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非破壊検査部門の頭文字 R(RT)，U(UT)，M(MT)，P(PT)，E(ET)，S(SM) を採った
ものである。

RUMPES（ランプス）とは：
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「CIW通信―RUMPES」は本年で創刊25年を迎えます。CIW通信編集委員会では25周年の節目に
当たり一層の内容充実を図るため、読者の皆様より原稿を募集いたします。
【原稿】
内容：学術論文、新技術紹介、随想、その他ジャンルは問いません。
応募様式：A4判1～4頁（1,600～6,400字＝図表除く）
提出期限：平成23年11月30日
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1．はじめに

鉄はその起源を宇宙の誕生まで遡り、地球に最も
多く存在する金属である。鉄の中でも鋼と呼ばれる
鉄は、含有する成分（炭素、ケイ素、マンガン等）
や金属組織を制御する事で色々な特性を発揮させる
事ができ、その使い易さから世の中で建築構造物を
初め広く使用されている。
さて地震が多い日本では、鉄骨建築物の設計は地

震による被害を考慮した耐震設計法にて行われる。
この設計法では、大地震が起きた際に鉄骨が適度に
（塑性）変形し地震のエネルギーを吸収することで、
建物自体の崩壊を回避できるようになっている。
しかし1995年に起きた兵庫県南部地震において、

いくつかの鉄骨建築物で耐震設計にて想定していた
鉄骨の変形が十分に起こる前に、柱と梁との溶接接
合部で脆性的に壊れるという現象（図1）が観察さ
れた。そこでこのような破断（破壊）を防止する設
計、施工法が制定され、これに対応する鋼材の製造
体制が整備された。
このように、これまでに建築物の安全性を高める

ため各種の建築鉄骨用鋼材が開発、規格化されてき
た。以下に厚板製品を中心に、建築鉄骨用鋼材につ
いて紹介する。

２．建築鉄骨用鋼材

2.1 建築構造用圧延鋼材（SN鋼）

1981年施行の新耐震設計法で鉄骨の変形性能確保
が重要な要素となり、これに伴い鋼材の降伏後の余

1. 鋼構造物関連講座―――「建築鉄骨用鋼材」
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図１　兵庫南部地震での柱梁接合部破断例

図２　ＳＮ材の適用例



力と塑性変形性能が要求された。そこで1994年6月
に建築構造専用の鋼材JIS規格である「建築構造用圧
延鋼材（JIS G3136：SN鋼）」が制定された。
SN鋼の特長は、①降伏点又は耐力の上下限値規

定、②降伏比（＝降伏点／引張強さ）の上限規定、
③シャルピー吸収エネルギーの規定、④板厚方向性
能の規定(C種)など耐震設計に関わる規定が加わり、
更に⑤炭素当量（Ceq）、溶接割れ感受性組成（PCM）
の規定、⑥不純物元素であるP、S含有量の規制強化、
と溶接施工性を改善したことである。
SN鋼には、変形させず本格的な溶接を行わない部

材・部位用のA種(SN400A)、B種は一般部材・部位、
C種は更に板厚方向に力を受ける部位への適用を考
えた鋼種という構成となっている。（図2）

2.2 TMCP490N/mm2級鋼

建築構造用TMCP（Thermo-Mechanical Control
Process：熱加工制御圧延法）490N/mm2級鋼板は、

従来の板厚が厚い高張力鋼での「高合金量（高Ceq）
⇒溶接性の悪化」という弱点を、制御圧延（厚板圧
延での圧下量と温度の制御）と制御冷却（圧延後の
加速冷却）による金属組織の制御技術にて解決した
ものである。この事によって板厚の厚い鋼板におい
ても高い強度と優れた溶接施工性を有することから、
これまでに東京都庁舎（図3）を初めとする数多く
の高層ビルに使用されてきている。

2.3 590N/mm2鋼(SA440鋼)

一部の大型超高層建築物では、柱に高い力が掛か
り490N/mm2級の鋼材では100mm近い板厚になり、
加工や溶接施工上の問題が生じるケースが発生し
た。この様な問題に対応するために、590N/mm2級
の強度を確保し高性能（高耐震性、高靱性、高溶接
性）を兼ね備えた鋼材が開発された。本鋼材は特殊
な熱処理によって製造し、SN鋼、TMCP鋼と同様に
降伏点の上下限、降伏比を制御した鋼材となってい
る。しかしながら590N/mm2鋼では、強度を高める
ために合金元素を多く添加する事から溶接性が劣化
し、溶接施工時に100℃程度の予熱が必要となって
くる。最近、大型超高層ビルで590N/mm2鋼を採用
するケースが増えるに従い、その施工性の改善が望
まれ予熱低減型590N/mm2鋼も開発されている。

2.4 建築構造用低降伏点鋼（LY225鋼）、極低降伏点

鋼（LY100鋼）

地震力に対して、建物に制震デバイスを組み込み、
その効果により地震エネルギーを吸収させる事で耐
震性能を向上させる技術が急速に進み、多くの建物
に適用されるようになってきた。制震デバイス（ダ
ンパー）としては、オイルダンパーのような粘性材
料、鉛などの粘弾性材料を用いたもの或いは摩擦を
利用したものなどが実用化されている。鉄鋼系材料
としては、通常の鋼材に比べ強度が低い低降伏点鋼
や極低降伏点鋼を用いた履歴エネルギー吸収タイプ
の制震技術が実用化されている（図4）。この鋼材は、
地震時に鉄骨骨組に先行して設計で狙った荷重で降
伏、変形させ、高い地震エネルギー吸収能力を発揮
させるために、①降伏点又は耐力は100N/mm2

（LY100）或いは225N/mm2（LY225）と低く、ばら
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図３　東京都庁舎



つき範囲の絶対値も±20N/mm2レンジと非常に狭
く、②破断までの伸びは40～50％以上と非常に大き
な伸び性能を有し、③溶接などの加工性は従来の
400N/mm2鋼と変わらない、といった特長を有する。
2.5 耐震建築溶接構造用圧延鋼材（柱梁溶接接合部の

