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2．【現場技術の窓】極間法による磁粉探傷では
　　どれぐらいの磁界の強さで探傷しているのか？

一般社団法人 CIW検査業協会技術委員会 　末次　純

１． はじめに
　今号から「現場技術の窓」と題するコーナーを始

めることとなりました。このコーナーでは、現場で

検査の業務に携わっておられる技術者の方々が、日

頃疑問に思ったり、困ったりしておられるテーマを

取り上げ、それを各方面の専門家の方々に分かり易

く解説して頂きます。

　したがって、取り上げるテーマは、現場技術者の

皆さんの方から提案して頂きたいと考えておりま

す。提案は、RUMPES 誌の編集委員会または (一社 )

CIW検査業協会ＨＰのQ&Aコーナー、あるいは同

協会の技術委員会へお送りいただければ結構です。

　提案の内容は、検査技術そのものに限らず、材料、

対象物の構造など、非破壊検査の周囲の問題も歓迎

します。気楽にご提案ください。

　このコーナーを通じて、非破壊検査に携わる方々

が日常業務の中に疑問点を見出し、解決を模索し、

その結果、知識・技術の向上に繋がれば良いと考え

ております。

２．今回のテーマ
　今回のテーマは磁粉探傷法の中で最も多く行われ

ている交流極間法を取り上げ、探傷するときの磁界

の強さはどの程度になっているのかを考えてみま

す。もちろん、磁粉探傷試験技術者としては、今自

分が行っている探傷で、対象物にどの程度の磁界を

与え、したがってどの程度の磁束密度が発生してい

るかについては、およそ知っておくことが必須です。

　極間法での磁界の強さとＡ形標準試験片の問題に

ついては、以下の解説で詳細に述べられております

ので、ご参照ください。１）

３．与えるべき磁界の強さと磁束密度

　与えるべき磁界の強さについて JIS Z 2320:2007

では次のようになっています。

　工程確認方式；最小の磁束密度が実効値で 1T（交

流で波形歪が無いと考えると波高値で 1.41T）こ

れを実現するには低合金鋼、低炭素鋼で実効値

1200 ～ 2000A/m（波高値で約 2830A/m）

図１　一般的な鋼材の初磁化曲線
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　標準試験片確認方式；一般の構造物及び溶接部で

1200 ～ 2000A/m（波高値）

　これらの磁界の強さを与えると、対象物にどの

程度の磁束密度が発生するのでしょうか。石油貯

槽の底板に一般的に使用されている 4種類の鋼材

（SS400、SM400、SM490、SPV490）で見てみます。

　図 1にこれらの鋼材の初磁化曲線を示します。
この初磁化曲線は直流で測定した結果ですので、交

流磁化とは少し異なりますが、ここでは目をつぶり

ます。

　各鋼材の飽和磁束密度を便宜的に磁界の強さ

が 4000A/m の時の磁束密度として図 1から読み
取ると表 1に示した値になります。表 1では飽和
磁束密度（Bs）の 80％の値、標準試験片確認方

式の 1200 ～ 2000A/m、および工程確認方式の

2830A/m での磁束密度も示しています。また、値

はすべて波高値です。

　MTのテキストによれば、連続法で探傷する場合

は飽和磁束密度の 80％（初磁化曲線の肩）以上で

探傷するよう記述があります。表 1で見ると、0.8Bs
を与えるために必要な磁界の強さは、およそ 1200

～ 2000A/mの中間ぐらい（1500A/m程度）になり、

標準試験片確認方式の記述は妥当なところと考えら

れます。もちろん探傷で疑似模様の問題が無ければ、

工程確認方式の実効値 2000A/mは充分大きな値で

すから問題は無いことになります。

４．A 形標準試験片の検出限界と
　　磁界の強さ（蛍光磁粉の場合）

　各種法規では極間法で探傷する場合、従来通り標

準試験片確認方式で行い、それぞれ使用するＡ形標

準試験片が定められています。

　例えば屋外貯蔵タンクの底板溶接部を探傷する場

合は A1-15/100（直線）相当の標準試験片の磁粉

模様が明瞭に識別できることが要求されており、原

子力発電所の溶接部ＭＴでは A1-30/100 が要求さ

れています（JSME S NB-1:2012）。

　A形標準試験片で指示模様が得られる限界の磁界

の強さは、JIS Z 2320-1:2007 の解説図 7に示され

ていますが、これは湿式黒色磁粉によって電流貫通

法で求められたもののようです。現場では湿式蛍光

磁粉が用いられることが多いかと思います。また磁

表１　初磁化曲線から求めた磁束密度

図２　試験体表面に平行方向磁界の距離による変化
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化方法も極間法です。

　そこで、今回、極間法で湿式蛍光磁粉による探傷

で、どれぐらいの磁界の強さで指示模様が得られる

のかを求めた例を紹介します。

　使用した極間法電磁石の仕様は以下の通りです。

　　　　全磁束　0.70mWb (60Hz)

