




1．年頭挨拶

　　　溶接検査認定委員会

委員長藤　田　　譲

　昨年は，国際的にはi月に湾岸戦争が始まり，戦争そのものは数か月で終結しましたが，終結後

の処理や環境に及ぼす影響が残っており，日本においてもPKO法案の国会問題等にその影響を残

Lております。また，鼠Cの動ぎ，東欧を含むソ連における改革など激動の一年であったと思いま

す。

　国内においても昨年は，霞本銀行の金融引締め策の影響や国外の不況などが重なり，ここ数年続

いてきたバブル経済が崩壊し，また，証券・金融業界の不祥事により日本経済は経済企画庁の発表

より悪い状態で推移しているように思われます。

　このように昨年は世界的に激動の年になりまLたが，C夏Wにとりましても多事の年であったと

思います。

　先ず，E種を新設したこと。このことにより，より多数の事業者が資格を取る機会を得ることが

でき，従って，より灘覚と責任のある検査を実施していただくことが可能になったと考えます。

　また，昨年発生しました建築鉄骨に関連する不祥事につきましてはご承知の通り，早速に適切な

措置を取りますと共に，再度このようなことが発生せぬよう認定事業者及び綴W認定事業者協議

会に注意喚起の通達を致し蜜Lた。また，C夏Wとしましても建築鉄骨検査技術講習会等を開催す

るなど教育啓蒙活動を実施すると同時に認定取得後の事業者への定期的な業務確認等を実施して資

格内容及び技術レベルの維持に努めることに致しました。

　そもそも劔Wの認定は，認定基準に基づいて主に人員構成及び検査機器のようなハードの部分

を審査し，認定するものであり窟すので，認定事業者の集まりであるrc璽w認定事業者協議会」

の倫理委員会の活動による倫理観の高揚と相挨って初めて総合的に質の高い検査業務ができるもの

と考えます。

　劔Wと協議会の協力によって今年こそは検査業界が社会からますます信頼される業界へと発展

して行かれることを期待して止みません。瓢世紀に向かって溶接構造物の品質保証の立場から，製

造業における非破壊検査業務の重要性とその責任はますます重大になるものと思われます。

　認定委員会と致しましては，r磁W認定」は検査業務のバックボー一ンであり，建築物のみならず

造船，鉄構，橋梁，プラント，圧力容器など各分野でその責任を十分に果たして行くべく，努力し

て行く所存でありますので，認定事業者のみならず御関係の皆様方の温かいご協力を御願いして年

頭の挨拶と致します。
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轍脚遇億（w豊鑑鯉．鰹毅）

黛．ユーザ～サイドを考慮した晶質の確保を

建設大臣官房官庁営繕部監督課

課長補佐寺本英治

　明けまLておめでとうござい蜜す。新年に当たり協会会員の皆様に心からお祝いを申し上げ窪

す、

　さて，昨年董9鎌年の出来事を振り返ってみると，国際的にも国内的にも非常に印象が深かった盆

年と言えます。皆様ご承知のように，国際的な出来事では，湾岸戦争，東欧の変革，ソビエト連邦

の崩壊等，後世の世界の歴史に残ることが起きた年でありますし，またそれらグ）情報がテレビ，新

聞等のマス捻ミを通して瞬時に我々に伝えられた点が特徴であります。蜜た国内では，長期にわた

る好景気時代がやや陰りを見せ始めた時期で，バブルの崩壊等と書われてい豪すが，この経済の勤

向と鋼材需要や溶接関連事業の動向とは関連が深いのではないかと思います。特に現在の饗本の

GN夢の⑳％を占める土木，建築関連投資額は，平成3年で約80兆円と推定されており，昭和60年

の50兆円に比較Lて急増しており，いわゆる建設ブーム時代と言われる訳です、これにはバブル経

済による民間建設投資が大ぎく寄与しており，パブルの崩壊とともに民間投資の急激な冷え込みが

予測され蓑すが，一方公共投資については，日米構造協議に基づいて，今後鶉年間で硲0兆円を投

資することが約束されており，建設ブームが急激に落ち込むことは考えられずに，逆に西暦鱒O⑪年

までの感蹄兆円の建設投資に見合う建設関連の人材を確保することが緊急の課題と考えられてい濠

すG

　さて，昨年の出来事と気』ご，溶接割れを起こす鋼材が生産されたこと，建築鉄骨の溶接不良と非

破壊検査のご豪かしが新聞で報道され，社会の耳目を集めた感があり，現代におけるマス雛ミの威

力を強く感じられたと思います。しかL，背景にある建設ブームを考えると，起こるべくして起き

たと言え蓑す。もちろん，このようなことがあってはならないのは当然ではありますが，起きた後

の対処がより重要で，その点では協会の対応は的確であったと思います。

　現在，建設業会は3K対策（危険，ぎつい，ぎたない）に躍起となってい甕すが，今年からはも

ら…つのK（海外企業，海外製晶の市場参入）が，より現実の問題となることは確実であり，ユ

ーザーサイドとしては，国内，国外を閥わずに晶質の確保を強く期待することになります。また，

今年は建築工事共通仕様書の改定作業を行う年であり，ユーザーサイドとLて晶質確保の間題を掘

り下げて検討する予定にしております。私たちは貴協会が行われてきた溶接管理技術者の制度を，

昭和灘年から建築工事共通仕様書に採用して参りましたが，今後貴協会がユーザーサイドを強く憲

識して，その技術と意識の向上と資格者の充実を図られることを期待するところであります。
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雛脚通儒（w量露鍵．欝騰）

