




非破壊検査試験所認定制度発足にあたって

社団法人日本溶接協会会長

藤田　譲

　当協会の非破壊検査事業者認定制度は、発足以来40年の歴史を重ね、認定事

業者数170社を擁する制度として社会に認められ、日本全国をカバーしている制

度として定着して参りました。

　しかしながら、この制度を社会に適合した制度として継続運営して行くために

は、流動し変化する時代の要請に常に柔軟に対応して行くことが肝要であります。

平成15年の年頭所感で申し上げましたとおり、本年は、最大の努力をして激変

する社会の二一ズに対応し、より良い制度に脱皮する年と位置づけました。この

ため当協会ではC　I　W検査事業者認定制度の見直しのためのワーキンググループ

を設置し検討を重ねるとともに、各界の専門家による諮問委員会におはかりして

まいりました。その結果、JIS　Q　i7025／BO藁7025にもとづく試験所認定制度が

創立されたのでございます。この制度は、C　l　W検査事業者認定制度において主

眼としてきた技術評価に、さらに充実させた晶質システムの評価を加えた認定制

度として財団法人日本適合性認定協会（JAB）と共同で運営して参ることになり

ました。

本制度に関する諮問委員会において議論されましたとおり、1SO9000sによるマ

ネジメントシステム認定の普及は、あらゆる産業に行き渡り、もはや輸幽産業の

みが必要とするものではなくな一）ております。ISO　l7025もJIS　Q17025として制

定され、今後、我が国においても基盤となる制度として普及して行くものと考え

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出来ませんが、そのためには検査品質のレベル確保が重要

になります。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、また、更に公平性、透明性の高い制度として機能するように

今後内容を更に充実させて行きたいと考えております。

　諮問委員会では、もう 点重要なご意見を伺いました。それは認定取得のため

に書類の山に埋もれてしまうようなシステム構築を強いることは避けて欲しいと

いうことです。非破壊検査事業者は、比較的に中小の事業規模の会社が多いのが

実状です。実態にあったシステムを展開して行く姿勢を貫くべきだと考えており

ます。

　また、そのためには指導・育成の機会を数多く設ける必要があるとも考えてお

ります。そのためにも、事業者の皆様方におかれても大いに勉強し、精進・努力

していただく必要があると存じております。

　本制度は、本年の10月には立ち 上げる予定でございますが、本制度の利用者各

位のご理解とご支援あっての制度です。今後ともこの制度を大きく育てていくた

め、温かいご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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1．非破壊検査事業者の試験所認定制度の概要について

（社）日本溶接協会試験所認定ワーキンググループ

1．はじめに

　約40年の歴史を持つ非破壊検査事業者の技術種別認

定制度（CIW認定制度）は、我が国唯・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

おいて社会に大きく貢献している。しかし、同制度は透

明性と公平性の更なる拡大、国際的に通用する認定制

度、建築鉄骨以外の分野への適応分野の拡大、品質シ

ステムの本格的な導入、倫理に関する問題など、いくつ

かの課題を抱えていることも事実である1）2）。

　こうした背景を受け、（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、新しい非破壊検査事業者

の試験所認定制度について検討を重ねてきたが、本年

10月の開始に向け、漸くその概要が纏まった。ここでは、

その概要を紹介する。

2．非破壊検査事業者の試験所認定
　　制度の概要

　今回発足する非破壊検査事業者の試験所認定制度

（以卜、試験所認定制度と略称する。）は、日本におけ

る試験所認定機関である（財）日本適合性認定協会（以

下、JABと略称する。）とJABから審査を委任された

（社）1・、1本溶接協会（以下、JWESと略称する。）が、共

同で運用することになる。図璽に試験所認定制度の仕

組みを示す。

　認定機関は、非破壊検査事業者からの申請により、

JIS　Q17025に基づき、試験所（非破壊検査事業者）の

1　　　　国際相互承認評価　　　　1
ヨロ　ぱゆロロロぼ　ぴりはぼ　　ぴロゆゆ　しりの　　　ロロヂ

　　　　　†

「 認定機関

階　　　　　　　評価（管理
　　　皿
　　　　　システム，要員，
（試験所〉　　設備，技術

JISZ9358／翌SO／IECガ石ご58

Lの要求事項，技術的要求事項〉

試験

罫S　Q蓋7025／ISO／IECl7025

試験報仁妻（認定マーク入り）

試験

発注者
溶接構造物 試験焼格，仕様書など

図壌　試験所認定制度の仕組

管理 Lの要求事項（倫理を含む）と技術的要求事項を

評価し、認定を与える。認定された非破壊検査事業者

は、」1S／1SOに適合して．忍定されていることを社会にア

ピールすることができ、また、認定された事業者が発行

する試験報告書には認定マーク（JABロゴマーク及び

CIWロゴマーク）を付すことができる、、

　この試験所認定制度の最大の特徴は、本制度が」夏S　Q

l702512000（ISO／iEC17025）「試験所及び校正機関の

能力に関する一般要求事項」3）に基づいていることであ

る。今同、新たに1｛本溶接協会規格としてWES8705：

2003「非破壊検査葬業者の認定に関する指針」を制定

することとな一）た。この指針は、JABの委任を受け、

JwESがJIS　Q　l7025に基づいて非破壊検査を行う事業者

の評価を行う際、JIS　Q　l7025に付加する補足事項を規

定したものである。非破壊検査を行う事業者が、溶接

構造物の非破壊検査を実施する能力があるものとして認

定を得ようとする場合、WES8705を考慮し、」1S　Q

17025の要求事項に基づき運営していることを立証しな

けれぱ｝ならない。

　現行のCIW認定制度もJWESの規格に基づき認定が行

われている点では同様であるが、」｝S等の国家規格に基

づいているわけではない。この違いが最大のポイントで

ある。国家規格である」聡規格、てには国際規格に基づ

いて行われることになれば透明性と公平性の更なる拡大

に繋がり、社会的な信用の度合も自ずと高まることが期

待される。更に、JIS　Q　l7025の試験所の管理上の要求

事項には、技術的要求事項と合わせて、試験所にとっ

て必要なJIS　Z9901／99021｝998の内容が取り込まれてい

る。したがって、昨今、非破壊検査事業者に対しても

ISO9000シリーズに対する要求が監督官庁などから寄せ

られているが、試験所認定制度の取得により、非破壊

検査事業者は実質的にISO9000シリーズに基づく晶質シ

ステムを構築していることを社会にアピールすることが

できる。

　また、新しい試験所認定制度の要員登録基準として、

WES870612003「溶接構造物非破壊検査等における要

員登録基準」を制定することとした。要員の種類は従
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来の主任検査技術者、主任試験技術者、試験技術者の

ほかに、新たに品質管理者が加えられた、、品質管理者

は、溶接構造物の非破壊検査を行う事業所の品質シス

テムの維持・管理に関して総括的な責任を負う。また、

要員の登録条件については、従来は評価試験を課し、

これに合格し、aつ…定の保有資格を有する者としてき

たが、WES8706では主に保有資格について 一定の登録

条件を定め、申請者からの申請書類に基づき書類審査

を行うとともに外観検査と晶質マネジメントシステム

（QMS）に関する研修を受講してもらうこととした。

　表璽に試験所認定制度の概要を現行C至W認定制度と

比較して示す。本表は小誌Vd．17，No。i号2）で掲載したが、

その後の審議によって、対象試験・検査部門及び種別

の内容が異なっていることに留意していただきたい。対

象試験・検査部門については、最終的には現行CIW認

定制度とほぼ同じ部門とした。但し、外観試験につい

ては従来以上に、これを重視し4）全ての試験・検査部門

に必須とした。また、種別については、」欝Q17025の

事業者問で差別を設けるべきではないという原則に則

り、種別を設けないこととした。但し、認定された事業

者に交付される認定証には、対象試験・検査部門が明

記されることになるので、当該事業者が保有する試験・

検査部門がどれとどれで、合計何部門保有しているかが

容易に識別することができる。

3．認定組織

　JWES及びJABの組織体系を図2に示す。JWESでは新た

に試験所認定制度運営委員会を設け試験所認定制度全体の

統括を行う。試験所認定制度運営委員会の臼二は試験所審

査委員会と非破壊試験技術専門委員会を置く。

　試験所審査委員会では試験所認定審査業務の実質的

な運営、審査チーム及びチームリーダー一の指名、審査員

の審査業務遂行状況の監査、審査報告書の承認及びJAB

内に設けられている試験所認定委員会への審査結果の

報告を谷う。なお、審査員はJABの登録基準に基づき登

録される。　一方、非破壊試験技術専門委員会では非破

壊検査に関する技術的事項についての諮問、J｝S　Q

17025要求事項の解釈の作成及び公表、技能試験の運営

を行う。技能試験については小誌Vo｝．！7，No．璽「試験所

認定における技能試験等の取組みについて」を参照され

たい5）。

　また、試験所認定制度運営委員会とは別に、JWES内

に非破壊試験教育委員会が設けられる。非破壊試験教

育委員会では品質マネジメントシステム、外観試験等の

教育を行う。

4．JWESとJABとの役割分担

　前述の通り非破壊検査事業者の試験所認定制度にお

ける認定機関として、JABがこの任に当たることとなっ

た。JWESはJABの委任を受け、非破壊検査事業者の評

価を行う。本試験所認定制度におけるJAB及びJWESの

役割分担を図3に示す。認定の決定、認定の授与、認

定試験所の公表はJABによって行われるが、申請受付、

審査計画の航案、書類審査・予備審査、現地審査、審

査報告書作成、是IE処置手続、最終報告書の作成・承

認、JAB内に設けられている試験所認定委員会への審査

結果報告などの実質的な審査はJWESによって行われる

こととなる。

　なお、試験所認定制度にかかる料金については、現

行のCIW認定制度における料金から大幅に逸脱しないよ

う、JABと鋭意検討中であり、近日中にJABから公表さ

れる予定である。

　　　　　　　　非破壊試験技術

園
　　　　　　　　　専門委員会

図2　認定に係る組織体系

5．試験所認定の手順

　認定取得までの概要を説明する。（図4参照）

　①問合せ、認定申請書類提出

　ISO／IEC17025認定を取得したい試験所は、JWESへ

申請方法を問合せ、申請書を提出する。提出書類には

以下のものが含まれる。

　申請者名称及び申請範囲がわかる書類、登記簿謄本、

定款、組織図、品質マニュアル等。

　②予備審査

　初回申請の場合は原則として予備審査が行われる。、
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（勾　認定プ縣グラム

1運営開始時のみ】一一一一一一一一一一一一r

アクシ薄ン 詳　　細 掘　当

プログラム開始の
公表・宣伝

JWES
AB

申、論方法説明会 JWES
旧　滞　鼎　＿　＿　咀　瀞　門　　門　　甲　＿　”　卿　　需　嘔　圏　囎　　精　　一　甲　一　噺　　牌　　障　一　　翻　　謝　　隙　一　一　　一　　脚　鱒　一　　一　“　”　←　一　一　皿　需　”　　一　一　鼎　｝

1

申詰受付 不備→指摘→再提出 JWES

中請受理 不縮なしの状態 JAB

申請書類の保管 、鋼

審査計画
　　　審査員，日程の決定
ABシステム審査赦参加（当面〉 国

書類確認・予備審査 JABシステム審査員参加（当面〉 JWES

現地審査 JAI3システム審査員参か日　（当面） JWES

審査報告書作成
　　現地に置いてくる報告潜
ABシステム審査員参加（当面） JWES

是疋処胃浮続 JABシステム審査員参耕1（当面〉 JWES

匝彊作成 、温、．嬰灘　錨，，、「巫1

最終報告書承認 審査委員会（JWES）

璽審 査結果報告 試験所認定委員会（鈴B） JWES

認定の決定 試験所認定委員会（JAB〉 JA9

認定の授与 認定登録証の発行 JAB

認定試験所の公表 JAB
JWES）

　　　　　　　　琴
　　　　　　　　　　　　　　　　　更新
　　　　　　　　論r．
　　　　　　　　墨璽

匪璽r｛率コ

「巫］唾一　舗継の搬

團

（2）技能試験プログラム

アクシ翼ン 詳　　細 摂　当

技能試験
プログラム開発→受付→結果解析

報告書作成
JwES

図3　JAB及びJWESの役割分担

審査員が現地を訪問し、準備状況の把握、現地審査に

かかる日数の見積もり等を行う。

　③現地審査

　審査員が試験所を訪問して現地審査を行う。所要日

数は試験所の規模や申請範囲により異なるが、おおよそ

1日～2日である。職員との面接・内部監査記録の確

認・マネジメント・レビュー記録の確認・試験設備の確

認・試験実技の確認、等が行われる。なお、通常は晶

質システムを主に審査する「システム審査員」と、技術

虚　　　　不適合
巨巫ヨそ

定期サーベイランス

サーベイランス結果の判定

璽
図4　試験所認定の手順

能力を書ミに審査する「技術審査員」とがペア（必要に

1、5じて3人以扮になって現地審査を行う。現地審査

後、審査員は審査報告書を作成する。なお、審査員に

認定の決定を行う権限はない。

　現地審査において、80／｛EC17025の要求事項を満た

していない部分が指摘された場合は、定められた期間内

に是慮処置を行う。

　④認定するか否かの決定

　審査員によって作成された審査報告書を基に、認定

機関が認定するか否かを決定する。

　⑤認定登録証授与

　④の段階で「認定」と決定された場合、その証明証

が渡され、認定機関のウェブサイト等で認定の事実が公

表される，、

　⑥その後の審査

　ISO9000認証と同様、試験所はその後も定期的に審

査を受ける必要がある。初回審査後は4年毎に更新審

査、その間の3年間は毎年サーベイランスが実施される。

6．試験所認定制度の開始

　試験所認定推進ワーキンググループでは、以上述べて

きた試験所認定制度を本年の10月から認定申請を受け

付けできるよう現在鋭意準備中である。そのため、

JWES内における試験所認定制度運営委員会、試験所審

一一 一
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査委員会、非破壊試験技術専門委員会、非破壊試験教

