




1．外観試験

はじめに

試験所認定推進WG委員

外観試験は非破壊試験にとって不可欠な手段であり、

内部きず検出のための超音波探傷試験など、表面きず

検出のための磁粉、浸透探傷試験などにとっても極めて

工要な試験である。溶接構造物などの製作にあたっては

素材の段階から 製造中、製造後及び供用中のいずれの

段階においても外観試験が適用されている、しかし、試

験は人問0）肉眼によるため定賦的に判断することは容易

でない面もあるが拡大鏡を併用したり、限界見本と比較

したり、また手で触ったりして試験を行うことにより、

その判断の正確性は文明の機器を使用した場合と比較

して優るとも劣らないとrすえる。建築鉄骨関連では近年

の阪神淡路大震災を機に外観試験の亟要性が一層高ま

ってきている。

　（社）H本溶接協会ではCIWにおいてISO　i7025「試験

及び校正を行う試験所の能力に関する　・般要求事項」

に基づく試験所認定制度に関して、従来の検査技術者

の技術に加えて外観試験および品質マネジメントシステ

ムの導入も不可欠との観点から検討を行っている。これ

までの、CIWの資格が茎三に建築鉄骨分野の技術者に活

用されてきたが、今後、試験所認定制度が建築鉄骨以

外の分野においても広く適用されることが重要である。

　そこで、ノド稿では、外観試験に関して、種々の分野

で適用されている規格、基準などの内容をまとめてみた。

ここでは、規格，基準で用いられている表現を除いては、

JISZ2300「非破壊試験用語」にあるように「試1験」と

「検査」を区別した表現でなく、全て「外観試験」とし

て表現した、，

　外観試験は目視試験及び計測試験に分類することが

できる。目視試験は材料、部晶、溶接継茎及びその周

辺全般並びに製品などについて目視によってその形状、

きずなどを確認する。これには必要に応じて目視試験の

ための補助器具（低倍率0）拡大鏡、照明器具、内祝鏡、

ファイバースコープ、テレビカメラなど）を川いること

になる。　方、計測試験は計測機爺（直定規、スケー

ル、分度器スコヤ類、ノギス、マイクロメータ、高さ測

大岡紀一

定ゲージ、限界ゲージなどの専用計測機器など）を用い

て形状、きずなどを測定する。

　外観試験は定性的な試験はもとより、定量的な試験

としても行われるが、その試験の結果の判断及び評価は、

各種構造物などによって異なり、また使用目的によって

製造前、製造中、製造後の段階でも当然違一）ている．

例えば、ボイラー、圧力容器などは突今せ継手に、橋

梁や鉄骨などにおいてはすみ肉や丁継毛などが主で、そ

れぞれ段階に応じた外観試験が行われている。

1．各種溶接構造物の外観試験に関
　　する規格，基準について

1．1　高圧ガスの製造（貯蔵）設備

　高1、llガス保安法の「特定設備検査規則」では、溶接

に関して（継予の仕i1げ）第39条として、特定設備の

溶接部であって非破壊試験を行うものの表面は、滑ら

かであり、母材の表面より低くなく、かつ、母材の表面

と段がつかないように仕Lげなければならない。この場

合において、放射線透過試験を行うときは、突合せ溶

接による溶接部の余盛りの高さは当該試験を行うために

支障のないように仕トげなければならない、、高張力鋼を

材料として使用する特定設備の溶接部は、その内面の

余盛りを削り取らなければならない。ただし、応力除去

のための熱処理を行うものにあっては、こ4）限りでない、、

層成胴の内筒又は層成材の長毛継乎に係わる溶接部は、

i，出率に合せて滑らかにfH二げなければならない、と規定

されている、，

1．2　発電用火力・原子力機器

　電気事業法の電気11作物の溶接の技術基準を定める

省令の「電気1二作物の溶接の技術基準の解釈」では、

発電用火力機器のボイラー等は第20条、熱交換器等は

第38条、液化ガス設備は第56条に、発電用原ヂ力機器

については、第1種容器は第73条、第2種容器は第90条、

第3種容器は第108条、箪4種容器は第i26条、第1種管

は第143条、第3種管は第16！条、第4種管は第179条に

1一



0卿通信

（溶接部の仕Lげ）として、容器又は管の溶接部であっ

て非破壊試験を行うものの表面は滑らかで、母材の表

泊1より低くなく、かつ、母材0）表面と段がつかないよう

に仕Lげなければならない，放射線試験を必要とする突

合せ溶接部の余盛りの高さは、次の表の左項に掲げる

母材の厚さの区分に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる

値以ドでなければならない、と規定されている。

母材の厚さσ）区分 余盛りの厚さ

i2mm以ト 王．5mm

12mmを超え25mm似、卜 2．5mm

25mmを超え50mm以卜 3mm
50mmを超え100mm以ド 4mm
100mmを超えるもの 5mm

噛．3　ガス工作物

　ガス事業法の「ガスll作物の技術1二〇）基準の細目を

定める告示」では、溶按に関して（継手の仕Lがり状

態）筑15条の2として、容器の溶接部において非破壊試

験を行うものの表面は、試験に有害とならない状態でな

ければならない。放射線透過試験を必要とする突合せ溶

接継手の余盛りの高さは、次の表の区分に応じ規定さ

れている。

継毛、周継f等は、他の別段の規定がある場合を除き、

突合せ両側溶接又は突合せ片側溶接とし、かつ、余盛

りは、板の面から滑らかに盛りLげて最大高さに達する

ようにしなければならない、と規定されている。

1．6　圧力容器（共通）

　目本ll業規格JISB8265「圧力容器構造一・般事項」

の「8．2　溶接継手の非破壊試験のb）余盛の高さ及び仕

Lげ」に、非破壊試験を実施する箇所においては、溶

接開先が完全に溶接金属で埋められていて突合せ溶接

の溶接金属の表面が隣接する母材の表面より低くなら

ないように、溶接部に余盛を付けてよい。余盛りの高さ

はF表により、仕揺ずは溶接部の止端が、母材の表面

と段がつかないように滑らかに什Lげる、と規定されて

いる。

ア几ミニウム及びアルミニウム合金以外　　　　 アルミニウム及びアルミニウム合金

　　　　　　　　輸：mm　　　　　　　　単位：111m
母材▽）舞乎ぴ’1享さ童

　t≦12
12＜t≦25

25＜t≦50
50＜t≦正00

100＜t

余盛りの高さ

1．5

2．5

3．0

4．0

5．0

母材の呼び厚さt

　t≦6
6＜t≦茎5

15＜t≦25
25＜重

余盛りの高さ

2。0

3．5

5．0

7．0

母材の姓質 母材グ）厚さ区分 余盛りの高さ

鉄鋼材料及び非鉄金属材料

アルミニウム及びアルミ
ニウム合金を除く）

i2王勤m以卜 1．5mm

i21nmを超え25mm以1｛ 2．5mm

25mmを超え50拠m以ド 3mm
50mmを超えるもの 4mm

アルミニウム及び
ルミニウム合金

6mm以ド 2mm
6mmを超え15m菰勤以ド 3mm
15mmを超え25mm以卜 5mm
25mmを超えるもの 7mm

1．4圧力容器

　労働安全衛生法の圧力容器構造規格の（突合せ溶接）

第75条では、胴、鏡板その他圧力を受ける部分の長手

継手、周継手等は、他び）別段び）規定がある場合を除き、

突合せ両側溶接又は突合せ片側溶接とし、かつ、余盛

りは、板の面から滑らかに盛りLげて最大高さに達する

ようにしなければならない、と規定されている。

1．5　ボイラー

　労働安全衛生法のボィラー構造規格の（突合せ溶接）

第10！条では、胴、鏡板その他圧力を受ける部分の長手

1．7道路橋

　道路法の「道路橋示方書・同解説」に外部きず検査

として、溶接完τ後、肉眼又は適切な他の非破壊検査

方法によりビード形状及び外観を検査し、継毛に必要

とされる溶接晶質を満足していることを確認しなければ

ならない、と規定している。その、内容としては、1）

溶接割れの検査、2）溶接ビードの外観、形状の検査、

3）開先溶接の余盛りと仕Lげ、4）アークスタッドの検

査、5）欠陥部の補修が規定されている。

1、8　建築物

　建築基準法の「建築」3乎標準仕様書JASS6鉄骨11事」

による規定は添付資料による。

　また、建設省告示第1464号「鉄骨造の継手又は仕日

の構造方法を定める件」の二．溶接による場合には、

溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力L支障のある

欠陥がないものとし、かつ、柱とはりの仕1 1のダイヤフ

ラムとフランジのずれ、突合せ継手の食い違い、アンダ

ーカットについて規定されている。
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2．各種溶接構造物におけるきずの分類ごと

