




1．　より合理的な非破壌検査手法の確立を期待して

東京大学名誉教授

奥　村敏　恵

　各種の圧力容器，配管，パイプライン，橋梁，建築構造物等がその使用目的に応じ合理的にぞれ

に付帯された機能を発揮するためには，その建設にあたってそれらの施設に付与させる機能及び便

用日的により，含理的に満足させるための正しいシステムの確立が前提となる。一般にこうした構

造物は調査，設計，製作架設，検査の各段階で，その使用目的を正しく把握した、ヒで定めた合理的

システムとしての流れを完全に把握すると同時にその仕事にたずさわる人々に正しく理解される事

が，より精度の高い合lil的な成果を得るには役立つことは言うまでもないことである。しかしこう

し、たことは頭では解った積もりでも，狭い範囲の慮身の役割のみに捉えられ全体の含理的な像と正

しい仕事の流れを完全に理解しない事例が色々と見受けられる。勿論経済社会の中の仕事であり，

長年のしぎたりもあり，見かけの経済性のみに捉われて合理的な途を誤る事が多い。

　規模が大きくなり，更に圧力容羅の危険度の厳しいもので，経験の少ない，ある意味ではそれに

対して正しい知識の理解度の薄いものには，無駄な費用とは考えないで正しい予備知識を確認する

ためPr艦ed蟹e　T膿（事前確認試験）には十分な費用をかけ，同時に溶接部を含む構造全体の正し

い非破壊試験手法の確認に十分な費用をかけることも大切である。この中で特に非破壊検査にから

んで，二の点に対する認識，特にシステム及び投資について正しい配慮が望まれる。

　筆者が過去に経験したこの種の製作，架設には多くの間題点が存在しており，時には厳しい事故

につながったものも多い。個々の事象についてここで述べることは紙数の点で省略せざるを得ない

が，大きな間題点として正しい認識を持っていただきたい。

　その意味で正しい形で含理的に解決していただいたのは瀬戸大橋の建設にからんで，筆者の提案

を正しく理解し，特に超音波探傷検査手法の開発に発注老と施工者の間に緊密な結びつぎを持ち，

またその後の経年的検査が容易にできる設備を橋の構造の一部とLて合理的に布設したことにあ

る。しかも検査会社に主体性を持たせる様な従来ではあまり考えられなかった発注方式を採用して

いただいたことである。正しい記録の持続的なデータ収集と保管，それが良き橋の保守に役立つよ

うなシステムをつくっていただいたことである。これを正しく活用することが大切な問題点であ

り，管理者が変っても正しい伝統として生かしていただきたいと願っている、

　「なせばなる、1という格言を強調して結びとしたい。
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黛．1　橋梁の溶接

石川島播磨重工業㈱井元 泉

（1）はじめに

　橋梁における溶接は工場製作時の部材接合に用いられ，その歴史ば数十年におよぶ。さらに，架

設時のブ・、ソク（鋼床版，橋脚等）の現場接合にも使用されるようになってぎており，益々重要な

接合法の地位を占めている。参考蜜でに，代表的な製作，架設順序と溶接の位置付けを図iに示

す。図において太い枠で囲まれた箇所で溶接が行われるが，同時に継手検査が実施され，工程上，

かなりの時間が費やされている。橋梁においては，強度は当然のこと，形状，美観も大きな要素で

あるため，溶接変形やビード形状に対Lても他の構造物以上に厳Lい管理が要求されている。
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供期後一補修・補強・改造時の溶接（静荷重作用下，振動作用下，変動荷重作用下）

籔1　代衰的な鋼橋グ）製作，架設順序と溶接¢）位置付け

（窯）使絹鋼材

　・一般に橋梁に使用される鋼材は，軟鋼～HT60クラスであり，」欝の…般構造用圧延鋼材，溶接

構造用圧延鋼材である。板厚は長大吊橋の主塔や補剛トラスの弦材等を除けば，最大板厚50mm

程度と建築鉄骨に比べて薄いが，ぜい性確保の観点からシャルピー吸収エネルギにより使用板厚が

選定される呈1。ただし，北海道のような寒冷地では低温ぜい性に注意Lて各発注官庁が独自に規定

を定めている。

　このクラスの鋼材の溶接性はよく，確実な溶接管理と施工を行えば特に問題となるようなもので

はない。道路橋示方書11では，前処理の徹底，低温割れ防止を目的として低水素系溶接棒の使用，

鋼種や板厚による予禦い後熱，パス間温度管理や調質鋼に対する入熱管理（簿000」／cm以下）等

を行うことを定めている。また，同示方書では，SM5簿までしか規定はないが，さらに高強度の

鋼材も使用されている。例えば，欝掻年に完成Lた港大橋（阪神高速道路公団）でぱ，HT70～

RT80クラスび）鋼材を日本で初めて大量に使用している。この経験は本州四国連絡橋公団規格に生

かされている。

（＄）部材構造と溶接法

　鋼橋の形式にば，i桁，箱桁，鋼床版，トラス橋，アーチ橋，斜張橋，吊橋等があるが，これら

はパネル構造が主体であり，板材と補剛材の組み合せでブ韓ックが構成されることが多い。また，
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トラスやアーチ橋の弦材では建築によく用いられる鉄骨構造も使用されることもある。代表的な構

