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お知らせ
「CIW 通信―RUMPES」原稿募集
CIW 通信編集委員会では、一層の内容充実を図るため RUMPES 賞を設け、読者の皆様より原稿を募集
いたします。
内容：論文、随想などジャンルは不問。ただし未発表の原稿に限る
応募様式：A4 判 1 〜 4 頁（1,600 〜 7,300 文字＝図表除く）
提出期限：平成 29 年 9 月末日
掲載された論文の中から、委員会の選考により、RUMPES 賞を贈呈いたします。奮ってご応募ください。
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

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．年頭所感
一般社団法人日本溶接協会

会長

新年明けましておめでとうございます。

粟飯原

周二

その重要性の周知拡大を図っております。

昨年は、国内では熊本地震の発生、海外では大方

また、2014 年度から、大学・高専などの教育機

の予想に反してトランプ氏が米国大統領に選出され

関の研究者を対象に毎年 10 人に研究助成を行って

て為替レートが変動するなど、政治・経済の先行き

おり、その成果をレポート（報告書）にまとめて一

に不透明感がただよう年となりました。

般公開しております。

さて、日本溶接協会の諸事業は、2020 年東京五

溶接検査認定委員会（CIW 認定委員会）では、

輪に向けた建設工事などの増加やインフラ整備にと

2015 年に発生した鋼橋の耐震補強工事の問題を受

もなう溶接施工管理の重要性の再認識などもあり、

け、審査の厳格化を図るため、2016 年 7 月に CIW

溶接技能者・管理技術者を中心とする認証事業が順

認定規格 WES 8701「溶接構造物非破壊検査事業者

調に推移しております。昨年 11 月に実施された溶

等の認定基準」を改正し、直後の 10 月から新基準

接管理技術者後期試験の受験者数はここ 20 年を通

に基づく認定を開始しました。CIW 認定制度の利用

じて最多となりました。

拡大への取り組みとして、CIW 認定委員会内の広報

建築鉄骨、造船における技能者不足は昨年と比較
してもさらに拍車がかかっており、国会において外
国人技能実習制度関連法案の改正が成立し、国内需
要に対応しようとしております。
しかし、海外の研修生・実習生を教育して数年単
位の需要ピークに対して持ちこたえることはできて
も、長期的には少子高齢化が顕著な日本において就
労人口は、需要に対して上回ることはないと予想さ
れます。

委員会を中心に、関係官庁、地方公共団体、関連団
体などへの働きかけを継続的に進めてまいります。
その他、専門部会、研究委員会活動、規格関係事
業は関係各位のご尽力により活発に進められており、
関係各位に改めて感謝申し上げます。
本年もこれらの活動をより一層活発に行い、溶接
ファミリーの拡大に努めていく所存です。
最後になりましたが、当協会の活動に対しまして、
ご協力、ご尽力いただいている皆様方に感謝申し上

「けんせつ小町」
「ドボジョ」など特に女性の進出

げますとともに、本年が皆様方により良い年となり

を促進する施策が各方面・各団体で展開されていま

ますよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶と

す。溶接界においても、中長期戦略として国内の若

いたします。

年者や女性が今まで以上に溶接界で活躍してもらう
ことが必要不可欠となっております。
当協会では ｢溶接女子｣ に焦点を当てるとともに、
工業高校生や中学生に対して「ものづくり」の重要
性や溶接がいかに生産技術として多方面の分野に活
用されているかなどを広めるための活動を開始して
おります。
すでに溶接レポートマンガ・リーフレット・パン
フレットを制作、ウエルディングショーで配布して
好評を得ており、さらに全国の指定機関（各県溶接
協会）を通じて工業高校に配布し、溶接の面白さと
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２．年頭挨拶
国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築技術調整官

新年明けましておめでとうございます。平成 29
年を迎え、一般社団法人日本溶接協会及び一般社団

末兼

徹也

も適用され、さらに、公共工事に限らず民間の工事
でも幅広く適用されています。

法人 CIW 検査業協会の皆様におかれましては、新た

本仕様書の鉄骨工事の規定では、溶接接合につい

らしい年が実り多い年となりますよう、心よりお祈

て、施工管理技術者、施工、試験に関する規定を設け、

り申し上げます。

品質の確保を図っています。施工管理技術者に関し、

また、日頃より官庁営繕の事務、事業に関しまして、

貴協会の規格 WES 8103 の溶接管理技術者認証基準

ご理解、ご協力を賜り、改めて厚く御礼申し上げます。

に基づき認証を受けられた者は、施工管理技術者と

官庁営繕の事業実施に当たっては、官庁施設に必要

して能力のある者に該当するものと考えています。

な機能を確保するとともに、
「防災・減災対策」
、
「老

また、試験に関しては、貴協会の CIW 認定制度に基

朽化対策」
、
「環境対策」などの課題に取り組んでい

づく認定を受けた試験機関の活用が考えられます。
溶接接合に関して、技術者の能力及び試験機関の

ます。
「防災・減災対策」については、東日本大震災の教

品質管理システムを認証又は認定する仕組みを構築

訓等を踏まえ、官庁施設の耐震化、天井脱落防止対策、

され、社会情勢に応じた基準の見直しを続けられて

電力の確保のほか、災害対策拠点としての機能確保

いる貴協会の活動は、工事の品質確保に重要な役割

が求められています。昨年 4 月に発生した熊本地震

を果たすものです。技術者の能力向上及び適正な品

では、地方公共団体の災害対策拠点となる庁舎が被

質確保の実現のため、引き続き役割を果たされるよ

災し、その機能を発揮できない事態が生じたことか

う期待いたします。

ら、災害対策拠点の機能確保の重要性が改めて認識

また、公共建築工事標準仕様書は、昨年より平成

されることになりました。官庁施設の耐震基準を満

28 年版が適用されていますが、本年より平成 31 年

たす施設の割合を平成 32 年度までに 95％以上とす

版の制定に向けた準備作業を始めます。この改定作

ることを目標として、所要の耐震性の確保に努めて

業に当たっては、その都度、貴協会から情報提供を

いきます。

していただいているところであり、引き続きご協力

「老朽化対策」については、高度成長期前後に整備

をお願いしたいと考えています。

された多くの官庁施設が老朽化することが見込まれ

我が国は、様々な社会問題をはじめ、巨大地震の

ることから、厳しい財政状況下において、既存官庁

切迫や局所的な大雨、大規模な土砂災害などの災害

施設をより長く安全に使用し、徹底利活用を図って

リスクの拡大など、多くの困難に直面しています。

いきます。

国土交通省では、これらの様々な課題の解決に向け

「環境対策」については、昨年 4 月に閣議決定され

た取組を従前にも増して努力していく所存ですので、

た「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの

引き続き、ご協力、ご支援をよろしくお願いいたし

排出抑制等のため実行すべき措置について定める計

ます。

画」を踏まえ、環境負荷低減への取組を推進してい

る発展を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせてい

きます。
さて、官庁営繕の事業において契約図書の一部と
なる国土交通省官庁営繕部制定の公共建築工事標準
仕様書は、多くの地方公共団体の営繕事業において
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CIW 通信

