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「CIW通信―RUMPES」は本年で創刊25年を迎えます。CIW通信編集委員会では25周年の節目に
当たり一層の内容充実を図るため、読者の皆様より表紙図案と原稿を募集いたします。
【表紙図案】
応募様式：A4判「RUMPES」の表紙（単色刷り）
提出様式：他に使用されていない図案・写真等によるもので、電子データなら特に形式は限定

しません。採用された図案に係わる著作権は(社)日本溶接協会に帰属します。
提出期限：平成23年8月31日（Vol.26№1から採用予定）

【原稿】
内容：学術論文、新技術紹介、随想、その他ジャンルは問いません。
応募様式：A4判1～4頁（1,600～6,400字＝図表除く）
提出期限：平成23年11月30日
採用の方には、些少ながら謝礼を贈呈いたします。奮ってご応募ください。
申し込み・問い合わせは、CIW通信編集委員会（電話03-3257-1525）まで。

CIW通信編集委員会

「CIW通信―RUMPES」の表紙図案＆原稿募集

お 知 ら せ



１．はじめに

本年2月22日にニュージーランドでM（マグニチュー

ド）=6.3の直下型地震が発生し、語学学校の入っていた

CTVビルが崩壊するなどの大惨事が生じた。ニュージー

ランドは耐震構造が世界的にも最先端を行っていると言

われている中での大被害なのでその衝撃は大きい。ここ

数年間、中国( 2 0 0 8 . 5 . 1 2 ,M = 7 . 9四川省)、日本

(2004.10.23,M=6.8新潟県中越、2007.7.16,M=6.8新潟県

中越沖、2008.6.14,M=7.2岩手･宮城内陸)、ハイチ

(2010.1.12,M=7.0)、チリ(2010.2.27,M=7.0)と世界各地で

被害地震が発生している。国内では1995年より15年間

で震度6弱以上の地震が19回発生し、その内震度7は2回

発生している。さらに、直下型地震の他にも昨今政府

地震調査推進本部から表１に示すように、これからの30

年以内の東海地震、南海地震、宮城県沖地震等海洋型

巨大地震の発生確率が発表され、巨大地震発生に伴う

長周期地震動とそれに対する高層建築等の耐震問題が

マスコミ等にも大きく取り上げられるようになった。

本稿では、最近話題となっている長周期地震動に対

する建築構造物の耐震問題について述べてみたい。

２．長周期地震動

マグニチュードの大きい巨大地震は広い震源域をも

ち、そこから発せられる地震動は伝播経路に存在する浅

部地殻構造や堆積盆地等により惹起される表面波を含

むものであり、一般的に長周期成分を多く含むと共に、

数分間にも及ぶ長い継続時間を有するものである。

また、近年地震の発生予測、それに伴う地震動その

ものの予測に関する研究が急速にすすみ、日本の都市部

の殆どが比較的軟弱な堆積盆地からなる沖積平野に位

置しているので、深部の地下構造の影響で長周期成分

が励起されやすいことは、震源から400㎞も離れたメキ

シコ市で大被害が生じた、1985年のメキシコ地震後の研

究や、最近のK-net、KiK-netをはじめとする種々の強震

観測網による観測結果からも明らかになっている。

2003年9月26日の十勝沖地震(M=8.0)は改めて巨大地

震の脅威を知らしめた。新潟地震以来明らかになってい

た石油タンクのスロッシング現象に対する充分な対策が

未だたてられていないことも露呈した。また、免震構造

建物の免震層の変形がレベル２地震動に対する設計限

界変形を超えて応答したことも判明した。さらに、2003

年5月(M=7.1)と7月(M=7.2)の宮城県沖地震、2004年9月

の紀伊半島沖地震(M=7.4)、2004年10月の中越地震

(M=6.8)等で、首都圏の高層ビルが大きく揺れ、エレベ

ーターが停止したり、極端な例ではエレベーターのケー

ブルが破断するなどの被害が生じ、マグニチュードの比

較的大きい地震に対して震源から相当離れた地点でも

深部の地下構造の影響で、地震動の長周期成分が励起

し、長周期構造物が大きく応答することが一般に注目

されるようになった。

これらの現象はすでに1983年の日本海中部地震

(M=7.7)で新宿の高層ビルが大揺れしたころから専門家

の間では注目されていたが、2003年の十勝沖地震での石

油タンクの火災事故で俄然脚光をあびたといえる。図１

に2003年5月の宮城県沖地震の際東京の超高層建築で観

測された記録を示した。地震の主要動の後から建物が

反応し、相当長く揺れている様子が見て取れるであろう。

これは加速度記録であるが、変位に直すと主要動近辺

よりむしろ後半の○で囲った部分の変位の方が大きい。

1. 鋼構造物関連講座
「超高層等長周期建物の耐震問題」

首都大学東京　名誉教授　西川　孝夫
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表１　巨大地震の発生確率（政府・地震調査推進本部発表。30
年以内に発生する確率。東海地震単独での発生の可能性は低い
とされている）