育委員会の設置、審査貞の教育と登録、試験所認定制

度のPR、事業者への制度覚明会、関係行政機関への説

明、技能試験プログラムの開発、新講習会の準備など

をJABと調整を図りながら進めつつある。

7．現行CIW認定制度からの移行措置

　現行Ciw認定制度は試験所認定制度の発足時（本年

沁月予定）から移行期問として3年問継続させる予定で

ある。3年後には現行のCIW認定を受けている非破壊検

査事業者が全て試験所認定制度に移行していることが

望ましい。この闘、現行のC亙W認定制度と試験所認定

制度が並存することとなるが、両認定制度の相互関係、

主任検査技術者、』鑑任試験技術者の取り扱いなどにつ

いて現時点では検討中である。いずれにしても、スムー

ズに移行が図れるよう、また、現行制度の認定事業者

の不利とならぬように早急に結論を出したい、）

要、JWESとJABとの役判分担、認定組織、試験所認定

の手順、現行C至W認定制度からの移行措遣などについ

て概説した。試験所認定制度の公表、申請開始を本年

10月に控え、現時点で発表できることを少しでも早く関

係者に知っていただくことを目的とした。我々の準備が

遅れ気昧で関係者の方々からご心配、ご不満をいただ

いていることは承知している。ここで、お詫びするとと

もに、残された時間を有効に使い、より良い制度にする

ことを約束したい。

　　　　　　　＜参考文献〉
P　江端　誠「今後のCIWのあるべき姿（私見）」RUMP配S，

　Vo口6，No護，P5…

2）　江端　誠「非破壊検査事業者の試験所認定制度についてl

　RU醗PES，VoU7，No護．P5…
3）　斉藤　正則「”S　Q　l7025（璽SO／班G7025）言プt験所認定制度．l

　RUMPES，Vol，15，No．3，野6～

4）大岡　紀一1外観試駅」RUMPES，Vol．16，No．4，p卜

5）入岡　紀一「試験瞬認定における技能試験等の取組みについ
　て！RUMPES，Vol．17、No。1，p翌0一

8．おわりに

小誌では、非破壊検査事業者の試験所認定制度の概

　　中野盛司氏に貢献賞

第33回日本溶接協会賞授与式

　シーエックスアールの中野盛司相談役が6月i2U、

都内で開催された日本溶接協会・通常総会後の第33回

協会賞授賞式で貞献賞を受賞した＝写真黙、、

　今回の受賞は、「非破壊検査事業者の技術レベル及

び社会的地位の向上への貢献」によるもの。

　中野氏は、日溶協規格（WES8701）に基づいて実

施する非破壊検査事業者認定（αw認定）制度により

認定された非破壊検査会社で構成するC夏W検査事業者

協議会に設立当初から参画。幹事、代表幹事等を歴任

し、日溶協と共同でC至W認定制度の普及啓発活動を行

うとともに、非破壊検査会社及び非破壊検査技術者の

技術レベル・倫理

観の向上、第三者

検査制度の実現に

努め、溶接構造物

の品質向土に尽力

した。

S社の認定取消について

　　　　　　　　　溶接検査認定委員会運営委員会

　S社は、平成12年4月UT部門E種としてCIW認定を取得し

たが、セ任試験技術者の欠員のため、平成14年10月1日付で

E種事業者認定を停止されていた，、しかし、行政当局から非

破壊検査事業所として不適正な行為があった旨の通報及び

抗議があり、当運営委員会に設けた調査委員会が入手した

情報に基づいて同社に指摘した結果、会社代表者からこの

指摘事項について全面的に認める陳謝の文書を受取った。

今回の行為は、認定事業推進において、甚だ信用を失墜し、

認定事業者として必須の倫理にも重大な違反をするものであ

る。運営委員会で審議の結果、「認定停止」を「認定取消」

に変更すると共に、再認定申請を3か年受理しないことに決

定した、、これに基づき、溶接検査認定委員会においても審

議し、L述の決定を平成15年2月21日付で同社に対して通知

した。

　今同の事例は、認定事業者としてあるまじき行為であり、

関係各祉におかれてはこのようなことのないように、厳正な

る対応をお願いする次第である。
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2．llW溶接検査技術者制度の概要

溶接管理技術者認証委員会

HWJ。ANB資格認証委員会

委員長宮田　隆司
委員長　里予村　　†専一

1．はじめに

　国際溶接学会（HW）では、ig98年から国際溶接技術

者制度を構築・実施してきたが、本年より国際溶接検

査技術者制度を発足させる，、当協会は、2000年度から

WES8103の溶接管理技術者及びWES8憩7の溶接作業指

導者から、IIWで認められた条件を満たす希望者に対し

て、IIWの相当資格を付与する「特例措置」を実施して

きた。　一方、この溶接検査技術者（Intemationa玉Weld－

i貸g　Inspection　Persomel：IWIP）の資格取得に際して

は、IIW溶接要員資格（IWE、1WT、IWS、夏WP）を保

有している場合かなり有利となることから、準備が整い

次第実施してゆきたい考えである。また、（社Hl本非

破壊検査協会（以下JSND夏と略称）が本年から実施し

ているJB　Z2305（ISO9刀2修正）に基づく非破壊検査

技術者認証を取得すると、IWIP取得に際して非破壊試

験保有資格の試験法の部分の履修が免除される特典も

ある。当協会はJSN研と共同してIWlPの取得について、

特例措置を含めて、実施スキームを策定中である。

1WIPの制度は始まったばかりとはいえ、取得のため特

例措置の恩恵を亨受できる期問が限定されていることか

ら、関心をお持ちの方々に対して制度の概要を早急に

お知らせする必要を痛感しており、紹介するものである。

2．”W要員資格制度発足の経緯

　ISO9000による「晶質マネジメントシステム」の普及

は目覚しく、現在60万を超える機関が認証を取得し、

登録されている。最近は特にアジア諸国において関心が

高まってきている。溶接は、このISO規格初版（ISO

9004－87）において、代表的な「特殊工程」であると定

義され、従事する要員の事前承認及びプロセス管理の

重要性が強く要求された、，

　溶接が「特殊工程」と定義されたことを受け、簾994

年にはISO9000に完全に対応した溶接ファブリケータの

ための国際規格ISO3834「溶接品質要求事項」が発行

された（現在Jls　z3400－99として制定されている）。 一

方、特殊【程に対する要求事項はisO9000－2000年版で

はいっそう明確化されてきている、、

　溶接要員の第1三者認証の重要性を受けて、EWF（ヨ

ーロッパ溶接連盟）ではEC及びE｝苛A域内で有効な国際

溶接要員資格制度を構築し、19飢年から実施してきた。

その後、この制度をよりグローバルなものとするために、

HWの場に持ち込まれ、若下の修正が加えられた後、

1998年からHWスキームとして実施されてきたのである。

現在IIWスキー一ムの実施に参加している国は、計画中を

含め30力国以L（G8を含む）となっている。昨年から

今年にかけて、東南アジア、中近東諸国の関心がとみ

に高まってきており、シンガポール、タイ、インドネシ

ア、イランがHWに加盟し、エジプトがスキームヘの参

加を希望している、、

　我が国では、当協会が、関係諸団体のご協力を得て

2000年に」一ANBを設立した。そして2001年にHWの承認

を得て、同年度より国内向けとして前節で述べた「特

例措置」による11W資格取得の講習と審査を実施してき

ている。5月未現在で1，100人を超える人々がHW資格を

取得している。ところがこの溶接要員の「特例措置期

間」は本年度（・部2004年度）中と期間限定であるため、

IWIPを目指す人は是非この期問内にIIW溶接資格の取

得をお勧めするのである。

3．IIW－IWlP（溶接検査技術者》の職

　　務及び保有すべき知識・能力

　Iw1Pは、蓋SO9712（Jls　z2305）と同じように次の3つ

のレベルから構成されている（EWFでは4レベルである

のに対して）。すなわち、

　（1）IWI－C（Comprehensive）二包括的溶接検査技術者

　（2）　茎WI－S（Standard）：標準的溶接検査技術者

　（3）　IWI－B（Basic）二基本的溶接検査技術者

　そして、それぞれのレベルに対して職務内容及び必要

な知識・能力等をド記のように要求している。各要求

事項の括弧内に要求されているレベルを示す。

　●非破壊試験、機械（破壊）試験及び外観試験に関

　　すること（C、S、B）

　●検査要領書及び判定基準（C、S、B）及びその作
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田

IW鷺，王W孚

WM（鱒簸）

WT・王11

王M⑲7溢）

W鷺蓋1

2

更WS

匝
3

w越（95魏〉

WTH

経験2年

口

2
更WP

王M（63熱）

wレ蕪

俳
WM（6（｝麺〉

WT蓬

IW卦S

経験2爺

匡卜
翼M（42蝕）

W夏運
三W夏鷺

図肇　国際溶接検査技術者資格（iW一）取得の各種ルート

（注＝最初の丸印は中間試験、最後の丸印は最終試験を示す。）

　　成と適用　（C）

　●材料仕様及び冶金的事項（C、S、B）

　●溶接材料の仕様（C、S、B）

　●図面の理解、組立及び溶接部す法許容範囲（C、S、

　　B）

　●WPS（溶接施【要領書）（C、S、B）、及びその作

　　成と適用（C）

　●晶質管理プログラム（C、S）

　●溶接機器の機能確認、適用・制限範囲（C、S）

　●国内・外の溶接作業者資格制度（C〉

　●製作前・中・後の溶接欠陥（不具合）の識別（C、

　　S、B）

　●国内規格に基づく検査要求事項（C、S）

　このように、レベルよって規定事項は異なるものの、

職務範囲は我が国で非破壊試験技術者に対して求めら

れているものより広範囲であり、破壊試験、外観試験、

WPS承認のための試験・検査、材料の識別確認や仕様

確認、溶接作業者の資格試験等まで包含している。あ

たかも旧電事法やガス事法での立会い試験項目、ある

いは造船等における検査官の業務内容に近いものであ

る。これも溶接がISOで規定する「特殊工程」であり、

プロセス管理を行うためには、プロセス全体の流れのな

かで品質マネジメントに必要な試験・検査・確認・記

録などが要求されるべきであることによるのであろう。

4．IWIPスキームの概要

　IIW溶接技術者スキームと同様に、基本的には教育・訓練

履修時間、及び学歴を重要視している。IWIPが履修すべきシ

ラバス（教授内容〉としては、溶接技術に関

するモジュール（WM）と試験・検査に関す

るモジュール（夏M）とがある。どのモジュー

ルを先に履修してもよい。溶接を先にする場

合を図喋に示す。

　図1において、四角内の数字はそれぞれの

資格取得のためのアクセス・ルートを示して

いる、，ルート1は何の資格も保有していない

人のルートで、1WLCの場合、
WM“M＝121＋97＝218（時1駕）の鰻修と中間試

験及び最終試験の今格が必要となる。もし

IWI－Cの受験者が、11W溶接技術者資格の

IWEもしくは1WTを保有していると、WMの

履修と申間試験の受験が免除となる。1WI－S

aWI－Bについては、それぞれ1WS、IWPを保有していると、

それぞれのWMの履修と中間試験が免除される。ルート1及び

2についてはそれぞれ学歴資格が要求されている。しかしなが

らルート3ではそれぞれト位レベルでの経験2年を経るとL位

レベルヘ進むことが出来る。これは溶接技術者ではみられな

かった条件の緩和であり、望ましいことである，、

　IM（検査モジュール）については、まえがきにおいて述べた

ように、ISO9712もしくは同等資格の認証者は、その保有資

格の非破壊試験法について受講（実技訓練を含む）が免除さ

れることとなっている。JSNDIでは、本年度よりJlsz

2305（茎SO9712と同等とみなされる）の認証を始めるので、この

資格を取得すれば、その該当非破壊試験のシラバスの受講が

免除されることとなる。従って、IWIPの資格取得を目指す人

はJSNDIの」玉SZ2305資格の早期取得をお勧めしたい。

　WMのシラバスは難W溶接技術者シラバスの部からな・）て

いる，、IMのシラバスの項目と履修時間の規定を表嘩に示す。

理論と実技演習はほぼ半分ずつとな一）ている。

5．IWIPスキームの今後の予定

　IIW溶接資格やJIS　Z2305の認証を既に取得した、あ

るいは今後取得する人に対して、相当する王WIPの資格

を取得するための「特例措置」、あるいは図1に示す各ル

ートの取得コースの開講などをどのように展開するか

は、当協会とJSNDIとが共同で現在鋭意検討中である。

また、実施条件に関してはHW（IAB）の承認を得る必要

がある。今後明確になり次第公表・実施する予定であ

る。しかしながら、はっきりしている事は、少なくとも

特例措置によるIIW溶接要員資格（王WE、1WT、IWS、

9
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表壌　IWl検査モジュールの教育・翻練時間（最低要求時間〉

