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消防活動と通信施設

1. はしがき

社会の文化が発達し，経済活動が活発に行な

われると，人類にもたらされる福祉は，はなは

だしく噌進されるが，その反面，招かれざる客

「災害」 も必然的に複雑多岐な様相をもって，

人類に襲いかかってくる。交通難，都市におけ

るスモッグ，地盤沈下，放射能禍，IJiJjがん等々 ，

先人が想像もしなかったような人災が現われて

きて人類を悩ましているが，火災の発生危険，

延焼拡大危険，救急事故，救出事故など消防を

悩ます問題も，従来の予想を越えた険しい様相

で，激しい戦いを挑みかけてきているので，国

民の生命や財産を火災その他の災害から保護す

るという，消防責任を果すためには，あらゆる

文明の利器を活用し，人類の知恵を動員して，

災害に立ち向わなくては，とてもその責任を全

うすることが困難な事態となってきている。

消防活動は，そもそも，何時どこから襲L、か

かって来るかわからない敵を迎え撃つ戦いで，

春夏秋冬，昼夜を分たず，何時果てるとも知れ

ない戦争の連続である。戦争には昔から通信は

っきものであるが，太平洋戦争における日本の

敗戦原因の 1っとして，通信装備の弱体があげ

られる。天下分け目のミッドウエー海戦では，

無敵を誇った日本の機動艦隊も，レーダー装備

の米海軍に，してやられてしまったし，ガダノレ

カナノレ島争奪戦で－も，米英軍のすぐれた通信網

が，山本元師を戦死せしめるなど，幾多の莫大

な犠牲を日本軍に強い，遂に転進の止むなきに

至らしめた。これらの苦い先訓を生かすために

も，戦後目ざま しく発達した通信技術を，消防

活動に利用するのは，むしろ当然のことで，警

報通信，命令通信，連絡通信などを充実する こ

とによって，必要基準よりはるかに少ない消防

隊を，相互に有機的に連携して， 消防力の経済
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的，合理的運用をはからなければならなし、。

以下，具体的に，東京消防庁管下の通信施設

の実態を中心とし，消防活動に貢献する通信の

現況と将来について，その要点のみを略述し，

読者諸賢の理解あるご指導とご鞭轄をお願L、し、

TこしTこし、。

2. 災害の通報と，消防隊の

出動指令通信

火災を発見したら，何人も消防機関へ通報す

る義務があるので，公設火災報知設備のある地

域ではこれにより，または加入電話の 119苔で

通報され，火災の早期通報に大きな役割lを果し

ている。これらの災害通報を受信する消防機関

の受信方式には，中央集中受信方式と，各消防

屯所ごとに受信するロ ーカノレ受信方式とがある

が，消防法の改正とか災害対策基本法の制定に

よって，消防が行なう防災活動の範囲は拡充さ

れ，そのうえ，災害の発生ひん度も高くなって

いるので，消防部隊の運用技術上，中央で集中

的に受信し，ここで管下の消防力全般を考慮し

つつ，地域的な消防力の空げきを生じないよう

な部隊運用をばかり ，続いて発生する他の災害

に対処しなければならなし、。そのため東京では，．

119番の電話による通報は，すべて中央の本部

指令室で受信し， ここから消防専用回線の指令

電話で，関係消防隊へ出動を指令している。そ

して出動した消防隊の現場からの報告とか， 望

楼情報によって，応援部隊の出動を指令するな

ど，効率的な部隊運用がはかられている。しか

し一部の外周地域では，電話局のサービスエリ

ヤの関係もあって，ローカル受信方式の所もあ

るが，消防出張所で受信していた 119香を本署

に集中するなど，可能な方策から逐次集中化を

はか り，将来は，少なく ともその地域を管轄す

る方面本部で，集中して受信するよ う関係当局



に対する接渉などの勿力が続けられている。屯

話加入数の激増ぶりは目を見張るほどで，これ

に伴って119薄での災害覚知が，他を断然引き

離している現状を思うとき，中央集中受信方式

の実現については，早急に解決がはかられなけ

ればならないものと考えられるので．多くの困

難な問題があるにしても，関係各｛立の理解ある

ご協力を熱望してやまなし、。なお，消防自動車

のサイレンの音を聞いて，火事の所在を問い合

わせるために 119番を使用する件数が，119番

受付件数の 18パーセントにも達し，これによ

って119番回線をふさがれて，つぎの災害通報

が阻止され，ひいては災害拡大の素因ともなり

かねないし，指令係員を不当に忙しくさせてい

るので，聞い合わせには絶対に 119番を使用し

ないよう強く要望したし、。これが対策としては，

「問い合わせj専用電話番号を定めて着信専用

とし，録音テープで問い合わせにお答えする制

度を新設すべく考慮している。

3. 災害現場における消防通信

1 . 移動無線について

従来は，災害現場の消防隊から消防機関への

通信は，付近民家の加入電話に依存していたの

で，深夜や電話加入者の閑散な地域では，現場

からの報告通信がきわめて遅延して，応援隊は

ほとんど期待できなかったが，昭和 25年に消

防無線を設置してからは，何時でも何処でも通

信できるとし、う無線通信の特質が認識され，無

線装倣のない消防車はあり得ないとの考えから

逐年憎強されて，東京ではすでに，各消防屯所

に1台の移動無線を配置する第 1次計画は完了

し，排煙車， 高圧車，化学車など行動範囲の広

い特殊事にも，本年度中には，無線装備がほと

んど完了するので，所要消防部隊に対する現場

到着前の指揮命令通信を容易にし，不要隊の引

揚げをじん速化して，つぎの災害出動を早める

など，消防部隊の経済的運用に寄与するところ

大であるが，活用の方法をくふうすれば，なお

いっそうの消防効果が期待できると考えられる。

現夜東京で使用しているものは，消防本部と各

方面本部に 17局の基地局を有するほか，移動

局 385局，周波数 12波（火災用は各方面ごと

に1波で計8波，教急用2波，水上消防艇用 1

波，第8方面内の一部の署で事務委託以前より

使用していた 2,120kc 1波）で運用しているが，

その性能は， 150Mc併趨短波，FM変調方式

で，基地局 50W，移動局 10ないし 25W，基

地局と移動局聞は 20ないし 30km，移動局相

互聞は 10ないし 15kmは通話可能である。ま

た車載の移動無線機は，小型，軽量，小電力の

ものが便利なので，最近はオーノレトランジスタ

化された，高感度受信方式の可微型のものを逐

次採用しているが，車載のものに限らず全国の

消防無線機の仕様を統ーして，同一機種のもの

が量産されれば，価格の低廉化が期待できるも

のと考えられる。

東京の救急車には，全部移動無線を装備して

いるので，救急指令台の管制によって災害現場，

救急隊および医療機関の三者が有機的に連携さ

れて，交通事故その他の救急事故者の生命，身

体の保護に大いに寄与できる。なお，救急無線

を二通話路方式にして，自動車電話のように

「モシモシ，ハイハイ 」式にすれば，もっと能

率的な救急通信が期待で－きるので，目下検討中

である。

2. 受令機について

無線機のない消防車には，受令機を装備する

ことにより，上司の指輝命令を受信して，直ち

にこれに対応した行動がとれるし，基地局ある

いは移動局の無線通信を傍受して，災害の規模

や種類をはあくして合理的措置がとれる。

またポケットに入れて携行もできるので，幹

部や隊員が外部へ火災予防査察とか消防警戒な

どに出向するとき携帯していれば，呼び出し，

連絡が可能で重宝がられている。

3. 携帯無線について

昭和 34年以来， 150Mc帯の超短波 FM変

調方式による俄帯無線機が増強されて，伊勢湾

台風時の水防活動および国会周辺の安保デモ警

戒などで，その真価を発揮した。

前述の移動無線や受令機は，消防本部と災害

現場の消防隊とを結ぶ幹線通信系であるが，携

情無線機は，災害現場の指揮者相互間あるいは
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指療者と隊員聞の指揮連絡用として，ローカル

通信系を構成するものである。したがって携帯

無線機は，消防隊員の個人装備の 1つであると

の考え方から，軽量，小型，安価，防滴型で，

かっ，隊員の手足の動作に支障がない構造でな

くてはならなし、。またその性能も，通達距維は

500mないし 1,500m，都市雑音に強く，安定

した通信が確保で、きなければならないという，

種々の条件を満足させるべく鋭意研究努力を重

ねて，遂に昭和 37年に希望していたものに近

いものが開発され，以来実用化されて，今年中

には500台近くが現場に配置されて，災害現場

の活動にあるいはオリンピックの警戒に一大威

力を発揮することになる。小型携帯無線機の出

現によって，戦国時代の戦場に種ヶ島銃が出現

したほどのことはないにしても，それに近いほ

ど消防戦闘の形態は相当に大きく変革されるこ

とになろうと期待されている。ことに現場指擬

その他の連絡のために，いちいち伝令を走らせ

る必要はなくなり ，ただきえ不足がちな貴重な

人員が節約されて，他の重要な消防活動に従事

させられるようになるだけでも，大きな進歩で

あろう。

なお，水災危険箇所の監視警戒など水防活動

用と して1は，現場が広範囲だし，監視員の数を

節約するためにも，従来のような大出力の携帯

無線機が必要なので，これの低廉化および小型

化についての努力は続けねばならない。また大

出力の携帯無線機は，小型携帯無線機の通信統

制局用としても必要である。前述の移動無線で

もそうであるが，同一周波数の無線局が同一現

場で通信するとき，緊急重要な通信を速達させ

るためには通信統制を実施する必要があり ，そ

れだからとて必要以上の拘束を加えてはならな

い。東京で使用している携帯無線の周波数は 1

波なので，これを数波に分けるべしとの論もあ

るが，もし周波数の異なるものが同じ現場に集

まると，ちょうど日本人，フランス人， ドイツ

人がそれぞれの母国語でしゃべっているような

もので，日本人はフランス語， ドイツ語の 2人
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の通訳を連れていないと相手との会話ができな

いように，相手局の波の数だけ無線機を携帯し

なければならなくなり，小型，軽量という携帯

無線の特質は失われてしまう。

4. その他の消防通信について

災害現場における通信と同様に重要な使命を

果しているが，日常通信における消防電話であ

る。東京では，本庁の電話交換機のほかに各消

防署にも自営の電話交換機を設置し，本庁線お

よび消防出張所線などの専用回線はもとより ，

加入回線も収容して，箸内通信その他に供し，

大量の通信を確実に秘匿性をもって消化してい

るが，将来は方面本部に自動交換機を設置して，

方面内の通話能率の向上をはかるとともに，本

庁と各方面本部聞を多重無線で結び，地震，台

風その他の非常変災時の有線電話の断線による

通信の途絶を救済し， かっ，文書電送をこれに

付加して，文書往復の能率化とじん速化をはか

るべく計画が進められている。

また現在は中短波による消防放送を行なって

各署の指令電話増幅器に，消防放送受信器を兼

ねさせているが，電波監理当局の行政指導もあ

ったので，超短波による消防放送に改めて，断

滅水，通行止，揚煙などの消防情報を各消防屯

所に確実にはあくせしめて，消防活動の円滑を

期したい。

5. む す び

通信は，人体にたとえると神経であり，消防

という防災機関の機能を健全に発揮し， 消防活

動の能率向上をはかるためには，神経系統たる

通信施設の整備強化を急ぐとともに，通信施設

の特性に通暁し，適時適切に活用することはき

わめて重要で，人とポンプと水が消防活動の三

大要素という従来の考え方に通信も加えて四大

要素として考え，納税国民の寄託にこたえるべ

く努力精進を惜しまないものである。

〈筆者東京消防庁瞥防課消防係長〕



テレピジョン の火災

テレビジョン放送が始まってから 10年を経

過したこのごろでは，家庭でのテレビは，従来

からのラジオにみられない急速な普及率を示し，

私たちの日常の生活にテレピはかくことのでき

ない存在となっている。テレビの普及にともな

ってラジオは家庭から追放されつつあるのか，

ラジオの火災に代わってテレビの火災が目立っ

てきているのも，その利用率から考えて当然の

ことと， いえよう。 しかし，テレビは電熱器具

のよ うに取扱い方によって火災をおこす危険の

あるものと異なり ，発火する可能性のある部分

には設計上に改良されなければならない問題が

ある。最近ではカ ラーテレビの火災事故も報告

されているが，テレビを1台焼損しただけで・も，

その損害は 50万円にもなる。

1. テレビ火災の発生状況および損害

テレビ火災について， ，その状況のあらましを

報告された資料をもとに類型的にまとめてみた

ので， 紹介することにしよう。

東京において，はじめてテレビ受像機から火

災の発生をみたのは昭和 29年で，その後 36年

以降毎年 10件程度の発生をみている。本年度

(39年） 4月現在で，テレビからの火災発生事

故の総件数は 46件に達している。これらの火

災発生状況は第1表のようになっている。火災

事故の発生内容は，受像機内部から発火してい

るものが総件数のうち 39件を数え，そのうち

34件 （74%）までが受像機の高圧部といわれる

部分からで，これがテレビ火災の特徴を示して

いる。

受像機内部から発火したものに，シャーシー

下部の配線やパワ ート ランスなどから発火した

ものもあるが， これらはきわめて少なく，その

筆者東京消防庁警防部調査課兼消防科学研究所第三

研究室

島 光 男＊

写真 1 押入に入れてみていたテレビから出火して，押

入，天袋，天井を焼損した例

写真 2 テレビの焼損状況 37年11月，目黒区， 21イゾ

チカラーテレビ，アメリヵ RCA製

焼け方はラジオの場合と同様である。

受像機の外部に発火の原因のあったものは，

4件ほどあるが，いずれもテレビの設置上や，t

取り扱い上からおこる事故であり ，これらは，

やはりテレビ特有な火災発生の要因をもつこと
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て駈けつけたものに多い。

さらに，テレビ ・建具 ・天井などを焼損して

消し止めた例は，テレビをみていて故障の状態

にあることを知りながらそのまま他の部屋にい

たり，外出したりした場合で、ある。テレビを押

入などに入れてあるのは火災が延焼し拡大する

のに非常によい条件になっている。

テレビフィダーを焼損した例については，テ

レビを取り扱うときのあやまりであり ，特殊な

場合で，一般にはあまりおこらなし、。

テレビアンテナに落雷した例については，テ

レビを見る地域によって高いアンテナを立てる

ところにみられる例で，東京では周辺の三多摩

地区にまれにある。

テレヒ、からアンテナなどを伝わって漏屯した

例については，以前にアンテナ回路にコンデン

サがなかったころにおきたことがあるが，現在

のテレビではおきなし、。

以上の例はいわゆる小火の範囲で消し止めた

ものであるが，第2表に示すようにテレビから

発火したとみられ，建物を全焼した例がいまま

でに 3件ほどあり，今後ともこのような火災を

おこす可能性があるので，参考までこれらの状

況を簡記してみる。

①昭和 31年 2月 品川区

全半焼 2棟 69.3m2 

午後 11時 23分ころ，飲食店で営業中に突然

停電したので，店の主人が 2階へローソクをと

りに行ったところ， 2階の一部から燃えている

のを発見して，あわてて寝ていた子供を連れ出

した。焼けた状況をあとで、調べた結果， l階の

店の奥の冷蔵庫の上に置いたテレビの上のはり

がも っとも強い焼け方を示している。しかし，

火災発生のときに店には客が 6人もいたのに，

だれもテレビが燃えはじめたことを発見してい

ないことから，テレビから発火したものである

と決定ずけることは困難であったが，特異な焼

け方よりテレビが発火源となったものと推定さ

れるもので，はっきり原因が解明されていない。

＠昭和 36年 1月葛飾区住宅

全焼 3棟 175m2 半焼 1棟 33m2

主人の Sさんが相撲をみようと思って，午後

2 
高

圧

部

受

像

機

内

部

受
像
機
外
部

飲食店

a テレビのみ 1 1 1 2 1 5 6 6 4 27 

b テレビ ・たんす 1 2 3 

c テレビ・内壁・ガラス 3 2 5 戸・ふすま

<l テレビ ・内壁・ガラス 1 1 2 戸・ふすま ・天井
e テレビ ・押入 1 1 

f テレビ ・押入 ・天井・ 1 1 2 
小屋組

g テレビ ・建物を全焼 1 1 1 3 
h テレビ ・フィダ← 1 1 

I 
テレピ ・アンテナ ・フ 1 1 ィダー

j 壁体・野地板 1 1 

｜孟ι坦：12913013州

計
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を示しているものである。

テレビ火災の損害状況については， 第2表に

示すとおりテレビ受像機の一部分〈主に高圧部）

か，セット 1台を焼損しただけですんだものが

多い。これは，テレピを見ていて故障の状態が

認められ，その後，数分にして煙を尭ーしたため

に，あまり大き くならないうちに消しとめた場

合である。

テレビだけにとどまらず，その付近の家具や

建具などを焼損した例は，テレビ、から煙が出始

めた状態のときにさだその異常を発見できず，

テレビ‘が柑当燃え上がり，臭いなどで気がつい



3時ころテレビのスイッチを入れたところ音声

は出るが絵（映像）が出ない，嫁さんのKとい

っしょにダイヤルをまわしてみたがど うしても

だめ， 3時半から放送が始まるので， Sさんは

近所の家へテレビを見に出かけた。Kさんもあ

きらめて赤ん坊の寝ている 2階へ上がった。テ

レビはスイッチを切っていったと言っているが，

2階へ上がって 10分く らいしたら， へんな臭

いがして煙が2階へ上がって来るので‘階下へお

りてみると，床の間に置いたテレビの付近から

火柱が上がっていて，手のつけようがないので

子供を連れて逃げ出した。

調査の結果，テレビは金属製のキャビネット

に納められたものであるが， キャビネッ トと シ

ャーシを残しほとんと．焼け落ちた状態

に非常に強い焼け方を示し，テレビが

置かれていた床の間の板の焼けについ

ても部屋の他の部分にみられない強い

焼け方である。このテレビは高圧部か
書在警，R管

ら発火した事例も多く ，しかも火災前 刀ソード

に故障状態であったことが認められる

ことなどを総合的に考察したところ，

テレピが発火源であったと考えないわ

けにはし、かなかった。まだ事例が少な

様であり ，高圧部から発火し，テレビ後部に燃

える可能性を認められるものであった。

2. テレビ火災の特徴

( 1) 高圧部の構造とはたらき

テレビ火災の特徴は高圧部から発火する例が

多いことである。高圧部はラジオにはみられな

いテレビだけにある部分で，普通はテレビの後

ぶたを聞けてみると ，右のすみに金属ケースで

固まれたところがある。これが高圧蔀といわれ

る部分で，このケースの中には水平出力管，フ

ライパック トランス，高圧整流管，ダンパー管

などが組み込まれている。

まず， 高圧部のはたらきについて簡単に説明

フラワー管114HP.l
'1.,? 77ネル

二す士r - hース
ム電干l~ b吋 ／

放唾｛車寄入力 宅 ＂ /' 常 11¥1克膜

7ラウ〉管Aヘ ~」Fメ加I'·;?
ー百71¥ ~ 電子ヒーム
リーら時h Ii 
崎町 Z 九 回 腸樋17／ードlA. 

