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第 60 回 全国消防技術者会議 

    

    

1. 日 時 平成 24 年 10 月 25 日（木） 10:00～17:05 

  26 日（金） 10:30～16:09 

    

2. 会 場 ニッショーホール（日本消防会館内） 

  東京都港区虎ノ門 2-9-16 

  電話 03-3503-1486 

    

3. 日 程 
  

  

◆第 1 日◆ ［受付開始・開場 9:30］ 

 10:00～10:05 開会の辞  

 10:05～10:10 消防庁長官挨拶  

 10:10～11:30 特別講演  

 11:30～12:45 昼休み・展示発表 1  

 12:45～14:00 研究発表・セッション 1（安全対策・消防戦術） 

 14:00～14:10 休憩  

 14:10～15:55 研究発表・セッション 2（機器開発改良） 

 15:55～16:05 休憩  

 16:05～17:05 研究発表・セッション 3（原因調査） 

    

◆第 2 日◆ ［受付開始・開場 9:30］ 

 10:30～11:06 研究発表・セッション 4（消防研究センター研究報告） 

 11:06～11:54 研究発表・セッション 5 

    （消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告） 

 11:54～13:30 昼休み・展示発表 2  

    （平成 24 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器等の開発・改良）

 13:30～14:30 研究発表・セッション 6 

    （平成 24 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災科学論文） 

 14:30～14:40 休憩 

 14:40～16:04 研究発表・セッション 7 

    （平成 24 年度消防庁長官表彰受賞作品：原因調査事例報告） 

 16:04～16:09 閉会の辞  

 



－ プログラム － 

   ○印は発表者 

◆第 1 日◆ 10 月 25 日（木）10:00～17:05 
 

 

【開会】    

10:00-10:05 開会の辞 消防研究センター所長 松原美之  

10:05-10:10 消防庁長官挨拶 消防庁長官 岡崎浩巳  

    

【特別講演】   

10:10-11:30 福島原発事故対応を踏まえた放射線被ばく医療の基礎知識と留意点  

  杏林大学医学部救急医学教室教授 山口芳裕 ‥‥‥‥ 7

   

【昼休み・展示発表 1】 

11:30-12:45 

遠隔操縦式無人小型舟艇による曳航救助システムの理論と実際  

 西置賜行政組合消防本部 ○情野智一 ‥‥‥‥ 11

空気呼吸器の改良について  

 川越地区消防局 ○斉藤信行、小林由治 ‥‥‥‥ 15

レインシートの考案試作について  

 川越地区消防局 ○船橋俊博 ‥‥‥‥ 18

ドア開放がもたらす区画内火災性状の変化に関する検証  

 東京消防庁 ○湯浅弘章、佐藤 歩、渡邉茂男 ‥‥‥‥ 22

市街地における同時多発火災対応訓練シミュレーターの開発  

消防研究センター ○細川直史、座間信作、  

 遠藤 真、新井場公徳、高梨健一  

 京都市消防局 杉井完治 

 東京理科大学 関澤 愛 ‥‥‥‥ 32

    

【研究発表・セッション 1 安全対策・消防戦術】  

12:45-13:00 高速道路等における消防活動の安全管理体制について  

  豊田市消防本部 ○宇野誠司、中澤研磨、松田典央、鈴木三千弥、  

  佐藤俊夫、加藤 仁、岡田義文、鈴木俊浩 ‥‥‥‥ 36

13:00-13:15 オイルエレメントが起因する車両火災について  

  枚方寝屋川消防組合消防本部 ○小椋幸浩 ‥‥‥‥ 42

13:15-13:30 電子レンジ使用中の火災に係る再現実験及び注意喚起について  

  東京消防庁 ○星野嘉彦 ‥‥‥‥ 47

13:30-13:45 布団等の一部に防炎品を用いた時の延焼防止効果に関する検証  

  東京消防庁 ○飯田明彦、町井雄一郎、金子公平、田沼宏志 ‥‥‥‥ 52

13:45-14:00 消防活動時の防火衣内の温度及び湿度等に関する検証  

  東京消防庁 ○久保善正、山本陽太、細谷昌右、  

  髙井啓安、山口至孝、小堀百合子、千葉 博 ‥‥‥‥ 56

    



   

    

    

    

    

休憩 14:00-14:10  

    

【研究発表・セッション 2 機器開発改良】  

14:10-14:25 圧迫止血固定器具の開発について  

  川越地区消防局 ○小林裕幸 ‥‥‥‥ 62

14:25-14:40 ホースカー積載 BOX の開発について  

  川越地区消防局 ○矢角利之 ‥‥‥‥ 66

14:40-14:55 N コード山岳救助用マップの開発と要救助者発見の  

 時間短縮について  

  神戸市消防局 福田一德、○東 泰宏 ‥‥‥‥ 70

14:55-15:10 傷病者搬送時における、搬送補助器具の使用について  

  神戸市消防局 ○宮﨑靖子、松下綾香、田村公宏 ‥‥‥‥ 77

15:10-15:25 オープンソース LMS「ムードル」による学習環境の構築  

  横浜市消防局 ○藤田 豊 ‥‥‥‥ 87

15:25-15:40 傷病者固定ベルトの有効性に関する検証について  

  横浜市消防局 ○藤本賢司 ‥‥‥‥ 94

15:40-15:55 「複合センサによる消防隊員の携帯型位置特定システム」について  

  多摩川精機株式会社 ○熊谷秀夫、塩沢良明、  

  水上慎太郎、菅沼嘉光  

  飯田市役所 北沢 拓 ‥‥‥‥ 99

    

休憩 15:55-16:05  

    

【研究発表・セッション 3 原因調査】  

16:05-16:20 充電中の携帯電話からの出火が疑われた火災調査事例について  

  東京消防庁 ○石田晴義 ‥‥‥‥ 103

16:20-16:35 天ぷら油過熱防止機能付きガステーブルから出火した火災  

 －天ぷら鍋の清掃不良に起因するもの－  

  東京消防庁 ○小川貴之、長島 照 ‥‥‥‥ 110

16:35-16:50 船舶用救難信号の着弾によって発生した車両火災について  

  横浜市消防局 ○濵田 毅、田中 茂、  

  外崎健一、太田和哉、中田雅之 ‥‥‥‥ 118

16:50-17:05 海上コンテナ内で発生した燃料用木材チップの自然発火について  

  横浜市消防局 ○新野夏樹、高島利明、  

  林 直行、太田和哉、中田雅之 ‥‥‥‥ 124

   

   



   

   

   

◆第 2 日◆ 10 月 26 日（金）10:30～16:09 
 

 

【研究発表・セッション 4 消防研究センター研究報告】  

10:30-10:42 2011 年台風 12 号による災害における消防活動  

  消防研究センター ○新井場公徳、河関大祐、  

  高梨健一、細川直史 ‥‥‥‥ 129

10:42-10:54 現在の防火服に求められている性能と潜在する熱傷危険  

  消防研究センター ○森井統正、若月 薫、尾川義雄 ‥‥‥‥ 136

10:54-11:06 「新潟県南魚沼市欠之上 八箇峠トンネル爆発事故」活動状況  

  消防研究センター ○鈴木 健、尾川義雄 ‥‥‥‥ 146

    

【研究発表・セッション 5 消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告】  

11:06-11:18 能動スコープカメラの実用化のための改良開発と実地試験  

  東北大学／国際レスキューシステム研究機構  

  ○田所 諭、昆陽雅司、竹内栄二朗、大野和則 ‥‥‥‥ 150

11:18-11:30 危険建物内の迅速安全な情報収集を目指した流体ロープウェイ  

  東京工業大学 ○塚越秀行、森庸太朗、Watari Eyri、北川 能 ‥‥‥‥ 160

11:30-11:42 効果的戦術実現のための震災時消防活動統合支援システムの開発  

  防災・情報研究所 ○坂本朗一、髙梨成子  

  尼崎市消防局 堂田深次  

  神戸大学大学院 大西一嘉 ‥‥‥‥ 166

11:42-11:54 疲労度指標に基づくストレス判断システムの構築  

 ～消防隊員の疲労度判定方法の検討（その 3）～  

  横浜市消防局 ○大場淳一、池田盛雄、藤馬千典  

  横浜国立大学 岡 泰資、栗山幸久 ‥‥‥‥ 175

    

【昼休み・展示発表 2 平成 24 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器等の開発・改良】 

11:54-13:30 

ホースガイドローラーの開発  

 東近江行政組合消防本部 ○川村太平、○中村亘孝 ‥‥‥‥ 185

面体着装時の漏気に対する改良策  

 東近江行政組合消防本部 ○東森祐介、○鈴木健太郎 ‥‥‥‥ 189

狭所巻きホース作成器の開発  

 東大阪市消防局 花谷忠司、○松嶋宏司 ‥‥‥‥ 196

簡易式万能ジャッキの改良  

 宍粟市消防団 ○守本達由 ‥‥‥‥ 205

地震自動解錠補助装置の開発  

 三愛物産株式会社 小掠 伸、○阪田邦雄 ‥‥‥‥ 208

  

   



   

   

   

   

   

双腕仕様機（ZX70TF-3）の開発  

 日立建機株式会社 ○奥田一晶、江口隆幸、  

 石井啓範、冨田邦嗣 ‥‥‥‥ 215

生存者探査を目的とした半円形二重構造マニピュレータの開発  

 法政大学 伊藤一之、○下舘侑弥 ‥‥‥‥ 220

乳幼児救助用縛帯の開発  

  仙台市消防局 ○小山幸志 ‥‥‥‥ 230

    

【研究発表・セッション 6 平成 24 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災科学論文】 
13:30-13:42 ホースの曲折が放水量に及ぼす影響に関する実験と考察  

  京都市消防局 ○岡田雄太、井﨑伸雄、  

  平田真理人、厨子 満、松田康夫、  

  丸岡 峻、橋本泰彦、船元達也 ‥‥‥‥ 235

13:42-13:54 防災管理義務対象物における容易性・実効性を高めた  

 防災訓練の開発とその実施結果～スーパーDIG～  

  京都市消防局 ○高橋俊史、岸本紀子、山下幸男 ‥‥‥‥ 244

13:54-14:06 共同住宅等の灯油供給施設における小口径配管の漏れの  

 点検に関する評価  

  札幌市消防局 ○野村耕一、菅原法之 ‥‥‥‥ 257

14:06-14:18 火災防止を目的としたヒューズ機能付き IH 対応容器の開発  

  東洋製罐株式会社 ○藤田萩乃 ‥‥‥‥ 268

14:18-14:30 棒状放水時における放水軌跡の簡易予測式の提案  

  東京理科大学大学院 ○宮下達也  

  諏訪東京理科大学 須川修身、今村友彦  

  東京理科大学 川口靖夫  

  横浜国立大学大学院 上矢恭子 ‥‥‥‥ 280

    

休憩 14:30-14:40  

    

【研究発表・セッション 7 平成 24 年度消防庁長官表彰受賞作品：原因調査事例報告】 
14:40-14:52 雨漏りにより照明器具から出火したと推定される火災の調査報告  

  相馬地方広域消防本部 ○高倉健一、  

  上遠野敬一、烏中亮太 ‥‥‥‥ 285

14:52-15:04 石油ストーブにおける吹き返し現象の検証と火災予防広報 

  北九州市消防局 ○平井 武、松本龍一、髙倉誠二 ‥‥‥‥ 299

15:04-15:16 特定屋外タンク貯蔵所からの危険物漏洩事故 

  富山市消防局 ○石井 誠、奥井 茂、山下 純 ‥‥‥‥ 307



   

   

   

   

   

15:16-15:28 加熱式加湿器から出火した火災の調査報告  

  名取市消防本部 ○江川 圭、佐藤大和 ‥‥‥‥ 314

15:28-15:40 携帯電話の電池パックからの出火  

  神戸市消防局 ○藤野聡一郎 ‥‥‥‥ 326

15:40-15:52 微小なスパークで引火した危険物火災の調査活動について  

  京都市消防局 ○藤岡俊介 ‥‥‥‥ 331

15:52-16:04 電気フライヤー火災の原因調査について  

  所沢市消防本部 ○塩谷 誠 ‥‥‥‥ 338

    

【閉会】    

16:04-16:09 閉会の辞 消防研究センター研究統括官 山田 實  

    

    

    

    

― 平成 24 年度消防庁長官表彰 その他の受賞作品 ― 

【消防防災科学論文】  

 救命講習会のあり方についての一考察  

  京都市消防局 安田和正、山本祥司、  

  海口直喜、関 竜也、源隆一郎 ‥‥‥‥ 347

 連結送水管への効果的な中継体形に関する考察と実証実験  

  京都市消防局 福嶌晃一、藤田浩明、  

  膳隆太朗、田中義三 ‥‥‥‥ 355

【原因調査事例報告】  

 観賞魚用ヒーターのサーモスタットからの出火  

  京都市消防局 川上敏宏 ‥‥‥‥ 362

    

    

    

    

付録： 第 1 回～第 60 回 全国消防技術者会議 発表一覧 ‥‥‥‥ 369

 



 

 

 

 

第 1 日 
10 月 25 日（木） 



 

［特別講演］ 

 

  

福島原発事故対応を踏まえた放射線被ばく医療の基礎知識と留意点 

 

杏林大学医学部救急医学 

山口芳裕 

 

1. はじめに 

平成 23 年 3 月 18 日から 3 日間、東京消防

庁ハイパーレスキュー隊が実施した福島第一

原発 3 号機に対する注水作戦に特殊災害支援

アドバイザーとして随行した。安定ヨウ素剤

の予防服用、個人線量計の装着、空間線量率

のモニターの徹底など可能な限りの備えで臨

んだが、活動環境の線量の状況が敷地内に入

るまで判らない、まさに命がけの作戦であっ

た。隊員の国士としてのご活躍に心から敬意

を表すると同時に、無事帰還されたことに心

より安堵した。 

今回の事案に際しては、特につぎの２つの

ことに特段の注意を払った。その一つは、β

線に対する警戒である。測定され、地図上に

表示される各ポイントの線量はガンマ線を前

提にしたものだ。しかし、原子炉近傍で作業

に当たる隊員にとっては、透過力には劣るも

のの高いエネルギーを有するベータ線は特に

警戒すべき放射線であった。実際、チェルノ

ブィリの事故で消防活動に当たった隊員の主

な死亡原因はベータ線熱傷だったことが知ら

れている。二つめは、内部被ばくに対する注

意である。ヨウ素-131 のほかセシウム-137、

ストロンチウム-89,90 など、さまざまの核種

が検出されていたので、これらを吸い込まな

い、飲み込まないといった内部被ばく対策を

徹底する必要があった。内部被ばくは個人線

量計の数値に直接的には反映されないことに

も留意しなければならない。 

本講演では、これらの実際の現場の状況を

振り返りながら、放射線被ばくに対する医療

対応の基本的事項と留意点について考えたい。 

 

2. 放射線被ばくと緊急医療対応 

そもそも放射線被ばくに対する救急医療と

いうものは存在するか。当然のことながら、

いったん浴びてしまった放射線を浴びなかっ

た状態に復することは不可能である。では放

射線被ばく事案に対して、現場で緊急に実施

しなければならないような、なにか有効な医
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療上の手立てがあるだろうか。 

急性放射線症候群は、全身に１Gy以上の放

射線を浴びたときにおこる造血器障害、消化

器障害、脳神経障害などの一連の症候群のこ

とである。被ばくすると、低線量でまずは造

血器――具体的には骨髄で白血球やリンパ球

が減少するなどの障害が起こる。線量が多く

なると消化管――具体的には胃腸の粘膜が障

害を受け、下痢・嘔吐・下血などが起こる。

さらに線量が多ければ中枢神経系にも障害が

生じ、意識障害やショック症状が出る。しか

し、いずれも直ちに深刻な症状が現れること

はなく、数時間から数日を要する。したがっ

て、身体損傷（外傷や熱傷など）を合併しな

い急性の放射線被ばくに対しては、最初の２

～３時間内にあわてて行わなければならない

医学的処置というものは、実はほとんどない

のである。ただし、２Gy以上の被曝が疑われ

る負傷者に手術が必要な場合には、被ばく後

48時間以内に手術をしないと、創傷治癒が圧

倒的に遷延する（傷がつかない）ことになる

ので、急いで手術を完結することが必要とな

る。 

一方、内部被ばくの場合は事情が異なる。

放射性物質の体内からの排泄を促す治療薬が

存在する可能性があるからだ。今回の福島第

一原発事故では、放射性ヨウ素が放出され、

空気や水を介して体内に侵入することが想定

された。このヨウ素は甲状腺ホルモンを合成

するための材料として甲状腺に集まるため、

そこから放出される放射線により、甲状腺に

癌が発生する原因となることが危惧される。

これを回避するためには、できるだけ速やか

にヨウ化カリウムを服用し、放射性ヨウ素が

甲状腺に取り込まれるのを阻害することが必

要となる。つまり、内部被ばくの場合には、

緊急に対処する必要が生じる。 

 

3. 個人防護衣 

今回の活動に関連して、救助隊や救急隊の

方々から受けた質問の中で最も多かったもの

の一つが「鉛の防護ガウンを着用する必要は

ないか」というものであった。答えは、Noな

のだが、その理由を一緒に考えてみよう。 

隊員が放射線事故現場に入る前に確認すべ

き重要な項目の一つは、現場で発生している

「放射線の種類」である。原子力発電所や、

工場、研究施設などでの事故では、扱ってい

る放射性物質（核種）が特定できるので、自

ずと発生している放射線も分かる。この情報

が、防護において重要であるのは、放射線の

種類によって、放射線源から放射線が飛ぶ距
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離が大きく異なるためだ。アルファ線はわず

か１cm未満、ベータ線は数十センチであるが、

ガンマ線や中性子線は非常に遠くまで到達す

る。 

アルファ線やベータ線が遠くまで飛ばない

のは、それらが粒子で質量を持っているため

である（高速粒子線）。しかし、一方では、質

量をもっている分エネルギーが大きく、受け

る障害の程度も大きくなる。皮膚に付着すれ

ば、びらんや潰瘍となるし、吸い込んだら呼

吸器官が、飲み込んだら消化器官が損傷して、

出血したり穿孔したりする。したがって、こ

れらの放射線源に対しては、直接皮膚に触れ

たり吸い込んだり飲み込んだりして体内に入

れないようにすることが重要となる。一方、

放射線そのものに対しては、例えばアルファ

線は紙すら透過しないので、傷病者をシート

で包むことで、防護することが可能となる。 

これに対して、ガンマ線の場合には、ある

程度被ばくすることを前提に、活動を展開せ

ざるを得ない。粒子ではなく波（電磁波）の

ため透過性が大きく、個々の隊員の被ばくレ

ベルを一定の許容範囲内で管理するという発

想にならざるを得ない。アラーム付きの個人

線量計を全隊員に携帯させて、一定の時間毎

に被ばく線量をチェックし、許容線量を超え

ないように現場管理を実施する。もし、鉛の

プロテクターでガンマ線を完全にブロックし

ようとすれば、装着する鉛の厚さは数十セン

チにも及ぶことになり現実的ではない。 

つまり、放射線防護の基本は、「放射線」で

はなく「放射線源」から防護するという考え

方である。放射線は一定レベル以下の範囲で

被ばくすることを許容する一方で、放射線源

からは完全防護を図る。そのためには、マス

ク、ゴーグル、手袋などで皮膚の露出を極力

少なくした標準感染防護の装備が基本となる。 

ただし、今回の放水作業では、高濃度のベ

ータ線源で汚染された廃液を浴びても気づか

ない状況が十分考えられたことから、ベータ

線熱傷にも特別な警戒をする必要があった。

ベータ線は消防服のような厚手の素材で大分

防護できるが、付着した場合には可及的速や

かに洗い落とすことが大切である。ベータ線

による皮膚の障害は甚大なので、ベータ線の

比率が大きい場合には、実効線量による管理

だけでは対処できなくなる。 

 

4. 決死隊運用の非合理 

現場の隊運用について、ぜひお願いしたい

ことは、「決死隊運用をしないでほしい」とい

うことである。隊長や限られた隊員が使命
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感・責任感に燃えて「この危険な現場は俺た

ちだけでやる！ 他の者は下がっていろ！」

となりがちなことは、長年交流している消防

の方々の気質から容易に想像されることだが、

これをぜひやめて欲しいのである。 

放射線が身体に及ぼす影響は、大きく確率

的影響と確定的影響の二つに分けることがで

きる。確率的影響は、被ばくする線量や時間

が増えれば増えるほど影響が大きくなるもの

で、がんや遺伝的な影響がこれにあたる。喫

煙量が多いほど肺がんになりやすい傾向にあ

るという関係と似ている。一方、確定的影響

は、ある値（閾値）までは被ばくしても何も

起こらないが、閾値を超えると被ばく者全員

に確実に被害が出るというものである。骨髄

抑制（白血球などの減少）、消化管出血、脱毛、

皮膚のびらん、白内障など、被ばくした本人

の命に関わる障害のほとんどがこの確定的影

響である。 

「決死隊運用をやめて」というのは、特定

の一隊だけで運用するとその隊の隊員がみな

閾値を超えるような活動現場でも、複数の隊

で分散運用すれば、すべての隊員が閾値を超

えない低い値で活動でき、結果として誰も身

体的影響を受けないようにすることが可能に

なるかも知れないからである。 

ただし、遺伝的な影響を考慮すればたとえ

健康被害に結びつかないような低線量でも受

けないに越したことはないので、将来子供を

もつ若い隊員は、状況が許せば外してほしい。 

 

5. 正確な情報伝達の仕組み 

放射線被ばく環境における活動では、現場

の空間線量の情報が何より重要となる。今回

も第2回目以降の放水活動では、その情報をも

とに各パートの活動時間を細かく計算して、

被ばく線量が一定限度を超えないような活動

を設計することができた。隊長が、ストップ

ウォッチを片手に何度も何度も隊員とシミュ

レーションを重ねた後、現場に出動して行っ

た姿が思い出される。 

こうした事態に際しては、現場の被ばく・

汚染状況に関する可能な限り正確な情報が第

一線で活動する隊員に速やかにもたらされる

仕組みが必須なのである。そして、この仕組

みを用意することは、隊員たちに危険な任務

を命ずる国家が負う当然の責務
．．．．．．．．．．

である。 
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［展示発表 1］ 

 

 一般発表 

遠隔操縦式無人小型舟艇による曳航救助システムの理論と実際 

 

西置賜行政組合消防本部 

情野智一 

 

１.  はじめに 

不測の急激な増水によって可住地等が冠水

した場合、安全な場所への迅速な避難がなによ

りも優先されることとなるが、万が一、避難誘

導が不完全となった場合、配備された水難救助

機器を駆使しての救助活動となる。 

 水難救助活動の特徴として、限られた時間内

に確実に有効な手立てを講じ、更に次の手、次

の手と有効策を講ずべきものである。しかし、

同時広範囲に遭難者が救助を求めた場合は、現

有勢力での対応が極めて劣勢にならざるを得ず、

最も緊急的に対処すべき事案に対し、手段に乏

しい状況に陥ってしまうことが予測される。 

 このようなことから、いかに救助隊員が小勢

に分散して急場のポイントを押さえ、人命の安

全確保ができるかを考えると、小型、軽量、運

搬が容易で常時緊急車両に積載が可能であり、

水際からの発進が瞬時に行え、隊員の足場を確

保しながら遠隔操縦にて浮力性の高い搭乗可能

なアイテムを曳航する舟艇があれば、従来の課

題を解決に導けることから、実験、研究に至っ

たものである。 

 

２.  遠隔操縦システムとは 

 水難救助活動は時間との戦いであり、有人救

助艇が現場に到着するまでの間は空白の時間と

言わざるを得ない。 

 また、救助する側から要救助者までの距離が、

救命具の手投げで対応できないほど離隔される

と、技術的に極めて難しい状況となる。 

 そこで、電波法の規格に適合した免許を要し

ない無線制御システムを搭載した舟艇にて、離

隔された水面上の要救助者の直近まで遠隔制御

により、浮力性の高い救命アイテムを届けるこ

とが極めて有効性の高い手段と考えられる。 

 電波法上活動できる範囲は、日本国内、日本

領海内にて許容される。 

 以前から免許を要しない無線制御システムに

は、周波数（チャンネル）の割り当てがあり、

産業用として３波が割り当てられ、同一の場所

において同時に混信することなく稼働できるシ

ステムは３システムであった。しかし、２．４

ＧＨｚの周波数帯において、自動的に混信を回

避して制御できる新規的なシステムが一般化さ

れたことにより、同一の場所において理論上同

時に約５０艇の活動が可能となった。 

 舟艇の動作の制御としては基本的に、システ

ムの起動と停止、出力の制御、舵の制御の３種

類であるため、操縦は非常に簡単であると言え

る。 

 

 単独で航行する本遠隔操縦式無人小型舟艇 
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３.  舟艇の形状 

 現場の水面は穏やかではない。船体はそれに

耐え得る復原性の高いものでなければならず、

そのためには重心はなるべく低く、波によって

生ずる高低差や水のぶつかりをいなせる形状と

しなければならない。 

 安定性の高さにおいては扁平な双胴船のよう

な形状が実験上良好と言え、転覆の危険性が極

めて低い。潜水艦のようにほぼ潜水した状態で

あれば転覆の問題はなくなるが、迅速な航行の

点や、電波の受信性を考慮すれば後者は不利で

ある。 

 したがって、要求されるポイントとしては、

電波の受信性が良好で、重心が低く、ぶつかっ

てくる波を切り込んで進み、かつ、波の衝撃に

対して堅牢で、大雨の下、強風の下で航行に支

障のない形状が望ましいものとなる。 

 

船体の形状を撮影（写真右は要救助者が搭乗

して曳航するためのレスキューボード。） 

 

４.  舟艇の大きさと重量 

 舟艇の大きさは、常に緊急車両に積載可能で

あるものとして、全長１ｍ前後、全幅０．４ｍ

乃至０．５ｍ、全高０．３ｍ程度が緊急車両の

トランクあるいは収納ボックスに積載しやすい

大きさである。また、重量としては１０ｋｇ乃

至１２ｋｇ程度が隊員にとって持ちやすく、運

搬しやすい重量と言える。 

 現場では地形の良し悪しに左右されることな

く、場所を選ばず積載部から水際へ直ちに着水

させ即時の発進を要するからである。 

 

 普通車両のトランクに積載中の本舟艇 

 

５.  船舶の規制を受けない救助用の道具 

船舶としての規制を受ける要件としては、基

本的に人が乗船するものとされる。 

そのため本システムにおいては船の形はし

ているが、人が乗船するものではないため、船

舶とはみなされない。 

また、人が搭乗したゴムボートやレスキュー

スレッド等をロープ等を用いて曳航しても何ら

規制を受けるものではなく、すなわち船の形を

した道具を用いて救助活動を行うシステムであ

る。 

 

 迅速にゴムボートを曳航する、本遠隔操縦式

無人小型舟艇 

 

６.  制御装置と舟艇の動き 

本システムの制御装置は、重量数百グラムの

箱型の送信機と舟艇の内部に搭載された受信機

により、互いに電波を送受信し舟艇の起動部及
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びスロットルと舵の動きを調整する装置である。 

送信機に付属する調整レバーを操縦者の指

先により動作させ受信機側に伝達するものであ

り、送信機側と受信機側の連動は極めて瞬時の

動きとなる。 

空中を移動する機器の制御と比較すると、強

風、降雨時の機体バランスの制御及び、静止状

態の際の制御を要しないため、簡便である。 

動力装置（エンジン若しくはモーター）の回

転数とプロペラの種類の組み合わせにより、基

本的な速度を設定することができる。比較的軽

量のものを運搬する場合は速度を優先させ、重

量のあるものを曳航する場合は牽曳力を優先さ

せることが可能である。 

 

 

 速力３２．５ノット（時速６０ｋｍ）で単独

航行する本遠隔操縦式無人小型舟艇 

 

 

 比較的水深の浅い場所から発進可能なため、

操縦する側の安全を確保することができる。 

 

７.  活動場所の規制等 

 海岸、港湾、河口、河川における使用の規制

は無い。但し諸事情により立ち入りが規制され

ている区域では、予め当該管理者との協議が必

要となる。 

 小型軽量であるため、断崖や岩場のある海岸、

渓谷の険しい斜面、橋梁上、ビルの屋上等から

水面に吊り下げ投入し、発進することが可能で

ある。 

 

８.  曳航救助法の有用性 

本舟艇にて、いかだ型のレスキュースレッド、

プラットフォーム又は、ボート型のゴムボート、

ＦＲＰボート等を状況に合わせて曳航すると有

効性が高く、特に緊急な場合は救命浮環のみの

牽曳も効果が大きい。 

 緊急車両への積載の容易性と迅速な発進性、

水深の深い場所での水面救助を考慮すればレス
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キュースレッド、プラットフォーム等が適格で

あり、水深が比較的浅く、子供や老人、身体に

障害を持たれる方の救助の場合は、ゴムボート

やＦＲＰボート等が適格と言える。 

 また、従来の技術として、救助隊員が水中を

歩行し人力で要救助者が搭乗したボートを曳く

方法があるが、冠水した市街地の道路はマンホ

ールの蓋が外れている場合や、グレーチングが

外れている場合が多く、深みに足を取られる危

険性が大きい。 

そのような危険を回避する意味でも、本シス

テムは有用性が高いと確信するものである。 

 

 水深３０ｃｍ程度で曳航が可能 

 

要救助者が搭乗したボートを曳航 

（写真の要救助者役は、ベルト式救命胴衣を装

着し訓練中のものである。） 

 

９． まとめ 

 不測の水難事案から生還された方々のテレビ

インタビューを視聴すると、共通点として浮か

び上がって来ることは、たまたま直近に浮力性

の高いものがあったため掴まることができ、危

地を脱したということである。 

 このことから、寸刻を争う水難救助事案には

１秒でも早く浮力性の高いアイテムを要救助者

のもとへ送ることが最も重要であり、それによ

り危地を脱した時点から更に有効な手段を講ず

ることが最良の方法と言える。 

本システムにおいては条件的に不利な場所

でも準備に手間取らず、従来の技術と比較して

圧倒的な速さで発進でき、要救助者直近までの

到着の速さという点で極めて優位に立つもので

あり、しかも遠隔操縦という救助隊員の安全も

確保できることから、極めて有用性が高く、今

までの課題を大きく解決に導けることを確信す

るものである。 

 

１０. 本研究における主な協議先 

総務省総合通信基盤局 

国土交通省海事局 

国土交通省港湾局 

国土交通省水管理・国土保全局 

経済産業省商務情報政策局 

特   許   庁 

 

 本システムの全景（写真右はライフセーバー

が使用している、大人二人乗り程度の浮力のあ

るレスキューボードである。） 

 

（情野智一 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生 617 西置賜行政組合消防署飯豊分署 
TEL: 0238-72-2222）
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［展示発表 1］ 

 

 一般発表 

空気呼吸器の改良について 

 

川越地区消防局 川越北消防署南古谷分署 

斉藤信行、小林由治 

 

1. はじめに 

 近年、社会情勢の変化に伴い、複雑かつ多様

化する災害現場において消防隊員の安全を確保

するため、様々な資器材が使用されています。

その中でも空気呼吸器は隊員の呼吸を保護し、

人命にもかかわる使用頻度の高い資器材の一つ

です。屋内進入時等において面体を着装する際、

安全、迅速かつ効率よく着装することができな

いものかと考案に至りました。 

2. 問題点 

 空気呼吸器本体を着装時、面体はどのように

処理をしていますか。面体ホルダーや首掛けひ

も、ホイッスル等、各隊員によって活動しやす

いと思われる場所で処理をしているのではない

でしょうか。しかし、資機材を準備している時

やロープ結索をしている時に面体が障害になっ

てしまった。面体を着装しようとしたら面体の

中に水が入り込んでしまって着装が遅れてしま

った。また、面体を着装し消防活動を実施して

いる際、水滴や煤、泥などがアイピース部分に

付着し視界不良を起こしてしまった。以上の様

な経験を有している隊員は多いのでないでしょ

うか。 

そこで、空気呼吸器の面体に着目し、面体ホ

ルダーの改良、面体着装時における視界の確保

の 2 項目に関し考案、試作しました。 

3. 構造及び使用方法  

3.1 面体ホルダーの改良について 

 面体を隊員の体に下向きで密着させることで、

活動障害を軽減することができるのではないか

と考案しました。 

 NM30 型の空気呼吸器に取り付けてある面体

ホルダーを流用し、プラスチック製のテープバ

ックルのメス側に長さ 40 ミリメートル、幅 20

ミリメートルのテープで結合。その隙間から長

さ 300 ミリメートル、幅 10 ミリメートルのマジ

ックテープを取り付けました。テープバックル

のオス側には長さ 80 ミリメートル、幅 20 ミリ

メートルのテープとホックを取り付けました。

（写真 1 参照） 

空気呼吸器への取り付け方法は、面体ホルダ

ーを吸気管に取り付け、さらに長さ 300 ミリメ

ートル、幅 10 ミリメートルのマジックテープで

吸気管に固定し、テープバックルメス側を取り

付けます。また、テープバックルのオス側に長

さ 80 ミリメートル、幅 20 ミリメートルのテー

プを取り付け、左わきバンド長さ調整金具のリ

ングに通しホックで固定します。この状態で面

体は隊員の体に密着し活動障害を最小限度に留

めることができます。また、面体着装時には、

テープバックルを離脱することで容易に面体を

着装することができます。（写真 2～7 参照） 

3.2 視界の確保について 

 現在取り付けている、面体保護カバーをディ

スポ的なものに変更することで改善できるでは

ないかと考案しました。 

 アイピースの両端から 20 ミリメートルの位

置に両側 2 箇所、直径 2 ミリメートルの穴を開

け、気密を確保するための O リングを介し、直

径 10 ミリメートル、高さ 5 ミリメートルのフィ

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 15 -



 

ルムを固定するためのポストを取り付けました。

ポストの取り付け穴位置を円の中心から外した

ことで、ポストを回転させると偏芯運動が生じ

ます。これによってポスト間の距離が微妙に変

わります。そこに長さ 320 ミリメートル、幅 90

ミリメートルのフィルムを被せポストを回転さ

せ、フィルムをアイピースに密着させます。さ

らに、両端をセロハンテープで固定し取り付け

完了です。なお、フィルムの透明度が高いため、

数枚フィルムを重ねて使用することが可能です。 

 面体保護カバーを改良したことで、面体を着

装し消防活動中に、水滴や煤、泥などが付着し

視界不良が発生した際、このフィルムを剥がす

ことで容易に視界を確保することができます。 

4. 特徴 

 面体を隊員の体に下向きで密着させることで

活動障害を最小限度に留めることができる。 

 テープバックルを使用することで迅速に面体

を着装することができる。 

 容易に視界を確保することができる。 

5. 終わりに 

 今回試作した面体使用結果は極めて良好であ

りました。今後も継続して研究、改良しさらに

より良いものにしていきたいと考えております。 

 

 
   

写真 1 面体ホルダーの構造 

 

 

写真 2 吸気管の取り付け状況 

 

 

 

写真 3 左わきバンド長さ調整金具の取り付け

状況。 

 

 

 

写真 4 空気吸気の着装状況 
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写真 5 隊員の体に下向きで密着している状況。 

 

 

 

写真 6 面体着装時左わきバンドに長さ調整金

具に残るテープバックルオス側の状況。 

 

 
 

写真７ 面体着装時の吸気管のテープバックル

メス側の状況。 

 

 

 
 

写真 8 ポストの取り付け状況。 

 

 

 

写真 9 フィルムの取り付け状況。 

 

 

 

写真 10 フィルムを 3 枚取り付けた状況。 

 

 （小林由治 〒350-0011 埼玉県川越市大字久下戸 3528 番地 1 
TEL: 049-235-0801 E-mail: minamifuruya@119kawagoetchiku.jp）
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［展示発表 1］ 

 

 一般発表 

レインシートの考案試作について 

 

川越地区消防局 

船橋俊博 

 

1． はじめに 

 平成 3 年の救急救命士制度の発足に伴い  

救急を取り巻く環境の充実が図られています。    

しかし、雨天活動時においては、雨天用の 

資機材があるわけではなく、現在ある資機材を

利用し、活動しています。 

 平成 23年の埼玉県の降水日数は 102日であり

雨天時における活動の割合は決して少なくは 

ありません。雨天時の活動では、傷病者にレス

キューブランケットを掛けたり、傘を差すなど

で対応しているのが現状で、傷病者に不快感を

与えたり、隊員の手がふさがることにより  

転落事故が起きる可能性があります。 

また、ストレッチャー自体が濡れることに 

より、担架やポーターマットまで濡れてしまい

出場準備に時間を要してしまいます。 

 そこで、雨天時に傷病者及びストレッチャー

を雨から保護し、安全に収容できるレインシー

トを考案試作しました。   

 当消防局では、傷病者を搬送する際に、セン

ターブレイク担架の上に、ポーターマットをの

せ使用しています。（写真 1、写真 2） 

 

2． 構造 

 傷病者用レインシートとストレッチャー用 

レインシートの二部構成としました。 

 傷病者用レインシートの使用資機材は、市販

の UV クリアシート、ポーターマット、梯状  

副子の 3 点です。各資機材を取り付けられるよ

うに、それぞれの資機材に 10cm 四方のマジッ

クテープを貼り付けました。（写真 3）   

梯状副子を使って頭部に空間を作ることに

より、圧迫感をなくしました。（写真 4）さらに

透過性のあるシートを使用することで、傷病者

を観察することができるようにしました。 

 ストレッチャー用レインシートの使用資機材

は、市販のロールスクリーン、ハウスパッカー、

マグネットフック、マジックテープ、リングの

5 点です。（写真 5）ロールスクリーンを防水加

工し、ハウスパッカーをネジで取り付け、スト

レッチャー足部側のパイプにワンタッチで脱着

できる構造としました。（写真 6）さらにロール

スクリーンの先端にリングを取り付け、展張 

したロールスクリーンを固定するため、ストレ

ッチャー頭部側にマグネットフックを取り付け

横ずれ防止のためマジックテープで補強しまし

た。（写真 7） 

 

3． 使用方法 

（傷病者用レインシート） 

 傷病者をポーターマットに乗せ、梯状副子を

事前に取り付けた UV クリアシートを被せて、

ポーターマットにマジックテープで取り付けま

す。（写真 8） 

（ストレッチャー用レインシート） 

 ストレッチャー用レインシートをストレッチ

ャー足部側のパイプにワンタッチで取り付け、 

展張したロールスクリーンの先端リングをスト

レッチャー頭部側に取り付けたフックにかけて

覆います。（写真 9）傷病者を搬送してきたら 
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フックからリングをはずすことで、自動的に 

巻き取ることができます。 

 

4． 特長 

(1) 設定が素早く簡単にできる。 

(2) 傷病者及びストレッチャーを雨から保護 

できる。 

(3) 頭部に空間を作ることにより圧迫感がなく 

透過性のあるシートであるため、表情や容体 

変化を容易に観察できる。 

(4) ストレッチャーが濡れないため、出場準備

にかかる時間を短縮できる。 

 

 

 

写真 1 センターブレイク担架 

 

 

写真 3 傷病者用レインシート資機材 

 

 

 

 

 

(5) 隊員が傘を差す動作が不要で、転落事故を

未然に防止できる。 

(6) 雨天時の使用のみではなく、プライバシー 

保護としても活用できる。 

 

5． おわりに 

 今回考案試作しました「レインシート」は  

雨天用資機材として画期的なものであると自負

しております。今後更なる改良を進め、より良

い資機材にしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 
写真 2 ポーターマットをのせた状況 

 

 

写真 4 傷病者用レインシートの設定状況 

 

 

 

 

 

マジックテープ 

ポーターマット 

UV クリアシート 

梯状副子 
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写真 5 ストレッチャー用レインシート資機材 

 

 

写真７ ストレッチャー頭部側の状況 

 

 

写真 9 ストレッチャー用レインシートの状況 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6 パイプに取り付けた状況 

 

 

写真 8 傷病者用レインシートの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロールスクリーン 

リング ハウスパッカー 

マグネットフック マジックテープ 

マグネットフック
マジックテープ 

リング 

ロールスクリーン

頭部側足部側 

足部側 

足部側 頭部側
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構造 1 UV クリアシ―ト 

 

 
構造 3 梯状副子（大サイズ） 

 

 

構造 5 ロールスクリーン展張時 

 

 

 

 
構造 2 ポーターマット裏側 

 

 
構造 4 ロールスクリーン収納時 

足部

腰部

頭部 

220 ㎝ 

120 ㎝ 

梯状副子用 

105 ㎝ 

13 ㎝ 

220 ㎝ 

60 ㎝ 

頭部側

足部側

180 ㎝ 

65 ㎝ 

足部 

腰部 

頭部 

リング 

60 ㎝ 

14cm 

ハウスパッカー（口径 19 ㎜）

（船橋俊博 埼玉県川越市伊勢原町 5 丁目 3 番地 川越西消防署 TEL: 049-231-2066）
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［展示発表 1］ 

 
 一般発表 

ドア開放がもたらす区画内火災性状の変化に関する検証 
 

東京消防庁消防技術安全所装備安全課 

湯浅弘章、佐藤 歩、渡邉茂男 
 

1. 目的 

 区画内火災では、ドアや窓等の主要な開口部が

閉鎖されているにもかかわらず、構造上発生する

隙間や換気設備等の影響で酸素の供給が十分では

ないにしろ続き、酸素不足の火災室内の燃焼が継

続することは珍しいことではない。この検証では、

ある程度の高温を維持した酸欠燃焼時の火災室に

ついて開口部開放後の燃焼性状の変化を調査し

た。この実験結果より、窓の熱破壊や消防隊の開

口部の開放がその後の火災室の燃焼促進にどのよ

うに寄与するかを把握し、消防隊が各現場で確信

を持った消防活動が行えるよう支援することを目

的とした。  

 

2. 実験 

2.1 実験概要 

密閉された単一耐火区画火災室において、大き

さと位置の異なる 3 種類の開口部を 3 種類のタイ

ミングで開放したときの火災室内の熱環境等を測

定した。実験結果より、火災室内の可燃物の総合

的な燃焼の激しさについて比較した。 

2.2 対象区画 

実験は耐火区画火災室を模擬した間口 3.3m 奥

行 3.6m、高さ 2.15m の大きさの単一開口部、単一

区画で行った。壁、天井については軽量気泡コン

クリート製、厚さ 50 ㎜で、内装は全面ステンレス

鋼鈑、厚さ 0.6 ㎜で仕上げている。区画前面には、

幅 1.6ｍ、高さ 1.85ｍの開口部を有し、耐熱ガラ

スで内部が確認可能な両開き扉が備わっている。 

この実験区画は換気口、建物隙間が無く気密性

が高いため、前面の開口部を完全に閉鎖して内部

で可燃物を燃焼させると、酸素不足によりすぐに

消炎し鎮火状態となることを予備実験により確認

している。これを踏まえ、本実験では、区画側壁

から φ114 ㎜の火炎噴射口より区画内に火炎を噴

出する燃焼量 117kW の予混合バーナーを配置し、

開口部を完全に閉鎖した状態においても区画内を

高温、低酸素、燃焼継続状態に保つこととした。 

 

平面図(㎜)

CLNG_OBJCT
バーナー

FLOOR_CN_T
CLNG_BACK

クリブ第一模型（Ａ－２）

CLNG_LEFT CLNG_RIGHT
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正面図（㎜）
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凡例 温度測定点：● 受熱量測定点：○ ガス濃度測定点：▲ 

 

図１ 実験区画と燃焼物の設定、測定内容、測定点の呼称 
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また、区画内には火災室内の可燃物を模擬する

ためにクリブ第一模型（A-2）を一基、縦 1820 ㎜、

横 910 ㎜のラワン合板（厚さ 5.5 ㎜）を 2 枚収納

した。クリブについてはバーナーが発生する火炎

に接炎する位置に配置し、ラワン合板はそれぞれ、

床、側壁に配置した。そしてこれらの可燃物がバ

ーナーの火炎を基点として順次延焼拡大したとき

の区画内の環境を測定した。実験区画と燃焼物の

設定、測定内容、測定点の呼称を図 1 に示す。ま

た、実験で使用した測定機器の詳細を表 1 に示す。 

 

表 1 実験で使用した測定機器 

測定項目 測定機器等 

温度 
名称    ：K 熱電対 
外形寸法   ：素線 0.10mm 

熱流
束 

名称    ：全熱流束計 
測定レンジ ：0-5 kW/㎡ 
出力    ：10mV±1.5mV フルレンジ 
最大非直線性：フルレンジの±2% 
測定精度   ：±3% 
冷却方式    ：水冷 

ガス 
濃度 

名称    ：CO,CO2,O2 ガス分析装置 
測定方式 ：非分散型赤外線吸収法、及び磁気
式（酸素） 
使用測定範囲 ：0-10%（CO）、0-20%（CO2）、

0-25%（O2 ） 
繰り返し性 ：フルスケールの±0.5% 
ドリフト ：ゼロ（フルスケールの±2%/週）、

スパン（フルスケールの±2%/週）
応答速度   ：装置入口より 90%応答 60s 以内
試料採取量 ：約 2L/分 
出力   ：DC0-1V 

その
他 

名称   ：データロガー 
測定速度  ：同時サンプル(FLASH)方式， 

100ms／全点 

 

表 2 実験条件 

開口部の名称と大

きさ 

（開口部正面から見た

ときのポンチ絵、網掛け

は閉鎖部）[㎜]  

温度、熱流束測定点 

開口因子：A√H=3.86 

1800×1800 

（吐き出し窓を想定） 

 

 

開口因子：A√H=1.93 

1800×900 

(片開きドアを想定) 

 

 

開口因子：A√H=0.68

900×900 

（腰高窓を想定） 

常時開放 実験１ 実験４ 実験７ 

点火６分で開放 実験２ 実験５  

点火１１分で開放 実験３ 実験６ 実験８ 

 

ラワン合板 

 

2.3 実験条件  

 開口部の大きさと開放時期に注目した実験条件

を表 2 に示す。表中の開放までの時間については、

予備実験において一酸化炭素の時系列濃度履歴に

注目し、爆発下限界の濃度 12.5%近傍を上限の基

準として設定した。その結果、閉鎖区画内を予混

合バーナーで加熱し、5 分もしくは 10 分後にバー

ナーを停止、1 分後にドアを開放することとした。

開口部については、開口部の面積、及び中性帯に

対する開口部の高さを変化させることで、新鮮空

気の流入量が変化することを期待した。 

 
3. 実験結果 

3.1 各開口部の基本的な特徴 

3.1.1 目視による観察 

実験 1、実験 4、実験 7 は各開口部の設定におい

て始めから開放した状態で内部の可燃物を燃焼さ

せたものであり、各開口部が区画内の燃焼性状に

与える影響についてそれぞれの基本的な特徴を捉

えることができると考えられる。 

掃き出し窓を想定した実験 1 は、まずクリブか

ら大きく炎が立ち上り、正面側壁に立てた合板上

部が接炎して 2 次的に延焼した。床面の合板は、

クリブや正面側壁に立てた合板の激しい燃焼によ

り、接炎することなく輻射熱等により 3 次的に延

焼した。床面の合板が燃焼した後が最も燃焼が激

しく、天井全面に炎が這い、開口部から溢れるよ

うに炎が噴出する様子が確認された。区画内は上

層の煙層とクリアな下層に分かれたが、開口部が

大きかったことから、煙層が大きく下降すること

も無く、内部の様子が常に目視で確認できた。写

真 1 に各可燃物の燃焼がリレーする様子を示す。 

 

写真 1 各可燃物の燃焼がリレーする様子 

 

片開きドアを想定した実験 4 についても、実験

1 同様、順次延焼拡大した。しかし、実験 1 と比

較し、床面の合板に着火する時間が若干遅かった。

また開口部が小さくなった影響で、最盛期には煙

層が床面付近まで下降し、区画内全体が炎に包ま

れると共に開口部から炎が噴出する様子が確認さ

点火後 30 秒    2 分 00 秒     3 分 30 秒  
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れた。写真 2 に各可燃物の燃焼がリレーする様子

を示す。 

 

写真 2 各可燃物の燃焼がリレーする様子 

 

腰高窓を想定した実験 7 は、実験 1 同様、順次

延焼拡大したものの、床面の合板に着火するまで

非常に時間がかかった。クリブから炎が立ち上が

るものの、まもなく勢いが衰えるとともに、区画

全体が黒煙で満たされてしまい、内部の様子はほ

とんど目視で確認できなくなった。正面側壁に立

てた合板に着火したタイミングで黒煙内にオレン

ジ色の炎がわずかに確認され、床面の合板に着火

した後、徐々に区画内全体に炎が確認されるよう

になった。開口部から炎が噴出することは全く無

かった。写真 3 に各可燃物の燃焼がリレーする様

子を示す。 

 

写真 3 各可燃物の燃焼がリレーする様子 

 

なお、実験 1、実験 4、実験 7 について、各可燃

物が着火して最終的に床面合板に着火するまでの

時間について目視で確認した結果をグラフ 1 に示

す。これより、開口部が小さくなるにつれて床面

合板に着火するまでの時間が長くなることが確認

された。開口部が小さいほど新鮮空気の区画への

取り込みが阻まれ、クリブや正面側壁に立てた合

板の効率的な燃焼が抑制され、大きな炎が継続的

に立ち上がらないことが輻射熱等による床面の受

熱量の増加に影響し、床面合板に着火するまでの

時間が長くなることが推察される。 

3.1.2 区画内温度と解析結果 

グラフ 2 に各実験における開口部開放後の天井

中心(CLNG_CENTR)の温度履歴を、グラフ 3 に床

面から 0.67m の位置(CNR_H=0.67)の開口部開放

後の温度履歴を示す。 
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グラフ 1 着火時間 グラフ 2 CLNG_CENTR グラフ 3 CNR_H=0.67  

 

グラフ 2 を見ると、実験 1 と実験 4 は同じよう

な最高温度を示している。実験７は低めの温度推

移を長時間維持している。グラフ 3 を見ると、実

験４が最も高い最高温度を示しており、最盛期に

煙層が床面付近まで下降し、区画内全体が炎に包

まれていたことと一致する。実験 1 では常に上層

の煙層とクリアな下層に分かれていたため、床面

から 0.67m の位置の温度履歴も低めに推移してい

るものの、最盛期では一時的に区画全体が高温に

なることが確認できる。実験 7 については継続的

な温度上昇が確認できる。区画全体が常に黒煙で

満たされていたことから、開口部が小さいため区

画内に篭った熱が天井から床へ拡散することで区

画内が徐々に均一な温度分布になっていくことが

推察される。 

ここで、各測定点で観測された最高温度が高い

実験条件ほど最大燃焼時の燃焼が激しいと仮定す

る。グラフ 2 とグラフ 3 の各実験条件における最

高温度の序列の傾向は同じであることから、いず

れの測定点においても最盛期近傍における最高温

度の序列に関して一定の傾向を示す可能性があ

る。表 3 に各実験における区画内全温度測定点（正

面側壁に立てた合板の崩壊に直接影響を受ける測

定点 FLOOR_CN_T は除いた 13 点）について、実

験中に観測した最高温度に関する基本統計量を示

す。表 3 より、最盛期近傍では区画内全体が比較

的均一に高温環境下となっており、序列に関して

もグラフ 2、3 と同様の傾向を示している。よって、

点火後 30 秒    2 分 00 秒     3 分 30 秒  

点火後 30 秒   2 分 00 秒      5 分 30 秒 
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これらの各測定点を総合的に捉えることで各実験

の最大燃焼時における燃焼の激しさの傾向が比較

できると考える。以後、各測定点において観測さ

れた最高温度の算術平均を各実験における区画内

全体の最大燃焼時の燃焼の激しさを示す代表値と

して使用する。 

 

表 3 最高温度に関する基本統計量（n=13） 

 実験 1 実験 4 実験 7 
最大値 [℃] 1001 1050 877 
最小値 [℃] 784 789 686 
算術平均[℃] 907 941 798 
中央値 [℃] 919 939 814 
標準偏差 67.89 64.96 57.34 

 

グラフ 4 に、実験 1、実験 4、実験 7 について、

最高温度に関する算術平均（最大燃焼時における

燃焼の激しさを示す代表値）を示す。グラフ 4 に

おいて、実験 1 と実験 4 を比較すると、わずかで

はあるが実験 4 のほうが温度が高い。区画内全体

の燃焼を考えた場合、実験 4 のほうが燃焼が激し

かったことが推察される。また実験 1、実験 4 と

比較すると実験 7 は温度が低めであり、最大燃焼

時の区画内の燃焼は比較的穏やかであったことが

読み取れる。 

次に、各測定地点の最高温度に至る時間に注目

する。表 4 に表 3 で用いた測定点について、最高

温度に至る時間に関する基本統計量を示す。  

表 4 より、標準偏差がおよそ 1 分程度あること

から、各測定地点が区画内の燃焼性状によりそれ

ぞれ局所的な影響を受け、順次最高温度を観測し

ていることが推察される。 

 

表 4 最高温度に至る時間に関する基本統計量（n=13） 

  実験 1 実験 4 実験 7
最大値[s] 377 398 556
最小値[s] 172 256 289
算術平[s] 303 334 487
中央値[s] 323 367 509
標準偏差 64.43 53.70 77.69

 

