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非破壊
色々種類がある

は色々で

：試験・検査・探査・調査・診断・評価とかある
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・非破壊試験 （ＮＤＴ）

nondestructive  testing
・非破壊検査 （ＮＤＩ）

nondestructive  inspection
・非破壊評価 （ＮＤＥ）

nondestructive evaluation

（一社）日本非破壊検査協会における分類
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非破壊試験

・単なるきず検出手法を意味
している。

・物理的な原理に基づく各種
の試験法である。

６



非破壊検査

試験対象物に対する非破壊
試験の結果と、ある判定基
準に基づきその対象物が使
用可能であるかどうかの判
定からなるものである。

結果に対して合否が伴う。
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非破壊評価

使用する材料の負荷条件、
環境条件を理解し、き裂に
対する力学である破壊力学
を用いて材料の安全率や寿
命を予測し、総合的に材料
の健全性を評価する手法で
ある。
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非破壊試験の目的とメリット

１）製造技術の改良

２）製造コストの低減

３）信頼性の向上
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国内では，日本非破壊検査協会規格 NDIS 0601
｢非破壊検査技量認定規定｣によって技術者の技量

認定（１級～３級）が行われていたが，規格の国

際整合化の動きに対応し、ＪＩＳ Ｚ ２３０５:2001年
｢非破壊試験－技術者の資格及び認証｣が公布されて
運用(３種～１種)されていたが、２０１３年に更

に制度が切り替わることとなった。この中で，非破

壊試験技術者はレベル３からレベル１まで３種類

あり、それぞれのレベルにおいて以下のことができ

ることとされ現在にいたっている。

資格認定制度の歴史
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ＮＤＩレベル１

レベル１の認証を受けた個人は、指示書に従って、かつ、レベル２

又はレベル３技術者の監督の下で、NDTを実施する力量を実証して

いる。雇用主はレベル１技術者に資格証明書に明記された力量の範

囲で、NDT指示書に従って次の項目を実証する許可を与えても良い。

ａ） ＮＤＴ装置を調整する。

ｂ） ＮＤＴを実施する。

ｃ） 記載された基準に従ってNDT結果を記録し、分類する。

ｄ） 結果を報告する。

レベル１の認証を受けた技術者は、使用するNDT方法若しくは技

法の選択又はNDT結果の解釈について責任を負ってはならない。
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ＮＤＩレベル２

レベル２の認証を受けた個人は、NDT手順書に従ってNDTを実施する

力量を実証している。雇用主はレベル２技術者に、資格証明書に明記され
た力量の範囲で、次の項目を実施する許可を与えても良い。

ａ）使用するNDT方法に適用するNDT技法を選択する。

ｂ）ＮＤＴ方法の適用制限を明確にする。

ｃ）ＮＤＴコード、規格、仕様書及び手順書を、実際の作業条件に適

したNDT指示書に書き換える。

ｄ）装置の調整及びその検証を行う。

e）NDTを実施し、監督する。

ｆ）適用される規格、コード、仕様書又は手順書に従って結果を解釈

し、評価する。

ｇ）レベル２又はそれより下のレベルの全ての作業を実施し、監督する。

h) レベル２又はそれより下のレベルの技術者を指導する。

i) ＮＤＴ結果を報告する。
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ＮＤＩレベル３ 1/2

レベル３の認証を受けた個人は、認証の対象となるNDT作業の実施及び指

示する力量を実証している。レベル３技術者は、次の項目を実証している。

ａ）現行の規格、コード及び仕様書によって結果を評価し、解釈する力

量を持っている。

ｂ）NDT方法の選択、NDT技法の確立及びほかに判定基準が存在しない

場合にはその確立を補佐する為に、適用する材料、製造、プロセス及

び 製品技術についての十分な実技に関する知識を持っている。

ｃ）ほかのNDT方法に関する一般的な知識に精通している。
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ＮＤＩレベル３ 2/2

レベル３技術者に、資格証明書に明記された力量の範囲で、次の各事

項を実施することを許可しても良い。

a）試験設備、並びに試験センター及びその職員についての全責任を負う。

b）NDT指示書及び手順書を作成し、編集上及び技術上の精査、並びに

妥当性を実証する。

c）規格、コード、仕様書及び手順書を解釈する。

d）使用する特定のNDT方法、手順書及びNDT指示書を指定する。

e） 全レベルの全ての作業を実施し、監督する。

f） 全レベルのNDT技術者を指導する。
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（一社） 日本非破壊検査協会（NDI)資格いろいろ
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NDT方法の種類

JIS Z 2305:2013 非破壊試験技術者の認証制度

限定NDT方法の種類

個人に対する認証資格



JIS Z 2305:2013 非破壊試験技術者の認証制度

資格取得には
企業挙げての
サポートが必要
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JIS Z 2305:2013 非破壊試験技術者の認証制度
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（一社） 日本非破壊検査協会（NDI) ２０１8年 秋期 新規試験結果
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多く使われている非破壊検査

