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損保業界の
防災活動

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

事業に力を注いでお り ま す 。

たとえば， 損害保険会社の拠出金て＼全固め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 ，秋め火災予防運動では，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

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

も発千子し 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 制イ乍しております。さらに， 防火

研 究会 ・防火講演会などを各地 で開催

して， 災害予防事業を推進しています。

カ ッ ト写真 は． 防 災 写真 募集 3等 入選作 。

西宮市・西村秀 男氏の遊び場のなに、子供’
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j険機会議案i：~
ニューヨークタイムズの記事に端を発したマスコミの “欠陥車騒動”は， 自動車に

対するヒステリックな不信感をまき散らしております。このため，設計や構造に欠陥

のある車がうようよと野放しで走り回 っているかのよ うな印象さえ与えております。

しかし， 交通事故のうちで，整備不良・老朽などを含む車両欠陥を原因とする事故

は，全事故件数の 1%以下です。 しかも，車両欠陥の疑いがある事故について，こと

しの 1月から 6月までの約 3000件を警察庁で調査 した結果では，大部分が牧備不良

によるもので，構造上の欠陥と思われるものは30件ほどであったと聞いております。

エスカレートする交通戦争は，年間中，，政件数80万件，負傷者100万人，死者 16000 

人に及ぶものと予測され，おおきな社会問題とな っており ます。車両の構造上の欠陥

を追求するのは，車両自体の安全性の向上という意味で，おおいにけ っこうなことで

すが，事故原因の99%を占めるドライパー側の問題を見落としては，交通事故防止の

目的を達することはできません。

高速時代を迎えた 70年代の交通事故防止の抜本策は， ドライパーの質的改善以外

にありえません。 ドライパー教育には，いろいろ国知な点もありまし ょうが，最重点

をドライパーのマナーと運転技術の向上において努力すれば，道は開けます。（Q)
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世界でも っとも

“まれ”な事故

根 本順 吉

（気象庁図書課〉
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言葉は慣用として使われるものであり，また

その言葉が使われはじめたときの自然観や社会

観は必ず しも現在と同じではないから，あまり

誇源にこだわるわけにはいかない。しかし同じ

ような事象に対して 2つの言葉があって，これ

を使いわけたほうがよいような場合には，とき

には語源にさかのぼった探索も必要 なように

思われる。そのような言葉の例と して， 災害

(disaster）と事故（accident）をあげてみた

い。私はこの 2つの言葉は，かなりゅ］｜僚にちが

った内容を持っ た概念であり，できれば使いわ

けたほうがよいように考えるのである。

accident は， 計：1Irをヲ｜くと “unexpected 

event" （予期せざる出来事〕 と説明されており，

偶然の出来事，不店、の出来事をあらわすことが

わかるが， disasterの “aster”は“星”であ

り，その意味は “nothaving a lucky star” 

（良い星を持たぬ）で，占星術から考えられる天

体の不吉の杵｜を意味する。星うらないからすれ

ばこれはー租の “さだめ”であり，予定が可能

だから｛間発事ではないのである。

偶然にはわれわれの未知の尺度ーと しての面も

あり，偶発事の立l床も時代とともに変わるであ

ろう。また占星術を考えなくても，必然的な，

すなわち変化の法則がよくわかった2つの系列

の位相がたまたま合うような場合ならば，不吉

な相の予言は可能なのである。

これを簡単にいえば accidentは偶然を基調

とした概念も しくは物の見方であり，disaster

の底にはなにか必然性が感じられるのである。

予防などの対策が必然性にもとづいて立てられ

るものならば，本誌の AccidentPrevention 

Journalという名前も なにか不自然に思 われ

てく るのである。 Accidentに対する対策はむ

しろ事象が起こってしま ってから後の事後処置

であり， disasterの場合ならばあらか じめこ

れを｜幼く＼ すなわち予防ができるように言葉の

意味からはくみとれるのである。

事故と災害という漢字の意味も辞~を引いて

みるとなかなかおもしろい。事故の “事”は元

来は事件が起こったこと を知らせる小旗の意味

であるというが， “放”というあ りふれた字を

引いてみる と， そこには“死ぬ”とか“ころす”

とかいう意味があるのである。そういえば事を

物にかえると，人の死んだこと を意味する “物

故”という言葉があることに気づくのであるが，

杓子定規に事政を解釈するなら， “小旗で知ら

せるほどの人の死”もしくは “人が死んだこと

を小艇で知らせる こと”という意味になるであ

ろう。

これに対して災害の“災”は元来は洪水の氾

泌を意味する（《に火を加えたものであり，害は

そこなわれることを意味するから，災害は水や

火によ って環境がそこなわれることを意味する

ことになるのである。

大規模な河川の氾粧が洪水予報によ ってある

程度予報が可能であり，その対策が立てられる

のに対し，個人の死は全体からみればよほど偶

然性をもったものであり〈このため生命保険が

成り立っ ている〉，予言がむずかしいことを考え

ると，この漢字の訳語は accidentとdisaster

に対し，たいへんぴっ たりしているように思わ

れるのである。

6－予防持毅 78号 （1969.7. 1) 



坪井博士は本誌の68ワーで災害のJ命取を）長IJIJし，

災害とは思いことがEなることであると与えら

れたが，この恐いことの重なり方によ って 。 ）！： ~；＇.

が事故にな ったり 災害にな ったりすることもJq・

えられる。 いま， 2つ以上の必然的なll!i＇系列

P, Q, R・ …があ って，これがi/Jl然性をもった

変動系列の場合は P1,Q', R' ... であらわす。

そして系列rJ－＇の悪い位十 IJを bというサフィ ッ

クスであらわすと，ある時間 tにおいて必然｜切

な Pb,Qb, Rb .. ・・が重なってあらわれる場合

は災害になるのであろう 。系列が多くても実際

は大雨による出水のように，これらは必ずしも

独立ではないから，系列が多いわりには予防は

むずかしくはならないのである。

これに対し九九 Q/,R／・・・・・・が重なるときは

予言がまったく不可能だから ，この場合は事，'tJ.

になるのである。実際の場合は偶然の系列と，

必然の系列がまざった場合であり， 1fiY1):1.に事政

と災害の区別はつけかねるが，その区別は全体

を総合した予測もしくは予防の可能性から判断

しなくてはならないであろう 。

災害の専門家によって，すでに論じっくされ

ているようなことを，まわりくどく述べて不勉

強をさらけ出してしま ったが，つぎに世界でも

っともま れな事政と忠われる隙石の沼下による

けがの実例を，写真をお円にかけながらお話し

することにし よう。

ここに示した写立は1954年の12月にアメリカ

のアラパ7州でおこった隈石の落下によって，

ひとりの犬人が大やけどをしたものであるが，

落下した慣石 （約17.7cm〕

つひ、vず

限石のために大やけどしたホッジェス夫人

長径 7インチの悶イ7が）主級をうちゃぶって落下

し， 10ポンドのこの間石はソファの上にいたホ

ッジェス夫人（H.Hodges）をかすめ大やけ

どを負わせたのである。このような事件は予想

がま ったくできないことにおいて，まさにすl）次

の1U,P日l切なものといえるであろう 。

Tもとにじ ゅうぶんな文献がないので，この

ような例が過去にあ ったかどうかをくわしくし

らべることができないが，たとえば神山市氏の

「流星と傾Ti』 （日間日5ヰf.）を調べてみると，

阿波隈石についてつぎのような記録がある。

「1927年 （昭和2)4月28日午前 91時頃，茨

城県稲敷耶阿波村須賀iitの栗山大平方に悶Tiが

落ち，それが丁j立，，汗先で遊んでいた同氏のニム－

ちう子（大正12'.jヨニれ〉に、＇Iって似を負わせたと

いうすif！＝ーがあった。その｜演石は長さ 7.5mm, 

l陥5mm,I立さ 3mm，重量 O.19grという小

さいもので，比ifl：は 3である。この隙石はまだ

学術的にはその組成，挑むが研究されていない

が，もしこれが点の間石であるとしたならば，

傾石によって人が怪立をしたという点で特記せ

らるべきものであろう 。」 （p.108) 

一昨年刊行されたぬ誠氏の 「宇宙尿 ・隙石」

（紀伊国屋新，r::cー 18）から 同級な記引をえらび，

簡単なイ｜ミぷにしてみるとつぎのようになる。

予防時報一778号.(1969. 7. 1) 



姐 筆

紀元前
A. D. 616 

1511 
1647 

旧約ill!t'fカナン人の災畑

中国， ~.a石で約10人死亡
イタリア， ミラノで l人がllJl石の直撃で死亡

日本から イタリアへの船旅で，水犬2人が船

上で区i石にあたり死亡

フランスで牧夫が 1人死亡

イY ドで 1人死亡

ポへミアで 1人負傷

インドのハライヤで 1人負傷

インドで 1人死亡

シベリアのツングースm石，現地人が死亡し

たと言われている
ウラジオストック付近， 話〈が 5'6軒つぶれ，

住民がけがを した。

阿波隙石，少女 1人負傷
アメ リカ，アラパマ州， .A人 1人負傷

1790 
1825 
1847 
1870 
1878 
1908 

1925 

1927 
1954 

この年表でツングース聞石というのは， 1908

年6月30日午前 7li<'f-16分 〔地方Hわパイカル 湖

北西方に落下した巨大な慣石併であり，この落

下で落下地点からお よそ40km以内の樹木のほと

んどすべては放射状に外方になぎたおされたの

である。ツ ングース肢の飼っていたトナカイ

15 000頭のうち，小屋の巾にいたものは爆風に

あたって死に，放牧11-1のものはまるこげになっ

て即死したとい うことである。ごく j最近のニュ

ースとして，本年（1969) 2 )J 8 II北メキシコ

に約3トンもある傾石が落下したことが伝えら

れたが，この隈石は石質慣石としては空111Jの大

きさのものであり，Allende隙石と名づけられ

た。この間石によってどんな事11&が起こ ったか

はよ くわからないが， ツングース聞石のように

かなり広範聞に煤先飛散するような場合は人命

にJB（おを与える可能性は大きいのである。

づi: ，牧と災害の｜メ：別は両柿~ii出の事象を比l鮫する

ことによってryJらかにされるであろう。関右手作

下の引例も， r1i~1：術「内に考え るならば， それは

“とんだ災難でした” というような見方もでき

るであろうが，もうすこし近代科’予l’r''.Jに考える

なら，やはりTH放といい， accidentとみるべ

き事象であろう 。そしてこのような典型的な

accidentは， とうてい prevention （予防）

できないように思うのである。

自動車の横顔

大久保柔彦
（科ι字警察研究所交通部長）

・…・・ある統計

ゴールデンウィークをはさんでの10日間にお

ける交通事故の死者は， 477人を記録した。1

日平均47.7人である。43年度の年間平均死者数

39.9人／日に比べて， 8人／日の増は，きわめ

て恐るべき数値なのであるが，われわれ国民の

ひとりひとりの心の中に，質的にどんな意味を

もって定着することであろうか。

交通事故の発生件数は，車両保有台数の増加

にほぼ比例した上昇カーブをたどることはわか

るが，事故死者の絶対数が，必死の安全対策に

もかかわらず，現実にはなぜこのように急増傾

向を示すのであろう か。きどったいい方をすれ

ば， “そこに自動車があるからだ”という表現

が，ま ったくそのままの姿で受け取れそうな実

態である。

・・・交通需要

自動市の使われ方の形態は，動的に変化しつ

つある。自動車という機械は，わが同では長い

｜問，産業用機械として考えられてきたむしたが

って市町形態としては， トラ ック形式が絶対の

優位をすべてにおいて保っていた。これに対し，

人員愉送用としての釆用車種は， 一概のぜいた

く品としてみる思想が，強〈根をおろしていた

H寺代が長くあ，＇（ It、ていた。

今日における全国車両保有台数は1300万台に

達するが，中味は，もはや自家用乗用車の占め

る比率が50% を越え，圧倒的な増加曲線を示 し

8－ 予防時報 78号（1969.7.1) 



ている。

道路交通の需要は，いまや物質のみの輸送に

重点をおくだけでは枕されなくな っている。こ

れは，た しかに白動率に対するわれわれの考え

方の変化がもたらした結果であ って，この現象

は，社会成長の姿と して，業l立に受けとらねば

ならないであろう。ここで私は，これに正而lき

って立ち向うわけではない。これからの自動市

の使われ方，すなわち，使う IHIJの人川が，どん

な気持であるかのほう に興味がある。物質と人

員の愉送こそ交通の使命であり，社会構成の必

盤となっている。鉄道にしろ，海運にしろ，ま

た航空にしろ，公共性をもっ巨大な交通機関と

して発達 してきた。これらは， JllJ接的には道路

と｜刻;illをもつが，道路そのものを直接的に使用

する交通機関ではなかった。

自動車の発達は総柱iを変えつつある。しかも

これは，従来の交通機関とは兵なり，道路その

ものを直接的に利用するところの輸送形態であ

る。初期における自動車による輸送機｜刻として

の性絡は，ローカル性が強〈， 長距離 ・大量輸

送となると，従米の交通機関にゆずっていたの

であるが，自動車の発達は， しだいにこの領域

にも浸透しはじめ，もはや，ローカル性の特性

と l ~iJ同ーに， 長距出ffr ・ 大量輸送の~w台にも釆り山

しているのである。

この公共性のほかに，大きな特徴は，個々に

自由！支のある輸送手段としてのi/J！＆＇急増の姿で

あり，今日ではむしろ，この姿に対する問題点

こそ，交通機能の重要なる要素と考えねばなら

ないl時代に突入しつつある。

・・自動車の性格

自動車という機械は，不思議な性絡をもって

いる。見方によれば，これは御しがたい怪物で

あるら しい。Doorto Doorの性能と，経路

および使用時間械の自由度の特性は，公共性愉

78ヲ（1969.7.1) 

送機関にあるときは，ある制約条件を伴うこと

ができるが，個人伎川の段階となると，これが

問題となる。

自動以のもつこの利便さ，すなわち，選択性

のある白rlJI皮が，人川に対して，なにか本能的

魅力とな って，白動＊に対する自己保有の欲望

をかりif：てるらしい。始HUt''.1なモータリゼーシ

ョンのfr＞止をなすものは，この個人的欲望の充

足力のイピイどにあるとみることができょう。

本年初Jめに，社会川:hl化した自家JlJiii制限論

は，これに対抗しよう とした動きのー砲と見て

よいであろう。

・・・・・自動車と人間との間

自動』1.（をえJ!1j(L；するものは， しょせん人lllJであ

る。ゆえに， ili11lijの逆転挙動を決定する要因は，

人IHJの中に存在すること に疑いはない。事故の

外的姿勢から，述Jji以のマナー論が生れるゆえん

である。

別のよUJをすれば，自動車は制御機能を内蔵

する動fドJ機械である。ゆえに，自動車の物迎的

運動姿労は， 11;-1］術lのプ＇jrlによって，ほとんど決

まって しまうものとみる見方である。ここに，

人｜問機械系と しての制作jJ.iljJ”命の応川反/JUが求

められよう。

交通事故の実態を個々に迫跡してみる と，そ

の経過のどこかに，人lllJにとって制御不能の領

域にはいったH年点がつかまえられる。やさしく

いえば，その｜瞬間における人間の意志に反して，

車のほうが別方向の運動をし，ついてこない，

という瞬間である。こうなっては，もはや処置

の施しょうがない。単独事故の実例は，この瞬

間の現象をよく物語っているものである。人対

!Ii，車相互の事l牧においても，この姿は必ずと

いってもよいくらい，見いだされる。紋近の事

故の形態として，この租の事J次の増加がいちじ

るしい。

予防時報 －9



[! 筆：

人rmが機械の制御能力を失う要因の披大のも

のは， time margin （｜時間余裕）， または

distance margin （距離余裕〉を持てなくな

った際に先生する 。 この現象は， l~I 動制御機械

におけるレスポンス特性 CFi:.~答特性〉の 呪象と

まったく同級に見えるのである。

－道路と自動車と人間との間

自動車の運転が，一種の自動制御機械系であ

ると考えれば，交通現象の中に現われるこのレ

スポンス特性を追求してゆくことは，：！X全尚一保

のための技術とつながる問題である。

自動車の使われブjとして， しだいに~·：；；£i土川

の傾向が強くなってきた。これは人lllJ1'1(J，社会

的要求の傾向である。

このとき，人llJJ特性としての応答別匁に，あ

る限界領域が存在するかき、り， lli!J私11行動をコン

トロールする入力情報源においては，人1111特性

領域をカバーする高度の次JCにあらねばならな

い。ここに人間工学の頁の意味があり，道路交

通ばかりでなく，すべての生活環境の 'I • での交

全性の確保は保証されなくなるであろう 。も

し，道路環境において，この領域をカバーしえ

ない時点があるとしたら，その領域では， l~I 動

車を制御する領域の限定条件が必~とな っ てく

る。これが運転上のルールであり， “通行方法”

なる表現で現わさざるをえないものとなる。

これが文字どおり道路の交通法となるものと

考えるのである。

われわれ車のハンドルをt!tる店？として，この

ルールをもういちど見直す必要があるのではな

いだろうか。

10－ 予防時報

都市防火講演会に

随行して

天野一馬
（日本損害保険協会 ・前予防広報部長）

会場の裏から見る霊峰富士は，す っぽりと白

雪におおわれ， 山麓早春の寒気は当富士市公会

堂をも包んでいるが，壇上の勝田博士のほどば

しる熱戸は，冷気を1放って，万席の恥！衆のすみ

ずみまでに行き波っている。

終戦直後のわが国の火災保険業イl.fが，世界の

ブたおに伍すべく，諸種の防火防災事業の一端と

して行ないはじめたこの都市防火講演会も，す

でに20余年の歳月を経て，当市が 273回目，そ

の聞の長年にわたる講師方や，その設営に努力

された市当局ならびに消防各位のご労苦は，な

みなみならぬものであったことと思う 。

筆者もその聞の5年間，訪師方に随行して，

当富士市における講演会をi最後に退職するまで，

約50都市に及ぶIW火調査のお干伝いをして，素

人ながらも各地方都市の火災事情あるいは消防

体制のいろいろな相違なども，そうとう勉強さ

せていただいたが，その結論と して， i車応、のな

い感想、をいうならば， “ワガ国ノ消防事情，未

ダシ”のJ感を深くしたものである。

とくに昨昭和43年は，自治体消防発足満20年

として，全国各地に消防関係行事がさかんに繰

りひろげられ，官民一体となって防災精神の高

揚に努められたようだが，実情として，各地の

大都市の防火地帯指定の不 十分さや，道路の不

整備，そして，防火機材 ・ 人員の極端な不足~~＇；

は，やむをえない事実のようであるし，また地

方都市形成の特殊事情から，新しい公設消防と

旧来からの団消防と の整備の過波期的困難さ'4I

78号（1969.7.1)



々，いまだ多くの宿題が全国的に残されている

ことである。

これに加え昨今は，権威ある学者方の大地区ー

の周期説等の発表により，首都圏地区等は，こ

の対策に官民一致して理論に実務に，防災対策

の完成に努力中であり，一都民と しても， 45年

前のあの関東大長災当時をかえりみて，彼我の

あまりにも社会環境の相違に照して，地震への

万全の策ありや否や，まことに憂慮に耐えない

ものである。

2年前ごろであったろうか，東京消防庁から

大量に配布された大地民避難対策の防火ピラに，

大震災の場合は，

“目先の負傷者より消火を先に”

と大書された表現に，昨今の人命尊重の也・論に

対し，奇々怪々と，さっそく ~llf有の東京消防庁

山田総監を訪ね質問したところ，

“どうも素人は困るね。 あれだけの大災害

を＇.）＇るにはまず火だよ 。 2, 3人の人lllJより

も何百人の生命を助けたいからね。平’iltの火

災事故とはだいぶ事情が迷うのだよ”

とのこと。

小生頭をかいて引き下がったしだいだが，こ

れもかつて前自治大臣の永山氏にお話をうかが

っfことき，

“ほんとうの消防はね， 国家や自治体が巨

額の金をかけるよりも， ~~q：一軒の主婦のみ

なさんが，それぞれのお宅の消防手にな って

くださるといちばんいいんだがね”

と言われた言葉。 そして ， 山旧J~IJ消防総監が口

ぐせのように言われた，

“ガスに火をつけた後は必ず i~i せ！ 屯気

アイロンにスイッチを入れて用がすんだら必

ず消せ ！ 消すことのできない人は使用する

な ！”

の名言が，いろいろとむずかしい理論や論説よ

りもなぜか小生の心の中に残されていて，各地

78号 (1969.7. 1〕

の防火講演会の座談会などで引用させていただ

き多くの同感を得たものであった。

確かに富士山やすき焼き以上に世界的に有名

なわが国の火災と交通事故は，高度な経済成長

と複雑な社会事情の変革によって，ますます増

加する現状を見るにつけ，いたましい天災や人

災から，われわれが心から安心してその日を暮

せるのはいつの日のことであろうか。

昭和122年， i'fftf,[,jT!fをはじめとして，今日まで

，続いたこの郎Tli防火議ii.ii会も，ふり返ってみる

と， F教股がH市において， H教授がS市にお

いてそれぞれ請出l時に危険区域として指摘した

地区が，その円の夜に，あるいはまた一週間後

に催災したとの織に接したとき、そしてまた，

過去において大火経験地域の出火点が，大半は

本会の講淡者らの指摘地域であったこと等も思

い合わせ，私たちのー端のお手伝いも，けっし

てむだではなかったと，感じるしだいである。

もっとも，あるときのように，教授が現地で

不，むの州いに倒れ，やむを作ず，小'..Lは己もか

えりみず，防災の権威名ーのごとき態！度でピンチ

ヒッターの役目をはたし，流j干三千の思いで｜峰

崎したり，あるいは，教授が所定の宿屋を失念

して行方不明にな ったり，また，汽車の中に教

材を忘れて大騒ぎをi災じたようなもろもろの失

敗もいまはなつかしい。

防災運動のひとつとして見た場合，この誹協

会などは，まことに微々たるものかもしれない

が，ヂキ地の主ftJJ.者（市長〉と講演者である教授

方の熱心なご努）Jは，今後必ず2;lかなゴごを私~ぶ

ものと信じている。もっとも，あまりみなさん

の努力がむくいられすぎて，サイレンの音がぜ

んぜん聞こえなくな ったとしたら－ • " ＂消防さ

んも保険＆.＇.さんも食イ ッパグ レルて．，．．

予防勝報－11



＝ はじめに ＝

昨年11月2日， 30名のわIt死者をだした“池の

坊話ilj月城”の火災原因調査を終えて，ホッと一

息ついた本年 2月5日，こんどは郡山市熱海町

の磐梯国際観光ホテルが火災にあい，またも30

名 という枕死者をだ した。

肩に しなうほどバッグに重いカメラ桜村を入

れ，残雪をふみしめ現地調査をして考えたこと

は，なぜ旅館火災といえばいつも30名近くの死

者が発生するかということだった。

昭和41年3月11日の群馬県水上温泉菊肖土ホ

テル火災も，おなじく 30名の焼死者である。火

災時の宿泊客は，菊富士ホテルが 296;:g，，池の

坊満月城が 269名，磐光ホテルが 295名（推定〉

であり，いずれも宿泊客のざっと 1]1i1J強が焼死

しているのである。

なかで、も磐光ホテルのばあい，出火が午後 9

時ごろで， ショ ーを見物中であったにもかかわ

らず，あれだけの災害を招いたのだが，調査を

すればするほど，まるで11!.~1躍にでも魅入られた

ように悪条件が積み重なっていることがわかっ

た。だから一定規模以上の旅館 ・ホテルなどで，

もし条件さえそろえば（？〉宿泊客の約 1割は

焼死するとい ったら，いい過ぎだろうか。

そして，有同 ・池のガj満月城のばあいも うあ

まりにも患い条件がそろいすぎたのである。

深夜の 2時30分ごろ出火というこ とも含めて

＝ 弱点をつかれる ＝

有馬のilul.泉社jを南北に流れる渓流沿いに，継

ぎ足し継ぎ足しで，長さ約 220mにわたってこ

の池の坊満月城は建てられている。）I Iの斜面に

建てられているので，表の道路側から見れば平

凡な鉄筋コンクリート造りの 3階建てだが， 与えe
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第 1図 i池の坊満月城建物見取凶
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から見れば6階建てという，変則的な建物であ

