




1．　溶接橋と非破壊検査

田島橋梁構造研究所　　田　　島　　二　郎

　1．1全溶接橋の初め

　昭和に入り，橋梁の製作にも溶接を採用しようとする気運が醸成された、昭和3年，8ftの溶接

桁の試験，翌年は軍用軽トラス鉄遵橋の試作などが行われた、実用的な橋としては，昭和5年の西

鹿児島駅跨線橋，翌年玉0．9mの水管橋①，翌々年には同じく水管橋②がともに横浜市水道局によ

り架設されているという圭）。しかし，横浜市の水管橋については，文献2）では支間m．35膿，斜角

36Qの溶接笠形桁で直径裏・三灘の水道管を支持（図面あり）③というものがある。襲た文献3）では

全長9．5mの道路橋の記載があり，これには同じく全溶接の水管橋が並んで架っている（写真蓋）。

　ここで，これらの製作会社は，①は浅野造船所，②，③，④は三菱造船所とな・）ているので，或

は横浜市は3つの水管橋を架けたのかも知れない。

　ここで，文献2）のW検査法のところを見ると，溶接の品質を確認するためには‘‘X光線に擦る

方法或ひはマグネットに擦る方法等が考案使用せられて居るが何れも判然たる鑑別は出来兼ねる有

様”（原文のまま）とあり，各種の試験から得た結果により，熟練者による外観検査によって溶接

の良否は相当判別でぎるとしている。

　その後，昇開橋，道路橋，鉄道橋と昭和玉2年の鶴川橋まで鐙橋ほどの記録がある。写真2は昭和

紛年捻月，当時世界一と云われた全溶接橋　田端大橋である。支間船、5＋（9．2＋騒．6＋9。2）＋韓．5

騰のラーメン形を示すカンチレ・し下路道路橋であるが，現状は主桁の上に床を重ねて歩面を美

装化して歩道橋となった。

難

　　　　　　　　　　　　写真1　今宿橋
左1道路橋，右1水管橋，申央の水管橋は後に建設されたもの。（平成2年§月筆老撮影）
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　　　　　　　　　　写真2　田端大橋

現在は橋面が全く変り，歩道橋となっている。（昭和欝年紛月筆者撮影）

　この橋は，溶接継手についての各種の試験研究の上で設計・施工がなされた塵）が，溶接の品質

は，作業中に最大の注意を払うことが肝要であるとし，出来上りの検査は外観検査により判定して

いた。

　1．慧　橋桁の溶接補強

　新桁への溶接の採用より早く，昭和5年には東京都の桜橋で1），昭和6年には奥羽本線桟織富根

間の檜山川橋梁5）で溶接により補強がなされた。フランジの補強は図iに示す形で，桜橋では斜め

側板を当ててあり，檜山川橋梁では上フランジは中央に平鋼を継続すみ肉溶接で先づ取付け，その

上に溝形鋼の脚を一部切取ったものを連続すみ肉溶接で覆せている。下フランジは上向ぎ溶接とな

るため，60。の開先をとったレ形溶接で，これにより溶着金属が下方にたれることが少く，溶着量

も減らすことが出来たという。慎重な事前の検討と施工により補強は十分にその目的を達し，以後

多数の鉄道橋に対する溶接補強の実績を重ねることになる。ここで，文献5）には非破壊検査にはふ

れておらず，検査としては目視により行われたものと考えられる。

　1．藷　溶接橋の示方書

　昭和6年8月，鉄道大臣官房研究所により溶接構造の設計・製作示方書案6）が，昭和欝年4月に

内務省より溶接道路橋の設計・製作示方書案㌘）が公表された．

　前者の検査の項は5箇条で，その亙箇条に‘数層よりなる鐙接は各層毎に検査すべし。”とのみ

示されている。なお，溶接工はすみ肉溶接による十字継手（応力伝達型）を用いた試験に合格した

老が当ることとしている。後者の検査の章は蔓箇条で，非破壊検査方法は示していない。溶接工は

土木試験所の所定の試験に合格した者としている。

　いずれも注意深い施工による品質の確保を期している。
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　1．4　国鉄における全溶接鉄適橋の試用と強度試験

　国鉄において初めて営業線に全溶接桁を採用したのは，昭和絡年，広島可部線の安第一橋梁で，

支間7、2mの1形桁である、この桁のフランジの継手は突合せ溶接で添接板はない。その溶接に際

しては，継目に試験片を仮付けしておき，フランジと一緒に溶接を行ったあと切離し，正規の寸法

に削成して先づX線写真を撮り，内部のブ環一ホールの有無を検査し，次に引張および曲げ試験

を実施している8）。

　昭和貸年5月には，現場より撤去した径間3・5鵬の1形桁玉連を繋いで支間6騰の桁として載

荷試験が行われた9）。さらに同様の古桁2連を繋いで6．7騰とし，東海道本線金谷駅構内に架設し

た。ここではD駁機関車による載荷試験を行っている至o）。この2つの試験報告では，製作時の非

破壊検査についてはふれていない、

　1．轟　戦後の溶接桁

　戦後の鉄道施設の復旧に当っては，さぎに述べた溶接補強が大きく貢献した。また，橋の床組か

ら溶接部材の採用が逐次広まって行く。

　全溶接の橋は，昭和滋年，広島県の道路橋，恵川橋（慧＋縫＋U膿，カγチレバー桁）以来5

年嫁どの間に約20橋を数えたが，溶接歪をおさえ，晶質を確保するための現場施工に手数がかかる

ことから，次第に部材は工場で溶接，現場はリベットでという方向に進んだ。

　昭和30年の飯田線天龍川橋梁（3径間連続トラスとプレー一トガ～ダー），佐賀県筑後川河P参諸

富橋（単純トラス）旬，翌年の宮崎県高千穂大橋ω（支間80騰の上路アー一チ，写真3）など，この

方式による大型橋梁の初期のものである。
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奪真欝　高千穂大橋，下は神橋
（平成婆年8月筆蒋撮影）

