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１．はじめに

鋼構造建築物の柱梁溶接接合部は「工場溶接接合
形式」と「現場溶接接合形式」の2 種類に大別され
る。工場溶接接合形式と現場溶接接合形式の模式図
を図1 に示す。1995年兵庫県南部地震において、現
場溶接接合形式における梁端破断の発生率が工場溶
接接合形式の3倍弱であり、梁端の塑性変形能力を
確保する事が困難であることが指摘されている。
現場溶接接合形式は、図1に示すようにボルト本

数、スプライスプレートの低減、輸送時の効率化と
いうコストの面から近年非常に多用されており、今
後も使用が多くなるであろうと想定される。その為、
現場溶接接合部の塑性変形能力を十分に発揮できる
方法を確立する事は大きな課題である。
そこで本報は、工場溶接接合形式（ノンスカラッ

プ工法）と現場溶接接合形式の保有性能の差がどの
程度差があるかを確認し（2章）、現場溶接接合形式
の保有性能を向上させるべく提案されている4種類
の接合部ディテールの変形能力の比較（3章）を行
い、その中で高い変形能力を示し、比較的施工が容
易である孔空きフランジ工法を取り上げ（4 章）、そ
の設計式の確立を目的としている。

２．工場溶接接合形式と現場溶接接合形
式の変形能力の相違

工場溶接接合形式においては、ノンスカラップ工
法が高い変形能力を示すことが明らかにされている
1）。しかし、現場溶接接合形式は、下フランジの完
全溶込み溶接を下向き姿勢で行う為、ウェブ部にス

1. 鋼構造物関連講座 ―――「鋼構造柱梁溶接接合部の変
形能力向上に関する考察」―梁端現場溶接接合が抱える問題と対策―

信州大学　中込　忠男
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図1 工場溶接接合形式と現場溶接接合形式の模式図

現場溶接接合形式 工場溶接接合形式

図2 接合部拡大図



カラップが必要となり、下フランジにノンスカラッ
プ工法を適用することが困難である。スカラップを
設けるとスカラップ底に応力集中が生じてしまう。
（図2）そのため、現場溶接接合部は工場溶接接合部
に比べスカラップ底を起点に早期に脆性破断する可
能性が高くなる。

工場溶接接合形式はノンスカラップ工法の適用が
容易であり、そのため変形能力が飛躍的に向上する。
一方、現場溶接接合形式は、ノンスカラップを使用
することが非常に困難であり、工場型柱梁溶接接合
部に比べスカラップ底を起点に早期に脆性破断する
可能性が高くなると考えられる。
本報では図3に示すような試験体、載荷方法で破

壊試験を行った。破壊試験で得た載荷方向の+側
と－側いずれかのうち吸収エネルギーが大きい方の
データからスケルトン曲線を描き、そこから算出し
た累積塑性変形倍率ηsを変形能力の指標とし、耐
力上昇率αを耐力の指標とした。スケルトン曲線の
算出方法及び、累積塑性変形倍率ηs、耐力上昇率
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図3 試験体設置図

図4 スケルトン曲線の算出方法及び累積塑性変形倍率ηs・耐力
上昇率α算出方法

図5 工場溶接接合(ノンスカラップ)と
現場溶接接合の塑性変形倍率比較

累積塑性変形倍率ηs＝Ws/（cPp × cδp）
Ws：スケルトン吸収エネルギー
cPp：梁端部における全塑性耐力
cδp：cPp時の変形量



αの算出方法を図4に示す。
図5に一例1）として工場溶接型ノンスカラップ工法

と現場溶接型の試験体の累積塑性変形倍率の比較を
示す。これをみると工場溶接型ノンスカラップ工法
は現場溶接型と比べて圧倒的に変形能力が高いこと
がわかる。

３．現場柱梁溶接接合部における工法比較

塑性変形能力を向上させる方法として塑性化領域
を母材側に移行して梁端部の変形をかせぐ4種類の
方策がある。その内訳は、水平ハンチ工法、ジョイ
ント工法、ドッグボーン工法、孔空きフランジ工法
である。本章ではこれら4種類の試験体に通常の現
場溶接型試験体を加えて実験を行っている。さらに、
比較試験体として、工場型ノンスカラップ工法試験
体の破壊試験結果を比較し検討した2）3）。試験体は
梁せいが400mm のシリーズと600mm のシリーズを
用いた。累積塑性変形倍率ηs 比較を図7に、耐力上
昇率α比較を図8に示す。図7、図8 より孔空きフラ
ンジ工法を用いた試験体が最も変形性能が高く、そ
れに次いでドッグボーン、ジョイント工法が現場型
に比べて良い変形能力を示した。しかし水平ハンチ
工法については耐力の向上は見られたが、変形能力
については顕著な向上は見られなかった。

４．孔空きフランジ工法の設計方法

本章では、前章で最も効果が表れた孔空きフラン
ジ工法における十分な変形能力と耐力が期待できる
最良な方法の提案を図るために、孔径及び孔位置が
柱梁溶接接合部の変形能力に与える影響について実
験的に検討する。
４.１　孔空きフランジ工法における応力比

孔空きフランジ工法を用いた柱梁溶接部の変形能
力の優劣は式(1)に示すような梁端部に対して孔部に
どれだけ応力を負担させるかという応力比γが大き
く影響するのと予想し実験パラメータを応力比γと
した。
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図7 累積塑性変形ηs倍率比較

図8 耐力上昇率α比較

図6 各試験体端部仕様



σf  /σh  ＝γ・・・(1)

γを0.98～1.08まで変化させた試験体の実験結果1）

から得られた累積塑性変形倍率ηs を図9に示す。図
9より孔空きフランジ工法を用いた試験体は、応力
比γが大きくなるにつれ変形能力が大きくなる傾向
がある。孔径や梁フランジ幅が異なっても応力比γ
が同じならば、変形能力はほぼ同程度であることが
みられる。それ故、応力比γは孔空きフランジ方式
の有効な定量的なパラメータとなり得る。また、応
力比γが1.07以上でスカラップ底からの破壊を防止
し、十分な変形能力と耐力が得られている。
４.２　孔空きフランジ工法における孔位置の影響

