建材試験センターニュース
ニュース・お知らせ
コンクリート用砕石・砕砂の試験技術講習会を開催

西日本試験所

去る 8 月 6 日（ 火 ）～ 7日（ 水 ），西日本試験所にて 2013 年

判定実積率 ），微粒分量試験に関する 4 つの実技講習と JIS

度の「 コンクリート用砕石・砕砂の試験技術講習会」を開催し

A 5005（ コンクリート用砕石及び砕砂）の解説，品質試験に必

ました。この講習会は砕石事業者の品質管理技術の習得を目

要な器具とその使用方法，骨材のアルカリシリカ反応性試験の

的とし，
（ 一社 ）日本砕石協会とともに過去 40 年余りにわたり

解説，JIS 認証制度の説明などの座学が行われました。

実施しているものです。コンクリート製造工場の品質管理に携
わる実務者，関係者など，25 名が受講されました。
2 日間の講習はで，当センターの技術職員が講師となり，砕
石・砕砂の密度・吸水率，ふるい分け，単位容積質量（ 粒形

密度・吸水率測定の実習

ふるい分けの実習

特に，1 班 8 ～ 9 名に分かれて行われた実技講習では，1 単
位 2 時間弱，猛暑の中，熱のこもった実習となりました。終了
後は確認試験も実施され，修了証書が授与されました。なお，
9月には中央試験所での開催が予定されています。

単位容積質量測定の実習

微粒分量測定の実習

JTCCMセミナー
「窯業系サイディングを用いた住宅外壁の長期耐久設計・施工指針
（案）
」説明会を開催
調査研究課
去る7月31日（ 水 ）
，日本橋社会教育会館にて，当センター主
催によるJTCCMセミナー「 窯業系サイディングを用いた住宅外
壁の長期耐久設計・施工指針（ 案 ）
」説明会を開催しました。同
指針（ 案 ）は，平成 20 年度から5 ヵ年計画で当センターが委託
事業として実施してきた住宅の外装部の長期耐久性評価等に
関する調査研究の成果を基にまとめられたものです。
当日は，調査研究や同指針（ 案 ）の執筆に携わった関係者が
講師となって解説が行われ，建材メーカー，ハウスメーカー，工
務店など合計 87名が参加し，熱心に聴講されました。
セミナーでは，菅原進一先生（ 東京大学名誉教授 ）による趣

なお，住宅の外装部の長期耐久性評価等に関する調査研究
は，平成 24 年度で終了していますが，長期耐久性の評価を行う
には 5 年間という限られた時間では難しいことから，今後も同調

旨説明に引き続き，野口貴文先生（ 東京大学准教授 ）より同指

査研究の関係者を中心に研究・実験等を継続していく予定です。

針（ 案 ）の総則について，兼松学先生（ 東京理科大学准教授 ）

その成果等については，折を見て報告したいと考えています。

より実験解析結果を踏まえた劣化外力の評価方法と性能検証
型設計法について，清家剛先生（ 東京大学准教授 ）より実務で

【 住宅外装部の調査研究に関するお問い合わせ】

重要となる標準的な仕様設計法，住宅外壁の施工，品質管理・

経営企画部 調査研究課 担当：中村，熊谷

検査について，大久保孝昭先生（ 広島大学教授 ）より戸建て住

TEL：048-920-3814 FAX：048-920-3821

宅外壁サイディングの維持保全技術の動向について，それぞれ
詳しい解説が行われました。
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ニュース・お知らせ ／ JIS マーク ／ ISO 9001

JIS マーク表示制度に基づく製品認証登録
製品認証本部では，下記企業（9 件）について平成 25 年 6 月 10 日付で JIS マーク表示制度に基づく製品を認証しました。
http://www2.jtccm.or.jp/jismark/search/input.php
認証登録番号

認証契約日

工場または事業場名称

TC0113001

2013/6/10

東陽上村アドバンス㈱

TC0113002

2013/6/10

北興工業㈱

TC0213002

2013/6/10

中川ヒューム管工業㈱

TC0213003

2013/6/10

福田ヒューム管工業㈱

TC0313003

2013/6/10

広瀬硝子建材㈱

TC0313004

2013/6/10

㈱ビー・エス・シー

TC0313005

2013/6/10

SMC コンクリート㈱

TC0713001

2013/6/10

大倉工業㈱

TC0813003

2013/6/10

山忠商店㈱

JIS 番号

JIS 名称

A5371
A5372

プレキャスト無筋コンクリート製品
プレキャスト鉄筋コンクリート製品

G3532

鉄線

仙台工場

A5372
A5373

プレキャスト鉄筋コンクリート製品
プレキャストプレストレストコンクリート製品

本社工場

A5372

プレキャスト鉄筋コンクリート製品

R3209

複層ガラス

R3209

複層ガラス

A5372
A5373

プレキャスト鉄筋コンクリート製品
プレキャストプレストレストコンクリート製品

詫間工場

A5908

パーティクルボード

ツルサキヒューム宇佐事業所

A5372

プレキャスト鉄筋コンクリート製品

長沼工場

第 2 工場
深川工場
関東工場

ISO 9001 登録事業者
ISO 審査本部では，下記企業（4 件）の品質マネジメントシステムを ISO9001（JIS Q 9001）に基づく審査の結果，適合と認め
平成 25 年 7 月 12 日付で登録しました。これで，累計登録件数は 2207 件になりました。
登録事業者（平成 25 年 7 月12日付）
登録番号

登録日

適用規格

有効期限

登録事業者

住

所

登録範囲

RQ2204

※

2006/2/17 ISO 9001：2008
2015/2/16
（JIS Q 9001：2008）

進路砕石工業㈱

兵庫県姫路市夢前町古瀬畑 336 番地

各種砕石及び砕砂の製造

RQ2205

※

2005/2/16 ISO 9001：2008
2014/2/15
（JIS Q 9001：2008）

日鉄鉱道南興発㈱

北海道虻田郡洞爺湖町入江 64 番地 3

レディーミクストコンクリートの設計
及び製造

RQ2206

※

RQ2207

※

＜関連事業所＞
虻田生コンクリート工場

2005/10/21 ISO 9001：2008
2014/10/20 柳下生コン㈱
（JIS Q 9001：2008）

埼玉県和光市丸山台三丁目 7 番 7 号

レディーミクストコンクリートの設計
及び製造

2001/3/27 ISO 9001：2008
2015/4/14
（JIS Q 9001：2008）

大阪府大阪市北区豊崎三丁目 9 番 7 号

穴あきPC 板の設計及び製造並び
に据付け工事

ツルガスパンクリート㈱

＜関連事業所＞
本社，名古屋支店，神戸工場

※他機関からの登録移転のため，登録日・有効期限が異なっています。
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