




1．電気工作物の溶接の技術基準の解釈におけるNDI資格者について

（社）日本非破壊検査協会会長　大岡　紀一

　電気事業法に基づく溶接検査の対象になっている原

子力発電所および火力発電所の配管溶接部の焼鈍作業

所において平成9年9月に温度記録に関する不正行為が

発覚し、これを機に溶接の技術基準適合性確認の所在

が設置者にあること、品質向上・合理化を促進するイ

ンセンティブが働く仕組みおよびモラルの向上を図る必

要性などが指摘されました。

　そして電気事業法の改正を含む、通商産業省関係の

基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律が、

平成11年8月6日付けで公布されました。そこでは国が直

接電気工作物の技術基準適合等を確認するのではない

こと、設置者等の自己責任の下で保安確保のための取

組みをより一層推進することを促すことの方がより合理

的であるとの考え方に基づいたもので、安全管理審査制

度が導入されました。

　これに伴う施行規則、省令の改正が進められ本年7月

より施行され、そのため平成12年7月付で省令が機能性

化されることに伴い省令の技術要求事項の詳細を定め

た「電気工作物の溶接の技術基準省令および解釈」が

制定されました。

　安全管理審査については、その業務を国が指定する

指定代行機関（「指定安全管理審査機関」）に行わせる

ことができるものとしています。また、その業務を行う

指定安全管理審査機関および一般用電気工作物に係る

調査を行う指定調査機関などについては、公益法人に

限らず民問企業の参入を、中立性などの一定の要件が

確保されることを前提に可能としています。

　具体的には、原子力発電設備を除く事業用電気工作

物については、工事計画認可を廃止（届出化）する。

そして国による使用前検査，溶接検査，定期検査を廃

止し、技術基準への適合確認を設置者自らが行うこと

を基本とするとともに、設置者に対し、検査，記録の

作成・保存を義務づける（法定自主検査化）ものであ

ります。

　技術基準が性能規定化され、溶接部の形状、溶接部

の割れ、溶接部の欠陥および溶接部の強度についての省

令が改正されました。溶接部の欠陥については、「溶接

部は、溶込みが十分で、かつ、アンダーカット、オーバ

ーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホールその

他これらに類する欠陥であって健全な溶接部の確保に有

害なものがないものでなければならない。」となってい

ます。

　溶込みが十分とは溶接の施工方法並びに溶接部の設

計および開先面に適合するものをいい、健全な溶接部の

確保に有害なものがないものとは、溶接の施工方法並び

に開先面、溶接部の欠陥等、継手の仕上げ、非破壊試

験に適合するものをいっています。

　非破壊試験の見直しが実施され、非破壊検査員の資

格が次のように明確に規定されました。

　「省令および解釈」の抜粋

　第2項の非破壊試験は、次の各号のいずれかの者によ

り行わなければならない。

…、日本非破壊検査協会規格NDIS　O601（1991）「非破壊

検査技術者技量認定規程」又はNDIS　JOO1（1998）「非破

壊試験一技術者の資格及び認証」に基づく有資格者あ

るいはこれと同等と認められる民間資格に基づく有資格

者。

二、客観性を有した認定試験に基づく有資格者。

　これらは、発電用火力機器のボイラー等、熱交換機

等、液化ガス設備、発電用原子力機器の第1種容器、第

2種容器、第3種容器、第4種容器、第1種管、第3種管、

第4種管、第5種管に適用されます。

　以上、電気工作物の溶接の技術基準の解釈における

NDI資格者について述べましたが、これまでとは異なり

非破壊検査員の能力が（社）日本非破壊検査協会（JSNDI）

規格（NDIS　O601又はNDIS　JOO1）による資格の形で具

体的に示された規定となったわけです。

　このことは、国内では初めてのことであり、30年に自

る認定歴史を誇り認定者数およそ33，000名を有するJSN－

DIの認定認証制度が認知された証であります。今後、

ND1有資格者各位の…層のたゆまざる努力に御期待いた

します。
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2．建築基準法等の改正について

宇都宮大学教授　田中　淳夫

　改正建築基準法（以下法と略記する）が6月1日から

施行されている。ここでは、仕様規定として残された鉄

骨構造に関する施行令（以下令と略記する）の条文

（第5節鉄骨造（63条から70条）、第8節構造計算（81条

から99条））とこれらに関連する告示の内容について解

説する。

　なお、今回の法改正の眼目は、構造設計の性能規定

化であり、その点は限界耐力計算の設定に具体化され

ている。そして限界耐力計算で設計された建物では以下

に述べる各項目の規定（仕様規定）は適用されないこ

ととなっているので、この点は注意されたい。

1鋼材関係
　今回の改正では、一般的に使用できる鋼材として、

従来の炭素鋼に加えてステンレス鋼が含められた。ステ

ンレス鋼については、従来法38条による大臣認定晶とし

て、一定規模の構造物について、ステンレス建築構造

協会の構造審査を経るか、個別に大臣認定を取得して

使用することが規定されていた。しかし、今後は、基本

的にこのような条件に縛られることなく、自由に設計さ

れ、建設されることが可能となったわけである。

　ただし、以上は法律的な扱いの話であって、ステンレ

ス鋼を用いた構造物の設計・製作には様々な点で炭素

鋼を用いた構造物とは異なった部分があるので、実際の

設計・製作・施工を誰でもが簡単に行うことは不可能

である。従って、この点の運用については、ステンレス

建築構造協会の構造設計指針に従って設計し、経験の

ある製作工場でステンレス構造特有の製作マニュアルに

基づいて溶接や高力ボルト接合面の摩擦面処理などを

誤りなく行うことが基本となる。

　なお、この改正に伴って、従来の一般的な鋼材を

「炭素鋼」と呼ぶこととなり、従来、一般構造用鋼材、

溶接構造用鋼材と表記されていた鋼材は、構造用鋼材

と表現されるようになった。使用できる鋼材のJISの種

類に関しては、法37条（主要構造部に使用する建築材

料）に関連する告示（建設省告示第1446号）に示され

ており、原則として従来のものと変わらない。SS400と

かSM400Aといった具体的な鋼材の種類は、令90条の関

連告示1794号の改正版に示されている。

　なお、法37条に示されている鋼材は、原則として総て

JISの規格材であり、ここに規定されていない鋼材は、

法37条に基づいた評価を受けなければ使用できない。従

って、冷間成形角形鋼管は訂KR材しか示されておらず、

BCP、BCR材に関しては、何ら規定されていない。BCP

材はもともとSN材を用いて製造された部材であるが、

告示1794号の改訂版では外側曲げ半径が板厚の10倍未

満の曲げ加工を施したものは原材（この場合SN材）の

許容応力度が与えられないこととなっているので、法的

に何らかの対応がなされないと使用できないこととな

る。BCR材については当面法38条の大臣認定材として

扱われ、将来的に37条の認定材となろう。

2　鋼材関係の許容応力度、材料強度

　鋼材の許容応力度および材料強度は、令90条および

96条に示されている。ここでは、ステンレス鋼関係の許

容応力度および材料強度が与えられている点が大きな変

更点である。なお、施行令では、これらの値は、基準強

度Fを用いた形で与えられ、炭素鋼、ステンレス鋼の基

準強度の具体的な数値については昭55建告第1794号の

改正版に示されている。この告示では、炭素鋼について

はSTKN，SNR，SWH，SSC材が追加され、鋳鋼も従来より

高強度の材に対する値が与えられた。なお、F値は総て

SI単位で与えられている。

　溶接部の許容応力度および材料強度については、令

92条および98条に示されている。ここでは、従来あった

作業方法による差がなくなった点が大きな変更点であ

る。すなわち、従来「建設大臣が高度の品質を確保し

得ると認めて定めた条件」以外で作業する場合に対応

する0．9掛けの許容応力度がなくなり、総てが基準強度F

そのものの値に基づいたものとなったわけである。この

点は、誰がどのような作業方法で溶接しても問題がなく

なったという意味ではなく、溶接作業は総て高度の品質

を確保することを条件として行うことを意味しており、

今後溶接施工についての法的な具体的運用が示されよ
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う。

　なお、従来の鉄骨製作工場の大臣認定は、この条文

に関して出されていた告示「高度の品質を確保し得る条

件を定める件（昭56建告第1103号〉」に基づいたもので

あり、この改正に伴って、従来の認定の根拠は消滅し

たことになる。しかし、 L述の状況を考えると従来の認

定工場の位置付けは更に重要なものとなると考えられ、

今後は従来とは形を変えて認定工場制度が存続するこ

ととなっている。

3　ボルト接合
　従来、ボルトについてはSS400N／mm2級鋼およびそれ

以下の強度の鋼材のボルトに対してのみ許容応力度が与

えられていた。このことは400N／mm2級以LO）強度を持

つボルトを用いる場合でも400N／mm2級鋼材の許容応力

度でしか使えない状況にあったわけであるが、今回の改

正によってより高強度の5T（5．6、5．8）、6T（6．8）級鋼の

ボルトについても母材の強度に応じた許容応力度が与え

られ、ボルトの使用範囲が拡大された（令90条関連）。

　ただし、ボルト接合を使用できる建物の規模制限は従

来通りであり、ボルト孔の規定も、従来通りボルト径十

1mmとなっている点は変更されていない（令68条）。

4　高力ボルト接合

　高力ボルトを用いた接合部（継手又は仕口）につい

ては、令67条、68条に規定されているが、67条の関連

告示（建設省告示第斑64号）において以下に示す項目

が明示された。

　a）接合部における最小縁短距離の規定を設けたこと

　　この規定の内容は、日本建築学会の鋼構造設計規

　　準に示されているものと原則として同じである。

　b）　摩擦接合部の接合面の処理方法を明確にしたこ

　　と

　従来、高力ボルトの摩擦面処理については、許容応

力度の規定（令92条の2）において短期荷重に対して

0。45のすべり係数を得ることが示されていたが、明確な

処理方法については規定されていなかった。今回の改正

で、炭素鋼の摩擦面は、黒皮を除去した後に自然放置

して発生させた赤さび状態又はショットブラスト、グリ

ッドブラスト処理等でこれと同等以．ヒの効力を有するも

のと規定している。

　赤さび状態について「自然放置して発生させた」との

条件が明記されているため、薬剤処理による赤さび面は

標準的な処理面としては認められないこととなる。ただ

し、この告示の文章「一一…グリッドブラスト笠の方法

によって二一するものとしなけ
ればならない。」の解釈によっては、自然放置して発生

させた赤さび状態と同等以 ヒの効力があることが証明で

きれば薬剤処理も適用できる可能性はある。

　溶融亜鉛めっき処理面については、従来は法38条の

大臣認定を得た場合のみが対象となっていたが、今回の

改正では、許容応力度を低減する（すべり係数を0．40と

する）ことを条件として、…般的に使用できるようにな

一）た。ただし、使用できる溶融亜鉛めっき高力ボルトは

JIS規格品ではないので、大臣認定が必要である点は従

来と変わらない。

　高力ボルト接合部の許容応力度、材料強度、基準張

力については基本的に変更はない。使用できる高力ボル

トは、原則としてJIS規格材であり、このJIS規格の内容

からみてステンレス高力ボルトもこれに含まれる。トル

シアボルトおよび溶融亜鉛めっき高力ボルトは、当面法

38条の認定品として扱われ、将来的には法37条による

認定品となろう。

　ステンレス鋼の摩擦面は、無機ステンレス粉末入り塗

料塗装処理、ステンレス粉末プラズマ溶射処理等によ

って0．45以ヒのすべり係数が得られる状態とすることが

規定されているが、これは従来ステンレス建築構造協会

が法38条の認定を得たときの条件と同等である、、

5溶接接合
　溶接による接合部に関しては、令67条（接合）関連

の告示（建設省告示第1464号）に「溶接による場合、

次に定めるところによる」として以下の規定が示されて

いる。

　構造耐力上主要な部分の溶接部は、割れ、内部欠陥

等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとし、かつ以

下0）条件を満たすこと

　a）　突合せ継手の食い違いは、板厚が15mm以下では

　　1．5mm以下、15mmを超える場合は、板厚の1／⑳以

　　ドかつ3mm以「とする，、

　b）　柱梁仕口部における梁フランジは、通しダイアフ

　　ラムの場合は、ダイアフラムの板厚の範囲に収まる

　　こと。内ダイアフラムの場合のダイアフラムと梁フ

　　ランジのずれ量は、はりのフランジ厚btfが柱のフラ
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　　ンジ厚ct∫以下の時はbtfの1／4かつ5mm以下、btfが

　　ctfを超える時にはbtfの1／5かつ4mm以下とする。

　c）　0．3mmを超えるアンダーカットはあってはならな

　　い。ただし、その総和が溶接長の10％以トで、か

　　つその断面が鋭角的でない場合には、深さ1．Omm以

　　下のアンダーカッi・は許容される。

　L記a）、b）、c）の規定値は、基本的に日本建築学会の

「建築工事標準仕様書JASS6鉄骨工事」（1996）に規定

されている限界許容差とほぼ同じ値である。なお、a）、

b）に示された値を超えるずれ、または食い違いが生じて

しまった場合、構造耐力L問題のないように適切に補

強を行えば許容されることとなっている。

　この他、溶接材料は溶接される鋼材の強度レベル以

LO）強度レベルのものを使用することが規定されれてい

るが、これはアンダーマッチングの溶接材料の使用を認

めていないことを意味するだけで、特に問題となる規定

ではない。鋼材の溶接条件は、告示を含め法的には規

定されていない。ただし、法37条の関連告示では、溶接

材料はJIS規格品を使用することが規定されている。

　従って、例えば…般的な炭酸ガスシールド半自動溶

接においては「JIS　Z33i2軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接

ソリッドワイヤ」に規定されたYGWnやYGW18を使う

こととなるが、このJISの解説には、下記の解説表1に

「鉄骨造建築物におけるワイヤの使用区分」が示されて

おり、「柱一はりの溶接では、各適用鋼種において所定

の機械的性質を確保するため、解説表1のように入熱

及びパス問温度を管理する必要がある。」と記述されて

いる。

　そこで、通常はこの解説表！に示された溶接条件を

採用することを基本と考えるべきであろう。なお、入熱

鼠40kJ／c搬以内の場合、パス間温度350℃以下という条

件は、日本建築学会の鉄骨r事技術基準に示された条

件と同じである。また、この解説表1に示された溶接条

件は、新しい制度による認定工場では必ず守ることが規

定されているので、基本的な溶接条件と考えるべきであ

ろう。

6柱 脚

　柱脚に関しては、これまで具体的な規定は設けられて

いなかったが、今回の改正で露出形式、根巻き形式、

埋め込み形式の3種類の型式の柱脚が規定され、それ

ぞれに対して令66条（柱の脚部）関連の告示（建設省

告承第1456号）で詳細な基準が疋められている。

　　　　　　　　　　　　　　　（平成12年8月現在）

解説表壕　鉄骨造建築物におけるワイヤの使用区分

溶接条件 適用鋼材の引張強さ

人熱（kJ／cm） パス間温度（℃） 400N／mm2級 490N／田m2級 520N／mm2級

1 15～20 ≦150 YGW－1i，15，i8，19 YGW41，i5，！8，19 YGW－18，19

2 15～30 嘉250 YGW－11，15，18，19 YGW4i，15，18，19 YGW48，19

3 15～40 ≦；350 YGW41，i5，18，19 YGW48，19
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3．ステンレス鋼材の概要