孔空きフランジ工法を用いた場合、同一応力比γ
であっても孔位置と孔径の組み合わせによって変形
能力が違うこと考えられる。有限要素法弾塑性解析
を行った結果、孔位置が柱に近すぎる場合には孔空
きフランジ工法を用いることで応力集中が大きくな
ることが分かった。また、柱表面から第一孔までの
距離をaとし、梁せいをHとするとa/H＝0.4以上は必
要である。設計上は安全側を見てa/H＝0.5以上必要
としている4）。そこで本報では同一応力比γにおい
て、孔位置を柱に近づけた場合の変形能力への影響
を実大破壊試験により確認した5）6）。
試験体は梁せいを600mmとして孔空きフランジ工

法を用いた現場型柱梁溶接試験体を3体（a=100mm、

170mm、340mm）作成し実験、検討をした。
図10に累積塑性変形倍率ηs ‐応力比γ関係を既

往の実験データと併せて示す。図10 中の既往の研究
データは白抜きで示す。既往のデータより応力比が
大きくなるにつれて累積塑性倍率ηs は向上する傾
向にあることが分かる。これをみると距離a =340
（a/H＝0.57）の試験体は近似直線と良い対応を示し
ている。しかし、孔部の表面からの距離 が小さい距
離a =170（a/H＝0.28）の試験体及びa =100（a/H
＝0.16）の試験体は低い変形能力を示した。このこ
とから有限要素法で確認したように距離aは梁せいの
半分程度離す必要があると考えられる。

５．降伏比が柱梁溶接接合部に及ぼす影響

柱梁溶接接合部において一般的に降伏比が高くな
ると変形性能が低下するとされている。
本章では降伏比をパラメータとして、SA440鋼の

ような降伏比が高い鋼材においても孔空きフランジ
工法を用いることで変形能力が向上するかを検討す
る。7）

実験パラメータを表1に示す。図11に累積塑性変
形倍率ηs の比較したものを示す。図11を見ると降
伏比が高い鋼材の場合に孔空きフランジ工法を用い
ても降伏比が低い鋼材の場合ほど高い変形能を示さ
ないが、通常の現場型からは大幅に変形能力が上昇
している。これより、高張力鋼のような降伏比の高
い鋼材においても孔空きフランジ工法は有効である
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図9 累積塑性変形倍率ηs比較

図10 累積塑性変形倍率ηs ―応力比γ関係



と考えられる。

６．まとめ

工場溶接接合形式と現場溶接接合形式の試験体を
実大破壊試験することで以下の知見を得た。
１）通常の現場溶接接合形式の試験体は工場溶接

接合形式（ノンスカラップ工法）の試験体と比較
して変形性能が非常に低い。
２）孔空きフランジ工法を用いた現場溶接接合部
は、水平ハンチ工法、ジョイント工法、ドッグボ
ーン工法を用いた試験体に比べて非常に高い変形
能力を示した。
３）降伏比が高い鋼材の場合、孔空きフランジ工
法を用いた試験体の累積塑性変形倍率ηs の絶対
値は低いが、通常の現場溶接接合形式の試験体に
比べると大幅に向上した。
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表1 実験パラメータ

図11 累積塑性変形倍率ηs



１．はじめに

阪神淡路大震災で倒壊した角形鋼管溶接部や柱梁
溶接部で、完全溶込み溶接部であるべき箇所がすみ
肉溶接や部分溶込み溶接であったことは忘れること
ができない。そのような既存鉄骨溶接部の調査で溶
接部の健全性を確認するために超音波探傷試験が用
いられることが多く、建築学会規準による検査が実
施されている。
その場合、溶接ルート部にエコーが検出されるこ

とが少なくないが、そのエコーがすみ肉溶接のため
のエコーか、部分溶込みのためのエコーか、ルート
部の溶接欠陥によるエコーなのか、さらにその不溶
着部の高さあるいは欠陥高さを測定することは重要
である（図1参照）。

実際、「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築
物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」（日本建
築防災協会）で欠陥高さを測定することが求められ、
その例として同時端部エコー法等と記載されている。
しかしながら、得られた２つのエコーが端部エコー

であると分る場合以外は、同時端部エコー法で欠陥
高さが測定できるとは言えず、客観的に安定して測
定できる方法が求められてきた。
そこで、近年急速に進歩してきたフェーズドアレ

イ探傷法（以下「PA法」と略す）によって溶接開先
形状の判別や不溶着部（欠陥）高さの測定実験を行
い実用的に測定が可能で、現場でも測定可能である
ことが明らかになったので報告を行う。

２．不溶着部の高さ測定UT

不溶着部の欠陥高さを測定する超音波探傷試験方
法はいくつか提案されてきた。

2. 既存鉄骨溶接継手判別と不溶着部の高さの測定方法につ
いて―建築鉄骨溶接部の超音波探傷試験へのフェーズドアレイ適用　その１―

一般社団法人CIW検査業協会　技術委員会　鉄骨溶接検査WG 
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図1 想定される溶接形状及び開先形状

図2 同時端部エコー法による不溶着部高さ測定

図3 端部エコー法による不溶着部高さ測定

図4 PA法による不溶着部高さ測定



そこで、建築鉄骨溶接部において提案されている不
溶着部の高さ方法（それによって完全溶込み、部分
溶込み、すみ肉溶接を判別）とPA法による比較を行
い、実際の既存鉄骨溶接部の超音波探傷試験に適用
する。その方法を図2～図4に示す。

３．試験体による実験方法

３.１　試験体

試験体は板厚9mm、12mm、16mm、25mmで、
図5に板厚16mm試験体の例を示す。
３.２　使用機器

(1) デジタル超音波探傷器：USM-35
(2) 探触子：
5C5×10A65, 5C10×10A65, 5C10×10A70

(3) フェーズドアレイ探傷器：EPOCH1000i
３.３　実験方法

図6に示すようにY距離を変えて測定を行なった。

４．試験体による実験結果

測定結果例を表1～表5に示す。なお、一般的な端
部エコー法では同時端部エコー法と同程度に測定で
きた。また、いずれの測定方法でも板厚25mmの試
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図5 板厚16mmの試験体の例

