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時期 確認する内容 確認方法は下記のように多種多様

鋼材搬入時 ・鋼種の識別等

・鋼材の機械的性質

・鋼材の化学成分

・ミルシートとの照合 ・ＳＳ材、ＳＭ材の識別

・硬さ測定 ・板厚測定、ノギス

・ラミネーションチェック

・鋼材の機械試験

・鋼材の化学成分分析

溶接前 ・開先検査

・組立て検査

・部材検査

・目視及び治具を用いて測定

・ＳＳ材、ＳＭ材の識別、硬さ測定

・部材照合

溶接中 ・溶材 ・溶接条件 ・溶接工

・溶接部の寸法

・現物確認 ・立会確認

・目視及び治具を用いて測定

溶接後 ・突合せ継手の食い違い仕口
のずれ

・アンダーカットの検出

・溶接部の品質（内部欠陥）

・目視及び治具を用いて測定

・外観目視検査

・超音波探傷検査

メッキ後 ・不具合発生の有無 ・目視検査 ・磁気検査

地中梁 ・鉄筋継ぎ手の品質 ・外観目視及び超音波探傷検査

鉄骨造（S造）製作に伴う非破壊検査など諸々

（赤字：一般的な受入「第３者」検査業務）

溶接とは？青地:鉄筋コンクリート造（RC造）



部材の接合方法の種類

S造でよく使われるのはアーク溶接

鉄筋はガス圧接・溶接・機械式



よく使われるアーク溶接法

溶接法：経済性

板厚１２mmでの比較

マグ溶接（炭酸ガスアーク溶接法） 被覆アーク溶接法

アーク熱

5000～6000度

鉄の溶融温度は

1500度程度



開先形状の種類と名称

開先形状の種類 開先の各種名称

裏当て金付レ形開先角継手 K形開先と裏当て金付

レ形開先との十字継手

薄

厚

板厚



鉄骨詳細図抜粋受入検査の
見積作成で
は、対象箇所
数を図面より
読み、抜取率
・出荷工程か
ら必要な検査
日数を出す。

鉄骨では裏
当て金付きレ
型開先完全
溶込み溶接
方法が基本と
なっている。

受入れ検査箇所
記号例



鋼種の確認（識別）

サム・スチールチェッカーによる鋼種（ＳＳ材、ＳＭ材）の識別

鋼材の化学成分と、電気抵抗率の間には明確な関係があり電気抵
抗を測定する事により鋼種の識別（ＳＳ材かＳＭ材の区別）が一般的に
行われている。（実際は、４００Ｎか４９０Ｎ級かの区別）

ＳＳ４１；赤 ＳＭ５０Ａ；緑まで振れ
る

外観と鋼種表示方法



原理：ＳＭ材はシリコン（Ｓｉ）、マンガン（Ｍｎ）をＳＳ材に比べ多く添加している
ので、電気抵抗がＳＳ材に比べ高いことに着目し、これらを判別している。

Ｃ(%) Ｍｎ(%) Ｓｉ(%)
ＳＳ４００ － － 0.05以下

ＳＭ５０Ａ 0.2以下 1.60以下 0.55以下

ミルシートの数値から抵抗値を計算で求めることができる。

Ｒ：電気抵抗率（１０－６Ω／㎝）

Ｒ＝（０．６６＋Ｃ(%)／５＋Ｓｉ(%)／１．１＋Ｍｎ(%)／４）×α

α；高炉材１８．０ 電炉材１９．０



鋼材とワイヤーの電気抵抗（計算値）

材料 C(%) Si(%) Mn(%) Ｒ
（１０－６Ω／㎝）

引張り強さ
（N/㎜2)

SS41 0.12 0.18 0.78 18.8 400
SM50A 0.16 0.38 1.44 25.2 490
SS400 0.15 0.20 0.71 18.9 400

STKR400 0.60 0.20 0.35 18.9 400
BCR295 0.12 0.10 0.64 16.8 400
BCP325 0.16 0.27 1.51 23.7 490

STKN490B 0.15 0.20 0.79 19.2 490

YGW-11 0.08 0.51 1.10 25.5 570
YGW-18 0.07 0.58 1.42 28.0 590

使われ方

サムスチールチェッカーは１９８０年代に開発された。
当時はＳＳ４１、ＳＭ５０Ａの使い分けだったが、ＳＮ材の制定（１９９４年）により、
現在では４００Ｎmm2級鋼材か、４９０Ｎ／mm2鋼材かの判別としている。