最後になりますが、貴協会及び会員各位のさらな
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ただきます。

３．年頭挨拶
東京都都市整備局市街地建築部

建築構造専門課長

中川

昇一

新年明けましておめでとうございます。日頃より東

確認されており、一般社団法人日本溶接協会並びに一

京都の建築行政にご協力いただき、誠にありがとうご

般社団法人 CIW 検査業協会の皆様には、これら被害

ざいます。

を減少させるために、試験・検査制度の着実な実施等

昨年発生した熊本地震では、4 月 14 日に M6.5 の

さらなる効果的な取組を期待しています。

前震、4 月 16 日に M7.3 の本震と、いずれも最大震

都は「都民ファーストでつくる『新しい東京』〜

度 7 を記録しており、熊本県を中心に数多くの建築物

2020 年に向けた実行プラン〜」において、
「都民

の被害が報告されています。熊本地震における建築物

FIRST（ファースト）の視点で 3 つのシティを実現し、

の被害状況を踏まえ、国は「熊本地震における建築物

新しい東京をつくる」としております。3 つのシティ

被害の原因分析を踏まえた取組方針」を公表し、2 つ

のひとつであるセーフシティにおける政策の柱１とし

の取組方針を示しています。

て「地震に強いまちづくり」を掲げており、この中で

1 つは「倒壊防止のための取組方針」として、現行

住宅の耐震化率をオリンピック・パラリンピックの開

の耐震基準については有効性を確認したものの、既存

催年度である 2020 年までに 95％以上とすることを

ストックを含め、現行基準が求める耐震性能の確保を

目標としています。

目指すとしています。具体的には、旧耐震基準の建築

住宅の耐震化をはじめとする建築物の耐震化等を進

物について、耐震改修、建替え等を促進させるととも

め、
「もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京」

に、新耐震基準の建築物について、平成 12 年以前の

を目指すことにより、万全な体制で史上最高のオリン

既存の木造住宅を中心に、リフォーム等の機会をとら

ピック・パラリンピックを実現し、ひいては将来にわ

え、同年に明確化した仕様に照らして、接合部等の状

たる東京の持続的発展を実現させることが大切である

況を確認することを推奨する等としています。

と考えています。

もう 1 つは「機能継続（使用し続ける、住み続ける）

一方、豊洲新市場の地下空間問題を発端とした構造

のための取組方針」として、建築基準法の遵守に加え、

安全性について、市場問題プロジェクトチームにおい

建築物に対するニーズに応じて、より高い性能の確保

て専門家による議論がされるなど、一昨年のくい工事

を目指すとしています。具体的には、防災拠点の機能

における施工データ流用事件と同様、建築物の構造安

継続にかかるガイドラインをとりまとめ、必要な対策

全性については大きな社会問題となります。

が講じられるよう周知・支援を行うとともに、消費者

建築物に求められる性能は様々なものがあります

がより高い耐震性能の住宅を選択できるよう、住宅性

が、構造耐力上における安全の確保は最も基本的な要

能表示制度の普及を推進するとしています。

素であり、それをなくして建築物は成り立ちえません。

住宅の購入は人生最大の「買い物」といわれており、

そのためには、より人命や財産の保護に配慮した設計

この「買い物」に地震が発生した後においても住み続

を行うとともに、工事施工の各段階における試験・検

けたいと思うのは当然な認識であると言えます。これ

査方法を明確化することにより、クライアントに対し

ら取組の動向を常に視野に捉え、特定緊急輸送道路沿

て、設計方針や施工段階における品質確保の取組を透

道建築物の耐震化率の向上等、都の地域性を考慮した

明化することが求められています。

震災施策を進めていきます。
また、熊本地震では、柱はり接合部における不十分
な溶接方法等により倒壊又は大破した鉄骨造建築物も

最後になりますが、この新しい年がより良き年にな
りますよう心から祈念いたしまして、私からの新年の
挨拶とさせていただきます。
3

４．年頭挨拶
一般社団法人日本非破壊検査協会

2017 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を

会長

緒方

隆昌

業に携わっていただきたく、それらの方々の費用負
担の軽減を顧慮し、会費の改定を総会に諮りお認め

申し上げます。
日本溶接協会及び CIW 認定検査事業者の皆様方に

いただきました。

は、日頃から日本非破壊検査協会（JSNDI）の活動に

さて、昨年の会長就任時の抱負の一つとして、非

ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。新

破壊検査技術／非破壊検査技術者が “ 社会から認知

年にあたり、JSNDI の活動状況をご報告するととも

／尊敬されるべきこと ” を申し上げております。非

に、今後の非破壊検査技術者のあり方についての抱

破壊検査技術者は、機械・構造物の所謂、医者に相

負を述べさせていただきます。

当する訳ですが、はたして医者の方々と同じように

JSNDI では、昨年 6 月、今後の成長産業分野とし

十分に社会に認知され尊敬されているでしょうか。

て航空機産業を取り上げ、
「航空宇宙業界における非

非破壊検査という言葉は製造現場の方々には広く認

破壊検査」をテーマに、国内有識者をはじめ ASNT

知されるようになりましたが、各種の非破壊検査の

（米国非破壊試験協会）や BINDT（英国非破壊試験

活用方法に対する理解や非破壊検査技術者のステー

協会）からも著名な方々を招聘して総合シンポジウ

タスは、それらの重要度の割にまだまだ不十分だと

ムを開催しました。10 月の秋季講演大会では、社会

感じています。非破壊検査技術者のステータス向上

課題となっている「鉄筋コンクリート構造物の検査・

のためには、医者が単に検査機器を扱うだけでなく

点検のための非破壊試験方法」をオーガナイズドセッ

診断や治療を行うのと同じように、非破壊検査結果

ションに取り上げました。国際対応では、4 年に一

を解釈、評価して、必要な対策を助言できる力量を

度開催される WCNDT（世界非破壊試験会議）が 6

持つことが重要と考えています。

月にミュンヘンで開催され学術交流を深めるととも

例えば、溶接構造物だと、非破壊検査以外にも、

に、
同時開催された ICNDT（国際非破壊試験委員会）
、

材料工学、溶接工学、破壊力学、品質マネジメント

APFNDT（アジア・太平洋非破壊試験連盟）
、ISO/

システム等についての知識、知見を持ち、検査結果

TC135（国際標準化機構／非破壊試験専門委員会）

を評価して、検査方法、施工方法、場合によっては

等の会合に日本代表団を派遣して日本の意見を反

設計、補修等への対策や改善を助言できることだと

映させています。また、ASNT との連携を深めて友

思います。そのためにも、JSNDI としては、日本溶

好協定を改定し、ACCP（ASNT Central Certiﬁcation

接協会をはじめ、関連学協会、行政機関、関連産業

Program）資格と JIS Z 2305:2013「非破壊試験−技

界の方々とのより強力なネットワーク作りと協業を

術者の資格及び認証」資格の二国間相互承認を推進

行い、社会課題を非破壊検査という切り口から、そ

する基本合意を行い、2017 年秋を目標に実施詳細

の重要性を世の中に広く認識いただき、より高い付

についての契約を締結する予定です。国内の認証及

加価値を持った “ 非破壊検査というブランド ” を築

び講習会関連では、2015 年秋から 2013 年改正の

きたいと考えています。

JIS Z 2305 に基づく認証制度を開始しましたが、昨

つきましては、日本溶接協会及び CIW 認定検査事

年は 2017 年春から開始予定の再認証試験及びその

業者の皆様をはじめ、関係各位の皆様のご理解とご

ための講習会の準備を実施しました。会員関連では、

協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

次世代を担う若手会員の増加を期待する一方、65 歳
以上の有識者の方々に、引き続き会員として本会事
4
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最後になりますが、本年の皆様方のご多幸とご発
展を心より祈念いたします。