     　　   磁極内法寸法　140mm

　　　　磁極断面　25mm× 25mm

　蛍光磁粉は以下を用いました。

　　　　一般検査用（高輝度タイプ）

　　　　蛍光係数 8.2cd/W　粒度　9μm

      　　  分散媒：水　分散濃度：0.8g/l

　磁界の測定にはテスラメーターを用い、日本非

破壊検査協会発行のテキストMT- Ⅱの 4.1 項に示

された方法で、試験面に平行な磁界を磁極間中心

（0mm）から磁極間を結ぶ線に垂直方向に距離を

取って測定しました。鋼板は厚さ 9mmで A形標準

試験片の溝に検査液が垂直に流れるよう、約 15°傾

けています。図 2に測定結果を示します。図 2の
磁界の強さは波高値で示しています。図 2から、工
程確認方式で行う場合の必要な磁界の強さ 2830A/

m 以上になるのは、中心から約 50mm程度、また

標準試験片確認方式（1200 ～ 2000A/m）は 80

～ 115mmとなり、これが有効範囲になります。

　次に、鋼板表面に A1-15/100（直線）と A1-

30/100（直線）を貼り付け、蛍光磁粉で探傷し、

指示模様の得られる限界の距離を求めました。明瞭

に指示模様が見えるかどうかは、かなり個人差があ

り、複数人で観察しましたがばらつきがあります。

平均的なところで限界の距離を求めた結果、以下の

ようになりました。

　　　A1-15/100（直線）：105mm

　　　A1-30/100（直線）：160mm

　この限界の距離における表面平行磁界の強さは、

図 2よりそれぞれ以下のように読み取れます。
　　　A1-15/100（直線）：約 1500A/m（波高値）

　　　A1-30/100（直線）：約 500A/m（波高値）

　この磁界の値は JIS Z 2320-1:2007 の解説図７か

ら読み取れる値に近いものとなっています。

　もちろん、Ａ形標準試験片の指示模様が得られる

かどうかは、磁界の強さだけではなく検査液の散布

方法、磁粉の種類など多くの要素が影響します。ま

た、極間法では空中の磁束の影響も多く受けている

ものと思われます。

　この結果から言えるのは、A1-15/100 の指示模

様が得られる範囲で探傷すれば、図 1の初磁化曲
線から、今考えている鋼材では 0.8Bs 程度の磁束密

度は得られています。しかし、工程確認方式で要求

される磁束密度 1.41T は満足しません。工程確認

方式では波高値2830A/m以上で探傷するには、図2
から有効範囲を約 50mmとする必要があります。

　一方で、AI-30/100 の指示模様が得られれば良

いと決められている法規ではどうなのでしょうか。

500A/mとかなり低い磁界の強さで良いと読み取れ

ますが、特に SPV490 のような初透磁率の低い材

料では十分なのか疑問に思われます。

５．まとめ

　今回の探傷条件では、A1-15/100 の検出できる

範囲で探傷すれば、標準試験片確認方式を満足し、

0.8Bs で探傷していることになります。

　しかし、工程確認方式では探傷有効範囲は

50mmと狭く、やはりテスラメーターで測定して

確認する必要があります。この 50mmという値は、

JIS Z 2320-1:2007 の工程確認方式における極間法

の有効範囲の 0.5d（今回の場合は 70mm）よりも

小さく、「JIS に書いてるから 0.5d を採用した」と

いった理由づけには無理があります。

　まとまりなく書いてみましたが、ご意見等ありま

したら、是非ご連絡ください。お互いにディスカッ

ションできればと考えております。

＜参考文献＞

1) 松田、池田　( 一社 ) 日本非破壊検査協会「非破壊検査」Vol.62 
No.11 P551-554
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はじめに
　建築物を建築する過程では、法適合性を確認し、品質

