
編集・発行／社団法人 日本溶接協会　溶接検査認定委員会 CIW通信 

ランプス Certification for Inspection of Welds  NEWS

Vol.25 No.3 Summer,2011

【東日本大震災特集】
頻発する巨大地震

―地震に対する減災・防災を考えよう―

GPS津波計・波浪計・潮位計の開発

随想 ――「東日本大震災の体験」

非破壊試験技術者の資格及び認証における国際整合

化の動向について

JR東日本の在来線軌道検測業務について

平成23年度後期CIW試験・研修会及び認定申請のご

案内、CIW検査業協会だより



非破壊検査部門の頭文字 R(RT)，U(UT)，M(MT)，P(PT)，E(ET)，S(SM) を採った
ものである。

RUMPES（ランプス）とは：
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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）
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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。
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「CIW通信―RUMPES」の表紙図案＆原稿募集
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東日本大震災特集



１．はじめに

我が国は残念なことに、図1に示すようにユーラシアプ

レートと、太平洋プレート、フィリピン海プレート、北米

プレートに囲まれた、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場所に位置しており、

世界有数の地震国となっている。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

ている。

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

が多く出てくるように、幾度ともなく地震による大災害を

経験してきている。よく怖いものの例えとして、地震、雷、

火事、親父と言われてきたのも頷けるところだろう。不思

議なことに日本の高度経済成長期には殆ど大きな地震は発

生していないが、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る。

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、中央

防災会議などから被害予測結果が公表されている。今後の

30年以内に発生する確率と言うような形で発表されている

が、100％近いものもあるし、非常に低い確率のものもあ

る。天気予報の確率と違って素人には分かりにくい面もあ

るが、実は確率的に非常に低いとされるところでも地震が

起こることも数多くある。

1995年の阪神・淡路大震災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るし、2004年の中越地震に

いたっては殆ど発生が推定されていなかった場所で発生し

ている。確率的地震発生予想の難しさである。

このことから考えると、日本では殆どの地域でも近い将

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

は断言できることだろう。例えば、さる3月11日に起こっ

たマグニチュード９の東日本太平洋沖地震（以下、東日本

地震と略称する）はまさに地震学者が全く予測しなかった

地震である。

ちなみに、表1に今世紀は入ってから2011年の東日本地

震までに発生した被害地震を示したが、1年に１件以上の

大きな地震が発生している状況が理解できよう。この後も

東北地方における余震を含めて、静岡県、長野県、新潟県

などで震度6程度を感じる大きな地震が立て続けに発生し

ている。この様な状況の中で、我々はどの様に防災、減災

に努めて行くべきか身近な問題として考えていかなければ

ならない。

１．頻発する巨大地震　―地震に対する減災・防災を考えよう―
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図1 日本近辺のプレート

表１　2000年代に発生した大地震
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２．東日本地震（東日本大震災）

2011年3月11日の午後2時46分に巨大地震が発生した。震

源域は約200km×500kmに及び、それに伴って発生した大

津波は1000年に一度の規模と言われ、被害は東北地方の太

平洋側の広い範囲に及び、多くの人命を奪い、また、原子

力発電所を制御不能の事故に陥れ、その結果多くの放射性

物質が放出されいまだ原子炉の安定、収束にいたっていな

い。我が国が受けた試練は計り知れない。今後の復興に向

けての道筋も未だ見えてこない。

日本の歴史を振り返れば、震災が今回の東日本大震災に

劣らぬ試練を我が国に与えた例はいくつもある。わずか

200年程度の間でも、安政元年（1854年）の末に、M8.4の

安政東海地震が、その32時間後に安政南海地震（M8.4）、

その翌年の1855年に安政江戸地震（M6.9）が起こり、さ

らにその翌年には伊豆半島から江戸北部を直撃した台風が

利根川や荒川に大洪水を引き起こし、江戸幕府に大打撃を

与えている。

これらの災害が江戸幕府崩壊の原因の一つとなったと言

っても過言ではない。1923年には関東大地震が、1943年に

鳥取地震（M7.2）、1944年の末に昭和東南海地震（M7.9）、

その約１ヵ月後の1945年の初めに三河地震（M6.8）、1946

年末に昭和南海地震（M8.0）、1948年には福井地震（M7.1）

が起こり大きな被害をもたらした。しかし、当時の社会シ

ステムはその都度被害に耐え、復旧・復興を果たしてきた。

その先人たちの逞しさを思うと同時に、今回の東日本大震

災からどのように立ち直っていくかは、我々のありように

かかっているだろう。

一方、1755年に起きたリスボン（ポルトガル）地震は、

当時世界の通商をリードした経済大国であった、ポルトガ

ルの首都を襲い、津波も含めて約6万人が死亡し、リスボ

ン港が機能不全に陥り、GDPの半分ほどが失われた結果、

英国に遅れをとって国力を衰退させてしまった。しかし、

我が国は敗戦や大災害から立ち直った経験を豊富に有して

いるので、今回の大震災によって工業力と貿易力が一時的

に低下しても、我が国の国力が衰退に向かう恐れはないと

は思われるが、復興・復旧に当たっては過去の事例で残さ

れた先人の教訓から何を学ぶか、かつそれをどの様に生か

すかが強く問われるだろう。

３．21世紀の日本

震災からの復興に当たって、今後の日本を考えていく上

で、人口問題、食料問題、エネルギー問題は前提にしてお

かなければならない。自給自足していた江戸時代の人口は

約3,100万～3,300万人であった。明治になって人口爆発を

起こし、現在では約１億2700万人である。しかし、急速に

少子高齢化が進みだし、2045年頃には１億人を割り、2055

年頃には９千万人くらいになると予測されている。

これに伴って高齢化率が上がり、0～14歳、15～64歳、

65歳以上の年齢３区分の人口比が、2005年で13.8％、

66.1％、20.1％であったものが、2055年には8.4％、51.1％、

40.5％と極端な少子高齢化社会になると予測されている。

これは欧米諸国も経験しなかった急速な社会の老齢化であ

る。当然このことは国力の低下に結びつく可能性があるが、

現在のところこれを食い止める良い手当てが見つかってい

ない。

少子化になれば、表２、表３に示すように希望すれば誰

でも高等教育を受けることが可能となり、社会の高学歴化

も進むので、国力も上がるとする見方も無いわけではない

が、どのような社会を作っていくべきかは皆で考えなけれ

ばならないであろう。少子・高齢化に伴い、労働人口が減

少する事になるので、いかに効率の良い生産と経済活動を

行っていくかが鍵となる。現在自給率が40％程度となって

いる食料自給率を高学歴社会下でどう上げていくか、農業

生産システムそのものの見直しが必要かもしれない。
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表３　大学進学時の人口の予想推移

