




1．年頭所感

社団法人日本溶接協会会長

　新年明けましておめでとうございます。2003年の新年

を迎えるにあたり皆様方のご多幸を心からお祈り申し上

げます。

　今年はト支で首いますと未年にあたりますが、羊は占

くから人間と共生してきた動物です。食用あるいは衣服

の原料として衣食に関して有用であり、おとなしい動物

であります。そういう意昧で今年は未年ですので、是非

将来になって今年を振返った時に2003年は我が国にとっ

て、溶接界にと・）ても有用な年であったと振返ることが

できる年にしたいと思います。最近の経済情勢を見ます

とますます厳しさを増している面もありますが「明口へ

の期待」を込めた準備の年としたいと考えます。

　昨年は、目本の産業界にとっては、戦後のH本の復

興を支えた造船業界、鉄鋼業界などにおいて、世界的

なグローバルビジネスの環境変化に対応して、企業間の

業務提携・統合などの具体的な動きが出てきました。

このような状況は、協会の企業会員の各社にも影響が

出てまいりました。

　幸いにして、このような情勢の急激な変化にもかかわ

らず会員企業及び関係者の従前に変わらない御尽力・

ご協力を得て、協会の事業運営は、大きな変動を受け

る事なく実施する事が出来たと思っており、この場を借

りて関係企業及び各位に厚く御礼中し1二げたいと思い

ます。

　さて、CIW検査事業者認定制度につきましても、皆

様のお蔭で1／本全国をカバーしうる制度として定着して

おります。しかし、1 1々変化しております時代の要請と

利用者の二一ズに合った制度として、着実に実施してい

くためにも、本年は努力をしていく年に当たるのではな

いかと慰、っております，、

　今年は未年、羊は弱々しいように見えますが、結構

餐命力があります。、’ドにあやか一）て、我々も1明日への

期待」をもって努力したいと思っております。

　既にご承知かと存じますが、当協会ではCiw検査事

業者認定制度の見直しのためワーキンググループを設置

し、検討を重ねてまいりました。その結果、この制度

をJIS　Q17025／1SO17025にもとづく試験所認定制度と

藤田　譲

して確固たるものにリニューアルして行こうと考え、本

年の10月頃には立ち1二げていきたいと提言しておりま

す。

　現在、改正案を各界の専門家による諮問委員会にお

諮りしており、CIW検査事業者認定制度においてi三眼

としてきた技術評価に、晶質システムの評価を充実させ

た新生CIW検査事業者認定制度に仕Lげていただく所

存でございます。

　溶接構造物の製作において、非破壊検査は良い品質

を確保して安全な製品を作るためには欠くことができま

せんが、そのためには検査の品質レベルの確保が重要に

なりますことはいうまでもありません。そのためにも技

術能力とマネジメントシステムの両立した健全な事業者

を認定する認定制度として更に公’ド性、透明性を兼ね

備えた制度により充実させて行きたいと存じておりま
すし）

　世界の中で、日本が産業 、Z国（も0）づくり国家）と

しての地位を維持していくためには、産業の基盤技術で

ある溶接・接合はもとより検査技術及び技能の研究・

開発とその維持・伝承が極めて重要であることは申しL

げるまでもございません。当協会と致しましては、あら

ゆる機会、ト段を通して、溶接・接合・検査技術及び

技能の重要性をアビールしていきたいと考えます。

　最後になりましたが、本年もまた従前同様、関係者

各位の変わらぬご支援ご協力を心よりお願い申しヒげま

して新年の御挨拶と致します。

　　　　　　ド　ぺ
、一／ ＼

　　　　　　　　　ノ
／　　　　　　　　／
ノ　　　　　　　　　　　　　　　ノ
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2．年頭挨拶

C　Iw検査事業者協議会代表幹事逸見　俊一

　新年あけましておめでとうございます。旧年中は、1982年

にr溶接検査事業者懇談会」として発足以来、創ウ120周年を

迎えることができたことに加え、東京都検査機関知事登録制

度の導入に伴い知事指定機関を仰せつかるなど、当協議会に

とって記念すべき ▲年となりました。この場を借りて、創立

以来多大な御支援・御協力を賜った関係各位の皆様方に改め

て感謝申し1二げる次第でございます。

　2000年の就任当時から「業界の地位向i二に向け、とにかく

積極果敢に打って出る」姿勢を貫き、諸活動において「全員

参加型」を積極的に呼びかけてきましたが、さらに厳しい経

営環境が予想される今年は・層、これらの実現が求められる

こととなりそうです。

　さて、’蚕／協議会の2002年を振り返りますと、7月31rl付で

「建築物のに事における試験及び検査に関する東京都取扱要

綱」第12条第6項の規定に基づく知事が指定する機関としての

指定を受けました、，おかげさまで、当協議会が事務局となる

検査機関倫理委員会が審査後、都に申請した31社すべてが登

録される結果となり、会員…瞬、決意も新たに公正な検査員

として技術の研鐙に努めていく所存です。

　また、10月211には、都内の浜松町東京會舘を会場に創立20

周年記念式典・祝賀会を挙行いたしました。開催に当たって

は、役員以外の若手メンバー中心の準備委負会を立ちLげま

した，これは他団体をみてもなかなか例のない試みかもしれま

せんが、「αW検査事業者の地位向ldをi 1指し98年度から継

続している全国営業会議と同様、「全員参加型」の活動をモッ

トーとする当協議会らしさを存分に発揮できたことは、来賓

の方々にも好評で、手前昧噌ながら大成功だったと自負して

おります。

　・方、新たに迎えた2003年に目を向けますと、幸いにも引

き続き取り組むべき諸課題が由積しております。

　営業面では、全国営業会議を通じて、ヒ要テーマの①契約

適正化の推進、②ブロックごとの「最低見積価格」整備に関

する検討、③各ブロック内での協業および営業情報交換促進

…一
さらに推し進めていきます。

　営業i会議に絡めて言えば、最近、ブロック単位では出てく

る顔ぶれが固定化されつつあるとの指摘をよく耳にします。

これは1全員参加型1にも関連するのですが、個人的には、

より多くの会員に参加してもらうなら、例えば幹事の任期を2

期4年間に限定するのも一つの方策かなと考えています。

　技術については、当協議会が業界団体として初めて建築系

の会議に呼ばれた「告示1464号検討委員会」関連をはじめ、

建築七事務所協会とタイアップした外観検査講習会の全国展

開や技術委員会内の各WGなどを継続していきます。

　過去に、出てきては消えての繰り返しだった保険について

も、団体制度「非破壊検査損害賠償責任保険」の立ちLげに

向けた活動を本格化する計画です。

　保険制度の導入は、最終的には公的に「検査」を認めても

らいたいという思いが込められています。ここまでの検討状況

をみると、30％の優良事業者割引と100社以 11の加入を想定し

た場合には15％の団体割引適用の試算も出ており、これら割

引のメリットは客観的にみてもCIW検査事業者が普及しつつ

ある・つの証しとして、今回は何とか定着させたいと考えて

います，，

　また、外部に対してCIWの周知徹底を図るほか、都知事指

定機関としてより形のある活動を実現するために、当協議会

の法人化についても検討に着手する予定です。

　新年に当たっての取組みについて思うままに列挙いたしま

したが、都登録制度も、保険も、1464号をはじめとする技術

も、営業もこれらは全て互いにリンクし合う検討課題であり

ます。従って、自らを律する倫理を含め、検査業務の使命が

第三者性にあるとの基本理念にふさわしい技量と環境を整え

ることが最終目標であり、何年取り組んだからとい一）て終わ

りという代物ではありません。、

　我々が売る商品は「安心」「安全」であり、「安心」「安全」

を提供していける会社こそ、この不況下を生き残っていける

ものと確信しております。

　外部に向かって「αW」を発信するためには、我々自身、

人任せではいけません。代表幹事就任以来、徐々に変わりつ

つありますが、いわばオーナーに選んでもらえる会社になるた

めには、検査はこうあるべきだと自ら発信するしか術はない

との考えのもと、2003年も協議会運営に湛進してまいります。

　末筆になりますが、本年も関係各位のより　層のご支援を

お願いするとともに、皆様の益々のご発展とご健勝を祈念い

たしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課営繕技術管理室企画専門官

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年度は、長引く不況から脱しきれない中にも、アジア初

のワールドカップの韓国との共催、小柴昌俊さんと田申耕・

さんのノーベル賞受賞など、明るい話題も多い年だったかと

思います。

　今瞬、CIWから原稿依頼をお受けしたことで思い幽したの

は、もう10年前の話になりますが、官庁営繕部の建築ll事共

通仕様書における溶接部の抜取り検査の規定を改正したこと

です。改正当時に考えたことは、今後の設計f法は、抜取り

方法などの検査手法とリンクするような合理的な予法に改め

ていく必要があるということでした。その足がかりとなる改 正

だったのです。

　ここで一つの記事を紹介したいと思いますが、昨年10月22

H付の建設関係専門新聞3紙のいずれにも、設計技術基準の

統…的な考え方を国ヒ交通省がまとめた、という記事が載り

ました。このなかで、要求性能を満たすことの検証方法とし

て、信頼性設計の考え方を基礎として限界状態設計を考える

としています。この考え方に沿って、今後、国七交通省の各

種設計に関する基準は見直されることになります。

　信頼性設計とは、非常に大ざ一）ばに言うと、供用期間中に

どの程度の確率で建物が壊れるか、あるいは使用できなくな

るかといったことを指標とし、それを制御できる設計手法で

す。この設計手法によるためには、まず、建築物に作用する

荷重の確率分布（例えば、どの大きさの地震がどの程度の確

率で発生するかなど）が明らかになっている必要があります。

　また、実際に施．llされる建物の強度にどのようなばらつき

があるか等も明らかになっている必要があります。溶接部に

関して首えば、どの程度の確率で不良晶が残るのかといった

統計データが必要になります。それら向重や強度等σ）ばらつ

きを考慮して、建物の壊れる確率をいくら以トにしようとい

孟）た考え方が、信頼性設計の基本です。

　現在の日本では、信頼性設計のような確率論的な設計毛法

ではなく、許容応力度設計に代表されるような確定論的なも

のが書三流です。発生応力度は許容応力度以下とし、施工にお

いては、許容応力度を確実に ．L回るものを施1二するという建

前です。

　しかし、実際に施 Lされた建物の全ての部分の破壊検査を

　　　　　　　　　　　◎

徳山京誠諏』

するわけでもないのに、不良部分が皆無であると、誰が保証

できるでしょうか。全て破壊検査などしたら、建物がなくな

ってしまうので、どの程度の強度があるかはサンブルなどから

推定するしかありません。

　例えば、日本建築学会のJASS6により、溶接部の抜取り検

査を実施した場合、検査において発見されずに残ってしまう

不良率（出検贔質）は最大で約4％になります。　t

の方法では2種類あって、韻検品質は約4％以ドまたは約

2．5％以ドです（いずれの場合も、最大でこの値であり、検査

前の晶質が良ければもっと小さくなります）。いずれにせよ、

不良品は定の確率で残るのですが、許容応力度設計のよう

な確定論的な設計では、それが考慮できません，，

　他方、信頼性設計では、施工晶質の実態を設計に反映する

ことにより、建物の崩壊等に関する信頼性のレベルを制御で

きる、合理的な設計が可能になります（もちろん、それに必

要な統計データが完全：であるとは言い難く、今後とも継続的

に整備していく必要があります）。

　別の菖い方をすると、合理化を図りたいのなら、設計で考

慮された施il晶質レベルを確保できるだけの、必要卜分な品

質管理をすればよく、信頼性設計ではそれを極めて明快に行

うことができます。例えば、溶接部に最大でも4％の不良晶

が残ることを前捉に設計したのなら、それに合致するような

抜取り検査方法によればよいのです（もちろん、これだけで

済むわけではなく、検査実施前の品質レベルも把握する必要

はありますが）。

　・方、許容応力度設計の場合は、必要強度が施 ilにおいて

確保されることが前提と言いつつ、不良率が0に・致するこ

とは物理的にあり得ません，、その代わり、設計者が適度に設

定した安全余裕なるものが確保され、何となく適度な設計が

行われていたということです。これら設計と検査の間には明

確な関係がないので、合理化を図る術がありません。

　前述の新聞記事のとおり、今後、検査と設計とが密接に関

連しあう設計体系に改められることになりますので、この動

きにも注目して頂きたく思います。

　最後に、皆様方の御健勝と御発展を祈、ホし、また、官庁営

繕部の事業への御協力と御指導を賜りますことをお願いして、

新年の御挨拶と致します。
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東京都者肺計画局，1繭地建築部専門副参事　春原　匡利