を確保するために、工事監理者及び工事施工者による様々

な検査が行われる。技術の高度化や細分化に伴い、工事

監理者・工事施工者に委託された専門の試験・検査会社

がこの重要な役割を担っている。

都知事登録制度の目的

　建築物を建築する際には、建築基準法に基づき、建築

主事等により中間検査や完了検査が行われる。都におい

てはこれらの検査時に、東京都建築基準法施行細則に基

づいて、工事監理者などが建築主事等に対して建築工事

施工結果報告書を提出することとなっている。この報告

書には、建築材料や接合部等の重要な試験・検査結果が

記載されており、建築主事等が建築物の品質の確保につ

いて確認する際に非常に重要なものである。

　都知事登録制度は、この試験及び検査について、「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

（以下「要綱」という）」に基づき、正確かつ公正な試験

又は検査を実施するための条件等を満たす機関をあらか

じめ登録することにより、構造強度に関する規定の適切

な運用を図り、建築物の安全性を確保することを目的と

している。

都知事登録制度の背景

　阪神・淡路大震災における被害などを受けて、平成 12

年に鉄骨造、鉄筋コンクリート造等に関する建築基準法

施行令の改正や告示の制定が行われ、仕様規定が設けら

れた。この仕様規定に基づく許容値を超える鉄骨造の溶

接継手部の食い違いが生じたものの中に、検査内容につ

いて、検査会社から工事監理者及び工事施工者に不具合

の報告がされ、是正がされたにもかかわらず、工事監理

者及び工事施工者がその内容を確認していなかったとい

う問題事例があった。

　こうしたことを踏まえ、平成14年に試験機関及び検査

機関の都知事登録制度を開始することとし、特定行政庁

への不合格の報告を義務付けるなど、より公平で信頼の

おける試験・検査結果を得る仕組みづくりを行った。

　都知事登録に当たっては、鉄骨溶接部の非破壊検査を

行う検査機関の登録要件として、一般社団法人日本溶接

協会の CIW認定事業者であることを求めている。また、

一般社団法人 CIW検査業協会を事前審査機関として指定

し、都知事の審査を簡略化している。

鉄筋継手検査機関の都知事登録制度について

　鉄筋の継手については建築基準法施行令第73条第2項

及び平成 12年建設省告示第 1463号に仕様が規定されて

おり、重ね継手のほか、圧接、溶接、機械式の継手が使

用されている。

　近年、建築物の高層化に伴う鉄筋の太径化や、工事の

合理化を目的としたプレキャスト工法などの工業化工法

の増加により、機械式継手や溶接継手の採用割合が増え

ている。また、従来の引張試験に代え、非破壊検査によっ

て継手の性能を確認する受入検査も広まってきており、

中間検査、完了検査を適切かつ円滑に行うためには、こ

れら鉄筋継手の非破壊検査が適切に実施されていること

の確認が重要となっている。

　要綱では、コンクリート及び鉄筋の強度試験を行う試

験機関や鉄骨溶接部の非破壊検査を行う検査機関につい

て規定をしているが、鉄筋継手の非破壊検査を行う検査

機関については規定していなかった。

　そこで、要綱を改正し鉄筋継手の検査機関を位置付け

るとともに、圧接、溶接、機械式鉄筋継手の性能を確認

する外観検査、超音波探傷検査及び超音波測定検査を行

う検査機関についての組織や人員、設備・機器、業務の

執行体制など、正確かつ公正な検査を行うために必要な

事項に関する鉄筋継手検査機関審査基準を制定した。

　今後は、鉄筋継手検査機関の知事登録に向け、具体的

な細目の検討など、必要な準備を行っていく予定である。

１．「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」
　　 に基づく鉄筋継手検査機関の東京都知事登録制度について

東京都都市整備局市街地建築部建築企画課
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3．非破壊検査事業者に求められる倫理
一般社団法人日本溶接協会　溶接検査認定委員会　溶接検査事業者倫理委員会 

鯉田　長生

１．まえがき 
　近年、非破壊検査事業者による不正検査などの倫

理問題が発生し、社会的に注視されている。日本溶

接協会の溶接検査認定委員会倫理委員会では、WES 

8701:2013「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定

基準」の「検査業務の倫理」に関する要求事項に基

づき倫理問題をいかに減少させるかを討議している。

　現実に発生している倫理問題は一部の公表された

不正検査以外に、潜在的な不正検査が数多くあると

推定される。例えば、安値受注を理由とした手抜き

検査、検査員の能力不足による検査結果の偽造、公

私混同による第三者検査の欠如、曖昧な作業規律に

よる事故、災害、環境汚染の発生などが考えられる。

今回は倫理の向上のために、事業者の組織が取り組

むべき安全文化を基礎とした品質マネジメントシス

テムについて紹介する。なお、以下の内容は、最近、

原子力の規制委員会が提示している「安全文化の醸

成システムと品質保証システムの一体化」に関する

要求事項とも整合している。

２．倫理と安全文化

　倫理というと「悪いことをしてはならない。」と

いう禁止事項を主とした考え方を連想するが、現代

においては組織・個人に期待される積極的な活動を

促す「安全文化の醸成」という考え方も包含されて

いると考えられる。

　安全文化とは「全てに優先して社会資本の安全問

題が、その重要性にふさわしい注意を集めることを

確保する、組織と個人の特質と姿勢を集約したもの」

と定義されている。 非破壊検査事業者は社会資本

の安全を確保するために、検査技術を社会で生かす

技術者倫理が求められる。

　具体的に安全文化が欠如しているマネジメントの

事例として、「安全文化の醸成に係る会社方針が明

確でない」、「各階層の個人の業務に重要性の認識が

欠如している」、「より良い労働環境条件への改善が

できない」、「改善提案への対応が遅い」、「検査サー

ビスの問題点の報告を隠す習慣がある」、「安全文化

向上の教育・訓練が実施されない」、「業務プロセス

の責任と権限が明確でない」、「過去の問題点が明確

にされた手順書がない」、「倫理の要綱が定められて

いない」等が挙げられる。この結果、不正問題、火災、

盗難及び紛失事故、労働災害、交通事故、環境汚染、

製品の故障、情報流失、利害関係者の苦情、法規違

反などの発生する原因となることが考えられる。

３．安全文化を基礎とした品質マネ
　　ジメントシステム
　

３．１　「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準」WES
　 8701:2013 規格が要求する品質マネジメントシステム
①この規格が求める品質マネジメントシステムは

図 1にまとめられる。通常活用されている ISO 
9001 規格「品質マネジメントシステム―要求事

項」と類似している。 

②WES 規格の特徴は「検査業務の倫理」、「技術者

の資格管理」が追加要求事項となっている。

③このため不適合の内容に倫理に関する情報、無資

格者による作業なども加えることが重要である。

④これらの不適合の再発防止（是正処置）、未然防

止（予防処置）にはその原因の特定が求められ、

処置する必要がある。

⑤この原因の究明にあたり、「根本原因分析」を行

うことが有効とされる。 

   「根本原因分析」とは直接原因（ほとんどがヒュー

マンエラーとしている）を踏まえて、組織要因を

分析し、マネジメントシステムを改善する処置を

とることである。

３．２　倫理を含めた安全文化の品質マネジメント
　システムの構築 
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　（ステップ 1）組織における「行動規範」の制定

