講習会のご案内

JIS Z 2305 : 2013 非破壊試験技術者資格試験
赤外線サーモグラフィ試験(レベル１)のための訓練コースに対応

レベル 1 赤外線サーモグラフィトレーニング講習会
（Ⅰ、
Ⅱ、Ⅲ）

基礎原理から応用実践までのカリキュラム
進捗を選べる講義、実技、復習の３パーツ方式
【講師陣】
（専任講師）当協会インストラクター
（協力）日本アビオニクス（株）
、フリアーシステムズジャパン（株）
日本非破壊検査工業会
【後援】(一社)日本電気協会 （一社）
（公社）
日本プラントメンテナンス協会 （公社）
日本コンクリート工学会
● 非破壊試験(NDT)技術者の認証の1つとして、赤外線サーモグラフィ試験の技術者認証が日本非破壊検査協会規
格「NDIS 0604」資格制度で 2012年3月にスタートしました。
● 2019年春期試験よりJIS Z 2305 : 2013に基づく資格制度へ移行し、「JIS Z 2305 非破壊試験技術者資格試験
(赤外線サーモグラフィ試験レベル1)」が行われています。
● 「JIS Z 2305 非破壊試験技術者資格試験(赤外線サーモグラフィ試験レベル1)」を受験するためには、決められ
た訓練（内容、時間）の修了が必要です。本講習会は、受験資格となる訓練内容および訓練時間を満足します。

基礎から実技・実習および復習までの３つのコースで構成された本格的なトレーニング講習会！

JIS Z 2305：2013 訓練シラバスに準拠した教育プログラム

〜診断実務の向上を目指す技術者の方から資格試験を目指す方まで〜
ねらい

本講習会は、赤外線サーモグラフィの正しい使い方を、伝熱の基礎から応用まで講義と実習で学習できる
講習会です。業務に役立つ知識が得られます。

特 長

• 経験豊富な講師が、学習のポイントを実験を交えてご説明いたします。
• 豊富な診断事例と最先端のサーモグラフィを用いた実習を行います。
• 実務の診断業務に強い技術者を育成します。

注意事項

訓練コース

「JIS Z 2305 非破壊試験技術者資格試験(赤外線サーモグラフィ試験レベル1)」を受験するためには、受
験資格が必要です。認証機関である日本非破壊検査協会が「TTレベル1訓練用シラバス」に規定した訓練
内容および訓練内容別必要訓練時間ならびに最小限の訓練時間を満足していることが要求されます。

本講習会は、日本非破壊検査協会の「TTレベル1訓練用シラバス」に準拠した訓練コースが設定されてい

ます。講義、実技、復習の3つのコースに分かれています。講義と実技は2日間です。

トレーニング
講習会 Ⅰ
講義（2 日）
トレーニング
講習会 Ⅱ
実技（2 日）

使用機材

1 日目：はじめに、伝熱工学基礎、赤外線工学基礎、赤外線サーモグラフィ、キズ（１）
2 日目：キズ（２）測定原理、測定の実施、その他
2 日間でカリキュラムの内容を消化します。
講義中に理解を深める実機を使用した実験をします。
●試験装置、ソフトウェア、熱負荷
●電気設備、回転機器、外壁剥離、ハニカム材、複合材の試験実習
●レポート作成
実機と熱負荷を用いて試験の実習をします。
簡単なレポート作成まで体験します。

トレーニング
講習会 Ⅲ
復習（1 日）

赤外線サーモグラフィ 全般重点復習

個別対応講義

講座の内容を各社 / 事業所向けに実施できます。随時、ご相談に応じます。

講義、実技の内容の重要点を確認し、より深く学習します。
講義中または実技の復習で実機を使用します。

●本講習会では、日本アビオニクス製の赤外線サーモグラフィ装置を使用します。
「JIS Z 2305 非破壊試験技術者資格試験(赤外線サーモグラフィ試験レベル1)」の実技試験は、日本ア
ビオニクス製のH2630またはFLIR製SC620で行われます。
●本講習会では、お客様所有の赤外線サーモグラフィ装置とノートパソコンの持ち込みが可能です。持ち
込み条件がございますので、以下をご確認ください。

・ 実習を2名1組で行うため、1社2名で参加される場合に限り持ち込み可能とさせていただきます。
・ 赤外線サーモグラフィ装置専用の画像処理ソフトとMicrosoft PowerPoint®がインストールされた
ノートパソコンも必ずご持参ください。
・ 赤外線サーモグラフィカメラの解像度が320×240画素以上のものをご持参ください。
・ 日本アビオニクス製の画像処理ソフトNS9500LiteとMicrosoft PowerPoint®がインストールされた
ノートパソコンをご持参ください。

※持ち込まれた赤外線サーモグラフィ装置および画像処理ソフトの使い方の説明は、一切いたしませんのでご注意ください。
※Microsoft、PowerPointは米国および他国におけるMicrosoft社の登録商標です。その他記載の製品名は各社の商標または
登録商標です。

カリキュラム

講義、実技は 各2日間で、合計32時間です。復習は8時間です。
講義、実技、復習の合計で40時間です。
いずれも、午前9時開始、途中休憩1時間を入れて、午後6時終了です。
赤外線サーモグラフィトレーニング講習会Ⅰ 講義 内容