　明けましておめでとうございます。

　今年は、建築基準法が改ll三されてから5年が経過

した中で、昨年から動き出した見直しの検討が明

確な形をとってくるものと期待される年です。見

直しの痘要な事項のつに、旧法第38条が削除さ

れたことに伴う様々な不都合について、これを補

うための措置、たとえば、政令改ll三による大臣認

定制度の復活があります。つまり、50年ぶりで改

正された法の適用状況について見直し、実情に照

らした修正と補完の時期に人るのが今年というこ

とになります。

　また、溶接部の検査という側面からみると、本

年3月を目途に公表される予定の、告示1464号のた

だし書き適用に関する検討結果の最終報告が、溶

接部検査の実務に大きな影響を及ぼすものと期待

されます。

　さらに、CIW検査事業者協議会と都にと一）ては、

溶接部検査の画期を迎える年でもあります、，ll三月

らしくやや派手目に表現しましたが、咋年制度化

した検査機関の知事登録制度が、新年度確認申請

分から建築rl事に適用され、重大な不具合に関す

る報告制度もスタートするという、まさに、正念

場となります。

　この制度は、’美i初は高さが31mを超える建築物

に適用しますが、普及の様fを見ながら1～3年の

間に、高さ20m～10m程度まで範囲を広げて行く
や定です。

　このことにより、鉄骨［事における中間検査そ

のものの「質の向則が期待されます。コンクリ

ートにせよ、溶接部にせよ、受入れ検査の技術と

業務の形態は、好むと好まざるとに関わらず、建

築技術者の手を離れ専門化・専業化しています、，

　この事実を前提とする以L、如何にしてその透

明性を確保し、建築技術者が活用できる検査シス

テムとして位置づけるかという「命題」は、避け

て通れません。検査の透明性は、「技術水準の確立」

と「公正な～Z場の保証」との両輪によってこそ確

保できるものであることについて、異論はないは
ずです、、

　しかしながら、「技術」に比べて、「立場」の問

題については、これまで正面からの議論が行われ

てこなかったのではないでしょうか。

　今年は、より良い検査システムの構築に向けて、

検査に関する議論を大いに進展させたいと思いま
す。

、藩

灸
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特藁／試験所認定茄獲

5．非破壊検査事業者の試験所認定制度について

試験所認定推進ワーキンググループ主査 江端誠

1．はじめに

　昨年10月24日、「非破壊検査事業者の試験所認定制度に関

する説明会」が開催された。（社）日本溶接協会　試験所認定

推進ワーキンググループでは、かねてから非破壊検査事業者

の技術種別認定制度（CIW認定制度）を国際規格（ISO17025）

に沿った制度にブラッシュアップすべく準備をすすめてきた

が、漸くその概要（案）が纏まったのでCIW認定事業者を対

象にその概要を説明し、ご意見をいただいた。説明会では多

くのご意見をいただいたが、基本的な方向についてはご理解

いただけたと考えている。

　また、昨年12月5日、藤田譲溶接協会会長を座長とする第1

回の試験所認定制度諮問委員会が開催された。同委員会は本

制度の実施・活用に関連される有識者にご参集いただき大

所・高所からご意見を頂戴するために開催されたものである。

貴重なご意見をいただくと共に、基本的な方向についてはご

賛同をいただいた。

　振り返れば、平成n年7月23日の試験所／検査機関認定準備

ワーキンググループ開催以来、試験所／検査認定機関W／G、

CIWあり方検討W／G、試験所認定制度W／Gでの検討を経て、

漸く改定案が纏まり具体的な第 一歩を踏み出したわけである。

2．CIW非破壊検査事業者認定制度
　　の現状と課題

　CIW認定制度がスタートして今年が40年目の節目の年を迎

える。図1に認定事業者数の推移を示す。スタヨ・から暫く

は30～40社で推移してきたが、1990年にE種を導入して以来急

速にその数が増加し現在では170社を数えるに至っている。図

2に非破壊検査事業者のCIW認定取得状況を示す。現在我が

国における非破壊検査事業者の総数は365社あるが、そのうち

　　認定なし
181社（50％）

9000s奏、醤定のみ

14社（4％）

CIW認定のみ
B3社（36％）

CIW及び9000s認定
37社（10％）

図2　非破壊検査事業者の認定取得状況
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図壌　CW認定事業者の推移

の約47％がCIW認定を取得している。また、図3に非破壊検

査事業者に所属する技術者について、日本非破壊検査協会

超音波探傷試験（UT）レベル3の資格保有者が所属する所属

事業者の割合を示す。実に、非破壊検査事業者に所属する技

術者のうち92％の技術・者がCIW認定事業者に所属しているこ

とがわかる。また、CIW認定事業者170社の約380の事業所が

北は北海道から南は沖縄まで、各都道府県に展開し、口本全

国の要請に応えることが可能な体制を敷いている。

　 L述のように、αW認定制度は我が国唯一の非破壊検査事

業者の技術認定制度として、主に建築鉄骨の検査において社

会に貢献してきているが、晶質システムの本格的な導入、建

築鉄骨分野以外への適胴拡大、倫理に関する問題など課題を

抱えていることも事実である。以ド、主な課題1）を概説する。

　1）品質システムの本格的な導入

　国際社会におけるISO90012）の普及が急速に進んでお

り我が国とて例外ではない。昨今、非破壊検査事業者

に対してもISO9001に対する要求が監督官庁などから寄

CIW認定事業者以外
　228名（7，5％）

CIW認定事業；
28io名（92．5％）

図3　UT3種資格保有者数の所属事業所
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o解通信

せられるようになってきた，、現行のCIW認定制度にお
いても審査項目のつとして品質保証体制が挙げられて
おり、認定．事業者の業務確認の際に審査が行われてい
る，、現在の、～、璽肇質保、ll粧体制に関する審査はISO900！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。，非破壊検査事業者の社会に果たすべ
き役割、責務を考えればISO9001に適合した品質システ

ムを構築する必要がある。

　2〉一法人の規格から国家規格への格上げ
　現行のCIW認定制度は（礼）ll本溶接協会規格WES870！
「溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別基準」に基づき認

定が行われているが、所詮・法人の規格であり、これが国家
規格である」1S規格、更には国際規格に基づいて行われること

になれば社会的な信用の度合も自ずと高まることが期待され
る、，」1Sへの本制度の移行に伴い、更なる認定制度の透明性と

公平性が要求されるが、結果としてαW認定制度の透明性と

公’r性が社会から認知されることになる。

　2000年にJiS　Q17025「試験所及び校IE機関の能力に関する
　・般要求事項」が制定されだ鼻。この規格は1999年に制定・発

行されたISO／1EC17025を翻訳して制定されたものである。
JiS　Q17025は技術Lの要求蓼拝項と管理L（品質システム）の

　要求事項から構成されている。したがって、CIW認定制度の
　根幹を大きく変えることなく」1S　Q17025への移行が可能であ

　り、それによって本制度はJIS規格、ひいては国際規格である
　爲0に格Lげすることができる。また、ISO9001に基づく品質

　システムを必然的に構築することになる。

　　3）建築鉄骨分野以外への適用拡大
　　現在のCIW、1忍定制度の展開は、建築鉄骨検査に本制度が採

　用されたことに依るところが大きい。しかし、建築鉄骨の分
　野だけでなく、それ以外の分野でも本制度が採用されること
　が我々関係者の望みである，，本制度を国家規格に適合させる
　ことにより、制度の透明性と公’1え性が従来以Lに礼会から認
　知され、建築鉄骨以外への展開の可能性が大きくなることが

　期そ、㌢される。，

　　4）倫理に関する問題
　　現行のCIW認定制度は非破壊検査事業者の「技術」を認定
　するものであり、倫理については「事業者が当然備えている
　べきものであり、認定の対象以前の問題」とのスタンスであ
　る，しかし、残念なことにCiw認定事業者の倫理観の欠如を
　窺わせるような問題が散見されることも蓬f実である，これら
　の倫理問題についてはCIW検査事業者協議会で倫理規定を設
　け対処しているのが現状であるが、CIW認定制度としても何

らかの対策を講じることが望まれている。この問題について
もJIS　Q17025へ移行することにより、管理1二〇）要求事項の・

礫として取り込まれることになる。

3．非破壊検査事業者の試験所認定
　　制度（案）について

」ISQ170251二基づく非破圭鰍査蝶者の試鮒認定llill度
（案）と現行のCIW認定制度の1三な相違点を表1に示す。現行

の制度が技術の認定であるのに対し、新制度（案）は技術及
び、▽、質システム（倫理を含む）の認定である。認定単位は従

来は会社単位であるのに対し、新制度は事業所毎としている。

これは、、V，質システムの導人に伴い、品質管理者を置くこと
が要求されるが、躍韮質管理者の目の届く範囲を認定単位とす

るという考え方に基づいている。したがって、場所が離れて
いても、同・の蓼、1喜，質管理者が管理再能で、しかも品質システ

ムが1，iレであれば、　つの事業所と見なされる。

　対象試験・検査部門は従来の6部門から、試験対象材料の種

類を加昧し11部門とする方向で検討が進んでいる。また、ひ
ずみ測定、超音波厚さ測定については現在検討中である，

　外観姦工k験については、対象試験・検査部門には加えないも
のの、従来以Lにこれを亟視することとし、講習・教育を義
務f、rけることとした。本件については、小誌本号の「試験所

認定における技能試験等の取組みについて」に詳述されてい
　る。また、外観i言∫k験については小誌前号（VoL16、No，4）の

　「外観試験」を参照されたい醜

関連規格（WES3規格）

2．、認定取得卜順並びに

権利及び義務

巫

呼　　　　　　　　　ドせ　

輩極
畢
　　　　　　技能琶武験

現地審査

　　　　イく　ゑ
「亟］千　　審鰍物齪

巫定期サーベイランス

　　　　イく　　
［二巫画ぐ　醤イランス糸1細判ヲセ

図4　試験所認定の手順
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　次に、種別であるが、従来のA～E種の5種別から、A～C

種の種別に分類することにしている。新制度におけるC種では

認定試験部門数は｝ないし2部門とし、例えば建築鉄骨の超

音波探傷試験を導門とする非破壊検査事業者を想定している。

また、新A種は原子力発電設備など総合的な，1式験・検査が実

施できる検査事業者を想定している。なお、従来のE種と新制

度におけるC種を比較すると、新制度では、新たに主任検査技

術者と品質管理者が要求されている。

　そういった意昧では現行のE種にとっては従来以Lに厳しく

なっているが、是非、研鐙を積み新制度におけるC種の認定用

件を満たすよう努力することを願って止まない．

　新制度においては管理Lの要求事項が加わることから、晶

質システムの管理責任者である晶質管理者を新たに要員の種

類に加えることとした。これらの検討詳細については、小誌

本号の「試験所認定における技能試験等の取組みについて」

を参照いただきたい。試験所認定の予順を図4に示す。現在

の業務確認に代り、現地審査が行われる。また、認定登録後、

定期的にサーベイランスを実施することになる。更に、従来

制度にはなかった技能試験を計画している。本技能試験につ

いても「試験所認定における技能試験等の取組みについて」

を参照いただきたい。

4．おわりに

　’r成！1年7月2311グ）ll∫丸験所／検査機関認定準備W／Gの

開催以来、ここにきて漸くCiw認定制度の改定（案）

の骨fを取り纏めることができた。これも重に関係者

各位のご協力のお陰である。誌面をお借りして改めて御

礼申しLげたい。

　しかし、新制度の、玩ち11げに向けて、未だ、やらなけ

ればならない仕事が山積している。なお・層努力してス

ムースに疏ちトげられるよう、関係各位のご協力をいた

だきたい、、また、最後に関係者各位には本改定案をご

理解いただくとともに、忌揮のないご、畝見を頂くことを

願って止まない。

〈参　考　文献〉

1）江端　誠「今後のC至Wのあるべき姿1私見月
　RUMPES，Voi，16，N〔），LP5－

2）田村　章「JISQgoOl2000年版の解ぎ説q994年版とび）比較月

　RUM｝》ESVoLl5，No3，p2、

3）斉藤　　IK則　「JIS　Q　l7025（ISO／玉EC　l7025），1式歌ゆ7弘怨ン老1燐！隻l
　RUMPES．Vol，15，N〔），3，p6－

4）超測　紀’「外観試験」RUM｝）ES，Voi．16．No．4，pl一

試験所認定制度に関する説明会

　H本溶接協会溶接検査認定委員会試験所認定推進ワ

ーキンググループは2002年10月22H、東京・外神田の

ダイドーホールで「非破壊検査事業者の試験所ぎ認定制

度に関する説明会」＝写真＝を開き、1管1席した50社余

りのCIW認定事業者を前に、事前に取りまとめていた試

験所認定制度の骨子について解説した。席L、同WGは、

2003年度にも新制度をスター1・させたい意向を明らかに

したことから、現行制度との相違点や具体的な認定の

予順等について質問が相次ぐなど、試験所認定に対す

る出席者の関心の高さが改めて浮き彫りとなった。

　2部構成となった説明会の第1部では、同WGの江端

誠主査、鯉田長生委員がCIW認定制度の概要に触れる

とともに、現行制度の課題と試験所認定制度の導入推

進の背景やISO（国際標準化機構）の適合性評価の仕組

み、ISO9001とISO17025との比較、試験所認定制度の

詳細、CIW認定と試験所認定の相違点、ぎ1式験・検査要

員に対するヒな要求喜項、試験所認定の 整順などにつ

いて解説した。

　続く第2部では、大岡紀・委員と来日中のオースト

ラリア非破壊試験協会（AIN1）T）のロイ・ギルモア元

会長が、試験所認定で50年を超える実績をもつ同国の

非破壊検査と品質保証について、AINDTにおける検査

技術者等やISOl7025のもととなる認定機関NATA（Na－

tional　Assoclation　of　Testing　Authorities）の制度および

活動状況を講演した。

1嚢

非破壊検査事業者の試験所認定糊度に関する説明会の様子
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特彙／試験所認定茄獲

