




1．　建築確認申講における鉄骨建築について

東京都都市計画局　建築指導部建築防災課

　　　　課長補佐田極義明

1．1　はじめに

　私が以前に勤務していた東京都多摩地区（人口75万人）において，平成2年から平成3年にかけ

て構造審査が必要な建築物3貸棟について構造設計に関する事項に（）いて調査した。調査項目は構

造設計に用いた構造計算の数値や計算結果を中心とした基本データである。集計項目は50以上にも

なるが，ここでは鉄骨に関連する部分の建築物を中心にして以下に述べる。なお，確認申請で構造

計算書が必要な建築物は構造審査の対象となる。その建築物の規模は，木造以外の建築物で，2階

建以上または，述べ面積⑳O　m2を超えるものとなっている。

1．窯　平均的な建築物は

　構造種別では，調査棟数瓢7棟のうち鉄骨造が蒐78棟，鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）獄棟，

鉄筋コンクリート造（RC造）簿棟であり，鉄骨造が構造全体の件数に占める割合は麗．2％である。

なお，この他に軽量鉄骨造が聾棟盛．婆％，壁式鉄筋惚ンクリート造39棟鍛。3％があった。

　鉄骨造の平均の述べ床面積は，6醗驚双韮83坪），平均の階数2．8階，平均の軒高は9、5難，平均の

高さはm．婆鵬である。これらの建築物のうち，柱材や梁材として査力棟の艶。薫％はSS鱒0材のみを

使用している。また，SM麹0材を使用した鉄骨造建築物は，三78棟のうち，わずか7棟の3、9％であ

った。

　溶接部の許容応力度は，建築基準法施行令第盟条の許容応力度および，第98条の材料強度の値を

令第90条の母材強度に対して0。§として設計されているものが，蟻．0％の玉62棟である。これらの集

計データから溶接部仕爲の設計は，鉄骨造の大規模・小規模建築物を問わず0．9F設計の多いこと

がわかる。（表里，2参照）

　　　　　　　　　　　　　表1　建物統計（建物全体）

　　　　　　　　　　　s鼠c造　　構　　　造
建砺諌薇十㎜函3．8％）丁㎜叩

　　　　　　　　　　　7・3階　1平　均　階　数
　　　　　　　　　　2，53i（76の　　i延面櫨瀦（坪）
　　　　　　　　　　　鍛，。m　1
軒　高　さ　m

㌧耗誰伝錦％5十
溶接強度　［

　　　　　　　　　　　　（o％㌧仁　　　　　o．9F

　　　　　　　　　　2棟（16．7％）　i　　　　　SS婆（）0
鉄骨主材　　　　　　　　　　囎（83．珈i
　　　　　S汽騒90

s造 RC造
i78棟（旙．2％） 踵棟（器．3％）

2．8階 墨．2階

60報83） 蓋，2玉9（369）

9．5m 12．9m

董o．婆膿 縫．o憩

至6棟（9．o％） 一
三62棟（91，0％） 鼎
i刀棟（96．三％）

7棟（3、9％）

注：①上記の他LGS造14棟（喚。婆％），WRC造39棟（12，3％）があった。

　②鉄骨造で溶接強度玉．鰹かつ絡塩00のみ使用は3．7％であった。
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　　　構　　　造　　　i　　　　　　　　　　　l㎜』　　“㎜　　　㎜一｝皿㎜自㎜一”｛丁一㎜ 　　　　　　門
造（全体）

建　物　棟　数 蓋購棟（灘．2％）

平　均　階　数 2、暮階

延面積寵（坪） 60絹83）

軒　　高　　さ　凱 9．5m
高　　　さ　　　m i（）．婆撒

…　　豊．OF
卜　　i6棟（9。G％）

溶接強度　　　　　　o．9欝　　　　r

豊繊棟（田．o％）

一「s鋤o 亙力棟（96．亙％）
鉄骨主材　　　　　　s瓢婆go

7棟（3、9％）

籔黛　建物統計（鉄骨造のみ0）内訳）

　　　　i　S造（軒高9瓢以L）
　　　　4
　　　　1　　　鱗棟（灘，茎％’）

　　　　　　　　　3。婆階

　　　　1糟
　　　　…　　　　　12．5m
　　　　卜　　　　　　　　』　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　晒　胃　　　ゴ　　削　罰　』　　晒　　　　一　繭　由　