る（第 1図）。

しかも，これら鉄筋コンクリート造りの建物

に接して，火災荷重のかなり大きい木造建物が

継ぎ足されているから，ひとたび木造建物から

出火するとたまらない。それも運悪く今度の火

事は，出火場所がこれらの建物の中央接続付近

であったので， （カット参！！のたちまち四方に

燃えひろがったのである。

不運はそればかりではなか った。出火場所の

すぐ前が電気室であるから，出火後わずかの聞

に全館停電し，後述するように“避難”に大き

な障害となったのである。

さらに悪いことに，継ぎ足しで順次長く frJ1ば

した建物を渡り廊下でつないであるから，廊下

そのものが傾斜のついた般道となり，しかもサ

ーキット状になっているので，出火場所からも

っとも述く離れているはずの吸11l亭にいた人び

とは，皮肉にも両側から廊下伝いの煙に逃げ場

を失い，かろうじて助か っている（第 2図〉。

第2図 煙道となった廊下等の状況

このほか不運を数えあげればきりがない。た

とえば旅館が順次拡張されたため，昔は一般の

人びとが通っていた坂道が旅館の渡り廊下とな

っていた。 たまたま出火場所が近かったので巨

大な火流が，これを煙道のように して渦を巻き

ながら燃え上がっていったのである。もし，こ

の通称“らかん坂”がなければ， l吟松閣であれ

ほど多数の焼死者を出さずに済んだであろう し，

また出火場所がこの“らかん坂”から多少とも

離れていれば，あんなに早く全館に延焼しなか

ったろうと思われる。

つまり大きな災害は常に人間の予想、を越えた

ところに発生するのである。

78号（1969.7. 1) 

＝ 逃げ方に問題 ＝

さて，それでは，こんな悪条件下で宿泊客は

どんな逃げ方をしたのだろう。当夜宿泊してい

た人たちに面接調査した結果が下表である。

・避難の難易 （数字は%〉

全体 （男〉 （女〉

容易にできたもの

困難だったもの

不明

。3
R
υ

の
L

q
J
P
O
 

16 

84 

7
a
n
J“
噌

i

q
G

ヴ

t

とにかく全宿泊客の72%が避難に困難を感じ

ているのは，なんとい っても問題であろう 。27

%の人たちが容易に逃げられたとい っているの

は，後で述べる ようにそれなり の理113があるの

である。

9）女別では，やはり女性のほうが男性に比べ

避難にIf!矧iを感じているのは、11然といえるかも

しれない。と ころが， 11\J題なのは，込~'.l!H~する際

持物に対するtJufi心が!i'4’ii：，’に高いことである。

・持物に対する執着 〔%〉

イ、（イ、 （＇刀〕 〔女〉

着下信えたり，作物を 64 74 43 
にも っfこもの

身一つで逃げたもの 29 12 40 

不明 7 14 17 

大多数の人びとが避難に医｜難を感じたといっ

ているのに，逃げるときには持物に対する執着

が断ち切れず，しかもこの傾向は男性のほうが

強い。焼死対策といっても，まずこのあたりか

ら解決されなければならないようだ。

＝ 避難の教訓 ＝

ところで， 27%の人たちが避難は容易だ った

とい っているのは，たまたま泊ま ったへやが出

火場所から述く 肉fEれていたため，うま く逃げら

れたという例もあるのだが，緊急の｜祭“容易”

に逃げだすためには， やはりそれだけ事前の努

力はしているのである。

たとえば，緑雨荘 1WJ「lli雀」の問に，吉田

工業の大坪さん，米沢さん，鈴木さん，谷川さ

予防跨毅一13



んの4名が泊まったのだが，へやにはい ってす

ぐ大坪さんと鈴木さんのふたりは，窓をあけ裏

庭に出られることを確認していたから，火事を

知っても難なく避難したのである。

ところが，あとのふたりはその確認をしなか

ったばっかりに，その部屋でし、ちばん先に火事

を知って皆を起こした谷川さんが，その部屋か

ら数｛；；：離れた廊下で焼死，米沢さんもどこをと

う逃げたかわからないくらし、に，必死に逃げ回

ったのである。窓をあければ簡単に裏庭にwら

れたのに。（部屋まわりの確認がたいせつ〉

このほかにもち ょっ とした努力で助かってい

る例も多いのだが，このように，生死を分ける

のはわずかの差なのである。木丸 51併に十｜土｜まっ

た新婚の高精さんメdf:はあわれにも焼死体で発

見された。夫が新婚の安をかばうようにして死

んでいるのは，見る者の涙をさそ ったが， しか

し，夫はズボンを着け，安もスカウトまではい

でし、たのである。

ところがこの部屋の隣では久保田さんという

老夫婦が，寝間着一枚で雨樋を伝わ って無事避

難しているのであるから，若い人がなぜ死んだ

のかわからない。生死を分けたのは“ズボン”

と“寝間着”の差といえば死者にあまりにも%

の識であろうか。（持物に執着するな 〆〉

そのつぎに問題になるのは，宿泊客は，まさ

か火事になると思わないせいか，起こしてもな

かなか起きないということであろう 。宿泊客の

中に徹夜マージャン組が 3組もし、て，出火当時

起きていたため，これらの人びとが比較的早く

火災に気づいて他の人びとを起こしているのだ

が，少々大きな戸でどなるぐらいではなかなか

起きなかったようだ。

ふとんをはいでけとばされるまで気づかなか

ったり，耳もとで大きな戸でl叫んでやっと起き

出したりしている 。 前日観光パスで揺られ， 7~

いてからも騒いでグッスリ寝込んでいるのだか

ら無理はないとしても，こんなことが被害を大

きくするのであるから，泊まるほうも反省、が必

要ではないか。

なお，宿泊者だけでなく旅館の女中さんにも

14一予防時報

なかなか起きない人がいたようである。そして，

若い人ほどその傾向が強いから，たとえば団体

旅行をするばあい，へやの人員割当ては必ず年

長者をひとり入れるという配慮が必要であろう 。

焼死者・は宿泊客の中でも20代に集中している。

また， 2階で火事に気づいて避難 し始めている

のに，その下の階では夜中にケンカでも始まっ

たのかぐらいにしか思わないのであるから，他

の人にJalらせたり，起こしたりするばあいには

相手がはっきりと知るまで確実に起こす必要が

あるようだ。（起こすときには確実に）

それに奇妙なことなのだが，泥酔~・が案外焼

死していない。、＇I日二，三の会社の｜干｜体客があ

り，その中には夜中過ぎまで酒を飲んでいた者

もかなりあるのだが，その中からはほとんど焼

死者は出ていない。昭和42年火災白書では， 21

～60放の焼死者においては泥酔者がそのトップ

を占めているのだからなんとも説明がつかない。

単に偶然とか幸運だけでなく，気づいてからど

う行動するかが，生死につながってくるのであ

ろう。

ふたりで同じように階段まで来て，ひとりは

下から吹き上が ってくる煙でもう｜峰りられない

と判断し，もうひとりは靴下で口をおおいなが

ら，そこを突っきったり しているように，安全

に逃げるかどうかは個人差がひじように大きい

ので，おそらく泥酔者の避難もこれと関連する

と見られる。今後，検討を要する問題であろう 。

それともうーったいせつなことは，職域の団

体旅行のばあい，入社して l, 2年というあま

り旅なれていない人びとに焼死者が多く出たこ

とである。しかも， 地方都市出身の中年婦人が

多かったから，今後，社員教育の中でこういっ

た問題を真剣に取り上げる必要があろう。

＝ 分散と集中 ＝

原因調査を開始 して二，三日後，われわれは

奇妙なものを本丸6階の瓦棒の屋根の上に見つ

けた。焼け残ったグリ ーンの屋根の上に，鮮か

に大小2組のはだしの足跡が残っ ているのであ

る。天守閣の客室の窓から，ちょっと飛び降り
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たら本丸61績の屋根の上に山る。

大きさから男女ふたりの足跡らし

い。屋根のj・いたると ころについ

ている乱れた足跡を目で追ってい

ると，Iりてき，.げる黒煙とま っ赤な

炎の1rに，こどもをへやの中に残

して， IJ日の似の屋根まで逃げ場を

彼しに~J'った半1l乱の両親の姿

が， シルエットにな ってI＝！に浮か

；：.守1i1では10人焼死したのであ

るが，焼死に至る経過をつぎのよ

うに推定してみた。

天守閣は道路上から見れば3階

になるのだが，出火階から見れば41併にあたる。

それに出火場所のすぐ近くに階段があり，これ

が， 20 m ほど廊下を伝わってすぐ11＇（・通附段と

な っ てボ守 l~J までし 、 っ ているから，この階段を

地が上って天守閣に達するまでそう11.'flHJはかか

らない。一例だが4階から出火して， 71併での

減光系数が 0.5(Cs=0.5視程距隊 3～5m）にな

るのが約7分と報告（「火災」 No.66）されて

いる実大実験結果をみても，まず出火からこの

程度の時間で天守閣に煙が充満し，客室の人び

とが気づいて廊下に出ょうとしても，煙で出ら

れず，あわてて窓に行っても飛び降りられる高

さではないから，今度は覚悟を決めて燦のうず

まくまっ暗な廊下に出たものであろう。

ちょうど本丸の屋根に出られた人が，必死の

思し、ではだしで避難口を捜したが，あきらめて

またへやにもどり，これも廊下に出たのであろ

う。その結果は，天守閣では 3人だけ助かり，

10人焼死したのである。水平部分で最大 1m/s, 

垂直部分で最大 4m/sという速さの煙が両側の

階段から上がってはさみ打ちにしたようなかっ

こうだから，逃げようにも方法がなかったので

ある。だから，天守閣での焼死者は廊下の各所

で，かなり“分散”して発見されたのであるが，

これに反して，やはり多くの死者を出した吟松

閣の事情は多少奥なる。

なんといっても木造2階建てであり，前には

78号 (1969.7. 1) 

多くの焼死者を出した吟松間

ij1J定もあ って，天守｜羽と比べれば逃げやすかっ

たのに述いないのに， 一つのへやにほとんど

“集tγ’して死亡しているのである。 このへや

で男.k151同が瞬時に死亡したのは，いっ たい，

どんな則rlrがあ ったのだろう。

手がかり になるのは， そのへやに寝ていて，

かろうじて助かった 3人の話である。そのうち

の内村さん （22歳〉は， 室内のざわめきでなん

となく目がさめ，廊下に出ようとしたら煙がは

いってきたので火事だと直感， すぐ引返してJJ~

を着て，ぞれから窓に出て 1階ひさしから中庭

に飛び降りたという。もうひとりの高田さん

(25歳〉は窓まで座敷をはうようにして行き，

脱出したという。座敷をはったのはおそらくそ

の時点では煙がはいっ てきていたのであろう。

ところが，ここで問題なのは，そのときに誤っ

て隣の女性ばかりいるへやにはいったが，皆は

程きて身じたくをしていたようなようすだった

といっていることである。

明らかに火事を長｜｜ って起きていたのである。

それがこどもでもないのに，どうして逃げられ

なかったのであろう。おそらく ，このへやの近

くでフラッシュオーバに似た現象が起き，一瞬

にして致死量のcoガスがこの部屋に流れ込ん

だのではなかろうか。それでなければおとなば

かり 15人もいて，もう少しは逃げ出そうとした

ようすがなければなら ないはずである。天守閣
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のように…・・・。

＝ 最後まで努力を ＝

“避期L”には個人差があることは先に述べた。

この個人差は案外大きいのである。避難をする

のにいちばん条件が悪かったのは天守閣なので

あるが，これとほぼ同じくらい条件が悪かった

のは本丸（ 6階建て〉である。この 6階で 1人

宿泊 していた竹本さん（35歳〉は，この悪条件

の中で実に沈着に行動 し， 奇跡的に助かってい

るのである。

速くでベルの鳴るような音に気づいて目がさ

めたときには，すでに電気は消えていたという。

あわてて廊下に出ようとしたところ，他の例と

同じで黒聞が吹き込んできてとても出られない。

そこで，窓側に行ったところ，どのくらいの高

さなのか見当もつかない。飛び降りられるかど

うか，ためしに自分のバッグを投げてみたとこ

ろ，透か下の方でドスンという音がする。 “こ

れはとても ダメ だ”と，このとき，竹本さんは

観念、したそうである。

しかし，最後まで竹本さんはあきらめなかっ

短かった？避難ぱしご

16一 予防時報

た。必死に何かないかと窓の付近を捜している

と，雨樋いが自にはいった。かなり太くし っか

りしている。 “これなら助かる”とはおも った

ものの 2m近くも断れていて，とても手が周き

そうにもない。そのとき顕にパッとひらめいた

のは振り子運動だった。部屋のカーテンをはず

すのももどかしくそれを窓枠に結び， JY1を天に

任せて暗黒の空の中にプラ下がった。そして用

心しながら最初小さ く壁を蹴った。1回， 2回，

3回…－・やっと足が届くー．，目・。まるで軽わざの

ようなかっこうで雨樋いにプラ下がった竹木さ

んは，その瞬間涙で目がうるんだことだろう。

最後まで希望を捨てずに必死に努力したその竹

本さんに生が与えられたのである。

こういった根性があるのはやはり男性で，女

性はその点はなはだ心もとないのである。たと

えば，吟松閣 1階“服の間”で寝ていた女性7

名は，窓の外がまっf}ii、になったのに驚いてとび

起きた。すぐ外に出ょうとしたがそこはやはり

女性，持つものだけはチャッカリ持って中庭に

出たが，どう逃げてよいやらわからない。ウ ロ

ウロして気がついたときには，どこかの建物の

廊下の日比煙はだんだん激しくなって息もでき

ヤ－~拶

この雨樋を使って避難した
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ない。お互いに子をとり合って， “もうダメね

一” と泣いていたら，たまたま男の声がしたの

でそれを頼りに脱出できたというからあぶない

話，もう少しで焼死していたのである。すわり

込んで泣く前になんとか生きる努力をすべきで

あろう。

それと最後にもうひとつ，火災はけっ して予

期したようには燃えてくれない例をあげよう。

天守閣南端の女中ベやで寝ていた杉本さんたち

は，煙で気づいて廊下に出ょうと したが出られ

ない。窓からベランダに出て，日今松閣に通じる

渡り廊下の屋根の上に，備え付けの避難ばしご

で｜怒りようとしたところ，あいにくと，この建

物がまっ先に燃えていて降りられない。そこで，

反対の側に降りようとしたが，そこは使うよう

になっていないから，下ま では 6m も足りない。

炎はいよいよ迫ってくる。語、を決した女性ふた

りはこのはしごにぶら下がり，そして，飛び降

りたのである。骨機骨折だった。

避難方法を自分のつごうのよいように考えて

いたのでは失敗する。火事は意地悪く， 百点，

盲点とついてくるものなのである。

＝ おわりに ＝

火災感知器の設置されていないへゃからの出

火，それも深夜の 2時30分ごろであるから，発

見が遅れるのは当然であろう。そして，まもな

く会館停電，こんな状態ではとても宿泊客を誘

導できるような余裕はなし従業員も自分が逃

げるのに精一杯だ ったのである。

もっとも，一部の従業員は，それでもできる

かぎりの努力はや っている。だが，とても組織

だった動きではなかったのである。

もちろん，こういった欠陥はおいおい是正さ

れるだろう 。 しかし災害は常に人9;!1を越えて発

生するように思えてならない。今後の “避難”

問題にこの小文が少 しでも役立てば幸いである。

(iff者 ：神戸市消防局管防i!11予防諜〕

~ ・4 ・・－－ -・ ・－・ - ... --・－－－宇宇 4 ・-・  ---- -・  ・- 宇ー宇・－－ ・-・ ・--・ - - - －ーー ー

当協会が，自治省 ・消防庁の協賛のもとに募集

した昭和r13イド度 “防火標語’の入選作品はつぎの

ように決まりました。

惨 1等

〈今捨てたタバコの温度が700度〉

大阪市 ・漏il喜裕子

砂2等

〈人ごとと思うな今の消防車〉 古川市 ・福上－H

〈火可j手の注足、も家事のうち〉 金沢市 ・j)Jj山’＇.JI治

砂3等

<1i'iしたかな？考えているll¥]fこ見てこよう 〉

稲品可i・本江l光i'ii

〈凶i倒くさい， ソヲ焦げ臭い〉 米京町1・背木之m
〈あっ！火事だ，なぜ起こる ？〉

ih川市・松本氏司

〈さあ・万凶r!fだ，世界が兄ている火の用心〉

〈火事でOより火事を O>

砂佳作

大阪市 ・iJ1本郷市

街山Tli・小川光史

〈我が家だけはこんな気持が火を招く 〉

旭川市 ・古III消治

〈火の動き，WFl:Iとちがう同じ場所〉

札悦市 ・山本房子

〈パラ色の主主しも燃えたら灰色に〉

小金JI＇市 ・四1阪市141;

〈今日も火災予防l:fです〉 -0' 11 ;'al Tli・大沢山上刻｛

〈何気なく J合てる吸がら拾う火事〉

l百十附i!T・杉山 男

〈また凡てよかった火があった〉

尾西市・ ノkill 箆

〈火のJn心は私がします〉

新潟県占凶問1・1年lL1 l政

〈火の不始末すみませんではすみません〉

滋賀県余~..村 ・ ~·：； t荷 ；17 白日

〈火事でl必るのはあなただけではない〉

直方市 ・野田文孝

<JHg:，火災の季節です〉 治｜同1Jili.杉i11i一枚

-- - --- -- - ー ー－ーーー司・－－－・ ・－・ーー.... - -- ーーー ー ー. - - ー ー ーー ー ー司守司宮守・ー
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労働省の災害統計によると，建設業の災害率

は高〈，その中でも機械装置組み立て ・すえ付

け事業災害率はとくに高率である。そこで建設

工事では，いわゆる安全管理のほかに，災防法ー

と俗称される特別立法による統幣符理！の実施が，

建設工事にあたる元詰事業主としての義務にな

っている。

福島県下の太平洋岸に，内外の一流企業各社

が，土木・ 建築 ・機械装置組み立て ・すえ付け

などを分担して建設中の福島原子力発電所にお

いても，統轄管理と安全管理が行なわれている

が，原子力発電所建設に関するおたがいの経験

が浅く，安全管理にあたる人 も々人知れぬ苦労

をしなければならない。

核放射能のしゃへいのため，コンクリート 建

築物の常識をやぶる大量の鉄筋とコンクリート

打設量と，複雑な建物構造にからむ安全管:f!II上

の問題，ま た， 建築工事と機械組み立て ・すえ

付け工事が上下並行して行なわれる統轄管理上

の問題など，安全担当者は勉強しながら安全管

理にあたっている実情である。そうした中で現

場での安全専門職のひとりとして体験した一端

をまとめてみた。

18一予防時報

安全専門職制度確立の急務

事業所には免状をもっ術生管理者が法的に要

求されているが，衛生と表裏一体の関係にある

安全管理においては，免状などを必要とする資

格者を法的には要求していない。しかし， 大型

プラ ント建設工事現場などでは，その作業形態

がきわめて流動的であるから，災害防止に関す

る広範な技能 ・知識をもっ安全専門職に対する

必要がむしろ大きいのでないかと思う。

下請企業の一部門だけをみても，労働安全衛

生規則の全章をはじめ，クレーン電離放射線，

有機溶剤などに関する諸規則を一応こなせる安

全管理者が，とくに原子力発電所建設工事では

必要である。そうなると，専門職か，またはキ

ャリアの安全管理者でないと，とうていこなし

きれるも のではない。

中堅技術系社員にしても，学校教育課程で安

全に関 してはほとんどなんらのカリキュラムも

なく終わって，現場にきてはじめて安全管理の

実態に践する よう な状態であるし，また， 労働

力の不足から，一般作業員の技能水準も低下し

ており，建設工事においては，災害防止の実際

78号（1969.7. 1) 



中央の原子炉格納容器の一部を除いて，建物部分は全部地下に隠れる。

中央の塔が原子炉格納容器

写真 1 1 968年 6 月，℃事開始f麦 1 イ下 2 か月叫守11!1＇の束）； •，屯ブ1 -tw:

原子カ発，竜所の状況

的効果をあげるうえに，安全専門If~制度の旅立

が急務であることを痛感する。

足 場

核放射能 しゃへいと ，関東大地民の 3倍のii!i

度に耐える耐震構造の鉄筋コンク リート 建家建

設のために，約 100000m3のコンクリ ート が使

われた。

この建家建築工事用に，建家内外に使用され

原子炉建家

た足場は，建設担当部門の努力で，

すべて金属製鋼管足場が使用され，

大きな効果を発押した。今日まで足

場例改などの災害は，建設開始後2

：：：，三あまり皆無であり，また，足場高

所作業などによる墜議事政防止にも

大きな五カ来をあげてきている。なお，

クレーンを活用し，足場のブロック

による解体 ・移動で高所作業量を減

少させ，また，大川コンクリート型

枠の地上組み立て，クレーンによる

大引JI』枠組み込みも，高J!if作業量を

少なくするうえでひじように効果が

あった。今回のよ！！.；場は， iE：機械活用

による能不向上，工事のスピード化

に役立ち，安全と能率が両立するこ

とを笑託してくれた。（写真2参照）

また，原子炉絡納容器の組み立て ・すえ付け

に際 しては， 写真 3のような鋼管足場が内外側

に取り付けられ，会高32mの大型！ベッセル組み

tて ・すえ付け ・検査試験に絶大な効栄をあげ，

工JUJを予定より 2か月短縮し，！笠務災百皆無に

役立った。

安全な足場であれば，パー トタイマーの農家

の人たちも ，スペックのやかま しい原子炉機器

組み立て ・すえ付けに，グラインダ一作業員と

78号 (1969.7. 1〕

発電所断面 図

（寸法は福島 l号機のもの．単位m)
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して安全作業をやれることが実証された。

全世界の各所で多数の原子力発電所建設工事

が行なわれているが，これだけ能率的で， しか

も安全な足場を組んだのはこれがはじめての事

例であり，良いj)iJ例が作られたことに安全にた

ずさわる者として大きな喜びを禁じえない。

工事途上の火災防止の面からも，不燃性足場

は重要な役割をはたしている。多数の各紐i容拡・

~~ ・ ガス配管，および多量の検査JfJ カラーチェ

ック材（プロパンを用いた引火性液体〉が使用さ

れたにもかかわらず，火災事政は皆無であった。

もし木製足場を使用していたなら，この種の工

事ではとうぜん足場火災が発生していたろう 。

多勢で各組作業が並行して行なわれる場合，高

所からの溶接火花が落下し，下方でカラーチェ

ックしている作業員のボロ才Iiに容易に火がつく

こともあるし， iTi:気溶接の火花が，ガスホース

を7ぷがすこともよくある。

しかし， ベッ セルの桃造 L 金属製足場を使

川できず，その一部は丸太組足場を使用せざる

を得なか ったので，火災予防に万全を期して法

定以上の消火器を配位し，足場使用済みととも

にlOOton以上にifする木製足場材を，数日間

他の作業をいっさい「jJ止して，徹底的に搬出し

てしま った。この分野を担当 した下請会社の安

全対策に対する協力は，その耐圧テストを一回

で成功させた大きな成果とな って現われた。ii

／〆ノ

写真2 発屯所長~設状況，建物の地上高さ 28m
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写真3 完成した原子炉格納容器

