




1.住宅・都市整備公団の「工事共通仕様書－－平成9年版」

　における鉄筋のガス圧接継手の検査について

溶接検査認定委員会運営委員会

　去る平成2年7月に．住宅・都市整備公団の「工事共通

仕様書講一平成襲年版が発行されました。この工事共通

仕様書は、3年毎に見直しが行なわれ、住宅・都市整備公

団が発注する物件に適用されるものでありますが．平成麟

年版では．ガス圧接について（建築編第5章第3節〉の仕

様が平成β年版より大鳶く変更されています．このため．

ガス圧接継手の検査については．この工事塾通仕様書に

よる適切な対応が必要となります．

犠．ゼガス圧接講．について

　平成9年版の工事共通仕様書一建築編第講章鉄筋工事

第3節ガス圧接一は．次のとおり変更されている．

①圧接計爾書の作成（臼本圧接協会のr圧接管理技士諜

　が作成する〉が規定されている・

②圧接管理技士の任務が規定されている．

③圧接装置について規定されている．

④資格者として．圧接管理技士．ガス圧接に従事する

　技能者、自動ガス圧接に従事する技能者・熱問押抜法

　によるガス圧接に従事する技能者の資格について規定

　している。

⑤施工前試験について規定されている。

⑥圧接継手の検査は、外観検査と超音波探傷検査を実

　施することが規定され（従来は．外観検査と、引張り

　試験及び超音波探傷試験とするが、特記にない限り引

　張り試験を実施していた〉．検査機関．検査技術者など

　の詳細が規定されている．

⑦外観検査及び超音波探傷試験で不合格となった場合

　の修正について規定されている。

黛．r圧接継手の検査』について
　圧接継手の検査で規定されている主要事項は次のとお

りである。

①圧接部全体の検査は、相応した技術と実績を有する

　ものとし．検査機関の組織体制、所有検査機器．検査

　技術者・検査の実績などにより公団監督員が承諾した

　第三者機関が実施する。

②検査方法は、日本圧接協会のド鉄筋のガス圧接工事

　標準仕様書露により．外観検査及び超音波探傷検査を

　実施する．

③検査を実施する業者は．第三者機関で．鷺本溶接協

　会の認定「溶接構造物葬破壊検査事業者等の技術種別

　認定（C笈W認定力を受けた事業者で．監督員の承諾を

　受けたものであること．

④検査を実施する技術者の資格は、臼本圧接協会のザ鉄

　筋ガス圧接部超音波探傷検査技術者技量資格勧であ

　ること．

⑤　外観検査方法及び判定基準は、ヂ鉄筋のガス圧接工事

　標準仕様書（臼本圧接協会ぬによる．

⑥超音波探傷検査の試験方法及び判定基準は．
　J聡Z3総露ヂ鉄筋灘ンクリー一ト用異形棒鋼ガス圧接部

　の超音波探傷試験方法及び判定基準」による．

絡．3．7　施工前試験諜

笈　自動ガス圧接に先立ち実施される施工前試験は，同一

施工条件で同一径で径別に供試体を農個作成する。

慧　作成された供試体は，騒．3．懲に示す外観検査と超音波

探傷検査を実施する．

3　超音波探傷検査に先立ち実施される施工前試験では，

検査が確実に実施できるように，圧接施工前の鉄筋端面

処理の状況の良・否等について，監督員及び超音波探

傷検査を行う技術者の立会いを受け確認を得る．

「5．3．β　圧接継手の検査講

圧接部全体の検査は，相応した技術と実績を有するも

のとし，検査機関の組織体制，所有検査機羅，検査技術

者，検査の実績等により公団監督員が承諾した第三者機

関が実施する。検査方法は（社旧本圧接協会「鉄筋のガ

ス圧接工事標準仕様書」により，外観検査及び超音波探
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傷検査を実施する．なお，熱間押技法によるガス圧接に

ついても，本節により外観検査と超音波探傷検査の両方

を実施する．

量　検査機関及び検査技術者

　1蓋1検査を実施する業者は，第三者機関で，臼本溶接

　協会の認定〈C夏W〉を受けた事業者に所属する者と

　　し，監督員の承諾を受ける．

　鋤検査を実施する技術者は，臼本圧接協会ヂガス圧

　　接部趨音波探傷検査技術者技量資格検定委員会藩が

　実施する検定試験に合格した者とする．

　（31検査技術者の，写真，検査経歴，資格証明書写し

　　を監督員に提出する。

露外観検査

　（蕊）圧接部のふくらみの形状及び寸法，軸心のくい違

　　い及び曲がり，その他有審と認められる欠陥の有無

　　にっいて，全数外観検査を行い記録し，監督員に提

　　出する．

　鋤外観検査の方法及び判定基準は，1社1臼本圧接協

　　会ヂ鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」による．

雲　趨音波探傷検査

　1齢試験方法及び判定基準は，」総23総驚く鉄筋コン

　　クリート爾異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方

　　法及び判定基準）による．

　燃抜取検査の箕検査灘ットは，特記な壷限り，蓋組の

　　作薬班が茎欝に施工した圧接箇所とする．

　③抜取試験のサンプリングは，笠検査灘ットに対し30

ヵ所を検査対象とし，抜取りは，鑓ットから均等と

なるよう無作為に行う．

㈱検査濃ットのすべての試験箇所が合格と判定され

た場合に，当該撚ットを合格とする。

㈲不合格と判定された灘ットは，全数超音波探傷試

験壷行い不合格箇所は欝、3．襲により修正を行う．

（⑤検査結果を記録し，監督員に提出する．

懸．灘．嚢修鞠

呈　外観検査で不合格となった圧接部の修正

　ω外観検査で不合格となった圧接部の修正は，（社）

　　日本圧接協会ヂ鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」に

　より行う．

　（2》外観検査で不合格となった圧接部は，修正後，再

　痩外観検査を実施するとともに．超音波探傷検査を

　実施する．なお，検査方法は轟、騒．＄による．

　③修正後，修正内容及び再検査結果等を報告書に記

　載し，監督員に提出する．

慧　超音波探傷検査で不合格となった圧接部の修正

　ω超音波探傷検査で不合格となうた圧接部は，圧接

　部を切取って薄圧接し，再圧接後，外観検査及び再

　度超音波探傷検査を実施する．

　㈱再圧接による修正が，部位的に好ましくない場合

　　は，監督員と協議のうえ修正方法巻決定する．

　（3〉修正後，修正内容及び検査結果等を報告書に記載

　　し，監督員に擬出する、
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盆．東京都財務局のr東京都建築工事標準仕様書』

　　　における鉄筋のガス濫接継苧の検査について

溶接検査認定委員会運営委員会

　平成憩年嬢月に、東京都財務局の「東京都建築工事標

準仕様書藩平成玉0年4月版が発行されました、本仕様書

は、東京都が発注する物件に適用されます。本仕様書は、

平成銭年4月版に比べ．ドガス圧接（建築編第羅章第4節〉藩

中の圧接完了後の検査に関する仕様が大きく変更されて

います。

　なお．変更点は、次のとおりです．

①検査方法は、外観検査及び抜取り試験（引張り試験1

　による検査であったものが．特記により引張り試験によ

　る検査の代わりに超音波探傷試験による検査を行うこと

　が出来る。

②外観検査は、目視又はスケールにより行い、対象は

　全圧接箇所とする．

③　引張り試験による再検査は、表の通り母材試験が加

　わる．

　　　　　灘　引張》鍵験による構検査の覇驚

霧欝撫調

　リー一ト用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及

び判定基準〉による．

（41超音波探傷試験の技能資格者は、特記による．特記

がない場合は、第三者機関で、（社旧毒溶接協会の認

定（C夏W〉を受けた事業者に所属する者で、（社1欝本

圧接協会が認定する鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査技

術者の有資格者とし．資格．技量及び経験の証明とな

　る資料を提出して，監督員の承諾を受ける．

（鋤探傷器は．始業時及び作業中に必要な点検及び確認

　を行う．

（61検査撚ットのすべての試験箇所が合格と判定された

　場含に、当該灘ットを舎格とする、

（71不合格際ットが発生した場合の処置は．略、4醗　不良

　圧接の補正諜の（2）による．

検査

種別

母
材
試
験

再
検
査
①

再
検
査
②

試験方法

不合格となった圧接片切

断籐所の両端で2本及び
同材環ットのうちから4
本、計6本を採取し、引
張試験3本、曲げ試験3
本を実施

再び同一環ットの圧接籔

勝から5本を抜き取り、
引張試験を行う。

再び同一篇ットの圧接簿

所がらi　o本を抜き取
り、引張試験を行う．

破断位置にかかわらず全
数の引張り強さが母材規
格値適合

破断位置にかかわらず全

数の、引張り強さが母材
規格値適合

合
格

合
格

④①により、下記の通り略。4．＄超音波探傷試験による

　検査3の項目が加わり、αWの名称が明記される。

⑤　新たに下記の通り嬉．4。麟　不良圧接の補正講の項目

　が独立した．

臨．購．融　超膏波探傷試験による検査講

ω検査ロットの大きさは．玉組の作薬チームが蓋臼に

　行った圧接箇所とする。

（21試験の箇所数は．1検査ロットに対し鐙箇所以上と

　し、試験箇所の選定はロットから均等な機会となるよ

　う無作為に行う、

③試験方法及び判定基準は．J聡Z306露（鉄筋コンク

臨．4．襲　不農圧接の補正講

（玉1外観検奮の結果が不良な場合は、次による．

　ア　圧接部のふくらみの直径やふくらみの畏さが規定

　　値に満たない場合は、再加熱し．圧力を加えて定め

　　られたふくらみとする．

　イ　圧接部のずれが規定値を超えた場含は．圧接部を

　　切り取って再圧接する．

　ウ　圧接部における相互の鉄筋の偏心量が規定値を超

　　えた場合は．圧接部を切り取って再圧接する、

　工　圧接部に著しい曲がりを生じた場合は．再加熱し

　　て修正する．

　オ　圧接部のふくらみの形状が著しく不適当であるな

　　ど有害と認められる欠陥がある場合は．圧接部を切

　　り取り再圧接を行う．

③引張試験による検査及び超音波探傷試験による検査

　の結果、不合格撚ットが発生した場合は．次による．

　ア　直ちに作業を中止し．欠陥発生の原霞を調査して．

　　必要な改善措置について監督員の承諾を受ける、

　イ　不合格臓ットは．監督員と協議を行い．次により

補正する．

（ア）圧接箇所を切除して再圧接するか．添筋により

　補強を行う。

（イ）超音波探傷試験による検査により、鷺ットの健全

　な圧接箇所を限定した場合．その箇所については．補

　強を省略することがで鷺る．ただし．試験方法及び判

　定基準は、「5．4．8超音波探傷試験による検査」による．
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3．鉄筋ガス圧接部趨音波探傷検査技衛者
　　　資格認定制度の概要