6．試験所認定における技能試験等の取組みについて

、、撒所認定推進卯キンググループ委員。C醐究．教育委員会委賊　大岡　紀一

　各種プラントなどの構造物はその殆どが溶接によるも

ので、溶接構造物を長期問供用するためには、そこでの

安全性が非破壊的な手段によっていかに担保されるかが

要求される時代となってきている。・“方、非破壊検査

技術者の技量は個人的な資格として（社）日本非破壊検査

協会が実施している認証、認定制度に基づくものが挙

げられるが、個人技星をつの集団として捉えた非破壊

検査事業者も重要になってきており、近年CIWによる有

資格技術者が建築鉄骨分野の検査で求められている。

　CIW研究・教育委員会の主催する研修会では、溶接

構造物の非破壊検査として、まず溶接継毛という観点

から一般的である放射線、超音波、磁粉及び浸透探傷

試験、表面および表層部のきずの検洲に期待される電

磁誘導試験及び応力を求めるためのひずみ測定、さらに

は溶接構造物の晶質管理をテキスト“溶接構造物の検

査”の中に取りLげている。

　また、より現場的でかつ実用性に配慮して、浸透探

傷試験では溶接部への適用及び指示模様に関する試験

結果の信頼性、内部欠陥の検査については欧州一米

国・カナダー日本で行われた国際協力の場でのPISC

（Program澱e　for　Inspection　of　Steel　Components）　言拳1萌

における自然きずの検出、評価を、さらにはIAEA（国

際原f力機関）／UNDP（国連局）／RCA（地域協力協

定）に基づく工業利用計画におけるきずの位置、形状

及び寸法をコントロールして製作した人工きず試験片を

用いてのきずの検出、評価に関する情報資料を取りL

げ，きずの検出、評価の信頼性を少しでもCIW技術者

が把握できるようにしている。

　　一方、溶接構造物の品質管理についてはISO9000シ

リーズ（JIS　Z9900シリーズ）に触れるとともに品質保

証、晶質管理の内容をCIW技術者に役立つ観点から、

その概要を説明してきているが、試験所認定では晶質マ

ネジメントシステムに関して、これまで以上に充夫した

形で取り組んでいく必要がある。試験所認定はCIWの事

業所が対象となるので、事業所は勿論のことであるが、

そこに従事する事業者、即ち個々の技術者の技術が極

めて燈要となってくる。

　現在のCIWで1よ事業者を構成している主任検査技

術者と主任試験技術者は（社）日本非破壊検査協会の認

定又は認証する資格を有することが前提条件となってお

り、更なる付加試験（部口述試験）によって、まず

技術者の技術の程度が判断、評価されている。しかし

ながら、（社）B本非破壊検査協会の認定又は認証する資

格も、近年国際化時代の中で実技が重要視されるに至

って、例えば、ISO9712（非破壊試験一技術者の資格及

び認証）におけるトレーニング時間、経験などの規定が

変更され、より集務面の色彩が強くなってきている。

　国内でもこのISOに相当するJISZ2305においても同

様である。このことはCIWの推進している試験所認定に

あたっても、特に技術を重要視する面からよりよい方向

であると言える、、試験所認定における研修会では前述の

付加試験に代えて、これまでの研修会での教育の方向

を事故事例の紹介とか、失敗を繰り返さないための技術

習得の時問に割当てることによって現場での経験を一層

理解してもらうなどの方向で検討を進めている。

　…方、非破壊試験に共通な外観試験は、本誌
「RUMPES」Vol．16No．4において紹介している通り、そ

れが溶接構造物などの検査にあって極めて重要なト段で

ある。しかしながら、例えば原子力分野などJob　Sped罫

呈c的な分野における外観試験の研修会となるとなかなか

容易でないことから、せめて・般的な講義、実習を通し

て基礎的技術の習得をベースとすることを検討してい

る。　・方、破壊試験は、前述の事故事例における事故

の発生原因、是正処置、対応策策定などのためにも非

破壊試験と連動して事故解析、調査には不可欠で重要

な役割を果たすことになる。

　これらの観点から、例えば現場における構造物などの

表面状況を把握するために組織観察の手法としての

「SUMP」試験も研修会の中では取りLげる方向で検討

している。しかし、試験所認定を受ける事業所の技術

を評価するためには、試験片等を用いてのProficiency

Test呈ng　Programme（技能試験で、以ド「fTP」という）

が必要で、これは技術（熟練度）の確認試験である。

ISO17025実施の先輩格であるNATAにおいては試験片

一一 0
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を各事業所に配布して、このPTPを行っているi）。CIW

としても試験所認定ではこのprp方式を技能試験として

取り入れることで進めている。

　NATAのPTPの例ではないが、参考までにIAEA
／UNDP／RCAが行った£業利用プロジェク1・のrl1の

NDTサブプロジェクトについて紹介する。人．む欠陥付

き試験片を用いて、日本を含む6ヶ国の東南アジア諸国

で、既にそれぞれの国での資格を取得しているレベル2

及びレベル3の技術者にPTPを行った。その結果の例を

図肇及び図2に示す2）。

　開発途上国は全体的により　・層の技術向Lが望まれ

るし、レベル3技術者は実技の研修が必要であることが

伺える。これらは東南アジアの例であるが、きずの検禺、

サイジング（種類、形状、・1▲法、位置）技術の評価は、

既に米国の原子力分野で1991年、EPRI（米国の電力研

究所）を巾心に、電力業界としてPerformanceDemon．

str＆tion　In嬉at量ve（PDI：技術者、試験装置、試験方法

を組み合わせた技量確認試験）がスタートし、その取組

みは本格化してきており、このPDIは先に述べたPTPと

よく類似したものである。このような観点からCIWにお

けるPrPは不再欠で、今後ますます重要になるであろう。

　特に、各種プラント、設備及び機器などを安全に供用する

ために、さらには、きずが検出された場合の運転継続のβ∫否

については維持規格の中で、きずに関する情報を如何に精度

良く求めるかにかかっている。したがって、C更WにおけるFrp

は、きずの検出、サイジングなどを包含しての技能試験とし

て行われるであろう。要するに、CIW試験所認定では技術に

関しては、各事業所の技術をPTPによ・）て確認し、 冷方では

事業所としての品質マネジメントシステムを構築し、各技術

者がそれを1一分に理解してこそ試験所としての力を発揮でき

ると考えている。

　そのためには、個人技術の集積集団である非破壊検

ま

くこ
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製
翼
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　　　　　　実験参加国

図2　RTによる欠陥寸法測定の度合

朧Level3十1£vel2
LeveB
Level2

査事業者のポテンシャルのアップが常に求められ、それ

に応えてこそ社会的に評価される基となると考えてい

る。さらには、このことがCIW技術者の国際舞台におけ

る活躍の場となり、検査技術者、試験所として非破壊

検査事業の 層の拡大に繋がるものと考えている。

　最後に、CWでは検査技術に重点をおき、そのために

非破壊検査を行う技術者及び設備の数量などによって

事業者認定を行ってきているが、これからはこれらのみ

では世界を意識した国内の需要に迅速かつ適正に応え

るのは容易でなく、まして国際舞台での活動は極めて困

難ではないか思われる。CIW事業者として認定されてい

る全ての事業者にいえることは、検査技術の質の向ヒは

勿論のこと溶接技術そして晶質マネジメントシステムの

要件を満足する考え方の導入が必要なこととである。

　従って、これらの導入および対応についてCIW研究・

教育委員会としても21世紀の大きな事業のつと捉え

て、現在のCIW技術者のための教育訓練あるいは研修

会等における内容の一層の充実とその活性化を図りステ

ップアップすることによって、個人としての技術のみな

らず事業者としての質の向Lと規模の拡大に積極的に

取り組むことが出来る様努めていきたいと考えている、，

関係各位の技能試験等への一層のご理解とご協力をお

願いする次第である。

参考文献
i〉ノく岡　紀一；試，験所認定に関する海夕率調査について，
　RUMPES，VoLl6，No2，pl　l－12

2）Norik＆zu　Ooka，Roy　GIlmour，Ka∠uo　Na執＆mura，Yosh磁a∠u

　Yokono，丁技kamas＆Ogat＆，Hldeyuki｝llmsaw註“PROFICIENCY

　TEST至NG　OF　ND了PERSONNEL量N　THE　EAST　AS董AN　REG匪ON

　UNDER　IAEA／RCAIUNDP　NDT　PROGRAMMゼ，The6th　Faギー

　EastCo鼓ferenceol壌Nol1－Destruc毛iveTes面9，0ctober2レ
　24，20（｝2（｝覗NDT2002）
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7．新認証制度について

社団法人H本非破壊検査協会会長 小林英男〆
㍉

　（社）11本非破壊検査協会は、JIS　Z2305による認証試

験を2003年春から実施します，、当協会は、非破壊試験

技術者の認証に関する国際規格であるISO9712を目本

毅業規格として制定するためにJIS原案作成委員会を組

織し、この翻訳版を原案として｛1業技術院に∬S制定の

申請を行ってきました。この新しい認証制度は2001年4

月20H付でJIS　Z2305「非破壊試験一技術者の資格及び

，認証」として制定され、JISによる認証制度の発足とな

りました。当協会では協会規格であるNDIS　O601による

認定試験を30年以Lにわたって実施し、またISO9712に

基づいたNDISJOO1の認証試験も王998年から実施してき

ています，、この度のJISZ2305による認証試験の実施に

伴い、従来のNI）IS　O60簾及びNDIS　JOO1による認定・認

証制度は・元化されることになります。

　この新しい非破壊検査技術者の資格は、当協会の規

格による資格から国際的に整合した国家規格による資

格となることから、社会的な信頼度と地位が向Lするも

のと考えています．さらに資格が各種文潜に公式引用さ

れる機会が増えて、非破壊試験技術者の知名度と活動

範囲が広がることを期待しています，，

　この新しい認証制度の実施に伴い、NDISO601による

認定制度の試験は、2002年度秋期試験を最後に終ゴし

ました。（但し、2002年度秋期の つ欠試験に不合格とな

った受験者については2003年度春期にNDISO601による

二次試験を実施）従来のNDISO601による資格からJISZ

NDiSo60圭
格保イ渚

㌧一一一嗣鳳一一師軍璃齢酬輌一一剛騨　早期移行　　　　　　　　　　　　　　ウ通常移行

［　　　　資格更新時期以崩1二　　　　　移行を希望するκ

移子八寅　一

L　N｛）ISO60i
格更新時期び）占

匝　　　　∫星SZ2305による資格　　期闘はN1）星S（1601σ）更綿1期まで）

ウ
樹hl∫験＋甑1目夷　　　　　　　　lr多、卜慧、il賦験

卿噸瞬需闇薩幽酬購構闇瞠瞥隼聯篇嗣盟露

JiSZ23〔）5による賓格

　轄解1馴ゴ効）

一一一一嗣鳳一一師軍璃齢酬輌一一剛騨 早期移行

　　　　　　　　ウ

　．　　　L
匝　　、経S　Z23（）51二よる碧断格

　嬉ll瑚1よN1）星S（〉6（）1σ）度！癬舞i　燈1まて乙）

　ウ
1『多目、翫f獅式験

卿噸瞬需闇薩幽酬購構闇瞠瞥隼聯篇嗣盟露

図1　短DISO601よりJISZ2305への移行フ鑓一チャート

2305による資格への移行については、①NDIS　O601資格

の更新時期に移行する場合（通常移行）と、②NDIS

O601資格の更新時期前に移行を希望する場合（早期移

行）の2通りを選択することができます。①の通常移行

の場合はNDB　O601の登録後6年11の有効期限目を基準

にして、前後それぞれ2回実施される資格試験実施時期

となります。

　この場合は移行試験と再認証試験の両方に合格する

必要があります。この試験対象者には当協会認証事業

本部より通常移行のための受験申請書をお送りしますの

で、申請期間申に受験申請をしてください。また、特

例措置として②の早期移行を希望する場合は移行試験

の合格が必要であり、移行後のJIS　Z2305の資格有効期

聞はNDIS　O601の有効期闘となるので、更新時期には再

度、再認証試験の受験が必要となります。（図1「NDIS

O601より」1S　Z2305への移行フローチャート」を参照）。

新たにJISZ2305認証資格を取得する者は図2「JISZ

2305による試験概要」を参照ください。

　また認定制度の変更に伴う移行期間中の措置として

現有資格者の日常の検査業務において、また当協会の

資格制度を採用していただいている他団体の資格認

定・認証において支障が生じないように表噸～表3にナ、§

づき、NDIS　O601認定資格とJIS　Z2305認証資格とを相

互に読み替えることができることとしました。この措置

はNDISO601認定制度の30有余年にわたる実績から、検

査業務を行うLでNDIS　O601の1種、2種及び3種の資格

をそれぞれJIS　Z2305のレベル1、レベル2及びレベル3に

読み替えても移行期間中の措置として不都合はなく、

またJIS　Z2305による認証制度を運営してゆくLでも支

障がないと判断したものです。なお、NI）IS　JOO1による

認証資格についてはそのまま読み替えるものとします．

　新しい非破壊試験技術者の認証制度をご理解いただ

き、制度の活用によって当協会とともに非破壊検査の

社会的貢献にご尽力いただくように、お願い申しLげま

す。

　JIS　Z2305による認証試験の詳細iについては、当協会

の機関誌「非破壊検査」、ホームページ（http：／www一
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レベル屡及びレベル2