住友金属エ業（株）ステンレス・チタン技術部　秋山　俊一郎

1　はじめに

　このたび、改正建築基準法に建築鋼材としてステン

レス鋼が追加され（JISG4321）、さらに、法令化によ

って…般鋼材と同等の取扱いとなったことに伴い、ステ

ンレス鋼に関する知識を再認識して頂くため、その成り

立ち、特徴、建築構造部材としての今後について以下

に概要を承す。

2　ステンレス鋼の成り立ち

2．1　ステンレス鋼とは

園低Cr－Ni　加、正1硬化

304
i8－8

Nl 低加i二硬化

壽養圏

毒E翻匿劃
議剛

　ステンレス鋼は、鉄に11％以上のクロムを含有する鉄

系合金であり、20世紀初頭に誕生した比較的新しい実

用金篤材料といえる。

　JISの鉄鋼材料では、工具鋼やばね鋼、快削鋼などと

ともに「特殊用途鋼」に分類され、一般の鋼に比較し

て極めて優れた耐食性を有する材料として知られている

が、同時に、優れた耐熱性や機械的性質なども合わせ

持っている。

　ステンレス鋼の耐食性は、その表面に常に作られてい

るクロムの酸化皮膜（不働態皮膜）の作用によるもの

で、この皮膜は非常に緻密で薄く（1～3n驚）、しかも極

めて安定であり、機械的に破壊されてもすぐ再生する性

質を持つ。

2．2　ステンレス鋼の分類と種類

　ステンレス鋼を大別すると、主に鉄とクロムからなる

クロム系ステンレス鋼と、鉄、クロム、ニッケルで構成

されるクロム・ニッケル系ステンレス鋼に分類され、さ

らに、金属組織（結晶構造）により、焼入硬化するマ

ルテンサイト系、焼入硬化しないフェライト系、通称

「18－8ステンレス」に代表されるオーステナイト系、フ

ェライトとオーステナイトが共存する二相系などに分類

されることもある。

　現在、JISに登録されているステンレス鋼（SUS）は

80種近くあり、ステンレス鋼の姉妹鋼に相当する耐熱鋼

（SUH）と合わせると約120種、さらに、メーカー各社

　　　　　　・是濡・E鋸「蓋銅　　さ

繍13

匿魏E魏
図壌　オーステナイト系ステンレス鋼の系統図

独自σ）開発鋼種も多数ある。JIS登録グ）主な鋼種群グ）う

ち、オーステナイト系の系統図を図1に承す。

　なお、「磁石につくステンレスは低級」という誤った

表現を聞くことがあるが、磁性の有無は結晶構造による

もので、耐食性など他の特性を左右するものではない。

2．3　ステンレス鋼の生産

　ステンレス鋼は鉄にクロムやニッケルなどの合金元素

を多量に添加するため、その製造法は普通鋼とかなり異

なる。

　溶解は、スクラップや合金原料を電気炉で溶かしたり

高炉からの溶銑を利用し、さらに、炉外精錬を行うの

が一般的なプロセスである。その後、連続鋳造によって

製品の形状に合わせたスラブやブルーム、ビレットとし、

鋼板の場合は熱間圧延、冷間圧延を経て仕ヒげられ、

また、継口無鋼管、形鋼、線材ではそれぞれの加工が

行われる。

　ステンレス鋼の場合は、特に表面を美しく仕hげるll

夫がなされ、酸洗や光輝焼鈍、調質1。蔽延をはじめ研磨

など各種表面仕上げ仕様が用意されている。

　現在、日本におけるステンレス鋼の年間生産量は約

300万トン（粗鋼べ一ス）で、金鉄鋼生産量の約3％を

占めている。

3　ステンレス鋼の特性と用途

前述のように多くの鋼種があるため特性もそれぞれか
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表謹　ステンレス鋼と他の金属の特性比較

　　金幌の種類

　性

ステンレス鋼

鋼 アルミ 炭素鋼 チタンマルテンサイト系 フェライト系 オーステナイト系

SUS410 SUS430 SUS444 SUS304 SUS316

基本質量（比劇
　（9／cm3） 7．75 7．70 7．75 7．93 7．98 8．90 2．71 7．89 4．5i

平均熱膨張率
1α6・℃〉

9．9 10．4 10．4 17．3 16．0 16．8 23．6 12．6 8．9

熱伝導率
W／m・℃） 24．9 26．4 25．9 16．3 16．3 389．1 221．8 74．6 17．1

比電気抵抗
王α8・Ωm）

57 60 60 72 74 1．7 3．0 13 55

磁　　性 有 有 有 無 無 無 無 有 無

引張強さ

N／mm3）
780 519 533 618 588 225 90 433 392

伸び（％） 25 30 29 59 58 45 35 41 42

硬さ（Hv） 260 154 172 170 170 50 23 132 130

焼入硬化性 ◎ ○ △ △ △ △ △ ◎ △

溶接性 △ ○ ○ ◎ ◎ ◎ △ ○ ○

成形性 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

耐食性 ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ △ △ ◎

優（大）◎一〇一△劣（小）

なり異なるが、代表的なステンレス鋼について、他の金

属材料と比較した特性を表1に示す。

　SUS304の機械的性質は、耐力については普通鋼と同

程度であるが、引張強さが著しく高く、そのL、伸びは

普通鋼よりはるかに優れている。

　耐食性はステンレス鋼の最も優れた特徴であり、耐候

性、耐酸・アルカリ性や、耐酸化性などの耐高温腐食

性は多くの金属材料の中でも出色の性質を持つ。

　しかし、その耐食性にも弱点があり、ハロゲンイオン

に対しては注意する必要がある。例えば、海浜近くのス

テンレス鋼は発銃しやすいし、塩素系殺菌剤や、塩酸

などの非酸化性酸の環境でも腐食することがある。

　ステンレス鋼の用途分野は非常に広く、古くからの化

学機械、食品加工機器、産業用機器類や家庭・業務用

機器に加えて、建設用や自動車、鉄道車両などの輸送

用途、さらに新しくは電子機器など、あらゆる分野に広

がっており、それぞれの用途分野の要求特性に応じた新

鋼種も開発されている。

4　建築構造部材としてのステンレス
　　鋼

　ステンレス鋼は一般鋼材と比べて高価なこともあり、

建設用途としては、これまでは主にその耐食性や装飾性

を生かした屋．根や内外装、装飾部材として使用されて

表2　ステンレス鋼の特長を生かした用途例5）

特　長
意匠性

耐食性

久性
耐火性 低漏特性 非磁性

構造特性
耐震性）

展示場，店舗 プラットホーム ホテル

商　業 アトリウム ペントハウス デパート

屋外階段

建築物

産　業
サービスステー

ョン

化学工場

海地帯工場施設
子炉関連建屋

冷凍倉庫

寒地施設

医療施設建屋

HD発電施設
屋

普通鋼と同等
使用可能

工 美術館 クリーンルーム 映画館 極低温研究 宇宙観測建屋
作 文化・研廃 水族館 温室 劇場 施設 リニアモーター

温室，研究所 ヵ一関連施設建屋

用 モニュメント 体育館 L屋 病院 立体トラス
途 立体トラス プール上屋 筋かい

その地 高架水槽 柱脚

サイロ 免震装置

地下収納庫

建設省総プロ「新ステンレス鋼利用技術指針」

一6一



2ヱ7RαMPES岬丁醜N2000♪

　　ゆ

礁
義

あ

熱

賑写翼晦．8

・綾設地／霞梨曝

　　　オーヴアラッフアントノ脳トナ…ズジ到昏リミテフ極

　　　三菱地辮ホームr株1
・鑓極／附235－SUS3鱗、コラムヘース＄CS縮A

・形　斌／円形鋸管、1　　　　、跨彫鋸管、繋鞭

・嚢i得無．／62、5トン

・姪上げ．／ヘアーライン

　　　　ゆ

、撫鋳
　　　　・、攣鰐♂∠多ぬ燈

　　　　　　　．鱒駐

塑、、鏑ラムベース

写真1構造用ステンレス鋼を用いた施工事例5）

きた。しかし、昨今の環境問題やメンテナンス性を重視

する立場から、耐久性と強度を評価し、トータルコスト

を考慮した建築構造部材用途にも広がりつつある。

　オーステナイト系ステンレス鋼は普通鋼で明瞭に現れ

る降伏点が見られないこともあり、強度メンバーとして

設計h扱いにくさがあったが、今般、改正建築基準法

で建築用鋼材として認知されたことにより、その不安が

解消し、逆に、ステンレス鋼の持つエネルギー吸収能力

や耐磨耗性、耐火性などこれまであまり注目されなかっ

た建材向け特性が見直されてきた。今後は、表25〉に示

すような用途が期待される。

　これまでに、ステンレス鋼が構造用として本格的に使

用された例を写真馨5）に承す。

5　おわりに

　ステンレス鋼の建築構造部材への適用に向け、平成

6年8月に（社）ステンレス構造建築協会が設立され、活

発に活動を続けている。そのつとして、今回の建築構

造用ステンレス鋼材のJIS化、法令化に引き続き、溶接

形鋼（溶接組立材）の規格化にも着手しており、さら

に、この分野におけるステンレス鋼の適用拡大が期待さ

れる。

　おわりに、ステンレス鋼の 般的な解説および建築構

造材に関連した資料を参考文献として掲げたので併せて

ご参照頂きたい。

　　　　　　　　参考文献
1）長谷川1｝三義監修ニステンレス鋼梗覧一第3版、ステンレス協会
　編、日刊、．L業新聞社P！（1995）

2）ステンレス協会編：ステンレス鋼データブック…建材編（1995〉

3）ステンレス協会編：ステンレス建材の上手な使い方（至995）

4）ステンレス構造建築協会編：ステンレス建築構造材ガイドブッ
　ク（玉997）

5）ステンレス構差建築協会編：ステンレス構造ガイドー施L事例
（20（｝0）

6）ステンレス協会編：ステンレスの初歩（茎997）
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4．ステンレス鋼材の溶接

石川島播磨重Tl業（株） 川嶋 巌

1　はじめに

　ステンレス鋼は縄織的に分類すると、オーステナイト

（γ）系、フェライト（α）系、マルテンサイト系、2相

（γ十α）系、そして析出硬化型の5種類に大別される。

建築用ステンレス鋼材は、γ系ステンレス鋼であり、溶

接性、加工性とも他の組織のステンレス鋼に比べて優れ

ているので、ステンレス鋼の内では、最も ll作し易い材

料である。

しかし炭素鋼と比較すると、その物理的性質が表1に

示す如く、大きく異なるため、溶接に際して注意しなけ

ればならない点も多い。ここでは、出来るだけ炭素鋼の

溶接性と比較しながら、 11作Lの留意点を示す。その

具体的な対策、メカニズム等については、紙面の関係で、

引用文献を参照いただきたい。

2　溶接材料の選定

　建築構造用ステンレス鋼材へ適用可能な溶接材料を

表2に示す。SUS304N2A以外の3鋼種には、JIS該当溶

接材料がそのまま使用可能である。SUS304N2Aについ

ては、JIS該当品では、引張強さの690N／mm2を満足で

きる溶接材料がない。しかし各溶接材料メーカーでは、

窒素等を添加した高強度の溶接材料を開発し保有して

おり、その 一例がステンレス協会規格SAS5214991の解

説に記されているので対応可能である。

　∬S　G4321の耐力（0．1％）と溶接材料の耐力（0．2％）

の求め方が異なるが、その強度差は、0。1％の方が5％程

度低い値i）を示す程度で、現状の溶接材料で0，1％の規定

値は1・分満足し、問題は無い様である。

表1　ステンレス鋼と炭素鋼の物理的性質

鋼　種 SUS304 軟　鋼 SUS304／軟鋼

密　度　　　　　　　　9／Cm3 7．93 7．86 ｝．01

比電気抵抗　　1∠Ω一cm（室温） 72 19．5 3．69

磁　性 なし あり ㎜

土ヒ　　禦も　　　ca1／g／。C（0～蓋00。（〕） 0．12 0．1i6 1．03

線霧彰張係数　　　　　×1（γ6／℃ i7。3 11．7 1．48

熱イ云導　　×｝（γ2ca1／cm／sec／℃（100℃） 3．89 11．9 0．33

ヤング率　　　　　　E　t釧cm2 ｝970 2110 0．93

せん断弾性係数　　　G　tf／cm2 758 840 0．90

ポアソン比 0．3 0．3 1．00

3　オーステナイト系ステンレス鋼
　　の溶接性と溶接施工上の留意点

3．1　溶接による変形

　オーステナイト系ステンレス鋼は、炭素鋼に比べて、

表1に示したごとく線膨張係数が約1。5倍、熱伝導率が約

O．3と低く、溶接により大きな変形2）が生じやすい。溶接

による変形の低減策3）として種々あるが、箪1に母材に

投入する熱を可能な限り小さく抑えることと、次に、発

生しようとする歪みを適正な拘束治具を考案し抑えるこ

とである。所定の変形重を超えた歪みは、機械的方法

や線状加熱法等により矯正するが、座屈変形などが発

生すると矯正も難しくなるので、十分な事前の準備が必

要である。

3．2　溶接割れ防止と溶接能率

　炭素鋼の溶接割れは、拡散性水素に起因した低温潮

れであり、予熱を行う事により防止可能で層間温度も

少々高くなっても問題はないが、ステンレス鋼の場合は、

割れが溶接金属の凝固過程で発生する高温割れ4）である

ため、溶接部がオーバーヒートしない様に、予熱は行わ

ず、層間温度も通常200℃以下と規制される。この様な

特性から、連続溶接等で層問温度の規制が、溶接能率

をLげられない原因になり、炭素鋼の溶接と比較すると、

ステンレス鋼の方が、能率的には劣る場合が多い。

　またステンレス鋼は、電気抵抗（表1）が炭素鋼の約3．5

倍と大きいため、溶接電流を高くすると、棒焼けが激し

く、アークが乱れる等の不具合が生じる。棒径4mmの

表2　建築構造用ステンレス鋼材への溶接材料の選定

母材　　　　溶接法 SMAW GTAW FCAW SAW
（」1SG4321）溶接材料 JIS　Z3221 JIS　Z3321 JIS　Z3323 JISZ3324

SUS304A　　　　　（童） D308 Y308 YF308 S308

SUS304N2A　　　（？i2） ※ ※ ※ ※

SUS316A　　　　（注1〉 D316 Y316 YF3圭6 S3圭6
SCS13AA．CF　　（蘭 D308 Y308 YF308 S308

SUSと炭素鋼の異材継予 D309 Y309 YF309 S309

（注圭）0，跳　肋（N／m盈2）≧235，粥長強さ（N／無m2）≧520，降伏比（（瑚≦60

（注2）0．1％1附ガ（N／註皿2）≧325，引張強さ（N／㎜2）≧690，降伏㌻ヒ（％）≦60

※：溶接柑料メーカーで開発し市販しているので，問合せて対応してト“さい。
注）新ll鐵のカタログより
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写真で　SUS304突合せ溶接金　　写真2　SUS304の突合せ