　　　　　　　聾棟（欝．婆％）
　　　　コ　　　　と
　　　　i㎜鞭（8繍）

　　　　1　嫌9跳）
　　　　［　　　　6棟（6。6％）

　s造（軒高9鎗以下）
1

　　　欝棟（弼．9％）

t　　　　2．3階
1

／
…

　　　　3鱒（鐙5）

　　　　7．3戴
i　　　　　8．2瓢

1…勲謝
L　嫌（9璃）
1　　　86棟（98・9％）

i　　　i棟（L蓋％）

1、3　建設大臣認定の鉄骨加工工場は

　㈹鉄骨建設業協会の資料によれば，建設省から「鋼構造物工事業」の許可を受けている企業は，

全国で3万社と言われている。このうち建築鉄骨加工業者は約三万社とのことである。

　…方，建設大臣等の認定を受け，組織化された建築鉄骨加工業老は2，500社（平成3年鐙月辞ヨ

現在）に満たない。ぐ表3参照）このうち低層建築物が対象で溶接部の許容応力度が蓋．OFで鉄骨加

、£可能の認定．工場は，㈹鉄骨建設業協会C類6工場，㈹全国鐵構工業連合会敬クラス蓋，0胃工場，

東京都おおよびC欝3工場の合計亙，2沁工場であり，建設大臣認定工場等のおよそ半数にあたる。こ

れらの工場は孟．OF設計の場含，軒高制限とLて9m以下の鉄骨造建築物が加工の対象となる。 一

方，構造設計データによれば，2階建の建築物（平均軒高7、0搬）程度が鉄骨加工の対象となる。

従って3階建（平均軒高9．婆雛）の鉄骨建築物は，加工でぎないことになる。

　しかし，現状の溶接部の許容応力度0．9F設計による建築物の多くは，未組織工場の約7，500社の

工場で加工されているものと思われる。また，全構連のRクラスでは加工でぎない3階建程度で

軒高9蹴をこえ，鉄骨加工重量20～3蟹程度の鉄骨造建築物を，溶接部の許容応力度亙。硬とLて

設計した場合，鉄骨建設業協会の霧類（全国で驚工場）以上や全構連Mクラス（全国で9招工場）

以上の建設大臣認定等の規模制限のない鉄骨加工場で加工する必要がある。Lかし，これらの鉄骨

撫工工場は，中規模建築物及び8RC構造が受注の中心であり，小規模建築物の加工にまで，手が

塵わらないようである。このため，小規模の建築物はRクラスあるいは，東京都の騒ランク，C

ランクの工場および，未組織の鉄骨加工業老が加工していることになる。

1．尋　鉄骨加工技術は

　欠陥鉄骨建築物とLて新聞ニュースとなった建物は，いずれも組織化された鉄骨加工業者ではな

く，未組織の小規模な工場で加工されている。これらの工場が製作する建築鉄骨に欠陥が起きやす

いと言える。これらの工場の技術者や技能者ぱ，建築関係の情報不足や教育を受ける機会も少な

く，建築鉄骨に関する加工技術の知識不足が原因と考えられる。これらのことから建築業界全体が

率先して小規模の鉄骨加工業者の組織化を進め，情報を提供し，鉄骨加工技術の向上に努力する必

要があろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一一2一
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　　鉄建協認

S類30工場　　A類載工場　　　　懲類欝
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別主棘都

Aランク4工場

建物対象規模 編離麹L高鞭築物i中鞭
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建築規模制
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曇郵∵避寧霧劃画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綴w通信（＄縛璽欝囎〉

建設大距等認定グ）鉄骨加工』E場概要（平成3年鐙月玉日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　i　C類6工場　　1

　　　　　　　藩クラ垂驚☆∴霧

　　　　　　　　　　　　　　　胃下．塵築砺二嘩魎

　　　　　　　　　　　　　　　 r
　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　軒高9膿以下

　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　スパン露鵬以下
　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　延面積3000燃2以下、、、

