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わが国の損害保 険 業 界 は ， 火 災 ・交通などの事故防止のため， 各種の防災

事業にカを注いでおります。

たとえば，損害保険会社の拠出金で， 全国 の 都 市 に 消 防 自 動 車 や 火 災 報 知

機・防火貯水槽な どを毎年寄贈し，消防力の強化 に協力しています。そのほ

か，秋の火災予防運動では，防火ポスターを 50万枚製作し， 全 国 の 市町村

にはん布するなど，防火思想、の高揚に努めております。

各保険会社は， 防災課 ・技術課をも

うけ多数の専門家をおいて，保険契約

者の防火診断 や防災上のご相談に応じ

たり ，ま た技術的な指導をしています。

そのほか，参考文献など各種の印刷物

も発行しています。

損害 保険 料率 算定会では， 技術研究

部が災害の基礎研究に努力しています。

また，大学 ・研究所などの諸先生がた

を委員とする災害科学研究会を毎月 1

回開催 し， 災害に関係のある諸問 題の

研究発表と討論をしていただいていま

す。 こ の研究会 には， 気象 ・地震・建

物 ・消防・爆発など10部会があります

が，創設以来20年 に な り ， そ の 成 果 は

直接 ・間接に保険業務に取り入れられ

ています。

日本損害保険協会 は ， 予 防 広 報 部 の

予防課を中心に，約20年前から発行し

てい る 季 刊 総 合 防 災 誌 予防時報 をはじ

め， 各 種の防火指針 ・資料や防火のし

おりなどを発行し，防災映画・スライ

ドも制作 しております。 さらに， 防火

研 究会 ・IW火識はi（会などを各地で開催

して， 災害予防事業を推進しています。
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7月14日，時II符の山は火祭りでにぎわう 。こ

の祭りは扇然りともいわれる，和歌山県熊野性II

智大社の例祭で，社から12体の扇みこしが，地

元市町：々の人々につ｜かれJfll智の滝へ向って立つ。

いっぽう ，飛沌神社からは，点火された12本の

大たいまつがこれを出迎える。石段の途中で，

たいまつは順次12体の扇みこしをあおって清め

る。みこしにつけられた鈍は，火の乱舞：を写し

とり，神々しく映える。やがて滝下の広場に着

くと，古式豊かな諸祭事がくりひろげられる。



j 横
：腹
！く

え

太
阪
港
外
で
貨
物

h

一路同
4

－



予防時報 75

8月18日午前 1時30分ころ，岐阜県白川町の国道41号線で，J]iJ夜からの集中豪雨

のため土砂くずれが発生した。たまたま道路上に立ち往生 していた観光パス 2台が，

この上砂や岩石の直撃を受け，約15m下の飛騨川の沼j流に転手書し，乗客 ・乗務員な

ど104人の生命を奪う ，パスの転落すけ伐としては世界最大の規模の惨事となった。

国や地元の関係者のなかには， 「土砂くずれなどの事故を完全に防ぐことは不可

能で，災舎は不可抗力だ った」という与えがあるようだが，これでは災害は予防で

きない。 坪井先生の “災·~；.の，ITIU.f'.H ” （本品、68りうに従って与えてみると，①豪雨，

②危険な所を通っている道路， ③fir石川志の傑識があるだけの対策の不備，④夜間

に危険な所を， しかも iJJくずれが発生する可能性のある気象の ときにパスを通した

刻制の欠除など， 「思いことが重な って災古になった」わけで， これらの要因のひ

とつでも除けば，こうした大きな災古は防げるのである。

道路を使う側に対する安全の 3Eとともに，道路を使わせる側としては，安全な

道路づくりと運用について責任ある行政の確立が急務であろう。
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く座談会〉超高層ビルの防火

霞が関三三接ピルを見る

4砂防災機構の中枢・防災センター・

1968年6月18日午後 3時すぎ，霞が関三井ピル

管理事務所に勢ぞろいした一向は，まず竣工まも

ない同ピルの防災諸施設を見学した。最初に視察

したのは， 1階管理事務所どなりの防災センター。

地上36階，地下3階， 延べ商積 15万m2を越える

超高層ヒ・ルの防災施設の中枢である。

尾崎 これだけ大きなピルになると，あらゆる

情報がーか所へ集められ，いろんな施設がうま

く働いてもらわないとなりません。そこでこの

防災センターをつくり，防災に閲するいっさい

の情報を集めることにしたわけです。場所も地

上で，どこからでもはいりやすい所に設け まし

fこ。

火災の発生を巡回保安員 とかテナ ントが発見

したときは， 各階に 2か所設けられている安全

区画内の直通非常用電話で通報されます。無人

の場所とか，夜間とかには煙感知1.:mで感知して

ここへ信号がきます。ここにはワンフロアごと

に，東西南北およびコアの 5区画にわけて表示

されているので，信号のあった場所へただちに

かけつけて隊認できます。 また巡回中の保安員

も， ページングによ って呼び出 され，ただちに

現場へかけつけるよう命じられます。

6－ 予防勝報

轟亭

乙守 テナ ントへの通報はどうな って います

か ？

尾崎 テナントに対 しては， ここのスイァチで

避難放送がで きることにな っています。火災階

に対 しては，録音ずみのテープを回し，避難放

送を繰り返します。その他の階に対しては個別

にマイク放送をする ことにな っています。 とに

かく早く逃がしてしまう方針です。

避難放送と ともに，その階のスモークタワー

の排煙口が聞き，排煙ファンを起動させます。

ファンは13階と36階の 2系統に分けています。

階段には36階のファンから空気を送り込むこ と

にな っています。

浜田 保安員がかけつけるエレベーターは？

尾崎 非常用に予定されている 4台のエレベー

ターは防災センターに呼びもどしのスイ ッチが

あるので，このキーを入れると途中階からl階

にもどってきます。保安員が乗り込み，手動に

切り替えると専用運転になり ，他の呼び出しに

はいっさい答えず，目的階に急行できます。

浜田 はいってきた情報やセンタ ーの指令は記

録できるのですか。

尾崎 それはできません。

山崎 スプリンクラーが働いたときは，どれと

述勤しているのですか？

75号 (1968.10. 1) 



尾崎 階別の表示ランプがつきます。

山崎 スプリンクラーを止めるのは？

根上 ワンフロア 2系統ずつ，手動の停止弁が

あります。そうしないと水t員がこわいので。

乙守 煙感知器は避難用ですね。

尾崎 同時に初期消火にも役立つわけです。熱

で感知するのと煙とではそうとう速います。ば

あいによっては 1時間以上も違います。早〈発

見して避難を容易にするとともに，消火のI時間

を早めることができます。

浜田 人聞は下へ逃がすのですか？

尾崎 ええ，下へ逃がす方針です。

浜田 火災階から上の人がエレベーターを使っ

て逃げてきたときは？

尾崎 いまエレベーターは 4つのグループに区

分されています。そのうち火災階に止まるグル

ープのエレベーターは，避難に利用すると，お

しあいへしあいになって事故を起こしかねない

し，煙の出てくるところにドアが聞くことにな

るので，一時的にストップさせて下へおろして

しまうことになっています。だからエレベータ

ーを使うときは，火災階を含まないエレベータ

ーグループがとまると ころまでお りていって来

ることになるわけです。

本江 給気，排気はどうなっていますか？

75号 (1968.10. 1) 

根上すべて天井からになっています。火災が

おきたときは， 空調は全部とめるのが原則にな

っています。

山崎 オール排気にできますか？

根上 できません。逆転できないことになって

います。

.理想的な不燃化・

300m/minのエレベーターで一気に30階にいく。

基準階は中心部にエレベーター， その両側に安全

区画を配し，廊下をへだてて外周が貸室となって

いる。室内にはいる。

尾崎 内装の下地は全部鉄です。燃えるものは

ぜんぜんありません。壁はii盗品鉄骨の間柱にプ

ラスターボードをとめて，それにプラスターで

す。廊下へ出るとスチールパネルです。間仕切

り壁のユニパートはスチールで，中にグラスウ

ールをつめ，表面1材も難燃処理をしたうすいも

のです。

浜田 こういう点はひじ

ようにいいですね。不燃

化という点で祉は建築の限 ’

界まできていると思うん

です。

山崎 窓は全部あかない

のですね。排煙のために，

ここだけはあくというと

ころはないのですか。 浜田氏

尾崎 バルコニーの出口が聞くだけです。どう

にもならないときは窓ガラスを割る・・…・。

山崎 割るとたいへんだ。下へ落ちて・・…－。

本江 外からは割れませんか？

根上 清掃用ゴンドラを下ろせば割れます。

本江 時聞はどのくらい？

根上 1階へつくまで 3分ちょっとです。作業

員は 7人ですが， 3倍くらいは乗れますから状

況によっては救出用にも使用できます。

山崎 外からにしても中からにしても，ガラス

を割るとたいへんです。

根上 廊下のとびらをあけて，スモークタワー

のファンをまわすと，煙はいっぺんにサーッと

予防時報一7



なくなります。なんべんもテス

トしていますから・・・・・・。先月ゃ

ったと きは，人聞がちょ っとか

がむていどで，煙は上のほうを

琉れていました。

．避難関係に問題が・ー···· ~砂

浜田 建築関係としてはひじよ

うにいいが，避難の関係があま

りよくないと，思う。ドア口のキ

ャパシティがたりないから人の

ダンゴができる。

尾崎 その点については戸川さ

んの計算式でやっています。余

裕をみて 150秒ということです。

先日の消防演習のときは，階段

1か所を使用しただけですが， 全部おろすのに

120秒しかかか りませんでした。

浜田 ぼくの計算では，もうすこし時聞がかか

る。室から廊下へ出ると煙が立ちこめている。

その中で人が滞留せざるをえない・…－。

尾崎 室ごとに防煙区画になるように， ドアチ

ェックがはいっている・・・・・・。

浜田 人がつぎつぎにいくときはあいたままだ

。
尾崎 そのために，たれ

壁をいくらかつけていま

す。廊下の間仕切りが防

煙区画になって，廊下が

煙でい Jぱいになるまで

には，そうとう時聞がか

かります。

山崎 どれくらいの時間

をみていますか？ 尾崎氏

尾崎 可燃物の量によって計算できますが。

浜田 ワンフロアに 350人いるとして，うまく

各階段に分配できたとして避難を終わるまでに

120秒， 戸川さんは 3分20秒 くらい見込まねば

いかんといっている。

尾崎 200秒ですね。煙感知器は新聞紙をちょ

っと燃しただけで感じますから・・・・一。

8－予防時報

11渚にある防災センターの表示パネル

浜田 人がいっぱいいて逃げるのだから……。

煙がいっぱいになってから逃げ終わるまでの 1

分ほどがひじように苦しいのではないか。ただ

一度にノfッと燃えあがるような火事はこうなる

というのであって，ふつうの執務状態のときは，

ほとんど絶対といっていいほど大丈夫だ。ひど

い火事というのは，何か催し事があって，何か

がパッと燃えあがるとか，休日に修理している

ときなどに起きることが多い。

尾崎 煙感知器は溶接の煙でも感じていますか

ら・・…・。

根上 しょっちゅうですよ。空調がとまったあ

と残業しているときなど， 5' 6人がタバコを

吸っていても感じるのです。

先日も，ある会社の会へ手品師がきて，煙を

つかう手品をやったのです。そしたら煙感知器

が働いたので保安員がとぴあがっていった。あ

とであやまってきましたが（笑〉。

室を出て廊下をゆくと，安全区画出入口に非常

灯がある。またその床面に近い壁に緑色のフリッ

カーランプが設置されている。避難放送とともに，

これが点滅し，煙があっても安全区画に誘導され

ることになっている。

浜田 この階段室へのドアが90センチたらずし

かないので，ちょ っとせまい。ここへダンゴが

75号 (1968.10. 1) 



できてしまう。

尾崎 安全区画へさえはいれば大丈夫と思いま

す。これがスモークタワーの開口部です。これ

が防火センターのリモコンあるいは手動で聞く

と，自動的にファンがまわり，どんどん煙を吸

い込みます。

山崎 スモークタワーの口が聞く時期が問題だ

ね。それが遅くなると，ちょうど人と煙がいっ

しょにはいってくることになる。人聞は階段室

へ出ょうとするのだし，スモークタワーはその

階段室の入口にあるのだから。

尾崎 安全区画の中での気流の問題ですか？

煙ははいってきてもいい。どんどん排出するの

だから，それほど濃くはならない。

浜田 スモークタワーの開口部の位置は階段室

へのドアから離したほうがよかったという話も

出ている。

尾崎 階段室へは煙を絶対入れないということ

で，人についてくる煙はこのスモークタワーで

吸うという考えかたです。

山崎 部屋の中の煙をここで排気するというの

ではないですね。

浜田 スモークタワーが廊下にあって，煙を廊

下でとってしまうといいのだが……。

尾崎 それは理想的ですが，排気した分が給気

されるわけですから，タイミングによっては火

勢を強める結果になりかねない・・…・。

。内装材と備品4・
このあとテナントがはいっている25階，間仕切

り材のサンプルがある14階，機械室となっている

13階，内装工事中の12階をつぎつぎに視察する。

尾崎 間仕切りの下地は全部鉄板で，表面に不

燃のガラス繊維とか難然性のうすいシートを経

師屋さんが貼ったものを使うことになっていま

す。この塩ピのものは可塑剤がだいぶはいって

いるのと，フィルムがうすいのとで， トンネル

炉の試験ではガラスと同じくらい，よかったも

のです。ノりもちがうようです。煙も出ないし，

温度も上がらない。パネル中にはグラスウール

をつめています。
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それからピルの外柱や梁にはプレハプ化した

石綿材の耐火被覆をしています。スパンドレル

は梁とスラプの聞に耐火材をやってあります。

浜田 そういう点はいいのだが，窓のところに

使うカーテンが問題になる。ふつうのピルだと

窓のきわにカーテンレールがつくようになって

いるが，ここにはそういうものがない。その点

もよくできている。ただ，どんなカーテンを使

ってくれるかだ。ガラス繊維のカーテンならう

まいのだが。

尾崎 近ごろはいいものができていますね。最

初はヒダがうまくでなかったが…・一。

浜田 ガラス繊維のはよれてくるのだね。ふつ

うのカーテンだと下の階が火事になったとき延

焼の仲だちをすることになる。そういうことは

テナントによく教えこまなければいけないんだ

な。見つけたらむしりとるぐらいにしないと…。

根上 案外よくやられて

いるようですよ。備品な

ども一応不燃材というこ

とで指導していますし・・・

…。木製の家具を使って

いたところも，すべてス

チール家具に替えてもら

ったのです。ただ，どう

しても重役さんの机とか， 根上氏

じゅうたんとか，多少燃えるものがある。

尾崎 じゅうたんはそんなに燃えませんね。

浜田 ところで，火事になると，床板にどうして

こんなに穴があいているのかと思うのだが……。

尾崎 その点は，先日も廊下で燈を出してテス

トしましたが，ごくわずかの部分をのぞいて大

丈夫でした。工事の監督には20人くらいがあた

って 3回くらい調べています。それで防火壁の

上のプロックの穴のあいている所がつめてなか

ったり，手抜かりのところが発見されています。

浜田建物という のは，でかいからな。完全に

というのは無理なんだな。

乙守 カーテンウオールのすき間はどうされて

いますか。

尾崎 居間ふさぎのこまかな所はグラスウール

予防時報－9



をつめていますから大丈夫です。

。屋外バルコニーの役割・

避難路としては，安全区画のほか同委似IJに屋外

バルコニーを設置し，タラッ プで上下階を述絡さ

せている。

浜田 もし火源がこのバルコニーの近くの室内

にあるとすると，ア ッというまにガラスが割れ

てしまうことが考えられる。

山崎 そのばあいはせっかくのバルコニーがつ

かえなくなる。上の人も下へは下りられない。

尾崎 そのときは避難階段なり，反対側のパル

コニーを使用する。このバルコニーは，とじこ

められた少数の人が使うということで，大げさ

に大勢の人が使用することになると，かえって

危険ですね。

山崎 最後に残った人た

ちが使うというのだが，

この部屋にいる人たちは，

しょっちゅうこれを見て

いるのだから，おそらく ，

みなこれにとびこむこと

になると思うんですよ。 ¥ 

根上 われわれの訓練の

ときは，ほとんどの避難 山 崎 氏

誘導は安全区画のほうへおこない，バルコニー

へは30人くらいがはいるという想定です。

10一 予防時報
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山崎 バルコニーは避難者にとってはひじよう

に気が楽なんです。外が見えるでしょう。と こ

ろが階段室へはいると，とじこめられたみたい

で，いったいどうなるのかと不安になる。

浜田 心理的にね。

尾崎 このバルコニーは，最初はつくらない予

定でしたが，はじめての超高層なので万一のば

あいの避難用としてつくったのです。戸川さん

や消防庁の推奨もありましたし。

浜田 ここへしっかりした避難口をつくるとず

いぶんいいんだけど・・・一。消防庁はいし、こと言

ったですよ，設計者はつらかっただろうけど。

ただ，っくりかたがちょっと，おざなりみたい

だな。

山崎 消防庁としてそれを言ってから，また話

が出てきたんですよ。せっかくつくるんだから，

これをふつうの外階段のようにして，つなげな

かったのかということで・・・・・・。

浜田 せめてそのくらいにすればよかったと思

います。消防が気のついたのがおそかったかな

（笑〉。

山崎 これだけの場所があると踊り場をとって

も階段はそう急にならないでしょう。

尾崎 法規的には一応，つくらなくてもいいこ

とになっているわけですが……。

山崎 法規というのは最大公約数をとっている

から…・・・。
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そうでないばあいには料率を割引にする

とか，も っときめこまかくやってくれればいい

んだよ （笑〉。

とてもよくできているのだが，やはりと

きどき避難訓練などやることがたいせつだね。

根上 はい。それともうひとつ，認識を深めて

いただくために絵と昔の「IIるPR用のセットを

わたくしのほうで考えて，いま筋書きをつくっ

てお ります。たとえば地誌があっても逃げない

でくださいとか，非常のさいどうすべきかとい

うことを建物のPRといっしょに した内容のも

・視察を終わって．

浜田

浜田

のです。

山崎 このあいだの地mのときに，どういう処

置をとられたのかを，あの直後にたずねました

が，あまりやられていない。 さっそく小委員会

をつく って何か指置をするというお話だったの

で，できるだけ早い機会にやっていただきたい

ですね。 ご存じだと思いますが，この前の国会

で消防法の改正が可決されまして，たとえばフ

ロアごとに也：理者・を置くとかいう段どりになろ

うかと思います。

乙守 現在，はいっている会社を集めて，防災

会議はやっているのですか。

根上 まだ防災会議はやっていませんが，それ

ぞれの会社と管理事務所とのあいだで打ち合わ

せをやっています。また，ピルの使用細則をつ

くり，大量に何千部か印刷して渡すことにして

います。いまのと ころ入居は30% く

らいですが， 10月には90%になる予

定です。

尾崎 50mの歩行距離からいえば，特別避難階

段がかなり近いところにあるわけです。しかし，

最初の超高層ビルでもあるから，不安感をでき

るだけなくしたいということで，三井不動産 と

しては，これをつくったのは相当の犠牲だった

ですね。この場所がいちばんいいところなんで

すよ。ちょうど富士山がみえるし…－。

山崎 ふつうの階段をつけたほうが安くできる

のではありませんか。

尾崎外階段Ii，意匠上めだっのと雨じまいの

点で鉄筋コンクリートの建物に鉄骨階段をつけ

るのと違って，カーテンウオールへつけるのは

むずかしいですね。

本江 出火したときの問題として，スプリンク

ラーや消防隊の活動の結果，そうとう水による

損害も受けるわけですね。耐火性はあっても，

どうしても水に弱いものが出てくるのではあり

ませんか。内装材その他の耐水性は，どうでし

ょうか。

尾崎 耐火被覆の接着剤がむずかしかったです

ね。

本江 高層というのは危

険だから，それだけ万全

を期さなくてはならない

し。ここはいいとしても，

他にどんどんできて くる

と，中には水による損害

度の高いものが出てきま

すね。 氏i工本

いま飲食店がはいっているの

は35階と， 12階に 1軒でしたね。

根上 ええ，ほかに 3階に食堂と喫

茶店があります。 1階がほとんどで

す。

浜田 貸ホールや興行所，印刷工場

といったものはありませんね。

．テナントの問題・

浜田
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基準階の防災設備配置略図

75号 (1968.10. 1) 



山崎 超高層ビルができて，そこに映画館だの，

キャバレーだのがつくられても，いまのと ころ

規制できないわけですね。通信社がはいって印

刷機をお くというようなことが防災上問題にな

るわけですね。

根上 もうはいる余地がありません。

浜田 そういうのは早く法律で規制するんです

ね。それができないあいだは，うんと スプ リン

クラーをつけさせるとかして， 実質上できない

ようにもっていくのだね。印刷所などがはいる

と活字の鋳造なんか，防火上，危険ですからね。

テナ ントのインテリアは審査を受けるのですか。

根上 ええ，管理事務所と尾崎さんのほうでや

っています。

浜田 それを厳重にやって・・…・。

根上 だいぶうらまれるわけですよ。たと えば

スチールでやるのと，他のものとでは値段がち

がってくるし，そうとうむずかしいですよ。

煙感知総にしても， 1000円や 2000円でつく

れる ものではありませんが，部屋を区切られる

と煙感知掃のほうも調整してもらわねばなりま

せん。

浜田 しかし，それをきびしくやるかどう かが

勝敗を決するのではないですか。

尾崎 問題は燃えないで，しかも安い材料がな

いかということ ですね。 ここでつかったメーカ

、一va晶、' 

