


島原大変肥後迷惑①
この絵は永育文庫所蔵の 「肥前国嶋原津波之絵

図」である。現在は熊本大学図書館が保管してい

る。拡げると畳 3帖ほどの大きさ (天地 152.5cm 

左右 276cm) で、 Kずつ撮影しなければならなか

った。島原大変肥後迷惑といわれる 、前巌大崩壊

の前後の模様を比較できるように、この絵は、異

変の図を異変前の絵に重ねて見られるように工夫

されている。今号では、異変前の絵を掲載し、次

号で異変後の図を掲載することにする。

寛政 4年 4月 1日酉の亥IJ(1792年 5月21日20時

ごろ)島原半島の前巌(いまの扇山)が大崩壊し

島原城下に大被害を与えた。この前巌崩壊はさら

に有明海に津波を起こし、対岸の肥後 (熊本県)

にまで多数の死者を出す被害を与えた。

説明文を読めばわかるように、大崩壊の前に火

山爆発や多数の地震が起こっているので、崩壊の

原因については、明治の末から大正にかけて地震

説、火山爆裂説などが出され、地震学者や地質学

者の間で論争されたという。

片山信夫氏によると 、眉山の大崩壊は図 1のよ

うな円筒地すべりである(科学 Vo].44、NO.9、

1974)。そして 、その地すべりの原因について、片

山氏は古記録の分析から異変を 4段階に分け、次

のように推定している。

まず千々石湾の地下のマグマだまりからの発散

物が増したり、その周辺の熱水の温度が上昇した

りしたために、その什近てーの熱7J，の圧力が高くな

図 l眉山(前山)の大崩壊(東西断面)
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太実線:現在の地形.破線・大変前の地形。

り、平常は浸透していなかった微細なひび害IJれに

まて'浸透しはじめた。雲仙地溝帯内では常に東西

方向の圧縮力がはたらいているので、そのために

生じたひずみが限界近くまで蓄積されていた部分

では、この熱水の浸透によって破壊がおこり、こ

れが第 l段階の地震群の震源になった。

熱7]'(の圧力上昇は、平常の主な径路に沿って、

次第に東上方に波及し、第 2段階では普賢岳の下

部に達した。熱水の浸透の後を追ってマグマの一

部もよ昇し 、噴出した。炭酸ガスは、さらにその

東よ方に浸透して噴気した。(編集部注 :この段階

が説明文の普賢岳の噴火に相当する)

第 3段階では、熱水の浸透は島原城下から前山

へかけての地下の浅いところまで達し、ここて震

源の非常に浅い地震群を生じた。同時に降下地下

水全体の;釦支も上昇し 、これらの結果地下水面の

異常な上昇をもたらした。(編集部注:この段階が

3月1日の地震に相当する)

島原の大変のときの円筒地すべりは、すベリ面

南北の幅が約 1km、すべった地塊の東西の径が約

3 kmにも達する大規模なものが、突如として起こ

ったとは考えられない。第 3段階の地震で地すべ

り地塊の南および北に接する部分に、東西方向の

割れ目ができ、地すべり地塊の前部に当たる今村

では落差のある害IJれ自ができていることから 、こ

のときすでに円筒地すべりの動きは始まっていた

のてーはあるまいか。(図 2) 

図 2 雲仙地溝の東西断面への投影図
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J前固嶋原津波絵図 (永青文庫):大変前の絵図
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防災教育・広報の仕事

大学で建築防火の講義をしているが、学生に防災への関心を深め

させることの難しさを痛感している。若い彼らにとって防災の勉強

はあまり興味をそそる対象ではないようにみえる。

そんな彼らに、火災実験をやらせると状況が変わってくる。特に、

家屋の実大火災実験でもやろうものなら、これが同じ学生かと思わ

れるほど熱心に取り組むのである。それがまた、講義の聞き方にも

反映して、勉強への姿勢がガラッと変わってくる。百の講義より 一

つの体験一一一オーバーでなくそんな思いをさせられることが多く、

反面言語や映像による情報伝達の弱さを感じさせられる。

全国の消防署などで、一般への防火教育・広報を盛んにやっている

が、実際に消火器を使つての消火訓練などは、やはり体験させるこ

とでの効果が非常に大きいと恩われる。しかし、比較的体験しやす

いこの消火器の使用訓練にしても、実際に体験できるのはごく限ら

れた人でしかない。防災に必要なことを体験で学ぶ ということは不

可能だから、どう しても言語や映像を通して勉強、逆にいえば教育・

広報をすることになる。

パンフ レッ ト、講演、映画などによる一般への広報に携わってい

る人たちの中には、筆者が学生に対するのと同じ思いをしている人

も多いと思うが、考えてみると、もどかしく思える言語や映像によ

る情報伝達も、防災に大きな効果を挙げているのである。

まだ記憶に新しいラスベガスの MGMグランドホテル火災では、

84人の死者を出したが、 一方ではビル火災の教訓を生かして自 室 に

ろう城して助かった人も多い。ビル火災などは体験した人はごくま

れにしかいないのだから A これらの人たちは、言語や映像によ って

得た知識を危急の場で生かしたということになる。

一般への情報伝達は、送り手がいかに努力しても 100%の伝達は

期しがたい。しかし、受け手がし っかり受け止めてくれれば必ず効

果のあることを信じて、 1%でも多くの人に伝わるよう日常地道な

努力を重ねるこ とが、教育 ・広報に携わる者にとっては重要なこと

なのである。

'82予防略報128

防災言

塚本孝一
日本大学隊師

本誌編集委員
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災害を発掘する

伊藤和明
NHK解説委員

掘り下げられた石段の最下段に、折り重な

るようにして現れた 2体の人骨に、私は思わ
あの つま

ず息を呑んでいた。1979年の夏、群馬県吾妻
つま こい かん 1Iり

郡嬬恋村鎌原の発掘現場でのことである。そ

れは、天明 3年 (1783年)浅間山の大噴火に

よって埋没した鎌原村の発掘調査であった。

調査はこの年か ら3か年計画で行われ、 '81年

6 

夏で一応の終止符が打たれたのだが、火山学、

歴史学、考古学など多岐にわたる分野からの

アプローチにより、大きな成果が上げられた

ことは高く評価されよう。

そもそも我が国には、古来数多くの火山噴

火や大地震による災害の記録が残されている。

昔の人々が詳しく書き記した災害の記録は、

現在、活火山のカルテ作りや地震の長期的予

知、あるいは今後の災害予測などに貴重な資

料となっていることはいうまでもない。いわ

ば地学的な「温故知新」なのである。

しかし、人間の書き残した記録はけっして

完全なものではない。誇張もあれば脚色もあ

ろうし、反対に真実を見落とした部分もあろ

う。そこで、どうしても自然そのものの中に

刻みつけられた地変や災害の軌跡を見いだす

必要が生じてくる。つまり、自然と人文の両

面から過去を追究することによって、なにが

どのように起こり 、それが人間社会にどんな

影響をもたらしたかを総合的に知る手掛かり

が与えられるのである。

一つ前の関東地震といわれる元禄16年(1703

年)の 「元禄地震」は、多くの古文書によって

震害や津波災害の模様を知ることができるが、

一方では房総半島南部を中心とする土地の隆

起量を、元禄段丘 (元禄地震時に隆起した海

食台)の高度分布などから求めることによっ

て、この地震がいかに大規模な地殻変動を伴

う巨大地震だったかを確認することができた。

「三代実録」に記載されている貞観10年(868

年)の播磨国の地震は、最近の活断層の掘削調

査によって、兵庫県西部の 「山崎断層」が活

動して地震を起こし、大きな被害を出したも

のであることがわかった。「山崎断層」がもし



Aクラスの活断層であれば、この地震以来1100

年あまりを経た今、そろそろ動いてもおかし

くはない、という予測も立てられるのである。

ところで、浅間山の天明噴火の場合は、い

ったいなにが起こったのだろうか。1783年 5

月から始まった浅間山の噴火は、約 3か月間

続き、その最後の日、 8月5日に大噴火のク

ライマックスを迎える。この日午前10時ごろ

浅間山の山頂火口から熱雲が発生、北麓へ向

けて流下し、 477人の村民もろとも鎌原村を埋

没してしまった。村の一角にある観音堂の丘

にかけのぼった約90人が、辛うじて難を逃れ

たという。埋没した鎌原村の上には、その後

ふたたび新しい村が聞かれ現在に至っている。

つまり、現在の村の地表を掘り下げてゆけば、

埋没以前の村の形態や村民の生活とともに、

村を襲った災害の実態に迫ることができると

期待されたのである。

発掘はまず 「十日ノ窪」と呼ばれる 2軒の

埋没民家跡と、観音堂前の石段の延長部分で

行われた。現在この石段は地表に15段が数え

られるが、天明以前は全部で 120段はあった

と伝えられてきたものである。発掘を進めた

結果石段は全部で50段、つまり 35段分が噴火

で埋没していることがわかった。厚さ約 5メ

ートルのたい積物に一瞬のうちに覆われてし

まったことになる。

私が取材に訪れたちょうどその日、この埋

没石段の最下部から 2体の人骨が掘り出され

るところだった。専門家の鑑定によると、 2

体とも女性で、上側が老女、下側は中年の女

性らしいと推定された。おそらく 2人は、背

後に迫る土石の流れから逃れようと観音堂の

丘ヘ向かった。若い方が老女を背負っていた

'82予防時報128

のだろうか。参道を走り、観音堂の石段に取

りついたとたん、 2人は土石の流れの中に呑

み込まれてしま ったのである。あと35段、時

間にして 10数秒の遅れが生死を分けたという

ことになる。 2体の人骨はまさに天明の悲劇

の化石であった。

鎌原村を埋めたたい積物の性質も、火山地

質学の面か ら調べられた。その結果、たい積物

はJ固いた岩なだれ状のものであることがわかっ
ノ

た。大噴火の当日t 浅間山の北斜面を瞬時に

流下した熱雲は、その中に含んでいた無数の

溶岩塊の力で地表を削り取り、大規模な岩な

だれを発生させ、それが鎌原村を直撃したの

である。

3年間にわたる発掘調査は、 200年前に埋没

した村の歴史的 ・人文地理的な考察とともに、

火山の大噴火による災害の脅威をあらためて

印象づけるものであった。それは、 一つの火

山に してみれば数百年に一度というような巨

大噴火であったかもしれない。 しかし、臼本

列島に住む以上はいつどこで同様の出来事が

発生しても少しもおかしくはないのである。

ここ 30年以上、日本列島には壊滅的な大地

震も火山の大噴火もない。その間に国は高度

経済成長を果たし、自然の急変には極度にも

ろい過密文明社会を造り上げてしま った。大

災害に未経験の繁栄が日本中至る所に広がっ

てしま ったということカfできょう。 しかし、

驚天動地の災害の 「時」は必ずくるのであり、

その到来の可能性を史実はは っきりと物語っ

ているのである。埋没村の発掘や活断層の掘

削などによって鮮明に浮かび上がった過去の

災害の実態は、そのどれもが現代社会への警

告童のように思えてな らない。
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富士山の落石事故

演野一彦
山梨大学教育学部教授

8 

昨年は吉田大沢下山道は閉鎖された。立入

禁止である。それにかわって新下山道がつく

られた。燕東沢下山道建設は 7月10日の山聞

きには間に合った。

昨年の富士山の登山者の数は少なか った。

一昨年は60年に 1度の御縁年で、特に登山者は

多かった。昨年の登山者数はその 3分の lと

もいうが、確かな数はつかめていない。それ

にしても数万人の人は新下山道を利用した。

昭和55年 8月14日午後 1時40分、 富士山頂

久須志岳のがけからの落石は、折から吉田大

沢を下山中の登山者の列を直撃し、死者12名

負傷者31名の大惨事を引き起こした。

事故直後に、 山梨県警の依頼により事故原

因を、 山梨県の依頼により下山道適地の選定

調査を行った。

落石事故の原因には素因と誘因がある。素

因は富士山の地質 ・地質構造、溶岩の割れ目、

地下水、誘因は間げさ水圧の上昇、地震である。

富士山の地質は火山基盤と古富士泥流、新

富士火山噴出物より構成されている。山麓よ

り標高2，000m-2，200mまでは火山基盤より

なり、五合目にみられる小御岳火山は洪積世

の噴火で火山基盤である。

本当の富士山は、 この上に重なる古富士火

山と新富士火山である。古富士火山は今から

2万年前から l万5，000年前に噴火した杭新

富士・火山の下に隠れていて、山腹ではほとん

ど顔を出していない。

富士山の五合目から上は、今から7，000年前

に噴火の始まった新富士火山噴出物が露出し

崩壊、落石はこの噴出物のなかで起こっている。

新富士火山噴出物は溶岩流とテフラ層の互



層よりなり、テフラとは火山灰や火山喋等の

落下たい積物のことである。

テフラ層はこのようなたい積物の集まりで

あるから、腰結性が弱く常に崩れ落ちている。

テフラ層の部分は抜け落ちて空洞をつくり、

そのために上位の溶岩流は浮石となり、崩壊

しやすくなっている。

溶岩には多数の割れ目が発達している。冷

却固化の際に収縮して生ずる節理とよばれる

規則的な割れ目、国結後の滑動による割れ目、

地下水の凍結による割れ目など各種の割れ目

が認められる。

割れ目の多い溶岩は分離して崩壊しやすく

なる。

溶岩は、また非常に多孔質である。この孔

は溶岩中のガスの分離した痕である。雨水は

この孔にしみ込み、割れ目にしみ込み地下水

となる。山頂の金明水や銀明水は、この地下

水が湧き出したものである。湧出する地下水

は表面近くでは寒冷期には凍結して割れ目を

広げる役をする。

流動する地下水は溶岩を変質させ粘土化さ

せて分離を促す。

一昨年落石事故の起きた山頂久須志岳のが

けにはこうしてできた浮石が多数目につく。

チャンスがあれば落下しようと構えている。

しかし、これらが転落するにはそれなりの誘

因が必要である。

あの日あの時間に落下の起きた誘因の一つ

は割れ目にたまった間|噴水水圧の上昇である。

高さ 30mのがけが地下水で飽和されると、

摩擦損失を考えないとがけ下では 3kg/cm'の

圧力がかかる。

'82予防時報128

溶岩流を流動する地下水の速さは遅く、せ

いぜい l日1-2 mである。昨年は 7月に長

雨があ ったから、溶岩流の地下水が 8月中旬j

ごろには飽和状態に達したと考えられる。

目撃者によると、落石の数は50個ぐらいで

最大は 2mX2mX lmと聞いている。この

大きさなら、 3kg/cm'の圧力がなくても落下

が起きたはずである。

もう 一つの誘因としては地震がある。これ

までにも地震による落石の記録がある。関東

大地震のと きには、 吉田大沢で大量の落石が

あったと 山ノj、屋の人に聞いた。

55年の落石事故の日に、山梨大学で観illiJし

ている山麓の船津登山道の地震計は 8時から

12時ま でに 6回の小地震を記録した。落石を

引き起こすにはすこし規模が小さいと思った。

その後、毎日の観測記録を整理してみると、

55年は富士山での地震の多い年であ った。例

年はほとんどないのに 6月から 12月ま でに 4

回も起こった。珍しいことであ った。一つは

震源が久須志岳の真下にあった。

落石事故に地震が関係していることは間違

いなさそうである。

久須士、告のがけ下は最大40.の余|面である。

落れがあれば下への転落は避けられないとこ

ろである。

今後、この落石事故を防ぐことができるか

どうかを技術的に検討するために、国土庁が

中心にな って、建設省、 林野庁、山梨県、山

梨大学の専門家が集まって 「富士山落石対策

技術検討委員会」をつくって、現地調査を含

めて検討中である。WJ聞は 2か年であるがう

まい結論が出ればと ヨ号えている。

9 
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ずいひつ

光害

冨田弘一郎
東京大学東京天文台講師
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スペースシャトルやボエジャーなどの話題

が、テレビや新聞のニュースを通じて、お茶

の間に入り、宇宙が身近かに感じられる時代

です。

しかし、夕やみの迫まる戸外に立って 、い一

番星見つけた、二番星見つけた砂と実際の星

空を仰ぎ見る機会は、随分と減ってしまいま

した。高層ビルが立ち並んで、見上げる大空

の空間が狭くなっています。その上、ネオン

や街路燈が夜空を明るく 照らして、淡い星の

光をいっそう見にくくしているからです。

数千年もの昔、人類の文明が芽生えたころ

から、人々は夜空に美しい星々がたくさん輝

いていることを知っていました。彼らはそれ

らの星々の配列から、神話の人物、地上の動

物、いろいろの器具の形を想像して、大空を

幾つかの星座に区分しました。ロマンに満ち

たそれらの星座物語は、現代まで引き継がれ

ています。

しかし、美しい星の光は文化の発達ととも

に、人工燈火やスモッグによりカキ消されて

しまっています。私たち天文関係者は、これ

を い光害' と呼んでいます。

100年の歴史のある東京天文台は、創立当初

は現在の東京都港区、東京タワーの近くの高

台にありました。品川沖の東京湾の水辺近 く

まで星が見えたそうです。周囲が市街地とし

て発達したため、大正中期に現在の東京都三

鷹市に移転しました。広い武蔵野の一角にで

きた天文台は周囲に人家も少なく、人工燈火

もまばらで、天体観測にはもってこいの土地

でした。大型の望遠鏡こそありませんでした

が、付属の測定装置などの設備は世界一流の



ものをそろえ、数少ない東洋方面の天文台と

して将来が期待されました。

残念ながら、東京天文台が本当の力を発揮

する前に不幸な時代に突入してしまいました。

本来の天文学的研究は戦時研究に圧迫されて

しまったのです。

しかし、空襲を避けるための燈火管制によ

って作られた真のやみ夜に輝いた星々の輝き

は当時のすさんだ心をいやす一服の清涼剤で

した。人類発生のころと同じ光害のま ったく

ない星空が眺められたのです。

戦後の東京都の発展は西へ延び、三鷹も光

の海の中に埋没するようになりました。天文

台は再度の移転を迫られたのです。 20年ほど

前、口径 188cmの当時としては世界第 6位の

大型望遠鏡を建設する時、天体観測適地を日

本全国にわたって調査しました。

その結果、岡山県鴨方町が選ばれて岡山天

体物理観測所が完成しました。瀬戸内地方の

晴天日数の多いことと空気が安定しているこ

とが第一の選定理由でした。同所はその後水

島工業地帯が附近にできて、現在では光害に

悩まされています。

同時期に完成した 2台の国産の口径91cmの

望遠鏡のうちの一台は、三鷹に近い所に置き

たいという希望で、埼玉県堂平山が選ばれま

した。東京を含めて関東平野全部が見下ろせ

るこの山頂からの夜景は星空より美しいぐら

いです。しかし、時々発生するスモッグは300

mぐらいの所にたなびいて、下界の光をさえ

ぎってくれます。海抜 900mに近い堂平はス

モッグの上にでて、美しい見事な星空が見ら

れるわけですから皮肉なものです。

'82予防時報128

高度成長期に各地にできたボーリング場は

回転サーチライトを備え、 光害の最たるもの

でした。そのころ、いわゆるアマチュア天文

家の方々の中に天体写真のブームが起こって

いる時期でした。暗い星を撮影するためには

フィルムの感度が不足です。そこで露出時間

を長くしないとよい写真が写りません。

シャッターを開けたままのレンズの全面を

回転サーチライトの光が通過するわけで、そ

の度にレンズを覆わねば、フィルムがカプっ

てしまうのです。熱心なアマチュアの方々は

情日本星空を守る会H を創り、回転サーチラ

イトの廃止を呼び掛けました。そのころ、た

またま ジヤコビニ流星雨の出現が予報され、

その当夜は水星座を守る会"の活躍によって

全国的に随分水光害。が減りました。予想が

外れて流星雨はまったく出現しませんでした

が、光害のない夜空の美しさをあらためて多

勢の人々が確認しました。

環境庁まで陳情に出掛けた星空を守る会も

まったく別の形で開庖休業になりました。オ

イルショ ックのお陰なのです。堂平観測所で‘

も年々増加してくる光害の対策に悩まされ始

めていましたが、オイルショック以来、夜空

の明るさはむしろ減少気味で、私たちは大歓

迎です。しかし、クリーン東京が徹底しだし

てスモ ッグの発生回数が一時期よりずっと減

少しています。これも皮肉なものです。

天文学者の勝手をいわせていただけるなら

ば、毎月の新月の夜、日本中で燈火管制をや

っていただけたらと思います。省エネルギー

にもつながるし、日本の天文学が格段に進歩

すること請け合いです。

11 
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過労とミ
出席者

大島正光 (財)医療情報システム開発センタ一理事長

黒田 勲 防衛庁航空医学実験隊4長

丸山康則 日本箆有鉄道鉄道労働科学研究所次長

生内玲子 (司会) 評論家/本誌編集委貝

変わってきだ疲労の貫

司会 今日は過労と災害というテーマですが、私

も大変興味を持っています。いろいろお話を伺い

たいと思いますのでよろしくお原買いいたします。

大体数項目に分けて考えてみたいと思うんですが、

最初に諸先生方お一人ずつ、過労についてどんな

問題意識を持っておられるか、どんな切り口 、ど

んな角度からチャレンジなさっていらっしゃるか、

また過去になさったかということを軽く伺って、

その後過労と疲労とはどう違うのか、その次に過

労によってどんな災害の起こり方をするか、それ

から次に過労の予知はできるのか、最後に過労災

害の防止という順でお話いただきたいと思います。

それでは最初に、大島先生お願いします。

大島 疲労の程度のなかに、過労という 言葉があ

ると通常考えるわけですね。 したがって、過労と

はという前に疲労とはなにかと、その桂度のひど

いのが過労であると、こういう論理の筋道になる

わけですが、司会者は意地悪で、過労を最初に出

したあたり、 どうもやっぱり評論家だなと(笑し)) 

12 

思ったりするわけです・一一。

実際には、疲れがひどくなる原因を考えてみる

と、 一つは予防措置がその人間についていないこ

と。 もう 一つはなにかの強制力が働いて無理矢理

過労になるという こつがあるんじゃないかと思い

ますね。 主体の方に原因があるか、客体の方に原

因があるかという違いはあっても、結局はこの望

ましくない過労という状態が現実にあるというと

ころに問題点があるのじゃないかと思うわけです。

過労というのは 、異常とまではいいませんが、

どこか度を越したところに出てくる一つの現象で

あり、生理的な限界を越えた状態とみなければい

けないのじゃないかと思うわけですね。

司会 先生は主にどんな場面での疲労を・

大島 私は基本的には、労働場面という のが主体

でしたが、航空の道も交通の道も通ってまいりま

した。 しかし、その方はそれぞれ専門家がいます

ので、今日はそこにはふれずに地上の作業という

あたりを私の持ち場と考えている次第です。

司会 有り難うございました。 それでは飛行機の

方からということで・・



黒田 飛行機の方では、今では疲労という 言葉を

あまり表面に出して使わないんですね。

飛行機の発達に従って、疲労というものがずい

ぶん違ってきたんです。 プロペラ機 の時代には、

長い時間、悪い気象条件下で体全体が揺すられる

ということがあったわけです。 しかし、飛行機が

発達して非常に環境がよくなってくると、従来の

疲労原因とは違う、新しい問題が出てきました。

時差の問題とか、どちらかといえば精神的な、心

理的なものが原因の疲労、それが事故につながっ

たりという、人間の情報処理にかかわり合いのあ

る場面の疲労に変わってきた。

ですから、いまでは勤務時問、飛行時聞はどれ

ぐらいがいいか、また働く時間と休 み時間のワー

ク・レスト ・サイクルをどうするか、そういうこ

とを大変厳重に決めまして、精神的な疲労を防止

しようという努力を続けてますね。

疲労をどう定義するかという問題はありますが、

昔は確かにあった。 しかし今では、戦闘機みたい

に Gのかかるような場合、あるいは非常に天候の

悪い時とか、そういう場合以外には過労といえる

状態は少ないんです。 それで、疲労ということが

主体として論じられるのは、最近は大変少必;--Clわ

けです。

司会 有り難うございました。鉄道の方では、こ

の問題はどんなふうに・

丸山 事故が起きると、なぜ起きたかという素因

を調べるわけですが、鉄道の場合はそのなかに過

労という項目はないですね。 自動車事故の素因と

しては過労運転があるんですが、鉄道にはない。

その代わり自動車になくて鉄道にあるのは仮眠事

故、居眠り事故です。

自動車事故になぜ居眠りがないのか警察関係の

人に聞いてみたら、それは全部過労運転に含めて

いるという。 それで、じゃ過労運転の何%が居眠

りなのかというと、分類していないからはっきり

はわからないが大体交通関係の警察の常識として

は 7-8割だという答えが出てきたんです。

国鉄の場合、居眠り事故は年に 2-3件、全体

の約 1%なんです。 自動車事故の方は過労運転が
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年間 4，000件ぐらいで、全体の約 1%ですから、

鉄道の場合も自動車の場合もかなり近い割合で起

こっている事故と考えていい。私どものほうは、

もっぱら鉄道の居眠り事故から入ってい った分析

で、自動車についても調べてみました。

そんなことで、私の場合、過労そのものという

よりは、居眠りからの接近、それから単調労働か

らのアプローチという方が割に多いわけです。切

り口といわれれば、その辺ですね。

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

昔の方程式に代わるテンション

大島 お二 人の話に関連していいますと、普は仕

事をすれば疲れるという方程式があったわけです

ね。 ところが、今はその方程式はなくなりつつあ

る。仕事をすれば疲れるという、その疲れたよう

な状態というのは、今は仕事と無関係にあるわけ

です。 なんとなれば、たとえば真夜中 3時、 4時

になれば、それに似たような状態が起きてくる。

あるいは、食事をするとそれに似た状態が起きて

くる、といろいろあるわけですね。 また、単調な

仕事をしてると起きてくるとか・・・

昔の作業即疲れるという方程式が成り立たなく

なってきているわけですから、疲労という状態を

別の言葉に変える必要がある。それはテンション

ですね。 緊張水準といいますかね。これが下がる

と、昔いわれた疲労に近い状態になる。 時差の問

題もそうですし、なにもすることがなければそう

いう状態になる。

テン シ ョンが下がれば疲労に似た状態になり、

これは災害 につながるという方程式があります。

これはいろんなところで調べられておりまして、

大体そうなっています。

仕事をする時は仕事のできるようにテンショ ン

を上げる、仕事をしなければテン ションは下がる。

それがうま くいっているのが普通の人間ですが、

うまく適応できない人もいる。 また、外界の状態

がテンショ ンの不適応の条件を与えることがある。

そのあたりが近代社会における不適応現象で、過

労と災害という課題を、テ ンションと災害と、こ
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んな風に変えますと非常に近代化されてくるわけ

ですね。 それでその近代化への道を、過労から始

まって結構ですが、だんだんそちらに話を持って

いきますといいのではないかと考えるわけです。

黒田 人間は仕事がない、単調といいますか、な

にか仕事がちょっと抜けると、 一番安定した楽な

状態にレベルを下げちゃうんですね。 たとえば、

飛行機なんか操縦しましでもね、離陸 ・着陸とい

う時は大変な精神的エネルギーを使います。 しか

し、真っ直ぐに飛んでる時は仕事がなくなります

ので、レベルをパッと下げちゃう。 それでいざこ

れから忙しいぞという前になると、忙しさを予測

してテンションを上げる。要するに、作業環境そ

のものが太くなったり細くなったりしてるなかを、

大
島
正
光
氏

テンションを上げ下げしてくぐり抜けていくわけ

です。 このテンショ ンの変化をタイミングょくで

きない状態が疲労ではないか。 少なくとも、我々

がこれから問題にしようとしているのは、筋肉疲

労のように止まっているレベルではなくて、動い

ているレベルではないかと思います。我々の飛行

機の世界では、このような動的なレベルの合わせ

方を今すごく問題にしていますね。

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

測定でき怠い現代の疲労

司会 それでは話題を少し方向転換しまして、疲

労とか過労を簡単に測定する方法はあるんでしょ

うか? たとえば、だ液かなにか分析するとパッ
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とわかるというような簡単な方法は……。