一般試験灘朝墾塑」

実技試験二『二

レベル3

1欝灘プ、灘撫鵡～『～i、譜 「
　　　」

羅（資擁囎の発行□

主要な方法の試験（簗記〉

　（王）関連したNDT方法のレベル3の」、1知、識

　（2）関達した蝦γr方法σ）適川、コード及び規格に関する知，、賊

　（3）僕葺童したNI）Tノ∫氾ミのN互γr罫ll喰監井の竹ヲ茂

レベル2資格奔所有者 レベル2資格非所有者

1
資格の有効期間

匿璽鵬一一でλ球1年H

登録2年H

登録3年目
　て廉｛年ll

二i

登録3年日

登録6年目

登録7年目

登録8年巨

登録9年目

璽璽麺罵擁総藤．郵
更新（資格継続調査で適柊であると判定されたもの〉
資格継　凋査で適格と認められた場合は、引き糾き5年悶有効な資格，睾ii明，寿を発行します

不適合κの場合は、1妻｝11心認σ）規則に従わなけれぱなりません、

｝ 再認証試験（第コ回目〉

再認証試験（第2回目〉㎜

］ 再認証試験（第3回震）

再認証試験（第4回目）

匁再1i　l㌧剣よ、10でト目の脅効耳朝1製び）2年1狛力・ら’郵

年朋ま⊆に41珂受験することができます

　　　　1
　　　　　i
　　　　　l

』
づ

騨繍再（醗響幣潔鵬剛曹・）　　　　一　㎜　『㎜「
　（1）再，，列に先、D12カ

　（2）過ノー　目揖における11、

　　中断がないこと
不適絡～↑は、漸規に資絡1

io）期問内に、

，』、拝を受けたNl

i験を受験し、

・肪幽）要蜘鮨1曝ていること　　　！
…方法において、N豆）丁業務に人lll癌な　（）塵華売して戸トを超える期問σ））i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
、孝’ζ価を受けなければなりません　　　　　　　　　　　　　　　　i

登録1（｝年目

璽灘鷺欝漁1欝撫鋼轟」繭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“

図2　JIS　Z2305による試験概要

表1　NDIS　O601資格唾種とJIS　Z2305資格レベル1との対応表

NDISO601 JISZ2305
RT 放身槻透過検査1種（R恥 1謝線透過試騒レベノ頃（1櫃）

UT
音波厚さ測定1種（UM／〉 蹄波厚さ潤定レベル1（UM1〉

MT

橋澗法磁粉淵易検査踊（NIYl）

通翻1磁粉探傷検佃種（MEi） 磁粉探傷試験レベル1（MT｝）

　　　一　　　一　　　『　　　粋　　　｝　　　謄　　　僧　　　－　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　甲　　　噌　　　輔　　　＿　　　＿　　　＿　　　＿　　　一　　　＿　　　r　　　一　　　隔　　　舳　　　曹

胃

溶剤除去性浸透手ヲヂ検査1種（PDl）

灘生浸透探傷検査鍾（PW1） 洗性浸透控ヂ検査レベル董　（PWi）

ET 内挿コイル渦流探傷検査i種（ET1〉 渦流探傷、式験レベル1（ET圭）

SM 電気抵抗ひずみ測定踵（SMl） ひずみ測定レベノレ1（S瞭）

soc．nh．ac4p／jsndi／）及びNDls　o601認定登録者へ配布

しているインスパート（平成15年1月号）を参照くださ

表2NDIS　O601資格2種とJIS　Z2305資格レベル2との対応表

NDIS　O601 」至S　Z2305

RT 放身傷験査2種（R翻 放射線透過試験レベノレ2（1α）

uT 走蹄波検査2種（UT2〉 樹破払、1勿「、式験レベル2（UT2〉

MT 間法磁粉探傷検醜種腿Y2） 間法磁粉探傷検査レベル2／MY2）

胃 剤除去性浸透探傷験査2種（PD2） 剤除去性浸透探傷検査レベル2（1）Dの

ET 亀1蜘秀導検査2種（ET2） 渦流探傷試験レベル2（ET2〉

SM ひずみ測定2種（SM2〉 ひずみ測定レベノし2（SM2〉

表3NDIS　O601資格3種とJIS　Z2305資格レベル3との対応表
NDIS（｝60叢 J至S　Z2305

確 放身ま線鹸査3種（RI3） 放射線透過，鵡史レベル3（田⑳

UT 超音波検査3種（u〆i3） 超麟麟、1痂鵡卿ベノレ3（慣3〉

MT 磁気検査3種（MI3〉 磁粉探嫉式験レベル13（澱切

円 浸透検査3種（P蜘 浸透探傷講剣ベル3（蹴3）

ET 電磁誘導検査3種（ET3〉 渦流探傷言式験レベル3（肌3〉

SM ひずみ測定3種（SM3） ひずみ測定レベル3（SM3／

い。
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8．協議会だより

CIW検査事業者協議会

1．東京都の検査機関登録制度に基づく第1回の登録検査機関が決定

　「建築物のTl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卜1制定、事成14年2月14日都市建指第

275号改ll三）に基づく検査機関審査基準に適合し、登録された

検査機関が12月1811に決定し、i2月25日に登録書の授与式を

行いました．当協議会は、7月31H付で東京都から検査機関登

録制度の審査業務を行う機関として指定を受け、協議会内に

1検査機関倫理委員会」（委員長、西川孝夫　東京都ウニ大学大

学院教授）を設置し、申請の受け付け、書類審査、面接審査

を経て東京都の判定を受けてイ、録が決定したものです。

　’F成14年12月1日付で「東京都検査機関登録書」が発行さ

れた検査機関は次のとおりです。

登録の番号
検一14一（0）ヨ

検一王4一（0）一2

検一斑一（o）一3

検一14一（0）一4

検一14…（0）一5

検一14一（0）一6

検一辺一（0）一7

検一14一（0）一8

検一M一（o）一9

検一圭4一（0）一io

検一14一（0）一n

検一14一（0）一12

検一／4一（（））一13

検一14一（0）一14

検一M一（0）一焉

検一茎4一（0）一i6

検一錘一（0）一誓

検一14一（0）一18

検一14一（0）一19

検一14一（0）一20

検一哲一（0）一2玉

検一圭4一（0）一22

検一拠一（0）一23

検一慧一（0）一24

検一玉4一（0）一25

検一哲一（0）一26

検一董4一（0）一27

検一14一（〔））一28

検ヨ4一（0）一29

検一14一（0）一3（｝

検一14一（0）一31

ll．見学会の開催

検査機関の名称
季朱式会社ジャスト

ll本検査コンサルタンi・株式会社

エンジニアリングサービス株式会社

東京理学検査株式会社

株式会社キューシーコンサルタント

株式会社シーエックスアール

株式会社インテック

株式会社ダンテック

第・n検査株式会社

株式会社工・アイ・シー

新目本非破壊検査株式会社
北1．1本非破壊検査株式会社

非破壊検査株式会社

株式会社検査サービス

綜合非破壊検査株式会社

有限会社アイ・イー・エル

株式会社アイ・エム・シー

株式会社．エステでエス

株式会社ディーアイジヱクト

札幌インスペクシー1ン株式会社

株式会社テック

株式会社朝目エンジニアリング

株式会社アディック

株式会社関東．ニンジニアリングサービス

株式会社国・玩技研

株式会社広宣

有限会社鋼造エンジニアリンゲ

株式会社相模理11

ソニック株式会社

富山検査株式会村、

溶接検査株式会社

　（社）目本非破壊検査工業会と共催で見学会を計画中で、詳

細は後目案内します。

　1，目　　　時　　事成15年2月28日（金）

　2．見学先ト定　　横須賀海L自衛隊の艦艇、その他

“1．全国営業会議

　全国営業会議実行委員会は、去る11月19日（火）に開催され、

今後の活動テーマとして、①外的P　R方法の検討、②統堤

積書利用の推進、③各ブロック活動の活性化を採択し、今後

開催するブロック会議で具体的な活動方針を打ち出す予定です。

lV．（社）日本非破壊検査工業会との懇談会

　（社）目本非破壊検査i二業会との定例懇談会を去る11月19目に開催し

ました。

　協議会からは逸見代表幹事、井規副代表幹事及び荒井技術委員が

出席、工業会から中山理事長、松村総務担当理事、安田東日本支部

長、木村技術担当理事及び江橋専務理事が出席し、平成15年から実

施されるJIS　Z2305資格試験対応の講習会・勉強会などの∫≒同開催、

見学会の共同開催など今後推進すべき共通課題について活発な意見交

換を行いました。

V．非破壊検査損害賠償責任保険の加入促進

　非破壊検査業務を安心して遂行するため、また東京都の検査機関登

録制度の推進にあたって業務遂行中の事故や業務の結果に起因する事

故などについて法律Lの損害賠償責任を負担することによって被る損

害をてん補する保険で、来る3月1日から開始します。

　東京火災海ヒ保険（株）の団体制度を適用して加入するもので、保険

料も団体割引が適用されますので加人を希望される会員の皆様は早め

に毛糸売きを。

Vl．東京都検査機関登録関係のスケジュール

　研修会の開催★　　　　平成15年2月～3月

　中請のための説明会

　申講の受付期問

　書類及び面接審査

　東京都への推薦

　なお、

査を行う予定です，，

平成15年4月

平成15年7月1目～31口

平成15年8月～9月

’F成15年1玉月

1年目の定期審査もL記と並行して受付、審

　＊この研修会は、東京都検査機関登録制度の各技術

者等に要求されている東京都知事が認める建築材料の

試験・検査に関するものです。

　詳細は確定次第ご案内しますが、既に登録検査機関

となっている事業所の該当者ならびに来年度以降に検査

機関登録申請を予定されておられる事業所の各技術者

の受講をお勧めします。

一14
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9．お知らせ

　平成董5年度の溶接検査認定のための技術者試験と研

修会、溶接管理技術者の評価試験と研修会及びIP配国際

溶接技術者講習会の各目程について、以Fのとおりお

知らせいたします。

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15年6月1日（ll））の案内・申請、誓については、各研

修会会場にて配布いたします。

◎1級及び特別級基礎編対象研修会

1．溶接検査認定（CIW）について

　前期分の詳細については、3月半ばに送付する各案内

書をご参照ドさい。後期rl程については、変更する場

合もございますので7月20目発行のRUM憂）ES（VoL17

No．3）に掲載いたしますのでご確認願います。

◎溶接部の検査に関する研修会

　前期東京地区：4／」19口（t）・20Ll（m

　　　大阪地区　：4月191一遷（ L）・2011（1・1）

　後期東京地区　：10月2511（D　・2611（Ll）

　　　大阪地区　：10月2引1（上）・26日（口）

◎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　：5月18H（m

　（束京地区／大阪地区／広島地区／北九州地区）

　　　2次試験

　　　東京地区：7月511（ 七）

　　　北九州地区：7月5H　（』L）

　　　広島地区二7月5日（ ヒ）

　　　大阪地区二7月611（目）

　後期1次試験　：11月16日（目）

　（東京地区／大阪地区／広島地区／北九州地区）

　　　2次試験

　　　東京地区二平成16年1月10H（・鑑1）

　　　北九州地区二平成16年1月10日（1二）

　　　広島地区：平成16年1月10口（し）

　　　大阪地区1’r成16年1月11H（ll）

季し巾晃ナ也【メ：

盛岡地区

東京地区

名占屋地区

大阪地区

福岡地区

◎2級対象研修会

　　拳し申晃士也1＞く

　　盛岡地区

東京♪也区

名占柔蓄重也レく

大阪地区

福岡地区

3月15H（D～18日（火）

4月7H（月）～1併H木）

4月9日（水）～12H（L）

4月16H（水）～19H（D

4月16目（水）～19日（L）

4月引i（水）～氾口（f二〉

4月24日（木）～27日（旧

4月23日（水）～26H（L）

3月16目（ll）～18目（火）

4月8口（火）～io日（木）

4月10H（木）～12目（L）

4月17目（木）～19目（D

4月17目（木）～19H（D

4月8日（火）～10目（木）

4月251』1（金）～27H（ll）

4∫遷24Ll　（木）　～26H　（董二）

◎特別級応用編研修会

　　東京地区　　二4月2H（水）～5日　（｝二）

　　大阪地区　　：4月8目（火）～n　H（金）

田．”W国際溶接技術者について

　また、HW国際溶接技術吝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、詳細については当協会担

当（TELO3．3257．1643）までお問合せ1｛さい。

ll．溶接管理技術者（JIS　Z3410／ISO14731／WES8103）について

　ご案内・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L、（社川本溶接協会

FAX（03－3255－5196）にてご連絡願います。査収後、研修会の

◎平成14年度後期講習会

　　東京地区　　：3月27”（木）～2911（D

　　大阪地区　　：3月14日（金）～！6日（H〉

◎’F成15年度分については未定です，、
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1＿一…一…一一…一一一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。咋年・年を振り返れば、年初に「今年こそは！」と思