全対策に秘極的な会社は技術水準も抜群である

ことが立証された。

溶接作業と消火器 一

着工1iiiのオリエンテーシ ョンでかつてアメリ

カにおける原子力空白建造時の溶接による火災

事例を教訓としてとりあげ，下請会社に工事中

の火災予防が要請され，これにこたえて， Till記

の原子炉格納容器の大型ベッセルの組み立て ・

すえ付けには，各種消火~~が多数現場に準備さ

れるとともに，可燃性ガス濃度の社[IJ;i'.'.，件報サ

イレンの設備がなされた。多数の作業員が各積

の作業を行な っている建設工事現場では一作業

員の錯誤がただちに事政につながる。ベッセル

内禁煙も厳格に指示された。溶接作業をするの

に禁煙とはおかしいとの反論もあ ったが， ￥it&

を起こすよりタバコを我慢すべしとの魁旨で励

行に努めた。

このように二段， 三段がまえの対策をしてお

けば，ち ょっ とした人間的錯誤または却材の欠

陥による民状事態発生も，火災やJ,ji:1＇＆.にならず

食い止められる。ガス溶接指のパーナの逆火で

ボンベに着火しても，備え付けの消火器で消火

し， パルプを止め，火災にならずにすませられ

78サ（1969.7. 1) 



る。このとき事前にそうした訓練と対策がとら

れていなければ，ただちに手のつけられない工

事現場火災になることは火をみるより明らかで

ある。人は神憾ではない。一生懸命やっていて

も，間違ってカラーチェック用の溶剤をこぼす

こともある。そのとき岡崎に溶接をしていなけ

れば火災にならないし，溶剤も少量の持ち込み

に制限しておけば，コボレに溶接火花で着火し

でも消火穏でただちに消しとめられる。

原子炉格納容器の耐圧試験

わずか 5kg/cm2の加圧だが約 10000m3の容

器容量を考慮して加圧開始後ある圧までに達し

たときから， 5kg/cm2耐圧テスト終了まで，

このベッセルを中心として半径 180m 圏内は立

入禁止として無人の境にし，万全の安全を期し

た。ダンプ・トラ ックのタイヤの圧は約 7kg/ 

cm九 日常身辺間近にありながらだれも気にか

けないが，耐圧テストに安全は不可欠である。

安全と作業能率を考えた施工順序

一般に建築物の内部本設照明設備や本設の階

段取り付けは工事の完成間際に行なわれている。

ここでは建家建築が 6分どおりできとがった段

階で本設の照明設備と階段取り付け工事が始め

られた。どうせつけるものならできるだけ早目

に！fl(り付ける。

仮設の照明や足場階段の使用による不使，不

能率，不安全はすこしでも短縮して早く撤去し

てしまう方針がとられた。施工担当業者側では

相当に抵抗があ ったが，いざできてみると，や

って良かったと考えてくれた。その他，空調設

備，エレベータ，警報設備などもこれになら っ

てなるべく早期に完成し，建設工事中に安全上

役立つよう努められている。

建家は完成すれば掃除を毎日するのが1ii•識で

ある。その清掃作業も建家工事が約50%でき上

がった時点で開始された。工事中の整理整頓，

そして原子力発電所にとくに要求される清潔度

78号（1969.7.1) 

維持のためにである。消婦と整理整頓は建設工

事中とくに必要である。この建設現場ではつぎ

のモットーが強調されている。 “Good Job is 

Safe Job, Safe Job is Good Job” 

現場における作業監督

建設現場の安全担当者は，一日の勤務時間の

少な くとも%以上は現場ですごさねば，ほんと

うの安全管聞がやれない。 同機ラインの監督者

である技術社員も一日の大半，否すべてを現場

ですごすべきだ。現場を留守にしがちな監留者

の下では大小の災害が起きやすい。監督者がよ

くみている現場ではほとんど災害が起こらない。

野球などチームプレイのと きは監督なしで試合

することはないはずだ。現場での作業指揮が技

術社員自らの乎により徹底的に行なわれるなら

ば，建設業の災需はもっと少なくなると思われ

る。下請，係諸まかせで監信者不在の習慣を安

全のためにもこの際一掃せねばならない。

重量物の運搬吊り込みなどの特別な作業は，

万一落したら一大事なので一分のすきもなく準

写真4 原子炉圧力容器の吊 り込み
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備して行なうのでじつは案外安全である。 写真

4にある原子炉圧力容器は重品約400ton，これ

を地上約30mの高さの原子炉建家屋上まで吊り

上げ，建家内の格納容器内に吊り込む作業は一

見はらはらさせられる。しかし建設工事現場で

はむしろ毎日のありふれた作業の中に大きな危

険をはらむ要素ーがある。それをカバーするため，

常に監督的立場にある技術社員が現場にはりつ

いている必要がある。

技術的潔癖

ボルト 1本とりつけるのにも，ワッシャをい

れ規定の締め付けをする。ボル トの1本がはい

っていなく ても桃造上の強度に支｜町はないなど

と現場の監督はかり そめにも言うべきではない。

心のネジのゆるみは災害発生の最大要因である。

大型重機械の多く使われる辿設現場ではと くに

技術的潔癖さを監信者が心がける必安があ る。

わずか 2, 3日の位川だからこの程度のワイヤ

ロープの傷みならまだ大丈夫と考え勝ちであ る。

こうした甘い考えは安全よから徹底的にf;jjo撃 し

なければならぬ。

われわれ日本人は手先が器用なためかえ って

これが仇とな って事故を招くことがある。機械

をだま しだ まし使うためいっか災害の陥穴に予定

新｜刊
紹l介 「1=1 川 令 市 編「火 グ丈」

近ごろ，ょうやく災害対策に刈 第3編消防技術

ちこむのだ。 何吉本のボルトで組み立てる大型

クレーンの機造部に， 1本とてボルトのつけ忘

れがあっていいはずはない。多数の作業員でや

る作業ではそう した人間的誤ちのまぎれこむこ

とが多い。そうしたミスをラインの監督者が見

逃さぬようじゅうぶんに監督 しているか，それ

をダブルチェックすることが建設現場の安全担

当者には強く要請されねばならない。

建設工事現場は危いといわれてきた。たしか

にそうであっ たかもしれない。世界に誇る東海

道新幹線の路盤・軌道工事での死者は 216名，

東名高速道路では79名の死者が建設工事の犠牲

者だと報道されている。

わが国には昔から大きな工事には人柱という

ことがいわれてきた。大型建設工事に災害はっ

きもののようである。しかし国民総生産におい

て｜世界第2位の工業国と言われる今日，このよ

うなこ とは改めなければなるまい。私ともはそ

れを目ざして努力し，また努力を統けて行くつ

もりである。そ してまことに好都合なことに私

どもの建設現場では，発注者，受注者ならびに

下訪各社がそうした安全についての基本型念に

おいて相通じ，災害防止へのチームワークをや

れる共通の基盤の上に立っているからである。

Off省：ジ ε ヰラノレ・エ レ7トリッグ ・テ7ニカル ・サー

ピスti:，安全技自rli)

し，世間一般の関心がたかまって 第4編消防川智報設（111i

てみると，消火斉IJから消防則設備

・ ~材 ・ 車両など， 消火 ・ 消防関

係の内容がことに充実している。

さらに，特殊火災という自動車 ・

船舶 ・航空機の火災，坑！付火災に

ついては，これほど充実した解況

はこれまでみられなかった。

きた。これにともなうように，防 第5編特殊火災

災関係の出版物も多く発行される ?f¥6編火災Hキの煙の！日Jl必

ようになってきたことは，まこと これで明らかなよ うに，火災現

に喜ばしい傾向である。この「火象に関わる－般の1:11J越から消火 ・

災」は防災科学技術シリーズのひ 消防関係のぷfllil・山村にいたるま

とつとして刊行をみたもので，守 での万般を， A5版・8ホ組 で

門者向きの古である。その内容は， 640ページにわたって解説された

第1編火災現象一般 大mtである。

第2編消火と消火斉IJ これまでのこの種の告と比較し

M：近の話1!£iになっているアイソ

｜ーフ火災のj次射線危険，kl：物の

火災ll !i＇における煙の 1~1-11:越な ども合

まれていて，消火 ・防火の関係λ

としては，近来にない労作である。

発行所 。共立IHI坂（株）

定価 3500円

ー一一一一一ーーー ーー ー
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最近の都市または観光地の建物の構成は，政

治，料ifi，作業および娯楽等の集，，＿『的発i主によ

り，これら機関の施設ならびに人口の過鋭化に

ともな＼.＂そこに生ずる経済性合思化の安ぶか

ら高層ヒル，地 下位jの深層化に｜彼 らず， fl：宅に

j; いてもしだいに不燃性建物が普及され， しか

も集｜立lt:i大化しつつある。

このような状態で，い ったん火災が先とし した

場合，火炎のほかに濃煙と熱気が建物内に充満

し，従来の木造建築物を主体とした火災とは，

かなり違った犠相を呈している。

引にみ；年 5月の名占blrifの仁jJfill1-1本l改造の火

災に しても， 9 ll!J'聞にわたる消火活動は， i：と

して濃煙と熱気に対してなされた。 また，観光

地の旅館 ・ホテルにひん発している火災でも，

波煙やガスのために多数の死者を出すような惨

事がつづいている。

こうした火災の械相から与えると，すでに江

)-' ll!i代から行なわれてきた注水一辺倒の消防戦

術では，ただ水J員被’占を招くばかりでなく，ノド

平lj状況の悪いことからしばしば消火活動に文｜怖

が起こっている。 itニ水のみにたよる消防戦術も

止.~ VllJ も，ともに改善の必~にせまられているの

である。

消防研究所では，近代火災に対応するー・述の

基礎的研究と応用研究をすすめているが，その

ひとつと して， ガスタービン機関を動力源とし

た，多目的消火のできる消防車の開発を行な っ

78号 (1969.7. 1〕
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てきた。

この消防車は，不j百十I：カスによる窒息消火，

掛照，消火山水量の将減，消防作業員の火災室

への似入を 11f能にするなど，同時に多用途の消

火山動を行なえるように設計され，｜｜百平n38年10

月に製作された。

一般ではこの消防Jjiをジ ェッ ト消防車と呼ん

でいるが， rf－式にはカ’スタービン付き宝息消火

装i白’搭，，点試作消防車という。

1. 試作車の構造，消火原理と性能

試作rl'iI坊11（は， 4mホイルベース消防ポンプ

自動単の後凶i台｜二に第 1図に不すような安，目、消

火袋店として刀スタービン部，アフターパーナ

部， Aく 1.~~'.><l 1a± mi等 を述結婚－ ii~ した機構である。

この機桃の作動は，まずガスタービンで先生

した多量の燃~J'tfJi＇－気ガスを，アフターパーナで

さらに燃料をl噴射して内燃させ，掛気ガス 1j＝•の

11J燃成分，すなわちjーと して厳素含有分をでき

るだけ燃焼減少させるのである。しかしこのた

め釧気ガス温度（不活性カ’ス混度）は，1500。c
前後にわたる品温となるので，アフターパーナ

後部に述統する水ぷ気先生部において，こ の雨

前iカ’スに水l貨当初ノズルで水を注入し，水蒸気を

発生させると同H与に蒸発潜熱によ ってガス温度

を冷却低下させ，大量の不活性ガスを火災室内

に導入，窒息、消火させるものである。
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不1.~刊ガス

欣li\rr~... 

第1図 ガスター γン付き窒息消火装置概略図

供試ガスタービン機関は，｜｜仰1136'1'！＼ 可搬式

消防ポンプの動力源として，石川島撚磨重工で

実用開発 した もので，市販している機関であ る。

この消防車の特長は，比較的広大な火災室内

を消火または制圧および波煙排除を短時間に処

理し，加えて消火JH水の所要水量の積似的節減

を計り，消火活動の際の水m被 ·~1~ を 悦滅す るこ

とをJUJ持した ものである。

1. 1 不活性ガスの消火原理

ウォ7ー
ジャケッ1

びアフターパーナ用燃料ポンプを

駆動させているだけで，その他の

機械的負担はかけず，ほとんど無

負荷状態であるが， 後で記述する

が，アフターパーナ内の排気混合

ガスの燃焼の安定性および高温不

活性ガスの冷却を確実に100。C以

下の温度にさせるため，蒸気発生

部に 240mm直径の絞り開口部を

設けてあるが，この影響を受けガ

スタービン排気側に背圧をかけら

れるので，ガスタービンには全出力の約20%の

部分負荷が加わったことになる。

回転範囲は， 300000～40 OOOrpmまでの回転

全域について運転した。

アフターパーナの燃焼機能を確認するため，

1liiiiliの回転範凶における各回転数について，ア

フターパーナ燃料供給量を数段に変化させ， ~I

＇.：，（（混合ガスの再燃焼によ る不活性カス特性を倣・

認した。

アフターパーナか ら jJ~山される高温不活性ガ

スを，蒸気発生部において水I良識射出させ，不

活性ガス放出温度を 85。C～100。Cfこ抑えるよ

うに水l噴霧水量を加減した。水噴揚水の給水

~30 
＂＇＇、

ハH
U2
 

一毛一『
戸川百

一般に燃焼の可能性を喪失した不燃性ガスを

不活性カ’スと称しているが，これ らのガスには

種々ある。今数穏のガスをあげてその燃枕！H'S

の限界について，ガソリンと空気の混合気 （容

積比〕を空気1J1で燃焼させたときを例に説明す

る。この場合混合気の燃焼限界は，ガソリン濃

度が 1.3%～7.3% の範囲で燃焼可能となる。す

なわちこの濃度純間以外では濃過ぎて も祢過ぎ 40 

ても着火燃焼は起きないことになる。 さてこの

混合気に， 第 2図で示すような数種の不活性ガ

スをあ る割合で混合させると，この燃焼可能範

囲は，その添加訓合の増加！に従い狭小となり、

ついには燃焼範囲を失って燃焼不11J能となる。

このとき の不活性ガスの’.'ilJ合がそのガスの燃焼

限界である。 図 rJ－，炭階ガスでは28%，空~ガス

は43%を示している。この消防1J（では，この原

理に基づいて先生した不爪性ガスで，火災本内

の空気を稀釈皇室息させて消火するものである。

1. 2 本装置の運転性能

i) 運転条件 （イ）供試60psカ’ス タービ ン機関

の負荷条件は，12V600W自動車川先電機およ

24一 予防勝報
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ガソリンi!'ll主〔vol%〕

第2図 ガソ リン・空気 ・添加剤系の燃焼限界
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ある。

元来ガスタービンの後部に取り付けられるア

フターパーナは，航空機において広く利用され，

航宅機が離陸および飛行中における緊急脱出H寺

に，排気ガスを再燃させてジェッ トl噴出による

批）jt＼＇~1強として使則されている。 したが っ て排

気ガスの不爪性化を要求しているものではな

い。 また自it ？：~~~誌の場合アフタ ーパーナから排出

される再燃悦ガスは，ただちに大気中に放出さ

れるので， r:'lir鼠ガスの処Jll!についての対策は必

2l:：・がない。

しかし，木公；i11＇：におけるアフターパーナの機

能は，自At.~機の場 it と 児なり， ｜絞 ら れたアフタ

ーノ〈ーナ部のところで不活性ガスを生成させる

ことが要求される。すなわちアフターパーナ部

の燃焼1~出口に至る までの聞に，排気混合ガス

の再燃焼が完全に完了することが必要条件とな

る。 このような変求か ら，排気ガスと再燃焼に

必要な燃料消費量の混合比が適当であり，また

混合）＜（ガスのお~速がフレームホルダにおいて適

当な速さがなければならない。これらの関係が

適当な値となったときに，完全な不活性ガスが

生成されるのである。

供試アフターパーナの空燃比（排気ガスとア

フターパーナ燃料の重量出合比〉と混合ガス流

は，本装置を搭載した消防車の 2段バランスタ

ーピンポンプにより供給され，供給水は，燃焼

筒および蒸気発生部曲管のウォ ータジャケット

を通り水噴霧ノズルに送られ，高温不活性ガス

内に噴射される。このときの蒸気発生部1ll.11i去の

ウヰ ータージャケット内の水温は 50。C～60°C

で－－；－.＿＿

－斗Jン ／

0 

0 

主＇35'
本：

30•• 

＝－~ 

τ吉25

草

I 20 

逗15白

l。L

である。

ii） 本装置の各部性能特性 供試ガスタービ

ンの使用は，こ の機関が出す出力そのものの応

川ではなく，排気ガスの排出量を利用すること

にある。前主主で述べた運転条件における排気力

スの排出量は， 第 3図で示すようにタービン取＂

!£11転数が増すに従い，実線で示す釧出 Glで憎}J11

していく。最高排出量は 0.97kg/s(40 OOOrpm) 

である。 しかしアフターパーナにおいて排気ガ

スを再燃焼させた場合は，ガスが限られた容積

のところで高温膨脹するため，タービンに背圧

が加えられ，排気ガスの排出量は，点線で示す

ようにいくらか低下する。このときの排気ガス

混度は，前者で 360°C～390°C,後者は 380。C

～420°Cの範囲となる。また排気ガスの酸素成

分は，空気rl1に含まれる酸素よりいく ぶん低〈

17.0%～19.6% である。この排気ガスは， 多分

に可燃性を有することはこれからもじゅうぶん

うかがわれる。

（イ） アフターバーナ部 アフターパーナは，

可燃性排気ガスを再燃させ，できるだけ酸素量

の少ない不活性ガスを生成させることが必要で

あり，本装置における重要な役割を持つ部分で

85 
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第 3図 供試ガスタービンの排気ガス排
出量と タービン軸回転数の関係
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アフターパーナ部における混合気

ガスの可燃限界特性
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i生の性能特性を第 4図に示す。これによる と上

部山総は，空燃比の材，）：11側可燃限界てeあり，下

側曲線は，アフターパーナ内のフレームホルダ

燃焼筒管等の部， ＇，'le，の｜耐熱 1qH~を示すものであ

り，このときの耐熱瓶度として， 燃~J'E筒州口問L

！支が 1500。Cとなるときを限界としたものであ

るの したがって過泌fl[IJl』J燃限界曲線は，これよ

りかなり卜まわるものと判断するが， 卜・1wJIT1H熱

限界1111線を越え るところで混介ガスを再燃させ

ると， 1 500。C以J：のガス瓶度となり，火炎が

燃（；＇；）＇Ill口をとIllて長く）己をづ｜く結＊となり思わ し

くない。 ということは燃枕筒に述結されたぷ気

発ノ｜二宮llllh~~；まで火炎が流れ， ここで冷却l噴みノk

によって吹きmされ，このため不完全燃焼をお

こし，可燃成分すなわち一般化l尖素および11J燃

有機物が生成される結~－となるからである。

不活性ガスにおける酸素成分は，その規制範

囲を 4%～7%にすること が，ネ；裳出としては

適当であ る。 このときの然気過剰ネは 1.1～1.4

の範｜銅でなければならない。いわゆる然気過剰

ヤは，再燃がLガス制度に影響するからで，ギ気

i品乗I］ネ 1.1以下であるとガス組Htが 1500。Cを

越え， また 1.4 以J：の：：~＇＞＜1過来｜ドドであると， ガ

ス温度は 1400。C 以下にードがるが，殿索－~ii.：が 7

%以上となり， しかも振動燃焼を起こ し危険で

l 500 
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第5図 アフターパーナ内混合ガスの空気

j也事I］率と燃焼筒什iロガスの関係
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ある。病気過来l]If・＇‘とガス温度の関係を 第5図に

示す。これらを総合 してみた場合， ;.f>：装i丘でj設

も良好な不活性ガスを得られるところは，ター

ビン判i回転数 3600 rpmにおいて，アフターパ

ーナ燃庄 0.7kg/cm2，燃料消費量 3.79kg/s, 

~~燃比 21.7，空気過剰ネ 1.4， ガス温度 1450 °C

にj)＼，、て酸素量4%と段低値を示す。

（ロ） 蒸気発生部 この装出は，全長（州官官II

を合む〉は，約 3.5m あるが，この道＂：Jにおい

て， 高温不活性ガスを 100。C以下に冷却］しな

ければならない。ところがここに流れるガスi'it:

速は非治’に述 ＜' I設高約 110m/sとなり，こ の

1 jlにl噴砂注水しでも，要ボガス出j交を下げるこ

とは非常にむずかしい。この点につきll(J和1391F.