これが長周期地震動に対する高層建築の反応の特徴で

ある。なお、この建物には制震装置が取り付けられてお

り、もし制震装置がないとしたときの応答変位の計算値

は約2倍になるとのことである。

３．我が国の高層建築

60ｍを超える高層建築は建築基準法令第81条の2によ

り大臣告示の基準に従った構造計算（時刻暦応答解析

等）でその構造安全性を確かめることになっている。

1963年以来我が国で建設された高層建築は2千数百棟、

そのうち100ｍを超えるいわゆる超高層も4百数十棟にな

る。わずか50年間でその数に上ったことは驚異的である

ともいえる。

1985年頃まではオフィスビルを用途としたS造が主流

であったが、高強度コンクリート、高強度鉄筋等の開発

によるいわゆるNew RCの開発により高層鉄筋コンクリ

ート造が出現すると1990年以降共同住宅を用途とした

高層RC造が急増した。さらに1983年に我が国で最初の

免震部材（積層ゴム）を用いた免震建物が建設された。

硬質地盤上の硬い建物に有効とされた免震構造が、

1998年には周期の長い超高層建築にまで適用され以後

数多くの高層建物にも適用されるようになった。

中には中間層に免震層を設けた中間層免震も出現し

ている。設計用の地震動もそれまでのいわゆる標準地震

動（既往の代表的観測波、例えばエルセントロ地震波、

タフト地震波、十勝沖地震の八戸波等）に加えて1990

年頃より長周期成分を含んだ人工地震動が用いられる

ようになってきた。

また、高層建築は一般的に低減衰構造物であるため、

主として地震時の後揺れや風に対する居住性の改善な

どのために制震装置が開発され高層建築に導入されるよ

うになったのもこの頃からである。制振ダンパーや座屈

拘束ブレースや間柱、鋼板壁などに低降伏点鋼が使わ

れるなど、種々のダンパーの開発がすすめられた。

現在建設される超高層建築には殆どなんらかの制震

（振）装置が組み入れられている。解析技術は1969年頃

からの大型計算機の出現以来急速にすすみ、種々の解

析ツール（電算プログラム）が開発され設計に用いられ

ている。半面初期の頃は部材実験や骨組み実験による

挙動の検証が盛んに行われたが、材料の高強度化部材

の大型化が進み実験装置の制限などから、現在では要

素試験に基づく解析的シミュレーションによる骨組み等

の挙動の検証が行われる傾向が強い。

しかし、近い将来においてマグニチュード8クラスの

巨大地震の発生が危惧されること、それら地震の際問

題となるであろう都市部においての地形効果等による、

継続時間の長い単弦振動的な長周期地震動に対して、

果たして高層建築はどのように挙動するかは必ずしも設

計時には想定されていない。特に高層建築は殆ど過去

に巨大地震の洗礼を受けていないことも、構造安全性

のみならずそれ以上に、人的安全性がどのように確保さ

れるのかについては至急検討されなければならない。

４．巨大地震に対する耐震設計

建物構築物の耐震設計は巨大地震の一つである1923

年の関東地震直後に震度法として始まった。震度法は
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図１　長周期構造物の揺れ（鹿島建設提供）



強度設計であり、基本的に現在迄脈々として踏襲され

ている。しかし、度重なる震害経験、地震応答解析技

術の進歩によって、地震動の構造物への荷重効果（応

答）として、力のみならず変形も重要であることが明ら

かとなった。その概念は1981年のいわゆる新耐震設計法

に取り入れられた。短周期地震動に関しては1995年の

兵庫県南部地震が貴重な経験となった。短周期域の地

震入力は場所によっては現行の設計地震入力を相当程

度超えていた。しかし、現行の耐震設計法に従って設

計された建築物は概ね致命的な損傷を免れた。このこと

は耐震設計の進歩を確信させた。

一方、現在性能設計法に近い形で設計されている長

周期構造物は、兵庫県南部地震でもほとんど被災経験

を持たなかった。しかし、東南海地震等の巨大地震で

予測される兵庫県南部地震よりはるかに長周期成分を

多く持つと考えられる地震動に対して長周期構造物が

どのように挙動し、その終局耐震性との関係はどのよう

なものか、特に、多数回の繰り返しを受ける部材、接

合部等の弾塑性挙動については不明な点が多い。

兵庫県南部地震は、耐震設計の進歩を確信させると

同時に、耐震設計は単に終局安全性の確保のみならず、

損傷の軽減にむけられるべきことを教えた。現在では、

時刻歴応答解析等を用いて構造物の地震時挙動は計算

上、高い精度で予測できるようになってきた。しかし、

構造パラメーター、特に地震動のばらつきを考慮した真

の耐震性を評価しうる段階には至っていない。近代建築

の象徴とも言える超高層等長周期構造物は数多く存在

し、設計経験は豊富であるが、その殆どは被災経験を

持たない。設計経験のみの積み重ねは被災経験と混同

されやすく、安易な設計の合理化をうながし、設計の相

場を生むことになる。

設計者には常に被災経験の欠如に対する自覚が求め

られる。予想される巨大地震に対する長周期構造物の

終局耐震性（終局状態に至るまでの挙動）を明らかに

することは、経験不足を補う最良の方法である。また、

ちなみに東海地震が発生したとすると、東京の震度は5

程度と推定されるが、長周期地震動により150ｍ程度の

高層建築の頂部で片振幅1ｍ以上の揺れが数分間続くと

の試算もある。この際、構造体の損傷はそれほど大きく

はないと思われるが、人的安全性、設備機器類の機能

維持などについては必ずしも明らかではない。構造安全

性のみならず人的災害の軽減をはかるためには、エレベ

ーター等の諸設備や給排水管等設備機器の機能維持の

確保、情報伝達網の確保、避難誘導体制の構築が併せ

て求められる。

５．今後の課題

日本建築学会等で行われた種々の試作地震動波形を

用いた解析結果からは既存の超高層ビル等長周期構造

物の耐震安全性は概ね確保されていることが分かった。

しかし、作成した地震動や、解析建物モデル定数の不

確実性（変動）を考慮すると安全性の低い構造物も一

部存在する可能性のあることが分かった。また、長周期

構造物は巨大地震時には数分間継続する相当大きな変

形で応答することが予想されるので、在館者が揺れに対

する恐怖心からパニック的行動に陥ることを防ぐため

の、避難誘導情報を逐次提供するシステムの開発と導

入や、エレベーターの機能性の確保、さらには設備配管

系や非構造材の変形追従性の検討、とりわけ人命の安

全性を確保する上での避難計画策定なども構造安全性

検討と同様に重要である。

６．むすび

我が国では、高層建築が林立する大都市が海溝型巨

大地震に見舞われたことはない。現在では地震観測網

も充実しつつあり、震源モデル、堆積盆地モデルの解明

も進み、巨大地震における地震動予測手法は急速に進

展しつつある。したがって、最新技術を駆使して予測さ

れる想定地震動を用いて既存あるいは新築の構造物の

耐震性を検討することは極めて重要である。しかし、建

物の耐震性は地震波の発生と伝播のプロセスに由来す

る地震動のバラツキ、地表地震動と構造物への実効入

力の違い、構造物の耐震的余力等によって決まってく

るので、設計者はそれら不確実性に関する総合的な判

断力を養成する必要がある。そのことが近い将来に予想

される巨大地震に対して、耐震安全性の高い都市造り

につながることになろう。

この原稿の締め切り直前の3月11日にマグニチュード9

という、また一説によると千年に一度といわれる未曾有

の大地震（東北地方太平洋沖地震）が我が国を襲った。

多くの犠牲者を出し、かつ原子力発電所が地震による
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巨大津波の影響で電源施設が破壊し、炉の冷却機能が

喪失し、放射性物質が外部に放出するという状況が発

生している。気になることばかりであるが、冷静な対応

が必要である。

筆者もその時お茶の水駅近辺のビルで会議中であっ

た。恐怖感を感じるほど建物は激しく揺れたものの、地

震動の揺れそのものは比較的ゆっくりであったので多分

少し遠くの巨大地震であると思ったが、すぐニュースを

見てそれを確認した。その後近くのコンビニに入ってみ

たが、棚の商品は散乱している様子も無く、店員に聞

いても問題ないとのことであった。

一方で長周期地震動の影響を受け易い高層ビルの揺

れが気になった。後で高層ビルにいた人達に聞いてみた

が、大揺れに揺れ次の日まで船酔い状態であったという

人もいた。室内の家具等の散乱、天井ボードの落下等

は多々あったようであるが、構造的な損傷を受けたとい

う報告は今のところ無いのは幸いである。東京では地震

計の記録などから推定すると、地震動レベルは設計用に

基準法で定めた稀な地震動レベルよりはだいぶ大きいよ

うであるが、極稀な地震動レベルよりは小さそうである。

多分稀なレベルと極稀なレベルの中間より少し大きめで

はないかと推定される。一般に高層ビルは極稀な地震動

レベルに対して殆ど損傷が無いように設計されているの

で安全性には問題ないとしてもかなり長時間ゆれている

ので、場合によっては接合部等詳細なチェックが必要か

も知れない。

今回の地震は表1に示した政府の地震調査推進本部が

出している東北地方で予測される海溝型の巨大地震

（宮城県沖地震）をはるかに越えるものであった。宮城

県沖クラスの地震が付図に示すように3連動で発生した

と言われており、地震学者は多分誰も予測していなかっ

たと思われる。また、地震により発生した津波はこれま

で最大級と想定されていた明治三陸津波を大きく越え

るものであった。明治三陸津波から想定された2倍以上

の波高であったと言われている。

未曾有の広域的大災害に際して、構造物の地震動に

よる被害状況は現時点でははっきりしないものの、震源

域に近い場所は、激しい揺れを受けていると思われるが、

直下地震とは違った揺れ方をしたのではないかと想像さ

れる。仙台に高層ビル、免震ビル等多数あるのでこれか

らの建物の地震時挙動の調査等を待ちたい。前述のよ

うに東京では長周期地震動の影響で高層ビルは過去に

経験したことが無いくらい大揺れに揺れたようである。

その揺れの影響についてもこれからの調査が必要であろう。

今回の巨大地震のために急遽スペースを割いたため、

当初の本文ならびに図表を一部割愛し修正した。その

ため多少分かりにくい内容になっていることをご容赦頂

きたい。

参考文献

「長周期地震動と建築物の耐震性」 日本建築学会　2007.12  
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付図　観測された波形の特徴（防災科学研究所より）



先のWES8701:2007改正において、制度上E種認定事業者が廃

止されました。3年間の移行期間にE種認定事業者は、制度対応

としてD種への昇格を目指したものの、新基準における全国の

CIW認定事業者数は大きく減少しました。検査事業者の構成員

の資格ばかりではなく、体制やシステムについても厳密になり、

ややハードルが高かったようです。この事態に対してCIW検査

業協会では、従来認定事業者以外の特定会員であった賛助会員

の枠を広げ、認定復帰を目指す検査事業者を賛助会員として加

入していただき、認定復帰への支援を行っております。

また当協会には、これからCIW認定を取得しようとする検査

事業者からの問い合わせが多く寄せられております。資格要件

ばかりではなく、システムの構築、検査設備の充足、内部監査

の実施など、ISO準拠の世の中とはいえ戸惑いもあるようです。

そこで当協会では、CIW認定取得を目指す検査事業者に対し

ても支援の手立てとして賛助会員の枠をさらに拡大することに

いたしました。

賛助会員

CIW検査業協会では、CIW認定事業者の復帰、あるいは新た

に取得を目指す検査事業者に対して、賛助会員としての入会を

勧めております。賛助会員は、一部の制約をのぞき正会員と同

等の会員資格を持つものとしております。会員へのサービスは、

業界のニュースの配信、各種講習会、技術研修会、最新技術資

料の配信、諸テーマについてのアンケートの参加のほか業界へ

の提案の場などがあります。

現在行っている認定取得に関わる講習会・研修会は、

○資格取得支援

各種資格の講習会は、実務者の受験対策であることを考慮し、

開催は土日を原則とし費用も会員価格として安価な設定を心が

け、事業者の負担を軽減するようつとめております。過去の実

績では、いずれの試験対策講習会でも全国平均と比べ、きわめ

て高い合格率でありました。

実施講習会

NDI レベルⅢ基礎試験対策講習会

NDI レベルⅢ二次試験対策講習会（UT、RT、PT部門）

JWES 上級検査試験対策講習会（UT部門）

JWES 管理者試験対策講習会

○品質システム

品質システムの構築には、とかく模倣に走り書類に振り回され、

形骸化したものになりがちです。認定審査員からは、身の丈にあ

った使えるシステムを持つべきと指導を受けているようです。

研修会では、これらの要点をふまえ明快な説明に努めております。

実施研修会

品質システム構築のための研修会

内部監査員養成のための研修会

内部監査実務指導

このほか、WES溶接管理者１級の試験対策なども会員からの

提案があり、現在実施に向けて検討中です。

CIW認定事業者の全国への展開

現在、CIW認定検査事業者の検査対象とする鋼構造物は、建

築される都市部の隣接県からさらに離れた遠隔地で製作される

ことが一般的になってきております。各地での検査対応や経営

上、検査員の充足には外注による連携も必要と思われます。

前号のRUMPESでは外注管理の不足が指摘されましたが、よ

ほどの厳密な管理をしない限り、外注としての協力会社は、

CIW認定事業者であることは必須条件であるはずです。これら

のことから認定事業者の全国での対応が求められております。

当協会の活動の軸であります「CIW認定の啓蒙と普及活動、

非破壊検査業を通じて社会への安全・安心の貢献」のもと、公

正な検査を提供するためCIW認定事業者による連携は不可欠の

ものと思います。現在の賛助会員からの認定復帰はもとより、

新たな賛助会員からの認定取得は、CIW認定を受けた検査を全

国に展開する体制づくりの一つと考えております。

事務局より

このRUMPESは、CIW認定検査事業者に配布されております

が、これからCIW認定取得を目指す検査事業者の問い合わせに、

ぜひこの賛助会員制度をご紹介していただくようお願い申し上

げます。

2. CIW認定取得支援　賛助会員募集

一般社団法人 CIW検査業協会
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より安心・安全な社会に向けての取り組みに果たす非

破壊検査の役割は大きいといえよう。これに対し、非破

壊検査の一般社会における認識は、我々の健康を医者

にゆだねるのに比べると低いといえる。このため、日本

非破壊検査協会においても、マスコットキャラクター

「ノンディちゃん」（図1)を登場させるなど普及活動を進

めている。

したがって、業務に携わってから初めて非破壊検査を

独学された方も多いのではなかろうか。かなり以前に海

外に出張したとき、｢この国では、ドイツ人から学んだ

人はドイツの規格を、日本人から学んだ人は日本の規格

を全てと思っている｣という内容の話を聞いたことがあ

る。「木を見て森を見ず」の例えだろうか。非破壊検査

を取り巻く環境を含めて広く見渡せる読みやすい書物が

あればと思っていた。

ある日送られてきた一冊の本を目にした折に、この本

を、ぜひ皆さんに紹介したいと思った。水谷義弘先生著

書の「よくわかる最新非破壊検査の基本と仕組み」の

タイトルの本である（発行所：秀和システム、1800円＋

税）。副題として「機械や構造物の健全性を基礎から学

ぶ」が付けられている（図２)。

この本では、まず非破壊検査の必要性を第1章で取り

上げ、非破壊検査の歴史や重大破壊事故例を含めて歯

切れよく解説している。それぞれの項は独立した内容と

なっているので、特に読む順序にこだわる必要はない。

3. お勧めしたい本

6 CIW通信 Vol.25 No.2 Spring, 2011

よくわかる最新非破壊検査の基本と仕組み
（機械や構造物の健全性評価を基礎から学ぶ）

図1 ノンディちゃん（日本非破壊検査協会） 図2 表紙



また、多くの挿絵が添えられており、初心者の理解の手

助けとなっている（図3）。

第2章では、機械・構造物の欠陥や損傷について触れ、

第3章では破壊力学をわかりやすく解説するとともに、

健全性保証に関して解説している。破壊力学の名前と

ともに顔をしかめる方も、安心して破壊のメカニズムに

触れることができよう。

第4章で各種の非破壊検査法の特徴を述べたのちに、

第5章から第12章までは、それぞれの非破壊検査法の各

論となっている。取り上げられている非破壊検査方法も、

目視試験（VT）から始まり、浸透探傷試験（PT）、磁

粉探傷試験（MT）、渦電流探傷試験（ET）、放射線透

過試験（RT）、超音波探勝試験（UT）、アコースティッ

ク・エミッション試験（AT）、赤外線サーモグラフィ試

験（TT）と種類が豊富である。

それぞれの項目では、まず検査の歴史から始まり、検

査で応用している現象の発見者から始まる歴史が簡潔

に述べられている（図4）。ここに多くのノーベル賞受賞

者らの著名な名前が見られ、歴史の深さを知らされると

ともに、夢が膨らむ。続いて理論と原理を説明し、実

際の探傷について解説する構成がとられている。

第13章ではこれからの非破壊検査と題して、新素材

や維持管理の観点からの解説を行い、今後の非破壊検

査の動向を示すとともに、この本のまとめとしている。

また、所々に設けられている「COLUMN」では、各

項に関連するトピックスが簡潔にまとめられており、興

味を引く。

成功した科学者らに対して行ったアンケート調査で、

一つの共通点が見られたとのことを以前に読んだことが

ある。高度な専門書と一般解説書をペアで愛読書とし

ているとのことであった。一般解説書としてぜひお勧め

したい本である。4月に入り、職場に新入社員を新しい

仲間に迎えられる方も多いと思う。これから非破壊検査

を学ばれる方々にはぜひ勧めていただきたい本である。

（荒川　敬弘）

CIW通信　Vol.25 No.2 Spring,2011
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図3 挿絵の例

図4 非破壊検査の歴史の例



WES8701:2007“溶接構造物非破壊検査事業者等の認

定基準”では溶接技術に精通した非破壊検査技術者の

確保、検査手法の検討、検査機材の保管管理などの検

査業務を運営する品質システムを構築・運営し、維持

することが要求されている（附属書１）。品質システム

については旧規格では特に言及されてはいなかったが、

ISO 9000の重要性、及び従来の業務確認の際に品質シ

ステムについても審査を行ってきたことなどを勘案して

明文化したものある。

WES8701において要求される品質システムはJIS Q

9001:2000 (ISO 9001:2000)“品質マネジメントシステム

―要求事項”を基本に、非破壊検査事業者にとって必

要と考えられる品質システムに関する必要事項をまとめ

たものである。但し、CIW認定の実情を考慮し、技術

者の資格管理と検査業務の倫理がISO 9001の要求事項

に加え追加要求されている。（技術者の資格管理は、

ISO 9001の“人的資源”に関する要求事項を具体的な

CIWの資格に読替えただけで、基本的な考え方は同じで

ある。）したがって、ISO 9001規格の意図、意図の読み

方、上手な活用方法を知ることによって、WES8701で

要求される品質システムの意図、解釈、活用方法など

について理解を深めることができる。

かねてから、WES8701における品質システムについ

て、更に理解を深めてもらい、自社及び顧客のために効

率的に運用して欲しいと願っていた。ここに紹介する

「やさしいシリーズ１ 2008年改正対応　 ISO 9000入門」

（上月　宏司・井上　道也　共著、（財）日本規格協会

発行、定価900円）はISO 9000のいろはを知るための入

門書である(図１)。

この本では、他人が残した料理を再度、客に出した

料亭など、卑近な例を多々引用しながら、品質マネジ

メントシステムとは、“顧客のニーズ又は期待を作り込

むことを基本に、組織を発展させるための企業の仕組み”

