
Vol.29  No.3  Summer, 2015

ISO 9001:2015 の改正の要点
「CIW認定検査会社は溶接構造物の優良病院」
JIS Z 2305:2013 の改正の要点
【現場技術の窓】
　極間法での磁粉探傷における残留磁束と脱磁の問題（その 2）

海外事情 ―「文化と国民性」（マレーシア篇）
日溶協 AN委員会、8月に東西でD-RT 講習会開催へ
2015 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、CIW検査業協会だより



目　　次

1.   ISO 9001:2015 の改正の要点

　　…………………………………………………………………………        前田　穰  1

　  「CIW認定検査会社は溶接構造物の優良病院」　………………………………                 3

2.   JIS Z 2305:2013 の改正の要点

　　……………………………   　一般社団法人日本非破壊検査協会 認証事業本部  4

3.   【現場技術の窓】

　　極間法での磁粉探傷における残留磁束と脱磁の問題（その 2）　  

……………………………………… 　一般社団法人 CIW検査業協会技術委員会   8

4.   海外事情　―「文化と国民性」（マレーシア篇）　

…………………………………………………………………………　松丸　真司 13

5.   日溶協 AN委員会、8月に東西でD-RT 講習会開催へ

　 ………………………………………………………………………………………  14

6.   2015 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、CIW検査業

協会だより

　 ………………………………………………………………………………………… 15

7.    編集後記　…………………………………………………………………………… 16

「CIW通信―RUMPES」原稿募集
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　申し込み・問い合わせは、CIW通信編集委員会（電話 03-5823-6325）まで。

CIW通信編集委員会

お 知 ら せ

　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。

RUMPES（ランプス）とは：
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１．ISO 9001:2015 の改正の要点

一般財団法人発電設備技術検査協会 　前田　穰

１．はじめに
　ISO 9001:2008が発行されて8年が経過し、現在、

ISO 9001:2015の改正作業が進められている。

　ISO（国際標準化機構）で規格開発を担当してい

る専門委員会（TC）の一つである ISO/TC176（ISO 

9001 規格を担当する委員会）では、2006年から

ISO 9001:2008改正の議論が進められ、現在までに

作業原案（WD1:2012年12月）、作業原案（WD2:2013

年 3月）、委員会原案（CD:2013年 6月）及び国際

規格原案（DIS:2014年 5月）を作成し、今後、最終

国際規格案（FDIS）が 2015年 7月に発行され、更に、

国際規格（IS）が 2015年 9月に発行される予定で

ある。また、国際規格（IS）の発行をもとに、翻訳

規格である JIS Q 9001：2015の発行が2015年 12

月に予定されている。

　この規格改正の趣旨は、2008年版のスコープに

変更はないが、適用する製品の提供能力に関する信

頼を向上し、あらゆる組織に適用可能な規格とする

ために、共通テキスト（附属書 SL= 要求文書）を

共通フレームワークとしている。そのため、全ての

ISO/MSS（ISOマネジメントシステム規格）が、こ

の共通テキストに従うことを狙いとし、規格の構成

が2008年版と大きく変わる。

２．ISO 9001 規格改正の概要

　改正される2015年版における、2008年版からの

主な変更点は次のとおりである。

①サービス産業への適用を容易にしている。（製品→

製品及びサービス :箇条1）

②プロセスアプローチをより一層鮮明にし、プロセ

スのパフォーマンス指標を決定することを要求し

ている。（箇条4.4）

③トップマネジメントが強いリーダーシップを発揮

するよう強調している。（箇条5.1）

④組織の状況や利害関係者のニーズを理解するよう

要求している。（箇条5.2）

⑤｢リスク管理｣の考えを取り入れている。(箇条6.1)

⑥様々なレベルで生じる変更への対応を要求してい

る。（箇条6.3、7.1.6、8.1、8.5.6）

⑦知識に関する要求事項（必要な固有技術を入手す

る方法、又はそれらにアクセスする方法）を追加

している。（箇条7.1.6）

⑧「記録や手順」の表現を「文書化した情報」とし、

品質マニュアルの要求がなくなる。（箇条7.5）

⑨「アウトソース」という表現を「外部から提供さ

れる製品及びサービスの管理」とし、外部提供者

との関係を重視している。（箇条8.4）

⑩「引渡し後の活動」を明示的に要求している。（箇

条8.5.5）

３．ISO 9001:2015 改正版の構成について

　「附属書 SL」に従った ISO 9001:2015 は、「1. 適

用範囲」、「2. 引用規格」、「3. 用語及び定義」、「4. 組

織の状況」（組織及びその状況の理解、利害関係者の

ニーズ及び期待の理解、適用範囲の決定、並びに品

質マネジメントシステム及びそのプロセス）、「5.リー

ダーシップ」（リーダーシップ及びコミットメン

ト、品質方針、並びに組織の役割／責任及び権限）、

「6.QMSに関する計画」（リスク及び機会への取組み、

品質目的及びそれを達成するための計画策定、並び

に変更の計画）、「7. 支援」（資源、力量、認識、コ

ミュニケーション、並びに文書化した情報）、「8. 運

用」（運用の計画及び管理、製品及びサービスのため

の要求事項の決定、製品及びサービスの設計及び開

発、外部から提供される製品及びサービスの管理、

製造及びサービスの提供、製品及びサービスのリリー

ス、並びに不適合のプロセスアウトプット／製品及

びサービスの管理）、「9.パフォーマンス評価」（監視・

測定・分析及び評価、内部監査、並びにマネジメン
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トレビュー）、「10. 改善」（一般、不適合及び是正処置、

