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１．はじめに
　前回は極間法による探傷の際の磁界の強さについ

て考え、溶接線に直行方向の磁極配置の場合の有効

範囲について述べました。

　今回は、溶接線に平行方向の磁極配置での有効範

囲と探傷ピッチについて、工程確認方式と標準試験

片確認方式の両方について考えてみます。

２．探傷範囲の考え方

　非破壊試験の世界では、「溶接部」とは溶接金属の

みではなく熱影響部も含んで考えるようになってい

ます。熱影響部の範囲が不明の場合は、溶接金属の

両側に溶接金属の幅（W）と同じ幅をとった範囲を

溶接部（幅 3W）として探傷せよと教えられて来て

おり、浸透探傷試験では浸透液を3Wの範囲に塗布

することとなっています。

　磁粉探傷試験ではこの考えはどうなのでしょう。

極間法による探傷では溶接金属とボンド部を観察し

ているのが通常ではないのかなとも思いますが？

　もし、磁粉探傷試験においても 3W の範囲を溶

接部として探傷範囲と考えると、結構大きな幅とな

ります。特に溶接金属の幅が大きくなるようなサブ

マージアーク溶接などの場合、溶接金属幅（W）が

15mmぐらいとすると、3W＝ 45mmとなります。

この場合、特に溶接線に平行方向の磁極配置を考え

ると、有効範囲がどのようになるのか、したがって

探傷ピッチをどうするかが結構問題になり、あらか

じめ充分検討しておくことが必要となります。

　ちなみに、JIS Z 2305による磁粉探傷試験のレベ

ル2資格試験（二次試験）では、極間法で溶接部を

探傷する際は「熱影響部と母材部を除いて」溶接金

属部のみを探傷するようになっているようですので、

上記の問題はあまり考えなくてもいいのでしょう。

　ここでは、探傷すべき範囲を思い切って大きくし、

幅50mmとして考えてみます。こんなに幅の広い場

合はあまり考えられないのですが、例題として取り

上げてみます。

３．使用する極間法装置と磁極の配置

　今回使用する装置は前回と同様に以下の仕様のも

のです。

　　全磁束　　　　　0.70mWb(60Hz)

　　磁極断面　　　　25mm×25mm

　　磁極内法寸法　　140mm（磁極中心間距離＝

　　　　　　　　　　165mm）

　なお、鉄心及び巻線のため、装置本体の足の太さ

は50mm× 50mmとかなり太くなっています。図
1にイメージ図を示します。

　装置を溶接線に平行に配置する場合、通常は磁極

を探傷範囲の上には置きません。理由は磁極指示の

疑似模様が発生すると共に磁極による汚れが付着す

るためです。さらに装置の足部も探傷範囲上に置か

ない（置くと観察が出来ない）ことにすると磁極と

探傷範囲の位置関係は図1のように、端部間距離が

12.5mm離れることになります。

　このような磁極の配置で探傷有効範囲がどのよう

になるかを工程確認方式と標準試験片確認方式で考

えてみます。

　工程確認方式では表面平行磁界の強さが2000A/

m（実効値）以上となる範囲をテスラメータで測定し、

標準試験片確認方式ではA1-15/100（直線）が検出

される範囲を蛍光磁粉で探傷し求めました。

蛍光磁粉は以下を用いています。

　　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（傾斜角約15°で散布）

　測定に用いた鋼板は炭素鋼（SS400）で厚さ9mm

です。

１．【現場技術の窓】極間法による溶接部の磁粉探傷試験
 ―溶接部に平行方向の磁極配置での有効範囲と探傷ピッチ―

一般社団法人 CIW検査業協会技術委員会 　末次　純
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４．工程確認方式での場合

　溶接線に平行方向に磁極を置くのは、当然横割れ

方向のきずを検出するのが目的ですので、磁界は溶

接線に平行方向（磁極間方向）の磁界が必要です。

　溶接線に平行方向の表面平行磁界が工程確認方式

で要求されている2000A/m（実効値）となる位置を

測定した結果を図2に示します。図2では小さい点

線の升目を10mm× 10mmとしています。黒丸が

2000A/m（実効値）となる点です。この点から磁極

中心線に近づくほど磁界は強くなり、遠ざかるほど

磁界は小さくなります。

　測定の結果は、磁極の中心を結ぶ線（磁極中心

線）の中央から直角な垂線上で53mmのところが

2000A/m（実効値）となり磁極中心線から最大の距

離でした。

　図2から分かるように、今考えている磁極配置で

は一度で50mm幅の探傷範囲全体を2000A/m（実

効値）以上で探傷することはできません。1回探傷

した後、探傷範囲の反対側に磁極を配置してもう一

度探傷する必要があります。

　この2回の探傷でほぼ120mmの範囲が有効に探

傷できますから、探傷ピッチとしては磁極内法寸法

（140mm）の 1/2倍（70mm）を採用しておけば充

分です。

　探傷範囲の幅が狭い場合、あるいは磁極を探傷範

囲の上に置く場合など条件が変われば1回で探傷で

きる有効範囲も変わってきます。

図 1　極間法装置の磁極、内法及び足部の概念図と探傷範囲の位置関係
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　なお、JIS Z 2320-1（非破壊試験―磁粉探傷試験