かったので，原因を決定す．ける ことは コト

困難であった。 第 1図 高圧部配線図（点線で示すところは金属板で阻まれている〉

③ 昭和 38年 1月 住宅金焼 1棟 80m2 しよう。（第1図参照）

午前8時ころテレビのスイッチを入れてみて 受像機のブラウン管に映像を出すためには，

いたがそのときは異常なく映っていた。主人の ブラウン管の陽極（アノード）に 12～15kV 

M氏は会社に出勤し，妻の Sは9時ちょっと前 (14吋）の直流屯圧を加え，ブラウン管の陰極

ころに子供がかぜをひいているので医者へ行っ （カソ ー のから出る電子ビームを加速して映像

た。留守中に子供が2人でテレビ、をみたが，ち 商の内側にあるけい光膜に衝突させる必要があ

工うど時間的に出火する少し前ころに会社に出 る。この電子ビームを偏向コイノレに加えた偏向

勤したM氏から電話があり，留守番をしていた 電圧によって，左右上下に偏向させることによ

子供Kが電話に出て話をしているとき，テレ ビ って映像するようになっている。

の置かれていたところの障子が燃え出したのを ブラウン管のアノードに加える直流の高電圧

みて，そのまま電話を切り，弟のTを連れ出し は，水平の鋸歯状波電圧（15.75kV）が水平出

て外へ逃げたとし、う 。 力管（6BQ 6）のグリッド（入力側）に加わる

現場の焼損状況はやはりテレビ付近の焼け方 と，その鋸歯状波電圧の帰線期間において，プ

が強く，発見の状況から推察してテレビが発火 レー ト側 （出力側）に接続されたフライパック

源になったものと考えられる。このテレビはS トランスの高圧巻線にパノレス状．の高電圧（交

社製のもので，高圧部の構造は前例のものと同 流）が発生するので，この電圧を高圧整流管

- 7-



(1X2B）で整流して得られるのである。

(2) 高圧部からの発火について

高圧部から発火した例のほとんどは，高圧整

流管のカソード部よりとり出している高電圧

(12～15kV）がシャーシとの間で高圧放電をお

こし，高圧整流管のカソード部を覆っている高

圧ソケット（プラスチック製）に着火する場合

である。

高圧ソケット部から発火する場合について詳

しく解説してみよう。

写真 3 高圧部から出火した例

写真3は高圧部より発火したテレビを後方か

らみた状況で，右の隅にあるケースが高圧シー

ルドケースである。この高圧部のシールドケー

ス内の焼損状況は， 写真4に示すようにケース

の一部（孔のあいたところ）に依込まれていた

高圧ソケットが焼失し， 高圧整流管だけがフラ

イパックトランスに結線した状態で‘残っている。

高圧ソケットは写真5にみられるように，高圧

整流管のカソード側にゴミなどが付着して高圧

放電をおこして，映像にノイズなどが出るのを

防ぐために絶縁性の良い材質で・作ったソケット

で高圧整流管のカソード部分（脚部）を覆った

ものである。ところがこの高圧ソケットを取り

付けたことが，結果的にはかえって発火しやす

い状態になってしま っている。

－高圧ソケットが発火するまでの状態について，

いままでみられた事例のうち高圧ソケットのみ

を焼損したものや， 実験な どから調べたところ，

つぎのような現象がおこり，発火の原因になっ

ている。

まず，高圧部に放電現象をおこす要因の 1つ

には，高電圧の加わっている部分は集じん作用

- 8ー

写真 4 高圧‘ンーノレドケース内部の焼損状況

①フライパックトラソス

②高圧整流管

③高圧ソケットが取り付けられていたとこら

写真 5 高圧ソケット ・フライパッ Fトラン7-.

（新しいもの〉

① フライパッFトランス

②高圧整流管

③高圧ソケ ット

があるために他の部分より粒子の小さいほこり

が集まりやすく，これが絶縁物やリ ード線の被

覆に付着すると ，コロナ放電によってしだいに

導体化し，ついには絶縁物の一部は導体化する

ことになる。そしてこの部分に電流が流れると

微弱な電流でも容易に絶縁物を発炎させること

ができる。また同時に激しい放電現象（これら

の現象を一般に高圧放電といっている。） がお

きて，電流のほとんどがシャーシ（アース）に



流れてしまう。

高圧ソケットから発火する理由には高圧ソケ

ットの材質の問題もあり従来から使われていた

ものは，ポリスチローノレ樹脂のものや，ポリエ

ステル樹脂のものが多く，これらは自己燃焼性

があり，いったん着火するとどんどん燃えてゆ

く性質のものである。したがって，ソケ ットが

燃焼することによってその付近にあるリード線

の被覆やフライパ ックトランスの巻線をかため

ているパラヒンやベークライ｝トの端子板などに

燃えうつり，しだいにシャーシ下部の配線 ・部

品などに燃え広がってゆく，さらに火が拡大 1/

てくるとテレビの後ぶた（ハードボード製）に

移り，建具や壁に延焼する状態にまで発展する

のである。

3. 高圧部の不燃化について

テレビ火災を少なくするための根本的な対策

は高圧部を不燃化することである。テ レビ火災

の主な原因は，高圧部に問題があることが究明

されて以来，各メーカとも高圧ソケット ・高圧

リード線の被覆 ・フライバックトランスの絶縁

塗料などの材質に改良を加えており，高圧ソケ

ットについては塩化ビニール系のものや，ポリ

カーボネイトなどの自己消炎性の材質のものが

使われるようになった。また高圧シーノレドケー

スなども燃焼を拡大しないような構造にくふ令

されてきている。しかし，すでに市販されてい

るテレビの一部については高圧ソケットを取り

換えたものもあるが，現在報告されてきている

テレビ火災は，高圧部の改良されていないもの

に多い。

4. 高圧放電がおこった場合の症状

について

試みに高圧ソケットを取り付けない状態で高

圧整流管のカソ ー ド側にドライパーを近ずけて

みると， 15cmぐらい離した位置で‘ジーと音を

発して放電がおきる。このとき受像機の映像面

は暗くなり，放電によって発生したノイズが映

像面に白い点となって入る。完全に高圧放電さ

せると映像が消えてしまう。断続的に放電させ

ると映像がくす．れたり，映像が映ったり消えた

りするようになる。

高圧部から発火した例にみるように，テレビ

を見ていると映像がくずれ，ダイヤルをまわし

て調整したがなおらない，そのうちに映像が消

え，音声だけが聞えていた。まもなくテレビの

後のほうから煙が出てきた。

このように高圧部に放電現象がおきた場合に

テレビにみられる症状があり ，映像が出なくな

るのは， 高圧部に放電現象がおこると前述した

原理からブラウン管のアノードに電圧がかから

なくなるためである。音声だけが聞えているの

は，音声の回路が高圧の回路とは別の回路のあ

るために高圧の放置には関係ないのである。し

たがって，テレビにこのような症状が表われた

ときには， 一応，高圧部に放電がおこっていな

し、かを調べてみる必要があり ，できるだけ早く

スイッチを切らないと，発火して燃え出す可能

性がある。出火例の多くは，高圧部に放電がお

きて映像が出なくなり，そのままスイッチを切

らずにおくと，早い場合は2～3分で煙を発し，

遅くとも 15～20分以内に燃え出している。ま

たテレビの高圧部で放電した場合，テレビのヒ

ューズを溶断するほどの電流が流れないために，

ヒューズが切れて電源をしゃ断してくれないこ

とが多いのでヒューズがあるから大じょうぶだ

と安心することは危険である。

5. テレビ火災の予防方法

一般の家庭においてテレビ火災を予防する方

法にはどんなことがあるだろうか，テレビを取

り扱うのにつぎのような注意が必要である。

① テレビの内部のホコリを時々掃除すること

が必要で，少なくとも年に 2回くらいは行な

うこと。

② テレビは壁などに密着させておくと内部の

mi.度が高くなり，故障がおこりやすくなるの

でなるべく家具や壁などから離しておく 。

③ テレビを見ているとき前述した症状があっ

たときは，すぐにスイッチを切って調べるかJ
専門の人にみてもらう。

④ テレビの付近に衣類などを下げておくこと
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は，もしも，テレビが発火した場合に燃え移

ることがあるからなるべく下げないようにす

ること。

＠ テレビを押入に入れて見ていることが相当

あるが，テレピ火災を大きくしている原因に

なっているので，テレビを押入に入れて使う

のは好ましくなし、。

＠ テレビのスイッチは， 寝る ときや外出する

ときは必ず切ること。

t⑦ テレビアンテナは配電線などに触れないよ

うに設置すること。

＠ 落雷の多い地域では雷雲が近ずいたらテレ

ピとフィダーを切り離すほうが安全である。

一10-

消火する場合の注意

① テレビから出火した場合には， スイッチを

切り自然に消えるようなら水をかけないほ う

が安全である。

② 消火の必要があって，テレビを持ち出した

り，水をかける場合には，ブラウン管が爆縮

現象をおこしてガラスが飛散することがある

から注意すること。

テレビの火災を少なくするにはテレビの取り

扱いに注意することも必要であるが，テレビが

市販される前に火災をおこす要因についてメ ー

カにおいて十分な考慮がはらわれなければなら

ない。またテレビを購入するに当たってはよい

品を選んで買う ように心がける ことであろう。
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初期消火率および初期消火成功率の損害におよぼす影響

1. はしカく き

火災を早期に発見することは，その火災を小

さな うちに消火し，かつ損害を非常に小さく極

限することができる大きな要素として声を大に

して叫ばれ，防火思想普及に当たっても早期発

見を機会あるごとに啓蒙して来ていることは全

国の消防当局の取って来ているところでありま

す。これに加えて早く発見した火災を早く消す

いわゆる初期消火が要求されるところでありま

して，初期のうちならばバケツの水 1杯で消す

ことができるものも，その処置が遅れれば消防

車数台をょうしてもなお火勢をそぐことが困難

な火災となるのでありますd いかなる大火もそ

の元をたずねればまことにささいなものであっ

て，ここに初期消火活動の重要性が強調される

ゆえんであります。

初期消火が適切に行なわれれば，当然火災も

小さくてすみ，損害も非常に少なくて済むこと

はだれ孟疑わないところでありますが， 実際に

現在までどれほど効果があったかを知ることは

今後の初期消火禄具の設備ならびに使用につい

てなんらかの足掛りとしての資料が得られるの

ではなし、かと思い調査して見ることにしました。

2. 初期消火活動の可能な限界

消火器具を設備した場合，その消火殺具でど

の程度の火災が消火し得るものであるかについ

て知ることは初期消火用具の使用限界を考えた

行動をとる上に特に必要なことである。A火災

で， 小さな火災原因の発生しやすい工場や台所

などできわめて初期の火災を簡単に消火する場

合は消火能力の限界を論議する’ほどではありま

せんが，たまたま不慮に発生した火災を消火す

る場合には相当の火炎と煙が発生して近寄りが

ー 12ー

馬 場 敏 雄

たい火災となる場合があり，木造建築物の火災

で床面，側壁，天井などが燃え，はり， 2階な

どに燃え移る手前程度のものは，消火器 1本でw

消火することができるということについては日

本火災学会編の 「火災便覧 ｜にかかれており，

それによれば第1表のとおりである。結局， Wt
第 1表 燃焼表面積 火器 1本で消火可能h

名 称 ｜面積 m' である燃焼表面積は

床 面「ゴ王子一 23.5m2で，この場合

天井I 5. 3 

の時聞は3分前後であ

り， この時の 温度は

計 「五了 70ぴC前後であると述

一一一一 ' べられている。またこ
ただし，床面は木屑8kg, υ 

木毛251<gの表面積を含むれを要約してつぎのよ

うに書かれている。 「A級火災のうちでし、わゆ・

る初期火災とは時間，燃焼面積，温度の三要素

により第2表のように定義される。」

第 2表 右：烈火災の限界

要 紫 ｜草値およg1 備 考

時 附］ 3 (min) ｜最大限3分初

燃焼表面積 23. 5 (m') 木造建などを対象とする

温 度 700 （。C) ！れ消火る能各力部にの温よ度って決定さ

ところでB火災においては油演の種類，表面

積および容量などによって初期火災の時間など

はA火災のように一率には決定しがたく，表面

積のきわめて大きな場合は一瞬にして大火災と

なり，多量の可燃性液体でも面積が制限されれ

ば問題にならないと述べられていることから見

て，B火災の初期火災を定義づけることはむず

かしく ，この種火災が相当に様相が異なってい

ることを物語ってお り初期消火のむずかしさが

うかがわれるのであ ります。これはまた皆様に

耳新しい昭和 38年 8月22日の東京における西



武百貨店火災にも見るところであります。この

ような状況では消火器具を使用しでもなかなか

その目的を達することはむずかしく，そばに消

火認があっても，つぎつぎと引火して行く火炎

に追いつくことはできないと思われ，特に火災

を予期していない者にとっては，気が転倒して，

付近に消火器があってもそれを使用するほどの

機敏さ，沈着さは恐らく期待できない状態であ

ろうと思うのでありまして，ここに4前日ごろか

らの訓練がいかにたいせつであるかが痛切に感

じられるところであります。

3.全国における初期消火器具使用状況

初期消火のために使用した消火総具には種々

あるが消防庁発行の消防年報によれば，酸アノレ

カリ，あわ，四塩化，粉末その他の消火器具な

どが使用されており，かならずしも建物火災の

品川こ使用したものばかりではないようであるが，

全火災件数に対する消火器具使用状況を見ると

第 3表のとおりである。この表で初期消火率と

は 1件当たりの火災に対して初期消火用器具を

使用した件数の割合を言う ことに仮定したので‘

あるが，この初期消火率が各年を通じておおむ

オ~ 65～70%となっているのでありまして， 100

件の火災のうち 65件から 70件は初期消火を

行なっていることを示しており，比較的率がよ

第 3表 1間一火総使！用：状；況

年l!医 院 す 件 数1！消火器使用件数 ｜初I期消火率

昭29年； 27, 870 18, 240 65.2% 

30晶 29, 947 19, 880 66. 6 

31 33, 312 21, 921 65. 8 

32 34, 650 23, 157 66. 8 

33 36, 178 25, 079 69. 4 

34 36, 913 25, 703 69. 7 

35 43, 679 28, 735 65. 7 

36 47, 106 30, 706 65. 2 

37 49, 644 31, 844 64.2 

いように見えるのであります。しかし，この初

期消火率がよいからと言って，それには失敗も

'l!i!,_ib lj，発見が遅いためになんらの効果を上げ得

ぬということもあり非常に大きな損害を計上し

ていることがありますが，何としても火災を発

見し，それを消火するためにパケツの水でもか

けたか否か，これはその後の火災の進展のため

にも大きな要素となるのであって，その成否を

問わず初期消火率を大にすることは今後の課題

であると思うのであります。

また，初期消火掠具の種類別の使用状況をみ

ると第4表のとおりでこの表から見て特掲され

ない消火器具がおおむね 60% 以上の使用率を

占めているのであって，初期消火の半分以上は

これらによっているのである。これに加えて専

用パケツが 10% 以とを占めており，いわゆる

第 4表 初期消火総兵種類別使用状況 〔（〉内は使用件数に対する割合%〕

王手 初期消火 自主アノレカ
あわ

四塩化 一塩化
炭酸ガス 水そう付 粉末 消火専用

炭酸ガス 特掲され

務具 リ 炭素
一臭化

ポンプ 付水そう tr.~ 、
消火器

メタン
消火器 消火器量 ノミケツ

別 使用件数 消火器 消火禄 消火器 消火器 消火総 消火器

昭和
18, 240 

136 1,572 561 29 190 113 63 4,422 23 11( 131 
29 co. 75〕 (8. 65) (3. 15) co. 15) (1. 0) co. 6) co. 35) (24. 3) co. 12〕 61) 

30 19, 880 
117 1,822 572 23 189 95 79 3, 573 23 13, 387 

co. 59〕 (9. 2) (2. 88〕 (0. 13) (0. 95) (0. 48) (0. 4〕 (17. 95〕 (0. 12) (67. 3) 

31 21, 921 
211 2,290 723 60 236 101 150 3(715 25 1¥410 co. 97〕 く10.46) (3. 63) 〔0.3) (1. 08) (0. 46) co. 69〕 17〕 (0. 11) (6 3) 