臨吾 廻至一c 欝トs王瓢嚇 『　“　群 り　　　ゆ　　ド 欝レc1響トs 響ト登

茎 灘　　　　論 峯．§ 超鷲波　　舞 7 s 2
美“1 の　饗 2 2 主 桑．§．1 、理

1．2 用語及び驚 三 夏 三 凄．§。2ド 灘

2 露 婆．§．3爆さ漁禰
2．1 溶　欝の　　禽 圭 三 圭 4．ε，婆乎　　簑　の’躍

3 溶　の不冗、 婆，6．器 の～置灘黛
3．箋 溶　　ヂ、の 5 4 3 違、套．6 縫承の　　と・法
3．2 欝　欠　の評 2 茎 o 婆．惑．マ 一欝　　　叢　　欝翼

婆 勤　法 感．熱．8 判
婆，豪 愛　法　論 蓋 童 童 尋、6．蓼 一動化システム
婆。2 善 き 5 6 窪．6．圭9 猶翫総システム
4．2．1 矯異 4．6．員 捗

4．2．2 答驚灘1のチェツク 尋．6．12饗員の　縞
凄．2．3 溶　　　　の　帰 凄、マ その　の一　　舞　裏 2 i §
婆．2．婆 溶　　　雀の 護、ぞ．1 遇’　　馨
婆。2，5 糞賢　　　　　織 壌．？，2 鞠

壌．3 識 黎 2 3 爆。マ，3 ひ　み灘
4．3．玉 鰐、理 4．8 舞　　試　　の’ 2 2 ○
窪．3．慧 …　法 婆．8．1 爵験法と各“要撮との　　、
婆．3．3 判 婆．8．2’ の論理
婆．3．哺 罵 婆．8．3 甕　法選
喚．3．S 書 4．9 その　の護　霊 2 茎 玉
4．3．§ ・の　　捺 婆．9，蓋 厩擁
4．爆 象 喋 婆 4 婆．奪．2 囎灘翫
毒．嬉．1 獄理 4．節． 郡のぞ　と賜 ま ま 三
婆．農．2 ・　重 4．1倉．1 麹　　6　糞”鶏・の纒朗
婆．窪．3 ’1鼻 違．m．2 欝鵡の評　箏順
壌．塩．4 罵 農。紛．3 項の記…と　欝
4．窪．暮

ト紬 毒 錨質・証
4．穫．§要　の　篶 5、ま 撲、則とレベル 3 黎 ま
尋、5 過註 峯 3 2 6 のマネジメント 3 3 倉
護．5。董 原理 7 演響
篠．5．2 婁 欝 三8 マ ○
婆．5．3 鍵 欝 3 2 2
媛．5．爆 憂　な　　　轟　　置 警 藝 § 6
爆．蓉、5 φ　櫛　　　㍉ 　　　　“　　　

　　　　　　　製 纏 至 む
喜．5．§要　の　嬬 胃翻丁 婆 2 7

縫 羅 § 倉

総麟讃 ㌶ §3 婆窯

IWP）の取得は経験を含む受験条件を満たした受験者

にとっては極めて有利であり、是非特例措置期間内に

取得することを推奨するものである。

6．結　び
　（糾w溶接要員資格は今後どのように適用されるのか）

　IiWの溶接要員資格（1W王Pを含め）が今後、挺界市場や国内

市場でどのように適用されてゆくかは、多くの関係者の最大

関心事であると思われる。2002年5月、EUでは圧力容器に関

するEU指令PEDが発効となった。PEDはPressure　Equipment

Directivesの略称で、EU加盟各国が遵守しなければならない、

いわば法律である。電気製晶などでおなじみのCEマーク制度

に該当するもので、EUの安全基準を満たした圧力容器製品の

みが、今後EU内で使用することができるシステムである。

　PEDの発効を受けて、PEDを完全に満たしたIEU火無し圧

力容器の設計・材料・製作・検査規格」EN13445－2002のPart

1からP＆rt6が制定された。この製作の中では1WE及び猟丁が、

そして検査の中では1W1Pがそれぞれ引用されている。EU指令

は、今後橋梁や鉄骨構造物等についても発令されるとのこと

であり、EUを中心に普及するものと予想される。

　また、溶接構造物のファブリケータや製品の認証に適用す

る国際規格として、EA（EU認定協力機関）の発行したEA－6／02

がある。この中でもIWE及びIWT、そしてIWmが引用されて

いる。…方我が国においても溶接を主体としたマニ場認証や製

品認証の動きがあるが、適用規格としてこのEA－6／02を使用す

る動きがみられる。WTOのTBT協定を受けて、我が国の国際

規格への整合化の動きは益々加速されるものと予想される。

断定はできないが、早晩、要員資格の国際化は必須であると

思われる。

　IWIP及びそのスキームの詳細については、当面下記にお問

い合わせ下さい。

（社）日本溶接協会　事業部（担当二安蔵）

〒101－0025東京都千代田区神田佐久間町夏一11、

lTEL二〇3－32574643，FAX：03－3255－51961
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3．トピックス

ーUTによるPLR配管サイジング精度向上に関する確性試験について一

　発電設備技術検査協会は、原発再循環系（PLR）配管溶接

部（熱影響部を含む）の供用期闘中検査（iSI）で検趨された

ひび割れに対し、深さを測定するために改良UTを適用した確

性試験の有効性について、概ね妥当とする最終報告をまとめ

た。今年初め、東北電力・女川原発1号機で実際のひび割れ

深さとUT測定値の大きな差異が世間に流布したUTサイジング

の信頼性問題も、今回の成果を受け…応のめどがつくととも

に維持基準適用に有用な技術として見通しが立った。

　　　　　　　　　　鐵　麟　謹

　発電技検の「超音波探傷試験による再循環系配管サイジン

グ精度同 ヒに関する確性試験委員会」（宮健 三委員長・慶応義

塾大学）は5月28日、最終会合（第4回）を開き、同日まで

にまとめられた確性試験報告書案について審議した。

　世界的にもいままでに行われた例がないという、実機（東

京電力・柏崎刈羽原発玉号機）に応力腐食割れの人・）たPLR

配管を使一）てのブラインド（中の欠陥を見ることができない

ように封止したもの）試験は、今回の確牲試験を発電技検に

依頼したメーカー等6社（東芝、日、Z製作所、General　Elec－

tric　Intemational　IncハFr翻atome　ANP　GmbH、Westlng一

鼓ouse、Sou施westR1＝特別参加罵）が主体となって展開。デ

ータの客観性を確保するため、発電技検では試験体の罫書き、

封生、校正、測定試験に立会い、要領書どおりに行われてい

ることを確認し、データの整備、とりまとめを行った。

　各社が適用した改良UTf法は表｝のとおりで、実機による

ひび深さ測定精度の評価に当た

っては、「精度確認試験」と

「総合試験」が行われた。

　精度確認試験は、内面のひび

に対応した基準線を1本設け、

当該基準線の位置でひび深さを

求めるもの。UTサイジング適

用後には、基準線を中心に左右

各4mmまで2mm幅の切断調

査が行われた。総合試験では外

面に2本の基準線を設け（2本

の間の内面にひびがある）、ひ

びの最深部の位置と深さを求め

た後、基準線の左右に多数の切断面を調査した。

　今回の確性試験では、実機試験に先立ち、各社がそれぞれ

の個別要領書に従い、試験員に対して適用手法に関する事前

の教育・訓練を実施している。

　訓練では、反射源の深さが10mm程度の試験片、会社によ

っては20欝m以Lの深さまで用い、各社の改良UTの測定精度

を確認した。このなかでは、反射源のUTの先端部が溶接金属

内にあるものや、溶接金属を介した条件でのUTについても、

反射源の先端からの信号をとらえ精度の高い測定結果が得ら

れている。

　これら事前訓練で使用された試験片の反射源は、実際のひ

びの先端と厳密には異なるものの、超音波の挙動としては大

きな差はないと考えられ、「改良UT手法は、今回測定の対象

となったものに比べて深いひび、あるいは溶接金属内に進展

したひびであっても、確性試験と同等な測定ができるものと

考えられる」（発電技検）。

　6社はそれぞれ、柏崎刈羽原発3号機のタービンフロアを

舞台に、1号機から切り出した試験体に対し4月中旬から5

月L旬にかけてUTを実施，，その後、各試験体ごとにひびの実

際の深さの切断調査を経て、断面研磨および断面ミクロ・マ

クロ観察が5月下旬まで行われた。

　報告書から明らかになった深さサイジング精度の全：体的な

傾向をみると、各社のデータは切断調査深さが4mmを超える

ものについては、的確に欠陥と捉えていた。また、データの

表唾　各社の改良J　T手法

依頼各歓 改窺UT拳法 概要

東芝 横波端部，縦波端部灘一法 横渡端部，縦波蝋部黛一法を併罵した探傷法

横波端部工猶法矧エーズドアレイ法 焦点型縦波斜角探触子を期いたハ’畝反射法による鵡部澱一法

フrズドア瞬法（妙外・リニア） フェーズドアレイ探触子のセクター・サニア逢癒を併胴した端部エコー法

五一ズド卿イ法（甑ア） フェーズドアレイ探触子の婆ガ楚査による端部工㍗泌（水濃〉

繊立製作断 焦点型縦波蝦部工距法 焦点型縦波斜角探触子を罵いたバ脇反射法による端部鶯一法

焦点型横波端部灘一法 焦点型横波斜魚探触子を胴いたバ醐庚尉法による端部工艶法

フrズドア瞬法（r夢0ぎD） 五一ズドア瞬探触子による丁OFDモードの探傷

九一ズドア瑠法（妙ター） フズズドアレイ探触子の妙外逢齋による端部鶯一法

GEII フrズドアレ暦横波端部，縦波端
エコー法

フェーズドアレ探触子による暫ク外定登にて総探傷を行い、横波端部，

波端部鴛一法を併霜して精密探傷

Fra消隣試o口貸¢A鑓欝 フrズドアレイ法（楴ター） 阪一ズドア財探触子の轡外逢歪による端部鶯一法

Wesもin琶ho臓s馨 横波端部，縦波端部工艶法 横波端部，縦波端部灘一法の憐稽した探傷雛

Sou癒westR翼 多叢ハ。畝測定法 横波、縦渡の複数ピ弘を送受儒し、伝鍛時問差より

ジングを行う探傷法

一11一
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信頼性のレベルとして、原子力安全・保安院「原子力発電設

備の健全性評価等に関する小委員会」の席ヒ、指摘されてい

たU　T　S（発電技検が実施する国のプロジェクト）の下隈値

をド回るものもなかった。

　全社を総合したUT手法ごとにみると、端部エコー法とフェ

ーズドアレイ法では、フェー一ズドアレイ法の方が誤差やばらつ

きが小さかったものの、各社個別の手法でみると、両手法は

同等の測定精度を有するものであり、「本結果のみでは概に

どちらが良いとは言えない」（報告書）としている。

　各社のUT手法ごとでは、目凱の焦∫、㌧1型縦波斜角探触子を用

いたパルス反射法による端部エコー法、フェーズドアレイ法

①（フェーズドアレイ十丁OFD）、1司②（フェーズドアレイ法

［セクター走査］による端部エコー法）、GEIIの縦波斜角およ

び横斜角探触子を用いたパルス反射法による端部エコー法で

誤差平均がプラス2mmより大きい結果となり、切断調査深さ

よりも大きめに測定する傾向があった。

　一方、東芝の縦波十横波、フェーズドアレイ、日立の横波、

F鍛m＆tomeのフェーズドアレイ法による端部エコー、Wesh盤g－

ho総eの縦波十横波では、誤差平均が±i　mm以内であり、ほ

ぼ切断調査の深さどおりに測定していた。

　これらの結果を踏まえ報告書では、特別参加の米国サウス

ウエスト研究所の多重パルスは、誤茎平均が5mmを超えてお

り実機への適用については改善の余地を残したものの、他社

の多くは手法別にみるとRMSE（誤弟の二乗平均平方根）の

誤差は3mm以内に収まっており、極端な過大評価はなく、

UTSの下限値も亙1回っていたとし、「今回の確性試験の範岡に

おいては、実深さ4～5mm以LのひびはUTで深さを測定し

ていることから、今後、欠陥評価の手法を検討する際、微細

なく例えば数mm以トの）形状エコー一と思われるものについて

は、継続的な監視により、ひびであるか判断した上で対応を

決める等の評価フローを検討することを捉案する1と結んで

いる。

　発電技検は、確性試験で得られた結果を受け、①従来型UT

によるUTSの代表的な結果に比べて改善されていること②深

さ検幽における概略検査を活用した検査f法が奏効したこと

③とくに国内会社の結果の多くが安全側の評価になっている

こと④無欠陥を正しく診断する点に関しては国外会社の技量

には高いものがあること⑤小さな欠陥については裏波エコー

と欠陥の区別が識別困難なケースもあったが、これは今後の

研究によって克服可能と思われること一一一などの有用な知見

および兇通しが得られたとの見解を示している。（文貢：産報

出版）

塞2依頼各社の改良U　Tの結果（＊切断調査のうち「 」は，「ひびなし」を示す。＊＊総合試験を行ったC1およびX1については最大
　深さを記載。＊＊＊深さ測定のうち、空欄は「ひびなし」と判断したもの。表中のr縦端」は縦波による端部エコー、r横端」は横波
　　による端部工コー、「PA」はフェーズドアレイ法）
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鉾 5．4 5．6 6．5 §β 6．窃 6．さ 電0．5 ＄．8 §蔦 §．マ §烹 4、蔭 暮．1 4．s