並びに継続的改善）で構成される。

４．ISO 9001:2015 規格の新たな要求事項

　附属書 SLに基づいて作成された ISO 9001:2015

規格での新たな要求事項は次のとおりである。

　①「序文」では、品質マネジメントシステムの

ISO規格化とPDCAサイクルだけでなく、リス

クベース思考が新しい項目とし、プロセスアプ

ローチの採用が不可欠な要求であることが明記

されている。

　②「箇条1: 適用範囲」の変更はないが、適用除外

を「箇条4.3」で規定している。（「箇条2：引用

規格」については省略）

　③「箇条3: 用語及び定義」では、ISO 9000が引

用されると共に、サービス業に配慮して、製品

とサービスを並列に定義している。また、製品

には中間製品も対象として、アウトプットはプ

ロセスの結果と定義され、サービスは無形のア

ウトプットとし、顧客との間で取り交わされる

ものとしている。

　④「箇条 4: 組織の状況」では、社内・外の課題

を決定して、利害関係者の要求事項を監視・レ

ビューすること、また、それを踏まえてQMS

の適用範囲（適用除外があればその理由）を決

定することが求められている。更に、プロセス

のパフォーマンス指標、判定基準、方法、リス

ク及び機会を明確にすることが追加されている。

　⑤「箇条5: リーダーシップ」では、QMSが事業

戦略と一致して、トップマネジメントがQMS

へ関与していることや、トップマネジメントに

QMSの有効性の説明が求められている。また、

顧客重視にて組織能力に影響を与えるリスクの

明確化が追加されている。なお、従来の管理責

任者の任命要求は削除されている。

　⑥「箇条6:QMSに関する計画」は、新たな要求事

項として規定されている。計画段階で各プロセ

スの課題、弱みを認識して、「リスク及び機会」

で特定することや、QMSの変更を計画する場合

には「リスク及び機会」を検討することが求め

られている。なお、製品及びサービスの計画に

対する変更管理については、「箇条8: 運用」で

規定されている。

　⑦「箇条7: 支援」では、従来の人的資源、インフ

ラストラクチャー、作業環境の管理に加えて、

監視測定用の資源についてもこの箇条で規定さ

れている。また、新たな要求事項である「組織

の知識」として、QMS運用に必要な知識（過去

のトラブル、人材育成の教材等） を特定・維持

することが求められている。なお、品質マニュ

アル作成の要求は削除されている。

　⑧「箇条8: 運用」では、特定した「リスク及び機

会」への取り組み計画、品質目標達成への計画、

並びに各プロセスのパフォーマンス指標、判定

基準に従った管理が求められている。また、「製

品及びサービスのための要求事項」において、

緊急時対応に関して決定すること、外部提供者

（=供給者）が行う管理の有効性を確認すること、

引渡し後の活動（アフターサービス、保証、保

守部品のライフタイム、リサイクル等）が求め

られている。なお、「設計・開発の計画」では、

レビュー、検証、妥当性確認を独立した項目で

はなく一括した項目としている。

　⑨「箇条9: パフォーマンスの評価」では、品質パ

フォーマンス評価が追加され、顧客情報（苦情、

不満、賛辞等）や内部監査等のインプットによ

りマネジメントレビューを実施して、QMSの戦

略、内・外部の変化、外部提供者や利害関係者

に対する課題、リスク及び機会への取り組み等

のQMSの有効性を考慮したアウトプットが求

められている。

　⑩「箇条10: 改善」では、不適合への対処として

是正処置の前に修正処置が行われ、水平展開 (類

似事象の発生の有無等 )を明確にすることが求

められている。また、継続的改善にはQMSの

有効性だけでなく、適切性、妥当性を検討して

改善に結び付けることが求められている。

５．附属書 SLについて

　国際規格及び他の出版物を作成する上で、従うべ
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き基本的な手順として「ISO/IEC 専門業務用指針」

があり、この指針は、2部（専門業務及び国際規格）

で構成されている。このうちの一つである「ISO/IEC

専門業務用指針」（第1部）に、国際規格の開発及

びメンテナンスにて守るべき手順と作成のための規

則が定められ、ISOだけに適用される附属書（SA～

SS）が「統合版 ISO補足指針」として規定されている。

この附属書（SA～ SS）のうちの一つである附属書

SLには、汎用的なマネジメントシステム規格（MSS）

として、産業分野別に適用できるMSSの新規提案や

既存MSSの改訂を提案する際に適用される評価条文

が規定され、組織が特定の目的を達成するために必

要な、方針、プロセス及び手順を策定して体系的な

管理ができるように、要求事項や指針が定められて

いる。

　この「附属書 SL」には、主要となる上位構造とし

て、「1. 適用範囲」、「2. 引用規格」、「3. 用語及び定

義」、「4. 組織の状況」、「5. リーダーシップ」、「6. 計

画」、「7.支援」、「8.運用」、「9.パフォーマンス評価」

及び「10. 改善」が示されている。

6. おわりに

　現在、改正作業が進められている ISO 9001:2015

について、国際規格原案（DIS）をベースとして構成

と変更内容を記載してきた。今後、最終国際規格案

（FDIS）、国際規格（IS）の発行へと進む中で、更に

要求内容や規定の変更があると思われ、今回の解説

書を ISO 9001:2015改正の基本的な考えとして参考

にしていただければ幸いである。

参考文献
・「ISO/IEC 専門業務用指針、第 1部 統合版 ISO 補足指針 -ISO 専
用手順 (2012 年版 )