表1 9mm試験体測定高さ（同時端部エコー法）

表2 9mm試験体測定高さ（PA法）

表3 12mm試験体測定高さ（PA法）

表4 16mm試験体測定高さ（同時端部エコー法）

図6 探触子の走査方法



験体が最も良く測定された。

５．試験体の測定結果について

欠陥高さの測定において、PA法の不溶着部の上端
部エコーを検出して不溶着部の高さを測定する方法
は板厚9mm の試験体を除いて安定してデータを測定
できた。
一方、板厚12mm、9mmでは、端部エコー法や同

時端部エコー法で測定が困難であった。
なお、PA法では、一度底面に反射して不溶着部の先
端からのエコーにより測定を行なうと9mmの試験体
でも不溶着部の欠陥測定が可能になった。
同時端部エコー法で大きな問題として、ビームの

広がりが大きいため、探触子を前後走査したMAス
コープのピークが大きく後方にずれ、正確に反射源
を特定できなくなることである。
そのため、5×10mmという振動子サイズの探触子

では部分溶込み及びすみ肉の溶接部のルート部（不
溶着部のコーナーエコー）のエコーが妨害エコーと
判別される可能性があり、単独で用いた場合には欠
陥高さの測定値が0mmとなる可能性がある。それを

防止するためには、10×10mmの探触子（屈折角
70°、65°のいずれでも良いが）を用い、ルート部か
らのエコーの判別や深さ方向の欠陥の分布を確認し
てから、同時端部エコー法を適用する必要があると
考えられる。
参考に図8、図9に16mm試験体の5C5×10A65と

5C10×10A65のMAスコープの比較を示す。

６．実際の既存鉄骨の測定例

実際に溶接継手の種類及び不溶着部の高さの測定
を行なった既存鉄骨溶接部の例を図10に示す。
この溶接部は、図11に示すものでなければならな

かった。
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表5 16mm試験体測定高さ（PA法）

図7 フェーズドアレイ画面（16mmTP高さ4mm）

図8 Yとエコー高さ（16mmTP,4mm,5×10A65）

図9 Yとエコー高さ（16mmTP,4mm,10×10A65）

図10 既存鉄骨と継手形状



しかし、PA法による超音波探傷試験では、下部の
H柱部では完全溶込み溶接が確認されたが、上部の
角形鋼管溶接部では図12に示すようにルート部のコ
ーナーエコー（さらにコーナーエコーの後方に１回
底面で反射した後に不溶着部先端に反射してエコー
も検出）と不溶着部先端のエコーが検出された。
PA装置の画面でカーソルを移動してその高さを測定
した結果、欠陥高さの測定値は4mmとなり、ビード
幅の測定値から左図の溶接部が推定された。
既存鉄骨の現場での欠陥高さの測定では、図13に

示すように開口部から探傷面にアクセスし超音波探
傷試験を行なうため、探触子のY距離を測定するこ

とが容易でない場合が少なくない。Y距離の正確な測
定がなくても欠陥高さを安定して測定できるPA探傷法
は有効である。

７．まとめ

フェーズドアレイ探傷法を用いると既存鉄骨の溶
接継手の判別や不溶着部の高さの測定が実用的に行
なえることが明らかになった。
今回のPA探傷器の廉価版でも十分な結果が得られ

ることから、欠陥高さの測定のノウハウを蓄積し今
後広く公開して行く予定である。
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一般社団法人CIW検査業協会　技術委員会　鉄骨溶接検査WG
WGメンバー 有馬良雄　(株)検査サービス

池ケ谷靖　(株)ジャスト
古舘岳実　(株)ダンテック
丸山和則　北日本非破壊検査(株)
山本大介　ソニック(株)

技術委員会委員長 安藤純二　(株)ジャスト

WGリーダー 上平綱昭　エンジニアリングサービス(株)

図11 要求される溶接形状（開先形状）

図12 実際の既存鉄骨での測定例

図13 既存鉄骨の超音波探傷試験作業



CIW検査業協会、日本非破壊検査協会、日本溶接
技術センター、日本非破壊検査工業会は２月21日、
旭市の千葉県立東総工業高校（山田勝彦校長）で
「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」
を開催した。新機軸のセミナーでは、一日コースの
体験学習を通じ、次世代を担う若者に構造物や都市
の安全を支える非破壊検査技術を紹介。初開催とな
った今回は同校電子機械科２年生40人が講義と実習
を受講した。今後は全国展開を視野に活動を広げる
方針で、すでに８月には神奈川県での開催が決まっ
ている。

◎◎◎
クラス会長の木津雄介君は「セミナーを受講して

非破壊検査がどういうものか、いかに大切か、また
日々技術が進化していることを実感した。今回学ん
だことを自分たちの力としてがんばりたい」と感想
を語り、関係者に謝意を示した。
横浜国立大学の荒川敬弘客員教授による講義に続

き、RT、UT、MT、PT、その他の計測・検査の実
習を体験した生徒からは「MT、PTは授業より面白
い」「初めての体験ばかりだったが、非破壊検査が
ぼんやりとわかったような気がする」「一番興味深か
ったのはサーモグラフィー」「将来の仕事として考え
ていいかなと思った」などの感想が聞かれた。
「安全・安心な社会は皆さんたちが築いていかな

ければならない。非破壊検査という技術があること
を認識してほしい」（荒川講師）という主催者の意
図は十分に伝わり、有意義なセミナーとなった。
工業高校生を対象とする初の非破壊検査セミナー

は文部科学省、国土交通省、経済産業省の後援をは
じめ千葉県高等学校工業教育研究会、千葉県非破壊
検査研究会などの協力を得て開催され、当日は文部
科学省初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室か
ら持田雄一教科調査官と千葉県教育庁教育振興部指
導課の江口敏彦指導主事が実習の視察に訪れた。

開講式で挨拶した山田校長は、各種構造物の新設
が減少する一方、非破壊検査を適用したメンテナン
スが増加傾向にある現状を説明し「今日の講義と実
習は日頃体験できない貴重な機会であり、将来役に
立つと思う。緊張するかもしれないが、集中して勉
強してほしい」と生徒に語りかけた。また、全国初
の記念すべきセミナーを同校で開催することを踏ま
え、会場に集った関係者に謝意を述べた。
主催団体で組織するセミナー委員会の末次純委員