　　　　　　　　瞬瓢耶脚撫呵＿．．．

磯鉄建協豊03工場，禽全構連2緯7工場，轡東京都重即工場，轡合計騒37工場

慧．　建築鉄骨の溶接と欠陥について

　　　　講造物第三者検査機関協会

審査委員会委員長内田三雄

黛．1　はじめに

　建築鉄骨の溶接とその欠陥について東京都鉄骨加工工場登録C工場対象の制度検査の結果をも

とに説明する。この登録C工場で加工される鉄骨は通称コラム柱と呼ばれる角形鋼管柱が主であ

り，板厚は9m騰ないL膿m騰程度，200～300角の鷲ラム柱をC・2半自動溶接によって溶接する。

この制度検査の結果では，これらの小規模な建築鉄骨の溶接欠陥について詳述しているが，結果か

ら見る限りではこれより規模の大ぎな一般鉄骨についても欠陥の発生傾向は同じようである。

　図i，図2にコラム柱の形状及び基準開先図を示す。検査の対象となる完全溶込み突合せ溶接部

（以下突合せ溶接という）はコア内外のシャフトとダイヤフラムの溶接，ベー一スプレート溶接，内

ダイヤフラムの溶接などの丁継手，ダイヤフラムとブラケットの突合せ継手である。（現場溶接は

柱の継手が一般的である。）
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豊．黛　外観検査と欠陥

　図3は外観検査結果の一例を示す。検出された欠陥のうち，突合せ溶接の余盛の高さの不足する

ものが，検出された全欠陥数の婆割であり，アンダカット，突合せ継手の食違い，仕口のずれの舎

種類で全欠陥数の9割にもなり他の欠陥に比べ極めて発生率が高いことがわかる。

　突合せ溶接の余盛の高さについては，顕本建築学会　建築工事標準仕様書・同解説　JAss6鉄

骨工事（以下JA8S6と呼ぶ）では余盛高さが不足する場合と過大な場合の許容差が定められてい

その他（5，2％）

覇醤““

鵯響…㌶i
余盛高さ
（4｝，7％）

　　アンダカット
　　（2i，7％）

図薯　外観検査一欠陥種別と発生率
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るが，この検査で検出された欠陥はいずれも余盛高さの不足である。突合せ溶接の最も基本である
‘‘