（社〉日本圧接協会 ガス圧接部超音波探傷検査技術者技量資格検定委員会

　　　　　　　　　　　　委員長荒川　総一郎

璽．はじめに

　従来、鉄筋のガス圧接部の晶質管理の方法は．現場で

施工されたガス圧接部を切り取って供試体とし破壊試験

〈引張試験〉を行う方法が主流でした．しかしこの方法で

は抜鷺取り率を商くできない、切り取った箇所の再圧接

を要する等の欠点があり、近年では趨音波探傷による非

破壊検査が主流となっています（奪糞黛〉．（社旧本圧接

協会では．この超音波探傷技術者の技量資格の認定試験

を実施し．技量資格証を発行し技量資格を認定していま

す．この有資格者は、平成憩年3月末現在で、2，4＄2名

登録されています．ここでは．この技量資格の認定制度

について・主として初めて受験する者を対象に、概要を

説明します．

黛．技量資格認定綱度の内容

　（社）猶本圧接協会では．」欝Z3総盛欝鍵（鉄筋コンク

リー一ト矯異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び

判定基準1に基づいて」欝Z識鴛鉄筋コンクリート用捧

鋼1以下、ヂ鉄筋」という。1のガス圧接部の超音波探傷

検査技術者の技量資格検定試験を実施し、技量資格を認

定するために．ヂ鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査技術者技

量資格検定規程」壷定めています、以下にその概要を示

します．

胴技量資格の種別と使用する探傷器

　鉄筋のガス圧接部の超音波探傷に用いられる探傷装置

には．奪糞鐙に示す汎用探傷露と導用探傷器があります．

奪真唾　趨膏波探鰯状溌

汎網探傷器は．一般の溶接部等の検査に用いられている

CRT付毒のパルス反射式Aスコー一プ探傷器であり、専用

探傷器は．鉄筋のガス圧接部にだけ適用可能な鉄筋ガス

圧接部専用簡易探傷器です．超音波探傷の技量資格は．

使用する探傷器により．汎用探傷器と専用探傷器のいず

れも使用できるヂA種」と、専用探傷器のみ使用できる

嬉種」とに分けられています．

灘峨探傷可能な鉄筋の種別

　技量資格ヂA種」．聴種漉とも探傷可能な鉄筋の種別は、

SD2弱A．S麗9灘、SD3賂及びSD3鈴で、その呼び名

は、D欝から翌）瓢の範囲でとなっています．

黛峨技量資格の取得と更新

　技量資格を新たに取得するには，（社1欝本圧接協会の

実施する検定試験に合格し．認定を受けなければなりま

せん。技量資格の有効期閥は．呂年です．また技量資格を

更新する場合は．1社）日本圧接協会の実施する更新試験

に合格し．認定を受けなければなりません．

：馨糞驚　汎矯探鶴雛（左）と奪爾探鰯羅《霜》
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2畷検定試験

　検定試験は．上記のようにr新規試験講とr更新試験ま

に分けられています。試験は、A種、S種とも新規試験、

更新試験のいずれにもかかわらず、学科試験と実技試験

とを受ける必要があります、学科試験は、筆記試験で．

次の事項について行われます、

　イ〉鉄筋に関する知識

　蘇〉鉄筋コンクリー一卜構造に関する基礎鷺識

　ハ〉ガス圧接に関する知識

　二〉鉄筋ガス圧接部の超音波探傷に関する知識

　なお．S種の有資格者がA種を受験する場合と．（社）

霞本圧接協会が実施する超音波探傷検査技術講習会にお

いて行われる学科試験に合格した場合は、学科試験が免

除される二とになっています、

　実技試験は，讃筆により鉄筋ガス圧接部の超音波探傷

を実際に行い判定することによって行われ讃す．

　　　　　　義睾　粟技試験の試験体本数

技黛資絡種鋼 試験の種類 試験体呼び麟 試験体本数

A種及び 織試蜘 難愛～ 欝本

s種 更新試験 亙》5豊 餐本
『

驚嘱受験資格

齢新規試験の受験資格

　新規試験壷受験しようとする者は．次のすべての条件

を満足している必要があります．

　イ〉満欝才以上の者で．検査作薬に重大な障害となら

　　ない身体機能を有する者

　瞬〉A種の受験者は、（社〉臼本非破壊検査協会認定の

　　超音波探傷検査蓋．驚、3種技術者のうちのいずれか

　　の有資格者

窯／更新試験の受験

　更新試験は．技量資格証明書の有効期限内（有効期限

の扮ヶ月より震ヶ月前まで〉にi回受験する事がで鷺ま
す．

黛略受験手続き

　受験の申し込みは．協会所定の用紙に必要事項を記載

し．（社1臼本圧接協会に申し込むことによって行なわれ

ます。（社）日本圧接協会では．申し込みを受けると受験

者の資格などを審査した上で、検定試験の場所、日時を

受験者に通知します。

窯一7受験準備

　受験者は、試験当臼に筆記用具の他．A種の受験者は

汎用探傷器、S種の受験者は專用探傷器を自ら準備しな

ければなりません．

2惑試験結果の判定と認定

　試験結果の合格基準は、褒黛のように定められていま

す．検定試験で合格と判定された者に対して．協会は技

量資格を認定し技量資格証明書が交付されます．

　　　　　　嚢黛　試験結果の禽格基準

試験の種類 満点 合格基準

新規試験 学科試験 蓋oα点 扮点以ヒ

実技試験 葦oo点 参○点以．駈

更新試験 学科試験 欝o点 簿点以上

実技試験 鷺点 ㈱点以上

講．平成韓年度の検定試験の予定
平成憩年度の検定試験は．次の臼程で実施されます．

嚢諜　平成鰺算簾の検驚試験の欝穫

開催地 試験難

東窟 平成膿年　導月9馨（土）、7月4馨（土〉

　　　韓懸韓葭（土〉、鷺月δ馨（土〉

成蕪年3月2⑪霞（土〉

橿岡 平成騰年6月馨β（土／

大阪 平成欝年5月23躊（土〉、欝月懸臓（土〉

名古騰 平成憩年7月欝難（土〉

札幌 平成騰年3月6鷺（土〉

　　　　　　7月4馨（土〉

韓懸韓葭（土〉、鷺月δ馨（土〉

4．平成鱒無度の講習会の予定
　（祉旧本圧接協会では．超音波探傷検査技量資格を得

ようとする者のために．技術講習会を開催しています．

この講習会では．超音波探傷検査技術関係の講義の他に，

探傷器の操作等の実技指導を行います．講習会は、窯欝問

行われ、第葱臼目は．ガス圧接及び超音波探傷に関する

講義が．第2日目は．実技指導と学科試験が行われます．

この学科試験に合格すると．検定試験において新規試験・

更新試験とも学科試験が免除されます．平成欝年度の講

習会は．次の臼程で実施されます．

　　譲鴻　箪成欝奪腰の超奮滅探傷検査技纐講欝金の難穣

醗催地 開催欝（いずれも金、土曜購

東京 平成瞼年護月3，4日、　6月轡，20賛

　　　9月鷲，嚢2霞、蔓艮月夏3，鱒韓

成簸年2月薦，欝聲

福岡 平成紛年嬉月騰，蓋旧

大阪 平成絡年4月鱗，25日、タ月23，無β

5．おわ妙に

　鉄筋ガス圧接部超音波探傷検査技術者の認定制度の概

略について説明しましたが、具体的には、（社l　lヨ本圧接

協会事務局（驚103－3230毒9雛、鮫xO＄一3器ゆ毒麟雛）に照

会してください．
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c解通儒

4．鉄筋ガス雇接部U　Tの技粥解鋭

日本超音波試験㈱池ヶ谷靖

慧．は器めに

　圧接部の趨音波探傷検査というと．溶接部の超音波探

傷を行っている人は．妨害エコー一がほとんどなく比較的

簡単な超音波探傷と考えている人が少なくない。そのた

め、現場の超音波探傷検査で問違いを犯すケースを見る

ことがある．

　そこで、圧接部の超音波探傷検査（以下圧接UTと略

す）の方法と実際の現場での問題点を紹介する。

慧．麗接U　T方法

　圧接UTは斜角二探触子K走査法を爾い、麟筆に示す

透過法により透過パルスの大壼さを画面の轟0銘の高さに

調整し基準レベルとする．

　この基準レベルから鍛醗ゲインを上げ、これを合否判

定レベルとする。このとき、籔黛に示すような翼逢査を

行い画面の響0％の高さ以、Lのエコー一高さが検出された場

合不合格とする．

探触子

3．圧接U　Tでの問題

（D　基準レベルがばらつく

　図壽に示すように．圧接UTはリブ上から超音波の送

受を行うため，鉄筋の径によって振動子に対して接触面

が小さく安定して探触子の走査を行うのが比較的難しい．

そのため、基準レベルの設定は経験が少ないと沁磁程度

のぱらつ鷺が生じる。（十分に経験するとばらつ鷺が数

磁程度まで低下する〉

　このぱらつ鷺は．基準レベル設定時に透過パルスの大

壼さが十分に得られない方向に作用するため、探傷雛の

ゲイン値を大きくし、かなり厳しい検査を行うことに

なってしまう．その結果．探傷時に小さなノイズを拾っ

たり、小さな妨害エコーを拾い誤判定をしてしまう．

厩接部 リブ

振動子

リブ
鉄筋

口

塑
籔潅　基準レペルの譲楚

（蓬）　綴径の鉄筋　　　　　〈む〉　太径の鉄筋

　　　鶴＄　鉄筋の》ブと探触子

蕊接部

　　　　　探触子約2D　　　病／“一
　　　　　　　　リブ
繭簾　　　／』

塑
1

圃定（のi（む）

←→
（⇔

約三．藝P

図2　探傷作叢

＼リブ

（2〉　超音波ビーム

　圧接UTでは、探傷方法及び圧接部のふくらみの存在

から、有効な超音波ピー一ムが当たる部分は．図4（畿）に示

すように全圧接断面の欝％程度でしかない．

　しかしながら、圧接面にフラットが存在する場合超音

波ビームの当たる中央部分と外周部分ではフラットの発

生密度は相関があるため、結果として圧接UTと引張強

度は強い相関関係となる．

　実際．図4（扮では不合格となるエコーが得られ図4（c）
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一澱塀薦β曜椛即卯⑳
ではエコーが得られない．継手の強度について検討する