黒田 ディビット ・ビーティーという英国人の書

いた「ヒューマン ・ファクター」 という本がある

んですが、その本の中に、体温計みたいに口にポ

ンと入れたら疲労がわかる物があったら 、とても

世の中は楽になる、しかし、そういうものがない

ことが大変困るんだということが書いてあります。

大島 測れるかどうかということを考える前に、

一つ前提条件を考えないといけない。先程お話し

たように方程式が変わってしまっているんですか

ら。昔の過労状態というのは 、血液の変化とかだ

液の変化とか極端に表れたから測れた。しかし、

今問題にしているテンションは、そういうもので

は極端に表れないから測れない。

また、頭の働きというのは始終動いていて、方

程式に乗らないわけです。 たとえば、私は今居眠

り状態にあると、しかし 、お二人は緊張してそん

なものはないと、同じカテゴリーで測れないです

よ。個人の特性が出てくるから、たとえばなにか

で測れたと して 、てんでばらぱらだからこれは意

味がないということになる。

そういう前提で考えると、疲労の測定は個人が

自分で測ってそれを自己管理に生かしていくとい

う方向で考えなければならない。 そういう意味で

は、今の段階ではフリッカ ーテストしかないです。

この方向で研究を進めていけばなんとかなるとい

うことで、今いろいろと考えているところです。

丸山 今使えるとするとフリッカ ーだなとおっし

ゃいましたが、私たちの研究所でも、橋本先生が

30年代、 40年代に盛んに使われています。 また、

作業時の心得数の変化も非常に研究しているんで

すが、たとえば、列車を運転してて飛び込みがあ

ったというような時の心樽数の変化、これはなか

なか直らないんですね。 たまたま測定していた、

その列車に飛び込みがあった、パッと上がったま

ま、 1時間 ぐらいしてやっと治まりますけれども、

普通のレベルまで戻るのに 1時間 ぐらいかかりま

した。 そういう心得数を上げるようなハッとする、

ひやっとするという現象は運転作業の中で膨大な

量ある。



トータルの時間ガ重要なフアクター

司会 自動車の運転者の労働基準のようなものに

29通達というものがあるんですが、これは自動車

運転者の労働条件の改善ということですが、以前

は運転距離とか運転時間で労働基準を示していた

のが、拘束時間という形でしばるようになってき

た。 これは、やはり労働実態というよりも拘束さ

れていること自体が疲労につながるという、先程

の飛行機のお話のなかにもそういうことが出てい

たようですが、そういう風に、全体に徐々に変わ

ってきてるんでしょうか。

黒田 飛行機が飛ぶというために、うちから出か

けて行く時間とか、帰る時間とかそういうものを

全部含めたデューティータイム、拘束時間ですね。

そういうものでf甫らえていくというととは、これ

は非常に問題にされて、フライト時間でなくて、

そのまわりの時聞をどういう風に管理するかとい

うことが大変問題にされますね。 ですから、今大

きな会社のパイロットの方は自宅まで自動車でお

迎えに行ったりしてますね。途中のラッシュアワ

ーにもまれてへとへとになって、さてそれから飛

行機に搭乗しようということではなくて、そうい

う細かい管理をやってますね。

司会 鉄道でも同じような・・・

丸山 そうですね。運転の時間というのはハンド

ルを撮る時間と、それからその前後、点呼を受け

たり、こういう乗務をしますという、今日の注意

事項はこれこれですよと、そういうものも全部含

めて、深夜帯ですと 4時間半、それ以外の時間帯

では 6時間という制限ができています。通勤時間

は入っていません。中国では機関車の乗務員で 8

時間だそうですから、これは我が国の20年代後半

という感じですね。大変だと思いますね。

大島 仕事の量といいますか、 一番緊張する仕事

は国会の速記です。国会ではヤジも速記しなくち

ゃいけないし、笑ったというのも書くんです。 そ

れで30分で交替するわけです。 一般の仕事では緊

張が高いといっても結構休んでるんですね。

高速道路で運転してる場合でもそうで、全般的
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にはもちろん緊張してるんですが、そこに波があ

るわけですね。 そういうことを考えると、作業密

度とか作業の質とか、そういうことよりも、やは

り時間で測った方がいいということになる。

トータルの時間が問題にされるのはどこにつな

がるかというと、人間の生理的リズムですね。 天

候は西高東低とかいいますが、人間の場合は昼高

夜f民で24時間のリズムを描いている。

ですから、今トータルの時間、拘束時聞が問題

になってきたというのは、 一つには作業がそんな

にきついものがなくな ってきたこと、もう 一つは、

生理的ニーズとの関係で時間が重要なファクター

になってきたということですね。

テンションと事故、災害は比例する

司会 どんな形でそれが災害につながるかという

話に入りますが、先程から居眠りというお話もち

らちら出ておりますが、ドライパーの過労が原因

の事故のなかで、居眠りという形で現れたものが

7割ぐらいということ、また、いわゆる覚低運転

というんですか、感覚が低いレベルで起こったよ

うなものを含めると、大部分だという感じがする

んですが、この過労というのはどんな形で災害に

つながっていくんで しょうか。

丸山 まだ過労という言葉に非常にこだわってい

らっしゃる。 だから過労で居眠りになったとおっ

しゃるわけですね。私が申し上げたのは、過労の

分類のなかに居眠りが放り込まれているというこ

とです。 居眠りのなかには過労からのものもわず

かあるでしょうが、それ以外のものもたくさんあ

ります。単調な道路で眠り込んだものも入ってい

ますから。

司会 過労で居眠りしたと思うから間違いなんで

すね。

丸山 そうですね。 風邪薬からのものもありまし

ょうし。 同じ状態になるとしても、原因が違いま

すものね。 もう一度また話が戻るような感じにな

るかもしれませんが、先程のヒヤリとかハットの

事例をいっぱい集めてみたとごろ、ホームの上で

15 
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お客さんが白線から出てくるとか、なにかふらつ

いたとかいうのがヒヤリ ・ハットのトップクラス

ですね。 それから列車が行き過ぎそうになった、

プレーキの効きが悪かった、またはプレーキを操

作するタイ ミングがまずかったと いうのがありま

す。 そういうことと別にもう 一つのタイプがある

んですよ。 ウトウト ・ボンヤリしそうになった。

それに気付ーいてハッとした。 全然タイプが違いま

すね。 緊張が高まってハッとするのと、緊張が低

下してハッとするのと、 二つのヒヤリ ・ハットが

あるわけですね。

自動車の場合も似ているんです。 自動車の場合

のヒヤリ ・ハットのトップはなにかというと、飛

び出しです。 それから追い越し車が急に割り込ん

黒
田

できた。 これがかなり高いですね。 パスでもタク

シーでも共通して高い。 それから前の車が急に進

路を変えたとかプレーキをかけたとか、そういう

状況ですね。 そういうタイプのものと、もう 一 つ、

やっぱり車の場合で もウトウト・ボンヤリしてい

る自分に気付いた時というのがある。

司会 単純なヒヤリ ・ハットじゃないわけですね、

種類が。 それで普式の、私が考えていたような疲

労の概念でいくと、疲労というのはだんだん積み

重なって過労になると今までは取られていたわけ

ですが、もちろんそういう蘭もあるでしょうが、

ある意味では時間によって非常に疲労して、それ

が災害につながりやすい時間と、同じ作業を続け

ていても 、それが積み重さならないで回復してい

16 

くという状態があると思うんですが、やっぱりこ

れは人間のリズムのようなもので、そういう風に

なってくるわけですか。

大島 さっきの重量高夜低で、生理的リズムは畳は

高くて夜は低いわけです。この低いところで事故

はたくさん起きているわけです。鉄道なら夜行と

か、そういうところで多い。 これはどんな統計の

とり方をしてもはっきりしている。

そういうことで、人間の緊張レベル、テンショ

ンといってもいいし、活動レ ベル といっても同じ

ですが、 それといろいろな不適応現象(=事故)は

比例するわけです。 これはきれいに比例します。

司会 畳高夜低のお話を伺うと、まず思い当たる

のが海外旅行の時差の問題ですが、お客の方は時

差で眠いとかなんとかいっていればすむことです

が、操縦している方はそういう風にはいかないの

で、やはりこの昼高夜低、そのリズムが時差で狂

うことに対応する勤務の体制の作り方というのは

一番問題なんでしょうか。

黒田 時差をどうするかという問題は、国際線を

飛んでるパイロット、もしくはその会社は一番頭

を痛めている問題ですね。 コンコルドに乗って西

向きに飛んで行きますと、太陽と同じスピードで

飛んで行きますから、いつでもずっと昼です。で

すから、先程の大島先生のおっしゃった畳高夜低

の生理的リズムが合わないわけです。

そのために 、世界一周するようなケースではク

ルーを変えましてね、そこでなん時聞か飛んだ人

は一晩泊まる。 また次の飛行機に乗りついで回る

というように、途中でなん回か休むわけです。 そ

れがトータルでなん日になった場合はどうするか、

なかには、クルーで行った人が次の機会で行かな

いで戻ってきちゃうコースもあるんです。 それは

パイ ロットとして戻ってくるんでなく、 お客さん

として戻ってきちゃうケースもあるんですね。

司会 乗務時間が半分ぐらいになるわけですか。

黒田 はい。 そういう長い飛行をやってる時の時

間割というのは大変問題でして、イギリスの航空

会社では点数制にしましてね、なん時間越えたら

なん点とか、飛行機の環境が大変暑い時にはなん
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は、これは東京都内の普通のパスですから、夜中

はほとんど走っていないわけですね。早朝も走つ

てない。 ですからもっぱら昼前後。昼前にも出て

くるんでこれはよくわからなかったんですが、早

く出てきた人は早い昼食を してしまうということ

点加えるとかということで、 一週間になん点以上

になってはいけないとかいうことをやっています。

司会 テンショ ンのかかり方、即点数ということ

ではないけれども。

そうですね。 それは必ずしもテンションだ

タクで、昼食の影響みたいなものらしいですね。

黒田

けではありませんね。飛行機では湿度が非常に低

くなりますが、 20%以下の場合は 1点加えるとか。
各交通機関運転士の眠気に襲われる時間

: 三
| ITI: 

V\~九一ノ

図 2

今問題になっているのはオゾンですね。 そういう

物理的な環境も体に大変影響が及びますしね。 ま

た、高度を上げるために機内の酸素が少しずつ下

がる、そういう環境で 8時間も 9時間も飛ぶとい

うための疲労であるとか、そういうことがいろい

Zヨ

ろありまして、組み合わせが大変難しい。

仮眠事畝の発生時間と生理的リズム

先程の畳高夜低の話に関連するんですが、

こんなデータが最近出来上がったので、ちょっと

ご覧いただいてご批判もいただこうと思って持つ

丸山

てきたんです。 図 Iの折れ線グラフが国鉄で過去

10年ほどで起こ った居眠り事故。横軸が時間です。

棒グラフの方はアンケートで、これは眠い時間を

調べたわけですね。二つのグラフがきれいに重な

るわけです。

(資料:国鉄丸山1981)
どのくらいの頻度で眠気に襲われるか図 3

タク ンー

分布ですね。 パスの場合

眠気に襲われる時間と仮眠事故の時間(鉄道)
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図 2は、上からパス、タクシ一、トラック、 一

般の通勤車ですね。 これは実際に起こった事故で

はなくて、眠くて困る時

間はいつごろですか、を

マークしてもらったその

図 l
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シーの場合は夜中の 3時ごろがピークでしょう。

このころにものすごく眠くなる。あとは昼食後で

すね。 それでトラックはちょっと右ヘ、早朝の方

ヘずれてくる傾向がありますね。畳食後というの

はまったく同じ。一般の通勤車の場合はピークは

昼食後ですね。

同じ眠気でもこんな風に分布に遠いがある。 そ

れぞれ悩む時聞が違ってるというのは割によく出

てるなと思うんですが、ついでに図 3を見てもら

いますと、眠気に襲われて困るのはどのくらいか

というと、ほとんど毎日というのが一番高いのが

タクシーですよね。 タクシーはほとんど毎日とい

う人が12%もいるんですものね。 その次はトラッ

クです。鉄道はトラ ック並です。

こういうデータを見ますと、人間のリズムがい

かに大切か、また、タクシーやトラックの運転が

いかに大変かよくわかります。 . 
司会 運転以外の労働、たとえば工場労働なんか

でも、やはりこういった時間に災害が起こってい

るんでしょうね。

大島 工場の場合一つ違うのは、昼と夜とまった

く同じ条件で作業してますから、ちょっと違う形

態があるわけですね。 それから、夜仮眠を取ると

かいろいろ違う条件が入ってきますが、作業が全

然閉じ場合はこれとまったく閉じ形ですね。

司会 やはり、製品のミスが多く出たり機械に手

をはさまれるという労働災害が起こったりという

のが、あるパ ター ンで発生して くるわけですね。

18 
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大島 そうですね。それはこれと閉じですね。そ

れから、食後の眠気などはこのデータを見るとわ

かるんですが、 もう 一つ朝勤めて、それからたと

えば 3時間勤めたとか 5時間勤めたとか、そうい

う要素も多少入ってるんじゃないかと思います。

ただ、それは大したことはなくて、もっぱら畳高

夜低の低のところ、それから食後の低いところが

はっきり出ているということは、さっきから出て

いるテンションの問題が非常に大きいということ

になるのではないかと思いますね。

司会 月曜病などということも、そういうリズム

の低下と考えていいわけですか。

大島 よく月曜効果というんですが、あれは日曜

効果ですね。 日曜日に家庭のリクレーションにつ

き合ったとか、あるいはゴルフに行って充分回復

しない、それが月畷日にまだ残ってるという状態

が、月曜日に事故が多いとかテンションが低いと

いうことの原因なんですね。月曜効果じゃなくて、

日曜の効果が出たというのが正しいんじゃないか

と恩、いますね。

自動化lこよって増大するリスク

司会 労働というものが質的に変わってきたこと

はいろいろお話を伺ったわけですが、今後増々こ

ういった労働の形態になってくるというなかで、

今後一体、疲労というものがそれぞれ皆さんの担

当していらっしゃる分野で、どう変わっていくと

思われますか。

丸山 新幹線が昭和39年に走る前に二つの予測が

あったんです。一つは非常な緊張だと、だから運

転士も適性のある人を選んでうんぬんという方向

の議論。 もう 一つは、いや案外大したことはない

んではないか、そう負担になるような仕事ではな

いのではないかむしろ単調が心配だという議論。

ふたをあけてみたら、初めは確かに大変な高緊張

だったけれども、慣れてくると、新幹線といえど

も単調になるわけですね。ですから、そういう単

調な作業の影響はこれからもずっといろんなとこ

ろでどんどん増える。 オフィスオートメーション



なども進むでしょうし、そうしたなかで作業設計

をよほどうまくやらないと、人間のやる仕事とい

うのは人間の持ち味と非常に違ったアホらしい仕

事になって、そこから人間性が壊されていく心配

があります。

もう 一つは、調べてみて意外だったんですけれ

ども、ヒヤリ ・ハ ットの原因ですね。 自分の側か

ら起こる原因ですが、なにが一番大きいかという

と、考え事というのが出てきたんですよ。 人間と

いうのは実にいろいろな事を考えるわけですね。

運転の時に、単調であればあるほと・ぱっぱっと考

えが場面からよそヘ飛んで行ってしまうわけです

よ。 その結果、見るべき信号を見なかったという

ことが起こる。

この考え事の中身を調べてみますとね、仕事の

ことがありますね。次はどうしょうかという段取

りを考えたりしてるわけですよ。 それから家庭の

ことを考えたり、それからあしたの休みはどうし

ょうかなんてこともある。 このような、いろいろ

な考え事には、今は仕事中なんだからこんなこと

考えちゃいけないと自分でコントロールできるも

のと、ぬぐおうと思ってもぬぐえない、どうして

も浮かび上がってくるものと二つあるわけです。

で、ぬぐえないものはなにかというと、家族の病

気とか職場の人間関係になるという調査結果が出

たんです。

だから、仕事の単調化、逆に社会の複雑化から

出て くる問題を真剣に考えていかなくてはと思い

ますね。

図4 ヒヤリ・ハットの原因

u暴作目 Eス

2いねむり .ウトウトしていて

3ポンヤ リしていて

4わき見をしていて

5考えごとをしていて

6技最未熟

7勘ちがいをし ていて、 間違勺て

，思L、こんで

8.忘れていた.ウ yかリ忘れて

ノ 〈 ス

タクンー

トラ y ク

一般車

'82予防時報128

司会 アメリカで離婚ブームで、 家庭が崩壊しつ

つあ って非常に社会問題にな っているといわれま

すが、そういった問題は、ぬ ぐってもぬ ぐっても

作業中に頭にきてしまうということですね。

丸山 そうですね。 この辺はあまり統計には出て

いないですけれども、建設会社の安全担当の方の

話ですが、建設業は高い所から落ちたりという死

亡事故の一番多い業種ですが、そういう事故の背

景に割に家庭の事情、普通よりちょっと厄介な事

情があるような気がするとい ってました。統計化

しに くいことですが体験としてはいえるというこ

とでした。

司会 単純に考えて、労働時間が減って週休 2日

が普及するから疲労による労災がなくなるなどと

いう簡単なものではなくて、ますます深刻化して

くる問題ですね。

丸山 そうですね。 30年代はユートピア論でよか

ったんですが、ここまでくると問題ですね。

司会 黒田さんの方はいかがですか。

黒田 そうですね。疲労と飛行機災害という問題

からいいますとね、カテゴリーを分けて考える必

要があるのかなという気がします。我々が疲労と

いう言葉を使う時に、急性疲労という、まあ過労

ですね。過労に該当するような職場があるんです。

ヘリコプターである短い期間に機材を山の上に運

び上げるというような、それは山の気象が許され

てる時聞は短いですから、何十回という着陸 ・離

陸を繰り返すわけです。 それから自衛隊の方では

戦闘機の性能が上がってくれば、大変大きな加速

度、 Gがかかつてくるために体がすごく疲れます

し、そういう戦闘訓練をやると急性疲労が原因と

なって、我々が見てると、あの人正常だったのか

な、と思うような事故が起こるんですよね。 それ

は、操作の中であんな操作抜かしていいのかなと

いうような操作がスポ ッと抜けてみたり、物を考

える時にいつも遅れてる 、事象のあとから考えが

ついてい くんです。 こういう急性の疲労は今後も

あると思うんです。航空機をいろいろの分野で広

く使う場がだんだん増えていきますから、過労に

属する職場なり状態は今後増えて くる気がします

19 



いな形になりますが、やはり人聞を乗せていぎと

いうときに備える。いったん自動システムが壊れ

てしまった時にパイ ロットのするべき仕事は猛然
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b。

2番目は蓄積疲労。 充分な休養が取れなくて回

復しないうちに次の仕事にかからざるを得ない仕

と増えるんですね。ですから、自動化という のは

壊れた時に人間にどういう処置を要求するのかと

事、これは飛行機が人を運び物を運んでいくとい

う経済効率からいいまして、今後ますます多くな

るだろうという気がします。 いうことまで考えて自動化しないといけないんで

す。そういうことを踏まえないとよい人問機械系

を作っていける状態はできないだろうという気が

3番目は慢性疲労と呼んでるんですけれども、

年のオーダーで持続的に疲労が進行するようなあ

します。

機械化が進めば進むほど、いざという時の

リスクが際限なく増えていくわけですね。

そうですね。自動化できるということは、

同時にスケ ールも大きくしていくということで、

司会

黒田

る特殊な作業に携っている人、たとえば管制官な

どもそうですね。 それからレーダーを見てる人な

ど、飛行機に関連する分野ですが、そういう人た

ちがいつもテン シ ョンを高めながら、いざという

時にパッと対処しなければならないという状態が

長時間続いていくと、体重が増えな くなっていき しかも人聞は少なくてもよろしい。 しかし、少な

い残った人間でなにができるかということですね。

そのレベルはなんであるか。 できなかったことは

疲労なのかということですね。疲労の定義の中に

「ある状態から逃げ出すため、それを回避するた

めの申し訳言葉」というのがあるんです。 そうい

う意味に使って、現実の不具合事象にメスを入れ

ず疲労というものに責任を負わせるということで

生
内
玲
子
氏

社会が進んでいくとすれば、これは大変困ったこ

とだという気はいたしますね。

先程の作業中に考え事をするというのはな大島

ぜ起こるかといいますとね、生理学的には頭の活

動は最大エネルギーの法則に従って、ともかくも

ある程度働いてないとよくない。 だから、働く部

分を少なくすれば他で補わざるを得ない。その時

に人間関係というのは、考え事の格好の材料をそ

まして不定愁訴を訴えることがあるんです。

が特別痛いというわけでなく、しかし、頭が重か

どこ

そういったり、神経がしびれたりするわけです。

の人に与えてるわけですね。

このような傾向を一体どうやって処理したらい

いかというと、やっぱり時間で処理するわけです。

考え事というのは、起きては消えるということも

ありますけれども、だんだん高まることもある。

拘束感もありますから、職場を逃れたいとか時間

う職場が出てくるんですね。

飛行機の労働環境というのは、ご存知のように

自動化がかなり進んでいますが、長時間飛ぶ場合

には、先程丸山先生のお っ しゃ ったように、自動

化がかえって作業を単調にし退屈にするという状

進んで、それじゃ人聞を完全に除いてできるかと

いうと、飛行機の世界はだめだと恩うんですよ。

なぜかというと、予測されるトラブルを完全にコ

ン ビュータかなにかに入れて補償するということ

の長さに比例して大きくなるわけです。だから、

どこかで時間を断ち切りませんとだんだん増えて

そのような自動化が態が起こって くるわけです。

いくわけです。 そういうことで 1時間たったら休

憩を与えるとか、作業能率を高める一つの手段で

もありますから大事なわけです。だんだんそれは監視業務みたは恐らくできない。
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事故、災害防.Ltlこ重要な自己管理

司 会 過労災害の社会的管理についてのお話は、

今皆さんに伺ったわけですが、最後に一言ずつ自

己管理について承って終わりたいと思います。

大島 大体、すべて最後は自己管理になるんです

が、これは別の言葉でいえば、生活処方を自分で

たてるということです。 その処方のよりどころは

与えなければいけない。 そうならないと、今やこ

の問題は解決しないと思います。早くそこに到達

するような努カをするということが大事なとこ ろ

にきていると

そういう意味では、人間関係もあまりこじれな

い内に、それではこの次にとかなんとか適当Iに時

間を切りましてね、激しいところまでいかないよ

うに考えないといけないですね。 たとえばこれは

余談ですが、ヨーロ ッパでは小学生に母親が怒る

時にビールを飲ませてから怒るという話がありま

す。母親というのは、とかく感情の起伏が激しいの

で、つい怒りすぎるわけですね。子供を傷つけて

はいけないので、受け取る側を調節するわけです。

司会 話半分に聞くように。(笑)

大島 母親の方を、そんなことのないようにとい

うのは精神訓話で、実際にはなかなか実現できな

いわけです。

司会 建て前論ですね。

大島 そうですね。 そのあたりで現実的解決の方

法が必要なわけで、自己管理という目標は私もま

ったく賛成です。 自分が自分を守るという状態に

持っていくのにはなにをしなければいけないかと

いうことを早 く考えること。 それで余計なことは

考えないという状態だと思います。

黒田 パ イロ ッ ト自身の健康管理というのは、大

変厳し くやっています。 パイロットの方々は身体

検査も半年に 1回ずつ大変精密な検査をしていま

すが、検査の 1項目にでも抵触すると パ イロ ッ ト

を下されるわけですから、日常の生活管理も大変

厳し くやってます。 たとえばお酒を飲んでも、あ

した飛ぶんだといえば、さっと帰っていきますし

ね。 また、水にj替ることの好きな人なんかもいま
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すけど、あれは水に潜って24時間 ぐら いで飛びま

すと、頭の中に泡が出てきちゃ ったりするんです

ね。 なん時間前にはやめな くちゃと、そういうこ

とも非常に強 く自 己管理をや ってます。 それから、

ジ ョギングゃったり テニスゃったりして 、 とにか

くスタミナが落ち るということのないようにとい

う訓練をいつもやって ますね。

司会 その点、 程度は違 いますが、 4，400万人もい

るドライパーもその くらいの覚悟を持たなければ

いけないのかもしれませんね。

丸山 眠気 についていえば、予知できるという人

は 7割 ぐらい、調査してみるといるわけです。 7

割を 多いとみるか少ないとみるかはありますが、

人間て自分のことを今 日は危いなと感じる能力が

あるわけですね。 そして、多く のドライ パーは、

調べてみればみる程わかるんですが、 涙ぐ ましい

努力をしてるんです。 眠る時間を自分で工夫して

みたり、枕を工 夫 してみたり、鉄道の乗務員でも

昼間寝 て夜出なきゃいけないなんて仕事もあるわ

けで しょう。本 当に苦労 して休養管理、睡眠の取

り方、食べ物の管理なんかもやってますね。 そう

いう自己管理はもっとも っと進める べきですね。

それともう 一つほしいなと思うのは、人間とい

うも のはこういうものなんだと、もちろん人間全

音Eわか つてるわけじゃないけれども、人間主見とい

いますか、そうい う ものに担を置きながら、だか

らこういう管理がき くんだという、納得とセ ッ ト

にしなカfら、こうしていとう、ああしていこうと

いう、それが住みよい職場なり世の中を作ってい

く一つの道になるんじゃないかと思います。

司会 ありがとうございました。確かに私が最初

大分認識がずれていたように感じたのが、だんだ

んよくわかつてまいりまして、この問題、 今大き

な曲り角にさしかか っているということがおぼろ

げながらわかりました。今の時期に、こういうテ

ーマで座談会をやって本当によか ったなと思うん

ですが、これだけで結論が出る問題ではありませ

んので、今後また折がありましたら、こうい った

お話を是非伺いたいと思います。有り難うござい

ました。

21 



'82予防時報128

のガス
防止対策について

宮崎嵩司

まえカずき

爆発や火災などのガス漏れによる事故を防止す

るための基本は 、表 1に示すように

提とするもので、日常の注意や緊急時の正しい措

置など、人間の行為を基礎とした対策で、ハード

ウェアに頼らないという意味で 「ソフ ト対策」 と

呼んでいる。

(1) ガス爆発に結び付くようなガスろうえいを起

こさないこと(ガスろうえい防止策)

ソフト対策としては、ガス使用者に対するガス

器具やガス栓の操作 ミス 防止の徹底や、ガス使用

者とガス事業者によるガス設備点検の強化 (ガス

ろうえい防止策)あるいはガスににおいをつけた

り、緊急時に速やかにガスを遮断する体制 をつく

るなどの対策(災害防止策)がある。

(2) 万一ガス漏れが起こ って も、それを素早くキ

ヤツチして 、できるだけ早くガス を止めてしま

うこと (災害 防止策)

のこつである。

このための対策の一つは、現状のガス設備を前 とれらの対策は、既存の多数のガス設備からの

事故を防ぐためにはきわ
表 l ガス漏れ事故防止のための安全対策

分 tIi 

現状設備での安

全対策

(1)ガス漏えい防止策
〔ソフト対策〕

(ガスを漏らさない) 安全なガス設備
ための安全対策

機器の設置お

よぴ改善対策
〔ハード対策〕

現状設備での緊

(2)災害防止策 急時対策

(トのガス山)

〔ソフト対策〕

えい発生時に爆発

に至らないようにす 安全装置システ
るための非常対策 ムの設置による

繁急時対策

〔ハード対策〕
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安 全 対 策

①正しい使用法 注意事項の徹底(使用ミスの絶滅)

② 後続具 機器の日常点検の徹底

③ 設備全体の定期点検の実施

④ i草固なガス配管設備

⑤ 抜けない耐久性の高い接続具の設置・改善または

抜けても安全なガス栓の設置

⑤ 立消え安全装置付書機器の使用

⑦ 緊急時の最優先はガス遮断であることの徹底

⑧ 遮断装置の操作容易状態の確保と定期点検の実施

⑨ 緊急通報体制の強化

⑪ 緊急対応体制の強化

⑪ ガス漏れを早期に確実に検知するガス讐報システ

ムの設置

⑫ 緊急時に迅速にガス遮断できる緊急ガス遮断装置

の設置 (地下街等の特定需要家)