　ここで高千穂大橋の溶接については文献7）によっていると

いう記載がある。天龍川橋梁の製作に当っては，図面の甜製

作に関する注意蹄の中に，縄X接ぎ及V接ぎ溶接はすべて

X線検査を行ひJES基本§OG2号のi級であることを要する鈴

によって，X線検査が実施されている。

　1．6　溶接鉄道橋示方書

　昭和27年3月，鋼鉄道橋電弧溶接工事示方書が通達され

た。その第37条には誌設計図等に指示された場合，溶接部は

X線検査をうけなければならない。ヲヲと規定されている。上

記の天龍川橋梁はそれに則ったものであり，これがしばらく

は定着していた。

　昭和別年のアー一ク溶接鋼鉄道橋設計示方書案では，疲労を

考慮する必要のない場合はJIS　Z23蘇の2級以上，疲労を考

慮する場合はi級に合格することを前提として許容応力度を規定している。

　昭和蜀年の溶接鋼鉄道橋製作示方書案では，第鱒条に放射線透過検査の記述があるが，前記と同

様の内容である。さらに第駐条には特に指示された場合，その他の探傷検査として（／）超音波検

査，（2）浸透剤検査，（3〉磁気粉末検査，（4）電磁検査，（5）その他　の項目をあげている。

　1．7　超音波検査の活躍

　昭和39年に開業した東海道新幹線の建設において，新大阪駅の柱，その他2～3の乗越嵩架橋ラ

ーメソ脚に遠心力鋳鋼管が使われた。外径900mm，肉厚数十m凱の特殊な拡大仕資部をもった新

製品である。この製作の初期において，微妙な湯の流れ，温度の関係で，厚い直管部の厚さの中で

巣あるいは融合不良が生じた。その範囲を確定して要すれば補修を行うため，超音波検査（垂直探

傷）を行った。検査結果とはつり出した欠陥との対応は良く，所期の目的を達することが出来た、

　昭和菊年7月，本州四国連絡橋公団が設立され，道路鉄道併用長大吊橋を含む大橋梁群の設計に

とりかかった。そこでは多くの解決を要する技術的間題があるため，土木学会に委託して本州四国

連絡橋鋼上部構造に関する研究委員会を設け，各種の調査研究を行った。

　鉄道を併設する橋であるため，疲労の間題もひとつの大きなテーマであり，溶接部の晶質を確認

するための非破壊検査も重要である。溶接継手のうち，完全溶込みの突合せ継手については従来の

放射線透過検査が長い実績をもつが，トラス構造部材の主体をなす箱形断面部材の部分溶込みグル

ーブ溶接を用いた角溶接については，これ豪で橋梁では非破壊検査は実施されていなかった。

　昭和齢年，調質80キ㌶鋼を用いた大阪の港大橋（最大支間5搬滋）が竣工した。この橋の製作に

当っても各種の検討がなされているが，箱形部材の角溶接の超音波検査については，主としてその

溶込み深さの確認に留まり，ルー一ト部の欠陥検出の詳細にまでは至っていなかった13）。

　本四連絡橋において，角溶接の部分溶込みグルーブ溶接ルート部の欠陥検出を主な目的として，

上記土木学会の小委員で昭和49年6月から5三年3月まで，非破壊検査の調査研究を行った。しか

　　　　　　　　　　　　　　　　　一婆一
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し，その成果鋤は港大橋のそれを越えるものとはならなかった。

　昭和50年から始めた大型疲労試験の結果は，上記角溶接の欠陥が調質高張力鋼の疲労強度に大き

く影響することを示した紛。そのため，施工者，検査会社に強く呼びかけ，ルート部欠陥が検出で

ぎる超音波検査システムの開発推進に当った。この結果，昭和60年6月に開通した大嶋門橋の施工

ではiつの自動超音波探傷装置がグルーブ溶接に対して実用可能の域に達し，瀬戸大橋の施工にお

いては，数種のシステムが実用されるに至った（写真婆）。また，将来にわたって既設橋梁に対し

ても施工でぎるようになった（写真5）。

　自動超音波探傷は，さらに鋼床版デヅキプレートの突合せ溶接，その他橋脚，桁等にも適用が行

われはじめている。これに対する一般的な基準の制定が待たれる所であるが，それも遠い将来のこ

とではないものと考えられる。

写真4　瀬芦大橋製作時の自動超音波探傷装置
（昭和58年鴛月筆者撮影）

写真§　大鳴門橋での現場検査試験
（昭和62年鴛月筆者撮影）

　1．呂　あとがき

　紙数および時間の関係で，放射線透過検査と超音波検査の歩みの概要のみを示した。橋梁の溶接

と非破壊検査についてはRUMP鵬Vd．6，N・．3（s蟻鵜mer，三992）にまとめられているので併せて

参考とされたい。
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黛．　横浜ベイブリッジ主塔の狭開先溶接

