




1.阪神大震災に関して

千代田区建築環境部主査加藤　哲夫

　阪神，淡路大震災から5ヶ月経過しました。現地では，まだ数万入が避難所生活を強いられ悲

惨な状況が続いています。

　この地震は，日本において，近代都市を襲ったはじめての直下型地震であり，神戸市とその周

辺の都市を中心に甚大な被害をもたらしました。

　建物，家屋の倒壊や火災による人的被害は大きく，関東大震災以来最大の地震災害となりました。

　私は，i月駁Bから4員間現地に赴き，建物被害状況を直接視察しました。とくに鉄骨造の被

害状況を詳細に調査するため現地に行きましたが，木造家屋の被災の多さや大規模なRC造の破壊

状況に圧倒されました。

　しかし，鉄骨造の被害も決して少なくはありませんでした。初期のアングル・りベット工法に

よる低層の建物からボックス柱を使ったここ数年の内に建築された中高層建物まで多数の鉄骨造

の被害状況を視察することができました。

　鉄骨造の被害の大きかったものは，建築年代の新賑を問わず，溶接接合部分の施工晶質が良く

ないものが大部分を占めていました。

　これらは，本来完全溶込み溶接すべきところを手を抜いて部分溶込み溶接やすみ肉溶接で行な

っているものです（写真P。

　柱一はり仕口の溶接部で破断したものやボッタス柱とダイアフラムの溶接部で破断したものな

ど多数見られました。

　これらの溶接部を詳細に見てみると，開先がなく脚長が小さいすみ肉溶接で行われたものです。

鋼材の切断面がきれいに残っているものもありました（次ぺ一ジ写真2／。見かけ上の溶接は行わ

れたものの，溶込みがほとんどない溶接で施工されたものです。

写真玉

一　三　一
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　鉄骨造の被害実態の特長について以下にあげてみました。

　＜柱はり溶接部の破断〉

鉄骨造の特長である粘りのある塑性変形する以前に，溶接接合部で破断し倒壊しているものが多い。

　これらは本来，完全溶込み溶接すべきところを開先を取らずにすみ肉溶接で行ったり部分溶け

込み溶接で行われていたもの。

　く柱継ぎ手溶接部の破断＞

　ダイアフラムと角型鋼管柱の溶接接合部の不良施工によるものが大部分。また，既製のサイ瀞

欝のダイアフラム部の溶接部で破断しているものも多数ある（写真3）。

　＜柱脚部のアンカーボルトの破断や抜け出し等〉

　アンカー一ボルトの植え込み長さの不足やボルト自体の腐食による破断，べ一スプレートと柱の

溶接が不良施工によるもの，あるいは柱脚の基礎部の不良施工によるもの。

　〈ブレー一スの破断〉

　ガセットプレー一トとの接合部においてボルトが破断したものや，交差部でブレー一ス自体が破断
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したもの．

　〈構造部材の腐食＞

メンテナンスが不充分な為構造部材そのものが腐食しているもの。

　く外装材の剥離＞

躯体の変形に追従できずに外装材や仕上材が剥離したもの（写真4〉。

　鉄骨造にかぎらず，建築物に多くの被害が発生したのは，直下型地震であり，地震エネルギー一

が大きかったことによるものであることは問違いのないことですが，とりわけ鉄骨造建築物にお

いては，溶接接合部の施工不良や柱脚のアンカーボルトの施工不良等による「人為的」なことに

よって被害をより大きくしたことも事実です。

　これらは，監理者が受け入れ検査を適切に実施していれば，倒壊する鉄骨造建築物をかなり減

少することができたはずです。現状では，意匠設計者が名目だけの監理者として使われ，構造設

計者は監理にほとんどノー一タッチというのが実態です。建築主側も監理に対して「サービスでや

ってもらっているもの」程度の認識が主流です。しかし，今後は建主の意識も相当変化してくる

はずです。そうなれば監理者も今までのような，なおざりな監理は許されなくなります。

　今後は，溶接部の品質を確認するUT検査の品質や検査報告書の品質はこれまで以上にシビア

ー一 を要求されてくるでしょう。

　検査業界において，検査の品質とモラルを高めるために不断の努力を期待します。
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嚢．鋼管溶接部における超音波探傷試験方法の一一考察