うところがあ一）たのですが、アッという間に終わってしまいました。今年こそ充実した年に

しようと決意を新たにしているのは私だけでしょうか。

　さて、今5｝ではCfW認定制度の改定作業が進んでいることを踏まえ、CIW認定制度の改定

（案）にスポットをあて編集しました。順調に進めば、今年秋頃から新しい認定制度がスター

トするはずです。新しいCIW認定制度が順調に立ちLがり、それによって、CIW認定制度が

建築鉄骨分野のみならず、他の分野にも広く採用されることを願って止みません。関係者の

皆様にCIW認定制度の改定（案）の概要を理解していただくのに本号がお役に立てれば幸甚
です、，

　本年も本誌「RUMPES」を宜しくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．E）

（〆㍉」”“¢〆汰グしグ隻4㍉c〆Nグ（ グ曳〆漢〃（〃Nグしグ監4随グc〃、（ 〃㍉（、〃L4断cグし〆つ皇グ螂4，皇4（〃）畝断隻〃⊆4∈グガ）

CIW通信　VOL17No．1（Winter2003）

　　発　行　rl　　’F成15年！月20rl

　　編集・発行所　社団法人H本溶接協会
　　　　　　　　溶接検査認定委員会

　〒iO1－0025　東京都千代il1区神田佐久問町141

　　　　　　　　　　　　産報佐久問ビル
　　　　TEL　O3－32574525　FAX　O3－3255－5i96

E－ma呈1：ciw＠lwes．or．lp

h重tp：／／www．jwes．or．jp／
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1．年頭所感
社団法人日本溶接協会会長
　新年明けましておめでとうございます。2003年の新年
を迎えるにあたり皆様方のご多幸を心からお祈り串しL
げます。
　今年はト支で首いますと未年にあたりますが、羊は占
くから人間と共生してきた動物です。食用あるいは衣服
の原料として衣食に関して有用であり、おとなしい動物
であります。そういう意昧で今年は未年ですので、是非
将来になって今年を振返った時に2003年は我が国にとっ
て、溶接界にと・）ても有用な年であったと振返ることが
できる年にしたいと思います。最近の経済情勢を見ます
とますます厳しさを増している面もありますが「明口へ
の期待」を込めた準備の年としたいと考えます。
　昨年は、目本の産業界にとっては、戦後のH本の復
興を支えた造船業界、鉄鋼業界などにおいて、世界的
なグローバルビジネスの環境変化に対応して、企業間の
業務提携・統合などの具体的な動きが出てきました。
このような状況は、協会の企業会員の各社にも影響が
出てまいりました。
　幸いにして、このような情勢の急激な変化にもかかわ
らず会員企業及び関係者の従前に変わらない御尽力・
ご協力を得て、協会の事業運営は、大きな変動を受け
る事なく実施する事が出来たと思っており、この場を借
りて関係企業及び各位に厚く御礼中し1二げたいと思い
ます。
　さて、CIW検査事業者認定制度につきましても、皆
様のお蔭で1／本全国をカバーしうる制度として定着して
おります。しかし、1
1々変化しております時代の要請と
利用者の二一ズに合った制度として、着実に実施してい
くためにも、本年は努力をしていく年に当たるのではな
いかと慰、っております，、
　今年は未年、羊は弱々しいように見えますが、結構
餐命力があります。、’ドにあやか一）て、我々も1明日への
期待」をもって努力したいと思っております。
　既にご承知かと存じますが、当協会ではCiw検査事
業者認定制度の見直しのためワーキンググループを設置
し、検討を重ねてまいりました。その結果、この制度
をJIS　Q17025／1SO17025にもとづく試験所認定制度と
藤田　譲、鑛
　　　　　　　難
して確固たるものにリニューアルして行こうと考え、本
年の10月頃には立ち1二げていきたいと提言しておりま
す。
　現在、改正案を各界の専門家による諮問委員会にお
諮りしており、CIW検査事業者認定制度においてi三眼
としてきた技術評価に、晶質システムの評価を充実させ
た新生CIW検査事業者認定制度に仕Lげていただく所
存でございます。
　溶接構造物の製作において、非破壊検査は良い品質
を確保して安全な製品を作るためには欠くことができま
せんが、そのためには検査の品質レベルの確保が重要に
なりますことはいうまでもありません。そのためにも技
術能力とマネジメントシステムの両立した健全な事業者
を認定する認定制度として更に公’ド性、透明性を兼ね
備えた制度により充実させて行きたいと存じておりま
すし）
　世界の中で、日本が産業
、Z国（も0）づくり国家）と
しての地位を維持していくためには、産業の基盤技術で
ある溶接・接合はもとより検査技術及び技能の研究・
開発とその維持・伝承が極めて重要であることは申しL
げるまでもございません。当協会と致しましては、あら
ゆる機会、ト段を通して、溶接・接合・検査技術及び
技能の重要性をアビールしていきたいと考えます。
　最後になりましたが、本年もまた従前同様、関係者
各位の変わらぬご支援ご協力を心よりお願い申しヒげま
して新年の御挨拶と致します。
　　　　　　ド　ぺ
、一／
＼
　　　　　　　　　ノ
／　　　　　　　　／
ノ　　　　　　　　　　　　　　　ノ
1　7
1一
�
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2．年頭挨拶
C　Iw検査事業者協議会代表幹事逸見　俊一
　新年あけましておめでとうございます。旧年中は、1982年
にr溶接検査事業者懇談会」として発足以来、創ウ120周年を
迎えることができたことに加え、東京都検査機関知事登録制
度の導入に伴い知事指定機関を仰せつかるなど、当協議会に
とって記念すべき
▲年となりました。この場を借りて、創立
以来多大な御支援・御協力を賜った関係各位の皆様方に改め
て感謝申し1二げる次第でございます。
　2000年の就任当時から「業界の地位向i二に向け、とにかく
積極果敢に打って出る」姿勢を貫き、諸活動において「全員
参加型」を積極的に呼びかけてきましたが、さらに厳しい経
営環境が予想される今年は・層、これらの実現が求められる
こととなりそうです。
　さて、’蚕／協議会の2002年を振り返りますと、7月31rl付で
「建築物のに事における試験及び検査に関する東京都取扱要
綱」第12条第6項の規定に基づく知事が指定する機関としての
指定を受けました、，おかげさまで、当協議会が事務局となる
検査機関倫理委員会が審査後、都に申請した31社すべてが登
録される結果となり、会員…瞬、決意も新たに公正な検査員
として技術の研鐙に努めていく所存です。
　また、10月211には、都内の浜松町東京會舘を会場に創立20
周年記念式典・祝賀会を挙行いたしました。開催に当たって
は、役員以外の若手メンバー中心の準備委負会を立ちLげま
した，これは他団体をみてもなかなか例のない試みかもしれま
せんが、「αW検査事業者の地位向ldをi
1指し98年度から継
続している全国営業会議と同様、「全員参加型」の活動をモッ
トーとする当協議会らしさを存分に発揮できたことは、来賓
の方々にも好評で、手前昧噌ながら大成功だったと自負して
おります。
　・方、新たに迎えた2003年に目を向けますと、幸いにも引
き続き取り組むべき諸課題が由積しております。
　営業面では、全国営業会議を通じて、ヒ要テーマの�@契約
適正化の推進、�Aブロックごとの「最低見積価格」整備に関
する検討、�B各ブロック内での協業および営業情報交換促進
…一
さらに推し進めていきます。
　営業i会議に絡めて言えば、最近、ブロック単位では出てく
る顔ぶれが固定化されつつあるとの指摘をよく耳にします。
これは1全員参加型1にも関連するのですが、個人的には、
より多くの会員に参加してもらうなら、例えば幹事の任期を2
期4年間に限定するのも一つの方策かなと考えています。
　技術については、当協議会が業界団体として初めて建築系
の会議に呼ばれた「告示1464号検討委員会」関連をはじめ、
建築七事務所協会とタイアップした外観検査講習会の全国展
開や技術委員会内の各WGなどを継続していきます。
　過去に、出てきては消えての繰り返しだった保険について
も、団体制度「非破壊検査損害賠償責任保険」の立ちLげに
向けた活動を本格化する計画です。
　保険制度の導入は、最終的には公的に「検査」を認めても
らいたいという思いが込められています。ここまでの検討状況
をみると、30％の優良事業者割引と100社以
11の加入を想定し
た場合には15％の団体割引適用の試算も出ており、これら割
引のメリットは客観的にみてもCIW検査事業者が普及しつつ
ある・つの証しとして、今回は何とか定着させたいと考えて
います，，
　また、外部に対してCIWの周知徹底を図るほか、都知事指
定機関としてより形のある活動を実現するために、当協議会
の法人化についても検討に着手する予定です。
　新年に当たっての取組みについて思うままに列挙いたしま
したが、都登録制度も、保険も、1464号をはじめとする技術
も、営業もこれらは全て互いにリンクし合う検討課題であり
ます。従って、自らを律する倫理を含め、検査業務の使命が
第三者性にあるとの基本理念にふさわしい技量と環境を整え
ることが最終目標であり、何年取り組んだからとい一）て終わ
りという代物ではありません。、
　我々が売る商品は「安心」「安全」であり、「安心」「安全」
を提供していける会社こそ、この不況下を生き残っていける
ものと確信しております。
　外部に向かって「αW」を発信するためには、我々自身、
人任せではいけません。代表幹事就任以来、徐々に変わりつ
つありますが、いわばオーナーに選んでもらえる会社になるた
めには、検査はこうあるべきだと自ら発信するしか術はない
との考えのもと、2003年も協議会運営に湛進してまいります。
　末筆になりますが、本年も関係各位のより　層のご支援を
お願いするとともに、皆様の益々のご発展とご健勝を祈念い
たしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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3．年頭挨拶
国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課営繕技術管理室企画専門官
　新年明けましておめでとうございます。
　昨年度は、長引く不況から脱しきれない中にも、アジア初
のワールドカップの韓国との共催、小柴昌俊さんと田申耕・
さんのノーベル賞受賞など、明るい話題も多い年だったかと
思います。
　今瞬、CIWから原稿依頼をお受けしたことで思い幽したの
は、もう10年前の話になりますが、官庁営繕部の建築ll事共
通仕様書における溶接部の抜取り検査の規定を改正したこと
です。改正当時に考えたことは、今後の設計f法は、抜取り
方法などの検査手法とリンクするような合理的な予法に改め
ていく必要があるということでした。その足がかりとなる改
正
だったのです。
　ここで一つの記事を紹介したいと思いますが、昨年10月22
H付の建設関係専門新聞3紙のいずれにも、設計技術基準の
統…的な考え方を国ヒ交通省がまとめた、という記事が載り
ました。このなかで、要求性能を満たすことの検証方法とし
て、信頼性設計の考え方を基礎として限界状態設計を考える
としています。この考え方に沿って、今後、国七交通省の各
種設計に関する基準は見直されることになります。
　信頼性設計とは、非常に大ざ一）ばに言うと、供用期間中に
どの程度の確率で建物が壊れるか、あるいは使用できなくな
るかといったことを指標とし、それを制御できる設計手法で
す。この設計手法によるためには、まず、建築物に作用する
荷重の確率分布（例えば、どの大きさの地震がどの程度の確
率で発生するかなど）が明らかになっている必要があります。
　また、実際に施．llされる建物の強度にどのようなばらつき
があるか等も明らかになっている必要があります。溶接部に
関して首えば、どの程度の確率で不良晶が残るのかといった
統計データが必要になります。それら向重や強度等σ）ばらつ
きを考慮して、建物の壊れる確率をいくら以トにしようとい
孟）た考え方が、信頼性設計の基本です。
　現在の日本では、信頼性設計のような確率論的な設計毛法
ではなく、許容応力度設計に代表されるような確定論的なも
のが書三流です。発生応力度は許容応力度以下とし、施工にお
いては、許容応力度を確実に
．L回るものを施1二するという建
前です。
　しかし、実際に施
Lされた建物の全ての部分の破壊検査を
　　　　　　　　　　　◎
徳山京誠諏』
するわけでもないのに、不良部分が皆無であると、誰が保証
できるでしょうか。全て破壊検査などしたら、建物がなくな
ってしまうので、どの程度の強度があるかはサンブルなどから
推定するしかありません。
　例えば、日本建築学会のJASS6により、溶接部の抜取り検
査を実施した場合、検査において発見されずに残ってしまう
不良率（出検贔質）は最大で約4％になります。　t
の方法では2種類あって、韻検品質は約4％以ドまたは約
2．5％以ドです（いずれの場合も、最大でこの値であり、検査