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱重工業㈱溝水　 進

驚．1　はじめに

横浜ベイブリヅジは横浜港の本牧埠頭と大黒埠頭を結ぶマルチケーブル形成の3径間連続斜張橋

で，近代技術の粋で製作された橋梁の一つである。主塔の高さは海面からi乃瓢で基部下面から

貸2mで雛段の塔柱と上下2段の水平梁とで構成されている。

　ブ雛ック取合の接合方法は高力ボルトと溶接の2種類で継手形成は図翌に示す通りである。

構造的には下段水平梁まで3セル構造で塔柱ブ騨ックの8段，9段，の概要を図2に示す。

　ブ窟ヅク断面の寸法はウエブ巾が5．8～墨、Om，フランジ巾は9．0～5．0瓢であるため両者共，縦方

向の板継ぎ溶接が必要であり，パネル製作後，狭開先によって上下面同時に行った溶接方法と，塔

柱3ブ・ヅクを段積み，ヤード継手を狭開先によって上段，下段内外面同時に行った溶接方法を紹

介する。

　　1　008
欝

8
薯
噸

o⇔
②
ヤ
◎

Q｛

5，000

⑳
⑳

・⑳

⑳
⑳
⑳

＿⑳

⑳　　篠、⑲　　一1曹＼

⑱

⑰

⑯

ゆ
8　　TP70，隻14

震
副

ヱ丁窟51，100

丁孕3，000

璽
⑳

⑳
一⑳

　　　⑮
　　螺

一／書
　・一⑩
　軽　⑨
／　　⑧

　君⑦
／⑥　　　⑤
　　　④
　　　③
　　　②
　　　①

港外側 3王，353

　　　鯉
継手形式F：高力ボルトフル継手Ml高力ボルトメタルタッチ継手Wl溶接継乎
騰部は地組立を行なった部材

　　　　　　　　　図1　主塔の継手形成

　　　　　　4，000

手形式

権1－　i

◎⑧　㊦〉

　口

隔
4，000

誕
㎜ 壕…製　　　　　　　o

　　　　　の

　　　　　　拶
　　　　　ゆ
　　　　　節
　　　　　酵

嘉1
黛牲ぜ巽

輸
零滋

一：

　　　　　⑲
一　　　1悔艦

M　　憂　　M

亭㌻むヤ

F 畜麟96　　奪　　　｝犀曵o　　　　　　　　　　　｛

．1　　　鳶
φQOo

i　　　　　　　き

i　　　霧
諭

1＿＿8　　①篭

一》卜

｝　▽TP

　　　70，U4
　　　…

TP66，803

　　　器　　　ゆ＿＿＿　cづ　F

斑輩W－3し　F

，

3§，2y4

一零恥｝霧

き

④◎ 　⑧

．oe

　　呼象　　　ゆ　㎜｝　　　憲l　　　　Q

　　濤
皿零　　　Φ　　　ゆ町

庶！　　　　　⑥窒　　　　　　　畔

▽TP 腐炉轟幅陣ノ　　　　1話」1Ψ　　　　　　5，800

　　　　5，800
2，008　　　　　

⇔
飛
軌D

霧雲
瓢　⇔

墾無

⇔
ζ≧

⑫

戴、

ヒ

一7一



瓢燃囲s（撫繍鵬簸、盆鱒露）

　　　⑮戦“㊥…評
　　　諺緬1脚踊

ピ…整・ゆll雛

　　㌔　　　　　　〃　　　　　ノ　　、、　　　　　～　　　　　γ
　　　懸　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　1＜／／＼’　　　　ゆ
　　　　　　　　　㌦”