５．年頭挨拶
一般社団法人 CIW 検査業協会

新年明けましておめでとうございます。旧年中は

会長

逸見

俊一

認知してもらうための本企画を好意的にとらえてい

協会活動に格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げ

ただいていることは非常にありがたいことであり、

ます。今年も協会一丸となって日本溶接協会が運営

検査業界がセミナーという一つの目標を共有し、地

する「CIW 認定制度」の普及拡大を図る活動に努め

に足を付けた活動をさらに推し進めていく所存です。

ていく所存です。また今秋、当協会は創立 35 周年

当協会にとっても「次世代」はキーワードの一つに

を迎えることから、式典をはじめ様々な記念事業を

挙げられます。検査業界の将来を担う若い世代に魅

検討しております。35 周年を一つの節目に次世代を

力ある業界を継承するため、若い世代が集う機会を

見据えた協会運営の方向性についても議論を重ね、

設けることこそ我々の世代に課せられた使命である

具体的な道筋を打ち出していく方針です。

と考えます。検査会社の新入社員を対象にしたセミ

日本溶接協会では 2014 年秋以降、15 年春、秋と

ナーや、
当協会の前身が「溶接検査事業者懇談会」だっ

相次いで、当該 CIW 認定事業者に対して警告処分、

たことを踏まえて懇談の場を設けるなど、若い世代

認定停止処分を行いました。特に 15 年に発覚した

の視野を広げる活動を後押ししていく方針です。

落橋防止装置の溶接不良を巡っては、マスコミでも

また、景気の良いうちに技術者不足を補うために

取り上げられ、非常に大きな社会問題となり、当協

研修会などを積極的に企画し、次世代にいい状態で

会では倫理や公正をキーワードにさまざまな活動を

継承できる組織づくりが今後の協会活動の基盤とな

展開してきました。

ります。今後到来する不況に耐えられる組織の再構

足元の検査業界は繁忙期を迎え、経営環境はここ

築を念頭に業界の次世代育成に努めてまいります。

数年にない比較的安定した状況となっておりますが、

当協会は 1982 年に創立以来、94 年 CIW 検査事

年初にあたりあらためて、公正さを欠いたら最後、

業者協議会に名称を変更いたしました。2010 年に

信用は一瞬にして失われるとの認識を会員相互に共

は一般社団法人への登記とあわせ現在の名称に変

有し、気を引き締めて協会運営に取り組む所存です。

更し今年 10 月、創立 35 周年を迎えることとなり、

業界内では、久しく検査技術者の地位向上が課題の

11 月には都内で記念式典を開催いたします。35 年

一つに挙げられる中、非破壊検査という言葉一つとっ

という節目の年を迎えることができましたのも、こ

ても、一般的に浸透しているかと問われたら、いま

れまでさまざまな形で支えていただいた関係各位の

だ不十分な状況であることは否めません。業界や団

ご協力の賜物であり、心から感謝申し上げます。

体、そして非破壊検査という言葉自体知らないとい

非破壊検査を通じ安全・安心な社会の構築に向け

う状況下では、検査技術者の地位向上などあり得ま

活動を展開してきた伝統を胸に刻むとともに、我々

せん。

CIW 認定事業者はいかなる状況においても検査を通

検査 3 団体が全国展開を図る「明日を担う次世代
のための非破壊検査セミナー」の構想は、こうした

じて社会の安全と安心を担保する責務をあらためて
強く意識する所存です。

背景から提唱したものです。16 年度は全国工業高等

本年も関係各位のより一層のご支援をお願いする

学校長協会・夏季講習会との同時開催、佐賀県と回

とともに、皆様のご発展を祈念いたしまして新年の

を重ね、11 月の山形県で開催回数は通算 14 回とな

挨拶とさせていただきます。

りました。第 1 回からご後援いただいている文部科
学省、国土交通省、経済産業省が非破壊検査を広く
5

6．迎春

年男− 2017 年酉

羽ばたき続けること
非破壊検査株式会社
大久保 拓二

新年あけましておめでとうございます。
今年で 3 度目の酉年をむかえ、世間的には仕事も
家庭も充実する年齢を迎えます。

なく羽ばたき続けています。
次に家庭においては、今年我が家には第 2 子出産
という大きなイベントが待っています。しかも私と

仕事においては、私は入社してから主に原子力発

同じ酉年の子供です。家庭のことや子供のことで大

電所の定期検査工事に従事していましたが、東日本

変な一年になりそうですが、それ以上の楽しさや喜

大震災以降は千葉地区の営業担当となりました。そ

びを感じ、家庭では止まり木に休む鳥のように安ら

れまでの経験がない営業職、まして千葉地区の顧客

ぎを感じながら毎日を過ごしたいと考えています。

は主に石油精製・石油化学関連会社のため、すべて
一から勉強しました。

最後に今年の目標ですが、自分自身は ASNT ET レ
ベル 3 の合格を目指します。また、現在の業務が、

昨年からは社員の資格取得のための教育担当にな

社員の資格取得の手助けなので、自分自身の勉強方

り、現在はそちらに全力を注いでいます。人を合格

法や経験を伝え、受験者のみんなに合格することの

させることの難しさを感じながら、改めて技術につ

喜びをわかってもらえるように頑張っていきます。
（おおくぼ・たくじ、35 歳）

いての勉強をしています。
酉年生まれのせいでしょうか、仕事では休む間も

あきらめたらあかん
株式会社シーエックスアール
古森 龍一

