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目指す方向

あらゆる構造物の
検査・探査・調査・診断の
各業務に対し社員が
必要な資格と経験を
保有していること。



社内有資格者数 Ｈ31.1現在 のべ781名



資格発行元いろいろ

資 格 数 合 計 抜 粋



最初に 非破壊検査とは？
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)



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 アンカーボルト長さ測定

サム・スチールチェッカー

ルート間隔の確認 開先角度の確認
外観検査

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）



（一社） 日本非破壊検査協会（NDI)資格いろいろ

２９

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



JIS Z 2305:2013 非破壊試験技術者の認証制度



（一社） 日本非破壊検査協会（NDI) ２０１8年 春期 新規試験結果



NDI資格証

79



放射線透過試験（RT）NDIは鋼の溶接部検査が主流

弊社ではコンクリート内探査が主流



放射線透過試験（RT）配管劣化



放射線透過試験（PC桁）

橋梁ＰＣ桁のエックス線探査状況

ＰＣ配列のトレース（6枚撮）



超音波探傷試験（UT）



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



数値表示
超音波
厚さ計

超音波探傷器

塗膜面からの超音波厚さ測定

（B2-B1）法



磁粉探傷試験（MT）
磁化方法の種類



磁粉探傷試験（MT） 極間法

磁粉探傷試験の原理

橋梁リブ溶接部の割れ



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



浸透探傷試験（PT）

鋼管杭溶接部
溶剤除去性染色浸透探傷試験 速乾式現像法 溶接部のブローホール

焼き割れ試験片



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。塗膜面の上からの探傷
ができる。

ピークが傷の存在を示す



膜厚測定 電磁式 （電磁式膜厚計）

強磁性金属上の非導電性被膜の厚さ測定の原理

母材が強磁性材料である場合は被膜によってプローブがリフトされる量に応じて
プローブと母材の間の空間の磁気抵抗が変化することを用いる。

被膜が非磁性の金属である場合でも、周波数を低くしておけば被膜における渦電
流の発生を抑えることができるので同じ原理で被膜の厚さが測れる。



鉄筋破断非破壊診断装置 CPチェッカー

折損柱

電柱表面から磁石でPC筋を着磁させると 破断箇所では、SNの磁極が発生する。磁極を磁
気センサーで検出する事で破断を検出できる。

着磁操作 検出操作

PC筋破断破壊確認

SN極のS字波形



放射線透過試験（PC電柱）



溶接構造物非破壊検査事業者の技術認定(通称；ＣＩＷ認定)

‥残念なことにUTだけが目立っている事業者認定‥





CIW検査事業者認定制度による検査会社認定

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10月１日現在



（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

・山口県建築系職員研修
令和元年９月19日予定



ＣＩＷ検査業協会会員会社１１４社アンケート結果

＜Ｑ＞不正検査を見たことがあるか？

※有効回答６８社の内訳

① 社内検査と受入検査が同一、もしくは子会
社等で実際の受入検査は行っていない

② 社内検査会社、もしくは鉄骨製作工場から
データを貰って受入検査に行かない

③ ロットとして完成していないのに、出来て
いる柱、梁等で全体を検査した報告書を作
成する

④ 不合格部を避けて検査を行い、合格の報告
書を作成する

不正検査実態アンケート、不正検査＝詐欺罪



検査の適正な実施の確認

適正な外観検査の実施の確認

溶接部近傍のスラグやスパッタの除去
（欠陥が発生しない位置の除去困難なスラグが多少残ることはあ

る）

適正な超音波探傷検査の実施の確認

溶接部近傍の探傷面のスパッタの除去

溶接部近傍の探傷面近傍の接触媒質の付着
ただし、水洗いや雨天ではグリセリンは流れる

（グリセリンは水溶性）



（一社）CIW検査業協会会員会社 各位会員会社
平成30年12月27日会

（一社）CIW検査業協会 倫理理事会



阪神・淡路大震災に見られた隅肉溶接
（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。）



良好な溶接

裏はつり溶接 裏当て金付

阪神淡路大震災で倒壊した角形鋼管溶
接部や柱梁溶接部で、完全溶込み溶接
部であるべき箇所がすみ肉溶接部や部
分溶込み溶接部であったことは忘れるこ
とができない。そのような既存鉄骨溶接
部の調査で溶接部の健全性を確認する
ために超音波探傷試験が用いられるこ
とが多く、建築学会基準による検査が実
施されている。

