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大地震によって失われるものは？
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大地震では、「人命」そして「物（財産）」が失われま
すが、それだけではなく、「時間」が失われ、このこと
が深刻な事態を引き起こすことが明らかになって来ま
した。
１９９５年の兵庫県南部地震の甚大な被害を契機に、建
物の継続使用性に注目が集まるようになり、人命保全
や財産保全に加えて、地震後における「経済活動」や
「日常生活」の保全を設計目標の一つとして考慮すべ
きとの考えが広がっています。このことは上で述べた、
「地震によって時間が失われる」ことによる被害に起
因しています。
地震によって、実際に時間が消えるわけではありま
せんが、予定していた活動の「機会」が失われると損
失が発生します。経済の世界では、これを「機会損失」
と呼びます。ある事態が発生した場合（例えば機械の
故障など）、その事態が発生しなければ得られたであ
ろう利益が損失として扱われます。
マグロは鰓（えら）を動かす筋肉がなく、泳ぎを止
めてしまうと酸素を取り込めなくなり、最悪の場合は
窒息死してしまうそうです。経済は、活動を止めると
大きな損失（機会損失）を生じる、マグロと同じく、活
動を止めることができない非常に厄介なものと言えま
す。２０２０年のコロナ禍による経済活動の停止とその影
響の大きさを見ても、このことが理解できます。
また、２０１６年４月に発生した熊本地震では「関連死」
の問題がクローズアップされました。関連死とは、地
震による家屋倒壊や津波等による直接的な被害（直接
死）ではなく、避難生活の疲労や環境の悪化などによ
り病気にかかったり、持病が悪化したりするなどして
死亡することです。
関連死は建物や社会が機能停止、あるいは機能停滞
したことによって日常生活が奪われることによって引
き起こされます。熊本地震における直接死が５０名で
あったのに対して、関連死は２００名に達し、日常として
の時間が失われることの重大性が明らかとなりました。
すなわち、経済活動としての時間（機会）が失われ
ることによって損失が発生し経済は危機に瀕し、また、
日常としての時間（日常生活）が失われることによって
人々の生命が危険にさらされると言うことができます。

私の研究室ではこのような損失の低減を目標とした
耐震設計の開発に取り組んでおり、その第一歩として、
この観点から建物損傷の深刻度を測る方法について試
行錯誤を重ねています。これまでの損傷の深刻度は、
ひび割れの幅や量などによって表現されていましたが、
これを機能回復と直接関係する、損傷によって引き起
こされる「修復時間」で表現するというものです。
世の中では、被害の大きさを「お金」（以降、「貨幣」）

で表現することが行われています。地震時の損傷を貨
幣で評価する方法は、有効な方法と言えます。なぜな
ら、この世は経済社会であり貨幣で動いているからで
す（人の命の価値でさえも貨幣で測ったりするらし
い）。しかしながら、損傷評価が建物性能の評価や定
義を行うことが目的である場合、貨幣は評価指標とし
て適切とは言えません。なぜなら、貨幣は物理量では
ないからです。
貨幣は、発行する国家の信用度や発行量によって価

値が変動します。貨幣を単位として、建物性能を定義
した場合、建物性能になんら変化がない場合でも、性
能値が変わってしまうことが起こりえます。工学性能
である建物の耐震性は物理量で表されなければなりま
せん。
考えてみるとこの世の中では「事の重大さ」や「被

害の大きさ」を表現する際に、「時間」は「貨幣」と並
び一般に尺度として使用されています。例えば、犯罪
等における「罰金〇万円」と「懲役〇年」、また、事故
等における「治療費〇万円」と「全治〇か月」などです。
鉄筋コンクリート構造は高い居住性能や耐久性能か

ら、建物・橋梁・高速道路など、都市の機能を支える
重要な役割を担っています。都市機能の巨大化や高度
化ために、機能停止が引き起こす地震時損失の発生リ
スクは日に日に増しており、これにともない、より高
度な耐震設計、そして、鉄筋継手に対する要求性能も、
より高度で多様なものとなることが考えられます。
「時間」は神秘的な物理量です。この「今」と言う時
間で精一杯、でも、甚だ微力ではありますが、鉄筋継
手の品質向上を通して、都市機能維持に少しでも貢献
ができればと考えています。
 （東京理科大学 教授）
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第59回定時総会を開催

２０２０年度事業報告及び２０２１年度事業計画・収支予算報告、２０２０年度収支決算
報告及び監査報告、役員報酬、役員選任を承認

第５９回定時総会は、２０２１年５月３１日㈪に会員の皆様
の出席を伴わないＷＥＢ会議によって開催し、役員等
が参加して執り行った。なお、例年、総会と同日同会
場で開催している日本鉄筋継手協会賞表彰式、調査研
究発表会及び総会懇親会は、新型コロナウイルス感染
症拡大予防対策の一環として中止とした。
定款１３条に定める総会の構成は、正会員３７９名、名誉
会員１８名、特別会員３９３名、合計７９０名であり、定款１８
条に定める総会成立の要件である定足数は３９５名であ

る。出席者数は、WEBによる出席者１２名、定款２１条に
定める書面による出席者５４７名の合計５５９名となり、定
足数３９５名を満足することから、本総会が有効に成立
した旨の報告がなされ、開会が宣言された。
開会にあたり、杉山　央会長より挨拶があった。
この後、会長を議長に選出し、議事録署名人として

正会員である村主昭雄氏と上野道昭氏を選出し、議事
次第に則り、議事に入った。

会員の皆様には平素より多大なるご支
援を賜り、誠にありがとうございます。
はじめに、新型コロナウイルス感染症

拡大により生活に支障が生じている皆様、関係者の
方々に、心よりお見舞いを申し上げます。
本協会も新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
として、２月２８日より各種検定試験や講習会、認定
審査を休止しており、皆様にはご不便、ご迷惑をお
かけしております。
本日の総会につきましても、内閣府からの通知を
受け、会員の皆様のご出席を伴わない書面表決によ
る開催とさせていただきました。会員の皆様にご出
席頂くことが叶わず誠に遺憾ではございますが、皆
様のご健康と安全を最優先に考えての判断であるこ
とをご理解いただきたく存じます。
さて、昨年度は次のような３つのテーマを重点事
項に掲げて活動いたしましたが、その成果について
ご報告させていただきます。
⑴　鉄筋継手工事標準仕様書の普及展開
２０１７年に改訂しました鉄筋継手工事標準仕様書の
普及展開を進めてきましたが、そのような中、標準
仕様書に準拠した鉄筋継手工事特記仕様書、各種継
手工事の施工要領書及び検査要領書の改訂版を発行
しました。そこで、鉄筋継手工事標準仕様書に加え
て、これらの特記仕様書及び要領書の普及展開にも
取り組みました。

⑵　優良会社の普及促進
新たに制定した優良機械式継手施工会社認定制度

の施行に向けた準備を進めました。準備が整い、５
月１日から申請受付開始の予定でしたが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大に伴い休止しております。状
況の好転を確認後、早急に再開する予定です。
なお、ガス圧接継手、溶接継手及び検査について

は既に優良会社の認定制度を施行していますので、
新たに機械式継手が加わることによって、鉄筋継手
に関わるすべての優良施工会社認定制度が揃いまし
た。これにより、鉄筋継手の更なる品質確保及び向
上が期待できます。
⑶　溶接継手・機械式継手の品質確保の推進
本協会で原案を作成しましたJIS Z 3063「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」及びJIS Z 3064「鉄筋コンクリート用
機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測定試験方法及
び判定基準」が、昨年９月２５日に制定・公示されま
した。この新たなＪＩＳを活用して、溶接継手及び機
械式継手の品質確保に取り組みました。
本年度は、次のような３つのテーマを重点事項に

掲げ、活動いたします。
⑴　各種標準仕様書及び標準要領書の普及展開
本協会発行の鉄筋継手工事標準仕様書、鉄筋継手

工事特記仕様書、継手施工要領書及び継手部検査要
領書の普及展開をより一層推し進めていきます。

挨　拶
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〔報告事項〕
冒頭、議長より、定款第４６条２項に基づく事業報告、
及び定款４５条第１項及び第２項に基づき理事会の承認
を得た事業計画書及び収支予算書の報告を行うことが
説明された。なお、２０２１年度の事業計画書及び収支予
算書は、認定法（公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律）に基づき２０２１年３月２９日付けで内
閣府に提出したことが併せて説明された。
⑴　報告事項　その１　２０２０年度事業報告
議長は、報告事項その１として２０２０年度事業報告を

上程し、長瀬悟副会長より報告された。
２０２０年度資格試験・検定試験合格者数及び資格者数
は表１のとおりである。

⑵　報告事項　その２　２０２１年度事業計画
続いて議長は、報告事項その２として２０２１年度事業

計画を上程し、長瀬悟副会長より報告された。
⑶　報告事項　その３　２０２１年度収支予算
続いて議長は、報告事項その３として２０２１年度収支

予算を上程し、関洋之理事より報告された。

以上について、議長より、議場に質疑を確かめたと
ころ、質疑は無く、３件の報告事項は了承された。

〔決議事項〕
⑴　第１号議案　２０２０年度収支決算報告及び監査報告
の件
議長は、第１号議案として２０２０年度収支決算報告及

び監査報告の件を上程し、関洋之理事より２０２０年度収
支決算報告がなされ、柿沢忠弘監事より２０２０年度収支
決算報告は適正であるとの監査報告がなされた。議長
より、質疑を確かめ賛否を問うたところ、出席した正
会員等の過半数以上の賛成を得て、第１号議案は承認
可決された。
⑵　第２号議案　公益社団法人日本鉄筋継手協会定款
一部変更の件
議長は、定款変更は、定款第４９条により総正会員等

の３分の２以上が必要となる為、あらためて本定時総
会出席者数と委任状の数を確認した結果、議決の必要
数５２７名に対して、５５６名となり、議決に必要な定足数
を満足していることを確認した。続いて、議長は、第

表１　２０２０年度資格試験・検定試験合格者数及び資格者数
 （単位：人）

資格者数合格者数資　格
1,0180継手管理技士
2,546843手動ガス圧接技量資格者
71自動ガス圧接技量資格者
16061熱間押抜ガス圧接技量資格者
29479高分子天然ガス圧接技量資格者

547水素エチレン混合ガス圧接技量資格
者

25375鉄筋溶接技量資格者
30038機械式継手主任技能者
2,361325鉄筋継手部検査技術者
23528熱間押抜検査技術者

⑵　優良機械式継手施工会社の普及促進
本年度より施行を開始した優良機械式継手施工会
社認定制度を推し進め、認定会社を増やすとともに
機械式継手施工の品質向上を目指していきます。
⑶　総合鉄筋継手施工会社認定制度の確立
複数の継手工法の優良施工会社認定を統合した、
いわゆる総合鉄筋継手施工会社認定に関しましては、
本協会内に調査検討委員会を設置し、関係者へのヒ
アリングを行うとともに、実現の可能性及び課題に
ついて議論を重ねてきました。本年度より、総合鉄
筋継手施工会社認定制度の実現に向けた具体的な活
動に着手します。ガス圧接継手、溶接継手及び機械
式継手の優良施工会社認定制度が揃いましたので、

それらを統合した制度の確立に一歩近づきました。
総合鉄筋継手施工会社認定準備委員会を発足させて、
本格的な取組みを開始します。

本年度も引き続き、会員の皆様はじめ鉄筋継手に
関わるすべての方々のご協力とご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。また、新型コロナウイルス
感染症拡大が１日でも早く収束し、皆様の平穏な生
活が戻りますことを切に願っております。

 公益社団法人日本鉄筋継手協会
　　　　　　　 会長　杉山　央
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２号議案として公益社団法人日本鉄筋継手協会定款一
部変更の件を上程し、長瀬悟副会長より説明がなされ
た。
議長より、質疑を確かめ賛否を問うたところ、総正
会員等の３分の２以上の賛成を得て、第２号議案は承
認可決された。
⑶　第３号議案　２０２１年度役員報酬の件
議長は、第３号議案として２０２１年度役員報酬の件を
上程し、長瀬悟副会長より説明がなされた。
議長より、質疑を確かめ賛否を問うたところ、出席
した正会員等の過半数以上の賛成を得て、第３号議案
は承認可決された。
⑷　第４号議案　役員選任の件
議長は、第４号議案として定款第２４条第１項に基づ
き、任期満了となる理事１７名、監事２名の改選につい
て、次の理事候補者１７名、監事２名を提議し、候補者
ごとに個別にその賛否を問うたところ、それぞれ出席
した正会員等の過半数以上の賛成を得て、第４号議案
は承認可決された。

最後に、議長より第１号議案から第４号議案まです
べての決議事項について承認可決されたことの報告が
あり、閉会の挨拶となった。これをもって第５９回定時
総会は無事終了した。

表２　２０２１年度収支予算
２０２０年度に
対する増減額予算額科　　目

Ⅰ　事業活動収支の部
-6,798,000180,264,000事業活動収入
-7,922,000180,264,000事業活動支出
-1,124,0000事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部
00投資活動収入計
02,450,000投資活動支出計
0-2,450,000投資活動収支差額

Ⅲ　財務活動収支の部
00財務活動収入
05,800,000財務活動支出
0-5,800,000財務活動収支差額

Ⅳ　予備費支出
-29,466,000-2,747,000当期収支差額
90,090,90369,154,983前期繰越収支差額
60,624,90366,407,983次期繰越収支差額

