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鋼構造物関連講座――構造設計者とは
平成24年度後期CIW試験・研修会及び認定申請のご
案内

小径管溶接部の放射線透過試験における透過度計識
別線径に関する考察

東京スカイツリー®の鉄骨施工について
お国自慢・我社の自慢――じっくり味わう北海道
お勧めしたい本：詳解―非破壊検査ガイドブック
わが社の倫理に対する取り組み
随想――「頑張れ」考



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通信編集委員会では、一層の内容充実を図るためRUMPES賞を設け、読者の皆様より論文
を募集いたします。
内容：非破壊検査に関する論文
応募様式：A4判2～4頁（3,200～6,400文字＝図表除く）
提出期限：平成24年11月30日
掲載された論文の中から、委員会の選考により、RUMPES賞を贈呈いたします。奮ってご応募
ください。
申し込み・問い合わせは、CIW通信編集委員会（電話03-5823-6325）まで。

CIW通信編集委員会

「CIW通信―RUMPES」論文募集
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１．はじめに

最初にお詫びを言うが、この原稿を依頼されるま
でRUMPESという存在を知らなかった。日頃お世話
になっている方からの依頼だったので、安易に原稿
掲載を引き受けたが、すぐさまバックナンバーを拝
読すると、各分野で著名な研究者が掲載しているこ
とに気が付き、自分のような名もなき構造設計者が
稚筆で「構造設計」などと語れば誌面を汚すと直感
した。しかし一度受けた依頼を後になって断ること
は失礼だし、各種溶接技術者・検査者貴兄に構造設
計に携わる者の気持ちについて、剽窃を恥じて多少
独創らしいものを加味しながら少しでもお伝えでき
れば、と腹を括った次第である。計算方法などでは
なく、鉄骨への想いを中心に記したい。

２．構造設計者の小さなプライド

職務ではコーヒーと電卓を相棒にして、目の前に
並べられたコンピューターからの計算結果を確認し、
ディテールを検討するスケッチを描きながら建物を
徐々に造り上げていく。上手くいくまで何度でもや
り直しをし、気が付けば深夜になることも日常的で
ある。計画初期の段階で検討が甘かった場合、実施
設計になってから詳細に設計すると、仮定していた
構造計画ではNGと判断されることもある。行き詰
ってどうしても解決策が見つけられない場合、意匠
担当者に頭を下げて、躯体断面のサイズアップや耐
震要素の設置などをお願いする。この実施設計工程
になってからのお願いは、人参嫌いな子供がお母さ
んに無理やり食べさせられる時の苦痛よりも遥かに
大きい。でもお母さんが我が子の栄養を考えて鬼
（？）となって子供に人参を食べさせるのと同様に、
構造的に改善されなければ建物の健全性が確保でき
ないと判断した場合、どれだけ悪人呼ばわりされて
も、今頃何をぬかすと罵詈讒謗を受けても、お願い

しなければならない。抗う気持ちも無く、最初にし
っかり検討していなかった自分が悪いと猛省してい
るが、そこまで言われなくても・・・と辛い思いを
したこともあった。
大きなプレッシャーを受ける中、躯体数量が多い

とか、断面がでかいとか、検討が遅いとか、そのく
せ残業はするなとか、多方面からお叱りを蒙る中で、
誰が褒めるでもないまま小さなプライドをこの胸に
勲章みたいに付けて頑張っている。自分の行ってい
るこれら日々の作業が、この世界を回り回って、も
しかしたら満員電車で押してきた見知らぬオジサン
が勤務する会社の安全性を検証しているのかもしれ
ない。そんな些細な生き甲斐が構造設計者の小さな
プライドなのだろう。
いろいろなことがあってもひとつの設計が終わり、

無事に竣工した時は愉悦を覚え、山頂を目指した登
山家の気持ちが少し分かる気がするし、多少自分が
高尚な人種になれた気もする。でも次の設計を手掛
けた際にまた直ぐ壁にぶつかり悩んでいる自分は、
やっぱり小さな庶民なのだと目が覚める。そのよう
な日々が続く中、もしも願いが叶うとしたら・・・
そんな空想を広げ考えると、自分が設計した建物が
地震や台風で壊れないで欲しい。自分が仕事をする
上でこれ以上の意味は無くたっていいと思っている。
このように、我々は高邁な職業などとは程遠い、モ
ノクロで泥臭い職業なのである。

３．構造設計における溶接部への想い

では勇気を出して、自分が設計した鋼構造建築物
の接合部の設計、特に溶接部に関する事例を設計者
の想いを添えて紹介させて頂く。踏み込まれたくな
い隠し持った領域であるので、訝しいディテールも
あろうかと思うが、あくまでも私見であるので、慫
慂するような設計ではないことを最初に申しておく。
図１は入社数年目の1996年頃に設計した中層ビル
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の仕口詳細図である。この物件は粘性体制振壁を採
用した制振構造＊1でCFT構造（Concrete Filled Steel
Tube）＊2も採用したが、当時まだ両者とも設計事例
が少なかったこともあり、いろいろ苦慮した。仕口
部は図示した通り、通しダイアフラム方式にて大梁
フランジの溶接には裏はつりタイプを採用した。ま
たこの案件、柱の採用にてビルトボックスか角形鋼
管か迷った挙句、スーパーホットコラム（SHC）を
採用した。話を溶接部に戻すと、突合せ溶接部に裏
はつりタイプを採用した理由は、自分なりに精一杯
勉強し、梁の通しダイアフラムの場合、裏当て金タ
イプより裏はつりタイプのほうが若干でも靱性に優

れると判断したためで、最善策と考えたからである。
当時、裏はつり溶接に関して良く言わない会社の先
輩上司も存在したし、VEと称してゼネコンから柱素
管やディテールの変更に対する要望もあった。僅か
ばかりの譲れぬ拘りが稚拙な知識で意固地になって
いないだろうかと思い煩ったが、結局設計変更はし
なかった。また柱の現場溶接部となる個所は鉄骨ロ
ールにて共取りで計画してほしい、など細かいこと
もお願いした記憶がある。
次に紹介する物件は2000年頃に設計した超高層物