―第1部）では、工程確認方式における極間法での

有効範囲をd×0.5d（d；磁極内法寸法）としており、

片側を探傷する場合の磁極中心線からの探傷有効範

囲の距離は0.25dとなります。これを今回の場合に

当てはめると、d=140mm ですから、0.25d=35mm

となります。図 1のように磁極を配置すると磁極

中心線から探傷範囲の端部までの距離が25mmと

なり、有効に探傷できる探傷範囲の幅は 35mm－

25mm＝ 10mmとなりますので、反対側に磁極を

置いて2回探傷しても探傷範囲全体を有効に探傷で

きないことになります。この場合はどうしても磁極

を探傷範囲の上に置かざるを得ないようです。磁極

を探傷範囲の中心線上に置けば、0.5d ＝ 70mmで

50mm幅の探傷範囲はカバーできます。ただし、磁

極を置いたところの磁粉除去は面倒になりますが。

５．標準試験片確認方式の場合

　A1-15/100（直線）を溝の方向が磁極中心線に直

行する方向（横割れ方向）にして鋼板に貼り、蛍光

磁粉で探傷し、検出限界となる磁極中心線からの距

離を求めました。結果を図3に示します。

　磁極中心線の中央に引いた垂線上では110mmが

限界となり、中央から外れるほど限界距離は短くな

ります。

　図 3に探傷範囲を示すと共に、探傷範囲内で幅

50mm全体が有効に探傷できる範囲を灰色で示して

います。

図 2　表面に平行な磁界が 2000A/m（実効値）となる位置（黒丸）
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　この結果から見ると、今考えている磁極配置では

探傷範囲内での有効範囲は長さ80mmぐらいと考え

たら良いようです。

　そうすると、探傷ピッチを80mm（磁極中心間距

離の約半分）とすれば良いことになりますが、若干

のラップを考えるのであればもっと短くなります。

すなわち、1回探傷して次の探傷を行う場合、磁極

を前の探傷時に磁極を置いた中央に置いたのでは不

十分で、それより短いピッチで探傷することになり

ます。

６．まとめ

　今回は極間法で幅50mmの探傷範囲を想定した

場合の平行方向磁極配置における有効範囲及び探傷

ピッチについて考えてみました。

　極間法は磁界の強さ、方向が場所によって変化す

ることから、要求された磁界の強さ、方向で正しく

探傷するには細心の注意が必要となります。

　特に磁極の配置、探傷ピッチについては、自らの

測定結果を基本にした手順の決定が必要であり、そ

のことにより他者に対する技術的説明を可能にする

ものと考えています。

　今回の記事の内容につきましては、色々ご意見が

あるかと思います。ご意見はありましたら、是非 (一

社)CIW検査業協会・技術委員会までお寄せください。

有意義なディスカッションを期待しております。

図 3　A1-15/100（直線）が検出できる限界の点（黒丸）
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１．はじめに 
　2010 年 1 月に会社更生法の適用を申請した日本

航空の会長に同年 2 月に就任した稲盛和夫氏は、3

年かけて見事に日本航空を再生させた。同氏は、当

たり前のことを当たり前にやったから成功したの

だ、といわれている1)。その当たり前のこととは、「嘘

をつくな、正直であれ、欲張るな、人に迷惑をかけ

るな、人には親切にせよなど、子どものころ親や先

生から教わった人間として守るべき当然のルール、

当たり前の規範に従って経営の指針や守るべき判断

基準とすることである」と自著の「生き方」で述べ

ている 2)。日本航空でも、同氏はこれを繰り返した

という。これは、簡単なようでとても難しいことで

あるが、人間としてはこれを死ぬ気でやっていかね

ばならない。日本航空では、言い尽くせないほどの

苦労はあったが、全社員をあげてこれに取り組んだ

結果、再生できたのだという。

　非破壊検査を遂行していく際にも、「倫理」とい

う当たり前のことを念頭においておくことが重要で

あるが、この観点から所見を述べてみたい。

２．安全文化と倫理

　「安全文化」というキーワードは、1986 年に起

きたチェルノブイリの事故を受けて国際原子力機関

が提案をした「safety culture」を和訳したもので

ある 3)。国際原子力機関の定義では原子力発電所を

対象にしているが、より一般的には安全文化とは、

「すべ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目を集めることを確保する、組

織と個人の性格と姿勢を集約したもの」と定義され

ている。少し分かりにくいが、組織体においては組

織・構造、そして個人においては性格そのものであ

り、「姿勢」については積極的に行動する姿勢、と

いうようなものを想定すると分かりやすい（生きる

姿勢というのもあり、これは哲学・思想・倫理観、

又はこれらを包含した人格のことでもある）。そし

て、組織及び個人の両方が、安全問題をきちんと認

識するとともに最重要課題として取り組み、安全を

確保するために適切な行動をとる必要がある、と考

えることができる。「安全文化」については、すで

に鯉田長生氏の遺稿で解説された 4)。

　「倫理」を広辞苑で引くと、「実際道徳の規範とな

る原理」とあり、「悪いことをしてはならない」禁

止事項を主とした考え方を連想するが、現代におい

ては組織及び個人に期待される積極的な活動を促す

考え方もなされており、後者は「安全文化の醸成」

を含んでいると考えることもできる。この観点に立

つと、非破壊検査事業者には、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

が求められることになる。

　米国非破壊試験協会(ASNT)では倫理要綱を定め、

「この要綱にかかげる指針に従って行動することは、

すべての会員の義務である」、と述べている。また、

「倫理観のない非破壊検査では世界を安全にするこ

とはできないし、社会に価値を供給することもでき

ず、人命を救うこともできない」、としている 5)。

３．リーダーシップとフォロワーシップ

　宇宙飛行士の若田光一氏は、国際宇宙ステーショ

ンでのクルー及びコマンダーとしての重責を果た

し、2014年5月14日に地球に帰還した。コマンダー

としてはリーダーシップが要求され、クルーとして

はフォロワーシップ（リーダーに従う能力）が要求

されるが、フォロワーシップについては、機会ある

ごとに徹底的に教育されるとのことである。

　まず、リーダー（LEADER）とは何か。西島

茂一氏は、L(Listen)：聞く、E(Explain)：説明す

る、A(Assist)： 助 け る、D(Discuss)： 話 し 合 う、

E(Evaluate)：評価する、R(Respond)：責任をとる、

2．非破壊検査と倫理

一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会運営委員会委員長 　加藤　光昭
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以上のことができる人であるといっている6)。また、