表３　２０２０年度収支決算
２０２０年度予算に
対する増減額決算額科　　目

Ⅰ　事業活動収支ﾉ部
-55,814,377131,247,623事業活動収入
35,003,974153,182,026事業活動支出
-1,124,000-21,934,403事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部
00投資活動収入計
02,450,000投資活動支出計
0-2,450,000投資活動収支差額

Ⅲ 財務活動収支の部
00財務活動収入
05,712,348財務活動支出
0-5,712,348財務活動収支差額

-20,810,403-21,934,403Ⅳ　当期収支差額
－98,620,983前期繰越収支差額
－72,537,737次期繰越収支差額

11,912,83472,537,737次期繰越収支差額
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●2021年度役員一覧
 （２０２１年●月●日現在）

●２０２１年度役員一覧
 会 長 勝木　　太 芝浦工業大学 工学部 土木工

学科 教授
 副会長 衣笠　秀行 東京理科大学 理工学部 建築

学科 教授
 〃  関　　洋之 ㈱梓設計 監理部門 技監
 専務理事 笹谷　輝勝 （公社）日本鉄筋継手協会 専

務理事
 理 事 大橋　茂信 普通鋼電炉工業会・東京鉄鋼

㈱ 開発部 開発担当上席執行
役員

 〃  大村　哲矢 東京都市大学 建築都市デザ
イン学部建築学科 准教授

 〃  尾崎　伸治 三菱地所レジデンス㈱ 商品
企画部 シニアリーダー

 〃  小田切智明 大成建設㈱ 設計本部 構造設
計第三部長

 〃  甲斐　敏夫 全国圧接業協同組合連合会・
㈱甲斐ガス圧接 代表取締役
社長

 〃  嘉藤　裕一 全国圧接業協同組合連合会・
㈱嘉藤工業所 代表取締役社
長

 〃  佐藤　孝二 ㈲グローバル検査 取締役社長

 理 事 塩手　博道 ㈱山下設計 技術設計部門 構
造設計部長

 〃  鈴木　紀雄 鹿島建設㈱ 技術研究所 専任
役

 〃  田嶋　仁志 （一財）首都高速道路技術セン
ター

 〃  谷村　幸裕 （公財）鉄道総合研究所 構造
物技術研究部 主管研究員

 〃  中澤　春生 清水建設㈱ 技術研究所 建設
基盤技術センター 架構技術
グループ グループ長

 〃  長瀬　　悟 ㈱日建設計 エンジニアリン
グ部門 構造設計部 シニアエ
キスパート

 〃  新妻　尚祐 新妻鋼業㈱ 代表取締役社長
 〃  野村　敏雄 ㈱大林組 技術研究所 上級主

席技師
 〃  牧　　剛史 埼玉大学 工学部 建設工学科

教授
 監 事 柿沢　忠弘 ㈱竹中工務店 生産本部 専門

役
 〃  土井　克也 全国圧接業協同組合連合会・

㈱ダイイチ 代表取締役社

大村　哲矢
東京都市大学 建築都市デザイン学部建築学科 准教授
〇趣味：ゴルフ，釣り，海外旅行
〇愛読書：家栽の人
〇近頃気になること：陽性者数と実際の感染者数の実
態
〇モットー：日々是精進
 

塩手　博道
㈱山下設計 技術設計部門 構造設計部長
〇趣味：週末は、読書をしたり、美術館や話題の建築
を巡ったりしています。

〇愛読書：「これからどうなっていくんだろう」という
問いに答えてくれそうな本を読んでいます。

〇近頃気になること：隈研吾、人口減少社会、地域の
経済圏、働き方（いつまで働くか？どこで働く
か？）・・・
〇モットー：お願いされたことはなるべく請けてやっ
てみる！

●新役員のプロフィール
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鉄筋継手の検査に関するアンケート調査結果（追補版）報告
技術委員会

委員　福島　順一

１．はじめに（追補版の発行動機）
実工事における、より具体的な鉄筋継手の検査の現
状と各種継手の品質データの把握を目的に、２０１７年１
月～１２月の一年間の鉄筋継手の検査実績と検査結果に
ついて、アンケート調査を行った。対象は本協会の正
会員Ⅳ類（非破壊検査に関する事業又は業務を行って
いる法人）の全国９０社に対して行い、３７社から有効回
答を得た。検査本数総計は3,413,719本、その内超音波
探傷検査本数は1,023,561本の貴重なデータを得ること
ができた。２０１９年５月の調査研究報告会にこれらの分
析結果を発表し、また、協会機関紙「鉄筋継手2019.10
 （１）」にその概要を報告した。なお、この時の不合格率
の算出は、継手工法別（ガス圧接・溶接・機械式）にＡ
級と非Ａ級に分けたそれぞれの母集団が対象であった。
図１はその分析結果の一例を示したものであるが、表
１に示す⒜～⒟の疑問が課題として残された。

これらの疑問を解くために、改めてアンケートで得
られた検査会社毎のデータを詳細に分析し、検査会社
毎の不合格率の大小から施工品質のレベルを考察する
ことにした。この結果は２０２０年度調査研究報告書 （２）と

して発表した。本稿はその概要をまとめたものである。

２．品質ランク分類法の概要
検査会社間のデータ量や不合格率に大きな差異があ

ることから、単純な全体平均による考察ではなく、新
たに「品質ランク分類法」の手法を用いて施工品質の
分析・評価を行うことにした。
以下に当分類法で用いる主要な用語、及び分類法の

概要を説明する。
2.1　検査会社と継手施工会社の関係
一つの検査会社には複数の継手施工会社が検査を依

頼する。図２はその関係を示したもので、それぞれの
継手施工会社がＡ級継手あるいは非Ａ級継手の検査を
依頼し、その結果、検査会社にはＡ級継手施工会社群・
非Ａ級継手施工会社群のそれぞれのデータ（検査本数
と不合格本数）が集まる。一方、継手の施工品質は継
手施工会社に依存するから、本稿では識別のために設
けた検査会社の番号を、継手施工会社群の番号（施工
ＧＲのNo.）に読替えて用いることにした。

表１　不合格率に対する疑問点

図１　継手工法別の不合格率（％）
（超音波探傷検査結果）

 

 
( ) 

( )  

 

( ) 
 

( ) 

 

 

図２　検査会社と継手施工会社の関係

F=0.0
0.0 F 0.2 1/500
0.2 F 0.4 1/250
0.4 F 0.6 1/167
0.6 F 0.8 1/125
0.8 F 1.0 1/100
F 1.0 1/100

表２　品質ランク①～⑦の区分
（Ｆ：不合格率（％））

調査研究報告書（ダイジェスト）
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2.2　品質ランクの定義
継手施工会社群（以下、施工ＧＲ）毎の不合格率を
0.2％刻みで品質ランク①～⑦の７段階に区分（表２）
する。
品質ランク①は不合格本数ゼロの最上位ランクを示
し、品質ランク⑦は不合格率1.0％を越える最下位ラン
クを示す。この様に、品質ランクを用いることで、不
合格率のバラツキを施工ＧＲ相互の施工品質の「差」と
して評価できる利点がある。
2.3　重み係数の定義
施工ＧＲ相互のデータ量に大きな差があるため、こ
の影響を重み係数として表す。この重み係数は、特定
の継手工法（例えば、ガス圧接継手：Ａ級）の中の「あ
る施工ＧＲのデータ量」が平均検査本数より多いか少
ないか、その程度を表す係数で⑴式で表す。

2.4　品質ランク比率（ＱＲＲ値）の定義
品質ランク比率（以下、ＱＲＲ値）は、同一の品質ラ
ンクを有する継手本数が全体の何％を占めるのか、そ
の比率を示す値である。ＱＲＲ値の基本式は「検査本
数／検査総本数」であり、最終的に⑶式で表す。

2.5　品質ランク分類法の概要
前項で説明した重み係数・品質ランクを用いて品質

ランク比率（ＱＲＲ値）を求める一連の流れを品質ラン
ク分類法と呼び、以下に例題で説明する。
表３⒜にアンケート結果を模擬したデータを示す。

不合格率は、同表に示す施工ＧＲ毎の検査本数・不合格
本数を用いて計算し、表２の定義に従って品質ランク
①～⑦が定まる。また、⑴式，⑵式から重み係数が定
まる。この計算結果を、品質ランク別に一覧として表
３⒝に示す。下段には「重み係数の和」を、最下段に
⑶式を用いて得られたＱＲＲ値を示す。
図３において、品質ランク②のＱＲＲ値が83.2％と最

も大きく当工法を代表する施工品質と言えるから、
「〇〇継手工法は、検査総本数中83.2％の継手が品質ラ
ンク②で施工された」と表現することができる。
この様に、品質ランク分類法によってＱＲＲ値を求

め、継手工法毎にこの分布（図３）を比較することで、
継手工法相互の施工品質の差を数値として見ることが
できる。

３．品質ランク分類法による検討結果
以下の継手工法について検討結果を紹介する。
3.1　アセチレン（手動）ガス圧接継手の施工品質
品質ランク分類法の検討結果を図４に示す。不合格

率は図１に示した様にＡ級0.006％、非Ａ級0.010％とほ
とんど差はないが、図４の品質ランク毎のＱＲＲ値の
比較によって以下のことが分かった。
⒜　Ａ級のＱＲＲ値は最上位の品質ランク①が最も大

重み係数の定義
ζ（i）＝N（i）/Nav.…………⑴
Nav.＝ΣN（i）/n …………⑵
ここで、ζ（i） ：特定施工GR（i）の重み係数
 N（i） ：特定施工GR（i）の検査本数
 ΣN（i） ：全施工GRの検査総本数
 Nav. ：１施工GR当たりの平均検査本数
 n 　全施工GR数

品質ランク比率（QRR値）の定義
（QRR：Quality rank ratio）
QRR（R）＝Σ（R）N（i）/ΣN（i）＝Σ（R）N（i）/(Nav.×n)
 ＝Σ（R）ζ（i）/n(%)………⑶
ここで、QRR（R）：品質ランク（R）のQRR値
 Σ（R）N（i）：品質ランク（R）の検査本数和
 ΣN（i）：全施工GRの検査総本数
 Σ（R）ζ （i）：品質ランク（R）の重み係数の和

1 50 1 2.00 0.05 1 0.05
2 600 2 0.33 0.62 2 0.62
3 4000 2 0.05 4.16 3 4.16
4 60 0 0.00 0.06 4 0.06
5 100 2 2.00 0.10 5 0.10

0.16 0.00 0.00 0.00 0.62 4.16 0.06
QRR 3.1 0.0 0.0 0.0 12.5 83.2 1.2

4,810
962

表３　ＱＲＲ値の計算表（例題）

図３　〇〇継手工法の施工品質（例題）
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きく92.9％であった。（検査総本数の92.9％が最上位
の品質ランク①で施工された。）
⒝　非Ａ級のＱＲＲ値は一段低い品質ランク②が最も
大きく78.8％であった。（検査総本数の78.8％が一段
劣る品質ランク②で施工された。）
即ち、単純平均による不合格率にはほとんど差が無
かったが、最も大きなＱＲＲ値を示す品質ランク比率
同士を比較することで、非Ａ級継手と比較してＡ級継
手の施工品質の高さを示すことができた。
3.2　溶接継手（治具内シールド）の施工品質
図５に品質ランク毎のＱＲＲ値を示す。Ａ級継手に
注目すると最下位の品質ランク⑦のＱＲＲ値が大きい
が、データ量の多い１施工ＧＲ（No.17）の低品質が工
法全体の評価を下げ、この影響が図５に表れたことが
分かった。この様に、他の施工ＧＲと比較してデータ
量が極端に多い場合には、図１に示した様な単純な不
合格率だけでは評価が難しい。
3.3　機械式継手の施工品質
図６にモルタル充填とねじ節鉄筋のＱＲＲ値の比較
を示す。モルタル充填継手は最下位ランク⑦でＱＲＲ
値も79.5％と大きい。即ち、検査総本数の79.5％が低
品質であったことを示すが、この場合も溶接継手と同
様に、たった１ＧＲ（No.14施工ＧＲ）の低品質が工法全
体の評価を下げていることが分かった。
3.4　上位ランク率と下位ランク率
図４～図６で得られたＱＲＲ値から、上位ランク率

（品質ランク①＋②のＱＲＲ値）と下位ランク率（品質
ランク⑥＋⑦のＱＲＲ値）を求めた。例えば、図５のＡ
級継手を例にすると、上位ランク率＝10.8＋45.0＝
55.8％，下位ランク率＝0.0＋44.1＝44.1％となる。
図７は各継手工法について、上位・下位のランク率
を示したものである。
⒜　ガス圧接継手は、Ａ級非Ａ級ともに上位ランク率
は約９９％大きく、施工品質の高さが伺えた。
⒝　溶接（治具内）は、Ａ級継手の上位ランク率が
55.8％と低い。その理由は、図５で示した通りデー
タ量が多く、かつ、低品質のNo.17施工ＧＲが原因で
ある。
⒞　機械式（モルタル充填）の下位ランク率が79.5％
大きいが、この理由もデータ量の多いNo.14施工ＧＲ
の低品質が原因である。