G 籔．3 S．3 3．§ s沿 5ゑ さ，o 6．遷 マ．7 8．9 8講 ？．3 3．9 尋．6 4．o

8 5．8 6．4 4．o 5β 5．導 お．8 3、難 5．2 8．む マ2 3．8 6擁 2．s 6．誉

K 5．7 7．2 導．蔭 7β 了．o 5．？ 9．＄ 2．9 9．7 9．マ 搬．2 7．6 毒．6 §．G

し 4．3 6．0 §鳶 4β 4．o 4．5 8．9 き．s 露．9 7愈 8．茎 8．導 き．葉 5．5

M 5．6 5．9 轟、5 5β 5．O ＄β 7．3 7．3 7．3 霞．3 奪．峯 s．9 3β 7愈

綿繍 　30登A

§ト毒o葉
や ㎜ 心 3．s 3．5 瀕鍵で嚢ず 3．4 4．馨 3．2 5．4 4．｛ 舞．o

只 ㎜ 皿 3躊 重．8 書．8 3．2 5．7 6．○ 6．券 §．8 2．β

15 　　400A
6トA驚一SG薄

τ 3．3 4．o 3．o 3．o 3．舞 4．£ 5．5 3．9 s8 2．署 4β 3．§ 4．7 璽2．o

触 ㎜ ㎜ 灘定で嚢ず 測定で紫ず 灘定で嚢ず 灘箆で憲ず 2．7 2．7 望．3 2．β 略怠

毒7

紛

　30¢A

61一憩ト
F”

u ㎜ ｛ 2．4 葦．重 1．1 3，¢ 4．器 4．o 4．業 2．8 調．G

V ｝ ㎜
1．7 窒．3 1．3 2つ 3．1 5．2 4．7 3．9 8．0

W ㎜ ㎜ 3．o 3．2 3．2 4鴻 3．3 3．ξ 4．6 2．＄ 凝．6 沁、5

20

肇

　毒0窃A
璽一AO2

X1 0．5 0．5 3β 3組 3．0 3博 4．8 毒．2 5．8 蔭．5 40
Y 一 一 4．5 6．璽 4．8 3．7 1．5 5．s
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4．随想一（（ 》）は食わねど高楊枝

（株）腱設計津山巌

　“技術者の魂は武との心に通じるところがある”何の講義

か忘れたが、学生時代の恩師が授業中に言われたことを思い

出す，）その頃は、経済観念（商人の心）が、まるでない技術

屋もいかがなものかと思ったものだが…。ところで、武、ffに

まつわることわざには次のようなものがある。

　○武唖ゴこ二言はなし

（武 七は信義を重んじるもので、　一 旦落った事を取り消すよう

なことはない）

　○武士は相身亙い

（武、11二は同じウ揚にあるから、互いに思いやりを持って助け合

わねばならない〉

　○武．i二は食わねど高楊枝

（武ifはものを食べなくても、食べたようなふりをして楊枝を

使って空腹を人に見せぬ。気位の高いこと〉…（広辞苑より）

　これらのことわざの武土の部分を鐡煮に人れ替えても、

なんとなく通ずるところがある。特に3番目の“武士は食わ

ねど…”は現在の我が国の世相、特に我々の建築業界を逆説

的に皮肉ったことわざとして面臼い。

　私の生まれる少し前、否、生まれた頃にもあったかもしれ

ないが、戦後のヤミ市というのがあったそうで、ヤミ米や米

軍の物資の横流しが横行し、物のなかった頃の違法な取引が

各地で行われていたと聞く。それを取り締まっていた、ある

・人の刑事は、勤務、役目に忠実であった為、家族全員がひ

もじい思いをしていたのにもかかわらず、自分の職権で手に

人れる事の出来た筈の食料に手を繊さず、遂に自ら栄養失調

で亡くなったという。本で読んだり、人から聞いた話なので、

事実と少し違うところがあるかも知れぬが、全容は、ほぼ間

違いがないと思う、、

　最近の建築業界では、採算を度外視した値段で仕事を取り、

つじつま合せ・i卜抜きなどで、仕事を見せかけの完成に持っ

ていく行為、もちろん全てとは菖わぬが、多くの施1二者、設

計者、下請業者、検査会社、材料メーカーがこれに近い事を

行っているのが見受けられる。

　“貧すれば鐘する”ということわざがあるが、これは本来

の意昧は、知者・賢者も貧乏すれば、頭の働きが悪く、する

ことが問が抜けてくるという意昧であるが、今の世ではも質

すれば食する”つまり貧乏すれば食欲になってくるという意

昧に変わってきたようである。

　技術を売り生計を立てている技術者である以上、清貧に安

んずる（行いが清らかで、私欲がなく、そのためあえて貧乏

である事に満足し甘んじる）ことはないが、仕事があって欲

しくても、安すぎて、真の技術力が発揮出来ず、完成品に対

して、技術者としての保証ができなければ、いかにも満腹し

ているという顔をして、悠然と横目でながめ、泰然自若の心

でいたいものである。これぞ真の（（注1））は食わねど高楊枝な

り。（注i…（（））内に読者の職種を当てはめて下さい。）

　　小誌Vol．16No，4（発行獲平成哲年沁月20霞）の削除・訂正・追加

　｝．外観試験の表「各種溶接構造物における溶接部外観に関する基

準の例」（p．4－7）

■対象構造物1建築物「日本建築学会　建築L事標準仕様隆jASS6」

（管理許容差）および（限界許容差）

　p、4中段　　「余盛高さ／丁継手」について、「‘≦400（h4／4）」を

「極40（短／4）」に講三

翻対象構造物1船舶「日本鋼船L作法　精度基準」

　p．5下段　　「アンダーカット／突合せ　すみ肉」について、「0．6の

～」の1二に「突合せ」を追加。「その他　d≦0．8m／mjの1｛に「す

み肉　〔1誌0．8」を追加

　p．7中段　　「目違い／すみ肉，付」iのずれ」について、「許容限界

θ≦1／3診2」と「その他」の間に11／3‘2≦a≦1／2孟2の場合は10％の増

し脚長　a＞1／2らの場合は取付直し」を追加。また「許容限界

a≦1／2酬の下に「a＞1／2古2の場合は取付直し」を追加

■対象構造物：船舶「1、WSB8101－200董」

　p．5中段　　「すみ肉溶接のサイズ／（脚長，のど厚）」について、

璃：実際の脚長」「f：指定の脚長」を追加

　p．7中段　「目違い／すみ肉，仕口のずれ」について、「重要強度部

材　許容限界　a蕪‘2／3」のトに「孟2／3盛a盛孟2／2の場合脚長を沁％

増す」を追加。「一般強度部材」を「一般構造部材」に訂II三。その

トの／許容限界　a議む2／3」を「許容隈界　a姦亡2／2」に寵正。さら

にその1｛に「a＞1／2孟2の場合は取り外して幸直し」を追加

■対象構造物1圧力容器

　P．5上段およびP．7上段　　IJIS　B8265」を「JB　B8265－2000」に訂正

□対象構造物：圧力容器「労働安全衛生法　圧力容器構造規格　ボ

イラー構造焼格」

　p．5上段　　「余盛高さ／突合せ」について、ldの「50＜雌100」

を「50＜司に訂正、そのドの「100＜r」を削除，また「h」の

「5．0≧」を削除
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一RUMPE5（飢MM舐2003）
6．お知らせ

　平成15年度後期の溶接検査認定（αW認定）のため

グ）手支繍∫者試験と石牙嚢多会、溶接管班彗支術者の評価試験と

研修会及びHW国際溶接技術者講習会の各目程につい

て、以下のとおりお知らせいたします。

　なお、各地区の研修会においては、参加状況によっ

て中止する場合がありますので予めご承知置きくださ

い、）

で．溶接検査認定（CIW認定〉について

　詳細については、9月半ばに送付する研修会、試験実

施要領をご覧ください。

◎溶接部の検査に関する研修会

　　　東京二10月18日（土）～19日（日）

　　　大　阪110月18日（ L）～19日（m

◎CIW主任検査技術者及び主任試験技術者試験

　　翌次試験二11月16日（1の

　　　（東京／大阪／広島／北九州〉

　　2次試験

　　　東　京二、F成16年1月iO目（上）

　　　北九州二平成16年1月10日（上）

　　　広島二平成16年1月10H（ L）

　　　大　阪：平成16年蔓月H日（日）

2．溶接管理技術者（JIS　Z3410／ISO稀7釧／WES

　8103〉について

　案内・中込書をご希望の方は、資格名称、等級、部

数、送付連絡先（氏名・住所・電話番号）をお書きの

．L、（社）H本溶接協会FAX（03－3255－5196）によりご連

絡願います。査収後、研修会の案内・申込書を送付い

たします。なお、各級の評価試験の案内・申請書につ

いては、各研修会会場にて配布いたします。

◎溶接管理技術者のための研修会

　01級及び特別級基礎編対象研修会

　　　仙　台：9月21日（日）～24日（水）

　　　東　京19月11H（木）～14日（日）

　　　　　　　9月23日（火）～26日（金〉

　　　金沢二9月3日（水）～6日（上）

　名古屋二9月9日（火）～12日

　大阪二9月2日（火）～5日
　　　　　　9月董31」（』D～16Lj

　広島二9月23U（火〉～26目

02級対象研修会

　仙台19月22日（月）～24日

　東　京1

（金）

（金）

（火）

（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　（水〉

　　　　　　　9月12日（金）～14日（1凄）

　　　　　　　9月24日（水〉～26日（金）

　　　金沢19月4日（木〉～6日（土）

　　　名占屋二9月玉OU（水）～12目（金）

　　　大　阪19月3目（水〉～5日（金）

　　　　　　　9月｝4日（目〉～161・1（火）

　　広島19月24目（水）～26「1（金）

　○特別級応用編研修会

　　東　京：9月9目（火）～捻日（金）

　　　大　阪：9月16日（火）～19日（金）

◎評価試験（特別級・1級・2級）

　　　筆記試験二1／月91・｛（レ1）

　　　（東京／静岡／金沢／名占屋／大阪／広島）

3．llW国際溶接技術者について

　HW国際溶接技術者資格取得のための特例措置講習の

今後の日程は、下記のとおりです。この特例措置は資

格（WES溶接管理技術者又は技術士）取得時期により

受付区分が分かれ（1と灘）、また学歴条件により資格

等級も分かれております。詳細については当協会担当窓

口（TELO3－3257一絡43〉までごお問合せ下さい。

◎HW特例措置特別講習

　○前　期

　　　福岡：8月5日（火〉～7日（木）

　○後　期

　　　東　京二10月2日（木）～4日（ 上）

　　　　　　　1i月20日（木）～22日（上）

　　　大　阪二io月23日（木〉～25日（ t）

　　　　　　　12月H口（木）～13H（lrD

　なお、後期1月以降分については、⑳月頃に決定しま

すので、お問合せ下さい。
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！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　4月21日に第3回非破壊検査事業者の試験所認定制度諮問委員会が開催された。この場で、

試験所認定制度の枠組み、関連文書、スケジュールなどが承認され同制度の実質的内容が固

まった。いよいよ、今年10月の公表、申請受付開始が秒読みの段階に入ってきた。

　そうした状況を踏まえ、少しでも早く同認定制度の概要を関係者の方々に知っていただく

ことを目的に、本号を企画した。

　思えば、平成11年7月の第隻回試験所／検査認定準備ワーキンググルー一プの開催以来、4年を

かけて漸くここまで辿り着くことができた。長かったようでもあるが、短かったようでもあ

る。関係者の一人として感概に耐えない。

　試験所認定制度がスタートして、第1号の認定会社が誕生したら、皆で乾杯しよう！今か

ら、それが楽しみである。そのために、もう少し頑張らなきゃ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M，E）