めて重要で、ガス事業者

は日夜その強化に努めて

いる。

安全対策のもう 一つは

設備による安全化で、ハ

ード対策と呼ばれる。ソ

フト対策に比べ人間の感

覚や行為に依存しない点

でより本質的な安全対策

である。

ハード対策にも、ガス

設備そのものをガス漏れ



の起こり得ないようなものにするガスろうえい防

止策と、ガス漏れがあった場合に、それを自動的

にキャッチして警報する設備やボタン一つでガス

を止めるための設備などの災害防止策の 2種類が

ある。

昨年 1月に 「ガス事業法」および「消防法」の

関係省令が改正され、地下街 ・地下室等の地上と

は異なる安全上の配慮を必要とし、かつ公共性の

高い空間に対し、このようなハード対策の実施が

義務村けられた。

本文では、これらのハード対策としての安全ガ

ス設備および安全をモニタ ーする設備システムの

概要について具体的に説明したい。

2 ガス漏れしないガス栓および器具接続具

ガス漏れ防止策としては、まず第一に配管の堅

固な固定や完全な防食措置など、ガス設備の信頼

性向上のための対策がある。 しかし、ガス事業者

がこの方向への努力を重ねた結果、配管の切損、

きれつによるガス漏れはきわめてまれで、現実に

発生しているガス漏れの大部分は、ガス栓やゴム

管からの漏れあるいはガス器具の立ち消えといっ

た人聞が関係するガス漏れである。特に、ガス栓

からの漏れやゴム管外れによる漏れは、漏れガス

量が比較的大きく爆発などに至る可能性が高いの

で、これを抑制することはかなり重要である。 い

ろいろ知恵を出した末、 日本のガス器具の実態に

最も適したガス栓・接続システムとして開発され

たのが、ここに紹介する安全接続システムである。

これは、ガス器具を、 (A)金属管・金属フレキ

管 ・強化ガスホース等で容易に外れないように固

定的に接続するか、(B)どこでゴム管が外れても

ガスの止まるヒューズコックを用いて媛続すると

いうものである。

I ) ヒューズコ ック

コンロ ・炊飯器やスト ープのように移動式また

は季節的に使用する器具で、固定接続ができない

器具の接続具は普通のゴム管を使用せざるを得な

いが、この場合に使用するのがヒューズコックで
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ある。

ヒューズコ ック は、電気の安全器に取り付けら

れているヒューズと閉じ く過流量プレーカーの働

きをするもので、図 1に示すように、万一ゴム管

が外れたり切れたりしてガスの流量が設定値より

大きくなるとボールが浮き上がり、ガスの通過孔

をふさぐことによ って 自動的にガスを止めるもの

である。

ヒューズコ ック は、すでに約20年前に開発 ・販

売されたが、当時のものは、作動した後のリセッ

トの方法に問題があ って広く普及するには至らな

か った。昭和50年 11月の八王子秀和レジデンスマ

ンションにお けるガス爆発事故を契機にあらため

て見直され、自動リセット機構の開発や加工精度

の向上が図られた結果、 54年 2月ごろから大手ガ

ス事業者を中心に採用が始まり、 56年 9月には困

難視されていた床型コックのヒューズ化にも成功

し、すべてのガスキ登についてヒューズコックの品

ぞろえが完了した。

2) 固定接続具

大型湯沸器やガスレンジのように固定して使用

するガス器具に対しては、鉄管 ・金属フレキ管 ・

図 l ヒューズコ γ7

国国kf|阪、罰lr
'J〆ダ- 1瞳瞳雪M>I1 

作動時 通常使雨時

過大な浪量的ガスが也れ ガス1:.シ 刊ンダ-(f)

ると.ポールが浮き上が え IJ"/I-を通過します
り、通過孔を』きぎます
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強化ガスホースなどで外れないように接続する。

金属フレキ管は、ステ ンレス製のフレ キ シプル

ホースであるが、都市ガ ス用のものは、粉体焼イ寸

塗装を施した上、 プラス チ ックの カバーを付けて

塩分などによる腐食を防止しているものもある

(図 2参照)。

強化ガスホースは、図 3に示 すように硬鋼線の

保護ネット付きのゴム管の上にさらに耐候性のゴ

ムを重ねたもので、故意の切断ができないことと

耐 久性が高いことに特徴がある。両端はネ ジ接続

図 2 金属フレキ管

越議磯醤議選
図 3 強化ガスホース

TJ鰯ド長会ム)
強化ガスホースの構造

図 4 迅速継ぎ手と両端に迅速継ぎ手を付けたゴム管

ガス栓

工クd二
迅速継ぎ手をガス栓に取り付けた例

表 2 接続具の器具別使用例

ガス 器具 接続具 ・ガス栓

外置裂給湯器、 大型湯沸器 鉄管

ガスレンジ 金属7 レキ管

小型湯沸器、風呂、国定式ス
強化ガスホース

トプ (FF等)

コン口、ストープ、炊飯器
ヒューズコ ック (接続具は普
通のゴム管)

24 

なので、家庭にある通常の工具では外れないよう

になっている。 室内に露出して取り付ける小型湯

沸器や風呂がまなどの接続、あるいはFFストー

プの接続では美観上からいっても最適である。

もう一つの特徴は、必要に応じて現場加工で任

意の長さのものを作れることで、この点で定尺も

のしかない金属フレキシプルホースより便利であ

る。 そのかわりレンジの接続など熱のかかる恐れ

のある所には使えない。 この強化ガスホースが開

発されたお陰で、これまでの観念では固定式とみ

なされなか ったガス器具の固定接続が可能になり、

安全性のグレードが増加した。

迅速継ぎ手は図 4に示すようなものであり、相

手のプラグとカチッと確実にはまりガス漏れを防

ぐようになっている。

3) 両端迅速継ぎ手付きゴム管

両端に迅速継ぎ手を付けた ゴム管(図 4)が販

売されているが、これは、ガス校側で外れても器

具側で外れても、コ ンセントプラグに内蔵された

パルプが閉ま ってガスが止まる構造をも っている。

機能的にはヒュー ズコックと同等とみなせるため、

既設のガス栓をそのままにしたままの接続安全化

の手段として意味があり 、推奨されている。 もち

ろん、コンセントとゴム管およびガス栓、または

器具へ取り付けるアダプターは堅固に取り付けら

れていて、外れることがないようになってなくて

は意味がない。以上述べたガス栓と接続具の具体

的な器具別使用例を表 2に示す。

3 立ち消え安全装置とガス器具

ガス器具からの生ガスろうえいは、ガス栓から

のガス漏れに比べるとY3-泊ぐらいで危険性は

少ないが、それでも、密閉度の高い狭い部屋など

で漏れると爆発に至る恐れもあるため、対策が必

要である。

立ち消え安全装置は、使用中に万一ガス器具の

炎が消えた場合、自動的にガスを止めるものであ

る。 この装置は、パイロットバーナーが点火して

いない限りメイ ンのパルプを聞かない構造にな っ



ている。

作動原理によ って熱電対式、液体膨脹式、 パイ

メタル式などがある。 図 5に熱電対式安全装置の

一例を示す。

押ボタ ンを押すとリセット弁は閉じ、安全ガス

バルブが聞いてパイロットバーナーに点火される

(パイロット点火時)。 パイロ ットにより熱電対が

加熱され、起電力の発生で磁力ができるため、鉄

片は電磁石に吸着されて安全ガスパルプが聞の状

態に保持される。

押ボタ ンを離すとリセ ット 弁が聞き、メイ ンバ

ーナーヘガスが流れて点火する(点火時)。パイロ

ットバーナーが消炎した場合は磁力が消滅するた

め、鉄片は離れてスプリングにより安全ガスパル

プは閉となる(消炎時)。

現在販売されている湯沸器・風呂釜 ・ストープ

は、ガス事業法に定めるガス用品とされ、その技

術上の基準により立ち消え安全装置の取り付けが

義務付けられている。

また、グリルやオープンなどは機構上最初から

付いている。残念ながら付いていないのが普通な

のは一口や二 口のコ ンロ類である。これは 、常時

人がいる場所で使われるという理由の外に、元来

値段の安い器具なので高価な付属装置を付けたも

のは売れないということによる。 しかし、まった

く付いていないわけではなく、 都市ガス事業者の

庖頭へ行けば、 1- 2器穫の安全器付きコンロを

用意しているはずである。また、レンジなどでは

最近付いたものが出回っている。

以上、ガ ス漏れ防止策として の安全型ガス設備

について述べた。 たしかにガ ス漏れを絶対に起こ

さないこと、これがガス事故防止の基本である。

図5 熱電対式立ち消え安全装置の構造例
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大部分のガス漏れは、漏れが始まって直ちに爆

発の危険性を生じるわけではなく、可燃性i1~合気

体が形成されるまでの時間の経過があって初めて

爆発の危険性が生じるわけである。 したがって、

速やかにガス漏れを党知し、元からのガスを止め

ることができれば、事故に至ることを Iljjぐことが

できる。 万一 ガス漏れが発生した場合に活路する

安全設備として、ガス漏れ箸報設備と緊急ガス遮

断装置の二つの システムが用意されている。

4 ガス漏れ警報設備と

緊急ガス遮断装置

ガス漏れ讐報設備は、都市ガス軍事報総をガス器

具使用場所やその他ガス漏れの生ずる恐れのある

場所に設澄し、万一ガス漏れを生じた場合、直ち

にガス漏れを党知するものである。

I ) 都市ガス警報器の検知原理

都市ガス讐報器で用いられているガス検知方式

は、半導体方式と接触燃焼方式に大別される。

半導体方式では、半導体内に二つの電極を設け

ヒーターで350.C-400.Cに加熱してお く。 ガス濃

度と半導体の抵抗値との問には一定の関係があり、

ガス雰囲気中では半導体の抵抗値が小さくなると

いう原理を利用してガス漏れを検知するものであ

る。半導体としては酸化スズ (Sn02)や酸化鉄

(Fe203) がf変用されている。

一方、接触燃焼方式は、白金線をコイル状にし、

その周囲にアルミナ等を担体とし、白金 ・パラジ

ウム ・トリウムなどを触媒としたものを焼結し検

出素子とし ている。 450.C-550.Cに予熱された素

子にガスが触れると接触燃焼し、白金コイルの温

パ
イ
ロ
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パ
イ
ロ== 
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川
ー
ナ
| ノ マイロ y ト~火時 Jマイロ ットおよひ'メイン，点火H寺 Jマイロ ットおよびメイ ン消炎H寺
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度が上昇し白金コイルの抵抗値が地大する原理を

利用したものである。 半導体方式と接触燃焼方式

の比較を表 3に示す。

半導体方式の代表的センサーである酸化 スズは

耐 久性がよいこと、亜硫酸ガスや酸化窒素等のガ

スから受ける影響が小さいことなどの特性から、

現在販売されている都市ガ ス答報器は酸化ス ズセ

ンサーを用いているものが多い。

2) ガス漏れの検知と警報

都市ガス望書報総のガス漏れ検知濃度は、爆発下

限界始。-)1iの範囲内であり、その濃度以上では

警報を発し続けるものとされている。 これは、爆

発下限界の μ 以下の濃度で箸報すれば、換気情

置、ガスを止めるなどの時間的余裕は充分あると

の考えからである。一方、点火時の着火ミスなど

でまったく危険がないのに管報が頻発することを

防 ぐために、爆発下限界の始。未満の濃度では轡

報を発しない ように してある。

都市ガス警報総は本質的には可燃性ガ スを検知

するものであるため、都市ガスには含有されてい

表 3 ガス漏れ警報器の検知方式別の布陣造、材質、検知 ・作動原理

ないアルコ ル類にもある程度の感度を有してい

る。 このため、筈報器の開発に当たっては、調理

の際発生するエチルアルコール蒸気などによる誤

報の問題があった。 しかし、この点は、従来ガス

検知後直ちに箸報を出す即時答報型であったも の

を、 一定時間連続してガスを検知した後に警報を

発する遅延筈報型とすること等により解決をみた。

3) 都市ガス警報システム(図 6) 

都市ガス警報器による望書報 システム は、その設

置対象によって異なる。 箸報器は一般的には設置

した場所で箸報を発するものであり、 一般の戸建

住宅の場合は答報告是の単独設置で充分である。

しかし、居住者不在の時のガス漏れ事故や、最

近のような集合住宅における過失や自偵行為の場

合は、笹報をより広範囲に知らせることが必要と

なってきている。 このために、玄関先などに設置

したブザーと結ぶことによって戸外でも望書報を発

する戸外箸報タイ プがあり、施工が比較的容易な

ことから、集中管理をと りにくい既設の集合住宅

に特に有効である。

検 知 }J 式

さらに、 地下街や超高

層ビルのように数多くの

テナン卜を有している場

合や新設の集合住宅には、

各テナ ントやその他の弘ε

報器から の信号を 防災セ

ンターや管理人室等で集

半導体式 | 接触燃焼式

tiVi 造|

H 
ヒータ- 1 ，... _ ~ -，， ~ ，." I 、

トイリ ジウム・ハラジウム合金 11噴出紫イー }
質|屯 極 j |柑i1抗議チJ(1金線

半導体 SnO， (般化錫)等 r rmIH7T';; J I 

lコイノレ状に巻かれた白令線の表面ーで11
半導体がガスをl吸着すると電気伝i持率|

検知原理 1-::r: ;'，: ~J ~ ~ ."_;; ''lA:-:;;:;_/;1._:，:，，~~~~~I- Iスが般化反応 (燃焼)する時の発熱に
が変化しセム〆サーの低抗fl((が変化する。|

|よリ白金線の抵抗値が変化する。

作動原理

検出現4子

半導体議子の出力は ガス濃度に もよる|検出回路の出力は50mV(max)純度で

が40-80Vの高出力が外られるため、明|あリ、ブザー、ラ ンプ等を作動させる

幅(AMP)しな くて も小引のブザ一等が|ためのJ首脳(AMP)回路が必要である。

駆動できる。

.ガスに対する変化が比較的安定して

特 徴| いる a

・大出力が得られる。

. liIì f1t繁子との併用により旅特性に f~
れている。

・長期間の安定性に優れている。

26 

中管理できる集中管理シ

ステムがある。

集中管理システムでは

ガス漏れ答報とガス漏れ

位置の表示が行える外に

電源や信号線に異常があ

った場合にトラブル箸報

が出せるようになっている。

5 緊急ガス遮断

装置

ガス漏れなどの緊急時
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にガスを止める手段とし 都市ガス警報システム (都市ガス警報有罪)

類 図概式方報響

図 6-A

まず第一に器具栓ては、 念種

また、-ガスキ登カfある。 瞥報設定濃度 (爆発

下限界の%以下)に

達すると赤ランプが

点灯し.その状態が

20秒以上継続すると

ブザーが鳴る。

ガスメーターのメーター

室内瞥報器一般住宅コックもガス遮断装置の

一つである。

さらに、建物にガスを

都
市

F
ス
普
報
総

室内で警報を発し，

その状態が設定時間

以上継続すると集中

管理盤にて警報する。

また室内で電源を切

ると集中管理鍛で讐

報する。

室内讐報器

+集中管理

設新

集

供給する配管の口経が100

mm 以上の場合、または、

地下室等にガスを供給す

室内で警報を発しそ

の状態が40秒以上継

続すると戸外でブザ

ーがU島る。

室内筈報器

+戸外箸報

ブザー

設既

メ〉、
ロ

住

宅

る配管には需要家用遮断

装置の設置が法で義務付

る建物にはすでに完備し

ている。 この需要家用遮

断装置は、緊急時に地上

けられており、対象とな

地下街・地下室等ガス漏れ警報設備概念図図 6一 日から容易に操作できると

とが必要であり、一般的

する。

以上のガス遮断装置は

プまたはプラグパルプが

には、手動のボールパル

る。パルプ開閉操作は専

ピット 内に収納されてい

用の開閉操作用具を使用

手動遮断装置であるが、

炭殴ガスボンベ式緊急遮断弁図 7緊急時に操作鍛のボタこの緊急、ガス遮断装置は、

ンを押すことにより遠隔で建物内へのガスの供給

を瞬間的に停止するシステムであり、最も直接的

な安全手段であることから、不特定多数の人々が

出入りしテナ ントが多い地下街等、超高層ビルや

冷暖房に大量のガスを使用するビルに設置される

ょうお勧めする。

緊急遮断弁は、地震などの停電時にも確実に作

動できることが基本要件であり、弁駆動力を内蔵

現在設置されてい るしたものとする必要がある。

もののうち代表的な 2種について説明する。

炭酸ガスボンベ式緊急遮断弁(図 7) 

27 

通常時は炭酸ガスボ ンベの封を切るカッターが

ボール弁は開とな って いる。ロックさオ1ており、
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作動信号を与えるとカ ッ

ターのロ ック が外れ、炭

酸ガスボ ンベの封を切 っ

て炭駿ガスを シリンダー

内に噴射し、ピスト ンな

らびにこれと連結する弁

体を回転させる こと によ

ってガス遮断を行う。

表 4 特定地下街等に義務付けられた設備

安EE正一一一一一一」さ 特定地下街等 特定地下室等

湯沸器など -外れない接続 (金属管、 金属可とう
同左

回定引プ1:ス機器 管または強化ガスホースによる接続

1.ガス漏れを防ぐ設備 -外れない接続 (強化ガスホー ス、 迅
コンロ ・炊飯器など 速継ぎ手付きゴム管による接続)

同左
移動明ガス機器 -外れるとガスが止まるガス栓 (ヒュ

ーズコ ソク)

2万一のガス漏れを発見する設備 ガス漏れ箸報設備 同左

1緊急時にi1i:ちにガスの供給を停止する設備 緊急ガス遮断装置 ~ 2) パネ式緊急遮断弁

通常時は玉型弁が開方
安全設備の訟置期限 S .56.12.31 S.59.6.30 

向にロ ックされている。 作動信号を与えること に

よってロック機備の永久磁石に瞬時に逆磁界を与

え、ロ ックを解除しパネカによ って弁を押し下げ

ガス遮断を行う。

これらの弁は、いずれも弁受信部のソレ ノイド

を操作盤からの作動信号電流 (ワンショッ ト信号)

により瞬時に励磁することにより作動させるもの

である。

弁本体の設置は、建物内へのガスの供給を停止

するという目的から屋外に設置することが望まし

いが、やむを得ず屋内設置とする場合であっても 、

ガス管が建物の外壁 を賞通した後の外壁になるべ

く近い位置とし、維持管理が容易にできる場所と

する必要がある。

操作盤は防災セ ンタ ー ・管理人室等の常時人が

いる場所に設置し、緊急遮断弁と信号線で配線連

絡する。盤には鍛商に操作押しボタン ・弁開閉表

示等を設けるほか、 バッテ リーを内蔵することに

より 、停電時にも作動信号電流の発信ができるよ

うにする必要があ る。

地下街・超高層 ビル等においては、緊急遮断弁

の操作場所と都市ガス箸報設備の管理場所とは 同

ーであることから、都市ガス望書報設備の集中管理

盤に緊急遮断弁の操作盤の機能を組み込んだ盤構

成も数多 くある。 しかし、都市ガス箸報設備と連

動し てガスを遮断することは、型産報器が誤作動し

た場合にその影響が大きいことから、無人時の安

全対策等で特に必要な場合を除いて原則とし て行

わない。

緊急時でいったんガスの供給を停止した場合の供

28 

給再聞は、ガス事業者が安全を確認してか ら後行う。

6 おわりに

以上に、ガス の安全対策に関する考え方とその

具体的な安全設備について述べてきた。

ガス事業者としては、現状としては高いレ ベル

の安全対策を提供できると確信しているが、今後

さらにより安価な、 より 機能的に優れた安全装置

の開発 ・普及に全力を傾注する所存である。

昨年 7月にガ ス事業法施行規則および省令、な

らびに消防法施行令の改正法令が施行され、特定

地下街等(地下街お よび準地下街)、特定地下室等

(l，OOOm'以上の特定用途地下階)に次の表4に示す

ような安全設備の設置が義務付けられた。

また、昨年 6月に建築基準法施行令の改正が行

われ、 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建

築物の住戸のガス設備については、ガス器具接続

の安全化もし くはガス漏れ警報設備の設置が義務

イ寸けーら才Hこ。

これらの法定設備改善を期限までに実施するこ

とはもちろんのこと、ガス 設備の本質的安全化の

ため法規制の範囲を超えて、さらに広い範囲の対

象建物にもこれらの安全設備を設置していただき

たいと考 えてい る。

各ガス事業者は、 これらのガス安全設備の標準

的 システム を準備し、いつでも要求に応じられる

体制をと って いる。 ご要望のむきは、各ガス事業

者に連絡されたい。

(みやざき たかし/ 日本瓦斯協会技術部営業供給技術諜)
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園日曜日、左肩の小数字は月併を示す

()上弘、 Oi前月、 ⑩下弘、 .新月を示す

日 1234 5 6 78910111213141516171819202122232425262728293031 

1面白温色晶画色面白通晶画面面白面通晶画面島画面白歯白面白歯邑函
2a白色』』血勤自白島画面面白面薗色白色島白島島品白白色4

13 14015 16 17 18 19 20 21 22()23 24 25 26 

3圏圃圏直園圏圏固因回回圏直圏圃圏直園田園田園圃園園田園盛圏直圃
13 14015 16 17 18 19 20 21 22()23 24 25 

4圃圏園圏直回国国田園圏圃圃圃圏直田盟国国国国園田園圏圏直直圃

6色白面白血議箇晶画面面白富島箇島色面白島置白色面白色盈晶包色
7画面島面白箇勘画面缶詰白島箇勘色面白島島品f

23456  7 c> 8 9 10 

8 

10面白歯画面面白面島菌島晶島面面白歯白色画面白包囲薗色面面島島記
1 1菌』面面面白歯箇色白色面面面島色白昌国箇函固箇遇面』色面白血

23⑩24 25 26 27 28 29 30・1 2 3 4 5 6 7 8C>9 1 2 f21r31~言、「言11叩~~~~~r.:;iii;1~~司市町~~r.n~市市r=-可司=口「市町市

|解説|地震カレンダーはマグニチュード 7以上の地震の起時と、月齢との関係を実用化して作成した

じ二ニコものである 。 このような予言は現在、権威筋ではその価値を認めていない。学者の中にはこれ

を大安、仏滅などの暦法と同じであるとい っている人もいるが、これは旧暦の月末から月始めにかけて

不連続のある六日程に比べると 、いっそう簡単なものであ って、 神秘性など全くなし、。

私が地震カ レンターを10年近〈出し続けている理由は、このカレ ンターの指示す る危険度の高い臼に群

発地震以外のマク約ニチュード 7以上の地震が起こってお り、そのために利用者の 多いことによる。たと

えば79年 7月13日の周防灘、 78年 6月12日の宮城沖、76年 1月21日の根室沖、 75年 4月21日の大分県の

地震など、 すべて危険度 4のもっとも危険な日に起こ っている。80年は 2月23日の北海道の東方沖 (M

7.2) 4月22日静岡県掛川 (M 7)は共に 4の日に起こ った。伊豆の群発地震では M6.7のものが6月29

日に起こったが、この 臼は 2であった。 また81年 1月23日盛岡付近でM6.9の地震があったが、この時は

3であった。現在、長期的に地震を予知する科学的手段がない以上 このようなカレ ンダーを利用する

ことも、全く意味のないことだとは恩われなし、。利用者は以上のようなことを充分承知した上で使って

もらいたい。 (根本順吉)

29 
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防災基礎講座・・副聞..則聞湖周目・・・・B・E・........・..・.........・-

コンヒ?ュータ事故と
コンヒ?ュータ犯罪
石田晴久

はじめに

コンビュータは、最近では社会のほとんどあら

ゆる局面で使用されるようになってきた。それと

ともに 、コンビュータに関連した事故も目立ち始

めている。これは、コンビュータは機械であるか

ら、台数が増えれば大きな事故が起きるのも、ま

た、コ ンビュータの周辺で働く人が増えれば犯罪

者が出るのも、ともに当たり前といってしまえば

それまでである。しかし、直接人間の目に見えな

い大量の情報を扱うコンビュータは、一般 の人々

にとっては分かりにくいものである上に、事故や

犯罪の影響がきわめて大きくなり得るものである

から、普通の事故や犯 罪よりもコンビュータ関係

のそれは重視しなければならない面がある。

そこで本稿では、コンビュータ事故について現

在までどのような事故が起きているか、それには

どんな特質があるのかを調べ、また、それを防ぐ

にはどうすればいいかを考えてみることにしたい。

さらに、コンビュータ事故とも関連の深いコンビ

............蜘・・・・・・・....・・鷹・・・・・・・....・a・........
30 
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ユータ 犯罪についても同様な考察を試みる。

2 コンビュータ事故の例

コンビュータは一種の機械であ り、しかも非常

に複雑な機械であるから、そのハードウェア(金

物 )は当然ときどきは故障する。 また、たとえ金

物は正常に動いていても、人聞がコ ンビュータに

与える指示を具体化したソフトウェアにミス(こ

れをパグすなわち虫とH乎ぶ)があれば、コンビュ

ータが誤動作したり、あるいは運転を一時停止し

たりしなければならなくなって、それも事故となる。

普通のコンビュータの場合であれば、そうした

ハードウェアやソフトウェアの事故は、 他 の機器

の事故と 扱われ方の上ではそう 変わらない。 むし

ろ人命に直接かかわること がないだけに、交通事

故ほどにも深刻ではないとい って いいであ ろう。

ところが、これが社会的に影響の多い システムに

なると話は別である。機械だか らたまには故障す

るという言い訳は成り立たない。

そこで、ここでは、新聞に報道されたコンビュ

ータ事故を社会的に重視されたものと考えて取り

上げることにする。 ただし、新聞 (一般にマスコ

ミ) では、 ある事故に焦点をあてると、その後し

ばらくはそうした事故を重点的に報道するという

傾向がある。 取り上げ方は決して、公平かではな

い。新聞で見る限り、コンビュータ事故はある時

期に集中して起こるようにみえるが、報道されな

い事故もあるところからみて、発生頻度のような

ものを新聞で調べるのは適当ではないであろう。

そういう前提でみていただく資料として整理した

のが表 lである。 これは朝日新聞の白星幸子記者

の協力を得て、主として同紙に報道された事故を

銀行オンラインシステム関係、データ通信関係、

電話の電子交換機 (一種のコンビュータ )関係に

分けたものであ る。 こうし た事故で特徴的な面を

挙げてみると、次のようなことがいえるであろう。

( 1 )銀行のオ ンライン事故の影響は大き く、全国

的に100ないし200の支庖での銀行業務がマヒする。

表 1( 1 )の最後に挙げた郵政省貯金局のオ ンライ

ンシステムの事故 では、関東の 1都 3県の2，633か

所の郵便局の端末機と 150台以上の現金自動支払

い機が約50分の間使えなくなった。 こうし た一斉

マ ヒは、手作業の時代には考え られなか ったこと

である。

( 2 )土 暇目、特に給料支払 日の後の土H程日に銀行

関係の事故が多い。 これは土曜の昼下がりに現金

カードの利用率がピー クになることから もわかる

とおり、コンビュータへのデータの出入りが最も

多くなるからである。

( 3 )データ通信回線は、中央のコ ンビュ ータと末

端 のコンビュー夕 、あ るいは端末機とを結ぶ線で

あるから、これが故障で切断されると大きな影響

が出る。今までに最も大きかった事故は 1978年 7

月の電話局の 火事に よるもので、このとき は信用

金庫や民宿のオンラインシステムや、端末ユーザー

に計算サービスや情報提供を行う TSS(時分割)シ

ステムが 9時間にわたってマヒしてしまい、大騒

ぎとなった。将来、 地 震などで回線断が起きると、

コンピュータそのものはたとえ動いていても、同

様なマヒ現象が起きる ことは心配される。

( 4 )電話の電子交換機の故障の影響も深刻である。

特に 1980年 10月に神戸市一帯で 9時間近 くも 電話

が不通になった事故は、一つの社会問題になった。

また、 1981年 2月の東京霞ヶ関電話局の故障は、

国会 ・議員会館 ・中央各省庁 ・大手商社 ・銀行な

どに関係した回線だけに、もしも 8時間にも長び

いた ら大 パニックにな りかねない恐ろしい事故で

......鷹・・・・・・..・磁調・・・・・・・・・・・・a・m・.............
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あった。

これがひと昔前のステッ プ ・パイ ・ステップ方式

の機械式交換機の場合だったら、その一部が壊れ

ても、不通になる回線はわずか数回線ですんだ。

しかし、コンビュータ制御の電子交換機はなまじ

高性能なために、ダウンすると数百回線が一遍に

不通になるのである。

表 1にあげたような事故は、確かにかなり影響

表 l 最近のコンヒ.ユータ事故の例

( 1 )銀行オ ンラ イン ・システム(含郵便局)

月日 銀行 影響支庖 ダウン時間 原因

1971.5.10 勧銀 99 315時間 チャネル

1972.12.29 富士 150 12分

1973. 2 .24W 三菱 140 2時間 ドラム

1974.11.25 常陽 101 15分-2時間 配線 ミス

1978. 9 .20 三菱 100 40分 ソフトウェア

1979. 8 . 6 東京 35 4時間 ソフトウェア

1981.2.21(:上) 富士 230 2時間 データ入力

1981.3.7ω 住友信託 47 1時間 チャネル

1981. 3 . 7 U:) 三菱 206 12分 (ハードウェア)

1081. 3 .18 {恵陽相互 67 50分 空調機

1981. 3 .18 振興相互 53 半日

1981. 3 .23 太陽相互 131 20分 メモ リ

1981. 10.10 郵便局 2633局 50分 ソフト ウェア

( 2 )電々公社通信回線

月日 影響範囲 ダウ ン時間 原因

1972.5.11 空港、銀行、電話 20分~半日 火事(ケープル)

1978.7.15 信金、民宿、TSS 9時間 火事(電源)

1980.6.4 証券、市j兄、旅行業 1.5時間 工事 ミス

1981.3.4 太陽神戸銀62庖 2時間 真空管 断

1981.3.6 郵便貯金オ ンライン 30分 ヒューズ断

( 3 )電話用電子交換機(コンビュータ )

月日 地区 ダウ ン時間 原因

1980.10.3 神戸 8.5時間 ハード+ソフ ト

1980.12.1 茨城古河 3時間

1981. 1 .19(1'1) 神戸 25分

1981. 2.8 (nl 福岡 2.2時間 ソフ トウェア

1981. 2 .19 東京霞ヶ関 47分 ワイヤ接触

1981. 2 .23 大阪 50分

の範囲は広いが、旅客機事故や炭鉱事故のように

直接人命にかかわることのないものだけに、まだ

それほど深刻に受け止められてはいない。むしろ、

コンビュータがこれだけたくさん使われている割

には事故は少ない、日本のコ ンビュータリゼーシ

ョンは割合うまく行っているという受け止め方が

強いように思われる。事実、新幹線の列車やジャ

ンボ ジェット機の安全性が飛躍的に高まっている

のは、コン ビュータ制御のたまものである。

しかし、それで楽観できるかというと、ギクリ

とさせられるのは、事故の面でも先進国であるア

メリカで起こっ た幾つかのコ ンビュータ事故であ

る。航空管制用コ ンビュ ータの故障による旅客機

のニアミス事件は頻繁に起きているし、コンビュ

ータの誤動作でソ連ヘ向けてあわやミサイルが発射

される寸前までいったということも記憶に新しい。

3 コンビュータ事故の特質

それでは、コンビュータ事故は他の機械 の故障

や事故と 比べてどう違うのか、を次に考えてみよ

う。 コンビュータ関連の事故の原因は、表 1で見

るようにさまざまである。 そのうち、火事とか断

線とか工事ミスによるものなどは別にコンビュー

タ特有ではないから除外すると、コ ンビュータ事

故の特質としては、次のようなことが指摘できる。

① ソフトウェアの虫 (細かな指令上のミス )に

よるものがかなりあり、しかも増える傾向にある。

② それも、ハードウェアの故障 (第 1次障害)

があったときに作動する自動復元用ソフトウェア

の虫のために、本来防止できるはずの第二次障害

の形になることが多い。

③ コンビュー夕、特にそのソフトウェアが非常

に複雑で難解なため、事故原因の究明が困難であ

.........・・・・・・・・・・・・・・・・・・翻.................隠闘
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り、防災関係者にも理解がしにくい。責任の追求

もあいまいになりがちである。 原因は 、ハードウ

ェア、ソフトウェア、通信回線、操作ミス、工事

ミスなどいろいろあり得る上に、それらの複合作用

によることもあるので、その切り分けが厄介である。

④ 大急ぎで復旧することが要求される。交通機

関とは違って、コンビュータはその場ですぐ代が

えできるものではないから 、なにはともあれ趨ス

ピードで復旧しなければならない。現場保存とい

ったことは考えられないのである。

⑤ 関係者が事故をひた隠しにしようとする。 こ

れは信用問題が絡むためである。 しかし逆にいえ

ば、事故防止対策は各企業でいわば自主的に行わ

れる。 そのコストは銀行振込み料金の値上げとい

った形で末端の消費者にかかってくるが、国家や

政府のレベルで介入する必要性は少ないといえる

かもしれない。

さて、コンビュータ事故の原因のうちで、まず

ハードウェア関係のものを考えてみると、最近の

ハ ドウェアの信頼性は大幅に向上しており、ま

た万一故障が発生しても、全体のサービス停止に

ならないように予備のシステムを用意して、 シス

テムが二重系ないし三重系になるように構成され

ている。 中でも信頼性の高いのは半導体素子でで

きている本体部分である。 しかし、システムのな

かには磁気ディスクのように機械的な可動部分も

あるから、台数が増えればときどきはどれかが故

障する。

たとえば、電々公社の電子交換機は、故障発生

率が20年間に 1時間という世界最高級の信頼性を

もつように設計されている。 しかし、 1台当たり

はそうであってもこれが 240台になれば、月に平

均してどれかが 1時間はダウンしているという勘

定になる。大型機をもっ計算センターなら月にな

ん回かはなんらかの障害が発生しているとみてい

い。 ただ問題は、事故が全国の支庖で業務マヒと

いうほどの大彬響を与えるかどうかである。

新聞に報道されるだけの大規模な近年の事故で

目立つのは、二重系の 1台に故障が発生して予備

機に自動的に切り換えるときに、その切り換え機

構に思わぬ設計不良があってダウンしてしまうと

いうケ ースである。 そうした部分は通常はめった

に使われない部分であるために、テストが充分行

き届いていない可能性があることは充分予想される。

事故原因として最も厄介であり、まだ今後も心

直己の多いのは、したがってソフトウェアである。

ソフトウェアとは、狭い意味ではコンビュータの

プログラム、すなわちコ ンビュータに仕事を行わ

せるために人聞がこと細かに与える指示である。

たとえば、コンビュータのなかにデータを入れる

ための表(テーブル)を作ってお いて、そこに次

々にデータを入れていくプログラムを考えると、

その構成は次のようになるであろう。

① N番目の項目にデータを入れるとすると、ま

ずその格納場所を決める。

② 入ってきたデータが許容範囲に入っているか

どうかチェックする〔銀行システムでこのチェッ

クを怠っていると、 1億円というような高額でも

簡単に口座に振り込まれてしまうことになる〕。

③ Nの値を 1増やす。 その結果、 Nの値が許容

最大値を越えていなければ、新しい Nの値 (次の

値 )について上記①から繰り返す。

④ Nが最大値を越えたときは、表が一杯になっ

てしまったわけだから 、その際にとるべき 処置を

とる。

こういう簡単なプログラムでも、思わぬ設計見

落としがあり得るところが厄介である。たとえば、

①②③を繰り返すとき、これを繰り返すコンビ

-・・悶悶m・・・・・m・・・B・E・....................聞・・・・・a・
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ユータのサイクルH寺問より速くデータが入ってき

たりすると、コンビュータでデータを耳E り~むの

が間に合わなくなり、妙、な誤動作が発生し得る。

②のチェックが不完全だと、データは本来プラス

の数のはずなのに、端末オペレータが間違えて入

れたマイナ ス のデー タが入ってしまうことだ って

あり得る。③では Nの最大値が 10万であったりす

ると、テスト段階では Nが 10万にまで達すること

はなくて、したがって、④に対処する部分のテス

トが充分できていないという愁れがある。

コンビュータのソフトウェアは一般に非常に復

雑 である。 あるいは、逆に幾らでも綾雑にできる

といっていい。こ れは、あ る意味では 2進法の威

力といっていい であろう。コンビュータのなかで

できる明判断H は 1か Oか、イエ スかノーかとい

った 2分岐の判断、 パ カ みたいに単純な判断であ

る。 ところが、 これを繰り返すごとに判 定できる

場合の数は、 2枚が 4枚 、 4枚が 8枚、 8枚が16

枚式に倍培していく。 こうして 2分岐の判断をた

った 10回重ねるだけで 1，024通りの場合が区別で

きることになる。 20回繰り返したら 、区別 できる

場合の数は 1，024 x 1 ，024、つまり 100万である。

いイエスかノーかの判定をわずか20回繰り返す だ

けで、 100万 通 り の 区別 ができる"のがコンビ ュ

ータのパワーなのである。

この場合、あらゆる場合の組み合わせをチェック

する、すなわち 100万回のすべての場合について

プログラム が正しく動作するかどうかを調べる の

はまず不可能である。 したがって 、チェックは実

際に起こりやすいケ ス(メインパスと いう ) に

ついて しか行えない。 だから、普段はちょ っと 起

こりそうもないことが起こ る と 、 そ の 事 態 に 対 処

する プ ロ グラム部分に思いもかけぬ設計不良(虫 )

があ って、事故のもとになるということは充分あ

り干与るのである。 コ ン ビュータのソフトウェアは、

応用が高度化するにつれま すます複雑になるから、

虫はなかなかな くなりそうもない。 図ったことに、

ソフトウェアを改良すると、改良の過程で新たな

虫がまた入りこむこともある。

4 コンビュータ犯罪

コンビュータ関連の事故と並んで最近なにかと

表 2 最近のコンビュータ犯罪の特徴

1981年 3月 三和銀行茨城支応

1 {'il'3000万円を行Hが口座に振リ込んで、13日iこ4500);

円引出す

犯人:伊藤素子 (32オ)

〔特徴〕①銀行内部のJ旦当者が外部の教唆で犯行

②逮捕の9月10日まで 6か月要した

f981年10月16日 平和相互新宿支庖

3500万円をコンビュ タ要員からの屯話と見せ掛けて8

日に回無支市ーから子スト的に振り込ませ、共犯者(女)が

9分後に受け取る

〔特徴〕外部の犯人が電話 l本でだます。しかし、共犯者は

きおどいタイミングで受け取りに頗を比せている (犯人

は退職者らしい)

1981年10月12日 近畿相11.J:銀行

キャッシュ力 ド9枚を偽造し、 13か所で60闘にわたって

1600万円引き出して、タイへ高飛び

〔特徴〕元行員 (ギャ ンブル好き )の犯行

1981年10月14日 北浜クレジット

オフコンを使い、 8人で74年 8月から80年 8月までに、

1000固にわたって 2億円を償領

〔特徴〕①オフコ ン オンラインシステムを使う犯罪第 l号

②企業内グループ犯罪

③架空貸付けをして、元金や利息を次々に払う雪ダル7

式に動かす金額のI甘える方式

1981年10月17日 岡山大学

大学の計算センターを使うためのパスワードを7 イコン

ショップが悪用して、45時間(16万円)の計算機時間を浴用

〔特徴〕①盗まれたのは計算機時間
②パスワード (11持統需号)の重要性を示す

......鷹掴・・・・・・a・・・B・E・...・・・・..................
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話題の多いのがコンビュータ 犯罪である。最近報

道された主なコンビュータ 犯 罪を表 2に示す。 こ

れらは、アメリカで起きているようなプログラム

を改変して完全犯罪をねらう知能犯の行為に比べ

れば手口はきわめて幼稚ではあるが、被害金額は

大きい。 原因はいずれも関係者のズサンな管理に

あり、最初の 2件は、前節に述べた②のチェック

を銀行のオンラインシステムで行っていれば防げ

たはずのものである。 いずれにせよ、こうした型

の犯罪は完全犯罪にはなりえず、同じ手 口の犯行

はおそらく 2度と繰り返せなくなるであろう。

表 2のなかで最も注目すべき 犯罪は、 4番目の

オフコンの悪用である。今後パーソナルコンビュ

ータ (マイコン )の普及とともに、コンビュータ

に知識をもっ人々が増えると同時に、 oA (オフ

ィス オートメーション )の按トけ声とともに、コン

ビュータが一般企業に入ってくると、経理や在庫

管理に関する情報がだんだんコンビュータに入っ

て人間の目に直接見えなくなるから、コンビュー

タ犯罪も起きやすくなる。 犯罪の舞台は銀行に限

らなくなるのである。

5 コンビュータ事故の防止策

さて、将来のことを考えると、コンビュータは

今後ますます普及し、社会のすみずみにまで浸透

していくことであろう。 それとともに 、構内ネッ

トワークおよび広域ネットワークという形でコン

ビュータの複雑な相E接続も増えていくに速いな

い。 コンビュータは今でもすでにそうだが、そう

なるとますます社会のアキレス腿になる。事故や

犯罪や破壊活動や天災のために、コンビュータが

動かなくなったら社会はマヒする危険が強くなる。

そこで、 犯罪も含めてコンビュータ関連の事故を

防ぐにはどうすればいいかを、次に考えてみたい。

( 1 )コンピュータ関連の事故や犯罪は必ず起 きる

ことを関係者が充分認識することがまず必要であ

る 。 そして、事故発生時の対策 (J ~ ニック対策な

ど)を速やかな復旧の仕方も含めてよく考えてお

くことである。一般の人々にもコンビュータ事故

で余りイライラしないだけの心h昨えをもたせる必

要がある。

( 2 )事故防止策の強化 ももちろん大切 である。特

に銀行システムについては、高額な入金の厳重な

チェックと、データ通信仰報の暗号化 を強 くすす

めたい。 後者に関していえば、現在のデータ通信

は、暗証番号でも金額でもデータ通信の資聴 には

まったく無防備である。

( 3 )コンビュータシステム については、ハードウ

ェアの信頼性をさらに上げることはもちろん、ソ

フトウェアの信頼性の向上に一層努力する必要 が

ある。これは 、 もちろん関係者が真剣に取り組ん

でいる雛問題であるが、ソフトウェアの性格につ

いての理解はもっと広がらないといけない。この

商では、今後のマイコ ンの普及はプラス に作用す

ると恩われる。

( 4 )リスク分析という手法は我が国ではまだほと

んど笑施されていないが、システム監査の強化と

ともにリスク分析も広く行われてよい。

( 5 )コンビュータ事故やコンビュータ 犯罪につい

ては、我が国にはまだ専門の調資研究機関がない

が、 問題がこれだけ深刻になりつつある現状をみ

ると、これはどうしても 必要である。また、特に

大事故が発生した場合は国家レベルの事故調査委

員会を設けて 、原因究明と対策立案を行い、場合

によっては、'性急、なコンビュータリゼーションを

抑 えることも必要であろう。

(いしだ はるひさ/東京大学大 I~'~~.I-n:機セ ンタ ・助教授)

..・・.............・m・・・・沼田卿闘m・・・・・....眼目隠・・・・a聞・
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東南アジアの交通の実態

rASEANはー つではない」 という 言葉は、そ

こでの都市交通の実情をみた場合にきわめて適切

な表現であるように思える。 つまり、都市におけ

る交通とはそこでの社会 システムの表出であり、

都市の綬雑多Ih支な問題がそこに露呈 されているか

らに他ならない。

今、きわめて安易に 「都市交通」 なる表現をし

たが、東南アジア諸国いずれもあらゆるものが大

都市 (多くの場合一つ)に流入し、ことに交通に

いたっては全国の30-40%が集中し、固として交

通をみるよりは、むしろ都市に焦点を合わせた方

がより明確な姿を捕らえることができるからであ

る。 インドネシ アは ジャ カルタに、マレー シアは

クアラルンプールに、フィリピンはマニラ首都圏

に、タイはバン コクに、さらに シン ガポールとい

った都市国家を含むわけである。

イン ドネ シアのジ ャカルタは、日本からの日制賞・

技術援助がも っとも早く実施され、人口 650万。

目下、市を取り巻く環状幹線路の完成を急いでい

るが、市と中心部は旧オランダ統治の都市計画の

ままに約70万台の車に対応しきれていない。渋滞、

交.iill事故の発生率も高い。:輪タクまがいのパジャ

イ (Bajaj)、フィリピンのジプニイに似たオプレ

ットなどが、パス にまじ って走りまくっている。

公共輸送の負担率が高い割にパスのサービスは

悪い。 最近は、日本の資金援助で;通勤列車を ~1発

し通勤客の利用が高ま った ことは注目される。交

通ルールは粗雑であり、安全施設 も不足している。

イン ドネシ アと同じ回教国でもマレー シアは様

子が一変する。元来イギリス依存型であったが、

最近は率先して日本の技術指導を受けようとして

おり、交通の整備はかなり進んでいる。 したがっ

て、交通は臼本のそれに近く、ヘルメ ット ・シー

トベルトの着用も法制化され、高速道路にならん

で二輪専用高速道もあるなど、進んでいる面もある。

しかし、こうした環境の整備と裏腹に、交通事

故による死傷者はきわめて多い。 これは入れ物が

できていても、その中身、教育訓練といったもの



写真| ジャカルタ市内幹線路(二輪、四輪同じ車線を走っている)

が充分徹底していないためであろうか。 しかし、

今後どうすべきかのビジョンの打ち出し、その実

行という積極性の高いことは強調したい。

東南アジアで唯一 のキリスト教国であるフィリ

ピンは、交通のほとんどを道路交通に依存してい

る。 しかも、戦後アメリカが残してい ったジ ープ

を基礎としたジプニイ(Jeepney)が極彩色で化

粧して街を走り回っている姿は観光客の目を奪う。

しかし、事態は容易ならざるものがある。 このジ

プニイが約 2万 5，000台マニラ首都闘を走り回っ

ているため、交通渋滞、事故に拍車がかかる。政

府はマニラ首都圏の交通緩和を図るため、現在高

架市電 (LightRail Transit-L R T)を建設し

ようと計画しているが、反対の先峰がこのジプニ

イである。 つまり、 ジプニイで直接 ・間接その家

族を含め関係している人は約40万人といわれるか

ら、マニラ首都圏 800万人の20分の lという 一大

勢力となるわけである。パスはf余々にではあるが

統合整備されてきている。 フィリピンは二輪時代

を経ずして一挙に四輪に入ったため、 二輪の定着

率はきわめて低い。

東南アジアの都市交通がもっとも深刻|に感じら

れるのは、バンコクでなかろうか。 もちろんアジ

ア大陸の一部であり、しかも、 一度も 外 国の支配

を受けたことがないという自負が、交通システム

をも一種の鎖国状態を作りあげたといえまいか。
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写真 2 施設整備の行き届いたマレーシアの道路

バンコクの街には近代都市を機能さすべき道路ネ

ットワークがない。 しかも 、雨季に入ると多くの

道路は冠水し、市民の足を奪う 。 71<の都と呼ばれ

るぐらい水上交通は発達し観光客の目を楽しませ

てくれはするが、市を二分するメナム河を結ぶ橋

が少なく、交通を分断している。 しかも、旧態依

然の都市体系は現在の交通量に;対応し切れず、街

のあちこちに秩序のない渋滞をきたす。

さらに、ここを走る車は玉石混交である。 騒音

と振動をまき散らすトクトクという 三輪、軽四輪

のソイパス、メーターのないタクシ一、ジプニイ

の大型のトラック改造のミニパスがあり、さらに

普通のパス、値段がその 5倍もするエアコンパス

(Rote Air)が走る。 そこ へ金持ちは自家用車

(もちろん日本車で代表される外国車)と いった

具合いである。

後述するシンガポールを除いた東南アジアの都

市交通は、その歴史的背景、 政治体制の影響など

異質であるが、ただ共通していることは、車以外

の公共輸送機関の貧弱であることで、これが原因

か結果かはここで論ずる余裕がないが、交通手段

とそれを利用する階層とがきわめて明確に分離し

ており、自家用車群の公共輸送機関利用への拒否

反応となり、車の数は増加の一 途をたどる。 バン

コクのエアコンパス、マニラのラプパスなどはそ

のための一 つの試みだが、完全な転換は難しく、
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写真 3 市民の足ジプニイ

交通管理対策の大きなネ ックにな っている。

東南アジアの中で際立 った速いをみせているの

がシ ンガポールであり、交通システムの実験国と

もいわれるほどユニークな対策を考え、これを実

施し、かなりの成果を挙げている。

都市開発公団のフ ァン氏は東大に学んだ日本語

にたんのうな方だが、彼と議論しても、都市再|羽

発、これに誘発される交通の変化、予測と対策が

きわめて明解である。将来全人に (現在200万余)

の%を公共の高層住宅へ移すこと。 このため、旧

市街地の強制収容なども相当強引のようであり、

旅行者らの目を楽します旧英国H寺代の，建物も少な

くなってきている。交通管理では、世界的に高名

になった都心乗り入れ賦課金市IJ (Area Licens-

ing System)は、たしかに総量規制というより

ピーク時の平均化に成功している。 ヘルメット・

シートベルトの着用も、それ らがよいということ

になると即座にこれ実行である。 歩 道 に 木1;会を多

くし、歩行距離の地大を図り、パスのネットワー

クも{必れたものがある。

しかし、シンガポールの道路はちょうど英匝!の

郊外をまねた設計であり、分離幣で仕切られてお

り、このためスピードが出がちである。 之のため、

分離帝の切れ目で Uターンしようとする車、木1;会

から飛び出す歩行者などとの交錯が多く、大きな

事i~~が発生しやすい。 ことに二輪車のマナーは悪

38 

写真 4 ドアーツー ドアサービスのトラインクル (マニラ)

い。要するに 「法での規I#IJJ という足かせをはか

せているものの、必ずしも実効をあげるに至って

いない。

この点を認識してか、最近はド ライパー教育に

目を向け、市民のための交通公園の設置、交通セ

ミナーの開催など、いわゆるソフトウェアの改善

に努めており、従来はヨーロッパ、ことに英国志

向が強かったのが、最近日本に関心を向け始め、

研修などに日本ヘ人を送りこんでいる点は注目さ

nょう。

2 技術協力の問題

li(先後間もなく始まった東南ア ジアに対する賠償・

技術媛助は 、道路建設に始まったといっていい。

いわゆる 「入れ物」づくりに専念したといえる。

しかし、これら開発途上国のいずれもが、共通し

て車交通への依存度が高く、道路建設の主体が都

市聞であったことと柑まって、前述のごとく大都

市の交通はひっ迫している現状である。

筆者らが国際協力事 業団 (JICA)の要請でマニ

ラのフィリピン大学 に交通訓練センター (Tran-

sport Training Center)の u止世と運営のため

3年間派遣されたのも 、交通技術の専門家養成と

道路の有効利用を図らねばという現地の要請にこ

たえたものに他ならない。我々日本人専門家は現



写真 5 日本の軽四輪改造のトクトフ (バンコク)

地専門家の再教育 ・養成

に当たってきているが、

これなどは その一部分に

i盛ぎない。

こうした交通システ ム

のソフト面での立ち遅れ

とい うのはなにに寄困し

ているのであろうか。 第
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写真 6 パンコ?の交差点(ニ輸が多い)

表 l 国別交通事故死の定義 表2 交通事故死の較正率

(TRRLによる)
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ーに挙げられるのは客観的デー タの不足にある。

シン ガポールを除くと ASEAN諸国いずれをとっ

ても人口動態をはじめと する統計が心細い。まし

てや、交通統計となると、車両登録台数、交通事

故死者数など、その登録の方法、定義などがあい

まいであり、その信頼度は低い。 少なくともデー

タベースで物 を論ずるといった習'闘がないのか、

データが信頼できぬからこれに依存しないのか、

その理由は定かでないが、交通の動態を科学的に

究明することが容易でない。

ところで、ついでながら交通事故死の定義は表

lにみるように各固まちまちである。 日本の?干祭

統計の24時間は先進国の中では短く、イギリスの

30日、アメリカは 1か年をその対象としている。

フィリピンでは法律的には決められてい ても、そ

の取り扱いはきわめてあいまいであり、交通事故

死のフォロ ーアップは、 即死、もしくは大病院に

収容されたものだけが数え上げられているに過ぎ

ない、というのが私の印象である。 このため、開

発途上国での死者数は必ずしも信用できるとはい

いがたい。

こうした各国聞の国際比較を試みるため、イギ

リスの道路研究所 (TRRL)では 表 2に示すよ

うに較正率を用いることを提案している。 たとえ

ば、英国と日本と比較するには日本の数字に30%

増す必要がある。 もし西ドイツと比較するなら 12

%増すというようにである。

興味あるのは、日本の厚生統計と響察統計とで

は毎年ほぽ30%の差がみられることである。 これ

は今の表からすると、ちょうど 1か月を交通事故

死と定義したことになる。 つまり、現在のように

救急体制が確立していると、事故後 1か月をフォ

ローアップすれば、ほぽ正確につかまるのではな

いかと思われる。

話がそれたが、東南ア ジアの交通に話を戻そう。

第二の問題点は、交通問題の専門家が多すぎる
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写真 7 シンガポールの古い街並

ことが挙げられる。それが技術的な専門家という

意味でなく評論家が多く、しかも、それらの人た

ちの意向で事が進んでしまうことである。各省庁

間の横のつながりもいいとはいえず、 一方では道

路を舗装しているかと思うと隣では掘り起こして

いる光景にはよく出会う。このため長期計画が非

常に立てにくく 、いわゆる即効薬(Iustantremedy) 

をねらう結果となりがちである。

第三の問題としては、交通問題は内政であり、

他の国の技術援助が育ちにくかったこと、もしく

は援助側が被援助側にこれを避けて通ってきたこ

とにもよる。つまり、道路建設はやってもらうが、

その使い方は 自分たちに任せておいてくれ、ロを

出すなといったソフト技術への一種の鎖国状態が、

今日の各国のひっ迫した都市交通を露呈したとは

いえないだろうか。しかも、現存する交通システ

ムをそのまま維持することが前提とならぎるを得

ず、思い切った対症療法ができなくなってきている。

3 対日本人感

ここに一つのデータがある。フィリピンの大学

生を対象とした外国に対するイメー ジ調査結果で

ある。図 lに示すように、自国に対する好ましさ

の高いことはもちろんであるが、かつての支配者

アメリカに対してはその親近性は高く、 80%以上
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写真 8 ALSO)ゲート

が 「好ましい」と反応している。未だにアメリカ

への依存度がきわめて高い結果であり、よく知っ

ている兄貴分という感覚であろう。

日本への感情はほぼオーストラリアに対すると

同じであり、いわゆる拒絶反応は低い。 ことに日

本人のもつ勤勉さ、責任感の強さなどにその評価

が集まっているものの、生活に密着した受け止め

方ではない。つまり、技術的ノウハウを学ぼう、

知ろうという程度のものである。

一つはっきりしていることは、フィリピン人は、

英語に関しては日本人よりホ断然か優れている、

おれたちの方がアメリカ人に近いんだという意識

があることである。したがって、日本人の表現能

力の欠如が、時として「なにもできぬくせに、し

ゃべれぬくせに」という態度にもつながる。私ど

ももあの鼻持ちならぬ独特のアクセントでと思う

のだが、通じるのだから致し方ない。

フィリピン以外では、当然英語が通じにくいと

いう障害も手伝って、こうしたソフト技術の移転

(Trdansfer) は必ずしもスムースに進まない。結

果として、それを受け入れる基礎がないくせに、

モノを欲しがり、モノにとどめたいという気運も



図 l フィリピン人の対外国人観

感じられる。アメリカの人類学者リンチの言葉に

よれば、アメリカ人は対人関係における不愉快さ

をしのんでもはっきり物を言うが、フィリピン人

は物をあいまいにしても対人関係の円滑さの方を

進めるという。 日本人からするとこれが調子が良

過ぎる、物も知らぬくせにと映るであろう。事実、

こうした風習がカオとかコネをはびこらせ、近代

化の障害となっていることは否めない。 ことに交

通という近代的特質の多い場合、我々助言者はそ

の対処に苦慮するのである。

4 おわりに

国際技術協力において一番重要なことは、その

国での適正な技術移転とはなにかを充分に検討す

ることであろう。ことに交通といった社会システ

ムに新技術を無造作に導入すれば、先程のマニラ

のジプニイではないが、インパクトは大きい。コ
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ンビュ ータによる信号制御という大掛かりなもの

よりも、定周期でも一日の交通量の変化に対応で

きるような、かつ、メンテナンスの安いものを導入

することも大切であり、とかく新しいものに飛び

付きたがる現地のトップレベルを説得するのに苦

労する。

ことに、特定の階層への利益が、 一般の民衆へ

の急激な変化に伴うインフレなどで生活不安を生

じさせることのないような配慮を忘れてはならな

い。つまり、日本は要するに金を出せばよいのだ、

あとはどう使われようがやったものは致し方がな

い、相手もそれを望んでいるのだから、という安

易な考えは少なくとも社会システムの改善につい

ては通用しまい。

つい先ごろ、メキシコのカンクンで南北問題の

話し合いが行われたことは記憶に新しい。交通問

題も、今や先進諸国の技術と努力によりその対策

を講じない限り、事態はこの10年間で最悪のもの

となろう 。 アメリカのレーガン大統領は 「彼らに

魚を与えるな、腹がj威ればまた魚を欲しがる。彼

らに魚のつり方を教えよ」といささかひゆめいて

述べているが、私どもの立場からすれば、ではど

んな魚がいるのか、それを見つけ、それに当ては

まるつり方を教えぬ限り、つりざおとエサをあて

がったのでは駄目だといいたい。しかも、 「なぜ自

分が魚をつらなければならないか」つまり、やる気

を起こさせねばならないであろう。

我々は、シ ンガポールでの奇跡、が他の東南アジ

ア諸都市に生じるとは考えていない。 年中高温多

湿の中でやる気を起こさすのがいかに大変なこと

かは身を持って体験した。 しかし、我々はこれら

の国々と未来永劫にわたり共存しなければならぬ

ことを再認識すればするほど、努力の手は休める

わけにはいかない。

同時に、これら ASEAN諸国に対し、我々が少

しだけ早く近代化の波に乗ったというだけで理由

のない優越感をもてば、いわゆる南北問題はまっ

たく破壊的結果を招来するであろうことを銘記す

べきである。

(こばやし みのる/自動車交通安全センター調査課長)

41 



はじめに

暴走族の名称が重量場して早くも 10年がたってい

る。 モータリゼーションの落としザーともいわれ、

車が一般化していくと同時に、単のi卑11.見的使用、

公道上でのスピード競走、集団的走行その他が始

まったのだが、それが暴走族という名を得たのが

昭和47年 であった。 それ以前l品、音キチ、カーキ

チ、カ ミナリ族、サーキット族などと呼ばれてい

た。 そして、暴走族を暴走賊の名で呼ぶ人が最近

出てき ている。 彼 らの活動がエ スカレートするな

ら、この名称変更もやむを得まい。

本稿は 、以上のような流れのなかで段.i5:の暴走

族の実態を示すことを主旨とする。 その材料とし

ては、これま で筆者が直接 ・間接的にかかわりを

持った彼らに関する調査結果によることとする。

その中心的部分は笹察白書 (昭56年 )にも示され

ている。この白書からも 、そ の実態を引用・参照

させていただ く。

2 歴史と問題

我が国のモータリゼーションー一-.Tji使用の一般

化は昭和30年ごろか らとみられるが、このころよ
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り二輪に乗車した若者が街頭を暴走する姿が見ら