　　の外観試験に関する基準

　外観試験については、口、各種構造物の外観試験に

関する規格、基準について」でも述べたように、必ずし

も外観試験あるいは外観検査という表現では規格に記

載されている訳ではない、、むしろ高圧ガスの製造（貯蔵）

設備、発電用火力・原f力機器、ガス1二作物などのよ

うに（溶接部の仕Lげ）として規定されている。

　ここで、鉄骨、橋梁、船舶、圧力容器、発電川火力

機器及びガス1二作物について、余盛り高さ、すみ肉溶

接サイズ、アンダーカット、オーバーラップ，フランク角、

ll違い及びビード表面の不整など溶接部外観に関する

基準の例をまとめて添付資料に承すので参考とされた

い、、

3．外国規格

3．璽　ICNDTにおける規格

　国外の外観試験に関連する規格は、亘CN亙）丁咽際非

破壊試験委員会）では検査技術者の技術的な知，識に関

する最少限の要求事項として、レベル1、2及び3に対し

て表の内容を提示している，，ここでは、il視、i式験の原理、

試験技術、検査の特性と、1式験の範囲、そして応用とし

て製造1二程中の目視，1式験及び供用期間中検査、改造、

保守などをあげている、、

3．2　1SQにおける規格

　夏SO（1蓄｛1際標準化季幾構）0）痔孟格としては．外観きi式膨ヨこ

関する金属材料の溶接部の幾何学的不完全部1こついて

規定している亙SO6520－1（Weldlng　aRd　allied　processes－

dassi倉catio黛of　geo夏uetr1c　inlper£ect量o鷺s　i鷺鷺儀eta職c　ma－

teri誠s）がある。、

　ここでは「lmperfections」を「a芝1ydevi農tio簸fr（｝mthe

ide撮wdd」　と定義し、「unacceptable　imperfectio鍛」を

「defect」としている、、

　一方、JISZ23（）04991グ汀非破．攣薯試験用語ゴでは

「imperfection」を「不完全部」とし、「，1式験体の’r均的

な部分に比べて、非破壊、i式験Lで差があると判断され

る部分ゴと、また「defect、1は「欠陥．1としてヂ規格、

仕様書等で規定された判定辺，彗準を超え、不合格となる

きず」と定義している、

　量mperfectionは分類とその説明においてL割れ、2．キャ

ビティー、3誌1体介在物、4．溶込み不良と融合不良、5．

イく完全部σ）ノ形）1犬とす法、6．不重々0）イく完全：部の6つに分づ雛

し、特に外観試験には、5．不完全部の形状と・f法のとこ

ろで、アンダーカット、オーバーラップなど、6．種々の

不完全部のところで、スパッタ、グラインディングマー

クなどがあげられている、

　これらは鋼のアーク溶接継罫におけるlmperfectl膿の

品質に関する指針として規定しているisO5817（Arc－

welded畑t漁steeレ9騒ldance・n㈱litylevelsf・r瞬

perfectlon）の中でnom1＆tlve　refere鷺ceとして取りLげら

れているものである、「

　　・方、D｛Sでは、外観検査として1SO／D夏Si7637

（N・獄一destructlveex餓・醸lo簸。ffusi。鷺weids．Vlsualex．

＆mination）があるが2000年i1月に投票を終えている状

況で’粟SOとはなっていない、、

3．3ASMEにおける規格

　ASME　Code　Sec．Vでは、目視試験・般として、適川

する日視鋒式験の方法と要求事項が規定されザぐおり、要

求『1ギ項では、要領書に対して、目視、1式験方法／表面状

態・消浄／表面処理／使用機材／，試験罫順／報告，俘の様式

などの準備を要求している，、身体的事項として標準ジャ

ガーチャー1・」1の近距離視力の確認を要求している、，

方、罫法は部品の表面状態、合わせ而の食違い．形状、

）くは漏洩の形跡の断定のために適用し、直接ll視試験、

1瞬接目視fl式験、透視、i式験となっている，，

　ASME　Code　Sec．mでは、原fノ”ll機器などの材料、

溶接、製造時検査として、機器サポート、炉心支持構

造物などに適用し、、1式験要領関係の要求事項はASME

CodeSec．Vを呼び出している、そして、，言鮒iでは機器サ

ポート、炉心支持構造物などに応じて、余盛り、脚長、

割れ、オ…バーラップ、アンダーカット等のヌ、悲準を規定

している．

　ASME　Code　Sec．X三では、供用期間申検査として、ク

ラス／～3機器別に定まる、1式験カテゴリでll視，1式験が要

求され，目的に応じて、VT．玉（機器表面について磨耗、

亀裂、腐食、浸食などの強度に影響を与える恐れのあ

る異常を検出するために行う，1式験で、直接ll視，1式験に

おける眼から歪1式験対象部の表面までの距離は600m雛以

ド、眼0）位置に対する角度は50。以L150。以ドと規定

している）、VI詑（系の漏洩、1式験時に醗圧機器からの勃，1，1
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表検査技術者の技術的な知識に関する最少限の要求事項

レベル　　1 　　　レベル　　2
ベル1の他に必要な知識

　　　レベル　　3

ベル2の他に必要な知識

1．目視試験の原理
◆緒言、1旨見試験の範踊と目的

物理的属1理

　光、窪糊

　光学原理

　反射、反射率

生理学的要因

　目、構成要素、硯覚機能

◆概観、目視試験o）適用

　光スベクトル、色

　照度、測定

　正反射、拡散反射、屈折、眼収

視力、視角、視野

◆　11視、言式験の役割、弔要性、および計

　画

輝度、測定

　コントラスト、影響因ヂ

　幾偲光学

　ひずみ、測定値
　視覚機能：，，式験、確認事項

2．試験技術
　試験指小，事に従’）て試験装置を操作

試版掬鯉）準健i

適切な照明設定と照度の測定

観察条件と稿醐稗へび）欄処

装置o）取扱

　ゲージおよび計測機器

　拡大鏡および顕微鏡

　光源、光導体、鏡
内視鋭：遠隔目視肩重k験o）一般論

実際の、、～験課題に適した耳1式験技術び）選択、及び

術融舵適用鞭事io）確定

試験表面の処理方法の選択
照明装置と照度0）li崔定

観髪ぐ条招＝とギ朶｛蕩才芝鋪重び）雫」許定、　まオミしさ

　実際の、拭験課題および試験領域に適した選

　択と適絹
　標盲撃｛乍業1二適した耳，式馬灸ノ～ラメー一タ0）設定

　内視鏡
　　リジツド内視鏡　（ポアスコープ〉

　　フレキシブル内視鏡（ファイバースコープ）

　ビデオスコープ、ビデオ技術

　機器0）選択、試験の実施
傷o）薩訟、漸肪法

試験技術と∫㌦順0）確定、追加試験または

査o）準備

表面状態に関する特定要求・1耀1への考

慮◆特別な場合の照明要求事項の指定

適［ll視力条件び）記述

特定の試験に必要な試験方法、技術、

及びパラメータσ）確、笑

試験設備、機器、犯順、　　　　　適
絹する報告，警、および書類管理方法の

指定

3．検盃特性と試験範囲
◆　・般目視試験：　・般条件の確認、識別など試験

体の｝，林情報、設定

特定目視、～飛：高レベルの照度と機器を必要と
する特定な特性、たとえば変形、表面縄織、欠

陥

◆必要な検査特性の起草、及び特牲を検出する
f順σ）確、Z

、言式験特性、検出、i式験条件

分類、、i’F価、および辞類管理の記述

◆測1府性o）適切伽）判定
反合目的な特輯：の評価と判定

4．適用l　l製造工程中の目視試験
適用擁能性σ）ある製品：鋳造製品、鍛造・圧延製

、チユーブ、

，試馬更li寺期の指定と，言式1験の概要 適用材料および品質システムに関するト

な知識

製造技術と材料、

欠隔、外観、発生箇癖
、武験指示長婁に準拠した試験σ）実施
基準にナ距§一づく糸、至諺摂（ノ）記録と分炎貞、報告

◆、言式験対象製品に関するト分な知識、

ハターンの認、識、欠陥目録σ）起草

適絹規格に基づく、武験指示書の記述

規準またはNDT要領酵に基づく
f，撃価、報告、詳蓄類管理

◆材料と製1蹟に関する知識と経験

試験技術と試験条件を含む目観i武験要

領書の作成
合格基準を起草づ一る際σ）助むと助言

5．適馬鰭：供用期間中検査、改造、保守
再能性のある11業分野：

油化学および産象…プラント、

ービン、航空宇宙、鉄道
運転条件と運転申の欠陥、損傷形態
，試1灸計i由iと実施、糸占果0）判定と報告

圧ノ」容器および圧力装置・部品の運転中

査◆製品技術と欠陥の発生、統計、

特定運転中0）影響、関連部署と0）連糸各

必要に応じた特定技術の指示および詳
細な調査、技術とr順の確、ケニならびに

有効化

6．規格 試験指示 ND下手順
適絹規格、または管理された試版指示書に準拠し

作蒙i

実際の作業条件ドで適用する規格の要求事項に
拠した試験指示書の作成、試験実施にあたり
拠すべき全てのr纈び）記述

ll視、言式駅f順，1事の起草、適用技術規準の

説、必要な全ての峨要パラメータおよ
目視、1式験の計画にあたり考慮すべき事

o）記述

洩を検出するために行う試験で、直接1 i視試験におけ
る眼から、言式験対象部の表面までの距離は1800mm以内と

規定している）、VT－3（機器の変形、芯合わせ、傾き、

隙間の異常、ボルト締め付け部の緩み、部品の破損、

脱落及び聞き表面における異常を検出するために行う試

験で、直接ll視試験における眼から試験対象部の表曲
までの距離は1200mm以内と規定している）及びVT－4
（格納容器の構造健全性あるいは機密性のいずれかに影
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響を与える恐れのある構造 Lの劣化を検出するための試