抵抗値



溶接前・溶接中検査

開先角度の測定 ルート間隔の測定
（この間隔が０だと開先隅肉溶接となる。）

溶接工名、溶接条件の確認

パス間温度の確認
（示温材か表面温度計）

溶接ワイヤーの確認 溶接条件の確認



パス間温度
ＹＧＷ１１ ２５０度
ＹＧＷ１８ ３５０度

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

溶接ワイヤ価格
YGW11 ４００円／Kg
YGW18 ５００円／Kg



鋼材の硬さ測定値と機械的性質の関係

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。上図は、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。

材料と引張り強さ

火災後の機械的性質

の確認に適用できる



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ＳＤ３９０
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。



不具合実例 硬さ計：異材混入時の鋼材調査
表．引張り試験結果

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 機械試験

表．曲げ試験結果

試験片番号

１

２

３

４ 12.4×50.0×210

試験片形状mm

板厚×幅×長さ

11.5×50.0×250

12.4×50.0×250

8.6×50.0×250

欠陥

なし

なし

メッキ層剥離

破断

表は、曲率半径1.5Ｔ 180度曲

げ試験の、実際の鋼材から切り
出した板の試験結果で、試験片
番号４は２０度ぐらい曲がった
時点で破断となった。４は硬くて
脆いと言う事である。



不具合実例：異材混入時の鋼材調査

表．鋼材の化学成分分析結果

C Si Mn P S Cu Ni Cr Sn

％（ｍ/ｍ） ％（ｍ/ｍ） ％（ｍ/ｍ） ％（ｍ/ｍ） ％（ｍ/ｍ） ％（ｍ/ｍ） ％（ｍ/ｍ） ％（ｍ/ｍ） ％（ｍ/ｍ）

0.16 0.022 0.44 0.013 0.010 0.01 0.01 0.020 ＜0.001

0.15 0.14 0.63 0.015 0.009 0.03 0.01 0.029 0.001

0.17 0.023 0.5 0.014 0.012 0.01 0.01 0.012 ＜0.001

0.88 0.21 0.47 0.023 0.006 0.01 0.03 0.160 ＜0.001

- - - ≦0.050 ≦0.050 - - - -ＳＳ４００規定値

１

２

３

４

化学成分

試験片番号

表は、ＳＳ４００相当品といわれている４種類の鋼材の、化学成分分析結果で、
試験片番号４の炭素量が、異常な含有量を示している事が分かる。
試験片番号４は、化学成分分析結果より、高炭素高強度鋼と判断される。

低炭素鋼：炭素含有量０．３％未満 軟鋼は０．２％未満

中炭素鋼：炭素含有量０．３～０．５％

高炭素鋼：炭素含有量０．５％～



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 ×

測定装置：

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：

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

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

割れ
↓

開先隅肉溶接

ルート間隔０→

裏当て金：取付が不良

試験片番号４の鋼材

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＝施工不良
欠点：応力集中が極めて大、

即破壊に至る



溶接部の硬さ測定値と入熱・パス間温度の関係

鉄骨製作において多用さ
れているマグ溶接では、大
入熱及び高パス間温度によ
り、溶材の主な添加物であ
るＳｉとかＭｎが消費され
るにあたり、又、冷却速度
の低下によって硬さ値が減
少する。