・アイソス　No.204 2014 年 11 月号
・アイソス　No.204 2015 年 2月号 他

「CIW認定検査会社は溶接構造物の優良病院」
日本溶接協会、ホームページをリニューアル

　日本溶接協会はこのほど、溶接検査認定委員会の広報
活動の一環として、ホームページをリニューアルした。
　CIW認定のページに新たに設けたコンテンツのタイト
ルは「CIW認定検査会社は溶接構造物の優良病院」。CIW
認定検査会社と病院、CIW認定検査技術者と医師、溶接
構造物と人体を対比し、双方の品質マネジメントシステ

ム、試験方法などをイラストで紹介。公正、かつ的確で、
しかも信頼性の高い試験・検査結果を得るためには技術
者だけでなく、組織として品質マネジメントシステムの
構築が必要であることを踏まえ「CIW認定検査会社は社
会の安全・安心を組織で守る」と強調している。
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２．JIS Z 2305:2013 の改正の要点

一般社団法人日本非破壊検査協会　認証事業本部

　（一社）日本非破壊検査協会認証事業本部では、

JIS Z 2305:2001「非破壊試験－技術者の資格及び認

証」に基づく認証制度（以下、現行制度）を2003

年から実施してきたが、JIS Z 2305が 2013年に改

正されたことを受けて鋭意準備を進め、この度、JIS 

Z 2305:2013「非破壊試験技術者の資格及び認証」

に基づく認証制度（以下、改正制度）の概要を決定

した。改正制度の新規試験は2015年秋期、再認証

試験は2017年春期から開始する。本稿では、その

要点をお知らせする。

　なお、JIS Z 2305:2013 は、対応国際規格である

ISO 9712:2012に対して、ISO 9712:2005（及びEN 

473:2008）に基づく認証制度から ISO 9712:2012

に基づく認証制度への移行についての箇条が削除さ

れているために規格上では修正 (MOD)となっている

が、ISO 9712:2012との技術的な差違はない。

１．運用開始時期

　改正制度の新規試験は、2015年秋期から開始する。

現行制度の新規試験は、2015年春期をもって終了

した。

　改正制度の再認証試験は、2017年春期から開始

する。レベル1と 2について、現行制度の筆記によ

る再認証試験は2016年秋期をもって終了する。現

行制度による再認証試験が適用されるのは、有効期

限が2017年 3月 31日までの資格証明書保持者で

ある。現行制度と改正制度のそれぞれによる再認証

試験の受験機会の詳細は表1のとおりである。

２．工業分野

　現行制度では工業分野を「マルチセクター（材料・

溶接・構造物）」としていたが、JIS Z 2305:2013で

は工業分野から「マルチセクター」がなくなったの

で、改正制度ではそれに最も近い工業分野として「供

用前・供用期間中試験（製造を含む。）」を採用した。

そのため、レベル1及び2に課される実技試験の試

験体数は次のようになる。

　RT：2体［撮影］（レベル1）、2体［撮影］＋24

枚のフィルム解釈（レベル2）

　UT・MT・PT・ET：3体（レベル1・2）

表１　再認証試験の受験機会

＊現行①～④：現行制度の再認証試験（4試験期で計 4回の受験機会）
＊改正①～③：改正制度の再認証試験（1試験期のみで再試験を含み 3回の受験機会）
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　ST：1体（レベル1）、2体（レベル2）

　なお、NDT方法の名称についても変更があるので

表２を参照いただきたい。

表２　｢JIS Z 2305:2001 から JIS Z 2305:2013 への切替え期間中の措置（相互読替）｣
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３．試験の種類と再試験
　改正制度では、現行制度と同様に新規試験と再認

