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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。
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１．はじめに

「溶接構造物非破壊検査事業者等の認定基準（WES
8701：2007）は平成19年1月に改正され、新基準に基づく
CIW認定が開始されたものの、昨年の4月の時点では28社
の移行（他に会員外が2社）にとどまっていたことから、
当協議会では、未移行の105社に対して、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
施しました。
回答のあった97社（回答率92％）のうち27社が「新CIW
認定制度に移行できないから」と回答するなど移行につい
て厳しい現状が第一位を占めていました。
当協議会としては、
①アンケート結果の会員への公表とスケジュール等への注
意喚起
②同様に、業界紙への公表
③(社)日本溶接協会(JWES)への報告と広報活動等の協力
要請
④昨年11月開催の各地区ブロック会議における会員へのア
プローチ強化
⑤UTレベル3、上級検査技術者試験のための受験対策講習
会の開催
等により、会員に対する新CIW認定制度への移行支援を
継続して行うことにしました。
その後、昨年の10月の認定においても45社の移行（他に
会員外が2社）となったことから、有資格技術者の不足の
みならず、昨年4月のアンケートの付帯意見にも散見され
ていた品質マニュアルに対する不安も依然として残ってい
ると判断し、品質マニュアル構築に関する研修会を急遽開
催することにしました。以下、その概要を紹介します。

２．「品質システム構築に関する研修会」
の開催

「品質システム構築に関する研修会」の開催に際しては、
受講対象者を経営者、管理責任者又はその予定者とし、
品質システムを構築中、あるいはこれからという事業者向

けに、品質システムのモデルの作成とそのポイントを解説
することを重点に置きました。小規模の事業所からある程
度の組織を持つ中規模の事業所までの幅広い参加が予想さ
れたため、ひな形のマニュアルを例示しての画一的な研修
会とならないように、参加の事業所に対しては、
①会社組織表
②受注から報告書作成までの流れ（フローチャート）
③資格保有者リスト
④機器管理台帳
⑤検査要領書
を持参していただき、昨年の9月28日と10月19日の両日
に参加いただいた事業者毎のマニュアルづくりを行いまし
た。

３．WES8701：2007の要求事項とは

まず、新基準の要求事項を明らかにする必要があるため、
新基準の本文及び附属書１の項目を確認しました。
新基準おいては、「品質システム」について次のように
規定しています。

これらについて、更に附属書１においては

1. 検査事業者における品質システムについて

CIW検査事業者協議会

5. 認定の申請条件
b)   検査業務を運営する品質システムが、附属書１に規
定する品質マニュアル等として文書化されているこ
と

6.1   審査基準　審査基準は、次による。
なお、関連する申請条件の項目を（ ）内に示す。

b)    品質システムを文書化した品質マニュアル等が附属
書１の要求事項に適合し、これに基づいて適切に運
営されていること。［5. b）］

1. 品質システム
1.1   品質システムの構築　事業者は、本附属書に規定す
る要求事項を満たす適切な品質システムを構築しな
ければならない。

1.2   品質システムの運営　事業者は、検査業務に携わる
全ての管理者及び技術者等に品質システムを徹底の
うえ運営し、これを維持しなければならない。



と規定しています。

３.１　研修会の目的
小規模の事業所からある程度の組織を持つ中規模の事業
所までの参加を予想し、ひな形のマニュアルを例示しての
画一的な研修会とならないように、
①経営者、管理責任者又はその予定者の方には、附属書1
の1.項の品質システム及び同2.項の品質マニュアルに規
定する「事業者は･･･」を｢経営者は･･･｣と読み替えると、
分かりやすいかも知れません。
②更に、経営者の方には、附属書1の1.4項の品質システム

管理者及び同2.2項の品質マニュアルの発行については、
経営者が行うべき項目であること。
③また、経営者の方には、品質システムの管理責任者を明
確すること。
を力説しました。
「品質システムについては、品質保証の担当者にさせれ
ばよい。」と安易に考えておられた事業者もいたようです
が、『新CIW認定制度（WES8701:2007）に移行したいと考
えるなら、この項目だけは経営者の責任において避けて通
れない』ことを指摘しました。
一方、［溶接構造物の試験・検査］(2008)の第8章溶接構
造物の品質マネジメントシステム(P389)の「特定顧客向製
品である溶接構造物の場合は、使用期間中に破壊を起こさ
ないための条件が具体的な項目と数値で与えられたとき、
生産活動の全過程を通じてそれらの条件を満足するように
施す様々な策(技術)を意味する。このためには、図8.1.1に
示すような、計画(Plan)―実施(Do)―検査(Check)―処理
(Act)の品質管理サイクル(デミングサイクル)が回っている
かどうか、特に検査(Check)から計画(Plan)へのフィードバ
ックが十分であるかどうか、また品質管理の運営状態を経
営者が評価改善するシステムが成立しているかどうか(ト
ップダウン)、TQCに代表される自主管理が盛り上がり、
全員参加の品質管理活動となっているかどうか(ボトムア
ップ)が重要である」との記述を引用し、(ボトムアップ)を
起こさせるための日々の動機付けも経営者の責務であり、
社員に「やれ！やれ！」とハッパをかけるだけではダメで、
経営者自らが旗振り役となって社員と一体となって活動す
る必要性も訴えました。

３.２　経営者がはじめになすべきこと
3.1項の本研修会の目的において力説しましたが、品質
マニュアルの構築のためには、まず経営者が
①社内に対してCIW認定を取得し維持するために「品質シ
ステム」を構築し運営することを宣言すること。
②品質マニュアルの運営のために管理責任者を指名するこ
と。ただし、小規模の事業者においては兼務（経営者自
らが）を大いに利用すること。また、これを会社組織表
として品質マニュアルに明示すること。
③品質マニュアルには「品質方針」及び「品質目標」を明
示すること。これらは、社内においての議論は大いに結
構ですが、最終的には“経営者”の権限で決定し、品質
マニュアルに織り込むこと。
を(トップダウン)によって行うことがスタートとなるこ
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1.3   品質システムの評価及び改善　事業者は、品質シス
テムの有効性を定期的に評価し、必要な場合は改善
を行わなければならない。

1.4   品質システム管理責任者　事業者は、品質システム
の管理責任者を明確にして運営しなければならな
い。

2. 品質マニュアル
2.1  品質マニュアルの作成　事業者は、品質システムを
運用するために、必要な範囲を文書化した品質マニ
ュアル（名称は、特に問わない。）を作成しなけれ
ばならない。品質マニュアルには、品質方針及び目
標を明示し、技術的又は管理的な手順・要領等を記
載しなければならない。なお、別途に定めた手順・
要領等を引用する場合はその旨を明示し、引用文書
を添付しなければならない。