件で、大梁はブラケットタイプを採用し、図２は仕
口部のノンスカラップ工法における溶接手順を示し
ている。図示した通り、仕口部の大梁には（数）倍
尺などで製作された部材や外法一定Ｈ鋼（ハイパー
H鋼）を採用しなかった。溶接前の仮組み状態でフ
ィレット部と裏当て金の精度がどう頑張ってもよろ
しくないことと（図３）、SAWしたウエブに再度CO2
溶接にて熱を入れることが本当に良いことなのだろ
うか？　と純粋に思ったからである。またハイパー
H鋼に関しては、圧延工程におけるフィレット部の
シャルピー値低下に関して疑問が払拭されていなく、
ビルトH鋼と比較して寸法精度が劣り、目違いの発
生に寄与すると考えていた。精度に関しては随分と
改善されたとミルメーカーから聞いている。
現場製作段階では、柱大曲りを考慮した仮想芯か

らブラケット長さを測定し、大梁実測寸法を加えて、
各階の累積誤差表を作成し精度確保に努めた。建て
方中一度か二度、孔あけ部を調整したスプライスプ
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図１　柱梁接合部詳細図（ブラケットタイプ）

図２　仕口部溶接手順

BH溶接①
端部75mmで溶接を止める

ウエブの溶接②
端部75mmで止める。

ウエブ部のガウジングの後
フランジ開先部の溶接



レートを製作したが、精度は極めて良好で、建物高
さ約150mの建て方を僅か数mmの誤差で上棟させる
ことが出来た。この上棟が実現できたのは、製作フ
ァブ、現場建て方・溶接施工者、溶接部インスペク
ター、ゼネコン担当者と携わって頂いた全ての方々
の技術と努力の結集だと思う。本当に感謝した。
また、この物件では更なる溶接部の性能を向上さ

せた設計を目指していたため、ビルトボックスにお
ける靱性確保に関する仕様も設定し、高HAZ靱性鋼
材の採用と本製作前に溶接確認試験を実施した。こ
の実験を通じて、溶接部の靱性が設計仕様通りに確
保できたことを確認しただけでなく、ダイアフラム
とスキンプレート、大梁フランジの板厚を常識的に
設定すれば、最大耐力は梁フランジの母材で決定す
るし、バランス的にも目視において安心感があるこ
とを実感できた。当然と言えば当然なのであるが、
厚板のスキンプレートに薄板の大梁で構成すれば、
ある程度仕口部のメカニズムは確保されていると確
認できたのである。若い頃、会社の上司に大梁フラ
ンジは最大32㎜まで、ビルトボックス柱のスキンプ
レートはESWを考慮して最低25㎜を確保することを
指導され、常に仕口部の柱・梁板厚の関係はうるさ
く言われた。コンピューターは進化し鋼材にも新し
い技術発展が目覚ましいが、鋼構造の基本的な考え
方は昔から変わらないのかもしれない。そんな懐古
的な感覚を教えてくれた貴重な実験であった。
最後に紹介する物件は2008年頃に設計した超高層

物件で、大梁はノンブラケットタイプを余儀なくさ

れて設計した時の仕口部である（図４）。溶接ディ
テールでは、同じくフランジの裏当て金の精度を優
先し、大梁のウエブまわし溶接とフランジ裏当て金
の寸法だけ大梁ウエブを短くした。この60mmとい
う寸法、机上の確認では限界かなと思ったが、もう
少し小さくしたいのが本音である。また結局この物
件では採用しなかった円形鋼管でのディテールを示
す（図５）。
外リングダイアフラムと円形鋼管のルートギャッ

プを2mmと設定したが、この数値の意味は溶接部の
ディテールや耐力で決めたのではない。円形鋼管の
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図３　裏当て金取り付け図

図４　柱梁接合部詳細図（ノンブラケットタイプ）

図５　外リングダイヤフラム フランジ溶接詳細図



素管寸法精度に対する想いを宣言しているのであり、
当然エキストラが発生することも覚悟の上である。
その代わり、溶接基準図においてバタリングという
溶接ディテールは無いという意思表明なのだ。外ダ
イアフラムを分割し溶接にて構築するディテールも
研究されているが、鋼材のロスも減り、確かに効率
的なのかもしれないが、自分の設計では採用する意
思は今のところない。また、大梁端部においてフラ
ンジの拡幅も採用したが、図示した通りフランジは
端部・中央で板継ぎ、ウエブプレートは一枚で構成
するタイプとした。端部拡幅部のシヤーシング精度
にやや疑問が残ったが、目違いもなく上々の建て方
精度も確保できた。

４．おわりに

当然の事ながら、構造設計は法律を含めた様々な
指針や基準に基づき躯体断面を算出するが、断面寸
法が計算されれば終了したわけではなく、計算では
現れない様々な想いを図面に記す必要がある。コン
ピューターで算出された部材断面が、何も考えずに
そのままCAD化され断面リストと称して図面化され
ることが最良な設計であれば、構造設計者など無用
の長物だと思う。設計においては設定されたコスト
を考慮することを前提に、社会情勢や施工性を鑑み、

断面にも余裕を持たせるべきであろうが、昨今のこ
の世知辛い世の中、躯体数量に余裕がないのが現実
である。またコストのみ重要視して、施工上無謀な
ディテールや溶接性能を低下させるような元請施工
会社の発注形態では本末転倒だし、建物を造り上げ
る様々な角度から、皆で良い躯体が出来上がるため
に責任を持って指導や助言を交わすべきではなかろ
うか。
最後に、情熱を灯して20年間構造設計に携わり駆

け抜けてきた道を顧みた時、良き施主にも恵まれ、
自分は本当に幸せ者だと考えている。街中で再会す
る自らが設計した建物の元気な姿と、使用する人々
の歓喜に出会うと、次の設計への力が漲り、終わり
なき旅が続く。その旅路の果てに何があるのかなん
て考えていない。それが構造設計者の生き様なのか
もしれない。

＊1：地震や風などによる振動を、建物に施した装置(ダンパー等)
で吸収し、揺れを小さくする建造物の構造。建造物のコアなど
執務空間以外にダンパーを設置する
＊2：鋼管の内部にコンクリートを充填したものを柱として使用し
た構造