証試験があるが、受験機会の回数や試験の内容が変

わる。

　新規試験：資格を取得していない者が受ける試験
で、一次試験（筆記）と二次試験（実技）があり、

現行制度と同様に年2回実施する。二次試験は、一

次試験の合格者のみが受験できる。一次試験又は二

次試験のそれぞれにおいて1回目の試験が不合格の

場合は、次回及び次々回に実施される計2回の再試

験を受験できる。

　再認証試験：資格証明書保持者が資格継続のため
に受ける試験であり、現行制度と異なり資格発効日

から 10年後の有効期限の約 6か月前に実施する。

再認証試験が不合格の場合は、約6か月の間に計2

回の再試験を受験できる。なお、レベル1と 2の再

認証試験は、筆記試験から実技試験に変わる。

４．試験の実施地区

　改正制度の試験実施地区は、基本的に現行制度の

試験実施地区を踏襲する。ただし、再認証試験の再

試験は、改正制度を円滑に立ち上げて運用するため

に、当面の間は東京地区と大阪地区のみで実施する。

・新規試験、新規再試験（一次試験［筆記］）：現行

制度と同地区で実施

・新規試験、新規再試験（二次試験［実技］）：現行

制度と同地区で実施

・再認証試験（レベル1･2［実技］）：二次試験会場

と同地区で実施

・再認証試験（レベル3［筆記］）：一次試験会場と同

地区で実施

・再認証再試験（レベル1･2･3）：東京地区と大阪地

区のみで実施

５．新規試験の受験申請資格

　改正制度の新規試験の受験申請時には、次の事項

が要求される。

　(1)NDT方法及びレベル別に要求される最小限の訓

練時間を満足していること。

　(2) 視力の要求 (近方視力、色覚 )を満足している

こと。

　(3) ｢非破壊試験に関わる者の倫理規程｣ 及び ｢資

格試験実施案内｣ に記載される事項に同意する

こと。

　(4) レベル 3については、申請するNDT方法のレ

ベル2資格を保有していること。

　なお、新規試験の受験申請書の入手方法は、現行

制度の有料販売からホームページでの無料ダウン

ロードに変更する。

６．訓練

　改正制度では、新規試験を受験申請する際の訓練

に関する要求の内容が変わる。

(1) 訓練シラバスに則った訓練が必要（レベル3にも

訓練が必要）

(2) 訓練時間の変更

　ET2：40時間から48時間に、UM1：16時間から

　20時間に、

　レベル3：NDT方法ごとに訓練時間を新たに規定

　＊訓練実施記録の様式が変更になる。ただし、

2016年 7月までに受けた訓練については、旧様

式と新様式のどちらでも構わない。訓練の有効期

間は5年間である。

　＊訓練シラバスは、2017 年春期から適用する。

このときに旧様式の訓練実施記録を使用する場合

には、その内容を訓練シラバスの該当項目に仕分

ける必要がある。

　＊ ET2･UM1･ レベル 3 の訓練時間の要求は、

2015年秋期から適用する。

７．認証登録

　改正制度では、新規試験の合格後に認証申請をす

るまでの期間が、現行の3年間から2年間に変わる。

また、申請に必要な経験期間にも変更がある。

８．受験料等費用

　改正制度では、受験料等の費用（別途消費税）を

次のように変更する。

　・受　験　料：￥17,000
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　・認証申請料：￥13,000

　・更　新　料：￥7,000

　ただし、再認証試験の受験料は、2016年秋期まで

は現行制度での試験であり、従来どおりの￥12,757

である。ただし、試験に合格した場合の認証申請料

は￥13,000である。

９．試験センター

　改正制度ではレベル1と 2の再認証試験が実技試

験となるため、試験センターを拡充した。それぞれ

の試験センターで、次のNDT方法の実技試験を実施

する。

（東京地区）

　瑞江センター：RT、PT、ET、LT（NDIS 0605）

　亀戸センター：UT、MT、ST、TT（NDIS 0604）

（大阪地区）

　西日本支援センター：UT、PT

　堺筋センター：RT、MT、ET、ST

10．JIS Z 2305:2001 から JIS Z 2305:
　　2013 への切替え期間中の措置

　2015年秋期から改正制度に順次切り替えを行う

が、切り替え期間中は資格証明書保持者の日常の

検査業務、また当協会の認証制度を採用される関

連団体各位の資格認定・認証に支障が生じないよ

うに、表 2のとおり JIS Z 2305:2001 資格と JIS Z 

2305:2013資格とを相互に読み替えられることとし

た。この措置は、JIS Z 2305の改正に伴って工業分

野の名称は変更されたものの、実質的な分野及び技

術レベルには変更がないと判断したことによるもの

である。

11．お願い

　認証事業本部では、必要に応じて受験者及び資格

証明書保持者各位に各種書類を送付する。送付先が

変更となった場合には、速やかに変更手続きをお願

いする。重要な書類が届かないために不利益を被っ

た場合の補償はできないので、当協会ホームページ

に掲載している「個人データ変更届け」を使用して

手続きをお願いする。

　なお、改正制度の運用開始に先立ち、2015 年

2 月 23 日（東京）及び 25 日（大阪）に「JIS Z 

2305:2013による認証制度に関する説明会（東京・

大阪）」を開催した。この説明会の資料及び説明会で

の質疑応答 ｢改正 JIS に関するQ&A( カテゴリ別 )｣

はホームページに公表している。

　また、ホームページ（http://www.jsndi.jp/qualifi 

cation/index1-2013.html）において改正制度の各種

ご案内を逐次掲載しているので、本稿で紹介できな

かった詳細情報についてはホームページをご覧いた

だきたい。
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３．【現場技術の窓】極間法での磁粉探傷における
                                    残留磁束と脱磁の問題（その２）

一般社団法人 CIW検査業協会技術委員会

１．まえがき
　前回（CIW 通信「RUMPES」Vol.29 No.2 Spring, 

2015）では、極間法で磁粉探傷を行った場合、平板

鋼板の磁極を置いた部分での残留磁束の様子を測定

し、脱磁操作によりどの程度残留磁束が低下するか

を見た。

　その結果、磁極を置いた位置ではASME Sec.V 等

で通常要求される±0.2mTを超える残留磁束が残る

ことが分かった。

　鋼板の材質については、炭素鋼（SS400等）より

保磁力の大きな高張力鋼（SPV490Q）の方が大きな

残留磁束が残ることが分かった。脱磁操作によって

も、炭素鋼では十分小さな残留磁束まで減磁できる

が、保磁力の大きな材質の鋼板では炭素鋼と同程度

まで減磁はできなかった。

　今回は、現場での対象物が複雑な形状をしていた

り、端部を有するような場合にどうなるかを、いく

つかの試験片で測定した結果を示す。

　前回と同様、測定に当たっては、CIW検査業協会・

技術委員会のメンバーである複数の会社でデータを

採集した。

図１　配管（浸炭材）
(STFA26 4B Sch40 t6.0 L230)