脆性的破断防止ガイドライン対応鋼）

兵庫県南部地震で見られた柱と梁との溶接接合部
で脆性的に壊れるという現象（図1）を契機に、鉄
骨建築物に対する必要特性（靭性値）を検討する機
運が盛り上がり、建設省（現国土交通省）主導下で
検討が積み重ねられ、「鉄骨柱梁溶接接合部の脆性
的破断防止ガイドライン」が作成された。その中で
柱梁溶接接合部の特性（靱性値）として、脆性的破
断防止に必要なレベル（シャルピーエネルギー値≧

27J、70J）を確保する事が必要となり、炭素、マン
ガン等に加えP、S、Nといった不純物元素量を低く
抑えた鋼材の使用が推奨されている。
また日本の高層建築物では、箱型断面柱（通称ボ

ックス柱）が多く用いられる。その製作には効率の
観点から、図5に示すような多電極Submerged Arc
Welding（SAW）やElectroslag Welding（ESW）と
いった大入熱溶接が使用され、そのために溶接接合
部での特性（靱性）劣化が著しく、破壊に対する安
全性が低下してしまう。それ故に、高い安全性を有
する建築鋼構造物を合理（効率）的に施工できる様
に、大入熱溶接が適用された場合にも高い靱性が確
保できる鋼材も開発されている。
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図４　低降伏点鋼の適用例
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３．今後の方向（新構造システム建築物）

2004年から、内閣府、総務省、文部科学省、経済
産業省、国土交通省による府省連携5ヵ年プロジェ
クト「新構造システム建築物の開発」が行われた。
その概要は、従来の建築物の耐震性向上に加えて、
大地震後での建築物の資産価値確保並びに再使用を
可能とすべく「震度7弾性構造＋制震デバイス」と
いうコンセプトにて、鉄骨フレームに高い（降伏）
強度の高張力鋼を採用する方向で検討が進められ
た。この新構造システムでは、従来の構造と違い大
地震時の地震エネルギーの吸収を鉄骨で（塑性）変
形をさせず(弾性範囲に留め)、制震デバイスで全て
を担うシステムとなっている。
そのような考え方の一つの応用として、高い強度の
鋼材が適用された構造物としては話題の東京スカイ
ツリー®（図6）がある。従来建築用鋼より高い（降
伏）強度を有する鋼材を使用する事で、構造物の軽
量（スリム）化並びに板厚低減による製作性向上
（溶接施工負荷の軽減）、構造物安全性向上に寄与し
ている。

４．まとめ

以上、建築鉄骨用鋼材について紹介した。兵庫県
南部地震を契機とした鋼構造建築物への高い安全性
の要求から、各種溶接接合部での破壊への対策が検
討され、その結果として建築構造設計、鋼材の必要
特性の厳格化が進められているが、構造物の安全性
を確保する上では、その（脆性）破壊の発生起点と
なる欠陥検出、除去が重要であり、その点から溶接

接合部検査が大きな役割を担う事になる。
今後の方向としては、耐震設計に対する考え方が

更に発展し、従来以上の高張力鋼の採用が見込まれ、
鋼材や溶接材料など接合技術の開発も行われていく
事からも、溶接接合部の検査技術、精度の向上が重
要となってくる。
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図６　東京スカイツリー®

(事業主体：東武鉄道・東武タワースカイツリー)

図５　建築で使用される大入熱溶接



１．鋼構造物における溶接部の重要性

歴史を振り返って実例を鑑みると、溶接構造物の
破壊現象におけるボトルネックは物理量として圧倒
的な鋼材ではなく、わずかな部分を占めるに過ぎな
い溶接部(鋼材の熱影響部を含む)の品質に依存する
といって過言ではない。その主な原因は以下である。
(図1)
①形状的な不連続（応力集中）
②金属としての品質の不連続
③溶接欠陥の発生
また、これらの具体的検出、評価手段を表1に示

す。

③溶接欠陥については適切な材料や施工管理によ
って防止することが可能であり、さらに各種の非破
壊検査も可能である。一方、①形状的不連続や②品
質不連続は程度の差はあれ不可避的な性質であり、
さらに②は現在の技術では非破壊検査が不可能であ
る。将来的には内部品質を評価できる非破壊検査手
段が開発され、普及することを強く願うが、当面は
不可能な事を前提とせざるを得ない。破壊検査にし
ても実際の溶接物を加工することは非現実的であ
り、事前の施工試験などにより間接的、プロセス的
に品質の確度を高めるのが現実的手段となる。
したがって、溶接者および溶接管理者は予め対象

溶接物が具体的にどのような品質を要求されている
か、そして用いる溶接材料の性能および溶接条件が
及ぼす影響について知っておかなければならない。

２．溶接材料の設計と規格の意味

鋼材と溶接材料の商品としての大きな違いは、鋼
材は高炉、電炉などのミルメーカーが溶解と冷却工
程を制御することで設計と実態がほぼ合致している
のに対し、溶接材料は溶解と冷却工程をユーザーで
ある溶接者が担っていることから、必ずしもメーカ

2. マグ溶接ワイヤの上手な選定と使い方

㈱神戸製鋼所溶接事業部門開発部溶接開発室　鈴木　励一
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図1 溶接部の破壊要因

表1 代表的な溶接部の破壊原因とその確認･検出手段例



ーの狙い設計と溶接金属の実態が合致するわけでは
ないことがあげられる。そのため、トラブルとなり
やすい。
良く知られているように溶接部の品質には沢山の

溶接条件が影響を及ぼす。これらについてある標準
を決めない限り、ユーザーは求める品質に適当な商
品を選定することが困難となるため、おおよその分
類をすべく規格が制定されている。日本においては
その代表がJISであり、例えば一般炭素鋼用溶接ソリ
ッドワイヤはJIS Z3312「軟鋼、高張力鋼及び低温用
鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ」とし
て制定されている。(表2)
しかし、この規格分類の意味は溶接金属の保証を

するものでは無く、あくまで各メーカー、各銘柄の
相対的な保有性能を分類した目安に過ぎない。規格
には例えば490MPa～といった強度規定が設けられ
ているが、これは後述する各規格に規定された溶接
条件において満足すべき規定値であり、実際の溶接
継手において全て同条件ということはあり得ないこ
とから、カタログ値に対して低い、場合によっては
規格規定値を下回る場合もあり得るのである。また、
あくまで規格に規定された溶接条件での保証値であ
ることから、メーカー方針によってはそれを余裕を
持って満足する銘柄や、一方、余裕無くぎりぎり満
足するものもあり得る。したがって、規格規定の溶
接条件から大きく離れた条件で溶接を行う場合、同
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表2 JIS Z3312:2009「軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接
及びミグ溶接ソリッドワイヤ」（抜粋）