ど厚の確保’ヲができていないことを意味しており重大な欠陥である。

　アンダカットの多くは図婆に示す裏当て金取付溶接部母材側に発生したイであり，裏あて金の取

り付け溶接を上向き溶接した場合に多く発生する。このアンダカヅトは一般に深さが深いことが特

徴である。図婆，韓は，通常発生しにくいとされる突合せ継手の下向き溶接に検出されたアンダカ

ヅトであるが，このアンダカットは深さは玉mm程度以下とイに比べ浅いが溶接長全長に至る様な

長いものが多いのが特徴である。

　余盛高さの不足，アンダカットともに溶接後のスラグの除去が行われていなかったり，検査が不

完全な為に見落とされたものであり，溶接後スラグを除去し，明るい照明下での検査が必要であ

る。裏あて金の取付溶接は上向ぎ溶接で行われる場合が多く，アンダカットが発生しやすいので十

分な検査が必要である。

　突合せ継手の食違いは，ダイヤフラムとブラケットのフランジの溶接部に生じる欠陥であり，ダ

イヤフラムのせいとブラケヅトのせいが合わないために生じる場含が多い。一般にブラケットは・

一ルR鋼が使用されるので，納入された銭鋼のせいの寸法を把握し，ダイヤフラムのせいを決定

し加工するのが良い。尚，コア内の溶接によってダイヤフラムの突患し部の変形，ダイヤフラムの

せいの収縮が起こるのでこれらの寸法を見込んで組み立てることが大切である。

　コラム柱を組立てる時に一般にはコア部の組立および，溶接を完了させたのち上下のシャフト材

を大組してま本の柱とする。コア部の溶接およびブラケットの溶接によって生じた鷺ア部の変形や

大組立も精度不良が，仕環のずれの原因となる。仕口のずれは3mmから8騰盤程度であるが，柱

材の板厚が9灘瓢ないし鴛鵬mであることから板厚の玉／3から板厚程度にもなることがある。

2．＄　内部欠陥

　超音波探傷検査によって検出された内部欠陥のうち，図5に欠陥の深さ方向の分布を示す．欠陥

の深さ位置は初麟部に集中し，材の底から3m撒以内に9割の欠陥が発生していることがわかる。

裏あて金を用いた片面溶接の場合の欠陥の発生傾向は一般にはこの傾向に類似するものであるが，

この結果の対象板厚が9搬mないし捻騰m程度と板厚が薄いことから，いっそう傾向を顕著に表

しているものと思われる。

　図6に欠陥の断面位置を示す。欝は開先加工におけるルート面の過大が最も大きな原因であり，

イは溶接初層の溶接棒のねらい位置やルート間隔の過大・過小いずれの場含も欠陥の原因となる。

　図7は溶接長さ方向の欠陥の発生分布を示す。コラム柱シャフトの溶接部はエンドタブを用いる

ことが不可能であり，開先内に組立溶接（タック溶接）を行った後に本溶接を行うことから組立溶

接をぎちんと行うか，組立溶接をガウジングによりぎれいに除去した後溶接することが大切であ

る。又，エンドタブを用いる事がでぎないので溶接始終端部は溶接内に入るので始終端部の処理を

十分に行い，欠陥の少ない溶接を心がける必要がある、、

5
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黛．轟　建築鉄骨溶接部の検査

（i）溶接部の検査

　鉄骨溶接部の検査はJASS6により，外観検査（表面欠陥の検出と溶接部の寸法精度の検査）と

超音波探傷検査（内部欠陥の検出）を行なっている。

　外観検査は日本建築学会（以下AUと略す）鉄骨精度測定指針により，又超音波探傷検査は同

じくA9の鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準・同解説による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　6　一
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　両基準の中に含まれる合否判定基準はrこの基準を下まわると設計性能の低下を意味するr最低

でも満足しなければならない』基準」として定められたものであり，r外観検査と超音波探傷検査

の両方に合格しなければならない」の原則である。

　建築鉄骨の溶接部は前項で述べたように外観上の欠陥としては，余盛高さの不足，アンダカッ

ト，突合せ継手の食違い及び仕目のずれ等が多く，溶接内部欠陥では初層部に多く発生している。

これらの欠陥の内，検査を実施する上で取扱いが間題となるr突合せ継手の食違い」について以下

に述べる。

（2）突合せ継手に食違いが生じた場含の検査

　検査の対象である突合せ継手についてJA8S6のr完全溶込み溶接」に以下のように述べられて

いる。ここで改めて完全溶込み溶接にふれたのは突合せ継手に食違いが生じた場合にこの溶接部に

要求されている基本的な事柄についてよく理解し検査を行うことが大切であり，誤解から検査結果

が誤ったものとならないようにしなければならない。

　敏　完全溶込み溶接

　　　完全溶込み溶接は突合せる部材の全断面が完全に溶接されていなければならない。

　ε　板厚が異なる継手

　　　突合せ溶接される部材の板厚が異なる場には，溶接表面が薄いほうの材から厚いほうの材へ

　　　滑らかに移行するように溶接する。……省略

　上記の飽にJAss6の同項には余盛，補強隅肉溶接，裏あて金などについて書かれてお鰍完全

溶込み溶接では，突含せ部材の全断面を完全に溶接し必要なのど厚を確保する。さらに必要な余盛

や丁継手の場合には補強隅肉溶接を付加すし，溶接表面は突合わされる部材に滑らかな形状とな

ることが必要である。

　図8に現場溶接部の柱継手に食違いが生じた例を示す。図8＆は上側部材が突出した形状であり

碁は上側部材が引っ込んだ形状である。外観検査上では食違い量のによって合否を判定し，両者は

なんら異なることはないが，超音波探傷による内部欠陥については大ぎく異なる。図の＆のように

上部材が突出した場含には，図の通りの開先形状のまま溶接すると下部材の底部に溶込み不良が生

じる可能性が高く，溶接条件によって異なるが食違い量館が2撒縢ないし3m磁以とになると通常

溶込み不良となる。この溶込み不良は超音波探傷検査によ・）て検出し評価する。外観検査上の許容

と混同し，食違いの許容差内の内部欠陥（溶込み不良）は許容されるように誤解し検査，又は溶接

施工している場合もあるが，食違いの許容は外観検査上の許容であり内部欠陥をも許容していない

ことに注意が必要である。

　従って，図梅の食違いが生じた場合には，溶接前に補正（図9に補正例を示す）を行わないと

超音波探傷検査で不合格となり，補修に多くの時間を要する。JASS6「受入検査による不合格部の

補修」によると受入検査で不禽格となった溶接部は，外観検査，寸法不良，内部欠陥いずれの場合

でも全てが補修を行い再検査して合格とならねばならないとある。また，ド補修方法」ではこの溶

込み不良の補修方法はアークエアーガウジングである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一　7一
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t2