①

②

③

①は裏当て金付レ型開先完全溶込み溶接
部及び突合せ継手である。②及び③は設計
図書に書かれているので、外観上分からな
いように裏当て金は付いているけれど部分
溶込み・すみ肉溶接部となっていて、地震に
際し即破壊となった。

想定される溶接形状及び開先形状いろいろ



落橋防止装置溶接不良・検査不良





（例）



検出レベル・合否きずの分類の設定がきずの評価に与える影響



匿名情報



技術者の構成 ・検査技術管理者 ・上級検査技術者 ・試験技術者

鉄骨溶接部・鉄筋継手部の受入検査に必要な資格

（社）日本非破壊検査協会

＊鉄骨製作管理技術者
・１級 鉄骨製作管理技術者
・２級 鉄骨製作管理技術者

（社）全国鐵構工業協会

＊溶接管理技術者 ・特別級 ・１級 ・２級

検査部門 ・超音波検査部門（ＵＴ）が必要

・超音波探傷試験レベル２（ＵＴ２）
・超音波探傷試験レベル３（ＵＴ３）

（社）日本溶接協会

＊建築鉄骨検査技術者
・建築鉄骨製品検査技術者
・建築鉄骨超音波検査技術者

＊溶接構造物非破壊検査事業者の技術認定(通称；ＣＩＷ認定)

認定の種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 （付加事項建築）

個人の認定資格

（社）日本鉄筋継手協会

・鉄筋継手部検査技術者３種
・鉄筋継手部検査技術者２種

事業者の認定

個人の認定資格

青色資格

受入検査
の事業者
及び
技術者に
必要な
基本資格



優良鉄筋継手部検査会社認定制度による会社認定



鉄筋継手の種類



JSCA 技術委員会資料より



鉄筋継手工法毎の不良率 ㈱ジャストの２０１１年度の集計



ﾛｯﾄ番号
検査対象

数

VT

ｻﾝ

ﾌﾟﾙ

VT検査

数

VT抜取

率（％）

VT不良

数

VT不良

率（％）

VTロット

合否

UT

ｻﾝ

ﾌﾟﾙ

UT検査

数

UT抜取

率（％）

UT不良

数

UT不良

率（％）

UTロット

合否
圧接工名 備考

02-E-01 92 4 92 100.0 0 0.0 － 1 30 32.6 4 13.4 不合格

02-E-01 92 4 92 100.0 17 18.5 －

02-E-02 194 4 194 100.0 1 0.6 － 1 30 15.4 5 16.7 不合格

02-E-02 194 4 194 100.0 26 13.5 －

02-E-03 104 4 104 100.0 0 0.0 － 1 30 28.8 3 10.0 不合格

02-E-03 104 4 104 100.0 15 14.5 －

実例：鉄筋溶接継手の受入検査の不具合

溶接欠陥の発生する原因は大きく分けて、溶接作業者の技量と施工条件及び環境に分けられる。
今までの検査結果から見ると、地中梁、１階柱、２階梁については良好であり、２階柱にて、
３９０箇所中５８箇所（１４．９％）の不合格部を検出している。
溶接作業者は地中梁から２階柱まで同じ作業者であることから、施工条件及び環境が
原因と思われる。

１．考えられる原因
①柱筋で横向き溶接の為、適正な開先の間隔が得られなかった場合、運棒が
　　うまくいかず積層状態が悪くなる。
②鉄筋端面の錆や汚れ等が除去できていなかった。
③シールドガスによるシールドがうまくできていなかった。
　　・シールドガスが十分に出ていない場合。
　　・風が吹いていてシールドガスがとばされる場合。
④電圧降下等で溶接条件が不十分であった。