グラフ 5 に表 4 で示した各実験の最高温度に至

る時間に関する算術平均を示す。グラフ 5 におい

て、実験 1 と実験 4 を比較すると、わずかではあ

るが実験 1 のほうが時間が早い。また実験 1、実

験 4 と比較すると実験 7 はかなり時間がかかって

いる。なお、これらの結果は、床面合板に着火す

るまでの時間について目視で確認した傾向（グラ

フ 1）に一致している。 

消防隊にとっては、開口部の開放状況によりど

の程度火災が大きくなり、どのようなスピードで

火災が進展するのかを把握することは双方とも重

要であり、両方の概念を含んだ値を総合的な燃焼

の激しさを示す代表値として使用できればより便

利である。ここではこの代表値について考える。

例えば、ある測定地点において短時間で最高温度

に達する実験条件は、同じ温度に達するまでに膨

大な時間がかかる実験条件と比較して、区画内の

火災成長速度は速いと言える。ただし、表 4 のと

おり、それぞれの計測地点が最高温度を観測した

時間は区画内の気流の影響や可燃物の燃え広がる

順番等によりある程度の幅を持っていることか

ら、測定点ごとに「最高温度／経過時間」を考え

る。これを各測定点の位置における総合的な燃焼

の激しさを示す代表値と定義し、この値が大きい

ほど総合的な燃焼が激しいと仮定する。表 5 に表

3 で用いた測定点について、総合的な燃焼の激し

さを示す代表値に関する基本統計量を示す。なお、

この操作により、特に重要な温度の高低が失われ

てしまうが、グラフ 4 に示すとおりいずれの実験

条件についても著しく低い温度ではないことか

ら、火災を想定した燃焼の激しさとしての意味は

失わないと考える。 

 

表 5 総合的な燃焼の激しさに関する基本統計量（n=13） 

 実験1 実験4 実験7 
最大値 [℃/s] 5.48 3.89 2.97 
最小値 [℃/s] 2.34 2.28 1.31 
算術平均[℃/s] 3.15 2.89 1.70 
中央値 [℃/s] 3.05 2.70 1.57 
標準偏差 0.82 0.52 0.43 

 

この各測定点における総合的な燃焼の激しさを
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示す代表値の算術平均について t 検定を行い、各

実験について差が無いという帰無仮説を棄却でき

るかについて検討した。その結果を表 6 に示す。 

 

表 6 t 検定結果 

 実験1と実験4 実験4と験7 実験1と験7
t値 0.96 6.37 5.65 
p値 0.35 1×10-6 2×10-05 

 

t 検定では、実験 1 と実験 4 は片側有意水準 5％

においても帰無仮説を棄却できず、有意な差とは

いえないが、実験 4 と実験 7、実験 1 と実験 7 に

ついては片側有意水準 0.1％においても帰無仮説

は棄却され、明らかに有意な差があると判断され

る。目視による観察や温度測定履歴は、実験 1 と

実験 4 は比較的似た様な激しい燃焼性状を示した

ものの、実験 7 は明らかに違う穏やかな印象をう

けた。これより、測定点ごとに「最高温度／経過

時間」を考えたとき、この平均を各実験条件にお

ける総合的な燃焼の激しさを示す代表値して使用

することは有効であると考えられる。グラフ 6 に、

実験 1、実験 4、実験 7 について、「最高温度／経

過時間」（総合的な燃焼の激しさを示す代表値）

を示す。 
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グラフ 4 最高温度 グラフ 5 時間 グラフ 6 燃焼の激しさ 

 

グラフ 6 より、吐き出し窓や片開きドアが開放

されている場合は室内内部はどちらもよく燃え、

これらの差も小さいが、腰高窓が開放されている

場合は前 2 ケースと比較すると燃焼が緩慢である

と言うことができる。 

3.2 酸欠燃焼について 

3.2.1 目視による観察 

酸欠燃焼時、点火から開口部開放までは、いず

れの実験においても全て同じ様子が確認された。

バーナー点火後、クリブから大きく炎が立ち上が

るところまでは開口部を始めから開放していた場

合と全く同じである。その後炎が天井に到達する

とまもなく勢いが衰えるとともに煙層が下がり始

め、床面まで達する。以後、耐熱ガラス越しに観

察する限り、黒煙が区画内を満たしていること以

外炎等は一切確認できない状態が続く。写真 4 に

煙層が下がり始めた区画内の様子を示す 

  

    写真 4 煙層が下がり始めた区画内の様子 

 

3.2.2 区画内温度 

グラフ 7 に実験 2、3、5、6、8 における天井中

央（CLNG_CENTR）での開口部開放直前までの温

度履歴を、グラフ 8 に同実験における床面から

0.67m の位置の測定点（CNR_H=0.67）での開口部

開放直前までの温度履歴を示す。 
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グラフ 7 CLNG_CENTR グラフ 8 CNR_H=0.67 

 

いずれの実験においても区画内は上部で 300

度、下部 200 度程度で推移しており、比較的上下

に均一な熱環境である。 

3.2.3 区画内ガス濃度 

区画内の各ガス濃度については一酸化炭素と酸

素濃度に注目する。炎に接していない床面から

0.67m の位置の測定点が区画内の環境をよく特徴

付けると考えられる。床面から 0.67m の位置の測

定点について、グラフ 9 から 11 に一酸化炭素濃度

を、グラフ 12 から 14 に酸素濃度を開口部開放時

間別に示す。一酸化炭素濃度については、開放直

点火後 50 秒   1 分 00 秒     1 分 10 秒 
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前の区画内一酸化炭素濃度が 10％から 11％まで

上昇する。開口部開放後に大きく下降し、以降、

上昇することはない。酸素濃度については、ほぼ

0％まで減少し、その後開口部開放後に一時的に上

昇する。 
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グラフ 9 始めから開放 グラフ 10 ６分で開放 グラフ 11 11 分で開放 
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グラフ 12 始めから開放 グラフ 13 ６分で開放 グラフ 14 11 分で開放 

 

3.3 酸欠燃焼時間の長さによる比較 

次に、それぞれの開口部について、酸欠燃焼の

有無、もしくは酸欠燃焼時間の長さが開口部開放

後の燃焼性状に与える影響に注目して比較する。 

3.3.1 目視による観察 

掃き出し窓を想定した実験 1、実験 2、実験 3

に注目すると、始めから開放した状態で内部の可

燃物を燃焼させた実験 1 と比較し、点火 6 分後に

開口部を開放した実験 2 のほうが、更に点火 11

分後に開口部を開放した実験 3 のほうが、あきら

かに開口部解放後のクリブ、側壁合板、床面合板

への延焼速度が速く、燃焼自体も激しく感じられ

た。実験 1、実験 2、実験 3 について、開口部開放

後から各可燃物が着火して最終的に床面合板に着

火するまでの時間について目視で確認した結果を

グラフ 17 に示す。グラフ 17 より、酸欠燃焼後に

開口部を開放した方が、また酸欠燃焼時間が長い

ほうが床面合板に着火するまでの時間が短い。理

由として、酸欠燃焼時間が長いほうが区画内可燃

物の熱分解がより進むため、開口部開放後に各可

燃物がより効率的に燃焼すること、酸欠燃焼時間

が長いほうがその間の熱量を区画に蓄えており、

開放後の燃焼に寄与する等が推察される。 

実験 2 では床面合板に着火後、煙層が床面付近

まで下降し、開口部から炎が渦巻くように噴出す

る様子が確認された。実験 3 においては開口部開

放とともに小規模な爆発的燃焼と開口部からの火

炎の吹き出しが確認され、その後一息入れてクリ

ブと側壁合板が同時に炎を上げて激しく燃焼を始

めたことが特徴的であった。この小規模な爆発的

燃焼は、区画内に充満した可燃性ガスが開口部解

放後流入した酸素と結合し一気に燃え尽きる現象

であると推察される。写真 5 に実験 3 における小

規模な爆発的燃焼とその後のクリブ、合板の一斉

着火を示す。 

 

写真 5 掃き出し窓開放後の爆発的燃焼とその後の一斉着火 

 

片開きドアを想定した実験 4、実験 5、実験 6

についてもおおむね同様の傾向を示し、始めから

開放した状態で内部の可燃物を燃焼させた実験 4

と比較し、点火 6 分後に開口部を開放した実験 5

のほうが、更に点火 11 分後に開口部を開放した実

験 6 のほうが、あきらかに開口部解放後のクリブ、

側壁合板、床面合板への延焼速度が速く、燃焼自

体も激しく感じられた。実験 4、実験 5、実験 6

について、開口部開放後から各可燃物が着火して

最終的に床面合板に着火するまでの時間について

目視で確認した結果をグラフ 18 に示す。 

実験 5、実験 6 共に、床面合板に着火してから

は区画全体が炎に包まれ、開口部全体から渦巻く

ように炎が噴出した。実験 6 においては実験 3 ほ

どではないものの、開口部開放とともに小規模な

爆発的燃焼と開口部からの火炎の噴出が確認さ

れ、直後にクリブと側壁合板が同時に炎を上げて

燃焼を始めたことが特徴的であった。写真 6 に実

点火後 11 分 08 秒      11 分 28 秒 
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験 6 における小規模な爆発的燃焼とその後のクリ

ブ、合板の一斉着火を示す。 

 

写真 6 片開きドア開放後の爆発的燃焼とその後の一斉着火 

 

腰高窓を想定した実験 7、実験 8 についても同

様で、始めから開放した状態で内部の可燃物を燃

焼させた実験 7 と比較し、点火 11 分後に開口部を

開放した実験 8 のほうが、開口部開放後のクリブ、

側壁合板、床面合板への延焼速度が速く、燃焼自

体も激しく感じられた。実験 8 については床面合

板に着火後、長い間区画全体が炎に包まれた。実

験 7、実験 8 について、開口部開放後から各可燃

物が着火して最終的に床面合板に着火するまでの

時間について目視で確認した結果をグラフ 19 に

示す。 
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グラフ 17 掃き出し窓 グラフ 18 片開きドア グラフ 19 腰高窓  

 

3.3.2 開口部正面の受熱量と解析結果 

同じ種類の開口部について、酸欠燃焼の有無、

もしくは酸欠燃焼時間の長さが開口部開放後の燃

焼性状に与える影響を比較する場合は、開口部正

面の受熱量に注目するのが最も良いと考えられ

る。開口部から発する熱放射は区画内の燃焼状況

の総合的な結果であると共に、開口部を開放する

消防隊員が受ける熱的影響、視覚的印象そのもの

であると考えられる。 

よって、本稿 3.1.2 項における考え方に従い、

温度に代わり受熱量に注目し、開口部正面で観測

された最大受熱量と最大受熱量に至るまでの時間

から総合的な燃焼の激しさを示す代表値を示し、

これを比較する。 

グラフ 20 からグラフ 22 に各実験における開放

部開放後からの開口部正面の受熱量の履歴の比較

を示す。グラフ 20 からグラフ 22 を見ると、いず

れの開口部においても、始めから開放した条件と

比較し、点火 6 分後に開口部を開放したほうが、

更に点火 11 分後に開口部を開放したほうが、あき

らかに受熱量の立ち上がり方が早い。なお、グラ

フ 20、21 において開口部開放直後に受熱量が一旦

大きく上昇しているが、これは開口部開放ととも

に発生した小規模な爆発的燃焼と開口部からの火

炎の噴出を捉えたものである。 
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グラフ 20 掃き出し窓 グラフ 21 片開きドア  グラフ 22 腰高窓  

 

グラフ 20 からグラフ 22 をもとに、開口部ごと

の最大受熱量（最大燃焼時における燃焼の激しさ

を示す代表値）の比較をグラフ 23 からグラフ 25

に示す。 
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グラフ 23 掃き出し窓 グラフ 24 片開きドア  グラフ 25 腰高窓  

 

グラフ 23 からグラフ 25 を見ると、掃き出し窓

のみ、酸欠燃焼時間が長いほど最大受熱量が大き

くなっているが、それ以外の開口部ではわずかで

はあるものの逆の傾向がある。開口部が小さくな

ると解放後の急激な換気による新鮮空気の取り入

れに難が生じている可能性がある。次に、グラフ

26 からグラフ 28 に開口部ごとの最大受熱量に至

る時間を示す。グラフ 26 からグラフ 28 を見ると、

いずれの開口部においても、酸欠燃焼時間が長い

点火後 11 分 10 秒      11 分 30 秒 
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ほど最大受熱量に至る時間が短かい。なお、これ

らの結果は、床面合板に着火するまでの時間につ

いて目視で確認した傾向（グラフ 17 からグラフ

19）に一致している。 

最後に、各開口部について、「最大受熱量／経

過時間」（総合的な燃焼の激しさを示す代表値）

をグラフ 29 からグラフ 31 に示す。グラフ 29 から

グラフ 31 を見ると、同じ開口部であれば、始めか

ら開口部を開放していた時の燃焼と比較し、酸欠

燃焼後に開口部を開放した方が、また酸欠燃焼時

間が長いほうが、その後の総合的な燃焼の激しさ

が大きくなる傾向であった。これらの結果は、目

視で確認した印象とも一致していると感じられ

る。 
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グラフ 26 掃き出し窓 グラフ 27 片開きドア  グラフ 28 腰高窓 
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グラフ 29 掃き出し窓 グラフ 30 片開きドア  グラフ 31 腰高窓 

 

3.4 酸欠燃焼時における開口部の種類による比較 

次に、酸欠燃焼時間（開口部開放までの時間）

の長さが同じであったとき、開口部の種類が開口

部開放後の燃焼性状に与える影響に注目して比較

する。 

3.4.1 目視による観察 

点火 6 分後に開口部を開放した実験 2、実験 5

に注目すると、掃き出し窓を想定した実験 2 は、

片開きドアを想定した実験 5 と比較し、開口部解

放後のクリブ、側壁合板、床面合板への延焼速度

が速く、燃焼自体も激しく感じられた。実験 2、

実験 5 について、各可燃物が着火して最終的に床

面合板に着火するまでの時間について目視で確認

した結果をグラフ 32 に示す。 

同様に、点火 11 分後に開口部を開放した実験 3、

実験 6、実験 8 に注目すると、掃き出し窓を想定

した実験 3 と、片開きドアを想定した実験 6 につ

いては床面に着火するまでの時間についてはそれ

ほど大きな差が感じられなかった。しかし、実験

3 のほうが開口部解放後の燃焼が激しいような印

象を受けた。また、腰高窓を想定した実験 8 は実

験 3、実験 6 と比較してあきらかに開口部解放後

のクリブ、側壁合板、床面合板への延焼速度が遅

く、燃焼自体も鈍く感じられた。実験 3、実験 6、

実験 8 について、各可燃物が着火して最終的に床

面合板に着火するまでの時間について目視で確認

した結果をグラフ 33 に示す。 
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グラフ 32 6 分で開放 グラフ 33 11 分で開放 

 

これより、開口部が小さくなるにつれて床面に

着火するまでの時間が長くなる傾向が確認され

た。開口部が小さいほど新鮮空気の区画への取り

込みが阻まれ、クリブや正面合板の効率的な燃焼

が抑制されることから、大きな炎が継続的に立ち

上がらないことが輻射熱等による床面の受熱量の

増加に影響し、床面合板に着火するまでの時間が

長くなったことが推察される。 

3.4.2 区画内温度と解析結果 

本稿 3.1.2 項における考え方に従い、区画内の

各測定点で観測された最大温度と最高温度に至る

までの時間から総合的な燃焼の激しさを示す代表

値を示し、これを比較する。 

グラフ 34、35 に各開放時間における天井中心の

開口部開放後の温度履歴を、グラフ 36、37 に各開

放時間における床面から 0.67m の位置の開口部開
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放後の温度履歴を、表 7 に表 3 で用いた測定点に

ついて、実験中に観測した最高温度に関する基本

統計量を示す。 
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グラフ 34 6 分で開放 グラフ 35 11 分で開放  
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グラフ 36 6 分で開放 グラフ 37 11 分で開放 

 

表 7 最高温度に関する基本統計量（n=13） 

 実験 2 実験 3 実験 5 実験 6 実験 8
最大値[℃] 996 10956 949 932 818 
最小値[℃] 739 766 766 739 632 
算術平[℃] 888 911 882 865 745 
中央値[℃] 890 922 894 873 766 
標準偏差 80.12 89.92 47.53 50.17 56.51

 

さらに、表 7 を基に、開放時間ごとの各測定点

の最高温度に関する算術平均（最大燃焼時におけ

る燃焼の激しさを示す代表値）についてグラフ

38、39 に示す。  
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グラフ 38 において、6 分で開放した場合は、最

高温度にほとんど差がない。グラフ 39 において、

11 分で開放した場合は、開放する開口部が小さい

ほど最高温度が低くなる結果となった。  

次に、各測定地点の最高温度に至る時間に注目

する。表 8 に表 3 で用いた測定点について、最高

温度に至る時間に関する基本統計量を、グラフ

40、41 に表 8 で示した各実験の最高温度に至る時

間に関する算術平均を示す。  

 

表 8 最高温度に至る時間に関する基本統計量（n=13） 

 実験 2 実験 3 実験 5 実験 6 実験 8
最大値[s] 229 145 248 156 313 
最小値[s] 98 44 150 38 73 
算術平[s] 155 88 198 105 231 
中央値[s] 140 82 178 113 263 
標準偏差 39.59 30.55 36.87 41.31 74.66

 

グラフ 40、41 を比較すると、いずれも開口部が

小さくなるにつれて最高温度に到達するまでの時

間が長くなる。なお、これらの結果は、床面合板

に着火するまでの時間について目視で確認した傾

向（グラフ 32、33）に一致している。  
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最後に、各実験条件における総合的な燃焼の激

しさを示す代表値として、測定点ごとに「最高温

度／経過時間」を考える。表 9 に表 3 で用いた測

定点について、総合的な燃焼の激しさを示す代表

値に関する基本統計量を示す。 

 

表 9 総合的な燃焼の激しさに関する基本統計量（n=13） 

 実験 2 実験 3 実験 5 実験 6 実験 8
最大値[℃/s] 9.54 18.11 5.54 22.3 10.84
最小値[℃/s] 4.02 5.76 3.49 5.71 2.14
算術平均[℃/s] 6.10 11.58 4.57 10.10 3.84
中央値[℃/s] 5.86 10.78 4.53 7.63 2.70

標準偏差 1.79 3.97 0.77 5.57 2.33

 

この各測定点における総合的な燃焼の激しさを

示す代表値の算術平均について t 検定を行い、各

実験について差が無いという帰無仮説を棄却でき

るかについて検討した。その結果を表 10 に示す。

グラフ 38 6 分で開放 グラフ 39 11 分で開放

グラフ 40 6 分で開放 グラフ 41 11 分で開放
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t 検定では、実験 2 と実験 5 は片側有意水準 5％に

おいて帰無仮説は棄却され、有意な差があると判

断できる。実験 3 と実験 6 については、片側有意

水準 5％においても帰無仮説は棄却されず、有意

な差があるとはいえない。実験 3 と実験 8、実験 6

と実験 8 ついては片側有意水準 0.1％もしくは 1％

において帰無仮説は棄却され、明らかに有意な差

があると判断される。 

 

表 10 t 検定結果 

 実験2と実験5 実験3と実験6 実験3と実験8 実験6と実験8

t値 2.84 0.78 6.06 3.73 
p値 0.01 0.44 7×10-06 0.002 

 

目視による観察や温度測定履歴は、実験 2 と実

験 5、実験 3 と実験 6 は比較的似た様な燃焼性状

を示したものの、その他は明らかに違う印象をう

けたことから、本結果とも概ね一致している。グ

ラフ 42、43 に、「最高温度／経過時間」（総合的

な燃焼の激しさを示す代表値）を示す。 
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グラフ 42、43 より、酸欠燃焼後に開口部を開放

する場合は、吐き出し窓を開放したときがその後

の室内は最もよく燃え、これと比較すると若干劣

るものの片開きドアを開放した場合もよく燃え

る。しかし腰高窓を開放する場合は前者と比較し

明らかにその後の燃焼が緩慢であると言うことが

できる。 

 

4. 開口因子による整理 

最後に、今まで述べてきた各実験結果について、

最高温度から導く総合的な燃焼の激しさを示す代

表値を開口因子（A√H：A は開口面積、H は開口

高さ）で整理し、開口部開放時間ごとの最小自乗

法による単回帰分析結果と共にまとめると、グラ

フ 44 の様に示すことができる。 
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グラフ 44 開口因子による整理 

5. まとめ 

この検証では、ある程度の高温を維持した酸欠

燃焼時の火災室について、開口部開放後の燃焼性

状の変化を調査した。 

実験の結果、以下の現象を確認した。 

・同じ開口部であれば、始めから開口部を開放し

ていた時の燃焼と比較し、酸欠燃焼後に開口部を

開放した方が、また酸欠燃焼時間が長いほうが、

その後の燃焼は激しかった。 

・酸欠燃焼後に開放する開口部は、大きいほどそ

の後の燃焼が激しかった。 

・高温を維持した火災室内で、ある程度以上酸欠

燃焼時間が長く、開放する開口部が大きいと、通

常の開放後の燃焼に先行して小規模な爆発的燃焼

が発生することもあった。 

これらの結果より、消防隊は、開口部開放後の

劇的な燃焼促進に注意するとともに、早期の火災

対応と、開口部を小さく開放することで、より安

全に活動できる可能性が推察された。特に、吐き

出し窓、片開きドアの開放と比較し、腰高窓を開

放する場合は前者より明らかにその後の燃焼が緩

慢であると言う事ができる。 

（2.00）  (1.23) 

（1.93）       (2.93) 

80.02 =R  
61.2ˆ =σ

50.0ˆ =σ
79.02 =R

グラフ 42 6 分で開放 グラフ 43 11 分で開放

（湯浅弘章 〒151-0072 東京都渋谷区幡

ヶ谷 1-13-20 東京消防庁消防技術安全所  
TEL: 03-3466-1515）
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［展示発表 1］ 

 

 消防研究センター研究報告 

市街地における同時多発火災対応訓練シミュレーターの開発 

 

消防研究センター、1)京都市消防局、2)東京理科大学 

細川直史、座間信作、遠藤 真、 

新井場公徳、高梨健一、杉井完治 1)、関澤 愛 2)
 

 

はじめに 

 発生が危惧されている首都直下地震などの大

規模地震では、大きな揺れとそれによる建物の

倒壊や液状化などの被害が想定されている [1,2]。

地震発生後に同時多発する火災の発生件数につ

いては、その地域を管轄する消防の部隊数を上

回る可能性があり、さらに、消防車両が火災現

場に駆け付けるための道路の閉塞や消防水利の

不足など、消火活動を阻害する要因が震災時に

は多く存在する。さらに、たとえ現場経験が豊

富な消防職員であっても、同時多発かつ大規模

な市街地炎上火災に対応した経験者は少ないと

いう課題もある。このような困難な状況におい

ても、消防は、人命や財産を守るという使命の

もと、決して十分とはいえない消防力で対応し

なければならない。  

 そこで、消防研究センターでは、消防力の効

率的な運用に資する消防活動支援情報を提供す

ることを目的として、延焼予測シュミレーショ

ンと消防力運用シミュレーションから成る消防

力運用支援に関する研究開発を行っている。本

稿では、この延焼予測シュミレーションを応用

した同時多発火災対応訓練シミュレーターにつ

いて報告する。 

 

延焼予測シミュレーションの概要 [3] 

 本システムは、市街地における建物間の距離、

風向や風速などの条件から、火災発生から一定

時間後の延焼状況を予測することが可能なシス

テムであり、主な特徴は以下のとおりである。 

1) 都市計画図や住宅地図の建物データを活

用して延焼予測が可能である。隣接建物へ

の延焼に寄与する木造家屋と、そうでない

耐火造建物の設定が可能となっている。 

2) 延焼予測結果が即時に出力可能である。図

1 に示すように、延焼経路を事前計算によ

り求めておくことで高速化をはかってい

る。それにより、延焼予測の開始後に速や

かに結果を出力可能で、システムを使った

対話的な訓練が可能となる。  

3) 出火点を複数設定可能であり、震災時の同

時多発火災の発生を想定した延焼予測が

可能である。  

4) 消防力投入を示す延焼阻止線の入力が可

能で、消防力の効果を可視化・評価できる。 

5) 火災延焼範囲の周囲長に基づき、消火に必

要な部隊数の算定が可能である。 

 

図 1 建物データと延焼経路の表示 

耐 火 造 建 物

（青色） 

木造建物（緑色）

延 焼 経 路

（実線） 

延焼経路として設定

されていない耐火造

建物からの経路（灰色

の破線） 

屋内での火災の

進展をモデル化

する屋内延焼経

路（破線） 
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 図 2 に、システムの画面構成を示す。(a)は延

焼予測が可能な範囲の全体地図と出火点の分

布を表示するウインドウ、(b)は出火点数や風速

などのパラメータの設定ウインドウ、(c)は予測

結果の表示ウインドウを示す。 

 

図 2 システムの画面構成 

 

延焼予測の実行例 

 図 3～図 8 は、以下の条件でおこなった延焼

予測結果を、1 時間ごとに示したものである（シ

スムとしては、10 分間隔で表示可能である）。 

①出火件数：1 件、②風速：11m/s、風向：北

西、③予測時間：6 時間、１家屋の焼け落ち

時間は 60 分 (焼け落ち後は延焼しない) 

炎上中の建物と焼け落ちた建物は、それぞれ図

5 で示すように色分け表示され、時間ごとに、

どの方向への延焼が進んでいるかを可視化可能

である。 

 

図 3 出火家屋の表示 

 

図 4 1 時間後 

 

図 5 2 時間後 

 

図 6 4 時間後 

出火家屋 

炎上中の建

物（赤色）

焼け落ちた

建物（灰色）

(a) 

(b) 

(c) 

風向 
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図 7 5 時間後 

 

 5 時間後（図 7）の状況は、北方向への延焼は、

道路などの空地による焼け止まり、南側への延

焼範囲が赤く表されて、南方向への延焼が進ん

でいることを示している。 

 図 8（6 時間後）の場合は、延焼経路を延焼家

屋と同時に表示したもので、炎上中の建物が、

どの経路から延焼に至ったかを見ることが出来

る。特に、図 8 中に矢印で示した延焼経路は、1

棟からの延焼がその後の数十棟の延焼に進展し

ており、延焼阻止を行う場合において、防御す

べき重要箇所を示している。 

 

 

図 8 6 時間後（延焼経路を表示） 

 

 図 9 は、消防活動を行った場合を想定して、

図 8 で示した場所に延焼阻止線を設定し、消防

力を投入した結果について、シミュレーション

を実行した結果である。図 8 と比較して、破線

で示すエリアの延焼阻止の効果が確認できる。 

 

図 9 延焼阻止線の効果（6 時間後の表示） 

 

同時多発火災の延焼予測 

 図 10 の予測結果は、12 箇所の出火点を設定

し、北西の風、風速 14m/s、出火出荷後 8 時間

後の延焼状況を表示したものであるが、同じ時

刻に出火した場合であっても、市街地特性によ

って、各出火による延焼範囲は異なっているこ

とがわかる。これらの結果から、数時間後の延

焼危険の評価が可能であり、優先的に部隊配備

すべき火災の選定や必要部隊数の検討に利用す

ることが可能である。 

 

ユーザインタフェースの開発 

 延焼シミュレーションを、地震後の同時多発

火災の評価や、消防部隊の配備の検討に活用し

てもらえるように、電子ペンと短焦点型液晶プ

ロジェクターを活用した、操作用のインタフェ

ースの開発(図 11)を行っている。マウスによる

クリックやドラッグ操作を、電子ペンで実行で

きるようにしたもので、延焼阻止線設定などに

求められる精度の高い座標入力と、机上へ投影

した地図画面への操作を可能としている。 

6 時 間 の 段 階

で、延焼が阻止

された範囲（シ

ス テ ム 上 は 表

示されない） 

延焼阻止線

道路などの空地によ

る焼け止まり。 

大きな延焼につ

ながる経路 
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図 10 同時多発火災の延焼予測結果 

 

 
図 11 シミュレータの操作の様子 

 

おわりに 

 同時多発火災対応訓練シュミレータは、普段

は経験できない震災火災の状況を、高速の延焼

シミュレーションによって表現し、部隊配備や

消火戦術の検討に利用されることを目標に開発

が行われている。今回紹介したシステムは、そ

のプロトタイプであり、今後は、図 12 に示すよ

うに、消防学校における火災や救急・救助事案

に対する初動の消防隊運用の検討や、隣接県な

らびに国への応援要請を検討する災害時図上演

習などに活用してもらえるように、現在、改良

と開発をすすめている。 

 

図 12 訓練シュミレータの概要 
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［セッション 1］ 

 

 一般発表 

高速道路等における消防活動の安全管理体制について 
 

豊田市消防本部 

宇野誠司、中澤研磨、松田典央、鈴木三千弥 

佐藤俊夫、加藤仁、岡田義文、鈴木俊浩 

 

1. はじめに 

地域の産業、経済、観光等の活性化や生活の

利便性向上に伴い、高速自動車国道及び自動車

専用道路（以下「高速道路等」という。）を基軸

とした高速交通網が今なお継続して開発、整備

されている。 

 当市は東名高速道路、伊勢湾岸自動車道、東

海環状自動車道といった高速道路等の管轄エリ

アが総延長距離にして 296.5ｋｍにも及び、7 箇

所のインターチェンジを有する全国でも有数の

広域交通の要衝となっている。なかでも当市の

南地区にあっては、3 箇所のインターチェンジ

及び 2 箇所のジャンクションを管轄しているこ

とから、高速道路等へ出動する事案が多発して

いる。（表 1 参照） 

 高速道路等の事故現場では、高速道路交通警

察隊（以下「高速警察隊」という。）やハイウェ

イパトロール隊（以下「パトロール隊」という。）

が先着し、通行車両の交通規制を実施すること

で安全を確保している。しかし、携帯電話から

の 119 番通報で、消防機関の覚知が早い場合や

署所からインターチェンジまでの距離が近い

（表 2 参照）といった事由から、現場に消防機

関が先着するといった事案も発生している。こ

の場合、消防機関が単独で通行車両の交通規制

を実施するため、徹底した安全管理体制が要求

され、さらには負傷者への早期対応も必要なこ

とから困難な現場活動を強いられる。 

 また、先般他市において高速道路等で交通誘

導をしていた救急隊員が走行車両にひかれ、死

亡に至る事故も発生している。 

 こうしたなかで、中日本パトロール隊との連

携を図り、講習会や合同訓練を通して、消防機

関が先着した場合の応急的な規制要領や誘導要

領の実施が重要な安全対策であると位置付け、

検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 高速道路等の交通規制に関係する機関 

2.1 高速道路交通警察隊 

 高速警察隊は、各都道府県警察管轄区域内の

 管内高速道路等出動件数 

災害種別 火災 救助 救急 その他 合計

Ｍ署 3 2 17 4 26 

Ｎ分署 0 2 15 10 27 

Ｓ分署 2 8 30 24 64 

Ｔ出張所 0 1 32 18 51 

合計 5 13 94 56 168

（表 1）南地区の各署所で発生した 

高速道路等出動事案件数（Ｈ23）  

（表 2）南地区の各署所から 

インターチェンジまでの距離  

 

 東名高速 伊勢湾岸 

ＩＣ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

Ｍ署 7.96km 6.18km 6.49km 6.69km

Ｎ分署 2.39km 7.17km 7.21km 7.17km

Ｓ分署 5.72km 2.21km 9.28km 9.35km

Ｔ出張所 8.72km 11.41km 2.10km 0.44km
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インターチェンジがある料金所や高速道路会社

の管理事務所に併設され、本隊、分駐隊等が待

機し、110 番通報又は非常電話等で事故内容を

覚知する。 

高速道路等の交通規制は、高速警察隊長の権

限で実施され、交通規制情報を確認する場合、

高速警察隊へ連絡する。なお、消防機関が高速

道路等を逆行する場合は、先導を受ける高速警

察隊の指示に従うものとする。 

2.2 ハイウェイパトロール隊（交通管理隊） 

 パトロール隊は、高速道路会社の管理事務所

に設置され、高速道路等の道路巡回、異常事態

の交通規制、交通事故処理等の交通管理業務の

ほか、道路管制業務及び法令違反車両取締等業

務を行っており、通常は 1 隊 2 名で巡回してい

る。 

パトロール隊による先導は、高速警察隊から

の依頼又は許可された場合に実施可能となり、

緊急車両用パトロールカーは赤色灯を備え、道

路運送車両の保安基準第 49 条の用件を備えて

いる。 

 

3. 高速道路等における消防活動の危険性 

3.1 先着する危険性 

 119 番通報を受信し、インターチェンジまで

の距離が近い出動隊は、関係機関の巡回車両や

緊急車両よりも早く現場に到着する場合がある。 

つまり、現場到着時には関係機関による交通

規制が実施されていないため、極めて危険な状

況といえる。高速道路等では、時速 100ｋｍ前

後で車両が常時通行するため、追突防止措置と

して交通規制が急務となる。 

このような場合を想定した活動要領が未整

備で、現場活動の安全管理は各隊の判断に任さ

れていた。 

3.2 活動中に及ぶ危険性 

 関係機関による交通規制は、道路使用者に配

慮して必要最小限で実施される。そのため、活

動隊員の至近距離を走行する車両があり、各隊

員は常に通行車両に注意しなければならない。 

特に夜間や雨天時には、視認性が著しく低下

するため、隊員の装備や規制表示等の資機材は

視認性が高いものが求められる。 

 また、更なる消防活動スペースが必要となっ

た場合、交通規制範囲の拡張を関係機関へ要請

しなければならない。その際、相互が連携不足

を引き起こすと現場活動の安全確保は維持でき

なくなる。 

3.3 情報不足が招く危険性 

 事故の形態により増隊あるいは他市消防機関

へ応援要請をする場合は、交通規制情報等を無

線で伝達している。ところが、交通規制に関す

る用語の使い分けが周知されていないため、出

動隊と指令室の情報伝達の行き違いが生じやす

い。現に、高速道路等の出動事案におけるイン

シデント（ヒヤリハット）レポートが提出され

た。情報伝達が不正確になれば、後続隊の進入

経路にも影響を及ぼし、二次災害へ巻き込まれ

る危険性がある。 

 

4. 高速道路等での消防活動要領 

4.1 先着隊の車両部署位置 

 先着隊の車両は、負傷者及び活動隊員の安全

確保のため、事故車両の後方側に部署し、ハン

ドルを安全側にきって停車する。（後続の走行車

両による追突等の二次災害防止のため）なお、

この停車をブロック停車という。 

※ 後方側、前方側とは、車両の進行方向に対

しての用語であり、以下に記載されている数値

は、現場の状況や気象条件により考慮する。 

4.1.1 消防車両 

 事故車両から約 30ｍ後方側（警戒筒先を考

慮）にブロック停車する。 

4.1.2 救急車両 

[1] 消防車両とペアで現場に到着した場合は、

事故車両を追い抜き、安全な場所に部署する。 

[2] 消防車両の到着が遅れる場合は、事故車両

から約 30ｍ後方側にブロック停車し、事故現場
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の安全確保に努める。 

※ 高速道路内へ進入する前に、できるだけ消

防車両とペアを組む。 

4.2 応急規制要領 

応急規制とは、高速道路等の事故現場で、高

速警察隊又はパトロール隊による交通規制実施

前に消防機関が先着した場合、現場の安全確保

（二次災害発生防止）を図るため、信号炎管等

を活用して応急的に行う車線規制のことをいう。 

※ 応急規制は、消防法第 28 条（消防警戒区域

の設定等）を準用する。 

4.2.1 応急規制の名称 

[1] 走行車線規制 

走行車線規制とは、走行車線のみの規制をい

う。 

[2] 追越車線規制 

 追越車線規制とは、追越車線のみの規制をい

う。 

[3] 通行止め規制 

通行止め規制とは、走行車線及び追越車線を

含む全ての規制をいう。 

※ 3 車線区間で走行車線規制を行う場合、路

肩から第 1 走行車線、第 2 走行車線と名称を区

別する。 

4.2.2 応急規制の活動原則 

[1] 通行車両から目を離さない。 

[2] 通行車両に背を向けない。 

[3] 隊員の防護装備を徹底する。 

[4] 高速警察隊又はパトロール隊が到着する

までの活動とする。なお、到着したら速やかに

引継ぎ依頼する。 

[5] 危険を察知した場合、速やかに退避する。 

4.2.3 走行車線規制の手順（図 1 参照） 

※ 距離の目安として、高速道路の車線境界線

は白線が 8ｍ、白線の間隔が 12ｍ。したがって

20ｍに白線が 1 本ある。 

[1] 先着した隊は、事故車両から約 30ｍ後方側

にブロック停車する。 

[2] 応急規制は、隊員 2 名（誘導実施者、応急

規制実施者）で対応する。 

[3] 誘導実施者は、誘導旗 1 本（夜間時は点滅

合図灯）、信号炎管等 2 本を携行し、通行車両に

留意しながら部署位置から路肩部分を通って約

140ｍ後方側（図 1①）に位置する。 

[4] 誘導実施者は、路肩上に予告用として信号

炎管等を設定する。その後、約 40ｍ前方側（図

1②）に位置し、もう 1 本を保護用として信号炎

管等を設定する。 

[5] 保護用として設定した信号炎管等の前方

側で誘導旗を使用して「車線変更」の誘導を実

施する。 

[6] 応急規制実施者は、信号炎管等 5～7 本を

携行し、誘導実施者の前方側から部署位置付近

の車線境界線まで（約 70ｍ間）均等に信号炎管

等 5～7 本を順次設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 追越車線規制の手順（図 2 参照） 

[1] 先着した隊は、事故車両から約 30ｍ後方側

にブロック停車する。 

[2] 応急規制は、隊員 2 名（誘導実施者、応急

規制実施者）で対応する。 

[3] 誘導実施者は、誘導旗 1 本（夜間時は点滅

合図灯）、信号炎管等 2 本を携行し、通行車両に

留意しながら部署位置から中央分離帯を通って

約 140ｍ後方側（図 2①）に位置する。 

[4] 誘導実施者は、中央分離帯付近に予告用と

して信号炎管等を設定する。その後、約 40ｍ前

方側（図 2②）に位置し、もう 1 本を保護用と

して信号炎管等を設定する。 

[5] 保護用として設定した信号炎管等の前方

側で誘導旗を使用して「車線変更」の誘導を実

（図１）走行車線規制 
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施する。 

[6] 応急規制実施者は、信号炎管等 5～7 本を

携行し、誘導実施者の前方側から部署位置付近

の車線境界線まで（約 70ｍ間）均等に信号炎管

等 5～7 本を順次設定する。 

※ 3 車線区間の第 2 走行車線で事故が起きた

場合は、事故形態及び活動スペースを考慮し、

走行車線規制又は追越車線規制を判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 通行止め規制の手順（図 3 参照） 

[1] 先着した隊は、事故車両から約 30ｍ後方側

にブロック停車する。 

[2] 応急規制は、隊員 2 名（誘導実施者、応急

規制実施者）で対応する。 

[3] 誘導実施者は、誘導旗 1 本（夜間時は点滅

合図灯）、信号炎管等 2 本を携行し、通行車両に

留意しながら部署位置から路肩部分（中央分離

帯に沿う）を通って約 120ｍ後方側（図 3①）に

位置する。 

[4] 誘導実施者は、誘導位置で信号炎管等を設

定し、誘導旗を使用して「速度落とせ」の誘導

を実施する。 

[5] 通行車両の状況によっては、応急規制実施

者は信号炎管等 5～7 本を携行し、誘導実施者の

付近で中央分離帯から路肩までの間、横一列に

信号炎管等 5～7 本を均等に設定する。 

※ 高速道路等での安全な車間距離は、時速

100ｋｍでは約 100ｍ、時速 80ｋｍでは約 80ｍ

とることが必要であり、路面が雨で濡れている

場合は、この約 2 倍程度の車間距離が必要とな

る。  

 

 

 

4.3 誘導要領（フラッグサイン） 

活動隊員が誘導旗（夜間時は点滅合図灯）を

使用し、対通行車両の運転者が認識しやすいよ

うに車両誘導する。 

4.3.1 右（左）に寄れ（写真 1 参照） 

[1] 旗を右（左）手に持ち、体の右（左）側に

旗を水平にする。 

[2] 左（右）手を右（左）手に合わせ、体の前

で水平にする。 

[3] 左（右）手を大きく左に振る。 

[4] 次に旗を右（左）から左（右）に体を使い

大きく振る。 

[5] 旗と左（右）腕を地面に水平に素早く戻す。 

[6] 繰り返す。 

[7] 通行車両から目を離さない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 注意しろ（写真 2 参照） 

[1] 旗を右手に持ち頭上にあげる。 

[2] 旗を頭上で左右にゆっくり大きく振る。 

（10 時と 2 時の間） 

[3] 繰り返す。 

（図 2）追越車線規制 

（図 3）通行止め規制 

（写真 1）誘導要領「右（左）によれ」 

3
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[4] 通行車両から目を離さない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 速度を落とせ（写真 3 参照） 

[1] 両手で旗を持ち頭上に上げる。 

[2] 旗を頭上から振り下ろす。 

[3] 繰り返す。 

[4] 通行車両から目を離さない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 安全監視活動の徹底 

 活動隊員の安全確保のため、監視活動に徹す

る安全監視員を配置し、現場全体の安全管理を

徹底する。 

[1] 活動中の隊員の安全確保のため、必ず 1 名

以上の安全監視員を配置する。 

[2] 安全監視員は誘導行為等を実施せず、監視

に徹する。 

[3] 活動現場の後方側の安全な場所に位置し、

後続の車両等の監視をする。 

[4] 危険が予測される場合は、警笛等で合図し

て隊員に警告する。 

[5] 活動隊員に後方監視の情報を必ず伝達す

る。 

[6] 監視活動は現場から引揚げるまで継続す

る。 

 

5. 整備資機材 

高速道路等の特性をふまえ、走行車両の運転手

が視認しやすい資機材を整備する。 

5.1 長時間発煙火：15 分発煙（写真 4 参照） 

関係機関が到着するまでの応急規制で使用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 高光度ＬＥＤジャバラコーン（写真 5 参

照） 

長時間及び昼夜を問わずの交通規制のため、

ＬＥＤ灯内蔵のものを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 電子式発炎灯（写真 6 参照） 

燃料等の漏えいにより、（1）の資機材が使用

不可能な場合に代用する。 

 

（写真 2）誘導要領「注意しろ」 

（写真 3）誘導要領「速度落とせ」

 

（写真 4） 

左：信号炎管（5 分発煙） 

右：長時間発煙火（15 分発煙） 

 

（写真 5） 

高光度ＬＥＤジャバラコーン 
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5.4 ＬＥＤ矢印板（写真 7 参照） 

 矢印が表示されるため、運転手が進行方向を

理解しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 誘導旗（写真 8 参照） 

 応急規制する場合の誘導時に使用する。旗の

サイズが大きく、運転手が視認しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 関係機関との連携強化 

新東名高速道路の部分開通に伴い、渋滞緩和

対策として 2011年から東名高速道路の 1部区間

で 2 車線から 3 車線へと暫定的（2014 年まで）

に運用が変更された。結果として、車線及び路

肩の幅員が狭くなり、1 車線の幅員は 3.60ｍか

ら 3.25ｍへと減少したことから、消防活動では

進入経路や活動スペースの確保といった問題点

が浮上した。 

この経緯から、パトロール隊との合同訓練で

は、1 車線の幅員 3.25ｍの 3 車線区間内で発生

した交通事故想定とし、救急隊及び消防隊が現

場へ先着する事案に設定した。救急隊は負傷者

の応急処置、消防隊が応急規制要領に従い、第

1 走行車線を規制した後にパトロール隊が到着、

第 1 走行車線の本規制へと移行する進行状況で

ある。 

次に救助隊の活動スペース確保のため、パト

ロール隊に第 2 走行車線規制を依頼し、相互に

連携を図りながら救助活動を実施するとともに、

監視活動を含めた安全管理体制の強化も図った。 

 

7. まとめ 

今回、当市の地域情勢の変化から現場の危険

要因を抽出し、その安全対策としてまとめた。

中日本パトロール隊からは、使用資機材の紹介、

規制要領及び誘導要領の座学、実技指導を受け、

中日本パトロール隊の規制要領を参考とした消

防機関用の応急規制要領を検討した。 

 高速道路等での活動は非常に危険であり、

我々の任務となる人命救助活動を遂行するには、

根底にある安全管理体制の強化が大前提といえ

る。 

最後に、この安全管理対策は高速道路等の現

場のみならず、場合によっては一般道路にも活

用できるものと提言し、今後も更なる安全管理

体制の向上を図りながら、効果的、効率的な消

防活動を検討していきたい。 

 

参考文献 

1) 愛知県警察ホームページ「高速道路交通警

察隊」 

2) 中日本ハイウェイパトロール名古屋株式会

社ホームページ「フラッグサイン」 

3) ＮＥＸＣＯ中日本教育資料「交通規制要領」 

4) ＮＥＸＣＯ中日本教育資料「誘導要領」 

 

（写真 6）電子式発炎

 

（写真 7）ＬＥＤ矢印板 

 

（写真 8）誘導旗 90ｃｍ×90ｃｍ 

（中澤研磨 〒470-1216 豊田市和会町長田 3-1 
TEL: 0565-25-9008 E-mail:shoubou-minami@city.toyota.aichi.jp）
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［セッション 1］ 

 

 一般発表 

オイルエレメントが起因する車両火災について 

 

枚方寝屋川消防組合消防本部 警防部 警防課 

小椋幸浩 

 

1. はじめに 

日本企業に於いて、自動車産業は も重要な

ものである。ひと昔前は、スポーツカー、そし

て、ガソリンの需要が高いとする高級車ブーム

があり、現在では、ワンボックスカーそして、

世界的なエネルギー問題を解決するために各社

エコカーと言われるものが数多く生産されてい

る。 

自動車産業に於いて、エコの考え方は様々で、

ガソリンの代わりに電気を使うこと。ガソリン

と電気を融合させたハイブリッドと言われるも

のがある。 

また、エコ＝経済的と言う観点でも、各社様々

な工夫や企業努力を行っており、燃費を向上さ

せることや、使用者のコストを削減すること、

更に、地球の環境に配慮する等様々な事を考え

自動車は現在も生産されている。本事案は、地

球の環境問題や使用者のコストを削減する為に、

改良された新型のオイルエレメント（中身交換

タイプ）が起因し車両火災に発展したもので、

火災調査を実施したところ、直接の出火原因は

作業者の作業ミスであるものの、類似火災を防

止するためには、作業者の教育以外にマニュア

ルの強化や構造の改良を行う等、いくつかの問

題が考えられたことから消防として各関係機関

に指導や提案を行ったものである。 

2. 現場の状況について 

 平成 24 年２月７日 16 時 40 分頃、本件車両火

災の運転者が管内を南北に走る主要幹線道路を

走行していたところ突然、車のエンジンルーム

から白煙が噴出してきたため、車両を路肩に停

車させたところ、エンジン下部付近に炎を発見

したため、119 番通報がなされている。 

また、走行中の車両から煙が出ているのを見

ていた付近住人により消火器にて初期消火が行

なわれているが、火勢が強く消火に失敗し、駆

け付けた消防小隊の放水により鎮火した「車両

火災」である。 

 

 

 

車両前方及び右側面の状況 

車両前方及び左側面の状況 

車両後方の状況 
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なお、本件火災による死傷者及び類焼は発生

していない。 

鎮火直後の見分状況では、エンジンルーム内

からの出火の可能性が考えられたものの、出火

原因等の特定はできず、後日車両をディーラー

へ持ち込み、ディーラー及び国土交通省の職員

立会いのもと、現場検証を行うこととした。 

また、事故後に車両使用状況等について調査

していく過程で、この車両は、会社で使用され

ており、走行距離が多いこと。事故の２ヶ月前

に整備工場で車検を実施、更に、事故の 10 日前

に自動車部品量販店で、オイル及びオイルエレ

メント交換が行なわれていたことが判明した。  

以上のことから、メーカーと合わせてオイル

交換を実施した自動車部品量販店を現場検証に

立ち会わせることとした。 

3. 鑑識の状況について（見分状況） 

 

 

 

車両室内側の状況 

車両前方ボンネットの状況 

ボンネット開放後の状況 

エンジンルーム内の状況 

車両移動後の路面状況 

同型車のエンジンルーム内の状況 

エンジンオイル残量を確認 

エンジンオイル残量は０．５ℓ 

車両底面の状況 

後方側には焼損等は無い 
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現場検証を実施したところ、車両の下部に多

量のオイルの付着が認められ、更に、詳細に見

分すると、オイルエレメントキャップの取り付

け部にゴム製の異物が認められた。 

 
オイルエレメントキャップ本体を離脱し、オ

イル漏れを確認すると、その部分からのオイル

の吹き出しが確認された。 

 

 

 

オイルエレメントキャップを本体より離脱

し、オイルエレメントキャップを詳細に見分す

ると、Ｏリングが正規の位置からずれた位置に

あるのが確認された。 

 

4. 出火原因の判定（結論） 

 出火箇所について 

 焼損状況からエンジンルーム下部付近から出

エンジン下部付近にオイルの付着を確認

り災車両のオイルエレメントの状況 

（取り付け箇所に異物を確認する） 

ゴム製品が確認できる 

オイルの流出を確認する作業 

オイルの流出を確認する 

Ｏリングが誤った位置にある 

正規のＯリングセット位置 

褐色に変色しているマフラー触媒部
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火したもの。  

 出火箇所で考えられる出火原因について 

 ① 電気関係によるもの 

 ② 燃料洩れによるもの 

 ③ オイル洩れによるもの 

 上記を検討し、オイルフィルタキャップから

のオイル洩れが原因で、エンジンオイルがマフ

ラー触媒部の熱により発火し、出火したもので

あると推定した。 

5. 類似火災の防止について 

 本来ならば、ここで調査終了となるが、消防

として、幾つかの疑問が考えられたので、疑問

を整理することにした。  

・まず、今回の事故は単なる作業ミスか？ 

・もしかすると、誰もがしてしまう可能性は無

いか？ 

・ 近は、エコの観点からで、この中身交換タ

イプのオイルエレメントが増えて来ている

とのことで、今後、この様な火災が増える可

能性はないか？ 

 

 

サービスマニュアル等を確認すると、オイル

フィルタキャップに取り付けるＯリングの位置

が判りにくく、構造上について確認すると、実

際の取り付け位置には深い溝が刻まれており、

今回、誤ってセットされていた位置には、浅い

溝が刻まれている構造となっていた。 

このことから、総務省消防庁消防研究センタ

ーに事故の届け出を行い、本事案と、同様の事

故の届け出がないか確認した。結果は現時点で

は同種の事故の届けはないとのこと。 

 次に、メーカー及び自動車部品量販店に対し、

依頼として、現在把握している同種の事故の件

数や今後の対策についての報告を求めた。 

 

（メーカーの回答として） 

・過去に 1 件火災が発生していること。 

・本事案は、単なる作業ミス、勘違いと受け止

めていること。 

・前回、出火事例時に活用した事故の喚起文を

今回報告で再度使用していること。 

 

【メーカーが使用している喚起文】 

 

メーカーからの注意喚起済みであるとの報告を

受けて、類似火災防止にメーカーに今後更なる改

善に取り組むよう要望するとともに、消防庁消防

マニュアルに記載されている

Ｏリングの状況 

オイルエレメントキャップの状況 
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研究センターを通じて国土交通省に類似火災防止

に向け情報提供を行い、ホームページに火災事例

を掲載し注意喚起を行なった。 

                                           

 

 1  火災概要 

  幹線道路を走行中の車両エンジンルームから出火した車両火災で、車両の運転手

が火災に気付き、自身の携帯電話にて 119 番通報が行なわれています。付近住人に

よる初期消火の後、駆け付けた消防小隊の放水により鎮火したものです。 

２ 原因概要 

 

 

 

 

 

 

 

  

   現場の焼損状況並びに後日実施した現場検証から、エンジン下部に設置されている

オイルフィルタキャップ付近からのオイル漏れにより、漏れ出したエンジンオイル

がマフラーの触媒付近で過熱され発火し、火災に至ったものです。 

＊ マフラーの触媒付近の温度は走行中、500℃～700℃に達すると考えられ、エンジ

ンオイルの発火点は 320℃～350℃です。 

また、出火原因を調査した結果、オイルエレメントの交換作業時に、取り付けた

オイルフィルタキャップオーリングが誤って取り付けられている状況が見られ、単

なる作業ミスによるものか、その他の要因によるものか現在メーカー等に改善及び

対策を依頼しています。 

また、環境やオイルエレメント交換を安価なものにする為、「カートリッジタイプ」

に替わり、現在では中のフィルターを交換する「中身交換タイプ」が主流になりつ

つあります。 

オイルエレメントの交換にあっては、使用者がマニュアル等を参考にすれば自身

で作業できるものであることから、ユーザーが交換する際には下記の通り取り付け

作業時に注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

・・・火火災災がが発発生生ししたた場場合合はは、、直直ぐぐにに消消防防（（１１１１９９））へへ通通報報ししててくくだだささいい。。・・・  

  

 変色したマフラー触媒部  

焼損したエンジンルーム  

 エアー注入でオイル漏れを確認   正規の位置にあるОリング  

誤った位置にあるОリング  

エンジン下部にはオイルが付着している  オイルエレメント

（類似火災の防止）  
① 取り付け作業時には取り扱説明書を厳守し、確実に行うこと。  
② 車両運行前には、定められている車両点検を必ず行うこと。  
③ 車両運行時に異変を感じたら直ぐに車両を停車し、 寄りの修理業者へ修理を

依頼すること。  

 

【当消防本部作成の即報（ホームページ）】 

6. 類似火災の発生について 

 本件事案の 5 ヶ月後（平成 24 年 7 月）名古屋

市で、救急車が全焼する車両火災が発生しまし

た。当日の新聞記事によると、負傷者等の発生

はなく、火災発生２日後の新聞記事によると、

本事案と同様の出火原因であることが判明した。 

 

（当日のインターネット記事より） 

7. メーカーへの改善依頼等について 

今回の火災は、オイルエレメント（中身交換

タイプ）を交換した作業者が、オイルフィルタ

キャップを取り付ける際に、Ｏリングを誤った

位置に取り付けたため、エンジンオイルが漏れ、

火災へと発展したものであり、関係者等への聞

き込みや、取り扱い説明書等を検討したところ、

オイルフィルタキャップ本体の構造状及び取扱

い説明書が解りにくく、今後類似火災が発生す

る可能性が考えられることから、各関係機関に

対し、依頼と報告を求めた。 

・作業者の教育（作業ミスを無くすために、作

業者への正しい知識や技術の再教育） 

・マニュアルの強化（誰もが間違いを起こさな

いマニュアル作り） 

・構造上の問題改善（Ｏリングをセットする位

置に何らかの工夫をする等） 

 以上、三位一体の対策を行うことにより、類

似火災を防止することができると考えます。 

 