騒．　建築鉄骨の検査業務輿態調査結果について

欝．1　はじめに

　昨春，一般新聞に建築鉄骨の実態の一部が報道され，大ぎな波紋を呼んだ二とは記憶に新しいと

二ろである。

　本実態調査は，この一般新聞並びに業界紙誌の報道の内容を受け，関係官公庁をはじめとする関

係業界団体，協会，学会等による対応策が検討されたが，その結果，非破壊検査業界が受注する建

築鉄骨検査業務の実態が必ずしも正確に把握されていないという事実が判明した。この事実を踏叢

えて，㈱日本溶接協会溶接検査認定委員会（委員長　藤田　譲）は，綴W認定事業者協議会（代

表幹事　松本一郎）の全面的な協力を得て，C玉W認定事業者懲社（平成3年鱒月隻鷺付では，雛

社であるが）を対象として建築鉄骨の検査業務実態調査を平成3年7月に実施した。

　実態調査は，①建築鉄骨ダ）検査義務の有無②同検査業務の全売．ヒ高に占める比率と売上高，③

同検査業務の受注先と獣主検査，受入検査の比率及び④官公庁関係物件の建築鉄骨の検査実績の有

無について実施L，その調査結果をまとめたのが本報告である。

　実態調査結果ぱ，磁W認定事業者の実態を正確かつ精密に調査したものではなく，従って，必

ずしも実態にそぐわない部分，現在の実態と一致しない部分があるものと思われるが，概略を知る

ための調査としては，有効なものではないかと考えられる。

　本実態調査の実施にご協力いただきました磁w認定事業者並びにC璽W認定事業者協議会の関

係者に謝藁、を表します。

馨．鷺　巽態調登結果

　3．2．三　実態調査の回答率

　調査対象のCiw認定事業考数は鴻社であるが，回答があったのは6蓋社であり，回答率は購％で

あった．各認定種別ごとの回答率は表茎に示すとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　藪1　実態調査の回答率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　離1礪t礪i礪
　　　　　　　　　　　　終r｝三㎜丁一奮…レ　篶　調査対象数（祉）
　　　　　　　　　　　　捻1　婁1　欝　　難
　懸答数（社）
　　　　　　　　　　　懸．7　　　　§○．o　　　　瞬．3　1　　76，§　回　答　率（％）

3．2，黛　建築鉄骨検査業務の有無

過去3年間の実績による建築鉄骨検査業務の実績の有無は表2のとおりで，麟社中鰺社が実績あ

り，3社が実績なしの回答であり，％％の事業者が建築鉄骨の検査業務の実績をもっていることに

なる。
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轍w通繕（w豊蹴総．董欝黛）

蓑窯　建築鉄骨の検査業務実績の有無

　　　　　　　　　　A種　　　翼種
一…一一一一一一一一 一…一 一…一
　検査実績あり（社）　　　　H　　　　3

　検査実績なし（社）　　　　i　　　　O

l　c種　　D種
rπrじig
l　1　　亙
i

覧種　　　合計　　　　率
　　 ＋一…一十』一…

蓋3

158　1蜘％
0　1　3　　　窪．9％

蓑3　建築鉄骨の検査業務の平均売上高

　… A種 …　猛種 c種
…

D種 翼

ヒ高（万円） と 茎2，8菊 1　　茎5シ隻33 i　86員 7288 6
回　答数（社） ii 3 豊2 i8

翼種　i　合計
　

　櫛1糊　蔓2　　　　　56

一　3．2。3　建築鉄骨検査業務の売上高

　最近の重年間（平成夏年または平成2年の実績と推定される）における建築鉄骨の検査業務の売

上高は60万円から最高婆億蓋千万円まであるが，各認定種別ごとの平均売り上げ高は表3のとおり

である。

　3，2。噛　建築鉄骨検査業務の比率

　建築鉄骨の検査業務の売り上げが全売上高に占める比率は，表婆及び図iのとおりであるが，

鱒％以下の売上げ比率の事業者が驚社で最も多く，次いで，20％の売上げ比率の事業者が6社であ

る。一方，建築鉄骨の検査業務のみの売上げをもつ事業者は6社で，全事業者の約麺％である。

護毒　建築鉄骨の検査業務売上げ高比率

売麻ヒ率（％）講酬率
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　　調　1訓畿
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　　8茎～go　1　2　13膓