長は非破壊検査に約40年携わる自らの経験を説明し
ながら「見えないものを見えるようにする技術は面
白い。非破壊検査という世界があり技術がある。こ
の技術によって日本中の電力、石油精製、ガスなど
のプラントをはじめ橋、道路、ビル、航空機、ロケ
ットなどに発生するきずを見つけ、健全に動いてい
るかどうか確認している。セミナーを通じて非破壊
検査を知ってもらい将来の仕事に役立ててほしい」
と挨拶した。
講義では、荒川講師が非破壊検査の誕生から仕組

み、適用分野、目的、検査資格者、検査を行わない
とどうなるなど、物を壊さないで検査する非破壊検
査をわかりやすく解説した。
人類は悲惨な事故を数多く経験する中で、事故を

未然に防ぐため、欠陥を検出する非破壊検査技術が

3. 次世代NDTセミナー、千葉県立東総工高で初開催
―検査４団体共催・３省後援―
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横浜国立大学の荒川敬弘客員教授による講義（写真）に続き、
40人の生徒は実習を体験



切望された序論に始まり「第二次オイルショックと
ともに高度成長は終わり、現在まで各種構造物が老
齢化する中で安全・安心な社会が求められている」
と指摘し、今後、安全・安心な社会構築を担う世代
に非破壊検査技術を認識してもらうことが「セミナ
ーの意義の一つであり、先へつながることが最大の
目的」と強調した。
具体的な検査技術に関しては、RT、UT、MT、

PTを中心に説明するとともに、さまざまな構造物・
機器の安全性を影で支えている「非破壊検査の存在
を覚えてもらいたい」。また、受講した生徒が成長し
たとき構造物が古くなる実態を踏まえ「安全・安心
を確保するためにはどうしたらいいか」と繰り返し
非破壊検査の重要性に理解を求めた。
講義が終わると生徒は４班に分かれ①RT②UT③

MTおよびPT④サーモグラフィー、ひずみ測定、配
管内部点検ロボットなど――の実演を間近で見学す
るとともに、自らきずの検出にチャレンジした。
電子機械科の生徒は１年次に授業で約20時間、溶

接を経験している。そこでRTの実習では、事前に生
徒が溶接した試験片を撮影したフィルムを用意した
ほか、ポータブルのＸ線装置を持ち込んで携帯電話
や保温材を巻いた配管などの透過画像をその場で観
察した。
MT・PTの実習では、極間式・蛍光磁粉探傷法と

溶剤除去性・染色速乾式現像法を実際に体験した。
ハンドマグナのスイッチを押すと蛍光の模様が浮か

び上がる瞬間や、ＰＴでは赤く見えていた欠陥指示
が現像剤を除去すると見えなくなることに生徒の多
くが興味を示していた。
次の部屋では管内ロボットを実際に動かしたり動

ひずみ計による振動計測を体験したほか、サーモグ
ラフィー装置による温度分布計測ではその場で自ら
の体温がわかる実演が人気を集めた。
ＵＴについては、探傷器と厚さ計について、プロ

ーブを実際に持って測定を体験したほか、AUTも見
学した。
セミナー委員会の立ち上げを主導したCIW検査業

協会の逸見俊一会長は「ようやく全国展開がスター
トした。今日の第一歩がうれしい」と述べるととも
に、３省からの後援を得たこと、４団体が協調した
初の企画が始動したことについて「今日のアンケー
ト結果を今後のセミナーに反映し、よりよい内容に
したい。また実習用の機材を持ち込み、ボランティ
アで協力してくれた関係者に感謝する」と感想を語
った。
閉講式では京葉工業高校の渡邉裕治校長が「目で

見ることは大事であり、すべてが貴重な体験だった。
できることなら物理の本を開いて印象に残ったとこ
ろを拾い出し勉強すると本物になる。この体験を糧
として未来を大きく広げてほしい」と語った。
生徒からは講義と実習で感じた率直な質問が寄せ

られ、終始明るい第１回セミナーとなった。
（平成24年2月22日付、文責・産報出版）

CIW通信　Vol.26 No.2 Spring,2012

11

UTの実習では、探傷器と厚さ計について、
プローブを実際に持って測定を体験したほか、AUTも見学

MTの実習では、ハンドマグナのスイッチを押すと
蛍光の模様が浮かび上がる瞬間に多くの生徒が興味を示していた



社団法人日本非破壊検査協会（JSNDI）は、1965
年に認定制度準備委員会を発足させ、その後、1968
年から「非破壊検査技術者技量認定規程」を制定す
るとともに認定制度を開始した。度重なる改正を経
て、1977年に団体規格のNDIS 0601:1977(a)として改
めた認定制度を開始した。
一方、1992年に非破壊試験技術者の認証に関する

国際規格ISO 9712:1992(b)が制定され、JSNDIでは、
NDIS J001:1993(c)として翻訳版を制定し、1998年に
認証制度を開始した。これはISO/DIS 9712:1997の発
行に伴い、改正されたNDIS J001:1998によるもので、
国際規格に準じた認証制度の始まりであった。
ISO 9712:1999の国際整合化の流れから2001年に

NDIS 0601とNDIS J001に代ってISO規格に基づく国
家規格であるJIS Z 2305:2001(d)（ISO 9712:1999
MOD(e)）を制定した。さらにISO 9712は2005年に見
直しが行われ、改正されたが、JIS Z 2305についての
改正は行われていない。

＊＊＊
以下に現在のISO 9712の国際整合化に向けた動き

とJIS Z 2305の規格改正の方向性について述べる。
非破壊試験は社会資本の安全性・健全性・信頼性を
確保するために必要不可欠な技術であり、これを世
界共通の非破壊試験の資格として認知していくこと
がISO 9712の本来の理念である。しかし、その規格
の運営方法、運営経費等も含め、世界的にそれぞれ
の国の事情があり、世界共通のISO規格に基づく資
格及び認証制度の整合は困難な状況に置かれてい
る。ISO 9712と欧州規格であるEN 473(f)については、
ISO/TC 135(g)とCEN/TC 138(h)が共同のワーキング
グループ（WG）を設けて、国際整合化に向けた検
討を行っている。2011年10月に整合化したISO 9712
の委員会原案としてのDISの討議が19カ国からの約
300件を超えるコメントに対して行われた。その結果、
現在はISOの CS（中央事務局）においてFDIS投票