最後に・・・・ 

 今回の火災は、オイルエレメント（中身交換

タイプ）を交換した作業者が、オイルフィルタ

キャップを取り付ける際に、Ｏリングを誤った

位置に取り付けた、作業ミスが一番の要因であ

ると考えられるが、単なる作業ミスで、原因を

片付けるのではなく、考えられる全ての要因を

検討し、類似火災を防止する活動を行うことが

消防の使命です。 

また、今回の事故を踏まえて、メーカーには、

誰もが作業ミスを起こさないマニュアルの強化

と、構造の改良を検討してもらい、作業者には

知識、技術の向上を目指してほしい。 

今火災での一番の加害者が誰かではなく、人

的被害が出ていない今だからこそ、メーカーの

積極的な対応、対策に取り組む姿勢が必要と考

えます。 
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［セッション 1］ 

 

 一般発表 

電子レンジ使用中の火災に係る再現実験及び注意喚起について 

 

東京消防庁予防部調査課 

星野嘉彦 

 

1. はじめに 

コンビニエンスストア（以下「コンビニ」と

いう。）は 24 時間営業、年中無休という営業体

系を行っている店舗もあり、近年、我々の暮ら

しになくてはならないものとなっている。従来

は商品購入時に従業員が弁当等を温めていたが、

利用客が自ら、購入した弁当等を店舗備え付け

の電子レンジで温める店舗も増えている。 

今回、当庁管内において、コンビニの利用客

が冷凍食品の包装に記載された調理方法を確認

せず、店舗備え付けの電子レンジで調理し、出

火した火災が複数件発生したため、その原因を

究明すると共に、コンビニ店舗及び冷凍食品メ

ーカーに対して再発防止を指導した事例につい

て発表する。 

2. 火災の概要 

 出火年月  平成 24 年 3 月 

 出火場所  東京都中央区 

 建物構造  耐火造地下 1 階、地上 7 階建 

 焼損状況  建物 1 階コンビニ店舗内の冷凍

食品焼損（ぼや） 

 なお、平成 23 年から平成 24 年にかけて当庁

管内において、同一店舗のチェーン店で同様の

案件が 5 件発生している。 

3. 出火時の状況 

 会社員の男性が、冷凍食品を購入後、店舗備

え付けの電子レンジで商品を温めた。15～20 秒

くらいすると焦げ臭いにおいがしたので電子レ

ンジの扉を開けると、冷凍食品の包装から炎が

立ち上がっていたので、レンジ台に置かれてい

た布巾で叩いて消火した。 

4. 現場見分状況 

4.1 コンビニ店舗出入口脇に設けられたレン

ジ台には、購入者がセルフで加熱、給湯で

きるように電子レンジ及び電気ポットが置

かれている。電子レンジは単相 200V の仕

様で定格消費電力は 3000W である。外観に

焼損は確認できない。 

4.2 電子レンジ前面扉を開放すると、庫内には

焼損した冷凍食品（からあげ）が視認でき

る。冷凍食品は包材が溶融及び一部炭化状

態であるものの、食品に著しい焼損は確認

できない（写真 1、2 参照）。 

 
写真 1 電子レンジ庫内の状況 
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写真 2 焼損した冷凍食品 

4.3 焼損した冷凍食品と同商品の包装には「電

子レンジ専用」「パッケージごとレンジ調理

不可」との記載が認められる。 

包装の素材はポリプロピレン、ポリエチレ

ン、ポリエチレンテレフタレート等であり、

アルミ蒸着フィルムが使用されている（写真

3 参照）。 

 
写真 3 包装に記載された注意事項 

5. 実験  

5.1 実験の目的 

5.1.1 火災時に使用されていた電子レンジ

（200V、1300W）を用いて、各種冷凍食品

を加熱し、出火までの時間及びその条件を

明らかにする。 

なお、比較の為、一般家庭で使用されて

いる電子レンジ（100V、500W）を用いて

同様の条件で実験を行う。 

5.1.2 今回、焼損した冷凍食品（からあげ）及

び以前に出火したことのある内張りにアル

ミ蒸着フィルムを使用している冷凍食品 2

種類（チャーハン、コロッケ）の計 3 種類

を用いて比較する。 

5.2 実験の条件 

5.2.1 100V 仕様にあっては包装に記載されて

いる加熱時間、200V 仕様にあっては、過

去に出火した火災の運転時間を基にして

加熱時間をそれぞれ設定した。 

5.2.4 包装を①未開封、②開封、③包装のみの

3 パターンを行った。詳細な出力、時間設

定は表のとおりである。 

5.3 実験結果 

 実験結果については表のとおりである。 

表 実験結果一覧 

 実験№ 200V 100V 出力 .加熱時間  

出

火

品

未開封 1.2 10 90 200V-1900W 

45sec 

100V-500W 

160sec 

開 封 3.4 13 40 

包装のみ 5.6 5 30 

他

社

A

未開封 7.8 × × 200V-1900W 

35sec 

100V-500W 

540sec 

開 封 9.10 20 25 

包装のみ  
  

他

社

B

未開封 11.12 × × 200V-1900W 

35sec 

100V-500W 

220sec 

開 封 13.14 × × 

包装のみ 15 10 
 

単位：発火までに要した時間（秒） 

×：発火せず 

 

5.4 実験結果による考察 

5.4.1 実験の結果、出火品は 200V では約 10

秒前後で発火しており、これは行為者の供

述とも合致する。また、100V でも 40 秒か

ら 90 秒で発火しており、電圧は 200V、100V

の両方で出火することが確認できた（写真

4、5 参照）。 
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写真 4 実験№1 の焼損状況 

 
写真 5 実験№2 の焼損状況 

5.4.2 他社品 A は未開封では発火に至らず包

装が溶融するのみであったが、開封した状

態では 100V、200V 共に 20 秒前後で発火し

たことから、アルミ蒸着フィルムを使用し

た製品でも種類（厚さ）により差があるこ

とが確認できた（写真 6、7 参照）。 

 

 
写真 6 実験№10 の発火状況 

 
写真 7 実験№10 の焼損状況 

5.4.3 他社品 B では食品が入った状態（未開封、

開封）では発火に至らなかったが、包装の

みを加熱すると、10 秒で発火したことから、

アルミ蒸着製品を電子レンジ加熱すると、

発火することが確認できた（写真 8 参照）。 

 
写真 8 実験№15 の焼損状況 

6. 再発防止対策 

6.1 要望書の交付 

6.1.1 冷凍食品メーカー 

  消費者の安全確保及び再発防止のため冷凍

食品メーカーに①同種火災の発生件数、②出

火原因についての見解、③具体的な再発防止

策について要望書を交付し回答を求めた。 

6.1.2 コンビニエンスストア 

  冷凍食品メーカーと同様にコンビニ本部に

対しても同内容の要望書を交付し回答を求

めた。 

6.2 結果 

6.2.1 冷凍食品メーカーからの回答 

  ①お客様サービスセンターに 100V 電子レ

ンジで包装のまま加熱し、発煙したという申

し出が１件報告されている。 
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  ②包装にはアルミ蒸着フィルム（金属製）

を使用しているので、そのまま使用すると火

花放電する。包装には「パッケージごとレン

ジ調理不可」と記載しているが、小さく書か

れているので解かりづらかったのではない

か。 

  ③包装記載の表示内容の見直しを図る。 

表示に関しては日本冷凍食品協会に相談し、

表示改善の方向性を検討するよう働きかけ

ている。なお、海外工場で生産されているた

め、表示内容変更には半年程かかる。 

6.2.2 コンビニ本部からの回答 

  ①包装のまま加熱し出火した火災は 6 件、

うち今回の出火品は 3 件である。 

  ②お客様の認識不足による電子レンジの誤

使用によるものである。 

  ③注意喚起を促す告知をレンジ台及び冷凍

食品売り場に表示する。なお、2012 年 7 月に

全店で実施済みである。 

6.2.3 回答まとめ 

  冷凍食品メーカーは包装の表示を切り替え、

購入者が誤って包装のまま加熱しないよう

にわかりやすく表示する。表示の切り替えは

協会を巻き込み、他の冷凍食品メーカーへも

投げかける。 

  コンビニ店舗は、冷凍食品の棚にわかりや

すく表示するとともに、電子レンジの前面ガ

ラスに注意喚起のステッカーを貼る（写真 9、

10、11、12、13 参照）。 

 

 

 

 

 

写真 9 冷凍食品売り場注意表示前の状況 

 

写真 10 冷凍食品売り場注意表示後の状況 

 

写真 11 注意表示の状況
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写真 12 注意表示前の電子レンジの状況 

 

写真 13 注意表示後の電子レンジの状況 

6.3 報道発表 

  当庁管内で既に複数件発生し、家庭用の電

子レンジでも使用方法を誤ると容易に出火

する危険性が認められ、広く国民に周知し注

意喚起する必要があることから、平成 24 年 6

月下旬に報道発表し、ニュース番組等で放送

された。 

7. おわりに 

  実験により、電子レンジは業務用（200V）、

家庭用（100V）にかかわらず、アルミ蒸着フ

ィルムを用いた冷凍食品を包装のまま加熱

すると発火し、庫内の清掃状況等によっては

延焼拡大する可能性は十分に考えられる。 

また、冷凍食品も包装のまま加熱するタイ

プのものも市場に出回っていることから、消

費者が誤って包装ごと加熱する可能性が高

いことが危惧される。 

今回は冷凍食品メーカー、コンビニ関係者

立ち会いの下、実験を行い、出火危険を認識

させることにより、包装表示内容の変更、売

り場における注意喚起及び協会を通じて広

く再発防止を呼びかけることができた事案

である。 

（星野嘉彦 〒100-8119 東京都千代田区大手町 1-3-5 

東京消防庁予防部調査課 TEL: 03-3212-2111）
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［セッション 1］ 

 

 一般発表 

布団等の一部に防炎品を用いた時の延焼防止効果に関する検証 

 

東京消防庁 

飯田明彦、町井雄一郎、金子公平、田沼宏志 

 

1. はじめに 

東京消防庁管内では、平成 23 年中の住宅火

災（住宅〔複合用途建物の住宅部分を含む。〕、

共同住宅〔寄宿舎・下宿を含む。〕から出火した

火災をいう。）の死者は 61 名発生し、そのうち

26.2 %にあたる 16 名は、たばこが出火原因であ

る。また、平成 19 年から平成 23 年中に死者の

発生したたばこに起因する火災の着火物の第１

位は布団等 1)である（図 1）。このことから、た

ばこによる布団等への着火が防止できれば、住

宅火災の死者は減少すると思われる。そこで本

検証では、同種の火災による死者発生を防止す

る一策として、布団等のうち、たばこと接触す

る敷布や包布（以下、「シーツ」という。）のみ

防炎製品を使用した場合の燃焼実験を実施し、

たばこを発火源とした布団等の延焼が防止でき

るか検討した。 

 

布団等, 
59

くず類, 
28

衣類

等, 12

内装・

家具等, 9

紙類, 7

じゅうたん, 2

その他, 3 不明, 2

[人]

図 1 死者の発生したたばこに起因する 

火災の着火物 

 

 

2. 検証方法等 

2.1 試料の調製 

⑴ 市販の布団から中綿（綿 100%）を取りだし、

80℃に設定した恒温槽に 24 時間入れた後、デシ

ケーター内で室温まで乾燥・冷却した。その後、

18g 量りとり、20cm×20cm×2cm の大きさに成型

した。 

⑵ シーツとして使用した生地（表 1）及び側

地（綿 100%）をそれぞれ 30cm×30cm の大きさ

に切断し、⑴と同じ条件で乾燥冷却した。 

⑶ 発火源として使用するたばこは、同一の銘

柄を使用し、⑴と同じ条件で乾燥冷却した。 

 

表 1 シーツとして使用した生地 

試料名 材 質 

非防炎生地 綿 100%（防炎加工なし） 

防炎生地① 
綿 70%/ 

難燃性アクリル系繊維 30% 

防炎生地② 
綿 67%/ 

難燃性アクリル系繊維 33% 

防炎生地③ 綿 100%（防炎加工） 

防炎生地④ 
ポリエステル 70%/ 

難燃性アクリル系繊維 30% 

防炎生地⑤ 難燃性アクリル系繊維 100% 

 

2.2 模型布団の作成 

断熱板上に前 2.1 で調整した中綿、側地、シ

ーツを、図 2 のように重ねて模型布団を作成し

た。 

温度を測定するために K 型熱電対を側地と中

綿の間、中綿の中心、中綿と断熱板の間に設置

し、それぞれ T1、T2、T3 と符号した（図 2）。 
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シーツ

側地

中綿

20cm

断熱板

30cm

2cm

1cm

1cm

中綿

側地

K型熱電対

たばこ

T1

T2

T3

図 2 模型布団と K 型熱電対の設置状況断面 

 

2.3 実験条件 

2.3.1 実験 1(たばこが布団に挟まれた場合) 

 着火したたばこが敷き布団と掛け布団の間に

挟まれた状態を想定して、模型布団のシーツの

間に着火したたばこを挟み、燃焼実験を行った。 

実験は、表 1 のシーツそれぞれについて 4 回

実施し、K 型熱電対で測定した最高温度を記録

した。 

2.3.2 実験 2（シーツを洗濯した場合） 

 シーツを洗濯した時の影響を検討するため、

非防炎生地を除く表 1 のシーツを表 2 に示す方

法で所定回数（5 回及び 10 回）繰り返し洗濯・

乾燥し、実験 1 と同様の実験を行った。 

 

表 2 シーツの洗濯方法等 

使用洗濯機 
全自動洗濯機 NA-F42S11 

（松下電器産業株式会社製） 

使用洗剤 
洗濯用合成洗剤「アタックオー

ルイン」（花王株式会社製） 

洗濯方法 

洗濯水 30L に対し洗剤を 25g 加

えて洗濯し、2 回すすぎを行っ

た。 

乾燥方法 
洗濯機による脱水後、自然乾燥

とした。 

 

3. 検証結果と考察 

3.1 実験 1（たばこが布団に挟まれた場合） 

実験 1 の模型布団の温度測定結果を図 3 に示

す。また、模型布団の燃焼状況を図 4 に示す。 

⑴ シーツとして非防炎生地を使用した場合は、

側地と中綿の間の温度である T1 と中綿の中心

の温度 T2 は 275℃を超えていた。綿は 275℃か

ら 456℃で燃焼する 2)ことから、側地と中綿の

間のみならず、中綿の内部まで燃焼したことが

考えられる。また、燃焼状況をみるとたばこの

設置位置よりも広範囲に炭化面積が広がり、無

炎燃焼が継続し、延焼していた。 

⑵ ほぼ同じ割合の綿と難燃性アクリル系繊維

で構成されている防炎生地①及び防炎生地②を

シーツとして使用した場合、側地と中綿の間の

温度である T1 は、防炎生地③は最高温度で

269.4℃であったが、防炎生地②は 339.9℃とな

り、綿の燃焼温度である 275℃を超えていた。

しかし、中綿の中心温度の T2 については、防炎

生地②及び防炎生地③は、それぞれ最高温度で

195.0℃、137.3℃となり、綿の分解温度である

235℃2)以下であった。また、燃焼状況は、炭化

面積がたばこの設置位置の周囲に限られており、

432.8 
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34.9 
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④

防炎生地

②

防炎生地

⑤

図 3 模型布団の温度測定結果 

  
シーツ 側地 中綿 シーツ 側地 中綿 

非防炎生地 防炎生地① 

  
シーツ 側地 中綿 シーツ 側地 中綿 

防炎生地② 防炎生地③ 

  
シーツ 側地 中綿 シーツ 側地 中綿 

防炎生地④ 防炎生地⑤ 

図 4 模型布団の燃焼状況 
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無炎燃焼は継続していなかった。 

このことから、防炎生地①及び防炎生地②

をシーツとして使用した場合は、たばこの周

囲は炭化するが、布団の延焼は防止できると

考えられる。 

⑶ 防炎生地③をシーツとして使用した場合

では、側地と中綿の間の温度 T1 は最高温度で

422.2℃となり、綿の燃焼温度である 275℃を

超え、中綿の中心の温度 T2 は最高温度で

261.8℃となり、綿の分解温度である 235℃を

超えていた。また、燃焼状況をみると炭化面

積がたばこの設置位置よりも広範囲にわたっ

ていた。 

このことから、防炎生地③をシーツとして

使用した場合は、無炎燃焼が継続し、火災に

至る恐れがあると考えられる。 

⑷ 防炎生地④及び防炎生地⑤をシーツとし

て使用した場合では、側地と中綿の間の温度

である T1 及び中綿の中心の温度 T2 は、他の

シーツの条件と比較して著しく低くなった。

また、燃焼状況をみると、たばこの燃焼はフ

ィルター部まで継続していなかった。 

このことから、防炎生地④及び防炎生地⑤を

シーツとして使用した場合では、たばこの燃焼

を抑制する効果があるといえる。 

3.2 実験 2（シーツを洗濯した場合） 

実験 2 の模型布団の温度測定結果を図 5（シ

ーツの洗濯・乾燥回数 5 回）、図 6（シーツの洗

濯・乾燥回数 10 回）に示す。また、模型布団の

燃焼状況を図 7 に示す。 

図 5 及び図 6 の洗濯回数ごとの温度測定結果

を比較すると、グラフ上での分布傾向はほぼ等

しく、最高温度は著しく変化しなかった。また、

実験 1 の模型布団の温度測定結果（図 3）を洗

濯・乾燥回数 0 回として図 5 及び図 6 と比較し

てみても、最高温度の分布傾向に著しい変化は

なかった。同様に、実験 1 の模型布団の燃焼状

況（図 4）を洗濯・乾燥回数 0 回として図 7 と

比較してみても、模型布団の炭化面積に著しい 

 

 

差はみられなかった。 

 

4. まとめ 

⑴ 非防炎生地では無炎燃焼が継続した。 

⑵ 綿と難燃性アクリル系繊維でできた防炎生

地①及び防炎生地②は、最高温度及びたばこ周

辺の燃焼状況から、無炎燃焼が継続しなかった。 

⑶ 綿（100％）を防炎処理した防炎生地③は、

最高温度及びたばこ周辺の燃焼状況から、無炎

燃焼が継続する恐れがあった。 

⑷ ポリエステルと難燃性アクリル系繊維で

できた防炎生地④及び難燃性アクリル系繊維

の防炎生地⑤は、たばこの燃焼そのものを抑制

する効果があった。 

以上のことから、たばこを発火源とした布団

等の延焼は、たばこと接触する敷布や包布に難

燃性アクリル系繊維を用いた防炎製品を使用す

ることにより、防止が期待できると考えられる。 
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図 6 模型布団の温度測定結果 

（洗濯・乾燥回数 10 回） 
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図 5 模型布団の温度測定結果 

（洗濯・乾燥回数 5 回） 
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［セッション 1］ 
 

 一般発表 

消防活動時の防火衣内の温度及び湿度等に関する検証 

 

東京消防庁消防技術安全所活動安全課 

久保善正、山本陽太、細谷昌右、髙井啓安 

山口至孝、小堀百合子、千葉 博 

 
1. はじめに 

 現在、当庁で使用している防火衣は外衣、透湿防

水層及び断熱層の 3 層からなり、火炎防護性及び断

熱性の面では優れているが、その反面、運動による

産生熱等で防火衣内に熱が蓄積しやすい構造になっ

ている。さらに、透湿性が考慮されているとはいえ、

多量の発汗が伴う消防活動においては、汗の蒸発が

間に合わず、早い段階で無効発汗となるため、身体

冷却効果は期待できない。このことから、消防活動

中の隊員は温度及び湿度の両面から多大な負荷がか

かり、高い熱中症リスクの中での活動を強いられて

いる。運動時の熱中症発生の実態では、気温 25℃以

上、相対湿度 40％以上で発症している 1)と報告され

ているが、当庁での熱中症の事例は、気温 17℃でも

発症したケースがあり（図 1）、さらに月別では平均

気温が 20℃に満たない 5 月から発症が報告されてい

る（図 2）｡そこで熱中症対策の基礎資料を得るため

に年間を通じて消防活動中の防火衣内の温度及び湿

度と合わせて、消防活動訓練における隊員の生理デ

ータを収集し、それぞれの関係性について検証を行

った。 

 

  
図 1 過去 4 年間における熱中症の発症と気温及び

相対湿度 

 

 

図 2 過去 5 年間の月別熱中症受傷者数と平均気温 

 

2. 検証方法 

2.1 実験概要 

 ポンプ中隊が行う20分間の基本的な消防活動訓練

における生理的変化及び訓練終了後の体温回復状況

（以下「体温回復期」という。）について図 3 のとお

り測定を行い､その際の WBGT 及び衣服内温湿度の

測定を年間を通じて行った。WBGT とは、Wet-Bulb 

Globe Temperature の略で高温環境下での運動時及び

労働時における温熱指標として熱中症の予防に広く

用いられているものである。 

 

 

図 3 実験概要 

 

2.2 被験者 

 被験者は、消防署に所属する交替制勤務の消防隊

員 224 名とし、身体特性は表 1 のとおりである。 
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5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

受傷人数 平均最高気温

消防活動訓練 体温回復期
時間（分） 0 10 20 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

① 体温 ● ● ●●●●●●●●●●●●

② 衣服内温湿度

③ 体重 ● ●

④ 主観的運動強度 ● ● ●

⑤ 主観的暑熱強度 ● ● ●

⑥ WBGT ●
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表１ 被験者の身体特性 

 

 

 

2.3 期間 

平成 23 年 5 月から平成 24 年 1 月までとした。 

※12 月については未実施 

2.4 消防活動訓練  

2.4.1 消防活動訓練内容 

 訓練内容は表 2 のとおりとし、活動方針及び使用

資器材の選定等については隊長の判断によるものと

した。 

表 2 訓練内容 

 
 

2.4.2 着衣条件 

消防活動訓練時は、普通火災出場時の服装とし、

隊長及び小隊員は防火衣完全着装及び空気呼吸器着

装（以下「防火衣等完全着装」という。）とし、機関

員は活動状況に応じた服装とした。体温回復期の測

定は、空気呼吸器を離脱し、防火衣及び執務服の上

衣を脱いだ状態で行った。 

2.5 測定項目 

2.5.1 WBGT 

熱中症指標計 WBGT-203A（京都電子工業株式会社

製）を用いて、消防活動訓練時に屋外の自然気流状

況下で WBGT 値を測定した。 

2.5.2 体温 

赤外線センサにより鼓膜温を測定する、耳式体温

計 MC-510（オムロンヘルスケア株式会社製）を用い

て、消防活動訓練前に１回、消防活動訓練終了後に

１回、訓練終了から５分経過以後の体温回復期にお

いては 2 分毎に 12 回の合計 14 回測定した｡ 

2.5.3 衣服内温湿度 

ボタン型温湿度データロガー（KN ラボラトリー社

製）を用い、執務服内の胸部の位置において、1 分毎

に測定した。  

2.5.4 水分損失率 

体組成計インナースキャン 50（TANITA 社製）を

用いて、消防活動訓練実施前後に各１回裸体重を測

定し、その差を水分損失量として消防活動訓練前の

体重で除したものを水分損失率とした。 

水分損失率（％）＝（訓練前体重－訓練後体重）／

訓練前体重×100 

2.5.5 主観的運動強度及び主観的暑熱強度 

消防活動訓練時に感じる運動のきつさと暑さにつ

いて、負荷が大きいほど数字も大きくなるように 0

から 10 までの数字を示した測定表を作成し、消防活

動訓練の開始直後（防火衣等完全着装後）、訓練開始

10 分経過後及び訓練終了直後の合計 3 回、各隊員が

0.5 刻みで呼称する方法で測定した。 

 

 

 

 

 

図４ 主観的運動強度及び主観的暑熱強度の測定表 

 

3. 結果及び考察 

3.1 環境温湿度と衣服内温湿度 

3.1.1 WBGT 値と衣服内温湿度 

図 5には消防活動訓練時におけるWBGTと機関員

を除いた衣服内の温度と湿度を、月単位の平均値で

示した。 

日本生気象学会が日常生活における熱中症予防指

針の中で警戒が必要としている WBGT25℃を超えた

のは、6 月から 9 月の 4 ヶ月間であったが､衣服内の

温度と湿度をみると､運動時の熱中症が多く発生す

る温度 25℃、湿度 40%を超えた月は、測定期間中の

全ての月となった。このことから、防火衣を着装し

た消防隊員による活動は、年間を通して熱中症の危

険を伴っていることが考えられる。 

個別の測定値をみると、衣服内の温湿度の 大値

は、ともに 8月に記録し、温度が 38.8℃、湿度が 97.9％
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であった。 

 

図 5 平均衣服内温湿度及び WBGT 値 

 

3.1.2 環境温度と衣服内温度 

 消防活動中の環境温度と衣服内の温度について図

6 に示した。衣服内温度は環境温度よりも平均で

8.6℃高い値を示しており、差が も少なかったのは、

8 月の 2.2℃、差が も大きかったのは 1 月の 19.4℃

であった。環境温度が低いと衣服内温度との差が大

きくなる傾向であった。 

 

 

図 6 環境温と衣服内温度 

 

3.1.3 環境湿度と衣服内湿度 

消防活動訓練中の環境湿度と衣服内の湿度につい

て図 7 に示した。衣服内湿度は環境湿度よりも平均

19.9 ポイント高い値を示しており、差が も少なか

ったのは、5 月の 11.5 ポイント、差が も大きかっ

たのは 10 月の 25.5 ポイントであった。 

 

 

図 7 環境湿度と衣服内湿度 

 

3.1.4 消防活動訓練中の衣服内温度と湿度 

 消防活動訓練20分間中の衣服内の温度と湿度につ

いて図 8 に示した。衣服内の温度、湿度ともに時間

が経過するとともに上昇し、衣服内温度では開始時

と比べ 2.5℃上昇し、衣服内湿度では、12.7 ポイント

上昇した。消防活動訓練による産生熱に熱放散が追

い付かず、熱が防火衣内に蓄積した結果と言える。 

 

 

図 8 消防活動訓練中の衣服内温度と湿度 

 

3.2 体温 

3.2.1 月別の消防活動訓練終了時の体温 

 図 9 には消防活動訓練終了時における体温を月単

位の平均値としてその推移を示した。 

概ね、環境温度、衣服内温度が高くなると体温も

高い値を示しているが、11 月及び 1 月の体温はその

傾向から外れる値であった。6 月から 8 月は 3 ヶ月連

続して 37.5℃を超える値を示し、個別の測定値でみ

ると消防活動訓練終了時の体温が 大で 39.1℃の被

験者もいた。運動時は運動による身体内部の熱産生

と身体外部からの熱負荷の両者が影響する。これに
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対し、ヒトは主に外気への放射、対流、伝導による

熱放散（乾性熱放散）及び汗の蒸発による熱放散（湿

性熱放散）により体外へ熱を放散する。1）体温は熱

産生と熱放散のバランスにより決まるが、防火衣に

より、外気への熱放散、汗の蒸発が行われず熱産生

に熱放散が追い付かず体温が上昇したと考えられる。

特に夏場は、環境温が高いため、外気への熱放散も

行われにくいので体温は上昇しやすいと考えられる。 

 

 

図 9 衣服内温度と環境温と消防活動訓練終了時体

温 

 

3.2.2 消防活動訓練終了時の役割別の体温 

図 10 には、役割別の消防活動訓練終了時における

体温の平均値を月単位の推移として示した。 

小隊長及び隊員は 6 月から 9 月まで 38.0℃前後を

示し、同じ着衣条件である中隊長とは、およそ 0.5℃

から 1.0℃の差があった。小隊長及び隊員の体温が顕

著に高い数値を示していることから判断すると、消

防活動において豊富な運動量が要求される役割の小

隊長及び隊員は、運動によって生じた産生熱等の体

温上昇に与える影響が特に大きいと考えられる。 

 

 

図 10 消防活動訓練終了時における役割別の体温 

3.2.3 体温の回復状況について 

体温の回復状況を知るために、時間経過ごとに、

全隊員における体温の平均値を図 11 に示した。6 月

から 9 月にかけては、消防活動訓練により上昇した

体温に対する低下した体温の割合は、11 分で 51％、

17 分で 69％、23 分で 80％とであったが、27 分経過

時点でも 82.4％までしか下がらずほぼ定常状態とな

ることから、訓練開始前の体温には戻らない場合が

あると考えられる。さらに、およそ 20 分経過後に体

温 37.0℃を下回ったところで、体温低下の幅が小さ

くなることを踏まえると、防火衣離脱による放熱行

動は消防活動訓練実施前の体温に戻すことはできな

いが、約 20 分で体温を 37.0℃以下にする効果がある

といえる。 

 

 

図 11 月別の体温の回復状況 

 

3.3 水分損失率 

3.3.1 月別の水分損失率 

図 12 には消防活動訓練時の水分損失率（体重当た

りの水分損失量）を月単位の平均値としてその推移

を示した。月単位の推移をみると、概ね、環境温が

高くなると水分損失率も高い値を示していて、6 月か

ら 9 月は 4 ヶ月連続して 1%を超え､ 高値を示した

8 月は 1.37％であり、環境温、衣服内温度も 大値を

示していた。6 月から 9 月は WBGT 値も高く、運動

により防火衣内で発生した産生熱が、防火衣の防護

性及び環境温が高いため放散されず、体温を維持し

ようと多く発汗した結果と考えられる。また、日本

のように季節が存在する国では、夏季に短期暑熱順
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化が自然に成立している 2)可能性があり、発汗能が

上昇したことも考えられる。 

 

 

図 12 消防活動訓練時の月別の水分損失率 

 

3.3.2 役割別の水分損失率 

役割別の水分損失率の推移を図 13 に示した。小隊

長及び隊員の数値が高く、７月における隊員の値は

およそ 1.6％で他の役割の者とは 0.5 ポイント以上の

差があった。ヒトの水分損失量は激しい運動下にお

いて１時間当たり 高で約 3 （体重 70で 4.3％）

3)とされており、単純計算すると 20 分間で 1 （体

重 70 で 1.4％）となることから、1.6％もの体内水

分を損失する隊員の活動が激しく、防火衣着装の影

響がいかに大きなものであるかを表している。 

また、水分損失による生理反応に関しては次のよ

うに言われている。 

水分損失が体重の１％増加するごとに直腸温が

0.3℃上昇する 4) 

初期体重の 2％の脱水が持久的運動能力低下のしき

い値であり、3％以上では無酸素パワーを低下させる

１)。 

これらを踏まえると、消防隊員の活動による生理

的負担を軽減させるには、体内水分の損失を防ぐこ

とが重要で、そのためには効果的な水分摂取が必要

であるといえる。防火衣及び空気呼吸器を完全着装

し、60 分間のランニングを実施した検証結果では、

自由飲水群は無水群（一切水分摂取をしない）より

鼓膜温においておよそ 1.5℃低い値を示した 5)ことか

ら、消防活動現場における適時適切な水分摂取は隊

員の熱中症予防に効果があるといえる。 

 

図 13 消防活動訓練における役割別の水分損失率 

 

3.4 主観評価について 

3.4.1 月別の主観評価 

 図14には消防活動訓練時の主観的運動強度と主観

的暑熱強度におけるそれぞれの合計値を月単位の平

均値としてその推移を示した。月単位の推移をみる

と、概ね衣服内温度と環境温が上がると運動強度及

び暑熱強度とも高い値を示しているが、11 月及び１

月の値はその傾向から外れる結果となった。 

 

 
図14 消防活動訓練時における主観的暑熱運動強度 

 

3.4.2 役割別の主観的暑熱強度 

図 15 の主観的暑熱強度の変化についてみると、多

くの月で小隊長及び隊員の値がやや高い傾向を示し

ている。特徴的なのは 5 月から 6 月の推移で、全隊

員の値が平均 62％上昇しており、他の月における推

移とは明らかに異なっている。また、中隊長及び隊

員の 6 月の値が、WBGT 高値を示した 8 月の値よ

りも高く､小隊長及び機関員についても7月の値が

高値となっていることから､身体が暑熱環境に順応

する前の状態で､暑さに対する耐性が8月よりも劣っ

ていたことが一つの原因であると考えられる。また 8
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月が 67 月より自覚強度が低い理由として、夏季に

短期暑熱順化が自然に成立している５)可能性が考え

られる。 

 

図 15 役割別の主観的暑熱強度の推移 

 

4. まとめ 

⑴ 検証期間中、衣服内温度が 25℃、衣服内湿度が

40％を下回ることはなかったことから、防火衣を

着装した消防隊員による活動は、年間を通して熱

中症の危険が伴うことが考えられる。 

⑵ 消防活動による体温上昇は環境的要因だけでな

く、運動量による産生熱にも大きく左右される。 

⑶ 6 月から 9 月（WBGT26.4℃～30.5℃）における

防火衣上衣を離脱して行う放熱行動は、27 分間で

は体温を消防活動訓練実施前の値に戻すことはで

きないが、約 20 分で体温を 37.0℃以下にする効果

がある。 

⑷ 水分損失率が深部体温上昇に影響を与えるとさ

れる 1%を超える 6 月から 9 月は、熱中症リスクが

高い。さらに、活動中の運動量が多い小隊長や隊

員の夏季における水分損失量は、20 分間で 1 を

超えると推測されることから、熱中症予防のため

には適正な水分補給が必要となる。 

⑸ 6 月の時点では､季節の変化による暑熱順化の形

成は不十分で､暑さに対する耐性が劣っているこ

とから､環境 WBGT や体温がより高い 8 月よりも

暑いと感じる隊員が多い。 

 

 

 

 

5. 本検証の課題 

 本検証では、被験者となる隊が月ごとに変わって

いたため、検証期間中同一の被験者で実施すること

ができなく、被験者間の影響を受けていることは否

定できない。また、消防活動訓練では、想定は同じ

ものの、活動方針は隊により違いがあり、同じ活動

量が確保できていない可能性がある。したがって、

同じ隊で年間を通して、消防活動訓練を行いデータ

を取得することが、本検証の課題といえる。 

 

6. おわりに 

 現在、消防技術安全所活動安全課では、消防隊員

の熱中症対策の一つとして、暑熱順化に関する検証

に取り組んでいる。暑熱順化とは、暑熱環境で生理

機能に適応的変化をもたらし耐暑性を向上させるこ

とで、熱中症を未然に防止する対策として有効とさ

れている。熱中症予防には、これまで、水分補給、

冷却材の活用で対応してきたが、これらに加え、暑

熱順化も一つの方策として期待している。 
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［セッション 2］ 

 

 一般発表 

圧迫止血固定器具の開発について 

川越地区消防局 

小林裕幸 

 

１．はじめに 

 外傷の救急現場において、出血している傷病

者に接する機会は多く、血液による感染に十分

注意し現場活動を行っています。 

 活動性の外出血を止めるための第１選択と

して、用手による直接圧迫止血法があります。

しかし直接圧迫止血法を効果的に行うためには、

隊員が常に傷病者に付き添い、用手で出血箇所

を骨に向かって垂直に圧迫し続ける必要があり

ます。また圧迫止血中に血液がガーゼに染み込

んでしまうと、止血能力が落ちるため、ガーゼ

や三角巾を交換したり足したりして対応しなけ

ればなりません。 

 このように直接圧迫止血法にはいくつかの問

題点があります。 

 そこで四肢の圧迫止血を迅速に行い、圧迫止

血をしたまま手を離して他の活動が出来、血液

による感染防止を考慮した、吸水能力のある圧

迫止血固定器具を開発致しましたので発表させ

ていただきます。 

 

2. 構造 

 試作品は市販のクイックバークランプ（最大

開き幅３０ｃｍ、深さ６ｃｍ）を使用して作製

しました。圧迫止血時の強度を保つために、厚

さ２ｍｍのアルミ板を切断加工し、クランプ内

側のアダプタに接着しました。このアダプター

は容易に本体から取り外しが出来ます。アルミ

板の内側には圧迫時の痛みを軽減するため、弾

力性のある黒セルスポンジ（縦１０ｃｍ×横１

０ｃｍ×厚さ１ｃｍ）を接着しました。反対側

のクランプ内側のアダプターにも切断加工した

アルミ板を接着し、アルミ板の内側には手のひ

らの感覚に、より近づけるため、アルミ板の両

側を湾曲させ、内側に黒セルスポンジ(縦１０ｃ

ｍ×横１０ｃｍ×厚さ１ｃｍ)と低反発ウレタ

ンを重ね合わせて接着したものを取り付けまし

た。両側の圧迫パッド内側にゴム板（縦１０ｃ

ｍ×横１０ｃｍ×厚さ１ｍｍ）を貼り付けるこ

とで、血液がウレタンや黒セルスポンジに染み

込まず、血液による汚染防止を図りました。 

 両側のゴム板内側には、止血パッドを貼付け

ました。止血パッドは、圧迫パッドのサイズに

合わせてカットした吸水剤（紙パンツ専用パッ

ド）をガーゼで包んだもので、使い捨てること

が出来、感染防止を図ると共に血液が滲み出る

ことのない構造とし、このパッドのみでも用手

による直接圧迫止血法を効果的に行うことが出

来るようにしました。 

 また、アタッチメントを 3 種類作製し、アダ

プターを離脱することで、圧迫パッドを取り外

す事が出来るため、創傷の大きさに合わせて圧

迫することが可能です。アタッチメントは縦１

０ｃｍ×横１０ｃｍの正方形のもの、直径８．

５ｃｍの円形のもの、そして縦１０ｃｍ×横２

０ｃｍの長方形のものを作製しました。 

 圧迫を解除する際はリリースボタンを押す事

で簡単に解除が出来ます。 

 

3. 使用方法 

 まずガーゼで創傷を覆います。クイックバー

クランプを広げ、四肢の出血している部位のサ
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イズにセットして挟みます。次にハンドルを握

り、ハンドルに抵抗が出るまで圧迫します。ハ

ンドルを 1 回握る度に５ｍｍ圧迫することが出

来ます。圧迫止血をしている四肢の末梢の皮膚

（色・温度・性状）を観察します。 

 

4. 特長 

(1) 従来は直接圧迫止血法を実施した後に、三

角巾を巻き固定していましたが、三角巾を使用

することなく容易に圧迫固定が出来るので、迅

速かつ効率的な止血処置が行えます。 

(2) 血液に触れる事無く止血可能なため、衛生

的で血液による感染防止を図ることが出来ます。 

(3) 四肢の圧迫の方向を問わず使用が出来ま

す。 

(4) 脱着可能な圧迫パッドを 3種類作製したこ

とで、創傷の大きさに合わせて効果的な圧迫止

血を行うことが出来ます。 

(5) 吸水性のすぐれた止血パッドを使用する

ことにより、血液を吸収し感染防止を図ること

が出来、止血パッドのみでも使用可能なものと

しました。止血パッドは容易に取り外す事が出

来、使い捨てのため衛生的です。 

(6) 創傷の処置において、ナイフ等の成傷器の

固定にも活用が出来ます。 

 

図１ 圧迫止血固定器具構造図 

 
 

 

 

写真１ クイックバークランプ 

 

 

写真２ 厚さ２ｍｍのアルミ板 

 

 

写真３ 黒セルスポンジ 
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写真４ 低反発ウレタン 

 

 

写真５ カットしたアルミ板を黒セルスポンジ

とアダプターに貼付けた状況（圧迫パッド） 

 

 

写真６ 吸水剤（紙パンツ専用パッド） 

  

 

 

 

 

写真７ 吸水剤をカットしてガーゼで包んだ状

況（止血パッド） 

 

 

写真８ 圧迫パッドに合わせて作成した止血パ

ッドの状況 

 

 

写真９ 3 種類の圧迫パッド 
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写真１０ 圧迫止血固定器具完成写真 

 

 

 

写真１１ 上肢の圧迫止血の状況 

 

 

写真１２ 下肢の圧迫止血の状況 

 

 

写真１３ 刺創の処置で成傷器を固定している

状況 

 

（小林裕幸 埼玉県川越市神明町 48 番地 4 TEL: 049-226-7290）
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［セッション 2］ 

 一般発表 

ホースカー積載ＢＯＸの開発について  

 

川越地区消防局 

矢 角 利 之  

 

1.  はじめに 

  火災現場における水利部署は、必要不可欠な

戦術のひとつです。特に水利部署した車両から

の中継ホースの延長は、3 本以内であれば手びろ

め延長が基本となりますが、4 本以上はホースカ

ーを使用した延長が基本的戦術になります。 

災害活動において、ホースカー内に収納され

ているホースを一度使用してしまうと、再び収

納するのに時間と労力を費やすことは、誰もが

経験していることと思います。しかし、私達は

災害活動で疲弊し、活動を終え帰署した後も、

次の災害に対応するため、車両や資器材の点検

整備を行わなければなりません。ホースカーへ

のホース収納は、出動準備時の 優先事項のひ

とつであるとともに、 も負担のかかる作業の

ひとつではないでしょうか。 

そこで、出動準備時の負担を軽減するべく、

短時間かつ 小限の労力でホースを収納できる、

ホースカー積載ＢＯＸを開発しました。 

 

 

 

図１ ホース積載前、積載後の状況 

 

２． 構造 

 

 

図２ 積載ＢＯＸ各部詳細図 

 

 材質は、厚さ１２ｍｍのコンパネを使用し、高

さ４１０ｍｍ、奥行５７０ｍｍとし、横幅はホ

ースカー内の形状に合わせ、上面３０５ｍｍ、

下面２６５ｍｍの木箱を、左右対称に 1 組配置

し使用します。箱の前面、上面を開放状態にす

ることにより、ホース収納を容易にし、背面は

上中下段に３枚のコンパネを打ち付け、５０ｍ

ｍ幅の２箇所の空間を作ることにより、軽量化 
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を図りました。コンパネの主要結合部はＬ字型

の金具で補強し、強度を上げました。取手は、

太さ２５ｍｍ幅のベルトを箱の上面の左右に前

後２本通し、持ち易く箱の出し入れがし易い様

に加工するとともに、締め付けや離脱着が容易

にできる様にしました。 

  １箱に６５ｍｍホース４本が収納でき、１組

合計で８本が収納できる構造になっています。 

 

 

 

図３ ホースカーに積載ＢＯＸをのせた状況 

（ホース積載無し） 

 

 

 

図４ ホースカーに積載ＢＯＸをのせた状況 

（ホース積載有り） 

 

３． 使用方法 

  ホースカー積載ＢＯＸを収納した状態でホー

スカー内に設定します。その後、あらかじめ用

意された予備のホースカー積載ＢＯＸと速やか

に交換するだけで、ホース収納が完了します。 

 

４．ホースカー積載ＢＯＸを作成したことによ

る利点 

 

４．１  利点１ 

災害活動帰署後の点検整備の負担が大幅に軽

減できる。 

 

４．２  利点２ 

出動準備時間の短縮が図れ、次災害に備え早

期体力の回復が見込める。（通常は隊員４名で

約１０分、積載ＢＯＸは隊員２名で、約３０秒

で収納可能。） 

 

 

 

図５ ホースカー積載ＢＯＸの収納状況 

 

４．３  利点３ 

  災害で使用したホースが４本以下だった場合、 

片側積載ＢＯＸの載せ替えだけでも収納可能。 

 

４．４  利点４ 

  あきらかに大量放水が必要と判断できる災害 

現場において、積載ＢＯＸを左右２つに分けた 

ことにより、中継送水時の同時２線延長が可能 

になり、有効な戦術のひとつとして計算できる。 

（ホース１線延長から同時２線延長への切り替 

えも容易にできる。） 
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図６ ホースを１線延長している状況 

 

 

 

図７ ホースを同時２線延長している状況 

 

４．５  利点５ 

  同時２線延長が可能になったことで、連結送 

水管やＳＰ送水口等の送水体形を容易にできる。 

 

 

 

図８ ホースを連結送水管に接続している状況 

４．６  利点６ 

  ホースカーでは進入できない狭隘箇所や障害 

物、階段の段差や河川敷の悪路でも積載ＢＯＸ 

のみで延長でき、ホースカーの欠点を補うこと 

ができる。（出し入れが容易という利点を 大 

限に活用。） 

 

 

 

図９ ホースカーでは進入出来ない狭隘箇所や 

段差での積載ＢＯＸを使用したホース延長状況 

 

４．７  利点７ 

  敬遠されがちなホースカーを活用した訓練を 

積極的に行える。 

 

 

 

図１０ ホースカーを活用した訓練の状況 

（災害に備えいつでも予備ＢＯＸを積載できる 

ように準備している） 
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４．８  利点８ 

  あらかじめ、積載ＢＯＸ内のホースナンバー 

を、ホワイトボード等に記載すれば、車庫保管 

ホースの管理が容易となる。 

 

 

 

図１１ 車庫ホース棚の予備ＢＯＸ保管状況 

 

４．９  利点９ 

  予備のＢＯＸを車両積載すれば、即座に次の 

災害に対応することができる。 

 

 

 

図１２ 予備ＢＯＸを車両に積載している状況 

 

４．１０  利点１０ 

  上記記載のとおり、単に出動準備を速めるだ 

けにとどまらず、様々な活用法があり、災害活 

動の幅を大きく広げることができる。 

 

５． おわりに 

  今回、ホースカー積載ＢＯＸを作成するにあ 

たり、「完成後、即実戦配備」を目標としてき 

ましたが、概ねその目標に達することができま 

した。現在、私の所属で試験的に運用を開始し、 

ある一定の成果をあげています。 

  今後、素材を変え薄いアルミ板等を使用し作 

成すれば、強度向上、軽量化が図れるとともに、 

ホースの収納スペースも確保でき、さらに良い 

積載ＢＯＸが作成できると思います。さらなる 

研究開発を進め、皆様のご指導をいただき、よ 

り良きものを作成できれば幸いと考えています。 

（矢角利之 〒350-0815 埼玉県川越市大字鯨井 589 番地 1 TEL: 049-234-0119）
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［セッション 2］ 

 

 一般発表 

N コード山岳救助用マップの開発と要救助者発見の時間短縮について 

 

神戸市東灘消防署 消防防災課 

福田一德、東 泰宏 

 

1. 現状と問題点  
神戸・阪神間の背後、東西 50 数キロに及ぶ

六甲山系には無数の山歩きコースが存在し、

神戸市内から数分でバリエーションに富んだ

山歩きが楽しめる。その環境は全国的にも希

なもので、ビギナーからベテランまで数多く

の登山者が気軽に登山を楽しんでいる。 

 近年の健康志向の高まりにより、六甲山へ

の登山者も増加し、これに伴って、山中での

転倒や転落、道迷い等の山岳救助事案が増加

傾向にある。また、携帯電話の普及により、

通報件数も増加傾向にある。 

 

表１ 過去の神戸市山岳救助出動件数  

 

 

 

 

 

これまでの山岳救助事案では登山用地図を

用い、記載されている目標物を基準とした検

索活動を行ってきたが、当市では通報者が自

身の位置を伝える目標物として、登山道に

「119 ばんつうほうプレート（写真 1）」を貼

付した道標（写真 2）を配置し、その道標を

記載した山岳救助マップ（図 1）を作成、道

標を基準とした検索活動ができる環境を整え

てきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、道標は登山道上のみに配置されて

いるため、登山道から外れた場所では通報者

の位置を特定することができない。また、通

報者のほとんどが道標を見ておらず、結局、

聞き込みで目標物や通ってきた登山道を特定

し、道標を基準に災害点を推測しながら検索

活動を行っていた。 

 

 

 

 

 

年 
平成

20 年 

平成

21 年 

平成

22 年 

平成

23 年

件数 43 49 73 63 

写真 1 119 ばんつうほうプレート  

写真 2 道標  
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最近では、携帯電話が一般的に普及しており、

山中の通報は携帯電話によるものがほとんど

である。管制室では、119 番通報を受信すれ

ば、即座に携帯電話の GPS 機能から通報者の

位置情報（緯度･経度）を取得することができ

る。この位置情報は携帯電話端末の技術向上

により、年々精度が良くなっている。 

 しかし、この緯度･経度による情報は、60

進法で桁数が多く、聞き取り難く、覚え難い

という欠点があり、私たち消防職員ですら、

緯度・経度による位置特定は難しい。また、

緯度･経度を取得するための装置である携帯

GPS 端末は、高価で出動全隊になかなか配置

できない。携帯 GPS 端末を持たない隊の位置

は把握できないことから、現場指揮所におけ

る部隊管理が難しく、部隊運用が非効率で、

安全管理上も十分とは言えない。 

 

 

2. 開発  

2.1 緯度･経度に替わる新たな座標  

 緯度･経度は、正確に位置を表現するには、

最も優れた座標であると考えられるが、60 進

法で桁数が多く、数字を聞いて容易に位置を

把握することは難しいことから、桁数が少な

く、容易に位置を表現できる座標が必要であ

る。 

 そこで、桁数が少なく、容易に位置を表現

できる座標として考えたのがメッシュコード

である。メッシュコードであれば、地図上の

縦軸と横軸、それぞれのコード番号を読み上

げるだけで、容易に大まかな位置を推定する

ことができる。 

 

 

  

 

 

 メッシュコードを採用している地図には、

市販の地図や、各防災機関が活用している地

図など、多数存在しているが、いずれもメッ

シュの基準が統一されておらず、山岳ルート

も詳細に記載されていない。（図 2） 

 全国を連続して統一的に表現しているメッ

シュコードの一つに、N コードがある。N コー

ドは、10 進法の 3 桁－3 桁（50m メッシュ）、

4 桁－4 桁（5m メッシュ）等の整数で表現さ

れ、聞き取りやすく、憶えやすい座標である。

また、N コードはホームページ（図 3）で公開

されており、誰でも自由に利用できる環境が

整っている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 山岳救助マップ  

図 2 メッシュコード地図の一例  

（「ゼンリン住宅地図」㈱ゼンリン）

（NC プロジェクト、ホームページより）

図 3 N コード検索ホームページ  

登 山 道  

道 標 番 号  

（●の位置：○ページのＨ－２）  
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2.2 位置取得端末  

 緯度･経度を取得する携帯 GPS 端末は、1 台

1 万 5 千円前後から数万円と高価であり、多

くの機能を持つが、複雑な操作が必要である。

N コードを取得するための N コード簡易端末

（通称「N ポジ」:写真 3）は、1 台数千円と

比較的安価で大量購入が容易であり、電源を

入れて 1 つのボタンを押すだけの簡単操作で

取得することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 N コード付山岳救助用マップ  

以上のことから、メッシュコードは N コー

ドを採用することとした。N コードは 4 桁－4

桁のコード番号で表され、1 桁目が 5km、2 桁

目が 500m、3 桁目が 50m、4 桁目が 5m のメッ

シュで表される。5ｍメッシュが最もピンポイ

ントに近い状態で位置を特定することが可能

であるが、N コード簡易端末の 4 桁目の誤差

が比較的大きいこと、また、50m の範囲内で

あれば、呼びかけによる声等が聞こえる範囲

であり、位置修正が容易な範囲であると考え、

マップには 50m メッシュを採用することとし

た。（図 4） 

 そこで、この N コードの 50m メッシュを従

前から活用していた山岳救助マップ（1/5000）

に記載し、さらに、従前の緯度･経度線を 10

秒単位で載せることにより、現場指揮所にお

ける部隊管理が、N コード、緯度･経度の両方

で可能となった。（図 5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 指令管制システムへの導入  

 これまでの指令管制システムでは、携帯電

話で通報を受けた段階で、自動取得した通報

者の位置である緯度･経度を出動隊へ指令書

や FAX を使って情報発信がなされていた。 

このシステムに、さらに、自動的に取得し

た緯度･経度を N コードに自動変換し、これら

を出動指令書に記載することによって、出動

段階で通報者の位置特定が格段に容易となる。 

写真 3 N コード簡易端末装置（N ポジ）

N コード 

 

図 4 N コード付山岳救助用マップ  

図 5 N コード付山岳救助用マップ全体  

経 度  

緯 度

Ｎ コ ー ド  

5 0 m メ ッ シ ュ  
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また、指令管制室と出動隊との間における

共通の尺度が N コードとなることで、より有

効な現場活動が期待できる。 

これらのことから、指令管制システムに N

コードを採用し、指令段階の出動指令書に通

報者の位置である緯度･経度とともに、N コー

ドを記載することにより、初期段階での出動

隊間において、容易に共通の認識が持てるこ

ととなった。（図 6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 検証訓練の実施  

指令システムの完成及び N コード付山岳救

助用マップの完成を待って、道迷いを想定し

た山岳救助訓練を実施した。 

3.1 日 時  

平成 24 年 4 月 18 日(水)13:00～14:30 

3.2 参加隊  

 指揮隊 1 隊、救助隊 1 隊、ポンプ隊 4 隊、 

 救急隊 2 隊 計 8 隊 

3.3 訓練想定  

 男性 2 名が登山中、うち 1 人が負傷し動け

なくなり、119 通報したもの。（実災害を想定

し、訓練参加隊員には詳細説明を行わず実

施。） 

3.4 訓練内容  

3.4.1 通報者が携帯電話にて 119 番通報後、

GPS 機能にて発信地特定。指令システムによ

り N コードへ自動変換し通報者の位置特定。 

3.4.2 各参加隊の N コード簡易端末による

現在地測定。 

3.4.3 現地指揮所における、N コード付山岳

救助マップを活用した出動隊の現在地把握と

活動指示。 

3.5 訓練検証結果  

3.5.1 携帯電話による通報で、通報者の位置

情報が指令システムにより、正確に N コード

変換されていたため、現場直近に集結場所を

指定することができ、また、各隊への任務指

定が的確であったことから、入山から約 20

分という従前に比べ極めて短時間で救出が完

了した。 

3.5.2 各隊からの位置情報（N コード）送信

により、指揮所における隊員管理が十分に行

えた。また、指令情報を元に N コードを活用

したことにより検索範囲、検索ルートの選定

がうまく機能した。 

3.6 訓練時系列  

10:00 要救助者、高座の滝より一軒茶屋に向

け入山開始。 

13:00 訓練開始。 

13:02 １１９番通報。（芦屋市消防本部入電） 

13:05 神戸市消防局管制室覚知。（芦屋消防

指令室との 3 者通話実施） 

13:11 出動指令。 

    東灘消防署にて、土
ど

樋
ひ

割
わり

峠（№ひ 62

－1）を集結場所と決定し、指揮隊から

出動各隊に指示し出動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 出動指令書  

写真 4 位置情報の確認  
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13:50 土
ど

樋
ひ

割
わり

峠（道標№ひ 62－1）集結完了。

指揮所設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   救助隊により、要救助者の位置を特

定。付加情報を含め、出動隊で情報を

共有。 

     土樋割峠から北側と南側に分けて検

索。北側（北側ルート）を隊員 12 名、

南側（南側ルート）を 10 名とした。 

14:05 各隊入山開始。 

    各隊適宜Ｎポジにより、現在地を指

揮所へ無線送信。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:12 要救助者呼びかけに対し応答。 

14:20 要救助者発見。 

14:24 機動隊ヘリコプター要請。 

要救助者ピックアップポイントへ搬

送開始。 

14:41 ピックアップポイント（黒岩谷堰堤北

側）到着。 

14:58 ピックアップ完了。訓練終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 林野火災時における N コード付山岳救助