参考文献

1) 木村俊彦：構造設計とは
2) 西川孝夫他：性能型構造設計入門
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平成24年度後期の溶接検査認定（CIW認定）のための
技術者試験・更新審査と研修会について、以下のとおり
お知らせ致します。なお、各地区の研修会においては、参
加状況によって中止する場合がありますので予めご承知置
き下さい。

１．CIW認定の技術者試験、研修会について
試験及び研修会の各案内書･申込については、9月上旬

に認定事業者及び仮認定申請提出事業者のCIW担当者宛
に送付致します。
◎溶接部の検査に関する研修会
東京／大阪： 10月13日(土) ～ 14日(日)
◎CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の資格更新
審査（更新講習と確認試験）
東京／大阪： 10月27日(土) ～ 28日(日)

◎CIW検査技術管理者及び上級検査技術者試験
1次試験
東京／大阪： 11月11日(日)

2次試験
東　京：平成25年1月12日(土)予定
大　阪：平成25年1月13日(日)予定

２．溶接検査認定（CIW認定）申請について
WES 8701:2007に基づくCIW認定は、毎年4月1日付、10

月1日付で認定しております。直近の本年10月1日付認定
の受付は既に終了しております。次回(平成25年4月1日付)
認定の申請に関するご案内は、本年10月初旬に認定事業
者及び仮認定申請提出事業者のCIW担当者宛にご案内致
します。なお、当協会ホームページ（http://www.jwes.
or.jp/）にも掲載致しますのでご確認ください。ご不明な
点がございましたらCIW担当までお問合せ下さい。

平成平成2424年度後期年度後期CIWCIW試験・研修会及試験・研修会及びび認定申請認定申請のごのご案内案内



１．まえがき

鋼管の円周溶接部を放射線透過試験する場合、
JIS Z 3104-1995の附属書2により行うこととなる。そ
の際、撮影にあたっては、試験部の有効長さを示す
記号を写し込むことが規定されており、有効長さ内
において要求される透過度計の識別最小線径が識別
されなければならない。識別最小線径は母材の厚さ
に応じて規定されている。
この要求事項に従って、特に径の小さな（1B以下）

鋼管を撮影する場合には、透過厚さの増加が大きい
ことより、有効長さが小さくなり、分割数が増える
こととなる。1）また、通常行われている分割数の撮
影では、有効長さ内での透過度計識別度が要求を満
たさないことが考えられる。
本報告では、1B以下の小径鋼管の円周溶接部に対

して、二重壁両面撮影で通常行われている2～4分割
の撮影で、どの程度要求されている識別最小線径が
見えるかについて確認した。
また、最近の傾向としてデジタルラジオグラフィ

ーが行われつつあることから、透過度計識別度に関
して、従来のフィルム撮影とイメージングプレート
（IP）による撮影を試みとして比較した。

２．試験体及び撮影方法

表1に撮影した試験体を示す。表１の中の外径及
び肉厚（母材厚）は実測値である。また、表１には
通常行われる分割数（2～4分割）での有効長さも示

した。写真1に試験体の外観を示す。
線源はγ線（192Ir）及びX線とし、フィルムは＃

50LPパック（12in）を用いた。X線装置の使用管電
圧は80～200kVである。
二重壁両面撮影を行い、線源とフィルム間距離は

JIS Z 3104-1995の附属書2による（L1+L2）以上とし
た。表2にJIS及び電気事業法による(L1+L2)を示す。
透過度計は像質P2級とし、線径0.25mmの帯形透過
度計F025(JIS Z 2306-2000)を1枚もしくは2枚用い、
有効長さマーク上に透過度計の針金がくるよう線源

2. 小径管溶接部の放射線透過試験における透過度計識別線
径に関する考察

一般社団法人CIW検査業協会　技術委員会　小径管RTWG
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表1 溶接試験体

写真1 試験体外観

表2 撮影配置（L1+L2）



側に配置した。
撮影に当たっては、γ線、X線ともそれぞれ3社で

試験体を持ち回って撮影し、複数の観察者により識
別程度を観察した。

３．撮影結果

（1）γ線（192Ir）による撮影

表3にγ線撮影の場合の透過度計識別状況を示す。
表中、○印は複数の観察者によって識別可能と判定
されたもの、△は有効長さの片側のみ識別できるか5
人中3人が識別可能と判定したもの、×印は識別困

難を示している。
192Irによる撮影では、すべての試験体で、有効長

さの上での針金の識別はできず、JIS Z 3104-1995の
必要条件を満たすことはできないことがわかった。
両側の有効長さマークの内、片側のみ識別できたも
の、あるいは、数人が識別できると判定したケース
もいくらかあったが、いずれも識別困難と判断した。
なお、濃度範囲は、すべてのフィルムでJIS Z 3104-
1995に規定された1.0～4.0の範囲を十分満足してい
た。
γ線撮影で識別可能な線径はどの程度かを求めた
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表3 γ線及びX線撮影による透過度計識別結果

表4 γ線撮影による識別可能線径



結果を表4に示す。γ線ではφ0.4mmの透過度計で
ないと識別できない。
（2）Ｘ線による撮影

表3にX線撮影の場合の透過度計識別状況を示す。
濃度範囲はいずれもJIS Z 3104-1995を満足している。
この結果から、X線による撮影でも2分割及び3分

割では透過度計識別度を有効長さの両端で満足する
ことはできず、4分割以上が必要であることがわかる。
（3）撮影時のセットズレの影響

小径管であることから、撮影時に有効範囲を示す
矢印がずれ、肉厚部分にかかってしまうことが頻発
する。これによる再撮影が多発することになる。写
真2にセットズレの場合の透過写真を示す。
（4）Ｘ線フィルムとＩＰ撮影との比較

写真3にX線フィルム（＃50）とIP撮影の結果を示
す。 試みに撮影したものであるが、識別性が良いX
線フィルムと、IP撮影を比較してもほぼ同様な結果
となっている。 なお、IPの画素の大きさは100μの
ものを用いている。

４．まとめ

１）小径管のγ線（192Ir）撮影は透過度計の必要
条件を満足しない。
２）1B以下小径管のγ線（192Ir）撮影では、透過
度計の識別最少線径は0.4mmである。
３）X線撮影でも4分割以上が必要である。