18才人口の推移
・昭和41（1966）年 250万人

・平成４（1992）年 205万人

・平成14（2002）年 149万人

・平成22（2010）年 120万人

・　　 （2050）年 80万人

表２　2002年度の高等教育機関への進学率

大学、短大進学率
昭和35（1961）年 10％

昭和41（1966）年 17％

平成６（1994）年 43.3％

平成21（2009）年 56.3％

但し、専門学校を含めた高等教育機関への進学率は、

75％弱



さらに深刻なのは、我が国の1,000兆円に及ぶ借金と、東

日本大震災での福島原発の事故に端を発した脱原発の動き

である。我が国のエネルギー自給率はわずか4％で原子力

に依存するエネルギーを考えても約20％と言われている。

電力供給の約30％は原子力発電であるので、これを急速に

０に持っていくとどの様な状況になるかは明らかである。

今回の災害を契機にエネルギーの見直しをすることは良い

ことであるし、再生可能なエネルギーを増やしていくこと

は正しいことであるが、これを急速に行い過ぎると、工業

生産力の低下、ひいては国力の低下につながることになる

可能性があるので、国民的な十分な議論が必要である。

４．建物の耐震補強と長寿命化

地震国日本において、いかに防災、減災に努めるか、こ

れが結果的には少子・高齢化社会に相応しい省資源、省エ

ネルギー社会の実現に貢献できることにつながる。ここで

は建築分野から、少し述べてみたい。

我が国の建物は、1995年の阪神・淡路大震災が起こるま

では一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。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

を受けてしまった。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。ただ、客観的事実

として明らかなことは、1981年改訂以前の建築基準法に基

づく設計法、特に1971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被害が集中していたことである。

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」が開発された（現在では鉄骨

建物等の耐震診断法も開発されている）。その診断法は計

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ある。1968年十勝沖地震、

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、Isの値による耐震性のランキング（被災する確率）

を明示することが可能となった。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量的評価手法の有効性が

おおよそ証明された。

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（Is＜0.6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中心に既存スト

ックの耐震改修が行われるようになった。

特に避難所になる学校建築に対しては、政府も補助金を

出し、相当程度が診断、耐震補強されているし、その効果

も最近の地震で証明されている。ただし、民間の建物に対

しては充分とはいえない。その原因として、経済的状況の

問題もあろうかと思われるが、場所を特定すると 建物の寿

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

ていないので、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、大地震直後以外はその必要性はあ

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あろう。

1981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るし、ビル物に限っても2

百万から3百万棟程度あると推定されている。この中で共

同住宅は90万棟程度であろうと思われる。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

に耐震性能を高める必要がある。いわゆる既存不適格建物

の安全レベルの適格化である。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、阪神・淡路大震災での被害の例からも

明らかである。

補強に要する費用は、新築する場合の数分の一あるいは

それ以下で収まる。耐震補強工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、耐震補

強の費用対効果は非常に大きいし、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ある。

ちなみに現在関東地震級の地震が首都圏を襲えば、その

被害総額は国家予算をはるかに上回る200兆円を超える可

能性のあることを専門家は指摘している。最近中央防災会

議も首都直下地震の被害想定額がおよそ120兆円と発表し

ている。東京都が幹線道路沿いの建物の耐震診断、補強を

急ぐとしているが、首都直下地震の発生が危惧されている

現在そのスピードをさらに上げる必要があろう。
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我々はもっと安全性を確保する（地震強い建物、都市づ

くり）ことに投資する必要があるのではないだろうか。

５．地震に強い建物をつくるために

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

法である。過去の地震被害例から、一番数の多い木造建築

の場合、建物側から見た場合の被害の原因として以下のこ

とが一般的に指摘されている。

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、土台の不良　等

原因は多岐にわたる。設計法から施工程度の良否にも大

きく左右されるし、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る。例えば、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けば参考に

なるだろう。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

摘されている。これらに関しては紙面の都合上省略するが、

ノウハウ本が多数出版されているので、それらを参照され

るのが良い。

最近では、地震時の安全性を向上させるための技術も開

発されている。免震構造もその一つである。地面と建物の

あいだに免震装置（積層ゴムが現在のところ主流である）

を設置し、建物への地震入力を低減させようとするもので

ある。

図2に示したのは、その地震入力の低減効果の実測値で

ある。縦軸が1.0より小さいと入力の低減が起こった事を表

しているが、地動の加速度が大きいほどその効果は発揮さ

れている様子が見て取れよう。今回の東日本地震でも免震

構造は非常に良い挙動を示しており、最近では防災センタ

ー、病院建築などに積極的に導入されているし、一般住宅

への導入も急増している。

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

移行した。建築主も設計者、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

ことが必要である。建築物は国民の財産、生活に直結し、

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ある。

最近、2004年末に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し、2008年には中国

の四川大地震では同じく9万人近い人命が失われたのは衝

撃的であった。残念な事に我が国でも、本年の3月にM9の

東日本地震が発生し、1000年に一度という大津波によって

死者・不明者2万人を超す被害を生じ、かつ原子力発電所

が事故を起こしたのは前述のとおりである。我が国がこれ

まで行ってきた地震（津波）防災対策が震災軽減、防止の
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図２　近年の地震における免震建物の応答（応答低減）



ためにある程度役立つものであったことは事実ではあるが、

今回の震災から見るとまだまだ不十分な点が多々あったこ

とも明らかであろう。

いかに地震大国とは言っても、我が国の被害経験からの

教訓だけでなく、スマトラ地震等諸外国の巨大被害の教訓

をも謙虚に生かしていくことが重要である。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震動

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

る必要がある。

今回の地震で大阪の咲洲庁舎がこの長周期地震で大きく

揺れ話題となった。建物上階(52階)で約140cmも揺れ（片

振幅）、天井や仕上げ材などのいわゆる非構造材が大きな

被害を受けた。記録を見ると揺れは約10分間程度続いてい

る。構造躯体には損傷は無かったようであるが、揺れ幅の

低減等の対策が必要である。同様に関東にある超高層建築

も想像を超える揺れを経験している。東京では交通の途絶

など大混乱が生じたのは周知の事実である。

個々の構造物の耐震化、防災化をはかることは言うまで

もないが、人口過密都市あるいは地域としての総合的な防

災対策を見直し、再構築する必要があるだろう。21世紀中

には南関東地震、東海・東南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。

６．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

あるが、場所を限定すると数十年から数百年あるいはそれ

以上の間隔となる。人間はだいたい百年から二百年位で経

験の伝承が途絶えると言われている。ましてや世の中が急

激に変動する場合には、もっと短い間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ある。

1855年に安政江戸地震があり１万人以上の死者が出た

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る。そのた

めどの地域が地震に弱く、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る。

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たが、阪神・淡路大震災が

発生するまでは、実は400年前に大地震が起こった事を忘

れてしまっていた。

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ある。何も無くて普通、

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あ

る。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う。

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

れば式で時間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ある。特にこの傾向は

前述のように日本人に強いのではないだろうか。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国民性によ

るものかも知れない。

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

せない地域も日本には多く存在した。さらにごく最近まで

は世界で一番治安の良い国とまで謳われた。しかし、ここ

20年くらいの間にそのような状況はかなり神話化してしま

ったのは皆感じることであろう。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、企業の不正等も後

を断たない。これらのことと連動するように1995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

が発生している。海外ではテロも多発している。

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あろ

う。特に迫り来る地震に対して被害の軽減を図り、身を守

る意識を常に持たなければならない。

７．おわりに

我が国は東日本大震災における復旧・復興、原子力発電

所の事故からの収束等を目指して、非常な苦難に直面して

いる。この様な中、復興にあたりこれから建築生産に対す

る要求は急増するであろう。さらに減災・防災を目的とし

た既存建物の耐震診断、補強も急増するであろう。これに

伴い、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る。

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・施工の連携が非

常に重要になってきている。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

るであろう。
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１．はじめに

平成23年3月11日午後2時46分に発生した東北地方太

平洋沖地震は、巨大津波をともなって、東日本太平洋

岸に多大の災害をもたらしました。死者・行方不明者

は2万人を超え、この方々の9割以上は津波によるものと

されています。亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表

します。また、被災された多くの方々にお見舞い申し上

げます。1日も早く復興が成ることを祈念しています。

筆者はGPS津波計の開発と題して本誌19巻2号に寄稿

した。そこでは、GPS津波計の原理、開発の経緯、構

築すべき防災システムとその役割について記述した。本

稿では、実用化された防災システムとしての展開の中で

大きい役割を果たしたGPS波浪計も含めた表題とし、そ

の現状と評価について報告する。

２．GPS津波計・波浪計の実用に向けて

前報に記した大船渡沖実用化実験及び室戸沖実証実

験において、観測データをリアルタイムで公開すること

を通じて、その機能と実力を提示してきた。これらの実

験では、要素技術開発に加えて、GPS津波計の基本コ

ンセプトである「いつでも、だれでも、どこからでも」

このデータにアクセスすることができ、自助、互助、公

助の防災３助のいずれにも貢献出来ることを実証的に示

すことを主要な目的としてきた。また、実用機の普及を

推進するには、何十年か何百年か先の津波に対してだ

け機能する津波計では、只今設置することへの意義を明

確に主張出来ないことがあり、室戸沖実証実験ではこ

のことの克服にも取り組んだ。すなわち、日常的に利用

しながら非常時に備えるGPS津波計の産業化コンセプト

の確立であった。

まず着目したのは、開発したGPS津波計が、広い周波

数範囲に対してフラットな特性をもつ振動計を開発した

ことに相当している点である。実際、GPS津波計で得ら

れるデータは、秒単位で変化する波浪、数分から数時

間の周期で押し寄せる津波、半日又は1日周期のゆっく

りした動きである潮汐を含んでおり、これに対して、適

切なフィルタリング処理をすることによって、波浪、津

波、潮汐を切り分けている。いずれも、cmオーダーの

高精度の計測が可能であることを実証できている。また、

短周期の波浪に関しては、PVD（Precise Valiance Posi-

tioning）法を開発（日米加特許）し、太平洋上のいか

なるポイントでも波浪計として機能させることができる

準備を整えた。

続いて、GPS津波計設置海域の漁業者にとって、毎

日時々刻々の海水温、流向・流速は、その日の漁獲高

に直接的な影響があり、その情報公開の需要はたいへん

大きかった。GPS津波計設置海域の地域住民に愛され

信頼される計測器が受け入れの基本であるとの認識か

ら、図１に示す室戸岬沖GPS津波計では海水温、流

向・流速を観測することとした。このデータをインター

ネットで詳細に公開するともに、携帯電話の2次元バー

コード読み取り機能を使ったデータ取得システムを構築

して利用に供している。また、洋上での気温、気圧、

風向、風速などの気象観測も同時に行い、洋上気象海

象総合観測ステーションとして機能させることを継続的

に実証している。
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２．GPS津波計・波浪計・潮位計の開発
東日本大震災特集