図2 溶接金属の性能に及ぼす要因の相関図



一規格の溶接材料でも出来上がった溶接金属の品質
は大きく異なることもあり得ることになる。
このように溶接材料の規格の適用性には本質的に

限界があり、あくまで目安として考え、溶接条件に
合わせて適切な商品を選定するのが望ましい。とき
には鋼材と異なる規格分類の商品が最善となること
もある。

３．各種溶接条件が品質に及ぼす影響1）2）

溶接金属の性能は主として①化学成分と②凝固時
の冷却速度の2大要素が支配する。これらの要素を
ガスシールドアーク溶接に関する影響要因としてさ
らに分類すると図2のようになる。

3-1 化学成分の影響因子3）4）

鋼の溶接において最も基本的かつ重要な技術が溶
融金属と大気との断絶である。鉄は窒素と結びつく
と著しく脆くなり(ぜい化)、固溶限界を超えると穴
だらけ(ブローホール)になってしまうからである。
溶接の歴史は断絶(シールド)方法の違いとして考え
ることが出来る。主要アーク溶接法である(a)被覆ア
ーク溶接法、(b)サブマージアーク溶接法、(c)ガス
シールドアーク溶接法(特にマグ溶接法)の違いを図3
に示す。(a)被覆アーク溶接法は溶接棒の周囲に塗装
された被覆フラックスが熱分解して発生するガスに
よって、(b)サブマージアーク溶接法は粉状のフラッ
クスによって、(c)ガスシールドアーク溶接法はボン
ベから導いたガスによって、溶融鉄と大気を遮断し

ている。しかしながらこれらの溶接法間には耐シー
ルド性の差がある。最も近代的溶接法であり、主力
溶接法の地位に躍り出た(c)ガスシールドアーク法
は、ガス突出口とアークの距離や面積、流量の点か
らシールド性が最も弱いという短所を抱えている。
(1)環境風速の影響と管理
いわゆるエアカーテンの原理であるガスシールド

状態を壊す作用が最も大きいのが風である。無風が
理想であることは当然であるが、外で行われる現場
溶接は無論のこと、工場内でも搬入シャッターや換
気のための窓からの風進入、暑さ対策のための扇風
機やクーラーなど、溶接環境に風が発生する要因は
多い。これらは可能な限り排除する必要がある。
溶接中に大気の窒素巻込みに伴って形成された溶

接金属の靭性(衝撃吸収エネルギー)が低下すること
は良く知られており、沢山の報告事例もあるが5）(図
4)、ブローホールが発生するまではビード外観に影
響が現れないことも多いので注意が必要である。マ
グ溶接法では過去、風の管理値として2.0m/秒以下
という指針が教科書6）7）などに掲載され、公知値と
なっていたが、これはブローホールの発生限界の見
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図３　各種アーク溶接法のシールド機構3）4）
図4 一般炭素鋼溶接金属中の窒素量と靭性の関係3）4）

図5 風速とシールド状態の関係3）4）（500A用ノズル，シールドガス流量25L/min）



地からの指標に過ぎない。最近、溶接金属の性能面
から改めて(社)日本溶接協会にて共同研究が行われ、
炭酸ガスアーク溶接では高々0.5m/秒以下にしなけ
れば品質健全性は保たれないことがわかってきた。
図5は風速とシールド状態の関係を特殊な機器を用
いて観察した例である。0.5m/秒という風速は図6に
示すごとく、煙草の煙が真横に流れ始める程度のご
く弱いものである。さらに、低スパッタ性が優れる
利点のあるAr+CO2混合ガスではより風に弱く、厳し
い管理が必要である。ちなみに溶接材料メーカーに
おける性能試験では溶接金属中の窒素量が50ppm程
度以下になる完全シールド状態で得らえる機械的性
能値を代表カタログ値としている。
(2)その他のシールド不良に影響を及ぼす因子
防風対策を講じていてもなお、シールド不良を助

長する要因がある。

被溶接面-ノズル間距離は、図7に示すように、い
わゆるワイヤ突出し長さに近似する。ただしノズル
の先端が必ずしもチップ先端と同じではなく、ノズ
ル先端が大きく後退し、チップが飛び出している形
状のトーチも見られるため、このような表現をして
いる。この長さが大きいほど、アーク位置のガス流
速は低下し、シールド性は低下する。したがって、
溶接中のアークの視認性や耐スパッタ付着性が劣る
方向となるが、溶接金属の性能面から短い方が望ま
しい。
ガス流量はシールドノズルの径(断面積)や被溶接

面-ノズル間距離とのバランスで最低流量が決まる。
図8に被溶接面-ノズル間距離とガス流量を変えて無
風環境下で溶接したときの溶接金属窒素量を調査し
た結果を示す。一般的な推奨条件を表3に示す。な
お、良く起こるトラブル事例として、ガス流量は配
管元側で管理し、適正量流していても、その後の経
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図6 風速の簡易イメージ（煙の傾き）3）4）

図7 被溶接面－ノズル先端間距離1）2）

図8 被溶接面－ノズル先端間距離、シールドガス流量が溶接金
属中の窒素量に及ぼす影響1）2）

図9 ワイヤ送給系内に堆積したダスト

表3 シールド不良を防ぐための管理目安　（※無風状態）



路において漏れが発生していて、ノズル出口では
微々たる流量しか流れていないケースがある。定期
的にガスホースやコネクター部の劣化漏れが起きて
いないか確認することが望ましい。
(3)アーク長の影響
シールド不良時に進入した大気中窒素は、主に超