用マップの活用  

 従前の林野火災防御計画書（図 7）では、

集結場所と使用可能水利、山岳ルートは記さ

れているが、火災の延焼範囲や十分な部隊管

理は困難であると考えられることから、林野

火災防御計画に N コードの活用ができないか

を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 陸上隊の活動報告と上空のヘリコプターか

らの延焼範囲の報告を N コードで行うことに

より、延焼範囲の把握が容易となるとともに、

安全かつ有効な部隊管理が可能である。 

 以上のことから、N コード付山岳救助用マ

ップを加え、図面をベースにした 4 頁で 1 箇

所の計画書とし、管内全域 30 箇所に対して作

写真 6 N ポジによる N コード取得  

写真 5 指揮所開設状況  

写真 7 指揮所運営状況  

写真 8 活動記録  

図 7 従前の林野火災防御計画書
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成した。（図 8～11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N コード付山岳救助用マップは 50m のメッ

シュ地図であることから、陸上隊の活動場所

報告やヘリによる延焼状況の報告により、概

ねの延焼範囲がわかり、活動指示が出しやす

いものと考えられる。また、1 つのマスが 50m

であることから、ホースの必要本数が容易に

算出することができるなど有効活用が期待で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 林野火災防御計画書Ⅰ

（車両部署位置）  

図 10 林野火災防御計画書Ⅲ

（ホース延長計画）  

図 9 林野火災防御計画書Ⅱ

（Ｎコード付防御図）  

図 11 林野火災防御計画書Ⅳ  
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5. その他  

 N コードは、広大で目標物の無い場所で、

有効に活用することができる。東日本大震災

であったように、すべての建物等が破壊、流

されてしまい、住所や目標物が活用できない

ような状況に陥った場合においても N コード

を活用すれば、容易に位置の特定が可能であ

り、有効な検索活動が可能であると思われる。

また、海上における水難救助等にも N コード

の活用が期待できるのではないかと考える。

今後は、様々な災害に対応すべく、N コード

付の救助マップを作成していくとともに、隣

接消防本部や警察機関等関係機関との連携に

も活用していきたい。 

 

 

 

（福田一德 神戸市東灘区住吉東町 5-2-1 東灘消防署 TEL: 078-843-0119 

E-mail: kazunori_fukuda@office.city.kobe.lg.jp） 
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［セッション 2］ 

 

 一般発表 

傷病者搬送時における、搬送補助器具の使用について 

 

神戸市消防局垂水消防署 

宮﨑靖子、松下綾香、田村公宏 

 

1. はじめに 

 神戸市は兵庫県の県庁所在地であり、六甲山

を中心にした広大な地域に広がっている。現在

の神戸市の住宅地は、六甲山地北部から西部の

丘陵地にまで広がっており、六甲山地南側の幅

3km 程度の細長い低地部が市の中心となってい

る。近年では、海岸部や海上を埋め立て、神戸

の特徴ともいえる港湾施設の拡充や市街地の拡

大がはかられ、市街地が海岸から山麓にいたる

までほとんど切れ目なく続いている。人口は約

154 万人で、9 つの行政区に分かれている。 

神戸市消防局は、1 本部、10 消防署、1 分署、

18 出張所に約 1,460 人の職員を有し、市民の安

心・安全を守っている。私たちが勤務する垂水

消防署は、神戸市の市街地の西端に位置し、明

石海峡大橋で淡路島をつなぐ垂水区内にある。

垂水区は東側には須磨区、北側は西区、西側は

明石市にそれぞれ隣接し、地勢は谷筋とその間

に広がる丘陵地で形成されているため、ほとん

どが住宅地である。戦後、急速に都市化が進み、

昭和 30 年に 5 万人だった人口が、現在は約 22

万人で、神戸市全人口の約 15％を占めており、

市内でも高齢者世帯数が多い地域になる。 

また、区南部は古くからの町並みで急な坂道

や狭隘な道路が多い上、エレベーターを有しな

い共同住宅が数多くある。北部域や隣接する西

区には、ニュータウン開発で住居と商業区域や

工業団地区域が進み、急激に人口が増加すると

ともに、町並みには複雑多様化する構造の建物

が多く見られるようになってきている。 

そして、消防救急隊に求められる市民からの

ニーズも複雑多様化するとともに、救急活動内

容の高度救命化と安全で確実な遂行が必要不可

欠とされている。 

 

2. 現状 

 当市では、平成 4 年に生田消防署(現 中央消

防署)において救急救命士隊の運用を開始し、現

在では 31 隊の全救急隊に救急救命士が乗り込

んでいる。救急業務の高度救命化等から、救急

隊員の 3 名では、救急資器材を現場へ携行する

際の負担が少なからずあり、現場状況等から傷

病者を搬送する場合の安全性が低下するなど、

あらゆる方向から各隊員に対する責任を含む負

担が増加している。 

また、女性消防職員の採用に伴い、平成 12

年 4 月に女性救急隊員が誕生している。現在は、

11 名が救急隊員として現場活動している。 

現在の救急隊員の構成は、男性職員 3 名か男

性職員 2 名と女性職員 1 名の 3 名体制となって

いるが、新たな取り組みとして、当署において、

平成 24 年 4 月から男性職員と女性職員 2 名が同

時に乗り組む場合がある救急隊の運用を実施し

た。運用実施の実績については乏しいが、今後

積み重なっていく実績について、色々な面での

検証を行っていこうと考えている。 
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3. 搬送時の課題 

 現状の課題として、下記 2 点について簡潔に

取り上げてみた。 

3.1 救急現場における負担の増加について 

 救急救命士が乗車する隊の増隊に伴って、高

度救命化の救急資器材等が整備されてきた。各

救急現場において特定行為に伴う救命処置を必

要とする傷病者には、携行する資器材が多くな

っている。AED・輸液チューブをはじめとする

搬送時に支障となりうるケーブル類や、携行し

てきた資器材が多くあり、救急隊のみでの活動

には限界があった。そこで当市は、全国に先駆

け平成 10年 4月から消防隊と救急隊の連携活動

によるペア出動を実施した。しかし、特定行為

を伴う救急現場での連携活動を想定したもので、

一般的な救急現場において、エレベーターの無

い団地等上階や狭隘した場所、傷病者の体重な

ど救急隊員が傷病者を搬送する際に受ける、一

人当たりの負担重量は限界に達してきている。

このような場合には、現場から支援隊を要請し

対応している。 

3.2 安全性の確保について 

 支援隊に頼らずに、急な坂道や団地等上階か

らの階段等を使用した搬送時における傷病者の

落下防止対策を策定し、安全性を高める必要が

ある。 

 

4. 搬送器具の種類 

当市で使用する搬送器具は、主に下記の資器

材である。 

4.1 エクスチェンジストレッチャー 

 全救急車には、傷病者の状態に応じて、いく

つかのポジション変化をさせることができるフ

ァーノ社製のエクスチェンジストレッチャーを

積載している。傷病者を救急現場から救急車内

へ、救急車内から医療機関内に収容する場合に

用いている。このタイプは、トランスポーター

とトランスポーターから取り外して使用するこ

とができるストレッチャーで構成されている。 

 

 

4.1.1 トランスポーター 

 6 段階の高さ調節が可能で、ストレッチャー

と一体で使用し、傷病者を搬送する場合に用い

る。救急車内へ収容する際には、高さを最高位

に合わす必要がある。 

 

 

 

4.1.2 ストレッチャー 

 トランスポーターから離脱し、フラットポジ

ション（平担架型）として使用したり、チェア

ーポジション（椅子型）で、屋内や階段、狭隘

路等での傷病者搬送に用いる。車輪が付いてい

るため搬送が容易である。 

 

 

 

フラットポジション 

 

トランスポーター

ストレッチャー 
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チェアーポジション 

 

 

4.2 フォールディングストレッチャー 

 二つに折りたたんで収納することができ、保

管に場所もとらず、重量も 4kg と軽いため持ち

運びにも便利である。使用する際は、メインフ

レームを掴んで伸ばして使用する。 

 

 

 

4.3 スクープストレッチャー 

 交通外傷等による受傷で脊椎・頚椎損傷の疑

いがある傷病者の収容等に用いる。傷病者の身

長に合わせて、3 段階の長さに調整したり、左

右に開き分離し傷病者をすくい上げることがで

きる構造である。このため、傷病者の動揺を最

小限に抑え、二次的に悪化することを防ぐこと

ができる。 

 

 

 

4.4 布担架等 

 階段等での傷病者の搬送に簡単で手軽に使用

することができる。使い方が自由自在なので、

狭隘な場所であっても使用することが可能であ

る。 

 

 
 

4.5 レスキューシート 

 椅子に座らせたような状態にして傷病者を搬

送することができる。コンパクトで持ち運びが

容易である。表面がコーティングされており、

血液等が付着した際の清拭が容易である。 

 

 

メインフレーム 
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5. 搬送器具の検証 

 それぞれの搬送器具を、階段搬送時に使用し、

検証を行った。 

5.1 ストレッチャー（フラットポジション） 

 平担架として用いるケースは少ない。例えば、

駅構内の搬送時にホーム部分はチェアーポジシ

ョンにて搬送し、階段部分では平担架にして搬

送することがある。駅階段は、幅が広いため写

真のような搬送方法を用いることが少なく、多

くは階段と平行にして搬送している。 

 

 

 

5.2 ストレッチャー（チェアーポジション） 

 エレベーターボックスのない共同住宅等の救

急現場において使用することが多く、階段では

写真のような形となることが多い。16kg の重量

があるため、他の搬送資器材に比べ各隊員の負

担が大きい。さらに両サイドにあっては、持手

部分が決まっていないため左右のバランスが不

安定となりやすい。 

 

 
 

5.3 フォールディングストレッチャー 

 傷病者に負担がかかることを少なくするため

には、できる限り平行になるように搬送する必

要がある。そのためには、足部側を高くあげ、

頭部側は逆にかがむように姿勢を低くしながら

運ばなくてはならない。また、共同住宅等の狭

隘な階段や踊り場では取り回しが困難である。 

傷病者との設置面の素材や、形状が平らであ

るため、搬送時に角度がつくと傷病者がずれや

すい。持手部分（メインフレーム）が細い上に

安定しないため、すべりやすい。 
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5.4 スクープストレッチャー 

 フォールディングストレッチャーと同様に、

なるべく平行になるように搬送しなければなら

ないため、足部側は高くあげ、頭部側は逆にか

がむように姿勢を低くしながら運ばなくてはな

らない。傷病者を固定するような感じで寝かせ

るため、少し角度をつけてもフォールディング

ストレッチャーに比べ傷病者がずれにくい。ま

た、持手部分も適度な太さがあり安定し、すべ

りにくい。 

 

 

 

5.5 布担架等 

 持手部分を変えることで、狭隘な階段でも使

用することができる。ただ、体が沈みこむため、

傷病者にとっては、乗り心地が悪く感じる。ま

た、傷病者が容態変化し前のめりになると、体

制が崩れ救急隊員に急激な負荷が加わるだけで

なく、傷病者が落下する危険もあり、不安全に

も陥る。 

 

 

 

5.6 レスキューシート 

 2 人で搬送することができ、狭隘な階段でも

使用することができる。意識があり坐位で体位

を保持できる傷病者でなければ使用することが

困難である。また、傷病者が容態変化し前のめ

りになると、体勢が崩れ救急隊員に急激な負荷

が加わるだけでなく、傷病者が落下する危険性

が布担架等より高い。 
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6. 課題への対策 

 救急現場においての傷病者搬送時に、重量が

負担となり、転倒しそうになったり手を離しか

けたりといった傷病者の搬送が不安全な状態に

なったケースがあった。このようなケースを減

らすため、費用をかけずに身近なものを用いた

補助器具となる資器材はないかと考えた。 

6.1 スクープハーネス 

 担架搬送の補助器具として、市販されている。 

 

 

 

6.2 スリング類とカラビナ 

 軽量で使いまわしもよく、救助資器材として

の使用実績がある。 

 

 

 

 

7. 検証する補助器具 

7.1 スクープハーネス 

 購入単価が高く、やや重量感があった。 

搬送器具に取り付けてから持ち上げると、お辞

儀をするような姿勢となるため、腰を痛めてし

まう可能性がある。また、ハーネスの可動域の

余長が少なく、階段や踊り場での取り回しがで

きなかった。 

本来は、山岳救助等の現場において、船底担

架等に接続し、長距離搬送時に使用する資器材

であるため、救急現場においての階段等搬送時

に布担架等に取り付けて使用するには、無理が

あることがわかった。 

7.2 テープスリング及びカラビナ 

 テープスリングもカラビナも主に救助資器材

として使用されていて、様々な種類やサイズが

ある。今回の検証をおこなうにあたって安全性

が高く、使いまわしや持ち運びが容易なものと

して、次のテープスリングとカラビナを準備し

検証した。 

 

① 準備資器材 

120cm テープスリング  1 本 

30cm テープスリング  1 本 

安全環付カラビナ     2 枚 

 

 

 

 

 

 

120 ㎝テープスリング 

30 ㎝テープスリング カラビナ(安全環付) 
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 ② 使用時の装着方法 

120cm のテープスリングを隊員の両肩にた

すきがけをする。 

 

 

 

 

 カラビナ(安全環付)を 120cm テープスリン

グのクロスした部分にかける。そこに、30cm

テープスリングを 1 本をかけ、もう 1 枚のカ

ラビナ(安全環付)を接続して使用する。 

 

 

 

 
 

8. 補助器具を用いた搬送器具の検証 

 「5. 搬送器具の検証」と同様に、それぞれ

の搬送器具にテープスリングとカラビナ(安全

環付)を用いて階段搬送時に使用し、検証を行っ

た。 

8.1 ストレッチャー（チェアーポジション） 

 ストレッチャーの左右についた隊員は、それ

ぞれ傷病者の足部側となる部分にテープスリン

グとカラビナ(安全環付)を設置する。テープス

リングを左右対称に付けるため、実際に手を離

しても保持でき、不安定なバランス状態を回避

できた。安定して保持することができる。 
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8.2 フォールディングストレッチャー 

 頭部側の１名が、担架の持ち手に 30cm のテ

ープスリングを 2 本使用することにより、保持

できる。 

 

 

 

8.3 スクープストレッチャー 

 フォールディングストレッチャーと同様、頭

部側の１名が、担架の持手部分に 30cm のテー

プスリングを 2 本使用することにより、保持で

きる。フォールディングストレッチャーに比べ、

持手部分が太くはっきりしているので安定感が

ある。 

                          

 

8.4 布担架等 

両側についた隊員がそれぞれ傷病者の足部

側の持手部分となるところにテープスリングと

カラビナを設置。実際に手を離しても保持でき

る。 

 

 

 

 

8.5 レスキューシート 

 傷病者の頭部側にカラビナ(安全環付)をかけ、

足部側には 30cm のテープスリングを設置し、

手を通せるようにした。実際に頭部側の手を離

しても保持できる。 
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 3 人で搬送する場合、足部側に 30cm のテープ

スリングを設置し、手を通せるようにした。万

が一手が離れることがあっても、手を通してい

ることで手首で保持できる。 

 

 

 

9. 検証結果 

 実際には搬送補助器具なので、それだけに頼

りきってはならない存在ではあるが、手を離し

ても保持できることから、強度や安全性に関し

ては信頼度が高いことが分かった。 

9.1 負担軽減 

 基本的には傷病者を搬送する際の隊員にかか

る重量は特に変わらない。しかし、搬送時に手

の腕力だけでなく、搬送補助器具(たすきがけし

たテープスリング)により担架が保持でき、また、

両肩に荷重が分散されるため、安定感もあり、

隊員の負担も軽くなり、安定感が増した。 

9.2 安全面 

万が一、搬送時に傷病者の容態変化に対応す

る等で搬送器具から隊員の手が離脱することが

あったとしても、搬送補助器具(テープスリング

とカラビナ)を使用することにより、担架の落下

防止措置がおこなえ、傷病者をより安全に搬送

することができた。 

 

10. おわりに 

エレベーターのない共同住宅の上階から階

段で傷病者を搬出する際、担架等を持つ隊員の

手や腰等にかかる負担が大きくなるのは言うま

でもない。各隊員が無理をしすぎず、安全に傷

病者を搬送するためには何らかの工夫が必要で

ある。 

テープスリングとカラビナは、強度も強く軽

くてコンパクトで持ち運びが便利である。 

今回はコストをかけずに簡易な搬送補助器

具として、テープスリングとカラビナを使用し

た搬送補助器具を検証したが、手軽に使用でき

るものとはいえ、現場で迅速に使うことができ

なければ意味がなく、合わせて安全性を確保し

ていかなければならない。今後も日々の訓練が

必要不可欠であり、幅広く現場で活動するため

に、更なる工夫や安全確保に努めると共に、今

後積み重ねていく運用実施の実績の一歩になれ

ばと考える。 

 以上のとおり、私たちが勤務する神戸市垂水

消防署での取り組みについて紹介をしました。

この取り組みを考えたのは、２名の女性隊員が

同時に現場活動する中で、より安全であり個々

の負担を少しでも軽減できないかと考えたのが

きっかけです。 

今回の検証では、女性 2 名同時乗り組みから

の発想でスタートしたため女性 2 名での搬送補

助器具で検証を行いましたが、今後は全救急隊

員が搬送補助器具を現場で使用することで、女

性職員だけでなく男性職員の負担軽減になるこ
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とを提案します。男性職員は腕力がある分、腕

力のみで傷病者を持ち上げたり搬送したりと、

現場活動における身体への過負担等が大きい場

合があり、腰部痛等の怪我を発症する職員も数

多く存在します。そういった負担を無くすべく、

全職員への搬送補助器具の普及を提案すること

で、傷病者の搬送時における安全性の向上と救

急隊員の負担軽減を図ると同時に怪我の予防に

つなげていきたいと考えています。 

最後に、今後もあらゆる方向から考え、私た

ち救急隊員が誠実で思いやりの心を持って傷病

者のことを思い、迅速・確実に安全で安心な救

急活動を行っていくことができるよう、検討を

続けていきたいと思います。 

 

 

 

（宮﨑靖子 〒655-0052 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東 1-10-30 

垂水消防署 TEL: 078-786-0119） 
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［セッション 2］ 

 

 一般発表 

オープンソース LMS「ムードル」による学習環境の構築 

 

横浜市消防局 

藤田 豊 

 

1. はじめに 

 消防本部は 24 時間 365 日休むことなく、それ

ぞれの市町村を守らなければならない特殊な組

織である。さらに警防戦略上いくつもの拠点に

分かれているため、地理的にも時間的にも分断

されやすいという特徴を持つ。 

 LMS【ラーニングマネージメントシステム】

とはコンピュータやネットワークを利用した学

習管理システムのことである。単なる通信教育

の意味ではなく、授業や集合研修、OJT を支え

るツールとして、多くの大学や企業に導入され

ている。国内ではｅ‐ラーニングという言葉の

方がより一般的である。 

 消防とｅ‐ラーニングと聞いて異色な取り合

わせだと感じる方も多いであろうが、実はそん

な特殊な組織であるからこそ LMS は有効なの

である。 

  

2. ネットワークを利用するメリット 

 まず、コンピュータネットワークを利用する

ことで、離れた拠点同士でも学習が可能になる。 

 そして、二交代制などで同じ時間に職務につ

くことがない同僚とも、日を跨いで議論を重ね

たり、情報を共有することが可能になる。 

 

 

図 1 時間と空間を跨いで情報を共有する 

 

3. オープンソースソフトウェア 

 ここで当局が実際に採用したソフトウェア

「ムードル(moodle)」について紹介したい。 

 

 

図 2 ムードルを利用したイントラサイト

「AINET ナレッジ」のフロントページ 

 

 ムードルはオーストラリアで開発された

LMS であり、世界中の大学、企業で利用されて

いるオープンソースソフトウェアである。 

 オープンソースとは、ソースコード（すなわ

ちプログラムの設計図そのもの）が公開され、
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誰でも入手可能な状態にあること、さらに誰で

も改良や再配布が可能なことをいう。 

 ムードルは開発チームにより日々更新・保守

されおり、ウェブサイトからダウンロードして、

一定の条件を満たすウェブサーバにインストー

ルすれば立派な LMS としてすぐに稼動する。 

 しかも、一定条件を満たすためのソフトウェ

アも、すべてオープンソースソフトウェアで構

成できる。 

 

図 3 LAMP 環境 

 

 特定の企業や団体が設計図を公開せずに開発

したソフトウェアとは異なり、あらゆる技術者

がそのノウハウを手に入れることができる。す

なわちベンダーロックインに陥りにくい。事実、

当局ではムードルサーバの保守業者は毎年入札

によって決定し、特定の企業に固定されること

はない。 

 

4. 社会的構築主義教授法に基づく開発 

 ムードルの特徴はオープンソースであること

だけではない。 大の特長はその開発コンセプ

ト＝哲学にある。 

 社会的構築主義という考え方がひとつのキー

ワードとなっているのだが、ムードルの公式サ

イト(http://moodle.org)の解説「哲学―Moodle」

を踏まえて簡単に説明すれば次のようになる。 

 人は知識を正確にコピーすることはできない。

他者が知識や経験を何らかの形でアウトプット

したものを改めて解釈して吸収する必要がある。 

 さらに咀嚼し、消化し、自分なりに再構築し

てアウトプットする瞬間、 大の学習効果が得

られる。例えば、授業中にノートをとることも

簡易的なアウトプットの一つと言えるだろう。 

 そして、実際の社会においては、他者の存在

や集団の協調、文化といった社会設定の中で知

識が培われる。 

 この考え方をベースに学習という行動をより

よくするために開発されたのがムードルなので

ある。 

 ただ単にコンピュータネットワークを利用し

たオンライン学習を実現するためのツールでは

ないのである。 

 ユーザ同士が相互に評価をする機能があらゆ

る場面で用意されていたり、共同して何かを作

成していけるような機能が備わっていたり、コ

ース内でもグループを構成したり本格的なコミ

ュニケーションツールとして成立していたりと、

利用者を社会的構築主義へといざなうような仕

掛けが随所に見られるのはそのためである。 

 

5. 導入コンセプト 

 ムードルが低コストで導入可能な上に信頼性

の高いオープンな技術であることに間違いはな

いが、インストールすればすべてが解決するわ

けではない。 

 本当に大切なのは導入コンセプトなり、運用

ポリシーであり、システムそのものではなくそ

の使い方が重要である。 

 当局においては次の三つの条件を満たすよう

に努めた。 

5.1 業務と学習を一体化できる場とする。 

 通常 LMS は日常業務とは区別された学習の

ための時間で実施されることが多い。しかし、

日常業務の気付きがスムースに学習へとつなが

り、学習から業務へのフィードバックを得るに

は、その二つが一体となった普段使いされる

LMS でなければならない。そのためシステム上

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 88 -



 

で業務ツールと学習教材がうまく混在すること

を目指し、所属ごとよりも業務ごとにコースが

作られるように推し進めた。 

 

図 4 コース内に業務ツールを作成 

 

5.2 組織全体が学習できる場とする。 

 これまでどおりの消防組織の基本的な教育方

法である組織から個人への教育はもちろん必要

である。しかし、未曾有の災害と闘うこれから

の消防には、これまでのように組織が個人を教

育することだけでなく、組織全体が学習すると

いうスタイルを手に入れることが必要である。 

 

 

図 5 組織全体が学習する 

 

 例えば当局のムードルで中心的な機能となっ

ている「各所属からのお知らせ」は、全職員が

投稿可能なフォーラムであり、自由に議論でき

る場でもある。 

 投稿内容は検証訓練の結果から所属ではじめ

た小さな取組みの紹介まで多岐にわたり、運用

開始からの約３年間で 2000 件のトピックが投

稿されている。名称に「各所属から」とあるた

め「自所属を代表した投稿をする」ということ

で、それなりに敷居の高いフォーラムになって

いるが、それでも一日に数件、多い日には二桁

に上ることもある。 

 またプロジェクトチームのために用意された

コースでは参加者を少人数で限定的なメンバー

に絞ったり、相互評価機能をつかって議論のコ

ンセンサスをとりやすくするなどその工夫はコ

ースごとに様々である。 

 職員の１／４以上はどこかのフォーラムにて

何らかの発言をしていることから、多くの職員

にフォーラムという機能が普及しつつあると考

えられる。 

5.3 変化に対応できる教材流通の場とする。 

 当局の教材はほぼすべて内製である。これは

各コース作成者にとって教育したい内容が一般

に販売されていないローカルな内容であること

に基本的な原因がある。しかし、これは幸運な

ことと言えよう。ムードル上で教材を内製する

ことによってコース作成者や教師の理解度があ

がり、業務を表現することにつながるからであ

る。 

 当局では変化しつづける各コースから発信さ

れる情報の露出度を高め、集約する機能をフロ

ントページに埋め込んでいる。RSS アグリゲー

ターと呼ばれるもので、Snoopy や feedcreator、

MagpieRSS などのライブラリを利用して作成し

たプログラムである。 

 

 
図 6 RSS アグリゲーター 
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 Moodle にはフォーラムを始めとする情報を

扱いやすい RSS という形式で定期的に生成す

る機能が備わっている。このあらゆるコースの

RSS を集めて時系列に並べ替えて表示し、キャ

ッシュによる高速表示にも対応している。さら

にムードル外部のシステムや RSS に対応して

いないウェブサイトの情報も RSS に変換する

機能があり、内外の情報集約及び AINET ナレッ

ジ（ムードル）が毎日変化しているということ

を利用者に印象付けることにも一役買っている。 

 

 この三つを突き詰めていけば、結果的にナレ

ッジベースとしての価値さえ手に入れることが

できるのではないかと考えている。 

 

6. 教育をデザインする 

 ムードルはコースという単位で学習の場が形

成されていくシステムである。 

 コースは「レッスン１から５までの教材セッ

ト」というような直線的な存在ではなく、ソー

シャルメディアとしての要素やポートフォリオ

としての要素も含んだ複合的な存在である。 

言うなれば、コースとはサイトでありグループ

でありコミュニティである。 

 まずコースを立ち上げたいと考えた職員がム

ードルのウェブフォームに希望するコース名や

コースを作成したい理由を入力して送信する。

これをコースリクエストという。コースリクエ

ストはシステム所管課長に送信され、それを受

けたシステム所管課長がムードル上で承認すれ

ば、自動的にコースが生成される。この時生成

されたコースの「コース作成者」にはリクエス

トを送信した職員が割り当てられる。コース作

成者はそのコースにおいて、 大の権限を持つ

ロールであり、議論の場を用意したり、教材を

作成したりクイズを作って成績を管理すること

ができる。また、コース作成者は自身とほぼ等々

の権限を持った「教師」というロールに他の職

員を割り当てることができる。このしくみによ

って複数の職員でコースを作成することが可能

となる。 

 コース作成者は教師と学生を増やすことがで

きるが、教師は学生を増やすことしかできない。

つまり、一つのコースにおけるコース作成者は

必ず１名だけとなる。人事異動などの理由でコ

ース作成者を辞めるときには、サイト管理者（シ

ステム所管課）によって新たなコース作成者を

割り当てる。ムードルはロール（役割）という

しくみによって柔軟な操作権限の割り当てがで

きるため、その組織にあった運用ルールをシス

テム上で実現しやすい。 

 

 

図 7 ロールの割り当てルール 

 

 コースをデザインすることは業務を表現する

ことであり、業務内容がわかりやすくなること

で、教育戦略も練りやすくなる。それは決して

レイアウトや装飾の問題だけでなく、どんな運

営ポリシーにするか？どのタイミングで何を仕

掛けるか？という戦略を必要とする「高度で創

造的な活動」である。 

 例えば「火災調査コース」では 

・マニュアルなどの常用資料は画面のどこにま

とめておくか？ 

・所管課からのお知らせフォーラムは 上段に

表示するか？ 

・各署の調査員専用の掲示板があれば情報共有

から議論が活発化するのではないか？ 

・事例をデータベース化したらどうか？ 
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・レイアウトは時系列ではなくカテゴリごとの

トピックスにまとめた方がデータの可用性は高

まるのではないか？ 

・オンラインテストを通年継続して実施すれば

集合研修との相乗効果を期待できないだろう

か？ 

・そのテストはオンラインアンケートの結果か

ら効果的な出題を検討できるのではないか？ 

など様々なアイデアが生まれ、次々と実現に至

っている。 

 

その他にも 

・訓練動画を中心としたコンテンツと部隊を超

えた議論の場を兼ね備えた「救助業務支援コー

ス」 

・訓練をレシピとして共有する取組みを始めた

「消防隊訓練支援コース」 

・年間の課外学習を単位で管理するデータベー

スを持つ「救急活動支援コース」 

・防災指導用ビデオの貸出しに始まり防災指導

のノウハウをオープンソース化することに着手

しようとしている「予防コース」 

など 40 以上のコースそれぞれが独自の進化を

遂げていることは偶然ではない。 

 

 

図 8 コース概念図 

 

 それは、コースの画面レイアウトや対象者、

ラーニングパスといったことを考えることで得

られる教育戦略…すなわち、コースのデザイン

を通して教育をデザインすることができるから

である。ムードルは受講者のみならず教育者が

思考することをサポートし、刺激するソフトウ

ェアであるといえよう。 

 さらには自治体にとっても「もはや前例踏襲

で仕事をしている場合ではない」ということに

気付かせてくれる類稀なるソフトウェアなので

ある。 

 

7. 組織内のシステムもサービスである 

 ここ数年、インターネット上では新たなウェ

ブサービスが次々に生まれ、それを運営するこ

とを生業とする企業も多数あらわれた。 

 消防本部内にも様々な情報システムが存在す

ると思われるが、これらを単なるシステム（物

体としてのサーバ、成果物としてのプログラム）

と捉えてしまうと本質を見失う。繰り返しにな

るが、情報システムの本質とは道具ではなくそ

の使い方にある。 

 しかし、その使い方は何者かが現場から引き

出す必要があるのではないか。当初から細かく

ルールを決めてリリースしたのでは、システム

所管課が想定する以上の使い方には発展しがた

い。一度リリースしたサービスをさらに発展さ

せるには、利用者の自主性を阻害しないことが

大前提となる。そこには当然リスクが内包され

ているが、そのリスクを 小限に抑えながら自

主性を保護したという意味では、当局のロール

の割り当てルールやコースリクエストのプロセ

スは他の組織にも適用可能な汎用性の高いアイ

デアではないだろうか。 

 こうしたことがコース利用の拡大につながり、

日常の業務と密接なコースを多数生み出したの

である。 
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図 9 システム運用の考え方 

 

 ウェブサービスにはアクティブユーザの獲得、

当局で言えば特にコース作成者の獲得が重要と

なる。 

 そのことは社内システムをウェブサービス

（当局は AINET）、運営企業はシステム所管課

のメンバー（仮に AINET 社とする）として考え

ればより明確になる。 

 

図 10 ウェブサービス運営の考え方 

 

 また、コース作成者にとって既に開講してい

る他のコースが 大のショーケースとなること

にも注目すべきだろう。他の事例が「コースと

いうひとつの形で実際にアクセスできる」とい

うことは、顧客としてのコース作成者にとって

大きな魅力となる。実現可能への期待となり、

それは実際に原動力となりうる。 

 そうなれば、よいスパイラルが回り始める。 

 我々がシステムの外で行なったことは、ムー

ドルという非常に優秀かつオープンなツールを

武器として、組織内部へ向けて実施したコンサ

ルティングに他ならない。 

 

8. まとめ 

 システムはあくまでツールに過ぎず、大切な

のはツールをどう使うか、そして何を成すかで

ある。 

 ムードルもインストールしただけでは「入れ

物」でしかない。モノであるところのシステム

を中心に、それを取り巻くイメージや評判、期

待感と実績、そしてユーザ体験などが渾然一体

となったもの――それはものというよりは現象

でありムーブメントでもある――がウェブサー

ビスの真髄である。それはインターネットでも

イントラネットでも同じであると考える。 

 情報共有とは、もはや使い古された言葉であ

るが、情報へのアクセスが共有できただけでは

たいした意味はない。時間がかかったとしても

「その情報が生まれるプロセス」を共有できな

ければ、組織力の向上や、個人の成長にはつな

がらない。 

 積み重ねたデータすらも積み重ねるプロセス

であるところのユーザ体験に比べればさほど重

要ではないとさえ言えるのではないか。 

 すなわち「情報が生まれるプロセス」も含め

た情報共有への発想転換が求められるのではな

いだろうか。 

 この「プロセスを共有する」ということがで

きるかどうかは、サービスを運営する側にウェ

ブサービスを現象として捉える素養があるかど

うかに関わるだろう。 

 個々が学習するための LMS から組織が成長

できる LMS への転換、それこそが我々が求め

る LMS の姿である。 
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［セッション 2］ 

 

 一般発表 

傷病者固定ベルトの有効性に関する検証について 

 

横浜市消防局 

藤本賢司 

 

1. はじめに 

 ストレッチャーと搬送デバイスの間に生じる

隙間を埋め、胸骨圧迫を有効にするためのスペ

ーサーとして「CPR サポート」（図 1）を平成

23 年度に試作した。（第 59 回全国消防技術者会

議資料（17-22 項）） 

 

 

図 1 ストレッチャー上の CPR サポート 

 

 この CPR サポートの実働救急車積載による

検証を行う前に、ストレッチャーに CPR サポー

トを取付けたこにより生じる傷病者の挙動変化

について確認する必要があることから、急制動

における検証実験を実施した。 

 この急制動の検証実験により確認された傷病

者の挙動変化において、一貫して効果が確認さ

れたのは、傷病者固定ベルトであり、今回の検

証でその有効性が改めて確認されたことからそ

の結果を報告する。 

 

2. 検証方法 

 検証実験では、当局で採用しているスカッド

メイトストレッチャー（FERNO 社製）（図 2）

と搬送デバイスで一番滑ると推察されるバック

ボード（図 3）の組み合わせとし、傷病者固定

ベルトの有無、CPR サポートの有無、マットの

種類、急制動時の車速を変えて確認することと

した。 

 

 

図 2 スカッドメイトストレッチャー 

 

 

図 3 バックボード（BB） 

 

 測定は、被験者を固定した状態のバックボー

ドをストレッチャーに乗せ、予め患者室に取付

けたメジャー（標示単位 cm）で急制動によって
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動いた踵部分を基準とする距離を測定する方法

とした。またダミーによる確認では、重量配分

が人間と異なるため、今回の検証実験では被験

者(体重 73kg)とし、安全を考慮して車速は 20

又は 10km/h とした。検証実験に用いた車両は、

ABS 機能が付く走行距離 13 万 km 平成 15 年式

のトヨタ社製高規格救急車（グランビア）（図 4）

で機関員を含めて常時 5 名が乗車した状況で実

施した。 

 

 

図 4 トヨタ社製グランビア 

 

 更に今回の検証実験では、標準マットより薄

い当局が採用しているオリジナルマット(以下

横浜マットという。)と標準マット（図 5）につ

いても確認に努めた。検証実験における設定条

件を図 6 に示す。なお測定回数は、各設定条件

において 1 回とした。 

 

図 5 横浜マット（緑）と標準マット（橙） 

 

設 定 条 件  カテゴリー  

マット＋BB A 

マット＋BB＋ベルト  B 

図 6 設定条件 

 

3. 検証結果 

 車速 20 又は 10 km/h 時の急制動で生じる慣性

力により、ストレッチャー上の被験者は、車両

の前方方向に押し出されるように動く。各設定

条件において、移動した距離を測定することで、

CPR サポートによる効果、マットの違いによる

効果、傷病者固定ベルトによる効果などを検証

した。なお、検証実験当日の天候は晴れ、走行

路面は乾燥した状態で実施した。 

3.1 CPR サポート有無による違い 

 横浜マットを用いて CPR サポートの有無の

違いによる被験者の移動した距離を図 7 に示す。 

 

図 7 CPR サポート有無による距離変化 

 

 カテゴリーA、CPR サポートが無い設定条件

では、被験者の移動した距離が 55 ㎝を超え、患

者室壁面と接触したため測定不能となった。横

浜マットを用いたカテゴリーA、B では、とも

に CPR サポートが有る設定条件で、移動距離が

短くなった。これは、バックボードとストレッ

チャーの間に生じた間隙を CPR サポートが埋

め、接触面積が増えたことが、バックボードと

マットに生じる摩擦力の増加に起因すると思慮

できる。このことから、胸骨圧迫を有効にする

スペーサーとしてストレッチャーに取付けた

CPR サポートは、バックボードとマットの摩擦

力の安定化が期待できる。 

 また、傷病者固定用ベルトの有無について、

カテゴリーA、CPR サポート有、車速 10km/h

では、移動距離が 50cm を記録したが、カテゴ

リーB では 29cm となった。傷病者固定用ベル

トの作用方向は、急制動によって被験者に生じ

横浜マット  

カテゴリー CPR サポート 20km/h 10km/h 

A 
無 測定不能 測定不能

有 測定不能 50cm 

B 
無 40cm 33cm 

有 34cm 29cm 
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る慣性力とほぼ垂直の角度になるため、検証実

験で確認されるまでは、効果は期待できないの

ではないかという思いが大勢を占めていた。し

かし、急制動時の救急車の挙動変化は、慣性力

により前輪サスペンションが縮み、後輪サスペ

ンションが伸びるノーズダイブ状態時において、

車両後部は上側に持ち上がることが今回の実験

で確認された。この時の車内の被験者には、浮

き上がる力が働き、バックボードとマット、更

にはマットとストレッチャーとの摩擦力が低下

する。しかし、傷病者固定ベルトは、浮き上が

る力を抑制する方向に働き、有効性を再確認す

ることができた。 

3.2 横浜マットと標準マットの違い 

 CPRサポートをストレッチャーに取付けた状

態で横浜マットと標準マットの違いによる被験

者の移動した距離を図 8 に示す。 

 

図 8 マットの違いによる距離変化 

 

 カテゴリーA、車速 20 km/h では、被験者の

移動した距離が 55 ㎝を超え、患者室壁面と接触

したため、測定不能となった。また、カテゴリ

ーB、標準マットの場合でも結果は同じであっ

た。横浜マットと標準マットの明確な違いは、

横浜マットは肉厚が薄くて柔らかく、腰部と胸

部の部分で分割されていない。この状況を図 9

に示す。 

 マットの材質が柔らかい方がバックボード等

の硬質な表面に対して反発することなく馴染む

ことは理解できるが、このことがデータの数値

に反映されたかは、今回の検証実験だけでは十

分とは言えない。マットの材質について硬度等

の観点から分析を進める必要がある。 

 

 

図 9 横浜マットと標準マット 

 

 マットの表面材質の違いによっても、摩擦力

に影響するのではないかという考えに基づき、

一般的に市販されている滑り止めシートを用い

て設定条件を追加した。その設定条件を図 10

に示す。 

 

図 10 追加した設定条件 

 

3.3 滑り止めシートの効果 

 滑り止めシートをバックボードと横浜マット

又は標準マットの間に取付けた状態での被験者

の移動した距離を図 11 に示す。また、滑り止め

シートの設定状況について図 12 に示す。 

 

図 11 滑り止めシートによる距離変化 

 

横浜マットと標準マット（CPR サポート有）  

カテゴリー  マット  20km/h 10km/h 

A 
横浜マット  測定不能 50cm 

標準マット  測定不能 測定不能 

B 
横浜マット  34cm 29cm 

標準マット  測定不能 測定不能 

設 定 条 件  カテゴリー  

マット＋BB＋滑り止め  C 

マット＋BB＋ベルト＋滑り止め  D 

横浜マットと標準マット（CPR サポート有）  

カテゴリー マット  20km/h 10km/h 

C 
横浜マット  17cm ９cm 

標準マット  *50cm *10cm 

D 
横浜マット  ５cm １cm 

標準マット  *10cm *５cm 
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図 12 設定した滑り止めシート 

 

 どのカテゴリーにおいても患者室壁面に接触

するほどの移動は確認されなかったが、標準マ

ットはストレッチャーからズレたため、測定値

はその動いた数値も含むとし「*」を追記した。

カテゴリーC、D の測定結果でも傷病者固定ベ

ルトが有効であることが確認できた。また、カ

テゴリーA 、B の測定結果とも調和的であり、

急制動時に生じる慣性力に対し傷病者固定ベル

トは効果があることが確認された。 

 滑り止めシートによる効果は、マットの材質

を変え摩擦力を高めることが可能であることを

示唆するものであり、より大きな慣性力にも対

応が可能であると思慮される。マットの表面素

材やクッション材に用いるウレタンフォームの

硬度等を変更することでも、被験者の挙動変化

が小さいマットの誕生が期待される。しかし、

慣性力が発生する状況下で、傷病者の挙動変化

が小さくなることは、傷病者に対してより大き

な力が加わることが思慮される。 

3.4 加速度計により計測された数値 

 急制動で生じる慣性力による挙動変化に対し

て、被験者の額部に取付けた加速度計で車速

20km/h から急制動をかけると 0.8 秒（10km/h で

は 0.25 秒）で加速度がピークに達したことから、

この最高値の数値と被験者の移動距離について

図 13 に示す。なお CPR サポートは取付けた設

定で測定した。 

 

 

 

車速 20km/h の急制動 

マット カテゴリー 加速度 移動距離 

横浜マット

A 1.79G 測定不能 

B 1.46G 34 ㎝ 

C 1.33G 17 ㎝ 

D 1.53G 5 ㎝ 

標準マット

A 1.25G 測定不能 

B 1.59G 測定不能 

C 1.26G 50 ㎝ 

D 1.43G 10 ㎝ 

車速 10km/h の急制動 

マット カテゴリー 加速度 移動距離 

横浜マット

A 1.27G 50 ㎝ 

B 0.96G 29 ㎝ 

C 1.74G 9 ㎝ 

D 1.68G 1 ㎝ 

標準マット

A 1.17G 測定不能 

B 1.14G 測定不能 

C 1.39G *12 ㎝ 

D 1.5G *5 ㎝ 

図 13 加速度と距離 

 

 加速度と被験者が移動した距離に関する明確

な相関は見られないが、慣性力に対してある一

定の範囲内で動いている方が、被験者にかかる

力を分散あるいは軽減できている様にも理解で

きる。また、車速 10 ㎞/ｈ時の急制動により生

じた慣性力を各カテゴリーの加速度でみると、

加速度の値が小さいものでは、移動距離の値が

大きいことが確認できる。このことから、ある

程度の挙動変化がある方が、被験者に及ぶ慣性

力は弱まると思慮される。傷病者がストレッチ

ーから飛び出し患者室側面に接触する事故を未

然に防止しながらも、傷病者にかかる強い力を

和らげたり逃がしたりすることで、急制動時に

生じる慣性力の緩和方策について、その機能を

防振架台やベルトの材質、ストレッチャーの改

良に求めたい。 
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4. まとめ 

 急制動がかかると慣性の法則により、ストレ

ッチャー上の傷病者は車両前方に押し出される

方向に力が作用する。その力に対して傷病者固

定ベルトの効果はほぼ垂直になるため、その有

効性について懐疑的な意見も少なくない。また、

急制動により車両はノーズダイブし、車内では

車両の後部側に位置する傷病者の腰部から下半

身にかけて浮き上がる力が働き、マットとバッ

クボードの摩擦力を弱める方向に作用する。し

かし、その力に対して傷病者固定ベルトは、傷

病者を乗せたバックボードをマットに押し付け

る力として下向きに作用し、バックボードとマ

ットの摩擦力の安定化に寄与したと示唆される。 

 今回の検証実験では、CPR サポートの効果に

ついて確認することが目的であったが、どの設

定条件並びに急制動時の車速においても、車両

の挙動変化を理解することで傷病者固定ベルト

の有効性を再認識できた。 

 

5. おわりに 

 急制動により傷病者がストレッチャーから転

落し受傷するケースは毎年散見されている。傷

病者を医療機関に安全・確実に搬送する救急業

務として、傷病者固定用ベルトの重要性を検証

できたことは意義深く、大変重要であると筆者

は理解している。また、マットの表面やクッシ

ョン素材ついても今後の検討課題であることが

分かった。今後も、現場の課題改善に向けた検

証を重ねていきたい。 

 なお、20km/h の急制動時にストレッチャーが

固定されていた防振架台から外れるという事案

が数回発生した。 

 加速度の測定においては消防研究センターの

皆様に多大なるご支援をいただいた。ここに感

謝いたします。 

 

 

 

（藤本賢司 〒245-0067 横浜市戸塚区深谷町 777 TEL: 045-853-8614） 
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［セッション 2］ 

 

 一般発表 

「複合センサによる消防隊員の携帯型位置特定システム」について 

 

1 多摩川精機株式会社、2 飯田市役所 

熊谷秀夫 1、塩沢良明 1、水上慎太郎 1、菅沼嘉光 1、北沢 拓 2 

 

１． はじめに 

 大規模地下空間なども含んだ災害現場におけ

る消防隊員の活動状況を常にリアルタイムに把

握する為の装置として、従来に比べ小型軽量で

容易に携行できる位置特定装置を開発した（平

成 15 年）。GPS などの外部情報の得られない地

下空間では、従来から慣性装置による位置計算

が行われていたが、精度を求めるには非常に大

きな装置が必要で携行は不可能であった。しか

し技術革新により高性能 RLG（Ring Laser Gyro）

が小型軽量化し、計算アルゴリズムの工夫や、

IC タグによる外部からの位置情報の確保によ

り、精度上は運用に耐える装置が開発できた。

（図１） 

 しかし慣性装置が非常に高価であり、装備す

るには不可能である為、更に安価な MEMS

（Micro Electrical Mechanical System）で製作さ

れた慣性センサを用いること並びに位置計測用

に小型レーザーレーダを用いることで、安価で

位置特定できる装置が開発できた（平成 17 年）。

（図２） 

 しかし、レーザーレーダは原理的に煙に反応

する為、実際の消火活動での運用は難しい状況

で、ミリ波レーダーの実用化を待たなければ成

らなかった。 

 本論文では、このような過去の開発経過を説

明し、更に昨今急激に使われ始めたスマートフ

ォンを使って、今まで開発して来た慣性センサ

などの信号処理技術とスマートフォンに内蔵さ

れる各種センサフュージョンを効果的に使うこ

とで、究極に小型、軽量な位置特定システムを

提案するものである。 

 

２． RLG を用いた携帯型位置特定システム 

 図１に開発したシステムの写真を示す。セン

サは消防隊員の酸素ボンベの下部に取り付けら

れ（図２）、表示装置、バッテリ、外部入力スイ

ッチ、IC タグリーダー、無線 LAN 装置より構

成された。達成した位置精度は、表１の通り、

20 秒間毎の連続移動で概ね 1m であった。これ

は、約 20 秒間に 1 回は慣性装置の精度維持の為

の停止処理が必要であることを意味する。また、

IC タグリーダーにより、非常灯に設置された位

置情報を読み込み、計測システムの位置の

Update を行い位置精度の維持を図った。またこ

れらのデータは、無線 LAN を経由して、現場

指揮本部まで伝送、建物の 3 次元 MAP に表示

を行い、消防隊員が何処に居て、どのような状

況で活動しているかを表示するシステムを実演

した（図３参照）。 

 

図１ RLG を用いた位置特定システム 
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図２ 装置と消防隊員 

 

 

 

図３ 消防隊員の位置表示と電子タグ 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 精度評価結果 

 

３． MEMS を用いた携帯型位置特定システム 

 低価格化を目指して慣性センサを MEMS ベ

ースにし、位置計測のために小型レーザーレー

ダを用いたシステムを開発した（図４）。慣性セ

ンサの精度が悪く真方位を計測することが不可

能な為、磁気方位センサを用いて慣性センサと

のハイブリッド演算を行うこと、レーザーレー

ダのデータを高速処理する為のピラミッドマッ

チング演算を行うことなどを特徴とし、方位精

度（図５）、位置精度（図６）とも概ね良好な結

果を得ることが出来た。 

 

 

図４ MEMS を用いた位置特定システム 
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図５ ハイブリッドによる方位角演算 

 

図６ マッチングによる位置計測結果 

 

 しかし レーザーレーダは原理上、煙に反応

する為に、消火活動には使うことが出来ないこ

とが判明し、ミリ波レーダーの実用化を待つ必

要があった。 

 

４． スマートフォンによる携帯型位置特定シ

ステムの提案 

 現在広くスマートフォンが使われる時代にな

っているが、またそれらに使われるセンサにつ

いても MEMS 化により各種の小型軽量化され

たセンサが内蔵されるようになった。特に慣性

センサ（ジャイロ・加速度計）や磁気センサな

ど、本研究の対象となったセンサも一般的なセ

ンサとして内蔵されるようになった。勿論通信

設備は既存であり、消防隊員の携帯型位置特定

システムのデバイスとしては、非常にマッチし

たものとなっている。そこで、今までの位置特

定に関する研究成果を集結させ、スマートフォ

ンのセンサフュージョンを十分に活用すること

で、真に低価格で機動力のある位置特性システ

ムの構築を提案するものである。 

４．１ スマートフォンのセンサフュージョン 

 図７にスマートフォンの代表的なブロックダ

イヤグラムを示す。その中には、 

① ジャイロ：3 軸 

② 加速度計：3 軸 

③ 磁気センサ：3 軸 

④ 気圧センサ：1 個 

⑤ 温度センサ：1 個 

⑥ GPS 受信機：1 個 

⑦ マイクロフォン：1 個 

⑧ IC タグリーダー：１個 

⑨ モデム：1 個 

が内蔵されており、位置特定システム構築には

有用なセンサである。レーザーレーダは内蔵さ

れていないが、将来は搭載される可能性も秘め

ている。 

 

図７ 代表的なスマートフォンのブロック図 

 

４．２ アルゴリズム 

 しかしながら、これらのセンサの性能は従来

の研究で対象としたセンサに比べ数倍劣る為に、

更に新しい処理アルゴリズムが必要であり、現

在考えているアルゴリズムを以下に示す（図８

参照）。 

① 温度補正とキャリブレーション 

一般的には内蔵されるセンサは極めて精度

の低いセンサであり、内蔵する温度センサ
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による温度補正や絶対姿勢とのキャリブレ

ーションが必要である。実際の運用前には

これらの補正を行う必要があり、この補正

ルーチンも本装置のプログラムの一つとし

て準備する。 

② 複合方位角演算 

MEMS 慣性センサを用いた位置特定システ

ムの際開発した、磁気方位センサ出力と慣

性センサ（ジャイロ）出力とをカルマンフ

ィルタにより複合させる処理を行うことで、

十分な精度が確保された方位出力を得るこ

とができる。 

③ 速度位置計算のフィルター処理 

この種類の慣性センサを用いた位置計算は

大きなドリフトが発生することは周知であ

り、その為にゼロ点誤差の除去の為のフィ

ルターを使用する。但し、この処理は極め

て短時間の運用になるように、処理ルーチ

ンを工夫する。 

④ 万歩計理論による位置計算 

上下加速度をモニターすることで、人の動

きを想像することができる。それにより移

動距離を計算し、位置計算させるものであ

る。匍匐前進などの大きな加速度変動をも

たらさない動きに関しては、③の速度・位

置演算を行うことになる。 

⑤ 音声入力による停止判定 

RLG を用いた位置特定システムの開発時に

行った停止判定であるが、スマートフォン

に内蔵するマイクを用いて停止情報を入力

する。それにより慣性計測の停止判定処理

機能を動作させることができる。 

⑥ IC タグリーダーによる位置データ更新 

RLG を用いた位置特定システムの開発時に

行った IC タグリーダーによる位置更新が

可能になる。 

⑦ 圧力センサによる高度計算 

圧力センサによる高度計算を行い、位置計

測の内、建物の階数を計算する。 

⑧ GPS 受信機による位置計算 

GPS 信号により受信可能な領域においては、

電波の受信により位置を特定する。現在

GPS 受信機の性能向上により、屋内でも受

信可能な場所が増えている。 

 
図８ 計算アルゴリズム 

 

４．３ ソフトウエア 

 完成されたソフトウエアは、スマートフォン

のアプリケーションの一つとして登録し、日本

中の誰でもダウンロードして使うことができる

システムであり、国内の消防隊員への普及は極

めて簡単である。合わせて、消防以外への運用

も期待できるものであり、一般への応用として

も、位置特定システムとして、GPS の受信でき

ない全ての場所での位置計測が可能になる。 

４．４ 目標精度 

 スマートフォンによる携帯型位置特定システ

ムで達成可能な精度は、姿勢角精度：±1.0 度、

方位角精度：±3.0 度、3 次元位置精度：±5m

以内とする。 

 

５． 拡張性 

 本装置を実現することにより、消防隊員の詳

細状況を把握し有効な現場活動の展開が可能に

なるだけでなく、徘徊者の位置特定など広く一

般ユーザに使って頂くことも可能になる。 

（熊谷秀夫／水上慎太郎 〒395-8515 
長野県飯田市大休 1879 

TEL: 0265-21-1893）
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［セッション 3］ 

 

 一般発表 

充電中の携帯電話からの出火が疑われた火災調査事例について 

 