　　　　　　　　　　弊
　　　　　　　　　し　　　
　　　　　　　　　＼し
　　　　　　　　　　暁㌦

　　　　　　弁
　　さ》
く　・》〆
匁《＞掻

　　稲》

　　　　　　　　コ

／幽
／～〃ゆ

鋳

　醗＿4

設翻

　　　　　σ茎豆D搏

　　　　　　　z～

　　　糊喘
＼装紛

　　　ノノ　　　ヤ
　　～　＼＼玉ノ　趣
　　　喚悪　毒
　　　　　　、ミト藩

　　　　＠　’、
　　　　　　㌦〃ゆマ

＠讃、、＼＼！

　　　　　　＼・、

　㊥

4

　卜
奪　1闘

蹴

　　　、〃穐

評◎
◎

閣2　8段9段ブ醤ック（3セール構造）

　鷺．慧使用鋼材

　主塔…基の製作重量は約860翫で使用材質の内訳けは，HT－70クラスが絡％で板厚は58～騒

搬凱，慧丁一60クラスが灘％で板厚は58～％mm，その他が鷺％で板厚は36～22mmである。

　通常の橋梁製作では，溶接作業に於ける作業前の管理として，図面詳細および関係基準の調査，

等価炭素量の調査，作業標準および施工法の調査などで，作業中としては溶接棒の乾燥，予熱温

　　　　　　　　　　　　　　　　　一8一





翼彫厳欝欝（A臆繍鵬黛。欝毅）

　2．婆．iパネル製作後の板継ぎ溶接

　この板継ぎは単体パネルを製作してから板継ぎ溶接をするもので，パネル製作段階で寸法，穴径

共正寸法になっている。また反転をしないで上面と下面同時に溶接をして，溶接順序で角変形のバ

ラソスをコント碑一ルする施工法のため，精度の高い開先加工が必要で機械加工可能な狭開先形状

を採用した。

　（1）狭開先形状

　開先形状を選定するにあたって種々の実験を行い，溶接不良，割れ，溶接変形がなく作業性に優

れた図3に示す開先形状を選定した。開先は溶接金属量の減少，ルー一ト面を設けることによる横収

縮量の低減と均一化および角変形の防止のため下向き，上向ぎ溶接金属量のパラソスを目論んだも

のである。開先の成形はNCフライス機により加工した。

　（2）合打ち溶接法

　下向ぎ溶接はサブマージアーク溶接でパルス電流によるオシレー一ト式シールドガス溶接である。

　上下の溶接順序を表2に示すようにコソト緯一ルすることで最終変形量をほぼゼ緯近くに抑える

ことができる。

　（3）狭開先上向き自動溶接

　狭開先の溶け込みを満足し，かつ融合不良を防止するための図蔓に示すように振子式オシレート

ウイビソグ機構を採用し，さらに開先両端部においてパルス大電流化を行う。開先中央部において

は溶接金属のたれさがりを防止するため電流を下げて溶接する。これらウイービングと溶接電流は

同期している。以上の方法による作業順序は表2に示した通りで，溶接中の写真は図5に，また継

手の断面マク緯を図6に示す。

　2．婆．2　3ブ韓ヅク段積みヤード溶接

　塔柱の架設は大ブ獄ック工法（3ブ糧ック段積みヤード溶接後更に他の3段のブ瞠ヅクを重ね，

HTボルトで接合をして3段ブ卿ックで浜出し架設を播段蓑で行った）が採用され，景観の重視と

将来のメソテの面からヤード溶接が適用されたと推察できる。

　地組立場での溶接のため防風雨対策が必要で，施工法は勿論のこと，予熱方法，非破壊検査方

法，塗装方法，各作業の羅材のマテハンなどを考慮した防風雨対策の対応を検討した。

　溶接方法については合打ち溶接で内面先行型で行い裏堀り後，内外面そして上下段継手同時に行

う溶接方法を採用Lた。よって塔芯の移動，倒れについての精度管理は溶接作業のステップごとに

実施した。

　（り　狭開先形状

　板継ぎ溶接と同じく融合不良を避けるため，下段ブ聯ックの外面にも開先を設け割れ防止と作業

性を向上させた。叢た板厚の略，中央部にルート面を設け角変形量と収縮量の低減を図った。地組

立場での横向き合打ち溶接の開先形状と溶接条件は表3に示す。

　（2）狭開先横向き合打ち溶接法

　ガスシールド溶接方法で外面にはピコマックス型自動溶接装置を利用し，内面の開先にはリブ間

　　　　　　　　　　　　　　　　　一iO一
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忠図呂　狭開先溶接継手形

　　状

．鵡善幽
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遜
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蝋
漣

　　　　　　　　Ti脚（s）

図略　溶接パルス電流条件

　開先両端でパルス電流を付加すること，及び振子形
にオシレートすることにより溶込みを確保。

300A

o．5
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泰2　板継溶接の作業順序管理シート
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図§　溶接中の写輿

静繭繭翻蒋 擁1綴燕重癌鍵1婁繍櫃i餓1照蓑1油1麺1耐1繍1｛旦i漏“糠浦目1ヤミ滅t頃量ml島藏柔ξ貞

図暮　断面マク纂

隔を通過でぎるピコマックス改造型自動溶接装置を採用した。図7に示す、

　溶接順序は内面3層後，裏堀りを外面から行いその後，内外面同時に溶接する方法で合打ちによ

り角変形防止の因子として有効であった。継手の断面マク皿は図8による。

　3ブ罠ック段積み状態での内外面の合打ち溶接を上段継手と下段継手を同時に行うので，溶接に

よる収縮量（継手蓋箇所あた鱒・7～韮．6瓢m）のデーター一分析と塔芯の移動，倒れを溶接の作業ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　ー麗一
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蓑3　横向き合打ち溶接の開先形状と溶接条件

ヤ　　　　ー　　　　ド　　　　溶　　　　接

鋼　　　材 RT70×鷺丁70 s鍛58×s蟹58

板　　　厚
（幽）

56　磁　，

膿，56ヲ5亀婆8，峯6，婆o

溶接方法 ガスシールドアーク溶接 ガスシールドアーク溶接

開先形状

外　　論　蜘 　内

　面

R5 板　厚

（m細
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図7　横向ぎ内面自動溶接
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テップごとの管理を施したので，寸法精度も満足するものであった。

