


あなたのお住まいに

安心をお約束する

総合保険
・多くの補償 総合保険は火災は
もちろんのこと盗難や車のとびこ
み， プロパン yゲスの爆発など． お
住まいやお店に関する多くの損害
を事甫償：します．
・交通事故 傷 害 も 総合保険に交

通傷害保険 を付帯すれば， ご家族
の交通事故の補償もいたします．
・新築価額で 総合保険は，新築
価額でつけられる新 価 保 険で契約

しましょう ． 保険料率は同じです

・保険料は 建物 150万円 ・家財

150万円 ・計 300万円のご契約で
保険料は年間 8.850円（全国平均
・木造住宅）交通傷害保険はご主
人50万円 ・奥さま30万円・お子さ

ま 1名あたり 20万円のご契約で年
間 1,700円です．

・お申しこみは 下記の火災保険
会社または代理店へ ｛五十音順｝

朝日火災海上｜東軍火災海上

共栄火災海上｜東京海上火災

興車火災海上｜：東洋火災海上

住友海上火災｜同和火災海上

大正海上火災｜自動火災海上

大成火災海上｜日産火災海上

太 陽 火災海上｜日新火災海上

第 一火災海上｜日本火災海上

大東京火災海上｜富士火災海上

千代田火災海よ｜安田火災海上
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5 月 ~2 日（土）の夕方，阪急束通りの腐店街で出火，い勺＇i'~~記：撞てこんだ繁華密衡
にみるみる燃えひろがり，喫茶店 ・ パチンコ店など計10軒，のべ1240m1~会半焼し

た。抜警は， 1i意円にのぼるとみられる。

土隠のたそがれどきとて，焼けた店内も道路も，いちばんん

見物人約 3万人が現場をとりまき ，1時間以上も交通＊令
. .・ i

現場には22台の消防車が到潜したが，火元付近に機i霊力会
まいうえにアーケードがあり，大形のネオンや看板カ半、ぴC手じて群衆と継の列不

交通が？ヒしては，消火活動も半身不随である。盛り場初防火体制に多くの開婦が，

あることを教えた火事とも言えよう 。
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災害は，まことに無限である。

太古のむかし，人類の発生とともに，人び

とは，生存のために，瞬時といえども強敵か

らの防備を忘れることはできなかった。防ぐ

すベとてない自然災害と弱肉強食の無秩序の

なかでは，自己以外のものはすべて敵であり

利害のまったく反するものば

かりであった。

その後，人類は，集団によ

る力の和の防災を考え，災害

マソガ ：森比呂志 カット．水谷デザイン研究室

しきものと，法律ら しき約束ごとのようなも ! 
のに求め，そのおよばないものについては偶 : 

像的 「神」の救いに依存した。こうして国が ！ 
でき，人種が分かれ，宗教が発達してきたの

である。

ところが，まことに残念なこ とに，災害は

減る どころか，むしろ複雑化

し倍加して，さらに危険な種

々の災害が人類を悩ましてい

る。言わば，人類の歴史は災

の軽減を計った。この考え方が，だんだんと 害の歴史である。災害の対策が，産業をおこ

領域の区分けと人種の色分けとに進んでいっ し文化を向上させたとも言える。

たので、ある。しかし災害はけっして解決さ そして， 今日の人類は，海 ・陸 ・空の科学

れず，逆に，集団が大きくなればなるほど災 から宇宙の科学へと前進している。同時に，

害も大形化してきた。 災害もまた，いままでには考えられないもの

そこで，頭脳のすくvれた人類は，防災の方 にまで進展するでゐろう 。 ！ 
法を，いまから言えばまことに幼稚な科学ら 災害は，まことに無限である。 l 



I 臨海；~；総統！

身のまわりの防災
とき： 5月 14日（金〉

ところ： 高輪プリンスホテル
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編集部 本日は，家庭生活のなかの災害対策

とか，防災のちえにつきまして，つね日ごろい

ちばん身ぢかに感じておられ，またいちばん心

を痛めておられるご婦人の方がたに，おはなし

をうかがL、たいと思いまして，お集まりねがっ

たわけで‘す。

荒川 一口に災害とおっしゃいましても，火

事 ・地震 ・台風 ・交通事故と，いろいろ…・

編集部 ほんとに種類豊富です（笑〉。 みな

さま方が，ご家庭でもっとも心配なさっておら

れることからでもお話しいただきましょうか。

大藤 わたくしどもの所は隅田川の沿岸でご

ざいまして，やはり台風のシーズンがこわいと

思います。いまは，護岸工事がすすんで，川も

のぞけないような高さになっていますので，だ

いぶこわい感じもうすらいでまいりましたが，

それまでは台風が来て高潮でいっぺんに押し流

されたらどうしょうかと心配でした。

編集部 いまの護岸工事は，どれくらいの高

潮にだいじようぶだと言っているのですか？

大藤 伊勢湾台風と言うのでございますけど。

編集部 伊勢湾台風クラスの高潮に対する防

備ということですね。まあ，伊勢湾台風くらい

いうのでちゃんとできていれば，まずいちお

うの心配はないでしょうね。

荒川 台風情報というのが出ますが，情報が

出たばあいに，家庭ではどうし、う対策をこうじ

Tこらよいでしょうか？
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編集部 それは，台風の通るコースによって

違うんです。たとえば東京で言うと ，房総半島

をかすめて通るときは雨が心配です。 1947年

（昭和 22年〉のカスリン台風がし九、例ですが，

利根川の本流が決壊して，もうすこしで東京が

水びたしになるところでした。

ところが，相模湾 ・伊豆半島，そのむこうの

駿河湾，このへんから上陸する台風のばあいに

は，こわいのは風でしょうね。南風で高潮をお

こして被害を出したり，また山手のほうでもそ

うとう風が強いですから。やはり情報は早くつ

かまえることです。

編集部 水に対する準備としては，むかしか

らの対策にかなり参考になるものがあります。

名古屋の南区でしたか，水屋というのがありま

す。それは，座敷の一部に2～ 3尺くらい高く

石垣をがんじように組んで，そこに6畳間か8

畳間を 1間作っておく 。そして，いよいよ水が

来たとなると，そこへみんな避難する。こうい

う自ら守る とい う習慣があるのです。

これを現在に即して言えば，たとえば江東区

などは，学校とか公会堂などはりっぱな鉄筋で

作っておいて，そこへ避難するというように，

現実的な対策を考える必要がありますね。

大藤 いちお う鉄筋の家は，避難場所として

指定されておりまして，そうし、うばあいには開

放するようにと決められてはいるようです。

； 一地…………震…ー ． 

島村 わたくし，いちばんこわいのは，やは



り地震でございますね。台風のばあいは，前も

ってラジオなどで放送されますが，地震は予告

がありませんし，それに，そうとうひどい地震

があっても，すぐにはどこであったのかラジオ

でも知らせていただけませんしねえ…

編集部 台風とちがって，地震はいきなり き

ますしそれをどうやって判定するかとし巾、ま

すと，地震があったあちこちで，それぞれの所

がなん時なん分に，どれくらいの強さで始まっ

たかを観測して，その結果を気象庁に電報や電

話で知らせて寄こすのです。それを，気象庁で

は地図の上に記入し，総合して判定するわけで

す。そのため，地震が発生してから，し、くら早

くても 30分はかかります。これは，現在の学

問の段階では，どうにもしかたがないことで、す。

島村 それに，新潟のばあいにもそうでした

が，地震だと災害にあっても ，ぜんぜん保証が

ないわけでしょう。いちばんこわいですわ。

編集部 たしかにそうですね。 2'3年前か

ら水害 ・風害が，やっと保険で保証されるよう

になりましたが，地震については，新潟地震以

来ひじように問題になっていますが，来年度あ

たりから地震保険も実施される ようになるので

はないかと思います。

松下 木造2階建てのアパー トにいるのです

が，夜ときどき地震がありますでしょ。新聞な

どで見ますと， 2階は安全だとか，がんじよう

な家具のわきとかソファのかげにかくれなさい

などと書いてありますが，それで‘安全なんでし

ょうか？ それから，すぐ飛び出せるように戸

を開けることにも神経質になっているのですが

どうなんでしょうか……

編集部 アパートみたいな建て物は，ひじよ

うに柱が多いので，同じ木造でも工場などのよ

うに柱の少ない建て物に比べて，くずれにくい

のです。表に飛び出すと言われましたが，飛び

出すほうが危険ですよ（笑）。日本の家は，かわ

らが多いので，その下にいたら危険きわまりな

いですよ。表に飛び出すにしても，かわらの落

ちてこないほう，妻入りのほうから出るように

日常から考えておけば有益ですね。

島村 地震のとき，冬で石油ストープを使っ

ていると，なかなか消えないのでほんとうに心

配で、すわ。持って出ょうと思うのですが…

編集部 それは，ひじように危険で、す。ひっ

くりかえしたりして，かえって火事を出します

よ。それよりも，ヤカンの水を上からジャジャ

ーとかければ，たいてい消えますよ。

松下 油に水で，あぶなくないですか。

編集部 孟が多ければ消えます。一時パーと

大きくなりますが，あとはだいたい消えてしま

し、ます。ひっく りかえして油が流れたのではダ

メですが，ふつうに燃えているままのものなら

ある程度の水をかければ消えますよ。

大藤 実際に地震のときに，それだけの時聞

がありますでしょうか？

編集部 地震というものは，ゆれはじめに小

さくゆれて，それが終わって大きくゆれるので

す。この前のをP波，大きなのをS波と言いま

すが，このS波で・だいたいやられるのです。こ

のS波の大きなところが終わるのは，東京だと

だいたい 1分くらいで‘す。ですから，1分間な

にもなかったら，もう安心していし、。あとは，

ゆれ方も小さくなりますから。

・・あ・・・わ・・・て・・・ず・・に－－－－－－；

荒川 地震も

恐ろしうござい

ますが，中央区

のようにビルの

多い所でござい

ますと ，地下 1

階 ・2階の火事

のときにどうし

Tこらし、し、ヵ、．．．．．．

編集部 これ

は，いちばん困

る問題です。地

下街の火災につ 荒川あやさん

いては，消防庁でも研究をすすめておりますし，

本誌の 61号にも東北大の藤田博士の評論が掲

載されています。また，損害保険協会としても ，

講演会を開催したりして協力しているのですが
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これからの防災の中心的テーマの 1つになるも

のでしょうね。

荒川 ピノレやデパートのように鉄筋のばあい

に，下から燃えてきたら，どうしたらし、し、か…

・・…。 2階建て くらいの木造のときですと，ロ

プを降ろすなり簡単にひもでも帯でも降ろして

逃げれると思いますが……・・・

編集部 それは，爆のあまり来ないほうの階

段でしたら，そちらから降りられます。大きな

ビノレには必ず屋外階段があるのですが，どうも

みなさんご存知ないようですね。下に降りられ

ないときには，大きなビルで－屋上があったら屋

上に逃げていれば心配いりません。日本の建て

物でコンクリートで作ったものであれば， 10

時間燃えてもだいじようぶです。

下に｜繰りるときに，綱というのは安定しない

のでよくないですね。 レーンジャ一部隊みたい

に練習でもすれば別ですがね（笑）。ま してや，

帯ゃなにかを使ったので・は危なくて………

大藤 この前

いつでしたか，

池袋の旅館の火

事で，音楽学校

を受験にきた女

の子が， 1人だ

け助かりました

ね。なにか，お

父さんから教わ

って，旅館にと

まったら必ず火

事のときの逃げ

大藤 美 子さん 道を考えて非常

口を貝ておけ，と言われて来たので、助かったと

か聞きましたが.， •. 