高温状態であるアーク内において溶融鉄と反応して
いることが既往の研究でわかっている8）。したがって、
アーク長(≒電圧)が長いほど同じシールド不良状態
でも窒素量上昇が顕著になる。また、窒素だけでな
くSiやMn等の積極添加有用元素が酸化反応を起こ
し、スラグとなって溶接金属外へ排出されるのもア
ーク内の溶滴移動距離の影響が大きい。すなわち、
アーク長は短いほどシールド不良の防止、溶接金属
の強度など機械的性能の向上をもたらす。スパッタ
を減らすため等の目的でアーク長を長くするのを抑
制する、管理的に言い換えれば電流値に対して電圧
値を適正バランスに保つことが重要である。なお、
意図せず不安定にアーク長が伸縮することがあるが、
これはワイヤ送給抵抗が高くなっているのが原因で
あることが多く、コンジットライナーや送給ローラ
ーのメンテナンスもまた重要となる。(図9)

3-2 冷却速度の影響因子7）9）

同じ化学成分の溶接金属も、その冷却時の速度に
よって強度や靭性といった機械的性能は大きく影響
を受ける。一般的に冷却速度が小さいほど、結晶組
織が粗大成長し、性能は低下する。冷却速度は①入
熱が高い、すなわち高電流･低速度ほど、②パス間
温度が高い、すなわち連続的積層ほど、③板厚や板
長さが短いほど、小さくなる。マグ溶接ワイヤのJIS
規格ではその性能の評価標準として、これらの項目
を直接あるいは間接的に規定している。おおよそ、

板厚20mm、入熱17kJ/cm程度、パス間温度150℃で
溶着金属を形成することとしている。したがって、
実際の溶接条件の冷却速度がこのJIS条件よりも小さ
ければ、溶接材料のメーカーカタログ値よりも性能
が低下することを知っておく必要がある。溶接ワイ
ヤの性能に関する冷却速度依存性はメーカーに問い
合わせる必要がある。
なお、冷却速度依存性は本来ワイヤ銘柄毎によっ

て異なり、さらに適用する板厚や継手形状によって
冷却速度自体が変化するが、建築業界では管理面の
容易性を重視し、指針として、ワイヤJIS規格毎に入
熱とパス間温度範囲を(社)日本建築学会が規定し、
運用されている10）。参考としてその抜粋を表4に示す。

４．おわりに

マグ溶接法を主な対象として溶接材料の性能を引
き出すための注意事項を述べてきた。溶接技術は既
に技術的発展性の点で成熟してきてはいるが、一方
で誰でも同じ品質を得る水準には全く至っていない。
今回省略したが、鋼材や溶材の技術的発展に伴い、
溶接割れの発生頻度が減少、あたかも克服されたか
のように考える危険な考えが唱えられることもある。
アーク溶接は昔も今も繊細な管理が必要な技術で

あることに変わりがないことを念頭に置き、必要性
能に応じた溶接材料選定や施工管理をお願いした
い。
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1) 鉄構技術Vol.15 No.164 P32 (2002),鋼構造出版
2) 鉄骨梁端溶接接合部の脆性的破断防止ガイドライン,日本建築
センター
3) 溶接技術 連載講座「ガスシールドアーク溶接のシールド性に関
する研究報告」 2009.5̃10月号,産報出版
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量の影響」
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8) 鈴木他；「シールド不良時の溶接金属窒素量がシールドガスの
Ar混合比と共に上昇する原因の研究」, 溶接学会第213回溶接法
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9) 日本溶接協会「溶接の研究」建築構造用溶接材料の検
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表4 鉄骨工事技術指針　溶接材料と
入熱・パス間温度規定（抜粋）10）



１．はじめに

2011年4月に発行された本指針（案）について、
作成の目的、作成にあたって考慮したこと、実験結
果などを報告する。

２．指針作成の目的

直径500mm以下の円周継手の超音波探傷検査をお
こなう場合、日本建築学会UT規準では対比試験片

RB-A6を使用して探傷感度を調整するよう規定され
ているが、現状では次のような問題が生じている。
・小規模工事ではRB-A6が準備されないことがある。
・RB-A6がない場合、何らかの方法で感度を補正し
なければならないが、統一された感度補正方法が
定まっていない。
・RB-A6は通常0.5Sと1.0Sの2点で特性曲線を作成す
るため、板厚が15mmを超えると、0～0.5S（特性
曲線が水平になる）範囲はSTB-A2より評価が厳し
くなる（図1参照）。
・RB-A6は寸法の規定はあるが製作精度の基準がな
いため、実際の製作ではバラツキが避けられない。
例えば、同一工事で鉄骨製作工場が複数ありそれ
ぞれの工場でRB-A6を製作した場合、それぞれ異
なった感度で検査する可能性がある。
・一般にRB-A6は重く携帯には不向きであり、検査
会社が受入検査毎に持ち込むことは難しい。
このような問題の多くはSTB-A2形系試験片で作成

した距離振幅特性曲線を使用して感度補正を行うこ
とにより解決できると考えた。

3. 探傷感度の調整にSTB-A2形系試験片を用いた鋼管円周
継手の超音波探傷試験法に関する指針（案）作成の報告

一般社団法人CIW検査業協会　技術委員会
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図1 RB-A6とSTB-A2形系の距離振幅特性曲線

図2 V透過法による感度差と標準穴の感度差



３．指針作成にあたって考慮したこと

指針の作成および実験にあたっては次の事項を考
慮した。
・建築学会UT規準ではRB-A6を使用するよう規定さ
れているので、実際にRB-A6を使用して検証する。
・鋼管のような閉鎖断面の溶接部は表面に近い欠陥
がより強度に影響すると考えられるので、1回反射
法の探傷感度が適正になるよう考慮する。
・板厚が薄くSTB-A2の特性曲線が水平になる範囲に
ついては板厚が厚い場合と区分する。
・RB-A6を使用しないで感度補正により探傷する場
合は、RB-A6を使用した場合と同等かやや高い感
度に設定し実際にRB-A6を使用した場合より甘く
ならないようにする。
・本指針を適用する機会は中小の工事に多いと思わ
れるので、簡便に使用できるようあまり細かい規

定は設けない。
・V透過法による感度補正はRB-A6とSTB-A2のφ4×
4の標準穴に対する感度補正と同じではないので
（図2参照）、本指針には採用しないことにした。た
だし、個々の工事において関係者間の合意でV透
過法による感度補正を適用することを否定するも
のではない。