験である）の試験に分類されている。判定は各機器に定

める目視試験に関する判定基準にしたがって行われるこ

ととなっている。

3．4　1SOTC135（非破壊試験ソWG2

　ここでは、ISO9712に対応するガィドラインとして、

”G岨delinesforNDTtrain呈ngsyllabuses”に関して

第一回会合をスペインのバルセロナで、第二回会合をパ

リで行い、ドラフトを作成検討中である。外観検査につ

いては成案に至ってないので今回は紹介を割愛した。

おわりに

　近い将来の試験所認定制度の推進に向けて、「試験要

員の資格及び教育に関するサブグループ」において、外

観試験に関して国内外の規格、基準等について調査検

討を行った結果についてまとめたものである、、多少、本

文と添付資料とで同じ表現になっている箇所もある。な

お、今回のまとめに当た一）て、特に、表の作成にご協力

頂いたCIW協議会から参加頂いている（株）アイ・エム・

シーの井川敏之委員に感謝申しヒげます。

　最後に、この調査検討資料を今後のCIW研修会に活

用していく計画です。

ニュ｝．フ土痴ス

　2002年io月川付で新たに次の事業者が認定されましたので
ご紹介いたします、、（　）内の数字は会祉コード番号です。

■（有）トーケン（167）

本社所在地

’蓬童i話／FAX

代表者氏名

rl忍’定橿1シ封

認定番号

検査部門

営業i所など

〒5144105　三唯県久居市北i　l町1058－1

TEI、0593－45－9215／FAXO59345－0928

代表取締役　自濱一夫

E種

第167EO2号

超音波検査

事務所（え重）

■（有）北陸超音波検査（226）

本社所在地

電話／FAX

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

〒921－8823　石川県石川郡野々市町粟田4－89－2

TELO76－246－0785／FAXO76－246－1782

代表取締役　　田申謙

E種

第226EO2シ｝

超音波検査

なし

■川崎造船検査（株）（228）

本祉所在地

電話／FAX

代表者氏名

認定種別

1言忍建：番｝ナ

検査部門

’片業i所など

〒650－8670兵庫県絹｛戸市1映区川崎門吊3－14

〆rEI、078－682－5389／FIX）（078－67叢一5345

代表取締役　福永功

A種

第∫228AO2シナ

放射線検査、超1㌢波検査、磁気検査、浸透検査、

電磁誘導検査、ひずみ測定

神戸事．業所、坂出事業所

【昇糊

田（株）インテック（83）

本社二所在地　〒104－0054 束京都中爽区勝どき3一㌻4

’多覚婁言舌／FAX

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

〆rELO3－3532－4345／F／X）（03－3533－2427

代表取締役　を1ま田雅史

B種

㌶∫83BO2｝｝

放射線検査、超商波検査、浸透検査

盛岡営業所

■（株）さくら検査（83）

本社所在地〒221・0822神奈川県横1｝締神奈川鯉榊4洲雑15

　　　　　サクラビル605号

乍銭1活／FAX

代表者氏名

認定睡別

認定番号

検査部門

営業所など

圏アイ・

本社所在地

電話／FAX

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

エス

TEI、045－4i2－2055／FAX（）45－325－599／

代表取締役　安川正美

C種

第202CO2号

放射線検査、超費波検査

札串晃営業所

　シー検査サービス（株）（160）

〒931－8324富山県寡誓ii．lll雌城町540

TEI／076－438－0507／FAXO76438－4409

代表取締役　角田憲隆

D種

舞づ160DO2｝チ

超1￥波検査

なし

■綜合非破壊検査（株）（168）

本社所在地

董覚蓬舌／FAX

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業戸斥など

〒130－0026　束1京都墨il】Pくll畷雪三11－8－5

TELO3－3634－4151／FAXO3－36344155

代表取締役　村IH康ノ’参

D種

第168DO2号

超音波検査

袖1ケ1甫’魏弓長膨重（τ・葉）

一9



o解通信

2．外観検査と東京都の取扱い

東京都者肺計画局，1繭地建築部春原　匡利

1　外観検査に関する都要綱の規定

　溶接部の検査については、li本建築学会等の諸規準

により外観検査及び超音波探傷検査とによって、表

面・精度の欠陥と内部欠陥を検出する毛法が規定され

ている，，ところが外観検査については、従来から、その

重要牲が1一分に認知されていないという傾向がみられ

た。 　一般建築技術者には、溶接部検査と「超音波」と

が同義語という認識があり、外観検査の実務Lでの位

置づけが曖昧なために、溶接部検査の発注がUTのみ

というケースが少なくないという指摘もある。

　東京都では、事成2年に都内で生じた不良鉄骨1事

に対処するため制定した鉄骨造等の建築物の1二事に関

する東京都取扱要綱で、「溶接部検査」を「外観検査十

超洋波探傷検査」と定義しているが、平成鴛年の施行

令第67条第2項の改lliにヌ，§づく建設省告示第1464号の

メ，奪準を取り込み平成12年に改ILし、より外観検査の位

置づけを明確にしている，、

　による。

イ．ヒ記以外の検査項目については、（社）H本建築

　学会「JASS6付則6鉄骨精度検査基準」等による。

②内部欠陥の検出については、超音波探傷検査とし

　次の各ヲ｝に掲げるものとする。

ア．施行令第67条第2項に基づく建設省告示第1464

　号「鉄骨造の継1卜又は仕口の構造方法を定める件」

　による、，

イ．（社）目本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波

　探傷検査規準・同解説」による。柱・はり仕日の

　場合は、繰り返し荷重が作用する場合を除き、「疲

　労を考慮しない溶接部で引張力が作用する場合」

　としてよい，、

（2）！検査ロットごとの合否判定

　～以ド内容省略～

　鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱

　　　　　　　　　　　　　　　翻定’杯成2年121128目

　　　　　　　　　　　　　　　改正　’r成i2年5康3i目

　～以卜「1日的から4受入検査等の項B」まで省略～

5　溶接部の受人検査に関する検査方法及び合否判定基準

　　～前文省略～

　i検査ロットの構成

　　～内容省略～

　2抜き取り方法

　　～内容省略～

　3　溶接線ごと及び検査ロットごとの合否判定

　（芝）溶接線ごとの合否判定は、次の各号に掲げるもの

　　とする，、

　①表面欠陥の検出については、測定器具を用いた”

　　視等による溶接部外面の検査（以卜「外観検査．1

　　という。）とし、次の各号に掲げるものとする。

　ア。施行令第67条第2項に基づく建設省告示第1464

　　号「鉄骨造の継手又は｛目1の構造方法を定める件」

2　外観検査と告示1464号

　L記の告承は、約50年ぶりという建築基準法の大改

匿に伴い、鉄骨造の溶接接合部に関する基準が新たに

規定されたものである。

　これは、’卜成7年1月の阪神・淡路大震災における

溶接部の被害に対応するものであり、次の事項について

具体的に定められている。

①　溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力L支障

　のある欠陥がないものとすること．

②仕日のずれ・食違い等の・r法精度及びアンダーカ

　ッi・（表面欠陥）に関する基準を満足すること）。

③　溶接される鋼材の機械的強度を保証する溶着金

　属としての性能を有する溶接材料を使川しなければ

　ならない．、

　以トのうち、②の規定は、具体的な数値として基準

が示されたため、溶接部検査における最も重要な意昧を

持つことになった，，

　これらの告示の規定は、 五成11年の政省令改iLで導
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人された「l！妻間検査制度」との関係で、さらに重要な

意味を持つことになった。なぜならば、中問検査やこれ

を補完する11事監理報告の審査における法令Lの合否

判定基準として適用されることにな一）たからである。

　中間検査で不具合が発見された場合には、是正する

まで 1二事を停止しなければならず、場合によっては建築

セに多大な損害を与えることになる、、また、従来の任意

の検査と異なり、建築主事等の行政機関は、不具合に

ついて指摘し、かつ、適法に是正されたことを確認・検

査する「法律Lの義務」が課せられることになる。

　今回の法改ILで、むしろ外観検査の位置づけがより

亟要になったことから、行政側と1二事施ll側がともに、

鉄骨1二事の検査に関する認識とその具体的な業務にお

ける対応の洗い直しを行うことが求められている。

　また、東京都では、申悶検査等の審査・検査による

1二事の状況把握に基づいて、’r成13年の5月に「建築

1二事の品質確保について（依頼）」という文書を建築関

係団体に通知した。この鉄骨 1二事に関する部分におい

て、前述の告示に抵触するものが大型ll事をはじめ少な

からずみられることを指摘し、報告書に記載すべき事項

など外観検査報告のあり方に関するルールづくりを提起

している。このことについては、CIW検査事業者協議会

及び都知事の指定検査機関の団体である構造物第三者

検査機関協会（STIA）において検査報告、、琴に記載すべ

き事項等について検討され成果が報告されている，、

3　1464号告示ただし書きの適用

　前項の通知では、告示の「ただし酵きの適用基準」

を建築関係諸団体及び行政機関が協力して早、恕にまと

めるべきであることについても提起している、，このこと

については、（社）鉄骨建設業協会及び（社）全困鉄構

ド業協会が設置した1告示憩64号検討委員会（委員長

森田耕次千葉大学教授）」が設計・監理事務所、建設会

社、検査会社その他鉄骨L事に関わる団体及び行政機

関からの参加を得て、検討を始めている。最終報告は

平成！5年3月を目途としているが、本年の6月に、柱

溶接継罫の食違いとアンダーカット編が中問報告として

提案された（図参照）。

　このただし書きを適用することによって、法的に不適

合＝申問検査不合格とされていたものが適合コ中問検

査合格になるわけで、IEに天と地の差といっても過言で

はない。、言うなれば救済措置がはじめて承されたと，言う

ことができる、、

　この最終報告では、通しダイヤフラムとはりフランジ

の食違いについてのただし蕃き適用基準も提案される予

定である。

　このうち、とくにドフランジの溶接部については、大

地震時等に変形と応力が集中するなど最も重要な溶接

管理をするべき部分であり、食違いについては告ノ！ヤでダ

イヤフラム内に納めることが原則とされているため、製

作の実務土も困難な部分である。この意味からも、最

終報告によりただし、罫きの適用が可能となることが切望

されている，，

4　検査機関の都知事登録

　東京都では、建築 巨1事における試験および検査の制

度を改d三し、平成14年度から運用を開始している。

　（1）知事登録制度の導入

　東京都では、中問検査申請霞及び完f検査申請吉の

「L事監理の状況」欄を補足するため、建築1二事施ll結

果報告書（東京都建築基準法施行細則第15条の4）等

を建築 i三事または指定確認検査機関に提出するよう定

めている。この結果報告酵審査の根幹部分である建築

材料や接合部等の藁要な試験・検査の信頼性を高め、

報告の毛続き及び審査業務を合理的に行うことをH的

として、試験機関及び検査機関をあらかじめ審査し、

知事登録する制度を導人することにしたものである。ま

た、これまで試験機関については、行政上の参考資料

としてリスト化し特定行政庁等に通知していたが、毛続

き規定が要綱L必ずしも明確でなかった部分があったた

め、検査機関と同様に知事登録を行うこととし、行政

Lの位置づけをより明確にした（第5章）。

　従来、鉄骨造溶接部の非破壊検査等を行う「検査機

関」については、試験機関と異なり審査及びリス1・化は

行っていなかった。これは、改正1三前の建築共準法におい

ては、コンクリートなどと異なり、溶接接合部の品質に

関する具体的な規定が存在しなかったことによる。

　平成12年6月の政省令改正によって、建築基準法施

行令第67条第2項が改正され、建設省告示第1464号に

よって溶接部び）晶質が具体的な基準として承された、、こ

のことは、中問検査及び完f検査における溶接接合部

の判定基準が初めて示されたことを．訟昧し、コンクリー

トや鉄筋継毛と同様に、申請者並びに建築主事および

指定確認検査機関（以ト「建築 ヒ事等」という。）の双
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二次検査 ゲージで測定

　中間報告によるただし書き適用

炉1　嚇聯一脚→範囲外
　　　　　1

em≦轡
つ

　　em≦物三

餅つem≦熱
っh／H≧湿

灘鷺轡鶉暮により
誰計者が構造計算により凋　　　レな、、場合

「コ 蓉“冨・に轟一

　　em＞鷺離搬難

感em＞嚢懸懸
はh1H＜⑬．黛

劉の方法で補強

図　補強の要否判断（2002・6　中間報告による提案）

方にとって遵守と検査の義務が生じたことになる。

　そこで、この機会に、検査機関についても試験機関

と同様の制度を導人することが、必要かつ妥当であると

判断したものである。

　建築1二事に関する検査について次の事項を加えた．

　①　申問・完ゴ検査申請書の「i二事監理の状況」欄

　　を補足するために求めている、建築1二事施工結果

　　報告潜（東京都建築基準法施行細則第15条の4）

　　等の報告のうち、検査機関において行うべき検査

　　について指定（第2条第5項）。

　②　①の検査を正確かつ公1臼二実施するために必要

　　な、検査機関が備えるべき条件及び遵守すべき事

　　項を規定（第8条、第9条）。

　③　検査の結果、睡大な不具合（注刀があった場

　　合についての、建築主事等への報告（第11条）。

　なお、「重大な不具合（注）」とは、 L記告承及び

JASS6等の基準を大幅に逸脱し、ただし書きの適用が困

難であるなど、建築基準法が規定する最低基準を明ら

かに満たさないものを想定している，，

（注〉重大な不具合

　われ、内部・表面欠陥及び寸法精度のうち報告の対

象とすべき重大な不具合については、設計・監理、施

工、鋼材等の製造・販売、鉄骨製作及び検査等の建築

関係団体等で構成する「告示1464号検討委員会（委員

長：森田千葉大学教授）」の提案内容を考慮して、知事

が別に定めることにしている。したがって、この重大な

不具合の報告については、平成14年度末に出される当

該検討委員会の最終提案をうけて、平成15年度から適

用する予定としている。

　以L、外観検査の重要性と建築基準法における位胃

づけ、並びに都の行政LO）取り組みを紹介させていただ

いた。

　今後は、外観検査の壌要性に関する認識が高まると

ともに、検査機関の登録制度の進展によってより質のバ，1

い溶接部検査が普及していくことを期待している。
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3．協議会だより一創立20周年記念式典