図２　新管
(STPG38 2B Sch80 t5.5 L1000)

図３　配管（突合せ溶接）
(STB340 3/4B Sch80 t3.9 L460) 

図４　ボルト
（SCM435 φ 42 ～ 72 L388）

図５　平板
（SS400 L200 ×W400 t12.0) 図６　溶接部付き配管（切り出し材）

(SM400 L395 ×W180 × t38.0)

図８　円孔を加工した軸受材（切り出し）(SUJ 1 (S45C 相当 ) L295 ×W190 × t70.0)
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２．測定した試験体

　測定対象とした試験体は、図 1～ 6、および図 8
の写真に示した7体である。以下に一覧に纏める。

　１）配管（浸炭材）STFA26　4B Sch40　t6.0

　２）新管STPG38　2B Sch80　t5.5

　３）配管（突合せ溶接付き）STB340　3/4B Sch

80　t3.9

　４）ボルトSCM435　φ42～ 72　L388

　５）鋼板平板（端部を測定）SS400　L200 ×

W400　 t12.0

　６）溶接部付き配管（切り出し材）SM400　L395 

×W180　t38.0

　７）軸受材（切り出し）SUJ1（S45C相当）L295 

x W190　t70.0

３．磁化器と測定器

　今回の測定では、磁化器として前回同様のA-1型

に加え、小さい試験体の場合にはHM-76型及びA-6

型を用いた。磁束測定器は前回同様のテスラメーター

を用いた。

１）磁化器：交流式極間法装置　
　型式 A-1 型　全磁束　0.80mWb（50Hz）、0.70

ｍWb（60Hz）

　HM-76型　全磁束　0.35mWb（50Hz）

   A-6 型　 全磁束　0.57mWb（50Hz）、0.48mWb

（60Hz）

２）測定器：テスラメーター　型式　GV400A
　（分解能0.01mT）
　残留磁束の測定では、テスラメーターにより対象

物表面に垂直な方向で最大の磁束を測定した。

４．測定結果

　それぞれの試験体ごとに、測定した残留磁束の測

定値を表１～７に示した。測定は、測定点ごとに、
磁化する前、磁化後、脱磁操作後に行っている。

表の測定結果から以下のことが分かる。

　１）表1～ 4のように、端部を有する配管あるい
は棒状の試験体では、端部に大きな残留磁束が残

り、脱磁するのも容易ではない。表2の比較的保
磁力が小さいと思われる STPG38の管でも脱磁の

効果がほとんど見られない。磁束が端部に集中す

ることは予測されるとおりであり、この部分の脱

表１　配管（浸炭材）＝図 1＝の残留磁束測定結果（単位：mT） 表２　新管＝図 2＝の残留磁束測定結果（単位：mT）

表３　配管（突合せ溶接）＝図 3＝の残留磁束測定結果（単位：mT） 表４　ボルト＝図 4＝の残留磁束測定結果（単位：mT）

表５　平板＝図 5＝の残留磁束測定結果（単位：mT）
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磁をどうするかは現場的には問題となろう。小さ

い試験体なら、脱磁装置などで試験体全体を良く

脱磁する必要があろう。

　２）表5の平板の場合、サイズが小さい場合には、
板の端部で大きな残留磁束が残る。特に角の部分

が大きい。この場合も脱磁を小数点2桁まで脱磁

するのは難しそうである。

　３）表6は溶接部を跨いで磁化したときの残留磁
束を示しているが、磁化後の残留磁束は母材部よ

り少ない傾向が見られる。溶接部を磁極間の中央

に置いて磁化していることから、磁極に近い母材

部より残留磁束が低いことは理解ができるが、溶

接部そのものによる残留磁束への影響はほとんど

ないといえるであろう。

　４）表7では、円孔を加工した軸受材で測定して
いる。軸受材（SUJ1）は SS400等の低炭素鋼に比

べれば磁化特性は悪いと思われるが、保磁力はそ

れほど大きくないと予想される（SUJ1の磁化特性

図７　溶接部付き配管（切り出し材）＝図 6＝の残留磁束測定位置（単位：mm）(SM400 L395 ×W180 × t38.0)

図９　円孔を加工した軸受材（切り出し）＝図 8＝の残留磁束測定位置 (SUJ 1 (S45C 相当 ) L295 ×W190 × 70.0)
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表６　溶接部付き配管＝図 6＝の残留磁束測定結果（単位：mT）