のための調整段階に入っており、国際整合化された
同規格は改正に向けて着々と進められている。一方、
PED(i)及びASME(j)との関連も踏まえての国際整合化
は、NDTにおける国際的な課題となっている状況の
中、JSNDIでは、それぞれ英国非破壊試験協会
（BINDT）及び米国非破壊試験協会（ASNT）とそ
れぞれ、EN473:2008及びACCP(k)の枠組みにおいて2
国間で合意書を交わし、技術者の資格認証を進めて
いる。JIS Z 2305についても国際整合化されたISO規
格への対応として改正するため、関係者の理解が得
られるように、広報普及に努めるとともに、現行制
度から新制度への円滑な移行を図っていくための措
置を適切に講じる必要がある。

＊＊＊
このような状況下、国際非破壊試験委員会（IC-

NDT）は資格及び認証に関するICNDTワーキング(
WG 1)を設置して、「ICNDTが多国間承認協定
（MRA）を行うシステム」及び「ICNDTが認証機関
の評価と承認を行うシステム」の検討を行い、併せ
て技術者の資格及び認証に関して国際整合化を検討
しているISO/TC 135とCEN/TC 138との連携をとり
つつ、国際整合化の解決に向けて動き出した。「IC-
NDTが認証機関の評価と承認を行うシステム」のタ
ーゲットは、発展途上国が主であり、自国のマネジ
メントシステム認証機関及び要員認証機関が認定を
受けていない又は受けられない国々がその対象とな
るものと考えられる。

＊＊＊
以上のことを踏まえ、JSNDIでは、まずISO 9712:

1999に基づくJIS Z 2305:2001の規格改正を本年4月か
ら開始し、2013年5月を目指しており、それに対応
した認証制度を円滑に推進する方向である。そのた
めに、2010年10月28日の理事会でその直下に「ISO
9712整合化タスクフォース」を設置した。同タスク
フォースでは、国際整合化したISO 9712の改正に伴

4. ISO 9712の国際整合化の動向とJIS Z 2305規格改正の方
向性について
社団法人日本非破壊検査協会　理事会・ISO 9712整合化タスクフォース
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い、近い将来、ICNDTの評価と承認を行うシステム
の動向を注視しながら国際整合化へ向けて取り組ん
でいる。
なお、ISO/DIS 9712:2011は、ISO 9712:1999との

比較において、主な相違点は以下のとおりである。
(1) 工業分野について、整合化したISO 9712では

認証機関が分野を創設する場合は、例えば、工業分
野では、製品の全部又は一部、又は指定した材料を
含む数多くの製品分野の組み合わせた分野から定め
ることになる。なお、JSNDIでは、現在マルチセク
ターを工業分野とし、材料、溶接、構造物と定義し
ている。
(2) 再認証試験について、レベル1及び2の再認証

試験は実技試験となる。一方、レベル3では筆記試
験、又はクレジットシステムである。なお、クレジ
ットシステムについては5年間で70ポイント以上、年
間最大25ポイントとなる。
(3) 資格試験の採点について、レベル1及び2の筆

記試験である一般試験と専門試験及び実技試験、さ
らに、レベル3の基礎試験であるA（材料科学等）、B
(認証システム)、C（四つのNDT方法）、及び主要な
試験方法であるD (C1)、E (C2)、F (C3)の各試験パー
トは別々に採点され、いずれも70％以上で合格とな
る。なお、現在の新規の筆記試験は70％以上であり、
新規の実技試験と再認証の筆記試験は80点以上であ
る。
(4) レベル１及び２の実技試験における試験体の

数について、工業分野が、例えば、「供用前・供用
期間中」の場合とすると、現在のJIS Z 2305によるマ
ルチセクターと大きく変わらず、UT、MT、PT、ET
では試験体が3体となり、RTでは2体の撮影、24枚の
フイルム解釈 (film interpretation)となり、いずれも
現在の試験体数より増える。なお、試験体が2体以
上要求される場合、2体目以降の試験体は、特性、
例えば、製品種類、材料仕様、形状、寸法及び不連
続部の種類が、それ以前にNDTを実施したものとは
異なったものとなる。
(5) 実技試験の採点におけるMandatory reportable

discontinuity（報告の義務のある不連続部）につい
て、マスターシートにMandatory reportable disconti-
nuityと記されている不連続部を報告できなかった場

合は、申請者はその試験の実技試験のDetection of
discontinuities and reportingに関する項目は零点と
なり、結果的には不合格となる。

＊＊＊
一方、現有資格者の「移行」に関して、昨年のメ

キシコのカンクンで開催されたCEN 138とISO 135と
の合同会議では、各国の事情も踏まえてISOのCSと
コンタクトすることとなり、場合によっては、この
「移行」についてInformative Annexに掲載すること
もあり得るとの状況となっていた。
しかし、2012年3月1日付でISO/FDIS9712:2012(E)

が発行され、2ヶ月投票に付されているが、そこでは
14項に「Transition between EN473:2008,ISO9712:
2005 and this International Standard」が規定され、
EN473:2008及びISO9712:2005からのISO9712:2012へ
の移行が記されている。
わが国のJIS Z 2305は、ご存知のようにISO

9712:1999 MODにより実施されており、ISO 9712の
2005年版に対応するための改訂は行われていない。
したがって、今後改定されるEN ISO 9712に伴う非
破壊試験技術者の資格及び認証に関しては、移行措
置も含めて、JSNDIの理事会の決定及び理事会の下
で進めている「ISO 9712整合化タスクフォース」の
検討の動向に注目して頂きたい。

(a) NDIS 0601:1977：日本非破壊検査協会規格、「非破壊検査技術者
技量認定規程」

(b) ISO 9712:1992：国際規格、「Non-destructive testing - Qualifica-
tion and certification of personnel」