高知工業高等専門学校　環境都市デザイン工学科　寺田　幸博

図1 GPS津波計の設置（室戸岬沖）



以上の状況を経て、本研究開発の成果は国土交通省

港湾局のGPS波浪計として採用され、2007年から全国

に実機配備（リアルタイムナウファス）が始まり、現在

太平洋岸沖合で12基が稼働している（http://now-

phas.mlit.go.jp/index.html）。

３．東北地方太平洋沖地震津波

この地震津波に対してGPS津波計は機能したのかが、

多くの読者の関心事であろう。まず、筆者らの研究チー

ムが保有している実験機としての室戸岬沖GPS津波計

は、図2に示す波形を捉えた。約1,000km離れた観測点

であるため、津波高さは40cm程度であるが、その擾乱

が30時間以上継続していることが大きい特徴である。防

災キャンペーンなどで「揺れたら6時間津波に警戒」と

しているが、沖合の海面変位を精密に測定した結果に

基づいて、その警戒を続けるべきか否かの判断をするこ

とへの転換が必要であることを示している。

さて、国交省港湾局のGPS波浪計は、どのような状況

にあっただろう。図3を見ていただきたい。岩手中部沖

（釜石沖）の3月11日のインターネット上でのリアルタイ

ム表示を画面キャプチャしたものである。15:10頃に第

１波（結果的に最大波）の6.5ｍを記録している。宮古

沖、広田湾沖の観測点でも、同様に6m程度を観測した。

この状況下で、筆者の所属する高専が海辺に近いこと

もあり、学生を即刻帰宅させる処置を行った。

これには、二つの判断があった。これまでの津波観測

の経験から、その近隣の沿岸では沖合観測結果の少な

くとも数倍の高さになる事実と、高知までの到達時間に

１時間以上の余裕がある見通しに基づいた判断であっ

た。この作業を終えて研究室に戻ったときには、東北太

平洋岸のGPS波浪計のリアルタイム配信は停止し、デー

タ更新がなされないまま図3の状態が保持されていた。

この地域に設置されていたGPS波浪計が一斉にデータ

が途絶えたことから、通信網の寸断が原因であると推察

した。その理由の一つは、6m程度の動揺は海上のGPSブ

イにとって台風の海で何度も経験してきたことであり、

その周期も10mを超える台風の波よりも遙かに長くGPS

ブイへのダメージは考えられないことである。もう一つ

は、陸上の基準局がブイとの海上データ通信の確保の観

点から高台に設置しており、バックアップ電源も準備さ

れていることから、津波のデータは基準局のハードディ

スクに蓄積されていることが期待出来た。これらのこと

から、Mw9.0の海底巨大地震による津波を震源域の洋上

で完全に捉えた世界唯一のデータになると予測された。

一方で、陸上の通信網の破壊によって、リアルタイム
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図3 釜石沖GPS波浪計による津波のリアルタイム発信
（http://nowphas.mlit.go.jp/index.html）

図2 東北地方大平洋沖地震津波観測波形（室戸岬沖）



性を損ねてしまったことは残念であるが、GPS波浪計の

みならず、多くの防災関連情報が陸上通信で停止した

現実に対して、防災専用通信衛星の確保のようなドラ

スティックな方策が必要であるとの教訓が得られた。

岩手南部沖（釜石沖）データが回収され、その時刻

暦データが国交省から発表されたのは、3月28日であっ

た（http://www.mlit.go.jp/common/000139231.pdf）。

図４は、その後国交省から提供されたデータである。リ

アルタイムに観測された第1波が最大波であり、津波高

さ6.7mと発表されている。約7時間で7波が観測され、

第一波は2ｍ程度の緩やかな上昇とさらに4m強の急な上

昇の二段構造をもつことを特徴としている。

この貴重な情報は、翌日朝のNHK「おはよう日本」

で放送されたのを皮切りに、読売新聞、朝日新聞、日

本経済新聞などで取りあげられた。

読売新聞では、4月24日の朝刊で次のように、GPS波

浪計が果たした役割を記述している（次の［ ］内は

記事からの引用）。［3時10分頃、気象庁に衝撃的なデー

タがもたらされた。岩手県釜石市の沖合20ｷﾛに浮かぶブ

イ状の波浪計が、3㍍以上の波を観測したという。波は

沿岸に近づくほど大きくなる。「沖合20ｷﾛでこれほど高

いとは･･･」現業室で報告を受けた横山さんは、決断を

迫られた。3時14分。予想の高さを宮城県で10㍍以上、

岩手県と福島県で6㍍にそれぞれ切り替えた。］

また、NHKの特集番組「巨大津波 “いのち”をどう

守るのか」など、マスコミで繰り返し採り上げられた。

今回の津波は、陸上通信が破壊される前の段階で気象

庁に情報が届いたことになり、十分とは言えないが、防

災情報の発信面で一定の役割を果たせたものと考えてい

る。

４．産学官イノベーション創出の視点

GPS津波計の開発は、産学官の研究チームを組織し

て開発を進めてきた。テーマの設定と推進ストラテジー

構築において重要視したものは、次の３点である。

（１）研究対象とした技術の発展性

（２）良き研究パートナーとの協力

（３）継続的な公的研究費の確保

開発テーマの設定は、研究対象とする技術自身のエ

クセレンスと、開発成果が事業性を持つかの二つの視点

での見極めが重要である。研究対象とする技術の見極

めには、何らかの指標が必要である。筆者はこれを10の

3乗以上のパフォーマンスとして設定している。このこ

とをGPS精密測位が活用されている測量分野で考えてみ

る。2点間の距離を1回だけの計測で求めようと考えたと

き、GPSを用いれば地球の裏側の2万kmの地点を瞬時に

求めることが出来る。これを従来技術と比べると、先に

判断基準とした千倍の機能向上を十分超えていると評

価でき、GPSは取り組むべき対象技術と位置付けること

ができる。

平成7年の研究開始時点は、東京大学地震研究所の加

藤照之教授との二人三脚であった。その後、津波伝播シ

ュミュレーションのエキスパートである東北大学の越村

俊一准教授、海洋観測分野の第１人者である（独）港湾

空港技術研究所の永井紀彦理事など多くの研究者に参画

いただいた。「産」の日立造船、「学」の大学、研究機関、

学会の研究者、「官」の国交省、岩手県、高知県、大船

渡市、室戸市の多くの関係者に加え、「民」として多数の

住民の方々に支えられて来たことが研究開発推進の大き

い原動力になったことを記し、深甚の謝意を表します。

本研究の推進に当たって採択された公募型研究ファ

ンド名を研究期間・代表者名と共に示す。①科研費基

盤研究Ａ10354006（H10～H12，加藤照之），②科研費

地域連携推進11792031（H11～H13，加藤照之），③

S&O財団技術開発基金（H13，寺田幸博)，④文科省独

創的革新技術開発補助金14401（H14～H16，寺田幸博），

⑤科研費基盤研究Ａ17201038（H17～H20，加藤照之），

⑥科研費基盤研究Ｓ21221007（H21～H25，寺田幸博）

研究開発継続において、資金的に危機的な状況は幾

度となくあったものの、このように切れ目無く研究資金

が確保出来たことが大きい推進要因である。
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図4 釜石沖　津波全波形
（国土交通省港湾局から提供されたデータを7時間表示）



東日本大震災では多くの方々が被害に遭われ、亡くなられ

ましたことに、心よりお見舞いとご冥福をお祈り申し上げま

す。

震災発生から３ヶ月が経ち、仙台では震災直後の混乱もお

さまり、徐々に落ち着きを取り戻しつつあります。食料品店

が再開し、ガソリンも給油できるようになりました。しかし、

一方ではまだ避難所生活を強いられている人もおり、がれき

の撤去もまだまだ進んでおらず、厳しい状況が続いています。

この度の震災では、CIWの皆様をはじめ全国の皆様から多

くの温かい支援をいただきました。物資や金銭の援助、医療

支援、ボランティア活動による炊き出しやがれきの撤去など、

被災地の私たちは大変助けられ、励まされました。この場を

借りて深く感謝申し上げます。

東日本大震災による被害については、報道などによりすで

によく御存じのことと思います。震災直後は私たちにもよく

分かっておりませんでしたが、時間が経過するにつれ明らか

になる惨状にショックを受けました。特に沿岸地域はどこも

悲惨な状況で、津波によりがれきの山となった光景には、た

だただ言葉を失うばかりです。

当社では、幸いなことに人的被害はありませんでしたが、

地震により様々な物的被害がありました。大きなものでは、

車両を津波で流されたり、検査装置が倒れて故障したりしま

した。また、会社の天井や内壁にひびが入り、サッシ窓が外

れ2階から落ちたりしました。

仙台北部では震度6強の揺れがありましたが、あらためて地

震のエネルギーのすごさに驚きました。大きな余震が続いて

いて復旧作業も捗らない中で、メーカー様のご厚意で装置を

無償で修理していただいたり、食料や軽油などの支援物資を

届けていただいたりと、検査業界からは沢山のご支援をいた

だきました。お陰様で当社では比較的早く復旧することがで

きまして大変感謝しております。本当に有難うございました。

今回の地震は千年に一度などといわれておりますが、とて

も不幸な出来事であり、二度と起こってほしくはありません。

しかしながら、大地震はいつか必ず起こるものなのだという

ことも痛感しました。

私の自宅は沿岸地域にありますが、家具の固定などの地震

対策はしていましたが、津波の心配まではしていませんでし

た。しかし、津波により全壊してしまいました。また、福島

第一原発では、最大約６ｍの津波を想定して安全対策をして

いたとのことです。しかし、実際には10ｍを超える津波が押

し寄せ、深刻な事態に至ってしまいました。

今思えば、私は心のどこかで、今回のようなことは起こら

ないと思っていたようです。たぶん大丈夫だろうと…。「想

定外」という言葉がよくいわれましたが、それでも、最悪の

事態を考えて備えることは無駄ではないと思います。現在、

私の住んでいた地域では、内陸側への集団移転が検討されて

います。今回の震災を契機にして、より安全な町づくりがで

きるようになればと思います。

社会の安全を守る仕事である非破壊検査も、今後ますます

重要なものになっていくと思われます。私たちもその一員と

して、安全を担っているという意識をもって取り組まなけれ

ばなりません。

東日本大震災による被害は甚大であり、また、原発事故な

どの影響もあり、東北地方の現状は厳しいものがあります。

しかし、震災が起こってしまった以上、それを乗り越えてい

くしかありません。私たちは東北の、日本の明るい未来を信

じて、微力ながら復興に努力してまいりたいと思います。皆

様にはどうぞこれからも暖かい応援を宜しくお願い申し上げ

ます。
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３．随想――「東日本大震災の体験」
東日本大震災特集