前の晶質が良ければもっと小さくなります）。いずれにせよ、
不良品は定の確率で残るのですが、許容応力度設計のよう
な確定論的な設計では、それが考慮できません，，
　他方、信頼性設計では、施工晶質の実態を設計に反映する
ことにより、建物の崩壊等に関する信頼性のレベルを制御で
きる、合理的な設計が可能になります（もちろん、それに必
要な統計データが完全：であるとは言い難く、今後とも継続的
に整備していく必要があります）。
　別の菖い方をすると、合理化を図りたいのなら、設計で考
慮された施il晶質レベルを確保できるだけの、必要卜分な品
質管理をすればよく、信頼性設計ではそれを極めて明快に行
うことができます。例えば、溶接部に最大でも4％の不良晶
が残ることを前捉に設計したのなら、それに合致するような
抜取り検査方法によればよいのです（もちろん、これだけで
済むわけではなく、検査実施前の品質レベルも把握する必要
はありますが）。
　・方、許容応力度設計の場合は、必要強度が施
ilにおいて
確保されることが前提と言いつつ、不良率が0に・致するこ
とは物理的にあり得ません，、その代わり、設計者が適度に設
定した安全余裕なるものが確保され、何となく適度な設計が
行われていたということです。これら設計と検査の間には明
確な関係がないので、合理化を図る術がありません。
　前述の新聞記事のとおり、今後、検査と設計とが密接に関
連しあう設計体系に改められることになりますので、この動
きにも注目して頂きたく思います。
　最後に、皆様方の御健勝と御発展を祈、ホし、また、官庁営
繕部の事業への御協力と御指導を賜りますことをお願いして、
新年の御挨拶と致します。
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4．年頭挨拶
東京都者肺計画局，1繭地建築部専門副参事　春原　匡利
　明けましておめでとうございます。
　今年は、建築基準法が改ll三されてから5年が経過
した中で、昨年から動き出した見直しの検討が明
確な形をとってくるものと期待される年です。見
直しの痘要な事項のつに、旧法第38条が削除さ
れたことに伴う様々な不都合について、これを補
うための措置、たとえば、政令改ll三による大臣認
定制度の復活があります。つまり、50年ぶりで改
正された法の適用状況について見直し、実情に照
らした修正と補完の時期に人るのが今年というこ
とになります。
　また、溶接部の検査という側面からみると、本
年3月を目途に公表される予定の、告示1464号のた
だし書き適用に関する検討結果の最終報告が、溶
接部検査の実務に大きな影響を及ぼすものと期待
されます。
　さらに、CIW検査事業者協議会と都にと一）ては、
溶接部検査の画期を迎える年でもあります、，ll三月
らしくやや派手目に表現しましたが、咋年制度化
した検査機関の知事登録制度が、新年度確認申請
分から建築rl事に適用され、重大な不具合に関す
る報告制度もスタートするという、まさに、正念
場となります。
　この制度は、’美i初は高さが31mを超える建築物
に適用しますが、普及の様fを見ながら1〜3年の
間に、高さ20m〜10m程度まで範囲を広げて行く
や定です。
　このことにより、鉄骨［事における中間検査そ
のものの「質の向則が期待されます。コンクリ
ートにせよ、溶接部にせよ、受入れ検査の技術と
業務の形態は、好むと好まざるとに関わらず、建
築技術者の手を離れ専門化・専業化しています、，
　この事実を前提とする以L、如何にしてその透
明性を確保し、建
築技術者が活用できる検査シス
テムとして位置づけるかという「命題」は、避け
て通れません。検査の透明性は、「技術水準の確立」
と「公正な〜Z場の保証」との両輪によってこそ確
保できるものであることについて、異論はないは
ずです、、
　しかしながら、「技術」に比べて、「立場」の問
題については、これまで正面からの議論が行われ
てこなかったのではないでしょうか。
　今年は、より良い検査システムの構築に向けて、
検査に関する議論を大いに進展させたいと思いま
す。
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o解通信
せられるようになってきた，、現行のCIW認定制度にお
いても審査項目のつとして品質保証体制が挙げられて
おり、認定．事業者の業務確認の際に審査が行われてい
る，、現在の、〜、璽肇質保、ll粧体制に関する審査はISO900！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。，非破壊検査事業者の社会に果たすべ
き役割、責務を考えればISO9001に適合した品質システ
ムを構築する必要がある。
　2〉一法人の規格から国家規格への格上げ
　現行のCIW認定制度は（礼）ll本溶接協会規格WES870！
「溶接構造物非破壊検査事業者等の技術種別基準」に基づき認
定が行われているが、所詮・法人の規格であり、これが国家
規格である」1S規格、更には国際規格に基づいて行われること
になれば社会的な信用の度合も自ずと高まることが期待され
る、，」1Sへの本制度の移行に伴い、更なる認定制度の透明性と
公平性が要求されるが、結果としてαW認定制度の透明性と
公’r性が社会から認知されることになる。
　2000年にJiS　Q17025「試験所及び校IE機関の能力に関する
　・般要求事項」が制定されだ鼻。この規格は1999年に制定・発
行されたISO／1EC17025を翻訳して制定されたものである。
JiS　Q17025は技術Lの要求蓼拝項と管理L（品質システム）の
　要求事項から構成されている。したがって、CIW認定制度の
　根幹を大きく変えることなく」1S　Q17025への移行が可能であ
　り、それによって本制度はJIS規格、ひいては国際規格である
　爲0に格Lげすることができる。また、ISO9001に基づく品質
　システムを必然的に構築することになる。
　　3）建築鉄骨分野以外への適用拡大
　　現在のCIW、1忍定制度の展開は、建築鉄骨検査に本制度が採
　用されたことに依るところが大きい。しかし、建築鉄骨の分
　野だけでなく、それ以外の分野でも本制度が採用されること
　が我々関係者の望みである，，本制度を国家規格に適合させる
　ことにより、制度の透明性と公’1え性が従来以Lに礼会から認
　知され、建築鉄骨以外への展開の可能性が大きくなることが
　期そ、�aされる。，
　　4）倫理に関する問題
　　現行のCIW認定制度は非破壊検査事業者の「技術」を認定
　するものであり、倫理については「事業者が当然備えている
　べきものであり、認定の対象以前の問題」とのスタンスであ
　る，しかし、残念なことにCiw認定事業者の倫理観の欠如を
　窺わせるような問題が散見されることも蓬f実である，これら
　の倫理問題についてはCIW検査事業者協議会で倫理規定を設
　け対処しているのが現状であるが、CIW認定制度としても何
らかの対策を講じることが望まれている。この問題について
もJIS　Q17025へ移行することにより、管理1二〇）要求事項の・
礫として取り込まれることになる。
3．非破壊検査事業者の試験所認定
　　制度（案）について
」ISQ170251二基づく非破圭鰍査蝶者の試鮒認定llill度
（案）と現行のCIW認定制度の1三な相違点を表1に示す。現行
の制度が技術の認定であるのに対し、新制度（案）は技術及
び、▽、質システム（倫理を含む）の認定である。認定単位は従
来は会社単位であるのに対し、新制度は事業所毎としている。
これは、、V，質システムの導人に伴い、品質管理者を置くこと
が要求されるが、躍韮質管理者の目の届く範囲を認定単位とす
るという考え方に基づいている。したがって、場所が離れて
いても、同・の蓼、1喜，質管理者が管理再能で、しかも品質システ
ムが1，iレであれば、　つの事業所と見なされる。
　対象試験・検査部門は従来の6部門から、試験対象材料の種
類を加昧し11部門とする方向で検討が進んでいる。また、ひ
ずみ測定、超音波厚さ測定については現在検討中である，
　外観姦工k験については、対象試験・検査部門には加えないも
のの、従来以Lにこれを亟視することとし、講習・教育を義
務f、rけることとした。本件については、小誌本号の「試験所
認定における技能試験等の取組みについて」に詳述されてい
　る。また、外観i言∫k験については小誌前号（VoL16、No，4）の
　「外観試験」を参照されたい醜
関連規格（WES3規格）
2．、認定取得卜順並びに
権利及び義務
巫
呼
　　　　　　　　　ドせ　
輩極
畢
　　　　　　技能琶武験
現地審査
　　　　イく　ゑ
「亟］千　　審鰍物齪
巫
定期サーベイランス
　　　　イく　　
［二巫画ぐ　醤イランス糸1細判ヲセ
図4　試験所認定の手順
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　次に、種別であるが、従来のA〜E種の5種別から、A〜C
種の種別に分類することにしている。新制度におけるC種では
認定試験部門数は｝ないし2部門とし、例えば建築鉄骨の超
音波探傷試験を導門とする非破壊検査事業者を想定している。
また、新A種は原子力発電設備など総合的な，1式験・検査が実
施できる検査事業者を想定している。なお、従来のE種と新制
度におけるC種を比較すると、新制度では、新たに主任検査技
術者と品質管理者が要求されている。
　そういった意昧では現行のE種にとっては従来以Lに厳しく
なっているが、是非、研鐙を積み新制度におけるC種の認定用
件を満たすよう努力することを願って止まない．
　新制度においては管理Lの要求事項が加わることから、晶
質システムの管理責任者である晶質管理者を新たに要員の種
類に加えることとした。これらの検討詳細については、小誌
本号の「試験所認定における技能試験等の取組みについて」
を参照いただきたい。試験所認定の予順を図4に示す。現在
の業務確認に代り、現地審査が行われる。また、認定登録後、
定期的にサーベイランスを実施することになる。更に、従来
制度にはなかった技能試験を計画している。本技能試験につ
いても「試験所認定における技能試験等の取組みについて」
を参照いただきたい。
4．おわりに
　’r成！1年7月2311グ）ll∫丸験所／検査機関認定準備W／Gの
開催以来、ここにきて漸くCiw認定制度の改定（案）
の骨fを取り纏めることができた。これも重に関係者
各位のご協力のお陰である。誌面をお借りして改めて御
礼申しLげたい。
　しかし、新制度の、玩ち11げに向けて、未だ、やらなけ
ればならない仕事が山積している。なお・層努力してス
ムースに疏ちトげられるよう、関係各位のご協力をいた
だきたい、、また、最後に関係者各位には本改定案をご
理解いただくとともに、忌揮のないご、畝見を頂くことを
願って止まない。
〈参　考　文献〉
1）江端　誠「今後のC至Wのあるべき姿1私見月
　RUMPES，Voi，16，N〔），LP5−
2）田村　章「JISQgoOl2000年版の解ぎ説q994年版とび）比較月
　RUM｝》ESVoLl5，No3，p2、
3）斉藤　　IK則　「JIS　Q　l7025（ISO／玉EC　l7025），1式歌ゆ7弘怨ン老1燐！隻
l
　RUMPES．Vol，15，N〔），3，p6−
4）超測　紀’「外観試験」RUM｝）ES，Voi．16．No．4，pl一
試験所認定制度に関する説明会
　H本溶接協会溶接検査認定委員会試験所認定推進ワ
ーキンググループは2002年10月22H、東京・外神田の
ダイドーホールで「非破壊検査事業者の試験所ぎ認定制
度に関する説明会」＝写真＝を開き、1管1席した50社余
りのCIW認定事業者を前に、事前に取りまとめていた試
験所認定制度の骨子について解説した。席L、同WGは、
2003年度にも新制度をスター1・させたい意向を明らかに
したことから、現行制度との相違点や具体的な認定の
予順等について質問が相次ぐなど、試験所認定に対す
る出席者の関心の高さが改めて浮き彫りとなった。
　2部構成となった説明会の第1部では、同WGの江端
誠主査、鯉田長生委員がCIW認定制度の概要に触れる
とともに、現行制度の課題と試験所認定制度の導入推
進の背景やISO（国際標準化機構）の適合性評価の仕組
み、ISO9001とISO17025との比較、試験所認定制度の
詳細、CIW認定と試験所認定の相違点、ぎ1式験・検査要
員に対するヒな要求喜項、試験所認定の
整順などにつ
いて解説した。
　続く第2部では、大岡紀・委員と来日中のオースト
ラリア非破壊試験協会（AIN1）T）のロイ・ギルモア元
会長が、試験所認定で50年を超える実績をもつ同国の
非破壊検査と品質保証について、AINDTにおける検査
技術者等やISOl7025のもととなる認定機関NATA（Na−
tional　Assoclation　of　Testing　Authorities）の制度および
活動状況を講演した。
1嚢
非破壊検査事業者の試験所認定糊度に関する説明会の様子
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特彙／試験所認定茄獲
6．試験所認定における技能試験等の取組みについて