　属に発生した割れ（GMAW）　　　溶接部に発生した融合

　　　　　　　　　　　　　不良（FCAW）

最大電流値の ▲例を示すと、D308で150A、炭素鋼溶接

棒は220Aであり、70Aほど適正電流値が低く、ステンレ

ス鋼の溶接能率が上げられない原因の一つである。

　ここで取扱う鋼種で、溶接割れが発生するとしたら、

写真1に示すごとき溶接金属内に発生する粒界が開口し

た微少な割れである。これらの内在した割れは、開口幅

が非常に狭いため、非破壊検査による検出性が悪い。

この凝固割れ防止4〉には、溶接金属に数パーセントのフ

エライトを含有させることが有効であり、市販の溶接材

料には十分それらが配慮されているので、適正溶接条件

を守れば、溶接割れ発生の危険性は少ない鋼種である。

3．3　融合不良と開先形状・溶接姿勢

　ステンレス鋼の突合せ溶接における開先角度は、一般

的に80。、炭素鋼は60。と言われている。この数字そ

のものは、採用する溶接方法等により異なるが、ステン

レス鋼の溶接金属は、炭素鋼に比べて湯流れが悪く、

溶込みも浅いので、写真2に示すような融合不良が発生

しやすい。

　この融合不良を防止するためには、溶接条件との兼

ね合いもあるが、開先角度又はルート部のRを大きくす

ることが有効である。また溶接姿勢の選択も重要で、最

も高い電流値が採用でき、溶接の作業性も良い、ド向

き姿勢で出来だけ施 韮二することが、溶接欠陥の防止ト

も、能率向上の面からも有利である。

瓠7

3．4　裏波ビードの酸化による溶接欠
　　　陥の発生5）

　ステンレス鋼の溶接において、表側から裏面へ溶接金

属を形成する方法（裏波溶接）が配管関係で採用され

ている。この様な場合、裏側の溶融金属が大気に触れ

ることになり、写真3に示すごとく、裏面の金属が酸化

し、溶接金属が凸凹になり、溶接欠陥と判定される。

　これを防 止する方法として、通常、アルゴンガスによ

るバックシールドが採用される。炭素鋼は写真3のごと

く、バックシールドなしでも酸化によるビードの乱れは

なく健全であるので、この問題は、合金鋼特有の問題

であり、ステンレス鋼の溶接においては1・分留意する必

要がある。

3．5　低融点金属による液体金属脆化割れ

　ステンレス鋼は低融点金属による液体金属脆化割れ

感受性が高く、炭素鋼はほとんど感受性が無い。代表

的なトラブル事例としては、亜鉛メッキや亜鉛含有塗料

を溶接により溶融させたことにより、ステンレス鋼に割

れが発生し、大きなトラブルになった報告（～）が多いので、

1・分な配慮が必要である。

4　おわりに

　ステンレス鋼の溶接性は、炭素鋼と比較すると、溶

接変形が大きい、溶接の能率も悪い等、製作コス！・高

になる要因が多い。しかしステンレス鋼の優れた特性

（耐久性、美観、安全性）を考えれば、今後、建築分野

に益々利用拡大すると判断される。溶接部の品質は、

ここに記した様な特性を考慮して施工すれば、 卜分健全

な溶接部を得ることが可能であるので、少しでも業界の

順調な立ち上がりに、この記述がお役に 立てば幸いです。

　　　　　　　　引　用　文　献
1）小川1建築構造用ステンレス鋼溶接材料」溶接学会誌、第62巻
　第4号

2）佐藤「構造材料の溶接残留応力・溶接変形…

　第45巻第1号
3）占賀「ステンレス鋼の溶接変形とその対策」日本溶手女協会、特

　殊材料溶接研究委員会資料
4）西本「ステンレス鋼の溶接割れ」溶接技術（20（ゆ、V（）L．48．6、

　P．121－

5）溝「裏波才容垂妾用フラックス」　配管；技術、VOl－30、6

6）rステンレス鵡の亜鉛ぜい化について」　ll本溶接協会化学機

　械溶接研究委員会資料
　　SUS304　　　　　　　　　　　　　SS40

写真3　バックシールドなし裏波溶接ビードの形状
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5．ステンレス鋼へのU’rの現状

石川島播磨重工業（株） 荒川　敬弘

1　はじめに

　種々のステンレス鋼の中でオーステナイト系ステンレ

ス鋼は耐食性に優れるだけでなく、低温じん性や高温強

度にも優れ、また、溶接性にも優れており、溶接構造

物に多く用いられている。しかし、超音波探傷検査を行

うものの立場からは、少々厄介である。オーステナイト

系ステンレス鋼溶接部には柱状晶組織が発達し、超音

波の減衰が大きい他、直進性が損なわれるからである。

　オーステナイト系ステンレス鋼溶接部の超音波探傷試

験を行う場合の課題と留意点について述べる。

2　組織と超音波の性質

　オーステナイト系ステンレス鋼溶接部における超音波

探傷試験の課題の…つに、組織の粗さをあげることがで

きる。図葉に超音波減衰の ＾例を示す1）。特に溶接部に

おける滅衰が大きく、時には1MHzなどの低い周波数に

よる探傷が必要になることがある。1MHzの縦波超音波

の場合には波長は約6mmにも及ぶ。炭素鋼や低合金鋼

溶接部に比べて波長が長くなる分、欠陥の評価精度が

…般に劣る。

　しかし、より大きな課題はオーステナイト系ステンレ

ス鋼溶接部において大きな音速異方性が存在することに

ある。音速異方性とは結晶の方位により音速が異なる

値を示すことをいう。

　図2にオーステナイト系ステンレス鋼の柱状晶を超音

波ビームが進む方向と音速の関係の測定例を示す1）。固

体中には縦波（圧縮波）や横波（せん断波）が存在す

るが、音速異方性は波の種類により異なった傾向を示

す。SV波とは、板厚方向に振動する横波のことをいう。

すなわち、図2においては柱状晶の成長方向にせん断波

が振動している状態を指している，、また、SH波は探傷

面と平行方向に振動する横波のことをいい、柱状晶の

成長方向に直交する方向にせん断波が振動している場

合を指している。また、図は音速の最も速い場合を

100％で表し、各方位における音速を変化量として比率

で表している。

　図からもわかるように通常の横波斜角に用いられる

ε
∈

命
で

悉

〈　0．書

oo
麟
個
郷
緊

0．創

0　　　2　　　4　　　6　　　8

　　波長（λ）　　m閉

醐

図1　オーステナイト系ステンレス鋼母材及び溶接部中の超音波

　減衰

SV波を用いて探傷した場合には、最も著しい音速異方

性の影響を受けることがわかる。すなわち、柱状晶に沿

って、あるいは直交方向に超音波ビームが伝搬する場合

に最も音速は速いが、柱状晶の方向に対し45度の方向

に進む場合には音速は最も遅くなり、60％程度の値に

なっている。これに対し縦波や横波SH波の場合では、

音速の変化量はおおよそ80％と、横波SV波に比べて変

fヒ量はノ卦さい。

　なお、超音波の減衰の度合いも柱状晶に対する進行

方向で異なってくる。縦波では音速の最も速い、柱状

120

”0

（100訳

　90枡
翠
倒　80

e
蝦70
蜘

　60

50

　0　　　　　　50　　　　　100
柱状晶成長方向に対する角度（度〉

一縦波
も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

亀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

、

騨喚一・横波（SV波〉
臥　　　　ρ

、　　　　　　　　　　噺　　　　　’

　　　　　犠
　　　　　　　　　　　噛　　　　　　　　r　　　『饗

　　　　　　　　　　　8

一尋一横波（s糾
　　波）

職　　　　　　　　　　置

、　　　　　　　　　i
五　　　　ム　　　　ダ　、r血一

図2　オーステナイト系ステンレス鋼溶接部の柱状晶方位による

　音速の変化量
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晶の成長方向に対して45度の方向に進む場合が減衰も

最も小さくなる。

　この音速異方性は超音波の直進を阻害し、時には擬

似エコーを発生させ、探傷を著しく困難にする。図3に

この様子を示している1）。横波SV波が溶接部を伝播する

ように探触子を置き、溶接部を順次切削しながら超音

波が伝播している経路を、ダイナミックセンサーで測定

した結果である。超音波ビームは湾曲し、やがて柱状晶

の方向に沿って進み、試験体の表面に直角に近い角度

で反射する。この時に表面での反射波が探触子に戻り、

擬似エコーを形成する。このエコーの音源を超音波が直

進しているとして求めると、あたかも溶接部に欠陥が存

在するように評価してしまう。

　これらの音速異方性による超音波の進行方向の予測

は、現在ではシミュレーションによって予測されるよう

になっている2）。

　但し、ここで述べた音速異方性はオーステナイト系ス

テンレス鋼の溶接金属中に生じる柱状晶組織によるもの

で、母材部の場合は方位の異なる結晶粒が混在してい

るためにマクロ的には等方性と考えられ、音速異方性は

…般に生じない。このために超音波が母材部のみを伝播

する探傷では、多少結晶粒が粗いことを除けば炭素鋼

などと同様に通常の横波斜角探傷が可能である。溶接

熱影響部に発生した応力腐食割れを、端部エコー法を

用いて精度良く欠陥高さを測定できたとの報告もある3）。

3　探傷時の留意点
　従ってオーステナイト系ステンレス鋼の溶接金属中の

超音波探傷検査における留意点としては、音速異方性

を受けにくい超音波のモードを用いること及びノイズレ

ベルの低減を計り、可能な限り短い波長を用いることな

どを挙げることができる。

　図2から縦波超音波や横波であるSH波を用いると、

通常のSV波に比べて音速異方性の影響を受けにくいの

がわかる。縦波斜角探傷の場合、試験体中には縦波の

ほかに、縦波より小さい屈折角で横波も同時に送信さ

れていることに留意する必要がある。また、縦波が側面

に入射した場合、縦波の反射の他にモード変換による横

波も反射され、反射した縦波音圧は低’ドする。　一般に

は縦波斜角探傷では直射法による探傷が原則となる。

　SH波斜角探傷を、くさびに横波用の振動子を取りつ

けた探触子を用いて行う場合には、蜂蜜などの特殊な横

波用の接触媒質を用いる必要がある。水、油やグリセ

リンなどの通常の接触媒質にはせん断力がなく、横波を

試験体に伝搬させることができない。接触媒質の粘い分、

探触子の走査が困難になる。作業性に優れた接触媒質

、

　　、　　　　タ　、順次切醗しながら試験　　亀　　　　　’

　　、　　’　　　、　’　　　、，

ダイナミックセンサによるC一スキャン

試験方法
溶接組織の例

の

一5、80
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　　　　　　　　　超音波の伝搬経路

　　図3　オーステナイト系ステンレス鋼溶接部の超音波伝搬経路
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6．損傷評価の解説（4》

　一電気磁気による材料劣化損傷評価一

1　はじめに

　金属材料の電気的性質及び磁気的性質は、前回まで

に述べてきた超音波的性質と同様に、糸蓼彗晶粒界のボイ

ドやマイクロクラックにより変化することが知られてお

り、また、これらの不連続部だけでなく結晶組織や不純

物等の組成及び析出物によっても影響を受ける。この電

磁気的性質の変化は、材料の劣化・損傷の種類及び程

度に依存するため、すべての材料損傷に共通して適用で

きる手法はないが、それぞれの劣化損傷ごとにその評価

に有効な特徴量を選出することができれば材料損傷の評

価に適用できると考えられる。

　今回は電気及び磁気を用いた材料劣化損傷の非破壊

評価方法に対する基本的な考え方について概説し、そ

の適用例の…部を紹介する。

2　電気及び磁気の性質と非破壊評
　　価方法

非破壊検査（株）

試験体

交流電源

～

横野泰和

電位差計

趣曝鋸

　（1）電気的性質を用いる方法

　導電体である金属における電気的性質の最も基本的

なものは、流れる電流が加えた電圧に比例しその比率が

抵抗で表されるいわゆるオームの法則が成り 立つことで

ある。流れる電流が交流の場合、抵抗は複素インビー

ダンスとして定義される。このときの電気抵抗（インピ

ーダンス）は材料の性状に依存して変化するため、材料

磁束密度、B

測定部位

図1　交流電位差法の概要

評価のための重要なパラメータとなり得る。

　実際に適用する場呑には抵抗変化を直接測定するこ

とができないため、試験体に電流を流してそのうち局部

的な電位差を測定する。このとき、健全部における電位

差と比較して損傷部を評価する電位差法と呼ばれる方

法が用いられることが多いb。

　この方法は以前から主として表面割れ高さを測定する

場合に用いられてきたが、特に交流電位差法では周波

数が高いと表皮効果により導体の表面に近傍に電流が

集中するので、表面の微細な材料組織の変化を検出す

ることが可能となると考えられる。図1に交流電位差法

のシステム構成の概略を示す。

　（2）磁気的性質を用いる方法

　鉄鋼材料などの強磁性体を磁化させると、図2にノ1≒す

磁束密度、B 糞確塾二聖回

残留磁束密度、B　r

初磁化曲線

保磁力、Hc

ステリシス

　　　　＼
磁場の強さ、lI

＼
ノ彊ルクハウゼンノイズ

図2　強磁性体の磁化曲線の例
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疲労寿命比と交流電位差の関係
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図3　引張・圧縮による疲労寿命比と交流電位差法の結果との関係

ように、加えた磁場の強さに応じて磁化の程度（磁東

密度）が変化する。この関係を表す曲線を磁化曲線と

呼び、交流磁場を与えると磁気ヒステリシス曲線を描く。

このとき得られるパラメータのうち、磁化のされやすさ

を表す透磁率や磁化された材料の磁束密度をゼロにする

のに必要なマイナスの磁場の強さである保磁力などが材

料損傷評価のためのパラメータとして挙げられる2）。

　また、強磁性体が磁化される過程で磁壁の移動が生

じるが、このとき図2に示すように、磁化曲線が断続的

に変化する。

　この現象は磁気的なノイズを引き起こすことを意昧す

るもので、バルクハウゼンノイズ（BHN）と呼ばれて

いる。磁壁の移動は材料のミクロンオーダーの組織変化

に影響を与えるため、近年材料評価に用いる検討が進

められている3）。

3　電気磁気を用いた非破壊評価の例

　（1）交流電位差法によるクリープ疲労損傷の評価4）

　インコネル738LCの材料を850℃で引張・圧縮の低サ

イクル疲労を加え、損傷を与えた試験体に対して交流

電位差法を適用した結果を図3に示す。1回で種々の周

波数における電位差を測定するために、50Hzの矩形波

を通電して検Al～波形をFFTアナライザーでスペクトラム

分解して、求めた交流電位差の値と疲労寿命比との関

係を整理したものである。

　縦軸のバージン材で規準化した電位差の値は、高い

周波数では寿命比の小さい範囲から急激に増加するが、

寿命比が大きくなると増加率が小さくなる。これに対し

て低い周波数では、電位差は寿命比の小さな範囲では

ほとんど変化しないが寿命比が大きくなると急激に立ち

熱時効時間によるBHN振幅の変化

4「
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図4　バルクパウゼンノイズ（BHN〉法による二相ステンレス鋼の熱脆化の評価
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上がり増加する傾向がある。この結果から、損傷の初期

は低い周波数で、損傷の後期は高い周波数で評価する

ことが有効であると思われる。

　（2）バルクハウゼンノイズ法による二相ステンレス鋼

　　　の熱脆化評価5》

　二相ステンレス鋼で問題とされる熱脆化は、ある温度

範囲で長時間使用される際にスピノーダル分解によりフ

ェライト相内にc卜rich相が析出することが原因であるこ

とが知られている。この熱脆化は材料の内郭磁場の変化

として現れ、メスバウアー分析等の手法がその評価に有

効であると言われている。したがって、磁気的性質の変

化を捉えることが熱脆化の評価の可能性を有していると

考えられる。

　図4にフェライト量の異なる試験体（試験体A：

14。3％、試験体B：100％）に対して、熱時効時問と

BHNの振幅との関係を示した。図のようにフェライト

含有量によってその程度は異なるが、いずれの場合も時

効時間が長くなるほどBHNの振幅が小さくなる傾向が

得られており、定性的ではあるが脆化の程度を非破壊的

に評価できる可能性を有している。今後、測定技術や

信号処理によるSN比の改善等が可能になれば熱脆化評

価の有効な手段となり得ると考えられる。

4　まとめ
　電気及び磁気的な性質を用いた材料の非破壊評価方

法の概略と適用例を紹介した。上記の他に、電気的性

質を利用した手法として、3の（2）で述べた二相ステン

レス鋼のスピノーダル分解による熱脆化の測定に電気抵

抗法を適用した事例や6）、磁気特性を利用して疲労やク

リープ損傷などの材料損傷評価を実施した事例7）等が

種々紹介されているが、実用面で完成された技術は非

常に稀であるのが実情である。

　しかし、超音波とは原理的に全く異なった材料の性

質を反映することができるため、電気磁気的な手法を超

音波法と併用することにより、総合的に材料評価する

ことがその精度向上に有効であると言える。今後、コン

ピュータを利用したFFrやウェーブレット信号解析など

の周辺技術を有効に活用することと測定手法の改善に

より実機への適用が期待できる。
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4）磯野、坂根、大南：日本材料学会第28回高温強度シンポジウム、
　P．41（1990）