　2．5　溶接部の葬破壊検査

　橋梁工事の溶接部の内部欠陥の確認は放射線透過試験方法（」聡Z310婆）と超音波探傷試験方法

（誕S　Z3060）が用いられている。

　突合せ継手は放射線透過試験（RT）が主力でかど継手，丁継手などの完全溶け込み部及び突合

せ溶接でRT検査が不可能な部位などに超音波探傷試験（UT）が適用されている。

　塔柱ブ露ックについても継手の種類ごとに検査方法が異ったが，突合せ継手についてはヤー一ド溶

接のカド部以外はRT検査で実施した。（カド部はUT検査）

　特にヤード溶接については合理的な施工法で行ったので，RT検査に於いても出合い作業がなく

能率的に進めることがでぎた。製作工程を一貫して事前検討をした成果であった。

　UT検査は溶接後追い検査が可能で自動探傷，自動記録方式も開発されたので，現場溶接部の検

査には今後大巾に採用されると推察している。

　窯．鯵　おわ》に

　製品の巨大化，高級化される構造物を合理的に高能率で高品質で製作するかが課題で横浜ベイブ

リッジの溶接施工法の一部を記述したが，溶接にの品質管理は特に溶接前の準備に重視すべきで，

大きな意昧の「品揃い，仕込み，持続性」にあると言える。（どの施工法で，どの体制で，スター

トからゴールまでどの手法で管理するかにある）

　また小生の持論であるが上記に付け加え「目と足の管理」が大切で，いかに早く打手を出すかが

品質管理の布石であると考え実施している。

一鴛一
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8．橋梁の検査

㈱酒井鉄工所

生産技術課呉 尚　弘

　諺．1　はじめに

　鋼橋の発注量は舘年度に約89万トンと史上最高に達し，その後減少して，例年度は約弱万トンと

なったがいずれにしても毎年多くの鋼橋が新設されており，また橋梁の接合法で溶接構造の占める

割合は年々増加の傾向にある。ここでは橋梁の製造時における溶接部（工場・据付現場）の検査に

ついて道路橋示方書（㈹揖本道路協会）をもとにその概要を記す。

　＄．黛　溶接部の検盗

　溶接部の検査の仕様は発注官公庁によって若干異なるが，一般的に上記の道路橋示方書をベース

にして実施されている。溶接部に要求される継手性能を満足させるためには，当然のことながら溶

接後に行われる欠陥評価の検査だけでなく，溶接実施の前に行われる検査，溶接中の検査（施工管

理）も含めて総合的に考慮する必要がある。

　＄．黛．1溶接前検査

　（i）開先前の検査

　（1）開先面のあらさ，ノッチ等　　（il）開先面のラミネーシ藁ン

　開先面などに開口しているラミネーシ躍ソは，切断時に注意するとともに，必要な場合には磁粉

（MT）または浸透探傷試験（PT）を行う。

　（2）ベベル及び開先の形状・寸法検査

　（i）形状・寸法検査

　形状・寸法の測定に用いる各種の専用ジグや測定具は，構造物の種類や継手方式に応じて扱いや

すく，かつ計測量が十分な精度で正しく得られるものを選定する必要がある。

　鵠．2．黛　溶接中検査（施工管理）

　（i）溶接材料の管理

　指定された溶接材料の使用，溶接材料に適した乾燥条件，許容放置時間内の使用等について確認

する。

　（2）溶接技能者の管理

　溶接施工方法に応じて，該当する技量資格又はこれと同等以上の技量資格を有する者が作業に従

事していることを確認する。

　（3）　タック溶接の管理

　予熱温度，ビード長さ，ビード間隔及びビード表面の割れの有無等について作業者各自による自

主管理を行うとともに，割れについては，PTによりチェックする場合もある。

　（4）本溶接の管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　一慧一



嚢u瓢欝難（A磁鷺鵬賎，欝繊〉

　（i）予熱及び後熱管理

　作業者各自に温度チ灘一クを持たせて自主管理させるとともに，表面温度計又は熱電対温度計等

を準備し，適正な予熱・後熱管理を実施する。

　（童i）溶接条件及び溶接入熱量管理

　各パスごとにチェックシートに記録・管理し，溶接施工要領書の規定内であることを確認する。

　⑯　気温及び湿度の計測と処置

　必要に応じて計測し，施工に著しい悪影響があると考えらえる場合は，溶接施工条件を変更する

か，または作業を中止する。

　（5）裏はつり検査

　裏はつり後には，目視検査かMTまたはPTによって表面欠陥の検査を行う。また，ゲージな

どにより，溝形状も検査する。

　＄．黛．諺　溶接後検査

　鋭いアンダカット，割れ，融合不良，溶込み不良等の切欠ぎはぜい性破壊の原因となり，また疲

れ強さを著しく低下させる。これらの溶接欠陥を検出するために各種の非破壊試験が行われる。

　（1）外観・寸法検査

　余盛の形状，アンダカットやビー一ド表面のピヅトの有無と程度，ビード表面の凹凸，オ～バラッ

プの有無等について許容範囲にあることを目視，必要に応じて拡大鏡，篇ンベックスルール，専用

ゲージ等を用いて確認する必要がある。これらの項目について道路橋示方書に示されている許容範

褒1　検査項昌と許容範囲

検査項目 許　　　　　　　　容　　　　　　　値

ビー一ド表面の　　図　　凸 ビ…ド長さ25m懲の範囲における高低差で表わし，3燃mをこえる凹凸があってはならな
o

ビー一ド幅（駐mm） 余盛り高さ（鼓羅雛）

狂く欝 簸叢3

余盛り高さ
15≦R＜25 簸議婆

口2鄭
臆憂／25

十
アンダーカット

アンダーカ　ッ　トの位置 許容深さ（撒鵬）

i　要部材の材片に働く一次応力に直交するビー一ドの止端部 o．3

要部材の材片に働く一次応力に平行なビー一ドの止端部 0．5

｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜㎜㎜”

・虹
ビード表面の　　ピ　　ッ　　ト

主要部材の突合せ継手および断面を構成する丁継手，かど継手には，ビード表面にピット
あってはならない。その他のすみ肉溶接および部分溶込みグルーブ溶接には，五継手に
き3個，または継手長さ宝mにつき3個までを許容するものとする。ただし，ピットの
きさがim膿以下の場合は，3個をi個として計算するものとする。