32 23, 157 158 2, 740 691 53 208 82 180 3, 488 31 15c 517 
(0. 7) (11. 82〕 (3. 0) (0. 23) (0. 95) (0. 35) co. 83) (15. 03) co. 14) 67) 

33 25, 079 
141 2, 917 792 50 227 81 242 4,333 37 16(259 co. 56) (11. 6) (3. 1〕 co. 2) co. 95〕 co. 3〕 (0. 94) (17. 2〕 co. 15) 65) 

34 25, 703 
190 3, 711 915 59 206 70 344 3, 654 26 16,528 

co. 74〕 (14. 43〕 (3. 56) (0. 23) (0. 83〕 co. 27) (1. 34) (14. 2) (0. 1) (64. 3) 

35 28, 735 
207 4, 643 1,022 67 228 93 488 3 930 15 18（~~5 (0. 72〕 (16. 15) (3. 56) co. 2) co. 8) (0. 32) (1. 7) (13. 5〕 co. 05) 

36 30, 706 
249 ¥557 1, 048 90 199 69 631 3, 602 22 19, 239 

co. 81〕 18) (3. 42) (0. 29) co. 65〕 (0. 23) (2. 0) (11, 73) co. 07) (62. 8) 

37 31, 844 577 c~b~~~ 895 81 183 50 697 cio~~~ 18 19, 480 
(1. 8〕 (2. 8) co. 25) co. 55) co. 15) (2. 2) co. 05) (61. 3) 
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消火器を使用しているパーセンテージは非常に

少ないのであります。消火器を使用しているパ

ーセンテージをこの表から見ると，昭和 29年

にはわずかに 15% で，毎年わずかずつ使用回

数が増加して来て昭和 37年には 28% となっ

て来ており，今後もわずかながらも増加してい

く傾向にあるのでありまして 8年間の増加率を

見れば 13% であり，年間 1.6% ぐらいの増加

であるということは，これら消火器が高価であ

ると言う点にあるのではなし、かとも思われるの

であります。しかし，今後これが多くなるにし

たがって 1件当たりの損害額も明らかに少なく

なっていくのではないかと思われる。現在まで

の増加率を当てはめるならば，年間 1.6%程度

であり ，消火器のみの消火率を 50% にするま

でには，まだ 14年くらし、かかる勘定になるが，

これからはもっと増加のテンポを上げていかね

ばならなし、。この表から見て，使用しているも

のであまり増加の様子が見えてないものに酸ア

ルカリ，四塩化一場化ー臭化メタン消火器など

があり ，増加しているものではあわ，粉末消火

器が相当の量である。また，水そうポンプ付消

火器は減少している状態であることがうかがわ

れる。

4. 初期消火率の損害におよぼす影響

さて，ここでこの初期消火率の税減が，どれ

ほど火災損害に対して影響するものであるかは，

やはり各人の特に関心を持っているところであ

るが，これは前述せるごとく ，初期消火をした

第5表 初期消火率と損害

年別 （単位百万円〉 損害（単位円〉 初期消 火率

29 32, 860 l, 179 65.2% 

30 31, 859 1, 068 66. 6 

31 37, 128 l, 114 65. 8 

32 26, 251 758 66. 8 

33 21, 750 603 69. 4 

34 20, 803 564 69. 7 

35 24, 434 560 65. 7 

36 43, 021 913 65. 2 

37 40, 200 809 64. 2 

けれども，それが適切であったか否かによって

異なってくるのであって，かならずしも初期消

火率が高いからといって損害が少ないというこ

とは言えないけれども，一般的に見て言い得る』

か否かについて初期消火率と1件当たりの損害

額との相関関係を第5表から見ることにすると，

これらの相関係数 r＝ー0.54となり ，これから

見て初期消火率と火災 1件当たりの損害額とは

負相関関係があるようであるが，その関係はあ

まり強いとは言えず，したがって初期消火率の

増大は損害額を少なく していく傾向にはあるけ・

れども，それほど強いものでないことが認めら

れる。

5. 一都市の消火器具使用状況

さてここで横須賀市における初期消火器具使

用状況を見ると，昭和 33年から昭和 37年ま

での状況は第6表から第 10表までに示すとお

りであって，初期消火率は各年ともに 80% を

上まわり ，昭和 36年には 86% にもなってい

第 6表 昭和 33年初期消火器具使用状況

消火器具を使用した場合

消火器種類 ｜酸71v;IJリ｜あわ ｜四極化炭素炭酸ガス｜粉末 ｜パケツ ｜その他 ｜小 計

使 用 件数 。
13 11 51 

。 170 

損 害 。 1, 855 102, 284 。 14, 376, 824 16, 848, 859 31, 363, 972 

火出
0～5。来 5 1 3 28 22 53 
5～1 7 4 32 28 74 
10～15 1 6 4 11 

台、
15～20 3 3 6 

鎮火らま
20～25 3 1 4 

25-30 2 2 4 
30-40 1 3 4 8 

で 40～50 1 1 
の 50～60 2 1 3 

時分間
60～90 1 3 4 

90～120 
120～150 2 2 
150～180 
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ごし合
手場

了火た
一消つ

一期か
了初な

12, 593, 523 43, 957, 495 

4 57 
12 86 
3 14 
2 8 
1 5・ 

5 9• 
6 14 
2 3 

3 
2 I> 

1 1 
2 

1 1 



第 7表 昭和 34年初期消火器具使用状況

消火器具を使用 した場 合 ｜初期消火をしl

消火採種類 ｜酸ア川リ｜あわ ｜四塩化炭素｜炭酸ガス｜粉末｜バ ケツ ｜その他 ｜小 計｜なかった場合｜総 計

使用件数 ｜ 1 I SI 121 o I 31 叫 62 I 1so I 30 I 1so 

損害 I 3, 640同，44211, 216, 1161 o I 791, 12s111, 195, 63判 2,244, 399 I 21, 511, 954 I 57, 409, 069 I 1s, 921, 449 

火出
0～5米 3 5 2 21 31 62 2 64 
5～10 1 5 28 20 54 5 59 

台、 10～15 1 1 1 6 4 13 3 16 
ら 15～20 1 1 3 3 8 2 10 

事火まl 
20～25 1 3 2 6 5 11 

25～30 1 1 5 6 
30～40 2 1 3 3 6 

で 40～50 1 1 1 
の 50～60 1 1 2 3 
時間 60～60 1 1 2 3 

分
90～120 
120～150 1 1 

第 8表 昭和 35年初期消火器具使用状況

消火務具を使用 し た 場合 l初期消火をi.,JM _,  

消火滋種類 ｜酸アノ川｜あわ ｜四極化炭素｜炭酸ガス｜粉末lバケツ ｜その他 ｜小 計 ｜なかった捌総 訂

使用 件数 ｜ 11 4 I 19 I i 1 i 1 981 781 2121 I 

損害 I l, 650 I 583, 116 I 4, 226, 080 I 883, 690 I 3, ooo I 9, 279, 190 I 1, 022, 127 I 15, 999, 353 I I 

火出
。～5未 6 7 4 1 42 38 94 6 100 
5～10 1 3 7 32 22 65 8 73 

台、 10～15 2 1 7 7 17 8 25 

鎮火まら

15～20 1 2 6 2 11 6 17 
20～25 1 1 4 1 7 3 10 

25-30 3 1 4 8 12 
30～40 1 2 3 2 5 

で 40～50 1 1 3 5 2 7 
の 50～60 1 1 2 2 4 
時間 60～90 2 2 4 3 7 

分
90～120 
120-150 1 1 

第 9表 昭和 36年初期消火器具使用状況

消火器具を使用 した 場合 ｜初期消火をし｜

消火欄類 ｜酸アノ川｜あわ ｜四塩化炭索｜炭酸ガベ粉末｜パケツ ｜その他 ｜小 計 ！なかった場合｜総 計

使用件数 ｜ 2 I 16 I 15 I 3 I 3 I 1091 90 I 238 I 39 I 211 

損 害 l24, 070 I 260, 125 I 938, 050 I 254, 830IL570111, 318, 3311 25, 123, 281 I 37, 920, 257 I 27, 771, 941 I 65, 692, 198 

0～5未 1 8 7 1 3 ~~ 28 75 8 83 
5～10 1 4 4 28 85 10 95 

火出
10～15 2 14 13 29 3 32 
15～20 1 1 6 4 12 3 15 

台、 20～25 1 1 7 8 17 2 19 

鋲火らま

25～30 3 3 2 5 
30～40 1 1 3 5 4 9 
40～50 1 2 2 5 2 7 
50～60 1 1 3 4 

で 60～90 1 1 1 3 1 4 
の 90～120 
時間 120～150 2 2 2 

150～180 1 1 

分
180～210 
210～240 

240～270 
270以上 1 1 1 
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第 10表 昭和 37年初期消火器具使用状況

消火探 具を 使用した 場合 1初期消火をし｜

消 火器種類伊川リ｜あ わ｜些竺空｜炭~I粉末｜ パケツ ｜ その他 l 小 計 ｜なかった場合l総 計

使 用件 数 ｜ 2 I 24 I 15 I 3 I 3 I 95! 制 230 45 I 215 

損 害 I 93, 250 I 4, ooo, 33014, 3は 815I l 183, 83引 2初 1~0. 043, 540111, 643, 3叫 4リ 78,377 1125, 700, 747 1166, 9乃，胤

。～5未。 6 6 
5～1 1 8 5 2 

出
10～15 3 
15～20 1 3 1 

火 20～25 2 台、

鋲火まら

25～30 2 1 1 
30～40 
40～50 
50～60 2 

で 60～90 
の 90～120 

時Fl~ 120～150 
150～180 

分
180～210 

210 ～～以~~上001 240 
270 

るのであります。しかし，初期消火率が上がっ

ても損害額が増加しているという年もあり，初

期消火をした率が多くなったからといってかな

らずしも損害が少なくなっているわけで、はない

のであります。ここに，この初期的火をしたう

ちどの程度その消火が有効であったかが問題と

なってくるのであります。

5・ 1 初期消火成功率の損害におよlます影響

初期消火をしたもののうち成功したといえる

ものを前記初期消火活動可能な限界から考えそ

の最大限である 3.5分経って消火を始めたもの

とすれば， 消火紫の能力からしても，その後お

おむね 1分以内で鋲火するものと見て一応5分

未満で鎮火すると考えて大きな誤差はないと思

われるので調査すると第 11表のとおりである。

すなわち昭和 33年には初期消火活動をした回

第 11表 初期消火成功率

｜初期消火 15分未満の ｜初期消火｜初期消火実施した場
年別 ｜実施件数｜消火件数｜成 功 率！合の 1件当りの損害

33 170 53 31. 2% 184, 500円

34 150. 62 41. 3 143,400 

35 212 94 44. 3 75, 500 

36 238 75 31. 5 159, 000 

37 230 46 20 179, 600 

数が， 170件あり，そのうち 5分未満で鋲火し

たものが 53件ある。これはおおむね初期消火

の成功を意味していると見る ことができるので，

- 16-

3 11 20 46 5 51 
41 26 83 9 92 
18 13 34 8 42 ・
4 10 19 2 21 
6 6 14 4 18 

2 2 8 3 11 
4 4 8 6 14 
3 1 4 1 5 
2 2 6 3 9 
1 1 2 2 4 

2 3 5 1 6 
1 1 

1 1 1 

初期消火活動回数に対し 5分未満で鎮火したも

のの件数の割合を，初期消火成功率と称するこ

とにすると ，昭和 33年では 31.2% というこ

とになるのであります。またこれを各年別に見

ると昭和 35年には実に 44.3% と高率をしめ

しており，昭和 37年には 20%という低率を

しめしているのでありまして，これは初期消火

器具を使用した件数が多いからと言って成功率

が高いと言う ことができないことを物語ってお

り，勢L、損害の点でも多少のずれができること

となるのである。ところでこの初期消火成功率

に対する損古を見るならば，昭和 35年におけ

る場合が一番少なくおおむね成功率の大，小が

損害額の大，小を決定していると言うことがで

できる。また，これは年々良くなると言うこと

でなく ，その年によって異なり ，予想すること

はむずかしいのであります。ところでこの初期

消火成功率と損害との関係はどうかを見ると，

その相関係数は r=-0. 8と負相関関係があり

その関係がかなり強いことをしめしているので

あづて，すなわち，初期消火成功率が高くなれ

ば損害額が少なくなることは十分に言えるので

あります。

5・2 初期消火をしなかった場合の損害

つぎに初期消火をしなかった場合にはどのよ

うな状態かを見れば第 12表からして，いつの



第 12表 初期消火をしなし、場合の件数損害

年別l！初期消火をI初な1かVJ消火た場を合し！｜ l件当たり 初型消火をした
場の1件当たlしない件数の損量 の損害 りの損害

年 件
12, 593, 523 門

円 円
33 39 323，αm 184, 500 

34 30 57, 409, 069 l, 910, 000 143, 400 

35 49 61, 156, 672 l, 249, 000 75, 500 

36 39 27, 771, 941 713, 000 159, 000 

37 45 125, 700, 747 2, 790, 000 179, 600 

50ヵ年平均 ｜日眠…l川 400

年も 1件あた りの損害が非常に大きく，初期消

火をした火災に比べ 1件当たり損害の5ヵ年平

均は約 140万円であり，消火した場合の5ヵ年

平均 14万8千円に対し実に 10倍の損害を出

しているのでありまして，いかに初期消火が必

要であり，かったいせつなことであるかが うな

ずかれるのであります。

6. むすび

以上初期消火の状況について調査したところ

であるが，初期消火した場合と しない場合では，

初期消火した場合の成否にかかわらず非常に損

害が少ないということ，また一都市の統計で・は

ありますが，初期消火をしたうち，初期消火成

功率が火災損害におよぼす影響は負相関関係を

示し，その増加は損害の減少を約束しているの

でありまして，これは当然常識としてすでに考

えられるところでありますが，それを実際統計

学上から見ても言い得ることで，今後の損害減

少は 1に初期消火を行なうことにかかっている

のであり 「バケツの水一杯運動」 「消火器常備

国民運動」などを起こして，その効果を上げる

ことに努めるとともに， 1秒でも火災を早く覚

知してこれを消火して初期消火成功率を高める

ためにも早期発見の設備強化を促進することが

肝要であると思うのであります。

すでにわかり切っていること柄を取り上げま

したが，それが統計学上どの ように現われるか

を調べて見たので－ありますが皆様の参考になれ

ば幸いであります。

〈筆者償須1'l市衣笠消防岩品II者長j
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保 護 色

坂 本 1E 

1n11mrm”””””11111111111”””””””’”1111111111111111”””111111111111’11111111111111111111111・111111’”””””””””””””“”””“””””111111111111”’1111111111111111111111’””””””“”””””””111111””””””111111111111111”1111111””””””

日曜日は午前 9時ころまで寝ていることがわ

が家のしきたりである。いつもと同じように，

「おーい誰か朝飯をつくれよ」

5人の子供といっても高校 1年を末子に，大

きな奴ばかり，それぞれの室に寝ている 0 ＼，、く

ら怒鳴っても起きるものがし、なし、。室が離れて

いるから聞こえないのではなし、。がらくたな家

だからじゅう分聞こえているのだが。一一

“誰かがする”

とお互いにけん制し合っているからである。

たまり兼ねて起きるのが決まったように妻であ

る。

「まあ日曜ぐらい子供に仕度をさザなよ」

と隣りに寝ていたのを引き止めるが長年の習

慣か起き出して台所に行く 。

子供は何才になっても親に甘えていたいらし

く，親もまたそうさせて置きたし、らしし、。お互

いがそうなのだからし、L、気なものである。

“それほど自分の妻君に同情するなら，自分で

起きたらし、いじゃあないか”一一

“一寸待って下さいよ”