４．実験結果

実験に使用した試験片は直径100mm～450mm、
板厚10mm～40mmで合計63体、探傷器はUSM35及
びUI-S7、探触子は5C10×10A70及び5C10×10A65で
ある。実験の結果、明らかになった主な事項は次の
とおりである。
・RB-A6 の標準穴からのエコー高さは探傷器USM-
35 とUI-S7 で全体として大きな差異はなかった。
・板厚が10mm 未満の場合、外径にあまり関係なく
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図3 0.5S点での特性曲線とのエコー高さの差

図4 曲率に対する0.5Sと1.0Sの感度差



STB-A21 とのエコー高さの差は－6dB 程度であっ
た。
・板厚が10mm 以上の場合、直射法（0～0.5S）の
範囲は外面の曲率に影響され、一回反射法（0.5S
～1.0S）の範囲は外面の曲率の影響にさらに内面
の曲率の影響が加わる。外径を200mm未満と
200mm以上に区分し、さらに直射法と1回反射法
の感度差を求めることが合理的と思われた。
・直射法では直径が200mm未満の場合、RB-A6のエ
コー高さはSTB-A21 に比較して－10dB 程度であ
り、直径が200mm以上の場合は－6dB 程度であっ
た（図3）。
・1回反射法では内面の曲率の程度を直径（または
半径）と板厚tの関係で表すと、直径が200mm未
満及び200mm以上の場合とも1.0Sのエコー高さは
0.5Sに比較して、直径が10t（半径が5t）未満の場
合は－6dB程度となり、直径が10t以上20t未満（半
径が5t以上10t 未満）の場合は－4dB程度となった。
なお直径が20t（半径が10t）以上の場合は0.5Sと
1.0Sのエコー高さがほぼ同じであった（図4）。

５．終わりに

実験結果は日本建築学会2011年度大会で発表し
た。また、指針は関係者に配付した。
鋼管円周継手の探傷は、とくに精度の高いRB-A6

が必要とされる場合を除くと、本指針による感度補
正方法を適用することが合理的と思われる。
なお、現時点での課題としては板厚を10mm、直

径を200mmで区分したので、それぞれの境界近傍で
はわずかな寸法の差で感度補正量が大きく異なるこ
とがある。この点を含め各方面からの意見を待ち、

さらに検討を続けたい。
**********************************************

探傷感度の調整にSTB-A2形系試験片を用いた

鋼管円周継手の超音波探傷試験法に関する指針（案）

2011年4月
一般社団法人CIW検査業協会

技術委員会

１．総　則

1.1 適用範囲 この指針は直径100mm以上500mm以
下の鋼管円周継手溶接部に超音波探傷試験を適用す
る場合で、STB-A2形系標準試験片を使用して探傷感
度の調整を行う場合に適用する。なお、適用する鋼
材の種類はSTKN400、490及びSTK400、STK490と
する。
1.2 一般事項 本指針に規定する以外の一般事項は
日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査
規準・同解説」及びJIS Z 3060「鋼溶接部の超音波
探傷試験方法」による。

２．探傷

2.1 探触子 使用する探触子は周波数5MHz、振動
子の寸法10mm×10mm、公称屈折角70度または65
度とし、当該工事の超音波探傷検査要領書に規定さ
れたものを用いる。探触子の接触面の曲面加工は行
わない。
2.2 エコー高さ区分線 A2形系標準試験片のφ4×
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表1 感度補正量



4mmにより作成した距離振幅特性曲線によるエコー
高さ区分線を使用する。
2.3 探傷感度 公称屈折角70度では、A2形系標準試
験片またはA3形系標準試験片のφ4×4mmのエコー
高さをH線に合わせた後、円周溶接部の直径と板厚
によって表１感度補正量を加え、これを超音波探傷
試験の探傷感度とする、公称屈折角65度では、A2形
系標準試験片またはA3形系標準試験片のφ4×4mm
のエコー高さをM線に合わせた後、円周溶接部の直
径と板厚によって表１感度補正量を加え、これを超
音波探傷試験の探傷感度とする、直射法の探傷は直
射法の補正量を、１回反射法の探傷は直射法の補正
量にさらに１回反射法の補正量を加える。
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一般社団法人ＣＩＷ検査業協会　技術委員会
指針作成委員構成表

委員長：安藤純二　(株)ジャスト
委　員：荒井　均　(株)キューシーコンサルタント

○有馬良雄　(株)検査サービス
井手　茂　東亜非破壊検査(株)
海上　昇　新日本非破壊検査(株)

◎上平綱昭 エンジニアリングサービス(株)
熊谷昌之　綜合非破壊検査(株)
末次　純　非破壊検査(株)
多田健次　(株)ジャスト
成本憲一　(株)シーエックスアール
古舘岳実　ダンテック(株)

○丸山和則　北日本非破壊検査(株)
山本大介　ソニック(株)

○池ケ谷靖　(株)ジャスト

◎ワーキンググループリーダー
○ワーキンググループメンバー

2011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。また、2011年4月1日付認定から変更が
あった事業者についてもご紹介いたします。〔 〕内の数字
は、会社コードです。
なお、認定事業者（全て）については、別刷「CIW認定事

業者一覧」をご覧ください。

＜新規：3社＞

C種

◆(株)シンワ検査〔244〕(本社・神奈川県)
認定検査部門：UT・PT
登録事業所　：本社

D種

◆(株)茗和検査〔55〕(本社・千葉県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

◆(株)建材サービスセンター〔245〕(本社・東京都)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社営業所

＜種別変更：1社＞

C種

◆新東技検(株)〔98〕(本社・神奈川県)
認定検査部門：RT・UT
登録事業所　：本社

＜検査部門等の追加：3社＞

C種(追加：建築鉄骨検査適格事業者)

◆(有)グローバル検査〔188〕(本社・愛知県)
認定検査部門：RT・UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

D種(追加：建築鉄骨検査適格事業者)

◆アイ・エス・シー検査サービス(株)〔160〕(本社・富山県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社

◆(株)エフアールアイ・国立〔235〕(本社・福岡県)
認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社、横須賀支社