一璽鑑邦一㌧陰寛
　　合　　計　　1　灘　　　鐙o％
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醐
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1～／0％

！／／鮭　1、目、／－

　　2ト3眺　　藁ト50％　　61～70％・　81～90％
葺～20％　3i～40％　5達～60％　7｝～80％　91～鋤％

　　　　　　　売上高
図重　全国売上げに占める建築鉄骨グ）検査業務の売一上高比率

3烹5建築鉄骨検査業務の受注先

建築鉄骨の検査業務の主要な受注先の受注比率を集計すると表5のとおりである。

主要な受注先は，㈱鉄骨建設業協会の認定取得ファブ（鉄建協認定ファブ），㈱全国鐡構工業連

　　　　　　　　　　　　　　　　一一垂一



c夏w通信（Wi熟織．i鯵黛〉

蓑§　建築鉄骨の検査業務の主要な受注先別集計

1
七
！

A種

鉄建協認定ファブ

全構連認定ファブ

東京都登録ファブ　　　　　　　2

上記以外のファブ　　　1　　5
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ぼr警1　　　D種
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9
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　鴛　　　　33　　　艀、0％
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22．7％

その他
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鉄骨
フアブ

以外から
の受注
34。5％

鉄建協認定

ファブ

　玉4．4％

建築鉄骨
　　　　　全構連フアブ

からの　　　麟疋
　　　　　ファブ

65．5％　　23・7％

設計事務所

　u。9％

　　　　　その他の
　　　　　建築鉄骨ファブ　　　　　東京都登録ファブ

　　　　　　　17。0％　　　　　　　3．i％

融黛　建築鉄骨検査業務の主要な受注先

合会の認定取得ファブ（全構連認定ファブ），東京都鉄骨加工工場登録制度による登録ファブ（東

京都登録ファブ），前記以外の建築鉄骨ファブ，設計事務所，建設会社（ゼネコン）及びその侮に

区分して集計した。

　全構連認定ファブからの受注は弼社と最も多く，次いでゼネコンからの受注が騒社となってい

る。設計事務所からの受注が器社，鉄建協認定ファブからの受注が鷺社となっている。また，表5

及び図2に示すとおり，いわゆる鉄骨ファブからの受注率は，磁．5％で，設計事務所及びゼネコン

からの受注率は，騒．5％である。

　なお，C蛋W認定事業者i社の平均受注先数は，3．3社であった。

3。2．6　自主検査と受入検査の比率

前項の主要な受注先における自主検査と受入検査の比率を集計したものが，表6である。今回の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一3　一



《〕璽w遇信（w量慮囎．豊鱒黛）
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調査では，自主検査と受入検査を次のように区分している。

　自主検査1発注先の社内検査または品質管理のための検査等を受注した場合の検査

　受入検査1施主，設計事務所，ゼネ鷲ン等からの発注蛮たは指示，仕様等に基づく検査または第

　　　　　　 三者的な検査を受注Lた場合の検査

　表6，表7，表8及び表9は，受注先別の自主検査と受入検査比率を集計したものである。

　図3は表9を比率に変えて図示したものであり，図峯は沁○％自主検査及び受入検査を受注して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　6　一
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畿暮　麟主、検査と受入検査比率
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褒嚢　自主検査と受入検査
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義郷　官公庁関係の建築鉄骨検査業務実績

A種

鷺種

c種

P種

翼種

合計

蹄副△庵

いる場合を比較したものである。さらに図5は自主検査及び受入検査の受注割含を図示したもので

ある。

　この集計結果から，鉄建協認定ファブ，全構連認定ファブ，東京都登録ファブ及びその他の鉄骨

ファブからの受注は，ほぽ欝％が自主検査の受注で，残鱗○％が受注検査の受注であるのに対し

て，設計事務所及びゼネコンからの受注は，ほぼ警○％が受入検査の受注であ一）た。また，設計事務

所及びゼネコンからの受注は，受入検査のみに限れば，鱒○％が受入検査の受注である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…7一
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　図＄　ファブ別自主検査と受入検査の受注状況
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図尋　自主検査及び受入検査の受注が紛0％の場合の比較
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図§　欝主検査と受入検査の受注割含