安全に関しては、次の五点が重要であるとしている。

①安全の基本を勉強する、②職場における安全上の

問題点を徹底的に発掘する、③部下についてできる

だけ知る、④部下の全員に安全活動の役割を分担さ

せる、⑤職場で決めたことが守られないときの責任

は自分が負わなければならない。リーダーシップと

は、リーダーとしての素養・力量であり、部下に対

して影響力を行使することである。検査を対象とす

ると、組織として「不正を絶対に行わない、行わせ

ないという強い意志をもつ」ことも重要となる。ま

た、生産者が品質管理の一環として行う自主検査と、

購入者が行う受入検査とは別のものとして峻別する

必要がある。

　次に、部下の役割としてフォロワーシップが要求

される。これを満足するためには、役割を果たすた

めの知識が必要であり、検査を対象とすれば、手順

書・指示書に従って業務をきちんと遂行する能力が

要求される。

４．人間はミスをする

　安全文化を醸成するためには、十分な学習をし、

規則を順守する、ということも重要である。しかし、

人間は、学習したことを必ず実行するとは限らず、

規則に厳格に従うとは限らない。いろいろな事故事

例をみてみると、人間のエラーが関係している事例

が多く、それも初歩的ミスと言っていいものが多い。

ここでは、四つの事例を取り上げる。

　2004 年に起きた美浜原子力発電所 3 号機の復水

系配管の破裂事故では、1976 年の稼働以来、当該

場所は定期点検箇所から漏れていたことが判明し、

それに気づいて検査をするための準備中に事故が起

きた 7)。

　我が国の新幹線は、1964 年の開業以来、構造上

の事故は発生していない。これは、日々の点検、定

期検査及びこれに基づく補修・取替等が的確に行

われてきた成果であろう。しかし、1989 年 5 月

に開業当初から使用されていた 0 系の車両の台車

に割れが定期検査で検出され（溶接不良が原因で、

3000 台を修理した）、修理をしてことなきをえた 8)。

　1998 年にドイツの新幹線が脱線し、101 名が死

亡した 9)。これは、弾性車輪のタイヤ部の疲労破壊

によるものであったが、事故車両は前日に定期点検

を受けていた。車輪偏心量の許容値は 0.6mm とさ

れていたが、点検で 1.1mm と測定された。しかし、

検査員がこれくらいは構わないと放置した。このと

き、マニュアルに従ってきちんとした対応をしてい

れば、事故は起きなかったかも知れない。事故後、

車輪は我が国と同じ一体車輪にした。

　1985 年に起きた日本航空のジャンボ機の墜落事

故は、事故調査委員会の報告書によると、1978 年

に起きた尻餅事故で発生した後部耐圧隔壁の損傷部

の補修ミスが原因としている 10)。

　米国の国家交通安全委員会は、人間のミスを少な

くするためには、職場での人間関係及び集団のあり

方を良好にする必要があるとしている。人間のミス

に起因した事故については、ケイシー著の「事故は

こうして始まった！」に 18 の事例が詳しく述べら

れている 11)。

５．おわりに

　「歴史は繰り返す」というが、残念ながら似たよ

うな事故も繰り返されている。学習をしないことに

関連して、第二次大戦後に独軍大将の言葉が残され

ている 12)。「経験から何も得ることのできない、そ

ういった馬鹿者のいない国が、世界のどこかにある

だろうか？」。国際標準化機構は、1999 年の ISO

ガイド 51 の改定で、「絶対安全」の建前を明確に

捨てることが、社会をより安全に近づけるために重

要と分かったとして、「絶対安全は存在しない」と

明記した 13)。スペースシャトルの乗員として二回、

そして船長として一回務めた経験のあるフレデリッ

ク・グレゴリー氏は、次のように述べている。「神

でない人間がやることに 100%完全ということはあ

りえない。しかし、技術者としては、いろいろなこ

とをやることによって、100%に近づくことはいく

らでもできる」。また、我が国のロケット打上げの

失敗が続いていた頃、東京大学名誉教授の畑村洋太

郎氏は、「暗黙知（その分野に携わる人ならはっき

り言葉で書かれたり言われたりしなくても、当然

もっている知識）」の欠如と表出の必要性」を強調

された 14)。マニュアルを順守することは大切であ
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るが、それに振り回されてはならない。

　子どもの頃によく言われた「嘘をついてはいけな

い」もしっかり心に留め、非破壊検査は社会に貢献

できる重要な技術であることがより一層認識され、

活用されていくことを願ってやまない。

参 考 文 献

1) 大西康之：稲盛和夫最後の闘い、日本経済新聞出版社 (2013)
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CIW検査業協会だより
一般社団法人 CIW検査業協会

☆平成 26年度第 4回理事会を開催
　平成 26 年度第 4 回理事会を 8 月 7 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 5 回理事会は、12 月 4 日 ( 木 ) に開
催の予定です。

☆平成 26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を、「建築鉄骨の監
理者が検査会社に要望すること」の講演会を主題
として、東日本地区は 9 月 17 日 ( 水 ) に東京で、
関西地区は 9 月 11 日 ( 木 ) に大阪で、また、西
日本地区は 9 月 12 日 ( 金 ) に北九州で開催しま
した。

☆明日を担う次世代のための非破壊検査セミ
ナーの開催予定

　全国都道府県の工業高校生に、産業資本、都市
構造物の安全を確保する非破壊検査を認識して
もらうことを目的として「明日を担う次世代のた
めの非破壊検査セミナー」を継続して開催してい
ます。

　本年度下期は、平成 26 年 12 月 19 日 ( 金 ) に
富山で、また、平成 26 年 12 月 25 日 ( 木 ) に岡
山で開催の予定です。

☆今後の研修会等の予定について
① NDI- レベル 3（UT・PT 二次試験）のための
受験対策講習会を平成 26 年 10 月 25 日 ( 土 )
～ 26 日 ( 日 ) に東京で