東京消防庁狛江消防署 

石田晴義 

 

1. はじめに 

 総務省消防庁の発表によると、平成 23 年中に

発生した製品火災は自動車、電気用品、燃焼機

器等に係る火災のうち「製品の不具合により発

生したと判断される火災」が 176 件、「原因を特

定できない火災」が 766 件、全体で 942 件発生

している。 

今回は製品（携帯電話）からの出火が疑われ

る火災において、充電中のリチウムイオン電池

の内部短絡と外部要因による出火について、実

験により客観的かつ科学的に分析し、製品火災

ではないことを立証した事例を紹介する。 

2. 火災の概要 

 出火日時 2011 年 6 月 5 時頃 

 出火場所 東京都狛江市 

 出火建物 防火造 3 階建て住宅 2 階居室 

焼損程度 敷布団 2、携帯電話 1、充電器 1、

床板若干（建物ぼや火災） 

3. 出火時の状況 

関係者は、息苦しさと住宅用火災警報器の音

で目が覚め、枕元で充電していた携帯電話が燃

えているのを発見した。 

自分で消火した後に布団を屋外へ搬出し、同

日、携帯電話会社に携帯電話が燃えたことを伝

えたため、A 携帯電話会社より消防機関に火災

通報がされたものである。 

4. 現場見分状況 

4.1 建物状況 

出火した建物は、防火造 3 階建ての住宅で、

出火室は 2 階玄関脇の建物西南に位置する 6 畳

の居室である。 

4.2 見分状況 

消防隊到着時、2 階玄関前の土間には、焼損

した布団が丸められ隅に置かれているのが見分

される。 

 玄関より室内を見分するも焼損は見分されな

い。南西側居室は南壁面東南角から 1 間の引き

違い窓と南西角部にフィックス窓とカーテンが

見分されるが焼損は見分されない。 

 南西角部のフィックス窓下部にはテレビ台及

びテレビ、テーブル上に飲料水の空きペットボ

トル、吸い殻の入った一辺が 10 ㎝の正三角形の

クリスタル製灰皿が置かれているのが見分され

るが焼損は見分されない。（写真 1、2 参照） 

 

 

写真 1 出火室の状況 
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写真 2 テーブル上の灰皿の状況 

 

 居室内の床面には、中央から東側に南北に掛

布団が敷かれ南側に枕が置かれており、掛布団

の南西側の一部が東側に寄せられ、フローリン

グの床面に南北に幅 10 ㎝×長さ 30 ㎝の焦げが

見分される。（写真 3 参照） 

 フローリング床部に携帯電話の充電器と焼損

し溶融した携帯電話機本体及びゲーム機用コン

トローラーが見分される。立会者の説明による

と、朝方携帯電話と布団が燃えたので水道水で

消火し、敷布団を玄関先に出したとのことで現

場を復元する。 

 

 

写真 3 出火室床面の状況 

 

4.3 現場等の復元 

玄関先にある焼損した布団 2 枚を屋外で復元

し見分すると、敷布団は上から綿（包布あり）、

羊毛と化繊の混毛の２枚であり、上の敷布団（綿）

は焼け抜け、下の敷布団にまで焼損が達し微小

火源による焼損と思われる焼損状況が見分され

る。 

出火室内において復元するとフローリング

床面の焼損箇所と敷布団の焼損箇所が一致する。

（写真 4、5 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 復元した布団の状況 

 

 

写真 5 室内で布団を復元 

 

4.4 焼損した携帯電話機の見分状況 

携帯電話は A 社 B 製のスライドタイプの携帯

電話で、携帯電話正面、左右側面に焼損、破損、

溶融等が見られないのに対し、背面下部電池パ

ック収納箇所に溶融した樹脂の付着及び変形が

見分される。 

電池パックはアルミ製の外装缶部分が膨ら

んだ状態にあり、外装に樹脂の溶融物や炭化物

の付着が見分される。（写真 6 参照） 

携帯電話充電器は C 社製の純正充電器で、電

気コードにコネクタ側より5㎝から14cm部分の

コード被覆に溶融が認められる。（写真 7 参照） 

細部にあっては、鑑識見分を行う。 
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写真 6 携帯電話背面の状況 

 

 

写真 7 充電器コード被覆の溶融状況 

 

5. 鑑識見分 

5.1 鑑識見分状況 

 メーカー、関係者立会いのもと鑑識を実施す

る。 

A 社 B 製のスライドタイプの携帯電話はメー

カー担当者に説明によると、バッテリはリチウ

ムイオン電池（以下「充電池」という。）で、定

格電圧 3.7Ｖ、充電器を介して AC100Ｖから充

電される。充電池は国内製（D 社製）で、メー

カーの資料によると 2008 年 10 月～2009 年 7 月

に製造されたスライドタイプの携帯電話に搭載

され、これまでに発火事故などはないとのこと

である。 

充電池は、メーカー担当者によると、累計約

1,070 万個を製造し、これまでに発火事故など

はないとのことである。構造は、電圧等を制御

する制御基板（ IC 及び FET などで構成）、   

アルミ製の密閉式外装缶、安全弁付き封口板と

なっており、正極タブ（アルミ製）を＋極、負

極タブ（ニッケル製）を－極として、外装缶内

部に正極、負極、それらを隔てるセパレータ、

有機溶剤の電解液等で構成される。 

焼損した充電池を見分すると、安全弁付きの

封口板及び外装缶に膨らみとロット印字面のへ

こみ、樹脂の溶融物や炭化物の付着が見分され

る。Ｘ線透過装置を使用し、ＣＴ映像により確

認すると、内部電極体や負極タブにゆがみが認

められ、ゆがみの近傍は黒色が濃い状態である

のが見分される。（写真 8、9 参照） 

焼損品（本体及び充電器）と同型品の充電池

を用いて通電試験を行うと、携帯電話本体は正

常に動作し、充電器も正常な充電電圧で充電で

きる状態にあり、また本体に著しい外力による

変形はない。 

このことから、充電池内部のセパレータや電

極の状況分析、異種金属、異物の混入の有無等

について、D 社製造工場において走査型電子顕

微鏡にエネルギー分散型Ｘ線分析装置を用い、

更に仔細に鑑識見分を実施する。 

 

写真 8 充電池外観の状況 

 

 

写真 9 充電池前面のＸ線撮影 

 

5.2 充電池 D 社製造工場鑑識状況 

  密閉式の外装缶の形状が保たれており、破損

や破れは見分されない。（写真 10、11 参照） 

 

 

写真 10 充電池外観同型新品と比較 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 105 -



 

 

写真 11 充電池封口板の状況 

 

  封口板及び外装缶を外し、内部を見分すると、

正極タブ側のアルミ箔、負極タブ側の銅箔、セ

パレータによるロール状の電極構造となってい

る。 

正極タブ側のアルミ箔、負極タブ側の銅箔を

展開し見分すると、正極負極の双方に短絡箇所

は見分されない（写真 12～15 参照）。正極タ

ブ側アルミ箔の一部断裂した箇所を走査型電子

顕微鏡にエネルギー分散型Ｘ線分析装置を用い

て、異種金属、異物等を確認するも、充電池内

部への異種金属、異物の混入は見分されない。 

 充電池の制御基板には保護回路が組み込まれ、

過充電、過放電及び過電流を防止している。焼

損した充電池は保護回路が働く状態で残ってお

り、その作動を確認すると、過充電及び過放電

保護作動電圧[Ｖ]、過電流保護作動及び消費電

流[μＡ]のいずれも規格値の範囲内であること

が確認される。（数値にあっては表１参照） 

 

 

写真 12 外装缶を取り外した状況 

 

写真 13 充電池内部の状況 

 

 

写真 14 充電池展開状況 

 

 

写真 15 充電池内正極負極の状況 

 

表１ 電池の保護回路の作動状況 

 

6. 燃焼実験 

 東京消防庁消防技術安全所燃焼実験室におい

て、無風状態で再現実験、検証実験を行う。 

布団の燃焼状況を見分するため、羊毛と化繊

の混紡製敷布団の上に、綿 100％の敷布団カバ

ーを掛けた綿製敷布団を重ね２枚を合板上に静

 
規格値 

焼損した 

充電池 

過充電保護作動

[Ｖ] 

４．２５～

４．３０ 
４．２８ 

過放電保護作動

[Ｖ] 

２．２４～

２．３６ 
２．２９ 

過電流保護作動 作動する 作動確認 

消費電流[μＡ] ６以下 ２．４６ 
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置し、充電池を過充電した場合と火の着いたた

ばこを静置した場合の２種類の燃焼の継続性を

検証する。 

6.1 充電器の不具合を想定した場合の充電池

による布団の焼損状況 

 敷布団上に制御基板を取り外した充電池か

ら直接正極タブ負極タブを露出させ、各々にワ

ニ口クリップで電源装置を直結し、800ｍＡの

電流を継続的に通電して観察を実施する。（写

真 16 参照） 

 

 

写真 16 過電流による充電池の実験設定状況 

 

約 40％の充電状態から開始した実験により、

充電池は約1時間50分後に温度上昇により安全

弁が開き、電解液が漏液、炎と白煙を噴出した。

敷布団は、携帯電話リアカバー、充電池に接し

た部分が焼損したのみで、携帯電話、敷布団と

もに燃焼は継続せず、敷布団に焼け込み等は見

分されない。（写真 17～19 参照） 

 

写真 17 過充電による充電池の焼損状況 

 

 

写真 18 敷布団の焼損状況 

 

写真 19 布団の焼損状況 

 

6.2 たばこによる布団の焼損状況 

充電池を取り付けた携帯電話を敷布団上に

静置し、その脇に火の着いたたばこを置いてそ

の後の燃焼の継続性及び外熱による携帯電話の

燃焼状況を観察する。火の着いたたばこを置い

たときの敷布団の燃焼状況は、無炎燃焼が継続

して約 65 分後には充電池から白煙が噴出し、混

紡製の下の敷布団まで深い焼け込みができるの

が見分される。（写真 20～23 参照） 

 

写真 20 火の着いたたばこの静置による 

燃焼実験 
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写真 21 外熱により受熱し白煙を噴出 

 

 

写真 22 敷布団の焼損状況 

 

 

写真 23 敷布団の焼き抜けの状況 

 

6.3 出火原因別の焼損状況の比較 

 充電池の過充電による焼損の場合、携帯電話

背面下部充電池収納箇所に溶融及び変形が見ら

れ、充電池は膨張し、溶融物と炭化物の付着が

見分される。外装缶を展開し、各電極の焼損状

況を確認すると、正極側のアルミ箔は焼失して

おり、負極側の銅箔は溶融、断裂部分が多く、

原形を留めていないのが見分される。（写真 24、

25 参照） 

 

 

写真 24 過充電実験の携帯背面焼損状況 

 

 

写真 25 充電池内負極側銅箔の焼損状況 

 

たばこによる焼損の場合、携帯電話背面全体

に溶融が見られ、充電池は膨張し、溶融物と炭

化物の付着が見分される。外装缶を展開し、各

電極の焼損状況を確認すると、正極側のアルミ

箔に一部断裂箇所が見られるが、負極側の銅箔

に溶融、断裂はなく、原形を留めているのが見

分される。（写真 26、27 参照） 

 

写真 26 たばこ静置実験の携帯背面焼損状況 

 

 

写真 27 充電池内負極側銅箔の焼損状況 
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7. 結論 

 焼損品（本体及び充電器）と同型品（充電池）

を用いて通電試験を行った結果、本体は正常に

動作したこと。 

 展開した充電池の正極・負極の双方に短絡箇

所は見分されず、正極の一部断裂箇所を走査型

電子顕微鏡にエネルギー分散型Ｘ線分析装置を

用い異種金属、異物等の痕跡を調査するも、異

種金属、異物等の混入は認められないこと。 

 制御基板は特性試験を実施した結果、過充電、

過放電、過電流のいずれも保護機能が正常範囲

で作動したことから、充電池内部からの出火の

可能性は低いこと。 

 敷布団は２枚重ねられ、上に綿製（包布あり）、

下に羊毛と化繊の混紡製と敷かれた布団は、上

の敷布団は焼け抜け、下の敷布団にまで焼損が

達していること。 

 燃焼実験（携帯電話の過充電、たばこの静置）

から、いずれも充電池は膨張するが内部の状況

は異なり、過充電は正極・負極で短絡して溶融

したのに対し、火の着いたたばこの静置による

実験における焼損状況は、本火災の焼損品と似

た焼損を呈したこと。布団の焼け込みは、たば

こでなければ下の敷布団にまで到達しないこと。 

 以上のとおり、携帯電話、充電器及び充電池

の通電状態、制御基板の状況から過充電による

出火の可能性は否定され、充電池内部の正極・

負極の状態から内部での短絡、異種金属、異物

の混入も否定できる。 

よって本火災は、敷布団上で充電中の携帯電

話近くにたばこの火種が落下し、無炎燃焼を継

続した後に出火して携帯電話、充電器及び充電

池等が焼損したものと判定した。 

 

8. おわりに 

 本火災は当初、布団の焼損状況が微小火源に

よるものと考えられた。所有者が携帯電話から

の発煙を訴えたため、所有者及びメーカー同席

による鑑識を実施したもので、充電器等他の周

辺機器に異常がないこと及び内部の短絡等によ

り出火した場合と外部からの燃焼により出火し

た場合とでは焼損状況が異なることを実験によ

り客観的かつ科学的に比較立証し、製品に起因

する火災でないことを判定した事例である。 

 今回の火災原因調査にあたっては、東京消防

庁調査課の支援を受けるとともに、関係メーカ

ーの協力を受けることができ鑑識見分は支障な

く実施できた。 

火災原因調査のため消防機関に付与されて

いる権限のうち、質問権は「関係のある者」（関

係を有する者一切）に対して付与されているの

に対して、資料提出命令権、報告徴収権は「関

係者」（所有者、管理者、占有者）に限られてい

る。今般、消防法の一部を改正する法律（平成

24 年 6 月 27 日法律第 38 号）が公布され、火災

の調査に関する制度が整備（平成 25 年 4 月 1

日施行）された。本改正により製品の製造業者

又は輸入業者に対して、資料提出等を命ずるこ

とができることとされ、今後は拡大された火災

の調査権限により、消防機関に対する製造物火

災に関わる原因究明に一層の期待がかかってく

る。 

本事例が全国の火災原因調査に携わる消防

職員の参考になることを願うものである。 

（石田晴義 〒100-8119 東京都千代田区大手町 1-3-5 

東京消防庁予防部調査課 TEL: 03-3212-2111）
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［セッション 3］ 

 

 一般発表 

天ぷら油過熱防止機能付きガステーブルから出火した火災 
－天ぷら鍋の清掃不良に起因するもの－ 

 

東京消防庁 豊島消防署 

小川貴之、長島 照 

 

1. はじめに 

平成 20 年 10 月 1 日から、家庭用ガスこんろ

の全てのバーナーに温度センサーを搭載するこ

とが法律により義務付けられた。ガス関係業界

では、この全口センサー搭載こんろを「Ｓｉセ

ンサーコンロ」と呼んでおり、従来のこんろに

加えて様々な安全機能（天ぷら油過熱防止装置、

立ち消え安全装置、消し忘れ消火機能、早切れ

防止機能）が搭載されている。そのため、ガス

テーブルの安全性が飛躍的に高まり、天ぷら油

火災（注）のうち、ガステーブルを発火源とする

火災件数は年々減少傾向にある。（図 1 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 天ぷら油火災のうち、発火源がガステ

ーブルである火災件数（東京消防庁管内） 

 

今回、安全性の高い「Ｓｉセンサーコンロ」

を使用中に、安全装置が作動せず天ぷら油が過

熱し出火した火災において、ガステーブルの鑑

識を行うとともに、再現実験により出火原因究

明を行った事例について紹介する。 

（注）「天ぷら油火災」とは、天ぷらやフライ等の揚げ

物の調理に起因して「放置・忘れる」の経過等により、

調理用の動植物油から出火して火災となったものをい

う。なお、凝固剤に関する火災も含む。  

 

2. 火災概要 

⑴ 出火時刻 16 時 38 分頃 

⑵ 出火場所 東京都豊島区 

⑶ 出火建物 防火造 2 階建 複合用途 

1 階飲食店 

⑷ 焼損程度 調理場 1 ㎡等 

⑸ 出火時の状況 

自家用車で帰宅途中の男性は、道路に白煙が

漂っていたので車を停車し降りたところ、出火

建物1階飲食店から炎が出ているのを発見し、自

分の携帯電話で119番通報した。  

なお、出火時、この店の責任者は買出しのた

め外出し、不在であったこともあり初期消火は

行われていない。 

 

3. 現場見分状況 

3.1 店内の状況 

店内は内壁が若干煤けているのみで、焼損は

見分されなかった。（写真1参照） 
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写真1 店内の状況 

 

3.2 調理場の状況 

 客席奥にある調理場内（約3㎡）は、内壁、つ

り戸棚、天井が焼損していた。調理場内のガス

台上にガステーブルが設置されており、多数の

鍋等がガステーブル上に散乱していた。（写真2

参照） 

 

 

写真2 調理場の状況 

 

3.3 ガステーブル付近の状況 

 ガステーブル付近の内壁に張られたステンレ

ス板及びステンレス製フードは焼損し、なすび

色に変色していた。（写真3参照） 

 

写真3 ガステーブル付近の状況 

 

 ガステーブルの天板面は、黒く焼損した油が

付着していた。 

 ガステーブルの左こんろ上には天ぷら鍋のふ

たが、右こんろには鉄製の天ぷら鍋が見分され

た。天ぷら鍋の内側には、タール状の焼損した

油が付着していた。 

また、器具栓は右こんろ用のみが「開」の状

態であった。（写真4参照） 

 

 

写真4 ガステーブルの状況 

 

 天ぷら鍋を移動すると、右こんろ部分の中央

に安全装置（天ぷら油過熱防止装置）のセンサ

ー部が見分された。（写真5参照） 
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写真 5 天ぷら油過熱防止装置の状況 

 

4. 関係者の供述 

飲食店店主は、15 時 20 分頃に使い古した天

ぷら油を廃棄するために、天ぷら油（油量は天

ぷら鍋の約 9 割程度）と凝固剤 4 袋を天ぷら鍋

に入れて、右こんろを使用して加熱した。 

 その後、その場を離れて他の仕込み作業にと

りかかったため、こんろに火をつけたことを忘

れてしまい、15 時 40 分頃、買い物のために外

出してしまった。 

 なお、当該ガステーブルは、約１年前に家電

量販店で購入したもので、不具合等はなかった

とのことである。 

 

5. ガステーブルについて 

5.1 仕様 

 A 社製グリル付 2 口ガステーブル 

（2010 年 7 月製造） 

ガス種：13A 

点火方式：押し回し式の圧電方式 

ガス消費量：強火力バーナー4.20kW（左） 

標準バーナー2.45kW（右） 

5.2 安全装置 

 主な安全装置は、天ぷら油過熱防止機能（両

口）、こんろ消し忘れ機能（両口）、グリル過熱

防止機能、グリル消し忘れ機能がある。 

5.3 天ぷら油過熱防止機能 

当該ガステーブルの天ぷら油過熱防止装置

は、両口に設置されており、サーミスタ方式で

ある。機能は次のとおりである。 

サーミスタが 260℃を検知するとこんろの火

は弱火になり、温度が下がる。サーミスタが

255℃になると、こんろの火は強火に戻る。これ

を 30 分繰り返すと、安全のため自動消火する設

計になっている。また、空焚き等により温度上

昇を継続した場合は 320℃で自動消火する。 

 

6. 鑑識見分状況 

安全装置が搭載されているにも関わらず、15

時 20 分頃の点火から、1 時間以上経過した 16

時 38 分頃に出火していることからガステーブ

ルの異常の有無を確認するため、製造会社と合

同で鑑識見分を行った。 

6.1 ガステーブル外観 

天板及び五徳部分が全体的に焼損し、炭化物

が付着している。（写真 6 参照） 

右こんろ部分は五徳と汁受け皿に茶色い変

色が見られ、五徳が本来の取り付け位置からや

やずれた状態で設置されており、天板との間に

隙間が発生している。（写真 7 参照） 

 

 

写真 6 ガステーブル外観の状況 
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写真 7 右こんろ部分の状況 

 

6.2 ガステーブル前面 

器具栓つまみは、左から順に強火力バーナー

用、標準バーナー用、グリル用となっており、

標準バーナー用の器具栓つまみは全開の位置で、

強火力バーナー用及びグリル用は閉の位置にな

っている。グリルの取手が一部溶融しているが、

著しい焼損は認められない。（写真 8 参照） 

 

 

写真 8 復元状況 

 

6.3 ガステーブル内部 

各部品を見分すると、安全装置及び器具栓は

一部、黒く変色しているが、異常は認められな

い。また、基板に焼損等は認められず、配線に

断線等の異常は認められない。（写真 9 参照） 

 

写真 9 内部部品の状況 

 

6.4 天ぷら油過熱防止装置センサー部 

天ぷら油過熱防止装置のセンサーはサーミス

タが使用されており、各温度（20℃、40℃、260℃）

に対する抵抗値を測定したところ、ほぼ基準値

内でサーミスタ自体の異常は認められない。(表

1参照) 

表1 抵抗値一覧 

 

6.5 天ぷら鍋 

 使用されていた天ぷら鍋を見分すると、大き

さは直径約 22cm、深さ約 10cm、肉厚約 4mm の

鉄製で、全体的に錆が発生し、黒く変色してお

り、外側及び鍋底（外側）に炭化物が付着して

いる。また、鍋底（内側）にタール状の炭化物

が付着している。（写真 10 参照） 

 
写真 10 天ぷら鍋鍋底（外側）の状況 

測 定  

温 度  

抵抗値  

基準値  左こんろ  右こんろ  

20℃ 
250 kΩ 

～400 kΩ  
313 kΩ 245 kΩ 

40℃ 110 kΩ 
～150 kΩ  

146 kΩ 140 kΩ 

260℃ 
0.362 kΩ 

～0.461 kΩ  
0.36 kΩ 0.40 kΩ 

炭化物の付着
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7. 再現実験状況 

鑑識見分において、ガステーブル自体に異常

が見られなかったことから、ガステーブルの不

具合による出火の可能性は低い。しかしながら、

天ぷら鍋のタール状炭化物から発火した可能性

が高いと考えられる。このことから、出火原因

を究明するため、当庁消防技術安全所（燃焼実

験室）において、飲食店店主の供述に基づいた

再現実験を行った。（写真11参照） 

 

 

写真11 燃焼実験室 

 

7.1 実験資器材等（写真 12 参照） 

 ⑴ ガステーブルは、焼損品とこんろ部の能

力、制御が同じである同等品（グリル無し

タイプ）を使用した。 

 ⑵ 出火時は使用済みの大豆油であったが、

実験では使用済みのキャノーラ油を使用し

た。 

 ⑶ 凝固剤は出火時と同じものを使用した。 

 ⑷ 温度測定装置は日置電機株式会社製メモ

リーハイロガー8421-50 及びＫ熱電対を使

用した。 

 

 

写真 12 設定状況 

 

7.2 設定条件 

飲食店店主の供述とおり、右側の標準バーナ

ーを使用し、火力は最大で実施した。各実験に

おいて、油の温度変化を記録し、安全装置（天

ぷら油過熱防止装置）の動作確認を行った。油

量は天ぷら鍋満量の約 9 割である 2,200 mL とし

た。凝固剤は 4 袋（2,400 mL 分）を使用した。 

7.3 温度測定箇所 

 下記の 4 点の測定を実施した。（表 2、図 2 参

照） 

表 2 測定箇所一覧 

番号 測定箇所 

① 鍋底（外側）サーミスタ付近 

② 鍋底（内側） 

③ 鍋内油中心 

④ 外気温 

 

 

 

 

 

図 2 測定箇所図 

7.4 実験概要 

7.4.1 実験 1 

通常状態で加熱する。（図 3、写真 13 参照） 

 

 

 

 

図 3 実験 1 イメージ図 

① 

② 
③ 

・ 
・ 
・ 

サーミスタ

④外気温 
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写真 13 実験 1 設定状況 

 

7.4.2 実験 2 

五徳をずらした状態で加熱する。（図 4、写真

14 参照） 

 

 

 

 

図 4 実験 2 イメージ図 

 

 

写真 14 天ぷら鍋の傾き状況 

 

7.4.3 実験 3 

 鍋底に鍋から採取した炭化物（縦約 20 mm、

横約 70 mm、厚さ約 2 mm）を付着させ、加熱

する。（図 5、写真 15 参照） 

 

 

 

 

 

図 5 実験 3 イメージ図 

 

写真 15 炭化物の設定状況 

 

7.5 実験結果・考察 

7.5.1 実験 1 

⑴ 点火してから約46分後に安全装置が作動し

火力の制御を開始した。天ぷら油の量が多い

ことから、油の加熱に長時間を要した。 

⑵ 安全装置が制御を開始してから、こんろの

火は強弱を繰り返し、約31分後（点火から約1

時間17分後）に安全装置によりこんろの火が

消えた。このことから、安全装置は仕様通り、

正常に作動したことを確認した。 

⑶ 実験終了後、天ぷら鍋内の油を計量したと

ころ、2400 mLであった。加熱により、天ぷら

油は200 mL体積膨張した。（写真16参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 実験1温度測定状況 

火力制御開始  

こんろ消火  

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 115 -



 

 

写真16 実験後の油量 

 

7.5.2 実験 2 

⑴ 点火から約14分後に天ぷら鍋から油が溢れ

出した。油が膨張したことに加え、天ぷら鍋

が傾いていたため、溢れ出した。（写真17参照） 

 

 

写真17 油の溢れ状況 

 

⑵ 溢れ出した油が汁受け皿に溜まり、バーナ

ーの炎で汁受け皿の油が過熱され、点火から

約28分後に発火した。（写真18参照） 

 

写真18 汁受け皿内油の発火状況 

 

⑶ 発火の48秒後に安全装置（天ぷら油過熱防

止装置）が働き、こんろの火が消えた。この

ことは、汁受け皿内の油が発火したため、サ

ーミスタが高温を検知しガスが遮断されたた

めである。 

⑷ 汁受け皿で発火した油は、発火の約14分後

（点火から約42分後）に自然鎮火した。 

なお、天ぷら鍋の油は発火・引火していな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 実験 2 温度測定状況 

7.5.3 実験 3 

⑴ 開始時の天ぷら油の温度は、鍋底（内側）

が175 ℃、鍋内（油）が205 ℃、鍋底（外側）

が62.7 ℃であった。 

⑵ 天ぷら鍋からは勢いよく白煙が上昇し、天

ぷら油の温度は最高369.9 ℃に達した。（写真

19参照）天ぷら油の発火点は一般的におおよ

そ370 ℃といわれていることから、発火する

可能性があることが考えられる。 

 

写真19 発煙状況 

 

⑶ 点火してから約1時間5分後に安全装置が作

動し、火力の制御を開始した。このときの鍋

底（外側）の温度は約260 ℃であった。鍋底

油が溢れる  
汁受で発火  
コンロ消火  

自然鎮火
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に油かすが付着していたため、サーミスタ付

近の温度と天ぷら油の温度に約100 ℃の差が

あり、天ぷら油の温度を正確に検知できなか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 実験 3 温度測定状況 

 

7.6 実験まとめ 

⑴ 天ぷら油が加熱されると体積が膨張し、鍋

から溢れることがあり、溢れた油が場合によ

り発火する可能性がある。 

⑵ 実験3において、天ぷら油2,200 mLを加熱し

た際、天ぷら油の温度が370℃付近に達するの

に60分以上要した。このことは出火時間につ

いての関係者の証言とほぼ一致する。 

⑶ 過熱防止装置と鍋の間に炭化物などの異物

があると、油の温度を正確に検知できず、天

ぷら鍋の天ぷら油が発火する可能性がある。 

 

8. 出火原因 

本火災の出火原因は、飲食店店主が廃棄予定

の天ぷら油に凝固剤を入れて加熱し、その場を

離れた。鍋の底に炭化物が付着していたため、

温度センサーが鍋底の温度を正確に検知できず、

正常に過熱防止装置が作動しなかった。これら

のことから、鍋に入っていた天ぷら油が時間の

経過とともに発火し、火災に至ったものである。 

9. まとめ 

本火災における原因究明のために実施した再

現実験の結果、下記のことを確認することがで

きた。 

⑴ 多量の油を発火させるには長い時間がかか

る場合があること。 

⑵ 天ぷら油は加熱すると体積が膨張し、鍋か

ら溢れ出る場合があること。 

⑶ 鍋底表面の状態により、安全装置が正常に

働かない場合があること。 

 本事例では、物的証拠を主体とし、関係者等

の供述に基づいて検討を加え、鑑識及び再現実

験といった科学的方法により、出火原因の究明

を行った。この結果で得ることができた、一般

的には知られていない火災発生の要因について、

利用者への注意喚起を積極的に行っていく必要

がある。また、これが火災原因調査の原点であ

ることを再認識させられた事例であった。 
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［セッション 3］ 

 

 一般発表 

船舶用救難信号の着弾によって発生した車両火災について 

 

横浜市消防局 

濵田 毅、田中 茂、外崎健一、太田和哉、中田雅之 

 

1. はじめに 

本火災は、屋外駐車場に駐車していた乗用車

から出火し、他に乗用車 2 台が焼損した火災で

ある。 

 出火前に南の空から、オレンジ色に発光する

飛来物がゆっくりと飛んできて屋外駐車場に落

ちて行ったという目撃情報が多数あることから、

焼損した乗用車の下部から収去した布片の繊維

と飛来物として推定した船舶用救難信号の落下

傘付信号に使われるパラシュートの繊維とを比

較分析した結果、同一の繊維であり、この布片

からは、落下傘付信号の発光に使われるストロ

ンチウムが検出された。 

これらのことから出火原因は、落下傘付信号

の炎が乗用車右前部の合成樹脂製の部品に着火

し火災に至ったものと推定した。 

本火災は、何者かが発射した落下傘付信号が、

乗用車に着弾したことによって発生した特異な

事例である。 

 

2. 火災の概要 

 火災現場である屋外駐車場の利用者が駐車中

の乗用車から煙が出ているのを発見し、駐車場

管理会社へ連絡している。 

初期消火は実施されず、出場した消防隊の消

火活動により火災は鎮火している。 

出火時間：平成 23 年 7 月 5 日 12 時 45 分頃 

鎮火時間：平成 23 年 7 月 5 日 13 時 11 分 

出火場所：横浜市金沢区 屋外駐車場 

被害状況：平成 22 年式乗用車 2,500cc 1 台焼

損、類焼乗用車２台 

気象情報：天候：晴れ、風向：南、風速：4.0m/s、

気温：31.1℃、湿度：60％（横浜地方気象台

13 時発表） 

 

 

図 1 火災現場と飛来物の目撃位置 

 

3. 見分状況 

3.1 火災現場 

3.1.1 乗用車 

焼損部分は車両前部に集中し、グリル、バン

パー及びヘッドライトは焼失しており、ボンネ

ット及びフェンダーは塗装が焼失し地金が露出

している。 

●

● 

● 
● 

●は飛来物の目撃位置 100m

火災現場 
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ボンネットと右フェンダーの一部に斑模様

の特異な痕がある。 

 

 
写真 1 車両の焼損状況 

 

 

写真 2 右フェンダーの状況 

 

 エンジンルームは全体が焼損し、合成樹脂部

品は大半が焼失しているが、駐車前の使用状況

と出火時間から、漏洩した燃料やオイルの発火

によるものは否定される。 

バッテリーケーブル等の電気配線類も被覆

は焼失しているが、断線及び溶痕はないことか

ら、電気配線類からの出火も否定される。 

車体下部の排気管に油脂類の付着痕や異物

の接触はなく、排気管からの出火は否定される。 

車内は、ダッシュボード及びインストルメン

トパネルの上部と、運転席及び助手席上部の内

張りが溶融しているが、エンジンルームの焼損

との比較及び溶融範囲内に出火の痕跡がないこ

とから、車内からの出火は否定される。 

 

 

写真 3 エンジンルームの状況 

 

3.1.2 車両周辺部 

車両前部右側下の地面には、溶融し平らに固

まった合成樹脂が残存する。この合成樹脂は、

厚さ約 1cm、面積は約 0.5 ㎡であり、上面は車

両の部品が付着し、地面側には小石に混じり白

色の布片が付着している。 

布片は数箇所の折り目が付き、若干すすが付

着し、端は黒く焼け焦げ、角の 2 箇所には中央

に向かって 2cmまで黒い糸で千鳥縫いに縫製さ

れている。 

 この布片は、車両部品や積載物ではなく、現

場周辺に存在するものでもないことから、分析

のため収去する。 

 

 
写真 4 溶融している合成樹脂の状況 
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写真 5 布片の状況 

 

3.2 落下傘付信号 

 出火前に発光を伴う飛来物を多数の者が目撃

していることから推察し、落下傘付信号の可能

性が考慮されたため、国内製造販売会社に協力

を求めたところ、収去した布片と英国製の落下

傘付信号に使用されているパラシュートとの類

似性が認められた。 

 

 
写真 6 コメット落下傘付信号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 落下傘付信号諸元 

品名・型式 
コメット落下傘付信号 

Art.No. 9163103 

用途 
捜索船及び航空機等に遭難位置

を知らせる昼夜間の視覚信号 

性能 

上昇高度：300m 以上 

燃焼時間：40 秒以上 

発光色 ：赤色炎 

光度  ：30,000cd 以上 

落下速度：平均 5m/s 以下 

寸法等 

寸法：φ38×295mm 

重量：約 235g 

薬量：約 84g  

使用方法 
最下部の安全ピンを抜き、点火

レバーを押すと発射する。 

 

 

図 2 一般的な落下傘付信号の構造図 

 

この落下傘付信号に内蔵されたパラシュー

トを見分すると、1 枚の白色の一辺が 19cm の正

方形で、四隅に白色の細い紐が黒い糸によって

千鳥縫いで縫製されており、この縫い目は収去

した布片の縫い目と類似するものである。 

 

旧型：アルミ製内筒新型：樹脂製内筒 
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写真 7 落下傘付信号内蔵のパラシュート 

 

 

写真 8 収去した布片（左）と落下傘付信

号（右）の縫い目の状況 

 

4. 鑑定状況 

4.1 繊維の分析 

 収去した布片と落下傘付信号のパラシュート

をフーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）で比較

分析する。 

 フーリエ変換赤外分光光度計は、主に有機化

合物の構造推定（定性）を行う分析装置である。 

 分子はそれぞれ固有の振動をしているが、そ

の分子に波長を変化させた赤外線を連続的に照

射していくと、分子固有の振動エネルギーに対

応した赤外線が吸収され、分子構造に応じた特

有のスペクトルが得られる。 

 このスペクトルをワークステーションの図書

機能で標準物質と比較することにより、一致率

の高い物質を特定することができる。 

 フーリエ変換赤外分光光度計を使用しスペク

トルを比較した結果、収去した布片と落下傘付

信号のパラシュートは極めて類似しており、更

にスペクトルをワークステーションの図書機能

により定性分析をした結果、綿のスペクトルと

の一致率が高いと判断した。 

また顕微鏡写真の比較からも繊維の織構造

が同じであることがわかる。 

  

 

写真 9 フーリエ変換赤外分光光度計（横

浜市工業技術支援センター保有） 

 
図 3 収去した布片のスペクトル 

 

図 4 落下傘付信号のパラシュートのスペ

クトル 
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写真 10 収去した布片の繊維構造 

 

 

写真 11 落下傘付信号のパラシュートの

繊維構造 

 

4.2 付着物の分析 

 落下傘付信号は船舶救命設備規則により赤色

星火と定められ、赤色の発光にストロンチウム

の炎色反応を利用するため、光薬にストロンチ

ウム化合物を配合することが一般的である。 

このことから収去した布片へのストロンチ

ウムの付着について、原子吸光分析装置を使用

し分析を行う。 

 原子吸光分析は、高温に加熱して原子化した

物質に光を照射したときに、構成元素に固有の

幅の狭い吸収スペクトルを示す現象を利用して、

試料に含まれる元素の定性と定量を行う分析で

ある。 

 この原子吸光分析装置で分析した結果ストロ

ンチウムが検出された。 

 ストロンチウムは火薬に用いられる硝酸スト

ロンチウム、シュウ酸ストロンチウム、塩化ス

トロンチウムの他、ブラウン管、液晶及びプラ

ズマディスプレイのガラス、ストロンチウムフ

ェライト磁石、薄膜トランジスタやコンデンサ

ー等の電子部品に炭酸ストロンチウム、自動車

の下塗り塗料等にクロム酸ストロンチウムが利

用されている。 

 収去した布片は、焼損した車両下部より収去

したものであり、検出されたストロンチウムは

車両の防錆塗料に由来する可能性も考えられる

が、車両製造元から、車両の焼損部分付近の部

品及び塗料にストロンチウムは含まれていない

との回答を得ている。 

 

 

写真 12 原子吸光分析装置（神奈川県産業

技術センター保有） 

 

4.3 鑑定結果 

 フーリエ変換赤外分光光度計による比較から、

収去した布片と落下傘付信号のパラシュートは

いずれも綿繊維で、織構造が同じであり、類似

した縫製がされていることから、布片は落下傘

付信号のパラシュートであると考えられる。 

 更に収去した布片からは、落下傘信号の光薬

の成分であるストロンチウムが検出されている

ことから、光薬が発光していたと考えられる。 

 

5. おわりに 

 出火原因として、車両自体に起因することは

否定され、目撃情報や鑑定結果から出火原因は、

発射された落下傘付信号の炎が乗用車右前部の

合成樹脂製の部品に着火し火災に至ったものと

推定した。 

通常、車両火災は、車両自体に起因する原因

として、電気系、燃料系、排気管系が考えられ、

人為的には放火やたばこの火の不始末などが主

な原因として考えられる。しかし、本件は空か

らオレンジ色に光る物体が飛んで来たという目
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撃情報が多数あり、火災現場で発見し、収去し

た物品にその原因となる物的証拠が見つかった。 

 目撃情報を聴取した後も証拠となる物品を収

去するまでは、半信半疑であった。 

 この証拠となった物品については、当局保有

の機器では分析ができないため、神奈川県産業

技術センター及び横浜市工業技術支援センター

へ分析依頼をしている。 

 この分析によって科学的に鑑定し立証できた

ことは、この２つの機関の分析技術の高さに感

銘するとともに、他機関との協力体制が重要で

あることを実感した。 

本件のように、まさか空から落下傘付信号が

飛んでくるなど、世の中には思いも寄らない非

現実的なことが実際に起こるものであり、普段

から先入観念を持たず、客観的事実に基づいて、

科学的な手法により原因を解明しなくてはなら

ないと、つくづく身をもって痛感した事例であ

る。 

  最後に、分析にあたり技術支援をいただいた

神奈川県産業技術センター及び横浜市工業技術

支援センターの皆様に謝意を表したいと思う。 

 

 

 

（濵田 毅 〒236-0021 横浜市金沢区泥亀二丁目 9 番 1 号 

横浜市金沢消防署 TEL: 045-781-0119） 
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［セッション 3］ 

 

 一般発表 

海上コンテナ内で発生した燃料用木材チップの自然発火について 

 

横浜市消防局 

新野夏樹、高島利明、林 直行、太田和哉、中田雅之 

 

1. はじめに 

  東日本大震災のがれきの集積場からの出火や、

近年、環境意識の高まりからリサイクル物品が

多く流通するのに伴い、一見火災とは関係ない

ように思われる物品からの出火が多く見受けら

れる。そのひとつに自然発火を原因とするもの

がある。自然発火による火災として従来から良

く知られているものに、野積みの産業廃棄物、

牧草や堆肥の火災がある。これらについては 1

か月かそれ以上比較的長時間堆積していたもの

から出火している。 

今回紹介する燃料用木材チップの火災は、製

造から出火まで数時間という短時間で出火に至

った事例である。 

 

2. 火災の概要 

出火日時  平成 23 年 7 月 17 時 00 分ころ  

出火場所  横浜市中区 

 焼損状況 燃料用木材チップ 2 ㎥及び運搬用

コンテナ壁面若干各焼損 

気象状況 天候：晴れ、風速：5.6 m/s、風向：

南南東、気温：30.8℃、相対湿度：

64％、実効湿度：74％（横浜地方

気象台 15 時発表） 

 

3. 燃料用木材チップについて 

今回出火した燃料用木材チップは、ボイラー

の燃料として、横浜市内の燃料チップ製造工場

から運搬用 40 フィートオープントップコンテ

ナ（以下「40feet コンテナ」という）で出荷さ

れ静岡県の需要家まで運搬途中、一時的に駐車

していた中区内の事業所内で出火したものであ

る。 

 燃料用木材チップ製造工場では、主に家屋解

体現場から廃材、生木が原材料として搬入され、

破砕機により 100 ㎜程度に破砕されている。製

造工程で除外できなかった釘などの金属片及び

小石等が混入している。 

関係者の口述から、前日までに搬入された原

材料を当日午前中に破砕し燃料用木材チップを

製造、これを仮置きすることなく 11 時 30 分こ

ろから 40feet コンテナに約 16 トン積載、12 時

30 分ころ積載を完了しトレーラーで運搬、13

時 30 分ころ出火場所である事業所内に駐車し

た。出火場所は運搬に要する所要時間から一時

駐車場所として、運搬業者が事業所から借り受

けている。静岡県には翌朝運搬する予定であっ

た。 

 

4. 発見状況について 

 トレーラーから煙が出ているのを通りかかっ

た男性が事業所警備員に知らせ、警備員が現場

を確認後 119 番通報した。初期消火はしていな

い。 

 

5. 消火活動について 

出場した消防隊が 40feet コンテナ上部から注

水したが鎮火に至らず、後部扉を開け、燃料用

木材チップを人力で掻き出しながら放水し鎮火

させた。 
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写真１ 消火活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 40feet コンテナ上部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 消火活動 

 

6. 実況見分について 

6.1 燃料用木材チップの焼損状況 

現場で燃焼範囲について見分した。40feet コ

ンテナ内で燃料用木材チップが炭化していた範

囲は、コンテナの後方から 120 ㎝内部で幅 80

㎝、長さ 140 ㎝、高さ 160 ㎝の楕円状であった。

この炭化していた範囲の概ね同位置の 40feet コ

ンテナ左側内壁面に黒い変色域が認められた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真４ 焼損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 焼損状況 

 

6.2 燃料用木材チップ製造工場 

工場での製造状況、保管状況及び 40feet コン

テナへの積載状況等を見分した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 搬入状況 
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写真７ 破砕機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真８ マグネットロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真９ チップヤード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 10 コンテナ積載ヤード 

 

7. 鑑定について 

火災原因について、放火、たばこ及び自然発

火が考えられたが、現場の状況及び関係者の口

述から放火及びたばこは否定された。 

燃料用木材チップが自然発火することによ

り火災の原因となる可能性について、熱分析に

より検証を行った。 

7.1 熱重量―示差熱同時測定装置（TG-DTA）

による分析 

水分量の測定と燃焼完了までの熱挙動を把

握した。 

水の沸点の 100℃付近までの重量の減少から

水分量は 23.8％と考えられ、170℃から 500℃ま

でに数段階の分解と燃焼による大きな発熱がそ

れぞれ観測された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ TG-DTA 測定結果 
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7.2 双子型高感度熱量計（C－80）による分析 

蓄熱火災の出発点となる室温付近からの発

熱挙動（微生物の活動によると考えられる）を

測定した。 

室温付近から 58℃付近にかけて発熱ピーク

が観測されたが、乾燥させた木材チップではこ

の発熱ピークは観測されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ C－80 測定結果 

 

7.3 等温マイクロカロリメータ（TAM－Ⅲ）に

よる分析 

温度を 50℃に保持し、このとき発生する微生

物の発熱挙動の有無、発熱量及び発熱挙動の水

分による影響を測定した。 

測定開始から 12 時間の間に発熱ピークがあ

る。また、測定開始から 24 時間に観測された発

熱量は 14.10J/g である。 

乾燥した木材チップではこの発熱ピークは

あらわれていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ TAM－Ⅲ測定結果 

 

図４ 50℃で保持した時の発熱量（J/g） 

 

 

 

 

8. 微生物について 

木材チップを密封容器に収納し、一定期間保

管した後に容器内の空気をガスクロマトグラフ

質量分析装置で分析すると、一般的な空気と比

較して酸素が大幅に減少し、二酸化炭素は大幅

に増加している。酸素が減少する要因としては、

木材に含まれる植物油脂の酸化及び木材中の微

生物の活動が考えられる。 

植物油脂の酸化は一般的に脂肪酸が持つ二

重結合 1 個に対して酸素 1 分子が結合して不安

定な活性酸化物を形成し、これが自己酸化反応

の基点となり不飽和結合の酸化発熱反応が連鎖

的に進行すると考えられており、この反応の際

には二酸化炭素は発生しない。 

一方、微生物の活動に伴う呼吸であれば、酸

素を消費し二酸化炭素を放出するため、密封容

器内の酸素が減少し、二酸化炭素が増加したこ

とと整合が取れる。 

これらのことから試料の木材には微生物が

存在すると推測する。 

 

9. 鑑定結果から得られたこと 

燃料用木材チップに含まれる水分量（約 24％）、 

室温から発生している発熱ピークと温度範囲

（室温から 58℃）及び発熱量（14.10J/g）から

蓄熱発火に至る可能性があると判断できる。過

去木材チップの大量蓄積による火災事例の発熱

量（14.57J/g）と類似している。（参考文献：J of 

Hazardous Materials,A135pp.15-20 2006） 

燃料用木材チップは原料が廃木材であるた

め、相当数の種類の微生物の存在があり、微生

物の存在と微生物の活動に必要な水分があるた

め、室温付近から発熱が開始する。さらに、燃
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料用木材チップは、集積しても空隙が生じるた

め微生物の活動に必要な空気は存在し、集積し

ているが故に放熱の妨げとなり発生した熱は蓄

熱する。 

この熱の蓄積により燃料用木材チップの温

度が上昇し、燃料用木材チップに含まれる植物

油脂の酸化や可燃性の分解ガスの発生へ繋がり

出火し、燃料用木材チップの炭化、炭化物の燃

焼による灰化という過程を経るものと考えられ

る。 

 

10. 火災の再発防止策 

 今回のような燃料用木材チップの火災を防止

するには、室温付近からの微生物の活動を抑え

ることである。その方法として、①水分を絶つ

②菌を絶つ③空気を絶つ④温度を下げる、等が

考えられるが、夏場においては可能ならば良く

乾燥させ、①の対策が有効であろう。 

11. おわりに 

 燃料用木材チップを製造した工場は、火災発

生直後から散水量の増加、温度センサー及び除

去システムの設置、金属片除去のマグネットの

調整等システムの変更及び業界団体への注意喚

起等を実施し、再発防止に取り組んでいる。 

消防として、火災発生原因が微生物の発酵、

増殖によるものであり、水分や気温、金属片の

温度上昇等複合要因があることを関係者に伝達

し、今後の対応について注意を促した。 

 最近も東北地方における震災がれきの集積場

からの出火が続いている。微生物による自然発

火が原因の火災の根絶に今回の調査結果が一助

となれば幸いである。 

 最後になりましたが、鑑定に係る技術支援を

いただいた消防研究センターの皆様にお礼を申

し上げます。 

 

 

 

（新野夏樹 〒231-0038 横浜市中区山吹町 2-2 

横浜市中消防署 TEL: 045-251-0119） 
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第 2 日 
10 月 26 日（金） 



 

［セッション 4］ 

 

 消防研究センター研究報告 

2011 年台風 12 号による災害における消防活動 

 

消防研究センター技術研究部 

新井場公徳、河関大祐、高梨健一、細川直史 

 

1. はじめに 

 地震や津波、豪雨などにより大規模な災害が

発生した場合、消防機関は劣勢な状況下での活

動を強いられる。このような状況下で如何に安

全に、かつ効率的に活動を行うかについて検討

するため、我々は、大規模自然災害時の消防活

動の実態と課題について研究してきた。本稿で

は、その一環として行った平成 23 年台風 12 号

による災害時における消防活動に係る調査結果

を報告する。なお、本稿は、消防研究センター

が行った現地調査（９月、２月、３月）及び消

防本部への聞き取り調査（12 月）並びに内閣府、

国土交通省、気象庁及び消防庁防災課と共同実

施した市町村への聞き取り調査（10 月）の結果

をまとめたものである。 

 

2. 降雨の概要 

 平成 23 年台風 12 号は、８月 30 日から９月６

日にかけて広い範囲に大雨を降らせた。特に紀

伊半島では記録的な豪雨となり、三重県、奈良

県、和歌山県で洪水災害、土砂災害が多発した

（３県における土砂災害 101 件１）、死者 71 名、

行方不明者 16 名２））。この台風は当初、かなり

東よりに進行することが予想されていたものの、

南の海上で一旦西寄りに進路を変え、９月３日

10 時頃に四国に上陸し、４日未明に日本海側に

抜けた。大型でゆっくりと移動したため、紀伊

半島を中心に強い雨が長期間続いた。一部地域

では解析雨量（気象レーダーとアメダス等の雨

量計を組み合わせて、雨量分布を 1km 四方の細

かさで解析したもの）が 2000 ミリを超えるなど

記録的な豪雨となった（図１）。その結果、熊野

川水系などで近年例を見ない規模の洪水となっ

た。また、内陸部では、山腹斜面が深く大規模

に崩壊する現象（「深層崩壊」）が発生し、その

うちの一部では、崩落した土砂が河川をせき止

め上流に湛水した。さらに、紀伊半島南東部で

は、長い雨が続いた後に強い雨が降るという、

斜面の崩壊や土石流が発生しやすい降雨状況と

なり、那智川沿いなどで土石流が極めて高い密

度で発生した。降雨後にも、「深層崩壊」の土砂

が河川をせき止めた箇所では、湛水量の増加に

よりせき止めている土砂が再度流されて土石流

となる恐れがあったことから、一部地域に警戒

区域の設定が行われ、住民は長期間の避難を余

儀なくされた。図２に土砂災害の発生状況を表

す。 

 

 

 

図１ 解析雨量による総降水量分布（推定）

（８月 30 日 17 時〜９月６日 24 時）3） 
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図２ 紀伊半島における土砂災害発生分布図１） 

 

3. 災害の概要 

3.1 深層崩壊による被害とせき止めによる二

次災害危険 

 この台風により発生した「深層崩壊」のうち

の５箇所（図２★）は、土砂災害警戒区域等に

おける土砂災害防止対策の推進に関する法律が

規定する緊急調査の対象となった。このうち、

十津川村栗平（★４）及び五條市赤谷（★２）

ではせき止め土砂の高さは約 120ｍと評価され

ている４）。せき止め箇所の上流には湛水が進み、

水が土砂を越えて流れた場合や、土砂の内部を

地下水が早く流れるような条件である場合には、

土砂が再び移動して土石流が発生する恐れがあ

ることから、下流に警戒区域が設定された。そ

の後の降雨により、田辺市熊野（図２★５）及

び五條市赤谷では、９月 20 日に水が土砂を越え 

 

図３ 五條市赤谷の「深層崩壊」の状況 

 

て流れ出したことから土石流の発生が懸念され

た。いずれも幸いなことに、せき止めた土砂が

決壊して大規模な土石流が発生するという事態

には至らなかった。その後緊急対策工事などが

実施され、警戒区域は解除された。平成 24 年３

月 27 日の赤谷の崩壊地の状況を図３に示す。す

でに仮の放水路が掘削されているが、極めて大

規模な崩壊である。 

3.2 洪水による被害 

 熊野川（上流では天ノ川、十津川と呼ばれる）

及び同水系では、流域に降った豪雨により大規

模な洪水が発生し、新宮市熊野川行政局のある

日足地区で５名の死者を生じるなどの被害を生

じた。さらに、同行政局は３階近くまで浸水し

て 4 日 0：30 の防災行政無線による放送を最後

に機能を失い、職員は裏山に待避を余儀なくさ

れた。また、より上流の田辺市本宮地域でも大

規模な浸水被害が生じ、田辺市消防本部本宮消

防署は、過去の洪水高さよりもかさ上げしてあ 

 

 

図４ 新宮市相賀の洪水による家屋流出現場 
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ったものの１階が浸水し、一時避難を余儀なく

された。熊野川支流の高田川沿いの新宮市相賀

地区では、川そばに立っていた家屋が流された

（図４）。家屋にいた２名のうち１名は、約２km

下流の熊野川との合流点にある橋に引っかかり

自力で脱出したが、１名は行方不明となってい

る。この地区では他にも２名が死亡した。 

3.3 土石流による被害 

 土石流は、三重県、奈良県、和歌山県の広い

範囲で多く発生したが、特に那智勝浦町では、

台風が四国に上陸した後も強い雨が降り続き、

高い密度で土石流が発生した。図５に、同町の

土石流発生状況を示す。地形図上に網がけした

のは国際航業グループＨＰ５）の航空写真から土

石流の発生箇所を読み取ったものである。同町

では那智川の氾濫もあり、死者 28 名（うち関連

死３）、行方不明１名（2012 年３月７日現在）

という甚大な被害を受けた。 

 

4. 消防活動の概要 

 表に、気象警報、災害状況及び対応状況のう

ち主要なものをまとめた。気象警報は１日から

出ており、それに対応して、浸水しやすい地域

への避難勧告・指示の発出、山間地の行政局等

への職員の増強や警戒巡視などの対応が取られ

た。２日夜から災害が発生しているが、新宮市、

那智勝浦町、田辺市で被害が集中的に発生する

のは、３日夜から４日朝にかけてである。過去

に浸水した経験のある地区では事前に避難が行

われたものの、経験を超える降雨により「これ

まで大丈夫だった」地区も浸水したことから、

被害が拡大した。さらに、道路の寸断や通信施

設等の損傷により、対応が困難になった。 

 田辺市では、洪水に備え、本宮地域の浸水し

やすい地域に避難勧告を出すなどの対応をとっ

ていたが、それ以上の増水により過去例を見な

い浸水を受けた。さらに、田辺市本宮行政局及

び本宮消防署と田辺市役所及び田辺消防署との

間で通信が途絶した。そのため、消防車両を高 

 