2.2   品質マニュアルの発行　品質マニュアルは、経営者
の権限で発行し、定期的に見直しを行なわなければ
ならない。

3. 品質システムに関する要求事項(以下、項目のみを記
載)

3.1   事業者の組織
3.2   技術者の資格管理
3.3   検査業務の倫理
3.4   文書管理
3.4.1   事業者の作成する文書
3.4.2   検査業務の契約文書
3.4.3   外部作成文書
3.5   記録の管理
3.6   検査業務の下請負
3.7   購買管理
3.8   施設、設備及び機器
3.9   検査業務の遂行
3.10   内部監査
3.11   苦情及び不適合の管理



とを附属書1によって再確認しました。

３.３　要求事項の詳細について
附属書1の2.1項では、品質マニュアルの作成として『事
業者は、品質システムを運用するために、必要な範囲を文
書化した品質マニュアル（名称は、特に問わない。）を作
成しなければならない。』と規定しています。ここで意外
だったのが、各事業者が行っている事業の全てに適用する
品質マニュアルが必要と考えていた事業者が多かったこと
です。たとえば、CIW認定のD種でUT部門の事業者であれ
ば、事業者の定款にUT以外の業務を規定していても、「品
質マニュアル」についていえばUTのみに限定して差し支
えありませんし、また、CIW認定を建築鉄骨にのみに使用
するのであれば、更にこれを限定しても同様に差し支えあ
りません。しかし、これは技術的な手順等についてであっ
て、技術者の資格管理、検査業務の倫理等については、事
業者の共通事項であることに留意しなければなりません。
以下、WES8701:2007が要求する項目ごとに次のように
説明を加えました。また、新たに「品質マニュアル」を作
成する場合は、その使いやすさからWES8701:2007の項番
順での作成を提案しました。
3.1 事業者の組織

各事業者の現在の組織の明文化が第一であり、これに新
たに“管理責任者”を加えることで十分です。小規模の事
業者においては兼務（経営者自らが）でもよいこと。また、
これを会社組織表として品質マニュアルに明示することが
必要です。
現在、組織表を持たない事業者にあっては、経営者(社
長)、管理責任者、施行部門(技術部)、受注部門(営業部)、
補助部門(総務部)程度を明確化し、これを機に会社組織表
として作成するよう提案しました。
3.2 技術者の資格管理

技術者の資格を一括管理している事業者が意外と少なか
ったことは問題です。JSNDI資格は個人資格という理由の
ようですが、CIW認定についていえば会社資格であり、そ
のベースはJSNDI資格ですからこれを機に一括管理する方
法を提案しました。ここでは、関連する業務に必要な資格
を「資格保有者リスト」として維持管理する必要がありま
す。そのためには、誰に、いつ、どのような、資格を取得
させるかを計画するとともに、これらを教育し、訓練する
必要があります。更に、ここでは、その記録が必要となり
ます。
3.3 検査業務の倫理

ISO9001を取得済み、あるいは準備されている事業者に
おいては規格要求事項として明確化していませんので、
「品質マニュアル」とは別に“倫理規定”として定める必
要があること、また、新規に「品質マニュアル」を作成さ
れる(ISO9001の取得を目指さない)事業者は品質マニュア
ルの本文に織り込むよう説明しました。
注意点は、h)の倫理綱領に違反した場合の罰則規定が要
求事項として入っていることです。しかし、身構える必要
はありません。それぞれの事業者の就業規則には“懲戒規
定”があるはずです。これを引用する一文で十分なのです。
3.4 文書管理

これ以降も含めて、全ての項番において関連する業務に
限定する必要があります。「あれも」「これも」と広げずに
コンパクトに管理すべき文書を明示すれば十分でしょう。
内部文書、契約文書等は、作成者、審査者及び承認者が
分かるように、サイン又は承認印を押す欄は設けるが、審
査者と承認者が同一人の場合はあっても、作成者と審査者
は別人の必要があります。
ここで注意いただきたいのは、「WES8701:2007」附属書2
では、検査報告書の承認は“検査技術管理者”が、作成
は“上級検査技術者”となっていることです。見落としと
ならないよう注意することが肝要です。
3.5 記録の管理

前項でも述べたとおり、管理すべき記録と、作成及び承
認等への注意が必要です。
3.6 検査業務の下請負

検査業務の下請負(いわゆる外注)を行っていなければ、
そのままを明記する必要があります。下請負を行っていな
いからといって項番の削除はいけません。
下請負を行っている場合は、附属書1の3.6どおりに実施
する必要があります。下請負先が同じCIW認定事業者の場
合はさほど問題はありませんが、無冠の事業者の場合は少
し時間をかけての明文化が必要と思われます。
3.7 購買管理

『検査の品質に影響するもの』について、選定、購買、
受入及び保管について管理し、その記録を保存する必要が
あります。
3.8 施設、設備及び機器

UT部門に限定するならば、附属書1表1の(a)～(f)の6種類
の設備及び機器の点検・校正の記録の維持管理が必要で
す。
3.9 検査業務の遂行
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（略）
3.10 内部監査

事業者の中には、内容はもとより“内部監査”という用
語にも抵抗があったようです。どうしても｢内部監査＝内
部の、内部によるアラ探し｣と捉えがちになるので、
①事業者自らが構築した品質システムが機能しているかど
うかの自己確認であること
②チェックシートの利用が効果的であること
③結果を記録として残すこと
を強調し、｢とにかく実施すること｣を勧めました。附属
書1の3.10項のa)では、『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ために
内部監査を定期的に行う』と、また同b)では、『内部監査
記録を作成し、経営者に報告のうえ保管する。なお、監査
結果によって是正処置等が必要な場合には実施する。』と
規定されているだけです。『定期的に』とは、各事業者の
大半が｢年1回｣と規定するはずです。ここで問題となるの
が、品質システムを立ち上げた後、機能していたかどうか
の自己評価である内部監査を規定したとおりに1年後に実
施するとすれば、CIW認定の申請が1年経過後でないと行
えないことになります。これでは平成22年3月までの移行
には間に合いませんので、品質システムを立ち上げた後に、
内部監査を｢とにかく実施すること｣を強く勧めました。
また、監査員についても多くの悩みが寄せられました。
外部団体での教育を受ける必要があるのか、社内教育では
ダメなのか、初めての｢品質システム｣の構築であれば社内
教育の講師は誰がなれるのか等いろいろありましたが、要
は“チェックシート”が決め手となりますので、社内での
議論の結果(議事録として残す必要があります。)により内
部監査を実施するという一方案を紹介しました。また、今
年の2月15日には｢内部監査員養成のための研修会｣を開催
しその具体例を紹介するとともに最終的にはこれを修了証
として発行し、移行支援の一助としました。
3.11 苦情及び不適合の管理