CIW検査事業者協議会

　CIW検査事業者協議会は平成14年10月211、浜松町東

京會舘において、各界の来賓を招き、創立20周年記念

式典・祝賀会を開催した。

　CIW検査事業者協議会は、昭和57年「溶接検査夢業

者懇談会」としてCIW認定会社34社により、検査技術

の向L、検査員地位の向Lを目的として創設された。

同懇談会は、現在のCIW検査事業者協議会と改称し、

会勢も拡大して現在は153社の会員よりなる。その活動

は、技術、広報、倫理、営業など各委員会を通じて多

岐にわたる。

1．記念式典

　記念式典は、逸見俊・代表幹事による各界の指導と

協力への謝辞とともに今年7月、協議会が東京都から

検査機関の知事登録制度の指定機関として認められた

ことをはじめとするこれまでの活動実績と次世代への期

待を込めた挨拶をもって開会された。来賓の（社）日本溶

接協会・藤田譲会長からは、CIW検査事業者認定制度

に関して、社会の要請にフレキシブルに対応するととも

に国際性の高いものにしていくため、H溶協の認定制度

と協議会が 車の両輪となって非破壊検査業界の発展を

めざす旨の祝辞が贈られた。また、（社）日本非破壊検査

協会・小林英男会長は、最近世を騒がせている企業倫

理の欠落について、安全性確保とともに検査を通じて社

会の信頼を得ることが璽要と指摘し、問題解決に向け

ともに活動を展開していきたいと挨拶した。

　続いて、協議会活動に関連の（社）目本溶接協会、

（社）H本非破壊検査協会、（財）日本溶接技術センタ

ー、および（社）日本非破壊検査 1二業会の各団体の協

力に対して、感謝状の贈呈が行われた。また、各界の

功績者、歴代代表幹事、そして15年在籍会貝への功績

表彰が行われた。

　特別企画された記念講演では、衆，議院議員斉藤鉄夫

氏が招かれ、「未来に向けて～検査業界の発展を～」を

演題として、代議七に当選する前に「非破壊検査に若

い青春び）情熱を燃やした」体験談をはじめ、第渚検

査制度の重要性や白ら法制化に参画した議員航法の成

、尻経緯等について講演された。このなかで斉藤氏は、第

孜者検査に関して従来から国会の審議の場で社会に根

付かせていくことを訴えてきたが、東京電力の連の不

il三問題を受け、「第渚検査を社会が明確に認めないか

ぎり、本当の意昧での安心は確保されない」と述べ、今

後も行政に対して産業政策の・環として第渚検査、

ひいては検査の信頼性が確立されるよう活動を継続して

いきたいと強調した。

2．祝賀会

　会場を「チェリールーム」に移しての祝賀会は、招待

客も含め130名余りの参加斉による盛大なものとなった。

　祁己賀1会湿よ、蟻悉f七f℃表卓全事より中虫予盛rf葺乱力甘突才夢1二航

ち、20年の歳月に刻まれた思い出と、世代の変遷に想

像を超える協議会の発展を祝い、次世代へ新たなる期

逸見俊一代表幹事

’欝弊

麟魏麟

特別講演で講師に紹介された斉藤鉄夫衆議院議員
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記念式典のもよう

待が提唱され開会した，、計画を遥かにL回る参加者と

な一）た会場では、検査会社の実情に熱心に聞き人る来

賓の姿が目歳った ，また前Bは大型の台風21号が関東

にL陸したものの、’1川は台風・過の式典日和に恵ま

嫌

鏡開きで20周年を祝った

鑛

れ遠隔地からの参加者も多く、歓談の輪が広がり景気

低迷の打開に意欲的な会話が交わされる熱気のある会

となった。

協議会からのお知らせ

　1．東京都・検査機関登録審査について

　協議会は「建築物の1事における試験及び検査に関する東

京部取扱要綱」に基づく検査機関審査の都知藍指定機関に’ド

成憩年7月311 i付で指定されました。

　この決定を受けて、平成i4年8月5目から登録申請を受付開

始し9月20目に本年度の受付を締め切りました，、iO月に登録審

査を検査機関・倫理委員会で行い、11月に東京都に審査結果

を報告のうえ、東京都で本年中に正式登録が行われる1与定で

す、、

　参考）東京都・検査機関登録審査関係の関連情報は協議会

ホームヘージをご参考ドさい．

（U欝、l　httPl／／WWW．ciw．gr鉛／）

　実行委員長尾崎　忠義氏（エース・エンジニヤリング）

　（2）　実行委員の交代

　関東甲信越ブロック1

　　田委員；村田　1、括彦氏（綜合非破壊検査）

　　新委員目二村　和郎氏（綜合非破壊検査）

　関西ブロック1

　　旧委員；若林　輪fl氏（神鋼検査サービス）

　　新委員；岩出　憲行氏（新光検査）

2）本年度の進め方要点

　基本検討課題を「契約適正化運動の推進」におき、継続事

項は定着化及び具体的活動を展開する。

　活動推進の拠点は昨年度同様、各ブロックに置く、。

3）「非破壊検査賠償責任制度」について

　具体化に向け推進する．

　翻．全国営業会議の本年度の進め方について

　第4回伺瑠営業会議を次のとおり開催し、本年度の進め方

について決定した、，併せて「非破壊検査賠償責任制度」の導

人に撲1し説明会を行い活発な質疑応答があった．

i、開催「1時1’iえ成14年7月23”（水）

　　　　　　三4100～i7100

2、開催場所：浜松町束京會舘（東京都港区）

3．出席者：44名

4、議事要点：

　／）委員関係

　（i）　摂’歪含幹事　岩lll　雅史氏（インテック）

　斑．その他

1．「非破壊検査事業者の試験所認定制度に関する説明会j

　CIW認定『拝業κを対象に日本溶接協会桝崔で次のとおり説

明会が開催されます，，

　！）ll　時：事成14年10月24目（木）

　　　　　　13：00～16：00

　2）場　所1　ダイドーホール（東京都千代田区）

　3）説明会プログラム1

　（！）　検討進捗状況について

　（2）オーストラリアにおける非破壊検査と晶質保、証について

　（3）　質疑応答
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4．随想一『衣食余りて、 礼節を忘る』一

刺腓破壊検査（株）濱田　郁也

　もちろん正しくは『衣食足りて礼節を知る選で、中国は春

秋時代の宰相“管飽（かんぽう）の交わり”でも知られる管

仲（かんちゅう〉の，寄葉です。人は米蔵がいっばいになり生

活が安定して初めて礼儀や道徳に関心を持ち、名誉や恥辱と

いった徳日をわきまえることができるという意昧だと理解して

います，、

　戦後のH本は人類史Lまれに見る高度経済成長により、豊

かで安定した衣食住を手に人れましたが、近頃は飽食グ）時代

と言われ、大食いや早食いを競うテレビ番組が高視聴率を得

る時代、衣食に満ちた我々に、はたして相応の礼節が備わっ

ているかを自問した時、残念ながら。‘否”と言わざるを得ま

せん。I　T時代に生きる我々も、おのずとその時代の礼節・

マナーを意識すべきだと思います。

　このマナーの語源は、ちょ一）とユニークです、，ラテン語の

「f」を意昧する“manus”がその語源で、関連英語にmanus

をケアするマニキュアや手引き書とも訳せるmanua1、fで

支えるmaintenance等があります。　心と両手で文明を創造

してきた人間ならではの言葉です。文明の申から生まれる身

振り1卜振りの教えであるマナーは、心の中で熟成されたモラ

ルに基づく美しく1美つ合理的な人問の所作ではないでしょう

か。電脳社会におけるマナーが、Network紀ti卿etteの合成語

レ詠チケット”です。先日政府が強引にスタートさせた「住基

ネット」への不安も、ネチケット不足の現状を国民が本能的

に強く感じたからだと思います。

　さて、私たちの衣食住を支えてくれる検査業界に目を向け

てみましょう。モラルを逸脱し、新聞を騒がせるような事件

は無いものの、過去には鉄骨UTレポートや焼鈍チャートの

捏造、RTフィルムの茎し替え発覚等、恥じ入るべき不祥事

が記憶に蘇ります。雪印や日本ハム、最近では東電など業界

トップのあ・）けない凋落も、最初はちょ一）とした個人レベル

のモラル不在が引き金となり、それを阻止すべき勇気・決

断・自己抑制と，言った徳目の欠如が招いた不徳の結末と、言え

るでしょう。行為某㍉ ‡動そのものに高い倫理観を求められる

検査業界は、常に個人レベルの徳目を強く意識し維持しなけ

ればならない、誇り高い業種と言えると思います，、

　又、隣人愛・企業愛・地域愛も徳目のひとつと言われます。

そこで私の生まれ育った郷里の偉大な人物を御紹介します。

皆さんは、アメリカで活躍す

る“Mr．　トルネード『と言

えば誰を挙げますか、、やはり

現献リーが、トルネザ撫
　　　　　　　　　　　　　　　も投法の野茂投fですか。しか　　翠

し、もう　・人今から半世紀前

に渡米し、竜巻の研究や、航

鋤饗勢驚薩∵1鐘彦海

見等、気象学者として世界的

に著名な藤田哲也博むも、　ドクタートルネードとしてイf名な

科学者なのです。竜巻の尺度はT－scale”で表しますが、

藤田博士のFなのです。f供の頃から九州の豊かな自然に興

昧を持ち、天文・地形・地質・気象といった分野でその事能

を発揮され、竜巻のメッカである北米大陸へ単身挑戦、次々

と気象学 ヒの貴重な研究を成し遂げられました　私が高校在

学中、先輩でもある藤田博七の凱旋講演があり、聴講の機会

を得ました。当然の事ではありますが、当時科学部天文班で

のんびり太陽黒点や月食の観測をしていた私は、あまりのギ

ャップに赤面しつつエネルギッシュな藤田博 Lの講演を拝聴

した事を覚えています。

　残念ながら藤田博i二は四年前、シカゴ大学名誉教授として

多くの優秀な気象学者を残し他界されました、、郷里の北九州

市では博しの世界的な功績を讃え地元に記念館を建設しよう

との動きがあります。故藤田博1二の生前を偲びつつ、ここに

御紹介させて噴きました、、

　さて、文学・芸術音痴の私ですが、1950年代のアメリカ映

画に、繰り返し観ているお気に人りの映画壮2人の怒れるソジ

があります，、ある殺人事件における陪審員同ifの議論がテー

マで、11対iから逆転無罪に至る全編様々なモラルを強く感

じさせる秀作です。偏児・差別・エゴ・無関心・打算等のイ

ンモラルに対し、勇気・忍耐・思いやり・責任感・使命感・

決断等々、心動かされる内容です。私自身、日常生活で心が

重く感じたとき、静かに画i面を反劉し心を癒しております。

　豊かさの中に、今・度「衣食余りても、礼節を忘れない』

様にと、自戒の日々です。
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1一一一一〃…一一一一一一一編集後記一一一一…一一一一一一一、

／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　今年のプロ野球も、早々とセ・パ共に優勝が決まってしまい、阪神ファンの私としては、菖1