、、撒所認定推進卯キンググループ委員。C醐究．教育委員会委賊　大岡　紀一
　各種プラントなどの構造物はその殆どが溶接によるも
ので、溶接構造物を長期問供用するためには、そこでの
安全性が非破壊的な手段によっていかに担保されるかが
要求される時代となってきている。・“方、非破壊検査
技術者の技量は個人的な資格として（社）日本非破壊検査
協会が実施している認証、認定制度に基づくものが挙
げられるが、個人技星をつの集団として捉えた非破壊
検査事業者も重要になってきており、近年CIWによる有
資格技術者が建築鉄骨分野の検査で求められている。
　CIW研究・教育委員会の主催する研修会では、溶接
構造物の非破壊検査として、まず溶接継毛という観点
から一般的である放射線、超音波、磁粉及び浸透探傷
試験、表面および表層部のきずの検洲に期待される電
磁誘導試験及び応力を求めるためのひずみ測定、さらに
は溶接構造物の晶質管理をテキスト“溶接構造物の検
査”の中に取りLげている。
　また、より現場的でかつ実用性に配慮して、浸透探
傷試験では溶接部への適用及び指示模様に関する試験
結果の信頼性、内部欠陥の検査については欧州一米
国・カナダー日本で行われた国際協力の場でのPISC
（Program澱e　for　Inspection　of　Steel　Components）　言拳1萌
における自然きずの検出、評価を、さらにはIAEA（国
際原f力機関）／UNDP（国連局）／RCA（地域協力協
定）に基づく工業利用計画におけるきずの位置、形状
及び寸法をコントロールして製作した人工きず試験片を
用いてのきずの検出、評価に関する情報資料を取りL
げ，きずの検出、評価の信頼性を少しでもCIW技術者
が把握できるようにしている。
　　一方、溶接構造物の品質管理についてはISO9000シ
リーズ（JIS　Z9900シリーズ）に触れるとともに品質保
証、晶質管理の内容をCIW技術者に役立つ観点から、
その概要を説明してきているが、試験所認定では晶質マ
ネジメントシステムに関して、これまで以上に充夫した
形で取り組んでいく必要がある。試験所認定はCIWの事
業所が対象となるので、事業所は勿論のことであるが、
そこに従事する事業者、即ち個々の技術者の技術が極
めて燈要となってくる。
　現在のCIWで1よ事業者を構成している主任検査技
術者と主任試験技術者は（社）日本非破壊検査協会の認
定又は認証する資格を有することが前提条件となってお
り、更なる付加試験（部口述試験）によって、まず
技術者の技術の程度が判断、評価されている。しかし
ながら、（社）B本非破壊検査協会の認定又は認証する資
格も、近年国際化時代の中で実技が重要視されるに至
って、例えば、ISO9712（非破壊試験一技術者の資格及
び認証）におけるトレーニング時間、経験などの規定が
変更され、より集務面の色彩が強くなってきている。
　国内でもこのISOに相当するJISZ2305においても同
様である。このことはCIWの推進している試験所認定に
あたっても、特に技術を重要視する面からよりよい方向
であると言える、、試験所認定における研修会では前述の
付加試験に代えて、これまでの研修会での教育の方向
を事故事例の紹介とか、失敗を繰り返さないための技術
習得の時問に割当てることによって現場での経験を一層
理解してもらうなどの方向で検討を進めている。
　…方、非破壊試験に共通な外観試験は、本誌
「RUMPES」Vol．16No．4において紹介している通り、そ
れが溶接構造物などの検査にあって極めて重要なト段で
ある。しかしながら、例えば原子力分野などJob　Sped罫
呈c的な分野における外観試験の研修会となるとなかなか
容易でないことから、せめて・般的な講義、実習を通し
て基礎的技術の習得をベースとすることを検討してい
る。　・方、破壊試験は、前述の事故事例における事故
の発生原因、是正処置、対応策策定などのためにも非
破壊試験と連動して事故解析、調査には不可欠で重要
な役割を果たすことになる。
　これらの観点から、例えば現場における構造物などの
表面状況を把握するために組織観察の手法としての
「SUMP」試験も研修会の中では取りLげる方向で検討
している。しかし、試験所認定を受ける事業所の技術
を評価するためには、試験片等を用いてのProficiency
Test呈ng　Programme（技能試験で、以ド「fTP」という）
が必要で、これは技術（熟練度）の確認試験である。
ISO17025実施の先輩格であるNATAにおいては試験片
一一
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Leve12
を各事業所に配布して、このPTPを行っているi）。CIW
としても試験所認定ではこのprp方式を技能試験として
取り入れることで進めている。
　NATAのPTPの例ではないが、参考までにIAEA
／UNDP／RCAが行った£業利用プロジェク1・のrl1の
NDTサブプロジェクトについて紹介する。人．む欠陥付
き試験片を用いて、日本を含む6ヶ国の東南アジア諸国
で、既にそれぞれの国での資格を取得しているレベル2
及びレベル3の技術者にPTPを行った。その結果の例を
図肇及び図2に示す2）。
　開発途上国は全体的により　・層の技術向Lが望まれ
るし、レベル3技術者は実技の研修が必要であることが
伺える。これらは東南アジアの例であるが、きずの検禺、
サイジング（種類、形状、・1▲法、位置）技術の評価は、
既に米国の原子力分野で1991年、EPRI（米国の電力研
究所）を巾心に、電力業界としてPerformanceDemon．
str＆tion　In嬉at量ve（PDI：技術者、試験装置、試験方法
を組み合わせた技量確認試験）がスタートし、その取組
みは本格化してきており、このPDIは先に述べたPTPと
よく類似したものである。このような観点からCIWにお
けるPrPは不再欠で、今後ますます重要になるであろう。
　特に、各種プラント、設備及び機器などを安全に供用する
ために、さらには、きずが検出された場合の運転継続のβ∫否
については維持規格の中で、きずに関する情報を如何に精度
良く求めるかにかかっている。したがって、C更WにおけるFrp
は、きずの検出、サイジングなどを包含しての技能試験とし
て行われるであろう。要するに、CIW試験所認定では技術に
関しては、各事業所の技術をPTPによ・）て確認し、
冷方では
事業所としての品質マネジメントシステムを構築し、各技術
者がそれを1一分に理解してこそ試験所としての力を発揮でき
ると考えている。
　そのためには、個人技術の集積集団である非破壊検
ま
くこ
轡
Q
製
翼
茎00
80
60
40
20
O
　A　　　B　　　C　　　D　　　E　　　F
　　　　　　実験参加国
図2　RTによる欠陥寸法測定の度合
朧Level3十1£vel2
LeveB
Level2
査事業者のポテンシャルのアップが常に求められ、それ
に応えてこそ社会的に評価される基となると考えてい
る。さらには、このことがCIW技術者の国際舞台におけ
る活躍の場となり、検査技術者、試験所として非破壊
検査事業の
層の拡大に繋がるものと考えている。
　最後に、CWでは検査技術に重点をおき、そのために
非破壊検査を行う技術者及び設備の数量などによって
事業者認定を行ってきているが、これからはこれらのみ
では世界を意識した国内の需要に迅速かつ適正に応え
るのは容易でなく、まして国際舞台での活動は極めて困
難ではないか思われる。CIW事業者として認定されてい
る全ての事業者にいえることは、検査技術の質の向ヒは
勿論のこと溶接技術そして晶質マネジメントシステムの
要件を満足する考え方の導入が必要なこととである。
　従って、これらの導入および対応についてCIW研究・
教育委員会としても21世紀の大きな事業のつと捉え
て、現在のCIW技術者のための教育訓練あるいは研修
会等における内容の一層の充実とその活性化を図りステ
ップアップすることによって、個人としての技術のみな
らず事業者としての質の向Lと規模の拡大に積極的に
取り組むことが出来る様努めていきたいと考えている、，
関係各位の技能試験等への一層のご理解とご協力をお
願いする次第である。
参考文献
i〉ノく岡　紀一；試，験所認定に関する海夕率調査について，
　RUMPES，VoLl6，No2，pl　l−12
2）Norik＆zu　Ooka，Roy　GIlmour，Ka∠uo　Na執＆mura，Yosh磁a∠u
　Yokono，丁技kamas＆Ogat＆，Hldeyuki｝llmsaw註“PROFICIENCY
　TEST至NG　OF　ND了PERSONNEL量N　THE　EAST　AS董AN　REG匪ON
　UNDER　IAEA／RCAIUNDP　NDT　PROGRAMMゼ，The6th　Faギー
　EastCo鼓ferenceol壌Nol1−Destruc毛iveTes面9，0ctober2レ
　24，20（｝2（｝覗NDT2002）
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7．新認証制度について
社団法人H本非破壊検査協会会長
小林英男〆
�_
　（社）1
1本非破壊検査協会は、JIS　Z2305による認証試
験を2003年春から実施します，、当協会は、非破壊試験
技術者の認証に関する国際規格であるISO9712を目本
毅業規格として制定するためにJIS原案作成委員会を組
織し、この翻訳版を原案として｛1業技術院に∬S制定の
申請を行ってきました。この新しい認証制度は2001年4
月20H付でJIS　Z2305「非破壊試験一技術者の資格及び
，認証」として制定され、JISによる認証制度の発足とな
りました。当協会では協会規格であるNDIS　O601による
認定試験を30年以Lにわたって実施し、またISO9712に
基づいたNDISJOO1の認証試験も王998年から実施してき
ています，、この度のJISZ2305による認証試験の実施に
伴い、従来のNI）IS　O60簾及びNDIS　JOO1による認定・認
証制度は・元化されることになります。
　この新しい非破壊検査技術者の資格は、当協会の規
格による資格から国際的に整合した国家規格による資
格となることから、社会的な信頼度と地位が向Lするも
のと考えています．さらに資格が各種文潜に公式引用さ
れる機会が増えて、非破壊試験技術者の知名度と活動
範囲が広がることを期待しています，，
　この新しい認証制度の実施に伴い、NDISO601による
認定制度の試験は、2002年度秋期試験を最後に終ゴし
ました。（但し、2002年度秋期の
つ欠試験に不合格とな
った受験者については2003年度春期にNDISO601による
二次試験を実施）従来のNDISO601による資格からJISZ
NDiSo60圭
格保イ渚
�d一一一嗣鳳一一師軍璃齢酬輌一一剛騨　早期移行　　　　　　　　　　　　　　ウ
通常移行
［　　　　資格更新時期以崩1二　　　　　移行を希望するκ
移子八寅　一
L
　N｛）ISO60i
格更新時期び）占
匝　　　　∫星SZ2305による資格　　期闘はN1）星S（1601σ）更綿1期まで）
ウ
樹hl∫験＋甑1目夷　　　　　　　　lr多、卜慧、il賦験
卿噸瞬需闇薩幽酬購構闇瞠瞥隼聯篇嗣盟露
JiSZ23〔）5による賓格
　轄解1馴ゴ効）
一一一一嗣鳳一一師軍璃齢酬輌一一剛騨
早期移行
　　　　　　　　ウ
　．　　　L
匝
　　、経S　Z23（）51二よる碧断格
　嬉ll瑚1よN1）星S（〉6（）1σ）度！癬舞i　燈1まて乙）
　ウ
1『多目、翫f獅式験
卿噸瞬需闇薩幽酬購構闇瞠瞥隼聯篇嗣盟露
図1　短DISO601よりJISZ2305への移行フ鑓一チャート
2305による資格への移行については、�@NDIS　O601資格
の更新時期に移行する場合（通常移行）と、�ANDIS
O601資格の更新時期前に移行を希望する場合（早期移
行）の2通りを選択することができます。�@の通常移行
の場合はNDB　O601の登録後6年11の有効期限目を基準
にして、前後それぞれ2回実施される資格試験実施時期
となります。
　この場合は移行試験と再認証試験の両方に合格する
必要があります。この試験対象者には当協会認証事業
本部より通常移行のための受験申請書をお送りしますの
で、申請期間申に受験申請をしてください。また、特
例措置として�Aの早期移行を希望する場合は移行試験
の合格が必要であり、移行後のJIS　Z2305の資格有効期
聞はNDIS　O601の有効期闘となるので、更新時期には再
度、再認証試験の受験が必要となります。（図1「NDIS
O601より」1S　Z2305への移行フローチャート」を参照）。
新たにJISZ2305認証資格を取得する者は図2「JISZ
2305による試験概要」を参照ください。
　また認定制度の変更に伴う移行期間中の措置として
現有資格者の日常の検査業務において、また当協会の
資格制度を採用していただいている他団体の資格認
定・認証において支障が生じないように表噸〜表3にナ、§
づき、NDIS　O601認定資格とJIS　Z2305認証資格とを相
互に読み替えることができることとしました。この措置
はNDISO601認定制度の30有余年にわたる実績から、検
査業務を行うLでNDIS　O601の1種、2種及び3種の資格