~時 ・・圃園田園帽

安全区画に通ずる非常口

12一 予防時報

ーはそうとう努力 して安くなっていますが……。

早く開発していただけるといいのですが。 ただ

テナントさんで工事屋さんを持っているばあい，

こちらの指示したとおりゃったかどうかという

問題がありますね。わたくしどもがまわってい

まして，難燃処理を したかどうか， 目を光らせ

ていますが。

浜田 そこいらはむずかしい問題だが，大事だ

なあ。

尾崎 聞き直られると困るんですね。 “そんな

ら本屋はどうするんだ”とか。お寿司やさんが

ありまして， 寿司を食べる台ですが，麹町署の

ある人が， “ステンレスの台に してどうしてす

しが食えないのか”とたびたびいわれたんです。

“あなた召 しあがれますか” というと， “おれ

なら食うよ”というんですが （笑〉。

そういうばあいは，ブロ ック を床から天井ま

で完全に上げてしまって，火が出ても，その店だ

けで くいとめられるように処理しているんです。

乙守 すしの台のような

厚いのは，わりといいと

しても，うすい板切れで

すね，問題はー…－。

根上 こんどのばあいは

三井不動産のほう として，

一応厚生施設面としてー

業種ずつ必要と思われる

ものを先に選んでおいて 乙守氏

計画貸付・をやったんです。そのなかに，本屋さ

んとか，文房具犀さんとかは，やはりはいって

くるんですね。

浜田 服地犀さんも，防災上はこま るね。

尾崎 食堂のばあいは大部分，人工広場の下だ

けにはいっているんです。 1階にあたるところ

ですね。条件としては，火や煙が出たばあいに

も，いちばん対処しやすいと ころにはいっても

らったわけです。

山崎 先ほど水損の話が出ましたが，排水は考

えていませんか。

根上 考えていません。スプリンクラーは作動

してからしめるまでに 5分かかるんです。すぐ
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天井のスプリンクラー （左〉と煙感知器

にミスだとわかったり，火が消えたり して も，

パイプの中にはいっている水だけは 1つについ

て280リッターが全部出ます。も し誤っ てス プ

リンクラーヘッドにものをぶつけたときなど，

水損は大きいですね。フロアダクトには電話線

とかもはいっていますし－…－。

．屋上避難について。

山崎 35階， 36階，屋上の関係ですが， 管理上

はどうなっていますか。

根上 35階の回廊は東京会館がもっ ていて，人

員管理は東京会館がやっています。災害時の避

難誘導はわたくしどもがやります。

山崎 36階から屋上へは出られないということ

ですが…一。

根上 屋上は，われわれが想像する以上に強い

風が吹いているわけです。したがって，作業員

以外だれも絶対に上げないことにしています。

山崎 35階に災害があれば， 36階の人を屋上に

逃がすことはできるんですか？

根上 逃がそうと思えば逃がせます。ロック し

ていますが・・…・。

山崎 そのカギは？

根上 自動的にはずすことはできませんが，保

安員が行っ てはずすことはできます。ただ，わ

たくしどもとしては， 35階がいっ ぺんに火事に

なるとは考えられないと思います。非常のばあ

いは35階の回廊からパルコニーへおりられるよ

75号 (1968.10. 1) 

る。

うになっています。その訓練はやってい

ます。

山崎回廊部分にはピークで 800人 くら

いの人がいるわけだが・－－－－－。

尾崎 いまのばあい，屋上避難というの

は考えていいのですか。

山崎 わたしはいいと思いますよ。白木

屋の火事のときでも屋上へ逃げた人は助

かっている。屋上へ逃げれば，いまのば

あい絶対大丈夫ですよ。

根上 屋上へ行〈階段をあけると，階段

室を加圧しているのに影響するのと，風

向きによ って煙が屋上をなめる恐れがあ

山崎 風の点は大丈夫でしょう。ことに屋上は

風がつよいということですし。

。超高層ビルの保険料率・

乙守 霞が関ピルと同じものが，近く浜松町に

もできる という ことですね。

浜田 それと関連して料率のことだが，きめの

こまかい決めかたをしてほしいという意見が多

いね。

本江 それはご意見と して，ぜひと りあげてい

きたいと思います。

尾崎 設計者のほう として も，施主さんに説明

したいのだが，料率のことはよくわからないし，

保険の契約をする段階になると，保険会社側の

窓口の人が高層ビルの問題について何もかも知

っているというわけにはいかないので，やりに

くいことがあり ます。

乙守 みなさんのおっ しゃるとおり，通常の一

般的，大衆的な保険とは別にしていますが， こ

ういうピルは，そう数も多くはないので問題の

点をみていいと思います。これからとり あげて

いくところなんです。

わが国最初の超高層ビルであり，今後の範例と

もなるピルゆえ，当事者の苦心と配慮のほどがう

かがえた。まだ解明すべき点は多いが，そのため

の第ー歩としても，この視察 ・座談会は意義深い

ものがあったと思われる。 （文責：編集部）
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〈解説〉

．カーテンウオール

建築とは

）｜｜ j閏

カーテンウオールとはイ可か ？ ひと

ころはよく 人に聞かれたものである。

最近ではテ レビのコマーシャルにも た

びたび登場してマスコミにのったおか

げかちっちゃな一子ともでも、 「ああ、

カーテンウオールって知って るよ」と

いうような情景にしばしば出あう 。す

くなくとも 、 「ああ、 カーテン崖さん

ですか ？」といったようなI昆古しはなく

なった。しかしそれて戸 、一般のかた

がたに、あらたま ってカーテンウオー

ルというもの、また、カーテンウオー

ルということはの立l床を、わかりやす

く ~JlS月することはむずかしし、。

’＇J'. 』工＝ ·w_i~銀行本J,l~ ビ ノレ（東京 ・
大手町） 1966. 
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！三十ンウオールというー－ー｜
カーテンウオ ール Li，英語では Curtain

Wall ドイツ語で VorhangWandといい，

これを日本語に直訳すると， 帳壁（カーテンのよ

うにつり下げた壁〉 という意味になる。だがしか

し，これだけではなんのことだかよく 実体がつ

かめない。 したがって， こんにちでも「カーテ

ンウオールとは何か」と改めて聞く専門家があ

るほどである。その原因は，このことばが，か

なり古くから建築学では使われていたものであ

り，むかしは一般的な非耐力壁という意味で使

われていたためである。つま り材料は石，れん

が，木材， 金属など，なんでもよしまた，使

われる場所からいって外周壁であろうと，内部

の間仕切壁であろうと，とにかく耐力壁でない

壁の総称であった。そして学術用語でいえば前

述の帳壁ということばがこれにあてられていた

のである。

日本の常識では， l限壁に対するも のは耐震壁

ということになるが，れんが造や石造のような

壁構造で発達してきた欧米の建築では，帳壁す

なわち非耐力壁に対するも のは耐力壁で，これ

は非常時に起こる水平な地震力ではな く，常時

にかかる垂直力（重力〉を支えている もの，つま

りわが国でいえば柱の役割を果たしているも の，

柱が横にベタにつらなっ ている と考えれば納得

ができょう。ひらた くいえば，欧米の建築物は

これまで長いあいだ壁でもっていたわけで，そ

れがなければ床や屋根を維持できないという切

実な役目をもった耐力壁である。この点，荷重

の大部分が柱 ・梁で負担されていた日本建築の

壁の役割とは，はっきり異なってお り，耐力壁

と非耐力壁とのあいだには，日本のばあいより

はっきりした区別が存在する。東京大学の内田

祥哉助教綬によれば，上記のごと く欧米の古い

建物では外周壁のすべてが耐力壁で，間仕切壁

の一部が非耐力壁という のが一般であったか ら，

近代建築が，柱 ・梁を構造体とする ラーメン構

造をとり入れ，外周壁が非耐力壁で構成された
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ことは，かなり画期的であったはずで，この新

しい構造方法の特徴をとらえる意味で，カーテ

ンウオールということばがうんぬんされるよう

になったと推論されている。

こんにち日本でいわれているカーテンウオー

ルはもうすこし狭い意味に用いられているよう

である。産業用語でいえば，一種のプレハプ壁

のことで，建築躯体に取り付けられる壁体と し

て製造し，これを工事現場で躯体に取り付ける

方式の壁である。すなわち，工業の進歩発達に

ともなって， アル ミニウム，ステンレス ・スチ
ぜい

ール，ブロンズ，防錆処理をした鋼板，または

軽量コンクリートなどを使って，軽量の外壁パ

ネルを工場で製作し， これを建築現場で柱と梁

または床に取り付けるだけで構成できるように

なったが，現在では，この工場製の軽量外壁を

帳壁の中から引き出して，とくにカーテンウォ

ールといっている。

アメリカでは建物の外観の特徴を とらえて，

アルミニウムピル，ステンレスピル，あるいは

ブロンズピルなどとよんでいる。

カーテンウオール建築のおいたち I 
一ーなぜ発達したか

カーテンウオール建築は， 1871年10月シカゴ

大火後の復興建築から端を発 し，米国で初めて，

こんにちに速なる高層スケル トン構造を取り入

れたいわゆる シカゴ派の建築家たちにより ，19

世紀末には じまったものである。その後，第2

次世界大戦前後を通じて，さらに急速に発達を

とげたもので，現代の主要な高層建築は，ほと

んどこの工法によって造られている といっても

過言ではない。

社会の進歩発展にともなって，経済上の要請

から建物が高層化し，さらに超高層化してくる

ことは想像にかたくないのであるが，初期のも

のは，従来の組積構造〈れんがやプロックを積み

上げる構造で，構造学的には，壁に荷重を負担させ

る工法一一耐カ壁〉であったため，壁の厚さが 1

m 以上にもなって， 重量も大き くなるし，また

室内の有効面積は小さくなって，そのために，

75号（1968.10.1)

戦後のカーテンウオール時代を決定的にした，ミース
段計によるレーヲショア・アパート860（米，1957)

経済効果は極端に低いものとな っていた。

高層建築の最大の欠点である，この厚い外壁

をなんとかして取り除きたいとする，いわゆる

厚い壁からの解放運動は，19世紀末から前述の

シカゴ訴の建築家たちの革新運動にと もなって

始まり， 1938年に ドイ ツから渡米した ミース・

ファン・デル・ローエ （Ludwig Mies Van 

der Rohe）によって， アメリカの高度の工業

技術と巨大な産業を背景とする，鋼鉄とガラス

による建築造形の追及により，鉄骨構造とカー

テンウオ ール工法によるカーテンウオール建築

の実現をみて， 完成されたものとなった。

もちろん，第2次大戦後，軍需産業（主と して

航空機産業〉からの膨大な益のアルミニウムの平

和産業への転換ーー建築用窓枠ならびに壁体へ

の応用開発の成功によって，この傾向はさ らに

拍車をかけ られ，ついに，電解発色j去の開発に

よる多色相の旅立により ，決定的にアルミ ニウ

ムはこの新しい建築工法に定着 したのであり，

その結果，高層建築の柱はより細くなり，壁は

より簿く ，建物の使用効率はいちじるしく向上

しfこ。

また，従来の建築生産方式は，旧式の組積構

造だけに限らず，最近における鉄筋コンクリ ー
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ト構造でも，基礎から仕上げまですべてが建築

現場で，職人，労務者などの現場作業によって

おこなわれてきた。

これに対して，工業化され近代化された建築

生産方式では，建物を部分別に工場で生産し，

建築現場でこれを組み立てるという，自動111や

屯気製品の組立工場の生産方式に近づいたやり

方になりつつあるわけで，この近代化されたカ

ーテンウオール工法によれば，つぎに述べるよ

うに，建物の経済性が高まり， l時代に順応して，

これを維持することができる特徴と利点がある

ため，カーテンウオール建築はますます発展す

るという結果をたどっている。日本でもさきご

ろ竣工した霞が関ピルをはじめとして一般建築

に至るまで，カーテンウオール建築は花ざかり

である。

カーテンウオール建築の発達の理由はすなわ

ち，そのすぐれた特徴と利点にある。

カーテンウオールは外壁であるから，外壁と

しての使命を完全に果たせるだけのじゅうぶん

な性能をもっていなくてはならない。すなわち，

室内を外界と区画して，外部からの光 ・熱 ・音

・風 ・雨 ・ぼこりなどの侵入からまもり，また，

窓を組み込んで，これらを調節し，室内を安全

で住み良い状態に保つよう環境ーを保持しなけれ

ばならない。さらにはまた，地院や火災に対し

て安全でなくてはならず，より軽量なものにし

て，取り付けやすく，必要に応じて取り替えが

できるものとしなければならない。

このようなむずかしい条件の外壁の性能は，

精密な工場生産方式によってはじめて満たすこ

とができるといえよう。

したがって，工場製品であるカーテンウオー

ルはつぎのような特徴と利点をもっている。

(1）建物が軽量化され， 基礎や構造体が小

さくてすむ

(2） 柱が細〈，壁が薄いので床面積が広く

利用できる

16一 予防時報

(3) 建築現場で主体部分を造っている聞に，

工場で並行して外壁を製造できるから，

工事期聞が短縮され，建物を早く使用で

きる

(4）軽量な外壁をつり上げて，室内側から

取り付けるので，外足場やコンクリート

用仮枠などのむだな資材が不用である

(5) 現場生産部分が少なくなり，工場生産

部分が多くなるので，建物の精度が高く

なる

(6) 建物資材が軽量化され，また，むだな

資材を使わないから資材輸送到’が少なく

なる

以上，建築構造体の軽量化，工期の短縮，有

効床面積の増大，資材運送':b'f:’の節減などは総合

して建築生産の経済的効率を大いに高めること

になる。

また，建物の外観については，

(1) 機械製品のように精密で軽快な感じで

あり，きわめて現代的である

(2) 金属板に処理された色彩は変わる こと

がなく，清掃が容易であり常に新鮮な外

観を保つことができる

(3) 外壁の取り替えが可能で，必要に応じ

て外観を変えることができる

という特質も見のがすことはできない。これは

建物の経済性をながく維持できる大きな利点と

し、うことができる。

カーテンウオールの分類

I. 生産タイプによるもの

σ•AAMM （全米建築金属協会〉 の

Metal Curtain Wall Manual, 1960 

による〕

(1) カスタムタイ プ（Custom)

ある 1つの計画のために特別に設計さ

れた壁であり，これ専用に造られたディ

テールや部品を用いる。

高級品で，いちいち設計によって押出

形を作る関係でコストアップする。日本
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パネル型は， ~般に窓や壁を 1 階分の

枠パネルに組み立てて建物に取り付ける

もので，まれには 2階分をカパーするも

のもある。エキスパンションはノfネルキ目

互のジョイントで吸収する。

コンクリート製（PCコンクリーけの

ものは，ほとんどがパネル型である。

カーテンウオールの性能上もっとも問題とな

るのは雨水の浸入で，メーカーは，ジョイント

の設計，シール〈充填）剤の選定に細心の注意

を払い，きびしい試験をくり返して，工事の完

全を期している。

パネル型(2) では圧倒的に多い。

(2) コマーシヤルタイプ（Commercial)

原則的に業者によって規格化されてい

るディテールや部分によって造り上げら

れた壁であり，建築家の設計に合わせる

か，または業者のストックしているパタ

ーンによって組み立てられたもののどち

らかをいう。

紳士服におけるイージーオーダー的な

もの。アメリカでは各社それぞれ特徴の

あるものを提供している。日本では最近

米国系のメーカーのほかに数社が名乗り

をあげ今後が期待される。 （1）に比して比

較的安くなる。

(3) インダストリアルタイプ （Industrial)
。スプリット（分離）型

」 ；！古書応じて動く

／ 
スリップジョ イント ~ 

リブやみぞ，あるいはその他の成形加

工されている金属シート材がそのままの

寸法で，規格化された金属サッシととも

に主要なエレメン トとして用いられるも

ので，主として工場などに使われている

が，インシュレーションを施こしたもの

は一般にも使われている。

構造形式によるもの

金属カーテンウオールの構造形式にはマリ

オン〈方立＝ほうだて）型とパネル型がある。

(1) マリオン型

IL 

剛被合

ノマネノレの変位は方立
を変形させる

車口
ス＇） yプジョイント

~ ， 

:..._U_> 
＠ベロウズ（じゃばら）型

＠バトン（押縁）型

開

：担：L；；じ；~~ b

マリオンを建物の床版から床版，また

は梁から梁へファスナー（取付金具〉で取

り付け，マリ オンに無目（むめ〉，窓，壁

パネルなどを取り付ける形式のもので，

＠ スプリット（分離）型， ⑮ ベロウ

ズ（じゃばら）型， O ノ〈トン（押縁）

型，がある（第1図参照〉。

ぞれぞれ，カーテンウオール構成材料

の熱収縮や地震や風などの水平荷重によ

って生ずる層間変位を吸収するために，

ジョイントに高度の伸縮のくふうがされ

ている。また，⑮ としてガラスや壁ノf

ネルの取り付けに成型ガスケットを使っ

てエキスパンション ・ジョ イントとする ＠構造ガスケット型

マリオン（方立〉 型の各種構造図解

予防騎毅一17

第 1図方法もある。
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アルミパネル型カーテンウオール建築の万歳ピル （東京・日本橋）

カーテンウオールのデザインは，構造上一般

に絡子型となるが， "7~ オンや無目の断而と組

み合わせ方，構成材料の色と仕上げなどにより

ひじ ように辿ってくる。

色としては， 金属材料（アルミニウム，ステ

ンレス ・スチール，ブロンズな ど〉，ガラス（透

明のほかにブルー，グレー，ブロンズ色などの

熱線吸収ガラス〉石綿セ メン｜板，コンクリー

ト材などの自然色のほか，アルミニウムの屯解

発色（自然発色ともいう〉したもの，屯活塗装

したもの，化学塗装，ホーロー引 き，耐候性鋼

材， アルミ鋳立パネルなどがあり ，表面処理と

してステンレス系統のものに研熔などの機械仕

上げのほか，型押し仕上げがある。

さらにこれまでと別の分類の一つおよびその

建物の実例を紹介する（The Contemporary 

Curtain Wall, W. D. Hunt, U.S. 1958）。

A.構造体を現わしているカーテンウオール

1. 縦の紘をあらわすカーテンウオール

・日本経済新聞社（来京 ・大手町〉

2. 棋の糾（スパン ドレルビーム）をあら

わすカーテンウオール

…東京交通会館〈東京 ・有楽町）

3. 縦横の綜（グ リッドパターン〉をあら

わすカーテンウオール

・一・・全日空ピル（大阪〉

18ー 予防略報

可円円「
万歳ピルのパネル構造図 （左＝正面図，右＝断面図〉

B.構造が単に強調されているもの

1. 縦の線の強調

…千代田化工ピノレ（東京 ・赤坂〉

2. 械の線の強調・・……・ホテルニューオー

タニ（東京 ・紀尾井町〉

3. 縦横の線を平等に表現…・・…日本板硝

子本社 （大阪 ・御堂筋〉

c.構造体と関係のない表現のカーテンウォ

ール・・・・・・・…・日本軽金属ピル（東京 ・銀座〉

本文は， c 1）東大助教授内田祥哉氏の「欧米のカ

ーテンウオール雑感」（「カーテンウオーノレ」誌NO.6) 

および（ 2）日経アルミ 側東京工場長溝口賢太郎氏の

「カーテンウオール工法について」〈同NO.9）に負

うところが多い。ここに記して感謝の意を表します。

（筆者 ．社団法人日本カーテンウオール工業会事務局長〉
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カーテンウオール

建築 の防火

星野 昌一

最近の高層ビルは，そのほとんどに

カーテンウオール工法が取り入れられ，

従来の厚いコンクリート壁の荘重な感

じの建築物にくらべると，軽快で機能

的な印象を与える。

しかし，カーテンウ オール建築には

防火対策上，多くの課題が内在してい

る。火に弱いアルミ材の問)HJ，カーテ

ンウオール取り付け部分の｜坊煙の問i'lli,

上階への延焼防止のための処置など，

いろいろと考えなければならない点を

解説していただいた。 （編集部）

75号（1968.10.1)

