当たる検査機関審査倫理委員会（西川孝夫委員

長・束京都ウニ大学大学院）も本格協議をスタート。い

よいよ今月から受け付けが開始され、8月初めにもi回

目の審査が行われる見通しとなった、、

　5月28目から施行された審査基準は、検査機関の組

織、検査業務の管理、技術者、施設、設備・機器、業

務の執行体制等について規定している。

　このうち、検査業務の管理のなかの重大な不具合が

あった場合の建築1三事等への報告に関する項目について

は、現在、告示王464号検討委員会で不具合の定義を作

成中のため、来年6月1目から適用される運びとなって

いる。

　尉係哉ζ二つい》ぐ1ま、

　（1）民法その他の法律に基づく法人であること

　（2）　鉄骨加ll業者、鋼材の製造業者、鋼材の取扱い

　　業者及びその他鉄骨に関する業昔（以ド「鉄骨加

　　i二業者等」）並びに鉄骨加r業者等の代表取締役、

　　監査役（以ド「取締役等」）が原則として、1三な株

　　Lになっていないこと

　（3）取締役等は、鉄骨加1二業者、鋼材の製造業者ま

　　たは鋼材の取扱い業者の取締役等でないこと

　（4）　代表取締役は、社内検査を祖二受注する検査会

　　社（以ド「社内検査会社」）の取締役等を兼務して

　　いないこと。また取締役等は、社内検査会社0）代

　　表取締役を兼務してないこと

　（5）　代表取締役は、建設業者（建設業法に基づく建

　　設業者）または設計事務所の代表取締役を兼務し

　　ていないこと

　（6）　事業所ごとに、非破壊検査部門の年間売Lげの

　　うち、鉄骨加K業者等に対する売L額の比率が低

　　いこと

　（7）検査を公止かつ正確に行うために、固有の施設、

　技術者、及び設備機器並びに検査機関として独、k

　　した組織を有し、かつ、経営が安定していること

　（8）　l　l本溶接協会のαW認定のUT部門0）認定を受け

　　ていること

　（9）　溶接検査について、技術及び公平な疏場を確保

　　するために有益な活動を行っているB本非破壊検

　　査協会、CIW協議会及び陣本非破壊検査ド業会等

　　の諸団体に所属していること

　（！0）　法人として設、Z後3年を経過し、かつ、直近の

　　2年間について（2）から（6）及び（8）の規定に適合して

　　いること一一を明承した。

　今回は「会社全体を登録するので、ここでいう事業

所とは、あくまで検査業務を行うブランチ（如ぎll）」（都）

の位置付けとなり、（6）の規定については、事成i7年玉0

月3王1 1までの間は緩和される。

　　・方、技術者等については他の業種、部門と兼職、

兼務不可の専任の管理者のほか、兼務可能な管理技術

者、検査技術者、試験実務担当者を要件に挙げている。

　ここでは、「管理技術剖＝CIW認定の1三任検査技術

者、∬SZ3410に基づく溶接管理技術者1級、「検査技

術制＝CIW認定の擁壬，1式験技術κ、同2級、「試験実

務担当剤CIW認定の、1式験技術者（3者に共通して、

目本鋼構造協会認定の鉄骨製晶検査技術者、鉄骨超1ヤ

波検査技術昂 一一 各資格保有と「公益法人等が行

う建築材料の、1式験・検査に関する研修等で知事が認め

たものを受講した者、iが条件となる、、

　ただし、1三任検査技術音、溶接管理技術者1級（管

理技術者）、同2級（検査技術者）＝鉄骨製晶検査技術

者は共通＝の各資格保有と、それぞれ知事の認める研

修等の受講については、ま7年10月3川までの開は緩和

することができる。

　CIW協議会では、都や倫理委員会と連携をとりなが

ら、基準の緩和措置にもあった研修等を含め実際の審

査に向けた詰めの作業に人っており、’㌦師のスケジュー

ルについては「7月から8月のお盆前をめどに会員から

申請を受け付け、第1回日の審査はお盆前、2回Hは

9月初め、（申星請数にもよるが）3iB旧は9月末に実施

し、10月に審査の取りまとめとして倫理委員会を開催
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後、同月末には合格会社を都へ申請する」としている。
　なお、参考までに、鉄骨造溶接部の非破壊検査等を
行う検査機関の位置付けに関して、新たに都知事登録
制度を導人することとなった、「建築に棺二おける試験
及び検査に関する東京都取扱要綱」（’｝左成！4年2月1411

改IDによる審査判定フロー（案）を別図に示す。

◇

資料1審査基準全文掲載1

　以ト、5月28日付で決定した「検査機関審査基準」
（哲都市建企第69号）の全文を掲載する。

第1　総則
　この基準は、「建築物の工事における試験及び検査に
関する東京都取扱要綱」（昭和61年6月18日付制定、Yr
成1斡2月樹附！3κ肺建指第275レ｝改ll三、以！ぐr要綱」
という。）第8条の規定に基づく検査機関（以『ド「検査

機関」という。）を第12条第3項の規定に基づき登録す
る場合の判定に必要な事項を定めたものである。

第2　審査基準
　検査機関は、以下の基準に適合しなければならない。
また、検査機関の事裳所は検査機関としての業務に必
要な以下の基準に適合していなければならない。ただ
し、知事が別にこれらと同等以Lと認める場合において
はこの限りでない，，

（4）代表取締役は、社内検査を主に受注する検査会社
　（以下「社内検査会社 iという。）の取締役等を兼
　務していないこと。また、取締役等は、社内検査会

　社の代表取締役を兼務していないこと。
（5）代表取締役は、建賦業者（建設業法に基づく建
　設業者をいう。）又は設計事務所の代表取締役を兼

　務していないこと。

（6）事業所ごとに、非破壊検査部門の年間売上げのう
　ち、鉄骨加｝二業者等に対する売L額の比率が低い

　こと。

（7）検査を公正かつ正確に行うために、固有の施設、
　技術者、及び設備機器並びに検査機関として独立
　した組織を有し、かつ、経営状態が安定している

　こと。

（8）社団法人H本溶接協会の定める溶接構造物非破
　壊検査事業者の技術種別認定（以下「CIW認定」
　という。）の超音波探傷検査（以下「UT、1という。）

　部門の認定を受けていること。
（9）溶接検査について、技術及び公’1左な立場を確保す

　るために有益な活動を行っている社団法人口本非
　破壊検査協会、CIW検査事業者協議会（以「
　「CIW協議会」という。）及び社団法人1 1本非破壊
　検査業業会等の諸団体に所属していること、）
　（／0）法人としての設鉱後3年を経過し、かつ、直近の
　　2年問について、（2）から（6）及び（8）の規定に適合し

　ていること。
　（11）この項に規定するもののほか、判定の要件につ
　　いて必要な事項は、別に定める「検査機関関係登
　　録要f牛細i卜1」によるも0）とする。

　童　組　　織
　検査機関は、公ILな立場を保持するために、その存
在と運営について、次に掲げる条件を備えていなければ

ならない。

　（1）民法その他の法律に基づく法人であること。

　（2）鉄骨加工業者、鋼材の製造業者、鋼材の取扱い
　　業者及びその他鉄骨に関する業者（以下「鉄骨加
　　工業者等」という。）並びに鉄骨加r業者等の代表
　　取締役、監査役（以ゼ「取締役等」という。）が原

　　則として、主な株 招二なっていないこと。

　（3）取締役等は、鉄骨加r業者、鋼材の製造業者又
　　は鋼材の取扱い業者の取締役等でないこと。

2　検査業務の管理
（！）（社）11本建築学会「建築L事標準仕様護・同解説
」ASS6鉄骨1事（1996㈱更）」5節5・13溶援部0）受

　人検査及び「JASS6付則、鉄骨精度検査基準」、「鉄
　骨 1事技術基準」並びに「鋼構造建築溶接部の超
　音波探傷検査規準・同解説」等に基づく技術管理
　基準規定等を定めていること。ただし、溶接部の外
　面の合否判定のうち、平成12年建設省告示第1464号
　ニイに定めがあるものについては、この定めによる

　技術管理基準等であること。

（2）次の各号に示す管理者等の権限及び責任体制が、
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　　組織管理規定等により明確になっていること。

　ア　管理 者

　高度の技術レベルを維持するため、管理技術者、検

査技術者、試験実務担当者に対する教育と訓練を、必

要に応じて行っていなければならない，，

　イ管理技術者

　（ア）高度の技術レベルを維持するため、検査技術者、

　　試験実務担当者に対する教育と訓練を、必要に応

　　じて行一）ていなければならない。

　（イ）溶接構造物の検査について、次に掲げる事項を

　　実施することができる広範な知識と経験を有し、検

　　査に関して総括的な責任を負う者。

　①　検査の計画と実施（検査仕様書及び検査要領書

　　の作成）

　②　判定基準の決定

　（3D検査に関する総合判定

　④　検査報告書の作成

　ウ　検査技術者

　溶接構造物の検査について、次に掲げる豚噴を実施

することができる高度の知識と経験を有し、かつ、指導

者としての能力を有する者。

　①　検査の計画と実施（検査仕様潜及び検査要領善

　　の作成）

　④　関連規格の解釈

③

④

⑤

⑥

作業手順の、乞案

試験実務担当者の指導

装置使用ヒ必要な校正

試験作業の実施

　⑦　試験結果の解読及び分類並びに合否判定

　⑧　試験成績書の作成又は承認並びに非破壊検査報

　　告書の作成

　工　試験実務担当者

　溶接構造物の検査について、検査技術者の指導のド

に、次に掲げる事項を適切に実施できる者。

　①　試験作業の実施

　②試験結果の解読及び分類

③　試験成績書の作成

（3）検査の結果、知事が別に定める重大な不具合があ

　った場合は、要綱第9条第1号の判定基準に基づ

　く検査報告とは別に、速やかにi二事監理者又は、

　L事施 r渚に通知していること。

（4）検査の結果、不合格が生じた場合の処置として

　次の各号が建築ヒ、韮二事監理者及び1二事施 ll者に

　対し説明できる体制とな一）ていること。

ア　総合的な判断を行一）た者

イ　検査機器の状態及び、検査時の状況

（5）不合格が生じた検査に係る再検査が1ぎ尋

　行われていること、、

・事業所で

（6）検査結果が組織的に管理されており、改ざん等で

　きないようになっていること。

（7）検査結果の改ざん等、職員の不正行為に対する

　罰則規定が文書等により定められていること。

（8）　要綱第1i条第1号の規定により知事が別に定め

　る酸大な不具合があ一）た場合の検査結果（以ト

　「重大な不具合」という，、）について、別に定める書

式により、速やかに当該。1二事に係わる建築物を法

　第6条第4項又は法第6条の2第1項に基づき確

認した建築主事等に報告していること。また、この

　ときの確認が指定確認検査機関において確認した

　ものにあっては併せて、各特定行政庁に報告してい

ること。また、弔大な不具合があ一）た検査糸、ll果につ

いて、別に定める書式により、月ごとにまとめて知

　事に報告していること。

（9）当該年度の検査成績の集計を当該年度の終f後夏

　か月以内に別に定める書式により知事に報告され

　ていること。

　3　技術者等

　検査をll三確かつ公髭韮三に実施するために、次に掲げる常

勤の技術者及び職員を置かなければならない，、なお、次

の（1）から（4）に掲げる者は、検査機関の業務に関するも

の以外の業務を兼ねることができない、，

（1）専1任の管理者

　他の業種、部門と兼職、兼任していないこと、，

（2）管理技術者

　ア　事業所ごとに夏名以上。ただし、検査業務L芝
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ll≧融い場合は、（3）に眺する髄技術者呂夜任する
ことができる〔）

