




1．地震に強い街づくり

首都大学東京都市環境学部建築都市コース教授　西川　孝夫

1．はじめに

　我が国の建物は、1995年の兵庫県南部地震（阪神・

淡路大震災）が起こるまでは・般的に世界的に見てか

なり高い耐震性を有しているものと信じられていまし

た。

　現に日本の耐震設計で決めている設計用外力は他の

地震国のものと比較してもかなり大きいほうです。しか

し、この地震では、合理的な耐震設計がなされていたは

ずの近代建築、高速道路の橋脚、絶対安全と考えられ

ていた地下構造物等が、数多く大破、倒壊といった被

害を受けてしまいました。しかし、壊れていない建物・

構造物も数多くあったことも忘れてはならないことで

す。

　ただ、客観的事実として明らかなことは、図一1に示す

ように被害が1981年改訂以前の建築基準法に基づく設

計法、特に組71年部分改訂される前の基準法に従って

設計された建物に集申していることです。無論！981年に

制定された耐震設計法←一般に新耐震設計法と言一）て

いる）によるものにも多少の問題点があったことが分か

りました。しかし、この設計法は阪神・淡路級の地震
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に対してもほぼ安全な建物を作ることが可能であること

を示しているものと考えられます。
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2．建物の耐震補強と長寿命化
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　むろんこの様な状況は充分予測されたことなので、

1970年代に入ってから既存鉄筋コンクリート建物を対象

とした、いわゆる「耐震診断法」が開発されました（現

在では鉄骨廷物等の耐震診断法も開発されている）。そ

の診断法の計算から導かれる耐震保有性能値is（建物の

強度とねばり強さの指標から計算される）の大小をもと

に、耐震性に劣る建物を見つけだそうとするものです。

1968年長勝沖地震、1978年宮城沖地震などによる被害

の実状との比較・検証が行われ、1sの値による耐震性の

ランキング（被災する確率）を明示することが再能とな

りました。

　図一2に地震動の強さと耐震保有性能値lsの大小による

建物の被災確率が示してあります。太線が既存建物の

耐震性能指標の分布（設計用外力が同じでも、設計の

やり方によって建物の耐震性能は変わる）、点線が地震

動レベルによる被災確率分布です。図中昭ま、例えば最

大加速度0．23g等の地動に対して建物が中破以上の被害
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図一蓬　鉄筋コンクリート系建物の建設年代別被害棟数（貝本建築学会 近畿支部被害調査資料）
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を受ける割合を示しています．これらについては1995年

の兵庫県南部地震での被害の検証でその耐震性の定蹴

的評価手法の有効性がおおよそ証明されました。

　1996年にはそれらの成果を勘案し、「建築物の耐震改

修の促進に関する法律」が公布、施行され、耐震性の

レベルが劣る（ls＜O．6とされた）建物に対して耐震補

強することの必要性が謳われ、以降急速に公共建物を

申心に既存ス1・ックの耐震改修が行われるようになりま

したが、民間の建物に対しては充分とはいえません。そ

の原因として、経済的状況の問題もあろうかと思われま

すが、娃物の寿命と建物に被害をもたらす地震の発生

頻度とが一般的には大きな差（被害地震は特殊な例を

除いて、少なくとも数百年のオーダーで発生する）があ

り、また、被害をもたらす巨大地震が何時、何処に発

生するかが特定されるには至っていませんので、危機意

識に対する認識の薄いと言われる我々日本人の多数に

は、その必要性はある程度理解できても、お金のかかる

耐震補強工事はすぐには受け入れ難いと言うことでしょ

う。

　狛81年以前の基準法で設計された建物が木造等も含

めると2千万棟近くあると言われていますし、ビル物に

隈っても2百万から3百万棟程度あると推定されていま

す。この中で共同住宅は90万棟程度であろうと思われま

す。この中から現行の耐震基準で設計される建物の耐

震性と比較して性能の劣る建物を見つけだし、現行の

設計法で設計される建物程度に耐震性能を高めてやる

必要があります。いわゆる既存不適格建物の安全レベル

の適格化です。なかでも共同住宅の場合、被害を受け

たあとの処理は非常に複雑でかつ困難な要因を持ってい

ることは、神戸の地震被害の例からも明らかです。

　補強に要する費用は、新築する場合の数分の1あるい

はそれ以下と汀われています。耐震補強丁事への費用投

入による、被害の軽減と人命に対する安全性の増加を

考えると（図一2で横軸のls値が右側に移動すると同じ地

震動レベルなら被害確率が激減する）、耐震補強の費用

対効果は非常に大きいと考えられ、ライフサイクルコス

トの面からも、省資源の面からも有用です。兵庫県南

部地震での被害（6千人を超える死者、10兆円を超える

被害額）の再現は絶対避けなければなりません。

　ちなみに現在関東地震級の地震が首都圏を襲えば、

その被害総額は200兆円を超える可能性のあることを米

国のリスクマネージメントが専門の学者が指摘していま

す。最近、中央防災会議が発表した首都直下地震の被

害想定ではおよそ120兆円と発表されています。我々は
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図一2　地動震度と被害率（「中埜・岡田：信頼性理論による鉄筋コンクリート造建築物の耐震安全性に関する研究、日本建築学会論文報告

　集第406号、1989．12」による）
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もっと安全性を確保する（地震に強い建物、都市づく

り）ことに投資する必要があるのではないでしょうか。

　耐震性が不足していると判定される建物の早期の耐

震補強、耐震改修が急がれる所以です。建物の耐震性

向上による既存建物の再生、長寿命化は雛世紀の地震

多発国たる日本のとる道であろうと思われます。地震に

強い建物・街づくりが急がれます。

3．我が国の地震危険度

　我が国は残念なことに、海側でも、内陸部でもいつ地

震が起こっても仕方のない地球上の特異な栃所に位直

していますので、世界有数の地震国となっています。世

界で発生する地震エネルギーの20％程度が我が国に関係

する地震によると言われています。日本書記に始まる多

くの歴史的資料の中に地震災害の話が出てくるように、

幾度ともなく地震による大災害を経験してきています。

よく怖いものの例えとして、地震、雷、火事、親父と

いわれてきたのも頷けるところでしょう。

　日本の高度経済成長期には殆ど大きな地震はありま

せんでしたが、皮肉なことにバブル崩壊後くらいから日

本は地震の活動期に入ったと言う専門家もいます。たし

かに8年前には地震が殆ど無かった鹿児島県出水市付近

で大きな地震が起こりましたし、最近では宮城県沖地震、

1・勝沖地震、紀伊半島沖地震、さらには昨年末の中越

地震は特に記憶に新しいところです。東南海地震、南

関東地震等の発生の危険性が言われています。さらに最

近では情報公開の流れにのり、文部科学省の地震調査

推進本部から活断層情報、地震の発生確率の情報や、

文部科学省の中央防災会議などから被害予測結果が公

表されています。今後の30年以内に発生する確率と言

うようなかたちで発表されています。100％近いものも

ありますし、非常に低い確率のものもあります。

　天気予報の確率と違って素人には分かりにくい面もあ

りますが、実は確率的に非常に低いとされるところでも

地震がおこることもあります。先に述べてきた神戸の地

震を同じ手法で推定するとその発生確率は相当に低く

なりますし、中越地震にいたっては殆ど発生が推定され

ていませんでした。確率的地震発生予想の難しさです。

しかし、日本では殆どの地域でも非常に近い将来に大き

な地震に見舞われる可能性を常に持っていることは断言

できることでしょう。

4．地震に強い建物をつくるために

　阪神・淡路大震災での地震の揺れが最大級の地震の

揺れなのかどうか、分かりませんが、■学的には震度7

の地域での地震の強さに人命が損なわれることなく、か

つ大部分の建物は修復可能な程度の被害に止まる位の

性能を持つように設計・施工が出来れば良いのではない

かと個人的には考えています。また、多くの設計者、研

究者、さらには行政もそのように考えているのだと思い

ます。

　地震に強い建物を作るためには、過去の地震被害の

原因を理解し、それらを改善していくことが一番分かり

易い方法です。阪神・淡路大震災では多くの建物が被

害を受けました．そのなかで木造住宅の被害は甚大で、

死者の9割近くが木造住宅の倒壊等に伴うものでした。

木造住宅の被害は神戸市で全壊約5万5千棟、半壊約3万

2千棟であり、世帯数の約1／10程度が全壊と、最近の

震度5、6程度の地震による被害としては異常な数値を

示しています。被害の原因としては、地震動の強さと地

盤特性によるところも大であろうと思われますが、建物

側から見た場合の被害の原因として以下のことが被害調

査の結果指摘されています。

　1。筋交いの不足

　2．接合部の不良

　3。部材や接合部の腐食

　4．壁量の不足

　5．重い屋根重量

　6．基礎、上台の不良　等

　被害原因は多岐にわたります。設計法から施．、r程度

の良否にも大きく左右されますし、地震動強さと地盤特

性によるところも大であろうと思われます。自宅の耐震

性を考える時、上記被害原因と指摘されていることを念

頭におかれれば参考になるでしょう。その他鉄筋コンク

リート造、鉄骨造建築物についても、構造上の問題、

施工上の問題等多くのことが指摘されています。これら

に関しては誌面の都合上省略しますが、被害報告書な

どが多数出版されていますので、それらをご覧下さい，、

　2000年に建築基準法が改正され、従来のおしきせの

仕様設計から設計者の説明責任を重視する性能型の設

計法へと移行しました。建築宅も設計者、あるいは建

築業者の言いなりにならないで、しつこく安全性等につ

いての説明を求めることが必要です。建築物は国民の財
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産、生活に直糸、韮iし、かつその額も他の工業製品に比べ

れば著しく大きく、被害を被った際の影響は極めて大き

いからです，，

　最近、トルコ、台湾、インド、イラン等で大被害を

伴う地震が発生しました。昨年末にはスマトラ沖で巨大

地震が発生し、主に津波により30万人近い人命が失わ

れたのは衝撃的でした。我が国の地震防災対策がこれら

地震囚の地震災守軽減、防止のために役立つことは言

うまでもありません。また我が国でも阪神・淡路大震災

や中越地震等の教訓だけでなく、諸外国の被守の教訓

をいかに今後に生かしていくかが重要です。

　また、最近話題となっている巨大地震発生に伴って

生じる長周期地辰動が超高層ビルなど近代建築物に及

ぼす影響等も至急検討する必要があります。個々の構

造物の耐震化、防災化をはかることは言うまでもありま

せんが、特にH本で発生した阪神・淡路大震災は人r 季

過密都市あるいは地域としての総合的な防災計画の欠

如を問題点として大きく浮き彫りにしたと言えるでしょ

う　来る21世紀には南関東地震、東海地震あるいは直

下型の大きな地震等が確実に起こると言われていること

を忘れないようにしなければならないと思います。

5．危機管理はできているか？

　地震は日本の国全体で見ればしょっちゅうと言う感じ

ですが、場所を限定すると数十年から数百年あるいはそ

れ以 Lの悶隔となります。人間はだいたい百年から2百

年位で経験の伝承が途絶えると言われています。まして

や世の中が急激に変動する場合には、もっと短い問に過

去のことを忘れ去ると言う特性を持っているようで、

1855年に安政江戸地震があり1万人以上の死者が出まし

たが、明治から大正にかけて殆どの人はその地震の教訓

を忘れ、1923年に関東大地震を迎えたと言われています。

　そのためどの地域が地辰に弱く、また木造密集地が非

常に火災に弱い事などの70年前の地震の経験は殆どそ

の後の東京の街づくりに生かされていなかったと言われ

ています。また関西地域は地震が少なく一般的には地震

に対しては相当安全であると考えられていましたが、実

は400年前に大地震が起こった事を忘れてしまっていま

した。

　事故や災害は概して予期せぬ時に、あるいは大丈夫

だろうと思い込むような状況認識が甘いときに、または

忘れた頃にやってくるのが通例のようです。なにも無く

て普通、なにか起こると問題となるので非常に始末が悪

いものです。このように普通では起こり難い（あるいは

楽観しているか気がつかない）ことに対処することを危

機管理と言います。不幸なことに人間は生来楽天家と

見えて、起こるかもしれない危機のことはあまり想定し

たがらないし、のど元過ぎれば式で時閲が経つにつれて

危機の再来を忘れてしまう、あるいは忘れてしまいたが

るようです。

　特にこの傾向は前述のように日本人に強いのではない

でしょうか。島国でしかも300年近く鎖国政策を採った

おかげで外国からの圧力を幸いなことに受けずにきたこ

とから生まれた匡1民性によるものかも知れません。つい

最近までは家の鍵をかける等という習慣を持ち合わせな

い地域もH本には多く存在しました。さらにごく最近ま

では世界で・番治安の良い国とまで謳われた。

　しかし、ここ10年くらいの間にそのような状況はすっ

かり神話化してしまいました。毎日のように悲惨な事件

が発生したり、詐欺、窃盗は日常化し、大企業の不正

も後を断ちません。これらのことと連動するように！995

年の阪神・淡路大震災が、それ以降も風水害、地震等

による災害が発生しています。海外ではテロも多発して

います。その様な状況下で自らを守り、家族を守り、社

会を守るための危機管理をどのように行うかは重要な課

題でしょう。特に迫り来る地震に対して被害の軽減を図

り、身を守る意識を常に持ちたいものです。

6．おわりに

　朱鷺メッセの渡り廊下の落下事故、原子力発電所の

配管系からの漏水の問題等、鉄骨系接合部に関する構

造物の被害に関連して、施 1二性、溶接技術者の技量低

トなどを指摘する人は多く、また検査技術者の責任を

問う声も出てきています。

　従来あまり指摘されなかった検査技術者の力量、責

任の重みはこれからますます増していくことが予想され

ます。大きな地震の発生が予想されている現在、建築

物の耐震安全性を確保するためには、設計・検査・施

』1二の連携が非常に重要になってきます。それに伴い検査

技術者の責任が非常に大きくなってくることを肝に銘じ

ておく必要があるでしょう。
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2．溶接接合部の性能と検査～阪神・淡路大震災から10年