年中火消しに飛び回っているのだし，妻も亭

主と子供を送り出すまでは多忙なんだ。日曜日

くらい朝寝をしていても子供に対してそう悪く

はないと思う。親という名の保護色に隠れて理

屈をつけた。そこで子供は子供なりの意見があ

るのであろうがまだ聞いたことがない。

窓にいっぱいの朝日が差し込んでいるO お天

とう様に申し訳なし、。そう感じながら，大きな

あくびと背伸びを一緒にして起き上がり，ガラ

ス戸を聞けた途端だった。

「お前の草取りはなっちょらん」

垣根のすぐ向うから隣りの親父の怒鳴る声が

する。
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「一生懸命取ったんだがまだ残ってんの」

子供が言い訳をしている。

このやりとりを聞きながら垣根越に隣りを見

た，禿頭の親父が何時も自慢する，美しい芝生

が視線に映る。きめが細い，転げても土が着か

ないほどよく手入がしてある。

だがその中に小さな雑草が生えるらしし、。同

じ緑なら何も抜き取る必要はなさそうだが，日

曜のたびごとに一丹念に手入をしている。生活力

の旺盛な雑草はいくら取っても 1週間たてば伸

びてくる，全部が全部取りさることは不可能な

ことだ。それは外敵からのがれる保護色の効果

であるし，天地自然がそうさせなければ，雑草

の子孫は絶滅してしまうだろう。

理論にならないこじつけを考えながら外に出

--れ』。

「お早ょうございます」

丁重に隣りの親子に挨拶をするc皮肉な親父

はまぶしそうに太陽を見た。それから腕時計を

念入りに眺め，やおらたってから

「ゃあ今日は」

と，言った。いつものことなので別段気にもし

ない。ユーモアーと思っている。

｜務りと違って猫の額のような我が邸の庭に，

亭主の好きな赤烏帽子ではないが，わたくしの

好きな朝顔を毎年妻が植えている。今年もなか

なか元気が良し、。青葉を従えた蔓が力強く竹垣

に巻きついて，伸びるのが見えるようだ。

若芽を詳細に観察していると，その先に 5ミ

リ程のカマキリがし、る。茶目気を出し指先で撫

てみると，生命の驚怖を感じたのか，持前の性

質か強気なとこ ろを発揮する。疲れないように

静かに手の掌に移すと，彼はますます怒り，虫

眼鏡でやっと見えるような斧を振り上げた。虫富



蛾；の斧，我に向うの図に可笑しさが込み上げて

きTこ。

彼の生命を尊重し，可憐な勇者を元の座に返

すとほんとに芽の色と同じである。騒音の中に

サイレンの音が聞こえ，なお；きさ．かつて消えた。

入れ変rわりに四十雀の鳴き声がしてきた。

「ご飯よJ

家の中から女の子が告げた。まったくしが 2m

ほど歩いたとき，四十雀の声が朝顔の垣根の方

でした， 1羽は “ジュジュ”と，何かに怯えた
きわら

声を上げ，直ぐ脇の椎の生垣に飛び込んだが，

雄か雌かわからない 1羽のほうが，先刻の若芽

の付近にきている。直ぐ引き返して見たがカマ

キリの姿は消えていたO 少し怒りが込みあげて

きたので、生垣のほうを呪んだが，鳴き声だけで

四十雀の姿は見えない。

晩春の~に柔らかし、浮き雲が 2 つ 3 つある。

羽ばたきもしない鳶が王者のように下界を脱ん

でし、るO 四十雀はいち早くそれに気・付いたので、

あろう。

その時隣りの子供が lmほどの俸を肩に当て

て“ドン” “ドン”と大きな声で猟銃の真似を

しいる。鳶はだんだん高くなってどことなく飛

び去った。また家の中から朝食兼昼食の催促が

聞こえたので，茶の間に行くと全員が勢揃いし

て，歯を研ぎすまし待っていた。

「何んでそんなに顔を見るの？」

妻が聞いた。

「L、や別段」

そう言って胡摩化したが，わたくしの頭の中に

は男に生れてよかったことが浮んでいた。 3日

に一度の髭剃りさえたいへんだと思うのに，毎

朝毎晩忘れもせず粧で化るお化粧をしなければ

ならない女の先天的なものと，烏の瓜あとを埋

めなければならない，後天的宿命を見せつけら

れたからである。一一

「怒らないで下さい」。

食事が始まった。雑草のように生活力の旺擦

な子供がつぎつぎと茶腕を出す。萎は飯を食う

余俗もないほど忙がしい。軒先の燕の子と同じ

だ。最初に終わった芸大さんがテレビのスイッ

チを入れた。何んとか言ろ 伶い肩書のある人が

ブラウン管に浮いてきた。期待しながら耳を傾

けていると， 実力とは大分かけ離れた理屈を論

じ出した。その貧国な内容に落胆していると，

間もなくコマーシャルから画面が変わってある

作曲家の娘だと言う若い歌手があで・やかに映っ

てきた。歌が始まった。下手くそである。声楽

的素養のなさ，聞くに耐えなし、。

“親の光七光”

を地でいって売り出さんかなのであろう。人の

世の浅ましさを感じてスイ ッチを切った。

途端，凄まじい音がしてスポンジボーノレが飛

び込んできた。

それを拾いながらわたくしはこう思った。

どれもこれも保護色を利用し自己保全をして

いやがる，保護色のないのは隣りの親父だけと

思っていたら，

「うちのがきときたらほんとに乱暴で申し訳あ

りません」

裾のほうに白い毛が残った見事なやかん頭を

撫でながら玄関で謝っている9

「L、やいやどうもどうもまあご心配なく」

“どうもどうも”を連発しているうちに，親父

さんは頭に太陽を反射させて帰っていった。禿

げ頭を利用した図々しさに， 一本参った感じで

テレ蔭しにまた妻の顔を見たのがし、けない。

「貴男，弁償して戴いたら」

わたくしの処置に反発した。

「家にも子供がし、ることだ，何時失敗するかわ

カミらんカミらよ」

自分の子供を引合に出すと，不平そうに口を

ふくらませて黙ってしまった。白けた空気が洗

れた。

月曜日，職場出勤する。デスクで仕事の構想

をあれこれ練っていたら，つい立の向うで受付

氏と来客氏 とが口論を始めた。

「｛也人の職場に来たらお名前をおっしゃって下

さいよ，取り次ょうがないて’すから」

受付氏が丁寧にたしなめているようだった。

「君は新米だな，僕の顔位い，覚えとけよ」

来客氏の尊大そうな声がする。

「L、ちいち多勢の来客の顔は覚えられませんよ。

それに帽子もとらず，署長は居るかな，とは随
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分失礼な言い方だとは思いませんか」

「生意気なこと言うな」

「貴方が何んと言っても名前を言わなければ通

しません」

両方とも負けていなし、。接客態度の注意は徹

底しであるので，こんなことはいままで一度も

なかった。よほど来客氏の態度に憤概したのだ

ろう。最後に名刺を出して話がまとまったらし

し、。

「署長さん，このかたがご面会です」

来客氏は自分の我億が通らない昂奮を顔面に

漉らせ相変わらず帽子も取らず入って来た。

「君んとこの受付はわからずやだなあ」

言いながら机の前の椅子にどっかり腰を下ろ

して，

「僕はねえ，あの部長ゃあの課長とは長い付合

でね，それに00君は学校が僕の後輩なんだ」

聞きもしないことを 1人でしゃべりまくって

胸を反らせた。

「御用は？」

「一寸言いにくし、ことなんだが僕の顔をたてて

くれないかね， 実は建築の件で所轄の署長に電

話がほしいんだ」

急にもみ手をした。

これと同じようだが質の違うのが友人にいる。

その辺にいくらでも転がっている手合だが，ア

ルコールが入ると“巻き”たくなる悪い癖の持

主である。ニックネームは神燥で通るほど平素

は善人で，無口だ。酒の威力でうっ積を一度に

披露して手古ずらせる。

「どうも昨夜は酪町して申し訳ない」

性格の弱さを酒で解決する。神様かどうかわ

がらなくなる。 1種の猫冠りと同じで，酒の冠

りをかぶって罪は全部酒が惑いように擬装する。

しかし彼より心から悪い奴もたくさんいる。

酒を呑ませ作為的に“くaず”を巻かせ，上役に

報告したり，中傷したりして実力のない自己保

全のため蔭口を言い，自分だけが良い子になる

浅ましいのも世間には多L、。敵のスパイと同じ

ことであるから用心に越したことはない。

ある建物査察が終わった午後5時半ころのこ

とである。
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「ぜひ一杯お付合して戴けませんか？」

「し、や今日は多忙だからこのつぎにお願いしま

すよ」

「せっかく呑める口でしょう，それに時間も過

ぎたことだし，職務とこれとは別ですよ，固い

ことは言わず，さあさあ」

呑兵衛はこうなると弱い，裏街道があるとも

知らず誘惑に負けてしまう。

「昨日はいろいろとご注意ありがとうござし、ま

した。あそこの改修だけは何んとかお見逃しを」

とくる。もう制服と言う紺と金釦の保護色はさ

っぱり効果がなし、。L、くら顔を青くしたり赤く

したり，カメレオンのように変えてみたところ

で失格である。

自分一個人の問題でなし、。全職員に類がおよ

ぶから恐ろしし、。外国人を見るとみんな同じ顔

形に見える。制服の消防を見れば同じことを し

ているように恩われるからだ。

苦し話を 1つ。消防学校に入って間もないこ

ろ，田舎から出て来たばかりのほやほやで，電

話の掛け方も知らないのが，憧がれの制服を着

用におよび，日曜日に外出させて戴いた。それ

がし、けなかった。 1人前の消防士然として新宿

を堂々と潤歩していたら，

「火事だあ一」

突然自の前の商店から店員が飛び出して来た。

「消防さん頼む早く早く 」

慌てたのは店員で、なく消防官殿である。突差

のことに何もできない。火事場を後に一目散に

逃げ出した。幸いサイレンの音も勇ましく駈け

付けた先輩消防官の威力で半焼で止まった残火

のころ現場に恐る恐る近づいて野次馬になって

見てし、ると，

「近ごろの消防は火事を見て逃げるぞ」

体の細る思いで学校に帰ったが，悪事千里を

走る例えのとおり ，教官殿の耳に入った。以後

現在でも学校を卒業するまで決して制服で外出

させないそうだ。

「あなた今朝から服が変わるのねJ

夏服から合服になった。わたくしの金線も色

あせて酒の誘惑にも勝てるまでに成長していた。

庭の朝顔の業が少し色付いて秋を偲ばせている



その tに一匹の大きなカマキ リが1itばんた羽恨

に，切れない鎌を振り上げ. I可かを院んで‘威張

りくさっている。前の道路は相変わらず車でい

っぱいである。その中を堅牢な皮に包まれた犀

のようなダンプカーがし、かなるものも跳ね飛ば

す勢で走ってくる。

“ダンプ”だ他の車は無条件で端によける。’そ

の後から上が白で下半分が黒いパトカーが権力

と言－う保護色を着て追ってし、く 。サイレンと望書

鐙が聞こえる。近づいてきた，消防自動車と真

白な救急車カ非常灯を回転させ緊急車の愛越性

を誇示するょっに混符する中を走り去る。赤い

白い保護色，制服の保護色，に包まれた一団が

遠ーさ．かっていった。

この保護色が虚勢でなく，ほんとうに国民の

生命財産を守る，実力ある保護色でなければな

らないと痛感した。

あなたの運転態度をテス トする

昭和 37年度に自動車の運転免許を取得した

人は，全国で 280万人にも達しています。これ

は 36年度に比べて 3割 2分の増加率ですが今

後もドライパ一人国はかなりの率で増加するこ

とが考えられます。

日本の科学水準の向上のためには，喜ばしい

ことですが，残念ながら交通事故も自動車保有

台数や免許所持者数に比例 して増加しています。

この交通事故を少しでも少な くしようとして

道路，自動車，人の多方面から総合的な各種の

方策がとられ，さらに道路交通法では，自動車

交通の上に絶対必要な約束ごとが定められてい

ますが，法はあ くまで骨－組みをたてただけで，

これを肉付けするのは，何といっても運転者自

身の交通道徳に対する自覚であります。

ちょっとした不注意が事故になっていること

は，事故を起こした運転者が一様に認めている

ところですが，あなたが交通事故の当事者にな

らないために，ここであなた自身の運転態度を

ふりかえってみましょう。

ここにあげた 25の質問項目は，比較的多く

起こっている事故原因を探求し，直接，間接に

事故につながった要因をあげたものですが，質

問をよく読んで，自分の運転態度を反省しなが

ら「はい」 円、いえ」のいずれかにOをして下

森 尚 雄

さL、。

運転免許を持っていない人は．あなたの友人

ご家族のどなたかの運転態度を記入して下さっ

ても結構です。

① あなたは，運転する前にフエンターや室内

のパックミラーを見やすいよう調整しますか

はい いいえ

② あなたは，追従するとき，前車の前の交通

の状況をなるべくつかみながら運転しますか

はい いいえ

③ あなたは，他の運転者の追従距離は一位に

短かくて危険だと思ったことがありますか

はい いいえ

④ あなたは，前の車に追いついたとき，すぐ

追越しをかけたくなるほうですか

し、し、え はい

⑤ あなたは，他の車に追い越されても， J]ljに

しゃくにさわりませんか

はい いいえ

⑥ あなたは，踏み切りの手前で電車の通過を

待っとき，プレーキベタノレを踏んで・いますか

はい いいえ

⑦ あなたは，運転中の合図は相手に自分の意

志を伝えるためにするのだということを知っ

ていますか
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はい いいえ

⑥ あなたは，自分の運転操作の欠点を他人か

ら指摘されると反発したくなりますか

し、L、え はい

⑨ あなたは，はじめて通る道路を通行すると

き，特に慎重な運転をしますか

はい いいえ

⑩ あなたは，運転中約束の時聞を気にするこ

とがよ くありますか

し、L、え はい

⑪ あなたは，交差点の手前で停止する とき ，

車線変更して停止台数の少ない車線に入ろう

としますか

し、L、え はい

＠ あなたは，赤信号で停止しているとき，横

の信号が黄色に変われば発進しますか

し、し、え はい

＠ あなたは，他の車がほとんど最高速度以上

で走っている道路でも，最高速度を守って走

れますか

はい いいえ

＠ あなたは，パックするとき ，パックミラ ー

だけに頼らず必ずうしろを振り向いて安全確

認をしますか

はい いいえ

⑬ あ，なたは，前車に追従するとき，前の車と

の距離は速度に関係ないと思いますか

し、L、え はい

⑮ あなたは，追越しのチャンスをつかんだ．と

き，加速する前に必ず前方および後方の安全

をli'(J;認しますか

はい いいえ

電）あなたは，うしろの車に追いつかれたとき

気持ち良く進路を譲ってあげますか

はい いいえ

⑮ あなたは，前の車が踏み切りを渡 り終わら

なければ，踏み切りに入りませんか
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はい いいえ

⑩ あなたは，交差点で右折，左折しようとす

るとき，速度を十分落としてからハンドノレを

切りますか

はい いいえ

＠ あなたは，交差点を通過するとき，優先権

のある他の車にブレーキを踏ますようなこと

がよ くありますか

し、し、え はい

＠ あなたは，速度を半分以下に落とすことが

徐行だと思いますか

し、し、え はい
1 ;・ i ・

ぷ＠ 守あなたは，下り坂の左側に駐車するとき，

左にハンドルを切っておきますか

はい いいえ

＠ あなたは， プレーキを踏むとき，後続車の

ことも考えて踏みますか

はい 。L、L、ぇ

＠ あなたは，右折または左折の合図をした直

後に，その行動に移りますか

L、L、え はい

＠ あなたは，運転中ねむくなったとき，車を

左に寄せて停止し短時間仮眠してから運転を

続けますか
ミ’。

は；L、 、aしるし｝え
人目 ι

解答欄の左側にあ九〔はい」または「いいえ」

にいくつOがつきましたか。左側につけたOの

数が多いほどあなたの運転態度は良いといえま

す。もし右側の欄にOをつけた項目がるったな

らば，もう 一度質問を読み直 して，どうして悪

いのかをよく考え， 早くそのような運転態度を

直すように務力して下さ L、。

自分のことはp 自分で案外わからないもので

すが，この質問があなた自身の運転態度を反省

する材料となれば幸いです。

（科学警察研究所交通規制研究室〉
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福 島県で大火
南会津郡伊南村古町て 4月30日午後 1時頃出火し、百余戸を灰と化した

焼け残った伊南村古町一帯 中央の道路か同村古町の中心部

左方が焼け賎った伊南小学校、役場など
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百貨店の火の用心そのあぶなさ

