


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：

目　次

1.  鋼構造物関連講座――鉄筋継手の非破壊検査について
…………………………………………………………………… 池ヶ谷　靖

CIW検査業協会だより ………………………………………………………………

2.  東京ゲートブリッジの製作について―溶接継手の非破壊検査―
…………………………………………………………………… 村上　貴紀

3.  建築鉄骨用鋼材の音響異方性に関するアンケート調査結果の報告
………………………………　一般社団法人CIW検査業協会　技術委員会

労働者派遣法が改正され非破壊検査業が政令26業務となる
…………………………………………………………………… 渡辺　正宏

4.  漏れ試験に関する技術者の資格及び認証の現状について
………………………………………………………………… 大岡　紀一

5.  不正検査撲滅運動に関する報告　…………　一般社団法人CIW検査業協会

6.  お国自慢・我社の自慢――進化し続ける国際観光都市長崎

……………………………………………………………………　鳴瀬　和信

7.  CIW認定に関するお知らせ ……………………………………………………

8.  編集後記 ………………………………………………………………………

1

5

6

11

13

14

16

18

19

20

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
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１．はじめに

建築構造物の鉄筋コンクリート造（RC造）では鉄
筋とコンクリートで構造が形成され、その中で鉄筋
の継手は必要不可欠となる。
RC造で構造的に重要な鉄筋継手は、図1に示すよ

うに、圧接継手、溶接継手、機械式継手があり、継
手性能を確保する上で外観検査と超音波探傷検査
（測定）を適正に実施することが要求される。
そこで、実際の現場で実施される鉄筋継手の非破

壊検査の方法と留意点について述べる。

２．各種継手と継手性能の要因

鉄筋ガス圧接継手の接合方法及びその圧接部の欠
陥発生位置を図2に示す。
ガス圧接継手の大きな特徴は、清浄な鉄筋端面を

加熱・加圧することによって拡散接合を行うことで
あり、鉄筋同士の接合面（圧接面）は溶融すること
がなく、そのため圧接接合部の欠陥は圧接面のみに
発生する。
また、圧接面の円周方向の欠陥の分布は、鉄筋中

心部とふくらみの外周部で一定の関係があるため、
鉄筋中心部のみの欠陥検出で圧接面全体の欠陥分布
を推定することができる。その結果、超音波探傷に

おいて超音波ビームが圧接面の中心の比較的狭い範
囲にしか当たらないが、継手の性能を適正に評価で
きる。
鉄筋溶接継手の接合方法及びその溶接部の欠陥発

生位置を図3に示す。
溶接継手は、図のような裏当て金の無いものと小

さな裏当て金のあるものがあるが、施工方法につい
ては同様であり、そのため溶接欠陥の発生も鉄筋端
面（開先面）が多い。
溶接部の内部欠陥の検出に超音波探傷試験が用い

られるが、圧接継手の場合とは異なり、鉄筋中心部
より周辺部の欠陥が多く、周辺部の欠陥を検出する
ことが重要になる。
機械式継手の接合方法及び継手性能を規定する要
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図1 RC造での鉄筋継手

図2 圧接継手と欠陥

図3 溶接継手と欠陥



因を図4に示す。
機械式継手では、熱を加えることがないので圧接

欠陥や溶接欠陥が発生することはない。その継手性
能の大きな要因はカプラーへの鉄筋の挿入長さとな
り、その挿入長さはマーキングもしくは超音波測定
で確認することとなる。

３．外観検査

(1)圧接継手

圧接継手外観検査合格部と各種の欠陥を図5に示

す。
なお、外観検査は目視で明らかに合格か不合格か

判断できるものは目視のみとし、明らかに判断でき
ないものは図に示す治具による測定で合否を判断す
る。
(2)溶接継手

溶接継手外観検査合格部と各種の欠陥を図6に示
す。
なお、外観検査は圧接継手の場合と同様に目視で

明らかに合格か不合格か判断し、必要に応じて治具
による測定を行う。溶接部の外径寸法は圧接のふく
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図4 機械式継手と継手性能の要因

図5 圧接継手外観検査合格部と不合格部及び測定治具

図6 溶接継手外観検査合格部と不合格部

図7 機械式継手外観検査合格部と不合格部



らみと比べかなり小さく、公称寸法以上であれば良
い。
(3)機械式継手

機械式継手外観検査合格部と不合格部を図7に示
す。
機械式継手の外観検査で重要なことは挿入マーク

がカプラーにかかっていて挿入長さが十分に確保さ
れていることを確認することである。
なお、別タイプの機械式継手も同様の管理となる。

４．超音波探傷検査

(1)圧接継手

圧接継手の超音波探傷検査は、基準レベルの設定
と探傷作業の2つの段階に分かれている。
基準レベルの設定は2探触子透過法によって図8に

示すような探触子の配置で透過パルスの最大値を求

め、その高さが画面表示の50％高さになるように探
傷器のゲイン値を調整する。
探傷作業では、探傷器のゲイン値を24dB上げ、図

9に示す探触子の走査を行う。この走査で50％以上
の高さのエコーが検出された場合に不合格となる。
ふくらみを挟んだ両側の超音波探傷で50％以上の高
さのエコーが検出されなければ合格となる。
(2)溶接継手

溶接継手の超音波探傷検査は、圧接継手と同様に
基準レベルの設定と探傷作業の2つの段階に分かれ
ているが、探傷作業は直角K走査と斜めK走査の2つ
が行われる。（継手協会の規格にタンデム走査も規
定されているが現場作業ではタンデム走査は用いら
れない。）
基準レベルの設定は圧接継手の場合と同様に図10

に示すような探触子の配置で画面表示の50％の高さ
に探傷器のゲイン値を調整する。
探傷作業では、探傷器のゲイン値を18dB上げ、図

11に示す直角走査を行い鉄筋中心部周辺の欠陥検出
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図8 基準レベルの設定（圧接継手）