れ始めた。 高速を出すため消音器を外し、 34年に

はカミナリ族の名で呼ばれた。活動の場所は東京

その他 の大都市が中心 で、身分は自動車関係の

員とやや裕福な学生などとみられる。

40年代に入ると、レ ジャ ー志向が強くなり車使

用も急激に増加した。 同時に若者が四輪を使用す

ることも多くなり、街頭でサ キット遊びをする

ことが生じる。一定の道路をこの遊びに興ずる若

者が占拠し、急発進、急停車、高速コーナリング

を競うもので、付近住民には大きな迷惑である。

この遊びが40年代初めより日本各地で見られるよ

うになる。 このl質点になるのが47年の国鉄高山駅

前の騒ぎで、 世に富山事件とも呼ばれたが、こ の

内容は、数卜台の率のサーキット遊ぴに 3千余の

群衆が巻き込まれ、暴走化して付近の商底や通り

がかりの事を製ったというものである。 この容fiの

騒ぎは各地で流行となり、暴走族の群衆巻き込み

の時期とも称される。 この富山の事件後マスコミ

で暴走族の名が定婚する。 その余波が昭和51年の

神戸まつりに伴う騒乱で、死者 1人、負傷者団人、

車両損壊 184台の記録がある。

次にきたのが暴走族組織化の時代となる。 グル

ープのワ ッペン ・ステッカ ー ・団旗などを持ち、

一度に数百台 の車を連ねた集団暴走を行い、構成

員の数の多さを誇り、遠くにまで遠征するので一

般車両や沿道住民への迷惑は広がり、同時に他組

織との聞での対立抗争が社会問題となる。組織化

と対立抗争の時代で、この傾向はまさに関東で強

か った。また、 抗争事件は、暴走中のグループ聞

での突発的なものばかり でなく、集団の誇示と組



織の拡大を図るために計画的になされることも多

く、事の中に棒などの武器や火炎ビンを持つなど

も多く見られた。 この対立抗争事件は現ギEも多く、

昨年中に85件、事件に関与した者 3，962人が数え

られている。

さて、最近の暴走族が以上の活動の延長上にあ

るのか、質的に変わったのか。最近の実態調査の

結果をみると、当たり前のことながら昔と同じに

みえる部分も多いし、その反面、違った部分もあ

る。 その紛lかい部分は以下に示すところだが、車名

察の取り締まり面でみてもっとも変わったのは、

これら暴走族の迷惑や非行が道路の上だけでなく

なってきつつあることである。 いってみれば、非

行集団化しているし警察に対する直接的反抗をみ

せるなどのことも多くなっている。 白書は次のよ

うに述べているロ

「暴走族は、一般的には暴走行為を主たる活動

とする粗暴集団であるが、一部には、暴走行為を

離れて常習的に犯罪を行った り、暴走行為の資金

を得るために窃盗などの犯罪を行うなど、極めて

悪質な集団が生まれている」

3 暴走族加入少年のプロフィル

暴走族少年の実態の最初として、それを織成す

る少年たちの横顔一一一人数、経歴や身分などにつ

いてまず示す。

人員

警察が昭和55年末現在で把握した暴走族は 754

グループ、約 3万 9，000人で、過去最高であった。

40年代末の組織化の時代のなかで、暴走族機成員

は 2万人を超えて数えられるようになり、 50年代

に入ってほぼ同規模であったが、 50年代半ばを過

ぎるころから激増している。

年齢、身分など

暴走族を構成する少年の年齢は 10代後半がほと

んどで、 15歳以下が 3%、20歳以上が19%とな っ

ている。 15歳以下の少年は車を運転することが禁

止されているが、四輪や二輪に同乗しているか、

無免許で運転しているものである。 5年以前でみ
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ると、当時はこのような低年齢はほとんどなく、

成人が 4割近くを占めていた。年ごとに少年層の

割合が大きくなっている。 これは一面で、成人暴

走族数が過去 5年余、おおよそ 7-8千人の幅内

で大きな増減がないのに、最近少年層の増加が著

しいためでもある。

身分としては、現在は高校生22%、それを含ん

で学生・生徒が25%で、残り 75%は有職 ・無職な

どの少年である。 この構成は過去数年あまり変化

していない。 ただし、有職者がj成り無職 者が増え

る{頃向にある。

職業については、白書によると表 1に示すよう

である。

学歴

さて 、暴走族の%は学生でなく社会人であるが、

この学歴は大きな特徴をみせている。 科学箸察研

究所調査によれば次のようである。

中学卒業 31.5% 

高校中j忌 43.1% 

高校卒業 24.9% 

大学中退 0.4% 

大 学卒業 0 

この表にみるように、暴走族少年では中卒と高

校中退とが非常に多い。今から数年前もほぼ同様

だった。 このことは、暴走族を理解する大きなポ

イントになる。一口にい って 、暴走族のほとんど

は学校からの務ちこぼれだといえる。 そのざ折、

世の中への疎外感、不安感等々が暴走族への動機

づけになっている。 これらについては後に示す。

以上の学歴調査の結巣について、田村は次のよ

うな推測をしている。 すなわち、我が国の少年の

学歴構成と暴走族数 とから、おおよそ各学歴ごと

に、中学卒業の男子は 9人に 1人、 高校中退では

7人に l人、 高校卒業は 100人に 1人(うち半数

は高校時代に加入している)が暴走族加入の経験

を持つというのである。 最近の男子全体では50人

に 1人が暴走族を体験している。

以上が暴走挟の実態の大きな特徴の一つに数え

られる。 すなわち、暴走狭とは中学までか高校を

中退し た者にとっては非常に身近かな集団で、そ
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のような者から成り立っている。高校を卒業した

者 ・在学中の者にしても、学校になじめず、かろ

うじて学校に行き卒業しているのがほとんどなど

である。 そのようないら立ちを持つ少年が、その

心 を安ませる行為と 仲間を求めて暴走族を形成す

る。

使 用車種

暴走族の使用車種は表 2に示すとおりである。

表は全国の暴走族中、使用車種が把握されたもの

である。科学瞥察研究所が調査した結果でみると、

以上の外に、暴走族中Kは車を所有しないで集団

に参加 している。

使用している車は、四輪が55%、二輪が45%と

なっている。こ れは使用者の年齢が関係していて、

16-18歳の者の 9割は二輪車、18歳を超えると 7

割以上は四輪にな って いる。 もちろん免許の関係

表 l 暴走族の学職31J~陣成 ( !i[H日 S5年 11 月 )

守一 総 '七 liE 有 戦

中 高 大 そ ，合、 会 円 rol 

戦
動 動車

" 校 .!'/ 一 グ〉 務 十t
111. 

li制長ilI! 
転 τ 

~II 数 J十 'T. 生 他 日 u 者 u 
人 H

37.230 9.461 323 8，025 465 648 19，586 162 3.225 1.080 2，鎚9(人)

情(%成比) 100.0 25.4 0.9 21.6 1.2 1.7 52.6 0.4 8.7 2.9 7.2 
」

r，!; 

Il 

3.932 

10.5 

である。

以上をまとめて、最近の暴走族では、車を持た

ない者が比較的多くいること、 18歳ま では二輪、

18歳になって四輪の免許がとれると直ぐに四輪に

移るのが多い。

4 暴走族と犯罪・非行

歴史にも示したように、暴走族は最近犯罪多発

の傾向を示している。過去 2年の犯罪状況を白書

は表 3のように示している。

ところで、暴走族少年の犯罪や非行事故・途反

に関して、田村は次のように報告している。全体

として、交通違反がほとんど認められるのは当然

として 、事故歴が 4割、事故によってケガを体験

しているのが 2割、免許停止処分を受けているの

が 5割となる。 暴走族に

1見ー 無 不
よる交通事飲死者は55年

に89人を数えた。
I 農 そ

富民 職
員 σ、

漁

等 '.ti 他 者 日月

5.645 922 1.931 5，315 2.868 

15.2 2.5 5.2 14.3 7.7 

注) 工員等とは、自動車関係工貝を除いた工貝と職人をいう (瞥察白書 H召56)

以上は交通関係だが、

道路上での違反者は日常

生活でも逮反するといわ

れるように、一般の非行

や4巴罪を4巴していること

も多い。 全体として 54.5

%が非行歴ありと答えて表 2 暴走族の使用車両の車種別織成 (昭和55年!l月)

区分

台数(台)

情成lt倒

(空間苦白書 目召56)

表 3 暴走族による刑法犯、特別法犯の罪種別検挙状況 (昭和54、55年j

〉1
総 JflI 法 ~[! 特

暴 fk 凶 ，ふ、d、、 そ Fd a， 

h 力
世詩

務執
t相 σ、 嘩rJ

Ilk ff 
1備l4入5 

lT 
物妨

数 J;: l~ Z・'If 他 J十 法

件(件数) 2.204 1.470 196 333 154 102 685 734 

54 
人民

6.713 5.738 658 2.357 730 979 1.014 975 318 (人)

件数 6，328 3，606 334 412 174 125 2，561 2守722 536 
55 

人J:l 11. 698 8.888 1.550 3.125 1.041 618 2.554 2.810 731 

(終祭白書 H召56)
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日Ij 法

銃

刀

法

24 

21 

32 

23 

四輪車

事F

~~ 

1件、

法

11，864 

54.9 

~~ 

そ

グ〉

他

44 506 

43 935 

60 2，094 

113 1. 943 

いる。

非行内容としては、暴

行 ・傷害などの粗暴犯罪、

窃益、シ ンナー乱用など

が同数ずつぐらいとみら

れる。 以上に加えて、暴

走族では性に関する逸脱

も多くみられる。

以上のように、車によ

るスピードなどの逸脱と

ともに、暴力 ・性 ・薬物

乱用な どが絡むことが多

い。 これらはすべて、あ

る意味では肉体的めいて



いを求めてのもので、それを人格的特徴としてみ

ると、スピードで事故や死ぬかもしれないスリル

を楽しむような自己破壊的傾向といってもよい。

その一方で、車使用のための金が不足し、ガソ

リンを淡むとか、さらには一般的非行として万引

きをするなどもかなり多くみられている。

この傾向は、昔に比べて最近の暴走族で顕著で、

要するに車の暴走から一般的暴走に変わりつつあ

るといわれるゆえんである。

なお、これら一般的犯罪の発生にも暴走族とい

う集団の存在が大きく作用している。元来、暴:{'T.

傷害の多くは、暴走行為に関連して他 グループと

のケンカと して生じることが多く、この穏.のケン

カは、刑法犯にならなかったのを含めると暴走族

の 4割が経験している。その他 に、シンナーや窃

盗も、個人でやるというよりは、このような集団

があるので、そ の中での強制や誘惑など仲間がい

ることによる努意識のなさや仲間への同調が非行

発生に大きく働いている。集団に入らなければ、

個人ではこのような犯罪の多くは生じていない。

5 組織

暴走族組織化 の時代といわれた昭和40年末から

の動向の中では、組織の大きいものに所属するこ

とは少年たちの誇りでもあり、急激に大組織が生

まれた。そうして数百台の車が夜ヘッドライトを

連ねて走るとき、その仲間の大きさと威力に彼ら

は陶酔する。その40年末にできた組織で現在まで

名称が残るものとして、答視庁のリストでは、ブ

ラックエンペラ一、ゼ口、ルート 20、スベクタ一、

鏡、極悪、アーリーキャツツ、マッドスペシャル、

一寸法師など12グループがあるという。 その問、

答視庁のリストには約 1，000のグループ名が記録

さオ1ている。

この問、たとえばブラックエンペラーは組織と

して多くの支部を作り、総数 2，000人を称したこ

ともあるが、最近は大組織化 の傾向が後退し、ノj、

グループが多くなる傾向にある。全国を平均する

と 1グループの人数は約40人となるが、白書でみ
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ると、約800グループ中30人までが58.5%で、 100

人を越える グループは52グループ、 3∞人を超える

グループは 6グループ、 0.8%しかない。

グループの活動 の中心はリー ダー(あたまと呼

ばれる )とサブリーダーで、多くのグループは複

数リーダーによる集団指場である。 グループの中

には、 「特攻隊 J i親衛隊」 などを置く集団もあり

集団走行の際のてい察、走行コースの確保、取り

締まり警察官に対するけん制、対立抗争時に先頭

に立つなどの役割をする(以上、白書から )。

暴走族グループは非行柴田のー形態であるが、

非行集団 (窃獄 ・万引 ・組暴 ・性非行 ・シンナー

乱用などの各非行集団)の中では特別に組織がし

っかりしている。 また、先に例示したように、数

年以上にわたって継続した集団は暴走族を除いて

は考えられない。

しかし、そのように比較的強固にみえても、全

体とし てはかなり流動的で統制も行き届かない。

暴走族の活動として、特定の日を定めて集団で

車を連ねる場合でも、いつでも参加するのはメン

パー中約半分で、残りの半分はたまに参加する桜

度である。 団体への所属意識としても半分は明維

でない。 暴走族集団のほとんどは集団名を持ち、

ステッカーや旗も持つが、活動を組織化するルー

ルとして会目IJ.会費 ・名簿・罰則があるのは集団

中 2割以下、定例集会日を持つのが 4制程度でし

かない。

また、構成員も非和こ祈L動的である。 少年が暴

走族組織に加入している期間は、 1年未満が75%

と大半になっている。 もちろんその一方、 2年以

上が15%、 3年以上続けているのが 8%(推定で

3，000人ぐらい )いる。

そこで、暴走族とはいっても、そこに幾つかの

段階のあることになる。 少年時の一時期のハシカ

とでもみられる者と、暴走族にのめり込んでその

集団の歴史を作り、さらには引退しでも集団の先

輩として後継になんらかの彬響力を及ぼし続ける

者とである。

科学讐祭研究所が以上とは別 に、最近暴力団に

加入した者についての調査を実施し ている。 その
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結果でみると、暴力団加入者の約%は暴走族体験

者で占められていて、その実人員は年間で約1，0∞
人ということになる。 もちろん、暴走族は55年末

4万人近くが数えられているので、その人数に対

して 1，000人というのはごく一部だともいえるが、

暴力団加入への一つの大きなルートであるのは間

違いない。 そうして、この他 に暴力団の周辺にい

る者も加えると、暴走族中 2，000人ほどは暴走族

を卒業して暴力団となんらかのかかわりを持つよ

うになると推定される。

さらに一方、最近響視庁が行った中学校の校内

暴力集団についての調査からは、校内暴力の発生

した学校のほとんどに暴走族の落書きがあるとか、

その学校の先輩に暴走族がいて、校内暴力集団を

通じて小遣いをまき上げたなどの例も多い。

このようにみると、現省:の我が閣の暴力的犯罪

として憂慮される校内暴力 と暴力団の問を暴走族

が結んでいるとの見方も、かなりの部分に当ては

まる。

6 暴走族少年の

社会的背景と心理

さて、筆者の立場は非行研究が中心なので、暴

走族に関しても、それを交通問題としてでなく青

少年問題の一環として捕らえ ている。 そのような

立場では、これら暴走族に加入した少年について

も、その社会的背景の問題とか力[1入への心理的内

容を問題にしている。 そうした前からみた少年の

実態や問題を以下に示したい。

1 ) 背景

少年の社会的背景として、青少年問題としての

観点か らは学校と家庭 ・友人等との関係が特に問

題になる。

これらのうち、学校との関係では、学廃が中卒

および中退が非常に多いことを示した。 成績をみ

ると大部分の少年は低い評価 しかない。 このこと

が彼らを考える一 つのポイントになる。 いうまで

もないが、現在の我が固のような場合、少年の未

来に対して学歴が果たす役割が非常に大きい。 ま
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た、社会的風潮としても、成績と学歴とがその子

の言平{直iとなっていることカf多い。

このような風潮のなかでは、学校から落ちこぼ

れた子は、周囲の人や仲間か らよい評価 を得るこ

とが非常に難しくなる。 ここで評価とは、少年と

いわず人間だれもが必要とする自分に関する人間

的誇りの ようなもので、単純にいうと、人が自分

の存在を認めているということである。

言うまでもないが、人間の誇りが学歴と成績ば

かりであるはずはない。 人に好かれること 、一芸

を持っていること、本質的には人間として努力し

ていることこそ本来評価 の対象になるべきである。

しかし、残念ながら学校から落ちこぼれた少年の

多くに対し、周囲や世間の向ける目は必ずしも l暖

かくない。 そのことが、これら少年の逸脱、暴走

族少年に限らずシンナーを乱用する少年、家出す

る少年、校内暴力に走る少年 等々に共通する現代

の問題点である。

2) 家庭

少年の背景として、家庭は常に最も影響力が大

きい。 その問題の程度を測る目安として、両親の

欠姐状況をみると約 2害IJとなっている。 この価は、

一般非行少年の家庭の場合とほぼ同じで、目安と

しては暴走族が一般の非行少年とほぼ同じような

家庭状況にあると見込まれる。特に暴走族のなか

でも無職少年の場合は、家庭に恵まれない傾向を

示している。



ところで、これら両親が少年の暴走族加 入に対

してポす態度を、少年は次のように評価している。

組は反対している 48.1% 

組は認めている 3.1% 

親はあきらめている 16.0% 

税は (加入を )知 らない 29.6% 

不明 3.2% 

全体として、半数の親は反対している。しかし、

少年が加入を止めるまでの反対はできないでいる。

そのような親は、あきらめたり認めている親と紙

mのところにいるともいえる。 そのような、い

わば子供を充分に指導できない親が 7割と、知lら

ないという無関心と放任の親が 3割 L、る。 このよ

うな態度は、少年の車の購 入に際しても現れ、 一

じカfしfこ。

応の反対をしながら少年

の説得に応じて資金の一

部を出したりする甘い親

も非常に多い。

その他全体を通して、

視の態度は甘いと評価 さ

れても仕方がない。 それ

に関して 、昔、アメリカ

の暴走族調脊では 、少年

と親、特に少年と母親と

の聞 に強いかっとうが指

摘されていて、日本の親

の示す甘さと対照的な感

3) 加入動機と 集 団の魅力

少年がなぜ暴走族に加入するのか、集団の魅力

はなにかが、この暴走族にかかわるようにな って

からの中心的課題であった。 それに対 する私の一

応の結論は、 「弱し3メダカが群れることで安心 で

きる」 ことだと思っていた。 この答えは少 なくと

もある時期の彼らの心理を示していたと思う。 逆

にいうと、それが最近やや変わってきつつある。

ある時期、 なぜそのようにみなしたのか。 まず、

彼らに暴走族への加 入動機をたずねると、最も多

い答えは、そこに仲間がいるとか仲 間と一緒に遊

べるからという子が多かった。主与を走らせるのは
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仲間と付き合う手段で 、暴走族に入る理由はそこ

に向分と 似たような者が多勢し、るので、そこで一

緒に俳れていればそれなりに安心だし、さらに一

方、柴田でそろいの服装で卓を連ねればいやでも

世間の注目を浴びる。 この安心と集団による自己

顕示とが加入の主な目的だとみなせた。

もちろん、ぞの背景には個々の少年の持つ弱さ

がある。 学歴に象徴されたざ折感だけでなく、趣

味もほ とんどなく、団体的訓練になじまず、自立

性も乏しいなど羽い了ーが多い。 実際に彼 らの集会

では、リーダ が相談し ている梢 の道路に大半の

少年がボ ンヤリ座リ込んでいて 、リーダーからど

こそこに行くと命令されて初めて立ち上がリ、そ

れこそキンギョのウ ンコのように後ろについ てff

くのが大部分だという 。

そのような彼らが、それなリの I~I 己主張として

彼らを迷必がる市街地 を集団で走り、 批 難と反発

を受けるとき、いわば 1'1分たちのある純の強さが

自覚でき、世情lに向分を顕示できる。また、それ

i1ill:に.J.RIc Jl の名は世~:.l ] の反発をかう 恐ろしげなも の

でなければならず、 f中1M]は多いほど好ましかった。

以上が、あるH寺Jmの 暴走肢の心理的背景だった。

それに対して、1b(jli:は持 lムi主う向きが出ている。

グループ}Jn入への魅力は、今でも 仲間と遊べると

いうことが中心 だが、背と比べて、 '11をと lました

いとか、大胆なことが集団ならできるなどが多く

な っている。 その他のデータも加えて判断すると、

暴走族が世間から厄介視されてるからこそ、そこ

に参加して、それにま つわる騒ぎを共にしたいと

いう のが捕えている。

53年 末の法改正によって集団暴走への法規制 が

厳し くな り、暴走族の活動はやりにくくなったが、

一部非行化の進んだものには、その祭止への挑戦

あるいは騒ぎを求めること自体に目的を見付けて

いる1頃向もみられている。

(むぎしま ふみお/科学箸察研究所少年防犯部長)

参巧文献

1) 田村雅幸 法改正後のjk走族の動liqに関する研究、科学
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2) 図村雅幸 ・麦島文夫 暴走族の実態分析・科学普察研究
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ベト雷、 ドカ雪

地
方
@

昨年昭和56年の豪雪では、なにかにつけて福井

の雪が話題にのぼりました。福井の雪 というとき、

一番ぴったりくる表現は、いわゆるぺト 雪、ドカ

雪という呼び名でありましょう。読んで字 どおり

ぺト (泥土)状の雪、 思いがけずドカッと大量 に

一度に降るドカ 雪です。そして、昨年はまさしく

のぺ ト雪にまではなりませんでしたが、湿っナこド

カ雪で大騒ぎとなった次第です。 この雪が立木の

枝、業に積もって冠雪 となり、その目方によって

図 1 降積雪状況のニつの形式(昭和52年)

cm 

150 

50 

100 

ド
。

。t..l三7fゴ丈因。J ・← l_.&.・UJ.・h ・4園、ム
12月 l月 2月 3月
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貴重な杉立木の折損 ・倒木被害を起こし、また、

その結果が電線を切断し、鉄道線路にかぶさって

交通を閉鎖するといった状態になった点で、まさ

に記録的なものとなりました。積もった雪の高さ

約 2mは昭和38年の、いわゆる38豪雪程度であり、

それ以来18年ぷりということになっていますが、

内容的に雪の量からみると、はるかにそれをしの

ぐ大量の雪だったわけです。

ドカ雪の状況は、図 1に福井と秋田とを比較し

てあるのでよくわかりましょう。福井では一度に

ドカ ッと降って急に雪が増します。 しばらくの後

にはとけたり、ま た雪が締まるために急に雪の深

さが減りますが、またドカッと降ってきます。秋

闘では少しずつ雪が積もって、それがほとんどと

けないので、ゆっくりと

雪が増していきます。

って、その外側の斜面でデコボコした所、滑りや

すい所がある部分を人が歩きます。車の走行に気

を遣いながら、そのそばを歩いていく人の姿はむ

しろ惨めに近いものを感じさせられたものです。

福井気象台での80年間の記録で各年の最大積雪

深を比較すると、図 3に示す 3回が豪雪の上位三

つとなっています。 それらに共通しているこ とは

ドカ雪によって急に雪が増えていることですが、

図 2 道路交通の機子

図3 福井における最大豪雪状況の比較

積雪深 昭和56年 昭和38年 昭和 2年
(1981) (1963) (1927) 

200 

2 豪雪

叫

組

制

緩

昭和35年に私が福井ヘ

着任して以来、福井の雪

を「あるがままに」眺める

つもりではきましたが、

なにしろ豪雪となって自

分の家がミシミシと音を

立ててくると、ありのま

まを楽しむ余裕もなくな

るというものです。昭和38年にはまだ街の中で自

100 

動車も少なく、除雪も行き届かなかったので、広

く除雪された市内大通りまで車が当分入れない状

態でした。 その道が一面の銀世界と輝いている上

を人々が歩いていく姿は見ても美しいものがあり

ました。 昨年は除雪が行き届いて、その道を自動

車が充満しながら走って道が真っ黒に汚れました。

また、雪の壁が崩れて、除雪部分の両端では図 2

のようにちょっとした斜面となります。

正規の歩道は雪の山であり 、除雪部分を車が走

20 

図4 昭和56年豪雪によ る福井地方での交通障害状況

× 運転す以下

ム " 以上

0 平常運転

X 
+2.3 
0 

!1.2~ 註:1.23は1月23日に運行状祝町凪植したことを示す
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降り方や降る時期はいろいろ違っています。昨年

56年には55年 12月末から 1月15日までに急に豪雪

になっており、昭和 2年には 2月中旬になって豪

雪 となっています。 すなわち、豪雪の時期がいろ

いろあって一定 していません。 これらの豪雪によ

っては、それぞれにきわめて大きな交通障害があ

ったわけですが、今回の豪雪によって福井付近の

鉄道交通が乱れた様子を図 4に示してあります。

1月当初から始まって、早い部分でも 1月17目、

遅い部分では 2月初めまでの長期間にわた って支

障が続いています。

3 雪のいろいろ

前に 1ではべ卜 雪 ・ドカ 雪のことを記しました

が、 雪 にもいろいろの形 ・性質のものがあります。

また、それは豪雪災害とも関係があるので、ここ

では雪のいろいろのものをみてみましょう。

(1) しんしんと冷え込んで降り続 く粉雪が北海

道の特徴で、中谷字吉郎先生が根気よくこの雪の

結品の研究を続けられたものです。大きさは 1mm 

図 5 雪の形、大きさとその変化

ゆ
ム議

機
ゆ
ι

意
識
恭

a. a. a. 

b， 

b， 

50 

以下のものが多く、形はすきまだらけの粗い羽毛

状のもの、薄い板状のものなどです。 ちょっと風

があると降る雪が舞い狂って、かさなど物の役に

立たなくなります。また、雪の粒子相Eには付着

カがないので、道に積もった粉雪はホウキで掃く

ことができ、また衣服についてもはたくと飛ぴ去

ります。

(2) 雪の結晶や塊の形の例をまとめて図 5に記

してあります。上空の冷たい部分でできた雪の結

晶は美しい形をしており、北海道などでは結晶が

そのまま落ちてきます。 その形は数百種類も写真

に撮られていますが、図中に al、a2、a3の 3例だ

けを示してあります。

(3) 北陸地方では、上空でできたこのような雪

が落下途中で暖かい空気 ・冷たい空気に触れてと

けては固まりだんだんと形が崩れていきます。 た

とえば図の制、 a5、a6のようなものです。さらに、

地表付近での気温が O.C以上となるときは、 一部

分がとけて水を含んだ雪となって降ってきます。

これが湿り雪で、雪粒は幾っか集まって大きくな

っているとともに、衣服につくと離れないので、

衣服はだんだんぬれてくるし 、またそのために身

体も冷えてきます。

(4) この雪でさらに水分が多くなるとぺト雪と

なり、多数の雪粒が相互につながって、特に水分

が多いときは大きいもので 1cm以上のボタ雪 (ま

たはボタン雪)となります。上から落ちてくるた

っぷりと水を含んだ花びらのような雪の中をかさ

をさして歩くと、ものの 5分も歩けばかさが重く

なって、積もった雪を払い落とさねばなりません。

路に積もった雪で比べると、(1)に記したような粉

雪30cm分がボタ雪では 1- 2 cmに相当します。

(5) 特に注意する点は、水分を含んだ湿り雪は

付着カが強く重いので、 1に記した立木被害を及

ぼすか、除雪機械、特にロータリー型式のもので

は操作に細心の注意を払って徐々に除雪する必要

があります。往々にして機械が動かなくなってそ

の手入れに長時間を要し、除雪が遅れることが起
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こります。