造と使用される溶接法の・例を図22）β〕に示す。図の鋼床版箱桁のデッキプレートは現場で溶接さ

れることが多いが，他の継手は架設の容易さから高力ボルト接合が用いられることが多い。

　図2に示すように，フランジやウェブの板継で突合せ溶接が行われ，板材と補剛材やフランジと

ウェブの接合はすみ肉溶接である、すみ肉脚畏Sは，主要部材では6m膿以ヒでかつ次式を満足す

る大きさを標準としている裏1。ただL，ウェブの補剛材のすみ肉溶接はS誘騰mであることが多

い。また，作用荷重の大きさや溶着量によっては，レ形開先やK形開先を用いることもある。

　　4＞5≧歪毒　ここで，オi：薄い方の板厚　ごゼ厚い方の板厚

さらに，溶接継手によっては疲労が間題となる箇所もあり，意識的にビードグ）仕上げ等も行われて

いる。参考までに，漂準的なグルーブ溶接の開先基準劇を図3に示す。板継ぎでは裏当材（ソフト

パッキング等）を取付け，片面溶接で行うことが多い。
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図蕪　標隼的なグルーブ溶接の開先基準痴

　次に溶接法であるが，、溶接法は各工場の設備，対象とする橋梁形式（構造）により異なるが，標

準的には次のような溶接法が採用されている5）。また，自勤化，霧ボヅト化も進められている6）、

　①被覆アーク溶接く低水素系溶接棒が主体）　②グラビテイ溶接嶋動溶接）

　③　ガスシールドアーク溶接（半自動溶接）：CO2溶接，M亙G溶接，MAG溶接

　④サブマ…ジアーク溶接（潟動溶接）

（尋）非破壊検査

　突含継手の内部欠陥については，原則とLて放射線透過試験僚丁）と定められている。ただ

し，適用実績についての資料を有する場合には，使用性のよい超音波探傷試験（UT）を用いても

よいことになっている。また，従来疲労を考えなくてよいと思われていた箇所の溶接部（特に，す

み肉溶接部）を起点として疲労クラックが認められるようになったこともあり，より確実な品質保

証を求められている。工場，現場，継手の形式を問わず，機器の取扱いが容易で，結果の判断が早

く，記録性のよい検査法の開発が期待されている。これらに対する機器とLて，自動探傷装置

（AUT）が開発されており，本州四国連絡橋公団や阪神高速道路公団では使用が認められるように

なっている。

（§）おわ》に

　橋梁の溶接は前述Lたように，やるべぎことを手を抜かずに行えば特別に難しいものではない。

溶接条件を選定することが，予測管理とすれば，検査はその品質を実証する立場にある。このよう

に，施工と検査ぱ表裏…体にある。検査を単なる欠陥評価で終わらさず，評価基準の意味するとこ

ろを理解することが必要である。
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黛．黛　橋梁における非破壊検査

日本X線検査株式会社　技術開発部長　加　　藤 潔

（1〉はじめに

　橋の形式は，大きく分けて桁橋，アーチ橋，トラス橋，斜張橋，吊り橋に分類される。技術の進

歩発展にともない，讐本において支問距離が500獄を超す長大橋が建設されるようになり，吊り橋

形式の明石海峡大橋が完成すると世界最大の支間距離（欝90驚）をもつ橋となる。また，本四連

絡橋の一つである生類橋は世界最大の支間距離（鱒0騰）をもつ斜張橋であるが，同じ本四連絡橋

の多々羅橋が完成すると生口橋を大幅に上回る890灘の支問距離をもつ世界最大級の斜張橋とな

る．また，東京，大阪などの大都市圏においては高速道路の路線の拡張にともなって，海上，河川

僑ばかりでなく高架橋（桁橋形式）の建設も盛んに行われている。これらの社会的に特に重要な役

割を果たす橋は疲労強度を考慮して耐用期間は50～鈴0年以上に設計されているといわれており，

きびしい品質管理が要求される。そこで維持管理も含めて橋梁の品質管理に適用される非破壊検査

の概要について紹介する。

（慧）橋梁各部の名称

　橋梁の代表的な部位の名称を図案に示す。

塔 支闘距離 塔

陀 ㎜「

吊り橋

塔 支闘距離 塔

「

縦…／ブ

履、
床版

桁

僑脚

アーチリブ
支承

床版

アーチタイ

アーチ橋

図1　僑梁各部4）名称
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（馨〉溶接継手部に対する非破壊検蓋の適爾