⊆グ（〃㍉4旗4冗〃』グら〃（〃楓〃趣（〃（グ・し〃〔．〃’グ処4K〆派〃処〆・匪派〃訊）魚グ（4煎〃吸〃）畝、〔〃“グc顕へ処グ（グ“グ亡－翼グも〃

CIW通信　VOLl7No．3（S積mmer2003）

発　　行　　日　　　平成15年7月20日

編集・発行所　社団法人日本溶接協会

　　　　　　溶接検査認定委員会

〒10i－0025　東京都千代田区神田佐久間町H1

　　　　　　　　　　産報佐久間ビル
　　　TEL　O3－3257－1525　FAX　O3－3255－5196

E－mail：clw＠jwes．or．IP

http：／／www．lwes．or．lp／
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非破壊検査試験所認定制度発足にあたって
社団法人日本溶接協会会長
藤田　譲
　当協会の非破壊検査事業者認定制度は、発足以来40年の歴史を重ね、認定事
業者数170社を擁する制度として社会に認められ、日本全国をカバーしている制
度として定着して参りました。
　しかしながら、この制度を社会に適合した制度として継続運営して行くために
は、流動し変化する時代の要請に常に柔軟に対応して行くことが肝要であります。
平成15年の年頭所感で申し上げましたとおり、本年は、最大の努力をして激変
する社会の二一ズに対応し、より良い制度に脱皮する年と位置づけました。この
ため当協会ではC　I　W検査事業者認定制度の見直しのためのワーキンググループ
を設置し検討を重ねるとともに、各界の専門家による諮問委員会におはかりして
まいりました。その結果、JIS　Q　i7025／BO藁7025にもとづく試験所認定制度が
創立されたのでございます。この制度は、C　l　W検査事業者認定制度において主
眼としてきた技術評価に、さらに充実させた晶質システムの評価を加えた認定制
度として財団法人日本適合性認定協会（JAB）と共同で運営して参ることになり
ました。
本制度に関する諮問委員会において議論されましたとおり、1SO9000sによるマ
ネジメントシステム認定の普及は、あらゆる産業に行き渡り、もはや輸幽産業の
みが必要とするものではなくな一）ております。ISO　l7025もJIS　Q17025として制
定され、今後、我が国においても基盤となる制度として普及して行くものと考え
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出来ませんが、そのためには検査品質のレベル確保が重要
になります。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、また、更に公平性、透明性の高い制度として機能するように
今後内容を更に充実させて行きたいと考えております。
　諮問委員会では、もう
点重要なご意見を伺いました。それは認定取得のため
に書類の山に埋もれてしまうようなシステム構築を強いることは避けて欲しいと
いうことです。非破壊検査事業者は、比較的に中小の事業規模の会社が多いのが
実状です。実態にあったシステムを展開して行く姿勢を貫くべきだと考えており
ます。
　また、そのためには指導・育成の機会を数多く設ける必要があるとも考えてお
ります。そのためにも、事業者の皆様方におかれても大いに勉強し、精進・努力
していただく必要があると存じております。
　本制度は、本年の10月には立ち
上げる予定でございますが、本制度の利用者各
位のご理解とご支援あっての制度です。今後ともこの制度を大きく育てていくた
め、温かいご協力を賜りますようお願い申し上げます。
一1一一
�

Ow通信
1．非破壊検査事業者の試験所認定制度の概要について
（社）日本溶接協会試験所認定ワーキンググループ
1．はじめに
　約40年の歴史を持つ非破壊検査事業者の技術種別認
定制度（CIW認定制度）は、我が国唯・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
おいて社会に大きく貢献している。しかし、同制度は透
明性と公平性の更なる拡大、国際的に通用する認定制
度、建築鉄骨以外の分野への適応分野の拡大、品質シ
ステムの本格的な導入、倫理に関する問題など、いくつ
かの課題を抱えていることも事実である1）2）。
　こうした背景を受け、（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、新しい非破壊検査事業者
の試験所認定制度について検討を重ねてきたが、本年
10月の開始に向け、漸くその概要が纏まった。ここでは、
その概要を紹介する。
2．非破壊検査事業者の試験所認定
　　制度の概要
　今回発足する非破壊検査事業者の試験所認定制度
（以卜、試験所認定制度と略称する。）は、日本におけ
る試験所認定機関である（財）日本適合性認定協会（以
下、JABと略称する。）とJABから審査を委任された
（社）1・、1本溶接協会（以下、JWESと略称する。）が、共
同で運用することになる。図璽に試験所認定制度の仕
組みを示す。
　認定機関は、非破壊検査事業者からの申請により、
JIS　Q17025に基づき、試験所（非破壊検査事業者）の
1　　　　国際相互承認評価　　　　1
ヨロ　ぱゆロロロぼ　ぴりはぼ　　ぴロゆゆ　しりの　　　ロロヂ
　　　　　†
「
認定機関
階
　　　　　　　評価（管理
　　　皿
　　　　　システム，要員，
（試験所〉　　設備，技術
JISZ9358／翌SO／IECガ石ご58
Lの要求事項，技術的要求事項〉
試験
罫S　Q蓋7025／ISO／IECl7025
試験報仁妻（認定マーク入り）
試験
発注者
溶接構造物
試験焼格，仕様書など
図壌　試験所認定制度の仕組
管理
Lの要求事項（倫理を含む）と技術的要求事項を
評価し、認定を与える。認定された非破壊検査事業者
は、」1S／1SOに適合して．忍定されていることを社会にア
ピールすることができ、また、認定された事業者が発行
する試験報告書には認定マーク（JABロゴマーク及び
CIWロゴマーク）を付すことができる、、
　この試験所認定制度の最大の特徴は、本制度が」夏S　Q
l702512000（ISO／iEC17025）「試験所及び校正機関の
能力に関する一般要求事項」3）に基づいていることであ
る。今同、新たに1｛本溶接協会規格としてWES8705：
2003「非破壊検査葬業者の認定に関する指針」を制定
することとな一）た。この指針は、JABの委任を受け、
JwESがJIS　Q　l7025に基づいて非破壊検査を行う事業者
の評価を行う際、JIS　Q　l7025に付加する補足事項を規
定したものである。非破壊検査を行う事業者が、溶接
構造物の非破壊検査を実施する能力があるものとして認
定を得ようとする場合、WES8705を考慮し、」1S　Q
17025の要求事項に基づき運営していることを立証しな
けれぱ｝ならない。
　現行のCIW認定制度もJWESの規格に基づき認定が行
われている点では同様であるが、」｝S等の国家規格に基
づいているわけではない。この違いが最大のポイントで
ある。国家規格である」聡規格、てには国際規格に基づ
いて行われることになれば透明性と公平性の更なる拡大
に繋がり、社会的な信用の度合も自ずと高まることが期
待される。更に、JIS　Q　l7025の試験所の管理上の要求
事項には、技術的要求事項と合わせて、試験所にとっ
て必要なJIS　Z9901／99021｝998の内容が取り込まれてい
る。したがって、昨今、非破壊検査事業者に対しても
ISO9000シリーズに対する要求が監督官庁などから寄せ
られているが、試験所認定制度の取得により、非破壊
検査事業者は実質的にISO9000シリーズに基づく晶質シ
ステムを構築していることを社会にアピールすることが
できる。
　また、新しい試験所認定制度の要員登録基準として、
WES870612003「溶接構造物非破壊検査等における要
員登録基準」を制定することとした。要員の種類は従
一一
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来の主任検査技術者、主任試験技術者、試験技術者の
ほかに、新たに品質管理者が加えられた、、品質管理者
は、溶接構造物の非破壊検査を行う事業所の品質シス
テムの維持・管理に関して総括的な責任を負う。また、
要員の登録条件については、従来は評価試験を課し、
これに合格し、aつ…定の保有資格を有する者としてき
たが、WES8706では主に保有資格について
一定の登録
条件を定め、申請者からの申請書類に基づき書類審査
を行うとともに外観検査と晶質マネジメントシステム
（QMS）に関する研修を受講してもらうこととした。
　表璽に試験所認定制度の概要を現行C至W認定制度と
比較して示す。本表は小誌Vd．17，No。i号2）で掲載したが、
その後の審議によって、対象試験・検査部門及び種別
の内容が異なっていることに留意していただきたい。対
象試験・検査部門については、最終的には現行CIW認
定制度とほぼ同じ部門とした。但し、外観試験につい
ては従来以上に、これを重視し4）全ての試験・検査部門
に必須とした。また、種別については、」欝Q17025の
事業者問で差別を設けるべきではないという原則に則
り、種別を設けないこととした。但し、認定された事業
者に交付される認定証には、対象試験・検査部門が明
記されることになるので、当該事業者が保有する試験・
検査部門がどれとどれで、合計何部門保有しているかが
容易に識別することができる。
3．認定組織
　JWES及びJABの組織体系を図2に示す。JWESでは新た
に試験所認定制度運営委員会を設け試験所認定制度全体の
統括を行う。試験所認定制度運営委員会の臼二は試験所審
査委員会と非破壊試験技術専門委員会を置く。
　試験所審査委員会では試験所認定審査業務の実質的
な運営、審査チーム及びチームリーダー一の指名、審査員
の審査業務遂行状況の監査、審査報告書の承認及びJAB
内に設けられている試験所認定委員会への審査結果の
報告を谷う。なお、審査員はJABの登録基準に基づき登
録される。　一方、非破壊試験技術専門委員会では非破
壊検査に関する技術的事項についての諮問、J｝S　Q
17025要求事項の解釈の作成及び公表、技能試験の運営
を行う。技能試験については小誌Vo｝．！7，No．璽「試験所
認定における技能試験等の取組みについて」を参照され
たい5）。
　また、試験所認定制度運営委員会とは別に、JWES内
に非破壊試験教育委員会が設けられる。非破壊試験教
育委員会では品質マネジメントシステム、外観試験等の
教育を行う。
4．JWESとJABとの役割分担
　前述の通り非破壊検査事業者の試験所認定制度にお
ける認定機関として、JABがこの任に当たることとなっ
た。JWESはJABの委任を受け、非破壊検査事業者の評
価を行う。本試験所認定制度におけるJAB及びJWESの
役割分担を図3に示す。認定の決定、認定の授与、認
定試験所の公表はJABによって行われるが、申請受付、
審査計画の航案、書類審査・予備審査、現地審査、審
査報告書作成、是IE処置手続、最終報告書の作成・承
認、JAB内に設けられている試験所認定委員会への審査
結果報告などの実質的な審査はJWESによって行われる
こととなる。
　なお、試験所認定制度にかかる料金については、現
行のCIW認定制度における料金から大幅に逸脱しないよ
う、JABと鋭意検討中であり、近日中にJABから公表さ
れる予定である。
　　　　　　　　非破壊試験技術
園
　　　　　　　　　専門委員会
図2　認定に係る組織体系
5．試験所認定の手順
　認定取得までの概要を説明する。（図4参照）
　�@問合せ、認定申請書類提出
　ISO／IEC17025認定を取得したい試験所は、JWESへ
申請方法を問合せ、申請書を提出する。提出書類には
以下のものが含まれる。
　申請者名称及び申請範囲がわかる書類、登記簿謄本、
定款、組織図、品質マニュアル等。
　�A予備審査
　初回申請の場合は原則として予備審査が行われる。、
一3
�

V~lW )~lf~ 
~n~ 
9~t~ 
~:z 
~~ 
~~fr6 
4fl 
e 
~2f 
~~; 
{~ 
~ 
,i~,. 
~ 
o 
e 
~h 
.+ 
~~_ 
AJ 
S~! 
~~ 
{~ 
'l5~.,'~ 
~~ 
l~ 
~~ 
~i~ 
~ 
4 
�

恥
肇
饗
蟹
響
勲
州
e
櫻
羅
製
聡
…i…
o
e
に
隅
刃
遡
翼
賀
麗
霞
麟
隠
ゼ
榔
一RUMPE5（5UMMER，2003）
翻
騰
製
囎
津
δ
に
騨
遡
礫
賀
醸
養
藩
幅
皿
晋
鵜
℃、
幻
鴻
殿
朕
聡
麟
蔦
瞳
議
劃
筆。
肇聴
棋轟
廉制
．℃
麺幻
》櫛
’　u
O筆
慰慧
和槌
遷迷
椒
　ヤ　　ロ
ぐ蝋十一6
鱒一
稲）
宙”
るu
謎細
和経
駿螺
轄纒
掴蔦
藻。
出磯
辻蘇
聴網
の　洲　綴一　　〇　q1ほ
影つ＿＿〉　凱く　△　　o　帆　　へ　　αD遍灘ぐ震麺凝Nムの○輝廼e筑潔
誉鑑8翼δ憐e器驚嚢項塞z泌ソ誉e
》頓総撫
翻」雛
騰　く蝋・腿　鞭
h軸
二如響ゆ
鑑鷺榔
髄¢羅　、．
砲　・聰
蝉藻　，
　．禰
鋤墨
慰凛塚纏
Aタゆ癒タ
赫麟瓢勲
羅華赫
赫＿）ゆ
麺赫
響
琿繧ヤ穀
冠るる¢
足“ヌ導
る
Q粟駆1翌
£財曝轡
寵藩轡
曝
弊轄慧ゆ
難蕎諏栽
趨灘P
鑓i1マ・慧
麹驚麺赫
懸叢獺濃
鑛る翌
薫蝋
蝶溜鰹ゆ
距　．麺
属避eや
軽藩ゆ
蔦怒諏
縦獺
蕪瑠⇒轡
幅麺縄心
樋無e
トノ
謎　　懸
遍、」　　鞍
出瓶る翼総壕
二　　　　溜
　　　葬
潔　　く藁蟹
解製謙嵯
A，契ゆe
耀eヤ純
縮磐誕載
e瀞2聯
綱契顧纈
鰹算撃藻
。巳　　奪
ト」　　る
鞠　　緊蟹
韻選網母
e騨塾Q
拒eC柵
蘇報整灘
翠蟻灘蟹
藩餐纒綴
擁蔦蔦憾
漣欝30G
樫33て》盆電Q働　　a
樋患欝30
融蟹聴
謄纈慧婦鰹犠　　噸
暢磁牌｝　’鱒　『｛届蔦叢　　軸
懸想艦聯1111隠　輩財　帰
患ハ
梱妊
　卜
瀬餌
喫暗
記）日
鍵る
剛頼
轡箪
靱瓶。
麟麺聴
ゆ転鄭
赫．如
誕楚湘
尼）喫
く二j
lト○纏
N巳剛
’N騨如
論蓬瓶
八軽藩
x鑑ゆ
窃雁赫
焼る認
セ翼慰
蟹和藩
壕寒編
．螺騒
麺懸攻
）縣篭
二思曝
○弼く
昆　．1ト
�i�iK
馴濯ハ
瀬軽論
鵠細八
曜郵x
一
o
轟機｝
議灘
く抑1ト喫
（　」
こ難�c姦妻　　　へ　z『＿脚》
慧懸嚢如論誕　　め¢慰も瀞》A斌　霧（勘蓉融ぐ　鰹羅。qゑ駕欝｛ゼP喫N8蝦の凝
蕊嚢蓬
　　　e“　o　　　　躍観
緊揃　　　�@　　唖　　　NO　　畔紅
濠娯靭　　　h剛　幣畿熱馨餌華軒認　闘　蕪》礎、偲誓紅釜皇
馨蕃擢卜汝纏＿［。の＿裡ム麟る駆鋭8eε翠
」〈歌　　N難c）
o
麺灘疑濯
》麺総題
翻⇒鍛
羅藩
h
濫＝猛じゆ
二顧謬ゆ
璽江羅　。
軽罷　、
、
環　．響赫
○懸距熱
ゆ如　・導
ゆ　．神
還
邪⇒潅ζ
u灘奪姻
ヤ・藩凱ゆ
飼⇒ゆ
穗
ゆ諏・頻
細謁ゆ細
躍騨繕ヤ
誕¢ヤ
藝
←如撫如　．
軽纏昼救
u為る裡
足細樽
る
認麟灘総舷
e最認翌
£弩藤伽
監藩如
曝
と↓灘e課ゆ
鼻濯黒ゆ
擁縫ゆ救
鴇灘軟
纒
馴b〈聴飼
麹螺綴静
鑛最頻濃
盤1る趨
ほ蝋
鯉曝1ト輿迦
蝶濃鰹諏
憾縷e心
瀬曝よ
麟樋区ゆ如
懸感　．頻
藤轄麟ゆ
朔羅獺
曝最ハ赫凝
漣鑓⇒囎
樋麺蔦細
橿無e
く聴
）餐細
課如e
梱）脚
1ト鯉
二嘱迎
．泌禰
り　噸r　一　　蝋
？く　》
○　．露
、」鞭爆
》浜昭
黛
，〉、⇒
足二纈
二　・冨
二聯轄
嘱
麟匪　、
噸瓜藻
○瓢＼ゆ
○翻韓
る
曜uゆ
藻癒ヌ＼　。、
足麟騰に
9Q
曝
e勘鉱
c羅徽ゆ
££碍如
£櫃」
総
蹉幽轡
熱瓢灘ゆ
鴇喫藩纒
鴇羅ゆ　、、
坦
課・累
麹麺蟹如
藩e幅睡
曝螺頻ゆ
僻・取瓶
弊溜＼囎
蟹　1b1111ロ　魎　　　　r
篇麟轡ヤ
憾羅麺
奪聡聴終
部頻二蟹
卯蔦藩蟹
縮e盆
漣繋霧e
樋撫よ幽
寵坦蔦造
e蝋
麟�i
騨　細
纏馨　　悼
事蟹藍招寵澱　　粗
　融麟も裾灘帥江枢　蜘
賦贈
邸灘
耀
灘
e
蜘鰻
樫総
垂報
一偶
　爆
纈細選
騰翼騨
e曝e
籔e纒
禰餐篇
濡鞭翌
岳瀞螺
四¢qQつ
藩灘瞳
融警
ト
八
鰍
区
高
…
，〉、
づ
Q
一
黙
多
〉
製
囎
亀や
ll
魁黛
第覧
鷺箆
斐
門eq
癬
鰹聯
一一
�
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（勾　認定プ縣グラム
1運営開始時のみ】一一一一一一一一一一一一r
アクシ薄ン
詳　　細
掘　当
プログラム開始の
公表・宣伝
JWES
AB
申、論方法説明会
JWES
旧　滞　鼎　＿　＿　咀　瀞　門　　門　　甲　＿　”　卿　　需　嘔　圏　囎　　精　　一　甲　一　噺　　牌　　障　一　　翻　　謝　　隙　一　一　　一　　脚　鱒　一　　一　“　”　←　一　一　皿　需　”　　一　一　鼎　｝
1
申詰受付
不備→指摘→再提出
JWES
中請受理
不縮なしの状態
JAB
申請書類の保管
、鋼
審査計画
　　　審査員，日程の決定
ABシステム審査赦参加（当面〉
国
書類確認・予備審査
JABシステム審査員参加（当面〉
JWES
現地審査
JAI3システム審査員参か日　（当面）
JWES
審査報告書作成
　　現地に置いてくる報告潜
ABシステム審査員参加（当面）
JWES
是疋処胃浮続
JABシステム審査員参耕1（当面〉
JWES
匝彊作成
、温、．嬰灘　錨，，、「巫1
最終報告書承認
審査委員会（JWES）
璽
審
査結果報告
試験所認定委員会（鈴B）
JWES
認定の決定
試験所認定委員会（JAB〉
JA9
認定の授与
認定登録証の発行
JAB
認定試験所の公表
JAB
JWES）
　　　　　　　　琴
　　　　　　　　　　　　　　　　　更新
　　　　　　　　論r．
　　　　　　　　墨璽
匪璽r｛率コ
「巫］唾一　舗継の搬
團
（2）技能試験プログラム
アクシ翼ン
詳　　細
摂　当
技能試験
プログラム開発→受付→結果解析
報告書作成
JwES
図3　JAB及びJWESの役割分担
審査員が現地を訪問し、準備状況の把握、現地審査に
かかる日数の見積もり等を行う。
　�B現地審査
　審査員が試験所を訪問して現地審査を行う。所要日
数は試験所の規模や申請範囲により異なるが、おおよそ
1日〜2日である。職員との面接・内部監査記録の確
認・マネジメント・レビュー記録の確認・試験設備の確
認・試験実技の確認、等が行われる。なお、通常は晶
質システムを主に審査する「システム審査員」と、技術
虚
　　　　不適合
巨巫ヨそ
定期サーベイランス
サーベイランス結果の判定
璽
図4　試験所認定の手順
能力を書ミに審査する「技術審査員」とがペア（必要に
1、5じて3人以扮になって現地審査を行う。現地審査
後、審査員は審査報告書を作成する。なお、審査員に
認定の決定を行う権限はない。
　現地審査において、80／｛EC17025の要求事項を満た
していない部分が指摘された場合は、定められた期間内
に是慮処置を行う。
　�C認定するか否かの決定
　審査員によって作成された審査報告書を基に、認定
機関が認定するか否かを決定する。
　�D認定登録証授与
　�Cの段階で「認定」と決定された場合、その証明証
が渡され、認定機関のウェブサイト等で認定の事実が公
表される，、
　�Eその後の審査
　ISO9000認証と同様、試験所はその後も定期的に審
査を受ける必要がある。初回審査後は4年毎に更新審
査、その間の3年間は毎年サーベイランスが実施される。
6．試験所認定制度の開始
　試験所認定推進ワーキンググループでは、以上述べて
きた試験所認定制度を本年の10月から認定申請を受け
付けできるよう現在鋭意準備中である。そのため、
JWES内における試験所認定制度運営委員会、試験所審
一一
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�
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査委員会、非破壊試験技術専門委員会、非破壊試験教
育委員会の設置、審査貞の教育と登録、試験所認定制
度のPR、事業者への制度覚明会、関係行政機関への説
明、技能試験プログラムの開発、新講習会の準備など
をJABと調整を図りながら進めつつある。
7．現行CIW認定制度からの移行措置
　現行Ciw認定制度は試験所認定制度の発足時（本年
沁月予定）から移行期問として3年問継続させる予定で
ある。3年後には現行のCIW認定を受けている非破壊検
査事業者が全て試験所認定制度に移行していることが
望ましい。この闘、現行のC亙W認定制度と試験所認定
制度が並存することとなるが、両認定制度の相互関係、
主任検査技術者、』鑑任試験技術者の取り扱いなどにつ
いて現時点では検討中である。いずれにしても、スムー
ズに移行が図れるよう、また、現行制度の認定事業者
の不利とならぬように早急に結論を出したい、）
要、JWESとJABとの役判分担、認定組織、試験所認定
の手順、現行C至W認定制度からの移行措遣などについ
て概説した。試験所認定制度の公表、申請開始を本年
10月に控え、現時点で発表できることを少しでも早く関
係者に知っていただくことを目的とした。我々の準備が
遅れ気昧で関係者の方々からご心配、ご不満をいただ
いていることは承知している。ここで、お詫びするとと
もに、残された時間を有効に使い、より良い制度にする
ことを約束したい。
　　　　　　　＜参考文献〉
P　江端　誠「今後のCIWのあるべき姿（私見）」RUMP配S，
　Vo口6，No護，P5…
2）　江端　誠「非破壊検査事業者の試験所認定制度についてl
　RU醗PES，VoU7，No護．P5…
3）　斉藤　正則「”S　Q　l7025（璽SO／班G7025）言プt験所認定制度．l
　RUMPES，Vol，15，No．3，野6〜
4）大岡　紀一1外観試駅」RUMPES，Vol．16，No．4，p卜
5）入岡　紀一「試験瞬認定における技能試験等の取組みについ
　て！RUMPES，Vol．17、No。1，p翌0一
8．おわりに
小誌では、非破壊検査事業者の試験所認定制度の概
　　中野盛司氏に貢献賞
第33回日本溶接協会賞授与式
　シーエックスアールの中野盛司相談役が6月i2U、
都内で開催された日本溶接協会・通常総会後の第33回
協会賞授賞式で貞献賞を受賞した＝写真黙、、
　今回の受賞は、「非破壊検査事業者の技術レベル及
び社会的地位の向上への貢献」によるもの。
　中野氏は、日溶協規格（WES8701）に基づいて実
施する非破壊検査事業者認定（αw認定）制度により
認定された非破壊検査会社で構成するC夏W検査事業者
協議会に設立当初から参画。幹事、代表幹事等を歴任
し、日溶協と共同でC至W認定制度の普及啓発活動を行
うとともに、非破壊検査会社及び非破壊検査技術者の
技術レベル・倫理
観の向上、第三者
検査制度の実現に
努め、溶接構造物
の品質向土に尽力
した。
S社の認定取消について
　　　　　　　　　溶接検査認定委員会運営委員会
　S社は、平成12年4月UT部門E種としてCIW認定を取得し
たが、セ任試験技術者の欠員のため、平成14年10月1日付で
E種事業者認定を停止されていた，、しかし、行政当局から非
破壊検査事業所として不適正な行為があった旨の通報及び
抗議があり、当運営委員会に設けた調査委員会が入手した
情報に基づいて同社に指摘した結果、会社代表者からこの
指摘事項について全面的に認める陳謝の文書を受取った。
今回の行為は、認定事業推進において、甚だ信用を失墜し、
認定事業者として必須の倫理にも重大な違反をするものであ
る。運営委員会で審議の結果、「認定停止」を「認定取消」
に変更すると共に、再認定申請を3か年受理しないことに決
定した、、これに基づき、溶接検査認定委員会においても審
議し、L述の決定を平成15年2月21日付で同社に対して通知
した。
　今同の事例は、認定事業者としてあるまじき行為であり、
関係各祉におかれてはこのようなことのないように、厳正な
る対応をお願いする次第である。
一7一
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2．llW溶接検査技術者制度の概要
溶接管理技術者認証委員会
HWJ。ANB資格認証委員会
委員長宮田　隆司
委員長　里予村　　†専一
1．はじめに
　国際溶接学会（HW）では、ig98年から国際溶接技術
者制度を構築・実施してきたが、本年より国際溶接検
査技術者制度を発足させる，、当協会は、2000年度から
WES8103の溶接管理技術者及びWES8憩7の溶接作業指
導者から、IIWで認められた条件を満たす希望者に対し
て、IIWの相当資格を付与する「特例措置」を実施して
きた。　一方、この溶接検査技術者（Intemationa玉Weld−
i貸g　Inspection　Persomel：IWIP）の資格取得に際して
は、IIW溶接要員資格（IWE、1WT、IWS、夏WP）を保
有している場合かなり有利となることから、準備が整い
次第実施してゆきたい考えである。また、（社Hl本非
破壊検査協会（以下JSND夏と略称）が本年から実施し
ているJB　Z2305（ISO9刀2修正）に基づく非破壊検査
技術者認証を取得すると、IWIP取得に際して非破壊試
験保有資格の試験法の部分の履修が免除される特典も
ある。当協会はJSN研と共同してIWlPの取得について、
特例措置を含めて、実施スキームを策定中である。
1WIPの制度は始まったばかりとはいえ、取得のため特
例措置の恩恵を亨受できる期問が限定されていることか
ら、関心をお持ちの方々に対して制度の概要を早急に
お知らせする必要を痛感しており、紹介するものである。
2．”W要員資格制度発足の経緯
　ISO9000による「晶質マネジメントシステム」の普及
は目覚しく、現在60万を超える機関が認証を取得し、
登録されている。最近は特にアジア諸国において関心が
高まってきている。溶接は、このISO規格初版（ISO
9004−87）において、代表的な「特殊工程」であると定
義され、従事する要員の事前承認及びプロセス管理の
重要性が強く要求された、，
　溶接が「特殊工程」と定義されたことを受け、簾994
年にはISO9000に完全に対応した溶接ファブリケータの
ための国際規格ISO3834「溶接品質要求事項」が発行