謹賀新年

く心の持ち方をいう。ときには、20 歳の青年よりも

入社してから早 38 年。もう還暦を迎える歳になっ

60 歳の人に青春がある。年を重ねただけでは、人は

たとは、光陰矢の如しです。これまで大きなけがも

老いない。理想をうしなうときはじめて老いる。
」と

なくこの業界でやってこられたのも、諸先輩、お客

あります。

様のおかげと感謝に堪えません。
この業界に入ってよかったことは、星の数ほどの

盛りです。あれもやりたい。これにも挑戦したい。

資格試験に挑戦できることです。ボケ防止には最適

私の趣味は、マラソンです。自分のペースを守って

です。今まで 140 回受験し、そのたびに頭をフル回

最後まであきらめずにやり抜くのが私のやりかたで

転して脳細胞を活性化してきました。

す。

私の好きなサムエル・ウルマンの「青春 (Youth)」
という詩の中に、
「青春とは、人生のある期間ではな

6

まだまだ理想を失ってはいません。今が青春真っ
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（こもり・りゅういち、59 歳）
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愚公移山

日本工業検査株式会社
福永 敏幸

新年あけましておめでとうございます。
今年で 3 度目の年男をむかえることになりました。
この節目の年に RUMPES の執筆依頼を受け、光栄で
ありまた、身の引き締まる思いで筆を執っております。
入社から 9 年が経ち、入社時と比べ若干の体の重
さと、この仕事の社会的責任の重さを漸く実感できる
ようになってきました。気を引き締め直し本年も業務
に邁進していく所存です。
さて、本年の干支である酉という言葉はさんずいを
付ければ皆様の大好きなお酒となり、意味は『果実の
成熟が極限に達した状態を表している』とされており
ます。
私もそうですが、皆様方におかれましても、資格取
得等で努力を積み重ねていることと思います。
その努力を酉という言葉同様、合格という実を結び
充実した 1 年となるよう頑張っていきます。
最後になりますが、皆様のご健勝とご自愛をお祈り
申し上げます。
（ふくなが・としゆき、35 歳）

転機

新日本非破壊検査株式会社
稲永 康平

新年あけましておめでとうございます。
今年の 4 月で入社して 12 年目を迎えます。入社後
10 年間は技術管理部に所属し、実験研究や新規事業
の立ち上げ等の業務に携わってきました。振り返れば
新規プロジェクトとして航空機部品 PT 検査の立ち上
げに従事し、航空機分野への参入を果たしたことが最
も印象に残っています。
現在は営業部に所属しています。就職活動中は理系
であったこともあって技術職の企業ばかりを受けてい
ましたので、まさかこの会社で営業をするとは思いも
しませんでした。しかし、営業を始めて半年以上経過
し、忙しい日々ではありますが楽しく仕事ができてい
ると感じます。今はゴルフも強化中（特にメンタル）
で、今年の目標はアベレージで 100 を切ることです。
年男である本年を転機として、更なる飛躍を目指して
仕事もゴルフも頑張りたいと思います。
（いねなが・こうへい、35 歳）

2017 年に向けて
抱負として

綜合非破壊検査株式会社
川瀨 康

新年あけましておめでとうございます。
多岐にわたる作業内容を一つ一つ新たに覚えていく
うちに、一年として同じ年がないように感じます。三
度目の年男となったこの機に半生を振り返りまして
も、せわしなく過ぎたと感じ入る次第です。
業務は主にタンクの保守検査を担当しています。立
会検査の時は緊張しますが、当日焦っても結果が変わ
らないものと、努めて平静を装います。日々の検査の
品質と、同僚の技量とモラルを信用すれば立会検査も
恐るるに足らずであると。
それでも検査員といえど人の子、細かいミスや
チェック漏れが出てきます。当面の課題はそれらの失
敗から、どう有効なフィードバックループを重ねてい
くかにあります。
日々業務をこなしていく環境として、チームワーク
に秀でているのが自慢です。報・連・相を密にとりな
がら、知識を共有しながら、難しい現場も危険な作業
も乗り越えていきたいと思います。
（かわせ・やすし、36 歳）

東亜非破壊検査株式会社
小野関 勇人

新年明けましておめでとうございます。
私は今年で社会人 2 年目を迎えます。
2016 年を振り返ってみますと、入社 1 年目という
こともあり、業務のあらゆることが初経験の緊張感の
中、非常に新鮮で濃密な一年であったという印象と、
同時にあっという間に一年が過ぎてしまった感覚があ
ります。
普段の私は社内での業務と時折出張しての検査業務
を並行して担当しています。デスクワークと現場の両
方の業務に携わる分、学ぶことが幅広く経験したこと
を習得するまでに苦労することも多々ありました。
自分では、あらゆることに対し学んでいく姿勢を積
極的に持って向かっていくべきだと思うのですが、こ
れまでの経験では大抵目の前のことに精一杯になり、
ついつい受け身な姿勢になっていました。
今年はそんな自分と決別するため、何事にも余裕を
持った心構えで取組み、様々な業務に積極的にチャレ
ンジして務めるよう頑張ります。
2017 年は昨年より濃密で、一歩一歩確実に成長で
きる一年になるよう誠心誠意努力して参ります。
（おのぜき・はやと、23 歳）
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7．非破壊試験における国内外の規格動向について
学校法人ものつくり大学

ISO/TC135

国際議長

大岡

紀一

非破壊試験に関する規格の中で、国内で多用されてい

ことが必要となっている。一方、CEN（欧州標準化委員

るのは日本工業規格（以下 JIS 規格という）である。こ

会）は欧州規格（以下 EN 規格という）の作成を進めて

の規格の基となるのは 1947 年 2 月 23 日に国際的な標

おり、ここでの規格は、ISO リードでなく、CEN リード

準化及びその関連活動の発展と促進等を目的として設

の規格として直接 ISO へ挙がってくることがあり、ISO/

立された国際標準化機構（International Organization for

TC135 の場合、CEN リードは現在およそ 60％になって

Standardization: ISO( 英語名 )）による ISO 規格である。

いる。これは ISO/TC135 にとって、規格作成上好まし

日本からは JISC（Japanese Industrial Standards Commi-

い形ではなく、そのための手段として情報を得るために

ttee、日本工業標準調査会）が 1952 年 4 月 15 日に加盟

ISO/TC135 に相当する欧州の CEN/TC138 へ TC135 か

している。ISO では、専門分野別の国際規格の作成と普

ら Observer の形で参加している。

及を目的とした TC（Technical Committee、専門委員会）

国内において、JIS 規格は JISC で審議されているが、

を設置し、そこでの委員は、活動に参加する P-member

分野別の「技術専門委員会」によって対応されており、

（Participating）と、業務状況等についての情報を得る会

近年 JIS 決定までの手続きの短縮化などが図られている。

員団体としての O-member（Observer）がある。非破壊
試験の国際標準化を目的としての ISO ／ TC135（第 135

１．ISO 規格と JIS 規格との関連

専門委員会）については、1970 年 9 月の第 1 回総会に

ISO 規格へ国内から、例えば JIS あるいは団体規格で

おいては ISO ／ TC135 の活動に関して ISO ／ TC135 の

ある NDIS（日本非破壊検査協会規格）
、WES（日本溶接

タイトル、ISO ／ TC135 の業務範囲、SC（Sub-committee、

協会規格）などの規格が提案される場合、あるいは国外

分科委員会）の設置等多くの重要事項が検討され決定さ

から提案される場合、いずれも New Work Item（NWI 新

れた。現在は SC2 から 9 までの 8 つの SC が活動している。

業務項目）として提案される。国外から提案される NWI

最近の ISO ／ TC135 の総会は第 20 回を 2016 年 6 月に

に対して国内で対応する JIS はどうなっているかなど、

ドイツのミュンヘン近郊のイスマンニングで開催した。

また必要に応じて関連団体規格、例えば JSNDI であれば

ISO ／ EC の規格策定委員会では幹事国が決められて

関連する NDIS の内容を比較検討するなどして、ISO の

おり、幹事は各国の意見・利害を調整することによって

規格審議に対してコメントをするなどの対応を取ってい

国際規格作成に貢献することができるとともに、自国の

る。

利害・意見を国際規格に反映させやすい立場にもある。

一方、制定あるいは改正された ISO 規格への国際整合

したがって幹事国業務の引受け数は各国の影響力を示す

において JIS 化するためには、現在、できる限り ISO 規

指標であるといえるかもしれない。日本は1992年に(社)

格の考え方を取り入れる方向で行われているが、ISO 規

日本非破壊検査協会（以下 JSNDI という）が数少ない幹

格の考え方がそのままでは国内規格としてなじまないも

事国業務引受けの中で、TC135 の幹事国業務を、1995

のもあるため、実情に配慮した JIS の制定あるいは改正

年に SC6（漏れ試験）の幹事国業務を受けたのを機会に

が行われている。ISO/IEC Guide21-1981（国際規格の国

JIS 規格はもとより、国際的にも規格策定などに積極的

家規格への採用）において、国際規格との同等性の程度

に参画してきている。

は「一致（Identical）
」
、
「修正（Modiﬁed）
」及び「同等で

「国際規格」は（1）規格作成プロセスでの透明性、公

ない（Not Equivalent）
」に分類されており、
「一致」及び

開性、平等性が確保されること（2）作成された国際規

「修正」の双方が国際規格を採用していると解釈される。

格は世界の市場のニーズを適切に反映したものである

現在、
ISO 規格を対応国際規格とする JIS 規格については、
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この分類において制定、改正などが行われている。

２．諸規格への国内対応について
今後、国内において規格化を進めるにあたっては、
（1）

れる。
（3）近年の新しい UT として、フェーズドアレイ（PA）
についての試験方法は既存のフェーズドアレイ UT の
ISO 13588 規格がある。これに基づいている PA の UT

国際整合化、国際規格提案においては、まず NDIS 等の

のための校正用対比試験片の仕様に関する ISO/FDIS

協会規格を早期に JIS 化し、ISO 規格として存在してい

19675 は 2016 年 8 月に提案されているが、使用方法は

ない場合は積極的に提案していく。なお、JIS 化あるい

拘束力がない informative である Annex B に規定されて

は NDIS 化に対しては ISO 規格及び欧州の EN 規格、米

いる。

国の ASTM 規格等を視野において実施する。
（2）ISO/

また、TOFD 同様、合否レベルについて、2016 年 7

TC135 などへ積極的に参加し、日本としての意見を述

月に DIS として提案された PA の UT −合格レベルにつ

べるとともに情報を入手し JSNDI の ISO 委員会、標準化

いての ISO/DIS 19285 は溶接部の品質レベルをベースに

委員会等に早期に伝達する。
（3）日本の状況を踏まえた

している ISO 5817 の内容となっている。試験方法は既

上での運営を視野において、場合によっては積極的な国

存のフェーズドアレイ UT の ISO 13588 に基づき、判定

外への働きかけを行っていく。
（4）他学協会、団体等に

基準は、ISO 11666 にほぼ準拠していて、きず高さでの

おける非破壊試験に関する規格、例えば TC44（溶接）
、

評価基準が追加されている。

TC17（鉄鋼）あるいは IIW（国際溶接学会）等との横通
しをよくした連携を確実にしていく。
なお、上記（4）に関連して、現在、金属材料などを
対象とする規格は ISO/TC135 の範疇であり、溶接に関
わる規格については ISO/TC44（Welding）に分類されて、
取り扱われている。
以下に超音波探傷試験（UT）及び放射線透過試験（RT）

（4）溶接部の非破壊試験―超音波法―オーステナイ
ト鋼及びニッケル基合金溶接部の試験についての ISO
22825:2012 は 2016 年 9 月に DIS として提案され、現
在検討中である。
一方、ISO/TC135 関連で、ISO 規格を基に、見直し、
確認などがされた JIS 規格は、超音波探傷試験用標準試
験片（JIS Z 2345:2000, 対応規格は ISO2400:2012）
、超

の ISO 規格と JIS 規格との関連での最近の主な規格の状

音波探触子の性能測定方法（JIS Z 2350:2002, 対応規格

況を示す。なお、磁気探傷試験（MT）及び浸透探傷試

は ISO12715:2014）
、超音波探傷器の電気的性能測定方

験（PT）については次の機会に紹介する予定である。

法（JIS Z 2351:2011 対応規格は ISO12710:2002）
、超音

３．溶接に関わる規格について
３．
１超音波探傷試験（UT）
溶接に関する非破壊試験は TC44/（Welding）SC5（NDT

波探傷装置の性能測定方法（JIS Z 18175:2004）などで
ある。
３．
２放射線透過試験（RT）
溶接継手に対するデジタルラジオグラフィ（D-RT）関

（非破壊）
、DT（破壊）
）における規格を挙げることがで

連の規格が ISO 17636-2 として制定されたのを受けて、

きる。現状は、そのほとんどの規格が新しい技術として

国内には D-RT 規格がないことから JIS 規格制定のため

の TOFD 及び Phased Array が主であり、これらの規格は

の作成 WG を設けて作業が行なわれ、委員会の議を経

国内規格としての JIS 化が進められようとしている。4

て 2017 年の初めには規格化されることで進捗している。

件の ISO 規格の状況を以下に示す。

これに関連して、D-RT に不可欠な放射線透過試験用像

（1）溶接部の TOFD 法による超音波探傷試験の適用に

質計についても ISO 17636-5 を基に、規格制定 WG 及び

ついての ISO 10863:2011 規格は 2016 年 12 月時点で、

原案作成委員会が設置されて、そこでの規格の準備及び

定期見直しで、検討中である。

審議を終えて、JISC へ提出される運びとなっている。こ

これに関して、
（2）溶接部の非破壊検査―TOFD 法による超音波探傷
試験―合否レベルについては ISO 15626:2011 が挙げら

れらの両規格が制定されれば、D-RT の撮影のための規
格がとりあえず、整備され、一段落することになり、今
後は各工業分野での適用が期待される。
9

一方、フィルムを用いての放射線透過試験方法（F-RT）
に適用される放射線透過試験用透過度計の ISO 規格で
ある ISO 19232-1 〜 -2 が改正されたのを受けて、JIS Z