㈱富士検査工業技術醗究所田中　政行

電．緒醤

　近年オフィスビルでは，よりフレキシブルで使いやすい無柱空闇が求められ，執務スペースの

大スパン化の傾向が現れている。この大スパンを代表する建築構造物としては，体育館やイベン

トホール，ボー一リング場などが挙げられる。そして，それらの構造物を支える構造形式の一つに

トラス構造があり，その占める割合は約20％に及んでいる1〉。そこで，鋼管トラス構造による構造

物の超音波探傷試験が必要となっている。鋼管のように曲面形状をもった溶接部は，（i）円周継手，

（2）長手継手，（3〉分岐継手，（4）ノズル継手等で構成されているわけであるが，今回は，ある検査を

例にとり，（i），（2）の溶接部に対する探傷方法についての一考察を報告する。

　探傷に際しては，9本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説一！98島を適

用し，その適用外となる鋼管溶接部では，翼S　Z3060－ig94（鋼管溶接部の超音波探傷試験方法〉

の附属書2ヂ円周継手溶接部の探傷方法雄及び附属書3ヂ長手継手溶接部の探傷方法」を適用した。

2．探傷の前提

　2．i　鋼管における探傷の特徴

　鋼管における超音波探傷試験は，鋼板の探傷と比較して次のような点に特徴がある2）。

すなわち，曲率を有するために，

　盗．内外面で超音波が反射する度にビームの輪郭が広がり，拡散損失が増加するのでエコーの

　　距離振幅特性曲線（工澄一高さ区分線〉の下降が急激になる傾向があること。

　b．探触子の中心軸上だけ接触した線接触の状態となり，探傷面との接触状態が不安定になり

　　やすいこと。

　C．長手継手溶接部では，屈折角θで超音波ビームが入射する場合，内面の入射角戯は屈折角θよ

　　り大きくなること。

　2．2　検査対象

　検査対象部材および使用する対比試験片は表i，2のようになる。

　　表1円周継手溶接部の検査対象部材および使用　　3．円周継拳溶接部の斜角探傷
　　　　するRB－A6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円周継手溶接部では，曲率による超音波の伝

部材寸法 材質 盆曾A6（外径，板馴

① φ457．2×i2。7 FR鋼 φ457．2x王2，7

② φ406．4×3G．0 STK490 幽06．4×30．0

③ φ406．4x22．0 STK49G
φ406．4×22．0

④ φ嘆06．4×！2．7 STK4go
⑤ φ355．6×ig．o STK490

φ355，6×ig．0⑥ φ355．6×14。0 STK490
⑦ φ355．6x豊．i STK490
⑧ φ3！8．6×1爆．0 STK490

φ3！8、6×M，0
⑨ φ3i8．6×10．3 STK4go
⑩ φ2昏7，4x奪、3 STK49G φ267．4×9．3

蓑2　長手継手溶接部の検査対象部材および使用

　　するRB－A7

部材寸法　　　材質 R驚A7（外径，板厚）

① φ457．2×生2．7　FR鋼 φ457、2×12．7

② φ406．4×3G．O　STK婆90 φ406．4×30。0

③ φ355．6×ig．O　STK490 φ355．6×19．0
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幽×鳶

　図1　工欝一一高さ区分線の作成のための探触子位麗

内蕊

達効率の低下に対する感度補正の他は，鋼板の場合と同様と考えられる。そこで，感度調節まで

を検討する。

　3．i　使用機材

　（丑）探傷器l　SM煮01（トキメック社製1

　（2〉探触子15Z10×鐙A⑳

　　　屈折角の選定に際して，溶け込み不良の検出に対しては6ぴ，70。が検出優位であり，その

　　　うち70Qでの探傷結果が非常によく放射線透過検査と合致した3遇いう報告があり，また，超

　　音波の中心軸が溶接部を網羅するには，作図等の結果7ぴが適当であると判断し，それを使

　　用する。

　　　周波数は，2Z⑳×20A7吐5Z欝×憩A70とを比較して，縦割れ及び溶け込み不良の結果で

　　　は，2MH3の方が5MH拡リエコー一高さが高くなる傾向がある塗）が，曲率を有する試験体

　　のため，指向性の鋭い5MHzを使用する。なお，2Z憩×篤A70は表面波が非常に強く発生

　　Fし，適当でないと考える．

　　　振動子寸法は，外径2Rが300灘では有効通過幅が約沁職となり，工灘一一高さに影響を及

　　ぽさないS）ことから憩×憩を使用する。

　　　また，曲率半径罵0灘以下の鋼管（対象は，φ267．4〉を探傷する場合は，探触子の接触面

　　　を曲率に合わせて加工し，探傷面との接触状態が安定するようにする。

　（3〉接触媒質175％以上のグ1メセリン水溶液

　（4〉感度調整用試験片l　RB－A曝

　　　曲率半径260灘未満の試験体のため，対比試験片RE－A6を曲率ごとに6種類（表P，同

　　　一材質で製作する。

　3．2　感度調節

　R駐A6を用いて標準穴φ4×嬢のエコー一高さ80％がH線になるように各対比試験片に対する距

離振幅特性曲線を作成する。板厚30鰻の鋼管を例にすると図2（次ぺ一ジ〉のようになる。

　R駐A6を用いた場合では，近似した鋼材で感度調整するため探傷時の減衰の影響は少なく，原

則として感度補正は行わない。図2では，RRA6で作成した距離振幅特性曲線の下降の傾きは，

ST登一A2で作成したものと類似しており，減衰，拡散による影響を考慮しなくてよいと考えられ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　5　一
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　　　　　ST董3－A2　　　　……線　　　　　　　　　　　　　　　　　図3　R線の選び方と領域区分