○○○○工法の溶接欠陥の原因と対策

鉄筋溶接部断面
芋虫上に入り断面欠損が大



鉄筋溶接継手工法 特徴

１．設計内容によっては全数
継手（いも継手）が可能

２．施工後の収縮がガス圧接に
比べて少ないので両端固定
部（PC工法、先組工法、逆
打ち工法、開口部閉鎖）や
先行配筋が可能である。

品質
１．溶接の難易度大で技量の影響大。
２．ケーブルの延長による電圧降下、

風の影響、溶接ワイヤの突出長さ
過大によるシールド不十分による
ブローホールが発生しやすい。

３．狭開先で高温割れが発生しやすい。
４．狭歪部で施工された継手に超音波

検査の適用が困難。



鉄筋溶接継手工法 不具合事例（平成２４年５月九州）



鉄筋溶接継手工法 不具合事例（平成２９年５月香川）

鉄筋D25 CB工法（UTNG箇所のX線写真）

外観写真 X線透過写真



鉄筋継手 溶接材料問題



不正を行った
業者は使用済
みの溶接ワイ
ヤ―の製品シ

ールを剥がし
て集めていた。

違うワイヤーの
ケースに貼って
ごまかすのが
目的。



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



パス間温度 ＹＧＷ１１ ２５０度
ＹＧＷ１８ ３５０度

以前の
資料

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

価格
YGW11 ４００円／Kg
YGW18 ５００円／Kg

平成14年



鋼材の硬さ測定値と機械的性質の関係

左図は、鋼
板及び、溶
接金属の引
張り強さと
ビッカース
硬さの関係
を示す。

図より両
者の関係が
ほぼ直線関
係を示して
いる事から
、硬さ測定
値から鋼材
の機械的性
質（引張り
強さ）を推
定する事が
できる。

判別可



実例 硬さ計：打設後の鉄筋ＳＤ３４５とＳＤ３９０の識別

結果一覧表
鉄筋認
識別

マーク
硬度測定

測定
平均値

総合判定 備考

SD345 － 139.6 － 基準硬度
SD390 － 171.0 － 基準硬度

－ SD390 175.6 SD390
－ SD390 166.8 SD390

結果

部材番号

1F-X5Y10-2
1F-X6Y10-3

２箇所とも平均値はＳＤ３９０の基準硬度の±5％以内（162.5～179.5HV） 

であった。よって、この鉄筋はＳＤ３９０相当品と判断される。

B1F-X8Y10-7
B1F-X10Y6-1

基準硬度の設定 鉄筋はつり出し後の測定

ＳＤ３４５とＳＤ
３９０の使用位
置が確認でき
ない為、はつり
出し後に硬度
測定を実施し
て鋼種を特定
した。



解体実例 硬さ計：異材混入時の鋼材調査

表．引張り試験結果

試験片番号
降伏点

Ｎ／mm
2

伸び
％

１ 検出せず 44

２ 266 45

３ ２７6 40

４ 検出せず 17

引張強さ
Ｎ／mm 2

395

435

427

963

表は、ＳＳ４００（軟鋼）とされている
鋼材の複数の引張り試験結果で
あるが、試験片番号１は軟鋼の特
色である降伏点を示さず。４も降伏
点を示さず且つ、異常な引張強さ
でＳＳ４００の範疇を超えている。又
伸びは小さく硬くて脆い事を示して
いる。