から種々の実験を試みてきたが，第 1図に示す

部分に直径 240mmの絞りセバレータを設けた

ことで，水の蒸発が顕著となり，これによ る蒸

発潜熱を有効に働かすことができた。

このことから，不活性ガスの放出H年における

ガス温度は， 85°Cにすることができた。冷却l

所安水域は，37.5l/min～50 !/minの範聞であ

る。

2. 消火性能

本消防車の消火効米については，栂々の火災

条件を惣定して，政！ギE1)Iきあ’iき消火実験をおこ

なっているが，ここに一実験による消火性能を

あげて説明する。

i) 試験条件 試作中を表のよう な運転条件

で運転しつつ，発生した不活性ガスを第 6図に

表 消火性能試験における本機の運転条件

タービン軸回転 34 000 rpm 

タービ ン燃庄および燃料消貨量 9. 0 kg/cm2 30 kg/h 

アフ ターパーナ燃圧および燃料消貸量

0. 4 kg/cm' 102 kg/h 

排気力 スと燃料の混合Jt（雫燃Jt) 25. 8 

·；~気過剰率 1. 7 

燃焼筒冷却水lli口温度 60。C

不活性ガス冷却水注

水噴射ノズル圧力

不活性ガス放出温度

不活性カ’ス放出量

351/min 

4.0 kg/cm2 

76°C 

約 I.2 m3/s 

マ81-J-( 1969. 7. 1〕



J、Jlo1f11人ll・1fri 消火するまでの時間は，ガス室内

における流動分布によって相具す

るが，室内中央が最も早＜ 1分～

1 分30抄， fi~· も遅い個所は床面で

6分～9分であ る。 また不活性ガ

スはilulJ主．が山iいため空気より経く ，

Jdl－－付近の開口l面積の大小により

影料！を受ける。 このことから，天

jドまたは僧上部に開口部がある場

合は，イミfr!-11：ガスによる宝息消火

の01＊が忠〈、 開口部は床面に近

いほど，哲夫，忠消火条件はよくなる。

これはまだ実験Iドであるが定性的

に縦認している。

（ロ） 不活性ガス送入による実験

白内ilulJ支は，第 7図および第 8図に示すが，ガ

ス流入？始動によ って名点で若干の相良があり ，

平均 80°Cであ って実験火炎の消火が早い位置

では，ガス漏i度がjヒ絞｜判I：うiく， Jl互いところでは

やや似い。 これは’宅内割以の不活性ガスによる

f1i；釈をノ］、すもので日計ulガスによる稀釈が濃いほ

とおl＆が1¥':j＜，守1，官、するJ升安II，）＇間も知：くな って

~I 州

今日10¥ ! 
宅一＼ i φ5 ¥6 : 
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不前刊ガス送入干し

き

;i:ir111・司

実験宅待積： 201ma 温度計測：銅，コ ンスタンタン然f山、JI旬、所
実験火炎 ：ガソリ ン500ml 15か所

0：実験火炎l立ほおよび計器削除り ×： iliiU丸；i・iJ(ljfカio＇.およびJl-iJllll件リー

第 6図 実験室における熱屯対および実験火炎Ki白

ぶす規模の消火実験室内に送入して室内各所に

おいた実験火炎が，不活性ガスによって壁，巴、消

火するまでのII！］＇聞を測定 した。 これと同H与に各

実験火炎付近のifit度変化を測定し，また室内 2

山点で不活性ガスをAili続的に採取して，時lllJ的

なガス組成の変化を測定して，イユ：i丹性ガス政！主

とil'i火と の関係を求めた。

ii） 実験結果 的消火実験計内の名12かiJr

l二iiれ、た実験火炎が，不活性ガス送人開始から
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第9図 消火試験における不活十lーガス組成

の時間的変化

験開始から述統的にガス採取を行ない，不活性

ガス成分の附間変化を測定し，この結果を第 9

図に示す。

これによる上下2か所の測定｛副首では， ガス

流動の相具に基づく，ガス組成の相異が明維に

示され，下部は上部より不活性進度にやや遅れ

があるが，数分にしてほぼ同ーとな った。すな

わち室内各点のガス流入の様相によ って，各点

のガス組成は変化するが，その濃度変化はよく

ガス温度，実験火災の示す傾向と一致し，窒，日、

消火の遅速を示している。

iii) 消火性能の考察 これまでに述べてき

たように，この方式による消火は実際にきわめ

て有効である。また，油~~の液体火 災の 場合

は，完全に消火できるが，木材火災のように炭

化火源が残る場合では，不活性ガスの送入によ

って火炎を制圧し，これと同時に波煙が先生し

ているときにはこれを稀釈して視界を維保し，

消防作業員による注水完全消火を行なうように

する。

現在までの不活性ガスの導入｝j法は， ダク ト

開口部からii実状政出させている。このような直

状放出であると京内空気がi断定され，笠公l材：釈

の効率が忠くなる。このことから引在これから

実験を始めようとしている導入方法は，店内空

気を不活性ガスで ii~1＇換でき る よう な，拡散放 Ill

ノズルで行なうことを：1・11li1している。

28－予防時報

3. 試作車の実用開発としての

今後の問題点

いままで述べた本機の窒息71'1火効果は，不燃

性建物の火災に対しては有効であることが実証

され，本機の'.JVfl性は有明であることが心され

た。このことから本機の実用開発として，運転

操作面の：it..＇全性および運転~i~＇埋系統の改修を行

ない，また耐久性についての諸条件を解明して

きたが，現在て、は，ほほ‘実月J化の段階まできて

いる。 しかし今後さらに改修を行ない， ガスタ

ービ ンによる特質を生かし，多l:Jt'内動力源に使

用することが必要である。主要改修が項と して

はつぎのことを計画している。

i) ガスタービン出力を？別在の布Ii機のほか

消防ポンプ等の動力源として利用する。

ii） ガスタービンのコンプレッサーから一部

圧縮空気を111!気し，空気駆動機械（空気駆

動ポンプ，J政l哀；f都千〉の動力源とする。

しかるに，陸用ガスタービン機関の開発は，

まだ製作部門において試作段階の城を脱してお

らず，供試ガスタービンのこの穏においても，

実用化としてはまだ問題があり，現在の往復内

燃機関までの実用性に乏しいj担状である。

このように陸j日動力源として開発が遅々とし

て進まない理11:!としては，つぎのことがあげら

れる。

（イ） 燃料消費量が，往復内燃機関の燃料消費

料と比較してはるかに多く経済制に乏しい

（吟部分負仰での燃費が大きい

り熱効率が悪い

付 高回転および高温度が要求されるため，

高級の金属材料を使用する

しかし， －jifi特殊HJ途（軍JIJ，建設産業，消

防）に対しては，大きな平I］点を持つ動力機関で

あると市省は信じている。また，日本を問わず

れ｜斗においても，：JO-IJ化をめざして試作研完を

行な っているが， －11も早〈実用化することを

WH.'iしてやまなし、。 （筆者．消防研究所）
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I. まえがき

事・1:111ufrてーは，｝）ftirt1の梢製過位におし、て各州の

i 'fi: 斉lj ~ 使月j している。 ｜｜本鉱業 （株〉において

も，液剤として，水島製油所ではメタノールを，

Al＼川製油所ではフルフラール，メチルエチルケ

トン7；；が使用されている。

これらの溶剤に火災が先生した場介は， 特殊

な場合を｜除いて， 7.1<1貸弱では効栄がない。また，

l守通の空気あわ発泡剤によ るあわでは，あわが

溶剤l上で消滅するため消火効力が少なし特殊

な成分を配合 した耐アルコール型のものでなけ

れば有効でないといわれている。

たとえば， NFPAでは，

溶剤種 類 ｜ 消火方法

フルアラール

メタノール

メチルエチル
ケトン

となっている。

耐アルコール型エアーフォーム

水では有効でなく耐アルコール
型エアーフォーム

水では有効でなく耐アルコール
型エアーフォーム

一般に，製油所では普通のエアーフォ ーム消

火原被のある工場は割合に少ないようである。

そこで，これらの溶剤による火災が先生 した場

合には，従＊の文耐えによれば，消火ができない

ために，製油所は重大な影響を受けることにな

る。

そこでこれ らの，浴剤火災の場合に，はたし

78号 (1969.7.1)

て文献どおり 耐アルコール型消火あわ原液でな

ければ消火できないかどうかを紘認するとと も

に， 溶剤l火災ll~i の対策を樹立するに必要な資料

とするため，次の 3つの方法による実験を行な

っfこ。

砂；J<.11貨泌によ る消火

砂普通のエアーフォームによる消火

砂的HアルコールJ~！エアーフォームによる消

火

II. 実 験

実験は10回行なったが，その結果をつぎにの

べる。

実 験 I （メタ ノール〉

1. 日時 II（｛和42＇.ド2JJ131二l16.30～17.30 

気瓶 3°C 水温 13°C 

2. 場 所 深111」・業 （株）戸凹橋工場

3. 実験要領

30cm×30cm×llcm （深さ）の鉄板製の角

型テス トパンに，メタノール（比重o.797, 15. 5 

。C, 99. 9%, 3 OOOml （深さ3.3 cm）を入れ

点火後60秒lflJf熱を行なし＼水I噴綴， 普通のエ

アーフォーム，耐アルコール型エアーフォ ーム

を，できるだけIll:tU lllを一定になるように調殺

して，消火実験を実施した。水l質裁は丸山式農

薬散布用l噴霧ノズルを，あわ消火の場合は，水

と消火原被を プレミックス し，約6倍のあわと
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して，燃焼面へ流入させた。

4. 考察

メタノール火災は，水噴霧によっては消火困

難であり，24%以下の濃度まで稀釈されないと，

消火できなかった。普通型エアーフォームもメ

タノ ール上ではあわの消滅がはなはだ しく，消

火が困難であった。しかし，相当稀釈されて，

40～50%になれば，あわが液面にのって，やが

て消火する。耐アルコール型エアーフォームは，

濃度70%ぐらいで消火できた。あわ発生にあた

り，プレミックスさせたことと，ノズルの特殊

型式のものを使用したため，流動性に欠け， 1 

箇所に固まり，消火に手間取ったが，実際の消

火装置では，あわが流動性に富んでいるので，

消火の状況も違ってくるものと思う。

2. 

3. 

4. 

実験 II 〈メタノール〉

日 時 H討和42年 2月28日

15.00～17.00 

気淑 12. 5°C 水瓶 14°C 

場 所 深田工業（株）戸山崎工場

実験要領 実験 Iと同じ

考 察 実験 Iと同じ

実験 III
（メタノール，フル
フラール， MEKト
ルオール〉

1. 日 時 昭和42年8月10日

14.30～17.00 

2. 場 所 日本鉱業（株）船川製油所

グランド

3. 実験要領

2.0m×1. 5m×0.3m （深さ〉に高さ 0.3mの

当て板をつけた鉄製テスト パンに，メタノ ール

（比重O.797, 15. 5°C 99. 9%）， フルアラール

（比重 1.160, 99. 8%), MEK (50 %）＋ トル

オール（50%）混合液をそれぞれ 100l c深さ

3.3cm）投入し，点火後60秒経過してか ら，水

噴霧 (12.4l/min, 7 kg/cmり， 普通型エアー

フォ ーム（11.7 l/min, 7kg/cmり，耐アルコー

ル型エアーフォ ーム（11.7l/min, 7kg/cm2）で，

消火実験を実施した。
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4. 考察

①メタノール火災の水噴識による消火は，濃

度が20%以下に稀釈されないと困難である。す

なわち普通型エアーフォームでは，50%の濃度

まで稀釈されて消火されたが，耐アルコーノレ型

エアーフォームでは， 70.%の濃度で消火でき

マ，
h』。
耐アルコール型エアーフォームの放射は，当

初液中に突っ込んだため，途中で正常に 直 し

fこ。

②フルアラール火災は，水噴霧攻常によ って

消火できたので，その後のあわによる消火はi1x

りやめた。

③MEK＋ トルオールの場合は， 水l噴霧では

消火ができず，あわ消火の場合は，いずれも予

燃時間中にホースが焼けて破損したため中止し

fこ。

実験 IV (MEK＋トルオール〉

1. 日時 11(4和42年 9月13日

14.00～17.00 曇｜時々小j:j;j

2. 場 所 深田工業（株） 戸凹情工場

3. 実験要領

30cm×30cm×llcm (i';f<さ〉の鉄板製角型

消火テストパンに MEK＋トルオール混合溶剤j

を入れ，点火後60秒間予燃を行ない， 普通型エ

アーフォーム，耐アルコール型エアーフォ ーム

を 4kg/cm2において放出して，消火実験を実

施した。

4. 考察

この実験では普通型のほうが，耐アルコール

型エアーフォ ームよりも，むしろ，好結果を得

ているように思われる。

この理Ib1としては， MEK＋トルオール混合

の溶剤lに水または消火液が投入されると， ME 

K が水分を溶解し， MEK 溶液は比重が高く

なり， トルオールと分l慨して下層に行き， J二月号

はトルオール成分の多いものとなる。したがっ

て，火災の後半は， トルオール単独の火災と同

じになるもの と思われる。

今後，他種類のあわ消火試験を続行して，上

78号（1969.7.1)



記の関連を究明する必要がある。

実験 V (MEK＋トルオール〉

1. 日 時 昭和42年10月9日

2. 場 所 深田工業（株〉戸田橋工場

3. 実験要領

30cm×30cm×llcm （深さ〉の鉄板製角型

消火テストパンに， MEK50%, トルオール50

%混合溶剤2l を入れ，点火後予燃を行なって

から， 4kg/cm2の圧力で発泡して，各消火あ

わによる消火実験を行なった。ノズルはガイシ

充損の特殊なものを使用した。

4. 考察

この実験は，深田工業で試作しつつある消火

薬剤のテストを行なうため，実施したものであ

る。

実験 VI (MEK＋ト ルオール〉

1. 日 時 昭和42年10月11日

2. 場 所 深田工業（株）戸田橋工場

3. 実験要領 実験 v.とだいだい同様であ

るが，溶剤の量は 1.5 lで，ノズルも前回分と

違った型式のものを使用した。

4. 考察

実験 Eで，MEK＋トルオールの混合溶剤に

水，消火あわ等をかけた場合に，混合液が 2層

に分離されたが，これは溶剤中の MEKが水溶

性であるために，消火用水に溶け込んで，下

層に移動する と考えられたので，この上，下 2

層の中の成分を調査するために実施した。実験

の結果からみると，上層には MEKの存在がき

わめて少な しト ルオール火災に近似のものに

なっているのがわかる。

実験 VII (MEK＋トルオール〉

実験 VIII ( " ) 

1. 日 時 昭和43年 5月8日

11. 30～13.40 雨

2. 場 所 深田工業（株〉戸田橋工場

3. 実験要領

直径 56cmのドラムかんを績に切断 して，

78号 (1969.7.1〕

高さ 20cm, 60 cmのテス トパンを 2個作製

し，この中に MEK＋トルオール（50: 50）溶

液4lを入れ，点火後60秒経過してから，次の

消火実験を行なった。

実験 租 20cmパン・ ・水噴議

実験 班 60cmパン・…・・水噴霧

4. 考察

… 耐アルコール型エア

ーフォ ーム（6%)

考察実験によれば，深いタンクで液が割合に

少なしこれに対 して多量の水噴霧を使用 して

全体を完全におおうまうにすれば，消火が可能

であ ること を示している。 しか し，タンクが浅

い場合は， 7J<i噴霧では消火が困難なようであ

る。多量の耐アルコール型エアーフォ ームによ

る攻撃の場合は，簡単に消火可能なことを示 し

ている。

実験 IX 〈メタノール〉

実験 X (MEK＋トルオール〉

1. 日 時 昭和43年6月18日

2. 場 所 深田工業（株）大宮研究所

3. 実験要領

底面積 1m2×深さ 30cmの鉄板製タンクに，

実験E メタノール 501を入れた場合

実験X MEK＋ト ルオール各 25lの混

合溶液を入れた場合

それぞれに対 して， 水I噴霧，普通型エアーフ

ォーム，耐アルコール型エアーフォ ームによる

消火実験を実施 した。

なお，いずれの場合も，点火後 1分間予燃さ

せ，圧力はすべて 4kg/cm2である。

4. 考察

従来の実験は船川の場合を除き，すべて実験

室的なものであって，これらの結果から推論す

ることは，きわめて危険な要素が多いと思われ

た。そこで，実験EとXでは，多少規模．を大き

くして実施してみた。

実験E：メタノールに対 しては，あわ消

火の場合は，多量に放出すれば，普通型エア

ーフォーム，耐アルコール型エアーフォ ーム，
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いずれの場合でも消火可能と忠われる。 しか

し，あわの強さは耐アルコール型のほうが強

いようである。水l噴霧の場合は，濃度がかな

りうすくなってきてからようやく消火できる

ようである。

実験X:MEK＋トルオール混合溶剤に

対しては，メ タノーノレの場合と同級，多吊の

あわを放出することにより，消火がtザ能のよ

うである。ただし，あわの強度は，多少i耐ア

ルコール理！のほうが強いようである。水l噴移

の場合は，完令に液而をおお うようにすると，

消火可能であ ったが，それができない場合は，

消火は不可能と忠われる。

III. 結 び

実験結果から見れば，水l噴霧攻常の場合は，

フルアラールはじゅうぶん消火が可能と思われ

るが，メタノールと MEK＋トルオールの混合

溶剤に対しては，よほど条件のそろった特殊の

場合を除けば，消火は不可能と思われる。むし

ろ，火災の範囲を広げる可能性が大きいので，

フルフラールの場合を除いて，水l虞霧攻幣はし

ないほうがよし、。

普通のエアーフォームおよび耐アルコール型

く書評〉

関谷 ；尊 「火山観測』

エアーフォーム攻幣は，フルフラールに対して

は上記のとおり水で消火できると判断されたの

で，実施しなかった。

エアーフォーム攻繋（普通塑，耐アルコール

Jf;~ と も） は，メタノールおよ び MEK＋トルオ

ール混合溶剤lに対して，いずれも消火が可能と

忠われる。 しかし，あわの強さは， i耐アルコー

ル砲に比べると，普通型は一般に多少弱いよろ

である。

以 tは，水溶性溶剤フルフラール，メタノール，

メチルエチルケントとトルオールの混合溶剤｜の

3縄類について行なった実験結果であるが，水

溶性溶剤には，非常に多くの樟類があり，これ

らの溶剤はそれぞれ異なった性質を有している

のみならず，その保管状況等も千差万別である。

したがって，これら溶剤の万 －の場合の消火

にあたっては，本実験結果をそのまま適用する

ことはきわめて疑問であ る。 したがって，それ

ぞれの浴剤について消火実験を行なってか r¥,

結論を出す必要がある。

また，この場合，溶剤の組定iに ~c.：；じそれぞれ

に最も適応、した消火あわ原液を使用する必要が

あると思われるので，この点，消火あわ原液メ

ーカーに対し要望しなければならない。

（筆者：日本鉱業側石油事業本部管想室技師長）

本書は 8章からなり，各章とも

浅間山を中心として書かれ，他の

火山の例も豊富に引用されて火山

現象およびそれに付随する現象を

わかりやすく述べてある。

第1章に，短いベージ数ではあ

るが，浅間山の伝説を述べてある

のは，筆者の浅間山への愛情であ

ろう。浅間山をながめて生活して

いる住民にとっても興味がある。

では，浅間山周辺の湧泉に関する

地球化学的記載が詳細に述べてあ

って，浅間山全体を理解するうえ

に便利であるとともに，筆者の興

味が単に地球物理学的現象のみに

片寄っていないことを物語ってい

著者ーがその経験を生かしてとく

に力を入れた部分であることが一

見してうなずける。とくに噴火に

よる災害の章では，種々の火山の

噴火による災害の係相を述べ， 法

問山の天明3年の大日貨火の模慌が

克明に記述されている。これらの

ことは，浅間山または他の活火山

第2章では，一般的な火山の地

形について述べ，浅間山の地形に

ついての概略が述べてあるが，と

くに浅間火口底の深さの変化はひ

じように興味深い。 さらにこの章
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るといってよい。 周辺に住む人々にとってもきわめ

第3主主は浅間山の活動の年代史 て啓蒙的である。

であって，火山専門家にとっても 本書にはその巻末に，浅間山に

きわめて便利に手ぎわよくまとめ 関する文献が豊富に並べられてお

られている。 り，浅間山をより深く理解したい

第4章 ・l噴火の本質，第51主・ 好学の士にとってたいへん親切で

噴火による災害，第6主主 ・浅間山。ある。

の観測，第7章・噴火の予知は， f発行 ．総合図書側 ＼ 

本音の根幹をなす部分であって， ＼定価： 550円 B6判・180へーン／

.......... 
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〈片山津温泉で大火〉 方佼館

現場ヘ行けぬ消防車・火事見物の車県道ふさぐ

5月18日，石川県片山漕温泉・白山荘工事現場付近から

出火，フェーン現象下の強風で延焼また延焼……。応援

の消防車が．火事見物のマイカーにはばまれて，せまい

県道で立ち往生，大火の原因になった。

［，，~：ぬI ~~：込：よ＜W.C、一 一 一 ト ’ 一 一ー ー

ヒ三一 一斗宜主；益~.l.·~；一二三：~~



戸焼く ／



丸太積みトラック横 転
乗用車つぶされる

（千代田区一番町交差点で， 6月25日）



銀 全 日本交通安全協会

わが国の産業経済の復興が緒についたllR和23

年ごろから，道路交通の而にも 1ffi1J切的な進展が

みられるようになり，木絡的な自動車交通l時代

への移行が始まったが，年々激哨する自動車交

通と道路事情とのアンバランス，運転者の素質

や技術の問題，その他いろいろな原肉によ って

交通事故は噌加の一途をたどり， •J手放防 lト．の問

題が｜陀，論となって帰り上がった。

この｜仕論と交通事情を反映して，各剤1道府県

に交通安全協会が設立されたが，さらに，これ

ら交通安全協会をきゅう合して緊筏な述絡のも

とに，全国統一的な中央団体に

徹底を阿ることが肝

要であり，この雌旨

のもとに昭和36年 1

月以来毎年，東京で

中央ー大会を開催して

いる。

(2) 同際交通事故防

1L・. 協会への加問

れ金”4弘安必安全崎司陰、．，

!:1) 交通安全宣許制ITliiili絡協議会の問俄（毎年〕

(4) 交通安全母の会の閲俄（毎年〉

(5) 全国小校交通安全研究大会開催 （1Tii'f.)

(6) 自転車の安全な乗り方教室

よる交通安全運動を強力に推進

する必要性から，都道府県交通

安全協会，大都市交通安全協会，

＇＂＇家公安委員会，警察関係者を

会員とするドl木交通安全協会が

ひろばh

の実施（毎年〉

(7) 自転車の安全な来り方コン

テスト（毎年〉

設、7：された。

(8) 運行管理者，安令運転符m
者－等の講習会（毎年〉

II［｛和33年4月22仁lの国会で，

交通事情の悪化に対処するため

衆議院地方行政委員会が，道路

の種備，交通安全施設の充実，

：山側 lt ＂＇＇先 ；t・folf究ド；Ji・

(9) 交通安全教育資料の作製配

布および安全教育施設の充実

('i'J クバ ッーなど＂＇防 災

,,r；ι的ペ’軒ffr lる－干ージーc1・0 
児童，生徒に対する教育資料，

教印liJlJ指導参考占，また， 一般

に対しても数多くの資料を配布

するほか，自動車運転教本， J身医I,u;k11!i1，スラ

ごJ'H,::t を枠•1'•白 L .t 1・ .. 

自動車運送事業の適正化，自動車の安全運転，

歩行者保護の徹底等12項目にわたる“交通事，'fx.