(c) NDIS J001:1993：日本非破壊検査協会規格、「非破壊試験－技術
者の資格及び認証」

(d) JIS Z 2305:2001：国家規格、「非破壊試験－技術者の資格及び認
証」

(e) MOD：Modification、翻訳修正版　※追加、変更、選択及び削
除を含む修正。

(f) EN 473：欧州規格（地域規格）、「Non-destructive testing - Quali-
fication and certification of NDT personnel - General Principles」

(g) ISO/TC 135：国際標準化機構／非破壊試験専門委員会
(h) CEN/TC 138：欧州標準化委員会／非破壊試験専門委員会
(i) PED：欧州圧力機器指令
(j) ASME：米国機械学会
(k) ACCP：米国非破壊試験協会中央認証プログラム
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１．はじめに

非破壊検査手法には様々なものがあり、検査対象
物や用途に応じて使い分けられている。直接目視で
きない内部検査用途として主に用いられる検査手法
が放射線透過試験と超音波探傷試験である。このう
ち、多くの手法や表示方法がある超音波探傷試験に
ついて、幾つかの例を挙げ今後の動向を考えたい。

２．波形表示から画像処理表示へ

超音波探傷試験結果表示の基本はAスコープ表示
である、このAスコープデータを基に機械走査と画
像処理技術により断面及び平面表示が可能となっ
た。
各表示概要は以下の通りである。

(1)Aスコープ（波形）表示

Aスコープ表示は最も基本的な表示方法で、横軸
に伝搬時間、縦軸にエコー高さをとった表示方法で
ある。最も簡単な表示方法であるが、超音波探傷試
験の知識を持たない者には分かりにくい表示である。
しかしながら超音波探傷試験における基礎となるも
のであり、以降に述べる様々な超音波探傷手法並び
に表示方法においても、全てAスコープデータがな
いと成り立たない。
(2)Bスコープ（断面）表示

Bスコープ表示は、試験体断面方向の情報を画像
表示するもので、縦軸に探傷面からの距離を、横軸
に探触子の移動距離情報をとった表示方法である。
探触子の移動距離（探触子に取り付けたロータリー
エンコーダ等より情報を得る）に応じてAスコープ
データをメモリに収録、ディスプレイに表示するの
が一般的である（フェイズドアレイ技術を用いて超
音波ビームを電子的に走査させて表示する方法もあ
る。フェイズドアレイ技術については後述）。
この表示方法では試験体断面方向の情報が把握し

やすいメリットがあり、きず位置についても感覚的
に捉えやすい。半面、きずの裏面側では明確な情報
は得られない（超音波探傷試験では常識であり、A
スコープ表示でも同じ）ため、表示結果が全てでは
ないことを認識する必要がある。
(3)Cスコープ（平面）表示

Cスコープ表示は、縦軸と横軸に探触子の移動距
離をとり、探傷結果を試験体の探傷面から見たきず
の位置と広がりを表示する方法である。エコー高さ
情報を色で表現することや、しきい値を設け表示の
選択をすることなどによりきずの判別を行う。この
表示方法はきずの平面的な広がりを認識するのに適
しているが、直接的には深さ方向の情報が表示でき
ないため、Bスコープ表示と併せて評価する場合も
ある。
これら画像処理技術により、試験結果表示を「面」

で行えるようになったが、評価を行う際には超音波
探傷の原理等を良く理解することが必要である。

３．各種探傷方法

通常の1振動子法以外の探傷方法として、近年用
途が広がっているTOFD法とフェイズドアレイ法に
ついての概略を記す。これらは前述した断面表示を
基本としており、より簡単に試験体断面の様子を評
価できるようになった。
(1)TOFD法

TOFD法はTime of Flight Diffractionの略で、きず
端部からの回折波の伝搬時間差を利用した方法で、
通常2個の斜角探触子を用い、これを一方向に走査
させることにより、走査方向断面の探傷結果を得る
ことができる。一般の超音波探傷試験では困難であ
ったきずの高さ方向の情報を得ることが可能で、構
造物の余寿命評価の方法として用いられる。図3-1
に概略イメージを、図3-2に結果表示例を示す。探
触子を一方向に走査するだけで結果表示を得られ、

5. 超音波探傷試験における各種表示方法と今後の動向につ
いて

株式会社KJE 後河内　薫
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比較的簡単にきずの有無を確認できるが、密集して
いるきずや複雑形状のきずの場合等は種類の特定や
評価に技術と経験を要する。また規格に具体的方法
等が規定されておらず、その都度条件を調査し確認
をする必要がある（技術者のノウハウとも言える）。
(2)フェイズドアレイ法

フェイズドアレイ法は、小さな寸法の探触子（以
下エレメントと言う）を複数用いて、エレメント毎
にパルサー／レシーバ回路を接続、各エレメントに
対し送受信信号を遅延制御し、超音波ビームを合成
（位相制御）する方法である。遅延制御を行うこと
により、超音波ビームの角度を変化させたり（セク
タスキャン）、焦点を持たせることが可能となる。
また、エレメント数の多い探触子を用いて、送受

信するエレメントを切り替えることにより超音波ビ

ームを電子的に走査することも可能となる（リニア
スキャン）。
結果の表示は主にBスコープであり、機械的な軸

やエンコーダ情報がなくても表示が可能である。
リニアスキャンと機械走査を組み合わせ、広い面

積の試験体を短時間で検査することも可能となり、
航空機部品のような大型複合材料部品やターゲット
材などの剥離検査等に応用されている。またエレメ
ントを格子状に配置した探触子を用いて、試験体に
対し複数方向の超音波ビームを入射させ、3次元的
な結果画像を表示させる機種もある。
しかしながら、結果表示についてはきずそのもの

の形状を表していない（きずの裏側は検出不可）こ
とや、試験体の形状エコー、フェイズドアレイ法特
有の妨害エコー（グレーティングロブ）等も表示さ
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図3-1 TOFD法のイメージ