　現在の受入検査に対する認識から考えて当然のことといえる。

　憩0％の自主検査を受注するものは，全体でぱ難％の鴛社であり，鱒○％の受入検査を受注するも

のは，全体では絡％の綴社である。また，鵬％以下の受注を含む自主検査の受注は，全体では

騨％の経0社，同様の受入検査の受注は80％の婚6社となっている。

3。2．7　官公庁関係の建築鉄骨検査業務の実績

過去3年問における官公庁関係の建築鉄骨の検査業務実績は表紛のとおりである。

9
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轟．　技術資料

㈱東京鐵骨橋梁製作所滝野忠男

購．1　建築鉄骨の継手の特長とその溶接

建築鉄骨の溶接は，構造上の特長から片側からの溶接だけで，必要な強さを要求される箇勝が多

く，裏あて金付ぎ開先溶接が多く使用されている。図義にその形状を示す。

　この開先形状はルート部に溶け込み不良が発生Lやすく，ルート間隔が狭い場合ばルート部の両

側に溶け込み不良が発生するζとがある。

　図豊．温，わ，c，の開先とも開先のとってない方の板のルー一ト部に溶込み不良の発生が多く起ぎる。

図2のように裏あて金の組立て精度が悪く，母材との間にすき閥がある場合には，溶け込みが十分

であっても横陶き姿勢の溶接では，アンダカヅトが発生し，その箇所から二慣一がもどり欠陥と判

定される。この場合は溶接を問題にするのではなく，裏あて金の取付け精度を良くしなければ問題

が解決されない。

　また，図3のように裏あて金と立板との間にすぎ間がある場合，開先ル～ト部に溶込んでいて

も，溶込みの形が，ル絹・部のすき間にたれ込んだ形状になっているとそこからエコ…がもどり欠

盆 　　　　　　　b

翻1　建築鉄骨に使用さ勲る開先形状

c

裏あて金

穐

惑

　　　　この箇所にアンダカットが

／発　
〆

覧
謙

も　避

麹黛　裏あて金が密着されていないため発生するアンダカヅト　図騒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…茎o一一

襲あて金グ）すぎ間にたれ込んだ溶け込み形状
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陥と判定される。

　その億に開先ルート部に発生する欠陥として，連続したブ・一ホ…ルがある、

　被覆ガスの被覆効果が損われている場含は，溶接金属全体にブ舞一ホー一レが発生するが，開先ル

ート部から吹ぎ出した状況での発生は，被覆ガスの被覆効果が健全な状況下でも発生する。澱コー

が点いたり消えたりするので，溶込み不足と間違いえることはないが，発生原因ぱ何かと戸惑うこ

とがある。一次溶接，二次溶接がある場合，一次溶接の超音波探傷検査を先にする時，二次溶接部

の開先ルート部にグリセリンが流れ込み，裏あて金と母材との間に流れ込んだグリセリンは除去す

るのが困難で，これがブ罠一ホ…ル発生原因になっている二とがある。このような事態が予測され

る場合は，接触媒質の流れださないものを使用するか検査後ただちにグリゼリンをふきとってしま

う必要がある。また溶接の際よく使用されているスパツタ防止液が開先内に流れ込み，塗膜厚さが

厚くなるとブ興一ホー一ルの発生原因となる。

　中問層での発生しやすい欠陥は，図峯のように前層ビード止端部の溶込み不足が多く，特にパス

数が多くなりビードが突型になり易い横向き姿勢の溶接に多く発生する。立向ぎ姿勢の上進溶接

魂＞，ビード中央部が高くなり易くビード止端部の谷が深くなり，次層の溶接で溶かしきれずに溶込

み不足となる。

　溶込み不足と間違い易い欠陥に高温割れがある。この欠陥は裏ガウジングの溶接の初層とか，欠

陥補修のためのガウジングした箇所の初層溶接に発生する。ガウジングの形状が鋭角にな・）ていな

ければ問題はないが，K形開先の裏ガウジングの形状とか，厚板溶接部の補修のためのガウジン

グの形状は，角度を大きくするとガウジング作業にも，溶接作業にも時間がかかるので，とかく狭

くなりがちである。その箇所に十分な溶け込みを得ようとして，高電流，低勧墨三の溶接条件で初層

の溶接を行うため，ビード幅より厚みの大ぎなビード形状となり図5のようにビードの中央部に高

温割れが発生する。この割れはビードの表面には現われることが少なく，溶接中に発見されること

なく仕上げ層まで完了させてしまい，超音波探傷検査の際間題となる。欠陥の長さが鱒～灘騰騰

程度で問隔をおいて発生するので溶込み不足と判定されやすいが，欠陥位置を入念に確かめれば，

ビードの中央に発生するので，ビード止端部に発生L易い溶込み不足との区別はつけられるが，欠

　ビード谷の部分に発生

グしやす略込み程設＞＼ 竃

｝

ヒ

斗 斗

縦　横向き溶接　　　　　　　　　　　　　　　　　1き　立向き溶接

　　　　麟尋　申間暦に発生する溶け込み不足

一一 一一
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図轟　ビード編もより厚さ漉が大ぎくなると高温割れが発生する
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図轟　溶接部の近くに発生する母材欠陥