４）現場のX線撮影では装置が大きいことにより撮
影不可能な個所が発生する。
５）分割撮影において、透過度計と矢印を正確にセ
ットするのには熟練と時間が必要であり、再撮影
が多発する恐れがある。
６）対策として、小型Ｘ線装置の開発、Yb（イッテ
リビウム）等の低エネルギー線源による検証が必
要である。
７）IPによるCRではX線フィルムと同等の結果が得
られた。
８）今後のJIS改正では、小径管の撮影に対する明確
な指針が示されることを望みたい。

参考文献

1)JSNDI・平成12年春季大会講演「小径管溶接部の放射線透過試
験における有効長さに関する検討」阿部他
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写真2 セットズレの影響

写真3 IPとX線フィルムの識別比較

一般社団法人CIW検査業協会　技術委員会
小径管RT WGメンバー

技術委員会　委員長 安藤　純二　(株)ジャスト

WGリーダー 井手　　茂　東亜非破壊検査(株)

WGメンバー 末次　　純　非破壊検査(株)

海上　　昇　新日本非破壊検査(株)

熊谷　昌之　綜合非破壊検査(株)

IP X線フィルム



１．はじめに

平成24年5月22日に東京スカイツリー（事業主
体：東武鉄道・東部タワースカイツリー）が開業し
た。当日の入場者数は当初予想の20万人を上回る約
22万人という盛況ぶりである。
自立式電波塔としてまた鉄骨トラス鉄塔として、

世界最高高さとなる当工事を受注決定した際から平
成23年3月18日の鉄骨上棟までの、大きなプレッシ
ャーを思い返すと非常に感慨深い。

２．建物形状概要

塔体を地下と地上に大きく分けると、地下はSRC
基礎梁と地中連壁杭、地上は立体トラス構造となっ
ている。地上鉄骨の断面形状は、基部の正三角形か
ら高さとともにシームレスに細く丸く変化して高さ
315ｍ以上では正24角形となり、高さ497～634ｍの
ゲイン塔では正6角形となっている。
地上497ｍまでのトラス鉄骨（外塔）は、時計盤

の0時、4時、8時方向に建物の荷重を支持する立体
トラス（鼎トラス）があり、鼎トラスをつなぐリン
グトラス、リブトラスで外周トラス（外塔）が構成
されている。外塔の内側に、エレベータや設備シャ
フトを納める中塔・内塔（高さ450m）、避難階段を
納める直径8ｍのRC塔（心柱；高さ350ｍ）が配置
されており、振動周期の異なる塔体鉄骨と心柱とを
ダンパーで連結することで建物全体の制振が図られ
ている。また、ゲイン塔の最上部には、ゲイン塔の
制振装置として頂部制振装置が配置されている。

３．採用工法

東京スカイツリーの施工条件は、事業主である東
武鉄道の保有地に600ｍ超の電波鉄塔と周辺商業施
設を、工期42ヶ月（震災後44ヶ月に延長）で完成さ
せるという、大変厳しいものであった。一番の難条

件はもちろん600ｍ超の鉄骨工事だが、それ以外に
も数々の難条件を克服した。ここでは主だった採用
工法を紹介する。
東京スカイツリーは、東京タワーなど既往の鉄塔

に比べて格段にスリムで背の高いプロポーションに
なっており、地震や風による水平力によって鼎トラ
スの足元では大きな押し込み力、引抜き力が発生す
る。これを合理的に支持するため、杭基礎工事とし
て当社が開発した節付連壁基礎杭「ナックルウォー

3. 東京スカイツリー®の鉄骨施工について

株式会社大林組　東京本店建築事業部生産技術部　担当課長　大塚　英郎
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平成24年5月22日に開業した東京スカイツリー
（事業主体：東武鉄道・東部タワースカイツリー）



ル」を採用した。
地下工事の短工期化のために一般的には逆打ち工

法が採用されるが、鼎トラスには非常に大きな荷重
がかかるため、一般部を逆打ちとし鼎トラス部分を
一部順打ちとしたハイブリッド逆打ち工法を採用した。
逆打ち工法では地上工事と並行して地下工事を行
う。本プロジェクトでは建物が敷地いっぱいに建つ
ため、全面的に工事を進めるには地上工事の動線と
地下工事の動線が錯綜して作業効率が落ちる。一方、
工区を分割して段階的に工事を進めては工程が伸び
る。そのため、地上工事と地下工事の動線・施工ヤ
ードを同時に確保するために、地上50ｍから上の地
上工事ヤードは地上4階に設け、地下工事ヤードは1
階部分に設けた。
高さ634ｍの鉄骨工事の最重要課題は①工程、②

建方工法、③天候対策の3つであった。建方を全て
積層工法とすると、工程も重機費用も過大となり、
地上500ｍ超での780MPa鋼の現場溶接が発生するな
ど問題が多すぎた。また、リフトアップ工法を採用
するにも展望デッキの上、もしくは展望回廊の上か
らではリフトアップ設備が大きくなりすぎて、費用
的にも工期的にも最適とはいいかねた。また、既往
の国内のタワークレーンの最高高さは300ｍで、それ
以上の高さに対応させるには大きな改造費用がかか
った。そこでタワークレーンの揚程改造は420mとし
て、350ｍまでは建物に載せるフロアクライミングク
レーン、497ｍまでは第一展望台に揚重専用クレー
ンと建方専用クレーンに組換えたマストクライミン
グクレーンで積層建方とし、その上のゲイン塔は中
内塔の内側の空洞内の地上部で建方した後、約3,000
ｔを600ｍ引き上げるという大規模なリフトアップ工
法を採用して3つの課題を最適化した。地上300ｍ超
の超高所作業では、地上とは大きく異なる厳しい気
象に工程が大きく影響されるため、現地上空の地上
高さ250ｍ、500ｍ、650ｍの精密な気象予報システ
ムを開発し、きめ細かな工事調整を可能とした。
また、ゲイン塔のリフトアップを追いかけて、直径

9.6ｍの空洞中に外径8ｍ・壁厚40～60cm・高さ375
ｍ、煙突状のRC壁をスリップフォーム工法で構築す
ることで、極狭小な空間での超高層塔状構造物の急
速施工と建物工期のさらなる短工期化を実現した。