と個人ごとの誓約

　・各事業者の経営者が企業風土を確立するために、

全ての従業員との間で行動規範を誓約させるこ

とが期待される。 社員手帳を作成して運用する

ことも一案である。

　・行動規範の具体的な内容として、「健全な労働環

境」、「誠実な業務の実施」、「公平な行動」、「情

報管理の遵守」、「公正で正直な競合」などにつ

いて経営者が明言することが重要となる。 

　（ステップ 2）経営者のコミットメント（責務）

に安全文化に係るマネジメントを含める。

　・現在の品質マニュアルの安全文化の醸成に係る

マネジメントを一体化させる。 

　・具体的には労働安全衛生マネジメント、環境マ

ネジメント、記録マネジメント、災害対応のセ

キュリティマネジメント、情報マネジメント、

コンプライアンス（倫理を含む）マネジメント

などを品質マネジメントシステムの経営者のコ

ミットメントとして、品質マニュアルに明記す

ることになる。

　（ステップ 3）各階層の責任者による「プロセス

標準」の制定

　・プロセス標準は単なる「業務手順書」ではな

く、その業務プロセスの目的を達成するために

必要な再現可能な方法論（技術）を、業務遂行

者が使えるように形式知とした媒体である。

　・非破壊検査事業者の業務プロセスには「顧客要

求事項の明確化（検査仕様書）」「検査業務の計

画（検査手順書、工程管理表）」「検査業務の実

施（作業記録）」「検査報告書の作成と評価（検

査報告書）」「技術者の教育（資格者保有者リス

ト）」「設備及び機器の管理（機器管理台帳）」

などが考えられる。

　・具体的には当該作業プロセスについて、準備段

階、後片付け段階を含めて “プロセスの責任者 ”

“ 要員の技量 ”“ 使用する設備・機材 ”“ 手順と要

領 ”“ 監視・測定事項 ”“ 作業環境 ” が明記され

た標準（社内規定、チェックシートなど）であ

り、過去の失敗事例の反省が含まれた標準であ

る。（図 2参照）
　（ステップ 4）標準の教育と、その標準を守るた

図 1　WES 8701:2013 が要求する品質マネジメントシステム
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めの技能の訓練

　・教育は技術伝承の一環として、ベテランの技術

者が実務教育により訓練することが期待される。

　・教育、訓練の計画と実施及びその有効性の確認

が重要である。これらは品質記録として保管管

理をすべきである。

　（ステップ 5）標準を守ることの動機付け

　・個人プレーから組織プレーに移行するにはルー

ル（標準）の遵守が重要である。

　・ステップ１の組織の行動規範を策定して、全て

の人々が標準の遵守を行うとともに、プロセス

管理者による定期的な評価を行う必要がある。

　・組織の風土を継続的に改善することにより、組

織の安全文化が構築される。

　（ステップ 6）ヒューマンエラーの防止

　・人は過ちを起こす動物である。「知識・技能」、

「リーダーシップ」、「安全に対する意欲、慎重

さ」、「管理の意欲」、「現場作業者への配慮」、「モ

チベーション、ストレス」等の要因がヒューマ

ンエラーにつながることになる。

　・根本原因となる組織に係る要因である「集団間・

内のコミュニケーション」「集団の知識・学習」

「人間関係」等の問題がエラーにつながること

にもなる。

３．３　発生した不適合事象の根本原因の追究
　（フロー図参照）
　いかなる不適合事象が発生しても直接原因となる

ヒューマンエラーにしないで、組織（会社）のマネ

ジメントが悪いという考え方で根本原因を追究する

ことが重要である。原因追求のプロセス事例を不適

合に係る組織要因の領域を切り分けるためのフロー

図（図 3参照）にしたがって示すと次のようになる。
以下、図 3を用いて説明する。
　①当該作業のプロセス標準（会社のルール）が存

在していたか？

　No の場合には、プロセス標準の作成・承認に関

連するマネジメントシステムに関する組織要因を分

析し、プロセス標準の作成を行う。“ プロセスの抜

け及び間違い ”などがある場合にもNoとして扱う。

　Yes のときは②へ。

　②当該作業のプロセス標準は遵守されたか？

　Yes の場合には、プロセス標準の作成・承認に関

連するマネジメントシステムに関する組織要因を主

に分析し、プロセス標準の抜け、間違いなどがない

かをチェックする。

　Noのときは③へ。

　③プロセス標準の内容を知っていたか？

　No の場合には、プロセス標準の教育・伝達に関

連するマネジメントシステムに関する組織要因を分

析し、それに不備があれば是正を行う。

　Yes のときは④へ。

④当該作業のプロセス標準どおりに作業ができる技

能があったか？

　No の場合には、技能の訓練に関連するマネジメ

目標

図 2　プロセスの概念図
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ントシステムに関する組織要因を分析し、それに不

備があれば是正を行う。

　Yes のときは⑤へ。

　⑤当該作業のプロセス標準を遵守しようとする意

識があったか？

　No の場合には、標準を遵守する必要性の動機付

けに関連するマネジメントシステムに関する組織要

因を分析し、それに不備があれば是正を行う。

　Yes の場合には、エラー防止に関連するマネジメ

ントシステムに関する組織要因を分析し、是正を図

る。この場合の範疇には、プロセスのどこに不備が

あったか、という要因分析が対象となる場合もある。

　以上のフローは、問題のとらえ方をガイドしたも

のであり、柔軟に活用することでよい。「人を責め

ない文化」を構築することが期待される。

◆◆◆

図 3　不適合に係る組織要因の領域を切り分けるためのフロー図
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4．APFNDT（アジア・太平洋非破壊試験連盟）
　  代表者会議　第１回東京開催