であり、品質は組織の品質方針・品質目標によって決

まることから、“品質方針・品質目標を設定し、その目

標を達成するためのシステム”と定義している。したが

って、「品質方針・品質目標」は「顧客のニーズ又は期

待に応える」ように設定される必要があると説明してい

る。この品質マネジメントシステムを構築するために、

何（what）をしなければならないかが記述されているの

がISO 9001である。これをどのように(how to)実施する

かについては、それぞれの組織が自社の歴史と経験から

顧客に信頼され、組織が発展するのに適切かどうかを独

自に決めることになる。それゆえ、他社の仕事のやり方

(how to)をそのまま適用しようとすると自社の実態にあ

わないことが多く、ムダな仕事を増やすことになる。あ

くまでも、自社にもっとも適した仕事のやり方(how to)

を決めることが重要である。

ISO 9001による品質マネジメントシステムの点検・整

理（構築）とは、規格の“what”に対応して、組織が

“how to”を明確にすることに他ならないと説明してい

る。

さらに、ISO9001の導入でもう一つ重要なことは、規

格の“what”に対応する組織の“how to”を書き出す

（文書化する）ことであり、文書化によって、品質マネ

ジメントシステムが外から“見えるもの”（“見える化”）

になる。ブラックボックスがなくなり、組織内部で議論

ができるようになり、作業の標準化につながり、更に、

顧客から見ても安心してその組織の製品やサービスを購

入できるようになる。

この本の最終章ではISO 9001の導入に成功した企業が

紹介されている。是非、参考にされたい。

（江端　誠）
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１．はじめに

小生は、平成22（2010）年3月に大阪産業大学工学部

教授を最後に現役を引退した。いまは45年間「非破壊

検査」一筋に歩んだ思いがある。

大阪大学、大阪産業大学と非破壊検査の世界に身を

置いていた間に不幸にして起きた事故は少なくなかっ

た。事故が起こるたびに、果たして非破壊検査が事故

を未然に防げるのかと考えてきた45年間でもあった。

これらの事故は、事故が起きた当初は大きく報道され

たが、その後の経過や事故原因の究明等はややもすると

新たに起きた事故にかき消されるのか、時間の経過とと

もに報道されなくなることが常であった。

ここでは、小生が大阪産業大学工学部交通機械工学

科に在職中に起こった事故のうち、金属疲労が原因で

起きた事故の「ホイール・ボルト折損による車輪脱落事

故」と「ジェットコースター死傷事故」について、公表

された調査報告書などを参考にして考えた思いを述べて

みたい。なお、誌面の制限で多くの図表及び写真は省

略している。必要があれば参考文献を参照していただき

たい。

２．ホイール・ボルト折損による車輪脱
落事故

2.1 車輪脱落事故の事例

過去に大型車（車両総重量8トン以上のトラック、バ

ス等）の車輪脱落事故が相次いだ1）。

平成20（2008）年4月11日には、静岡県牧之原市の東

名高速道路下り線を走行していたトラックのタイヤが外

れ、対向車線を走行してきた貸切バスのフロントガラス

部分に衝突した。この事故によりバスの運転者が死亡し

たほか、乗客7人は負傷のみで病院に搬送された。この

バスは、乗員乗客41人を乗せ、愛知県一宮市から静岡

県内に向かう途中であった。

原因は図1に示すように金属疲労によってホイールを

固定するボルト8本がすべて折れタイヤが脱落したため

である。折損した8本のボルトのうち2本は破断面が錆び

ていた。その事から事故発生以前にすでに折れていたと

いえる。事故車の使用者は、法令で定められた3ヵ月毎

の点検を行っていなかった。このようにハンマーによる

点検すら行われない現状では、磁粉探傷試験を適用し

てき裂を発見することはさらに困難であるように思え

る。

2.2 車輪脱落事故の再発防止の一考察

(独)交通安全環境研究所の「大型車のホイール・ボル

ト折損による車輪脱落事故に係る調査検討会報告書」

によると、ホイール・ボルト折損による車輪脱落事故は、

平成11（1999）年1月から平成16（2004）年10月までに

97件発生し、その詳細が報告されている2）。これらの過

去の事例から車輪脱落事故の再発防止策を考察する。

図2は、同研究所がまとめた報告書を基にホイール・

ボルト折損が起きた総走行距離と車齢の関係を小生が

作成したグラフである。事故原因が疲労破壊による場合

を●印、それ以外の原因による場合を○印で示している。

4. たかが「ボルト」、されど「ボルト」

元大阪産業大学工学部　平山　一男
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図１　ボルト８本がすべて折れてタイヤが脱落した状態
（出所：平成20年４月11日　代表撮影）



