




特集／事故事例紹介

1．低温タンクの損傷

（株）アイテック　片山　典彦

1．はじめに

　低温タンクの損傷に関し、読者である各種検査技術

員が理解できるような内容で原稿を執筆するようにとの

依頼を受けて正直はたと困ってしまった。国外では低温

タンクの破壊事故に関して、いくつか報告がみられるが、

国内においては低温タンクの破壊事故は現在まで皆無で

あり、当然ながらこれに関連した公表された報告が見当

たらないためでもある。これは国外における破壊事故を

参考に、目本では優れた鋼板と溶接材料の開発が行わ

れ、適切な材料選定、設計、溶接施工、非破壊検査の

もとでタンクが建設され、かつ、適切な稼動条件で運転

されてきていることを物語っている。

　国外における破壊事故も歴史的にはかなり占いもの

で、かつその詳細に関しては、いろいろな事情から必ず

しも明確にされていない。ここでは損傷に学ぶと言う観

点から、公表されている事例に関して紹介することにし

た。

2．低温タンクの損傷の事例

　国外における低温タンクの報告された損傷事例も非常

に限られている。報百されているものとしては

　1）EastOhio　GasLNGタンクの破壊事故　（1944年）／・2）

　2）エチレンオキサイドタンクの破壊事故　（19624964

　　年）3）

　3）カタールにおけるLPGタンクの破壊事故　（1977

　　年）殉

などがある。

　1）は9％Ni鋼が開発される前の歴史的なLNGタンクの

破壊事故であり、現在の知識からは信じられないが、内

槽に3．5％N1鋼（焼準材）が用いられ、材料の低じん性に

起因する損傷例である。

　2）では内槽にアルミ合金、外槽に軟鋼を用いた二重殻

タンクの破壊事故例で、破壊前の高応力低サイクル疲

労、現地屋根部での溶接が困難なノッチ状開先形状が

損傷原因となった例、内槽を固定するHo至d　downボル

トの破壊により生じた過大荷重によりタンクがわずかに

　　　図葉East　Ohb　Gas　LNGタンクの破壊の状況Il

持ちLがり、液流出配管をノズル拘束板につなぐ溶接

継手が破壊し、1時問後に内槽が破壊して、軟鋼製外槽

底部にき裂が生じ、液化エチレンが防液堤内に流出

（液体プールができないまま蒸発）した例などが報告さ

れている。

　3）の破壊事故に関しては裁判などの関係から事故原因

などは 一切未公表であるが、正確さ、精度は不明とし

ながら、各方面からの伝聞をまとめた田巾の報告がある

6）。珀77年に生じたこの破壊事故はその後、低温貯槽の

安全性のコンセプト、貯槽の構造、材料に対するじん性

要求に対し大きな影響を及ぽした。誌面の都合もあり、

ここでは1）および3）の損傷例に関し紹介する。

2．1　East　Ohio　Gas　LNGタンクの破壊事故1・2）

　1944年10月20日、米国オハイオ州クリーブランドの

East　Ohio　Gasの4基あるLNGタンクの内、容量4，050m3

のLNGタンクが脆性破壊により完全に崩壊した。こぼ

れ拡がったLNGは蒸発して巨大な蒸気雲を形成し、こ

れに着火、爆発を生じた。最初の爆発の20分後、

2，250m3の隣のタンクも破壊し火勢を強め、燃えLがる

炎は直径800m、高さ800mに達したと推定されている，、

火は48時間燃え続け、犠牲者128名、被傷者は400名を

数えた。事故の時点で、このプラントは大量のLNGを

低温、低圧（一157℃、3．5気圧）で蓄える世界唯…一のも

のであった。破壊の状況を図11）に示す、

　4基のLNGタンクの内、最初に破壊したtoro．segmen．

ta姥呼ばれる形のタンクは自動車のタイヤを横にして、
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中央の空洞に枕型タンクを直立にすっぽ

りとはめ込んだような形のもので、直径

2L2m、高さBm、貯蔵容量4，050m3であ

り、完成直後であった。他の3基は直径

17．3mの球形タンクで珀41年から稼動し

ていた。構造は 二重殻構造で、内槽には

3．5％Ni鋼、外槽には平炉鋼が使川され、

内外槽間には保冷材が充填されている．

　1943年に建造が開始され、、，1年完成し

たが、最初の冷却時に底部でき裂が発生

し、この修理がig44年7月までかか一）た。

2回Uの冷却が無事終rした後、10月初

めには使用が開始されていた。事故後、

原因究明のための二つの委員会が設けら

れ検討が行われたが、事故原因を究明す

ることができなかった。この事故により

LNGタンクの建造はなくなり、次に建造

されたのは、ほぼ10年後に9％M鋼が開発
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　　　　図2　カタールしPGタンクの破壊事故6）
（各方面からの伝聞をまとめたものであるが正確さ、精度は不明）

され、“OperationCryogen至cs”という名の大規模な研

究により安全性が確認されてからである。

　正確な原因の究明は困難であるが、現在の知識から

すれば、使用された3．5％Ni鋼（焼準材）のVノッチシャ

ルピー試験による遷移温度は高々一70ないし一90℃程度で

あることから、一157℃といった低温では極低い応力でも

小さな切欠から脆性破壊を発生する可能性が高く、ヒ

記事故のようにたとえ 皇度極低温まで持ちこたえたとし

ても、時問経過に伴う熱応力の変化や操業のピーク応

力の発生などにより、僅かでも応力が高まれば容易に脆

性破壊を発生するものと推定される6）。

2．2　カタールにおけるLPGタンクの破壊事故牛6》

　タンクの破壊事故は1977年4月3日、カタールウム・

セイド市で生じた。事故原因などは一切未公表であるが、

田中の資料6）をもとに要点を「記に示す。

1）背　　景

　・国営の天然ガス液化貯蔵プラントで液化ガスタンク

　　が破壊し、液化ガスが多量に流幽．蒸気雲に着火

　　爆発し、全設備を巻き込む大火災となる。火災は8

　　口以 L続き、200億円を超える損害をきたした輸。

　　天然ガスといっても、原油産出に伴うガスを用いて

　　いるので、精製後得られるのはプロパンガス、ブタ

　　ンガスとライトガソリンであり、それぞれの貯蔵の

　ために2基ずつのタンクが用意されていた。

・図2に事故後の状況を示す。　・つのLPGタンクの側

　板は四方に飛び散り、屋根はほぼ元の位置のまま

　地Lに落ちていた。他の五つのタンクは焼けただれ

　て押しつぶされたように地 Lに横たわっていた。

　事故は日曜日の夕方6時頃起きたため、勤務者はご

　く少数の7名で、この内1名のみが助かった。この者

　の証言と事故後の状況から、L記のLPGタンクが事

　故の発生源であると考えられた。

2）事故の発生源と考えられるタンク：

・適用法規：BS4741規格とAPI620規格

・LPGタンク内槽材料（低温用鋼）

　．、L部側板＝BS1501　「部側板二BS4360

　2mmVシャルピー試験要求（それぞれの鋼板）

　vTr20（20ft－1bでのエネルギー遷移温度）≦一20℃

　（BS1501）、一40℃（BS4360）

　タンクの内側には3列（！3．4搬、20．5m、25．5mの高

　さの位置）スティフナが設けられていた。また水張

　り試験は海水を用いて22．3mの高さまで実施。

3）最終的な破壊に至るまでの状況

・事故を起こしたタンクは1年目にもき裂事故が発生。

　1976年4月27日、LPGが26．5mの高さの時点で図2の

　上側の図でC9に取り付けられた最上段スティフナ

　同士の継手の溶接欠陥から脆性破壊が発生し、ス
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　ティフナを伝播後母材に突入して全長5．5mのき裂

　が生じた。完成後まもなくのため、LPGがこの高さ

　になったのは初めてであった。約2，200㎡3のLPGが

流出し蒸発拡散したが着火はせず、火災爆発事故

には至らなかった、）

　この際は図2に示すように約2m×8mの大きさの部

分を切り取り、同じ形状のものをはめ込んで補修溶

接を行い、補修後、放射線透過試験、前回と同じ

高さまでの水張り試験を行い、11月から貯蔵を再

開していた。

1977年4月3口の第2回目び）事故時には、LPGは26m

の高さに達していた。破面は脆性破面を示しシェブ

ロンパターンなどから、下方から数えて第9番目と

第10番目の側板（C9およびC10）をつなぐ周継手が

脆性破壊の発生箇所であると推定された。脆性破

壊が生じた箇所は、第1回目の事故とは180度反対

の側で、脆性破壊は周継手部からL下方向に伝播

　し、側板全体を貰通していた。

周継1卜部の脆性破壊の発生点には、深さL5mm、

長さ4．5mm程度の小さい表面き裂が認められた。こ

のき裂は周継罫表層の非常に硬い溶接ビード内に

あった。

この硬いビードはごく小入熱の補修ビードで、き裂

は海水での水圧試験時に生じたものではないかと言

われている。

事故後各種の原因究明委貞会が設けられた棋様で

あるが、検討内容ば 一切外部に報告されなかった。

・45℃でのシャルピー試験およびCTO正）試験での最

低値は、それぞれ2．7J、0．015mm程度であったとの

ことである。得られたじん性値はこのように低いも

のの、観察された欠陥がごく小さかったため、議論

は簡単ではなく、1回目の事故による補修による変

形の影響や、ミスオペレーションなどさまざまな可

能性が論じられた模様である。

　この事故は低温貯槽の安全性を確保するLで破壊防

止のためのコンセプトに関し大きな見直しを迫られるき

っかけとなった。貯蔵の構造、材料、溶接部の破壊特

性に関して多くの検討がなされた。BS規格はLPGタン

ク、LBGタンク（液化ブタンガスタンク〉用材料のシャ

ルピー試験温度を使用温度で行うように改められ、API

規格ではLPGタンクやLBGタンクの水圧試験をful1

heightで行うように改定された。これらはあくまで暫定

的な措置で、これにより完全な安全性が確保されたとは

考えられておらず、各国で検討委員会が設けられ、より

恒久的な安全設計基準についての検討が行われた。

　欧州では設計コンセプト、タンクの構造に関して

EEMUA147が作られ、これを骨チにBS7777規格7・8）が制

定され、国外の低温タンク建設に際しては設計、材料

選定、材料および溶接部のじん性要求基準も最近では

これを適用されることが多い。

3．おわりに

　国内における低温タンクは幸いなことに大事故を引き

起こした損傷の事例はこれまでにみられない。適切な法

規、規格とともに優れた鋼板、溶接材料の開発と適切

な材料の選定、適切な設計、溶接施工、非破壊検査技

術の開発と適用、適切な稼動条件での運転が背景にあ

るためと判断される。低温タンクの損傷事故はひとたび

発生すると、大きな災害を引き起こすこと、国外での損

傷事例をもとに、BS7777では低温タンクの構造、内槽

材料に対しても従来よりも厳しい要求に変わってきてい

ることを レ分承知しておくことは関係する技術者にとっ

て非常に重要である。

　限られた情報での損傷事例の紹介であるが、関係者

の参考になれば幸甚である。
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2．トルコ・コジャエリ地震、台湾・集集地震による石油タンク被害

（独）消防研究所　座間　信作

1．トルコ・コジャエリ地震

1．1　地震の概要

　1999年8月17日、トルコ・イスタンブールの東約130kmのイ

ズミット湾奥付近でM7．4の地震が発生した（図1参照）。この地

震は、震源地の地域名をとって「コジャエリ地震」、あるいは

現地の人達によって「マルマラ地震」とも呼ばれている。こ

の地震は北アナトリア断層に沿った東西走向の典型的な右横

ずれ断層で、地表に現れた「地表地震断層」の最大食い違い

量は2．7m程度であった。　また、断層破壊領域をほぼ示す余震

分布の広がりは、本震の震央から東西それぞれ100kmに及ん

でいる。北アナトリア断層では、今世紀に入ってから1939年

にこの断層の東端で発生したエルジンジャン地震（M＝7．8）を皮

切りに震源が順次西へ移動する形で活動が続いていた。今回

の地震が発生した北アナトリア断層西端部は活動の空臼域と

して注目されていたところでもある。

1．2　被害の概要

　トルコ首相府危機管理センターのまとめによると、今回の

地震による死者数は約17，000人、負傷者は約44，000人、大破～

倒壊建物は約80，000棟におよんでいる。死者が発生した範囲

は、イズミットを中心として東西に細く広がり、西はイスタ

ンブールのアブジラル地区から東はボルまでの約250kmの範囲

に分布している。今回の地震による被害では、建物被害が圧

倒的に目立った。イズミットを中心とする周辺地域はトルコ

最大の工業都市であり、ここではタンク火災が発生し、石油

プラント施設等に大きな被害がでた（1．4参照）。

1．3　地震動の特徴

　公共事業部住宅事業省防災局地震研究部、トルコ地震研究

所による強震観測点における水平最大加速度分布を図1に示

す。イスタンブール市街地域は震源から遠く、全体的に岩盤

と見なせるほど地盤の良好な地域であるため、加速度は全般

に小さいが、マルマラ海に面した一部の堆積地盤地域では約

250galと大きく、地盤による地震動の増幅の影響を受けてい

るものと考えられている。

　最大加速度はアダパザル市街地に近いサカリヤ観測点で、

約400ga粟である。市街地は沖積地盤Lに発達しており被害が

大きかったが、この観測点は中心街から南西に約2kmの丘陵

地にあり、付近に被害は見あたらない。

1．4石油タンクの被害

　震源域であるイズミット付近は、トルコで最も工業化が進

んだ地域である。今回の地震ではここで述べるTUPRへSの製

油所の他、TOYOTA・SA、PETKIM石油化学工場等の多くの産

業施設に被害が生じた。

　（墨）TUPRAS製油所の概要

　この製油所は、イズミットの中心から西へ約10kmにあり、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨置脚　　　　　　4鵡整饗輔朧o網職鱒麟雛蟹懸鱗融A710鰻閲

図1　コジャエリ地震の震央と最大加速度（★9．8gal）の分布
　（http：／／geophyslcs．gg．utk．edu／izmit／earthq廿ake．htmに加筆）

日量22万6千バレルもの石油精製能力を持つト

ルコ最大、ヨーロッパで7番目に大きな製油所で

ある。製油所内には、原油蒸留施設、脱硫施設

等々多くの施設があり、ナフサ、ガソリン、ジ

ェット燃料等を生産している。地震当時には86

万トンの原油が14基の大型円筒タンクに、84万

トンの中間生成物が86基の中小規模のタンクに

貯蔵されていた。

（2）スロッシングによるタンク火災

　図2にTUPRAS製油所全体図および被害タンク

を示す1）。この図で黒く塗りつぶしたタンク、炉、

一一 一
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　　　図2　TUPRAS製油所とタンク被害状況11
（黒丸は焼損、半円黒は何らかの被害、Xは浮き屋根被害〉

塔が火災によって焼損し、半塗りのタンクが火災の輻射熱に

よる被害を受けた。また、×印は浮き屋根に何らかの被害が

生じたものである。

　焼損した6基の浮屋根タンクのうち、北側の中規模タンクは

直径20～25mのナフサタンクである。火災の原因は、やや長

周期地震動によりほぼ満液状態の内溶液が揺動（スロッシン

グ）したため、浮屋根と側板とが衝突し発火したものと見ら

れている。この火災は全面火災となり消火不能に陥り内溶液

がなくなるまで燃えつづけ、完全に鎮火したのは約1週問後で

ある。

　更にこの火災は隣接するタンクヤードを飛び越え、小規模

タンク2基に延焼した。これは、スロッシングによる浮屋根の

損壊、固定屋根式タンクでの側板 h部と屋根接合部の破断の

ため、可燃性ガスが放出され、これがL述の火災の輻射熱に

より着火したものと考えられている2）。また、延焼はしなかっ

たものの、これらのタンク火災に近いタンクは輻射熱による

熱変形を受けている。

　この地震により80基の内、45基のタンクの浮屋根が全部ま

たは一部沈んでおり、内溶液が完全に大気に晒された状態に

なったことから、暫くは更なる火災の発生、及び重大な大気

汚染が懸念され、トルコの消防隊が現場に待機しつづけたが、

その後新たな事態には至らなかった。

　（3）地震動とスロッシング

　スロッシングの最大波高は、速度応答スペクi・ルの値に比

例することが知られている。消防法ではタンクの空間余裕高

さを規定する際に、速度応答スペクトルを約100cm／sとしてい

る。TUPRAS製油所近くには、ボアジチ大学カンディリ地震

　ビ　で
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図3　タンク被害調査地点（○〉、車籠哺懸層

　（太実線〉および最大加速度分布

観測所ヤリムカ地点があり、強震記録（水平最大加速度

322gal）が得られている。

　その記録から速度応答スペクトルをもとめると、周期1秒

から10数秒まで、即ち殆どの石油タンクのスロッシング固有

周期帯域で！00cm／s以上となることから、ほぼ全タンクが大き

くスロッシングを励起したものと考えられる。実際、図2では

小規模タンクから10万k1を超える大型タンクまでの殆どで浮き

屋根に被害があったことが示されている。

　特に炎ヒしたタンクは直径25m程度とのことから、満液で

はスロッシング周期は5～6秒になると考えられる。その周期

では速度応答スペクi・ルは200cm／s程度となっており、消防法

の規定値2倍にもなり、相当のスロッシングがあったものと

推察される。

　（4）その他の被害

　高さ105m、直径10mの鉄筋コンクリート造の煙突が地震により

折れ、原油精製施設の土に落下した。崩壊部分の温度は500度以

Lで、このため精製過程中の原油が流出、火災に至った。この火

災は一坦は鎮火したものの、燃えつづけるタンクと精製施設を結

ぶ移送配管が、この煙突の落下により破壊されたため、この精製

施設への燃料停止ができず、何度も再燃したとのことである2）。

この煙突は1981年に建設されたもので、腐食ガスによる材料強度

の劣化が崩壊の原因と考えられている。

2．台湾・集集地震
2．1　地震の概要

　1999年9月21日、台湾中部を震源とする大規模な被害地震

（M7．7）が発生した。この地震は、現地では震源地付近の地
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図4　断層運動により破壊された石岡ダム

名を取り、「集集（c穎Chi）大地震」と呼ばれている。台湾は、

その東縁にユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界

が位置する、地震活動が活発な地域であり、このプレート境

界と平行に多くの活断層が存在している。

　今回の地震はそのうちのつである卓籠捕（シャーロンポ）

断層の活動による（図3）。地表に現れた断層は、ほぼ南北に

80kmの長さで、断層の北の端では、走向は東北東一西北西に

回く，，南北走向の部分では、逆断層成分が1～2m程度。東北

東走向の部分では、逆断層成分は4～8m、横ずれ成分は1～

9mで、逆断層成分の大きさは世界第級とされている。

2．2　被害の概要

　台湾内政部のまとめによると、今回の地震による死者数は

約2，200名、負傷者は約8，700名、全壊建物は約10，000棟におよ

んでいる。地辰動による被害は、逆断層の上盤側に集中して

いる。また、北部に比べ、南部の被害が大きい。南部では低

層階の建物の被害が特徴的である。． L盤側では、地表断層を

含む幅10～100mの帯の擾乱帯で、ダムを含むほぼすべての構

造物が崩壊している（図4）。

2．3　地震動の特徴

　台湾では、ig96年までに、約700点の加速度計観測点が設置

され、都市部での強震計の設置閤隔は約3kmという高密度観

測網が完成した。最大加速度は、震源から約10kmの南投で観

測された約1Gである。断層の南側では短周期成分が卓越し、

北側ではそれが見られず、周期5秒程度の長周期パルスが顕

著となっている。これは、地震波形の逆解析から得られた断

層の滑り分布で北側の滑りが大きく、地表まで到達している

こと、被害が南側の方がより甚大であることと調和的である。

2．4石油タンクの被害

　L述のように、この地震では大きな地麗断層変位に伴うダ

ム等t木構造物の被害や、断層近傍の強震動による建物被害

などが注目を浴びた。一方、震源地からやや離れた最大加速

度ioOgal程度の地域に基地を持つ、台湾最大の石油会社「中

田石油公司（C　P　C）」の石油タンク（図3における沙需、新竹、

鐵砧山）にもスロッシングによる重大な被害が生じた。

　（1）シングルデッキ型浮屋根の座屈

　沙憲原油貯蔵基地には、！30，000klのシングルデッキ型大型浮

屋根式タンクが16基あり、桃園製油所への原油供給とともに、石

油備蓄基地の役目も果たしている。　・般にシングルデッキ型屋根

は、原油やナフサ等の貯蔵タンクの滑L寮発防ILのため油面に浮い

ている鋼製構造物で、厚さ4，5mm程度の円板状のデッキ板と、そ

の周囲のポンツーンと称する浮きからなる。

　そのうちの1基であるTK－6！4では、このポンツーンに座屈

が生じ、デッキ上に油が流れた。側板の油痕から測定したス

ロッシング高さは約1mで、座屈箇所と最大スロッシング位置

のオリエンテーションは…致していた。なお、調査したCP

Cタンクでは、我が国のほとんどのタンクと同様に、ゴム製

ソフトシールが使われていた。そのためか、C　PCタンクで

はトルコ・コジャエリ地震のTUPRAS製油所のような火災は幸

いにも起こらなかった。

　（2）側板破口による油漏洩

　鐵砧山L　P　G製造基地では、近くで採掘された原油からL

P　Gを製造しており、20基以．Lの球形タンクと4墓の円筒形

石油タンクがある。鐵砧

山近くでの最大加速度は

134gaiであり、固有周期

1秒以下の、球形タンク

や石油タンク以外の施

設・機器等には全く被害

は無く、石油タンクのみ

に被害を生じた。

　T－4タンクは呼称容量

2，000klのダブルデッキ型

浮屋根式タンクであり、

f也震β寺1こはま，653k1カ§則t

蔵されていたが、この地

図5　鐵砧山LPG製造基地における

　タンク最下段側板の破口
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図6鐵砧山しPG製造基地におけるタンク最下段側板の破口のメカニズム

震によって本タンク最下段側板のガイドポール固定部に穴が

あき、ほぽ全量の油が防油堤内に流れた（図5）。

　さらに、その一部は地中を通って数日後に近くの井戸や池

から発見され、環境問題にもなった。この側板破口のメカニ

ズムは、スロッシングによる浮屋根の揺れに伴いガイドポー

ルが大きく変形し、その下部固定端である最下段側板に過大

な力が作用したためと考えられる（図6）。

　また、上部固定端も大きく内側に変形していた。このガイ

ドポール取付けサポートは、側板に直かに溶接してあったが、

我が国ではこのような場合、通常は当板を介して側板に溶接

される。但し全てのタンクに対してではないことには注意が必

要である。このようなスロッシングによる側板F部の破損事

故は、著者の知る限り我が国のみならず海外でも経験してい

ない。なお、スロッシング高さは約2～3mであった。

　（3）側板一固定屋根接合部の座屈

　新竹ガソリン出荷基地には、500kl～25，000kl石油タンクが

22基ある。その中で最大規模のS46タンクは、呼称容量25，000

k1、内径48．8m、高さ14．6mの円錐形固定屋根式タンクであり、

地震時液高は13。2mであった。

　本タンクでは、スロッシング方向と推定される対称な2箇

所の側板一屋根板接合部で、タンク内に過剰な内圧が作用す

る際に生じるのと同様の円周方向に波を打つ座屈が生じ、同

接合部の溶接線が…部切れ、開口部から油が外へ飛び出て、

一部は屋根板の凹部に変形した箇所に滞留していた。

　このような側板一屋根接合部の座屈は、スロッシングによ

る液面が屋根板まで達したときに生じる。このとき、同接合

部には腰掛圧と称する内圧が作用し、その結果円周方向圧縮

力が働き座屈する。石油タンクの側板一屋根接合部は、「放爆

構造」の観点から気密性を保ちつつも、弱く設計されている。

　S16タンクのような座屈は、上部から一部の油が外に飛び出

す程度で、全量流出の大事故に至ることはない。しかし、側

板一屋根接合部を放爆構造の観点から弱く設計していること

と関連し、スロッシングが屋根板まで達したとき、いとも簡

単に座屈することが特徴である。これらの事故は、固定屋根

式タンクの液面高さ管理の重要性を認識させた。

3．まとめ

　スロッシングそのものを防止することは、現段階ではでき

ていない。トルコ・ヤリムカ地震観測点のように相当良好な

地盤でも広い周期帯域において消防法をはるかに上回る地震

動が生じており、地震断層破壊過程や地下深部構造の影響が

大きく、またスロッシングに影響を及ぽす周期帯域の波長は

数kmにも及ぶため、表層地盤に改良を施しても地震動を抑え

ることは難しい。

　スロッシングの励起に決定的に寄与している長周期地震動

の特性は、それぞれの地域によって大きく異なるため、地域

性を把握しておく必要がある。そのためには、製油所、油槽

所等の石油タンクサイト近くでの地震観測や過去の地震計記

録の収集を行い、サイトごとの地震動の特徴を検討すること

が望ましい。

参　考　文　献

1）ヒ木学会；レ‘Tlle1999Kocae三重ear由q臓ke”．Turkey，1999

2）青木正幸；“トルコ北西部地震による石油精製施設での火災

　事故”，SafetyEPgineerlag，108，10－12，2000
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特莫／事故事例紹介

3．ナホト力号の折損事故の原因解析

東京大学■学系研究科　大坪　英臣

1．緒 口

　1997年1月2H隠岐島沖の日本海でロシア船籍のタン

カー「ナホトカ」号の船体が2つに折損するという事故が

発生した。その結果、大最の積載甫油が流出し、日本海

沿岸を広く汚染したことを記憶されている方々も多いと

思う。タンカーが荒天中の外力によって、あるいは座礁

や衝突によって船体を損傷し、その積荷の油が流出して

周りの海域や沿岸を汚染する事故は、大きなものだけで

も世界に数年に度程度発生している。タンカーによる

油汚染は美しかった海岸が真っ黒な油に覆われたり、油

まみれの海鳥等の映像によって長く記憶に残る。ナホト

カ号はタンカー一としてそれほど大きなものではないが、

H本にとっての最大の油汚染事故であり、また不可避

な不幸な事故であるとしたいロシア側とメンテナンスを

怠ったロシア側の責任であるとする両国の意見の対立で

大きな話題となった。ここでは、科学的に推論された日

本側の事故原因解析について述べる。

　なお、船体は基本的に寿命の目安である20年間で遭

遇する 一番厳しい波浪荷重によっても決して壊れないよ

うに設計されているが、まともにメンテナンスをしてい

ないと鋼製の船は腐食していくので強度は足りなくなっ

ていく。船級協会は定期的な検査で改善要求を出すは

ずであるが、いいかげんな船級協会はそれを目こぼすこ

とが最近問題となっている。

　ナホトカノ∫は二つに切断され、その後半部は2500mの

海底に沈没し、船首部は漂流して福井県安島岬沿岸に

漂着した。このため積載していたC重油の一部6，240klが

流出して日本海沿岸に深刻な海洋汚染をもたらした。な

お、船首部には推定2，800klの重油が残っていた。

　公海．．Lにおける外国船籍の船舶の事故であるから本

来は日本が事故原因調査を行う責任はないが、事故の

結果もたらされた被害の大きさに鑑み、運輸省では、

「ナホトカ号事故原因調査委員会」（委員長　大坪英臣

東京大学工学部教授）を1月24日に設置し調査を進め、

約半年の短期間ではあるが精力的な作業によって、7月

31日、事故原因に関し結論を得るに至った。

　ここでは、この概略を述べる。箏故の原因として幾つ

かの可能性が検討された，，ロシアからヒ張されたもので

あるが、爆発あるいは浮遊未確認物体との衝突による説

があった。また、比較的厳しい海象であるので、当然、

波浪外力によって折損したことが考えられた。事故解析

の過程ではこれらの説について慎重な検討が加えられ
た。き の結果、爆発や衝突説は、 ヒ記委員会の採用す

るところとならなかった。両国のこれらの点に関しての

議論のやりとりはそれ自身興味あることであるが、ここ

では述べない。

　日本側はC重油は爆発する可能性が低いことや爆発で

あるならば必ず生じるであろう構造物の爆発中心から外

へのたわみが 一切ないこと、爆発現象の乗組員の証言が

無いこと、また、折損事故を引き起こすような浮遊物体

に日本海で遭遇し、さらにナホトカ号に接触の痕跡を残

さずに折損させるような力を与えるような接触の仕方は

天文学的に小さいものと考えられたからである。　ロシ

ア側は爆発説が否定された後、事故の2、3日前に行方

不明となっていたというロシアの漁船がその浮遊物体で

あると最後まで主張していた。

　日本委員会の検討からは波浪による外力より船体が

破損したとするのがもっとも論理的なシナリオであると

いう見解が導き出された。ここでは、波浪中の荷重をい

かに推定したか、また船体強度はどの程度であったかを

検討する。

2．調査の経過

　1月24日以来14回の委員会が開催されたが、それ以外

の主な調査項目は以下のようになる。

　（1）2月9目・10日および2月18日・19日に海洋科学技

　　術センターのドルフィンー3Kによる潜航調査。

　（2）3月18日に船首部の水中調査を実施。

　（3）5月8日、9日に船首部引き上げ後の詳細調査を実

　　施。

　なお、日露問で5回の専門家会合を開催し、情報及び

一一 一
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表1　船体の破懸部付近での最大縦曲げモーメント及びその際のせん断力の期待値

　　縦臨げモーメント
騨水中モーメント：内数）

鈎断力

事故時の積載状態
　　s86．9
　（F鎖王53）

1，088，538k聾頭サギング）

4難，875kN・斑サギング〉
22．555kN

標準積載方法
　ss6。9
（F慕玉53）

509，946kN・類α（サギング）

18，632kN顎ホギング〉
㎜

ていた。

　船尾弔は2，500mの海底に沈んでおり、図1にドルフ

ィンー3Kのよる潜航調査で撮影されたビデオから再現さ

れた船首の破断部の状況を示す。この図から船底部は

かなりきれいに輪切状に切断されていることが分かる。

甲板部分は損傷が船底部より広範囲にわたっている。

　この損傷状況は、他の事故解析の知見から、船底が

引張りによる破断、甲板は圧縮によって座屈し、その後

の繰り返し荷重によって甲板部が大きく破損した可能性

が高いことを示唆する。なお、船体においては横強度部

材のフレームの番号で横断面を表示する。例えば、図1

で船底切断部分のFr．153はフレーム番号153の横断面を

指す。斜線部が欠損部分である。

　図1と図2から判断すると図3に示すようにナホ1・力

号は、3番中央タンクと4番中央タンクの間の隔壁の船

首側の箇所（船首から約5！mの箇所）で最初の構造破

壊が生じ、その後折損に至った可能性が高いと考えられ

る。なお、図2の欠落部分が大きいことから、ロシア側

は当初爆発説を唱えていたが、事故直後の航空写真で

は、この部分は欠落しておらず、船首部の欠落の大部分

は海底との接触によることが判明すると爆発説を取り下

げた，，また、C看油によって爆発することは殆ど考えら

れない。

　（3）事故時にナホトカ号に作用した荷重

　波浪によってどのような力が船体に生じるであろう

か？観測データに基づいて有義波高8mの波浪中の非線

形解析シミュレーション解析を実施した。この結果、ナ

ホトカ号が向い波状態で航行していた約2時問の闘に遭

遇した最大の波浪により、事故時のナホトカ号の折損断

面には約鉛9万k　N・題の船体を縦に曲げるモーメント

が作用したものと推定される、，このモーメントは甲板を

圧縮、船底を引張りにするモーメントで、船舶工学では

これをサギングモーメントと呼ぶ。図4に折損推定箇所

のサギングモーメントが最大となる時点でのモーメント

の分布図を示す。図5にこのモーメントを生じさせた波

浪と船体運動の相対的関係の時系列①から⑧を示す。

舗
　　o
　峰2㈱

獲㍑4㈱

竃欄go
一

　“εoooc

－1◎o◎α○

単書2⑪GG◎

鱒婁4◎ooo

壷顧

雛横叢建嬉鰯

　　図4　ナホトカ号の作用した縦曲げモーメントの分布

なお、事故当時のナホトカ号は標準的な貨物の積戴方

法を示したローディング・マニュアルと異なる貨物の積

戴が行われていた。本来はマニュアルに従った積載方法

をとるべきであった。標準的な方法に従って貨物の積載

が行われていた場合のサギングモーメントは約50万

kN・mであり、事故時の標準と異なる貨物の積み付け

状態により船体に作用した荷重が2倍以ヒに増加してい

る（表1参照）。

　このようなマニュアルに従わない積み方で荷重は大き

くなっていたが、船体がきちんとメンテナンスされてい

たならば船体が折れることはない。

　（4）船体の強度

　船首部調査の結果、船体は元の鋼板の厚さから、表2

に示すように外板や甲板で20から35％程度衰耗してお

り、腐食吸衰耗が激しいことが判明した。構造強度を

検討するためSmithの方法による簡易解析とFEMによる
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表2　板厚衰残の計測結果
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詳細な解析を行った珊。図6にその解析結果を示す。建

造時の状態がそのまま維持されていたとするナホトカ号

は、船体折損部で約207万k　N・mの縦曲げ荷重に耐え

3．0

　2．5

響

ぱ

62．0
蟹

嚢乳5

審
一　1．o
誌
講

　0．5

x106

一：　建灘時
｝膚一喜　事敏時の癒食状態

τニコニ＝；〉峯敵時の繊食状態：

　　　　　鷺本の甲穣縦材溶接脱落

　，擬蚕こ気
，7

　　　　　　　　　　　刈〇一3

O　　O．書　O．2　0．3　融．4　奪．§　O．6

　　　　　　　　　　　　　至／ρ（1／驚）

図6　サギングモートメントによる船体の反力

うる強度を有していたが、構造部材の腐食衰耗及び，

これに伴う縦通材と板材の溶接部が無くなって接続され

ていなかったことにより建造時の強度のほぼ半分の約

104～107万k　N・搬まで強度が低ドしていたことが構造

解析の結果明らかとなった。なお、縦通材と板材の溶

接が有効でなくなる部分の位置の仮定により、最終強

度は多少の違いが出る。

　同時にFEMによる動的シミュレーションを行った、、図

7が有限要素モデルであり、図8が甲板の座屈崩壊を承

す。図9が甲板崩壊後に起こ一）た船底部の切断である。

乎

li
i
L

（船外の上方より見る〉

罐窯

謝〆

趨，

哩彰

（（船内の下方より見る〉

図7　有限要素モデル 図8　甲板の座屈崩壊（Fr．≦53付近）
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（内働の上方より冤る）

図9　船底外板破断の状況

なお、船底の縦通材の一部に溶接不良が船首部引き上

げ後の調査により判明しており、これが船底外板の切断

を“めることになっている。

（5）損傷のメカニズム

　観察と解析によって得られた損傷の過程は要約すると

以下のようになる。Fr．153の断面においては、先ず、£

作不良に起因した船底縦通材の継手の破断と縦通材の

船底外板からの剥離が発生する。次いで、甲板が座屈

崩壊する。それとともに、応力の再配分により船底外板

の引張応力が高くなり延性破壊が数ヶ所で発生し、延

性き裂の進展によってこの船体断面のが部全体が切断

する大規模破壊が生じた。船体は波浪外力によって甲

板崩壊後も繰り返し曲げモーメントを受け、座屈変形

したものが引っ張られ、また、圧縮されることが交互に

続き、甲板部の損傷は図1に見られるように大きく拡大

したものと考えられる。

5．結 曇ム
日囲

結論は以下のとおりである（図組参照）。

（1）ナホトカ号は建造時の状態が維持されていれば、

　十分な強度を有していたが、構造部材の腐食衰耗

　により、強度が約半分に低下していた。

（2）その結果、日本海における年間最大級の波浪によ

　る外力が船体強度を上回り、損傷に至った。

（3）また、標準的方法によらない貨物の積載により船

　体に作用した荷重が大きくなったことも副次的な要

　因である。つまり、マニュアルどおりに積んでいれ

　ばこの事故は回避された可能性はある。

業

0．8

O．6

0．4

0．2

0
標準積轡蒔の荷霞　纂数時め荷難　　蟻故時の強度　　建適時の強度

図沁　ナホトカ号に作用した荷重と船体強度（SS6．9）

　なお、ロシア側の結論を参考のために示す。

　（1）ナホトカ号は、・卜分な船体強度を有しており、技

　術的に同題はなかった。

　（2）折損原因として、異常な波や爆発の可能性につい

　　ても検討したが、その可能性はないことが確認され

　　た。

　（3）したが一）て、考え得る唯…の原因は、浮遊物体と

　　の衝突である。この説は船首部の凹損により、間接

　　的に確認された。

　なお、日本側は、流れ着いた船首部船底の囲損は

高々20数mmであり、事故当時あるいはそれ以前の航行

中に波にたたかれて生じたものであると考えている。ロ

シア側の言うように鋼製の構造物同士が荒れた海象、

最大10数mの波の中で各々が独自の運動をしながらぶつ

かって生じるであろう損傷であるならばはるかに大きな

ものになると考えられる。ロシア側は「ソフトタッチ」

であったため損傷が小さかったと主張していた。

参考文献
1）ナホトカ号事故原因調査報告（ナホトカ号事故原因調査委員

　会）、運輸省、1997年7月

2）渡辺巌、大坪英臣「ナホトカ号事故時の波浪外力の推定」、目

　本造船学会論文集183号

3）矢尾哲也　他　　「ナホトカ号事故時の構造強度の推定！、U本

　造船学会論文集183号
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4． 「食い違いずれの検査・補強マニュアル」刊行について

rRUMPES」編集委員（CIW検査事業者協議会）村田　康彦

　建築鉄骨の製作管理・検査に当たっては、建築基準

法施、1二令第67条第2項の規定に基づいている。その実践

に際しては、JASS6を基盤として、「鉄骨構造の継手ま

たは仕口の構造方法を定める件」の建設省告示第1464

号によっているが、告示に規定する検査・補強に関する

ただし書きの判断基準が一律になく、適切な補強につい

ても具体性に欠けるなど、実務者間で苦慮されていた。

阪神・淡路大震災の調査においても、接合部の破断を

原囚とした被害が多数確認され、建築鉄骨の接合部の

重要性が指摘された。また、中問検査制度の実施に伴

い、食い違いやずれの実態が多数確認されて、告承σ）明

確な運用方法が望まれていた。

　「食い違いずれの検査・補強マニュアル作成委員会」

（森田耕次委員長・千葉大学．、紅学部デザイン工学科建築

系教授）は、建築鉄骨 r事・鉄骨品質の確保および向

Lを目的とし、設計、施工、検査、鉄骨製作等に関わ

る団体、研究機関並びに行政機関から結成され、告示

第1464号ただし書きの判断基準を具体化するとともに、

運用方法をまとめ、平成15年8月1日に「突き合わせ継

予の食い違い仕口のずれ検査・補強マニュアル」として

刊行した。

マニュアルの概要

　本マニュアルでは、告示斑64号に基づく外観検査の

適用が対象となる継手・仕口を規定し、検査方法、不

合格部の補強方法、補強溶接の施．1：方法、アンダーカ

ットの検査・補修方法および各部位毎の検査結果報告

1彗f列からなる。

　また、マニュアルには、食い違い・ずれの防止を考慮

した設計、施工方法の他、各部の食い違い・ずれを有

する継手についての安全性の検討例も付録として収録さ

れた。このほか、本文で適用されている数値の根拠と

なる、解析結果、補強効果、性能評価及び試験結果に

ついても資料として収められている。

　本マニュアルは、従来の仕様規定から、検査のみなら

ず、設計製作施工管理についても、より晶質を重視し

た性能規定として、検査の実施を目指したものと言える。

　本マニュアルの外

観検査では、従来型

の画…化された抜き

取り検査に対し、接

合部の種類毎にロッ

ト構成を行い、それ

ぞれの接合部につい

て抜き取り率を適用

する。また、ロット

規模に関わりなく最

低抜き取り数も条件

とされ、その規模に

よっては全数検査も

条件となる。

　　「突合せ継手の食い違い

仕口のずれ検査・補強マニュアル」

検査ロットを構成する接合部の分類は、

　1）柱梁接合部のフランジ溶接線（通しダイアフラム

　　と梁フランジの溶接線を含む）

　2）柱の溶接線（フランジ及びウェブの溶接線）

　3）梁0）溶接線（フランジ及びウェブの溶接線）

　4）その他の検査対象となる溶接線

であり、それぞれのロットを構成する溶接線の数は、

300溶接線以下となっている。これらの項目について、

それぞれの分類毎に30％（60溶接線以D～！0％（30溶

接線以 L）の抜き取り率を適用する。

　合否基準については、部位毎に細分化・数値化され、

より客観性・定量性をも・）て評価することになった。ま

た、アンダーカットについても、その深さが溝の幅より

小さい場合を「鋭角的でない………」と、具体的な定

義がなされた。

　受入検査のフローチャート（図1）から要点となる検

査の流れを見ると、検査に際し、対象物について社内

検査経歴や不良部の補強などの状況調査を行い、品質

管理記録の充足や補強の指示・記録について確認する。

　1．製品品質の信頼性の高い物件の抜き取り検査

調査により社内検査記録が全数充足しているものについ

ては、図中④の抜き取り検査を行い検証する。抜き取

り率は10％で、評価はロット単位で適正・不適正とす
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検対象物の状溌聴き敢り講鷹

（禰強済部｛立は検i藍蝕象から舞余外）　　　　痛r》

補強済部位の有無

※本図は、簡略化のため用語・経路を
　変えてあるので、実践に際しては、
　マニュアル本文を参照されたい。

燕し

愈数讐》

祉内検滋i記録の有無

無し

（補強部位に関する〉

記鎌・指示讐の硝認

無し

国※　設計・工箏監理者の籠購

蒋り

抜き敵り検壷数は建築物の幾模または

各検登鶴位の獄ットの大きさによる

Qットの大妻さが抜き取琴

検査数の2藩以掌

＠

惚ットの大きさ

ロツトの火轡轡力聖抜莞善取り

捜糞数の2僑超

⑤

抜巻取り検壷①

合格

④

（祉内検査驚録の検議）

不舎楕　　不遜謹

全数検糞

良 （合絡）

不良部

準要

鍍き取り検蚕②

遮正

擁強の饗誉検鮒

饗

r呼顧曽凹槽増禍輯脚構順剛囎需需謄謄艦槽一

　　　　　　塵

　　　　　　一
補強の箕施

補強部の検壷

良 （禽櫓）

不良

報 管

図1　受入検査フ日一チャート

る。不適正と評価されたロットについては、全数検査を

適用する。

　2．品質管理記録の不十分な物件の抜き取り検査

社内検査等品質記録の十分でないものについて適用し、

図中⑧の抜き取り検査で、計数型2回抜き取り検査とす

る。抜き取り率は部位ごとのロット構成で30％～10％

を適用し、評価はロット単位で合格・不合格とする。

不合格と評価されたロットについては、全数検査を適用

する。

　3．小規模な物件の検査

　ロット規模の小さな物件については、◎の全数検査

を適用する。評価は単位溶接線ごとに良・不良とする。

　これらの検査から、適合ロットや合格ロットに含まれ

る溶接線の不良部、また、全数検査により不良と評さ

れた溶接線については、補強の要否について検討を行う。

必要箇所の補強を施Ilし、これら補強箇所の確認検査

を行い受入検査の報告となる。

　そのほか、補強済み部位については検査対象から除外
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し、監理や記録の十分なものは補強箇所の検査（検証）を

行う。また、記録などの不十分な部位についての処置は、

設計・℃事監理者の範疇とし、本マニュアルから除外

することができるなどの条件も付されている、、

外観検査の従来法との相違点

　マニュアルに規定する外観検査の従来法との骨、1違点

を見ると、概ね、表壌のようになる。

　以L、受入検査の実践に際しては、検査対象物の社

内検査や補強の履歴、接合部位毎のロット構成、抜き

取り検査率の検討、補強後の確認検査など、従来に比

してかなりの検査鼠に拡大する事も考えられる．したが

って、各検査事業者は、計画、積算、見積、契約条件、

報告嚢式などについて早急に対応することが必要と思わ

れる。

　　　　　　　　　表喋　外観検査の従来法との相違点

マ轟講アルに規定する外観検査の従来法との相違点を見ると、概ね、次表のようになる。

項　　　欝 従　　来　　法 マニ皿アルの規定

灘建個断 任慧、逸脱した箇所 部位により、2点談たは3点の捲定

れた笛勝を灘定

抜き取り率 種様書の叛き取り灘 灘ットの大きさにより全数検変の

合が多くなる。

読み取り値 規定無し 0。5澱撮単位〈2捨3入、7捨8入〉

食い違い量 読み値簸大　e艶 角形鋼管樵の角部¢k雛ek磁

の惣　ek澱簾測定した箇漸の6k

欝算して平均値で求める。

仕霞ずれ量 読み値簸大　解e 像z斑篇測定した醐勝の　o露　を欝算し

平均値で求める。

ロットの構成 外観検奮・超音波探傷検変が岡

嶽ツトとして扱えた。

部位鎌に、抜き取り率及び笛所数が

定しているので、外観検糞超音波

｛霧検萱影ま男qロッ　トとして構成す

。

補強方法 監理者の摺示による。 監理者の撰示による。

文1こ罷載されている方法による

舎が多くなる、

報蕾書
社内検奄〉

客先の指承によりデータ記載

1含否及び不合格部の記載

検査を行ったデータを全て詑載。

報轡書
受入検鷹）

合否及び不合格部の翻載 検登を行ったデータを金て記載。

雑、

受入検賓 仕搬書の抜き取り率により計爾 被内検査結果により、受入検登謙薩

変動する．

東京都の対応

　一方、東京都では、平成15年6月18［］付で、建設省告

示M64号のただし書きの運用方針について都市計画局

市街地建設部長から本マニュアルを量要な判断材料と

して運用することが発表された。また同月25ロ付で、

「建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取

扱要綱」第9条第3項及び第11条第1項に定める「知事が

定める重大な不具合」を指定した。さらに同日付で

「建築物の工事に関する試験及び検査に関する東京都取

扱要綱」第10条第2項では、検査結果報告書の標準様式

についても指定した。外観検査においては、関連業界に

対し本マニュアルに示される方法に依ることの周知徹底

要請も出されている。

　今後、東京都内に建設される建築物の検査では、同

マニュアルによる食い違い・仕口のずれの検査で、「知

事が定める重大な不具合」を検出した場合は、ll事施

、〔者または工事管理者への通知、建築主事または指定

確認検査機関、特定行政庁への報告（リアルタイムでの

報告が必要）が、『東京都検査機関登録事業者』に義務
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要綱第9灸・第鴛条麗係様試

「建簑勤の工事における舘験及び検壷に弱する棄束都取撮要掴」

　第9条策蓬項簗3毎に墓づく釜大な不異合通難

率減　奪　舞　鷺

表2　知事が定める重大な不具合

構造種別 範醗 数値

S造 t≦15 t／3く¢k瓢

t＞15 も／3又影ま12m斑くek漁

SRC造
澱造

t≦15 も／2＜ek鳳

t＞15 t／2又‘ま1　8鵬燃くe㎞

　　　工事施ヱ者
通知先
　　　（又な工事釜運煮）

甑X

報告知

ε鐘築勃の工事における該験及び簾萱iこ麗する東東都取扱要網」

　　第賛条箆窪贋に墓づく璽大な不異合穀告

建築主事又は

犠定磯諏検董機閣

翼AX

①柱継手の食い遣い

範囲 数値

t≦15 t／3＜ek繊
t＞三5 t／3又は9膿n＜ek鵬

「建築物の工事における試験及び按登iこ聡する簾京都敢撮要縄」

　第鷲条第1項ただし書ぎに墓づく重大な不異含籔欝

報告先2　隼綻撒庁
FAX

②通しダイアフラムと梁フランジの継解の食い逮い

構造種別 範囲 数値

Si臆 t≦15 t／3＜e㎞
t＞15 も／3又は12鳳鷹く¢㎞

SRC造
t姦1＄ t／2＜ekm
t＞15 ち／2又壷ま1　8通鵬＜e㎞

③軸宵尚継準の食い遠い

下説の工事にかかわる鉄舞造溶接縷合部の璽大な不異合は鴛添のとおしナです。

※工事施工壱は、墨該工事の工事監運暫にこの結果を必ず籔沓してください。

数値

t／2又番ま12臓凱＜εz】臨題

④柱貫通形筑仕P部の梁フランジと内ダイアフラム（又は水平リ7〉のずれ

構造種別 数値

S造 t／2又‘ま1　2x識澱＜ezm

SRC造
FT造

3t／4又は18m搬＜ez瓢

⑤梁臓溢形式仕P部の柱フランジ（鉛鐡リフ）のずれ

（tは嬢禽される部材をいい、3k齢および3z　mは接禽される
相裁の鹸鞍凌いうo群総についてはr食い違いずれの検簸・補強
芳法マニュアル成婁錨会」の捷纂による）

ヱ　事　名　称

工事舞場漸叢地

建築き欝・鍛醗知奪顯・番畢 平戒　舘　月　臼　　　　第　　畢

建築工事施工言堰i報欝嘉 平賊　年　月　良　　　　第　　畢

発醤9時　軍成　無
送繧放数

得　　欝　A酔P継　　　鋳　　　分
故（本鎌念む）

図2　即時報告する場合の様式

づけられることになった。勿論、東京都検査機関登録

をしていない検査事業者においては、この報告義務は生

じるものではないが、東京都内に建築される物件では同

様な取扱を要請されることになるので、これらの内容を

把握されることが望ましい。

　現在のところ、東京都検査機関登録事業者による検

査が義務づけられるのは、31m以Lの建築物に適用する

ことになっており、段階的に見直しながら、最終的には

3階建て以止500m2以上の建築物を対象とする事が予定

されている。また、「知事が定める重大な不具合」の報

告については、平成15年4月1日以降に受理された建築

申請で、8月1日から実施することになっている。なお、

報告には不具合の即時報告の他、月間報告、年間報生

などの集計結果も含まれる。

おわりに

　本マニュアルに基づく検査の実践に際しては、その細

分化された手引きがともすれば煩雑と理解されるおそれ

もある。検査事業者には、検査ロットの構成、検査箇

所数の決定、評価基準などについて、要領・予順の整

備が必要である。また、拡大した検査範囲や検査量か

ら、検査計画、報告書式、そして見積様式・契約形態

についても適確に対応する必要も生じている。

　CIW検査事業者協議会では、より公正な検査を担う

ため、企画・広報による関連業界への周知をはじめ、

統…要領・手順そして見積対応などを技術委員会、全

国営業会議実行委員会を通じて、マニュアルの具体的

な活用を検討している。
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5．随想一日本のはじまり

　邪馬台国の卑弥呼と言う女性をご存知ですか。3世紀の中国

は劉備や関羽・張飛・孔明で知られる 三国時代でした。その

当時H本列島のどこかに邪馬台国と言うクニがあり、邪馬台

国を中心とする30余りの連合国の女王を卑弥呼と言いました。

この邪馬台国連合の有力なクニとして伊都国と言うのがあり、

現在の福岡県前原市のあたりにあ一）たクニです。糸島半島の

あるところです。

　この伊都国に「一大率」と言う検査官がいました。日本列

島で最初の公式検査官です。「 一大率」は日本列島から中国、

朝鮮半島に行く場合や逆にこれらの地域から来た場合、港で

文書や贈物を点検したと言います。この検査は目視検査で行

われたものと思われます。数をチェックしたり、中身を確認

したりするのは勿論ですが、鏡やEが偽物ではないかとか出

来が悪いのではないかとかも目視検査でト分行われたでしょ

う。科学的手法が発達する以前は五感を使った検査法が行わ

れ、卜分機能していたと思います。

　現在の検査手法は非常に発展しています。放射線透過試験

や超音波探傷試験方法も格段の進歩を遂げており驚くばかり

です。

　私の専門の建設産業iでは構造物のモニタリングが重要とな

一）ています。常時、リアルタイムのインサービスインスペクシ

ョンです。建築・ヒ木の構造技術の世界中の研究者がこの分

野に鞍替えと言一）た様相です。新しいセンサーの開発が最重

要課題です。

　21世紀は環境の時代ですが、健康・快適も重要なキーワー

ドです。快適な都市と街、健康で快適な室内空間の確保には

やはりモニタリング手法が重要です。街中の騒音環境、ヒー

トアイランドに代表される温熱環境、緑や景観の数値評価、

室内外のセキュリティーウォッチ、老人福祉施設の各種監

視・測定システム、シックハウス防止のガス濃度測定、室内

快適度評価などなど多くの測定・評価二一ズが増加していま

す。「環境と情報」をミックスしたところに新しいビジネスの

種が潜んでいると思います。私の友人の検査会社の皆さんが

単価低下・競争激化で苫しんでいるのを見るにつけ、21世紀

型の検査ビジネスが早く芽を吹くことを祈っています。

　さて折角誌面を頂いたので現在の私の仮説「初期ヤマト政

権成立論」を記載させて頂きたいと思います。いわゆる邪，馬

清水建設（株）藤盛　紀明

台国論争ではありませんが、そこにも関わる問題です。日本

列島で稲作が始まったのはかなり早い時期と言うことが放射

性炭素C14測定法で判明しました。稲作は先ず北九州に始ま

ったことは間違いありません。北九州市と宗像市の間を流れ

る遠賀川にも多くの弥生人が定有し稲作を始めました。しか

しこの川は氾濫が多くここに定着した弥生人はさらに良い土

地を求めて移動しました。遠賀川｛二器と呼ばれるL器が日本

列島の多くで発見されているのはそのためです。奈良県東南

部の』三輪由の麓周辺にも彼らがやってきて稲作を始めました

やがて日本列島の多くの地域の河川周辺に小さな稲作集落が

出来ました。集落が近接すると近隣集落闘で交易品争いや略

奪が発生し、やがて防衛のために大きな環濠集落があちこち

で出来はじめました。九州の占野ヶ里遺跡や奈良の唐占・鍵

遺跡などはそのような遺跡です。起元57年に福岡市にあった

奴国の 王が後漢から「漢委奴国臼の金印を得た時期です。

　2世紀後半から口本列島全体に大きな変化が生じ、列言、毒は幾

つかのクニの連合に分かれました。北九州邪馬台国連合、南

九州狗奴国連合、占備・瀬戸内連合、出雲連合、キナイ・南

近江連合、東海・北及び東近江連合、丹後・北陸・西近江連

合、関東連合などなどです。この時期キナイに文物の人る主

要ルートは瀬戸内海ルートでした。ところが河内周辺の勢力

が関所を設け奈良に入る物資を制御しました。困ったのは奈

良の勢力のみならず、東海勢力でした。東海勢力は琵琶湖の

北や東の勢力と連携し目本海ルートを太くし、奈良の勢力も

これを利用しました。そこで奈良県で 一番奥まった三輪山の

麓に大きな市を設けました。これが纒向遺跡と言われるもの

です。この市が機能し始めると河内の勢力（後の物部勢力）

も参加し、更には占備・瀬戸内勢力も参加し、各地の主要人

物がこの大市周辺に住み始め、墓を築き始めました。纏向遺

跡の纒向石塚や天理市の占い占墳などです。ここに結集した

大勢力は瀬戸内ルートの人り目である九州邪、馬台国近合を切

り崩し、日本列島の中心拠♪、蓑、1となることに成功します。その

勢力を統率するために巫女女王が擁 立され、紀元280年前後に

彼女が亡くなった時に巨大な前方後円墳を築きました。これ

が箸墓です。

　もう少し時闘がとれるようになったらヒ記の仮説を具体的

に証明することを人生最大の楽しみにしようと思っています。
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6．協議会だより

CIW検査事業者協議会

　1．第5回全国営業会議を開催

　第5回全1国営業会議を7月11日（金）、浜松町東京會舘チェ

リールームで開催し、平成15年度の事業計画の報告、統 一見

積り様式の採用状況の報告と今後の促進計画、建設省告示第

1464号に規定するただし舌きの運用方針、非破壊検査事業者

の試験所認定制度の概要などについて協議しました。当日は、

東京都都市計画局市街地建築部の春原匡利専門副参事から

「検査機関の束京都知事登録制度と建設省告示第1464号の運

用について」をテーマに特別講演がありました。

　ll．臨時幹事会の開催

　（社川本溶接協会がCIW認定制度をJISQ17025／ISO17025

に基づく試験所認定制度に改正するための諸準備が整ったこ

とから6月23H（月）にCIW協議会幹事会に説明と意見交換を行

うことになり、この意見交換会に先立って臨時幹事会を開催

した．

　臨時幹事会では、新認定制度に関する現在までの経過と現

在提案されている制度の内容について意見を交換し、次のよ

うな意見を申し人れることとしました。

　1．試験所認定制度に反対するものではないこと。

　2．現行のCIW認定制度は継続してもらいたいこと。

　3．試験所認定制度は、3年の移行期問をおいてはどうか。な

　　お、この期問中に試験所認定を取得することは、事業者

　　の白由意志とする。

　4．この試行期問中の実績などを判断して、必要と判断され

　　れば、試験所認定制度による取得を展開する（ある程度期

　　間が必要）

　5．今回の意見交換の結果、CIW協議会の幹事は、試験所認

　　定制度の推進についてr解したことにはならないこと。

　1”．「建築物の工事における試験及び検査に関する研修会」及

　　び「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニ

　　ュアル」に関する講習会について

　束京都知銭、，忍定の「建築物のll事における試験及び検査に

関する研修会」及び建設省告示第1464号のただし書きに関す

る「突合せ継手の食い違い仕日のずれの検査・補強マニュア

ル」に関する講習会を構造物第二者検査機関協会（STIA）と共

同で8月23日（L）、ダイドーホール（千代田区外神田3446）で90

名が参加のもと開催しました。

　lV．CIW倫理委員会の開催

　本年度から新しく構成した「CIW倫理委員会（委員長篇加藤

哲夫氏）」の第2回委員会を8月5Hに開催し、’ド成2年に制定し

た倫理綱領を時代に適合したものに改正すること、とりわけ

検査機関の社会的貢任を明確にして改正することと建築鉄骨

業界で話題となっている「名義貸し」やいわゆる「丸投げ」と

同様な実態が検査業界にも存在する、あるいはその可能性を

孕んでいるのではないかとの意見を受けて、外注の問題を含

めて今後検討することなどを決議し、関連報道機関に発表す

ることとなりました。

　V．CW協議会あり方検討委員会の開催

　本年度の重要課題の・つである協議会の今後のあり方を検

討するために設置を決議した「CIW協議会あり方検討委員会」

（委員長＝逸見俊・代表幹事、委員9名）を8月6日（水）に開催し

ました。、F成猛～12年に設置した「基本問題検討委員会」が提

案している課題の継続審議並びに日本溶接協会が10月から実

施する「非破壊検査事業者向け試験所認定制度」の今後の動向

を踏まえて、第1回では基本問題検討委員会で提案のあった課

題、直面する問題、将来への課題などについて各委員の意見

交換があり、次回以降は、具体的な検討に入る予定です。

　Vl，国土交通省関東地方整備局向け外観検査講習会の開催

　国L交通省関東地方整備局営繕部の要請を受けて下記のと

おり外観検査講習会を開催しました。当日は外観検査方法（告

示1464号による内容も追加）及び鉄筋ガス圧接部の外観と超音

波検査に関する講義並びに計測実習を行いました。平成13年

に続いて2回目の講習でした。

　H時　　平成15年9月9日（火）　13100～16：30

　場所　　関東地方整備局研修室（さいたま市）

　参加者　関東地方整備局営繕部各課の担当者60名

　講師及び指導員　井川敏之技術委員長、有馬良雄技術委員、

丸山和則技術委員、成本憲一技術委員、荒井均技術委員
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7．ニューフェース

　2003年10月1Li付で新たに次の事業者が認定されましたので

ご報告いたします。また、同年4月1日付認定から変更のあっ

た事業者についてもご紹介いたします。（　）内の数字は、

会社コードです。

　　　　　　　　　＜新　規＞

■（掬ゼネラル検査技術（155）

本社所在地：〒555－0022大阪府大阪市西淀川区柏里3－16－18

電話／FAX：TEL　O6－6474－0228／FAX．06－64744003

代表者氏名＝代表取締役　西1コ利勝

認定種別　　：E種

検査部門　：超音波検査

認定番号　　＝第155EO3号

営業所など：なし

■（株／ジャスト西日本（232）

本社所在地：〒762－0055香川県坂出市築港町1－6－7

電話／FAX．二TEL　O877－46－7973／FAX．0877－4各7986

代表者氏名：代表取締役　末包享志

認定種別　　：E種

検査部門　：超音波検査

認定番号　二第232EO3号

営業所など：広島、岡山、福岡各営業所

＜種別変更（昇格）＞

　　　なし

　　　　平成15年度後期認定証授与式のもよう

電話／FAX．：TEL　O6－6321－5500／FAX，06－6321－5400

認定種別　　D種

検査部門　　超音波検査

認定番号　　第8DO3号

■アイ・シー・ティー㈱（14）

本社所在地：干235－0033神奈川県横浜市磯f区杉川44－25

電話／FAX．二TEL　O45－774－3801／FAX．045－774－9207

認定種別　　二D種

検査部門　　：超音波検査

認定番号　　：第14DO3号

■日立エンジニアリング㈱（27）

本社所在地：〒3194221茨城県日、乞市大みか町5．1．26

電話／FAX．：TEL　O294－53－7831／FAX．0294－53－6102

認定種別　　二E種

検査部門　：超音波検査

認定番号　：第27EO3号

　　　　　　　　＜種別変更（降格）＞

圃川重検査サービス㈱（6）

本社所在地二〒675－0155兵庫県加占郡播磨町新島8

電話／FAX．二TEL　O794－35－2128／FAX。0794－35－7503

占忍定不重別　　二B不重

検査部門　：放射線検査、超音波検査、磁気検査、浸透検査

認定番号　二第6BO3号

■極東エンジニアリング（株）（8）

本社所在地二〒533－0006大阪府大阪市東淀川区L新庄3－16－11

■計測検査㈱（51）

本社所在地：〒807－0821福岡県北九州市八幡西区陣原1各3

電話／FAX：TEL　O93－642－8231／FAX。093－641－2010

認定種別　：D種

検査部門　　：超音波検査

認定番号　：第51DO3号

　　　　　　　　　＜認定取消＞

■北日本検査システム（㈱（75）

　（北海道）
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／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

　1事故は忘れかけた頃に再発する」ことを実感させる大事故であった。

1986年、尊い7名の命を奪ったスペースシャトル「チャレンジャー別の衝撃的な爆発事故。

あれから十数年、再び「コロンビア号」の空中分解事故のニュースが全世界を駆けめぐった。

NASAでは総力を挙げ事故原因の究明と対策に着手し、2022年迄は宇宙ステーション用のシ

ャトルとしてその運用継続を明確に打ち出したと聞いている。事故で犠牲となったクルーの

志を貫くための決断は、改めて米国の強さの・面を垣間見た思いがする。

　事故や失敗の歴史は、人類のDNAに深く刻み込まれた未知なるものへの探究心による必然

的産物と言えよう。近頃「失敗学」と称する学問体系が国家レベルで組織され本格的研究の

緒に付いたと聞く。本号では各方面からの事故事例に関するレポートを掲載した。失敗や事

故を忌み嫌うのではなく正面から立ち向かい成功への糸口とすべきではないだろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（LH）

（卿（4畝匪〔〆畝4x〃（〃4）ψ44〉（〃（グ4（〃4x〃44xグ（、〃4〉（4〉（グ〔〃〔44〉⊆〃〉〔沸4）ψ嵯

CIW通信　VOL17No．4（Autumn2003）

発　行　　日

編集・発行所

　　平成15年10月20口

社団法人目本溶接協会

溶接検査認定委員会

〒101－0025　東京都千代田区神田佐久閲町1－11

　　　　　　　　　　　産報佐久間ビル
　　　TEI、03－32574525　FAX　O3－3255－5196

E－mail：ciw＠jwes．or．jp

http：／／www．jwes．or．jp／
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特蘂／事故事例紹介
1．低温タンクの損傷
（株）アィテック　片山　典彦
1．はじめに
　低温タンクの損傷に関し、読者である各種検査技術
員が理解できるような内容で原稿を執筆するようにとの
依頼を受けて正直はたと困ってしまった。国外では低温
タンクの破壊事故に関して、いくつか報告がみられるが、
国内においては低温タンクの破壊事故は現在まで皆無で
あり、当然ながらこれに関連した公表された報告が見当
たらないためでもある。これは国外における破壊事故を
参考に、目本では優れた鋼板と溶接材料の開発が行わ
れ、適切な材料選定、設計、溶接施工、非破壊検査の
もとでタンクが建設され、かつ、適切な稼動条件で運転
されてきていることを物語っている。
　国外における破壊事故も歴史的にはかなり占いもの
で、かつその詳細に関しては、いろいろな事情から必ず
しも明確にされていない。ここでは損傷に学ぶと言う観
点から、公表されている事例に関して紹介することにし
た。
2．低温タンクの損傷の事例
　国外における低温タンクの報告された損傷事例も非常
に限られている。報百されているものとしては
　1）EastOhio　GasLNGタンクの破壊事故　（1944年）／・2）
　2）エチレンオキサイドタンクの破壊事故　（19624964
　　年）3）
　3）カタールにおけるLPGタンクの破壊事故　（1977
　　年）殉
などがある。
　1）は9％Ni鋼が開発される前の歴史的なLNGタンクの
破壊事故であり、現在の知識からは信じられないが、内
槽に3．5％N1鋼（焼準材）が用いられ、材料の低じん性に
起因する損傷例である。
　2）では内槽にアルミ合金、外槽に軟鋼を用いた二重殻
タンクの破壊事故例で、破壊前の高応力低サイクル疲
労、現地屋根部での溶接が困難なノッチ状開先形状が
損傷原因となった例、内槽を固定するHo至d　downボル
トの破壊により生じた過大荷重によりタンクがわずかに
　　　図葉East　Ohb　Gas　LNGタンクの破壊の状況Il
持ちLがり、液流出配管をノズル拘束板につなぐ溶接
継手が破壊し、1時問後に内槽が破壊して、軟鋼製外槽
底部にき裂が生じ、液化エチレンが防液堤内に流出
（液体プールができないまま蒸発）した例などが報告さ
れている。
　3）の破壊事故に関しては裁判などの関係から事故原因
などは
一切未公表であるが、正確さ、精度は不明とし
ながら、各方面からの伝聞をまとめた田巾の報告がある
6）。珀77年に生じたこの破壊事故はその後、低温貯槽の
安全性のコンセプト、貯槽の構造、材料に対するじん性
要求に対し大きな影響を及ぽした。誌面の都合もあり、
ここでは1）および3）の損傷例に関し紹介する。
2．1　East　Ohio　Gas　LNGタンクの破壊事故1・2）
　1944年10月20日、米国オハイオ州クリーブランドの
East　Ohio　Gasの4基あるLNGタンクの内、容量4，050m3
のLNGタンクが脆性破壊により完全に崩壊した。こぼ
れ拡がったLNGは蒸発して巨大な蒸気雲を形成し、こ
れに着火、爆発を生じた。最初の爆発の20分後、
2，250m3の隣のタンクも破壊し火勢を強め、燃えLがる
炎は直径800m、高さ800mに達したと推定されている，、
火は48時間燃え続け、犠牲者128名、被傷者は400名を
数えた。事故の時点で、このプラントは大量のLNGを
低温、低圧（一157℃、3．5気圧）で蓄える世界唯…一のも
のであった。破壊の状況を図11）に示す、
　4基のLNGタンクの内、最初に破壊したtoro．segmen．
ta姥呼ばれる形のタンクは自動車のタイヤを横にして、
一1
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中央の空洞に枕型タンクを直立にすっぽ
りとはめ込んだような形のもので、直径
2L2m、高さBm、貯蔵容量4，050m3であ
り、完成直後であった。他の3基は直径
17．3mの球形タンクで珀41年から稼動し
ていた。構造は
二重殻構造で、内槽には
3．5％Ni鋼、外槽には平炉鋼が使川され、
内外槽間には保冷材が充填されている．
　1943年に建造が開始され、、，1年完成し
たが、最初の冷却時に底部でき裂が発生
し、この修理がig44年7月までかか一）た。
2回Uの冷却が無事終rした後、10月初
めには使用が開始されていた。事故後、
原因究明のための二つの委員会が設けら
れ検討が行われたが、事故原因を究明す
ることができなかった。この事故により
LNGタンクの建造はなくなり、次に建造
されたのは、ほぼ10年後に9％M鋼が開発
　○量0305
　　2　　4　　　6
　000
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　　　　図2　カタールしPGタンクの破壊事故6）
（各方面からの伝聞をまとめたものであるが正確さ、精度は不明）
され、“OperationCryogen至cs”という名の大規模な研
究により安全性が確認されてからである。
　正確な原因の究明は困難であるが、現在の知識から
すれば、使用された3．5％Ni鋼（焼準材）のVノッチシャ
ルピー試験による遷移温度は高々一70ないし一90℃程度で
あることから、一157℃といった低温では極低い応力でも
小さな切欠から脆性破壊を発生する可能性が高く、ヒ
記事故のようにたとえ
皇度極低温まで持ちこたえたとし
ても、時問経過に伴う熱応力の変化や操業のピーク応
力の発生などにより、僅かでも応力が高まれば容易に脆
性破壊を発生するものと推定される6）。
2．2　カタールにおけるLPGタンクの破壊事故牛6》
　タンクの破壊事故は1977年4月3日、カタールウム・
セイド市で生じた。事故原因などは一切未公表であるが、
田中の資料6）をもとに要点を「記に示す。
1）背　　景
　・国営の天然ガス液化貯蔵プラントで液化ガスタンク
　　が破壊し、液化ガスが多量に流幽．蒸気雲に着火
　　爆発し、全設備を巻き込む大火災となる。火災は8
　　口以
L続き、200億円を超える損害をきたした輸。
　　天然ガスといっても、原油産出に伴うガスを用いて
　　いるので、精製後得られるのはプロパンガス、ブタ
　　ンガスとライトガソリンであり、それぞれの貯蔵の
　ために2基ずつのタンクが用意されていた。
・図2に事故後の状況を示す。　・つのLPGタンクの側
　板は四方に飛び散り、屋根はほぼ元の位置のまま
　地Lに落ちていた。他の五つのタンクは焼けただれ
　て押しつぶされたように地
Lに横たわっていた。
　事故は日曜日の夕方6時頃起きたため、勤務者はご
　く少数の7名で、この内1名のみが助かった。この者
　の証言と事故後の状況から、L記のLPGタンクが事
　故の発生源であると考えられた。
2）事故の発生源と考えられるタンク：
・適用法規：BS4741規格とAPI620規格
・LPGタンク内槽材料（低温用鋼）
　．、L部側板＝BS1501　「部側板二BS4360
　2mmVシャルピー試験要求（それぞれの鋼板）
　vTr20（20ft−1bでのエネルギー遷移温度）≦一20℃
　（BS1501）、一40℃（BS4360）
　タンクの内側には3列（！3．4搬、20．5m、25．5mの高
　さの位置）スティフナが設けられていた。また水張
　り試験は海水を用いて22．3mの高さまで実施。
3）最終的な破壊に至るまでの状況
・事故を起こしたタンクは1年目にもき裂事故が発生。
　1976年4月27日、LPGが26．5mの高さの時点で図2の
　上側の図でC9に取り付けられた最上段スティフナ
　同士の継手の溶接欠陥から脆性破壊が発生し、ス
一2一一
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　ティフナを伝播後母材に突入して全長5．5mのき裂
　が生じた。完成後まもなくのため、LPGがこの高さ
　になったのは初めてであった。約2，200�u3のLPGが
流出し蒸発拡散したが着火はせず、火災爆発事故
には至らなかった、）
　この際は図2に示すように約2m×8mの大きさの部
分を切り取り、同じ形状のものをはめ込んで補修溶
接を行い、補修後、放射線透過試験、前回と同じ
高さまでの水張り試験を行い、11月から貯蔵を再
開していた。
1977年4月3口の第2回目び）事故時には、LPGは26m
の高さに達していた。破面は脆性破面を示しシェブ
ロンパターンなどから、下方から数えて第9番目と
第10番目の側板（C9およびC10）をつなぐ周継手が
脆性破壊の発生箇所であると推定された。脆性破
壊が生じた箇所は、第1回目の事故とは180度反対
の側で、脆性破壊は周継手部からL下方向に伝播
　し、側板全体を貰通していた。
周継1卜部の脆性破壊の発生点には、深さL5mm、
長さ4．5mm程度の小さい表面き裂が認められた。こ
のき裂は周継罫表層の非常に硬い溶接ビード内に
あった。
この硬いビードはごく小入熱の補修ビードで、き裂
は海水での水圧試験時に生じたものではないかと言
われている。
事故後各種の原因究明委貞会が設けられた棋様で
あるが、検討内容ば
一切外部に報告されなかった。
・45℃でのシャルピー試験およびCTO正）試験での最
低値は、それぞれ2．7J、0．015mm程度であったとの
ことである。得られたじん性値はこのように低いも
のの、観察された欠陥がごく小さかったため、議論
は簡単ではなく、1回目の事故による補修による変
形の影響や、ミスオペレーションなどさまざまな可
能性が論じられた模様である。
　この事故は低温貯槽の安全性を確保するLで破壊防
止のためのコンセプトに関し大きな見直しを迫られるき
っかけとなった。貯蔵の構造、材料、溶接部の破壊特
性に関して多くの検討がなされた。BS規格はLPGタン
ク、LBGタンク（液化ブタンガスタンク〉用材料のシャ
ルピー試験温度を使用温度で行うように改められ、API
規格ではLPGタンクやLBGタンクの水圧試験をful1
heightで行うように改定された。これらはあくまで暫定
的な措置で、これにより完全な安全性が確保されたとは
考えられておらず、各国で検討委員会が設けられ、より
恒久的な安全設計基準についての検討が行われた。
　欧州では設計コンセプト、タンクの構造に関して
EEMUA147が作られ、これを骨チにBS7777規格7・8）が制
定され、国外の低温タンク建設に際しては設計、材料
選定、材料および溶接部のじん性要求基準も最近では
これを適用されることが多い。
3．おわりに
　国内における低温タンクは幸いなことに大事故を引き
起こした損傷の事例はこれまでにみられない。適切な法
規、規格とともに優れた鋼板、溶接材料の開発と適切
な材料の選定、適切な設計、溶接施工、非破壊検査技
術の開発と適用、適切な稼動条件での運転が背景にあ
るためと判断される。低温タンクの損傷事故はひとたび
発生すると、大きな災害を引き起こすこと、国外での損
傷事例をもとに、BS7777では低温タンクの構造、内槽
材料に対しても従来よりも厳しい要求に変わってきてい
ることを
レ分承知しておくことは関係する技術者にとっ
て非常に重要である。
　限られた情報での損傷事例の紹介であるが、関係者
の参考になれば幸甚である。
参　考　文　献
1）E蛙io1M，Actal：樋Repor韮o摂helnvesti8ationof毛魏eFlre綾ndLlque一
　ヂaction，Storage，a妻嚢dRegと毫slfica｛iol・Pla磁of出cEas重OhioGasCom−
　paay，Clevelalld，Ohl〔），OcL20」994”，Bure技鷲of　Mines　Report　of
　Inves｛igati〔）as3867．Mayl945．
2〉Aωab　S：　”　1944，U．S｝｛istory’s　Worst　LNG　Disaster”，Flre一
　董｝（．）use，Jan．1979．
3）Troyal・，・」・EandLevine，R，V：“E由yleneOxldeExpl〔）sl（）照tDOE
　Run　　．Loss　Preven｛at孟oR2．125、1968
4）ノく正海L火災（株）：“中近束カタールのLPGプラントでの爆発
　火災”、海外損害情報、No．31，1977．
5）　De＆n，G＿P。1　“Ephancl熱g　Safety　ill　LPG　Stomge”，Proceedings
　for　Intematlonal　Symp〔）s搬m　On　Frac醸e−Safe　Deslgl陰s．丁紅e　Welding
　lnstitute，1986，P＆per4．
6）田中潔：“大型低温貯槽用材料の安全性，評価法に関する研究”
　昭和63年殉月、東京大学学位論文
7）BS7777Par目＝1993“Flat−b（）tt。med，vertical，cylladricalst（）r技ge
　tanks沁r董ow重empcrature　service　P段rd。Guide　t〔）the　ge慧eml　provレ
　slol〕sapPlylnglbrdesig垂・，cons傭ctl・n，瞳allationξ・ndoper＆ti（）n”
　British　S芝技pd註rd。
8）BS7777Parll：1993“Fl段トb（）tt・med，vertic＆1，cyllnd伽is芝・rδge
　伽ksf（）rl・w乳emperatureservice許a貰2．Speclfic段tl（）服f（）r由edesign
　α蛋ldcons亀ructionofsingle，double徒nd瑠co漁lnmentm酬tanks
　for　the　storage　of　llquefied　gas　at乳emperatures　down　to一重65℃　‘ム、
　Brit孟sh　St＆ndard，
3
�

VnlW ;~lf~ 
41*~~ /~ ~~ ~' ~~J,~""/~I 
2, hJV:1 ･ :]~~ll)t~i~~~'='~~_ 
(6~~) ~~Fh-~w~j~,=',~ 
P~ f~~ 
~4~ 
f-
f~ 
1 . hJ~:1 ' :1-~/'~lll)t~~J~'~i~f~,=_-_ 
1 .1 t~!~J~~~t~,,==-_O)~~i~ 
19994r-8J117fi ~ {~)~~7 ' ~ ;~ ~ :/j-)~o)~(~{J130kma)~ 
;~" ') I' ~'fi~,'j~lf,J'~i~C'IM7 4a)J~~r~i~~/)L_:~/-k Lt._･･(~ll /'~+_..;~~~-}.1',"{). C~),Lb 
. {'-..* ' + '* . 
f'*~'i~ ,._*i*'~J~J*!~f)iLh*,,k>f~~1)C r~1/~J11)f~~J, ~~t~j~ 
}'i!ufJo))~)..._f"~t,l~~l)C ~?)~7~!L~~~*,~-1 ~~~~r,!~tLCL~~. ~ 
o)Juli~.+=*=;if~Jt7 f I' i) 7~rr~;~~'j=",'i~~l}'1 1) f..- ;KV~~,t･r*'*icr)#~){1~-!fr.J/~:=t-f~i 
~tL~jfrr･',･,,~ !ul'~l J.~tL~ r!th~iLh~*~.._i[*f,J;~~~'~~,1 ~),'J~*'~~~L~i~t~ 
;~i,-'_i~2.7m~*1lfx"P~~l)t*･-. ~f._'-, ~'r~r~";.'~Jxl'i~+f'~'1J'.'~'~(~f~/J~~r~~~.*･-･･&lt;･･-･-･i 
/)j'/iio)Jl~:~~ }, j~. 71~~"~~)~~&lt;-'.'..,~h~~. ~Krtj~~tL;~c'ttIOOkmi~)~:/~ 
~~~~,, ~L7f I~ 1) f~!!r~~~I~i~. /*7 tt;~di~)~1)C~'!"~ 1939~-L 
i ~ ~ a)~Jr~iF*"~) ;K"~-'~/)b~4- U ~- J~)~ ) y ) ~' :/ !~""(M7 8) ~~~ 
~- * ,**' - -L ~ ;'~ - . 
'* 
*, 
VJ ~, i~;i*.-.._~jl;i!~~III_rl;)(~'t~i~~'A.~'･1.~!Jt ~ ~"'.~~}lE{~)J~~~~;')'-iL ~C~ ~f._". /+/ Lnl 
~)!u}~'~'~~/J~/k L ~ JL7 f }' IJ 7~rr~r,~~"~~"Ti~~i~~~~':,J~)~t~1'+"]!'~' ~ 
; _ _ _ _~**'_ ~ * ' 
* * ~ ~' *' 
LCi-ii H ~ tL~C~ ~f...'- ~ C ~L' ~ ~ ~ ., 
1 2 ~~~:O)1~t~: 
i )~CI Fj~llf(tf'~~,^~･"F1*';'J~~~ :/ i~ -f)~ ~~)i~~ ~ ~ . '~/L~,I~) 
!~~~i~~~~E,~~;/~i~,~+~l7000A frlft=',-~fi~lc"J44 OOO)~ J~fiJk-
f-,-'-,'11!I~~*&lt;'i!L#4//jJj~,1"~j80,000~~~j~~.- ~ /v~~~ ~ ~ . 7/E~-~l'~~~)~/ii L f+-~*u[#] 
i~. ~7: y h~~I~,L'~LC~(P~j ~N&lt;iA~+i, ~~i~~;~~ 
:/ j- )~a) 7 j ) ~ )~~L~ [)&lt;1 h' ~ ~: i~ 7~')~ ~ ~lf)~',J250kmO)~~*~l#i 
l~/JJ*~?i'LC~~~,, '~;f,~:~I~)J~~;r~i J~~~~zl ~~i~ ~~~'t+*~//)J~~+*~*Ii 
' 
 'y h ~L~1'L'~t~,+"'i~if~J,~>i~ h )~ ~7 
f*~lI~J{ flvl)f_.". ~7: 
. 
)~"~)~~):1~1~~f;itT-C~~ ~ . ~ ~~f~~ ~/ i7')~/~&lt;&lt;&lt;~~/f~bf~. L. ~fwil 
-
7 7 / } h'~'~,~~^:"~~i~-j~:~ f!~~~,, ~ ~~ (1 4*~.-_rl',1) 
O) ~~:~ 
1 3 t~~J~'~i~~,.==~..~!i 4-
/~~+,u~ ~~~~l;{1 t*~~i~'f~Ffj/~"&lt;}*"~t~,*f-.~&lt;(~'f')1*f~~. I~ )~:~'Lh~+_..r._'=f;W'~f~ 
frriC ~ ~ ;~~7s:{':'~*'~'t~:,rii~.1,,,i {~ ~s (t ~ 7l~+T'~f~'~'~"'=~)~hn~!;i',i'-'1)}ffT ~~l I iC'i~ 
,** .,* 
t ~ ;~~/7 )~~fJTif~~'~i~f'-'F~(71**~~ ~);_)~*&lt;&lt;. /~1'f~rr~J{~TT'~i,**.~ 
~ .H*f~:~~t~ i~ ~!~~1'*:f)~/Af f~~J~!."~>~~ ~ /~ ~5~ fJri~~r~'=1~~tl;I~ 
{c/j\ ~ L ~~~. 7)~l ~ ~~jC i~ L f._"-- '~*ilS~)'#i.~~":t~~l.L~'iLh~,~~i~~J 
250gal~j(~ &lt; !~R"~:i~~~,Lh~'-=･,-･=~~)J~)!*;~,lS~~).~~... ~.-,-~"*'itC~h 
**.'"~{~~~**i&lt; 
. +* - ' 
~ ~a)~~~{:'=-j~ ~.* tLC~ h~. 
';T'i* JJ[_1~~; J*"~~ j~ f ~ / ~Hf )~ II-if;t JLh iC ~l L ~ ~f ;ty IJ ~~~:?}1.1.*,~i ~. 
~,~400gal~:~~ }IJf~i~i~7~I'~.""J~~,."'*t I i /J~~LC~.-~~k'i~~~ 
'~ ~ ~'~ t._.-~~. C ~)ti=:.f~i~I,;:(i~~,L~~f'l'7~, ~~ I~~~!~1*~2km~) Itii･'.'* 
Ju+Jj ~~. ft~1!~~~'-.~*{ii~.Fi*~f*-~)> f~~~L~. 
1 .4 ;~l;~ ~Z :/ i7 O)~~~! 
~i~~+*sJr+"*+.~*,~>~:~~~ ~ ~~ .) hft~ii~. l･)~~II~'J~' ~ I ~~f~~ ;._.*(i 
/~/~!~~*_,k>~~5 6 . '7~[mj~)!Lh~;**-･~~i~ C C ~ ;.__.'~'1+~;~TUPRAS~)~! 
j'~f~f)f~~ TOYO1'A-SA. PETKIM~i~~[llf~,~, Ti!.."~t~~a)~ &lt; (7),~+Fi 
~~r;'~~~ i ~ ~/~?+~~; ~~/_1._ D 7~ . 
(1) TUPRAS~;;~F~*fiO)~~;~ 
C(7)~f~~li~rri~. ~ ;~~ ･) ~a)}~,L,~,~,~~~JIOkmi ~ }, 
~_ PF~"~X-HOR~ZONTAL eROUND ACCELERATION ( ~ 9) 
' 4 ~ 
= ~~=" 
'~ ' ~~'~ ~/t ' ' ' 
~'~'i~s 
:j~t:1it~f~ ~^'ifs "~~?' --~~'//i~'~' 
t~ 1_ 8., ~l 
* ~ 
~~~ '~ 
' *.,?~ 
~ 
'~~i~~' 
~/~~ _ '"'~~~;';~ .~ ~Y~:iiptica:i') 22 f 
:~~~j,::'~~~j~;':~:,:::::~i:r:;::j: ~~j.- c , 
, . ___ . 
_~~'J~.. ::*:i -',:?14~~:~."'.'~i~~' ~~';'i '~ "' :: _._ j' ' ' i ' 
25 ' 
' 
;~;~'*'~~" ~~~~:~'~~~X-~'~ V *'~~:'* 
 