(6) 地表に積も った雪粒の形は、また時間とと

もに変化します。 たとえば、北海道では (al、a2、

a3)→(制、出)→ (a6) となります。福井では多

くの場合に (ω、as)→(a6) となります。また、

雪粒の大きさからすれば、(a6) の場合でも bl→

b2→ h となります。

4 世の移り変わりと雪災害

(1) 北陸地方の豪雪対策では古く からいろいろ

工夫されていたわけです。雪深い土地では、たと

えば生活必需品の野菜は 1か月分をそれぞれの各

家庭で貯蔵して交通途絶の対策とします。 また交

通としてはうずたかく積もった雪の中に踏み固め

られてできた道を利用し、その上を雪そりに荷物

を載せて運搬します。効率のよい雪そりは、 20年

前一昭和38年豪雪のころーまでは福井の街中でも

まだ使われていましたが、機械化の進んだ現在で

はほとんど見ることがありません。

(2) 最近は、文明の利器として自動車が大いに

利用されるとともに除雪機械も次々と増強されて、

でのスリップ事故が原因でした。 これほどの大き

い交通障害とならないにしても、大阪 ・名古屋か

ら北陸ヘ来る人のかなりの数は雪道を走るときの

注意が不足して、事故を起こすことが往々にして

起こります。米原、から敦賀ヘ来る途中では有名な

賎ヶ岳の傍らにある新道野峠、敦賀から福井への

途中では敦賀湾の眺めが美しい大良峠、この二つ

は例年のように交通問題が起こります。大雪の時

にい ったん車が止まると、びっしり並んだ車の列

となる上に、所々には列からはみ出して道をふさ

ぐ箪もあるので、道路上の雪を除くのが非常に難

しくなります。上 記51年末の事故では木材を満載

した大型トラックのスリ ップが原因であり、その

車を動かすためのクレー ン車が武生市から事故現

場までの10krnを数時間かかつてたどり着くといっ

た事情となりました。

(3) これらを振り返ると、やはりドカ雪は怖い

図 6 予算

100 

道路上の雪のかなりの部分を早々にどこかに片付 I 50 

けることとしました。少々の雪は「なんのその」、 I 30 

無雪都市 ・克雪都市として豪雪の中でも夏と同様 I 20 

にE与を走らせることとしましたので、除雪経費は

うなぎ昇りに大きくなりました。一例として、こ

れほどの理想的な宣伝をしていない福井県での全

予算と土木部予算 ・雪害対策予算を図 6に示して

あります。近年、特に除雪経費が急増しているこ

とがよくわかります。 なおこの時、雪害対策を考

慮した長期的な道路改良事業などのかなりの部分

は雪害対策費に含まれていないことを注意する必

要があります。真に無雪・克雪をやろうとすれば

どれだけ大きな負担となるかは明らかであります。

これだけの対策を講じても、降雪時の交通混乱

が起こります。たとえば昭和51年末には、国道 8

号線で 3日3晩車が立往生しました。これは雪道
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ものだということを忘れないことが必要であると

教えてくれます。最近東海地震が起こるかも知れ

ないということで、国 ・県 ・市町村を挙げて対策

の検討・準備とを行っています。福井でも25年前

に大地震が起こって全市が壊滅の状態に立ち至り

ましたが、その後当分の聞は大地震を心配してお

りません。他方、昨年の福井のドカ 雪が今年は起

こらないとはいえません。 たとえば、昭和42、43

年と続いて大雪 となっています。 とすれば、我々

は豪雪が近いうちに起こり得ると考えて、充分の

準備と対策とを怠らない必要があります。

5 各種の雪災害

雪 による災害は、生活の広い範囲にわたってお

り、また同じ雪 によってもその雪が降る時と場所

とによって非常に違ったものとなります。 これら

について多少眺めてみましょう。

1) 56豪雪災害

昨年昭和56年の豪雪 災害は全国的に発生し、次

のものが大きくみられました。

(1) 12月末には東北地方で宮城県を中心とした

電線への着雪 によって送電用鉄塔が倒れ、 61万戸

が 1日停電、 4万戸が 3日停電という事態を起こ

し、通信 ・交通・生活など広い範囲での災害とな

りました。

(2) 12月末から 1月にかけて新潟地方で雪崩が

起こり、 14人の人命と 9戸の家屋とを失いました。

また、地すべりも起こって15戸の家屋が倒境し、

避難者は236人にも達しました。

(3) 12月末には福井県・福島県を中心とした樹

木への冠雪被害が起こり、伐採時期に近い10-20

年生の杉立木が多数折れて、林業経営は甚大な被

害を受けました。 また、園芸ハウスをはじめ各種

農業施設が壊れて、農業生産も大きな被害を受け

ました。

(4) 12月末から 1月にかけて福井を中心とした

国鉄 ・私鉄で多 くの一時停止が続き、 40目前後の
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交通障害を起こしました (図 4)。また、これとと

もに福井をはじめ北陸各地で都市内交通も大きく

阻害されて、商工業 ・日常生活への混乱も大きく

現れました。

2) 気象と雪害

雪の有無が気温の高低によって定まるように、

気象状況によって雪災害の様子は非常に異なって

現れ、次の点に注意する必要があります。

①無雪地での降雪被害……東京では雪がまった

く積もらないことが普通です。したがって、時折

雪が10cm以上も積もることがあれば、自動車は雪

対策ができていないためにほとんど動けなくなっ

て、たとえば昭和42年 1月のように、都市内交通

の大きな混乱を招きます。 しかし、暖かいのでお

おむね 1日以下で事情は好転します。

②豪雪地域での農作物被害 ・地すべり被害…-

雪の多い地域では、その環境を考えた農業が行わ

れています。しかし、豪雪で特に遅くまで雪が消

えずに残っている昨年のような場合には、積雪下

の農作物が腐ったり、種まき時期が遅れて栽培結

果が非常に悪くなったりします。他方、豪雪では

多量の水を貯えているわけですから、それがとけ

て水となり地中に浸み込むことによって地すべり

が多発します。たとえば新潟県 3月期では、 45豪

雪後は39件、雪の少ない47年には 8件となってい

ます。

③無雪からのドカ雪被害・…・・前項 1)ー (4)の交通

障害がこれに当たります。 自動車 ・列車はまった

く雪がない状態で平常どおり自由に動いている所

ヘドカ雪が現れると、多少専の数は減少しますが、

この程度であれば大丈夫だろうと走行を続ける人

が相当多い状態となります。 このときは、事の渋

滞の聞をぬって除雪車を走らせるわけですが、そ

の走行もままならぬという状態になります。現有

の除雪車が役に立たないのでは手の打ちょうがな

くなるわけですから、実はこれが一番怖いものな

のです。

④無雪とドカ雪とのばらつき被害……ドカ雪が



'82予防時報128

a・....‘4・4・....除4・a‘4・・a‘4・・d・....・..・a・~............. 除4・4除a・・a・...・..‘a・・a・....・...・..‘4・4‘4・4‘4・a‘4・同・a・a・..・4・4・a・..・d・..・4‘4・4・....・....除e・e・..・a‘4・4・..・......‘4・a‘4・4‘4・4‘4・

毎年現れるものであれば、それへの対策を平常か

ら準備することは人間の知恵で当然というもので

しょう。 除雪車も多数用意し、自動車の走行も差

し控えます。 さらに、林の立木自体もドカ雪に耐

えるように自己防衛一枝の形 ・葉の量が減るーを

しております。 各個人 ・企業は交通途絶対策とし

て食糧の備蓄・生産用倉庫の整備をします。 しか

し、無雪年 ・少雪年が多くてドカ 雪年が少ないと

きは、問題はそれほど簡単ではありません。 たと

えば、平均して 5年に 1度ドカ雪があるとすると、

ドカ雪用に多数の除雪車を整備した場合、除雪車

の多くは平均して 5年間に 2か月しか使われない、

場合によっては10年閉まったく使われないという

非能率な機械となるわけです。 5-1)に記した昨

冬の豪雪被害はまさにこの場合に相当します。 す

なわち、 雪崩の起こ らない地点に大きい雪崩が起

こり、電線着雪がほとんどみられない地方で大量

の着雪がありました。 また、例年に比してはるか

に大量の冠雪となって立木被害を起こし、予定し

た除雪作業量では追い付かないはるかに大量のド

カ雪であったために、結局交通が阻害されたとい

うことです。

3) 国内各地の気象と雪害

これまでいろいろみてきたような気象と雪害と

の関係が国内各地でどうなっているかを図示した

ものが図 7です。 これは30年平均でみた 1月の月

降水量 (雪のときはそれをとかして水に換算しま

す)と月平均気温との状況から理科年表に記され

たものです。 また、月降水量が多いほどドカ 雪 も

多くなることカfわかっているので、これによると

次のことがわかります。

日本国内の太平洋沿岸ではすべて降水量が小さ

く、気温は大きく変わっています。 四国 ・東海・

関東の各地区は主に降雨であり、東北・北海道東

岸は雪 となりますが、ドカ雪とはなりません。 日

本海沿岸は地域によって非常に様子が違います。

山陰地方は鳥取を除いては気温が高く降水量 (こ

の場合降雨量) も小さい。 鳥取から新潟までの主

図 7 積雪災害特性図
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ー・ 日本海沿岸
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として北陸地方は降水量が多く、気温は 0-4.C 

となっています。 平均して気温には土 3.Cの変動

があること、 1月でも暖かい時期と冷たい時期と

ではさらに 3.C程度の差があるので、これらの地

方はぺト 雪で、かつドカ 雪地帯となります。特に

敦賀から高田までが大きく、また高田は他地点に

比して山間部にあります (一般に山間に入るほど

降雨量・降雪量は大きくなります)。 最後に奥羽 ・

北海道西岸は降水量が少なく気温は低いので、積

雪は粉雪であり、またとけずに増加する一方です

が、ドカ雪 にはなりません。結局、福井 ・石 川・

富山・新潟の 4県がドカ 雪地帯であり、またペタ

雪地 帯であります。

従来北海道を中心として考えられ、行われてき

た雪対策 ・雪研究に加えて、ペト 雪 ・ドカ雪への

対応を大きくすすめることが必要であり、これま

た56年豪雪の大きな教訓でもあります。

(なかたお てつろう/福井大学工学部教授)
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石原研而

地形地質的考察

液状化を生じやすい地盤が存在する場所は、地

形または地質上の特徴からある程度見分けること

が可能である。 前回にも述べたように、液状化は

深さ 20m以浅の地表面近くの軟弱土層で発生する

ので、このような浅層の地質学の知識を前も って

持っていると理解が容易になる。 そこで以下、こ

れにつき必要最小限の知識をまず紹介してみるこ

とにする。

沖積地盤の生成は、地質的年代における海水面

の上昇または下降と深い関係があるといわれてい

る。現代に最も近い最後の氷河期は、今から約 2

万年前にその頂点に達し、夏期における平均気温

は現在より 6.C前後低かったと推定されている。

この氷河期には、地球上の水が氷として存在する

割合が高く、その分だけ海水の量が減って、海水

面は現在より 100m前後も低か ったと考えられる。

この時代の陸地の断面図を模式的に描いたのが図

1に示されている。海岸線は遠方に存在している

ため、考えている部分の陵地は比較的急こう配で

河川の流速も大き く礁などの粗粒土がたい積した。

その後、地球の温暖化が進み、今から 6000年ぐら

い前には、現在より 2.C一3.C平均気温が上昇し、

海水面の上昇もピークに達したと推定される。 こ
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の問、遠方にあった海岸線は徐々に内陸に向かつて

進み(海進と呼ばれる )、河川で運ばれる土砂の細

かい部分が水中で沈殿した。この時代にできた海

中のたい積物が、現在軟弱粘土層またはシルト層

と呼ばれているものである(図 1参照)0 6000年以

降は再び地球の気温が下がり始め、現在では海水

面も当時に比レて数m低下している。それに伴い

海岸線も海側に移動し(海退と呼ばれる )、再び陸

地化した部分に緩こう配の河川が土砂を運び、最

も新しい地表地盤が形成された。 これは、河川の

河口付近に位置することが多く、主として砂質土

から成っていることが多い。 この砂層のたい積模

様も図 1に模式的に示してある。

以上は、現在河口付近に位置している沖積軟弱

層の生成過程の説明であるが、もっと広い範囲の

地質的特徴を平面図と縦断面を対照させて示した

のが図 2である。 急こう配の山間谷聞から平野部

に河川が流出する出口の部分には扇状地が形成さ

れるが、この地域では河川の流速もまだ大きいた

めに、喋が運搬たい積される。このことは図 1の

模式図からも明らかである。礁は透水性がいいた

めに、河川の水の一部は地下に潜り伏流水となる。

先回、福井平野における液状化例を紹介したが、

九頭龍川が東部の山間谷聞から平野に流出する区

所が、典型的な扇状地の例である。この地域では、



伏流水のため地下水面が

高く、激震地であ ったと

とも手伝って大きな液状

化 被害が生じ たことは、

先回に述べたとおりであ

る。 さて、河川が平野部

に入ると流路の蛇行が見

られ、両側に 2- 3m高

さの堤防が自然に形成さ

れる。 これが、自然堤防。

と呼ばれるもので、 一般

に砂質土から成ることが

多い。洪水時に自然堤防

を越流した水は周辺の平

I也をJ票うことになるカ人

この平地の部分はホ後背

湿 地H またはホはんらん

原かと呼ばれている。 こ

の部分の水の流れは緩や

かなので、シルトや粘土

等の細粒の土が運搬され

たし斗資することとなる。

時には洪水が停滞して小

さな湖や沼沢地を形成す

ることもある。このキ莫様

を示したのが図 3である。

自然堤防地帯よりさらに

下流に位置し、河口に面

している部分が、三角洲。

と呼ばれる地帯である。

この地域の地盤は図 1に

示したよ うな構成を持つ

ている。以上の、扇状地

帯 ・自然堤防地帯 ・三 角

洲地帯を総称、して沖積平

野と呼んでいる。我が国

の大中都市のうち、海岸

に面しているものはほとん

どこの沖積平野上に発達

してきたものなのである。

図 1

図 2

図 3

図 4
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河口付近の沖積層の模式的断面図(池田， 1975) 

沖積平野の地形 ・地質の特徴(池田， 1975) 

ーーーー山J也 ;中村t平野

一 山消l制叩

自然堤防と後背湿地(池田，1975) 

時堤防→|←河i且→ ド 一向然堤防 i圭背j!JJ也一一一一一一一

砂丘とその背後地

ーーー-
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さて、次に、沖積平野の海岸沿いの部分に着目

してみよう 。海岸に沿って、緩い速度で海水が流

れていることが多いが、これを沿岸流と呼んでい

る。岬などの突出部で波浪によって削り取られた

岩くずは、この沿岸流に乗って押し流される。そ

して流速の変える河口付近へ来てたい積する。 こ

れが ホ砂洲かまたは 、浜堤H と呼ばれるもので、

比較的粒子のそろ った砂から成ることが多い。砂

洲が成長 したのが砂丘であるが、これを構成する

砂層には、波打ち際でたい積したものと風に吹き

飛ばされて内陸側にたい積したものとの 2種類が

ある。 前者は、打ち上げる波によ って一つ一つ積

み上げられたもので一般に密度が高くよく締ま っ

ている。 それに対し後者は、砂丘背後のはんらん

原に向かつて風で飛ばされてきてそのままたい干

するため、 一般に密度が低くゆる詰めの状態にあ

る。砂丘地帯の砂のたい積状態を模式的に示した

のが図 4である。

図 5 1言濃川中流農地災害の分布(文献 2) 
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2 液状化しやすい砂層の

地形地質的特徴

以上の説明で、沖積平野地帯の中で、砂質土が

どの部分のどの深さにたい積しているかが明らか

になった。そこで、各種の砂層について、地震時

の液状化の可能性があるのか否か、 一般的検討を

試みてみることにする。

まず、 扇状地帯の礁を主体とした地盤について

考えてみる。 先回、福井平野の地盤について説明

したが、九頭龍川が平野部に出た所が典型的な扇

状地である。 ここでは 1948年の福井地震で液状化

が発生している。一般に、扇状地の礁地盤には多

かれ少なかれ砂が混じ っているので、砂の含有率

とそ の砂の部分の締まり具合いが液状化の難易に

関係しているようで、すべての扇状地地盤が危険で

あると結論づけるわけにはいかない。一般に、礁の

含有率が増えると地盤の強度が増して液状化しに

多多 農臥害地

くくなり、また、たとえ

液状化を起こしても早急

に間際水圧を逸散させて

しまうので、液状化によ

る被害 は軽微となると考

えておいていいであろう。

次に、自然堤防を憐成

する砂Pについてみるに、

一般にゆる詰めから中程

度の締まり具合いで、地

震時に液状化を起こしや

すい地盤とみていいであ

ろう。 沖積平野地帯を流

れる河川の中流から下流

にかけて発生する液状化

については、かなりの部

分が自然堤防性の砂層中

で発生していると考えて

いい。 図 5に示したのは、

新潟地震(1964)の時に信

濃川の中流域で生じた被

害の分布であるが、白根
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付近の河川沿いの被害は、

自然堤防の砂地盤の液状

fじによるものとされている。

砂丘地帯の砂は一般に

密に締まっており、 また、

丘陵地を構成しているた

めに地下水が深く、液状

化しに くいと考えていい。

図 6、図 7は新潟地震の

際の海岸線に沿う地域の

被害状況を示したもので

あるが、砂丘地域はいず

こも無被害であっ た。た

だ、前に も述べたよ うに、

砂丘背後の地量産はゆるく

て地下水面も 高く、液状

化の危険性が多分にある

とみてよかろう。

最後に、 三角洲地域の

砂層であるが、陸上のた

い積物とはいえ一般にゆ

る詰めで、 地震時の液状

化の危険性が充分あると

みていい。先回の説明で、

濃尾平野や東京湾付近の

過去における液状化履歴

を紹介したが、河口付近

の地盤で液状化が生じた

のは三角洲性の砂地盤の

中であった と考 えていい

のである。

3 人工的埋土

地帯の液状化

以上の説明で、数百年

から数千年の歴史を持つ

沖積砂地銀内で、地震時

の液状化が発生し得るこ

とが明らかとなったが、

図 6 阿賀野川下流農地災害の分布(文献 2) 

N1

ナ

05km  

新津市

農地災害地

砂洲地帯

図 7 荒川、胎内川下流農地災害の分布(文献 2) 

十
日本海

多重 農地災害地

i 砂洲地帯

。 5 km 
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数百年から数十年の歴史しか持たない人工的埋土

地 帯では、さらに液状化が発生しやすいといえる。

人工的埋土は大別して、河川改修によるものと、

最近行われる土地造成のための埋め立てのこつに

分けられるであろう。まず、河川改修で埋め立て

られた旧河道部に着目してみると、これは非常に

弱く、多くの場合、液状化による被害が生じてい

る。図 5に示した新潟地震の時の農地被害図によ

ると、黒崎村を通る信濃川の旧河道部が、幅 500

m ぐらい、延長 3kmにわたって液状化を生じ、道

路 ・鉄道・家屋などが大きな被害を受けている。

この河道の上流の曽川付近にも旧河道の蛇行して

いる所があるが、ここも被害 を受けている。次に、

図 6には阿賀野川流域のAU也被害の分布が示しで

あるが、中流部では昔は蛇行がおびただしかった。

しかし、河川改修に伴い、これら蛇行部は昭和初

期に畑の土などを用いて埋め立てられた。埋立地

は地下水位も高く砂質であったため、液状化によ

る陥没 ・凹凸が方々に生じた。 図 6では、京ヶ瀬

村、豊栄町、新津市の下新の被害がこれに相当す

る。阿賀野川河口付近についていうと、阿賀野川

はもともと信濃川と近接して河口を並べ 日本海に

注いでいたといわれる。 しかし、 1633年の洪水以

来、阿賀野川が信濃川に合流するようになった。

その後、阿賀野川沿岸の低湿地開発を目的として、

1730年ごろ、新発田藩は松ヶ崎の辺り で海ヘ向く

排水路を開削した。 ところが、 1731年の大洪水の

際、阿賀野川の水がこの排水路にい っ水、その周

辺を押し流して大きな流路を作り、以後、阿賀野

川の主流はこちらの方を通って日本海ヘ注ぐこと

になったということである。これを機にして信濃

川と分離されたわけであるが、両河川を結ぶ部分

は長い間に埋め立てられ、通船川を通してのみ交

通のf更が保たれてきたわけである。この通船川周

辺の旧河道部もゆるい砂層が存在していたため、

新潟地震の時、おびただしい液状化による地盤災

害を受けたのである。 旧河道の形そのままの幅1，000

m ぐらいの地域全体で、噴砂噴水がみられ、 一帯が

沈下を起こした。 阿賀野川河口付近の濁川付近は、

現在は阿賀野川右岸に位置しているが、かつては
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阿賀野川河口の中に含ま れていた部分で、やはり

後に埋め立てられた所である。よって、通船川周

辺に劣らぬ大被害を受けたのである。

河川改修のもう一つの形態として、砂丘背後を

海沿いに走って いた河川に対し、砂丘を開削して

直接海に導くやり方がある。この場合、砂丘背後

にあった河川は埋め立てられ、液状化しやすい状

態で放置されることとなる。その一例が図 6に示

しである加治川である。 これは1915年に、砂丘の

開削によって分水路が作られるまで、砂丘背後の

低地を海に沿って南下し阿賀野川に合流していた。

したがって、分水路が完成した後、元の河道が埋

め立て、または干陸されて農地に使われていた。

この部分が、全長十数kmにわたって、新潟地震で

液状化を起こし陥没したのである。 もう一つの例

としては、図 7に示す胎内川の改修が挙げられる。

この川は、現在、笹口浜の所で直接海に流れ込ん

でいるが、 1884年ごろまで図に示したように砂丘

背後を北方に向かつて進み、桃崎浜で荒川に合流

していた。笹口浜で放流路が開削された後、旧河

道は自然に、または人口的に埋め立てられて、耕

地として利用されてきていた。この地帯の幅150-

200m 、長さ 7kmの区間も、新潟地震の際は大きな

地盤災害を受けたのである。

最後に、海岸の埋立地盤、人工島等についてみ

ると、これらは付近の海底土砂を淡淡して作る場

合が多い。波i薬土の中には粘土やシルトのような

細粒土と砂質土の 2種類があるが、細粒土は埋め

立てた後、大きな圧密沈下を生じたり、構造物に

対する支持カが不足したりしてトラブルの元にな

りやすいため、砂質土の方が好んで用いられる。

砂質土は平時においては問題が少ないが、地震時

には問題の種となり得る。 よって、人工島や埋立

地盤も、 一般には液状化を生じやすい地盤である

と考えてよい。

(いしはら けんじ/東京大学土木工学部教授)
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はじめに

建築物の火災に対して人命の安全性・危険性を

評価する方法としては、建築基準法や消防法など

の関係する法令に適合しているか否かによって決

定されている。 しかしながら、関係法令に適合し

ているならばどれだけ安全性が高く、違反してい

る場合はどの程度の危険性を有しているか判断を

する物差がない現状である。現存している建築物

が火災になった場合、どの程度の危険性があるか

を客観的に比較し、相互の危険性を除去し、安全

性を高めるにはどのような対策を講じれば人命の

安全が保障されるかを検討し、判断を下すための

方式を確立するため、東京消防庁では昭和54年 5

月火災予防審議会(中国金市会長)に対して「特定

防火対象物の防災性能の評価と人命安全対策」に

ついて諮問し、 2か年間にわたって審議・検討を

重ねた結果、去る56年 3月に答申がなされた。答

申された内容は、 百貨底・マーケ ッ ト (消防法施

行令別表第 1の 4項 )、旅館・ホテル (同 5頃イ )、

病院・ 診療 所 (同 6項イ )、複合用途 (同16項イ )

を主体とした不特定多数を収容し人命危険の高い

四つの用途を中心として検討されたものである。

との防災性能の評価手法の開発ならびに人命安全

対策事項を導くための方法として基本となったも

のは、過去に発災した特異火災事例の分析、現存

している特定防火対象物の査察結果の分析、オー

ナー ・防火管理者の防災意識の調査などを主体と

したものである。

以下、 「特定防火対象物の防災性能の評価と人

命安全対策について」の火災予防審議会の答申内

容の概要を紹介することとする。

2 防災性能の評価手法

防火対象物の防災性能の評価方法を確立するた

めの手段にはいろいろの方法が考えられるが、火

災予防審議会では、特異な火災事例を基礎とし、

マトリックス図法によって分析し、点数制による

評価方法を試みたものである。
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1 ) 特異火災事例の検討 と分析

防火対象物の 防 災性能を評価するに当 た っての

基 本的な事 項は 、 火 災時の人命に最もかかわり 合

いのある要因を抽出することにあり、この要因を

導き出す方法としては、過去の火災事例を検討し、

火災事例か ら人命に最も関係の深い項目を選ぶ こ

とと した。 そこで、火災事 例 の検 討 として 、昭和

7年東京日本橋の白木屋百貨底火災から昭和54年

東京板橋のイトーヨーカ 堂大山底火災に至るまで

の約50年間全国で発生した特異な火災r111対象」

について分析 ・検討したもので ある。 分 析 の 方 法

は、 111件の 火災事例ごとに火災の 発 生、進展、鎮

火に至 る過程を検討した結果、火災によって人命

に深いかかわりのある要素、すなわち人命安全対

策 上 の事 項が浮かび上がり、その要素を分類し整

理すると次の 3つの大きな 項 目 に 集 約 で き た。

ア 防火に対する体制 ・運営の状態(ソフトの

分野)

イ 人と火災 ・設備 ・施 設との対応 (ソフ ト ・

ハードの分野)

ウ 建物の防火 ・避難施設等の状況 (ハードの

分野)

さらに、この項目を図 1に示すとおり 8つの中

項目と 29の小 項目に分類することができ、この項

目を「人命危険要因」と呼ぶ こととした。 この人

命危険要因と併せ て、火災の進展していく過程で

の火災の発見、通報、火災の拡大など時系列的な

要 素として 14の項目が抽 出 さ れ 、 こ れ を 「 火 災 防

御 関連要素」と呼ぶ こととし、この 「人命危険要

因」と 「火災防御関連要素」 が防災性能評価 方法

の基本となるものである。

2) マトリックス図法による介析

111の特異火災事例の検討・分析の結果から得ら

れた人命危険要因の各項目を横に並べ 「行」とし、

火災防御関連要素の各項目を縦に並べ「列 」とし、

こ れを L型マトリックス図法と呼ばれる方法で分

キ斤を.frうことと した。

マトリックス図を使用し、特異火災事例 である

図 1 L型7 トリック ス図法によ る事例 (某デパート死者103、傷者121)
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対象について、「行」の29の各小項目を 「列」の火災

の進展していく過程で、人命にかかわる問題や火

災の進展に関係の深い事項である筒所 (マス自 )

に×印を記し、その×印の「列」ごとの数を計算し、

火災事例ごとに、また用途別に集計し、グループ

ごとの火災の特徴および人命危険要因の項目の重

みづけを行ったものである。ここで、火災事例を

L型マトリックス図によって分析した某デパート

の事例を図 1に示す。

特異火災事例を L型マトリックス図によって分

析した結果、図 1に示す某デパートの場合を例に

説明すると、「行」である人命危険要因の①防火管

理である組織体制の項目で×印が 5か所に記され

ており、その 5か所の指摘内容は「火災予防の管

理J r発見J r通報J r消火従事J r避難誘導」であ

って、これらは防火管理の組織体制に欠陥を示し

ており、具体的には消防計画が定められておらず、

火災時の組織的対応、すなわち発見や通報がまず

く、初期消火や避難誘導の措置が適正でないこと

を表しているものである。また、「行」の@区画開

口部(シャッター・防火戸)の項で問題となって

'82予防時綴128

いる事項は シャッターの閉鎖機能が不良であった

ことから、火煙を平面的にも立体的にも拡大させ

た原因となり、このため避難の円滑性を阻害して

いることを表している。 このことから、@の項で

も 5個の×印の欠陥が生じている。

3) 数理処理による防災性能評価方法

火災予防審議会で試みた防災性能の評価の手法

は、前に記したとおり、人命危険要因を抽出し、

火災事例をマトリ ックス図法によって分析し、人

命危険要因の各小項目ごとに係数を導き出し、そ

の係数、すなわち各項目の重みづけをもって防災

性能の評価方法の基礎とした。この係数の導き方

は、 L型マトリックス図の「行」である人命危険要

因の小項目ごとの×印を合計した値を各用途ごと

に集計した数値を「指摘数」 とし、各用途 ・小項

目ごとに×印の該当した火災事例数を「該当対象

数」とした。 この「指摘数」を「該当対象数」で

除した値を小項目の 「危険係数」とした。 この危

険係数のデパート、ホテル、病院、複合用途の四

つの用途の値を図 2に示す。

図 2 用途別の危険係数(重みづけ) 注 液 111の 火 災事例か らは 生じ なかったもの 数値は金重盤整白日
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2.7 3.9 1.0 3.8 3.2 1.3 1.7 5.2 2.5 2.5 2.0 4.3 5.1 3.0 3.6 3.8 2.9 4.3 3.4 2.9 2.9 1.5 4.2 3.0 2.5 

61 



'82予防時報128

危険係数は用途ごとのに異なるものであって、

かつ人命危険要因の小項目ごとの危険性に重みづ

けを行ったものといえる。 危険係数が定められた

後の評価の方法は、数理処理による点数制をもっ

て危険性の評価を行うものである。 その方法につ

いては 、図 3の某デパートの例による評価の手順

フロー図に示すとおり である。

図 3の某デパートの評価手順を基 に具体的方法

を説明すると、

( 1 ) aの危険係数を大項目ごとに平均値を算出し、

この数値を bの 「小項目基準値」 とする

( 2 ) cの小項目の指摘数と bの小項目基準値を乗

じた値を dの 「小項目危険値」 とする

( 3 )小項目危険値を合計した値を「総合危険値」

とする

( 4 )小項目危険値を中項目 ごとに小計した値を、

「中項目危険値」とする

( 5 )小項目の危険値を中項目単位に小計した値を

「中項目基準値」とする

( 6 )中項目基準値を中項目ごとに次の A-Eまで

図3 某デパートの野価手順フ ロー図

A(命人安命全危対険策要事因唄) 
防火に対する体制・運曹司状態 ←( 1-111 大項E

紡火管理由城署員等在館者←(1 -8 中項E

宮宮 官火 書官 îl ~ ←(①ー@ 小唄E

織 火 理体 数体

要
的的 行 的"'1車および頃目

体 機
繁

管 状状 動状

嗣Ilf朝 理況 況等 i兄

a.金政(危金当険鍾対係E象t数数) 百貨1古 2.214.1 1.113.1 2.(11.1 対象教で綱リ月

-マーケット (小項目のグL

における定散 b小項目基植村1 2.2 I. 

