地水火風
牧野
恒一

棟が大破、

棟が一
ると、爆発元となったし 分が抜け、都市ガスが噴 部破損し、ガラス破損の

55

郡山市のガス爆発事故 ゃぶしゃぶ店の流し台の 出したことに始まる。通 被害は３００件以上に上

日に「湖北省十堰 られていたため、建物の ように見える。

チャイズ店が突然爆発し を命じ、その結果は去る る。建物が河道の上に造 ガス爆発に良く似ている いるが、当時の報道を見 低圧管の水取器の継手部 で
たもので、倒壊した壁の ９月

44

同様の事故は、日本で
ガス導管は建物の地下 のしゃぶしゃぶ店で発生 れて室内に溜まり、翌朝 セルモーターの火花がこ はこれ以後起きていない

島県郡山市の改装工事中 夜の間に大量のガスが漏 ガスのパトロールカーの

」大規模 たことが爆発を大きくし は、同日午前９時前、福 下のガス配管が腐食して 報を受けて出動した大阪 っている。

下敷きになるなどして８ 市張湾区延湖地域市場に 地下に長大な空洞があっ
おける「６・

年３月４日午前９時頃、 査報告書」として公表さ

もう一つは、２０１３ ガス爆発事故に関する調 たとされている。

人が負傷した。

13

日の夜

時 付近で起こったガス爆発

名 係者が照明のスイッチを 炎上。その火災は建設作 ０１４年８月１日に起き
事故が起きたのは朝６ た、かなり前からガス臭 の人的被害を出した。爆 入れたことが引き金にな 業員により消火器で一旦 ている。この事故は、公
かと推測されている。

燃え上がった。さらに地 洩したプロピレンガスが

ばらくすると再び激しく 工業用配管が腐食し、漏

分頃で、コンクリー がしていたのに適切な対 発元となったしゃぶしゃ って爆発したのではない は消し止められたが、し 道の下に埋設されていた

人が亡く 元の３階建ての雑居ビル 工事現場で地下に埋設さ 建設作業員が誤操作によ 物が崩壊し、朝食のため ス導管の点検がなされて 延べ面積１６４㎡）は骨

この事故は、工事中の ト造２階建ての市場の建 応が取られなかった、ガ ぶ店（鉄骨造平屋建て

日朝５時まで工事 で、 人以上が負傷した。 時

人が負傷した。日 と、建物や車がまるで爆 工事中で、

の に 守 ら れ て い な か っ 重傷者２名、軽傷者

このガス爆発が発生し 中華路と通世街という二 れている。以下は、その を通過させてはならない したもので、死者１名、 工事にやって来た工事関 のガスに引火して同車は が、台湾では、高雄市で２

日、中国の瀋陽 されている。現場は、交 員は死亡した。

30

45

亡、
本ではあまり報道されて 撃されたように凄まじい から
にも湖北省で

20

10

いないが、中国では６月 被害を受けている。爆発 が行われていた。「近くの

21

20

爆発が発生し、４人が死 店で、写真や映像を見る た地域ではガス管の再建 つの大きな通りの交差点 報告書の情報である。

の飲食店で大規模なガス 通量の多い通りに面した

月
21

るなど、近年大規模なガ 壁面が完全に崩壊し、爆 スが広がった後で爆発し まい、漏れた大量のガス 近隣の共同住宅に住んで れが発見されてから爆発 破壊され、半径５７０ｍ 阪天六のガス爆発事故

や通気口から漏出したガ 爆発したもので、市街地
でガス火災が発生。つい ３平方キロメートルの範

地下鉄工事現場の道路 者５名、負傷者

名が出

こし中に爆発が起き、死

００ｍ以上離れた建物で したりするなどの適切な 舗の改修工事業者で、店 に起こった大阪市天六の 時のうちに数回連続で発 工事のためガス管掘り起
どの被害が出ている。爆 など、報告書はガス会社 された。重傷の２名は隣 る。瀋陽のガス爆発事故

これらの事故は、地下
の銀行支店のＡＴＭ設置 規模が大き過ぎるように れていた約１５００枚の 埋設ガス導管からのガス

と道路を挟んだ向かい側 故と片付けるには、爆発 メートルの範囲に敷設さ

発は２回起き、２回目の の責任を厳しく問う内容 棟の新聞販売店事務所内 も、一店舗のガス漏れ事 上に直線距離で約２００ ている。
日には、湖 爆発では駆けつけた消防 になっている。