左図は、種々の溶接条件
による溶接金属の硬さ値の
変化を溶材の種類（溶接ワ
イヤーの種類）を変えて計
測した例である。

図より、ワイヤーの種類
が分かれば、溶接条件が、
又、溶接条件が推定されれ
ば、溶材の種別（溶接ワイ
ヤーの種類）を特定できる
事が分かる。

パス間温度管理
ＹＧＷ１１ ２５０度
ＹＧＷ１８ ３５０度

パス間温度の管理をするという事は間接的に溶着
金属の冷却速度を制御している事と等しい

入熱・パス間温度が高くなればなるほど溶接金属
の強度や靭性は低下

パス（溶接継手に沿って行う1回の溶接操作）



製品検査時の外観検査ハンドブックの有効利用



示温材によるパス管温度の管理







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」が判る場合が殆ど

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

切り欠き
応力集中部





阪神・淡路大震災に見られた隅肉溶接（=熊本地震）

（隅肉溶接は断面欠損・応力集中計数が極めて大→破壊となる）



良好な溶接

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

K開先 裏当て金付
裏はつり溶接 レ型開先溶接



開先隅肉
開先無し

開先無し

角型鋼管柱×H形鋼のS造の場合において、開先無し、開先隅
肉は現状では残念ながら合理的な補強方法はない。

不具合事例



建設省告示 第３４９号通達

最初の通達

平成４年９月３０日付け
建設省住指発第３４９号通達
「鉄骨建築物等の品質適正化に
ついて」
３以上の階又は延べ５００㎡を超
えるものが検査対象

各都道府県で対応



溶接後の非破壊検
査

建設省告示
第１４６４号抜粋

平成１２年６月１日施行

この告示によ
り、以後、発
生した 不適
合は瑕疵では
無く違法建築
扱いとなる。



製品検査時の外観検査ハンドブックの利用のお願い



建設省告示第１４６４号 要点 平成１２年６月１日施行

不適合は瑕疵では無く違法建築扱いとなる。



実例：突合せ継ぎ手の食違い量の不具合発生
時の構造検討例・・・処置により適合となる。

不具合に対する補正方法が出ている
ので、それに従って処置すればよい。



処置方法に
は、補強肉
盛り法が多
い。



補正方法検討結果

実例：突合せ継ぎ手の食違い量の不具合



実名で
掲載と
なる。
2000年
平成12年



検査会社選定、検査計画書

 検査会社が有効性のある会社認定を取得
CIW認定（UT部門）かつ建築鉄骨検査適格事業者

 個人の資格が十分にある
・JSNDIのUTレベル2以上、

・JSSCの超音波・製品検査技術者（建物規模にあった人数）

 適正な検査計画書
工事概要・組織・検査員の明示

＜規定＞

適用検査方法・抜取方法・使用機器・検査方法・合否判定・記録



（一社） 日本非破壊検査協会（NDI)資格いろいろ

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 秋期 新規試験結果



（一社） 日本非破壊検査協会（NDI) ２０１９年 春期 新規試験結果



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

２０１９年４月１日現在
A種からD種認定のうち
A種のみ抜粋

‥残念なことにUTだけが

目立っている事業者認定
‥

認定部門の受験には
JSNDIの各部門のレベ
ル3資格が必要となる。



CIW検査事業者認定制度による会社認定証と倫理綱領



（一社）ＣＩＷ検査業協会の活動
契約適正化推進実行委員会

役所職員に対する研修実績

・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

・山口県建築技術職員
令和元年９月１９日



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





米子市の図面特記（溶接部の検査）

ＣＩＷ認定検査会社を呼び出し



溶接部検査の信頼性確認

 検査会社選定、検査計画書

 現場における検査作業

 不正検査の実態

 検査の適正な実施の確認

 要領書

 報告書

不正検査実態アンケート、不正検査＝詐欺罪

製品検査時においての管理項目例



 ＣＩＷ検査業協会会員会社１１４社アンケート

＜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

不正検査の実態不正検査の実態



不正検査＝詐欺罪

不正検査は公衆の安全、健康、福利に対して著し

い害を与える行為であり、犯罪（詐欺罪）である

 検査技術者、検査会社の倫理観喪失

 依頼者が「不合格のない報告書、安い検査」を
求めた結果、本来もつコストで契約されていない

 安全に対するコスト至上主義

【大きな背景】





（一社）日本非破壊検査協会 ホームページより

（ 俗称：天 ぷ ら ）





（一社）CIW検査業協会会員会社 各位 平成30年12月27日
（一社）CIW検査業協会 倫理理事会

（社内検査⇒第三者検査に流用の疑いが濃厚）



要領書（手順書・計画書）

提出されている検査要領書から検査の信頼性を検証する

 検査方法・手順が見やすい要領書か
工事仕様書に記されている通りか、検査技術者、ロットの構成、

抜取方法、抜取率、ロットの合否判定基準と処置方法

 外観検査、ＵＴ合否判定規準が明記
食い違い・仕口のずれ検査項目、不合格部の処置方法、

重大な不具合が発生した場合の処置

 使用装置の明記（試験成績書)と取扱い



0.5S 1.5S

1.0S
50

0.5S 1.5S

1.0S
50

鉄骨溶接部の超音波探傷検査 概要 （人工きずとの比較で評価）

STB-A2試験片の φ4×4でDACを作成

ごまかしはSTB-A3の角エコーでやる。
領域Ⅳのきずが領域Ⅰになる。

きずとは見なさない領域 Ⅰ→

基準エコーレベル →

－６ｄｂ

－１２ｄｂ

←Φ４×４の基準エコー ０．５スキップ

← １．０スキップ

一般的な距離振幅特性曲線（ＤＡＣ）の作成
（？は過去の不具合例：探傷感度のごまかしがあった。）

？

現場で使うSTB-A3試験片

R50



鉄骨溶接部の超音波探傷試験 概要

l

XPXS
XE

k
YP

y

θWF d
t

余盛幅(下)

l

XPXS
XE

k
YP

y

θWF d
t

余盛幅(下)

