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RUMPES（ランプス）とは：
非破壊検査部門の頭文字R(RT)，U(UT)，M(MT)，P(PT)，E(ET)，S(SM)，を採った
ものである。

1. コースター車軸の検査方法について
CIW検査事業者協議会

１．はじめに

技術委員会

い。
遊戯施設のコースター車軸の寸法・形状は種々多々

平成19年5月の連休に大阪府吹田市のエキスポランド

であり、また、部品図面が完備していない場合（輸入

のコースターが起こした死傷事故については、同年10月

品の場合）も多いことや遊戯施設所有者からのコースタ

総務省は「遊戯施設の安全確保対策に関する緊急実態

ーを組立てたままの探傷試験の要望など検査会社が画

調査結果に基づく勧告」の中で、定期検査が日本工業

一的な探傷試験を行うには問題点が多いことが指摘さ

規格の検査標準（JIS A 1701）に基づいて適正に行われ

れている。また、全国各地に点在する遊戯施設の現地

ていなかったとの指摘を受け

における探傷試験の実施と、同様に全国各地の当協議

①コースターに関する緊急点検の実施及び所有者等

会会員が実施可能な汎用型の装置による探傷作業の明

に対する事故防止対策の徹底として、¡)当該遊戯施設

確化も必要なことから当協議会では、車軸のサンプルを

の車輪、車輪軸、軸受、台車及びそれらの取付部並び

入手し、放電加工きずを付与した試験体により「JIS検

に軌条について点検（車輪軸については、探傷試験

査標準に基づく探傷試験」をより明らかにするために実

（注2）を実施）し、その結果を報告するよう求めること。
以下略。
ここで、
（注2）は、『素材、製品などを破壊せずに、

験を行った。

２．コースター車軸の探傷試験

欠陥（亀裂・摩耗）の有無などを調べる非破壊試験の

２.１

一種である。特に、遊戯施設における探傷試験は、車

２.１.１ 試験体

実験内容

輪装置の目視では分からない亀裂などを調べるために行

試験体は、実機の車軸に使用する予定であった2体と

われ、磁粉探傷、超音波探傷又は浸透探傷の方法があ

図面の提供により作製した模擬体１体の合計3体の断面

る。』と「探傷試験」について注記している。

急変部に初期の疲労割れを想定した放電加工きず

②すべての遊戯施設における緊急点検の実施及びJIS

（d0.5×10〜d2.0×20）を合計15個付与した。試験体の

検査標準に基づく定期検査等の実施の徹底と「JIS検査

代表例の一部を図1に、また、放電加工により付与した

標準に基づく探傷試験」の重要性が指摘されている。
しかし、
「遊戯施設の検査標準」（JIS A 1701:2006）にお
いては
5.6 乗物
5.6.3 車輪装置など
c)

車輪軸は、き裂及び甚だしい摩耗がないことと
する。

d)

車輪軸は、一年に一回以上の探傷試験を行うこ
こととする。

4. 検査器具
4.4 探傷試験には、磁粉探傷機、超音波探傷機又は
探傷試験用浸透液を用いる。
とだけ記載されており具体的な手順等は明記されていな

図1

試験体の代表例の一部

1

図2 試験体1 ②（d1.0×L10）

図3

図4 試験体4 ⑫（d1.5×L15）の指示模様

試験体4 探傷全景
図5

試験体4 磁粉探傷全景

きずの代表例を図2に示す。
２.１.２

実験方法

の探傷試験｣を削除しコースターを解体するとすれば、

(1)超音波探傷試験（車軸端部からの垂直探傷）

磁粉探傷試験か浸透探傷試験のいずれかとなるが、鋼

｢コースターを組立てたままの探傷試験｣を想定し、車

試験体であり表面及び表面下のきずも検出可能な磁粉

軸端部より汎用型の超音波探傷器（UI-21 DH）と一般

探傷試験がより一般的であるため下記の手法により磁粉

的に用いられている垂直探触子（5Z10N）により垂直探

探傷試験を試みた。

傷を試みたが、15個全てきずからのエコーを検出するこ

１．探傷条件

とはできなかった。これらの探傷状況を図3に示す。

①磁化方法：極間法（ハンドマグナ

今回付与したきずの試験体端部からの距離は全て40
㎜以上であり、使用した探触子の近距離音場限界距離

25a×25a、鉄心中心間距離

N-1F型鉄心断面

165a）
（紫外線照射

灯S-35型、紫外線強度8,520μW/f）

約21㎜（5Z10N）よりも遠方にあり、十分音場の拡がり

②磁化電流：AC 100(v) 3,300(AT)

は考慮できる位置にあったものの試験体3体とも検出す

③検査液の濃度：1.0〜1.5g/r

ることはできなかった。理由としては、

④磁粉の分散媒：水（エアゾール蛍光磁粉液）

①試験体3体ともに、きずはネジ部のすぐ直近にありネ

⑤磁粉の適用時期：連続法

ジ部が障害となり超音波は到達していない。
②きずの深さはねじの谷よりもより小さく、音場の拡が
りを考慮してもきずには超音波は到達していない。
と推定した。

極間法による磁粉探傷では全てのきずの指示模様を
全景を図5に示す。

今回の実験の前提条件の｢コースターを組立てたまま

CIW通信

２．探傷結果
検出した。また、検出した指示模様の例を図4に、探傷

(2)磁粉探傷試験
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⑥通電時間：5〜8秒

Vol.23 No.2 Spring, 2009

ただし、
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傷試験の実施の要望が多いこと。
に加えて、
④全国各地に点在する遊戯施設の現地における探傷試
験の実施
⑤同様に全国各地の当協議会会員が実施可能な汎用型
の装置による探傷作業の実施
の5つの条件全てを満足する「探傷試験」は存在しな
いことが確認された。したがって、条件の③を削除し、
「コースターを分解」することにより、磁粉探傷試験が
最も適切との結論を得た。しかし、「(2)磁粉探傷試験」
の「２．探傷結果」に①から④に記載のとおり、その
適用に際しては細心の配慮が必要なことから、「NDT手
図6 試験体4