　　l
　e
　　／　t・

　／　メ　　　りい
／　ジ

∠　塾み不良

　　t「
・ト

旧t盈

調ジ

ゾt2

　　　　グのど厚　／／

＼、

ガウジング

　　　　　　　．鉱

図蓼　溶接前のガウジングと溶接後の補強溶接の例

　段　　　　　b

図騒　突合せ継手の食違い

（3）板厚が異なる継手の食違いの検査

　図璽○に柱フランジの板厚が異なる継手に食違いが生じた例を示す。この場合も図9と同様に食違

い量eに相当する開先の深さを下部材に確保するのが適覇であり総に相当するガウジングを行った

後に溶接する。超音波探傷検査は同板厚の突合せ継手の検査と大きく異なりこの場合には上部材は

もちろん全板厚分が検査の対象となるが下部材は上部材の板厚8の範囲となり下部材の不溶着部

はそのま蓑残るので検査対象外とする。但し，前に述べているように完全溶込み溶接部の基本事項

として「溶接表面が部材表面から滑かに移行している事」から図璽量のような開先形状（内法合せ）

が要求されている梁フランジの場合には厚い方の材の底まで溶け込まなくてはならないので底まで

溶込んでいない場合は溶込み不良として検出する必要があり，開先基準図を確認Lた上で検査が必

要となる。

誌
　　e以上
／／万房▽

峯
　1

」く＼

〕
㌃

図沁　柱フランジの板厚が異なる継手

　　　　／

聾　　　　　i　t2
　　　　　ヒ　　　　　　マ
　　　　　ei－
　　　　　　　tl 検査範囲

図”　梁フランジの板厚が異なる継手（内法合わせ）
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難．CXW認定事業者諜会社紹介諜

会　社　名

所　在　地

代表者名

認定番号
認定種別

認定部門

鋼管溝水サービス　株式金社

帯繊5　静岡県清水市三保387臓

取締役社長　水口　浩

第6弼9蓋号

E種

超音波探傷検査部門

騒7e三．05婆3－3喚一68垂6　　F＆x．05養3…35 98韮9

〔沿革コ

　鋼管溝水サービス株式会祉は昭和弼年3月NKK（縫本鋼管）の系列会社として，NKK清水製

作所の間接サービス部門の業務を受託運営する会社として，設立された。

　昭和邸年蔓月NKK清水製作所の非破壊検査部門を移籍し，NKK清水製作所のTQCの…翼を

担うと共に，永年培ってぎた非破壊検査技術を静岡県内の顧客を中心に提供している。

　又，地域内鉄工組合，溶接協会静岡県支部が主催する講習会へ講師の派遣や，顧客の非破壊試験

技術者養成の協力等地域に密着し、た活動を展開している。

〔業務内容〕

　薫．NKK向け，鋼構造物，橋梁，修理船の各種

　　非破壊検査　　　　　　　許　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噴
　2．　ガス管の新設，補修配管の非破壊検査