編集部 そうでしたね。これは家庭内でも同

じことですが，火事というのは突発事故で、すか

ら，そのときには，なかなか判断する余裕がな

いんです。そのときに落ち着いて考え，判断し

た人は助かるわけです。非常口や避難口を見て

おけというのも，その用意ですよ。用意がない

から，あわてるわけです。

荒川 電車の事故なぞでも ，三河島のときの

4一予防時報

ように，あわてて線路に降りてしまいますし，

逃げるときもそうし、う技術と L、うか判断が必要

なわけで‘すね。デパートに行きまして，意識的

に非常口を探してみたので、すが，わからないん

です。もし火事になったらと考えますと …・

編集部 そういうばあいには，デパートのよ

うに広い所で，しかもなにが起こったか放送さ

れますし，じゅうぶん時聞はあるのですから，

落ち着いて情報を知り ，考えて行動することで

す。その点では，テ。パートなんかよりも映画館

のほうがこわいて、すね。場所もせまいし，みん

なあわてますからねえ。ほんとうは，みんなが

落ち着いて出れば，最後に出てもじゅうぶん逃

げきれるんですがね。

火

…

防

…

の

…

庭
…

家

荒川 家庭の中の防火のことでございますが，

わたくしども，いちおう消火器を準備し，使い

方も教わったのですが，考えてみますと使用法

などすっかり忘れてしまっております（笑）。先

日，よそから聞いたはなしですが，てんぷらな

べに火がはいったので，あわてて消火器を使お

うとしても使い方がわからなL、。おろおろして

いるうちに，油が少なかったのか消えてしまっ

た………（笑）。

水をかけたらどうでしょうか？

編集部 水を入れると，あふれ出ますよ。油

がこわいというのは，流れでるから困るのです。

一定の所で燃えているのなら，見たところもの

すごくても，なにもそうあわてることはないの

で‘す。なくなってしまえば消えてしまいますし，

炎が高くて天井板に燃え移るとしても ，どんな

に強い火でも 1分聞はかかります。あわてる必

要はありませんよ。

松下 そういうときに，自分で消すのと 119

番に電話するのと ，どちらがいいのですか？

編集部 それは，そのときの状況によるわけ

です。油なべに火がはいったくらいで電話をし

てもしかたないですよ（笑）。

島村 いまの油なべのばあいは，どうやって

消じたらいいのですか？



編集部 いちばんいいのは粉末の消火器でし

ょうね。それでなければ，油なべにじゅうぶん

かぶさるだけの大きさで，タオノレ 2, 3枚の厚

さのフキンを作っておくのです。それを，すぐ

水につけてなべにかぶせれば効果的で‘す。また，

野菜物などを投げ入れるのも＂＇＂、ですね，温度

を下げますから。もっとも，ジャガイモなんか

をほうりこんだりしたんじゃ（笑〉あふれ出て

因りますがね。ナッパなどはし、し、で・すね。

荒川 そういう点，家庭での火の用心もそう

ですが，防火のチエといったもの，あんがし、な

いがしろにしているむきがありますねえ。家庭

’での防火設備と申しますか，どんなものを準備

したらょうござんしょうカ当？

編集部 まず，いちばん使いやすい消火器を

1つはもっていなければいけ．ませんね。しかし，

大きくなったら，やっぱり水です。どうしたっ

て，量が必要ですからね。

大藤 夜おふろを落とさずに，朝おとすよう

にはしていますが・・．

島村 消火器

の中に詰めてあ

る薬は，1年に

1回は取り替え

なければいけな

いそうですが，

1年たったら取

り替えてあげま

すというサービ

スがありません。

どこに頼めばい

いのか，わから

なくて，そのま島村 良 子 さ ん

まになってしまう（笑）。

編集部 たしかで・すねえ。薬を買うのに，ど

こにいったらし、L、のか，お困りの方もたくさん

おいででしょ うね。消火器の寿命は，だいたい

粉は5年，アワは2年くらいで、す。

荒川 デパートあたりに，防災コーナーみた

いなものがあって，そこへ行けば消火器で‘も2

階からの脱出装置でも買える。そういうことは

できないものですかしら。
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松下直子さん

スト ープは，古くなると機能が落ちて危険です

から，ぜひオーバーホールしなければいけない

のですが，そういう機関はありませんね。

大藤 そのサーピスを，消防署でしていだけ

ないのでしょうか。

；こわいバイク ；

島村 いちばんこわいのは，オートパイです

か，あのバイク。若い人のパイクを，なんとか

規制する方法はないのでしょうか？

編集部 単車のばあいは，比較的コストが安

いのと免許が楽ですので，わりあいと若い人に

買いやすいて’すからね。統計をみますと，原動

機付き自転車がだいたい 800万台で，自動車の

6～700万台より数が多L、。それだけ売れてい

るわけで、す。暴走パイクがひじように問題にな

ったことがありますが，道交法の改正などによ

って，現在，都会地で、は減っています。

松下 ちかごろ，へノレメットをかぶって走っ

ているオートパイをよく見かけますが，これは

なにかで決められているのですか？

編集部 2輪車のばあいは，人をひいたりぶ

つけたりするよりも被害を受ける側のほうが多

いのです。ダンプだとかトラックに，接触する

予防略報 － 5



とコロッとひっくりかえって，頭を打って死ん

でしまうんです。それを救おうとして，へ／レメ

ットをかぶれということになったので－す。

松下 ですけど，かえって，かっこいし、とい

うことで，逆効果じゃないですか。それに，自

分は安全だというので，かえってスピードを出

すようになりませんか（笑〉。

島村 ノミイクには，損害補償の強制保険は，

どれくらいあるんですか？

編集部 2輪車は，現在ありません。いま，

いろいろと検討されているところで‘す。

島村 2輪のほうがあぶないから，自動車よ

りもた〈さん掛けるようにしてほしいで‘すわ。

待
…

期

…

代

…

世
…

q
L

・

第

…
編集部 最近は，知っててあえておかす無謀

運転よりも，こわさを知らない無知な運転が多

いですね。なにが起こるかを知らないから，失

敗してしまうわけでケ。これだけの速度を出し

ていたら，なにかが出てきたときに止められる

かどうか，知っていなければならないのに知ら

ないので，プレーキはか行たけど間に合いませ

んでした，ということになるわけです。

このごろ，よくモータリゼーションと言いま

すが，まだまだフアーストゼネレーションの時

代なんで、すね。子供はパイクやスパルに乗って

いるが，親はモータリゼーションのなにも知ら

ない。子供を教育することができないわけで‘す。

やはり ，第2世代のドライパーの時代にならな

ければ本当のモータリゼーションの時代はこな

いと言えます。

大藤 うちなんか逆でございますわ。子供に

おこられています（笑）。子供のほうが，きちん

としています。親がコップ 1杯くらいビールを

飲んでもだいじようぶだなんて申しましても，

子供は飲みたくても，けっして飲みません。

編集部 それは，お父さんはファーストゼネ

レーションの運転者だが，子供は第2世代のド

ライパーだからですね。やはり，セ・ネレーショ

ンを重ねなければ，し、L、ドライパーはできない

と思いますね。

6－予防時報

荒川 率を運転するときは，アルコーノレなん

%などといわないで，アルコーノレは全部厳禁と

したほうが，はっきりするよ うな気がするんで

すが？

編集部 めいてい運転，酒酔い運転でなく，

酒気をおびた運転を禁止しているのは，世界で

も日本の道交法がはじめてなんです。外国では，

ょっぱらい運転を禁止しているわけですが，酒

気おび運転の禁止というムード調の法律ではあ

りますが，一歩前進しているわけです。

松下 どうも，法律は男の人につごうがし、い

ようになっているようですね（笑）。

編集部 女の人でも，酒気おび運転をしたり

ょっぱらい運転をしたらしかられますよ（笑）。

島村 民間の監視員のような制度で，常習的

な違反者やスピード狂を投書するようにすれば，

効果的に取り締まりができると思いますが。

編集部 警察でも，善意の報告たとえば「あ

の人はひじようにりっぱな運転者だから表彰し

、てほしし、」とし、うようなモニターは受け付けて

いるのでしょうが，やはり司法権をもっている

警察ですから，マイナス面が多いでLょうね。

松下 ただ一般から報告を求わるのでなくて，

りっぱな人を指定して，その人にモニターして

もらうようにすればどうでしょう。

編集部 りっぱな人と言いましてもね。都会

議員だってりっぱな人ですからね（突入

松下 それから，歩行者で信号を守らない人

が多いですね。赤から青に変わるのが待ちきれ

ないのか，どんどん前に出て行って，待ってい

るほうが聞が抜けているみたいですわ。

編集部 スピーディないまの時代ですが，時

間と命をとりかえるのですから， 聞が抜けた余

裕がほしいですね（笑）。統計的な調査によりま

すと，信号を無視するのはご婦人のほうに多い

ようですね（笑）。

大藤 そう言われますと ，横断歩道でない所

で自動車にはさまれて立ち住生しているのは，

ほとんど若い女の人のようですね（笑）。

編集部 どうも ，ありがとうございました。

では， このへんで・・・・・・・・。

（文責・編集部）



都市防火 評 論

都市防火の盲 点

そ の 4 文化財建造物

。。く〉
はじめに

0 0 0 
金閣の放火火事（1950年〕，日光の東照宮の薬

師堂（1951年〉や上野公園の五重塔の炎上のニ

ュースの，痛ましく ，あるいは憤りににたショ

ックを，だれでも記憶していると思う。戦後の

終戦ボケで，松山城の東西やぐら（1949年）と

福山城天守（1945年〉を焼き，その後も，延暦

寺の大講堂と鐘台（1956年〉，妙心寺鐘楼（1962

年）を，いずれも放火で焼いている。文化財に

対する国民の無関心のおそろしさに， りつ然と

したものを感じる。

重要文化財建造物の焼失調査によると， 1902

年〈明治 35年〉以来，全焼したものだけで 239

棟（戦前 17棟，戦災 209棟，戦後 13棟〉あり，

このほか沖縄で 20棟が全焼している（文部省

文化財委員会建造物課しらベ〉。このうち，戦災

以外の焼失原因は，放火 5件，火気の不しまっ

6件，飛び火などによる類焼6件，雷火 3件で

あり，これらの 20件 （30棟〉は，とうぜん防止

できたはずのものであり ，いわば人為的なもの

といわなくてはならない。つまり，人災である。

さらに戦災も，政治的なものの結果であるから，

みずから招いた人災で、ある。

ヨーロ ッパ大戦でパリが包囲されたとき，フ

ランス人が首都を死守することなく降伏 ・開城

したことを，わたくしは意気地のないものと軽

ぶしたきもちでいた。しかし，それが，文化財

を戦禍から守るためにパ リを戦場としたくない

としづ動機であったとすれば，それなりにかれ

藤田金一郎

日光東照宮の薬師堂火災現場 （1951年〉

らの考え方に敬意を表したくもなる。事実，パ

リの文化財と市街とは，いまやかつての栄光の

余影にすぎないと して も，それをかえがたいも

のと信じて開城の耽を忍ぶことのできるその信

念は，開城後の勇敢なレジスタンスと思い合わ

せて，なまやさしいものではなかったで‘あろう。

文化財に対する敬意と良識がゆきわたっている

ため，と考えなくてはならない。

放火や不注意のために多くの誇るべきものを

焼失したことを悔いても ，いまや従前へかえす

すべとてもないが，せめて，いまあるものを万

全の方法で守ることは，われわれの重要な責任

である。文化財保存の国民経済上の利益や鑑賞

予防時報 － 7



金 閣寺の焼けあと （1950年〉

の楽しさは別にしても， 文化財に接するときの

祖先に対する敬意と民族的誇りとは，かえがた

い重要なものである。。。〈〉
重要文化財建造物の防火の現況。。。

明治以来，重要文化財として指定された建造

物は，計 2145棟（1438件）あって，それら

の約 50%が古い文化の地である近畿地方にあ

り，その 80% （全国集計の 40%）が京都・奈

良 ・滋賀の 3県に集中している。そして，寺有

が全体の 80~hを占めている（文部省資料〉。

これらの重要文化財に指定された建造物に対

して，現在どれだけの防火対策がとられている

かが当面の重要問題であるが，1964年の文部省

の調査から推定すると，各種の防火対策がある

程度整備されていると思われるものは， 400棟

程度（全体のせいぜい 20?G'程度）にすぎない。

重要文化財でさえそうであるから，あとの一般

の社寺 ・民家などにいたっては想像にあまりあ

るし，また， 筆者が大 ・中 ・小都市約 100市の

都市調査をしたときの社寺の大部分は，きわめ

て不完全であった。この調査の結果を簡単にま

とめると，つぎのようなことが言える。

(a） 延焼の危険が多い むかしは広い境

内があり ，周囲の一般市街地が隔離されていた

社寺も，人口の都市集中のために密集木造市街

地が近接し，経済的事情ーもあって境内に幼稚園

や民家や商店が進出したため，敬けんさ ・景観

・静ひっさが失なわれただけでなく，民家から

8－ 予防時報

の延焼のおそれが増大している所が多し、。

1955年に新潟大火のとき焼けた寺町や，静岡

大火で焼失した寺町は，密集市街が近接してい

たために延焼をうけた例である。

(b） 水利がわるい 平地都市のばあいは

別として，元来，社寺や城は，高台やがけ地に

立地したものが多し、。したがって，水利が乏し

く，また高台のために消防車が近接しにくいば

あいがそうとうに多L、。尾道市の寺院地域は全

面的にそうであり，長崎市の寺町の一部，三原

市，とも市も同様である。高台は，市消火せん

の水圧がおおむね低いし，石段の高い参道があ

るような所では，大形消防車の通路が不備なケ

ースが今日もなお残っている。

(c） 消防体勢が不備 市の中心市街地か

ら遠距離の山村地区 ・農村地区にあって，道路

の整備がおくれているために，市の消防署ーから

の走行時聞が長く，早期消防に失敗する公算が

おおきいと予想される地区が多L、。また，地方

の中小都市の消防力は，おおむね器材・人員と

も基準をいちじるしく下回っており，消火せん

その他の水利も不備な地区が多L、。そのうえ，

これらの遠隔農村部の多くは，常備員もなく器

材も劣悪な状態にある地元の消防団にゆだねら

れている。

く＞ 0 0 

郷土文化財の防災

0 0 0 
重要文化財に指定されていない建造物でも，

地方郷土の文化財として，あるいは郷土の住民

にとっては心のふるさととして，貴重なものが

数多くある。主要都市の市域の半分が戦災で焼

失したので，数多くの古い建造物が消滅しただ

けでなく，残ったものさえも戦後期に荒廃し，

その境内はせばめられて，むかしの趣きの失な

われてしまったものが数多くある。近代的生活

と能率のためという理由と，戦後の復興資財が

皆無の時期であったためではあるが，惜しまれ

る。むかしのよき思い出と同じ状態をいつまで

も望むことが，都市の近代化のテ ンポの速い時

代には，むりなのであろうか。戦災都市のほと

んどは，どこも同じように近代的に復興はした



が，市民の心のふるさとは失なわれてしまって

いる。

ヨーロッパの古い国ぐにでは，ひんぴんと戦

争があったのに，古い寺院が古色そう然として

近代市街の中に調和して保存され，タ鐘の音は，

市民生活にめい想と平静ないこいとを与えてい

る。この精神的な要素もまた，都市計画と文化

の大きい要素だと考えられて，うらやましし、。

いまはただ，われわれに残された文化財だけで、

も，あらゆる災害から守り ，市民のカで自分た

ちの心のふるさとを守らなくてはならなし、。都

道府県が指定する文化財についても ，国の指定

する重要文化財に準じたじゅうぶんな保存のた

めに，市民と各教育委員会 ・消防署，さ らには

管理者が一体になって，防災措置に積極的な関

心をもつべき時期ではないだろうか。

() () () 

文化財の一般防火対策

く〉く〉く〉

( 1 ) 一般事項

早期覚知，消防署その他の消防組織への早期

通報，消防器材および水利，建物内の火災拡大

防止（防火壁，防火区画など），延焼防止，人命

救助，避難，重要品搬出などのため，消防当局

の協力によって，おのおのの建物に適した実際

的 ・具体的な消防管理体制と防火および消防計

画を確立するとともに，各種防火施設の整備が

必要である。

まず第 1に，初期消防に必要な器材と人員を

つねに整備し，待機体勢計画を立てることが必

要である。初期消防に必要な器材の種類と所要

員数とは，防火対策物の規模と構造によってい

ろいろ異なるが，消火器をはじめ，バケツ，水

そう，屋内消火せん，屋外消火せん，放水せん，

スプリンクラー， ドレンチャー，水源からの加

圧装置，重要品の水損防止設備，その他があげ

られる。その形式 ・種類 ・員数 ・配置 ・保守に

ついては，文部省文化財保護委員会「文化財防

火 ・防犯の手引き」や消防法施行令などを参照

し，その文化財の重要度に応じて，それを強化

する。その詳細については，消防当局とよく協

力 ・協議をする必要がある。

(2〕 出火防止

喫煙 ・たき火 ・灯明 ・暖房，その他の火気の

使用禁止範囲と，それらの常時専用個所の明確

化と強制措置。火器（ス トーブ ・火ばち ・かま

ど・煙突など）や燃料容器，電気配線 ・電気器

具の適正検査と修理を定期的におこなう。その

他の詳細については，一般市街地の大規模木造

建物の防火管理方針を〈細箸・予定別稿〕参照にし，

さらに防火対象物の重要性に応じてそれを強化

する。

消防署としては，予防査察の強化も必要であ

り，管理側では査察受け入れ態勢を改善し，相

互協力に万全の措置をとること。

浮浪者などの侵入を防止するために，固いの

設置と巡視による常時（とくに夜間）監視の強

化が必要である。

(3) 避雷装置

避雷針を，主要な建物の大棟など，すべての

高所に設置する。棟のばあいなどには，銅帯 ・

銅網によって代用しでもよし、。ただし，避雷装

置の効果が，主要な棟とくに高い棟を全面的に

カバーしうるように相互間隔を定める。

(4) 報知器

早期覚知のために，半鐘 ・サイレンなどの非

常警報設備のほか，電気火気瞥報装置（漏電報

知用〉，防火管理直接担当者へ直通の火災感知器

や報知器を設け，消防署なと’への早期通報のた

めに電話または火災報知器を設置すること。

(5) 大屋根のドレンチャー

ひのき皮ぶきなど可燃物でふいた屋根はもち

ろん，かわらぶきであっても，飛び火による延

焼を防く除ために， ドレンチャーを設けることが

必要である。

密集市街が近接している社寺のぱあいは，ノ

般市街地の民家が火災になると，屋根が高いた

めに風当たりが強く，火の粉をうけやすい。屋

根が可燃ぶきのばあいに危険なのはもちろん，

かわらぶきであっても，かわらには通常3～5

mmのすき聞があるため，強風にのった火の粉

がそのすき聞からかわら裏に侵入し，かわら

裏のふき土の破れ目から屋根裏のふき下地板に

達して着火するおそれがある。
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ひとたび発火すると，かわらを取り除かなけ

れば外部からの有効な注水ができないし，こと

に，社寺のように高く，また急こう配の屋根で

は，屋根の上の作業は不可能に近く，有効注水

が困難なことが多い0 .ドレンチャーのないため

に，火の粉で延焼をうけた社寺の数は，これま

でもきわめて多数に上っている。

ドレンチャーは，流水によって屋根をぬらし，

屋根上に達する火の粉を消すことができれば目

的を達するから，供給水量は比較的少なくてよ

いが，近接市街地の規模に応じて所要注水時間

したがって貯水量を判断しなければならなし、。

(6) 消防用水

その付近の公設消火せん，池，農業用水，井

戸，河川，その他の自然水利の利用はもちろん，

敷地内または付近の水の利用のため，必要に応

じて取水堤 ・導水こう ・取水ます ・取水ポンプ

などを設置したり，消防ポンプの接水用通路を

設ける。これらの水の量は，季節・時刻などに

よって変動することが多いので，その予想給水

量は，別に消防署が算定した防火対象建物の規

模 ・構造に応じた所要供給水量（毎分所要量お

よびその必要継続時間）を下回らないよ うにす

る。

公設消火せんがないか，あっても遠く離れて

いたり水圧の不足などで、水の供給速度がたり な

いばあい，近くに高台 ・丘陵地があれば，そこ

に貯水池を作り自然流下式配管を設ける。その

圧力がじゅうぶんでないばあいには，加圧ポン

プを連結する。高台などがなくて平地または低

地に設ける貯水池には，加圧ポンプによって適

当な水圧を確保する。

( 7) 道路の拡幅

防火対象物に至る消防進入路は，消防の駆け

付け時聞を最小限とするように設ける。それと

同時に，とくに集会者・観光客の多い文化財の

ばあいは緊急避難路として，または重要品の搬

出路としても利用できるように，じゅうぶんな

幅員とする。この消防通路は，重要建築物が市

街地に接しているばあいは，市街地からの延焼

防止にも役立たせるように計画し，また山火事

に対しても防火帯として役立たせるよ うにする。
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(8) 防火樹林，防火ペい