　橋梁は大ぎく分けて 士、台にあたる下部工と橋本体（高架橋の鋼製橋脚も含む）の．L部工からなる

が，下部工については鋼管杭の溶接接合部に対してX線検査またぱ超音波検査が要求されるぐら

いで，非破壊検査の大部分は上部工グ）溶接継手が対象となる。橋梁の代表的な部位ごとに，新設時

に適用される非破壊検査手法及び検査の方法（全線検査か抜取検査）を総括的にまとめると表重の

ようになる。

蓑1　橋梁に適用される非破壊検査

橋梁溶接継手部位 i 非破壊検査手法
．F．

検査グ）方法

鋼管杭・円周突合せ溶接部
T』

RT又はMUT 全線又は抜取

鋼製僑脚・柱／梁突合せ溶接部
1

堵聖蝿蹴TR醐 i
全線が原則

塔・突合せ溶接部 1
アーチリブ突合せ溶接部

』「

ア…チタイ突合せ溶接部

ヨ　「手

箱桁・突合せ溶接部 　　1訓 RT又はAUT
手

全線又は抜取

　　　　　　　　　　　　　　　　　…床版・橋軸直角方向突合せ溶接部i一㎜…一一一

一一 一…一一一一一

斗一

鼠丁又はAUT

冒　i

全線又は抜取

鋼床版・橋軸方向突含せ溶接部 RT又はAUT

ゴ

靡編る．
抜取が原則

UTの場合は全線とな

鋼床版縦リブ・突合せ溶接部 PT 抜取

支承（徽踏座）す璃溶繍1
愛丁 全線が原則

RT：X線透過検査，瓢UT：手動超音波探傷検査，AUT：自勤超音波探傷検査，PT：浸透探傷検査

　表亙に示されるように橋脚，鋼床版及び桁の突合せ溶接継手に対する検査はX線透過検、査

（RT）又は自動超音波探傷検査（AUT）が主体である。実績的にはRTが主流であるが，AUTも

本四連絡橋及び大阪圏ではかなりの実績がある。首都圏の場合，AUTの実績ぱわずかであった

が，今年になってAUTが徐々に採用され始めてきている。

　RTが主流であったのは，RTが記録性と視覚性に優れていることが主な理由で，RTに比べ，

特別な安全管理を行わなくてもよいという利点を差し引いても，記録性に乏しく，ブラウン管Lの

波形を解釈するのに専門的な知識を必要とした超音波探傷検査は不利であった。Lかし，電子機器

類の技術の向上でUTの装置も改良され，記録性も向Lし，疑似像ではあるが，欠陥像及びそグ）

位置を』三次元的に表すことができるようになり，見方によっては盆丁より情報の多い記録を残す

ことが可能になったといえる。これらの点での比較においては，紋丁もAUTも対等にな一，たと言

えそうである。現場における作業性はAUTの方が優れているが，データの処理作業を含めた全体

の作業性を比較すると両者にそれほどの蓬はないと思われる。ただし，現場における技術者の身体

的な負担はAUTの方がかなり小さくてすむ。

　検査の規格としてば・どの仕様でもRTの場合はJ欝z3鎗盛が，AUTの場合はJls　z3060が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　6　一一一
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適用されているが，検査の方法（検査率）は所轄官庁によって異なり，統一一はされていない。

　含否の判定基準は，RTの場合，2級以上，AUTの場合，L（又はL／2）検出レベルで2級以 L
を合格としている例が多い。ただし，鋼床版等において圧縮側の継手部は3級以 Lを合格としてい