②第 1 回見学会を平成 26 年 11 月 14 日 ( 金 ) に
東京ガス ( 株 ) 根岸工場で

③ WES8701:2013「溶接構造物非破壊検査事業
者等の認定基準」に基づく『品質マネジメン
トシステム構築に関する研修会』を平成 26 年
11 月 30 日 ( 日 ) に東京で、また『内部監査員
養成のための研修会』の平成 27 年 1 月 25 日
( 日 ) に東京で

④コンクリートポンプ車の超音波探傷検査に関
する研修会を平成 27 年 1 月 25 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。
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3．エンドタブ形式と溶接欠陥の評価

有限会社アクトエイションハート 　笠原　基弘

１．エンドタブの特徴 
　完全溶込み溶接継手の端面側が自由端として残る

場合、図 1のような鋼製エンドタブが使用される。

　鋼製エンドタブ（スチールタブ）の使用目的は、

完全溶込み溶接の始終端部に発生する欠陥をエンド

タブの開先内に残存させ、溶接後に鋼製エンドタブ

を切断・除去・仕上げの施工手順によって、本来の

溶接品質を確保することである。

　しかし、鋼製エンドタブの切断・除去の際、ガス

切断によるノッチが生じたり、また鋼製エンドタブ

取付時に母材への組立溶接がショートビードとなる

ことから、母材が硬化したり、そこが破壊の起点に

なりやすく、日本建築学会「建築工事標準仕様書」

JASS6 鉄骨工事では、鋼製エンドタブの組立溶接は、

直接、母材に行ってはならないことになっている。

　日本建築学会「溶接工作規準・同解説」1962 には、

溶接後のエンドタブの切断・仕上げは、突合せ継手

では材端を平滑に、またＴ継手では材端部を傷つ

けないよう、5~10mm 残して除去することが記載

されている。なお、使用するエンドタブの長さは、

前記規準では 35mm 以上かつ薄い方の板厚の 2 倍

以上とされていたが、日本建築学会「鉄骨工事技術

指針」2007 等では、鋼製エンドタブの長さは原則

30mm 以上とすることになっている。

　近年では建築基準法等の改正を受け、建築鉄骨の

板厚は極厚化の傾向にあり、省力化・低コスト化が

叫ばれた結果、従来のエンドタブの材質を鋼製から

フラックスまたはセラミック製とし、溶接後に行

うエンドタブの除去作業およびコストを削減する

主旨から、日本鋼構造協会「エンドタブ代替工法」

1988 が発表後、固形エンドタブ （代替エンドタブ）

が販売され、現在では多用されている（図 2）。
　母材に組立溶接せずに、ジグ等で押さえるだけで

簡単に取り付けることができるため、溶接後のガス

切断やグラインダーによる仕上げ等の後処理作業が

不要となる。

　なお、CO2 半自動溶接による固形エンドタブ施工

では、始終端部にある溶接欠陥が有効断面内に残存

する懸念があり、予め溶接施工法確認試験を行って、

適用の可否を確認する必要がある。

 建築鉄骨溶接技能者の技量検定を実施している

AW 検定協議会が行った RT による代替エンドタブ

試験における溶接欠陥の発生頻度を図 3に示す。

図 1　鋼製エンドタブ

図 2　固形エンドタブ

図 3　代替エンドタブにおける欠陥発生頻度
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　固形エンドタブでは溶接始終端部 20mm の範囲

に溶接欠陥の 80％が集中することが明らかであり、

固形エンドタブを用いる場合には、始終端部に欠陥

を発生させない溶接技量が求められる。

２．鋼製エンドタブの種類

　鋼製エンドタブは、溶接する母材と同材質のもの

を使用することが原則であるが、現在市販されてい

る鋼製エンドタブの材質は SN490B であり、溶接

する母材の鋼種等が異なっても、鋼製エンドタブの

材質は一種類となっている。

　市販されている鋼製エンドタブの長さは 38mm

が一般的であり、長さ 25mm と短い通称ミニタブ

と称されるものもあるが、長さが 30mm 未満であ

るため、鋼製エンドタブの範疇外である（図 4）。
　なお、東京都都市計画局市街地建築部建築指導課

より、鋼製エンドタブと認められた改良形（商品名

：コーナータブ）は、日本エンドタブ協会の溶接

試験により性能が確認され、特別な溶接技量資格が

なくても使用できるが、最大板厚は SN490B 材用

で 22mm までとなっている（図 5）。

３．固形エンドタブの種類

　溶接に用いられるフラックス系、セラミック系

の固形エンドタブ材料の主な成分は、SiO2 または

Al2O3 の 2 種類で、これに MgO、CaO、ZrO2 等が

添加されている。

　フラックス系とセラミック系では焼成温度に違い

があり、前者では 1,000℃以下、後者では 1,000℃

以上で焼結されたもので、一般的にセラミックタブ

のみが使用されている。

　なお、耐火性の高いセラミックタブを使用しても、

溶接入熱、冷却速度および熱容量の関係から、セラ

ミックタブの溶損が大きくなると、ビードの余盛が

過大になり、溶接ビードの外観が悪くなる。また、

スラグ量が増えるため、スラグ巻込み等の溶接欠陥

が発生しやすくなるため、RT や UT の欠陥検出率

も高くなりやすい。

　セラミックタブの形状は様々であり、通常の側面

余盛高さは 3mm 程度であるが、開先内が見やすく

初層部から最終層までの側面余盛が緩やかな勾配を

持った改良形のものも市販されている（図 6）。

４．エンドタブ形式による施工

　現在、鋼製エンドタブによる施工の場合、JASS6

鉄骨工事では、特記がなければ切断しなくてもよい

ことになっている。

　建築鉄骨では突合せ継手に比べＴ継手が圧倒的に

多く、ガス切断とグラインダーによる仕上げに多く

の時間とコストを費やすことも要因の一つである。

鋼製エンドタブを切断しない場合には、エンドタブ

周辺の応力集中は懸念されるものの、柱梁溶接部に

スカラップがあることによって、地震時の塑性変形

能力が低下するため、鋼製エンドタブの切断・仕上

げによる効果は期待できない。

　近年、スカラップ形状は JASS6 鉄骨工事で推奨

される応力集中が緩和できる施工法が主流となり、

改良形スカラップまたはノンスカラップ工法の採用

によって、大地震時に必要とされる塑性変形能力は

向上している（図 7）。
　その半面、応力分布の集中度はエンドタブ周辺に

図 4　ミニタブの外観 図 5　コーナータブ

図 6　セラミックタブの形状

図 7　大地震時に必要な塑性変形能力

ミニタブ コーナータブ

←

←

一般形 改良形
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移行し、十分な塑性変形能力が期待されている溶接