オーバーラツプ あってはならない。

割　　　　　れ あってはならない。

一i5～
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蓑2　主要部材の突合せ継手の放射線透過試験

部 材

引　張　部　材

圧　縮　部　材

曲
げ
部
材

引張フラソジ

圧縮フラソジ

腹
板

応力に直角な方向の継手

」

応力に平行な方向の継手

鋼　　床　　版

i検査P乳トをグループ分けする場合の
　　　　　　手数

5

ま

i

i

撮影枚数

i枚（端部を含む）

i枚

蓋枚

1枚

i枚（引張側）

i枚（端部を含む）

1枚（端部を含む）

蓑3　現場溶接を行う全断面溶け込みグルー一ブ溶接継手の放射線透過試験

部 材

鋼製橋脚のはりおよび柱

主げたのフランジ（鋼床版を除く）および腹板

鋼床版のデッキブレート

撮　　影　　箇　　所

継手全長を原則とする

継手の始終端で連続して50c鵬（2枚），中間部で1mにつぎ
1箇所（玉枚）およびワイヤ継ぎ部で1箇所G枚）を原則
とする

囲を表蓋に示す。

（2）表面欠陥検査

溶接ビードおよびその近傍には，いかなる場合も割れがあってはならない。割れの検査は肉眼で

行うのを原則とするが，疑わしい場合は，MTまたはPTを用いる。

（3）内部欠陥検査

道路橋示方書では内部欠陥の検査は原則として放射線透過試験（RT）が適用され，罪s　z310婆

（鋼溶接部の放射線透過試験方法および透過写真の等級分類方法）によって実施されている。

　主要部材の突合せ継手は表2に示すiグループごとに1継手の抜取り検査が行われ，現場溶接を

行う全断面溶込みグル～ブ溶接継手は表3に示すように定められている。

　＄．3　おわ》に

　溶接部の内部欠陥の検査は原則的にRTが適用され，UTは十分な資料を有する場合は用いても

よいことになっている。これはUTが記録性の面で劣るためと思われるが，エレクト降ニクス技

術の発展により，個人の技量に依存しない自動探傷，自動記録（記録保存）による超音波自動探傷

（AUT）システムが種々開発され，橋梁を含め各分野で実績が積濠れている。一部の公団では，

RTとAUTを同等に扱う方向で検討されており，AUTの適用は増加していくものと思われる。

〈参考文献＞

蓋）㈹欝本道路協会：道路橋示方書（1共通編・嚢鋼橋編）・同解説

　　　　　　　　　　　　　　　一16一
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4．懇談会の実施について

　前号でお知らせしたように運営委員会と事業者協議会との間で情報交換を緊密にするための懇談

会が7月鷺日午後に㈹日本溶接協会8階会議室において実施された。

　出席者は次のメノノしで行われた。

　運営委員会1秋園副委員長，松山，大岡，江端，平山，広瀬　各委員，事務局　田尻，小熊

　協議会：中野代表幹事，赤瀬，松本，堀部，三浦，向井，尾崎，西田，大和，安藤　各幹事

　懇談会に先立ち，運営委員会　秋園副委員長より本日の会議の主旨が次のように説明された。

　　この会議は，委月2蝦のCiw認定証授与式で約東したr懇談会」で本日については顔合せを

　含め今後どのような議題及び運営をするかを運営委員会を代表して運営委員会　副委員長・幹事

　会とC亙W認定事業者協議会を代表して協議会　幹事の間で開催するものであり，本日の会議は

　準備会とする。本爾の会議では忌輝のないご意見お聞かせ頂きお答え出来る事項については答え

　ると書う事で進めたい。

　当日の懇談会は協議会から運営委員会への要望等を中心に質疑応答及び雑談の形式で進められ

た。

（王）　認定事業者の信頼性の向上策について

（／）建築鉄骨不祥事に関連して研究・教育委員会での活動状況はどうか。

①検査報告書のフォーマヅトを検討し，それがほぼまとまりつつある。これを認定会社が活用

　できるようになるべく早い機会に指導したい。

②研修会の講義内容の見直しを検討しており，将来的にはr事故例＋Q勾を取扱っていきた

　いo

③協議会の要望及び協力を得て，実務レベルの技術者を対象とした実技を伴う講習会の開催を

　今後検討したいと思う。

（2〉試験片を使用した実技試験の必要があるのはないか。

　　現状では実技試験の実施は難しく，講習会の開催を検討したい。

（3）昨年8月開催のr鉄骨検査技術者研修会」を協議会の関西地区及び西日本地区で開催を企爾

　しており，昨年と同様に運営委員会との共催としたい。内容は前回と同様として，受講対象と

　しては検査会社だけを対象とせず，ゼネコン，ファブケータ，設計事務所等にもPRしたい。

　　運営委員会として協力でぎることは協力したい。

（4）試験技術者の技術レベルの底上げについて

　　現在，検査会社で建築鉄骨の検査に携わっている技術者は約鱒00名位でそのうち全国鐵構工

　業連合会のUT資格を取得しているものは，500名位である。残りの鉛00名についてレベルア

　ヅプをする必要があり，現場でのOJTは必要不可欠であるが，研究・教育委員会でも教育を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下撃難ぺ一ジに続く
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愚．《〕XW認定事業者一覧体社所在地）