どの制定、改正などに大きく関わってくるものと考えら
れる。
近年、アジアにおいて特に中国及び韓国は、非破壊試

2306 について 2015 年に改正を行っている。ここでは、

験分野においても関連規格の標準化、国際化などにかな

像質計という表現でなく、従来の透過度計の表現を踏襲

り積極的である。非破壊試験に関する規格の活用を考え

している。従って、像質に関しては、基本的にフィルム

るとき、マーケッティングの点からも欧米は勿論のこと

法では透過度計を、デジタル法では像質計という名称で

アジア地域との情報交換も不可欠で、今後重要となって

用いることになる。

くるであろう。その一つとして、2013 年に設立された

なお、現在の UT 及び RT に関わる JIS 規格などの状況
に関しては、参考資料に挙げている ( 一社 ) 日本非破壊
検査協会の機関誌「非破壊検査」を参照願います。

APFNDT（アジア・太平洋非破壊試験連盟）の中での各
国との連携を深めていくことにも期待したい。
最後に、今後の国内外の NDT に関する規格化、標準
化などに、CIW 技術者のご協力、ご支援をいただければ

以上、ISO 規格及び JIS 規格に関しての規格化の動向、
さらに今後の対応についての概要を述べた。従来 ISO ／
TC135 とその関連 SC に対し、日本からコメントしたり、
規格案を提出したりの協力は初期には少数の担当者の熱
意によって支えられていた。これからは各種団体等を含
めた広範囲な体制で国内外の諸規格に対応していくこと

幸いである。

参

考

文

献

1) 大 岡 紀 一：2015 年 度 の ISO 委 員 会 活 動 報 告 , 非 破 壊 検
査 ,vol.65(2016)No.8 ,pp408-413
2) 釜 田 敏 光：2015 年 度 の 標 準 化 委 員 会 活 動 報 告 , 非 破 壊 検
査 ,vol.65(2016)No8 ,pp404-407

が不可欠の時代となっている。これらの対応が国内の非
破壊試験規格を用いる産業のニーズに応えた JIS 規格な

2017 年度前期 各種試験 ･ 研修会のお知らせと
CIW 認定申請のご案内
2017 年度前期の溶接検査認定 (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、3 月
上旬に関係先へ送付いたします。後期分については、
7 月 20 日発行の RUMPES Vol.31 No.3 に掲載いたし
ますのでご確認ください。
◎溶接部の検査に関する研修会
東京／大阪：4 月 22 日 ( 土 ) 〜 23 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
東 京：5 月 13 日 ( 土 ) ( 東京 )
大 阪：5 月 14 日 ( 日 ) ( 大阪 )
◎ CIW 検査技術管理者及び上級検査技術者試験
1 次試験
10
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東京／大阪：5 月 21 日 ( 日 )
2 次試験
東 京：7 月 8 日 ( 土 )
大 阪：7 月 9 日 ( 日 )
２．溶接検査認定 (CIW 認定 ) 申請について
WES 8701 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 4 月
1 日付認定申請の受付は既に終了しております。次
回 (2017 年 10 月 1 日付）認定の申請に関するご案
内は、4 月初旬に認定事業者及び仮認定申請提出事
業者から届出されている 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。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。
【 認定時期と認定申請の案内時期 】
2017 年 10 月 1 日認定分＞ 2017 年 4 月上旬
2018 年 4 月 1 日認定分＞ 2017 年 10 月上旬

8．JIS Z 2305:2013 に基づく非破壊試験技術者の再認証に関する解説
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、

がき」を発送する。再認証試験に該当する有効期

JIS Z 2305「非破壊試験技術者の資格及び認証」が

限の資格を保持しているにも関わらず「お知らせ

2013 年に改正されたことを受けて、2015 年秋期に

はがき」が届かない場合は、住所変更されていな

改正制度の新規試験を開始しており、2017 年春期

い場合があるため、至急変更手続きが必要となる。

から改正制度の再認証試験を開始する。本稿では、

②「再認証試験受験申請書類（受験申請書と資格継
続調査票）
」を有効期限の約 13 か月前に発送する。

その再認証について解説する。

③受験申請受付期間を厳守すること。約 6 か月の間

１．主な変更項目

に 3 回試験を実施するため、3 回分の受験申請を

JIS Z 2305 改正にともなう主な変更点は表 1 のと

1 度の受験申請でできるようになっている。
④受験申請から受験票の発送まで（受験資格確認）

おりである。

に時間が掛かるため、受験申請書の受付状況を速

２．再認証の流れ

報としてホームページに掲載する。

再認証試験の受験期は、新規認証後 10 年目の有

⑤受験票、受験料振込票及び案内等を発送する。レ
ベル 1、2 とレベル 3 で発送時期が異なるので注

効期限により表 2 となる。
ただし、受験申請は有効期限の約 12 か月前を予

意すること。受験票は、
「再認証試験」
（1 回）
でも
「再

定しているので注意が必要である。

認証再試験」
（2 回）でも共通で使用するため紛失

・有効期限 9 月 30 日の再認証試験は、有効期限の年

しないよう注意すること。
⑥指定された日時で「再認証試験」
（レベル 1、2 は

の「春期」に受験。
・有効期限 3 月 31 日の再認証試験は、有効期限の前

実技、レベル 3 は筆記）を受験すること。指定日
時の変更はできない。

年の「秋期」に受験。
①再認証試験受験申請書類の発送前（有効期限の約
15 か月前）に登録住所確認のために「お知らせは
表1

⑦ホームページに「再認証試験」の合格速報を掲載
する。

JIS Z 2305 改正にともなう主な変更点
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⑧「再認証試験」の結果通知を発送する。合格者に