された（現在Jls　z3400−99として制定されている）。
一
方、特殊【程に対する要求事項はisO9000−2000年版で
はいっそう明確化されてきている、、
　溶接要員の第1三者認証の重要性を受けて、EWF（ヨ
ーロッパ溶接連盟）ではEC及びE｝苛A域内で有効な国際
溶接要員資格制度を構築し、19飢年から実施してきた。
その後、この制度をよりグローバルなものとするために、
HWの場に持ち込まれ、若下の修正が加えられた後、
1998年からHWスキームとして実施されてきたのである。
現在IIWスキー一ムの実施に参加している国は、計画中を
含め30力国以L（G8を含む）となっている。昨年から
今年にかけて、東南アジア、中近東諸国の関心がとみ
に高まってきており、シンガポール、タイ、インドネシ
ア、イランがHWに加盟し、エジプトがスキームヘの参
加を希望している、、
　我が国では、当協会が、関係諸団体のご協力を得て
2000年に」一ANBを設立した。そして2001年にHWの承認
を得て、同年度より国内向けとして前節で述べた「特
例措置」による11W資格取得の講習と審査を実施してき
ている。5月未現在で1，100人を超える人々がHW資格を
取得している。ところがこの溶接要員の「特例措置期
間」は本年度（・部2004年度）中と期間限定であるため、
IWIPを目指す人は是非この期問内にIIW溶接資格の取
得をお勧めするのである。
3．IIW−IWlP（溶接検査技術者》の職
　　務及び保有すべき知識・能力
　Iw1Pは、蓋SO9712（Jls　z2305）と同じように次の3つ
のレベルから構成されている（EWFでは4レベルである
のに対して）。すなわち、
　（1）IWI−C（Comprehensive）二包括的溶接検査技術者
　（2）　茎WI−S（Standard）：標準的溶接検査技術者
　（3）　IWI−B（Basic）二基本的溶接検査技術者
　そして、それぞれのレベルに対して職務内容及び必要
な知識・能力等をド記のように要求している。各要求
事項の括弧内に要求されているレベルを示す。
　●非破壊試験、機械（破壊）試験及び外観試験に関
　　すること（C、S、B）
　●検査要領書及び判定基準（C、S、B）及びその作
一一
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田
IW鷺，王W孚
WM（鱒簸）
WT・王11
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2
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W夏運
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図肇　国際溶接検査技術者資格（iW一）取得の各種ルート
（注＝最初の丸印は中間試験、最後の丸印は最終試験を示す。）
　　成と適用　（C）
　●材料仕様及び冶金的事項（C、S、B）
　●溶接材料の仕様（C、S、B）
　●図面の理解、組立及び溶接部す法許容範囲（C、S、
　　B）
　●WPS（溶接施【要領書）（C、S、B）、及びその作
　　成と適用（C）
　●晶質管理プログラム（C、S）
　●溶接機器の機能確認、適用・制限範囲（C、S）
　●国内・外の溶接作業者資格制度（C〉
　●製作前・中・後の溶接欠陥（不具合）の識別（C、
　　S、B）
　●国内規格に基づく検査要求事項（C、S）
　このように、レベルよって規定事項は異なるものの、
職務範囲は我が国で非破壊試験技術者に対して求めら
れているものより広範囲であり、破壊試験、外観試験、
WPS承認のための試験・検査、材料の識別確認や仕様
確認、溶接作業者の資格試験等まで包含している。あ
たかも旧電事法やガス事法での立会い試験項目、ある
いは造船等における検査官の業務内容に近いものであ
る。これも溶接がISOで規定する「特殊工程」であり、
プロセス管理を行うためには、プロセス全体の流れのな
かで品質マネジメントに必要な試験・検査・確認・記
録などが要求されるべきであることによるのであろう。
4．IWIPスキームの概要
　IIW溶接技術者スキームと同様に、基本的には教育・訓練
履修時間、及び学歴を重要視している。IWIPが履修すべきシ
ラバス（教授内容〉としては、溶接技術に関
するモジュール（WM）と試験・検査に関す
るモジュール（夏M）とがある。どのモジュー
ルを先に履修してもよい。溶接を先にする場
合を図喋に示す。
　図1において、四角内の数字はそれぞれの
資格取得のためのアクセス・ルートを示して
いる、，ルート1は何の資格も保有していない
人のルートで、1WLCの場合、
WM“M＝121＋97＝218（時1駕）の鰻修と中間試
験及び最終試験の今格が必要となる。もし
IWI−Cの受験者が、11W溶接技術
者資格の
IWEもしくは1WTを保有していると、WMの
履修と申間試験の受験が免除となる。1WI−S
aWI−Bについては、それぞれ1WS、IWPを保有していると、
それぞれのWMの履修と中間試験が免除される。ルート1及び
2についてはそれぞれ学歴資格が要求されている。しかしなが
らルート3ではそれぞれト位レベルでの経験2年を経るとL位
レベルヘ進むことが出来る。これは溶接技術者ではみられな
かった条件の緩和であり、望ましいことである，、
　IM（検査モジュール）については、まえがきにおいて述べた
ように、ISO9712もしくは同等資格の認証者は、その保有資
格の非破壊試験法について受講（実技訓練を含む）が免除さ
れることとなっている。JSNDIでは、本年度よりJlsz
2305（茎SO9712と同等とみなされる）の認証を始めるので、この
資格を取得すれば、その該当非破壊試験のシラバスの受講が
免除されることとなる。従って、IWIPの資格取得を目指す人
はJSNDIの」玉SZ2305資格の早期取得をお勧めしたい。
　WMのシラバスは難W溶接技術者シラバスの部からな・）て
いる，、IMのシラバスの項目と履修時間の規定を表嘩に示す。
理論と実技演習はほぼ半分ずつとな一）ている。
5．IWIPスキームの今後の予定
　IIW溶接資格やJIS　Z2305の認証を既に取得した、あ
るいは今後取得する人に対して、相当する王WIPの資格
を取得するための「特例措置」、あるいは図1に示す各ル
ートの取得コースの開講などをどのように展開するか
は、当協会とJSNDIとが共同で現在鋭意検討中である。
また、実施条件に関してはHW（IAB）の承認を得る必要
がある。今後明確になり次第公表・実施する予定であ
る。しかしながら、はっきりしている事は、少なくとも
特例措置によるIIW溶接要員資格（王WE、1WT、IWS、
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表壌　IWl検査モジュールの教育・翻練時間（最低要求時間〉
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IWP）の取得は経験を含む受験条件を満たした受験者
にとっては極めて有利であり、是非特例措置期間内に
取得することを推奨するものである。
6．結　び
　（糾w溶接要員資格は今後どのように適用されるのか）
　IiWの溶接要員資格（1W王Pを含め）が今後、挺界市場や国内
市場でどのように適用されてゆくかは、多くの関係者の最大
関心事であると思われる。2002年5月、EUでは圧力容器に関
するEU指令PEDが発効となった。PEDはPressure　Equipment
Directivesの略称で、EU加盟各国が遵守しなければならない、
いわば法律である。電気製晶などでおなじみのCEマーク制度
に該当するもので、EUの安全基準を満たした圧力容器製品の
みが、今後EU内で使用することができるシステムである。
　PEDの発効を受けて、PEDを完全に満たしたIEU火無し圧
力容器の設計・材料・製作・検査規格」EN13445−2002のPart
1からP＆rt6が制定された。この製作の中では1WE及び猟丁が、
そして検査の中では1W1Pがそれぞれ引用されている。EU指令
は、今後橋梁や鉄骨構造物等についても発令されるとのこと
であり、EUを中心に普及するものと予想される。
　また、溶接構造物のファブリケータや製品の認証に適用す
る国際規格として、EA（EU認定協力機関）の発行したEA−6／02
がある。この中でもIWE及びIWT、そしてIWmが引用されて
いる。…方我が国においても溶接を主体としたマニ場認証や製
品認証の動きがあるが、適用規格としてこのEA−6／02を使用す
る動きがみられる。WTOのTBT協定を受けて、我が国の国際
規格への整合化の動きは益々加速されるものと予想される。
断定はできないが、早晩、要員資格の国際化は必須であると
思われる。
　IWIP及びそのスキームの詳細については、当面下記にお問
い合わせ下さい。
（社）日本溶接協会　事業部（担当二安蔵）
〒101−0025東京都千代田区神田佐久間町夏一11、
lTEL二〇3−32574643，FAX：03−3255−51961
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3．トピックス
ーUTによるPLR配管サイジング精度向上に関する確性試験について一
　発電設備技術検査協会は、原発再循環系（PLR）配管溶接
部（熱影響部を含む）の供用期闘中検査（iSI）で検趨された
ひび割れに対し、深さを測定するために改良UTを適用した確
性試験の有効性について、概ね妥当とする最終報告をまとめ
た。今年初め、東北電力・女川原発1号機で実際のひび割れ
深さとUT測定値の大きな差異が世間に流布したUTサイジング
の信頼性問題も、今回の成果を受け…応のめどがつくととも
に維持基準適用に有用な技術として見通しが立った。
　　　　　　　　　　鐵　麟　謹
　発電技検の「超音波探傷試験による再循環系配管サイジン
グ精度同
ヒに関する確性試験委員会」（宮健
三委員長・慶応義
塾大学）は5月28日、最終会合（第4回）を開き、同日まで
にまとめられた確性試験報告書案について審議した。
　世界的にもいままでに行われた例がないという、実機（東
京電力・柏崎刈羽原発玉号機）に応力腐食割れの人・）たPLR
配管を使一）てのブラインド（中の欠陥を見ることができない
ように封止したもの）試験は、今回の確牲試験を発電技検に
依頼したメーカー等6社（東芝、日、Z製作所、General　Elec−
tric　Intemational　IncハFr翻atome　ANP　GmbH、Westlng一
鼓ouse、Sou施westR1＝特別参加罵）が主体となって展開。デ
ータの客観性を確保するため、発電技検では試験体の罫書き、
封生、校正、測定試験に立会い、要領書どおりに行われてい
ることを確認し、データの整備、とりまとめを行った。
　各社が適用した改良UTf法は表｝のとおりで、実機による
ひび深さ測定精度の評価に当た
っては、「精度確認試験」と
「総合試験」が行われた。
　精度確認試験は、内面のひび
に対応した基準線を1本設け、
当該基準線の位置でひび深さを
求めるもの。UTサイジング適
用後には、基準線を中心に左右
各4mmまで2mm幅の切断調
査が行われた。総合試験では外
面に2本の基準線を設け（2本
の間の内面にひびがある）、ひ
びの最深部の位置と深さを求め
た後、基準線の左右に多数の切断面を調査した。
　今回の確性試験では、実機試験に先立ち、各社がそれぞれ
の個別要領書に従い、試験員に対して適用手法に関する事前
の教育・訓練を実施している。
　訓練では、反射源の深さが10mm程度の試験片、会社によ
っては20欝m以
Lの深さまで用い、各社の改良UTの測定精度
を確認した。このなかでは、反射源のUTの先端部が溶接金属
内にあるものや、溶接金属を介した条件でのUTについても、
反射源の先端からの信号をとらえ精度の高い測定結果が得ら
れている。
　これら事前訓練で使用された試験片の反射源は、実際のひ
びの先端と厳密には異なるものの、超音波の挙動としては大
きな差はないと考えられ、「改良UT手法は、今回測定の対象
となったものに比べて深いひび、あるいは溶接金属内に進展
したひびであっても、確性試験と同等な測定ができるものと
考えられる」（発電技検）。
　6社はそれぞれ、柏崎刈羽原発3号機のタービンフロアを
舞台に、1号機から切り出した試験体に対し4月中旬から5
月L旬にかけてUTを実施，，その後、各試験体ごとにひびの実
際の深さの切断調査を経て、断面研磨および断面ミクロ・マ
クロ観察が5月下旬まで行われた。
　報告書から明らかになった深さサイジング精度の全：体的な
傾向をみると、各社のデータは切断調査深さが4mmを超える
ものについては、的確に欠陥と捉えていた。また、データの
表唾　各社の改良J　T手法
依頼各歓
改窺UT拳法
概要
東芝
横波端部，縦波端部灘一法
横渡端部，縦波蝋部黛一法を併罵した探傷法
横波端部工猶法矧エーズドアレイ法
焦点型縦波斜角探触子を期いたハ’畝反射法による鵡部澱一法
フrズドア瞬法（妙外・リニア）
フェーズドアレイ探触子のセクター・サニア逢癒を併胴した端部エコー法
五一ズド卿イ法（甑ア）
フェーズドアレイ探触子の婆ガ楚査による端部工�h泌（水濃〉
繊立製作断
焦点型縦波蝦部工距法
焦点型縦波斜角探触子を罵いたバ脇反射法による端部鶯一法
焦点型横波端部灘一法
焦点型横波斜魚探触子を胴いたバ醐庚尉法による端部工艶法
フrズドア瞬法（r夢0ぎD）
五一ズドア瞬探触子による丁OFDモードの探傷
九一ズドア瑠法（妙ター）
フズズドアレイ探触子の妙外逢齋による端部鶯一法
GEII
フrズドアレ暦横波端部，縦波端
エコー法
フェーズドアレ探触子による暫ク外定登にて総探傷を行い、横波端部，
波端部鴛一法を併霜して精密探傷
Fra消隣試o口貸¢A鑓欝
フrズドアレイ法（楴ター）
阪一ズドア財探触子の轡外逢歪による端部鶯一法
Wesもin琶ho臓s馨