 

図５ 那智勝浦町における土石流の発生状況 

●：井関保育園 ▲：市野々小学校 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 131 -



 

いところに上げ、車載無線により連絡をとった

とのことである。ただし、応援を送ろうとして

も道路途絶により不可能な状況であった。孤立

した本宮地域にある本宮消防署の隊は、転戦を

繰り返したとのことである。 

 新宮市では、洪水に備え、巡視及び避難の呼

びかけを行っていたが、熊野川の増水が著しい

ことから、市街地の川沿いに避難勧告を発出し、

その範囲を順次拡大した。この判断には、国交

省紀南河川国道事務所長が市長に熊野川の水位

が極めて危険な状況になっていることを直接電

話で伝えたことも寄与したとのことである。こ

の様な状況で消防職団員は、避難誘導及び浸水

地域からの救助要請への対応に追われた。 

 那智勝浦町では、洪水履歴のある太田川水系

に対しては、避難勧告や巡視などきめ細かな対

応をとっていた一方、近年顕著な災害が発生し

ていなかった那智川水系に対しては警戒度合い

が低かった。４日２時過ぎに那智川流域に対し

て消防隊が下流から巡視を試みたものの、すで

に那智川沿いの道路が冠水して上流へ向かえな

い状況になっていた。消防本部への通報状況か

ら、その後多数の土石流が発生したものと見ら

れる。 

 

5. 考察 

5.1 避難のタイミング 

 台風による豪雨は、一定の精度で事前に気象

予報が出されることから、事前の対策を実施し

やすいと机上では考えられる一方、降雨は日常

的な現象であることから、ある時点をもって「危

機が発生した」という認識を持ち、それを共有

し、事前対策をとることは、現実的には難しい。

表から３日の午後に避難のチャンスがあったこ

とが窺われる。この時間帯には、台風が四国に

上陸しており、紀伊半島から見ると、通り過ぎ

つつあるという認識があったと想像される。実

際、レーダーアメダスを見て「この赤い領域は

いつ去るのか」と思っているうちに事態が深刻

化した、という話を聞いた。この時間帯に、強

い降雨がなお継続することが予測されているこ

とを、防災対応や行動を誘発するような情報と

して提供できれば、対応に役立ったのではない

かと考えられる。 

 那智勝浦町で発生した土石流の中で最大の金

山谷川の土石流（図５中央南）では、発生直前

に自主避難して被災を免れた事例が「熊野新聞

（９月 27 日）」に寄稿されている６）。土石流が

発生する１時間ほど前に住民が自宅から数百ｍ

離れた尾根の上に車で避難したところ、その後

自宅は土石流を受けていたというものである。 

5.2 避難先 

 三重県紀宝町下地では、住民自らが危険性を

判断して避難した事例がある７）。小学校の裏山

で土石流が発生し、小学校の一部と民家が埋没

した（図６）。埋没した家屋の住民（男性）によ

れば、土石流の直前、虫が逃げ出し石も転がっ

てきたので、この谷は危険だと思い、隣の住宅

の女性とともに尾根上の宅地（図６矢印）に避

難し、難を逃れたとのことであった。土石流発

生の 10 分ほど前のことであったとのことであ

る。 

 一方、新宮市南檜杖地区（図７）では、土石

流が２方向から到来した。熊野川の水位が上昇

してきたことから、川沿いの住宅からより高い

場所としてこの場所に避難されていた消防団幹

部を含む４名の方が亡くなった。西側（写真で 

 

 

図６ 紀宝町下地の土石流の状況 
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は右）の土石流が発生した谷には砂防堰堤が設

置されており、土石流の危険性があるとされて

いたことが分かる。洪水とともに土石流に対し

ても配慮した避難先の考え方が必要とされてい

ることがわかる。 

 那智勝浦町では、４日２時前に、那智川が増

水して危険であるという消防団及び八反田地区

の自主防災組織の判断により、井関保育園（図

５●）に避難していた住民が、上流の市野々小

学校（▲）へ再度避難を行っている。その後井

関保育園は洪水で冠水した（図８）。市野々小学

校も１階に床上浸水したが、コンクリート造３

階建てであり、上階には被害はなかった。 

5.3 消防活動の安全性の確保 

 先に述べたように、那智勝浦町消防本部は巡

視隊を送ろうとしたものの、道路が既に冠水し

ていたことから、那智川流域への進入ができな

かった。万一、進入できていた場合には土石流

が頻発しているところへ遭遇し、当該隊が危険

な状況に陥ったであろうことは想像に難くない。

水害対応における巡視活動は危険性が高いこと

８）に留意する必要がある。また、新宮市では、

熊野川の堤防の越水危険のため、３日 20：40

以降、川に近い地域から順次避難勧告を発出し

ているが、なかなか避難しない住民の説得に時

間を要し、消防による避難誘導が終了したのは

夜中の２時半過ぎで、その頃には濁流の中を胸

までつかったとのことである。熊野川の堤防は

５時頃には越水していることが確認されている。

河川水位情報や堤防上への監視員派遣により安

全管理がなされたが、活動停止の判断基準の整

備などが今後の課題と思われる。 

 

6. まとめ 

 経験を超える現象が発生した今回の災害では、

過去の経験に従うだけでは、被害を防ぐことや

効率的に対応することができないことが、改め

て明らかになった。降雨の予測精度や観測密度

の問題も一つにはあるが、経験のない降雨の場 

 

図７ 新宮市南檜杖の土石流の状況（９月

４日。新宮市撮影） 

 

図８ 井関保育園の状況（９月４日。那智

勝浦町消防本部撮影） 

 

合にどのようなことが起きうるのか、という観

点での危機管理も防災対応上必要であると考え

られる。また、消防職団員の活動をより安全な

ものとすべく、地域で発生しうる災害の危険性

（場所や発生条件）の把握と周知のほか、河川

水位や堤防の状況などの情報を収集し、それを

活用した組織的な安全管理及び消防団も含めた

通信機能の充実が必要であると思われる。 

 

おわりに 

 今回の災害で被災された方々とご家族の方々

に心よりお見舞い申し上げます。困難な活動の

経験を語って下さった新宮市消防本部、那智勝

浦町消防本部、田辺市消防本部の皆様に敬意を

表します。 
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表 紀伊半島における気象情報（明朝体）、市町村の対応（ゴシック）及び被害状況（ゴシッ

ク斜体）の時系列（主なもののみ） 

 

1 日 15:48 五條市南部に大雨警報（土砂災害） 

2 日 03:34 十津川村に大雨警報（土砂災害） 

 04:15 新宮市・田辺市・那智勝浦町に大雨警報（土砂災害、浸水害）、洪水警報 

 11:45 新宮市・田辺市に土砂災害警戒情報 

 11:50 五條市南部に土砂災害警戒情報 

 11:55 田辺市浸水が常襲する箇所への避難勧告 

 12:35 十津川村に土砂災害警戒情報 

 14:04 田辺市本宮町川湯に避難指示（エリアメール） 

 16:02 五條市南部・十津川村に大雨警報（土砂災害、浸水害）、洪水警報 

 20:40 新宮市熊野川町日足・能城地区に避難勧告（洪水に対して） 

 21:50 那智勝浦町に土砂災害警戒情報 

 夜 田辺市で断続的な停電。本宮行政局が浸水、通信途絶。 

3 日 未明 田辺市本宮町における広範囲な浸水 

 07:15 熊野川氾濫危険情報（レベル 4） 

 09:58 十津川村上湯川で土砂災害（死者 1） 

 20:40～ 新宮市熊野川沿いの地区に順次避難指示（熊野川の越水） 

 22:25 五條市赤谷地区、清水地区に避難指示 

 23:45 新宮市旧新宮地区全域に避難指示（8,836 世帯、17,731 人） 

 20:00～24:00 田辺市消防本部は電話が鳴りっぱなし 

4 日 0:30 新宮市熊野川行政局が冠水（最後の防災行政無線放送） 

 01:00〜 那智勝浦町消防本部に災害通報が相次ぐ 

 03:38 那智勝浦町消防本部は固定電話 119 番不通。携帯 119 もそのころ不通 

 未明 十津川村長殿地区で土砂災害、河川の増水による家屋の流出（死者 3） 

 未明 那智勝浦町那智川流域で土石流多発、太田川流域で浸水。 

 未明 新宮市で熊野川越水、市街地冠水。南檜杖地区土石流（4 時頃？） 

 未明 田辺市伏莬野地区、熊野地区等の土砂災害（死者 7、行方不明 1） 

 06:45 五條市辻堂地区で土石流（避難済みにより人的被害なし） 

 07:07 五條市宇井地区で大規模な土砂崩落（死者 7、行方不明 4） 

 09:12 五條市大塔町宇井地区の河道閉塞のため十津川沿い住民に避難勧告 

 09:17 頃 新宮市で電話が不通（119 番も一時不通） 

 15:40 十津川村出谷殿井地区に避難勧告 

 18:38 十津川村野尻の村営住宅に異変との通報（死者 2、行方不明 6） 

 23 時頃 十津川村内の電話が不通。地域から村役場への連絡が不能 

 

（新井場公徳 〒182-8508 東京都調布市深大寺東町 4-35-3 消防庁消防研究センター技術研究部 
TEL: 0422-44-8331 E-mail: araiba@fri.go.jp）
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［セッション 4］ 

 

 消防研究センター研究報告 

現在の防火服に求められている性能と潜在する熱傷危険 

 

消防研究センター 

森井統正、若月 薫、尾川義雄 

 

1. はじめに 

 火災現場において消火活動を行う消防隊員

の安全を確保するため、消防隊員が着装する個

人防火装備には様々な性能が求められる。個人

防火装備のうち防火服に求められるのは、耐

炎・耐熱性能、機械的強度、耐化学薬品性能、

快適性能及び運動性能等の性能である。これら

は、火災発生建物への屋内進入を実施する消防

隊員がより安全に消火活動を行うために必要と

考えられるものである。 

 消防隊員が消火活動時にさらされる熱環境は

一定のものでは無く、図１に模式的に示すよう

に活動状況により変化するものである。現在の

ところ防火服は、図１の「Emergency」と書か

れた領域における耐炎・耐熱性能を有すること

が必要であるとされている [1]。この領域はいわ

ゆるフラッシュオーバー発生状態に相当するも

ので防火服を着装していたとしても危険な熱環

境で直ちに退避することが必要であり、ここで

の耐炎・耐熱性能は消防隊員が急激な火災の進

展により高温の火炎や熱に短時間ばく露された

際、その環境から安全に退避する時間を可能な

限り多く確保することが目的である。現在の防

火服の耐炎・耐熱性能に関する基準は前述のと

おり過大な熱にさらされた際の退避を考慮した

ものであるが、消防活動時に想定された耐炎・

耐熱性能を超える熱にさらされれば熱傷が発生

することになる。 

より高い耐炎・耐熱性能の獲得は、防火服を

より厚くすることで達成は可能である。しかし、

快適性能という視点では、防火服内部の湿度や

熱を外部に排出する透湿性及び通気性などの性

質が関係しており、生地が厚くなることは快適

性能を損なう。さらに、生地を厚くすると防火

服の重量はより重くなることから、運動性能も

低下する。一方、快適性能及び運動性能を高め

るために防火服の生地を薄くすると、炎や熱に

対する防護性能が悪くなる。すなわち、「耐炎・

耐熱性能」と「快適性能及び運動性能」は相反

する性能とされているが、実際の防火服につい

ては安全性を重視し、耐炎・耐熱性能と快適性

能及び運動性能等の性能について、調和のとれ

たものであることが重要である。 

さらには、より炎や熱に対する防護性能が高

く、かつ高い快適性能及び運動性能を得られる

ような薄くて軽い防火服の開発が望まれている。 

  

2. 現在の消防用個人防火装備（主として防火

服）に求められる性能 

2.1 消防用個人防火装備の性能基準の現状 

世界の防火服の性能基準は二極化しており、

ISO 11613 規格は、2 つのタイプの防火服性能が

記されており、熱防護性能に加え、機能性（動

きやすさ）や快適性能を考慮して設計した欧州

統一規格（EN469）を基にしたアプローチ A と、

主として熱防護性能を重視した米国防火協会規

格（NFPA1971）を基にしたアプローチ B であ

る。ほとんどの日本の防火服は 1999 年に発行さ

れた国際規格 ISO11613 のアプローチＡの性能

をベースにした防火衣と防火ズボンのセパレー
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Emergency 

防火服の
高熱流束×短時間の
熱防護性能は確認済

低熱流束×長時間の
熱防護性能は未確認

危険！

すぐに
退避！

熱いが

まだ
大丈夫

火災時の消防隊
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の環境で長時間
活動する。

いつか
危険
になる？

×

熱流束（kW/m2）

Ordinary 

Routine 

図１ 消火活動時に消防隊員が受ける熱と活動環境 

 

透湿防水層

表地

遮熱層

活動服 下着 皮膚

熱と炎 代謝

A. D. Giovanni, Asia Pacific Fire Magazine, pp. 17-20, March 2006

 
図２ 現在使用されている防火服生地の構造（例）[2]

ト型である。 

従前より日本の消防隊員の個人防火装備は、

各消防本部が地域の実情に応じて、耐炎性能、

耐熱性能等について定め、調達をしていた。し

かし、実際は日本における消防隊員が建物内に

屋内進入し消防活動を実施するために持つべき

標準の個人防火装備の性能基準はなかった。消

防研究センターは、平成 22 年に「消防隊員用個

人防火装備のあり方に関する検討会」に技術的

立場から参加し、以前から実施していた防火服

の耐熱性能に関する研究で得られた知見を基に、

平成 23 年に消防庁消防・救急課より出された

「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライ

ン」 [3]の作成に重要な役割を果たした。このガ

イドラインはすでに国際規格として存在する防

火服に加え、防火帽、防火手袋、防火靴の持つ

べき性能を明示した。現在、各消防本部は、地

域特性、消防戦術等を考慮した上、個人防火装

備の選定を行っている。 
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2.2 消防用個人防火装備の試験基準の課題 

欧州や北米の規格は、防火服が最も耐熱性能

が高く、他の装備（防火帽、防火手袋、防火靴）

は低い。屋内進入して活動する際に最も熱を受

けやすい場所は頭と手である。つまり防火装備

全体に課されている耐熱性能がアンバランスで

ある。日本の防火装備は身体を護る全ての保護

具に同じ耐熱性能を課し、熱を排除する排熱効

果を求め、さらに防火服生地の重量に上限を求

めている。 

 しかし、各試験規格の共通の問題点は、必ず

しも防護装備の形状（製品）を考慮した基準で

はなく素材単体を試験する基準が主である。ま

た、防火装備の着装した際には必ず装備毎に重

なり合う部分が生じる。この部分は、活動時の

動きなどで隙間が発生し、皮膚が熱に対して露

わになりやすい。全体的な装備の耐熱性能を常

時担保できるかについて、実際の着用状態を再

現しながら耐熱性能評価を実施する必要がある

が、動きを伴う消防活動の中でどのように装備

を評価するかは難しい課題である。 

 

3. 潜在する熱傷危険について 

 日本の防火服は一般的に図２に示すとおり、

表地（最外層）、透湿防水層（中間層）、断熱層

（最内層）で構成される。消防隊員は、下着、

活動服、防火服の重ね着をしており、重ね着に

よって形成される空気層を利用し、受けた熱を

皮膚に伝わらないようにしている。ただし、図

３に示すように、身体の部位によって着用して

いる服の重ね方が異なるため、現在の耐熱試験

は防火服単独で実施し、性能を確認している。 

消防隊員が活動を行う環境は、火災の規模や

延焼状況により全く異なったものとなる。また、

時系列的に見ても、消防隊員の現着時から鎮

圧・鎮火に至るまで、活動時の熱環境は常に変

化し続けている。活動環境は様々であるが、そ

れぞれにおいて熱傷受傷の危険はあり、活動時

は周囲の環境の変化や活動時間には細心の注意

を払う必要がある。 

 消防隊員の熱傷危険については、図１

「Emergency」領域における短時間で強い受熱

を受けなくても発生する恐れがある。熱傷の発

生は、皮膚表面に伝わった熱の強さ（以下、熱

流束）とその熱流束にさらされた時間という２

つの要素が関係する。すなわち、受ける熱が直

ちに退避が必要なほど強くなくても長時間さら

され続けると熱傷を負うということを意味する。 

 火災発生建物への屋内進入を実施する消防隊

員が さら さ れる だろ う 熱流 束は 、 図１ の

「Ordinary」に相当する領域と考えられる。消

防隊員が建物内部で検索救助、消火活動を行う

際は、防火服は比較的弱い熱流束を受熱してい

るが、もし受熱時間が長い場合には熱傷を発生

する可能性が想起される。なお、ここで言う弱

い熱流束を受けるとは、フラッシュオーバーな

どに巻き込まれて受ける熱と比較して弱いとい

う意味であり、防火服を着装していない人体な

らば非常に短時間で熱傷を負うレベルであるこ

とを付け加えておく。前述した評価方法によれ

ば現在の防火服の耐炎・耐熱性能は短時間にお

いて「Ordinary」における熱流束には十分耐え

うるものであるが、屋内進入した消防隊員が通

常の活動時においても受熱時間が長くなること

により潜在的に熱傷を負う危険が存在するなら

ば、それを客観的な検証により明らかにする必

要がある。 

防火服は図２に示すとおり、複数の生地を重

ねた積層構造から成っているが、火災活動時に

おいて防火服が水分を含むことにより熱傷の危

険が増大するのではないかという懸念がある。

防火服が水濡れする主要な原因は、消防活動に

おける防火服外部からの放水と、防火服内部に

いる消防隊員の身体からの発汗の２つが考えら

れる。水は冷却（吸熱）や加熱などに用いられ

る一般的な熱媒体であり、熱の伝達に幅広く使

用されている物質である。一般的に、水は火災

の消火や冷却材として広く用いられるため熱を
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腕(Arms)+脚部(Legs)
• 防火服
• 活動服

胴部(Torso)
• 防火服
• 活動服
• 下着

 
図３ 身体の部位による着用する服の比較（例）

 

奪う作用（吸熱）に注目されるが、熱媒体とし

て考えた場合は高温の物体から低温の物体に熱

を伝達するため、低温側から見ると水は熱を運

んで低温物体を加熱する存在であることが分か

る。また、水が気化した水蒸気も良い熱媒体で

ある。現在の防火服の耐炎・耐熱性能は生地が

乾燥した状態で試験されているが、生地各層の

間に存在する空気は良い断熱材である。これと

比較して湿潤状態で存在する水や水蒸気は、吸

熱及び伝熱を起こす。ゆえに、防火服内におけ

る水の存在が潜在的に熱傷を促進させる危険が

あるかどうかについても検討が必要である。現

在、消防研究センターは、以前より行っている

フラッシュオーバーなどの急激な火炎や熱に消

防隊員が短時間ばく露される環境における熱傷

の評価に加え、性能要求以外に潜在する熱傷危

険性についての要因・メカニズム解明を目的に

研究を実施している。本発表は、現在実施して

いる研究課題の一つである、建物内に屋内進入

した消防隊員が受けている熱に対して、現在流

通している防火服の内部（活動服・下着）でど

のような熱伝導が生じているのか、また活動中

に活動服・下着生地が吸水した際に、熱傷の促

進に影響を与えるかを検証した結果を報告する。 

 

4. 潜在する熱傷危険の検証実験 

本試験では、火災発生建物への屋内進入を実

施する消防隊員がさらされる際に防火服が受け

る熱（図１に示す Ordinary）条件に対して熱傷

を受ける危険があるか検証実験を実施した。実

験条件は、活動時に想定される着用を考慮し、

①図３に示す身体の部位における重ね着の状況

を踏まえた条件、②活動服・下着の乾燥・湿潤

の条件をそれぞれ設定し実験を実施した。 

4.1 実験装置 

 図４は、本実験で使用した装置である。本装

置は、加熱源、遮蔽シャッター、サンプルホル

ダから成り立つ。加熱源は電熱ヒータとし、

Schmidt-Boelter 型熱流束計（Medtherm 社製）を

使用し温度調節器で試験生地表面が受ける熱流

束を 12 kW/m2, 14 kW/m2, 17 kW/m2, 20 kW/m2に

調整した。熱流束と温度は一致しないが、生地

表面温度としての目安は約 200℃～約 280℃で

ある。 

試験生地は図５に示すとおり、生地をたるま

ない様に鋼製フレームで引張固定した。生地を

介して伝わった熱は ISO9151 試験装置にて使用

される銅製ディスク熱量計（以下、熱センサ）

を使用し、熱センサ表面における温度上昇を計

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 139 -



 

試験生地

コーン型
ヒーター

温度センサー

温度表示  

ISO 9151 熱センサ

防火服・活動服・下着生地

99 mm

25 mm

鋼製フレーム

 

図４ 防火服生地加熱装置 図５ 防火服生地試験体断面図 

（図４破線部拡大） 

 

測した。 

 熱センサの温度上昇は、ISO 9151 同様に初期

温度からの温度上昇を熱傷が発生するかどうか

の判断材料として使用した。 

4.2 実験方法 

4.2.1 生地寸法、生地の重ね方、及び生地毎の

空間の設定 

 試料生地は現在、日本で使用されている防火

服、活動服、綿下着を、表地（主としてアラミ

ド繊維）、透湿防水層（主として PTFE 膜）、遮

熱層（主としてアラミド繊維）、活動服（主とし

てアラミド繊維）、下着（綿 100％）をそれぞれ

15cm×15cm の大きさに切断して重ね合わせた。 

 使用される生地の重ね方は、衣服内の空気層

が部位や姿勢によってばらつくことを考慮し、

以前に消防研究センターにおいて実施した着衣

時における各服間の三次元計測の結果を基に防

火服、活動服、下着、皮膚（熱センサ）におい

て生じる空間（空気層）の厚みを図６のように

決定した。 

4.2.2 活動服・下着の乾燥・湿潤条件 

実験で使用した生地の吸水条件は、図６に示

すとおりである。消防活動時、防火服外部から

の放水と、防火服内部にいる消防隊員の身体か

らの発汗により防火服の内部（活動服、下着）

が水濡れすると考えられる。水や水蒸気の存在

が熱傷を促進させる影響について検討するため、

活動服生地と下着は水分を十分含ませ、軽く絞

り、計測前にロードセルにて初期重量を測定し

た。なお、同時に各服に使用されている生地毎

の重量測定も実施した。平均吸水率は活動服及

び下着それぞれ１００％及び２５７％であった。 

4.3 評価項目 

ISO 9151 及び消防防護装備ガイドライン等に

おける防火服生地の熱伝達性試験の評価指標で

ある熱伝達係数(Heat Transfer Index、以下 HTI)

を利用し、 

①初期温度から 24℃上昇に必要な時間（秒）： 

HTI 24 

意味：皮膚が II 度熱傷を発生するまでの温度上

昇に費やした時間 

②初期温度から 12℃上昇に必要な時間（秒）： 

HTI 12 

意味：皮膚が痛みを感じるまでに費やした時間 

③12℃上昇後 24℃上昇に必要な時間（秒）： HTI 

24－HTI 12 

意味：皮膚が痛みを感じた後、II 度熱傷するま

でに費やした時間 

④温度上昇速度（℃/秒） 

意味：防火服内における熱伝達（主として熱伝

導）の速さ 

に着目し、解析を実施した。
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図６ 各試験条件における生地及び生地の重ね合わせ方 

 

表１ 各試験条件における熱伝達係数 HTI 測定結果 

熱流束 (kW/m
2
)

活動服
下着
HTI24 (s)
HTI12 (s)
HTI24－HTI12 (s)

熱流束 (kW/m
2
)

活動服
下着 Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet
HTI24 (s) 121 114 83 88 105 102 72 84 92 91 65 72 74 75 54 65
HTI12 (s) 68 69 55 60 59 64 49 59 53 58 44 51 47 51 38 47
HTI24－HTI12 (s) 53 45 28 28 46 38 23 25 39 33 21 21 27 24 16 18
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39
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Dry Wet Dry Wet Dry Wet Dry Wet
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図７ 防火服生地が受ける熱の強さ（熱流束）に対する各実験条件における熱伝達係数（HTI）

の比較。身体の部位ごとにおける重ね着の条件及び生地の乾燥・湿潤に対する整理。 

 

4.4 実験結果 

図７は、防火服生地が受ける熱の強さに対す

る各実験条件における熱伝達係数（HTI）の比

較をしたものである。活動服及び下着の乾湿条

件ごとに 4.3 章で示した評価方法①HTI24、②

HTI12、③HTI24－HTI12 をプロットしたもので

ある。身体の部位の重ね着の状態に関わらず、

活動服が湿潤している（Wet）状態では、活動

服が乾燥した（Dry）状態と比較して、熱セン

サへの熱伝達は速い結果となった。これは防火

服の内部（活動服及び下着）に存在する水の影

響によるものである。生地が乾燥している際に

は熱伝導は主として生地及び空気の熱伝導率に

寄与するが、生地が吸水すると生地及び水の熱

伝導率が寄与することになる。水、空気の熱伝

導率はそれぞれ 0.56 W/mK、0.024 W/mK で、

水は空気の約 23 倍の熱伝導率を持つ熱良導体

である。つまり生地自身の熱伝導は同じである

から、繊維間に包含される空気と水との熱伝導

率の差及び繊維に吸収される水が防火服内部の

熱伝導に影響を及ぼしている。 

逆に、熱伝達の悪さ（耐熱性能）の観点から

分析すると、活動服が乾燥（Dry）の条件が参

考となる。II 度熱傷に到達する時間（HTI24）

に対して乾燥した活動服に対する下着 3 条件

（下着無し、下着 Dry、下着 Wet）を比較する

と、もっとも耐熱性能が優れているのは活動服

Dry と下着 Dry の組み合わせである。続いて活

動服 Dry と下着 Wet の組み合わせである。下着

を着用している 2 条件について比較すると皮膚

が痛みを感じるとみなす時間（HTI12）はわず

かに下着 Dry の条件が短い。しかし、II 度熱傷

に到達する時間（HTI24）に対しては、明らか

に下着 Dry の条件が長くなっている。HTI12 か

ら HTI24 までの時間差が大きく広がったことは、

下着層から皮膚にかけて空気と水の熱伝達の差
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図８ 防火服生地が受ける熱の強さ（熱流束）に対する防火服内における温度上昇速度の比

較。身体の部位ごとにおける重ね着の条件及び生地の乾燥・湿潤に対する整理。 

 

が温度上昇に影響を与えたものと考える。 

次に、下着の有り、無しを比較すると下着無

しの条件は熱伝達が速くなっていることが明ら

かである。これは重ね着一層分の効果であり、

いかに空気層を保てるかが防火服内部の断熱に

大きく寄与することを意味する。さらに、熱流

束の減少に伴う HTI24 の比較を行った。HTI24

の乾・湿の差は防火服に与える熱の強さが弱く

なるほど拡がっている。 

本実験における熱強度に対しては、痛みを感

じてから II 度熱傷を受けてしまうまでの時間が、

防火服内部の服が濡れることにより短くなって

しまう。これは、可能な限り速く退避しないと

軽度の熱傷で済まなくなる（より高い熱傷リス

クを背負う）ことになる。この結果から、現在

防火服の性能評価で用いられている強い熱に対

する条件以外に、建物内に屋内進入し活動して

いる際に受ける弱い熱を受けた際の潜在する熱

傷危険を回避するためには、いかに防火服内部

に蓄積されてしまう水分量をコントロールする

ことが重要な要素になる。 

活動服の乾・湿に関わらず、12℃～24℃の温

度上昇に必要な時間が 0℃～12℃温度上昇に必

要な時間と比較して短くなっている。図８は防

火服生地が受ける熱の強さに対する防火服内に

おける単位時間あたりの 0℃～12℃温度上昇及

び 12℃～24℃の温度上昇、すなわち温度上昇速

度 dT/dt（℃/ｓ）の平均値の比較である。温度

上昇速度 dT/dt は活動服の乾・湿に関わらず、

それぞれが 12℃～24℃の温度上昇と 0℃～12℃

の温度上昇に二つの領域にわけることができた。

活動服が湿潤している際、各熱流束に対して

12℃～24℃の温度上昇速度が 0℃～12℃温度上

昇速度の約 2 倍になっていることが分かった。 

12℃～24℃の温度上昇時における活動服が

湿潤した際と乾燥した際を比較してみると、各

熱流束に対して温度上昇速度は約 1.5 倍の増加

が確認された。図９は、防火服生地が受ける熱

の強さが 20 kW/m2（表面温度約 280℃）時の、

温度上昇（左軸）及び温度上昇速度 dT/dt（右軸）

の比較を示す。活動服が乾燥（Dry）及び湿潤

（Wet）のそれぞれの条件において温度上昇速

度は下着の条件に関わらず定性的に同じ傾向が

見られた。また、実験開始後の温度上昇の立ち

上がりを見てみると下着無しが最も速く立ち上

がり、続いて下着が乾燥（Dry）、下着が湿潤

（Wet）と続いた。つまり、下着一層の存在が

温度上昇の遅れを生じさせていることが理解で

きる。一方、下着が湿潤することは防火服から

各生地を介して伝わってきた熱を一時的に失熱
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図９ 防火服生地が受ける熱の強さ（熱流束）が 20 kw/m2（表面温度約 280℃）時の、温度

上昇（左軸）及び温度上昇速度 dT/dt（右軸）の比較。身体の部位ごとにおける重ね着の条

件及び生地の乾燥・湿潤に対する整理。

させていると考える。温度上昇速度は下着が乾

燥（Dry）の条件と異なり、徐々に高くなって

いく傾向が見られる。 

活動服が乾燥（Dry）している際には温度上

昇速度が約 20 秒前後よりほぼ一定になり、その

後約 40 秒後に再度温度上昇速度が増加する。下

着が乾燥（Dry）の条件において、温度上昇速

度が一定になったことは、下着の保温が機能し、

一時的に生地を介して伝わっている熱は一定に

なっていたことを意味する。一方、活動服が湿

潤（Wet）の際は、温度上昇速度は活動服が乾

燥（Dry）した条件と異なり、一定値は現れず

最大値まで増加する傾向が得られた。 

5. まとめ 

 日本の防火服は一般的に表地（最外層）、透湿

防水層（中間層）、断熱層（最内層）で構成され

る。消防隊員は、下着、活動服、防火服の重ね

着をしており、防火服の耐熱設計は重ね着によ

って形成される空気層を利用し、受けた熱を皮

膚に伝えない仕組みである。ただし、実際の防

火服にはポケットや身体の部位によって着用し

ている服の重ね方が異なり、一律に評価するこ

とは難しい。そのため、現在の防火服の耐熱試

験は防火服の積層生地（表地、透湿防水層、遮

熱層）にて実施し、性能を確認している。ゆえ

に、本実験ではすでに性能を確認している防火

服生地に対して重ね着の違いや防火服内部の服

の乾・湿の違いによる評価を行った。消防活動

の環境や着用状態も個々に異なるため、本報告

が全ての火災事例に当てはまるわけではないこ

とを付け加えておく。 

 世界の防火服の性能基準は二極化しており、

欧州統一規格（EN）と、米国防火協会規格

（NFPA）が中心となっている。しかし、日本に

おける消防隊員が建物内に屋内進入し消防活動

を実施するために持つべき標準の個人防火装備
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の性能基準はなかったため、消防隊員用個人防

火装備に係るガイドラインを作成し、国際規格

として存在する防火服に加え、防火帽、防火手

袋、防火靴の持つべき性能を明示した。 

欧州規格及び米国防火協会規格は、防火装備

全体に課されている耐熱性能がアンバランスで

あるため、日本の防火装備は身体を護る全ての

保護具に同じ耐熱性能を課し、熱を排除する排

熱効果を求め、さらに防火服生地の重量に上限

を求めた。各試験規格の共通の問題点は、必ず

しも防護装備の形状（製品）を考慮した基準で

はなく素材単体を試験する基準が主であるため、

全体的な装備の耐熱性能を常時担保できるかに

ついて、実際の着用状態を再現しながら耐熱性

能評価を実施する必要がある。しかし、動きを

伴う消防活動の中でどのように装備全体を評価

するかは今後の課題である。 

消防隊員が着用している個人用防火装備は、

現在、フラッシュオーバーなどの急激な火炎や

熱に消防隊員が短時間ばく露される環境を評価

対象としているが、短時間で強い受熱を受けな

くても熱傷を発生する恐れがある。建物内部で

検索救助、消火活動を行う際は、個人防火装備

は比較的弱い熱流束を受熱しているが、もし受

熱時間が長い場合には熱傷を発生する可能性が

あり、潜在的に熱傷を負う危険が存在するため、

それを客観的な検証により詳細を明らかにする

必要がある。 

下着の有無及び下着・活動服の乾湿状況を踏

まえた本実験から得られたことは、腕・脚部の

重ね着を想定した下着なしの条件は、結果より

胴体部を想定した下着有の実験結果よりも熱傷

受傷危険があることが分かるが、下着の生地が

一枚増えることによる内部の空気層の増加が熱

傷受傷を抑える大きな要因となっている（重ね

着の効果）。 

身体の部位の重ね着の状態に関わらず、活動

服が湿潤している（Wet）状態では、活動服が

乾燥した（Dry）状態と比較して、熱伝達は速

い結果であった。生地が乾燥している際には熱

伝導は主として生地及び空気の熱伝導率に寄与

するが、生地が吸水すると生地及び水の熱伝導

率が寄与することになる。水は空気の約 23 倍の

熱伝導率を持つ熱良導体であるため、繊維間に

包含される空気と水との熱伝導率の差及び繊維

に吸収される水が防火服内部の熱伝導に影響を

及ぼしている。 

消防隊員用個人防火装備に係るガイドライ

ンで記載されている持つべき性能は、消防隊員

の安全は、個人防火装備だけで確保するもので

はなく、①個人防火装備、②教育訓練、③安全

管理の全てが活動時に十分に確立されて、はじ

めて得られるものである。本研究で焦点を置い

た、防火服内部の生地の吸水は、活動中におけ

るヒートストレスの問題にも関係する。熱防護

性能と衣服内の快適性能は常に相反する性能の

向上と追求であるが、本発表の内容が少しでも

個人防火装備の性能や特徴について理解する助

けとなり、消防隊員の安全な消防活動につなが

ればと考える。 
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［セッション 4］ 

 

 消防研究センター研究報告 

「新潟県南魚沼市欠之上 八箇峠トンネル爆発事故」活動状況 

 

消防庁 消防研究センター 

鈴木 健、尾川義雄 

 

1. はじめに 

 平成 24 年 5 月 24 日 10 時 25 分頃に、新潟県

南魚沼市欠之上で爆発事故が発生した 1-5)。場所

は、南魚沼市から十日町市へアクセスするため

に工事中の八箇峠道路の一部である八箇峠トン

ネル内であった。八箇峠トンネルの全長は 2840 

m で、発災日である 5 月 24 日の段階では、南

魚沼側から 1434 m、十日町側から 601 m 掘削さ

れていた。すなわち、山間部のトンネルで、工

事中であるために口が 1 箇所しかないトンネル

の内部であった。119 通報を受けた南魚沼市消

防本部の部隊が現場に到着したところ、トンネ

ルの外で 3 名の負傷者を確認した。トンネルの

外には様々なものが散乱していた(図 1)。また、

トンネル内で作業していた 4 名が行方不明だと

いう情報を入手した。そこで、トンネル内での

要救助者の捜索が始まった。トンネル内に進入

した部隊がガス濃度計測を行ったところ、可燃

性ガスと有毒ガスの濃度が高かった。南魚沼市

消防本部から消防庁に対し可燃性ガスの対応方

法に関する助言のための専門家の派遣要請があ

り、消防庁職員と消防研究センター職員が派遣

された。可燃性ガスと有毒ガスの濃度が高いと、

トンネル内で捜索を行うのが困難になる。そこ

で換気を行うことになった。トンネルの口は一

箇所だけであるので、口から空気を押し込んで

も奥まで換気できない。トンネルの内部に送風

管を設置することになった。そのために送風管

を人力で搬送した(図 2-5)。換気を行った後に内

部に進入し、要救助者を発見し、トンネルの外

に搬送した(図 6-7)。 

なお、工事中のトンネルにおける防火管理上、

あるいは消防活動上の不利な点については、日

本土木工業協会らが作成した資料 6)、建設業労

働災害防止協会 7)が作成した資料が参考になる。 

本爆発事故は今のところ関係各機関が調査

中であるが、消防研究センターの活動状況など

について報告する。 

 

 

2. 消防活動センターの活動状況 

2.1 時系列 

活動を時系列で示す。[ ]は消防研究センター

の職員が関係したことを示す。当日とったメモ

をもとにしているので、他の機関の記録と多少

時刻が食い違うことはあり得る。 

5 月 24 日(木) 

[23:40 消防研究センター職員 A が消防庁参事

官室員 2 名と共に消防研究センター出発。] 

5 月 25 日(金) 

[02:51 爆発事故調整本部(南魚沼市市役所本庁

舎)に到着。] 

[04:00 事故現場へ移動。現地指揮本部に到着。] 

[13:00 消防研究センター職員 B の追加派遣決

定。] 

[18:30 B が現地指揮本部へ到着。] 

5 月 26 日(土) 

[01:55 現地指揮本部を離れる。] 

[07:30 現地指揮本部に戻る。] 

[09:00 今後の活動方針に関し会議。] 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 146 -



 

[10:40 状況確認のためトンネル内部に進入(空

気呼吸器装着せず、小型のガス濃度計のみ持

参)。] 

[11:00 トンネルから出る。] 

[16:10 状況確認のためトンネル内部に進入(空

気呼吸器装着せず、小型のガス濃度計のみ持

参)。] 

[16:50 トンネルから出る。] 

5 月 27 日(日) 

00:15 要救助者 4 名発見、救出準備に移行。 

04:30 救出作業開始、トンネル内でリレー搬送。 

06:00 要救助者 4 名全員救出完了。 

[06:45 現地指揮本部から引き上げる。調整本部

で報告後、帰途につく。] 

[13:30 A と B が消防研究センターに到着。] 

 

2.2 情報提供･助言 

①情報提供 

調整本部に、過去の工事中のトンネル事故、

天然ガスが湧出しそうな地質の地域における爆

発事故等の資料を提供した。 

②測定されるガス濃度に関する助言 

 可燃性ガス、一酸化炭素（CO）濃度の数値の

解釈について以下のように現地指揮本部で説明

した。 

・ガス濃度計でメタン濃度を測った場合、読み

上げた濃度の値が、空気中の vol%なのかそれと

も空気中の燃焼下限界に対する%LEL なのかを

明確にしないと混乱する。 

・ガス濃度計で一酸化炭素濃度を測定しレンジ

オーバーとなった場合、そのときの濃度は機種

によって異なる。 

また、止むを得ない緊急時に許容できるガス

濃度について見解を示した。 

③会議における助言 

実施可能な作業項目の提示をした。 

 

2.3 その他 

安全が確保できる範囲内でトンネル内に進

入し状況を把握した。その際、空気呼吸器を装

着しなかったので、小型のガス濃度計(図 8)を持

参し、一酸化炭素濃度が 50 ppm 以下であるこ

とを常時確認した。 

 

 

3. おわりに 

 今回のトンネルの爆発事故では、地元の消防

機関をサポートできてよかった。 
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図 1 トンネルの外部の様子 

数百 m 先まで飛散物らしきものがある 

画面のほぼ中央に写っているのがトンネルの口 

 

 
図 2 トンネル内に空気を送るために 

設置した送風管 

厚手のビニールシートを筒状にした 

ものを連結した 

 

 
図 3 トンネル内に空気を送るために 

設置した送風機 

 

 
図 4 送風管の設置作業 

トンネル内には工事用の資機材が散乱し 

活動障害となった 

 

 
図 5 送風管の設置作業 

送風管は人力で搬送した 

 

 
図 6 救出作業のため集合した消防隊員 

 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 148 -



 

 

図 7 救出作業のため続々と内部に 

進入する消防隊員 

 
図 8 持参したガス濃度計の画面 
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［セッション 5］ 

 

 消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告 

能動スコープカメラの実用化のための改良開発と実地試験 

 

東北大学／国際レスキューシステム研究機構 

田所 諭，昆陽雅司，竹内栄二朗，大野和則 

 

1. はじめに 

 能動スコープカメラは自走式の救助用ビデオ

スコープであり，瓦礫奥深くへ自立的に進入し，

内部の映像などの情報を収集することができる．

有しており，段差乗り越えや障害物を回避しな

がら，瓦礫内数 m へ進入することができるため，

従来のビデオスコープでは困難な事案への適用

が期待されており，事故現場調査等への適用実

績を持っている． 

 しかしながら，能動スコープカメラはいくつ

かの技術的問題点を持っており，実用化のため

にはそれらの解決が求められている．問題点と

は，視野の広角化，音声呼び掛け聞き取り機能

追加，踏破性能向上，耐久性向上，防塵防水化，

ガスセンサ搭載，上下方向の認識提示，ケーブ

ルの長尺化，防爆，進入位置・経路の３次元認

識，収集情報の記録活用，制御性の向上，など

である． 

 本研究は，消防防災科学技術研究推進制度の

支援により，平成 21 年度～23 年度にこれらの

問題点のいくつかの解決を試みた．本報告では，

主として最終年度に行った成果を発表する． 

 

2. Ｈ２１年度，Ｈ２２年度の研究成果 

 平成２１年度には下記の成果を上げた． 

１）視野の広角化に関する検討・設計 

 １５０度の視野角を持つレンズアタッチメン

トを新規に設計開発し，また，照明に関する検

討を行った． 

２）踏破性能の向上 

 繊毛の素材・太さ・密度・傾き角等設計パラ

メータの検討を，テストピースを作成した実験

により行った結果，走行速度を高めるための最

適なパラメータの性質が徐々に明らかになって

きている．振動伝達特性の解析を行い，空隙を

埋めることで走行速度低下の問題を解決できる

ことがわかった．絨毯等の床面での走破性能の

ための検討を行い，駆動性能を上げるための新

たな駆動方式を考案し，その基礎実験を行った

結果，大幅な改善が見込めることがわかった． 

３）音声対話機能 

４）重力方向の認識・表示機能に関する検討 

 音声と重力方向の機能を実現するため，マイ

ク・スピーカ，加速度センサ，ジャイロ，照明

用 LED を能動スコープカメラに実装する検討

を行った．それを踏まえ，専用の電子回路基板

のハードウェアを設計試作した． 

５）ケーブルの長距離化に関する調査検討 

 検討の結果，長距離化した場合には，進行方

向制御，ノイズ，製造方法の課題を解決する必

要があることが明らかになった． 

６）防塵防水，耐久性の向上 

 設計変更により，ある程度の向上が見込める

ことがわかった． 

７）防爆に関する調査検討 

 設計の指針が得られたが，法令に基づいた防

爆および試験法については，さらに検討が必要

であることがわかった． 

８）仙台市消防局の協力による試験評価 

 能動スコープカメラの試験を行い，畳・カー
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ペット・布団・毛布上での走行が困難であるこ

と，倒壊建物を想定した障害物等の段差がある

場合の平地走行性能が十分でないこと，が確認

された．これらの知見は，２）の研究の進め方

に反映させた．また，瓦礫内検索における機材

の重量の問題点が，新たに指摘された． 

 平成２２年度には下記の成果を上げた． 

１）視野の広角化に関する検討・設計 

 １５０度視野角レンズアタッチメントの評価

を行い，２２０度視野角の試作を行い，LED 照

明の設計試作試験を行った． 

２）踏破性能の向上 

 摩擦異方性を利用したインチウォーム機構を

考案した．様々な条件下での実験の結果，凹凸

の大きい床面で高い走行性能を持ち，斜面登坂

性能に優れるなど，従来の繊毛振動駆動機構の

欠点を補完することができるため，能動スコー

プカメラの走行性能の大幅な改善が見込めるこ

とがわかった． 

３）音声対話機能 

 小型マイク・スピーカを専用電子回路基板で

駆動することによって，離れた部屋間で明瞭か

つ十分な音量で呼びかけと聞き取りができるこ

とを確認した． 

４）重力方向の認識・表示機能に関する調査検

討 

 超小型加速度センサによって能動スコープカ

メラ先端のロール角，ピッチ角を計測できるよ

うにした．姿勢角を画面上に示す方法と，画像

を回転して重力方向が動かないようにする方法

の２つの提示法を実装し，実験の結果，前者は

移動経路の全体を把握するのに適しており，後

者はローカルな経路の操縦を直感的に判断する

のに適していることがわかった． 

５）ケーブルの長距離化に関する調査検討 

 新たな繊毛の製造法を開発し，駆動に適した

安価なケーブルの選定を行うことによって．３

０ｍの長さの能動スコープカメラを試作した．

パイプを使った実験室内の走行試験によって，

屈曲が少ない場合には十分な速度を実現できる

ことを示し，長距離化が可能であることがわか

った． 

６）防塵防水，耐久性の向上 

 5mm の深さの水たまりで使用可能であるこ

とを示した． 

７）防爆に関する調査検討 

 調査の結果，超小型機器で法令に則った防爆

を実現することはきわめて困難であることがわ

かった． 

８）小型ガスセンサの調査検討 

 調査の結果，先端に半導体小型センサを設け

る方法よりも，パイプにより手元まで測定気体

を吸入し，手元の計測器で測定する方法が優れ

ていることが明らかになった． 

９）仙台市消防局の協力による試験評価 

 仙台市消防局と２回にわたる実証試験を行い，

性能や操作感，改良すべき点などについての意

見をいただいた． 

 

3. Ｈ２３年度の研究成果 

 それまでの成果に基づき，最終年度は次の成

果を上げた． 

3.1 ケーブルの長距離化に関する設計・試作・

試験 

 長距離の繊毛ケーブルを製作するための製造

法を確立し，製造装置を製作した．これまでの

繊毛の製作では，整形した繊毛を炉の中で加熱

冷却する方法を採っていたため，1 回の加熱冷

却で製作できる長さに制約があった．新たに，

室内で加熱冷却できる装置を製作することによ

って，単体で１ｍの長さまでを１つの装置で製

作できるようにした．この方法は，場所さえあ

れば数ｍ～数十ｍに延伸することが可能であり，

製造法において，長距離化を実現するためのブ

レイクスルーを果たした． 

 これまでの工業用ビデオスコープに振動源と

繊毛を取り付ける方式には限界があった．すな

わち，これまでは，振動源がケーブルの外側に
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取り付けられていたため，繊毛ケーブルに突起

が存在しており，瓦礫等にひっかかるという問

題があった．また，繊毛ケーブル径を３ｃｍ程

度に抑えるために振動源のサイズの制約が非常

に大きく，もととなる駆動力が小さいという問

題があった．さらには，ガス吸引パイプの設置

にも困難があった．これらの問題を全て解決す

る方法として，あらたなチューブの機構設計を

行うこととした．それによって，ケーブル内部

に振動源を納めること，振動源を最大限大きく

すること，映像・信号・電源ケーブルとガス吸

引パイプをケーブル内に納めること，を仕様と

してあげた． 

 図１に試作したいくつかの機構のうちの一つ

を示す．この設計によって，外皮の凹凸を無く

し，アタッチメントの空隙にケーブルやパイプ

を通すことが可能になった． 

 

 

図１ チューブの機構設計 

 

 チューブとしては，軽量性，柔軟性，接続性

に加え，振動減衰特性，重量密度等を検討し，

市販チューブの中から適切なものを選択した．

図２に選択したいくつかのチューブの１つであ

るコルゲートチューブと試作したアタッチメン

トを，図３に振動減衰特性の測定装置の概要と，

ポリアミド樹脂とポリプロピレン樹脂のチュー

ブの特性を示す． 

 

 

図２ ケーブルチューブとアタッチメント 

 

 

図３ 振動減衰特性の測定装置の概要と， 

2 種類の樹脂に関する測定結果 

 

 従来の能動スコープカメラでは，工業用ビデ

オスコープの首振り機構を使って先端部の曲げ

伸ばしを行っていた．この方式はチューブの内

部に牽引用のワイヤを複数本通す方式であり，

長距離化が困難であるという問題点があった．

そのため，新たな能動スコープカメラにおいて

は，専用の首振り機構を設けることとし，いく

つかの方式の試作や試験を行った．その結果，

十分な曲げ力と応答速度を実現できる方式とし

て，マッキベン型空気圧アクチュエータを複数

本設け，それによってコイルを内蔵した湾曲部

チューブのワイヤを引っ張って屈曲させること

とした．空気圧源としては消防用のボンベが使

用可能と考えた．図４にその概要を，図５にそ

の屈曲の様子を，図６にゲージ圧と屈曲角度と

の関係をそれぞれ示す． 

 

 

図４ 先端部首振り機構 
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図５ 試作した首振り機構とその屈曲 

 

 

図６ 屈曲特性 

 

 超小型カメラとしては，オリンパス製小型パ

イプカメラシステムを採用することとした．そ

の仕様を表１に示す．ここで視野角は 150 deg

以上が望ましく，これまでに広角レンズの有効

性に関する検証を行ってきたが，製品のライン

アップに存在せず，開発は困難であるため，今

回は 75 deg を採用することとした． 

 

表１ 小型パイプカメラシステムの仕様 

  諸元    仕様 

先端部太さ  φ6.5 mm 

先端部照明  LED４灯 

先端部長さ  約 30mm 

視野角   75 deg 

映像出力   NTSC，Ｓビデオ 

コントロール部電源 9V 

コントロール部寸法 95 x 46.4 x 158mm 

 

 振動源としては，直径 7mm，全長 16,6mm の

振動モータを用いることとし，チューブの振動

減衰特性からモータの間隔は 300mm，全長約

10m に対して，9 個のモータを 1 系統とし，3

系統を独立に ON/OFF できる構成とした． 

 さらには，（２）の音声対話機能，重力方向認

識・表示機能の実装のために，チューブ内部に

専用電子回路基板，小型マイク・スピーカを設

置し，信号線の配線を行った．また，ガス吸引

のためのチューブも内蔵することとした． 

 以上のシステムについて，走行試験を行った． 

 図７に，繊毛ケーブルの先端１～３ｍを内径

50mm のアクリルチューブに挿入した際の，挿

入距離と発生牽引力との関係を示す．新型の能

動スコープカメラは，従来型に比べて５０～１

００％大きい発生力をもつことがわかる． 

 

 

図７ 新型能動スコープカメラの発生力 

 

 同じアクリルチューブを用いて，登坂性能の

評価を行った．図８に試験環境の写真を示す．

その結果，従来型能動スコープカメラは 27 deg

の登坂が限界であったのに対し，新型は 38 deg

を登坂できることがわかった． 

 

  

図８ 登坂試験 
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3.2 音声対話機能，重力方向認識・表示機能の

実装試験 

 新しい能動スコープカメラに，専用電子回路

基板と小型マイク・スピーカによる音声対話機

能を実装した．図９に先端電子回路基板と手元

基板の写真を，図１０にシステム全体の構成を

示す．この先端電子回路基板には，超小型マイ

ク，加速度センサ，ジャイロセンサが搭載され，

音声信号やセンサ信号はデジタル信号として手

元基板に伝送され，USB インタフェースによっ

てコントロール用の PC にデータが送られるよ

うになっている．加速度センサ信号によって重

力方向を認識し，PC に取り込まれたカメラ映像

を回転させる，あるいは，上下方向をアイコン

で表示することができる．これらの基本機能は

昨年度までに開発したものであるが，今年度は

新しい能動スコープカメラへの実装と，ソフト

ウェアの改良，信頼性向上を行った． 

 

 

図９ 先端電子回路基板と手元基板 

 

 

図１０ システム全体の構成 

 

3.3 立川消防署での実証評価 

 新しい能動スコープカメラの実証評価を，東

京消防庁第８方面隊立川訓練所の瓦礫救助訓練

フィールドにて行った．その際の新しい能動ス

コープカメラの構成と試験評価の様子を図１１

に示す． 

 

  

図１１ 立川訓練所での新しい能動スコープ 

カメラの構成と試験評価の様子 

 

（評価試験１） 

 図１２に示す瓦礫について，写真の機材を置

いている場所のコンクリート暗渠から，能動ス

コープカメラを挿入し，段差ができた暗渠の継

ぎ目や内部の障害物を避けたり乗り越えたりし

ながら，暗渠の通路の突き当たりまで進み，左

折して，能動スコープカメラのケーブルの限界

である，暗渠の出口付近まで探索を行った． 

 

  

  

図１２ 評価試験１ 

 

（評価試験２） 

 同じ瓦礫について，暗渠の通路の突き当たり

を右折して，その奥の探索を行った．これらの

評価試験の結果，従来の能動スコープカメラと

比べて運動性能が優れているため，大きな段差

などでもある程度乗り越えながら進入でき，従

来の能動スコープカメラと比較すると，探索可

能範囲をかなり拡大できていることがわかった．
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また，映像の上下回転に合わせて表示画面を回

転させ，常に画面の下方向がカメラの下方向に

なるように表示する操縦のためのヒューマンイ

ンタフェースが，瓦礫内の状況を把握するため

に非常にわかりやすく，操縦を容易にすること

がわかった． 

 

（評価試験３） 

 図１３に示す円管のコンクリート構造体から

なる環境について，能動スコープカメラを内部

に挿入した捜索評価実験を行った．奥に土砂な

どがたまっており，障害物の大い環境であった

が，それらを乗り越えたり避けたりしながら，

内部の探索を行うことができた．最終的に，能

動スコープカメラの長さの最大まで，瓦礫内に

侵入させることができた．以上から，本年度の

改良によって，瓦礫環境での進入能力が確実に

高まっていることが示された． 

 

  

図１３ 評価試験３ 

 

（評価実験４） 

 破砕石の瓦礫の上で，能動スコープカメラの

走行試験を行った．図１４に示すように，高い

場所から能動スコープカメラを操縦した．その

結果，石の間を縫い，ギャップを乗り越えなが

ら，あるいは，石の表面を登りながら走行でき

ることが示された．これは明らかに従来の能動

スコープカメラと比べて飛躍的に運動能力が高

くなったことを意味している．特に，先端の剛

性が高くなっているため，石と石の間のギャッ

プを乗り越える能力が特に改善されていること

が確認された． 

 