良日本次宰十十
，ゴノ亀

これに移ると，その付近床面積約 100m2にわ

たって「セルロイド」製の玩具が陳列してあっ

たので，爆発的に火面は拡大して大事に至った

ものと推定されている。その結果死者 14人，

一一
マ，a，

η
ζ
 

え

百貨店といったようーに不特定多数の人々が出

入する建物が被る災害のなかで，火災という人

災による災害のひん度がもっとも多L、。風水害，

地震，落雷，豪雪といったような自F災害によ

る影響は，過去の実績からみると，ほとんど影

響を受けてなし、。

戦前の実例としてわたくしたちの記憶のなか

にもっとも深く印象付時白れをと、るのは，回F
7 年 12 月 16 日 午前巳発生した白木屋デ-t~L

トの火災である。 （写真 l. ‘参鳥） 出火時~fU f芋
9時 18‘分ごろとなっ奇 いあよなにしろ歳朱件

大売出しとクリスマヌ宇一ルとが重なっ”でいを

まっさいちゅうであったので店内m弄るさ子 ろ

が，やたらに装飾されてあっ花午前り開店後間

もない時刻のできごとであった。 J> ＜）令；1~P' ・ 

出火の場所は4階の玩具売場汚点点勾馬掴

はクリ‘スマスツリーを飾った電飾としての豆電

球の破損の際のスパークが装飾 として用いた綿

Lオった）でこしらえた雪に着火したのがキッカ

ケ＆なっている。だがクリスτスツリーにこの

ような着火発炎現象が発生したとしても，この

発炎を拡大せしめる媒体物が存在しなければ，

この着火発炎現象は，綿とツリ ーとが燃焼した

だけ、で終息したはずである。

とこ石が，この現象が発生した場に綾近して

60cm角の箱 3個と高さ 60cmぐらいの七ルロ

イド製の「キューピット 」が置いてあったので

ある。換言するならばこの発炎現象を鉱大する

に必要な好材料が媛近して存在したといえる。

したがって引火性の注いセノレロイド製玩具が上

記の状態に置いてあったので，火炎はたちまち

きがま

損保料率算定会 ・技術参与 ・工博



な改正が行なわれた。そして終戦直前まで，す

なわち昭和 20年まで 6大都市において新築さ

るべきこの種の建物に対し，防火上の規定を適

用し建築指導を行なってきたのて、ある。

しかるに終戦直後から現行の建築基準法が発

効するまでがし、わゆる建築法規の無政府時代で

あって， この聞に復興または復旧した建築物

（主として進駐軍関係の建物）は，上記のよう

な防火上法規が適用されることがなかったので

ある。これゆえに外観上耐火造建築物のように

見える高層ビルで－も防火上の欠点を多く内蔵し

ていたことは争えない。また一度許可または認

可がおりて新築された建物は，どのように防火

上危険建物であっても，法は過去にさかのぼ．ら

ないという原則によって，現行法規は手の下し

ょうがないというのが現実であった。したがっ

てこのような建物は災害が発生し多量殺人とい

う事態に直面するまで，関係当局がどのように

響告や勧奨をしようとも， w蛙の面に小使“と

いった調子で，防火的に改善されその効果が発

揮されたという事例はまったくなかった。もの

によっては，せっかく防火シャッターなどを取

り付けてあっても，床面の用途変更（最初に利

用した床面の用途の変更）から，そのシャッタ

ーがじゃまになり，巻き揚げシャッターを巻き

揚け’たままにしたので，有事の際にその効果が

発揮できなかったという事例さえも珍らしくな

かった。したがって目先の売！り上げ成績をあげ

るためには，せっかく設備した各種の防火およ

び消火施設は，単なるアクセサリーに等しい状

態におかれがちになったのである。 しかもこ

のような百貨店に限って店内防火要領といった

，，書かれた防火指導要領または心得“などはま

ったく完ぺきに近いので難点の打ちどころない

ものであった。ところがそのような百貨店V斗狼

って，その指導や心得どおりには，予算や人員

の都合で実行されてないというのが通例であっ

た。したがってごく少数の百貨店を除いては，

消防および防火上の維持管理が十分行き届きに

くいというのが実情のようであった。

。。
内
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2. 終戦後主なる百貨店火災

終戦後におけるデパート火災のなかでも っと

も印象的であったのは，アメリカのグラフ イヅ

ク雑誌の lつである 「ライフ」の表紙を飾った

福井地震火災による大和デパートがなかば崩療

した災害写真であった。また昭和 31年 10月

の風台風（かぜたL、ふう）下の新潟大火の際に

おける，小林および大和デパー トなどの被災状

況は，百貨店建築というものが，よしんば鉄と

ヨンクリートによって構成された高層建築であ

ったとしても ．防火上」の弱点をぬって容易に着

写真・2 福井地震火災における大和百貨店被災状況

（昭23年6月28日〕福井地震災害調査報告10頁

火延焼するものであることを如実に実証したよ

うなものである。

このように一見耐火的で安全そうにみえても，

防火上の施設が十分でない高層建築物は，ごく

わずかな防火上の弱点が存在することから，意

外に火災になりやすいものであることが理解で

きる。第1表は昭和 30年より 38年までの主

として鉄骨 ・鉄筋コンクリ ー ト造による高層建

築物の百貨店火災の一覧表である。これによる

とこの 8年間に毎年平均 1.5余棟の百貨店が全

国の大都市のいずれかで火災による損害を被っ

ていることがわかる。また新潟大火の場合のよ

うに，モライ火（すなわち類焼）というケース

を除き他の全部は，デパート自体から火を出し

ていることが理解できる。 （第 1表 ・参照）

ここに採録したわずか 14例のなかで前記大

火にJ:る2つの例を除き原因と してあげられて

いるもののなかで，引火性の強い媒体物への着



3:1・1 小林デパートの場合 このデパー

トは，延焼仮uには開口部である窓がほとんどな

かった。したがってこの限りにおいては，火の

子による飛火が発生することは考えられない状

態であった。しかるに第 1図の平面図でわかる
合併時叫開制蜘－切倒哨v・~，.必何億必 必. ' 

脳細曲芸
写真 3 新潟大火における小林デパート（右〕と

大和百貨店〔左〉（昭31.10. 1) 
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火が大事に至った素因と考えられる事例が5つ

もある。すなわち百貨店自体のなかで発生した

火災例 12のうち 5つもの事例があるというこ

とは，‘全体の 42%足らずが，なにかの発火源

が引火性の強いまたは易燃性の速い媒体物に着

火したことが，瞬時に火商の拡大という現象を

伴い，初期消火の限界を越えた事態をたちまち

招致したものであるというように判断がつく。

すなわち「石油コンロに給油中」とか「モータ

ーのスパークがガスに引火」とか 「スパークが

揮発（ベーパー〉ガスに引火」とかあるいは「マ

ッチのもえさしが殺虫剤に引火」といったよう

に，最初のキッカケが爆発的に火炎が瞬時に走

るような引火性の媒体物となっている点に着目

すべきであろう。

しかもこのような火災危険物については，そ

れぞれの取り締り官庁によって，安全性を確保

するために無数に等しいくらい多くの指導書や

取締規則が，有能な官僚の知恵、と高給とを支払

って作文し，かっ相向の努力をはらって国会を

通過せしめ，われわれ国民はそれを守らねばな

らないはずとなっているわけである。しかるに

何時の場合でもそれらを守るに必要な経費と人

員とが節減されることから必然、的に等閑視され，

守られざる法律となって存在しているのが実情

のようである。

したがって，災害後に発表される当局の言は，

定まったように，何度か勧告または警告を出し

ていたということである。しかしながら，警告

などにしたがって整備整頓するための具体的に

必要の経費や人員の何百倍かの災害が発生して

から，あわてて当局の勧告や警告の一部分が実

施されるというのが，災害日本の悲しき習慣の

ようである。 ように隣接してあった木造建の映画館の屋根と

高くそびえたこのデパートの鉄とコンクリ ート

による壁休の取り合わせのところが火の子の吹

きだまりの場となり，結果としてこの吹きだま

った火の子の熱のため， トタンぶきの屋根下地

としての野地板が発火発炎温度に達し，この映

画劇場が火災に至ったものと推定できるので遣う

る。

ところで，

高層百貨店の類焼危険

3・1 大火時における 2つのケース

新潟市大火（昭和 31年 10月 1日）におけ

る2つの事例を考察するに， 鉄とコンクリート

を主要骨材として中高層化したこの 2つの百貨

店の類焼の仕方には，それぞれの差異はあるが，

当然類焼すべくして被災したものといえる。

3. 

この映画館は小林デパートの経営

- 2CJー



写真 4 小林デパート被災状況，隣擦の木造映函館

とこのデパートの境の通路として利用して

いた箇所の防火とびら不完全によりデパー

トに火を呼び入れたもの

して，このデパートの 2～ 3階に最初の火炎を

呼び入れ全焼へのキッカケとなったものである

と推定される。

3・1・2 大和デパートの場合 このデパー

トは小林デパートと対陣するかのように，万代

橋から東西に走る大通りをはさんで， 斜め東寄

りの反対側に立地しており ，小林デパート と同

保，表通 りに商し多数の開口部（窓）があり，

これに普通ガラスをはめ込んだ窓であった。

であったので，デパートの 2～ 3階の床からこ

の映画館に出入が自由のように幅 4m近くの開

口部が設けられてあった。この聞に防火締りの

ため巻き揚シャッターが取り付けてあったこと

はいうまでもなし、。

しかもこの大通りに面した開口部は火災の燃

えあがっている場から考えると風下にあり，こ

の大通りをはさんで燃えあがっている北側のふ

く射熱の影響を直接受けて，関口部のガラスは

祖度がますます高くなるばかりでなく，なかに

はき裂の入ったガラス窓も生じるといった調子

であった。

そのような状態になると建物内部の温度も漸

次高まってくるのも必然である。このような条

件が成立しているとき，飛んできたマッ シーブ

な火の子が激突してき裂の入ったガラスを破接

した途端に，あたかも洪水時における土堰堤を

破嬢した激突流のように，スパークのような粉

状のもの．俸状のもの，葉状のものといった各

だがこの木造の映画館に11~火火災がはじまる

とシャ ッターが十分おろされなし、。この関口部

と映画館の立地関係と，火炎が上部に燃え抜け

にくいというトタン屋根の性質から，火炎がし、

わゆるトンネル効果を発揮し，相当の速度で償

に走ったことは推定がつく 。このことが結果と

第 1表 こヒ な る 百 貨 店 の 火 災 例（耐火造建物のみ〕

符号｜店 名 ｜所在地｜出火日一l正｜一 出 火 原 因 ｜出 火 場 所 ｜梼害防 伊

1 KK大和百貨店 新潟市 年30.月10.日時分1 2. 451新潟大火による類焼 （飛窓散して入きた火の子が
より侵して

28, 090 21, 630 

2 KK小林百貨店 .. dシ 今 隣接した木造映画館より 34, 310 970・

3 KK丸 ：光百 貨 店 仙台市 31. 5. 5 17.30 石油コンロ給油中引火 l階コ ーヒースタンド 9, 080 8,800 

4 KK 岩問屋 福岡市 31. 5. 7 21. 40 （冷凍機ヲ｜モ－／； ーのスパーFがガ
スに火 地階喫茶調理場 260 100 

5 東互京会都社生内命百保貨険店相 。 31. 7. 23 0. 30 （票守備除探モ－f;ーのスパーク
., Fスに引火 7階ホテノレ大ホーノレ 890 890 

6 KK 丸井今井 旭川市 33. 6. 2 4.55 たばこの不始末 4階文房具売場 2, 170 890 

7 KK三越札幌支店 札幌市 33. 6. 11 22. 50 排気孔レパー脱落による配線折損 排気孔 120 110 

8 KK松坂屋上野店 東京都 33. 7. 12 0. 27 厳禁溶接の火花 7階階段入口 1, 390 600 

9 KK佐世保玉屋 佐世保市 33. 7. 23 19. 10 たばこあるいはアイロンの不始末 2階既製服売場 12, 090 310 

10 近畿阿倍野百貨店 大阪市 34. 2. 12 1. 08 動力配線の漏電 地下 1階精肉部 930 720 

11 KK大丸大阪店 。 36. 7. 12 1. 03 扇引風火機のスパ－flが揮発ガ:Aに 中2階雑貨特選品売場 11, 990 10, 910 

12 KK 下関大丸 下関市 37. 3. 29 16. 20 漏電 6階人形売場 190 190 

13 KK だるま屋 福井市 37. 5. 21 3. 45 ゴミ箱に放火 道路に面したゴミ箱 3, 160 2,810 

14 KK西武百貨店 東京都 38. 8. 22 13. 10 マァチのもえさしが殺虫剤に引火 7階食堂前 88, 000 

てん補額は4捨5入せり

- 30一



種各形状の火の子が， ドッと室内に押入り，高

温度に温められた店内の可燃性の商品や家具類

に着火発炎して，大事に至り，全焼のウキメを

見たもの左考えられる。もっともこのテ事パート

には，新潟放送局が上層階を占めていたので，

放送員が最後まで踏み止まって，この大火の実

況を放送していた。したがってこのデパートに

火が入り火災となったのは相当おそく，暁方の

3時か4時ころであったようである。しかもこ

のころまで消防力にポテンシャルが残っていた

らあるいはこの辺で，この大火の延焼は食い止

め得たかも知れないが，大火時の常として消防

力は零にまで低下して しまうのが普通で，建物

の持つ耐火力で相当時間持ちこたえていても ，

自衛消防と消防施設（消火水）が指導書や心得

通りに行なわれない限り ，結果として延焼せざ

るを得なくなるものであることがこの大火で実

証されたようであるC

写真 5 大和デパートの被災状況，風上よりの熱風とふ

く射で，関口部のガラスにき裂が入っていたと

ころへ飛散してきた火の子（もえたし）でこれ

を破渡し，そこを突破口止して火炎が侵入し店

内の商品に点火したもの。なお左側の3階建の

明治生命は内部における防火作業が効を奏し，

安全に焼け残ったもの。ただし多少の損傷はあ

っT乙台＼

以上2つの実例から大火時における高層百貨

店は，その建物の持つ弱点から建物に火を入れ

るものであることが明確に理解できたと思う。

したがってこれらの弱点をどのように補強する

かが百貨店の火災に対する安全性に近接するこ

とになるし，また周囲が猛火となって類焼への

危険状態にひんした時，百貨店内に設備した消

火施設と通常の消火訓練をどのようにくふうし

てこの危険に対処するか，そこに解決さるべき

多くの問題が存する。なぜなれば被災後現地の

実態調査を行なって感ずることは，建築基準法

の最低条件への要求で‘ある防火規定を，建築主

も設計者もそして建築の施工者も，もっと善意

を持って型解しかっ建築主が要求した企業への

設備投資の一環としての建築投資のなかに，人

の命とそのなかに収納するはずの各種の動産が

より安全であらねばならないという点に気が付

いていたならば，それらの建物の防火的弱点を

取り除き，さらに耐火性を発陣して類焼危険に

対応できたばかりでなく，通常の指導書どおりも

配置訓練の行き届いた人員の消火活動によって，

建物内に火炎を呼び込むことを防げ得たであろ

うという点を多数発見したからである。

3・2 立地条件による火災危険

一口に百貨店といっても，昔ながらの東京日

本橋の三越 ・白木屋 ・高島屋 ・上野の松坂屋あ

るいは銀座の松屋といった類のものから，郊外

電鉄の終着駅に立地したターミナルデノξート か

ら最近各所に出現をみた民衆駅という名のデパ

ートまたは緑屋，十字屋といって各所に散在す

る小型の百貨店まで，分類に困難を感ずるほど

各種各様なものがある。そしていずれもその性

格および立地している条件などによって，火災

の危険性に差異がある。

だが消防活動といった観点から，これらの建

物が立地している周囲の条件（Boundarycon-

ditions）を考察してみるとつぎのような共通

の危険性を持っているこ とに気が付く 。すなわ

ち駈け付けてきた消防機関の近接が困難という

点がそれである。さらに具体的にいうならば，

当該建物が立地している周囲が防災的にあま り

に無計画であるという点である。したがってせ

っかくじん速に駈け付けた梯子車でも， 電車や

トロリーパスの架空線にさまたげられて，目的

のところまで速やかに仲長さすことができにく

かったり ，あるいは周囲の通路があまりに狭い

ため有事の際建物からの避難者などによって，

接近路をふさがれ必然的に消防活動が困難にな

るとし、う条件に置かれていることが理解できる。

特にターミナルテ’パートあるいは民衆駅といっ

た類のものは，駅前広場のほとんどがパスター
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ミナル化していて，大きなボデーのパスゃある

いはタクシーなどが常に多数停車し，出入の激

しい交通流で， 空地はまったく埋めつくされ，

有事における消防活動や避難の容易性などは，

駅前広場の計画のなかに考慮が払われていなか

ったように考えられる事例がそのほとんどすべ

てである。またそれら建物の他の背商はいずれ

も鉄道または軌道敷に直面しているので，この

側からの消火作業はまったく不可能で品うるのが

普通の状態である。したがってこのような建物

の最大の防火的弱点は，鉄道また軌道の敷設し

てある側であるといえるかも知れなし、。それに

もかかわらず，この弱点に対する防火的くふう

または施設が皆無といったように，無防備状態

におかれているのが常である。

しかも上層階で出火という事態が発生した場

合，よしんば通報が早く，各消防機関がその建

物の付近まで駈け付けてうIEたとしても，容易に

救助および消火作業に取りかかれず，このこと

が初期消火の段階を趨えるほど時間の空伐とな

り結果として火災の鉱大に寄与するという結柴

になるものと考えられる。

4. 百貨店の持つ火災危険

日本の百貨！おを自火および延焼の 2つの危険

の面から観察してみるとつぎのようなことがし、

える。

4・ 1 自火危険としての諸要素

まず百貨店という建物の性質からこまかに点

検してみると，火を扱う場が意外に多いことを

発見する。そして出火の要素たる火を扱う場と

いっても四季の移り変わり，寒暖の変化などに

よって差異が生ずるので， 一口にし、L、あらわせ

ない複雑性を備えている。すなわち地下に軽食

堂などがある場合，また石油コンロ ，電熱滋あ

るいは火源を持つ製品の展示会（Demoonst-

ration）を実施している場，すなわち季節によ っ

て火源を用いての採暖法，あるいは季節料理の

調理法といったように，周囲に多くの人々を集

めて解説を行なう場，このような場合，燃料と

火源の周聞に万ーに備えてそれぞれ専門の者を
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配質して，用心をおこたらないようにしている