近隣火災からの延焼防止に役立たせるために

防火樹林を育成したり，土壁やコンクリートベ

いなどの防火的構造のへいを設置するよう考慮

する。これらは，市街地や他の建物からのふく

射熱を防ぎ，延焼防止のための消防器材や作業

を安全にするうえで，じゅうぶん役立たせうる。

(9) 緊急避難および重要品の搬出

上記（ 7)の避難路のほか，構内にじゅうぶ

んの空き地のないばあいは，ジープ・トラ ック

．荷車などの運搬具の緊急動員を計画しておく 。

(10) 防火区画

建物内で出火したり，よそから延焼をうけた

ばあい，，被害を一部分にとどめると同時に，消

防作業を容易にし鎮圧を確実にするには，建物

内の防火区画をできるだけ密に設けることが，

簡易であり安価な防火方法である。この原則は，

木造建物の大小 ・種類を問わず一般的通則であ

って，消防署が遠いとか，土地の消防設備が不

じゅうぶんであるとか，そこの水利が不備 ・不

足しているときには，とくに優先的に考えるべ

き対策である。

（イ〉 小屋裏防火区画 初期防火に失敗し，

天井を焼き抜いて小屋裏へ炎がはいると，しろ

うとの消防はほとんど無力となるだけでなく，

炎が小屋裏を走り，一挙に，広い天井裏の遠方

までの火の海になる ことが多い。

天井裏に防火区画があれば，建物の一部で出

火して天井が焼き抜かれ炎が天井裏（小屋裏）

にはいったとしても，その 1区画だけで一時弘

床裏

d：小屋裏 ・床裳の防火区画の間隔〔なるべく小

きくする。目標は !Om以内〕

小屋裏防火区画



大が中絶する。その防火区画が 10分間だけ延

焼を阻止しうる材料であれば， 10分聞は天井哀

の火災の拡大を血止しうるから，この間に，20

m2～30m2程度のふつうの大きさの室での出火酒

ならば，しろうとでも鎮圧しうる程度であろう。

もし 10分を経過して，第 1の防火区画が焼き

抜かれて拡大しでも，第2の防火区画が 10分

間拡大を防止する。 この 20分間に小形ポンプ

車が 1台到着し注水すれば，鎮圧は容易であろ

う。防火区画の材料としては，土塗り壁やラス

モルタル塗り壁，セメント板または石こう板と

トタン板との組み合わせ板などを使い，間仕切

りの上部の位置ごとにすき間なく区画する。

木造である以上，けっして安心できないが，

大きい被害だけは防止する方策としては，天井

裏の防火区画は簡易で効果的な方法である。ま

た，本堂や “くり”などの規模の大きい室で，

灯明などの火気があるばあいは，失火しやすい

位置の上部の天井哀を中心として防火区画すれ

ば，効率がよいと考えられる。ただし，重要な

建物には，当然，天井下にスプリンクラーを設

備すべきである。

（口〉 壁・ふすま 以上の方法は，天井裏

における拡大防止だけであるから，室内の防火

区画も考えなければならなし、。上記の天井裏防

火区画を作る直下の間仕切り壁が薄板では，防

火区画をした天3月二裏より先に壁が焼き抜けてし

まう。壁は，ふつうの僧房や書院にある壁か，

しっくい壁程度であることが必要であり，また，

ふすまは唐戸程度（厚さ 1.5cm～2.0cmの板〉

の建具を益列に建て込むことが望ましい。。。。
平等院と鳳恩堂の防火対策 （私案〉。。く〉
最後に，市街地に近接する重要文化財建造物

の総合的防火対策の例示的提案として，字治市

の平等院と鳳恩堂のばあいについて考えよう。

重要文化財建造物の一般防火対策

まず，と くに重要な文化財建造物についての

一般的な防火対策として提示するのは，つぎの

ような原則である。

(a) 前章の（ 5）と（6）に述べた文化財建

造物構内の一般防火対策をとくに徹底的に強化

する。

(b) 市街地からの延焼の防止について ，特

別の対策を実施する。延焼の防止策を講じない

かぎりは，他の防火対策の効果もじゅうぶん期

待できないことは明らかである。それは，木造

市街地に大規模な火災が発生したばあい，一般

に現在の消防技術とくに中小都市の消防力では，

風下の木造物の延焼防止が完全に可能とは考え

られなし、からである。したがって，周辺の木造

市街地を防火的に改善して，大規模な火災の発

生を未然に防止することが，ぜひ必要である。

(c〕 同時に，防火しようとする建造物に直

面する木造建物は，原則として，（イ〉防火処理

をするか，（ロ〉耐火造りに改築するか，（ハ〉除

却して一定の距離を空き地とするか，（ユ〉補助

手段的な効果しか期待できないが，樹林や防火

ベいなどで有効なしゃへいをする，などが必要

である。

平等院・ 鳳凪堂の具体的な総合防火対策

(a) 周辺市街地のうち，つぎの地区の家屋

を防火的に改修する。この防火改修の要点は，

延焼防止と拡大防止であり，おのおのの家屋の

隣家との境界の防火壁や，大きな建物では内部

の防火区画壁などが中心となる。

（イ〉 宇治橋西詰めから平等院通りをへて

宇治公園に至る 3角地帯の市街地（南

北160m, 1. 5ヘクタ ール〉

（ロ） あがた通りに面する南北 280m ×東

西 60m の市街地（県神社，教栄寺を

含む〉

(b) つぎの地域の家屋を除却して，その敷

地を現在の宇治公園に連続し，鳳嵐堂 ・平等院

・最勝院の周囲を全部空き地でとり囲む。この

空き地を公園にして緑化し， 一部を駐車場とす

る。この公闘と民家との境界には，樹林と土ぺ

いを配置する。

〈イ〉 蓮華地区（南北 150m×東西 70m～

20m）を，全面的に移転 ・除却

（ロ〉 平等院西方に近接する民家を移転し，

そこに約 50m の空き地をつくる

（ハ〉 平等院南｜憐の菟道小学校を移転
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c I) 鳳凪堂の北部市街地

（平等院通りの両側〕は，名

産物 ・土産物の小売り商店が

軒並み密集している
(Il) 堂の酒部市街地には

蓮華地区とあがた通り ・県神

社などがあって，それらはか

なり密集している。とくに堂

から西北方 50m の地点にあ

る蓮華地区は小住宅街で，細

路地が折れ曲がり，消防の進

入および作業にも支障がある

と思われる
(ill) 堂に直面して，西北

には最勝院（最短距雌約 30

m）， 西南には平等院（20m

の距離〕の木造の大規模な棟

がある。平等院の主棟から西

南の至近距離に，大規模な民

家（工場を含む〕が接してい

る。これらの大規模な棟が出

火するか，または周囲の民家

の出火によって延焼をうける

と，鳳風堂がまったく危険に

ひんすることは明らかである

CN) 堂の南方，最短距離

約 80mの位置に，苑道小学

校（6棟〕の校舎がある。こ

れが炎上すれば， 35mの距離

にある平等院に延焼する危険

性はきわめておおきい。ま

ずこ，’平等院に延焼する所要時

間は比較的短〈，出火覚知や

消防の駆け付けがおくれたば

あいには延焼危険は大きい

また，平等院が炎上すれ

ば，鳳風堂は前述のとおり20

mの近距離にあるため，水利

および消防があったとして

も苦戦は想像にあまりがあ

る
CV) 宇治橋西詰めから西

へ通ずる商店街一帯（宇治橋

通り〉，とくにガード下付近

（呈尻パラッ F商店街〉は，火

災危険地区と考えられる

(¥II）太線の内部の建造物を除却し公園化する
(¥Ill〕 太い点線の部分の道路は，拡幅して消防進入口

および避難 ・搬出路とする

平 等 院 付 近 の 現 状 と防火改善案

（ニ〉 喜撰橋以北の茶屋 ・休憩所 ・旅館な

どの建物は，原則として除却する

cc) 水利 ・消火器材の増強 ・配置について

は省略するが，この地域だけでなく宇治市の中

央市街全域を対象として，立案 ・実施されるこ
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とが必要である。

なお，参考までに付記しておくが，宇治市の

強風風向きは南西 (1～6月〉と北西（ 9～12

月〉で，湿度50%以下の日は 1～4月に多い。

（筆者：：東北大学教授 ・工学博士〕



救急病院にもっと脳外科を

* 1.守交

tま し ヵ： き

会合会

去年 l年で，日本全国で 552000 {4＝の交通事

故があり，そのうち 13318人が死亡している。

「交通戦争」ということばの生まれた理由は，

この 1年間の交通事故死亡者の数が，2年にわ

Tこって戦われた日清戦争の戦死者の数に匹敵す

るからだと言われる。

東京は，人口では世界第 1の都会であり，日

本全国の 1割にあたる 1000万人以上をかかえ

ているのだが，交通事故死亡率も，その 1割ち

かい 1050人にもなっている。また，重傷者の

数も ，東京においては， 1960年の 6248人から

昨年の 7162人と増加しているのも見のがすこ

とはできなし、。

単に交通事故といっても，死亡の原因を告書く

追求するいとまのないばあいが多く，またその

対策もじゅうぶんなされていないことは認めざ

るをえなし、。車にはねられる。トラックに接触

してオート パイからはね飛ばされる。衝突事故

が起こる。これらの事故によって，人聞がなぜ

突然死ななければならないか。

ある民間の脳外科医は，こ う言って表現して

いる。 『交通事故で頭を強く打ったばあい，ち

ょうど，アルミの弁当箱に トウフを入れて，そ

れをガシャンとなにかにぶつけたときと同じだ。

人間の脳は，外側はかたい頭がし、骨にかこまれ

塚原 政恒

ているが，中はトウフのようにグシャグシャに

なってしまう。だから助からないのだ』と。そ

して，たとえ命をとりとめても ，恐しい後遺症

が残るケースの多いのも，このせし、である。

ここで，もっとも注目しなければならないの

は，交通事故死亡者の 70%が，この頭部の傷

害によるものであり， この比率は毎年変わらな

いことである。ここに， 1年間に 1078件の交

通事故死をあつかったある病院の記録があるが，

これを見ても，

頭部 71 % 

胸部 12.4 % 

腹部 5.5 % 

手足 1.8 % 

という比率になっている。いったい，交通事故

による頭部傷害救急は，どうなっているのだろ

うか。また，その対策はどうか。東京都のばあ

いを例に，考えてみたい。

会会食

大阪市の対策

*** 
いま，東京での課題に取り組む前に，テスト

ケースとしての大阪市の対策について，すこし

ふれておく 。

さる 2月 14日づけの新聞報道によれば，厚

生省では，この 4月から大阪市の救急病院に脳

外科を設けて，多数の脳外科専門医を養成し，

救急モデルセンターを作って脳外科医を救急病

予防時報ー 13



院に配属する計画を発表している。これによる

と，本年度予算から 28000万円を用いて，大阪

市内の中央部にベット 100台を設備する。そし

て，交通事故で、頭部傷害を受けた負傷者を救急

車で収容し， 頭部を手術することによって生命

を救おうというものである。

東京消防庁防災救急センターのはなしによる

と，救急病院に指定された病院は，全国に 1500

くらいあり，東京都内だけでも 450以上の救急

病院があるが，脳外科医を置く病院は，東大清

水外科を含めてわずかに 10か所たらずという，

なさけない現状である。

そこで厚生省では，大阪市でまず，各救急病

院から 450人の医者を供出させ，これらの医師

を脳外科医に養成して各病院に配属させる計画

に着手したのだ、ある。

セセセ

救急指令センターの設立

*** 
東京という世界ーのマンモス首都において，

E主業 ・経済 ・科学の発展にともなう社会事象の

主主雑化，交通事情の悪化などの諸因による救急

東京消防庁の救急指令センター

事故は，近年，務異的に増加した。そして，こ

れに対処する救急業務の重要性は，等しく世人

の認めるところである。

この救急業務を消防機関に義務づけた消防法

の改正によって，東京消防庁では，救急業務を

円滑能率的に処理するための組織として，今年

14ー予防時報

4月から防災救急部を設立した。そして，交通

事故などの緊急処理のために，救急指令センタ

ーを設けたが，とくに 3月6日から設置された

指令センター内の指令台は，東京都内 471救急

病院への連絡によって，頭部傷害を受けた患者

を，すみやかに応急処置を取りつつ専門病院に

運ぶことができるのである。

この指令台の機能を， いちおう説明しておこ

う。交通事故などの救急要詰が 119番に届くと，

東京消防庁では，ただちに，指令台に明示され

た471救急病院の収容可否が一目でわかるラン

プによって， 該当病院と連絡を取り，そのうえ

指令台に配置された専門医の判断によって，も

っとも近い，もっともその被災者の症状に適し

た病院に送り込むことができるようになったの

である。この設備が完成されてからは，急、を要

する交通事故の被災者が救急病院をたらいまわ

しにされたり，病院での入院拒否を受ける心配

がなくなった，と消防庁で、は言a ってし、る。

しかし，頭部傷害については，まだまだ問題

があると思われる0・それは，手足などのばあし、

には手遅れが生命に危険をおよぼすことは少な

いのであるか，頭部のばあいには，即死を除い

てまったく急を要するからである。

東京監察医務院の中村 ・吉村両氏の発表した

記録によると ，交通外傷の致命部位（死因）の

71%は頭部傷害で，頭部外傷者776名のうち，

救急車で病院に収容してから半日以内に死亡し

た被災者が 565名で，半日以上生存したものが

201名となっている。これほど早期に生命を失

うのも，頭部外傷の恐ろしさと早期診断 ・治療

の必要性を示している。

さらに，しろ うと自には頭部にまったく傷カL

見当たらなくても意識不明になるものや，その

ときは「なんでもなし、」と被災者自身が気付か

ず歩いて自宅に帰り ，4' 5時間して意識不明

になることもある。これらのことから，被災時

の正確な診断が，ひじよ うに重要なことがわか

るのである。

この点，救急医療の立ち場から言えば，この

ようなばあいには，近代的に完備した脳外科専

用の手術場と脳外科医が事故現場におもむき，



適切な処置をとることが理想であるが，わが国

の現状では不可能なことかもしれなし、。

セセセ

交通被災者と救急処置

'K ・tr * 
「救急隊の運送は，巧遅よりも筒速をもって

良しとする」とは，東京消防庁発行の 「救出救

護処置」 の “交通災害者とその取り敏いについ

て”の冒頭にうたってある文句である。そして，

これを解説して，巧遅とは傷害者に対し確実に

施術をおこなってから医療機関に搬送すること

であるが，筒速とは傷害者に対し簡単にしかも

その要点だけを施術して医療機関にじん速に搬

送することであるとしている。

医師でない救急隊員の応急処置には，限界が

あることは言う までもなし、。とくに， 頭部外傷

のように応急の処置や安全搬送がその生命を左

右し，後遺症に与える影響にも ，どのくらい大

きな意義をもつかは，医者でなくともわかるこ

とであろう。

ここで，救急隊員の交通事故被災者の取り扱

いについて，要項の中から，とくに頭部外傷に

ついての応急処置の仕方を抜き書きしてみよう。

まず，頭部傷害を，つぎのように 3つに分け

ている。

(a) 頭皮損傷 （軟部組織） j'ij{皮だけに

受傷しているばあいは，比較的軽い傷で，

おそろしい交通事故が今日もまた……

その治療も容易である。

(b) 頭がい骨骨折 （骨部組織） 件数は

少ないが，症状としてはひじように重く，

骨折と同時に脳自体におおきな損害をこ

うむっていることが多い。

(c) 脳損傷 （内臓組織） 頭がい骨内で，

外部から衝撃によって脳が －方に圧縮移

動し，その結果，血管が切断して出血し，

脳神経もそこなわれる。いちばんおそろ

さっそく救急車がかけつけ収容する

しい担傷である。また，たとえ一命をと

りとめても，おそろしい後遺症になやま

される。

このように分類 ・解説したうえで，頭郡｛お害

者の取り扱い方および輸送車上の注意を，つぎ

のように与えている。

(1) 外出血があれば出血を止め，傷には包

干告をする

(2) 頚推部に骨折がなし、かどうかを調べる

(3) 患者は，｛日IJ臥位か腹臥｛立にする。ぜっ

たいに，背臥位は避けなければならない

く4) 気道を確保する。とくに輸送中は，監

視をつづける

(5) 頭がし、底出血などで口の中から血液な

と・がVflれ出したばあいは，流れやすいよ

うにする

(6) 酸素吸入をおこなう。なお，酸素吸入

実施中も ，気道の確保につとめる。

(7) できるだけ振動を避け，静かに輸送し

て患者の安静を保つ。輸送途上はあまり

急がない
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主主台

頭部傷害者の死を救うには

セセセ

以上，簡単ーではあるが，断片的に交通事故に

よる被害者が，どのような経路をへて病院に運

ばれるか，また病院までの輸送中どのような装

置がとられるかを説明してきた。ここで最近の

交通事故死亡者を解剖した結果，すみやかに手

術をすれば，頭部傷害死亡者の 2割以上が助か

ったのだとし、う報告をみるとしよう。

さる 6月9日から 3日間開催された日本交通

科学協議会主催の第6回研究会の研究発表の中

で，とくに注目すべき研究報告の 1つに，東京

都監察医務院の小島典他氏の「路上即死例の形

態」がある。この発表では，交通事故の頭部傷

害死亡者のうち 20%から 26%は，適切な診断

処置によれば助かったのではないかと思われる

と報告している。

小島氏は，東京都監察医務院での解剖件数の

頭部事故の手術に，もっと日本のベンケーシーを

うち，とくに交通事故死の被害者で頭部損傷に

よる 28例（これは，交通事故死亡者解剖例の

58 %にあたる〉を，つぎのように分類している。

硬膜下血腫 5仔I]