 

図１４ 評価実験４ 

 

 以上の評価実験により，改良した新型の能動

スコープカメラは，従来と比べて，はるかに高

い運動性能をもつことが示された． 

 

3.4 異方摩擦インチウォーム機構の開発 

 繊毛振動駆動では困難な場所での運動を可能

にする方式として，昨年度までに異方摩擦イン

チウォーム機構を発明した．図１５に示すよう

に，その特性がちょうど繊毛振動駆動の欠点を

補完する関係にあることがわかった． 

 しかしながら，瓦礫内のように屈曲した狭路

では，インチウォームを動かすための直動アク

チュエータが剛体であるため，それが原因とな

ってスタックしてしまうという問題点がある．

アクチュエータとしてストロークの短いものを

使用するとこの問題が緩和されるが，柔軟な路

面において運動性能が著しく低下してしまう．

ストロークの長いアクチュエータは，屈曲部を

通過することができない． 

 以上の問題を解決するために，図１６に示す

ような柔軟空気圧リニアアクチュエータの開発

を行った．これは，テフロンチューブと蛇腹ゴ

ムとの間を加圧することによって伸長すること

ができ，それによって異方摩擦インチウォーム

機構に必要な伸縮運動を行う． 

 試作機が通過可能な経路幅について，図１７

のような屈曲路で実験を行った結果を示す．柔

軟リニアアクチュエータは，剛体シリンダに比

べて，あきらかに通過特性が優れていることが

示された． 
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図１６ 柔軟空気圧リニアアクチュエータ 

 

 

図１７ 柔軟リニアアクチュエータと 

剛体シリンダの比較実験 

 

 しかしながら，この試作機は，ストロークが

未だ短い，耐圧が低い，可動部に潤滑油が必要，

粉塵環境に弱い，という問題を持っており，改

良を行う必要があった． 

 種々の検討と試作，試行錯誤の結果，図１８

のような構造原理を持つアクチュエータが有効

であることが明らかになった．エアチューブ・

ゴムチューブ層を加圧すると，ゴムチューブが

膨張し，それによってローラーが回転し，右方

向に移動する．この方式は，ストロークを非常

に長く採ることが可能であること，潤滑油が必

要ないこと，の利点を有している． 

 

 

 

図１８ 新たな柔軟空気圧アクチュエータ 

 

 

図１５ 各種路面における 2 原理の性能比較 
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 力学的なモデリングによって，ローラー径，

数などの機械設計パラメータの最適化を行い，

詳細機構設計を行った．繊維メッシュチューブ

で覆うことによってエアチューブの膨張を防ぐ

工夫を行った．試作したアクチュエータを図１

９に示す．実験の結果，1m/s 以上の高い速度で

ローラーパッキンを動かすことができることが

示された． 

 

 

図１９ 試作した柔軟リニアアクチュエータ 

のローラーパッキン 

 

 屈曲による影響を調べるため，図２０のよう

に，曲げ半径 R を変化させ，印加圧力と発生力

の関係を調べた．この結果は，湾曲していても

発生力への影響は小さいことを示している． 

 これを能動スコープカメラに組み込むための

設計および試作については，本研究の期間に終

えることはできなかった． 

 

 

図２０ 屈曲の影響 

 

3.5 防爆のための検討 

 小型の電磁モータを本質防爆にすることは非

常に困難であり，振動源を変更する以外には防

爆を実現することはできない．そのため，空気

圧アクチュエータ，水圧アクチュエータの採用

を検討した． 

 空気圧アクチュエータによって振動を発生す

る機構は数々知られているが，細径チューブに

よる大きい圧力損失，空気の圧縮性による圧力

波の減衰などの問題があり，アクチュエータの

ための振動源としては望ましい特性とは言えな

い．それに加えて，配管が破損した際に，可燃

性ガス雰囲気に酸素を供給してしまう可能性が

あることが指摘された． 

 水圧アクチュエータは，消防ポンプによって

圧力源の確保が比較的容易であると考えられる

上，発生力が大きく，防爆には非常に適してい

る． 

 調査を行った結果，ウォーターハンマー現象，

水の慣性力，非線形振動子が有効である可能性

がわかった．前 2 者については，水とホースの

力学モデルに基づき，ホース各部に生じる慣性

力，および，ウォーターハンマー現象による振

動を明らかにすることができる．図２１のよう

な簡易的な実験により，振動を発生できること

が明らかになった．また，水圧アクチュエータ

に適用可能な繊毛チューブの試作を行った． 

 

  

図２１ ウォーターハンマーの実験と試作した

繊毛チューブ 

 

3.6 東日本大震災への適用検討 

 東日本大震災では津波被害が甚大であった．

水中における捜索は，人命救助において最も困

難な作業の一つである．瓦礫環境にダイバーが

潜ることは大変危険である上，水の透明性が低

く視界が極端に短いことが大きな問題であった．

そのような環境において，水中ロボット ROV

は大きな役割を果たすことができると考えられ
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る．特に，近年解像度が非常に高くなってきた

ソナーの有効性は高い．ROV の最大の欠点はケ

ーブルである．ケーブルが瓦礫等の構造物に絡

まったり引っかかったりすること，ケーブルを

引きずるための力が大きく運動性能を低下させ

ること，が大きな問題である． 

 この問題に対して能動スコープカメラの技術

は大きく貢献できる可能性を持っている．能動

スコープカメラを直接狭い瓦礫内に差し込むこ

とによって，ROV が狭く入り組んだ場所に入る

必要がなくなる．さらには，ケーブルとして繊

毛振動機構や異方摩擦インチウォーム機構を適

用することによって，上記の問題を解決するこ

とができると考えられる． 

 しかしながら，このためには水中での運動制

御の問題を解決する必要があり，現状では対応

が困難であるため，本格的な研究開発が必要で

ある． 

 福島第一原子力発電所の問題は世界的な大き

な問題である．現在，原子炉格納容器の内部の

状況を調べる手段が無く，ボアホールの入口付

近をビデオスコープで撮影したに過ぎない． 

 この問題に対して，能動スコープカメラを使

用すれば，原子炉格納容器の入り組んだ構造内

の奥深くを調査できる可能性がある． 

 しかしながら，耐放射線性能など，解決すべ

き課題は多いと考えられる． 

 

3.7 プロジェクト運営委員会の開催 

 神戸国際会議場でプロジェクト運営委員会を

開催し，研究開発内容の発表とデモを行い，有

識者からの意見とアドバイスをいただいた．デ

モの様子を図２２に示す． 

 

 

図２２ プロジェクト運営委員会における 

デモンストレーション 

4. おわりに 

 ケーブルの長距離化に関して目処が立ち，繊

毛振動駆動によってこれまでの約３倍の移動速

度を実現できた．新しい機構設計によってケー

ブル表面の凹凸を無くすことができたため瓦礫

や屈曲部への引っかかりが少なくなり，立川消

防署の訓練用瓦礫での下り試験でも性能の向上

が明らかに見られた．さらには，音声対話，重

力方向認識・表示機能等の有効性も確認できた

ことから，本研究によって能動スコープカメラ

は実戦配備に飛躍的に近づいた．そのため，本

研究の所期の目的の８０％は果たされたと考え

ている．新たに開発した異方摩擦インチウォー

ム機構については，繊毛振動駆動が不得意とす

る環境での有効性が確認されたが，柔軟空気圧

アクチュエータの開発に困難があったため，繊

毛振動駆動と組み合わせた能動スコープカメラ

への実用的な実装には至らなかった．今後さら

なる試行錯誤と実践的改良が必要であると考え

ている．また，試験配備に際しては，両者を組

み合わせたものについて，訓練所等での実践的

な試験と併せて進めていくことが望ましいと考

えられる．防爆については，可能性の高い方法

論が複数検討できたので，今後の研究開発によ

って実現可能と考える．津波や原発等の災害事

象については，水中での移動，放射線環境への

対応に関する研究開発によって，適用が可能に

なると考える． 

 最後に，本研究開発にご協力やご意見をいた

だいた，総務省消防庁，東京消防庁，仙台市消

防局，神戸市消防局，および，有識者の方々に

感謝いたします． 
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［セッション 5］ 

 

 消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告 

危険建物内の迅速安全な情報収集を目指した流体ロープウェイ 

 

東京工業大学 

塚越秀行 森庸太朗 Watari Eyri 北川 能 

 

１．はじめに 

 有毒ガスが充満した懸念のある建物や，大地

震直後の余震環境下で倒壊寸前にある建物にお

いて，内部の情報を安全かつ迅速に把握する手

段の確立は，消防隊員の２次災害を回避するう

えで必要不可欠である．本研究では，隊員がは

しご車などで危険建物の中・高層階域にアクセ

スする際，事前の予備情報を収集する手段の一

策を提案し，その有効性の検証を行うこととし

た．すなわち，建物外から目標地点にチューブ

を投擲し，当該チューブの先端からガスをサン

プル回収する方法(Fig.1)，および投擲したチュ

ーブに沿って探査機をロープウェイ式に誘導し，

建物内の画像情報など突入時に有益な情報を建

物外から効率的に収集する方法(Fig.2)，などを

検討する． 

 それらの実現に向けて 3 つのアプローチから

研究を進めた．それらは，i)チューブ付き子機

を目標地点の高度が高い所へも投擲する技術，

ii)投擲したチューブの一端を建物の外壁や窓に

固定する技術，および iii)チューブ内の流体エネ

ルギーを利用して探査機をロープウェイ式に搬

送する技術（流体ロープウェイ），である．さら

に，本プロジェクトで開発した要素技術の１つ

である流体ロープウェイを東日本大震災の復興

支援にも活用することを目指し，海洋探査への

応用の可能性についても検証した．本稿ではこ

れらの成果を順に報告する． 

 

 

 

Fig.1 建物内のサンプルガスの回収方法 

 

Fig.2 流体ロープウェイによる情報収集 

 

２．チューブ付き子機の投擲方法 

 チューブ付き子機の投擲高度の向上を図るた

めに，MB シリンダ(磁性ブレーキ式空圧シリン

ダ )[1,2]に対するチューブ収納部の適切な設置

方法について検討した．まず，チューブ収納部

の設置方法が 4 種類に分類され(Fig.3)，そのう

ち，チューブ収納部全体にシリンダの運動エネ

ルギーを与える理想的な方法が存在することを

確認した． 
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(c) Instantaneous discharge type 

Fig.3 チューブ付き子機を投擲する方法の比較 

 

Fig.4 逐次放出式による 2F の窓への投擲実験 

 

Fig.5 4 種類の投擲による投擲高度 

 次に，MB シリンダの負荷特性や運用上の制

約条件なども考慮したうえで，投擲高度を最も

高く生成しやすい設置方法の選定基準も考案し

た．実験の結果，提案手法は従来方式より 1.5

倍程度高く投擲できることを確認した(Fig.4,5)． 

 

３．投擲吸着体[3] 

 投擲されたチューブの一端を壁や天井に瞬時

に固定するための機能を開発した．開発した吸

着体は，衝撃吸収機能・密閉機能を有する「仮

吸着用」の粘着ゲルと，押し付け力増幅機能を

有する「本吸着用」の真空吸盤とから成るハイ

ブリッド構造で，飛翔中の空気抵抗を軽減しつ

つ多様な材質・形状の壁面に吸着できるよう柔

軟球体構造(Fig.6)となっている．直径 60mm，

質量 48g の吸着体は，10m 離れた場所から窓枠

の凹凸面に投擲された後，質量 2kg 程度の負荷

を安定に支えられることが確認された(Fig.7)． 

 

柔軟ゲル

円筒吸盤

布発泡粒子

強化用ゴム ジョイント
 

Fig.6 投擲吸着体の構造 

 

 

Fig.7 変形しながら壁面に吸着する様子 
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４．流体ロープウェイ[4] 

 設定したチューブに沿って，ロープウェイ式

に探査機を搬送する手法を説明する．流体ロー

プウェイと名付けた駆動系は，内部に流体を流

すチューブ，探査機を搭載したゴンドラ，およ

びボール（投擲吸着体）から構成される．チュ

ーブ内の流体エネルギーを利用して，ゴンドラ

探査機をチューブに沿ってスライドさせながら

搬送することにより，環境の形状や摩擦条件な

どに大きな影響を受けることなく，安定に探査

移動を行うことを目指したものである．チュー

ブ内の流体エネルギーを効率よく探査機の運動

エネルギーに変換する手段として，以下に述べ

る全く新しい流体駆動方式を導入した． 

 Fig.8 に示すように，無加圧状態で断面の潰れ

た偏平チューブを曲げてリング状のスライダに

通し，その一方から内部を流体圧で加圧すると，

スライダは下流側に搬送される．曲げ部中央の

チューブで屈服座屈が生じ，流路を遮断したま

ま座屈点が下流側に移動するからである．曲げ 

 

Fig.8 チューブの座屈を利用した推進原理 

 

 

 

Fig.9 Λ -drive の基本構成 

部の形状とギリシャ文字 Λ との類似性から，こ

の構成を Λ -drive（ラムダドライブ）と名付けた．

なお，偏平チューブの代わりにパイプ状チュー

ブの使用は適さない．なぜなら，流路は遮断で

きるものの，座屈点を境に下流側のパイプ状チ

ューブを押し潰す力が抵抗となり，座屈点がス

ムーズに移動しにくいからである[5]．よって，

本稿で以降述べるチューブは，すべて偏平チュ

ーブを意味するものとさせていただく． 

 Λ -drive をアクチュエータの駆動に利用する

際，姿勢の変化や負荷の増減が生じても座屈に

よるシールを保ち，スライダを安定に動かすこ

とが要求される．その対策として，Fig.9 に示す

ようにスライダの中央にホルダーを設け，チュ

ーブの抜け出し防止用のストッパと，チューブ

のとび出し防止用のカバーをホルダーに付加す

る．また，チューブとスライダ間の摩擦を低減

させるため，スライダへの出入り口部分，およ

びストッパに受動回転できるローラーを搭載す

る．さらに，座屈点を境にどちらが上流側にな

ってもチューブの膨らみ具合を阻害しないよう

に，ホルダー上のピボットを中心に受動的に揺

動するアームを取り付ける．設計方法の詳細は

文献[6]に示す． 

 次に，スライダで生成された推力をゴンドラ

探査機に効率よく伝達するための構成について

説明する．その実現のためには，スライダの推

力の方向とゴンドラの中心軸とを平行に保つ機

能が求められる．そこで，ゴンドラの出入り口

に Pivot Roller を，そのローラー周りに揺動する

Swing Roller を設け，それらをリンクで連結し

て一方の揺動を他方に伝達する機構を導入した．

これにより，加圧時に上流側 Swing Roller が持

ち上がりながらスライダが下流側に傾くと，下

流側 Swing Roller がチューブを押し下げる．そ

の結果，下流側チューブの駆動方向とゴンドラ

の移動方向が常に平行に保たれる（Fig.10）． 

 模擬フィールドで実験を行った様子を Fig.11

に示す．オペレータと建物との間に 7m のギャ
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ップがあり建物内を直視できない．質量 520g

のチューブ付き低反発ボールを投擲後，0.4MPa

の空圧で加圧しながら速度 2.0m/sでゴンドラを

建物に近づけた．進入後は 0.7m/s に減速し，ゴ

ンドラ内の無線カメラを使って，オペレータの

モニターに要救助者(人形)の映像が映った．質

量 14g のスライダで 41W を出力し，市販の電気

モータの約 13 倍の出力重量比となった[7,8]． 

 

 

Fig.10 ゴンドラ探査機の構成（上：無加

圧状態，下：加圧状態） 

 

 

Fig.11 流体ロープウェイによる建物内の

情報収集 

 

 

 

５．総合実験 

 投擲型探査装置の建物内へのアクセス方法と

して，サンプルガスの回収作業および流体ロー

プェイによる画像の情報収集作業の 2 種類を想

定し，各々の有効性を確認した．まず，本プロ

ジェクトで開発した投擲装置・回収装置・流体

ロープウェイを無人搬送車に搭載し，当該搬送

車を遠隔操縦により建物に接近させて情報収集

を行うためのシステムを構成した(Fig.12)．ガス

の回収作業においては，高さ 9ｍの室内にチュ

ーブの先端を投げ込み，室内のガス 10L 程度を

約 30 秒で回収した(Fig.13)．流体ロープウェイ

においては，高さ 15ｍの窓枠にチューブの一端

を投擲吸着体により固定し，チューブに沿って

ゴンドラ探査機を搬送することにより，40 秒程

度で 3F 室内の画像情報を取得可能なことを確

かめた(Fig.14)． 

 

 

Fig.12 遠隔式無人搬送車に搭載した投

擲・回収装置 

 

Fig.13 チューブ付き子機を３F の室内に

投げいれ，ガスを回収している様子 
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Fig.14 チューブ付き子機を投擲後(上図)，

ゴンドラ探査機で室内の画像を収集(下図) 

 

６．海洋探査への応用 

 今般の東日本大震災を踏まえ，本研究制度で

開発した投擲型流体ロープウェイをがれきの散

在する港湾内の情報収集作業に適用するための

可能性を検証した．沿岸と海上のフロートとを

結ぶホース上をゴンドラ探査機で往復しながら，

情報収集作業を行った(Fig.15, 16)．実験の結果，

海中に岩などの障害物のある環境，波打ち際で

従来の海洋ロボットを使用しづらい環境でも，

ホース内に供給される 0.2MPa の水道圧エネル

ギーをもとに，秒速 300mm 程度で 30m の距離

をゴンドラが安定して往復移動できることが明

らかとなった(Fig.17)．また，ゴンドラ内に装備

されたビデオカメラにより，海中内の情報を無

線で取得可能であることも確認できた． 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 がれきの散在した海洋内探査の概念図 

 

Fig.16 試作した海洋探査用のゴンドラ 

 

Fig.17 海中の岩の障害物でも踏破しなが

ら移動したゴンドラ 

 

７．おわりに 

 本研究では，危険建物内の迅速・安全な情報

収集を目指し，チューブの投擲によるサンプル

ガスの回収作業や，流体ロープウェイによる

中・高層階域の画像情報の取得作業を遂行する

うえでの要素技術を提案し，それらをインテグ

レーションしたシステムの有効性について検証

した．今後は，ゴンドラの位置情報の推定方法，

およびゴンドラ探査機で収集した情報を有線で

も伝達できる方法論について検討する予定であ

る．また，可能なかぎり消防庁との連携を通じ
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た実戦的実験を繰り返すことにより，本技術の

実用化を早期に実現させたい． 
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［セッション 5］ 

 

 消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告 

効果的戦術実現のための震災時消防活動統合支援システムの開発 

 

1 防災・情報研究所、2 尼崎市消防局、3 神戸大学大学院 

坂本朗一 1、髙梨成子 1、堂田深次 2、大西一嘉 3 

 

1. 本研究の背景及びシステム開発の目的 

 大規模地震が発生した際には、火災、建物倒

壊等による生き埋め、負傷者の発生等が同時に

多発する一方で、消防水利や道路支障、職員参

集の遅れ等により、効果的な消防運用ができな

くなる可能性が高い。さらに、消防機関の広域

応援を受け入れ、全体の部隊運用を図るには、

複雑な消防戦術の展開が必要となる。震災時に、

時々刻々と変化する災害状況を把握して統合化

し、効果的な消防戦術の展開を支援する情報シ

ステムは開発されていなかったことから、本研

究では、大規模震災時に運用可能で、実効性の

高いシステムを、中規模都市である兵庫県尼崎

市をモデルとして、平成 21 年度から 3 カ年にわ

たって開発した。なお、システム開発にあたっ

ては、平常時利用を図るため、尼崎市消防局の

消防指令システムとの連動を図ったほか、実効

性を担保するため、図上検討会により震災時消

防運用のあり方及びシステムを活用した場合の

効果の検証等を行った。 

 

2. 尼崎市の概要 

2.1 尼崎市の市勢 

 尼崎市は、面積 49.97km2、人口 458,918 人、

世帯数 217,742 世帯（人口・世帯数は、平成 23

年 10 月 31 日現在）の中核都市である。全国の

41 中核都市の中で、人口は 11 位であるが、面

積は中核市中で最も狭いことから、人口密度が

9,184 人／km2 と非常に高いことが特徴である。 

 地理的には、兵庫県の最東端に位置し、南は

大阪湾に面し、東は大阪市と豊中市、西は西宮

市、北は伊丹市に囲まれている。また、市域は

ほぼ平坦で、最も標高が高い部分でも 8ｍ以下

である。市域の南部は工業地域、中南部は商業

地域、市中部から北部にかけては住宅地が広が

る形で発展してきたが、近年は再開発で、工場

跡地に高層マンションや大型商業施設が建設さ

れている。 

2.2 尼崎市の消防力 

 尼崎市消防局は、4 消防署の下、2 消防分署、

3 消防出張所で構成され、この他に消防車輌専

用の整備工場を有している。消防職員は 420 名

で、消防車輌はポンプ車 14 台、はしご車 4 台、

化学車 5 台、救助工作車 2 台、救急車 10 台を有

している。 

 また、市の消防団は、団員 920 名、ポンプ車

58 台を有しているが、近年はサラリーマン化が

進行しており、特に昼間は十分な出動体制が組

めない地域も生じてきている。 

2.3 尼崎市における災害・事故の状況と平常時

の火災発生状況 

 平成 7 年阪神・淡路大震災で、尼崎市は震度

6 を記録し、火災 8 件、焼損棟数 16 棟（うち全

焼 7 棟）、焼失面積 2,572m2、死者 48 人、負傷

者 7,112 人（重傷 976 人、軽傷 6,136 人）、全壊

家屋 10,166 棟の被害が発生した。8 件の火災の

うち、立花町三丁目火災では、5 棟が延焼、死

者 11 人が発生した（出典：「阪神・淡路大震災 

尼崎 119 の活動記録」、尼崎市消防局・尼崎市消

防団、1996）。 
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 また、平成 15 年の JR 福知山線（宝塚線）の

尼崎駅と塚口駅間の列車脱線転覆事故では、死

者 107人、負傷者 549人を出す大惨事となった。 

 尼崎市における近年の火災・救助・救急の活

動状況を表 1 に示す。尼崎市では比較的大規模

な火災が発生しており、平成 2 年には長崎屋尼

崎店の火災により死者 15 名が発生したほか、

2010 年には大規模な市場火災が 2 件発生してい

る。 

表 1 尼崎市における火災等の発生状況 

種 別 平成 22 年 平成 21 年 
過去 10
年 間 の

平均 

火災件数 215 248  234 

焼 損 面 積

（m2） 
1,597 8,448  3,050 

火 災 に よ

る死者数  
7 4  6 

救急出動 
件数  

23,415 22,152  －

救助出動 
件数  

318 330  －

 

3. 震災時消防活動統合支援システムの概要 

3.1 システム開発の経過 

 システム開発は平成 21年度から 3カ年にわた

って行い、1 年目に「火災延焼－消火」システ

ム、2 年目に「生き埋め・閉じ込め－救助・救

出」と「死傷－救急・搬送」システムの検討・

開発を行い、最終年にこれらを統合したシステ

ムの開発を行った。また、震災時における消防

活動戦略等を検討するため、各年に、被災消防

本部における消火・救助・救急活動の活動方針、

広域応援要請の判断と応援部隊の運用について

の図上検討会を実施し、実効性を高めることと

した。 

＜平成21年度＞

基礎調査 システムの基本設計・
ロジックの検討

「火災延焼－消火」
システムの構築

＜平成22年度＞

「生き埋め・閉じ込め
－救助・救出」
システム構築

「死傷－救急・搬送」
システム構築

システムの統合化

＜平成23年度＞

検証・実用化

図上検討会の実施
（尼崎市消防中心）

図上検討会の実施
（兵庫県等広域連携）  

図 1 システム開発の経過 

3.2 システム構成 

 地震災害時における消防本部対応（消火、救

急、救助等）の意思決定に必要な支援機能とし

て、本システムは、「①火災延焼シミュレーショ

ン・システム」、「②災害対応システム」、「③部

隊管理システム」の 3 つの基本システム（機能）

で構成するものとした。 

 大規模地震発生時において、これら３つの基

本システムを用い、以下に例示するような手順

に従い、対応を行うことを想定して開発した。 

1) 地震発生と同時に震度予測を行い、市内の被

害状況を予測し、これを基に被害調査や部隊

派遣等を指示する。 

2) 消防指令センター（指令台）に入った火災・

救急・救助、その他の事案及び道路被害等を

「災害対応システム」で管理し、延焼予測や

必要消防部隊数を算定し、応援要請の判断支

援を行う。これにより、県（県代表消防本部）

や国に応援要請を行う。 

3) 応援隊に関する情報を「部隊管理システム」

に入力し、事案が同時多発した際、「部隊管

理システム」から出動可能な部隊を検索し、

部隊配置の支援を行うとともに、県内応援や

緊急消防援助隊等の受入、現場投入など、尼

崎隊と応援隊双方の管理を行う。 

 システムの構成と情報のやり取りのイメージ

を図 2 に、尼崎市消防局における本システムの

実際の配備状況を図 3 に示す。写真に示す 4 つ

の画面のうち、右の 3 つの画面は、消防指令シ

ステムの画面で、左端の画面が本システムであ

り、消防指令システムと同じ指令台で操作が行

えるようにしている。 

3.3 基礎データの整備 

 消防機関で日常的に使われている消防指令シ

ステムにおいては、消防活動の特性により、住

宅地図データが使われていることが多く、尼崎

市消防局においても例外ではない。本システム

の構築にあたっては、将来的なデータ更新・活

用を見込んで GIS を採用し、必要となる建物、
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消防水利、道路等のデータを収集し、消防活動

支援に必要となるデータを登録した。 

 このうち尼崎市内約 10 万棟の建物データに

ついては、平常時における火災状況を考慮し、

耐火造と非耐火造を以下のように区分した。 

・耐火造 ：RC、SRC 

・非耐火造：木造、S 造、250m2 以下の非課

税の建物 

 また、消防水利については、耐震防火水槽、

防火水槽、プール、自然水利を登録している。

さらに部隊運用として、消防署所毎の人員と車

輌、予備車、消防団車輌等について登録した。 

援助隊（調整本部）
県・消防庁

１ 被害予測・現調による
応援要請決定（部隊種
別・部隊数・集結場所）

２ 到着状況による部隊管
理（応援隊入力）

３ 応援隊の投入現場の決
定

４ 消防水利状況の把握
５ 道路、橋梁の被害状況

によるルート決定
７ 応援隊誘導員の配置
８ 通信方法の決定
９ 集結場所の決定
10 集結場所との連絡調整

尼崎市
警防本部

消防指令センター

支援システム

支援システム

１ 災害通報の受理
２ 尼崎隊への指令
３ 尼崎隊の管理
４ 応援隊との交信

指令システム

 

図 2 システムの構成と情報のやり取り 

 

図 3 尼崎市消防局におけるシステム配備状況 

 

3.4 各システムの概要と機能 

 各システムの概要を以下に示す。 

3.4.1 火災延焼シミュレーションシステム 

 本システムの火災延焼シミュレーションは、

総務省消防大学校消防研究センターが開発した

延焼予測・消火活動の効果の計算手法及びデー

タ等の取扱い方法等を継承した。ただし、実践

に応じた消火活動の部隊配置の判断支援を行う

ため、「配置消防部隊数による延焼阻止線長さの

上限表示」、「水利の選定及び使用量（残量）の

予測」、「出動から消火開始までの時間予測」等

の機能を追加するとともに、GIS 上で部隊配置

や水利の選定、具体的な消火活動の設定（延焼

阻止線の設定）が自由に行えるようにした。 

火災延焼シミュレーション

指令連動によるシミュレーション

手動入力によるシミュレーション

延焼阻止線の設定

建物データの作成機能

背景地図の表示機能

消防指令官制システムと連動（地点・気象情報）した
火災延焼シミュレーションを行う。（GIS表示）

災害場所の手動入力による火災延焼シミュレーション
を行う。（GIS表示）

筒先配備による延焼阻止線機能により必要筒先数、
消火水量の計算を行う。

消防部隊の配置機能
消防部隊の配置による延焼阻止線、水利選定、必要
ホース本数、現場到着時間、活動開始時間予測を行う。

住宅地図、建物、水利、町丁目、延焼阻止線をレイ
ヤー表示できる。

建物データの変更に伴う、新規データの作成機能
（予定）。  

図 4 延焼シミュレーションシステムの機能 

 

 延焼予測は、まず、任意の建物を出火点とし

て設定し、風向・風速、シミュレーション時間

等を設定する。計算が終了すると、結果が延焼

中の建物と燃え落ちた建物に分けて表示される。

任意の時間間隔毎の表示も可能である。さらに、

延焼棟数のグラフ表示（時間経過別）や町丁目

別の集計等が可能となっている。その他、事前

に登録している地図データとの重ね合わせが可

能である。また、出火点の設定にあたっては、

指令システムからの情報により素早く建物の位

置が特定できるよう、住所検索機能を有してい

る。 

 延焼予測については、消火活動の効果を評価

することができる。消火活動は、延焼予測シス

テムの地図上に「延焼阻止線」を設定すること

によって評価する。消火活動を行わなかった場

合の延焼状況と延焼阻止線を設定した場合の延

焼状況を比較することにより、消火活動の効果

を評価する。 

 

本システム

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 168 -



 

 

図 5 火災延焼シミュレーションシステム

の画面例 

 

 また、効果的な延焼阻止線の設定のための消

防車輌配備の意思決定を支援するため、「署所か

ら出火点なでの距離・放水開始までの所要時間」、

「設定した延焼阻止線に対する配備した車輌の

過不足、必要ホース本数」、「水利の必要量」を

計算・表示できるようになっている。 
初期画面 シミュレーション画面

延焼阻止線の設定

※建物に出火点を設定する
→１棟ずつに設定可能

放任火災の場合

消火活動を
評価する場合

※延焼阻止線を画面上
に設定

※任意の時間経過の延
焼状況（焼失棟数）を
シミュレーション

延焼阻止線

 

図 6 火災延焼シミュレーションシステム

の設定の流れ 

③水利管理画面

①部署配置の所用時間

②設定できる延焼阻止線長、ホース本数の表示

※延焼阻止線の設定（部隊の配置）、水利の
選択にあたっては、以下の表示が行われる。

①署所から出火点までの距離・所用時間

②延焼阻止線への充足状況、
必要なホース本数、

③水利の時間毎の残量 ※各署所からの出動～放水
までの所用時間を表示

※設定した延焼阻止線に対して消防車の
口数が充足しているか、配置した場所
から出火点までのホース本数を表示※時間経過毎の貯水槽の残量を表示

所用時間一覧

配置した車両

水利の現況

水量の残量

阻止線の長さ
必要ホース本数

 

図 7 車輌配備の支援機能 

 

3.4.2 災害対応システム 

 このシステムは、発生した災害事象に対する

消防力の応需状況を管理するものである。現有

の消防力のみでなく、外部からの応援部隊が入

った場合についての管理も可能となっている。 

 具体的には、地震発生後、119 番等から入手

した個々の事案（実被害）に対して、事案の状

況や消防車輌・部隊の配置・活動状況の管理を

行うもので、把握した事案に関する住所や事案

の種別、規模等を入力する一方で、消防車輌等

の必要台数・出動部隊の配置状況等を表示する。

また、投入する消防車輌等の状況から活動終了

時間を予測したり、目的時間までに終了するた

めに必要な追加応援部隊等の予測を行う。 

災害対応システム

災害対応入力画面

災害箇所・対応状況表示

対応消防力予測

完了時間の予測

不足部隊の予測

火災状況

その他状況

救助状況

救急状況

個々の災害事案を管理する画面。指令系システムの連動部分と手
動入力の双方を行うことができる

災害発生場所をGIS上の表示と一覧表示を行う。

対応消防力での予測を行い、完了時間や部隊不足の予測を行い
一覧表示を行う。

火災事案の状況を一覧表示とGIS上の表示を行う。

その他事案の状況を一覧表示とGIS上の表示を行う。

救助事案の状況を一覧表示とGIS上の表示を行う。

救急事案の状況を一覧表示とGIS上の表示を行う。  

図 8 災害対応システムの機能 
事案登録画面

事案一覧の表
示

※災害内の個別事案を作成
【入力】

住所

災害種別・出動車両
覚知時間・対応開始等
完了状況

１１９番等で
収集した事案

※登録した事案の一覧を表示
【表示内容】

災害種別・出動車両
対応開始・終了見込時間等

→別途、地図表示も行う

時刻
住所

災害種別

出動車両

事案の一覧

出動車両の一覧

完了状況

 

図 9 災害対応システムの画面例（登録設定） 

対応状況の総括

※予測投入部隊数を入力することに
より「完了時間」を、完了希望
時間を入力することにより「部
隊の不足数」を予測（救助と救
急をそれぞれ別々に）

完了時間の予測（消火・救助）

投入部隊数の入力

活動完了時間の予測結果

※災害種別に対応状況（対応
中・終了・未対応等）の数
を表示 完了希望時間

部隊の不足数

 

図 10 災害対応システムの画面例（活動予測） 
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3.4.3 部隊管理システム 

 部隊管理システムは、尼崎市消防局が所有す

る消防車輌だけでなく、消防団車輌や応援派遣

された消防車輌を含む、車輌全体の管理及び

個々の車輌管理を行うものである。このシステ

ムにおいては、現在活動中の部隊の全体状況及

び個々の事案に対処している車輌を表示し、さ

らに、応援部隊の派遣元別、部隊種別ごとの管

理や個々の部隊の活動履歴の管理も行う。これ

により、応援派遣部隊も含めた消防部隊の全体

管理が可能となっている。 

応援隊の管理

応援隊登録

部隊別活動状況

指揮隊

消火部隊

救助部隊

救急部隊

その他部隊

要請に基づく応援部隊の登録を行う

登録された部隊の活動状況を入力、
表示させる

部隊種別ごとの状況を表示させる

 

図 11 部隊管理システムの機能 
応援部隊の登録画面

※応援部隊を登録
【入力】

都道府県・消防本部
車種・名称・
連絡手段・人員

※尼崎市消防局の車両
は、事前に登録

部隊一覧表示（派遣元別）

部隊一覧表示

※都道府県別に部隊数を表示

部隊一覧（尼崎市＋応援）

選択する都道府県

応援車両数

※個々の車両毎の転戦履歴を表示

車両毎の活動履歴

転戦の履歴

 

図 12 部隊管理システムの画面例 

 

4. 図上検討会の実施 

4.1 図上検討会の実施状況 

 本システムの開発にあたり、震災時にどのよ

うに開発されたシステムを活用して行くのか、

また、震災時における消防活動戦略等を検討す

るため、被災側消防における消火・救助・救急

活動の活動方針、広域応援要請の判断と応援部

隊の運用についての図上検討会を、各年毎に計

3 回実施した。 

 各図上検討会とも、上町断層の地震を対象と

し、尼崎市内の被害と 119 番通報等の状況を設

定したほか、システムが開発された場合、提示

される情報についても付与情報として示した。 

 次に、最終年度（第 3 回）に実施した図上検

討会について示す。第 2 回までは尼崎市消防局

内のみで対応を検討していたが、第 3 回では、

消防部隊の広域応援要請と応援派遣、応援部隊

の具体的配置について、応援側消防として県代

表消防である神戸市消防局の参加の下、検討を

行った。表 2 に、図上検討会における検討を行

うフェーズの区分（時間設定の区切り）を、表

3 に第 3 回図上検討会における被害等の設定を

示した。 

 図上検討会では、フェーズ毎に、被災消防側

である尼崎市消防局は、「消火・救助・救急活動」

及び「応援要請の必要性判断及び手続き・応援

部隊等の受入体制」等について検討・発表し、

応援消防側である神戸市消防局はこれを受けて、

「応援派遣の可能性」、｢応援派遣の方法」、「応

援部隊の活動方針・内容」について検討・発表

した。これをフェーズ毎に繰り返し、全体が終

了した時点で、コントローラーやオブザーバー

を交えて、フェーズ毎の対応の評価及び対応上

の問題点・課題を検討したほか、システムから

提示される情報があった場合の効果等について

検討した。 

表 2 図上検討会におけるフェーズ設定 
フェーズⅠ：発災～2時間後（発災直後の対応）  
フェーズⅡ：2時間後～5時間後（活動本格化）  
フェーズⅢ：5時間後～24時間後（広域応援部隊等の

到着・活動）  
フェーズⅣ：24時間後～72時間後（広域応援の本格化）

表 3 図上検討会における設定（抜粋） 
＜前提＞  

想定地震：上町断層地震（M7.3） 
地震発生時刻：冬の平日の昼間13:00 
気象条件：晴れ・風速2m（北の風）  

＜尼崎市内の被害設定＞  
・出火7件、うち4件延焼、1件工場火災  
・救出箇所数：約50件  

非木造建物倒壊による閉じ込め：5カ所  
木造建物倒壊による閉じ込め：35カ所  
家具転倒等による閉じ込め：10カ所  

・救急要請件数：約200件  
重症者：約50件  
軽症者・中等症者：約150件  
医療機関からの搬送要請：7件 
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図 13 図上検討会の様子 

 

4.2 図上検討会における対応状況及びシステ

ム活用による効果の検討 

 図上検討会における対応経過を表 4 に示す。

表 4 では、被災地側消防（尼崎市消防局）と応

援側消防（神戸市消防局：県代表消防）に分け、

フェーズ毎に、想定される対応状況を示してい

る。被災地側消防は、フェーズ 1 から震災時の

特別の対応を取るとともに、応援要請と応援部

隊の受入準備を行っている。応援側消防では、

自地域の対応と並行して、応援派遣の準備を行

っている。 

 フェーズ 2 では、被災地側消防では、部隊統

制の関係から追加の応援要請を行わなかったが、

被害の拡大や対応の長期化に伴って追加の応援

要請を行った。一方、応援側消防は、体制が整

い次第、応援部隊の派遣を順次行う一方で、被

災地消防に対して応援要請の追加についての問

い合わせを行うなどの対応をした。 

 以下、フェーズ 3 とフェーズ 4 の対応につい

ては、表 4 を参照されたい。 

4.3 図上検討会から明らかになった課題 

 尼崎市消防局においては、震災時初動対応等

についてはマニュアルが存在していたが、図上

検討会を行うことにより、震災時対応について、

部隊編成や配分、震災時運用等を具体的に検討

することになった。検討結果を検証する過程で

把握された震災時対応上の課題を、応援派遣側

も含め、以下に示す。 

・県内応援及び緊急消防援助隊の部隊派遣調整

の実施主体を決める必要がある。（被災消防本部

では対応困難であり、県や代表消防本部に依頼） 

 

表 4 図上検討会における対応経過（抜粋） 

 尼崎消防局 
（被災側地消防） 

神戸市消防局 
（応援側消防） 

フ
ェ
ー
ズ
１ 

・市災害対策本部消防本

部設置  

・消火は、延焼危険に応

じ3段階に分けて、ポ

ンプ車を出動  

・救急は重症のみ対応、

エレベーター閉じ込

め等の人命に大きな

影響が無い救助案件

には対応しない  

・消防車輌が不足した時

点で、応援要請（2段

階で要請）  

・応援受入の準備（受入

拠点：小田南公園）  

・震災時の消防計画に沿

って活動開始（消火活

動優先）  

・県内の被害確認とブロ

ック消防本部への応

援可能性問い合わせ  

・非常参集職員の編成部

隊による応援派遣の

準備  

フ
ェ
ー
ズ
２ 

・消防車輌応援部隊の受

入れ  

・追加の応援要請はしな

い：応援部隊を受け入

れても部隊統制が困

難なため  

・応援要請に対し、派遣

部隊を調整（当初は県

内応援で対応し、不足

分を緊急消防援助隊

で対応）  

・特殊車輌・部隊の応援

派遣の打診  

・県内の応援部隊出発

（半分は神戸市消防）

フ
ェ
ー
ズ
３ 

・到着応援部隊の活動調

整 

・延焼火災、救助活動に

重点を置く  

・救助部隊と後方支援部

隊を応援要請  

・特殊車輌・部隊の応援

要請  

・県内応援部隊到着  

・緊急消防援助隊が広域

防災センター（三木

市）に集結（島根・広

島・徳島・香川）  

・追加の応援部隊派遣  

・特殊車輌・部隊の派遣

・交代部隊・後方支援部

隊の派遣調整・準備  

フ
ェ
ー
ズ
４ 

・延焼箇所に対して重点

的に消火活動  

・延焼地域に避難指示・

勧告発令  

・延焼箇所に対しての対

応調整（空中消火等）

・大枠の医療搬送や DMAT 等の派遣・受け入れ

調整の実施主体を決める必要がある。（県（県

災害医療センター）や基幹病院等に依頼） 

・延焼地域内や隣接地域に避難所等の重要施設

がある場合の消防活動の優先度や作戦を検

討する必要がある。 

・1 箇所で多数の負傷者や要救出者が発生する

など、最悪の事態が発生した際の火災と救助

の優先順位は異なることを考慮する必要が

ある。 

・異なる消防機関が集まることにより、震災時
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の消防活動方針に差違がある（消火優先か否

かなど）ため、活動調整を行う必要がある。 

・延焼火災は、派遣元別に担当を決め、応援受

入側消防を中心に、調整会議を行う必要があ

る。 

・消防本部や応援部隊の集結拠点に多数避難者

がいる場合の対処について、事前に検討する

必要がある。 

・自組織内の拠点だけでなく、被害状況や道路

事情等に応じ、広範囲で応援部隊の集結拠点

を事前に検討・調整しておく必要がある。 

・応援派遣側から被災消防機関への応援部隊受

け入れの助言を強化する必要がある。 

4.4 本システムを活用した場合の消防戦略等

への効果 

 次に、具体的にどのような局面で本システム

が活用可能か、また効果的であるかについて検

証した結果、以下のような点が把握された。 

・初動時に、建物の延焼危険度に応じて車輌派

遣台数を派遣したものの、危険度が高い地域

で火災が同時に多発し、延焼した時など、シ

ステム上で必要台数、活動終了時間等の予測

を行えば、より効果的な運用が可能となる。 

・救助・救急活動事案については、被害程度や

規模により優先度を判断したが、転戦等の検

討にシステムの活用が有効である。 

・延焼拡大地区における消火活動戦略として、

市街地木造密集地区では空中消火や破壊消

防等の実施は困難なため、延焼阻止線を張っ

て防御することとしたが、必要とされる消防

車輌台数を要請できなかった。 

 GIS 上で示された延焼予測や、消火可能な

水利量等の情報を活用すれば、効果的な延焼

阻止をすることができたと考えられる。“予

測”することの重要性と、そのために GIS を

活用することが有用であることが認識され

た。 

・応援派遣側においても、被災地の詳細な被害

状況や今後の予測の情報が重要である。単に

地名や延焼棟数棟を聞いていただけでは、延

焼地域の状況をイメージすることができな

かったが、システムから延焼拡大状況（延焼

シミュレーション結果等）が示された場合、

消火方法の助言をしたり、被災地から断られ

たとしても、応援派遣が必要であることを説

得したり、必要な車輌台数を早めに手配した

りするなど、応援部隊派遣や消火戦術の意思

決定を左右するほどの効果が期待できるこ

とが判明した。 

・道路支障や津波の影響がある場合についても、

文字情報等では支障を無視ないしは極小化

して見てしまう傾向があるが、システムで地

図情報を示し、道路支障等を示して警告する

ことにより、道路支障による対応の遅れ等を

考慮することが可能となる。 

 一方、延焼シミュレーションを活用する際の

留意点として、この予測は通常火災に基づくも

のであり、倒壊建物の場合の延焼は異なり、延

焼予測も変化する可能性があることを考慮する

必要があることなどが指摘された。 

 

5. 本システムの平常時活用 

 本システムは、震災時の消防運用を目的とし

て開発したが、平常時においても、火災危険地

区（消火困難地区）の把握や、消防水利の配置

計画等にも活用可能である。また、尼崎市消防

局管内で実際に発生した大規模火災（市場火災

等）における検証作業等も行ったが、延焼シミ

ュレーションの予測結果は、ほぼ実勢を反映し

たものであることが確認されており、通常の大

規模火災時に運用することも可能である。 

5.1 重点的消火活動地域の抽出 

 阪神・淡路大震災時、尼崎市においては、地

震発生当日のうちに、記録されただけで 2,000

件近い通報があったが、実火災情報は駆けつけ

によるものだったうえ、消防署に近い火災現場

へ重点的に消火隊を派遣するなど、バランスを

欠いた運用となった。大規模震災時においては、
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重点的に消火すべき対象を特定し、優先的に消

火活動を行う必要があることから、延焼火災危

険地域の検討を、延焼シミュレーションシステ

ムを用いて行った。 

 尼崎市では、「消火活動困難地域」が指定され

ているが、統一した基準や定量的判断の下で選

ばれていなかったので、震災時における延焼危

険性に関する定量的な検討を行い、大規模震災

時の「重点的消火活動地域」を検討する事とし

た。まず、想定地震（ここでは上町断層を想定）

における震度分布を設定し、これから市内の建

物被害と炎上出火件数を地域別（メッシュ別・

町丁目別）に想定し、出火危険の高い地域を抽

出した。次に、市内における水利状況から、水

利が確保できず消火活動が困難になる地域を抽

出した。この消火用水利の空白地域抽出にあた

っては、「①耐震性貯水槽・河川・プールの同心

円の距離から評価する方法」、「②実際の道路距

離から評価する方法」、「③非耐震貯水槽も入れ

た場合」の３ケースについて検討を行った。こ

の結果、①では 23 箇所、②では 19 箇所、③で

は６箇所の空白地域が抽出された。特に③の条

件による空白地域については、絶対的に水利が

不足し、消火活動上の多大な不利が発生する可

能性があることが指摘された。さらに、これら

空白地域について、それぞれ延焼火災シミュレ

ーションを行い、延焼の拡大状況を確認した。 

5.2 洪水や津波被害の予測及び避難者数予

測・避難所の適否確認等 

 震災時の消防部隊の運用に加え、システムの

GIS 機能と標高データ・人口データ・避難所の

位置データ等を活用することにより、洪水や津

波被害の予測とこれによる避難者数予測・避難

所の適否の確認等も可能となるなど、幅広い防

災対応への活用が可能である。 

 

6. 今後の課題 

 尼崎市消防局に本システムが開発・設置され

たことを受け、平成 24 年 7 月末に、尼崎市消防

局において、大阪市消防局、神戸市消防局及び

阪神地区の消防局・消防本部の職員を招き、本

システムの公開と、活用可能性等に関する意見

交換会を開催した。この意見交換会の検討結果

を踏まえ、課題として把握された代表的なもの

を以下に示す。 

○本研究では、被害予測機能のロジックの検討

は行ったものの、システムとしては本格的に

構築できなかった。今後、東日本大震災の調

査・研究成果を踏まえ、大規模地震の揺れに

よる建物被害、出火・延焼メカニズム、津波

浸水予測等を反映させ、システム構築を図っ

ていく必要がある。 

○消防部隊の広域運用の面から、防災部門等と

の連携や、他の消防機関等も含めた広域運用

システムを構築する必要がある。 

○今後、東海・東南海・南海地震等南海トラフ

における連動型地震の発生等が危惧されて

いることから、システムの汎用性について考

慮しつつ、早急に消防の広域運用支援システ

ムを構築する必要がある。 

○本システムが設置された尼崎市消防局におけ

る運用のあり方、消防職員等教育への活用の

あり方及び具体的な活用方策を検討する必

要がある。 

○消防職員のノウハウを活用して開発したもの

だけに、消防職員にとってシステムとの親和

性は高いものの、今後さらに、システムの処

理時間の短縮と操作性や結果表示の見やす

さの向上を図る必要がある。 

○震災時に実際に発生した被害に関するデータ

等が入力され、延焼シミュレーション等が実

施された結果について、関係機関や各部隊等

に伝達する手段を構築する必要がある。 

○今後の各消防局・消防本部への導入可能性に

ついて、小規模消防本部ではシステムに関心

はあっても、人的・財政的限界から導入は困

難ではないかという意見があった。一方、中

規模都市では、人的余裕はあったとしても、
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データ更新の手間や維持管理費用等が課題

となることが指摘された。 

 今後、実際の地震災害等が発生した際の対応

を踏まえ、本システムの向上を図り、現場の消

防本部で本システムを活用できるよう、普及方

策を検討し、普及を図ることなどが大きな課題

となっている。 
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［セッション 5］ 

 

 消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告 

疲労度指標に基づくストレス判断システムの構築 

～消防隊員の疲労度判定方法の検討（その３）～ 
 

横浜市消防局 

大場淳一，池田盛雄，藤馬千典 

横浜国立大学 

岡 泰資，栗山幸久 

 

 

1. はじめに 

 消防隊員は遮熱効果の高い防火衣を着用し，

消火ホース，照明設備などの各種資機材を用い

てさまざまな活動を実施している。時間，温度，

場所などの活動環境は現場毎に異なるため，緊

張感や不安感などの心理的負荷が累加されると

ともに，着用する防火衣により活動に伴う産熱

や発汗による潜熱放散が著しく抑制されてしま

う。献身的な消防活動の継続は，隊員の加速度

的な疲労蓄積を招くとともに，適切な水分補給

や休息あるいは積極的な放熱がなければ熱中症

の危険性が高くなる[1]。このような身体的・精

神的な疲労は，人的ミスや安全管理の欠如へと

つながる可能性があるため，各活動の効率化，

適切な労働安全管理のためにも各隊員の疲労度

のリアルタイムモニタリングが必要である。 

 著者らは現場指揮者の経験や各隊員の自己判

断に加え，活動現場で利用できる科学的な根拠

に基づく活動中の隊員の疲労状態を指標化した

客観的な基準づくりを進めている[2]。しかし，

実際の消防活動現場で心拍，肉体的及び心理的

負荷のデータを入手することは非常に困難であ

るため，現場を想定した消防訓練での実測デー

タをもとに，消防活動モデルの標準化を目標と

した模擬活動手法を策定した。策定した模擬活

動及びこの手法に従って取得した結果を報告す

る。 

2. 中層建物火災模擬訓練 

2.1 概要 

 横浜市消防訓練センター内の 8 階建て訓練棟

（図 1）で実践的な消防訓練を実施し，身体情

報を測定した。 

 この訓練は，防火着

装から活動終了までの

一連の消防活動を模擬

したものであり，消防

隊到着，ホース延長，

放水，救助活動，伝令，

資機材搬送等の連続活

動を実施した。 

 4 階を火元とし 6 階

まで延焼を想定，ホース延長は屋内階段のみ可

能とした。実際の火源は設置せずに予め決めら

れた時間の放水後は筒先を保持するのみとした。 

 身体情報の測定には、横浜市消防局所属の 2

名（隊員 X（28 歳），隊員 Y（47 歳））の同意

を得て、訓練中の心拍を感じる脈拍数である RR

間隔と外耳温を訓練開始前の 13 時頃から訓練

終了まで連続測定した。RR 間隔及び外耳温は，

アームエレクトロス社製心電計(AC-301A)及び

テクノサイエンス社製外耳温測定用温度ロガー

(DBTL-1)を用いた。 

 訓練時の各隊員の活動状況は，4 階， 5 階， 6

階のベランダ，3～4 階，5～6 階の階段踊り場，

図 1 8 階建て訓練棟 
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訓練棟正面および側面（西側）に配置したビデ

オカメラあるいはカメラ画像から読み取った。 

 訓練棟 4 階ベランダに設置した温度・湿度計

(Thermal Environmental Monitor, Quest Technol

ogies, QUESTemp° 36)の測定結果を基に，暑熱

環境下での運動に伴う熱中症リスクの度合を判

断するのに用いられる指標とされる湿球黒球温

度(Wet Bulb Globe Temperature）を算出した。 

2.2 結果 

2.2.1 温度・湿度・WBGT の変化 

 訓練時間内の天候は，曇り時々晴れ， 高温

度は 35.1℃， 低温度は 29.1℃であった。訓練

開始 30 分前の 14 時前に 高温度に達し，その

後徐々に気温は低下したものの，WBGT は訓練

開始前から終了まで 28℃を超えていた。この温

度環境は，日本体育協会の熱中症予防のための

運動指針[3, 4]では，厳重警戒（激しい運動は中

止）に相当した。 

2.2.2 瞬時心拍数の時間変化 

 瞬時心拍数とは，測定した RR 間隔をもとに

算出した値である。訓練中の隊員 X は，資機材

の搬送，要救助者の検索・搬送のため階段の昇

降を繰り返した。隊員 Y は，資機材の搬送後，

主に消火活動を行い，その後，要救助者の搬送

を実施した。 

 

 
図 2 訓練中の瞬時心拍数の変化 

 

 図 2 に，訓練中の隊員 X，Y の瞬時心拍数の

時間変化を示す。隊員 X は，訓練開始前に資機

材準備等のために活動が続いたため，瞬時心拍

数は 130 bpm 前後で推移した。訓練開始後（訓

練は 14 時 25 分に開始），隊員 X の瞬時心拍数

は急激に 180 bpm 近くまで上昇し，訓練中も 160

～190 bpm の高い数値で推移した。訓練終了後

に瞬時心拍数は低下したものの 100 bpm を超え

ていた。隊員 Y の瞬時心拍数は，消火活動中に

は 140 bpm 程度であった。しかし，4F から 5Ｆ

へと駆け上がった直後の瞬時心拍数は 140 bpm

から 160 bpm へと急増し，要救助者の搬送に移

行すると 180 bpm まで一気に上昇した。なお，

訓練終了後に瞬時心拍数が上昇している時間帯

（14 時 55 分～57 分）があるが，これは撤収活

動に伴うものである。一般に，運動中における

大心拍数は（220－年齢）が目安[5]とされて

いるが，表 1 に示したように，いずれの隊員も

この 大心拍数を越えて活動を実施していた。

これからも，消防活動は過酷な活動環境である

ことが示唆される。なお，訓練開始前の各隊員

の瞬時心拍数は 13 時 10 分から 13 時 20 分の 10

分間の平均値としたが，上述したように隊員 X

は訓練準備のために常時活動していたため，安

静時の瞬時心拍数に比べ高い値を示した。 

 