No.17 GR  

図５　溶接継手（治具内）の施工品質
（Ａ級・非Ａ級の比較）

No.14 GR  

図６　機械式継手の施工品質
（モルタル充填・ねじ節鉄筋の比較）

1

図７　工法別の上位ランク率・下位ランク率

図４　ガス圧接継手の施工品質
（Ａ級・非Ａ級の比較）
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４．継手工法毎の平均品質ランク係数
図４～図６では品質ランク（①～⑦）毎のＱＲＲ値を
求めたが、このＱＲＲ値を統合することで、当該継手工
法の品質ランク（平均品質ランク係数と呼ぶ）を示す
ことができる。表４を例に、当係数の計算過程を以下
⒜～⒠の手順で示す。
⒜　表４より、施工ＧＲ数は３グループ、検査本数と不
合格本数は既知である。
⒝　これらから不合格率を計算し、不合格率に応じて
品質ランク（表２参照）が定まる。（ａ欄）

⒞　重み係数は⑴式により算定する。（ｂ欄）
⒟　品質ランクの点数化（ｃ欄：例えば②は２点）を行
い、重み係数を乗じる。（ｄ欄）
⒠　ｄ欄の合計値をグループ数で除して平均品質ラン
ク係数が求まる。
表４の品質ランクはそれぞれ①③⑦であるが、これ
を統合すると1.51となった。即ち、当該継手工法の施
工品質は品質ランク①と②のほぼ中間にあり、「概ね
優」と判断できる。この様な手順で得られた継手工法
別の平均品質ランク係数を図８に示す。なお、平均品
質ランク係数は、1.0に近いほど施工品質は「優」、7.0
に近いほど「劣」と判断する。

⒜　ガス圧接継手では、非Ａ級と比較して相対的にＡ
級継手の施工品質は高い。ただ、非Ａ級継手の施工
品質も高く、Ａ級・非Ａ級共にガス圧接継手の施工

品質は高いと言える。
⒝　溶接継手（治具内）Ａ級の平均品質ランク係数は
4.10と大きく、非Ａ級と比較して施工品質は低い。
ただし、図５に示す様に１施工ＧＲ（No.17施工ＧＲ）
の低品質が原因であり、工法全体の施工品質が低い
と言う訳では無い。

⒞　機械式（モルタル充填）の平均品質ランク係数は
5.93と大きいが、溶接継手と同様に１施工ＧＲ
（No.14施工ＧＲ）の低品質が原因であった。

５．まとめ
品質ランク分類手法を用いて施工ＧＲの施工品質を

検証し、各継手工法の施工品質を確認した。
⒜　ガス圧接継手は施工品質が高く、安定しているこ
とが分かった。

⒝　治具内シールドと、本稿では省略したトーチシー
ルドを含めた溶接継手の施工品質を概観すると、上
位と下位のランクが混在し施工品質にばらつきがあ
ることが分かった。

⒞　機械式継手（モルタル充填・ねじ節鉄筋）を概観
すると施工品質ランクは上位と下位に大きく分かれ、
中間ランクが存在しないことが分かった。

⒟　特定の施工ＧＲの低品質が工法全体の低評価にな
る場合がある。特に、データ量に大きな差がある場
合には、単純な不合格率による性能評価には注意が
必要である。

⒠　アンケート調査は有為であり、今後とも継続が望
ましい。

【謝辞】
本稿は文献⑵の「４．品質ランク分類による継手施

工品質の評価」の概要をまとめたもので、４．の作成に
あたっては本協会矢部喜堂顧問から貴重な助言を多々
頂いた。お礼を申し上げる。

【参考・引用文献】
⑴　鉄筋継手の検査に関するアンケート調査結果報

告，２０１９年１０月，日本鉄筋継手協会会誌
⑵　鉄筋継手の検査に関するアンケート調査結果報

告書（追補版），２０２０年１２月，２０２０年度調査研究報告書

 （ふくしま建築構造研究所 代表）

 

図８　継手工法毎の平均品質ランク係数
（超音波探傷検査結果）

表４　平均品質ランク係数の計算例
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アセチレンガス圧接用バーナーの
火炎観察に関する調査報告 ガス圧接継手性能小委員会

委員　矢部　喜堂

１．はじめに
わが国で鉄筋のガス圧接技術が開発されてから約７０

年が経過する。この間、酸素・アセチレン炎を用いて
行うガス圧接継手の普及に伴い、圧接機器は不断の努
力によって進化してきた。近年、各社で種々の圧接用
バーナーが開発され、現場で広く使用されている。し
かし、これらのバーナーの特徴、性能などに関する客
観的な情報が広く周知されている状況ではない。ガス
圧接継手の信頼性確保のためにも、各種バーナーの特
徴や性能を統一的な方法で評価しておくことが重要で
あり、ユーザーも含めてガス圧接継手の品質管理に役
立つ情報として共有することが望まれる。

２．目　的
ガス圧接は、接合する鉄筋の端面同士を突合せ、加
熱・加圧して端面を金属結合させて一体化する工法で
あり、端面が密着するまでは金属結合を阻害する酸化
被膜が生じないように還元炎で加熱する必要がある。
還元炎は、酸素とアセチレンのガス流量比がほぼ1：
1.3の場合に適正な火炎となる。現場におけるガス圧
接作業では、圧接技量者がバーナーの火炎状態を目視
で確認しながら、適正な還元炎が得られるように酸素
とアセチレンのガス流量を調整している。

今回の調査は、全国で広く使用されている各種バー
ナーについて、火炎状態に応じた酸素とアセチレンの
ガス流量を測定し、還元炎が適正であるか実験的に確
認することを目的としたものである。

３．実験方法
3.1　供試用バーナー
実験に使用したアセチレンガス圧接用バーナーは、

表１に示す６種類であり、鉄筋径Ｄ３２用のバーナーを
対象とした。これらのバーナーは、火口先（チップ）
が火口本体の中央に、リング式（Ａ、Ｆ）では１０個、角
カニ式（Ｅ）では８個、多孔式（Ｂ，Ｃ，Ｄ）では８～１２
個配置されており、多孔式ではこれに加えて補助チッ
プが８個分散配置されている。
これらの供試用バーナーは、全国で広く使用されて

いるものの中から、バーナー製造元の協力を得て実験
に貸与されたものである。
3.2　火炎観察及びガス流量測定方法
実験では、各バーナーの火炎状態（火炎の安定性、

火炎の長さなど）を観察し、火炎状態に対応した酸素
（O2）とアセチレン（C2H2）のガス流量（ℓ/min）を測
定して、ガス流量比（混合比）を確認した。
ガス圧接における酸素・アセチレン炎は、最初、そ

表１　実験に使用したバーナー
ＦＥＤＣＢＡバーナー記号

リング式角カニ式多孔式多孔式多孔式リング式種　別

形　状

D32D32D32D32D32D32適用鉄筋径

中　１０中　８
中　８
補助　８
計　１６

中　１２
補助　８
計　１８

中　１０
補助８
計　１８

中　１０チップ数

（注）バーナーの内径、チップの孔径はそれぞれ異なる。
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れぞれのガス圧を設定し、バーナーにアセチレンガス
を噴出させて点火し、これに徐々に酸素を加えて、図
１に示すように、アセチレンフェザーと白心が一致す
るように酸素とアセチレンの流量を調整し、中性炎
（酸素とアセチレンのガス流量比がほぼ１：１）を作る。
さらに、この状態から酸素の流量を少なくしていくと
白色のアセチレンフェザーが長くなり、還元炎とする
ことができる。

圧接技量者は、圧接作業時に火炎状態を目視で確認
して酸素とアセチレンの流量を調整している。このた
め、今回の実験でも、火炎状態（アセチレンフェザー
の長さ）を目視で観察して中性炎、還元炎を判断する
こととした。その判断基準は表２に示すとおりである。

実験における酸素とアセチレンのガス流量の測定は、
点火された火炎のブローアウト（BLOW OUT）時、中
性炎時、アセチレンフェザーの長さが0.75R、1.0R、
1.25Rの還元炎時に行った。
ここで、ブローアウトとは、ガス流量が多すぎると
火口先の火炎が吹き消える（火切れ）現象のことをい
う。この火切れ直前のガス流量がバーナーの能力を示
す限界流量である。
また、Ｒとは、図２に示すように、各バーナーの内径

の1/2を指し、実験では、火炎のアセチレンフェザーの
長さは熟練した圧接技量者が目視によって確認した。
3.3　実験手順
各バーナーのブローアウト時の限界流量を測定し、

この限界流量の８０％を圧接時の常用使用限界流量とし
てアセチレンの流量を設定した。その後、酸素の流量
を調整していき、中性炎、アセチレンフェザーの長さ
が0.75R、1.0R、1.25Rの還元炎を目視で判断し、それぞ
れの火炎状態における酸素、アセチレンのガス流量を
測定し、それぞれの火炎状態を写真撮影した。

４．実験結果
本実験における各バーナーのアセチレン限界流量を

表３に示す。
ブローアウト時の限界流量は、バーナーの能力を示

すものと考えることができる。表１に示すようにバー
ナーによってチップ数が異なり、限界流量（能力）が
異っている。概ね多孔式のバーナーの場合、限界流量
が多いことが分かる。

また、各バーナーの中性炎時、アセチレンフェザー
の長さが0.75R、1.0R、1.25Rの還元炎時の火炎状態と、
ガス流量の測定結果による酸素とアセチレンのガス流
量比との対応を表４に示す。
本実験結果から、以下のようなことが分かった。

⑴　各バーナーとも、中性炎と判断した火炎では、酸
素とアセチレンのガス流量比は1：0.89～0.95で、や
や酸素過剰炎であった。

⑵　0.75Rの還元炎では、ガス流量比は1：0.95～1.02
と、すべてのバーナーでほぼ１：１であり、むしろ
中性炎といえるものであった。

⑶　1.0Rの還元炎では、ガス流量比は1：1.11～1.46で、
バーナーによって差が見られたが、平均的には1：
1.32で、従来から協会が定義する還元炎のガス流量
比1：1.3とほぼ同等であった。ただし、バーナーＥで
は、1.0Rの火炎のガス流量比は1：1.11で、弱還元炎
であった。これは、表４のバーナーＥの1.0R還元炎

図１　アセチレンガスの中性炎のイメージ

表２　火炎の判断基準

火炎の状態火炎の種類
アセチレンフェザーがほとんどない状態中性炎
0.75R：アセチレンフェザーが鉄筋表面に
触れる程度の状態

還元炎 1.0R：アセチレンフェザーが鉄筋中心部ま
で届く状態
1.25R：アセチレンフェザーが相互にぶつ
かり跳ね返る状態

図２　バーナーの形状と内半径Ｒの関係

表３　各バーナーのアセチレン限界流量（ℓ/min）

ＦＥＤＣＢＡバーナー記号

６２５０６１６７５９５０ブローアウト 時の
限界流量

４９４０５１５６４８４０圧接時の
常用使用限界流量
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の写真に見られるように、アセチレンフェザーの長
さがやや短い火炎を1.0R還元炎と判断した可能性が
ある。むしろ、1.25Rの火炎が適正である。

⑷　アセチレンフェザーの長さが1.25Rの火炎では、
酸素とアセチレンの流量比は1：1.38～1.60で、バー
ナーによって差が見られるが、平均的には1：1.52で
あり、アセチレンが過剰な強還元炎といえる。

５．まとめと今後の課題
本調査では、酸素、アセチレン流量の測定により、
各バーナーともアセチレンフェザーの長さが1.0Rの還
元炎は、概ね適正な還元性が得られるガス流量比と
なっていることが確認された。
鉄筋のガス圧接において、還元炎は継手の品質を左
右する極めて重要な要素であるが、還元炎の判断は圧
接技量者の目視によっているため、その判断にばらつ
きがあると継手の品質のばらつきにつながりかねない。
このばらつきを防ぐために、酸素とアセチレンのガス
流量比がそれぞれ1：1、1:1.3の標準的な中性炎、還元
炎の写真を示した「ガス圧接火炎標準仕様」を作成す
ることによって、現場の圧接作業時の火炎の確認に使

用することができる。この火炎標準仕様は圧接技量者
のみでなく、監理者などのユーザーにも周知されるこ
とが望ましいと考える。

【引用文献】
1）　日本鉄筋継手協会：アセチレンガス圧接用バー
ナーの火炎観察に関する調査研究　２０２１年４月

 （（公社）日本鉄筋継手協会 顧問）

表４　各バーナーの火炎状態とガス流量比（O2：C2H2）

2
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１．まえがき
鉄筋コンクリート構造の要の１つである鉄筋継手は、
建設構工法の開発やニーズの多様化に相応して、これ
まで寡占状態化していたガス圧接継手の分野に溶接継
手と機械式継手が組込まれて、それらが共存する形態
へと変貌してきた。この間、当協会は継手品質の確保
等を命題として諸活動を重ねてきたが、鉄筋継手の検
査に関するアンケート調査結果１）では、３種類の鉄筋
継手間で施工品質に有意な相違が見られたことが報告
され、また鉄筋の溶接継手では溶接ワイヤの偽装問題
が発覚したことなどから、実効性のある解決案の策定
が切望されてきた。
本調査研究では、平１２建告示第１４６３号の３号の三

（以下、建告示第１４６３号と略す）に示される溶接材料の
強度規定を担保するための１手段として、簡便でかつ
現場計測が可能な硬さ試験による溶接金属の強度推定
方法について検討することとした。