　　　　　RB－A6（丁瓜30關）一線による

　　　　　図2　エコー高さ区分線作成例　　　　　この結果からも感度補正は不要と考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したがって，感度調整は貸B－A6の標準穴のエご

一一 さがH線になるようにすればよい。

　ただし，！．0スキップ前ではR線がエコー高さは40％以下となっているのでビーム賂程／3G㈱付

近から感度を6δβあげて，エコー高さを識別しやすいようにして探傷する必要がある（図3）。

　3．3　探傷における注意点

　　探傷にあたっては，次のような点に注意しなければならない。

　我、円周継手において，探触子を管軸に対して少し傾けたと專，欠陥の最大工灘一一高さの得られ

　　ることがある。これは，欠陥の傾きだけでなく，探傷面での探触子の接触面積が大きくなること

　　により，超音波の伝達量が増大したために起こることが多く，欠陥位置の測定に誤差を生じる場

　　合がある。このような場合，同じ探触子位置で探触子を着振り走査すると，管軸を基準にして反

　　対側で同じ傾き程度の高さで欠陥工欝一一が現れたら，最大工盤一一にとらわれず，管軸に合わせて

　　探触子を置き，前後瀧査だけで最大工瀞一一を検出して探傷ヂー一タを採取し，欠陥位置を測定する6）。

　わ．探触子の接触面の加工は，ビーム中心軸の偏りが起こらないように十分注意して行う。

　C．探触子の加工を行わない場合，畏時聞探傷を行うと探触子の接触面が丸く減ってしまうの

　　で，感度を確認する必要がある（4時聞以内〉。

　δ．円周継手溶接部では裏あて金を使用しているが，試験体と裏あて金との聞に隙閥が開くこ

　　とが予想されるので，反射源位竃を正確に読みとることなどをして，溶け込み不良が妨害エ

　　コー一かの判定を誤らないように十分注意する。

　ε．モ～ド変換損失の影響で，最大エコー一を検出しても，ビーム中心軸と欠陥とは対応しない

　　ため，欠陥位置の測定に誤差を生じる可能性があるので，特に屈折角60度を使禰する場合，

　　溶け込み不良による欠陥があると考えられるような反射源位置から工欝一一が立上がったとき

　　は十分注意する。

4．畏率継手溶接部の斜角探傷

　長手継手溶接部では，①曲率による超音波の伝達効率の低下に対する感度補正②肉厚対外径比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一6　一
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図4　管探傷の幾何

、

（t／D〉による探触子屈折角の選定③計算により欠陥位置

を推定する場合のビーム路程や探触子位置の補正2唆考慮

して探傷する必要がある。

　4．1　感度補正

　ここでは，曲率半径が器0鰍未満の鋼管のみであるので1

3種類（表2）の対比試験片R．B－A7を同一材質で製作し，

それらを照いてそれぞれに対応する距離振幅特性曲線を作

成する。RB－A7は，円周継手溶接部の場合と同様，探傷す

る試験体と同じ曲率をもった対比試験片であるため感度補

正をする必要はない。

　ただし，探触子は，接触面を曲率に合わせて加工して使用する。

　4．2　探傷屈折角の選定

超音波の中心軸が溶接部を網羅するための探傷屈折角をそれぞれ次式を使って作図を行い，検

討した（図4）。

　　　　08罵ノ～ε劾8篇鴬麹臥

　　　　θi二5劾…三｛（Rs魏の／ガ

その結果，次のように探傷屈折角を選定する。

①

②

③

4．

φ457、2×！2，7の探傷は，探傷屈折角を60度にする。

φ406．4×30．0の探傷は，探傷屈折角を52度にする。

φ355．6×鷺．0の探傷は，探傷屈折角を60度にする。

3　欠陥位置の推定方法

　欠陥位置の推定方法は，ビーム路程や探触子位置の補正をするための比例配分による計算方式

（∬S　Z3060の附属書3参照／により求めることができる。

5．結讐

　鋼管溶接部の超音波探傷試験にあたり探触子，接触媒質，感度調整用試験片の選定，曲率を有

する試験体を探傷する上での注怠点を考察してきた。これらの考察は，現場の担当検査技術者に

渡され，探傷作業を進める上でのマ孟ユアルの一部となった。

　今後，更に実際の現場での検査状況を踏まえながら，検証を重ね，研究を進めて行きたいと、慰う。
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6〉冠本非破壊検 査協会1「超商波探傷試馬館L