と、図4（わ）の場合は引張強度が低下し破断位置も圧接

部となる場合が多く、図4（c〉の場合は引張強度がほと

んど変わらず破断も母材部となる場合が多い．（ただし、

曲げ試験では不合格になる場合が少なくない）

　つまり、圧接UTと引張強度は強い相関関係があると

しても、大鷺なフラットが圧接の外周のみに存在する場

合は、圧接UTで合格しても引張試験で不合格になる場

合がある。

　そのため、圧接UT合格・引張試験で圧接部破断の場

合．破面を観察し単純な見落としによる誤判定なのか検

出されない欠陥の存在によるものか確認する必要がある．

（それこそが貴重な経験の蓄積である1）

趨春波ビーム
の範懸 鉄筋外周

旋接の

遡

　　　　フラット

　　　　ー

漁澄
（のビーム有効範囲

　　　　　　図轟

（む）大フラツト　　（の微小フラツト

趨蕎波ビームと欠陥

（3〉　妨害工コー

　圧接UTで見られる妨害工コーのうち合否判定で誤る

妨害エコーはほとんどが次の露タイプである．

く逆方向への超音波パルス＞

　園灘に示す逆方向への超音波パルスが大鷺い場合、合

格の圧接部を不合格と判定することが多い．使用探触子・

基準レベルが誤設定・探触子の先端がふくらみに乗り上

i2Dを大きく超える場合i　探触子

　　　　リブ　　　／㎜

げている等でこの透過パルスが大きくなる．この透過パ

ルスのビー一ム路程は欠陥エコーと同一となるため．画面

のエコー位置では判別できずY距離を測定して判別する．

また、専用探傷器の場合あまりに過大な探触子の走査を

行わないことが重要である。

＜鉄筋を横断する透過パルス＞

　図蔭に示すように鉄筋を横断する透過パルスが大きく

なることがある。ただし、エコー一高さは特別な場合を除

いてかなり低く．ビーム路程が大きく異なるため専用探

傷器による探傷以外ではあまり問題にならない．

圧接部

　　㎝㎝婦喩翻脚㎜㎜剛吻脚鰍㎜勒　　　璽r鱒吻馴鰍横

塁週麺
i　　　　　　方向の弱いパルス

》ブ

駈接部

正方向の
パルス

懸接部

麟定（鋤

逆方陶の
パルス　　　　　　　鉄筋

　リブ

接触媒質

探触子

横断する
弱いパルス

窯ブ

図曝　妨霧濫識一例驚

4．現場作業での問題
（ユ）検査工程

　圧接部の探傷作業は．配筋噸圧接噛帯筋の圃定噸型枠

ゆコンクリー一卜打設の短期間の工程の中で検奮を実施し

なければならず．溶接のように遅れ割れの発生を考慮す

ることもないため圧接部が常温程度に冷却したら薩ちに

検査を行う場合が多い。そのため、検査工程を施工者と

十分に調整しないと検査が患来ない箇所が生じる．

（の　圧接箇所の見落とし

　鉄骨溶接部と異なり．圧接部は数が多く．圧接位置の

原則は定まっているが現場で決定することがある、その

ため、鉄筋構造・配筋・圧接部に関する十分な知識がな

いと圧接箇所の見落としが発生し、検査もれを生じる．

　できれぱ、圧接部の検査を行うために騰本圧接協会の

圧接管理技士の取得を望みたい．

5．記録を残すこと
　圧接UTは溶接部と此較すると探傷羅の検蛮デー一夕を

そのまま残すことが比較的容易に実現で鷺る．ピー一ク

ホールドでエコー一高さ情報を残したり、検査鷺時を残す

専用探傷器によって．第三者が検証できる検奮記録が残

る。そのことは圧接UTの信頼性向上に寄与するものと

考えられる．

振動子

　　　　　　　　参　蕎文　献

三1　社団法人縫本総接協会ド鉄筋ガス圧接部の趨音波探傷検奮」

　（i鱒4年改訂〉

園5　妨霧ヱ慧一例筆
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c解通催

羅．鉄筋ガス厘接部の超音波探傷検壷と引張試験

清水建設（株〉技術研究所実験技術部

　　　　　　　　　小早川　惑実

噸．はじめに

　鉄筋コンクリート構造物では．コンクリート打設後に

圧接継手の良否凌判定することが園難であるため．打設

前に、満足な継手性能を有することを検査し．確認する

必要がある．

　検査は，施工が正しく行われたか否かを確かめるもの

であり．施工の良否は、外観形状に端的に現れると書え

る、したがって、外観検査は正しい圧接作業が行われた

かどうかを確認する基本的な検査である．しかし，外観

検査だけでは内部欠陥の検出あるいは強度の確認は困難

であるため．超音波探傷検査や引張試験による検査を行

う必要がある．一般に．鉄筋ガス圧接部の検査は、外観

検査のほかに超音波探傷検査または引張試験のいずれか

壷選択あるいは併用して行っている．

　ここでは検査の一般事項と超音波探傷検査および引張

試験の検査方法、抜取方法．合否判定などについて述べ

る．

豊．一般事項

灘．1　検糞方法

　検登方法については、（社）9本圧接協会が最初に「鉄

筋のガス圧接工事　標準仕様書」（以下ヂ標準仕様書」と

いう）を鋼定したi鮪暮年には．抜取りく切取り）による

破壌検査しかなかったが、欝簿年の改訂仕様書において

初めて超音波探傷による非破壊検査法が盛込まれ．ギ圧接

部の検査は外観検査、破壊検査および非破壊検査の3種

類とする．」と定められた．その後．紛鱗年の改訂によ

り，ヂ圧接部の検査は．外観検査と超音波探傷検査によ

る．」として．外観検査と超音波探傷検査を主たる検査方

法とした．引張試験による検査は、外観検査および超音

波探傷検査よりも補助的な扱いとし．この検査方法を用

いる場合は設計図書によることとした．その理由として

は以下のことが挙げられる．

且）引張試験は．謄ットの大壼さ驚GO箇所のうち．葬箇所

　の引張試験を行い．不合格箇所がOであれぱロットを

　合格とする方法であり．この抜取検査方法では．ロッ

　トの晶質を極めて低いレベルでしか保証できない。

2〉引張試験による検査は、有効な非破壊検査方法がな

　かった時代の破壊検査方法であり．揺頼に値する非破

　壊検査方法が開発されれぱ．そのほうがより含理的な

　検査が可能となる．

3）検査結果の速報性、工事工程への影響塵．全数検査の

　可否の観点から、超音波探傷検査は引張試験による検

　査よりも優れている．

嬢）　臼本圧接協会が認定を行っている超音波探傷検査技

　術者の有資格者が．多数となり全国に分布しているこ

　と、また、鉄筋ガス圧接部の超音波探傷試験方法が」聡

　化されていることから．十分浸透した検査方法となっ

　ている．ことなどからである。

豊。灘検螢数量

　検査壷検査数量で分類すると全数検査と抜取検査に分

けられる．～般に、全数検査は．①検査が簡単で全数検

査が可能，②検査個数が少ない．③不良品の混入が許さ

れない、などの場合に行われ、一方、抜取検査は．①破

壊検査のように全数検査が不可能．②検査数量が多い、

③少量の不良晶の混入が許される．などの場合に行われ

る、

　圧接部の検査において．引張試験による検査は破壊検

査であるので，全数検査は不可能であり．抜取検査でな

ければならない．一方．超音波探傷検査は全数検査が可

能であるが．検査費用・工事工程との関連およびごく少

量の不良晶であれぱ構造耐力上問題となるような性能低

下は生じないなどの理由により、一般に抜取検査で行わ

れることが多い．

纏．超欝波潔傷検藍

欝．罎検査方法

　超音波探傷検査方法は．これまでは碧本圧接協会規格

の蟹A鑑SOO倣（鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査規準）

によっていたが、昭和63年に同規準が．」欝Z3総2（鉄
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二二二二二二二二二一澱謝陛灘撚摺購欝酵鰯
筋コンクリー一卜用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験

方法及び判定基準）として」欝化されたので．これによる

こととしている．

　鉄筋ガス圧接部の超音波探傷には．二探触子法による

斜角探傷法（難走査法〉を採用している。このK走査法

に先立って．反射波の強さを評価する基準となる入射波

量を測定するため．圧接部付近の鉄筋母材に超音波を透

過させる。この透過波量を基準エコ～レベルといい，二

探触子翼走査法による圧接面からの反射波の強さ（反射

エコー一高さ〉がこの基準レベルと比較して何鵡であるか

によって表現される．

　鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査法の主な長所と短所

を以下に示す。

激）　一般の溶接継手の超音波探傷では、欠陥の有無や欠

　陥の大きさはある程度知ることはできるが．溶接継手

　の強度のレベルまでは知ることができないのが普通で

　ある．鉄筋ガス圧接部の場合には、図璽は示すように、

　圧接面からの反射工コー一とその圧接部の引張強さとの

　間に明瞭な関係が認められ．圧接面で規格強度以下で

　破断するものは．あるレベル以上の反射エコー一が得ら

　れる．このように．探傷結果が直接その継手の機械的

　強度に結びつく点が特徴の一つであり、引張試験で不

　合格となる圧接部を趨音波探傷で不合格として検出す

　る割合は、約＄O％である．

壌．4

　　　　　　　　　