始終端部に応力が集中するために、溶接始終端部の

形状、さらに始終端部に存在する溶接欠陥が問題と

なってきている。（図 8）。
　建物の設計上、溶接継手部に塑性化が想定される

場合には、鋼製エンドタブの切断・仕上げを行って

応力集中を減少させる必要がある（図 9）。
　固形エンドタブによる施工では、鋼製エンドタブ

を切断しない場合に比べ、端部形状が滑らかになる

ため応力集中の程度は減少するが、その半面、溶接

始終端部に溶接欠陥が集中するために、高い技量の

溶接技能者の選定、さらに確実に端部欠陥を検出し、

寸法を適正に評価できる UT 手法が必要となる。

５．鋼製エンドタブによる外観評価

　鋼製エンドタブによる施工の場合は、クレータが

エンドタブ内に収まるように 30mm 以上のものを

使用することが基本であるが、クレータ処理が十分

にされていれば、鋼製エンドタブを用いた場合でも

有効断面内におけるクレータの存在は許容される。

　鋼製エンドタブにおけるエンドタブ内の溶接欠陥

は、通常外観検査の対象外であるが、30mm 以上

のエンドタブが使用されていても、エンドタブ内の

溶接長さが 30mm 未満となるような施工がされた

場合には、承認された要領書等を確認し、施工手順

自体に問題がないか確認する（図 10、図 11）。なお、

鋼製エンドタブの使用には、薄鉄板や固形板等に

よる流れ止め（漏れ止め）が有効である（図 12、
図 13）。

６．溶接端部のエコー高さ領域による欠陥評価

　建築鉄骨溶接継手おける溶接内部の欠陥評価は、

日本建築学会「鋼構造建築部の超音波探傷検査規準」

によって行われているが、現在、特記がなければ、

溶接線の位置による欠陥評価に差異はない。

　従来から、溶接線に存在する中央部と端部の欠陥

では破壊に及ぼす影響度が異なり、端部欠陥の方が

破壊に対して敏感であり、欠陥長さよりも、むしろ

欠陥高さを評価すべきであることが指摘されていた

が、現行規準では欠陥高さをエコー高さ領域と関連

させて、領域 II では 4mm、領域 III･IV では 5mm、

また領域 V では 6mm として、欠陥評価長さとの

関係から欠陥断面率が 3％程度になるように規定さ

れている。

図 8　梁端溶接部における応力分布

図 9　鋼製エンドタブの切断・仕上げ

図 10　流れ止め不使用 図 11　不十分な溶接長さ

図 12　薄鉄板の流れ止め 図 13　固形板の流れ止め

図 14　固形エンドタブにおける欠陥高さと頻度
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　AW検定協議会における代替エンドタブ技量試験