陥の種類を間違えると，発生原因が異なるのでその対応を誤ることになる、

　図6では，溶接部の近くに存在する母材の非金属介在物に拡散性水素が影響し，水素割れが発生

して溶接欠陥と判定されることがある。炭酸ガス半肉動アーク溶接ではあまり発生しないが，入熱

量の大ぎい多電極の大電流サブマージアーク溶接や，エレクト・スラグ溶接を使用Lた箇所に発生

する。溶接部の近くに発生するので，溶接欠陥と判定されやすいが欠陥位置を入念に確かめると，

母材の欠陥であることが分かる。超音波探傷検査による，溶接と鋼材の合否判定規準が違うため，

よく闇題となる。

　建築鉄骨の溶接は難しいものではないが，裏あて金付き溶接が多いため，健全に溶接するには，

開先角度，ルート面，ルート間隔の精度，使用する溶接法にあった適正な溶接条件の設定が必要条

件となる。これ等を無視Lて，良い溶接結果を得ようとしても，それは，r無理が通れば道理が引

っ込む」の諺の示す通りの結果しか生まれない。よって溶接前の開先チェヅク，適正な溶接条件の

使用，溶接技能者の教育，訓練が健全な溶接を生む原動力となると言っても遇言ではあるまい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一捻一
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4．窯　建築鉄骨における超音波探傷検査の注意点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼本超音波試験㈱池ヶ谷　靖

曝．黛．1　はじめに

　建築鉄骨における超音波探傷検査（以下UTと略す）の注意点は，（蓋）現場で実作業を行う検査

員が注意する点と（2〉検査員の作業を管理する責任者が注意すべぎ点とに別れる。建築鉄骨のUT

に関しては，通常，小人数（！，2名）で作業L検査員の判断が必要とされることが多く，誤りのな

い検査を実施するためには h記（室）のみならず（2）が重要になる。

購．黛．黛　検査轟が注意すべき点

　建築鉄骨における検査員は，常に現場での判断を要求されるため以下の能力を必要とする、

（董）

（2〉

（3）

（4）

（5）

欠陥に対する知識（検出すべき欠陥・発生原因・発生場所・形状等）

UT情報以外の情報を整理し有効に活用する

予想される欠陥を検出するUTに対する知識

不合格欠陥に対する知識を蓄積・再構成する

製作工程と検査工程の把握

　上記項目の（茎）～（3）についてまとめると図笈のようになる。

　（U～（3）の能力がないと以下のような間違いを犯す場合がある．

　例1　暮OX柱の組立溶接からの妨害瓢灘…を欠陥エコーと判断する場合

　難OX柱の角継手の裏当金の組立溶接による妨害エコーを超音波ビームの広がりを無視して考え

欠陥エコーと判断する．この場合，組立溶接の位置を予め柱の外面に記入しておくと欠陥と妨害鶉

コーの判別が容易になり，誤判定を防止することがでぎる。（図2参照）

　例黛　外観検査から得られる構報を無視することによる誤判定をする場合

　ビード表面のアンダカットからの工鷲一は，アンダカットの形状と超音波ビームの広がりによっ

て計算上の位置が内部欠陥となることがある。（図3参照）

　目違いによるビード表面からのエコーは単純な計算上の位置が内部欠陥となる。そこで，麟違い

量を考慮して欠陥位置を推定しなければ妨害エコーを欠陥エコーと判別してしまう。（図婆参照）

　これらの誤判定の例は何ら特殊な例ではなく，時々現場で見ることがある、その中で共通するこ

とは，装置の調整を正確に行なうことがでぎない検査員は論外としても，現場での判断が非常に重

要である建築鉄骨の検査を行なっているにもかかわらず，必要な知識が整理され経験と共に有効に

活用されず，UTの情報のみに固執していることである、

　そのことからも，自らが判定した不合格部については極力補修に立会い欠陥の確認を行なう必要

があり，あまりに欠陥が確認されなかった場合は自らの判定に誤りがないかどうか最初の作業から

検証する必要がある。

　また，欠陥が確認され種別が判別されることによって，検査員自身の欠陥とUTの関係につい

ての知識の整理・再構成・蓄積を行なうことができ，検査の信頼性を高めることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一欝一
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　ポビ…ムの広がりによる反射源
　鉱誤って推定される反射源