磁粉探傷全景

順書」としてこれらを明確化するとともに実機の探傷に
従事する技術員に供することの必要性が明らかとなっ

①一回の磁化における有効探傷範囲は電磁石（ヨーク）
の幅寸法以内とする必要がある。有効探傷範囲の設
定のためには、分割探傷による車軸の移動範囲の目印

た。

３．まとめ

となるマークを付して有効探傷範囲の重複が判断でき

コースター車軸の｢探傷試験」には、実験の前提条件

る分割回数の明示が必要である。今回のマークの例を

より③（遊戯施設所有者からのコースターを組立てたま

図6に示す。

まの探傷試験の実施の要望が多いこと。
）を削除し、コ

②また、今回使用した検査液は水を分散媒としたエア

ースターを分解した後の

磁粉探傷試験の適用

が最

ゾール蛍光磁粉液（SY-8000W）であり、オイラを用

も適切との結論を得たが、その実施に際しては細心の配

いた場合よりその流れは極めて小さい。しかし、きず

慮が必要なことから、遊戯施設所有者がコースターの非

の位置を0度（真上）より90度側にずらしていくにし

破壊検査を発注する場合は、「NDT手順書」（又は、非

たがって検査液の流れによって指示模様は明確でなく

破壊検査要領書）を要求し、これらを明確化しておく

なることが判明した。したがって、一回の磁化におけ

ことが望ましいといえる。

る有効探傷範囲を図5に示すように車軸上面とする必
CIW検査事業者協議会

要がある。
③検査液の流動が完全に停止するまで通電する必要が
ある。一概に「通電時間」のみで判断するのではなく、

技術委員会

委員長：◎井川敏之

㈱アイ・エム・シー

委

㈱キューシーコンサルタント

員：

荒井

均

むしろ検査液の量で通電時間の長短が決まるといって

有馬良雄

㈱検査サービス

よい。今回の実験では通電時間は「5〜8秒」を要した。

安藤純二

㈱ジャスト

海上

新日本非破壊検査㈱

④今回は試験体としての加工であり、表面の油脂分の
除去は磁粉探傷の際には問題とはならなかったが、実
機においては「前処理」には十分な注意が必要である。

２.２

実験結果

今回の実験の前提条件
①遊戯施設のコースター車軸の寸法・形状は種々多々
であること。
②部品図面が完備していない場合（輸入品の場合）も
多いこと。
③遊戯施設所有者からのコースターを組立てたままの探

昇

○小川文彦

綜合非破壊検査㈱

笠岡和昭

㈱シーエックスアール

上平綱昭

エンジニアリングサービス㈱

武内

東亜非破壊検査㈱

晃

○東山誠一

㈲アイ・イー・エル

○成本憲一

㈱シーエックスアール

○丸山和則

北日本非破壊検査㈱

◎ワーキンググループリーダー
○ワーキンググループメンバー
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2. 「海外における検査業務に関する調査」の概要報告
CIW検査事業者協議会

笠岡

和昭

１．はじめに
CIW検査事業者協議会の会員の協力を得て、
「海外に
おける検査業務に関する調査」の題目で業務施工実績
等のアンケートを実施した概要を取り纏め報告する。本
調査は、CIW協議会の会員がアジア圏（海外）の業務
展開を通じ、現地の非破壊試験業務の実情について、
活躍の場所、検査対象物、検査手法及び適用規格（規
準）、海外規格（資格認定）との関わりを把握したうえ
で報告することを目的とする。

２．調査集計結果
プラント遠景・真ん中の箱型の建物は製品倉庫群

調査は2008年12月に実施し、過去2年間を遡り会員の
海外案件の受注実績を集計した。国内メーカー及びプ
ラントメーカーの好景気経済発展下での受注・発注に
伴う非破壊検査業務への影響は大きかったと思われる。
しかしながら、08年10月以降の金融、石油経済危機の
状況下での受注・発注に関しては厳しいものがあり、今
後の海外物件については、非破壊検査業務内容、技術
資格者、認定制度など国際的対応を要求される時期が
到来するものとみられる。

PC-1プラントは日本メーカーがペトロ・ラービクから受注したポリプ
ロピレンのプラントで、ラービク計画と呼ばれる巨大プロジェクトの一
部である。
サウジアラビアの国営石油企業アラムコと日本のメーカーが合弁で設
立したのがペトロ・ラービクで、既存の石油精製施設（アラムコ）の中
に石油化学施設を新設統合する工事がラービク計画と呼ばれる。その工
事規模は日本円にして数兆円に上る国家プロジェクトである。
ラービクとは、その土地の名前からとったもので、サウジアラビアの都
市ジェッダの北、紅海に面したラービクタウンの近隣に位置する。
石油資源は今後ますます貴重なものとなり、中東イスラム圏と日本と
の関係が密接になるにつれ、検査技術者がサウジアラビアへ渡航する機
会も増えてくると思う。

＊
調査集計結果（表1）によると、CIW協議会の会員が

プ規準としている）

海外規格を適用する工事に携わることはほとんどないと

＊

する当初の予想通り、対象物が建設物で、建築学会規

メーカー、プラントメーカー等の日本企業は、国内に

準およびJIS規格を適用しての海外検査業務は2件の報告

設置する機器に関して、製作コストの低減を図る対策

があり、海外建設物への海外規格での適用をするとした

の一環で海外製作を採用している。現状では、中国が

報告はなく、また、海外検査業務の建設物への実績も

大きな市場と捉えられているが、こうしたケースでは、

極めて少ない状況が明らかになった。

非破壊検査技術者を含む品質管理者、施工管理技術者

CIW協議会の会員が海外で活躍する検査対象物は、
主にプラント機器が多かった。またプラント機器につい
ては、JIS規格を適用している様子がうかがえる。
（具体例：サウジアラビア/ラービグPC-1&２では、

を日本から派遣することで品質を確保している状況であ
る。
また、日本企業が海外物件を受注し、各種設備機器
を国内で製作する際に適用する規格は、JIS及び顧客仕

アメリカンスタンダード（ASME規格）がベースとなる

様のASMEなどの海外規格（注：国内製作企業の方が海

アラムコスタンダードを適用しているが、エンドユーザ

外規格での適用検査実績が多い）で実施し、海外（顧

ーへの品質評価・考察についてはJIS規格をバックアッ

客）施設の設置後に行われている保守点検工事では、

4
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表１

「海外における検査業務」に関する調査集計（2008年12月実施）

検査技術者の派遣要請に対応している。

３．おわりに

（具体例：国内のメーカー及びプラントメーカーが行
う海外プラント維持管理の保守検査のなかで、ECT業
務についてはJIS規格を適用している）
＊
当初、調査項目に掲げていた、より具体的な検査状
況の紹介については、検査会社の職務上の立場から顧
客のチェック、承認処理を行うことが大原則であること
を踏まえると、開示できる報告はほとんどないと言って
よい。