7
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呂．我が社の教育醐練

煽重検査サーピス㈱技術部長福永　功

1．はむめ鵜

　当社の技術関連を扱う社内委員会は，下図に示すように晶質保証を扱うヂQA委員会」，技術開

発を扱う罫KGK委員会」，教育調練を扱う「KG委員会」の3委員会で構成され，「顧客に信頼され

る技術と信用される技術者の提供」をモットーに運営を行っている。

巨亟鐙

塵顎藤鋼 □轟

　教育訓練を扱うKG委員会は，隔月に開催され，技術部と6事業所からの委員が集って当社の教

育訓練に関する全般事項を審議・決定する。当社の教育訓練を大別すると，①新入社員教育，②

検査技術者教育，③資格取得社内教育，④その他の一般教育の4種類に分けられる。

黛．新入社員教欝

　新入社員は，入社後i週間の本社教育を受けた後，親会社である川崎重工業（株）（Km）の新

入社員教育に，5～6ヶ月間参加する。この間に，罫書き，曲げ，ガス切断，溶接等の固有技術

を習得して，製品の生産を実地に体験する。従ってこの間は，本業である検査業務には一切従事

しない。

　検査関連の教育を受ける前にザ製品がどの様なツー一ルにより組立・溶接され，何時・どの様な

検査が行われているのか藩を体験させることにしている。

　新入社員は，KH亙での教育が終わってから，秋期のN級試験・2部門の取得を目指して，非破

壊検査概論を含めた社内教育を約半月閥受講する。なお，1次試験に合格すれば，2次試験の直

前に数翼閲の実技教育が行われる。

　また，新入社員は入社i年後及び3年後に，総務部門の主催によるフォ欝一一アップ教育（幹部

訓話が中心〉が行われ，検査技術者として順調に育成していることを確認している．

簿．検査技術餐教育

　検査技術者教育は，年1回，基礎工学と製晶に分けて実施する。基礎工学は中堅の検査技術者

を対象に，鋼材，溶接材料，溶接施工，疲労強度，破壌特性，腐食・防食，余寿命診断等に関す

る知識習得のため，3縫間連続で実施している。

　製晶は，参加者に対する制約は無く，船舶，鉄骨，橋梁，貯槽，タンク，車両，航空機，ボイ

ラー一等Kmの製晶に対し幅広い知識を習得する『ことを目的としてi縫単位で実施し，合わせて工

場見学を行っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　8　一
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》蜀騒謝己’勧