使膜外血腫 4 {Jlj 

脳挫傷 13例

脳実質内出血 3例

脳挫滅 3例

そして，このうち脳硬膜下血腫 5例と脳硬膜外

血蝿 3例の 8例は，適切な診断処置をすれば助

16一 予防時毅

かったものとみている。つまり，頭部損傷だけ

を考えたばあい，28例のうち 8例は手術適応範

囲にあったという ことである。そのうえ，さ ら

に高度の手術の適応範囲にはいる 2例を加える

と，：致命可能なものが 10例となり，全体の 35

%は救うことができたのだと報告しているので

ある。

この報告は，東京都内の路上の交通事故によ

って死亡した者だけを取り扱ったものであるが，

このデータによるまでもなく，頭部傷害者をよ

り広い範囲で調査してみれば，救命l度はさらに

大幅に上回るものとみなければならないだろう。

この点， 東京都監察医務院の報告に，頭部外傷

者641例のうち受傷後 5時間以上生存したもの

が 35例，そのうち開頭手術をおこなったもの

は 11例で，残りの 24人は手術を受けないま

ま死亡してし、るとあるのは，ひじ ように示さに

富んでいる。

*** 
大病院に救急体制を

ななな

交通事故死亡者の 7割が頭部傷害によるもの

で，しかも助かるべき命が救急体制の不備のた

めに救命できないとは，これは重要な問題であ

る。

厚生省は，はじめに述べたように，日本のベ

ンケーシーの養成に踏み切ったと発表している。

しかし，脳外科医をおおぜい養成したところで，

救急病院に完lfrijした手術設備がなくてはならな

い。それには，多額の金がかかることはもちろ

んであるが，われわれは，東大医学部教授の佐

野圭司博士の提案に目を向けよう。同氏は，東

京の救急体制について，つぎのように言ってい

る。

「東京の救急体制をどうすればよいか，わた

くしたちが東京都医師会と協力して作った，

つぎのような案を提案したし、。

救急センターは，人口 70万ないし 100万

につき 1か所というのが適当だとされている

．川ら，東京では 10か所ないし 15か所が適正



に配置されればよいことになる。

一方，東京で年開発生するケカ人で救急病

院へ運ばれる数は，平均 12万人である。そ

のうち，入院して治療を要するものが約 5万

人。この患者が，はじめの生命をとりとめる

だけの段階で入院するのは， 5日とみていい

だろう。とすると， 計算上は 850床のベット

があればいいことになる。 これを，都内 15

カ所に分けて， 1カ所が 60床でいいわけだ。

ところが，現在，東京都内にある大病院と大

学の付属病院が，ちょうど 15くらいあって，

分布状態もおおむね適当な間隔を置いている。

そこで，これらの病院に 60床の救急セン

ターを併置する。スタッフは， 1センターあ

たり整形外科 ・脳外科各 2名，一般外科 1名，

麻酔医 3名，検査技師 3名と， 看護婦など30

名が必要である。現在の救急指定病院は， 入

院を要しない程度のケカ‘人を扱うことと，救

急センタ ーに 5日間入院した後の患者を受け

もつことで，この救急体制に協力してもらう

という考えだ。

重い外傷は，脳にかぎらず，機能を回復さ

せて社会に復帰するまでは，聞がかかる。こ

のリハビリテーション（社会復帰）のための

施設が，救急体制と並行して整備されなけれ

ば，けっきょくはどこかの病院に患者がたま

って， 全体の運営がさまたけ．られる。 リハ ビ

リテーション施設は，郊外にまとめて lカ所

あればすむので，それほどの困難はないと思

う。

一般の医師に，高価な超音波診断機を買わ

せたり ，脳血管撮影の技術を身につけてもら

うことは，いろいろ難点があろうし，ま った

く新しい救急センターの建設も，だし、し、ち土

地の入手からして実現の見込みはうすし、。東

京の救急体制lづくりは，以上のよ うな大病院

への併置案が，もっとも具体化しやすいと考

える。ただ心配なのは，大病院が都立であっ

たり文部省の所管であったりして，それぞれ

縄ばりが違う点だ。この点の行政的な解決さ

えつけば，実現は容易ではなし、かと思う。な

によりも，みんながそれを望んで－いることが

力強い。

セセセ

む す び

交交交

「交通事故をなくそう」 とし、う運動は，政府

はもちろん，民間団体にも強い力をもって起こ

っている。政府は，総理大臣の通達で、関係官庁

および関係機関に呼びかけ，とくに新内閣にな

ゥてからは，佐藤政権のおおきな政治的課題と

して推進しようとしている。

幸い，交通事故防止の国民的運動が，マスコ

ミの力をかりでおおきな大きな力となって国民

の中に浸透し，車も歩行者も協力したためか，

今年にはいってだんだん減少しつつあるのは喜

ばしいことである。しかし，昨年の東京都内に

おける交通傷害は，死者 1050名， 重傷者7162

名，軽傷者 51294名にものぼり，このため東京

消防庁の救急車が出動した回数は 32265回， 1

日平均 88.2回におよんでいる。そして，救急

車の対象になったものが，死亡および重傷者の

ほとんど大部分と ，軽傷者のうちでも比較的症

状の重いものを主としているのである。

消防庁管制課のはなしによると， ー最近は各救

急病院も，この診断が困難で、後遺症が残る頭部

傷害患者に対しては，ただちに専門病院に送る

よう積極的に協力してくれるようになったそう

だ。24時間昼夜をわかたず交通事故被災者の救

済に努力している救急車の活動に，さ らに一般

の救急病院の協力がのぞましいことはもちろん

であるが，とくに交通事故死亡の 7割にあたる

頭部傷害に対して，救急病院に脳外科医を多数

派遣し，その手術設備の完備に努力されること

を，関係機関に要話する次第である。

（筆者：文化放送報道部記者〉

参考資料

視庁交通年鑑 (1964年度）

東京消防庁消防自治 (1965年〉

救出救護処位（1963年）

東京救急指定病院協会「救急」 16号

日本交通科学協議会研究会資料
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1.；~J伸長制緩斜

火災を知らないんφ・と

静悶県の富士山のすそ野に， 100年間も火事

のない部落があるというはなしを聞き，本誌編

集部では，なぜ 100年間も無失火がつづいたの

か，その原因を調査すベく，さっそく編集部員

を派遣した。

その部落は，静岡県駿東郡裾野町須山第

4区の十里木（じゅ うりぎ）という戸数 19，人

口約 100名の山村の集落である。

× × × × 

5月 17日早朝，東京を出発し，東海道線を

沼津駅で御殿場線に乗り換え， 4つ自の裾野駅

て、下車。裾野町役場を訪れる。総務課消防主任

の杉山博氏にお会いし，探訪の手配をお願いす

る。

裾野駅前からパスに約 40分，広漠とした草

原のなかを，富士山を目指して登りの道がつづ

く，町役場の須山支所で，消防担当の主事 ・渡

辺国一氏からいろいろとお話しをうかが。ってい

るところに，十里木の区長さん ・横山英三郎氏

が来られた。お2人のご案内で，支所の自動車

を駆って目的の十里木に向かう。

十里木は，須山から約 7km，裾野駅からは

約 30km登った，富士山と愛鷹山（あしたかや

ま）の聞のくぼみ地にある林業を中心にした部

落である。標高 870mくらいの， 春のつつじと

秋の紅葉が美しく ，また夏は涼しい避暑地 ・別

荘地に適した所で‘ある。部落は，吉原市に通じ －

る道路ばたに，約500mにわたって 20戸ばか

りの人家がパラパラ ッと建てられている。

× × × × 

100年間も火事のない部落というので，ょっ

ぽど水の利のよい所かと思っていたら，逆に，

むかしから水不足で苦労してきた村だそうで，

すっかり驚いてしまった。このあたりは，富士

の溶岩の上に腐葉土が積もった土地で、あるため

地下水の水脈がなく ，土地の人の言う “しぼり

水”がただ 1つの水資源で，部落の東はずれの

共同井戸から取水している。 これは深さ 15m

くらいの小さな井戸で，これからポンプで貯水

そうに水をあげて簡易水道で各家庭に配水して

いるのであるが，どうしても水不足になりやナ

く，今年も 4月までは須山からドラムかんに水

を入れて自動車で運んだほどだそうである。

用水不足からは，乾燥地が想像されがちであ

るが，ここ十里木はひじように湿気の多い所で，

岩ごけの名所でもある。この湿度の高さも ，火

事のない土地の 1つの条件となっているのであ

ろう。

x × × × 

しかし，火事がなし、いちば

んの原因は，なんといっても

住民の“火の用心”である。

「水がないから，火を出した

らおしまいだ」と ，火を消す

ことでなく，火を出さないよ

う予防に注意してきた結果，

100年間無失火とL、う記録が

達成されたのである。

もっと も，この 100年間と

いうのは，正確な数字ではな

い。記録や古老たちの記憶から類推した，ひか

え目な数である。明治22年生まれで今年77才

になる横山直枝さんは， 「ここで、は火事を見た 。

こともないし，火事のはなしを聞いたこともな

い。火事のないのは100年の余だが，いつから

のことだかは知らなL、」と語っている。とにか

く，むかしから火事のない部落であり，火事を

知らない幸福な人びとであると言えよう。

意外に感じられたのは，この山の、中の標高の

高い十里木部落が，台風の被害をよく受けると
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いう話しである。 「火に強い所は水に弱し、」と

言うが，十里木は，立地条件としてけっして火

に強い所ではないが水に弱し、。土地が盆地状に

なっており ，水の流れ出る口がないため，大き

な台風がくるとすぐ床上浸水になる。この部落

が，山あいの寒村というイメージに反して新築

のり っぱな家が並んでいるのは，最近，盛り土

をして土台を上げたり，水の出ない別の所に移

転したりした家が多いためだそうである。

× × × × 

十里木の100年間無失火を語る ときに見のが

しえないのは，火防隊の役わりである。火防隊

とし、うのは，もともと十里木独特の消防組織

（と言うよりも ，火災予防が中心であるが）で，

消防組時代のむかしから活動していたそうだが，

現在では須山地区全体に，消防団と別組織の火

防隊ができている。

十里木の火防隊には，林野消防用の破壊道具

はあるが，消防ポンプはなし、。水がなL、から，

ポンプがあっても しかたがない，ということだ。

しかし，昨年 3Qm3の防火用貯水そうが完成し

たので，これからはポンプ車を購入して消火体

勢を整備したい，と横山区長さんは語っていた。

現在までの十里木火防隊の活動は，その重点

を「予防」においてきた。明治時代から定期的

に実施しているという“かまど回り”は，その

典形的なものであろう。いまでも， 17人の火防

隊員は，定期的な「火の用心」の査察をおこな

い，年聞を通じての査定をおこなってL、る。そ

して，十里木のすべての家が “火気取り扱い優

良”な家庭だそう だ。

× × x × 

横山米子さんと L、う家庭の主婦は，台所での

火の用心ぶりを，つぎのように語っている。

「十里木では，子供のときから火の用心

について，やかましくしつけられています

ので，自然に火には注意するようになって

いるのです。火がついたら，水がないので

もうダメですからね。むかしは置きベっつ

いでまきを燃しており，その うちに煙突っ

きのかまどに変わりはしましたが，とにか

く火にだけ自分で気をつけていればよかっ

たのに，いまではプロパンや電気を使うの

で，かえって心配ですよ。」

文明の進歩とともに災害も複雑化し増加して く

るが，十里木においても，この新しい火災危険

に対する予防策が今後の問題となろう。

この点，ほとんどの家庭に粉末消失器が 2,

3本は備えてあり，さ らに，防火用水ではない

が水不足対策の天水入れの水そうが各家庭に設

備されているのは，初期消火のための心強い準

備とし、えよう。 (YH) 



簡易水道の貯水ぞう

十霊木部落めパノラマ写真 愛鷹山7 イ

クロウエーブ無線中継所から槻影したもの

iJfi （~UM 公が·.；＿；； I二の巻き狩りのときに飲

んだと伝えられる“頼朝の井戸”が，

卜t巨木ただ 1つの共向井である。この

あたりの地盤はお士山の治岩で，地下

水の；j（脈はなく， “頼朝のよ1二戸”の7.k

はいわゆる“しはfり7）＜”である。

いまは1朱さ 15mくらいの戸斤からポンプ

で貯水そうに水をあげ，簡易水道で各

家庭に配水しているが，水が1・t重であ

ることはむかしとかわりない。





室 蘭港でタ ンカ が爆発炎上

2 7 日 6 5 0 時間燃 え つ づ け る

5 JU3日朝，室蘭j答に入浴したノルウェーのマンモスタンカー“ハイムワルド号”

(56000重量トン）は， m岐に衝突して泊に火がつき，来りま阻みμなど 5人のタE_,1守と

5人の行〈え不明者をだす惨事とな った。京I絢泌には， 主航海上保安部に所属する

消防艇がたった 1隻しかなく，しかも化乍消火設備をも って いないので，ハシケに

化学消防車を械んで消火にあた った り，アメリカ）f（のヘリコプターから化今勺~I 火怖

を投下したりしたが，効を奏せず．火勢の点えを待つばかりであった。

けっきよしハイムワルド号の炎上は，新潟地渓のさい燃えた昭和1石油タンク群の

火災を上回る“油火災”となり，時間的にもこれまでの記録を史新した。船体 ・原

泌をあわせた前接的な損害だけでも，約24億円にのぼるといわれる。



ハイムワルド号は， 6月19日朝鎮火するまで

度にわたって爆発を起こし，巨大な火伎と黒

吹きあげた。炎上場所が白石精製室蘭製油Pf

の陸上タンク群に近接していたため，爆発グ

に誘爆が心配され，徹夜て寸i包上タンク群にお

て延焼防止につとめるなどしたが，ハイムワ

号自｛本の消火にはサジを投げたかっこうでJ

25万トンの油量を入れる約 130基のタンク芋

して，室脇市にある化学消防車はたったの4

泊量3万トンのハイムワルド号の火災に手を

た消防力では，このタンク群に爆発事故が正

ばあいどういうことになるであろうか。市長

えた不安 ・動揺もはかりしれないものがあり

らためて化学消防力の充実と港湾地設の完仰

が，緊急な問題としてクローズアソプされえ



一一………－－〈
〈
〈

..... 5月 23日の朝，室蘭港で，

ノルウェーのタンカーが岸壁に

衝突して火災を起こし死者 ・

行くえ不明者 10名を出した

..... 1962年に，京浜運河でタン

カ一同士が衝突して死者など41

名を出した事故があったが，そ

れ以来，このようなタンカーの

水先案内のミスということにな

っているが，根本的には対策の

不じゅうぶんさに問題がありそ

うだ。高度成長による異常なま

での石油化学工業の発展によっ

て，各地の臨海工業地有－l＇では，

石川Iタンクや石油の精製設備を

どんどん建設したが，それに併

行した予防対策が講じられてい

ないことは，事故のあるたびに

示されている v新潟地震のさ

いの昭和石油の火災が，あれほ

ど長く，また大きくなった理由

である。また，室蘭のタンカ｝ ｛ 

火災でも，工業港である室蘭港 ) 

に，海上保安部の消防艇がただ ? 
l隻しかなかったところに，防 ｛ 

災に対する無策ぶりがうかがわ ) 

れるのである V この火災が27 ) 

日間も燃えつづけたことを考え

ると，もしこんな事故が東京港

で起こったならば，現有の12隻

の消防艇で，はたして消火しう

るであろらかと危ぶまれる。総

合的な対策が， 1日も早く実施

されるよう望むものである ..... ~ 
事故が目立ってきたようだ ..... は，地元の新潟市に化学消防車 事故が起こってからではもう遅 5 

－~－~－：らの事故の？接の原因は， がたつた 1台竺なかf竺？ いのだ（MT) グ·~ －~－~ヤ参照 （ 
v優良鉱に指定されている山野 m・・ も「瞥告を発したばかりである」 I 
炭鉱にガス爆発事故が起こり， 一 ~窃~－ とし、う決まり文句でおしまし、に