前東京都者肺整備局市街地建築部専門畠惨事　春原　匡利

1．はじめに

　阪神・淡路大長災においては、それまでの鉄骨造の

被害では経験していない溶接接合部の破断が顕著にみ

られ、技術者が漠然と抱いていた「溶接部は母材より

強い篇くっついてさえいればよい＝超音波をや一）てるか

ら大丈夫」といった概念を打ち砕いた。

　被害は、当初、「突合せ溶接（完全溶込み溶接）とし

て設計された部分がすみ肉溶接（それもお粗末な）にな

っていた」という噴飯ものの施 L不良による倒壊を含む

大被害が目立っていた。その後の調査が進むにつれて、

組み立て精度からくる接合部フランジの食い違い等やス

カラップの形状からくる機械的切り欠き部を起点とする

破断、溶接条件（入熱およびパス間温度）が守られて

いなかったためとみられる溶接部の脆性破断等が判明し

た，、このうち、溶接条件（入熱およびバス間温度）に

ついては、それまで建築鉄骨の世界ではあまり問題意識

がなかった部分であり、施工不良で片付けられない新た

な問題として受け1ヒめられた。

　日本建築学会が翌年の1996年7月に発表した「兵庫県

南部地震における鋼構造物の被害と教訓」によれば、

鋼構造建築物の被害の原因は、次のように大別されて

おり、（5）を除けば（過大人力については議論があると

しても）、当時の技術レベルで対応が可能であったとさ

れている。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

材料劣化

施工不良

設計における配慮不足

過大人力

現在（平成7年以前）の技術レベルを超えるもの

　前述のように、溶接条件（人熱およびパス間温度）

は、（5）「現在（平成7年以前）の技術レベルを超えるも

の」として受け止められた。

　本稿では、阪神・淡路大震災における鉄骨造建築物

の被害を振り返り、その後の行政的対応や設計・施

」二・検査の各分野での対応がどのように進められている

かを確認したい。

2．被害の特徴と教訓

前掲書の「被害と教訓」の分析では、次のような

指摘がされている。

（1）　純ラーメン構造では柱に損傷を、筋かい付き構

　造では筋かいに損傷を受けた建物が最も多い，、

（2）純ラーメン構造では柱に次いで柱はり佳1、、レ柱

　脚に損傷を受けたものが多い。

（3）純ラーメン構造の柱断面に注目すると、箱形断

　面（冷間成形角形鋼管）柱の建物では柱はり佳口、

　H形断面柱の建物では柱の損傷が最も多く、しかも

　被害レベルが高い。

（4）　箱形断面（冷問成形角形鋼管）柱の柱はり仕口

　における破断・割れの被害は、工場溶接に比べて

　現場溶接の被害率が明らかに高い。

（5）　破断・割れの被害は、下フランジの溶接部に集

　中して生じており、下フランジに限定すると工場溶

　接で6．6％、現場溶接で17％が被害を受けたことに

　なる。

　トフランジに多く被害が発生している原因として、

「被害と教訓」では、Lフランジと床スラブとの合成効

果で下フランジに変形と応力が集中することなどをあげ

ている。

　これらの事実による教訓は、現在多用されている冷闘

成形角形鋼管柱の柱はり仕1コにおいては、「現場溶接、

とくに下フランジの溶接が要注意である」という、明快

至極なものである。しかし、この教訓は、現在の敵計お

よび施．1二において生かされているのだろうか．残念なが

ら不十分であり、全く生かされていないといわざるを得

ない事例も少なくない。

3．法令改正と行政の対応

平成10年6月の法改正の施行に伴う政省令告示が制定

5一



01w通信

都くは改奮Eされた．平成1・年には・r輔検査の導人」
と「確認の民間開放」に関する部分が、平成12年には、
髄計算や構造方法に関する性倉旨規定化に伴う部分が
抜本的に虹された．鉄髄関係では・特に不良施』1二
の反省から柱脚や溶接等の接合部に関する規定が中心
となって大幅に改正されている。以下に、これらのうち
溶接接合に関する改正をおさらいしてみる．

（1）法令の規定

　溶接部については、割れ、内部欠陥等の構造耐力上
支障のある欠陥がないよう1二することとともに次の①か
ら③の事項については、定量触数値が規定された（令
第67条、告示第1464号第二号イ）。

　仕口のダイアフラムとフランジのずれ

　突合せ継手の食い違い

｛　アンダーカット

　この判定基準の数値自体は、JASS6付則6「鉄骨粕度
検欄醐の灘許容差とほぼ1礁であるが・ただし
書きで、当該鮒の必要な耐力肌を有するように適
切に補強された場合については免除されている。また、
アンダ＿カ、ソi・については、0，3mm以下とし・JASS6の
厳しい値である管理許容差の方の数値が採用されたう
え、1mmまで緩和する条件に鋭角的な形状でないこと
を脈るなどJASS6よりも厳しい内容になっている（図

参照）。

　．方、割れ、内部欠陥については淀量的な数値が
ノ衣さ才／ていないため、実務ぼ用いられてい翻本建築
学会のr」ASS6」及びr鋼構造建築溶瀦13の超音波探傷

検査規準」を 参考として運用されている。
　また、溶接する鋼材の種類に応じた溶着金属（ワイ
ヤ等溶接材料の成分が溶け込んだ部分）としての性能
（降伏点、引張強度等）が雛された（同告示第謁ロ）・

　これは、冒頭ほ．はじめに」に紹介した阪神・淡路大震
　災の被害で、溶接条件（入熱およびパス問温度）が守

名称 図 寸法・形状・欠陥など

ザ「 ∫毒鰻藻‘玉／5かつ8≦尋m懲

仕口のずれ

ダイアフラム
　纏7　フ　　「、　ン夢　　ジ　　　　㎜ぬ

　　は彫7ランジ

ご隻＜t2掻彦韮／4かつ薩5掘

（ダイアフラムとフ
ダィアフラム

ランジのずれ）ε 創は参購万菰　　　　議

捜フランジ

姦，誌

癸合せ継手の

違いε
懸しダィア

ラム

露　　　群

　　　綾フランジ
　　はリフランジ

　　　　裏

～≦15m醐ε≦1．5mm

〉｝5㎜ε≦£／玉o

つ8≦3㎜
の励において、風ダイアフラムと梁フランジの溶接

は、梁フランジは通し列アフラムの厚み1超部で溶繊な
鞍フランジ ければならない、

完全溶込み溶接　艀≦0。3mm

邸
前面隅肉溶接　8≦0．3搬m

面隅肉溶接　溢α3m艶アンダーカッ穂
君 ただし、アンダーかソト部分の長さの総秘が溶接部分全体の長さ
β毒

の扮％以下であり、かつ、その噺面が鋭角的でない場合は、アンダ
一かノトの深旋を1粧膿以下とすることができる。

図　溶接部の寸法・精度・表面欠陥（平桧建告第楢64号）

一一 一
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表鋼材と溶接材料の組み合わせによる溶接条件（JISZ33雁2－1999解説表1）

溶接条件 適罵鋼材の引張強さ（N／撚泌£〉

　入熱

kJノ鋤）

パス閥温度

　（℃〉

400
　　級

4g　o
　　級

52Q
　　級

玉 茎5～2倉 蓋灘50 YGW－H、蓋5、釜8、19 YGW嚇量蒙、15、圭8、19 YGW一欝、夏9

2 蔓5～’3倉 感250 YGW－1婁、15、18、19 YGW唄、15、18、19 YGW磯3、19

3 15～菊 ≦35Q YGW－l　l、15、18、19 YGW・18、19

られていなか一）たためとみられる溶接部の脆性破断等の

反省から規定されたものであり、JASS6等にも具体的

な基準が存在しないものである。

（2）実務上の問題点

①　中間検査における判定基準の明確化

　建築基準法に従来は規定されていなかった施、f後の

溶接部の性能・品質が、平成12年の令第67条の改IEと

これに基づく告示の制定によって具体的・定量的に小

されたことから、平成11年から導入されていた中間検査

においての溶接部の外観検査の判定基準が法令 Lで明
確にな一）たことになる。このことは、設計者・工事監理

者、施工管理者及び中間検査の主体である建築主事・

指定確認検査機関のそれぞれの責任に大きく関わってく

ることになった。とくに、この合否判定によって、行政

処分が決定するため、建築主事及び指定確認検査機関

にとっては、最も重要な検査項目となる．

②　不具合の対処方法の確凱の重要性

　東京都が平成13年5月の通知で明らかにした中間検査

等の実態からみると、柱の現場突合せ溶接継手部の食

い違いが目立つ。板厚が30mmを超える場合は3mmが許

容差となるが、かなりのケースでこれをオーバーするも

のがみられる。これは超高層建築物でも例外ではなく、

中には、9mm～12m搬程度の食い違いを生じている例が

あったとしている。

　これらの場合については、告示のただし書きを適用す

ること、即ち、構造計算による確認又は適切な補強方

法等によ一）て安全が確かめられれば、法的には適合する

ことになる。しかし、実務上では、具体的な判断基準

が示されていなかったため、法に適合することの判断は

事実 L困難であった。このため、設計、 工事監理、施

L管理、鉄骨製作、溶接部検査、鋼材・溶接材料製造

等及び行政など業界全体として合意する不具合に対す

る適切な対処方法を確立することが求められ、「突き合

せ継手の食い違い仕口のずれの検査補強マニュアル（監

修　建築研究所。発行　鉄骨製作管理技術者登録機構。

作成委員会委員長　森田耕次干葉大学教授。）」がとり

まとめられた。東京都では、このマニュアルを告示のた

だし書き適用の基準として指定している。

③　溶着金属としての性能の確保とバス間温度等の管理

　前述のように、溶着金属の性能が告承で規定された

（平成12年建設省告示第1464号第二号ロ）。溶着金属の

性能は、ほとんど溶接材料の品質と溶接する際の条件

に支配される。また、溶接材料の規格には、これらの強

度に加え靱性に関する指標として、伸び及びシャルピー

吸収エネルギーが機械的性質として定められており、こ

れらの機械的性質を保証する条件として、試験温度、

13熱温度、パス間温度、入熱量などが指定されている、、

　告示で指定されている「軟鋼及び高張力鋼用マグ溶

接ソリッドワイヤJISZ3312：1999」の解説によると、建

設省建築研究所、（社）鋼材倶楽部及び（社）日本溶接

協会の共同研究で、この規格のワイヤを多用する建築

鉄骨の柱一はり接合部に対し、機械的性質の向上を目

一7一
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指して溶接ワイヤ及び溶接条件の両面から種々の検討
が行われた結果、人熱及びパス間温度の範囲を表（JIS
規格の解説表1）のように設定したと記述されている。
東京都では、阪神談路膿災以後に改言丁された鉄

骨£事技術指針（日本建築学会）その他の文献等の指
摘に基づき、都が扱う超高層建築物をはじめとする大型
物件において、とくに柱一はり端部の現場溶接工事に
あたって留意するべき事項として、溶接部に塑性変形能
力を期待した設計とした場合には、入熱・バス間温度
等の管理・検査を実施するよう審査してきた。これは、
冒頭の「！．はじめに」に紹介した阪神・淡路大震災の被
害で、現場溶接のはりフランジの脆性破断が顕著であっ
たことによる。また、平成17年3月15日付の通知で、こ
れら・）取り扱い腰綱としてまとめ、4川確認受付分
から適用することとした。

　今後は、緩和的扱いができる場合の設計Lのルール
等について、さらに実務に適用できるよう具体化するこ

　とが求められている。また、今後の溶接部の品質確認検
　査には、外観検査と超音波探傷検査に加えて冶金的性
　質を確認するr内質検査」をどのように位置づけて適用
　するかのルールづくりについても早急に取り組む必要が
　ある。これらの技術Lの検討とデータの収集は、膨大な
　労力と費用が必要になるため、関係する学協会をはじめ
　業界が総力を挙げて実行する必要がある。

4．審査・検査の意義

　　検査を話題にするときに、必ずと言ってよいほどでる
　議論として、性悪説か性善説かというものがある。筆者
　がそのときに言うことは決まっていて、「そのような議
　論はほとんど意味がない，，なぜなら、【全能の神ならぬ
　身の人間は、誤りを犯す存在である1という事実だけで
　充分だから、」と言うことにしている。そのLで、犯し
　がちな誤りを品質管理や検査で修正していくという意昧
　で性善説にたつということになるのだと思っている。
　　飼肇質管理とは、まさにこのことから出発していること
　である．この犯しがちな誤りには、技術や知識の側面と
　ともに、公平性や公正さの側面があり、この両面からの
　アプローチこそが意識されなければ、不完全なことにな

　ってしまう。
　　阪神・淡路大震災における建築物の施工不良による
　被害は、このことを事実として示したのであり、設計に
　おける審査および施工における検査という第二者のチェ

ックが改めて重要視されたわけである。
　しかし、今後、今…度　【全能の神ならぬ身の人間は、
誤りを犯す存在である】という意識にたった上で性善説
を信じるとすれば、がちがちの審査主義や検査主義から
の脱却も目指したいところである。
　そのため、すなわち教訓を生かしつつ改革していくた
めには、次の観点をきちんと位置づける必要がある。

（1）性能設計を考える際に、検討する事項の安全に
　関する必要性と重要度を明確にすること。終局時
　の性状を利用した設計は高級だとしてもその建築物
　は高級とは限らない。終局時の性状を把握するこ
　とは必要かつ重要だが、そのLで大地震時において
　も損傷しない建築物こそが「高級」なのであるとい
　うこと，，

（2）髄体の架構および部季オのそれぞれσ）検討事項
　について、どのような性状を確認すべきであり、そ
　のことの何が重要であるかを明確にすること。
（3）　重要であるとした検討事項および性状について
　は、設計者がその性能の実現に必要な条件を仕様
　茸および設計図書で示すこと。