イ｛燗200鰐、ゆ瀞堵
ウ1ぐ、記に鮒る鮒を郁、かつ・公益法人等が行

う建築材糊試験鮒二関する鵬等で舳が認め
たものを受講した者。
（ア）c購齪が識するi三｛壬髄鮒者
（イ）」ISZ剛に基づく轍管牒術者1級
（ウ困二団法人U欄髄協会（以1ぐ「JSSC」とい

　　う，、）が認定する鉄骨製品検査技術者
　　凶」sscが，認欝る鮒超鰍検査技備

　（3）検査枝術 者
　　ア欄斤ごとに1名肌沸だし・検査業務技障　　　。）なL、場合麗）に眺する試1験実鮒！緒と聯
　　　することができる。
　　イ　年醐2001i以ヒの常勤者
　　ウド記に鮒る鮒を机、カ・つ・公益法人等が行
　　　う鎌材率棚、厭髄に関騒研修等で矢ll輔
　　　認めたものを受講した者。
　　（ア）C臨忍定が継する滞言式鮒儲
　　（イ）JISZ341・に基づく轍管蝋術者2級
　　（ウ）」SSCが，縦する鋪製撒舳繍1者
　　（エHSSCが認討る鮒超1灘撒術者

　　（4）試験実務担当者

　　　ア　事業所ごとに2名以L
　　　イ｛1澗200甥、11σ）’瀞猪
　　　ウ1ぐ記に鮒額格齢し、カ・つ・公益法人等が行　　う鎌材料・）試験検査に関する研修等で舳が鋤
　　たものを受講した者。
　　　（ア）C稀齪が認定す蘇父験技術者
　　　（イ）」SSCが灘する鮒製撒撒術者　　　（ウ）JSSCが認定する鋸手超激検倣術者

　　（5）事捌甲猪
　　　ア　原則として事業所ごとに！名以L
　　　イ　年間200日以Lの常勤者

　　　　4　施設等
　　　　モ牒所施，灘、次の各肱齢しているこじ　　　　ア検牒務に必麟棚作業t誓瀬を保有している

　ことほ
イ縮査ナ、嚇2、6σ）鰯・）鮒体制に／視定する
年限分・嚇嚇糊｛則として騰できること

ウその他髄業務に必要な施設を1呆郁てい都
　と。

機辮，等醐献は条件　備考（、）補肋馴嫌業務1二必要　一一一一一
一一一 一懐中電灯　　　 な数

　　　　　　　　　　　　　隙問ゲージ、限界ゲー（2）轍ゲージ蹴　　ジ、アンダーカットゲ
　　　　　　　　　　　　　ージ、かね尺及び測定

（3）ノギス　　　1司L　　　　　　’一一

（4）ルーぺ　肌　　　　 一一 一一一 一一一　（5倍”、L）

　5　設備・機器等
蝶｝1斤ごとに受託する検査・）馴に1応じて・次に掲

げる必要な設備等を有していること。
（、）鍔ぐ骨溶騨の超欄糊検査においては・次に

　　掲げる機器をイゴしていること、
　　村二脚＼晒容灘会の定める欄髄物非懲
　　櫛蝶者等・）脚綱1聯（WES8701）に轡　　られている、8．2、舗及び機器の聯における表2
　　r各認定検欄rに必・要な設備及び機器抑、うち・
　　超融検査欄に鋤る機器及びそれに付帯する
　　治具・道具等・

（2）要綱第9条第P｝に耀する鮒容騨び）欄
　　検査においては、次醸に鮒る機継郁てL’る
　　こと．

　　6　業務の執行体制
　　業務σ）鮒体制につ、照次に鮒る条件を備えて
　いることヒっ
　　（、）検献糸脚側芋が別に定める献を鷹ま』　　　たも。）にな．，ているこしまた・文糖理蹴等に
　　　より、検献繊が5年肌保存されるよう嬬
　　　化されているこど
　　（2）髄料に附る朧があり・鮒割で表叔は
　　　配布されていること。
　　（3）脚二関する研喰弩等を定鮒に実施又は離す
　　　る眺を定め、実施しそ・）謝を保靴轍の技
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∀ †

受　付 受　付

「一”一一一㎜一㎜』一一

事務処理　　　　　　　　l
　　　　　　　l　倫理

員会　　　　！1　　審査　IL＿＿　＿＿」　　　　　　　　酬

判

判定

員会

申　請 幽　　　一

事務処理

CIW検査蝶者協議会
試験検査要綱第王2条

頒の矢藤指定機関）

登　録

継里委員会び）構成

誠経験者
定行政庁に’ン砿跨ヌ技本太1無閣

通　知

東京都

特定行政庁）

試験検査要綱による審査判定フロ～（検査機関）　（案）

　　　　　　　　　　　　　　　登録中請ルート（要綱第12条）

　　　　i　　　　．．＿＿．　　　　　　　　　　　　　　　個別判定ルート（要綱第4条）

倫理委員会の構成

学誠経験者

特定行政庁

指定確認検査機関

（社）東京都建築 i事務所協会

（社川本建築構造技術者協会

（社）建築業協会

（社）日本溶接協会

∀

確認噛綬付

構造関係調査

YES 　　　　　　　　NO
検査機関登録済みか　　　，

構造関係調査 構造関係調査

・匿璽ト 検査機関調査

　照査

YES　l．＿一一＿＿酬

判定

　l　YES

審査終ゴ

建築．拍拝

△検査機関

○検査機関

1個

1別

i判

1定

1ル

目
1ト

†

口　ll事施 紅者

亨

建築確認申請

☆設計者・
　1．1事監理者

術及び知識の向土を図っていること。

付　　則

1こグ）審査基準は、杓療4隼5月2部か励琶行す

　る。

2　第2、2（3）、（8）及び（9）の規定に関しては、’r成

15年6月1日より適用する、、

3　以ドに掲げる事項については、’杓戊i7年10月31

　目までの問は緩和することができる。

　材料の試験・検査に関する研修等で知事が認めた

　ものを受講した者」について及び（イ）、（ウ）に掲

　げる事項

（4）　第2、3（4）のウに定める「公益法人等が行う建築

　材料の試験・検査に関する研修等で知事が認めた

　ものを受講した剤について及び（イ）に掲げる事

　項

（1）　第2、夏（！0）に定める「かつ、直近の2年間に

　ついて、（2）から（6）及び（8）の規定に適合しているこ

　と」び）うち（6）に掲げる事項

（2）　第2、3（2）のウに定める「公益法人等が行う建築

　材料の試験・検査に関する研修等で知事が認めた

　ものを受講した剤について及び（ア）、（イ）及び

　（ウ）に掲げる事項

（3）　第2、3（3）のウに定める「公益法人等が行う建築
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5．最近の中間検査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田極　義明
（朋 本建築セン外確認検査部

違丸、や、脚通り、㈱脚部で・）かぶり厚・i醐ル脚状●はじめに

検鵜欝響ll溜瀦腿ll
家δける建築物σ）多大な被害から平1脚建築轍の答申により1二
，糊嚇と検査制度を充実させるため制度化されたものである・
全咽衡では、対象建築物として木鍵築物脚指定も多1・大蝿築物を指定して凶r政庁は・醐辺および大阪周辺に多
丸、、他の聯，眠雌築物または小規模建築物・轍が細と
なって乱、る。また、榊観ると撒寿毯していない行鮒糊
不・、渡ある．建糊）対象灘しては・木造は基礎・軸糺屋

禦繍灘灘、勢1灘瓢
灘築基軸、1燗怜、眺鵬か・条例や方勉行細脚

　設計図書との照合等に基づき行われる。
　　●対象建築物の脚本建築センター本音猛の場合で大阪事務所を除く）

建築脚対象建築物は幽向燗纏物が多く・木鍵築物
は年酬轍醐、髄で1蝋住宅が多丸’ため構糊懲は、鉄筋コンクIH造1淋そ7・％・多失髄は2・％畿鉄欄ナ∫
コンクリート造は1。％程度である。このうち高さ舳を超える建物・
し、わゆる、超高腱築物はおよそ湘llで麟で・鋤ち鉄筋コン
、／ド瞳約脚）65件で建物のil轟さは62m－165mである・残り半
数は鉄髄嚇鉄筋コンクリー瞳ある・ま編鮒の建物1ま
92件となっており、おおむね1欄で30件となっている・なお・東京
脚鮒で欄醐寸象とならない超高腱築物劇雪二あ癒

　　　●中間検査で問題となる部分
　　　基鮒糊する事項、コングH系建築物では・最近のマンシ
　　ョンブ｝ムか嚇コンク1H脚・・mを超える超高層ビルも多く
　　建、没されてきた，蹴め高強度コンク1Hや高強1購糊二関
　　する縦欄検査の対象であり、鰍概繍1接・襯手　　1二関する撒蹄式験や欄嚇㈱覗している富例力i比　　鮒多い，、なお、’脚試験では、毎脚1ゆ伽椰か嚇し
　　たとす嚇勘欄灘1か州力噸榔馬鴛る不舗二っ　　丸、ては、皆無である．鉄筋規格では、繍叉1網旨定されていた
　　SD49。規格の鉄筋が・部SD390峨筋が　醗照5り・コンク1卜
　　　1・打設を延期した輔力蒐あっだ
　　　　鮒系騨勿では・脚2“な建設舳棚糊対ll幽る1鮒　　　鍔ミ筋コンク1H造では、柱通し禰しともにパネ蕨ン酬

況等を確認している。
蹴ではパネ蕨ン部酬アフラムと梁フランジとOl腱い

のほカ、、特に柱材としてコラム材の騰・が多く見られる」縦し
ては製品としてのコラム材の精度、鮒伽1榔鉄脚畑珈
技罵るところが大きい，特に琢嚇となる柱の溶接では や墜
り腱丸洲立つ。欄検査ではビ糊形状も長叉にかかると諏
あり、横嫡灘なるため溶麟旨者の曝二よるところが大きい・
なお、柱の賜淵脚峡1こ近嚇のため設細」の小1い部分であり、蓄雌築物では、存’伽に対してほぼ問題とは嫌
丸、鵬二あろう．なお、嚇の現聯は・繍安謝」力鮒！
分のため欄欠陥、外観ともに階であることが要求される・

　　●鉄骨系建築物の外観検査
外観検査と超で欄購との関連があるとの考え方は旧来

り、建築基糊こ基づ備鮒1二当たっては・Clw検査辮協蔽
会が作成した外脚マニュアルを参考としている櫛靴して・
ある金嚇筋コンクIH麟こ場における第 三者・嚇機関カミ行っ
た外観検査と超灘傷卿）糸灘表に示す・ここで・超撤探1毎
試験は購合格しているが外観検査で・職が指摘されているのは・

　アンダーカ・ソト、“違いであり補強盛で対処している。

　　　　　　　　　　　超音波試験と外観検査例　　　　　　　　　　　外観検査　　　　超肖波探傷検査　　　　　　吋抜取り率根率抜取り率根率　　　　　　　！　100　0．0　35・2　0・0　　　　　　　2　100　27。6　30・7　0・0　　　　　　　3　！00　27．0　30・7　0・0　　　　　　　4　100　0．0　333　0・0　　　　　　　5　100　！9．7　303　0・0　　　　　　　6　100　27．0　30・7　α0　　　　　　　7　100　20．／　30・3　0・0　　　　　　　8　！00　25．0　30・7　0・0

●おわりに
舳よ、響、質管理システムとしてのis・9・0・シリーズσ）審査登礁

う企業力糊しつつあり、建設会社はもとよ嚇監王壁を行なっ建築
設計糊でも、IS・9…シ！以σ）登録をして丸、“） 醇禰こ関する書類の整備が完脚ている・こσ） 榔」1糊者の／鰻、腰としているため柵灘ll寺に酬している・
、1，1嚇制度により緬・姉ける建糊瀬を確1瓢あわせ