CIW協議会の会員に対しては、09年11月8日(日)〜13
日(金)、横浜で開催予定の「第13回アジア・太平洋非破
壊試験会議」に積極的に参画することで、「非破壊試験
技術者の認定制度と国際整合化」の最新動向を注視し、
海外の知見を高めていくことを望みたい。
＊
本調査に対し協力頂いたCIW検査事業者協議会の会
員各位に深く感謝いたします。
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3. 溶接協会の国際対応について
社団法人日本溶接協会

本誌のVol.23№1（2009年1月20日発行）にて(社)日本溶接協会

事業部

佐藤正晴

術や技能の移転を強く望まれるようになりました。

（以後JWESと記述）の宮田隆司会長は、年頭所感として、海外

2004年７月のIIW大阪大会にあわせ、かねてよりアジアの連帯

への情報発信の基点となる情報センターや国際対応に関する事

組織の必要性を議論していたJWESとSWSの呼びかけにより、ア

業運営について言及されました。いまやJWESのほとんどの活動

ジア10ヵ国14機関の代表約35名を集めてAWF設立準備会議を開

は「国際化」を抜きには語れません。ここではJWESの最近の国

催しました。この設立準備会議においてAWF設立の意義が議論

際対応活動を紹介したいと思います。

され、2004年10月には設立総会がフィリピン・マニラ市で開催

１．国際活動への取組み
JWESでは国際協力に対応する課題に対処するための組織とし

されて本格的な活動が始まりました。
(2)AWFのミッション
AWFのミッション（憲章）は大きく分けると6項目ほどありま

て国際活動委員会があります。この委員会は1988年に、それま

すが、その主なものは次の三つです。

での溶接技術国際交流委員会が発展的に改組・改名されたもの

①アジアで統一され整合化した溶接技能者、溶接技術者、検査

です。

技術者などの認証制度確立と普及

1980年代の活動はパトン電気溶接研究所やドイツ溶接協会
（DVS）、アメリカ溶接協会（AWS）などとの相互交流が主体で

②アジアで整合・統一化された溶接規格の制定と国際規格への
アジアの意見の反映

した。また、1990年代に入るとアジア諸国との交流も積極的に

③技術情報、技術・技能の教育訓練システムの移転

進められ、シンガポール溶接協会（SWS）や中国溶接協会

(3)活動の概要

（CWA）などと相互業務協力協定を締結しましたが、それらの協

AWFは2008年末までに11回の総会が各国の持ち回りで開催さ

力協定は2国間、あるいは二つの協会間だけの交流にとどまって

れました。AWFのミッションで最も優先課題とされている溶接

いました。

要員の認証制度の確立について多くの議論がなされ、溶接技能

JWESの国際活動が大きく変わってきたのは2000年代に入って

者の認証制度を最初の制度として確立することになりました。

からです。東南アジア諸国は近年、著しく工業発展を遂げてき

その認証の基準はJISではなく、国際規格であるISO 9606-1をベー

ており、それに伴って製造産業の基盤技術である溶接技術の導

スとして、アジア各国の意見を取り入れた基準としています。

入と普及が急速に高まり、日本への協力要望が増大してきてい

10ヵ国14機関でスタートしたAWFは、これまでにイラン

ました。JWESとしても、各国の技術の実情と要望する技術内容

（IWRC）及びモンゴル（MMSWS）が加盟し、現在では表１に

を理解しつつ、協力を積極的に深める方向で対応してきました。

示すようにアジアの12ヵ国17機関の組織体となり、今後も加盟

その中でも活動の大きなトピックスは、以下に述べるアジア溶

国が増える勢いです。

接連盟（Asian Welding Federation, AWF）の設立と、WES 8103
溶接管理技術者認証制度のアジア展開です。

さらにAWF活動で注目すべきは会議と併催されるシンポジウ
ムです。シンポジウムは、加盟各国の若手技術者・研究者に少
なからぬ刺激を与えており、将来のAWFを担う人材のネットワ

２．AWF活動

ークの構築が期待されています。

(1)設立の背景と経緯
の普及に伴い、アジア各国でも国際性のある溶接要員認証制度

３．WES8103 溶接管理技術者の海外で
の認証活動

や国際規格に整合した溶接関連規格の必要性が高まっていまし

(1)協力協定の締結

世界的に共通する品質マネジメントシステムであるISO 9000s

た。さらに、日本において溶接要員数が減少する一方で発展途

品質管理に関するISO規格が世界に普及するにつれ、溶接要員

上国では増加しており、アジア各国から教育訓練による溶接技

の国際的な認証制度の必要性の認識がアジア各国でも高まって
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表１
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

国
中国
インド
インドネシア
イラン
日本
韓国
マレーシア
モンゴル
フィリピン
シンガポール
タイ
ベトナム

AWF加盟国／組織団体
組織体

Chinese Welding Society
Indian Institute of Welding
Indian Welding Society
Indonesian Welding Society
Iranian Welding Research & Engineering Center
The Japan Welding Engineering Society
Japan Welding Society
The Korean Welding & Joining Society
Korean Welding Industry Cooperative
Institute of Materials Malaysia
Welding Institute(Malaysia)BHD
SIRIM Berhad
Mongolian Material Science & Welding Society
Philippine Welding Society
Singapore Welding Society
The Thai Welding Society
Viet Nam Welding Society

また、運用面でも各国溶接協会の体制・実力に合わせて柔軟
に対応しており、例えばPWS及びIWSが主催する研修会に対し
ては、当面の間はJWESが講師を派遣するようにしています。
(2)各国での認証活動
TWSでは特別級（SWE）のみを対象とした認証活動を行って
います。TWSは自前で研修会を開催できる講師陣を擁しており、
タイの大学や企業から派遣された講師が、週末を利用して約3ヵ
月間の研修を行っています。JWESは評価試験問題の作成と支給
と採点結果の最終承認だけであり、試験の立会いなどは必要最
小限に止めてTWSの自立性を高めるようにしています。
一方、フィリピンとインドネシアは、現時点では日本から講
師を派遣して研修会を開催していますが、この費用を補うため
にJWESは公的資金の活用を検討しています。フィリピンの研修
会の場合は(財)海外技術者研修協会（AOTS）の「基盤人材育成