表７　円孔を加工した軸受材（切り出し）＝図 8＝の残留磁束測定結果（単位：mT）

MEMO：機械加工円孔部 ( φ 65）深部の測定点（5.0mm～）は 1.10 ～ 3.20 ｍ T であり、磁化、脱磁での大きな測定値の変化は認められない。



12 CIW通信　Vol.29  No.3  Summer, 2015

を測定されている読者があれば、是非公開して頂

きたい）。

　しかし、円孔周囲の残留磁束は大きく、脱磁操作

の効果も殆どないことが分かる。

　このような断面急変部を有する試験体を探傷する

場合には、事前に脱磁方法の検討を十分行う必要が

ある。

５．あとがき

　今回は、種々の形状の試験体を用いて、磁化後の

残留磁束の程度及び脱磁による残留磁束の低下の様

子を測定した。

　その結果、端部や断面急変部を有するような形状

の試験体を探傷する場合は、残留磁束を小さくする

ことが困難となることが分かった。探傷に当たって

は、要求される残留磁束の限度を満足する脱磁が行

えるかどうかを事前によく検討する必要があろう。

[ 参考 ]「地磁気程度まで脱磁せよ」？
　磁粉探傷していると、こんな要求を（冗談だと思

うが）されることがないだろうか？　もしそのよう

な話があった場合のために、「地磁気」とはどれぐら

いのものなのかを知っておくのも無駄にはならない

だろう。

　地磁気とは、もちろん地球自身が地球の周囲に張

り巡らせている磁界であり、その発生はダイナモ理

論によれば、地球のマントル対流によるらしい。

日本ではこの空間中の「地磁気」を国土地理院の各

地の測地観測所で連続測定している。

　例えば、水沢測地観測所での年平均の測定データ

から一部を見てみると以下のようになっている。

　上の表には1970年と 2011年のみ示したが、地

磁気は徐々に西側の方向に向きが変化しつつある。

　地磁気の測定とは、磁界を直接測定できないので、

空間中の磁束を測定することになる。磁束の単位は

　nT （1nT=1× 10-9T）で測定される。

　今、上の表中の全磁力から、空間中の磁界の強さ

を求めてみる。

　2011年の年平均全磁力BO ＝ 47624nT＝ 47624

× 10-9T を考える。

　空間中の磁界をHO（A/m）とすると、HO＝ BO ／

μ 0　より、

　HO＝ 47624× 10-9 ／ 4π×10-7 ＝ 37.9A/m

　即ち、地磁気による空間中の磁界の強さは37.9A/

m（約40A/m）である。

　地上の物体はこの直流磁界の中に置かれているこ

とにより、この磁界で磁化されていることになる。

例えば SS400相当の磁気特性を有する無限に長い棒

鋼を全磁力に並行に置いた場合、棒鋼中の磁束密度

は初磁化曲線上でおよそ0.01mT程度である。

　実際には有限な対象物であると反磁界が働いて、

有効磁界は数A/m程度になり、分解能0.01mTのテ

スラメーターでは測定限界以下になると考えられる。

　したがって、「地磁気程度まで脱磁する」ことは、

通常の方法では非常に困難だといえる。

 

＜認定停止：１社＞

( 有 ) アネスト〔会社コード：212〕（埼玉県）

上級検査技術者（UT 部門）1名不足のため、2015 年

6月 11日付で認定停止。

CIW認定に関するお知らせ
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　近年、グローバルな競争下での合理的な選択の結果