るものもある。

　灘S　Z3060の等級分類は」鱈Z31縫の等級分類とある程度，強度ヒの整含性を保つように配慮

されているが，RTとUTでは，欠陥を検出するために利用している物理的特質が異なり，必然的

に検出されうる欠陥に違いが生じるため，品質管理をまったく同じにすることは不可能である。た

とえば，RTではブ潔一ホールは検出されやすいが，UTでは直径茎～2驚膿程度のものは欠陥とし

て見なされないことグ）方が多い。また逆に，開先面に沿って存在する融合不良又は割れなどが検出

される確率は，…般にUTの方がRTよりも高い。RT，UT¢）合否基準についてはいろいろ意見

が分かれるところであるが，少なくとも合否基準は，それぞれの検査手法の特質を踏まえて念理的

に同レベルとなるように決められるべぎものであ一）て，むやみにすべての欠陥の検出レベルを救

させようとすること，もしくはどちらか一方に合わせようとすることは過剰管理となるため，避け

なければならない。

（轟）維持管理のための検査

　維持管理のための検査は外観検査が中心になるが，交通量の増加に伴って欠陥の発生頻度が高く

なっている高張力ボルトや，鋼床版のリブの溶接部には，それぞれ超音波探傷検査及び磁粉又は浸

透探傷検査が適用され「ている。また，耐久性などを診断するために動歪測定やA鉱（ア篇一スティ

ックエミッション）による計測が行われている。このほか，磁気歪効果を利用した応力測定や引張

力を与える緊張材として鋼線グ）代わりに使用される光ファイパーを利用Lて作用力を測定，モ論タ

リングする方法などが開発されている。

　現在，橋の材料は鋼とコンクリートが主流であるが，これら以外の材料として，前述の光ファで

バーやガラス繊維，炭素繊維，アラミド繊維などの非金属材料の利用が検討されている。また検査

も定期的なものばかりでなく，随時，僑ク）状態をモニタリングできる手法が採用されてきている。

したがって，今後，新設時の検査ばかりでなく，維持管理における非破壊的な検査や測定の技術の

習得及び開発にも力を注いでいく必要があると思われる。

ランプス賞の設立について（お知らせ）

　C夏W通信V。茎，5No．喚で名称の公募を行い。V・L6Nojより設α耀Pび5となり窟した。こ

の舗嚇儲の躰原子塀究所大岡氏より，副賞の賞鋤掲載文確秀舗のに炉1かの齢

を与えて欲しいと賞金の辞退がありました。編集委員会ではごの意を受け」年に玉編を

RUM瓢賞に選定すること紘り㍑・賞劔その飴とさせていただきますのでここ㌧

お知らせいたします。
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驚む嫉欝欝（鎌勲齢燃．宜囎黛）

窯．雛　橋梁における超音波自動探傷検査について

エースエンジニアリング㈱，関西エックス線㈱

　㈱シーエックスアー一ル，㈱縛本工業試験所

　最近び）橋梁業界は本四連絡橋建設前後から超大型橋梁の建設が相続き覇本の橋梁建設技術は飛躍

的に進歩し，世界的に認められる時がやって来た。今後具体的にはポスト本四架橋をうかがう幾つ

かの構想も取り沙汰されており，今年度中に策定される次期愁計の第慧次道路整備5ヶ年計画で

は，そのアウト輪郭が明らかになると期待も強く，今年は本四架橋を中心とする第一架橋時代に続

く第二，第三架橋時代へと構想が決定される画期的な節目の年になりそうである。勿論現在工事中

明石海峡大橋，来，鶴大橋，東京湾横断道路，鶴見航路橋，東京湾連絡橋，名港架橋等ビックプ㌶ジ

ェクトヘの注員も見逃せない状況である。一一方，昭和29年に第…次道路整備5ヶ年計画がスタート

Lてより38年，この間懸命に整備された道路，橋梁のストヅクは膨大な量となり国民のこの貴重な

財産をどう適切に保全管理していくか大きな課題になっている現状の中，橋梁の適切な検査業務の

対応の社会的二一ズはますます大きくなると考える。また最近建設される大型橋梁及び都市内高架

橋において下記グ）理由により現場溶接が採用される機会が多くなっている。

　重）　鋼床版のデヅキプレートについてはリベヅトあるいは高力ボルト継手でぱ舗装によくない。

　2）　都市内高架橋の鋼製橋脚に門形断面が用いられるようになり，曲面継手である。一一般的に厚

　　板である。など継手に高力ボルトを用いることへの技術的不安があり，かつ外観も考慮して現

　　場溶接が用いられるようになった。

最近では

　め　籍桁の大ブ・ック架設の場合の接合

　2）　角型橋脚の柱及び梁の接合

　3）　主塔の接合

　等に嘆）採用され，今後さらに多く用いられるようになり，橋梁建設途上の地組立行程及び架設現

場での検査業務は巧然増加するものと予想される。これらの行程における溶接検査に通常放射線透

過試験，超音波探傷試験及び超音波白動探傷試験等が実施されており，最近は除々にではあります

が従来の放射線透過試験にかわり，安全，工期短縮等の理由により超音波自動探傷試験が採用され

る機会が多くなってきた。

（1）超膏波探傷の適潮

　放射線透過試験は結果が写真で残り，欠陥形態が直観的に判るが，現在使用されている手探傷に

よる超音波探傷試験は欠陥の種類，長さ，分布など詳細に調査するには困難な場合が多いが近年構

造物グ）多様化により超音波でなければ検査でぎない対象物，構造物が増加してぎた。この例を下記

に示す。

　鈴　不完全溶込みなど溶接接手の内部欠陥検査並びに溶込み先端形状，溶込み深さの測定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　8　一一