　　　　　　　　　　　　　　　嵐

宝『，＿

　　　写真　KG委員会のもよう

　これらの教育の講師は，K斑の技術研究所及び工場スタッフに依頼し，昨年末までに8回の教

育を完了しているが，毎圃好評を得ている。

毒．資格取鶴社内教育

　資格取得社内教育は，春期・秋期に行われるND夏試験（玉種・2種・3種の！次・2次試験〉

及びCIW試験（主検・主試の1次・2次試験〉を対象に実施している。

　講師は技術部を中心に社内で調達され，i～2欝／i部門で実施している。

　なお，最近ではWES，全構連等の社内教育も事業所からの要望があれば実施するなど徐々に対

象範囲を拡大している。また，工事の都合で社内教育に参加できない場合は，試験前馨でも講師

が“出前教育闘に出掛けるなど，全社を挙げて社内教育充実に取組んでいる。

饗．搏の他の一般教育

　当社の教育訓練規程によれば，その目的は，「顧客が要求する晶質を適正に維持するため，従業

員の知識・技量の向上と晶質意識の高揚を図る。」と記述されている。

　この趣旨に沿って，KG委員会では，社内外委員会の参加報告，ルール・規格改正の要点説明，

品質保証に関する教育（聡0関達基準等の教育〉，機器・材料メー一力による新製贔・新技術の紹介，

社内規程・基準等の制定・改廃の審議，業界情報の交換等種々の内容を扱っている。

騒．おわ彰邦叢

　以上，当社の教育訓練の現状について述べた。我々の業界にとって，検査員の知識と技量の向

上は永遠の課題であるが，日常の工事・仕事が忙しいため，従業員全員に平等な教育訓練が行き

渡らないのが実情である。

　今後は，品質保証，製造物責任制度，検査員のモラー一ルアップ等の教育調練も指向し，設備・

製晶の安全と環境保護の一翼を担って行く必要があると考える。

警
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4．雑感 放射線透過試験

ジャ・似CTS㈱　飯田　英司

　私は非破壊検査の専門会社の，技術関係の責任者である。早いもので，私と非破壊検査とのつ

きあいは20年ほどにもなる。

　その間，実務レベルにおける技術上の問題で，「㍉と思うことがしばしばあった。

　それらの中で，溶接部の放射線透過試験に関するものについて，私が不思議に思ったことや，

疑問に感じているものを述べ，読者諸氏のご参考としたい。

透過度計と階調計の材質

　灘Sによる溶接部の放射線透過試験は，試験体の材質が鋼及び低合金鋼ならば∬SZ3沁4，ステ

ンレス鋼ならば翼SZ3io6によることとなっている。

　灘S　Z3憩6の場合，透過度計の材質はステンレス（SO2，S劔等／だけではなく，鋼一すなわ

ち翼S　Z3憩4一一のFO2，F偲等を使用してもかまわないのである（∬S　Z3憩62．5項）。これを

技術的に説明すれば，ステンレスよりも鋼の方が写りにくいことによる。写りにくいもの（鋼〉

が写っていれば，同じ大きさの写りやすいもの（ステンレス〉は，絶対に写っているはずだから

である。（なお，本文で述べるZ3翼0は，ig95年版ではなく，！968年版である〉

　一5年前までの圧力容器構造規格やボイラ構造規格での放射線透過試験は，試験体がステン

レスであっても透過度計はF（鋼〉を使用しなければならなかった。Z3憩6がすでに存在するので，

実際の撮影に従事する者の間では，かなりの混乱があった。だが，技術的にはこれでもかまわな

いのである。その頃の私は，「迷えばF（鋼）を使えl」と言ったものである。

　では，階調計の材質についてはどうであろうか。

　∫BZ3io4では，雛S　G43G5のSUS27（現在のSUS3｛）4〉を使ってもよい」とある（2．雛〉項）。

　すなわち，試験体が鋼であっても，ステンレスの階調計を使用してもかまわないのである。

　一方，現在市販されている階調計のほとんどは，ステンレス製のようである。ステンレスなら

ば錆ぴないので，使い勝手がよいからであろう（私は，磁石に吸着するかどうかで確認した〉。

　そうすると現在，ほとんどの場合，鋼の試験体にステンレスの階調計を使用していることにな

っているわけである。～ということは透過度計についてはF（鋼〉とS（ステンレス）を逆に使

用することはだめだが，階調計の場合にはかまわないということになってしまう。なんとなく，

妙な気分である。

　もっとも，N研のRT3種の1次試験に出題される「異種材料の吸収係数の換算謡という方法を

使って計算すれば，鋼とステンレスとでは「読み取り誤差」以下になってしまうので，結局のと

ころ，どちらでもよいという結論になるのではあるが……。

　ちなみに，ASMEの有孔板形透過度計の材質は，鋼とステンレスのどちらでもよく，ヂGro囎L

というようになっているのである（ASME艶ctlon　V，Art娼ε22，SE－io256。3、3項〉。

溶接芳法と溶接欠陥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一憩一
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　」1S　Z3沁4とZ3io6の違いの一つに，溶接欠陥ヂタングステン巻込み藩の評価方法がある。

　前者においては，そもそもタングステン巻込みという誘葉がない。後者では，これを第4種欠

陥とし，独自の等級分類を行なうわけである。一一Z3玉04制定時（ig68年〉，溶接方法としての

GTAW（ティグ溶接〉を想定していなかったのかもしれない。

　現在，例えば配管の溶接のように，材質が鋼であってもティグ溶接のものが，いくらでも存在

する。そういったことからかもしれないが，「z雛04にはタングステン巻込みの記載がないので，

評価できない」とか，ザZ3沁4でのタングステン巻込みの評価は，Z識06に準じ，係数i／2を乗

じるべきであ勧といった意児を聞くことがある（なお，後者の考え方はその後の規格一WES

等一一に反映されている〉。だが，本当にZ3鎗逢に「記載がない誌のであろうか？

　Z3104では，「丸みを帯びたもの」を第玉種欠陥，ザ細長いもの誹を第2種欠陥としている。し

たがってZ3憩4でタングステン巻込みを評価しようとすれば，

　　丸いタングステン巻込み1第i種欠陥とし，（Z雛06のように／係数を乗じない。

　　細長いタングステン巻込み二第2種欠陥とする。

というようになり，等級分類は可能である。だから，「記載がない止いうことはないのである。

　一一これに関連することだが，透過写真の判定に際し，喰いもの誤をすべてドタングステン巻

込み議とし，『細長いもの」を必ず夢スラグ巻込み藷とする人が少なくないようである。すなわち，

　①GTAW（ティグ溶接）の場合，スラグ巻込みはあり得ない。

　②GTAW以外の場合，タングステン巻込みはあり得ない。

ということが，ちゃんと理解されていないわけである。

　①の溶接部にスラグ巻込みを発生させるためには，スラグをどこかから持ってきて，溶接の中

間層に置き，それを次層の溶接で埋め込まなければならない。

　同じく②の溶接部にタングステン巻込みを発生させるためには，タングステンを持って来て，

同じように溶接の中閥層に竃き，それを次層の溶接で埋め込まなければならない。

　いずれの場合でも，実工作物にわざわざこんな面倒なことをするわけがないのである。

　このことはとても重要な問題だと，私は思っている。例えば，WPS（溶接施工要領書〉に，仮

付け溶接がSMAW（被覆アーク溶接〉で，本溶接がSAW（自動溶接〉とあった場合，もしタン

グステン巻込みが発見されたならば，発注者からr最初からすべてやり直せ」といわれて叡反

論ができない。承認された溶接方法ではないので，r受け取り拒否藩と宣告されても仕方がないの

である。

　透過写真の判定に際し，開先形状と，仮付けをも含む溶接施工法を事前に確認しておくという

ことは，基本中の基本なのである。

　なおつけ加えるならば，①の溶接部で発生する第2種欠陥は，ブ欝一ホー一ルの伸ぴたものであ

る『パイプ講又は「パイピング雛というものである（融合不良と溶込不足もあるのだが……〉。

　一そして，検査報告書の欠陥名称の説明欄に，この「パイプ藷が存在しない書式が今もって

少なくないと，私は感じるのである。「第2種欠陥篇スラグ巻込み」ということが，固定観念にな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一難一
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ってしまっているのであろうか。