犠牲者 236人を出す大惨事とな - ,:::j阻薗置 なる。そして， 「監督官庁であ

った V戦後，胸年の福岡県 －－，盤仁一 る通産省鉱山監督局の監督官が

勝田炭鉱の事故を皮切りに，近 一一一 たった 260人しかおらず，予算 1 

くは北炭夕張や今回の山野炭鉱 ばならないうえに，いつも生命 も人手も不足している」と，う ｛ 

まで，大事故だけですでに 14 の危険にさらされていることで そぶかれては，山の労働者は命 l 
件におよび， 1172人の尊い人 ある。さらに，下請け業者の労 がいくつあってもたりないでは I 
命が失われている V とくにわ 働者は，20000円たらずの賃金 なL、か V事故のあるたびに言 ｛ 
れわれの心を痛めるのは，これ でもっとも危険な作業に従事さ われていることではあるが，再 ； 
ら斜陽産業と言われる石炭産業 せられ，しかもJその犠牲者の びこのような不祥事をくり返さ ！ 
に勤務する従業員が，中高年層 なかには 16才未満の未成年者 ないよう，全国の炭鉱のすみず ！ 
の人びとが多く ，50000円前後 が含まれていたということであ みまで足を踏み入れて，保安の s 
の賃金で 1OOOmの地下にもく る V 大事故が起こって監督官 確保につとめるよう，政府が対 ； 

〈 って苦しい労務に従事しなけれ 庁の責任が追求されると，いつ 策を諮じなければならない（ST) l 

（ 切開害保険会社川 和とルた吋る V 一 ） 

＼ 、

を代表して，日本損害保険協会 この結果，昨年度までに合計 圏直司Ii&- ~ 

では，火災や交通災害の予防の 342台の消防自動車が，全国の E購雇ICl:I園田毘 ) 

ために，各種の事業をおこなっ 各都市に寄日目されている。今年 一 一孟置置百四一 I 
ている。そのうちの 1つに，消 も，第 1i'Jz:5tとして26都市への 醐 i 
防自動車の寄贈がある V戦後， 寄贈が決まっているが，恒例の できないものである ..... 1957年 ~ 

再建に立ちあがりつつあった各 とおり秋には，明治神宮外苑で ころ，スノーケル車が海外で活 ~ 
地の都市に火災がひん発して， 合同寄贈式がおこなわれる予定 躍している事実を知り，損害保 > 

せっかくの復興の努力も水のあ である V これらの寄贈車のな 険協会で国産化を考え，ポンプ ； 
わという状況にあった。このた かに，昨年度までに10台，今年 メーカーと共同研究して完成し s 
め損害保険協会では，火災予防 の第 1次に 2台のスノ ーケル車 たのが国産第 1号車である。こ ( 

の重要性を痛感し， 1952年に

“火災予防磁出金制度”を設け，

全国の都市に消防自動車を寄贈

して都市の消防力の強化に協力

（屈折はしご付き消防自動車）が の第 1号車は，いまなお第 1線 s 
含まれている。このスノーケル

車は，高層建築の立ち並ぶ近代

都市の消防活動には欠くことの

…〈〈〈ヘ… 〈〈 〈〈 〈〈〈〈〈（…一一…一…へヘヘ…ヘハ

で活動しているが，それ以後， ； 
現在までに全国で50台くらいが ！ 
製造され普及している（HH) ~ 
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台j風の 功罪

鯉沼寛 一

わが国の風水害は，世界的に有名である。年平均，死

者 1900人，損害額 2000億円に達する被害を日本に与

えている。まさに，台風は災害の王様といえよう。

しかし反面．台風の与える恩恵も見のがせなL、。単に，

台風のもたらす風水害の恐ろしさをあげつらうだけでな

く，その発生原因から説き起こして功罪を論じる解説を

紹介し，台風を理解するための一助としたし、。 （編集部〉

。。。
台風は恐ろしくない？

<> <> <> 
日本には，背から恐ろしいものの代表として，

「地震かみなり火事おやじ」と L、う俗言が言い

伝えられてきた。 この うち「おやじ」は別にし

ても，前の 3つは，現代のわたくしたちには恐

ろしさの実感はわかなし、。しかし，この 3つが，

昔の人にとってどんなにか恐ろしいものだった

ろうかということは，わたくしたちにもよく了

’解できる。

ところで，近年の日本における自然災害の規

模から見ると，地震と並んでもっとも恐ろしい

めは台風のように見えるが，昔の人が台風を恐

ろしいものの代表に数えなかったのは，どうい

うわけだったのだろうか。

もちろん，台風という名称は明治末期以後の

もので，背は台風とは言わなかった。しかし，

現象そのものは，なにも明治年代に発見された

わけで‘はなく，風水害の記録のうえでは暴風と

ーか大風とか呼ばれ，また 「野分」とか 「あかし

ま」などという特別の名称さえあったのである。

この台風が，恐ろしいものの代表に入れられな

二かった原因は，台風に原因した暴風や大風 ・豪

凋が大規模な災害をともなう恐ろしいものだっ

26 －予防勝毅

たとしても， 昔の人にとって，それは地震や雷

とは異なるものだったからであろ う。

動かないはずの大地が大ゆれにゆれ動き，あ

るいは頭上の天空で突然に恐ろしい稲妻をとも

なってとどろく雷鳴と落雷が起こると，その理

由がわからなかっただけに，昔の人はこれを神

の怒りと解し，恐れおののいたことであろう。

また，昔の火事は，短時間のうちに全財産を灰

にしてしまうのだから，やはり恐ろしいものだ

ったにもがし、なし、。

これに対して暴風や豪雨も，大規模の災害を

引き起こすという点では地震や雷と違いはない

が，感じの うえでは大きな差があるように思う。

五風十雨とも言われる ように，風や雨はつね日

ごろに経験しているもので，それは， ときに人

聞に恩恵を与えさえする。そういう風や雨が，

次第に強くなって暴風や豪雨と化したとしても，

どこまでが神の恩恵で，どこからが神の怒りな

のか解りはしなし、。さらに，山くずれ ・こう水

・土砂流出などによって一時的には農地が災害

を受け，収穫は皆無となっても，このために土

地が若返って肥えて翌年以後の豊作が約束され

るとすれば，それはむしろ，神の恩恵と考えら

れたかもしれない。

ナイノレ河の出水は土援を豊かにし古代文明を

はぐくんだとも言われるが，同じよ うなことは，



大とえ小規模ではあっても毎年台風によって白

木にも起こっているのである。つまり，台風は

人聞社会に対してしばしば大災害を与えはした

が，大きな恩恵もほどこすものなのである。

。。。
台風とは ・

() （）く〉

台風がどんなものかということは，今日では，

だれでも知っていることと思う。それは要する

に，大気中に発生する巨大な渦巻きであると思

えば間ちがいはない。その直径は，ときに 2000

・kmを越えることさえあり ，小さいばあいでも

数百 kmに及ぶほどの巨大なものではあるが，

渦巻きとしての性質は，わたくしたちが日常経

験する渦巻きによく似ている。

コップに水を入れて棒でグノレグルかき回すと

その中心部の水面が凹んで，コ ップの中に水の

湘巻きができる。台風のように大きなものでも，

渦巻きという点ではコップの中にできた渦巻き

と同じで，台風域内では空気は激しく旋回しな

がら中心部に向かい，中心部の気圧は周辺より

もそうとうに低くなる。たとえば，1934年の室

戸台風が四国に上陸したときの中心気圧は 912

ミリバールで，それは平均気圧に比べて 100ミ

リバールも低い。もちろん，このような低い中

心気圧はまれではあるが，一般に台風は，中心

気圧の低いのが特徴である。

中心の気圧が低ければ低いほど，その周囲を

旋回する空気の流れは激しくなるので，台風域

内の暴風は激しし、。暴風の強さは，台風の周辺

部ではそれほど強くないが，中心部に近いほど

強くなり ，もっとも強い所では秒速 40～50メ

ート ルに達することもある。しかも， この風速

というのは， 10分間の平均を用いるのがふつう

であるから，瞬間的には秒速 60～70メート ル

に達する ことさえある。

しかし，このように暴風が激しいのは中心部

の回りだけで，中心部にはいってしまうと ，か

えって風は弱まってしまう。これが，いわゆる

台風の自である。台風の目ができるのは，周囲

の空気はしだいに激しく旋回しながら中心部に

流れこもうとするが，一方，旋回が激しくなれ

ばなるほど遠心力が強く作用するので，ある所

まで流れこむとそれ以上は中心に近付けず，コ

ップの中の水の渦のように同じ所をグルグル旋

回するよ うになるからである。

周囲から吹き こむ空気は，自の内部まで吹き

こまないとすると，上昇せざるを得ないわけで

ある。実際に，台風域内に吹きこんでくる空気

は，旋回しながらしだいに上昇している。上昇

すれば膨張し，冷却されることになる。冷却さ

れれば空気中の水蒸気は凝結して雲と なり ，雨

となって降ってくるわけである。台風域内の空

気は高温多湿で，多量の水蒸気が含まれている

ため， 雨は激しし、。ふつうのばあいは，中心部

にはいるほど豪雨と なり，もっともはげしいば

あいには，1時間の雨量が数十ミリ におよぶ。

しかし，中心部の自にはいると雨はほとんどな

く，小雨か曇り程度である。

これは，台風がもっと も発達したばあいの姿

であるが，このよ うな激しい渦巻きとしての台

風が，いきなり発生するわけではなし、。台風の

発生するのは，日本のはるか南方の熱帯の洋上

である。こうしづ広大な洋上で発生するために，

発生の初期のことは，今日でもまだわからない

点が多L、。しかし，いずれにしても，はじめは

それほどの勢力はないが，いったん発生すると

発達は比較的急激で，そのうちに北西～西北西

の方向に進行しはじめ，進行につれてさらに発

達する。この進行方向にあたるのが，フィリッ

ピン ・台湾 ・沖縄などである。

台風のうちには，このままの方向を取りつづ

ける ものもあるが，ある程度進行したあとでは，

北～北東～東北東の方向に進路を変えるものも

多い。台風の進路は，図に示すように，季節に

よって変わり ，日本に襲来するのは7月～10月

の間である。昔から二百十日は荒れ日と言い伝

えられてきたが，それはだいたい 9月 1日，す

なわち日本の台風季節のほぼ中間にあたる。

二百十日以前の台風は夏形台風と呼ばれ，進

行速度はおそく，また南方洋上で‘は相当に発達

したように見えても，日本に接近したり上陸し

たりすると間もなく衰える。 ただし，たとえ衰

予防時報 － 27 



台 風 経路図

えても ，じつに多量の雨を降らすことがある。

ところが，秋形と呼ばれる二百十日以後の台

風は，進行速度は早く ，日本へ接近した り上陸

したりしても，あまり衰ろえなし、。したがって，

大災害を起こした台風といえば，ほとんど 9月

に集中する。

<> <> <> 
台風による災 害

<> ＜＞く〉

日本に大災害がじっに多いことは，よく知ら

れた事実である。しかし，一口に災害といって

も，その様相はじつに複雑で，たとえば人的被

害の特に大きいものもあれば，人的被害は小さ

くともその他の被害が膨大だというばあいもあ

る。だから，大災害と いう言葉を使っても， そ

の規模の大小の比較は容易でない。

そこでいま，今世紀にはいってからの 60余

年聞に起こった大災害のうちで，死者約 1000

人以上のばあいを数えてみると，つぎのように

合計 23件を数える。

台風に原因するもの………一・…11件

地震と津波とによるものー・…・・・・・・8件

梅雨前線のための豪雨によるもの 3件

暴風にともなう大火によるもの……1件

このような大災害だけを考えると，その半数ち

かくは台風に原因することがわかる。

ところで，災害に対しては，対策についての

努力がおこなわれるから ，1tとm代では災害の

28一予防時報
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状況が異なっているかも知れなし、。これについ