図9 探傷作業（圧接継手）

図10 基準レベルの設定（溶接継手）

図11 直角K走査による探傷作業（溶接継手）



を行い、さらにゲイン値を6dB加え、図12に示す斜
めK走査によって、周辺部の欠陥検出を行う。いず
れの場合でもエコー高さ50%以上で不合格となる。
(3)機械式継手

機械式継手の超音波測定は、表面SH波探触子を
用いた１探触子法による鉄筋挿入長さの測定とな
る。
測定作業に先立ち図13に示すような探触子の配置

で装置の調整を行う。適切な鉄筋端部が無い場合に
はSTB-A3試験片で調整を行う。
測定作業は、図14に示すようにカプラーに最も近

づいた位置に探触子を置いて鉄筋端面からのエコー
のビーム路程を読み取り、機械式継手ごとに規定し
ている数値以上であることを確認する。

５．鉄筋継手の超音波探傷の留意点

圧接継手の超音波探傷では2探触子法が用いられ
るため超音波探傷は比較的容易で妨害エコーも少な
いと考えられがちであるが、いくつかの妨害エコー
があり、必ずしも容易な探傷とはいえない。
比較的多く見られ、合否判定の誤りになる妨害エ

コーとしては図15に示すような探触子の向きと逆方
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図12 斜めK走査による探傷作業（溶接継手）

図13 測定前の調整（機械式継手）

図14 測定作業（機械式継手）

図15 圧接継手の超音波探傷の妨害エコー



向に放射される超音波によるものである。
原因として、探触子のアクリルシューの貼り替え

が不適切だったり、探傷面のリブと探触子の接触が
不十分なことがある。妨害エコーの判別方法はエコ
ーが検出された位置での送信探触子と受信探触子の
Y距離を正確に測定して反射源の位置を推定すれば
よい。
溶接継手の超音波探傷では溶接部の外周側の欠陥

検出に注意して探傷を行う必要がある。この探傷時
に探触子を鉄筋軸に対して20°傾けるため、探触子
のシューは平面でなければならない。圧接継手の探

傷や溶接継手の直角K走査による探傷を行うと図16
に示すように探触子のシューが凹形になるので注意
する必要があり、凹形になった場合には平面に仕上
げる必要がある。
機械式継手の超音波測定では、探触子と鉄筋の間

で十分な超音波の伝搬が行われることが必要であり、
そのために横波専用の接触媒質の選択が重要にな
る。この横波専用の接触媒質は温度によって特性が
大きく変わるので温度によって使い分けなければな
らない。

６．最後に

従来の建築構造物の鉄筋継手はほとんど圧接継手
であったが、先組工法等の鉄筋工法の進歩とともに
溶接継手・機械式継手が増加している。
鉄筋継手検査技術者は各種継手をよく知り、検査

方法について知識と経験を積み重ねる必要がある。
なお、実際の鉄筋継手の受入れ検査では、外観全

数検査・UT抜取検査となっているため、検査作業は
鉄筋継手の施工に引き続き行われ、１日の施工終了
まで現場で検査を実施する必要がある。
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図16 アクリルシューの摩耗と斜めK走査

CIW検査業協会だより

☆平成24年度第3回理事会を開催

平成24年度第3回理事会を8月9日(木)に当協会事務所において
開催し、会務報告、各理事報告、地区ブロック会議議題等につ
いて審議を行いました。また、第4回理事会は、12月6日(木)に
開催の予定です。
☆平成24年度地区ブロック会議を開催

本年度の地区ブロック会議は、WES8701:2007改訂版の説明会
と併せて、東日本地区は10月4日(木)に東京で、関西地区は9月13
日(木)に奈良で、また、西日本地区は10月10日(水)に北九州で開
催しました。
☆第2回明日を担う次世代のための非破壊検査セミナーを開催

8月23日(木)に川崎市の(財)日本溶接技術センターにおいて
「第2回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。このセミナーは、『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、工業高校生を対象にした1日コースの
体験学習により、広く適用されている非破壊検査をわかり易く
紹介するもので、(一社)日本非破壊検査協会、(財)日本溶接技術
センター、(一社)CIW検査業協会の3団体が主催、(一社)日本非

破壊検査工業会が協賛して行われました。受講した神奈川県内5
校の教員10人、生徒11人は、自ら溶接した試験片を撮影したX線
フィルムの観察や各種非破壊検査の体験などに関心を示してい
ました。
☆CIW検査業協会創立30周年記念式典について

当協会の創立30周年記念式典を、平成24年12月6日(木)に東京
會舘（浜松町）において開催いたします。詳細は決定次第お知
らせいたします。
☆今後の研修会予定について

①コンクリートポンプ車の超音波探傷検査に関する研修会を
11月4日(日)に東京で

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】を平成25年1月20日(日)に東京で

③WES8701:2007「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準」
に基づく『内部監査員養成のための研修会』を平成25年2
月3日(日)に東京で

それぞれ開催を計画しています。
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



１．はじめに

東京ゲートブリッジは、東京都江東区若洲と中央
防波堤外側埋立地を結ぶ約2.6kmの橋梁である。主
橋梁は、鋼3径間連続トラス・ボックス複合構造で
あり、そのうち航路上となる中央径間トラスと中央
径間箱桁（J17～J40）は宮地・日立共同企業体、側

径間トラスは川田工業の施工範囲である（図-1）。
本橋は、高疲労耐久性を有する鋼床版構造や橋梁

用高性能鋼 BHS500（2008年に橋梁用高降伏点鋼板
SBHS500としてJIS制定）など、様々な新技術が採用
されている。また、溶接継手には疲労耐久性の向上
として、全断面現場（地組立）溶接継手にはZ継手、
デッキプレートの現場（地組立）には段違い溶接継

2. 東京ゲートブリッジの製作について
―溶接継手の非破壊検査―

宮地エンジニアリング株式会社　村上　貴紀
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図-1 主橋梁の全体図