《窮赫蕊簿融就lo駿輔籔vl＄め蝦獄よ葛ス潔ット撮影

　溶接部の放射線透過試験は，全線撮影と抜取撮影の2つの場合があり，国内では通常，後者の

場合の抜取率は20％である。

　ところで，輸出用の圧力容器では，規格が∬SではなくASMEによることが多い。この時，放射

線透過試験について，図面や指示書に「ASME　Spot20％」と記載されることがある。一これ

にも，しばしば困らされている。

　第笈に，ASMEのどのSect沁数なのか不明であるということ，第2には，ASMEの原文のどこを

捜してもザSp（〉t20％」とは書かれていないということである。

　前者についての説明は煩雑になるので省略するが（私はASMEの全体構造を理解するだけで，

5年以上かかった／，後者についてASME艶ctlo撫Vlll　D量v蚕o賞iを例にとると，全線撮影か抜取

撮影かということは，次のパラグラフで明確に定められている。

　UW－5至（F繊R譲o墓r換泌y）一全線撮影。判定基準を含む。

　UW－52〈Spot搬di螂＆鋤y〉一抜取撮影。抜取率は，50フィー一トにつきi枚（長さ6インチ

以上〉判定基準はL記UW－5慧異なる（ブ欝一ホー一ルは算定しない〉。

　総獣誼という言葉は，UW－52に関してのみ使われているわけであり，抜取率はその溶接線の

長惑により，1～憩O％まで変動する。

　私はしばしば，鷺スポッ』という言葉を使うな』と言うことがある。一ヂ抜取撮影」と，

ASMEによる「Spot」は，考え方が異なっているからである。さらには，ザスポット」という書葉

のイメージは，人によって，てんでバラバラなのである。

　一方，倣取率を20％とし，その他については判定基準も含め，UW－5！にする」という撮影方法

も実際に存在する。その場合の撮影を，旧いASMEの用語を参考にして，私は「p敬搬謡

R撚め蓼撒鋤狙と呼ぶことにしているのである。

　一一UW－52に補足すべきこととして，「ブ欝一ホールは欠陥とは考えない（算定しない）」とい

うことが重要である（その理由はUW－52本文の注記欄に記載されている／。

　極言すれば，ブ羅一一ホー一ルで穴が開いていても，「合格」となる場合があるということである。

まあ，外観検査で不合格になるではあろうが。

　さらにつけ加えるならば，「ブ欝一一ホー一ル（搬ow　HO董εぬという書葉は完全に「和製英語』であη，

英語圏の人々には通じないということを強調したい。私は金属や溶接を専門とする外国の検査官

（胎鱒就tor〉約鶴人に，ザあなたはブ費一一ホールという需葉を知っていますか％という質問を永年

続けてきたが，知っていたのはたった4人であった。しかもその4人は，全員が5年以上も縫本

に住んでいるので，ブ欝一ホールが縫本の罫方言誘であることを理解している人達ばかりであった。

　ヂブ欝一ホー一ル」は，正式な英語では「Po獅sity」又は給総P蟹oslt狛なのである。

　一だから，私の会社の英文報告書の欠陥名称の説明棚には，喰H　l　Poro蝋y」と明記してい

るのである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一三2一
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5．平成㊨年度後期αW主任試験技術者試験問題解脱（放射線検査〉