（注：著者は平成17年3月31日付で都を退職。4月1日以
降、（株）東京建築検査機構に在籍）

＊　　＊　　＊
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3．GPS津波計の開発

日立造船（株）技術研究所　寺田　幸博

1．はじめに

　2004年12月26日に発生したインド洋大津波は、それ

までゆっくりと納得のいく形で研究開発を進めていた筆

者を繁忙の渕に追いやってしまいました。（社）日本非破

壊検査協会（JSNDI）の機関誌で、2003年7月に「海面

の計測方法と予測」の特集（Vol．52，No．7）を組んだこ

とから、ご記憶の方も多いかと思います。GPS津波計の

開発の現状について報告します。

　GPS津波計は、海面の変位に追随して動く沖合洋．h

ブイの変位をGPS（Global　Positioning　System）で計測

することによって、津波をいちはやく観測するシステム

です（図1）。GPSについても、その技術は非破壊検査

技術において学ぶところが大きいことから、JSNDIの機

関誌で特集（Vol，47，No．3）していますので、詳細が必

要な方はご覧下さい。このGPS津波計は、海面の変位を

数cmの精度で検出します。また、その観測情報をイン

ターネットでリアルタイムに常時発信することによっ

て、「誰でも、どこからでも」観ることができるように

することを開発の基本コンセプトとしています。

　近年、東南海地震及び南海地震などの発生確率が示

され、これらの海溝型地震に伴う津波に対する防災シス

テムの充実が喫緊の課題となっています。有効な津波防

災システムが構築でき、津波の監視・検知からデータの

伝達・避難勧告指示、さらには防潮堤開1、達部の門扉の

開閉制御に活用できるシステムが実用化されれば、それ

は地域に住む住民に計り知れない安心感を与え、地域

の発展基盤として大きな貢献が期待できます。また、日

本列島だけでなく世界の沿岸に多数設置してネットワー

クで結び、これらのデータを活用することによって、世

界的な災害軽減にも貢献することが可能になります。

　このためには、大水深沖合海域における津波の観測

と検知が必要となります。気象庁では、ig99年春から

津波予報の大幅な改善を実施し、防災 ヒの大きい情報

発信がなされています。現状では、地震動の揺れを検知

することによって津波を推定していますが、やはり、発

生した津波が沿岸に襲来する前に大水深沖合海域で計

罎叢鷺　灘

　　．噸一

、／

観測データ

・轡1

　　　　　　図1GPS津波観測システム

測し、その性状を捉えることが最も良い方法と考えてい

ます。従来技術では、大水深沖合海域における信頼性

の高い長期間にわたる津波観測は、技術的条件と設

置・運用におけるコスト面で、社会的な要請に筆分応

えることができていません。この状況ドで、宇宙技術を

使い、これまでの方式とは全く原理を異にした計測方法

を提案してきました。すなわち、GPSの測位精度の向 L
に着目し、あるいは独自の高精度測位法を開発して、

海上に浮かべたブイの最上部に取り付けたGPSアンテナ

位置を精密に測位し、そのL下動の時系列データを海

面高の変位として津波を計測する装置をG　P　S津波計

と名付けて開発を進めてきました。

2．GPS津波計開発の経緯

　東京大学地震研究所加藤照之教授を研究代表者とし

て文部省研究費補助金を得ることができ、1999年に相

模湾・油壷で基礎機能実験を実施しました。GPS測位

法の・つであるリアルタイムキネマティック（RTK）法

によって海面の変位を数cmの精度で検出し、GPS津波

計の実用化に向けた技術開発が可能であることを、この

基礎機能実験で明らかにすることができました。

　この成果を受けて、文部省地域連携型研究費補助金

テーマに採択され、昇f猟大船渡市の支援のもとにGPS

津波計の実用化実験を開始しました。このGPS津波計
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による津波・海象情報モニタリングは、200！年1月23日

から2004年！月！0Hまでの約3年問継続しました。この

間に、2001年6月25“に来襲した津波高約10cmのペルー
沖地震津波、及び2003年9月2611に来襲した津波高約15

cmの4一勝沖地震津波を観測し、その実用性を証明する
ことができました。この津波観測システムは、大船渡市

の津波避難訓練のセンサー役を果たすなど、大船渡市

の津波防災への実際的取り縄みにも貢献してきました。
こ0）問、シッブ・アンド・オーシャン財団の補助金を得

て、PVD法（Point　precise　Variance1）etection）及びKVD

法（Kinematics　for　preclse　Variance　f）etection）と名付け

た独自の新しいGPS測位法の開発にも取り組み、その基

本機能を明らかにしてきました。

　2002年度には、GPS津波計測システムの開発は、筆

者を研究代表者として文部科学省独創的革新技術開発
補助金テーマに採択されました。この開発には、当初か

らの東京大学地震研究所に加えて、波浪研究の專門家

である（独）港湾空港技術研究所永井紀彦室長及び津波

研究の専門家である（財）阪神淡路大震災記念協会・

人と防災未来センター越村俊専任研究員に参画いた
だき、産官学4機関連携の協力体制を構築して推進し

ています、、大水深域に設置できるブイと係留系をあらた

に設計製作し、2004年4月にはG　P　S新測位法などの

種々の測位法を組み込んだ実用システムを室戸岬沖13

kmに設置（図2）して現在も観測を続けています。観

測結果は、30秒毎に更新されるリアルタイムデータとし

てインターネットLで配信し、室戸市役所総務課防災

担当部門や室戸消防署で連続監視を続けています。ま

た、このURLアドレスhttp：／／www．tsunamigps。com／は

広く　・般に公開しています，、このGPS津波観測システム

は、2004年9月5Hに発生した津波高約10cmの紀伊半島

沖地震津波を室戸岬到達10分前に捉えました（図3）。
　こ0）計測値が津波伝播シミュレーション結果と極めて良

い一致を得ることができたことから、沖合大水深での津

波観測が震源域での地震パラメータの決定に大きく寄与

　できることを示し、地震・津波研究の学問的価値が高

　いとの評価も得ています。

3．防災システムとしての視点

　津波の発生を止めることは出来ないが、その襲来の予

測と情報の適切な伝達によって、被害を最小限にする
ことができます，，GPS津波計は、この機能に大きく貢献

　澤

．麟

撫離

図2　室戸岬沖に設置したGPS津波計

できます，、

　海面変位は、海Lを吹く風に起因する波浪、海溝型

地震に伴う津波及びLとして太陽と月の引力に関係す

る潮汐が基本的な事象です、、これらの中で、津波は、

その周期が数分から数1轟分であり、その波高は深海では

低く浅海域では高くなる傾向にあります。気象庁の津波

注意報は0．5mで出され、1m、2mでは津波警報となり、

これ以Lは大津波警報が出されます。津波のエネルギー

は大きく、浅海域において後続の波が重畳するなどのこ

とから、打ちLげ高さが数｛▲mになる場合があります。

沿岸防災の観点から見ると津波はきわめて重要な現象

であるが、稀にしか発生しない現象であるため、波浪や

潮汐のような定常的な津波観測センサー及び観測ネット

ワークは、まだ構築されていないのが現状です。

　　一方、外洋における波浪は、周期が数秒から数十秒

で最大波高は数1顎になります。これまでの波浪観測は、
　　　Ω　　寂欝観灘勢嘩灘爆儀藤　　　日1・lrD翻　　界蝋舘臼鞍200409鵬く』”〕　・　　尋 〕新　　　勤艮一ト

　　　　　　　　　　　　　　　　，置戸獲　麻位変勤1y
タ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曇繊蔑ヤー蒔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瓜襲窃窪噌

噛鹸轡一獣㌦、

土蛸伽
・出曇窃瞭

煮2⇒爬

，字，塾　移動マ煽使㌦ラ　タ

　　　　ぬユケセハル
　　　　魏鷺｝
　　　嘱塁畿
　　　　』識む翻

　　　　ぱかぽ　　のなぼ　　　　　　　　　　　　　　ぷ　　　　ギ　　　
　　融σ　こ晩　L＿♪　［ニコ吼　〔二〕・

図3GPS津波計による紀伊半島沖地震津波の観測
2004年9月6日OlOOから壕時間の表示。下図の0：25頃からの立ち上
がりが津波高組cmの第一波。上図は、同時闘帯の波浪を示し、
台風唾8号の影響下で最大波高5m強。
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公助情報支援

「　　　　　　　　晴肺　＼
　　　　　　　　叩駅r

　　　　　　　　バ　　　　　　　　冒　　　　　　　霧
　　　　　　　、研㌦構・

～グ、、

獅
　　　　　、

　　弟　譲

量　GPSジ牽Σ皮喬ナ

　公助情報支援 雛
　気象庁

副
図4　自助、互助、公助による安全・安心なくらしの実現

沿岸域ではナウファスシステムに代表される海底に設置

した超音波波高計を用い、外洋では船舶乗組員による

目視計測に頼っています。潮汐については、周期が約12

時間であり、その変位は海域によって大きく異なること

になりますが、潮汐の記録は、気象庁等が全国300ヵ所

に展開する井戸式の検潮所でなされています。

　これまでの基礎機能実験から実用化実証実験に至る

一連の研究開発において、GPS津波計による観測性能

は、風波による数秒周期の波浪から、数分あるいは数

1一分の津波、時問単位で計測が必要な高潮、潮汐など

の計測において、これらを全てカバーできる極めて広い

周波数範囲でフラットな周波数特性を有していることを

明らかにしてきました。したがって、GPS津波計は津波

防災のみならず、日常的には波浪情報を必要とする船

舶航行、漁業、港湾海岸施工などに対する適切な海象

情報の提示が可能です。また、これまでは観測手段がな

かった、沖合での潮汐計測データに地球科学分野や水

産関係者の期待が高まっています。沖合に展開するGPS

津波計は、気温、気圧、風向風速、水温、流向流速な

ど多くの気象・海象情報を計測し、波浪・津波・高

潮・潮汐の基本データとともに、海上の観測ステーショ

ンとしての役割を果たすことができます。

　本来の目的の津波防災の視点では、海溝型地震の震

源域に設置できることから、沖合での正確な津波情報

をいち早く住民に通報できることに加えて、避難勧告や

勧告解除などの公的情報発令に対して的確な判断材料

を提供できることになります。すなわち、津波災害発生

前後における、公助活動の重要な情報源となります

（図4）。また、海岸に構築された津波防波堤の機能を守

るために不可欠な作業である堤防開口部のゲートの自動

開閉システムとの連動システムなど、津波来襲の危険に

さらされながら作業してきた方々の危険回避にも大きく

頁献できます。

　本技術開発の節目において多くのマスコミが注目し、

多数の報道を繰り返してきた経緯から、GPS津波計の役

割とその期待が社会的に認知されていると判断できま

す。これらの社会的要請に十分応えるには、先にも述べ

ました開発の基本コンセプトである1誰でも、どこから

でも」観ることができる環境を確保して、室戸岬沖実験

で実証しているように正確な基本データを公開すること

によって、公助の手が差し延べられるまでの自助と亙助

活動における適切な判断材料を提供することが必要であ

ると考えています。これらのソフト防災活動の基本であ

る自助、亙助、公助活動に大きく貢献し、安全で安心

なくらしの実現に寄与できることを願っています。

4．将来に向けて

　津波監視は、国全体の重要課題であり、情報社会資

本としての国主導による本システムのネットワークが構

築されることを期待しています。これらのGPS津波計に

関する一連の技術開発は、第6回技術開発賞・最優秀賞

に選定され、平成16年10月8日に国』L交通大臣表彰を受

ける運びとなりました。また、第34回日本産業技術大

賞の特別賞の受賞と続き、さらなる実機展開への期待

が膨らんでいます、，また、研究チームとして既に手がけ

ているリアルタイム津波情報とリアルタイム数値シミュ

レーションとの融合など、さらに付加価値の高い情報発

信システムにも発展させたいと考えています。
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4．CIW試験問題（主任検査技術者）解説

踊溶接構造物によっては、ノズルなどの溶接を行う場合にもすみ肉溶接継手を避け鍛造材などを使用することにより突合せ溶接l

l　継手を採用する場合がある。

l　これについて、次の問に答えなさい。

1（壌）すみ肉溶接継手を避ける理由を示しなさい・

1　（2）突合せ溶接を行う際の留意点を示しなさい。

1（3）この溶接継手を定期検査する際1こ、もっとも留意すべききずの名称及びそれを検出するための非破壊試験方法を示しなさし’・

L
〔解説〕

　CIWセ任検査技術者には溶接部の非破壊検査に係る仕様書及び要領書の作成が要求されている。適切な仕様書、要領書の作成の

ためには、非破壊試験についてのモ分な知識と経験を必要とすることはもちろんのこと、材料、設計、製作（溶接）についても最

低限の知識を有していることが要求される。

　問題のポイントは「すみ肉溶接を避け、鍛造材などを使用することにより突合せ溶接継手を採用する」である。すなわち、疲労

破壊を防ILする観点からの、溶接継手設計、溶接施工及び非破壊検査についての設問である。

　（1）すみ肉溶接継手を避け、鍛造材などの削り出しにより突合せ溶接継手を採用するような溶接構造物は疲労破壊を問題にしなけ

　　ればならないような最重要構造物であると考えるべきである。

　ノズルの取付部などの形状不連続部は、もっとも疲労強度の低い箇所であり、この部分に溶接継手を重畳させることは一層の疲

労強度の低下をもたらし、疲労破壊発生の可能性を大きくする。軽水型原子力発電設備の設計基準である米国機械学会のASME

Code　Sec，IIIでは重要機器へのすみ肉溶接継手の採用を制限するため、すみ肉溶接継手の疲労強さを！／4にし、繰返し運転に対する

評価を行うことが課せられている、

　（2）上記のような理由により、すみ肉溶接継手ではなく、突合せ溶接継手が採用されるが、突合せ溶接を行うに際しても、疲労破

　　壊を防止するための配慮が要求される．

　すなわち、疲労破壊が問題となるような溶接継手では、大きな応力集中を引き起こす溶接きず、溶接止端部などの形状的不連続

部があってはならない。そのため、溶接施工にあたっては、溶接割れはいうに及ばず、アンダーカット、オーバーラップ、目違いな

どの溶接きずがあってはならないし、溶接止端部などの形状にも留意する必要がある，

　なお、形状的不連続部をもっとも少なくするためには、突合せ溶接継手の中でも完全溶込み両側突合せ溶接継手を採朋すること

がも一）とも望ましいが、それが採用できず完全溶け込み片側溶接継手（いわゆる裏波溶接継手）を採用せざるを得ないような場合

は、裏波ビードの止端部の応力集中が大きくならないように予め溶接施工条件を定めておくなどの配慮も必要である。

　（3）定期検査の際に、もっとも留意すべき欠陥は疲労割れ（き裂）である。これらの割れは微細であり、しかも表面から発生・伝

　　播するため、外観試験を実施し、さらに磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を実施することが望ましい。また、疲労割れの伝播解