防止に関する決議”を行なったが，この決議の

rj Iに交通安全協会の刷新強化の問題もとりJ：げ

られたため，警察庁は日本交通安全協会と協議

して同会を発展的に解消し， 36年 1月10日に新

たに純民間団体として，財団法人全日本交通安

全協会が設立されたのである。同H制こ，組織も

＊＇闘に J広充強化され，交通安全運動のあり方に

も画期的な改善が加えられて，同内的にも国際

的にも大きな飛躍をとげるにいたったが，その

業績はつぎのようなものである。

(1) 交通安全国民総ぐるみ運動中央大会

交通秩序の確立と交通安全を期するために

は，広〈一般悶民の聞に交通安全思煙、の普及

78号（1969.7.I)

イド等を作製して配イfiしている。

交通安全教育施設としては“下どもの交通教

室”（積載mトラック 1台，ゴーカート 2台，

自転車 6台， 交通信 lj・機 1続l，道路加識ーベ，

ワイヤレスマイクイナき拡戸機 1台等〉を作製し，

各都道府県交通夫会協会に配分して児Z札生徒

の交通安全教育の振興につとめるとともに，

H 走る交通安全教室” 2台をも って各郎道府県

を巡回して，婦人，子どもを’，，心とした交通安

全教育を:k胞している。

なお， k'.JUJlリ行物としては “全日本；交通安全

ニュース”， ~t誌 “人と車”がある 。

く連絡先＞ 東京都千代田区平河Olf2-9 

電話：東京（03)264-2641～5 
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〈鹿総会〉

＜出席者＞ （敬称略・ 発言削〕

日本道路公団 高速道路一宮管理局

技術部交通技術課 多勢 隆

日本道路公団 高速道路東京管理局

技術部交通技術課 七宮 大

東京農工大学 工学部 機械工学科教授

極口健治

役
塩

締取ン－フダン、B
ノ株

崎 定 夫

長

大

所業営市
平動自－口小東ι

k
 

os
 

国

庭 勉

東名急、行パス（株）東京営業所長

平野 茂 雄

警察庁 交通指導課

魚 谷 増 男

司会・ 科学宮警察研究所 交通部
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〈欠陥ドライパーがいっぱい〉

ざる 5月26日の東名の全線開通でわ

が国の交通も新時代に入ったわけです。きょう

は各方面からエキスパー トにお集まりいただき，

道路， E仏 ドライパーの問題などを高速H寺代の

交通事故に焦点をおいて，ざっくばらんにお話

しいただきたいと思います。

勢 高速道路はハイウェイという言葉で

代表されていますが，もともとの意味は “幹線

自動車道”という単純な意味なのですが，これ

にはうまい定ぷがありまして 「出入制限された

往復分離の自動市道路」といわれてもいます。、

大久保

多

アメ リカではいまフリーウェイが 66000キロ

計画され4万キロぐらい完成 していますが，

本ではヨーロッパ並のオーダーで 7600キロの

日

高速自動車網を造る計画です。

さて，私どもの名神高速道路では昨年が，

日平均の交通量は全線ならしで 16000台くらい。

とくに商のほうが混み 58000合という記録もあ

ります。 トラ ックの導入不ですが，当初67%の

想定でしたが逆に釆用車のほうが多く，釆Jli11 ( 

中心の交通にな っていくで しょう。

七宮 私どもでは 5Ji 2611の全線開通でそ

れまでj予木一大：！I＇松田聞が 7000台くらいであ

ったものが一躍 17000台くらいにふえました。

1 

日曜日になりますと周遊コースには車があふれ，

御殿場のインターチェンジでは約 30000台近い

車が出入りします。それにつれて事故の規模も

大きくなってきています。

大久保 欠陥車の問題もありますが，車の側

から見た高速道路に対して，樋口さんのお考え

は－－－－－。

来用車：に絞りますと，早く走ったと

いう経験が日本のゆーにはないのですから，

樋 ロ
これ

から大いに問題になってきますね。まず高速の

安定性ということですが，日本ではドライパー

の腕より車の性能のほうが上回っているんじゃ

ないか。ベンツの有名な言葉に 「自動車という

のは止まる性能よりも，走る性能を上げてはい

どうも残念ながら日本の国産車はけない」 と。
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;Iよるほうが先になって，次にドライパー，止ま

るのは 3番目，それもただ止まるだけ

塩 崎 流行語でいえば欠陥ドライパー的な

もの，暴言かも知れませんが気迷いト・ライパー

と申しますか，これをどうするか。

大久保 道路も京のほうも先回りして， ドラ

イパーの問題に進んでしまいましたが，伍｜鉄高

速パス，名神高速パスのほうで、は， トぜライパー

教育をどんなふうになさ っていますか。

大 庭 まず高速運転の教肖をするわけです

が「きみたちはプロなのだ。

絶対にお放を起こしてもら

っては困る。欠陥ドライパ

ーに巻き込まれないよう

』こ」と彼らに訴えます。

1 000人のl↓Iから志願者を ？ 

選びまして，クレペリン適

性検査，脳波の検査などや 大庭氏

りまして，法規から応急修理まで教え，実地教

育として鼠初は60キロ， 80キロ， 90キロと 1週

間で 100キロにも っていき，次の1週間に習熟

する，というやり方をしました。

平野 私のところもまあ国鉄さんと同じよ

うにやりました。 3月15日から高速実習に入

り， 6月8Elまでやりました。公聞の指示に従

った速度標識は絶対に守れ， といってあります。

これですと，どんどんほかの車に追い抜かれま

すが，追い抜かれてもいい，安全が第一だ，と

教えております。

〈高速道路に出る狼？ 〉

大久保 車が事故につなが って行く H寺に，車

を人間工学的に仕上げていく 。それによってド

ライパーの教育もなされていく 。また単に，事

政を避ける，という消極性ではなく，安全に乗

りこなすという積極的な問題点を・・

樋口 とくに予防l時報の読者のブiに月lし」：

げたいのですが，現在欠陥車の問題が大きくと

りあげられていますが，オーナードライパーの

使っている車で一番危いのはタイヤです。レー

ヨン ・タイヤという，これ以上安いのはないの
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を使っております。

大久保 レーヨン ・コードを使っているので

すか？

樋口 ええ。使っている人はタイヤをチェ

ックしません。パンク したときはタイヤ修理尽

にみてもらうだけです。そ

の次はプレーキです。これ

も効かなくならないとl宣さ

ない。あとはハンドルです

が，まあタイヤに比べれば

がまんできます。先日もテ

レビで 100人のドライパー

を集めていろいろ質問して 樋口氏

みますと，皆さん，車についてはよくなんでも

知っている。そこで私が発言 して 「しかし， 守

っている人はないんじゃないですか」と申しま

した。

要するに狼の，.i.5なんです。高速道路にいくと

こわい狼が出るぞ出るぞ，と聞かされて，初め

ての人はタイヤもエンジンもみなよく見て行〈 。

そして 1回走ってみると，さてなんにも出てこ

ない。 2度目になるとエンジンオイルも見ない

で行く。 3度目になるともはやタイヤもみない。

4度目はふだんのまま一ーということになるわ

けです。

いま日本で売っている阜では，せいぜいがま

んして 2OOOccクラスのDTカーだけがやっと

走れる車です，玄－全という意味で。そのくらい

危険な車しか， II汀には走っていない， というこ

とをドライパーの方に知っていただきたい。

大久保 f！.＼谷さん，速く走れる車を造るから

事政が起きるんだ，という戸も一部にあるんで

すが。

魚谷 メーカーはなぜ高速を謡歌するのか，

高速性能を謡っても円本でそれをフルに使える

場所があるのか，私は不思議でならない。

欠陥車の問題では，実十古を聞いているもので

すから，あまり詳しくは申し上げにくいのです

が，非常に簡単なミスで欠陥を生じている，と

いうことで，私がっくりするわけです。

ドライパーの方も，自分の車は高性能率だか
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らとい って，i向迷走行のなにものかも知らずに

いるところに！Ji＇｝｝：：な問題があるのではないか。

運転省の教育市命といいますか，それが起きな

い限り，事故は続出するばかりじゃないか。

メーカーもアフターサービスでも っと正 しし、

使い方をドライパーに教えるべきだ。ただ買っ

てくれ，使ってくれ，だけでは凶る。

樋口 ドライパーもメーカーも必いが取り

締り当局も必い。辰高）£度というのは刻々変わ

ってくるものだ，ということを知らない。カタ

ログに書いてある最高速度というのを，これで

走れるんだと思う人が大部分です。が，実はあ

れは瞬間的にこれくらいは出るだろう，という

数字にしか過ぎないんです。

これからは実J:lj最高速度と，計算上の最高速

度とをは っきり分けて，カタログの最高速度は，

200キロでも 300キロ でもし、いが，：だHJI:.の殿

高速度はきちんとfillさえてほしい。

魚谷 市i述道路の法定辰高速度は 100キロ

にな っております。われわ

れは最高速度を，追い越し

lk）＇の最高迷度というふうに

限解するが，運転者にはそ

れでつっ走れる，という誤

解があ る。

大久保 最終的にはドラ

イパーの教育だと思うんで 魚谷氏

すが，現実にl立桜高速道路にタッチしている多

勢さんから， ドライ パーへの~：・望を。

多勢名刺Iが開通して 7月16Elで泊＇6千I＇・に

なりますが， 11'1：｛「ーの本で『JU，次数 6094 {'Iニ，死傷

者 4295名，そのうち死者は129名です。事故の

形態としては車両相互が50%，単独が48%，そ

の他が 2%ですが，事故の原因は大半がスピー

ドです。一般道路に比べて約 2倍の速度がある

わけですから，力学的にみましでも術鍛とか，

ブレーキ， ）~IJ iJYJ ~b /fJfEとか車問距慨は4倍になる

はずなんですが，これがわからずに一般道路の

習慣的なものが持ち込まれてしまっている・い φ。

速度と距離の関係，進行方向にそった車問距

肉ft，追い越し動作でl~J係のある級ブ＇.i p古j の ~I＇附，
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これらを顕にいれて走れば，大部分の事故は減

るんじゃないか，という気がします。

〈車は家庭電気器具？ 〉

大久保逆転上のマナー

以前の問題＼閃lち免許制度

の問題などもふ くめて，本

質的にドライ パーの教育を

与えi直さねばならない。

魚谷 アメリカのある

州では長距離の高速道路を

いく時は，必ず高速道路の 大久保氏

学校に入って勉強してからだ，という。

塩崎 どぎもを抜くというか，本当のこわ

さを教える必要もある。現在車は家庭電化製品

とl<iJ一視されています。 しかも機械に弱い人が

乗りまわしている。オイルはなんのために入っ

ているのか，それすらも知らない・・ 。

大久保燃料さえあればオイルは~らない

と－ 。

塩崎家 庭 屯 化 製 品とはi全うんだぞ，と強

烈lに訴えたし、。事故は他人事ではなく 「自分に

も起こるんだ」という理論的な説得力のある教

えブJで・・…・。ところが， 「あの子はもう帰って

こない」というようなナニワ節的な訴えしか今

はなし、。

樋 口 その教育のことですがこの辺で全然

違うことを 1回試みてはとうか・・・・・・。たとえば

年前のブJは教えるのに一生懸：命だが，活いも の

はすぐに｜収くなってしまう。一つの笑として平

出収教授の楽ですが．まずゲートに入ったらす

ぐにガソリン割引券を売るのです。するとみん

なそこで買うと思うんです。そこでスタンドマ

ンがチェックしてしまう。オーナーは 1円安い

か高いかで、スタンドを選んでいるんですから。

（笑〕ついて、にタイヤとかエン ジンも割引して

しまう。

次に上手な走りブjがわからなくて出則を受け

ますから，これを逆に，何もなしにゲートから

出ていく.ーにはメタルをやる。 100枚ためたら

制， 200枚ためたら$H, 1 000枚で金メタル。
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これをウインドには っておくと，大きな戸では

いえないがふだんの哲三行に免じて，ちょっと何

かしても，親孝行の車は情状酌量というよう

な・・・・・・，（笑〉このほうが効＊が上がります。

次には罰則ですが，われわれはさんざん取り

締りを受けて上手にな って， 3回つかまるとあ

とは決してつかまらない。正：i述道路もやがて n1s

iii交通と同じになると思いますよ。

魚谷 夜、のほうも指導にif！：点を移しており

ます。メタ’ルをIi＼すとい うのも， 一つのプj法で

すね。

樋口 lllJを走っている俊良逆転千というの

は）j:.・i[¥・な交通妨；1；.をしています。ステッカーを

もらうと走れなくなる。そうい うほ うびは迷必

なところがある。 増伊判

塩 崎枠にはまると結

J.,)はきゅうく つになる。

大久保 そういうことを

オわれると阿る。（笑）

樋 ロ もっとちがうほ

うびを考えたらいい。

魚 谷 ここにおられる 塩崎氏

のは~i良なドライパーだけど， 1t1 にはちょっと

必いのがいる。それが交通秩序を目しす。乱すか

らi以り締る。

樋口 乱すほうは従米どおりで紡桃ですが，

それにプラスして－－－。

塩 崎 人fllJの心且II的な而が抜けていますね。

魚谷 ただ現干上のドライパーにそれでいい

かというのは問題です。ドライパーにもマル低

とか，いろいろ措ii1（をとっておりますが，それ

だけでは・・・・－－。

樋口 見えないとこ ろにlli1iるようにや って

いただきたい。~~（I'証にハンを押すとか。

魚谷 それは l'iからや っています。ひき逃

げに協力した， ということになると。

樋口 ところが，協力すると裁判にイ11JI支も

;i1F.人にひっぱられて。

魚 谷 先ノI＝.の場；＂；はたぶんに； l論家f内で。

塩 崎 おまわりさんを見るとすぐ挑戦的に

なる，とい う感覚はた しかにありますね， ドラ
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イパーに。

樋口 私も，その1tiたるものです。

塩 崎 うちの社の場合，レーシングライセ

ンスを持っている と喫茶店などで「おれはドラ

イパーでA級を持っているんだ」というような

いい方をする。勝つのにこれだけ~1'f·)J’ した，と

は言わないの

魚谷 そういう ~·fい人の，，，か ら， l腕に自信

のある人を有てて指導員に してみたい。

大久保 そのアイ デアを JA Fに訴してみた

のですが・・・・・・。

魚谷 店いものが警察官に反感を持つ，と

いいますが， 5000人ほどの人にアンケートを

とったのですが，Xiい人は案外作去を’｜．（に好感を

持っていますよ。おーい-1i同士でぶの場ーがあるの

かも しれない。

塩崎 ,''1＇のサーベ lレを知lってる人はイヤだ

と店、うかもしれん。

魚谷 もう一つ。 1d~の f\llJ で ， もっ と教育

に）Jを人れるべきです。tUJ.敦子Tを徹底すべき

だ。

大庭 以近私のi~rにもだいぶ科会t i：から き

ております。

大久保 東名さんや凶鉄さんの訴だ ったらプ

ライドが育成されますね。

魚 谷 一積の模範企業です。

大庭 「道路辺転作業~準」という教科書

があるんです。ゲートの入りブJから 2車線の追

い抜きまで，なんでも書いてある。

樋口 それ，部外:ftですか。

大 庭 し、いえ。

樋口 それじゃ，有料で売ります，と広告

でも IL¥していただいて・・・・・・。

大久保 辺路も 1jIも矢IIらないで走るところに

lt¥JJ越があ るのです。何々するベカラズ，ベカラ

ズ， じゃなくて，｛点いブiの千引設がほしい。

多勢 まさにそのとおりです。

〈意外なところに落とし穴〉

魚谷 いま ， ドライパーが一得者l接な関係

をもっているのは企業です。だから企業ーが安全
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教育に力をいれてくれなければ。国がいくらい

っても，それは他人事。企業が号令をかければ

かなり成果が tがる。

樋口 ドライパーがレジャーに行って ’Ji:般

をJ起こしても，企業が長代を持つ，というれ7：に。

魚谷 アメリカは，そうなって；tります。

大久保 企業が入－きければそれもやれるが。

塩崎 われわれの議；司会には大会社はき ま

すが，＂＇小企業とか，極端 な古い｝jですが暴ブj

｜す｜まがし、のようなーIJL.狼はこなし、。こういうの

が千台に 1台，万台に lhあっても ，えらいこ

とになります。

樋 口 マナーi!l'.I比をした人には，不良迎転

子のステッカーをは って しまっては・・

大久保 ユーザー側の発言も非常にあると思

いますが，実際問題としてわれわれは道路をつ

かわせていただ く。そのときに道路の方は非常

に遠慮されているんですが，もっと突き放して

もいいところがあるように思うんですが。

七宮 ’tJ,W.が起きますと，安全対策，安全

施l没と いうことで必ず道路

1bi＇’.LlT!者にハネ返 って米る。

」↓［名と:l'1.Pl1の悩造的な；!JI;い

は，まず＊名では中火分脅ff

;:Ifに全線にわたってガード

レールをつけたことですね。

次には路肩です。名神より

50叩幅員が広くなっていま 七宮氏

す。そのほか分離帯に視線誘導するデリゲータ

ーを全線に入れました。それから焔，，：・：，匁区↑111に

空きができたこと。この空きに 6人治ちました。

大久保 子会ちたんじゃなくて，F怒り た。

塩崎 降りたところが距断があ った。（笑〉

七宮 経済的に工貨を節約してや って安き

ができたが，その岱きに部ーちたところが主要道

路の場合，予会ーちられた人は閑る。ひ き殺してし

まう，というようなマイナス而がでてきたので

ネットをつけることになりました。 1m40の市

さですから，それを飛び越えてJi'1JうfWlへ行こう

という人はいないと思いますがー・..・o それと気

象条例に応じた安全運転指噂で， ’U光 f'.~＇！ 'J、機が
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8月末までにはいります。

魚谷 東名の開通前に見にいきましたが技

術屋さんは，こんなり っぱな道路をつく った，

と。 しかし一人でいくらいばっても，その構造

なり使いブjを運転出ーに教えてくれないとだめだ。

利用者がど う使うか，を与えていない。

多勢それにからんで，私，赴任して 3年

になりますが41'.fの秋の， 例の山科の事111.です

が，あの長い下り板 ・上り坂には錯覚をおこす

場所もありますので， 「長い下り坂，速度に注

意しろ」というように似不を した所もありま

す。 特に問題にな っ たのは •I•火分離市で，自分

がいくら気を使っていても反対f}lljから飛び込ま

れたらやられます。1[1直者が馬鹿をみるような

ことだけは｜坊がなければならなし＼ということ

でガー ドレールを1I•央分離帯に入れました。そ

の時に議論になりましたことは，め ったに起こ

らないような事故に大金を投入して，結局モト

はとれないんじゃないか，と。 しかしこれは投

資の問題じゃない？ということで入れました。

こういったことで， ~L&' 'ill!iは予想、もしていな

かった問題が次々と起こってきます。

魚 谷 高速道路では，道路の責任はかなり

重い。J郁夫良野の トンネルも，東名では科’・；：：の

粋を集め，電子；1・算機でやる監祝装店もあ る。

ところがー需簡単な路面標示が悪か ったため

に ， 20件の ~1：~故が起き，路而標示をしたらピタ

リとJI二まっ fこ。

多勢道路の欠陥がい

ろいろ出てきましたが大多

数の事故は速度超過から き

ているわけで，われわれと

してはカバーできるだけの

ことはやっていますが，そ

れに IJえて速度をIllされた

んでは困る。 多勢氏

魚谷 それは!jlの場合でも道路の場合でも

いえる。造った人は最高の技術と知識でやって

いる。使う ほうは気違いがやっている。そのア

ンバランスをカノ〈ーしてやらなければ…－－。可i

の瓦任は＊に，道路の王立｛壬は道路に，最善をつ
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くすべき だ。

こんど欠陥車の問題がでてきたとき困ったな

あと思ったことはドライパーは，責任を車に転

稼する，あるいは道路に……。それをやられた

んじゃ教育のレベルは ！二がらない。

〈最低の運転，最低のマナー〉

大久保 道路も成長した，中ーもやや成長 した，

しかしー寄付1び悩んでいるのはドライ パーー

魚谷 それはわかりますが，ト’ラ イパーと

道路管；略者や車の生産者とは質が違います。 ド

ライパーはレジャーです。要求する水準に限度

があるの

樋口 技術的にいえば道路がー詐やさしし、

勝手に放いて，勝手に造っていればいい。

魚谷 そうもいかんで しょ うが。（笑〉警

察はドライパーの責任だけを追求しています。

ですからなおのこと，道路，車の生伴：について

は厳しくお願いしたい。

大庭 樋口先生は車で スリル とサス ペンシ

ョン を米しむそうですが…－。

樋口 ええ。ほんとうなんです。

大庭 そういう 人が多くて。そういう 人は

教育してもダメだ。事実で教えな いと。（笑）

樋口 教育の｛I：方に問題があるんですよ。

大 庭 走ることにせいし、 っぱいで，ほかの

人のことなぞ考える余俗もないよ うな述中が •)4:

般を起こしている。とんどん死んだほう がいい

のだ，死ねばなくなる，とい うのが事実でして。

東名の運転手を教育する前に名神に行ったんで

すが，名神の運転手が口をそろえて， 「関東の

ナンバーの車がきたら気をつけろ，マナーも知

らん し，夢lドで走っているだけJ一ーと。

樋口 I-LI舎っぺなんですよ。

魚谷 たしかに何万人，何百万人か死なな

ければ， 一つの レベルには達しないでしょ う。

警察としては最少限度ーに食い止めようと努力し

ているんですが。

舗 口 トイレの鋭が何枚もはがされて・・・・一。

エチケット教育といいますか，道徳レベルが低

いから，もう 「鏡は出さない」と伺示を出そう
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とい う。 しかし私は反対なんです。とられでも

とられでも 出す。 しまいには鋭をと るのが市i白

くないからやめる一一これが一番早い教育です。

七宮 供月］を開始して 3fl訓111くらいでもう

鏡がな くなるんです。その外，水道の円余とか，

灰ザラ，イス，4山本まで・・・－。どうして？

樋日 立l床はないんです。盗むところ に仙Ii

(iiiがあ る。

魚谷 ｜｜本に向速道路など造るべきじゃな

かった。（笑〉

七宮 私のところでは局長命令で「l~；j 速道

路を走るときは必ずサービス ・エリア， パーキ

ング・エリアによれ，そこでトイレをぜんぶあ

けてみよ。 もし故障していればす ぐに)ili,f:作せよJ

と。利川＇］ -ti・ と－Hiくらべですよ。

魚谷 まさに道路公団が道徳教育の－J,誌を

になう。高速道路は自動車だけの問題ではなし

に，国民教育の場になってきつつある。

七宮 ドライパーにぜひお願いしたいのは

コー ラのぴんとかんを平気で投げるんですが，

あれはこわし、。ぜひやめてほ しし、。 もう 一つは

大相ト ラックの桐包は厳重：にや ってほしし、。胤

に吹き JI~ばされて，治ちていないのは州知i ぐら

い。（笑）それに向!flJ;il互の部品がも のすごい。

魚谷 欠陥車だな。それと将来は高速道路

はドアをあけてはいけない，という法律をつく

らなし、と.....0 

樋口 私のア イデアとして，スウィー パー

を し ょっちゅうノE らせて，あとにf:~i却でも ,.11： い

ておく 。

七宮 スウィーパーでひろえる ものと，ひ

ろえない大きなも のがある。50キロに 2台， ぐ

るぐる回っているわけですが。

〈ただ走るだけの高速道路〉

大久保 >+£1'，は名ド11の教訓｜を生かして道路と

しても進歩していると思うんですが，＊名と比

べて事故に質的な迎いがありますか。それとfri'i

業車とレ ジャー事との事故の違いは・・…・。

多勢 交通f立が非情’にふえておりますから

絶対数はふえていますが， 1 fit＇.台キロという ）＼＇.
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度でみますと開通当時 300くらいだったものが，

43年には 140まで減りました。

レジャー車と産業車との事故率の違いはむず

かしく，台数だけではだめで走るMli附など令部

にウェイトをかけねばなりませんし 0 ・Ji:，枚

の質的速いは」↓£1'，は不なれ，名ド11はなれすき’。

それと4円相11は411（線， 」ff名は 6Lド似のために；｛！

い越しの介 1~1が不統一ーですね。 統一0似｜がほし

し、。

七宮 ~－ 1'1 では IJM通、 ＇I 初は 1 給、 f; キロ、 ＇ I り、

300 f;くらい，その後続ちつきまして 100f;を

符IJる）Jも2, 3か）Jありました0 ·t~放の質とし

てつまらないことで起こる政触，迫突が多いん

です。死亡も 1億台キロ当り 2人，五1'-IUJはこの

惟定でいくと14名くらいということです。

魚谷 東名，名ド｜！を別々にいわれたんです

が，全線開通で一帯心配なのは，東京から行っ

た車が愛知lあたりで，大I双方、らきたのが静岡あ

たりで疲れてくるという点は・・

多勢 波れた顔をしてパス ストップあた り

に停っているのを見かけますね。

大久保 ＊名急行は 511年間ですか。休まない

で。

平野 いいえ，交付ーします。

魚谷 この間の卜l本大学の実験では， 40分

すぎるとかなり疲労がでてくる，ということで，

1時間おきには休んでほしい，と指導していま

す。

七宮 おもしろいデーターがあるんです。

1次供用で束京一厚木間が開通したとき，東京

から入った市ーが厚木付近のIll口で事故を起こし

ている。

樋 口 あそこは確かに事故が多い。

七宮 東京都内での渋滞，イライラをぬけ

てきたのが厚木付近でやる。うつぶんばらしで

とば してきたから。

樋口 私自身がそういう~：索がある。

魚谷 信l』口さんをモデルに研究するか。

樋口 正H’（にいってるだけで， よその学校

の先生はいわないだけ。（笑〉

大久保 波労の問題がでてきましたが，東名
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パスて’は，これに対してどんなふうに…・・。

平 野呼称が一番じゃ

ないか，ということで実行

させています。たと えば左

よし，右よし， jjfJブJよし，

と。これをやると，緊張し

ていられます。

樋日 程、，このごろ休

むようになった。すると仲 平野氏

llJ1から「老いぼれた」といわれる。京に来るの

は限界をためすところに楽しみがあるんで，そ

ういう相手に向かつて， 1 1時間走 ったら何分休

みなさい，といっても守る人は少ない。だから

ダウンするまで走りつつ矛ける。

大久保 ダウンする ときに，ひ っくりかえる。

そうすると一巻の終わり，という人も出てくる。

樋口 なぜそういうことが起こるか，を分

析してくれないで，ただ机の上の計算で 1時間

111~.f聞とい っ ても ， 耳に入らない。

魚谷 樋口先＇ F.の逆説でいけば，夫人でも

i泣くとか，サー ビス ・エリアを魅力あるものに

するほかないね。

多勢 食堂でもうまい，まずいがある。 ま

ずい所はついつい走りすぎる。平均化が必要だ。

大久保 浜名湖は人が よりすぎたといわれる。

絹口 よりすぎた，というのはきらいです。

（笑）ょったら鉱げる。

七宮 よりすぎ，という言葉がいいかどう

かわからないが，容量はJ¥・fj[IJ230台，合わせて

450台くらし、。初めはマーキングしたところに

納めようとしたが納まらない。日 II？~日は入りた

いものはみな入れろと，めち ゃめちゃに入れた

んです。そうしたら 800台入った。人数で5万

人， トイ レもレストランも パンク。長色ものこ

したいf]庁があ るがもうどうにも ならない。

樋口 どうせ気迷いばかり米ているんだか

ら。 3iJ二もたてIiガラガラになる。そう した ら

ftJilr＇でも造っていただく 。

塩崎 いまはト｜的地に行くための道路では

なしただ走るというための道路なんだから。

大久保 カ’ソリンを使って疲労して，何がの
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ニの高速道路を合格点で走れるドライパーははたして何人？