問題鋼管の突合せ溶接継手の放射線透過試験を実施するに当って，次の溶接欠陥の①発生

　　原因，②透過写真上の欠陥像の特徴，③放射線透過試験要領書でとりあげなければなら

　　ない重要な項目及ぴその理由，を簡潔に述べなさい。

　　（i）開先面の融合不良，（2）横割れ

　　　ただし，欠陥の存在形態が分かるように溶接部の断面図（肉厚，開先の形状などは

　　　自由に決めて良い〉と撮影配置を図示しなさい。

　この問題は放射線の照射方向と面状欠陥（一部体積欠陥の部分も含む〉の検出についてのもの

であるが，解答者の中には鋼管を鋼板と読み違えている者が見受けられる。時閥の関係があるの

で，充分な内容は無理であるが，解答すべき項目に対して抜けがないように整理して解答を書く

とよい。

（王）開先面の融合不良　①発生原因1溶接操作の失敗（運棒，溶接電流の不適正等），②欠陥像の特

徴1溶接線に平行な線状，端部が不明瞭，③要領書記載項目及ぴ理由1面状欠陥である場合は，放射

線の照射方向に注意する。通常の撮影で不明瞭な場合は，開先面に平行な方向から照射して撮影する。

フィルムと増感紙の組合せも重要で，低感度超微粒子タイプと鉛簿増感紙を使用する。コントラストを高め

る上から低エネルギーX線装置が望ましい。二重壁片面撮影方法の例を図iに示す．

（2〉横割れ①発生原因1材質，溶接法，拘束状態等の不適正，②欠陥像の特徴1溶接線に直角に鋭

い線状を示す，③要領書記載項目及び理由二肉厚方向に入った面状

の欠陥であるので，管の中心に焦点を置く内部線源撮影方法（全周同

時撮影〉が撮影方法としては最適。図2に示す。横割れの面と放射

線の入射角度θを14Q以下にするためには，試験部の有効長さを下表

のようにする必要がある。微細な割れの検出には低感度超微粒子フ

ィルムと鉛箔

　　　　　　　　撮影方法
増感紙の組合
　　　　　　内部線源撮影方法
せが必要であ　（分害畷影〉

　　　　　　内部フィルム撮影方法
る。　　　　　　　二重壁琢面撮影方法

試験部の有効長さ

線源と試験部の線源側表面問距離L1の

1／2以下

l　　l

　　1
i　　l
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図1　2重壁片面撮影方法の例
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欝 θ

放尉線

横割れ
横割れの懸面図

　　　　内部線源撮影方法
横割れ　　　　（全周闘鋳撮影）

図2　横割れと放尉線の入射角
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窃．震災のあとで ㈱アイ礁ム・シー　井川　敏之

　1月i購未明。私は，寝室の書棚のガラス戸のカタカタという音で目を覚ました。ド地震だ。」

と思った瞬闘，グラグラと続いて停電となり……．阪神大震災である。電気は，約2時問後に復

旧したものの，CATVの局に被害があったのかテレビが映らないため，ラジオが唯…の情報源と

なったが，震災直後の混乱のためかしばらくはどういう状況なのか全くつかめなかった。やがて

CATVも復旧し，テレビに映しだされる倒壊したビルや阪神高速，更に拡大する一方の火災をみ

て，被害の大きさを感じたのは賢本国中誰もが同じであったと思う。

　震災から4ヶ月が過ぎ，その閥には関係者が被災地に入り，それぞれの分野で，それぞれの立

場から被害の実態を調査し，また，その結果の報告会も各地で開催されているところであるが，

私の立場から見ると残念ながら，施工不良の構造物の報告が散見されることである。鉄骨構造物

においても，UT施工の有無を議論する以前の不良鉄骨と思われるものもあり，今回の震災が，「建

築物が建ってしまえばすべて完了謡という考え方に警鐘を嶋らしたとも受け取れよう。

　私は，基準に基づいて，UTによって溶接部の善し悪しを判定するのが仕事であり，現時点では，

ギ正しいUT施工認が責務である。その場だけの判断ではヂ禍根を残す」ことも充分考えなければ

ならない。今回の震災で露見した不良鉄骨もその…例であり，また，私が二年前に経験したのも

その一例といえる。その経験とは，平成5年1月に兵庫県下の都斎の裁判所から，ヂある建物の鑑

定を依頼したい。」との電話を受け取ったことに始まる。およそ縁がないと、懸っていた裁判所の門

をくぐり証需台に立ち，罫鑑定入として公正に鑑定を行う。認旨の宣誓書を読み上げた。内容は，

お金を借りて建てた鉄骨3階建の住居について，施工者がデお金を払え」といい，建築主が「欠

陥住宅にはお金は払えない」といって争われているようであった。証言台に立って，ザどのような

個所をノどのような方法によって∬どのような基準で講と，原告と被告の弁護士とやりとりを

する中で，弁護士の口からは，「突合わせ溶接ノすみ肉溶接∫スカラップ」など専門用語が飛び

出し少々びっくりした。裁判所の事務官に証拠として提出されていた図面を見せてもらい，裁判

官から書面にて示された「鑑定依頼書」により2月に作業を行い鑑定報告書を作成し提出した。

ここで私が述べたいのは，この裁判の結果ではなく私たちが聞接的に関与している鉄骨構造物に・

ついても，裁判にまで持ち込まれるケースがあったということである。

　今回の物件が，UT施工を義務付けていたかどうかは別として，施工者にヂ建築物が建ってしま

えばすべて完了」という気持ちが皆無であったとは思えない。建築後何年も経ってから耐火被覆

や天井，壁までも剥がして鑑定まで行うとは建築時には誰も、思わなかったことであろうが，現実

には争点となっている。阪神大震災の写真集を眺めつつ二年前の経験をダブらせると，何か共通

の部分があるように見えてならない。最後に，なぜ裁判所から，直接私の会社に依頼の電話がか

かってきたのかということであるが，「αW認定会社のうち兵庫県のA種認定会仙とのことで選

ばれたと聞かされた。また，私の会社の社名は「アイ・エム・シー」でア行の一番初めであり，一

番初めに記載されることが多いのも一因であったのかもしれない。
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7．協議会だより