２．実験の概要
本研究の主な実験内容は、以下に示すとおりである。
A　硬さ試験の測定精度へ及ぼす影響因子の検討
測定面位置、測定点数、測定面の表面処理方法等の
リーブ硬さ試験の測定精度へ及ぼす影響因子について
検討する。
B　硬さ試験による溶接金属の引張強度推定式の構築
５種類の鉄筋材料を用いて、これらのリーブ硬さ試
験と引張試験の結果から溶接金属の強度推定式を構築
する他に、４種類の鉄筋材料と５種類の溶接ワイヤを
組合せて作製した溶接継手を用いて、溶接金属部の
リーブ硬さ試験とＵノッチ試験体の引張試験の結果か
ら溶接金属の強度推定式を構築し、両者を比較検討す
る。
C　各種溶接試験体による引張強度推定式の検証
表１に示すように、４種類の鉄筋材料と５種類の溶
接ワイヤを組合せて作製した溶接継手を用いて、これ
らの溶接金属部のリーブ硬さ試験と引張試験を行い、
Bで構築した２つの引張強度推定式の有効性を検証す

る。

３．リーブ硬さ試験法の概要
図１に示すように、硬さ計のインパクトデバイス内

部のチップを測定物の表面に落下させるとチップは跳
ね返る。この落下時と跳ね返り時に発生する誘導電圧
を検知し、下式によりリーブ硬さ（ＨＬ）を算出する。
HL＝（Vb/Va）×1000
           （Vb：跳ね返り速度、Va：衝撃速度）

４．実験結果
4.1　リーブ硬さ試験の試験結果に及ぼす影響因子
実験結果から、リーブ硬さ試験を行う測定位置は溶

接継手の表面側４５°方向の表面ビード上とした。測定
面の大きさは約１５×１５ｍｍ程度とし、測定面は＃１２０
程度のグラインダーで表面処理を行う。また、測定は
１測定個所当り５点とし、最大・最小値を除く３点の

硬さ試験による溶接金属部の強度推定
に関する調査研究 溶接継手性能小委員会・非破壊検査小委員会

委員　倉持　貢央

表１．作成した溶接継手試験体
鉄筋材料溶接材料

USD685B
-D35SD490-D32SD390-D32SD345-D32銘柄ワイヤ種類

〇〇〇MG-50YGW11 〇〇〇YM-26
〇〇〇MG-55YGW18 〇〇〇YM-55C
〇〇〇MG-60YGW-60 〇〇〇YM-60C
〇〇MG-70YGW-70 〇〇YM-70C

△〇MG-80YGW-80 △〇YM-80C
26種類（試験体数＝（24（〇）×4体）＋（2（△）×3体）＝102体）合計
YGW-60：590N/mm2級高張力鋼用ワイヤ
YGW-70：690N/mm2級高張力鋼用ワイヤ
YGW-80：690N/mm2級高張力鋼用ワイヤ

備考

図１　溶接継手部のリーブ硬さ試験
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平均値を測定値とすることとした。
4.2　溶接金属部の引張強さの強度推
定式の構築
リーブ硬さ試験による溶接金属部の
引張強さの強度推定式は、前述（２．B）
に示すような２つの方法から構築する
ことを試みた。
この結果は図２に示すとおりである。
図の縦軸は鉄筋材料及び溶接金属部の
実引張強さを、横軸は夫々のリーブ硬さ
を示している。図から明らかなように、
鉄筋材料及び溶接金属部の引張強さと
リーブ硬さの間には明瞭で有意な相関が
あり、２つの強度推定式を構築すること
が可能である。しかもこれらは何れも高
精度で、両者に顕著な相違は見られない。
4.3　各種溶接試験体による引張強度
推定式の検証
溶接表面ビード上で測定したリーブ硬
さ値を4.2に示す２つの強度推定式に単
純に代入した結果では、硬さ試験から引
張強さを算定したＴＳ推定値は溶接金属
部の実引張強さよりも約７０（N/mm2）ほ
ど低めの値となることが判明した。この
ため、図３に示すように表面ビード上
（Ｓ）と溶接金属内部（Ｑ、Ｍ、Ｌ）でのリー
ブ硬さの分布を調査し、推定誤差の要因
を分析した。その結果、表面ビード上
（Ｓ）のリーブ硬さは溶接金属内部（Ｑ、Ｍ、
Ｌ）よりも約２０（ＨＬ）低い値となることが
判明した。しかも、その要因は両者の結
晶組織の相違に起因していると推察され
た。即ち、通常の多パス溶接では、初層から最終層の
１パス前までの先行パス部は原質部が後行パスの再熱
作用によって細粒化した粒状組織を呈するが、後続パ
ス部となる最終層は溶接熱が蓄積して結晶粒が粗大化
した状態になると考えられるためである。
溶接金属部の実引張強さと溶接継手の表面ビード上
のリーブ硬さに＋２０（ＨＬ）を補正した後で算出したＴ
Ｓ推定値との対応関係は図４に示すとおりである。図
の横軸は溶接金属部の実引張強さを、縦軸はリーブ硬
さ（ＨＬ）から算出したＴＳ推定値を示している。両図

ともに溶接金属部の実引張強さとＴＳ推定値が程良く
一致を示していることが明らかである。また、２つの
強度推定式は何れも遜色ない推定精度を有し、実用に
供することができると判断された。
4.4　溶接金属部及び余盛付き溶接継手の引張試験
結果
図５は溶接金属部及び余盛付き溶接継手の引張試験

結果の１例を示したものである。同一強度レベルの鉄
筋に異なる種類の溶接ワイヤを用いて作製した余盛付
き溶接継手の引張試験では、溶接金属部の引張強さが

図２　鉄筋材料及び溶接金属部の実引張強さとリーブ硬さ（ＨＬ）との関係

3

図３　表面ビード上（Ｓ）と溶接金属部（Ｕ＜Ｑ＜Ｍ＜Ｌ）におけるリーブ硬さの比較

図４　溶接金属部の実引張強さとリーブ硬さ試験によるTS推定値との対応
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鉄筋材料のＪＩＳ規格強度より高い場合は元より、低い
場合（アンダーマッチング）でも試験体の大半が母材
部で破断する。その主要因は塑性拘束の影響等が考え
られる。したがって、同試験では使用された溶接材料
が鉄筋材料に適合したものであるか、又は建告示第
１４６３号の仕様規定を満足したものか等の判断は極めて
困難であると言える。
4.5　今後の検討課題
リバウンド式のリーブ硬さ試験はある程度の質量の
ある被検体でなければならない。本測定手法の活用と
普及を図って行くためには、どこまでの細径鉄筋に適
用可能かを検証する必要がある。また、本実験で用い
た機種以外の異メーカーの硬さ計での検証実験を行っ
て、適用の可否を判断する必要がある。

５．あとがき
本調査研究では、リーブ硬さ試験法による溶接継
手・溶接金属部の引張強度の推定方法について検討し、
簡便に現場計測が可能な非破壊検査方法であるリーブ
硬さ試験法を提案した。
本手法によれば、溶接継手・溶接金属部の引張強さ
は極めて高精度で推定することが可能であり、平１２建
告示第１４６３号の３号の三に示される溶接材料の強度規

定を担保するための１手段として活用できる。また、
プロセス管理の一環として実施されている溶接継手工
事の自主検査時の抜取りによる引張試験を、リーブ硬
さ試験に代替えすることが可能である。
今後、鉄筋溶接継手の更なる健全な普及・展開を図

るために、遅滞なく技術の研鑽に努めて行く所存であ
る。

〔参考文献〕
1）　矢部喜堂：鉄筋継手の検査に関するアンケート結
果、（公社）日本鉄筋継手協会会誌、２０２０年１月

2）　（公社）日本鉄筋継手協会：鉄筋溶接継手の品質確
保方策に関する検討報告書、２０１６年８月
3）　北原敏希、中込忠男、藤田哲也、笠原基弘、服部
和徳、市川祐一、井上朋子：反発式硬度計による建
築鉄骨溶接部の引張強さ推定に関する実験的研究：
その１　ＨＬ値による引張強さ推定式の提案、日本
建築学会学術講演梗概集、２００６年９月

4）　（公社）日本鉄筋継手協会：硬さ試験による溶接金
属部の強度推定に関する調査研究、２０２０年１２月

図５　鉄筋種類別の溶接金属部、溶接継手の引張強さ及び硬さ試験によるTS推定値
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異径溶接継手の曲げ試験の適用性に関する検討

4

１．はじめに
鉄筋径の異なる溶接継手の曲げ試験において生じる
細径側鉄筋への曲げひずみの片寄りを定量的に明らか
にし、鉄筋継手の性能評価におけるこのような曲げ試
験の適用の可否について検討した。

２．予備試験
まず予備試験として、継手の無い鉄筋素材の曲げ試
験を実施した。試験材は異形鉄筋Ｄ１９（ＳＤ３４５）、Ｄ２９
（ＳＤ３４５）、Ｄ３８（ＳＤ４９０）を各１本とし、曲げ角度３０°、
６０°、９０°で一旦除荷し、鉄筋の節－節間及び谷－谷間
にポンチで打痕した間隔をノギスで測定し、曲げ角度
０°の初期値で除して曲げひずみを求めた。曲げ半径
と支点間距離は、JIS Z 2248（金属材料曲げ試験方法）
に準拠した。
試験結果の曲げひずみの分布の一例を図１に示す。
曲げひずみは押し治具の当たる鉄筋中央部が大きく、
６０°でほぼ最大の約２０％に達した。曲げひずみは、曲
げ半径と鉄筋径から計算で求まり、ＳＤ３４５は２０％、ＳＤ
４９０は１４％であるが、試験結果はこれらの値とほぼ等
しい。

３．溶接継手の曲げ試験
1.1　試験材の作製
試験材の溶接継手の種類と数量を表１に示す。呼び
径差３mm違いの異径継手と比較用の同径継手各３種
類である。試験は表曲げと裏曲げに加え、引張試験も
実施した。

試験材は、本協会の認定工法ＪＣｅ工法により、JIS Z 
3882の３Ｈ種の有資格者が下向き姿勢で作製した。溶
接ワイヤは、ＪＣｅ工法の施工要領書に従い、ＳＤ３４５に
はMG-60を、ＳＤ４９０にはMG-70を使用した。

3.2　試験・計測方法
曲げ試験の内側半径はJIS G 3112（鉄筋コンクリー

ト用棒鋼）の曲げ性における内側半径とし、支点間距
離はJIS Z 2248に準拠した。異径継手に関しては、JIS 
Z 3120（鉄筋コンクリート用棒鋼ガス圧接継手の試験
方法及び判定基準）に従い、径の細い方の値を適用し
た。
ひずみの測定間隔を図２に示す。溶接部を中心に左

右に鉄筋径の約３倍の範囲とし、測定方法は素材の曲
げ試験と同様とした。曲げ試験の実施状況を写真１に、
曲げひずみの測定の状況を写真２に示す。曲げ角度が

溶接継手性能小委員会
副委員長　成原　弘之

図１　曲げひずみ分布（D29（SD345））

表１　溶接継手の種類と試験数量
数量引張裏曲げ表曲げ鉄筋径鋼種種類
4211D19×D22SD345

異径
継手 4211D29×D32SD345

4211D38×D41SD490
4211D19×D19SD345

同径
継手 4211D29×D29SD345

4211D38×D38SD490
241266合計

図２　ひずみの測定間隔

写真１　曲げ試験実施状況 写真２　曲げひずみの測定
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大きくなると曲げ圧縮側のポンチ間隔はノギスで測定
できないため、引張側のみ測定することとした。

3.3　試験結果
写真３、写真４に異径継手の曲げ試験結果を示す。
曲げ試験では最初に溶接金属の位置を支点間中央に
セットするが、試験中に押し治具の中心が次第に細径
側に移動し、曲げ変形の大部分は細径側の母材に生じ
た。相対的な径の差が大きいほど、その片寄りは著し
い。

図３～６に曲げひずみの分布の例を示す。横軸は溶
接継手中央からの距離であり、負側（左側）が細径側
である。継手の左右でひずみ分布は異なり、細径側の
ひずみが最大３０％～４０％にも達しているが、太径側は
最大でも１０％～１５％に留まっている。溶接金属を含む
継手中央の区間のひずみは小さい。図５で継手左右の
ひずみの差が比較的少ないのは、相対的な径の差が小
さいためである。表曲げと裏曲げの試験結果に有意な

違いは無かった。図６に示す同径継手の曲げひずみの
分布は、異径とは異なり継手左右で概ね対称分布を示
している。
なお、引張試験結果はすべて母材破断であった。

４．まとめ
異径溶接継手の曲げ試験において、押し治具の細径

側への移動は不可避である。そのためD19-D22やD29-
D32の異径継手では、細径側の鉄筋母材に生じる最大
ひずみは約４０％と、鉄筋素材の曲げ性に要求されるひ
ずみの最大２倍にも達する。このような試験は溶接継
目を含む鉄筋継手の曲げ試験とは言い難い。
継手性能評価試験における曲げ試験が溶接継手部に

構造的な欠陥や性能に問題がない事を検証するために
行われるならば、異径継手の曲げ試験でその目的を達
成するには疑問があり、同径同鋼種で行われる曲げ試
験をそのまま異径継手に適用することは適切ではない。