　3．建築鉄骨，鉄筋の非破壌検査

　婆．貯油槽，L駐Gタンク，工場設備機器，プラ

　　ント等の開放検査

　5．船舶の非破壊検査

〔技術者の欝成と技術の向上〕

　検査技術者として，巾広い視野と高い技術力を持

つべく，あらゆる機会を通じて，レベルアップのた

めの教育を行っている。また，多くの資格を取得す

るための教育と同時に検査技術者として必要な社会

的モラールの向上にも意を用いている。

鋼管清水サービス株式会社　社屋（4階）

　更に，NKK技術研究所を中心としてNKKグループ内関連部署と常に交流を図りながら技術の

向、上・開発にあたっている。

〔むすび〕

　当社自身の技術力向上を図ると共に，単に製品の合否判定という狭義の検査にとどまることなく

総合的に晶質保証という立場で，顧客の信頼にこたえるべく体制づくりにカをそそいでいる。又，

将来的にば計測，診断等の分野を含んだ総合検査会社を員ざLている。

9



℃夏w遡僑（＄騨撫鐵欝纏）

会社　名
本社所在地

代表者氏名

認定番号

認定種別
認定部門
事　業　所

株式会社　蕊造試験センタ～（M憂潟TEST姻G＆R鷺細A蕪C鷺CENT詑R　CO。，LTD．）

撃簿6　岡山県去野市玉3丁獄5番2号　三井造船（正門前〕第一別館　2階

欝0暮63－23－262G　　欝我x．（）863 23－2622

代表取締役社長　輿鍋善暢

第総c醗号
c種

放射線検査部門，超音波検査部門

茜部事業所（玉野），鶴大阪出張所（大阪） ，東京事業所（東京），東部事業所（千葉）

〔沿革〕

　株式会社三造試験センターは拍四年に親会社である三井造船株式会社から造船・大型機械・プラ

ソト・橋梁等のハードな製造技術によって培われた，広範囲かつ総合的な試験検査機能を要員なら

びに設備と共に継承し，さらにセラミックスを始めとする新素材関連あるいは貴重な調査診断デー

タを生かして開発・設計・製造・工事等といったFA分野へも進出しているユニークなエンジニア

リング会社である。

　とりわけ製品の生産・保守・研究の為の試験検査では豊富な経験を持っている事と，試験検査用

の特殊設備とか供試体の設計から製造までを含む…括講負は関係方面から絶大な評価を得ている。

　最新の事例では低レベル放射性廃棄物輸送の安全性を確認するため，雛ンテナーブ・ックを落下

試験によって輸送容器の強度確認試験ならびに模擬燃料集合体が灘ンクリート床に落下した場合の

挙動調査など，これらの大掛かりな設備も含めて一括請負の試験調査を実施した。

　更に，地域の大型物件として技術の粋を集めて完成した瀬戸大橋の精密点検にも参加してる。こ

の巨大な構造物も維持・管理上，潤常点検に加えて定期的に構造物の経時変化のチェックが行なわ

れている。当社の参加範囲は測量工事で橋体の変化量（塔の変化量，橋長，レベル等），計測工事

では，ケーブルの張力，温度変化に伴う橋体の伸縮量等の点検工事に参加している。

〔業務概饗〕

非破壊検査　放射線透過試験〔エックス線・ガンマー線・高エネルギー線（RT）〕

　　　　　超音波探傷試験（UT）・超音波肉厚測定（TT）・磁粉探傷試験（MT）

　　　　　浸透探傷試験（PT）・渦流探傷試験（鼠丁）・ぎ裂深さ試験

　　　　　非破壊検査による診断調査ならびに応用技術の研究開発，放射線障害防止に関する管

　　　　　理および測定，非破壊検査技術者の教育訓練など

機械試験　引張・圧縮・曲げ・衝撃・硬度・疲労試験など

組織試験　マク獄・サルファープリント・顕微鏡・スンプ試験など

化学分析　鉄鋼および非鉄など成分・水質・煤煙・燃料・油脂・環境および作業環境測定

計測試験　応力・歪測定・振動・騒音測定・温度および圧力測定・強度試験・電磁波によるトソネ

　　　　ル検査ならびに埋設管など探査・冊Mによる応力および振動解析など

…隻o一



c鯉通儀鰺鯵勢欝醗）

鱗
　　範〔拶戯苓・；’ぶ・

　　　　r
　　　　’〆≦、

写真霊非破壊検査用電子ライナック 写真2　機械試験装置群

技術開発

その他

新規開発事業ならびに罫A省力化設備などの技術開発

各種製品および設備の設計ならびに製造

試験用の特殊設備ならびに供試体の設計および製作まで含む試験検査の…括講負

デジタル・クレーン・スケール（電子秤／2～30トン）の製造販売

各種試験ならびに検査による調査診断ならびにコンサルタント業務

環境計量および作業環境測定と対策などコンサルタント業務

各種圧力計・温度計・圧力スイヅチ・圧力変換器の検定と修理ならびに各種重量秤の公

式検定と修理など

濃度計量証明事業登録…岡由県第6－2鍔

一　般　建　設
（電・管・鋼・機・通）

放射性購位元素等使用許隆1学技術得
可

一景i岡由県第能篶号

十

坐商　臣一
鯛嬢馨騰轟，号車

劉科学技鮮　i使第3欝号

麟

灘灘

写真3　走査型電子顕微鏡

一一 一



鶏騨通信（恥盤響」鱒黛）

識篇灘一フ瓢イス欝

　欝92年盛月三日付で新規に次の事業者が認定され象したのでご紹介いたします。

北籟本非破壌検査　株式会社

　本社所在地　撃綴0刃5秋田県男鹿市船川港字化世沢置7H3繍偶85峨3峨婆磁

　代表者氏名　代表取締役　松本一一郎

　認定種別・番号・部門　鷺種，第U5欝2号，放射線検査部門

株式会社見忠

　本社所在地　撃806　北九州市八幡西区鷹ノ巣Hg－2　慰093略21一絡00

　代表者氏名　代表取締役　宮崎俊明

　認定種別・番号・部門　量種，第U蝿盟号，超音波検査部門

4．新製晶紹介に伽一ナーは認醤業者の開発した機器等蘇醗鍋ものです。）

KANC夏TY畷灘ボット　〔建設省r建設技術評価」取得（建技評第8例02号）配管用非破壊検査機器〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本超音波試験㈱