仙台検査(株) 伊山　和行

JX日鉱日石エネルギー(株)仙台製油所



１．まえがき

(社)日本非破壊検査協会（以下、JSNDIという）が

2009年9月まで実施してきたNDIS 0601に基づく認定制

度は、ISO 9712への対応として、「非破壊試験技術者―

資格及び認証」に関するJIS化が実現し、2003年からJIS

に基づく認証を開始して現在に至っている。しかし、世

界的にはそれぞれの国の資格･認証に係る事情もあって、

統一したISO規格に基づく資格及び認証制度の整合化は

極めて困難であり、特に欧州の規格であるEN 473とISO

9712はもとより、ASMEとの関連も踏まえての整合化は

NDTにおける国際的な課題となっている。そのため、

ISO/TC 135/WG 3とCEN/TC 138/AHG 9との合同の形

での会議が2009年9月17日、マドリード (スペイン) にて

実現し、ISO 9712とEN 473の相違点について討議が行

われ、整合化へ向けた取組みが開始された。

一方、このような状況下、ICNDT（国際非破壊試験

委員会）では「Qualification and Certification」に関す

るWorking Group  (WG 1) を設置して、「ICNDTが多国

間承認協定を行うシステム」及び「ICNDTが認証機関

の評価と承認を行うシステム」を検討してきている。併

せてWG 1はISO/TC 135 (非破壊試験) とCEN/TC 138

(非破壊試験)との連携をも図っている。なお、国内にお

いては、JSNDIにタスクフォースが設置され、国際整合

化したISO 9712の改正に伴い、ICNDTなどの動向を踏

まえて、国際整合化へ向けての取り組みに着手している。

２．NDT技術者のISO 9712と EN 473に
おける整合化

ISO 9712とEN 473との整合化は、マドリード (スペイ

ン)での第１回の合同WGに続いて、2010年6月のモスク

ワでの会議で、再度、ISO 9712とEN 473の相違点につ

いて討議が行われ、現在、ISO/DIS 9712:2011は2011年

7月17日締切りに向けてコメント提出が求められている

最中である。ISO/DIS 9712:2011のISO 9712:1999との比

較において、主な改正点は以下のとおりである。

(1)工業分野：整合化したISO 9712では認証機関が分

野を創設する場合は、例えば、工業分野では、製品

の全部又は一部又は指定した材料を含む数多くの製

品分野の組み合わせた分野から定めることになる。

(2)再認証試験：レベル1及び2の再認証試験は実技試

験となる。一方、レベル3では筆記試験、又はクレ

ジットシステムである。

(3)資格試験の採点：レベル1及び2の筆記試験である

一般試験と専門試験及び実技試験、さらに、レベル

3の基礎試験であるA（材料科学等）、B (認証シス

テム)、C（四つのNDT方法）、及び主要な試験方法

であるD (C1)、E (C2)、F (C3)の各試験パートは

別々に採点され、いずれも70％以上で合格となる。

(4)レベル１及び２の実技試験における試験体の数：

工業分野が、例えば、「供用前・供用期間中」の場

合、UT, MT, PT, ETで、試験体が3体となり、RTで

は2体の撮影、24枚のフイルム評価 (film interpreta-

tion)となる。

(5)実技試験の採点におけるReportable Mandatory dis-

continuity（報告の義務のある不連続部）：マスタ

ーシートにMandatory discontinuityと記されている

不連続部を報告できなかった場合（検出しなければ

ならないきずを検出できなく、報告できなかった場

合）は、結果的には不合格となる。

３．ICNDT WG 1の資格認証への取り
組み

ICNDT WG 1においては、NDT技術者の資格及び認

証の分野で、ICNDT活動の中心として認証の承認を推

進する。具体的には、NDTの資格及び認証において地

域グループの活動との連携と協力、認証の承認のための

MRA（Multilateral Agreement on recognition of NDT

personnel certification、多国間承認協定）の開発、IC-

NDTのWeb siteの更新、ICNDT Guide and Recommen-

４．非破壊試験技術者の資格及び認証における国際整合化
の動向について

(社)日本溶接協会　参与　大岡　紀一
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dationsの見直しと更新、資格及び認証に関する年次フ

ォーラム開催の企画などである。さらに、新NDT方法

及び技法を導入するため資格及び認証のプロセスの確立

を目指し、IAEA, IAF, ASMEなどとの連携を図ると共に、

英語の試験問題バンクの開発のための調査及びICNDT

による認証機関の評価と承認の可能性の調査、さらに

NDT技術者の認証の承認のためのMRAの推進が挙げら

れている。

４．改正ISO 9712への国内対応について

JSNDIでは、ISO 9712:1999に基づくJIS Z 2305:2001を

早急に見直して、それに対応した認証制度を円滑に推

進する必要があり、2010年10月28日の理事会でその直

下にISO 9712整合化タスクフォースを設置した。同タス

クフォースでは、国際整合化したISO 9712の改正に伴い、

ICNDTなどの動向を踏まえ、国際整合化に向けて取り

組んでいる。これまでに、４回のタスクフォース会議を

開催し、主として以下のことを検討してきている。

(1)ISO 9712の国際整合化の動向とJIS Z 2305規格改正

の方向性の検討

(2)ISO 9712の整合化へ向けた実施のための具体的検

討

(3)整合化したISO 9712実施後におけるMRAを踏まえ

たAccreditationなどの検討

なお、現在、JIS Z 2305資格の国際整合のために、AS-

NTとの協定により実施しているACCPサプリメント試験

及びBINDTとの覚書により実施しているEN 473:2008 及

びISO 9712:2005に準じて実施しているPEDサプリメン

ト試験が行われている。

５．あとがき

1968年にJSNDIにおいて、協会規格であるNDIS 0601

を基に認定制度が開始された。しかし、国際的な規格

の整合化に伴い、日本においてもISO規格に準拠した認

証制度を余儀なくされた。認定・認証制度を開始して

以来、公平性を維持しながら約40年の永きにわたって、

大過なく推進されてきている認証制度は、現在、国際

整合化の動向に対処した制度への見直し及び確立が急

務となっている。このような状況下、ICNDT WG 1は第

1回会議を2009年11月9日の第13回APCNDT 2009 横浜で

開催し、本年６月にスペインのバレンシアに至るまで、

積極的に数回の会議が開催されている。JSNDIでは、こ

のWG 1会議の状況を踏まえて、昨年のJSNDI秋季講演

大会、本年の春季講演大会さらに学術セミナーにおい

て、国内の技術者などのために資格及び認証の国際整

合化に関する講演を実施してきている。

整合化したISO 9712に関しては2011年11月のメキシコ

のカンクンあるいは2012年4月の南アフリカでの第18回

WCNDTで明確になると推測される。

今後、JIS Z 2305に基づく非破壊試験技術者の資格試

験及び教育・訓練に携わる関係各位において円滑な認

証制度の推進に参考となれば幸いである。
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JSNDI学術セミナー「非破壊検査の最新情報と今後の動向」で講演（6月21日、東京・千代田区のJSNDI会議室）



５．JR東日本の在来線軌道検測業務について
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鉄道の安全・安定輸送、設備の安定稼働は、メンテ