機械的性質 ＪＩＳ Ｇ ３１０１一般構造用圧延鋼材より抜粋

種類の記号 降伏点又は耐
力 Ｎ／㎟

引張り強さ

Ｎ／㎟

鋼材の厚さ
ｍｍ

引張り試験
片

伸び ％

ＳＳ４００ ２４５以上 ４００～５１０ ５以下 ５号 ２１以上

５を超え１６以下 １Ａ号 １７以上２４５以上

１６を超え５０以
下

１Ａ号 ２１以上２３５以上

４０を超えるもの ４号 ２３以上
２１５以上



実例：異材混入時の鋼材調査（硬さ計の適用）

1

○ MAX ≦ 145 AVE ≦ 153

△ 146 ～ 188 154 ～ 189

× min ≧ 189 AVE ≧ 190

階 方向部位

V 4(A-B)N 3 E GPL 12 265 259 252 251 257 257 ×

V 4(A-B)N 3 W GPL 12 255 269 241 247 252 253 ×

V 4(A-B)N 3 E GPU 12 274 274 273 279 273 275 ×

V 4(A-B)S 3 W GPU 12 130 132 131 123 127 129 ○

V 4(A-B)S 4 E GPL 12 132 131 132 126 118 128 ○

V 4(A-B)S 4 W GPL 12 224 229 222 234 226 227 ×

V 5(A-B)N 3 E GPL 12 267 289 276 283 276 278 ×

V 5(A-B)N 3 W GPL 12 272 259 262 256 266 263 ×

V 5(A-B)N 3 E GPU 12 213 226 241 200 203 217 ×

V 5(A-B)N 3 W GPU 12 210 222 229 201 241 221 ×

V 5(A-B)N 4 E GPL 12 268 278 269 274 276 273 ×

V 5(A-B)S 3 E GPL 12 137 157 135 155 151 147 △ 125 135 129 141 137 133 ○

V 5(A-B)S 3 E GPU 12 214 219 218 218 216 217 ×

ﾌﾞﾚｰｽGPL

再測定△

18

中硬度△

不適合×

ﾏｰｸ

測定部位：

測定日： 平成16年6月5日

部位記号 板厚
(㎜)

EQUOTIP 01

0

AVE
判
別

メッキ上測定硬さ
(Hv)

メッキ除去後測定硬さ
(Hv)

メッキ上判別基準(Hv)

AVE
判
別

SS判別○ SS判別○

不適合×

ｼｰﾄ別判別集計

4

メッキ除去後判別基準(Hv)

測定者： 測定装置：

割れ
↓

開先隅肉溶接

ルート間隔０→

裏当て金：取付が不良



（一社〉 日本非破壊検査工業会 の認証制度

・インフラ調査士:国土交通省技術者資格として認定

・コンクリート構造物の配筋探査技術者（土木）

・コンク リート構造物の配筋探査技術者（建築）



コンクリート中の電磁波の速度Ｖ＝Ｃ／ √εｒ （ｍ／ｓ）
Ｃ ： 真空中での電磁波の速度
εｒ ： コンクリートの比誘電率

また、反射物体までの距離「Ｄ」は
図に示す入射波と反射波の往復伝搬時間「Ｔ」を測定し

Ｄ＝ＶＴ／２（ｍ）
で求められる。

電磁波レーダ探査

電磁波レーダ探査＋活電線探査



電磁波レーダ探査状況

橋台の配筋探査 建物壁の配筋探査

地中埋設物の探査 トンネル裏面の空洞探査



電磁誘導法による鉄筋調査の状況

プロフォメータによる測定確認試験 プロフォメータによる鉄筋かぶりの調査

フェロスキャンによる配筋ピッチとかぶりの測定 配筋状態記録画像



検査・探査・調査・診断いろいろ



橋梁床板外観目視記録例

まず、目視検査をして、スケッチした野帳（現場記録）を帰社後に図面化して報告



地中探査（電磁波レーダ）

地中内部の空洞や埋設管の探査
（探査深度はDF型で最大3ｍ程度）



電磁誘導法による探査

交流磁束の周波数を高くして渦電流
による磁束変化の強弱によって鉄筋
かぶりや鉄筋径を調査するもので
渦電流試験法とも言う。

交流磁束の周波数を低くし
て鉄筋の透磁率の強弱に
よって鉄筋かぶりや鉄筋
径を調査するもので磁気
的試験法とも言う。

プロフォメータがそれであ
る。



調査状況例・・・RC造、SRC造（建築も土木も類似手法）



コンクリート強度試験

コンクリートの強度はコンクリート構造物の強度に大きく
影響します。

設計時には基準となる強度が設定（設計基準強度）され
ますが、現物の強度は必ずしも基準通りのものとは限り
ません。
そこで、構造物の現況診断を実施する必要時には現況
のコンクリート強度（主として圧縮強度）を調べることにな
ります。その方法は以下の２種類が現在多く採用されて
います。
①破壊試験・・・サンプルコア採取による強度試験
②非破壊試験・・・反発度試験機や弾性波による推定