図3-2 TOFD法結果表示例



れる可能性を考慮して、試験体そのものを良く理解
した上で結果を評価する必要がある。
図3-3及び3-4にフェイズドアレイ法での結果画面

例を示す。

４．今後の動向

今後の動向について幾つかの具体例を挙げる。
(1)検査手法の組み合わせ評価

超音波探傷試験結果の表示方法については手法も
含め多様化してきた。これらは検査部位や要求仕様
に応じて選択する必用があるが、今後は一つの手法
の結果表示を行うだけではなく、多角的な方面より
全体評価を行うために、幾つかの手法を同一画面上
で組み合わせて行う検査が増加するものと思われる。
例えば、超音波探傷試験であっても、フェイズド

アレイ法とTOFD法の組み合わせや、他の検査手法
との組み合わせ等である。一例として図4-1にTOFD
法と放射線透過試験の組み合わせ結果例を示す。
このように、複数手法の試験結果を同一画面上で

評価を行う場合、それぞれの手法の長所を活かした
（図4-1の場合、放射線透過試験結果で平面的なきず
評価を、超音波探傷試験結果では断面方向でのきず
評価）総合的な評価が行えるが、評価を行う技術者
には各手法を網羅した総合的な知識が求められる。
(2)検査手法・データの一体管理
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図3-3 フェイズドアレイ法結果画像例１

図3-4 フェイズドアレイ法結果画像例２

図4-1 TOFD法と放射線透過試験の組み合わせ例



今後、レベル3技術者の減少や探傷技術の継承が
思い通りに進まないことも大いに考えられる。その
場合、アプリケーションに適した探触子の選定、探
傷結果の判定等において、検査技術の維持に支障を
来たすことが考えられる。これらの問題を払拭する
ための一案として、レベル3技術者を中心とした、検
査手法及び取得データの一体管理を支援するシステ
ムも提言されている。
全てをプログラム化した配管溶接部検査システム

を一例として紹介する（資料提供：GEセンシング＆
インスペクション・テクノロジーズ）。
これは配管溶接検査用の探触子走査治具、超音波

探傷機器、ホストコンピュータ及び解析ソフトウエ
アで構成され、以下のコンセプトによる。
１．レベル3技術者が検査プランを作成（例とし
てフェイズドアレイ及びTOFD）。
２．検査プランを検査員用端末機器へ転送。
３．検査員はプランに順じて機器をセット、デー
タ取得。
４．取得されたデータはホストコンピュータに転
送。
５．レベル3技術者が解析しレポート作成・報告。
具体的には、レベル3技術者は基本的にホストコ

ンピュータと向き合い、配管により適した検査条件
を作成。これは検査に使用する治具、フェイズドア
レイ設定条件、TOFD法における探触子間距離等、
全てを網羅する。作成したプランを当該検査員の端
末検査機器へ無線LAN等を使用し転送。検査員は端

末検査機器に表示される設定を確認しながらセッテ
ィングを行う。このとき、手順毎にセッティングの
良否を行い（探触子間距離等自動読み取り等）、OK
の場合にのみ次の手順に進めることができる。セッ
ティングが終わると、データ収録を行い、収録デー
タは無線ＬＡＮ等によりホストコンピュータ側に転
送。検査員は判定を行わず、オペレーションが主体
となり、データ解析及び評価はレベル３技術者が行
う。これにより、レベル３技術者は複数個所の検査
を統括することが可能となり、各データ評価レベル
についても均一化が図られる。
また、全て一体化してデータベース化することに

より、以降の同一箇所の検査においては、同じ検査
プランを採用することにより経年変化管理や試験検
査および評価レベルの統一化が可能となる。

５．おわりに

超音波探傷試験を主体として、現在用いられてい
る表示方法や今後増加していくと思われる事例を紹
介した。データ処理技術の向上や電子機器の小型化
等により、ますます試験結果表示の高度化及び複雑
化が進み、結果を評価する技術者はもちろんのこと、
検査にかかわる全ての人たちが表示内容の理解に努
めることが必用と思われる。
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図4-2 検査一体管理システムのイメージ



この制度は、CIW認定を受けた検査事業者でとく
に建築鉄骨検査に精通した会社を東京都が登録し
て、従来、活用されている「試験機関」と歩調を合
わせて活用しようと考えスタートした制度です。こ
れにより、東京都では建築工事における構造部材
（RCとS）の健全性をより向上させようと考えていま
す。
RC工事ではとくに「生コンクリート」に所期の性

能が具備されているかどうかはきわめて重要で、そ
のための試験は都に予め登録している｢試験機関」
で行い、供試体が合格しなければならないとされて
います。さらに｢供試体」の現場採取、養生やその
後の運搬にも不適合がないように厳重に取り扱われ
ています。
この観点から、鉄骨溶接部の品質も所謂、「第三

者検査」が重要視されて、自主検査での合格のみな
らず、「登録検査機関」による検査合格を求めよう
としています。
したがって、当該の検査事業者は健全に第三者検

査が行える機関（検査機関）でなければならないわ
けです。このために事前に提出する企業審査資料に
も厳密さが求められ、審査委員会による面接審査に
も万全が期されています。
さて、東京都がこの目的を果たすためには、いま、

どんな課題が残されているでしょうか。まず、われ
われ検査機関には当然、その透明性が求められてい
るので、それが合理的に証明されなければ「登録検

査機関」にはならず最初に都の目的から逸脱してし
まいます。たとえば「外注問題」は、検査機関の透
明性の証明にはかなりの難題です。
つぎなる課題は、透明性が担保できた検査機関の

具体的活用方法です。この問題も、今のところ必ず
しも的確、十分に解決されていないようです。
公正な試験、検査は、その委託、受託の方法が確

立されないままで、技術論と資格論がいくら先行し
ても実現しません。制度化された公正な｢試験、検
査」実現のためには、RCにおける「供試体の運搬」
にまで制限があるように、「検査機関の活用方法」
にまで制限が及ばなければ、目的は「絵に描いた餅」
になります。
「依頼試験」と同様、鉄骨の第三者検査も「依頼
検査」として扱われ、「依頼検査の申請書は建築行
政機関の窓口に常備されていて、登録検査機関のリ
ストから工事施工者または工事監理者が選択する」
ことが実現しないと、目的達成は至難でしょう。検
査料金が一律に設定されているのは理の当然です。
大プロジェクトにおいては各地域の試験機関が集結
して業務分担できるでしょう｡検査の委託者がはじめ
から綿密、緻密な計画を立て、事に当たる。不可能
なことではありません。すべてはこれからの行政指
導にかかっていると言っても過言ではありません。
もし、本気で建築構造物の公正な試験、検査制度