　建設省技術評価制度に基づくr配管用非破壊検査機器の開発」に応募し，合同性能試験の結果，

開発目標を満足したと認められ，応募件数捻件のうち2件が90年8月評価認定された。当社開発商

品‘竃AN劔TY一ゴの概要を紹介する。

　本開発機器の主な特長は次のとおりである。

　①高精度微小位置決め探触子走査機構

　高精度で微小位置決めが可能で，かつ小型軽量な探触子走査機構を製作L，フレー一ム自体が管の

表面を走行レールとして周方向に回転する構造となっている。

　②遅延材付ぎ集束型探触子の開発

　超音波ビー一ムの集東範囲は深さ蓋～2燃鵬であるが，高周波（紛M施i），高分解能（波数i．5波）

であることと一振動子型であるため測定範囲が0．7獄m～絡mmとなって，二振動子型より上限，

下限とも測定範囲が広く取れる。しかも遅延材の材質を慎重に選定したため表面及び腐食面からと

2つの工雛一一が得られ，測定状態及び表面の凹凸による測定誤差が発生しないようになっている。

　③パターン認識による波形認識プ憶グラム

　超音波送受信器には低ノイズ，高分解能，受診周波数帯域DC％M翫のパルサーレシーバと，

蜘M翫の2嶺のデジタイザを使用L，これにより超音波信号をデジタル化してパソコンに転送

するため，表面及び腐食面からの工惣一の検知は，波形認識プ欝グラムにより行えるようになっ

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　一鐙一



磯w通儒（＄　擁鷺窪．欝鰻〉

　次に機器の仕様を示す。

最後に測定結果の見本として，腐食管の全面測定の画像表示を示す。（腐食管の場合は更に部分

精査測定を行ない別タイプの画像表示をする。）

機器仕様

区　分i 機　器　名 型　　式 主　　な　　鶯　　様　　　　　　　一 備　　　考

†　　　　　■

管取付け部

測定モード2種（全面，部分精査）

定速度　鐙0騰鵬／秒（全面）

定速度　20漁m／秒（部分精査）

定値精度　±0．圭鵬濫

新規開発

機械制御部 』÷ 一新規開発

超音波送受信部
パナメトククス

0灘PR

絃義鑑一r受信周波数　0．5～％M翫

一超音波探触子
鐙MRz遅延材付き一探触子集東型 新規開発

ハー

　　　丁デジタイザー部

㎜

アナ糧グ周波数　DC～50M翫
ンプリング周波数　紛O　M難z

ャンネル数　2

新規開発

コンピュータ

柱プ．．PC386LS

匪．モ，，購 rラップトップ翼ンピ

ータ

・』
カラーハードコピー

神鋼電機

難c一磁3

12ドツト擁職

ナPグRG懲入力
ルカラー

一i灘嫌質自動供給部

オートフイーダ）

購含アセチレン

A一一鐙oo

使罵接触媒質：ソニコート

填量　i，000cc

ソフトH
機器制御プ韓グラム 皿 動作制御及び信号取込み 新規開発

爾像串力プ獄グラム
麟出及び図形表示一新規開発

轡講灘醐雑響幣鷺 ［至蕊隔㎜““

オ

i
i

l，璽．謙鰻黙轟
　　　　　　　腐食管の全面測定の画像表示（見本）

　齢ごぼτ爾『愚懲罫欝罵脚㎜㎜i

難薦羅螺鼎年1

鷺難㌶届
霧禽薩裂肇ポ・三燃i

　　残存華　　分布享
　　1挙一ノ鵬瀞健鏡囲磐

灘応藻　麟
　　5一認％　　　必．輔i、
　　翫一蕪％　　　窃、＝『1）／

　　45～55　　　　　i．4

一露一