てτ1事監理者σ）意識の向Lに期待したい。

一12一



Z－7RαMPES（SαMMER，2002）

6．随想一個展　顛末記一

石川島検査計測（株）　玉井　輝雄

　絵に親しみ始めたのは何時頃だったろうか。思い起こして

みると、小学校に入学する前すでに絵が好きでよく描いてい

た記億がある。小学校人学後も絵画の時間が好きだった。絵

も｝手な方でよく教室に張り出されたりした。町で開かれる

スケッチ大会に学校の代表で参加したこともあった。中学に

入学後は絵画部に所属し、その頃としては珍しかった油絵を

始めた。画材が高価で買えず、筆が2～3本、絵具も5～6本で

木の板に描いていたのを思い出す。その頃からいろいろな展

覧会にも出展し、たまに賞を頂いたこともあった．高等学校

では芸術の選択科目で絵画をとっていたが、勉強が忙しくな

り絵を描いている時間はあまりなかった。大学進路を決める

とき、絵の道も選択肢の・つと思・）ていたが、先生から“君

の腕では、とても食べて行けないよ”と　一蹴され親からも反

対された。終戦後の混乱がまだ続いていた時代で、芸術なん

ぞにかまっている人は少なく、工業立国での復興が人々の願

いであり、私もすんなり℃学部進学を決めた。大学在学中、

また社会人として会社に入社後も数字と格闘する日々が続き、

絵とは全く縁がなくなってしまった。

　齢六1一、還暦を迎えて老後の趣昧を何か つと考えたとこ

ろ、昔日の思い忘れがたく、絵をもう一度やってみようと思

い、Zった。そして夢のような話であるが・生の思い出に個展

を開きたいと思・）た。幸い紹介してくれる人がいて、著名な

洋画家である陶山侃先生に師事することが出来た。教えると

ギ予）てもカルチュア教室のように予をとって教えてくれる訳で

はなく、自分の描いた絵を持って先生のアトリエに伺い、そ

の絵をはさんで一対・で絵に対する考え方を話し合うという

もので、苫しい時もあったが、絵に対する基本的姿勢を教え

て噴いたように思う。先生のアトリエは著名な方が使われて

いたアトリエで、イサム・ノグチ、高村光太郎もその住人だ

った。占い建物であったが素晴らしい雰囲気の中で勉強出来

た。先生のところに通って、！年半程過ぎたころ、先生が病

を得、／ヵ月ほど病床につかれた後に亡くなられた，，孔軌会

への初応募を3ヵ月後に控えた時で、これは困ったと思・）たが、

応募することが先生への一番の供養と思い、作晶の制作にか

か一）た。先生の奥様、兄弟弟子の皆様にも励まされ何とか初

応募、第51回』三軌展に初入選した。それから こ年余、　i軌会

の先生方、兄弟弟チの皆様に助けられたり、励まされたりし

　　　　　叢

　　　　　　、泉、

　　　　〆
　　　　　躍
ながら絵を描き続けてきた。

　絵を再開して5年、習作も含めると20枚程の絵がたまってお

り、少し早い気もしたが、念願の個展を開くこととした。

生の間に何度も開けるものではないので場所だけは・流のと

ころと思い、絵の技量を考えると少し恥ずかしい気もしたが

銀座を選んだ。時期は暑くも寒くもない季節が来場してくれ

る人が多いと思い、5月末から6月にかけての…年中で番

さわやかな季節を選んだ。1今約した時は気付いていなかった

が、サッカーW杯共催期樹の前だったことも幸いであった。

准備としてまず出展作の選定から始めた。占い作1峯占を選んで

いると、少し罫を人れたくなる作品もあったが、制作時の技

量、精神状態をそのまま見て噴いた方が価値があると考え、

　・切手を人れることは止めた。

　結局、新たに3点の新作を加え、19点を展示することに決

めた。個展を開くということは、　一つのミニプロジェクトの遂

行と同じである。作品の制作のほか、案内状の印刷、配布、

絵画の搬禺入の毛配、額縁の発注、パーティーの段取りなど

種々雑多な事をこなしていかねばならない。自分・人ではと

てもやり切れず会社0）同好の伸間に大いに｝助けをして噴い

た。個展を開く最大の目的は、より多くの方に見て頂くこと

なので、このことに番気を使った。

　個展の一週聞は飾り付けから始まり、大盛況のオープニン

グバーティー、展示の日々、打Lげと瞬く間に過ぎてしまっ

た。そして同好の沖間、会社の先輩、同僚、後輩、知人、友

人、親戚、家族など多くの人々グ）情に触れ、心温まる　一週問

であ・）た、、展示期間中の延来場者は500名を，紹えた。
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7．協議会だより

CIW検査事業者協議会

　1．検査機関倫理委員会について

　協議会が「建築物の1二E梱二おける試験及び検査に関する來

京都取扱要綱」に基づく都知事指定機関として自｝三認定制度

を導入するにあたり、都知事指定機関の要件である登録申請

検査機関（検査事業者）の審査判定等のための、中立的委員

からなる「倫理委員会」を設直いたしました。倫理委員会の

構成は、次のとおりです。（順不同、敬称略）

　○　委員長　西川孝夫（東京都立大学）

　　副委員長　森田耕次（千葉大学）

　　副委員長　山崎真司（東京都立大学）

　○委　　員1建築関連諸団体1

　　［（社）東京都建築lf事務所協会1

　　薯竜l　i　子散　（（拳朱）享竜口循支設計事矛芳戸斤）

　　田中　勇（（株）田中構造建築事務所）

　　［（社）目本建築構造技術者協会］

　　津出　巌（（株）日建設計）

　　有由定男（（株）エスエイエス構造設計）

　　［（社）建築業協会］

　　大嶋li1昭（鹿島建設（株））

　　倉持　貢（清水建設（株））

　　［（社）目本溶接協会］

　　松山　格（元東京都r二業技術センター）

　　菅谷裕司　（協会・

　○委　　員［特定行政庁1

　　人江澄夫（中央区）

　　桜井良次（港　区）

　　岡　明雄（町田市）

　○委　　員［指定確認検査機関1

　　嶋崎邦明（（財）住宅金融普及協会）

　　米山仁司　（（財）東京者ll防災・建築まちづくリセンター）

　○協力委員

　　春原匡利（東京都都市計画1讃lf街地建築部）

　　大熊久唯ヂ（同ヒ）

　　松本修一（同D
　簸．東京都「検査機関審査基準」等の説明会

　本，1、志にも紹介されているとおり、ヒ記1．に関し、東京都か

　ら「検査機関審査基準」が’ド成掻年5月28i捧1で制定（通知）

されたことを受け、協議会会貞各位に対して書面にて連絡し、

当審査講，彗準及び登録申請機関としての申請準備の要点をご理

解いただくためにF記のとおり説明会を開催しました。

　1，日時1’賊14年6月14日i5：00～16145

　2。場所二東京都・浅草橋公民館

　3．説明会概要：

　1）東尽都・関連取扱要綱の要点について

　2）「検査機関審査基準」について

　3）協議会r倫理委員会」の紹介と今後の進め方について

　当旧ま講師として、東京都都市，汁画局市街地建築部から春

原匡利導門副参事、大熊久里ゴ係長及びL記倫理委員会委員

長の西川孝夫東京都、Z大教授をお招きしました。約65社、約

80名の参加を得て関連事項要点のご説明と質疑応答を行い、

西川委員長からは検査の将来方向に関し本質的なあるべき姿

に関しご挨拶をいただきました、、

　理．協議会活動の現況について

　平成拠年度定時総会の事業計画に沿い、以トの要点のとお

り活動を展開しています。

　1．「CIW認定制度検討委員会」関係

　溶接協会の「CIW試験所認定推進W（｝」0）活動とl／ンクし

た活動を継続推進中です。

　2．「全国営業会議」関係

　’ド成欝年7月23日（火）に全国営業会議を開催し、本年度

の活動を展開します。

　3．（社川本非破壊検査協会／JISZ2305対応関係

　現有資格者び）円滑な新資格への移行について検討を進めています。

　lV．その他

　∬s　z3060　「鋼1容接部o）超1￥芝皮探傷1武験方法、iがYF成14年3

月2011付で改定されました（）（規格発行済1定価4，500円、詳

細は11本規格協会・TELO3－57704573にお問い合わせドさい）

約65社・80人が参
加した「検査機関

審査基準」説明会
（6月鱒日、浅草橋
　　　　公民館〉
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8．お知らせ