５．あとがき
建築物の高層化や大規模化により耐震設計法や施工

法は多様化し、それに伴い太径鉄筋や高強度鉄筋の利
用が増えて鉄筋継手に求められる品質や性能も多様化
してきた。さらに、本来のＡ級継手の利点である鉄筋
継手を設ける位置の自由度拡大に加え、高品質ブラン
ド的な付加価値が浸透し、本来引張力の小さい部分に

写真３　表曲げ試験 写真４　裏曲げ試験

図３　異径継手（D19-D22裏曲げ）

図４　異径継手（D29-D32裏曲げ）

図５　異径継手（D38-D41裏曲げ）

図６　同径継手（D29-D29裏曲げ）
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設けるべき異種や異径の鉄筋継手にまでもＡ級継手の
認定を求める設計者や継手事業者の誤った理解が背景
にある。
１９９１年の建設省課長通達に基づく旧来の溶接継手の
性能判定基準をそのまま拡大解釈して異種や異径の鉄
筋継手に準用するのではなく、その力学的な性能と設
計上の鉄筋応力に基づいて、継手位置を考慮した技術
的な課題を明確にし、多様化してきた鉄筋継手のそれ
ぞれの特性に適した評価試験方法と使用基準は如何に
あるべきか、改めて検討すべき時期にきている。
（大成建設㈱技術センター 都市基盤技術研究部栄誉
研究員）

4
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１．（公社）コンクリート工学会
標記年次大会（名古屋）は、2021年7月７日∬～7月

９日∮にかけてオンライン開催された。
鉄筋継手に関する発表は、プレキャストコンクリー
トセッションの発表論文15編のうち1編、付着・定着・
継手セッションの発表論文12編のうち１編であった。

⑴　モルタル充填式継手とシース管を用いたプレキャ
ストRCはりの実験的研究 [2049]

⑵　鋼管拘束型鉄筋継手を用いたRC柱の変形性能に
関する検討 [2058]

⑴　の要約
一般にプレキャスト部材では端部に設置される鉄筋
継手を、モルタル充填式継手をシース管と連結して適
用することで、塑性ヒンジ領域や過密配筋となる領域
を避けた位置に鉄筋継手を配置することを目的に、プ
レキャストRC梁の実験を行っている。
曲げ区間に設定したシース管内へのモルタル充填の
有無、アンボンド区間の長さ、せん断補強筋量をパラ
メータとした2点載荷の梁の曲げ実験を実施した。実
験の結果、打継目の位置による開口の差や、せん断補
強筋が無いアンボンド試験体で、斜めひび割れ発生後
の荷重増加が認められた。

⑵　の要約
土木分野におけるプレキャスト柱部材の接合を目的

に、鉄筋の継手範囲を囲むようにフーチング内に設置
した鋼管にグラウト充填する接合方法に関する実験を
行っている。部材実験に先立ち、継手部分の引張試験
を実施している。鉄筋の節形状が“ねじ”の場合、破
壊形態は“抜け出し”となり、節形状が“たけ”の場合、
“母材破断”となった。たけ節鉄筋を用いた実大試験
体の正負交番載荷試験結果と鉄道標準に基づく計算結
果を比較し、計算結果は安全側の評価となることを確
認している。一方、継手の有無で軸方向鉄筋の抜け出
し量に差があり、部材変形量の正確な評価には、継手
の抜け出し量の定量評価が必要であることを示してい
る。

 

5

２０２１年度（令和３年度）各学協会年次大会における
鉄筋継手に関する発表について 広報委員会

副委員長　平野　勝識

図１　試験体概要

図２　想定した施工方法（左半分）

表１　試験体一覧

図３　せん断補強鉄筋を有する試験体の加重－変異曲線
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5

図４　工法概要

図５　引張試験概要

表２　引張試験ケース一覧

図６　鉄筋の応力とひずみ

図７　継手強度と継手長さの関係

表３　軸方向鉄筋の抜出し量

試験体No.1

図８　試験体概要

試験体No.2
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２．（公社）土木学会
標記全国大会（関東）は、令和３年9月６日㈪～９月
10日∮にかけて東海大学でオンライン開催された。
鉄筋継手に関する発表は、プレキャストコンクリー
トセッションの発表論文23編のうち２編、付着・定
着・継手セッションの発表論文24編のうち１編であっ
た。

⑴　鋼管拘束型鉄筋継手で接合した柱部材の高応力繰
返し性能（Ⅴ-202）

⑵　プレキャスト二分割ボックスカルバートの基本的
な設計と施工（Ⅴ-222）

⑶　ガス圧接継手を機械式継手に変更する場合の検討
方法について（Ⅴ-511）

⑴　の要約
前述のコンクリート工学会で挙げた⑵の文献と同様
の内容であるが、部材の正負交番載荷試験結果におい
て、基部の損傷状況に継手の有無の影響が見られな
かったことを示している。

 

⑵　の要約
大型ボックスカルバートを二分割し、モルタル充填

式継手で一体化した事例を示している。設計施工上の
留意点について、一般的な事項の記載があった。

⑶　の要約
鉄道構造物において、耐震設計上考慮される地震力

の増大や、営業線の近接構造物などのスレンダーな
ラーメン高架橋では太径鉄筋が多用される。生産性向
上や工程短縮を目的に、ガス圧接継手から機械式継手

図９　交番載荷試験概要

表４　曲げモーメントの比較

図１０　M-Θ関係

写真１　二分割ボックスカルバート

図１１　モルタル充填継手イメージ
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5

に変更される事例が増えている。本文では、鉄道・運
輸機構における鉄筋継手の変更に関する検討方針を詳
述している。
まず、ラーメン高架橋を例にとり、継手位置、継手
の単体性能、信頼度、検査レベル、施工レベル、検討
項目の関係が示されている。また、継手の集中度に応
じて、引張降伏強度の低減係数α、疲労強度の低減係
数βによる修正方針が示されている。また、整備新幹
線工事において工期短縮のため橋脚の塑性ヒンジ区間
にD51のモルタル充填式継手を集中度１／２より大き
い割合で配置した例について、正負交番載荷実験によ
る検証結果が示されている。

 

 

図１２　ラーメン高架橋における継手位置の分類

表５　継手位置とガス圧接継手および機械式継手の関係

表８　高応力繰り返し特性の照査方法（軸方向鉄筋）

表６　継手の材料修正係数ρmj 表７　引張降伏強度の低減係数α

図１３　疲労強度の低減率

図１４　実験概要図

図１５　骨格曲線の比較
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３．（一社）建築学会
標記年次大会（東海）は、令和３年9月7日∫～9月
10日∮にかけて名古屋工業大学およびオンラインで開
催された。鉄筋の継手に関する発表は１編であった。

⑴　異径異鋼種鉄筋を接合したモルタル充填式継手の
性能　[23014]

⑴　の要約
モルタル充填式継手は異径、異鋼種の組合せの自由
度が高いが、本文では、鋼種と径が合計３クラス異な
る組み合わせで、継手単体の引張試験を実施している。
その結果、本組合せにおいても、細径、低強度側の鉄
筋変位が増大する傾向を確認し、A級継手性能判定基
準を満足することが示されている。

 

 （株式会社フジタ 技術センター 土木研究部長）

表９　試験体一覧

図１６　試験体概要

図１７　応力ひずみ関係
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世界建築遺産の旅
公益社団法人 日本鉄筋継手協会 

　顧問　和泉　信之

旅は楽しいものです。アラブのことわざに「長生きをし
たものは多くを知る。旅をしたものはそれ以上を知る」とい
う名言があるそうです。大学の頃から建築を学び、建築
構造の研究や設計など建築のものづくりに携わってきた者
として、国内や海外の「世界建築遺産」を訪ねる旅はま
た格別です。私は千葉大学着任前には民間の建設会社
に勤務していました。ある程度まとまった休暇をいただい
て海外の旅に出かける機会は少なく、新婚旅行などのほ
かには国際会議や地震調査など研究業務に関した出張
に限られたものでした。民間会社を退職する際に、スペイ
ンに旅行しました。以前からガウディ建築を訪ねたいと考
えていましたが、退職の年が銀婚式にあたり、その記念と
して妻と一緒に旅に出ました。ガウディはサグラダ・ファミ
リア教会などで日本でも有名な建築家です。独特の造形
美の建築を実現していますが、ローマンアーチ、ゴシック
アーチに続く第３のアーチと呼ばれる「カテナリーアーチ」
によるアーチ構造を建設しています。カテナリーアーチの
設計のために、逆さ吊り実験を実施したことはよく知られ
ています。バルセロナのガウディ建築を訪ねて建築の空
間の美しさを実感し、空間を支える構造の重要性を再認
識しました。これは、実際に現地を訪れないとわからない
ものでした。「世界は１冊の本である。旅をしない人 は々
本を１ページしか読んでいないのと一緒である」（アウグ
スティヌス）という名言があるそうです。この言葉の通り、
ガウディ建築を訪ねたスペインの旅では、旅の面白さをあ
らためて知り、多くの楽しい旅のページを開きたいと思い
ました。
私は、ここ１０数年近く「世界建築遺産の旅」と称して、

海外にある世界遺産の建築を訪ねる旅をしています。こ
れは、私が大学に着任した際に最初に担当した「建築の
構造」という授業がきっかけでした。この授業は、大学１
年の前期に開催される科目で、建築学科に入学した新入
生が最初に受講する必修科目でした。建築学科の新入
生の多くは、意匠への関心は高いですが、構造について
はほとんど知りません。そこで、「建築の構造」では、建築
空間を実現させる建築構造について、その役割、構造シ
ステム（材料・形式・工法）、構造デザインの基本を理解

することを目標としました。その際、具体的な建築構造を
知ることにより、構造システムのタイプや構造デザインの概
要を学び、その理解を深めてほしいと考えました。建築構
造を知る第一歩は、実際の建築の構造を見ることです。
私の研究室のゼミでは、建設現場の見学会を年数回開
催して、構造体を実感する機会を設けていますが、見学
の実施には限度があります。この授業では、多くの有名な
建築の写真のなかでも、空間を構造が支えて魅力ある建
築空間を構造が具現化していることがわかる写真を集め
ました。最初の授業では、「建築の構造」を考えると題し
て、「１　建築空間を形成するとは」、「２　安全に支える
とは」、「３　構造をつくるとは」というテーマについて説明
しました。「１　建築空間を形成するとは」では、ローマ
建築のほか、私がスペインの旅で撮影したガウディ建築
の写真を用いました。フランスを訪ねてからは、フライン
グ・バットレスがよく見える冬のノートルダム寺院のセーヌ
川沿いからの撮影写真などを用いて、「空間と構造は表
裏一体の関係である」ことを説明しました。
海外の「世界建築遺産の旅」で訪ねた国は、ヨーロッ
パのほか、東アジア、トルコ、インド、エジプト、南米など
２０数か国になりました。昨年はエーゲ海の建築遺産の旅
を計画していましたが、延期しました。コロナ禍のため、
社会活動は大きくかわり、大学の授業はオンライン授業と
対面授業となりました。また、昨年の日本建築学会大会は
千葉大学で開催される予定でしたが、中止になりました。
このように教育・研究環境は大きく変わるなかで、本年３
月末に千葉大学を定年になりました。
「人が旅をするのは到着するためではなく、旅をするた
めである」というゲーテの名言があるそうです。大学勤務
時には、海外の世界建築遺産の旅は卒業式と入学式の
間の３月末に行っていました。定年後は、３月ではない
季節に旅することができると期待していましたが、海外の
世界建築遺産の旅はしばらく延期です。国内にもまだ訪
ねていない素晴らしい世界建築遺産があります。昨年は、
熊野三山を訪ね、コロナ退散を祈願しました。
これからも「世界建築遺産の旅」は続きます。
 （元 千葉大学大学院 教授）
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■ 第543回定時理事会報告
２０２１年１月１４日に、定款第３６条に則り、理事総数２０
名中、出席２０名、欠席０名を確認し、本理事会は成立
した。
Ａ．主な審議事項
１．第５４２回定時理事会議事録について

第５４２回議事録の内容の確認及び承認を得ている
ことが報告され、了承した。
２．会員資格の件

次の会員入退会等の内容を審議し、原案を承認し
た。
＜正会員＞　入会　４社　退会　１社
＜特別会員＞入会　２名　退会　３名

Ｂ．主な報告事項
一般社団法人・財団法人法、第９１条第２項の定めに
従い、会長、副会長及び専務理事より職務の執行状況
に関する報告がなされた。併せて、各委員会を担当す
る理事より、委員会の活動状況に関する説明及び報告
がなされた。
１．会長報告