大項目中の小明日の仰の世

安 c指摘数 519 -14 -1 21 -

ア
I( d.小期目危険(直

11.0136.9 ー 12.4-13.6 
ト (a X c ) 

の 5段階に分ける

(ア)基準値の%の数値をグレードAとする

(イ)基準値の%を超え巧以下の数値をグレード

B とする

(ウ)基準値の%を超え基準値以下をグレー ドC

とする

(エ)基準値を超え 2倍未満をグ レード Dとする

(オ)基準値の 2倍以上をグレードEとする

( 7 )中項目ごとの A-Eのグレードに対して次の

ように数値を決定する

A については 1

Bについては 2

Cについては 3

Dについては 4

E については 5

( 8 )中項目の評価値は、中項目危険値に前記のグ

レードの数値を乗じた値をもって決定する

( 9 )中項目の評価値の合計を総合評価値とし、次

のようなランク付けを行う

総合評価値330以下を上ラ ンク

総合評価値330を超え660以下を中ラ ンク

総合評価値660を超えるも のを下ラン ク

人(命人安命全危対険要策事因項) 
防火に対する体制運営白状聾

防火管理防提要員等在館者

it?llW 宮審 1fli 官'1、

織 火 火理 体数 体

防御関連要素
要 的 的 的

体 準
紫 行
管状 状動 状計

相)Ifl輯 理況 況等 I兄

E実草'1、@惜
置 XIX

計 不俸制・割陣不足

2t!j.I+ 1.1+3.1+2.0+ 1.8+ I3 _J 
=2.21 

6生尭安3 置⑮時機 ・情置
X I X)警

1i 
ト--r--一

議 。時 機・ 措置

直畳 消⑫従事・時機・措置
ト-t-一

XIX 
トートー一

弱期 火⑤lLフ均 ン弘 11
同一』ー一)小計
トー』ー

-死者 l閃名 ーごとに集計Zd l e中項目危険他 47.9 12.4 3.6 11.0+36.9=47.9， 12.4+0=12.4， 
11¥憎者121f，

~ 3.6+ 0 =3.6 

自抑』上 ⑤火尭 (拡大 )

。煙 (伝ばん)

火毒的M』tn ⑪火 提 (拡大)

-瞳岨程度 f.中項目器撤値
6.6 4.4 

12，581耐 (bX中項目枠散)

(66%) 
g (中項)内目はラ評ン価ク値 E (239.5) E (62.0) 

62 

4.4 

C (10.8) 

2.2X3， 2.2X2， 2.2X2 

IAからEまでのランクについては、防火

骨量鞠の糊7ロー図喝を事聞(A:1 

B: 2， C: 3，0: 4， E: 5) 

1 ( )内の邑植 eX(A-Eの櫨)

47.9X 5=59.5， 12.4X 5=6却.

3.6X 3 =10.8 

l帥ごとにマトリツク羽!

のX印の告計値で法定 J= 

:足 ①煙 (伝ばん)
トー

避③誘導 (周知)

事xし~警g 足

× 
σ〉

軍一
トー

健⑧円滑性 (脱出)

拡 消 ⑤進 入
トー

レ

大活防 ⑩救 動

動⑪消 火

E十

dロh 計 5 I 9 4 2 -Ia 



以上、数理処理による評価手順であるが、これ

をフロー図にしたものを図 4に示す。

4) 特異火災事例対象物の評価と比較

特異火災事例の 111対象物をマトリックス図に

より分析し、さらに数理処理によって人命の危険

性を評価した。その結果は、百貨庖にあっては図

5、旅館 ・ホテルにあっては図 6に示すとおりで

ある。

百貨庖の火災事例、旅館・ホテルの火災事例い

ずれもこの評価手法によって得られた総合危険評

価値と、死者数と焼損面積との関係はほぼ比例す

るものの、事例によっては相関性が生じてないも

のがある。これは多分に危険要素や安全要索とは

かかわりのないf偶寓然性があるものと

また、総合危険評価が高い割合に死者数や焼損面

積が少ないものには、潜在する危険性を有してお

りながら被害が少なく終わっているという結果で

あると判断される。なお、この評価手法は耐火建

築物を対象としたものであるため、特異火災事例

の中に木造部分がある対象物については、総合危

険評価値がこの図に表されているものと若干異な

図4 防火対象物の評価フ ロー
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る場合があると思われる。

5) 電算機に よる検証

マトリックス図表によって抽出された基礎デー

タは種々の要素を表すため、これらのデータのう

ち、人命危険に最もかかわり合いを表す度合いで

どれが適切であるか、また、信頼度があるかを検

証するため電算機を活用し、多面的に考察するた

めに数量化 I類および主成分分析を行った。結果、

人命の安全に影響を及ぼす要素が概ね抽出され、

また、用途ごとの特性を表す要素が判明した。

3 特定防火対象物の

人命安全対策上の問題点

火災予防審議会の答申には、特定防火対象物の

防災性能の評価方法と併せて防火対象物の潜在す

る人命危険の実態を探り、ソフト面とハード面の

不備、欠陥事演を是正することを目的に、昭和52

年と53年中における百貨庖、旅館・ホテル、病院、

複合用途の立入検査結果の分析ならびに病院、複

合用途のオーナーや防火管理者の'防災意識の調査

基準化

-評価の物指
〔火災事例J1l)

(;;:::::直i

建物調査結果

評価要素の補足蹴明

. .用途車IJ共通係数を示し、火災事例 111において小項目単位に用

途別指摘教の合計を項目に該当があ った対象で釦lった値
b :ソフト、 ソ7トリ、ーにハードの三つの大項目ごとに危険系数

を基準化する必要があるので、危険系数の平均値をも って基準値

とした

d :評側対象の×印の数に小項目的重みづけがある危険系教を掛けて

危険値とした

f 中項目的基準値は、大項目ごとに決定した小項目的基準値と、中

項目ごとの小項目枠の歓を控Htた数値である

較比価評

作
川
H
H
H
H
H
V

基準値(1)を基準として

危険値(e)と比較する

fの1/3以下 A=l 
111/3を組え1/2以下 B=2
11 1/2 11 f以下 C=3
"を鐘え 、2f音未満 D=4
wの2倍以上 E=5 

中項目評価危険値 |総合評価危険他

A-E (5ランク L14上・中・下(3ランク)

中項目評価倹討 -1、 総合評価検討
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特異火災のうち百貨庖の危険評価値と死者、娩繍面積との比較
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分析が行われた。

1) 立入検査結果

特定防火対象物の昭和52年と53年中の立入検査

結果は、各用途ともに同ー の内容が多く指摘され

ており、法違反が繰り返されている実態であるこ

とが一般的であり、その事項をソフト、ハードに

分けると、ソフトに関するものは58%、ハードに

関するもの42%の比率とな っており、ソフトに関

連するものの不備欠陥が意外に多いことがわかっ

た。 これを用途別の特徴について分析してみると

次のことがいえる。

( 1 )百貨庖については、他の用途と比較するとソ

フト面に高い欠陥を示しており、特に防災施設機

器に関する管理面の内容に欠陥が多いことを表し

ている。

( 2 )旅館 ・ホテルにあっては、管理的なソフト事

項とハード事項が各々同比率であり、 川治温泉プ

リンスホテル火災の指摘された問題とよく似た傾

向が表れている。

( 3 )病院については、管理的なソフト面の指摘事

項が低い反面、ハード面の欠陥が高く評価されて

いる。

( 4 )複合用途は、管理的なソフト事項と併せて防

火施設 ・設備の維持の不適に関するソフト ・ハー

ド事項が高い値を示している。これは、防火管理

面や防災地設・設備の維持管理の不適格、欠陥に

よるものであることを表している。

2) 防火対象物の関係者の防災意織

病院 ・診療所および複合用途のオーナーならび

に防火管理者の防災意識の調査については、各消

防署のベテラン査察買を対象にアンケートによる

調査を行ったもので、その結果は、 一般的にオー

ナーおよび防火管理者の意識が低くみられ、また

オーナーの防災意識が低いことと相対的に防火管

理者の地位と発言権や防災意識も低く、さらに、

査察時の欠陥指摘率が高くなっている傾向にあるこ

とを示している。以下、用途による特性を挙げると、

( 1 )病院 ・診療所の関係者の防災意識は、規模の

大小によって明らかな差が生じている。たとえば、

大病院 (おおむねlO，OOOm'以上)ほどオーナーの
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防災意識が低くなり、防火管理者の地位、発言権

が低いことが目立っている。 また、小規模の病院 ・

診療所においても大病院と同じ傾向である。した

がって、中規模の病院については大病院や小病院

に比べ意識が高いことが判明した。

( 2 )綾合用途については、風俗営業を主体とした

テナントが占める割合が高ければ高いほどオーナ

ーおよび防火管理者の防災意識が低くなり、査察

時の指摘欠陥率も高く、また、これら風俗営業関

係のテナントは内装材料や模様替えなどレイアウ

トの変更が多く、変更の都度防災上の配慮、が乏し

くなっていく修i向が強いことがうかカfえる。

4 おわりに

以上、火災予防審議会から答申された「特定防

火対象物の防災性能の評価と人命安全対策につい

て」 の概要を紹介したところであるが、防火対象

物の危険性、または安全性を定量評価する方法に

ついては、以前から各方面から要請されていると

ころであり、欧米諸国においても、また我が国で

も評価方法を試みている機関があるが、本審議会

で試みた評価方法は、現に起きた火災の実例を基

礎としている点とソフト面やソフト・ハード面を

考慮、しているところに他機関の試みた内容と異な

るものと思われる。 しかしながら、この評価方法

は火災に遭遇した対象物の評価であって 、現存し

ている防火対象物の防災性能の評価については、

目下、ぼや火災の分析や建築物の機能性、使用形

態、営業形態、管理の状況などを勘案し多面的な

検 討 ・審議が重ねられており、昭和58年 3月を目

標に確立を目指しているところである。

また、現存している防火対象物のなかには、 川

治温泉プリンスホテルに見られるような潜在した

人命危険を有する対象物が現存している現状であ

ることから、不特定多数を収容する防火対象物の

人命危険を排除するために、ハード、ソフトの両

面にわたった対策に役立てられることを望むもの

である。

(かつの ひとし/東京消防庁予防部副主幹予防技術担当)
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工場火災統計

全国の火災は、消防組織法第22条に基づく火災

報告取扱要領(昭和43年11月11日、消防総発第393

号)によって都道府県より自治省消防庁に報告さ

れる。ここ に掲げる表は、この火災報告をもとに

作成されたもので、建物火災のうち、火元建物の

業態別分類が工場または作業場となっているもの

について、出火件数を出火月 別 、出火原因別に集

計したものである。また、過去 10年間の全火災、

建物火災、工場火災出火件数の推移は別表のとお

りである。

出火原因jlJ出火件数

出火原「ミミ竺霊

よ口益、 計

53年 54年 55年

Tこ'iこ 381 310 293 

弄火 145 132 119 

焚火 222 188 148 

こんろ 149 160 186 

ストーブ 313 251 261 

煙突 194 168 172 

放火 82 97 64 

疑放火 95 68 62 

7 ッチ ・ライター 89 68 89 

風呂かまど 73 43 63 

こたつ 10 15 9 

内燃機関 7 7 

取灰 29 18 32 

交通機関内配線 4 2 4 

炉 261 287 288 

かまど 41 47 70 

電灯配線 140 145 143 

その他の電気 446 429 382 

電気装置 169 223 180 

灯火 16 10 19 

電灯 ・ネオン 40 42 33 

電気アイロ ン ・こて 17 15 20 

自己線器具 77 83 82 

火鉢 3 7 9 

いろり 2 5 12 

その他 1，296 1，295 1，272 

不明・調査中 795 708 681 

ぷ巨益Z、 3十 5，089 4，823 4，700 
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損害保険料率算定会統計部全国火災資料より

月IIJII:I火件数

出火月 53年 54年 55年

l 425 418 390 

2 497 359 500 

3 535 500 477 

4 429 431 418 

5 356 440 396 

6 385 373 314 

7 439 355 305 

8 431 404 328 

9 333 359 330 

10 359 359 376 

11 394 375 396 

12 506 450 470 

ぷ口弘、 計 5，089 4，823 4，700 

IIJ. 全火災、建物火災、 工場火災出火件数

年
全火災 建物火災 工場火災

件数 指数 件数 指数 件数 指数

46 64，019 100 39，549 100 6，451 100 

47 58，291 91 38，868 98 6，295 98 

48 73，072 114 42，551 107 6，631 103 

49 67，711 106 39，143 99 5，566 86 

50 62，212 97 38，455 97 5，038 78 

51 62，304 97 38，796 98 5，097 79 I 
52 63，974 100 39，302 99 5，130 80 

53 70，423 110 39，912 101 5，089 79 

54 63，793 100 38，291 96 4，823 

55 59，885 93 38，013 96 4，700 
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淵本辰男

はじめに

省資源、省力化、作業環境の改善、品質向上の

見地より、静電塗装の普及は目覚ましく、特に金

属塗装における量産工程においては、静電塗装が

行われていないことが珍しいぐらいになっている。

静電塗装の歴史は長く、昭和40年ごろより数多

く採用され始め、現在稼動中の塗装機台数も多く、

今では正常に使用されている限り安全であること

は周知のことである。

しかし、毎年数例大なり小なりの火災がどこか

で発生している。 これは 、静電塗装機の使用が非

常に普及しており、長い間取り扱っていることに

おける慣れによるもので、基本的な管理 ・取り扱

いをおろそかにした結果によるものが多いように

思われる。

静電気による火災は、各種条件の一致という確

率的なものに支配されている。 すなわち、危険な

取り扱いを行っても必ずしも火災に至るとは限ら

ない。塗装の現場は汚れがちで管理しに くいこと

を考えると、実際に火災が発生している 10倍 ぐら

いは危険な使用状態にあるのではないかとも推測

さオ1る。

安全性は利益を生まないし、電気は目で直接見

ることができないだけに、その対策は厄介であるが、

初心に帰り定期的になん度でも見直しを行うこと

が必要であろう 。特に使用条件に合わせた管理、

取り扱い、操作に基準を設け徹底させることが肝

要である。

また、技術の進歩に伴い静電塗装に対する安全

性もハード、ソフト面よりレベルアップしている。

すなわち異常時の高電圧の高速遮断、各種インタ

ーロ ック、パカヨケ装置などの技術であり、これ

らの技術により管理、取り扱い、操作面と恩われ

ていた事柄も相当カバーできるようになってきて

いるので、使用条件に合った機器の見直しも防火

対策に効果があるであろう。

以下に、静電塗装機の中でも使用例の多い液体金

属塗装について、防火の面から取り上げてみたい。

2 静電塗装の原理

静電塗装には扱う塗料として液体および粉体の

2種類があり、いずれも 塗料を細かくし、これに

帯電させ静電気の吸引カにより塗料を無駄なく被

塗物に塗着させるもので、その効果は実にすばら

しいものがある。 塗料に対する帯電の方式にも大

別すると 2種類あり、針状電極構造のもの、刃型

電極構造のものに分けられる。

代表的なものとして、エアー霧化型の静電塗装

機、すなわち針状電極精進のものについて塗料入

りの帯電メカニズムを説明する。 図 1に示すごと

く、高電圧発生器より DC-60kv の高電圧が高電

圧ケープルを通しガン先端の針状電極に加えられ

る。 ガ ン内部には高抵抗が挿入されており、針状

電極先端の電位傾度は非常に大きいため、局部的

に空気の絶縁が破壕され、安定したコロナ放電が

生じθのイオ ン化圏域を作っている。一方、塗料
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はガン先端部より吐出されエアーの力により微粒

化 され、このイオン化圏域を通過しθに帯電され

る。常電した塗料粒子はエアーのカと電気力線に

沿ったクーロン カ との合成 により反対電位のアー

スされた被塗物に飛行し塗着する。

i移電塗装における電圧の極性は、放電特性の安

定しているθが一般的で、高電圧は電極の構造 ・

塗料などによっても異なるが、 DC-30-ー120kv 

の範囲で使用される。安全性上、電極および高電

圧印加部より 2-3mの範囲は静電界であること

を常に頭に入れておく必要があろう 。

3 静電塗装における火災

静電主主装における火災は、塗装機の種類、塗料

の性質、被塗物の形状および搬送方法、取り扱い

操作、現場の環境などにより、その発生原因はさ

まざまである。参考までに、普及し始めた当初か

ら調査した事故の、塗装機の種類について現象別

に分類したものを表 1-表3に示す。

針状電極タイプの静電塗装機には、電極近傍に

高抵抗を有し、電極の静電容量が少なくメーカー

によ って差はある が安全性の高いものが多い。手

持ち式は、表 1をみてもわかるようにほとんどす

べて洗浄中の事故である。手持ち式の場合、電極

に-60kvの高電圧が印加されているが、アース 物

を電極に近付けると電圧は降下し、手で電極に触

れても電撃がないためつい油断しがちになること。

また、 10mぐら い移動可能であるため静電界が広

く事故につながりやすいが、これも静電界中の導

図 l エアー甥化型塗装機

霧化エアー
針状電極

アース
高官Z圧発生器
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電体は確実にアースするという基本原則を守るこ

とにより防ぐことができる。一方、閉じ形状の塗

装機でも自動タイプになると事故の種類も異なり、

導電性塗料も使用可能 なため 、この場合の事故が

多いようである。特に、絶縁台で塗料供給源がア

ース電位より浮かしている時には、 塗料供給系統

は高電圧印加 部とみなして取り扱う必要がある。

次に、刃型電極構造の自動機であるが、こ のタ

イプは電極の静電容量を少なくすることができず、

かなり大きなエネルギーを有しており、 塗着効率

が高いため広く普及している。 エネルギーが大き

なため取り扱い管理が悪いと事故につながりやす

く、表 3を見てもわかるとおり事故の種類も多い。

この塗装機には、高電圧過電流検知装置や安全上

の各種インターロッ夕、パカヨケなどが不可欠と

なる。

4 安全性およびその対策

1 ) 接地

静電塗装の事故のほとんどは帯電によるもので

ある。 塗装室内にある導電性物質は高電圧電位か

アース電位かを明確にすることが大切である。 す

なわち静電塗装においては、塗装上どうしても高

電圧を印加 しなければならないもの以外すべて完

全にアースを取ること、これが守られなければな

らない大原則であり、この基本的な原目IJを守るこ

とにより大半の事故を防ぐことができるといえる。

表 l 手持ち静電塗装機の事紋原因

35% I 35% 

作業者帯電とシンナ 缶 | シンナー缶帯電(固定)

針 状 電 極 低 静 電 容 量 タ イ プ ー60kv 

衰 2 自動静電塗装織の事敏原因

44% 35% 

塗料ホー ス絶縁破寝 被塗物帯電

針状電極低静電容量タイプ -60 kv 

褒 3 自動静電塗装機の事故原因

刃型電極 90 kv 



図 2 事故の例
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REAハンドガン事故例

1 シンナ 缶アース不良
ぃ洗浄時高電圧OFF

E歪自ンンナー缶はアースを
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I 電気抵抗値が低〈着火しやすい洗浄溶剤にて
インシュレートサポート洗浄→洗浄後未乾燥
のままH.V.ON→着火
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2 ハンガーの導通不良①
および被段物の一昔11絶縁状態(像

装時)②

匝宣彼塗物はアースする

REAハンドガン事故例

3 作業者アース不良

匝ヨ自作業者は通電制tを着用する
また手袋は使用しない

スノコ

オート REA1fン事故例

3.ペイン トホース絶縁倣場l
(メタリ ックペイント喰装時)

~導電性ペイント使用時高電圧
昔日位とみなされるペイントホ
ースは高耐庄のものにする

学之上1 ¥ ズ
グ
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幻

/
一
ル
帥

ラ
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ω

NO.2プロセス事故例

2.高'11L圧ONのまま作業者洗浄

高電圧通電中

[ff@高電圧をOFFにしてから
洗浄する
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塗装機には高電圧が印加されており、単純に考

えると 主主装機が一番危険のように思われがち であ

るが、塗装機にはそれなりの安全対策が施されて

おり、事故につながることはきわめて少ない。

一度塗装機を離れ他 の導電性物体に蓄積された

静電気は、塗装機の過負荷検出機構で捕らえるこ

とはできず、ピンポン球より 小さ な導体でも、こ

れが帯電しておれば溶剤蒸気に着火し得る充分なエ

ネルギーを有し、事故の原因となる可能性がある。

塗装で使用される通常の有機溶剤蒸気の濃度が

爆発限界内にある時、これを着火させ得る最小着

火エネルギーはほぼ0.2mJとしてよく知られてい

る。人体の静電容量が100pFとすれば、 2kvの電

位 があれば0.2mJのエネルギーを有することにな

る。静電界において人体が絶縁状態であれば、 2

kv以上の電位は 容 易 に達し得る値である。

・接地対策のポイント

( 1 )作業者は通電靴を着用する

( 2 )塗装室内の導電性物体は硲実にアースを取る

( 3 )固定式洗浄溶剤缶は確実にア ースを取 り 、 持

ち運ばない

( 4 )手持ち静電ガンを使用する者はガ ンを素手で

取り扱う

( 5 )ハンガーは良く清帰し、常に被主主物は アース

電位に保つ

( 6 )被塗物の一部にゴム、プラスチックなど絶縁

物 でアースより浮かしている物があるか どう

かチェックし、アースを耳Rる

( 7 )塗装室内の床は常に導電状態を保つようにす

る。 主主料かすなどはたい積させない

( 8 )通電靴の底は良く清掃する

静電塗装においては、法規上機造体は 1憾の 接

地を行っている。 これは電気的のみならず機械的

にもより確実に接地を行うということから必要で

ある。一方、人体・被塗物などで、必ずしも l種

の 接地 が行えないものも出てくるが、 i特電主主装で

取り扱うエネルギーは小 さいため 106Q 程度の高

い電気抵抗を通し接地されていても着火し得るエ

ネルギーの諮積は行われず、 1種核地が不可能なも

のはこの値を目安として接地 すれば充分であろう 。
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2) 取り扱いおよび操作

この項目も基本的には火種であるスパークを生

じさせないことが中心 になる。前項の帯電による

事故も洗浄時など塗装中以外の取り扱いに関連し

ていることが多い。洗浄時、清掃時溶剤を使用す

る時はスパークを起こさないよう帯電していると

思われる物より残留電荷を逃がしてから取り扱わ

なければならない。

特に導電性塗料を使用している装置においては

塗料系統をアー スより 絶縁しないと静電塗装は行

えないことが多く、塗料供給タンクを絶縁台によ

りアースより浮かせて使用する場合、塗料ホース

を含めた系統全部を高電圧印加部 とみなして取り

扱わなければならないことは前記したとおり であ

るが、この主主料供給タンクに塗料を補給する時は

供給タンク側がアース電位でなければ補給タンク

との電位差によってスパークすることがあり、補

給時は塗料供給タンクをア ース電位にすべく高電

圧を切りアースを完全に取ることが必要で、電位

差がないようにする必要がある。 また、汚れが原

因と恩われる事故もあるため、定期的に清掃を行

い塗装機周辺は常に清潔に保つべきである。 ただ

し、インシュレートサポートなどを低電気抵抗の

溶剤lで洗浄し、乾かないうちに高電圧を印加する

と、この溶斉IJを通しスパークし着火することもあ

り、充分乾燥した後高電圧を印加するよう注意し

なければならない。

・取り扱いおよび操作のポイント

( 1 )塗装終了後は高電圧を OFFにするこ と

洗浄操作に入る前に高電圧が OFFであるこ

とを確認すること

( 2 )導電性塗料を使用し塗料供給系統をアース よ

り絶縁している場合、塗料タンクに塗料を補

給する時は塗料タンクを完全にアースすること

( 3 )イ ンシ ュレートサポー トを洗浄した後、よく

乾燥してから高電圧を印加すること

(4 )塗料ダストによる汚れは定期的に清掃すること

( 5 )洗浄時使用する移動式溶剤缶・排液缶はアー

スを取り、使用後塗装室外に搬出すること

( 6 )順序操作の必要なものはその順序に従うこと



( 7 )溶剤l蒸気の滞留するような汚れ防止カ バーは

使用してはならない

( 8 )高電圧ケーブル ・塗料ホー スに緩み外れがあ

つてはならない

3) システムおよび付帯段備

スパークを防ぐ方法として、塗装中、すなわち

高電圧印加中は不必要な導電性物体および作業者

が静電界に入らないよう、また塗装機』ニ被主食物が

衝突し ないようなインターロックを設ける。

もレ 、万一事故が発生した らできるだけ損害を

軽微にするようなインターロックは必要に応じて

考慮したい。

誤操作に対するパカヨケ的な思想も職場に よっ

ては有効な防災の手段となり得る。

・システム および付帯設備上のポイ ン ト

( 1 )操作上必要充分なイ ンタ ーロ ックを設ける

( 2 )J順序動作の必要なものは定められた以外の操

作は できないようにする

( 3 )コンペヤ、出入り口の扉、給排気 、消火装置な

どと塗装機との適切 なインターロックを設ける

( 4 )安全棚 、人体侵入防止装置を設ける

( 5 )塗装機の被塗物の衝突防止装置を設ける

( 6 )被塗物のつり方に工夫する

オーバーヘ ッド コンペヤのハンガーは長く

し、コンペヤレ ールが汚れないようにする

こと、またハンガーの接触点も汚れないよ

うにする。 小物被塗物は均一につ る。 被主主

物の揺れにより 塗装機に異常接近し スパー

クの生じないよう、揺れの小 さい機構のハ

ンガーとする。

(7 )被塗物反転機構は確実に定められた角度で作

動すること

( 8 )被塗物のアース状態を確認する装置を設ける

。(9 )自動色替、洗浄を採用する

(10)塗装機に使用するエアーは清浄ド ライエ アー

であること

(11 )塗装室内は適切 な温湿度で、あること

(12)塗装室 内の給排気速度は適切であり層流であ

ること

(13)万一 に備え自動消火装置を設ける
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4) 静電塗著書機の安全対策

最近、在庫量を減ずる 目的で小ロ ット多機種生

産形態が多 く見受けられるようになった。 オーバ

ーヘッドコンペヤにて搬送されてくる被塗物の大

きさが異なると、塗装機の位置決めによっては問

者が接触することも考えられ、塗装機自体の安全

性も事故防止には重要な要素と考えられる。

静電塗装機を安全性の面より大別すると、前記

のとおりほぼ 2種類の方式に分けることができる。

1種類はエアー霧化お よび液圧霧化タイプの塗装

機 で、塗装機 を絶縁物で作れば針状電極自体は静

電容量を小さ くすることは可能であり、高電圧発

生部より塗装機までに分布している大きな静電容

量を電極近傍に高抵抗を挿入して縁を切ると非常

に安全な塗装機となる。針状電極は放電しやすく、

静電容量が小さければ電極がアース物に接近する

につれ電極に印加されている高電圧も速やかに降

下するためである。

この像装機は作業者が電極に触れてもほとんど

電撃を感ずることもなく、どのように使用しても

可燃性溶剤蒸気に着火することはな Po ただし、

電気抵抗値の低い塗料を使用し、特に検料供給源

をアースより絶縁して使用する場合には使用およ

び取り扱い上いろいろ制約があ る。

他 の種類は、冷料が遠心力お よび静電力で霧化

するタイプで、 V金料は円周上より吐出され、刃711J

状の電極を形成しており、電極の有する 11lf電容量

が大きく、それ自体で最小着火エネルギーよりも

数百倍も大きなエネルギーを有して いるものであ

る。 この塗装機をそのまま使用しアース物に近付

けると火花放電が起き、事故の起こる危険性を伴

写真 l スパークガー ド

E1 
品詞

‘，・

主Jl
四時E回咽
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図 3 針状電極と高圧電流
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図 4 刃型電極と高圧電流
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うものである。 これを防

ぐためにスパークガ ド

や過電流検知器と呼ばれ

る保護装置が取り 付け ら

れる。 すなわち、使用す

る状態により火花放電が

生ずる前に高電圧を遮断

するように過電流検知器

の電流設定を行い安全性

を確保するもので、広く

採;用されている。

前者の方が後者に比べ

安全性が高いが、静電塗

装機導入効果は後者の方

が高いため、 塗料を大量

に使用するラインでは後

者の占める割合の方が多

い。後者が安全性が低い

理由として 塗装中の電流

値の変動幅が広く、あま

り過電流検知器の電流設

定値を低くすると正常な

塗装中に高電圧が遮断し

主主裳不能になり、設定感

度をあまり上げることが

できないため である。

正常塗装時と異常時の

放電現象を区別すること

が長年の夢であったが、

最近米国ラ ンズパー グ社

で高性能な過電流検知器

を内蔵した高電圧発生装

置が開発され、効率のい

い静電塗装機をより安全

に使用することが可能と

なった。

(1) 刃型電極機造静電主主

装機の過電流検知器

高電圧の塗装中の電流

は、被塗物の有無、被塗



物から霧化頭までの距離、 図5 高電圧接地スイッチ系統図

湿度、絶縁物の汚れなど '