として、顧客の中には生産拠点を海外へシフトする動

きが見られ、当社の海外業務も年々増加傾向にある。

そんな折、私はマレーシア（ボルネオ島）の業務に就

くことになった。

　マレーシアは首都クアラルンプール（KL）があるマ

レー半島南部と野生のオランウータンが生息するボル

ネオ島北部に二分され、国民であっても往来にはパス

ポートが必要である。国教は国民の60％が信仰してい

るイスラム教だが、ボルネオ島にはキリスト教徒も多

く生活しており、文化も異なる。現場のサラワク州は

水力発電による電力事情が安定し、安価なため、鉄鋼

業や化学工業等の電力が製造コストの大きな割合を占

める企業が競って進出しており、その中に日系企業も

含まれている。州人口250万人の約30％を占めるイバ

ン族はその昔、首狩りの風習があったことで知られて

いる。

　そして、今回私と業務を共にする現地の検査員はKL

と地元ボルネオの混合チームとなった。当然、同国民

とは言え、前述したように宗教、文化も異なる両者に

は大きな地域差がある。そんな彼等だが日本へ畏敬の

念は共に抱いているようだ。彼等との会話で好感を持

ち、何となくではあるが今回の業務はスムーズに終わ

るような予感がした。

　そんな期待も束の間、業務開始早々にトラブルが発

生した。宿泊場所、食事等の生活面や就業時間等の業

務に関することにKLチームからクレームが出た。何が

どう不満なのか、結論から言うと彼等は常日頃、恵ま

れた環境で仕事を行っており、ここの業務との大きな

ギャップが原因であった。現に地元チームからは不満

が出るどころか、満足している様子が窺えた。さらに

話を聞くと、ある国営企業では検査員の立場が尊重さ

れており、検査員が現場を歩くと他の作業者は道を開

けると言う、真偽は定かではないが、まんざら嘘でも

ないようだ。そもそも、見かけで判断することが間違っ

ているのだが、私はKL＝優秀＝頼りになる、ボルネオ

＝首狩り族＝危険といった根拠のないイメージを持っ

ていた。実際、ＫＬチームは要領が良いと言うのか、

私から見ると仕事をサボっているようにしか見えない

のだが、一方、地元チームは真面目にコツコツと働く

といった具合で、私のイメージは全く以て見当違いで

あった。開始早々から躓きかけた業務であったが、毎

日顔を合わせ、話をする中で、お互いに理解を深め合

い何とか無事に終わることができた。そんな彼等とは

今でも近況を報告し合う、良き友人となった。

　何より、外国人とのコミュニケーションは、異国の

地で、異文化を持った人との関わりの中で身につくも

のだ。異なる文化、習慣の裏側に隠れている共通点を

見つけ、理解し合うことが大切だと思う。それには利

他の気持ちを持つことが基本となってくる。相手の意

見に耳を傾け、意図や真意を汲み取る。相手には言い

負かされているというプレッシャーを与えず、やって

ほしいことを引き出すように仕向ける。対話の中では

負けて仕事で勝つという考え方である。一見すると難

しいことのように思うが、我々には、これができる。

利他の視点は「おもてなしの心」に通じており、これ

こそ我々が世界に誇る国民性なのである。

　また、文化においてもここ数年、日本への関心が高

まっている。そもそも、日本文化は混成文化であり、我々

は、異文化を取り込み、融合させ、独自のものを作り

出すことに長けている。私が住む九州の観光地では、

カレーのルーが土産品として売られている。今や外国

人にとってカレーライスやラーメンは代表的な日本料

理と言えるのではないだろうか。ユネスコ無形文化遺

産に登録された食文化としての和食もまた世界に誇れ

るものだと思う。

　東日本大震災の時、限られた物資を譲り合う日本人

の行動に各国が驚き、称賛した。相手のことを考えて

行動することを教えられて育った我々は、世界でも類

を見ない、国民性、文化を持った民族だと誇らしく思う。

４．海外事情  ―「文化と国民性」（マレーシア篇）

東亜非破壊検査株式会社　松丸　真司
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５．日溶協 AN委員会、8月に東西でD-RT 講習会開催へ

　日本溶接協会非破壊試験技術実用化研究委員会

（AN委員会、大岡紀一委員長）は8月、東京と大阪

でデジタルラジオグラフィ（D-RT）に関する技術講

習会を開催する。D-RT講習会は、AN委員会がD-RT

の普及に向けて14年度発刊した書籍「工業分野に

おけるデジタルラジオグラフィの基礎とその応用―

フィルムからデジタルへの展開」をベースに座学と

実習で構成する。

　東京は8月 20日、21日の両日、東京・千代田区

の溶接会館。大阪は同24日、25日の両日、大阪市

中央区の非破壊検査ビルで開催する。

　工業分野におけるD-RT の基礎と応用と題して、

初日は講義、2日目は午前と午後の二つのグループ

に分けた半日の実習を企画する。

講演題目と講師（予定、敬称略）は次のとおり。

　【初日】デジタルラジオグラフィの基礎（日立GE
ニュークリア・エナジー・横田和重）▽デジタルラ

ジオグラフィシステムの概要（同）▽ F-RT および

D-RTの撮影技術（ものつくり大学・大岡紀一）▽画

像評価へのアプローチおよびD-RT固有の画像条件

①（IHIキャスティングス・根本好弘）▽同②（富士

フイルム・成川康則）▽デジタルラジオグラフィに

関する規格の現状（大岡紀一）

　【2日目】デジタルラジオグラフィ画像観察実習（大
岡紀一、横田和重、成川康則、根本好弘ほか）＝午

前の実習後、受講者入れ替え

　定員は80人。参加費は会員4万 3200円、一般

5万4000円。

　申し込み・問い合わせは、電話03-5823-6324まで。

◎ 15年度第２回委員会開く

　AN委員会は５月25日、東京・千代田区の溶接会

館で2015年度第2回委員会を開催した。今年度は

8月に東京、大阪で新機軸のデジタルラジオグラフィ

（D-RT）に関する技術講習会を企画。コンピューテッ

ドラジオグラフィ（CR）の実力整理、ＣＲ実験供試

体の準備、き裂付与試験体の追加実験などに取り組

むほか、10月には恒例の施設見学を計画する。

第2回委員会では15年度事業計画案を審議、承認

した。

　今年度は14年度から推進するデジタル撮影（DR）

法の実力評価と、ISO17636-2:2013の妥当性を検証

するためCR法の実力を整理する。厚さ9-50mmの

範囲で実験の知見拡充を図るため実験計画を推進す

るほか、厚肉への高いニーズを踏まえ、現状の動向

調査と、16年度以降の実験計画策定に着手する。

14年度の観察集合実験を通じて、γ線（192Ir）で

はフィルム法に比べて各像質計の識別性低下を確認

したことを受け、15年度はγ線による針金形透過度

計および有孔形透過度計の識別性改善に関する具体

的な検討と追加実験を行う。今回は球状きず付与試

験体の製作にあたり活発に意見を交換した。

　施設見学について、今年度はD-RTの普及に向け

て見聞を広める観点で原子力以外の訪問先を検討す

る。

　今回の会合では、このほど発刊した14年度非破

壊試験技術実用化試験（XV）成果報告書をあわせて

確認した。

15 年度第２回委員会
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2015 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