こるのか，という皮肉な見方もあるが，それが

人聞にプラス しているのならやらせた らいい。

樋口 それが自然の，神の摂理です。

七 宮 芝生をつくったが，もうふまれて道

になってしまった。しかたがないから階段をつ

けます。 （笑〕

〈基本的な事前整備を〉

大久保 最後に，皆さんから一言ずつ。

樋口 ドライパーを代ョ長しまして。 ああせ

いこうせい，という取り締りよりも，高迷道路

のおも しろい使い方，走り方を！Iii向：きに，先手

をうって山していただきたい。今のドライパー

は頭はカラッポなんです。欠陥車といえば， II

本，，，の車が欠陥車になる＂年代ですから 。

塩崎 忠いi而だけとりあげるんではなく，

1.:.tい面もとりあげてほしいと思いますね。

平 野 ドライパーは始業点検，毎日点検を

欠かさずやってほしい。点検を重視してほしい。

大 庭 道路については非常によくできてい

ます。 しかし高速道路は割合に堤防のような所

が多い。 高架の所とか盛り土の部分とかで突J!r~

に対して私たちは非常に神経を｛史います。

大久保 名神では吹き流しをつけ好評ですね。

多 勢 道路を商品にたとえますと，皆さん

両いお金を出して買われたのですから，こわさ

ないように， トラ ブルをお こさないように，使

い方をよく勉強していただきたい。
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魚谷 高速道路はもとも と警察的な規制 を

必要としないように考えていま したが，実際に

は警察の規制を必要とする要望が出てくる。で

すからまずドライパーは高速道路は一般道路と

質的な速いがある，ということをよくまIIつては

しし、。

次に， rf!間m附の1~·rt が一般道路と同じよう

に思われている危険，次には述度の感覚です。

メーターをよく見て， i主度が本、＇Iの，むl沫の・Ji:般

につながっているのだ，ということをよく ，iqえ

てほしい。

大久保 一般道路ではほとんど体と車とが 一

体にな って動いている，というところまで成長

してきましたが，高速道路はこれからであり，

尚速道路の知，i札アウトライン，使い）jの要点

だけはマスター しておく 。もう一つは，自分の

取の動的状態．というのはスピードメーターにIf¥

るのですから，これをよく見るということ。メ

ーカーにもも っと見やすく くふうしてもら って，

自分の曜をうまく使いこなすような教肖，自動

車学校あたりで計出走行的な教育もしていかな

いと，1jr:にふりまわされる結果になる。また広

いぷl沫での教育耐を'.X’けJ与つ施設が必't::：ではな

いか，と与えております。

高速道路と 11＜：の今後の発以のために，本i！の

お話はたいへんプラスになりま した。ありがと

うございま した。

予防路線 －45



、V司~』－~－－、·－‘·－－‘Vぜ】 ，..，__ ，・－..－－－~·、，..，，..，..＿,,. --,,. --,,. a・，，，＿~、，．再a』可，..，..曹司F’』司F’、’‘...－－・....－鋼、，J

首都高速道路の ト

火災対策

I 

ンネノレ内

菊

渡

田

辺

聡

j問

裕

； 

L再－～f～J～－骨手～可鼻、，＂＂~~·＂＇ J 二 J＂＂＂－－ヘ.... "' J 二，，.... ，，.二 J 二，，.... '"""" P ～f 

トンネル火災の危険性

道路 トンネルで先生する肢も危険十I：の大きい

事故は自動車火災である。

トンネル内で自動車火災が先生すると ，ガソ

リンなどの燃料・ 車内可燃物およひ、積み荷の燃

焼によ って，次のような事態を拙きやすい。す

なわち，

①黒煙と熱気が事故地点に充泊：；し，そのうえ，

有害ガスが発生する。また，脱出口がトンネ

ルfiilj端の坑口に限られるため，消火および避

難行動が制約される。

② トンネノL内にj刈があ ると， トンネル内は州

ill となり，風下側に丘、純阻i に担~’＇.i!_f が及ぶ。

このような場合には， トンネル内は非情な出

乱状態となる。そして，人の！日UI：の｜本！日mおよび

後絞1j(1山lによる誘発事故土庁で被’Sを拡大させる

ことが予惣されるのである 。 U(:f平1142 '. j~ 3月に起

こった鈴鹿トンネルの事，1次では，延長わずか

245mの トンネル内において， 13台の トラ ック

が炎」ーするという •Ji態が先生しており， トンネ

ル火災の危険性を YIに~に示している。

このように、 トンネル内の火災は，一般街路

上（地上〉の火災に比し，消火 ・避難 ・救急活

動に対する障害がさけられず，そのために，人
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命 ・Ji(両その他施設に対する被害が人・きい。 特

にjえ六 トンネルの場合は重大事放となる可能性

が大きい。

したが って、その対策として，首都高速道路

のトンネルには，消火・通報・避難設備な ど柿

々の｜山火施設を設置 してある。

なお，日本道路公団の調査によれば，高i車道

路上における火災事故の発生確率は，約 700万

台 kmについて 1件の割合で発生するといわれ

ている。

以上のことを予備知識として巾し上げ，首都

高速道路千代田 トンネルの防火対策を施設]lLi,

：~；；’ JI］！而を中心に紹介したい。諸外国や鈴鹿トン

ネルの大事故をも教訓として， ドライパー諸氏

がこの泊ーにおける危険性に対する認識を深めて

いただきたいと願うものである。

2. 地下インターチェンジの防火対策 ， 

前都市j速道路 3・4日線，，，の千代Illトンネル

は， 第 1図に示すように， 三宅坂付近（千代[LI

1~： 句， ll!f ・ 半河川f) において， 3 校交差方式の地

下インターチェンジを形成 し，3→4サ下り線

の一部高架区間 （三宅坂～平河町〉を除き， 分

流 ・合流部は地下にあり ， トンネル部の延長は

2車線換算 3.8kmに及んでいる。
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このトンネルは，主として皇居周辺の胤飲保

護のためトンネルが計画されたも のであるが，

これほど大規模な地ドインターチェン ジはlll:W.

にも例をみない。地上には，単に一部の高え！怖

と換気所を見るだけであるが，地下には， トン

ネルと換気ダクト（排削機能を千iする）が複利i

な交x： を して ~!1 けら れーその役；i{lj を !t'. たしてい

るυ

このインターチェン ジの.iht!irに際しては， j山

トーの分 ・合流部なと構造が彼矧なこと，延長が

長いことなどから，火災事故 ・ 交通事放等の~I 

常事態に対処して被宮を辰少限にとどめうるよ

う，東京消防庁と協議が行なわれ，その結果次

のような防災設備が設けてある （第 2図〉。

(1) 消火設備

1) 消火柱箱

火災 ）~1'.の初JOj に 11 し、て火災を抑圧し，また

は鋭、大を防止するため， トンネル内50mごとに

;,:fltlJ壁に消火絵箱を設置している。 トンネル火

災では，油火災が多いと与えられるので，消火

柱には，あわ先生装i出を設け，消火能力をI自力II

させている。

2) 消火器箱

1）と同＋，｝＇.の目的で各消火栓箱に隣接して談出

し，あわ消火器 ・粉末消火器各 1本および消火

川i沙を収めである。

3) 消防隊専川放水u

トンネル坑口等 6か所に送水仁I（サイヤミー

三宅坂換気所 （三宅坂施設管制所）
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第 1図 T代間ト ンネル付近概略図

ズコネクシ ョン〕をi出世 し，消火舵箱内に消防

隊リIJIJh.JuJ<.11を，泣けてある。

(2) 排煙設備

トンネル火災は、地下・mの火災と j.ij,f,f;に，先

生する.＇：I＇.＼聞が似野をさえぎり消防活動をドll ＇~i- す

るので， t)I：・煙設備が~ I ＇常に重要な役苫lj を＊たす。

千代Liiトンネルには，大規模な換気設備があ

り，平常If，）＇は横流式換気（強制送・排気，第 3

図〉を行なっているが，火災!Iiiには非常運転に

切り借え，火災発生I~問は排気のみ（ 1 ll~j 間約

35凹のり｜煙能力あり〉，隣接区間は送 ・掛気

を行なうようにしている（第 4図）。千代 LUト

ンネルの供川開始1ifiにおける消火尖験では，こ

の方法が最も効果良好であ った。

また，排煙の熱気から排風機を防護

し，継続して排煙を可能にするため，

排気ダクト ｜付において排出を冷却し う

るようス プリンクラー設備を設けてあ

る。

(3) 通報・連絡設備

火災判O;i1；幾（］－．動）・ki首屯話を100

mごとに消火出箱内に設i直し，施設~i~i'

制所へ~I二，ilr

うにしてある。まfこ， トンネル内の相

互述絡j有に，携帯電話用ジャックを消

火摺箱内に設けている。
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点 ・災；t；.の規模等に応じ，あらかじめ定められ

たプログラムにより適切な交通規制および隙示

を行ないうるよう ，交通伝ザ機をトンネル入口

および、分流点守 8か所に設けている。加示はでI'

llilJ所から述隔操作を行ない，また，現場でT動

操作も 11J能である。

(4) 監視設備

トンネル内分 ・合流部およびその付近6か1Yi・

にテレビカメラを設置し，管制！？？で斗I放の述｝J

監視を行な っている。

(5) 交通信号機

トンネル内火災その他必'J::：川に，事政党~u血
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第3図版i片L式換気

(6) 避難設備

事故発生地点から トンネル外への人のJ!!H!L

消防隊員等の トンネル内への進入， 反対車線へ

の横断等のため，i欠の設備を設けている。

1) 避難階段およびはしご 9か所

2) 人の往復tド線縦断口（トンネル内中央分

離帯隔壁〕 ・ 2か所

3) 一般街路と高速道路との自動半の；W・1;1・llJ 

入口： 2か所

4〕 自動車Uターン用切 り欠き（高架上 ・中

央分離帯） : 2か所

5) 自動車の待避場所： 5か所

(7) 施設管制所

三宅坂換気所内に，以上の諸設備を総合して

統御する三宅坂施設管制所がある。

管制所には写真に示すような交通管制盤があ

り， 火災報知機からの発信は管制盤上の模式図

に事紋発生地点を示し，また，非常電話 ・テレ

ビ受像機により事政の状況を把怪し， riff員の現

場急行 ・所轄消防署等関係機関への連絡 ・換気

三宅坂施設管制所の交通管制盤

78＇サ (1969.7. 1) 

111風機i1U、風；m1；時；土＋ム

jJ¥ • • ,, 1JI •• ＇，、

•I; iil 
＠火災発’i円

'" ' ' '' ... 三 七t f・' 11 

ト
巡回,t世；止！if.':'JI 

第4図火災II寺の換気

機の非常運転 ・交通信サ操作等， 一連の措置を

行なえる。

その他，所内には自家発屯設備を設け，照明

・換気 ・消火 ・排水等に必要な最低限の電力を

1佐保できるようにしている。

3. トンネル火災の実例

(1) 外国の例

大事故として有名なのは， アメ リカのホラン

ドトンネルにおける火災である。

1949年 5月13日， ニューヨーク州マンハッタ

ンとハドソン河を隔てた対岸のニ ュージャージ

ー市を結ぶ延長 2.8kmのホラン ドトンネルに

おいて，火災 ・版発の大事故があ った。報告に

よると， 二硫化炭素（獅発性可燃液〉を充填し

た80本のドラ ム缶を積載する大型トレーラート

ラックが進行rf1, トンネル内延長の約%の地点

においてう定完全二硫化炭素に引火し，猛烈な爆発

火災を起こした。その際，火災を起こしたトラ

ック および4妥綜じする 4台のトラッ

クの運転千は火災と 同時に車．から

脱出し，かろうじて難をまねがれ

たが， 1名は；；fr害カ’ス中毒のため

トンネル人口の救急車車庫にかけ

つけたとき倒れている。また、こ

れらのト ラック から約 lOOm離れ

て後続していた他の 5台の一群の

lラックの運転手も ，なんらの策

を講ずることなく ，かろうじてト

ンネル外へ脱出して難をまぬがれ

ている。

この火災のl/JJに，IU火点付近の

換気を担当する排気装置が熱風の

予防時報 －49



ため欣障を起こしたが，他の換気装置は完全に

運転されていた。長H寺問の火災のため， トンネ

ル械造体や付併設備に巨制の損；！？ を子｜ーじ， 66 ~行

（主として現場活動者〉の負傷者をIiiしたが，

I名の死者もIllなか ったことは換気設備が迎転

していたからと忠われる。

（このJfiは， H本道路公｜升 「道路ト ンネル防災設似l

,}!"llll1FJ~ti'研究報告；r；.」 3 ベー ジ から Jill記o )

〔2) わが国の例

1) 鈴鹿トンネル

鈴鹿ト ンネルは， l五II且1lJ・総の滋f't以と一：市：

Mの県i~·~ にあり， I f1京と近畿地｝j＇を車内ぷ1:(1＇・紛で，

1 ~］ の交通日は 13 000台 を~えている 。

このトンネル内で， B~i干f/42年 3 月 6 11 '1! 1 ：~1, 

Fl動rjI火災が先ノ！：.， 延長 245mの トンネル内で

13frのrlょが.w統して炎トーすると いう大・JUぷが先

ノ｜した。 この •JU＆でトンネル内は火炎と烈Nlが

充満して消火約業は日m行し，約 211間交通閉鎖

を余儀な くされた。事政の概況は次のようであ

る。

3月 6fl午前 511キごろ，鈴鹿トン ネル三軍県

側坑口から約30mはい った地点で， ドり車線を

通行中の大型トラックのエンジン部から火を吹

き，運転者は停車して車に備えつけの消火器な

どで消火しようとしたが，満載していたアイス

クリーム容器などプラスチ ック製品に引火して

燃え上が った。

その際， トンネル内下り車線を定っていた車

は滋賀県側坑口へIt＼たが，事故地点から滋賀県

側上り車線に停滞していた車は，火災と同時に

発生した異臭と話烈なI噴煙がトンネル内に充満

したこと，おりから の風が三重県｛日！Jから滋賀県

側に吹いていたこと， トンネル外に停滞してい

る後続車両のため，市の後退が不可能だったこ

と，などのため車を捨てて滋賀県側へ脱出した。

三重県

第5図鈴鹿 トンネル位世

このためl改築した聴に順次火が燃え移り， 13台

の トラ ックがほ とんど全悦したも のである。

消防隊は，出火後1111もな く現場に到新し，消

火作業を開始したが、 トンネル内はごう f，＇を売

しながらつぎつぎと誘爆を起こし，噴問と熱気

のためトンネル内にはいることができず，坑口

からの消火と坑口付近の山林火災予防に従事し

た。 トンネル内で消火効果のあっ たのは火勢の

弱ま った午前10時ごろからで，滋賀県lll!Jの以後

尾のトラックを半焼にとどめたのみで，他の12

台が全焼し，数名の負傷者と軽いガス中毒者を

Illしfこ。

トンネル内は高熱により吹き付けモルタルの

ほとんどの部分に亀裂が発生し，かなりの部分

が剥離した。鋲火後，モルタルの剥離 ・照明設

備の復旧等の工事が行なわれ， 8日3時に至り

461時間ぶりに通行を開始 した。

の その他のトンネル火災

昭和42年 8月11日，関門トンネル（国道 2号

線下｜共l～門司｜悶，延長 3.5km）で，普通トラ ッ

ク1台が全焼，大型トラックおよび軽四輪トラ

ック 1台が半焼。昭和43年11月21日，西菓子ト

ンネル（国道13号線福島～山形県境，延長2675

m）で大型トラック l台全焼。高速道路では梶

原トンネル（名神高速道路，大阪，延長960m)

で大型パス 1台全焼。羽田海底トンネル（首都

高速道路 1号線，羽田空港付近，延長 300m)

で大型 トラ ック 1台半焼等の事故が発生してい

I''.'/ I I川／／ザノ／ノ’ケリソソ11' ~開／〆／川ノよ事／明
『『『『口日平手／：ごJ 自ご；：；

一可円四五一Om記長jf--孟］＿＝~~ ,,, 

；長代リ，＼側 ，，， ， ノ ’ 
仁二j 亡コ ここコ 亡コ

ーKiiiiiー ST Sm 

第 6図火災時の車両位置
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第 1表る。

B A トンヰノレの等級

非？；？？？報公 i迎
辿報装 ii'/
消火 ｛，~

消火花

鈴鹿 トンネル火災後の対策4. 

て、 トンネルJ/LIl付近に制党およびl他党により

後杭tドにkill＇件搬を先する装 Viを示し，たとえ

ば 『火災発生，事故発生J '.:ri：の ｝.·~、減式主：i示，あ

るいは平常は 1'd.:~； · ＇ J卜’/ltfl年は亦f,i' l-Jーを示すf,t

｝；··~］可とベル ・ ブザー咋との組み合わせがある 。

i!li判i,fl' Nilとは，火災その｛山Jド，i

ι－ま たは先比千'i· カ： j京！ flドす－る 判I しボ夕ンヱ＼；｝.且判~~主. 

1;1；、あるかはJI"/;:・)11 'i[J:,jf；をさし，道路~~f珂1所あ

るいは~t祭 ’百ηへi虫絡を千fなうものである 。

前向lt:ii車道路は！’｜動 11（リ／川道路であり， －般

街路より;J.)l絡が，：：：jいので，このトンネル等級よ

り 1 級上位の），~ I\I＼ により設備を行なうこととし

交 l.L!l 刈：r~

充実

(2）トンネル）好｛E市町村の消防力の強化

(3）「｜動，＿，（の火災事政llJj，，：の微j氏

':1} の J~.体的対策が決定され、消火 ・ 警報設flit川γ

について116柄l42年4月 「道路トンネルにおける

非常用胞設の設世基準」が建設省からl.L!l述とし

て都道府県等に出された。

J走準の内容は、 トンネル内における自動lli火

災事放の早期通報 ・ 早期消火等により ， kilr u~i・

における危険を防止できるように， トンネル内

の交通量 ・延長等を考慮、 して トンネル等級を区

分し，等級別の消火 ・警報設備等の設置基準に

より， 第 2表の設備を設けるものである。

m i 哀ーの~1°1;r警報装置は，通報装置と辿勤し

ている。

トンネルの非常用施設

I c I D 

, I o I 
0 つ 0 I 

｜。； o I j 
0 I I 

(il:)被圧水が千五劾に何られない場合には， Aにあって

も消火怜を何時することができる。

トンネルの火災は発生件数が少ないためもあ

って，法規raiからみても消防法はじめ消防｜長j係

法刻にはトンネルに閲する規制がなく，わずか

に道路法に煤先物などを存iんだ •Ii. の水版トン ネ

ル通過のう~；lト． ・;j;IJllHを則定しているだけである。

鈴鹿トン ネル火災後，政J{.ff .：：おし、てトンネ J~

火災防11..につき何々検討が行なわれ，

ノ判官で，

(IIトンネ jしにおけるil'i:k..• ＇.＇~1仮設fiiij~fJ＼の瞥 f1ii1
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政
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5. 三宅坂管制所の機能と交通管理

首tr~ ~':j述辺路て、は，｜可けi なコミ ;rn を 1確保するた

め， •I•火： 1i1i＇ 耳目 ),,j を •I•心に麻イl i1i'i'l li1J1Yr ， ご．’七以~，~i'

Iiiリ1Yr ＇.；~＇：で‘ il伐を川わずその1iY.i・Hlを行な っている。

とくにこ宅坂~~i')IJリ｝！！［ においては，長大 トンネル

の特殊性から，自動車火災， t:!t先事故の危険性

の防止ないし除去のため，細心のrJ，立が払われ

ている。

その管内体制は第 8図のような機能をも って

実施される。すなわち，仏政の先ノ｜今は31どiii’I五訊，

火災報知機で;i』YUされるとともに、監視川テレ

ビ，パ トロールによ って雌認され，普祭， rmめ
｜啄に述絡されるとともに緊急、体制がしかれる。

つづいて事枚の鋭校内符に応じて緊急エIi~＇ が山

勤し，上見場の字放処.£11!，消火作業，負傷者救IL¥

作業守が行なわれる。ーブj，』色E没1(1iではトンネ

ル内に後続中がはいらないように各人口にl~Jjjj

するも， U機（’ii¥'ll!i11i'＂じりで緊2、川.Ji；、をみ、すので

注立願いたい）， J1:・jj＼’Y也設のt!i!frニが行なわれるο

また，火災先ノ｜．の場合は換気設{Jijjが非常運転に

切り償えられ，排出効果在日めることはがIJiffiの

とおりである。

火災札枚先生に＇＂ ＇！たってドライパー；f./1氏は，

トンネル内にあ っては第 2図に示される非常世

話をJTJいての通報を行なうとともに，消火の初

JOJ活動，後続土Iiの誘導に注工くを払うことはもち

ろんであるが， t~：示された待避施設， 3 1＇ニ前 ［q!j段，

はしご，~~~：を JTI いてトンネル外に脱出する必要が

ある 。 これら ~ iiliの緊急判断は一般の火災より

迅速な判断と行動を要求され，被害の拡散も早

〈，大きいことを常々，認識願いたい。

一方，公団の管則体制としても日 々駒大する

交通立と相ま って，その重要性を認識し，防災

に留意し，消火・救出訓練にも日ごろブJを入れ

ているしだいである。

とくに，朝夕のピーク｜時を含む交通量の集中

によるが12~／i ll守の誘導 ・ 排出には思うような出動

体制も困雛となる可能性が大きい。 このことは

トンネルに限らず高速辺路制全体にわたって波

及しつつある現状にあるので，円滑 ・安全を保

持する也’出体制の充実，施設面の改良も絞けて

いく必要性を焔！~ している 。

GP:者一菊凶．首閣i.:-：；；車道路公団 管耳jlf郁剥査役〉

（~官者一波ill 首／；＼＼，・，：：；速道路公団 計幽s11;:rr2 :ih凶総〕

新 ｜刊

案 内
自然発火の防火指針
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発行・日本損害保険協会 れた統けによれば，l昭和37｛ドかり

“なんの火の%もないところ 前後報告されている。 火災 ）~生の 4 1年までの 5 ，， ，二 llJJ に， :W:~til'l防Jiニ 』

で，だれも知らないうちに，ひそ 数こそ少ないが，火のないところ 管内で，天ぷらの似け‘かすから30

かに熱をたくわえ，やがて庇の火 から火の下が上がるのだから，た 件，油ぼろから17件，セルロイド

を｝tするもの” 一一こんな作物的 いへんなこと である。 から31Hの｜’l然発火火災が発生し

M=・絡をもった物質が世の中にはあ 本」！は，このようなl’l然花火に ている。これらの火災は，その物

る。 よる火災に対処するために，1：：かれ 到の危険性を 目~~ liliに知っていたな

たとえば， ;Ll'J1 l! f.'.:ll' i' Ji主 •IJ のドラ たテキストで， fl山な事例と J~.休 ら，防げた火災ではなかろうか。

ムかん入りのiii'！化糾がある l！とつ l'i'＇］な解説によってすぐ役立つよう 本，1：は，｜切火笹山者に役立つば

ぜんに燃えだしたり，うず，；・：jくf;'i に制集されている。 かりでなく， 防火教育のテキスト

まれたゴムくずや1il1かすから聞が ｜’｜然光火とはとのような現象 としても Ji,(j!'.Jである。

山はじめたりする。こういう別朱 か，また｜’｜然)t火しやすい物自の

は，一般にl’｜然）t火とII子ばれてい 11.11々 のit'fl，その：』けとな管i1U1i法 (A 5 -p1j, 48ベージ ＼ 

る。 などを知ることによって，「｜然発 ＼似イ1if1JG絡 1 部40PJ/

バu;rn•1防Ji＇管内だけでも，｜’l然火はよ然にじゅうぶん防止できる 申込先 n本損害保険協会予防課

｝~火とみられる火災は， l 1t :H c f' I · ことを本，＇：：は教えてくれる 。
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安全専門家のための写真技術

< 1 > 

PHOTOGRAPHY 

FOR THE SAFETY PROFESSIONAL 

(National Safety News, July 1968) 

This data sheet was prepared by the Staff of the 

National Safety Council, 425 No. Michigan Ave., 

Chicago 60611. It is an extensive revision of Data 

Sheet 500, "Photography for the Industrial Safety 

Man，＇’ which was prepared by the St. Louis Chap-

ter of the American Society of Safety Engineers. 