はじめに

都市の急激な発展にともなって，建築の高層

化，巨大化，地下化の現象は押えきれない流行

を生んでいるが，これに対応してこれらの施設

の安全性のチェックを しておかないと，思わぬ

大災害をひき起こすおそれがある。

建築の高層化の傾向は世界的な動きであり，

とくに，土地の広さが限られ地価が最高といわ

れるわが国の大都会では，行きづま った交通対

策のためにも，緑地のli~＇. f.呆のためにも，都市改

造の切り札としてこの方向をとらざるを得ない

以上，否定することはできない必然性をもって

いる。それならば，どうすれば高層化された都

市建築の安全性が確保できるかを， しんけんに

考えておかなくてはならない。

従来の耐火構造の考えかたは，木造の多いわ

が国で，せめて大建築が不燃化するだけでも都

市火災の拡大を抑えるのに役立つから，内部は

どうでもよいとの立場に立っていた。しかし，

これをあざ笑うように，耐火構造物内の火災が

人命に対してはけっして安全でないことを実証

する事例が，最近ひんぴんと起こっている。

そこで，どうすれば安全な高層建築ができる

かを考えるとしよう。

建物の高層化とカーテン ウオール

カーテンウオール工法は，アメリカで高層建

築を実現するために考え出された鉄骨格造にと

もなって発達したもので，従来のれんが造や石

造のように，壁体が建物の荷重をささえるとい

う方法に対して，重要な力は，柱とはりのラー

メン（格子形の架構〉でまかない，壁は単に意

匠ゃしゃ断の役割を果たすようにしたものであ

る。

これによって建築の重量の軽減をはかり，現

場の手聞が省けるという利点が生まれ，建築の

近代化に大きな役割を果たしてきたので，防災

的に多少の不安はあっても，全面的に否定する
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わけにはゆかない工法なのである。

一方，地j民・のばあいのことを考えると，従来

の鉄筋コンクリ ート の耐力壁方式は，悶lj性を増

すのにはつごうがよい反面，地民力がまともに

はいってきて，もろい材料でつくるとかえって

危険になる傾向がある。これに反して，従来は

不利と考えられていた柔らかい椛造のほうが，

建物の周期が仲びるので，地震の主エネルギー

をかわすことができて有利であるという説に切

り替えられてきた。

高層化にともなって，周期はどうしても長く

なる方向なので，なまじ っか剛性を増すと地震

の主エネルギ一周期と同調しやすくなり，不利

はますます顕著になる傾向があるわけである。

そして，柔らかい骨組みには柔らかい壁をあ

し らわないと， i立は骨粗みより ~jgいから壁が参

ってしまうことになるので，柔らかいカーテン

ウ オールが望ま れ， 11雫l1－~：な金属カーテンウオー

ルが地／.：？には有利だという結論にな ってくるの

である 〈写真 1参照）。

ところがここに大きい問題は，金属カーテン

i写真 1 アルミニウムのカーテンウオール。 I 

軽量で美しく ，さかんに使われている

20一 予防時報

ウオールのうちでも， とくに軽量で雨仕舞（あ

まじましつのよいアルミニウムカーテンウオール

が，防火的には大きい不安をもっているという

ことである。

アルミニウム は 650°Cで溶ける材質である

から 3 最高800。～900。Cになる外壁部分の火災

には，耐えられないのは当然である。アル ミニ

ウム自体は，高熱の部分は溶けてしまうが，問

題は，その背後にじゅうぶん耐熱的な耐火パネ

ルを抱かせてあれば安全であるかどうかという

点であろう。

現在，アルミニウム，鉄板，石綿スレートな

どを表面材とした耐火スパンドレルとしては，

つぎのような組み合わせが耐火試験に合格して

し、る。

〔耐火 1時間用〕 〔単位 ：mm〕

＊ アルミニウム＋鉄ラス＋吹付石綿30

＊ 。 ＋ タ ＋吹付岩綿35

・，．、 ＋石和j］珪カル板6＋センチュリーボ

ード18＋石綿珪カル板6

+K Gセメント両面塗石綿珪カル板

,,,, 

当之 ク

25十フレキシフ’ル板3

＊亜鉛鉄板＋パーライト石こう板30

＊ ク ＋硬質木JI’セメント板18＋中空＋硬質木

J-1－セメント版18＋亜鉛鉄板

＊ ステンレス＋吹付石綿30

本 フレキシ プル板＋W!質木片セメント板＋フレキシ

プル板（計33)

＊ 。 ＋ハーライト石綿板＋ 。 （計

30～35) 

＊ 4シ ＋泡コンクリート＋ 。 （計35)

＊ 。 ＋珪そう土板＋ 今 （計35)

＊ 。 ＋木毛セメント板＋ ク （計40)

* 
,,,, ＋硬質木毛セメント板＋ 。

（計32)

小、.c 4シ ＋木片セメント板＋ 。 (lli・40) 

これら 1時間用のパネルは，延焼のおそれの

ある部分に用いるように開発されたも のである。

〔耐火30分用〕

＊ アルミニ ウム＋鉄ラス＋吹付石綿25

＊ 。 ＋ 。 ＋吹付岩綿20

山
中
山
平

山

平

＋石綿珪カル板18

＋パーライト石綿板18

＋パーライト石こう板18

75号 (1968.10. 1) 
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＊ アルミニウム＋硬質木片セメント板25＋アルミ

＊亜鉛鉄板＋ 。 18＋亜鉛鉄板

＊亜鉛鉄板0.3＋硬質木片セメント板12＋石綿珪カ

ノレ板6

＊ ステンレス＋パーライト石綿板12＋アルミハニカ

ム＋パーライト石綿板12

＊ 。 ＋吹付石綿20～25

＊ フレキシプル板6＋吹付石綿25

＊ 。 ＋硬質木片セメント板＋フレキ

シフ・ル板（計24〕

＊ 。 ＋珪カル石綿板＋ 9 （計22)

＊ タ ＋パーライト石綿板＋。（計26)

＊ 。 ＋泡コンクリート＋ 。 〔計

25～28) 

＊ 9 ＋岩綿または鉱海綿＋。（計30)

＊ ク ＋木毛セメ ント板＋ 9 Gl十
28～35) 

ネ パーライト石綿板＋ ク ＋パーライト石綿

板（計32)

＊ スレート＋スレート波板（パーライトモルタル入

り〕＋スレート（計30〕

耐火30分用のものは，延焼のおそれのない部

分周として開発されたものである。

以上のような耐火ノfネルを，用途に応じて用

いればよいわけであるが，これらのものをたん

にアルミ枠だけで支持させると，アルミ枠の軟

化・溶融にともなって耐火パネルが崩落するば

あいが起こりうるので，崩落しないように鉄枠

などで床や鉄製の方立（ほうだて＝開口の左右に取り

付けたたて材〉補強材， 無目（むめ＝出入口とらんま

とのあいだにある横木〉の類に支持させなければ安

全とはいえない。〈写真2参照〉

無目や枠そのものは，表側が溶けても貨通し

なければよいという考えかたからすれば，アル

ミニウムの肉厚がじゅうぶんに厚いことと，表

から裏面までに空気層を何層か含んでいること，

内外ノ〈ランスした断面形式で放熱ができること，

などによって安全性が高まることになろう。一

般に計 5mm以上のアルミで 2層以上の空気層

をもっぱあいは，ほぽ30分は安全であり，肉厚

の合計が計lOmm以上で 4層以上の空気層を構

成するようなばあいは，ほぽ 1時間までもっと

いう見かたがあるが，加熱の条件によっては，

75号 (1968.10. 1) 

これでも危険なことがありうるので，できれば

中ll!Jに鉄や石糾などの隔て板をさしいれて，ア

ルミの溶融による貫通を防ぐことが望ま れる。

火炎の中に会断面の%以上が突山しているよ

うな方立は，芯外に早く溶融して脱落し，これ

に支持されている無口や枠組はJJ)jt哀してしまう

可能性が強いことが指摘されている。

耐火性を重要視するばあいには，ブJ立は，ス

テンレスのような耐熱鋼を主体として考えるほ

うが安全であり，少なくとも火炎の直接ふれる

方立の外而や11\~ 卜！の下 1fli などは， 溶けにくい金

属や石綿などでカバーするようなくふうが必要

であろう。

高層化にともなう

建築上の問題点、とその対策

建築の（，＇）j｝由化にともなってどのようなことを

考えるべきかを述べてみよう。

A. 煙をその階だけに食いとめる

火災にともなって発生する多量の煙は，まず

階段室やダク トなどによって上層階に伝わり，

上階から危険になってゆく傾向がある。したが

って，いままでのように延べ面積が 1500m2ご

とに区画するという考えかたでは不適当で，必

ず各階で煙や火炎をくいとめる区画が必要とな

る。

このためには，第 1に，階段を絶対に解放的

につくらないことで，現行の規定のように，5

階以上になってはじめて直通階段にするという

予防時報 －21



内を徹底して不燃化するとともに，煙が階段

室に侵入しないように，階段蜜に前室を設け

て，前室に排煙設備をつけ，避難のこととと

もに，侵入してくる煙をなるべく有効に排除

することを考えな くてはならない。 （写真4,

5参照〉

3) 階段室入口とびらの防煙性を強化する。

従来の規定では，階段室の入口には，甲種

防火戸をつければよいことになっているので，

天井まで全体が聞くシャ ッターをつけてもよ

いことになっていたが，これではフューズを

つけてあっても，火災室からの煙が，天井面

をはって容易に階段室に流入してしまうので，

シャッターをつけるばあいにも適当なたれ壁

（はりを利用してもよい〉を形づくるように

し， あるいはシャッターボックスなどを手リ用

して，たれ壁効果を発揮するようにするのが

写真3 高層建築では内装を下地を含めて完全に不燃i
化し，煙や火災の発生を押える〈第一生命本社） 1 

考えかたでは，安全性が守られない。階段が煙

突作用をして煙が上昇すれば，上階はただちに

危険にさらされ，これをたよって避難する人び

との避難路を断つことになる。

それゆえ，階段には絶対に煙を入れない算段

をしなければならないが，それにはつぎのこと

よい。

どうしてもシャッターをするばあいは，前

室を設けて，前室内に排煙設備をつければ，

前室入口はある程度の通煙性があっても，排

出が可能であればよい。

4) 階段室を屋外に節する位置にとって排

煙をはかる。

階段室に，外気に面する大きい開口がとれ

るばあいには，階段室への煙の流入を，それ

ほどきびしく防がなくてもよいばあいがおき

る。ただい階段室内で空気と煙が混合する

ことは，排煙能率をひじように悪くするので，

75号（1968.10.1) 

写
真
4

特
別
避
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段
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排
煙
塔
を
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前
室
に
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っ
た
煙
を
屋
上
に
排
出
す
る

が必要となる。

1) 室内に煙を発生しやすい材料を使う量

を極力少なくし，とくに，燃えやすい材質の

ものと煙を出しやすい材料を組み合わせるこ

とを避ける。（写真3参照〉

2) 発生 した煙を，なるべく早く窓などの

開口部から屋外に排出する方法を考える。通

常のガラスは，火災発生により急激に温度が

上昇すると，だいたい150°～300。Cぐらいで

破壊することが多いので，火災温度が急上昇

する条件では，窓は有力な排煙口となるが，

逆に外部からの火炎の侵入を防止する力はな

い。それに反して，網入ガラスや厚いガラス

プロックにしておくと，そのほうの効果は大

きいが，内部の火災に対して排煙がしにくく

なる欠点をもってしまう。それゆえ，一定面

積ごとに，なるべく上部に，排煙のための開

口がつくられるような窓形式を採用してもら

いたいものである。建築が高層化して隣棟間

隔が大きくなれば，外部からの火災の延焼の

危険は少なくなる反面，その建物内の煙に対

処する必要性が高まってきていることを見逃

してはならない。

やむをえず無窓にするばあいには， まず室

22一 予防時報



写真5屋上に設けられた排煙口（第ー生命本社〕

排煙口を設ける位置と，新鮮な空気の疏通口

の位置や大きさについては，じゅうぶん安全

な方法をとっておかなければならない。屋外

に面する位罰にせっかく階段をとっても，開

口のないものはセンターコアのばあいと同じ

ように，排煙塔などで守るか，入口を厳重に

守ってさらに階段室の上部に大きい開口をと

り，排煙をじゅうぶんにする方法も考えられ

る。このばあい，上部に開口をとるとドラフ

トがつくので，入口のとびらが通気性がある

と煙の流入を助けることになるから，注意し

なければならない。

5) ダクトスペース，パイプシャフト，エ

スカレーターシャフト，エレベーターシャフ

トなどのたて貫通の部分に煙が流入すること

を防止する。

これらのシャフトは，すべてドラフトがつ

きやすし煙が流入すると最上階の圧力が増

加して，一般室内にもれ出す傾向をもってい

るので，シャフトの開口はすべて気密的につ

くっておき，ダクトなどは煙をしゃ断できる

ダンパーで防がなければならない。

シャフト上部に排煙口を設けること も考え

られるが，このばあいにはスモークタワーと

同じような作用をするので，火災階の煙の引

き山しには役立つが，ダクトなどの絶縁をじ

ゅうぶんに考えておかないと，温度が上昇し

たばあいに着火したりして危険である。

6) カーテンウオ ールの取付部分の防煙。

カーテンウオ ールは，工法上，床との聞に

すき聞をあけることが多いので，その部分か

ら上層階に通煙するばあいが多いと考えられ

75号（1968.10.1)

る。これを防止するためには，水切板（フラ

ッシング〉 と同じような考えかたで，煙返し

板を取りつけるか，鉄板ラス張り吹付石綿な

どでフレキシプノレに煙をしゃ断する方策を考

えておくことが望まれる。

このばあい，悶ljなものでしゃ断すると，地

i~lfv1のためにカーテンウオールが拘束をうけ

て破康するようなことも考えられる。窓台下

の空洞川ぺリメーターの配管まわりなども入

念にふさいでおかないと，上階に通煙してし

まうことが予想される。

B.火災の上階延焼を食い止める

日用建築で火災が発生したばあいに，つぎつ

ぎに上層階に延焼してゆくことは，絶対に防が

なければならない。これは滞留者に安心して避

難行動をとらせるために必要なことであり，多

くの人びとが各階から同時に避難を開始したら，

階段の奪いあいとなり，とくに不特定多数の人

びとの集まるピルではノfニック状態になりかね

ない。それゆえ，まず火災階の避難を最優先に

もはかり，これがすんでから順次，直上｜物から最

上階に及ぶべきであり，同時避難の必要性がな

い程度に，煙の侵入や火炎の伝達がないだけの

構造にしておかなければならない。このために

は，つぎのような処置が必要であろう。

1) 階段室，ダクトスペースまわり，ピッ

トまわりなど，すべてのたて貫通部分の完全

耐火区画

わが国の現行法規では，上層階から 4層目

までは耐火 1時間， s r初日以下の各階は 2時

間ということになっているが，放任火災のば

あいは，可燃物ill；に応じた耐火性能が必要で

あり ，通常 50kg/m2程度以下の可燃物で 1

H剖II], 100kg/m2程度以下では 2時間， 200

kg/m2以上では 4時rmぐらいの耐火性が必要

となるであろう。

諸外国では，階段室まわりは 3II寺間耐火程

度にきめているばあいが多いが，わが国では

一律に 2時間となっている。出入口は避難上

の安全のため，防煙を考慮した甲桓防火戸を

つけることになるが，その開問機構がたいせ
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外部に突出物のないカーテンウオールでは，

窓面からの脱出はまったく不可能となるので，

建物の両端に近い部分には，一部非常脱出口

を設けて，タラップ，かけばしごなどで，直

下階に降下できるような装置を考えておくこ

とも有効であろう。

やむを得ないばあいは，窓掃除用のゴンド

ラを降下させて救出することも考えておくべ

きであり ，このためにはゴンドラのつりひも

ある程度の耐熱性を考えておく必要

カーテン，ブライン ドなども，着炎を防止で

きるものと しておく必要がある。

窓付近に燃えやすい什器（じゅうき〉や収納物

をおく ことは危険であり，倉庫のような用途

では，なるべく腰高を高く し く下階の窓上端

から l.8m以上〉，窓に網入ガラスを入れるな

どのくふうがほ しいものである。

窓の前面に，炎を伝えやすい可燃性のルー

ノくーや装飾幕などをつけたり，不燃物でも，

炎を反射させて上階に導入するような広告看

板などをつけるのは不利であることは，火災

の実例が教えている。

3) バルコニー，脱出口，ゴン ドラの設置

上階にバルコニーやひざしが突出している

と，火炎がさえぎられて上階への延焼を防ぐ

のみならず，ガラスが破壊したときも落下を

防止できるので安心である。ホテル，アパー

トのように人的安全性をとくに重要視する用

ぜひ励行すべきことである。 （写真

（筆者 ：；東大生産技術研究所教授〉

75号（1968.10.1)

発行：日本損害保険協会

耐火構造といわれるピルの火災が各地で頻

発し，人間の被害も多く，問題となっていま

すが，本書は，これら火災事故を調査し，実

例に基づいた対策を，日本火災学会会長の浜

田先生にまとめていただいたものです。関係

者のよき手引き害です。お申し込みは当協会

予防課まで。 (A 5判 36ページ頒価25円）

ピルの防火について

があろう。

刊

一
案

途では，

6参照〕

なとーは，

なることが考えられる。この点，あまりすべ

てをシャッター形式にすることは問題であり，

諸外国のようにはっきりとl陥と高さと聞き勝

手まで示すような構造にしてほしいものであ

る。避難とびらは日常の無用心であるから，

施錠してしまうことがあるが，これははじめ

から無いよりもさらに有害であり，人命怪視

もはなはだしいやりかたである。

カーテンウオールのスパン ドレルの耐

のような各租ーの耐火ノfネルで，せめて法規で

定まっている 90cmの範囲は守らなければな

らない。しかし，耐火パネルそのものが崩落

したのでは何にもならないから，その取りつ

けかたにくふうが必要となる。

通常のスパンドレル高 90cm程度では，上

層階の窓が普通ガラスであれば，ほとんど確

実に熱のために破壊し，火炎や煙が上層階の

室内に流入することになるので，すくなくと

も窓付近は，天井も間仕切もすべて不燃化し，

下l儲からの火炎は窓而からはげしく吹き出

して上階延焼を起こす危険がないよう ，前述

一
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消火の科学

崎 J11範行

火は、わたくしたちに なくては

ならない ものですが、使い方を誤る

と 大きな災害をもたらします。わた

くしたちは 毎日、なんらかの形で火

を｛吏っています。あまりにも身i£i:にあ

るため、火についてはすべて知り

つくしている ように考えて しまい

がちですが、実際は まだまだ研究

しなくてはならないことカず たくさん

あります。

火災が起こった場合とか、使って

いた火がいらなくなったときに、どの

ようにして消せばよいか〆火を消す”

とは どういうことなのか について

考えてみたいと思います。

75号 (1968.10. 1) 

》“消す” ということ《

ものが燃えるためには，可燃物と酸素と熱の

三つの要素が必要だということは，よくご存知

のことでしょう。このうち，どの一つの要素が

欠けても，ものは燃えださないわけですから，

消火ということは，この三つの要素と重要なか

かわりがあり ます。つまり，この三つの要素の

うち，どの一つを取り除いてみても，可燃物は，

たちまち燃えなくなってしまいます。

いちばんいいのは，三っとも取り除いてしま

うことですが，実際には，そんな手数のかかる

ことをしな くても，このうちの一つだけを取り

除くだけで，火は消えてしまいます。

酸素を除く ほう がよいか，それとも熱のほう

がよいか，あるいは可燃物そのものを取り除く

ことのほうがよいかは， そのときの条件によっ

てきま ってき ます。

たとえば，化学工場とか石油精製工場のよう

に，油や薬品類が多いところで火災が起きたば

あいには，酸素を取り除く 消火方法が適切とい

えるでしょうし，不燃性の鉄筋コンクリートの

ピルなどのときには，ピル自体が不燃材ででき

あがっているので，通風を止め， 空気の供給を

絶つ， つまり，酸素を抑える消火方法もよいか

もしれません。木造家屋の火災では，家屋その

ものが可燃物であり，通風性にも富んでいるの

で，酸素を絶つことはむずかしし熱を取り除

く方法がいちばんよいでしょう。

しかし，いちがいにどの方法がよいかは言え

ません。そのときのさまざまな条件に見合った

方法が要求されてくるわけです。 実際に火災が

起こったばあいの消火方法としては，酸素を取

り除く方法と熱を奪う方法が多くとられていま

す。

》破壊消防 《

木造家屋の日本では，むかしは，破壊消防に

よる消火がおこなわれることが多く，江戸時代

なとVこは，さかんにこの方法が使われました。

当時は， “火攻めの術”といって，火災が起こ
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ると，火の進む方向の左右両側の家をこわい

それに水をかけて，火を一つの方向だけに燃え

進ませるといった消防方法もとられていたそう

です。こうすることによって，火が棋に広がっ

ていくのを防いだのです。

江戸時代の消防組織には，大名火消しとか町

火消しというのがあって，派手な装束姿で火事

場にくりだし，鳶口（とびぐち〉や掛矢（かけや〉，

れてはかないませんし，また，近代消防の技術

で‘は，そんなことをしなくてもよいはずです。

多くのばあいの消火には注水がおこなわれます

が，油の火事には水は禁物で，こんなばあいに

は， 、窒息消火’とよばれる方法がとられます。

これは，簡単にいえば，空気の供給を絶つと

いうことにすぎませんが，予想外にこの方法は

消火の効果が高いのです。空気のなかには酸素

が21%含まれていますが，この酸素の供給が16

%程度にさがっただけでも，火は燃えなくなっ

てしまいます。かりに，酸素をたくさん含んで、

I~ いるセルロイド類でも，酸素が 6%以下になり

江戸時代の火消L道具

梯子（はしご〉などを使って破域消防にあたった

わけです。なかでも，カ［！賀前田家が抱えていた

大名火消しの活躍は有名で，火事羽織を着込ん

だ指揮者が馬にまたがって指揮にあたり， 雲に

稲妻を染めぬいた長半趨（ながはんてん〉姿の火

消しの人たちが， “火攻めの術”をくりひろげ

たと伝えられています。

いっぽう町火消しの人たちは，おもに大工，

佐官，：信職（とびしょく〉といった，建築につい

ての知識をもった若い人たちで組織され， 家主

や商店主が指揮役でした。

こうした組織構成をみても，江戸時代の火消

しは，破壊消防を主体と していることがうかが

えます。つまり，破壊消防というのは，可燃物

を除く消火方法だったわけです。

現在でも，木造家屋の火災では，火のまわり

から木材などの可燃物を取り除いて，延焼を防

ぐ方法がとられていますが，これも可燃物除去

消防の一種といえます。

B窒息消火 《

しかし，可燃物除去というのは，あくまでも

特殊のばあいに限ります。むやみに家をこわさ

26一 予防時報

ますと燃焼がとまります。

この窒息方法の原理は，むかし，一般の家庭

でよく使われていました， “火消しっぽ”がそ

うです。厚い土器のつぼのなかに消し炭を入れ

て密閉すると，酸素の供給がとまるので，すぐ

に炭の火が消えて，黒くなってしまいます。ざ

いきんではこの原理は，たばこの灰ざらの一種

に使われています。この灰ざらは，上部のふた

の部分がパネで持ち上がるようになっていて，

そこにたばこの吸いがらを置いて，ふたの中央

部に突き出ているボタンを押すと，ふたがぐる

ぐると回転し，吸いがらが下の容器内に落ち込

み，ふたが上にもどると容器内が密閉状態とな

り，火が消えるという仕組みになっています。

この灰ざらは，中に水を入れておかなくても，

吸いがらの火はすぐ消えてしまいます。火災に

たいして，たいへん安全性の高い灰ざらです。

》油火災のばあい 《

さて話を本筋にもどしますと，さいきん消防

技術もたいへん科学的になり，炭酸水素ナトリ

ウム〔重曹〉などを主剤にした消火液で火と空

気をしゃ断する窒息消火方法が普及してきてい

ます。あるいは，小さな室内の消火には，炭酸

ガスや四塩化炭素などの消火液で窒息させると

いう方法もおこなわれています。また，油や薬

品が大量に燃えだしたときには，高圧のノズル

から消火液をl噴出させる方法もとられています。

とくに油火災のばあいには，水をかけると火の

75号 (1968.10. 1) 



ついた油を飛散させ，かえ って火の勢いを大き

くするので，泡沫消火液による窒息消火がさか

んにおこなわれています。7.1<は油にまじらない

ので，燃えている高温度の油に水をかけると，

急激に水が蒸発して爆発的な気化をおこし，火

のついた油が飛びはねて，延焼の原因になりま

す。こうしたばあいには，泡沫消火器がなかっ

たら，火のついた油の上に砂をかけたり， ある

いは娃（むしろ〉 でおおった りして， 空気の供給

をとめて消火するのがよい方法です。

身近な例をあげますと，てんぷら泊の引火点

は300。Cくらいですから， ガス こんろの温度な

どで引火することはあまりないはずですが， う

っかりかけ忘れて温度が引火点をこすと，火を

引いて燃えあがることがあります。このばあい，

火のついたてんぷら油には水をかけることがで

きないので，なべの上を木綿 （もめん〉のふと

んなどでおお って，窒息消火をおこないます。

また， 手もとにある生野菜をなべの中にほうり

こんで，油の温度を低くすることによ って消す

方法もあります。

ここで注意しなければならないのは，さいき

ん， フォ ームラパーとか， ポリウレタンフォ ー

ムなどといった， プラスチ ック を原米ヰとしたふ

とん類が流行していますが，これらはひどく燃

えやすいので，油火災のばあいに，この桓のふ

とんで火をおおいますと，かえって危険だとい

うことです。こうしたふとんは，材料自身が燃

えやすいうえに，なかに細かい気泡があ って，

いっそう燃えやすくなっているからです。

》消火器のさまざま 《

こんにち，わたくしたちのまわりには，石油

を原料とした製品が数多く存在しています。石

油は，いったん火がつくと強い燃焼力をもって

いますので，たいへんにやっかいです。そこで，

石油火災に備えて，化学消火剤を使った消火器

を用意しておく必要がでできます。

石油火災の消火器には，泡消火器をはじめ，

一塩化ー臭化メタン消火器や炭酸ガス消火器，

あるいは粉末消火器などがあります。いずれも

75号（1968.10.1)
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消火器の様造各種

窒息消火の原理をも った消火器です。

その代表的な消火器である，泡消火滞の構造

について話してみましょう。

この消火器のなかには， 二つの溶液がはいっ

ています。ひとつは重曹 （炭酸水素ナトリウム〉

などの濃い溶液です。もうひとつの溶液は硫酸

アルミニウムの水溶液で，この二つが消火器内

に分隊して入れられていますが，消火器をさか

さにすると，この二つの溶液が化合して激しく

炭酸ガスが吹き出し，いっぽうでは硫酸アルミ

ニウムから，どろどろした水酸化アルミニウム

ができて，それが炭酸ガスとまじって，安定 し

た泡ができあがる仕組みになっています。この

泡が火の表面に吹きつけられると，その上をお

おって，燃焼に必要な酸素の供給が絶たれてし

まうわけです。

ー塩化ー臭化メタン消火器は，圧縮空気の圧
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カを使って内液を活状にしてl噴出させます。炭

酸ガス消火器のばあいですと，高い圧力をもっ

た液体炭酸を利用して，ガス体の二酸化炭素を

放射するわけです。また，粉末消火器というの

は，特殊加工をした軍曹やリン酸アンモニウム

などの粉を使い，その粉でおおって火を消して

しまう のです。このばあいの粉末は，ー桓の消

火触煤効果をもっと考えられています。

》大規模な火災が発生したら 《

しかし， 大規模な油火災，たとえば石油化学

コンビナートなどで火災が起こったばあいとか，

大きなタンクローリがひっくりかえって炎上し

たときとか，大ill；の石油に火がついたばあいに

は，いま述べたような消火器では間に合いませ

ん。こういうときには，化学消防車が山勤しま

す。化学消防車は，泡消火汲．のタンクをviiiえて

いて，ポンプを使って，水のかわりにホースか

ら泡消火液を火に放射するわけです。ポンプの

ノズルのところから空気がはいるようになって

いて，消火液がl崎山するときに，こまかい空気

泡で雪のような姿になり，火のよをおおうこと

になります。

こんな とき使われる消火液は，凶塩化炭素と

いう薬液でもよいのです。四塩化炭素というの

は，油火災のほか， ~l.i:気火災にも使われますが，

たいへん重い蒸気を発生する液体で，それ自身

は燃えない化合物で，揮発性が高いわけです。

ですから， 重い蒸気が火の上をおお って，空気

の供給を絶ってしまいます。 しかし，四塩化炭

化学消防車が出動しての，泡消火剤による演習風景

28一予防時議

素は有毒ですし，さらに焼けた金属などにかか

ると，ホスゲンなどの有毒ガスを発生するので，

しめきった場所や，家庭の火災などでは，あま

り使用しないほうがよいといえます。

さいきん，石油工場や燃料貯蔵所の油タンク

には，火災が起きると，タンクの周辺の消火栓

から泡消火液が送られるような，自動的な消火

装置がとりつけられるようになりました。

》電気 火災 《

つぎに，電気火災についてお話ししましょう。

電気火災というのは，いわゆる漏電火災のこと

です。電気火災には，水をかける ことは絶対に

禁物です。感電のおそれがあるからです。泡沫

消火液も水がはいっているから電気を伝えます。

ですから， 'iG:気火災には一塩化ー臭化メタン

消火器や四塩化炭素消火器，あるいは炭酸ガス

消火器を使う必要があります。

電気火災が起こる例と しては，電熱器とか電

球とかが，可燃物に長い時間ふれているうちに

着火温度に達して燃えだすばあいや，高圧で火

花が飛んで， 家屋内のほこりに着火するとかが

あげられますが，いわゆるタコ配線といって，

ひとつのソケ ットから，テレビ，ラジオ，電熱

器，電気こたつ，屯気がまなど，いくつもの電

源をとっていたため，ソケットが過大な電流で

温度があが り，ついに発火したといった例が多

いわけです。つまり，屯気エネルギーそのもの

による火災というよりは，電気の使い方を誤っ

たための火災が目立っているのです。

また，屯気火災の一種に，落雷による火災が

あり ます。雷というのは，大量の静電気が空気

絶縁を破って放屯する現象です。夏の空に，俗

に入道雲といわれる雲がむくむくふくれあがり

ますが，これは積乱雲とよばれ，強大な静電気

を帯電しています。こうしたときに，よ く雷雨

が発生し落雷がおこります。建物に落雷したと

きには，火災になる率は約30%といわれていま

す。雷が鳴りだしたときには，送電線や配電線

などの，雷の電気が通りそうなところには近づ

かないほうがよいでしょう。
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》水 も消火液も使えない火災 《

火災のうちには，水も化学消火液も使えない

ばあいがあります。たとえば，国宝などを納め

ている建物の火災などのときがそうです。法隆

寺を例にあげますと，宝物殿のなかに国宝がい

っぱいつまっていますから，火災が発生したか

らといって水をかける こともできません。宝物

が台無しになるからです。では，このばあい，

どのように火を防げばよいのでしょう。

法隆寺の宝物殿の横に，高圧の炭酸ガスのボ

ンベをならべた倉庫があります。そして，もし

火災が発生したら，宝物殿の窓やとびらを全部

閉じてしまい，炭酸ガス室に通じているパイプ

から，どんどん炭酸ガスを噴出させます。炭酸

ガスは火を窒息させる気体ですから，こうすれ

ば，なかの宝物をいためないで火を消すことが

できます。

》水は最良の消火剤 《

さいごに，熱を奪う ことによる消火方法に話

を進めましょう。熱を奪って火を消すというの

は，わたくしたちが，日ごろいちばんよく用い

ている消火方法です。

可燃物が燃えるためには，その可燃物に着火

温度以上の熱を与えてやらなければなりません

が，逆に，燃えているものの熱を着火温度以下

にさげてしまえば，燃焼はとまってしまいます。

火に水をかけて消すというのが，この代表的な

方法です。

水にはこつの消火効果があります。一つは，

火の表面をおおう ことにより，空気の供給を さ

えぎるこ とです。も う一つは，火の温度を急速

にさげてしまうことです。水は熱容量が大きい

ので，多量の熱を吸収する性質をもっています。

水は，どんなに加熱しでも，大気圧では100。c
以上には温度が上昇しません。ですから，水を

かければ，燃えている可燃物の温度はたちまち

100。C以下にさがって しまい，燃焼をとめる こ

とになります。たとえば，木材の着火温度は

250°C程度，石炭は300。C以上ですから，それ

75号 (1968.10. 1) 

らが燃えているときに水をかければ，すぐに100

。C以下に温度がさがってし まい，燃焼は中断

されます。さらに，蒸発するときに多くの気化

熱を奪い去り，発生した水蒸気は，空気を追い

払って火を窒息させます。

ふとんが燃えているばあいには，ふつう， 7j<._

をかけて消しとめますが，なかなかふとんのな

かに水が浸みこんでいかないことがあります。

これは，水には，自分のカで表面が収縮し，で

きるだけ小さな面積をとろうとする性質，つま

り表面張力があるからです。表面張力を弱める

ためには，水に洗剤を少しまぜればよいわけで

す。こうすれば，ふとんのなかにも容易に水は

浸みこんでいきます。

また， 7.Kは油火災には不適当な消火剤だと前

に述べま したが，さいきん，高圧消防ポンプと

いう新しい消火装置が開発され，特殊な構造の

ノズルから水を吹きださせ，霧状の水を炎上 し

ている油の上に吹きかけて，霧と水蒸気によっ

て空気をさえぎる方法もとられています。こう

いう方法であれば，水であっても油火災は，じ

ゅうぶんに消しとめることができます。

このように，水は，いくつもの消火効果をも

っているので，水こそは最良の消火剤といえま

す。水はどこにでもあるし，いちばん入手しや

すい消火剤です。 （筆者 ：東京工業大学教授〉
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危険物要覧

A5刑lj 60ベージ 頒布価格40円

発行 ：日本損害保険協会

危険物は，各種産業 ・工場 ・商工業者や学

校などで広く使用されておりますが，その取

り扱いを誤ったり，使用 ・保存の設備が不完

全だったりしますと，火災・爆発など，思わ

ぬ災害をひきおこします。

本吉は，これら危険物による災害防止に資

するこ とを目標に，その性質，安全な取り扱

い方法，また，人体におよぽす影響や中毒の

手当て，などについて解説したものです。

軽便な災害防止資料として広くご活用いた

だき，好評を博しております。ご希望のむき

は，当協会予防課にお申し込みください。
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この州は、研究会 ・研究所
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活動を紹介するベージです。
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空襲によりわが国の多く の都市が灰協となり，

戦後の復興にはまず住まいとあって，粗末な木

造家屋が市街地にひしめいて建った。したがっ

て火災も多く，建てられる家屋より火災で失な

われるほうが多いなどといわれたり，また，こ

のままではわが国の木材資源が枯

渇するとさえ心配された。

このような情勢のもとに，日本

火災学会は昭和25年11月，火災研

究者を中心にして創立された。初

代会長には内田祥三博士が選任さ

れた。そのころは，まだ大火も多

い社会情勢であり， 会誌の第 1号

には，熱海の大火が特集されてい

る。 しかし，一般にはまだ防火に

したものが多く，火災時の煙に関する研究も着

々進められている。

研究者も次代をになう若い年代の人たちが多

くなっ ていることはたいへんに喜ば しい。そし

て，これら学術研究で優秀な成果をあげられた

方に対しては，日本火災学会賞を設け，毎年 1

回選考して授与されている。この授賞者の半数

は学会1'.H受賞後，博士号を獲得されるという輝

しい結果となっており，若い世代の人たちに励

みを与えている。

本会は会誌「火災」を年4回発行し，すでに

現在18巻を数えている。火災という災害は実災

害を重視する必要があるという考えから，実際

面の話題を多くとりあげて編集されている。学

術的な研究論文は，会誌のほかに年2回発行し

ている論文集に発表されている。

創刊号から会誌を通読すると，

昨今は高層ビルの林立によるピル

火災のひん発，一般生活にあって

はプロパンガス器具や石油燃焼器

具などの普及にともなう火災事故，

化学工場の災害など，火災の様相

がすこぶる多面にわたってきてい

るが，これに対する消火の分野も

ひじように進んでいて，会誌がこ

の社会情勢を敏感に反映している対し，じ ゅうぶんな関心がみ られ

ない情況であって，内田博士はその間昭和40年

までの16年間の長きにわたってそのl阪にあり，

学会の発展に努力された。

昭和38年には社団法人となり，ょうやく 学会

の基礎が閉まった。現在は第 3代目の会長とし

て浜田稔博士が当たられ，会員も2000人をこえ

ている。 しかも， 会員には第一線で防火 ・消火

の仕事に従事されておられる方々が多くなり，

創立のはじめごろを顧みると隔｜止の観がある。

火災およびこれに関連する諸現象，その対策

としての防火・消火などの諸研究が，年2回の

本会主催の学術講演会に，毎回20課題も発表さ

れている。火災は社会現象でもあるところから，

対策商も幅広く，多種類の課題が提案されてい

る。とくに近ごろの研究にはピル火災を対象と
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ことがじ ゅうぶんにくみとれる。

また，学会内には10ほどの常置委員会が設け

られ，それぞれの課題に対する調査研究ととり

組んでいる。

火災などの災害は，研究者たちだけの問題で

なく， 一般社会の問題であるから，より多くの

人たちの入会を求めることが必要で，このため，

本会は広く一般に聞かれ，本会の目的に賛意を

もっ方々ならば，個人 ・団体を問わず，入会で

きる。会費は年額，正会員が1000円， 論文会費

が400円，賛助会費が 1口 2000円である。

＜連絡先＞東京都文京町本郷7-3-1

東京大学工学部建築学科内，日本火災学会

電話（812)2111 内線3211
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修学旅行パスのj惨事
6人死亡 ・..21，人重軽



高岡・ 3人死t:(9月19日）



時の話題

焼死者発生の火災に学ぶ

ーまず階段の設備改善から

火事季節の冬がやってくる。火

事が多くなるにつれて，焼死者の

でる火事も多くなる。今年にはい

ってからも，5月には大阪市内の

廃品業者の火事で 8人が焼死した

のをはじめ，東京の浅草では，白

昼，自動車修理工場の火事で 3人

の死者がでるなど，痛ましい惨事

は絶えない。

焼死者のでた火事を調べてみる

と，平家建ての火事で、焼死者がて、

ていたり，焼死者のいた室内から

出火している火事もある。 このば

あいには老人やこどもが多い。ま

た，自殺放火による焼死も，統計

数のうちにはいってくる。

、痛ましい惨事’と報道される

火事になりやすいのは，2階建て

で階下が火元というばあいである。

このばあいには共通点がある。階

下を作業場とし，階上を居間にあ

てている，という点である。専用

住宅では，この種の例はまれであ

る。

階下の店舗や作業場には燃えや

すい商品や材料がいっぱい置かれ

てあり，夜間には人もいないので，

燃えだしても 2階の住人はすぐに

は気づかない。品物がたくさんあ

るから，燃えさかりだすのも容易

である。息苦しさなどで気づき，

避難しようとはしても，避難路の

階段が，まっさきに火煙の上昇す

るところとなるから，無惨な結果

をまねいてしまう，というのが通

例である。

こういう事態はいまにはじまっ

たこ とではなく ，これまでの大き

な惨事となった火事は，みな，こ

の例にもれない。老人やこどもは

2階に就寝させるなといわれてい
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るが，現在の過密事情の都市

ではそれも無理といえよう。

木造にかわって，ピルがさ

かんに建てられるようになっ

た。耐火造だからもはや安心

だろうと考えられているうち

に，小ビルの火事で，木造家

屋とおなじ惨事がおこってい

る。今年の 1月，北九州市の

5階建てのピルでは，3階の

喫茶店から火を発し， 5階で

就寝していた女子従業員のう

ち5名が中毒死している。

この種の小ピルでの辰大の 階下の自動車修理工場から出火，2階の宿舎

事故といえば，昭和41年 1月 の親子3人が救出のかいなく窒怠死 （5月20日，

東京 ・浅草。渡辺弘氏m；形，東京新聞提供〉
の，川崎市の金井ピルの火事

である。 これは，3階のキャバレ

ーの更衣室から火を発し，客席の

ほうに炉占えひろがったもので，5 

・6階bこいた家族と従業員，あわ

せて12名もの犠牲者をだした。 こ

のピルには屋内階段が 2か所あっ

たが，構造に不備があり，これが

ため容易に火煙の上昇路としてし

まったのである。

これらの例で明らかなように，

一番の弱点は階段にある。むかし

から，惨事がおきても，この階段

に対する設側lがいっ こうに改善さ

れるところをみない。それがピル

のばあいにも及んできているとい

えよう。小ピルの防火対策があら

ためていわれるようになったが，

やはりまず階段の設備改善からす

すめることが必要なのである。

階下の店舗や作業場には火災感

知器をとりつけて，出火をはやく

知るこ と。 階段の出入口には戸を

設けて，まず煙の進入を防ぐよう

にすること。他に退避のつごうの

よい場所に，掛けばしごやタラッ

フbの:mの固定の避難設似lを設ける

ことなど，くふうひとつでかなり

みづ三な状況にすることができるの

だが。

小ピルのばあいでも，市J'f71jにあ

るように，飲食など営業関係の場

所からの出火が多い。その上階を

居住場所とするのであれば，飲食

営業部分を；IDらない居住部分専用

の階段を設けるようにするのがも

っともよいが，これが無理であれ

ば，屋外の避難階段でよい。屋内

階段には，居住部分と飲食などの

営業部分との聞に，防火戸を設け

るようにする。

近ごろのように，小ピルがなら

んで建てられるところでは，隣接

ビル相互に避難で、きるようにする

のも，安全な設備である。 避難橋

もその一つである。通絡をへだて

た隣家の窓から，火災建物の窓へ

波してくれたはしごによ って，無

事に避継できた例は 2,3にとどま

らない。こんな事実を，よ く学ん

でみるべきであろう。
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高速道路

の

運転技術

大久保柔彦

昭和38年7月，名神高速道路の一部開
通から第一歩を踏みだしたわが国の高速

道路も，中央高速道路についで本年4月
には，東名高速道路が部分的に開通，い

よいよ本格的な高速道路時代を迎えた。
しかし高速道路上での事故は絶えず，

そのほとんどが高速走行時における基本

的運転技術の欠陥を示している。運転者
は，従米の6cikm/hからすくなくとも100

k~／h の運転技術にまでレベルアップす
る訓練を怠ってはならない。道路を利用
する技術は，運転の適性うんぬんの前に

どうしても身につけなければならない必
須の内容をもつものなのである。

ここでは，高速道路の利用という形で，
そこにあらわれる運転側における諸問題
を考えることにしたい。

写真＝ 4月24日，はなやかに開通した
東名高速道路を パレ ードする事
の列 （朝日新聞提供〉
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” 
本線走行の前後