で、RT で不合格となった端部での欠陥高さと頻度

の一例を図 14に示す。始終端部内にある欠陥高さ

は想定された 1 パス溶接の厚さ 5mm を超えるもの

が 30％程度に達している。図 14 におけるエコー

高さ領域における欠陥高さの評価では、屈折角 70

度が総合評価で 4~5mm、屈折角 65 度による総合

評価は 4~11mm であり、多用されている屈折角

70 度ではエコー高さ領域によって欠陥高さの大小

を評価できない結果となっている。

　なお、鋼製エンドタブの場合には、エンドタブ内

にある欠陥は評価対象外であるが、固形エンドタブ

で施工された端部探傷の場合は、側面余盛内の欠陥

も対象となり、側面余盛高さを測定しない場合には、

最端部における欠陥長さの最小値は 10mm となる。

７．同時端部エコー法による欠陥評価

　溶接始終端部の欠陥高さをエコー高さ領域により

欠陥評価することが難しいために、日本鋼構造協会

「建築鉄骨梁端溶接部の超音波探傷検査指針」2008

が刊行され、それを基に日本建築学会規準 2008 で

は、付則 2 に図 15に示すような同時端部エコー法

を用いた欠陥高さの評価法が規定された。

　同時端部エコー法は、一般的な端部エコー法とは

異なり、欠陥上下先端部からのエコーを同時に検出

して、そのビーム路程差Δ W から欠陥高さを評価

する方法であるが、欠陥高さが 3mm 以上であれば

通常の端部エコー法に比べて高精度となる。

　同時端部エコー法では、溶接断面に超音波ビーム

を広げるため、指向角の大きな探触子 5M5 ×

10A65 が用いられている。

　同時端部エコー法は最大エコー高さによる一般的

な探傷法と異なるために、ビーム路程差Δ W を求

める技量が必要となるが、技量習得のために要する

時間はそれほど多くを必要としない。数種類の端部

欠陥試験片を用いて訓練すれば十分である。

　しかし、同時端部エコー法による端部の欠陥高さ

を評価する設計要求および特記仕様が、現時点では

ほとんどなく、その機会が少ないのが実情である。

　日本建築防災協会「耐震改修促進法のための既

存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針」

2011 では、既存建物における溶接のど厚断面を

評価するため、欠陥高さを 3mm 未満、3mm 以上

5mm 未満、5mm 以上の 3 段階に分類するための

手法として、同時端部エコー法が採用されている。

　図 16に同時端部エコー法におけるビーム路程差

Δ W の大小による欠陥高さの評価例を示す。

８．今後の欠陥評価法における動向

　日本建築学会の鉄骨非破壊検査小委員会では、

現在の溶接線における許容欠陥基準に関し、見直し

を検討中である。現行の合否基準は制定されてから

40 年余が経過しており、その間に溶接技術も向上

し、研究成果から得られた知見も多くなってきた。

　UT に関する多くの規格では、最大エコー高さ

と欠陥指示長さによる評価が現在でも主流である。

また、溶接線内に存在する欠陥の位置によって、

許容欠陥基準を規定している規格・規準類も少ない。

　建築構造物における応力の大部分は静的な荷重で

あるが、地震時には過大な衝撃荷重を受けることに

なる。したがって、梁端溶接部の始終端に存在する

高さのある欠陥を確実に検出し、それを適正に評価

できる簡便な UT 手法の確立が望まれる。

　十分な塑性変形能力が期待されている梁端溶接部

の負担は非常に大きく、それらを考慮した建築鉄骨

の安全性をより一層向上させるための、欠陥評価に

対する規準化が期待されている。

図 15　同時端部エコー法

図 16　同時端部エコー法による欠陥高さの評価例
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4．お勧めしたい本
　「工業分野におけるデジタルラジオグラフィの基礎と
　その適用―フィルムからデジタルへの展開―」
　一昔前までは、写真を撮影するといえば、もっぱ

らフィルムを装着したフィルム装着カメラが使用さ

れてきた。ところが、最近ではデジタルカメラ最盛

期でフィルム装着カメラを見かけることは少なく

なった。デジタルカメラであれ、スマートフォンで

あれ、撮影した直後に画像が確認でき気にいらなけ

れば、すぐに撮り直すことができる上、ネットを通

じて画像をいとも簡単に転送することが可能であ

る。パソコンの性能向上、メモリやHDDの容量アッ

プなどを背景に、フィルム写真の時代の想像をはる

かに越えて利便性が向上している。

　近年、工業分野における放射線透過試験の分野で

も、デジタル化の波が目の前まで押し寄せている。

昨年、国際標準化機構により、ISO 17636-2:2013「溶

接継手の非破壊試験―放射線透過試験―パート 2：

デジタル検出器を用いた X 線及びガンマ線による

撮影方法」が制定された。RT のデジタル化、つまり、

デジタルラジオグラフィ（Digital Radiographic 

Testing、以下 D-RT という）によって、試験データ

の大容量保存、検索などの利便性、高画質化など優

れた性能が得られることが特徴である。

　一方、溶接継手の放射線透過試験では、現在、X

線フィルムを使用する RT（以下 F-RT という）が主

流である。F-RT ではフィルム上の情報がすべて保

存可能であるが、撮影したフィルムを劣化させるこ

となく品質を維持して保管・管理することは容易で

はないこと、その保存スペースの確保が問題となっ

ていること、フィルムを化学処理するため付帯作業

が多く、薬剤の廃液処理の環境上の問題などの課題

を抱えている。D-RT によって F-RT の課題から解放

され、しかも D-RT の優れた特性を考慮すれば、我

が国においても、近々、溶接継手の放射線透過試験

の分野で D-RT が大きな役割を担うであろうことは

想像に難くない。

　このような流れを受けて発刊されたのが、今回お

勧めする図書「工業分野におけるデジタルラジオグ

ラフィの基礎とその適用―フィルムからデジタルへ

の展開―」（会員定価 3,500 円）である。本書は、（一

社）日本溶接協会 非破壊試験技術実用化委員会（略

称 AN 委員会、委員長：大岡紀一氏）によって取纏

められた。以下、本書の内容を概説する。

　第 1 章ではデジタルラジオグラフィの基礎とし

て、D-RT の種類とその関連規格、D-RT の特徴など

が紹介されている。この中では、D-RT に必須なデ

ジタル処理技術としてデジタルイメージ処理技術、

ノイズ源、CNR（コントラスト対ノイズ比）・SNR（信

号対ノイズ比）の決定方法、拡大撮影の技術などが

述べられている。また、D-RT で用いられる主な技

術用語及び技術者の資格・認証についても説明され

ている。

　第 2 章デジタルラジオグラフィシステムの概要
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ではデジタルラジオグラフィ関連装置のシステム構