をそれぞれJIS　Z2305のレベル1、レベル2及びレベル3に
読み替えても移行期間中の措置として不都合はなく、
またJIS　Z2305による認証制度を運営してゆくLでも支
障がないと判断したものです。なお、NI）IS　JOO1による
認証資格についてはそのまま読み替えるものとします．
　新しい非破壊試験技術者の認証制度をご理解いただ
き、制度の活用によって当協会とともに非破壊検査の
社会的貢献にご尽力いただくように、お願い申しLげま
す。
　JIS　Z2305による認証試験の詳細iについては、当協会
の機関誌「非破壊検査」、ホームページ（http：／www一
一12
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図2　JIS　Z2305による試験概要
表1　NDIS　O601資格唾種とJIS　Z2305資格レベル1との対応表
NDISO601
JISZ2305
RT
放身槻透過検査1種（R恥
1謝線透過試騒レベノ頃（1櫃）
UT
音波厚さ測定1種（UM／〉
蹄波厚さ潤定レベル1（UM1〉
MT
橋澗法磁粉淵易検査踊（NIYl）
通翻1磁粉探傷検佃種（MEi）
磁粉探傷試験レベル1（MT｝）
　　　一　　　一　　　『　　　粋　　　｝　　　謄　　　僧　　　−　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　甲　　　噌　　　輔　　　＿　　　＿　　　＿　　　＿　　　一　　　＿　　　r　　　一　　　隔　　　舳　　　曹
胃
溶剤除去性浸透手ヲヂ検査1種（PDl）
灘生浸透探傷検査鍾（PW1）
洗性浸透控ヂ検査レベル董　（PWi）
ET
内挿コイル渦流探傷検査i種（ET1〉
渦流探傷、式験レベル1（ET圭）
SM
電気抵抗ひずみ測定踵（SMl）
ひずみ測定レベノレ1（S瞭）
soc．nh．ac4p／jsndi／）及びNDls　o601認定登録者へ配布
しているインスパート（平成15年1月号）を参照くださ
表2NDIS　O601資格2種とJIS　Z2305資格レベル2との対応表
NDIS　O601
」至S　Z2305
RT
放身傷験査2種（R翻
放射線透過試験レベノレ2（1α）
uT
走蹄波検査2種（UT2〉
樹破払、1勿「、式験レベル2（UT2〉
MT
間法磁粉探傷検醜種腿Y2）
間法磁粉探傷検査レベル2／MY2）
胃
剤除去性浸透探傷験査2種（PD2）
剤除去性浸透探傷検査レベル2（1）Dの
ET
亀1蜘秀導検査2種（ET2）
渦流探傷試験レベル2（ET2〉
SM
ひずみ測定2種（SM2〉
ひずみ測定レベノし2（SM2〉
表3NDIS　O601資格3種とJIS　Z2305資格レベル3との対応表
NDIS（｝60叢
J至S　Z2305
確
放身ま線鹸査3種（RI3）
放射線透過，鵡史レベル3（田�S
UT
超音波検査3種（u〆i3）
超麟麟、1痂鵡卿ベノレ3（慣3〉
MT
磁気検査3種（MI3〉
磁粉探嫉式験レベル13（澱切
円
浸透検査3種（P蜘
浸透探傷講剣ベル3（蹴3）
ET
電磁誘導検査3種（ET3〉
渦流探傷言式験レベル3（肌3〉
SM
ひずみ測定3種（SM3）
ひずみ測定レベル3（SM3／
い。
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8．協議会だより
CIW検査事業者協議会
1．東京都の検査機関登録制度に基づく第1回の登録検査機関が決定
　「建築物のTl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卜1制定、事成14年2月14日都市建指第
275号改ll三）に基づく検査機関審査基準に適合し、登録された
検査機関が12月1811に決定し、i2月25日に登録書の授与式を
行いました．当協議会は、7月31H付で東京都から検査機関登
録制度の審査業務を行う機関として指定を受け、協議会内に
1検査機関倫理委員会」（委員長、西川孝夫　東京都ウニ大学大
学院教授）を設置し、申請の受け付け、書類審査、面接審査
を経て東京都の判定を受けてイ、録が決定したものです。
　’F成14年12月1日付で「東京都検査機関登録書」が発行さ
れた検査機関は次のとおりです。
登録の番号
検一14一（0）ヨ
検一王4一（0）一2
検一斑一（o）一3
検一14一（0）一4
検一14…（0）一5
検一14一（0）一6
検一辺一（0）一7
検一14一（0）一8
検一M一（o）一9
検一圭4一（0）一io
検一14一（0）一n
検一14一（0）一12
検一／4一（（））一13
検一14一（0）一14
検一M一（0）一焉
検一茎4一（0）一i6
検一錘一（0）一誓
検一14一（0）一18
検一14一（0）一19
検一14一（0）一20
検一哲一（0）一2玉
検一圭4一（0）一22
検一拠一（0）一23
検一慧一（0）一24
検一玉4一（0）一25
検一哲一（0）一26
検一董4一（0）一27
検一14一（〔））一28
検ヨ4一（0）一29
検一14一（0）一3（｝
検一14一（0）一31
ll．見学会の開催
検査機関の名称
季朱式会社ジャスト
ll本検査コンサルタンi・株式会社
エンジニアリングサービス株式会社
東京理学検査株式会社
株式会社キューシーコンサルタント
株式会社シーエックスアール
株式会社インテック
株式会社ダンテック
第・n検査株式会社
株式会社工・アイ・シー
新目本非破壊検査株式会社
北1．1本非破壊検査株式会社
非破壊検査株式会社
株式会社検査サービス
綜合非破壊検査株式会社
有限会社アイ・イー・エル
株式会社アイ・エム・シー
株式会社．エステでエス
株式会社ディーアイジヱクト
札幌インスペクシー1ン株式会社
株式会社テック
株式会社朝目エンジニアリング
株式会社アディック
株式会社関東．ニンジニアリングサービス
株式会社国・玩技研
株式会社広宣
有限会社鋼造エンジニアリンゲ
株式会社相模理11
ソニック株式会社
富山検査株式会村、
溶接検査株式会社
　（社）目本非破壊検査工業会と共催で見学会を計画中で、詳
細は後目案内します。
　1，目　　　時　　事成15年2月28日（金）
　2．見学先ト定　　横須賀海L自衛隊の艦艇、その他
“1．全国営業会議
　全国営業会議実行委員会は、去る11月19日（火）に開催され、
今後の活動テーマとして、�@外的P　R方法の検討、�A統堤
積書利用の推進、�B各ブロック活動の活性化を採択し、今後
開催するブロック会議で具体的な活動方針を打ち出す予定です。
lV．（社）日本非破壊検査工業会との懇談会
　（社）目本非破壊検査i二業会との定例懇談会を去る11月19目に開催し
ました。
　協議会からは逸見代表幹事、井規副代表幹事及び荒井技術委員が
出席、工業会から中山理事長、松村総務担当理事、安田東日本支部
長、木村技術担当理事及び江橋専務理事が出席し、平成15年から実
施されるJIS　Z2305資格試験対応の講習会・勉強会などの∫≒同開催、
見学会の共同開催など今後推進すべき共通課題について活発な意見交
換を行いました。
V．非破壊検査損害賠償責任保険の加入促進
　非破壊検査業務を安心して遂行するため、また東京都の検査機関登
録制度の推進にあたって業務遂行中の事故や業務の結果に起因する事
故などについて法律Lの損害賠償責任を負担することによって被る損
害をてん補する保険で、来る3月1日から開始します。
　東京火災海ヒ保険（株）の団体制度を適用して加入するもので、保険
料も団体割引が適用されますので加人を希望される会員の皆様は早め
に毛糸売きを。
Vl．東京都検査機関登録関係のスケジュール
　研修会の開催★　　　　平成15年2月〜3月
　中請のための説明会
　申講の受付期問
　書類及び面接審査
　東京都への推薦
　なお、
査を行う予定です，，
平成15年4月
平成15年7月1目〜31口
平成15年8月〜9月
’F成15年1玉月
1年目の定期審
査もL記と並行して受付、審
　＊この研修会は、東京都検査機関登録制度の各技術
者等に要求されている東京都知事が認める建築材料の
試験・検査に関するものです。
　詳細は確定次第ご案内しますが、既に登録検査機関
となっている事業所の該当者ならびに来年度以降に検査
機関登録申請を予定されておられる事業所の各技術者
の受講をお勧めします。
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9．お知らせ
　平成董5年度の溶接検査認定のための技術者試験と研
修会、溶接管理技術者の評価試験と研修会及びIP配国際
溶接技術者講習会の各目程について、以Fのとおりお
知らせいたします。
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15年6月1日（ll））の案内・申請、誓については、各研
修会会場にて配布いたします。
◎1級及び特別級基礎編対象研修会
1．溶接検査認定（CIW）について
　前期分の詳細については、3月半ばに送付する各案内
書をご参照ドさい。後期rl程については、変更する場
合もございますので7月20目発行のRUM憂）ES（VoL17
No．3）に掲載いたしますのでご確認願います。
◎溶接部の検査に関する研修会
　前期東京地区：4／」19口（t）・20Ll（m
　　　大阪地区　：4月191一遷（
L）・2011（1・1）
　後期東京地区　：10月2511（D　・2611（Ll）
　　　大阪地区　：10月2引1（上）・26日（口）
◎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　：5月18H（m
　（束京地区／大阪地区／広島地区／北九州地区）
　　　2次試験
　　　東京地区：7月511（
七）
　　　北九州地区：7月5H　（』L）
　　　広島地区二7月5日（
ヒ）
　　　大阪地区二7月611（目）
　後期1次試験　：11月16日（目）
　（東京地区／大阪地区／広島地区／北九州地区）
　　　2次試験
　　　東京地区二平成16年1月10H（・鑑1）
　　　北九州地区二平成16年1月10日（1二）
　　　広島地区：平成16年1月10口（し）
　　　大阪地区1’r成16年1月11H（ll）
季し巾晃ナ也【メ：
盛岡地区
東京地区
名占屋地区
大阪地区
福岡地区
◎2級対象研修会
　　拳し申晃士也1＞く
　　盛岡地区
東京♪也区
名占柔蓄重也レく
大阪地区
福岡地区
3月15H（D〜18日（火）
4月7H（月）〜1併H木）
4月9日（水）〜12H（L）
4月16H（水）〜19H（D
4月16目（水）〜19日（L）
4月引
i（水）〜氾口（f二〉
4月24日（木）〜27日（旧
4月23日（水）〜26H（L）
3月16目（ll）〜18目（火）
4月8口（火）〜io日（木）
4月10H（木）〜12目（L）
4月17目（木）〜19目（D
4月17目（木）〜19H（D
4月8日（火）〜10目（木）
4月251』1（金）〜27H（ll）
4∫遷24Ll　（木）　〜26H　（董二）
◎特別級応用編研修会
　　東京地区　　二4月2H（水）〜5日　（｝二）
　　大阪地区　　：4月8目（火）〜n　H（金）
田．”W国際溶接技術者について
　また、HW国際溶接技術吝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、詳細については当協会担
当（TELO3．3257．1643）までお問合せ1｛さい。
ll．溶接管理技術者（JIS　Z3410／ISO14731／WES8103）について
　ご案内・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L、（社川本溶接協会
FAX（03−3255−5196）にてご連絡願います。査収後、研修会の
◎平成14年度後期講習会
　　東京地区　　：3月27”（木）〜2911（D
　　大阪地区　　：3月14日（金）〜！6日（H〉
◎’F成15年度分については未定です，、
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　あけましておめでとうございます。咋年・年を振り返れば、年初に「今年こそは！」と思
うところがあ一）たのですが、アッという間に終わってしまいました。今年こそ充実した年に
しようと決意を新たにしているのは私だけでしょうか。
　さて、今5｝ではCfW認定制度の改定作業が進んでいることを踏まえ、CIW認定制度の改定
（案）にスポットをあて編集しました。順調に進めば、今年秋頃から新しい認定制度がスター
トするはずです。新しいCIW認定制度が順調に立ちLがり、それによって、CIW認定制度が
建築鉄骨分野のみならず、他の分野にも広く採用されることを願って止みません。関係者の
皆様にCIW認定制度の改定（案）の概要を理解していただくのに本号がお役に立てれば幸甚
です、，
　本年も本誌「RUMPES」を宜しくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．E）
（
〆�_」”“¢〆汰グしグ隻4�_c〆Nグ（
グ曳〆漢〃（〃Nグしグ監4随グc〃、（
〃�_（、〃L4断cグし〆つ皇グ螂4，皇4（〃）畝断隻〃⊆4∈グガ）
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