ならば問題はないが，多くは，それだけの余裕

を持たないのが普通である。そこに出火の機会

を与える潜在性のあることをみのがせなL、。

つぎは食堂，カ フテリアあるいは各種の専門

食通街といったように店内に，芝居の書割的な

装飾を施した食物店がそれぞれ独立して店をな

らべている場を考えてみると，ガスその他の方

法による火源を相当用いて調理しているばかり

でなく，天ぶら， 「とんかっ」といった専門店

では，引火性の高い食用油を使用しているのが

普通である。しかもその付ー近は，ノレン，スダ

レおよびその他の可燃物によって装飾仕上げが

してあり，はなはだしいのになると，問舎的気

分を出すというので，ヨシズ張りの天井仕上げ

をしてあるものさえある。すなわちこれらのな

かをちょ っと細かく観察しただけで、も，火源，

油およびその他の可燃物でギッシリ詰っている

状態が理解できる。つまり地階たると上階たる

とを問わず，このような床は，自火危険への潜

在性が非常に高い床であることがわかる。

また百貨店という性格からお中元 ・お歳暮お

よびクリスマスシーズンなどにはいうにおよば

ず季節季節になんらかの名目の催物をなすこと

が慣例となっている。その際人造の花やその他

の装飾や電飾などを施し，顧客の関心に訴えよ

うとすることが常套である。ところで，このよ

うな際これら装飾などの作業は，その百貨16.に

出入している装飾専門店またはデパート自身で

持つ美術部などが，この装飾作業を閉店の時間

外をぬって急速に行なうのが通例である。した

がって火気の扱い方が不用意となり，豆電球な

どを破煩させた時に発するスパークなどが他の

引火物に，知らぬ聞に着火していたのに気が付

かなかったことなどから，大事に至ったという

事例などもある。

要するに作業を｜浪られた短かい時間に完了し

なければならないことから，持場持場の作業を

急速に進めようとするため，火気の扱いや電気

器具または配線などが手荒く扱われがちになる

のは必定で，この際作業に関係のない火の見回

り人などが，そのような場に配置されていれ



ば，ちょっとした過失や作業員の気の付かない

着火，危険物の取り扱い方の注意などで未然、に

防止し得たかも知れないが，現実の問題とし

て，そのような火気責任者などを作業中配置す

るほど余裕がないというのがごく少数の例外は

あるが普通である。そこに出火への潜在的要素

ヵ：あると，思う。

つぎに，百貨店の休日を利用して大掃除をし

たり ，小破損ヵ所の修理を行なったり，除虫｜徐
モ

鼠（害虫およびねずみ）作業などを行なうのが

慣習となっている。だがそのようなとき ，J ノ

リューム“や寄木床を引火性の高い油で拭いた

りあるいは引火性の高い除虫剤を散布したりな

どする作業が開始される。だが規定には，その

ような引火性の高い危険物を取り扱う場合には

所轄消防署といった所管署に連絡し同時に責任

者を配置して万全を期し得る仕掛になっている

が，これらのほとんどは形式だけで実行されな

いのが普通である。したがってこのような危険

物が無知に等しい作業員によって取り扱われて

いるというのが突↑！？で・ある。そこにわたくしの

いう火災危険への潜在性が存在するのである。

その他に，このような高照建築と しての百貨

宿には冷暖への各種機関，エレベータ ーおよび

エスカレーターなどのための動力といったよう

に，火災の危険性を内蔵している部分があるが，

これらは法律をもって，使用動力またはセeネレ

ターなどのキャパシチーに応じて，国家試験を

経た技術者を配置せねばならないようになって

いるので，このような場からの出火は，特に最

近においては，ほとんどなし、。

だが調理場の煙出しの autletのあたりある

やは換気用のダクトの内側に付着した煤やほこ

り（塵）などにスパークや粉状の火の子が付着

して着火現象を発生して火災に至ったという珍

らしい事例もある。このようにデパートのなか

には想像以上に火気を使用する業種，作業が毎

日行なわれている。したがってこれらすべてが

火災への潜在カて‘あるとみなせるのである。

4・2 延焼危険への諸要素

百貨店は，上記のように自火危険の要素が無

数存在するばかりでなく，一度発生した着火現

象をさらに拡大していわゆる火災にまで・持って

行く ，延焼性を助長せしめる要素もまた無説て、

きないほど多数存在している。いまこれを， 1〕

建物の内部仕上（内装）， 2）階段，エレベータ

ー，エスカレーター，｜別口部およびその他のダ

クト ，そして 3〕商品陳列の実態などに分けて，

おおざっぱに考察してみる。

4・2・1 建物の内部仕上 （内装〕 鉄とコン

クリ ート を骨材として建築された百貨店といえ

ども，内部仕上（壁休 ・天井 ・間仕切および床

など）の実態をこまかく点検してみると，その

ほとんどが可燃性の物質で仕上げであること

に気が付く 。これゆえに建物全体を総括的にみ

て，不燃材 50%，可燃材 50%くらいの割合で

構成されているとみなして差し支えないようで

ある。すなわち，壁体などは上等の柾日または

感じのよいモク日を印刷した合板（ベニヤ）仕

上げになっていたり，ホモゲンホノレツといった

ような各種合成絞仕上げのものか，またはその

上をヅックやその他の繊維品（難燃処理のして

ないもの）などで仕上げてあり，また天井は最

近1汲音板などを張りコンクリート床の下端（下

階のコンクリート天井に相当する）からの釣木，

野綾などはいずれも 2.5～3.0cm角の木材で，

それにテックスやその他ハードボートの類の吸

音板を張って，天井仕上げをしてあるのが普通

で，コンクリート床の下端とこれらの天井のフ

トコロには屯話や電灯などの配線が行なわれて

いるのが普通である。したがって火炎の回りや

すい天井部分が可燃材で一杯に詰っているとい

う状態である。

床についてみても，最近はプラスタイノレイ上上

げのものがかなり出回っているが，少しぜいた

くな室（貴賓室や重役室など）となると寄木細

工仕上げの床となり，間仕切壁は木製パネル仕

上げとなっているものが比較的多し、。 （もっと

もごく最近のものは木製まがし、のそク目などが

プリントしてあるスチール製のものと変わりつ

つあるが。）また開口部に使用されているカ ー

テンの類なども，そのほとんどが可燃材料のも

のであるのは申すまでもない。
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このよ うに建物の内部仕上げのあらましを点

検しただけで・いかに多くの可燃材料によって仕

上がっているかが理解できる。したがってこの

ような実態も，出火を火災にまで拡大さす潜在

的要素の 1って、ある といえる。

4・2・2 階段室・エレベータ一室・エスカレ

ータ一室・開口部およびその他のダクト わ

が国に現存する高層ビノレとしての百貨店におい
ぜい巳ゃく

て，自火による上階延焼への脆弱点は，階段

室 ・エレベータ一室 ・エスカレータ一室，各種

開口部とダクトの部分でるることは申すまでも

ない。具体的に実大のビ‘ルを燃やして，この点

について検討考察を行なってみても，階段室お

よびエレベータ一室などは煙突効果を発揮して

上階延焼への好適の場で・あることはしばしば実

証されたばかりでなく，新潟大火における小林

デパートへの着火延焼経路は，正に階段室とエ

レベータ一室とが上階延焼を非常に助けている

こととを確かみることができた。また垂直と水

平たるとを問わず，タクト内を流れる気流の方

向によ って上階延焼と水平への拡大効果を発揮

することにもなることは，劇場，映画館などの

火災実例が実証している。

またこれらの諸室が防火区画上の必要からシ

写真 6 階段室と商品の陳列しである床の境自にあるシ

ヤツターの火災例（昭31.10. 1新潟大火大和百

貨店）シャツ Fーの巻揚げポッ Fスがひずみ，
シャツ Fーはガイドレーノレよりはずれ間l出し，

防火区画の効果が発揮lできなかった例．
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ヤツターなどによって他の室と区分できるよう

になっていても，柱聞が4m以上もの巻き揚げ

シャッターともなると，火炎による風圧を熱気，

で中央部より湾曲がはなはだしくなり，やがて

シャッターはガイドレールをはずれて，シャツ

ターによってエンクロ ーズされているはずの室

にも，火炎を呼び込み上階延焼へのキッカケを

与えるという事例もすくなくなし、。 （新潟市の！

大火および仙台市の百貨店火災例）その他関口

部から｜苅口部を伝わって上階に延焼する事態も，

実験によって証明されているように，火災とな

っている階下の可燃物の燃焼状況によっては，

規定の 90cm程度のスパンドレルで、は上階延焼

を防ぐ、ことはできない。これには， この程度の

スパンドレルとひさし（45～90cm）かあるい

は lOOcm前後の露台またはテラス程度のもの

を組み合わせることによって，上階延焼をかな

「I300 プ
O
N
N
 

i

－7
 

斗D
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第 2図 関口部より上階延焼への状況推定図

り防ぐものである。だからといって周囲の事情

その他で絶対に安全であるとは断定しがたいも

のがある。第2図にそう入した例は西武百貨店

の火災時における西側の開口部における上階延

焼への推定図で、ある。



4・2・3 商品陳列の実態 百貨店というも

のには，イ〉自主的に商品を仕入れて，これをそ

の百貨店独自の立場で各床に商品をならベ顧客

の趣好に訴えて商品を販売するという仕組みの

もの，ロ〉私鉄や新聞社などのように百貨店とい

う名のビ）レのみの経営者として，商品その他の

物品をあきなうためそれぞれの床を各種小売ま

たは専門店などに貸与して賃貸料をかせぐのを J
目標にしているものあるいはハ〉前者と後者の

組み合わせのものなどの 3種あるようである。

写真 7 写真6を正面よりみたもの，柱間がこのよう
に広くなると火災荷重に耐えないでシャツFーはひず

みその効果を失うものであることを証明したもの

そこで延焼危険という観点に立脚してこの三

者を考察してみると，おおさ．っばにつぎのよう

なことがいえると思う。すなわちイ〉の場合は

老舗の系列にある百貨店に多くの実例をみる。

そしてこのような百貨店は，顧客の安全という

点をかなり重点的に扱っていることを探知する

ことができる。というのは防火的にはスプリン

クラーはいうまでもなく所要の防火 ・消火の施

設も規定どおりに設備され維持管理（見回りか

ら保守の点に至るまで〉が比較的行き届き，商

品の陳列にもかなりのゆとりを持たせている。

したがって有事に際し一応安全なる避難が可能

であるような設備が施されている。ところがロ〉

のような場合には，外廓の平面形がおおむね長

方形を取っており，しかも鉄道または軌道に沿

って長手の側がそれに面し奥行の比較的浅い形

式とならざるを得ないというのが実態である。

しかも鉄道 ・軌道側からは消防がすこぶる困難

であるという立地条件である。しかもこの側の

関口部は，ただ単に外部よりの類焼危険という

立場からのみの考慮、が払われていて，上階延焼

に対しては無防備状態であるといえるほど無関

心状態に置かれている。たまたま西武百貨店火

災がこのこ とを露呈したに過ぎないのであって，

他の同様なデパートあるいは00会館または民

衆駅などの百貨店は，いずれもこれと同様かそ

れ以下の程度であるといえる。また貸店された

床をできるだけ広く利用せんとする欲望から，

シャッターのおりる真下のレールのところにシ

ョーケースを置いたり通路にまでノ、ミ出して商

品を陳列するなんてことは日常の茶飯事となっ

ている。したがって有事の際には一応はじゃま

になるショーケースなどは取り片付けて，防火

上支障のないような手はずとなっているものの，

具体的に出火という現象が発生した時は逃げる

のが先きで，ついそのままにシャッターが放置

され，防火上の役目がはたせないものである。常

時の口約束や取締への言訳などは，非常時には

ほとんど役だってないというのが，これまでの

火災例における延焼状況が如実に実証している伊

あとがき

不特定多数の出入がはなはだしい百貨店にお

いては，百貨店同志の競争がどのように激甚を

きわめようとも，その店の持つ信用度というも

のが最後の勝利を決定するものとわたくしは信

ずる。この意味で出入する多数顧客の安全がjぬ

待できるように，店全体を整備・整頓すること

が，信用を確保すべき 1つの条件である。

デパート火災でお客が多数焼けて死んだなど

という惨事がもし発生するならば，そのデパー

トへ安心して買物に行けないことになる。しTι

がって自火危険の要素をできるだけ僅少にする

努力は決して等閑視できない安全への通筋の 1

つであるが，よしんば出火という現象が発生し

てもこれが局部的に最少限度にくいとめ得る式ニ

めの投資は，信用という利益を確保する第 1歩

のアプローチではあるまいか。この意味で，建

物の維持管理と保守に必要かつ分な人と予算を

確保し，建物全体の機能をスムーズにならしめ

てゆくくふうこそ，サーピスを主とし人命尊重

を基礎としたテ’パート業務の近代経営への一手

段であらねばならないとわたくしは思う。
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北海道消防学校署長教養

体験発表資料 （そのー〉

真 田 整

滝川市泉町地区における家庭用消火器の全戸普及について

泉町地区は滝川市の北部に位置し，市の中心

街から約 3km離れた一群落で、あって，戸数約

500，人口 2,800人を有する区域で太平洋戦争

中，人造石油工場の建設に伴い，その社宅街と

して誕生した木造 1棟 4戸建長屋の連担する密

集区域である。戦後工場解体後は住宅街として

存続LTこが，昭和35年滝川火力発電所が工場跡

中こ建設されるとともに，急速に建物人口が増加

L，中央部を貫通する市道両側は商店街を形成

する形態となって今日におよんでいる。

この区域における消防水利としては，昭和31

年公設消火栓3基が設置されているも，水道配

管の終端近くにあって管径平均 lOOmmのため，

これらを同時に閉口した場合には十分な水iO:を

得ることは困難な状況であり ， l~I 然、水利もほと

んど皆無である。

この区域は従来比較的火災の発生が少なく，

また発生した場合にもそのほとんどが部分焼程

度であった理由のみによるものではないが，消

防水利のJt1強はその必要を認めつつも市街地の

進展を追って重点的に実施したため前記の地理

的，消防的条件にある区域にもかかわらず若干

遅れていたものである。

ところが昭和 37年 11月 30日未明，商店街

の中心部より発生した火災は，発見通報の遅れ

に加えて消防機関より遠隔地にあるため，初期

；鎮圧の機会を逸し，また到着後も水利の不足に

よってこの区域ではいわゆる大火とも称される

べき 3棟 74lm2,11世帯 49名がり災する火災

が発生した。

とれを機会に消防機関および区域住民は，消

防水利の増強を痛感したが，これが直ちに実現

』主困難な見通しにあるので，まず自衛のための
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手段として全戸に家庭用消火器を設置し，出火

の場合はこれを付近から持ち寄って初期に鎮圧

する態勢を整え，ひいては区域住民のこの熱立

を被歴して市当局に消防設備の早急設置実現を

促したいとの声が住民から持ち上がり，区域代

表者が消防署に相談を持ってきた。

このため消防署では，現在市販されている消

火器のうちから責任を持って推奨できる家庭用

消火器を選定し，販売業者と価格の折衝をして，

できうる限り廉価で入手できるよう側面的に援

以Jするとともに，業者と共同で消火実演をIJIH挫

して消火能力の尖証に第めるなどの協力をした。

また区域代表者独自でも業者を招いて｛史JTJ法講

習会などを開催したため当初その効力に疑山を

抱いていた人達もしだいにその必要性を認めて

普及し，現在その 80% が設置を終え，｜迂域凶

係者が目標とする全戸設置に近づきつつある現

状である。

なおこれらについては昭和 37年 12TJ27日の

NH  Kテレビおよびラジオニュースで全道にも

紹介されているほか，道内新聞，読売新聞の地

方版においてもすてtこ数回にわたって報道され

ている。

また当署で‘はこの区域とは別に！~村地域を対

象と して消火器の助成を行なっている。これは

今回初の試みとして実施したもので，昭和37年

12月の追加予算において助成金 10万円を計上

し農村地区の駐在員を通じてすでに 350本を配

布した。

さらにまた従来から消火器の必要性を感じて

いた市街地の家庭においても，これらの報道に

よる刺激により38年 1月28日開催された駐在員

会議において消火器の斡旋要望が議題に上がり，I



助成金の予算がなければ助成がなくとも廉価で

購入できるよう配意願いたし、との声が彰々とし

て躍り上がり，現在！駐在員を通じて希望数のt丈

あくを行なっている。

体験発表資料 （その二〉

滝川市の違反建築物に対する改善処置について

1. 違反建築物の状態

滝川市は最近商業都市としての発展が著しく

さらに都市的形態整備の必要に迫られるため，

かっ防火上の見地から今年中に準防火地域の指

定も受けることになっている。

主要道路に面している建築物はほとんどパラ

ベット式の形式を取っているので 3～4階の飾

窓と称する部分は居室として使用している状況

にある。これらについては人命損傷の危険が伴

うことは明らかであることから，建 築 基 準 法

（以下 「建基法」という）の確認申請の内容を

検討し用途ごとに同法Jjlj表第 1各項の規制と道

建基法施行条例第14条の避難用銀；はしごなどに

ついて消防独自の立場から実態調査を行なった

結果，建基法第6条の確認を受ける際は合法で

あったものが，竣工後においてまったく相反し

のたもとしている建築物が，特に料飲店，アパ

ート，旅館，下宿業などに多く合計29軒におよ

ぶ状態であった。

2. 上に対する改善措置

これらに対して昨年4月第 1回の警告を別記

1のとおり発したが，自主的に改善しようとす

る意示表示があまりなかったので，第2固とし

て別記2のとおり，これら違反建築物のうちも

っとも危険と認めた対象物 29軒に対して，再

度警告を発するとともに当該違反建築物の内容

を建築主事ならびに労働基準監督署に対して通

報した。さらに監督署所管の事業付属寄宿舎規

程の規制と北海道建基法施行条例の規制上の相

違点があるので監督署と協議の上これらに対す

る是正方針を決定の上，両者それぞれの立場か

ら勧告を発することにし，われは消防法第5条

に基づく勧告をしたところつぎのとおりの結果

を得た。

1. 鉄製はしごの取り付を完了したもの

12件

2. 使用人などは3階から2階に変更し，

さらにはしごの取り付を完了したもの 2件

3. 3階部分から 2階に変更したもの 4件

4. 本年2月中に上 1～ 3について完了

する旨誓約しているもの 3f牛

5. 本年6月まで建築物を改築するがそ

れまで木製はしごを取り付ける旨誓約

しているもの 3 f牛～

6. 1棟 3戸が共同で尾根に避難用橋を

取り付たもの 1件一

7. 届出の指示に応じないもの 4件ー

なお．前記7号の 4件については近く監督署

と共同実態調査の上消防法第 5条の改善命令をー

なす予定である。

3 所見

以上のごとき措置を取ったので‘あるが，これd

ら違反建築をなす要因としては，建築主の法の、

不知，遵法精神lの欠除によることもその一因で

あろうが，発注があれば設計ならびに施工者が噌

あえて違反行為をなすことを平然としているこ

とは建築士法にも背馳する結果であり，さらに

また，これらを指導監督の立場にある建築主事ー

の手不足またはその他の事情がかくあらしめ，

消防機関があえて火中の栗を拾う結果ともなり

兼ねない現在の建築行政の在り方に強い不満を

持つものである。速かにこれが改善について関

係当局の断乎たる改善方策を希望する次第であ．

る。
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E別記1〕 滝消予第205号

昭和 37年 4月 4日 滝川市消防長

殿

木 造 3階居室の改修について

すでに御承知のとおり所定の避難設備のない木造建築物の 3階を居室に使用していて火災により ，

死傷者が発生した事故例は最近各地に起っています。

貴建築物の実態についても調査の結果，誠に寒心にたえない場所に人員を収容していることを確認

しましたが，このことは危害予防上憂慮される行為であるのみならず，関係法令にも違反するもので

あるから早急に改修して事故防止を図るよう警告致します。

正別記2〕 滝消予第734号

昭和37年 12月14日 滝 川 市消防長

殿

木造3階建築物の防火改修整備について

このことについても当本部職員をして貴殿使用の建築物に対して火災予防査察を実施させた結果，

昭和 37年5月1日滝消予第205号で通達してあるにもかかわらず避難設備等を設置せず3階部分を

居室に使用しており，このことは火災等の非常の際には避難上支障があって人命に危険であると認め

られるのみでなく関係法令に違反することであるから，消防法第5条の規定により左記の事項を早急

占こ改修されるよう重ねて通知致します。

なお，この結果については確認したし、から改修について 12月20日まで、当本部へ届出られたい。

記

1. 建築物の3階居室部分から地上に達する建物に固定した鉄製のはしごを取付けること。

滝川基署発第3197号

滝川労働基準監督署長 星 保三郎

殿

住込み（寄宿）労働者の収容施設について

労働者の居室を事業場建物内にiけ，又は別に建造物をもってこれにあてている場合は総て寄宿舎

として事業附属寄宿舎規程（昭和 22年 10月31日労働省令第7号）の適用を受けそれぞれの条項を

そなえなければならない事になっているところであるが，今般滝川市消防当局の査察によれば貴事業

場において事業所建物及び建築基準法第2条第7号にいういわゆる耐火構造でないにもかかわらず就

労労働者の寝室を 3階に設けていることが判明しました。

上施設は事業附属寄宿舎規程第9条第1項に抵触すると共に労働基準法第 43条違反であり火災発

生時においては労働者の生命保持上極めて危険な状況にあるので居室を 2階以下に移す等適当な惜置

を構ずると共に同規程各条項の設備を充実するよう労働基準法第 55条に依り命じます。

なお右違反是正の結果については左記により文書をもって報告されたい。

1. 寝室を2階以下にする こと。

是正年月日 12月 31日まで

2. その他避難に関すること。

是正年月 日 1月5日まで
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報告年月日 1月 10日

報告年月日 1月 10日

〔別記は原文通り〕 （筆者 ・滝川市消防署長〉
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台 風情報のきき方