織灘艶難（織職蹴蝦．欝瓢）

　2）　放射線透過試験が不可能な形状及び狭溢部にある溶接継手の内部欠陥検査（丁継手隅角部）

　3）放射線障害の防止が不可能な場合の溶接継手の内部欠陥検査

働　超音波手探傷試験の闘題点とその対策

　放射線透過試験に比べ超音波探傷試験では欠陥の深さ方向の情報，割れ検出性能，検査の能率，

経済性，安全性及び厚板への適応性等長所も多いが…方短所として判定結果が技術者の経験，能

力，性格に左右されがちであり，また記録性，再現性に乏しい。したがって対策として自動記録す

ること及び探傷走査を自動化することが考えられる。

　重）　再現性のある客観的記録4）収集が即座に可能となる。

　2）　画像処理が行えるため，欠陥の位置，形状が直観的に判る。

　3）　探傷技術者に高度の技術を要求しない。

（餐〉超欝波趨動探傷裟置の構成

　豊）装置の構成

虫子走査機

音？皮探傷器

制御処理
装　　　置

CRT

綱
誘コ

ー
2）　構成機器の役割

　蔑．超音波探傷及び探触子

　　超音波探傷器は送信部と受信部に分かれ，送信部で生成した電気信号を探触子に送り，探

　　触子の電気一機械振動変換能力により対象とする試験材に超音波振動を送り込む。内部に欠

　　陥が存在するとそこで投入Lた超音波が反射され，送信時と逆に探触子により機械振勤が電

　　気信号に変換される。この電気信号を受信部で増幅L制御，処理装置に送ると共に自らのブ

　　ラウン管（C盆丁）上にエコー波形として表示し，欠陥の存在位置及び欠陥び）大きさの程度

　　を知ることができる。

　わ．制御，処理装置

　　　探触子を走査させる走査機の動ぎ（X軸，Y軸）と超音波探傷器の信号の双方を制御し，

　　取り入れた信号を処理して記録部ヘデーターを転送する働きをする。なお，超音波探傷器か

　　らの出力は，探傷器のゲート機能により行われる。ゲート内のエコー高さにより，アナク・

　　信号またはオンオフ儒号として得られた信号を送信する。

　£．探触子走査機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　9　 一



翼む麗欝鵬（趣瓢鵬鍵．欝囎）

　　対象物に従って決められた走査範囲を決められたピヅチで走査するための機構部分であ

　　る。通常は，レー一ルヒをラヅク，ピニオン方式で走行する。

　d．記録部

　　記録計で構成され，制御，処理装置より送を）れてきたデーターを（出力）をその漆ま記録

　するもの，あるいは演算処理を行い記録する方式である。また，最近では，データーを保存

　するためにCPUとも連結してフPッピーディスクにデーターを転送してディスクにデータ

　　ーを残すことも可能になっている。

3）　記録の表示方法

　　記録の表示方法は，その用途によって種々使い分けが行われており，以下の表示方法のう

　　ちから組み合わされている。

　＆．探傷軌跡，探触子のスキャニング状態（軌跡）を表示する。

　募．Aスコープ表示　横軸を時間軸（超ぎ波伝播時闘）として縦軸を信号（エコー）の強さと

　　するブラウン管方式をAスコープという。ブラウン管上のエコー高さのアナ・グ量を表示

　　するのがAスコープ表示である。

　Aスコープのままでは直観的に欠陥の判断を行うのが難しい。

　c。惣スコープ表示　探傷部における断面図形を画かせる表示で縦断面表示の 8）及び横断

　　面表示（潟…F）の2通りがある。欠陥部のビーム路程，エコー高さより存在深さ及び分布状

　　態が直観的な図形として表示される。（放射線透過検査では得身）れない情報の一つである。）

超音波探傷器

禦
li

50

1（1　21）　30　40　50
T，込奮ハルス

諜」コ

ー　一

F 過

　　一　”

ビーム路程

エコー高さ

制御・処理

　装　置

　一 触子の位置

　　　　（X・Y）

走査機幽
　　　　　　（　、

　　驚
　8
　§

　F篭

　欠陥

　■、μ

、＼、／

釜

（舷ひ

…

1

　あハ　り　ハいハリハハハ　ハハ　

Cスコープ　　　　1
　　　　　　　　…

　雍
　雪　　　　　　　　　l　l
　｝　　　　　　　　　i　l
　　　　　　　　　i叙　　　　　轡Bスコープ
　　（s）
　　　　　　　　　1　　　　↓
　　　　　　　　　l　　　　　l
　　　　　　　　　l　　　　　i　l　　　　　　　　　l　　　　　l
　　　　　　　　　l　　　　　f
　　　　　　　　　l　　　　　l
　　　　　　　　　l　　　　　I
　　　　　　　　　l　　　　　l
　：　　　　　　　　　　　　　Aスコーブ
　i

l　r二□脚薪）i
　l　　　　　　Bスコープ（F）　　　　　l
　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　記録様式の一例
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聡u澱艶聡（s雛鵬蹴r．鰺盤〉