図2から明らかなように事故原因のうち疲労破壊によ

るホイール・ボルト折損は総走行距離が約30万㎞以上、

車齢約5年以上で起こっている。

疲労破壊以外のホイール・ボルト折損の多くは、原

因として過積載、ボルト・ナットの規定トルク不足の締

め付け等の悪条件が重なりホイール・ボルトの寿命を縮

めた結果である。

図3は、総走行距離別に事故発生件数を集計したグラ

フである。図3から総走行距離が30万㎞以下で起こった

ホイール・ボルト折損は、原因不明を除く62件中わずか

6件であった。すなわち、総走行距離が30万㎞を超える

と車輪脱落事故のうちの約9割が折損している。総走行

距離が30万㎞といえば地球7周り半の距離に相当する

が、事故防止の対策の一つとして、総走行距離が30万

㎞を超えた場合には、いっそのことボルト・ナットを新

品に交換することにより、疲労破壊による折損事故及

びその他の原因による事故の多くを未然に防止すること

ができると考えられる。

しかし、国土交通省では「自動車点検基準」及び

「自動車の点検及び整備に関する手引」を定めている。

その本文について「交換」というキーワードで検索して

みたところ、「タイヤの交換」や「オイルの交換」の規

定はあっても「ボルト・ナットの交換」に関しては規定

がない。

３．ジェットコースター死傷事故

3.1 事故の概要　

近年、遊園地やテーマパークのコースター等の遊戯施

設は、スピードとスリルが求められ、速度・加速度を増

大したものや規模を大型化したものに加え、特殊な運動

形態のものが設置されるようになった。

平成19（2007）年5月5日、大阪府吹田市にあるエキ

スポランドのジェットコースター「風神雷神Ⅱ」で痛ま

しい死傷事故が発生した。6両編成（4席×6両）のジェ

ットコースターに20名が乗車し走行（最大速度70㎞）

していたところ、２両目左側の車輪を支える車軸が折れ、

右側の車輪が脱輪し、車体が左側に約45度傾いて、女

性1名が鉄柵に頭を強打して死亡した。

ジェットコースターなどの遊戯施設の定期検査の際の

基準として、JIS A 1701［遊戯施設の検査標準］が定め

られている。これは、遊戯施設の安全を確保するための

検査項目、検査器具及び検査方法について規定するも

ので、非破壊検査については以下の内容となっている。

・探傷試験

探傷試験には、磁粉探傷機、超音波探傷機又は探傷試

験用浸透液を用いること。

・車輪軸などについては、1年に1回以上の探傷試験を

行うこと。

吹田市では、遊戯施設について1年に1回、定期検

査・報告を義務づけている。事故の3ヵ月前に実施され

た定期検査は目視だけで行われ、日本工業規格の検査

標準（JIS A 1701）に基づき年１回以上行うこととされ

ている探傷試験は実施されず、全ての検査項目が「A

（「指摘なし」又は「良好」）」として、同年2月に報告が

なされていることが判明した。
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図２　車輪脱落事故を起こした大型車の車齢と総走行距離との関
係（出所：参考文献２）を基に著者が作成）

図３　車輪脱落事故を起こした大型車の総走行距離と事故件数と
の関係



3.2 緊急点検の結果

国土交通省は、全国の306基の遊戯施設について緊急

点検を実施した３）。その結果、緊急点検を終えた256基

のうち問題がなかったのは249基。車輪や車軸、レール

にき裂や破損があった遊具は計7基にのぼり、「今回の点

検後に是正されたが、事故の恐れがある状態だった」

（国土交通省）という。

また、車輪軸に係る探傷試験の実施状況は、過去１

年以内に探傷試験を行っていなかった施設は119基（約

39％）、うち過去に一度も行っていなかった施設は72基

（約24％）であった。

ここで問題なのは遊戯施設を規制する建築基準法、

施行令、施行規則及び遊戯施設関係の告示では、JIS A

1701を引用しておらず、JIS A 1701 は強制力を持たない

任意標準である。

仮に法令等で強制力を持たせた１年1回以上の探傷試

験を義務付けたとしても、それには多大な費用と時間を

掛けなければならないため、完全実施は困難で、果たし

て事故が防止できるか疑問が残る。

3.3 再発防止の一考察

ジェットコースター事故の原因は、図4に示すように

長期間一定の負荷がかかり金属疲労で生じたき裂が進

展し車軸が破断したためである4）。

一般に金属疲労で生じたき裂は、初期の段階では

徐々に進展して、最終段階において急激に進展・破断

に至る。

今回の事故を起こしたジェットコースターは、平成4

年3月に使用を開始してから平成19年5月に車軸が破断

するまで約15年間運転していた。

したがって、この種の車軸の使用開始からおよそ5年

間はあえて探傷試験を実施せず、引き続き使用する場

合には、年1回の探傷試験を強制するか、あるいは車軸

の寿命がくるかなり前（ここでは使用開始からおよそ5

年後）に新品に交換すれば、探傷試験を実施する必要

はないと考えられる。

４．おわりに

事故は、すでに起きた現実である。現在から見れば、

その事故自体の現実は過去に属する。しかし、事故原

因の徹底究明、それに基づいて得られた教訓と再発防

止策が活かされれば、新たな事故を少しでも減らすこと

ができる。

大阪万国博覧会後約35年間開園していたエキスポラ

ンドはこの事故の結果、二度と再開されることなく事故

から1年後に廃園となった。

参考文献

1) 平成16年度自動車の検査・点検整備に関する基礎調査検討結
果報告書　国土交通省自動車交通局　平成17 年３月

http://www.mlit.go.jp/jidosha/iinkai/seibi/6houkokusyo.pdf
2) 「大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故に係る

調査検討会報告書」、独立行政法人　交通安全環境研究所　平
成16年12月

3) コースター等に関する緊急点検の結果について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070523_2_.html
4) 失敗知識データベース：エキスポランド ジェットコースタ

ー事故
http://shippai.jst.go.jp/fkd/Detail?fn=0&id=CZ0200802&
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図４　事故を起こした車軸の破断状態
（出所：参考文献４）大阪府警）