~~l 
~~~:~7 /(i: 
' ~ ~ 32 ~c 
~~~~ ~~ ' / _~ ~~ 
' 
* " 
~#=~~4**~*'* ~ *~~*-?~ 
= - 
*"~ * ' 
 ' ~'~~'*' ' ' ~_ ' 
7)~v~~ "~~"~~ty' ' ~~~~ ~' ^ "-~~~~ 'a' ~' 
#'~si'~~;~~ '-i ;f~(; ~~~~~ '" ' - c~' ' ' ~' ~ --' ~,i~~/;~~_ ~:~~ 
' ' '* ~ r' ' ~-^~-~"/~ '  '~ ~~~~~~~ " ' 
'  '~' ~~ 'S ' *4 
+* '~* ~*^' - ** 
' ~~ "' - -
/ ' ' ' !~:';~~ ~ ~=~ S~::1~~~~~~:' ' ~~ ~ ~ ~" 14 '~~9"~~"_ 
.. . S: =\-"i~ /~:"~~f_ "~~$f 
*~ 
13 
~~;~~~-> '~ ' - - &lt;+ ' ~~ 
~- ' 
*** ~ * 
: ,:1.~c;!:'~~~{~~-"~"s~:..~~'~ ~ ';~~;~;~T~f~~~*:; 
:~;::/~1'~~" ~= ~ 
5 - '~~' ~ '= ~i 
' ~(' ~~ 
, '. =&lt;. ': *;i" ~~~'~;'~=' ~" '~;;~J;:f!~ L~,j,::&lt;: * :f._ ,:.-'~~ * {r ' ,,:~'~::~ . ::::: ,, 
~~:;~' " ' 
 
~ 
~'~~{ 
~.;~~~i"t 
.. ~~~ 
' ' ~~='-~ 
~~l~R~ ~ 
/ 
I~ 
, ~ ~~~~* 
~]1 I] ~;~ll iJi~~~~~~f~~~='~~O)~;;~:~~i;~~D;~~~: (*9'8gal) O)/7~\~T 
( htt P ://g eo ph ys ics ' gg ' utk ' ed u/iz m it/earthq u ake ' htm t c ~O ~: ) 
f-1 "~-=['~22 JJ 6 -T-/ ~ ~ )~ ~ a)7~f~LM~~I+=~~~ JJ ~+~T1) I~ 
)~~Il~"~J~. ~! - ~l .) /~~7~f_:1 i~,~~ f~c~!~ftl!ifr~ 
~ ~ . ~~~'1~llifirri~Jl~i~. }.~+:~FN;r~:+r'*'{Jh'~i*~･{"x*. }],*'~hf;'J~iJj~"ii~ 
*'+'f'/~~&lt;a)h+~~';(*~~~~. t7t. ;rfl) l) :/. ) 
'..*. * 
J~ ') l-k//~:~~f':,^fi~tr"ti UCL ~~. ,tl:}~'r;',*'~'&lt;~'i ~~tn+?{~{~86 
jJ~ l' :/~)J'.~~~f~~~l4~~+;~-)~cfE+'..!flJf~']i ~ y i/ {~~ 84)J 
h ~ f) ~j~ [***1/lir,~~ipJh~86;~;a) rri/j, f:.~i~~.i'~a) ~ y il j~ 
}i,f ~~ ~ ~tC~ ~ f*.". 
(2) ;~~1'y~/:/~'[CJ~:~~l/~~ki;~&lt;&lt;' 
~l2i~TUPRAS~!?lHr~"rr/i~f~[~l~ ~ (~~!il? ~ y l) 
~･J~tl). Ca)[~:I~,~&lt; ?*'+~i~1)~~u/~~ ~/ i/ . '/.J~~'. 
4 
�

Zヱ7RαMPE5（AUTUM瓦2003）
丁製繍職蘇購鷲耀
濡
、
・一響澱！一．＿，旺・
　1、徳　　．亀�滑m
　ビ
w｝』
　＄
繍鐸G翠LF
　　　図2　TUPRAS製油所とタンク被害状況11
（黒丸は焼損、半円黒は何らかの被害、Xは浮き屋根被害〉
塔が火災によって焼損し、半塗りのタンクが火災の輻射熱に
よる被害を受けた。また、×印は浮き屋根に何らかの被害が
生じたものである。
　焼損した6基の浮屋根タンクのうち、北側の中規模タンクは
直径20〜25mのナフサタンクである。火災の原因は、やや長
周期地震動によりほぼ満液状態の内溶液が揺動（スロッシン
グ）したため、浮屋根と側板とが衝突し発火したものと見ら
れている。この火災は全面火災となり消火不能に陥り内溶液
がなくなるまで燃えつづけ、完全に鎮火したのは約1週問後で
ある。
　更にこの火災は隣接するタンクヤードを飛び越え、小規模
タンク2基に延焼した。これは、スロッシングによる浮屋根の
損壊、固定屋根式タンクでの側板
h部と屋根接合部の破断の
ため、可燃性ガスが放出され、これがL述の火災の輻射熱に
より着火したものと考えられている2）。また、延焼はしなかっ
たものの、これらのタンク火災に近いタンクは輻射熱による
熱変形を受けている。
　この地震により80基の内、45基のタンクの浮屋根が全部ま
たは一部沈んでおり、内溶液が完全に大気に晒された状態に
なったことから、暫くは更なる火災の発生、及び重大な大気
汚染が懸念され、トルコの消防隊が現場に待機しつづけたが、
その後新たな事態には至らなかった。
　（3）地震動とスロッシング
　スロッシングの最大波高は、速度応答スペクi・ルの値に比
例することが知られている。消防法ではタンクの空間余裕高
さを規定する際に、速度応答スペクトルを約100cm／sとしてい
る。TUPRAS製油所近くには、ボアジチ大学カンディリ地震
　ビ　で
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図3　タンク被害調査地点（○〉、車籠哺懸層
　（太実線〉および最大加速度分布
観測所ヤリムカ地点があり、強震記録（水平最大加速度
322gal）が得られている。
　その記録から速度応答スペクトルをもとめると、周期1秒
から10数秒まで、即ち殆どの石油タンクのスロッシング固有
周期帯域で！00cm／s以上となることから、ほぼ全タンクが大き
くスロッシングを励起したものと考えられる。実際、図2では
小規模タンクから10万k1を超える大型タンクまでの殆どで浮き
屋根に被害があったことが示されている。
　特に炎ヒしたタンクは直径25m程度とのことから、満液で
はスロッシング周期は5〜6秒になると考えられる。その周期
では速度応答スペクi・ルは200cm／s程度となっており、消防法
の規定値2倍にもなり、相当のスロッシングがあったものと
推察される。
　（4）その他の被害
　高さ105m、直径10mの鉄筋コンクリート造の煙突が地震により
折れ、原油精製施設の土に落下した。崩壊部分の温度は500度以
Lで、このため精製過程中の原油が流出、火災に至った。この火
災は一坦は鎮火したものの、燃えつづけるタンクと精製施設を結
ぶ移送配管が、この煙突の落下により破壊されたため、この精製
施設への燃料停止ができず、何度も再燃したとのことである2）。
この煙突は1981年に建設されたもので、腐食ガスによる材料強度
の劣化が崩壊の原因と考えられている。
2．台湾・集集地震
2．1　地震の概要
　1999年9月21日、台湾中部を震源とする大規模な被害地震
（M7．7）が発生した。この地震は、現地では震源地付近の地
一5一
�
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図4　断層運動により破壊された石岡ダム
名を取り、「集集（c穎Chi）大地震」と呼ばれている。台湾は、
その東縁にユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界
が位置する、地震活動が活発な地域であり、このプレート境
界と平行に多くの活断層が存在している。
　今回の地震はそのうちのつである卓籠捕（シャーロンポ）
断層の活動による（図3）。地表に現れた断層は、ほぼ南北に
80kmの長さで、断層の北の端では、走向は東北東一西北西に
回く，，南北走向の部分では、逆断層成分が1〜2m程度。東北
東走向の部分では、逆断層成分は4〜8m、横ずれ成分は1〜
9mで、逆断層成分の大きさは世界第級とされている。
2．2　被害の概要
　台湾内政部のまとめによると、今回の地震による死者数は
約2，200名、負傷者は約8，700名、全壊建物は約10，000棟におよ
んでいる。地辰動による被害は、逆断層の上盤側に集中して
いる。また、北部に比べ、南部の被害が大きい。南部では低
層階の建物の被害が特徴的である。．
L盤側では、地表断層を
含む幅10〜100mの帯の擾乱帯で、ダムを含むほぼすべての構
造物が崩壊している（図4）。
2．3　地震動の特徴
　台湾では、ig96年までに、約700点の加速度計観測点が設置
され、都市部での強震計の設置閤隔は約3kmという高密度観
測網が完成した。最大加速度は、震源から約10kmの南投で観
測された約1Gである。断層の南側では短周期成分が卓越し、
北側ではそれが見られず、周期5秒程度の長周期パルスが顕
著となっている。これは、地震波形の逆解析から得られた断
層の滑り分布で北側の滑りが大きく、地表まで到達している
こと、被害が南側の方がより甚大であることと調和的である。
2．4石油タンクの被害
　L述のように、この地震では大きな地麗断層変位に伴うダ
ム等t木構造物の被害や、断層近傍の強震動による建物被害
などが注目を浴びた。一方、震源地からやや離れた最大加速
度ioOgal程度の地域に基地を持つ、台湾最大の石油会社「中
田石油公司（C　P　C）」の石油タンク（図3における沙需、新竹、
鐵砧山）にもスロッシングによる重大な被害が生じた。
　（1）シングルデッキ型浮屋根の座屈
　沙憲原油貯蔵基地には、！30，000klのシングルデッキ型大型浮
屋根式タンクが16基あり、桃園製油所への原油供給とともに、石
油備蓄基地の役目も果たしている。　・般にシングルデッキ型屋根
は、原油やナフサ等の貯蔵タンクの滑L寮発防ILのため油面に浮い
ている鋼製構造物で、厚さ4，5mm程度の円板状のデッキ板と、そ
の周囲のポンツーンと称する浮きからなる。
　そのうちの1基であるTK−6！4では、このポンツーンに座屈
が生じ、デッキ上に油が流れた。側板の油痕から測定したス
ロッシング高さは約1mで、座屈箇所と最大スロッシング位置
のオリエンテーションは…致していた。なお、調査したCP
Cタンクでは、我が国のほとんどのタンクと同様に、ゴム製
ソフトシールが使われていた。そのためか、C　PCタンクで
はトルコ・コジャエリ地震のTUPRAS製油所のような火災は幸
いにも起こらなかった。
　（2）側板破口による油漏洩
　鐵砧山L　P　G製造基地では、近くで採掘された原油からL
P　Gを製造しており、20基以．Lの球形タンクと4墓の円筒形
石油タンクがある。鐵砧
山近くでの最大加速度は
134gaiであり、固有周期
1秒以下の、球形タンク
や石油タンク以外の施
設・機器等には全く被害
は無く、石油タンクのみ
に被害を生じた。
　T−4タンクは呼称容量
2，000klのダブルデッキ型
浮屋根式タンクであり、
f也震β寺1こはま，653k1カ§則t
蔵されていたが、この地
図5　鐵砧山LPG製造基地における
　タンク最下段側板の破口
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図6鐵砧山しPG製造基地におけるタンク最下段側板の破口のメカニズム
震によって本タンク最下段側板のガイドポール固定部に穴が
あき、ほぽ全量の油が防油堤内に流れた（図5）。
　さらに、その一部は地中を通って数日後に近くの井戸や池
から発見され、環境問題にもなった。この側板破口のメカニ
ズムは、スロッシングによる浮屋根の揺れに伴いガイドポー
ルが大きく変形し、その下部固定端である最下段側板に過大
な力が作用したためと考えられる（図6）。
　また、上部固定端も大きく内側に変形していた。このガイ
ドポール取付けサポートは、側板に直かに溶接してあったが、
我が国ではこのような場合、通常は当板を介して側板に溶接
される。但し全てのタンクに対してではないことには注意が必
要である。このようなスロッシングによる側板F部の破損事
故は、著者の知る限り我が国のみならず海外でも経験してい
ない。なお、スロッシング高さは約2〜3mであった。
　（3）側板一固定屋根接合部の座屈
　新竹ガソリン出荷基地には、500kl〜25，000kl石油タンクが
22基ある。その中で最大規模のS46タンクは、呼称容量25，000
k1、内径48．8m、高さ14．6mの円錐形固定屋根式タンクであり、
地震時液高は13。2mであった。
　本タンクでは、スロッシング方向と推定される対称な2箇
所の側板一屋根板接合部で、タンク内に過剰な内圧が作用す
る際に生じるのと同様の円周方向に波を打つ座屈が生じ、同
接合部の溶接線が…部切れ、開口部から油が外へ飛び出て、
一部は屋根板の凹部に変形した箇所に滞留していた。
　このような側板一屋根接合部の座屈は、スロッシングによ
る液面が屋根板まで達したときに生じる。このとき、同接合
部には腰掛圧と称する内圧が作用し、その結果円周方向圧縮
力が働き座屈する。石油タンクの側板一屋根接合部は、「放爆
構造」の観点から気密性を保ちつつも、弱く設計されている。
　S16タンクのような座屈は、上部から一部の油が外に飛び出
す程度で、全量流出の大事故に至ることはない。しかし、側
板一屋根接合部を放爆構造の観点から弱く設計していること
と関連し、スロッシングが屋根板まで達したとき、いとも簡
単に座屈することが特徴である。これらの事故は、固定屋根
式タンクの液面高さ管理の重要性を認識させた。
3．まとめ
　スロッシングそのものを防止することは、現段階ではでき
ていない。トルコ・ヤリムカ地震観測点のように相当良好な
地盤でも広い周期帯域において消防法をはるかに上回る地震
動が生じており、地震断層破壊過程や地下深部構造の影響が
大きく、またスロッシングに影響を及ぽす周期帯域の波長は
数kmにも及ぶため、表層地盤に改良を施しても地震動を抑え
ることは難しい。
　スロッシングの励起に決定的に寄与している長周期地震動
の特性は、それぞれの地域によって大きく異なるため、地域
性を把握しておく必要がある。そのためには、製油所、油槽
所等の石油タンクサイト近くでの地震観測や過去の地震計記
録の収集を行い、サイトごとの地震動の特徴を検討すること
が望ましい。
参　考　文　献
1）ヒ木学会；レ‘Tlle1999Kocae三重ear由q臓ke”．Turkey，1999
2）青木正幸；“トルコ北西部地震による石油精製施設での火災
　事故”，SafetyEPgineerlag，108，10−12，2000
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特莫／事故事例紹介
3．ナホト力号の折損事故の原因解析
東京大学■学系研究科　大坪　英臣
1．緒
口
　1997年1月2H隠岐島沖の日本海でロシア船籍のタン
カー「ナホトカ」号の船体が2つに折損するという事故が
発生した。その結果、大最の積載甫油が流出し、日本海
沿岸を広く汚染したことを記憶されている方々も多いと
思う。タンカーが荒天中の外力によって、あるいは座礁
や衝突によって船体を損傷し、その積荷の油が流出して
周りの海域や沿岸を汚染する事故は、大きなものだけで
も世界に数年に度程度発生している。タンカーによる
油汚染は美しかった海岸が真っ黒な油に覆われたり、油
まみれの海鳥等の映像によって長く記憶に残る。ナホト
カ号はタンカー一としてそれほど大きなものではないが、
H本にとっての最大の油汚染事故であり、また不可避
な不幸な事故であるとしたいロシア側とメンテナンスを
怠ったロシア側の責任であるとする両国の意見の対立で
大きな話題となった。ここでは、科学的に推論された日
本側の事故原因解析について述べる。
　なお、船体は基本的に寿命の目安である20年間で遭
遇する
一番厳しい波浪荷重によっても決して壊れないよ
うに設計されているが、まともにメンテナンスをしてい
ないと鋼製の船は腐食していくので強度は足りなくなっ
ていく。船級協会は定期的な検査で改善要求を出すは
ずであるが、いいかげんな船級協会はそれを目こぼすこ
とが最近問題となっている。
　ナホトカノ∫は二つに切断され、その後半部は2500mの
海底に沈没し、船首部は漂流して福井県安島岬沿岸に
漂着した。このため積載していたC重油の
一部6，240klが
流出して日本海沿岸に深刻な海洋汚染をもたらした。な
お、船首部には推定2，800klの重油が残っていた。
　公海．．Lにおける外国船籍の船舶の事故であるから本
来は日本が事故原因調査を行う責任はないが、事故の
結果もたらされた被害の大きさに鑑み、運輸省では、
「ナホトカ号事故原因調査委員会」（委員長　大坪英臣
東京大学工学部教授）を1月24日に設置し調査を進め、
約半年の短期間ではあるが精力的な作業によって、7月
31日、事故原因に関し結論を得るに至った。
　ここでは、この概略を述べる。箏故の原因として幾つ
かの可能性が検討された，，ロシアからヒ張されたもので
あるが、爆発あるいは浮遊未確認物体との衝突による説
があった。また、比較的厳しい海象であるので、当然、
波浪外力によって折損したことが考えられた。事故解析
の過程ではこれらの説について慎重な検討が加えられ
た。き
の結果、爆発や衝突説は、
ヒ記委員会の採用す
るところとならなかった。両国のこれらの点に関しての
議論のやりとりはそれ自身興味あることであるが、ここ
では述べない。
　日本側はC重油は爆発する可能性が低いことや爆発で
あるならば必ず生じるであろう構造物の爆発中心から外
へのたわみが
一切ないこと、爆発現象の乗組員の証言が
無いこと、また、折損事故を引き起こすような浮遊物体
に日本海で遭遇し、さらにナホトカ号に接触の痕跡を残
さずに折損させるような力を与えるような接触の仕方は
天文学的に小さいものと考えられたからである。　ロシ
ア側は爆発説が否定された後、事故の2、3日前に行方
不明となっていたというロシアの漁船がその浮遊物体で
あると最後まで主張していた。
　日本委員会の検討からは波浪による外力より船体が
破損したとするのがもっとも論理的なシナリオであると
いう見解が導き出された。ここでは、波浪中の荷重をい
かに推定したか、また船体強度はどの程度であったかを
検討する。
2．調査の経過
　1月24日以来14回の委員会が開催されたが、それ以外
の主な調査項目は以下のようになる。
　（1）2月9目・10日および2月18日・19日に海洋科学技
　　術センターのドルフィンー3Kによる潜航調査。
　（2）3月18日に船首部の水中調査を実施。
　（3）5月8日、9日に船首部引き上げ後の詳細調査を実
　　施。
　なお、日露問で5回の専門家会合を開催し、情報及び
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表1　船体の破懸部付近での最大縦曲げモーメント及びその際のせん断力の期待値
　　縦臨げモーメント
騨水中モーメント：内数）
鈎断力
事故時の積載状態
　　s86．9
　（F鎖王53）
1，088，538k聾頭サギング）
4難，875kN・斑サギング〉
22．555kN
標準積載方法
　ss6。9
（F慕玉53）
509，946kN・類α（サギング）
18，632kN顎ホギング〉
�o
ていた。
　船尾弔は2，500mの海底に沈んでおり、図1にドルフ
ィンー3Kのよる潜航調査で撮影されたビデオから再現さ
れた船首の破断部の状況を示す。この図から船底部は
かなりきれいに輪切状に切断されていることが分かる。
甲板部分は損傷が船底部より広範囲にわたっている。
　この損傷状況は、他の事故解析の知見から、船底が
引張りによる破断、甲板は圧縮によって座屈し、その後
の繰り返し荷重によって甲板部が大きく破損した可能性
が高いことを示唆する。なお、船体においては横強度部
材のフレームの番号で横断面を表示する。例えば、図1
で船底切断部分のFr．153はフレーム番号153の横断面を
指す。斜線部が欠損部分である。
　図1と図2から判断すると図3に示すようにナホ1・力
号は、3番中央タンクと4番中央タンクの間の隔壁の船
首側の箇所（船首から約5！mの箇所）で最初の構造破
壊が生じ、その後折損に至った可能性が高いと考えられ
る。なお、図2の欠落部分が大きいことから、ロシア側
は当初爆発説を唱えていたが、事故直後の航空写真で
は、この部分は欠落しておらず、船首部の欠落の大部分
は海底との接触によることが判明すると爆発説を取り下
げた，，また、C看油によって爆発することは殆ど考えら
れない。
　（3）事故時にナホトカ号に作用した荷重
　波浪によってどのような力が船体に生じるであろう
か？観測データに基づいて有義波高8mの波浪中の非線
形解析シミュレーション解析を実施した。この結果、ナ
ホトカ号が向い波状態で航行していた約2時問の闘に遭
遇した最大の波浪により、事故時のナホトカ号の折損断
面には約鉛9万k　N・題の船体を縦に曲げるモーメント
が作用したものと推定される、，このモーメントは甲板を
圧縮、船底を引張りにするモーメントで、船舶工学では
これをサギングモーメントと呼ぶ。図4に折損推定箇所
のサギングモーメントが最大となる時点でのモーメント
の分布図を示す。図5にこのモーメントを生じさせた波
浪と船体運動の相対的関係の時系列�@から�Gを示す。
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　　図4　ナホトカ号の作用した縦曲げモーメントの分布
なお、事故当時のナホトカ号は標準的な貨物の積戴方
法を示したローディング・マニュアルと異なる貨物の積
戴が行われていた。本来はマニュアルに従った積載方法
をとるべきであった。標準的な方法に従って貨物の積載
が行われていた場合のサギングモーメントは約50万
kN・mであり、事故時の標準と異なる貨物の積み付け
状態により船体に作用した荷重が2倍以ヒに増加してい
る（表1参照）。
　このようなマニュアルに従わない積み方で荷重は大き
くなっていたが、船体がきちんとメンテナンスされてい
たならば船体が折れることはない。
　（4）船体の強度
　船首部調査の結果、船体は元の鋼板の厚さから、表2
に示すように外板や甲板で20から35％程度衰耗してお
り、腐食吸衰耗が激しいことが判明した。構造強度を
検討するためSmithの方法による簡易解析とFEMによる
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表2　板厚衰残の計測結果
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詳細な解析を行った珊。図6にその解析結果を示す。建
造時の状態がそのまま維持されていたとするナホトカ号
は、船体折損部で約207万k　N・mの縦曲げ荷重に耐え
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図6　サギングモートメントによる船体の反力
うる強度を有していたが、構造部材の腐食衰耗及び，
これに伴う縦通材と板材の溶接部が無くなって接続され
ていなかったことにより建造時の強度のほぼ半分の約
104〜107万k　N・搬まで強度が低ドしていたことが構造
解析の結果明らかとなった。なお、縦通材と板材の溶
接が有効でなくなる部分の位置の仮定により、最終強
度は多少の違いが出る。
　同時にFEMによる動的シミュレーションを行った、、図
7が有限要素モデルであり、図8が甲板の座屈崩壊を承
す。図9が甲板崩壊後に起こ一）た船底部の切断である。
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図7　有限要素モデル
図8　甲板の座屈崩壊（Fr．≦53付近）
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（内働の上方より冤る）
図9　船底外板破断の状況
なお、船底の縦通材の一部に溶接不良が船首部引き上
げ後の調査により判明しており、これが船底外板の切断
を“めることになっている。
（5）損傷のメカニズム
　観察と解析によって得られた損傷の過程は要約すると
以下のようになる。Fr．153の断面においては、先ず、£
作不良に起因した船底縦通材の継手の破断と縦通材の
船底外板からの剥離が発生する。次いで、甲板が座屈
崩壊する。それとともに、応力の再配分により船底外板
の引張応力が高くなり延性破壊が数ヶ所で発生し、延
性き裂の進展によってこの船体断面のが部全体が切断
する大規模破壊が生じた。船体は波浪外力によって甲
板崩壊後も繰り返し曲げモーメントを受け、座屈変形
したものが引っ張られ、また、圧縮されることが交互に
続き、甲板部の損傷は図1に見られるように大きく拡大
したものと考えられる。
5．結
曇ム
日囲
結論は以下のとおりである（図組参照）。
（1）ナホトカ号は建造時の状態が維持されていれば、
　十分な強度を有していたが、構造部材の腐食衰耗
　により、強度が約半分に低下していた。
（2）その結果、日本海における年間最大級の波浪によ
　る外力が船体強度を上回り、損傷に至った。
（3）また、標準的方法によらない貨物の積載により船
　体に作用した荷重が大きくなったことも副次的な要
　因である。つまり、マニュアルどおりに積んでいれ
　ばこの事故は回避された可能性はある。
業
0．8
O．6
0．4
0．2
0
標準積轡蒔の荷霞　纂数時め荷難　　蟻故時の強度　　建適時の強度
図沁　ナホトカ号に作用した荷重と船体強度（SS6．9）
　なお、ロシア側の結論を参考のために示す。
　（1）ナホトカ号は、・卜分な船体強度を有しており、技
　術的に同題はなかった。
　（2）折損原因として、異常な波や爆発の可能性につい
　　ても検討したが、その可能性はないことが確認され
　　た。
　（3）したが一）て、考え得る唯…の原因は、浮遊物体と
　　の衝突である。この説は船首部の凹損により、間接
　　的に確認された。
　なお、日本側は、流れ着いた船首部船底の囲損は
高々20数mmであり、事故当時あるいはそれ以前の航行
中に波にたたかれて生じたものであると考えている。ロ
シア側の言うように鋼製の構造物同士が荒れた海象、
最大10数mの波の中で各々が独自の運動をしながらぶつ
かって生じるであろう損傷であるならばはるかに大きな
ものになると考えられる。ロシア側は「ソフトタッチ」
であったため損傷が小さかったと主張していた。
参考文献
1）ナホトカ号事故原因調査報告（ナホトカ号事故原因調査委員
　会）、運輸省、1997年7月
2）渡辺巌、大坪英臣「ナホトカ号事故時の波浪外力の推定」、目
　本造船学会論文集183号
3）矢尾哲也　他　　「ナホトカ号事故時の構造強度の推定！、U本
　造船学会論文集183号
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4．
「食い違いずれの検査・補強マニュアル」刊行について
rRUMPES」編集委員（CIW検査事業者協議会）村田　康彦
　建築鉄骨の製作管理・検査に当たっては、建築基準
法施、1二令第67条第2項の規定に基づいている。その実践
に際しては、JASS6を基盤として、「鉄骨構造の継手ま
たは仕口の構造方法を定める件」の建設省告示第1464
号によっているが、告示に規定する検査・補強に関する
ただし書きの判断基準が一律になく、適切な補強につい
ても具体性に欠けるなど、実務者間で苦慮されていた。
阪神・淡路大震災の調査においても、接合部の破断を
原囚とした被害が多数確認され、建築鉄骨の接合部の
重要性が指摘された。また、中問検査制度の実施に伴
い、食い違いやずれの実態が多数確認されて、告承σ）明
確な運用方法が望まれていた。
　「食い違いずれの検査・補強マニュアル作成委員会」
（森田耕次委員長・千葉大学．、紅学部デザイン工学科建築
系教授）は、建築鉄骨
r事・鉄骨品質の確保および向
Lを目的とし、設計、施工、検査、鉄骨製作等に関わ
る団体、研究機関並びに行政機関から結成され、告示
第1464号ただし書きの判断基準を具体化するとともに、
運用方法をまとめ、平成15年8月1日に「突き合わせ継
予の食い違い仕口のずれ検査・補強マニュアル」として
刊行した。
マニュアルの概要
　本マニュアルでは、告示斑64号に基づく外観検査の
適用が対象となる継手・仕口を規定し、検査方法、不
合格部の補強方法、補強溶接の施．1：方法、アンダーカ
ットの検査・補修方法および各部位毎の検査結果報告
1彗f列からなる。
　また、マニュアルには、食い違い・ずれの防止を考慮
した設計、施工方法の他、各部の食い違い・ずれを有
する継手についての安全性の検討例も付録として収録さ
れた。このほか、本文で適用されている数値の根拠と
なる、解析結果、補強効果、性能評価及び試験結果に
ついても資料として収められている。
　本マニュアルは、従来の仕様規定から、検査のみなら
ず、設計製作施工管理についても、より晶質を重視し
た性能規定として、検査の実施を目指したものと言える。
　本マニュアルの外
観検査では、従来型
の画…化された抜き
取り検査に対し、接
合部の種類毎にロッ
ト構成を行い、それ
ぞれの接合部につい
て抜き取り率を適用
する。また、ロット
規模に関わりなく最
低抜き取り数も条件
とされ、その規模に
よっては全数検査も
条件となる。
　　「突合せ継手の食い違い
仕口のずれ検査・補強マニュアル」
検査ロットを構成する接合部の分類は、
　1）柱梁接合部のフランジ溶接線（通しダイアフラム
　　と梁フランジの溶接線を含む）
　2）柱の溶接線（フランジ及びウェブの溶接線）
　3）梁0）溶接線（フランジ及びウェブの溶接線）
　4）その他の検査対象となる溶接線
であり、それぞれのロットを構成する溶接線の数は、
300溶接線以下となっている。これらの項目について、
それぞれの分類毎に30％（60溶接線以D〜！0％（30溶
接線以
L）の抜き取り率を適用する。
　合否基準については、部位毎に細分化・数値化され、
より客観性・定量性をも・）て評価することになった。ま
た、アンダーカットについても、その深さが溝の幅より
小さい場合を「鋭角的でない………」と、具体的な定
義がなされた。
　受入検査のフローチャート（図1）から要点となる検
査の流れを見ると、検査に際し、対象物について社内
検査経歴や不良部の補強などの状況調査を行い、品質
管理記録の充足や補強の指示・記録について確認する。
　1．製品品質の信頼性の高い物件の抜き取り検査
調査により社内検査記録が全数充足しているものについ
ては、図中�Cの抜き取り検査を行い検証する。抜き取
り率は10％で、評価はロット単位で適正・不適正とす
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検対象物の状溌聴き敢り講鷹
（禰強済部｛立は検i藍蝕象から舞余外）　　　　痛r》
補強済部位の有無
※本図は、簡略化のため用語・経路を
　変えてあるので、実践に際しては、
　マニュアル本文を参照されたい。
燕し
愈数讐》
祉内検滋i記録の有無
無し
（補強部位に関する〉
記鎌・指示讐の硝認
無し
国
※　設計・工箏監理者の籠購
蒋り
抜き敵り検壷数は建築物の幾模または
各検登鶴位の獄ットの大きさによる
Qットの大妻さが抜き取琴
検査数の2藩以掌
＠
惚ットの大きさ
ロツトの火轡轡力聖抜莞善取り
捜糞数の2僑超
�D
抜巻取り検壷�@
合格
�C
（祉内検査驚録の検議）
不舎楕　　不遜謹
全数検糞
良
（合絡）
不良部
準要
鍍き取り検蚕�A
遮正
擁強の饗誉検鮒
饗
r呼顧曽凹槽増禍輯脚構順剛囎需需謄謄艦槽一
　　　　　　塵
　　　　　　一
補強の箕施
補強部の検壷
良
（禽櫓）
不良
報
管
図1　受入検査フ日一チャート
る。不適正と評価されたロットについては、全数検査を
適用する。
　2．品質管理記録の不十分な物件の抜き取り検査
社内検査等品質記録の十分でないものについて適用し、
図中�Gの抜き取り検査で、計数型2回抜き取り検査とす
る。抜き取り率は部位ごとのロット構成で30％〜10％
を適用し、評価はロット単位で合格・不合格とする。
不合格と評価されたロットについては、全数検査を適用
する。
　3．小規模な物件の検査
　ロット規模の小さな物件については、◎の全数検査
を適用する。評価は単位溶接線ごとに良・不良とする。
　これらの検査から、適合ロットや合格ロットに含まれ
る溶接線の不良部、また、全数検査により不良と評さ
れた溶接線については、補強の要否について検討を行う。
必要箇所の補強を施Ilし、これら補強箇所の確認検査
を行い受入検査の報告となる。
　そのほか、補強済み部位については検査対象から除外
一14一
�

2RUMPE5（AαTUIMN72003）
し、監理や記録の十分なものは補強箇所の検査（検証）を
行う。また、記録などの不十分な部位についての処置は、
設計・℃事監理者の範疇とし、本マニュアルから除外
することができるなどの条件も付されている、、
外観検査の従来法との相違点
　マニュアルに規定する外観検査の従来法との骨、1違点
を見ると、概ね、表壌のようになる。
　以L、受入検査の実践に際しては、検査対象物の社
内検査や補強の履歴、接合部位毎のロット構成、抜き
取り検査率の検討、補強後の確認検査など、従来に比
してかなりの検査鼠に拡大する事も考えられる．したが
って、各検査事業者は、計画、積算、見積、契約条件、
報告嚢式などについて早急に対応することが必要と思わ
れる。
　　　　　　　　　表喋　外観検査の従来法との相違点
マ轟講アルに規定する外観検査の従来法との相違点を見ると、概ね、次表のようになる。
項　　　欝
従　　来　　法
マニ皿アルの規定
灘建個断
任慧、逸脱した箇所
部位により、2点談たは3点の捲定
れた笛勝を灘定
抜き取り率
種様書の叛き取り灘
灘ットの大きさにより全数検変の
合が多くなる。
読み取り値
規定無し
0。5澱撮単位〈2捨3入、7捨8入〉
食い違い量
読み値簸大　e艶
角形鋼管樵の角部¢k雛ek磁
の惣　ek澱簾測定した箇漸の6k
欝算して平均値で求める。
仕霞ずれ量
読み値簸大　解e
像z斑篇測定した醐勝の　o露　を欝算し
平均値で求める。
ロットの構成
外観検奮・超音波探傷検変が岡
嶽ツトとして扱えた。
部位鎌に、抜き取り率及び笛所数が
定しているので、外観検糞超音波
｛霧検萱影ま男qロッ　トとして構成す
。
補強方法
監理者の摺示による。
監理者の撰示による。
文1こ罷載されている方法による
舎が多くなる、
報蕾書
社内検奄〉
客先の指承によりデータ記載
1含否及び不合格部の記載
検査を行ったデータを全て詑載。
報轡書
受入検鷹）
合否及び不合格部の翻載
検登を行ったデータを金て記載。
雑、
受入検賓
仕搬書の抜き取り率により計爾
被内検査結果により、受入検登謙薩
変動する．
東京都の対応
　一方、東京都では、平成15年6月18［］付で、建設省告
示M64号のただし書きの運用方針について都市計画局
市街地建設部長から本マニュアルを量要な判断材料と
して運用することが発表された。また同月25ロ付で、
「建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取
扱要綱」第9条第3項及び第11条第1項に定める「知事が
定める重大な不具合」を指定した。さらに同日付で
「建築物の工事に関する試験及び検査に関する東京都取
扱要綱」第10条第2項では、検査結果報告書の標準様式
についても指定した。外観検
査においては、関連業界に
対し本マニュアルに示される方法に依ることの周知徹底
要請も出されている。
　今後、東京都内に建設される建築物の検査では、同
マニュアルによる食い違い・仕口のずれの検査で、「知
事が定める重大な不具合」を検出した場合は、ll事施
、〔者または工事管理者への通知、建築主事または指定
確認検査機関、特定行政庁への報告（リアルタイムでの
報告が必要）が、『東京都検査機関登録事業者』に義務
一一
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要綱第9灸・第鴛条麗係様試
「建簑勤の工事における舘験及び検壷に弱する棄束都取撮要掴」
　第9条策蓬項簗3毎に墓づく釜大な不異合通難
率減　奪　舞　鷺
表2　知事が定める重大な不具合
構造種別
範醗
数値
S造
t≦15
t／3く¢k瓢
t＞15
も／3又影ま12m斑くek漁
SRC造
澱造
t≦15
も／2＜ek鳳
t＞15
t／2又‘ま1　8鵬燃くe�q
　　　工事施ヱ者
通知先
　　　（又な工事釜運煮）
甑X
報告知
ε鐘築勃の工事における該験及び簾萱iこ麗する東東都取扱要網」
　　第賛条箆窪贋に墓づく璽大な不異合穀告
建築主事又は
犠定磯諏検董機閣
翼AX
�@柱継手の食い遣い
範囲
数値
t≦15
t／3＜ek繊
t＞三5
t／3又は9膿n＜ek鵬
「建築物の工事における試験及び按登iこ聡する簾京都敢撮要縄」
　第鷲条第1項ただし書ぎに墓づく重大な不異含籔欝
報告先2　隼綻撒庁
FAX
�A通しダイアフラムと梁フランジの継解の食い逮い
構造種別
範囲
数値
Si臆
t≦15
t／3＜e�q
t＞15
も／3又は12鳳鷹く¢�q
SRC造
t姦1＄
t／2＜ekm
t＞15
ち／2又壷ま1　8通鵬＜e�q
�B軸宵尚継準の食い遠い
下説の工事にかかわる鉄舞造溶接縷合部の璽大な不異合は鴛添のとおしナです。
※工事施工壱は、墨該工事の工事監運暫にこの結果を必ず籔沓してください。
数値
t／2又番ま12臓凱＜εz】臨題
�C柱貫通形筑仕P部の梁フランジと内ダイアフラム（又は水平リ7〉のずれ
構造種別
数値
S造
t／2又‘ま1　2x識澱＜ezm
SRC造
FT造
3t／4又は18m搬＜ez瓢
�D梁臓溢形式仕P部の柱フランジ（鉛鐡リフ）のずれ
（tは嬢禽される部材をいい、3k齢および3z　mは接禽される
相裁の鹸鞍凌いうo群総についてはr食い違いずれの検簸・補強
芳法マニュアル成婁錨会」の捷纂による）
ヱ　事　名　称
工事舞場漸叢地
建築き欝・鍛醗知奪顯・番畢
平戒　舘　月　臼　　　　第　　畢
建築工事施工言堰i報欝嘉
平賊　年　月　良　　　　第　　畢
発醤9時　軍成　無
送繧放数
得　　欝　A酔P継　　　鋳　　　分
故（本鎌念む）
図2　即時報告する場合の様式
づけられることになった。勿論、東京都検査機関登録
をしていない検査事業者においては、この報告義務は生
じるものではないが、東京都内に建築される物件では同
様な取扱を要請されることになるので、これらの内容を
把握されることが望ましい。
　現在のところ、東京都検査機関登録事業者による検
査が義務づけられるのは、31m以Lの建築物に適用する
ことになっており、段階的に見直しながら、最終的には
3階建て以止500m2以上の建築物を対象とする事が予定
されている。また、「知事が定める重大な不具合」の報
告については、平成15年4月1日以降に受理された建築
申請で、8月1日から実施することになっている。なお、
報告には不具合の即時報告の他、月間報告、年間報生
などの集計結果も含まれる。
おわりに
　本マニュアルに基づく検査の実践に際しては、その細
分化された手引きがともすれば煩雑と理解されるおそれ
もある。検査事業者には、検査ロットの構成、検査箇
所数の決定、評価基準などについて、要領・予順の整
備が必要である。また、拡大した検査範囲や検査量か
ら、検査計画、報告書式、そして見積様式・契約形態
についても適確に対応する必要も生じている。
　CIW検査事業者協議会では、より公正な検査を担う
ため、企画・広報による関連業界への周知をはじめ、
統…要領・手順そして見積対応などを技術委員会、全
国営業会議実行委員会を通じて、マニュアルの具体的
な活用を検討している。
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5．随想一日本のはじまり
　邪馬台国の卑弥呼と言う女性をご存知ですか。3世紀の中国
は劉備や関羽・張飛・孔明で知られる
三国時代でした。その
当時H本列島のどこかに邪馬台国と言うクニがあり、邪馬台
国を中心とする30余りの連合国の女王を卑弥呼と言いました。
この邪馬台国連合の有力なクニとして伊都国と言うのがあり、
現在の福岡県前原市のあたりにあ一）たクニです。糸島半島の
あるところです。
　この伊都国に「一大率」と言う検査官がいました。日本列
島で最初の公式検査官です。「
一大率」は日本列島から中国、
朝鮮半島に行く場合や逆にこれらの地域から来た場合、港で
文書や贈物を点検したと言います。この検査は目視検査で行
われたものと思われます。数をチェックしたり、中身を確認
したりするのは勿論ですが、鏡やEが偽物ではないかとか出
来が悪いのではないかとかも目視検査でト分行われたでしょ
う。科学的手法が発達する以前は五感を使った検査法が行わ
れ、卜分機能していたと思います。
　現在の検査手法は非常に発展しています。放射線透過試験
や超音波探傷試験方法も格段の進歩を遂げており驚くばかり
です。
　私の専門の建設産業iでは構造物のモニタリングが重要とな
一）ています。常時、リアルタイムのインサービスインスペクシ
ョンです。建築・ヒ木の構造技術の世界中の研究者がこの分
野に鞍替えと言一）た様相です。新しいセンサーの開発が最重
要課題です。
　21世紀は環境の時代ですが、健康・快適も重要なキーワー
ドです。快適な都市と街、健康で快適な室内空間の確保には
やはりモニタリング手法が重要です。街中の騒音環境、ヒー
トアイランドに代表される温熱環境、緑や景観の数値評価、
室内外のセキュリティーウォッチ、老人福祉施設の各種監
視・測定システム、シックハウス防止のガス濃度測定、室内
快適度評価などなど多くの測定・評価二一ズが増加していま
す。「環境と情報」をミックスしたところに新しいビジネスの
種が潜んでいると思います。私の友人の検査会社の皆さんが
単価低下・競争激化で苫しんでいるのを見るにつけ、21世紀
型の検査ビジネスが早く芽を吹くことを祈っています。
　さて折角誌面を頂いたので現在の私の仮説「初期ヤマト政
権成立論」を記載させて頂きたいと思います。いわゆる邪，馬
清水建設（株）藤盛　紀明
台国論争ではありませんが、そこにも関わる問題です。日本
列島で稲作が始まったのはかなり早い時期と言うことが放射
性炭素C14測定法で判明しました。稲作は先ず北九州に始ま
ったことは間違いありません。北九州市と宗像市の間を流れ
る遠賀川にも多くの弥生人が定有し稲作を始めました。しか
しこの川は氾濫が多くここに定着した弥生人はさらに良い土
地を求めて移動しました。遠賀川｛二器と呼ばれるL器が日本
列島の多くで発見されているのはそのためです。奈良県東南
部の』三輪由の麓周辺にも彼らがやってきて稲作を始めました
やがて日本列島の多くの地域の河川周辺に小さな稲作集落が
出来ました。集落が近接すると近隣集落闘で交易品争いや略
奪が発生し、やがて防衛のために大きな環濠集落があちこち
で出来はじめました。九州の占野ヶ里遺跡や奈良の唐占・鍵
遺跡などはそのような遺跡です。起元57年に福岡市にあった
奴国の
王が後漢から「漢委奴国臼の金印を得た時期です。
　2世紀後半から口本列島全体に大きな変化が生じ、列言、毒は幾
つかのクニの連合に分かれました。北九州邪馬台国連合、南
九州狗奴国連合、占備・瀬戸内連合、出雲連合、キナイ・南
近江連合、東海・北及び東近江連合、丹後・北陸・西近江連
合、関東連合などなどです。この時期キナイに文物の人る主
要ルートは瀬戸内海ルートでした。ところが河内周辺の勢力
が関所を設け奈良に入る物資を制御しました。困ったのは奈
良の勢力のみならず、東海勢力でした。東海勢力は琵琶湖の
北や東の勢力と連携し目本海ルートを太くし、奈良の勢力も
これを利用しました。そこで奈良県で
一番奥まった三輪山の
麓に大きな市を設けました。これが纒向遺跡と言われるもの
です。この市が機能し始めると河内の勢力（後の物部勢力）
も参加し、更には占備・瀬戸内勢力も参加し、各地の主要人
物がこの大市周辺に住み始め、墓を築き始めました。纏向遺
跡の纒向石塚や天理市の占い占墳などです。ここに結集した
大勢力は瀬戸内ルートの人り目である九州邪、馬台国近合を切
り崩し、日本列島の中心拠♪、蓑、1となることに成功します。その
勢力を統率するために巫女女王が擁
立され、紀元280年前後に
彼女が亡くなった時に巨大な前方後円墳を築きました。これ
が箸墓です。
　もう少し時闘がとれるようになったらヒ記の仮説を具体的
に証明することを人生最大の楽しみにしようと思っています。
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6．協議会だより
CIW検査事業者協議会
　1．第5回全国営業会議を開催
　第5回全1国営業会議を7月11日（金）、浜松町東京會舘チェ
リールームで開催し、平成15年度の事業計画の報告、統
一見
積り様式の採用状況の報告と今後の促進計画、建設省告示第
1464号に規定するただし舌きの運用方針、非破壊検査事業者
の試験所認定制度の概要などについて協議しました。当日は、
東京都都市計画局市街地建築部の春原匡利専門副参事から
「検査機関の束京都知事登録制度と建設省告示第1464号の運
用について」をテーマに特別講演がありました。
　ll．臨時幹事会の開催
　（社川本溶接協会がCIW認定制度をJISQ17025／ISO17025
に基づく試験所認定制度に改正するための諸準備が整ったこ
とから6月23H（月）にCIW協議会幹事会に説明と意見交換を行
うことになり、この意見交換会に先立って臨時幹事会を開催
した．
　臨時幹事会では、新認定制度に関する現在までの経過と現
在提案されている制度の内容について意見を交換し、次のよ
うな意見を申し人れることとしました。
　1．試験所認定制度に反対するものではないこと。
　2．現行のCIW認定制度は継続してもらいたいこと。
　3．試験所認定制度は、3年の移行期問をおいてはどうか。な
　　お、この期問中に試験所認定を取得することは、事業者
　　の白由意志とする。
　4．この試行期問中の実績などを判断して、必要と判断され
　　れば、試験所認定制度による取得を展開する（ある程度期
　　間が必要）
　5．今回の意見交換の結果、CIW協議会の幹事は、試験所認
　　定制度の推進についてr解したことにはならないこと。
　1”．「建築物の工事における試験及び検査に関する研修会」及
　　び「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニ
　　ュアル」に関する講習会について
　束京都知銭、，忍定の「建築物のll事における試験及び検査に
関する研修会」及び建設省告示第1464号のただし書きに関す
る「突合せ継手の食い違い仕日のずれの検査・補強マニュア
ル」に関する講習会を構造物第二者検査機関協会（STIA）と共
同で8月23日（L）、ダイドーホール（千代田区外神田3446）で90
名が参加のもと開催しました。
　lV．CIW倫理委員会の開催
　本年度から新しく構成した「CIW倫理委員会（委員長篇加藤
哲夫氏）」の第2回委員会を8月5Hに開催し、’ド成2年に制定し
た倫理綱領を時代に適合したものに改正すること、とりわけ
検査機関の社会的貢任を明確にして改正することと建築鉄骨
業界で話題となっている「名義貸し」やいわゆる「丸投げ」と
同様な実態が検査業界にも存在する、あるいはその可能性を
孕んでいるのではないかとの意見を受けて、外注の問題を含
めて今後検討することなどを決議し、関連報道機関に発表す
ることとなりました。
　V．CW協議会あり方検討委員会の開催
　本年度の重要課題の・つである協議会の今後のあり方を検
討するために設置を決議した「CIW協議会あり方検討委員会」
（委員長＝逸見俊・代表幹事、委員9名）を8月6日（水）に開催し
ました。、F成猛〜12年に設置した「基本問題検討委員会」が提
案している課題の継続審議並びに日本溶接協会が10月から実
施する「非破壊検査事業者向け試験所認定制度」の今後の動向
を踏まえて、第1回では基本問題検討委員会で提案のあった課
題、直面する問題、将来への課題などについて各委員の意見
交換があり、次回以降は、具体的な検討に入る予定です。
　Vl，国土交通省関東地方整備局向け外観検査講習会の開催
　国L交通省関東地方整備局営繕部の要請を受けて下記のと
おり外観検査講習会を開催しました。当日は外観検査方法（告
示1464号による内容も追加）及び鉄筋ガス圧接部の外観と超音
波検査に関する講義並びに計測実習を行いました。平成13年
に続いて2回目の講習でした。
　H時　　平成15年9月9日（火）　13100〜16：30
　場所　　関東地方整備局研修室（さいたま市）
　参加者　関東地方整備局営繕部各課の担当者60名
　講師及び指導員　井川敏之技術委員長、有馬良雄技術委員、
丸山和則技術委員、成本憲一技術委員、荒井均技術委員
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7．ニューフェース
　2003年10月1Li付で新たに次の事業者が認定されましたので
ご報告いたします。また、同年4月1日付認定から変更のあっ
た事業者についてもご紹介いたします。（　）内の数字は、
会社コードです。
　　　　　　　　　＜新　規＞
■（掬ゼネラル検査技術（155）
本社所在地：〒555−0022大阪府大阪市西淀川区柏里3−16−18
電話／FAX：TEL　O6−6474−0228／FAX．06−64744003
代表者氏名＝代表取締役　西1コ利勝
認定種別　　：E種
検査部門　：超音波検査
認定番号　　＝第155EO3号
営業所など：なし
■（株／ジャスト西日本（232）
本社所在地：〒762−0055香川県坂出市築港町1−6−7
電話／FAX．二TEL　O877−46−7973／FAX．0877−4各7986
代表者氏名：代表取締役　末包享志
認定種別　　：E種
検査部門　：超音波検査
認定番号　二第232EO3号
営業所など：広島、岡山、福岡各営業所
＜種別変更（昇格）＞
　　　なし
　　　　平成15年度後期認定証授与式のもよう
電話／FAX．：TEL　O6−6321−5500／FAX，06−6321−5400
認定種別　　D種
検査部門　　超音波検査
認定番号　　第8DO3号
■アイ・シー・ティー�梶i14）
本社所在地：干235−0033神奈川県横浜市磯f区杉川44−25
電話／FAX．二TEL　O45−774−3801／FAX．045−774−9207
認定種別　　二D種
検査部門　　：超音波検査
認定番号　　：第14DO3号
■日立エンジニアリング�梶i27）
本社所在地：〒3194221茨城県日、乞市大みか町5．1．26
電話／FAX．：TEL　O294−53−7831／FAX．0294−53−6102
認定種別　　二E種
検査部門　：超音波検査
認定番号　：第27EO3号
　　　　　　　　＜種別変更（降格）＞
圃川重検査サービス�梶i6）
本社所在地二〒675−0155兵庫県加占郡播磨町新島8
電話／FAX．二TEL　O794−35−2128／FAX。0794−35−7503
占忍定不重別　　二B不重
検査部門　：放射線検査、超音波検査、磁気検査、浸透検査
認定番号　二第6BO3号
■極東エンジニアリング（株）（8）
本社所在地二〒533−0006大阪府大阪市東淀川区L新庄3−16−11
■計測検査�梶i51）
本社所在地：〒807−0821福岡県北九州市八幡西区陣原1各3
電話／FAX：TEL　O93−642−8231／FAX。093−641−2010
認定種別　：D種
検査部門　　：超音波検査
認定番号　：第51DO3号
　　　　　　　　　＜認定取消＞
■北日本検査システム（�梶i75）
　（北海道）
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ぐ一一一一一一一一一一一一編集後記一一一一一一一一一一一一、
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　1事故は忘れかけた頃に再発する」ことを実感させる大事故であった。
1986年、尊い7名の命を奪ったスペースシャトル「チャレンジャー別の衝撃的な爆発事故。
あれから十数年、再び「コロンビア号」の空中分解事故のニュースが全世界を駆けめぐった。
NASAでは総力を挙げ事故原因の究明と対策に着手し、2022年迄は宇宙ステーション用のシ
ャトルとしてその運用継続を明確に打ち出したと聞いている。事故で犠牲となったクルーの
志を貫くための決断は、改めて米国の強さの・面を垣間見た思いがする。
　事故や失敗の歴史は、人類のDNAに深く刻み込まれた未知なるものへの探究心による必然
的産物と言えよう。近頃「失敗学」と称する学問体系が国家レベルで組織され本格的研究の
緒に付いたと聞く。本号では各方面からの事故事例に関するレポートを掲載した。失敗や事
故を忌み嫌うのではなく正面から立ち向かい成功への糸口とすべきではないだろうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（LH）
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