図-2 Ｚ継手の概略図および溶接順序 図-3 段違い溶接継手の概略図および溶接順序



手などが採用されている。これらの溶接継手は、溶
接線の交差部を分散させることにより溶接部に付加
される応力を緩和できる構造となっている。Z継手
の概略図および溶接順序を図-2に、段違い溶接継手
の概略図および溶接順序を図-3に示す。
本報では、東京ゲートブリッジの主橋梁の製作に

ついて、溶接継手の非破壊検査を中心に報告する。
なお、主橋梁の架設後の全景を写真-1に、工場内の
地組立の状況を写真-2に示す。

２．溶接施工試験

施工前に実施する溶接施工試験は、まずBHS500
の溶接性および使用する溶接材料の適正について確
認するために、y形溶接割れ試験、突合せ溶接試験、
すみ肉溶接試験などを行った。この試験で得られた
最小予熱温度や適正溶接条件などの試験結果を実施
工に反映している。つぎに、トラス格点部には狭隘
となる箇所があり、事前にトラス格点部の溶接施工

性を確認する必要があると判断し、原寸検査ではト
ラス格点部を再現したモックアップによる検査（写
真-3）、および実物大試験体による溶接施工試験
（写真-4）を行った1）。また、Z継手など疲労耐久性
の向上として採用した溶接継手についても、詳細構
造を再現した試験体により溶接品質の確認を行っ
た。これらの溶接施工試験では、単に工場溶接や現
場溶接（地組立溶接）の施工性を確認するだけでな
く、疲労に着目した施工管理のポイントや、外部き
ずや内部きずの要求品質が確保されていることをど
のように検査するかなども確認した。

３．超音波自動探傷装置のきず検出性能
の確認試験

鋼橋における完全溶込み溶接継手の内部きず検査
は、放射線透過試験または超音波探傷試験にて行っ
ている。H14年の道路橋示方書2）および本橋の製作
基準書3）では、「40mmを超える板厚においては、放
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写真-1 主橋梁の全景



射線透過試験の探傷能力が超える場合があることな
ども考慮して、超音波探傷試験によることを標準と
するが、検査対象とする板厚、溶接条件等も考慮し
て、探傷条件に対して信頼性の確かめられた超音波
自動探傷装置によるものとする」としている。本橋
においては、板厚40mm以下の板継ぎ溶接（突合せ
溶接継手）は放射線透過試験、板厚40mmを超える
板継ぎ溶接は超音波自動探傷試験、それ以外の溶接
継手は超音波手動探傷試験を適用した。ただし、ト
ラス部材の現場および地組立溶接（突合せ溶接継手）
については、継手のほとんどが板厚40mm以下であ
るが環境保全、工程など考慮し、超音波探傷試験を
適用した。
道路橋示方書および製作基準書において、超音波

自動探傷は破壊試験を含む実証試験などにて検査に
必要な性能を満たすことが確認された装置を適用す
ることとしている。これにより、本橋では実証試験

による検出性能の確認、および検査技術者のスキル
アップにて対応した。なお、自動探傷装置はU－
Master（新日本非破壊検査製）およびVOICE-Ⅲ
（ダイヤ電子応用製）とし、斜角探傷法とした。実
証試験は、工場溶接および地組立溶接で発生すると
思われる溶接欠陥を、自然欠陥として試験体に複数
挿入し、この試験体を計画した要領にて探傷する
（写真-5）。その後、破壊試験を行い（欠陥挿入部を
切削し溶接欠陥の位置・大きさ・長さを計測）、探
傷結果と破壊試験結果を比較する。
実証試験の結果、溶接継手の疲労強度等級で決ま

る内部きず寸法t/6㎜を超えるきずの検出率や実きず
長さ測定精度（超音波探傷によるきず指示長さと破
壊試験による実きず長さの相関関係）などより、し
きい値をL/2線とした。また、検出したきずの合否
判定の精度を向上させるために、超音波自動探傷で
検出した不連続部のエコーは手動探傷を併用して合
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写真-2 工場内地組立の状況



否判定することにした。なお、超音波手動探傷のみ
を適用する溶接継手においても、実証試験の結果お
よびきず検出率の向上より、しきい値をL/2線とし
た。

４．品質管理体制と検査体制

本橋の工場溶接および地組立溶接においては、JV
の溶接施工全体を包括的に管理する統括溶接管理者
を配置し、さらに各製作工場に溶接技術者と溶接管
理者を配置し、溶接継手の品質管理を行った。なお、
一般に溶接の品質管理はJIS Z 3410/WES 8103の溶
接管理技術者の有資格者が行っているが、疲労耐久
性を確保するためには、単に溶接完了後の外部きず

検査や内部きず検査で評価するだけでなく、疲労耐
久性を有する溶接継手構造であるかを設計照査し、
必要に応じてモックアップを用いた原寸や溶接施工
試験結果を実施工に反映させ、溶接施工および非破
壊検査を行う統括的品質管理が重要であることか
ら、統括溶接管理者は溶接管理技術者特別級の有資
格者、溶接技術者は溶接管理技術者1級の有資格者
とした。そして、溶接内部きずの品質管理において
は、放射線透過試験および超音波探傷試験の検査要
領書の作成および合否判定を行う検査技術者は溶接
に関する専門的な知識も必要なことからJIS Z 2305
レベル3の有資格者、検査実施者はレベル2以上の有
資格者とし、検査体制を強化した。ただし、超音波
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写真-3 トラス格点部のモックアップ

写真-4 トラス格点部の実物大試験体 写真-5 実証試験状況



自動探傷試験においては、記録した探傷データで形
状エコーときずエコーとの識別や合否判定を行うた
め、十分な検査技術の知識があるレベル3の有資格
者で、かつ適用する超音波自動探傷装置による検査
実績が十分にある検査技術者とした。
超音波探傷試験の検査要領書の作成にあたって