気象観測始まって以来，日本をおそった最強

の台風は，といえば，ちゅうちょなく 室戸台風

があげられるだろう。これは昭和9年9月21日

四国の室戸岬に上陸したあと，阪神地方をおそ

ん、強風と高潮とによって死者2,800余名，負傷

者 15,000余名，全壊家屋 40,000戸という莫

大な被害をもたらしたことと， 室戸岬上陸時に

中心気圧 912mbという記録的な低い気圧の値

を示したことで有名な台風である。室戸台風の

とき，事前に台風警報が出されてはいたが，当

時は気象予報の精度が全般に低かったせいもあ

ってせっかくの警報があまり信頼されず，台風

対策というほどのものは何も行なわれなかった

といっても過言ではな代。

室戸台風につぐ強激な台風は昭和 20年 9月

の枕崎台風である。この台風の勢力は室戸台風

より多少弱めであったが，災害のほうは室戸台’

；風を上回り，死者行方不明あわせて4,200余名，

家屋全壊56,000戸という大きなものであった。

昭和 20年9月といえば，敗戦によって日本全

土が荒廃の極にあったときである。圏内の気象

の観測は細ぼそと行なわれてはいたが通信は思

うにまかせず，外国からの気象通報の入電も誠

司こ貧弱なものであった。そのため天気図の上で

台風の存在はわかっていたが，その詳細は台風

’ 象気庁 ・予報技官

伊 藤 博キ

が通過したあとの調査によってやっと判明した

という状況であった。そのようなわけで，気象

の響報は皆無ではなかったが，満足すべきもの

で、なかったことは想像に難くなし、。

このようなわけで日本を襲った台風の第 1位

第2位とも，不完全な台風情報のもとに上陸し

た，し、L、かえると不意に台風に襲われたという

状態に近し、。枕崎台風のあとは，日本は毎年の

ように台風に襲われその都度かなりの被害を出

してきたが，前記の両台風による災害を上回る

ようなものはなかった。ところが昭和 34年 9

月の伊勢湾台風の場合には， 死者 4,700名， 負

傷38,000名という未曾有の人的損害を蒙った。

伊勢湾台風は台風の強さとしては室戸台風や枕

l崎台風にはおよばなかったにもかかわらず，こ

のように大きな損害を出したのはなぜで、あろう

か。

伊勢湾台風と対照的な例は昭和 36年 9月の

第2室戸台風である。この台風が室戸岬に上陸

したときの中心気圧は 930mbであって，伊勢

湾台風が潮岬付近に上陸したときの中心気圧と

大差はなかった。しかし死者と行方不明合わせ

てわずか200名に過ぎなかったので‘ある。

一般に，台風による被害は台風の強さが強い

ほど大きいと考えてよいのであるが，上記の 4

大台風についてはそうはなっていなし、。その理
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由を考えてみることは災害の防止上重要なこと

である。伊勢湾台風の場合には室戸台風や枕l崎

台風の場合とはちがって， ：・J;THiに詳細な台風情

報がひんぱんに出され，しかもこれが防災の責

任機関に伝達されていたのである。この点では

第2室戸台風の場合と似た↑1'f況で・あるが，災害

の面ではたいへんな違いがある。

伊勢湾台風による災常については当日年いろい

ろな議論が行なわれた。そのいくつかを姶い出

してみるとつぎのとおりである。まず第 1に名

古屋地方は長年の問強い台風の直撃をうけなか

ったため，この地方には台風は来ないという迷

信があった。そのためせっかく j白切な台風の警

報や情報が出されていたにもかかわらず行効な

防災対策が行なわれなかった。また顕：告な災害

をうけた干拓地の防潮堤は構造が不十分のため

高潮の浸入を食いとめることができなかった。

伊勢湾の‘沿岸部は地盤の沈下によって諸’所に0

メートノレ地帯がで‘きていたが，風J良や高潮を防

ぐための対策に欠けていた。

これに対し阪神地方では過去に室戸台風やジ

ェーン台風（昭和 25年 9月）に襲われた経験

があり，防潮堤の建設，拶｜水施設の整備，避難

の訓練など種々防災対策が行なわれていたうえ

当時Ii¥されていた台風情報に基づいて応急の措

置がとられた。これを昭和 9年の室戸台風のと

きと比較しながら 2,3の実例についてみるこ

とにしよう。1）室戸台風のとき多くの校舎が

倒壊し，学童に多くの死傷が出た。しかし，そ

の後校舎は鉄筋コンクリート建となり ，第2室

戸台風のときは学校を｜臨時休校をしたためこの

種の担需はほとんどなかった。2）前回は大阪

湾で船の衝突乗上げが多数あったが，今回は早

目に大阪港の船舶を港外に分散したため目ぼし

い船の被害を出さずにすんだ。3）前回のとき

は強風により瀬田川鉄橋上で列車転覆というよ

うな事故があったが，今回は強風が予想された

期聞は列車の通行をとめたため同様の事故を起

こさずに済んだ。被害が僅少に止まったもう 1

つの理由は台風の来襲が昼間であり ，避難に便

利であったということである。

ここまで述べてくれば賢明な諸者諸賢に，台
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風情報のきき方などくだくだと述べる必要はな

いかも知れなし、。しかし台風情報を提供する側

の台風警戒の体制など一通り述べておくことも

むだではないかも知れない。

台風情報の実例と して昭和 36年の第2室戸

台風の場合について考えてみる。気象庁（地方

の気象台の行なったものは別）で発表した台風

情報は9月の 8日から同 17日までの聞に前後

23回におよんでいる。一番最初のものは9月8

日で，マーシャルi洋島付近を西北西に進んでい

た弱い熱帯低気圧が中心気圧 980mbの台風に

発達したときのものである。気象庁では弱L、熱

帯低気圧が台風になったことを知ったとき，今

後それが日本に影響するかどうかはっきりしな

い場合でも，とにかく日本の南方海上に台風が

あるということを報道機関に知らせることにし

ている。これよりもさきに気象無線通報で弱L、

熱帯低気圧についても報じられていることはい

うまでもなし、。

その後 9月11El，台風第 18号（後の第2室

戸台風）がグア・ム島の西南西に達したとき，18

号ーよりあとに発生した台風 20号がすでに琉球

の南 280kmに来ていたので，この日には台風

20号と台風 18号の動向を知らせた情報が4回

発表されている。 1日おいて 9月 13日，台風

が琉球の南南東 1,OOOkmに達し，琉球南部を

目指すにおよんで情報を発表し允。その内容は

「台風 18号は沖縄の南々東 1001〕kmにあって

時速 28km/hで北西ないし西北西に進んでい

る。 この台風は非常ヰこ強いもので， 中心気圧

は890mb，最大風速は75m／秒，中心から半径

370km以内では風速 25m／秒，以との暴風雨と

なっている。台風はここしばらく北西ないし西

北西に進み，明晩ころ琉球南部または台湾東方

海上に達する。沖縄南方海上の船舶は引続き舵

戒が必要である……。」というものである。台

風情報の第 1段は台風の現況，第2段は今後 1

日の聞にどちらに進むかを述べ，第3段で警戒

を要する事柄を述べている。

なお 14日11時30分以降 17日の朝まで 3時

間ごとに台風情報が発表されたが，いずれもーと

のような順序で述べられている。9月 14日，



つまりさきの情報の 1日あとの情報を眺めてみ

ると「台風 18号は沖縄の南東400kmにあって

時速26km/hで北々西に進んでいる。中心の気

圧は……（中略）……速度がおとろえなければ

明朝には鹿児島の南西 300ないし 500kmに達

する。九州南部では今夜半ごろから風雨が強く

なり始め，明日は九州全域が暴風雨圏に入る恐

れがあるから，厳重な警戒を要する…・・。」

付図をごらんになられると明らかなように13

日の朝まで北西に向っていた台風は， 14日朝に

は北々西の進路をとっており ，昨日よりは九州

接近の可能性がよほど強まってきている。さら

に1日たった 15日朝の情報では「台風 18号は

奄美大島付近にあって時速 26km/hで北々東に

進んでいる。中心の気圧は…・・・中略……台風は

今後も北々東に進み今夜半前に九州に上陸し，

その後進路を北東にかえ四国から近畿地方に向

う。台風の規模が大きいので，上陸しても急に

は衰えないから西日本から関東にかけて暴風雨，

高潮，洪水についてじゅう分警戒を要する…－。」

この台風の場合，各情報に述べられていたそ

の後の進路の見通しは必ずしも完全なものでは

ないが，結果的にはちょうど 1日前に四国上陸

の予報が出されており，全般的にみてまずまず

の成績であったろう。新聞紙上では台風の進路

予想は，台風の現在位置を扇のかなめとする扇

形で示され， 1本の線で予想進路が示されるこ

とはまずない。これは現状ではある 1つの方法

で予想進路をぴたりと予報することができない

ので，し、くつかの予想法で得られた結果を総合

することにしているからである。われわれはこ

の扇形の幅を少しでも縮めようと苦心している

が，観測l点のまばらな南洋の海面で生れ，観測

点のまばらな海上を進んで来る台風の本体をつ

きとめることは非常にむずかしい。台風予報の

ため電子計算機の活用も試みられ，ある程度の

成果は得られたが，台風の本性を徹底的に解明

しない以上，その予報についても急速な発展は

包3鴎聞の台風
情報発表開始

古風情線
発表開始

旦主主一九州南部は今夜から風粛b：張く
ー一一－ ll明始的明日は九州全段h：し

だいじ暴風圏にはいる

13.09 

期しにくし、。かくて，予報官は今後もいままで

と同じように苦労しなければならないとともに

台風情報の利用者には，つぎのようなお願いを

しなければならない一一台風の現況については

新しい資料入手の都度お知らせすることができ

るから，できれば付図のようなものを作って台

風の刻々の変化に留意していただきたい。台風

の予報には限界があるので進路についても速度

についても，ある程度の幅をもって受取づてい

ただきたい一一このようなお願いをしても台風

情報はしょせん応急的な防災対策への案内役に

すぎない。ふだんの防災施設の整備や住民の避

難訓練などの裏付があって始めてその効果を発

揮し得るものである。
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至 聖 孔 子

と

天気 予 報

宣口 本正 明
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． 

古代中国の第 1の歴史書とされている史記料

の列伝第七仲尼弟子列伝中に，

『孔子既に没し，弟子思慕す。有苦の状孔子

に似たるを以て，弟子相共に立てて師となし，

これを師とすること孔子の時の如し。ある時弟

子の一人進み出て問ひて日く「むかし夫子（孔

子）外出するに当りて，弟子をして雨具を持た

しめたまへり ， 〔忍馬期間ひて日く朝に雲なく，

しばらくして日出でナこるに夫子命じて雨具を持

しめたもう〕料水その後しばらくして果して雨ふ

れり，弟子問ひく日く 「夫子何を以てこれを知

りたもうやJと，夫子日く「詩に云はずや，月，

畢に宿どり， i芳浩たらしむ。昨暮，月，皐に宿

らざりしゃ」と 〔此を以て之を知れり〕。 他日，

月，撃に宿りたれども，ついに雨は降らざりき。

敢て問う，何を以て雨ふらざりしゃ。』

とし、う箇所があります。詩は御承知のごとく

四書五経と称せられています中国古典の 1つで，

普通には詩経と呼ばれているもので，孔夫子以

前（BC1, 100～800年〉 にあった中国の古詩三

千余篇中より 305篇を夫子が選出編さんされて

できたものであり，したがって今を去る三千余

年前の古詩が含まれています。こんなに古いも

のですが， 詩中の言葉にはわれわれが日常使用

しているものがあります。たとへば開巻第一の

「かんしょ」なる詩中にある，窃$［淑女，駿転

反側とか琴奮の友なる言葉は，ほとんど同じ意

味で現在も流通して居り，これが日本の文化に

いかに影響しているかは驚く ばかりです。

それはともかくとして，問題は詩中の 「月離

干主義，｛卑務it尖（月，畢に宿どり，携itたらし

む〉」に付いてですが，これについての漢学者の

注釈を聞いて見ましょう。

この句は宋（中国中世の一王朝（960～1,279))

以来学者の皆議するところであり ，わが国では

中井履軒が，この句は蓋し当時のこの占があっ

たが，元々詩人の称するのみで深刻にその理を

求むべきものではなし、。諸家は書経（四書の一

つ）中の決範篇中の一句を引用して，星に雨を

料 漢の司馬遼の著， BC91年に脱稿完成

判権 〔〕内は孔子家語巻第丸，七十二弟子解第三十八に

ある句で，史記にこれを欠いている．



好むものありと云ってこの句の妥当性を裏書し

ているに過ぎない，あまり字面通りに考えるほ

どのものでないとしている。また釈清潔氏は詩

人の言を以て直ちに理学者の言のごとくなすは

不可なりとしている。

果して，このように簡単に処理してよいもの

か，疑問です。これら諸家の注釈に対し筆者の

私見を述べます前に，この文段に引き続いてつ

ぎの文章がありますので，まずそれを転載して

おきます。
グ

i窃控，年長じて 〔年三十八〕子無かりければ，

その母ために更に萎を委らんと したりしたとき，

夫子，商を商に使者として派遣せんとしたまい

しかば，濯の母，このことを中止されるよう請

ひたるに，夫子日く「憂うるなかれ，程，年四

十の後まさに五人の男子あるべし」と。後果し

て言のごとくになれり。敢て問う「夫子何を以

てこれを知りたまいしゃ」と。有若黙然として

以て答うるなし。弟子起ちて日く「有子，その座

を避けよ，これ子の座にあらざるなり」とへ

さて，史記は今を去る 2,054年前に，家語は

1, 700年前に出来たもので，聖人の死後前者は

400年，後者は 700年後のものでありますから，

多少の相異がありますので止むを得ないでしょ

うが，本筋のところは一致していて信頼すべき

ものと思います。

ところで，孔子の自然、およひ、人間界に起こる

l諸現象を追及，探求される態度はどうであった

のでしょうか。このことを知っておくことが，

いま問題としています予報問題を解釈するにた

%、せつとなりますが，これに対しては，論語述

ホ この後段の文章は孔子家諾には，商雀の向門の友梁某

(30才，商より 10才年少〕が子がないので，妻を離別し

ょうかどうしょうかと思い悩んで，商に相談すると，商
が上記本文中にあると同じ事柄を懐旧談的にして，君は

まだ年が若いのであるし，そうあせらなくても大丈夫だ

遅い子供をさずかるめぐり合わせなのだ，それに奥さん

に落度があるのでもなL、から見合わせ給へと，まーこん

な意味合のことで慰さめたり勧告したので離別は中止と

なった．それから二年すると子供が産れたという話しに
なっている

料たとへば，現今でもベテラン船長は朝夕の日出没時の

焼けの色具合から台風の予想、をしていますが，その色合

はいくら聴いてもそれを文字で表現し難いといった，た
ぐし、ですしいていへば黒味がかった赤褐色の普通の天

気の時のものとは色合がちがうといった程度で‘す．

而篇中に弟子達が「子は，怪，力，乱，神を語

らず」と述べていますように，常に中正にして，

合理的な（今日の言葉を用いれば科学的な）態

度で自然および人間関係の現象に臨んでおられ

ました。これは夫子御白身の 「政をなすに徳を

以てすれば，たとえば北辰（北極星）のその所

にいて，衆星のこれをめぐるが如し」 （論語為

政篇）とし、う言葉からもその一端が伺えること

であります。

すなわち自然、界に存在する規律を星辰の運行

の中に認められ，同じことが人間世界にもある

ことを信じられて，老子のごとく独り清しと し

て世間を放棄せず，この規律を道と して一生を

「発憤して食を忘れ，楽みて以て憂を忘れ，老

のまさに至らんとするを知らざるのみと」 （論

語述而篇）学問，救世および後進の指導に生き

抜か，れた方であります。

このような学問態度の聖人が，一部注釈者の

軽々しく云うかごとく ，詩人の文飾的表現に過

ぎずとした「月 ，宿畢一・…」の詩句を引用して

弟子を教示される道理はあり得ないと考えられ

ます。

しかし， 一方弟子が他日有者に同じく F月が

畢に宿ったのに雨が降らなかった」といってい

ますように，ちょっと見るといかにも非科学的

な判断で，偶然に夫子の場合は予報が適中した

かの印象を受けますが，これはさらに深く考察

すべきものがありまして，いまこれに対する私

見の一端を述べて読者諸彦のご批判を抑きます。

夫子の予報問題を解 tのに参考となる同系の

事実があります。それはすべて本誌に紹介して

おきました諸易孔明先生の南東風を天帝より借

り受けた話しであります。この方は小説ですか

ら表現は神秘的で非科学的な文飾が加えられて

いますが，その厚化粧の下にはやはり科学的な

永年にわたる自然観察によって先生が得られた

予報方法があったことを述べて置きました。夫

子の場合もおそらくその綿密にして犀利な観察

を通して，風向，湿気，気温の変化模様および

雲の形，空気の清濁度等から天気の変化を予想

し得られたのだろうと考えられます。しかしな

がら，この方法はし、わゆる，いわく云ひ難く，
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教え難しの部類に属するもので，天気予報を職