きています。しかし、溶接管理技術者の国際的な認証制度の一

プログラム」に応募し、その補助によって英文のテキストや演

つであるIIWスキームは、厳格な学歴条件と200〜400時間以上に

習問題集の整備を行い、年1回のペースでこれまで3回の研修会

わたる学習の履修義務が求められるなど、その要求項目がアジ

を開催してきました。受講の応募者も増えつつあることから、

ア各国の現状になじまないとする意見もあります。

今後は年2回の開催を目指しています。

一方、JWESの溶接管理技術者認証制度はISO 14731を引用規

インドネシアの場合は同じ公的資金でも種類が異なります。

格として国際的に整合性のある認証制度として構築されていた

日本政府はインドネシア政府との間に経済連携協定（JI-EPA）

こと、経験に基づく職務能力を重視した制度となっており、ア

を締結し2008年7月1日から発効しています。このJI-EPAではイン

ジア各国にも導入しやすい制度として認識されるようになって

ドネシアに対して、同国の裾野産業育成のために溶接技術の向

いました。

上支援が謳われており、JWESの溶接管理技術者研修会もJI-EPA

この様な背景の中、タイ溶接協会（TWS）、フィリピン溶接協

の技術協力案件の一つとして行われました。インドネシアでは

会（PWS）が自国への溶接管理技術者認証制度導入を決定し、

これまで３回の研修会と評価試験が行われていますが、毎回、

2005年12月にJWESとの間で制度導入のための協力協定を締結し

応募者が多いために、2009年度は1年間で3回の研修会を計画し

ました。また同様の協力協定をインドネシア溶接協会（IWS）

ています。

との間で2007年11月に締結しています。
制度導入のための協力協定の締結は、JWESが持つ教育や評価
試験、認証のノウハウを提供するということを意味しており、

４．おわりに
JWESの国際活動は、当初の目的である2国間の交流を目的と

それまでの人的交流を主とした2国間（2協会間）の関係維持と

した活動から徐々に変化し、ここ10年間はその変化に拍車が掛

いう考えから、日本のリーダーシップによって整合化された一

かっています。日本の製造業がグローバリゼーションという観

つの基準、すなわちアジア標準によってアジアの溶接要員を育

点をなくして語れない今、JWESの活動もあらゆる部門で国際活

成・認証し、アジア全体を一つにまとめようとする強い意思の

動を避けることはできません。溶接関連規格の国際標準化への

表れとなっています。

対応やIIW要員認証制度への対応は言うに及ばず、緒についた溶

TWS、PWS及びIWSと締結した協力協定の内容は、各国溶接

接管理技術者認証制度のアジア展開、そして今後、その要求が

協会の実情に合わせて両協会の役割が若干異なります。しかし、

高まると思われる溶接技能者認証制度の国際化や海外における

協定書の基本とするところは、研修会・評価試験の実施や認証

教育のあり方など、関与すべき課題は非常に多くなっています。

の実務は各国溶接協会が主体的に行うものとし、JWESの役割は

展望と海外戦略の構築、それに基づく国際活動のルール作りが

①認証、試験、教育の要領書の支給、②テキストや演習問題の

JWESに求められる当面の重要な課題と考えています。

支給、③評価試験問題の支給などであり、各国溶接協会が採点
した評価試験結果の最終承認をしています。
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4. 新技術紹介
―保守検査と最近の非破壊検査技術
東亜非破壊検査㈱

武内

晃

１．はじめに
私がヨーロッパに初めて行ったのは今から約8年ほど前である。
当時、当社は海外から日本に無い技術導入の検討を行っており、
そのための視察として、イギリス、オランダ、デンマーク等を都
図1 FCR出力図

合3度にわたって訪問した。当時検討していた非破壊検査技術の
一部が、現在、当社の保守検査に導入されている。
本稿は、私が2年前に表題の「保守検査と最近の非破壊検査技
術」と題して講演した内容の一部を紹介するが、既に最新技術
では無いものもあり、この点はご容赦願いたい。

図2

Wavemakerセンサー取付状況

(2)ガイド波を用いた広域配管検査技術
①Wavemaker
(3)タンク底板及び配管の高速全面検査技術
①SLOFEC ②Pipescanner
(4)磁性チューブ検査技術

２．概要

①RFET ②IRIS

我が国のプラントはその多くが高度経済成長期に建設され、
既に稼働後40年近くが経過し老朽化による事故が増加傾向にあ
り、 安心、安全 に対する社会的な関心が高くなっている。
このようなプラント事故を未然に防ぎ、設備の健全性を確保

３−２．付帯設備削減技術
(1)ジャッキアップ不要な配
管架台部検査技術
①ISONIC

するためには、種々の非破壊検査技術を用いて保守検査を確実

(2)足場仮設不要な検査技

に実施することが重要である。しかしながら、保守検査には、

術

対象となる設備の数が膨大な為、その中から欠陥発生個所を確

①磁気クローラーシステム

実に特定できる効率的な検査技術が求められる。更に、検査作

②Wavemaker

業の経済性という点からも、付帯工事の削減などのコストダウ
ンも求められる。また、保守検査では、検出された欠陥を補修
すべきか、或いは、そのまま放置した状態で設備の継続使用が

図3 タンク側板走行中の
磁気クローラー

４．欠陥検出の精度向上、欠陥計測の定
量化技術

可能か判断する必要があり、そのためには、欠陥の検出箇所、

精度向上や定量化技術はCPの高性能化、及び、画像処理技術

形状、サイズ（長さ、高さ）等の定量的な評価が必要であり、

の高精度化に伴い、著しく進歩した。当社では、超音波探傷試

検出精度の高い検査技術が要求される。

験において、以下の装置を使用している。

しかしながら、前述した効率と精度は一般に両立させること
が困難であり、そのために目的に応じた検査システムの確立が
必要である。ここでは、 より効率的な 、 より高精度な 最近
の検査技術について、当社が現在実施している検査技術を紹介

(1)TOFD法 (2)フェーズドアレイUT
以上の検査技術以外にも多くの優れた最新技術はあるが、残
念ながら当社では適用事例がない。
また、海外では一般に広く適用されているスクリーニング技
術として導入した検査技術が、日本ではあまり普及しないのは