は、レベル3の検査技術者と溶接技術者により各完
全溶込み溶接継手について探傷不能領域の確認、検
査時期、不合格きずの処置など入念に検討を行った。
また、実際の探傷では余盛内からのエコー、特に片
面裏波溶接の裏波ビード付近からのエコーについて
は、溶接技術者とともに判断し、必要に応じ余盛り
や裏波ビードを滑らかに仕上げてから再探傷を行う
など、慎重にきずエコーと形状エコーとの識別およ
び合否判定を行った。
なお、本橋では多くの新技術や疲労耐久性を有す

る構造が採用され、これらの設計で想定した要求品
質を確実に確保するために、発注者側の第三者検査
によるプロセス管理体制が採用され、非破壊検査の
抜き取り検査などが実施された4）。この第三者検査
により、社内検査とのダブルチェック機能が働き、
より一層の溶接品質が確保できた。

５．おわりに

H24年3月に道路橋示方書が改訂され、疲労設計
が規定された5）。今後は、本橋のように疲労耐久性

を有する溶接継手の詳細構造の採用が必須となる。
よって、設計段階から疲労耐久性を確保できる溶接
施工および検査についての検討が重要であり、当然
ながら、検討結果を反映した計画書に沿って溶接施
工管理および非破壊検査を実施しなければならない。
東京ゲートブリッジは、周辺道路の混雑を緩和す

るとともに、東京港の新たなターミナルで取り扱わ
れる新たな物流需要への対応など、物流の円滑化を
目的として計画され、平成24年2月12日に開通した。
本橋は歩道もあり、そこからの眺めは絶景である。
最後に、東京ゲートブリッジの施工にあたり、国

土交通省 関東地方整備局 東京港湾事務所ならびに
(財)港湾空港建設技術サービスセンターの皆様に多
大なご助言やご指導を賜りました。この紙面をお借
りして厚く御礼申し上げます。

参　考　文　献
1) 村上貴紀、坂根秀和、矢部泰彦等：東京港臨海大橋（仮称）
のトラス部材の実物大溶接施工試験、宮地技報25号、pp41-47、
2010年4月
2) 道路橋示方書・同解説 Ⅱ鋼橋編、(社)日本道路協会、H14年3
月
3) 臨海大橋（仮称）製作基準書（案）、国土交通省 関東地方整
備局東京港湾事務所、H18年11月
4) 赤嶋和弥、保坂鐵矢：Part3 発注者側の溶接品質管理・検査
(トピックス 完成！東京ゲートブリッジのWhat’s new！－新技
術の導入過程とその効果その2－)、土木学会誌 巻 Vol.97 No.4、
pp118-119、2012年4月
5) 道路橋示方書・同解説 Ⅱ鋼橋編、(社)日本道路協会、H24年3
月

10 CIW通信 Vol.26 No.4 Autumn, 2012



１．はじめに

鋼材には圧延製造されることで、条件によっては
主圧延方向とそれに直角方向とに等方性が得られな
い「音響異方性」をもつものがある。なお、鋼構造
建築鉄骨溶接部には内部品質を確認するために、超
音波探傷検査が用いられており、継手の形状から斜
角探傷法を適用することが多い。その際、標準試験
片（STB）と被検材とに音速差があった場合、溶接
欠陥の検出性および溶接欠陥位置の精度に問題が生
じる。
今回のアンケートは、検査員が市場鋼材において、

どの程度音響異方性のある鋼材に遭遇しているか
と、その対処方法等について確認するために実施し
た。

２．アンケートの調査時期と対象者　

平成24年4月に、CIW検査業協会の会員会社に所
属する検査員で、過去3年間に建築鉄骨溶接部の検
査に従事した人を対象に実施した。

３．アンケートの実施要領

アンケート用紙は会員会社担当者へEメールにて
送付し、回答は無記名にて検査員ごとに行い、CIW
検査業協会事務局宛てにFAXで回収した。
回答者数は108名で、事業所によっては複数の検

査員からの回答が得られた。

４．質問の内容と回答の結果

４－１．過去3年間に、日本建築学会の2008年版

「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解

説」の〈付則1 STBとの音速差のある鋼材を用

いた鋼構造溶接部の超音波探傷試験方法・解説〉

に書かれている、(1)その工場の工程平均不良率と

比較して欠陥の発生率が著しく異なる、(2)通常見

られる妨害エコーも検出されず、見かけ上無欠陥

状態を呈する、(3)アークエアガウジングをしても

欠陥が確認できない、(4)補修溶接しても再検査前

と同様の欠陥エコーが検出される,以上のような状

態が発生したことがありますか。

図1に示すように、アンケート回答者のうち、19
人(17.6%)が音響異方性をもつ可能性がある鋼材に遭
遇していたことが分かった。
４－２．図2と図3は、質問4-1において、あると回答
した（グループ1）と、ないと回答した（グループ2）

3. 建築鉄骨用鋼材の音響異方性に関するアンケート調査結
果の報告

一般社団法人CIW検査業協会　技術委員会
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図1 質問4-1の回答結果

図2 あると回答した人の3年間の延べ検査数

図3 ないと回答した人の3年間の延べ検査数

表1 延べ検査数の合計と平均



とに分けて、過去3年間の延べ検査数を示している。
また、表1では延べ検査数の合計と平均を示す。
平均検査数についてみると、あると答えた人は、

ないと答えた人の1.6倍となっている。なお、音響異
方性をもつ可能性がある鋼材に遭遇した件数の合計
は159ヶ所であったが、グループ1の検査数の合計と
の比率は0.02%、回答者全員の検査数の合計との比
率は0.007%との結果となった。
ただし、表1内の数値は、無記入者と3年間での検