5）岡本、松原、宮本、横野、末次、今中：目本非破壊検査協会
　平成8年度秋季大会講演概要、p．287（1995）

6）Y．Yokono，S．Matsubara，T．Sas盆ki，」．Suetsugu：An　bcubatio難of

　Therm＆I　Embrl掘ement　ln　D疑plex　S餓inless　Steel，EPRI　NDE　for

　D＆mage　Assessme飢Worksぬop，Oct．6－7（1997）

7）佐々木、今申：磁気特性と材質評価（その3）磁気特性を利用

　した非破壊検査と材料評価、 r業材料Vol．46、No、2、pp．l　l5－

　121（1998）

“男の台所”奮戦記⑧　とろたく

　先日、知合いが海鮮市場へ行ったそうです。あるコー

ナーを見てみると「キムタク」の文字。名前だけを見る

と若い女性に大人気のタレントを想像しますが、「キム

タク」の文字の下には「ピリッと辛い大人の味」と書か

れてあったそうです。たぶん、キムチ風味の沢庵なので

しょう。イメージと実物との問のギャップに、知らず笑

みがこぼれてしまいます。さて、このような名前の付け

方は、最近の江戸前寿司でよく見かけます。例えば、

「ねぎとろ」、「あなきゅう」等々。

　今回のお勧めは、「とろたく」。とろろと沢庵？細かく

刻んだ沢庵をとろろに加え、温かいご飯の上にかけて、

するすると食べれば美味しいには違いありませんが、と

急欝詑ろが魅＿》
ん。実は、中

鋸鵡留　・嚢麟
れ、拒否感を顕わになさる方もいらっしゃるかと思いま

す。ところが、この「とろたく」、非常に美味しい。中

トロの中おちと刻んだ沢庵の異なった食感が微妙に合わ

さり、なんとも言えぬ美昧しさを醸し出しているのです。

　同僚が発見した食べ方ですが、ご家庭で作る手巻寿

司の際には、是非とも試して頂きたい…品です。因みに、

この同僚、馴染みの寿司屋で毎度の如く巻いてもらって

いるそうです。
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7、随想一ゴルフ哲学

アイ　シー・ティー（株） 中村 武

　このたび編集子より、ゴルフのことでも随筆にと依頼

があったが、内心私の最も得意とすることなので、つい

引き受けてしまったが、実のところなんとなく気が重い

のである。というのは、昔からゴルフの話しをするとき

に、 一人でもゴルフをやらない人がいたら、ゴルフの話

しをしないことがエチケットであると首われていたし、

ゴルフ談話は専門爵、志をはじめ無数に書かれていて、よほ

ど変わったことでも書かないと、一般の人には面臼くな

いということが分かっているからである。

　そこで勇気をふるって面白くもない話しをする非礼を

前もってお断りしておいて、厚かましくも表題の「ゴル

フ哲学」という大げさなテーマを掲げてみた。と言って

も哲学のテも知らない私が、ゴルフを始めたのが昭和38

年。客先の某大手造船会社の部長に勧められて、営業

上やった方がいいということになり、古物商から安いク

ラブを買って振り回すようになったのがキッカケ、実は

その部長が当時シングルプレーヤーで、その頃他に敵な

しの腕前であった。時々お伴をしたわけだが、この人か

らゴルフは哲学だと盛んに教えて頂いたものである。

　昔のことで何を言われたか殆ど頭の中を素通りしてし

まったが、後にそのことがいつの間にか身についていた

ように思う。また、それがルールにもマナーにも繋がっ

ているし、ゴルフ以外のビジネス・人生にまで関連があ

ることがわかった。

　その頃は大手客先の幹部の間ではゴルフが流行り始め

ており、中には工場内に練習場まで設けたところもあっ

たくらいである。なお、ゴルフは紳士のスポーツとして、

いろいろ厳しい制約があった。例えばあるゴルフ場では、

同伴者の合計ハンディが75以内であるとか、夏でもシャ

ツは長袖、無地、襟付きで（ワイシャツでやる人もいた）

入退場、食堂はジャケット着用とか、その他いろいろ…

　　o
　従って、ある程度L達しないと参加できないし、キャ

ディにも馬鹿にされると聞いていたので、一時は練習場、

ショートコースに熱中し、2年程してやっと本コースに

出たくらいである。

　元々私は厩り性で没頭するタイプであるが、ある期間、

一気に打ち込むことがL達する・つの秘訣であると思わ

れる。

　ところでゴルファーのタイプもいろいろあって面臼

い。大抵その人の性格がよく現れると言われる。これは

目本でのゴルフは殆ど 一日お付き合いするからで、他の

スポーツと異なる点である。またこれが逆にゴルフをや

れない原因にもなっている。また費用が高いということ

も問題で、個人のサイフから出すのは大変だからである。

景気のいいときは会社の交際費からも出たが、この頃で

は仲々……。

　なお、ゴルフを敬遠するタイプとして、運動神経のな

い人、つまり無器用な人。それから人…倍我の強い人

で、人に負けるのが嫌いで、さりとて L手くならない人、

そういう人の中にはゴルフをけなしたり、やたら人に教

えたがる教え魔などもいる。かつて、ゴルフ亡国論まで

唱えていた名評論家が、 一転してTVゴルフ番組を受け

持ったという有名な話しなど、その他多くの逸話があっ

て、実に人さまざまである。

　何でもそうであるが、昔と今とでは大変な様変わりに

なっている。中には練習場にも行かず、買ったばかりの

ビニールをかぶったゴルフクラブをいきなり本コースで

使用したり、およそスポーツらしからぬ服装や、ルール

もマナーも知らず、廻りの人の迷惑も考えない若者たち

が増えたことは困ったことであるが、 一方、ゴルフが大

衆化し、ゴルフ人目の増加によって国民的スポーツにま

でなったことは大いに結構なことである。

　昔はゴルフの上手い経営者には、本業をおろそかにす

る恐れがあるので、銀行が金を貸さないと昌われたこと

もあったようだが、その後は支店長が喜んで誘ってくれ

るようになったなど、ゴルフの利点が理解されてきた。

私も、お陰様で数多くの国内各地ゴルフ場から時には海

外で愉しむことができたり、ゴルフを通じて大変多くの

人々と出会うことができ、親交をを深めたり見識を学ぶ

ことができたことは何よりであった。勿論運動にもスト

レス解消にもなって、仕事に熱中できたことも幸いであ

ったと思う。

　私も…時かなり重い腰痛に悩まされ、今も軽い持病

のようになっており、もう齢70を過ぎて大分力も衰えた

ので腕前も落ちるばかりであったが、最近協会の仕事か

らも離れ気楽になったせいか突然変異で、所属クラブの

グランドシニア選手権で優勝してハンディキャップが8

から7に Lげられてしまって、とまどっているところで

ある。会社の業績も悪いのでゴルフどころではないが、

長い間苫労して来たので、せめて元気なうちわゴルフぐ

らいの楽しみがあっても悪くないのではないかと勝手に

自認し、そして「たかがゴルフ、されどゴルフ」である

というのが、昔、先輩から教わって得た私の哲学である。
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8．協議会だより

CIW検査事業者協議会

1．各地区総会について

各地区総会の予定は次のとおりです。

○　東日本地区総会

L　日　　時：事成12年9月i8日（月）～19目（火）

2．場　　所：群馬県水L温泉「松の井ホテル」

3．議　題：（要点）

1）　「全国営業会議」小ブロック検討体制について

2）　会務報告

①「各都道府県建築士事務所協会との外観検査講

　習会」開催について

②「事業者認定制度検討委員会」について

③「広報活動」について

④　その他

4，特別講演：演題：「21世紀へ検査事業者の進む道」

　講　　師：事業者認定制度検討委員会委員長

　　　　　　鯉田　長生

○　関西地区総会

L　目　　時：平成12年9月28H（木）～29H（金）

2。場　所：福井県芦原温泉「グランディア芳泉」

　　（議題～特別講演は東日本地区に同じ）

○　西日本地区総会

L　日　　時：平成i2年10月5日（木）～61」（金）

2。場　　所二福岡県北九州市「プラザホテル北九州」

3．議　　題：（東目本地区に同じ）

4。特別講演：演題二「非破壊検査の最近の動向」

　講　　師：九州 r業大学教授　加藤　光昭

　翌．協議会・各委員会等の活動現況

　ド記のとおり活発な活動を展開しております。

　1．　「全国営業会議」実行委員会

　本年度は検討体制を全国7ブロックに分けて活動する

案をもとに、次の課題について検討を開始する予定です。

1）

2）

3）

4）

5）

統一御見積条件実施の定着化について

統一御見積書使用の定着化について

実勢価格の定期的調査と改善について

看板表示について

価格表の検討

　6）　その他（共通課題の抽出等）

　2．　「事業者認証制度検討委員会」

　1）　関連規格として次の2規格が制定され、委員会で

　　はJIS　Q17025規定内容の精査を行いました、、

　　JISQ17025：2000
　　「試験所及び校正機関の能力に関する　・般要求事項」

　　JISQ17020：2000

　　「検査を実施する各種機関の運営に関する　一般要

　　求事項」

　2）現在、検査事業者の視点からJIS規定に従い晶質マ

　　ニュアル作成ガイドのドラフトを検討、作成中です。

　　　また、関連事項として各構造物ごとの法体系、

　　規格体系を調査中で非破壊検査に関する規定内容

　　を精査中です。

　3）溶接協会に「CIWありかた検討WG」が設置され’1

　　委員会も参画していくこととしました。

　3．　「建設物価調査会対応検討委員会」

　会員の建築鉄骨関連52祉からアンケートを提出いた

だき現在、調査会提幽用の価格関係及び検査業務内容

について検討中です。

　4。技術委員会関係

　1）　会員外向け「外観検査講習会」について

　①　契約形態の改善活動の…環として、設計・1二事

　　監理部門との連携をはかるため全国各都道府県の

　　建築士事務所協会宛に講習会の共催について打診

　　巾です。

　②講習会準備として、カリキュラムの検討を行い、

　　鉄骨及び鉄筋のテストピースを会負会社から提供

　　願い、整備中です。また、関連テキスト、指導員

　　についても検討中です。

　2）　会員向け「外観検査講習会」について

　開催希望について関西以西の会員にアンケート調査

を行い希望者多数により大阪での開催を準備中です。

　3）　「行政中間検査実態調査」

　技術委員会会社及び幹事会社にアンケート調査を行

った結果、回答7社中、対応実績がある会社数は7社（23

件）で、東京都及び神奈川県のみ実績がある現状です。
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9．ニューフェース

　2000年10月1日付で新たに次の事業者が認定されまし

たのでご紹介いたします。

■（有）シー・アイ・エス（220）

　本社所在地　〒331－0852埼玉県大宮市桜木町44002

　　　　　　コート桜木201

　　　　　　TELO48－658－5322／FAX．048－658－5323

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

代表取締役　朝井　邦雄

E種

第220EOO号

超音波検査

本社のみ

饗　昇 格　霧
■日本インスペックス（株）（44）

　本社所在地　〒534－0002大阪府大阪市都島区大東町

　　　　　　2419
　　　　　　TEL．06－6924－3111／FAX．06－6924－3110

　代表者氏名　代表取締役　谷川　照夫

　言忍定不璽男q　　　c不重

　認定番号　　第44COO号

　検査部門　　放射線検査，超音波検査

　営業所など　本社のみ

■（株）相模理工（139）

本社所在地

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

〒228－0803神奈川県相模原市相模大野

7－11－2住商大野ビル4F

TELO42－745－7721／FAX．042－749－7282

代表取締役　井L　巧

D種

第139DOO号

超音波検査

本社のみ

謹北陸検査（株）（180）

本社所在地

代表者氏名

認定種別

認定番号

検査部門

営業所など

〒930－2205富山県富出市金山新東83－4

TELO7〔シ435－2250／FAX．076465－2157

代表取締役　岩瀬　實

D種

第180DOO号

超音波検査

本社のみ

霧　社名変更　霧一

■（有）さくら検査→（株）さくら検査（202）

CIWニュースラウンジ

一平成12年度後期CIW認定事業者認定証授与式開催一

　日溶協CIW認定委員会は10月2日，東京・神田のH溶

協本部で平成12年度後期の新規および昇格事業者の認

定証授与式を開催した。

　新規事業者は，E種・UTで大宮市のシー・アイ・エ

スの1社。昇格事業者は3社で，大阪市の日本インスペ

ックスがD種からC種へ（RT，UT），相模原市の相模理

rと富山市の北陸検査がそれぞれE種からD種へ（各UT）

昇格を果たした。

　席 L，あいさつに立った藤田譲委員長は，前日閉幕

したシドニーオリンピックについて触れ「周到で適切な

厳しい努力がメダルの栄光をもたらすと痛感した。CIW

においても世の中の二一ズに応えるためには，日頃の自

主的な努力による技術力，意志力の向上が重要」と指

摘し，出席者に理解を求めた。

授与式のもよう

一18一



ZヱクRαMPE5（AU皿MNl2000♪

CWニュース・ラウンジ

一東京都が鉄骨工事検査システムを再構築一

　東京都では、建築基準法改正による建設省告示第

1103号「高度の品質を確保し得る作業万法の条件の指

定」の廃止に伴い、「昭和56年建設省告示第1103号に基

づく高度の品質を確保し得る作業方法の条件に関する

東京都取扱要綱」を廃止し、新たに「東京都鉄骨加工

工場取扱要綱」を平成12年6月1日付で制定した。また、

溶接部の品質を判定する際の取扱いを定めた要綱であ

る「建築物の工事における試験及び検査に関する東京

都取扱要綱」（61都市建調第185号）と「鉄骨造等の建

築物の工事に関する東京都取扱要綱」（2都市建調第272

号）を建築基準法施行令第67条第2項に基づき併せて改

正した。

　従来、東京都鉄骨加工工場登録制度は、告示第1103

号に基づいた上記要綱により運営されてきた。鉄骨加工

工場の作業条件の判定は建築確認ごとに審査すること

が原則であるが、本制度はあらかじめ適格と判定した工

場を事前に登録しておくことによって、建築確認の合理

化と統一化を図ってきた。登録された工場は、厳しい審

査を通過した後、更に年1回の制度検査を受けることと

なっている。本制度は、溶接部の不良欠陥の減少に大

いに貢献しているのみならず、鉄骨加工工場等の技術の

底上げにも貢献し、更に設計・施工・鉄骨製作などの

関係団体や学識経験者からも評価されているようであ

る。

　今回、告示第1103号が廃止され、出来あがったもの

（溶接部）に対する検査主義に移行した。また、0．9掛け

設計も廃止され全ての建物が全強度設計となった。建

築物は、他の一般製造業の製品とは異なり現地におい

て巨大な単晶を製造することから、最終段階での検査

主義ではリスクが大きすぎると考えられる。また、0．9

掛け制度も廃止され、全ての鉄骨加工工場が横一線で

受注でき工場規模に合わない工事を安いコストで受注し

品質を下げることも考えられ、工事前の予防的措置

（事前審査）が必要である。建築士、工事関係者及び行

政の双方にとり、加工工場の能力を事前に調査してお

くことは有益であるというのが東京都の見解だ。

　これにより、東京都では、新しい要綱に基づいて、東

纏0

確認申請

建築規模が3階かつ500m2

建築工事施工計画報告書の提出

鉄骨工事施工計画報告書提脚

幽

鉄骨加丁工場

が登録工場等

　　yes

建築物の規模が
登録の制限内

　　　yes

no

　　　②
溶接部の検査である

抜き取り検査率を①
に対して大編に緩稲

　　する

　③
溶接部の検査

である抜き取
り検査率を①

に対して緩秘

　する

建築．工事施工結果報告書（中間）

中問検査 コ

建築工事施工結果報告書（元了）

完了検査

京都鉄骨加工匪二場登録制度の継続を決定し、本制度を

組み入れた総合的な審査システムを再構築した。今後

はこのシステムに則り、業務を行っていくとのことであ

る。参考までに、東京都が策定した「鉄骨工事検査シ

ステム」をフロー図の形で掲載する。
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　今回のRUMPESが20世紀最後の発行となりました。昨年のJCOの臨界事故以降、雪印乳業