＜法人格の変更：1社＞

◆(株)博多非破壊検査〔190〕（福岡県）←【旧】(有)博多非
破壊検査

2011年10月1日現在の認定事業者数は次のとおりです。
A種：16社、B種：7社、C種：31社、D種：73社　合計：

127社

CIWCIW認定認定にに関関するおするお知知らせらせ



１．はじめに

アルミニウム及びアルミニウム合金をティグ溶接
すると、そのマクロ及びミクロ組織は芸術家の作品
とみまがうようなものが観察できる。ここで示す例
は、板厚が1又は2mmの薄板を対象としている。マ
クロ組織を観察する場合には、王水で腐食をしたが、
ミクロ組織は溶接のままの状態で光学顕微鏡を用い
て観察したものである。ティグ溶接では、不活性ガ
スのアルゴンをシールドガスとして用いるため、溶
接金属表面はほとんど酸化されないため、溶接のま
まで明りょうなミクロ組織を観察できる。

２．溶接金属の形成

図1に、99.96%アルミニウムを溶接した際の溶融境
界部付近のマクロ組織を示す。溶融境界部において
は、母材側（厳密には、熱影響部）の結晶を核とし
て、その上に溶接金属が成長する。この領域の結晶
は、母材の結晶に比べると粗大化している。また、
図1においては結晶が長く成長しているが、これを柱
状晶という。また、これらの柱状晶は湾曲して成長
しているが、この現象は、純度が高い場合（99.96%
以上）に認められ、純度が99.93%になると、柱状晶
は<100>方向に成長するようになり（優先成長とい
う）、湾曲して成長する現象は認められなくなる。核

として作用する結晶とその上に成長した柱状晶とは
同じ結晶方位をもっており、このような成長をエピ
タキシャル成長という1）。これは、アルミニウムにか
かわらず、溶融溶接をした際の全ての金属でも起こ
り、これによって母材と溶接金属がきちんと接合さ
れる。

３．工業用純アルミニウムの溶接凝固組織

図2に、工業用純アルミニウムA1050（純度：
99.5%）を250mm/minの速度で溶接した場合のマク
ロ組織を示す2）。溶融境界部付近では小さな三角形
状をした結晶が多く認められる。これらの結晶は、
選択成長によって溶接金属内部にまで成長できなか
った結晶である。柱状晶は<100>方向に成長する性
質があるため、溶接金属中の最大温度勾配の方向と
の兼ね合いで、柱状晶の<100>方向が最大温度勾配
の方向に近い場合（実験結果によると約20度程度）
には柱状晶は成長しやすくなる（成長速度が速くな
る）が、その角度が大きくなると成長が遅くなるた
め、近くの成長速度が速い柱状晶の方が優先的に溶
接金属内部に成長し、成長の遅い結晶は成長が途中
で抑制される現象を選択成長という。低速度溶接の
場合には溶融池の形状がだ円形をしているため、溶

4. アルミニウム及びアルミニウム合金の溶接凝固組織の美

九州工業大学名誉教授　加藤　光昭
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図1 99.96％アルミニウムの溶融境界部付近のマクロ組織
（溶接速度：250mm/min）

図2 A1050工業用純アルミニウム板の溶接金属のマクロ組織
（溶接速度：250mm/min）



融境界部から溶接金属中央部に進むに従って最大温
度勾配の方向は大きく変化する。したがって、選択
成長の結果生き延びた柱状晶も、途中で最大温度勾
配の方向の角度が大きくなると（溶融境界部と溶接
金属中央部とのほぼ中間部あたり）成長が困難にな
る。すると、最大温度勾配の方向に<100>方向をも
った柱状晶が溶接金属中で新たに発生する。これら
の柱状晶は、図2にも認められる。そして、溶接金
属中央部付近では、溶接方向に平行に成長している
柱状晶も認められる。このような柱状晶をストレイ
結晶という。この名前は、1950年代にB.Chalmersに
よって命名された3）。彼は一方向凝固の研究をして
おり、任意の方向に結晶を成長させることを試みた
が、ストレイ結晶が成長してしまうため、この試み
は失敗した（IC用材料として用いられているSi単結
晶及び単結晶でできた耐熱合金製のタービンブレー

ドも<100>方向に成長させたものである）。同様の現
象が溶接金属中でも起こる。
高速度溶接の場合には、溶融池の形状が涙滴形を

しているために、最大温度勾配の方向はほとんど変
化をしない。このため、柱状晶は、溶融境界部から
溶接金属中央部に向かって直線的に成長する（溶融
境界部付近では選択成長は起こる）。このように柱
状晶は<100>方向に成長するため、<100>方向を繊維
軸とする繊維組織が形成され4）、これは音響的な異
方性ともなる（この現象は、オーステナイト系ステ
ンレス鋼の溶接部でも生じる）。
溶接金属に形成される一般的な凝固組織として

は、柱状晶の他に等軸晶がある。市販のアルミニウ
ム合金中には微量ではあるが多数の元素を添加して
あるため、等軸晶は形成されやすくなる。溶接金属
の機械的性質は、凝固組織によって異なり、柱状晶
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図3 等軸晶のミクロ組織とそのステレオ投影図

図4 A1050アルミニウム単結晶板のナゲットのマクロ組織とそのステレオ投影図



よりも等軸晶の方が一般に機械的性質は良好であ
る。Ti及びBを添加すると等軸晶が形成されやすく
なる。図3に等軸晶のミクロ組織（左）とそのステ
レオ投影図（右）を示す。十字架状に認められるの
はデンドライトと呼ばれ、その成長方向は、ステレ
オ投影図から分かるようにほぼ<100>方向である。

４．ストレイ結晶の形成

ストレイ結晶の形成について基礎的に検討するた
めに、A1050工業用純アルミニウムの単結晶板を用
いて検討した。図4に、ティグアークスポット溶接を
して得られたナゲット部のマクロ組織（左）及び単
結晶板のステレオ投影図（右）を示す5）。溶融境界
部付近では、エピタキシャル成長が起きており、単
結晶のままである。溶融境界部から少しナゲット内
部に入ると、上下左右方向に十字架状に多数のスト
レイ結晶が認められる（粒状の結晶は、等軸晶であ
る）。ステレオ投影から明らかなように、中心近くに
(001)極があり、この結晶表面はほぼ(001)面である。
ストレイ結晶は、<100>方向から約45度の方向に成
長している。
図5に、ビード溶接した場合のストレイ結晶の発