査数が100,000を超えているデータについて除外して
いる。
４－３．過去3年間程度で、建築鉄骨溶接部の超音

波斜角探傷検査に使用した探触子の種類ごとの使

用率について記入してください。

図4と図5はグループ1と2の探触子の種別による使
用率を示したものである。どちらも同様な比率を示
し、10×10A70が最も高く、90％程度となっていて、
グループ2の方が若干10×10A65の使用率が高いと思
われる。
４－４．貴社の建築鉄骨溶接部の超音波探傷検査要

領書には、溶接部の斜角探傷検査の準備として

STB音速比の測定に関する記載はありますか。

図6に示すとおり、ある、または工事によるとの回

答の合計（グループ3）は、ない（グループ4）に比
べ若干上回った。（会社ごとの統計ではないので、
このような結果となったと考えられる。）
４－５．日本建築学会の2008年版「鋼構造建築溶

接部の超音波探傷検査規準・同解説」にあるSTB

音速比の測定を、今までに実施したことはありま

すか。

図7と図8に示すとおり、グループ3では70%の人が
音速比を測定した経験があるが、グループ４では
40%と少ない。また、グループ3で、検査要領書に記
載はあるが30%の人がSTB音速比の測定をしたことが
ない。（複数の検査員で対応しているということであ
ろうか。）
４－６．STB音速比を測定の結果、STBとの音速差

が認められたことがありますか。（その判定時で使

用する予定とした探触子の公称屈折角についても

選んでください。）
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図4 斜角探触子の種別ごとの使用率（グループ1）

図6 検査要領書におけるSTB音速比の測定の記載の有無

図5 斜角探触子の種別ごとの使用率（グループ2）

図7 STB音速比の測定経験の有無（グループ3）

図8 STB音速比の測定経験の有無（グループ4）



図9に示すとおり、STB音速比を測定して、音速
差が認められた経験のある人は、全体の30%であっ
た。
４－７．STBとの音速差が認められた鋼種、形態お

よび板厚について分かりましたら記入してくださ

い。

音速差の認められた鋼種の49%は、FR鋼であった。
次にTMCP鋼15%、490N級鋼13%、400N級鋼5%とな

った。なお、形態については鋼板の51%が最も多く、
H形鋼23%、角形鋼管13%、円形鋼管13%となった。
このことより、割合に差はあるものの鋼種および形
態によらず、音速差のあることが認められている。
４－８．被検材がSTBとの音速差があると判定され

た場合のSTB屈折角の補正はどのように行ってい

ますか。

STB音速比による補正とV透過法による補正との
比率はほぼ同じであり、両方実施すると答えた人は3
名のみであった。

５．おわりに

技術委員会では、このアンケートの集計結果を解
析するとともに、鉄骨製作工場等にも協力をお願い
して、音響異方性の実態調査を行う予定です。なお、
実態調査方法についてご意見・ご提案等がありまし
たら、CIW検査業協会事務局へ連絡をお願いします。
Eメール：info@ciw.gr.jp
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図9 STBとの音速差の判定結果と
その判定時に適用した探触子の種別

労働者派遣法が改正され、10月1日施行された。
そのうち派遣可能期間の制限を受けない業務とし
て、①水道施設②下水道③一般廃棄物処理施設④
非破壊検査――以上の４業種が、それぞれに必要
な設備の運転、点検又は整備の業務として政令26
業務のうち、15番目の「建築設備運転、点検、整
備」の中に追加された。
【解説】非破壊検査業務は、これまで労働者派遣
法によるところの自由化業務であり、派遣可能な
期間は原則1年、もしくは、派遣先の組合等の合意
により最大で3年間までとされていた。つまりこの
ことは、それ以降、派遣先において雇用の義務が
生じることになり、派遣者（検査技術者）の引抜
きが公然と行われていたことになる。
これを解消するため（一社）日本非破壊検査工

業会は、平成20年に広報部会の傘下に「労働者派

遣法検討委員会」を立ち上げ、会員へのアンケー
トを初め、関連省庁や経団連、連合等への働きか
けを重ねていた。いわば悲願の達成といえる。ま
た、このことは専門性の定義である「その業務を
迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技
術または経験を必要とする業務」として認められ
たことになる。
今回の転機は、震災による復興、影響のための

緊急を要することであり、特に非破壊検査では、
鉄道、道路等の橋脚、建築物一般のダメージ調査、
社会インフラの老朽化や耐震性、建築物の維持管
理などが期待されている。
併せて、日雇派遣の原則禁止、グループ企業内

派遣の8割規制、均等待遇の確保、マージン率等の
情報公開なども改正されているので、具体的な運
営には労働局等による説明会により確認されたい。

株式会社検査技研　渡辺　正宏

労働者派遣法が改正され非破壊検査業が政令26業務となる



漏れ試験は水、油、ガスなどの漏れから真空分野
までの広い範囲にわたり、各種産業界の安全、環境、
品質などの面を支える非常に重要な技術の一つとし
て普及してきている。それに伴って、技術者の教
育・訓練及び資格及び認証制度が不可欠となってき
ている。欧米では既に漏れ試験の資格制度が確立し
ており、2005年にはISO9712に漏れ試験が追加され、
漏れ試験技術の高度化する中、国内の多くの企業か
らの技術者の資格・認証に関わるニーズも高まり、
これに応える必要性が生じてきている。このような
状況下（一社）日本非破壊検査協会（JSNDI）はこ
れに関する規格としてNDIS0605「非破壊試験―漏
れ試験技術者の資格及び認証」を制定し、JSNDIの
認証事業本部はこれに基づく漏れ試験技術者の資格
試験を2012年秋期にレベル１の資格試験から開始す
る予定としている。ここでは、漏れ試験技術者の資
格認証制度についての経緯、制度の概要、必要な教
育訓練などを述べる。