　’r成i4年度後期のCIW，韮式験及び研修会の岬薯1をお知

らせいたします，、詳細については、9月’トばに送付する

各案内、律をご覧ください。

　なお、各地区の研修会は、参加状況によっては中IL

する場合もありますので宝うめご承知置きください。

　（i）溶接部の検査に関する研修会

　　　北九州地区11ω証9日（L）・20目（il）

　　　東京よ也区　　　二10月261葦　（L）　・2’7ほ　（1 1）

　　　大阪地区　：10月26纏（f二）つ7i以旧

（2）C翼W　l轟検査技術者及び撰壬試験技術者、言式験

　　1次試験l　H月17il（日）

　　　（地区1東京／大阪／広島／北九州）

　2次試験
　　來京地区　：’賊15年！月！川（D

　　北九州地区二宰成婚年1月1川（11）

　　広，「雛也区　：平成15年川1川（D

　　人阪地区　　二平成15年1月12目　（ll）

　　　ノk阪地区　：9月21

　　　，特根地区　19月2引

　　　福岡地区　19月！61

◎2級対象研修会

　　　東京」也区　　19月　護1

　　　　　　　　9街れ81

　　　静岡地区＊二8月2！1

　　　名占屋地区：引れ擁

　　　大阪地区　二9月31

　　　　　　　　9月281

　　島イi艮圭也区　　　19月261

　　福岡地区　19月三質

◎特別級1ノ善川編研修会

　　　來京地区　19月2唄

　　　人阪地区　二9月Hl

（1蚕）～511（木）

　（水）～28涯（D

　（月）～i9目（木）

　（水）～引｛（金）

　（水）～2011（金）

　（水）～23日（金）

　（水）～！3目（金）

（火）～5H（木）

　（し）～3011（川
（木）～281HD

・（火）～19日（木）

．（火）～27i｛（金）

　（水）～14目（L）

（4）溶接管理技術者認証評看1奪、・1式験（特別級／1級／2級）

　　　筆記試験　11川1（川（1 1）

　　　　（重也区二味〔京／静1朔／名昆ボ片ミ／大1坂／率副趨）

　’F滅ほ4イト度：そ麦｝切（ノ）才容遷妾脅穿珊甘支宿1∫者　（」蔓S　Z3410　［ISO

i4731］／WES8103）のための研修会及び，1率価試験の

日程をお知らせいたします。

　研修会の案内・申込，律をご希望の方は、送付先（氏

名・住所・電話番号）とそび）旨を明記グ）L、（祉）目本溶

接協会溶接管理技術者担当宛にFAX（03－3255－5196）に

てご連絡ください。

　なお、静1瞬メ也区＊び）み、（社）1 1本1容イ妾協会静1綴県支部

宛にFAX（052－2784635）にてご連絡ください。

　また、後期の各級の評価，試験の案内・申請 乏事につい

ては、各研修会会場にて配布いたします。

（5）皿W国隅渇容季妾技術者

　1解ll三1際溶接技術者資格取得のための特例措置はWES

，i忍証者及び技術卜資格者を対象に3年闘に限って認めら

れています。この期限を過ぎると長時問に緩る講習及び

試験を受け、合格しなければその資格を得ることは出来

ません、、是非、この機会に国際資格を取得することをお

勧めします。

　HW国際溶接技術κ資格取得のための特例措置のご案

内の詳細については、当協会担当（TEL。03－3257－1643）

までお問い合わせください

（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

　　　痕京地区　二9月　3il（火）～6il（金）

　　　　　　　　　9月！7il（火）～20目（金）

　　　名占屋地区二9月！0目（火）～捻日（金）

＊　　＊　　＊
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1．CIWにおける教育について
はじめに
αw研究・教育委員会委員長　大岡　紀一
　CIWでは、設立当初は溶接構造物の検査に携わる非
破壊検査事業者の育成と技術者の技術向1マ）ための教
育が主体であった。約40年間にわたるCIW認定事業者
の数の変遷が、ある意昧での教育の歴史を物語っている
かもしれない。1990年にE種が導人されるまで、A、B、
C及びD種の4種類で構成されていた。バブル崩壊に至る
直前までの経済成長期にあ一）て資格者に対しての二一ズ
はE種を生む結果となった。
　その背景の
つとしては、例えば、建築鉄骨関連の
受注業務の増加に伴うCIWの資格を有しない検査会社
の参入が挙げられる。　一方では、検査技術者の倫理の
噴要性も話題となった。（社）H本溶接協会の関係者によ
る種々の検討の結果、前述の参入会社にも講習会を通
じて、技術の向
Lを目指してもらうことと、何らかの資
格を有してもらうことが先決であるとの結論に至ってE
種が誕生した。と同時に広く社会の二一ズに応えるため
には、口本全国各都道府県に少なくとも　事業所は必
要ではないかとのことから、関係の検査会社へ協力を願
って、実現に至った経緯がある。
　現在では、E種の事業者は認定’｝≦業者172社の43％とな
り、建築鉄骨関連の検査業務を支えている。さらには、
！978年の東京都建築鉄骨標準仕様書に記載されたこと
に始まり、着実にCIW認定制度が取り人れられつつある
ことは、少しずつ実績が評価されてきたものと考えられ
る。しかしながら、E種を取得したことで、建築鉄骨関
連業務を有資格検査会社として実施できることに満足
して、D、C、B種さらにはA種の資格取得を11指す展開
が図られなくなってきていることも事実である。これは、
E種の資格でレ分であり、更なる教育訓練を行い、あえ
て受験してE種以Lの資格を目指す必要がないことによ
るものと推測される，，
　しかし、（社）H本溶接協会の実施している溶接構造物
の検査による健全性維持、安全牲確保のための非破壊
検査業務は建築鉄骨に限ったことではない。現在、
CIW認定制度はほとんど建築鉄骨関連で適用されてい
るが、種々の11業分野を対象に適用されることで設けら
れたものである。しかし、近年、ISO9000シリーズが各
種企業で取得することが求められるようになって、αw
事業者を取り巻く1二業界も変わりつつあると言える、
検査事業者とISO
　改訂以前のISO9000では、溶接検査も1二程管理に位置
付けされ、その必要性、璽要性が求められて、社会の
二一ズに答えるべくαW検査事業者が活動を展開してき
ているが、今後のCIWとしてのあるべき姿として、ご存
知のように「試験所認定」の検討が進められている。そ
のための教育のあり方も同時に検討が行われており、
至SOにも関連して、細かいことであるが、是正勧告が出
され、処置後の対応としての教育訓練は？　そしてさら
には訓練の成果は？　が問われる時代になってきている
ことも1一分認識する必要があるのではと思っている，、現
在、ISO9000に関連して、品質保証に関する説明を研修
会において行うとともに、検査事業者グ）認定に先、Zって
行われる業務確認においても実施している、、これは、鋭
任検査技術者にと一）て、今後もきわめて醜要な要素の
　つであって、　一層の教育訓練の充実が必要なところで
ある。
今後の研修会における教育
　しかしながら、D及びE種の技術者の要件には1三任検
査技術者は含まれていない。したがって、研修会に出席
して話を聞くことができても、｝三任検査技術者としての
航場ではないために、BO9000で述べている経営層の責
任と権限に係わる点が1一分に理解され、対応されている
かが心配なところである。そのため、試験所認定を推進
するにあたっては、この点を1一分考慮した教育訓練ある
いは研修会とする必要があると考える、，
　また、非破壊検査としていずれの方法にも不吋欠な外
観検査も含める必要があろう、，　一方、倫理に関しては．
検査技術者が当然備えているべきものとの解釈から、特
に、研修会の教育カリキュラムに挙げず、モラルの観点
から不正、不祥事の例などを挙げて説明をしているが、
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今後はこの点を踏まえての教育の強化も必要かもしれな
いと考えている。もし、このような事態の発生に至るよ
うであれば、検査拝業者の体質改誇の必要性からも当
然、経営層をまじえての教育のあり方について踏み込ん
で考えることになるであろう。
　例えば、研修会には積極的に各種産業における事故
事例などの紹介を盛り込むとともに、破壊試験などにも
触れ、場合によっては1曳席した技術者にはレポーティン
グをお願いし、試験の・助にするなど（1SO9712のクレ
ジットシステムを参考）の検討も現在CIW研究・教育
委員会で行っているところである，，
　これまでのCIWの認定制度が技術Lの要求事項を
i三
とし、晶質システムに関する管理LO）要求藍項は研修
会を通して、また業務確認において実施してきており、
今後これらの充実を図ることは、製品である試験の結果
のデータ、試験（校ll三）の報告書（証明告）が先に述
べたところのll程猶；理であることからも、JISQ17025の
試験所（技術者），言忍定を考えることにつながるものと考
える，
将来のCIW認定制度での教育
CIWの教育の将来を考えたとき、教育において技術約
要求事項は勿論のこと、1〜〜1質マネージメント及び倫理さ
らには検査方法の全体にかかわる外観検査をシステマテ
イックに組み合わせたカリキュラムの構築が必要と考え
る、、
　したがって、もし、試験所認定制度が実施されること
になれば、前述のように、ぞ三任検査技術者を必要とし
ていないD及びE種にとっては時流にマッチした資格取
得への移行に遊られることになるだろう。これらの点を
踏まえて、CiW研究・教育委員会としてもCIW検査寸ll
業者協議会と連携を図りつつ、教育カリキュラムなどを
整備し、すでに必要とされる項目の教育には研修会を通
して実施するとともに、経営層に対してはセミナーなど
を開催して率直な意見交換のゆでCIW認定制度におけ
る試験所認定の理解を深めてもらうことも検，1・桝1であ
る。
　最後に、IS（M7025に関連して、（社）目本溶接協会の
設立と同じ時期に発足したオーストラリアのNATAの調
査と主な検査会社を訪問する機会を得て、（社川本溶接
協会で進めている、また進めようとしている検査事業者
グ）認定制度が適切であることを確かめることが出来た。
この分野で世界のリーダシップが取れるようにするため
に、試験所認定制度の検討、推進、実施にあたって、
研究・教育の観点から、関係の皆様方のご協力、ご支
援をお願いするものである。
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2．今こそ失敗知識豊富な人材の積極的活用を
大阪産業大学11学部
平山　…男
はじめに
　このたび6月はじめに台湾の行政院原f能委損会と建設
中の第1原ヂ力発電所を訪問した。
　今回の訪問については後述するが、はじめにお断りしな
ければならない、、それは台北珪∫滞在巾に台湾非破壊検査協
会事務局を訪問して「台湾における非破壊検査塾｝環者0）実
態」に関する資料やバンフレットを人毛し、それをもとに
台湾における非破壊検査業界の沿革と現状を本蓬、志で紹介す
る1与定であった。
　しかし、現地に行ってみると、これらに関する資料やバ
ンフレットはまだないとのことであった。今秋東京で開催
される日本非破壊検査協会創、Z50周年記念大会と極東地域
非破壊試験1茎il際会議FENDT2002には、台湾から約30編
以Lの発表論文と多数の方々が参加する罫定であり、その
ときまでにはなんとか作成して持参するとのことであった，、
　「台湾における非破壊検査事業者の実態」についてはい
ずれ報告することをお約束して、今回は台湾を訪問した機
会に感じたことを述べてみたい。
台湾の原子力発電所建設での蔭‘ミス・失敗ヲ肇
　今回台湾を訪問したとき、第4原f力発電所の原f炉の
基礎台座の溶接麟≦で“ミス・失敗“が発覚していた。こ
のため原発の安全を規制する行政院原‘能委員会核能管制
処では事故調査で忙しくしていた。
　ただ事故調査は殻終報告書を公表する段階にきていた。