図窮　鷺OX柱ぴ）組立溶接による妨害工｝一

、
誌

蔭

㌦

ビー轟の広が聾

ビー轟心鯉
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㌦

隆 欄

　　　パビームの広がりによる反射源
　　　嬬誤って推定される反射源

　　麟壽　表面のアンダカットによる妨害工聡一

（轍響藩携灘賛禰案暑急中幡）

　　　　　　　　　図轟　饒違いによる妨害瓢コー

1単純に1計算上板／事内グ）欠陥誤って判断ざれるかあるいはりy距離が1配確でないl

！ため余盛内の欠陥とt、て判断される。特に，横向き溶接の場合が多い　　　　ノ

曝．慧．＄　管理養が検査員のU饗の信頼性を確認する方法

　建築鉄骨における検査員の裏つ蓋つのデ～タの信頼性を作業後管理者が確認することは困難であ

るが，全体のデ～タの信頼性や全体の作業が適正かどうか推定することができる。そのような作業

を管理者が実施しなければ不正な検査・誤りの検査が行われることになる

　管理者がUTの信頼性を確認する方法ば，（i）データ上の確認，鋤現場での検証の2段階に分け

られる。信頼性を確認する手順としては，まず，（豊）デー一タ上の確認を行い，なんらかの疑間が生じ

たら（窯）現場での検証を実施することになる。以下それぞれの要点について述べる。

　（i）データ上の確認

　携、適切な検査数量

　皇日の検査数量があまりに多い場合Lは適正な検査が実施されていると推定することは困難であ

る。また，最悪の場含は検査を実施しているか否かに関しても疑間である。

　蝕．腹数の検査員の検査結果の大きな差異

　長期的に見れば同一一薫場（もしくは同 一現場でグ）同…溶接作業者）で，同様な溶接方法・1司様な

期間の製品においては，複数の検査員の結果が同様になるはずである。もし，検査員による検査結

果の差異が大ぎければそれを説明する何らかの理由があるか，いずれかの検査員の検査に誤りがあ

ることになる．（必ずしも欠陥検出率が高い方が正しいとは限らない）
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　£．抜取方法の適戴さ

　抜取検査が指定されている場合，同じ30％抜取でも揖ットの構成方法や抜取方法によって大ぎな

検査結果の差異が出てくる。つまり，30％抜取ということで鱒0本柱があって30本の柱を全数検査

し30％の抜取検査とするのか，翰○本の柱それぞれから層別に比例Lて30％抜取り全部の柱につい

て検査するのでは全く違った結果になる場合が少なくない。

　そのためにも，検査報告書にはどのように似ヅトを組んで検査を実施Lたかの記録がなければな

らない。そのような記録のない検査報告書の信頼性は低いと言える。

　（2）現場での検証

　農、探傷面及びビード上のスパッタ及びスラグの除去

　UTを実施した箇所の探傷面及びビード上のスパッタ及びスラグの除去がなされていなければ，

検査が行なわれていないと考えられる。また，その除去が不十分な場合は適正な検査とは言えな

い。これらのケースは，蓋日の検査数量があまりに多い場合，現場で確認すると見受けられる。

　b．使用装置及び付属品等が適正か

　肖的の製品を検査するのに必要な装置及び付属品を携帯しないで検査実施することはでぎない。

　装置・付属晶の確認する項員とLては以下の項覇を確認する必要がある。

　憾丁黎一A3試験片を携帯しているか

　　日的の検査に必要な探触子を用意しているか（検査要領書に必要な探触子は記載されている）

　・適正な距離振編特性曲線を取付けているか（天地逆・フルスケールと一致しない等の誤り）

　£．使用装置のセットが適正か

　いくら適正な装置及び付属晶を使用Lても，そのセットが適正でなければ正Lい検査結果を得る

ことができない。セットの正しさを簡略に確認するためには以下の項目について注意するとよい。

　憾丁聾A3によるセットの確認

　実際，いくら経験の深い検査員でも飽の検査員が検査をしている脇で探傷器のブラウン管を漢然

と除いても適正なUTが行なわれていることは嗣難である。しかし，検査員に対Lて，ST発一A3試

験片による装置のセットから実行させれば装置のセットが行なわれているかどうか確認することが

でぎる。つまり，信頼でぎない検査員の場合はST慧 A3試験片を携帯していなかったり，携帯し

てもST聾A3試験片による装置のセットがスムーズにでぎないことが多い。（普段から適正に使用

しないものはスムーズに操作することとがでぎない）

　・装置の状態の確認（リジェクシ灘ンの作動弓探と2探の選択・ゲイン値の誤り）

　例えば，リジェクシ玉ンが作動したままST聾…A3試験片で装置をセット探傷した場合，エコー

高さが高い欠陥は欠陥を検出することがでぎるが欠陥指示長さが短く測定され，工鷲一高さが低い

欠陥は検出することすらできない。

　また，不正事件にも登場したゲイン値の誤りについては，（蓋）故憲に大幅に探傷感度を下げる（こ

の場合20脇下げることが多い）（2）ビ～ム路程の変化による探傷感度の変更やエコー一高さが高くブ

ヲウン管を筒抜けたための探傷感度の変更（この場合6蕊，鍛鵡，総鵡の誤りになる）の2つが
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ある。これを確認するためには，ST鷺一A3試験片で装置をセヅトしたときの探傷感度をメモしてお