て参考になるのは，大谷博士の調べた昔の大災

害と改元の関係である。それによると ，平安朝

のころの 380年間に，自然災害に原因しておこ

なわれた改元は 25回あったが，これを原因別

にみると ，つぎのとおりである。

台風によるもの … ・13件

地震によるもの … ・・・・…7件

“かんばっ”によるもの・・・4件

大雷雨によるもの … • • • • l {Lj：」

自然、災害によって改元 したとい うことは，災

害の規模があまりにも大きくて，社会不安を起

こすほどだったからであろう。 そうしてみると ，

1000年も前の昔においてもまた，大災害のう

ちの約半数は台風によ ってもたらされたと考え

てよし、。 これは，日本における大災害のうちの

半分くらいは，昔からいまに至るまで，台風に

よって引き起こされていたということである。

むかしは科学技術はまだ発達していなかった

から，台風に対する対策といっても幼稚なもの

だったにちがし、なし、。それに比べると，現代の

対策はそうとう進歩しているとみてよいであろ

う。 ところが，第 1級の台風災害が，近年にな

るほどその規模を拡大しているよ うにみえるの

は，どうしたわけで‘あろうか。

たとえば， 1917年に，東京湾に大高潮を起こ

した台風は，ひじように発達したもので，千数

百名の死者を出した。ところが， 1934年の室戸

台風は，まれに見るほどに発達したものだった

とはいえ， 3千余名の犠牲者を出し，さらに，

11年後の 1945年の枕崎台風では，死者 3千7

百余名を数えた。 1959年の伊勢湾台風に至って

は，じつに 5千余名という驚くべき数の犠牲者

をともなったのて、ある。

このよ うに，近年になるほど台風の災害の規

模が大きくなったのは， 台風対策は年とともに

進歩してはいるが， 一方では人口の増加や産業

・交通の発展によって ，災害の対象になるもの

が増大しているためで‘あろう。そうしてみると？

今後も台風対策はさらに強化されるであろうが，

まだまだ当分の聞は，台風災害をなくするわけ

『こt土lφくまし、。



<> <> <> 
台風 の 効 用

<> <> <> 
台風通路に位置する 日本は，宿命的な不卒を

背負っていると言わなければならなし、。したが

って，台風が日本に襲来 しないようになれば，

日本はもっともっと住みよい国になろうと考え

るのは，当然のことである。しかし，数千年来

日本に襲来し日本の風土を支配してきた台風が

いま突然にこなくなると ，日本の風俗 ・習慣 ・．

e産業などは，どうし、う ことになるだろうか。

たとえば，日本の夏が温暖多湿であったから

こそ，わたくしたちの祖先は，この国を米作農

業の国として発展させてきた。日本の夏が高温

多湿なのは，小笠原高気圧が蒸し暑い空気を吹

き送ってくるためで，それにともなって台風が

襲来し，多量の雨を降らせる。どこの国よりも

日本に水資源が豊富なのは，台風などによる豪

雨が地下に浸透して地下水を補給するからにほ

かならない。

水資源が豊富だと言えば，異論があるかもしれな

い。近年における大都市の水不足には，深刻なもの

があるからである。 しかしこれは，急激な人口の集

中や産業の発展に原因するもので，自然界の罪では

なく，豊富にある水を利用するくふうをしなかった

結果である。全国的にみれば，水はまだまだ，あま

って ，、ると 言ってよい。

また，災害だけをもたらすようにも見える台

風の襲来も，千天がつづーいて河川は潟水し，農

地は干害に見舞われ，都市の水道も制限される

ようになると ，台風でもきてくれないかという

ことになる。

例をあげて見ょう。 1958年の前半は，冬から

春の梅雨期にかけて雨が少なく，とくに関東地

方では，利根川の一部で河床が現われ，下流で

は海水が流れこんで、農作物に被害を与えた。東

京都水道局では，早くから水の使用制限をして

いたが，近づく夏にどう しようもなし、。 7月に

はいると ，7.／（ききんはますます深刻になってき

た。と ころが，7月中旬から下旬にかけて来襲

Lた台風が関東地方を通過して，ひじような豪

雨を降らした。そして，土地は乾燥しきってい

たため雨水は土地に浸透し，a たいした出水を起

こさなかったし，東京都の水源地には多量の水

がたくわえられ都民をホッと させた。亀戸地帯

が水浸しにはなったが，その程度の被害には文

句が言えないほどに雨が待たれていたのだった。

また，九州地方は， 年々台風に痛めつけられ

る地方ではあるが，台風の接近や上陸が少なく

なると ，かんばつになやまされ，台風を待ち望

む声が自然におこるらしし、。

さらに，台風にともなう風雨だけでなく ，台

風の経路による夏の温度の影響も大きし、。夏の

台風が九州近海を通り日本海を北上するような

年には，南方洋上の暖湿気流は，台風に引きず

られて日本上空に吹き込み，高温多湿の夏にな

るので，全国的な豊作年になりやすし、。しかし，

夏の台風が太平洋岸ぞいに東進することは少な

いが，夏の台風がこう し、う経路をとるようなこ

とがあると，日本上空には北方の涼気流が侵入

してきて ，冷夏となり ，農作物の収量は減少し

てしまう。つまり ，夏の台風の経路によって，

農作物の豊凶が分かれるのである。

夏になると，日本の南東にあたる亜熱帯洋上

に高気圧が発達し，暖湿気流を吹き送ってくる

ので，たえがたいほどの蒸暑い夏が訪れ，雨も

多いが，このために他物はよく繁茂し，農業に

適した日本の風土が形成されているのである。

そして，台風が発生したり，通過していったり

するのは，この高気圧の周辺であって，日本の

夏がこの高気圧の支配下にある以上，日本は台

風の影響をのがれるわけにはゆかないのである

が，その影響は功罪相半ばすると言えよう。

日本は古い国であるが，つねに外国文明を取

り入れて若々しく発展してきた。それは要する

に，台風や大地震などによる災害によって刺激

を受け，災害に屈せずに立ち直る訓練を受けて

いるからである，という見方もあるようである。

その当否はともかく，台風は日本風土を形成す

る重要な要素であって，もし気象や気候の条件

の大きな変化のために，台風が襲来しなくなれ

ば，そのときは，もはや現在と同じ日本ではな

L、。（筆者．気象協会常務理事・理学博士〕
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××××  

台風というもの

××××  

1959年 9月 26日夜，潮岬付近に上陸して近

畿と中部地方を通過した台風 15号は，死者 ・

ゆくえ不明 5000人余，被災者総数 153万人を

越え，被害金額の合計は 5000～6000i芭円にの

ぼり，わが国の風水害史上空前の被害を与えた。

とくに，避難者の大部分が伊勢湾における高潮

によるもので，災害の恐ろしさを，いまさらの

ように，人びとの心の奥深く異常な迫力をもっ

て印象づけた台風で‘あうた。このためとくに，

この台風を伊勢湾台風と名づけたわけである。

伊勢湾台風の直後には，臨時国会や一般世論

に多くの関心を集め，いろいろの検討や反省が

おこなわれたが，そのなかでもっともおおきな

問題は，今後もこのような台風がくるだろうか

？ もし東京にこのような台風がきたらどうな

るだろうか？ 準備はよいだろうか？ という

ことであった。このため，江東地区を中心とす

る東京湾の高潮対策は，その後，急速に進めら

れたわけである。

台風が，特別に，異常気象として関心をもた

れるのは，低い気圧のために気圧の傾きが急激

になって，中心付近で風がとくに強く，このた

め災害が異常におおきいためで、ある。 さらにま

た，大雨をともなっていて， 梅雨末期の豪雨の

ように，こ う水その他の大雨による災害を起こ

すためである。

一般に，秋から春にかけて 日本付近で発達し，

おおきな気象災害をもたらす温帯低気圧では，

最大風速はだいたい 35mどまりであって，40m

になることはひじよ うに少なし、。それに比べる
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と J、リケーン

田辺三郎

と，台風域内の最大風速は 50mを越えることが

多く ，風圧や風の吹き寄せによる高潮は風速の

2乗に比例しているので，台風のばあいの風や

高潮による災害は，特別にはげしいわけである。

× × × ×  

世界の熱帯低気圧

××××  

ところで，このような台風は，いったい日本

独自のものであろうか？

さる 5月中旬の新聞は， 5月 12日に束パキ

スタンを日本付近の台風と同じ性質のベンガノレ

湾のサイク ロンが襲って，死者の総数は 12000 

人に達したと報じているが，5月や 11月すな

わち東南アジアの季節風交替期には，ベンカール

湾の熱帯低気圧には，ときには強いものがあっ

てこのようなおおきな災害を生じたわけで・あるD

このように，熱帯低気圧は， 単に日本だけの

ものでなく ，アメリカのノ、リケーンその他， い

ま述べたサイクロンをも加えて，世界の低緯度

地方に発生して多くの被害を与えている。

• t 

フロリダ半島東岸 St.Augustine市に上陸，海

岸の道路には5～8フィートの高潮が押しょせた

Hurricane Dora〔1964年 9月10日〕



ところで，世界中で一年間に発生する熱帯低

気圧は，どのくらいの数になるかを検討してみ

たい。極東の台風は，低緯度地方のカロリンや

マリアナ諸島付近に発生するもので，発生の当

初はおおむね勢力の弱し、ものであるが，北西進

して北緯 20度あたりに達すると，発達して中

心気圧はもっとも低くなり，また風もひじよ う

に強くなる。 中心付近の最大風速が 17m以上

になると台風と呼び，それ以下のばあいには弱

い熱帯低気圧と呼んでいる。世界各地の熱帯低

気圧について，台風と同じ勢力のもの，すなわ

ち最大風速が 17m以上になったものを合計す

ると ，1年間の発生数はだいたい 60になり，

地域別に示すと， 第1表のようになる。

第 1表 世界の熱情低気圧の 1年間の発生数

ぷa、
Eコ 夙（太平洋西部〉 26. 8 

ハリ ケー ン（大 西洋〉 I 9. 3 

北太平洋東部の もの（品V品） ｜ーごと
／ベゾガノレ湾およ1 ｜ 氏つ

サ イ F ロ ン lびアラビア 海j I b. G 

オースト ラリア周辺のもの I s. 2 

／マダガス＼ ｜ 
イソド 洋南部の もの lカノレ付近） ｜ 

合 計 I 59. 3 

××× ×  

北半球に多い熱帯低気圧

××××  

これらの地域の熱帯低気圧の経路を， 図に示

40 80 120 160 
60 

J 
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す。その発生数を見ると，オーストラリア周辺

のものとイ ンド洋南部のものは南半球の熱帯低

気圧であり， 他は北半球のものである。そして，

全世界の熱帝低気圧の発生数についていちじる

しいことは，北半球のものがだいたい 50で，

全体の 80%を占めていることである。

なぜ，このように北半球と南半球とで，熱帯

低気圧の発生数におおきな差があるのであろう

か？これは簡単に言って，北半球と南半球の水

陸の分布の差からくる南北両半球の空気の平均

的な流れの様子，これを大気大循環と呼んでい

るが，その大循環のちがいのために， 熱帯低気

圧の発生数にいちじるしい差があるわけであるD

ここで，北半球と南半球の水陸の分布を見る

と，北半球では陸地の面積が 39%あるのに，

南半球では半分の 19%にすぎなし、。すなわち，

世界中の陸地の 3分の 2が北半球にあるわけで

あって，南半球はだいたい水半球とい うことに

なる。

一般に，海洋は暖まりにくく ，また冷えにく

い。このため，相対的に， 夏は涼しく，冬は暖

かい。一方，大陸は，夏は緩められて暑く，ま

た冬は冷却して寒い気候を示している。このよ

うにして大陸と海洋は， 気候に大きな影響を与

えていて，北半球と南半球の気候，換言すれば

両半球の突気の流れ，すなわち大気大循環にお

おきな差異を生じているわけである。

結果的に言うと ，北半球では，空気が南北方

160 120 80 40 
GON 

40 

20. 

。

20 

....,,, 

い「｜ IL[ 『3

160W 120 80 40W 

世界の熱帯低気 圧経路図
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拘に流れるわりあいが南半球に比べではるかに

多く，南半球では，だいたい，空気は東西方向

に流れるわりあいが，ひじように強いというこ

とになる。

一般に，中緯度から高緯度にかけては， 天気

は西から移ってくるものであるが，これは，思

天候をもたらす低気圧や，好天気を示す高気圧

が，上空の西風に流されて，東のほうへ移動す

るためで・ある。西から東への流れは，し、わば東

西方向の流れであるが，北半球のばあいには，

移動する低気圧が発達するときは，その前面の

東側では南方のl慶気が北上し， 一方，後而では

北方の強い寒気が南下して，南北方向に空気の

交換が大規模におこなわれる。このような南北

方向の空気の流れが，北半球に比べて強くおこ

なわれている。これは，もつばら水陸の分布の

差からくるものである。そして，両半球の熱帯

低気圧の発生数の差は，この大循環の差に原因

しているわけである。

以上のことから，北半球と南半球の熱帯低気

圧の状況がつかめ，熱帯低気圧は大局的には，

北半球のものであることがわかったことと思う。

××××  

熱帯低気圧の王様・台風とハリケーン

××××  

ところで，台風の発生数 26.8に，ハ リケー

ンの発生数 9.3を加えると，合計 36となり，

これは，北半球の熱帯低気圧の 70%に相当し

ている。すなわち， 熱帯低気圧の双壁は， 台風

とハリケー ンであ り，そのなかでも台風は，世

界の熱帯低気圧の半分ちかくを占めている。

一般に，極東は， 気象現象のはげしいところ

で， 夏の暑さや冬の寒さもさることながら，こ

れをもたらす変と冬の季節風は，世界中でもっ

ともいちじるしL、。また，世界中で低気圧の発

生発達する場所は，日本付近 ・アメリカ東岸沖

・地中海などがあるが，そのなかで極東がもっ

ともいちじるしい場所であって，こういう点か

らも， 気象災害の多い地域になっている。これ

に加えて， 台風が全世界の熱帯低気圧の半数近

くを占めていることから，極東の他の諸島，フ

ィリピ ン・中国などとともに，いかに日本がき
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びしい自然、現象の前にさらされているか，とい

うことがわかると思う。

一般に大陸の東側は，にたような気象状態を

示し，このため，アジア大陸の東側に位置する

日本と，アメリカ合衆国の東部とは，同じよう

な気象状態を示す。このため，台風とハリケー

ンが，大西洋の熱帯低気圧として，ほぼ同じよ

うな影響を，日本を中心とする極東と，合衆国

東部を中心とするアメリカに与えているわけで

ある。

××××  

台風とハリケーンの活動期

× ×× × 

台風とハリケーンは，このように，東西の代

表的のものであるが，同じ熱帯低気圧といって

も，にたところや異なるところがあり，また，

その影響など，東西の差があるので，これらに

ついて述べる。

まず，台風とハリケー ンの月別の発生数を示

すと， 第2表のとおりである。

！万~日~ihit~~ ＇~：
台風の発生数は，ハ リケー ンの3倍で， 圧倒

的に多いことを示している。さらに，その活動

則をみると，台風は年聞をつうじて発生してい

るが， 最盛期は7月から 10月までの間となって

いる。一般に， 熱帯低気圧の発生には， 高温多

湿すなわち水分を多く 含んだ高い気温の大気と，

平均的な大気の不安定状態とし、う基本条件に加

えて，台風の発生をうながす直接の誘因が必要

である。前の 2つの条件としては， 夏から秋に

かけてがもっとも好つごうであり，この時期に

多くの熱帯低気圧が発生するわけである。

ハリケーンの発生数は，台風の 3分の lで，

年間9つにすぎなし、。発生の時期も，だいたい

5月から 10月の間で，わずかに8月と 9月が最

盛期となっているだけである。

もっとも，ハリケーンでは，1957年6月末に



ハリケーンオードリーがメキシコ湾に発生し，

アメリカ合衆国南部に大津波を起こ して， 死者

390名を出した季節はす．れの大惨事があったが，

日本では， 1949年6月のデラ台風や 1951年 10

月のルース台風などがあって，台風のほうがは

るかに活動の期間が長い。

× × ××  

台風発生の原理

××××  

では，なぜ，このように台風とハリケーンで

は発生数に差があるのであろうか？

一般に，低緯度の北緯 5度ないし 20度を中

心とする地域では，地上からかなり南＼＼，、所まで

東風が吹いていて，これを偏東風と呼んでいる。

この偏東風の流れは，ちょ うど川の流れがま っ

すぐに流れないで左右にゆれながら川下に流れ

てゆくように，波動を描きながら東から西に吹

いていて，この波動を偏東風波と呼んでいる。

この偏東風波は，マリアナ，カロリンからマー

シャル方面，さらにはフィリピン方面にかけて

も現われており，波動はだいたい 1500kmぐら

いの間隔をおいて， 1日に 500kmぐらいの速さ

で酋に進んでいる。したがって，1地点では3

日に 1度ぐらいこの波動が通過して， そのさい

には強いにわか雨があり ，風向きの変転や気圧

の低下などがある。

さて，この偏東風波がもっとも東の方で発生

するのは，太平洋西部では，日付変更線付近す

なわちマーシャル諸島付近で、あって，ここで発

生した偏東風波が西に進むうちに不安定度がし

だいに強くなって，波動が発達してうずとなる。

このうずが台風の卵で，さらに発達して台風と

なるわけである。

ただし，偏東風波がすべて台風の卵となるわ

けではなく ，いろいろな条件が揃って台風の卵

が生まれるのであって，そのうちで偏東風波が

直接のおおきな誘因となっているわけで、ある。

したがって，1つの地点では 1か月に 10回くら

い偏東風波が通過するが，そのうちの一部が台

風の卵となり ，さ らに，この卵の一部が台風に

発達するわけである。

××××  

なぜ，台風のほうがハリケーンよりも

発生数が多いか？

××××  

この偏東風波は，太平洋と大西洋とで同じも

のであるが，なぜ太平洋の台風のほうがハリケ

ーンの 3倍も数多く発生するのであろうか？

この原因は，まだじゅうぶん解明されていない

が，台風発生の誘因である偏東風波は，前に述

べたように，だいたいマーシャル諸島付近すな

わち東経 180度付近から始まって長い道程を西

進し，この聞に偏東風波の不安定度がi哲して，

台風の卵と してのうずになる度合いがおおきく

気象衛星タイロス号が， 1962年 9月l日，沖縄南方で

とらえた台風 17号の直径lOOOkmにおよぶ巨大なうず

なる。ハリケーンの偏東風波も，アフリカ西岸

沖から始まって西進するものであるが，太平洋

西部のほうがやや道程が長く ，このために台風

の発生数が多いものとみられる。

さらにまた，熱帯低気圧の発生には，先に述

べたような基本の条件があるが，こういう点で

は，ア ジア東部には平均標高 4UOOmという広

大なチベット高原があるため，アジア大陸の東

部からさらに東方太平洋の上空にかけて大循環

におおきな影響を与えており，これが台風の発

生数を多くしているとみられる。
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×× ××  

強さの比較

××××  

台風とハリケーンでは，いったいどちらが強

いのであろうか？

台風やハリケーンなど熱帯低気圧が，異常な

気象現象と して特別に扱われるのは，はじめに

述べたように，強い風やはげしい雨をともなっ

ているからである。強い風は中心付近の気圧の

傾きによるものであるが，風の強さは，だいた

し、中心気圧によって示される。すなわち，中心

気圧と地上における最大風速とは， 第3表のよ

うな関係で示される。

第 3表 台風の中心気圧と最大風速

中 心 気圧 I9so I 910 I 960 9so I 940 I 930 I 92c 910 〔mb〕 Iv I I JV V 山 v I I ド“............., 

志F阿可可~，－－－；，τペτ
台風やハリケーンでは，その 1つ 1つについ

て， 最低気圧が記録されている。 1年間でもっ

とも低い気圧の記録を調べ，これを 10年間集

めて平均すると ，台風では 915ミリパーノレとな

り，ハリケーンでは 950ミリバールとなる。こ

れは，いわば，台風とハリケーンの年々の平均

的な最低気圧ということになる。

日本では，台風情報のなかで，台風の強さを

分類して，第4表のように示している。この分

第 4表 台風の強さの分類

階 級中心気圧〔m叶階 級 ｜中心気圧〔mb〕

弱 い蜘以上 ，， g: t..:~l {, 900～悶

な み I960～989 I'猛 烈 な 900以下

強い 930～959

類に当てはめると，ハ リケーンの平均の最低気

圧 950ミリパーノレは強い台風となるが，日本で

はこの程度の台風は毎年相当数発生 してお り，

特別に珍しいことではなし、。台風のほうでは 3

平均の最低気圧が 915ミリパーノレを示し，こわ

はハリケーンには見られないことであって，

の記録からみても ，台風のほうがはるかに猛烈

なものであることがわかる。
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× × × ×  

台風とハリケーンの被害の比較

××××  

台風による災筈は，伊勢湾台風の死者 5000

人を筆頭に，近年の台風では 1934年9月の室

戸台風の 3000人， 1954年 9月の洞爺丸台風の

1360人など， 多くの災害を生じている。

i悶爺丸台風による北海道岩内町の大火

ハリケーンについては，先に述べたように，

1957年のハリケー ンオー ドリ ーによる高潮のた

めに，390人の死者を出したが，これはハ リケ

ーンによる死者の 10年分に相当すると伝えら

れており ，アメリカではハリケーンよりも，む

しろ竜巻きのほうが重大な関心事となっている。

気象災害の実態は，アメリカと日本とでは社

会経済状態が異なるため，一様には論じられな

いにしても ，以上に述べたように，台風はハリ

ケーンに比べて発生数もはるかに多く，またそ

の勢力もはるかに強く，台風は文字どおり世界

的な熱帯低気圧ということになる。

〔筆者東京管区気象台設術部長〉



注意報 警報のいろいろ

田中 正

自然災害を防止するには，あらかじめ防災対策を強化しておくことと ，災害をともな i
iう自然、現象の発生を予知して，防災の応急対策をおこなうこ とが必要である。気象庁や j
各地の気象台の任務は，このうちの後者に関係するもので，つねに気象現象を監視して ：