今回発覚した“ミス・失敗”とは凍f炉び）基礎台座の溶接
！1雰の際にりら溶接棒の種類を取り違え”てしまったとのこ
とである，，原ヂ力発電所の溶接1事で今だにこんな幼稚な
ミスがあるのかと驚いてしまったが、これを聞かされたの
は、1加ll第l　l　l目で、翌朝には報道機関に公表された，、中囚
，線まさっばり理解できないが、ホテルの部屋で、前目の歓
迎夕食会で旧交を温めた副1三任委員（副大臣）や関係者が
真剣な顔をして会児に臨んでいるテレビニュースを児て、
台湾の新闘・テレビに大きく報道されていることを知っ
た。第4原計力発電所はこれまでのいきさつから何かにつ
けて政治問題にされてしまうのは止むを得ないとしても、
その後の顛壕ぐはどうなるか心配であった、当然のことであ
るが、問題の漂∫�j炉の基礎台座は廃棄し、再度作り直すこ
とで一件落着した。ただ個人的には一連の報道の扱いが
「針小棒大．iで騒ぎ過ぎるような気がしたが、製造側（元
請は中国造船）の責任追及や賠償問題がしばらく尾を引き
そうな気がした，！週問後に帰匡1して分かったことだがH
本！瑠内では全く報道されておらず、その後数目間は台湾の
新聞のホームベージで報道されていたことを知ったが、や
がて報道されなくなった．
日本でも頻発している
　最近、日本ではこれ以Lのし重大なミス・夫敗”が頻発
している感がある、．
　まだ記憶に新しいが、41
1に起きたみずほ銀行グルーブ
の大規模なシステム障害、これは“
1経営陣がシステム統合
の危険性をレ分認識していなかったことが「根本原因」で
あるとも言われている、
　報道では、みずほ銀行の統合によるシステム障害も、担
当者は肇前に障害の発生を予測できていたはずである．同
じようなシステム障害は！月に行われたUFJ銀行の統合で
も、規模こそ小さかったものの、発生していたからである。
悪い情報ほど、組織のLの方には伝わらないということで
ある。誰だって自分の失敗は隠したいし、ばれずに済むの
なら、それに越したことはないと思う。それが人問o）性な
のである，、鰍…〉
　また記憶に残る事件としては、雪印食品が4月衣で解散
した。牛肉偽装事件からわずか3ヵ月、たった9人の犯罪
をきっかけに、52年の歴史を持ち、従業員1000人を擁する
大企業が突然姿を消すことになった，、ここまでに至る5拝件
は過去に例がない。時代の大きな変化を痛感する。之蜘
報告書が生かされていれば
　過去我が囚において、ウラン届。口1施r没事故、宇宙開発分
野におけるH−liロケットの打ち1二げ失敗、鉄道トンネルに
おける相次ぐコンクリート落粒1事故等の事故災’、1≦が多発し
たのをきっかけに、政府による「嚢故災害防止安全対策会
、義報告書」（平戒慧｛1ほ2月8m之1禰が公表されたっ
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こび）報鵠は、轍災鮒1燗する共通触文寸応方策
1二つ�`、て取りまとめたものである・繍1こ当たっては・我
が醗体の醐として、r安敏化」・）創造・鯉）ち・
醒譲�c鱈糟墨謙蘇
教育1ニネ5ける安轍育の充実等を通して・国・地方公胴
体、繰者、労鵬暇
調般がそれぞれ1二おいて
奪
確保するための積舳な囎を才恵社会琳でO
姶恵
嬬繋，繍雛囎鉱
謝抜粋の・基納な考え方1’を参考まで闘す・
失論，、轟繍轟繋犠
た知識とそ・）淵辮等に関する報告を・多様襯点から
検討を行い、失敗撚を積瀦に活かすため鋤策につい
て撚ξを卿まとめたr失鮒轟音隻酬研究会報舗川乳
｝畑糊酬い嶺）が公表された・こ・）報舗び）紋を
　　・読されることをお薦めする。
　　こ。）舳会σ）委員で、r失敗軸すすめ抑瀦でもあ
る、畑村漱郎氏によれば・脚イメージが鰭まとう
隅簾轡蹄瀧杢鷺麟
く。失敗から何も学んでいないことが致命的鯛牛槽
舳発する鮒である惜からr失敗は成功0岡ζ言っ
　ように、私たちの躯で起きる失敗を否鋤にと砿るの
ではなく、失敗の法則髄理解し未然に1蹴すれば次璽
珈こ導くことができる．失敗体験を積鮒二学ぶ秩敗え凋
　　鍾鮒を強謝るのはこ・）ためだ・失敗瞬測できるの
　　です．轡煙いう．まさしく騰であり・このことはぜ
　　ひとも生かされていかなければならない。
　　　さら1二、ら、醜ことがある．隠れた髄点を直感で才）カ’る
　　ら為ベテラジエンジニアが必ずいるものである。しかし、こ
　　うした人材がリストラで脈されたため1二・“ミス。失敗”
　　が頻発しているように思える潰較豊融失敗経験を持
　　つ人材を播にする麗をもう・度考え耐ときがきてい
　　るように思えてならない。
　リスト　森永卓郎氏）2002
購1麟濃鼎！罪繋繋蟹臨1　
htt島WWw．kantel．g（）」欝加瞬継醜al／9912・8h（）uk・ku・html
l抜　　粋1
2．基本的な考え方
（1）安轡蹄実現するた畑よ・欝焔の
ヂ三な
が、、鰍と鰍が幹を最樹毒にする気風や気質を目獄�d’
くことがまず鞍であり、このためには・学校教育や繍入1教
舞灘☆☆擢継1
　高めるための努刀が必要である。
（2）安全び）ためには、鮒、サービス州媚ン鮒び）轡）寧
　　EEなコスト鯉が鹸であること献1垂の灘とするよっに・
　　祁1会全体で取り細）でいくことが必叡ある・
（3）｝刷リプtl二を図るためには・・嚇箸1におけるリスクマネジメ
　　ントシステム、す雄）ち、轍魁峨阻や発ノ毛操懲
　　の速やかな蟹を行うことにより・聯の損害を最小コストε
　　最，1、卿食い勧るシステムの書年及・促進が必要である（）
（4滞，纏州1趾と撒弓躍の対応のためには・1脚事
　　故．インシデントの原因や状況のケ｝析・ヒユーマンファクター
　　1こ彫る濤1、脚麟・）科学！！勺アプ匠チが赦である・
（5）f罫，ii伽二・）ためには、燗・両一をできる1鋤
ヨと
　　がイ；，働毫〉醸であるが、一ノ患翻”システムについk’
　　フェイヌレ．セ…、即婁、、側こエラー一力嚇してもすぐ1こは事
　　故1こつ継、ないようける人纏肋1泣〆）撮編脚ご必
　　要である。
　　（6）万が事、鰯肌た棚こおいても・そo）臨影物支
　　，1、限に抑えるた綱体制づくりが必要であるQ
　　（7汝柚策の畑こ当たって1よ常にその効果の評価を行うと
　　　ともに、柚の贈二しを図ること力泌要舗る・
　　（8汝州佃肋には、欄脚内外を問才）ず・情糾
　　　有と公開が必要である。
　　（9）刺i父災害に関しては溺ゴ劉趾を図るため・徹／氏した馴大1
　　　究蹴蝶購頒任醐／靴等碗後チェック鍾要であ
　　　るe
ll、灘漁。灘轍雛論盛淵騰一
　　　shi且／01080L撤m
　　　　　　　　参　考　文　献
ilN監KKE玉NETBlzPIUs＝r失／i父学rl嚇（ll学1獄学教授・
刺啓、誉教授柔鮒洋姻1氏）2（｝02
11轍騰噺燃齢し殿饗�d斉アナ
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3．「建築工事監理指針　平成13年版」発行について
　国L交通省大臣官房官庁営繕部監修による「建築1二
事監理指針　’1五成13年版」が発行された。
　検査会社関係
者が注目していた、鉄骨1二事の、言式験機
関等に関する項目をみると、溶接構造物の非破壊検査
を行う検査会社等の試験機関に対する評価制度の一例
として、初めて日本溶接協会のCIW認定制度が記載さ
れた。
　改訂前の平成9年版では、検査会祉について「第鳳
者検査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」とい一）た表現もあ一）たことか
らも、今回の改訂版掲載は、第菰者性を重んじるCIW
認定が徐々に公的な評価制度に近い位置付けになりつ
つある意昧で、今後・層の普及・啓蒙活動が重要にな
りそうだ。
　そこで本号では、CIW認定を中心に非破壊検査の改
訂ポィントについて報告する。
◇
　建築工事監理指針は「建築1二事共通仕様書　平成13
年度版」（〜F成13年3月1日発行、以F「共仕、∫）の解
説書の位置付けで発行されたもの。
7章「鉄骨ll事」6節「溶接接合」では、H「溶接部
試験」（長））「超音波探傷試験」のなかで「試験機関等」
に触れている．
　試験機関等については、改議前の’r成9年版をみる
と、冒頭から、
�@「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
企に独、kした、k場で検査を
　　行っているところはまだ余り多くない」
　　と明記されているとともに、改訂前後で共通の「鋼
　構造物の非破壊検査会社であ一）ても、船舶、圧力
　容器等それぞれ得意分野があるので、建築鉄骨の
　検査に精通したところであることが重要である」に
　続く記述を見ると、改訂前では
�A「同様に、試験を行う技能従事者においても『共
　仕」では（社）全国鉄構ll業連合会が認定している鉄
　　骨超音波検査技術者及び（社）日本非破壊検査協会
　　が認定している超音波検査技術者を規定している
　　が、これらの技術者が鉄骨の検査に熟練しているこ
　　とを確認する必要がある」としている。（注1全国
　　鉄構工業連合会は現・全国鉄構£業協会）
　なかでも「第二
三者として完全に独立した航場で検査
を行っているところはまだ余り多くない」「これらの技
術者が検査に熟練していることを確認する必要がある」
などの表現から、検査会社を取り巻く当時の環境が垣
間見える。
　しかし、平成13年版では、�@、�Aの記述はそれぞれ
改められ、�Aに代わって、
　「溶接構造物の非破壊検査を行う検査会社等の試験
機関に対する評価制度の・例として、（社）H本溶接協会
による『溶接構造物非破壊検査事業者の技術認定
（CIW認定）制度』がある。
　この審査は、検査機関の組織機構、検査技術者の数、
試験・検査設備機器の数及び品質保証体制の構築状況
について評価し、A種からE種までの各種に適合した認
定証書が交付され、事成12年4月1日現在で171社が認定
されている」
　このほか、CIW認定以外にも
　「（社川本非破壊検査工業会認証事業センター等が、
JISZ9900sに基づいて、検査会社の晶質保証体制を審査
し認証登録証を交付しており、事成13年3月現在で42社
が認証されている」が新たに記載された。
◇
　　・方、技術資格に関する、記述をみると、改訂前の
「鉄骨溶接部の超音波探傷検査を適切に行うには、超音
波探傷試験の一般的な技術のほかに建築鉄骨専門の超
音波探傷試験に関する知，識が必要といわれている」から、
文末が「〜が必要である」に変更された。
　続いて、超音波探傷試験を行う技能資格者の一例と
して、「（社）目本鋼構造協会の『建築鉄骨管理機構』が
認定登録する『建築鉄骨超音波検査技術者』の資格を
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挙げることができる拷し、有資番各者についても腱
築郎に関する知、撒び超紬探傷（UT）に関する
知、髄郁、かつ鎌鮒瀦郷・）超撤探伽二つい
て、，ll仰）擦、作類実施及び糸裸の解痛売並び蛤
砂縦ができ翻脚矢嚥と技術齢すると認められ
たも。）曇されており、械12年！・購点・）構瀦
数は約4千人である」の文：章を新たに加えた。
　JSNDIに関する記載内容も変更された。
　改江言1”前は、前述（�Aおよび
　　附）雑脚釘疑合会では謝髄建鮒郷
の超音波探傷検査規準』に基づく検査技術者として、
『鉄骨超音波検査技術者』を認定している，）
　この検査技術者の試験は、（社）“本非破壊検査協会
の超音波検査！種、2種、3種の資格のうち、いずれ
か1つの資格を保有していることを受験資格としてお
り、、言、k験に合格した検轍術者は金鮒轍糊超撤
探傷，撒及び舗搬を行うことができるとしている」
グ）記，騨あるがどちらも、JSM）1・）資格が淋で1まなく・
　副次的表現にとどまっていた。
　　しかし、平成13年版では、「これ（建築鉄骨超音波検
轍儲）とは別卵iとして」と前置きしたうえで・独
頓た形で糸紛されたほか、NDisO601に定められた各
拳、腓破壊検磁術榊資季各種類及び内容について零冬
　理した表も、従来同様掲載されている．
　　JSN以に関する記載内容は次のとおり。