ぎ，探傷作業中に欠陥を評価するときに適正な感度になっているかどうか確認する必要がある。

　これらの誤りがあった場合共通することは，探傷器のブラウン管を覗いてくさび内工職一が異常

に小さく，ブラウン管の画面全体としては非常にきれいな画面となる。建築鉄骨では比較的妨害エ

コー 多くかつ建築学会基準の探傷感度は比較的高いため，適正な探傷を実施しているとぎは画面

にL線以下の小さいエコーが比較的多く見受けられる。また，探傷時に探触子を険査員が走査し

た場合，その走査に応じてブラウγ管上の澱澱一が比較的大ぎく変化する場合が多い．

4．嚢．尋　塞とめ

　建築鉄骨におけるUTの間題点の発生（不正検査・誤った検査・検査ミス）の一因として，通

常小人数（呈，2名）で作業し検査員の判断が必要とされることが多く，その結果が十分に検証され

ず報告書という形で完結してしまうことにある。そこで，適正で社会的に認められる検査を実施す

るためには個々の検査員の能力・倫理を高めると共にその検査を保証している会社が現場の検査員

の検査結果をただ引き写して報告書を作成するのではなく，常に会社として検査の正しさを検証す

るシステムが必要である。

一㎜旧　m

　お知らせ

　C夏W通信の名称変更につきましては皆様からのご応募ありがとうございました。

編集委員会で厳正な検討の結果rRUM駐E鋭（ランプス）に決定いたしました。

　ご応募いただいたものは次のとおりです。

　「セーフティー一」（佐々木誠司氏　東京理学検査）

　「qWなかま」（森　俊郎氏　北陸溶接調査事務所）

　「Co騰騰○鷺醗灘副（金森月衛氏　検査サービス）

　rM鍵難慧渉t（溶接の未来が見えてくる）」（葺坂賢登氏　検査サ…ビ勾

　「ウィンダム」（有馬良雄　検査サービス）

　「RUMPES（ランプス）」（大岡紀一氏　購本原子力研究所）

i
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難．C翼W認定事業者協議会の活動状況

（1）認定講業者に警告処分，当該事業者が認定証を返上

　　マス雛ミで大きく取り上げられ，建築鉄骨の不正検査にC蓋W認定事業考関与したとして，㈱

　鑓本溶接協会は，事態を重視L運営委員会を開催し，関係した2社に対し警告処分を行いこれを

　公表した。当該事業者である2社はこれを受げて認定証を返上した。当協議会は会員資格が無く

　なったものと判断し会員から除外した。これらの事態ぱ，昨年制定した倫理綱領の厳守の重要性

　を再確認する重大な出来事となった。

（窯）鉄轡検査技術轡研修会の開催

　　当協議会と，揖本溶接協会と共同主催GSN瓢の協賛）によるr鉄骨検査技術者研修会」を

　平成3年8月3蜘，東京，港区の資本建築会館ホールに，北は北海道，南は沖縄に至る全国の検

　査会社i蹄名（8蓼社）が参加し開催した。この研修会ぱ 一連の建築鉄骨溶接不良，不正検査が憂

　慮されるなかで，今後の課題とLて関係業界の総合的な協議と検査体制の確立が急務と指摘さ

　れ，検査業界としての検査技術の研鍛，モラル向上などを図り，一般社会の期待に応える業界構

　築の必要性から，関係官庁〃）協力を得て開催したものであり，極めて重要な意識を持つ研修会と

　なった。

（蓉）　嚢地継別総会の開催

　　恒例となった3地区の地区別総会ぱ，9月に一斉に開催され，懸案の建築鉄骨不祥事再発防止

　策が熱心に協議された懸か，C璽WやJSN劔に対する要望，協議会の運営に対する意見が出され

　た。また，この席ヒにおいて，地区毎に倫理委員を茎名選出した。

（毒）倫理婁轟会の発足

　　検査業界の健全な育成と，安全な構造物を社会に提供することを目的とLた倫理委員会が，緯

　月2日，第一回の倫理委員会を行い正式に発足した。この倫理委員会は，学識経験者，関係官庁

　（オブザーバー），業界代表で構成し第三者監視機関として，客観性の高い組織として協議会が委

　嘱Lたものである。すでに3回σ）委員会が開催され，年度内を／葺標に倫理綱領および同規定を制

　定すべく検討が行なわれている。なお，倫理委員会の構成は，次の通りである。

　　　　委員長　　　　石井勇五郎（東京工業大学名誉教授）

オブザーべ一

　同

委　員

　同

　同

　同

　同

事務局

寺本

加藤

大岡

向井

飯田

堀部

英治（建設大臣大臣官房官庁営繕部監督課課長補佐）

哲夫（東京都千代田区役所建築公害課課長補佐）

紀一（劔W運営委員会，鑓本原子力研究所主任研究員）

　弘（㈱久米建築事務所，構造設計室室長付）

邦敏（協議会会員，エンジ誰ヤリングサ…ビス㈱）

行雄（協議会幹事，東洋検査工業㈱）

武司（協議会幹事，東亜非破壊検査㈱）

信義（協議会幹事，アイ．シー．ティー㈱）

　　　　　鐙一
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働　蔭璽Wシンボ拓マーケ・シー一ルプレスの使用始蜜る