１．はじめに

国内における現在のNDT資格・認証制度は、国際
規格ISO9712-1999に準拠したJIS Z 2305-2001に基づ

き、浸透探傷、磁粉探傷、超音波探傷、放射線透過、
渦電流探傷試験及びひずみ測定の6種類の部門で実
施されている。高度化する産業界では、漏れは環境
破壊、爆発や火災事故、製品の品質低下等を引き起
こし、大きな損失につながる。漏れ試験の対象も水
漏れから高度真空分野まで拡大する中、要求される
漏れ試験方法の種類も増えた上に、非常に微少な漏
れの検出が求められてきている。
一方、漏れ試験の結果の精度は技術者の技量に大

きく左右されるため、信頼性の点から技術者のレベ
ルは一定以上である必要があり、資格・認証制度は
不可欠と言える。さらには製造工程が品質管理シス
テム（ISO 9001等）に組み込まれたり、品質向上の
ため諸々の数値化が要求されたり、作業者の資格付
け、あるいは教育・訓練が要求されるようになった
りしてきていること、製造のアウトソーシングや部
品調達のグローバル化など品質を保証する観点から
も資格・認証の制度化に拍車を掛けているとも考え
られる。
漏れ試験については独立した認証制度があるとい

う条件の下で、適用できると記載されてはいるもの
の、資格・認証制度は行われていなかった。しかし

4. 漏れ試験に関する技術者の資格及び認証の現状について

ISOTC135/SC6議長　大岡　紀一
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表　主な漏れ試験の種類と概要



ながら、上述したように、最近の漏れ試験の重要性
の高まりもあって、ISO 9712の2005には漏れ試験が
新たに規定され、これに伴い、教育・訓練に関して
ISO/TR25107:2006「訓練要綱のガイドライン」に詳
細なシラバスも発表された。これを受けて、JSNDI
の漏れ研究委員会では市場でのアンケート調査を含
む検討を行い、漏れ試験の資格・認証制度の確立は、
産業界における品質検査技術向上に応えていくこと
に繋がるとの見解から、また、国際的にもTC135(非
破壊検査)における SC6(漏れ試験)の議長国でもある
ことなどからも、アジア諸国に率先して漏れ試験の
資格・認証制度を推進すべきとの結論に達した。そ
こで、資格・認証制度の早期立ち上げのためにLT認
証準備WGをJSNDI内に設置して、その準備を進め、
現在に至っている。

２．漏れ試験の種類

主な漏れ試験の種類とその概要は表の通りである
が、実際の漏れ試験は、検出する対象物質、必要な
漏れの感度レベル、試験を実施する環境条件などを
考慮して、最適な試験方法を選択して実施すること
になる。場合によっては組み合わせて実施すること
も重要であり、選択についてはJIS Z 2330「漏れ試験
の種類とその選択」を参考とするとよい。

３．試験技術者の資格・認証制度につい
て

技術者の資格・認証に関わる工業分野は、現行の
JIS Z 2305と同様に、マルチセクター（材料、溶接、

構造物と定義）である。また、技量認定の対象は、
漏れ試験部門の技術者として、現在のJIS Z 2305と
同様にレベル１、2、3の3種類で、表に示す方法の
うち、発泡漏れ、圧力変化による漏れおよびヘリウ
ム漏れ試験からなる３種類をもってそれぞれのレベ
ルでの総合的な漏れ試験の技量資格としている。し
たがって、それぞれのレベルでの技術者の役割は、
JISZ2305とほぼ同様であるが、NDIS0605を参照され
たい。また、漏れ試験の技量認定試験を受験するた
めの条件は、現在のJIS Z 2305及び最新のISO 9712を
参考にし、各レベルの受験者は訓練時間などの条件
を満足しなければならない規定となっている。１次
試験は9月21日実施予定である。

４．教育・訓練について

漏れ試験の技量認定試験を受験するための条件と
しての訓練時間は、ISO/TR25107:2006「訓練要領の
ガイドライン」の内容に沿ったものとして、
NDIS0605に規定されており、その一環としてJSNDI
において、第１回のレベル１対象の講習会が2012年
8 月3日から6日間、東京で開催され、60名が参加し
た。

５．おわりに

漏れ試験の資格・認証制度は、レベル１からスタ
ートした。これから着実な実施、そして制度の円滑
な推進を目指すことになるが、関係者及び皆様方の
幅広いご協力をお願いしたい。
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写真１　漏れ試験講習会での講義状況（東京JSNDI瑞江センター） 写真２　漏れ試験講習会での実習状況（東京JSNDI瑞江センター）



一般社団法人CIW検査業協会は8月9日付で会員に
対し不正検査撲滅運動に関する協力を要請した。鉄
骨溶接部の非破壊検査をめぐっては、社内検査会社
と受入検査会社が事実上同一で実際の受入検査を実
施せずに報告書を作成するなど不正行為に関する通
告や問い合わせが寄せられている。こうした実態を
踏まえ、今回の運動を通じ会員に不正検査撲滅の周
知徹底を図るほか、当該行為に鉄骨製作会社や建設
会社・設計事務所が加担していた場合、刑事責任を
負う可能性がある点を強く訴えていく方針である。

◎◎◎
運動立ち上げに当たっては、不正検査撲滅運動の

協力要請文とアンケート用紙、また、不正行為と刑
事責任に関する調査結果をまとめた「鉄骨溶接部検
査における不正検査について」と題した文書を会員
あてに送付した。
当協会では2005年11月から１年間、不正検査撲滅

運動を展開している。今回は、不正行為が詐欺罪
（刑法246条）として処罰されることに言及している
点が特徴と言える。
業界内で通告や問い合わせがある鉄骨溶接部検査