【解説】

(1)電磁石及び試験体中の全磁束と起磁力の関係の例を図1に

示す。いずれも全磁束は起磁力が増大するとともに増大し、飽

和する傾向をもつ。ここで用いた電磁石の断面積は25㎜×25㎜

であり、電磁石中の全磁束をこの断面積で除すと約1.7Tとなり、

これは電磁石の材料に用いられているけい素鋼板の飽和磁束密

度に対応する値である。すなわち、通常磁粉探傷試験に用いら

れている磁化器は、その材料の飽和磁束密度になるように設計

されている。一方、試験体中の全磁束は、電磁石中の全磁束よ

りも小さい（ここでは約90%）。これは、磁極と試験体表面の間

の磁気抵抗及び電磁石から空間へ磁束が漏洩していることに起

因している。

(2)試験体に作用している磁界の強さを推定する方法として、

JIS Z 2320-1では、A形標準試験片（又は、C形標準試験片）を

用いる方法とホール素子プローブなどを用いて空間の磁束密度

の試験体表面に平行な成分を測定し、これを磁界の強さに変換

する二つの方法を規定している。前者の方法では、試験体表面

にA形標準試験片を密着させるように規定されているが、この

保証がなかったり、密着の程度によって溝からの漏洩磁束密度

の値が大きく変化するなどの問題点がある。このため、JIS Z

2320-1の改定の審議に際しては種々の議論があったが、我が国

では現在A形標準試験片が広く使用されていることもあり、す

ぐにこの使用を廃止すると混乱が生じるとの判断によって存続

されることになった。

一方、後者においては次のようにして試験体表面の磁界の強

さを推定できる。

図2に、極間法を用いて試験体を磁化した際の磁束線の分布

の例を示す。このように、極間法においては、磁石から空間に

多数の磁束がもれてくる。試験体表面に平行な成分を測定する

ためには、垂直成分の影響を除くために図3(a)に示すように磁極

間の中央部にホール素子をセットし、図3(b)のようにホール素子

の測定面が試験体表面に鉛直になるようにセットすればよい。

(3)試験体の寸法を小さくすると、試験片の端部から空間にも

5.【解説】上級検査技術者試験問題―磁粉探傷検査（MT）部門
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問題1 溶接部の磁粉探傷試験に一般的に用いられ
ている極間法に関連して、次の問いに答えなさい。
(1)電磁石の水平部の中央部及び試験体（極間の中
央部）にそれぞれ検出コイルを巻いて磁束を測定
すると、それぞれの場所における磁束は起磁力の
増大とともにどのように変化するか同じ図に定性
的に示しなさい（起磁力は磁束が飽和するまで変
化させるものとする）。また、両者に差異が生じ
る理由を述べなさい。ここで、エアギャップは無
視する。
(2)極間法を用いて磁化するときの、試験体に作用
している磁界の強さの測定方法を記しなさい。
(3)図は交流極間法における全磁束の測定法を示し
たものである。ここに示した試験体の寸法よりも
小さなものを用いると、全磁束はどうなるか、理
由を付けて記しなさい。

(4)図のようにして得られた交流電圧計の指示値
E(V)を用いると、全磁束Φ(Wb)は式(1)を用いて
求めることができる。ここで、分子の は何を
意味しているか、理由を付けて記しなさい。

ここで、f：励磁周波数(Hz)、N：サーチコイルの巻
数（回）である。
(5)式(1)は、直流磁化の場合には適用できないが、
その理由を述べなさい。

図1 全磁束と起磁力との関係



れる磁束が多くなるため、全磁束は減少する傾向がある。実験

結果によると、ここに示した寸法以上のものを用いると全磁束

にはほとんど変化が認められなかったため、この程度の寸法の

ものを用いることを推奨している。

(4)分子の は、全磁束の波高値を求めるために付けられ

ている。一般に交流電圧計は実効値を表すものが多い。したが

って、実際に用いる交流電圧計が何を測定できるものであるか

を確認しておく必要がある。

(5)交流磁化をした場合には、交流磁束がサーチコイルを通過

することによってサーチコイルには誘導起電力が発生するため、

式(1)を用いて全磁束を求めることができる。しかし、直流磁化

をした場合には誘導起電力が発生しないため、式(1)を用いるこ

とはできない。

【解説】

(1)強さm１(Wb)の磁極がその周囲に作っている磁界の強さは、

その磁界の中に置かれた単位磁極に働く磁気力として定義され

ている。したがって、磁極 m１から r(m)離れた点における単位

磁極に働くクーロン力は、F＝ m１/４πμ0 r 2 となり、これが

その点における磁界の強さに等しくなる。すなわち、式(1)が書

ける。

ここで、μ0 は真空の透磁率である。

一方、一つの磁極から総量でm１(Wb)の磁束が四方八方に一

様に出ているとすると、磁極から r(m)離れた点では球の表面積

は４π r 2 ( m2 )であるため、その点での磁束密度 B (T)は式(2)

と書ける。

したがって、式(1)のHと比較すると、式(3)と書ける。

(2)単位体積当たりの磁気モーメント、又は単位面積当たりの

磁極の強さと定義されている。強磁性体中の磁束密度をB(T)、

磁界の強さをH(A/m)、強磁性体の透磁率をμ(H/m)、真空の

透磁率をμ0(H/m)そして磁化の強さをJ(T)とすると

の関係が成り立つ。したがって、

と書ける。すなわち、磁化の強さは強磁性体の真の磁化の程

度を表すものである。

(3)溶接部の磁粉探傷試験をした際に現れやすい疑似模様の種

類には次のものがある。

①断面急変指示、②電流指示、③電極指示、④磁極指示、⑤

表面粗さ指示、及び⑥材質境界指示

(4)溶接部の初層部には各種の溶接欠陥が発生しやすいため、

数層溶接した後に裏はつりを行うが、裏はつりが十分行われて

いるかどうか、裏はつり面にその後の溶接に際して有害な欠陥

が存在していないかどうかを調べるために磁粉探傷試験を行う。

(5)保守検査において対象となるきずは、疲労割れ及び応力腐

食割れである。これらの割れは一般には微細であるため、検出

能力の高い蛍光磁粉を用いるのがよい。
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問題2 次の問いに答えなさい。
(1)空間における磁界の強さと磁束密度との関係は、
どのように導入したらよいのか。
(2)磁化の強さとはなにか。
(3)溶接部を磁粉探傷試験したときに現れる疑似模
様にはどのようなものがあるか。
(4)高張力鋼の溶接部の裏はつり部を磁粉探傷試験
する目的はなにか。
(5)保守検査においては、蛍光磁粉を用いた方がよ
いとされているのはなぜか。