（略）

３.４　品質マニュアルのモデル（ひな方）に
ついて
多くの方から｢品質マニュアルのひな方をくれ｣と言われ
ますし、当協議会にも自薦、他薦の話が持ち込まれますが、
事業規模も業務形態も違う他の事業者の｢品質マニュアル｣
を写してもあまり意味をなさないと考えて、研修会ではひ
な方のマニュアルをあえて例示しませんでした。要は、事
業者自らが自社の業務形態そのものを文書化することが大
切なのです。

４．まとめ

以上、昨年9月と10月の2日間にわたり開催しました当協
議会主催の「品質マニュアル構築のための研修会」の内容
を誌面の都合上全てではありませんが再現してみました。
今回、特にこだわったのは、ひな形を例示しての研修会と
せず、参加いただいた事業者自らが自社の業務形態や約束
事を文書化することからスタートし「品質マニュアル」を
作り上げることを目的としたことです。規格要求事項を第
一とし、自社で「実施していること」と「実施していない
こと」に区分するとともに、「実施していること」でも十
分か、又は不十分かを見極めることによってゴールが見え
てくると思います。また、最終の目標を100点満点のゴー
ルとはせずに70点ぐらいでも可とし、足らずは施行しなが
ら継続的に改善するという考え方も最後に紹介しました。
「品質マニュアル」は、附属書1の1.3項で『定期的に評価
し、必要な場合は改善を行わなければならない』と規定し、
同2.2項では『経営者の権限で発行し、定期的に見直しを
行わなければならない』とも規定されています。「品質マ
ニュアル」を構築することが目的ではなく、これを“評価”
し“改善”することの方が大切なのです。
ところで、平成21年4月1日現在では新CIW認定に移行し
た事業者は62社(他に会員外が2社)にとどまっています。残
りの65社が有資格技術者の不足とは別に、「品質マニュア
ル」が足かせとなり移行の障害とならないよう、今後も引
き続き「品質マニュアル構築のための研修会」や｢内部監
査員養成のための研修会｣を開催する予定です。
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放射線利用については研究機関、大学、産業界で研
究、開発がすすめられ、工業、農業、医学・医療等の
分野で幅広く放射線が利用されるに至っている。一方、
わが国で動力としての利用について、原子力発電プラン
トが建設、運転され、現在全発電電力量のおよそ3分の
1を担っている。そこで、(独)日本原子力研究開発機構
は平成19年度に内閣府委託事業として“放射線利用の
経済規模に関する調査”を実施した。調査は、放射線
利用経済規模調査検討会を設置し、その中に工業利用
専門部会、農業利用専門部会（食品照射作業部会兼務）、
医学・医療利用専門部会、エネルギー利用専門部会及
び経済性吟味・評価専門部会の5部会を設けて行った。
経済規模の算出にあたっては、各部会で評価すると

ともに、経済学の専門家からなるグループがその妥当性
をチェックする体制で実施した。経済規模の算出方法
は、各分野での利用状況などを踏まえ、できるだけ実態
に合うようにした。放射線を利用した工業分野では、製
品の売上高に放射線利用寄与率を乗じ、放射線発生装
置は機器販売高とした。各製品の売上高の客観的な統
計値が存在しないものについては、関係会社にアンケー
ト調査等を実施し、評価対象年度はデータの揃う直近
の年度として平成17年度とした。さらに、国内企業物
価指数を用いて調整し、同様な経済規模の算出を実施
した平成9年度の値と比較した。
ここでは5月19日、筆者が(社)日本非破壊検査協会の

春季講演大会（東京都千代田区、アルカディア市ヶ谷）
に招かれ発表した特別講演の中から、工業分野におけ
る放射線利用の経済規模を主に調査結果の概要を述べ
る。
工業分野では、(1)照射設備（電子加速器、診断用X

線装置等）、(2)放射線計測機器等（放射線測定器、放
射線防護機器等）、(3)非破壊検査、(4)放射線滅菌（電
子線及びγ線による使い捨て医療用具の滅菌）、(5)高分
子加工（ラジアルタイヤ、電線・ケーブル、発砲体等）
及び(6)半導体加工を放射線利用における経済規模の調
査対象とした。

調査にあたって、薬事工業生産動態統計年報（厚生
労働省）、工業利用統計（経済産業省）、業界が発行す
る年報、アンケート、インタビュー等により実施した。
放射線利用そのものに係わる機器、製品は出荷額自

体を経済規模に算入できると考えるが、製造工程の一
部に放射線が利用された工業製品については、出荷額
における放射線の寄与率について検討する必要がある。
工業分野で半導体加工及びラジアルタイヤ加工に関し
ては、製品の価値を決める上で、放射線が重要な役割
を果たしているものの、出荷額が1兆円を超えるなど経
済規模算定への影響が大きいこと、放射線を利用する
部位が一部に限られ、かつ、区別した算定も可能であ
ることから、製品における放射線による加工の寄与率
（放射線寄与率）を適用した。半導体加工について、半
導体製品の多数を占める集積回路の製造はフォトマス
クの製造工程にあると判断し、電子線描画が全体に占
める割合を放射線寄与率とみなし半導体加工の経済規
模を算定した。
ラジアルタイヤ加工については、それぞれ特定の役割

をもつゴム製のいくつかの部材を組み合わせる過程で電
子線照射による予備架橋は不可欠な工程であることか

2. 工業分野における放射線利用の経済規模について

(社)日本溶接協会　大岡　紀一

5

（社）日本非破壊検査協会春季講演大会（東京都千代田区、アル
カディア市ヶ谷）の初日（5月19日）に開かれた特別講演のもよう
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ら照射の対象となるゴム部材がラジアルタイヤ全量に占
める重量比を放射線寄与率とみなすことによって、ラジ
アルタイヤ加工の経済規模を算定した。その結果、半
導体加工に対して25％、ラジアルタイヤ加工に対して
4％の放射線寄与率を適用し、他の放射線加工製品に対
しては出荷額をそのまま経済規模とした。
非破壊検査については、今回の調査も(社)日本非破壊