　
一…、
れとは別の例として、（社）ll本非破壊検査協会
規格NDIS　O601（非破壊検査技術者技量認定規程）及
びM）夏SJO・i（非破壊ll国k験一技術欄格及び認壽il三）に基
づく資格がある。
瀦は，超轍探傷齢む舳純」織壊試験を対象
とした資格であり、L記の建築鉄骨超音波検査技術者
の受験に必要な資格でもある、
表7。6．41二、ND王S・6（）1に定められ酪不頃非破壊検査技
術者の資格、種類及び内容を承す。
後者は、置SO9712に適合して新しくlllii謎れた非破壊
ll国k験の認姦茎1三資格であるが、資格者数はまだ少ない。ま
た、・賊13年4川二はIS（）971211999に準拠した」ISZ
2305が制定されたが、それによる認証制度の実際の運用
開始は平成i5年頃び）｝与定である・
◇
現在、鉄骨御溶櫛鹸髄めく�d）ては・
�@　行政、研究機関、材料、設計、ゼネコン、ファ
　ブリケーター、検査会社など各界の導門家が集ま
　った「告・獄464号検討委員会」が、同告示に承す
柱。はり仕・のダ付フラムとフランジ0）ずれ傑
　合せ継fの食違い（通常び）部分、通しダイヤフラ
　ムとはりフランジσ聯分）、アン外カット皿の
　それぞれ・）1欄雌超えた場合び）ただ詰き適朋こ
　ついて検討中（今年度末に最終答申を提出セ定）
�K）東輔鍵築郎にぷδける試験及び櫛グ）権li度
　を改【Eし、鮒造溶接細非破ナ鰍査等を行う検
　査機関について、知事登録制度の導入を決定。今
　夏から受け付けを開始し、9、10月にCIW検査事
　業者協議会が事務局となる倫理委員会の判定を終
　　え、都，1∫街地建築部の判定会議を経て、年末には
　　リスト公表の予定
�B、睡非破嚇査協会が料幸から・JISZ2305に基
　　づく新認証制度を発足
　など、周囲を取り巻く環境が“まぐるしく変化してい
る。、
今1，輯、建築1二棚纏指針び）改訂前後・）検査び癌占l
l、1・けを取りLげた才）けが、同指針に初めて記載された
CiW，縦のr技術的鮒け」カミ、建築郎の現場にど
のように波及していくのか、今後の動向を見守りたい。
（文責・産報出版）
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4．東京都知事登録制度における検査機関審査基準について
　東京都は、検査機関の知事登録制度導人に伴い審査
基準を決定した。これを受け6月14目には、lfil制度の
受け服となるCIW検査事業者協議会（逸見俊一代表幹
事）が会員向けの新基準説明会を開催したほか、事前
審査に当たる検査機関審査倫理委員会（西川孝夫委員
長・束京都ウニ大学大学院）も本格協議をスタート。い
よいよ今月から受け付けが開始され、8月初めにもi回
目の審査が行われる見通しとなった、、
　5月28目から施行された審査基準は、検査機関の組
織、検査業務の管理、技術者、施設、設備・機器、業
務の執行体制等について規定している。
　このうち、検査業務の管理のなかの重大な不具合が
あった場合の建築1三事等への報告に関する項目について
は、現在、告示王464号検討委員会で不具合の定義を作
成中のため、来年6月1目から適用される運びとなって
いる。
　尉係哉ζ二つい》ぐ1ま、
　（1）民法その他の法律に基づく法人であること
　（2）　鉄骨加ll業者、鋼材の製造業者、鋼材の取扱い
　　業者及びその他鉄骨に関する業昔（以ド「鉄骨加
　　i二業者等」）並びに鉄骨加r業者等の代表取締役、
　　監査役（以ド「取締役等」）が原則として、1三な株
　　Lになっていないこと
　（3）取締役等は、鉄骨加1二業者、鋼材の製造業者ま
　　たは鋼材の取扱い業者の取締役等でないこと
　（4）　代表取締役は、社内検査を祖二受注する検査会
　　社（以ド「社内検査会社」）の取締役等を兼務して
　　いないこと。また取締役等は、社内検査会社0）代
　　表取締役を兼務してないこと
　（5）　代表取締役は、建設業者（建設業法に基づく建
　　設業者）または設計事務所の代表取締役を兼務し
　　ていないこと
　（6）　事業所ごとに、非破壊検査部門の年間売Lげの
　　うち、鉄骨加K業者等に対する売L額の比率が低
　　いこと
　（7）検査を公止かつ正確に行うために、固有の施設、
　技術者、及び設備機器並びに検査機関として独、k
　　した組織を有し、かつ、経営が安定していること
　（8）　l　l本溶接協会のαW認定のUT部門0）認定を受け
　　ていること
　（9）　溶接検査について、技術及び公平な疏場を確保
　　するために有益な活動を行っているB本非破壊検
　　査協会、CIW協議会及び陣本非破壊検査ド業会等
　　の諸団体に所属していること
　（！0）　法人として設、Z後3年を経過し、かつ、直近の
　　2年間について（2）から（6）及び（8）の規定に適合して
　　いること一一を明承した。
　今回は「会社全体を登録するので、ここでいう事業
所とは、あくまで検査業務を行うブランチ（如ぎll）」（都）
の位置付けとなり、（6）の規定については、事成i7年玉0
月3王1
1までの間は緩和される。
　　・方、技術者等については他の業種、部門と兼職、
兼務不可の専任の管理者のほか、兼務可能な管理技術
者、検査技術者、試験実務担当者を要件に挙げている。
　ここでは、「管理技術剖＝CIW認定の1三任検査技術
者、∬SZ3410に基づく溶接管理技術者1級、「検査技
術制＝CIW認定の擁壬，1式験技術κ、同2級、「試験実
務担当剤CIW認定の、1式験技術者（3者に共通して、
目本鋼構造協会認定の鉄骨製晶検査技術者、鉄骨超1ヤ
波検査技術昂
一一
各資格保有と「公益法人等が行
う建築材料の、1式験・検査に関する研修等で知事が認め
たものを受講した者、iが条件となる、、
　ただし、1三任検査技術音、溶接管理技術者1級（管
理技術者）、同2級（検査技術者）＝鉄骨製晶検査技術
者は共通＝の各資格保有と、それぞれ知事の認める研
修等の受講については、ま7年10月3川までの開は緩和
することができる。
　CIW協議会では、都や倫理委員会と連携をとりなが
ら、基準の緩和措置にもあった研修等を含め実際の審
査に向けた詰めの作業に人っており、’�j師のスケジュー
ルについては「7月から8月のお盆前をめどに会員から
申請を受け付け、第1回日の審査はお盆前、2回Hは
9月初め、（申星請数にもよるが）3iB旧は9月末に実施
し、10月に審査の取りまとめとして倫理委員会を開催
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後、同月末には合格会社を都へ申請する」としている。
　なお、参考までに、鉄骨造溶接部の非破壊検査等を
行う検査機関の位置付けに関して、新たに都知事登録
制度を導人することとなった、「建築に棺二おける試験
及び検査に関する東京都取扱要綱」（’｝左成！4年2月1411
改IDによる審査判定フロー（案）を別図に示す。
◇
資料1審査基準全文掲載1
　以ト、5月28日付で決定した「検査機関審査基準」
（哲都市建企第69号）の全文を掲載する。
第1　総則
　この基準は、「建築物の工事における試験及び検査に
関する東京都取扱要綱」（昭和61年6月18日付制定、Yr
成1斡2月樹附！3κ肺建指第275レ｝改ll三、以！ぐr要綱」
という。）第8条の規定に基づく検査機関（以『ド「検査
機関」という。）を第12条第3項の規定に基づき登録す
る場合の判定に必要な事項を定めたものである。
第2　審査基準
　検査機関は、以下の基準に適合しなければならない。
また、検査機関の事裳所は検査機関としての業務に必
要な以下の基準に適合していなければならない。ただ
し、知事が別にこれらと同等以Lと認める場合において
はこの限りでない，，
（4）代表取締役は、社内検査を主に受注する検査会社
　（以下「社内検査会社
iという。）の取締役等を兼
　務していないこと。また、取締役等は、社内検査会
　社の代表取締役を兼務していないこと。
（5）代表取締役は、建賦業者（建設業法に基づく建
　設業者をいう。）又は設計事務所の代表取締役を兼
　務していないこと。
（6）事業所ごとに、非破壊検査部門の年間売上げのう
　ち、鉄骨加｝二業者等に対する売L額の比率が低い
　こと。
（7）検査を公正かつ正確に行うために、固有の施設、
　技術者、及び設備機器並びに検査機関として独立
　した組織を有し、かつ、経営状態が安定している
　こと。
（8）社団法人H本溶接協会の定める溶接構造物非破
　壊検査事業者の技術種別認定（以下「CIW認定」
　という。）の超音波探傷検査（以下「UT、1という。）
　部門の認定を受けていること。
（9）溶接検査について、技術及び公’1左な立場を確保す
　るために有益な活動を行っている社団法人口本非
　破壊検査協会、CIW検査事業者協議会（以「
　「CIW協議会」という。）及び社団法人1
1本非破壊
　検査業業会等の諸団体に所属していること、）
　（／0）法人としての設鉱後3年を経過し、かつ、直近の
　　2年問について、（2）から（6）及び（8）の規定に適合し
　ていること。
　（11）この項に規定するもののほか、判定の要件につ
　　いて必要な事項は、別に定める「検査機関関係登
　　録要f牛細i卜1」によるも0）とする。
　童　組　　織
　検査機関は、公ILな立場を保持するために、その存
在と運営について、次に掲げる条件を備えていなければ
ならない。
　（1）民法その他の法律に基づく法人であること。
　（2）鉄骨加工業者、鋼材の製造業者、鋼材の取扱い
　　業者及びその他鉄骨に関する業者（以下「鉄骨加
　　工業者等」という。）並びに鉄骨加r業者等の代表
　　取締役、監査役（以ゼ「取締役等」という。）が原
　　則として、主な株
招二なっていないこと。
　（3）取締役等は、鉄骨加r業者、鋼材の製造業者又
　　は鋼材の取扱い業者の取締役等でないこと。
2　検査業務の管理
（！）（社）1
1本建築学会「建築L事標準仕様護・同解説
」ASS6鉄骨1事（1996�轄X）」5節5・13溶援部0）受
　人検査及び「JASS6付則、鉄骨精度検査基準」、「鉄
　骨
1事技術基準」並びに「鋼構造建築溶接部の超
　音波探傷検査規準・同解説」等に基づく技術管理
　基準規定等を定めていること。ただし、溶接部の外
　面の合否判定のうち、平成12年建設省告示第1464号
　ニイに定めがあるものについては、この定めによる
　技術管理基準等であること。
（2）次の各号に示す管理者等の権限及び責任体制が、
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　　組織管理規定等により明確になっていること。
　ア　管理
者
　高度の技術レベルを維持するため、管理技術者、検
査技術者、試験実務担当者に対する教育と訓練を、必
要に応じて行っていなければならない，，
　イ管理技術者
　（ア）高度の技術レベルを維持するため、検査技術者、
　　試験実務担当者に対する教育と訓練を、必要に応
　　じて行一）ていなければならない。
　（イ）溶接構造物の検査について、次に掲げる事項を
　　実施することができる広範な知識と経験を有し、検
　　査に関して総括的な責任を負う者。
　�@　検査の計画と実施（検査仕様書及び検査要領書
　　の作成）
　�A　判定基準の決定
　（3D検査に関する総合判定
　�C　検査報告書の作成
　ウ　検査技術者
　溶接構造物の検査について、次に掲げる豚噴を実施
することができる高度の知識と経験を有し、かつ、指導
者としての能力を有する者。
　�@　検査の計画と実施（検査仕様潜及び検査要領善
　　の作成）
　�C　関連規格の解釈
�B
�C
�D
�E
作業手順の、乞案
試験実務担当者の指導
装置使用ヒ必要な校正
試験作
業の実施
　�F　試験結果の解読及び分類並びに合否判定
　�G　試験成績書の作成又は承認並びに非破壊検査報
　　告書の作成
　工　試験実務担当者
　溶接構造物の検査について、検査技術者の指導のド
に、次に掲げる事項を適切に実施できる者。
　�@　試験作業の実施
　�A試験結果の解読及び分類
�B　試験成績書の作成
（3）検査の結果、知事が別に定める重大な不具合があ