　d．Cスコープ表示　試験材表面にあたる探触子を縦横くまなく走査させ探傷距離の特疋範囲

　　にある反射エコーを輝度の変化とLて表す平面的な表示方法である。放射線透過検査におけ

　　るフィルムと類似な画像が得られるので直観的に分かり易いとされている。

（尋）放射線透過試験と超音波鶴動探傷検査の安全性，作業性の比較

　放射線透過試験でぱ，放射線作業を野放しで行えば，かなりの危険を伴うため，X線発生機を

中心に半径5m以内の場所は立ち入り禁止区域となり，かつ，管理区域を設ける必要があり，X

線発生中は近辺での作業が著Lく制約を受ける。一方，超音波自動探傷検査では，安全上の特別な

制約は受けないため通常の出合い作業が可能である。放射線透過試験では「撮影→フィルム現象 迦

フィルム乾燥→等級分類 勢合否判定→報告」となり検査時間が多くかかる。玉サイクルでの検査長

20m（フィルム80枚）と仮定すれば，撮影から判定まで嬢査日数が2日以上かかり，手直しがあ

ると憂日以上必要となる場合もある。

　一方，超音波探傷検査では溶接完了後所定の時間が経過し，継手部の整備が終われば直ちに作業

が再能であり，他の作業の干渉することなく並行して作業が進められる。検査結果もすぐ判明し，

補修後の再検査も同様である。また，非破壊検査結果が合格にならないと次の工程が進められない

ような場合は，検査結果は早期に判定することが望まLい。検査工程短縮により全体工期短縮への

貢献度は極めて高いものとなる。

（肇〉超音波自動探傷の適用例

　裏）　本州四国連絡橋補鋼桁かど継手への適用

　　道路鉄道併用橋であり，疲労を考慮すべき部材であるトラス弦材の縦方向継手の部分溶け込

　　み，すみ肉溶接部の大半が箱型で内部が密閉状態となっており，放射線透過試験ではフィルム

　　の装着が物理的に不可能である。また部分溶け込み先端形状も撮影不可能である。超音波探傷

　　は溶接先端部形状を検出すると同時に溶接ルート部に生ずる欠陥（例えばルートブ揖一ホ…ル）

　　検出を行一）た。

　2）　本州四国連絡僑鋼床版現場溶接への適用

　　　櫃石島橋をはじめ，北備讃，南備讃，下津井瀬戸大橋の鋼床版現場突合わせ溶接継手部へ適

　　用Lた。放射線透過試験ではフィルム判定結果を出すまでの所要時問が一般的には数時間必要

　　となり，製作工程の短縮をはかる上で障害となるので超音波自動探傷が採用された。

　3）　高速道路鋼脚現場溶接部への適用

　　　高架橋上部構造及び橋脚構造の現場溶接部への適用が行われている。放射線撮影にあたり，

　　予め監督官庁への届出及び離隔放射線防止規則に従い，第三者に対する安全確保のため管理区

　　域の設定が必要となり，特に現場架設においてこの地域設定による制約から出合い作業が困難

　　となる場合もあり，．．鴛程を短縮することが難しくなるので超音波探傷が採用された。

　以上，超音波自動探傷試験の概要について記述したが，本稿の超音波自動探傷試験の各項は，構

造物品質保証技術協会発刊の“QA　Liめ羅y　N・．i”の中から抜粋した内容になっており構造物品質

保証技術協会の代表幹事の大阪大学堀川浩甫教授に紙上を借り厚く御礼申し上げる次第である。
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嚢彫驚欝欝（＄羅膿蟹r。璽露黛）