写真技術は，一一カラー，白黒，スチール，

映画のいずれにせよ一一言語化するには制Iす

ぎる観念や思想を表現で きる技術である。ま た，

ことばで適切に表現されている文章や談話も，

写真技術の助けを借りれば，いっそう明1礁にな

る。安全思想の普及においても，写真は人の関

心を引きつける。

2.写真を利用 しての安全思想、の普及は，写

真を使わない場合に比べると，はるかに人の関

心をそそる し， 啓発的でもある。 たとえば，ロ

ープに結び目をこし らえる方法をことばで説明

するのはむずかしいが，できあがった結び目の

写真を見せれば，ことばによる説明文がずっと

理解しやす くなる。迎統写真を作って，結び口

をこしらえている人物を段階的にクローズアッ

プしていけば，単に理解 しやすいというだけで

なく，人間的な興味もわく 。

3 －必要な写真をすべて手もとに整理して所

有 している安全専門家や，特殊な写真が必要な

ときにはいつでもプロ写真家に頼める予算豊富

な安全専門家は，めぐまれた専門家だ。もし，

78-¥j (1969. 7. 1) 

安全専門家がこのような財産をもっていないと

すれば，合理的な解答はただ一つ しかない。

一一ーよいカメラを手に入れて，その使い方を学

べ一ーである。そうすれば，通’市，二つの結果

が生ずる。一一一つは，伝達能力の大幅な改善

であり ，一つは，多くの場合，写真を趣味とし

余J支とするようになり，将来の人生に多大の楽

しみを添えることになるということである。

4.安全でi：川家にTを貸 して，写真技術をそ

の仕事に不可欠の式総たらしめるために，この

資料では次のことを論 じよう 。すなわち，利用

しうる写u.!K;nのいろいろな都知，文竿や口頭

による廿及活動の効J↓とを増すために利月jしうる

写真の実｛ダI]' ），！：礎的な’ワ．よ’Eの原Jllj，および，自

分で搬影したり，’チ ~·l： 主k毛とい っ し ょ に仕事をす

る；場合に守るべき次全対策などである。l決1lli1技

術，映写，写よりぷ示に｜刻する事項は，作｜立安全

協会の別の資料集に記，，戒されている。

事写真技術の効用

5.写真は，とくに，ある状況を物語ってい
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るものとか，要点をつかんでいるものとか、 ゐ

る観念をl列的：にら、えているも のと かが，興味を

H子ぶ。人は、身近な風；；｛や顔 一ことに，向分

自身の顔や，職場の'f•M/IJ の顔＇＇F ！＇£－ー を 、 立ん

で見るものである。

6.イL'jf1f1の従業員が交？で辺ru1のための’勺.~·r 

にとられていたり，その11111；~に ＼＇r： ち ｛＇； ，》 たりし

たH)j合には，あとで十干交全！±j]のへの｜民l心主fJI’ii¥' 

に深めているのがj凶iタifjである J 、これはiJ: 11すべ

き事実だ。

・・社内での報告

7 経活者へ拠出する搬出；,Ifや勧告』は，写

貞A を添えればい っそう有効である。なぜなら，

改善すべ き諸状況や， その他の処li'lをとるべき

必要がは っきり出ているからである。改善の要

ある個所は，写真の上にサインベンで印をつけ

ればよい。この写真は営繕部門に渡されること

が多いが，写真があれば，最初に作業配置図を

イ乍っておかなくてもすむ。

8.改善を要する個所l丸 、就業H守間後に、写

真をとればよい。これらの写真は，従業員に，

その設備がどのように悪いかを， また，その改

善の必要を型併させ，説ねするのに大きな効果

がある。

‘現場f!IJJ，ふ視聴覚プログラ ιが，カリ 7 ＇ル

ニア州カノガパークの， ノースアメリ '7ン航明会

社で照明されたの これは， 、次全によJする従業員

のI見ト心を，・，＇： jめるために文社が深川した方法のなか

で，五立も効月~I杓なもの、といわれている。会利職

員によってカラースライドのm彬が1iなわれ、各

巻約35枚の字以から成るスライド 71ノレムが作製

された。 これらのスライドは，｜判カリ 7 すノl，ニア

のノースアメリカン.f:Iロケ ァトダイン止：iJ:研究所

の l~I 動販先機の上に取り つけられた，全｜’l !fillリア

スグリーン袋店で11；と ~］＇. さ れ た。 l吠’う」するには，従

業日がボタンを押 しさえすればよし、。映写機は，

三， 四HI寸じ場所に，i!J:ii'1＇され， それから，また日lj

の場所に移された。 0]'.¥l －ノースアメリカン航

空会tJ:提供〕
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9. 雑踏する ト町にある会社の従業員たちが，

その本館の建物の前の道路を披るたびに，どん

なにその生命を危険にさ らしているかというこ

とを‘ある安令専門家がl吠1!!!1に記録した。あと

でこの記録フィルムは全従業員にJ・映されたが，

従業員たちは，向分や仲間たちが 3 ただ仕事に

If＼かけたりイ｜』11ij、ら帰るだけのために、いかに

多くの危険なめに会 っているかを別解したので

あった。

10. 12令専門家は，会社の年間報告書によっ

て，その会社が安全運動にどんな関心を払って

いるかについて，株主や資本家のiJ:二怠を喚起す

る機会を与えられている。 しかし，たとえ， そ

の報告書に添えられた写真は自分がとったもの

ではないにしても，報告書に用いられた写真が

危険な実情をあからざまにしないように配慮す

べきだ。

－－－促進と宣伝

11. 写真技術の最も効果的な使用法には二つ

あるが，一つは安全に対する関心を持続させる

ことであり， 一つは安全運動の宣伝である。従

業員の関心を1呼び起こし， それを持続させるこ

とは，写真の、内的、機能であり，安全運動を

宣伝すること は， 写真のリト的、機能である。

写真のこれらの技法は重なり合っているので，
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写真に説明を入れたほうがわか

りやすい場合には，そうしたほう

がよい。この写点では，事故の状

況が再現されている。犠牲者を示

すために拙かれた H 人型”に注.bf.リ
白い矢印は， H活性の矢印のシー

ト（文房具店で買える〕から切り

取ったもので，写真に直後はり つ

けたものであるの文字』きはサイ

ンベンか，すみをつけたベンで3
けばよい。 写』＇［の楳 ，·］~は ， 白紙に

タイプして，切 り取り，写：j.＇［の ；（i

Fに （ゴムのりで）はりつける。

（乃：，l・アイダホ屯）J会干j提供）

いっしょに説明することにする。

12. 写真をうまく使うことによって，経営者

と従業員に安全運動計画を受け入れさせること

ができるし，また，その家族や世間一般へのl呼

びかけにも役だっ。無事故の最高記録保持者や，

作業をより安全に，より衛生的に（快適に）する

ために設置された新しい設備や，いろいろな安

全運動のための活動に対して表彰の賞品が贈ら

れている写真などは， 会社内で公開できるだけ

ではなく ，地方新聞にも（説明文を添えて〉送

ることができる。

13. 事故を伝えたり，あるいは，事故の状況

を再現したりするためにとられた写真以外のも

のは，すべてよく調べて，危険な設備や実情を

写してはならない。たとえば， ミ安全帽着用区

域、にいる人は皆，安全帽を着用して写ざるべ

きであり，他の必要な防災備品についても同様

である。安全作業服の細部についても，また上

記のように考えられねばならない。

14. 安全運動の具体的な状況をとらえた興味

深い写真は，会社の雑誌や新聞紙上できわめて

貴重なものとなる。それらの記事には毎回安全

78号 (1969.7.1〕

思想、を峰り込むべきであり T シi:'JU]i'I句に安全運動

についての特集を組むこともや ったほうがよい。

従業員の機関誌がない場合に，多くの安全専門

家が安全運動を促進する目的で機関誌の作製に

着手 したが，その成功は大部分適切な写真の使

用によると認められている。多 くの会社では，

社内報のほかに安全ニュースを出しているが，

それらにはよい写真が不可欠とされている。

15. 2子氏物語は安全運動の宣伝にとって効果

的な試みである。たとえば，ある大きな鉄道会

社は， '.!j＇.兵物語シリーズを一年以上も会社の雑

誌に連i減した。どの物語もに・・・における安全

なー「l、とい うタイトルがついており，その一

つは，ミ貨物輸送における安全な一日、である。

これは，車掌（および仲間の乗務員）の地方貨物

列車運行中の仕事ぶりを述べたものであり，最

後に主人公が勤めを終わ って無事に家族のもと

へ帰るまでを描いている。この シリーズによ っ

てこの雑誌は，国際産業編集者協会 と NSC 

(National Safety Council）主催による、安

全運動推進特別功労口、をかちえた。

16. 賄業安全運動は，宣伝の主題上、魅力に

とぼしく、て，損をすることがよくある。 しか
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し，女性の美しさを少し加えれば，この欠点を

大きく補える。きれいな女性が安全作業服など

の装備をつけ，ポスターを手にしている写真や，

賞品授受を演じている写真など，かたくて重苦

しい防災の宣伝文を，明るくいきいきしたもの

にする。このような方法をと っても，決してそ

のアッピールが弱まるものではない。しかし，

もちろん，品位の節度は守らねばならない。

……事 故

17. 事故場面は，ポスターやその他いろいろ

な展示品の材料になる。事故の写真撮影には，

普通その場面を再現しなければならない。事故

発生の瞬間に，写真家がカメラを手にしてそこ

に立っていた，などということはあり符ないの

だから。

18. 事故場而を再現する際には，搬拶者は自

分自身と対象物とが損傷を受けないように，特

に注意しなければならない。そして，文字どお

り事故が再現されることが絶対にないように，

保護手段を前じておく必要がある。事政場面再

現の写真は，単に教育的価fjj!〔しかもたないので

あって，おそらく法的な立証力はないだろうと

いうことを，現解すべきである。

19. 被害者の位置は，ときとして，チ ョーク

の線で示される。もし，モデルが必要の場合に

は，安全管理部1-"Jのメンパーがその役を果たす

ほうが望ましい。従業員に危険な行動をさ らに

重ねて行なうよう頼むことは避けたい。

20.現実l惑を出す必要のあるときには，ヨi:，吹

を起こす原因になったものを，ロープか十！？車で

つるしておく 。そして，事,i次の被害者（モデル〉

l丸 、実際の事故、の起きた場所にすわるなり，

台の上に立つなり，ささえられたりする。この

ささえているものは，出したいと思う効果に応

じて，専門家にエアーブラシで消してもら った

り，プリントで修正してもらったりする。 （エ

56－予防時報

アーブラシや修正は，すぐれた商業美術家に頼

めば，いちばんよいものができる）。

21. 多くの場合，事故場面の写真一一被害者

が運び出された以外は，すべて現場保存されて

いる状態での写n：－は，自重な実物による教

訓になるだけでなく，事政の調査にも役だっ。

写真は，何が，なぜ，起こ ったのかを示すこと

に役だてられるのである。たった一枚の写真が，

事故の原因と結果とを明らかにすることも，と

きにはある。普通の場合には， たとえば，事故

発生個所の拡大写真から，全体の場而iや最終結

果を記録した総合的な写真まで，幾車｜初、の写真

が必要とされるだろ う。

22. 交通事故の写真は，運転手の安全教育や，

事政賠償についての不、11な要求を防ぐのに，き

わめて有効に利用できる。とくに会社所有の車

両が事故を起こした場合には，車を移動させる

前にできるだけ早く，よい角度から写真をとっ

ておくと， Ui'if1！要求の際に非常に貨重である。

23.交通事欣の写真を賠償要求の応対に使用

する場合，フィルムにとるべきものとしては，

車の柿すべりの跡，なるべく車を動かさないま

までの事抜現場， ：！），i:迫のふち石とかマンホール

のふたとか11i灯松などのような静止物との関連

における事故事の位置，阜の破損部分と破損し

ていない部分，そして，できるなら車に来って

いた者，などの写真である。写真には，どのよ

うにヰI放が~E. じたか， Ell をつけることもできる 。

24. 安全でない作業現場を写 した写真は，使

い方に注芯を要する。残念ながら，安全な作業

現場の写真というものは，安全でない作業現場

と対照してはじめて目だつもので，そうでない

と，どうもパッ としなし、。しかし，見る人が

、よくない方法、を示した写真にばかり気をと

られると，その写買が正しい方法を示すための

ものであるということ が忘れさられてしまうと
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、従来時！UH去の、写i'tは，この写点のよう

に，どんなに労働環境が思いかを，ひとびと

に PJI WI させ，また，とリ与らしたものを整1t~（さ

せるための‘うなが し、 として役だっ。安全

与川家の111には，危険なfr染状況を兄つける

ために，規則的な観察旅行をして写支をと っ

て！l＞く人もいる。手点は，JルT；板や特定のよfr
11H C沢:tt tJ内線や友会ニ ュースなど〉にか

かげられる。これにより，辿’m・，その状態ぅt

非•i ii•にすみマかに改i'l＇されるという結米が止
まれている。

いう危l決性が，＇ii＼＇にあるのである。 したがって，

、よ くない方法、を示した写真は，＇ iltに，その

ために発生した，もしくは，発生せんとしてい

る悲惨な結果を示すようにしなければならない。

好ましくない状態で働いているひとびとを写す

には，その前に， 、文章誹強（ひ き入に｜刻す

る法律 109節から 111節までを必ず読んでおく

べきである。

…・・・指 導

25. 知識の90%以上は，見ることと聞くこと

の並行的使用によ って得られると考えられるか

ら，指導するためには，視聴覚媒体が印刷物と

同様に，一ー もっと重要とまではいえないにし

ても， 一一一重要になっ てきている。指導のため

に写真やその他の図解をどのように利用すべき

かは，別のNs C資料集および、産業管理のた

めの防災年鑑、に述べてある。

26. 視覚教育の効用性は，適切な図解の選択

と，それらの図解の質の程度と，そのサイ ズ（聴

衆の数に応じた大きさでなければならぬ〉に，

負う ところが多い。もし，写真が最良の図Wf手

段として選ばれた場合には，その指導者は，本

資料集で概述されているような，よい写真技術

の一般原則を順守すべきである。

27. 白黒写真はカラー写真に比べると，量的

78サ（1969.7.1)

には安〈 容易に枕き憎しができるという利点が

ある。カラ一%’J'iは，安全込E!11iJおよび防火活動

にたいへん役だっ。すなわち，警報の種別， 信

Jサの色分けをと示すのに利月Jできる。カラー写真

は現実感を盛り上げるし，また，炎と煙の区別

や，炎のそれぞれ異なる区別をはっきりさせる

ことができる。とくに，カラースライド と｜！火l函

は，防災指導のブ＇hl~ として卓越している 。

28. 望速写真袋店，および，i封筒操作カメ ラ

は，近按したり，写す人が安全でないような場

合に ， そのU1~t~協：i胤Iの拡大を可能にす る。

・・…・その他の用途

29. 判例ょ化された公也と訓.t＊を和んだ操作者

を必t:.とする，いっそう高度の写真技術が，安

全ユニ’子において白亜；なものとなる場合がある。

たと えば，圧力が ま，かぎクレーン，チェイン，

その他の装置をテストするときに使う X線写真

技術，安全装世や安全器の作用をスローモーシ

ョンで研究するための市速度｜決1!Di，圧力分析に

おける削光による写真技術訓紋mの作業のスピ

ー ドアップや，仕事の改善のために利用される

11.¥'//JJ経過に対する写真技術（time-lapsephoto-

graphy), ヰト，1次のあ ったシャフ トの横断面の

分析のような l=l的に使われる起クローズアップ

ミメ ~·~やマ イクロラ：点技術，などである 。
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30.専用TVやピデオテープTVは比較的高

価ではあるが，写術技術の利点を個人指導の｜暖

かみと結びつけるものである。 、安物、の装置

の画質t丸 、家庭用のテレビ、の画質のほぼ半

分程度になるであろう。

.安全対策

31. 安全専門家が自分で写真をとろうが，社

外に依頼しょうが， 会社の写真専門家に頼もう

が，安全運動の写真撮影が事故の原因になるよ

うなことがあってはならない。

a. プロの写真家が使われる場合には，安全

専門家が監督しなければならない。彼は写

真家に対して，適用される安全規則を要約

して教え，写真家が しかるべき人身保護装

備を身につけていることを雌認しなければ

ならない。また，よい写真をとろうとする

あまり，写真家や他のひとびとが危険をお

かすことのないようにする。安全専

門家かその部l"Jのメンバーは，プロ

写真家の移動にしたがい随行すべき

である。

b. 同様に，安全どIJT'J家がtl1前診者にな

る場合も，自分や他人がけがをした

り，会社資産にJft’占を与えることの

ないようにする。

32.基本的な安全規則を守れば仕事は

！順調にいくものではあるが，なおかつ，

写真撮影には特殊な危険が伴うものであ

り，安全専川家は用心しなければならな

し、。

うに気をくばってもらうとよい。助手は，通行

人が撮影中の場面にはいってきたり，撮影中の

設備に立ち入ったりしないようにする。そうす

れば，撮影者も撮影に専念できるわけだ。しか

し，助手の有無にかかわらず，撮影者は安全に

仕事をするよう注意しなければならない。

34.写真がとられるときには，ひとびとは関

心をそそられ，）（tが散るものだ。それが自分の

職場の近くで行なわれる場合には特にそうであ

る。見物人が%をとられてわれを忘れ，けがを

することのないように，万全の手をうたねばな

らない。近くで働いている人が驚かないように，

エレクトロニック ・フラッシュ（ストロボ）や

フラッシュパルプを発火させるときには，事前

に予告する。

35. 電気コードを使用する際は，良好な状態

で使用しなければならない。断線，間に合わせ

33 . 安全 ＇•＇f l "J家ですら，写真抑止彫に熱

中すると，安全~Jlilil］ や原則を忘れがちに

なるものだ。だから，玖’全信’Jlll部l"Jから

か他の従業員の うちからか助手を出して

もらい，撮影者が後IJdして運転rj，の機械

に触れたり， 屋根から落ちたり しないよ

魁；）J(l';ls_モデノレが'Ji・全帽をかざしているこの写真は，工場祈！日lに
も！＇.川されたもの 。この'.IJ.：点i;l:，ジョー ジア州の7 リエッタ工ぬの労

働お 26000人がWF-tUJ（ほとんど 5fむ人H寺に相当〕働いてきて，そ

の｜日jの事故率が全米虚業の平均率のわずか 1/10であったというこ

との半伝材料として，のちに国立安全協会に送られたものであるo

tHtfム %を散らさないために，グレイ一色に修疋されているこ と

にit意。 ('.Lj'.i);・ロァキート ・ジョ ージア工場j足供〕
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の政合，｛史ーい古した個所，こわれたプラグなど

に注怠。コードはできるだけ通路をはずしてやJi

ばし，あまったコードはきちんと巻いて，だれ

も足に引 っかけないような場所に置く 。床に輪

状にな った屯線は，つまずく危険があるだけで

なく，通行人が足を引 っ かけて，高fJlli な写I~：装

出をこわしてだめにしてしまう可能性がある。

36. 使用ずみのフラッシュパルプ，からのフ

ィルム箱やカン，不用の使用説明書，フィルム

パッ クのラベルなどは，ごみ箱に捨てること。

37，撮影者がも っと高い場所に移る必要が生

じたときには，註意 して登らねばならない。足

場と備品が安全なのを確かめながら，じゅうぶ

ん注怠 して登ることである。高い三！凶i台を使っ

てもよい。屑にかけたりベルトに付けたりでき

ない備品は， J最拶者’が所要の場所に着いてから，

下かぎひもであげおろしすればよい。もし落ち

そうになったら，まず自分の身を守ることを考

えること。官Hi品は二の次である。降りるときも，

じゅうぶん注意する。高い所から飛び降りた人

がいたが，指輪（はめているべきではなかった）

が引っかかって指をもぎ取られてしまった。

38. フラ ッシュパルプにひびはないか，保護

用の上塗りがじ ゅうぶんかどうかを点検せよ。

ひびのはいったパルプは，ただプスッ というだ

けだから捨てること。上塗りのはげたパルプで

は，こなごなになるかもしれない。ソケットに

フラッシュパルプをさ し込む前に，必ず発火回

線を “off” にしておかねばならない。フラッ

シュガンは，パルプをさ し込むときには，顔か

ら雌して，対象に向けるべきである。

39. 使用ずみのフ ラッシュパルプには注意。

熱いままだと火事の原因になる し，こわれたも

のは裂傷をひきおこすこともある。使用ずみの

パルプは，適当な廃品容部に捨てるべきである。

似 ったばかりのパルプを未使用のパルプに接触

させるようなことをしてはならない。誘発の危

険があるからである。

40.先火しやすい試体やじんあいのあるとこ

ろでフラァシュやブラッドをイ吏用してはならな

い。 D級煤先mH性物や [ii] ~~·；の備品（屯灯， ソケ

ット，およびスイッチ〉は，そのような条件下

でも使川してさしっかえない。フラ ッシ ュやブ

ラッド使川が危険な場所では， 三）拘l台に取りつ

けたカメラで高迷度フィルムを使用するように

したらよい。

41. 正気合HJ品はすべて （’11!池式フラ ッシ ュ装

店は除し、て〕接地させ，できれば， UL椋準規

絡に応じた三芯コー ドや三つまたソケットを使

用することが望ましい。フラ ッシュ装置は使用

f(ijに， ショ ートしていないかどうかをテストす

べきである。 （次号へつづく 〉

予防時報合本 （総目次っき〉 今回，予防時報発行20周年を記 1
念して， 80号までの合本（4分1111-)

を刊行し，希望者に実費でお分け
予約 募集

予防時報 も，執筆者のみなさ

まや読者のご支援のもと，発刊以

来20年を迎え，来年の 1月には80

号を発行する運びとなりました。

予防時報 80号の歩みは，戦後

のわが国の火災を中心とした災害

予防技術の進歩を示す歴史です。

戦後の混乱期を脱しつ つあった することにいたしました。今後の

1950年（昭和25年〉の第 is・から， 防火 ・防災対策のためにも，欠か

高度成長をとげた現代社会のおfし すことのできない質重な資料とい

い災害の激地を反映した最近ひま えましょう。

で，消防関係者や防災科学の専門 お申し込みは， 当協会予防車~ま

家の努力の足跡があますところな で。特上製本，来年2月上旬に配

く記録されております。 送予定。実費頒価 10000円。

ゐ”””＂＂＂”’”。＂＇””””’I’‘’”””’””・・・””””’”’ e”””””’1・lllllllllllo''I’”’”””。，，，＇＂＇’ 11111 'lltlttl11111 ・”””””” ＂ ＂・llltlttl ・ r”’””””’・・，，＂’””’＂・ 0・H・1111111.•11111111111.• ””H・a・ 11 . 11111”＂＂＂’ llllUIUhτ
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《時の話題》＂＂＇・H・－－

高圧酸素治療タンクの爆発火災事故

u併1144'.fl二4)J 4 11，」よ｛京大学｜片予；＇（j）イ、jkr¥1丙院

の11桝にある向圧治療川タンク ｜付で火災が先！J:.