APFNDT 会長 　大岡　紀一

　昨年の 11 月にインドのムンバイでの APCNDT

（Asia Pacific Committee for Non-Destructive 

Testing- アジア・太平洋非破壊試験会議）総会にお

いて設立されたAPFNDT(Asia Pacifi c Federation for 

Non - Destructive Testing- アジア・太平洋非破壊試

験連盟 ) の初めての代表者による会議（Executive 

Committee）が東京の(一社)日本非破壊検査協会（以

下 JSNDI）で、2014 年 4月 5-6 日の二日間開催さ

れた。

　大岡 APFNDT 会長から今回の会議への出席者及

びこの会議をホストして頂いた JSNDI に謝意を表

して会議が開始され、引き続いて廣瀬 JSNDI 会長

から歓迎の挨拶が行われた。

　なお、APFNDT としての出席者は韓国の Dr.

J.PLee(APFNDT 副会長 )、インドの Dr.B.Venkatra

man( 前 APCNDT 会長 )、オーストラリアのMr.L.

Dick (Secretary)、 シ ン ガ ポ ー ル の Mr.S.K.Babu

 (treasurer)、 シ ン ガ ポ ー ル の Mr.Sze(APCNDT

会長 ) の計 6名であった。

　JSNDI から広瀬会長、緒方副会長、横野理事、峯

岸事務局長、大西局次長、大岡（昌）主任が Non-

voting のゲストとして参加した。

　前回、インドで開催の APCNDT 総会の議事録を

確認した。主な会議の内容を以下に示す。

　１.  一般事項として APCNDT member の現状に

ついてMr.Dick 及び大岡（昌）から説明があ

り、Membership Application form について、

今後署名なども含めて検討することとした。

　２.  APFNDT としての Journal については広範囲

の内容とすべきことなどを含めてのWGの設

置とメンバー選定は韓国の KSNT（韓国非破

壊検査協会）が対応することとした。

　３.  APFNDTの news letter に関しては Journal の

情報ともリンクすることからCommunication 

WGの扱いとした。

　４.  Communication に関して Secretariat である

JSNDI がWebsite を今回の会議までに整備し

ているが、引継いて管理・推進することが同

意された。

　５.  前回の APCNDT での残りの 6件の Operation 

Procedure(OP) の逐条審議が行われ、本

年 10 月にチェコのプラハで開催される

APFNDT の代表者会議に諮ることとした。

APFNDST　Executive Committee について名

称を APEC との紛らわしさと区別するため

AEC とした。

APFNDT 代表者会議出席者



10 CIW通信　Vol.28  No.3  Summer, 2014

　６.  各種WGに関しては時間をかけて討議が行

わ れ、WG1:Membership (host NDTSS、 シ

ンガポール )、WG2:Journal(host KSNT、韓

国 )、WG3:Comunication (host JSNDI、日本 )、

WG4:Training and Certification (host ISNT、

インド ) 及び WG5:Standards (host JSNDI、

日本 ) の 5つの異なるWGが設けられた。

　７.  ICNDT PGPC への APFNDT からの出席は現在

及び直前の President が自動的に指名される

こととし、プラハでの PGPC への出席は大岡

及びDr.venkatraman となった。

　８.  ICEC（ICNDT Exective Committee）へのアジ

ア・太平洋からの代表のポジションは 2年

の期間であり、ここへの代表者はもっとも適

する Board からの人で、APFNDT における

幅広い経験と地位を持つ者が必要であること

が同意された。その点を考慮して、最初の 2

年間 (2014-2016) は、とりあえず、現状の

President（Dr.ooka）が APCNDT からの参

加として指名された。なお、2016-2018 は

Dr.J.P.Lee が指名された。

　９.  第 14 回の APCNDT 及び財務状況についてイ

ンドの Dr.Venkatraman から報告が行われ、

第 15回の APCNDT（シンガポール）の進捗

状況についてMr.Sze から現在までの計画に

ついて口頭説明があった。

　10.  2021 年開催の 16回 APCNDT の進捗状況が

Mr.L.Dick から行われた。

　11.  APFNDTのBoard会議は本年10月を予定し、

現在 9名の参加が確実視されており、3名が

可能であることから、Board member に出席

を打診することとした。

　12.  今後の開催スケジュールについて AEC 及び

Board Meeting は 2014 年はプラハ、 2015

年はマレーシア、 2016 年はドイツ、 2017 年

はシンガポールを予定し、APFNDT の総会は

2015年にマレーシア、 2017年にシンガポー

ルを予定した。

　13.  JSNDI Task Group の事業についてこれまで

JSNDI 主導で行ってきた特に X線フィルム、

試験体、Question Bank などは APFNDT へ引

き継がれる。また、JSNDI は今後も APFNDT

とともに地域に適した特別なワークショッ

プ、トレーニングコースをホストしていく方

向を大岡会長が示し、了解された。

　最後に、大岡会長から出席した AEC メンバー、

Secretariat としての JSNDI 及び議事録作成に協力

頂いたMr.L.Dick に謝意が述べられ、今回の会議を

通して APFNDT 及び APCNDT の将来の活動に有用

な会議であったことが加えられ、会議の成果がプラ

ハでのBoard meeting に反映されることを期待する

旨の閉会の辞で幕を閉じた。

初の代表者会議は 4月 5日、6日の両日、都内の JSNDI で開催
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5．協同組合熊本県鉄構工業会主催
　　「建築鉄骨溶接部外観検査講習会」について