　2015 年度後期の溶接検査認定 (CIW認定 ) のため
の技術者試験・更新審査と研修会の各日程について、
以下のとおりお知らせ致します。
　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くだ
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
月上旬に認定事業者及び仮認定申請提出事業者の
CIW担当者宛に送付致します。
◎ 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
新講習
　大　阪：10月 24日 ( 土 ) 
　東　京：10月 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 8日 ( 日 )
　2次試験
　　東　京 ： 2016 年 1月 9日 ( 土 ) 予定 
　　大　阪 ： 2016 年 1月 10日 ( 日 ) 予定
２．溶接検査認定 (CIW認定 ) 申請について
　WES 8701:2013 に基づく CIW認定は、毎年 4月
1日付、10月 1日付で認定しております。直近の本
年 10月 1日付認定の受付は既に終了しております。
　次回 (2016 年 4月 1日付 ) 認定の申請に関するご
案内は、本年 10 月初旬に認定事業者及び仮認定申
請提出事業者の CIW担当者宛にご案内致します。
　なお、当協会ホームページ (http://www.jwes.or.jp/)
にも掲載致しますのでご確認ください。ご不明な点
がございましたらCIW担当までお問合せください。

CIW検査業協会だより
一般社団法人 CIW検査業協会

☆第 3期第 6回（平成 27年度）通常総会の開催
　平成 27 年度通常総会を 5月 19 日 ( 火 ) に浜松町東
京會舘において開催し、次の議案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1号議案　平成 26年度事業報告 (案 ) 及び平成 26
年度決算報告 ( 案 ) 承認の件

　第 2号議案　平成 26年監査報告の件
　第3号議案　平成 27年度事業計画 (案 ) 及び平成 27
年度予算 ( 案 ) 承認の件

　また、これに先立ち平成 27年度第 2回理事会を同日
浜松町東京會舘において開催し、会務報告の他通常総
会や懇親会の議事進行について協議しました。
　第 3回理事会は、8月 5日 ( 水 ) に開催の予定です。

☆委員会活動が活発化
　各理事会や委員会において事業計画に沿った活動が
活発に行われていますが、その一部を紹介します。
　◆企画広報理事会では、『( 仮称 ) 次世代スタッフのた
めの非破壊検査セミナー』を平成27年10月11日 (日 )、
秋葉原での開催を企画しています。
　◆次世代のための非破壊検査セミナー委員会では、
「明日を担う次世代のための非破壊検査セミナー」を本
年度は、広島県、青森県、茨城県、九州地方（2県）で

の開催を、また、( 公社 ) 全国工業高等学校長協会の「夏
季講習会」は、平成 27年 8月開催の研修としてそれぞ
れ計画中です。

☆今後の研修会予定について
①東京都知事が認定する研修会【建築物の工事におけ
る試験及び検査に関する研修会（鉄骨溶接部に係る）】
の本年度、第 3回目を平成 28 年 1 月 24 日 ( 日 ) に
東京で、第 4回目を平成 28 年 2 月 21 日 ( 日 ) に大
阪で、
②NDI －レベル 3（基礎試験 ) のための受験対策講習会
を平成 27年 9月 12日 ( 土 ) ～ 13( 日 ) に東京で、
③ NDI －レベル 3（RT 二次試験）（UT 二次試験 )（PT
二次試験）のための受験対策講習会を平成 27 年 10
月下旬に東京で、
④WES 8701:2013 における品質マネジメントの構築
に関する研修会平成 28年 1月 17日 ( 日 ) に東京で、
⑤WES 8701:2013 における内部監査員養成のための
研修会を平成 27年 11月 29日 ( 日 ) に東京で、
　それぞれ開催を計画しています。
　詳細は、当協会ホームページ (http://www.ciw.gr.jp)
に掲載いたします。
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　この号が発刊され、皆様の手元に届く頃はすでに夏本番、子供たちが夏休みを前

に太陽と同じくらい瞳をキラキラさせ、我々は熱中症にならないよう気をつけなが

ら、今晩飲む冷えたビールを想像し汗をかきながら仕事をしている頃だろうか。

　夏と言えば思い出すのが、以前住んでいた新潟の花火大会である。新潟には、日

本三大花火大会に数えられる『長岡まつり大花火大会』を含む新潟三大花火大会が

あり、毎年鑑賞に行っていた。信濃川の河川敷で打ち上げる長岡の花火、海上から

打ち上げる柏崎の花火、山中から打ち上げる片貝の花火があり、川、海、山の花火

を楽しませてもらった。

　この中で特に印象に残っているのが片貝の花火大会で、毎年打ち上げられる正 4

尺玉は、打上げが成功すると開花直径 800 ｍと言われ、降り注ぐ火の粉は山全体を

包み込むほどの大きさであった。山火事にならないのだろうか？　保安管理はどう

なっているのだろうか？　などと、いつもハラハラしながら鑑賞していたことを思

い出す。

　さて、今回の RUMPES では品質マネジメントシステムに関する記事を掲載してい

る。前述した花火大会で観客に与えた満足と同様、製品が要求した品質を維持する

ために必要な管理の手法と体制を呼び込んだ品質マネジメントシステムは、既に多

くの会社で保有し、維持し、実務上では様々な苦労をしながら運用されていること

と思われる。

　そのような中、この度 ISO 9001 が改正されることとなり、その変更箇所につい

ての記事を ( 一財 ) 発電設備技術検査協会の前田氏に執筆いただいた。

　皆様にご一読いただき、お役立て頂ければ幸甚です。

　（H.M）