生状況の例を示す5）（溶接速度：250 mm/min）。こ
の場合には、溶接金属の上部には多くのストレイ結
晶が形成されている（溶接方向に平行な方向にも形
成されている）が、下部の領域には形成されていな
い。これは、下部の領域ではサブグレインが [1

-
00]方

向に成長しやすいのに対して、上部の領域では [001
- 
]

又は [01
-
0]方向に成長するはずであるが、溶融境界

部付近では最大温度勾配との関係で成長しにくいた
め、エピタキシャル成長した後はすぐにストレイ結

晶が形成されたものである。

５．特異な結晶

アルミニウム溶接金属中に形成される特異な結晶
として羽毛状晶がある。A5083アルミニウム合金に
おいて、溶接速度が250 mm/minの場合に認められ
た羽毛状晶の例を、図6に示す6）。羽毛状晶は低速度
溶接の場合に形成されやすく、高速度溶接になると
形成されにくい。羽毛状晶には異方性がある。羽毛
状晶の成長方向に平行な方向の伸びは、直角方向に
比べるとかなり大きい6）。成長方向に平行方向の音
速（平均で2720 m/s）は直角方向の音速（平均で
2600 m/s）よりも速い7）。さらに、Ｘ線回折法6）及
び透過電子顕微鏡を用いた電子回折8）の結果、羽毛
状晶は双晶であることが確認されている。
図7(a)及び(b)に、柱状晶中に形成されたデンドラ

イトと羽毛状晶中に形成されたデンドライトを比較
して示す6）。図7(a)の場合には、上下方向のデンドラ
イトの幹（これもほぼ<100>方向に成長する）に直
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図5 A1050アルミニウム単結晶板の溶接金属のマクロ組織とそのステレオ投影図（溶接速度：250mm/min）

図6 A5083アルミニウム合金に認められた羽毛状晶
（溶接速度：250mm/min）



角な方向にも枝はりをしている様子が認められる
（これをセルデンドライトという）。一方、図7(b)の
場合には、幹（この成長方向は<110>方向）に対し
て約54度傾いた方向（これは<211>方向）に枝はり
をしている。これは、羽毛状晶が双晶である別の証
拠でもある。
図8(a)及び(b)に、99.999%アルミニウムとAl-

2.64%Mg二元合金を250 mm/minの速度で突合せ溶
接した際のマクロ組織及びその模式図をそれぞれ示
す9）。図8(b)中に破線で示したのは、等温度線であ
る。このマクロ組織で特徴的なことは、溶接金属中
央部付近で多くのアーク状の結晶が認められること
で、これらをリップル結晶と名づけた。図8(b)に記
号を付けたC1からC8の結晶に対して0.1mmのマイク
ロビームを用いてラウエ写真を撮影し、それぞれの
結晶方位を求めた。その結果、分断されて認められ
る結晶C4及びC5の結晶方位は同じで、そして結晶
C7及びC8の結晶方位は同じであることが分かった。
このことは、結晶C4とC5は同じ結晶として成長を始
めたが、溶接金属中央部付近を成長していた結晶C3
の方が成長速度が速いために、溶接金属中央部付近
の領域がC3によって分断されたと考えられる。同様
に、結晶C7とC8は結晶C6によって分断されたと考
えられる。また、リップル結晶中にもサブグレイン
は認められ、この成長方向はほぼ<100>方向であった。

６．おわりに

以上、アルミニウム及びアルミニウム合金をティ
グ溶接した際に形成された凝固組織の例を示した
が、溶接はものづくりの基本であるばかりでなく、
芸術家の側面ももっていることが分かる。
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図7 A5083アルミニウム合金の柱状晶と羽毛状晶中の
デンドライトの比較

図8 99.999％アルミニウムとAl-2.6％Mg合金を突合せ溶接した
際のマクロ組織（溶接速度：250mm/min）



SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)と呼ば
れるツールが登場して十年が経とうとしています。ご
存知の方も多いと思いますがSNSとは、インターネッ
トを介してコミュニケーションをとるツールのことを
いい、国内のサービスとして有名なのは、mixi、Gree、
Mobageなどがあり、登録者数はいずれも1千万人を超
えています。また海外のサービスとしては、2008年に
日本語版が登場したfacebookがあり、こちらの登録者
は世界中でなんと7億5千万人を超えているそうです。
(登録者数情報はいずれもWikipediaによる)
他にも広い意味でSNSと称されているものに、140

文字以内の短い文章を投稿、閲覧できるtwitterがあり
ます。政治家や芸能人また有名企業の社長など名のし
れた人達のツイート(つぶやき)が閲覧できるため急速
に広まりました。「～なう。(今～にいます、～をして
いますの意)」という言葉は流行語にも選ばれました
ので、皆様も耳に(目に？) したことがおありかと思い
ます。ご多分に漏れず私もmixi、facebook、twitterに
登録をしていますが、さすがに「なう」を使ったこと
はまだありません。
私がこういった仮想空間でのコミュニケーションを
とるようになったのは20年ほど前からで、当初インタ
ーネットはまだ一般には使われておらず「パソコン通
信」(略してパソ通)と呼ばれているものでした。初め
て買ったモデムの速度は14400bpsで、現在使われてい
るNTTの光回線と比べると、1000分の1程度の速度で
した。また一般電話回線を使用していた為、通信中は
電話が使えなかったり、諸般の都合から23時を過ぎて
から通信を始めていた為、気が付くと2時3時になって
いたこともあり、家族からよく文句を言われたもので
す。
でもその頃「パソ通」で知り合った気の合う友人達
とは、今でもfacebookやtwitterなどで交流が続いてい
て、自分とは全く環境が違う人達とも良いコミュニケ
ーションが出来ていると思っています。また3月の東