を実現するのなら、本件について関係各位の格段の
熟慮、決断を期待するところであります。

6. 随想 ――「東京都検査機関登録」の制度に思う

エンジニアリングサービス株式会社　三浦　邦敏
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CIW検査業協会だより

☆理事会の開催について

平成23年度第5回理事会を3月8日(木)に協会事務所に
おいて開催し、平成24・25年度役員の選任及びその分担
(案)について協議しました。決議事項は、第2期第4回通
常総会（平成24年5月10日(木)於:浜松町東京會舘）にお
いて審議の予定です。また、平成24年度第1回理事会を
平成24年4月17日(火)に開催し、通常総会議案書付議事
項等の審議を行いました。

☆「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」の

開催について

平成24年2月21日(火)に千葉県立東総工業高等学校で
「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」を開
催しました。（詳細は、本誌をご覧下さい。）

☆活発に活動中の委員会活動について　

現在も委員会活動は活発に行われています。その一例
を紹介いたします。
①契約適正化推進実行委員会が、全国の特定行政庁を
対象にCIW認定制度・第三者検査普及促進活動を行
っています。

②技術委員会が、小径管の透過度計の識別可否を確認
する実験（近く発表の予定です。）を、また、既存
鉄骨溶接継手判別と不溶着部の高さの測定実験（詳
細は、本誌をご覧下さい。）などを行っています。

☆今後の研修会予定について

①NDI－レベル3（二次試験)のための受験対策講習会
（協賛：(社)日本非破壊検査工業会)
（UT二次試験）
平成24年4月21日(土)～22日(日)：東京
（RT二次試験）
平成24年4月28日(土)～29日(日)：東京
（PT二次試験）
平成24年4月21日(土)～22日(日)：東京
②東京都知事が認定する研修会【建築物の工事におけ
る試験及び検査に関する研修会】
平成24年7月22日(日)：東京

＊「研修会」の詳細・お問い合わせ等は、CIW検査業協
会事務局（03-5820-3353）まで。また、当協会ホームペ
ージ(http://www.ciw.gr.jp)にも順次掲載いたします。

2012年4月1日付で認定されたCIW認定事業者のうち、
ここでは2011年10月1日付認定から変更のあった事業者に
ついてご紹介します。〔 〕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。

＜種別変更：2社＞

B種

◆富士電子工業(株)〔130〕（山口県）
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・建築
登録事業所　：本社
C種

◆(有)アクトエイションハート〔211〕（千葉県）
認定検査部門：UT・PT・建築
登録事業所　：本社

＜認定の停止：1社＞

◆(株)辰起非破壊検査工業〔12〕（山口県）

＜認定の返上：1社＞

◆(株)アイ・イー・エル〔156〕（大阪府）

＜法人格及び社名の変更：１社＞

◆(株 )構造エンジニアリング〔140〕（静岡県）←
【旧】(有)鋼造エンジニアリング

＜認定停止解除（認定停止解除日：平成24年3月16

日）＞

D種

◆関西エックス線(株)〔7〕（広島県）
認定検査部門：UT

2012年4月1日現在の認定事業者数は次のとおり。
A種：16社／B種：8社／C種：31社／D種：71社／合

計：126社

CIWCIW認定認定にに関関するおするお知知らせらせ

一般社団法人CIW検査業協会
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例年以上に寒かった冬の気配もようやく終わりを告げ、春が近づきつつある。いつもならば2月中
旬頃に東京では梅が満開になるのに、ここへ来てようやく観梅のシーズンがやってきた。例年であれ
ば、春の到来を歓迎して明るい雰囲気に包まれるところであるが、今年はそういうムードにはなかな
かなれそうにない。
昨年3月11日から1年が経過したというのに、被災地の瓦礫の処理は一向に進まず、福島・東電原

子力発電所周辺では、事態の収拾が付かず悲惨なニュースが毎日のように流されている。それどころ
か、日が経つにつれて我が国の原子力行政のずさんさが明らかにされつつある。政府をはじめ、原子
力安全・保安院、原子力安全委員会、東京電力をはじめとする電力会社の過信、傲慢、失態、責任
転嫁などが次々に報道され始めている。この際、地震・津波に対する根本的な対策と、今回の原子力
発電所事故に対する徹底的な事故解析、原因追及を行い問題点すべてを洗い出し、その対策をゼロか
ら再構築しない限り、世論は原子力発電を許さないであろう。原子力発電に携わった身としては辛い
気持ちで一杯である。
さて、今回は一連の鋼構造物関連講座シリーズとして、建築鉄骨における梁端現場溶接接合が抱

える問題と対策について信州大学の中込教授に執筆いただいた。また、（社）日本非破壊検査協会
（JSNDI）からはJSNDIにおける今後の認証制度の方向性についてISO 9712などの規格との国際整合
化の観点から、更に、CIW検査業協会からは、建築鉄骨溶接継手の不溶着部高さの測定法に関する
試験結果を投稿いただき、同協会が関連3団体と共同で今年2月に初めて開催した次世代のための非破
壊検査セミナーに関するレポートを掲載した。更に、後河内氏からは超音波探傷試験における各種表
示方法と今後の動向について、また、三浦氏からは随想をお寄せいただいた。いずれも身近な内容で、
且つ関心の深いテーマなので興味を持って読んでいただけるものと期待している。
地震・津波、原発事故関連のニュースが続く中で、明るいニュースも散見されるようになってきた。

EUによるギリシャ金融危機の回避、米景気の先行き上方修正予測、日銀がインフレ目標を導入し、
成長分野への大幅融資を決めたことなどに好感し、東証株価が久方ぶりに１万円台を回復した。また、
為替レートも円高基調が緩みつつある。是非、日本経済が回復して欲しいものである。それに連れて、
非破壊検査会社も元気になって欲しいものである。「頑張れ、東北！福島！日本！日本の非破壊検査
会社！」 （M.E）

編　集　後　記