製品による集団食中毒、三菱自動車工業のクレーム隠し等，安全管理、品質管理について、

企業のモラルを問われました。我々も品質管理に当たる風土が希薄にならないよう、危機管

理意識を植え付けなければなりません。

　規制緩和に向け、あらゆる分野で法改正が行なわれています。非破壊検査技術者にとって

も一段と資質を問われる時代となりました。改正建築基準法に建築鋼材としてステレス鋼が

加わりましたのでステレス鋼についての特集を組んでみました。

　きたる21世紀には非破壊検査の重要性は広く社会に認知されると確信しています。読者の

皆様に時代の二一ズにあった魅力ある記事を提供できるよう、編集委員一同、心新にして頑

張っていきたい思います。今後とも皆様のご協力をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員TT）
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1．電気工作物の溶接の技術基準の解釈におけるN団資格者について
（社）日本非破壊検査協会会長　大岡　紀一
　電気事業法に基づく溶接検査の対象になっている原
子力発電所および火力発電所の配管溶接部の焼鈍作業
所において平成9年9月に温度記録に関する不正行為が
発覚し、これを機に溶接の技術基準適合性確認の所在
が設置者にあること、品質向上・合理化を促進するイ
ンセンティブが働く仕組みおよびモラルの向上を図る必
要性などが指摘されました。
　そして電気事業法の改正を含む、通商産業省関係の
基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律が、
平成11年8月6日付けで公布されました。そこでは国が直
接電気工作物の技術基準適合等を確認するのではない
こと、設置者等の自己責任の下で保安確保のための取
組みをより一層推進することを促すことの方がより合理
的であるとの考え方に基づいたもので、安全管理審査制
度が導入されました。
　これに伴う施行規則、省令の改正が進められ本年7月
より施行され、そのため平成12年7月付で省令が機能性
化されることに伴い省令の技術要求事項の詳細を定め
た「電気工作物の溶接の技術基準省令および解釈」が
制定されました。
　安全管理審査については、その業務を国が指定する
指定代行機関（「指定安全管理審査機関」）に行わせる
ことができるものとしています。また、その業務を行う
指定安全管理審査機関および一般用電気工作物に係る
調査を行う指定調査機関などについては、公益法人に
限らず民問企業の参入を、中立性などの一定の要件が
確保されることを前提に可能としています。
　具体的には、原子力発電設備を除く事業用電気工作
物については、工事計画認可を廃止（届出化）する。
そして国による使用前検査，溶接検査，定期検査を廃
止し、技術基準への適合確認を設置者自らが行うこと
を基本とするとともに、設置者に対し、検査，記録の
作成・保存を義務づける（法定自主検査化）ものであ
ります。
　技術基準が性能規定化され、溶接部の形状、溶接部
の割れ、溶接部の欠陥および溶接部の強度についての省
令が改正されました。溶接部の欠陥については、「溶接
部は、溶込みが十分で、かつ、アンダーカット、オーバ
ーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホールその
他これらに類する欠陥であって健全な溶接部の確保に有
害なものがないものでなければならない。」となってい
ます。
　溶込みが十分とは溶接の施工方法並びに溶接部の設
計および開先面に適合するものをいい、健全な溶接部の
確保に有害なものがないものとは、溶接の施工方法並び
に開先面、溶接部の欠陥等、継手の仕上げ、非破壊試
験に適合するものをいっています。
　非破壊試験の見直しが実施され、非破壊検査員の資
格が次のように明確に規定されました。
　「省令および解釈」の抜粋
　第2項の非破壊試験は、次の各号のいずれかの者によ
り行わなければならない。
…、日本非破壊検査協会規格NDIS　O601（1991）「非破壊
検査技術者技量認定規程」又はNDIS　JOO1（1998）「非破
壊試験一技術者の資格及び認証」に基づく有資格者あ
るいはこれと同等と認められる民間資格に基づく有資格
者。
二、客観性を有した認定試験に基づく有資格者。
　これらは、発電用火力機器のボイラー等、熱交換機
等、液化ガス設備、発電用原子力機器の第1種容器、第
2種容器、第3種容器、第4種容器、第1種管、第3種管、
第4種管、第5種管に適用されます。
　以上、電気工作物の溶接の技術基準の解釈における
NDI資格者について述べましたが、これまでとは異なり
非破壊検査員の能力が（社）日本非破壊検査協会（JSNDI）
規格（NDIS　O601又はNDIS　JOO1）による資格の形で具
体的に示された規定となったわけです。
　このことは、国内では初めてのことであり、30年に自
る認定歴史を誇り認定者数およそ33，000名を有するJSN−
DIの認定認証制度が認知された証であります。今後、
ND1有資格者各位の…層のたゆまざる努力に御期待いた
します。
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2．建築基準法等の改正について
宇都宮大学教授　田中　淳夫
　改正建築基準法（以下法と略記する）が6月1日から
施行されている。ここでは、仕様規定として残された鉄
骨構造に関する施行令（以下令と略記する）の条文
（第5節鉄骨造（63条から70条）、第8節構造計算（81条
から99条））とこれらに関連する告示の内容について解
説する。
　なお、今回の法改正の眼目は、構造設計の性能規定
化であり、その点は限界耐力計算の設定に具体化され
ている。そして限界耐力計算で設計された建物では以下
に述べる各項目の規定（仕様規定）は適用されないこ
ととなっているので、この点は注意されたい。
1鋼材関係
　今回の改正では、一般的に使用できる鋼材として、
従来の炭素鋼に加えてステンレス鋼が含められた。ステ
ンレス鋼については、従来法38条による大臣認定晶とし
て、一定規模の構造物について、ステンレス建築構造
協会の構造審査を経るか、個別に大臣認定を取得して
使用することが規定されていた。しかし、今後は、基本
的にこのような条件に縛られることなく、自由に設計さ
れ、建設されることが可能となったわけである。
　ただし、以上は法律的な扱いの話であって、ステンレ
ス鋼を用いた構造物の設計・製作には様々な点で炭素
鋼を用いた構造物とは異なった部分があるので、実際の
設計・製作・施工を誰でもが簡単に行うことは不可能
である。従って、この点の運用については、ステンレス
建築構造協会の構造設計指針に従って設計し、経験の
ある製作工場でステンレス構造特有の製作マニュアルに
基づいて溶接や高力ボルト接合面の摩擦面処理などを
誤りなく行うことが基本となる。
　なお、この改正に伴って、従来の一般的な鋼材を
「炭素鋼」と呼ぶこととなり、従来、一般構造用鋼材、
溶接構造用鋼材と表記されていた鋼材は、構造用鋼材
と表現されるようになった。使用できる鋼材のJISの種
類に関しては、法37条（主要構造部に使用する建築材
料）に関連する告示（建設省告示第1446号）に示され
ており、原則として従来のものと変わらない。SS400と
かSM400Aといった具体的な鋼材の種類は、令90条の関
連告示1794号の改正版に示されている。
　なお、法37条に示されている鋼材は、原則として総て
JISの規格材であり、ここに規定されていない鋼材は、
法37条に基づいた評価を受けなければ使用できない。従
って、冷間成形角形鋼管は訂KR材しか示されておらず、
BCP、BCR材に関しては、何ら規定されていない。BCP
材はもともとSN材を用いて製造された部材であるが、
告示1794号の改訂版では外側曲げ半径が板厚の10倍未
満の曲げ加工を施したものは原材（この場合SN材）の
許容応力度が与えられないこととなっているので、法的
に何らかの対応がなされないと使用できないこととな
る。BCR材については当面法38条の大臣認定材として
扱われ、将来的に37条の認定材となろう。
2　鋼材関係の許容応力度、材料強度
　鋼材の許容応力度および材料強度は、令90条および
96条に示されている。ここでは、ステンレス鋼関係の許
容応力度および材料強度が与えられている点が大きな変
更点である。なお、施行令では、これらの値は、基準強
度Fを用いた形で与えられ、炭素鋼、ステンレス鋼の基
準強度の具体的な数値については昭55建告第1794号の
改正版に示されている。この告示では、炭素鋼について
はSTKN，SNR，SWH，SSC材が追加され、鋳鋼も従来より
高強度の材に対する値が与えられた。なお、F値は総て
SI単位で与えられている。
　溶接部の許容応力度および材料強度については、令
92条および98条に示されている。ここでは、従来あった
作業方法による差がなくなった点が大きな変更点であ
る。すなわち、従来「建設大臣が高度の品質を確保し
得ると認めて定めた条件」以外で作業する場合に対応
する0．9掛けの許容応力度がなくなり、総てが基準強度F
そのものの値に基づいたものとなったわけである。この
点は、誰がどのような作業方法で溶接しても問題がなく
なったという意味ではなく、溶接作業は総て高度の品質
を確保することを条件として行うことを意味しており、
今後溶接施工についての法的な具体的運用が示されよ
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　なお、従来の鉄骨製作工場の大臣認定は、この条文
に関して出されていた告示「高度の品質を確保し得る条
件を定める件（昭56建告第1103号〉」に基づいたもので
あり、この改正に伴って、従来の認定の根拠は消滅し
たことになる。しかし、
L述の状況を考えると従来の認
定工場の位置付けは更に重要なものとなると考えられ、
今後は従来とは形を変えて認定工場制度が存続するこ
ととなっている。
3　ボルト接合
　従来、ボルトについてはSS400N／mm2級鋼およびそれ
以下の強度の鋼材のボルトに対してのみ許容応力度が与
えられていた。このことは400N／mm2級以
LO）強度を持
つボルトを用いる場合でも400N／mm2級鋼材の許容応力
度でしか使えない状況にあったわけであるが、今回の改
正によってより高強度の5T（5．6、5．8）、6T（6．8）級鋼の
ボルトについても母材の強度に応じた許容応力度が与え
られ、ボルトの使用範囲が拡大された（令90条関連）。
　ただし、ボルト接合を使用できる建物の規模制限は従
来通りであり、ボルト孔の規定も、従来通りボルト径十
1mmとなっている点は変更されていない（令68条）。
4　高力ボルト接合
　高力ボルトを用いた接合部（継手又は仕口）につい
ては、令67条、68条に規定されているが、67条の関連
告示（建設省告示第斑64号）において以下に示す項目
が明示された。
　a）接合部における最小縁短距離の規定を設けたこと
　　この規定の内容は、日本建築学会の鋼構造設計規
　　準に示されているものと原則として同じである。
　b）　摩擦接合部の接合面の処理方法を明確にしたこ
　　と
　従来、高力ボルトの摩擦面処理については、許容応
力度の規定（令92条の2）において短期荷重に対して
0。45のすべり係数を得ることが示されていたが、明確な
処理方法については規定されていなかった。今回の改正
で、炭素鋼の摩擦面は、黒皮を除去した後に自然放置
して発生させた赤さび状態又はショットブラスト、グリ
ッドブラスト処理等でこれと同等以．ヒの効力を有するも
のと規定している。
　赤さび状態について「自然放置して発生させた」との
条件が明記されているため、薬剤処理による赤さび面は
標準的な処理面としては認められないこととなる。ただ
し、この告示の文章「一一…グリッドブラスト笠の方法
によって二一するものとしなけ
ればならない。」の解釈によっては、自然放置して発生
させた赤さび状態と同等以
ヒの効力があることが証明で
きれば薬剤処理も適用できる可能性はある。
　溶融亜鉛めっき処理面については、従来は法38条の
大臣認定を得た場合のみが対象となっていたが、今回の
改正では、許容応力度を低減する（すべり係数を0．40と
する）ことを条件として、…般的に使用できるようにな
一）た。ただし、使用できる溶融亜鉛めっき高力ボルトは
JIS規格品ではないので、大臣認定が必要である点は従
来と変わらない。
　高力ボルト接合部の許容応力度、材料強度、基準張
力については基本的に変更はない。使用できる高力ボル
トは、原則としてJIS規格材であり、このJIS規格の内容
からみてステンレス高力ボルトもこれに含まれる。トル
シアボルトおよび溶融亜鉛めっき高力ボルトは、当面法
38条の認定品として扱われ、将来的には法37条による
認定品となろう。
　ステンレス鋼の摩擦面は、無機ステンレス粉末入り塗
料塗装処理、ステンレス粉末プラズマ溶射処理等によ
って0．45以ヒのすべり係数が得られる状態とすることが
規定されているが、これは従来ステンレス建築構造協会
が法38条の認定を得たときの条件と同等である、、
5溶接接合