する。

３．効率的な非破壊検査技術

残念である。この理由として、
(1)国内で稼働している検査装置の台数が少ない

３−１．高効率化技術

(2)装置の導入費用および検査員の教育費用等を含めた検査費

(1)CP処理によるデジタルラジオグラフ技術

用が高額と判断される

①FCR
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検査の優位点が理解されにくい

⑥測定値は減肉率として％表示

(4)欠陥の形態や発生部位によって、最適な検査手法が必要な

⑦測定時間：2〜10秒／点
(4)実機探傷例

ため、複合検査費用が高額となる
など、精度とコストに対する理解とPRが不足していることが

測定状況と測定結果をそれぞれ図6、図7に示す。測定結果は

課題である。しかしながら、従来の手法ではこれ以上にコスト

色分けにより減肉深さを表示する。

が必要になることも理解してほしい。この中で、徐々に適用事

５−２．Pipescanner

例が多くなっている検査技術を紹介したい。

(1)試験の概要
タンク底板は超音波による定点肉厚測定が実施されているが、

５．適用事例

定点測定では底板の最大減肉個所を特定することは極めて困難

５−１．INCOTEST

であり、特定するためには底板全面探傷が必要になり、超音波

(1)試験の概要

探傷では、コスト、工数の面で制約を受ける。

各種プラントの機器・配管には保温材や防食材が施工された

したがって、高速で、連続した肉厚測定を可能とするために、

ものが多くあり、これらの機器の腐食を検出するためには保温

消防通達によってコーティング上からの全面肉厚測定に関する

材の解体や防食材の除去が必要となり、検査のための付帯工事

新技術の適用が認められ、それを契機として磁気飽和型低周波

費の負担が大きい。この装置はパルス渦流法の原理を利用し、

渦流探傷SLOFECを適用することとした。

試験体と非接触で且つ大きなリフトオフを取ることができるこ

同様な要求は、プラント内に敷設された膨大な量の配管減肉

とから、保温材や防食材の上から肉厚を測定することができる

検査にも求められ、スキャナー部を配管に適用可能にしたもの

装置である。したがって、検査のトータルコストを低減するこ

がPipescannerである。

とが可能となった。

(2)装置及び特徴

(2)装置及び特徴

Pipescannerの装置を図8に示す。スキャナーは永久磁石で被検

装置を図4、原理図を図5に示す。装置はセンサーと制御用の

体に吸着するため操作性は非常に良い。

パソコンからなり、可搬性に優れている。

図8 Pipescannerの適用状況
図4 INCOTEST装置

図5

原理図

(3)検査仕様

(3)検査仕様
①接触媒質不要

①腐食形態は全面減肉、エロージョン等ある程度面積を持っ

②コーティング上から測定可能

た腐食（孔食等欠陥体積の小さなものは検出不可）

③位相解析により表裏面の欠陥識別可能

②内外面減肉を検出可能

④探傷能率：50〜80㎡／日

③適用材質：炭素鋼

⑤検出レベル：20％ｔ以上(φ３)

④適用板厚：3〜65㎜（6〜28㎜）

⑥配管径：2Ｂ以上

⑤保温材厚さ：150㎜以下（80㎜以下）

⑦板厚：13㎜以下

（ ）内は亜鉛鉄板鈑金の場合

(4)実機探傷例
減肉深さは色分けにより表示される。

６．最後に
上記適用事例のように、スクリーニング技術も徐々に普及し
てはいるが、今後の更なる適用拡大に期待したい。
図6

センサー適用状況

図7

測定結果
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5. CIW検査事業者におけるQMSと内部監査について
CIW認定審査委員会 副委員長

鯉田長生

安全、健康」
「顧客の満足度」
「売上・利益」等具体的に達

１．はじめに

成するべき値を決めることです。

WES8701：2007規格「溶接構造物非破壊検査事業者等の
認定基準」に基づくCIW認定が始まり、約2年が経過いたし

２.３ 目標達成のために「品質計画」の構築
を行う

ました。この間、認定審査委員会として申請者から提出され

品質計画には「経営資源（人、設備、お金、技術など）の

た書類について、
「文書審査」を行うと共に、審査員が事業

整備」と「仕事のプロセスの確立」が含まれています。その

者を訪問して「業務確認」を精力的に実施してきました。こ

ため、組織体制と責任・権限を明確にした業務の運営の確立

れらの審査においての課題の一つに内部監査があります。

が必要です。

この内部監査について理解して頂くには、先ず品質マネジ
メントシステム（QMS）の基本を知る必要がありますのでご

具体的にはビジネスのプロセスとして、
「資格のある検査
要員の確保」
、
「使用設備・機器の整備」
、
「検査要領書の制定」
、
「営業活動」
、
「作業環境の整備」
、
「検査業務の遂行」
「記録の

紹介いたします。
なお、CIW検査事業者協議会では規格の要求する「品質シ

作成・報告」などがあります。また、マネージメントのプロ

ステムの構築」及び「内部監査員の養成」の研修会が開催さ

セスとして、
「品質マニュアルの制定」
、
「調達管理」
、
「工程

れています。積極的に参加されることを期待いたします。

管理」
、
「業務プロセスの監視」
、
「不適合の管理」
、
「内部監査」
、

２．品質マネジメントシステム（QMS）
の理解
QMSはISO9001 規格による要求事項に代表されますが、
WES8701：2007規格の付属書１に記述されている品質システ

「教育・訓練」
、
「改善活動」などが考えられます。

２.４

各業務について「品質管理」を行う

品質管理とは各業務プロセスを的確に実施するために、
「計画」
「実施」
「チェック」
「処置」の管理サイクルを回すこ
とです。

ムの要求事項もその思想は同じです。QMSの基本を理解し

技術開発、営業、検査計画、機材整備、検査作業、記録

て、規格の要求事項及び内部監査の位置付けを知ることが重

の作成、教育訓練等の業務プロセスにも品質管理が必要であ

要です。QMSの基本は次の6項目に集約されますのでポイン

り、効果的に行うためにQC手法の活用が求められています。

トを説明いたします。

会社の「品質方針」をたてること

２.５ 製品（サービスを含む）の「品質保証」
を行う

この「品質」は広義にとらえて、 顧客の要求事項 、 社

検査サービスが顧客の要求に従い確実に実行されているこ

会的な要求事項 、 会社の要求事項 を満たす程度でありま

とを保証する行為であります。そのために、通常は「検査手

２.１

す。検査会社の使命として、会社の方針には「誠実な検査に

順書の審査・承認」
「検査工程中の監視」
「検査記録の評価」

よる構造物等の健全性の確保」
「法令、規制要求事項を順守

「報告書の審査・承認」について、資格を保有する[上級検査

して社会安全に貢献」
「健全な経営と従業員満足の確保」な

技術者]及び[検査技術管理者]が実行することになります。

どが考えられます。品質方針は経営者（社長）による表明が

また、使用機材の点検・校正及び品質システムの内部監査

必要です。

も品質保証の重要な位置付けとなります。

２.２ 品質方針に基づいて「品質目標」を明
確にすること

２.６ 品質要求の能力向上のため「品質改善」
を行う

方針に基づいて、具体的に目指す品質の目標を明確にする
ことです。この目標には「検査員の力量(取得資格など)」
「使用機器の精度」
「検査サービスの品質、納期」
「従業員の