検査工業会（NDT工業会）が加盟会員に対して実施し
ている「非破壊検査業界の経営実態アンケート調査」
集計報告書の結果を、まず参考にした。平成17年度時
点において、上記工業会に所属する会員を対象とした。
一方、NDT工業会のアンケートとは別に、平成9年度と
同様、今回も工業利用専門部会で独自のアンケートを
前回と同様の内容で実施した。アンケート送付先は、
NDT工業会会員をベースとし、(社)日本溶接協会の会
員も加え、両者で重畳している会社の重畳部分は除外
した。
工業分野における平成17年度の放射線利用経済規模

の調査結果を図１に模式的に示す。経済規模は約2兆
3000億円である。そのうち、半導体加工が全体の約
60％に相当する1兆3500億円、照射設備が4600億円、放
射線滅菌が1700億円、放射線計測器等及び高分子加工
が1000億円となっている。
非破壊検査に関しては、(社)NDT工業会が加盟会員

に対して実施している「非破壊検査業界の経営実態ア
ンケート調査」集計報告書の結果を参考にし、アンケ

ートに回答したのは120社であり(回答率98%)、そこから
得られた売上高は1,374億1500万円、経常利益は23億
6700万円である。
なお、アンケート先の産業分類は、鉄鋼・製鉄・鋳

造(8.4%)、造船・重機(9%)、重電機械(3.6%)、原子力関
連(8.2%)、電力関連(13.5%)、石油化学関連(21.2%)、ガ
ス･水道関連(11.1%)、土木･建築関連(7.4%)、建築関連
(12%)、医薬･食料関連(0.1%)、その他(5.5%)であり、全
体的には前回の調査時と大きな変動はないが、新たに医
薬・食料関連部門が加わっている。
また、検査種別で分類すると、放射線検査(RT;22.9%)、

超音波検査(UT;27.1%)、磁粉探傷検査(MT;10.6%)、浸
透探傷検査(PT;10.9%)、渦電流探傷検査(ET;4.2%)、耐
圧リーク(LT;0.6%)、歪計測(SM;2.1%)、材料試験(1.4%)、
分析(0.8%)、その他(19.4%)である。
非破壊検査における放射線検査(RT)はX線透過装置と

γ線透過装置を使った検査であり、その売上比率は
22.9%で、売上高は314億6800万円である。この額は前回
調査と殆ど変わっていない。
工業利用専門部会では、今回もNDT工業会のアンケ

ートとは別に、平成9年度と同様、独自のアンケートを
実施した。アンケートの内容は前回と全く同じとし、ア
ンケート送付先については、前回のNDT工業会の会員
をベースとし、(社)日本溶接協会の会員も加えて171社
とした。両者で重畳している会社もあったので重畳部分
は除外した。そこからの回答数は58社(回答率34%)であ

図１　放射線工業利用の経済規模

総額　2兆3,492億円

（6）半導体加工
1兆3,808億円
60％（1）照射設備

4,756億円
20％

(2)放射線計測機器等
1,037億円
4％

(5)高分子加工
1,022億円
4％

(4)放射線減菌
1,743億円　7％

(3)非破壊検査（RT）
1,126億円　5％



る。ここで、1社平均売上げを7億3000億円とし，対象
企業数を150社とすると全体の合計は1100億円が平成17
年度に放射線を利用した非破壊検査出荷額となる。
アンケートで、会社の従業員総数、その中で放射線

業務に従事している従業員数から得た放射線業務従事
率は33%である。アンケート先はNDT工業会が対象とし
た母集団よりの大きいため、調査の結果として最終的に
1100億円をもって非破壊検査の出荷高とした。
一方、平成17年度の放射線利用の経済規模を図2に示

す。
この図から放射線利用の経済規模は4兆1100億円であ

り、工業利用分野が約2兆3000億円（56％）、農業利用
分野が2800億円(7％)、そして医学・医療分野が１兆
5400億円(37％)である。最近は、医学・医療分野の伸び
が大きい。

最後に、原子力エネルギー利用の経済規模の調査結
果と比較すると、放射線利用の経済規模約４兆1000億
円に対して、エネルギー利用のそれは４兆7000億円で、
エネルギー利用がやや上回っている。
したがって、両者の合計であるおよそ８兆8000億円は

対GDP比で1.8％となっており、非破壊検査も含めての
放射線利用は国民の福祉や生活レベルの向上に大いに
役立っていると言える。
なお、今回の講演内容は、内閣府委託事業として日

本原子力研究開発機構が実施した放射線利用の経済規
模に関する平成19年度「放射線利用の経済規模に関す
る調査報告書」を基に取りまとめたものである。
調査検討委員会委員長はじめ各委員並びに専門部会

の各委員に感謝申し上げます。
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図２　放射線利用の経済規模

合計　4兆1,117億円

平成17年度放射線利用（工業、農業、医学・医療）

工業利用
2兆2,952億円
56％

農業利用
2,786億円
7％

医学・医療利用
1兆5,379億円
37％



CIWの事業所認定において重要な検査要員である検
査技術管理者（以前の主任検査技術者：略称K）及び
上級検査技術者（以前の主任試験技術者：略称S）の試
験は、毎年前期は5月に一次試験、7月に二次試験を、
後期は11月に一次試験、翌年の1月に二次試験を実施し
ている。
一次試験はKもSも溶接概論及び溶接構造物の検査に

関する共通問題をマークシートによる解答方式で17～20
問が共通に課せられる。
Kについては、NDTの各部門について基本的問題に関

するマークシートによる解答問題20問と記述問題が4～5
問で、試験時間は3時間である。
Sについては各部門で異なるが、平成21年度前期の場

合、RT部門では記述問題で3問が必須、4問中2問の選択
で計5問である。UT部門では、4問中3問をマークシート
による解答方式で、1問はグラフ用紙及び記述による問
題である。MT部門では、記述問題で2問である。PT部
門では、記述問題で3問である。ET部門では、記述問題

4問である。SM部門では、記述問題で5問である。試験
時間は2時間である。Kと複数のSを同時に受けることも
可能で、追加のSの1部門につき試験時間は１時間30分
延長になる。複数のSも4部門まで同時に受けることが
できる。
一次試験の合格基準は、検査技術管理者及び上級検

査技術者ともに、共通問題、専門問題が各60点以上が
合格であるが、60～79点の場合はリポートの提出と面接
による二次試験がある。両問題ともに80点以上であれば、
面接試験は免除となる。
表１に平成20年度後期の検査技術管理者及び上級検