新日本非破壊検査株式会社 　吉永　泰久

１．はじめに
　外観検査は特殊な検査機器を使用しないことから

他の検査方法より軽視される傾向にあったが、平

成 12年に「国土交通省告示 1464 号」の制定以後、

外観検査 ( 仕口のずれ・食い違いを含む）の重要性

が認識されてきた。現在では、構造物溶接部の健全

性確認において、外観検査は絶対に欠かすことので

きない重要な検査となっている。

　平成 26年 2月 26日に一般社団法人 CIW検査業

協会の提案により、グランメッセ熊本において協同

組合熊本県鉄構工業会主催で「建築鉄骨溶接部外観

検査講習会」が開催された。その内容等について紹

介する。

２．講習会スケジュール、使用テキスト

　講習会は 13:30 ～ 16:30 の 3 時間のスケジュー

ルで、まず外観検査に関する

講義（座学）を約 1.5 時間実

施し、その後実習を行った。

講習会講師（実技指導員含む）

は CIW検査業協会九州地区

会員5社の13名が担当した。

受講者は行政 20 名、大学 3

名、設計事務所関係 18 名、

工業会組合員 27 名、その他

5名の計 73名であった。

　講習会テキストは図 1に
示す CIW検査業協会「建築鉄骨溶接部及び鉄筋継

手部の外観検査ハンドブック」の他に、講習会用に

準備した資料「突合せ溶接部の食い違い・仕口のず

れの検査」、「鉄骨溶接部の外観検査」を使用した。

３．講義内容

　講義は「鉄骨溶接部の外観検査」（筆者担当）及

び「仕口のずれ・食い違いの検査」をテーマとして

以下の内容について説明した。

3.1　鉄骨溶接部の外観検査
　(1) 外観検査の理念と定義（外観検査の重要性）、

外観検査技術者に望まれる資質、外観検査技

術者の資格、外観検査の計画・準備、鉄骨溶

接部外観検査の準拠図書について

　      【鋼構造出版「上級技術者のための建築鉄骨

外観検査の手引き」、日本溶接協会「溶接構

造物の試験・検査 2008」などから引用して

説明した。】

　(2) 外観検査で使用する測定器具（溶接ゲージ、

KZ ゲージ、テーパーゲージ、アンダカット

ゲージ等）、環境条件（照明の確保）、検査の

実施時期・検査対象範囲、前処理の必要性、

検査方法について

　(3) 「国土交通省告示第 1464 号」により規定され

ている欠陥の種類、確認（測定）方法、判定

基準等について

　(4) 日本建築学会 JASS6「鉄骨精度検査基準」に

より規定されている欠陥の種類、確認（測定）

方法、判定基準等について

　(5) 「国土交通省告示第 1464 号」及び日本建築学

会 JASS6「鉄骨精度検査基準」のどちらにも

規定されているアンダカットや食い違いの判

定基準の違いについて

　      【どちらを採用するかを事前に取り決めてお

く必要があることを説明した。】

3.2　仕口のずれ・食い違いの検査
　(1) 検査方法及び「国土交通省告示第 1464 号」

の判定基準について

　(2) 仕口のずれ・食い違い量を測定する測定器具

の説明及び測定方法について

　      【現場及び工場での測定状況写真を用いて説

明を行った。】

図 1　建築鉄骨溶接部
外観検査講習会テキスト
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　(3) 工場溶接及び現場溶接における測定記録から

合否判定方法までの流れについて

　　　【測定結果の記録例を2～3挙げ、説明した。】

　(4) 検査により不合格部が発生した場合の補強方

法について

　　　【現場柱×柱継手を例にとり、説明した。】

４．実習内容

4.1　使用試験体
　実習では CIW検査業協会より提供された仕口の

ずれ・食い違い用の木製モックアップ試験体（図 2
（a））及びその他の欠陥が加工された鋼製溶接試験
体（図 2（b））を使用した。

4.2　実習要領及び実習状況
　実習は、受講者を 4班に分け、①仕口のずれ（木

製）、②食い違い（木製）、③アンダカット・食い違い・

割れ（鋼製）、④余盛高さ・脚長測定（鋼製）、それ

ぞれに 20分ずつ目視及び測定器具を使用した測定

の実習を行った。各テーブルには、2～ 3名ずつ指

導員を配置し、測定器具の取扱い等の指導を行った。

　受講者の中に測定器具を使用した経験のある人が

少なく、皆さん熱心に実習に取り組んでいた。また、

質問も多く出ていた。

　図 3(a)に木製モックアップ試験体、図 3(b)に鋼
製溶接試験体の実習状況を示す。

５．アンケート結果
　

　講習会終了後、場所・講師・内容等についてのア

ンケート調査を行った。その結果、「写真やイラス

トによる講義後に、試験体を使用した実習だったの

で、非常にわかりやすかった。」「不合格となる実物

を確認しながらの実習なので理解できた。今後も定

期的に開催してもらいたい。」等、好評を得た。また、

「もう少し実習の時間が欲しい」等の要望もあった。

６．おわりに

　今回の講習会は受講された建築鉄骨製作関係者に

とって、有意義なものであったと考える。今後も

CIW検査業協会会員として、このような建築鉄骨

溶接部検査に関する講習会の開催を各団体に提案し

ていき、開催に際しては是非協力していきたい。

図 2　実習で使用した試験体

(a) 木製モックアップ試験体

(b) 鋼製溶接試験体

図 3　実習状況

(a) 木製モックアップ試験体

(b) 鋼製溶接試験体
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6．【展示会レポート】
　　　2014 国際ウエルディングショー