だしが例年になく良かっただけに、　寸残念な気がしています，、

　・方、悪の枢軸と名指しされた北朝鮮との関係が、小泉首相と金ll三日総書記との頂L会談

で、拉致の認めと謝罪という、全く予期しなかった事態となり、まだまだ予断は許せないに

しても、正常化のスタートに着いたことは、これまでの経過を考えた時、　一歩前進と考えた

い，、しかし、イラクに対するブッシュ・ドクトリンは相変わらずの米国の独善そのもので、

国連決議が不目∫欠であると考えるのがiE論であろう。

　さて、ランプスも／6巻の最後の号となったが、今まで何度も懸案になっていて実現できな

かった外観検査の特集を組むことができた。外観検査は溶接部の検査の基本でありながら、

対象物によって基準がまちまちで頭が痛い問題の・つであった。この度、試験所認定推進W

Gの大岡氏と関係委員のご努力によって、関係各方面の規格と基準を纏めていただくことが

できた．関係諸氏の努力に感謝すると共に、皆様方に大いに活用していただくことを期待す

るものである、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．M）

‘〔、グ（、グ〔〃双 グ“〃双〃沢グ1〃￥4㍉を〃㍉ら〃、（二〃沢グ〉（4（．〃q〃う〔〃㍉虻グら〃う〔〃憶〃枇．〆う仁〃展グ〔4う仁グ痩グ4し〃引4し。グ4涯グψ
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1．外観試験
はじめに
試験所認定推進WG委員
　外観試験は非破壊試験にと一）て不可欠な毛段であり、
内部きず検出のための超音波探傷試験など、表面きず
検出のための磁粉、浸透探傷試験などにとっても極めて
工要な試験である。溶接構造物などの製作にあたっては
素材の段階から
製造中、製造後及び供用中のいずれの
段階においても外観試験が適用されている、しかし、試
験は人問0）肉眼によるため定賦的に判断することは容易
でない面もあるが拡大鏡を併用したり、限界見本と比較
したり、また手で触ったりして試験を行うことにより、
その判断の正確性は文明の機器を使用した場合と比較
して優るとも劣らないとrすえる。建築鉄骨関連では近年
の阪神淡路大震災を機に外観試験の亟要性が一層高ま
ってきている。
　（社）H本溶接協会ではCIWにおいてISO　i7025「試験
及び校正を行う試験所の能力に関する　・般要求事項」
に基づく試験所認定制度に関して、従来の検査技術者
の技術に加えて外観試験および品質マネジメントシステ
ムの導入も不可欠との観点から検討を行っている。これ
までの、CIWの資格が茎三に建築鉄骨分野の技術者に活
用されてきたが、今後、試験所認定制度が建築鉄骨以
外の分野においても広く適用されることが重要である。
　そこで、ノド稿では、外観試験に関して、種々の分野
で適用されている規格、基準などの内容をまとめてみた。
ここでは、規格，基準で用いられている表現を除いては、
JISZ2300「非破壊試験用語」にあるように「試1験」と
「検査」を区別した表現でなく、全て「外観試験」とし
て表現した、，
　外観試験は目視試験及び計測試験に分類することが
できる。目視試験は材料、部晶、溶接継茎及びその周
辺全般並びに製品などについて目視によってその形状、
きずなどを確認する。これには必要に応じて目視試験の
ための補助器具（低倍率0）拡大鏡、照明器具、内祝鏡、
ファイバースコープ、テレビカメラなど）を川いること
になる。　方、計測試験は計測機爺（直定規、スケー
ル、分度器スコヤ類、ノギス、マイクロメータ、高さ測
大岡紀一
定ゲージ、限界ゲージなどの専用計測機器など）を用い
て形状、きずなどを測定する。
　外観試験は定性的な試験はもとより、定量的な試験
としても行われるが、その試験の結果の判断及び評価は、
各種構造物などによって異なり、また使用目的によって
製造前、製造中、製造後の段階でも当然違一）ている．
例えば、ボイラー、圧力容器などは突今せ継手に、橋
梁や鉄骨などにおいてはすみ肉や丁継毛などが主で、そ
れぞれ段階に応じた外観試験が行われている。
1．各種溶接構造物の外観試験に関
　　する規格，基準について
1．1　高圧ガスの製造（貯蔵）設備
　高1、llガス保安法の「特定設備検査規則」では、溶接
に関して（継予の仕i1げ）第39条として、特定設備の
溶接部であって非破壊試験を行うものの表面は、滑ら
かであり、母材の表面より低くなく、かつ、母材の表面
と段がつかないように仕Lげなければならない。この場
合において、放射線透過試験を行うときは、突合せ溶
接による溶接部の余盛りの高さは当該試験を行うために
支障のないように仕トげなければならない、、高張力鋼を
材料として使用する特定設備の溶接部は、その内面の
余盛りを削り取らなければならない。ただし、応力除去
のための熱処理を行うものにあっては、こ4）限りでない、、
層成胴の内筒又は層成材の長毛継乎に係わる溶接部は、
i，出率に合せて滑らかにfH二げなければならない、と規定
されている、，
1．2　発電用火力・原子力機器
　電気事業法の電気11作物の溶接の技術基準を定める
省令の「電気1二作物の溶接の技術基準の解釈」では、
発電用火力機器のボイラー等は第20条、熱交換器等は
第38条、液化ガス設備は第56条に、発電用原ヂ力機器
については、第1種容器は第73条、第2種容器は第90条、
第3種容器は第108条、箪4種容器は第i26条、第1種管
は第143条、第3種管は第16！条、第4種管は第179条に
1一
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（溶接部の仕Lげ）として、容器又は管の溶接部であっ
て非破壊試験を行うものの表面は滑らかで、母材の表
泊1より低くなく、かつ、母材0）表面と段がつかないよう
に仕Lげなければならない，放射線試験を必要とする突
合せ溶接部の余盛りの高さは、次の表の左項に掲げる
母材の厚さの区分に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる
値以ドでなければならない、と規定されている。
母材の厚さσ）区分
余盛りの厚さ
i2mm以ト
王．5mm
12mmを超え25mm似、卜
2．5mm
25mmを超え50mm以卜
3mm
50mmを超え100mm以ド
4mm
100mmを超えるもの
5mm
噛．3　ガス工作物
　ガス事業法の「ガスll作物の技術1二〇）基準の細目を
定める告示」では、溶按に関して（継手の仕Lがり状
態）筑15条の2として、容器の溶接部において非破壊試
験を行うものの表面は、試験に有害とならない状態でな
ければならない。放射線透過試験を必要とする突合せ溶
接継手の余盛りの高さは、次の表の区分に応じ規定さ
れている。
継毛、周継f等は、他の別段の規定がある場合を除き、
突合せ両側溶接又は突合せ片側溶接とし、かつ、余盛
りは、板の面から滑らかに盛りLげて最大高さに達する
ようにしなければならない、と規定されている。
1．6　圧力容器（共通）
　目本ll業規格JISB8265「圧力容器構造一・般事項」
の「8．2　溶接継手の非破壊試験のb）余盛の高さ及び仕
Lげ」に、非破壊試験を実施する箇所においては、溶
接開先が完全に溶接金属で埋められていて突合せ溶接
の溶接金属の表面が隣接する母材の表面より低くなら
ないように、溶接部に余盛を付けてよい。余盛りの高さ
はF表により、仕揺ずは溶接部の止端が、母材の表面
と段がつかないように滑らかに什Lげる、と規定されて
いる。
ア几ミニウム及びアルミニウム合金以外　　　　
アルミニウム及びアルミニウム合金
　　　　　　　　輸：mm　　　　　　　　単位：111m
母材▽）舞乎ぴ’1享さ童
　t≦12
12＜t≦25
25＜t≦50
50＜t≦正00
100＜t
余盛りの高さ
1．5
2．5
3．0
4．0
5．0
母材の呼び厚さt
　t≦6
6＜t≦茎5
15＜t≦25
25＜重
余盛りの高さ
2。0
3．5
5．0
7．0
母材の姓質
母材グ）厚さ区分
余盛りの高さ
鉄鋼材料及び非鉄金属材料
アルミニウム及びアルミ
ニウム合金を除く）
i2王勤m以卜
1．5mm
i21nmを超え25mm以1｛
2．5mm
25mmを超え50拠m以ド
3mm
50mmを超えるもの
4mm
アルミニウム及び
ルミニウム合金
6mm以ド
2mm
6mmを超え15m菰勤以ド
3mm
15mmを超え25mm以卜
5mm
25mmを超えるもの
7mm
1．4圧力容器
　労働安全衛生法の圧力容器構造規格の（突合せ溶接）
第75条では、胴、鏡板その他圧力を受ける部分の長手
継手、周継手等は、他び）別段び）規定がある場合を除き、
突合せ両側溶接又は突合せ片側溶接とし、かつ、余盛
りは、板の面から滑らかに盛りLげて最大高さに達する
ようにしなければならない、と規定されている。
1．5　ボイラー
　労働安全衛生法のボィラー構造規格の（突合せ溶接）
第10！条では、胴、鏡板その他圧力を受ける部分の長手
1．7道路橋
　道路法の「道路橋示方書・同解説」に外部きず検査
として、溶接完τ後、肉眼又は適切な他の非破壊検査
方法によりビード形状及び外観を検査し、継毛に必要
とされる溶接晶質を満足していることを確認しなければ
ならない、と規定している。その、内容としては、1）
溶接割れの検査、2）溶接ビードの外観、形状の検査、
3）開先溶接の余盛りと仕Lげ、4）アークスタッドの検
査、5）欠陥部の補修が規定されている。
1、8　建築物
　建築基準法の「建築」3乎標準仕様書JASS6鉄骨11事」
による規定は添付資料による。
　また、建設省告示第1464号「鉄骨造の継手又は仕日
の構造方法を定める件」の二．溶接による場合には、
溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力L支障のある
欠陥がないものとし、かつ、柱とはりの仕1
1のダイヤフ
ラムとフランジのずれ、突合せ継手の食い違い、アンダ
ーカットについて規定されている。
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2．各種溶接構造物におけるきずの分類ごと
　　の外観試験に関する基準
　外観試験については、口、各種構造物の外観試験に
関する規格、基準について」でも述べたように、必ずし
も外観試験あるいは外観検査という表現では規格に記
載されている訳ではない、、むしろ高圧ガスの製造（貯蔵）
設備、発電用火力・原f力機器、ガス1二作物などのよ
うに（溶接部の仕Lげ）として規定されている。
　ここで、鉄骨、橋梁、船舶、圧力容器、発電川火力
機器及びガス1二作物について、余盛り高さ、すみ肉溶
接サイズ、アンダーカット、オーバーラップ，フランク角、
ll違い及びビード表面の不整など溶接部外観に関する
基準の例をまとめて添付資料に承すので参考とされた
い、、
3．外国規格
3．璽　ICNDTにおける規格
　国外の外観試験に関連する規格は、亘CN亙）丁咽際非
破壊試験委員会）では検査技術者の技術的な知，識に関
する最少限の要求事項として、レベル1、2及び3に対し
て表の内容を提示している，，ここでは、il視、i式験の原理、
試験技術、検査の特性と、1式験の範囲、そして応用とし
て製造1二程中の目視，1式験及び供用期間中検査、改造、
保守などをあげている、、
3．2　1SQにおける規格
　夏SO（1蓄｛1際標準化季幾構）0）痔孟格としては．外観きi式膨ヨこ
関する金属材料の溶接部の幾何学的不完全部1こついて
規定している亙SO6520−1（Weldlng　aRd　allied　processes−
dassi倉catio黛of　geo夏uetr1c　inlper£ect量o鷺s　i鷺鷺儀eta職c　ma−
teri誠s）がある。、
　ここでは「lmperfections」を「a芝1ydevi農tio簸fr（｝mthe
ide撮wdd」　と定義し、「unacceptable　imperfectio鍛」を
「defect」としている、、
　一方、JISZ23（）04991グ汀非破．攣薯試験用語ゴでは
「imperfection」を「不完全部」とし、「，1式験体の’r均的
な部分に比べて、非破壊、i式験Lで差があると判断され
る部分ゴと、また「defect、1は「欠陥．1としてヂ規格、
仕様書等で規定された判定辺，彗準を超え、不合格となる
きず」と定義している、
　量mperfectionは分類とその説明においてL割れ、2．キャ
ビティー、3誌1体介在物、4．溶込み不良と融合不良、5．
イく完全部σ）ノ形）1犬とす法、6．不重々0）イく完全：部の6つに分づ雛
し、特に外観試験には、5．不完全部の形状と・f法のとこ
ろで、アンダーカット、オーバーラップなど、6．種々の
不完全部のところで、スパッタ、グラインディングマー
クなどがあげられている、
　これらは鋼のアーク溶接継罫におけるlmperfectl膿の
品質に関する指針として規定しているisO5817（Arc−
welded畑t漁steeレ9騒ldance・n�獲itylevelsf・r瞬
perfectlon）の中でnom1＆tlve　refere鷺ceとして取りLげら
れているものである、「
　　・方、D｛Sでは、外観検査として1SO／D夏Si7637
（N・獄一destructlveex餓・醸lo簸。ffusi。鷺weids．Vlsualex．
＆mination）があるが2000年i1月に投票を終えている状
況で’粟SOとはなっていない、、
3．3ASMEにおける規格
　ASME　Code　Sec．Vでは、目視試験・般として、適川