1．平成7年度・春期総金開催

　平成7年4月雛騒　（金）に，東京・上野・池之端文化センターで春期総会を開催しました。

　総会には，会員器社／％名／およぴ4月田付で新たに認定を受けた8社が畠席しました。

　議事は次の通り進行しました、

　1〉代表幹事挨拶（中野代表幹事〉

　2〉新規会員紹介

　3〉平成6年度事業報告（安藤純二・東日本地区幹事代表／

　4〉平成6年度会計報告（若林雅志・会計幹事〉

　5）平成6年度監査報告（逸見俊一・監査役〉

　6〉平成7年度事業計懸（案／／安藤純二・東β本地区幹事代表〉

　7）平成7年度会計予算（案〉（若林稚志・会計幹事〉

　平成6年度の事業報告では，目本鋼構造協会（JSSC〉分科会活動，JSSCに資格認定制度への要

望書。倫理委員会活動，懲罰委員会設置（案〉，技術部会活動および技術講習会等，多項目にわた

った広い説明報告がなされました。

　また，平成7年度事業計爵（案／では，主な活動として次の事項が盛りこまれました。

　三）当協議会の会則およぴ選挙規定の見直し

　2〉講習会も平成6年度に引き続き，建築鉄骨溶接部外観検査と超音波深傷技術講習会の開催

　3〉委員会活動としては，

　　①ヂ県協議会藩への対応を含めド受入検査」拡大のための対策．

　　②建築鉄骨分野以外への他産業分野へのCIW参入の調査。

　　③JSSC分科会活動。

　4〉料金適正化対策として，全会員を含めて一層の知恵を出しあい，適正価格を維持できる様

　　に活動。

　以上の議事は，全て賛成多数で承認されました。

　なお，今回は特別講演として，東京都・都市計画局・多摩東部建築指導事務所・専門副参事の

田極義明氏によるr震災の教酬を今後に生かす」という演題で，非常に有益でかつ，貴重な講演

を戴きました。

　総会終了後は（社〉日本溶接協会・溶接検査認定委員会による新規会員の認定証授与式があり，

夕方からは懇親会が開催されました．懇親会は，旨本溶接協会・藤田譲会長および建設大臣官房

官庁営繕部・福岡和弥係長の挨拶の後，縫本溶接協会の森直道專務理事の乾杯で始まり，招待客

約30名を交えてなごやかな内に終了しました。

驚．阪神大震災他義援金について

　阪神大震災では兵庫県および大阪府にあります会員およびその社員に多大の被害が発生しまし
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た。当協議会として，会員のための義援金募集をしましたところ，会員瓢社と（社〉麟本溶接協

会殿とを合わせて161万円にもなりました。

　早速，被災された会員にお見舞金をお贈りしました。会員皆様のご協力ありがとうございまし

た。心から御礼申し上げます。

猛．お知らせ

　平成7年度のαW試験及び研修会の碧程を，下記のようにお知らせ致します。現在，試験にお

ける2次試験の実施方法を検討しておりますので，下記の予定に出る場合もあります。正しくは

案内パンフレットをご確認下さい。また，締切りはそれぞれございますので事務局にご確認下さ

い。なお，研修会についても内容を検討しております。

（お　平成7年度後期検査事業者認定のための技術者試験

　i次試験　平成7年憩月2彌　帽〉

　　実施地区　東京地区1中央大学（予定〉

　　　　　　北九州地区1北九州テクノセンター

　　　　　　広島地区1広鶴YMCA会館

　　　　　　大阪地区1チサンホテル新大阪

　2次試験

　　　　　　　東京地区二平成7年i2月9縫（土〉韓本溶接協会　会議室

　　　　　　　北九州地区1平成7年鴛月9翼（土〉北九州テクノセンター一

　　　　　　　広島地区二平成7年鴛月9鶏（土）広島YMCA会館

　　　　　　　大阪地区1平成7年鴛月鶏饗帽）チサンホテル新大阪

（2）平成7年度後期認定試験のための研修会

　　　　　　　東京地区1平成7年憩月7縫　（土〉・8縫　（鋤　欝本溶接協会　会議室

　　　　　　　大阪地区1平成7年10月7目（土）・8翼　（購チサンホテル新大阪

　　　　　　　北九州地区二平成7年獅月2葺ヨ（土〉・2騰紹／北九州テクノセンター
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＜お知らせ＞

『CIW通信一RUMPES』の原稿募集

　『CIW通信一RUMPES』を刊行しましてから本年で早9年目になります。

CIW通信編集委員会では内容の充実をはかるために，読者の皆様方より原稿を募集してお

ります。より親しみやすい『CIW通信一RUMPES』にいたしたく，皆様方の原稿をお待ちし

ておりますので，奮ってご応募下さい。採用の方には，些少ながら謝礼を差し上げますのでよ

ろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CIW通信編集委員会
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