査技術者の資格試験結果を示す。
平成19年度前期から資格の更新審査は、資格登録更

新のための講習会を受講し、確認試験に合格すること
で行われるが、表２に平成20年度後期の資格更新審査
の結果を示す。また、グラフに更新試験を含むCIW技術
者の資格試験結果の推移を示す。

3. CIW検査技術管理者・上級検査技術者試験の合格者の
推移

(社)日本溶接協会　溶接検査認定委員会
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表１平成20年度後期 CIW検査技術管理者(主任検査技術者) 及び上級検査技術者(主任試験技術者)の資格試験の結果

表２平成20年度後期 CIW検査技術管理者(主任検査技術者) 及び上級検査技術者(主任試験技術者)の資格更新審査の結果

１次試験の実施日：平成20年11月16日(日)
２次試験の実施日：平成21年1月10日(土)､11日(日)

更新講習･確認試験の実施日：平成20年11月1日(土)､2日(日)

（注）表中では、「主任検査技術者」及び「主任試験技術者」を併記することを割愛した。
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CIW技術者の資格試験(更新審査を含む)結果の推移
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前

H
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H
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前
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18
後

H
18
前

H
17
後

H
17
前
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検査技術管理者
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前

H
19
後

H
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前
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後

H
18
前

H
17
後

H
17
前
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後

上級検査技術者　全部門 左目盛（受験者数、合格者数）
右目盛（合格率）
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前
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前
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前
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上級検査技術者　RT
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上級検査技術者　UT
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上級検査技術者　MT
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上級検査技術者　PT
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上級検査技術者　ET
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19
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上級検査技術者　SM
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１．最新の試験結果

平成21年5月17日（日）に実施された放射線検査（RT）
部門は、受験申請者数は東京12名、大阪23名、計35名で、
欠席3名のため、一次受験者数は計32名であった。一次試
験の合否基準は共通問題と放射線検査部門問題の成績が
いずれも100点満点中60点以上でなければならない。一次
試験の合格者数は19名、一次試験合格率は59.4％であった。
参考までに前年度の平成20年度前期の一次試験合格率は
49.3％、後期は30.0％であり、合格率は著しく向上してい
る。
また、共通問題と放射線検査部門問題の成績が共に80
点以上（二次試験が免除される）の受験者は9名で、これ
も一次試験合格者の半数近くを占め、試験前の4月に実施
されたCIW研修会の参加とその後の勉強の成果が十分伺え
た。

２．試験問題の傾向と解答のポイント

試験問題は必須問題3問と選択問題4問から構成され、
必須問題は全問、選択問題は2問、計5問を解答しなければ
ならない。特に必須問題のすべてはJIS Z 3104-1995 （鋼溶
接継手の放射線透過試験方法）から出題されており、それ
らの規定の内容とその理由を解答しなければならない。そ
れ以外では、「放射線透過試験が適さない鋼溶接部のきず」、
「許容できる最大の余盛高さ」及び「透過写真の像質の改
善方法」が出題された。試験問題の出題範囲としてはいず
れの問題も、放射線検査部門のCIW上級検査技術者にとっ
て欠くことのできない知識であることは言うまでもない。
これらの知識はCIW発行の「溶接構造物の検査 2008」
第5章 内部きずの検査（pp.261～288）及びJIS Z 3104-1995
（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）の規格本文と規格表
の解説を参照されたい。以下JIS Z 3104-1995から出題して
いる試験問題の中から3問について解答のポイントを解説
する。

【解答のポイント】

図１は、種々の板厚について、横軸に板厚に対するフィ
ルム・試験体間距離の比 L0/Tを、縦軸に焦点側とフィル
ム側の透過度計に対する透過写真のコントラストの比をと
って、散乱線の影響による透過写真のコントラストの変化
を示したものである。
図１から明らかなようにフィルム・試験体間距離を板厚
の0.2倍以上とすれば、焦点側とフィルム側の透過度計に
対する透過写真のコントラストは高々5％異なるだけで両
者はほぼ等しいと考えて差し支えない。
したがって、
L 0/T≧0.2 及び ｄ＝0.02T から
L 0≧10ｄ
となり、透過度計とフィルム間距離 L 0を識別最小線径
ｄの10倍以上離せば、透過写真のコントラストはほぼ等し
くなり同一線径の透過度計が識別できる。

4.【解説】CIW上級検査技術者試験問題
―放射線検査（RT）部門

問１　JIS Z 3104-1995 付属書1（鋼板の突合せ溶接継手
の撮影方法及び透過写真の必要条件）の「2.3 透過度計

の使用」において、「透過度計とフィルム間の距離を識
別最小線径の10倍以上離せば、透過度計をフィルム側
に置くことができる。」と規定している。この規定の理
由を述べなさい。

問2 JIS Z 3104-1995 付属書2（鋼管の円周溶接継手の
撮影方法及び透過写真の必要条件）に規定している
「4.4 試験部の有効長さ」を、試験部における横割れの
検出を特に必要とする場合について述べなさい。ただし、

図１



【解答のポイント】

図２に示す内部フイルム撮影方法において、肉厚方向に
入った横割れに対する照射角度と試験部の有効長さに対す
る中心角2αとの関係は、図2に示す幾何学的条件から次式
で与えられる。
2α＝2〈φ－η〉
この場合、線源を無限に離した場合（η＝0）で横割れ
と放射線とのなす角度φを一定とすれば2αは最大となる
ため最も少ない撮影枚数となる。横割れと放射線のなす角
度φ＝15°とすれば、2α＝30°から、試験部の有効長さ
を管の円周長さの1/12以下としている。
このように管の円周溶接継手の撮影方法の試験部の有効
長さは、透過写真の必要条件を満足する範囲で、試験部
における横割れの検出を特に考慮して規定している。

【解答のポイント】

JIS Z 3104-1995では、透過写真の必要条件として、次の
三つの条件を規定している。
（1）撮影された透過写真の試験部における透過度計の識別
最小線径

（2）撮影された透過写真の試験部のきずの像以外の部分の
写真濃度（または、透過写真の濃度範囲）

（3）階調計を使用した透過写真においては、階調計に近接
した母材の部分の濃度と階調計の中央の部分の濃度差を
母材の部分の濃度で除した値（濃度差/濃度）（または、

階調計の値）
【解説】

（1）透過度計の識別最小線径

きずの種類によって異なるけれども、同じきずの種類の
場合、透過度計の識別最小線径と検出限界となるきずの寸
法には密接な関係があることを述べる。したがって、透過
写真の像質の指標として透過度計の識別最小線径を規定
している。
実用的な露出条件を加味して、具体的な線源と感光材
料の組合せにおける識別最小線径の一例は、JIS Z 3104-
1995の解説表2に示されているので参考にされたい。
（2）透過写真の濃度範囲