委員会活動の対応について報告がなされ、了承し
た。
２．理事報告
⑴　公益社団法人日本鉄筋継手協会印章管理規程改
正について
内容を確認し、原案を了承した。

⑵　日本鉄筋継手協会経理規程の改正及び同経理細
則の廃止について
内容を確認し、一部修正して了承した。

３．各委員会報告
⑴　総務・財務・会員委員会報告
１）会員資格の件
２）公益社団法人日本鉄筋継手協会規則改正及び
日本鉄筋継手協会会員資格細目規定廃止の件

３）機器技術等認定の件
４）日本鉄筋継手協会料金表（鉄筋継手部検査技

術関連）改定の件
５）２０２１年度収支予算案についての検討
６）ガス圧接技量検定規定改正に伴う検定試験料
改定についての検討

７）全国圧接業協同組合連合会からの要望事項等
に関する所管委員会選定の件

８）２０２０年度総務・財務・会員委員会開催スケ
ジュールの件

⑵　要員認証管理委員会報告
１）鉄筋継手部検査技術検定試験制度改正につい
て

２）要員認証関連規定等制定、改正について
①技量検定等共通規定
②ガス圧接技量検定規定
③熱間押抜ガス圧接技術講習会規定等

３）各種講習会のオンライン講習実施の件
４）日本鉄筋継手協会要員認証活動における新型
コロナウイルス感染防止対策マニュアル改正の
件

５）適格性証明書等改ざんの件
６）２０２０年度後期定時試験　追加実施の件
７）２０２１年度定時試験・講習会実施の件
８）委員会報告
９）資格者認証の件

⑶　技術委員会報告
１）各小委員会報告
２）ＪＩＳ制定・改正に伴う協会規基準の対応につ
いて

⑷　機器技術等認定委員会報告
１）Ａ級天然ガス圧接継手「エコウェル工法」更
新認定申請経過報告

２）２０２１年度更新予定認定機器等に関する報告
３）２０２０年度後期及び２０２１年度機器技術等認定委
員会開催日程の件

⑸　優良会社認定委員会報告
１）２０２０年度優良鉄筋継手部検査会社認定審査予
定
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２）２０２１年度優良圧接会社認定審査について
４．事務局報告

次の内容の一般報告がなされ、一部修正し了承し
た。
２０２０年度資格試験及び技量資格検定試験の実施状
況
２０２０年度理事会開催日程
＜一部修正＞
・第５４６回定時理事会（２０２１年４月２６日）は、他回と
同様にWebにより開催する。

■ 第544回定時理事会報告
２０２１年２月２６日に、定款第３６条に則り、理事総数２０
名中、出席１８名、欠席２名を確認し、本理事会は成立
した。
Ａ．主な審議事項
１．第５４３回定時理事会議事録の確認

事前に承認された第５４３回定時理事会議事録を確
認した。
２．会員資格の件

次の会員入会の内容を審議し、原案を承認した。
＜正会員＞　入会　１社、退会　１社

３．日本鉄筋継手協会未来経営戦略委員会設置の件
内容を審議し、原案を承認した。

Ｂ．報告事項
一般社団法人・財団法人法、第９１条第２項の定めに
従い、会長及び専務理事より職務の執行状況に関する
報告がなされた。併せて、各委員会を担当する理事よ
り、委員会の活動状況に関する説明及び報告がなされ
た。
１．会長報告

専門委員委嘱・解嘱及び退会の件
２．各委員会報告

審議事項及び報告事項と重複する内容については
省略し、次の内容による報告がなされ了承した。
⑴　総務・財務・会員委員会報告
１）会員資格の件
２）企画調整会議報告
３）鉄筋継手検査業協会からの意見書に関する報
告について

４）日本鉄筋継手協会料金表改定検討の件

５）２０２１年度事業計画及び２０２１年度収支予算（素
案２）についての検討

６）２０２０年度総務・財務・会員委員会開催スケ
ジュールの件

⑵　要員認証管理委員会報告
１）要員認証関連規定等制定、改正について
２）継手管理技士資格試験規定改正の件
３）ガス圧接技量検定試験及び検査技術検定試験
延期に伴う適格性証明書の使用期限の伸長の件

４）２０２１年度定時試験・講習会実施追加の件
５）委員会報告
・ガス圧接技量検定委員会
・鉄筋継手部検査技術検定委員会
・鉄筋継手部検査技術講習委員会
・継手管理技士講習委員会

３．事務局報告
次の内容の一般報告がなされ、一部修正し了承し

た。
２０２０年度資格試験及び技量資格検定試験の実施状
況

■ 第545回定時理事会報告
２０２１年３月２２日に、定款第３６条に則り、理事総数２０
名中、出席１８名を確認し、本理事会は成立した。
Ａ．主な審議事項
１．第５４４回定時理事会議事録の確認

事前に承認された第５４４回定時理事会議事録を確
認した。

２．会員資格の件
次の入退会及び変更等について、原案を承認した。

　＜正会員＞　　退　会　１社
　＜特別会員＞　入　会　１名、退　会　１名

３．２０２０年度収支報告（２０２０年４月１日～２０２１年１月
３１日）
内容を確認し、了承した。

４．日本鉄筋継手協会料金表改正の件
改定内容を審議し、原案を承認した。

５．２０２１年度事業計画における予算編成について
⑴　２０２１年度事業計画（案）

事業計画案を審議し、原案を承認することとし
た。もって、内閣府に提出する。
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⑵　２０２１年度各委員会別実施計画（案）
各委員会別実施計画案を審議し、承認した。

⑶　２０２１年度収支予算書（案）
次年度予算案の内容を審議し、原案を承認した。

もって、内閣府へ提出する。
６．２０２０年度末協会日程計画について

内容を確認し、一部修正した上で了承した。
Ｂ．報告事項
一般社団法人・財団法人法、第９１条第２項の定めに
従い、会長、副会長及び専務理事より職務の執行状況
に関する報告がなされた。併せて、各委員会を担当す
る理事より、委員会の活動状況に関する説明及び報告
がなされた。なお、審議事項及び報告事項と重複する
内容については省略し、次の内容による報告がなされ
た。
１．会長報告

専門委員の委嘱及び解嘱の件
２．各委員会報告

審議事項及び報告事項と重複する内容については
省略し、次の内容による報告がなされた。
⑴　総務･財務･会員委員会報告
１）会員資格の件
２）日本鉄筋継手協会料金表（鉄筋継手部検査技
術関連）改定検討の件

３）日本鉄筋継手協会料金表（継手管理技士資格
試験関連）改定検討の件

４）２０２０年度収支報告
５）２０２１年度事業計画及び２０２１年度収支予算につ
いての検討

６）２０２０年度末協会日程計画について
７）２０２０年度総務･財務･会員委員会開催スケ
ジュールの件

⑵　日本鉄筋継手協会賞選考委員会報告
１）日本鉄筋継手協会賞選考見送の件
⑶　技術委員会報告
１）各小委員会報告
２）２０２１年度技術委員会活動方針について
３）２０２１年調査研究発表会について
４）公共建築工事標準仕様書改定の対応
５）ＪＩＳ制定、改正に伴う本協会の対応（報告）
⑷　要員認証管理委員会報告
１）要員認証関連規定等改正の件

①継手管理技士資格試験規定
②鉄筋継手部検査技術検定規定
③ガス圧接技量検定規定

２）技量検定等共通規定改正スケジュールの件
３）ガス圧接技量検定試験（西日本地区）事故報
告

４）技量資格者認証の件
３．事務局報告

次の内容による一般報告がなされた。
１）２０２０年度　資格試験及び技量資格検定試験の
実施状況

２）中間審査実施状況

■ 第546回定時理事会報告
２０２１年４月２６日に、定款第３６条に則り、理事総数２０
名中、出席２０名を確認し、本理事会は成立した。
Ａ．主な審議事項
１．第５４５回定時理事会議事録の確認

第５４５回定時理事会議事録を確認した。
２．会員資格の件

次の会員入会の内容を審議し、原案を承認した。
＜正会員＞　　入会　１社、退会　１社
＜特別会員＞　入会　３名、退会　１名

３．第５９回定時総会について
第５９回定時総会及びその他の開催方法と通知等に

ついて確認し、承認された。
＜第５９回定時総会　開催概要＞
期日：２０２１年５月３１日㈪　１３：００～１５：２０
場所：公益社団法人日本鉄筋継手協会（Web会議

による）
次第：
　①第５９回定時総会　１３：００～１４：２０
　　報告事項：
　　　その１　２０２０年度事業報告
　　　　その２　２０２１年度事業計画
　　　　その３　２０２１年度収支予算
　　　議　　案：
　　　　第１号議案　

２０２０年度収支決算報告及び監査報告の件
　　　　第２号議案

公益社団法人日本鉄筋継手協会定款一部
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変更の件
　　　　第３号議案　２０２１年度役員報酬の件
　　　　第４号議案　役員選任の件
　　②臨時理事会　　　　１４：３０～１５：２０
４．２０２０年度収支決算報告（２０２０年４月１日～２０２１年
３月３１日）
内容を審議し、原案を承認することとした。もっ
て、第１号議案として総会へ附議する。
５．公益社団法人日本鉄筋継手協会定款一部変更及び
定款一部変更に関する日本鉄筋継手協会規則の改正
の件
内容を審議し、原案を承認することとした。もっ
て、定款一部変更については、第２号議案として総
会へ附議する。
６．２０２１年度役員報酬の件

内容を審議し、原案のとおり承認された。もって、
第３号議案として総会へ附議する。
７．２０２１年度役員人事の件

内容を審議し、原案のとおり承認された。もって、
第４号議案として総会へ附議する。
８．２０２０年度事業報告の件

内容を審議し、原案のとおり承認された。もって、
総会で報告する。
９．協会技術センター地代改定の件

内容を審議し、原案のとおり承認された。
１０．協会本部事務所移動方針について

内容を審議し、原案のとおり承認された。
１１．日本鉄筋継手協会における新型コロナウイルス感
染症拡大防止対策に関する指針の件
内容を審議し、原案のとおり承認された。指針は、
協会ホームページに掲載し、関係者に配布する。

１２．機器技術等認定に関する手数料再改定の件
更新認定手数料の再改定内容を審議し、原案のと
おり承認された。
＜更新・手数料＞
　申請審査手数料　100,000円
認定手数料　　　認定機器技術における販売実績

等の５％とし、その上限は500,000
円までとする。

※実験費及び試験費等が発生した場合は、申請者
負担による。

※なお、審査の段階で認定に至らなかった場合で

も、手数料の返金はしない。
１３．２０２０年度優良鉄筋継手部検査会社認定の件

内容を審議し、原案のとおり承認された。
＜認定会社＞
更新認定　１３社、新規認定　１社

１４．２０２０年度優良溶接せん断補強筋製造会社認定の件
内容を審議し、原案のとおり承認された。
＜認定会社・工場＞
更新認定　１１社１６工場
新規認定　２社２工場

１５．優良圧接会社認定規定等改正の件
内容を審議し、一部修正した上で承認された。

１６．２０２１年度優良圧接会社認定審査について
内容を確認し、原案のとおり承認された。

１７．鉄筋冷間直角切断機の更新認定の件
内容を審議し、一部修正した上で承認された。

Ｂ．報告事項
一般社団法人・財団法人法、第９１条第２項の定めに
従い、会長及び専務理事より職務の執行状況に関する
報告がなされた。併せて、各委員会を担当する理事よ
り、委員会の活動状況に関する説明及び報告がなされ
た。
１．会長報告

専門委員委嘱・解嘱及び退会の件
２．各委員会報告

審議事項及び報告事項と重複する内容については
省略し、次の内容による報告がなされ了承した。
⑴　総務・財務・会員委員会報告
１）会員資格の件
２）公益社団法人日本鉄筋継手協会定款一部変更
の件

３）日本鉄筋継手協会料金表改定検討の件
４）２０２０年度収支決算報告
５）第５９回定時総会報告資料及び承認事項確認の
件

６）２０２０年度総務・財務・会員委員会開催スケ
ジュールの件

⑵　技術委員会報告
１）各小委員会報告
２）調査研究発表会の件
３）公共建築工事標準仕様書（令和４年版）一次
案意見照会の件
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４）協会誌　調査研究成果報告記事執筆依頼の件
５）２０２１年度技術委員会について
＜主な意見等＞
・調査研究発表会の動画配信の開始時期はいつ頃
か。

→２０２１年６月頃を予定している。
⑶　要員認証管理委員会報告
１）２０２０年度マネージメントレビュー結果報告及
び２０２１年度要員認証品質管理方針及び同管理目
標決定の件

２）継手管理技士資格試験規定改正及び料金改定
の件

３）全国圧接業協同組合連合会からの要望事項等
に関する対応

４）適格性証明書の誤使用防止対策の件
５）技量検定等共通規定改正の件（中間報告）
６）鉄筋継手部検査技術検定規定改正に伴うＪＲＪＩ
業務管理システムの変更及び対応

７）資格者認証の件
８）ＧＰ検定案内文書の件

⑷　優良会社認定委員会報告
２０２１年度Ａ級継手圧接施工会社認定審査について

３．事務局報告
次の一般報告がなされ、了承された。
⑴　２０２０年度資格試験及び技量資格検定試験の実施
状況
⑵　中間審査実施状況

■ ２０２１年度第1回臨時理事会報告
２０２１年５月３１日に、定款第３６条に則り、理事総数２０
名中、出席１９名を確認し、本理事会は成立した。
Ａ．主な審議事項
１．会長、副会長、専務理事選定の件
⑴　会長選定の件

前年度副会長であり今期留任となる長瀬悟理事
を議長として、杉山央会長（代表理事）の任期満
了による退任に伴う新たな会長（代表理事）の選
定について諮ったところ、議長一任との動議がな
された。議長は、議長一任の動議について諮り、
満場一致の賛成を得たので、会長（代表理事）候
補として勝木太理事を指名して諮ったところ、満