の不正行為に関して、今回は以下の四つの事例を挙
げた。
①受入検査を受注した検査会社が、社内検査のデ

ータを流用し、実際の検査を行わないで報告書を作
成する
②社内検査会社と受入検査会社が同一もしくは子

会社などの関係にあり、実際の受入検査を実施せず
に報告書を作成する
③受入検査を受注した検査会社が検査の結果、不

合格となった部分を除外して、ほかの合格となった
部分のみ検査結果をもとに報告書を作成する
④受入検査を受注した検査会社が検査すべきロッ

トが完成していないにもかかわらず、すでに完成し
ているロットの柱、梁などを検査して（時間や人件

費の節約を図り）、全体を検査したことを前提とし
た合格の報告書を作成する
不正行為と刑事責任に関する調査の結果、これら

行為に関わった当該検査会社の実行行為者およびそ
れを指示した上司などは、発注者である建設会社・
設計事務所、あるいは、建物完成後の商品を購入し
た買主を欺いたことになり、詐欺罪の共同正犯が成
立する可能性がある。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役。公訴時効は７

年、当該犯罪によって得た収益は没収・追徴（刑法
19条、19条の2）となるが、①―④の行為が組織的
に反復して行われている事情があれば、「組織的な犯
罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に該
当する可能性がある。
この場合、法定刑は1年以上の有期懲役（1年以上

20年以下）、公訴時効は10年と、より重い犯罪が成
立する場合があると指摘する。
今回会員に通知した文書の中で強調したいのは、

不正行為に鉄骨製作会社や建設会社・設計事務所が
加担していた場合には刑事責任を負う可能性がある
点である。
①―④の行為を行うことを鉄骨製作会社あるいは

建設会社・設計事務所が唆した場合には詐欺罪の教
唆犯（刑法61条）が成立して正犯者である検査会社
と同じ刑が科される可能性がある。
また、①―④の行為を検査会社が行うことについ

て手助けをしたような事情があれば詐欺罪の幇助犯
（刑法62条）にあたる場合がある。幇助犯は検査会
社の刑より軽減されるが、犯情によっては正犯者と
同程度の刑が科される可能性もある。
先に示した不正検査の四つの具体例４例に関して

は、検査員、または検査事業者による行為として報
告を受けているが、ほかにも下請構造という環境に
よるもの、また、安易な契約姿勢によることなども
原因と考えられる。

5. 不正検査撲滅運動に関する報告

一般社団法人CIW検査業協会
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しかしながら、不正検査の及ぼす影響は災害時の
ユーザーの人命をはじめ都市構造を危うくすること
など「会員各位には自明のこと」であり、詐欺罪と
して処罰される可能性がある点に関して、再教育・
再認識するよう理解を求めている。
不正検査撲滅運動に関連して実施したアンケート

では「なぜ不正検査が行われると思うか」「不正検
査を見たことがあるか」「（見たことがある場合）不
正検査とはどのようなものか」「不正検査根絶に対
する意見」に関して回答を求めた。

◎◎◎
当協会では従来から公正な検査の確立に向け、各

種の運動を展開してきた。
2005年（当時はCIW検査事業者協議会）の運動で

は、活動方針を記載した不正撲滅シールを作成し、
会社経歴書や封筒に貼り付けることを要請したほ
か、関係団体にも理解を求めた。
具体的には、①私達CIW検査事業者協議会会員は

不正検査をしません②虚偽の報告をした会社は協議
会で処分し、公表します③虚偽の報告を強制された
事例は公表します――の三つの方針を明示した。と
くに①については、受入検査は首都圏では浸透して

いるものの、地方では社内検査と区別がついていな
いとの指摘もあり「社内検査と受け入れ検査の区別
をはっきり付けます」に加え、「検査報告書に嘘偽
りは記載しません」「名義貸しは行いません」という
運動方針を掲げた。当時の要請文では不正検査を目
撃した場合、協議会事務局への連絡を要望するとと
もに、運動の一環として不正撲滅シールを会社案内
や封筒に貼る活動を推し進めた経緯がある。
今回は、不正検査によるCIW認定の信頼喪失、ま

た、不正を招くような安易・架空の契約に対処する
ため不正検査撲滅運動を立ち上げた。いずれにして
も、検査に直面する検査員、検査事業者一人ひとり
が不正撲滅に取り組むことが最善と考える。今後は、
アンケートを通じ会員から寄せられた意見をもとに
運動を展開していく方針だ。

CIW通信　Vol.26 No.4 Autumn,2012
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不正検査に該当する法的扱い（該当法＝刑法246条、同19条）



私たちが暮らす長崎市は、古くより南蛮文化渡来の地
として栄え、年間2900万人の観光客が訪れる国際観光都
市です。異国情緒あふれる町という表現がよく使われる
観光の町長崎。坂本竜馬で有名な亀山社中記念館やグラ
バー園、オランダ坂、平和公園、原爆資料館、大浦天主
堂、浦上天主堂、眼鏡橋に孔子廟、山王神社の片足鳥居
などなど。長崎市内だけでも数えあげれば、きりがない
ほどたくさんの観光スポットがあります。 もちろん長崎
県を代表するリゾートテーマパーク・ハウステンボスな
どもありますが、今回は、特に長崎市内に的を絞って、
住んでいる者から見た長崎のよいところを紹介したいと
思います。
まわりを海に囲まれた長崎半島は、数々の島が点在し
ています。最近特に注目されているのが軍艦島、高島そ
れに伊王島です。 軍艦島とは旧炭鉱跡の端島（はしま）
の別名で、島の外観が戦艦土佐に似ているところからこ
う呼ばれており近代化産業遺産群とされています。
隣の高島は最近の温暖化の影響もあって珊瑚礁が群生
する美しい海となっています。島内にある飛島磯釣り公
園は子供から大人まで遊べるスポットです。
そして今年春に伊王島大橋が開通したことで一気に注
目されているのが伊王島です。市内中心部から車で30分、
伊王島大橋を渡ると沖縄に来たのかと錯覚するような南
国風の建物が観光客を迎え、長崎市内とは思えない開放
感満点の癒しのスポットです。そんな伊王島には多くの
観光バスが押し寄せ、最近では頻繁にコンサートなどの
イベントも開催されるリゾートアイランドになっています。
また、長崎港の玄関口に開通した女神大橋は、横浜ベ
イブリッッジにも負けないくらい美しく、年間を通じて
たくさんの大型客船を出迎えています。その船の停泊地、
松ヶ枝観光埠頭の隣に造られたのが水辺の森公園です。
平坦な土地が少ない長崎においては、市民にとって待望
の憩いの場となりました。
長崎市は年間を通じてまつりやイベントが多く、旧正
月（春節）に行われるランタンフェスティバルにはじま