する日視鋒式験の方法と要求事項が規定されザぐおり、要
求『1ギ項では、要領書に対して、目視、1式験方法／表面状
態・消浄／表面処理／使用機材／，試験罫順／報告，俘の様式
などの準備を要求している，、身体的事項として標準ジャ
ガーチャー1・」1の近距離視力の確認を要求している、，
方、罫法は部品の表面状態、合わせ而の食違い．形状、
）くは漏洩の形跡の断定のために適用し、直接ll視試験、
1瞬接目視fl式験、透視、i式験となっている，，
　ASME　Code　Sec．mでは、原fノ”ll機器などの材料、
溶接、製造時検査として、機器サポート、炉心支持構
造物などに適用し、、1式験要領関係の要求事項はASME
CodeSec．Vを呼び出している、そして、，言鮒iでは機器サ
ポート、炉心支持構造物などに応じて、余盛り、脚長、
割れ、オ…バーラップ、アンダーカット等のヌ、悲準を規定
している．
　ASME　Code　Sec．X三では、供用期間申検査として、ク
ラス／〜3機器別に定まる、1式験カテゴリでll視，1式験が要
求され，目的に応じて、VT．玉（機器表面について磨耗、
亀裂、腐食、浸食などの強度に影響を与える恐れのあ
る異常を検出するために行う，1式験で、直接ll視，1式験に
おける眼から歪1式験対象部の表面までの距離は600m雛以
ド、眼0）位置に対する角度は50。以L150。以ドと規定
している）、VI詑（系の漏洩、1式験時に醗圧機器からの勃，1，1
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表検査技術者の技術的な知識に関する最少限の要求事項
レベル　　1
　　　レベル　　2
ベル1の他に必要な知識
　　　レベル　　3
ベル2の他に必要な知識
1．目視試験の原理
◆緒言、1旨見試験の範踊と目的
物理的属1理
　光、窪糊
　光学原理
　反射、反射率
生理学的要因
　目、構成要素、硯覚機能
◆概観、目視試験o）適用
　光スベクトル、色
　照度、測定
　正反射、拡散反射、屈折、眼収
視力、視角、視野
◆　1
1視、言式験の役割、弔要性、および計
　画
輝度、測定
　コントラスト、影響因ヂ
　幾偲光学
　ひずみ、測定値
　視覚機能：，，式験、確認事項
2．試験技術
　試験指小，事に従’）て試験装置を操作
試版掬鯉）準健i
適切な照明設定と照度の測定
観察条件と稿醐稗へび）欄処
装置o）取扱
　ゲージおよび計測機器
　拡大鏡および顕微鏡
　光源、光導体、鏡
内視鋭：遠隔目視肩重k験o）一般論
実際の、、〜験課題に適した耳1式験技術び）選択、及び
術融舵適用鞭事io）確定
試験表面の処理方法の選択
照明装置と照度0）li崔定
観髪ぐ条招＝とギ朶｛蕩才芝鋪重び）雫」許定、　まオミしさ
　実際の、拭験課題および試験領域に適した選
　択と適絹
　標盲撃｛乍業1二適した耳，式馬灸ノ〜ラメー一タ0）設定
　内視鏡
　　リジツド内視鏡　（ポアスコープ〉
　　フレキシブル内視鏡（ファイバースコープ）
　ビデオスコープ、ビデオ技術
　機器0）選択、試験の実施
傷o）薩訟、漸肪法
試験技術と∫�j順0）確定、追加試験または
査o）準備
表面状態に関する特定要求・1耀1への考
慮◆特別な場合の照明要求事項の指定
適［ll視力条件び）記述
特定の試験に必要な試験方法、技術、
及びパラメータσ）確、笑
試験設備、機器、犯順、　　　　　適
絹する報告，警、および書類管理方法の
指定
3．検盃特性と試験範囲
◆　・般目視試験：　・般条件の確認、識別など試験
体の｝，林情報、設定
特定目視、〜飛：高レベルの照度と機器を必要と
する特定な特性、たとえば変形、表面縄織、欠
陥
◆必要な検査特性の起草、及び特牲を検出する
f順σ）確、Z
、言式験特性、検出、i式験条件
分類、、i’F価、および辞類管理の記述
◆測1府性o）適切伽）判定
反合目的な特輯：の評価と判定
4．適用l　l製造工程中の目視試験
適用擁能性σ）ある製品：鋳造製品、鍛造・圧延製
、チユーブ、
，試馬更li寺期の指定と，言式1験の概要
適用材料および品質システムに関するト
な知識
製造技術と材料、
欠隔、外観、発生箇癖
、武験指示長婁に準拠した試験σ）実施
基準にナ距§一づく糸、至諺摂（ノ）記録と分炎貞、報告
◆、言式験対象製品に関するト分な知識、
ハターンの認、識、欠陥目録σ）起草
適絹規格に基づく、武験指示書の記述
規準またはNDT要領酵に基づく
f，撃価、報告、詳蓄類管理
◆材料と製1蹟に関する知識と経験
試験技術と試験条件を含む目観i武験要
領書の作成
合格基準を起草づ一る際σ）助むと助言
5．適馬鰭：供用期間中検査、改造、保守
再能性のある11業分野：
油化学および産象…プラント、
ービン、航空宇宙、鉄道
運転条件と運転申の欠陥、損傷形態
，試1灸計i由iと実施、糸占果0）判定と報告
圧ノ」容器および圧力装置・部品の運転中
査◆製品技術と欠陥の発生、統計、
特定運転中0）影響、関連部署と0）連糸各
必要に応じた特定技術の指示および詳
細な調査、技術とr順の確、ケニならびに
有効化
6．規格
試験指示
ND下手順
適絹規格、または管理された試版指示書に準拠し
作蒙i
実際の作業条件ドで適用する規格の要求事項に
拠した試験指示書の作成、試験実施にあたり
拠すべき全てのr纈び）記述
ll視、言式駅f順，1事の起草、適用技術規準の
説、必要な全ての峨要パラメータおよ
目視、1式験の計画にあたり考慮すべき事
o）記述
洩を検出するために行う試験で、直接1
i視試験におけ
る眼から、言式験対象部の表面までの距離は1800mm以内と
規定している）、VT−3（機器の変形、芯合わせ、傾き、
隙間の異常、ボルト締め付け部の緩み、部品の破損、
脱落及び聞き表面における異常を検出するために行う試
験で、直接ll視試験における眼から試験対象部の表曲
までの距離は1200mm以内と規定している）及びVT−4
（格納容器の構造健全性あるいは機密性のいずれかに影
一8一
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響を与える恐れのある構造
Lの劣化を検出するための試
験である）の試験に分類されている。判定は各機器に定
める目視試験に関する判定基準にしたがって行われるこ
ととなっている。
3．4　1SOTC135（非破壊試験ソWG2
　ここでは、ISO9712に対応するガィドラインとして、
”G岨delinesforNDTtrain呈ngsyllabuses”に関して
第一回会合をスペインのバルセロナで、第二回会合をパ
リで行い、ドラフトを作成検討中である。外観検査につ
いては成案に至ってないので今回は紹介を割愛した。
おわりに
　近い将来の試験所認定制度の推進に向けて、「試験要
員の資格及び教育に関するサブグループ」において、外
観試験に関して国内外の規格、基準等について調査検
討を行った結果についてまとめたものである、、多少、本
文と添付資料とで同じ表現になっている箇所もある。な
お、今回のまとめに当た一）て、特に、表の作成にご協力
頂いたCIW協議会から参加頂いている（株）アイ・エム・
シーの井川敏之委員に感謝申しヒげます。
　最後に、この調査検討資料を今後のCIW研修会に活
用していく計画です。
ニュ｝．フ土痴ス
　2002年io月川付で新たに次の事業者が認定されましたので
ご紹介いたします、、（　）内の数字は会祉コード番号です。
■（有）トーケン（167）
本社所在地
’蓬童i話／FAX
代表者氏名
rl忍’定橿1シ封
認定番号
検査部門
営業i所など
〒5144105　三唯県久居市北i　l町1058−1
TEI、0593−45−9215／FAXO59345−0928
代表取締役　自濱一夫
E種
第167EO2号
超音波検査
事務所（え重）
■（有）北陸超音波検査（226）
本社所在地
電話／FAX
代表者氏名
認定種別
認定番号
検査部門
営業所など
〒921−8823　石川県石川郡野々市町粟田4−89−2
TELO76−246−0785／FAXO76−246−1782
代表取締役　　田申謙
E種
第226EO2シ｝
超音波検査
なし
■川崎造船検査（株）（228）
本祉所在地
電話／FAX
代表者氏名
認定種別
1言忍建：番｝ナ
検査部門
’片業i所など
〒650−8670兵庫県絹｛戸市1映区川崎門吊3−14
〆rEI、078−682−5389／FIX）（078−67叢一5345
代表取締役　福永功
A種
第∫228AO2シナ
放射線検査、超1�a波検査、磁気検査、浸透検査、
電磁誘導検査、ひずみ測定
神戸事．業所、坂出事業所
【昇糊
田（株）インテック（83）
本社二所在地　〒104−0054
束京都中爽区勝どき3一�n4
’多覚婁言舌／FAX
代表者氏名
認定種別
認定番号
検査部門
営業所など
〆rELO3−3532−4345／F／X）（03−3533−2427
代表取締役　を1ま田雅史
B種
�f∫83BO2｝｝
放射線検査、超商波検査、浸透検査
盛岡営業所
■（株）さくら検査（83）
本社所在地〒221・0822神奈川県横1｝締神奈川鯉榊4洲雑15
　　　　　サクラビル605号
乍銭1活／FAX
代表者氏名
認定睡別
認定番号
検査部門
営業所など
圏アイ・
本社所在地
電話／FAX
代表者氏名
認定種別
認定番号
検査部門
営業所など
エス
TEI、045−4i2−2055／FAX（）45−325−599／
代表取締役　安川正美
C種
第202CO2号
放射線検査、超費波検査
札串晃営業所
　シー検査サービス（株）（160）
〒931−8324富山県寡誓ii．lll雌城町540
TEI／076−438−0507／FAXO76438−4409
代表取締役　角田憲隆
D種
舞づ160DO2｝チ
超1￥波検査
なし
■綜合非破壊検査（株）（168）
本社所在地
董覚蓬舌／FAX
代表者氏名
認定種別
認定番号
検査部門
営業戸斥など
〒130−0026　束1京都墨il】Pくll畷雪三11−8−5
TELO3−3634−4151／FAXO3−36344155
代表取締役　村IH康ノ’参
D種
第168DO2号
超音波検査
袖1ケ1甫’魏弓長膨重（τ・葉）
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2．外観検査と東京都の取扱い
東京都者肺計画局，1繭地建築部春原　匡利
1　外観検査に関する都要綱の規定
　溶接部の検査については、li本建築学会等の諸規準
により外観検査及び超音波探傷検査とによって、表
面・精度の欠陥と内部欠陥を検出する毛法が規定され
ている，，ところが外観検査については、従来から、その
重要牲が1一分に認知されていないという傾向がみられ
た。
　一般建築技術者には、溶接部検査と「超音波」と
が同義語という認識があり、外観検査の実務Lでの位
置づけが曖昧なために、溶接部検査の発注がUTのみ
というケースが少なくないという指摘もある。
　東京都では、事成2年に都内で生じた不良鉄骨1事
に対処するため制定した鉄骨造等の建築物の1二事に関
する東京都取扱要綱で、「溶接部検査」を「外観検査十
超洋波探傷検査」と定義しているが、平成鴛年の施行
令第67条第2項の改lliにヌ，§づく建設省告示第1464号の
メ，奪準を取り込み平成12年に改ILし、より外観検査の位
置づけを明確にしている，、
　による。
イ．ヒ記以外の検査項目については、（社）H本建築
　学会「JASS6付則6鉄骨精度検査基準」等による。
�A内部欠陥の検出については、超音波探傷検査とし
　次の各ヲ｝に掲げるものとする。
ア．施行令第67条第2項に基づく建設省告示第1464
　号「鉄骨造の継1卜又は仕口の構造方法を定める件」
　による、，
イ．（社）目本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波
　探傷検査規準・同解説」による。柱・はり仕日の
　場合は、繰り返し荷重が作用する場合を除き、「疲
　労を考慮しない溶接部で引張力が作用する場合」
　としてよい，、
（2）！検査ロットごとの合否判定
　〜以ド内容省略〜
　鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱
　　　　　　　　　　　　　　　翻定’杯成2年121128目
　　　　　　　　　　　　　　　改正　’r成i2年5康3i目
　〜以卜「1日的から4受入検査等の項B」まで省略〜
5　溶接部の受人検査に関する検査方法及び合否判定基準
　　〜前文省略〜
　i検査ロットの構成
　　〜内容省略〜
　2抜き取り方法
　　〜内容省略〜
　3　溶接線ごと及び検査ロットごとの合否判定
　（芝）溶接線ごとの合否判定は、次の各号に掲げるもの
　　とする，、
　�@表面欠陥の検出については、測定器具を用いた”
　　視等による溶接部外面の検査（以卜「外観検査．1
　　という。）とし、次の各号に掲げるものとする。
　ア。施行令第67条第2項に基づく建設省告示第1464
　　号「鉄骨造の継手又は｛目1の構造方法を定める件」
2　外観検査と告示1464号
　L記の告承は、約50年ぶりという建築基準法の大改
匿に伴い、鉄骨造の溶接接合部に関する基準が新たに
規定されたものである。
　これは、’卜成7年1月の阪神・淡路大震災における
溶接部の被害に対応するものであり、次の事項について
具体的に定められている。
�@　溶接部は、割れ、内部欠陥等の構造耐力L支障
　のある欠陥がないものとすること．
�A仕日のずれ・食違い等の・r法精度及びアンダーカ
　ッi・（表面欠陥）に関する基準を満足すること）。
�B　溶接される鋼材の機械的強度を保証する溶着金