いて，災害の危険のありそうなときには注意報や警報を発表し，人びとが応急対策を準 i
備することによって災害の不意うちにあわないよう にすることである。

気象庁や各地の気象台の発表する注意報や警報は， 一般の人びとを対象とする ものと，i
公共性の高L、業種のうちでとくに気象条件におおきく影響されるものを対象とするもの i

！との， 2つに大別される。後者のうちに数えられるものには，鉄道 ・海運 ・航空 ・電力i
iの各事業や水防活動団体などがあるが，ここでは，前者の一般を対象とする注意報と警 ：

i報について，予報担当者である筆者の解説を掲載する。
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注意報というのは，要するに，一般の人びと

が不意うちに異常現象に見舞われて，あわてた

り被害をうけたりしないように，あらかじめ注

意を喚起するためのものですが，それには，2

つのばあいがあります。

1つは，異常現象が発生しても，不意、うちさ

え受けなければ，おおきな被害などおこらない

ですむ程度のものに対して，いちおう注意を喚

起しておくばあいです。たとえば，冬の季節風

が強くなりそうなときに発表される「強風注意

報」とか，翌朝は霜・が下りて農作物が影響をう

けそうだというばあいに出される 「霜注意報」

のようなものです。これらの現象は，異常とは

いってもそれほどのことはなく，たとえ注意報

が出されず，その現象が不意におこったとして

も，大災害のおこるようなことはないと思われ

ます。

もう1つは，発達した台風が海上に現われて

しだいに接近しているようなときに発表される

「風雨注意報」のようなばあいて‘す。これは，

注意報とはいっても，台風の進路いかんによっ

ては，はげしい暴風雨に見舞われ，大災害がお

こらないともかぎりません。もちろん，そうい

う状態が予想されると ，この 「風雨注意報」は，

「暴風雨箸報」に切り換えられます。

つまり，波立報のうちには，注意報だけで終

わるものと，いずれは警報に切り換えられるか

もしれないものとがあるので、す。
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つぎに， 警報について申しますと，これが発

表されるのは， 数時間後に予期される気象現象

や，それに付ずいした現象が臭ー常にはけ．しく，

そのために，そうとうの被害が予想されるとき

であります。こういう異常現象は，しだいには

げしさを加えてくるものですから，ふつうのば
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伊勢湾台風の被害をうけた半田市東洋町の惨状

あいには，すでに説明しましたように，まず注

意報が出され，ついで，これが警報に切り換え

られます。また，その聞に詳しい説明が必要と

思われるときには，そのつど， 「情報」 という

ものを発表して，現象の経過や見通しについて

説明を加えることもあります。

けれども，梅雨期の豪雨のようなばあいにな

ると，予測はなかなか困難で，注意報 ・情報 ・

警報という JI関序の発表にならないことが多いの

です。ふつうの雨だろうと思って注意報も出さ

ずにいると，いきなり大豪雨に見舞われ，あわ

てて「大雨警報」 をすぐに出すということもあ

るのです。

もともと警報を発表する目的は，台風や梅雨

前線豪雨，あるいはこれに付ずいする暴風 ・豪

雨 ・こう水 ・高潮などのようなはげしい現象が

予想され，災害は避けられそうもないというと

きに，このことを警告して応急防災対策を立て

るためで‘すから，その発表は早いにこしたこと

はありません。しかし，こ ういう現象の時間的

経過を正確に予測することは困難で，官fjもって

注意報を出すこともな く，いきなり瞥報を発表

するというはめになることもあるわけなのです。
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こういう点について，ある人は“間違っても

よいから，警報は早く発表せよ”と言います。

しかし，いったん警報が発表されると，警報の

種類によっては，いろいろの応急対策が取られ

ますし，多くの人びとを退避させることも起こ

るので，いかに早いほうがよし、からといっても

不正確では困るのです。そうはいうものの，発

表される警報のすべてが正確でないことも，事

実と して認めざるをえないのが現状であります。

j注 j意 ）報 ；と）普 ；報 ！の ；種j類（

はげしい気象現象や，それに付ずいする現象

のうちには，生活 ・産業 ・交通 ・その他に影響

し，被害を与えるものが多いので，注意報や警

報の種類も，それに応じて多いので、す。

注意報の種類

注意報の対象になるような現象は，じつに多

いのですが，説明のつごう上， 3つに分類する

のがベんりと思し・ます。

c 1 ) もっともふつうの気象現象である風 ・

雨 ・雪がはげしくなると予想されるときの注意

報です。これには，強風 ・大雨 ・大雪，および

風雨 ・風雪の5種類の注意報があります。そし

て，風 ・雨 ・雪などの現象は，異常にはげしく

なると，おおきな災害をひき起こすこともある

ので，注意報だけですますわけにはゆかず，つ

づいて警報を出すことのある ことは，すでに前

章でも述べておいたところです。

(2) 上に述べた風 ・雨 ・雪以外の気象現象

が，異常にはげしくなったときに発表される注

意、報で‘す。そうし、う気象現象としては，異常乾

燥 ・異常低温 ・濃霧 ・雷雨 ・なだれ ・霜 ・着氷

のようなものが数えられ，これらの現象が予想

されるときには，これらの名称を冠した注意報

が発表されることになっています。ただし，現

象は必ずしもこれだけに限定されているわけで

はなく，気象条件が異常だと予想されれば，そ

の名を冠した注意報を出せるのです。

しかし，これらの現象は，いずれも局部的現



室戸台風による高潮と怒蕩 この写真は，当時，兵庫県

深江の神戸高等商船学校で撮影された有名なものである

象であったり，大災害をともなうほどのはげし

さがなかったりするので，これらを対象とした

警報は制定されておりません。

(3) 津波 ・高潮 ・波浪 ・こう水 ・浸水 ・地

面現象などのような，気象現象以外のものを対

象とする注意報です。このうち津波だけは大地

震にともなうものですが，その他は台風や前線

性豪雨にともなわれておこります。地面現象な

どというと，わかりにくいですが， 豪雨にとも

なう山くずれ ・がけくずれなどを意味します。

そして，これらの現象は，ときに大災害をとも

なうので，注意報だけでなく，警報が出される

こともあるのです。

警報の種類

つぎに， 警報の種類について説明しましょう。

警報の対象となる現象は， 2つに分類されます。

その 1つは，注意報の（1）に対応するもので，

大雨 ・大雪 ・暴風雨 ・暴風雪の 4種の審報があ

ります。しかし，強風注意法に対応する警報一

一ーたとえば暴風警報とし、うようなものーーはあ

りません。これは， 警報に値するほどのはげし

い暴風が吹くのは，台風や低気圧が来襲すると

きで，必ず雨か雪をともない，そうい うはげし

い暴風だけが単独で吹くということはごくまれ

だからです。

注意報の（2）の分類に相当する気象現象は特

種なものであり ，第 1の分類のものほどにひん

ぱんではあり ませんし，また， 警報に値するは

どはげしいものではありませんので，これに対

応した欝報はありません。

最後に，注意報の（3）の分類に対応する気象

以外の現象は， 異常なはげしさを示すことがあ

り， 注意報とまったく同種の警報があり ます。

以上に述べた注意報 ・警報の種類をまとめて

表にしてみますと，つぎのよ うになります。

現象の種類両E瓦~類｜ 報 の 盤 類

風 雨 雪｜強風大雨 大 雪 ｜大雨
｜風雨風雪 ｜暴風雨

大雪
暴風雪

その他の呉 ｜興常乾燥 異常低温 ｜
｜濃霧雷雨なだ れ 霜 ｜

常気象現象 ｜着氷その他 ｜ 

気象以外の

呉常現象

I * * 
勢 勢 l津波高潮波浪

津波高潮波 浪｜ ** 
併材 料 ｜こう水 浸水 l

こう水浸水地面現象 l地酒現装

事独立に発表することと，気象注意報または気象普報

といっしょに発表することとある ’ 

料 気象注意報または気象響報といっしょに発表する

（注j意：；報！ゃ；普；報！の；対（象！区；域；

台風が海岸に接近し，あるいは上陸するよう

なばあい，台風の中心部の通過する所は，風雨

がもっともはげしいのですが，中心部から離れ

るほど風雨は弱まります。したがって，台風が

通過すると予想されるような所には警報が出さ

れますが，台風の周辺に当たる地方では注意報

を出せばよいし，さらに遠い場所では注意報を

出す必要はなくなります。

狩野川台風の被害 駿豆線 ・伊豆仁田駅と原木駅聞の狩野

川支流 ・来光川に流される農家
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そのため，注意報や警報の対象となる区域は，

そのときどきで異なり，多くの県にわたること

も，2～ 3県ぐらいのときも，また県内の一部

にかぎられるときもあります。しかし，こうい

うときの警戒体制は県庁が指導権をもっておこ

なうのがベんりなので，注意報や警報は，原則

として県単位に発表されることになっています。

ただし，離島などは，それが所属している県と

同じに扱えませんので，その島をとくに指定し

て，県とは別個に注意報や警報が出せるように

してあります。

また，北海道は，単一の地方行政区ではあり

ますが， 14の支庁に分割されるほど広いので，

1ないし 3支庁をまとめて府県区に相当する 7

個の区域に別け，それぞれの区域に気象台をお

いて，その区域を対象とする注意報 ・警報を担

当させていきます。ただし，このようにして決

めた区域のうちには，かなり広すぎるものもあ

るので，そのうちの 1支庁をと くに指定して，

別個に注意報や警報を出す所もあります。

このように，注意報や警報は，県単位あるい

は指定された区域単位で発表されますので，注

意報や警報を聞くときには，それがどこの地域

を対象としているか，ということを聞きもらさ

ないようにする必要があります。

これについて，つぎのような例もあったので

す。 1958年 9月 26日に，狩野川台風が伊台半

島の南東側を通り，夜半前後に江の島付近に上

陸 しました。この 日，伊豆半島の狩野川は大は

んらんによって大災害をひき起こし，神奈川県

や東京都でも豪雨のために各地に水害があり，

大雨警報やこう水警報が出されていたので‘す。

このとき，静岡県のある地方では，東京地方に

すすする警報をラジオで聞いて，それが自分の地

方を対象にした警報と感違いして失敗したとい

うのです。

近年は，台風が接近すると，各地の注意報や

警報あるいは情報が入りまじって放送されるの

で，そのうちのどれが自分の住む地域に該当す

るものか，ということを確かめて聞かなければ

なりません。
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！注 j意 （報 ；や j警 （報 jのi周i知 j方i法 ；

注意報や警報は，主と して防災を目的と して

発表されるものですから，それは，ただちに広

く利用者に伝達されなければなりません。それ

には，各種の報道機関の協力が必要であります。

そのうち，もっとも早く，もっとも広く伝達

するには，ラジオやテレビによるものが，もっ

とも効果的です。しかし，よほど重大な災害で

も予想されなし、かぎり，注意報や警報を放送す

るためにふつうの放送を中断できませんので，

詳しい内容の伝達は困難で・す。

一方，新聞のほうは，朝夕 2回しか発行され

ないので，速報という点では放送に劣りますが，

詳しい記事が可能です。

また，僻地になりますと，ラジオもテレビも

新聞も利用できない所があります。これに対し

ては， 「通知電報」という制度があって，郵便

局に申し込んで料金を払っておけば，その地方

に注意報や警報が出るたびに，簡単な内容のも

のを電報で通知してくれることになっています。

警報が発表になると， NH Kは一般の放送中

でもそれを中断して，警報が発表されたむねを

放送します。しかし， 警報のばあいには，放送

や新聞報道をおこなったからといって，それで

すますわけにはいきません。おおきな災害が襲

ってくるかもしれませんから，防災対策が必要

です。ばあいによっては，住民の退避というこ

とを考えなければなりません。

そういう対策の中心となるのは，県とか市の

ような自治体，とくにその地方の警察ですから，

発表された警報は，まず，こうし、う方面に伝達

される必要があります。

もちろん， 警報については，放送を通じて一

般のノ＼びとも知ヮているはずですから， 危険な

ときには，防災関係当局からの連絡がなくとも ，

自分で応急対策を準備すべきでしょう。

（筆者 ：新潟地方気象台予報課長〉
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昨年の冬から今年の春にかけて， 長崎市の水

道事情はひじように悪く ，とくに長崎全市の約

半分の世帯に給水する浦上水系が隔日 6時間給

水になった 10月24日ころには，「長崎さばく」

とし、う流行語さえ生まれた。さらに，制限給水

のため，市内の高い台地ではなかなか水が出ず，

低い土地の家庭が水道を使わない夜中にやっと

水が出るような状態であった。このような水道

事情に対する風刺と悲哀の意をこめて，夜中に

家庭用水を確保する主婦に，「ふくろう主婦」と

名づけられた。

昨年の秩からの渇水は，九州全体の現象では

あるが，とくに長崎市は，消費がいちじるしい

ため渇水の影響がおおきく現われたのと，水道

局幹部の汚職が摘発されたために，すっかり全

国的な話題になってしま った。 この 4月 22日

衆院地方行政委員会で，中林議員（社会党 ・長

崎 1区）が自治 ・厚生両省に対して長崎の潟水

について追求し，現在では長崎の水道事情は国

の施策対象になっている。また，5月14日， 長

崎に入港したAp L太平洋横断定期航路船プ レ

ジデント プクリーブラン ド号のエイガン船長は

「アメリカの新聞で長崎の潟水を知り，香港で

500トンの水を積んできた」と語ったが，長崎

の渇水も， L、まやオーパー・ ザ ・シーの問題と

なったらしし、。

¥10つく水型｜

長崎の渇水問題は， 1891年（明治 24年）の

水道設置以来，給水人口の増大と産業用水の激

増にともなって，なん回となく論議され，その

つど貯水池が開発され増設されたが，それも今

日では限度に達している。ただ，貯水池に対す

る補水のための水資源を，他の市町村の河川に

求めて潟水対策を考えざるをえない実状にある。

長崎市の降水量は，九州でも，年間2J.50mm

の鹿児島市につぐ 1940mmであり，けっして

少ないものとは言えなし、。そして，例年，夏の

水需要期に対して 6.7月の梅雨をあて， 冬の

渇水期に対しては 8.9月のなが雨と台風がも
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ってくる雨をあててきた。ところが昨年は，1

月から 6月までの降水量は970mmで同期平均

の941mmとほぼ等しかったが，7月から 12月

までの降水量は 550mmで，同期平均の 1045

mmの約半分であった。この不運と， 文化生活

の向上とくに下水道の整備にともなう水洗便所

用水の激増が，潟水に拍車をかけ，長崎さばく

などと呼ばれる結果をもたらしたと言えよう 。

｜司市の上回

長崎市の給水系統は， 1891年に，横浜 ・函館

についでわが国で第3番目の上水道ができるま

では，市街地の大部分が 1673年（延宝元年〉に

完成した倉田水ひ（樋Yを利用していたが，今

日では，

( 1) 最初の貯水池である本河内高部水

源池（有効貯水量359トン〉から，口径 350

mm管で配水される本河内高部水系

( 2) 1903年（明治36年〉にできた本河

内低部水源池（有効貯水量608トン〉から口

径 550mm管で配水される本河内低部水系

(3) 同じ年にできた西山高部水源池

（有効貯水量 1469トン）から，口径 400

mm管で送水され2本の 350mm, 300 mm 

高台から長崎港をのぞむ

管に分かれて市街地の北東から南西に走り，

市街地の北東部と中央部に給水する西山高

部水系

(4) 市の南部地区に給水する，1926年

（大正 15年）にできた小ヶ倉水源池（有効

貯水量 1904トン）からの小ヶ倉水系

( 5) 1944年（昭和19年〕にできた鹿尾

川底から 600mm多孔集水管で取水し，こ

れをろ過して給水している鹿尾川水系

(6) 市の北部と西部地区に給水する，

1945年（昭和 20年〉にで きた浦上水源池

（有効貯水量 1620トン〉かあ 700～500mm

の主管が 4500 m走っている浦上水系

とからなっている。

これらの貯水池は，それぞれ水源を異にする

河川から補水するようになっている。そして，

集水地域の大小とか降水 ・降雪量の地域による

不同などのため，各貯水池の増量が異なってい

る与えに，それぞれの担当地域の水消費量にも

そうとうの違L・があるので，各水系の貯水池の

保有量に差がでてきた。したがって，給水の制

限状況も ，水系ごとに異なったものとなった。

制限給水は， まず8月 22日

午前6時から，貯水量が 9万

トンとなった本河内高部水源

池による水系が，市街地の東

部と中央部の 12000戸を4

地区に分けて， 1日6時間ず

つの時差給水で、はじま った。

このときは，台風 14号で全

水系とともに，いちおう救わ

れたようにみえたものの，そ

の後小ヶ倉水源池が貯水量 5

万 トンとなって， 9月21日か

ら市の南部地区 12000戸に

対して 1日6時間の制限給水

をおこなわざるをえなくなっ

た。さらに，浦上水源池も 52

＊地下に木のとひ（組〕を埋設したもので，江戸時代の神田上水の伏せ舗にならったもの
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万トンとなって， 9月30日