り、4月のハタ揚げ大会、5月の長崎帆船まつり、7月の長
崎みなとまつり、8月のお盆の精霊流し、9月の長崎居留
地まつり、10月の中華街の中秋節祭、長崎くんち、ベイ
サイドマラソン、11月の長崎ハーレーフェスティバル
等々、枚挙に暇がありません。
特に長崎みなとまつりでは、百万ドルの夜景に花を添
える花火大会や、伝統行事の長崎ペーロン選手権大会が
二日間にわたり行われます。ペーロンとは中国から伝来
したボートレースで、銅鑼と太鼓の拍子に合わせ漕ぎ、
一番旗をかけて競うという勇壮な海の男のまつりです。
その他にも地元企業やテレビ局主催の催しも目白押しで、
その多くが長崎港周辺のベイエリアに集中しています。
食に目を向けるならば最近話題なのが和・華・蘭

（わ・か・らん）グルメです。和は和食、華は中華、蘭は
オランダでつまりは洋食のこと。新鮮な魚介類や水産加
工品、長崎かんぼこ（蒲鉾）、からすみ、和洋折衷の卓袱
（しっぽく）料理、ちゃんぽん、皿うどん、長崎発祥のト
ルコライス、角煮まんじゅうなど多数あります。これも
一軒一軒味が違うので、是非食べ比べてほしいと思いま
す。
ここ数年進化を続ける町並みを見渡すと、あそこの商
業施設の鉄骨検査の時は高所が怖かったな、あそこのホ
テルはだれそれが検査したとか、あそこの鉄筋の検査の
時は暑かったとかいろんなことを思い出します。
長崎県は現在では2014年に開催される長崎がんばらん
ば国体に向けて各種のスポーツ施設の整備が急ピッチで
進められているほか、県庁庁舎の新設や九州新幹線長崎
ルートの開通に向けて長崎駅周辺の整備も計画されてい
ます。
長崎の街は、今後も県の中心都市として発展を続けて
いくことでしょう。
私たちはこれからも知識と経験を活かした確かな技術
で人々の暮らしの安心・安全を陰で支える企業として、
地域に貢献できるよう社員全員日々の研鑽に励んでいき
ます。

6. お国自慢・我社の自慢―進化し続ける国際観光都市長崎

新日本非破壊検査株式会社長崎支社　鳴瀬　和信
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2012年10月1日付で認定されたCIW認定事業者の
うち、ここでは2012年4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。

＜新規（復活）：１社＞

Ｄ種

◆(有)エス・ディー技研〔234〕(群馬県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

＜種別変更：2社＞

A種

◆関西エックス線(株)〔7〕(広島県)
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET
登録事業所　：本社

B種

◆新光検査(株)〔35〕(兵庫県)
認定検査部門：RT・UT・PT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社、加西検査場

C種

◆(株)相模理工〔139〕(神奈川県)
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

＜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)

◆日本シーレーク(株)〔30〕(広島県)
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、中部支店、岡山支店、東部

支店、中央支店、岩国支店、西部支店、九州営
業所、宇部営業所、新潟営業所

◆(株)札幌工業検査〔41〕(北海道)
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、函館営業所
D種(追加：建築鉄骨検査適格事業者)

◆(株)建材サービスセンター〔245〕(東京都)
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　：本社営業所

＜認定の停止：2社＞

◆東邦非破壊検査(株)〔103〕（愛知県）
◆(有)テクニカ〔238〕（東京都）

＜会社合併による社名の変更：１社＞

◆川重サポート(株)〔228〕(兵庫県)←【旧】(株)川
崎造船検査

2012年10月1日現在の認定事業者数は次のとおり。
A種：17社／B種：9社／C種：31社／D種：68

社／合計：125社

7. CIW認定に関するお知らせ
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9月に出身県である福島県のスパリゾートハワイアンズ（いわき市）に行く機会がありました。

東京電力(株)福島第一原子力発電所に近いこともあり、到着するまでは来場者が少なく閑散と

しているのではと思っておりましたが、予想に反して家族連れのお客さんで賑わっており、名

物のフラダンスも立ち見客が出るほどで、ここでは原発の影響が少なそうなことにほっといた

しました。

また、9月初旬には、生まれ故郷である福島県会津も舞台となる来年の大河ドラマ「八重の桜」

の撮影も始まりました。大河ドラマ効果で会津だけではなく、福島県全体の雰囲気も明るくな

ることを期待したいと思っております。

さて、今回のRUMPESは、鋼構造物関連講座シリーズとして(株)ジャストの池ケ谷氏に鉄筋

継手の非破壊検査について執筆いただきました。さらに今年2月に開通した東京ゲートブリッジ

の非破壊検査について、宮地エンジニアリング(株)の村上氏に執筆いただきました。前号の東

京スカイツリーの記事と同様に最新の構造物ということで、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、CIW検査業協会技術委員会から建築鉄骨用鋼材の音響異方性に関するアンケート調査

結果の報告について、ISO/TC135/SC6議長の大岡氏から漏れ試験に関する技術者の資格及び認

証の現状について、CIW検査業協会から不正検査撲滅運動に関する報告を執筆いただきました。

さらに、前号より開始しました「お国自慢・我社の自慢」では、新日本非破壊検査(株)に投

稿いただいております。

編集委員一同は、今後も読者の皆様に役立つ情報、関連するニュース等を掲載していきたい

と考えておりますので、引き続きご協力をお願いいたします。 （T.U）
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