探傷記号の図示

計算
・探触子－きず距離 Y＝W×sinθ
・縦部材からのずれ k＝YP－y
・深さ 直射法 d＝W×cosθ

一回反射法 d＝2t－W×cosθ

ケ書き線ケ書き線ケ書き線ケ書き線ケ書き線

Ｙ方向Ｙ方向Ｙ方向Ｙ方向Ｙ方向

Ｘ方向Ｘ方向Ｘ方向Ｘ方向Ｘ方向

ＸsＸsＸsＸsＸs

ＸＸＸＸＸ

Ｌ線Ｌ線Ｌ線Ｌ線Ｌ線

Ｌ線Ｌ線Ｌ線Ｌ線Ｌ線

Ｌ線Ｌ線Ｌ線Ｌ線Ｌ線

きず指示長さ

きず指示長さの測定

Ｌ線カット法で、Ｘs,－ＸEを１mm単位で測定する。



鉄骨溶接部の超音波探傷検査 合否の判定（建築学会規準）



製品検査時においての管理項目例(1)
検査技術者（検査員）への質問形式で確認する

 検査の資格はありますか？資格証を見せてください。

→資格証の提示

→（検査員不在の場合）

・検査要領書に検査員の名前が記載されているか

・検査員の資格証が記載されているか

・その資格期限が有効か
しかしながら、要領書に載っていても、CIW認定の登録技術者である（倫理教育を受けて
いる）、名義貸しではない事の確認までは難しい。

 探傷感度はきちんと設定されていますか？

→STB-A3等（標準試験片）により実演

STB-A3



製品検査時においての管理項目例(2)

 そこの溶接部の余盛り高さはいくつですか？

溶接ゲージにて測定→

 内ダイアフラムとのずれはどのように測定していますか？

→垂直探触子携行または、罫書線で確認しています



製品検査時においての管理項目例(3)

 抜き取り箇所とそうでない箇所の区別は？
→抜き取り箇所にはどんなマークをしていますか？

 抜き取り箇所は偏っていませんか？
→各方向・方面に均等にマークがあるのを確認してください

 そこの裏側の隠れた外観はどのように検査されていますか？
→ライトを使用し必要に応じて指触にて検査しています



自ら目視にて確認する

 溶接ビードにスラグが残っていないことを確認

→多量に残っている場合は適正な外観検査はされ

ていない

製品検査時においての管理項目例(4)

スラグ（黒く覆っている皮状のもの）

ビード表面（金属光沢がある）



製品検査時においての管理項目例(5)
自ら目視にて確認する

 溶接端部にフラックスが残っていないことを確認

→明らかに残っている場合は適正な外観検査はさ

れていない



製品検査時においての管理項目例(6)

 探傷面にスパッタなどが付着していないか確認

→板厚の約６倍（両面探傷約３倍）の範囲に付着して

いる場合は適正に超音波探傷検査はされていない

スパッタが付着（固着）している

自ら目視にて確認する



製品検査時においての管理項目例(7)

 探傷面に接触媒質（グリセリン等）の塗布跡があるか
確認

→板厚の約６倍の範囲に塗布跡がないと適正な超音

波探傷検査はされていない

自ら目視にて確認する

グリセリン塗布跡

≒2x(28x2.8)
≒157

W=2x(28xtan70°)

両面の場合は板厚の約３倍



製品検査時においての管理項目例(8)

 検査対象範囲の柱の柱頭や柱脚、梁の端部付近
に検査済のマーキングがあることを確認

→ない場合は検査ロットの把握管理がなされてお

らず、適正な抜取り検査がされていない可能性

自ら目視にて確認する



製品検査時においての管理項目例(9)

 溶接部各所に抜取り検査をした証であるマークがあるか確認

→ない場合は適正な抜取り検査がされていない

自ら目視にて確認する



製品検査時においての管理項目例(10)