　　析を行うため、超音波探傷試験などにより割れの深さ（高さ）を求める必要がある。
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5．随想一61年足跡 変わり行く町

川崎造船検査（株）福永功

　昭和19年に名占屋で生まれた私は、この4月で61歳になるが、

この間に3つの町（市）で過ごした。2～16歳は倉敷市、16～23

歳は茨木市（大阪）、23～61歳は神戸市である。この3つの町

は、 〔業地帯の建設、博覧会の誘致、阪神淡路大震災により

何れも 大変貌を遂げた。

　終戦と同時に父の仕事の関係から倉敷市水島に転居した。

当時の水島は三菱自動車と自衛隊の基地があり、三菱の町と

言われていた。水島港は、小学校・巾学校時代の海水浴、潮

干狩り、魚釣りと四季を通じて絶好の遊び場だった。干満の

差が大きいため、・卜潮時の砂浜には無数の』しなまこ”がいた

ことを記憶している。当時は見向きもしなかった“なまこ”

を今では、酒のつまみとして美食している。

　しかし、廻58年頃からの水島工業地帯の建設が始まり、水

島港の両岸は川崎製鉄、三菱石油、三菱化学、旭化成、サノ

ヤスなどの大企業が林立した℃業地帯へと大変貌をとげ、当

時の面影は全くない。先日、四国の丸亀からフェリーに乗っ

て水島港に着いたが、何処が昔遊んだ場所か判らなかった。

もちろん、当時住んでいた社宅も今では無くなっているが、

家の前を走っていた水島臨海鉄道だけがわずかに面影を留め

ていた。

　父の転勤により、高校1年のとき水島から茨木市に転居した。

「田舎から大都会大阪へ」ということで大いに期待していたが、

新しい住家はJR茨木駅からバスで20分。バス道からは、車1

台がやっと通れる山道を約10分歩いて家に辿り着くがその間

にある民家は数軒。家の前はμ、1の谷になっており、狸か狐が

出そうな所だった。その家で大学卒業までの7年問を過ごした

が、この時期は1965年の新幹線開通・東京オリンビック開催、

1966年の名神開通など我が国が高度成長を成し遂げる幕開け

だった。

　1970年に我が国初めての万国博覧会が隣の町、吹田市で開

催されることが決まり、JR茨木駅から万博会場までの幹線道

路が我が家の前を通ることに決定。山は削り取られ谷が埋め

られ片側2車線の道が開通した。幸いにして我が家は、立ち退

きにならず家の前にはバス停もでき、車の排気ガスと騒音に

悩まされながらも生活環境は大きく変わった。そして、茨木

市も万博開催後大阪市の衛星都市として大きな変貌をとげ、

今では父も母も他界したが学生時代を過ごした実家は、今で

も私の帰りを待っている，、

　大学を卒業した私は、船を作る仕事に憧れ、K社に入社．

大阪から神戸に転居した。神戸での生汗は、私の人生の中で

最も長いが、最大の出来婆は阪神淡路大震災であろう。

　1995年1月17Fl、3連休明けの早朝5時17分。約20年生活し

ていたマンションの4階でそろそろ起きようかと思っていたと

き突然の揺れがやってきた，約20秒間続いた揺れは、揺れる

というより、「土下、左右に移動した」という感じで、直ド型

地震の恐ろしさを十．二分に知らされた、、その結果、我がマン

ションを初めとして周辺の民家は約7割が全壊し、町の姿は…

瞬にして変貌した。

　この、変貌は過去に住んでいた町が産業の発展や博覧会の

誘致などにより、長い年月をかけて変貌した姿とは全く異な

ったものであった。家族が怪我をすることなく避難できたこ

とを幸運と思い、震災5日後に茨木市の実家に帰り、交通機関

が完全復旧するまでの3ヶ月間、神戸までの不自由な通勤を体

験した。

　全壊したマンションが、同じ場所に新築されたのは7年後。

以前は、ベランダから神戸港で夏に催される花火大会が見学

できたが、神戸港に面して、工業地帯の …角をなしていた川

崎製鉄・神戸製鋼が移転し、そこに新しい町が誕生したため、

今では視界が悪くなり花火の音が聞こえるに過ぎない。震災

後！0年、今でもあちらこちらに倒壊した家の跡地が空地のま

ま残っているが、それを見るたびに大震災の記憶が甦る、，

　大学の専門が溶接工学であった関係上、社会人となってか

ら溶接協会との係りは深く、産報佐久問ビルで行われた委員

会には月1～2回幽席したものである。しかし、1986年に溶接

業界から検査業界に仕事が変わったのを契機に溶接協会を訪

れることもなくなった。それから19年。CIW協議会の幹事と

してランプス編集委員に任命され、再び産報佐久間ビルを訪

れる機会を得た。約40年問同じたたずまいを見せていたJR秋

彙原駅周辺の町並みは、今大変貌を遂げようとしている。

＊　　　＊　　　＊
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6．協議会だより

CIW検査事業者協議会

☆幹事会の開催

　◎第5回幹事会は、平成17年3月15日（火）に開催し、

建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制度検討委員

会の審議状況、JWESの非破壊検査事業者認定制度0）将

来方針、平成算年度定時総会の開催に関して協議をし

ました，

☆JWESとのi塵絡会の開催

　西［二i本地区総会（平成16年12月6日開催）、東日本・関

西合同地区総会（平成16年12月2日開催）でのJWESの非

破壊検査事業者認定制度に関する修正方針について大

多数の意見を基に平成16年度第4回幹事会（平成16年12

月6日開催）における協議結果（下記のとおり）をJWESに

伝達する申し入れを行っていましたが、平成17年1月25

日にJWESとの連絡会として意見の交換を行うことにな

りました。

【協議会の意見】

　①現行CIW認定制度をリニューアルした制度として

　　継続してもらいたい。

　②試験所認定制度の推進については反対するもので
　　はなく、認定の取得は、会員の自主判断に委ねる

　　ものとする。

　③JWESがCIW認定制度を存続しないとした場合は、

　　JWESを離れて他団体と提携する。

　当H、JWESから現在検討中の建築鉄骨に係る認定制
度を包含した新CIW認定制度を立ち上げ、6年程度を目
安に存続し、試験所認定制度に移行するとの見解が提

示され、協議会の要望を提示し、JWESは速やかに検討

結果を提示してもらうこととなりました。

☆建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制度検討委

　員会

　JWESの「建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制
度検討委員会」（委員長は西川孝夫先生、協議会からは、

逸見俊…代表幹事、安藤純二副代表幹事及び井川敏之
副代表幹事が委員として参画しています）の第4回委員会

は、平成17年2月i日（火）に開催され、建築鉄骨に係る非

破壊検査事業者認定制度の骨子を検討しました。

　続いて、JWESの非破壊検査事業者認定制度の修正方

針及びJWESと協議会との連絡会での議論状況が話題と

なり、CIW運営委員会の検討結果を踏まえる必要があ
り、当面検討委員会の審議を休止することになりました。

☆東京都特別区・多摩建築行政係長会構造部会向け外

　観検査研修会

　東京都23区・多摩建築行政係長会構造部会向けの外
観検査研修会を2回にわたって開催しました。受講者は、

都23区及び多摩地区の建築関係担当者を対象に建築鉄
骨溶接部及び鉄筋ガス圧接部の検査に関する講義、外

観検査の実習を行いました。

日　　時：第1回　平成17年2月3日（木）13：00～17：00

　　　　　第2回　平成17年2月10日（木）13：00～17：00

場　　所：京橋プラザ多目的ホール

参加者：第1回52名、第2回54名

研修内容：・開会あいさつ

　　　　　・東京都検査機関登録制度について

　　　　　・CIW認定制度について

　　　　　・建築鉄骨溶接部の検査について

　　　　　・外観検査の測定実習

　　　　　・質疑応答

☆今後の予定

　　平成17年度第1回幹事会：平成17年4月6日
　　（水）13：00～

　　平成17年度第2回幹事会：平成17年5月10日
　　（火）12：00～

　　平成17年度定時総会（定時総会・特別講演・懇親

　　会）：平成17年5月10日（火）15：00～

　・清水建設（株）技術研究所の見学会：平成17年4月18

　　日（月）13130～

＊　　　＊　　　＊
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7．ニューフェース

　2005年4月1目付で新たに次の事業者が認定されまし

たのでご紹介いたします。また、2004年10月11＝1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＞
■（株）エフアールアイ（235）

本社所在地：〒81i－0201福岡県福岡市東区 …苫5－3－62

電話／FAX：TELO92－606－6780／FAX．092－606．7087

代表者氏名：代表取締役　太田隆億

認定種別　：E種

検査部門　二超音波検査

認定番号　：第235EO5号

出先機関二なし

　　　　　　　＜種別変更（昇格）＞

璽（株）大検工業（107）

本社所在地：〒555－0021大阪府大阪市西淀川区歌島1－

　　　　　16－9

電話／FAX：TELO6．6474－6888／FAX．06－6475．2529

代表者氏名二代表取締役　利田純』

認定種別：C種
検査部門二放射線検査、超音波検査

認定番号二第107CO5号

出先機関：姫路事業所、鳥取営業所、滋賀事業所

■ソニック（株）（144）

本社所在地：〒241－0805神奈川県横浜rl∫旭区都岡町16－

　　　　　32
電話／FAX二TELO45－9534022／FAX。045－953－8868

代表者氏名二代表取締役　ll、1本浩和

認定種別：C種
検査部門二超音波検査、浸透検査

認定番号二第144CO5号

出先機関：なし

■（有）テクニカ（238）

本社所在地二〒124－OO25東京都葛飾区西新小岩44143

電話／FAX二TELO3－5670－1770／FAX．03－5670－3288

代表者氏名：代表取締役　平野保美

認定種別二D種
検査部門二超音波検査

認定番号：第238DO5号

出先機関：富山出張所

　　　　　　　＜種別変更（降格）＞

■関西エックス線（株）（7）

本社所在地：〒733－0035広島県広島rl∫西区南観音6－3．10

電話／FAX二TELO82－29L2500／FAX。082－291．2515

認定種別　：E種

検査部門　：超音波検査

認定番号　：第7EO5号

■（株）ニチゾウテック（28）

本社所在地：〒551－0023大阪府大阪市大正区鶴町2－15－

　　　　　26
電話／FAX二TELO6－6555－7053／FAX．06－6555、7062

認定種別　　二B種

検査部門　　二放射線検査、超音波検査、磁気検査、浸

　　　　　透検査
認定番号　　：第28BO5号

　　　　　　＜認定検査部門の変更＞

■（株）関東エンジニアリングサービス（78）

本社所在地：〒＝31！4143茨城県水戸市大塚町字大塚

　　　　　12844
電話／FAX二TELO29－252－8870／FAX．029253．5946

認定種別　　二C種

検査部門　　：超音波検査、浸透検査

認定番号　：第78CO5号

　　　　　　　　＜認定停止＞
■日立エンジニアリング（株）（27）

（本社：茨城県）

■計測検査（株）（51）

（本社：福岡県）

■東京イメージ検査工業（株）（170）

（本社：東京都）

　　　　　　　　＜認定返上＞
■東北技検（株）（壌16）

（本社：宮城県）

■九州検査（株）（128）

（本社：福岡県）

　　　　　　　＜法人格の変更＞
旧テクノス三原（有）（229）→【新1テクノス三原（株）

（本社：広島県）
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　本誌が読まれる頃には、本当に桜の花が咲くのだろうか？………と思いたくなるくらい冬

将軍が長居した年でした。今回は、国内外で頻発している“地震”をキーワードに各方面か

ら執筆をお願いしました。西川氏には建築学における耐震設計の思想とその進化の過程を解

説して頂き、その上で現代の防災計画の難しさを示して頂きました。寺田氏からは、今やカ

ーナビ等で実生活に浸透した感のあるGPS技術を洋Lブイに応用し‘TSUNAMI”の早期防

災システム構築を精力的に研究されている姿が紹介されました，，地震国であり造船大国でも

ある日本の面目躍如と言ったところでしょう。又、春原氏からの投稿は改めて我々の業界が

社会に果たすべき使命を再認識させられるものでした、，

　阪神淡路大震災から10年、昨年末の“中越地震”や“スマトラ島沖津波”に続き従来ノー

マークとされていた“福岡市西方沖”でも震度6の大地震が起きました。大災害発生後の

『想定すらしていなかった事態』の弁を耳にするたび、“自然はあらゆる人類にも増して想像

力に富んでいる！”という、米科学者の言葉を実感してしまいます。（1．H）

（“双グ（．グし、グ4⊆グ』－駈グ〔グしグ〔沙Ωグcグ良卿（4【〃4“卿4皇グ44（グ4G〃4444“グ儀グ協匪⊆卿

CIW通信　VOL19No．2（Spring2005）

発　行　　日

編集・発行所

　　平成17年4月20臼

社団法人日本溶接協会
溶接検査認定委員会

〒101－0025　東京都千代田区神田佐久問町141

　　　　　　　　　　　産報佐久間ビル
　　　TEL　O3－3257－1525　FAX　O3－3255－5196

E－mai1：ciw＠lwes．or．lp

http：／／www．jwes．or。lp／
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1．地震に強い街づくり
瀦駄学東京畜肺環境学部建築都市コース教授　西川　孝夫
1．はじめに
　我が国の建物は、1995年の兵庫県南部地震（阪神・
淡路大震災）が起こるまでは・般的に世界的に見てか
なり高い耐震性を有しているものと信じられていまし
た。
　現に日本の耐震設計で決めている設計用外力は他の
地震国のものと比較してもかなり大きいほうです。しか
し、この地震では、合理的な耐震設計がなされていたは
ずの近代建築、高速道路の橋脚、絶対安全と考えられ
ていた地下構造物等が、数多く大破、倒壊といった被
害を受けてしまいました。しかし、壊れていない建物・
構造物も数多くあったことも忘れてはならないことで
す。
　ただ、客観的事実として明らかなことは、図一1に示す
ように被害が1981年改訂以前の建築基準法に基づく設
計法、特に組71年部分改訂される前の基準法に従って
設計された建物に集申していることです。無論！981年に
制定された耐震設計法←一般に新耐震設計法と言一）て
いる）によるものにも多少の問題点があったことが分か
りました。しかし、この設計法は阪神・淡路級の地震
40
35
30
麟　　25
牽
磐　　　20
邉
15
＼
＼＼
　＼
▽
に対してもほぼ安全な建物を作ることが吋能であること
を示しているものと考えられます。
10
2．建物の耐震補強と長寿命化
5
0
　むろんこの様な状況は充分予測されたことなので、
1970年代に入ってから既存鉄筋コンクリート建物を対象
とした、いわゆる「耐震診断法」が開発されました（現
在では鉄骨廷物等の耐震診断法も開発されている）。そ
の診断法の計算から導かれる耐震保有性能値is（建物の
強度とねばり強さの指標から計算される）の大小をもと
に、耐震性に劣る建物を見つけだそうとするものです。
1968年長勝沖地震、1978年宮城沖地震などによる被害
の実状との比較・検証が行われ、1sの値による耐震性の
ランキング（被災する確率）を明示することが再能とな
りました。
　図一2に地震動の強さと耐震保有性能値lsの大小による
建物の被災確率が示してあります。太線が既存建物の
耐震性能指標の分布（設計用外力が同じでも、設計の
やり方によって建物の耐震性能は変わる）、点線が地震
動レベルによる被災確率分布です。図中昭ま、例えば最
大加速度0．23g等の地動に対して建物が中破以上の被害
■軽微・無繍
麗柵
口中破
□大破・繊
〜1971
72〜81
1982〜
　　　　　　　　　　　　　　　　建設年代
図一蓬　鉄筋コンクリート系建物の建設年代別被害棟数（貝本建築学会
近畿支部被害調査資料）
一1一
�

o，w通信
を受ける割合を示しています．これらについては1995年
の兵庫県南部地震での被害の検証でその耐震性の定蹴
的評価手法の有効性がおおよそ証明されました。
　1996年にはそれらの成果を勘案し、「建築物の耐震改
修の促進に関する法律」が公布、施行され、耐震性の
レベルが劣る（ls＜O．6とされた）建物に対して耐震補
強することの必要性が謳われ、以降急速に公共建物を
申心に既存ス1・ックの耐震改修が行われるようになりま
したが、民間の建物に対しては充分とはいえません。そ
の原因として、経済的状況の問題もあろうかと思われま
すが、娃物の寿命と建物に被害をもたらす地震の発生
頻度とが一般的には大きな差（被害地震は特殊な例を
除いて、少なくとも数百年のオーダーで発生する）があ
り、また、被害をもたらす巨大地震が何時、何処に発
生するかが特定されるには至っていませんので、危機意
識に対する認識の薄いと言われる我々日本人の多数に
は、その必要性はある程度理解できても、お金のかかる
耐震補強工事はすぐには受け入れ難いと言うことでしょ
う。
　狛81年以前の基準法で設計された建物が木造等も含
めると2千万棟近くあると言われていますし、ビル物に
隈っても2百万から3百万棟程度あると推定されていま
す。この中で共同住宅は90万棟程度であろうと思われま
す。この中から現行の耐震基準で設計される建物の耐
震性と比較して性能の劣る建物を見つけだし、現行の
設計法で設計される建物程度に耐震性能を高めてやる
必要があります。いわゆる既存不適格建物の安全レベル
の適格化です。なかでも共同住宅の場合、被害を受け
たあとの処理は非常に複雑でかつ困難な要因を持ってい
ることは、神戸の地震被害の例からも明らかです。
　補強に要する費用は、新築する場合の数分の1あるい
はそれ以下と汀われています。耐震補強丁事への費用投
入による、被害の軽減と人命に対する安全性の増加を
考えると（図一2で横軸のls値が右側に移動すると同じ地
震動レベルなら被害確率が激減する）、耐震補強の費用
対効果は非常に大きいと考えられ、ライフサイクルコス
トの面からも、省資源の面からも有用です。兵庫県南
部地震での被害（6千人を超える死者、10兆円を超える
被害額）の再現は絶対避けなければなりません。
　ちなみに現在関東地震級の地震が首都圏を襲えば、
その被害総額は200兆円を超える可能性のあることを米
国のリスクマネージメントが専門の学者が指摘していま
す。最近、中央防災会議が発表した首都直下地震の被
害想定ではおよそ120兆円と発表されています。我々は
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地動震度と被害率
図一2　地動震度と被害率（「中埜・岡田：信頼性理論による鉄筋コンクリート造建築物の耐震安全性に関する研究、日本建築学会論文報告
　集第406号、1989．12」による）
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もっと安全性を確保する（地震に強い建物、都市づく
り）ことに投資する必要があるのではないでしょうか。
　耐震性が不足していると判定される建物の早期の耐
震補強、耐震改修が急がれる所以です。建物の耐震性
向上による既存建物の再生、長寿命化は雛世紀の地震
多発国たる日本のとる道であろうと思われます。地震に
強い建物・街づくりが急がれます。
3．我が国の地震危険度
　我が国は残念なことに、海側でも、内陸部でもいつ地
震が起こっても仕方のない地球上の特異な栃所に位直
していますので、世界有数の地震国となっています。世
界で発生する地震エネルギーの20％程度が我が国に関係
する地震によると言われています。日本書記に始まる多
くの歴史的資料の中に地震災害の話が出てくるように、
幾度ともなく地震による大災害を経験してきています。
よく怖いものの例えとして、地震、雷、火事、親父と
いわれてきたのも頷けるところでしょう。
　日本の高度経済成長期には殆ど大きな地震はありま
せんでしたが、皮肉なことにバブル崩壊後くらいから日
本は地震の活動期に入ったと言う専門家もいます。たし
かに8年前には地震が殆ど無かった鹿児島県出水市付近
で大きな地震が起こりましたし、最近では宮城県沖地震、
1・勝沖地震、紀伊半島沖地震、さらには昨年末の中越
地震は特に記憶に新しいところです。東南海地震、南
関東地震等の発生の危険性が言われています。さらに最
近では情報公開の流れにのり、文部科学省の地震調査
推進本部から活断層情報、地震の発生確率の情報や、
文部科学省の中央防災会議などから被害予測結果が公
表されています。今後の30年以内に発生する確率と言
うようなかたちで発表されています。100％近いものも
ありますし、非常に低い確率のものもあります。
　天気予報の確率と違って素人には分かりにくい面もあ
りますが、実は確率的に非常に低いとされるところでも
地震がおこることもあります。先に述べてきた神戸の地
震を同じ手法で推定するとその発生確率は相当に低く
なりますし、中越地震にいたっては殆ど発生が推定され
ていませんでした。確率的地震発生予想の難しさです。
しかし、日本では殆どの地域でも非常に近い将来に大き
な地震に見舞われる可能性を常に持っていることは断言
できることでしょう。
4．地震に強い建物をつくるために
　阪神・淡路大震災での地震の揺れが最大級の地震の
揺れなのかどうか、分かりませんが、■学的には震度7
の地域での地震の強さに人命が損なわれることなく、か
つ大部分の建物は修復可能な程度の被害に止まる位の
性能を持つように設計・施工が出来れば良いのではない
かと個人的には考えています。また、多くの設計者、研
究者、さらには行政もそのように考えているのだと思い
ます。
　地震に強い建物を作るためには、過去の地震被害の
原因を理解し、それらを改善していくことが一番分かり
易い方法です。阪神・淡路大震災では多くの建物が被
害を受けました．そのなかで木造住宅の被害は甚大で、
死者の9割近くが木造住宅の倒壊等に伴うものでした。
木造住宅の被害は神戸市で全壊約5万5千棟、半壊約3万
2千棟であり、世帯数の約1／10程度が全壊と、最近の
震度5、6程度の地震による被害としては異常な数値を
示しています。被害の原因としては、地震動の強さと地
盤特性によるところも大であろうと思われますが、建物
側から見た場合の被害の原因として以下のことが被害調
査の結果指摘されています。
　1。筋交いの不足
　2．接合部の不良
　3。部材や接合部の腐食
　4．壁量の不足
　5．重い屋根重量
　6．基礎、上台の不良　等
　被害原因は多岐にわたります。設計法から施．、r程度
の良否にも大きく左右されますし、地震動強さと地盤特
性によるところも大であろうと思われます。自宅の耐震
性を考える時、上記被害原因と指摘されていることを念
頭におかれれば参考になるでしょう。その他鉄筋コンク
リート造、鉄骨造建築物についても、構造上の問題、
施工上の問題等多くのことが指摘されています。これら
に関しては誌面の都合上省略しますが、被害報告書な
どが多数出版されていますので、それらをご覧下さい，、
　2000年に建築基準法が改正され、従来のおしきせの
仕様設計から設計者の説明責任を重視する性能型の設
計法へと移行しました。建築宅も設計者、あるいは建
築業者の言いなりにならないで、しつこく安全性等につ
いての説明を求めることが必要です。建築物は国民の財
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産、生活に直糸、韮iし、かつその額も他の工業製品に比べ
れば著しく大きく、被害を被った際の影響は極めて大き
いからです，，
　最近、トルコ、台湾、インド、イラン等で大被害を
伴う地震が発生しました。昨年末にはスマトラ沖で巨大
地震が発生し、主に津波により30万人近い人命が失わ
れたのは衝撃的でした。我が国の地震防災対策がこれら
地震囚の地震災守軽減、防止のために役立つことは言
うまでもありません。また我が国でも阪神・淡路大震災
や中越地震等の教訓だけでなく、諸外国の被守の教訓
をいかに今後に生かしていくかが重要です。
　また、最近話題となっている巨大地震発生に伴って
生じる長周期地辰動が超高層ビルなど近代建築物に及
ぼす影響等も至急検討する必要があります。個々の構
造物の耐震化、防災化をはかることは言うまでもありま
せんが、特にH本で発生した阪神・淡路大震災は人r
季
過密都市あるいは地域としての総合的な防災計画の欠
如を問題点として大きく浮き彫りにしたと言えるでしょ
う　来る21世紀には南関東地震、東海地震あるいは直
下型の大きな地震等が確実に起こると言われていること
を忘れないようにしなければならないと思います。
5．危機管理はできているか？
　地震は日本の国全体で見ればしょっちゅうと言う感じ
ですが、場所を限定すると数十年から数百年あるいはそ
れ以
Lの悶隔となります。人間はだいたい百年から2百
年位で経験の伝承が途絶えると言われています。まして
や世の中が急激に変動する場合には、もっと短い問に過
去のことを忘れ去ると言う特性を持っているようで、
1855年に安政江戸地震があり1万人以上の死者が出まし
たが、明治から大正にかけて殆どの人はその地震の教訓
を忘れ、1923年に関東大地震を迎えたと言われています。
　そのためどの地域が地辰に弱く、また木造密集地が非
常に火災に弱い事などの70年前の地震の経験は殆どそ
の後の東京の街づくりに生かされていなかったと言われ
ています。また関西地域は地震が少なく一般的には地震
に対しては相当安全であると考えられていましたが、実
は400年前に大地震が起こった事を忘れてしまっていま
した。
　事故や災害は概して予期せぬ時に、あるいは大丈夫
だろうと思い込むような状況認識が甘いときに、または
忘れた頃にやってくるのが通例のようです。なにも無く
て普通、なにか起こると問題となるので非常に始末が悪
いものです。このように普通では起こり難い（あるいは
楽観しているか気がつかない）ことに対処することを危
機管理と言います。不幸なことに人間は生来楽天家と
見えて、起こるかもしれない危機のことはあまり想定し
たがらないし、のど元過ぎれば式で時閲が経つにつれて
危機の再来を忘れてしまう、あるいは忘れてしまいたが
るようです。
　特にこの傾向は前述のように日本人に強いのではない
でしょうか。島国でしかも300年近く鎖国政策を採った
おかげで外国からの圧力を幸いなことに受けずにきたこ
とから生まれた匡1民性によるものかも知れません。つい
最近までは家の鍵をかける等という習慣を持ち合わせな
い地域もH本には多く存在しました。さらにごく最近ま
では世界で・番治安の良い国とまで謳われた。
　しかし、ここ10年くらいの間にそのような状況はすっ
かり神話化してしまいました。毎日のように悲惨な事件
が発生したり、詐欺、窃盗は日常化し、大企業の不正
も後を断ちません。これらのことと連動するように！995
年の阪神・淡路大震災が、それ以降も風水害、地震等
による災害が発生しています。海外ではテロも多発して
います。その様な状況下で自らを守り、家族を守り、社
会を守るための危機管理をどのように行うかは重要な課
題でしょう。特に迫り来る地震に対して被害の軽減を図
り、身を守る意識を常に持ちたいものです。
6．おわりに
　朱鷺メッセの渡り廊下の落下事故、原子力発電所の
配管系からの漏水の問題等、鉄骨系接合部に関する構
造物の被害に関連して、施
1二性、溶接技術者の技量低
トなどを指摘する人は多く、また検査技術者の責任を
問う声も出てきています。
　従来あまり指摘されなかった検査技術者の力量、責
任の重みはこれからますます増していくことが予想され
ます。大きな地震の発生が予想されている現在、建築
物の耐震安全性を確保するためには、設計・検査・施
』1二の連携が非常に重要になってきます。それに伴い検査
技術者の責任が非常に大きくなってくることを肝に銘じ
ておく必要があるでしょう。
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2．溶接接合部の性能と検査〜阪神・淡路大震災から10年
前東京都者肺整備局市街地建築部専門畠惨事　春原　匡利
1．はじめに
　阪神・淡路大長災においては、それまでの鉄骨造の
被害では経験していない溶接接合部の破断が顕著にみ
られ、技術者が漠然と抱いていた「溶接部は母材より
強い篇くっついてさえいればよい＝超音波をや一）てるか
ら大丈夫」といった概念を打ち砕いた。
　被害は、当初、「突合せ溶接（完全溶込み溶接）とし
て設計された部分がすみ肉溶接（それもお粗末な）にな
っていた」という噴飯ものの施
L不良による倒壊を含む
大被害が目立っていた。その後の調査が進むにつれて、
組み立て精度からくる接合部フランジの食い違い等やス
カラップの形状からくる機械的切り欠き部を起点とする
破断、溶接条件（入熱およびパス間温度）が守られて
いなかったためとみられる溶接部の脆性破断等が判明し
た，、このうち、溶接条件（入熱およびバス間温度）に
ついては、それまで建築鉄骨の世界ではあまり問題意識
がなかった部分であり、施工不良で片付けられない新た
な問題として受け1ヒめられた。
　日本建築学会が翌年の1996年7月に発表した「兵庫県
南部地震における鋼構造物の被害と教訓」によれば、
鋼構造建築物の被害の原因は、次のように大別されて
おり、（5）を除けば（過大人力については議論があると
しても）、当時の技術レベルで対応が可能であったとさ
れている。
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
材料劣化
施工不良
設計における配慮不足
過大人力
現在（平成7年以前）の技術レベルを超えるもの
　前述のように、溶接条件（人熱およびパス間温度）
は、（5）「現在（平成7年以前）の技術レベルを超えるも
の」として受け止められた。
　本稿では、阪神・淡路大震災における鉄骨造建築物
の被害を振り返り、その後の行政的対応や設計・施
」二・検査の各分野での対応がどのように進められている
かを確認したい。
2．被害の特徴と教訓
前掲書の「被害と教訓」の分析では、次のような
指摘がされている。
（1）　純ラーメン構造では柱に損傷を、筋かい付き構
　造では筋かいに損傷を受けた建物が最も多い，、
（2）純ラーメン構造では柱に次いで柱はり佳1、、レ柱
　脚に損傷を受けたものが多い。
（3）純ラーメン構造の柱断面に注目すると、箱形断
　面（冷間成形角形鋼管）柱の建物では柱はり佳口、
　H形断面柱の建物では柱の損傷が最も多く、しかも
　被害レベルが高い。
（4）　箱形断面（冷問成形角形鋼管）柱の柱はり仕口
　における破断・割れの被害は、工場溶接に比べて
　現場溶接の被害率が明らかに高い。
（5）　破断・割れの被害は、下フランジの溶接部に集
　中して生じており、下フランジに限定すると工場溶
　接で6．6％、現場溶接で17％が被害を受けたことに
　なる。
　トフランジに多く被害が発生している原因として、
「被害と教訓」では、Lフランジと床スラブとの合成効
果で下フランジに変形と応力が集中することなどをあげ
ている。
　これらの事実による教訓は、現在多用されている冷闘
成形角形鋼管柱の柱はり仕1コにおいては、「現場溶接、
とくに下フランジの溶接が要注意である」という、明快
至極なものである。しかし、この教訓は、現在の敵計お
よび施．1二において生かされているのだろうか．残念なが
ら不十分であり、全く生かされていないといわざるを得
ない事例も少なくない。
3．法令改正と行政の対応
平成10年6月の法改正の施行に伴う政省令告示が制定
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都くは改奮Eされた．平成1・年には・r輔検査の導人」
と「確認の民間開放」に関する部分が、平成12年には、
髄計算や構造方法に関する性倉旨規定化に伴う部分が
抜本的に虹された．鉄髄関係では・特に不良施』1二
の反省から柱脚や溶接等の接合部に関する規定が中心
となって大幅に改正されている。以下に、これらのうち
溶接接合に関する改正をおさらいしてみる．
（1）法令の規定
　溶接部については、割れ、内部欠陥等の構造耐力上
支障のある欠陥がないよう1二することとともに次の�@か
ら�Bの事項については、定量触数値が規定された（令
第67条、告示第1464号第二号イ）。
　仕口のダイアフラムとフランジのずれ
　突合せ継手の食い違い
｛　アンダーカット
　この判定基準の数値自体は、JASS6付則6「鉄骨粕度
検欄醐の灘許容差とほぼ1礁であるが・ただし
書きで、当該鮒の必要な耐力肌を有するように適
切に補強された場合については免除されている。また、
アンダ＿カ、ソi・については、0，3mm以下とし・JASS6の
厳しい値である管理許容差の方の数値が採用されたう
え、1mmまで緩和する条件に鋭角的な形状でないこと
を脈るなどJASS6よりも厳しい内容になっている（図
参照）。
　
．方、割れ、内部欠陥については淀量的な数値が
ノ衣さ才／ていないため、実務ぼ用いられてい翻本建築
学会のr」ASS6」及びr鋼構造建築溶瀦13の超音波探傷
検
査規準」を
参考として運用されている。
　また、溶接する鋼材の種類に応じた溶着金属（ワイ
ヤ等溶接材料の成分が溶け込んだ部分）としての性能
（降伏点、引張強度等）が雛された（同告示第謁ロ）・
　これは、冒頭ほ．はじめに」に紹介した阪神・淡路大震
　災の被害で、溶接条件（入熱およびパス問温度）が守
名称
図
寸法・形状・欠陥など
ザ「
∫毒鰻藻‘玉／5かつ8≦尋m懲
仕口のずれ
ダイアフラム
　纏
7　フ　　「、　ン夢　　ジ　　　　�oぬ
　　は彫7ランジ
ご隻＜t2掻彦韮／4かつ薩5掘
（ダイアフラムとフ
ダィアフラム
ランジのずれ）ε
創は参購万菰　　　　議
捜フランジ
姦，誌
癸合せ継手の
違いε
懸しダィア
ラム
露　　　群
　　　綾フランジ
　　はリフランジ
　　　　裏
〜≦15m醐ε≦1．5mm
〉｝5�oε≦£／玉o
つ8≦3�o
の励において、風ダイアフラムと梁フランジの溶接