』壌1矧拳・

　○．3

張　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　のの
強○．6　　　　　　　　　　　0

さ　　　　　　　　　　　　　　　　○

　（）。4　　　　　　　　　　　　　　　　0

麟　麗繍37鳩

　　o　　基
　　　　　準
　　　　　黒○

　　　　　篇o　o　　　　　Q

　　o　o　lO　o　　　　　ゆ

Q8Φ。。

　　　　　ル＼

　員の技量に負うところが大きいことと、客観的記録性

　に乏しい点がある．

粉　鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査は、検査結果と機

　械的性能の相関関係が高いことが特徴であるが．すべ

　ての不良圧接部を検出できるわけではない．これは非

　破壊検査が本質的にもっている宿命であるが．この不

　良圧接部を検出で毒ない要因としては．①鉄筋端面が

　鉄筋軸にほぽ直角かつ平滑で．その端面が著しく発錆

　している状態で圧接を行うと．超音波を反射しない不

　良圧接部が発生する．②欠陥探傷範囲が圧接面の申心

　部近傍に限定され．圧接面の外周部分は探傷不能領域

　となり，この部分だけに存在する欠陥は検出できない．

　このように．超音波探鵬検査は畏所と短所を併せもつ

が．圧接部の検査方法としては．従来の引張試験による

検査よりも有効な検査方法であるといえる．

o．2 　　OQ

o
鷺一無し㎜30　峨4　司慈　司2　略
　　　　　　　簸大工灘一葛さ　（d騒〉

麟署　最大工認一高霞と引張強度の醐係

○

勃　超音波探傷検査は、非破壊試験であるため全数検査

　が可能である。また，抜取検査を行う場合にも．要求

　晶質に応じた抜取方法を選定できる．

3〉　引張試験では，実際の構造物中に使用される圧接部

　は玉本も検査していないが．超音波探傷検査は実際の

　構造物中に使用される圧接部を検査している．

4）　超音波探傷検査の問題点としては、検査結果が検査

婁．黛　合否判定レベル

　図玉の関係を利用して．反射エコー高さから引張強さ

の低い圧接部を検出することができるが．図申の点はあ

る程度ぱらついており．含格一不合格の境界をどこに置

くかが問題となる．

　どこを合否判定レベルとするかは．構造物の設謙者が

その設計思想に基づいて決めるべき事柄であるが，」欝驚

3062では．合否判定レベルを不良圧接部の見逃しを極力

防ぐ位置として．基準工灘一一レベルに対して一鍛鵡とし

ている、

欝．諺抜取検査の方法

　抜取検甕には多くの種類があるが、鉄筋ガス圧接部の

趨音波探傷検査には．抜取検査で見つかった不良晶は良

品と取り替え、さらに．不含格ロットは残りの全数検査

を行い、この検査で見つかった不良晶も良晶と取り替え

る選別型抜取検査が適している、また．抜取形式として

は、検査が簡単で購ットの合否判定が早く．検査数量の

変更が少ないことなどから一回抜取検査が多く用いられ

る。

　抜取方式は、ロットの大壼さN、抜取数蕊．その中に許

される不合格晶個数（合格判定個数〉礁によってきまる

が、以下に「標準仕様書」に記載されている一回抜取検

査を示す。

玉）　検査灘ットの大鷺さ

　抜取検査の蓋検査購ットの大きさNは、原則として同

一作業班が同一日に施工した圧接箇所とし．黛00箇所程

度を標準としている．

9



c解通儒

勃　サンプリング

　抜取数爺は、各検査鑓ットごとに齢箇所のランダムサ

ンブリングを行う。

3）　鶯ツトの合否判定

　讃ットの合否判定は．サンプリングした30箇所の超音

波探傷検査の結果、不合格箇所数が玉箇所以下のときは

類ットを合格とし、2箇所以上のと選はロットを不合格

とする．

の　鑓ツトの処鐙

　鎖ットの処置としては、合格灘ットはそのまま受入れ、

不合格導ットは残り全数の検査を行う．藻た．検出され

た不合格圧接部は．設計図書にしたがって修正を行い合

格圧接部としなければならない．

　超音波探傷検査法は、その僑頼性を考慮しても．検査

数壷容易に多くすることができる方法のため，破壊試験

より有効な方法であり．また．単に不良圧接部を発見す

るための検査手段として用いるのみでなく．不良発生の

原轡を追求し．圧接工事の管理．圧接作業の反省などに

役立つものである．

4．引張試験による検壷

轟．1供試体

　引張試験の供試体は、羊動、自動のガス圧接によって

異なり．手勤ガス圧接の場合は．実際の構造体に使用さ

れる圧接部の中から供試体を切取り、引張試験を行う。

自勤ガス圧接の場合は、圧接条件が一定であれぱ実際の

構造体の圧接部でもモデル供試体における圧接部でも同

等な継手性能が期待で選ることから．モデル供試体によ

る引張試験でよいこととしている。しかし、端面処理が

十分に行われていない場合や検査の結果．疑念が生じた

場合には、自動ガス圧接においても、施工された継手か

らの切取り供試体による引張試験を行う。

　過去の調査によると、引張試験のために切り取られた

部分の再圧接箇所の不良率が葬常に高いことから、引張

試験には酷質管理のためにかえって晶質を劣化させると

いう矛盾が内在している。

轟．謹　試験方法

　引張試験の方法は，」欝Z3鷲0に規定されており，引

張試験は、公的機関の検定済みの試験機で実施されるの

が一般的である．また．試験は監理・責任技術者立会い

のもとに行うのが原則であるが．立会えない場合には、

公的機関の試験所にゆだねても良い．

4．3含否判定基準

　合格判定基準は、」欝登77鍛（引張試験機）による試

験機を用い．切断箇所にかかわらず、引張強さが∬S　G

31鷲（鉄筋コンクリート用棒鋼）の規格値を満足した場

合を合格としている。

　引張試験では母材の」欝規格の引張強さを満足していれ

ぱよく、破噺位置は問わないことにしているが、圧接面

で破噺をした場合、圧接面に何らかの欠陥が存在してい

たことを示しているので．その原因を究明し．適切な処

置をとる必要がある．

4．4　抜取検査の方法

　引張試験は．実際の圧接部を切取るため当然抜取検査

にならざるを得ないが、この方法では．切取った供試体

そのものの性能しか分からないので、統計的な手法によ

り鑓ットとしての合否判定を行わざる逢得ない。

　ここでは一般に行われている抜取検査方法の例をあげ

て解説する．

i）　検査穏ットの大きさ

　検査鶯ットの構成は、つぎのいずれかとする。

①一組の作業班が田に圧接した継手箇所数を丑検査

　濃ットとする．

②継手箇所数が露00を超えるときは、欝00ごとおよび

　その端数ごとを亙検査欝ットとする．

2）　サンプリング

　抜取数識は．激検査ロットごとにランダムに5箇所の圧

接継手を選び．切り取ってそのまま供試体にする、

3）　鑓ットの合否判定

　ヂ標準仕様書」および」欝Z3鷲Oでは、引張試験の結

果が．誉本とも母材の引張強さの規格値以上であれば、破

断位置にかかわらず．その讃ット癒合格としている。ま

た、個々の団体の仕様書では、試験結果が母材の規格引

張強さを満足していても．圧接部で破断したものが玉本

でもあれば不合格としている場合もある。

4〉　謄ツトの処置

　獄ットの合否判定により、初回の試験結果からその検

査灘ットが不合格になると選とその処置は、次の二つに

分けられる．

　（亙）不合格試験体が笈本のと鷺は、次の①又は②によ

　　る．

　①同一の検査轍ットから、ランダムに憩箇所の圧接

　　継手を切取り、再試験する、再試験の結果がすべて

　　規格の引張強さ以上であれぱ、検査環ットを合格と

10
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　　し、玉本以上規格の引張強さ未満のものがあれば、そ

　　の検査灘ットを不合格とする，

②ただちに、当該検査ロットのガス圧接継手に対し

　添え筋等の補強をする．

　（の　不合格試験体が黛本以上のときは．その検査ロッ

　　トの不合格が確定するので．次の①又は②による．

①ただちに．当該検査麟ットのガス圧接継拳に対し

　　添え筋等の補強をする．

　②ただちに、当該検査灘ットのガス圧接継手を切

　　取って再圧接し、新しい検査撚ットとして改めて検

　　査する．

　この引張試験の抜取検査方法は、灘ットの大きさN篇

欝00に対して抜取数議罵騒であるが、図黛に示すように．

不含格晶個数¢が倉の場合．不良率欝％のような極めて

品質の悪い灘ットさえ約60％の確率で合格させ、簸牒扮

としても舗％の確率で含格させてしまう．

　このように200本中5～紛本の抜取数では．c瓢Oとし

ても不良讃ットを見逃す確率が極めて大煮い。かと書っ

て．抜取数爺を大壼くとることは、再圧接の囲難さや作

薬条件の悪さなどから、際ット全体の晶質癒かえって悪

くしてしまう恐れがあることや．検査費矯はもちろんの

こと．抜取った後の再圧接等の補修費も増大し．現実的

でない。また、不含格灘ットは、継手をすべて切断し，ガ

ス圧接をしなおすか．別の方法で不良継手を選別する必

要がある。このように引張試験では、供試体を切取った

箇所の再圧接を行うのに手問がかかる．検査結果を得る

のに時間がかかるなどの難点があること、また品質保証

レベルが不十分なものであることを認識しておく必要が

ある。

5．おわ鱗に

　圧接継手は．鉄筋欝ンクリート構造の中で鉄筋に作用

する力を伝達するという重要な役目をもっている・圧接

前．圧接中の検査・点検は・騒晶質をつくり込む擁という

意味で、圧接継手の晶質に大きく影響し、圧接後の検査

は、つくりこんだ酷質が真にねらった品質になっている

かどうかを確認し、圧接施工者が晶質棄保証するという

意味で重要な最終検査でおる．

　現在．（社〉日本圧接協会「鉄筋ガス圧接工事標準仕様

書裏では、圧接部の検査は．外観検査と超音波探傷検査

によるとして．引張試験による検査は、補助的な扱いと

している。

　超音波探傷検査法が確立されたことにより．鉄筋ガス

圧接部の信頼性は一段と向上したものと思われる．しか

し、ガス圧接部の晶質は、この検査法だけで確立される

わけではなく．また．超音波探傷検査ですべての欠陥を

検出できるとは限らないことも重要であり．趨音波探傷

検査の利点と限界を知って．適切な使い方をすることが

必要である．

　いずれにしても．最も重要なことは、超音波探傷検糞

または引張試験による検蛮を行う技術者は技量と知識の

研鑛につとめ．良心にしたがって正しい検査を行い．そ

のままの結果を報告するように心掛けることが最も重要

である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曝男の台所㌦奪難詑②

　　先臼、新じゃが芋をサラダオイルで紗めて、日本酒と味噌を絡めたものを作って、職場の女子職員に振る舞ったとこる、

　じゃが芋の皮を丁寧に剥いて食べた職韓がいたのですが、料理した本人としては少々不満が残りました。新じゃが芋は、皮

　も食べれ蕊す1

◎ザじやが芋の昧噌紗め藩

　じゃが芋はきれいに洗って（皮は剥かない）、電子レンジで柔かくし、中譲鍋にサラダオイルを熱して強火で紗め、薮面に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む焦げ目が付いたら酒と昧噌を入れて絡め謹す。味噌の焦げた香りが香ばしくなり蒙す。　　　　　　　イ　　レ＿