　った場合は、要綱第9条第1号の判定基準に基づ
　く検査報告とは別に、速やかにi二事監理者又は、
　L事施
r渚に通知していること。
（4）検査の結果、不合格が生じた場合の処置として
　次の各号が建築ヒ、韮二事監理者及び1二事施
ll者に
　対し説明できる体制とな一）ていること。
ア　総合的な判断を行一）た者
イ　検査機器の状態及び、検査時の状況
（5）不合格が生じた検査に係る再検査が1ぎ尋
　行われていること、、
・事業所で
（6）検査結果が組織的に管理されており、改ざん等で
　きないようになっていること。
（7）検査結果の改ざん等、職員の不正行為に対する
　罰則規定が文書等により定められていること。
（8）　要綱第1i条第1号の規定により知事が別に定め
　る酸大な不具合があ一）た場合の検査結果（以ト
　「重大な不具合」という，、）について、別に定める書
式により、速やかに当該。1二事に係わる建築物を法
　第6条第4項又は法第6条の2第1項に基づき確
認した建築主事等に報告していること。また、この
　ときの確認が指定確認検査機関において確認した
　ものにあっては併せて、各特定行政庁に報告してい
ること。また、弔大な不具合があ一）た検査糸、ll果につ
いて、別に定める書式により、月ごとにまとめて知
　事に報告していること。
（9）当該年度の検査成績の集計を当該年度の終f後夏
　か月以内に別に定める書式により知事に報告され
　ていること。
　3　技術者等
　検査をll三確かつ公髭韮三に実施するために、次に掲げる常
勤の技術者及び職員を置かなければならない，、なお、次
の（1）から（4）に掲げる者は、検査機関の業務に関するも
の以外の業務を兼ねることができない、，
（1）専1任の管理者
　他の業種、部門と兼職、兼任していないこと、，
（2）管理技術者
　ア　事業所ごとに夏名以上。ただし、検査業務L芝
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ll≧融い場合は、（3）に眺する髄技術者呂夜任する
ことができる〔）
イ｛燗200鰐、ゆ瀞堵
ウ1ぐ、記に鮒る鮒を郁、かつ・公益法人等が行
う建築材糊試験鮒二関する鵬等で舳が認め
たものを受講した者。
（ア）c購齪が識するi三｛壬髄鮒者
（イ）」ISZ剛に基づく轍管牒術者1級
（ウ困二団法人U欄髄協会（以1ぐ「JSSC」とい
　　う，、）が認定する鉄骨製品検査技術者
　　凶」sscが，認欝る鮒超鰍検査技備
　（3）検査枝術
者
　　ア欄斤ごとに1名肌沸だし・検査業務技障
　　　。）なL、場合麗）に眺する試1験実鮒！緒と聯
　　　することができる。
　　イ　年醐2001i以ヒの常勤者
　　ウド記に鮒る鮒を机、カ・つ・公益法人等が行
　　　う鎌材率棚、厭髄に関騒研修等で矢ll輔
　　　認めたものを受講した者。
　　（ア）C臨忍定が継する滞言式鮒儲
　　（イ）JISZ341・に基づく轍管蝋術者2級
　　（ウ）」SSCが，縦する鋪製撒舳繍1者
　　（エHSSCが認討る鮒超1灘撒術者
　　（4）試験実務担当者
　　　ア　事業所ごとに2名以L
　　　イ｛1澗200甥、11σ）’瀞猪
　　　ウ1ぐ記に鮒額格齢し、カ・つ・公益法人等が行
　　う鎌材料・）試験検査に関する研修等で舳が鋤
　　たものを受講した者。
　　　（ア）C稀齪が認定す蘇父験技術者
　　　（イ）」SSCが灘する鮒製撒撒術者
　　　（ウ）JSSCが認定する鋸手超激検倣術者
　　（5）事捌甲猪
　　　ア　原則として事業所ごとに！名以L
　　　イ　年間200日以Lの常勤者
　　　　4　施設等
　　　　モ牒所施，灘、次の各肱齢しているこじ
　　　　ア検牒務に必麟棚作業t誓瀬を保有している
　ことほ
イ縮査ナ、嚇2、6σ）鰯・）鮒体制に／視定する
年限分・嚇嚇糊｛則として騰できること
ウその他髄業務に必要な施設を1呆郁てい都
　と。
機辮，等醐献は条件　備考
（、）補肋馴嫌業務1二必要　一一一一一
一一一
一
懐中電灯　　　
な数
　　　　　　　　　　　　　隙問ゲージ、限界ゲー
（2）轍ゲージ蹴　　ジ、アンダーカットゲ
　　　　　　　　　　　　　ージ、かね尺及び測定
（3）ノギス　　　1司L　　　　　　’一一
（4）ルーぺ　肌　　　　
一一
一一一
一一一
　（5倍”、L）
　5　設備・機器等
蝶｝1斤ごとに受託する検査・）馴に1応じて・次に掲
げる必要な設備等を有していること。
（、）鍔ぐ骨溶騨の超欄糊検査においては・次に
　　掲げる機器をイゴしていること、
　　村二脚＼晒容灘会の定める欄髄物非懲
　　櫛蝶者等・）脚綱1聯（WES8701）に轡
　　られている、8．2、舗及び機器の聯における表2
　　r各認定検欄rに必・要な設備及び機器抑、うち・
　　超融検査欄に鋤る機器及びそれに付帯する
　　治具・道具等・
（2）要綱第9条第P｝に耀する鮒容騨び）欄
　　検査においては、次醸に鮒る機継郁てL’る
　　こと．
　　6　業務の執行体制
　　業務σ）鮒体制につ、照次に鮒る条件を備えて
　いることヒっ
　　（、）検献糸脚側芋が別に定める献を鷹ま』
　　　たも。）にな．，ているこしまた・文糖理蹴等に
　　　より、検献繊が5年肌保存されるよう嬬
　　　化されているこど
　　（2）髄料に附る朧があり・鮒割で表叔は
　　　配布されていること。
　　（3）脚二関する研喰弩等を定鮒に実施又は離す
　　　る眺を定め、実施しそ・）謝を保靴轍の技
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∀
†
受　付
受　付
「一”一一一�o一�o』一一
事務処理
　　　　　　　　l
　　　　　　　l　倫理
員会　　　　！1　　審査　IL＿＿　＿＿」　　　　　　　　酬
判
判定
員会
申　請
幽　　　一
事務処理
CIW検査蝶者協議会
試験検査要綱第王2条
頒の矢藤指定機関）
登　録
継里委員会び）構成
誠経験者
定行政庁に’ン砿跨ヌ技本太1無閣
通　知
東京都
特定行政庁）
試験検査要綱による審査判定フロ〜（検査機関）　（案）
　　　　　　　　　　　　　　　登録中請ルート（要綱第12条）
　　　　i　　　　．．＿＿．　　　　　　　　　　　　　　　個別判定ルート（要綱第4条）
倫理委員会の構成
学誠経験者
特定行政庁
指定確認検査機関
（社）東京都建築
i事務所協会
（社川本建築構造技術者協会
（社）建築業協会
（社）日本溶接協会
∀
確認噛綬付
構造関係調査
YES
　　　　　　　　NO
検査機関登録済みか　　　，
構造関係調査
構造関係調査
・匿璽ト
検査機関調査
　照査
YES　l．＿一一＿＿酬
判定
　l　YES
審査終ゴ
建築．拍拝
△検査機関
○検査機関
1個
1別
i判
1定
1ル
目
1ト
†
口　ll事施
紅者
亨
建築確認申請
☆設計者・
　1．1事監理者
術及び知識の向土を図っていること。
付　　則
1こグ）審査基準は、杓療4隼5月2部か励琶行す
　る。
2　第2、2（3）、（8）及び（9）の規定に関しては、’r成
15年6月1日より適用する、、
3　以ドに掲げる事項については、’杓戊i7年10月31
　目までの問は緩和することができる。
　材料の試験・検査に関する研修等で知事が認めた
　ものを受講した者」について及び（イ）、（ウ）に掲
　げる事項
（4）　第2、3（4）のウに定める「公益法人等が行う建築
　材料の試験・検査に関する研修等で知事が認めた
　ものを受講した剤について及び（イ）に掲げる事
　項
（1）　第2、夏（！0）に定める「かつ、直近の2年間に
　ついて、（2）から（6）及び（8）の規定に適合しているこ
　と」び）うち（6）に掲げる事項
（2）　第2、3（2）のウに定める「公益法人等が行う建築
　材料の試験・検査に関する研修等で知事が認めた
　ものを受講した剤について及び（ア）、（イ）及び
　（ウ）に掲げる事項
（3）　第2、3（3）のウに定める「公益法人等が行う建築
一11一
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5．最近の中間検査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田極　義明
（朋
本建築セン外確認検査部
違丸、や、脚通り、�葛r部で・）かぶり厚・i醐ル脚状
●はじめに
検鵜欝響ll溜瀦腿ll
家δける建築物σ）多大な被害から平1脚建築轍の答申により1二
，糊嚇と検査制度を充実させるため制度化されたものである・
全咽衡では、対象建築物として木鍵築物脚指定も多1・
大蝿築物を指定して凶r政庁は・醐辺および大阪周辺に多
丸、、他の聯，眠雌築物または小規模建築物・轍が細と
なって乱、る。また、榊観ると撒寿毯していない行鮒糊
不・、渡ある．建糊）対象灘しては・木造は基礎・軸糺屋
禦繍灘灘、勢1灘瓢
灘築基軸、1燗怜、眺鵬か・条例や方勉行細脚
　設計図書との照合等に基づき行われる。
　　●対象建築物の脚本建築センター本音猛の場合で大阪事務所を除く）
建築脚対象建築物は幽向燗纏物が多く・木鍵築物
は年酬轍醐、髄で1蝋住宅が多丸’ため構糊懲
は、鉄筋コンクIH造1淋そ7・％・多失髄は2・％畿鉄欄ナ∫
コンクリート造は1。％程度である。このうち高さ舳を超える建物・
し、わゆる、超高腱築物はおよそ湘llで麟で・鋤ち鉄筋コン
、／ド瞳約脚）65件で建物のil轟さは62m−165mである・残り半
数は鉄髄嚇鉄筋コンクリー瞳ある・ま編鮒の建物1ま
92件となっており、おおむね1欄で30件となっている・なお・東京
脚鮒で欄醐寸象とならない超高腱築物劇雪二あ癒
　　　●中間検査で問題となる部分
　　　基鮒糊する事項、コングH系建築物では・最近のマンシ
　　ョンブ｝ムか嚇コンク1H脚・・mを超える超高層ビルも多く
　　建、没されてきた，蹴め高強度コンク1Hや高強1購糊二関
　　する縦欄検査の対象であり、鰍概繍1接・襯手
　　1二関する撒蹄式験や欄嚇�株`している富例力i比
　　鮒多い，、なお、’脚試験では、毎脚1ゆ伽椰か嚇し
　　たとす嚇勘欄灘1か州力噸榔馬鴛る不舗二っ
　　丸、ては、皆無である．鉄筋規格では、繍叉1網旨定されていた
　　SD49。規格の鉄筋が・部SD390峨筋が　醗照5り・コンク1卜
　　　1・打設を延期した輔力蒐あっだ
　　　　鮒系騨勿では・脚2“な建設舳棚糊対ll幽る1鮒
　　　鍔ミ筋コンク1H造では、柱通し禰しともにパネ蕨ン酬
況等を確認している。
蹴ではパネ蕨ン部酬アフラムと梁フランジとOl腱い
のほカ、、特に柱材としてコラム材の騰・が多く見られる」縦し
ては製品としてのコラム材の精度、鮒伽1榔鉄脚畑珈
技罵るところが大きい，特に琢嚇となる柱の溶接では
や墜
り腱丸洲立つ。欄検査ではビ糊形状も長叉にかかると諏
あり、横嫡灘なるため溶麟旨者の曝二よるところが大きい・
なお、柱の賜淵脚峡1こ近嚇のため設細」の小1い
部分であり、蓄雌築物では、存’伽に対してほぼ問題とは嫌
丸、鵬二あろう．なお、嚇の現聯は・繍安謝」力鮒！
分のため欄欠陥、外観ともに階であることが要求される・
　　●鉄骨系建築物の外観検査
外観検査と超で欄購との関連があるとの考え方は旧来
り、建築基糊こ基づ備鮒1二当たっては・Clw検査辮協蔽
会が作成した外脚マニュアルを参考としている櫛靴して・
ある金嚇筋コンクIH麟こ場における第
三者・嚇機関カミ行っ
た外観検査と超灘傷卿）糸灘表に示す・ここで・超撤探1毎
試験は購合格しているが外観検査で・職が指摘されているのは・
　アンダーカ・ソト、“違いであり補強盛で対処している。
　　　　　　　　　　　超音波試験と外観検査例
　　　　　　　　　　　外観検査　　　　超肖波探傷検査
　　　　　　吋抜取り率根率抜取り率根率
　　　　　　　！　100　0．0　35・2　0・0
　　　　　　　2　100　27。6　30・7　0・0
　　　　　　　3　！00　27．0　30・7　0・0
　　　　　　　4　100　0．0　333　0・0
　　　　　　　5　100　！9．7　303　0・0
　　　　　　　6　100　27．0　30・7　α0
　　　　　　　7　100　20．／　30・3　0・0
　　　　　　　8　！00　25．0　30・7　0・0
●おわりに