て管理をお願いしている。( 一社 ) 日本非破壊検査協

は認証申請料の振込票、再認証再試験 1 回目から

会認証事業本部では、資格証明書保持者が資格を失

の受験を希望した者及び不合格者（欠席も含む）

効しないように登録されている住所へ案内を送付す

には、
「再認証再試験 1 回目」の案内と「再認証再

るサービスを行っているが、書類が届かない等によ

試験 1 回目」の受験料の振込票を同封する。受験

る不利益は責務外となる。各種書類の申請期間に注

票は上記⑤で発送したものを使用すること。

意のうえ、書類が届かない場合は早目に問合せを行
うこと。また、登録の住所が変更となった場合は速

⑨指定された日時で「再認証再試験 1 回目」を受験

やかに住所変更を行っていただきたい。

すること。指定日時の変更はできない。
⑩ホームページに「再認証再試験 1 回目」の合格速

３．レベル 3 実技能力の証明

報を掲載する。
⑪「再認証再試験 1 回目」の結果通知を発送する。

レベル 3 再認証では、再認証を求める NDT 方法に

合格者には認証申請料の振込票、不合格者（欠席

ついて継続した実技能力の証拠書類の提出が必要に

も含む）には、
「再認証再試験 2 回目」の案内と「再

なる。

認証再試験 2 回目」の受験料の振込票を同封する。
受験票は上記⑤で発送したものを使用すること。

( 一社 ) 日本非破壊検査協会認証事業本部では、次
の 4 種類を証拠書類として認めている。

⑫指定された日時で「再認証再試験 2 回目」を受験

①実務経歴書

すること。指定日時の変更はできない。日程の関

②実技能力を証明するレポート

係からホームページに合格速報の掲載はない。

③再認証を求める NDT 方法の有効なレベル 2 資格証

⑬「再認証再試験 2 回目」の結果通知を発送する。
合格者には認証申請料の振込票を同封する。

明書コピー
④再認証を求める NDT 方法の有効なレベル 2 新規認

⑭上記⑧、⑪及び⑬で発送された認証申請料の振込
票を用いて、認証申請料を振込むと約 2 週間で資

証申請書コピー
＊上記①及び②については、申請者本人以外のレ

格証明書が届く。

ベル 3 資格保持者、又は、申請する NDT 方法のレベ

＊資格証明書の有効期限は、資格証明書保持者に

ル 2 資格保持者が、実技能力を有していると判断で

表2
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きる証拠書類であることを証明する必要あり。
詳しくは、( 一社 ) 日本非破壊検査協会ホームペー
ジを参照のこと。

４．レベル 3 クレジットシステム
JIS Z 2305 改正にともない、規格上「参考」であっ
たクレジットシステムが「規定」となった。
クレジットシステムは、種々の NDT 活動に参加す
ることによりクレジットポイントを取得し、5 年間
で最小限 70 ポイントの取得が必要となる。
また、NDT 活動の種類が均等な分布になるように
各ポイントには上限が設定されている（項目ごとの
年間最大ポイント、項目ごとの 5 年間最大ポイント、
複数項目をまとめた 5 年間最大ポイント、1 年間に
おける合計最大ポイント等）
。

ジを参照のこと。

５．案内について
( 一社 ) 日本非破壊検査協会認証事業本部では、こ
の度の制度変更にともない、各種案内等はすべてホー
ムページに公表しているので、必要な情報等の確認
はホームページをご活用いただきたい。
( 一社 ) 日本非破壊検査協会ホームページ
http://www.jsndi.jp/
JIS Z 2305 非破壊試験技術者資格試験ページ
http://www.jsndi.jp/qualiﬁcation/index1-2013.html

６．メールマガジンについて
( 一社 ) 日本非破壊検査協会認証事業本部では、資
格試験及び資格認証に関する情報を「資格試験メー

したがって、偏った種類の NDT 活動のポイントだ

ルマガジン」として配信しているので、資格証明書

けではクレジットシステムを満足することはできな

保持者については、メールマガジンの登録をお薦め

い。

する。

詳しくは ( 一社 ) 日本非破壊検査協会ホームペー

CIW 検査業協会だより
一般社団法人 CIW 検査業協会
京で
☆平成 28 年度第 4 回理事会及び忘年懇親会を開
② WES 8701:2016 における内部監査員養成のた
催
めの研修会を平成 29 年 2 月 5 日 ( 日 ) に東京で
平成 28 年度第 4 回理事会及び忘年懇親会を 12 月
9 日 ( 金 ) に浜松町東京會舘において開催しました。 ③東京都知事が認定する研修会案【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
また、第 5 回理事会は、平成 29 年 2 月 22 日 ( 水 )
接部に係る）
】の本年度、第 4 回を平成 29 年 2
に開催の予定です。
月 19 日 ( 日 ) に大阪で
☆平成 28 年度東京都鉄骨溶接部検査機関登録書授 ④スーパーエコタウン見学会は、平成 29 年 2 月
23 日（木）に東京で
与式を開催
本年度は、新規申請 1 社：溶接検査㈱に登録書が ⑤ NDI −レベル 3（基礎試験）のための受験対策
講習会は、3 月 11 日 ( 土 ) 〜 12 日 ( 日 ) に東京で、
授与され、これで、合計 27 社になりました。
⑥ 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 29 年
☆次年度の東京都鉄骨溶接部検査機関登録につい
4 月中旬、下旬に東京で、
て
平成 29 年 4 月 20 日（木）に説明会を計画してい ⑦ WES 8701:2016 に基づく CIW 検査技術管理者
及び上級検査技術者（UT 部門 ) 資格取得のため
ます。平成 29 年度の新規審査申請・更新審査申請・
の受験対策講習会を平成 29 年 5 月上旬に東京
定期審査申請の受付期間は平成 29 年 7 月 3 日（月）
で、それぞれ開催を計画しています。
から 12 日（水）を計画します。
＊「研修会・講習会」の詳細・お問い合わせ等は、
☆今後の研修会予定
CIW 検 査 業 協 会 事 務 局（ 電 話 03-5820-3353）
①次世代スタッフのための研修会【仮題：ドライ
まで。また、当協会ホームページ (http://www.
アイスショット、CIW 検査業協会の成り立ち、
ciw.gr.jp) にも掲載しております。
ビル解体】は、平成 29 年 2 月 4 日（土）に東
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9．中国の非破壊検査事情
新日邦無損検測（大連）有限公司