から市の北部と西部地区

42000戸に対して 1日 12

時間の制限給水となり，長

崎市は全面的な制限給水に

なってしまった。それ以来

潟水は激化するばかりで，

10月 24日から市街地の中

央に給水する本河内高 ・低，

西山の水系は， 1日6時間

の給水となり，その月の 30

日からは鹿尾川水系（ 9月

から 1日4時間給水となっ

ていた〉が， 2500戸に対し

2日に 4時間給水となって

断水にちかく， 11月2日小

標高200m付近の住宅 （中央に， 5月12日全焼した家屋の焼けあとが見える〉

ヶ倉水系は， 2日に4時間の給水となった。

その後も潟水がつづき，年末 ・年始の特配水

もやっとであったが， 2月8日から全市が 1日

6時間の給水となり， 2月23日から 1日12時

間給水の浦上水系を除いて，他の水系全部は制

限を解除した。しかしこれは，例年3' 4月と

統いて雨の少なかったことがないという記録と，

制限給水に対する市民の反響を考慮、した水道局

の政治的処置て、あって，けっして渇水が緩和し

たわけで、はなかった。そのため，4月にはいる

と貯水池の枯渇がきびしくなる一方で，ふたた

び制限給水せざるをえなくなった。4月8日か

ら浦上水系では2日に 3時間，本河内 ・西山水

系さらに出雲水系も， 1日6時間から 2日に3

時間となって，断水の危機がせまった。

戸 lびんの 救色｜

市に設けられた渇水対策本部には，制限給水

にともなう苦情の処理のための窓口が設けられ，

高台地と低地との平等な給水対策に取り組んだ。

これは，市街を取り囲んだ丘陵の標高 50～200

mの地帯に，全市の30%の世帯すなわち 24000

戸があるといわれ，丘陵一帯への宅地造成がな

おも続けられているためて。ある。まず，高台地

の断水地区に，臨時的に約 50個所の共用せん

を増設し，その配水管の改修工事をおこなった。

また，この緊急工事のできない場所に対しては，

給水車による給水を実施した。

行政面では，水道局へ他部局から職員を出向

させ，さらに給水時間の変更その他の家庭への

連絡，給水状況の調査，井戸調査などに， 地区

推進員（数年前から，街の美化運動の推進要員

として，市職員に担当地域を割りあてである）

を動員し，職員の業務に優先して従事させた。

そして，全市をあげての節水と，給水時のトラ

フソレ解消に町の自治会が立ち上がった。高台地

とくに 1日にバケツ 3杯の配水しかない家庭の

多い地域には，時差給水による対策が立てられ

ザー
れ」。

このような状況が報道されて，市外からも応

援の手がさし伸べられた。大村市・諌早市など

から， 1升びんの救援水がトラックで届けられ，

1月6日には，アメリカ軍の YW101号艇が750

トンの救援水を佐世保市から届けてきた。

jMk水下の消防出

宣伝・広報

消防局では，制限給水とともに，地域ごとに

2台の広報車を巡回させ，火災予防の徹底に市

民の協力を求めた。また， NHKと NBC局に
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依頼して，ラジオやテレビなどによる啓蒙 ・宣

伝をおこなった。さらに，制限給水下の火災予

防と早期通報についてのビラ 7万枚を自治会を

通じて各家庭に配布したり，「火の用心」のピラ

をつけたタコ 3000枚をつくって幼稚園の児童

に配布し，園児がこれを揚げるのをテレビで全

市に紹介して，火災予防についての関心を促し

た。また，自治会を通じて，家庭用消火器のあ

っ旋を全市にわたって実施した。

消防自体の問題としては，昨年10月1日から，

従来の 11消防団 ・93分団（団員 2819名）を

3消防団 ・42分団（2047名）に編成替えした

当座でもあったので，団長と全分団の部長以上

の団員を，4月20日に局講堂に召集して，潟水

時の消防対策会議を聞いたQ そして，消防水利

とその統制，河川 ・海水などの自然水利による

送水線構成要領，渇水時の消防戦術，残火用水

の節水，出動区分の厳守などについて示達 ・協

議した。

水利

消防署の組織は，

(1) 直轄4分隊

(2) 水上 1分隊を含む出張所5分隊

(3) 機関員 2名だけが勤務しており，火

災出動のとき消防団員を動員する分遣

隊5か所

からなっているが，署としては，その全力をあ

げて消防水利の確保に努力した。

風致と消防水利をかねた中島川可動えん場

42一予防時報

まず，市内を流れる 8つの河川の 44か所に

土のうを積んて‘貯水池を作った。 この 44か所

のうち 15か所は業者に請け負わせたが， 24か

所は署員が， 5か所は団員が，自身の手によっ

て作ったものである。報道陣はこれを消防ダム

と呼んだが，既存の公設貯水そう 191に加えて

おおきな戦力となった。

また，のベ 170名の署員で，市街地にある約

5000の井戸を調査し，5トン以上の貯水量で消

防水利として利用できるもの 64を消防水利と

して設定した。さらに，商社や個人所有の遊休

鉄製タンクについても調査し， 4トンタンク 2

個を借りて，公 ・私設貯水そうから遠い 2か所

の地に置いて，消防水利とした。

公設消火せんは 1193個あるが，なかには明

治 ・大正年間の古L、小配管に設けられた，停水

時でなくとも消防水利として使用できないもの

があり，新しい消火せんも，停水時には水道局

員の開弁を待たなければ水が出なし、。その聞の

補償として，新たに水そう車（速消車と区別し

て，運水車と署では呼んだ） 2台を購入し， 12

月 28日から戦列に参加させた。これは，トヨ

タの 6トン積み4mシャーシ車で， 135馬力。

5.5トン水そうと 10m のソフト吸管 1本を備

えている。価格は 165万円であった。

この 2台の運水車を，直轄第 1分隊車（ 3ト

ン水そう付きポンプ王手〉と第3分隊車（1.5トン

水そう付きポンプ車）に配属した。火災で出動

するときは，それぞれ並行して現場

に行き，まずソフト吸管によってポ

ンプ車に補水し，その後タンクの水

を使用して，その聞に他車から補水

して放水が中絶しないようにする。

昨秋，制限給水にはいってから 4

月末までに建物火災は 26件，その

うち第 2次出動以上の火災は 12件

で，断水中のものが 7件であったが，

いずれのばあいにも水そう車は偉効

を奏した。なお，消防署隊と消防専

用電話によって出動を指令された火

災現場管轄の消防分団隊が出動する

ものを第 1次出動と称し，第2次出



：司 Jil（中 島川 司動 えん芝）

O ：引隊 国：東 消防因分団隊

＠：本そう車 自： 南消防回日隊

童文字はホ ス数を 示す

断水中の消火の水利配置

動とは，さらに電話指令によって出動を指令さ

れた火災現場管轄消防団内の他分団隊が出動す

るもので，局庁舎サイレンを吹鳴する。

断水中の火災戦斗の例を， 1月 14日のアー

ケード街火災（全焼 2棟，半焼 1棟，530m2を焼

失）にとると， 図のような水利配置（放水した

ものだけをあげた）で消火活動をおこなった。

同足の巴｜
長崎の消防は，消防組のむかしから水不足で、

苦労を重ねてきている。新聞記事から拾ってみ

ると， 1907年（明治 40年〉の夏には，市内の

総数 5001聞の消火せんの圧力を試験し，水道職

員からバルブの操作の指導を受けている。当時

は，ホース直結による放水が多く，水管車など

も整備されていたようだ。

1917年（大正 6年〉は降水量が少なく，記録

によると年間降雨量 1359mmで，記録に残っ

ている 82年間では，第4位の渇水年であった。

そのため警察は，消火器の検査をしたり，市役

所と連名で火災予防のビラを配布している。ま

た‘ 当時の全市の 3消防組は，各部から毎夜 2

名ずつ出して夜警をおこなっている。このとき

東洋日ノ出新聞は， 「万ーのばあい，水道水は

1滴も使用されず，家屋の破壊のみ。しかも消

防組にその器具の備え付けなし」と火災予防第

1を訴えている。 あくる 1918年（大正7年）

の2月 12日午後 7時，市内で火災（住家3棟

を全半焼）が発生したとき，貯水池に電話をし

て給水を要請したが，その水圧を得るのに 25分

を要したと伝えている。また，このときの送水

にあたって，専用せんで盗水したもの 3' 4名

を瞥察が検挙したという余閉まである。

1923年（大正12年）は年間降水量 l569mm 

で，過少降水順位が第 10位であったが，この

年の 12月，市の南部の高台地で、火災が発生し

たときには，水のかわりに漬け物屋の菜漬けを

投げて消火したという。

まことに，長崎消防の歴史は，水不足の苦労

の歴史と言えよう。

I~二~I
この稿をおわる 5月 27日には，台風 6号の

150mmの降水によって，西山 ・小ケ倉両水源

池を除いたほかは，各水源池とも満水したので，

制限給水は8か月ぶりに解除になった。

さらに， 5月28日，はるか大村市の萱瀬ダム

から浦上水源池まで，約 33kmにおよぶ導水管

(450mm径〉の一部 5.7kmが，大村湾の海底

に敷設されはじめた。秋には完成の予定である

が，そのときには 1日12000トンの補水ができ

るので，給水事情はやっと明るい見通しを立て

られるようになった。

ともかく，昨年の秋から今年の夏にかけての

悪夢のような制限給水は，水道財政に減収と膨

大な対策費の支出をもたらし，その結果は一般

会計を圧迫し，とくに消防予算におおきく響い

てきている。 （筆者 ：長崎市消防局予防課〉
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今号ーには，巻頭の座談会と

して， 家庭生活のなかの “身

のまわりの防災”をテーマに

ご婦人がたのお話しをうかが

いました。これは，ごく常識

的な，しかもひじように初歩

的な防災技術 ・知識で一般に

あまり周知されていない点が

あるのではないかと考えて企

画したもので、す。たいへんに

おもしろいお話しがたくさん

出たのて、すが，紙数の関係で

ずいぶんカットし，掲載のよ

うなものになりました。

次号には，道路と交通事故

の問題について，道路工学の

東大生研 ・星野先生と瞥察庁

交通局の片岡企画課長との対

談を掲載いたします。

食会食

藤田先生の連載 “都市防火の

盲点”は，今号で第4回にな

りました。今回は，重要文化

財に指定された建造物などの

民族的遺産を火災から守るた

めの対策について，宇治市の

平等院 ・鳳恩堂を具体例とし

て解説していただきました。

次号には，中小都市の盛り場

の防火対策について，札幌市

：編集会議から ：

を例にした原稿をいただくこ

とになっております。

-{::{ -{::{ -{::{ 

この号の特色の 1っとして

文化放送記者 ・塚原氏の交通

事故による頭部傷害者の救急

対策に関する調査記事があげ

られると思います。交通事故

そのものの防止対策もひじよ

うにたいせつなことではあり

ますが，現実にまい日まい日

発生している事故から人命を

擁護するにはどうしたらよい

か？ジャーナリストとしてつ

ね日ごろ痛感されておられる

問題を，いろいろな資料を駆

使して具体的な数字をあげな

がら論じた力作で－す。

-{::{ -{::{ -{::{ 

秋の台風シースンをひかえて，

台風を中心とした気象現象に

ついての原稿を3本掲載いた

します。それぞれ，ひじよう

に基礎的でしかもおもしろい

知的な読み物としておすすめ

いたします。

？なな？な

つぎの 63号には，「火災」

に関しては

①本田行世氏のアメリカ消

防について思う

②今津博氏の都市の火災

危険度と等級化

③馬場敏雄氏の火災から人

命を守るために

の3編を掲載いたします。ま

た．交通問題については，

④大久保柔彦氏の交通事故

の背景にあるもの

⑤桶谷繁雄氏の世界の高速

道路

の2編が予定されています。

さらに，前号の本欄で予告

した「日本の地震災害Jを，

浜松音蔵氏に書いていただい

てお目にかけることになって

おります。

会会食

編集会議においては，しば

しば，本誌の基本的な性格と

し、L、ますか“あり方”と申し

ますか，編集方針についての

討論がおこなわれます。読者

のみなさまも，ぜひ本誌に対

するいろいろなど意見やご批

判をお寄せくださし、。

長い梅雨があけたとたんに，早くも

夏の盛りになったような暑さです。

梅雨は東京都民にとっては救いの雨

のようなものですが，お天気待ちの

水道行政はいただけません。都民生活のためにも衛 ぺ
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発生上も，さらには消防活動のうえからも，抜本的な

解決が望まれます。今年は水不足はそう心配しない

でよいようで，ちょっと企画がはずれた感はありま

すが，今号には長崎の潟水の記事を掲載いたしまし

た。台風関係の解説とともにお読みください。

印 刷 所
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東京都文京区駕官官田T11番地

株式会社 コロナ 社

電話（941〕3136 9 
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（実質配布・ 送料不妥）

火災危険と対策
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(11）菓子工場の

(12) 電線工場

(13) アルコ ールおよび合成酒工場

(14) 印刷インキ工場 II 

(15) 電気通信機工場 II 

(16) 製紙工場 II 

(17) 塗料工場 II 

(18) プム工場 II 

(19) 羊毛紡綴および毛織物工場 II 

(20) 乾電池工場 II 

(21) 紙袋工場 II 

(22) 織物染色盤理工場 II 

(23) エーテルおよびアルコール工場H

(24) アスフアルト工場 II 

(25) 皮革工場

(26) 製靴工場

(27) ガラス製品工場

(28) 鉛筆工場

(29) ドライクリーニング工場

(30) 製綿工場

(31) 紙器工場

(32) 精麦工場

(33) 紡績工場

(34) 化粧品工場

(35) 精糖工場

(36) 家庭電気恭兵工場

(37) 塗装工場

(38) 自転車工場

(39) 特紡工場

(40) ミシン工場

(41) 合板工場

(42) 陶磁器工場

（以下統刊〉

少ill>数のゆし」みi:u，無償ぐ従1凡Fるこ

II 

季 fl]2唯箆

「予防時報J

書錯

「紡火検査便覧」 8 0円

「どんな消火器がよいか」 5円

「火災報知装置」 1 0円

「危険薬品類J 8円

「危険薬品の保管取り扱いに関する注意」 5円

「とっさの防火心得帖」 6円

「映画フ ィルムの火災危険と対策」 l 8円

「汽缶室および煙突・煙道などの防火対策」 2円

「乾燥装置の防火対策」 5円

「プロパンガスを安全に使うために」 5円

「駐車場の防火指針」 3 0円

「高層建物 II J 5 0円

「地下街 II J 5 0円

防火のしおり （各.f::iとも 1部5門〉

「住宅」 「料理飲食店」 「旅館」

「アパー ト」 「学校」 「商店」

「劇場 ・映画館」 「一般事務所（木造）」

「ガソリンスタンド」 「病院 ・診療所」

「理髪店 ・美容院」 （以下統刊）

業態別工場防火資料 （各号とも 1冊 10門〉

( 1) 製粉 工場の火災危険と対策

( 2) 油脂製造工場 II 

( 3) セルロイド加工工場

( 4) 印刷工場

( 5) 自動車整備工場

( 6) ベニヤ板工場

(7) 電球工場

( 8) 営業倉庫

( 9) せっけん工場

(10) 製薬工場

1冊実費

5 0円
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があります．

保険協会

東京都千代田区神田淡路 町 2-9

TEL （東京－251)0 1 4 1, 5 1 8 1 

害本損日社団
法人
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