平成婆年憩月i縫現在

会　　社　　名 種別 所　　在　　地 TEL

北 ㈱　札　幌　工　業　検　査 c 札幌市南区南％条西9－3締一9 0蓋蓋一582－299蓋

海 北　藏　本　電　極　製　造　㈱ D 札幌市白石区菊水6条3弓峨5 o重ま一8i1－126蓋

道
濤鋼検査サー　ビス㈱ P 室蘭市茶津町争隻 0姓シ22－8386

東　北　金　属　検　査　㈱ c 八戸市沼館H3弓 0173一騒 8522

東
東　　繍　本　　検　　査　　㈱ D 仙台市宮城野区出花i H 022－259－755i

溶　　接　　検　　査　　㈱ D 宮城県多賀城市八幡2畷6…鎗 022…365－60船

北　翼　本非破壊検査㈱ E 男鹿市船斑港字化世沢蓋7H3 o鰺5－23一鍛6些
北

㈱　　テ　　ッ　　ク　　ス 鷺 宮城県多賀城市大代5一翫卿 022…365－8506

北　央　検　査　技　術　㈱ 慧 八戸市下長を灘冠2 〇三78－20ヨ535

ト

㈱シーエックスアール A 東京都千代田区岩本町3一蓬づ 03－3862－672重

日立エンジニア　リ　ン　グ㈱ A 茨城県鷺立市幸町3曙畦 029妬2蔓一1雄蓋
東

日　本　工　業　検　査　㈱ A 川崎市川崎区浅野町1一蟻 0尋4・一366－6000

北罠本エックス線検査工業㈱ A 新潟市南紫竹蓋一2一一姓 o％一286畷567

石　川　島　検査　計　測㈱ A 東京都麟川区大井i一鍛磁3 03弓”8－7900

β　本　非破　壊　検　査㈱ A 東京都大田区大森北婆 4 3 03－376圭一352i

β　本　超　音　波試験㈱ A 横浜市緑区荏田器磁 o鮪一9蓋蓋一5i9i

欝 東　京　理　学　検　査　㈱ A 東京都融川区南大井δ 28… 11 03－3766一鱒Oi

β本検査コンサルタント㈱ β 川崎市川崎区本町茎略…驚 0毅一2蓋1－15蓋蓋

関 ㈱　検　査　サ　ー　ビ　ス c 東京都港区西麻布レ争麗一鑓6 oシ3船シ7569

㈱　　検　　査　　技　　研 c 川崎市娼崎区渡田尋一3一欝 o騒一355－2三蒼

目本エックス線検査㈱ c 大田区羽田旭町2一簿 03…37婆5－226i

新　潟　非　破　壊　検　査　㈱ c 新潟県西蒲原郡巻町舟戸237 0256礎2－8236
本

東 成　磯　計　量　検　査　㈱ D 千葉県印旛郡窟里町七栄三瞼8 o碧6－92－7200

エンジニアリングサービス㈱ D 東京都大田区大森北餅酪一蓋 03－3766－29必

アイ　・シー　・ティー㈱ D 横浜市磯子区杉懸婆4誼5 045－77婆一380蓋

㈱　　　エ　　　ス　　　コ D 横浜市西区平沼i唱一5 0鱒 321ヨo”