モノを壊さないで検査する技術。それが非破壊検査。

超音波探傷試験（UT） 超音波探傷試験（UT)

超音波探傷試験状況（UT)

磁粉探傷試験（MT)

浸透探傷試験（PT)

渦電流探傷試験（ET)フェーズドアレイ（UT)

放射線透過試験状況（RT)
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超音波検査状況

ふくらみ測定状況

アンカーボルト長さ測定状況 ひずみゲージ試験状況

材質試験状況

ルート間隔の確認 開先角度の確認 外観寸法検査

溶接部の割れ（蛍光磁粉）（MT)

紫外線を照射して観察

超音波厚さ測定状況

非破壊検査状況いろいろ（外観目視検査も非破壊検査）
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(１)放射線透過試験（RT）
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放射線透過試験（RT）

撮影配置と撮影方法例
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放射線透過試験（RT）

撮影方法と状況写真

（小口径管）

（大口径管）

（俗に言うリング出し）
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放射線透過試験（RT）

きずの模式図と透過写真
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放射線透過試験（RT）NDIは鋼の非破壊検査が主流

弊社ではRC構造物探査が主流
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(2)超音波探傷試験（UT）
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超音波探傷試験（UT）

可聴音：２０Hz～２０KHｚ
超音波：２０KHｚ以上 27



超音波探傷試験（UT）

28



超音波探傷試験（UT）
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超音波探傷試験（UT）
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超音波探傷試験（UT）

アンカーボルト割れ

工場溶接部 現場溶接部 鉄筋接手部

溶接部開先残りフェーズドアレイ
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超音波探傷検査における
ここ数年の憂慮すべき問題
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過去に良く有り今もある？手抜き
溶接外観だけで「隅肉溶接」が判る場合もある。

開先は有る
が、裏当て金
が無い、開先
隅肉溶接も
時々見受けら
れる。

（左図）開先がないのでコアを立て、その周りを廻りながら溶接。
Ｒ部はスムーズにつながり、脚長はダイアフラム側に長い。
（右図）開先（角度３５°）があれば脚長はコア側(開先側）に長く出る。

開先無し 開先 裏当て金有り
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阪神・淡路大震災に見られる隅肉溶接

（隅肉溶接は応力集中計数が極めて大きく、即破壊となった。）
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弊社 社屋 柱 竣工：平成元年

開先隅肉
開先無し

開先無し

裏はつり溶接 裏当て金付

レ型開先溶接

良好な溶接

現状では残念ながら合理的な補強方法はない。
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開先は有るが、裏当て金が
形だけの隅肉溶接
受入検査？
利点：
溶接金属が縮まないので
寸法精度良しでも 施工不良
欠点：
応力集中が極めて大、
即破壊に至る
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落橋防止装置溶接不良・検査不良
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パス間温度
ＹＧＷ１１ ２５０度
ＹＧＷ１８ ３５０度

価格
YGW11 ４００円／Kg
YGW18 ５００円／Kg

材料 C(%) Si(%) Mn(%)
引張り強さ

（N/㎜2)
YGW-11 0.08 0.51 1.1 570
YGW-18 0.07 0.58 1.42 590
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鉄筋継手 溶接材料問題
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42

日本中同じ事
態になっている
のではないかと
言う事。

簡易確認方法
は硬さ試験



(3)磁粉探傷試験（MT）
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磁粉探傷試験（MT）

きずからの磁束の漏洩と磁粉の吸着

磁極の決め方

地球の磁極

磁石に切れ目を入れると磁極は？

表層の割れ

検出に向い
ている

44

地磁気の研究前に、磁石の北を向く方を
N極、南を向く方をS極とした



磁粉探傷試験（MT）
磁化方法の種類
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JSNDI の技量認定にも採用されている磁粉探傷装置

JSNDI の技量認定にも

採用されている簡易探
傷装置。

補助冶具の使用で、軸
通電法、コイル法、電流
貫通法が行える。

連続法・残留法の検査
が可能。

コイル法冶具 電流貫通法冶具 46



磁粉探傷試験（MT）

溶接部の割れ
極間法で使用する電磁石型磁化器
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磁粉探傷試験（MT）
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磁粉探傷試験（MT）
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磁粉探傷試験結果の記録（技量認定試験2次試験）
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磁粉探傷試験（MT）
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磁粉探傷試験（MT）
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(4)浸透探傷試験（PT）
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浸透探傷試験（PT）