　属としての性能を有する溶接材料を使川しなければ
　ならない．、
　以トのうち、�Aの規定は、具体的な数値として基準
が示されたため、溶接部検査における最も重要な意昧を
持つことになった，，
　これらの告示の規定は、
五成11年の政省令改iLで導
10一
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人された「l！妻間検査制度」との関係で、さらに重要な
意味を持つことになった。なぜならば、中問検査やこれ
を補完する11事監理報告の審査における法令Lの合否
判定基準として適用されることにな一）たからである。
　中間検査で不具合が発見された場合には、是正する
まで
1二事を停止しなければならず、場合によっては建築
セに多大な損害を与えることになる、、また、従来の任意
の検査と異なり、建築主事等の行政機関は、不具合に
ついて指摘し、かつ、適法に是正されたことを確認・検
査する「法律Lの義務」が課せられることになる。
　今回の法改ILで、むしろ外観検査の位置づけがより
亟要になったことから、行政側と1二事施ll側がともに、
鉄骨1二事の検査に関する認識とその具体的な業務にお
ける対応の洗い直しを行うことが求められている。
　また、東京都では、申悶検査等の審査・検査による
1二事の状況把握に基づいて、’r成13年の5月に「建築
1二事の品質確保について（依頼）」という文書を建築関
係団体に通知した。この鉄骨
1二事に関する部分におい
て、前述の告示に抵触するものが大型ll事をはじめ少な
からずみられることを指摘し、報告書に記載すべき事項
など外観検査報告のあり方に関するルールづくりを提起
している。このことについては、CIW検査事業者協議会
及び都知事の指定検査機関の団体である構造物第三者
検査機関協会（STIA）において検査報告、、琴に記載すべ
き事項等について検討され成果が報告されている，、
3　1464号告示ただし書きの適用
　前項の通知では、告示の「ただし酵きの適用基準」
を建築関係諸団体及び行政機関が協力して早、恕にまと
めるべきであることについても提起している、，このこと
については、（社）鉄骨建設業協会及び（社）全困鉄構
ド業協会が設置した1告示憩64号検討委員会（委員長
森田耕次千葉大学教授）」が設計・監理事務所、建設会
社、検査会社その他鉄骨L事に関わる団体及び行政機
関からの参加を得て、検討を始めている。最終報告は
平成！5年3月を目途としているが、本年の6月に、柱
溶接継罫の食違いとアンダーカット編が中問報告として
提案された（図参照）。
　このただし書きを適用することによって、法的に不適
合＝申問検査不合格とされていたものが適合コ中問検
査合格になるわけで、IEに天と地の差といっても過言で
はない。、言うなれば救済措置がはじめて承されたと，言う
ことができる、、
　この最終報告では、通しダイヤフラムとはりフランジ
の食違いについてのただし蕃き適用基準も提案される予
定である。
　このうち、とくにドフランジの溶接部については、大
地震時等に変形と応力が集中するなど最も重要な溶接
管理をするべき部分であり、食違いについては告ノ！ヤでダ
イヤフラム内に納めることが原則とされているため、製
作の実務土も困難な部分である。この意味からも、最
終報告によりただし、罫きの適用が可能となることが切望
されている，，
4　検査機関の都知事登録
　東京都では、建築
巨1事における試験および検査の制
度を改d三し、平成14年度から運用を開始している。
　（1）知事登録制度の導入
　東京都では、中問検査申請霞及び完f検査申請吉の
「
L事監理の状況」欄を補足するため、建築1二事施ll結
果報告書（東京都建築基準法施行細則第15条の4）等
を建築
i三事または指定確認検査機関に提出するよう定
めている。この結果報告酵審査の根幹部分である建築
材料や接合部等の藁要な試験・検査の信頼性を高め、
報告の毛続き及び審査業務を合理的に行うことをH的
として、試験機関及び検査機関をあらかじめ審査し、
知事登録する制度を導人することにしたものである。ま
た、これまで試験機関については、行政上の参考資料
としてリスト化し特定行政庁等に通知していたが、毛続
き規定が要綱L必ずしも明確でなかった部分があったた
め、検査機関と同様に知事登録を行うこととし、行政
Lの位置づけをより明確にした（第5章）。
　従来、鉄骨造溶接部の非破壊検査等を行う「検査機
関」については、試験機関と異なり審査及びリス1・化は
行っていなかった。これは、改正1三前の建築共準法におい
ては、コンクリートなどと異なり、溶接接合部の品質に
関する具体的な規定が存在しなかったことによる。
　平成12年6月の政省令改正によって、建築基準法施
行令第67条第2項が改正され、建設省告示第1464号に
よって溶接部び）晶質が具体的な基準として承された、、こ
のことは、中問検査及び完f検査における溶接接合部
の判定基準が初めて示されたことを．訟昧し、コンクリー
トや鉄筋継毛と同様に、申請者並びに建築主事および
指定確認検査機関（以ト「建築
ヒ事等」という。）の双
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二次検査
ゲージで測定
　中間報告によるただし書き適用
炉1　嚇聯一脚→範囲外
　　　　　1
em≦轡
つ
　　em≦物三
餅つem≦熱
っh／H≧湿
灘鷺轡鶉暮により
誰計者が構造計算により凋　　　レな、、場合
「コ
蓉“冨・に轟一
　　em＞鷺離搬難
感em＞嚢懸懸
はh1H＜�L．黛
劉の方法で補強
図　補強の要否判断（2002・6　中間報告による提案）
方にとって遵守と検査の義務が生じたことになる。
　そこで、この機会に、検査機関についても試験機関
と同様の制度を導人することが、必要かつ妥当であると
判断したものである。
　建築1二事に関する検査について次の事項を加えた．
　�@　申問・完ゴ検査申請書の「i二事監理の状況」欄
　　を補足するために求めている、建築1二事施工結果
　　報告潜（東京都建築基準法施行細則第15条の4）
　　等の報告のうち、検査機関において行うべき検査
　　について指定（第2条第5項）。
　�A　�@の検査を正確かつ公1臼二実施するために必要
　　な、検査機関が備えるべき条件及び遵守すべき事
　　項を規定（第8条、第9条）。
　�B　検査の結果、睡大な不具合（注刀があった場
　　合についての、建築主事等への報告（第11条）。
　なお、「重大な不具合（注）」とは、
L記告承及び
JASS6等の基準を大幅に逸脱し、ただし書きの適用が困
難であるなど、建築基準法が規定する最低基準を明ら
かに満たさないものを想定している，，
（注〉重大な不具合
　われ、内部・表面欠陥及び寸法精度のうち報告の対
象とすべき重大な不具合については、設計・監理、施
工、鋼材等の製造・販売、鉄骨製作及び検査等の建築
関係団体等で構成する「告示1464号検討委員会（委員
長：森田千葉大学教授）」の提案内容を考慮して、知事
が別に定めることにしている。したがって、この重大な
不具合の報告については、平成14年度末に出される当
該検討委員会の最終提案をうけて、平成15年度から適
用する予定としている。
　以L、外観検査の重要性と建築基準法における位胃
づけ、並びに都の行政LO）取り組みを紹介させていただ
いた。
　今後は、外観検査の壌要性に関する認識が高まると
ともに、検査機関の登録制度の進展によってより質のバ，1
い溶接部検査が普及していくことを期待している。
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3．協議会だより一創立20周年記念式典
CIW検査事業者協議会
　CIW検査事業者協議会は平成14年10月21
1、浜松町東
京會舘において、各界の来賓を招き、創立20周年記念
式典・祝賀会を開催した。
　CIW検査事業者協議会は、昭和57年「溶接検査夢業
者懇談会」としてCIW認定会社34社により、検査技術
の向L、検査員地位の向Lを目的として創設された。
同懇談会は、現在のCIW検査事業者協議会と改称し、
会勢も拡大して現在は153社の会員よりなる。その活動
は、技術、広報、倫理、営業など各委員会を通じて多
岐にわたる。
1．記念式典
　記念式典は、逸見俊・代表幹事による各界の指導と
協力への謝辞とともに今年7月、協議会が東京都から
検査機関の知事登録制度の指定機関として認められた
ことをはじめとするこれまでの活動実績と次世代への期
待を込めた挨拶をもって開会された。来賓の（社）日本溶
接協会・藤田譲会長からは、CIW検査事業者認定制度
に関して、社会の要請にフレキシブルに対応するととも
に国際性の高いものにしていくため、H溶協の認定制度
と協議会が
車の両輪となって非破壊検査業界の発展を
めざす旨の祝辞が贈られた。また、（社）日本非破壊検査
協会・小林英男会長は、最近世を騒がせている企業倫
理の欠落について、安全性確保とともに検査を通じて社
会の信頼を得ることが璽要と指摘し、問題解決に向け
ともに活動を展開していきたいと挨拶した。
　続いて、協議会活動に関連の（社）目本溶接協会、
（社）H本非破壊検査協会、（財）日本溶接技術センタ
ー、および（社）日本非破壊検査
1二業会の各団体の協
力に対して、感謝状の贈呈が行われた。また、各界の
功績者、歴代代表幹事、そして15年在籍会貝への功績
表彰が行われた。
　特別企画された記念講演では、衆，議院議員斉藤鉄夫
氏が招かれ、「未来に向けて〜検査業界の発展を〜」を
演題として、代議七に当選する前に「非破壊検査に若
い青春び）情熱を燃やした」体験談をはじめ、第渚検
査制度の重要性や白ら法制化に参画した議員航法の成
、尻経緯等について講演された。このなかで斉藤氏は、第
孜者検査に関して従来から国会の審議の場で社会に根
付かせていくことを訴えてきたが、東京電力の連の不
il三問題を受け、「第渚検査を社会が明確に認めないか
ぎり、本当の意昧での安心は確保されない」と述べ、今
後も行政に対して産業政策の・環として第渚検査、
ひいては検査の信頼性が確立されるよう活動を継続して
いきたいと強調した。
2．祝賀会
　会場を「チェリールーム」に移しての祝賀会は、招待
客も含め130名余りの参加斉による盛大なものとなった。
　祁己賀1会湿よ、蟻悉f七f℃表卓全事より中虫予盛rf葺乱力甘突才夢1二航
ち、20年の歳月に刻まれた思い出と、世代の変遷に想
像を超える協議会の発展を祝い、次世代へ新たなる期
逸見俊一代表幹事
’欝弊
麟魏麟
特別講演で講師に紹介された斉藤鉄夫衆議院議員
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記念式典のもよう
待が提唱され開会した，、計画を遥かにL回る参加者と
な一）た会場では、検査会社の実情に熱心に聞き人る来
賓の姿が目歳った
，また前Bは大型の台風21号が関東
にL陸したものの、’1川は台風・過の式典日和に恵ま
嫌
鏡開きで20周年を祝った
鑛
れ遠隔地からの参加者も多く、歓談の輪が広がり景気
低迷の打開に意欲的な会話が交わされる熱気のある会
となった。
協議会からのお知らせ
　1．東京都・検査機関登録審査について
　協議会は「建築物の1事における試験及び検査に関する東
京部取扱要綱」に基づく検査機関審査の都知藍指定機関に’ド
成憩年7月311
i付で指定されました。
　この決定を受けて、平成i4年8月5目から登録申請を受付開
始し9月20目に本年度の受付を締め切りました，、iO月に登録審
査を検査機関・倫理委員会で行い、11月に東京都に審査結果
を報告のうえ、東京都で本年中に正式登録が行われる1与定で
す、、
　参考）東京都・検査機関登録審査関係の関連情報は協議会
ホームヘージをご参考ドさい．
（U欝、l　httPl／／WWW．ciw．gr鉛／）
　実行委員長尾崎　忠義氏（エース・エンジニヤリング）
　（2）　実行委員の交代
　関東甲信越ブロック1
　　田委員；村田　1、括彦氏（綜合非破壊検査）
　　新委員目二村　和郎氏（綜合非破壊検査）
　関西ブロック1
　　旧委員；若林　輪fl氏（神鋼検査サービス）
　　新委員；岩出　憲行氏（新光検査）
2）本年度の進め方要点
　基本検討課題を「契約適正化運動の推進」におき、継続事
項は定着化及び具体的活動を展開する。
　活動推進の拠点は昨年度同様、各ブロックに置く、。
3）「非破壊検査賠償責任制度」について
　具体化に向け推進する．
　翻．全国営業会議の本年度の進め方について
　第4回伺瑠営業会議を次のとおり開催し、本年度の進め方
について決定した、，併せて「非破壊検査賠償責任制度」の導
人に撲1し説明会を行い活発な質疑応答があった．
i、開催「1時1’iえ成14年7月23”（水）
　　　　　　三4100〜i7100
2、開催場所：浜松町束京會舘（東京都港区）
3．出席者：44名
4、議事要点：
　／）委員関係
　（i）　摂’歪含幹事　岩lll　雅史氏（インテック）
　斑．その他
1．「非破壊検査事業者の試験所認定制度に関する説明会j
　CIW認定『拝業κを対象に日本溶接協会桝崔で次のとおり説
明会が開催されます，，
　！）ll　時：事成14年10月24目（木）
　　　　　　13：00〜16：00
　2）場　所1　ダイドーホール（東京都千代田区）
　3）説明会プログラム1
　（！）　検討進捗状況について
　（2）オーストラリアにおける非破壊検査と晶質保、証について
　（3）　質疑応答
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�

Zヱ7RαMPE5卿丁αM亙2002）
4．随想一『衣食余りて、
礼節を忘る』一
刺腓破壊検査（株）濱田　郁也
　もちろん正しくは『衣食足りて礼節を知る選で、中国は春
秋時代の宰相“管飽（かんぽう）の交わり”でも知られる管
仲（かんちゅう〉の，寄葉です。人は米蔵がいっばいになり生
活が安定して初めて礼儀や道徳に関心を持ち、名誉や恥辱と
いった徳日をわきまえることができるという意昧だと理解して
います，、
　戦後のH本は人類史Lまれに見る高度経済成長により、豊
かで安定した衣食住を手に人れましたが、近頃は飽食グ）時代
と言われ、大食いや早食いを競うテレビ番組が高視聴率を得
る時代、衣食に満ちた我々に、はたして相応の礼節が備わっ
ているかを自問した時、残念ながら。‘否”と言わざるを得ま
せん。I　T時代に生きる我々も、おのずとその時代の礼節・
マナーを意識すべきだと思います。
　このマナーの語源は、ちょ一）とユニークです、，ラテン語の
「f」を意昧する“manus”がその語源で、関連英語にmanus
をケアするマニキュアや手引き書とも訳せるmanua1、fで
支えるmaintenance等があります。　心と両手で文明を創造
してきた人間ならではの言葉です。文明の申から生まれる身
振り1卜振りの教えであるマナーは、心の中で熟成されたモラ
ルに基づく美しく1
美つ合理的な人問の所作ではないでしょう
か。電脳社会におけるマナーが、Network紀ti卿etteの合成語
レ詠チケット”です。先日政府が強引にスタートさせた「住基
ネット」への不安も、ネチケット不足の現状を国民が本能的
に強く感じたからだと思います。
　さて、私たちの衣食住を支えてくれる検査業界に目を向け
てみましょう。モラルを逸脱し、新聞を騒がせるような事件
は無いものの、過去には鉄骨UTレポートや焼鈍チャートの
捏造、RTフィルムの茎し替え発覚等、恥じ入るべき不祥事
が記憶に蘇ります。雪印や日本ハム、最近では東電など業界
トップのあ・）けない凋落も、最初はちょ一）とした個人レベル
のモラル不在が引き金となり、それを阻止すべき勇気・決
断・自己抑制と，言った徳目の欠如が招いた不徳の結末と、言え
るでしょう。行為某�_
‡動そのものに高い倫理観を求められる
検査業界は、常に個人レベルの徳目を強く意識し維持しなけ
ればならない、誇り高い業種と言えると思います，、
　又、隣人愛・企業愛・地域愛も徳目のひとつと言われます。
そこで私の生まれ育った郷里の偉大な人物を御紹介します。
皆さんは、アメリカで活躍す
る“Mr．　トルネード『と言
えば誰を挙げますか、、やはり
現献リーが、トルネザ撫
　　　　　　　　　　　　　　　も
投法の野茂投fですか。しか　　翠
し、もう　・人今から半世紀前
に渡米し、竜巻の研究や、航
鋤饗勢驚薩∵1鐘彦海
見等、気象学者として世界的
に著名な藤田哲也博むも、　ドクタートルネードとしてイ
f名な
科学者なのです。竜巻の尺度はT−scale”で表しますが、
藤田博士のFなのです。f供の頃から九州の豊かな自然に興
昧を持ち、天文・地形・地質・気象といった分野でその事能
を発揮され、竜巻のメッカである北米大陸へ単身挑戦、次々
と気象学
ヒの貴重な研究を成し遂げられました　私が高校在
学中、先輩でもある藤田博七の凱旋講演があり、聴講の機会
を得ました。当然の事ではありますが、当時科学部天文班で
のんびり太陽黒点や月食の観測をしていた私は、あまりのギ
ャップに赤面しつつエネルギッシュな藤田博
Lの講演を拝聴
した事を覚えています。
　残念ながら藤田博i二は四年前、シカゴ大学名誉教授として
多くの優秀な気象学者を残し他界されました、、郷里の北九州
市では博しの世界的な功績を讃え地元に記念館を建設しよう
との動きがあります。故藤田博1二の生前を偲びつつ、ここに
御紹介させて噴きました、、
　さて、文学・芸術音痴の私ですが、1950年代のアメリカ映
画に、繰り返し観ているお気に人りの映画壮2人の怒れるソジ
があります，、ある殺人事件における陪審員同ifの議論がテー
マで、11対iから逆転無罪に至る全編様々なモラルを強く感
じさせる秀作です。偏児・差別・エゴ・無関心・打算等のイ
ンモラルに対し、勇気・忍耐・思いやり・責任感・使命感・
決断等々、心動かされる内容です。私自身、日常生活で心が
重く感じたとき、静かに画i面を反劉し心を癒しております。
　豊かさの中に、今・度「衣食余りても、礼節を忘れない』
様にと、自戒の日々です。
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／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　今年のプロ野球も、早々とセ・パ共に優勝が決まってしまい、阪神ファンの私としては、菖1
だしが例年になく良かっただけに、　寸残念な気がしています，、
　・方、悪の枢軸と名指しされた北朝鮮との関係が、小泉首相と金ll三日総書記との頂L会談
で、拉致の認めと謝罪という、全く予期しなかった事態となり、まだまだ予断は許せないに
しても、正常化のスタートに着いたことは、これまでの経過を考えた時、　一歩前進と考えた
い，、しかし、イラクに対するブッシュ・ドクトリンは相変わらずの米国の独善そのもので、
国連決議が不目∫欠であると考えるのがiE論であろう。
　さて、ランプスも／6巻の最後の号となったが、今まで何度も懸案になっていて実現できな
かった外観検査の特集を組むことができた。外観検査は溶接部の検査の基本でありながら、
対象物によって基準がまちまちで頭が痛い問題の・つであった。この度、試験所認定推進W
Gの大岡氏と関係委員のご努力によって、関係各方面の規格と基準を纏めていただくことが
できた．関係諸氏の努力に感謝すると共に、皆様方に大いに活用していただくことを期待す
るものである、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．M）
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