新日邦無損検測（大連）有限公司（以下 SHK 大連

尹

徳強

をあげれば、高速鉄道、原子力発電、大型の娯楽施設、

と略す）は平成 23 年 1 月に前身となる新日本非破

ケーブルカーの施設など多くの人命にかかわる設備

壊検査株式会社（以下 SHK と略す）大連連絡事務所

においては特に重要であり、現在多数の中国メーカー

を開設、平成 26 年 3 月に独資会社となる。

で非破壊検査の重要性を認識しつつある。

SHK 大連は設立当初より 4 名の中国人スタッフ
（図

中国製の一般的な NDT 機器は電力、鉄道、ボイラー

2）が在籍している。現在は SHK 協力の下に、中国

などの圧力容器、航空宇宙、軍需産業、船舶なで使

企業の設備や工業製品の非破壊検査サービスを行い、

用されており、検査要求に対する性能もほぼ満足さ

中国国内の社会の安定と安全に貢献している。

せることができる。しかし、高精度及び高品質の製

近年、中国は製造大国と呼ばれているものの、非

品などの高い検査要求に対しては、中国で最も知名

破壊検査の技術はまだ発展途上である。多くの中国

度が高い検査機器メーカーである汕超、武漢中科（図

メーカーが非破壊検査による予防保全を重要視して

3）でさえも満足させることができず、現状ではハイ

いないのが主な理由である。しかし、中国経済の継

エンド検査機器は海外メーカーに依存しているのが

続的な発展とグローバル化のためには、今後多くの

実情である。

業界で非破壊検査による予防保全が重要になる。例

図1

図2
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図3

中国で UT の実技試験を受験する際、
使用されている武漢中科製探傷器

図4

皿を破損した検査機器

非破壊検査設備が不足している。このため、高品質

の数量は最も少なく、宋代の哥窯は極めて貴重であ

な製品を保証するための検査ができず、不良率の高

る。哥窯で作られた皿は全世界で僅か数百件しかな

さ等から生産コストが増大している。一部のメーカー

かった。近年、海外にて約 300 万ドルでオークショ

では、大金を投資して非破壊検査設備を導入してい

ンされたこともあった。

るが、設備を運転できる熟練した検査員を確保する

中国では、非破壊検査に対する国家標準（国内標

ことができず、稼動していないのが現状だ。これは、

準あるいは GB と省略、日本の JIS と同様な基準）が

製品の生産性だけを重視し、品質保証を目的とした

ある。しかし、被検物によって細かく分類され、様々

検査員の人材確保及び必要な設備投資を疎かにして

な資格がある。例えば、電力向けの非破壊検査は、

きた結果といえる。

電力局が発行する非破壊検査資格が必要であり、鉄

中国においては工業高校や大学、専門学校では、

道向けの非破壊検査は、鉄道部が発行する非破壊検

非破壊検査の専攻が少なく、非破壊検査技術者を育

査資格が必要になり、造船向けの非破壊検査は、船

成するための機関も不足している。また、現在の中

級者が発行する非破壊検査資格が必要になる。各業

国は技術者の育成だけでなく、品質管理に関する倫

界で資格が発行されており、非破壊検査会社及び検

理教育が不可欠な課題である。メーカーは生産性を

査員にとって大きな負担となっている。

重視するあまり、品質管理に対する責任が欠如し、
品質保証体制が確立していない。中国国内の検査会

現在、中国に進出した日系非破壊検査会社にとっ
て、主な課題は以下 3 点が挙げられる。

社の中にはメーカーより検査結果のデータ改ざんを

１．資格問題：検査員だけが資格を必要とするの

要求されたことがあるとも聞いており、メーカー側

ではなく、企業側にも検査資格の証書（検査員及び

及び検査員双方の倫理教育が今後の課題となる。

資格保有人数が達成しないと認証されない）が必要

2011 年 7 月 31 日、北京の故宮博物院で国家一級
文化財（国宝に相当）に指定されている宋代の焼き

である。
２．独占問題：中央企業（国営企業より高いランク）

物が、非破壊検査中に理系大学院卒業した女性研究

あるいは国営企業に対する非破壊検査は、定年退職

員のミスにより破損するという事故が起きていたこ

者が立ち上げた中国系非破壊検査会社がほぼ独占し

とが SNS 上で広がり、ニュースになった。

ている。日系企業だけでなく、全ての外資系企業に

破損したのは宋代（960 〜 1279 年）の伝説的な
哥窯で作られた皿「青釉葵瓣口盤」
。同院の事故調査

とって、極めて参入が困難である。
３．検査費用問題：既存の製品、設備が低価格、

チームによると、7 月 4 日に同院の古陶磁検査測定

低品質の為、新規購入した方がコストを抑えられる

研究実験室で、皿にきずを付けずに表面を科学的に

ことから、検査を実施しない傾向がある。

分析する非破壊検査中に、研究員が検査機器（図 4）

我々、新日邦無損検測（大連）有限公司は、日本

の操作を誤り皿に大きな圧力が加わったことで、割

の高精度な検査技術を武器に、上記の課題と向き合

れてしまった。

い、中国の非破壊検査業界に参入していきたいと考

博物院の院長によると、哥窯是宋代五大名窯（汝

えている。

窯、官窯、哥窯、鈞窯、定窯）のうち、汝窯と哥窯
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明けましておめでとうございます。
昨年は災害に苦しめられた年でした。熊本地震に始まり、北海道、山陰と続き、
従来、震災の経験がほとんどない地域が、軒並み大きな被害を受けました。日本
はどこで地震が起きてもおかしくない国なのだ、と改めて実感した次第です。水
害も相次ぎ、各地で甚大な被害が発生しました。今年は、穏やかな一年になって
ほしいものです。
また、米国のトランプ大統領誕生もショッキングな出来事でした。大方の予想
を覆したうえ、株価も金融機関の予想を裏切り大幅なアップを記録しました。も
う、何がなんだかわかりません。混迷の時代の幕開けなのでしょうか。更に、新
大統領は公約どおりの保護主義的な政策を打ち出すのでしょうか。もし、そうで
あるとしたら世界はどこへ向かうのでしょうか。政治的にも、経済的にも穏やか
な一年になってほしいものです。
さて、RUMPES ですが、今年も新年にちなんで、我々の活動をご支援いただい
ている皆様から、新年のご挨拶をいただきました。また、恒例となりましたが、
酉年の方々に新年の抱負をお話しいただきました。皆さんの抱負を聞いていると、
私自身も「頑張るぞ」という気持ちになります。それから、国際的にご活躍の大
岡氏には、非破壊試験関連の国内外の規格動向について執筆いただきました。今
回は放射線透過試験と超音波探傷試験関連をご紹介いただきましたが、引き続き、
磁気探傷試験と浸透探傷試験についてもご紹介いただく予定です。
昨年、多くの読者から「( 一社 ) 日本非破壊検査協会が実施する JIS Z 2305:
2013 に 基 づ く 非 破 壊 検 査 技 術 者 の 再 認 証 の シ ス テ ム が 分 か り に く い の で、
RUMPES で紹介してほしい」とのご意見をいただきました。そこで、同協会にお
願いして解説を掲載しております。皆様のお役に立てば幸甚です。また、中国の
非破壊検査についても寄稿していただきました。興味深い内容になっています。
これを契機に、他の国の非破壊検査事情も紹介したいと考えています。ご存知の
方がおられたら、ぜひ、ご寄稿をお願いします。
“ 今年も頑張るぞー！ ”
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