 社内検査（自主検査）と受入れ検査のきずデータ

 および欠陥(きず）データを比較する

→気温や探傷器・探触子の違いでまったく同じとなら

ない筈がほぼ同じとなっている

 社内検査と受入れ検査とで、検査対象箇所数や

きず発生率、不合格率等の数値は異なる

→箇所の単位が社内検査は１溶接線を１箇所、

受入れ検査は300ｍｍを１箇所の違い

領域の違い・きず指示長さ数㎜の違いは出て当たり前



受入検査結果の発注者への
日々の状況報告の必要性

監理者側は日報を確認すべき

記載内容例

検査結果仮報告書
（作業日報兼用）

項目
・工事番号
・工事名称
・検査実施場所
・検査日
・客先確認印
1．検査項目
２．検査結果概要
3．検査結果・検査数量
・検査員名
・次回予定

作業日報の確認



現場における検査作業（確認項目）

検査作業後の溶接部の状態を見て確認可能

抜取を示すマーク

検査結果を示すマーク

前処理の状態

 外観検査の実施の確認

 超音波探傷検査の実施の確認



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）



不良鉄骨の例

 既存建物調査で発見された例

 受入検査時での例



不良鉄骨の例 その１

梁下フランジ

梁ウェブ
角型鋼管柱

溶接未施工



不良鉄骨の例 その２ 隅肉溶接

角型鋼管柱



不良鉄骨の例 その２～解説～

開先があれば脚長はコア側に出る（右図）
開先がないのでコアを立て、その回りを回って溶接。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。（左図）

コア

ダイアフラム

コア



不良鉄骨の例 その３

角型鋼管柱

通しダイアフラムのはず
この溶接部は何？

不良 2種類

すみ肉溶接



不良鉄骨の例 その３～解説～

平成２７年１月に確認できた名称：その状態から浮き輪と呼ぶ？

想定される形式
（フラットバー4枚の組合せ）

通常の形式
（貫通ダイヤフラム）



不良鉄骨の例 その４

角型鋼管柱梁ウェブ

加工ミス→隅肉溶接



不良鉄骨の例 その５

角型鋼管柱

ダイアフラム

開先残り



不良鉄骨の例 その６

ウェブ端部に切断バリ
スパッタ付着

黒皮が付着したまま



不良鉄骨の例 その７

ブレースが取り合わない

ボルトが締め付けられない

原寸場が無くCAD上でチェックの弊害 熟練作業者の不足



不良鉄骨の例 その８

溶接端部に発生した

アンダーカット



不良鉄骨の例 その９

ビードの不整



落橋防止装置溶接不良・検査不良

実名報道
製作会社廃業
検査会社認定停止







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 発注者側の仕様不具合と検査会社の忖度？



外観検査ハンドブック(鉄筋)

目 次



鉄筋継手の種類



 鉄筋と鉄筋をガス火炎熱と圧力で接合する工法

ガス圧接のプロセス

(１) (２)

還元炎
(アセチレン過剰炎)

(３)

中性炎

(４)

ガス圧接継手の概要



鉄筋継手工事 適用規格と検査（ガス圧接継手）

 適用規格及び適用する検査
外観検査：鉄筋継手工事標準仕様書 圧接継手工事（2009年)