　溶接による接合部に関しては、令67条（接合）関連
の告示（建設省告示第1464号）に「溶接による場合、
次に定めるところによる」として以下の規定が示されて
いる。
　構造耐力上主要な部分の溶接部は、割れ、内部欠陥
等の構造耐力上支障のある欠陥がないものとし、かつ以
下0）条件を満たすこと
　a）　突合せ継手の食い違いは、板厚が15mm以下では
　　1．5mm以下、15mmを超える場合は、板厚の1／�S以
　　ドかつ3mm以「とする，、
　b）　柱梁仕口部における梁フランジは、通しダイアフ
　　ラムの場合は、ダイアフラムの板厚の範囲に収まる
　　こと。内ダイアフラムの場合のダイアフラムと梁フ
　　ランジのずれ量は、はりのフランジ厚btfが柱のフラ
3
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　　ンジ厚ct∫以下の時はbtfの1／4かつ5mm以下、btfが
　　ctfを超える時にはbtfの1／5かつ4mm以下とする。
　c）　0．3mmを超えるアンダーカットはあってはならな
　　い。ただし、その総和が溶接長の10％以トで、か
　　つその断面が鋭角的でない場合には、深さ1．Omm以
　　下のアンダーカッi・は許容される。
　L記a）、b）、c）の規定値は、基本的に日本建築学会の
「建築工事標準仕様書JASS6鉄骨工事」（1996）に規定
されている限界許容差とほぼ同じ値である。なお、a）、
b）に示された値を超えるずれ、または食い違いが生じて
しまった場合、構造耐力L問題のないように適切に補
強を行えば許容されることとなっている。
　この他、溶接材料は溶接される鋼材の強度レベル以
LO）強度レベルのものを使用することが規定されれてい
るが、これはアンダーマッチングの溶接材料の使用を認
めていないことを意味するだけで、特に問題となる規定
ではない。鋼材の溶接条件は、告示を含め法的には規
定されていない。ただし、法37条の関連告示では、溶接
材料はJIS規格品を使用することが規定されている。
　従って、例えば…般的な炭酸ガスシールド半自動溶
接においては「JIS　Z33i2軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接
ソリッドワイヤ」に規定されたYGWnやYGW18を使う
こととなるが、このJISの解説には、下記の解説表1に
「鉄骨造建築物におけるワイヤの使用区分」が示されて
おり、「柱一はりの溶接では、各適用鋼種において所定
の機械的性質を確保するため、解説表1のように入熱
及びパス問温度を管理する必要がある。」と記述されて
いる。
　そこで、通常はこの解説表！に示された溶接条件を
採用することを基本と考えるべきであろう。なお、入熱
鼠40kJ／c搬以内の場合、パス間温度350℃以下という条
件は、日本建築学会の鉄骨r事技術基準に示された条
件と同じである。また、この解説表1に示された溶接条
件は、新しい制度による認定工場では必ず守ることが規
定されているので、基本的な溶接条件と考えるべきであ
ろう。
6柱
脚
　柱脚に関しては、これまで具体的な規定は設けられて
いなかったが、今回の改正で露出形式、根巻き形式、
埋め込み形式の3種類の型式の柱脚が規定され、それ
ぞれに対して令66条（柱の脚部）関連の告示（建設省
告承第1456号）で詳細な基準が疋められている。
　　　　　　　　　　　　　　　（平成12年8月現在）
解説表壕　鉄骨造建築物におけるワイヤの使用区分
溶接条件
適用鋼材の引張強さ
人熱（kJ／cm）
パス間温度（℃）
400N／mm2級
490N／田m2級
520N／mm2級
1
15〜20
≦150
YGW−1i，15，i8，19
YGW41，i5，！8，19
YGW−18，19
2
15〜30
嘉250
YGW−11，15，18，19
YGW4i，15，18，19
YGW48，19
3
15〜40
≦；350
YGW41，i5，18，19
YGW48，19
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3．ステンレス鋼材の概要
住友金属エ業（株）ステンレス・チタン技術部　秋山　俊一郎
1　はじめに
　このたび、改正建築基準法に建築鋼材としてステン
レス鋼が追加され（JISG4321）、さらに、法令化によ
って…般鋼材と同等の取扱いとなったことに伴い、ステ
ンレス鋼に関する知識を再認識して頂くため、その成り
立ち、特徴、建築構造部材としての今後について以下
に概要を承す。
2　ステンレス鋼の成り立ち
2．1　ステンレス鋼とは
園
低Cr−Ni　加、正1硬化
304
i8−8
Nl
低加i二硬化
壽養圏
毒E翻匿劃
議剛
　ステンレス鋼は、鉄に11％以上のクロムを含有する鉄
系合金であり、20世紀初頭に誕生した比較的新しい実
用金篤材料といえる。
　JISの鉄鋼材料では、工具鋼やばね鋼、快削鋼などと
ともに「特殊用途鋼」に分類され、一般の鋼に比較し
て極めて優れた耐食性を有する材料として知られている
が、同時に、優れた耐熱性や機械的性質なども合わせ
持っている。
　ステンレス鋼の耐食性は、その表面に常に作られてい
るクロムの酸化皮膜（不働態皮膜）の作用によるもの
で、この皮膜は非常に緻密で薄く（1〜3n驚）、しかも極
めて安定であり、機械的に破壊されてもすぐ再生する性
質を持つ。
2．2　ステンレス鋼の分類と種類
　ステンレス鋼を大別すると、主に鉄とクロムからなる
クロム系ステンレス鋼と、鉄、クロム、ニッケルで構成
されるクロム・ニッケル系ステンレス鋼に分類され、さ
らに、金属組織（結晶構造）により、焼入硬化するマ
ルテンサイト系、焼入硬化しないフェライト系、通称
「18−8ステンレス」に代表されるオーステナイト系、フ
ェライトとオーステナイトが共存する二相系などに分類
されることもある。
　現在、JISに登録されているステンレス鋼（SUS）は
80種近くあり、ステンレス鋼の姉妹鋼に相当する耐熱鋼
（SUH）と合わせると約120種、さらに、メーカー各社
　　　　　　・是濡・E鋸「蓋銅
　　さ
繍13
匿魏E魏
図壌　オーステナイト系ステンレス鋼の系統図
独自σ）開発鋼種も多数ある。JIS登録グ）主な鋼種群グ）う
ち、オーステナイト系の系統図を図1に承す。
　なお、「磁石につくステンレスは低級」という誤った
表現を聞くことがあるが、磁性の有無は結晶構造による
もので、耐食性など他の特性を左右するものではない。
2．3　ステンレス鋼の生産
　ステンレス鋼は鉄にクロムやニッケルなどの合金元素
を多量に添加するため、その製造法は普通鋼とかなり異
なる。
　溶解は、スクラップや合金原料を電気炉で溶かしたり
高炉からの溶銑を利用し、さらに、炉外精錬を行うの
が一般的なプロセスである。その後、連続鋳造によって
製品の形状に合わせたスラブやブルーム、ビレットとし、
鋼板の場合は熱間圧延、冷間圧延を経て仕ヒげられ、
また、継口無鋼管、形鋼、線材ではそれぞれの加工が
行われる。
　ステンレス鋼の場合は、特に表面を美しく仕hげるll
夫がなされ、酸洗や光輝焼鈍、調質1。蔽延をはじめ研磨
など各種表面仕上げ仕様が用意されている。
　現在、日本におけるステンレス鋼の年間生産量は約
300万トン（粗鋼べ一ス）で、金鉄鋼生産量の約3％を
占めている。
3　ステンレス鋼の特性と用途
前述のように多くの鋼種があるため特性もそれぞれか
一5一
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表謹　ステンレス鋼と他の金属の特性比較
　　金幌の種類
　性
ステンレス鋼
鋼
アルミ
炭素鋼
チタン
マルテンサイト系
フェライト系
オーステナイト系
SUS410
SUS430
SUS444
SUS304
SUS316
基本質量（比劇
　（9／cm3）
7．75
7．70
7．75
7．93
7．98
8．90
2．71
7．89
4．5i
平均熱膨張率
1α6・℃〉
9．9
10．4
10．4
17．3
16．0
16．8
23．6
12．6
8．9
熱伝導率
W／m・℃）
24．9
26．4
25．9
16．3
16．3
389．1
221．8
74．6
17．1
比電気抵抗
王α8・Ωm）
57
60
60
72
74
1．7
3．0
13
55
磁　　性
有
有
有
無
無
無
無
有
無
引張強さ
N／mm3）
780
519
533
618
588
225
90
433
392
伸び（％）
25
30
29
59
58
45
35
41
42
硬さ（Hv）
260
154
172
170
170
50
23
132
130
焼入硬化性
◎
○
△
△
△
△
△
◎
△
溶接性
△
○
○
◎
◎
◎
△
○
○
成形性
○
○
○
◎
◎
◎
◎
○
○
耐食性
○
○
◎
○
◎
○
△
△
◎
優（大）◎一〇一△劣（小）
なり異なるが、代表的なステンレス鋼について、他の金
属材料と比較した特性を表1に示す。
　SUS304の機械的性質は、耐力については普通鋼と同
程度であるが、引張強さが著しく高く、そのL、伸びは
普通鋼よりはるかに優れている。
　耐食性はステンレス鋼の最も優れた特徴であり、耐候
性、耐酸・アルカリ性や、耐酸化性などの耐高温腐食
性は多くの金属材料の中でも出色の性質を持つ。
　しかし、その耐食性にも弱点があり、ハロゲンイオン
に対しては注意する必要がある。例えば、海浜近くのス
テンレス鋼は発銃しやすいし、塩素系殺菌剤や、塩酸
などの非酸化性酸の環境でも腐食することがある。
　ステンレス鋼の用途分野は非常に広く、古くからの化
学機械、食品加工機器、産業用機器類や家庭・業務用
機器に加えて、建設用や自動車、鉄道車両などの輸送
用途、さらに新しくは電子機器など、あらゆる分野に広
がっており、それぞれの用途分野の要求特性に応じた新
鋼種も開発されている。
4　建築構造部材としてのステンレス
　　鋼
　ステンレス鋼は一般鋼材と比べて高価なこともあり、
建設用途としては、これまでは主にその耐食性や装飾性
を生かした屋．根や内外装、装飾部材として使用されて
表2　ステンレス鋼の特長を生かした用途例5）
特　長
意匠性
耐食性
久性
耐火性
低漏特性
非磁性
構造特性
耐震性）
展示場，店舗
プラットホーム
ホテル
商　業
アトリウム
ペントハウス
デパート
屋外階段
建築物
産　業
サービスステー
ョン
化学工場
海地帯工場施設
子炉関連建屋
冷凍倉庫
寒地施設
医療施設建屋
HD発電施設
屋
普通鋼と同等
使用可能
工
美術館
クリーンルーム
映画館
極低温研究
宇宙観測建屋
作
文化・研廃
水族館
温室
劇場
施設
リニアモーター
温室，研究所
ヵ一関連施設建屋
用
モニュメント
体育館
L屋
病院
立体トラス
途
立体トラス
プール上屋
筋かい
その地
高架水槽
柱脚
サイロ
免震装置
地下収納庫
建設省総プロ「新ステンレス鋼利用技術指針」
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賑写翼晦．8
・綾設地／霞梨曝
　　　オーヴアラッフアントノ脳トナ…ズジ到昏リミテフ極
　　　三菱地辮ホームr株1
・鑓極／附235−SUS3鱗、コラムヘース＄CS縮A
・形　斌／円形鋸管、1　　　　、跨彫鋸管、繋鞭
・嚢i得無．／62、5トン
・姪上げ．／ヘアーライン
　　　　ゆ
、撫鋳
　　　　・、攣鰐♂∠多ぬ燈
　　　　　　　．鱒駐
塑、、鏑ラムベース
写真1構造用ステンレス鋼を用いた施工事例5）
きた。しかし、昨今の環境問題やメンテナンス性を重視
する立場から、耐久性と強度を評価し、トータルコスト
を考慮した建築構造部材用途にも広がりつつある。
　オーステナイト系ステンレス鋼は普通鋼で明瞭に現れ
る降伏点が見られないこともあり、強度メンバーとして
設計h扱いにくさがあったが、今般、改正建築基準法
で建築用鋼材として認知されたことにより、その不安が
解消し、逆に、ステンレス鋼の持つエネルギー吸収能力
や耐磨耗性、耐火性などこれまであまり注目されなかっ
た建材向け特性が見直されてきた。今後は、表25〉に示
すような用途が期待される。
　これまでに、ステンレス鋼が構造用として本格的に使
用された例を写真馨5）に承す。
5　おわりに
　ステンレス鋼の建築構造部材への適用に向け、平成
6年8月に（社）ステンレス構造建築協会が設立され、活
発に活動を続けている。そのつとして、今回の建築構
造用ステンレス鋼材のJIS化、法令化に引き続き、溶接
形鋼（溶接組立材）の規格化にも着手しており、さら
に、この分野におけるステンレス鋼の適用拡大が期待さ
れる。
　おわりに、ステンレス鋼の
般的な解説および建築構
造材に関連した資料を参考文献として掲げたので併せて
ご参照頂きたい。
　　　　　　　　参考文献
1）長谷川1｝三義監修ニステンレス鋼梗覧一第3版、ステンレス協会
　編、日刊、．L業新聞社P！（1995）
2）ステンレス協会編：ステンレス鋼データブック…建材編（1995〉
3）ステンレス協会編：ステンレス建材の上手な使い方（至995）
4）ステンレス構造建築協会編：ステンレス建築構造材ガイドブッ
　ク（玉997）
5）ステンレス構差建築協会編：ステンレス構造ガイドー施
L事例
（20（｝0）
6）ステンレス協会編：ステンレスの初歩（茎997）
一7一
�

o解通信
4．ステンレス鋼材の溶接
石川島播磨重Tl業（株）
川嶋
巌
1　はじめに
　ステンレス鋼は縄織的に分類すると、オーステナイト
（γ）系、フェライト（α）系、マルテンサイト系、2相
（γ十α）系、そして析出硬化型の5種類に大別される。
建築用ステンレス鋼材は、γ系ステンレス鋼であり、溶
接性、加工性とも他の組織のステンレス鋼に比べて優れ
ているので、ステンレス鋼の内では、最も
ll作し易い材
料である。
しかし炭素鋼と比較すると、その物理的性質が表1に
示す如く、大きく異なるため、溶接に際して注意しなけ
ればならない点も多い。ここでは、出来るだけ炭素鋼の
溶接性と比較しながら、
11作Lの留意点を示す。その
具体的な対策、メカニズム等については、紙面の関係で、
引用文献を参照いただきたい。
2　溶接材料の選定
　建築構造用ステンレス鋼材へ適用可能な溶接材料を
表2に示す。SUS304N2A以外の3鋼種には、JIS該当溶
接材料がそのまま使用可能である。SUS304N2Aについ
ては、JIS該当品では、引張強さの690N／mm2を満足で
きる溶接材料がない。しかし各溶接材料メーカーでは、
窒素等を添加した高強度の溶接材料を開発し保有して
おり、その
一例がステンレス協会規格SAS5214991の解
説に記されているので対応可能である。
　∬S　G4321の耐力（0．1％）と溶接材料の耐力（0．2％）
の求め方が異なるが、その強度差は、0。1％の方が5％程
度低い値i）を示す程度で、現状の溶接材料で0，1％の規定
値は1・分満足し、問題は無い様である。
表1　ステンレス鋼と炭素鋼の物理的性質
鋼　種
SUS304
軟　鋼
SUS304／軟鋼
密　度　　　　　　　　9／Cm3
7．93
7．86
｝．01
比電気抵抗　　1∠Ω一cm（室温）
72
19．5
3．69
磁　性
なし
あり
�o
土ヒ　　禦も　　　ca1／g／。C（0〜蓋00。（〕）
0．12
0．1i6
1．03
線霧彰張係数　　　　　×1（γ6／℃
i7。3
11．7
1．48
熱イ云導　　×｝（γ2ca1／cm／sec／℃（100℃）
3．89
11．9
0．33
ヤング率　　　　　　E　t釧cm2
｝970
2110
0．93
せん断弾性係数　　　G　tf／cm2
758
840
0．90
ポアソン比
0．3
0．3
1．00
3　オーステナイト系ステンレス鋼
　　の溶接性と溶接施工上の留意点
3．1　溶接による変形
　オーステナイト系ステンレス鋼は、炭素鋼に比べて、
表1に示したごとく線膨張係数が約1。5倍、熱伝導率が約
O．3と低く、溶接により大きな変形2）が生じやすい。溶接
による変形の低減策3）として種々あるが、箪1に母材に
投入する熱を可能な限り小さく抑えることと、次に、発
生しようとする歪みを適正な拘束治具を考案し抑えるこ
とである。所定の変形重を超えた歪みは、機械的方法
や線状加熱法等により矯正するが、座屈変形などが発
生すると矯正も難しくなるので、十分な事前の準備が必
要である。
3．2　溶接割れ防止と溶接能率
　炭素鋼の溶接割れは、拡散性水素に起因した低温潮
れであり、予熱を行う事により防止可能で層間温度も
少々高くなっても問題はないが、ステンレス鋼の場合は、
割れが溶接金属の凝固過程で発生する高温割れ4）である
ため、溶接部がオーバーヒートしない様に、予熱は行わ
ず、層間温度も通常200℃以下と規制される。この様な
特性から、連続溶接等で層問温度の規制が、溶接能率
をLげられない原因になり、炭素鋼の溶接と比較すると、
ステンレス鋼の方が、能率的には劣る場合が多い。
　またステンレス鋼は、電気抵抗（表1）が炭素鋼の約3．5
倍と大きいため、溶接電流を高くすると、棒焼けが激し
く、アークが乱れる等の不具合が生じる。棒径4mmの
表2　建築構造用ステンレス鋼材への溶接材料の選定
母材　　　　溶接法
SMAW
GTAW
FCAW
SAW
（」1SG4321）溶接材料
JIS　Z3221
JIS　Z3321
JIS　Z3323
JISZ3324
SUS304A　　　　　（童）
D308
Y308
YF308
S308
SUS304N2A　　　（？i2）
※
※
※
※
SUS316A　　　　（注1〉
D316
Y316
YF3圭6
S3圭6
SCS13AA．CF　　（蘭
D308
Y308
YF308
S308
SUSと炭素鋼の異材継予
D309
Y309
YF309
S309
（注圭）0，跳　肋（N／m盈2）≧235，粥長強さ（N／無m2）≧520，降伏比（（瑚≦60
（注2）0．1％1附ガ（N／註皿2）≧325，引張強さ（N／�o2）≧690，降伏�nヒ（％）≦60
※：溶接柑料メーカーで開発し市販しているので，問合せて対応してト“さい。
注）新ll鐵のカタログより
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写真で　SUS304突合せ溶接金　　写真2　SUS304の突合せ
　属に発生した割れ（GMAW）　　　溶接部に発生した融合
　　　　　　　　　　　　　不良（FCAW）
最大電流値の
▲例を示すと、D308で150A、炭素鋼溶接
棒は220Aであり、70Aほど適正電流値が低く、ステンレ
ス鋼の溶接能率が上げられない原因の一つである。
　ここで取扱う鋼種で、溶接割れが発生するとしたら、
写真1に示すごとき溶接金属内に発生する粒界が開口し
た微少な割れである。これらの内在した割れは、開口幅
が非常に狭いため、非破壊検査による検出性が悪い。
この凝固割れ防止4〉には、溶接金属に数パーセントのフ
エライトを含有させることが有効であり、市販の溶接材
料には十分それらが配慮されているので、適正溶接条件
を守れば、溶接割れ発生の危険性は少ない鋼種である。
3．3　融合不良と開先形状・溶接姿勢
　ステンレス鋼の突合せ溶接における開先角度は、一般
的に80。、炭素鋼は60。と言われている。この数字そ
のものは、採用する溶接方法等により異なるが、ステン
レス鋼の溶接金属は、炭素鋼に比べて湯流れが悪く、
溶込みも浅いので、写真2に示すような融合不良が発生
しやすい。
　この融合不良を防止するためには、溶接条件との兼
ね合いもあるが、開先角度又はルート部のRを大きくす
ることが有効である。また溶接姿勢の選択も重要で、最
も高い電流値が採用でき、溶接の作業性も良い、ド向
き姿勢で出来だけ施
韮二することが、溶接欠陥の防止ト
も、能率向上の面からも有利である。
瓠7
3．4　裏波ビードの酸化による溶接欠
　　　陥の発生5）
　ステンレス鋼の溶接において、表側から裏面へ溶接金
属を形成する方法（裏波溶接）が配管関係で採用され
ている。この様な場合、裏側の溶融金属が大気に触れ
ることになり、写真3に示すごとく、裏面の金属が酸化
し、溶接金属が凸凹になり、溶接欠陥と判定される。
　これを防
止する方法として、通常、アルゴンガスによ
るバックシールドが採用される。炭素鋼は写真3のごと
く、バックシールドなしでも酸化によるビードの乱れは
なく健全であるので、この問題は、合金鋼特有の問題
であり、ステンレス鋼の溶接においては1・分留意する必
要がある。
3．5　低融点金属による液体金属脆化割れ
　ステンレス鋼は低融点金属による液体金属脆化割れ
感受性が高く、炭素鋼はほとんど感受性が無い。代表
的なトラブル事例としては、亜鉛メッキや亜鉛含有塗料
を溶接により溶融させたことにより、ステンレス鋼に割
れが発生し、大きなトラブルになった報告（〜）が多いので、
1・分な配慮が必要である。
4　おわりに
　ステンレス鋼の溶接性は、炭素鋼と比較すると、溶
接変形が大きい、溶接の能率も悪い等、製作コス！・高
になる要因が多い。しかしステンレス鋼の優れた特性
（耐久性、美観、安全性）を考えれば、今後、建築分野
に益々利用拡大すると判断される。溶接部の品質は、
ここに記した様な特性を考慮して施工すれば、
卜分健全
な溶接部を得ることが可能であるので、少しでも業界の
順調な立ち上がりに、この記述がお役に
立てば幸いです。
　　　　　　　　引　用　文　献
1）小川1建築構造用ステンレス鋼溶接材料」溶接学会誌、第62巻
　第4号
2）佐藤「構造材料の溶接残留応力・溶接変形…
　第45巻第1号
3）占賀「ステンレス鋼の溶接変形とその対策」日本溶手女協会、特
　殊材料溶接研究委員会資料
4）西本「ステンレス鋼の溶接割れ」溶接技術（20（ゆ、V（）L．48．6、
　P．121−
5）溝「裏波才容垂妾用フラックス」　配管；技術、VOl−30、6
6）rステンレス鵡の亜鉛ぜい化について」　ll本溶接協会化学機
　械溶接研究委員会資料
　　SUS304　　　　　　　　　　　　　SS40
写真3　バックシールドなし裏波溶接ビードの形状
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5．ステンレス鋼へのU’rの現状
石川島播磨重工業（株）
荒川　敬弘
1　はじめに
　種々のステンレス鋼の中でオーステナイト系ステンレ
ス鋼は耐食性に優れるだけでなく、低温じん性や高温強
度にも優れ、また、溶接性にも優れており、溶接構造
物に多く用いられている。しかし、超音波探傷検査を行
うものの立場からは、少々厄介である。オーステナイト
系ステンレス鋼溶接部には柱状晶組織が発達し、超音
波の減衰が大きい他、直進性が損なわれるからである。
　オーステナイト系ステンレス鋼溶接部の超音波探傷試
験を行う場合の課題と留意点について述べる。
2　組織と超音波の性質
　オーステナイト系ステンレス鋼溶接部における超音波
探傷試験の課題の…つに、組織の粗さをあげることがで
きる。図葉に超音波減衰の
＾例を示す1）。特に溶接部に
おける滅衰が大きく、時には1MHzなどの低い周波数に
よる探傷が必要になることがある。1MHzの縦波超音波
の場合には波長は約6mmにも及ぶ。炭素鋼や低合金鋼
溶接部に比べて波長が長くなる分、欠陥の評価精度が
…般に劣る。
　しかし、より大きな課題はオーステナイト系ステンレ
ス鋼溶接部において大きな音速異方性が存在することに
ある。音速異方性とは結晶の方位により音速が異なる
値を示すことをいう。
　図2にオーステナイト系ステンレス鋼の柱状晶を超音
波ビームが進む方向と音速の関係の測定例を示す1）。固
体中には縦波（圧縮波）や横波（せん断波）が存在す
るが、音速異方性は波の種類により異なった傾向を示
す。SV波とは、板厚方向に振動する横波のことをいう。
すなわち、図2においては柱状晶の成長方向にせん断波
が振動している状態を指している，、また、SH波は探傷
面と平行方向に振動する横波のことをいい、柱状晶の
成長方向に直交する方向にせん断波が振動している場
合を指している。また、図は音速の最も速い場合を
100％で表し、各方位における音速を変化量として比率
で表している。
　図からもわかるように通常の横波斜角に用いられる
ε
∈
命
で
悉
〈　0．書
o
o
麟
個
郷
緊
0．創
0　　　2　　　4　　　6　　　8
　　波長（λ）　　m閉
醐
図1　オーステナイト系ステンレス鋼母材及び溶接部中の超音波
　減衰
SV波を用いて探傷した場合には、最も著しい音速異方
性の影響を受けることがわかる。すなわち、柱状晶に沿
って、あるいは直交方向に超音波ビームが伝搬する場合
に最も音速は速いが、柱状晶の方向に対し45度の方向
に進む場合には音速は最も遅くなり、60％程度の値に
なっている。これに対し縦波や横波SH波の場合では、
音速の変化量はおおよそ80％と、横波SV波に比べて変
fヒ量はノ卦さい。
　なお、超音波の減衰の度合いも柱状晶に対する進行
方向で異なってくる。縦波では音速の最も速い、柱状
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図2　オーステナイト系ステンレス鋼溶接部の柱状晶方位による
　音速の変化量
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晶の成長方向に対して45度の方向に進む場合が減衰も
最も小さくなる。
　この音速異方性は超音波の直進を阻害し、時には擬
似エコーを発生させ、探傷を著しく困難にする。図3に
この様子を示している1）。横波SV波が溶接部を伝播する
ように探触子を置き、溶接部を順次切削しながら超音
波が伝播している経路を、ダイナミックセンサーで測定
した結果である。超音波ビームは湾曲し、やがて柱状晶
の方向に沿って進み、試験体の表面に直角に近い角度
で反射する。この時に表面での反射波が探触子に戻り、
擬似エコーを形成する。このエコーの音源を超音波が直
進しているとして求めると、あたかも溶接部に欠陥が存
在するように評価してしまう。
　これらの音速異方性による超音波の進行方向の予測
は、現在ではシミュレーションによって予測されるよう
になっている2）。
　但し、ここで述べた音速異方性はオーステナイト系ス
テンレス鋼の溶接金属中に生じる柱状晶組織によるもの
で、母材部の場合は方位の異なる結晶粒が混在してい
るためにマクロ的には等方性と考えられ、音速異方性は
…般に生じない。このために超音波が母材部のみを伝播
する探傷では、多少結晶粒が粗いことを除けば炭素鋼
などと同様に通常の横波斜角探傷が可能である。溶接
熱影響部に発生した応力腐食割れを、端部エコー法を
用いて精度良く欠陥高さを測定できたとの報告もある3）。
3　探傷時の留意点
　従ってオーステナイト系ステンレス鋼の溶接金属中の
超音波探傷検査における留意点としては、音速異方性
を受けにくい超音波のモードを用いること及びノイズレ
ベルの低減を計り、可能な限り短い波長を用いることな
どを挙げることができる。
　図2から縦波超音波や横波であるSH波を用いると、
通常のSV波に比べて音速異方性の影響を受けにくいの
がわかる。縦波斜角探傷の場合、試験体中には縦波の
ほかに、縦波より小さい屈折角で横波も同時に送信さ
れていることに留意する必要がある。また、縦波が側面
に入射した場合、縦波の反射の他にモード変換による横
波も反射され、反射した縦波音圧は低’ドする。　一般に
は縦波斜角探傷では直射法による探傷が原則となる。
　SH波斜角探傷を、くさびに横波用の振動子を取りつ
けた探触子を用いて行う場合には、蜂蜜などの特殊な横
波用の接触媒質を用いる必要がある。水、油やグリセ
リンなどの通常の接触媒質にはせん断力がなく、横波を
試験体に伝搬させることができない。接触媒質の粘い分、
探触子の走査が困難になる。作業性に優れた接触媒質
、
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　、順次切醗しながら試験　　亀　　　　　’
　　、　　’　　　、　’　　　、，
ダイナミックセンサによるC一スキャン
試験方法
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6．損傷評価の解説（4》
　一電気磁気による材料劣化損傷評価一
1　はじめに
　金属材料の電気的性質及び磁気的性質は、前回まで
に述べてきた超音波的性質と同様に、糸蓼彗晶粒界のボイ
ドやマイクロクラックにより変化することが知られてお
り、また、これらの不連続部だけでなく結晶組織や不純
物等の組成及び析出物によっても影響を受ける。この電
磁気的性質の変化は、材料の劣化・損傷の種類及び程
度に依存するため、すべての材料損傷に共通して適用で
きる手法はないが、それぞれの劣化損傷ごとにその評価
に有効な特徴量を選出することができれば材料損傷の評
価に適用できると考えられる。
　今回は電気及び磁気を用いた材料劣化損傷の非破壊
評価方法に対する基本的な考え方について概説し、そ
の適用例の…部を紹介する。
2　電気及び磁気の性質と非破壊評
　　価方法
非破壊検査（株）
試験体
交流電源
〜
横野泰和
電位差計
趣曝鋸
　（1）電気的性質を用いる方法
　導電体である金属における電気的性質の最も基本的
なものは、流れる電流が加えた電圧に比例しその比率が
抵抗で表されるいわゆるオームの法則が成り
立つことで
ある。流れる電流が交流の場合、抵抗は複素インビー
ダンスとして定義される。このときの電気抵抗（インピ
ーダンス）は材料の性状に依存して変化するため、材料
磁束密度、B
測定部位
図1　交流電位差法の概要
評価のための重要なパラメータとなり得る。
　実際に適用する場呑には抵抗変化を直接測定するこ
とができないため、試験体に電流を流してそのうち局部
的な電位差を測定する。このとき、健全部における電位
差と比較して損傷部を評価する電位差法と呼ばれる方
法が用いられることが多いb。
　この方法は以前から主として表面割れ高さを測定する
場合に用いられてきたが、特に交流電位差法では周波
数が高いと表皮効果により導体の表面に近傍に電流が
集中するので、表面の微細な材料組織の変化を検出す
ることが可能となると考えられる。図1に交流電位差法
のシステム構成の概略を示す。
　（2）磁気的性質を用いる方法
　鉄鋼材料などの強磁性体を磁化させると、図2にノ1≒す
磁束密度、B
糞確塾二聖回
残留磁束密度、B　r
初磁化曲線
保磁力、Hc
ステリシス
　　　　＼
磁場の強さ、lI
＼
ノ彊ルクハウゼンノイズ
図2　強磁性体の磁化曲線の例
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疲労寿命比と交流電位差の関係
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図3　引張・圧縮による疲労寿命比と交流電位差法の結果との関係
ように、加えた磁場の強さに応じて磁化の程度（磁東
密度）が変化する。この関係を表す曲線を磁化曲線と
呼び、交流磁場を与えると磁気ヒステリシス曲線を描く。
このとき得られるパラメータのうち、磁化のされやすさ
を表す透磁率や磁化された材料の磁束密度をゼロにする
のに必要なマイナスの磁場の強さである保磁力などが材
料損傷評価のためのパラメータとして挙げられる2）。
　また、強磁性体が磁化される過程で磁壁の移動が生
じるが、このとき図2に示すように、磁化曲線が断続的
に変化する。
　この現象は磁気的なノイズを引き起こすことを意昧す
るもので、バルクハウゼンノイズ（BHN）と呼ばれて
いる。磁壁の移動は材料のミクロンオーダーの組織変化
に影響を与えるため、近年材料評価に用いる検討が進
められている3）。
3　電気磁気を用いた非破壊評価の例
　（1）交流電位差法によるクリープ疲労損傷の評価4）
　インコネル738LCの材料を850℃で引張・圧縮の低サ
イクル疲労を加え、損傷を与えた試験体に対して交流
電位差法を適用した結果を図3に示す。1回で種々の周
波数における電位差を測定するために、50Hzの矩形波
を通電して検Al〜波形をFFTアナライザーでスペクトラム
分解して、求めた交流電位差の値と疲労寿命比との関
係を整理したものである。
　縦軸のバージン材で規準化した電位差の値は、高い
周波数では寿命比の小さい範囲から急激に増加するが、
寿命比が大きくなると増加率が小さくなる。これに対し
て低い周波数では、電位差は寿命比の小さな範囲では
ほとんど変化しないが寿命比が大きくなると急激に立ち
熱時効時間によるBHN振幅の変化
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上がり増加する傾向がある。この結果から、損傷の初期
は低い周波数で、損傷の後期は高い周波数で評価する
ことが有効であると思われる。
　（2）バルクハウゼンノイズ法による二相ステンレス鋼
　　　の熱脆化評価5》
　二相ステンレス鋼で問題とされる熱脆化は、ある温度
範囲で長時間使用される際にスピノーダル分解によりフ
ェライト相内にc卜rich相が析出することが原因であるこ