諺．協議会だより

　春期総会

　春期全国総会ば，平成婆年喚月滋日に東京浜松町東京会館世界貿易センタービルにおいて開催し

た。総会にぱ新規加入会員蛋社を含め欝社磁名（出席率御％）が出席した。

　松本代表幹事の挨拶に続いて新規加入会員尋社が紹介された後，審議に入り議案を満場 轟致で承

認した。総会終了後には寺本英治氏（建設省大臣官房官庁営繕部監督課課長補佐）による特別講演

r建築鉄骨検査について、1が行われた。

（1）平成轟嘩年壌：役員

　平成全5年度役員が次のようになった。

　代表幹事　中野盛司（シーエヅクスアール），東日本地区代表兼広報　堀部信義（アイ・シー・

ティー），関西地区代表兼企顧　向井行雄（東洋検査工業），西日本地区代表兼企画　大和健男（新

肖本非破壊検査），庶務　松本一郎（北日本X線検査工業レ西田健陽（非破壊検査），会計　赤瀬

暁（石川島検査計測），倫理　三浦邦敏（エンジニアリングサービス）・飯田武司（東亜非破壊検査），

監査　安藤純二（遜本超音波試験）

（蒙）今後の活動

　今後の活動として次のものを検討することになった。①技術的問題解決のためのワー一キンググル

ープの設置，②昨年8月に開催されたr鉄骨検査技術者研修会」を関西，西沼本地区で実施，③非

破壊検査にかかる損害賠償保険制度の研究及び検討，④建築関係だけでなく龍の分野（土木・橋梁）

についての劔w適用のアブ翼一一チ，⑤非破壊検査業厚生年金基金糊度への加入の促進

（灘）r受入れ検査」倫理綱領及び同運絹規定の制定

　　　　　　　　　　　　r受入れ検査」倫理綱領

　この綱領は，C亙W認定事業者協議会が，r受入れ検査」を遂行するに当たり守

るべぎ倫理規範について定めるものであり，以って非破壊検査技術の向上と構造

物の健全性の確保に資するものである。

第一条　当会員は，検査技術を研鑛し，かつ道徳心と責任感の高揚に努め，以っ

　　　て正確，誠実な検査業務を提供し，構造物の健全性の確保を図られなけれ

　　　ばならない。

第二条　当会員が受託するr受入れ検査」は，r受入れ検査」委託者との間で契

　　　約図書を取り交わした後に行なわなければならない。

第三条　当会員がr受入れ検査」委託者に提出する検査結果は，正確，公正を旨

　　　とし，他者からの一切の干渉を受けてはならず，またその検査結果に関し

繊一



鷺u籔欝鵬（無騰羅影．欝鍛〉

　　　ては全責任を負わなければならない。

第四条　当会員は，r受入れ検査」に対する正当な報酬以外に，いかなる便益な

　　　どの提供を受けてはならない。

　上記綱領の制定の背景には，人問社会においていかなる分野にも秩序があり，この秩序を保つた

め倫理が求められているからである。しかし，倫理だけでは人間社会は運営されないケースが多

い。したがって，倫理の裏側には賞罰規定がかならず付随し，これによって倫理が遵守される。

　認定事業者の経営形態及び業務形態は次のとおり分類することができる。（平成3年雄月玉羅現

在　綴社・技術者数磁72名）

　わ　製造会社系列検査会社（会社数沁社鴛％，技術者数Ciw全体の欝．8％）

　幻　独立系検査会社

　①　製造会社から注文を受けて検査を行うrQIC検査部門」と中立的立場で検査を行う「受入

　　れ検査」の二つの業務を含わせて行っている検査会社（会社数6＄社雛％，技術者数72．婆％）

　②主に中立的立場で注文を受けて検査を行う検査会社（会社数6社7％，技術者数7．8％）

　検査業務の定義は次のとおり分類する。

　量）　晶質管理に係わる「Qρ検査」

　　rQ9検査」とは製造工場における製造過程で，製造巻が贔質管理のために自主的に行う検

　　査であり，検査会社が対外的な報告書を作成することの無いものである。これは製造物の晶質

　　管理責任は製造会社がとるべきものであるとの理由からである。

　2）　第三者的立場で行う検査「受入れ検査鮭

　　r受入れ検査」とは中立的立場に立ち安全性の観点から行う検査で，発注者またはその代理

　　者から受注するもので，必ず報告善を伴い，この報告書に対して検査会社には社会的責任を求

　　めを）れるものである。

　検査会社は，その検査の種類によりrQρ検査」専業とr受入れ検査」専業の二通りの会社に経

営形態を分離させることが望ましいが，現状は同一の検査会社で両方の検査を行っているものが圧

倒的多数を占めている。したがって倫理綱領の対象を，複雑な経営形態に分類されるすべての検査

会社の検査業務を考えるよりも，中立的立場での「受入れ検査」に関して，早急に倫理綱領の制定

を行う必要があると考える。

　なお，綱領を規範として遵守するため及び綱領に違反した場合の処置として別に運用規定を定

め，倫理綱領の厳格な遂行を図るものである。

（尋〉特別講演（建築鉄骨検査について〉

　建築鉄骨は民間受注を中心に景気の退潮傾向がみられ，選別の時代を迎えた，昨年末，建築工審

に関係する事故が大変多かったが，二の背景として受注量が多過ぎて，施工監理に手抜ぎが出たこ

とがヒげられる。こうしたなかで品質管理，安全管理，施工の合理化，適正なコストに関する問題

鰺一



嚢導璽夢覧s（s鷲撚朧雌。欝9黛〉

が大きく〃・一ズアップされたと前置ぎがあり，構造設計で要求される鉄骨構造物の品質につい

て，①対象となる建築物の種類，②新耐震設計法の考え方，③鉄骨造のディテールについて詳細に

説明された。次いで，官庁営繕部における品質管理についても言及があり，このなかで，建築薫事

共通仕様舌についてもふれ，現在，改訂作業を進めているが，議会での倫理綱領制定等の活動をど

う反映するかも含めて検討Lていると，注目すべき発言があった。

　また，営繕工事における構造体等の施工の品質管理についての通達を地方設局に対して行ってい

る事例が紹介された。最後に，海外での試験検査機関についてふれ，外国の試験検査機関の責任と

権威が我国と異なり非常に大きいと強調され，この面から菟）協議会の活動に期待していると結ばれ

た。

（難〉建築鉄骨r受入れ検査」発注形態統一のお願い

　倫理綱領制定に合わせて5月紛臼付けで建築構造物の設計者，監理者，工事施工者向けに次の内

容のお願い書を送付Lた。

拝啓　時下ますますご溝栄のこととお毒び申L　Lげます。

　平素は格別のお引ぎ立てを賜り厚くお礼申し上げ豪す。

　さて，昨年5月，不良鉄骨並びに鉄骨不正検査事件が発生致しました。当協議会はこのよう

な不祥事件の防止対策の一環として，石井勇五郎東京工業大学名誉教授を中心に建設大臣官房

官庁営繕部をはじめとして関係有識者に参加を願い，建築鉄骨のr受入れ検査」に係る倫理綱

領を制定致しました。

　その中に特に

　夏．r受入り検査」は工事発注者または元請工事講負者との間に限り契約する。

　2．業務に取りかかる前に契約図書を取り交わすこと。

等契約に関する条項が明確に記載されております。

　しかし，当協議会が業界の発注形態を調査致LまLたところ，元請工事請負者からr受け入

れ検査」費用も含めて鉄骨製作会社に発注され，鉄骨製作会社から検査会社にr受入れ検査」

を依頼されるケースがかなり存在すると報告されております。

　ご承知の通りr受入れ検査」は鉄骨製作者と利害関係が無い第3春的立場でなければ成り立

ちません。

　元請』£事請負者等に鉄骨発注者の方々には，検査会社の立場をご理解賜り，r受入れ検査」

に関しては，Ciw認定事業者協議会r受入れ検査」倫理綱領及び運用規定を尊重して頂きま

すようお願い申し．とげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具1
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鷺u簾磨欝（§瓢鷺鵬蝦．璽露驚）