超音波探傷検査：JIS Z 3062（鉄筋コンクリート用異形棒鋼

ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準）

手動ガス圧接の検査：外観検査と超音波探傷検査

自動ガス圧接の検査：外観検査と施工記録の確認

熱間押抜きの検査：外観検査

 検査数量

外観検査 ：全数検査（１００％全て確認する：最後まで現場にいる必要？）

超音波探傷検査 ： 抜取検査 （ＳＤ４９０は全数検査）



平12建告第1463号
「鉄筋の継手の構造方法を定める件」（ガス圧接継手）

 ふくらみの径と長さ

 圧接面のずれ

 偏心

 折れ曲がり、焼き割れ、

へこみ、垂れ下がり

 内部欠陥がないもの

ふくらみ径及び長さ

圧接面のずれ

偏心

1/5 ｄ以下

1.４ ｄ以上

1.１ ｄ以上

ｄ

ｄ

ｄ

1/4ｄ以下



外観検査方法（ガス圧接継手）

(1)  全数検査

(2)  目視で圧接部の検査

明らかな合格個所は合格

ミラー、補助ライト使用

(3) (2)以外は器具で測定

スケール、ノギス

測定治具 外観検査用治具



外観検査 ふくらみの測定（ガス圧接継手）

 ふくらみの径
ほぼ直交する２方向で測定を行い、それらの平均値とする

 ふくらみの長さ
リブまたは母材がふくらみ始めた位置間の距離

ふくらみ
不足

ふくらみの
長さ不足



圧接面のずれ、片ふくらみ（ガス圧接継手）

 ふくらみの頂部が圧接面からずれた
位置にあること

 ふくらみが片側に偏ったもの

中心軸の偏心、折れ曲がり

偏心量 1/5d以下

偏心量 折れ曲がり

折れ曲がり 2°以内

外観不適格事例（ガス圧接継手）



外観不適格事例（ガス圧接継手）

焼き割れ 複数の人が著しいと判断する焼き割れ

垂れ下がり

その他

 へこみ

 垂れ下がり



超音波探傷検査方法（ガス圧接継手）

(1)抜取方法

・1ロット30箇所抜取

日本継手協会の標準仕様書

(2)試験方法（斜角二探触子法）

・専用探傷器もしくは汎用探傷器使用

・基準レベルの設定

24dBゲインを上げ合否判定レベルとする

・探傷作業

基準レベル設定の走査

探傷作業時の走査



エコー高さと継手強度（ガス圧接継手）

フラット破面は

検出できない

場合がある

基準レベル設定

探傷作業
24dB up



溶接継手の概要 (1/6)
 鉄筋と鉄筋を溶接で接合する工法

 裏当て金が残るタイプと裏当て金が残らないタイプ

 裏当て金は外観・UTの障害になる

鉄筋の端面処理 治具の取付け 溶接作業

品質管理：図面特記に引張り試験が要求されていない場合が多い



施工面から見た溶接品質要因 (2/6)
(1) ルート間隔

鉄筋端面同士の間隔

狭い場合：融合不良、溶込み不良

広い場合：作業能率の低下、高温割れ

(2) 作業環境
不安定な足場：溶込み不良、融合不良

風、雨：ブローホール 低温：割れ

(3) 裏当て金の密着
密着が悪いとその部分が溶け落ちたり、融合不良が発生する

(4) その他
母材鉄筋の成分



適用規格と検査 (3/6)（溶接継手）

 適用規格及び適用する検査
外観検査：鉄筋継手工事標準仕様書 溶接継手工事（2009年)

以前は各施工会社の基準

超音波探傷検査：JRJS 0005:2008 鉄筋コンクリート用異形棒鋼

溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準

以前はJIS Z 3062の準用

 検査数量

外観検査 ： 全数検査（ビード不整で判定対象外あり）

超音波探傷検査 ： 抜取検査

（引っ張り試験が特記仕様で要求されていない場合が多い）



外観検査方法 (4/6) （溶接継手）

(1) 全数検査

(2)  目視で溶接部の検査

明らかな合格個所は合格

ミラー、補助ライト使用

(3) (2)以外は器具で測定

スケール、ノギス
測定治具

外観検査項目 合否判定基準

割れ、溶込み不良、溶落ち、ピットがないこと

ビード不整 凹凸2.5mm以下
幅の差5.0mm以下

クレータへこみ 1.0mm以下

余盛高さh 0<h≦0.2d

アンダーカット 0.5mm以下

偏心量a a≦0.1d

折れ曲がりα α≦3°



超音波探傷検査方法 (5/6) （溶接継手）

(1)抜取方法

・1ロット30箇所抜取

日本鉄筋継手協会の標準仕様書

(2)試験方法（斜角二探触子法）

・専用探傷器もしくは汎用探傷器使用

・直角K走査法と斜めK走査法を併用

・基準レベルの設定

18dB UPで合否判定レベルとする

・探傷作業

20°斜め探傷の治具が必要

直角K走査は圧接UTの走査法と同じ

斜めK走査法

2018年春から別手法
後述のJRJS 0003及びJRJS 0005



溶接継手エコー高さと継手強度 (6/6)



優良鉄筋継手部検査会社認定制度による会社認定



（公益社団法人）日本鉄筋接手協会の資格制度



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（UT NG箇所のX線写真）

外観写真 X線透過写真



JSCA 技術委員会資料より
一般社団法人日本建築構造技術者協会

溶接継手の不合格等発生率がで圧接継手の100倍以上で注意が必要である。



鉄筋機械式継手の不合格は、現場および鉄筋加工場で鉄筋を切断する際にマー
クをしないでそのまま施工、挿入マークの不良、スリーブ継手の径の間違いなど
単純な施工ミス、及び施工確認不足が多くの原因として挙げられる。

