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1. 研究の背景・目的
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3. イスタンブールの火災被害

イスタンブール（図-1）はローマ帝国末期 DC330 年に

3.1 イスタンブール火災の概要

コンスタンティヌス 1 世がここに遷都、ビュザンティオ

研究対象である半島部での火災は 175 件である。その

ンをコンスタンティノポリスと改名して以来 1100 年以上

うち場所まで特定できる火災は 151 件であり、それを分

に渡り、東ローマ帝国の首都として栄えた。2010 年の市

析する。また、延焼経路まで把握できる火災が 25 件ある。

の人口は約 900 万人であ

表 2 は火災史で得られた火災件数、平均人口

る。近郊を含む都市的地

ま とめた もので ある。 時代区 分とし ては、 火災被 害が統

域の人口は 1,313 万人で

治 する為 政者に よって 変わる こと、 市民の 生活の 変化、

あり、世界有数のメガシ

を時代別に

経 済や使 用火源 からも 影響を 受ける ことの 複合さ れた結

ティといえる。
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2)

図 - 1 イスタンブールの位置で
イスタンブールの位置

ある、イスタンブール火災史（以下、火災史とする） 1) に
よると、1478-1918 年（オスマン帝国時代 註 1））の間に 256
件 もの都 市火災 が発生 してお り、江 戸と同 様に焼 失と建

果であると考えると大きく流れをみるため
1720 年のレアル・ダヴド

註 4)

3)

、440 年間を

による消火ポンプの導入(表 1

参照)と 1811 年の防火水槽設置 註

5)

で分け、オスマン帝国

時代前期、中期、後期として比較した。
表2

築 を繰り 返しな がら現 在の都 市を形 成して いる。 本研究

時代区分と火災件数

で は火災 の出火 場所や 延焼経 路を地 図上に プロッ トし、
分 析、考 察する 。これ を行う ことで 、今後 のイス タンブ
ー ルの火 災の被 害が低 減する ことの 一助に なるこ とを目
的とする。
2. 研究方法

3.2 火災発生月
図-3 に月別火災発生度数分布（対象地区内における火

本研究 で対象 とする 地区（ 図-2） はイス タンブ ールの
半島部 註 2)でテオドシウスの城壁 註 3)で囲まれた地区とする。

災）を示す。前・中・後期ともに春期（3-5 月）および夏
期（6-8 月）に多くなる傾向が見られる。日本の火災は火
気を使用する機会の多い冬期（12-1 月）から春期にかけ

また、火災史に記載さ
れている 1478 年-1918 年

て多く発生し、平成 22 年度中も、総出火件数の 57.2%を

までのデータを元とし、

占めている 4)。イスタンブールは東京と同じ温帯に属すが

火災史のデータを読みと

東京とは違った傾向が見られる。イスタンブールと東京

り、それを Google Map を

の気候の相違点は、イスタンブールは夏期に降水量が少

使ってデータベース化し、

なく、冬期に降水量が多いことが挙げられる。

それを Mapinfo に落とし
込んで火災被害の出火場
所と延焼経路を分析した。

図 -2

対象地区

Google Map を使ってデータベース化するときに火災史
のデータに出火場所が地区

表1

防火に関する制度

名や通り名のみで記載さ
れているものがあり、そ
の場合は地区、通りの中
央を出火場所とした。ま
た、延焼経路のデータ入
力は出火場所から延焼の
被害を受けた地区を折れ
線 でつな いで表 現した ものと する。 経路は 複数と なるこ
とが多い。
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月別火災発生度数分布
月別火災発生 度数分布