コンクリート強度試験
（破壊試験＝サンプルコアによる試験）

レーダ・X線探査で採取位置の決定 コア採取（弊社で実施） サンプルコア採取状況

コア採取跡の復旧（調色まで実施）供試体コア 圧縮強度試験



微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物 の強度測定

表面２点法

ソフトコアリング協会会員
基本16名・特別2名受講

ボス供試体
5名受講

９名受講

超音波法１名受講



コンクリートの超音波試験

健全部

Ｔo

２ａ
送信子 受信子

ひび割れ部

送信子 受信子

Ｔc
Ｈ

ａ ａ

：超音波伝搬経路

ひび割れ深さ Ｈ＝ ａ （Ｔｃ／Ｔｏ）２－１

超音波を利用したコンクリートの調査は版厚測定やひび割れ深さの測定、内部空洞の調
査などに利用されています。しかし、コンクリートは鋼とは異なり材質が均一で無いために、
音速のムラや減衰、骨材による超音波の散乱などによって評価が難しいために採取され
たデータを採用した評価には注意が必要です。

下図はひび割れ深さ測定(Tc-To法)の原理

To及びTcは探触子間距離(2a)の健全部表面及びひび割れ先端を迂回
した超音波が到達する時間



コンクリート強度試験
（非破壊試験＝リバウンドハンマーによる反発度試験）

シュミットハンマー



コンクリートの中性化

コンクリート内部の鉄筋はコンクリートの強アルカリ性に
よって腐食から保護されています。

しかし、コンクリート表面やひび割れなどの外気にさらさ
れた部分から空気中の炭酸ガスが浸入することによって、
次第に炭酸化（中性化）領域が増加します。

コンクリート中の鉄筋などの鋼材は中性化領域の中では
水分が加わると急速に腐食が始まり、耐力低下の大き
な要因となります。

従って、現況診断を行う上で中性化深さを調べることは
非常に重要な項目となります。



中性化試験方法

採取コアの表面で試験

採取コアの割裂面で試験

鉄筋調査
（径・かぶり・腐食）
はつり面で試験

一般的な打ち放しコンクリートの場合の中性化深さ推定
式（岸谷式推定式）

Ｘ＝√ｔＲ２（４．６Ｗ－１．７６）２ ／７．２
Ｗ：水セメント比（60%と仮定）ｔ：経年数（年）
Ｘ：推定中性化深さ（cm） Ｒ：中性化比率＝1

中性化試験はフェノールフタレイン１％ エタノール液を
噴霧して赤色変色を示さない部分の表面からの深さを
測定する

採取コアの割裂面で試験



外壁調査（打診・目視）



外壁調査（打診・目視）

高所作業車使用

浮き部の叩き落し状況

チェア型ゴンドラ使用

タイル付着強度測定



外壁タイル赤外線サーモカメラ調査

マンション外壁タイルの浮きを赤外線
カメラで調査

建物可視画像 建物赤外線画像（丸印内タイル浮き）



外壁タイルの付着強度の測定

竣工検査の第三者の必要性？



その他の調査状況-(1)

アンカーボルトの引張り強さの測定 内視鏡による排水管内部の劣化調査

GL GL

管探知器（電磁誘導法）のｲﾒｰｼﾞ図

鉄管・ケーブル探知機による地中埋設物経路探査状況



その他の調査状況-(2)

電位差計測による現況鉄筋の腐食状態の評価

ガードレール支柱等の値入深さの測定

超音波測定波形

判定基準
根入れ長の判定基準は、下記のとおりである。
測定根入れ長（ｈ1）と設計根入れ長（ｈ0）との差（測定誤差）が下記の範囲で
あること。
－１００ｍｍ ≦｛ 測定根入れ長（ｈ1）－ 設計根入れ長（ｈ0） ｝≦ ＋１００ｍｍ

免震装置の定期点検

（一社）日本免震
構造協会 JSSI
点検技術者18名



その他の探査業務



最新調査機器の紹介



一般社団法人赤外線画像診断研究協会



コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な
非破壊検査技術の評価（Ｈ29.1.20）



Jシステム
平成31年
資格認証制度実施

一般社団法人赤外線画
像診断研究協会では
『Jシステム技術説明

会を随時実施してま
す。』





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。