図2 極間法における磁束線の分布の例

図3 試験体表面の磁界の強さの推定方法の模式図

（1）

（2）

（3）



皆様は「じゃばら」という果実をご存知でしょうか？

ゆずなどと同じ高酸柑橘類で、1971年に地球上で和歌

山県東牟婁郡（ひがしむろぐん）北山村にしか自生し

ていない品種だとわかり1979年に品種登録された果実で

す。昔から地元北山村では、他では見ない珍しいみかん

であり、また「邪を祓うほど酸っぱい」ことから「じゃ

ばら(邪払)」と名づけられ、縁起物として正月料理に使

われていたものだそうです。

私が初めて「じゃばら」に出会ったのは、昨年の3月、

熊野方面への山中を車で移動していた際にたまたま立ち

寄ったドライブインでした。「じゃばら」の生産地であ

る北山村は和歌山県に所属していますが、周りを三重

県もしくは奈良県の市町村で取り囲まれており、和歌山

県の市町村とは全く接していない日本唯一の「飛び地」

の村で、毎年厳寒期は夜間道路通行止めになる山間の

村です。

ドライブインで見た「じゃばら」は見るからに「酸っ

ぱそう」で、酸味の強いものが苦手な私にとっては遠慮

したいものでしたが、加工品として売られていた飴の宣

伝文句に目を惹かれました。「花粉症でお悩みの方にお

ススメ」「岐阜大学医学部が研究成果として発表」それ

を見た時は、柑橘類で花粉症が改善する？　と疑問に

思いましたが、数年前から花粉症に悩まされている身に

とっては、買わずにはいられないという気持ちになり試

しに一袋購入しました。

帰ってからググって（笑）みると、インターネットシ

ョップでも販売されており口コミでも「鼻水が止まる」

など評判もなかなかのものです。また岐阜大学医学部の

研究発表以外にも、和歌山県工業技術センターから

「じゃばら」の果皮及び果肉にはアレルギー抑制効果の

ある「フラボノイド」の成分が非常に多く含まれている

という研究成果が発表されていました。（日本食品化学

会議第50回(2004年)にて発表）

化学的な分析を見たせいか、本来の「じゃばら」パワ

ーのおかげか、飴を舐めている間は私も花粉症の症状が

軽くなっており、酸味も気にならず美味しくいただけま

した。周囲の花粉症仲間（？）にも勧めてみたところ、

評判は上々で今年もインターネットショップから「じゃ

ばら飴」をお取り寄せしたほどです。飴だけでなくドリ

ンク(岐阜大学の研究結果はこちらを飲用して得られた

ものです)もありますが、私には酸味が強すぎて飲むこ

とが出来ないのが残念です。皆様の中にも花粉症にお悩

みの方がいらっしゃいましたら是非お試しください。

戦後の材木不足を補うため大量に植林された杉の花

粉が主な原因といわれ、街の都市化によって更にその症

状をもつ人が増えたと言われる花粉症。柑橘類の自然

交配で生まれたとされる「じゃばら」は、そんな現代の

環境が作り上げた病に悩む私たちの為に、神様が用意

してくれたプレゼントなのかもしれません。時にはその

驚異的なパワーを人間に見せつける事もある自然の力で

すが、最後は私たち人間を癒してくれるのだと「じゃば

ら」が訓えてくれているように思えました。今年もつら

い時期がやってきました。

「じゃばら」パワーで乗り切らなければ！

北山村ホームページ

http://www.vill.kitayama.wakayama.jp/jabara/index.html

6. 随想 ――「じゃばら」

㈱九検　古賀　美智恵
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2011年4月1日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、2010年10月1日付
認定から変更が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。

なお、認定事業者（全て）については、別刷CIW
認定事業者一覧をご覧ください。

＜新規：2社＞
D種
■三協エンジニアリング(株)〔87〕(本社・大阪府)

認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

■新東技検(株)〔98〕(本社・神奈川県)
認定検査部門：RT
登録事業所　：本社

＜種別変更：1社＞
A種

■(株)ジャスコ〔67〕(本社・神奈川県)
認定検査部門：RT・UT・MT・PT・ET
登録事業所　：本社、札幌営業所

＜認定部門等の追加＞
■(株)ディーテック〔96〕(本社・三重県)

認定検査部門：UT
付加事項　　：建築鉄骨検査適格事業者
登録事業所　：本社　
（建築鉄骨検査適格事業者の追加）

＜認定の停止：1社＞
■(株)エス･イー･シー〔154〕（本社：神奈川県）

2011年4月1日現在の認定事業者数は次のとおり。
A種：16社／B種：7社／C種：29社／D種：72社／

合計：124社

CIWCIW認定認定にに関関するおするお知知らせらせ

☆理事会の開催について
第5回理事会を2月10日(木)に協会事務所において

開催しました。会務報告の他、平成22年度の事業総
括、平成23年度の事業計画等について協議しました。
平成23年度第1回理事会は平成23年4月21日(木)（於
：協会事務所）に、また、第1期第2回通常総会は平
成23年5月13日(金)（於：浜松町東京會舘）に開催の
予定です。

☆技術指針について
当協会技術委員会におけるワーキンググループの

一つとして活動した「探傷感度の調整にSTB-A2形系
試験片を用いた鋼管円周継手の超音波探傷試験法に
関する指針」をまとめ発表しました。これは、鋼管
円周継手の感度調整として規定されているRB-A6対
比試験片の代替としてSTB-A2形系試験片を使用する
場合について指針としてまとめたものです。

☆今後の研修会予定について
①NDI－レベル3（UT二次試験)のための受験対策

講習会

（協賛：(社)日本非破壊検査工業会)
平成23年4月23日(土)～24日(日)：東京

②新規開催！
今回、新たに（RT二次試験）（PT二次試験）に
ついても受験対策講習会を計画しています。

（協賛：(社)日本非破壊検査工業会)
（RT二次試験）

平成23年4月23日(土)～24日(日)：東京
（PT二次試験）

平成23年4月30日(土)～5月1日(日)：東京
③東京都知事が認定する研修会【建築物の工事に

おける試験及び検査に関する研修会】
平成23年5月29日(日)：東京

なお、平成23年度第2回目の研修会は、平成23年8
月28日(日)：東京の予定です。

※「技術指針」及び「研修会」の詳細・お問い合
わせ等は、CIW検査業協会事務局（03-5820-3353）ま
で。また、当協会ホームページ(http://www.ciw.gr.jp)
にも掲載いたします。

CIW検査業協会だより
一般社団法人CIW検査業協会
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3月1１日午後2時46分、東北三陸沖を中心とする国内観測史上最大級のマグニチュード9.0の

地震が発生しました。地震発生後の津波により東北各地に多大な被害をもたらしました。この

記事を書いている間にも犠牲者が増えている状況です。この巨大地震の影響を受け物資等の流

通問題、1都8県での計画停電など生活に影響のでる事象が相次いでいます。更に福島の原子力

発電所では危機的な状況が続いています。自衛隊のヘリコプターが海から汲み上げた海水を空

からまく状況、機動隊、消防隊の高圧放水車が出動する、この光景を見ていると直面している

危機の深さを物語っていると思いました。現場で任務に就く方々のことを考えると、今はただ、

成功と無事を祈るばかりの状況です。

何よりも被災地では１人でも多くの命を救うために懸命の活動が続いています。また、避難

した人たちの暮らしも厳しく、水、食料、燃料、薬、等々足りない状況が依然として続いてい

ます。そして今回、何より痛切に感じたのは正確な情報と伝達手段は本当に必要なものになっ

ているなと感じました。

最後に、皆様の中にも今回被害に遭われた方々がいると思います。被害を受けられた方々に

は心よりお見舞い申し上げます。又、被災地の一日も早い復興を祈っております。 （K.O）

編　集　後　記