務としている者でも容易に会得し難いものなの

であります＊＊。それと今一つ，夫子は弟子達に

断えず詩を勉強せよと論しておられました（論

語中に十ヶ所近くある）。それで，丁度，同伴させ

た弟子が予報された理由をたずねたので，詩を

引用して詩の学ぶべきものであることを具体例

で教示されたものと考えられます。もちろん学

理的な方法も教えれば教えられたで、しょうが，

孔門学派は人格と徳を陶治することを第一目的

とされていて， 技術的な教えはよほどの余力あ

ればのことでしたから（「子日く，弟子入りて

は則ち考，出てては則ち悌，謹みて信あり，広

く衆を愛して仁に親しみ，行余力あれば則ち以

て文を学べ」とある如く，行為が第一で，書物

を学ぶことすら第2とされていたほどですから）

わざと触れずにおかれたとすべきではないでし

ょうか。

他日，同一現象が起こっても雨が降らず，空

はれて有者が応答に困ったのは，まだ年若く到

底自然観察をじゅう分に積んで、居なかったため，

この辺の微妙な点が回答できなかったと見るの

はいかがでしょう。
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子供が5人，しかも男子が生れるであろうと

言う予言は残念ながら，わたくしには人間生理

の方面に付いての知識が薄いので，なんとも申

しかねますが，おそらく理由あってのことと思

っています。

これを要するに，天気予報なるものは，天気

（雲形，気温，湿度，風向，風速，空気の清涛

の度合などを含む）の変化に注意し，それを調

べておくとできるものだということは，2,50〔》

年前の孔夫子の話しからも言えると思います。

こうし、う方法を観天望気による予報報といい，

比較的短時間（数時間以内の）後の天気予報に

は天気図による方法よりもすぐれている点があ

ります。ベテランの予報官たちも，現今の天気

図利用法，電子計算機利用の数値予報誌と同程

度に，場合によってはそれ以上に，この方法を

重用しているのであります。

それゆえ，防災に天気予報や警報を利用する

に当たりましては現地での気象の変化の注意深

い観察がその効果をいっそう高めることとなる

のです。

（筆者防災気象官〉



年 i中 ！無 i休

気象偵察飛行
と

世の中には防災 ・保安 ・運輸 ・通信 ・医療な

どと，日曜も祝日も夏休みも正月も関係なしに

日夜も分たず続けられている仕事が数えてみる

とかなり多いものだ。

しかし，休むわけにもゆかないほどの重要さ

のわりには一般の人々に認識されることが少な

く，ときに紹介される機会があっても，ごくー

画だけに止まる ことが多い。

ここに紹介する気象偵察飛行もまたその例に

もれないようである。米空軍の飛行機が台風

の中へ飛んで、行って気象の観測をするという話

は，近ごろでは小中学生でも知っているが，第

2次大戦以後は春夏秋冬きのうもきょうも，日

本付近の上空を定まったコースにしたがって，

定まった時間に飛行して気象観測をしている米

軍機の実体について知っている人はすくないの

ではなかろうか。

米軍の飛行機というとジェットの爆音から水

爆装備のサンダーチーフ F-105戦闘爆撃機・横

田空軍基地といった連想が続く昨今であるが，

気象偵察の主力もまた実にこの東京の西郊にあ

る横田基地に置かれている。空軍第 56気象偵

察飛行隊に所属する十数機の WB-50D型気象

偵察機がそれである。この型の飛行機は昭和

28年から 10年以上も用いられているが，その

前身は B-50Dという戦略爆撃機で，これを気

象偵察用に改造したものである。つまり米空軍

のBomber（爆撃機〉の第50番目の型をWether

reconaisance （気象偵察用）にしたというのが

この型の名称のいわれである。さらにさかのぼ

れば，この B-50は戦時の経験をもっ人にはま

だ強い印象を残している B-29爆撃機を改良し

て，飛躍的に性能を向上させたフ．ロベラ機中の

J.:... 
口 風 観

坂

測

口 啓

傑作の 1つで，その外観は B-29によく似てい

る4発の大型機である。なお WB-50が使用さ

れるまでの数年は WB-29気象観測機が用いら

れたものである。また最近は W B-50補給が困

難になってきたので，その後継ぎと して W B-

47というジェット機がしだいに導入されてお

り，南洋グアム島のアンダーソン基地では全機

がこの 6発ジェット気象偵察機に交代し，横田

基地にも数機があって使用されている。

このように気象偵察機の多くが戦略爆撃機か

ら改造されたものが多いのは，塔裁量が大きく ，

多数の観測員（もっとも WB-47では自動化が

高度にされているため乗員 3名にすぎないが）

や各種の気象観測設備を積んで，長時間飛行が

できるからである。 しかもじようぶな爆撃機で

ある上に，経済的見地からは第 1線を退ぞいた

旧式のものが最適だからであろう。一時は立川

基地の C-130型輸送機が補助的に気象観測機

として使用されたが，これも航続性能と塔載能

力に重点をおいて選ばれたものと思う。

気象偵察用の飛行機の主力は上にのベた

WB-50で，これは航続距離が 9,600kmもあり，

これと同型機はかつて空中給油を受けてではあ

るが無着陸世界一周（94時間， 37,691 km）に

成功した例もある。最高速度は毎時 644kmと

いわれるが，気象偵察の場合は速いほどよいと

いうわけではないので普通毎時 450kmぐらい

で飛んでいる。上昇限度も 10,700mとかなり

高く昇れるが，通常 5,000～6,000mで飛行

する。

気象偵察のコースは時に変更されるが，昨年

から今年にかけて図に示すような 2つのコ ース

で，毎日それぞれ1回づっの気象観測飛行が実
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施されている。

償問から西方にのびるコースはバザード ・ア

ルファまた東方にのび、るコースはバザード ・チ

ャーリーと名付けられている。パザード（BUZ-

ZARD）というのは字引を見ると「アメリカは

げたか」 という~禽の 1 種だとあるが，要する

にこれは横田の第 56気象偵察飛行隊の識別名

で，グアムの第 54気象偵察飛行｜放はバノレチヤ

(VULTURE）その他ペンギン，ラーク， ぺト

レル，ノレーンなどいろいろな鳥の名の付いた隊

がある。アルフアだのチャーリーだのというの

はAとCの意味で，朝日のア，上野のウといっ

た式で、あり， 1つの隊が担当するコースがし、く

つもあるから，それを識別するための符号にす

ぎない。

コース上の黒印が気象観測l通報地点で，①印

が投下ゾンデ観測をも行なう地点である。

BUZZARD ALPHAコースは毎朝 5時に横

田基地を出発， クラ ーク基地からの逆コー ス

の場合の出発は午前 11時，また BUZZARD

CHARLIEコー スは毎朝 7時 30分に横田基

地を出発することになっている。この第1図の

2コース以外にもいろいろなコースによって不

定期の観測飛行は行なわれている。

気象観測はこれらのコースを飛行中に， 30～

50分ごとに，きめられた観測点上を通過する時

に観測されるものは，飛行状態，気流の乱れ，

天気，雲の層の数，雲の量や形や高さ，海面の、

波の状態，うねりの状態，それから推定される

海面付近の風向風速，機体への着氷の状況など

である。また機上の計器によって飛行している

高度における風向風速，気圧，気温，露点温度

などは機上の計器により測定し，さらにレーダ

に写るエコーを解読して数字から成る電報に直

して基地にあてて報告する。北海道南方を東進

したのちは北東に向きを変え，季節によっては

海水の状況なども報告しながら，千島東側の

洋上をカムチャッカ半島南の第 9観測点に至

る。

ここから反転して，こんどは高度を 5100m

～5600 m に上げて南西進して午後 5時ごろに

横田基地に着陸する。この聞に第 10,12,14観

測点においてはパラシュートをつけたラシオゾ

ンデを機上から投下する。この器械は約 20分

ANDERSEN 
AFB 

大 GUAM 

聞で、海面に落下するが， 1分間

16回の割合で気圧，気温，湿

度を自動的に測定して信号電波

を出す。これを機上の受信機が

自動的に記録するから，各観測j

点において航空機の飛んでいる

高さから海面にいたるまでの大

気の状態が詳細にわかるわけで

ある。

報告されて来たこれらの気象

資料は横田基地で編集されて，

テレタイプ放送され， 気象庁の

予報部へも観測後 30分ないし

1時間後には入電して，各種の

高層天気図の資料と して利用さ

れる。そして陸地から離れた気

象観測船もない海上上空の気象

第 1図 米空軍の気象偵察定期飛行コース (1964年 6月現在〕

を知るのに不可欠な資料として

大事な役割を果していることが

ご想像されることと思う。とく
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に台風の発生した場合は，船舶は台風域内から

は避航してしまうから観測飛行は重要である。

台風の動向を探るには今の所，飛行機観測は絶

対にかかせないもので毎年台風シーズンはとく

に台風の観測を任務とした気象偵察飛行が行な

われる。この場合にはグアム烏にある米海軍，

米空軍，米気象局が合同で組織している台風警

報本部の計画指令にも とづいて，横田，アンダ

ーソン（グアム島〉，クラーク（フィリッピン）

カデナ（沖縄）を基地とする米空軍の気象偵察

機に加えて，神奈川県の厚木，アガナ（グアム

島〉，サングレーポイント（フィリッピン） を基

地とする米空軍の気象偵察機（EC-121型〕も出

動する。

~~ l 、熱帯低気圧の発生が疑がわれると早速，

偵察に出動し，発達した台風になると，午前 1

時， 7時，午後 1時， 7時の 1日4回，台風の

中心位置を決定できるような観測飛行が計画さ

れ実行される。この場合，台風中心付近への往

復のコース上において，さきの定期コースの場

合と同様に機上での観測通報が行なわれ，台風

の中心の自の中と，その周辺の数カ所では投下

ゾンデ観測も行なわれる。なお 1日4回のうち

空軍が昼間の 2回を，海軍が夜間の 2回を受持

っている。

海軍機が夜間を受持っているのは，この第 1

早期警戒隊に所属している EC-121型機はもと

WV-2型といった早期警戒後（対潜哨戒などを

任務とする機種〉で，到達探知距離 500kmにお

よぶ強大な気象用レーダを装備しているほか，

電子装置の重量は数トンにもおよぶという，夜

間の台風観測にはとくに好都合な飛行機だから

であろう。

米軍の気象観測機には，伊勢湾台風の目を撮

影して厚木基地に帰る途中，藤沢飛行場に不時

着して例の黒いジェット機事件をひき起こした

高高度（20,OOOm以上〉専門の写真偵察機 U-2

型など特徴ある飛行機があるが，現在は使われ

ていない。

米軍の飛行機の話ばかりで申し訳ないが，ま

ったくの話が，日本付近で、気象偵察飛行を専門

に行なっているのは今の所，米空軍の WB-50,

WB-47および米海軍の EC-121だけなのであ

る。もちろん内外の航空会社のジェット旅客機

なども，運航途上において気象観測通報をして

いるが，運航高度や内容の関係で， fl風予報な

どの資料としては十分なものではなし、。またこ

こ数年来，人工衛星の開発がめざましく行なわ。

れ， 気象観~1,lj用のいわゆる気象衛星タイロスも

すでに8号を数え，その線影したという雲の写

真，台風の渦などの写1＇£が新 聞雑誌にも発表さ

れている。しかし，訓lj裕による観測を短時間に

行ない，大気の状態を立体的に知るには現在の・

所，飛行機観測による以外は方法がない。

けれども，飛行機観測を実施するにはほかの・

気象観測とは段違いの多くの人員 ・資材 ・施設

が必要である。WB-50の場合，委員として機

長 I，副操縦士 l，気象士 I，航空士 2，整備

士（員） 1，通信員 2, ドロップゾンデ員 1• 

スキャナー 1の合計 10名が最低必要であり ，

EC-121の場合では気象土（員） 3，レーダー土

（員） 8以上を含めて，27～31人が乗組んでいるか

このほか地上盤備員などを含めると WB-50の

場合で 1機あたり約 30人が必要である。さら

に l回 12時間にもおよぶ飛行作業であるから，

連日行なうためには交代要員もいるから，横田

基地には乗員 17組をはじめとして約 500名が

配置されているとし、う。

資材の方も，飛行機は 1機約 20fti：門， 1回

の観測飛行に約 50万円かかるといい，米軍

の肩代りをするためには，最低 7機（ 1機は予

備機）が必要で，その維持費が毎月約 1応、円，

初年度には約 100億円かかるだろうとし、う。

こういう TjT↑i'Iなので，航空気象観測について

は，米軍から情報をもらうばかりとし寸不安定

な依存状態はなかなか解消しなし、。 日本独自のー

観測体制を持ちたし、という意見は早くから出さ

れているが，いまもって実現できない事情はこ

ういうところにある。

米空軍気象偵察飛行隊長の某中佐の「われわ・

れは軍事目的のためだけで，飛行機観測をつづ

けているのではない。西太平洋地域の住民の生

活を守るためにこの任務を行なっているのであ

る，という 言葉はたいへんにありがたし、事ではー
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あるが，戦後 20年にもなったので・あるから，す

ベて米軍まかせでなくて，日本で自主的な運営

のできる飛行機観測体制がほしいものである。

最近ようやく小規模ながらも自営への動きが，

気象審議会を中心に活発に行なわれてきた事は，

本当に結構なことである。技術的には飛行機も

観測装備もすべて国産でできる段階まで来てい

るという 事である。人件費を別にして初年度約

100億円の予算はたいへんなもので，現在の気
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象関係の予算をはるかにこえる額というが，台

風によって毎年うける被害はおよそ 1,500億円

を下らないといったあたりを真剣に考えて見た

いものである。実は戦前には小規模ながらわが

国でも気象観測専門の飛行機もあったそうであ

る。関係者と一般の人達の理解と尽力で一日も

早く，わが国民の幸福を第 1の目的とした年中

無休の気象観測飛行が実現される日が来る よう

望むものである。

（筆者気象庁予報技官〉
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火災防止に・

理研のガス漏れ測定警報器〈新発売》

巨E G P-202型

電源 単 1号乾屯池（ UM-1)4ヶ
寸法 140Xl60X80mm 
重量 l.9Kg （泡池共）
目盛 65×75mm角型メ ーター

に等分目盛をし．安全、
注意，爆発的色分けをして

あります。
警報精度 管報設定山、 0.6%に

対し 土 0.1%
( L Pガス の時）

測定精度 フルスケールの ±3%
測定回数 単 l号乾氾池2コ（iilll

定期的方）で200凶か
ら300凶の測定が出

米ます。

~ 
1. ガス il:ll支をブザーで

生uらせ、 Xメーター
でも J旨示する。

l. 百J 燃’l~I：：；ゲスなら、ど

んなガスでも測定で

きる 。
3. 取扱は簡単。小型粍

畠；でその上メーター
が見易い。

4. 値段が安L、。

③ このマークカ〈世界36ケ吋ぺおります。

E主週E封－請置•i~ヨ－~ヨ圃邑司・E実•H －理研販売株式会社
本 主工事♂r＂・＇＇ニ、→ c2 ' ＇；；，日6 2 ' ・1・東京郷港区芝琴平町 13 

• TE L東京 !iOI- 3 8 8 9 ：！；：.＼：宮婁所ァ：＇＇；＇二 L民主主；：4；，おれに 不 32 7 6ヲ I.'i＇＇.・ 1

Z句，多ん済~－墨
A.B.C総てに適す

強化液消火器
・零下25度まで不凍

・特許3段切替ノズル付

．無害で、物をいためない

・3吉かえがいらない

・維持管理が簡単

－最も経済的なもの

．能力単位が大きい

日進工業株式会社
東京都千代田区神田松永町 l8 東京（251)3059・3703・7598

一躍進するヤマト－

ヤ？~謂史書株式会誼
（旧日本間会製作所）

本社・ 工場大阪市東成区深u：中l円 13 11.'.話（971)3291（代）

東京’H業所 東京都治区芝白金台目f2の67 電話（442)6256（代）

出版所小倉・尾道・仙台 ・北海道・名古屋・広島・釧路
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