毛管現象が基本現象
（表面に開口したきずが対象となる） 54



浸透探傷試験（PT）

溶剤除去性染色浸透探傷試験ー速乾式現像法の場合←最も多く使われている。

前処理
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浸透探傷試験（PT）

鋼管杭溶接部
溶接部のブローホール

溶剤除去性染色浸透探傷試験ー速乾式現像法の場合

溶接部の割れ
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浸透探傷試験（PT）

水洗性蛍光浸透探傷試験ー湿式現像法の場合

試験体に紫外線照射
灯の紫外線を照射し指
示模様が見つかったな
らマーキングを行う。
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浸透探傷試験（PT）

焼き割れ試験片
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浸透探傷試験（PT）
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浸透探傷試験（PT）
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浸透探傷試験（PT）
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浸透探傷試験（PT）

後乳化性蛍光浸透探傷試験ー（湿式・速乾式・乾式・無）現像法の場合

乾燥時期
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(5)渦電流探傷試験（ET）
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渦電流探傷試験（ET）

Ａ

割れ

検出コイル

励磁コイル

渦電流探傷の原理

コイルに交流を流すと導体表面に電磁誘導による渦電流が発生するが割れ等があると
渦電流が変化することで欠陥を検出できる。
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渦電流探傷試験（ET）

ピークが傷の存在を示す 65



(6)ひずみゲージ試験（ST）
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ひずみゲージ試験（ST）

ひずみ（ε）って何？

長さの変化量をΔLとすると縦ひずみ（ε）は

直径の変化量をΔｄとすると横ひずみ（ε´）は

＝
Δｄ
ｄ
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ひずみゲージ試験（ST）

金属材料の代表的な縦弾性係数

σ = E ε

ここで比例定数Eを縦弾性係数と呼び
式の関係をフックの法則という。

永久ひずみの生じない弾性範囲内だ
と、この関係からひずみを測定すれば
応力を求めることができる。
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ひずみゲージ試験（ST）

抵抗体を引っ張ると伸びて抵抗値が変化し下式と
なる。Kは比例定数。

これよりひずみεが求められ σ = E ε
の式から応力を求めることができる。

代表的なひずみゲージ

69



70

NDIS 0604（赤外線サーモグラフ

(７)赤外線サーモグラフィ試験（TT）



71

赤外線サーモグラフィ試験：TT

：天井板の過去の漏水跡

：天井板の高温域

：天井板の低温域

22.2度
白赤色

4.7度
黒色

10.8度
白赤色

4.6度
黒色

9:56

10:19
平成２９年１１月１１日撮影
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ND赤外線サーモグラフィ試験：TT

某高架橋橋脚 建物外壁タイル
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℃
41 .1

39 .4

37 .8

36 .2

34 .6

33 .0

31 .3

29 .7

28 .1

℃
32 .9

32 .0

31 .2

30 .3

29 .4

28 .5

27 .7

26 .8

25 .9

NDI赤外線サーモグラフィ試験：TT
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NDIS 0604（赤外線サーモグラフ

ィ（８）漏れ試験（LT）
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漏れ試験（LT）
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漏れ試験（LT）

発泡漏れ試験
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漏れ試験（LT）

浸透探傷試験の応用

染色浸透液を白色現像
剤で吸出し拡大

発色現像法：液体により白
色から赤色に変色する発
色現像剤を使用

同じ発泡現象だけど手法が異なる 結果は同じだけど手法が異なる



NDI資格証の例

発行年度で資格証形式が異なる
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NDI資格証
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（一社）日本非破壊検査協会と

（一社）日本溶接協会の個人資格認定を

もとにした溶接構造物非破壊検査事業者

の技術認定(通称；ＣＩＷ認定)の紹介

並びに

（公社）日本鉄筋接手協会の

優良鉄筋継手部検査会社認定制度による

会社認定の紹介
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溶接構造物非破壊検査事業者の技術認定(通称；ＣＩＷ認定)

個人ではなく会社に対する認定制度
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NDI レベル3取得部門、WES1級以上で受験資格 82



CIW検査事業者認定制度による会社認定
A種～D種の内のA種認定抜粋

鉄骨溶接部の受入検査には認定部門にUTと付加事項の建築が必要

平成３０年４月１日現在
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（一社）ＣＩＷ検査業
協会の活動

役所職員に対する研修会実績
・徳島県建築技術職員

平成27年9月4日
・愛媛県建築技術職員

平成28年1月29日
・高松市建築技術職員

平成29年1月25日
・高知県建築技術職員

平成29年2月24日
平成31年2月6日

・香川県建築技術職員
平成29年7月10日
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優良鉄筋継手部検査会社認定制度による会社認定
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ところで、モグラが虫眼鏡を持っているマークを
我社が使っている訳は？

阪神淡路大震災
高速3号神戸線復旧工事でレーダ探査技術研究会（会員30社程）が複合探査で活躍。
今は閉会していますが、基本を忘れないようにシンボルマークを継承。 87