　「2014 国際ウエルディングショー」

（JIWS ＝日本溶接協会・産報出版主催）

は 9 万 5873 人の来場者数を記録し

た。4月 23―26 日の 4 日間、東京・

江東区の東京ビッグサイト東5・6ホー

ルには世界最先端の技術が多数そろい

多彩な実演を展開。主催者を代表して

日本溶接協会の宮田隆司会長は「JIWS

を通してアジアを中心とした溶接技術

の交流が深まることを念願する」と挨

拶。産報出版の馬場信社長は「新しい

技術がきっと見つかる」と出展社数が

過去最多の 215 社となったことを強

調した。技能伝承プラザでは熟練技能者による実

演・解説に加え、関東甲信越と全国選抜の高校生コ

ンクールを同時開催し関心を集めた。開幕記念講

演、5大フォーラム、トレンドセミナー、溶接連合

講演会など広範なテーマを盛り込んだ講演企画も好

評だった。

　　　　　　　　　　◇◇◇

　1969 年の第 1回から数えて 23 回目となる今回

のテーマは「溶接が築く明日の世界―未来を担う人

と技術がここにある」と設定された。

　ものづくりに不可欠な要素技術の 1つ、溶接に

関する専門展示会として認知される従来からの技術

ショーの性格に加え、トレードショーの色彩も強化

し、産業界の直面する課題に一つの方向性を示した。

今回の JIWS のキャッチフレーズは「新しい技術が

きっと見つかる」。来場者からは「出張が重なる中、

ようやく時間を見つけた。社内の人間も多く来場し、

取り入れる機材を検討する」「商品を前にして説明

を聞く好機であり、収集した情報を今後に役立てた

い」などの感想が聞かれた。

　JIWS の特徴である躍動感を演出しているものの

１つはアーク光であり、もう 1つは軽快な動きを

繰り返す多関節ロボットである。またレーザ加工に

関する出品も目を引く。

　ロボットメーカーのブースでは溶接電源にまで踏

み込んだ開発について紹介しており、ファナックや

安川電機が独自開発のアーク溶接電源を出品した。

不二越はアートヒカリの抵抗溶接装置と一体化した

ものを出展した。レーザに関してはファイバーレー

ザに関する出品が目立った。

　切断機もファイバーレーザが一挙に実用化に入っ

たようである。小池酸素工業は 5kW機で厚板の切

断を実演し、日酸 TANAKA も 2kW機で高速切断を

アピールした。また、日酸TANAKAは水素切断のロ

ボット化を図り開先切断などへの適用を紹介した。

　アーク溶接では、数社がプラズマMIG ハイブリッ

ド溶接を出展し、深い溶込みと高能率性などを紹介

した。

　その他、ダイヘンは 7軸ロボットにコールドタ

ンデムシステムを搭載し、ティーチングの簡素化や

作業性の向上などを図った。また、MIG ブレーズ

やスパッタのほとんど発生しない大電流 CO2 溶接

の出品も自動車関係を中心に注目を集めた。

４日間で 9万 5873 人が来場
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　パナソニック溶接システムは、米テラダイオード