10

CIW通信

Vol.23 No.2 Spring, 2009

QMSの最重要事項は継続的な改善にあります。改善を行
うためには適格な情報が必要です。この情報源として、不適
合が発生したときの是正処置（再発防止）
、潜在的な不適合

CIW通信 Vol.23 No.2 Spring,2009
に対する予防処置があります。また、プロセスの監視及び内

のある人を選任すべきです。教育訓練の内容は先ず2項で記

部監査の結果も重要です。これらのデータ分析を行い、経営

述したQMSであり、WES8701:2007 規格に基づく会社の品質

者による検討会（マネジメントレビュー）により改善を行う

マニュアルを理解している必要があります。そして品質シス

ことが求められます。

テムが会社の方針達成のために有効であるかを判断できる力

しかし、現状は「苦情及び不適合の管理」でも情報収集が
少なく、活発な改善活動が期待されます。

３．内部監査の実施について
WES8701:2007 の付属書１の3.10項に「品質システム及び本
規格に基づく要求事項が、適正に維持されていることを確認
する」と記述されています。
この運営についてご理解されていない会社もありますの

量のある人が求められます。
監査は客観性及び公平性が必要ですので、監査員の個人的
特質にも配慮が必要です。小規模の会社ではこの組織に適合
させることが困難な場合がありますので、外部の専門家に依
頼することも方策の一つであります。

３.３

有効な内部監査の実施

JIS Q 19011：2003「品質及び/又は環境マネジメントシス
テム監査のための指針」に監査プログラムの管理、QMSの監

で、留意事項などについて紹介いたします。

査の実施並びに監査員の力量評価についての手引きを提供さ

３.１

れています。監査のレベルの向上に参考とされるとよいと思

内部監査の目的

目的は次の2点ですが、
「内部監査を実施すること」を目的
にされている会社もありますので注意が必要です。
①品質システムが規格の要求事項及び会社の要求事項に適合
していることの確認
②品質システムが効果的に実施され、維持されていることの

われます。監査の主な手順を次に示します。
①監査の計画…監査の基準、範囲、頻度及び方法を規定にし
ておく
②監査の実施…計画に従って実施（チェックシートによる実
施など）

確認。

③監査の結果報告…被監査部門へ不適合の是正要求

要するに、内部監査の目的は、品質システムの有効性を評

④記録の維持…監査記録の作成（是正のフォローアップを含
める）

価することです。

３.２

内部監査の組織

監査員は自らの業務は監査してはならず、独立性が要求さ
れます。また、監査員は教育訓練され、業務経験、監査経験

⑤経営者への報告…マネジメントレビューの情報
形だけにとらわれない意味のある内部監査を期待いたしま
す。

「溶接構造物の試験・検査」2008年版
WES8701が2007年に改訂され、従来のA種―E種がA種―D
種へ変更されたのにともない、今回のテキストは2000年以来の
大幅改訂となっている。

大幅改訂

項を解説するとともに、上級検査技術者に対してもRT、UT、
MT、PT、ET及びSMについても分かり易く記述している。
そのため、溶接構造物の試験・検査の実施において専門とし

内容的には、例えば、設計に際して疲労を考慮する必要のな

ない技術者でも参考となる内容になっており、また、品質マネ

い一般的な溶接構造物として水圧鉄管を、一方、疲労を考慮

ジメントシステムの考え方も包含し、全般にわたり体系的にま

しなければならない溶接構造物の代表として原子力圧力容器を

とめたテキストとなっている。

例に取り上げ、さらに、建築鉄骨に関する内容を充実させるた

近年、国内では各種工業分野において認証制度の重要性が

め、その設計と溶接継手に対する要求事項を新たに加えている。

認識されるようになってきており、例えば、原子力分野の

表面のきずの検査に対して重要な外観試験などを見直し、内

PD(性能実証)資格認証制度に見られるように、特にきずの寸法

部きずの非破壊試験・検査に主として適用される放射線透過試

測定技術の確立とその適用及び欠陥評価技術が重要視されてき

験と超音波探傷試験については、試験結果の信頼性に技術開

ている。本テキストではこれらに配慮して、前述したように、

発に関する内容を加えている。さらに、従来の溶接構造物の品

各種試験における試験結果の信頼性を従来テキストの内容に比

質保証に関して、ISO9000シリーズの改正に伴い、品質マネジ

して充実した内容とした。本書が溶接構造物の試験及び検査に

メントシステムの考え方を導入してまとめている。

携わる多くの技術者及び関係の方々に活用されることを期待し

本テキストでは、(社)日本溶接協会がWES8701に基づき実施
する検査技術管理者の試験において出題される可能性のある事

ている。
（CIW研究・教育委員会委員長＝大岡紀一）
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6. 随想―日本野球のWBC優勝（2006年）と
イチローの存在意義
エンジニアリングサービス（株）

この原稿は約3年前にしたためたものですが、どうか毒筆
をお許しいただいてお読みいただければ幸甚です。
＊

三浦邦敏

の参加でないことは自明で、むしろ「参加費」を支払って
も出場していたであろう。実は、彼の 価値観は普通の人に
はかなり分かりにくいらしい。彼が何故、普段はぶっきら