成、装置の特徴、操作手順、写真入りで市販の製品

が紹介されており、初心者でも容易に理解できる内

容となっている。この中で、イメージングプレート

を利用するコンピューテドラジオグラフィシステム

についてはシステムの構成・特徴が、デジタル検出

器（デジタル放射線画像を直接得るための X 線検

出器の総称）については変換方式及びメリットとデ

メリットが説明されている。フィルムデジタイザは

アナログの放射線透過写真をデジタル画像に変換し

てパソコン上で利用可能とするためのデジタル画像

入力装置であり、今後、過去に撮影した X 線フィ

ルムをデジタル画像に変改して保存するため使用さ

れることとなる。その場合、デジタル画像はオリジ

ナルの X 線フィルムと同等の像質であることが必

要とされるが、我が国の工業界においてフィルムの

デジタル化保存に関する規格がないのが現状であ

る。これを受けて、AN 委員会ではフィルムデジタ

イザにより変換したデジタル画像の像質確認のため

実験を行っているが、それらの結果が本書に取り纏

められている。これらの結果は将来の規格作成に活

かされるものと考えられる。

　第 3 章においては、前述の ISO 17636-2:2013

を取り上げ、溶接部の D-RT 撮影技術の特徴につい

て紹介されている。ここでは、F-RT の撮影技術と

D-RT の撮影技術を対比させながら、線源と管電圧、

散乱線の像質への影響とその低減方法、スクリーン、

画像の必要条件、撮影配置、撮影画像の幾何学的拡

大について述べられている。

　第 4 章では画像評価へのアプローチとして、撮

影に使用するコンピューテドラジオグラフィシステ

ム及び撮影装置の決定、実測による撮影条件の決定、

試験体の撮影及びその画像の評価が手順にしたがっ

て紹介されている。試験体の撮影と画像処理につい

ては、手順ごとに具体的に説明が加えられており理

解し易い内容となっている。

　第 5 章ではデジタルラジオグラフィに関する規

格の現状が示されているが、欧州及び米国を中心に

多くの規格が定められており、実用化が進んでいる

ことが窺われる。我が国においても早期の規格化が

望まれるところである。

　第 6 章ではデジタルラジオグラフィの撮影画像

が数多く紹介されている。X 線フィルムと対比させ

た画像も紹介されており、デジタルラジオグラフィ

の画像が X 線フィルムと遜色のないことが理解さ

れる。

　以上、「工業分野におけるデジタルラジオグラフィ

の基礎とその適用」を紹介したが、デジタルラジオ

グラフィをこれから学ぼうとしている方あるいは

F-RT の経験を生かしてD-RT に取り組もうとしてい

る方々にとって最適な図書である。

（RUMPES 編集委員会　委員長　江端　誠）

 

CIW認定に関するお知らせ

　2014 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 2014 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。

＜検査部門などの削除：1社＞
　B種 
◆ ( 株 ) 大検〔16〕( 大阪府 )
　認定検査部門：RT・UT・MT・PT（建築鉄骨検査
　　　　　　　　適格事業者の登録削除）
　登録事業所　：本社

　2014 年 10 月 1 日現在の認定事業者数は次のとお
り。
　A 種：16 社／ B 種：10 社／ C 種：27 社／ D 種：
69 社／合計：122 社
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5．お国自慢・我が社の自慢 ― 「ハマっ子の自慢」

ソニック株式会社 　山本　浩平

　神奈川県の横浜で生まれ、横浜で育った人を「横浜っ

子」略して「ハマっ子」と言います。ハマっ子は出張先

や旅行先で他県の人から「どちらから？」と尋ねられた時、

他県の人が「青森から」とか「福岡から」と応えるよう

に「神奈川から」とは応えずに「横浜から」と応えます。

県内で「どちらから？」と聞かれたなら「横浜」でもよ

いのですが、県外で聞かれた場合は「神奈川から」と都

道府県名で応えるのが理屈に合っていると思いますが、

なぜ、ハマっ子は「横浜から」と応えるようになったのか。

単に横浜のほうが神奈川より有名だからという訳ではな

く「横浜から」と応える言葉の中に、ハマっ子の誇らし

い心情がこもった「ミナト横浜」への郷土愛があるのです。

　文豪、森鴎外作詞による「横浜市歌」の冒頭の一節に「わ

が日の本は島國よ 朝日輝ふ海に 連り峙つ島々なれば あ

らゆる國より船こそ通へ されば港の数多かれど此の横濱

に優るあらめや」とありますが、この「横浜市歌」に歌

われているように、世界諸国の船が行き交う「ミナト横浜」

は諸外国から様々な風俗や文化、生活様式が持ち込まれ

独特な風情を醸し出すハイカラな港街としての面影を今

に伝えています。

　港に隣接する横浜中華街や港の見える丘公園のある山

手地区には「山手111番館」「 ベーリック・ホール」「横

浜市イギリス館」「エリスマン邸やブラフ18番館」等々

の異人館が異国の香を醸しだしています。

　日本で初めてのガス灯がともり、日本で初めて「あい

すくりーん」として売り出したアイスクリーム発祥の地、

馬車道通り、明治創業を誇る「牛鍋や」が軒を連ねる伊

勢佐木町通りは、今も文明開化の味が、のれんにしみこ

んでいます。このような豊かな文化を持つ港横浜に「港

の数は多いけれども横浜に優るものなんてない」と横浜

市歌を口ずさみ、ハマっ子は誇らしく胸を張るのです。

　開港前の横浜は「むかし思へば苫屋の烟 ちらりほらり

と立てりし處」と横浜市歌の一節にあるように、粗末な

家から炊事の煙がちらほらと立つ寂しい横浜村という漁

村でした。開港150年を経て、その都市が美しい夜景を

魅力とする「みなとみらい都市」（MM21街区）と発展

するまでになりましたが、その途上、二度にわたって開

港前の横浜村を彷彿とさせる情景に引き戻される様な災

害に遭いました。

　一度目は関東大震災で、二度目は横浜大空襲です。こ

の二つの大災害から誕生したのが、日本初めての海浜公

園「山下公園」であり、横浜港のシンボルとして長年市

民に親しまれている「キングの塔」「クイーンの塔」「ジャッ

クの塔」の「横浜三塔物語」です。山下公園は関東大震

災の復興事業として瓦礫が埋め立てられて造られました。

「横浜三塔物語」とは、この二つの大災害をくぐり抜け建

ち続けてきた神奈川県庁本庁舎の塔、横浜税関の塔、横

浜開港記念会館の塔にまつわる都市伝説です。この三塔

を、災難を越える塔と敬い、訪れる外国船員はこの三塔

に航海の安全を祈り出航したと伝えられています。また、

この三塔を一度に見られる三カ所のスポット、赤レンガ

パーク、日本大通り、大さん橋を一日で巡ると願い事が

叶うと言い伝えられているのが、「横浜三塔物語」です。

　瓦礫が下に眠る「山下公園」に立って「横浜三塔」の

ある関内方向から「MM21街区」に目を移せば、そこに、

みらい都市のシンボル「ランドマークタワー」が聳えて

います。この風景は、大きな試練をのり越えて、今を築

いたハマっ子の先人たちの不屈の精神を今のハマっ子に

伝えているのです。

　ソニック株式会社はハマっ子集団として、先人に学ぶ

ハマっ子魂とハマっ子の誇りをもって「果なく榮えて行

くらん御代を 飾る寶も入り來る港」(横浜市歌終わり一節)

と声高らかに歌います。

みらい都市のシンボル「ランドマークタワー」
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6．CIW認定事業者二社に対し警告処分