高速道路は，一般道路から突如と して接続す

ることはない。必ずランプウェイとよぶ高速道

路本線につながる道路が設けられている。この

ランプウ ェイは，曲線路であり，また勾配路で

あることが多い。一般道路からこの道路に乗り

入れることを，オン ・ランプ，高速本線からこ

の道路へ出ていくのをオフ ・ランプという。

一般に， 高速道路というと，高速本線の走行

だけしか考えていないようである。高速走行の

前後に存在する加速・減速の重要性が忘れられ

がちであることは，高速道路利用者の盲点とな

っている。これはまた，技術訓練の盲点ともな

りがちであることを銘記しておくべきである0

・オン・ランプ一一加速車線

オン ・ランフ．では，速度による失敗は少ない

が，目的地への進入の誤りが発生する。案内標

識の読みの甘さに原因がある。これは，すでに

ドライパーとして失格といえよう。必要地点に

おける必要時点の道路標識の読み方の不完全さ

は， 事故に直結するものである。道路交通の場

においては， いかに「イ ンフォ メーション （情

報〉」が重大な意味をもっているかを知らねば

ならない。

ランプウェイが終わると ころに加速車線が接

続する。いよいよ高速本線に乗るのであるが，

ここで本線に乗れり入るだけの速度に引き上げ

なければならない。本線上を通過する高速の車

群の中に織り込んでいくのであるから，このタ

イミングと速度とは，同時点において満足させ

なくてはならない要件なのである。このために

加速車線長の じゅうぶん効果的利用技術がとも

なわなくてはならない。高速道路の利用度が高

まるにつれ，この技術はきわめて重要なものと

なってくる。本線乗り移りの技術は， 高速時代

を迎えた現在の，基本技術の第ー歩に考えられ

るべきものなのである。

＠オフ・ランプ

本線上の高速走行がしばらく続くと，高速道
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路の構造からくる風致環境によって，人間特性

として，自己の速度感覚がずれてしまうが，こ

れは当然なことである。速度感党は，つねに相

対的な感覚としてとらえられているのであって

感覚のマヒとか錯覚とかいうものではない。

予告 ・案内の標識にしたがって目的インター

チェンジのオ フ・ランプに向かうばあいに，減

速車線を利用しながらも，指示速度まで減速操

作がじゅうぶんに行なわれていないことが多い。

この結果は，オフ ・ランプのカーブで，急プレ

ーキ操作につながりやすい。

ここで頼りとなるのは，人間の感覚ではなく

指示計器すなわちスピー ドメーターの読みなの

である。したがって，高速道路から降りるばあ

いには，減速車線の利用と同時に，必ず速度計

の指針を読む技術を身につけなければならない。

高速道路の利用者のほ とんどすべてが，本線

上では高速走行時の速度を知ろう として速度計

に目を移すことはやるが，もっとも必要とする

瞬間に，もっとも頼りとなるメーターを見ょう

とはしない。

ここにも高速走行の基本的技術訓練の不足が

めだっのであって，オフ ・ランプにおける事故

のほとんどすべてが，減速量の不足に原因する

急プレーキ，急ハンドルその他のまずい操作を

まねいているのである。

砂 本線上の走行

高速道路本線の走行は，その目的とする高速

走行が可能であるが，乱暴な，粗雑な高速走行

は，ただちに車両の安定性を失い，運転制御の

可能な範囲を飛び越えてしまうものであること

を忘れてはならない。以下，問題点を例示して

みよう。

＠車間距離

まず，第一の問題は， 「いたずらに追従距離

〈車間距離〉を絡めるな」ということである。毎

時 100kmの速度は秒速になおせば28mであっ

て， 50mの距離をとっても車頭間隔は 2秒しか

もてないのである。自動車聞の性能も異なり，
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また運転技術面による操作特性も異なる二車が，

しかも，これらのあいだにじ ゅうぶんなコミュ

ニケーションもないままに，毎JI寺lOOkmの速度

条件で 2秒程度のl時間間隔で追従することは，

危険とすれすれの線をたどっているとみるべき

であろう。すくなくとも人間工学的には 100m 

すなわち 3～4秒の余裕をもって追従すべきで

ある。このほうが，前方後方における情報を正

確にとらえうる空間的余裕が与えられるのであ

る0

．ハンドル操作

第二の問題は 「決して荒い操作をしてはなら

ない」ということである。ハンドル操作におい

て， もし毎ll~i 100 kmの速度で実舵角 1度の操

作があったとしたら，その車両には 0.55gの遠

心加速度が発生する結果となることが計算され

る。この！1立は，路面タ イヤ聞における横すベり

摩擦係数を考えれば，もはや操縦不能の非線型

運動の発生が現われることを党悟しなければな

らない値である。 ここでeは，もはや事故は決定

的である。

このように，低速度ではなんのこともない運

転操作L 高速度では操縦不能の状態に追い込

むことになるのである。高速走行にあたっては，

いかに，粗雑な運転操作が危険なものであるか

を知らねばならない。実際面として，このよ う

な操作が， 追い越し操作や突風やコーナリング

のさいの流れ， あるいはコースからのずれ3 に

わか雨のばあいのハイドロプレーニング現象
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（路面とタイヤが7Kのj百によって完全に分自!Eされ，す

べりやすくなる状態〉なとeの，わずかの外乱を受

けたばあいに思わず行なわれていることは，事

故事例の解析結果から容易にうかがえる事実な

のである。

4月28日， 東名高速道路で初の死者を出した

事故（写真参照〉 は，粗雑なハンドル操作が原

因となった顕著な例といえる。

・ブレーキ操作

第三の問題点は，プレーキングである。すな

わち，高速走行から低速走行に移るために減速

するときの， まずプレーキ操竹ェである。このこ

とは，もはや周知の問題であるので，多言は要

しないであろう。とくに空車時のトラックのば

あい，不川意なプレーキ操作によ って，後愉側

に車輸のロック現象が発生しやすいということ

を銘記すべきである。

一般的椛造の自動車は，ほとんどすべてが後

輪駆動形式をもっ車両である。この後ii命駆動の

自動車が高速走行中に，駆動輪である後愉にお

いてロ ック現象を起こしたら，どんなことにな

るかは想像にかたくない。たちまち操縦性を失

い，いままで自分の意，ιのとおり動いていた工Ii

が，いきなり車のほうで勝手な秘すべり運動を

起こして，どこへ飛んでいくか知れたものでは

ない。これを 「スピン」と呼んでいるが， こう

なったら，たとえレーサーのようなこういう現

象に慣れたドライパーでさえも， IIIの勝手な運

動がおさまるまで，車の動くがままにまかせる
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より方法がないのである。

しかし一般的ドライパーは，すぐあわててハ

ンドルを回して車を立て直そうとする。この結

果はさらに悪い結果を導いて，ガーてドレールの

突破や，転覆ということに直結するのである。

こんな結果にまでなってしまうそもそもの原

因は， 「高速走行中には決して急ブレーキを踏

むな」という鉄則の述反にある。この傾向は貨

物系の車両に多い。これは車両特性として，貨

物車が空荷のばあいに，後輸が前輪よりもロッ

クしやすい傾向に調整されているということを

知らないからである。

それなら，とっさのばあいにはどうするのだ，

という反論がでる ことだろう。 しかし， 「とっ

さ反応」を要するような運転では，高速道路の

利用者の技術と してはゼロである。

・道路カ、らの情報

第四の問題は，道路からの情報を見落とすな

ということである。市速道路は自動車の専用道

路である。自動車の動的な運動現象をじゅうぶ

んに計算にいれて設計された，いろいろの情報

が安全施設として設けられている。これらは，

案内標識 ・警戒標識あるいは規制標識，または

注意警報板となって運転者に話しかけている。

運転者は，これらの情報に対して，素直に正

直に応対できるだけの人間性を持たねばならな

い。そうでない迎転者には，自動車の運動力学

的法則が必ず正直な答えをだしてくれる。自然

科学の法則には同情ゃあわれみは含まれていな

いし，また例外も許されないのである。 しかし

正確な科学的な受け答えは，また正確な安定し

た走行姿勢として，はね返ってくる絶対の信頼

性をもっている。

コーナリングの技術なと‘は，道路からの情報

とドライパーの人間性とのあいだに現われる代

表的現象であることは，もはや多言を要しない。

たとえ，何も語りかけるものがないようにみえ

る道路でも， ドライパーから話しかけていけば，

多くの言葉を投げかけて案内をしてくれるもの

である。これこそ高速走行のほんとう の技術と

いえよう。
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新しいドライパーが生まれるたびに，「道路

に話しかけながら走れ」といいたい。この意味

がわかり，これができるようになれば，その人

はどんなばあいでも安全な運転者となることが

できるといえるであろう。

・追い越し

いままでは単独走行のばあいについて考えて

きたが，高速道路上には，同時に多くの車が各

自それぞれの目的をもって走っている。すなわ

ち，交通量というパラメーターで現わされる現

象の中での走行を考えねばならない。

このときにまず現われるのは，追従現象と，

追い越し現象で代表されよう。 しかし追従現象

は，むしろ単独走行の問題におきかえて考えら

れるので，ここでは，追い越し現象だけにしぼ

ることとする。

なぜそうするかといえば，運転技術の中で，

他車からもっとも影響を受けて操作しなければ

ならないのは，追い越しのばあいだからである。

一般道路における毎時50～60kmからの追い越

し技術と， 高速走行時の毎時 80～lOOkmから

の追い越し技術とは，同一時点では論じではな

らない特性をもっている。

高速走行における追い越しは，走行車線から

追い越し車線への乗り移りの技術によって，そ

の安全性の90%が決定してしまう。追い越し操

作には車線乗り移り現象が必ず発生する。この

ときに，自動車の運動特性と人間特性とがひと

つになって現われるため，車両には，低速走行

時にはほとんど考慮する必要のない外乱現象が

発生しやすいのである。

現実に発生する事故群の過半数は，この追い

越し操作面で現われており，またそのほとんど

すべては，追い越し車線への車線来り移り技術

の未熟さからスタートしているといってよい。

追い越し操作では，ハンドル操作を意識して

はならない。車の走行姿勢は，ほとんど並行移

動的姿勢で車線乗り移りが始まり，完成し，そ

してまた車線復帰が開始され，完成されねばな

らないのである。このために，追い越し行動に

あたっては，まず追い越し操作の設計が計画さ

75号 (1968.10.1) 

トラ ック2台が防護サクを突き破って転落。原

因は追い越しざまの接触とみられる。路面に50血

ものスリップ跡がつき，鉄製の欄干が2か所こわ

された c7 JJ 4 l:J，東名高速道路 ・小牧市小牧原

れなければならない。この設計は，ずばり言え

ば「追い越しH守点のタイミンク’」にあるといえ

る。この内容は，速度と車間距離と秘方向くg)

の大きさを計算することにほかならない。事故

資料を制べると，設~Iーのない行動，すなわち統

計面では「判断の誤り」に属する事故要因が圧

倒的に多いことがみ られるのである。

追い越しに｜製らず，高速走行時には，他車に

なんらかのかたちで影響されて，自己の運転ペ

ースの乱れを発生させている傾向が強い。運転

技術というものは，｛也事からの影響も受けなけ

れば，他車にもなんらの影響も与えないもので

なければならない。これこそ科学的運転技術で

ある。

では，このために，どのような知識と訓練が

必要であろうか。

・車線にのって走る

まず第一に， つねに車線に乗って走ることを

知ることと，その技術である。直線コースの部

分でも車線の中を正確に走れる車は少ない。す

こし注意して他車の走行姿勢を見てみれば，自

然に自車のそれもわかってこようというもので
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ある。曲線部の速行でもまたしかりであるが，

正確な運転技術の問題としては，むしろ直線部

の高速走行のほうがむずかしいのである。

・前後の車からの情報をとらえる

第二に，つねに先行車ともうひとつ前をいく

車とから，情報を受けとめていなければならな

いこと。そしてさらに，後方に続く車の挙動，

すなわち情報をつかまえていなければならない

ということである。

速度が低いばあいにはきわめて容易なことで

あるが，高速になるほど，技術的訓練を経ない

とこれができにくくなるのが人間特性である。

この困難さを他動的に補うために，高速道路の

設計には，インターチェン ジ以外からのIIIの出

入りをなくし，交差点や信号機制御地点などを

設けていないのである。また，曲線区間には緩

和曲線部を設け，勾配部には 4%以上の勾配は

作っていない。そして，どのような地点におい

ても，視距 「視線距離〉 は最少値でも 210mは

確保されている。このように道路構造の側には

合理的な配店、がなされているが，運転側として

も，これに－u・えて技術的努力を忘れてはならな

u、。

また，直線部では一台先の先行事はとらえに

くいが，後続車はパ ックミラーを通してとらえ

やすい。これに反して曲線部では，先行車群の

情報はとらえやすいが，後続車の情報はつい見

落とし気味になる。

さらに，曲線部では，ハンドルからの反カが

よく味わえるし，横加速度の大きさは，からだ

の抵抗力と して，からだ自体で味わって速度の

評価の情報とすることができる。これに比べる

と直線部では，高速走行に必要なきめの細かい

情報はとらえにくい。それゆえ，直線部におけ

る走行こそ， ドライパー自身がいっそう感度の

高い計器となって動作 しなければならないので

あるが，現実には，かえ って怠慢になったり粗

雑な運転をする傾向を示している。ここに高速

走行の問題点があり，一般道路における比較的

低い速度での走行技術とのあいだに断層が生ま

れやすい。
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道路の計画，設計者は，こ こまで人間の特性

を読み込んで，高規格道路ではいかにして直線

部と曲線部とを組み合わせて建設すべきかに苦

心しているのである。

・合図一情報伝達を確実にする

第三には，合図の重要さである。合図は，走

行中の自車の行動姿勢に変化が予期されるばあ

い，その影響をもっとも直接に受けるであろう

相手車両あるいは車両群に呼びかける情報伝達

の手段である。したがって，情報の内容だけで

なく，伝達過程の必要時間も考慮しなければ，

完全な伝達とはならない。

追い越しにおける車線変更行動には，この情

報伝達が運転技術の重要な部分を占めている。

これはもうわかりきった知識であるが，現実の

交通涜の中では，伝達時間の計算がきわめて甘

いという結果がでている。このために二重追い

越し現象を引き起こして重大事故につながる事

例はけっして珍しいことではない。ウィンカー

レバー操作ひとつの引き起こす情報伝達のミ ス

が，いかに重大な結果をもたらすものかをよく

認識してほしい。とくに高速道路上では，まさ

に決定的瞬間になるのである。

情報伝達のもうひとつの重要な問題は，なん

らかの原因によって本線上に停止せざるを得な

くなったばあいである。先行車との距離が離れ

ていると，人問視力の特性として，この車両が

走行中のものか停止しているものか判別しにく

いのである。

こう したばあい，停車車両から，停車中との

情報が明らかにされていなかったなら，後続車

の受ける影響はきわめて大きい。現在は運転者

の良識に期待しているが，これが完全に期待で

きないとなると，なんらかの立法処置が必要と

なろう。とくにこの問題は夜間の高速走行時の

問題点として，高速道路の安全性につながる技

術基準として早急にルール化を検討すべきもの

である。

（筆者：科学警察研究所交通部長〉

* * 1た
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甲 骨 文 の f§tj

〈「世界大百科事典」〈平凡社〉より転j ) 

古代農耕社会が形成されたころ，作物の収

穫は天候の良 ・不良に大きく左右され，古代

人にとって大自然の意志を聞くことは，最大

の関心事であった。かれらは，獣骨を焼き，

そのひびわれから天候や吉凶を占い， その行

事を甲骨文字によって記録した。 これこそ，

天気予報の起源であった。

著者は， 予報の歴史をたどるとともに，災

害予防の第一段階である予知 ・予報のもつ原

則的価値についてふれている（編集部〉。

75号 (1968.10. 1) 

予 演l 予 報と

…－－最古の天気予報

現存する天気予報のなかで，もっともふるい

ものは，筆者の知る限りでは，段の甲骨文であ

る。

貝塚茂樹編「古代殿帝国Jによれば，現在ま

でに発掘された骨片はおよそ 10万片，識別さ

れた甲骨文字はおよそ 3000字，そのうちすで

に解読されたものおよそ 800字である。

甲骨文原版は， いまのと ころ，専門家以外に

はちょっと入手できないので，上記の本を手が

かりにして，最近い くつか出版されている股関

係の本を読み合わせていたら，おどろ くべきこ

とに，つぎの5租類の天気予報がでてきた。

1. 今日の予報

2. 今l挽の予報

3. 旬日予報

4, 1か月予報

5, 年予報

こう なると，明後日の予報がないのが不思議

なくらいである。

5，の “年予報”というのは，じつは 1年分の

予報ということではなくて，この “年”は，“実

り”を意味する記号であって， しかも股は，農

耕季節を禾季と麦季の 2季に分けていたらしい

という説もあるから，つまり半年分ずつの予報

だったかもしれないのである。 してみると，ち

ょうどこんにちの気象庁の，暖f長期予報と寒候

期予報に対応するわけで，人間のほしい天気予

報の種類は， 3500年前も，いまとあまり違わ

なかったことがわかる。

第 1図は，藤堂明保著「漢字の起原」および

「漢字の知恵Jのなかに載っている“今日の予

報”と“今晩の予報”の例である。

右のほうが，“今日の予報”の例で，「辛酉の

日， 卜して貞（き〉く。今日は雨が降らないか，

それとも降るか。早暁に雨があった」の意味で

ある。つまり，今早暁雨が降ったが，日中はど

うだろうか，ということである。 “貞”は， 天
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意を聞くという意味，つまり “大自然”の意志

を問う，ということである。

左のほうは， “今晩の予報”である。これは

左の行から右へ読むので，「乙寅の日，王， 卜し

て貞く 。今夕雨が降るか降らないか。 三月に在

り」という意味である。つまり， 三月の乙寅の

日に，王みずから天意を問うたのである。

まことに残念なことに，予報の結果が解読で

きない。骨卜であるから，亀の甲あるいは鹿の

肩押骨などにあらわれている “ひびわれ”が，

すなわち「降るか，降らないか」をあらわ して

いるはずで，その解読法がわかれば，すなわち

“予報”がわかることになるが，これがわから

ない。なんとかわかりたいものだと思うが，い

まのところ手がかりがない。

また，実際の天気がどうだったのか，実況が

記録されていないから，あた ったのかはずれた

のか，それもわからない。あるいは「天意を点

く」のは， 最後の決断の資料であって，あたり

はずれ，それ自体は，あまり問題にしなかった

のかもしれない，と推測されないこともない。

・・・・鹿卜について

肢の屯卜と，わが「古事記」に記されてこん

にちなお一部のふるい式内社に伝えられている

鹿卜とが，縦につながるものなのか，あるいは

祖型だけが共通で，たがいに独立に並列してい

たものなのか，これもまだよくわからない。
あ内 いわや

「古事記」によれば，天照大谷~1や，，が，天の石屋
"' めのこ やむの ふと

戸にさしこもりましたとき，天児屋紋命と布万
だまの か〈やま まれしか

玉命が，天の香山の真男鹿の肩の骨を放いて，

同じく天の香山の，天の波波迦を使って，天意

を問うたことが記されている。波i皮迦というの

は， ;f、
（や〉いて，鹿の肩』甲骨にジユツと当て，そのと

きできる“ひびわれ”のパタ ーンをみて，天意

を矢11るのである。

天の岩屋の物語は，ひとつの伝承であるけれ

ども，鹿卜そのものは， すでに考古学的発掘

くたとえば三浦半島出土物〉によって，確認さ

れており，また最近の古代史ブームですっかり

有名になった，例の「説志倭人伝」のなかでも，
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第 1図 股域卜辞（藤堂著「漢字の起源」「決一字の知恵」

による〉

倭人は，司Tを決するのに鹿 卜を行なうが，その

やりかたは，中国の亀卜の法によく似ている，

という意味のことが書いてある。邪馬台国が，

九州、iか大手j]かはともかくとして， 2世紀の倭人

が鹿 卜を行な っていたことは，まずまちがいな

い。ただい発掘された日本の鹿 卜には，文字

が記されていない。 したがって， 卜占のなかに，

はたして天気予報がふくまれていたのかどうか，

これはなんともわからない。

しかし，律令制以前のわが古代の天皇が，天

文気象を司どっていたことは，記紀の記述や，

「陪苫：倭国伝」によってほとんどあきらかであ

り，むしろ，天意を問うてこれを民に告げるも

のこそ王，あるいは天意を問うてこれを民に告

げ得るものこそ王，であったと推測され，その

天意を問う事項のなかには，天文校時が大きな

比率を占めていたらしいことも，ほぼまちがい

ない。したがって臨卜のなかには，きっと，天

気予報もふくまれていたにちがいない，と筆者

は推測しているが，文字が書いてないから，確

言志することはできない。

邪馬台人が，弥生人であったろうことは，ほ

ぼまちがいないから，鹿卜は弥生人の慣習であ

ろうが，これが弥生人固有の慣習なのか，ある

いは縄文人から縦につながるものなのか，どう

もよくわからない。 「貌志倭人伝」は，倭人が

渡海するときには， 「持衰〈じさい〉」という，
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一種の呪術師とおぼしきものが同行することを，