訓練時間

１．はじめに（歴史、NDTの目的、TTの目的、用語）

0.5

２．赤外線工学の基礎
（伝熱工学、赤外線工学）

2.0

３．製品の知識及び試験方法の特性
（TTの原理、様々なきずとその原因）

4.5

４．装置及び機材
（赤外線サーモグラフィ装置、周辺装置、熱負荷装置）

2.0

５．試験前情報
（試験対象物の情報）

0.5

６．試験
（試験条件、赤外線サーモグラフィ装置の操作、様々な傷とその熱画像）

4.5

７．評価及び報告
データ処理、記録、報告

1.5

８．品質アスペクト
技術者の資格、文書、適用可能なNDT方法と製品規格の知識）

0.5

赤外線サーモグラフィトレーニング講習会Ⅱ 実技 内容

１．準備（試験装置、ソフトウエア、熱負荷）
●試験装置および構成品の準備、初期設定
●ソフトウエアの操作トレーニング（熱画像、ワード） ●熱負荷の操作、体験
●複合材接着剥離（ＣＦＲＰ剥離）
２．試験体験（異状検出とレポート作成）

赤外線サーモグラフィトレーニング講習会Ⅲ 復習 内容

訓練時間
10.0

6.0

訓練時間

１．模擬筆記試験
●模擬試験 ●解答、ポイント解説

4.0

２．実技試験（準備、試験実施、レポート作成）
●電気設備接点不良（配電盤） ●外壁剥離（タイル、モルタル）
●航空機機体の水分侵入（ハニカム材）

4.0

料金、参加申込方法
早割り料金
通常料金（税込）
お申込方法

お申込時の
ご注意

開催日の１ヶ月前までにお申込み頂くと早割り料金が適用されます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

セット
個別

Ⅰ（講義）

Ⅱ（実技）
Ⅲ（復習）
Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲの同時申込：90,000 円（会員 81,000 円）
30,000 円（会員 27,000 円）
60,000 円（会員 54,000 円）
30,000 円（会員 27,000 円）

• 開催日・場所をご確認のうえ、当協会のホームページWEBフォームよりお申し込みください。
（http://www.thermography.or.jp/）
• お申し込み受領後、講習会開催約1週間前に受講料の御請求書を郵送にて発送いたします。指定期日までに、銀行振込に
てお支払いをお願いいたします。
• 自然災害、講師の急病等の真にやむを得ない事情により、急遽開催を中止する場合がございます。
• 講習会開催の最少催行人数に達しなかった場合、やむをえず開催を中止する場合がございます。
• 中止する場合、中止のご連絡は開催日初日から起算して7営業日前までに差し上げます。
• 中止する場合、受講料の全額返金、または別日程の同講習会へ受講振替をさせていただきます。ただし、中止または受講
振替に伴う不便、費用、その他の個人的損害について、当協会では責任を負いかねます。恐れ入りますが、予めご了承く
ださい。
• 受講にかかる交通費、宿泊費等の諸経費はお客様負担となります。
• 受講お申し込み後のキャンセルは、開催日初日から起算して7営業日前の午前12時（正午）までに必ずEメールまたはお
電話にてご連絡ください。それ以降から開催日当日までのキャンセルにつきましては、キャンセル料として受講料の全額
を申し受けます。

JIS Z 2305 の赤外線サーモグラフィ試験 資格試験について（ご参考）
受験申請資格

資格取得までの流れ

レベル１は 40 時間の TT 訓練を満足し、訓練終了を証明する文書の
提出が求められます。本講習会の講義・実技・復習コースを受講す
ると合計 40 時間となり、申請に必要な訓練時間を満たします。

不足している訓練時間と
（実務）経験時間の確認

資格申請資格
資格試験に合格し、TT の経験が 3 ヶ月以上の経験を証明する文書を
各自の職場の上司の方に作成していただきます。 1 ヶ月 175 時間で換
算します。それと視力・色覚の証明書を提出します。

教育・訓練の受講

受験料
受験料は（一社）日本非破壊検査協会にご確認下さい

訓練時間と（実務）経験時間の確認

試験実施
毎年、2 回実施されます。2012 年 3 月よりスタートしました。
春：3 月（筆記）、4 月 ( 実技）
秋：9 月（筆記）、10 月（実技）

認証試験（一次、二次）
不合格

試験内容
筆記試験
• 合格は 70 点以上
• 一般試験：赤外に関する基礎原理と認証に関する基礎
• 専門試験：赤外線サーモの適用に関する問題
実技試験
• 合格は 80 点以上

合格

再試験（１回限り）
合格

新規認証申請

有効期間と更新
5 年で資格継続調査の上更新
10 年で再認証登録試験合格で再認証

審

査
適格

参考資料
（一社）日本非破壊検査協会より参考書が出版されています。トレーニ
ング講習会ではこれらを参考にします。下記の a は３つのコース全般、
b はトレーニング講習会 Ⅲの参照します。資格取得を目指す方は必要
に応じてご購入願います。
a. 赤外線サーモグラフィ試験Ⅰ 2011
b. 赤外線サーモグラフィ試験Ⅰ 2011問題集
c.NDIS 0604:2009 赤外線サーモグラフィ試験 −技術者の資格及び認証
d.NDIS 3005:2009 赤外線サーモグラフィによる非破壊試験の標準用語
e.NDIS 3427:2009 赤外線サーモグラフィ試験方法通則

登

録

資格証明書

お申し込み・お問い合わせ
「レベル1 赤外線サーモグラフィトレーニング講習会」
開催日・場所につきましては、当協会ホームページにてご確認ください。

〒 252−0815 神奈川県藤沢市石川4−34−34
電話番号：050−5809−6413 Eメール：info@thermography.or.jp

http://www.thermography.or.jp/
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