４．鉄骨工場製作

東京スカイツリーの鉄骨製作にあたっての最重要
課題は、①建築初採用の780MPa鋼管を含んで主要
鋼材が全て新規開発鋼材、②3次元的に複雑精緻で
精度管理の難しい立体トラス、③開先加工・組立精
度確保・溶接技量ともに難しい分岐継手、④20年以
上の耐久性を要求される重防食塗装の４点であっ
た。
①新規開発鋼材については、認定書に保証性能と

推奨施工条件はあるものの、どのファブリケーター
にも施工経験はなく、実質の予熱温度、低入熱時の
割れの危険性、入熱・パス間温度と溶接継手近傍の
機械的特性の関係など全て不明であった。これらの
特性や性能発現性を調査すべく、鋼材と溶接材料の
組合せごとに、拡散性水素量確認試験、斜めy割れ
試験、鋼材の機械的性能確認試験、溶着金属の機械
的性能確認試験、溶接継手部の機械的性能確認試験
を行った。これらの試験結果を踏まえて、予熱温度、
パス間温度、最低入熱量、最大入熱量などを溶接施
工条件として管理した。
②ほぼ全ての部材が傾斜しており、分岐継手のブ

ラケットも3次元での位置管理となるため、鉄骨工
作図作成には3DCADを採用した。3DCADは現場で
の建方精度管理や点検歩廊などの付帯鉄骨製作にも
利用した。
③柱の切断面も塔体の形状に伴って斜め切断とな

り難易度が高かった。なかでも分岐継手部は鋼管交
差角が狭く、既往の機械では切断できなかったため、
トーチ角度とプログラムを改造した鋼管開先切断機
を使用した。
部材心が空中の仮想線でしかなく、断面が真円で

もない鋼管の精度管理はただでさえ難しいが、スカ
イツリーではブラケットなど構造体、附帯・仮設ピ
ースまで全ての付属物の取り付け位置と先端位置精
度を管理した。大半の工場は鋼管をジャッキで水平
に保ち、鋼管の部材心仮想線をレーザーで常に確認
できるようにして組立精度の確保に取り組んだ。
④重防食塗装では下地調整能力と塗装・乾燥時の

環境管理能力が重要である。スカイツリーの下地調
整は、製品のスイープブラストでISO Sa 2 1/2以上が
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必要であること、塗装工期は2年に及び、厳冬期や
梅雨期にも継続して塗装を行う必要があることから、
鉄骨製作工場の工場調査を行い、以下の選定要件を
満たすことを条件とした。�最大製作製品寸法で製
品ブラスト能力が充分であること、�厳しい時期で
の塗装・乾燥が可能な密閉・換気が可能な塗装上屋
の面積が、必要面積（g）＝部材専有面積（g／P）
×乾燥期間（日）／製造～出荷速度（P／日）を満
たすこと。

５．鉄骨現場施工

鉄骨現場施工における最重要課題は、①新規開発
鋼材・溶接姿勢ごとの溶接施工管理、②最大厚

100mmの極厚鋼管の溶接施工管理、③日射や風で変
形を続ける鉄塔における立体トラス鉄骨の精度管理、
④過酷な天候下における安全管理の3点であった。
①同一規格鋼材の内で最も溶接条件の厳しい鋼材

用の工場溶接条件を現場管理用の溶接条件とし、異
なる強度ごと、異なる溶接姿勢ごとに溶接技能者技
量付加試験に合格して選定した溶接技能者を配置
し、溶接ワイヤの銘柄シールも名称部分の色を特別
に変えるなど材料と技量の管理を厳密に行った。ま
た、高所のため常に風速が高いので、溶接作業時は
足場をシートで密閉して防風管理と火花養生を行った。
②鉄骨建方は3DCADで求めた部材の3次元座標を

元に、当社が開発した3次元計測・管理システムで
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現場溶接の中間段階でのUT検査



精度管理を行った。精度測定は風や日射の影響が少
ない午前中や曇りの日を中心に行い、現場精度管理
のもととなるフロアのベンチマーク精度は盛替誤差
が許容範囲内であることを高精度GPSでも確認した。
③現場溶接において鋼管の最大断面はφ2,300×

t100。非常に熱容量が大きいことから、通常のガス
加熱では時間がかかりすぎるため、ゴム磁石に電熱
線を編み込んだマグネットラバーヒーターを開発し、
前日の夜から予熱を開始して省力化を図った。
また、溶接時間は4人×3日と長く、最終層まで溶

接が終わった後にUT検査をして初層の欠陥補修のた
めに100mmガウジングして溶接しなおすのでは、極
厚の調質鋼材に与える熱影響が大きいので、2日目
の朝、3日目の朝にそれぞれ中間段階でのUT検査を
実施した。
④週間の作業予定を決め搬入の予定などを組むに

あたり、地上300ｍを超える未知の高さの気象を予
測し作業が可能かを判断する必要があるが、現行で
はそのような予報は存在しない。そこで現地上空の
精密な気象予報システムを自ら構築し、一週間先ま
での時間毎、高さ毎の気象を予測できるようにした。
また急に発生する地震、雷、強風についても、モニ

ターしながら作業を行うことが安全上必要となるた
め、これらを察知し警報を発報し作業員の避難行動
を促す、警報システムも構築した。気象予報システ
ムを参考に短期工程を検討し、警報システムにより
緊急防護を可能とする体制を構築した。これらの予
報・警戒システムにより、平成23年3月11日の東日
本大震災をはじめとしてその余震、突発する強風、
幾度となく接近する雷雲などがあったが、いずれも
人的災害を未然に防ぐことができた。

６．おわりに

建物高さ、鋼材、塗装、高所天候など未知との戦
いの連続の工事で、その上、平成23年3月11日には
東日本大震災の大きな揺れさえもあったものの、発
注者、設計者、社内関係者、協力会社、地域の方々、
工事を応援してくださった国内外の一般の方々、全
ての方々の努力と応援のおかげで、東京スカイツリ
ーは無事、竣工・引き渡し・開業を迎えることがで
きた。一建築技術者としてこの世紀の工事を担当で
きたことは本当に得難く幸せな経験であった。関係
者の皆さまに感謝します。
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CIW検査業協会だより