場一致の賛成を得て選定された。被選定者は、就
任を承諾した。

⑵　副会長、専務理事選定の件
勝木太新会長が議長となり、任期満了による副

会長（代表理事）退任に伴う新たな副会長（代表
理事）２名の選定について諮ったところ、議長一
任との動議がなされた。議長は、議長一任の動議
について諮り、満場一致の賛成を得たので、再任
された衣笠秀行理事、関洋之理事を副会長（代表
理事）として指名して諮ったところ、満場一致の
賛成を得て選定された。被選定者両名は、就任を
承諾した。
また、笹谷輝勝理事の任期満了による専務理事

退任に伴う新たな専務理事１名の選定について
諮ったところ、議長一任との動議がなされた。議
長は、議長一任の動議について諮り、満場一致の
賛成を得たので、再任の笹谷輝勝理事を専務理事
候補として指名して諮ったところ、満場一致の賛
成を得て選定された。被選定者は、就任を承諾し
た。

２．２０２１年度理事会及び企画調整会議開催日程の件
２０２１年度理事会及び企画調整会議開催日程が決定
された。

３．議事録署名人選任の件
理事会議事録署名人は、定款第３９条に基づき出席

した勝木太会長、衣笠秀行副会長、関洋之副会長、
柿沢忠弘監事及び土井克也監事が署名並びに押印す
る。

４．２０２１年度委員会構成及び理事分掌の件
２０２１年度委員会構成及び理事分掌が決定された。

５．日本鉄筋継手協会委員会規則改正の件
日本鉄筋継手協会委員会規則が改正された。

６．優良圧接会社関連料金について
優良圧接会社関連料金が決定された。

７．他団体協賛依頼について
第４回全国鉄筋技能大会の協賛依頼を受諾し、協

賛金１口（３万円）分を事業費より支出することが
決定された。

８．協会事務所の移動について
協会東京本部事務所並びに協会技術センター仮事

務所を移動することが決定された。
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Ｂ．報告事項
１．事務局長・技術センター長等任命、顧問・参与委
嘱の件
事務局長、技術センター長等の任命、顧問及び参
与の委嘱が報告された。
２．協会支部会委嘱の件

協会支部会の委嘱が報告された。
３．日本鉄筋継手協会の取組み及び実施状況

政府の要請により協会業務の改善に関する取り組
みを実施していることが報告された。

2021年度（後期）優良圧接会社及
びＡ級継手圧接施工会社認定募集の
お知らせ
２０２１年度（後期）の優良圧接会社及びＡ級継手圧接
施工会社の募集を次の要領で行います。
圧接施工会社の皆様におかれましては、奮ってご応
募頂きますようお知らせいたします。
＜申請の要件・書類及び審査認定スケジュール＞
申請の要件・書類については、協会ホームページに
掲載している各規定等をご確認下さい。
審査認定スケジュールは、協会ホームページに掲載
いたします。

２０２１年度優良鉄筋継手部検査会社
認定募集のお知らせ
２０２１年度の優良鉄筋継手部検査会社の募集を次の要
領で行います。
検査会社の皆様におかれましては、奮ってご応募頂
きますようお知らせいたします。
＜申請の要件・書類及び審査認定スケジュール＞
申請の要件・書類については、協会ホームページに
掲載している各規定等をご確認下さい。
審査認定スケジュールは、協会ホームページに掲載
いたします。

２０２１年度（後期）優良機械式継手施
工会社認定募集のお知らせ
２０２１年度（後期）の優良機械式継手施工会社の募集
を次の要領で行います。

機械式継手会社の皆様におかれましては、奮ってご
応募頂きますようお知らせいたします。
＜申請の要件・書類及び審査認定スケジュール＞
申請の要件・書類については、協会ホームページに

掲載している各規定等をご確認下さい。
審査認定スケジュールは、協会ホームページに掲載

いたします。

２０２１年度優良溶接せん断補強筋製
造会社認定募集のお知らせ
２０２１年度の優良溶接せん断補強筋製造会社の募集を
次の要領で行います。
溶接せん断補強筋製造会社の皆様におかれましては、

奮ってご応募頂きますようお知らせいたします。
＜申請の要件・書類及び審査認定スケジュール＞
申請の要件・書類については、協会ホームページに

掲載している各規定等をご確認下さい。
審査認定スケジュールは、協会ホームページに掲載

いたします。

２０２１年度（後期）優良Ａ級継手溶接
施工会社認定募集予定
２０２１年度（後期）の優良Ａ級継手溶接施工会社認定
の募集を次の要領で行います。
溶接施工会社の皆様におかれましては、奮ってご応

募頂きますようお知らせいたします。
＜申請の要件・書類及び審査認定スケジュール＞
申請の要件・書類については、協会ホームページに

掲載している各規定等をご確認下さい。
審査認定スケジュールは、協会ホームページに掲載

いたします。
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■　会員資格の取得及び変更
□２０２１年１月１４日付
１．入会
　正会員Ⅰ類
　　イワタ継手鋼業㈱　　岐阜県安八郡
　　オオタ㈱　　　　　　大阪府四条畷市
　　㈲フレイム　　　　　福岡県大野城市
　正会員Ⅴ類
　　開成鉄筋㈱　　　　　千葉県佐倉市
　特別会員
　　緒方　努　　　　　　日本スプライススリーブ㈱
　　塩手　博道　　　　　㈱山下設計
２．代表者変更
　正会員Ⅰ類
　　㈱前田ガス圧接工業　（新）代表取締役　玉城　孝
３．住所変更
　正会員Ⅰ類
　　㈱ＡＩＷＡ
　　（新住所）神奈川県川崎市宮前区南野３－３９－２２
□２０２１年２月２６日付
１．入会
　正会員Ⅰ類
　　丸正誠伸興業㈱（北海道札幌市）
２．退会
　正会員Ⅰ類
　　㈲佐藤ガス圧接工業（埼玉県行田市）
３．代表者変更
　正会員Ⅳ類
　　日本シーレーク㈱　（新）代表取締役　友利　明浩
４．　住所変更
　正会員Ⅰ類
　　㈱Ｋ・Ｋ・１
　　（新）大阪府守口市大宮通３丁目９－２１
□２０２１年３月２２日付
１．入会
　特別会員
　　汐川　孝

２．　退会
　正会員Ⅰ類
　　㈱日本ガス圧接（愛知県名古屋市）
　特別会員
　　横田　弘
３．代表者変更
　正会員Ⅰ類
　　㈱函館圧接工業
　　（新）代表取締役　吉村　　学
　正会員Ⅰ類
　　㈲琉圧
　　（新）代表取締役　仲宗根康二
　正会員Ⅳ類
　　㈱ジャパンエコ―サービス
　　（新）代表取締役　小島　裕一
　正会員Ⅳ類
　　日本シーレーク㈱
　　（新）代表取締役　友利　明浩
　正会員Ⅴ類
　　高周波熱錬㈱
　　（新）代表取締役　大宮　克己
４．住所変更
　正会員Ⅰ類
　　荒木圧接㈲
　　（新）東京都江戸川区平井７－６－２０
　正会員Ⅰ類
　　イワタ継手鋼業㈱
　　（新）岐阜県羽島市福寿町平方３５５
　正会員Ⅰ類
　　㈱Ｋ・Ｋ・１
　　（新）大阪府守口市大宮通３－９－２１
　正会員Ⅳ類
　　㈱アクティブ
　　（新）広島県福山市蔵王町３１３８－４
　正会員Ⅳ類
　　㈲佐賀検査サービス
　　（新）佐賀県杵島群江北町惣領分３９９１－２
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　正会員Ⅳ類
　　㈲マエダ機材
　　（新）北海道河西郡芽室町東芽室北１線２０－３０
　正会員Ⅴ類
　　㈱伊藤製鐵所
　　（新）東京都千代田区神田小川町１－３－１
□２０２１年４月２６日付
１．入会
　正会員Ⅳ類
　　㈱西東京建材試験所　　埼玉県新座市
　特別会員
　　安部　隆博　　㈱竹中工務店
　特別会員
　　相澤　昌典　　㈱竹中工務店
　特別会員
　　佐野　　司　　㈱日東コンクリート技術事務所
２．退会
正会員Ⅰ類
　　松木ガス圧接工業㈱
　　（理由）会社解散のため退会
　特別会員
　　若菱　幸信　㈱日東コンクリート技術事務所
　　（理由）委員交代のため
３．　代表者変更
正会員Ⅰ類
　㈱武蔵野　　
　（新）代表取締役　辻　　茂
正会員Ⅳ類
　㈱さくら非破壊検査
　（新）代表取締役　松澤　好晃
正会員Ⅴ類
　㈱富士ボルト製作所
　（新）代表取締役　甲斐　寿徳

■　専門委員の委嘱
□２０２１年１月１４日付
１．委　嘱
機械式継手性能小委員会
  委 員 緒方　　努 日本スプライススリーブ㈱
鉄筋継手部検査技術検定委員会
  委 員 塩手　博道 ㈱山下設計

□２０２１年３月２２日付
１．委　嘱
  北海道支部長 千歩　　修 北海道大学大学院
  北海道副支部長 杉山　隆文 北海道大学大学院
要員認証管理委員会、事業委員会
  委 員 平　　陽兵 鹿島建設㈱
□２０２１年４月２６日付
１．委　嘱
技術委員会
  委 員 佐野　　司 ㈱日東コンクリート技術事務所
機械式継手性能小委員会
  委 員 安部　隆博 ㈱竹中工務店
優良溶接せん断補強筋製造会社認定委員会
  委 員 相澤　昌典 ㈱竹中工務店
□２０２１年５月３１日付
１．委　嘱
企画調整会議
  議 長 勝木　　太 芝浦工業大学
  委 員 衣笠　秀行 東京理科大学
  〃  関　　洋之 ㈱梓設計
  〃  塩手　博道 ㈱山下設計
  〃  笹谷　輝勝 日本鉄筋継手協会
総務財務委員会
  委 員 長 関　　洋之 ㈱梓設計
  副委員長 塩手　博道 ㈱山下設計
  委 員 大村　哲矢 東京都市大学
  〃  小田切智明 大成建設㈱
  〃  笹谷　輝勝 日本鉄筋継手協会
  〃  新妻　尚祐 新妻鋼業㈱
事業委員会
  委 員 長 中澤　春生 清水建設㈱
  副委員長 佐藤　孝二 ㈲グローバル検査
  副委員長 嘉藤　裕一 ㈱嘉藤工業所
  委 員 國津　博昭 ㈱日建設計
  〃  笹谷　輝勝 日本鉄筋継手協会
  〃  白川　和司 五洋建設㈱
  〃  新妻　尚祐 新妻鋼業㈱
  〃  平　　陽兵 鹿島建設㈱
広報委員会
  委 員 長 鈴木　紀雄 鹿島建設㈱
  副委員長 平野　勝識 ㈱フジタ
  委 員 新妻　尚祐 新妻鋼業㈱
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  委 員 沼倉　紀章 ㈱都市居住評価センター
国際対応委員会
  委 員 長 野口　貴文 東京大学大学院
  副委員長 中澤　春生 清水建設㈱
  委 員 小寺耕一郎 大谷製鐵㈱
  〃  國津　博昭 ㈱日建設計
  〃  佐藤　正晴 （一社）日本溶接協会
  〃  吉原　栄孝 東京鐵鋼㈱
技術委員会
  委 員 長 衣笠　秀行 東京理科大学
  副委員長 牧　　剛史 埼玉大学
  〃  丸田　　誠 静岡理工科大学
  〃  中澤　春生 清水建設㈱
  〃  成原　弘之 大成建設㈱
  委 員 一宮　利通 鹿島建設㈱
  〃  小田切智明 大成建設㈱
  〃  鹿毛　忠継 国立研究開発法建築研究所
  〃  北村　健治 普通鋼電炉工業会
  〃  倉持　　貢
  〃  玉井　真一 （独）鉄道建設・運輸施設整

備支援機構
  〃  田嶋　仁志 ㈱IHIインフラシステム
  〃  都築　正則 ㈱大林組
  〃  土井　克也 ㈱ダイイチ
  〃  土井　義夫 ㈱デイーアイジェクト
  〃  中込　忠男 信州大学名誉教授
  〃  林　　順三 ㈱伊藤製鐵所
  〃  平野　勝識 ㈱フジタ
  〃  福島　順一 ふくしま建築構造研究所
  〃  前田　信之 清水建設㈱
  〃  森濱　和正 ものつくり大学
  〃  安部　隆博 ㈱竹中工務店
  〃  佐野　　司 ㈱日東コンクリート技術事務所
非破壊検査小委員会
  委 員 長 森濱　和正 ものつくり大学
  副委員長 笠原　基弘 ㈲アクトエイションハート
  委 員 案件ごとの委嘱
ガス圧接継手性能小委員会
  委 員 長 玉井　真一 （独）鉄道建設・運輸施設整