ナンスが支えている。現在、70線区延べ約7,500kmの営

業線を展開し、1日の利用客数は1,600万人を超える東日

本旅客鉄道（JR東日本）では、安全を経営の最重要課

題に位置付け、「究極の安全」を目指しているが、鉄道

の安全性と安定性を高めるためには、常に各種地上設

備を健全な状態に保つことが求められる。以前のメンテ

ナンスは人力が基本であり、レールの摩耗や損傷は技術

者が目視で確認していたものの近年、検査・管理の機

械化が進んでいる。本号では、光式又は電磁式の非接

触のセンサーを活用して線路の上下、左右方向の凹凸

（軌道変位）を測る軌道検測車と超音波でレールの損傷

を検出するレール探傷車にスポットを当て、同社グルー

プの在来線における軌道検測業務の一端を紹介する。

◆　◇　◇

同社の保有する電気・軌道総合検測車は、線路のレ

ールの間隔（軌間）や電化の有無に応じ、新幹線用の

「East i」（イースト・アイ）と、在来線用の「East i-E」

（イースト・アイ・イー＝電車タイプ）、「East i-D」（イ

ースト・アイ・ディー＝気動車タイプ）の3編成を運用

している。

在来線では、昭和40年代からEast iの先代に当たる高

速軌道検測車（マヤ34形式）の運用を開始した。この

マヤ34形式は３台車方式を採用しており、「10ｍ弦正矢

法」（10ｍの長さの糸（弦）をレールに沿って張り、こ

の弦の中央位置でレールとの上下・左右方向離れを測

定する）による測定を行っていたが、現在のEast iは2台

車方式を採用し、「偏心矢法」（不均等の間隔で測定を

行い、10ｍ弦正矢に換算する）により測定を行ってい

る。

現在、在来線の検測車は検測機構も進化し、最高時

速は電車タイプが130km、気動車タイプが110kmで、本

線を年4回の頻度で運用している。

East iは軌道や電気設備をはじめ、さまざまな検測項

目を測定している。列車の安全・安定・快適な運行に

は、土台となる健全な線路を保つことが重要であり、特

に線路状態の把握が欠かせない。

軌道は主にレール、マクラギ、バラスト（砕石・砂利）

などで構成され、列車荷重を効果的に分散させ、路盤

へと伝える。鉄道の場合、車輪・レールとも鉄でできて

いるため、双方の接触面積はごくわずかであり、接触面

に大きな応力が発生することでレールは徐々に摩耗し、

また変形していく。

在来線の多くはバラスト軌道であり、列車の荷重が繰

り返しかかることによる軌道変位の発生が避けられず、

在来線用電気・軌道総合検測車「East i-E」（電車タイプ）

在来線用電気・軌道総合検測車「East i-D」（気動車タイプ）



定期的なメンテナンスが必要不可欠となる。

軌道変位は、一般に①高低変位（レールの上下方向

の変位）②通り変位（レールの左右方向の変位）③水

準変位（左右レールの高さの差）④平面性変位（平面

のねじれ）⑤軌間変位（正規の軌間寸法との差）の各

項目についてミリ単位で管理する。

このうち③～⑤は、ある地点における左右のレールの

相対位置であり、測定は比較的容易とされるが、高

低・通り変位は長手方向の位置であるため、一般には

10ｍ弦正矢法を適用する。

「線路は、列車走行による繰り返し荷重を受けること

により、バラストや路盤が沈下する特徴があり、実際に

現場で目を凝らすと、周囲より落ち込んでいるケースが

ある。この凹凸は揺れの原因となるため、高低は現場の

管理者にとって比較的留意する項目になる」（同社鉄道

事業本部設備部企画グループの常松伸章さん）

「首都圏の線区と地方の線区では輸送量が大きく異な

る。軌道の整備に関する基準値は、このような輸送量

や線形条件などに応じて定めている。East iなどによる

検測結果に基づき、これらの基準値に応じた管理に努

めている」（同設備部在来線技術基準グループの餅井絵

里香さん）

基準値の範囲内に収まったか、それとも基準値を超

える変位が生じたか。検測結果は「現場の担当者にと

って『通信簿』のようなもの」（常松さん）だという。

数ヶ月前の検測以降、日々積み重ねてきた業務の結果

が如実に現れるとあって、担当者は常に緊張感を持って、

安全かつ安定した輸送サービスを提供する基盤を維持す

るメンテナンスに従事している。

◇　◆　◇

レールは列車の繰り返し走行や敷設箇所の環境条件

などにより摩耗、疲労、腐食などが日々、劣化進行し

ている。疲労等によりレール表面にできた小さなきずも

次第に大きくなり、場合によっては折損に至る可能性も

ある。レール折損は一旦発生すると復旧までに大幅な時

間を要し、輸送品質を損なうため、的確な管理が要求

される。

「一昔前までは、重さ50kg程度の超音波探傷器をレー

ルに乗せて、徒歩により手押しで検査していた」（同設

備部副課長線路構造グループの岩澤仁さん）時代を経

て、平成3年に1号機を導入以来、現在は新幹線を合わ

せて合計６台のレール探傷車を保有し、全社管内で定

期的に適用している。ダイヤの合間を縫って日中にも運

行する検測車とは異なり、終電から初電の間を利用し

時速30～40kmで走行するレール探傷車については現在、

首都圏では年２回の頻度で適用している。

レール探傷車は、通称RIC（Rail Inspection Car）、

RFD（Rail Flaw Detection System Car）と呼ばれている。

RICは、新幹線用に開発されたレール探傷の専用車両。

レールのきずを小さいうちに発見・監視し、検測データ

はレール交換計画に活用され事故を未然に防止する。

きずの検出には超音波探傷器が使用され、数mmのきず

の探傷性能と精度を有する。

RFDは在来線用として、レールの内部きずの探傷とレ

ール頭面の摩耗を検査できる。

RIC-Nは、RFDに代わる検査車両として開発され、

RIC、RFDの探傷性能をもつほか、タンデムにより垂直

きずも探傷が可能で、溶接欠陥きずも検査できる。その
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線路だけでなく一般道路も移動可能な「軌陸式RFD」レール探傷車「RFD-N」