記している。これはどうも鹿卜のような卜占法

よりは，も う一時代ふるい文化？のような気が

するので，この呪術師こそは縄文系ではないか

と， 筆者はひそかに推測している。縄文土偶は，

そのような呪術の存在したことを， 容易に推定

させるからである。弥生人は，灼骨卜占の文化

？をもって， B.C. 2世紀以前に大陸から渡来

し，縄文人の上に重なった， あるいはとけこん

でしまったもので，その灼骨の慣習は，大陸の

どこかで，段人の祖先とつながっているのだ，

と考えると，たいへんもっともらしくなるが，

このへんのことは，そう簡単に推論してしまう

のは，あまりにも危険であるから，今後の古代

史の研究成果にまつべきであろう。

卜占の卜は，骨の “ひびわれ” の形が，その

まま文字化して定着したもので，占は，その判

断の結果を，ロで告げ知らせるという意味であ

る。

気象庁の仕事を規定する法律，「気象業務法」

は， “予測して発表することを予報という”と

定義している。してみると， 卜は予測で，占は

予報である。いまは，はなはだ無感党的に，

“ト占”と熟語化して， 書いてしまうけれども，

卜と 占と，ち ゃんと 2つの文字が作られていた

ところをみると， 段代にすでに，予測すること

と，その結果を発表することとは，はっきり区

別して，ニュアンスをつけていたのではないか

と思う。この 2つは，はっきり区別すべきだと

いうことは，たぶん経験から知ったのであろう

が，いまからみる と，これもまた，おどろく べ

き知恵という気が して，段文明の知性の深さに

感嘆したくなる。

ー・骨 ト と易占

肢の次は周であるが，不思議なことに，周の

天気予報は，股の骨 卜の直列継承ではなし い

わゆる周易の系列で，むしろ肢とは並列的であ

る。もちろん殿の 卜占も継承したのであるが，

灼骨法は，どうも正統性を失って，下に沈んだ

らしく ，陰陽五行の発想法が発展して， 易占が

主流となっている。
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「史記」以来，夏 ・殿 ・周と，縦に考えてき

たわれわれには，ちょっと異様な気がするが，

最近の古代中国史の研究は，この 3国が，統一

王朝としては，縦の系列であったとしても，そ

の文化は，本来並列的なものであったらしいこ

とを，暗示 している（もっとも夏の実在は，ま

だ確認されていない）。 してみると， 肢の屯 ト

が発展して，易占に進んだのではなし周の制

覇とともに， 易占が1(1トをおさえて主流となっ

たのかもしれない。とにかく，最近の古代中国

史の研究の進展は，まことに興味津々である。

……鹿トと易占の盛衰

6世紀， 百済（くだら〉の五経博士がわが国

にもたらしたものは，易占の系列であった。令

制によって成立したわが陰陽寮は，周 ・漢 ・舗

と継承し発展した天文暦数遁甲方術を，直輸入

して組織されたから，太古以来の鹿 卜と並列し

た。陰陽寮は，太政官つまり新体制の所管とな

り，鹿 卜はや，，紙官の所管となって，たがいに独

立し，天皇においてのみ，統合された。

鹿トは， しだいに衰え，平安朝以後は，はた

して行なわれていたのか否か，はっきりしない。

江戸時代にはいって，一部の神社がこれを伝え

ているこ とがわかる。現在東京付近で，これを

伝えている有名なところは，武蔵の阿伎留神社
血きさき

や御岳や，，社，上野の貫1浦和11社などである。貫前

神社のものが，いちばん堂々と古風を伝えてい

るよう であるが， これもじつは，大和朝以来連

綿と続いてきたものなのか，一度中断したのち，

近世以後に復活したものなのか，確認されてい

ない。おそら くは， 中世の何回かの兵火に記録

を焼失しながらも，行事そのも のは延々と続い

てきたのではないかと思われる。氏子たる農民

の“年予報”への期待は，いかなる時代，いか

なる年においても， 変わらなかっ たはずだから

である。事実，現在これらの神社で行なってい

るものは “年予報”である。いまは， “大吉”

と“小吉”だけ，つまり大豊作と小豊作だけで，

“凶” はないらしい。もともと“凶”というの

は， あまりなかったのかも しれない。本居宣長

門下で有名な伴信友は，鹿卜を研究したようで
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全部配

それに対する対策をどうするか，どの程度にど

の範囲まで知らせるかという ことは， 太政官が

判定したのである。国民の大多数が文盲で，報

道は，口コミしかなく，常に流言にまどわされ

る社会にあっては， 乃IIらしむべからず，よら

しむべじ’が，むしろ当然だったのであろう。

現在の気象庁は， 「異あれば即時公表」し，

しかもすべての防災機関と報道機関に，同一内

容が同時に伝えられ，太政官 ？ は，新聞やテ

レビで， 「お，台風がくるのか」と，あとから

知る。そのとき，すでに防災諸機関は，

置についているのである。

災害，とくに天災を防止する，あるいは起こ

り得ベき災害を最低限度で食いとめる要諦は，

“不意打ち”をあたえないことである。つまり

事i計jに情報をあたえることである。

ぜんぜん無関心でいたところへ，突然ドカン

ときた，というのが，いちばん災害を大きくす

る。 「地震， 11；－，火事，親父」という江戸H寺代

の標語は，あまりにもよく 引用されるので，か

えって価値を失っているけれども，筆者は，あ

れは，たいした標語だと思っている。あれは，

4っとも“不意打ち｛生”のはげしいもので，し

あるが，どこまで解読したのかよくわからない。

陰陽寮の易 l~J 引；jは，平安中期以後急速に哀え，

i出国lky代から徳川初期に，一度復活する。その

中核とな ったのは，有名な足利学校である。武

士の兵学として興隆したのであるが，鎖国とと

もにまたまた急速に哀亡し，社会の底辺に沈ん

でしまう。現在街頭にみられる易占が，その後

身である。

近代気象学の芽

室II月中期から戦国H在代にかけて，瀬戸内海賊

を中心として，近－u.t気象学が生まれる。これは，

もともとふるくからあった素朴な制点望気術を

継承し，速く大洋上に来りだすことによって，

季節風のようなシノブティックな概念を獲得し

たもので，これこそは， じつは近代気象学の萌

芽だ ったのであるが，鎖国令によって挫折し，

徳川幕府は， 2百年ののち海軍伝習所において，

あらためて，オランダから近代気象学を学ばね

ばならなか ったのである。

第 2図は，天気予報術を手がかりとして作っ

た日本気象学の系譜である。
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“異”を太政官に密奏 し，

ときには，

っfこ。

「風芸’の景色をつかさどる」ところは，現在の

気象庁と，ま ったく同じで，あとの 1行だけが

ちがう。現在の気象庁は， 「具あれば， 即時公

表する。」

むかしの陰陽寮は，
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かもその“不意打ち度”の順に，並んでいるか

らである。 “親父”の “不意打ち性”とか “不

定、打ち度”とかいうのはなんだ，という人があ

るかもしれないが，だいたい親父というのは，

年とって動脈硬化がはじまってくると，ひじよ

うに気が変わりやすくなって，むかしならすぐ

ぶんなぐるし，いまはぶんなぐらなくとも，急、

に不気!Llftになって，せがれのほうはあわくって

しまうのである。会社や官庁で，血圧の上がっ

てきた部課長や重役をみると，すぐわかる。

同じ災害でも ，事前に情報があたえられてい

ると，かりに有効な対策がまにあわなかったば

あいでも，最低限度，心がまえだけはできるか

ら，とにかく，不意打ちを受けるよりは，被害

がすくなくてすむ。

気象庁は，防災情報機関である。 「異あれば，

即時公表する」のが任務である。その意義は，

社会に“不意打ち”をあたえないようにするこ

とにある。

（筆者気象庁予報課長〉

閉会 宣 言 司 会者 ~ 

＝ 昭和43年度消防自動車合同寄贈式 ーソ ー一一一一 ・
記念t5l:'aパーティー

全国32市町に各種消防自動車

恒例の“消防自動車合同寄！！＇；＇ I

式”が，きたる11月4日，午前

1011寺から，明治神宮外苑絵画館

｜清でおこなわれます。

これは，わが国の損害保険業

界が，その推進せる災害予防事

業の一環として，昭和27年以来

毎年，地方自治体の消防カの強

化拡充に協力するため，日本損

害保険協会を通じて全国の市町

に，消防自動車をはじめ各種消

防設備を寄贈しているものです。

これま でに，すでに，消防口

動車 507台（内スノーケル車14

台）が各都市に贈られたほか，

火災報知機が25都市に，防火貯

水槽と携帯無線機がそれぞれ 6

都市に贈られています。そのほ

か毎年，防火ポスターが全国の

市町に頒布されています。

今回は，消防白動車が，広島

市ーへのスノーケル車 1台をはじ

め，大型消防自動車と排煙兼泡

日行られます。

式次第および寄imの詳細はつ

ぎのとおりです。

国式次第

~l 1部午前1011寺

閉会宣言司会者八木治以1;

刷会挨拶損保協会長

目録贈呈醸出金運営委員長

苗木l泊呈苗木嬢が寄附初Hli代

謝礼挨拶

米fl祝t~

命名

表者に贈呈

東京消防庁

大川消防総監

政財界来賓

広島市消防局

秋山局長

一一火災保険号と命名

サイレン一斉吹f！~

?fl 2部 午 前10時50分

スノーケル事実演

化学消防車実演

排煙兼泡発生車実被

椿山荘にて 121l~f より

田寄贈先

砂防火貯水槽 15個

惨携市無線機 120台

以上東京航

砂スノーケル消防車〔 l台〕

広島市

砂大型消防自動車 c1台〕

三原市

砂排煙j長泡発生率 c1台〉

浜松市

惨化学消防じl!lliJ車（ 4台）

立橋市／藤沢市／守口市／

久留米市

砂7j(楢fτl消防自動車（ 6台〉

千I~広市／苫rト牧市／稲沢市

小松市／前橋市／大牟田市

砂普通型消防自動車（19台〉

三笠市／瑞浪市／釜石市／

大船渡市／二本松市／中条

町／竜ヶ崎市／本庄市／加

須市／飯能市／塩尻市／橋

本111／大社町／善通寺市／

南国市／山陽町／鹿島市／

発生率が各1台，化学消防自動 放水実演会消防車一斉放水 竹田市／宇土市

事4台，水槽付消防自動車6合， 音楽と踊り 榊原舞踊団ほか

普通型消防自動車19台の合計32 出発宣言浜松市消防本部 なお，このほか防火ポスター

台が32市町に，防火貯水槽15個 樽井消防長 が50万枚，10月中に全国の市町

と携帯無線機 120台が東京都に パレード全消防車 村に頒布されます。

九’t＇＂＂’H’＇＂＂＂ ＂＂＂・＂＇＂＂’刊”E・ 1111111• ’ t ’＇＇＇＇＂＂＇＇＂＂＂＂・』H’ t’＂＂” 111'11'''''"'" ' ' ' ' ' 1 ” ’ 111111 ”＇＂＂＂＇ ・＂＂＂” 111111 1 ・＂ ＂ ＇ ＂ ”＇＇＇＂ ＇ ＂＂＇ ＇ ＇＇ ＇＇＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇＇”＂ ＇＂ ＂＇’ II
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守・..........・＋・＋・＋・＋・＋・＋・＋・＋・＋・4砂・＋・4・・4炉・・、

； 天気予報と ） 

! 富士山測候所 ； 
； 坂田初太郎 ! 

！ 日一 胞 の ほ と んどは台風 ! 
i が直後 ・↑llH去の！京凶になっている。台 ； 
; FRという自然の制に対して比予知 i 
i 予報によって未然に災害を防止する ！ 
＋ のが第ーである。

i 天気予報や注意報欄の基礎資料 ！ 
： となる気象観測lに．富士山mの測候所 ! 
＋ がどういう役わ りを果た しているのか : 

！ 本誌の制にも輿附いところだろう ; 

； ι解説をお聞いした。 （編集部） i 
； ら点＝山上山測候所全長 ！ 

50ー 予防時報

富士山頂気象観測の意味

日本で天気図を作りはじめたのは明治16年の

ことで， 天気予報はその翌年から開始された。

そして，明治20年代になると，富士山をはじめ

各地の高山で，夏期の気象観測を開始している

が，それは，高層の気象を知らなくては正しい

天気予報ができないと知ったからに違いない。

明治30年代には筑波山測候所が山階宮家によっ

て設立されたが，山というにはあまりに低い。

その後，たこ・ バルーンの観測も開始されは

したが， 当時と しては高層気象の調査研究がお

もで，天気予報に直結するようなものではなか

った。昭和のはじめ，伊吹山測候所が寄付され

たのは， 当時の気象関係者の強い要望が通じた

のであろう。

このようなと き，昭和8～9年に予定された

国際協同観測i，すなわち第 2極年観測に日本も

参加することになり，昭和 7年に富士山頂観測

所が設立された。 これがのちの富士山測候所で

ある。極年観測というのは，年間を通じ北極を

取り巻いておこる気象その他の地球物理的現象

を協同観測する ことで，もちろん，臨時的の観

測である。 しかし，高層気象に対する気象関係

者の強い要求から考えると， 富士山頂の気象観

測は極年観測が終わっても，そのまま続けたい

と考えていたのではあるまいか。そして，観測

は現業的に利用する立場から，連絡用の無線施

設も最初から設置されていた。

このようにして，富士山測候所は発足し，そ

の観測は天気予報の現業に利用できる貴重な資

料となった。その後，ラジオゾンデの進歩によ

る高層天気図の実用化， レーダー観測の進歩に

より，富士山測候所の役割は変化してきた。 し

かし 本州中央部の天気変化の指針であること

は，むかしもいまも変わりない。

山岳気象観測と短時間予報

昭和年代にはいると，日本でも民間航空が発

75号 (1968.10. 1) 



足したが，当時の航空機は船舶

などよりもはるかに気象条件の

影響をうけ，離着陸のときはも

ちろん，飛行中においても，天

気予報はぜったい欠かせなかっ

た。しかし，速度のおそい当時

の飛行機でも，東京一大阪聞は

311寺問も あればよかった。 3時

間くらいの天気予報なら，航空

路に沿う天気の現状を，そのま

ま予報だと思っても大差はな

い。つまり，当時の航空気象と

いうのは，航空路に沿う気象観

測をつぎつぎに放送していれ

ば，それを聞いたパイロットが適当に判断して

さしっかえない程度のものだった。

ところが，当時の航空機はまことに幼稚なも

ので，主として鉄道線路やその他の地物を見て

飛んだものらしい。だから，航空には視界の良

否が決定的な重要性をもち，ついで風向き ・風

速 ・風の息などが重視された。したがって，昭

和前期においては，航空路に沿う山岳には多く

の航空測候所が設立され，視程や風を主とした

毎時観測がおこなわれていた。

こういう意味では，富士山は東海道沿いの要

点に位置し， しかも広い範囲の視界を知る こと

ができる点で，他の観測より重視された。そし

て，観測 ・通信その他山頂において心要な屯源

を確保するため，陸軍の手によってケープル線

が完成され，それは現在でも不可欠の施設とし

て活用されている。

ところで，昭和前期のような航空機はもうな

いのだから，いま述べたような航空気象の在り

方は，すでに過去のものである。しかし， 山岳

の気象の実況をはあくする ことによって数時間

後の天気を判断することは，スポーツやレジャ

ーとしての登山が盛んになり，年々相当数の犠

牲者を出している現在，その重要性は強調さる

べきことではあるまいか。もちろん，それは一

般の山岳についてであって，富士山だけのこと

ではない。しかし，富士山は日本で最高の 3776 

75号（1968.10. 1) 

海抜3776mの山頂に位置する富士山測候所

mという海抜をもっ孤峯で，天気変化の前兆は

もっとも早く現われやすい。そういう意味では

中部山岳への登山については，常に富士山の天

気を指標にすべきであろう。つぎに，そういう

例についてのべよう。

ー台風進路の指標としての富士山の風

日本の気象災害の大半が台風に帰国すること

については，いまさら説明の要はない。したが

って，毎年台風期になり，台風が日本に接近す

ると，予報官たちはそのために骨身をけずる。

そのために，沖縄から東北地方までの日本の太

平洋岸にはレーダー網が完備され，台風が沿岸

400～500km以内に接近すれば，刻々の中心位

置を捕えて接近地の警戒を厳にする。

しかし， レーダーは台風の位置を瞬間的に知

らせてくれはするが，こんごの進路を教えては

くれない。台風は一般風に流されるという原理

は正しいけれども，台風の接近により一般風も

変化するし，高層天気図を書いても台風を流す

一般風は，決められることも，決められないこ

ともある。それでも，速度の早い秋の台風なら

現在までの動きを延長しでも，大きなちがいは

おこらないが，速度のおそい夏の台風となると，

まことに扱いにくい。

そこで，台風に近い山岳における風の変化が，
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有力な補助手段として登場する。もちろん，各

時刻の高層天気図を次々に見れば風の変化は現

われているはずであるが，細かな変化に注意す

るには，特定の山岳の風向 ・風速を見たほうが

よい。つまり，高層天気図では主として風の空

間分布，山頂の観測lでは風のH寺問変化を見るの

である。ただし，山岳の気象観測は，台風がそ

の山に接近するときだけしか利用できないから，

高層天気図ほどの一般性はない。

例をあげてみよう。昭和34年の 7号台風は 8

月15日に駿河湾から上陸，富士山の西側を北上

し，長野県に大災害を与えた。この時の富士山

の風向は，台風が東海道の南方はるか11!1あいに

あったときには東だったが，台風の東海道接近

につれて風向は南東，南々束と変わり，上陸自1J

から強い昨jJ誌になっていた。このように上陸前

から強い南風になったということは， 7号台風

は早い速度で富士山の西側を北上することを示

していたのである。もし，反対に，官士山の風

向が東一北東一北一北西一西という変化をした

ばあいには，この台風は富士山の東側を北進ま

たは北東進したはずだった。また，富士山の風

向が東北東一東一東南東で，大きな変化がない

ようならば， j誌はこの台風の進路をはばむよう

に吹いているのだから，北上速度はひじように

おそし東海道には上陸しなかったであろう。

本年の 7号台風は，ちょうどこのような例だっ

fこ。

この 7号台風の経路は， 8月9日までは昭和1

34年のばあいのように，日本の南東洋上から北

西に向かい関東 ・東海道に接近していた。10日

9時には，図に示すように富士山の南々東 450

kmまで来たが，そのころには山頂は東北東の

風で台風の進行は次第におそくなった。富士山

三土1~1~11~土！日！日
10-9 ENE 15 10-24 SE  35 

12 ENE 20 11 3 ESE 60 

15 ENE 20 6 SE  40 

18 ESE 25 9 ESE 20 

21 SE 35 
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富士山頂の風向状況から進路が予測lできた例

昭和43年8月の7号台風の経路

頂の風は表に見るように10日の日中は束寄り，

夕刻ごろから南東で，いずれも台風の北上をは

ばむ風だった。そして，台風の経路も，図に示

すように10日夜半からは西南西～南西に向かい，

ついに本土に上陸はしなかった。

これを見ても，関東 ・東海道に接近する台風

の進路については，富士山頂の風の変化，とく

に風向の状況から，かなり正しい判断が可能な

のである。

－雷雨・降霜などの発生と富士山気象

夏になると小笠原高気圧が日本に高温多湿の

空気をもちこむ。それは激 しい日射によ って上

昇 し，いわゆる熱雷を発生させ，夕立と落雷を

ともなう。ところが，同じように日本が小笠原

高気圧におおわれながら，あるばあいにはカン

カン日照りでいっ こうに熱雷は発生しないのに，

あるばあいには広範囲にわたり発雷があり，激

しい雷雨におそわれる。

この速いは高層天気図の作成されるようにな

ったこんにち，誰でも知っていることであるが，

要するに上空に寒冷な空気がはいりこんで，気

象が不安定になっているかどうかの差でゐる。

75号 (1968.10. 1) 



したがって，毎日 2回ずつ作成される高層天気

図さえ見ていれば，たとえ地上の天気図からは

判断がつかなくとも，雷雨が激しいかどうかを

誤るようなことはない。

しかし，高層天気図は通例 1日2回だけであ

り， しかも，大陸 ・大洋上の資料を広範囲にわ

たって集めるので，天気図のでき上がるのは観

測後5～6時間もかかる。これでは雷雨のよう

な局地的現象の予想には役に立つとはいえない。

けれども，雷雨現象は局地現象であるがゆえに，

付近の山岳で気象観測がおこなわれていれば，

それによって上空に寒冷な空気がはいりこんで

いるかどうかを推定することは可能である。こ

の点，富士山は 4000mに近い高さをもっ孤峯

なので，気温のH守間的変化をみていれば，寒冷

な空気の出現はただちにわかる。

ただし， lつの観測点ではそのような空気の

厚さや広がりはわからないが，それは高層天気

図によればよい。つまり，富士山の観測は，あ

るばあいにはひじように有効に使えるが，たっ

たlつの観測lだから，何にでも役立てるわけに

はいかない。

以上は夏の首雨のことについてであるが，秋

から初冬，あるいは晩春における｜峰紅iについて

も，同じようなことがいえる。

たとえば，高層気象のことがまだよくわから

なかった時代には，晩春に移動性高気圧がきて，

夜間よく暗れ，放射冷却が激しそうなときには，

晩霜の予報が出されたものである。ところが，

実際には晩霜の起こるときと，起こらないとき

とがあって，その区別がどこからくるのかわか

らなかった。しかし，それはこんにちではすで

に明らかにされている。高層に寒冷な空気がき

ているときの地上冷却が降霜をもたらすのであ

る。そして，このばあいにも，降霜のような局

地現象については，ひまのかかる高層天気図の

作成を待たずに，山岳で気象観測lのおこなわれ

ている地方では，それを利用するのが賢明であ

ろう。

この点においても，富士山は関東 ・中部に対

して有力な観測を提供するのである。

75す (1968.10. 1) 