甲 検査エンジニヤリング㈱ D 横浜市港北区綱島西5一少41 0蔓5一騒5…0688

地 ㈱　　イ　　ン　テ　　ヅ　　ク D 東京都中央区勝どぎ幸㍗13 03－3532一一蔓3菊

㈱キューシーコンサルタント の 横浜市神奈川区神奈損2磁H8 045一磁蓋…i豊94

ユ　　ニ　　セ　　ッ　　ク　㈱ P 横浜市鶴見区鶴見中央斜争9 o盛5う03－35ii

茨　城　総　合　検　査　㈱ D 茨城県那珂町後台312餅％ 0292－98－32繍
儒

㈱朝aエンジニアリング D 埼玉県草加市稲荷H磁 o弼9－27一緯3i

㈱　　エ　　・　ア　　イ　　・　シ　ー D 横浜市西区平沼2ウー22 o菊一323－356i

区 第　　一　　検　　査　　㈱ 鷺 東京都文京区本郷3一争5 03－38重8 0些Oi

㈱　欝　土　検　査　工　業 E 横浜市神奈川区新町3 o婆5－4償略862

越 ㈱関東エソジニアリソグS、 E 茨城県水戸市大塚町大字大塚i284護 0292－52－8870

㈱　　茗　　和　　検　　査 E 千葉県八千代甫上轟野重082 o婆7婆…85－899（）

新　潟　検　査　工　業　㈱ 覧 新潟市河渡庚29斜3 025－273－67i6

新　　東　　技　　検　　㈱ E 横浜市港北区新吉田町i騒翫2 0蔓5－5騒4乃7

総　和　鋼　業　検　査　㈱ 氾 茨城県総和町大字葛生1i30弓 0280－92－3883

東伸検査エソジユアリング㈱ E 新潟市京王2艇擁2 025－286－6687

横　浜　総　合　非　破　壊　㈱ E 横浜市港北区篠原町io2i 0些5護02－5293

偽）イ　ワオエンジニア　リ　ング 叢 草加市八幡町8静 Ho5 0婆89－32－20蓋婆

㈱　　国　　立　　技　　研 載 大田区蒲田を婆創5 oシ3736 i268

㈱　　　テ　　　ッ　　　ク E 千葉県佐原市山之辺i脇フる 0感78－58一蓋5蓋5

一蓋8一
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関

顛

地

区

会　社　名

北富　山　検　査　㈱
　・北陸非破壊検査㈱

西

鷺

本

地

区

陸

関

西

査 ㈱

　　　　　　査㈱
川重検査サー一ビス㈱
㈱アイ・エム・シー一
㈱ニチゾウテック
騰本検査工業㈱
㈱　　　大　　　検
極東エンジニアリング㈱…

神鋼検査サービス㈱
㈱　コ　ー　ケ　ン
東洋検査工業㈱
㈱日本工業試験所
1キューエー技研㈱
新　光　検　査　㈱
日工検サ～ビス㈱

・三協エンジニアリング㈱
E㈱　　 欝　　 伸

、欝本インスペックス㈱
テ　ク　ニ　カ　ル　＆　夏，S．㈱1

エースエンジニアリング㈱

E㈱構造総合技術研究所
㈱　大　検　工　業
ジヤパンcrs㈱，㈱ジェィアー

中

圏

種別 所　在　地
R 富山市上野新町5一婆 o
D 福井市定正町6紛一2 G
D 福井市若栄町8雛 o

D 愛知県弥富町五明争UO－i （）

E 静岡県溝水市三保38得 （）

E 三重県津市大倉1i一簸 0
E 名古歴市昭和区桜山町5－9野6 G

A 大阪市中央区北久宝寺町集3略

A 神戸市中央区東用崎町3畷磁 （）

A 神戸市兵露区駅前通5一㍗盤 0
A 大阪市此花区桜島レ3豫2

☆蕪繋雛

A　i大阪市北区天満蛋一終一鴛

君　、大阪府守隣市暁町怨一王

C　　大阪市東淀川区上新庄3畷6畷蓋

C　高砂市荒井町新浜2－3纏

C　大阪市西淀州区歌島三峨争盟

c　和歌山市湊2護貯鍛

C　大阪市福島区鷺州2畷2畷7

D　大阪市天王寺区上本町3略ほ2
D　　明石市藤江辻之外182醗3

D　大阪市西区土佐堀3畷鍾8
D　’大阪市福島区福島H3－7
D　…大阪市天王寺区空堀町態丑O

D　大阪市都島区大東町24一蓋9

D　大阪市北区天神橋影5－28

E　大阪市大正区鶴町3…ま畷7

E　大阪府羽曳野市蔵之内626

慧　大阪市西淀川区歌島i磯6つ

黙　大阪市淀川区新北野H－18

E　…大阪府堺市少林寺町西3鴫一30

TEL
076〈蔓一38－0駐08

G776－56一一美88（）

0776る3－6585

（）567－67－0188

（）騒シ3蛋一器58

0592－28－3験3婆

（｝52－8盛蓋一婆茎7蓋

06－262一一滋5玉

078－682－5蛋55

078－577－369i

o6一婆6卜9600

06…35婆一36婆三

〇6－99三一7婆8玉

06－32王一550（｝

（）79憂畷7…7253

06…卯2－3561

07騒一52－353蓋

06…婆53－722玉

06－76レ57磁

078－92慕一憂922

06一垂妬一6婆03

06一峯53一一5388

G6－763－3376

06－92凄一31i玉

06－357一簸93

06－552－863裏

072≦｝一57一く｝988

（）6一盛7婆一6888

06弓oを3577

0722一灘4三〇〇

関西エッ　クス線㈱、
非破壊検査工業㈱
㈱三造試験センター
，中　国　検　査　㈱
・㈱辰起非破壌検査工業

D
E

薩㌶撚
州

莱i　E 松蓬帯内嫁島至蓋27

潔
丸亀市川西町南2麹玉

北力州市八幡東匿由王レi3畷5

計　測　検　査　㈱
㈱第一検査工業
千景非破壌検査㈱
ダ ィ　ヤ技研㈱
㈱　　　見　　　、忠
宮崎県工業検査㈱

c
c
D
E
鼠

狂

i呉市東中央H影20
，下松市大字西豊井字開作i3齢一8

松江市西嫁島至 レ27

北九州市小禽北区井堀を紛一鴛

長崎市飽の浦町H

北九州市八幡西区陣原三一肝3

佐世保市早苗町529畷

北九州市八幡西区陣原3－20一懸

北九州市小禽南区守恒2一玉3讃

北九州市八幡繭区鷹ノ巣三畷餅2

宮崎市江平西玉 年汐

1撫

薫
　i　833一婆茎一蓋688

　852－22一騒7＄
　　闇　　　　　　　　　　　　　　旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所

　877－28－5963

　93－66三一蓋i重う

　093－57笠一婆93五

　〇958－6蓋一6086

　093－6戯一823裏

　G956－39一難灘

　093－6婆2－9955

　093
96蓋 53婆6

　093－62玉 紹00

　0985－21》一30i5

一ig…
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　17ぺ一ジよ》続く

　実施してほしい。その際は（講師，羅材，受講等の点で）協議会も協力する。

　　運営委員会でも検討する。また，現場での（刀丁についても各事業者で充実する必要がある。

　（5）晶質保証について

　　運営委員会の認定事業者に対する品質保証は業務確認時に，従来より指導していたが，平成

　盛年4月よりはW聡87綴の審査項目として品質保証を加えた。業務確認をして感じること

　は，本当の意味で自社の技術者の技術レベルをつかんでいる事業者は少数である。また，品質

　保証に関してはE種の事業者にも厳しく指導していく予定である。

　（翼）　C亙Wの認定事業者，技術者は何ができるのか明確でない面がある。

　米国のC夏W認定や英国のCSW建との比較において，轍Wの認定は何ができる事業者・技術者

かと書うことが不明確である。もう少し明確化でぎないか。

　現在，Ciw認定は溶接部の検査を実施でぎる事業者を認定しており広範な範囲をカバーするこ

ととしている。

　（璽）　建築分野の委員の参加について

　C璽Wの認定委員会・運営委員会に建築関係の専門家に参加いただく件はどの様になっているか。

　建築関係の専門家として，千葉工業大学の橋本委員に参加頂いている。

　　また，現在，建築鉄骨の検査にC三Wの認定事業者が活用され非常に注目を集めているが，そ

　れでは鉄骨の検査をメインにするべきかと言うとそうでもないと思う。溶接の検査と言うベイシ

　ックなものは各スペックとも共通のものなので運営の体制を現在の形の見直しは実施するが，大

　幅に変更することはない。

　（W）　協議会の地区別総会の参加について

　　協議会の地区別総会へも運営委員会からも参加してほしい。

　　連絡を頂けれぼ，出来るだけ参加をしたい。

　今後の懇談会の運営については，3ヶ月に一度の間隔で実施することとして，今後も連絡を密に

するようになった。
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