4．　認定証授与式及び懇親会

　さる婆月21日に東京浜松町世界貿易センタービルの東京会館において平成婆年婆月1日認定の事

業者に対して認定証の授与式を行った。

　授与式が終了Lた後，先に開催された，運営委員会での決定事項や検討事贋について運営サイド

より出席の事業者（約60社）に対して説明された、

　藤田運営委員長より次のことが要望された。

　　今年婆月で認定事業者ぱ85社となった。認定事業者の所在地を本社及び出先機関を県別で見る

　とまたi社もない県が慧県に及んでいる。これは，事業者協議会から要望の出ている官公庁への

　艶Rをする際いつも，行政としては全国くまなく網羅されることが最低条件であるので認定事業

　者を増やしてほしいといわれている。運営サイドでも努力をしているので事業考もこの空欄を埋

　めるべく努力をしてほしい。相互の努力によって官公庁へのアプローチをしていぎたい。

　秋園副委員長より次のことが説明された。

　要望書の回答

　　事業者協議会より要望書が提出されているが，この要望書については護類により回答をする、

　審査項目について

　　平成些年婆月田にWES87艦が改正され審査項目に品質保証体制の整備等が盛り込まれた．

　これにより従来より実施していた，業務確認により品質保証体制等の整備状況を確認し審査する

　こととなる。

　　従来から認定を受けていた事業者については3年ごとの審査の時点で品質保証体制の業務確認

　を順次実施していくこととなるので整備を計・）ていただきたい。

　懇談会の設置

　　従来よりCIW連絡会を年玉回開催し運営委員会と認定事業者との惰報交換，懇親を計ってい

　たが，参加人数が多く事業者の要望も聞きにくかったり，技術的な議論もLにくかったので，

　劔w連絡会とは別に「懇談会」（仮称）を設置し技術的な議論や事業者の要望等をきめ細かく収

　集し運営で反映できるようにする。

　　実施については細部を検討のうえ事業者にアナウンスしていきたい。

　松山運営委員会幹事長より次のことが依頼された。

　　昭和38年6月黙日に溶接検査認定委員会（C夏W）び）前身である放射線検査委員会（薮AC）の

　第i回委員会が開催され，来年で委員会設立鐙周年を迎える。鉛周年記念事業を運営委員会幹事

　会で検討している。

　　記念事業としては祝賀会，年史の作成等が中心となるが，その際には認定事業者にも是非ご協

　力をお願いしたい。

　この後，官庁関係や建築関係の招待者を招き懇親会を開催した。参加者は新認定事業考を含めた

約80名で素晴らしい夜景をバックに和やかなうちに開催された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歪5



瓢∫購麗慧（鎌艶翻鐙．欝毅）

　最初に主催者である，藤田運営委員長，中野盤W認定事業者協議会代表幹事より挨拶があり，

引き続ぎ日本溶接協会の所轄官庁である通産省工業技術院材料規格課服部課長より次のような挨拶

があった。

　　現在，日本では検査事業者の認定を日本溶接協会が実施しているが，聡0規格の対応として

　日本も欝09000番シ冒一ズの品質保証を考えなければならない。今年，欝本は非破壊検査関係

　の捻0の幹事国になり，その対応は揖本非破壊検査協会が行うことになった。

　　これから実際の動きが始まればCiwにも是非協力をお願いしたい。

　その後，建設省建設大臣官房官庁営繕課寺本課長補佐，久米建築事務所構造設計室照沼氏より挨

拶があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤灘杯争奪ゴルツ大会
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　認定証授与式の翌蒲，恒例となって

いる藤田杯争奪ゴルフ大会が6組器名

を集め行われた。幽臼は午前中は曇り

とまずまずであったが，午後になると

強い風雨があり，悪コンディションの

中で争われた。悪コンディションの中

で参加者全員がスコアをまとめるのに

苦労した結果は左のとおりである。

葺．お知らせ

　このたび，かねてより御要望の強かった，

C璽W認定制度に関する案内パンフレヅトが完

成いたしまLた。

　パンツレットの作成にあたっては運営委員会

と認定事業者の意見を反映でぎるよう磁W通

信編集委員会があたりました。認定に関して非

常に分りやすくカラー写真をふんだんに使っ

た，読みやすいものに仕hが一）ております。

　御希望の方にぱ，無料で差し上げますので，

返信封筒（獅サイズ）に宛先を記入し董20円切

手を貼ったものを同封のうえ当委員会豪てお申

L込み下さい。
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