日本が優勝したのでこのコメントを書くのではないこと

ぼうを装い、兎角、耳障りな言動を吐き、敢えて一般受け

を、まずお断りしておく。イチローは、この計画が明らか

しないようにしているかを理解しようとする日本人は多く

になったとき間髪を入れずに参加を承諾している。自らは

ない。ここではその理由を想像し、不正確といわれようと

メジャーリーグ6年目を迎える今年、その大事な時期に今

も断定する。

までと違った、いや、まったく経験のない新しいチャレン

彼はまさしくパイオニアとして6年前に渡米し、
「日本人

ジに、内心、一瞬のためらいが生じたことと想像するが、

ここにあり」
、の先鞭をつけたかった、そしてそれはまだ決

たぶんそれは数秒のうちに消え去り、すぐさま裂帛の気合

して終わってはいないのだ、と、その立ち居振る舞いで言

いが湧き起こったに違いない。そのことは彼が報道陣の前

っているのである。これ以上ない大和魂である。この魂が

に現れたときの顔つきや言動によって、即座に理解できた。

彼の心、すなわち、彼の一挙手一投足であるのだ。

さらに、その後の試合経過を見るにつけ、勝ち進んで驕ら

「あれなら、おいらもかなりやれそうだ」なぞと日和見を

ず、負けて諦めず、その他の選手の一喜一憂が目に入るほ

してから渡米した者たちとはその人格において雲泥の差で

どに、ニコリともしない彼の今回のイベントに賭ける決意

ある。彼はその事をよく承知していて、怒っているのであ

は明らかに見て取れた。極端に言えば、これは今はやりの、

る。いい若いモンがそんな志の低さでいいのか、諸君の野

しかも本物の「愛国心」であると感じた。この「愛国心」

球人としての、そして人生の目的はいったい何なんだ、金

はキューバを破って優勝した瞬間、テレビの前にいて感動

か、と問うているのである。

した多くの日本人にも共通するものであり、無償の思いで

これはなにも野球人だけの話ではない。現代社会に生き

ある。こんなにも、まだ自らの心に新鮮な感動が潜んでい

る日本人に共通して問いかけているのかもしれない。為政

たことにあらためて驚いた。

者にも、教職者にも、起業家にも、 親たちにも、そして若

一方、WBC参加を断ってマイペースを通した選手もいる

者にも、中年にも、壮年にも、
「諸君はなにを以て自らの

が、この優勝によって何かしらが心の中で揺れ動いたに違

責任を果たそうとしているのか」
。これが彼の怒りの根源な

いない。この優勝がもたらしたものがいかに人間にとって

のだ。いや、これはあまりにも筆者の穿った見方かもしれ

大きなものであったかをあらためて知り、たぶん、
「自分も

ないが、彼によって現代人の多くが近来まれに見る貴重な

共有したかった」と思っているはずである。

教育を受けているような気がするのである。

いま、日本人の多くが忘れかけているものがここにある。

＊

「人間の幸福はどこにあるか」
、という、簡単そうで実はか

ビールを無鉄砲に掛け続けた上原に向かって、
「おまえら

なりの難問の答えがここにあるのだ。世は恰も金万能の時

先輩をもっと敬え！」と、笑いながら怒ったイチローは、

代であるがごとく、マスコミやインターネットは連日連夜

50％は本気だったかもしれない。しかし、それでも感涙に

のビジネス報道にいとまがない。現に宗教的にそう信じ込

咽びかけて必死にこらえた彼のあの顔は生涯忘れられない

んで犯罪を犯してしまっている者すらいる。残念なことに

顔である。イチローよ、君のその志の深さに感動し、そし

最近のこのテの事件は、若者の金万能主義のなれの果てで

てこれからも偉業を達成し続けて欲しいと祈っている。い

あった。

や、そうでなくともいい、偉業なんかいらない。君が元気
＊

その後のイチローを見ていると、彼が報奨金を期待して
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で日本人として存在し続けてくれさえすれば、それだけで
いい。

2006年3月

7. 協議会だより
CIW検査事業者協議会

☆幹事会の開催

☆内部監査員養成のための研修会の開催

第5回幹事会を2月12日(木)に、平成21年度第1回幹事会を4月7

新CIW認定制度（WES8701:2007）では、附属書1「溶接構造物

日(火)に協議会事務所で開催し、会務報告、JWES溶接検査認定

非破壊検査事業者の品質システム−要求事項」において 内部監

委員会との連絡会の報告、JANDTとの懇談会の報告の他、各委

査 が要求項目に規定されているため、新CIW認定制度へ移行を

員会活動のまとめと今後の予定など協議しました。平成21年度定

目指す会員を対象として「内部監査員」養成のための研修会を33

時総会は5月14日(火)、東京會舘(浜松町)で開催の予定です。

名の参加を得て2月15日(日)に日本教育会館(東京都千代田区）で
開催しました。

☆技術委員会の開催
第15回技術委員会は、2月19日(木)協議会事務所に10名が参加

☆(社)日本溶接協会溶接検査認定委員会が認定する研修会の開催

し、各種講習会、ジェットコースター車軸の検査報告等の平成20

新CIW認定制度（WES8701:2007）においては附属書3「建築鉄

年度事業報告とコンクリートポンプ車の非破壊検査や鉄筋コンク

骨検査適格事業者に関する付加要求事項」の技術者に要求され

リート用棒鋼の超音波探傷検査等について検討しました。

ている『建築材料の試験・検査に関する研修等で認定委員会が認
めた研修』として「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補

☆社団法人化検討特別委員会の開催
第2回社団法人化特別委員会を3月3日(火)に、第3回を3月31日
(火)に、協議会事務所でそれぞれ8名が参加し開催しました。社

強マニュアルに基づく検査・溶接部の外観検査及び内質検査とそ
の実習」を72名の参加を得て3月1日(日)にエル・おおさか（大阪
市中央区）で開催しました。

団法人化検討資料(会員向け資料)、定款(案)、その他関連規定
(案)や法人化へのタイムスケジュール等をとりまとめました。4月

☆NDI−レベル3（基礎試験）資格取得のための受験対策講習会

7日の平成21年第1回幹事会における審議を経て、5月14日(火)の

の開催

定時総会に社団法人化を提案する予定です。

◎開 催 日 平成21年3月14日(土)〜15日(日)
◎開催場所 東京都立産業貿易センター台東館

☆(社)日本溶接協会との連絡会の開催

◎受講者数 19名

(社)日本溶接協会と当協議会の連絡会は、2月2日（月）に溶接協
会8階会議室において17名（JWES 7名、協議会10名）が参加し、新

☆今後の予定

CIW認定制度（WES8701：2007）への移行状況や今後の見通し、

①新CIW認定制度（WES8701:2007）へは4月1日付18社を含めて61

移行時における問題点等について意見交換を行いました。また、

社(未入会会員は3社)が移行しましたが、未移行の協議会会員

未移行認定会社に対する認定申請促進についても協議しました。

65社を対象として、会員会社の認定の現状と新CIW認定制度へ
の対応についてアンケートを実施中です。結果は5月の定時総

☆(社)日本非破壊検査工業会との懇談会の開催(JANDT/

会において報告の予定です。

CIW(協)懇談会）

②新CIW認定制度（WES8701:2007）への移行支援として今後も

JANDT/CIW(協)第11回懇談会は、2月5日(木)情報オアシス神田

(1)NDI−レベル3(UT)二次試験のための受験対策講習会（5月2日

(東京都千代田区)に10名（JANDT 5名、協議会5名）が参加し、
緊急保証制度における指定業種の経過報告と非破壊検査の法制
化やJSNDI資格試験対策講習会の連携・協力について意見交換を
行いました。