注難鞭羅灘2鵬夷ε叢讐篇饗翫う、篇　　絵ε認

難



c解通鱈

㊨．アジア・太平洋地域における閥DTの現状と将来
　　　（わアジア地域の中心位置であるシンガポール

日本原子力研究所大岡　紀一

　シンガポー一ルは薫鍵O年代の前半．造船活況で経済的に

も安定期にあり、位置的にも東南アジアの中心であった

ため．U瓢蹄／躍A／獄CA計画の実施に当たっては．

かなり積極的に参加するとともに、それらの計面に基づ

く非破壊検査のための教育・講練に関するトレー一ニング

を開催した．シンガポー一ルにおける近年の状況について

述べる．

噸．工業分野における閥ゆ丁

　種麿の工薬分野における瓢）Tはサービス機関あるいは

会社内のNDT技術者によって行なわれている．その技術

者の数はおよそ齢O人で．そのうちの3灘人がサー一ピス

機関所属である．簿鱒年当初の各工薬分野でのNDTに

関する仕事の割合を表璽に示す．このように石油精製及

び造船・修繕に占める割合は、ほぼ騎％である．

勲．トセーニング

　節國内トレー一ニング

　国内でのトレー一ニングコー一スは紛70年代の中頃からス

ター一トし。獣鑓R（S撫解脚驚亙薦t至臆聴o董St貌翻鍵媛覆磁

夏麟聡t翻R薦鰹磁）によって組織された．ここでの目的

の一つは．工業分野への臓）丁技術の普及と移転であり、

次の様な一連のNDTコー一スが行われた．

銭）材料の超音波試験

扮放射線試験

義慧

璽鞭磁鵬鞭細綿酵艦⑬騰 鷺鍍豊蹴魏械％むぞ獅璽》TW纏駕

穫）羅編継鍵y
嚇継油魏灘魂鐡薦葱騨耀鵬蜘　髄蓼
畷㌔鰍⑬む轟欝騰羨磯量

畷熱幽醗黛泌藩難麟痂醜麺蹴

・獺齪豊鵬総鐡遭《》鐸臨o欝

糖A鍵⑪聯鑓融

畷沁顯滋器繍遇c⑬懸鞭鵬蜘羅

癬獄融醜擁鞭塁縫灘通繍融の鞭む麹蓋君

畷）融熱簸総

魯丁職簸轡縫撫麺⑪織

・魏撮蝿翻

欄》癒融辮

瀦

鱒

沁

欝

欝
轟

旦

璽

蓋

蓋

笠

欝

£）材料の磁粉及び浸透探傷試験

ゆ放射線フィルムの解釈

ゆ工業用ラジオグラフィの安全性

ま）渦流探傷検査

齢NDT概説
　これらのコースが欝0年以上にわたって．各種工業分野

に受け入れられてきた．そして、ここ数年はAS翼丁レベ

ル3トレー一ニングコー一ス、認定試験のほか、サーモグラ

フィ、遠隔操作による渦流探傷検査、コンクリートに関

するNDT、複合材料に関するNDTの様な特定のNDT

コー一スに参加する技術者が増える傾向を示している。

　2〉地域トレーニングコー一ス

　シンガポー一ルでのすべてのコー一スが、㎜A（国際原子

力機関〉及び鑓SIRによって計面．実施され、その第蓋回

欝が紛倣年に開催された．シンガポー一ルの醤DTは．当

時の経済状況からみても．造船及びその修繕の分野を主

体に始談ったと雷っても過書ではなかった．

　扮7（》年代の半ぱ過ぎになると・NDTの分野は石油精

製及び金属製造工業に拡がった、そのため、先立って行

われた黛回の慧一一スに続いて第3回の先端的NDT技術に

関するコー一スが、脇鷺Aから派遣された欝本．オーストラ

リア、インドからの尊門家によって進められた．

　3〉尊門家派遣

　亙A鷺Aからの尊門家派遣に関しては．臼本から当時

A鷺S（アメリカン・ビ鑑一灘ウ・オブ・シップ〉の大谷

清史主任検査官が超音波探傷試験の講義及び終了試験を

行い、筆者が放射線透過試験の講義及び終了試験を担当

した。ここでの試験は、講義を受けた参加者がどの程度

理解したかを個入的にもまた．講師陣にとっても重要な

ことで、以後のコー一スに大いに役立った・この終了証明

を資格試験の～助とした國もある。トレーニングのため

の資料はJS餓擁のテキストを参考に作成し、これを基に

各國からの参加者に講義を行った、このようにシンガ

ポールでは．コースをスター一トしてしばらくの間は．

闘Aからの尊門蒙の受け入れによって実施せざるを得な

かった。しかし．葱弱5年にはシンガポールで育った技術

者が、ベトナムヘ派遣され、コンクリー一ト構造物に関す

12
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るNI）Tの応用について講義及び実習を行うほどになって

きた．

諺．認定鵜ついて

　シンガポー一ルでは認定規定を有していないが、各工業

分野における認定はASNTのガイドライン及びPCN（イ

ギリス1の資格認定によっている．NDTサー一ビス機関の

ほとんどは．聖C醤又はASNTのレベル3の資格を有する

一人ないし二人のスタッフを用意しており，レベル黛技

術者を認定している．社内におけるNDT技術者に関する

かぎり．時々他の独立機関によってレベル灘に認定され

る仕事が要求されている。最近では、第三脅機関による

認定あるいは葬常に評判の高い機関によって別途認定さ

れる技術者が増加しつつある．鍛8験鯨i鱒欝年までに認定

された技術者の数を籔黛に示す。これらは．ASNTのガ

イドラインによって社内認定した数である．

4．曜》Tサービス
　シンガポールでは．NDTサービスを行っている鍛を

超える数の検査機関を有しており．殆どは蟹内の4人～

40人のスタッフで占められており、わずかではあるが外

国系の会社もある．NDTやNDTに関連する仕事は．年

間の仕事量としておよそ懸1ミリオンシンガポールドル

で、NDTの仕事に関する工業分野（撫雌総t翻懸戯鯵βと

しては次の分野がある．

王）石油精製と石油化学

21造船
3）エンジニアリング

41建築
5》航空

⑤海洋構造物

7》ユーテイリティー

籔黛

Y麟鍵
M夏》丁

鱈嶽磁

鷲雛騰灘鍵ゆぞ難鵬o鰍磁 　　跳礁鍵
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嚢饗 ＄ v蹴沁囎 簿 s齢魯

膿 驚 v齪叢ゆ雛 窯 ＄灘騒

B興 胃 鷺 V躍沁囎 鷺 総騎
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嚢Y 露 v蹴沁懸 轟 鋳⑪倉
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茎今鱗 聾 齢 v簾蓋ゆ粥 欝 s欝o

簾丁 雛 v鍵沁囎 滋 騒誌o

熊丁 き v蹴沁蠣 騒 騰むむ

疑驚 嚢　　　　　膿 v鍵蓋o灘 簾 灘むo

三騨勢 鷺丁 三 A蠣麟童磁 置 鮪o⑪
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蕊．糀躍協会の活動について