は、梁フランジは通し列アフラムの厚み1超部で溶繊な
鞍フランジ
ければならない、
完全溶込み溶接　艀≦0。3mm
邸
前面隅肉溶接　8≦0．3搬m
面隅肉溶接　溢α3m艶
アンダーカッ穂
君
ただし、アンダーかソト部分の長さの総秘が溶接部分全体の長さ
β毒
の扮％以下であり、かつ、その噺面が鋭角的でない場合は、アンダ
一かノトの深旋を1粧膿以下とすることができる。
図　溶接部の寸法・精度・表面欠陥（平桧建告第楢64号）
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表鋼材と溶接材料の組み合わせによる溶接条件（JISZ33雁2−1999解説表1）
溶接条件
適罵鋼材の引張強さ（N／撚泌£〉
　入熱
kJノ鋤）
パス閥温度
　（℃〉
400
　　級
4g　o
　　級
52Q
　　級
玉
茎5〜2倉
蓋灘50
YGW−H、蓋5、釜8、19
YGW嚇量蒙、15、圭8、19
YGW一欝、夏9
2
蔓5〜’3倉
感250
YGW−1婁、15、18、19
YGW唄、15、18、19
YGW磯3、19
3
15〜菊
≦35Q
YGW−l　l、15、18、19
YGW・18、19
られていなか一）たためとみられる溶接部の脆性破断等の
反省から規定されたものであり、JASS6等にも具体的
な基準が存在しないものである。
（2）実務上の問題点
�@　中間検査における判定基準の明確化
　建築基準法に従来は規定されていなかった施、f後の
溶接部の性能・品質が、平成12年の令第67条の改IEと
これに基づく告示の制定によって具体的・定量的に小
されたことから、平成11年から導入されていた中間検査
においての溶接部の外観検査の判定基準が法令
Lで明
確にな一）たことになる。このことは、設計者・工事監理
者、施工管理者及び中間検査の主体である建築主事・
指定確認検査機関のそれぞれの責任に大きく関わってく
ることになった。とくに、この合否判定によって、行政
処分が決定するため、建築主事及び指定確認検査機関
にとっては、最も重要な検査項目となる．
�A　不具合の対処方法の確凱の重要性
　東京都が平成13年5月の通知で明らかにした中間検査
等の実態からみると、柱の現場突合せ溶接継手部の食
い違いが目立つ。板厚が30mmを超える場合は3mmが許
容差となるが、かなりのケースでこれをオーバーするも
のがみられる。これは超高層建築物でも例外ではなく、
中には、9mm〜12m搬程度の食い違いを生じている例が
あったとしている。
　これらの場合については、告示のただし書きを適用す
ること、即ち、構造計算による確認又は適切な補強方
法等によ一）て安全が確かめられれば、法的には適合する
ことになる。しかし、実務上では、具体的な判断基準
が示されていなかったため、法に適合することの判断は
事実
L困難であった。このため、設計、
工事監理、施
L管理、鉄骨製作、溶接部検査、鋼材・溶接材料製造
等及び行政など業界全体として合意する不具合に対す
る適切な対処方法を確立することが求められ、「突き合
せ継手の食い違い仕口のずれの検査補強マニュアル（監
修　建築研究所。発行　鉄骨製作管理技術者登録機構。
作成委員会委員長　森田耕次干葉大学教授。）」がとり
まとめられた。東京都では、このマニュアルを告示のた
だし書き適用の基準として指定している。
�B　溶着金属としての性能の確保とバス間温度等の管理
　前述のように、溶着金属の性能が告承で規定された
（平成12年建設省告示第1464号第二号ロ）。溶着金属の
性能は、ほとんど溶接材料の品質と溶接する際の条件
に支配される。また、溶接材料の規格には、これらの強
度に加え靱性に関する指標として、伸び及びシャルピー
吸収エネルギーが機械的性質として定められており、こ
れらの機械的性質を保証する条件として、試験温度、
13熱温度、パス間温度、入熱量などが指定されている、、
　告示で指定されている「軟鋼及び高張力鋼用マグ溶
接ソリッドワイヤJISZ3312：1999」の解説によると、建
設省建築研究所、（社）鋼材倶楽部及び（社）日本溶接
協会の共同研究で、この規格のワイヤを多用する建築
鉄骨の柱一はり接合部に対し、機械的性質の向上を目
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指して溶接ワイヤ及び溶接条件の両面から種々の検討
が行われた結果、人熱及びパス間温度の範囲を表（JIS
規格の解説表1）のように設定したと記述されている。
東京都では、阪神談路膿災以後に改言丁された鉄
骨£事技術指針（日本建築学会）その他の文献等の指
摘に基づき、都が扱う超高層建築物をはじめとする大型
物件において、とくに柱一はり端部の現場溶接工事に
あたって留意するべき事項として、溶接部に塑性変形能
力を期待した設計とした場合には、入熱・バス間温度
等の管理・検査を実施するよう審査してきた。これは、
冒頭の「！．はじめに」に紹介した阪神・淡路大震災の被
害で、現場溶接のはりフランジの脆性破断が顕著であっ
たことによる。また、平成17年3月15日付の通知で、こ
れら・）取り扱い腰綱としてまとめ、4川確認受付分
から適用することとした。
　今後は、緩和的扱いができる場合の設計Lのルール
等について、さらに実務に適用できるよう具体化するこ
　とが求められている。また、今後の溶接部の品質確認検
　査には、外観検査と超音波探傷検査に加えて冶金的性
　質を確認するr内質検査」をどのように位置づけて適用
　するかのルールづくりについても早急に取り組む必要が
　ある。これらの技術Lの検討とデータの収集は、膨大な
　労力と費用が必要になるため、関係する学協会をはじめ
　業界が総力を挙げて実行する必要がある。
4．審査・検査の意義
　　検査を話題にするときに、必ずと言ってよいほどでる
　議論として、性悪説か性善説かというものがある。筆者
　がそのときに言うことは決まっていて、「そのような議
　論はほとんど意味がない，，なぜなら、【全能の神ならぬ
　身の人間は、誤りを犯す存在である1という事実だけで
　充分だから、」と言うことにしている。そのLで、犯し
　がちな誤りを品質管理や検査で修正していくという意昧
　で性善説にたつということになるのだと思っている。
　　飼肇質管理とは、まさにこのことから出発していること
　である．この犯しがちな誤りには、技術や知識の側面と
　ともに、公平性や公正さの側面があり、この両面からの
　アプローチこそが意識されなければ、不完全なことにな
　ってしまう。
　　阪神・淡路大震災における建築物の施工不良による
　被害は、このことを事実として示したのであり、設計に
　おける審査および施工における検査という第二者のチェ
ックが改めて重要視されたわけである。
　しかし、今後、今…度　【全能の神ならぬ身の人間は、
誤りを犯す存在である】という意識にたった上で性善説
を信じるとすれば、がちがちの審査主義や検査主義から
の脱却も目指したいところである。
　そのため、すなわち教訓を生かしつつ改革していくた
めには、次の観点をきちんと位置づける必要がある。
（1）性能設計を考える際に、検討する事項の安全に
　関する必要性と重要度を明確にすること。終局時
　の性状を利用した設計は高級だとしてもその建築物
　は高級とは限らない。終局時の性状を把握するこ
　とは必要かつ重要だが、そのLで大地震時において
　も損傷しない建築物こそが「高級」なのであるとい
　うこと，，
（2）髄体の架構および部季オのそれぞれσ）検討事項
　について、どのような性状を確認すべきであり、そ
　のことの何が重要であるかを明確にすること。
（3）　重要であるとした検討事項および性状について
　は、設計者がその性能の実現に必要な条件を仕様
　茸および設計図書で示すこと。
（注：著者は平成17年3月31日付で都を退職。4月1日以
降、（株）東京建築検査機構に在籍）
＊　　＊　　＊
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3．GPS津波計の開発
日立造船（株）技術研究所　寺田　
幸博
1．はじめに
　2004年12月26日に発生したインド洋大津波は、それ
までゆっくりと納得のいく形で研究開発を進めていた筆
者を繁忙の渕に追いやってしまいました。（社）日本非破
壊検査協会（JSNDI）の機関誌で、2003年7月に「海面
の計測方法と予測」の特集（Vol．52，No．7）を組んだこ
とから、ご記憶の方も多いかと思います。GPS津波計の
開発の現状について報告します。
　GPS津波計は、海面の変位に追随して動く沖合洋．h
ブイの変位をGPS（Global　Positioning　System）で計測
することによって、津波をいちはやく観測するシステム
です（図1）。GPSについても、その技術は非破壊検査
技術において学ぶところが大きいことから、JSNDIの機
関誌で特集（Vol，47，No．3）していますので、詳細が必
要な方はご覧下さい。このGPS津波計は、海面の変位を
数cmの精度で検出します。また、その観測情報をイン
ターネットでリアルタイムに常時発信することによっ
て、「誰でも、どこからでも」観ることができるように
することを開発の基本コンセプトとしています。
　近年、東南海地震及び南海地震などの発生確率が示
され、これらの海溝型地震に伴う津波に対する防災シス
テムの充実が喫緊の課題となっています。有効な津波防
災システムが構築でき、津波の監視・検知からデータの
伝達・避難勧告指示、さらには防潮堤開1、達部の門扉の
開閉制御に活用できるシステムが実用化されれば、それ
は地域に住む住民に計り知れない安心感を与え、地域
の発展基盤として大きな貢献が期待できます。また、日
本列島だけでなく世界の沿岸に多数設置してネットワー
クで結び、これらのデータを活用することによって、世
界的な災害軽減にも貢献することが可能になります。
　このためには、大水深沖合海域における津波の観測
と検知が必要となります。気象庁では、ig99年春から
津波予報の大幅な改善を実施し、防災
ヒの大きい情報
発信がなされています。現状では、地震動の揺れを検知
することによって津波を推定していますが、やはり、発
生した津波が沿岸に襲来する前に大水深沖合海域で計
罎叢鷺　灘
　　．噸一
、／
観測データ
・轡1
　　　　　　図1GPS津波観測システム
測し、その性状を捉えることが最も良い方法と考えてい
ます。従来技術では、大水深沖合海域における信頼性
の高い長期間にわたる津波観測は、技術的条件と設
置・運用におけるコスト面で、社会的な要請に筆分応
えることができていません。この状況ドで、宇宙技術を
使い、これまでの方式とは全く原理を異にした計測方法
を提案してきました。すなわち、GPSの測位精度の向
L
に着目し、あるいは独自の高精度測位法を開発して、
海上に浮かべたブイの最上部に取り付けたGPSアンテナ
位置を精密に測位し、そのL下動の時系列データを海
面高の変位として津波を計測する装置をG　P　S津波計
と名付けて開発を進めてきました。
2．GPS津波計開発の経緯
　東京大学地震研究所加藤照之教授を研究代表者とし
て文部省研究費補助金を得ることができ、1999年に相
模湾・油壷で基礎機能実験を実施しました。GPS測位
法の・つであるリアルタイムキネマティック（RTK）法
によって海面の変位を数cmの精度で検出し、GPS津波
計の実用化に向けた技術開発が可能であることを、この
基礎機能実験で明らかにすることができました。
　この成果を受けて、文部省地域連携型研究費補助金
テーマに採択され、昇f猟大船渡市の支援のもとにGPS
津波計の実用化実験を開始しました。このGPS津波計
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による津波・海象情報モニタリングは、200！年1月23日
から2004年！月！0Hまでの約3年問継続しました。この
間に、2001年6月25“に来襲した津波高約10cmのペルー
沖地震津波、及び2003年9月2611に来襲した津波高約15
cmの4一勝沖地震津波を観測し、その実用性を証明する
ことができました。この津波観測システムは、大船渡市
の津波避難訓練のセンサー役を果たすなど、大船渡市
の津波防災への実際的取り縄みにも貢献してきました。
こ0）問、シッブ・アンド・オーシャン財団の補助金を得
て、PVD法（Point　precise　Variance1）etection）及びKVD
法（Kinematics　for　preclse　Variance　f）etection）と名付け
た独自の新しいGPS測位法の開発にも取り組み、その基
本機能を明らかにしてきました。
　2002年度には、GPS津波計測システムの開発は、筆
者を研究代表者として文部科学省独創的革新技術開発
補助金テーマに採択されました。この開発には、当初か
らの東京大学地震研究所に加えて、波浪研究の專門家
である（独）港湾空港技術研究所永井紀彦室長及び津波
研究の専門家である（財）阪神淡路大震災記念協会・
人と防災未来センター越村俊専任研究員に参画いた
だき、産官学4機関連携の協力体制を構築して推進し
ています、、大水深域に設置できるブイと係留系をあらた
に設計製作し、2004年4月にはG　P　S新測位法などの
種々の測位法を組み込んだ実用システムを室戸岬沖13
kmに設置（図2）して現在も観測を続けています。観
測結果は、30秒毎に更新されるリアルタイムデータとし
てインターネットLで配信し、室戸市役所総務課防災
担当部門や室戸消防署で連続監視を続けています。ま
た、このURLアドレスhttp：／／www．tsunamigps。com／は
広く　・般に公開しています，、このGPS津波観測システム
は、2004年9月5Hに発生した津波高約10cmの紀伊半島
沖地震津波を室戸岬到達10分前に捉えました（図3）。
　こ0）計測値が津波伝播シミュレーション結果と極めて良
い一致を得ることができたことから、沖合大水深での津
波観測が震源域での地震パラメータの決定に大きく寄与
　できることを示し、地震・津波研究の学問的価値が高
　いとの評価も得ています。
3．防災システムとしての視点
　津波の発生を止めることは出来ないが、その襲来の予
測と情報の適切な伝達によって、被害を最小限にする
ことができます，，GPS津波計は、この機能に大きく貢献
　澤
．麟
撫離
図2　室戸岬沖に設置したGPS津波計
できます，、
　海面変位は、海Lを吹く風に起因する波浪、海溝型
地震に伴う津波及びLとして太陽と月の引力に関係す
る潮汐が基本的な事象です、、これらの中で、津波は、
その周期が数分から数1轟分であり、その波高は深海では
低く浅海域では高くなる傾向にあります。気象庁の津波
注意報は0．5mで出され、1m、2mでは津波警報となり、
これ以Lは大津波警報が出されます。津波のエネルギー
は大きく、浅海域において後続の波が重畳するなどのこ
とから、打ちLげ高さが数｛▲mになる場合があります。
沿岸防災の観点から見ると津波はきわめて重要な現象
であるが、稀にしか発生しない現象であるため、波浪や
潮汐のような定常的な津波観測センサー及び観測ネット
ワークは、まだ構築されていないのが現状です。
　　一方、外洋における波浪は、周期が数秒から数十秒
で最大波高は数1顎になります。これまでの波浪観測は、
　　　Ω　　寂欝観灘勢嘩灘爆儀藤　　　日1・lrD翻　　界蝋舘臼鞍200409鵬く』”〕　・　　尋
〕新　　　勤艮一ト
　　　　　　　　　　　　　　　　，置戸獲　麻位変勤1y
タ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曇繊蔑ヤー蒔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瓜襲窃窪噌
噛鹸轡一獣�j、
土蛸伽
・出曇窃瞭
煮2⇒爬
，字，塾　移動マ煽使�jラ　タ
　　　　ぬユケセハル
　　　　魏鷺｝
　　　嘱塁畿
　　　　』識む翻
　　　　ぱかぽ　　のなぼ　　　　　　　　　　　　　　ぷ　　　　ギ　　　
　　融σ　こ晩　L＿♪　［ニコ吼　〔二〕・
図3GPS津波計による紀伊半島沖地震津波の観測
2004年9月6日OlOOから壕時間の表示。下図の0：25頃からの立ち上
がりが津波高組cmの第一波。上図は、同時闘帯の波浪を示し、
台風唾8号の影響下で最大波高5m強。
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公助情報支援
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図4　自助、互助、公助による安全・安心なくらしの実現
沿岸域ではナウファスシステムに代表される海底に設置
した超音波波高計を用い、外洋では船舶乗組員による
目視計測に頼っています。潮汐については、周期が約12
時間であり、その変位は海域によって大きく異なること
になりますが、潮汐の記録は、気象庁等が全国300ヵ所
に展開する井戸式の検潮所でなされています。
　これまでの基礎機能実験から実用化実証実験に至る
一連の研究開発において、GPS津波計による観測性能
は、風波による数秒周期の波浪から、数分あるいは数
1一分の津波、時問単位で計測が必要な高潮、潮汐など
の計測において、これらを全てカバーできる極めて広い
周波数範囲でフラットな周波数特性を有していることを
明らかにしてきました。したがって、GPS津波計は津波
防災のみならず、日常的には波浪情報を必要とする船
舶航行、漁業、港湾海岸施工などに対する適切な海象
情報の提示が可能です。また、これまでは観測手段がな
かった、沖合での潮汐計測データに地球科学分野や水
産関係者の期待が高まっています。沖合に展開するGPS
津波計は、気温、気圧、風向風速、水温、流向流速な
ど多くの気象・海象情報を計測し、波浪・津波・高
潮・潮汐の基本データとともに、海上の観測ステーショ
ンとしての役割を果たすことができます。
　本来の目的の津波防災の視点では、海溝型地震の震
源域に設置できることから、沖合での正確な津波情報
をいち早く住民に通報できることに加えて、避難勧告や