☆第2期第3回（平成24年度）通常総会の開催

平成24年度通常総会を5月10日(木)に東京會舘（浜松町）におい
て開催し、次の議案について審議を行い、いずれも原案どおり承
認されました。
第1号議案　平成23年度事業報告(案)及び平成23年度決算報告
(案)承認の件

第2号議案　平成23年監査報告の件
第3号議案　第2期（平成24・25年度）役員承認の件
第4号議案　平成24年度事業計画(案)及び平成24年度予算(案)承
認の件

なお、第3回理事会は、8月9日(木)に開催の予定です。
☆第2回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

このセミナーは、工業高校に在籍する生徒を対象に一日コース
の体験学習として、身近な対象物に適用される非破壊検査をわか
り易く紹介するもので、第2回目を平成24年8月23日(木)に(財)日本
溶接技術センター（川崎市）において開催します。

☆今後の研修会予定について

①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】を
・第1回は平成24年7月22日(日)に東京で
・第2回は平成25年1月20日(日)に東京で
②NDI－レベル3（基礎試験)のための受験対策講習会を平成24年9
月中旬に東京で

③NDI－レベル3（RT・UT・PT各二次試験）のための受験対策講
習会を平成24年10月下旬に東京で、

④(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25年2
月24日(日)に大阪で
それぞれ開催を計画しています。
また、WES8701「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準」
に基づく『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』についても今後開催を計画します。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。

一般社団法人CIW検査業協会



北海道の面積は、日本の総面積の約2割を占める8万
3,456m2です。冒頭から数字ではピンと来ないかもしれませ
んが、この面積は東北6県と新潟県を併せた広さに相当して
おり、香川県の40倍、スイスの約2倍、などと言ったらイメ
ージがわくのではないでしょうか。当社のある札幌市でも、
東京23区の倍近い面積があります。しかし、人口は23区の
半分以下であり、この人口密度からも判るように、札幌は
大都会というにはちょっと違った雰囲気があります。市内
には山も多く、昨年は札幌の繁華街ススキノから2～3kmし
か離れていない場所に、ヒグマの目撃情報がありました。
このように広い北海道では、どこまでも続くジャガイモ畑、
地平線まで広がる牧場、雄大な山岳、広大な湿原、美しい
天然の湖沼、澄み切った空、都会では味わうことのできな
い大自然が身の回りにあふれています。
また、農畜産物はもちろんのこと、オホーツク海、太平
洋、日本海に囲まれているため、海の幸にも恵まれていま
す。四季折々にホッケ、カニ、エビ、昆布など豊富な海産
物がとても美味しい。これらは日本の各地に出荷されてい
ますが、やはり地元で採れたてを食べると格別に味わい深
いものです。
北海道人の、良く言えば大らか、悪く言えばアバウトな
気質はこんな豊かな環境で育まれているのかもしれません
（我が社の社員の多くも例外ではありません）。
これから夏の観光シーズンを迎え、多くの方が道内を訪
れます。しかし、北海道はあまりにも広いので、「あっちも
見たい、こっちも見たい」と思うあまり「無意味な移動に
時間をかけすぎた」という結果になってしまい、満足でき
ずに帰られるケースもあると聞きます。道民としましては、
1か月くらいかけてじっくりと観光して、北海道の良さをた
くさん見て体験し、満喫して欲しいと思いますが、短いス
ケジュールでしたら「道北」「道央」「道東」「道南」といっ
たエリアに絞り込んでそのエリアをじっくり味わうことをお
勧めします。
「北の国から」に代表される富良野の風景や、パッチワー
クのような美瑛の丘などが良く知られているかと思います

が、そんな美しい風景を駆け足で見に来て終わりにするの
ではなく、景色をゆっくり眺めながら美味しいジャガイモや
チーズをつまみにワインを頂く、といったように、時間をか
けて北海道を味わっていただければと思います。
北海道内の公共交通機関は限られているので、道内を移
動するには車を運転することが多くなります。北海道には
直線道路が多く見られ（国道で一番長い直線道路が12号線
[札幌～旭川間]です）、特に帯広方面には定規で引いたよう
な道路が何本もあります。道幅は広く見通しは良く、車窓
に広がる風景は牧場や畑ですから、ついついスピードが出
てしまいます。「狭い日本。そんなに急いでどこに行く」と
言われても広い北海道では当てはまりそうにありませんが、
「ゆっくり走ろう北海道」この交通スローガンは昔からあり
ます。景色を楽しみながら、ゆっくり走っていただければと
思います。
当社では各種溶接構造物などの非破壊検査、金属材料試
験、鋼及びコンクリート構造物の調査診断を手がけており、
当社の社員も検査業務のため、広大な道内の隅々まで毎日
のように走り回っています。当社のある札幌から片道500km
ほどの根室でタンクの開放検査、オホーツク海に面した興
部町で流氷を傍らに見ながらのアンカーボルト長さ測定業
務など・・・特に冬の移動は、吹雪や凍結路面などの影響
で夏の倍の時間が掛かります。早く目的地に到着したいと
いう気持ちは誰しもありますが、日々、安全運転を心がけ
ています。

4. お国自慢・我社の自慢――じっくり味わう北海道

札幌インスペクション株式会社　若林　雅志
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北海道で多く見られる直線道路。車が欠かせない道内の移動では
日々、安全運転を心がけている