　シンガポールにはNDT協会はないが、先の鑓S盤に代

わって現在はS鷺TSC（）が、コンクリートなどを主体とす

る搬）丁業務を実施するとともに．まとめ役をも行ってい

る．一方．NDT組織体く団体）の関心事はシンガポー一ル

溶接協会ISW鋤によっても面倒が見られている。約欝00

人のメンバー一シップを有しているSWSは、三つのASNT

レベル灘一ス及び試験がSWSメンバーのために行われて

いる．またメタラジストのためにも幾つかのNDTコー一ス

が用意されている．1鱒菖年に行われたトレーニングコー一

スとセ誌ナー一の状況を畿欝に示す．

窃．今後のシンガポールのNiゆTに
　　ついて

　前述した様に、欝呂O年代当初のシンガポールは造船活

況のもと、互A鷺A／RCA鵬）叢》計面にもとづくNDTのト

レーニングコース壷誘致し、アジア地区の中心的拠点と

して、シンガポー一ルで第一回のコースは成功を収めた。

そのため．その後も引壷続き毎年行われ五ヶ年の間に

RCA加盟諸國にあって各園およそ欝人に及ぶ奪門家の

育成に大煮く貫献して鷺た．今では．そこに参加した

方々は各々の翻で臓）Tの尊門家の中核となって活躍して

いる。なお．獄CA諸国における問題点は誰がレベル3を

与えるかなど認定・認証に関わる規定の整備が遅れてい

ることと．何と書っても機材の不足、併せてNDT協会の

組織作りがしっかりなされていないことである．シンガ

ポー一ルでは、なおASNTのレベル3による認定が主であ

るが、1SO鯨鷲一1鱒7に世界各国が移行しようとしてお

り、今後の対応ぶり及び動向に興味がもたれる。

謬蓬　．

　．獣
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二一側耀だ路塀朧即撃鮒
7．連載教育講座　第三回

石川島播磨重工業㈱　荒蝿　敬弘

第圏謡　鉄剣と青銅剣

　古代の戦いには青銅剣を用いていた。近代の武将で育

銅剣を用いた例は聞かない。いつしか青銅剣は鉄剣に制

覇された。この理由について考えてみよう．

餐．金鷹の聯ツプ即綾態図羅

　金属のマップとも雷える状態図からヒントが得られる。

状態図とは物質が置かれた環境で最も安定な状態を表し

ている．すなわち、その環境に充分畏い時間放置してお

くと、状態鴎に示された状態に変化していく．しかし、こ

の変化に必要な時間は非常に速い場合から．天文学的数

値に近いゆっくりした場合まで千差万別であるが．状態

図には示されていない．

　水は零度で氷に状態を変えることを知っている．しか

し．この現象はあくまで大気圧での変化であって．圧力

が高くなると異なってくる。無晒鑛の水の凝固温度を聞

かれてもすぐに答えられる人は希である．そこで図曜の

氷の状態図が必要になる．図亙では温度と圧力との関連

での水一氷の状態を表している・圧力が高くなると様々

な氷の状態（原子の配列の様子〉があることもわかる．

　金属の状態図では一般に金属の組成と温度との関係で
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黛

畷

金属の状態を表している．脊銅の場合には銅と錫の2元

系の組成を横軸に．温度を縦軸に示した図窯の状態図を

見ると理解できる、鋼の場合には図欝の鉄と炭素の露元

系で考えると理解しやすい．

驚．変態

　まず、憩0％の銅と叢00％の鉄について見てみよう．鋼

の場合は図濃で錫（S齢の比率が0％の縦線の変化を見れ

ぱよい．恥総℃以上の温度ではLの領域になっている．L

は金属が液体であることを意味し．凝闘温度が蓋G雛℃で

あることがわかる．一一方．それ以下の温度では金てαの

範囲に含まれている、

　鉄の場合は、籔3より凝嗣温度は欝鎗℃であることが

わかる・…方、賂鐙℃以下の温度での挙動は銅に比べて

複雑である、欝鐙触簸00℃ではδで、笈4G⑬幅瓢0℃の範

囲はγで、瓢0℃以下は認で示されている．
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嬢 5

　この鷹．β．γ……は金属の原子配列の違いを示して

いる。例えぱ鉄は鎌O℃以下の温渡では窃と呼ばれる鉄

の原子配列が安定であって．瓢0℃を越えるとγと呼ぱれ

る原子配列が安定な状態になることを意味している・同

じ療子配列逢持つ領域を相と呼んでおり．このように相

の状態が変化することを相変態と呼んでおり．変化する

温度を変態温渡と呼んでいる．

　この窃．β．艶・・…は金属の低い温度での相より顯番

につけられているらしい．それ故、岡じ認相の金属と

書っても岡じ原子醍列の様式壷持っているとは限らない．

実際に．鉄の窃相と銅の趨相では異なる原子配列を持っ

ている．

　ところが鉄の場合にβ相がないことに疑問を持たれた

方もあろうかと思う．古い教科書ではβ相が書かれてい

たという、磁鉦変態温度（キューり一点）を越え、雛0℃

以下の範囲凌βと称していた。その後．原子の配列その

ものは駕とβとで変化がないことから、β相の温度領域

壷含めて趨相と呼んでいる、

　ところでこの相変態が歴史的な悲劇を引き起こした一

つの要因となっている．扮麓年スコット隊は南極点への

一番乗りを目指して最後の力を振り絞っていた。南極点

にたどり蕾いたと壼には既にアムンゼン隊の旗が翻って

いた．スコットはその後に帰らぬ人になっている。

　スコット隊の悲劇は油を入れていた容器に穴が開き、

極寒地で最も必要な石油が全て流失してしまったことで

起こった．容懸ははんだ付で接合されていた．はんだは

鉛と錫の合金で融点が低く．これを接合する闘隙部紅溶

かし込んで行う．この錫は欝℃以上の高温では白色錫と

呼ばれる葬常に安定な金属であるが．一⑳℃以下の温度

では変態して脆い灰色錫になる・この灰色錫が少しでも

共存していると．欝℃以下の常温近傍でもしだいに全体

が脆い灰色錫に変化していく、錫器がこの現象を起こす

ことより軽錫ペスドとして知られていた．

　現在のはんだにはこの変態を防ぎ．低温でも白色錫が

安定になるように少量のビスマスが添加されている．

灘．金灘の配桝

　固体の金罵はイオン化した漂子が互いに密になるよう

に配列している．イオン化とは原子核の周りを回ってい

る電子の一部を解選放うた原子の状態を書う、解鷺放た

れた電予は電子雲の集団となって金繍イオン問を動巻回

り．電気伝導や熱伝導に寄与している．

　この原子は球形と見なして良く．最も効率よく電子壷

交換しあえるように配列して恥る．箱にパチン瓢玉を充

填すると鷺にいくつかの配列の様式が考えられるように、

金属にもいくつかの配列の様式がある．麹4には金属の

繭心立方格子

欝
○

郵
体心立方格子

六方晶格子

籔4　鐘体金鷹の構進
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配列の様相を模式的に示している．面心立方格予．体心

立方格予と六方鼎格子と呼ばれる配列が存在する．同じ

格子が無数に並んで金属を構成しており．それぞれの一

つの単位を格子と呼んでいる、無数に並んだ配列を面心

立方晶、体心立方晶及び六方晶と書う．

　最も密に原子が充填されているのは面心立方晶と六方

翻であり、体積の74％を金属イオンが占めている。体心

立方晶での充填率は体積の6＄％である．従って、結晶構

造が変化すると、原予の充填率に相当して体積変化も生

じる、

　図露の銅の場含の翻相は面心立方晶であり．温度が変

化しても液体になるまで面心立方晶のままで変化はしな

い．一方．鉄の認相は体心立方暴であるのに対して、γ

相は面心立方晶、そしてδ相は体心立方晶である．すな

わち、純鉄癒常温から温塵をゆっくり上げていくと．劔G

℃で体心立方晶から面心立方晶への変態がおこり、更に

MOO℃で再び面心立方晶から体心立方晶への変態が起こ

り．そして鱒鐙℃で溶融し液体になる．

　このように．銅では温度が変化しても変懇が起こらず．

一方．鉄では温度によって変態が起こることが．銅剣と

鉄剣の命運鷹分けた結果になっている．

縄．脅綱剣の強窃

　銅は展延性に窟む柔らかい金属として知られている．

温度を変えても変態がないので、大鷺な性質の変化は期

待で壼ない．銅単体では剣としてとても役立ちそうもな

い⑪

　銅に錫を混ぜて合金にすることで硬くしている．再度

図黛の銅・錫の二元系状態図を見ていただ鷺たい．綴で

示される領域は、駝○℃で悠魯％まで最大広がっている．

この窪相は単一な相であって．あたかも水に砂糖が完全

に溶けているような状態である．具体的には面心立方格

予で銅イオンの位置が部分的に錫イオンに置鷺換わった

（置換された〉状態になっている．このような状態を固溶

体と欝っている．

　水に飽和量以上の砂糖を入れると．砂糖の一部は溶け

きれずに沈殿して残る。銅に錫を磁相単相で示された領

域以上入れると，錫は銅中に溶けきれずに硬くて脆い金

罵間化合物などとして析出する．

　図躊の窮相の範囲は鎗O℃で最も錫含有量の範囲が広

く．温農が下がると急激は錫含有量の範囲は狭くなり．

笈のG℃以下ではほとんど錫を固溶で鷺なくなっている。も

し，反応が生じるのに充分な時間を与えて．ゆっくりと

冷却したとすれぱ．錫の固溶限を越える錫は窃稲中に金

罵間化舎物として分散析出するはずである．しかしなが

ら、麗0℃以下の温度でのこの析出反応の速農は極めて遅

い¢

　第二話の化学反応の時に．反応には熱振勤などによる

分子のエネルギーが反応に必要な活性化エネルギー一を越

える必要のあることを話した．温度が低い灘O℃以下で

の原子や分子の持つエネルギーは非常に小さく、反応の

活性化エネルギー一を越えて反応を完了するには極めて膨

大な時間が必要になる．

　通常の凝固速度においては．ε驚O℃以下で起こる析出反

応は観察されなくなり．従って．常温においても十数％

の錫を固溶した合金が得られる．

　銅に錫を多く入れていくにつれて，硬さは硬くなり、

反面脆くなっていく。単一の原子の配列に比べて．大煮

さの異なる原子が固溶すると．当然結酪格子に歪が生じ

硬くなる．更に金属間化含物のような硬い粒予が分散析

出することで硬さは更に硬くなる．析出物凌分散析患す

ることで硬くなることを析撫硬化と呼んでいる．

　この析出硬化は、時には溶接部を脆くし．割れの原因

となることもある．一方．アルミニウム合金ではこれを

利用して強化し．戦闘機や新幹線などの車体に利用して

いる．ジ諾ラル譲ン．超ジュラルミン．超超ジュラル叢

ンなどの熱処理合金がこれで．アル難ニウムにC騒．泓．

Z臨M鐸などを添加している。

　青銅剣に用いられた組成の代表例に．銅器％、錫鷺O％．

ニッケル黛．籏％のものある、また．青銅が多く用いられた

中国の西暦紀元前千年頃に書かれた「周礼毒工勧には

「金の六斉濠と称して膏銅の成分と用途が次のように記さ

れているという．

　　・鐘鼎の斉　　　（錫　騒％〉かね．かなめ

・斧斤の斉

・か戟の斉

・大刃の斉

・削殺矢の斉

・かんすいの斉

（錫

（錫

（錫

（錫

く錫

鷲％〉

黛o％〉

器％〉

欝o％〉

慕o％〉

おの

ほこ

はもの

やじり

かがみ．ひうちがね

　錫が多すぎると硬くなるが脆くなりすぎて．戦闘時紅

うける衝撃で剣が折れてしまうことになりかねない．ま

た．錫を欝○％まで多くすると金属の色が白色になむ．鏡

として用いられる。

　いずれにしてもこれらの育銅は硬くて脆いため．金罵

を叩いて延ぱすことがで煮ない．金属を溶かしておいて．

予め必要な形の空間を作成した鋳型の中に流し込んで圃

める鋳造により作られていた．

纂．鉄剣の強露

鉄剣の強さの秘密はこの変態にある．状態図に見られ
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る変化は．極めてゆっくりと温度を変化させて．熱力学