一般社団法人日本溶接協会溶接検査認定委員会

　この度、溶接検査認定委員会において、CIW認定事業者

二社に対し警告処分のうえ、半年後の臨時業務確認で違反

事項が改善されていないことが明らかになった場合は、認

定の停止若しくは認定の取消を行うことが決定された。違

反事項は次のとおりである。

　A社が名義貸しを行っているとの訴えが第三者からあり、

真偽を確認するため、A社に対し臨時の業務確認を行った。

その結果、同社会社案内の技術者一覧に同社の技術者とと

もに下請負事業者の技術者が何の区別なく掲載されている

という事実が確認された。また、下請負業者がA社に紹介

した工事を、下請負事業者がA社名で検査を行うことが、

繰返し実施されていることも判明した。これに対し、WES 

8701:2013 附属書1「溶接構造物非破壊検査事業者の品質

マネジメントシステム等に係る要求事項」の下請負事業者

に関する知識が間違っていた、との釈明が社長からあった。

　B社は今年5月に (一社 )CIW検査業協会から、東京都か

らの工事に関し「倫理綱領違反に対する厳重注意」を受け

た会社である。B社に対しても、臨時の業務確認を実施した。

この結果、問題となった工事はCIW認定事業者を指定した

工事であったにも係らず実際に検査を実施した技術者は下

請負事業者であった。CIW認定事業者指名の検査であれば、

検査技術者も登録された検査技術者が実施するべきであり、

それを下請負事業者に任せるなど言語道断である。ヒアリ

ングの結果、今回の問題の原因として、契約内容の確認プ

ロセスの欠如、外注管理不足、CIW認定制度に対する理解

不足、品質マネジメントシステムの軽視などが挙げられた。

　今回、処分を受けた二社に共通しているのは下請負事業者

に対する認識が欠如していたことである。WES 8701:2013 

附属書1には下請負事業者について3.6項に「調達の管理

（検査役務を含む）」として定められている。そこでは、役

務を供給する能力の有無を納入実績、経営資源（要員、設備）

及び管理能力などを基に、評価、選定しなければならない

こと、評価結果の記録を維持しなければならないこと、調

達仕様書を作成すること、調達品（役務）が仕様書を満た

しているかどうか、記録審査、立会などを通じて確認する

ことなどが求められている。しかし、今回の二社に対する

臨時の業務確認の結果、両社とも3.6項の要求事項を満たし

ているとは言い難い状況であった。なお、WES 8701:2007

では検査業務の下請負について、WES 8701:2013より具体

的に規定されていた。以下、それを引用する。

　3.6 検査業務の下請負

　検査業務を他の事業者に下請負する場合は、次による。

　a)下請負契約に関する管理手順などを定めていること

　b)管理手順等には、下請負者の選定方法、検査業務の遂

行能力の判定、検査業務の下請負範囲、責任と権限及

び契約方法等の基準が含まれていること

　c)下請負を行う場合は、下請負契約を取り交わすこと

　d)必要な場合は、依頼者に対して下請負を行っている旨

を通知すること

　WES 8701:2013は 2007年版ほど具体的ではないが、

2007年版の要求事項がそのまま引き継がれている。なお、

2007年版のd）の要求事項は “必要な場合は ”とあるが、

下請負事業者を使用する場合は、いかなる場合であっても

顧客にその旨了解を取ることは世間の常識であろう。今回、

処分を受けた二社は、下請負を使う旨を顧客に通知してい

なかった。

　下請負事業者の管理については、今回処分を受けた二社

に止まらない問題であるようだ。

　東京都の大熊久理子氏に「溶接部検査の外注検査につい

て」と題して、本誌に投稿していただいたが 1）、その中で、

同様な問題を指摘されており、「これら（検査業界のいい加

減な外注管理＊筆者注）が検査業界では日常茶飯事のことだと

したら、検査業界の常識と一般常識とには相当な食い違い、

ずれがある。」と述べておられる。我々も大熊久理子氏の警

鐘を重く受け止め、今後、東京都などとも連絡を密にし、

同様な問題が生じないよう対策を講じていく所存である。

参 考 文 献
1）大熊久理子　溶接部検査の外注管理について　RUMPES,Vol25
（2011）,No.1,p12



16 CIW通信　Vol.28  No.4  Autumn, 2014

C  I  W  通 信　　VOL.28  No.4  (Autumn 2014)
発 　 行     日       平成 26年 10月 20日
編集・発行所　　一般社団法人  日本溶接協会
　　　　　　　　溶接検査認定委員会

〒 101-0025　東京都千代田区神田佐久間町 4-20　　
　　　　　　　TEL 03-5823-6325   FAX 03-5823-5211
　　　　　　　http://www.jwes.or.jp/　　　　　　                 

　日本に季語があるように、中国にもその季節に対する詩や言葉があります。
「一叶知秋」（yi ye zhi qiu）一つの木の葉が落ちると、秋になるのを知ります。
本号が皆様のお手元に届く頃には、木の葉が舞い始めている頃かと思います。
今号の RUMPES は、「非破壊検査と倫理」、「CIW 認定事業者二社に対し警告処分」
の倫理について掲載しております。
　そこで「倫理」「道徳」の言葉そのものを少し調べてみました。「倫理」「道徳」
と言う語は中国古典に由来する言葉で、その意味で言えば、古代中国から導入さ
れた外国語であり、「倫理」は、「人のふみ行なうべき道」という意味を持つ言葉
で、「道徳」は、「人のふみ行なうべき正しい道。道義」という意味を持つ言葉で、

「倫理」「道徳」という語は、日本に輸入された古代中国語ですが、明治期に近代
西洋思想が導入される際に、新たに翻訳語として充当されたことによって、意味
の拡大変容をきたし、その後も拡大変容を続けて現代に受け継がれている近代日
本語だということがわかりました。
　非破壊検査業に携わる一員として、今一度その言葉の持つ重要性を再確認した
次第です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y.Y）