舳よ、響、質管理システムとしてのis・9・0・シリーズσ）審査登礁
う企業力糊しつつあり、建設会社はもとよ嚇監王壁を行なっ建築
設計糊でも、IS・9…シ！以σ）登録をして丸、“）
醇
禰こ関する書類の整備が完脚ている・こσ）
榔」1糊者
の／鰻、腰としているため柵灘ll寺に酬している・
、1，1嚇制度により緬・姉ける建糊瀬を確1瓢あわせ
てτ1事監理者σ）意識の向Lに期待したい。
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6．随想一個展　顛末記一
石川島検査計測（株）　玉井　輝雄
　絵に親しみ始めたのは何時頃だったろうか。思い起こして
みると、小学校に入学する前すでに絵が好きでよく描いてい
た記億がある。小学校人学後も絵画の時間が好きだった。絵
も｝手な方でよく教室に張り出されたりした。町で開かれる
スケッチ大会に学校の代表で参加したこともあった。中学に
入学後は絵画部に所属し、その頃としては珍しかった油絵を
始めた。画材が高価で買えず、筆が2〜3本、絵具も5〜6本で
木の板に描いていたのを思い出す。その頃からいろいろな展
覧会にも出展し、たまに賞を頂いたこともあった．高等学校
では芸術の選択科目で絵画をとっていたが、勉強が忙しくな
り絵を描いている時間はあまりなかった。大学進路を決める
とき、絵の道も選択肢の・つと思・）ていたが、先生から“君
の腕では、とても食べて行けないよ”と　一蹴され親からも反
対された。終戦後の混乱がまだ続いていた時代で、芸術なん
ぞにかまっている人は少なく、工業立国での復興が人々の願
いであり、私もすんなり℃学部進学を決めた。大学在学中、
また社会人として会社に入社後も数字と格闘する日々が続き、
絵とは全く縁がなくなってしまった。
　齢六1一、還暦を迎えて老後の趣昧を何か
つと考えたとこ
ろ、昔日の思い忘れがたく、絵をもう一度やってみようと思
い、Zった。そして夢のような話であるが・生の思い出に個展
を開きたいと思・）た。幸い紹介してくれる人がいて、著名な
洋画家である陶山侃先生に師事することが出来た。教えると
ギ予）てもカルチュア教室のように予をとって教えてくれる訳で
はなく、自分の描いた絵を持って先生のアトリエに伺い、そ
の絵をはさんで一対・で絵に対する考え方を話し合うという
もので、苫しい時もあったが、絵に対する基本的姿勢を教え
て噴いたように思う。先生のアトリエは著名な方が使われて
いたアトリエで、イサム・ノグチ、高村光太郎もその住人だ
った。占い建物であったが素晴らしい雰囲気の中で勉強出来
た。先生のところに通って、！年半程過ぎたころ、先生が病
を得、／ヵ月ほど病床につかれた後に亡くなられた，，孔軌会
への初応募を3ヵ月後に控えた時で、これは困ったと思・）たが、
応募することが先生への一番の供養と思い、作晶の制作にか
か一）た。先生の奥様、兄弟弟子の皆様にも励まされ何とか初
応募、第51回』三軌展に初入選した。それから
こ年余、　i軌会
の先生方、兄弟弟チの皆様に助けられたり、励まされたりし
　　　　　叢
　　　　　　、泉、
　　　　〆
　　　　　躍
ながら絵を描き続けてきた。
　絵を再開して5年、習作も含めると20枚程の絵がたまってお
り、少し早い気もしたが、念願の個展を開くこととした。
生の間に何度も開けるものではないので場所だけは・流のと
ころと思い、絵の技量を考えると少し恥ずかしい気もしたが
銀座を選んだ。時期は暑くも寒くもない季節が来場してくれ
る人が多いと思い、5月末から6月にかけての…年中で番
さわやかな季節を選んだ。1今約した時は気付いていなかった
が、サッカーW杯共催期樹の前だったことも幸いであった。
准備としてまず出展作の選定から始めた。占い作1峯占を選んで
いると、少し罫を人れたくなる作品もあったが、制作時の技
量、精神状態をそのまま見て噴いた方が価値があると考え、
　・切手を人れることは止めた。
　結局、新たに3点の新作を加え、19点を展示することに決
めた。個展を開くということは、　一つのミニプロジェクトの遂
行と同じである。作品の制作のほか、案内状の印刷、配布、
絵画の搬禺入の毛配、額縁の発注、パーティーの段取りなど
種々雑多な事をこなしていかねばならない。自分・人ではと
てもやり切れず会社0）同好の伸間に大いに｝助けをして噴い
た。個展を開く最大の目的は、より多くの方に見て頂くこと
なので、このことに番気を使った。
　個展の一週聞は飾り付けから始まり、大盛況のオープニン
グバーティー、展示の日々、打Lげと瞬く間に過ぎてしまっ
た。そして同好の沖間、会社の先輩、同僚、後輩、知人、友
人、親戚、家族など多くの人々グ）情に触れ、心温まる　一週問
であ・）た、、展示期間中の延来場者は500名を，紹えた。
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7．協議会だより
CIW検査事業者協議会
　1．検査機関倫理委員会について
　協議会が「建築物の1二E梱二おける試験及び検査に関する來
京都取扱要綱」に基づく都知事指定機関として自｝三認定制度
を導入するにあたり、都知事指定機関の要件である登録申請
検査機関（検査事業者）の審査判定等のための、中立的委員
からなる「倫理委員会」を設直いたしました。倫理委員会の
構成は、次のとおりです。（順不同、敬称略）
　○　委員長　西川孝夫（東京都立大学）
　　副委員長　森田耕次（千葉大学）
　　副委員長　山崎真司（東京都立大学）
　○委　　員1建築関連諸団体1
　　［（社）東京都建築lf事務所協会1
　　薯竜l　i　子散　（（拳朱）享竜口循支設計事矛芳戸斤）
　　田中　勇（（株）田中構造建築事務所）
　　［（社）目本建築構造技術者協会］
　　津出　巌（（株）日建設計）
　　有由定男（（株）エスエイエス構造設計）
　　［（社）建築業協会］
　　大嶋li1昭（鹿島建設（株））
　　倉持　貢（清水建設（株））
　　［（社）目本溶接協会］
　　松山　格（元東京都r二業技術センター）
　　菅谷裕司　（協会・
　○委　　員［特定行政庁1
　　人江澄夫（中央区）
　　桜井良次（港　区）
　　岡　明雄（町田市）
　○委　　員［指定確認検査機関1
　　嶋崎邦明（（財）住宅金融普及協会）
　　米山仁司　（（財）東京者ll防災・建築まちづくリセンター）
　○協力委員
　　春原匡利（東京都都市計画1讃lf街地建築部）
　　大熊久唯ヂ（同ヒ）
　　松本修一（同D
　簸．東京都「検査機関審査基準」等の説明会
　本，1、志にも紹介されているとおり、ヒ記1．に関し、東京都か
　ら「検査機関審査基準」が’ド成掻年5月28i捧1で制定（通知）
されたことを受け、協議会会貞各位に対して書面にて連絡し、
当審査講，彗準及び登録申請機関としての申請準備の要点をご理
解いただくためにF記のとおり説明会を開催しました。
　1，日時1’賊14年6月14日i5：00〜16145
　2。場所二東京都・浅草橋公民館
　3．説明会概要：
　1）東尽都・関連取扱要綱の要点について
　2）「検査機関審査基準」について
　3）協議会r倫理委員会」の紹介と今後の進め方について
　当旧ま講師として、東京都都市，汁画局市街地建築部から春
原匡利導門副参事、大熊久里ゴ係長及びL記倫理委員会委員
長の西川孝夫東京都、Z大教授をお招きしました。約65社、約
80名の参加を得て関連事項要点のご説明と質疑応答を行い、
西川委員長からは検査の将来方向に関し本質的なあるべき姿
に関しご挨拶をいただきました、、
　理．協議会活動の現況について
　平成拠年度定時総会の事業計画に沿い、以トの要点のとお
り活動を展開しています。
　1．「CIW認定制度検討委員会」関係
　溶接協会の「CIW試験所認定推進W（｝」0）活動とl／ンクし
た活動を継続推進中です。
　2．「全国営業会議」関係
　’ド成欝年7月23日（火）に全国営業会議を開催し、本年度
の活動を展開します。
　3．（社川本非破壊検査協会／JISZ2305対応関係
　現有資格者び）円滑な新資格への移行について検討を進めています。
　lV．その他
　∬s　z3060　「鋼1容接部o）超1￥芝皮探傷1武験方法、iがYF成14年3
月2011付で改定されました（）（規格発行済1定価4，500円、詳
細は1
1本規格協会・TELO3−57704573にお問い合わせドさい）
約65社・80人が参
加した「検査機関
審査基準」説明会
（6月鱒日、浅草橋
　　　　公民館〉
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8．お知らせ
　’r成i4年度後期のCIW，韮式験及び研修会の岬薯1をお知
らせいたします，、詳細については、9月’トばに送付する
各案内、律をご覧ください。
　なお、各地区の研修会は、参加状況によっては中IL
する場合もありますので宝うめご承知置きください。
　（i）溶接部の検査に関する研修会
　　　北九州地区11ω証9日（L）・20目（il）
　　　東京よ也区　　　二10月261葦　（L）　・2’7ほ　（1
1）
　　　大阪地区　：10月26纏（f二）つ7i以旧
（2）C翼W　l轟検査技術者及び撰壬試験技術者、言式験
　　1次試験l　H月17il（日）
　　　（地区1東京／大阪／広島／北九州）
　2次試験
　　來京地区　：’賊15年！月！川（D
　　北九州地区二宰成婚年1月1川（11）
　　広，「雛也区　：平成15年川1川（D
　　人阪地区　　二平成15年1月12目　（ll）
　　　ノk阪地区　：9月21
　　　，特根地区　19月2引
　　　福岡地区　19月！61
◎2級対象研修会
　　　東京」也区　　19月　護1
　　　　　　　　9街れ81
　　　静岡地区＊二8月2！1
　　　名占屋地区：引れ擁
　　　大阪地区　二9月31
　　　　　　　　9月281
　　島イi艮圭也区　　　19月261
　　福岡地区　19月三質
◎特別級1ノ善川編研修会
　　　來京地区　19月2唄
　　　人阪地区　二9月Hl
（1蚕）〜511（木）
　（水）〜28涯（D
　（月）〜i9目（木）
　（水）〜引｛（金）
　（水）〜2011（金）
　（水）〜23日（金）
　（水）〜！3目（金）
（火）〜5H（木）
　（し）〜301
1（川
（木）〜281HD
・（火）〜19日（木）
．（火）〜27i｛（金）
　（水）〜14目（L）
（4）溶接管理技術者認証評看1奪、・1式験（特別級／1級／2級）
　　　筆記試験　11川1（川（1
1）
　　　　（重也区二味〔京／静1朔／名昆ボ片ミ／大1坂／率副趨）
　’F滅ほ4イト度：そ麦｝切（ノ）才容遷妾脅穿珊甘支宿1∫者　（」蔓S　Z3410　［ISO
i4731］／WES8103）のための研修会及び，1率価試験の
日程をお知らせいたします。
　研修会の案内・申込，律をご希望の方は、送付先（氏
名・住所・電話番号）とそび）旨を明記グ）L、（祉）目本溶
接協会溶接管理技術者担当宛にFAX（03−3255−5196）に
てご連絡ください。
　なお、静1瞬メ也区＊び）み、（社）1
1本1容イ妾協会静1綴県支部
宛にFAX（052−2784635）にてご連絡ください。
　また、後期の各級の評価，試験の案内・申請
乏事につい
ては、各研修会会場にて配布いたします。
（5）皿W国隅渇容季妾技術者
　1解ll三1際溶接技術者資格取得のための特例措置はWES
，i忍証者及び技術卜資格者を対象に3年闘に限って認めら
れています。この期限を過ぎると長時問に緩る講習及び
試験を受け、合格しなければその資格を得ることは出来
ません、、是非、この機会に国際資格を取得することをお
勧めします。
　HW国際溶接技術κ資格取得のための特例措置のご案
内の詳細については、当協会担当（TEL。03−3257−1643）
までお問い合わせください
（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
　　　痕京地区　二9月　3il（火）〜6il（金）
　　　　　　　　　9月！7il（火）〜20目（金）
　　　名占屋地区二9月！0目（火）〜捻日（金）
＊　　＊　　＊
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