的な平衡鷹維持した変化であって．通常の温度変化（熱

処理）ではむしろ希かも知れない．

　蕩温に加熱してγ相とした鋼を水中に投入して急冷し

た場合には．面心立方晶のγ相が体心立方晶に原子の配

列を変える余裕のないままに低温までもたらされる、γ

鉄が低温でも残されている場合をオー一ステナイトと書っ

ている．

　しかしこのγ鉄は低温では極めて不安定である。この

ために．組成を変えることなしに格子のすべりによって

正方格子に変態していく。窃鉄の構造を少し引鳶延ばし

たようなものがで煮る。この変態をマルテンサイト変態

と呼んでおり，組織をマルテンサイトと呼んでいる。

　もともとオーステナイトは戯素を多く固溶でき、マル

テンサイト変態では炭素の拡散を伴う余裕がなく炭素を

過飽和に溶解している．マルテンサイト変態が起こる温

度をM＄と名付け、マルテンサイト変態が完了する温度を

醗と名付けている．これらの温度は鋼の組成で左右され

るが．慧OG℃とか書った温度でマルテンサイト変態が進行

する．従って．このM＄点温度までオー一ステナイト組織が

持続され．醗温度までは．オー一ステナイトとマルテンサ

イトの混合組織となっている．

　冷却速度によっては．マルテンサイト変態に先立って

種々の中聞組織が生じることがある。鋼を加熱してオー

ステナイト化させた後に急冷して硬化させる熱処理を焼

入れという、

　マルテンサイトは非常に硬く、反面脆い．これを再度

400℃前後と書った温度で加熱すると、過飽和の炭素が析

出し．結翻の歪が修正されてじん性が改善していく．こ

れを焼戻しと書っている．図難には焼入れ、焼戻しに

よって硬さが変化する範囲を炭素量との関係で示してい

る．

　このように鋼の場合には．炭素量と熱処理によって硬

さやじん性を操ることがで煮る．また、高温に加熱すれ

70
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鰹
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豊0
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　　　　焼入れの認ノ鱒纐　　　
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　　c（％）

0．80

轡籔　澱棄鋼の縫λれ綴嚇どし鵜よって変化する硬憲．

　難憲の範懸の燦覇羅との麗藻

ば容易に叩いて伸ぱすことも可能である。たたら吹きで

説明したように、炭素量の異なる鉄の塊を組合せて用い．

高温に加熱して叩いて伸ぱし、かつ鍛接で接合し、刀は

成形した後に熱処理により刃先は硬く．かつその他の部

分には適度のじん性を持たせることで名刀が作られた。

　このように．変態を利用し、かつ炭素量で容易に鋼の

性質を変えることができることが．鉄剣が鋼剣に取って

替わることのできた最大の理由であろう。

　なお、図1の氷の状態図は理化学事典に、図2、図3の

C鋳S艶、C欝難状態図は金属便覧（扮蔭0〉によった、図4

の金属の構造及び錫ペストの話は．E。欝．サビッキー一他に

よる「金属とは何かj　l獄難R畿磁slより借用した．図§

の焼入れ、焼炭しによる硬さの変化範囲は「金属を知る

辞典達（アグネ〉によった・また、周礼考工記の金の六斉

の話は桶谷のヂ金属と人間の歴史」（観鵬馳磁＄1によっ

た。

／ノ

　遜
　　　　　　　評
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豊．ローカル・インフ貯メーション

東北非破壊検査研究会研究会幹事
　三原毅（東北大学大学院工学研究科〉

　東北葬破壊検査研究会は．昭和㊨0年に発足後、研究発

表会を申心とした学術活動壷行って煮ました．平成3年

に故伊達和博元会長（東北大学工学部元教授〉を迎えたの

壷機に．会員の要望に応える形で、欝本非破壊検査協会の

認定試験のための講習会をスタートし．平成＄年からは、

東北地方の工場見学会を加え、活動を発展させてきまし

た．途中、小幡、伊達両会畏が共に任期途中で逝去され．

関係の皆様には御心配をかけましたが、幹事を中心に、

会員の皆様にも御協力を頂意．研究会活動もようやく定

常的に軌道に乗って鷺たところです．この爆月からは、東

北大学坂真澄教授を新会長に迎え、会則の整備．会員

へのサー一ビスの向上を目指して活動を進めています。

　現在の会員数は．正会員玉磁名．個人会員襲名．特別

会員（大学・研究所等）詑名の、合計露（濃名の大所帯と

なりました．会員も、広く東北銭県にまたがり、従来か

ら活動を続けられている、秋田，山形また福島の研究会

あるいは関係機関とも連絡を取りながら、東北地方とい

う地理的に非常に広いエリアの中核になるべく、活動を

行っています．

　例隼行います活動スケジュールの概要は．以下の通り

です．

　　3月1超音波葱種．震種、3種（日本非破壊検査協会〉

　　　　学科講習会

　　騒月：超音波逸種．2種、3種（臼本雰破壊検査協会〉

　　　　実技講習会

　　　　　（要望があれば他種目（浸透探傷等1にも対応1

　　襲月：研究発表会．総会

　　騒月：超音波蕊種、2種．3種（日本非破壊検査協会〉

　　　　学科講習会

　　静月：工場・施設見学会

　　U月：超音波1種、窯種．3種（臼本非破壌検査協会〉

　　　　　実技講習会

　日本非破壌検査協会で行われる、非破壌検査技術者の

ための技量認定試験対策の講習会を．超音波部門を中心

として春秋の黛回．グレードと学科．実技ごとに行いま

す。講師には、研究会の有志に加え，本部や他の支部か

ら招聴し．研究会発足以来、自然発生的なボランティア

講欝金のもよう

を基本として行って参り濠した．研究会では．独自の受

講テキストやカリキュラムを準備し．また実技講習では

会員手持ちの探傷器借用を含め．驚鯨3人に笈台の探傷羅

を用恵したりと．できるだけ密度の高い講習を墜指して

おります．現在までに．延べ攣00名程の皆さんに御利欝

頂き、東北地方の非破壊検査技術者の拡大に寄与して蕊

たものと自負しています、また夏に開催する研究発表会

では、医学．建築、農学等．広範な非破壌検蕊関連の研

究・技術を、東北地方のみならず全麟から講舗を招いて

お話頂いたり、会員の皆様の身近な技術を紹介し合い．

発表会後の懇親会を含めて、情報交換と溝性化に努めて

おります。さらに2年前から始めた見学会も．鐙名程魔

の出席を得て、個人的にはなかなか見学できない、非破

壊検査関連の施設、工場の見学を行っております．この

ように当研究会は、（社〉欝本非破駿検査協会の東北支部

的サービスを行うとともに．その枠に留まらず．他の学

協会や関係業界の方々も巻毒込んで、葬破壊検査に関連

する広い分野の、研究者．技術春の交流の場として．お

役に立てることを欝標に括動しています、

　当研究会の会員は．藩実に増加しておりますが．統計的

に見ますと東北地方は．他の地方に比べN腿技術者数が．

まだまだ少ないことが指摘されています、我々トはこれを．

東北地方が今後最も葬破壊検査関連の技術春の増加が期

待で毒る地区であるととらえ．本研究会の活動がその一

助になれれぱと考えている次第です．東北地方に関係す

る方はもちろん、他地方の読者の皆様にも．今後本研究

会を暖かく見守って下さいますようお願いいたします．
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嚢．Cl脚検蚕事業春協議会代表幹事就錘のご換拶 ゆ．
灘’
《勘

CIW検査事業者協議会

代表幹事　稲壇　僑夫

1東京理学検査㈱）

　誉月綿欝闘催の平成憩年度C獅検査事業春協議会定

時総会におき讃して．中野代表幹事の後任として平成

憩・難年壌の代表幹事に就任いたしました稲壇でござい

ます．

　嚢UM麗S誌面をお借りし一書ご挨拶申し上げます．

　就任に当たηまず最初に．葬力ではありますが業界の

ために全力嶽尽くす所存ですので皆様のご理解とご協力

をお瀬い申し上げます．

　昨年度は．当協議会創立欝周年壷迎え斯界関係の方々

ご臨席の下に記念式典・祝賀会を挙行することができま

した．あらためてお礼申し上げます．お陰をもちまして

現会員数は欝慧社癒数えるに至っております、

　今年度は．関係各位のご指導・ご協力の下に築藷あげて

参り蒙したこの財産凌基に．検査ブ灘集掻としての社会

的地位向上と．その役割達成に向けて今一麟、全力投球

していくこと慶今総会の確認事項といたしました．

　さて．ご存知のとおり　ギ建築基準法の一部改正」法案

が今国会に上程・可決されβ月鴛臼付で公布されました．

改正の骨子は．規舗緩和と国際化．仕様規定から性能規

定へ．検査機関の民閥解放と中闇検査の義務付け等であ

ります．その異体的実施については今後の検討に待つと

ころ大でありますが．検査の視点からは検査薬界の役割

が社会的にますます重要になること必定と考えておりま

す．

　また．住宅・都市整備公圃ヂ工事共通仕様書藩への鉄筋

ガス圧接部の超音波探傷検査規定化及び検査の実施は

αW認定事業春によるとの明文化に引選続壼．東京都の

ヂ工事共通仕様書」にも特記事項ながら圃様な規定が盛り

込まれました、

　このような勤向は．産業界における検査業界の社会的

地位が欧米に比べ著しく低い欝本にあっては大変な進歩

と考えます．第三者検査制度の確立に向けて．社会の信

頼に応えるために、当協議会として検査の僑頼性をより

高め．検査業界の倫理感を保持していく溝勤を展開して

参りたいと考えます．

　さらに．いろいろな面で麟際化が進む中で．品質保証

の重要な一要素を担う検査に関しても．検萱体制、要員

認証等で國際的標準の臼本への導入が検討されており蜜

す．関連諸団体にご協力しつつも．検査薬界として必要

な擬書を行っていく所存です．

　一方，昨今の経済環境は．バブル後遣症や金融関係の

破綻などの報道を取り上げるまでもなく一段の厳しさと

先行潅不透明感を増して煮ており検査業界もその渦中に

置かれております．このような鍋底状況下にある今こそ．

検査業界が一丸となって将来を踏まえた適正検査・適正

価格の保持を心がける時と考えます・今年度の協議会活

動の基本諜題として併せて推進して参ηたいと思います．

　いずれ1こしろ検査薬界内外の情報交換を密にし．信頼

関係をより高めていくことこそ重要と考えます、関係各

位のご理解とご協力を再度お願い申し上げ．簡単ではご

ざいますが就任のご挨拶とさせていただ藷ます。
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紛．協議会だよ夢