日本大震災では、携帯電話は言うに及ばず一般電話ま
でが通話不能になる中、インターネットは携帯電話も
含め比較的接続可能であったことから、twitterが災害
時の情報収集及び発信の手段として使われたことは、
ニュース等で報道されましたので皆様もご存じのこと
でしょう。
義援金や救援物資などの現実的な支援と共に、励ま
しや勇気づける言葉の支援がインターネットを介して
広がっていったことはとても喜ばしいことだと思いま
す。
一般に投稿を公開していれば誰でもフォロワー(相
手の投稿を閲覧すること)ができるtwitterやウェブペー
ジのように不特定多数の人に公開できるブログは、手
軽な情報発信手段であり、閲覧している多くの人との
やり取りもできるため、タイムリーで率直な意見を収
集することができます。政治家のtwitter利用度が高い
のは、有権者の声を広く聞く為に有効な手段だからで
しょう。諸外国ではtwitterやfacebookでの選挙運動は
盛んで、米国のオバマ大統領もtwitterを積極的に活用
して運動を進めたと聞きます。日本では選挙運動に利
用することは許されていないようですが、素早くそし
てより広く情報発信する手段としてもっと活用される
ことを期待しています。
IT革命によってSNSのようなサービスが発展し、さ
らに携帯電話の普及と機能の向上により、より手軽に
SNSが利用できるようになりました。リアルタイムで
の情報交換が可能になり、かつてパソコンの前でキー
ボードを叩きまくっていた会話も今では携帯電話で済
むようになりました。
その半面、些細な一言から誤解が生じ大きな問題に
発展したり、偽りの情報に惑わされたりすることも問
題になっています。利便性の陰に隠れた負の側面に注
意しつつ、有意義な使い方をしていきたいと思います。
最後になりましたが、facebookは実名で登録していま
す。よろしければお暇な際に検索してくださいませ。

5. 随想 ――ＳＮＳの効用

㈱九検　古賀　美智恵
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☆平成23年度第3回理事会を開催

平成23年度第3回理事会を9月12日(月)に当協会事
務所において開催し、会務報告、各担当者中間報告、
地区ブロック会議議題等について審議を行いました。
尚、本年度の地区ブロック会議は、三地区合同と

して「がんばろう東日本」の合言葉のもと東日本大
震災からの復興に向けて歩み出した東北の地におい
て10月20日(木)（於：仙台市青葉区）に、WES
8701－2007改訂版についての意見交換を主な議題と
して開催の予定です。また、第4回理事会は、12月8
日(木)に開催の予定です。

☆委員会活動の紹介

①契約適正化推進実行委員会

◎「CIW認定制度・第三者検査普及促進活動」は、
CIW認定や告示1464号の認知度がまだまだ低い地域
が散見されることを認識し、本年度も全国の行政庁
等へPR活動を開始しました。
◎「突合せ継手の食い違いと仕口のずれの検査に

関する現状調査アンケート」は、第三者検査実施の
有無について事業所からの回答率を上げる改善を行
い９月末日回収で実施しました。現在、その結果の
集計と分析を行っています。
②技術委員会

◎「探傷感度の調整にSTB-A2形系試験片を用い
た鋼管円周継手の超音波探傷試験法に関する指針
(案)」(本号に掲載)を8月24日(水)に開催された2011
年度日本建築学会大会(関東)において「小径鋼管溶
接部の超音波探傷におけるRB-A6に関する実験的研
究」(その1)から(その4)の4編にまとめ発表しました。
また、RB-A6の標準孔の加工精度についての追加実
験等を加えた検討を行う予定です。
◎「小径管放射線透過試験確認実験」は、JIS Z

3104:1995「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」に
準拠した撮影方法において、必要条件を満足する撮

影が可能かどうかの確認と小径管の分割撮影枚数の
調査を目的として回送実験を行っています。
◎「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同

解説」(日本建築学会)の「欠陥指示長さ」は約40年
前に作成されたものであり、欠陥指示長さだけでは
正確な評価ができないのでは…との意見も目立ち始
めたことから、『誰にでも簡単に判りやすい(欠陥高
さの)測定方法』を目指して委員会活動を開始しま
した。
③次世代のための非破壊検査セミナー委員会

『諸分野で勉学する次世代の若者に非破壊検査セミ
ナーを行い、構造物や都市の安全を支える非破壊検
査を紹介する』ためのセミナーは、工業高校に在籍
する生徒を対象として、一日コースの体験学習とし、
広く適用されている非破壊検査をわかり易く紹介す
ることを目的に、(社)日本非破壊検査協会、(財)日
本溶接技術センター、(社)日本非破壊検査工業会、
(社)CIW検査業協会の四団体が参画し、第1回目の
セミナーを千葉県内での開催として検討が進んでい
ます。

☆今後の研修会予定について

①JWES－検査技術管理者及び上級検査技術者
（UT部門）資格試験のための受験対策講習会は、平
成23年11月上旬に東京で開催します。
②(社)日本溶接協会溶接検査認定委員会が認定す

る研修会【建築物の工事における試験及び検査に関
する研修会】を平成24年2月19日(日)：大阪で開催
します。
また、本年度も「品質システムの構築に関する研

修会」や「内部監査員養成のための研修会」の開催
を計画しています。ご要望等は当協会事務局までお
問い合わせ下さい。
研修会の詳細は、当協会ホームページ（http://

www.ciw.gr.jp）に掲載いたします。

6. CIW検査業協会だより

一般社団法人CIW検査業協会
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カタカナは、使い手にはまことに便利な表現方法なのだろう。音節も原義もそのまま表せ、

こんなに適切な伝達方法はないようである。ただ、受け手の理解はどうなのかと時々疑問に思

う。「システム」や「マネジメント」に出会い、辞書を引いてこれかあれかと、適当なところ

で分かったつもりになっている。国際標準準拠が当たり前になり、細目とカタカナに取り囲ま

れ、書類や方法に振り回されているように思えてならない。

確かな仕事をし、確実な検査で安心できる製品を社会に提供するという本質を見失わないよ

う運用すべきと思っている。

このRUMPES秋の号では、記事の一つに鋼管継手の超音波探傷法に関する指針を掲載した。

基準の適用に際して、探傷感度の設定に対比試験片の製作が条件となるものがある。この試験

片の製作は施工者や検査実務者によるが、加工精度の面から全国で不統一の状況が生じている。

この問題を、標準試験片を使用して安定した感度補正を行い解決することを提言したものであ

る。

検査のほとんどが法や規格に忠実であろうとするが、対象物による不備の解決を検査実務の

本質を求める立場から指針を示し、現実的な運用を提言したことは、光る一歩と思う。

(Y.M)

編　集　後　記