富士 山とレーダー

天気予報の原理は，天気図に示される気象条

件の分布が， l時間とともにどう変化するかを推

定するのでゐる。そ して，その推定を確実にす

るために，天気図はますます広い範囲にわたる

ようになり，ますます山居におよぶようになっ

てきたc そして，予報の技術は確かに進歩はし

たけれども， 天気図作成に要する資料は膨大な

量となり，その収集に多大の時聞を要するので，

それ以上に長い先までの予報でないと役に立た

ない。つまり，技術の進歩によるプラス面は，

資料収集のためのH守間的マイナス面に打ち消さ

れて，なかなかうまくいかない。

ところで，気象周レーダーの出現は，いまま

でのような個々の地点の観測でなく，ある広い

面積を同時に観測して，これを画面に写し出す

ことを可能にしたので，資料収集の時間は不要

である。これをたとえて言えば，写真の乾板に

前方の景色が写るようなものである。したがっ

て， レーダーは高いところに設置するほど遠方

がよく写され，富士山頂では 800km の遠方ま

でも写し出すことが可能である。それ以上見え

ないのは，地球が球形をしているからにほかな

らない。

昭和43年 8月10日，富士山測候所の

レーダーがとらえた台風7号
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このように，富士山レーダーはスイッチを入

れれば 800kmの遠方までの雲の分布を写し出

す。たとえば，台風域内の雲はその中心のまわ

りにうずを巻いているので， 800km以内に台

風が近づけば，これを画面に写し出すことがで

きるので，台風の位置は刻々に知ることができ

る。

このように，レーダーは雲の位置や形を瞬間

的に観測するのであるから，なにも台風観測だ

けに役立つわけではなし低気圧 ・前線 ・雷雲

など， 雲の分布をともなうものならなんでも観

測できるわけである。

富士山レーダーの効用は，それが 3776 mの

高所にあるため， 800kmの遠方までも見るこ

とができるという点にあるが，たとえ 800km

まで見えても，富士山頂において見えるだけで

は，その価値は半減する。つまり，人口が集中

し，各種の施設のある大都市で見えてこそ，そ

の観測は， 瞥戒の要 ・不要の決定に役立つので

ある。そのため富士山レーダーは気象庁から遠

隔操作ができるようになっており，日本の南方

に台風が現われると，時を移さず， 気象庁から

の操作で台風観illllが開始されるわけである。

このように，富士山レーダーは 800kmの遠

方にある台風を刻々観測することができるし，

その他の現象に対して も同様の観測は可能であ

る。そして，刻々の観測をつなぎ合わせれば，

台風でも前線でも，その動きを押え，その後の

動きを見当づけることができる。 しかし， レー

ダーは雲の分布を観測する 1個の測器であるか

ら，刻々の雲の分布を観測し，それによって台

風や前線の刻々の位置はわかるが， 長い先まで

の予報に利用しようと考えるのは誤 りである。

レーダーはこのような測器であるから，いわ

ゆる気象観測のように， 気圧 ・気温 ・風などい

ろいろの気象要素を数量的に知ることはできな

い。これらを知るにはふつうの気象観測による

測定が必要なのである。 したがって， レーダー

の効用といえば，台風のような異常現象を即刻

揃えて， 注意報 ・警報の資料とし，災害を未然

に防止するところにあるといえよう。
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ー富士山頂の特殊気象観測ー

富士山測候所が天気予報や注意報 ・警報に果

たしている役割は，だいたい以上に説明したこ

とに尽きると思うが， 天気予報にはまだまだ未

知の分野が多いし，そのほとんどは高層J気象の

領域に属する。ところが，複雑に変化する高層

気象を詳しく観測することはほとんど不可能で，

いまのところ，気温・湿度・風向・風速などが

比較的多く観測されているにすぎない。それは，

上空におけるうまい測定法がないからにほかな

らない。

ところで，富士山は海抜 4000mに近いのに，

ここでは地上と同じように各種の観測が可能で

ある。たとえば，紫外線観測，轄射観測l，オゾ

ン観測！などはまだまだ強化の必要があろう。こ

れらの要素が高層・超高層でじゅうぶんの観測

ができかねるから，一歩退いて富士山頂で観測

することにも，相当の意義を認められはしない

か。それは，いずれの日にか天気予報と結びつ

くに違いない。

（筆者・ 気象庁・天気相談所所長〉

予防時報のお申し込みについて

本誌は，火災をはじめ交通事故 ・地震災害 ・

気象災害 ・産業災害 ・公害など， 広範囲の災害

と事故の予防を目的と した“防災総合誌”です。！

本誌にご関心をおもちのかたがございました
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（…ーなど凶（季おりおりの夙は，生活に興趣を増してくれ

る。しかし，風速 50mの風ともなれば，lm2

たり 250kgもの圧力でのしかかり，倒れる

が出るほどの被害をもたらす。 j或は功罪の

面をもっているが，本文では，風による多

の災害と風の実態を解説した。

大塚龍蔵

75号 (1968.10. 1) 

山＂風 の 功 罪

わたくしたちは地球をとりまく大気の底で生

活している。わたくしたちの生存にとって欠く

ことのできない空気の存在は，目で見ることは

できないが，その即jきは，風としてわた くした

ちの肌身に直接感じられるものである。

大気の圧力は気圧として観測され，天気図を

作成するうえに欠くことのできない気象要素の

ひとつである。気圧の等 しい点を結んで得られ

る等圧線をひくことによ って，天気図の上に高

気圧，低気圧，前線が描き出され，風向の変化，

風速の強弱の原因やその予想が可能となるわけ

である。

ところで，風も適当に吹いてくれれば，春風，

緑のそよ風，互の涼風などの表現に見られるよ

うに，四季おりおりの興趣を増してくれるばか

りでなく，スモッグの解消に役立ったり，風力

発電などにも利用されている。ヨットなどの帆

走にも適当な風が必要であり，また， 室内の通

風，換気，気植の調節ーなどにも風がおおいに役

立っているわけである。

問題はその強さにある。 雨にしても，風にし

ても，ほどほどに降ったり，吹いたりしてくれ

れば，わたく したちの日常生活を快適に してく

れ，また，生産活動の而からみても有益であり，

文字どおり自然のめぐみというわけである。 し

かし，自然現象というものは，けしておだやか

な状態のみでは経過しない。平穏無事な天候経

過を示す年はむしろ珍 しいくらいで， 大雪，大

雨，異常乾燥，強風， 雷雨など多く の気象現象

に起因する災害は，毎年，年中行事のようにお

きているのが実状である。

風にしても， しだいにその強さを増 して くる

と，暴風や突風による多くの災害をもたらすよ

うになる。強風自体による災害もけっ して軽視

できないし，その災害形態はあとに述べるよう

に複雑多岐にわたっているが，強風に雨や雪な

どの他の天気現象が重なると，暴風雨，暴風雪

などとなり，異常乾燥に強風が重なると大火の
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おきやすい気象状態となる。風害については，

風自体による災害の実相とともに，他の気象現

象が加味されておこる災害の実相にもじゅうぶ

ん留意する必要がある。

…風 害のいろいろ

強風による被害は多方面にわたっており，多

くの学者によって自然災害の中における風害の

内容について系統的な分類がなされているが，

その実相は多様で，わたくしたちの日常生活は

もちろん，農業，漁業，林業，土木，建築，交

通など産業 ・経済活動の各分野におよんでいる。

つぎに風害のいろいろな形態について述べて

みる。

(1) 強風による家屋の倒壊

(2) 強風による倒木

(3) 強風による交通障害

陸上では，強風による列車の運行の乱れ，架

線の振動による運転障害などがおき，ときには

強風による沿線火災による運転休止などがおき

ることもある。

海上では，強風による大波でシケとなり，船

舶の遭難事故が毎年のようにおきている。発達

した低気圧による強風，台風に伴う暴風，強大

な冬の季節風などは，操船をあやうくするほど

強大な風浪をひき起こす。大型船舶にとっては

さして問題にならない風速lOmくら

いの風でも， l～2トンくらいの釣

舟にとってはてんぷくの危険が生じ

る。

空では，ジェット気流などの活用

は航空機の経済運航に役立つ反面，

昭和41年3月5日富士山頂付近で墜

落，乗員 ・乗客全員 が死亡した

BOAC機の大惨事の原因と考えら

れている晴天乱流も，風に起因して

いるといえる。この事故は，航空機

が御殿場市上空付近で，とつぜん異

常にはげしい乱気流に遭遇して，設

計制限荷重をいちじるしくこえる突
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風荷重が加えられたことによるものという推定

がなされている。

(4）塩風害

海岸ぞいの地方では，海水の塩分を含んだ強

風によって送電線のガイシに塩分が付着して絶

縁不良となり，送電に支障を きたしたり，植物

などは葉枯れをおこ したり する。

(5）風浪害

海岸地帯では，強風によっておこされる高波

によって，堤防が決壊したり，道路が破壊され

たり，海岸ぞいを走っている列車の線路の路盤

が流されたりして不通となる。

(6）乾風害

ひじように乾燥した強風によって，植物の立

ち枯れがおきることがある。

(7）寒風害

低温と強風の作用によって，植物がはげしく

落葉する。特殊な地形で風あたりの強い所では，

ほとんど全葉が落葉してしまうことがあり， ミ

カン類などは季節風による寒風害をうけやすい。

林木なども寒風害によって葉が変色し，樹勢が

いちじるしく 衰え，はなはだしいばあいは枯死

するといわれる。

(8） 風 蝕

強風によ って土域の表層部が削りとられたり，

雨や波など他の現象との相互作用で農地などが

侵蝕され，農作物の不適地となることがある。

台風による強風で倒壊した民家
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(9）風じん

強風でまきおこる砂じんや細かい粒子によっ

て，視界不良による交通障害や，眼やノドをい

ためるなどの人体への影響も無視できない。

(10）火災

火災の原因には，異常高温による爆発物の自

然発火や落雷によ るものなど，自然現象に起因

するものがあるが，大部分は人為的なもので，

その主因のひとつにタバコの不始末があげられ

ている。たとえ小火でも気象状態によっては大

火となりやすく，フェ ーン現象による異常乾燥

と強風は火災の原因にあげられている。乾燥状

態がつづけば火災がおきやすしさらに強風は

その発生区域からの延焼を加速度的に拡大して

ゆく。

火災警報の発令規準は実効湿度，最少湿度，

風速の 3要素を考慮、して作成されているが，と

くに強風H寺には湿度に関係なく発令される規準

が設けられている。東京のばあいは，風速！Om

以上の強風が 1時間以上述吹すると予想される

ばあいは，湿度に関係なく火災警報が発令され

ることになっている。

(11）高潮

台風の来襲時に，台風の進路に近い沿岸地帝

に押しょせる高潮は，台風による気圧低下によ

る水面の上昇などいくつかの要素がからんでい

るが，その中でも強烈な風による海水の吹きょ

せ作用による効果が大きな要素になっている。

このため地震によっておきる地震津波に対して

高潮のことを風津波とも呼ぶ。

(12） その他

強風による断線で，停電したり電話が不通に

なったりする。台風や発達した低気圧によって

おきる風雨や風雪のはげしいときは，水害 ・雪

害などの被害がおきるとともに，強風による歩

行困難などの行動の制約をうけて交通事故など

も多発する。また，山岳方面では，強風による

滑落事故などがおきやすく，悪天と低温が重な

ると遭難事故が多くなる。

このように風に起因する災害や事故は多方面

にわたっているのである。
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……＂＂＇＂ 風と立地条件

日本は各地とも，風向は冬は北西が多く，夏

は南東よりの風が多いが，風向は地形の影響を

ひじようにうけやすく，風速も地形や立地条件

によ って強くなったり弱くなったりする。ー般

に，内陸部にくらべて海岸地方では強い風が吹

きやすく， 海上ではさらに強い風が吹きやすい。

平野部にくらべると山岳方面では強風が吹きや

すい。しかし，同じ海岸地方でも岬などの突出

部は，他の沿岸地域にくらべてひじように強い

風が吹きやすいし，閉じ山岳方面でも複雑な地

形の影響で，風陰の部分にはいるとほとんど風

がないのに，稜線に出たとたんに強風に見舞わ

れるといったことがよくある。

このように風向・風速は，大規模な地形の影

響はもちろん，局地的な地形の条件も加味した

立地条件によ って大きく左右される。このため，

立地条件によ って強風の吹きやすい風向じそ

うでない風向がでてくるし，また，強風の吹き

にくい地域と吹きやすい地域とが現われる。

第 1図は，風速 lOm/s以上の日数を暴風日

数として，各地の暴風回数を1949年から1956年

の8年間の統計結果により図示したものである。

この図から，一般に風速の弱いと ころは内陸

部の谷間や盆地などであることがわかる。山形

盆地では風速 lOm/sをこえる日がわずか 9日

となっているが，富士山頂では 343日とほとん

ど1年中となっている。

一般的傾向は~o 図から理解されるが，谷間

や盆地などでもときには局部的に強い風が吹く

ことがあるから油断できない。そのと きどきの

気象条件と複雑な地形条件によって，平常は風

の弱い地域でも，ときには思いがけない強風に

見舞われることがある。

一般的な傾向によ って予想される強風（たと

えば冬の季節風〉 のほかに，前述の局地的な強

風は昔からその土地の人々によって経験的事実

として知られ，ヤマセ， ダシ，オロシなどの地

方名が数多く汗jいられている。山形県の “清川

予防時報 －57
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第1図 各地における年間暴風 (lOm/s）回数 （1949～1956年）

ダシヘ岡山県の“広戸風ぺ愛媛県の“やまじ 20 

風ぺ琵琶湖に吹きおろす“比良八荒ヘ関東の

“筑波オロシ”等々，各地に特有な局地風があ

り，局地的な風害をひき起こしている。一般的

な傾向による強風に局地的な強風が重なると，

夙による被害は倍加される恐れがあり，強風l時

にはその風向きと風の強さが立地条件によって

大きく左右されることを念頭において予防対策

を講じる必要がある。

……山平均風速と瞬間風速

風というものは決して一様な強さで吹いてい

るものではなく，第 2図からもわかるように，

強くなったり弱くなったり，つまり息をしなが

ら吹いているのである。

ふつう，風速というのは10分間の平均した風

速のことをいうが，瞬間的に吹く強い風を突風

と呼んでいる。突風による瞬間風速は平均風速

の5割地しくらい，つまり，平均風速が lOm/s

とすると， 瞬間的には 15m/sくらいの強風が

吹く 。 しかし，ときには 7～8割泊し以上にな

ることもあり，平均風速が lOm/sでも 20～22

m/sにおよぶ予想以上に強い突風が吹く 。地上

付近においては，風速 30～40m/s以上といっ

58一 予防勝報
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第2図風 速記録

た暴風l侍よりも， 風速 10～20m/sといった強

風時のほうが風の息の乱れが大きし瞬間的に

は平均風速の 5割増し以上の強烈な突風が吹く

ばあいがよくある。しかし，平均的にみれば瞬

間風速は平均風速の約 1.5倍といったことが，

いちおうの目安になる。

筆者が 143か所の地点の20年間の資料につい

て， 台風I時の最大平均風速と最大瞬間風速との

関係について調べた結果では，平均的には瞬間

風速は平均風速の 5割増しとなるが，前述のよ

うに低風速のばあいは 7～8割増し以上となる

ことがあり，高風速のばあいは 2～3割増しく

らいとなっている。また，平均風速 30m/s以

上では，瞬間風速は平均風速よりも 10～12m/s

強くなっている。

平均風速の最大値と瞬間風速の最大値が現わ

75号（1968.10. 1〕



れる時刻を調べてみると，最大瞬間風速は最大

平均風速の出現時とほとんど同時か，最大平均

風速の出現時よりも早く現われるばあいがひじ

ように多い。つまり，風がしだいに強まってき

たとき，風の息の現象によって瞬間的に強烈な

風が吹くこと， しかも平均風速が最強になる以

前に，より強烈な瞬間風速が記録されることが

多いことにじゅうぶん留意する必要がある。風

が一様に強く吹いているときよりも，はげしい

風の息によって生ずる突風が風害の規模を大き

くするケースが案外多いのである。

風速と風圧

何m以上の強い風というばあいの風速は，ふ

つう 10分間の平均風速であるから，瞬間的には，

前述したようにさらに強烈な突風が吹くことを

忘れてはならない。

第 1表に風速と風圧の関係を参考までに示し

ておいたが，この表からも強風時にはいかに大

第1表風速と風圧の関係

風速 ｜風圧 ｜ 蝕
(m/s) I (kg/m2) I ' 1 

考

1 0.1 

5 2. 5 

10 10.0 lm2あたり約lOkgの圧力がかかる

15 22. 5 取りつけの悪い看板はとばされる

20 40. 0 歩行困難となる

25 62. 5 屋根瓦がとばされる

30 90.0 家の倒れるものがある

35 122.5 列車の遂行が困難

40 160.0 小石がとぷ

50 250. 0 倒れる家が多くなる

60 360. 0 鉄塔のまがるものが出る

きな圧力が働くかがわかると思う。（第 1表は

風速と風圧の関係式 P＝÷cpv2 を P=O.lv2

として計算したもので， P：風圧， u：風速，

ρ：空気密度， c：風力係数であるが，構造物の

形状により異なった値をとる〉

風と被害

風による災害は，前にも述べたように多方面

にわたっているが，文明の進歩によって産業活

75号 (1968.10. 1) 

動が活発となり，社会構造や生活様式が複雑化

するにつれて風害の実態も多様性をおびてきて

し、る。

動力の進歩，船体構造の改善，大型化などか

ら経済運航の時代におよんでいる現在は，風に

よってひきおこされる波が船の運航や操船上も

っとも重要な要素となっている。また，工業都

市の発展によ り，多くの公害問題がおきている

が，そのひとつである大気汚染の問題にしても，

汚れた空気を吹きとばす自然の特効薬の役目を

する強風も， 立地条件によっては工場地帯のば

い煙が強風によって吹きだまり地域に運ばれて，

そこに濃いスモッグを滞留させるような事態も

おきている。

ところで，風が強くなればなるほど，風によ

る被害が増すのは当然だが， 高橋浩一郎氏が風

速別に被害高の噌加量を調査した結果によると，

風速 10m/s以下ではほとんど被害ら しい被害

はおきないが，風速が 15m/sをこすと急に被

害高が大きくなり，平均的にみると風速の 5乗

に比例して被害高も増加するという。冬の暴風

は季節風によるものが圧倒的に多いが，春 ・秋

は低気圧や前線によるものが多い。夏から秋に

かけては異常に強い暴風が台風によってひきお

こされ，短時日に大きな被害をひきおこす。

各地の気象台では，それぞれ局地性を考慮し

た規準を設けて，その規準以上に強い風が吹く

と予想されるばあいは，随時，強風注意報や警

報を出すことになっているが，警報の段階では

すでにそうとうの被害をおこす強風が吹いてい

ることが多いから，注意報の段階でじゅうぶん

予防策を講じる必要がある。

注意報は油断すると被害が出そうな段階，警

報は重大な被害がおこる恐れがある段階を予想

して発表されるものであるから，注意報が気象

台から発表されなくとも現実に風が強くなり始

めたならば，自分なりに風向き，風の強さに注

意し， 気象台から注意報が発表になっていれば，

なおさらのこと，じゅうぶんな注意を払って風

害に備えて事前の処置を手ぎわよく進めるよう

にしたいものである。 （筆者・日本気象協会参事〉
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防火ポスターデザイン募集

入 選 作 品決まる

日本損害保険協会では，自

治省消防庁の協賛をえて，恒

例の，秋の火災予防運動期間

中（11月26日～12月2日〉に

全国統ーして使われる“防火

ポスター”のデザインを，ひ

ろく一般から募集しておりま

したが，このほど審査の結果

を発表しました。

一〉，秋山ちえ子（社会

評論家），佐久間彊〈自

治省消防庁長官），山本

源左衛門（日本損害保

険協会会長〉の4氏で

す。

＊ ＊ 

〈あなたは火事の恐ろしさ

を知らない〉というのが，今

年のポスターに記入する傑語

でした。

入選作品は，例年の

ごとく日本損害保険協

会で，秋の火災予防運

動に協力して広く防火
入選の長谷川氏作品 （背景は濃い桃色，文字は黒〉

＊ ＊ 

応募作品は 1252点で， 応

募者は小学生から92才という

高齢者までもが含まれ，会社

員 ・公務員 ・学生 ・主婦など，

社会のあらゆる層にわたって

います。

その中から，入選 1点（賞

金20万円）には，東京都足立

区に住むデザイナー，長谷川

裕哉氏（30才〉の作品（写真〉

が選ばれました。

また，佳作5点には，神奈

川県茅ヶ崎市の梅本尚志氏

(28才，グラフィックデザイ

ナー〉ほか4名，努力ti:’には，

愛知県半田市の伊藤公一氏

(34才，会社員〉ほか8名が

選ばれました。

審査に当たったのは， f色合

雄策（アート ・ディレクタ

60一 予防時報

思想の高揚をはかることを目

的に，グラビア印刷により 50

万枚を作製し， 10月中に全国

の市町村津々浦々に頒布しま

す。

また，応募作品の一部75点

は， 9月中旬から10月15日ま

で，損保会館ピル 1階廊下に

展示されますが，さらに， 11

月11日～17日，東京 ・京壬線

新宿駅作品展示場において

“防火ポスター・デザイン展”