とが知られている。この熱脆化は材料の内郭磁場の変化
として現れ、メスバウアー分析等の手法がその評価に有
効であると言われている。したがって、磁気的性質の変
化を捉えることが熱脆化の評価の可能性を有していると
考えられる。
　図4にフェライト量の異なる試験体（試験体A：
14。3％、試験体B：100％）に対して、熱時効時問と
BHNの振幅との関係を示した。図のようにフェライト
含有量によってその程度は異なるが、いずれの場合も時
効時間が長くなるほどBHNの振幅が小さくなる傾向が
得られており、定性的ではあるが脆化の程度を非破壊的
に評価できる可能性を有している。今後、測定技術や
信号処理によるSN比の改善等が可能になれば熱脆化評
価の有効な手段となり得ると考えられる。
4　まとめ
　電気及び磁気的な性質を用いた材料の非破壊評価方
法の概略と適用例を紹介した。上記の他に、電気的性
質を利用した手法として、3の（2）で述べた二相ステン
レス鋼のスピノーダル分解による熱脆化の測定に電気抵
抗法を適用した事例や6）、磁気特性を利用して疲労やク
リープ損傷などの材料損傷評価を実施した事例7）等が
種々紹介されているが、実用面で完成された技術は非
常に稀であるのが実情である。
　しかし、超音波とは原理的に全く異なった材料の性
質を反映することができるため、電気磁気的な手法を超
音波法と併用することにより、総合的に材料評価する
ことがその精度向上に有効であると言える。今後、コン
ピュータを利用したFFrやウェーブレット信号解析など
の周辺技術を有効に活用することと測定手法の改善に
より実機への適用が期待できる。
　　　　　　　　参　考　文　献
1）例えば、日本非破壊検査協会編二新非破壊検査便覧、i、1刊工業
　新聞社（1992）p．
2）佐々木、今中：磁気特性と材質評価（その勿透磁率、保磁力、
　残留磁化への材料特性の影響、工二業材料VoL45、No。豊0、
　PP．117423（1997）
3）占屋：バルクハウゼンノイズ法による非破壊材料評価、溶接学
　会誌Vo1．64、No，2（1995）P．40
4）磯野、坂根、大南：日本材料学会第28回高温強度シンポジウム、
　P．41（1990）
5）岡本、松原、宮本、横野、末次、今中：目本非破壊検査協会
　平成8年度秋季大会講演概要、p．287（1995）
6）Y．Yokono，S．Matsubara，T．Sas盆ki，」．Suetsugu：An　bcubatio難of
　Therm＆I　Embrl掘ement　ln　D疑plex　S餓inless　Steel，EPRI　NDE　for
　D＆mage　Assessme飢Worksぬop，Oct．6−7（1997）
7）佐々木、今申：磁気特性と材質評価（その3）磁気特性を利用
　した非破壊検査と材料評価、
r業材料Vol．46、No、2、pp．l　l5−
　121（1998）
“男の台所”奮戦記�G　とろたく
　先日、知合いが海鮮市場へ行ったそうです。あるコー
ナーを見てみると「キムタク」の文字。名前だけを見る
と若い女性に大人気のタレントを想像しますが、「キム
タク」の文字の下には「ピリッと辛い大人の味」と書か
れてあったそうです。たぶん、キムチ風味の沢庵なので
しょう。イメージと実物との問のギャップに、知らず笑
みがこぼれてしまいます。さて、このような名前の付け
方は、最近の江戸前寿司でよく見かけます。例えば、
「ねぎとろ」、「あなきゅう」等々。
　今回のお勧めは、「とろたく」。とろろと沢庵？細かく
刻んだ沢庵をとろろに加え、温かいご飯の上にかけて、
するすると食べれば美味しいには違いありませんが、と
急欝詑ろが魅＿》
ん。実は、中
鋸鵡留　・嚢麟
れ、拒否感を顕わになさる方もいらっしゃるかと思いま
す。ところが、この「とろたく」、非常に美味しい。中
トロの中おちと刻んだ沢庵の異なった食感が微妙に合わ
さり、なんとも言えぬ美昧しさを醸し出しているのです。
　同僚が発見した食べ方ですが、ご家庭で作る手巻寿
司の際には、是非とも試して頂きたい…品です。因みに、
この同僚、馴染みの寿司屋で毎度の如く巻いてもらって
いるそうです。
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7、随想一ゴルフ哲学
アイ　シー・ティー（株）
中村
武
　このたび編集子より、ゴルフのことでも随筆にと依頼
があったが、内心私の最も得意とすることなので、つい
引き受けてしまったが、実のところなんとなく気が重い
のである。というのは、昔からゴルフの話しをするとき
に、
一人でもゴルフをやらない人がいたら、ゴルフの話
しをしないことがエチケットであると首われていたし、
ゴルフ談話は専門爵、志をはじめ無数に書かれていて、よほ
ど変わったことでも書かないと、一般の人には面臼くな
いということが分かっているからである。
　そこで勇気をふるって面白くもない話しをする非礼を
前もってお断りしておいて、厚かましくも表題の「ゴル
フ哲学」という大げさなテーマを掲げてみた。と言って
も哲学のテも知らない私が、ゴルフを始めたのが昭和38
年。客先の某大手造船会社の部長に勧められて、営業
上やった方がいいということになり、古物商から安いク
ラブを買って振り回すようになったのがキッカケ、実は
その部長が当時シングルプレーヤーで、その頃他に敵な
しの腕前であった。時々お伴をしたわけだが、この人か
らゴルフは哲学だと盛んに教えて頂いたものである。
　昔のことで何を言われたか殆ど頭の中を素通りしてし
まったが、後にそのことがいつの間にか身についていた
ように思う。また、それがルールにもマナーにも繋がっ
ているし、ゴルフ以外のビジネス・人生にまで関連があ
ることがわかった。
　その頃は大手客先の幹部の間ではゴルフが流行り始め
ており、中には工場内に練習場まで設けたところもあっ
たくらいである。なお、ゴルフは紳士のスポーツとして、
いろいろ厳しい制約があった。例えばあるゴルフ場では、
同伴者の合計ハンディが75以内であるとか、夏でもシャ
ツは長袖、無地、襟付きで（ワイシャツでやる人もいた）
入退場、食堂はジャケット着用とか、その他いろいろ…
　　o
　従って、ある程度L達しないと参加できないし、キャ
ディにも馬鹿にされると聞いていたので、一時は練習場、
ショートコースに熱中し、2年程してやっと本コースに
出たくらいである。
　元々私は厩り性で没頭するタイプであるが、ある期間、
一気に打ち込むことがL達する・つの秘訣であると思わ
れる。
　ところでゴルファーのタイプもいろいろあって面臼
い。大抵その人の性格がよく現れると言われる。これは
目本でのゴルフは殆ど
一日お付き合いするからで、他の
スポーツと異なる点である。またこれが逆にゴルフをや
れない原因にもなっている。また費用が高いということ
も問題で、個人のサイフから出すのは大変だからである。
景気のいいときは会社の交際費からも出たが、この頃で
は仲々……。
　なお、ゴルフを敬遠するタイプとして、運動神経のな
い人、つまり無器用な人。それから人…倍我の強い人
で、人に負けるのが嫌いで、さりとて
L手くならない人、
そういう人の中にはゴルフをけなしたり、やたら人に教
えたがる教え魔などもいる。かつて、ゴルフ亡国論まで
唱えていた名評論家が、
一転してTVゴルフ番組を受け
持ったという有名な話しなど、その他多くの逸話があっ
て、実に人さまざまである。
　何でもそうであるが、昔と今とでは大変な様変わりに
なっている。中には練習場にも行かず、買ったばかりの
ビニールをかぶったゴルフクラブをいきなり本コースで
使用したり、およそスポーツらしからぬ服装や、ルール
もマナーも知らず、廻りの人の迷惑も考えない若者たち
が増えたことは困ったことであるが、
一方、ゴルフが大
衆化し、ゴルフ人目の増加によって国民的スポーツにま
でなったことは大いに結構なことである。
　昔はゴルフの上手い経営者には、本業をおろそかにす
る恐れがあるので、銀行が金を貸さないと昌われたこと
もあったようだが、その後は支店長が喜んで誘ってくれ
るようになったなど、ゴルフの利点が理解されてきた。
私も、お陰様で数多くの国内各地ゴルフ場から時には海
外で愉しむことができたり、ゴルフを通じて大変多くの
人々と出会うことができ、親交をを深めたり見識を学ぶ
ことができたことは何よりであった。勿論運動にもスト
レス解消にもなって、仕事に熱中できたことも幸いであ
ったと思う。
　私も…時かなり重い腰痛に悩まされ、今も軽い持病
のようになっており、もう齢70を過ぎて大分力も衰えた
ので腕前も落ちるばかりであったが、最近協会の仕事か
らも離れ気楽になったせいか突然変異で、所属クラブの
グランドシニア選手権で優勝してハンディキャップが8
から7に
Lげられてしまって、とまどっているところで
ある。会社の業績も悪いのでゴルフどころではないが、
長い間苫労して来たので、せめて元気なうちわゴルフぐ
らいの楽しみがあっても悪くないのではないかと勝手に
自認し、そして「たかがゴルフ、されどゴルフ」である
というのが、昔、先輩から教わって得た私の哲学である。
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8．協議会だより
CIW検査事業者協議会
1．各地区総会について
各地区総会の予定は次のとおりです。
○　東日本地区総会
L　日　　時：事成12年9月i8日（月）〜19目（火）
2．場　　所：群馬県水
L温泉「松の井ホテル」
3．議　題：（要点）
1）　「全国営業会議」小ブロック検討体制について
2）　会務報告
�@「各都道府県建築士事務所協会との外観検査講
　習会」開催について
�A「事業者認定制度検討委員会」について
�B「広報活動」について
�C　その他
4，特別講演：演題：「21世紀へ検査事業者の進む道」
　講　　師：事業者認定制度検討委員会委員長
　　　　　　鯉田　長生
○　関西地区総会
L　目　　時：平成12年9月28H（木）〜29H（金）
2。場　所：福井県芦原温泉「グランディア芳泉」
　　（議題〜特別講演は東日本地区に同じ）
○　西日本地区総会
L　日　　時：平成i2年10月5日（木）〜61」（金）
2。場　　所二福岡県北九州市「プラザホテル北九州」
3．議　　題：（東目本地区に同じ）
4。特別講演：演題二「非破壊検査の最近の動向」
　講　　師：九州
r業大学教授　加藤　光昭
　翌．協議会・各委員会等の活動現況
　ド記のとおり活発な活動を展開しております。
　1．　「全国営業会議」実行委員会
　本年度は検討体制を全国7ブロックに分けて活動する
案をもとに、次の課題について検討を開始する予定です。
1）
2）
3）
4）
5）
統一御見積条件実施の定着化について
統一御見積書使用の定着化について
実勢価格の定期的調査と改善について
看板表示について
価格表の検討
　6）　その他（共通課題の抽出等）
　2．　「事業者認証制度検討委員会」
　1）　関連規格として次の2規格が制定され、委員会で
　　はJIS　Q17025規定内容の精査を行いました、、
　　JISQ17025：2000
　　「試験所及び校正機関の能力に関する　・般要求事項」
　　JISQ17020：2000
　　「検査を実施する各種機関の運営に関する　一般要
　　求事項」
　2）現在、検査事業者の視点からJIS規定に従い晶質マ
　　ニュアル作成ガイドのドラフトを検討、作成中です。
　　　また、関連事項として各構造物ごとの法体系、
　　規格体系を調査中で非破壊検査に関する規定内容
　　を精
査中です。
　3）溶接協会に「CIWありかた検討WG」が設置され’1
　　委員会も参画していくこととしました。
　3．　「建設物価調査会対応検討委員会」
　会員の建築鉄骨関連52祉からアンケートを提出いた
だき現在、調査会提幽用の価格関係及び検査業務内容
について検討中です。
　4。技術委員会関係
　1）　会員外向け「外観検査講習会」について
　�@　契約形態の改善活動の…環として、設計・1二事
　　監理部門との連携をはかるため全国各都道府県の
　　建築士事務所協会宛に講習会の共催について打診
　　巾です。
　�A講習会準備として、カリキュラムの検討を行い、
　　鉄骨及び鉄筋のテストピースを会負会社から提供
　　願い、整備中です。また、関連テキスト、指導員
　　についても検討中です。
　2）　会員向け「外観検査講習会」について
　開催希望について関西以西の会員にアンケート調査
を行い希望者多数により大阪での開催を準備中です。
　3）　「行政中間検査実態調査」
　技術委員会会社及び幹事会社にアンケート調査を行
った結果、回答7社中、対応実績がある会社数は7社（23
件）で、東京都及び神奈川県のみ実績がある現状です。
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9．ニューフェース
　2000年10月1日付で新たに次の事業者が認定されまし
たのでご紹介いたします。
■（有）シー・アイ・エス（220）
　本社所在地　〒331−0852埼玉県大宮市桜木町44002
　　　　　　コート桜木201
　　　　　　TELO48−658−5322／FAX．048−658−5323
代表者氏名
認定種別
認定番号
検査部門
営業所など
代表取締役　朝井　邦雄
E種
第220EOO号
超音波検査
本社のみ
饗　昇
格　霧
■日本インスペックス（株）（44）
　本社所在地　〒534−0002大阪府大阪市都島区大東町
　　　　　　2419
　　　　　　TEL．06−6924−3111／FAX．06−6924−3110
　代表者氏名　代表取締役　谷川　照夫
　言忍定不璽男q　　　c不重
　認定番号　　第44COO号
　検査部門　　放射線検査，超音波検査
　営業所など　本社のみ
■（株）相模理工（139）
本社所在地
代表者氏名
認定種別
認定番号
検査部門
営業所など
〒228−0803神奈川県相模原市相模大野
7−11−2住商大野ビル4F
TELO42−745−7721／FAX．042−749−7282
代表取締役　井L　巧
D種
第139DOO号
超音波検査
本社のみ
謹北陸検査（株）（180）
本社所在地
代表者氏名
認定種別
認定番号
検査部門
営業所など
〒930−2205富山県富出市金山新東83−4
TELO7〔シ435−2250／FAX．076465−2157
代表取締役　岩瀬　實
D種
第180DOO号
超音波検査
本社のみ
霧　社名変更　霧一
■（有）さくら検査→（株）さくら検査（202）
CIWニュースラウンジ
一平成12年度後期CIW認定事業者認定証授与式開催一
　日溶協CIW認定委員会は10月2日，東京・神田のH溶
協本部で平成12年度後期の新規および昇格事業者の認
定証授与式を開催した。
　新規事業者は，E種・UTで大宮市のシー・アイ・エ
スの1社。昇格事業者は3社で，大阪市の日本インスペ
ックスがD種からC種へ（RT，UT），相模原市の相模理
rと富山市の北陸検査がそれぞれE種からD種へ（各UT）
昇格を果たした。
　席
L，あいさつに立った藤田譲委員長は，前日閉幕
したシドニーオリンピックについて触れ「周到で適切な
厳しい努力がメダルの栄光をもたらすと痛感した。CIW
においても世の中の二一ズに応えるためには，日頃の自
主的な努力による技術力，意志力の向上が重要」と指
摘し，出席者に理解を求めた。
授与式のもよう
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CWニュース・ラウンジ
一東京都が鉄骨工事検査システムを再構築一
　東京都では、建築基準法改正による建設省告示第
1103号「高度の品質を確保し得る作業万法の条件の指
定」の廃止に伴い、「昭和56年建設省告示第1103号に基
づく高度の品質を確保し得る作業方法の条件に関する
東京都取扱要綱」を廃止し、新たに「東京都鉄骨加工
工場取扱要綱」を平成12年6月1日付で制定した。また、
溶接部の品質を判定する際の取扱いを定めた要綱であ
る「建築物の工事における試験及び検査に関する東京
都取扱要綱」（61都市建調第185号）と「鉄骨造等の建
築物の工事に関する東京都取扱要綱」（2都市建調第272
号）を建築基準法施行令第67条第2項に基づき併せて改
正した。
　従来、東京都鉄骨加工工場登録制度は、告示第1103
号に基づいた上記要綱により運営されてきた。鉄骨加工
工場の作業条件の判定は建築確認ごとに審査すること
が原則であるが、本制度はあらかじめ適格と判定した工
場を事前に登録しておくことによって、建築確認の合理
化と統一化を図ってきた。登録された工場は、厳しい審
査を通過した後、更に年1回の制度検査を受けることと
なっている。本制度は、溶接部の不良欠陥の減少に大
いに貢献しているのみならず、鉄骨加工工場等の技術の
底上げにも貢献し、更に設計・施工・鉄骨製作などの
関係団体や学識経験者からも評価されているようであ
る。
　今回、告示第1103号が廃止され、出来あがったもの
（溶接部）に対する検査主義に移行した。また、0．9掛け
設計も廃止され全ての建物が全強度設計となった。建
築物は、他の一般製造業の製品とは異なり現地におい
て巨大な単晶を製造することから、最終段階での検査
主義ではリスクが大きすぎると考えられる。また、0．9
掛け制度も廃止され、全ての鉄骨加工工場が横一線で
受注でき工場規模に合わない工事を安いコストで受注し
品質を下げることも考えられ、工事前の予防的措置
（事前審査）が必要である。建築士、工事関係者及び行
政の双方にとり、加工工場の能力を事前に調査してお
くことは有益であるというのが東京都の見解だ。
　これにより、東京都では、新しい要綱に基づいて、東
纏0
確認申請
建築規模が3階かつ500m2
建築工事施工計画報告書の提出
鉄骨工事施工計画報告書提脚
幽
鉄骨加丁工場
が登録工場等
　　yes
建築物の規模が
登録の制限内
　　　yes
no
　　　�A
溶接部の検査である
抜き取り検査率を�@
に対して大編に緩稲
　　する
　�B
溶接部の検査
である抜き取
り検査率を�@
に対して緩秘
　する
建築．工事施工結果報告書（中間）
中問検査
コ
建築工事施工結果報告書（元了）
完了検査
京都鉄骨加工匪二場登録制度の継続を決定し、本制度を
組み入れた総合的な審査システムを再構築した。今後
はこのシステムに則り、業務を行っていくとのことであ
る。参考までに、東京都が策定した「鉄骨工事検査シ
ステム」をフロー図の形で掲載する。
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r一一一＿一一一一一一一一編集後記一一一一一一一一一一一一、
　今回のRUMPESが20世紀最後の発行となりました。昨年のJCOの臨界事故以降、雪印乳業
製品による集団食中毒、三菱自動車工業のクレーム隠し等，安全管理、品質管理について、
企業のモラルを問われました。我々も品質管理に当たる風土が希薄にならないよう、危機管
理意識を植え付けなければなりません。
　規制緩和に向け、あらゆる分野で法改正が行なわれています。非破壊検査技術者にとって
も一段と資質を問われる時代となりました。改正建築基準法に建築鋼材としてステレス鋼が
加わりましたのでステレス鋼についての特集を組んでみました。
　きたる21世紀には非破壊検査の重要性は広く社会に認知されると確信しています。読者の
皆様に時代の二一ズにあった魅力ある記事を提供できるよう、編集委員一同、心新にして頑
張っていきたい思います。今後とも皆様のご協力をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員TT）
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