備支援機構
  副委員長 大村　哲矢 東京都市大学
  幹 事 鬼塚　雅嗣 鉄建建設㈱

  委 員 案件ごとの委嘱
溶接継手性能小委員会
  委 員 長 中込　忠男 信州大学
  副委員長 田嶋　仁志 ㈱IHIインフラシステム
  〃  成原　弘之 大成建設㈱
  委 員 案件ごとの委嘱
機械式継手性能小委員会
  委 員 長 丸田　　誠 静岡理工科大学
  副委員長 福島　順一 ふくしま建築構造研究所
  委 員 案件ごとの委嘱
鉄筋継手統計調査委員会
  委 員 長 大橋　茂信 東京鉄鋼㈱
  副委員長 平野　勝識 ㈱フジタ
  委 員 金山　裕介 合同製鐵㈱
  〃  國津　博昭 ㈱日建設計
  〃  佐藤　孝二 ㈲グローバル検査
  〃  嘉藤　裕一 ㈱嘉藤工業所
  〃  吉野　次彦
優良会社認定委員会
  委 員 長 勝木　　太 芝浦工業大学
  副委員長 衣笠　秀行 東京理科大学
  〃  坂口　　昇 ものつくり大学
  〃  冨田　知己 ㈱アーバンテクノス
  〃  宮崎　嘉生 東急建設㈱
  幹 事 鬼塚　雅嗣 鉄建建設㈱
  〃  中丸　浩一 ㈱三菱地所設計
  〃  藤田　英二 ㈱安井建築設計事務所
  〃  阿部　達也 鹿島建設㈱
  〃  相澤　昌典 ㈱竹中工務店
  委 員 岩渕　貴之 ㈱熊谷組
  〃  内海　　博 ㈱入江三宅設計事務所
  〃  大石　　昌 ㈱久米設計
  〃  大岡　　彰 ㈲エスフォルム
  〃  大村　哲矢 東京都市大学
  〃  北村　　圭 ㈱松田平田設計
  〃  小林　久美 清水建設㈱
  〃  後藤　二郎 ㈱梓設計
  〃  田中　大介 首都高速道路㈱
  〃  鴇田　　隆 三菱地所㈱
  〃  中川　　崇 ㈱日本設計
  〃  永田　　敦 ㈱三菱地所設計
  〃  直井　瑞樹
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  委 員 中原健太郎 ㈱STRUCT DESIGN
  〃  平柳　　哲 ㈱大林組
  〃  古谷　時春 JR東日本コンサルタンツ㈱
  〃  堀　　富博 シグマ建築構造研究所
  〃  横瀬　辰男 ㈱ナカノフドー建設
  〃  吉野　次彦
優良溶接せん断補強筋製造会社認定小委員会
  委 員 長 衣笠　秀行 東京理科大学
  副委員長 宮崎　嘉生 東急建設㈱
  委 員 阿部　達也 鹿島建設㈱
  〃  岩渕　貴之 ㈱熊谷組
  〃  鬼塚　雅嗣 鉄建建設㈱
  〃  小林　久美 清水建設㈱
  〃  中川　　崇 ㈱日本設計
  〃  永田　　敦 ㈱三菱地所設計
  〃  平柳　　哲 ㈱大林組
  〃  相澤　昌典 ㈱竹中工務店
  〃  横瀬　辰男 ㈱ナカノフドー建設
機器技術等認定委員会
  委 員 長 牧　　剛史 埼玉大学
  副委員長 坂口　　昇 ものつくり大学
  委　 員 阿部　達也 鹿島建設㈱
  〃  犬伏　　昭 清水建設㈱
  〃  大村　哲矢 東京都市大学
  〃  平野　勝識 ㈱フジタ
  〃  成原　弘之 大成建設㈱
  〃  堀　　富博 シグマ建築構造研究所
鉄筋継手工法認定委員会
  委 員 長 牧　　剛史 埼玉大学
  副委員長 大村　哲矢 東京都市大学
  幹 事 佐 木々　聡 ㈱フジタ
  委 員 犬伏　　昭 清水建設㈱
  〃  成原　弘之 大成建設㈱
  〃  倉持　　貢
  〃  坂口　　昇 ものつくり大学
要員認証管理委員会
  委 員 長 衣笠　秀行 東京理科大学
  副委員長 関　　洋之 ㈱梓設計
  〃  牧　　剛史 埼玉大学
  〃  大村　哲矢 東京都市大学
  〃  石川　裕次 芝浦工業大学
  〃  小幡　学

  副委員長 津野　和宏 国士舘大学
  委 員 平　　陽兵 鹿島建設㈱
  〃  狩野　洋一
  〃  佐藤　孝二 ㈲グローバル検査
  〃  佐藤　　勉 （公財）鉄道総合技術研究所
  〃  新妻　尚祐 新妻鋼業㈱
  〃  古谷　時春 JR東日本コンサルタンツ㈱
  〃  笹谷　輝勝 日本鉄筋継手協会
継手管理技士講習委員会
  委 員 長 長瀬　　悟 ㈱日建設計
  副委員長 鈴木　紀雄 鹿島建設㈱
  委 員 野村　敏雄 ㈱大林組
  〃  有木　克良 （独）都市再生機構
  〃  石川　　洋 ㈱インテック
  〃  依田　　充 東京鐵鋼㈱
  〃  田代　和之 （一財）海外職業訓練協会
  〃  沼倉　紀章 ㈱都市居住評価センター
  〃  土井　克也 ㈱ダイイチ
  〃  和知　康晴 ㈱大林組
  〃  吉野　次彦
ガス圧接技術講習委員会
  委 員 長 中澤　春生 清水建設㈱
  副委員長 大村　哲矢 東京都市大学
  委 員 小早川惠実
  〃  沼倉　紀章 ㈱都市居住評価センター
  〃  佐 木々　聡 ㈱フジタ
  〃  吉野　次彦
鉄筋溶接技術講習委員会
  委 員 長 中込　忠男 信州大学
  副委員長 倉持　　貢
  委 員 小早川惠実
  〃  佐 木々　聡 ㈱フジタ
  〃  高津比呂人 ㈱竹中工務店
  〃  高野倉正三 ㈱スノウチ
  〃  成原　弘之 大成建設㈱
  〃  吉野　次彦
  〃  和久井　光 ㈱スノウチ
機械式継手技術講習委員会
  委 員 長 丸田　　誠 静岡理工科大学
  副委員長 尾崎　伸治 三菱地所レジデンス㈱
  委 員 石川　　洋 ㈱インテック
  〃  小早川惠実
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  委 員 依田　　充 東京鐵鋼㈱
  〃  坂口　　昇 ものつくり大学
  〃  高津比呂人 ㈱竹中工務店
  〃  高橋　聡子 （一財）首都高速道路技術セ

ンター
  〃  田中　光一 信明ゼネラル㈱
  〃  新妻　尚祐 新妻鋼業㈱
  〃  沼倉　紀章 ㈱都市居住評価センター
  〃  野村　敏雄 ㈱大林組
  〃  林　　順三 ㈱伊藤製鐵所
  〃  実原　　功 朝日工業㈱
  〃  吉野　次彦
鉄筋継手部検査技術講習委員会
  委 員 長 木野　淳一 東日本旅客鉄道㈱
  副委員長 有木　克良 （独）都市再生機構
  委 員 玉井　真一 （独）鉄道建設・運輸施設整

備支援機構
  〃  石川　　洋 ㈱インテック
  〃  柏瀬　一彦 （一社）ＣＩＷ検査業協会
  〃  越路　正人 東京鉄鋼土木㈱
  〃  小早川惠実
  〃  齋藤　昌稔 ㈱建材サービスセンター
  〃  須崎　浩二 東京理学検査㈱
  〃  田中　光一 信明ゼネラル㈱
  〃  前川　真一 ㈱ダンテック
  〃  吉野　次彦
継手管理技士試験委員会
  委 員 長 玉井　真一 （独）鉄道建設・運輸施設整

備支援機構
  副委員長 田所　敏弥 （公財）鉄道総合技術研究所
  幹 事 井手　一雄 ㈱フジタ
  〃  岩渕　貴之 ㈱熊谷組
  委 員 内海　　博 ㈱入江三宅設計事務所
  〃  大島　睦巳 大成建設㈱
  〃  小林　久美 清水建設㈱
  〃  冨田　知己 ㈱アーバンテクノス
  〃  藤田　英二 ㈱安井建築設計事務所
  〃  松浦　恒久 ㈱安藤・間
  〃  三宅　和広 ㈱松田平田設計
ガス圧接技量検定委員会
  委 員 長 谷村　幸裕 （公財）鉄道総合技術研究所
  副委員長 鬼塚　雅嗣 鉄建建設㈱
  幹 事 草地　裕一 大成建設㈱

  幹 事 井手　一雄 ㈱フジタ
  委 員 新井　浩行 ㈱日総建
  〃  小林　義憲 東部建材協同試験所㈱
  〃  田中　大介 首都高速道路㈱
  〃  赤松　賢一 首都高メンテナンス神奈川㈱
  〃  一瀬　賢一 ㈱大林組
  〃  岩岡　信一 前田建設工業㈱
  〃  大石　　昌 ㈱久米設計
  〃  加藤　広宣 大日本土木㈱
  〃  横山　　徹 三井住友建設㈱
  〃  小林　久美 清水建設㈱
  〃  清水　一秋 ㈱梓設計
  〃  田所　敏弥 （公財）鉄道総合技術研究所
  〃  藤井　智之
  〃  藤田　英二 ㈱安井建築設計事務所
  〃  松浦　恒久 ㈱安藤・間
  〃  森濱　和正 ものつくり大学
  〃  横瀬　辰男 ㈱ナカノフドー建設
鉄筋溶接技量検定委員会
  委 員 長 小田切智明 大成建設㈱
  副委員長 犬伏　　昭 清水建設㈱
  委 員 阿部　達也 鹿島建設㈱
  〃  岩渕　貴之 ㈱熊谷組
  〃  鬼塚　雅嗣 鉄建建設㈱
  〃  田所　敏弥 （公財）鉄道総合技術研究所
  〃  田中　大介 首都高速道路㈱
  〃  堤　　秀樹 （独）都市再生機構
  〃  藤井　智之
  〃  藤田　哲也 ㈱日本設計
  〃  三宅　和広 ㈱松田平田設計
  〃  横瀬　辰男 ㈱ナカノフドー建設
機械式継手技能者試験委員会
  委 員 長 牧　　剛史 埼玉大学大学院
  副委員長 岩渕　貴之 ㈱熊谷組
  委 員 大石　　昌 ㈱久米設計
  〃  谷村　幸裕 （公財）鉄道総合技術研究所
  〃  藤田　英二 ㈱安井建築設計事務所
  〃  松浦　恒久 ㈱安藤・間
  〃  三宅　和広 ㈱松田平田設計
  〃  安部　隆博 ㈱竹中工務店
鉄筋継手部検査技術検定委員会
  委 員 長 塩手　博道 ㈱山下設計
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  副委員長 田中　大介 首都高速道路㈱
  幹 事 岡林　勝範 岡林構造設計事務所
  〃  西脇　清晴 （一財）建材試験センター
  委 員 岩岡　信一 前田建設工業㈱
  〃  赤松　賢一 首都高メンテナンス神奈川㈱
  〃  岩渕　貴之 ㈱熊谷組
  〃  小林　久美 清水建設㈱
  〃  堤　　秀樹 （独）都市再生機構
  〃  冨田　知己 ㈱アーバンテクノス
  〃  平井　信雄 東急不動産㈱
要員認証内部監査局
  主 査 村田光大實 エムイー・テック
  副 主 査 池田　晃三 EMS主任審査員・QMS主

任審査員
  委 員 鈴木　一雄 （公社）日本適合性認定協会
  〃  高橋　浩史 ㈱日本設計
  〃  古谷　時春 JR東日本コンサルタンツ㈱
要員認証監視委員会
  委 員 長 岩波　光保 東京工業大学

◇委員長以下の委嘱は、当該委員会委員長が委嘱する。



本誌【鉄筋継手】は、本年度より発行月が７月、１１月、３月と年に３回となり、
会員の皆様にはメールでお届けする形の発行となりました。また、本号は７月
号と１１月号の合併号になります。今後、内容もいろいろな角度で見直し、新し
いコンテンツも取り入れることも考えております。
さて、緊急事態宣言の解除により、街には活気が戻ってきました。全国的に
感染者数が大幅に減り、重症患者や療養者数も下降傾向にあります。感染力の
強いデルタ株が猛威を振るった「第５波」がピークを過ぎ、収まりつつありま
すが、「第６波」が、いつ来るのかわからないため、慎重に生活をする意識を持
ち続けたいと思います。

秋が深まり、急に冷え込む今は、季節の変わり目ですので、体調管理に気を
つけてお過ごしください。

編集後記 鉄筋継手　2021. 7・11   Vol. 56  No.1
通巻（圧接）第218号

2021年11月20日発行
編集発行人 専務理事　笹谷　輝勝

発　行　所 公益社団法人 日本鉄筋継手協会

〒１０１-００４１ 東京都千代田区神田須田町2-15-9

加藤ビル2F

ＴＥＬ　03（6271）7957

ＦＡＸ　03（6271）7958

編 集 協 力 株式会社 山王プリント

東京都中央区築地4-3-3

ＴＥＬ　03（3544）0161



広報委員会

（旧 社団法人 日本圧接協会）

公益社団法人 日本鉄筋継手協会

〒101-0041  東京都千代田区神田須田町2-15-9  加藤ビル2F
TEL.03-6271-7957  FAX.03-6271-7958
ホームページアドレス　http://www.tekkin-tsugite.or.jp

委 員 長　鈴木　紀雄

副委員長　平野　勝識

委　　員　新妻　尚祐  ／  沼倉　紀章