横波端部，縦波端部工艶法
横波端部，縦波端部灘一法の憐稽した探傷雛
Sou癒westR翼
多叢ハ。畝測定法
横波、縦渡の複数ピ弘を送受儒し、伝鍛時問差より
ジングを行う探傷法
一11一
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信頼性のレベルとして、原子力安全・保安院「原子力発電設
備の健全性評価等に関する小委員会」の席ヒ、指摘されてい
たU　T　S（発電技検が実施する国のプロジェクト）の下隈値
をド回るものもなかった。
　全社を総合したUT手法ごとにみると、端部エコー法とフェ
ーズドアレイ法では、フェー一ズドアレイ法の方が誤差やばらつ
きが小さかったものの、各社個別の手法でみると、両手法は
同等の測定精度を有するものであり、「本結果のみでは概に
どちらが良いとは言えない」（報告書）としている。
　各社のUT手法ごとでは、目凱の焦∫、�d1型縦波斜角探触子を用
いたパルス反射法による端部エコー法、フェーズドアレイ法
�@（フェーズドアレイ十丁OFD）、1司�A（フェーズドアレイ法
［セクター走査］による端部エコー法）、GEIIの縦波斜角およ
び横斜角探触子を用いたパルス反射法による端部エコー法で
誤差平均がプラス2mmより大きい結果となり、切断調査深さ
よりも大きめに測定する傾向があった。
　一方、東芝の縦波十横波、フェーズドアレイ、日立の横波、
F鍛m＆tomeのフェーズドアレイ法による端部エコー、Wesh盤g−
ho総eの縦波十横波では、誤差平均が±i　mm以内であり、ほ
ぼ切断調査の深さどおりに測定していた。
　これらの結果を踏まえ報告書では、特別参加の米国サウス
ウエスト研究所の多重パルスは、誤茎平均が5mmを超えてお
り実機への適用については改善の余地を残したものの、他社
の多くは手法別にみるとRMSE（誤弟の二乗平均平方根）の
誤差は3mm以内に収まっており、極端な過大評価はなく、
UTSの下限値も
亙1回っていたとし、「今回の確性試験の範岡に
おいては、実深さ4〜5mm以LのひびはUTで深さを測定し
ていることから、今後、欠陥評価の手法を検討する際、微細
なく例えば数mm以トの）形状エコー一と思われるものについて
は、継続的な監視により、ひびであるか判断した上で対応を
決める等の評価フローを検討することを捉案する1と結んで
いる。
　発電技検は、確性試験で得られた結果を受け、�@従来型UT
によるUTSの代表的な結果に比べて改善されていること�A深
さ検幽における概略検査を活用した検査f法が奏効したこと
�Bとくに国内会社の結果の多くが安全側の評価になっている
こと�C無欠陥を正しく診断する点に関しては国外会社の技量
には高いものがあること�D小さな欠陥については裏波エコー
と欠陥の区別が識別困難なケースもあったが、これは今後の
研究によって克服可能と思われること一一一などの有用な知見
および兇通しが得られたとの見解を示している。（文貢：産報
出版）
塞2依頼各社の改良U　Tの結果（＊切断調査のうち「
」は，「ひびなし」を示す。＊＊総合試験を行ったC1およびX1については最大
　深さを記載。＊＊＊深さ測定のうち、空欄は「ひびなし」と判断したもの。表中のr縦端」は縦波による端部エコー、r横端」は横波
　　による端部工コー、「PA」はフェーズドアレイ法）
継手番暑
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絹搬〉＊＊
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4．随想一（（
》）は食わねど高楊枝
（株）腱設計津山巌
　“技術者の魂は武との心に通じるところがある”何の講義
か忘れたが、学生時代の恩師が授業中に言われたことを思い
出す，）その頃は、経済観念（商人の心）が、まるでない技術
屋もいかがなものかと思ったものだが…。ところで、武、ffに
まつわることわざには次のようなものがある。
　○武唖ゴこ二言はなし
（武
七は信義を重んじるもので、　一
旦落った事を取り消すよう
なことはない）
　○武士は相身亙い
（武、11二は同じウ揚にあるから、互いに思いやりを持って助け合
わねばならない〉
　○武．i二は食わねど高楊枝
（武ifはものを食べなくても、食べたようなふりをして楊枝を
使って空腹を人に見せぬ。気位の高いこと〉…（広辞苑より）
　これらのことわざの武土の部分を鐡煮に人れ替えても、
なんとなく通ずるところがある。特に3番目の“武士は食わ
ねど…”は現在の我が国の世相、特に我々の建築業界を逆説
的に皮肉ったことわざとして面臼い。
　私の生まれる少し前、否、生まれた頃にもあったかもしれ
ないが、戦後のヤミ市というのがあったそうで、ヤミ米や米
軍の物資の横流しが横行し、物のなかった頃の違法な取引が
各地で行われていたと聞く。それを取り締まっていた、ある
・人の刑事は、勤務、役目に忠実であった為、家族全員がひ
もじい思いをしていたのにもかかわらず、自分の職権で手に
人れる事の出来た筈の食料に手を繊さず、遂に自ら栄養失調
で亡くなったという。本で読んだり、人から聞いた話なので、
事実と少し違うところがあるかも知れぬが、全容は、ほぼ間
違いがないと思う、、
　最近の建築業界では、採算を度外視した値段で仕事を取り、
つじつま合せ・i卜抜きなどで、仕事を見せかけの完成に持っ
ていく行為、もちろん全てとは菖わぬが、多くの施1二者、設
計者、下請業者、検査会社、材料メーカーがこれに近い事を
行っているのが見受けられる。
　“貧すれば鐘する”ということわざがあるが、これは本来
の意昧は、知者・賢者も貧乏すれば、頭の働きが悪く、する
ことが問が抜けてくるという意昧であるが、今の世ではも質
すれば食する”つまり貧乏すれば食欲になってくるという意
昧に変わってきたようである。
　技術を売り生計を立てている技術者である以上、清貧に安
んずる（行いが清らかで、私欲がなく、そのためあえて貧乏
である事に満足し甘んじる）ことはないが、仕事があって欲
しくても、安すぎて、真の技術力が発揮出来ず、完成品に対
して、技術者としての保証ができなければ、いかにも満腹し
ているという顔をして、悠然と横目でながめ、泰然自若の心
でいたいものである。これぞ真の（（注1））は食わねど高楊枝な
り。（注i…（（））内に読者の職種を当てはめて下さい。）
　　小誌Vol．16No，4（発行獲平成哲年沁月20霞）の削除・訂正・追加
　｝．外観試験の表「各種溶接構造物における溶接部外観に関する基
準の例」（p．4−7）
■対象構造物1建築物「日本建築学会　建築L事標準仕様隆jASS6」
（管理許容差）および（限界許容差）
　p、4中段　　「余盛高さ／丁継手」について、「‘≦400（h4／4）」を
「極40（短／4）」に講三
翻対象構造物1船舶「日本鋼船L作法　精度基準」
　p．5下段　　「アンダーカット／突合せ　すみ肉」について、「0．6の
〜」の1二に「突合せ」を追加。「その他　d≦0．8m／mjの1｛に「す
み肉　〔1誌0．8」を追加
　p．7中段　　「目違い／すみ肉，付」iのずれ」について、「許容限界
θ≦1／3診2」と「その他」の間に11／3‘2≦a≦1／2孟2の場合は10％の増
し脚長　a＞1／2らの場合は取付直し」を追加。また「許容限界
a≦1／2酬の下に「a＞1／2古2の場合は取付直し」を追加
■対象構造物：船舶「1、WSB8101−200董」
　p．5中段　　「すみ肉溶接のサイズ／（脚長，のど厚）」について、
璃：実際の脚長」「f：指定の脚長」を追加
　p．7中段　「目違い／すみ肉，仕口のずれ」について、「重要強度部
材　許容限界　a蕪‘2／3」のトに「孟2／3盛a盛孟2／2の場合脚長を沁％
増す」を追加。「一般強度部材」を「一般構造部材」に訂II三。その
トの／許容限界　a議む2／3」を「許容隈界　a姦亡2／2」に寵正。さら
にその1｛に「a＞1／2孟2の場合は取り外して幸直し」を追加
■対象構造物1圧力容器
　P．5上段およびP．7上段　　IJIS　B8265」を「JB　B8265−2000」に訂正
□対象構造物：圧力容器「労働安全衛生法　圧力容器構造規格　ボ
イラー構造焼格」
　p．5上段　　「余盛高さ／突合せ」について、ldの「50＜雌100」
を「50＜司に訂正、そのドの「100＜r」を削除，また「h」の
「5．0≧」を削除
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一RUMPE5（飢MM舐2003）
6．お知らせ
　平成15年度後期の溶接検査認定（αW認定）のため
グ）手支繍∫者試験と石牙嚢多会、溶接管班彗支術者の評価試験と
研修会及びHW国際溶接技術者講習会の各目程につい
て、以下のとおりお知らせいたします。
　なお、各地区の研修会においては、参加状況によっ
て中止する場合がありますので予めご承知置きくださ
い、）
で．溶接検査認定（CIW認定〉について
　詳細については、9月半ばに送付する研修会、試験実
施要領をご覧ください。
◎溶接部の検査に関する研修会
　　　東京二10月18日（土）〜19日（日）
　　　大　阪110月18日（
L）〜19日（m
◎CIW主任検査技術者及び主任試験技術者試験
　　翌次試験二11月16日（1の
　　　（東京／大阪／広島／北九州〉
　　2次試験
　　　東　京二、F成16年1月iO目（上）
　　　北九州二平成16年1月10日（上）
　　　広島二平成16年1月10H（
L）
　　　大　阪：平成16年蔓月H日（日）
2．溶接管理技術者（JIS　Z3410／ISO稀7釧／WES
　8103〉について
　案内・中込書をご希望の方は、資格名称、等級、部
数、送付連絡先（氏名・住所・電話番号）をお書きの
．L、（社）H本溶接協会FAX（03−3255−5196）によりご連
絡願います。査収後、研修会の案内・申込書を送付い
たします。なお、各級の評価試験の案内・申請書につ
いては、各研修会会場にて配布いたします。
◎溶接管理技術者のための研修会
　01級及び特別級基礎編対象研修会
　　　仙　台：9月21日（日）〜24日（水）
　　　東　京19月11H（木）〜14日（日）
　　　　　　　9月23日（火）〜26日（金〉
　　　金沢二9月3日（水）〜6日（上）
　名古屋二9月9日（火）〜12日
　大阪二9月2日（火）〜5日
　　　　　　9月董31」（』D〜16Lj
　広島二9月23U（火〉〜26目
02級対象研修会
　仙台19月22日（月）〜24日
　東　京1
（金）
（金）
（火）
（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　（水〉
　　　　　　　9月12日（金）〜14日（1凄）
　　　　　　　9月24日（水〉〜26日（金）
　　　金沢19月4日（木〉〜6日（土）
　　　名占屋二9月玉OU（水）〜12目（金）
　　　大　阪19月3目（水〉〜5日（金）
　　　　　　　9月｝4日（目〉〜161・1（火）
　　広島19月24目（水）〜26「1（金）
　○特別級応用編研修会
　　東　京：9月9目（火）〜捻日（金）
　　　大　阪：9月16日（火）〜19日（金）
◎評価試験（特別級・1級・2級）
　　　筆記試験二1／月91・｛（レ1）
　　　（東京／静岡／金沢／名占屋／大阪／広島）
3．llW国際溶接技術者について
　HW国際溶接技術者資格取得のための特例措置講習の
今後の日程は、下記のとおりです。この特例措置は資
格（WES溶接管理技術者又は技術士）取得時期により
受付区分が分かれ（1と灘）、また学歴条件により資格
等級も分かれております。詳細については当協会担当窓
口（TELO3−3257一絡43〉までごお問合せ下さい。
◎HW特例措置特別講習
　○前　期
　　　福岡：8月5日（火〉〜7日（木）
　○後　期
　　　東　京二10月2日（木）〜4日（
上）
　　　　　　　1i月20日（木）〜22日（上）
　　　大　阪二io月23日（木〉〜25日（
t）
　　　　　　　12月H口（木）〜13H（lrD
　なお、後期1月以降分については、�S月頃に決定しま
すので、お問合せ下さい。
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！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　4月21日に第3回非破壊検査事業者の試験所認定制度諮問委員会が開催された。この場で、
試験所認定制度の枠組み、関連文書、スケジュールなどが承認され同制度の実質的内容が固
まった。いよいよ、今年10月の公表、申請受付開始が秒読みの段階に入ってきた。
　そうした状況を踏まえ、少しでも早く同認定制度の概要を関係者の方々に知っていただく
ことを目的に、本号を企画した。
　思えば、平成11年7月の第隻回試験所／検査認定準備ワーキンググルー一プの開催以来、4年を
かけて漸くここまで辿り着くことができた。長かったようでもあるが、短かったようでもあ
る。関係者の一人として感概に耐えない。
　試験所認定制度がスタートして、第1号の認定会社が誕生したら、皆で乾杯しよう！今か
ら、それが楽しみである。そのために、もう少し頑張らなきゃ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M，E）
⊆グ（〃�_4旗4冗〃』グら〃（〃楓〃趣（〃（グ・し〃〔．〃’グ処4K〆派〃処〆・匪派〃訊）魚グ（4煎〃吸〃）畝、〔〃“グc顕へ処グ（グ“グ亡−翼グも〃
CIW通信　VOLl7No．3（S積mmer2003）
発　　行　　日　　　平成15年7月20日
編集・発行所　社団法人日本溶接協会
　　　　　　溶接検査認定委員会
〒10i−0025　東京都千代田区神田佐久間町H1
　　　　　　　　　　産報佐久間ビル
　　　TEL　O3−3257−1525　FAX　O3−3255−5196
E−mail：clw＠jwes．or．IP
http：／／www．lwes．or．lp／
16一
�



