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製品リスト

ドライケ ミ舟ル消火器 ローヤル C B 消火器

ケ ミカルフオグ消火器 ローヤル四塩化捕火器

二重瓶式酸アル市リ消火器 水僧付手押ポ ン プ

泡 沫 消 火 器 ゼネレー州連続泡涼発生側）

車輸 付 大 型消火器 鉛 船 用 泡 沫 消 火 器

各種 消大森剤

∞株式会社初回製作所

本 社大阪命北区神明町 7

営 集 集東京都港区芝中門前町2の5

九州出張所福岡市上洲崎町 2 4 

小倉出張所小倉市西本町 2

広島出張所広島市袋町 5 7 

名古屋出張所 名古屋市中区南大津通り6の2

新潟出張所柏崎市田町 4 3 6 

仙台 出 張 所 仙 台 市 立 町 通 5

北海道出張所札幌市南四条西 2の 7

速い通報少ない損害

感知器による発見

手動による消防署直結まで一貫／

｜設計｜｜製作｜｜工事｜｜保守｜

営業種目
M. M式消防署直通火災報知機
パラ式補助火災報知機
T.H式及 D.S式自動火災報知機
警察署直通非常報知機
屋内信号表示装置
トーホ一式及ノーザン式消防卿筒

トーホ一式小型投光機

M.K.U式流量計算盤（水道．ガス．その他）

東京報知機株式会社
本社東 京 都 港 区 芝 田 村 町 5の 3

r os31・0837・4977
電話東京 （431) ~ 

.l ~973 ・ ~？.B ・ B~？.~

関西営業所 大阪 市西区阿波座四番町 35 電話新 町 (53) 6294 
名古屋営換所 名古屋市中村区笹島町（笠凹ピ ル内） 電話 (SS)3181・5111・（内） 226 
福岡営業所 福岡市本田T21 電話 (5) 2616 
札幌営業所札幌市北二条 8の 5 電話 (4) 1442 
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「災害は忘れた頃にくる」といいますが，近

頃 9月1日といっても余りぴんとこない。

そんなことから国民防災の日が定められたの

かも知れないが

とも角この日に関東大震災があったという古

事（？〉 にちなんで地震のよもやま話をしてみ

たいと思います。

わが国で一番古い地震は日本書紀にでてくる

允恭天皇5年（416年〉の地震で，以来慶応3

年までの1450年の聞に大小強弱2,005回の記録

が残されている。

この数が多いとか少いとかは別と して，わが

国が地震国である という ことでは確かなようで

すし，また何時の時代の人でも地震を経験して

いるという ことで，いろいろな話が残っている。

普は地震をなえ又はなえふるといっていた。

なえは鳴居の意でふるは民うの義であるとい

う。
な えふる な玄ず

このなえふるを魚居振と書いて大きな総が地

下で鰭や尾を動かすから地震がおこるんだとい

う説が可成広く伝わっている。

またそうした俗説には必ず対抗する迷信があ
か七＿，...し

るもので，この総に対し常陸の鹿島神社に要石

という石柱があって， その石で総の頭を鎖める

と地震は制止するという ことも同様に信 じられ

ている。

しかし， この様な話は時代によって変る もの

で，時代を追って調べてみると仲々面白い。

ずっと古い昔ではく700年頃〉地底は天誼だ

と考えていた。

その頃，王道の基づくところは天の意志であ

り，天は公平無私，広大無辺の仁徳の所有者で，
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天子 〈為政者）はこの天の意志にあやかつて政

治を行なうものであるとし，たまたま天子の不

徳により天の意志、に反したと き天誼として地震

がおこると考えていた。

この説は儒教の影響からきたものだといって

1、るが，原因は天子の不徳に発し，その被害法庶

民の上に現われて くるんですからたまらない。

その当時は獄図も地震も同様なのだそ うで，

罪人も悪政のために罪を犯すものだから，苦し

天子が天誼に鑑みて不｛患を恥ることがあるなら

ば当然免囚が行なわれなければならないという

思想だね。

この考え方にたって地震がお4こると大赦令が

でた。

その最初は天平6年（734年）7月12日（続

日本紀〉で，その後日本紀略や扶桑略紀などに

も言己されている。

勿論無制限に罪人を放免したのではな く，記

録によると八虐以下の罪人で強籍盗は赦されな

ったとか。

これが平安中期（1166年〉 以降になると仏教

の影響が強くなり陰陽道によって地震がおこる

と考えるようになった。

その説による と4種類の地震があって，火神

動， 7.k神動，金麹鳥動，天王動に分れ一定の宿

曜に当てはまって動くものと しそれによって吉

凶禍福の前兆を示めすものだと考えるようにな

った。

その判断法は，地震のおこった日や時間で決

める訳だが，決める内容は国政の百般で政治経

済から産業文化，果ては疾病，気象まで及ぶん

だから，ゆめ軽卒には扱えない。



記録でみると ，神祇官の亀 ト（官制の占師）

と陰陽寮（民間の占師）の易笈式占とが地ぷの

たびに命を奉じて占いをたて，双方よ りその卦

を朝廷に奏じて天下の政道を運営したというん

だから，総の鰭とは大部違っている。

その占いがはづれて流罪になった占師もあっ

たと云うにいたっては，当る も八卦，当らぬも

八卦などと云つてはおられない悲喜劇だが，国

政を支配する陰陽道とあっては当然かも知れな

し、。

それにしても信ずるという事は恐しい。今に

残る「五七の雨に囚ツ日照り八ツ六ツ嵐に九；主

病ぃ」等も一連の地震判断法であろう。

（数字は昔の時刻を示している〉

江戸時代になると，それもまた変って くる。

これを安政（1855年〉の記録に較べてみると

「天地の気，その序を失い伏陽出づるをあたわ

ずして蒸発する時地ふるう ，即ち地中は穴あ

りて蜂の巣の如くにて水潜り常に出入し，そ

の陰陽相和して宜しきを得るを常とす，若し

陽気渋滞して出づることを得ずして年月 を積

りて地ふくれ水ちぢまる。

既に伏陽発出する時は，これがため地，震

動す

そのはじめ震う こと猛烈にして後次第に稜

柔なり ，この時海潮の怒浪大いに湧きあがリ

さかのぼる，これ所謂津浪なり」

というよにこの時代になると，少くも 自然科学

的に地震を考えるようになってきた。

更にそれを慶応元年出版の慶応義塾の教科書

に較べてみよう。

「西洋の窮理の説に，大地の良動するはその源

は地下にある火坑（火山脈）より発す。

火坑は地球の中に数多ありて各邦（国内。

各地方〉の中にその源二つあり ，一つは中洲

（東海甲信地方〉一つは蝦夷（北海道）の地に

ありて，その火脈遠く異邦（外国〉までもか

よい，まず地震はじめて発する時，煙気地上

に蒸騰りて暫く のうちに空中を掩い星輝きさと

失うをもって徴とす」

この時代に くると西洋の学聞が可成り影響 さ

すl，現代の学説に近づいてく る。

この樹ヰ書は更に地iJ.-V.の予知法を説いている

ので原文をかりょう。

「その法は鉄の小片を位石に附着せしむるもの

にして，地i-S.の時は磁石その鉄に親和するの

力，消滅すゆえ附着の鉄片かならず落下す」

と説き図解を入れて，家の鴨居から釘を附着さ

せた磁石を吊し，下に銅の洗面器を置いて，地

震がおこると磁力を失うから，釘が洗面器に落

ち音がするから，この方法なら地震を予知する

ことができると説明している。

終 りにこの原理の由来に言及し

「この一大発明はパレース（仏国〉の学校を待

つてはじめて世に知るとおもうなかれ，越列
今 テリツシ

機帝利的多（電気）として親和の理すでに明

らかなるによって学問の道において も，やや

この論なきにあらず

しかも越列機のちからは地震によって障碍

を交る事は既に世人の知る ところな り」

少し飛びすぎたき らいもあるが，兎に角，純学

説以前のわが国における地震に対する考え方の

変遷を一覧にした次第。

地震を火災に較べると，火災はおこる度に必

ず被害が伴うが，地震は必ずしも被害を伴わな

し、。

軽微な地震は災害の中に数えられなかったろ

うし，又家の倒れる ような地震は毎年はおこら

なかったろう。

その原因についても一方は自然発生で社会の

できごとに関係なくおこる。一方は人間行為か

ら発するもので，社会生活のあり方や発達が深

い関係をもってくる。そんな訳で，火災に対す

る社会的観念、はずっと遅れて徳川に入ってから

形成されたのに対し，地g~に対する社会的観念

は遥かに古い歴史を もっている。

しかし，その発災率において古音に磁成され

た地震に対する社会の関心は，後年の火災に追

い越され，庶民生活の中では「宵越の銭を持つ

必要がない」までに火災に対する関心の方が深

まって くると，忘れる訳ではないでしょうが，

地震の災害に対する関心がう とくなる。

そんな時に大地震がおこる，その意味では矢

張り天誼iかも知れない。
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それでは名の知4lた地震を拾ってみよ ；： 0 

元麿の地震（1185年）

慶長の地震（1596年〉

宝永の地震（1707年〉

天明の地震（1783年）

安政の地震 （1856年）

外にもあるが一応五つだけあげてみた。

その理由は特別にはないが，記録によって註

釈を加えると，

元暦2年 7月大地震とあり ，このような地震

』主，

「これより後あるべしとも党えず平家の怨霊に

て世をうすべきよ し甲あい，いかがあらず，〉

んとぞ泣合いける」長門本平家物語

とあり同年の 3月壇の浦で平家は滅亡している

ので，当時，世のうつり変り には変災が必ずお

こるとイ言じられていた。

慶長は元年7月に京畿地方大地震とあり， 征

韓戦に駒を進めてい加藤清正が小西行長のざん

言で秀吉の勘気にふれ，帰国を命ぜられて伏見

に謹慎中この地良がおこった。秀吉の居城であ

る伏見城は天主閣や諸所の門などが倒れ，記録

には「半田氏 l1 N ぱ’ 判 lffiS 川畑~’ ミ：；， I

主雪 国l近くパE」云々とゐり被害は可成大きかっ

たらしいが，それにしても勿体ない話，いやこ

れは失敬，清正はこの時とばかり謹慎中を顧ム

ず急速登城（一番乗りだった）して警固に任じ，

遅れて登城する各部将達を，幕舎に避難して、、

る大閤秀吉に聞こえようがしに，足軽勢にきめ

つけさせて寛罪を晴らす一幕は，歌舞伎劇に政

されている。この地震は大きかったが，火災が

おこ らなかったことで特筆される。当時， 秀吉

の第二期征韓戦の最中で世人の関心ょうやく離

れ，平和を欲する声が巷にあふれでいた。若し

この地震が京伏見一帯を大火にしたら，例の陰

陽道の占いをかつぎ出 し，秀吉の信望はどうな

ったかわかったものではない。

宝永4年の地震は，富士山の美しい三角形の

山型に，俗にいう宝永山を噴出させた爆発地震

で，東海近畿地方に死者5,400を出した。

天明3年の地震は，浅間山の大爆発で麓の35

ケ村に死者3,300を出し江戸市中を真暗にした。
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安政2年の地返は，江戸震災録の最たるもの

で，会けに届出た死者だけで 25,039名もあり，

この地震で学者藤田東湖が圧死しているc

東湖先生は最初のー震で家を飛び出し家族を

点呼したら母がL、ない，再び揺れる家の中に母

を探しにゆき圧死したのだが，当時徳川の憲法

といわれた御定百ケ条の中に，変災に際して親

を見捨てのがれたるもの死罪とあり，孝養を最

高の徳とされていた時代の学者の生涯として

は，何をかL、わんやであるが，それにしても惜

しまれた変死であったζ

このような災害に対する幕府の対策：z，専

救j奇あるのみ，

一，大名旗本に対する復旧資金の融資， 大名

賜暇 （参観交代の免除〉

一，町人施米，施金， 地代免除

ー，御救小屋（難民収容所〉造主主

ー， 焼跡整理の失業救済

ー，物価暴騰の取締

このような緊急対策が実施されていたらしい

が，中でも難民収容所では，暮しのめどがつ く

まで 1ヶ月でも半年で生活している訳で，夫を

なくした妻が，妻をなくした夫が， 一つ屋根の

下で境界のない雑魚寝のことゆえ，ついついお

家の門をまちがえて，お隣の門を拝借に及び，

いやはや穏やかならざる御乱行，外から泊りに

くる人もあるとかでお定まり の， 痴話喧嘩の果

て御法度にふれるものもあった由，何時の世に

も衣食足ってこその男女の道， それ以外で：士と

てもとても責任はもてませんとのことc



電気用 ロ
ロロ の実態と

事故の一例について

1. 電気用品の実態について

消防庁の火災事報によると昭和34年中の全国

火災件数は，36,913件でそのうち電気火災；；！： , 

11. 7,06に当る 4,443件。多数を占めている。 ま

た感電などによる被害者の統計を見ると，死亡

者は毎年 400名内外で負傷者を合せると 3,000

名を超過するのではないか と推定されるz これ

らの災害の原因は使用者の不注意による も0が

多いが，一面電気用品が粗悪であった ことによ

る事故も相当の件数を占めている。

電気用品取締規則は電気の智識をあま リ持っ

ていない一般需用家（主と して住宅商店など〉

で使用される電気器具機械や配線材料から生ず

る災害を防止するため制定せられたもので，対

象とする品目（；！： l絶得電線， 2コー ド， 3電線

管及び金属線樋， 4ヒューズ， 5開閉器， 6室

内用小型スイッチ.7持続器，8電熱器， 9小

型電動機，10小型変圧器， 11電流制限器の11品

目である。規則の適用に当つてのJJ品目に含ま

れる品目の範囲を明 りよう にするため具体的に

電気用品名、例え；：＇.：＇.7接続器に含まれる もの

は．さし込プラグ，コ ンセント など21品であリ，

9小弔電動機は扇風機，電気ノ〈リカン，家庭用

電気洗濯器など14品でゐるよう に全部で J22品

目が示されているぞ

これらの 電気用品を 製造しよ うとするもの

は， 通商産業大臣から製造免許を，また製造す

る品に：立型式：承認を受けなければな らないこと

を骨子と して規定 している。製造免許を受ける

にま，保安上必要でゐる最低限度の製造設備と

目リ 田 _L 武E 武

製品。尺否を判定する試験設備を備えなければ

ならなL、。また製造者：立製造しようとする電気

用品について説明書，組立図，及び部品図と

試験品を添えて型式矛、認を申請しなければなら

ない。 この型式承認申請は電気試験所で受理し

て，所定の試験基準によって試験して合格か否

やを決定し，到式承認になったものには型式承

認番号が付与される。製造者は型式承認の規格

と同ーの品を製造し必らず製品には型式承認番

号 と製造者氏名または商標を表示しなければな ー

らないことになっている。例えば屋内用小型ス

イツチ（主干’6-0000，電熱器類はマ 8-0000の

ようにすの下に11品目別の数字と番号が表示さ

れている。

また（也の法令，電気工事士法および電気工作

物規程では電気施設をする場合には電気用品取

締規則によって型式承認を受けた用品を使用し

つければならないことになっているので無免許

ο粗悪品が市場に出現することを防止する法規

ヒの体制はできている。

併しながら戦後の極端な資材不足と戦災によ

る工場の損壊などによ る生産力が減退している

ここ ろに権災地の復興に必要な膨大な需用のた

め甚しl、品不足となって， いかがわしい町工場

からの粗悪品が横行し，これが安価であるため

一時は悪貨は良貨を駆逐して不良品が氾濫する

吠態となった。その聞に法隆寺の金堂が電気座

蒲団から出火するなど，粗悪品からの事故が続

出するだけでなく ，小型スイッチ，接続器など

て：材質が姐悪のためすぐ破損して使用不可能と

5 



なるものが続出したので，世間から強い非難の

的となった。

そこで昭和26年から27年にかけて関係官・公庁

や団体電力会社などを構成のメンバーとして中

央並びに全国九地区に不良電気用品防止対策関

係の妄員会が結成された。 この委員会は最近電

気安全委員会に改組されたが，不良電気用品の

実態調査，周知宣伝あるいは優良度の表彰など

の事業を行って不良品を一掃する全国的運動を

活滋に展開して今日に及んでいる。

各地区の委員会で行った実態調査ぽ地区ごと

に通商産業局，県庁，消防官署並びに電気関係諸

団体から派遣された人々で調査班を組織して，

主要都市の電気工事店，電気器具販売店を対象

として店頭で電気用品の調査を行った。調査の

内容は正規の品と違法の品とを区別して数量を

出し，更に違法の品の数を全調査個数で害ljって

違反率を算出した。何分にも時間的に制約があ

るので品質の検査には深く触れることができず

型式承認の表示のないもの，または表示の偽の

ものの二つを選び出すことが主となり品質の不

良のものは一見して明りょうのものしか選び出

すのがむづかしい状態であった。

第 1表の市販品調査結果から見ると電線管が

67,8%の高率を示し次で 小型変圧器 9.55ぢ接続

器9.496電熱器3.896の順になっている。

第 2表の年度別表から見ると 4ヶ年平均で約

17 %の違反品が市場にあるということが言え

る。このうちには電線管の附属品の違反が多数

を占めているが，これはプツシング，カップリ

ングのよう に形が小さくて規定の表示が困難な

ため業者が表示しないことによるものが違法品

となっているため全体として違反率が上昇して

いるのでこれを除けば 696程度になっている。

これによっても最近は一般の人々のすに対する

認識が深まっているので，す表示のない品が少

なくなってきたことがうかがえる。

この店頭調査ではマがあるが品質の不良のも

のは 296しかないが，店頭から買上けた品につ

いて材質構造機械的電気的の試験を行ってムる

とマのものについても相当数の不良があること

が判明したので，最近では電気用品の実態を掘

- 6 -

下げて調査するため，市場から無差別に電線，

コー ド，配線器具などを買上げて官公庁，団体

などの試験所で試験基準に基いて試験を行って

良否を決める買上試験を店頭調査に並行して行

うようになってきた℃

昭和 33,4年度についてみますと東京，名古

屋， 大阪その他23の地区で電線，コー ド.1, 539 

点を買上げて試験した結果38%が不良であ り，

また配線器具は 238点中 27.7 96が不良であっ

たc またこのうち電線，コー ドについて型式承

認の品即ちマの品 182点の内37.496が不良であ

った。現在の制度では使用者は型式承認の表示

ママークを唯一の信用として電気用品を使用す

る立前になっているのに，表示が偽造であった

り，表示のある用品のうちに不良が少からずゐ

ることは秩序を保つ根本が崩れる ことになるの

で，マの品の品質の確保について製造者の反省

と当局の指導監督を強く要望する。

現行の規則は昭和10年に制定せられたもので

現状に沿はない点があり ，殊に不良品の防止の

大きなきめ手である販売規制がないので， 安価

で外観上正規の品と比べて大した変りのない不

良品が売れる ことにな り，悪徳の工事者が工事

費をi手かせるためマのない配線器具材料を使用

した例がしばしはあるイ立である。

政府ではこれらの状況から今春単独の法律，

電気用品取締法案を議会に提出したが時間切れ

で成立を見なかったので更に来る議会に提出す

ると確聞している。提案されるであろう案は前

宗と実質的に変りないものと予想されるが，そ

の要点、は型式承認のない電気用品の販売禁止，

偽りのマ番号の使用の処罰，型式承認の有効期

間の設定，用品試験機関の拡充など不良品の防

止に強力な措置がとられている。

2. スチーム電気アイロンの爆発事故

について

本年5月16日午後8時45分頃埼玉県大宮市居

住の某省勤務公務員山野正 （仮名29才）の妻と

し江（仮名26才〉は自宅六畳の聞で，ブラウス

にスチーム電気アイロンをかけているうち，突

然アイロンはドカンという大音響と共に爆発し

て上下二つに割れてその一つはとして江の頭に



違 法電 気 用品の 種類別全国 集計表

第 l安 （公益事業局調）

一一
，＼＇ロJ 種 の 数

i重 ？ま ゐ』~、 句、占白 の j主反率
電気用品の種別 ノ口今、

正規なもの 'Wのない マの偽造の守あるも 言十 (B;A 96) 
も のも の不良のもの ( B) (A) 

1.絶 縁 電 線 214,669 130 63 284 214,953 0. 1 

2. コ 一 ド 120, 798 :2. :28-l 523 1-±0 I 2,947 123. 745 2目 4

3. 電線管および 75,947 15-;'. 162 2.592 10/ 159,861 235.808 6/.8 附属品

4. ヒ 二L 一 ス 119,631 2.491 1, 465 4Ci:Z 4,408 124.039 3.5 

5. 開 閉 有3 36,385 358 1. 243 59 1, 660 38.045 4.4 

6 屋内用小型 98,277 1. 019 1,592 517 101, 795 3.5 スイッチ

7. 1妾 続 器 507,792 9.012 44.058 2,150 52, sso I 560.672 9.4 

8.電 童九 器 51,327 1. 211 723 89 2,023 53,350 3.8 

9.小型電 動機 5,293 168 5.488 2.6 

110.小型変 圧器 9,390 193 990 10,380 9.5 

11.電流 制限器 84 84 。
I 百十 j 1. 239, 5叫 114. oss I 50.439 4. 239 228, 766 1. 468. 359 I 15.6 

違法電気周品の違反率全国集計種別前年度対比表

~ 2 £三

違反 怒号。

t公正左事業局調）

電気用 品の種別
3 2年 33年 3 4年 3 5年

1.絶線 電線

ド

1. 6 

13. 1 

1. 0 0.2 0.1 

2.4 2. コ 2臼 2.2 

3.電線管および附属品 71. 7 ウ「3つ
“，.・4 59.8 67.8 

4. ヒ ユ ズ

器

3.3 :::.0 7. 1 3.5 

4.4 

3.5 

9.4 

3.8 

3.6 

9.5 

0 

5. 開 閉 9.5 5.G 

1. 5 

2.7 

5.3 

2. 1 

13.0 

5.3 

4. 1 

3.3 

0 

6.屋内用小型スイッチ

7.接 続器

8.電熱器

9.小唇電動機

10.小 型変圧器

11.電流 制限器

5.3 

9.2 

9.6 

3.2 

3. 1 

0 

9.3 

8. -1 

2.3 

16.G 

言十 11. 8 18.G 
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当ってからiまね返り傍の障子の俊を突破って台

所に飛込んだ。とし江は前額部に強い打撲傷を

受け右眼から出血したので最寄 りの病院に駈i寸

げて手当を受けたが負傷は意外にもひどいよう

なので，更に慶応病院に入院して診察を受けた

ところ不幸にも右眼失明，頭がい内出血という

重傷であった。被害者とし江はその前月に嫁入

りした新婦早々の家庭で，事故を起したアイロ

ンばと し江が嫁入前勤務していた埼玉県某町役

場で昭和34.年春に行商人が持参したのを同僚と

共に買った14個のうちの一つであった。

このスチーム電気アイロンは第 1図のよう に

とっ手0前方わきのネジをはづして備i寸のジ ヨ

ウゴを使って水を入れる構造で，第2図の正規

の品と比較しても判る通 りスチーム電気アイロ

ンによ不可欠の安全弁が省略してある。またア

イロンにぜま100V300Wマ8-1087，東洋電機株

式会社と銘板が打ってあり ，構造を調査しない

限 ！）一寸不良品である ことを見分け難い。型式

第 1図事故を起したアイロン

リード線

7 
d〆

プ

通
電
の
表
可τ

承認の台帳によればこの銘板の承認番号は実在

し100V300Wアルミ ニューム鋳物カノぐー，アル

ミニューム鋳物，木板組合せ架合附層蒸気噴出

式の電気アイ ロンとして，台東区の大出商会が

型式承認を得たもので銘板の製造者は偽名であ

る。

当局で調査した結果によると製造者大出商会

は32年に倒産し，その後Ii製造を中止している

が，ここに勤めていた北区居住の山野猛（仮名〉

は倒産に際して在庫の電気アイ ロンの部分品を

相当量入手した。 その後山野は某社の外交員と

して働くかたわら内職として電気アイロンを販

8 

売することを思立ち，新たに偽名のネームプレ

ー トの製造者を作らせ，自宅でさきに入手した

部分品を組立ててスチーム電気アイロ ンをつく

り，33年から34年にかけて約 300個を主して埼

玉県下の町役場，農業協同組合事務所などに販

売 したという。 なお山野の販売したアイロンは

すぐ蒸気が出な くなったり， 通電しでも熱くな

らないなど不良品が多く，故障の修理を電気器

具店に依頼したが，修理できないと断わられる

など苦情があった様子である。

被害者の使用したアイ ロンも山野猛から購入

l_, たもので，事故の模様から明らかの如く，ス

テーム噴出口に異物がつまって，スチームの噴

出が殆んど止まったためアイ ロン内は間断なく

発生したスチームが溜り圧力が急激に高く なっ

て終にアイロ ンを破壊するに至ったこ とは明か

である。正規のアイロンは第2図のよ うにスチ

ームの圧力が高くなった場合は，第3図第4図

に示すように安全弁を押上げてスチーム；エ排気

第 2図正規の品

孔がら噴出して危険のおそれがないように三っ

てh る。

スチーム電気アイ ロンの型式承認試験二 ドラ

イつアイ ロン（スチームでない型）の試験C；也

に噴霧試験と安全弁試験を行なうこ とに三って

’、るc

噴霧試験は蒸気アイ ロンに規定量の水を入れ

て定格消費電力で連続通電して蒸気の噴出状態

を観察したとき湯滴が蒸気と共に噴出して’主な

ら七いことになっている。



安全弁試験はタンク式の蒸気アイロンの蒸気

噴出孔をふさいで，規定量の水を入れて定格消

費電力で連続通電して安全弁が完全に動作しな

けれ（工ならないことになっている。

‘ ‘ 

第 3図

正常 の 使用状態

第 4図

注水ロ
キャップ

蒸気の圧力が高くなった場合蒸気は安全弁
を押上げて排気孔（安全口）より外へ出る。

また電気用品製造免許の工場では，自己の試

験設備で製品についてそれぞれ定められた試験

事項を製品全数につき或は抜取り によって行い

試験に合格したも のを出荷することになってい

る。スチームアイロンの安全弁試験の動作試験

は保安上重要な事項であるから製品全数につい

て行なう ことになっているので，正規の品であ

るなら決して事故を起す心配はない。 安全弁が

動作したときは熱いスチームが噴出するので，

平常から噴出口がつまらないよ うに注意するこ

とが望ましい。

（筆者・社団法人日本電気協会調査部長1

オートスライド

「消火器ーその選び方と使い方」

企画 日本損害保険協会

製イ乍 オートスライド ・
フ。ロタク シヨン

協力損保消火器会

このスライドは消火器の選び方と使い方を

平易に解説した天然色発声オー トスライド

です。

映写機と テープレ コーダーを使って映写す

るもので映写時聞は約18分です。

スラ イド ・フィルムと録音テープを購入ご

希望の方は下記へ御申し込み下さい。

価格ス ライドフィルム

(96コマ ・アンスコカラー〉

1本 4,800円

録音テープ（約18分〉

1本 2,100円

フィルムテープ1組を購入の場合は

6,500円

申込東京都千代田区神田淡路町2-9

社団法人 日本損害保険協会

予防広報部

Tel東京（251)0141（代）5181（代）
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F!j［＇.主約 1万8了ーメートルから写した狩聖子川台風の中心付近の雲。

目

」ム
ロ

次

風のしおり

平 塚和 夫

時田正康

台 風 情報 台風の災害一暴風 台風に備えての品物
夙台風 ・雨台風 台風の災害一大雨 台風がやってきたら
台風の災害一高潮 台風の予報心得10カ条 本邦に来事署した顕著な台風

ロ夙は 1年間に平均26～27個発生し，平均5 は，中心気圧と暴風圏で見当をつけるとよい。

個ぐらいが日本をおそう。発生も来終も 8月と

9月に もっとも多L、。10月もなかばを過ぎれば，

ふつうの年ならば台風シーズンは終わったと考

えてまず差支えないc

台風にはできた順序に番号がつけられ，これ

が台風の名前となる。番号｛主 1月から12月まで

つづき，新しい年がくるとまた 1号か「コっけな

おす。だから台風の名前は，年号と市ニ号・との組

合わせとなっている。

台風情報

台風が発生l海域から北上して北緯2or支あたり

までやってきたころになると，気象庁では台風

情報を発表し：まじめる。情報の内容は

① 現在位置をしめす北緯××度××分，東経

×××度××分。近くの島からの距i維と方[i'1Jo

② 強さと大きさの尺度となる中心気圧×××

ミリバール，および中心付近の最大風速，暴

風閤の広さ（暴風圏の広さはふつう ，毎秒、25

メー トル以上の夙の吹いている範阿の、｜イξで

しめされる。）

① 進行方向と進行述度。

＠ 進路の予想、などである。

台風が日本に近ずくにつれて情報の発表回数

も多くなる。内容も ，台風によ る各地の天候の

あらましゃ雨量予想，警戒の重点なと＼必安な事

1頁がつけ加えられるようになる。

台風の強さと大きさの大体の目安をつけるに

- 10 -

中心気圧をしめす数字が小さいほど台風は強い

わけだし，暴風圏が大きいほど台風も大きい。

大体11ページの表のように考えて見当をつけれ

』fよし、。

この組合わせでいくと，たとえば伊勢湾台風

は超大型で強さも超A級という ことになる。注

意すべき ことは，小型だといって見くぴった り，

C級だといってタ カをくくることである。小さ

くても弱くても，台風は台風。十分な普戒をゆ

るめると危い。

ところで，つぎつぎと発表される台風情報を

聞いて，台風の進みぐあいを自分で地図の上に

記入していくとすこぶる便利である。 18ベージ

にはそのための地図をそえてある。この地図に

は，台風情報によ く出てくる地名のほか，距離

尺と速度尺 （時速なんキ ロならば 1日にどれく

らい進むかという目盛 り〉がつけてある。これ

は大体の目盛りをしめしたものだが，手っと・）

早くやるにはこの程度のものでよ L、。半径がわ

かれば距離尺を使ってコンパスで円を描けばそ

れが暴風圏になる。今のスピー ドのまま進んだ

とすれば 1日後にはどこまで行っているかを知

りたい時は速度尺を使う。半日ならばその半分

でよいし，6時間後を知りたげれば速度尺の呉

さの 4分の 1のと ころを見ればよい。

地図の上に台風の位置をしるすには，タテと

ヨコにます自に引かれた車泉をイ吏う。タテのt京2土

L、わゆる子守ー線で，京読をしめすもの，ヨコの



台風の大きさ 風速25メー トル以上の暴風閣の

半径で見当をつける

超大型……半径 500キロ以上

大 型…・・・＂ 400キロ前後

中型……＂ 300キロ前後

小型…… ＂ 200キロ前後

豆台風……＂ 100キロ以下

台風の強さ 中心気圧で見当をつける

超A級 ….（非常に強L、）・・・・・・930ミリバール

以下

A 級－－－－－－ t強 L、）・・ー・・・930～950 

B 級..• • • • （並 ム）・・…・950～970

C 級…… t弱 し、）…・・・970～990

D 級……に’く弱し、）…・・・990以上

るah 
を

て

さ
さ

き

広

大
の
の

］
f
圏

風

l
j
l

風

台

i

暴

＠ 
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台風が くると，奥深くいりこんだ湾では高司

の起こることがある。高潮；主，台風がこれら3

湾の西がわを通る時に起こる。 (19ページの・6高

潮を起こ した台風”の径路図を参照）通過する

のが満潮時にあたったら，特に危険性が大きL、コ

東京湾，伊勢湾，渥美湾，大阪湾，周防灘，

線は北緯をしめすものである。 1度は60分だか

ら，なん度なん分と いうのは目の子で 1ますを

6等分すればよい。 例をしめすと下図のように

なる。

台風がいよいよ上陸しかかったらこの地図の

ほかに，社会科の地図帳も用意した方が便利。

有明海等々の沿岸では，台風の中心が湾の西日

わを通るかどうかに最大の注目をしなくてはな

らない。

高潮によって海面がどの くらいまで高くな ）

そうかと L、う予想潮位は， 東京湾中等潮位から

の高さ（つまり標高） で発表される。東京湾中

等潮位というのは全国共通の高さの標準で， jl

図に書かれている高度はそれを 0メー トルと L

地図の 1ますの読みかた

北緯29度

1020 30 4050 
分分分分分

斗ヰ斗千
50分ートトト十十十－r--
4紛十寸帯i－~－イート
3扮十一トートート寸ー十一ト
20分ート←←十Jート＋－
1紛ート十十十十十L

←→一十一←→i I : I j てはかったものである。 「高潮が標高4メー ト

ルになるだろう」というように発表される か

ら，ふだんから堤防や護岸の高さが標高でなん

北緯28度

メー トルあるか，自分の住んでいる土地が標高

なんメ ー トルであるかを心得てお くのが大切コ

また堤防や護岸は，標高とは別の基準ではか

った高さで言われることもある。別の基準と ，、

うのは工事用の基準面（東京湾中等潮位と：土別

のもの〉のことである。高潮予報の場合の予苫

潮位は，必要があれば，標高以外にこの工事用

基準面からの高さで表現するとどのく らいかと

いうことも 一緒に 発表される ことになって：、

る。 したがって高潮の予想潮位は，以上ふたつ

のどちらであるかを混同しないよ うに聞かなド

とまずい。

暴風

洞爺丸；主台風コースの東がわでひっ くりかえ

った。 暴風の被害は，どち らかと言えば台風コ

ースの東がわに大きく出る。 したがって台風。

中心が自分の西がわを通りそうだとなったら，

雨よ りもむ しろ夙に答戒しなくてはならない3

高潮コースと暴風コースとは同じわけであるコ

気象情報で発表される風速は， ふつうは10分

間の平均風速であって，瞬間的にはもっと強い

風が吹 く。だL、たい平均風速の 5割まし と考え

台風の災害

東
経
路
度

x：；北緯28度40分，東経134度20分の地点

よく夙台風とか雨台風とか言う。

これば台風が過ぎ去ったあとに残された災害

の特徴をかんたんに一言で表現するために使わ

れる言葉である。雨の被害よ りも風の被害の目

だったものを風台風，風の被害よりも雨の被害

の目だったものを雨台風と いうように呼んでい

る。たとえ（ま，狩野川台風は雨台風，洞爺丸台

風は風台風というぐあいになる。伊勢湾台風；ま，

風による大災害が目だつので，どちらかといえ

ば風台風だが，雨の被害も相当大きな ものがあ

ったので，風台風，雨台風の二重｜全特者だと言

われている。

災害の持徴を表現する言葉なのだから，台風

のやってくる前から，こんどの台閥、Jま雨台風で

ある，などと断定して しまうのな危険で，来重要

前は風と雨の両方に気を くぼって警戒すること

が大切である。しかし台風のコースと災害の起

こりかたにはある程度の関連性のあるのも事実

であリ，特に高潮の場合：主密接な問係がある。

東
経
印
度

風台風・雨台風

ておけばよい。 風の被害はこの瞬間風（突貝）

をぬきに〉てほ考えられない。
高潮台風の災害
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風速と風圧の関係（主，だいたい表のとお りで

ある。 この表の値に，平方メー トル単位の面積ー

をかければ，いろいろな面積に くわわる風圧を

求める ことができる。

また，台風が日本海に入って北東に進みはじ

めると ，日本海がわの地方ではフェーン現象が

起こり，ひとたび火を しくじると大火になりか

ねない。 その点の注意も十分必要である。

風速と風圧 の 関 係

風速 ｜風 圧 ｜
象

開メ － 1 ；；グ（~ ~~~~） ＇ ヴじ

1 I O. 1 

5 I 2. 5 

｜ ｜ひらいた雨がさに，約10キ
10 I 10. o ｜ロの圧力がかかり，雨がさ

｜ ｜をさしていると こわれる。

~， 

20 

25 

30 

35 

22.5 取りつけのわるい看板がと
ばされる。

からだを30度くらいかたむ
40.0 1けないと，立っていられな

い。風に向かつて歩けない。

62.5 ｜屋根のかわらがとばされる。

｜雨戸がたわんで，敷居から
90.0 はずれ，吹きぬかれる。家

がたおれる。

122. 5 l汽車の客車がたおれる。

40 I 160. o 
からだを45度以上かたむけ
ないとたおれる。 小石がと
ぶ。

るoI 250.0 たおれる家が多くなる。

60 360.0 ｜鉄塔がまがる。

台風の災害一 大雨

カスリ ーン台風が関東地方の東がわを通った

時， 大雨が降り ，被害がひどかった。台風コー

スの西がわでは風はもちろんのことだが，大雨

。心配が大きいわけでゐる。

また，日本付近に前線が停滞し ている時に；．

台風がまだはるか南海上にいる うちから大雨が

降る。 さんざん大雨が降ったところへ台風が近

ずいて前線にしがみつき，さらに大雨を降らせ

る。狩野川台風の大雨：土このようにして降った

ものであるc こういう 二とは秋の台風に多い現

象で，数日にわたって雨がつづくので，地盤が

ゆるみ， 山くずれ，ガケくずれなども起こる。

このほか，台風から吹きよせてくる高温多湿

な空気が山地にぶつかると雨量が多くなる。 地

形性の大雨と見てよ いも ので，たとえば四国山

脈の南斜面とか紀伊山脈の南斜面とかに雨量が

多くなるのはこのためである。 こうして降る山

地の雨量は平地の2～ 3倍はあると考えてよい。

台風の予報心得10力条

台風の予報を自分で消化する場合に注意する

こと をあげてみる。

①台風が発生してす ぐの ころは，日本に くる

のかどうか：主主だわからない。 北緯 20度を こ

え，台風情報も出されたりして，日本へ くるお

それが大きいという段階になっても，日本の ど

こに来襲するか（主まだわからなし、。しかしウネ

りは そのころから 日本の南岸に打ちよせてく

る。海水浴はだめ。

①台風ははじめ西とか西北西の方向に進む。

やがて向きを変えるかも知れない。どこで向き

を変えるかが予報の問題点。 向きを変える場所

を転向点という。転向点をすぎると， 台風は加

速して早足となり， 日本に向かう。だから「こ

の台風は転向するかも知れない」となったら，

台風がまだ遠くにL、ても山行きや不急の長旅は

見合わせるこ と。

③台風は自分のすべてを一度にわれわれに知

らせてはくれない。したがって「L、っ」 「どこ

へ」 くるかの予報はむずかしし、。台風が近ずく

につれて，だんだんに少しずつわかってくる。

前に出された予報が修正されることは珍しくな

いから，予報を 1回聞いただけでその台風のす

べてを知ったつもり になって，早のみこみの判

断をしてはL、げなl、。常に新しい予報を入手す

るのにつとめる ことが必要。

＠「どこへJくるかの予報がかな りしぼられ

てきたら，早目早目と手を打つ。「どこへく る」

とい う予報：主変わらなくても， 「くるのはいつ

か」とい う予報がまだ変わるかも知れない。し

かも予報よ 日も早くくる ことも十分にあり得
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る。台風は気まぐれで，本土の近くでぐんと早

足に変わることさえある。台風の進路予思はむ

ずかしいが，速度の予想::tなおむずかしいのが

実情である。

＠その土地の防災のかんどころを最もよく知

っているのは，地元の気象台や測候所である。

よその土地と笹戒の重点がちがえば，予報の表

現もちがってくる。予報の食いちがいという印

象など持つことなく ，ためらわずに地元の予報

をとる こと。

①台風の動きにつれてつ宮つぎと台風情報が

発表されるが，だんだん近ずいて「ぼんやりし

ていると危いぞ」という ことになると，注意報

が出される。注意報には，風雨，強風，大雨，

地面甥象（山くずれ，地すべり等j，高潮，i立

浪， 浸水，洪水などの種類がある。

①情勢がさ らに緊迫して「とうと うやってく

る。さあ大変だ。いよいよやられるぞ。被害も

かなり出そうだ」となると答報が出される。 警

報は気象官署が防災上最後に打つ手段であって，

事態が最終段階に突入したことを告げるもので

ある。 警報が出たら，ためらわずに防災一本給

に努力する。警報には， ：暴風雨， 大雨のほか，

地面現象〈山くずれ，地すべり等〉，高潮，波

浪， 浸水，洪水などの種類がある。

①コースの東がわはまず風に注意すること。

つま り台風が自分の土地の西の方を通 りそうな

場合であ右。台風の西半分よりも東半分の方で

風がひどいのがふつうだからである。この場合，

湾の沿岸部で（工高潮を警戒すること。高i朝は増

水速度が早く ，水の出を見てからではおそいか

ら，くれぐれも警戒が必要。満潮時友ljを調べて

おくこと。

＠洪水は台風が上陸するかしないかには関係

がない。しかも台風が過ぎてしま ってから洪水

のおしょせること t珍しく ；まない。台風がそれ

たといって安心してしまうのはまずいわけであ

る。

＠停電で情報がたたれた場合，風向きで台風

の進路を判断する必要が出てく る。風向きの変

イヒによって，およその見当をつけることができ

る。 台風の中心域が自分の土地の西がわを過つ
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て北上する場合，風向き：主，東→南東→南→清

西→西と いうぐあいに変わる。時計の針の回転

する方向と 同じである。

台風0中心域が自分の東がわを通って北上す

る場合，風向きは， 東→北東→北→北西→区iと

いうぐあ‘、に変わる。時計の針の動きとは反対

である。

台風の中心域が自分のま上を通る時には，一

度静かになったのち，もの凄い突風がさつき ま

でとは反対の方向から吹き返す。台風眼の見初

などに気をとられていると思わね失敗をするコ

以上が風向きの変化と コースとの大体の関係

だが，台風による風が谷間などの地形で［出げら

れてしま うことがある。そういう とこ ろでは，

ふだんから自分の土地の周向きのクセ をよくの

みこんでおく ことが大切。

台風に備えての品物

台風がおそってきた時に備えてあらかじめ用

意しておくのが望ましい品物がいくつかある。

欲を言えばきりがないだろうけれども，ふつう

これくらいはあった方が便利だと言われている

ものをいく つか並べてみよう。

電池式ラジオ一一一台風が近ずくと停電になっ

て台風情報がわからなくなることがある。その

点 トラ ンジスターラ ジオがあると心強L、。

照明用具ー・ー・懐中電燈 ・ランタン・ローソク・

ライター・ マッチなど。懐中電燈やラ ジオ用の

電池の予備も用意したいもの。

水筒と保存食糧一 水筒はなるべ くたくさん

入る もの。数は多いほどよい。食糧は，火をi吏

わなくても食べられるものを 1人最低 1日分ぐ

らい。缶詰以外のものは水にねれないように，

ヒ・ニールやポ リエチレンの袋に入れてお く。

乳幼児用品一－－粉 ミルク ・ほ乳びん・おしめ・

オリ ーブ油など最小限を確保する。 ほ乳びんを

すす ぐための洗剤やおしめ洗濯用の逆性石けん

も用意するのが望ましい。

大工道具 ー・・家の応急、手当に役立つだけでな

く，避難する時にじゃま物をどかすのにも役立

つ。

ビニール布・・・雨も りよけに使ったり，もの



を包んだりするのに利用庭が高い。

ロープー ・避難の時に必要。これにつかまっ

て避難する。帯やナワをつないでもよいし，物

干し用のロープも代用品となる。

地下足袋 ・帽子 ・レーンコート ・…ー長ぐつだ

と水が入って重くなり不便。レーンシューズや

ズックぐつがよく ，地下足袋がいちばんょいと

いうc ゲー トルもよい。強風の散乱物をよける

ため帽子はなるべく厚地のもの。深みにはまっ

た時を考えると，レーンコート はうす地のもの

（ビニールなど〉の方がよ L、。

医療品.....・一般的な救急薬用品のほか，クレ

ゾール石けん液か逆性石けん，それに飲料水の

消毒液も必要。できればDD Tも。もちろん，

ホウタイ ・ガーゼ・脱脂綿も大切。乳児のため

にピタミン液も備えておきたい。

も針金でしばりつけるなどしてあちこちにつ午

いでおく。

雨戸のはずれを防ぐには，敷居にカスカ’イの

ツメを打込む方法もあるし，うずまき錠をとり

つける方法もある。

①雨戸の敷居に水がたまるのを防ぐには，敷

居の底に30センチか40センチおきにドリルかキ

リで穴をあけておくとよ い。

＠ガラス戸にテープをはっておくと割れにく

l、。 セロ テープは雨にぬれるとはがれてしまう

からポ リテープがよい。

＠窓の内側にカーテンをつける。ガラスの破

片－が室内に飛ぶのを防いでくれる。 内側にカン

ヌキを渡してガラス戸のしなうのを防 くとよい。

これは雨戸のない団地住宅などでは特に大切。

＠生石灰，カーバイド，化学薬品なとで，雨

伊勢湾台風の復旧作業 （高潮被害のひどかった愛知県半田市日の出町）0

や浸水のために発火して

をし まう危険のあるもの

始末しておく。

台風がやってきたら

台風がいよいよ自分の土地をめがけてやって

くる時，被害を少しでも少なくするためにどう

身構えるか。気象庁の伊勢湾台風調査報告およ

び朝日新聞の特集記事を参照してまとめてみ

fこ。

T ①窓、や雨戸はクギづけにす
：近ずく前の準備 i

るとか，板や棋ーさんを打ち

つけたりして早自に補強しておく。屋根，へい，

その他も補強工作をしておく。煙突，看板など

＠電燈線の引込線がた

るんでいたり，こわれて

いると，屋根や雨どいに

ふれて漏電やスパークを

起こす。火災を起こした

り，感電したりする危険

があるので，電力会社に

連絡して直してもらって

おく。

①家のまわり の排水に

注意。特に新しい住宅地

は以前に田畑だった場合

が多く ，水はけがわるい。道路から水が流れこ

むことさえある。あらかじめ溝をほっておくと

よい。雨だれの下にも講をほっておくと効果が

ある。

①いざという時の避難場所をよく選んでお

き，そこに行くまでの避難方法を考えておく（特

に水に対して〉。とりわけ，老人，幼児をどう

するかを考えておく。伊勢湾台風の時の死亡者

には，幼児や女，子供が多かった。

①同僚や隣近所の人との連絡方法をきめてお

く。
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＠洪水や高潮の警報，危険信号，避難命令な

どが，どういう機関を通じて自分のと ころに伝

達されるのか，日ごろからよく確かめておく。

；①台風が近ずくと深夜でもi近ずいてきた時 ：
ラジオやテレビで台風情報

が放送される。 社会科の地図帳や天気図用紙の

上で，つぎつぎと報じられる台風の位置や進路

予想、を確かめるのがよい。

①停電に備え，照明器具の用意。 トラ ンジス

ターラ ジオの電池の点検。 マッチはポリエチレ

ンの袋に。

①水筒に水や湯をつめておくほか， あらゆる

さ器に水を入れてお く。

＠大工道具を出しておく。ナイフ をポケッ ト

①手ねぐい，タオル，雑きんの用意。

⑥高潮や洪水で被害をうける危険地減に住ん

でいる人は，特に，避難の準備として次の用意

をする。

（イ） 食糧を 2～3食分（場合によってはそれ

以上）と飲料水。

（吋 ロープや帯。

判下着を 1～ 2組。Yシャツ等も用意する

なら，あとの洗濯を考えるとナイ ロンとか

テトロンなどの方がよい。それから子自ぐ

いと雑きん。

（ニ） 1メー トル程度の竹か棒。避難の時先頭

に立つ人は，これをツエにし，下水溝など

深みにはまらないよう足元に注意する。

。~ 貴重品，重要品を整理して身につける。

以上， 荷物はできるだけ整理し，リュックに

つめるなどするのがよい。伊勢湾台風の時，大

きな荷物を 背負った人は水におぼれた りした

が，助かった人はほとんど途中で荷物を捨てて

しまった人だったという。

）①水害のおそれのある時はiおそってきた時 i
－－－－＇ つぎの処理をする。

（イ） タタミを高い台の上に積みかさねる。

（同 たんすは，引出しを抜いて高いと こるへ

おく。

付押入れの下段のものはできるだけ上段

ノ＼。
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(.:=.) 電気用具その他家財の処理をする。電源

はかならず切ること。

（初 学用品，乳児用品の保存に注意する。

①大雨が長くつづくと，地盤がゆるみ，がけ

くずれ等の 起こる危険があるから十分注意す

る。

③堤防や護岸の近く に住んでいる人は， ）, ，や

海の水かさに注意を。 海岸の人は満潮時刻をあ

らかじめ調べておく こと。また，ふだんから自

分の土地の高さ（標高〉を調べてお くのが大切。

④台風のさい中に外に出る時は，カワラや1:-

ラスが飛んだり，煙突や看板．へい等が倒れた

りするので，危害予防に特に注意を。スキー帽

ののような厚 くなった帽子をかならずかぶるこ

と。眼鏡もはずすのがよい （はめていても雨で

ねれるから役に立ちにくいも のだ）。

＠水中に出る時は素足（主禁物。はだを露出し

ているのもよくない。傷をうけやすく，ガスエ

ソ・破傷風などを起こす危険がある。

＠堤防や護岸に漏水その他の 異常があった

ら，すぐ，近く の消防署や消防職員に連絡をす

る。

①高潮や洪水が急、激におそってきて，浸水が

はげしい時，またはそのおそれのある時は，家

財にこだわらないで， まず身の安全を守る こ

と。そのためには，

（イ） 近くの鉄筋コンクリー ト造りか，木造で

も丈夫な 2階以上の家に避難すること。

（司 天井から屋根には出にくいから，はじめ

から屋根に上がるほうがよl、（電源に注

意〉。

判 浸水が急激で，避難の いとまのない時＝

は，天井，屋根を破って屋根の上にねけ出

す。そのためにカ ジヤやカナヅチが必要。

（司 浸水が腰以上あって，しかも流れの強い

ところを避難する場合には，ロープや帯を

利用し，一団となって行動する。はなれば

なれにならないように注意する。

＠水がひざぐらいの深さになると，老人，女

性，子供は相当危険。避難は極力早百十こ。高潮

の危険地域ではかなり前から避難してしまう の

カtよし、。
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来 襲

年

1917（大 6)

1921（大10)

1934（昭9)

1942（目白17)

1943(Bijl8) 

1945（日召20)

1945(Bij20) 

1947(Bij22) 

1948（昭23)

1950（昭25)

1951（日百26)

1954（昭29)

1958（昭33)

1959（昭34)

期 日

日

10. I～2 

9.25～26 

9.21 

8.27～28 

9.20 

9. 17～18 

10. 10～12 

9. 14～15 

9. 16～17 

9. 3～4 

10. 14～15 

9.26 

9.26～28 

9.26～27 

本邦に来襲した顕著な台風（ぷ官官芯~~i主計！？で去l~f~厚jL？勧宮古♂ぷ士雪）

台 風 名 被害地域（主な県） 行くえ不明 嬢流失 住家の床浸下水） 
（床上・

概被 災 者数 備 考

台 夙 東 日 本（東京） I, 32人4 60, 17戸5 
戸

約 120万人302,917 東京湾に稀有の高潮来襲。

台 風 中部日本（愛知 ・岐阜） 約 537 4,332 20,472 車句 10万 富名山湾溺で漁船多数が沈没し約 400
以上 が死。

室戸台 風 会 国（大阪） 3,066 45,258 333,806 約 120万 大た阪台風湾。に高潮。防災に転機を画し

ぷcl 風 西 日 本（山口） I, 158 102, 374 132,204 約 80万 北来九襲州と四国．中国の一部に高潮

床上のみ
が。

台 風 西 日 本（島根） 970 21,587 76,323 約 50万 西日本に未曽有の豪雨。

枕崎台風 西 日 本（広島） 3, 756 143, 362 303,565 約 110万
室（明戸治台2風2年に以匹来敵のす大る災規害模）の台風

阿久根台風 西 日 本（和歌山） *877 9,058 250,391 約 50万 豪雨による水害が大きい。

カスリーン台風 東 ・北日本（群馬） 1, 910 9,298 384, 743 1,642,571 豪大雨災害の。ため関東は明治43年以来の

アイオン台風 東 ・北日本（岩手） 838 18,017 120.035 約 30万 強風と豪雨のため災害が大きく な
った。

ジエー γ 台風 全 国（大阪） 539 120,923 402,076 875,335 阪害神が地大方の暴風雨と高潮による被
きい。

ル ース 台 風 全 国（山口） 943 72,653 138,273 約 30万 九州東部に豪雨が降った。

洞爺丸台風 会 国（北海道） 1, 787 30, 167 103,533 302,347 青函連絡船洞爺丸等が沈没。岩内
町に大火が発生。

狩野川台風 東 日 本（静岡） 1, 189 4,294 521, 715 556,980 狩的野豪川がはんらん。東京にも記録
雨が降る。

伊勢湾台風 全 国（愛知） 5, 041 144,955 422, 714 1,615,804 伊勢湾に高最潮大来の被襲し，愛知，三重
では史上 害。

（注） ＊ じるしはその後の再調事で 451名である ζとがわかった9
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風用地図

2lo / 400 I 600 

南大東島.i中大東島

時速ー＋ーー時速
30km I 40km 



（主主） 0印l立、毎日 3時（大正元年～昭和24年）または
9時（昭和25年以降）の台風の中心位置。その傍

P く の2数字は日件。 ー
if 

- 19ー



・べ1健） 0印は．・目S時（大正；；：J事ー咽’DU.)Iた＂＇＂ （曙網昆年以降｝

の台4時中崎弘J帽のZ僻俗 附 ！

官 2却
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E崎

（筆者 ・気象庁予報課）



火災実験



去る 6月20日・ 21日 の 両 日 に わ た り 自 治 省 消 防 庁 ・東京消防庁・建股省建築研究所・国立

および都衛生試験所などの共催で千代田区丸の内、 三習を伸15号館で耐火建物の火災実験が

行なわれた。このピルは鉄筋コンクリート遣で地下 1帽・地上5階建，延 2.000坪の大建



築物であるが， この よう なピ ルを使つての火災実験は全国でも 初 め て の こ と で あ っ た 。’IH日目 は 地 下室を火点とした実 験 ， 第 2日目は 2階を火点とした実験で，晩のビノレ街は

取り囲んだ消防車．係員そして報道関係者で時ならぬ混雑をし めした。



’~ 1日目 。地下室を火点とした実験，窓から

＋道路上に火災 が 吹 き 出 し て いる

＋第 2日目。オフィス内には通常この程度の可燃物があろ

うと推定きれて撤入きれた廃材に火が点じられたところ．

この直後に火焔は急速に拡大した。
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E；会主計崎議縁結晶務態勢轡錦織鱗三 ：：： 

日本損害保険協会では昭和23~三頃よ り国民の防火思想啓蒙のために， 映画による視聴覚教育の必要

性に着目し， 従来12年間13種， 225本の映画プリントを企画 ・作成して，全国15ケ所の地方委員会に

委託し， 消防署，各種事業所，学校，団体などに無料で貸出しを行こない，皆様と共に防火運動推進

の一翼を担ってまいりました。

また近 く， 「日本の民家」全5巻が完成の予定で鋭意製作に当っておりますので， 今後とも皆様の

ご利用をお願いし、たします。

協会企苛 16m mフィルム・リスト

（題 名） （時間） （企画）

私達の家庭防火 16分日本損害保険協会

燃えない街 1811 I/ 

一人は万人のために 18I/ I/ 

音楽一家 26” ’F 

工場の防火 18 I/ 
t’ 

街を守る子たち 18 I/ If 

修学旅行 1811 
” 

ともだち 50 I/ I/ 

ただいま勉強中 25 I/ I/ 

※タツちゃん一家 3811 I/ 

※燃え上がる炎 26// I/ 

ム※日本の民家（製作中） 45 II I/ 

（※印は天然色 ムはシネマスコープ）
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協会 ・企画フィルム借用の手続き

0このフィルムをご利用になる場合は最寄の損

害保険会社の支店又は損害保険同業会へ一週

間前に申込んで下さい。

（同業会からの依頼で地方委員会より同業会

へフィルムが送付されます）

0お申込のフィ ルムは同業会又は地方委員会で

規定の借用書と引替にお渡し致します。 （防

火週間等の士号合はフ ィルムの本数が少ないた

めご希望のフィルムが取れない場合がありま

すからご了承下さい。j

0フィルム返還の際， お預りした借用書をお返

し致します。規定の映画会実施報告書を提出

して下さい。

0このフィルムの使用料は一切無料です。但し

紛失又は使用不能に至る破損の場合はプリン

ト代実費を支弁願います。



協会企画 防火映画フィルム利用状況

内 訳

挙見 ，ュrとr， 数
会社， 工場I傾 ｜ 般 小，中 学生 そ の イ也

719,325 441,583人 14の， 547人 55,420人 75, 775ノ＼

100% 61. 3.96 23.2% 7.7；ぢ 10. 596 

（注1 観-;g:数に就て．三下ぶより各地方委員会へ徒出を求めた報告書を基にして集計，記載したため実数はこ

の数を上廻るものと推定される。

尚一般，学生，会社司工場職員，その他の分類：立

般－－－－夜苛，つ映画会，集会場等で近所の人が集った場合，分類が国維であり，入場人員総

放さ一般とした。

少， 中学生……h 中学校の生徒を対象に教材として観せた場合

会社，工場職員…－ー会社，工場構内に於て職員に観せた場合

そ の 他 一.);:jj人！翌体の祭会，防火責任者，講演会，業者の集リ等て観せた場合

フィ ルム 別利用状 況 35年度（35.4. 1～36. 3. 31) …i 17イ川フイ川山ルμ…ム上映回数
本 数 ｜観 客 総 数 フ ィ ル ム 1本 ｜フィルム1本

1当 q上映数 当門 観 存数

本 回 人 回 人
i然、 え な し、 街 全 2巻 20 117 23,370 5.9 1, 168. 5 

私達 の家 庭防 火主2巻 27 329 101, 892 12.2 3,373.8 

1人は万人の為に
全2巻 17 64 32‘613 3.8 1,918.4 

万人は 1人の為に

｜音
楽 一 家 "£ 3巻 18 53 10, 165 2.9 564. 7 

工 I号 σコ 防 火全2巻 28 210 41,483 7.5 1,481.5 

街を守る 子 たち を2巻 20 152 45,424 7.6 2, 271. 2 

fl多 学 旅 1f 全2巻 17 69 19,879 4. 1 I, 169. 4 

と 1、 だ -r＿，， 全 巻 18 145 47,987 8. 1 2,665.9 

た だい ま 勉 強中 _-£ 3巻 22 136 34,866 6.2 1,584.8 

タツちゃん－ r宗主巻 18 607 192,466 33. 7 10, 692. 6 

燃え上がる i/t 全 3巻 20 780 266,035 39.0 13, 301. 8 

一訂ー



災 害 随想

亀井幸次郎

O“火”と火災

“火”は人間生活を最も快適にするための貴

重な要素の一つであります。あらゆる意味でわ

たくし達は，“火” の恩恵に浴しないで一日と

いえども生活することはできません。すなわち

わた くし達の文化が進めば進むほど “火”を扱

う頻度が烈しくなり，しかもこの頻度に比例し

て，火による危険が私達の生活を脅かしている

こと も事実であり ます。

しかしわれわれの科学と技術は，これら火に

よる脅威をできるだけ低減し，反対に火による

恩恵を高度に浴し，人類の福祉増進に役立てよ

うというのではないでしょうか。

わが国では，その苦より “地震，雷 （かみな

り）火事おやじ”とい う諺 （ことわざ）があ り

ますが，昔からわが国の都市は大火に脅やかさ

れてお りましたので，「火事がおやじ」すなわ

ち火事が一番恐ろしいという意味で，かような

諺が言い伝えられたのでわなし、かと思うのであ

ります。江戸時代の大火というものは，今日の

ように容易に処理できる代物ではなく ，一般に

火焔の拡がった火事は燃えるにまかせていたよ

うであります。従って，風下方向に位いする町

家は，常にこれに備えて，生活の工夫を してい

たことは，私が本誌に報告した通りであります。

だが文化が高度に発達したという今日ですら，

わが国に関する限り，火事は都市生活者にとり

ましては，一大脅威であります。ましてや地震

に伴う火災のことを考えれば，関東震火災及び

福井地震時の火災のよ うに，地震による直接災

害より地震直後発生した火災による被害が甚大

であ ります。この意味で，今日でなお日本の大

多数の都市にとりましては，大火は都市生活へ

の一大脅威となっているのであります。

一28-

0 戦災復興都市

経戦後の実状よ りみて，わが国の戦災復興都

市は，大火による脅威が激減している こと も事

実であります。だがそれはあくまで戦災復興都

市についてであり まして，免災都市のほとんど

は，今もなお大火の脅威の下におかれていると

いえるのであり ます。

関東大震災以後，39回目の記念日 を私達は迎

えたのであ りますが，毎年この日を記念 して関

係各方面では，年中行事として，災害に対する

用意と注意とをいろいろの角度よりPRし，ふ

だんの準備をおこたらないよう に警告を与えて

いるのであ ります。だが災害は一向に減じない

というのが，わが国の実情であり ましょ う。 “災

害は忘れた頃に来る”といった寺田博士による

あの有名な警句にも拘らず，現在では忘れる暇

（いとま〉 もなく災害は来襲してきているのが

現実であ ります。 しかしどのような自然の猛威

がわが国土に来襲してきましても，人畜財産に

影響を与えませんならば，災害とはならないの

であ ります。

終戦後の実態を検討してみても，大火の頻度

が逓減すると，それに反比例して風水害の頻度

が逓増しているというのが，わが国の実情であ

りま す。故田辺博士は，終戦直後 “ライフ刊 誌

上に書かれた 日本都市の空襲の実態に関する記

事のなかに， h科学なきものの最後”といった

警句を引用して，都市不燃化の必要を大いに主

張したものであ ります。それにもかかわらず，

都市の不燃化は，思う程促進しないばかりか，

戦災復興都市といえども，道路の幅員が拡げら

れ，ーかつ面積が僅かではあるが増加されたこと

であり ます。このことが都市消防活動を非常に

有利に したことは争えません。加うるに消防水

利（貯水槽や消火栓〉とポンプ車の増加によっ

て， 消防力は終戦前と比較して相当増強された

ことは事実であり ます。

0 戦災復興都市に大火は発生するか

このことが戦災復興都市に大火を激減せしめ

た有力な因子であり まして，都市の建物は依然

として木造による可燃建築物が圧倒的多数なの

であります。 このことはなにを意味しているの



でしょう。すなわち戦災復興都市には「大火」

が激減したと安心している聞に，これらの木造

建物は，新築と同時に老朽化が開始されている

のでありまして，何時までも復興完成当時程度

の都市の防火性が持続していると考えるのは，

甚だ危険であるといえます。

都市の木造建物の老朽化の進度は，それに応

じた大火の潜在が蓄蔵されること を意味すると

いわねばなり ません。

“うちの子供に限つては”なとどという母親

のもとに育成された子供に，えて して不良児や

“ネリカン”行きの少年が多いのと問機に，大

Jえがないからといって安心しているような都市

に，えてして大火が発生しているのは争えない

事実であり ます。

大火が発生しないというためには，それに相

当する科学技術の裏付があってはじめて納得が

行くのであります。只単に過去数十年間，『都市

も復興したんだから』大火が発生しなかったと

いう事実だけで，将来も大火が発生しないであ

ろうといって， 地方ボスのよ うに“ムナ毛をさ

らけ出て腹をポンと叩き，火事は俺にまかせて

おけ”といっただけで大火が発生しないものな

らば，こんなお目度いことはありません。だが

私が過去15カ年間に及んで大火の実態調査と火

災危険度への都市調査を実施してきた経験から

いうならば“火の用心”という言葉の流布に熱

心な都市に限って，前述のようボスが巾をきか

し，しかもそのような都市はえてして，大火が

発生しているという。笑えぬ皮肉を経験してい

るのであります。

0 燃えるということ

物が燃えるという燃焼現象は，これを物理的

にながめてみると，まず 1）燃料そして 2）が

酸素そして 3）が火種（ひだね〉であります。

この三つの要素のなかで，どの一つが欠けまし

ても燃えるという現象は発生致しません。然る

に北陸地方に発生しやすいフェーン現象の時に

発生した火災が，しばしば大火になっている事

実からフエーンというものが各所に火を付けて

歩くような錯覚（さっかく） さえいだく記事が

大火発生直後マスコミによって伝えられるので

ありますが，これこそ“変”な現象であるとい

うことがいえましょう。

乾燥した温度の高い“山おろし”が吹くよう

な現象をフェーン現象と称えるのであります

が，このことはあくまでも混度の高い乾燥強風

ということなのであって，上述の燃焼現象を成

立するための好都合の条件であり まして も酸素

の無限供給という条件だけで， 1）及び 3）の

要素が揃いませんと，燃えるという現象は発生

しないのであります。ただこの場合，何が燃料

で何が火種かということでありましょう。だが

燃料という点については，至極簡単に説明が付

きます。すなわち可燃物質である木材を主要部

分として構造された建物（木造建築物〉であれ

ばそれは燃料といえるのであります。しかもこ

れが，現在わ、が国の都市のように，一つの街区

内に密集して存在する場合は，それだけ燃料を

多く堆積している街区といえるのであります。

ところが火種に関する事柄となりますと千差万

別であります。生産企業が集まっている地域に

おいては，その種類によって扱う火種の種類及

び量に格段の差異があるばかりでなく，化学関

係のものとなりますと，自然発火のおそれある

薬品から，易燃性及び爆発性の薬品までを扱う

など，各種各様の火種が存在するのであり ます。

またこれが店舗のような場合には，店舗の種類

すなわち料理屋，飲食店のように時間によって

火を扱う時間に差異の生ずるものあるいは，比

較的安全に火が扱い得るものあるいは安全に扱

い難いものなど，これまた千差万別であ ります。

それらのなかで，どのような種類の生産施設

がまたはどのような職種の店舗が過去の出火統

計から，出火率が高いか低いか，判断すること

ができます。すなわち火種を出火にまで持って

行く機会が多いかすくないかによって，ある都

市における任意の街区内に存在する建物の用途

別による偏差によって，上述のように，その街

区の出火危険の程度も判断することも出来ます

し，また統計法を使用してその街区の出火危険

度をも算出することができるのであります。

しかし，出火ということは，燃焼に最も必要

の火種を与えたことになるのでありまして， こ
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れが大火へのキ ッカケを与える第 1の条件であ

ります。けれども大火となるためには，第 1の

条件の燃焼現象だけでは成り立ちません。そこ

には酸素の無限供給という条件が介在してなけ

ればなり ません。この酸素の無限供給とい う条

件のなかには，乾燥しかっ高温であることが大

切であります。何故なれば，湿った木材は燃え

難いのでありますが，乾燥した木材は比較的燃

え易いからであり ます。すなわちこの乾燥した

高温の強風という性質の気象条件が，地形や地

域によってフエーンと称する現象となるであり

ます。

従って，出火して火災の状態になったときい

わゆる「折りからの烈風」ゃあるいは「水不足」

などという条件が累加されて，火焔拡大の機会

が与えられるのであり ます。けれどももしも こ

のような燃料が不燃性のもので構成された部分

がありますれば，拡がりつつ火焔を ここである

程度チユウチヨ（跨陪）さすこ とができ，おく

れ馳せながら調整した消防力を介在さす余裕も

与えられ，そこから延焼阻止の可能性もでてく

るのであり ます。

建築基準法による防火に関する諸規定あるい

は耐火建築促進法による防火建築帯に関する諸

規定は，実はこの点をねらったわけであリます

が， これらはいずれも“法は遡及しない”とい

う原則から，既存者j）市の実態からいうならば，

“靴の底から足の裏をカイているようなもので”

多数の係官と落大な経費を注ぎ込む取締り行政

も，このような現実の前には全く 無力に等しい

効果しか期待できないのであり ます。この辺に

わが国の都市には，大火への潜在性が糟加され

つつある客観情勢があるのではなし、かと思うの

であ ります。

0 災害と人命

謡缶から「人命尊重の必要」を指導者当局の

人々から，今日ほどくりかえし訴えられている

時は，いまだかつてないと思います。長い間 “好

戦国民”（Warlike people）として人命軽視思

想に培養されてきた私達は，終戦直後の指導者

達による人命尊重への抽象的なキャッチフレー

ズも， 単なる口頭禅（口先だ！？のこと〉だけの
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ことで，決して彼等が人道主義による人間愛に

目覚（めざめ〉て，いっている ものでないので

ありま す。その証拠によ，そのJl1日象的キャッチ

フレーズを裏付し得る科学技術十こもとずく具体

方策を何等提示することなく，単なる美辞礼匂

のみで，災害のfl}~ に出る死傷の数は一向に減じ

ないのであり ます行

危険が明らになっている道路，橋梁．無人踏

切などはそのまま に放置され，火事になれば火

焔拡大が予想される都市の組悪木造建築街（主改

造される ことなく．多数の病人や学童を収容す

る病棟校舎は，既仔木造建築のままに放置し，

毎年出水災害がく パかえされる天井川の堤防破

壊，あるいは零米以下‘の低湿地などは復旧とい

う法律用語に拘泥 して改善されす，河川．海水

は総合開発の美名にかくれて，人命に危険（水

俣病の類〉を与える汚水の放流には目をつむっ

ていて，キャッチフレーズだけが大手を振って

まかり通っているのてがあり ます。これでは災害

の逓減しよう もないことは明らかであり ます。

0 損保と成問山

そこで，われわれは自衛手段とし考えてます

のが，災害への共済補償の問題であづますc 人

命に関しては政府の方策に侠うと致しまじて

も，各自（庶民のわHわれ）が幾十年営々築き

上げた僅かではあるが私有財産が，このような

災害に遭遇して容となっ再起不能になる機会が

比較的多いのであ ，） ます。だがこのようなもの

に即応し得る自衛的個人の防災手段を，わた く

しは損害保険制度であると，思うのであリ ます。

天災事変に脅やかされている私達は，成田山

に個人の莫大なお饗銭を献納し「ゴマを焚いて」

災害よりの安全を祈願致します。その代償とし

て信者は安心感を与えられます。だが損害保険

の場は保険料を払って契約期間の安心を購入す

る点は成田山と同 じマありますが，もしも契約

期間中に災害に遭遇した場合，契約に応じた保

険金が支払われ，再起に寄与できるという点が

前者と甚だし く異なっている点であると私は考・

えており ます。この意味で損害保険は経済的防

災手段と夜、は唱えています。

（筆者 ・釘許保険料率算定会火災保険部）



オートスライド火災報知機
当協会では街路火災報知機や自動火災柑知機など火災通報設備について， 一般

の方々にわかり やす 〈解説 した天然色オー 卜スラ イド“火災報知機”を作成い

たしました。

映写時間は約14分で一般の人々はもちろ人工場やヒ、ル等D防火管理者等刀方に

も是非見ていただきたいと存 じます。

フイ Jレム ・録音テー プの拙ー人をと希望の場合は下記へと連絡下さい。

また録’音説明書 もとざいますからと希望によりお送 I川、たします。

価格 1組茎 4,400（送料不要）

（フ ィ ルム 茎刊0)
録音テープ茎 l,300)

東京都千代田区神田淡路fllT2丁目 9番地（損保会館）

社団法人 日本 損害保 険協会
予 防広報部

電話東京 （251)0141・5181
川閉山川町tllll川1111!川111111川川州＇＂＂刷 川u1m1””l州!111111川U州H”11111II I ~ II , I ; l'I ! d I ~ II I U ll! II』川＇＂川11111111111仙川川＂＇川川＂＇附＇＂川 l川IUlll川11¥llUlllHIUlll”l』”＂＇＂川『 ＂＇”11tm11』・＂・llllllllUllllUUI川川l”’11m・11111川川川“111111・1111”＂＇”＂＇・ 111111!11州州側＇＂川 川川“1・＂・t・1・＂＂・
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(4） 防災計画

セフテイエンジニアの仕事は多種多織である

が，その根幹となるものは防災計画の立案であ

る。防災計画は，工場計画の当初より将来を先

見して系統的にかつ確実に計画されなければな

らない。工場は土地，資本，労働力， 生産技

術，経営管理技術等のあらゆる物的，人的の活

動を包含する場所であり ，企業の期待する目的

を持つものである。工場計画は最近の傾向とし

ては IE（インダス トリアルエンジニアリング）

の専門家が行なう ことが多いが，現在において

は必ずしもそのように限定されてはいなし、。し

かし工場計画実施の中心がどこにあろうとも，

こと防災に関しては，その道の専門家が行なう

べきである。セフテ ィエンジニアの行なう防災

計画についての詳細は紙数に制限があ り，詳細

な説明は不可能であるのでその着眼点のみを記

して参考とする。

防災計画は工場立地の問題から出発する。地

形，地勢，地質，地下水， 気象，上下水道のみ

ならず，最近のように海岸の埋立地が使用され

る場合には，地盤沈下， 台風，冷却用水および

消火用水等の給水源の確保等も始めから安全工

学の立場により考慮されなければならない。工

場建設計画に際しては，場所ご工場構内区画己

工場配置戸建物構造戸建物配置戸機械ご人間の

関連性を適確につかんでおかないと忠わざる；f《

害の原因ともなり，後になっての計画変更は極

めて困難となる。例えば工場配置の問題をとり

あげたとしても，防災上次のような点を考慮し

存ければならない。

。1 製造装置，貯蔵タンク，建物等の独立した

対象は，災害が発生した時，隣に対する影響

を最小限にするため十分な空間をとる。

12 工場運営上どうしても必要な重要な装置ば，

I 場所または他の方法により最大の防護を行な

フ。

'3 火災または爆発危険のあるプラント 1主，他

i のプラントから十分な距雌をとる。

14 水蒸気，電力，水源等の常時使用しなけれ

ばならないものは，工場構内のどこに災害が

：発生しで も連続して使用できるよ うにするつ
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5 種々の液体がなんらかの原因で溢れ出た場

合，運転の止らないように製造装置の防護を

行なう。

6 強風，暴風雨，雷，地震等に対して予め十

分な調査を行なう。

7 工場敷地を横断する道路，鉄道， 配菅等に

対して，災害が起った時支障のないようにす

る。

8 いかなる災害が発生しても ，工場のすべて

の必要な場所の配管には，容易に接近できる

ようにする。

9 工場の境界，出入口等は十分監督ができる

ようにする。

最近の傾向としては，防災上なるべく建物土

建設しないで，屋外設備とし，建物の建設費で

各種の防災設備を行なうようになった。その理

由と しては建物のあるため，引火，爆発，中毒

等の災害発生の原因を作り，災害の発見を遅ら

せ，破壊力を拡大させ，また消防火活動を困難

にする等，穫々の欠点が掲げられている。

セフティエンジニアの行なう防災計画は安全

工学を基礎として，建設，運転，管理，検査，

教育等を通 じて，総合的に計画されなければな

らない。なぜならば，防災は出費を伴う もので

あり，それゆえに経営者の中には防災に対する

出費を懸念する余り，十分な対策の施行を見合

わせるものが多い。しかしこのような考え方は

間違であって，防災に対する支出は当然のこと

であ リ，一種の投資と考えられるものな0であ

る。 したがってこのような投資に対する効果を

最大限に発帰するためには，経営と一体となっ

た総合計画が必要なわけである。一昔前の化学
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工場における防災は，そのような理由で，全く

行なわれないことが多かったので，一度災害が

発生すると，そのために企業の経営は不能とな

り，多 くの失業者と破産者を出すのが普通であ

った。（現在でもそのような例は全くないことは

ないが〉しかし最近の化学工場においてはむし

ろその逆であって，防災に対する投資は｛也のも

のに優先 している。随って，プラントの建設に

際して行なう コスト計算の中には，建設費の何

96というように明確にその費用が示されている

のが普通である。これらの防災のための投資額

を最も効果のあるように使用するための計画を

たてるのもセフテイエンジニアの責任といわな

ければならない。逆にいえば，種々の生産設備

に対する投資額と予想される利益および予想さ

れる災害から，適切な防災投資額を算定するの

もセフテイエンジニアの仕事といわなければな

らない。最近においてはわが国において も，多

くの工場における安全課， 保安課等の防災に対

する予算は優先的に決定されているよ うであ

る。 これらの金額の算定は種々の角度から検討

されるが，最近ではOR （オペ レー シヨンズ リ

サーチ〉 の方法 も採用される ことがある。その

主たる着眼点を列挙すれば次のようになる。

1 基礎工事およびその他のコンクリ ー ト工事

2 構造材（鋼材）

3 容器

4 タンク ．

5 ヒータおよび炉

6 熱交換器，凝縮器，冷却1器

7 パイプ， パルフ＼接続装置

8 ボンフ

9 ガスコンプレツサおよ びブロワ

JO ター ビンおよび附属装置

1 J 配電および照明

12 電動機およびスタータ

13 計器

14 断熱材

15 建物

16 耐火（Fireprotection of structures) 

17 冷却塔

18 荷揚，荷卸設備

19 ボイラ

20 消防火設備

21 遠隔自動装置

22 排水工事

23 フレア

24 ベン ト 、，

25 装置の危険標示（色彩調節）

26 レリーフ装置およびプロウタヴン装置

27 火焔防止装置

28 計量装置

29 接地および避雷

30 防油堤

31 腐食

32 防災指針（セフテイマニュアル） の作成

(5) インスペクシヨン

インスペクシ ヨン（検査〉の目的は総合的に

防災上の欠陥を発見してこれを修正することで

ある。したがってインスペクシヨンは 1回frな
ったならそれで完全と いうものではなく， 次回

のインスペク シヨンに際しては必ず欠陥が修正

されているかどうかを確め られなければならな

い。 有能なインスベクタ（検査員〉による合理的

に計画された系統的なインスぺクシ ヨンによれ

ば殆んどすべての危険な状態を発見することが

でき，不安全な作業や製造方法は，修正される

こととなる。インスペクシヨンには工場の安全

状態を評価するため，官庁関係の検査官，損害

保険会社のエンジニア或はコンサルタント等に

よる只一回限りのインスペクシヨンもあるが，

工場のセフテイエン ジニアのffなうイ ンスベク

シヨンは更に責任が重く， 継続的に行なわれる
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ものであり，も し危険な状態が修正されていな

ければ必らず事故を起すこ とになるような作業

や製造方法に対する管理（Control）ということ

になる。他の誇でいえば危険管理（Maintenan・

ce〕である。 インスペグタは正しい結論に到達

したからといって，それで終りというのではな

く，それを効果のあるように伝達しなければな

らない。すなわちインスペクタはエンジニアで

あると 同時にセールスマンでなければならな

L、c インスベクタは高圧的の（ハイプレシヤ〉

セールスマンであってはならず，信頼のできる

話し方をしなければならない。すなわちセール

スエンジニアは観測された事実と，それから導

かれた百二しい結論のみを基として，適切な改修

を行なってくれるように刺激を与えなければな

らないのである。

インスベクタの意見は産業の種類，企業の規

模および地位，組織，過去における災害の記録，

経営者の性格をよく知ってから述べることが大

切であって，知らないためにかえって逆効果と

なる ことがしばしば起る。

インスぺクシヨンはインスベクタの限られた能

力により， 限られた時間の中で行なわれるので．

必ず仕事のプランを順序よくたててから行なわ

れなければならない。特に継読的てがないインス

ペクシ ヨンにおいてはなおさらであり， ミスや

見務しのないようにチェックリスト を自身で作

成 しておかなければならない。チェックリスト

はインスぺクタおよびインスペクシヨンの種類

によリ異なるが，一般的なチェックリ ス トを例

示すれば次のようになる。

1 務理強頓

2 材料のとりあっかい

3 j直LFーな通路および作業空間

4 伝導機械の防護

5 危険作業に対する防護

6 管理（メンテナンス）

7 工具

8 はしご，踏台，等

9 手押車，動力運搬車，等

10 床，プラットホーム，階段，レール， 等

11 クレイン，ホイスト，やぐら，工場内鉄道，
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等

J2 照明

13 電気器具（コー ト〉

14 エレベータ

15 個人保護以

16 粉盛，ヒ ユーム，ガス，蒸気

17 高圧容器（装置〉

18 爆発危険（ガス，蒸気，化学薬品等〉

19 危険物の管理

20 油類の管浬

21 チエイン，ケープル，巻き揚げ器， 等

22 頭上にある装置の接近

23 出入口

24 かこい（構）， 屋根，道路

25 過去における災害記録により特に重要と認

められる事項

このような項目のすべてを一回のインスペク

シヨンで検査されなければならないが，経験の

乏しいインスペクタでは困難なことが多い。こ

のような場合は一つの項目についてのみ詳細な

検査を行なった方がよい。例えば，整理整頓に

ついてのみ更に細い項目を列挙すると次のよう

になる。

1 足下にある材料その他の散乱

2 頭上にある材料その他の散乱

3 物品の積み重ね方

4 釘の頭の打ち方

5 廃棄物の処理

6 グリース，水ま たは油の こぼれ

7 工具の整理号室頓

8 通路の表示

9 窓の清帰

10 塗装

11 清掃（一般〉

12 整頓線 （オーダーライン）

13 火災危険

化学工場におけるインスペクシヨンは特に他

の産業と異なり難かしい問題が多い。すなわち

危険の実態を眼で直接に見ることができないこ

とである。例えば，腐食，内部圧力，化学反応，

液体やガス輸送における密閉されたシステム，

高温，記録および制御操作における自動装置等，



直後に｜倶で見ることができないだけに専門的の

知識が益々必要となる。化学工業におけるセフ

テイ エンジ ニアの職務はそれだけ高度なものが

要求されるのは当然である。このような専門家

によるインスペクシ ヨンには各種の特別の測定

器具，装置等が多数使用されるが，それらのす

べてを備えることは仲々大変であるので， 大工

埼（主ともかく ，小工場においては，外部にその

ようなインスペクシ ヨンを委託することが多い

ようである。そのため，米国手に.ts¥、ては，そ

のための インスペクシ ヨン会社が多数設立され

ている。一両支にイ ンスぺクタがインスベクシヨ

ンを行な う際に必要な装具を列挙して見ると次

のようになる。 （少くとも この程照のものはあ

った方がよい。）

1 安全なきちんとした作業主（ルーズなネ ク

タイおよび指輪等は不可）

2 安全判t

3 保護眼鏡

4 安全制

5 呼吸保護具

6 携帯用電燈（完全に絶滅されたもの〉

7 危険表示用の下げ札（装置に付けるための

もの）

8 錠前 （機械やクレイン等を険査する時スイ

ツチに錠をかける）

9 巻尺

10 廻転速度計（プー リ，シャフト，はづみ車，

自動鋸等の廻転速度を測定するためのもの〉

11 ストッ プウオ ッチ

12 写真機

13 記録帳

14 j持帝式空気測定器具（有1klι 引火｜企，お

よび爆発性ガス，蒸気等〉

15 光度計

16 ベロメータ

17 圧力計

防災のため行なうインスペクシヨンにおいて

は，製品の品質を検査することが，生産を行う

ために重要なことであると同様に，もしインス

ヘクシ ヨンの結果発見された危険な状態が修正

されなければ，事故を発生することとなるので

ある 。 しかし ， ~Lfをのための検査や試験万法に

おいては広範聞に標準化が行なわれているが，

セフテイイ ンスペクシ ヨンにおいてはあまリ標

準化が行なわれていないc 化学工楊のような特

殊な装！置を多数持つ所で＇.i特にこのようなエン

ジニアリ ングスタ ンダー ト，（代術的規準〉が要

望されているよ うであるc コンサルタ ントのセ

フテイエン ジニアま たは他の権威ある第三者に

よるインスペクシヨンが，しばしば行なわれる

ことは，その℃場にとっては，その工場および製

造方法だけの限られた知識よりも新鮮で，｛局ら

ない，異なった経験からの勧告が得られるので‘

級めて有益でめるc その工場所属のセフテイエ

ンジニアによるインスベクシ ヨンのみならず第

三者によるインスペクシヨンも ，インスペクシ

ヨンプロク ラミングをたてる時に考慮されてよ

いこと である。なぜならば，信望のある第三者

の意見は，経験のあるプラントエ ンジ ニアがあ

る危険な状態の修正に反対しているよ うな場合

に，速やかにそれを修正させる ことができるの

に大いに役立つ ことがあるからであるe

i且常「コ二士号のセフテイインスペクシヨンカサ台め

られる最初の目的a，主と して未だ僧摘されて

いない不明の危険を明るみに出す ことであるが，

しかしこれらの危険が修正されたときのこ回目

以後のインスペクシ ヨンは，日日の製造作業に

よる変化のため，突然発現したよ うな危険を発

見するためであり，更に重要なこととなる。イ

ンスペクシヨンを適正に行な うためその），！：礎的

な考え方を列挙すると次のよう になる。

1 何を何回インスベク トするか。

2 有能なインスベクタ をいかに養成するかc

3 インスペクシヨンの適正な組織的方法をい

かに決めるか。

4 インスぺクシヨンの結果をいかに有効に生

かすか。

このような考え方から，工場内のすべてのも

のは，ある時点において，ある人（イ ンスベク

タ）によ りインスぺクシヨンを受けなければな

らないが， この問題をどのように決定するかが

問題で，系統的に考えるとなかなか難かしいが，

興味のある ことであるc 安全の面のみから考え
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れば，必要なインスペクシヨンを行なうことは

当然なことであるが，生産の面から見ると少く

とも理論的には附属的なことであ り，突然のイ

ンスペクシ ヨンは適切ではない。したがって最

初の段階においては，生産のための検査を視野

を拡大し，強化するというような形をとること

がしば しばある。例えば，頭上を電動によ り走

るクレインは， 生産のためだけを考えて，運転

性能のみに関するインスペクシ ヨンを行なう こ

とは当然である。しかし，セフテイエンジニア

は，クレインを運転する作業員または行なわれ

る仕事の安全を確保するためにそのインスペク

シヨンの方法を精査することとな り，生産のた

めのインスペクシヨンのみで不適当であり ，さ

らに個人保護具，機械の防護，整理整頓および

工具の管理等が見落されていることが指摘され

ることとTよる。

このよう にセフテイエン ジニアにより さらに

詳細な安全のためのインスペクシ ヨンの方法が

作成される こととなる。このようなインスペク

シヨンが行なわれれば，他に必要なセフテイイ

ンスペクシ ヨンの計画をいくらかでも簡単にす

ることができるよう になる。インスぺクシヨン

の計画はその対象の数，インスベクタの数およ

び能力，危険の性質， 災害の種類，発生率，損

害額，操業時間（製造装置の），生産計画等を考

慮して合理的に決められないと ，インスペクシ

ヨンによる損失がかえって大きなもの となる。

したがってインスペクシ ヨンスケジュールば種

々の角度よ り検討された後，これを表としてお

くこと必要である。ゆきあた りばったり のイン

スタントインスペクシ ヨンは生産を阻害しまた

不十分なインスペクシ ヨンは災害発生の原因と

なる。インスペク シヨンスケジュールを決める

ための標準というようなものはない。なぜなら

ば，工場の種類，規模，製造作業等がそれぞれ

著しく相異するから，同 じような標準のスケジ

ュールでは真に危険なこととなるからであるコ

ただそのスケジュールの形式を例示するため，

第 1表のような表を作成して参考とするが，こ

れらの数字はあ くまでも形式的のものであって

実際とは掴異するものである。

第 1表インスペクシヨンスケ ジ ュー ル
一 一一

インスペシヨンの 月 別

対 象 1 s J 9 I 10 J 11 I 12 
ク レ イ ン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ホ イ ス ト ’4 ) 2 ワ】 つ】 w う 2 2 2 2 2 2 つ~ 

フ レ ス 15 15 15 15 

はしごおよび足場 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 I 0 

動力運 J般車 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

工 具 15 15 15 15 15 15 IE' 15 15 ! 15 

電 気 ~＼＼げl 具 15 15 15 15 15 15 15 15 lfi 15 15 15 

保 護 ti]! 鏡 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

エ レ ベ ー タ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

グラインタ． 5 5 5 5 5 5 s I s 
高 圧 装 置 15 15 

t白 )<.. 設； も精 20 20 20 20 20 20 20 I 20 20 20 20 20 

拶｜： ヌ』I ~）え 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

酸類の貯蔵 5 5 5 5 5 5 ;) 5 5 5 5 5 

粉 箆 海リ 定 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ヒ ユーム測定 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

軌 jlt 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

保護具および保護衣 20 20 20 20 20 20 20 20 I 20 20 20 20 

（未完，以下次号）（筆者 ・損害保険料率算定会災害技術研究室）
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ヌL 火 災 の 話

D 
E 

製作東京消防 庁予 防 部 調 査 課

編集 社団法人日本損害保険協会

このスライドを使われる方に

近年目覚しい電気器具類の普及につれて電気

を原因とする火災もだんだん増えております。

このスラ イドは東京消防庁製作一コマ版のス

ライド 「電気火災」をオー トスラ イド用に再編

集したもので，内容は漏電火災，コー ド・電線

の燃焼，電熱器 ・アイ ロンの火災などです。

オー トスライドというのは，オー トスライド

棋と テープレ コーダーを用い，スライドと録音

テープ（説明）を自動的に連結したもので，発声

映画と同様解説者なしで使用出来るものです。

尚このスライドは，コマ数56コマで映写時聞

は約14分です。

電気火 災の 話

1 フォーカス 作画

音楽。

2 タイトJt..「電気火災の話」

音楽。

3 サブタイ トJt..「製作東京消防庁予防部調

査課」「オートスライド編集 日本損害保

険協会J音楽。

4 作画 「漏電火災」

火災の原因には色々ありますが，その一つに漏

電;k災があります。漏電火災，それは，電流が

設計された部分以外で建物の中を流れる事によ

って起る火災だと云えま しょ う。止と処では， ffr

圧回路におこる漏電の径路，発火機構，焼け1J
0特徴，実際の火災の状況などについて御説明

致しましょ う。

5 作画 「漏電径路を示す図」

これは漏電の径路を示した図ですが，この様に

引込線が雨樋の様な建物の金属部分に触れる

と，電流がそこから支持金具，そして，モルタ

ル壁の中の金網，つま り，ラスに流れ，次に，

水道管などを通って大地に流れ込みます。 これ

を漏電というのですが

6 模型

この時，モルタル壁の中のラスの一部が電気抵

抗によ り発熱し，その下の木の部分， これを木

摺といいますが，その木摺に火がつき火災とな

るのです。これが，漏電火災の一例です。

7 発熱しているラス

では，モルタル壁の中のラスに電流が流れた場

合の実験をお自に掛けましょう。この様にラス

は針金が交叉している部分の接触抵抗が違うの

で，ラスの耳える部分に許リ多量の電流が流れる

事にな り

8 発熱しているラス

その部分が赤く発熱して来ます。

9 柱が焼けている

そして，その裏側に当る木摺に着いた火は，又

その後にある柱に移り，燃焼が段々柱の奥へ進

んで行き

10 発 焔

或る程度燃焼範囲が拡がると，やがて，自然に

焔を発し，その焔が壁の内部を上へ延びて，火

災へと発展するのです。

11 引込線と雨樋の接触例

それでは，次にどの様な処が漏電し易いか御説

明致しまよ う。 これは，引込線と雨樋の状態を
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示したもので，画而では，引込線のJ:l:i樋に援す

る部分は，碍管に入っていますが，この碍管が

破損したり，ずれた りすると漏電を起しますか

ら， この峠な均所にJま注意する必要がありま

す。

12 その例 （2)

これは，同じく 引込線がfl~樋をまたがって引込

まれていますが，この様な場所では，電線が雨

樋に触れて漏電する事も多くあります。

13 トタンの見える壁

これは，電気工事の後で， ドi:i樋を取付けたの

で，こんな事になったのでしょうが， これでは

危険です。

14 青い画面

これは又，同 じく 引込線が建物の角の部分で金

属の外壁に触れている状況で，この線に電線の

わた り部分が接触する事も多いのです。

15 ブラケット

屋外に｛寸いているブラケットなどは，風や雨で

いたみ易く，漏電の原凶になる事がしぼしばあ

りま す。

16 ネオントランス

ネオンサインの トランスです。ネオン トランス

は多く の場合，外壁に取付－けられているので，

トランス内部で一次巻線が鉄心などに触れると

漏電を起します。

17 看板 灯

看板灯の配線が，外枠などに触れて漏電を起す

事もよくあります。

18 コンセント

屋内でし、えば，この コンセ ントやスイッチなど

のピス止め部分の電線の端末処理が悪いと ，プ

レー トに触れたり，コンセントとケースの聞に

はまって傷んだりして漏電を起し易いもので

す。

19 分 電盤

分電盤なども同じです。

20 煙突の倒れている例

またこんなに変った例もあ ります。煙突が 倒

れ，その下の方は左側の建物の引込線にひっか

かり，上の方は右側の家の雨樋にもたれていま

すが，この様な事になると ，電流が煙突を通つ
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て右側の宋に流れ込み， その建物の’.ti:気設備J主

どこも悪くないのに，漏電火災を起すという事

になるのです。

21 密接した家屋

同級に，この写真の械に家屋が密接している所

では，電流はどこへでも流れて行きますから一

番右の家で漏電しでも，そのため火災になるJ

は一番左の家 という事もあり得るのです。

22 作画 「例図」

それではこ こで実際の漏電火災の現場の状況を

見てみましょ う。

これはその実例第一の平面図で漏と書いてある

所で漏電し火とある所で発火Lたものです。

23 学校 レセツプ部分

実際に漏電したのはこのレセツプ即ちじかづ；？

灯の根元で，電線がラスに触れて漏電し

24 その発火部

この防火壁の袖の所で発熱発火 しその火が二苅

天井裏へと延びて行ったのです。

25 その Up 

この発火した所の状況を見ますと，そ こにはりj

違があります。これは次の実験が示すように，

同じ壁でも このような所が発火し易い事を示L

ています。

26 焼けた穴のある木摺

この画面は前に示したラスの発熱の笑験の一部

ですが，壁の木摺り丈の所ではラスが発熱して

も穴があく丈で，割合焔を発し難く，木摺の後

に柱や筋違或いは間柱等があっ て発熱した時に

火災に迄発展する事が多いのです。

27 作画 「例図J
さて，今度は漏電した家と発火した家とが遣っ

ているザリです。

28 青いモルタル壁の喫茶店

これが，実際の漏電個所で，電話線の碍子0所

から垂れ下っている針金が外灯の電線と接触し，

電流がここから青いモルタル壁の中のラスを通

り，更に雨樋を経て隣りの家のラスに流れ込み

29 燃えた座敷

隣りの家の座敷の，柱の裏側で発火したのです。

30 側壁

これは第三の実例ですが画面は，火災となった



建物の側立の状態を示したものです。

31 焼き部分

発火 した部分で，このモルタル墜の内側が燃え

ています。漏電個所は， この壁の下にある引込

線のノfイプで

32 3馬電個所 UP 

御監の様に，電線の被覆が一部やぶれ，そこが

サービスヘッ ドの矢印の部分に触れたために漏

電し，電流はそこからノξイプへそして ラスへ，

と流れて行ったのです。

33 作画 「コード・電線の燃焼」

音楽。

今度は，コー ドや電線の燃焼についてお話し致

しまし ょう。

34 コードの状況その （1 ) 

これは，普通のコー ドペンダントの状況ですが，

普通コー ドが燃焼するのは コー ドの被置が損傷

してショー トしたり或はソケット内部下手でシ ョ

ート して コー ドに過大電流が流れるためです。

35 その （2)

これはシ ョー トによるi邑大電流のためゴムが熔

けてくすぶり ，煙を出していると ころです。

36 その （3) 

コー ドに結び目がある時は，その部分が他に比

べて温度上昇が早いため，先ずその部分から煙

を出し始めます。

37 その （4)

そして，内部のゴムが完全に溶けて了うとその

ため二次的にシ ョー トしますが，これがその瞬

間です。

38 その （5) 

この火花で，被i廷に火がつき，燃え上り，天井

板などに延焼して火災となるのです。

39 天勾裏の車線

次に電気の配線が燃える士号合を調べてみましょ

う。一般に電線の燃焼は， i邑電流，ショ－ r, 

接触不良による局部過熱，スパーク等によって

起りますが，屋内配線が燃えるのは，主に接触

不良による局部過熱，或いはスパークの発生等

によ る場合が殆んどです。

40 その実験 （1 ) 

電線のつぎめが不完全な均合の発火の過料を示

しますと，これは屯線が不完全につないである

状況ですがこれに電気を通 じると絶縁物が炭火

して電導性を帯び，発熱して来ます。

41 その （2)

これは，つぎめο発熱のため開が／：！＼はじめたと

ころです。

42 その （3) 

遂に焔を発しました，

43 その （4)

燃焼の拡大して行く状況です。

44 15度の傾斜例

ところで天井裂などで電線が燃えた場合の実！換

を見てみますと，電線が15度位の傾斜で張って

ある時はこの械に焔が小さく ，火力が剥くその

うえ焔は被覆の燃焼につれて移動しますから，

電線に近い可燃物が熱を受ける時聞は匁iかく，

従っ て火災に迄発展しない場合も あります。

45 垂直に張つである

ところが垂直に張つ である場合に焔を発する

と，棒状の火柱を生じ，その火力 も格段に強く ，

その真上の可燃物は，長い時間熱を受ける事に

なり ，火災になる事が多いのです。

46 作画「電熱器・アイロンの火災」

さて， 次に電熱器やアイロ ンの使い放しによる

火災ですが，それ等はどこの家庭にもある関係

で，電熱器会具関係の火災の大二｜与を占めています。

47 アイロン （1 ) 

先ず，アイロンですが，アイロ ンからの火災；ま，

その殆んどが使い放しの過熱によるものです。

48 アイロン （2) 2時間30分経過

これは，アイロ ンをつけ放 しにして211与問30分

経った時の状態で，下の板にJl~·火しているのが

わかります。

49 燃焼の拡大3時間20分経過

そして 3時間20分経過しましたがこの直後に焔

を発しています。ですから，アイロンは大体3

時間つけつ放しにしたら山火の危険があるとい

う事です。

50 電熱器 「上にヤカンを乗せて」

こんどは，電熱器を使いつ放しにして山火する

場合を見てみましょう。普通の 600ワット の電

熱器で上に何も乗せていない場合には，下の板
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の表面温度は 170度程度迄が限度で， 24時間以

内には火災になる危険は生じませんが，上に物

を乗せた偉で・忘れつ放しにすると話はまた別で

す。

51 その （2）通電後3時間30分

ヤカンに水を 1リットル入れて，電熱器にかけ

た場合，下の板の温度はヤカンの水がなくなる

迄は或る温度で止まっていますが，約90分位で

水が蒸発して了うと，下の方への輯射が強 くな

るので，板の温度は急激に上 ります。

電気を通じてから 3時間半，水がな くなってか

ら約2時間経つと下の板の表面温度は摂氏 280

度にも達し，着火する寸前です。

52 その （3）通電後4時間

4時間経過して，板の表面が焔を出さないで着

火した所です。白く見えているのが着火した部

分です。この時の温度は 280度から 300度にな

っています。

53 その （4)

一度火が着いて了えば，その燃焼範囲は急速に

拡大します。板の表面が白くなっているのは，

灰になった部分で，火は内部にこ もっているの

です。

54 その （5）通電後4時間30分

4時間30分で遂に焔を出しました。火が着いて

から30分で焔を出した訳です。

55 その （6)

そして，燃焼は拡大し，畳に燃え広が り火災に

なるのですが，この型の電熱器丈ではなく現在

多く使はれている座敷用といわれる型やその他

の型の電熱器でも本質的にはこれと違いあ りま

せん。

56 作画 「エンドタイ卜 Jf,」
以上電気火災の起り方についていろいろ御説明

致しましたが，火災予防上御参考になれば幸い

です。

オ ート スライド
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