4 . 建築条例の効果
建築条例 の効果

3.3
3. 3 出火場所
図-4（ 以下、 破線は テオド シウス の城壁 を示す ）に出

『木造建築が密集するイスタンブールでは火災が頻発し

火場所を示す。金角湾岸でよく火災があり、151 件中 56

て おり、 政府と しても これを 大きな 問題と して捉 えてい

件である。特にオドゥン門（A）周辺では年代を問わず火

た。18 世紀以前からも新築の建築物には、煉瓦などの不

災が多発しており、34 件占めている。グランドバザール

燃 材を用 いるこ とを定 めた法 令がし ばしば 出され ていた

（B）周辺では前・中期で 23 件の火災があったが、後期

が、ほとんどこれが守られていなかったようである。

になるとわずか 4 件しかない。また第７の丘（C）では全

1848 年に発布された「建築条令」では、火災延焼防止

体でわずか 5 件しかない。その理由として、第 7 の丘に

の ための 方策と して大 まかに 二つあ った。 第一に 、以前

は ボスタ ンと呼 ばれる 庭が多 数存在 し、建 ぺい率 が低か

と 同様に 建築物 を新築 する際 には不 燃材を 用いる ことを

ったことが挙げられる。

義 務付け ている 。ただ し、こ こでは 建築主 の経済 的状況
が考慮され、500 キセ(kise)以上の資力を持たない場合は、
家 の両側 に煉瓦 の壁を 建設す ること を条件 に木造 建築を
許可し、これですら適わない場合は 5 軒おきに煉瓦壁あ
る いは空 地があ ればよ いとさ れてい た。二 つ目は 街路の
拡張である。状況に応じて道幅を 12、10、8、6 アルシュ
ン(arşın) 註 6)とし、これ以下の幅の街路を認めないこと、
さ らにイ スタン ブール 市内に 広く見 られた 袋小路 を一掃
することを定めている

5)

。』この建築条令の発布前後で火

災件数を比べてみると、年平均で 0、05 回しか減らず、
住 民が条 令を守 らなか ったこ となど 、この 条令の 効果に
は疑問がある。
5. まとめ
イスタ ンブー ル火災 史から データ を読み とり、 火災被
図 -4

出火場所

害 につい てまと めると 以下の 知見が 得られ た。ま ず、イ
ス タンブ ールは 東京と 同じ温 帯に属 するが 湿度が 夏期に

3.4
3. 4 延焼経路
図-5 に延焼経路を示す。☆印は出火点、これから伸び

低 く、冬 期に高 いので 東京と 違い春 期から 夏期に かけて

て いる折 れ線が 延焼経 路を示 す。金 角湾岸 から出 火し、

火 災が多 く発生 してい る。つ ぎに、 金角湾 岸で火 災が発

多 方面に 延焼し ている ことが 多くみ られる 。特に チバリ

生 すると 金角湾 から吹 いてい る北風 で延焼 の可能 性が高

門（D）付近で火災が起こると 33%の割合で延焼している。 くなる。また、第 7 の丘など建ぺい率が低い場所では出
こ れらは 金角湾 から吹 いてい る北風 が影響 してい ると考

火 、延焼 が少な く、建 物の密 集地域 で多か った。 そして

え られる 。また 第７の 丘では 出火場 所同様 あまり 延焼の

政府が定めた条令の効果には疑問がある。

被 害がみ られず 、建ぺ い率が 低かっ たこと が理由 として

脚注
註 1.

考えられる。またトプカプ宮殿（E）では延焼がみられな
かっ たが、要因 としてトプカプ 宮殿は多数 の庭園があり、
建物が密集していないことが考えられる。
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延焼経路

オスマン帝国時代はメフメット 2 世によるコンスタンテ
ィ ノ ープ ル征 服か らロ ーザ ンヌ 条 約締 結に よる トル コ共
和国の成立までの 1453 年-1923 年である。
註 2. ここ での半島 部は城 壁に より区切 られた 部分とし 、対岸
のガラタ地区やユスキュダル地区は含まない。
註 3. 3 世紀初頭にテオドシウス 2 世の治世に建設され、イスタ
ン ブ ール 旧市 街を 完全 に内 側に 覆 いつ くし てい る大 城壁
で あ る。 城壁 は現 在、 荒廃 が進 ん でい るが 、大 部分 は原
形を十分に保っている。
註 4. フランス人技師であり、1716 年にガラタに移住。その後
海軍に仕官し、手動式ポンプを導入した。
註 5. スルタンアフメト、スレイマニエ、ファティーフ、シェフ
ザデの各モスクに設置。1794 年にも 5 カ所に設置されて
いる。
註 6. 1 アルシュンは約 65cm。
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