娼薫脚遡信（鞠》響睡捗欝攣鷺）

瀞．　C夏W認定事業者一覧（本社所在地）

平成蔓年婆月璽欝現在

「1　　　…　　　　　会　　社　　　名　　　　　　　　　　　　　　所　　　在　　　地

脳
丁聡L

→　　　ト

一一

i藩磨本幌電轟繋i識籍灘欝ll凱！道　i日鋼検査サー　ビス㈱　　　1室繭市茶津町艦 ←Oii
582 299窒

董 ｛蓄董茎 笠2撫

1縛3 22 8灘6
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礁．我がゴルツ人生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横　山　計　次

　吾三十にLてゴルブを志す。　惑いつづけて二十有余年。　五十有五にLて天命を知る。

ゴルフを志した頃の思い出

　自宅が中百舌鳥ゴルフ場の近くにあり，車で通勤していた頃のことです。中古のゴルフ道具 一式

とボールからティーまで取り揃えて，ゴルフの楽しさを教えてくれた先輩がおりました。

　私は元来不器用。気が進まない蜜まに始めました。後臼，先輩の狙いは私の自動車であったこと

が分り寮したが，今では感謝しています。本コースに出るまでには三万球を打て。蓋組婆人のハン

ディーの合計ぱ沁Oを越えてはならない，とい一）た厳Lい時代でLた。

　まだ小さかった2人の子供を連れて，中百舌鳥のゴルフ場へ練習に行ったときのことです。子供

がいないのに気がつぎ慌てて探しますと，遠く離れた所から見物しているではないですか。

　「危ないから近くにいろj　r下手糞のうしろに居ては恥かしい」これが苦労の始まりでした。

惑いつづけて二十有余年1

　ゴルフをLているとrこれだ」，と直ぐに悟ります。悟一）た内容をノートにメモしました。悟り

の花は直ぐ踏み購られて，意味不明のメモだけが残りました。これを頓悟というのでしょう。

　〔迷書集より〕

右手全体献血スタイル　　ボディーターンでグリヅプ高く　　首を伸した亀さんスタイル

右足上から覗ぎ込み　　両手一体，手のうち勝負

天命を知る1

　シングルになれる条件としては，手と足が大きくて，そのうえ頭が良いことが必要であると聞い

たことがあります。今更，手も足も大きくすることはでき蜜せん。ましてや，頭を良くすることも

叶い豪せん。親を恨むより他に方法はありません。

　LかL，今では子供に恨まれることはあっても，恨むべぎ父親はもう居りません。生まれる前か

ら天が定めた運命と思って諦めるほかはありません。

　開ぎ直れば心は爽やか。r人生根アカで一生懸命，これ80点」。

ゴルツ万才：

　生ぎながらにして佛になれる，という真言密教の教えのごとく，生ぎながらにして無心になれる

方法はないのだろうか。

　ゴルフボールは誰が打っても，その時の力の大ぎさと力の方向に応じて飛んで行きます。宇宙の

理わりそのものです。

　ゴルフボールと付ぎ合うとき，他の雑念の入る余地はありません。ゴルフとは雑念置換法とLて

はベストな方法であると思っています。

　rゴルフにて心洗うもこれまた修業なり」ゴルフを愛し，人を愛する方々に幸せを。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一笠6一
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