αW検査事業者協議会

1，平成槍奪度C脚検査覇業餐協議会定時総会

下記のとおり定時総会を実施いたしました、

風．目　時慧　平成紛年5月B欝（月〉

　欝：00触矯鐙0　定時総会

　欝漁0幅蓋7雲30　特別講演

　蓋7護O《》欝護0　懇親会

欝．場所竃東京浜松町東京會舘

3．出席会員数竃聡社　委任状銘社　謙騒β祉

爆．議事次第＝

　玉〉代表幹事挨拶

　の新規会員等紹介

新規会員として次の露社の入会が承認されました．

　○〈有〉大和検査工業　（福岡県l　E種〉

　○（株）エスビー一シー一テクノ九州（大分県l　E種〉

これにより．会員数合計は藩窯社になりました．

　3〉第薫号議案　平成麟年度事業報告及び平成蓼年度

　　　　　　　決算報告
　の第欝号議案　平成襲年度監査報告

　紛第3号議案　平成無・慧年度役員及び職務分担

　　　　　　　について
　⑳新代表幹事挨拶

　7）第4号議案　平成紛年度事業計爾

　鋤第銭号議案平成憩年度予算
　上記いずれの議案も承認されました．

聾。特別講演；次のご講演を賜りました．

　講師鴛横浜国立大学　工学部物質工学科

　　　　（安全工学）助教授　関根　和嘉殿

　演題ゴ保守検査に用いられる表面探傷技術の最近の

　　　　動勘
　なお．今年度は主として「適正検査／適正料金」の検

討を基本諜題とした活動を行います．

ll．平成簿・魍年度役醗及び職務分撫

標記について．定時総会で次のとおり承認されました。

○代表幹事　稲壇儒夫｛東京理学検査㈱｝

○東臼本地区幹事代表　逸見俊一｛㈱検査サー一ビス｝

○関西地区幹事代表　井川敏之｛㈱アイ・エム・シー｝

○西臼本地区幹事代表外山　弘｛新臼本非破壊検査㈱1

0企爾撫当幹事（3名）逸見俊一｛㈱検査サービス1．羅

崎眞純｛㈱臼本工業試験所1．飯田武薄｛東亜非破壊検

査㈱1

0技術担当幹事（3名〉安藤純二傭本超音波試験㈱｝．

井川敏之｛㈱アイ・エム・シー一1．重田博實｛関西エッ

　クス線㈱1

0広報担当幹事（3名〉　逸見俊一1㈱検査サービス1．

　鯉田畏生｛非破壊検査㈱茎．外山　弘噺饗本非破壊検

　査㈱｝

○倫理担当幹事（4名〉串野盛購｛㈱シーエックスアー

　ル｝．三浦邦敏｛エンジニアリングサービス㈱1．森　俊

　郎｛㈱北陸溶接検査事務所｝．飯田武欝｛東亜非破壊検

　査㈱1

0庶務担当幹事（灘名〉替林雅志｛㈱札幌工業検査｝．森

　俊郎｛㈱北陸溶接検査事務所｝

○会計撫当幹事（笈名〉若林雅志｛㈱札幌工業検劃

○監査役（玉名〉天海照之｛石州島検査誹測㈱玉

雛1．建築鉄骨溶接部の超欝波探鰯技術講習金予定

　協議会としての講習会癒次のとおり謙爾申です．

　黛．東京地区

　D日　時鴛平成恥年7月器臼（土〉
　の場所竃（財〉羅本溶接技術センター（メll崎〉

　3）定員ε錨名

　の内容雲
　①座学　○朧当て金付完全溶込み丁継手のル
　　　　　　　　ー一ト部からのエコー一判別方法に関

　　　　　　　　する指針（瓢慧櫓針〉講本文及び解

　　　　　　　　説及び最近の動向

　　　　　　○「角形鋼管柱溶接角部の超音波探傷

　　　　　　　　試験方法に闘する指針（紛懸改

　　　　　　　　定）講について

　　②「建築鉄骨溶接部の超音波検査技術実習」

　黛．大阪地区

　　黛）臼　時1平成無年襲月銭欝（土〉

　　欝）場　所ξ（財）電子科学研究所（大阪）

　　3）定員惑曝名
　　の内容：東京地区に同じ

　3．その他の地区

　　平成憩年嚢月燭鶏月に実施の予定。

2玉



c解通儒

”、お細らせ

平成憩年度後期のC酬試験及び研修会の臼程をお知

らせ致します．詳細及び申込締切日は．麟月中旬に送付予

定の各案内壷ご参照下さい。

　讃た．平成憩年渡　欝O騒7瓢ノW鷺S磁03による

溶接技術者のための研修会等も併せてお鐡らせ致します．

希望者は．事務局（03－3篇7一欝瓢）までご連絡願います。

夏　C璽W主任検査技術者及び主任試験技術者試験

亙次試験　平成憩隼鷲月懸臼　帽）

　　（東京地区／北九州地区／広島地猛／大阪地区）

欝次試験東京地区童平成難年玉月器臼　（土1

　　　　北九州地区雲平成慧年玉月23欝　（土1

　　　　広島地区1平成鴛年蓋月器臼（土）

　　　　大阪地区1平成難年箕月鍛臼　（臼1

叢　溶接部の検糞iに関する研修会

　　東京地区導平成鎗年紛月鍛臼（土1㌔器欝帽）

　　大阪地区慧平成憩年憩月鍛欝（土）鞠器臼（β）

　　北九州地区：平成憩年憩月鑓溺　（土1

　　　　　　～難月工鍵帽1

猛　蓋S《）拠7瓢／W鷺S鋭縫による溶接技術者のための

　研修会
特別級基礎編及び蓋級対象研修会

　　東京地区漁月黛臼（水）　5臼（土）

　　名古歴地区瀞月験臼　（水1・》鷲臼　1土）

　　大阪地区瀞月激縫　《火）旬4日　（金）

　　福岡地区1嚢月董7臼　（木1㌔⑳讐　（日）

欝級対象研修会

　　東京地猛瀞月3臼　《木1～欝臼　（土1

　　東京地区瀞月鍛臼（木）～26日（土）

　　静岡地区懇月鍵臼（月1㌔襲月慧臼（水1
　　名古麗地区濾月欝臼　（木1～膿欝　《土1

　　大阪地区漁月露縫（水1《一4臼1金）

　　福岡地区漁月購日　（金1㌔20欝（鋤
特別級応用編対象研修会

　　東京地獲瀞月欝欝縮）㌔30臼1水1
　　大蔽地区懇月黛黛欝（火1鞠艶臼1金）

　　福岡地賦瀞月盟臼　1火）～鱒欝　（金1

W　溶接技術者認証評価実施要領

筆記試験　平成憩年U月暮臼　（鋤

　　　（東京地区／静岡地区／名古屋地匿／大阪地区

　　　／福岡地区〉

　臓述試験　平成U年膿月銭目　（鋤

　　　（東京地賦〉

『qW通信潟UMP鑑S』の原稿募集

C夏W通信編集婁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、より親しみやすい謹“W通信：RU瓢囲醜にいたしたく，皆様方の原稿を募集して

おります．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。

　なお，本年より，騨G亙W通信；RU瓢P鉱鋤に関するご意見・ご要望等壷電子メー一ル（猛

蹴鋤でも受け付けることが出来るようになりました。アドレスは，繊w＠聾甑鍵卸です。

CrW通信編集委員会
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CIWニュース・ラウンジ

　昨今、建設業界をはじめ各業界では、阪神大震災

を契機に．溶接構造物の非破壊検査の重要性が認識

されはじめている．

　このような状況下、長崎県非破壊検査技術研究会

（長崎県工薬技術センター一内）では．溶接部の非破

壊検査の重要性を鑑み．県内での葬破壌検査技衛の

普及・向上を念頭に．平成憩年3月に非破壊検査関

係設備を導入（表署〉．今後、導入した設備を有効活

用し．各部門ごとに最高憩名までの参加者による実

技研修会牽開催していく予定．講師は．（社旧本非破

壊検査協会により認定された3種の検査技術者を主

体にしている．実技研修講師の登録者数を表黛に示

す．

　実技研修会を開始するにあたり．去る感月暮臼．開

講式が開かれた、開講式には．曝O名以上が参加し，各

設備の実演に五感を集中、実技研修会をはじめとす

畿嘱　平戴鳩奪壽懲鵜購入した叢な葬破壊検驚識備

給（メ亦礒〉「

露

講
1暮

露

議輔墨羅離麟塗1

欝．

離

闇講式での轡一プ露ツト

麟

磯購顯醸

趨音波探傷鐘置

定置型磁粉裸傷襲腰

携帯型極問式磁紛探傷羅

ブラックライト

フイルム観察羅

フイルム濃度謙

水洗槽

超音波洗浄羅

試験片乾燥羅

轡1
　突、撫蕪、、’

轟欝麟灘に闇催婁れた叢技購鯵の晦よ養

る長鰯県非破壊検査技術研究会に関する問い合せは、

長崎県工業技術センターまで．

　なお．他都道府県においても、このような催し物

があれば．是雰αW通信編集委員会まで情報提供を

お願いしたい．

轟鷺　雲技瞬鰯講騨の燈録餐数

研修　科　目 登録者数 講舗のND亙資格

趨音波探鶴検資 慧名悠挫より〉 濤種泌犠、黛種激犠

磁紛探蕩検萱 騨名（2社より〉 3種工名．驚種感名

浸透探傷検萱 蔭犠（2社より） 隷種2魯．2種喚犠

放尉線検萱 鐙名（骸社より〉 3種欝名
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・今号は．鉄筋ガス圧接部の検査特集を企画しました．これは．住宅・都市整備公鐡及び、東東都の

辻様書に圧接部の趨音波検査はCIW認定会社に所属する技術音によることが記されたのをうけて企

顧したものです。いかがでしたか？

・鷺UM麗＄編集委機一岡、読者のより舞近な、又、その時々の話題を満載した誌面作りを心掛けて

いますがなかなか思うようにいかない現塞にとまどっています・

・より多くの方々に読んでいただくために配布先をC互W認定会社本社だけではなく．営業所単位で

送った方が読者に喜ばれるのかな？と考えたりしています．読者諸氏のご意見をお聞かせください、

編集委員　＄．H．
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