が開催され，一般の人々に公

聞きれます。

＊＊  

なお，入賞者の氏名はつぎ

のとおりです（敬称略〉。

．入選 1点……賞金20万円

長谷川裕哉（20才，デザイ

ナー，東京〉

．佳作5点……賞金各3万円

中'tii本尚志（28才，グラフィ

ックデザイ ナー，神奈川〉，

奈木挺雄（24才， デザイン

志望者， 東京〉， 矢沢省三

(29才，グラブィックデザ

イナー， 東京〉， 今村健二

(24才，デザイナー，稲岡〉，

中野義三（23才，グラフィ

ックデザイナー，大阪〉

．努力賞 9点・・・賞金各 1万円

伊藤公一（34才，会社員，

愛知J), 岡本亘出I(21才，

商業デザイナ ー，大阪），

田烏一夫（25才，グラフィ

ックデザイナ ー，東京），

原明男（27才，会社員，大

阪）， 国井英和（21才，デ

ザイナー， 東京）， 永石繁

信（24才，会社員，佐賀〉，

笹尾光彦（27才，会社員，

東京〉，民芳勝（20才，デ

ザイナー，徳島〉，門野誠，

田中孝，岡田ー兵（合作＝

岡山市立福浜中学校一年

生，美術部員〉
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安全 管理

と

安全教育

島森幾夫

安全管理は，企業の生産活動を円滑に進め

るために，近年ますます重要視されるにいた

った。安全管理には，技術の進歩に見合った

綿密な計画と実行が必要だが，また，これに

従事する人の教育面もたいせつである。

本文では，安全管理の根底となるべき考え

方が示され，あわせて安全教育に役立つ一般

的事項が述べられている。（編集部）

75号（1968.10.1)

(1) P D S の精神

計量管理，品質管理，オベレーションズ ・リ

サーチ，インダス トリ アル ・エンジニアリング

など，これらの科学的管理法の根底に流れる思

想は，Plan-Do-See(PDS）の精神である。

何かを始めようとするばあい，方法も考えず，

ゆきあたり ばったり では成功するはずがない。

PDSは，科学的接近法（ScientificApproach) 

とよ ばれ，安全管理にもやはり適用できる。

わたくしたちが仕事をすると き，だいたい，

命令の形で仕事を与えられる。このようなばあ

いには，命令の内容をよく理解しないで仕事に

とりかかったら，仕事は中途はんぱなものにな

り，労力を浪費し，ときには失敗することもあ

る。勘ちがいし，無駄な仕事をするということ

は，目的を適確につかまなかったからである。

目的が大きいばあい，まずこれを小さな目的

に分類する。つぎに，その小目的のうち優先し

なければならないものの順序を定め，同時に小

目的聞のバランスを考える。それから小目的を

遂行するための計画に移る。もちろん，このば

あい，小目的はあく まで大目的を達成するため

の“里標”である。

目的がはっきりしたら，それに必要なあらゆ

る事実を集める。集めた事実が，ほんとうに必

要かどうかの判断は，じつにむずかしし永年

の経験を必要とするときもある。しかし，これ

らの事実を整理・分類し，関連づけると，そこ

におのずからひとつの体系だった事実が浮かび

でてくる。

計画は， 5W1H (why, what, where, 

when, who, how）の方法を用いて綿密にた

て，調べられた事実にもとづいて，可能性のじ

ゅうぶんある現実的なものでなければならない。

1案だけではなし 3案 ぐらい考えて比較検討

し，最終案を定めるのがよい。

実施は強力におこなうべきもので，この段階

になってから方針がぐらつくようであってはな

らない。行動性こそ現代人にいちばん要求され

予防時報－61



効果がある。

わたくしたちは，無意識的に常に安全感覚を

刺激されていると，不注意による事故は目に見

えて減少する。整理 ・整とんによって常にきち

んとしておく習慣は，わたくしたちをより安全

な環境にみちびいてくれる。

人間の出せる力は，せいぜい 0.3～0.5馬力と

いわれている。ひ とりの人間だけでは，なにも

できない。部下を教育し，多くの人と協力して

こそ，多くのも のごとを処理していけることに

なる。そうでないと大きな仕事どころか，小さ

な仕事さえ完成できない。

知識を教え，技能訓練をおこなうには，教え

る側の知識 ・技能の高さももちろん必要である

が，それよりももっと必要なことは，教える技

術の良否である。ことに，初等教育の段階では，

絶対的な意義をもっ。

こんな例がある。女子大で数学を教えていた

K教授は，教育の場では絶対に怒らなかったと

いう。たとえ宿題をやってこなくても，経〈注

意する程度で，少しでもやってくれば，おだて

るようにして黒板に書かせ，途中でまちがえれ

ば「ここまで考えつくとは相当なものです」と

ほめ，それに白星を入れて，模範解答に仕上げ

られたという。

昔の女子学生は，いちど耳らをかくじつぎか

ら手をあげて答えようとしない。他人の前で恥

をかかさないことと，相手の能力をひきだして

自信をもたせることは，教える側にとって心得

るべきことである。

教育心理学では，物事を習うばあいに役立つ

原貝Ifとして，次ページの表に示すことがらをあ

げているが，これについて述べてみよう。

1. 注意の集中における 3つの因子は，動機・

信頼 ・満足といわれる。おぼえたいと思う

心が学習の第 1要件である。

学習の場は，静かな，くつろいだ所がの

ぞま しい。

“ツキ”は， “ツキ”をよぶ。自信は成功

を生む。といっても，自信過剰の猪突猛進

はもちろんいけない。 「失敗は成功の基」

i.?§ff!!{!」守、河

科 学 的接近法

るものである。てきぱきとした指示や回答が，

いかに部下の仕事を円滑にさせていくかは，明

らかなことである。

検討は，計画と結果を比較しておこなわれる

もので，その検討により，よりよい計画がたて

られることが必要である。

計画がうまくいったときには，全体がよい循

環を起こすが，逆に，まずいばあいには悪循環

が起こる（第2図〉。悪循環を起こしたときに

は，大努力 してその原因を断ち切り，上向きに

むかう ようにしなければならない。

第 1図
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2. 

3. 

安全教育について

安全管理の一環として安全教育がある。たと

えば，安全旗の掲揚，ポスターの掲示，標語の

募集，朝会の励行など，お題目のように考えら

れるが， しかし，これらは意外に無視できない

62一 予防隊報
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学習の原 則

1. 注意の集中

2. 環境の整備

3. 成功の辿絞

4. 五感の活用

5. 注意の限界

6. 印象の強化

7. 述想の利用

8. 具象化

9. 実際的事例の使HI

10. 反 復

とよくいわれるが，職業教育では絶対に失

敗例をみせたり，失敗させてはならない。

4. ものを党え，また教えるには，できるだ

け祝党 ・I段、党 ・触覚など五l惑を広範囲に活

川するとよい。

5. 注意の限界には，個人差がある。教える

側に興味のあることであっても，教えられ

る側に興味がなければたいくっさをあたえ

る。また疲労と注意力の関係などの研究を

利用すべきである。

6. 物事が印象深〈，相手の心に刻まれるよ

うにするために，印別物を色刷りにしたり，

黒板で赤チョ ークを使うなどする。災害の

写真 ・映画は，やはりカラーのものが効果

的である。

7. 電話番号をおぼえるときに，語呂でおぼ

えることが多い。たとえば，風日屋や温泉

旅館なら， 4126cよいふろ〉であれば，だ

れでもおぼえよい。つまり，辿想を利用し

て！暗記すると党えやすいのである。

8. 抽象的な事象も，できるだけ具体的に教

える。たとえば屯気の話は， 1-1に見える実

験 ・モデルを通じて体得させるのがよい。

9. 教育 ・訓練がある程度まで進んだら，夫

物教育をおこなうと効果がある。

10. 反復教育が必要である。ある程度まで上

達しても，基本を繰り返えすことにより，

さらに進歩が期待できる。

このほか，伝達ははっきりと明確にすること，

うまく訴すことよりも正確に訴すように心がけ

ることなどがたいせつである。

75号 (1968.10.1)

(3） 改善の方法

職場ではいろいろな不安全な行為が生まれる

が，そのひとつに慣れからくる無精がある。通

路に穴が あいていても， そこに 2, 3度落ちれ

ば，あとは自然によけて通るようになる。修理

し，改普する意志がなければいつまでたっても

進歩はない。

改普の刀法にも， 1 i';fで述べた科学的接近法

が活用できる。作業分析，タイ ムス タディなど

の）j法とともに，人lllJ工学の活用も有効であろ

う。また事！？しい材料，新しい機械 ・器具の利用

なと1つねに勉強が必要である。

仕事上の個人的な悩みの解決方法としては，

なにごとによらず，親友，上役，同僚，部下な

どに相談すれば，いろいろと解決の方法を教わ

ることができる。もちろん，自分自身の努力が

中心であるが，問題解決の方法としては，会議

があり，衆知をtiさめることにより，すばらしい

結果を生むことができる。

会議で出た意見にもとづいて決定したことを

実行することは，比較的楽なことであることも

利点のひとつである。また作業方法の改普，職

場の人間関係の改普にも役立つものである。

わたくしたちのまわりは，つねに進歩してい

る。現状維持は退歩を意味する。つねに新知識，

新技能を吸収し，活用することがたいせつであ

る。“勉強”“勉強”というが，そこにもやはり

楽しい方法があるはずである。

〔f在者 ：H百ヰ11m工（株〕研究開発部〉
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協会だ£ν
・ 消防自動車合同寄贈式

全国の市町に消防自動車32台その

他の消防設備を寄贈する昭和43年度

消防自動車合同寄贈式が，11月4日

午前1011寺から，東京 ・明治神宮外苑

の絵画館前広場で挙行されます。詳

細については，本誌49ページをご覧

くださし、。

・ 交通安全と防火展

当協会主催の「交通安全と防火J.L（」

が，10刀16日から24日までの 9日I/fl

秋旧TITで開催されます。

主会場となる秋田市体育館を第 1

会場に，秋田市民会館広場や県庁 ・

県民ホールなど 5つの会場で， 「生

活のなかの災害」を焦点にした展示

や講演会 ・映画会，交通教室，小中

学生の安全運転競技， レインジャ一

部隊の訓練の実演など，豊富な内容

の催しがおこなわれます。 UH場II与問

は，午前101時から午後 511寺まで、で，

入場は無料です。

・防火研究会

当協会主催の 9丹， 10月IJ/J恨の防

火研究会は，つぎのとおり。

'Y 9月4日 :rR;;r ・ 日比谷公会：；；~

〔主魁〕 閲＊大地震について

〔協賛〕」,JI』；i:消防庁

〔；品~f:lliJ 点点大学r，~手数俊

耳li予｜事上河 f'J 広

H本大予教校

工学｜専土金 Jト Ni

米京消防庁

消防総監大川紛二

'Y 9月1611 杏川県民協会館

〔主魁〕 川j百ヒ’ルの防火

〔 lifh~〕 ,・::1必1lf消防本部

｜守治省消防庁

〔，＼iYi(:1ji〕 京郎大学教授

工学博士堀内三f!ll

TIO月15日 川崎市産業文化会館

〔主題〕 T,:jJ百ピルの防火

〔1a賛〕 川崎市消防局

｜；｜治省消防庁

〔誹r:市〕 東京J1ll科大学工学部長

工学博士浜 IJ] f,:;: 

由 防火講演会

9月，10月の当協会後援による防

火講演会は，っきのとおり。 講師は，

いずれも東北工業大学教授 ・工’＇＇！・博

士の藤田金一郎先生です。

V都iii防火と加古川市の防火診断

〔とき〕 9月4日

〔_t 1liD !J1市川市

〔ところ〕 口毛健保会館

T.r,fl111防火と福山市の防火診断

〔とき〕 9刀20日

〔主催〕福山市

〔と ころ〕 市民会館ホール

'Y /'ill市防火と仙台TITの防火診断

〔とき〕 10月18日

〔主催〕 仙台市

〔ところ〕 市役所8階ホール

＝＝邑』＝τ＝－＝・＝邑五＝－－－－＝....；＝＝＝＝ー＝＝．＝＝＝＝円＝－＝－ー＝－＝－τ＝＝＝ー

V都m防火と能代司lの防火診断

〔とき〕 10月21日

〔主催〕 能代市

〔と ころ〕 g：：：協会館

V伺i市防火と秋田市の防火診断

〔とき〕 10月23日

〔 主 催 〕 秋出巾

〔ところ〕秋田県正庁

置ヨ置歪盟国臣璽... 盛．

鉄鋼は現代文明を象徴する物 t

質といわれる。ー悶の工業カを！

示すハロメーターと しては，つ ！

ねに鉄鋼の生産量 ・消費量が取 ｜

りあげられる。 ｜ 

写真は，最近完成した川崎製 ：

鉄側水島製鉄所の高炉 （溶鉱 E

炉〕である。

この大きなとっくり形の炉の

頂上から，鉄鉱石 ・コークス ・

i石灰石が原料として送り込ま

｜れ，やがて銑鉄が生まれる。銑

欽は，さらに種々の製鋼工程を

｜経たのち，さまざまの鉄鋼製品

! として登場する。

！ 日本の製鉄 ・製鋼技術は，大

JI三化 ・自動化 ・連続化 .~·：ii率化

｜の原則に立って，めざましい：i:.:

新をなしとげ，いまや世界のト

ァブレベルにある。

（写｛［は，川崎製鉄（株〉提供〉

｜ 先ザで本誌の「送料の読者負担に
編 ｜集

創刊1950年 （昭和25年〉

｜ ついてのお願し、」 をいたしましたと

後 記 ころ，多数の読者のかたから反響が

あり，貴重なご意見やはげましのお

ことばとともに，送料の切手をお送りいただきまし

た。まことにありがとうごさ’いました。

木 ~1 には，先 I｝の本欄でお約束しましたわ1 1"1 ビル

の防火に｜刻する記事3点とともに，気象｜渇係の原稿

3 ).1i， を拘，，武させていただきました。打記~J'jl川のパス事

故で気象予慨に｜謝心が集まっているおりから，天気

予報についてのふたつの原稿は，消防関係の方がた

にも，お役に立つものと考えます。 (Y) 

宅＝」＝＝＝・ーー＝－＝ア『＝－＝－τ＝＝＝＝＝＝＝「宅＝－」＝－＝－＝－－『＝－＝－『・＝＝ユ」＝－雪＝＝
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中華料理三店で火事．ノ
1梅岡市Oi?,オ3ィス衡にある中叢料理店の 1階調理場付近

出・：）.心木造モルタル 2階建ての開店と裏側の従業員

事長続i;1:'13人が竃軽傷を負っ・た。原因 は、調理場

に雫 づかず火を使い、通路に讃いてあ ったブ

・:l.芭ベ5:a綜に引《・ f暴発したとみられている

( 7月17日）

写真，C英高ドミ
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。ス爆発．ノ住宅吹き飛f

に守む読相自社 .~！. .• ~ー の日誌用都市治判明叫惣.，~＿.



：日 付接の防火指針

発行：日本損害保険協会

頒布価格 1部 40円

A-5判，本文 52ペー ジ

車両 ・船舶 ・化学プラントの建造や，そ

の他の重工業，建築 ・土木工事における鋼

材の加工などの近代産業において，これな

くしては成り立たないといわれるガス溶接

・切断の作業には，火災 ・爆発などの危険

が包蔵され，各所で数多くの災害 ・事故を

起こしております。

これらの事故は，なんとしても防止しな

ければならないものです。本書は，この目

的をも って編集したものであり，関係者の

よき指導書として座右におかれ，活用して

いただければ幸いです。

内容

1. ガス溶接 ・切断の概要

2. 酸素の性質

3. 燃料ガスの性質

4. ガス供給設備の概要

5. 吹管とガス供給設備の取り扱い

6. ガス供給設備の爆発 ・火災

7. 作業と火災

8. 作業と爆発

9. その他の事故防止

付 トーチランプの安全な取り扱い

女本書の頒布価格は 1部40円ですが，見本

として 1部贈呈いたしますので，ご入用の

せつは送料として郵券35円同封のうえ，当

協会予防課にお申し込みください。



竺」；~ 高層ビルの防火指針
案 ！内 （改訂版〉

発行： 日本損害保険協会

頒布価格： 1部50円

A-5判，本文64ページ

近年，わが国でも，都市の再開発がクローズ

アップされ，高層ビルがぞくぞく出現してまい

りました。近代科学技術を集めて建築された高

層ビルは，耐震 ・耐火にすぐれた建物といわれ

ていますが，内部には多くの可燃物があり，ひ

とたび火災が発生すると消火がひじように困難

で，かつ大きな被害をもたらし，とくに人的被

害は問題となっております。

ピルの代表的火災をみると，日本橋 ・白木屋

デパート，滋賀県庁，川崎 ・金片ーピル，水上の

菊富上ホテルや京都国際ホテル等々，その後も

あとを断ちません。

本書は，ピル火災の予防と対策について，火

災の権威者たちに数年前に執筆していただいた

ものですが，その後の事情の変化に対応し，近

代化されたピルはむしろ火災的にはぜい弱であ

るとの見解から，この対策のため新たな理論の

展開と事例の分析を加えて，このたび改訂した

ものであります。思わぬ惨事を引き起こさぬよ

う，広くご活用願えれば幸いです。

目 次

1. 高層ビルの火災危険

2. 火災原因と出火場所

3. 火災の党女Ll・通報 ・管戒連絡 ・初期消火

4. 消火設備

5. 火災性状

6. 火災l侍の排煙対策

7. 防火設計の基本方針

8. 建築構造

9. 防火区画 ・内装外装 ・外壁の窓

10. 付帯設備の防火

11. 避難

12. 既設ピルの防火改善

13. 防火管理

＊見本として， 1部贈呈いたします。ご入用の

せつは，送料として郵券35円同封のうえ，当協

会予防諜にお申し込みください。



映画

ビルの防火についてー－－－－－－－一回・・・・…・・・・・・・・・・25円 一秒の悩｛也ー・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・ー・ 10,000同

駐車場の防火指針（改訂版）・・ー………・・……30円 赤い信号…－－－ －－－－－－…・・・…… !i0,000同

スーノマ－？ーケ ッ トの防火指針……………40円 みんなで考える家庭の防火…－－－……・35,000円

L Pガスの防火指針・・・・・・・・・…・・・・・.....・40円 みんなで考える工場の防火・・・・・・・ー... 38 ,600円

危険物要覧…………………・・・………－－・・40円 あぶない．グ あなたの子が… ……ー50,000円

ガス溶接の防火指針－…・・・・・ー・・・・・・・・…・・・…40円 ーはとチの交通教室ー

高層ビルの防火指針（改訂版）……ー………50円 みんなで考える火災とjlJi難ー…－ … ・・45,000円

地下街の防火指針…...・ H ・－－……・・…・・・…・50円

プラスチ ック加l工工場の防火指針・・・ ・・・・60円

やさしい火の科学（崎川範行 著）－…一300円

リーフレット

どんな消火器がよいか…・・・・・・・・・・・・・…・・ー…・5円

プロパン ガスを安全に使うために………一 5円

生活と危険物…・・ー・・・・・ －－－－－－…一一.......5円

火災報知装話…………－－…・… ・………・・10円

防火のしおり

（各信！とも 1部5円）

住 毛／料理店 ・飲食店／旅館／アパート

公衆浴場／ガソリ ンスタ ンド／病院 ・診療所

商店／劇 場 ・映画館／一般事務所（木造）

理髪店 ・美容院／学 校

オートスライド

（フィノレム・ 録音テープとも）

消火器（その選ぴ万と｛わ、l;)…・・……・・ 7,100円

電気火災のお話一・ー・・・・…・・－－－…一一 5,700円

プロ バン ガスの安全ABC・・… ・…・・・・ 4,650円

石油ス トーブの安全な使い方……....6, 700円

火災に そな えて （職場の防火対策）...・ H ・..6, 350円

国宝の防火設備（日光東照宮） ...・H ・－－… 6,150円

危険物火災とたたか う...・ H ・－………..6, 700円
（ある査察uの日記）

石油コ ンロ火災 とその予防...・ H ・－－－…・・ 5,000円

消火装置…・・・…………・…...・H ・.....・ H ・.6,050同

火災報知機（改訂版）…………...・ H ・－－… 5,150門

家庭の中のかくれた危険物・…...・ H ・....6, 300円

やさし い火の科学…・・・…一・・…一…… 7.050円

L Pガスの火災笑験...・ H ・…・・……一… 6,950円

映画・ スライドは、防火講演会 ・座談会のおり、 ぜひご利用 ください。本会ならびに本会各地方委

員会 （所在地．札幌仙台・新潟・繍浜 ・静岡・ 金沢 名古屋 京都・ 大阪 ・神戸・広砧 ・高松 ・福

岡）Iこて、無料で貸し！±Jしをいた しており ます。
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