(土)〜3日(日)於：東京）
(2)JWES上級検査技術者(UT部門)の受験対策講習会（5月9日(土)
〜10日(日) 於：東京）
(3)JWES検査技術管理者の受験対策講習会(新規開催を検討中)等
を開催します。
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8. 2009年4月1日付認定事業者について

2007年1月1日付で改正されたWES 8701:2007に基づく

認定検査部門：UT

CIW認定事業者と旧基準WES 8701:2000に基づくCIW認

付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

定事業者のうち、ここでは2008年10月1日付認定から変

登録事業所

：本社、佐世保事業所、下関事業所、大

更のあった事業者について紹介します。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。〔 〕内の数字は、会社コードです。

牟田事業所、長崎事業所（諫早事務所）
■北陸非破壊検査(株)〔74〕★(本社・福井県)
認定検査部門：UT
登録事業所

【WES 8701:2007に基づくCIW認定】
（旧基準に基づく認定から移行した事業者★、または認
定変更があった事業者）
＜新規：1社＞

：本社

■(株)石川検査〔147〕★(本社・石川県)
認定検査部門：UT
付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

登録事業所

：本社

■(株)広宣〔166〕★(本社・群馬県)

D種

認定検査部門：UT

■(有)博多非破壊検査〔190〕(本社・福岡県)

付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

登録事業所

：本社

認定検査部門：UT
付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

登録事業所

：本社

■北都検査(株)〔204〕★(本社・宮城県)
認定検査部門：RT
登録事業所

：本社

＜種別変更：9社＞
A種

＜建築鉄骨検査適格事業者の追加：5社＞

■(株)ジャスト西日本〔232〕(本社・香川県)

A種

認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET

■新日本非破壊検査(株)〔13〕★(本社・福岡県)

付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM

登録事業所

：本社、福岡営業所

付加事項

C種

：建築鉄骨検査適格事業者

登録事業所 ：本社、関東支社、長崎支社、関西営業

■神鋼検査サービス(株)〔72〕★(本社・兵庫県)
認定検査部門：RT・UT
登録事業所

：本社

■東亜非破壊検査工事(株)〔143〕★(本社・東京都)
認定検査部門：RT・UT
登録事業所

：本社、仙台営業所

■(株)ニッコーケン〔194〕★(本社・青森県)

所、大分営業所
■東京理学検査(株)〔36〕★(本社・東京都)
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM
付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

登録事業所

：本社

C種
■第一検査(株)〔58〕★(本社・東京都)

認定検査部門：RT・UT

認定検査部門：RT・UT

付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

登録事業所

：本社

登録事業所

：本社

D種
■(株)第一検査工業〔15〕★(本社・長崎県)
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D種

＜種別変更：5社＞

■(株)西日本超音波試験〔131〕★(本社・香川県)

E種

認定検査部門：UT
付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

登録事業所

：本社

■(株)アディック〔153〕★(本社・東京都)
認定検査部門：UT
付加事項

：建築鉄骨検査適格事業者

登録事業所

：本社

■新東技検(株)〔98〕(本社：神奈川県)
認定検査部門：UT
■(株)大検工業〔107〕(本社：大阪府)
認定検査部門：UT
■(株)エ・アイ・シー〔118〕(本社：神奈川県)
認定検査部門：UT
■(株)関西エンジニア〔193〕(本社：大阪府)
認定検査部門：UT

＜種別・検査部門など変更なし：4社＞
A種

■テクノス三原(株)〔229〕(本社：広島県)
認定検査部門：UT

■東亜非破壊検査(株)〔19〕★(本社・福岡県)
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET・SM

＜認定の停止：5社＞

登録事業所 ：本社、千葉営業所、名古屋支社、宇部

■(株)ニチゾウテック〔28〕(本社：大阪府)

営業所、八幡営業所、東幡出張所

■(株)テックス〔95〕(本社：宮城県)

C種

■(株)中嶋エンジニアリング〔185〕(本社：大阪府)

■(株)北陸溶接検査事務所〔93〕★(本社・福井県)

■三洋検査(株)〔218〕(本社：岡山県)

認定検査部門：RT・UT
登録事業所

■東海検査エンジニアリング(株)〔233〕(本社：三重県)

：本社、富山営業所

D種

＜認定の返上：3社＞

■極東エンジニアリング(株)〔8〕★(本社・大阪府)

■(株)日本エンジニアリングインスペクション〔124〕

認定検査部門：UT
登録事業所

：本社

■東北金属検査(株)〔73〕★(本社・青森県)

(本社：埼玉県)
■住重試験検査(株)〔159〕(本社：愛媛県)
■東京工検(株)〔241〕(本社：東京都)

認定検査部門：UT
登録事業所

：本社

これにより、4月1日現在の認定事業者数は次のとお
り。

【WES 8701:2000に基づくCIW認定】

A種：15社（新基準：14社、旧基準：1社）

＜新規(復活)：1社＞

B種： 9社（新基準：5社、旧基準：4社）

E種

C種：26社（新基準：17社、旧基準：9社）

■(有)ジェイ・テックス〔205〕(本社・群馬県)

D種：37社（新基準：28社、旧基準：9社）

認定検査部門：UT

E種：58社（――、旧基準：58社）
合計：145社（新基準：64社、旧基準：81社）
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待ちわびていた春を象徴する桜が例年より早く咲いて、そして散ってしまいました。また、
新一年生や新入社員などフレッシュな輝きも、すでに4月の半ばを過ぎると、周囲にだんだん
同化し、春独特の華やかさも落ち着いてきた今日この頃です。
今号では、 海外

に視点おいて、一つは「
『海外における検査業務に関する調査』の概要報

告」を、一つは「溶接協会の国際対応について」を企画してみました。検査会社の海外におけ
る業務展開と、同時に適用されている「規格」の業界対応という内容です。また、一昨年5月
に発生したジェットコースターの死傷事故に関連してその車軸の検査方法について、新技術紹
介では「保守検査と最近の非破壊検査技術」について紹介頂きました。
さて、平成19年4月から運用を開始しましたWES8701:2007の新基準への移行が、4月1日付で
認定会社145社中、現在まで合わせて64社となったことが発表されました。既に、4回の審査を
数えており、移行した64社の数が多いと見るか、少ないと見るか、議論はさておき移行への残
された期間はあと一年となりました。来年同号のこの欄で、桜が満開となったことと合わせて、
その後の移行の経緯を喜んで紹介できるよう、認定会社のより一層のご努力を期待しています。
（T.I）
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