透過度計の識別最小線径は、JIS Z 3104-1995の解説図10
でも明らかなように、透過写真の濃度と線質因子μ/（1＋
n）によって決まる。線質因子μ/（1＋n）が同じ値であれ
ば、濃度2.5近傍で識別最小線径が最小値を示している。
したがって、余盛を削除した溶接継手では、濃度2.5近傍
が最適濃度となる。
一方、余盛が存在する溶接継手の場合、母材部の濃度
を種々変化させた場合のJIS Z 3104-1995の解説図12を参考
にすると、母材部の濃度が3.1近傍、溶接部の濃度が1.9近
傍において母材部と溶接部で識別最小線径はほぼ等しくな
る。しかしこの関係は余盛の高さや使用する線源の種類
（X線の場合は実効エネルギー）などによって多少変化する
が、像質がA級の場合は余盛が存在する溶接継手に対して
透過写真の最低濃度を規定している。
また、B級は余盛を削除した溶接継手の最適濃度を考慮
して、それぞれ実際の撮影における露出量の変動を考慮に
入れて規定している。
なお、輝度の高い観察器を用いれば、透過写真の最適濃
度は高濃度側に移行することから、観察器D35形の使用を
前提として最高濃度を4.0に規定している。
（3）階調計の値

（2）で述べたように、透過度計の識別最小線径は、線
質因子μ/（1＋n）に密接な関係がある。JIS Z 3104-1995で
は、この線質因子μ/（1＋n）を透過写真から簡便に直接
測定する方法として階調計を用いている。
線質因子μ/（1＋n）は、階調計に近接した母材の部分
の濃度と階調計の中央の部分の濃度差を母材の部分の濃度
で除した値（濃度差/濃度）に密接な関係がある。JIS Z
3104-1995の解説の「4.3階調計の値」を参考にして説明す
るとよい。
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撮影方法は、内部フィルム撮影方法とする。

問3 JIS Z 3104-1995では、透過写真の必要条件として、
三つの条件を規定している。これら三つの必要条件をそ
れぞれ述べなさい。

図２



わが社は来年創立50周年を迎える。非破壊検査業界の古参
として日々社会の発展と安全に貢献すべく、発電プラントを
中心に化学プラント、橋梁など様々な設備の非破壊検査を行
っている。業務を確実に遂行するためには検査員が力量を持
っていることが重要であり、力量アップのためには教育は欠
かすことのできないツールである。
NDI技術に関する教育として、新入社員教育、資格取得教
育、実務教育などを行っている。しかし、支社・営業所が全
国に点在しているため、全社員に必要な教育をタイムリーに
実施することが難しい状況にあり、この中で、いかにして教
育の効率を上げるかが課題となっている。ここではわが社が
行っている教育の取り組みの一部について紹介する。

１．NDI基礎教育（新入社員教育）

入社後3ヵ月間を新入社員教育の期間として、全新入社員
が本社で教育を受講する。最初の2週間で、非破壊検査概論、
安全衛生教育、品質教育はもとより、社会人・当社検査員と
しての心構えを教えている。
その後、社内各部署をローテーションさせながらOJTを実
施し、できるだけ多くの検査方法の経験を積ませるように配
慮している。最後の1ヵ月は再び本社に集まり、NDI基礎教育
を受講することになる。この基礎教育では、RT、UT、MT、
PT、ETの5種目について、レベル1程度の内容の座学・実習を
実施している。各種目終了後にテストを実施し、習熟度を確
認している。

２．通信講座（資格取得教育）

非破壊検査の資格の種類は多岐にわたり、また、受験者は
全国に散在している。そのため、受験者全員を集めて教育を
行うことは難しい。受験者が多い特定の種目では集合教育を
計画することもあるが、基本的には受験者に受験資料を提供
し、本人のやる気に頼ってきた。しかし、JIS Z 2305による
NDIの試験が難しくなり、合格率が低下してきたため、教育
のあり方を見直す必要性に迫られた。そこで、一つの試みと
して受験者が多いUT、MT、PTの3種目のレベル2に関し、1
次試験対策として一昨年より通信教育をスタートした。通信

教育は試験の2ヵ月前ぐらいから、1種目あたり4回ずつ実施し
ている。問題作成、採点・添削など担当者は大変であるが、
通信講座の受講者には合格率アップの効果が出始めている。

３．実務教育（知識UP教育）

資格を取得してもすぐに現場で責任者として活躍できるわ
けではなく、材料や構造物などに関するいろいろな知識をも
って検査を担当する必要がある。そこで入社3年以上経った者
を対象に、金属・腐食・溶接に関する教育や圧力設備に関す
る教育を実施し、社員の力量ＵＰを図っている。
また、新しい検査技術の習得のための教育も実施している。
最近では、TOFD法やフェイズドアレイ法の原理・装置の取
扱方法・評価方法についての教育を実施し、それらの技術者
の育成に力を入れている。

さらに、わが社では毎年8月に「技術・品質発表会」を開
催している。その発表会は各部署から選出された若い社員に
発表させることにより、プレゼンテーション技術習得の場と
して、また、新しい非破壊検査技術の知識を得る場として活
用している。
現在、各検査技術に対する社内技量認定システムを作成中
である。教育を実施するだけでなく、それら教育の有効性を
確認することが重要と考える。各教育の修了試験に合格した
者に認定証を発行し、社内認定された者の中から検査担当者
を選出することにより、検査ミスを防止し、より信頼性の高
い業務をお客様に提供できるものと期待している。

5. わが社の教育訓練

新日本非破壊検査(株) 岩本　幹夫
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私が渓流釣りを始めたのは、20年ほど前でした。九州は玄界灘
を望む田舎町の漁師のせがれということもあり、魚は網で一網打
尽に捕り生活の糧とするもので、趣味でさかなを釣ることなど考
えてもいませんでした。
そんな私が、渓流釣りにはまったのは、子供が小さい頃、子供
の友人家族に誘われ釣りに同行したことがきっかけです。目的地
は岩手県の遠野市と盛岡市にまたがりそびえたつ自然豊かな山早
池峰山で、その山から注ぎ出る水が豊富で幻の魚が生息するのに
まさに絶好の清流、猿ヶ石川でした。
その釣りに出会ってから10数年間、岩手県近隣の清流に通うよ
うになり、はまってしまいました。渓流釣りを始めて早いもので
20年の月日が経ちましたが、様々な釣り師と出会い学んだことは
多く、マナーや技法そして渓流魚に対する思いなど勉強させられ
ることばかりです。
さて、何を釣りに行くかというと、幻の魚といわれる「岩魚

（イワナ）」、その姿がきれいなことから「渓流の女王」と呼ばれ
人気のある「山女（ヤマメ）」です。どちらも警戒心が強く簡単
には釣れません。居そうな場所に見当をつけ魚に悟られないよう
に自然に糸を流し、駆け引きが必要でそこが、この釣りのおもし
ろいところです。
この魚たちは清流にしか生息しませんので釣り場としては、水
のきれいな渓流、人里離れた山あいとなり一箇所でずっと釣り糸
を垂らし待つ釣りと違ってポイントを探しながら釣り歩きます。
川の中を歩いたり岩を越えたり結構な運動になります。釣りの成
果も大事ですが、渓谷のせせらぎや、木々の緑などの自然を堪能
し、適度に身体を動かすのも魅力です。
また、釣った魚をその場所で塩焼きにして食べるのも楽しみの
一つです。四季の釣りを紹介しましょう。

春　待ちに待った解禁の季節4月。釣り人は、この日を待ちわ
びて竿の手入れをしたり、仕掛けづくりとそわそわします。この
時期渓流はまだ水も冷たく、厳しい釣りが待っていますが比較的
魚は釣れやすいです。餌は人工ブドウ虫かイクラです。
梅雨時期　沢の水が増え渓流師の活躍時期、気温が高くむし
むしするときは、釣りの成果は一段と上がります。川の濁りで大
型の川虫を流せば、今までスレていたヤマメも食いつく、濡れる

ことを気にしなければ楽しい釣りが出来る季節です。突然の雷雨
と急な川の増水に注意が必要です。
夏　気温が上昇し、魚も深い冷水に入り釣りづらいのですが、
人が入らない源流を目指せば魚籠は期待を裏切りません。
秋　台風や雷雨による増減水が激しくなるものの、この時期の
魚たちは豊富な餌の流下により一段と大きくなり、ひきが大きく
十分楽しめます。夜明けも遅く人より早く沢に入れば期待は大き
いです。川の濁りの薄れた後の型の良いのに驚くことがあります。
この時期の餌は、イクラよりブドウ虫が成果は上がるでしょう。
9月は禁漁になるこの時期の魚は脂がのり刺身でも塩焼きでも美
味しい。

渓流釣りは、四季を通し自然の映り替わりが楽しめるスポーツ
というかレジャーです。渓流釣りは一時期、乱獲や河川の人工化
により、めっきり数が減り釣り人のほうが多いくらいでした。最
近は漁協が稚魚を放流したり、渓流釣りの時期や場所を制限す
るなどして復活してきています。そんなことで渓流釣りには時期
の制限があります。河川を管理する漁協によって多少は違います
が、4月から9月が解禁、10月から産卵の時期に入るので翌年の3
月まで禁漁期間となります。自然を守り渓流釣りをスポーツとし
て継承するには守らなければならないルールがあります。そのい
くつかを紹介します。
ルール①「頭はね」 渓流釣りをやる人なら一度は経験がある
と思いますが、先行者を追い越し楽しみにしているポイントに先
回りして降り立ち釣りを始めることはやめましょう。
ルール②「ごみを捨てない」 当たり前のことですが、渓流に
はゴミが一杯です。必ず持ち帰りましょう。
ルール③「狭い場所に車を止めない」 車を止めても十分すれ
違える場所に停める。
ルール④「むやみやたら稚魚は捕らない」 私は稚魚がやたら
釣れるので強いことは言えないが、資源保護の観点から稚魚は逃
がしましょう。
ルール⑤「釣り券はちゃんと買う」 漁協が管理しているエリ
アではちゃんと釣り券を買ってかっこいい大人の釣りをしよう。
これら当たり前と言えば当たり前の事ですが、これからもルー
ルを守り渓流釣りを楽しみたいものです。

6. 随想――趣味の話

(株)ジャパンエコーサービス 小島　秀則
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☆幹事会の開催

平成21年度第2回幹事会を5月14日（木）東京會舘（浜松町）
で開催し、会務報告、各委員会活動報告と定時総会及び懇親会
の議事進行について協議しました。第3回幹事会は10月上旬に開
催の予定です。

☆平成20年度定時総会の開催

平成21年度定時総会を5月14日（木）東京會舘（浜松町）で開
催し、平成20年度事業報告(案)・同決算(案)、同監査報告、平成
21年度事業計画(案)・同予算(案)及び特別議題の「CIW検査事業
者協議会の社団法人化」について審議を行い、いずれも原案どお
り承認されました。

☆第3回中野盛司杯ゴルフコンペの開催

第3回中野盛司杯ゴルフコンペは、5月15日（金）晴天のもと立
野クラシックゴルフ倶楽部で18名の参加を得て開催しました。
◎個人戦優勝　平川重貴氏　新日本非破壊検査㈱
◎団体戦優勝　西日本地区チーム

☆「CIW検査事業者協議会の社団法人化」を決定

平成21年度定時総会の席上、特別議題として「CIW検査事業
者協議会の社団法人化」が提案され、原案どおり承認されまし
た。平成21年度中の準備と諸整備並びに9月に一般社団法人CIW
検査協会として設立・登記が行われ、平成22年4月1日より現在
のCIW検査事業者協議会の業務を引き継ぎ、活動を開始する予
定です。

☆東京都検査機関登録説明会の開催

平成21年度の東京都検査機関登録説明会を4月21日（火）に
(財)日本教育会館で28名（内新規申請予定会員4社）が参加し開
催しました。今後の予定は次のとおりです。
・申請受付期間　　　　　：平成21年7月1日～13日
・書類審査　　　　　　　：平成21年8月
・面接審査　　　　　　　：平成21年9月下旬
・最終判定　　　　　　　：平成21年10月下旬
・東京都への申請　　　　：平成21年11月初旬