資源の少ない我が国にとって、我々の日常の生活は世界と
の貿易無しでは語れない。
オーストラリア産のワインにイタリアで水揚げされたマグ
ロのカルパッチョ、デザートにはタイ産のマンゴー。日本に
いて世界の食事を満喫できるのである。工業製品にしても同
様である。ドイツ製の乗用車が町を奔り回り、フランス製の
最新のファッションを身に纏った淑女が街を闊歩する。これ
等は、規格・基準を世界レベルで標準化し、国際単位系で
長さ、質量（重さ）などを世界共通で表示するようにした努
力のお陰である。
非破壊試験の世界においても例外ではない。非破壊試験関
連の規格の国際整合化が精力的に進められつつあり、現在の
非破壊試験関連のJIS規格はISOなどの国際標準規格と密接な
関係を持ちつつある。このような観点から、今回お勧めした
い本は、CIW運営委員でもある大岡紀一氏が編集委員長を務
めた「詳解―非破壊検査ガイドブック」（発行所：日本規格
協会、定価：2700円（税別））である。
この本は、日本規格協会発行の「JIS ハンドブック 非
破壊検査」と共に利用するのが良い。現在の「JIS ハンド
ブック 非破壊検査」ではいくつかの規格に解説が記載され
ているが、本年発行予定のそれには解説が一切掲載されない
とのことである。
この本では、規格本体の解説を含めてJISで規定された事
項の技術的な内容、JIS規格制定の経緯とISO等国際規格との
整合性などが記述されており、JISの規定事項、特に試験方
法を実際に使用する場合の考え方、使用のポイントなどが解
説されている。以下、同書の内容を簡単に紹介する。
第1章では、非破壊試験にかかわる用語について、その重
要性をJIS Z 2300:2009を中心に解説している。また、溶接記
号として使われる非破壊試験の表示に関しても簡単に触れて
いる。第2章では、溶接欠陥（きず）と非破壊検査の役割に
ついて、さらに、非破壊検査の種類と特徴についてJISハン
ドブックに記載の試験方法を重点的に記述している。第3章
では、各種非破壊試験方法として、放射線透過試験、超音
波探傷試験、磁気浸透試験、浸透探傷試験、渦電流探傷試

験、アコースティック・エミッション試験、漏れ試験及び外
観試験のそれぞれに関連する規格の解説と，“仕様書”、“手
順書”、“指示書”などの作成に有用な内容を運用上の留意
点に関して解説している。第４章では、圧力容器、溶接など
にかかわる工業分野として、発電用機器や化学工業機器など
を具体的に取り上げて、非破壊試験関連の規格がどのように
使われているかの観点から解説されている。第5章では、非
破壊試験技術者の資格及び認証に関する規格の制定の経緯、
ISO9712を基にJIS化した規格内容と国際的な整合化へ向けた
取組みについて紹介している。第6章では、非破壊試験関連
のJISについて、各種講習会などで寄せられることの多い質問
をQ&A形式でまとめられている。第7章では、ISO規格、EN
規格、ASTM規格等を一覧で紹介し、必要に応じて海外の関
連規格を容易に参照できるようにしている。
この本では、JIS規格の技術的内容などについて、制定の
背景や国際的動向と併せて解説されている。JIS規格の内容、
JIS規格とISO規格、EN( European Norm,欧州規格)規格、
ASTM（American Society for Testing and Material、米国材
料試験協会）規格との一致点、相違点ならびに類似点を学
ぶにも最適で、非破壊試験技術者にお勧めしたい書である。

（江端　誠）

5. お勧めしたい本：詳解――非破壊検査ガイドブック
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わが社は平成22年9月9日付でCIW認定事業者としての「認
定の停止」が通知されていましたが、認定の停止期間中に
不適合の改善に努めてまいりました結果、平成24年3月16日
をもって「認定の停止の解除」となりました。
なかでも、企業倫理の重要性を再認識し、日頃の活動が
自然に「倫理綱領」に基づいた行動となるように心がけてま
いりました。
わが社の「倫理綱領」は企業理念と事業活動を行ってい
く上で、遵守すべき綱領（政策・方針）を定め、役員及び社
員一人一人が、この倫理綱領の実践を自らの重要な役割と
認識し、高い倫理観を持ち、社会的責任を果たしていく上
で心がけていくべき基本的事項を8項目の「行動基準」として
定めています。以下にわが社の行動基準８項目を示します。
【行動基準】

（１）法令等の遵守

法令や社会的規範を遵守し、社会的良識のある公正で健
全な企業活動を行う。また社会的秩序や企業の健全な活動
に悪影響を与える個人、団体とは一切関わらない。
（２）技術・サービスの提供

非破壊検査及び熱処理工事の技術の向上に努め、品質の
確保及び事故・ヒューマンエラーの防止を徹底し、優れた技
術・サービスを提供する。
（３）環境問題への取り組み

環境問題への取り組みは、企業及び個人の活動にとって
必須条件であることを認識し、自主的かつ積極的に行う。
（４）働きやすい職場環境の実現

社員の人格や個性・主体性を尊重し、職場の安全と社員
の健康を守り、ゆとりと豊かさのある活力に満ちた明るい職
場環境を実現する。
（５）地域社会への貢献

地域社会発展の一翼を担うため、「良き企業市民」たるこ
とを目指し、積極的に社会貢献活動を行う。
（６）情報の管理

顧客情報・個人情報・会社の機密事項等各種情報を法令
等に基づき適正に保管し、情報が不用意に漏洩することが

ないよう管理を徹底する。
（７）利害関係者の立場の尊重

顧客・取引先・社員等を含む利害関係者の立場を尊重し、
誠実さを持って健全で良好な関係に努める。
（８）経営者の率先垂範

経営者は、自らが率先垂範し倫理綱領の実現に努め、関
係者にその徹底を図る。万が一、倫理綱領の内容に反する
ような事態が生じた場合は、懲罰委員会にて審議し厳しく
対処する。
（懲罰については就業規則の懲戒規定による。）
わが社では上記８項目の「倫理綱領」を社員心得に明記
し、配布・常時携帯して、常に理解に心がけ、遵守すべき
事項をいつでも確認出来るようにしております。
また、本年の3月1日からは全社で毎日朝礼時に「行動基
準」を唱和して全社員に浸透するよう努力しています。
毎日の唱和を通じ、自然と頭の中に記憶されることそし
て、何より社員一人一人の声が大きくなるといった効果も認
められるようになりました。
今後は慣例的に唱和していくことではなく、出てくる言葉
の意味を一人一人が理解・認識し、行動していくよう心が
けていきたいと思います。
なお、年２回のライン長会議、昇格人事等の機会には、
外部講師にお願いをして様々な教育を実施しています。
現在、実践している活動が全社員に浸透し、正しい行動
を発揮して、「安全・安心」な社会作りに貢献できるように
努力してまいります。

6. わが社の倫理に対する取り組み

関西エックス線株式会社　技術・品質管理部　技術管理課　マネージャー 渡　　弘明
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朝礼時の倫理綱領唱和