勧告解除などの公的情報発令に対して的確な判断材料
を提供できることになります。すなわち、津波災害発生
前後における、公助活動の重要な情報源となります
（図4）。また、海岸に構築された津波防波堤の機能を守
るために不可欠な作業である堤防開口部のゲートの自動
開閉システムとの連動システムなど、津波来襲の危険に
さらされながら作業してきた方々の危険回避にも大きく
頁献できます。
　本技術開発の節目において多くのマスコミが注目し、
多数の報道を繰り返してきた経緯から、GPS津波計の役
割とその期待が社会的に認知されていると判断できま
す。これらの社会的要請に十分応えるには、先にも述べ
ました開発の基本コンセプトである1誰でも、どこから
でも」観ることができる環境を確保して、室戸岬沖実験
で実証しているように正確な基本データを公開すること
によって、公助の手が差し延べられるまでの自助と亙助
活動における適切な判断材料を提供することが必要であ
ると考えています。これらのソフト防災活動の基本であ
る自助、亙助、公助活動に大きく貢献し、安全で安心
なくらしの実現に寄与できることを願っています。
4．将来に向けて
　津波監視は、国全体の重要課題であり、情報社会資
本としての国主導による本システムのネットワークが構
築されることを期待しています。これらのGPS津波計に
関する一連の技術開発は、第6回技術開発賞・最優秀賞
に選定され、平成16年10月8日に国』L交通大臣表彰を受
ける運びとなりました。また、第34回日本産業技術大
賞の特別賞の受賞と続き、さらなる実機展開への期待
が膨らんでいます、，また、研究チームとして既に手がけ
ているリアルタイム津波情報とリアルタイム数値シミュ
レーションとの融合など、さらに付加価値の高い情報発
信システムにも発展させたいと考えています。
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4．CIW試験問題（主任検査技術者）解説
踊溶接構造物によっては、ノズルなどの溶接を行う場合にもすみ肉溶接継手を避け鍛造材などを使用することにより突合せ溶接l
l　継手を採用する場合がある。
l　これについて、次の問に答えなさい。
1（壌）すみ肉溶接継手を避ける理由を示しなさい・
1　（2）突合せ溶接を行う際の留意点を示しなさい。
1（3）この溶接継手を定期検査する際1こ、もっとも留意すべききずの名称及びそれを検出するための非破壊試験方法を示しなさし’・
L
〔解説〕
　CIWセ任検査技術者には溶接部の非破壊検査に係る仕様書及び要領書の作成が要求されている。適切な仕様書、要領書の作成の
ためには、非破壊試験についてのモ分な知識と経験を必要とすることはもちろんのこと、材料、設計、製作（溶接）についても最
低限の知識を有していることが要求される。
　問題のポイントは「すみ肉溶接を避け、鍛造材などを使用することにより突合せ溶接継手を採用する」である。すなわち、疲労
破壊を防ILする観点からの、溶接継手設計、溶接施工及び非破壊検査についての設問である。
　（1）すみ肉溶接継手を避け、鍛造材などの削り出しにより突合せ溶接継手を採用するような溶接構造物は疲労破壊を問題にしなけ
　　ればならないような最重要構造物であると考えるべきである。
　ノズルの取付部などの形状不連続部は、もっとも疲労強度の低い箇所であり、この部分に溶接継手を重畳させることは一層の疲
労強度の低下をもたらし、疲労破壊発生の可能性を大きくする。軽水型原子力発電設備の設計基準である米国機械学会のASME
Code　Sec，IIIでは重要機器へのすみ肉溶接継手の採用を制限するため、すみ肉溶接継手の疲労強さを！／4にし、繰返し運転に対する
評価を行うことが課せられている、
　（2）上記のような理由により、すみ肉溶接継手ではなく、突合せ溶接継手が採用されるが、突合せ溶接を行うに際しても、疲労破
　　壊を防止するための配慮が要求される．
　すなわち、疲労破壊が問題となるような溶接継手では、大きな応力集中を引き起こす溶接きず、溶接止端部などの形状的不連続
部があってはならない。そのため、溶接施工にあたっては、溶接割れはいうに及ばず、アンダーカット、オーバーラップ、目違いな
どの溶接きずがあってはならないし、溶接止端部などの形状にも留意する必要がある，
　なお、形状的不連続部をもっとも少なくするためには、突合せ溶接継手の中でも完全溶込み両側突合せ溶接継手を採朋すること
がも一）とも望ましいが、それが採用できず完全溶け込み片側溶接継手（いわゆる裏波溶接継手）を採用せざるを得ないような場合
は、裏波ビードの止端部の応力集中が大きくならないように予め溶接施工条件を定めておくなどの配慮も必要である。
　（3）定期検査の際に、もっとも留意すべき欠陥は疲労割れ（き裂）である。これらの割れは微細であり、しかも表面から発生・伝
　　播するため、外観試験を実施し、さらに磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を実施することが望ましい。また、疲労割れの伝播解
　　析を行うため、超音波探傷試験などにより割れの深さ（高さ）を求める必要がある。
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5．随想一61年足跡
変わり行く町
川崎造船検査（株）福永功
　昭和19年に名占屋で生まれた私は、この4月で61歳になるが、
この間に3つの町（市）で過ごした。2〜16歳は倉敷市、16〜23
歳は茨木市（大阪）、23〜61歳は神戸市である。この3つの町
は、
〔業地帯の建設、博覧会の誘致、阪神淡路大震災により
何れも
大変貌を遂げた。
　終戦と同時に父の仕事の関係から倉敷市水島に転居した。
当時の水島は三菱自動車と自衛隊の基地があり、三菱の町と
言われていた。水島港は、小学校・巾学校時代の海水浴、潮
干狩り、魚釣りと四季を通じて絶好の遊び場だった。干満の
差が大きいため、・卜潮時の砂浜には無数の』しなまこ”がいた
ことを記憶している。当時は見向きもしなかった“なまこ”
を今では、酒のつまみとして美食している。
　しかし、廻58年頃からの水島工業地帯の建設が始まり、水
島港の両岸は川崎製鉄、三菱石油、三菱化学、旭化成、サノ
ヤスなどの大企業が林立した℃業地帯へと大変貌をとげ、当
時の面影は全くない。先日、四国の丸亀からフェリーに乗っ
て水島港に着いたが、何処が昔遊んだ場所か判らなかった。
もちろん、当時住んでいた社宅も今では無くなっているが、
家の前を走っていた水島臨海鉄道だけがわずかに面影を留め
ていた。
　父の転勤により、高校1年のとき水島から茨木市に転居した。
「田舎から大都会大阪へ」ということで大いに期待していたが、
新しい住家はJR茨木駅からバスで20分。バス道からは、車1
台がやっと通れる山道を約10分歩いて家に辿り着くがその間
にある民家は数軒。家の前はμ、1の谷になっており、狸か狐が
出そうな所だった。その家で大学卒業までの7年問を過ごした
が、この時期は1965年の新幹線開通・東京オリンビック開催、
1966年の名神開通など我が国が高度成長を成し遂げる幕開け
だった。
　1970年に我が国初めての万国博覧会が隣の町、吹田市で開
催されることが決まり、JR茨木駅から万博会場までの幹線道
路が我が家の前を通ることに決定。山は削り取られ谷が埋め
られ片側2車線の道が開通した。幸いにして我が家は、立ち退
きにならず家の前にはバス停もでき、車の排気ガスと騒音に
悩まされながらも生活環境は大きく変わった。そして、茨木
市も万博開催後大阪市の衛星都市として大きな変貌をとげ、
今では父も母も他界したが学生時代を過ごした実家は、今で
も私の帰りを待っている，、
　大学を卒業した私は、船を作る仕事に憧れ、K社に入社．
大阪から神戸に転居した。神戸での生汗は、私の人生の中で
最も長いが、最大の出来婆は阪神淡路大震災であろう。
　1995年1月17Fl、3連休明けの早朝5時17分。約20年生活し
ていたマンションの4階でそろそろ起きようかと思っていたと
き突然の揺れがやってきた，約20秒間続いた揺れは、揺れる
というより、「土下、左右に移動した」という感じで、直ド型
地震の恐ろしさを十．二分に知らされた、、その結果、我がマン
ションを初めとして周辺の民家は約7割が全壊し、町の姿は…
瞬にして変貌した。
　この、変貌は過去に住んでいた町が産業の発展や博覧会の
誘致などにより、長い年月をかけて変貌した姿とは全く異な
ったものであった。家族が怪我をすることなく避難できたこ
とを幸運と思い、震災5日後に茨木市の実家に帰り、交通機関
が完全復旧するまでの3ヶ月間、神戸までの不自由な通勤を体
験した。
　全壊したマンションが、同じ場所に新築されたのは7年後。
以前は、ベランダから神戸港で夏に催される花火大会が見学
できたが、神戸港に面して、工業地帯の
…角をなしていた川
崎製鉄・神戸製鋼が移転し、そこに新しい町が誕生したため、
今では視界が悪くなり花火の音が聞こえるに過ぎない。震災
後！0年、今でもあちらこちらに倒壊した家の跡地が空地のま
ま残っているが、それを見るたびに大震災の記憶が甦る、，
　大学の専門が溶接工学であった関係上、社会人となってか
ら溶接協会との係りは深く、産報佐久問ビルで行われた委員
会には月1〜2回幽席したものである。しかし、1986年に溶接
業界から検査業界に仕事が変わったのを契機に溶接協会を訪
れることもなくなった。それから19年。CIW協議会の幹事と
してランプス編集委員に任命され、再び産報佐久間ビルを訪
れる機会を得た。約40年問同じたたずまいを見せていたJR秋
彙原駅周辺の町並みは、今大変貌を遂げようとしている。
＊　　　＊　　　＊
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6．協議会だより
CIW検査事業者協議会
☆幹事会の開催
　◎第5回幹事会は、平成17年3月15日（火）に開催し、
建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制度検討委員
会の審議状況、JWESの非破壊検査事業者認定制度0）将
来方針、平成算年度定時総会の開催に関して協議をし
ました，
☆JWESとのi塵絡会の開催
　西［二i本地区総会（平成16年12月6日開催）、東日本・関
西合同地区総会（平成16年12月2日開催）でのJWESの非
破壊検査事業者認定制度に関する修正方針について大
多数の意見を基に平成16年度第4回幹事会（平成16年12
月6日開催）における協議結果（下記のとおり）をJWESに
伝達する申し入れを行っていましたが、平成17年1月25
日にJWESとの連絡会として意見の交換を行うことにな
りました。
【協議会の意見】
　�@現行CIW認定制度をリニューアルした制度として
　　継続してもらいたい。
　�A試験所認定制度の推進については反対するもので
　　はなく、認定の取得は、会員の自主判断に委ねる
　　ものとする。
　�BJWESがCIW認定制度を存続しないとした場合は、
　　JWESを離れて他団体と提携する。
　当H、JWESから現在検討中の建築鉄骨に係る認定制
度を包含した新CIW認定制度を立ち上げ、6年程度を目
安に存続し、試験所認定制度に移行するとの見解が提
示され、協議会の要望を提示し、JWESは速やかに検討
結果を提示してもらうこととなりました。
☆建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制度検討委
　員会
　JWESの「建築鉄骨に係る非破壊検査事業者の認定制
度検討委員会」（委員長は西川孝夫先生、協議会からは、
逸見俊…代表幹事、安藤純二副代表幹事及び井川敏之
副代表幹事が委員として参画しています）の第4回委員会
は、平成17年2月i日（火）に開催され、建築鉄骨に係る非
破壊検査事業者認定制度の骨子を検討しました。
　続いて、JWESの非破壊検査事業者認定制度の修正方
針及びJWESと協議会との連絡会での議論状況が話題と
なり、CIW運営委員会の検討結果を踏まえる必要があ
り、当面検討委員会の審議を休止することになりました。
☆東京都特別区・多摩建築行政係長会構造部会向け外
　観検査研修会
　東京都23区・多摩建築行政係長会構造部会向けの外
観検査研修会を2回にわたって開催しました。受講者は、
都23区及び多摩地区の建築関係担当者を対象に建築鉄
骨溶接部及び鉄筋ガス圧接部の検査に関する講義、外
観検査の実習を行いました。
日　　時：第1回　平成17年2月3日（木）13：00〜17：00
　　　　　第2回　平成17年2月10日（木）13：00〜17：00
場　　所：京橋プラザ多目的ホール
参加者：第1回52名、第2回54名
研修内容：・開会あいさつ
　　　　　・東京都検査機関登録制度について
　　　　　・CIW認定制度について
　　　　　・建築鉄骨溶接部の検査について
　　　　　・外観検査の測定実習
　　　　　・質疑応答
☆今後の予定
　　平成17年度第1回幹事会：平成17年4月6日
　　（水）13：00〜
　　平成17年度第2回幹事会：平成17年5月10日
　　（火）12：00〜
　　平成17年度定時総会（定時総会・特別講演・懇親
　　会）：平成17年5月10日（火）15：00〜
　・清水建設（株）技術研究所の見学会：平成17年4月18
　　日（月）13130〜
＊　　　＊　　　＊
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7．ニューフェース
　2005年4月1目付で新たに次の事業者が認定されまし
たのでご紹介いたします。また、2004年10月11＝1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＞
■（株）エフアールアイ（235）
本社所在地：〒81i−0201福岡県福岡市東区
…苫5−3−62
電話／FAX：TELO92−606−6780／FAX．092−606．7087
代表者氏名：代表取締役　太田隆億
認定種別　：E種
検査部門　二超音波検査
認定番号　：第235EO5号
出先機関二なし
　　　　　　　＜種別変更（昇格）＞
璽（株）大検工業（107）
本社所在地：〒555−0021大阪府大阪市西淀川区歌島1−
　　　　　16−9
電話／FAX：TELO6．6474−6888／FAX．06−6475．2529
代表者氏名二代表取締役　利田純』
認定種別：C種
検査部門二放射線検査、超音波検査
認定番号二第107CO5号
出先機関：姫路事業所、鳥取営業所、滋賀事業所
■ソニック（株）（144）
本社所在地：〒241−0805神奈川県横浜rl∫旭区都岡町16−
　　　　　32
電話／FAX二TELO45−9534022／FAX。045−953−8868
代表者氏名二代表取締役　ll、1本浩和
認定種別：C種
検査部門二超音波検査、浸透検査
認定番号二第144CO5号
出先機関：なし
■（有）テクニカ（238）
本社所在地二〒124−OO25東京都葛飾区西新小岩44143
電話／FAX二TELO3−5670−1770／FAX．03−5670−3288
代表者氏名：代表取締役　平野保美
認定種別二D種
検査部門二超音波検査
認定番号：第238DO5号
出先機関：富山出張所
　　　　　　　＜種別変更（降格）＞
■関西エックス線（株）（7）
本社所在地：〒733−0035広島県広島rl∫西区南観音6−3．10
電話／FAX二TELO82−29L2500／FAX。082−291．2515
認定種別　：E種
検査部門　：超音波検査
認定番号　：第7EO5号
■（株）ニチゾウテック（28）
本社所在地：〒551−0023大阪府大阪市大正区鶴町2−15−
　　　　　26
電話／FAX二TELO6−6555−7053／FAX．06−6555、7062
認定種別　　二B種
検査部門　　二放射線検査、超音波検査、磁気検査、浸
　　　　　透検査
認定番号　　：第28BO5号
　　　　　　＜認定検査部門の変更＞
■（株）関東エンジニアリングサービス（78）
本社所在地：〒＝31！4143茨城県水戸市大塚町字大塚
　　　　　12844
電話／FAX二TELO29−252−8870／FAX．029253．5946
認定種別　　二C種
検査部門　　：超音波検査、浸透検査
認定番号　：第78CO5号
　　　　　　　　＜認定停止＞
■日立エンジニアリング（株）（27）
（本社：茨城県）
■計測検査（株）（51）
（本社：福岡県）
■東京イメージ検査工業（株）（170）
（本社：東京都）
　　　　　　　　＜認定返上＞
■東北技検（株）（壌16）
（本社：宮城県）
■九州検査（株）（128）
（本社：福岡県）
　　　　　　　＜法人格の変更＞
旧テクノス三原（有）（229）→【新1テクノス三原（株）
（本社：広島県）
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　本誌が読まれる頃には、本当に桜の花が咲くのだろうか？………と思いたくなるくらい冬
将軍が長居した年でした。今回は、国内外で頻発している“地震”をキーワードに各方面か
ら執筆をお願いしました。西川氏には建築学における耐震設計の思想とその進化の過程を解
説して頂き、その上で現代の防災計画の難しさを示して頂きました。寺田氏からは、今やカ
ーナビ等で実生活に浸透した感のあるGPS技術を洋
Lブイに応用し‘TSUNAMI”の早期防
災システム構築を精力的に研究されている姿が紹介されました，，地震国であり造船大国でも
ある日本の面目躍如と言ったところでしょう。又、春原氏からの投稿は改めて我々の業界が
社会に果たすべき使命を再認識させられるものでした、，
　阪神淡路大震災から10年、昨年末の“中越地震”や“スマトラ島沖津波”に続き従来ノー
マークとされていた“福岡市西方沖”でも震度6の大地震が起きました。大災害発生後の
『想定すらしていなかった事態』の弁を耳にするたび、“自然はあらゆる人類にも増して想像
力に富んでいる！”という、米科学者の言葉を実感してしまいます。（1．H）
（
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