社と共同で開発した、世界初のリモートレーザ溶接

ロボットシステム「LAPRISS（ラプリス）」を出展

した。

　神戸製鋼所は「『REGARC』鉄骨溶接ロボットシ

ステム」シリーズについて、鉄骨コア連結 2アー

ク溶接ロボットシステムのデモを披露した。また、

同社の豊富な経験に基づき、使いやすく仕上げた中

厚板溶接ティーチング方法の「『ARCMAN』オフラ

イン・ティーチング・システム」も積極的に提案した。

　日鐵住金溶接工業は新たに改良した低温用鋼の全

姿勢溶接用シームレス FCW「NSSW SF-36E」の立

向上進溶接をはじめ、ステンレス鋼セルフシールド

アーク溶接、プラズマ溶接のＩ形突合せ１パス溶接

の実演を披露した。

　NDT 関連ブースは溶接関連とは異なり派手な実

演こそないものの、真剣な表情で製品にふれる来場

者の姿が目立った。

　IHI 検査計測は、レーザクリーニング装置「レー

ザクリア 20」を自社の目玉製品として出展した。

特徴はレーザ光を使用した非接触洗浄。水や薬液、

ブラスト材などを使用しないドライプロセスで、廃

液などの処理が要らず環境にも配慮する。

　菱電湘南エレクトロニクスはデジタル超音波探傷

器「UI-27」を展示の目玉として出品。簡単に画像

を保存できる写真機能や、オプションでＲタイプ機

能を搭載でき日本非破壊検査協会の実技試験対策に

も使用可能。必要とされる技術を一台に凝縮し、よ

り洗練されたマルチユース探傷器として生まれ変

わった。

　オリンパスのブースでは、シリーズ最小・最軽量

モデルに仕上がった超音波フェーズドアレイ探傷器

「OmniScan SX」をはじめ、シリーズ最高の画質を

実現したビデオスコープ「IPLEX-RX」、現場で素早

く簡単に成分分析が行えるハンドヘルド蛍光 X線

分析計「DELTA」など、多彩な製品が展示され、見

た目にも華やかな印象だった。

　リガクのブースで注目を集めたのはデジタル

X線検出器の DR シリーズ。モバイル型の「FXG-

DR1012」と、大面積型の「DR1717」、さらに超小

型の「DR-Micro20」と用途に応じた豊富なライン

アップを提案した。

　タセトは主に溶接材料とケミカル品でブースを構

成した。ケミカル品に関しては、浸透探傷剤「カラー

チェック」、ジキチェック磁粉分散剤「SP-700」「同

1000」をはじめ焼け取り・研磨用電解研磨液「ス

テンケヤシリーズ」、焼取り・研磨用電解研磨装置「エ

レファイナー E601」などを展示した。

　日本溶接技術センターは、磁粉探傷試験および浸

透探傷試験兼用の溶接試験片（MP試験片）を出展

した。極間法磁粉探傷試験や溶剤除去性染色探傷試

験の兼用が可能。実技試験対策や社内教育用に最適

な試験片に仕上がっている。

　このほか、アスワン電子販売、エフアンドエーテ

クノロジー、シュウテックが NDT 関連製品を提案

した。（文責・産報出版）

「新しい技術がきっと見つかる」と実演を注視する来場者 NDT 関連出展も注目を集めた
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2014 年度後期各種試験 ･研修会のお知らせと
CIW認定申請のご案内

　2014 年度後期の溶接検査認定 (CIW認定 ) のため
の技術者試験・更新審査と研修会の各日程について、
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 18日 ( 土 ) ～ 19 日 ( 日 )
◎ CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の資格更
新講習
　　大　阪：10月 25日 ( 土 ) 
　　東　京：10月 26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 9日 ( 日 )

　2次試験
　　東　京 ： 2015 年 1月 10日 ( 土 ) 予定 
　　大　阪 ： 2015 年 1月 11日 ( 日 ) 予定
２．溶接検査認定 (CIW認定 ) 申請について
　WES 8701:2013 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 (2015 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。

３．お知らせ
　一般社団法人火力原子力発電技術協会の機関誌「火
力原子力発電」2014 年 6 月号に CIW 認定制度の
PR記事が掲載されました。

CIW検査業協会だより
一般社団法人 CIW検査業協会

☆第 3期第 5回（平成 26年度）通常総会の開催
　平成 26年度通常総会を 5月 13日 ( 火 ) に浜松町東京會
舘において開催し、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 25年度事業報告 ( 案 ) 及び平成 25年度
決算報告 ( 案 ) 承認の件

第 2号議案　平成 25年監査報告の件
第 3号議案　第 3期 ( 平成 26･27 年度 ) 役員承認の件
第 4号議案　平成 26年度事業計画 ( 案 ) 及び平成 26年度
予算 ( 案 ) 承認の件

　また、これに先立ち平成 26年度第 3回理事会を同日浜
松町東京會舘において開催し、会務報告の他通常総会や懇
親会の議事進行について協議しました。
　第 4回理事会は、8月 7日 ( 木 ) に開催の予定です。

☆委員会活動が活発化
　各理事会や委員会において事業計画に沿った活動が活発
に行われていますが、その一部を紹介します。
◆企画広報理事会では、『( 仮称 ) 次世代スタッフのための
非破壊検査セミナー』や球形ガスホルダー、橋梁等の

特定検査品目を対象にした研修会の開催を企画していま
す。

◆次世代のための非破壊検査セミナー委員会では、「明日
を担う次世代のための非破壊検査セミナー」を本年度は、
広島県、富山県、青森県、岡山県での開催を、また、( 公
社 ) 全国工業高等学校長協会の「夏季講習会」は、平成
26年 8月開催の研修としてそれぞれ計画中です。

☆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】の本年度第 2回目を平成
26年 8月 3日 ( 日 ) に川崎で、第 3回目を平成 26年 8
月 31日 ( 日 ) に大阪で

② NDI －レベル 3（基礎試験 ) のための受験対策講習会を
平成 26年 9月 13日 ( 土 ) ～ 14( 日 ) に東京で

③ NDI －レベル 3（RT 二次試験）（UT 二次試験 )（PT 二
次試験）のための受験対策講習会を平成 26 年 10 月下
旬に東京で、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。
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　この編集後記を執筆している 6月中旬に、FIFA ワールドカップブラジル大会が

開幕しました。2002 年の日韓共同開催のワールドカップから 10 年以上の月日

が経ったということになります。

　思い起こせば、日韓共同開催のワールドカップでは、パブリックビューイング

ではありましたが、国立競技場で観戦したのを覚えています。

　その国立競技場も 2020 年に開催予定の東京オリンピックに合わせ建替えが決

まりましたが、オリンピック景気により非破壊検査業界の景気も良くなることを

期待しています。

　さて、今回の RUMPES では、鉄筋継手検査機関の東京都知事登録制度について

の紹介を東京都都市整備局市街地建築部建築企画課に、建築鉄骨溶接部外観検査

講習会についての記事を吉永氏に、APFNDT( アジア・太平洋非破壊試験連盟 ) 代

表者会議の開催報告を大岡氏に、さらに今号からの新シリーズとして「現場技術

の窓」を (一社 )CIW検査業協会技術委員会の末次氏に執筆いただきました。また、

鯉田氏の遺稿となりましたが「非破壊検査事業者に求められる倫理」を掲載しま

した。

　いずれも皆様のお役に立つ記事かと思いますので、ご一読いただければと思い

ます。

　編集委員一同、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)