により時間と共に変動し

ている。過電流検知器の

設定電流は 、これ等正常

状態で変化する最大電流

値より 50-100μA程度は

多目に設定しないと、高

電圧がたびたび遮断され

塗装が行えないことが多

し、。

高電圧発生器

一方、火花放電に至る高電圧電流の変化は印加

する電圧を一定とした場合、電極聞の距離に関係

するが、対じする電極の構造によ っても大いに左

右される。電極の構造によ っては電流があまり増

加しないで火花放電に移行することもあり、設定

電流は常に感度良く保つ必要がある。

また、異常を検出した後、接地スイ ッチにより

塗装機側に蓄積されている高電圧を速やかに放電

しなければならない。

いずれにしても、今日一般に使用されている高

電圧発生システムは検出方式および放電機構上性

能的な限界があり、取り扱いでその限界をカ バー

するか、 1台の高電圧発生器に取り付ける塗装機

の台数を限定するなど使用上の制約があった。

(2) 高性能過電流検知器を内蔵した

高電圧発生装置

最近米国ラ ンズパー グ社が開発した高電圧発生

装置には、大きな特長が二つある。

一つは正常時の電流の変化値は小さ く異常時の

電流の変化値は大きいことに着目し、電流の変化

値 (di/dt) を検出することにより正常 ・異常の

判別を行うもので、この機能により感度設定上の

繁雑さがなくなり異常時の検出感度を常に高く保

つことができる。

他の一つは異常を検出した後、 塗装機に残留し

ている電荷を高速でアースに落とす超高速高電圧

遮断器で150kvの高電圧を電磁開閉器並みの約10

msec で開閉できるもので、この二つの機能によ

り安全性は大幅に向上した。
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高電圧
接地スイ ッチ

高司E圧ケープJレ
軍事化頭

ナ寸

-塗装機の選定ポイ ン ト

( 1 )安全性が高く、実績の多い塗装機が望ましい

( 2 )塗装機と周辺設備も含めた塗装システムがよ

くマ ッチしていること

( 3 )絶縁耐力が高いこと

( 4 )性能の高い過負荷検出器を具備するものが望

ましい

( 5 )過負荷検出器の感度設定は適切であること

5 おわりに

静電塗装においての大きな事故は少ないが、事

故を皆無にすることが我々の使命であると考え、

日ごろより防災については機会をみて説明会を催

している。

従来、安全性を取り扱い管理面にゆだねてきた

ものも相当あるが、人聞が行うことは間違いもあ

り、技術の進歩に伴い、より安全な塗装システム

および塗装機が開発されてきているので、安全面

も機械に置き換えることが望ましい。

しかし、静篭界における導電性物体は必ずアー

スを取るという原則を除き 、災害防止のポイ ン ト

をすべて実施することは難しい面もあり 、要はそ

の現場レ ベルに合ったものを取り入れたらと考え

る。 まとまりのないものになったが災害防止に役

立てば幸いである。

(よ しかわ みずお ・ふちもと たつお/ 日本ランズパーグ(附

技術課)
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昭和55年 11月21日に、ラスベガスの MGM グラ

ンドホテルが火災になり、 84人の死者と 679人の

負傷者が出た。 さらに 12月 4日には、ニューヨー

ク市近郊のホテル 「スタウファ ーズ ・イン」別館

で火災が起こり、死者26人、負傷者40人。この ス

タウファ ーズ ・インではエレクトロニクスメーカー

の展示会が開催されており、そのための混乱が死

傷者を多く出した原因といわれている。

続いて12月10日にはまた、ラス ベ ガスのヒルト

ンホテルで死傷者の出る火災があった。このよう

なホテル火災の続発に対して、 NFPAは、 1981

年 7月号の FireJ ournal誌、に“Howto survive 

a fire" という記事を載せている。

内容は、ホテル火災に際してどう行動するか、

火災安全性についての事前チェ ック はどうするか
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について簡明な対策を示している。 本誌読者にと

っては常識的すぎるかもしれないが、一般への啓

蒙は簡明こそ大切。その意味で参考になればと思

い紹介する。

あなたは会議に出席するために、前夜ホテルに

着 いた。...... (中略) それは、夜半あなたが眠

りについてから起こるのである一一一あなたは煙の

においで目を覚ます。ホテルが火事になったのだ。

さあどうする 。

あなたにとって、 これは幸せなニとにただの仮

定のお話である。 しかし 、MGM グランドホテル

に泊まっていた約 5，000人の宿泊客にとっては、

紛れもない現実だったのである 。-

こんなドラマチックな書き出しで記事は始まり、

以下具体的な火災時の対応について解説している。

( I )自室から出火した場合

もし自分の部屋から出火したら、外へ出てド ア

を閉めること(掛け金がカチッというまでピッタ

リ閉めなければならない)。 そして、まず同じ階

の人たちに火事 を知らせ、次にフロントへ知らせ

る。 ぞれから建物の外へ避難し 、消防署へ知らせ

ること 。

( 2 )自室外 の出火で避難する場合

消防隊から 、外へ出ないで部屋に留まるように

とし、う指示がないときは、避難できる状態 なら避

難する 。その判断には、 まず扉に触ってみる。 も

し、扉が熱かったら聞いてはいけない。熱 くなけ

れば静かに扉 を開け、 最 も近い非常口に行く 。廊

下にもし煙があったら、床近くに身をかがめ這 う

ようにして避難する(廊下の上の方に煙があって

も、下の方の床近くにはきれいな空気が残ってい

るカ、らだ)。

部屋を出る時は、 キーを忘れずに持って出るこ

と。なにかの理由で非常口が使用できず、部屋に

戻らなければならなくなるかもしれないからだ。

もし家族と一緒なら 、避難のとき別れ別れにな

るかもしれないし、また、火事 が起きたときに一

緒にいないかもしれないので、事前にホテルの外

の落ち合い場所を決めておくこと 。

( 3 )自室に立てこもる場合



自介の部屋に留まるよう消防隊からの指示があ

ったとき、あるいは、 ドアが熱くなっているとき

は、避難せずに自室に立てこもるのが安全である。

このときは、 まずぬれタオルをすきまに詰め、ぞ

れからフ ァンやエアコンを止め、煙や燃焼生成物

が部屋に侵入するのを防ぐ。

次に、 自介たちが部屋に閉じ込められているこ

とを消防隊に知らせるために、窓、から合図する 。

また、電話が使えれば、ホテルのフロントや消防

署に電話して、部屋に閉じ込められていることを

知らせる。

続いて、建物の火災安全性について、目で見て

判断できる基本原則について、次のように述べて

いる。

・感知および通報システム

その建物にはどんな火災感知器が設置されてい

るか? また、建物内の人たちに火災 をどのよう

に知らせるか?

・避難路

非常口への通路は火災時に果たして使えるか?

非常口そのものは? また、その出口から屋外の

安全な場所までの通路は大丈夫か?

・非常口までの所要時間

人々が避難口へ行くまでにある程度時聞がかか

るが、 この避難が間に合うように、建物の構造設

備は火煙の拡散を遅らせる状況になっているか?

・消火設備

どんな消火設備があるか? たとえばスプリンク

ラーのような。 また、消防署への通報はどうか?

・従業員の訓練

従業員に対して九、かに火災 を予防するか火災

時に何をなすべきか。 という訓練をしているか?

防災計画書はあるか?

この基本事項が完備されているかどうか確認す

るためには、ホテルやビルの支配人に質問しなく

てはならないだろう 。 しかし、次の事柄は、 自介

自身でチェ ックできる。

*非常口のドアとそこまでの通路には誘導燈 、 誘

導標識は設置されているか? 部屋から最 も近

い非常口の位置を 2か所チェックしておく 。
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*避難路には、非常階段を含めて非常照明設備は

あるか?

脅廊下や非常口 、非常階段、その他避難路となる

所に障害物は置いてないか?

*非常口のドアはカギがかかっていないか? ぃ

つでも開けられるようになっているか?

*非常階段のドアは、自動的に掛けがねがかかり

ピタッと閉まるようになっているか?

この後に、展示場や集会場でのチェック項目が

7項目挙げられているが、紙数の都合で割愛する。

さて、ここに書 かれていることは、簡明で、特

に解説の必要もないと恩われる。 ただ、若干解説

を加えるとすれば、ドアの問題である。 アメリカ

では、火災時にドアを閉めることを徹底的に PR

している。

シティ ホテルの火災では、客室からの出火はほ

とんどない。 大惨事になった例は、すべてといっ

ていいほど客室以外での出火である。それでも客

室からの出火が全く考えられないわけではないの

で、 (1)0)自室から出火した場合の項が設けられ

ている。 この場合、 避難に当たって、ドアをピタ

ッと閉めることを指示している。 火災の拡大を防

ぐには非常に大切なことである。こ れは防火戸や

防火 シャッターにもいえることであるが、我が国

の場合、防火戸や防火シャッターが閉められなか

ったために火煙が拡大した例が 多い。

客室以外からの出火の場合、避難するかろう城

するかが大きなポイントとなる。この場合もドア

が重要な役割を持つ。 室外の廊下が、すでに火煙

が充満していて危険な状態であるかどうかを判断

するのはドアの熱さだということだ。

NFPAは、テレビ放映用に一般家庭向けの防

火 PRフィルムをイ乍っている。 このフィルムの中

でもドアに触れてみて危険度を判断することを教

えているものがある。

我が国でも 、ホテルに限らず一般ピルなど、あ

るいは住宅にも不燃建築は増えているのであるか

ら、 ドアの効用、使い方をもっと啓蒙した方がい

いように思われるのである。

(はせがわ おさむ/ 日本大学工学部建築学科)
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協会だより
日本損害保険協会の防災活動や損害保険業界の動き、とくに
防災活動を中山にお知らせするページです。協会の活動につ
いて、ご意見やご質問ガございましだら、何なりとあ気軽に
編集部=当協会予防広報部防災課あてにお寄せください。

昭和57年度全国統一防火標語募 集中 /

消防庁と日本損害保険協会の共催で、昭和57年

度の全国統一防火標語を募集しています。 3月下

旬には入選作品が決定されます。 入選作品は、来

年度 1年間統一 防火標語として全国的に使用され

ます。

応募要項は次のとおりです。

-応募方法 官製はがき 1枚につき標語 1点を

容さ、 郵 便 番 号 ・住所 ・氏名(フ

リガナ ) ・性別l・年齢 ・職業 ・電

話番号を 明記 のうえ送ってくださ

~， 。

-締 切昭和57年 2月10日(水 )必着

- 送り先 〒101東 京都千代田区神田淡路町

2 - 9 

日本損害保険協会 防火標語係

・発 表昭和57年 3月下旬

入選者に直接ご通知します0

・審査貝 秋 山ちえ子 氏 (評論家)

高田敏子氏 (詩人)

消防庁長官

日本損害保険協会会長

b主力、

賞 入選 1筋 20万円

佳作 10鱗 各 2万円

.応募作品はお返しいたしません。

・入選作品は昭和57年度の「全国統一 防火標語」

として 1年間、防火ポ スタ ーをはじめ広 く使
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用されます。

・同一作品は抽選によ って選ばせていただきま

す。

第 10期奥さま防災博士が誕生

奥さま防災博士募集も今年で第10期を迎えまし

た。 昨年までの募集方法と遠い、 レポートによる

審査となった本年度は 、全国の主婦 1，087名から

応募があり、その中から50名の方が選ばれました。

1月23日(土 )、 東京 ・京王プラザホテルで表彰式

が行 われ、新しい奥さま防災博士が誕生 します。

これにより 、すで に活躍されている博士に第10期

生 も加わり、 500名の奥さま防災博士が誕生した

ことになり、地域防災活動もますます全国に広が

って い くことと期待 されています。

当協会新刊図書のお知らせ

「目のつけどころはここだ/

一一工場の防火対策」
(A 5判、 42ページ 〕

工場の防火は 、防火管理者など特定の

人の職務とみ られがちですが、工場に従

事 する人全員が高い意識をも って あたら

なければ、よい防火体制lは築けません。

ここに編集目標をおき 、火災危険とその

対策についてまとめたものです。



56年 8月・ 9月・ 10月

災害メモ

女火災

.8・7 大阪府高槻市朝日町の明

治製菓大阪工場 1号館地下 1階クッ

キー製造作業場オープンから出火。

約800m'全焼。損害約 I億円。

.9・1 千葉県木更津市貝淵の住

宅で火災。 1棟29.7m'全焼。 3名死

亡、 l名軽傷。蚊取り線香が風で倒

れゴミに燃え移ったらしい。

.9・8 埼玉県児玉郡児玉町の飲

食庖久松で火災。隣接の住宅、旅館

に延焼し、計 3f.東1，340m'を焼失。3

世帯13名り災。.9・25 東京都千代田区内幸町の

飯野ピル地下3階にある 1階用空調

機から出火。煙が地上H皆まで充満。

約4，500名避難。

育爆発.8・30 石川県金沢市里見町のア

パートあかね荘 1階2号室で都市ガ

スが爆発。 2名死亡、 6名負傷。ガ

ス心中らしい。

.9・2 神奈川県川崎市川崎駅前

の雑居ビル川崎美須ビルで都市ガス

が爆発。地下 l階・1・2階の 9庖舗

が壊れ炎上。通行人ら 4名負傷。同

日未明からのガス管取り替え工事で

ガス管を給油管につないだ工事ミス。.9・22 神奈川県伊勢原市桜台の

横山アパート B棟 1階の電気庖ビク

トリアでプロパンガス爆発。同アパ

ートの 4庖舗全半壊、隣接民家 l棟

半壊。通行人 2名が死亡。・10・13 神奈川県横浜市金沢区の

米海軍小柴貯泊施設のジェット燃料

貯泊タンクが爆発、災上。・10・30 神奈川県横浜市神奈川区

三ツ沢中町で、京築造園ビル 2階社

長宅で都市ガスが爆発。1棟延べ200

m'全壊。隣接住宅4棟全半壊。周閤

約100mの住宅44棟も被害。8名重軽

傷。

女交通.8・11 青森県三戸郡五戸町の国

道4号五戸バイパスで、大型トレー

ラーが対向の乗用車に接触し後続乗

用車と正菌衝突。乗用車は大破。 5

名死亡、 2名負傷。.8・21 和歌山県和歌山市本脇の

県道カーブですし詰めの乗用車がガ

ードレールを突き破り擁壁に衝突、

大破。 3名死亡、 5名重軽傷。飲酒

運転の上スピードの出し過き.らしい。・8・26 埼玉県久喜市樋ノ口の県

道で、乗用車が中央分離帯を乗り越

え、対向車線の大型トラックと衝突、

大破。 4名死亡。スピードの出しす

ぎでハンドル操作を誤ったらしい。

. 9・6 山口県厚狭郡楠町の国道

2号下り線で、大型トレーラーから

カタピラーが上り線に転落。乗用車

を押しつぶし 4名死亡。

.10・6 福井県敦賀市元比田の国

道 8号敦賀ト ンネル中央部で、大型

トレーラーの右後部軽油タンク付近

から出火、炎上。前からきた大型トラ

ックにも燃え移り炎上。・10・17 滋賀県彦根市小野町の名

神高速彦根トンネル南約1km付近で、

工事中で渋滞中の最後尾乗用車にト

ラックが激突。計 8台が玉突き衝突。

最後尾の 2台が炎上。 5名死亡、 11

名負傷。

宵海難.8・23 秋田県南秋田郡大潟村の

八郎潟残存湖で、ワカサギ漁中の漁

船 6隻が、台風15号の影響で相次い

で遭難。 6名死亡、 4名行方不明。.8・24 千葉県銚子市犬吠崎灯台

北北東約20kmで、貨物船ローズペイ

スター号 (2，999t . 20名乗組)がア

スフア ルトタ ンカー第11にちあす丸

(695 t ・7名乗組)と衝突、転覆。

5名死亡、 2名行方不明。

*航空.8・10 栃木県宇都宮市兵庫塚町

で、陸上自衛隊の LR-1型双発偵

察機 (乗貝 6名)が新興住宅地に墜

落。住宅 1戸の 2階部分を壊し、市

道に突っ込み大破。 5名死亡、 l名

重体。同隊宇都宮飛行場に着陸寸前

左エンジンが故障。旋回中に高度が

とれず失速したらしい。・8・11 鹿児島県熊毛郡南種子町

の種子島宇宙センタ一大崎射場東北

東約32kmの海上で、ひまわり 2号打

ち上げのため海上警戒中の西日本空

輸アエロスパシアル (乗員 6名)が

墜落。 5名死亡、 l名不明。

禽自然.8・3-6 北海道で前線と台風

12号の影響で大雨被害。 6日江別市

豊幌地区の石狩川がはんらん。穀倉

地帯に被害。 (9月 1日現在北海道

の主な被害=死者 8、負傷14、全壊

59、半壊47、一部破損88、床上浸水

6，115、床下浸水20，948、国んぽ流失・

埋没372.8ha、閏んぽ冠水41，060ha、畑

流失・埋没 999.8ha、畑冠水134，9

20ha。消防庁調べ〕

. 8・21-23 台風15号が23日千葉

県館山市付近に上陸。中部、関東、

東北地方を中心に河川のはんらんや

浸水被害が相次き¥ 茨城県北相馬郡

藤代町てー小貝川が決壊。(9月 7日
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現在24都道府県の主な被筈=死者 ・

行方不明43、負傷187、全嬢50、半

壊295、床上浸水7，132、床下浸水

24，297、一部破損4，289、田畑冠水・

流失・埋没 114，858ha、道路損話題

5，230、橋梁被害332、河川被害7，107

消防庁調べ〕

.9・4 北海道上磯郡上磯町葛登

支岬付近の国道228号で、前夜から

の集中豪雨の影響で、幅約50mにわ

たり土砂崩れ。走行中の乗用車とマ

イクロパスが海へ転落。 6名死亡、

2名重傷。

.10・22-23 台風24号で東京、千

葉など首都圏に記録的な大雨被害

(グラビアページヘL

女その他

・8・1 北海道赤平市の住友石炭

赤平炭破赤平鉱業所で、ガス突出事

故。 3名死亡。.8・30 静岡県賀茂郡松崎町雲見

海岸沖500mの牛若島で、潜水教室

の潜水準備中、空気ボンベが破裂。

1名死亡、 5名重軽傷。

.9・27 広島県山県郡千代田町の

県立千代田高校グラウンドで、体育

祭応援用鉄パイプヤグラが倒壊。作

業中の生徒ら14名重軽傷。

.10・16 北海道夕張市の北炭夕張

炭鉱でガス突出事故(グラビアペー

ジヘ)。

・10・18 愛緩県新居浜市一宮町の

一宮神社、境内で、太鼓祭り中、群集

が将棋倒し。 22名重軽傷。

.10・31 神奈川県平塚市で、録音

テープの誤作動で、広報無線のスピ

ーカーから東海地震警戒宣言が流れ、

市民からの問い合わせ電話が殺到。

女海外

.8・5 インドネシア・マラッカ

海域で、客船デリワムシジャヤ号が

沈没。 227名行方不明。

.8・22 台湾中部首栗県火焔山付

近で、遼東航空 8737型機が墜落。

118名全員死亡。

.9・6 中国・険西省で、 8月14

日から20日余り大雨が降り、 6日現

在全省33の県 ・市の126万名が被災。

20万名が家を失い、764名死亡、5，000

名余が負傷。.9・10 米 ・サンフランシスコ南

西約1，120kmで、自動車輸送船ブル

ーホーク号 (13，667t・22名乗組)

が火災。ホンダ製乗用車5，138台の

うち 5劉が焼失、 3割がなんらかの

被害を受け、損害は約50億円。.9・12 パキ文タン北西辺境州で

M5.7の地震。ギルギット地区の10

村が破壊され、道路や通信が途絶。

110名以上死亡、約100名重傷。

.9・19 ブラジル ・アマゾン川流

域のオビドス港に停泊しようとした

定期船ソプラルサントス号が浸水の

ため沈没。 300名以上死亡。.9・21 フィリピン ・マニラで、

台風20号のため同国海箪の駆逐艦ダ

ツカランチョウ (l，620t)が沈没。

52名死亡、 27名行方不明。

・9・29 ネパール南部・南西部で

豪雨による洪水。特に、プタワル地

区で建設中のティンハウダムが決壊。

400名が濁流にのまれるなど、計1，200

名死亡。

.10・9 フィリピン・ミンダナオ

島マコ町の銅鉱山で、大雨による地

すべりが発生。住民ら 211名死亡、

133名負傷。

.10・16 チリ ・パプド市近くでM

7の地震。サンチャゴでは電話線が

切れパニック状態。被害は不明。

.10・19 インド・カルナタカ州で

かんがい用ダムが決壊。 110名死亡。

・10・24 メキシコ市一帯でM7.1の

地震。電気、電話も切れ、地下鉄も

一時ストップ。数か所でガス爆発。

10名死亡確認、 100名以上負傷。

絹集委員

赤木昭夫 NHK解説委員

秋田一雄 東京大学教授

安倍北夫 東京外国語大学教授

生内玲子 評論家

岡本博之 科学警察研究所交通部長

鎌田イ友喜 東京消防庁予防部長

小林章男 同和火災海上保険側

佐蔵仁一 東京海上火災保険胸

塚本孝一 日本大学講師

根本順吉 気象研究家

編集後le

.仕事をすれば疲れる、疲れがひど

くなって過労になると、災害や事故

を起こしやすくなる、という昔の方

程式は、今では通用しなくなったと

いう今号座談会の大島先生のお話。

技術革新の結果、人間のやる作業の

質がガラッと変わり、その結果疲労

を変質させてしまったということで

す。 ・工場を見学すると、たしかに

労働環境の変化がよくわかります。

昔は、工程聞の物の移動などには、

人間の労働が必ずといっていいほど

介在していましたが、今では人間の

労働は極めて少なくなっています。

その結果、昔は理解しやすかった物

のできるプロセスが、今では分かり

にくくなっています。 ・工場がこん

なに変ぼうすると、それによって変

わるのは疲労だけでなく、あらゆる

危険が、本質的に変化しているので

はないかと思うのですが、これ‘はし

ろうとの杷憂でしょうか。(小関)
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夕張炭鉱でガス突出事故

昭和56年 10月16日午後日時41介ごろ、北海道夕張市清水沢

清陵町61の北炭夕張炭鉱北第 5盤下坑道で、大規模なガス

突出事故が発生。さらに、夜|日時すぎに坑内火災が起こっ

た。ガス突出後入坑した第一次救護隊のうち 10名が行方不

明となる二次災害も発生。死者44名、行方不明49名の大惨

事となった。

18日には、坑内火災も広がり小爆発が起きる最悪状態にな

ったため、坑道 2か所をヱアバッグで遮断。 しかし、火災

は依然衰えをみせず、23日午後|時30介、坑内に59名(う

ち10名は坑内で死亡確認者)を残したまま、坑底へ注水を開

始。第一次注水作業を終了したが、 27日午前 3時、再び第

二次注水。30日午前 2時30介すぎ、ようやく火災は鎮火した。



品川区北品川2丁目付近の目黒川護岸崩壊で流された民家。隣家 3棟も一部破損した。

豪雨に弱い都市中小河川
浸水家屋世帯 | 

弱者tro潤2相から23日未明にかけ、房総半島満怒初、

すめ東海土ft:綾lすた台風24号のため、東京都でぱ i時間雨

港泌ふミリを書B録。涜雨最も 215ミリと、 10月としては銭

最高置の劃燭となった。二のため、普都鴎の閣官置・私

トップの免神間JIl・宮黒JII・E量子111・4聾婿寺I11・綾瀬

得 点野111の古河JlIもはんらん努またミ下水道や側諸障が雨氷

をす吸い二みきれずあふれfニり逆流したため、浸ホ耳障E置が続

浸水 6，849;床下浸本3~， 31 !iの苦十42 ， 165役務が水
仏織広軍事い郷市湾)11(1)実態を浮$'まりにした。
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刊行物/眼 肉

防災誌

予防時報(季刊)

奥さま防災ニュース(隔月刊)

防災指導書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

コンヒ.ユータの防災指針

ビル内の可燃物と火災危険性(浜田稔著)

旅館 ・ホテルの防火(堀内三郎著)

事例が語るデパートの防火(塚本孝一著)

自のつけどころはここだ/ー工場の防火対策ー

防災読本

やさしい火の科学(崎川範行著)

イザというときどう逃げるかー防災の行動科学(安倍北夫著)

そのときノあなたがリ ーダーだ(安倍北夫著)

安心できる暮らし(東孝光著)

慣れすぎが怖いーガスの知識

業態別工場防火シリーズ

① 金属機械器具工業の火災危険と対策

② 印刷および紙工工業の火災危険と対策

③ 製材および木工業の火災危険と対策

④ 織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

⑤ プラスチック加工、ゴム・コ'ム材加工工業の火災危険と対策

⑥ 菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

⑦ 電気機械器具工業の火災危険と対策

⑧ 自動車整備工場の火災危険と対策

③ 染色整理および漂白工業の火災危険と対策

⑬ 皮革工業の火災危険と対策

。パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

⑫ 製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と

対策

※既刊の下記防災図.は現在再版しておりません。

〔防災指導書〕

プラン 卜運転の防火 ・防爆指針/危険物輸送の防火 ・防爆

指針/ヘルスセンターの防火指針/自然発火の防火指針/

スーノfーマーケ ッ 卜の防火指針/ LPガスの防火指針/プ

ラスチック加工工場の防火指針/ガス溶接の防火指針/地

下街の防火指針/駐車場の防火指針/高層ビルの防火指針

/火災の実例から見た防火管理/都市の防火蓄積/ビルの

防火について/危険物要覧/工場防火の基礎知識/防火管

理必燐/災害の研究/爆発

〔防災読本〕

M7.9そのとき ーあなたの地震対策は?/現代版・火の用心

の本/暮らしの防災知識/そのときあなたはどうする?ー

暮らしの防災ハンドブック/わが家の防火対策ー予防から

避難まで

映画

わんわん火事だわん(18分〕

ある防火管理者の悩み (34介〕

友情は燃えて (35介〕

火事と子馬 (22介〕

火災のあとに残るもの (28介〕

ふたりの私 (33介〕

ザ ・ファイヤー・ Gメン (21介〕

煙の恐ろしさ (28介〕

パニックをさ けるために(あるビル火災に学ぶもの)[21分〕

動物村の消防士(18介〕

損害保険のABC(15分〕

映画は、防火講演会 ・座談会のおり、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔札幌=( 0 1 1 ) 231-38 1 5、

仙台=(0222) 21-6466、新潟=(0252)23-0039、横浜=(045)201ー7096、静岡=(0542)52ー 1843、金沢=(0762)21-1149、

名古屋=(052)971-1201、京都=(075)221-2670、大阪=(06) 202-8761、神戸=(078)341-2771、広島=(0822)47-4529、

四国=(0878)51-3344、福岡=(092)771-9766)にて、無料貸 し出ししております。

設 日本損害保険協会 記者緊?572間 |2JJ101



昭和56年度防火ポスター

モデルは松田聖子さん

街角の防火PR
日本損害保険協会では毎年、秋の全国火災予防運動用防火ポスターを50万枚制作し、自治省消防庁に寄贈しており

日本損害保険協会の防災事業

交通安全のために

・救急車の寄贈

・交通安全機器の寄贈

・交通遺児育英会への援助

・交通安全推進への協力

・交通債の引受け

火災予防のために

・消防自動車の寄贈

・防火ポスターの寄贈

・防火標語の募集

・奥さま防災博士の募集

・防火講演会の開催

・防災展の開催

・各種防災図書の発行

・防火映画の制作

・消防債の引受け

設 日本損害保険協会

朝日火災海上保険株式会社

共栄火災海上保険相互会社

興亙火災海上保険株式会社

住友海上火災保険株式会社

大正海上火災保険株式会社

大成火災海上保険株式会社

太陽火災海上保険株式会社

第一火災海上保険相互会社

季刊

予防時報

大東京火災海上保険株式会社

大同火災海上保険株式会社

千代田火災海上f腐食株式会社

東亜火災海上再f果険株式会社

東京海上火災保険株式会社

東洋火災海上保険株式会社

同和火災海上保険株式会社

自動火災海上保険株式会社

第128号 ・昭和57年 l月 l日発行

日産火災海上保険株王

日新火災海上保険株王

日本火災海上保険株王

日本地震再保険株玉虫

富士火災海上保険株王

安田火災海上保険株王
(社員会社l

発行所一社団法人日本損害保険協会東京都千代田区神田淡路町2-9〒101電話=(03)255-1211(コ
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