　　C亙Wシンボルマークを認定事業者が活用出来るよう，シールプレスとLて使用することにな

　り，このための覚書，同運用規定をJW薦と協議会の両者でとりかわし，この紛月初め全事業

　者に貸与した、鷺月豊日現在で沁O台出ており追加注文も来ている状況である6認定事業老では

　発行する認定部門の検査報告吉等にこれの使用を始めている．このシールプレスは，検査要領

　書，検査報告書等にシー一ルプレスすることにより，発注先はもとより官庁に対して，C置W認定

　制度の権威性を高め，また，認定事業者としての業務に対する責任感と倫理感の高揚につながる

　と確信している。

（§）秋期全購総会壷鹿児島県霧島温泉で開催

　　当協議会の秋期全国総会は，平成3年鎗月雛霞鹿児島県霧島温泉鑓イヤルホテルにおいて，倫

　理委員会の石井委員長，同オブザーバ～を迎えて開催した。この総会には，新規加入会社を含め

　灘社磁名が出席Lた。松本代表幹事の挨拶に続いて新しく協議会に加入された騒社が紹介され，

　ついで春期総会後の経過報告及び3地区総会のまとめが報告された。そして，建築鉄骨不祥事再

　発防止を目指し，次の決議が満場一致でされた。

　　①　C夏W認定証書並びにC互W認定事業者倫理綱領を社内に掲示し，周知徹底する。

　　②社内において，自ら技術の研讃，モラルの高揚に努めると共に，学協会が主催する研修会

　　　　などに積極的に参加する．

　　③畷Wシンボルマークを検査報告書などにシールプレスする場含，報告書に責任を負うこ

　　　　と。次いで，倫理委員会の各委員及びオブザーバ～の紹介と挨拶が行われた。

（7）第慧翻幹事会の開催と今後の方針

　　平成3年難月購韓幹事会を開催し，今後の運勤方針を決定した。

　①協議会を退会していた裏社の入会を承認し，他の董祉についても入会案内状を出す。

　②建築鉄骨不祥事再発防止策に関連し，鋼構造ジャーナル誌 Lに意見広告を出すと共に，建設

　　　業協会，建築士協会，建築設計事務所協会の会報にも掲載を申し入れる。

　③3地区総会で出された要望に応え，来年度，技術部会を発足する。また，綴w及び欝N購

　　　に講習会及び試験に関連Lた問題について，要望書を提出する。

　④劔W認定を証明する認定プレートを，認定委員会の承認を得て作成し，会員に配布する。

　⑤検振協が中心となって取組んでいる非破壊検査業の厚生年金基金制度について，業界全体の

　　　従業員の福祉向上を計る観点から，協議会も積極的に参加して行く。

　⑥来年度は役員改選の年でもあり，これと春期総会の準備のために，2月中旬に第3回幹事会

　　　を開催する。

　　　なお，平成3年鍛月蓋現在の協議会の会員数は雛社となった。
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馨．お知らせ

（1）平成魂年度　《慧W非破壊検査事業者認定のための技術者試験予定

　前期　璽次試験　平成婆年5月鍛日（日）

　　　　2次試験　平成婆年7月蔓日　（土）略鑓　（日）

　後期　i次試験　平成墨年U月蕗9（資）

　　　　2次試験　平成5年i月鱒日　（土）・2姻　（日）

　実施地区　東京，大阪，広島，北九州

　期ヨ等は変更がある場合があります。詳細については事務局にお間い含わせ下さい。

（慧）平成尋年蔑　C蓋W研修会予定

　前期　東京地区　平成盛年蛋月招日（土）弓9β（日）

　　　大阪地区　平成婆年垂月緯鷺（土）・重9滋（閏）

　　　九州地区平成尋年盛月25聞（土）遭6日（貨）

　後期　東京地区　平成垂年9月賄ヨ　（土）・鷲日　（鷺）

　　　大阪地区　平成盛年9月篶日（土）遭7β（聞）

　　　広島地区　平成婆年鐙月3聞（土）4日（縫）

　目程・開催地区については変更がある場合があります。詳細については事務局にお間合せ下さ

いo

（欝）平成尋年度　W欝綴総に基づく溶接技術者資格認定のための講習会・試験

　①試験

　　平成盛年6月7日（札幌，盛岡，東京，大阪，広島地区）

　　平成婆年H月名日（東京，名古屋，大阪，福岡地区）

　②講習会

　　i級対象　札幌地区（3／蓋9～22），盛岡地区（剣璽～垂），宇都宮地区（3／難～28），東京地区

　　　　　　（射2～5），（§ね～婆），名古屋地区（9／娼～璽6），大阪地区（副欝～i＄），（9／絡～ig），

　　　　　　広，島地区（御6～9），福岡地区（射9～豊2）

　　2級対象　札幌地区（釧20～22），盛岡地区（剣2～婆），宇都宮地区（3／器，瀞，28），東京地

　　　　　　区（射鷺～2垂），9／鴬～23），名古屋地区（創鴛～豊5），大阪地区（射盤～i6），（御

　　　　　　欝～29），広島地区（郵7～9），福岡地区（9／絡～蓋8）

　　日程・開催地区については変更がある場合があり蓑す。詳細については事務局にお間合せ下さ

　いo
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