・登録検査機関の発表　　：平成21年12月1日付

☆契約適正化推進実行委員会の開催

第1回契約適正化推進実行委員会を4月23日（木）に、協議会
事務所で14名が参加し開催しました。地区毎のPR活動計画、平
成20年度食い違い・ずれの検査に関するアンケート等をとりまと
めました。次回は6月下旬に開催の予定です。

☆NDI－レベル3（UT二次試験）資格取得のための受験対策講習

会の開催

◎開催日　平成21年5月2日(土)～3日(日)
◎開催場所　人事労務会館（東京都品川区）、17名受講

☆JWES－検査管理技術者資格取得のための受験対策講習会の開

催

◎開催日　平成21年5月7日(木)～8日(金)
◎開催場所　エル・おおさか（大阪市中央区）、4名受講

☆JWES－上級検査術者（UT部門）資格取得のための受験対策

講習会の開催

◎開催日　平成21年5月9日(土)～10日(日)
◎開催場所　人事労務会館（東京都品川区）、13名受講

☆今後の予定

①都知事認定の研修会
東京都知事認定研修会「建築物の工事における試験及び検査
に関する研修会」を7月26日(日)新日鐵代々木研修センター（東
京都渋谷区）で開催します。
②新CIW認定制度（WES8701:2007）への移行支援として
(1) NDI－レベル3基礎試験のための受験対策講習会
(2) NDI－レベル3(UT)二次試験のための受験対策講習会
(3) JWES上級検査技術者(UT部門)の受験対策講習会　
(4) JWES検査技術管理者の受験対策講習会
(5) 品質マニュアル構築のための研修会
(6) 内部監査員養成のための研修会
等を今秋に順次開催します。

7. 協議会だより

CIW検査事業者協議会
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平成21年度後期の溶接検査認定（CIW認定）のための
技術者試験・更新審査と研修会、溶接管理技術者の評価
試験と研修会の各日程について、以下のとおりお知らせ
いたします。
なお、各地区の研修会においては、参加状況によって
中止する場合がありますので予めご承知置き下さい。

１．CIW認定の技術者試験、研修会について

試験及び研修会の各案内書･申込については、9月上旬
に関係先へ送付いたします。
◎溶接部の検査に関する研修会

東京／大阪：10月17日(土) ～18日(日)
◎ CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の資格更新
審査（更新講習と確認試験）
東京／大阪：10月24日(土) ～25日(日)

◎CIW検査技術管理者及び上級検査技術者試験
1次試験
東京／大阪：11月15日(日)

2次試験
東　京：平成22年1月9 日(土) 予定
大　阪：平成22年1月10日(日) 予定

２．溶接検査認定（CIW認定）申請について

新基準WES 8701:2007に基づくCIW認定について平成19
年4月1日から運用を開始いたしました。これにより、旧
基準WES 8701:2000に基づくCIW認定は平成22年3月31日
をもって終了いたします。
したがって、旧基準に基づく認定は、本年10月1日付認
定が最後となりました。平成22年4月1日付認定からは、
新基準に基づく認定申請のみとなります。認定申請に関
するご案内は、認定事業者及び仮認定申請を受付した事
業者に次のとおりご案内してまいります。不明な点がござ
いましたらCIW担当までお問合せ下さい。なお、ご案内は
当協会ホームページ（http://www.jwes.or.jp/）にも掲載し
ます。
【認定時期と認定申請の案内時期】

平成21年10月1日認定分＞申請受付終了
平成22年4 月1日認定分＞平成21年10月上旬

３．溶接管理技術者資格（JIS Z 3410／ISO 147
31／WES 8103）の研修会、評価試験について

案内・申込書をご希望の方は、資格名称、等級、部数、
送付連絡先（氏名・住所・電話番号）をお書きの上、
(社)日本溶接協会FAX（03-3255-5196）によりご連絡願い
ます。査収後、研修会の案内・申込書を送付いたします。
なお、後期の評価試験（平成21年11月8日予定）の案内・
申請書については、各研修会会場にて配布いたします。
◎溶接管理技術者のための研修会
○1級及び特別級基礎編対象研修会
仙　台：9月1 日(火)～9月4 日(金)
東　京：9月3 日(木)～9月6 日(日)
東　京：9月15日(火)～9月18日(金)
名古屋：9月8 日(火)～9月11日(金)
大　阪：9月1 日(火)～9月4 日(金)
大　阪：9月12日(土)～9月15日(火)
福　岡：9月8 日(火)～9月11日(金)
福　井：9月19日(土)～9月22日(火)

○2級対象研修会
仙　台：9月1 日(火)～9月3 日(木)
東　京：9月3 日(木)～9月5 日(土)
東　京：9月15日(火)～9月17日(木)
名古屋：9月8 日(火)～9月10日(木)
大　阪：9月1 日(火)～9月3 日(木)
大　阪：9月12日(土)～9月14日(月)
福　岡：9月8 日(火)～9月10日(木)
福　井：9月19日(土)～9月21日(月)
静　岡：8月26日(水)～8月28日(金)

○特別級応用編研修会
東　京：9月24日(木)～9月27日(日)

◎評価試験（特別級・1級・2級）
筆記試験：11月8 日(日) 予定
仙台／東京／名古屋／大阪／福岡／福井

8. 平成21年度後期各種試験・研修会のお知らせと
CIW認定申請のご案内
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米国のリーマン・ブラザーズの破綻に端を発した世界的な金融恐慌は、百年に一度などと、

少し大袈裟な感じもありますが、超一流企業の決算の大幅赤字をみると、改めて影響の大きさ

が実感させられました。

楽しみにしていたゴールデンウィークの直前に、降って湧いた新型ウイルスによるインフル

エンザの発症が、関西地区を中心に、経済的な大きな問題を引き起こしてしまいました。

さらに、追い討ちを掛けるように、世界のGM（ゼネラル・モーターズ）の破綻が現実にな

って、日本にもその影響が大きいと聞いて大変心配になります。

一方、CIWにおいては、2000年版のWES8701による認定の有効期限が来年の3月31日に迫り、

本年の4月1日の認定時点で、64社が新基準による認定を完了しましたが、81社が旧基準で残っ

ており、あと2回の審査で100社を超えることができるか心配しております。

今号では、新基準の申請に当たって問題になる検査技術管理者、上級検査技術者試験の合

格者の推移を掲載いたしましたので、参考にしてください。

また大岡委員にはJSNDI総会の特別講演の紹介をして頂きました。

不安材料が多い昨今ですが、何とか頑張って社会の安心・安全を支える仕事に誇りを持って

毎日を過ごしたいと思っています。 （I.M）

編　集　後　記