一方、カプラー取り付けのねじ山を合わせようとする時に、鉄筋がまったく動かず
または動きすぎて挿入長さが不足する、グラウトの挿入口の方向によってはグラ
ウト器具のノズルがうまくセットできていないためグラウトが挿入できないなど継手
施工者の技量、経験不足に起因するよう な原因も見受けられる。

問題点としては、現場単位で講習を受けただけで十分な経験を持たない鉄筋作
業員にて行われること、第三者の検査を受けることが少ないため自主検査が重要
であるという認識が薄いことなどの継手施工者に起因する問題、施工に関して特
に技量を必要としないとの思い込みから継手施工者の自主検査を中心にした施
工管理や工事監理を行っている現場が多いことなどの施工者及び 工事監理者に
起因する問題があると思われる。

鉄筋機械式継手における検査の重要性について （抜粋）
JSCA 技術委員会 2018 年 10 月吉日

鉄筋機械式継手の不合格発生率は、圧接継手（外観 0.04％、 超音波 0.02％）
に比べ、機械式継手（外観 0.41％、超音波 0.17％）となっており、圧接継手の約
10 倍程度の不具合があることが報告されています。



機械式継手欠陥写真 ・・・意外と高い不合格率・・・・



鉄筋継手 溶接材料問題







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



JRJS 公益社団法人 日本鉄筋継手協会規格

平成２９年６月に講習会を実
施
平成３０年春頃より摘要

鉄筋継手 検査の新しい動向紹介

・JRJS 0005:2017
鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び
判定基準

・ JRJS 0003:2017
機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測定方法及び判定基準



鉄筋継手 検査の新しい動向紹介

・JRJS 0005:2017
鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び
判定基準



鉄筋継手 検査の新しい動向紹介・JRJS 0005:2017
制定の趣旨及び経緯の抜粋
鉄筋溶接部の超音波探傷検査は、約10年前まではJIS Z 3062

（鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及
び判定基準)に準じて行われてきた。
しかし、溶接欠陥の発生位置や斜角二探触子によるK走査法での

探傷可能領域を考慮すると十分ではなく、斜めK走査方法が提案さ
れ直角K走査法と併用して平成20年にJRJS 0005「鉄筋コンクリート
用異形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準(案)」が制
定され活用されている。
しかしこの併用法は、検査に多大な労力と時間を要することや複数

の所作を順序だてて反復する必要から熟練を要する等の課題が指
摘された。
このため、探査手法の簡素化や検査時間の短縮化を目的とした｢新

型探触子による鉄筋溶接継手の超音波探傷方法に関する調査研
究」(平成28年11月)で、現行の超音波探傷試験方法から直角K走
査方法と斜めK走査法との併用法を削除し、二面振動子探触子によ
るK走査法を主体とするように本基準を改正することとなった。



鉄筋継手 検査の新しい動向紹介

・ JRJS 0003:2017
機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測定方法及び判定基準

機械式継手
・ねじ節鉄筋継手
・モルタル充填継手
・端部ねじ加工継手



鉄筋継手 検査の新しい動向紹介 JRJS 0003:2017
機械式継手



構造物調査その他諸々



外壁タイルを対象とすると他に必要資格として、 ・ゴンドラ特別教育修了証
・高所作業車技能講習修了証 ・あと施工アンカー技術管理士 ・建築仕上げ診断技術者

建築基準法における定期報告制度



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）



竣工検査の第三者の必要性？

2020年7月22日外壁タイルの付着強度の測定



赤外線カメラを用いた道路橋点検の最新技術





免震建物の維持管理に伴う

免震装置の定期点検



免震装置について
免震装置はアイソレーターとダンパーの組合せ
・アイソレーターは建物を支え地震時に建物をゆっくり移動させる役目を持ち、
種類に「積層ゴム」「すべり支承」「転がり支承」がある。
・ダンパーは続く揺れを抑える動きをする。
種類として「オイルダンパー」「鋼材ダンパー」「鉛ダンパー」がある。

オイルダンパー 鋼材ダンパー 鉛ダンパー

積層ゴム すべり支承転がり支承

● アイソレーター

必要な資格:免振建物点検技術者