昔、「頑張れ」という言葉が嫌な先輩がいた。おそらくは
「頑張れ」という言葉が発する強迫感を嫌ったためだろう。
私たちは、「頑張る」「頑張れ」と、日常多く口にしている。
特に東日本大震災以降さらに多く聞かれるようになった気が
する。様々の場面で使われるこの「頑張れ」とはいったい何
だろうと、リタイアした先輩の渋面を思い出しつつ考えてみた。
１．意味

広辞苑に求めると、「頑張る」とは「我に張る」の転で、
「頑」の文字は当て字とある。意味は次の2つであった。
①我意を張り通す ②どこまでも忍耐してつとめる
前者は、「自分の考えや意志をどこまでも通そうとする」
であり、後者は「困難にめげないで目標を目指し我慢してや
り抜く」の意で、ともに気を張るにつながる。現在での使わ
れ方はさらに拡大しているようであり、単なる挨拶の意味で
あったり、動植物や物に対しても使われたりする便利語だ。
まさに言葉は時代とともに変遷している感がある。
２．歴史

江戸期に「眼張る」の文字がみえるが、現在とは多少ニ
ュアンスが異なるようで、わが国で「頑張れ」が多用されて
きたのは戦後と思われる。昭和20年代は、戦後の復興や経
済成長に対して使われ、ラジオ・テレビなど口語メディアに
より言葉の統一がなされていった。
戦前の多くの日本人は自己という観念が希薄で、自意識
の強い者はわがままであり放らつ者とされた。勉強や仕事は
自分のためでなく、家族や主人さらに地域や国家のためとい
う意識環境があった。それが敗戦によって、アメリカンデモ
クラシーの影響下に置かれると、それまでの徒弟制度を代表
とする謹厳な人間関係が崩れていった。多くの日本人が自
分の主義や権利を意識するとともに、人生における楽な選択
肢を考えるようになった。
一般的に「頑張れ」は激励の意味を含むため、戦後にこ
の言葉が増えた理由として、その場限りの享楽的な生き方
を選ぼうとする人に対する叱咤もあったのだろう。
３．用法

個人間で使用する通常の「頑張れ」は目上から言うこと

が多いため、使う側が注意したいケースを2つ考えた。
①相手との信頼関係が十分であり、頑張るべき内容を理解

していること

希薄な人間関係での「頑張れ」や、相手の頑張るべき内
容について無関心な立場からの「頑張れ」は、受けて側に
特段の「頑張る気」をもたらさない。
②性格に起因する場合には使用しないこと

うつ病の患者に「頑張れ」と言うのが禁句のように、最
近の若者の特徴でもある受動的でおとなしいと感じる部下に
「もっと頑張れ」と言っても効果は期待できない。
４．英語

「頑張れ」に相当する英語はないと言われる。しかし、欧
米にも様々な応援言葉があり、日本語ではその多くを「頑
張れ」と言っているようだ。
・Hang in there! （引っかかっていろ！＝辛抱しろ）
・Do your best! （最善を尽くせ！）
卒業式で学生への「頑張れ」を2つ、

・Be ambitious！（大志を抱け！・・・クラーク博士）
・Stay hungry!  Stay foolish!  （ハングリーであれ！馬鹿であ
れ！・・・S.ジョブズ氏）
命令感のあるBe動詞やDo動詞で始まる文より、継続感の
ある「Stay」の方が柔らかく感じる。
今回の震災に寄せる海外からの「頑張れ」では
・Stay strong！（心を強く持って）が耳に優しい。
５．結尾

禅宗に「愛語よく廻天(かいてん)の力あり」という言葉が
ある。真の慈しみを持った言葉は天子の考えさえ翻す力があ
るという意味で、心の通ったひと言は人の心の奥底まで入り
こむことができ、その後の生き方にまで影響を及ぼすほどの
力があるということだ。
先日、被災後１年を数える宮城県石巻市を訪問した。依
然として残る惨状の中、困難な生活を強いられている人々
に安易な「頑張れ」は言えなかった。「愛語」を意識したと
き、言葉を発する難しさを改めて感じてしまうが、やはり私
は「頑張ろう日本！」と結ばせていただく。

7. 随想 ――「頑張れ」考

新日本非破壊検査株式会社　海上　　昇
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この原稿を書いている時期は梅雨の最中で憂鬱な天気が続いています。台風4号とその後の
大雨の影響で和歌山県では浸水被害が発生しているというニュースが流れています。6月に上
陸した台風はじつに8年ぶり、観測史上7番目に早い上陸だったそうです。ちなみに8年前の
2004年の夏は猛暑酷暑で10個もの台風が上陸したあたり年だったとか。この時と同じような気
候パターンになると、電力不足で節電が叫ばれている今年の夏は本当に厳しいものになるかも
しれません。
今回のRUMPESは、鋼構造物関連講座シリーズとして(株)日本設計の荻野氏に構造設計者の
観点から執筆いただきました。さらに5月22日に開業した東京スカイツリーの鉄骨施工に関し
て(株)大林組の大塚氏に投稿いただいています。今年一番の話題である東京スカイツリーの記
事は皆様に興味を持って読んでいただけるものと思います。
また、「詳解―非破壊検査ガイドブック」の紹介、関西エックス線(株)の倫理に関する取り

組み、そしてCIW検査業協会技術委員会小径管RTワーキンググループから「小径管溶接部の
放射線透過試験における透過度計識別線径に関する考察」について掲載させていただきました。
皆様の会社でRT業務の参考にしていただければ幸いです。
さらに、海上氏よりいただきました随想に加え、新しくCIW認定事業者より事業所所在地の

名所、名跡、特産品などに関する「お国自慢・我社の自慢」を紹介していただくページを企画
いたしました。記念すべき第1回は札幌インスペクション(株)に投稿いただいております。
これから全国の認定事業者にお願いしご当地や自社の自慢を掲載していきたいと思いますの

で、ぜひご協力をお願いいたします。RUMPESが皆様の業務に役立つ一環となり、さらに楽し
んでいただけるものであるよう編集委員一同頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願
いいたします。 （M.K）

編　集　後　記