他、レーザーなどの新しい精密機器が搭載されている。

RFD-Nは最新型のレール探傷車。従来のレール損傷測

定、摩耗測定に加え新たにレール頭頂面撮影装置が搭

載された。これにより、グラフィック画像と実写画像を

合わせることで、その場でレール状態を確認することが

できる。

平成20年に導入した軌陸式RFDは、線路だけではな

く一般道路も移動可能としたレール探傷車両で新幹線、

在来線に対応できる。踏切などから線路に乗り入れ可

能なことから、必要な箇所をピンポイントで検査するこ

とにも適している。常にレール上にいる保守用車とは違

い、公道を移動することで各線への入線が可能になり、

軌陸車の特色として、踏切から線路上に乗りいつでも検

査することができる。

軌陸式RFDは、車体後部に測定機器を設置し、測定

室内からの操作により、レール上に検査装置を自動的

にセットし、リアルタイムにレールきずが画面上に表示

される。画面には探傷するセンサーの角度がカラーによ

り分けられ、レールのどの方向にきずがあるのか、種類

は何なのかが分かりやすく表示される。検査後、専門技

術者により画像判断を行い、きずの種類、深さ、大き

さなどを確認し、レール交換などの緊急処置を実施する

必要性の有無を判断し、報告している。

「在来線のレール探傷車（RFD）では、レールに入る

超音波の入射角度は、前後車輪の0度、40度、70度（1

探法）と中央車輪の54度（2探法）からなり、左右で六

つの車輪がある」（岩澤さん）

超音波探触子はタイヤ方式を採用している。タイヤ内

には接触媒質と水の混合水を注入し、中央部に探触子

を固定した構造となっている。測定時は、超音波の入

射をよくするため、タイヤとレールの間に水をまきなが

ら走行する。

◇　◇　◆

同社設備部担当者への取材を通じ、列車の安全・安

定輸送に徹する意気込みがひしひしと伝わってきた。

「『線路は生きている』という言葉があるように、常に

動いている各種設備の適切な管理に努める。我々にと

っては営業運行を止めることができない使命感がある半

面、場合によっては列車を止めてでも点検や補修を行う

判断を迫られるケースもある。しかし、安全確保を優先

させることをいつも意識している」（常松さん）

「安全で安心な線路をお客さまへ提供するためには、

技術を追求し、最適な検査を確実に行うことに尽きる。

これらの実現のためにも、検測技術を追求し、また得ら

れた測定結果を最適かつ柔軟に活用できるような軌道管

理技術の向上を実現したい」（餅井さん）

「レールはいくら管理を徹底しても年に数本は何らか

の不具合が発生するもの。担当者として当社管内から

レール折損をゼロにする目標達成に向け努力したい」

（岩澤さん）

同社では検査・管理の高度化を目指し、運行中の営

業列車に測定機器を搭載してレールや架線などの地上

設備の状態を監視するモニタリングシステムの開発に取

り組んでいる。高頻度で監視し、変位を捉えることで、

トラブルや故障の予兆を早期に検知でき、実用化となれ

ば、鉄道システムの信頼性向上に大きく役立つと考えら

れる。あらためて鉄道の安全性と安定性は、メンテナン

スが支えている。

（画像提供：JR東日本／文責：産報出版）
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平成23年度後期の溶接検査認定（CIW認定）のための技
術者試験・更新審査と研修会の各日程について、以下のと
おりお知らせいたします。
なお、各地区の研修会においては、参加状況によって中

止する場合がありますので予めご承知置き下さい。

1．CIW認定の技術者試験、研修会について

試験及び研修会の各案内書・申込については、9月上旬
に認定事業者及び仮認定申請提出事業者から届出されてい
るCIW担当者宛に送付いたします。
◎溶接部の検査に関する研修会
東京／大阪： 10月15日(土) ～ 16日(日)
◎CIW検査技術管理者及び上級検査技術者の資格更新審
査（更新講習と確認試験）
東京／大阪： 10月29日(土) ～ 30日(日)

◎CIW検査技術管理者及び上級検査技術者試験
1次試験
東京／大阪： 11月13日(日)

2次試験
東　京：平成24年1月14日(土)予定
大　阪：平成24年1月15日(日)予定

2．溶接検査認定（CIW認定）申請について

WES 8701:2007に基づくCIW認定は、毎年4月1日付、10
月1日付で認定しております。本年10月1日付認定の受付は
既に終了しております。
次回（平成24年4月1日付）認定の申請に関するご案内は、

本年10月初旬に認定事業者及び仮認定申請提出事業者から
届出されているCIW担当者宛にご案内いたします。
なお、当協会ホームページ（http://www.jwes.or.jp/）に

も掲載いたしますのでご確認ください。ご不明な点がござ
いましたらCIW担当までお問合せ下さい。

平成平成2323年度後期年度後期CIWCIW試験・研修会及試験・研修会及びび認定申請認定申請のごのご案内案内

CIW検査業協会だより

☆第1期第2回（平成23年度）通常総会の開催

平成23年度通常総会を5月13日(金)に東京會舘（浜松町）
において開催し、次の議案について審議を行い、いずれも
原案どおり承認されました。
第1号議案　平成22年度事業報告(案)及び平成22年度決算
報告(案)承認の件

第2号議案　平成22年監査報告の件
第3号議案　平成23年度事業計画(案)及び平成23年度予算
(案)承認の件

また、これに先立ち、平成23年度第2回理事会を同日東
京會舘（浜松町）において開催し、会務報告の他通常総会
及び懇親会の議事進行について協議しました。第3回理事
会は、10月上旬に開催の予定です。

☆(仮称)次世代のための非破壊検査セミナーについて

通常総会において承認された事業計画の一つに、『諸分
野で勉学する次世代の若者に非破壊検査セミナーを行い、
構造物や都市の安全を支える非破壊検査を紹介する』ため
の(仮称)次世代のための非破壊検査セミナーがあります。
このセミナーは、工業高校に在籍する生徒を対象として、
一日コースの体験学習とし、身近な対象物に適用される非

破壊検査をわかり易く紹介するもので、非破壊検査を取り
巻いている(社)日本非破壊検査協会、(財)日本溶接技術セ
ンター、(社)日本非破壊検査工業会、(一社)CIW検査業協
会の四団体が共同で委員会を立ち上げ、諸事項の検討を開
始いたしました。

☆今後の研修会予定について

①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】を平成23年8月28日
(日)：東京で

②NDI－レベル3（基礎試験)のための受験対策講習会を
平成23年9月10日(土)～11日(日)：東京で

③NDI－レベル3（UT二次試験)のための受験対策講習会
を平成23年10月29日(土)～30日(日)：東京で

また、今回も春期講習と同様に（RT二次試験）を平成23
年10月29日(土)～30日(日)：東京又は大阪（予定）で、（PT
二次試験）を平成23年10月22日(土)～23日(日)：東京又は
大阪（予定）で、それぞれ開催を計画しています。
詳細は、当協会ホームページ(http://www.ciw.gr.jp)に掲

載いたします。

一般社団法人CIW検査業協会
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東日本大震災特集として、３名の方に執筆をいただきました。（西川孝夫氏におかれまして

は、前号の「超高層等長周期建物の耐震問題」から引き続きとなりました。）東日本大震災の

発生から４ヶ月が経ちましたが、依然として福島第一原子力発電所の事故においては、収束の

見込みがつかないままになっております。

先日、文化遺産として岩手県の「平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺

産群」が国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）により認定されました。東北地方の被災され

た方々には、希望をもてるひとつになることと思います。また、自然遺産として小笠原諸島が

認定されました。あらためて、日本の文化の素晴らしさや自然の尊さを考えさせられました。

原子力発電は、資源小国のわが国においてエネルギーの安定供給や地球温暖化防止のために

役立っているといわれています。しかし、今回の事故で、トラブルが発生したときには人間に

よるコントロールが難しい設備であることが分かり、考えを改める動きを示す世界の国々が出

始めました。また、自然に還すことができない廃棄物が発生することも気になります。後世が

地球上で生き続けるためにも、トータルで環境にやさしいエネギーの選択・利用を考える転換

期だと思います。

最後になりましたが、被災された方々が一日でも早く、安心できる生活に戻れることをお祈

りいたします。 （T.F）

編　集　後　記