し，続いて川タンクを収谷している室内が爆発

した。

この山正タンク 内には医n11i2名と店、右 2名が

はい っ ており ， 笹山i された般ぷ加工tf~城公lであ

るため， Iii火と ｜川Jll』に激しい火災となり，逃げ

ることができず，全員焼死した。 しかし，タン

クの操作技（：1jiと付き添っていた忠省ーの長ム－は，

室内が以先するl立1liiにやっと室外に逃げること

ができたので・ 11＼~引であった。 この室内の爆発は

火災をn っ たが，かけつけた消防~·l-J.の下でた

だちに消火された。

タンク内における先火の：伏訓は，タンク内の

全員が死亡したことや，タンク製作上のつごう

でのぞき窓が小さいため，操作H:l:iliやイ、jiぷ人は

タンク内をよく比ることができなかったことか

ら，ほとんど19-Jらかでない。

事故前の高圧タンク内部

60ー 予約時報

駒宮功額

高圧タン？を収容していた室の爆発状況

わずかに，タンク内火災発生後の医師と操作

技師との会話，直径 30cmにみたないのぞき窓

から操作技師と付添人のごく短時間の観察など

により推定 してみると，室内で何かに火がつい

たので医師が消そうとしているうちに，炎が急

激に広がったようであるυ

このように若くて健康な医師の子で消火でき

ないほど激しい火災とな ったのは，病気を治療

するためタンク内は酸素で 2気圧（ゲージの圧

力，以下同じ）に加圧されていたからである。

つまり医師と忠者は大気圧で空気の存在するタ

ンクにはいり，酸素で 2気圧にかl圧 したので，

タンク内は l容の空気と 2容の酸素が混ざった

酸素70%の環境気となっていたのである。 しか

も， 2気圧に加圧された直後に火災が発生して

いることから，空気と酸素はじゅうぶん混ざっ

ておらず，タンクの低い場所には 100%に近い

酸素がよどんでいたことも考ーえられる 0 2気圧

でしかも 100%に近い向い酸素濃度の環境試｜付

では，大気圧で21%の酸素を含む空気内と異な

り，常識で考えられないような火の気や激しい

火災を発生するc たとえば，鉄に衝撃を加えた

78号 (1969.7. 1) 
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安全弁

Q 

Wii@ 

安全弁

包 ＠

内室

高圧タンク図

ときに生ずる火花でも衣服は発火するし人間の

皮膚や筋肉，脂肪ですら可燃物となるのである。

火災を起こ した火気については，タンク内に

持ち込まれた医療取械を中心に警察、＇ IJ可で調べ

ているので，現在のところ明らかでない。 しか

し，昭和42"1て1月地上訓練中のo.1気圧，100%

酸素環境のアポ ロ宇宙船が火災となったとき，

二，三の電気系統が出火源であったように，今回

の事故も電気系統に調査の重点が置かれている

ようである。なお，高圧タンクは急激な火災に

よる圧上昇のため，安全弁が吹き飛んだようで

あるが，のぞき窓のガラスは磁波されなかった。

また，タンク自体は高温の火炎で阿部l刊に加熱

され，内室と外室の総接個所を •－1＝•心に，約2ocm

のびて しまった。もちろん，タンク内の可燃物

はほとんど燃えてしま ったか，炭化 してしま っ

たが， 扉付近の塗料は燃えていなかった。

次に高圧タンクを収容 している室の被古であ

るが，写真のように窓ガラスは破吹され，宝内

の本やベッドのような可燃物は天井から床付近

まで広範囲にわたり焦げていた。このような爆

発による焦げは普通のガス爆発では起きにくく ，

激［，＼，、火災を生じた高圧タンク

高圧タンクを収容していた室のベッドの爆発炎による焦げ

可燃性のガスが多.w；に漏れていたり，粉じんが

爆発するときに／｜：じやすい現象である。しかも，

この宝にはl1J燃i~I: ガスのボンベは持ち込まれて

いなか ったし，操作技師や付添人も事政nuにガ

ス漏れの央いを感じていなかったので，可燃性

ガスによる爆先とは考えられない。 したがって

火災を生じているタンク内から可燃物の分解に

より未燃の可燃性ガスが多.ill:に発生したと考え

られる。

ところで，この事政を日 l（墜した人の話による

と，室の爆発以1Jiiに虫内ではタンクの安全介付

近から多量のススが1a・rwされていた。もしも爆

発するのにじゅうぶんな量になるまでススが室

内に浮遊したとすれば，タンクの安全弁を通し

て内部の火炎によりススは粉じん爆発するであ

ろう 。なお，両政！皮の般素中でもJ手でのゴムや

プラスチックは円安宗とじ ゅうぶん触れることが

できないので，不完全な燃焼により多量；のスス

を発生する。 したがって，現在ま でに符られた

情報の純問内では，タンクから噴出した可焼性

ガスとともに，スス粉じんにより発生

した ものとも J~えることができょう 。

以後に，仏i改の際の救急処置である

が，京J;dJ~llhげでは高圧タンクの火災

を矢uると同H年に，タンク内の被害者救

助のため，救急、川高圧タンクを現場に

作機させていた。 しかし，不幸にも被

l z：名ーは即死の状態であったようで，せ

っかくの努力も活用できなかった。

・・・・11111111111111・H“”“”11111111111111111111・M・11111’＂＂・＂＇”“””””” 111111111”0・‘’”“”・1111111111111111111111・1111111111’1111111‘”’1111111111111111”H・H・111111111111”””“’・111111111111111111・H’＂・H”’＂＂・H・－’“1111111‘11111’”””“’111111111’11111111111
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《災害事例｝

化学工場の火災で中毒

昨年，政府は ， 昭和43~.度を初

年度とする労働災害防止基本計画

を策定し，今後5か年聞にわたっ

てこれを推進していくことを決定

した。

これらの状況は，製品業をはじ

め生産現以で働く人のうちから，

年間6千人の死亡者と40万人にの

ぼる重傷者ーが発生していること ，

また， ：；｛（2；ーなガス ，2長）（（，粉じん

等にさらされている労働者約 300

万人のうち10%にあたる30万人が

身体に何らかの異常所見がみいだ

されているということ ，これらの

現実に注目してJ十回されたもので

ある。

しかも ，活発な経済活動にとも

なう高度の技術革新の結果，産業

のあらゆる分野にわたって新技術，

新工法，新原材料が導入され， 災

害のf守的転換を余儀なくしている

ことは，労働災害防止の絶滅にと

って，きわめて困難な状況を現出

している。たとえば，断熱材，合

成板の普及に伴い，ピル火災等に

おける有害ガスの発生による重症

中古新ーの続発も，すでに新聞記事

として円新しいものではなくなっ

ている。ここでは，日本における

有数のプラン トにおいて発生した

火災によって，135人もの大量の

中蒜者が発生したiJJ.什ーについて報

告することにする。

(1） 日時 昭和44年 1月27日

午前 511寺45分

(2）場所 名古原市港区昭和1mr
17の23

東亜合成化学工業側

62一予防時報

名古屋工場

(3）被災者の状況

入院治療者ill96人（内

1かJI以上入院者14人〕

辿111n·ち者~i· 39人

合計 135人

(4） 災害の発生概要

当工場は，ナイロン原料，アグ

リル酸エステル勺を製造しており，

j湾問には，製鉄工場，化学工場等

が集まり ，:11r1t原港に商した工場

地干g：・である。

早i:QJ,SI同り i:j1の作業員が，ア

ク リ ル古度エステ A~~迂tプラン トの

1階msから，火炎がたちあがって

いるのを発見した。ただちに，f'r・

業t1芯所に~絡し，そこからすぐ

消防署に通報すると同11~··に ，仁11結

消防隊を組んでいる隣接の工渇に

も ~li:訴された。

消火｛介業は，まず工場の製造担

、＇I者が火炎の中に飛びこみ、メル

ブのf:•JI:，パイプジ ョイント 官官へ

の百似の3た入を行なっていたが，

そこへ消防1j1ドが到着，自衛消防｜後

とともに水力による消火を行なっ

た。さいわい爆発も起こらず，火

災も！ぶがらずに 2u年間後には完全

に釦火した。

(5）被災者の状況

エ助側は，エステル製造のi僚に

触I/Ji~ として，人体に対しきわめて

:;{T/1Iなニッケルカーボニルをf<E用

していること ，かっ，これらが液

のnt'I"出とともに漏えいし，消火作

業者の呼吸探から吸入されている

恐れがあると予想し，消火担当者

に，ニッケルカーボニル中毒の初

WI症状を説明 し，異常者の把握と

その収容にvmえた。これらの持置

の結果 ， ~初， 数名の入院者は ，

その後延べ96人に達 したが，軽度

のl防災Jlil!により最高2か月の入院

忠者が出たほかは，死亡者も出ず

に治癒した。なお，治療の完全を

j則するため，工場医並びに治療担

、＇＇1医，地区の大学医等が集まり，

ニッケルカーボニノ＂ l"~I音治療努ー口

会を組織し，治療方針・'l.tfをnち介

わせ効果を高めた。

(6）火災の原因

火災を発見した者の発言，消火

後の現場の果、煙の跡，火災の規模

が小ざかったことなどから， 原液

の漏えし、は，フランジ官官からと推

定された。また，発火の原因は，

付近に点火源となるスチームパイ

プ，Ri:気配線，モーターがあった

が，これらはすべてシールされて

おり（モーターは防燥型〉，けっき

ょく ，①H白射時における摩jy,f熱，

②1'1!1’h：公i，のどちらかであるとみ

られている。一方，フランジは，

4木のボルトで締め付けられてお

り， パッキングはアスベスト（テ

アロン巻き〉であったが，これの

老化等により噴出されたものと考

えられている。

(7）対策

化学工場の火災，爆発は大きな

災害となるため，各工場とも自衛

消防隊を組織しこれにあたらせて

いるが，それでも，このような事

故が発生している。まず漏えい防

止を徹氏させるため，①配管につ

いて高社＼高熱等の用途別に約千皆

な材J九品目t規格の設定をするこ

と，②ジョイント部分についても

同様の措置が望まれると同時に，

③定期的に性能検査（気密検査〉

が行なわれ，かっ，これについて

の記録が残されていることが必要

である。

また，万一の有套ガスの漏えい

に備え，~報器の設置が必要であ

り， 警報とともにそれに備える緊

急柑置が，生産ライン ，消防活動

者を合めてとられる必要がある。
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《火災》

惨3.25 錦糸町のゴム工場 （東京

－盛田） ロール工場から出火，

木造平家建て 8むね 1090 m2 

を全半焼

砂3.29 宵の新宿トルコぶろ

（東京〕ボイラ一室から出火，

木造モルタル 2階建て500m2を

焼く。逃げ場を失った女子従業

員5人焼死

砂5.10 蒲田駅商店ビル （東京 ・

大田〉 廃品回収仕切り場から

出火，共同店舗 ・蒲田文化会館

ビルに延焼， 3むね 2200m2を

焼く。従業員の機敏な誘導で

600人無事

砂5.5 中日放送ビル （名古屋〉

最新式の耐火建築地下 1階から

出火。ダクトが煙の通路となり

9時間後に鎮火。放送一時中断

砂5.12 キャバレー，昼火事

（東京 ・浅草〕 防火造り 1・

2階一部300m2を焼く。避難口

をわけあい， 19人無事脱出

砂5.18 片山津温泉街 （石川 ・加

1(:J') ハシゴ11正のない高層の旅

館街。工事中の天井付近から出

火。フェーン現象下で39戸全半

焼

砂5月上旬山火事続出 奥多摩

・奥秩父 ・浜名湖 ・岩手 ・育ー森

《危険物》

砂3.3 草加の繁華街 （埼玉〉

19むね全半焼燃えやすい材木

やおがくず，プロパンボンベの

林立で大火となる

砂3.13 硫化水素吹き出す （千葉

－市原） 最新鋭の石油精製工

場で 3人中表死，3人重1隆症

惨3.20 未明の商店街つぎつぎ

火を吹く （東京 ・板橋〕ガス管

1!;1Jれ，爆発、 5むね全半焼，I

家5人焼死。昨年秋から カ‘ス

もれ騒ぎ数十回

砂4.4 東大病院 （東京） 治療

中高圧酸素タンク爆発4人死亡

砂4.25 ゴム工場 （福岡 ・久留

米） ベンゾールが；爆発し，出

かせぎの主婦ら，逃げ場を失い

11人焼死

《交 通》

砂3.19 パス，満水池に転落 （問

1.L1・玉野） トラックと接触，

防殺さくを破って。 16人死傷

砂5.12 無免許警官 （千禁 ・木更

津） 少女はねる。警官の事故

あいつぐ

砂5.21 ダンプ2台 （東京 ・調

布〉衝突して民家に突入

砂5.24 父の葬儀帰り （埼玉・東

4公山〉 センターラインをオー

ノfー， ダンプと衝突5人死傷

砂5.29 国植えトラ ック （福尚 ・

災害Jえも

= 3月・4月・5月 ＝

白河〕 追突されて投げ出され

た婦人らに乗用車突入，21人死

傷

砂5.1 三重衝突 （大月〕 中央高

速道で居眠り運転6人死傷

砂5月下旬東名高速道路 全通

前から事故続出

《鉄道》

砂 3 . 10 房総西線（千葉 ・ 11ry~ ） ll )

走るディーゼルが火を吹き，客

は窓を破って脱出

砂3.27 房総西線（千葉 ・木更津〉

暑さでレールが膨張して快速電

車脱線，2度の異常報告も修理

のミスと修理個所を間違う

砂5.17 東海道線貨物 （三島〉

30両日がトンネル入口に激突，

脱線。前部列車は トンネルを抜

ける

《航空》

砂3.16 旅客機住宅街に （ベネズ

エラ〕 墜落 し爆発死者 200

人以上航空史上最大の事i'&

砂4.17 遊覧機墜落 （千葉 ・船橋

ヘルスセンター〕 炎上して 4

人死傷

砂4.22 米戦闘機炎上 （福岡・板

付〕 基地から離陸寸前に，県

道を突っ走る

《海難》

砂3.5 海の墓場 （千葉 ・銚子港〉

i高波でアッという聞に漁船転

夜，11人死亡く第 28山fill丸＝

47.88トン〕

砂3.28 貨物船衝突，沈没 （千葉

況の 夜の海乗組員無事（英

光丸＝2974トン小山ラインと，

安芸山丸＝979トン日本海運〉

砂4.5 貨物船沈没寸前 （千葉 ・

名i先港〉 大シケを避けようと

)$. 

トン〉

砂4.3 渡し船転覆（ガンジス）II)

170人以上水死 定員50人

惨5.6 フェリーボート （淡路島〉

車転落4人水死

砂5.11 フェリーボート（宇野港〉

1tI，上陸急いで 2人死亡

砂5.20 貨物船 （正的丸＝ 980ト

ン 日孝海運〕，マンモス・タン

カー （リベリア 210 000トン〉

と衝突・沈没 （佐世保港〕 7人

救助， 4人死亡，2人不明

《気象》

砂3.4 大宮 3. 12 大雪

東京 30cm積雪，ll災後2番目の

積雪量 4月上旬 日木列島

は真冬 中旬 真夏の数日

4. 17 春の大雪

砂4月中旬各地に地すべり

（新潟 ・広神，新井，吉川，板

倉 ；苛森）
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簡を金 2 付川鳳ーー』 同門司悶ーー［白
山」JIQ沼右のへー；，； I~ ］回一ーー幽」」〕叫岨〕

圃災害予防に対して内容がひじよ

うに豊富で参考eになることが多く ，

署員一同愛読致しております。

＜楠岡 ・筑後市消防本郎＞

圃わたくしの，；昨義で，日本山；I~：保

険協会で、1民主防JI:.のための予防11'.J'

報を配布していると，学生に教え

ています。

＜東京 ・日大講師 石田祐六＞

・このほど京都市消防学校を卒業

する時，消防の資料として「予防

時報」がし、ろいろ役立つと聞きま

したので、申し込みました。

＜宇治・消防峨民 因島光豊＞

．毎号庁用で読んでおりますが，

ひじ ように役立つので‘個人で、も保

存することにしました。

く茨城 ・気象庁 小沼三次＞

固たいへん参考になっております

が，季刊でなく， 月干｜｜にできない

でしょうか。

く松本 ・加藤宏＞

圃校正 ・食品 ・航空 ・交通 ・火災

事故等にも？？まし，その木何を考え

予防対策を会社へ進言して一年に

なります。 「人聞は誤謬の動物な

り」と 自党、！’U断をして生きており

ます。問題は「人間」です。

＜東京・出版校正 北沢富治郎＞

田毎号それぞれ有益に利用させて

いただいております。従来から，

研究会や誹習会の誹義資料と して

活月lしています。今後とも災害可11

例の解明などお願いしたい。

く尾道 ・消防職員 八津川康一＞

・われわれ｜りJ火管理にたずさわる

ポーにとってひじよう に参考となる

のでありがたいと，也、っている。ま

た教育のための資料にもしている。

く岐阜 ・（株）三菱電機 川本一郎＞

・予防l時報から，関係する専門の

書物が発行されましたら教えて下

さい。防災関係ならなんでも結構

です。 ＜大阪 ・会初員 根本照久＞

・7伴記者腎の随筆 .:K'i:：見が頼もし

し、。

＜大阪・公務員 市道精一＞

・消防教育に新しい事例など豊か

な内容を活用させていただいてお

ります。

く山口県消防学校教官 島本一志＞

・予防時報毎号ありがたく受領い

たしております。出版物が大へん

多く 、この砲の出版物は一般には

あまり利用されない向きがありま

すが，わたくしはこれを拝見して

＜投稿歓迎＞ この欄への，みな

さんの投稿を歓迎します。

く〉テーマ ：本誌への注文，および防

災に｜刻する怠見

〈〉字数制限 200字～400字程度（掲

械のばあいには薄謝をお送りいた

します〉

たいへんよい怖が｜として旬号l苅芹

館の~'{J~. ，~~DJに！”以IJ し ， 来館者にこ

の刻i誌の特長などを話しますので

よく利用されています。なお，こ

れは全部似存し， 1il'.分ずつ~木

して智架に入れています 。

＜長野・丸子町立金子凶書館＞

・鋲火用心集は，消防世相風俗史

として好記＇］Iでした。各号に消火

・災害史などが連続して掲載され

ることを希望します。毎号の発行

が楽しみて‘す。

く東京 ・同立利学博物館飯野貞雄＞

軍軍豆置冨璽盟国置萄

写真は，佐賀 ・大野の上空

からとらえた棚田です。石垣

で組まれた一枚一枚の回の輪

郭は，大地をみごとな絵模様

と化しています。

同じ大地に拙かれた模慌で

も，都会のビルの詳認や，海

岸の石油コンビナートが見せ

る輪郭とは，これはまた，ど

んなにか違っています。

このひとつひとつの田のふ

ちとりから立ち昇ってく るほ

のぼのとした気配は，しばし，｜

i火事や交通事故を考える憂い i
しを忘れさせます。 _j 

惨交通事故は，それぞれ 1件だけを

編 ｜集 5考えれば，地底 ・台風や化予工場の

創刊 1950年 （昭和25年〉

I 爆発火災のような大m台をもたらす
後 ｜記

｜ ものではありません。しかし，年間

の総計を考えたばあいは，いちばん大きな災害と言

えます。 惨今号では，高速道路の交通事故について

座談会を聞きましたが，問題点が多く て議論百出し

ました。紙面のつごうで訓愛した部分にも，おもし

ろい話しがたくさんありましたが，今後の解説記事

などでその内容を取りあげたいと思います。砂来号

は， 9月1日の関東大震災（1923年〉にちなんで，

地震小特集号の予定です。 (Q〕

11111 •• 1111 ’1• 1111111 ， ”””．‘’tlllhllll” .，””“0・ 11111•1111111 •• 1111 1••1 11111 ..”“’＇11111・．白””” H”。，，・11111””＂”・
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書籍，リーフレット

防火指針シリーズ

1 高層ビルの防火指針（改訂版）・・………・50同

2 駐車場の｜切火指針（改訂版）・・・・……・・・30円

3 地下街の｜坊火指針（改訂中）－……… ・50円

4 プラスチック加工工場の防火指針・・・・・・60円

5 スーパー7 ーケットの防火指針・…・・…40円

6 L Pガスの防火指針ー ・・……・・－－…・40円

7 ガス溶接の防火指針（改訂版）…－……・60円

8 高層ホテル ・旅館の防火指針…………35同

9 石油精製工業の防火 ・防燦指針－ ・・ ・・100円

10 自然、発火の防火指針－一－－ ....... ・・・・・40同

防火テキスト

1 印刷工場の防火－ －－－－…－－－－－－－ ・・・・・30円

リーフレット

どんな消火器がよいか一－－－ 一一－－ ...... 5円

プロパンガスを安全に使うために－－－ ..... 5円

生活と危険物－－－ －－－－ －－－－－ …・・・ .. 5円

火災報知装置・・ー・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・ ・・ 10円

防火のしおり

（住宅飲食店アパー ト ガソ 1)¥ , ......... 5円
ンスタンド，木造事務所，その他／

その他

ビルの防火について（浜田 稔著）…………25円

危険物要覧…………－…………………・・40円

やさしい火の科学（崎川 範行著）…・…..300問

映 画

一秒の価値－ －－－－－－－－－－－ 一－……・ 10,000円

赤い信号……………………・・一……・ 50,000円

みんなで考える家庭の防火・・…・・.......35 ,000円

みんなで考える工場の防火・・...........38 ,600円

あぶない／／ あなたのチが・・・・・・・・・・....50, 000円

-I手と fの交Jill教主ー

みんなて考える火災と避難一－－－・・・・…・・・45,000円

あなたは火事の恐ろしさを知らない い・・・75,000円

オートスライド

消火器（その選ひ＇）Jと使い JI)...・H ・－－…… 7.100円

電気火災のお話一－・……・…………・・ 5,700円

プロパンガスの安全AB C…………・・ 4,650円

石油ストープの安全な使い万……一… 6.700円

火災にそなえて。誼場の防火対策） ....・ H ・.6.350円

国宝の防火設備（円光W:!R¥H） …・…....6, 150円

危険物火災とたたかう・・・・・・・…－・・・…..6, 700円
（ある伐祭uのll記）

石油コンロ火災とそのイ’防・・………... 5. 000円

消火装置……ー・…・・……一………….6,050円

火災報知機（改訂版） ...・ H ・.....・ H ・－－・….5,150円

家庭の中のかくれた危険物……....・ H ・.6,300円

やさしい火の科学……・………....・ H ・...7, 050円

L Pガスの火災実験…・…・……...・H ・...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 ・ 横浜・ ＇1~静岡・ 金沢 ・ 名古屋 ・ 京都・大阪 ・神戸 ・ 広品 高松・福

岡） Iごて、無料で貸し出しをいたしております。
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