人が死亡

名、負傷者３

に、覆工板直下の地下空 囲で連続して爆発が発生
間に充満していた都市ガ し、死者

湖 北 省 十 堰 市 の 事 故 スに何らかの着火源が引 ２１名を出した。同市で

中国瀋陽と湖北省のガス爆発事故

スに燃え移り、あちこち の長さ６ｋｍ、面積２～

も、同様の事態が発生し り、路線バスや車が吹き
た時期があり、各種の対 飛ばされたりしている。

今年６月

北省十堰市張湾区塩湖区 車が巻き込まれて、消防

傷の 名のうち

名は半 関連があるなら、天六の り、現場にいた人々や自 になり、地下に漏れたガ

昨年の郡山のガス爆発事 場所にいた方であり、軽 も見える。ガス管工事と 覆工板が爆風で捲れ上が 漏れは漏れガス量が大量

激しく吹き飛ばされ、死 大 事 故 に な り や す い た

径５０ｍ以内の建物又は 事故と類似してくる可能 動車は、覆工板もろとも スを貯める空間があると
大阪市天六の事故は、 者 人、重軽傷者４２０ め、メンテナンスや周辺

瀋陽のガス爆発につい 自動車内にいた方、１名 性もある。

事故の原因は、地中に 故との類似性

の市場で大規模なガス爆 隊員が負傷している。
人が死

32

るなどして死傷した。２ 難させたりバルブを閉鎖 けた。死亡した方は同店 は、１９７０年４月８日 火して大爆発。爆発は瞬 は、１９９７年にも道路

策 を 講 じ て 克 服 し て 来 爆風は広範囲に広がり、 報道もある。ただ、この 発 し た も の と さ れ て い まれ、瓦礫の下敷きにな があったのに、住民を避 うち１８４棟が被害を受
た。本稿では、瀋陽と湖 爆発元から約３００メー 工事がこのガス爆発に関 る。
北省の事故とともに、日 トル離れた場所でもマン 連しているかどうかはま

過去にも近くでガス爆発

が割れたりドアが変形し できないとされている。 事故では
たりしているという報道
もある。

地 元 メ デ ィ ア に よ る 事故が
日午 と、
爆発の原因は、
前夜仕

20

本の過去の類似事故につ ションや飲食店のガラス だ調査中で、当面は確認 湖北省十堰市のガス爆発 も、窓ガラスが割れるな 措置が取られなかった、 舗の出入り口付近で発見 ガス爆発事故を想起させ 生した。
いても触れてみたい。

月

瀋陽のガス爆発事故
２０２１年

今回ガス爆発事故があ 発 が 発 生 し、

人が重傷を負う の中圧鋼管が腐食して破

大事故が発生している。 損。そこからガスが漏れ ては、まだ情報は多くな は１３０ｍ離れた事務所

な爆発事故が発生した。 翌朝出勤した従業員が電 にも２回のガス爆発が起 のうち

１３８人が負傷し、
そ 埋設されている天然ガス
省瀋陽市大源街で大規模 理人がガスを消し忘れ、 った付近では、これまで 亡、

前８時過ぎ、中国の遼寧 事を終えた串焼き店の料

13

同日夕方、地下鉄工事現 人 を 出 す 大 惨 事 と な っ 工事の際に、細心の注意
を払う必要があることを
日に郡山市で発生した ついては調査中とされて いた都市ガス用中圧管と 棟が焼失し、爆風の影響 示している。

郡山の事故の原因等に 場の地下空間に露出して た。付近の家屋や店舗

一つは、２０１２年５ 事態を重く見た中国政府 て建物地下の空洞部分に いが、串焼き店の爆発の 内にいた方である。

爆発元は市内の串焼き店 気をつけた時、溜まって きている。
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26

37

17

21

人が負傷（うち 発したのではないかとい 月１日午後２時頃、高麗 は、湖北省に調査委員会 溜まり、何らかの火源に 状況は、２０２０年７月

79

26

10

で、少なくとも４人が死 いた漏出ガスに引火し爆
亡し、

30

47

３人が重傷）したと報道 うことである。この従業 人参とビロードのフラン を組織して調査すること よって爆発したものであ

26

る。昭和の時代の日本で ョンの壁面も崩れ落ちた

ス爆発事故が頻発してい 風で周辺のビルやマンシ た可能性がある」という が何らかの火源により爆 いた住民が爆発に巻き込 までに１時間程度の時間 以内にある周囲の建物の

なるガス爆発事故が起こ は建物の骨組みを残して れたガス管が破損してガ りガス導管を破損してし に市場に来ていた人や、 いなかった、当日、ガス漏 組みだけを残して完全に 湖北省十堰市の事故と大 下鉄工事の覆工板の隙間 下水道に溜まって引火、
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