表 1 訓練における瞬時心拍数の変化[bpm] 
隊
員

訓練前の 
平均心拍数 

活動中の 
高心拍数  変化量 220 - 

 年齢

X 111.2 195.2 +84.0 192 

Y 78.7 187.8 +109.1 173 

 

2.2.3 外耳温の時間変化 

 図 3 に活動中の各隊員の外耳道温の時間変化

を示したように，隊員 X，隊員 Y ともに，訓練

開始後から激しい活動による外耳温測定用温度

ロガーの破損または離脱（隊員 X：14:44:32 破

損，隊員 Y：14:45:19 離脱）まで，単調に温度

が上昇したことが確認できた。表 2 に訓練開始

前と訓練中の 高温度の結果を示したように，

隊員 X の訓練前の平均外耳温が 36.52 ℃，訓練

中の 高値が 39.43 ℃，温度上昇は 2.91 ℃であ

った。一方，隊員 Y の訓練前の平均外耳温が
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36.79 ℃、訓練中の 高値が 38.93 ℃，温度上

昇は 2.14 ℃であった。安全の確保には，深部体

温 38.5 ℃以下で活動するのが適切[5]とされて

いるが，2 名ともこの基準値を超えており，心

拍数同様，体温も厳しい状態で消防活動を実施

したことが伺える。なお，訓練前の温度は，訓

練開始前 30 分間の平均温度である。 

 

 

図 3 訓練中の外耳温の変化 

 

表 2 訓練における外耳温の変化[oC] 
隊
員 

訓練前の 
平均外耳温 

活動中の 
高外耳温 変化量

X 36.52 39.43 +2.91

Y 36.79 38.93 +2.14

 

3. 屋内での模擬消防活動の策定 

3.1 消防活動の標準化による模擬消防活動 

 中層建物火災模擬訓練の結果から，改めて消

防活動は身体的に過酷な条件下での活動である

ことが判った。そこで，消防活動の安全性向上

とシームレスな活動を確保するために必要とな

る消防隊員の疲労度データの蓄積と，消防隊員

の身体的能力・熟練度の向上を図るために，中

層建物火災模擬訓練での活動パターンをもとに，

消防活動中の負荷を再現できる消防活動を標準

化した模擬消防活動の策定を試みた。 

 具体的には，中層建物火災模擬訓練を撮影し

たビデオ映像からの活動内容の分析と，外耳温，

瞬時心拍数の時間変化を参考に，立体的（3 次

元的）な動きを伴う消防活動を，図 4 に示した

限られた屋内の平面的（2 次元的）な活動で模

擬できる活動メニューを策定した。 

 

図 4 模擬消防活動実施場所と活動の様子 

 

 立体的（3 次元的）な動きを伴った消防活動

は，図 5 に示したように，現場到着，空気呼吸

器装着，ホース搬送，ホース延長，要救助者発

見，要救助者搬送，意識の確認，資機材搬送，

照明活動，救助活動へ移行，要救助者発見，要

救助者搬送，活動終了までの 13 の活動に分類す

ることができた。この活動を平面的（2 次元的）

な活動に置き換えるために，消火ホース搬送を

10 kg の錘に，資機材を 24 kg の吊り下げ錘に，

要救助者を 25 kg の砂袋入りナップザックに見

立て，移動はトレッドミルの傾斜角度と速度で，

階段昇降は踏み台昇降で，それぞれを代替した。 

3.2 模擬消防活動の検討 

 中層建物火災模擬訓練と策定した模擬消防活

動を実施したときの外耳温，瞬時心拍数の時間

変化を比較することで，策定した模擬消防活動

の再現性を確認した。策定した模擬消防活動は，

一定の環境空間を維持できる空間（人口気候室

（室温 30 ℃，湿度 60~70 %））で，中層建物

での消防訓練に参加した同じ隊員 X が実施した。

各測定に使用した計測機器も中層建物火災模擬

訓練と同じものである。 

 瞬時心拍数を比較した結果を図 6 に示す。中

層建物火災模擬訓練と策定した模擬消防活動の

いずれの瞬時心拍数も，活動開始と同時に急激

に上昇し，活動終了まで 160～180 bpm の高い

数値を推移し，非常によく一致した。 
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図 6 瞬時心拍数の比較（隊員 X） 

 

 また、外耳温を比較した結果を図 7 に示す。

中層建物火災模擬訓練と策定した模擬消防活動

のいずれも活動開始から単調に上昇し，約 3 ℃

上昇した。 

 

 

図 7 外耳温の比較（隊員 X） 

 

表 3 瞬時心拍数と外耳温の比較 

瞬時心拍数[bpm] 

 訓練前の 
平均値  高心拍数  変化量

 

訓練 111.2 195.2 +84.0

模擬 
活動 87.0* 196.5 +109.5

外耳温[oC] 

 訓練前の 
平均値 高温度  変化量 

訓練 36.52 39.43 +2.91

模擬 
活動 36.73* 40.11 +3.38

*: 訓練開始前の座位状態での 10 分間の平均値 
 

 表 3 に比較結果を示したように，瞬時心拍数，

外耳温ともに変化のパターンおよび絶対値が非

常によく一致しており、策定した模擬消防活動

は，中層建物火災模擬訓練による身体的負荷を

再現できたと考えられる。 

 

4. 模擬消防活動を用いた測定 

4.1 概要 

 横浜市消防局所属の消防隊員 18 名（隊員 A

～R）に協力をいただき、夏の環境下での消火

活動を想定するために人口気候室を利用し、前

述で策定した模擬消防活動を用いて、消防隊員

の疲労度データの蓄積のための身体情報を測定

した。身体情報は，RR 間隔，外耳温，血中乳

酸値，α-アミラーゼ濃度，VAS 値の 5 項目を測

定した。 

 また、個人差を検討する観点からエルゴメー

タと呼気ガス分析装置を用いて 大酸素摂取量

の測定も実施した。 

4.2 実験結果 

4.2.1 瞬時心拍数 

 模擬消防活動中の瞬時 大心拍数を隊員毎に

示した結果を図 8 に示す。なお，隊員 G は測定

データにノイズが多いため除いた。いずれの隊員も

模擬消防活動中の 大瞬時心拍数が 160～200 

bpm の高い値となった。 

 

 

図 8 模擬消防活動中の瞬時最大瞬時心拍数 

 

 さらに，活動開始前の安静時の心拍数から訓

練中の瞬時 大心拍数時までの心拍数の変動幅

を年齢に対してプロットした結果を図 9 に示す。
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心拍数の変動幅は年齢に関係なく，平均で 106 

bpm（ 大値：138 bpm， 小値：79 bpm）であ

った。なお，図中の黄色の○は模擬訓練終了ま

でどうにか漕ぎ着けた隊員 L を，●は途中で断

念した隊員 Q の結果を，■は中層建物火災模擬

訓練での隊員 X と隊員 Y の心拍変動幅を意味す

る。 

 

 

図 9 年齢と心拍数の変動幅の関係 

 

 一般にトレーニングの観点から採用されてい

る年齢に対する限界心拍数（220－年齢）を基準

値としたとき，今回の模擬消防活動中の各隊員

の瞬時心拍数が，この基準値からどの程度はず

れているかを示したのが図 10 である。 

 

図 10 年齢と基準心拍数からのずれの関係 

 

実験に参加した隊員（中層建物火災模擬訓練の

隊員 2 名を含む）の内，14 名がトレーニング時

の限界心拍数を超えていた。模擬消防活動を中

断した，隊員 Q の結果が突出することもなかっ

た。この結果からも，単純に年齢から算定した

心拍数のみで活動中の隊員の活動限界を推し量

ることはできないことが示唆される。 

 

4.2.2 外耳温 

 模擬消防活動における各隊員の外耳温度上昇

の結果をまとめたのが図 11 である。いずれの隊

員も，体温上昇が認められ，平均で 2.3 ℃（

高：3.3 ℃， 低：1.2 ℃）であった。途中で

活動を中止した隊員 Q の体温上昇は 1.4 ℃程度

であり，その他の隊員がそれ以上の体温上昇を

示していることから，体温上昇のみで活動中の

隊員の活動限界を推し量ることはできないこと

が示唆される。言い換えれば，体温上昇だけで

急性疲労を判断することは不可能であり，外耳

温度と他の指標とを組み合わせて用いなければ

ならないと考えられる。 

 

 

図 11 各隊員の体温上昇 

 

4.2.3 血中乳酸値 

 図 12 に模擬消防活動前後に測定した血中乳

酸値の変化の結果を示す。模擬消防活動前に 3 

mmol/l 以上の値を示した隊員の血中乳酸値は

活動終了後に低下，それ以外の隊員に関しては，

活動終了後に上昇の傾向が認められた。模擬消

防活動を中断した隊員 Q の 12 mmol/l という値

は他の隊員とは異なる，突出した上昇量が確認

された。なお，隊員 A~C の 3 名は血中乳酸値の

測定を実施していない。 

 血中乳酸値の変化量が小さい，あるいは活動前
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に比べ活動後に値が減少した理由としては，乳酸

の生成と消費が平衡状態のまま訓練を終えたこと

などが考えられる。 

 

 

図 12 模擬消防活動前後における 

          血中乳酸値の変化 

 

 

図 13 模擬消防活動終了後の 

血中乳酸値と最大心拍数 

 

 図 13 に各隊員の活動後の血中乳酸値と活動

中の 大瞬時心拍数の関係を示す。これから，

活動中の瞬時 大心拍数が高いほうが血中乳酸

値も大きくなる傾向が認められる。隊員 Q の活

動中断後の血中乳酸値はかなり高い値になってい

る。隊員 Q の活動中断の理由として乳酸性作業閾

値を大きく超えて活動を行ったことが考えられ，

血中乳酸値は急性疲労に関してやはり有用であ

るとみられる。しかし，連続測定が困難であり，

消防活動の現場での適用には向かない。 

 

4.2.4 α-アミラーゼ濃度 

 α-アミラーゼ濃度は，唾液アミラーゼモニタ

ーで測定した。図 14 に模擬消防活動前後におけ

る α-アミラーゼ濃度の変化を示す。 

 

 

図 14 模擬消防活動前後における 

         α-アミラーゼ濃度の変化 

 

 5 人の隊員で活動前に比べ活動後の α-アミラ

ーゼ濃度の減少が，13 人の隊員で活動前に比べ

活動後の α アミラーゼ濃度の上昇がみられた。

唾液アミラーゼモニターでは，α-アミラーゼの

濃度とストレスの関係の目安として，0～30 

KIU/L は「ストレスほぼなし」，31～45 KIU/L

は「ストレスややあり」，46～60KIU/L は「ス

トレスあり」，61～ KIU/L は「ストレスだい

ぶあり」，と分類されている。この目安に当て

はめると，α-アミラーゼ濃度の上昇変化からも，

活動により負荷がかかったことが確認できる。

本測定は，唾液中の α-アミラーゼを非侵襲で簡

単に測定できるが，連続測定が困難であり，消

防活動の現場での適用には向かない。 

4.2.5 VAS 値 

 図 15 に模擬消防活動前後における VAS 値の

変化を示す。活動前と活動後を比較すると，隊

員の半分では上昇し，もう半分は減少した。VAS

値はその時の主観を測定する方法であることか

ら，精神的な影響が大きいと考えられる。しか

し，今回の実験では有意な疲労との関連性が見

いだせず，さらなるデータの蓄積が必要と考え
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られる。 

 

 
図 15 模擬消防活動前後における 

              VAS 値の変化 

 

4.2.6 最大酸素摂取量 

 各隊員の個人差を検討する観点から，心肺機

能を比較する目的で，エルゴメータを用い 4 段

階（隊員によっては 3 段階のときもあり）の負

荷をかけたときの心拍数と酸素摂取量の関係と，

20 m シャトルランでの 大心拍数の結果から，

大酸素摂取量を算出した。測定結果の一例を

図 16 に示す。着衣条件は，防火衣ではなく運動

衣とした。 

 

 

図 16 心拍数と酸素摂取量の関係（隊員 A） 

 

 エルゴメータでの心拍数は各段階での 後の

20 点の平均値，酸素摂取量は 10 点の平均値を

それぞれ用いて，各段階の負荷に対応する心拍

数と酸素摂取量を決定した。 大心拍数は 20 m

シャトルラン終了直後の 高瞬時心拍数を用い

た。 

 隊員の心拍機能を比較するために有酸素能力

の指標である酸素摂取量を導入し，算出結果を

図 17 に示す。各隊員の 大酸素摂取量の結果が

示すように，隊員毎にまちまちであることが確

認できる。これからも，疲労状態を推測するに

は個人差を取り込んだ形での評価が必要である

ことが示唆される。なお，隊員 B と Q は，20 m

シャトルランの測定が実施できなかったため，

大酸素摂取量を算出することができなかった。 

 

 

図 17 各隊員の最大酸素摂取量 

 

 また，隊員 X に活動服の状態で， 大酸素摂

取量の測定時に外耳温を連続測定した。その結

果は，測定前の平均外耳温が 36.64 ℃， 高値

が 36.85 ℃，温度上昇は 0.21 ℃であった。防

火衣を着装した消防活動時の温度上昇と比較す

ると格段に低く，防火衣の遮熱効果の高さ，透

湿性の低さを示しており，発汗による潜熱放散

を著しく抑制していることが示唆される。 

4.3 周波数解析 

 心拍数を周波数解析することにより自律神経

系の亢進度，身体的な負荷などのより多くの情

報を非侵襲的に得ることができるとされている。

今回，負荷が大きな状態への適用を試みた。 

4.3.1 模擬消防活動時の周波数解析 

 RR 間隔データのセグメント解析（サンプリ

ング時間 3 分，ずらし幅 15 秒）を MemCalc/win

で実施することでパワースペクトル密度(PSD)

と周波数の関係を求めた結果（訓練前，訓練前
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半，訓練後半および訓練活動後）を図 18 に示す。 

 訓練中は 0.1 Hz 以上の周波数領域での PSD

の傾きが，周波数に対して徐々になだらかにな

り，負荷活動を継続することで，その傾きがよ

り小さくなる傾向が見られた。また，このなだ

らかな減衰を示す領域が低周波領域に拡がる傾

向も確認された。この領域の PSD の傾きや周波

数に対する PSD の依存性を示すグラフ形状は，

休息をとることで徐々に訓練開始前の状態へと

回復した隊員 B と，活動を中断した隊員 Q を比

較すると，PSD の周波数に対する依存性がゼロ

に近づく時間帯が長くなるとともに，活動終了

後も 0.1 Hz以上の領域での PSDの傾きがなだら

かとなる違いが確認できた。さらに，0.1 Hz 以

上の領域で負荷の上昇とともに PSD の上昇が

認められた。同様な結果は他の隊員においても

確認された。なお，この高周波数側の PSD の上

昇の理由としては呼吸成分の影響ではないかと

考えられる。 

 心拍のゆらぎ指標（β）を算出するための周

波数範囲の低周波数側は，サンプリング時間

[sec]の逆数の半分（今回は 1/(3×60)の半分で

0.0027778 Hz），高周波数側は 0.4，0.15，0.1 Hz

の 3 通りを行った。その結果，高周波数側を 

0.15 Hz あるいは 0.1 Hz とした場合，0.4 Hz と

した場合に比べて，負荷による β 値の変動をと

らえやすいがその反面，周波数領域が短くなる

ため β 値の安定性が悪くなった。指標 β の安定

した値を得るには，より低周波数側のデータ数

を増やす必要があるが，このためには，サンプ

リング時間を長くせねばならず，状況が刻々と

変化する消防活動の変化に対応できないといっ

た課題がある。 

 日常生活時の β 値は 0～2 で変動すると報告

されているが，図 19 に示したように，今回の模

擬消防活動時は 3 を越えた値となった。 

 

 

図 19 各隊員の心拍のゆらぎ指標の最大値 

 

 

5. まとめ 

 熱抵抗の高い防火衣を着装した状態での消防

活動では，160～180 bpm の瞬時心拍数を記録し

続け，かつ，外耳温は活動開始から単調に約 3 ℃

の上昇を記録した。暑熱環境下での消防活動は

熱中症になりやすい活動であることが確認され

た。やはり，各隊員の肉体的・精神的な疲労状

態をリアルタイムで管理ができることが望まし

い。 

 中層建物を利用した実践的な消防訓練の活動

分析から，立体的な活動を屋内の限られた平面

的な活動で再現できる模擬消防活動を策定した。

策定した模擬消防活動において測定した瞬時心

拍数，外耳温の時間変化は，中層建物での実践

的な消防訓練における時間的変化と絶対値の変

化が非常に精度良く捉えることができたことか

ら，策定した模擬消防活動で実践的な訓練を再

現できることを確認した。 

 消防隊員の体力に個人差（体力，心肺機能，

年齢など）が大きいため，各個人の基礎データ

からの逸脱量で疲労度を判断することも必要で

ある。 

 RR 間隔の周波数解析から求められる，PSD

の周波数の関係から，0.1 Hz 以上の周波数領域

の形状が，訓練前後で顕著に変動することが確

認できた。この PSD のパターン形状の変化やゆ

らぎ成分の変化を表す指標 β は，隊員の心拍状
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態を推し量ることのできる指標として有用であ

る。特に，訓練中断者と非中断者の大きな相違

点が，休息時における回復能力（回復時間）で

あることから，時間毎の PSD と周波数の関係を

モニタリングすることで，活動の中断・再開・

休憩の継続の判断が可能となると期待される。 

 RR 間隔の周波数解析から求められる LF/HF

は，自律神経機能の亢進状態を示す貴重な情報

ではあるが，心理的な要素が深く関与するため，

この指標に対する影響については，さらなる検

討が必要である。 
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策定する模擬活動

① 開始 1分
② 空気呼吸器装着

③

φ50mmホース2本（7 kg×2個）
トレッドミル（傾斜10%, 5 km/h）

3分

踏み台昇降（ステップ高さ：18 cm） 1分

④

10 kg（5 kg×2個）の錘を持つ
トレッドミル（傾斜10%, 4  km/h）

3分

踏み台昇降（ステップ高さ：18 cm） 1分

⑤ 要救助者①に接触、バイタル確認 1分

⑥
25 kgのナップサックを前面で抱える
トレッドミル（傾斜0%, 2 km/h）

3分

⑦ 要救助者①のバイタル再確認 1分

⑧

24 kg（12 kg×2個）の吊り下げ錘を持つ
トレッドミル（傾斜10%, 3 km/h）

3分

踏み台昇降（ステップ高さ：18 cm） 1分

⑨ 発電機起動，照明活動 2分

⑩ トレッドミル（傾斜10%, 5 km/h） 2分

⑪ 要救助者②に接触、バイタル確認 1分

⑫
25 kgのナップサックを前面で抱える
トレッドミル（傾斜0%, 2 km/h）

3分

⑬ 活動終了 計26分6

①現場到着 1F
②空気呼吸器装着

③ホース搬送 1F → 4F

④ホース延長 4F → 5F

⑤要救助者発見 5F

⑥要救助者搬送 5F → 1F

⑦意識の再確認 1F

⑧資器材搬送 1F → 5F

⑨照明活動 5F
⑩救助活動へ移行 5F → 6F
⑪要救助者発見 6F

⑫要救助者搬送 6F → 1F

⑬活動終了 計25分
 

図 5 策定した模擬消防活動 
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図 18 RR 間隔の MEM 解析に基づく PSD と周波数の関係（左：隊員 B，右：隊員 Q ） 

 

 

 

（大場淳一 〒245-0067 横浜市戸塚区深谷町 777 TEL: 045-853-8643） 
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［展示発表 2］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

ホースガイドローラーの開発 

 

東近江行政組合消防本部 

川村太平、中村亘孝 

 

【はじめに】 

・火災防御（人命救助）活動を効率的に進める

ためには、充水したホースを携行して建物内

に進入し、人命検索や消火を行う必要がある。

その際、ホースの重量や折れ曲がり等により、

活動に障害が生じ、また、その対応に労力を

費やしているのが現状である。 

 そこで、様々な問題点を改良し、屋内進入

時にスムーズなホースの取り回しが行える

『ホースガイドローラー』を開発した。 

 

【開発経過】 

・まず、ドアや固定物に挟み込め、角度も変え

られるものを考えたところ、強固に締め付け

ることが出来る建築用のクランプ（A）を採

用することとなった。標準的なドア、固定物

の厚みに対応するためクランプの幅は 55mm

とし、手摺りやドアノブの様な丸みを帯びた

物にも固定出来るように受け台にはテーパ

ー加工を施した。また、このクランプは 0 度

から 90 度まで自在に角度変更、調整が可能。

（写真 1、図面参照） 

・次にホースの接するガイド部分を試行錯誤し

た結果、数珠からヒントを得て、穴の開いた

樹脂製ボールをら旋状の金属棒に通した構

造とした。また、金属棒を単なる円形では無

く、ら旋状にすることにより 40mmから 65mm

のホースにも対応し、ホースを設定しやすく、

又、充水時はホースの自重によりガイド部分

から外れることは少なく、且つ、解除もしや

すい構造とした。（写真 1～4、写真 10 参照） 

・ホースガイドローラーのクランプ部分（A）

とガイドローラー部分（B）の接続部は 360

度回転可能であり、クランプの 0 度から 90

度の角度変更可能と併せて様々な固定物に

対応する構造となっている。（写真 2、3 参照） 

 

【使用方法】（写真 5、6、図面参照） 

①ドア側面やドアノブ、ベランダ枠等に対して、

クランプの角度を調整後、締め付けて固定す

る。 

②充水したホースをガイド部分のら旋状の枠内

に通す。 

※約 5 秒で設定完了。 

 

【活用利点】 

・ドアにホースガイドローラー設定をして、充

水したホースを通しても外れること無く活

動が可能。 

・ホースの送り、引き込みについて 

 ホースガイドローラー使用時：両手でホー

スを保持しながら、スムーズな送り出し、引

き込みが行え、労力が軽減された。 

 ホースガイドローラー未使用時：両手でホ

ースを持ち上げ、大部分を引きずりながら、

送り出し、引き込みを行うため、労力を要す

る。 

・防火戸の様な自閉式扉であっても、ガイドロ

ーラーが扉を押さえ、ホースの挟み込みを防

ぐことが出来、ホースの隙間を確保出来る。 
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・床面でのホースの擦れと障害物の回避をする

ことが出来る。（写真 6～8 参照） 

・下階から上階へのホースの送り出し、上階か

らの引き込みも容易に出来る。 

・受け台にテーパー加工を施しているため、丸

い形状の手摺りにも対応可能。（写真 9 参照） 

・瓦屋根の不安定な足場でもホースの送り出し、

引き込みがスムーズに出来る。（写真 10、11

参照） 

 

【まとめ】 

・様々な実験検証の結果、充水したホースを携

行しての進入、退出には大変有効であり、隊

員の大幅な労力軽減と消火活動等の時間短

縮に繋がる事が実証出来た。また、このホー

スガイドローラーを複数で使用することに

より効果は倍増する。 

 軽量、コンパクトであるため、各隊員が携

帯し、活用する事で更に迅速な活動に繋がる

と考える。 

 

 

 

 

 

 

【写真 2】 

 

A は 90 度角度調整可能。 

 

・構造【写真 1】 

単管用クランプを加工した物（A）に作製した

ローラー部分（B）を取り付けた。 

 

A：90 度角度調整が可能でありドアやベランダ

枠等に強固な固定が可能。 

B：穴の開いた樹脂製ローラーをら旋状に曲げ

た金属棒に通したもの。ら旋状にすることに

より充水ホースの着脱が容易。 

※A と B の接続部は 360 度回転可能。 

 

【写真 3】 
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【写真 4】 

○ら旋状のガイド部分 

 

 

【写真 6】 

○ホースを通した状態 

 

 

【写真 8】 

○防火戸側面に取り付けた状態 

 

 

 

 

 

【写真 5】 

○ドア側面に取り付けた状態 

 

 

【写真 7】 

○ドアノブに取り付けた状態 

 

 

【写真 9】 

○ベランダに取り付けた状態 
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【写真 10】 

○三連梯子を架梯して支管に取り付けた状態 

 

【写真 11】 

 

 

 

【図面】 

単管クランプを
加工した物

幅５５㎜

固定物

受け台はテーパー加工。
球体でも固定可能。

９０度角度変更可能

ＡとＢの接続部は

３６０度回転可能

締め付け部分

樹脂製ローラー

ら旋状の金属棒

Ｂ 穴の開いた樹脂製のローラーに
ら旋状の金属棒を通した物

Ａ

ガイド部分

重量：２５０ｇ

（川村太平 滋賀県東近江市東今崎町 5-33 東近江行政組合消防本部 

TEL: 0748-22-7604 FAX: 0748-23-0119 E-mail: keibo@eastomi.or.jp）
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［展示発表 2］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

面体着装時の漏気に対する改良策 

 

東近江行政組合消防本部 

東森祐介、鈴木健太郎 

 

1 はじめに 

 現場活動において空気呼吸器は今更述べる必

要はありませんが、重要で必要不可欠な器具で

す。 

 エア・ウォーター防災や興研、ドレーゲル等

の空気呼吸器メーカー各社は「デマンド型」か

ら「プレッシャデマンド型」へと吸気供給方式

を発展させ、現在ではプレッシャデマンド型で

も、手動で陰圧・陽圧を切り替える「手動陽圧

切替型」から更に発展し、面体着装後の 初の

吸気で面体内の圧力を陽圧に切り替える「自動

陽圧切替機能」を備えたプレッシャデマンド型

が主流となってきています。 

 またこのことは、今まで以上に面体着装時の

漏気対策が重要になってくることは容易に推測

される事柄です。 

 

2 漏気について 

 人の顔は千差万別で左右も非対称です。面体

着装時の漏気は、顔面の凹凸状況、面体着装時

における顔面の正中線と面体の中心線とのズレ

や、面体バンドの締め付け具合等に起因するも

ので、面体が顔面に密着する部分（以下、「接顔

部」という。）と顔面との僅かな隙間（以下、「漏

気箇所」という。）で発生します。 

 現時点においては、面体着装時に漏気が認め

られれば「面体バンドを更に強く締め付ける」

か「面体を再度着装する」しか漏気を止める方

法はないと考えられます。 

 

3 改良策について 

(1) 概略 

 改良策は上記 2 に起因する漏気に対し、面体

の接顔部に取り付けたバルーンを、面体内を陽

圧に保つ空気により膨らませることで漏気防止

を図るものです。 

 バルーンで漏気を止めるためには、初めから

膨らませたバルーンを接顔部に取り付ける方法

も考えられますが、この場合は不要な部分まで

もバルーンが膨らみ、面体自体が不安定となり、

活動時面体の離脱の危険性があります。 

 今回の改良策は面体を着装後、面体内の陽圧

を保とうとする空気で漏気箇所のみバルーンが

膨らむため、面体と顔面の密着も良く効率的に

漏気を防止するのが特徴です。 

・・写真 1 写真 2 参照・・ 

(2) 試作品 

 試作については、当消防本部で使用している

エア・ウォーター防災（株）の L-SV 面体（以

下、「SV 面体」という。）を改良しました。 

 SV 面体の構造は、内側と外側に 2 枚のゴム

製の接顔部が取り付けてある  「二重リップ構

造」で、激しい活動でも面体内の気密を保持す

る構造となっています。（エア・ウォーター防災

（株）：担当者談） 

・・写真 3 参照・・ 

 試作品は改良策の効果を確認するために、内

側にあるゴム製の接顔部を削り取り、外側の接

顔部のみとしました。 

 外側の接顔部に、半円状に加工したゴム板バ
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ルーンを取り付け、このバルーンを膨らます陽

圧空気は、面体下部に取り付けたゴムホースに

より供給します。バルーンは半円状のチューブ

ですが機能的には、陽圧空気が通る送気部分と

漏気箇所でバルーンが膨らむ部分の二つに分か

れます。 

・・写真 4 図 1、2 参照・・ 

 

4 漏気止めの効果について 

 バルーンへの空気供給については、「手動陽圧

切替型」の場合は手動により、「自動陽圧切替型」

の場合は面体着装後の 初の吸気により、それ

ぞれ面体内が陽圧になった時点でゴムホースを

通して面体内から陽圧空気がバルーンへ流れる

ことにより行われます。 

 バルーンに供給された陽圧空気は、まず送気

部分を充満させ、その後、漏気箇所に流れ込む

ことで膨らむ部分が膨らみ漏気箇所を埋めます。 

 バルーンの圧力は面体内の圧力と等しいこと

から、呼気時やバイパス弁の解放時など一時的

に面体内の圧力が上昇すると、バルーンの圧力

も同じように上昇します。常にバルーンの圧力

と面体内の圧力は等しくなり漏気を防止するこ

とが出来るのです。 

・・図 3 参照・・ 

 隊員 10 名に対し従来の SV 面体と試作品の漏

気比較試験を行ったところ、試作品の漏気防止

は、従来の SV 面体を上回る効果がありました。

また、SV 面体着装時の面体バンドの締め付け

に比べ、試作品では弱い締め付けでもバルーン

の効果により漏気を完全に防止することが認め

られました。 

 

5 おわりに 

 各空気呼吸器メーカーの面体を調査しました

が、この様な対策はとられていないようです。

また、改良策は構造的に簡単なものであり、ど

の空気呼吸器メーカーの面体にも改良すること

は可能です。 

 よって、改良策を取り入れた面体を新たに設

計することは容易であり、新たな設計となれば

バルーン自体を面体内の構造として組み入れ、

バルーンに陽圧空気を送るゴムホースを省略す

ることも可能となります。 

・・図 4 参照・・ 

 面体からの漏気は例え許容範囲内であっても、

活動中の隊員には、たえず「漏気している」と

いう思いが頭をよぎっています。 

 漏気の無い面体は、現場活動で使用する隊員

の安全面を向上するとともに、漏気防止による

活動時間の長期化と効率化、何よりも面体着装

した隊員が抱いてしまう「漏気している」とい

う不安の解消に繋がり、現場活動での「安全」

「確実」「迅速」の 3 つが確立するものと自負し

ます。 
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【写真 1】初めから膨らんだバルーンの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面体着装時の状況。 

 黒色板を「面体」、凹みのある板を「顔」

と仮定。（写真 2 も同じ） 

 隙間は完全に埋まるものの、漏気箇所を埋めた後の余った空気の行き

場が無く、バルーンは不要に膨らみ非常に不安定である。 

バルーン 

面体 

顔面 

面体着装前の状態。 
（バルーンは膨らんでいる。） 

顔面の凹凸 
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【写真 2】必要な箇所のみバルーンを膨らます場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面体着装前の状態。 
（バルーンは萎んでいる。） 

面体着装時の状態。 

 バルーンは漏気箇所のみが膨らむ。 

 また、面体内の圧力と漏気箇所でのバルーンの膨らみ圧力は同じである

ことから、漏気はしない。さらに、不要な箇所は膨らまず安定性も良い。 

面体着装後、隙間のみバルーンが膨

らんだ状態。 
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【写真 3】エア・ウォーター防災（株）L-SV 面体 

  

 

 

 

 

 

 

【写真 4】バルーンへの陽圧空気の供給について 

 

 

 

 

内側の接顔部 
※今回の改良策では効果を確

認するため削り取りを行う。 

外側の接顔部 

 L-SV 面体の接顔部は「二重リップ構造」で、激しい活動でも

気密を保持する構造となっています。 

 バルーンを膨らませる陽圧空気は、面体下部に取り付けたゴムホースによ

り、面体内からバルーンへ供給されます。 

矢印：陽圧空気の流れ 
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【図 1】バルーンについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 2】バルーンの機能について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大 

バルーン 

拡大 

Ａ－Ａ’断面図 

アイピース 

内側の接顔部 
（削り取り） 

外側の接顔部 

バルーン 

接顔体 
本体 

Ａ 

Ａ’ 

バルーンは半円状に加工したチューブですが、機能的には 

・陽圧空気が通る「送気部分」(右上図面①) 

・漏気箇所で膨む「膨らむ部分」(右上図面②) 

に分かれます。 

Ａ 
Ａ’

バルーン 

外側の接顔部 

②

① 

接顔体 
本体 

Ａ－Ａ’断面図 

 SV 面体の内側の接顔部を削り取り、外側の接顔部に面体体内の陽圧

空気で膨らむバルーンを貼り付けたもの。 
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膨らむ部分

送気部分

接顔体
本体

外側の
接顔部

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 4】試作品を発展させた一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 隙間の膨張部分を膨らます圧力は面体内の陽圧と同じ圧力となるため、呼

気時や、バイパス弁の解放時など面体内の圧力が高くなれば膨張部分の圧力

も高くなります。 

 常に膨張部分の圧力と面体内の圧力は 1：1 の関係となり漏気を止めること

が出来るのです。 

拡大 

バルーン 

拡大 

 送気部分に幾つかの通

気口を設け、陽圧空気が供

給されるようにする。 

膨らむ部分 

接顔体 
本体 

バルーン 

送気部分 Ａ－Ａ’断面図 

通気口

【図 3】バルーンの膨らむ状況 

（鈴木健太郎 滋賀県東近江市東今崎町 5-33 東近江行政組合消防本部 

Tel: 0748-22-7604 FAX: 0748-23-0119 E-mail: keibo@eastomi.or.jp）
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［展示発表 2］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

狭所巻きホース作成器の開発 

 

東大阪市消防局 

花谷忠司、松嶋宏司 

 

はじめに 

 全国的に定着したガンタイプノズルを使用し

た消火戦術は、40mm 及び 50mm ホースの使用

が主流となっており、消火活動時の転戦が容易

となり、その活動範囲の拡大が火災による被害

の軽減の一利となっています。また、小径ホー

スの使用は狭隘スペースでの使用にすぐれ、さ

らに狭所巻きホースの巻き方と組合せれば、高

圧送水を必要とするガンタイプノズルの有効性

能を損なうことなく消火活動ができる利点に、

多くの消防隊員が納得したところです。 

 しかし、この狭所巻きホースは作成時にホー

スを巻き取る際、ホースの折れ面の片方を継続

的に地面に擦り付け磨耗させてしまい、そのホ

ースの耐久性を著しく損なうこととなり、消火

活動時に漏水し活動時の危険要因となっていま

す。 

 そこで、この擦り付けと磨耗を軽減させ、そ

の危険要因のひとつを軽減させる器具を開発し

ました。 

 

概要 

 狭所巻きホースを作成する際の巻き取り方法

で、ホース巻き取り部分に回転式の巻き取り台

を置き、その巻取り台に取り付けた折り返しピ

ンに狭所巻きホースの内側になる雄金具を置き、

回転盤を廻すことで巻き取り時に発生する摩擦、

磨耗を軽減させます。 

 狭所巻きホースは直径約 135cm、折りたたん

だ状態で約 196cm の長さになり、回転盤を製作

する過程でこの大きさがネックとなりました。

この問題点を解消するために、盤面上に V 型に

折り返しピンを配置することで狭所巻きホース

作成器のコンパクト化（90cm×90cm）を実現し

ました。 

 狭所巻きホースの作成時間は約 50 秒と従来

の方法より大幅に時間短縮でき、必ず一定の大

きさで作成できます。これにより、ばらつきの

無い安定した狭所巻きホースを災害現場や訓練

で使用できる様になります。 

 

開発に伴う効果 

・短時間で作成できる。 

・省スペースで作成できる。 

・狭所巻きホースの大きさを一定化できる。 

・消防資器材の器具愛護意識の高揚 

 

終わりに 

 今回作成した狭所巻きホース作成器は、低コ

ストで作成可能ですが、まだまだ改良の余地が

あると思われます。今後この狭所巻きホース作

成器をより良い物にさせるためにも皆様のご意

見をいただければ幸いです。 
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図 1 盤面 

 

 

図 2 回転台 
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図 4 キャスター部拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 側面図 
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狭所巻きホース作成器写真 

 

 

写真① 盤面表 

 

 

写真② 盤面裏 

 

 

写真③ 盤面回転台 

 

ホース折返しピン 

盤面中心軸 

キャスター 

回転軸 
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狭所巻きホース作成方法 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

・狭所巻ホース作成器盤面上には赤線と黒線

があり、赤線については同じ箇所にホース

を 2 回巻く。 

・黒線は 1 回巻である。 

・狭所巻ホース作成時には、盤面を回転させ

て作成する。 

写真①作成方法 

・スタート位置に雄金具をセットする。 

・写真○のように 2 本並んだスタートピンに

雄金具の袴部分をはさみセットする。 

写真②作成方法 

写真③作成方法 

・→の方向にホースを巻き始める。○の位置

のピンにホースを掛け、次に○位置にある

ピンに順にホースを掛ける。 

・←の方向へ盤面を回転させながら作成す

る。 
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・さらに同じピンを通し 2 周巻く。 

写真④作成方法 

・2 周巻き終えたホースは○のピンに写真の

ようにかける。 

・次にセンターピン○の内側を通すようにホ

ースを設定する。 

・さらに○のピンにホースを掛け外側にホー

スを巻く。 

・→の順序ホースを設定していく。 

・この手順で順にピンをずらしながら同じよ

うにホースを巻いていく。 

写真⑥作成方法 

写真⑤作成方法 
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写真⑦作成方法 

・外側にあるピンの 5 本目○までホースを巻

ければ、盤面の線が赤色に変わる。この赤

線のとおりに同じ 5 本目のピンにホース

が 2 回通るように設定する。 

・写真のように 2 周目を○のピンを通せば次

に、センターにある○ピンにホースを掛け

る。 

写真⑨作成方法 

写真⑧作成方法 

・これまでの手順と同じように最後のセンタ

ーピンにホースを掛ける。 
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写真⑩作成方法 

・先ほどかけたセンターピンの相対位置にあ

る○ピンにホースを設定する。 

写真⑫作成方法 

写真⑪作成方法 

・最後にこれまでと同様に→の方向にホース

を巻けば完成。 

・巻取り終了。 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 203 -



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

（〒578-0925 大阪府東大阪市稲葉 1-1-9 東大阪市消防局警防部警備課 

消防司令補 松嶋宏司 TEL: 072-966-9665 FAX: 072-966-9669） 

写真⑮作成方法 

写真⑭作成方法 

写真⑬作成方法 

・ホース取り外し手順は○の位置にあるホー

スと、センターピンに掛かっているホース

○を順に取り外す。 

・取り外したホースを合わせる。 

・狭所巻ホース完成。 
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［展示発表 2］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

簡易式万能ジャッキの改良 

 

宍粟市消防団 

守本達由 

 

1 はじめに 

 消防法は、『火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、

国民の生命、身体及び財産を火災から保護する

とともに、火災又は地震等の災害に因る被害を

軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の

福祉の増進に資すること』を目的と明記されて

いる。 

 我々、消防団員は出動命令が出れば、本来の

職業から離れて非常勤の公務員として上司の指

揮命令の元で活動を行うわけであるが、消防団

員の特殊性から、本職の消防署のような人員で

の出動や、途上での水利確認や指示はほとんど

なく、到着現場対応となっている。 

 このような状況下で、団員が効果的に災害に

因る被害を軽減することは、現場においての機

材の充実を図ることは言うまでもない。 

 このため、現在我々は月に数度の点検で水利

位置の確認を行っているところである。しかし

ながら、目視による点検確認をしていても自然

の力は人間の創造した以上の力で水利位置付近

の状況が変化するという問題点がある。 

 これらの問題点を解決し、火災現場活動時の

水利確保を向上させるため研究してみた。いち

早く、吸管を水利に投入できるか、（どれだけ早

く安全に蓋を開けることが可能なのか）更に取

扱いの容易さや、多用途での使用についても可

能な工具としての改良を試してみた。そして、

現在欧州車用としても車両に積載されている

『ジャッキ』に着目し、今回、『持上げ・吊り下

げ・空間確保』の可能な『簡易式万能ジャッキ

の試作を行ったものである。 

 

2 試作品の概要 

(1) 本体機能の概要 

 今回の試作品は、『持上げ』『吊り上げ』『広げ』

が可能にすることに着目し、持上げ部分と接地

部分を補強し、併せて取り外しの吊り下げフッ

クを装着し、持ち運び可能な重さとした。（写真

1 参照） 

(2) 使用用途 

 本試作品の使用用途については、①吸管投入

口において土砂等が隙間に入り手では、持上げ

が困難となる場合（写真 2 参照）②溝蓋（縞鋼

板）が連続し隙間もほとんど無い状況での持上

げ（写真 3 参照）③変形した部分の修正（写真

4 参照）④車両の持上げ（写真 5 参照）⑤シャ

ッターの持上げ（写真 6 参照） 

 

3 試作品の検証結果 

 作製した試作品を『持上げ』『吊り上げ』『広

げ』のあらゆる状況を想定しその機能を検証し

た結果、①土砂等によるグレーチングの目詰ま

りにより、2 人で持上げが不可能な場合でも容

易に開けることが可能。②溝蓋（鋼板）が連続

し、隙間もほとんどなくバールも入らない部分

でも爪を入れれば、ジャッキアップが容易に可

能。③接触事故により柵が変形した部分の修正

（広げ）を行う場合ハンドルを回転させ空間を

広げることが可能。④車両の持上げについては、

本来の機能を向上させるため接地面積を広げ安
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定性を上げる。⑤シャッターの持上げについて

は、内部より鍵がかかり外部より開けることが

できない場合の開放が（隙間が 8mm あれば爪

が入り持上げ）可能。 

 

4 まとめ 

 今回の試作品は検証において当初の研究目的

が達成できた。特にジャッキは持上げ機能が中

心であったが、試作品では本来の用途以外の利

用方法の応用が発見できた。その利用性から消

防車輌に積載することにより、火災現場での迅

速な活動とあらゆる災害現場で活動する消防団

員が被害の軽減に努められるものと確信した。 

 

 

①本体の重量 

 

①本体の作動時 

 

②グレーチングの持上げ（砂のかみ込み有） 

 

②グレーチングの下に自然水利 有 

 

 

③連続した溝蓋（指他の入る隙間なし） 

 

③銅板の隙間にジャッキの爪をいれて持上 
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④接触事故による策の変形 

 

④修正（広げ）作業 

 

④修理完了 

 

⑤車輌持上げ 

 

 

⑥シャッターの持上げ 

（守本達由 TEL/FAX: 0790-72-0997 

E-mail: sys38561@meg.winknet.ne.jp）
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［展示発表 2］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

地震自動解錠補助装置の開発 

 

三愛物産株式会社 

小掠 伸、阪田邦雄 

 

1. 現状と問題点 

 町内会或いは自治会で共助用の防災機材の保

管庫が設置されている。その保管庫の扉の錠は、

常に鍵を掛けて管理されており、合い鍵は複数

の人が保管している。 

 しかし、民家が倒壊するような強い地震に際

し、合い鍵を持参して駆けつけられるかが問題

である。一刻を争う人命救助に必要な機材を防

災庫から取り出さなければならないのに鍵がな

ければ救助ができないことも考えられる。 

 また、町内会において合い鍵を保管する人の

心理的負担も大きく、預かりを辞退する人が多

いと聞いている。 

 更に、津波避難所或いは非常出口等の錠が掛

かっている場合、外から中に入ることができず

救護を必要とする場合や、逃げ込むことができ

ない場合も想定される。 

 

2. 開発 

 阪神淡路地震のテレビ放送で住民の声として

「バール一本あったならもっと助けられた」と、

言った人がいた。火の手が迫ってくる中、現場

の状況を想像するに余りあるものがあります。 

 私の脳裏からその言葉が離れることなく、10

年余り経ったころ知人の自治会長が「防災倉庫

の鍵の預かり手がなく困っている」と、言った

内容の話があり本案の開発を思いついたのが始

まりであります。 

 開発に着手したのは 2008 年、当初はバッテリ

ーを電源とした電気式で試作を開始しましたが、

コスト面やメンテナンスを考えるとシンプルな

機械式の方がすべてに有利であるとの判断から

機械式のみの試作に取りかかった。 

 

3. 仕様 

1) 感震駆動装置（センサードライブ） 

 振り子（錘）が 360 度何れの方向に揺れても

錘を吊下げた軸が傾けば軸に固着された円盤も

傾き、同時に円盤の周辺に接した可動板が押し

上げられるので、噛み合っていたストッパーが

外れるためプーリーの端に接続されていたバネ

が縮み、その付勢力でワイヤーを牽引し、その

先にある錠のサムターン（図 13・14 参照）を回

し解錠する構造である。 

 当、センサードライブの解錠に必要なストッ

パーを解放する震度は、表 2 の計測震度と震度

階級の関係から写真 4 の加振機を用いて調整を

行うものとする。 

・センサードライブの仕様は次のとおり 

型  式  機械式 

感震方式  振り子式 

感知方向  全水平方向 

作動震度  震度 5 弱・震度 5 強・震度 6 弱

（表 2 参照） 

駆 動 部 引きバネ式 

駆動方法  ワイヤーによる牽引 

・社内テスト 

 センサードライブの社内テストは、正弦波

加振機により XY 軸方向にスイープ試験を個

別に行う（写真 4）。 
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 計測測定器は、次のセンサーを用いてパソ

コン画面の計測値を記録するものとする。 

・前記加振機の計測震度計は下表のとおり 

メーカー 株式会社数理設計研究所 

品  名 加速度センサ DID-SSS/S23 

計測形式 加速度センサ（AnalogDevices 

ADXL 103/203）計測成分 3 成分加速度

計 

最大計測範囲 ±1.5G（-1667～+1471gal）

2) 連結装置 

 スライド式の片開き又は両開き扉に本装置を

用いる場合には、壁に取り付けたセンサードラ

イブから前記サムターンまでの間にワイヤーの

連結装置が必要になる（図 16）。 

連結装置は、扉の開閉に伴い図 14・15・16 の如

くワイヤーを接続・解放する装置である。 

3) 解錠装置（標準扉） 

 解錠装置は、スライド式扉又はドア等の殆ど

の扉に用いられている錠前のサムターンを回動

することにより、解錠する装置である。 

サムターンには、90 度の回転で解錠するものと

180 度の回転で解錠するものがあるが、図 14～

16 は 180 度の回転が必要な場合であり、90 度の

回転の場合は図 16 の如くワイヤーを直線的に

牽引するだけで解錠できる比較的簡単な方法で

ある。 

解錠方法  サムターン回動牽引 

牽引方法  ワイヤー牽引 

 

4. 開発による効果、その検証 

 開発商品化後、解錠に必要な振動を伴う地震

に遭遇しておらず、その効果のほどは分からな

いが、納入先での評価は十分に手ごたえがある。

また、NHK（2011.11.8 日）始め民放各社でのテ

レビ放映の視聴者からの問い合わせ始め、各紙

新聞記事の反響も大きく如何に多くの人が防災

に関心をもち、且つまた震災時における鍵の保

管について悩んでいるかが判明した。 

 

5. 今後の課題 

 当、地震自動解錠装置を用いた防災倉庫又は、

人命に関わる地震時に必要とする全ての扉の錠

に一つでも多く利用されて人命救助に供できれ

ばと考える。それには、製造原価の低価格と多

くの人に認知してもらう努力が必要である。 

 

 

 

図 1 感震駆動器の外観 

 

 

 

 

表 1 

項 目 仕 様 備  考 

型  式 機械式 オプション使用時のみ電源要 

感震方式 振り子式  

駆動方式 引きバネ式 牽引力 1.75Kg (2.5Kg) 

感知方向 全水平方向 XY2 軸 

試験地震波 阪神･小千谷･十

勝沖 

建材試験センター/UR 都市機構 

牽 引 幅 45mm  

取付場所 室内壁面又はボ

ックス 

垂直取付 

材  質 主要部 SUS304 カバー・錘は SS 

外形寸法 150W ･ 250H ･

120D 

 

重  量 2850g  
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表 2 気象庁ホームページより抜粋 

震度階級 4 5 弱 5 強 6 弱 6 強 7 

計測震度 3.5 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 

※境界加速度 cm/s2 25 80 142 253 ※450 ※800 

※境界加速度は 78 年基準に基づく推定  cm/s2≡gal＝10-2m/s2 

 

        

   図 2 感震駆動器の内部左斜視図         図 3 感震駆動器の内部右斜視図 

錘が揺れると円盤が傾くため可動板が押し上げられ、つづいて調整螺に接続されたストッパ

ーが開き係合部が解放される。従ってバネの付勢力によりプーリーが回転し、ワイヤーを牽

引する。 

 

 応用 1  防災庫や避難口扉の合い鍵を保管、多少の防災用品も収納可 

        

     図 4 鍵ボックスとして利用 

 

 

セットハンドル 

調整螺 

錘 

ストッパー 

可動板 

円盤 

図 5 鍵ボックス内部 

ゼンマイ式ベルは扉の開閉に連動 
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 応用 2  合い鍵及び消火器やバールを保管、長尺もの収納可 

        

    図 6 キャビネットとして利用        図 7 キャビネット内部 

 

 応用 3  感震駆動器を防災庫に直接取付、連結装置や解錠部も開発済 

 

図 8 防災庫の内部図 

 

 応用 4  

 
図 9 避難所門扉に取付図 
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 応用 5  

 

図 10 両開きフェンス扉に取付図 

 

 

 応用 6  

 

 

 

図 11 片開きフェンス扉に取付図 

 

センサードライブ収納箱（閂裏側のロックをワイヤーで引き外す） 
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   図 12 閂構造図（解錠時）   図 13 閂構造図（施錠時） 

センサードライブによりワイヤーを牽引するとロックピンが外され、レバーを上げることができる。 

 

        

        図 14 系統図（扉解）              図 15 系統図（扉閉） 

 

        

           図 16 連結装置詳細図          図 17 90 度サムターン図 

解錠レバー 

閂 

ロックピン 

ワイヤー 

（解錠機構図） 
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写真 1 UR 都市機構の振動試験風景 

 

 

写真 3 UR 都市機構試験風景 

 

 
写真 5 計測震度測定センサー 

 

写真 2 試験データー 

 

 

写真 4 社内テスト装置 

 

 
写真 6 計測震度画面 

（三愛物産株式会社三重支店 〒514-0815 三重県津市藤方 1165-1 

TEL: 059-228-5101 FAX: 059-228-2826 E-mail: sanai-mie@solid.ocn.ne.jp）
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［展示発表 2］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

双腕仕様機（ZX70TF-3）の開発 

 

日立建機株式会社 

奥田一晶、江口隆幸、石井啓範、冨田邦嗣 

 

1. 現状と問題点 

 我が国は、地震、台風、火山噴火等による自

然災害が高い頻度で発生する。阪神・淡路大震

災や、東日本大震災のような巨大災害によって

倒壊した建物を除去するために、いわゆる重機

をベースとした様々な作業機械が使用される。

これら災害救助作業を行う作業機械には、重機

の持つパワーだけでなく、作業中の 2 次災害防

止の観点から繊細な作業が要求される。そこで

我々は、より繊細な作業の実現を目指し、人間

と同様に 2 つの作業フロントを有する双腕仕様

機 ASTACO を開発した（2005 年）。 

 初代 ASTACO の外観写真を図 1 に示し、特徴

を以下に示す。 

・双腕により、「掴みながら切断する」｣｢長い物

を折り曲げる｣といった複雑作業が可能 

・ポンプ 1 台で多数のアクチュエータを駆動可

能な油圧システムを採用し、双腕の同時駆動

を実現 

・右手で右フロント、左手で左フロントを操作

する操作方式により、双腕同時操作が可能

（図 2） 

・操作装置に速度式ワンレバーシステムを採用

し、直感的操作と疲労低減を実現（図 3） 

・3 次元的に左右作業フロント姿勢を演算する

ことで、左右フロント同士の接触を回避（フ

ロント干渉防止機能）（図 4） 

・災害救助だけでなく、解体作業での使用（基

礎解体等）も視野に入れ、左右で異なる作業

フロントを採用（右：3.5 t ミニ油圧ショベル

用フロント、左：5 t ミニ油圧ショベル用） 

 

 初代 ASATCO は、2008 年 12 月から 2011 年 3

月までの 2 年半の間、消防機関に配備され、現

場で使用された。ここで、初代 ASTACO は災害

救助作業だけでなく、一般の解体作業等も視野

に入れて仕様を決定していた．そこで、実際に

操縦を行う隊員の方にヒアリングを実施し、災

害救助作業用の双腕仕様機としてあるべき姿の

明確化を図った。ヒアリング結果を表 1 に示す。

内容は以下の通りである。 

・双腕の有効性：双腕作業の有効性について、

79%の方から「有効性アリ」との回答を得て

おり、双腕による作業の有効性をある程度認

めていただいた結果と考える。具体的には、

片側の作業装置で対象物を確実に掴み、他方

の作業装置で切断・あるいは引っ張るなどの

動作により、排除対象物だけを落下させるこ

となく安全に除去できること等に有効性を

見出されたようである。 

・作業フロント作業力：54%の方から「十分」

との回答を得る一方で、33%の方から「不足」

との回答を得た。先に述べたように、初代

ASTACOは左右で異なる大きさの作業フロン

ト（3.5 t 級、5 t 級）を設けており、フロント

作業力も左右で異なることから、特に作業力

の小さい側のフロントに対して、作業力不足

という意見を得た。 

・作業フロントの作業範囲：72%の方から「十

分」との回答を得た。また、作業範囲の広さ
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ではなく、左右での違いに関して課題が明ら

かになった。初代 ASTACO では、左右の作業

フロントの作業範囲も異なっており、左右フ

ロントを同時に動かす際に、この作業範囲の

違いが操作を難しくしているという指摘を

受けた。 

・操作装置：フロントの操作システムについて

は 83％の方から「良好」との回答得ており、

双腕を同時に駆動可能とした新操作システ

ムの有効性を示す結果と考える。また、フロ

ントの操作とは異なる観点であるが、運転室

前方の走行レバーを操作する際に、横向き配

置にしたフロント操作レバーにオペレータ

の身体が接触しやすく、フロント誤動作の原

因となるという指摘を受けた。 

・視界性：前方視界について、67%の方から「良

好」との回答を得る一方で、25%の方から「悪

い」という回答を得た。具体的には、作業フ

ロントを外側にスイングさせた際に、作業フ

ロント自身が遮蔽物となり、フロント先端の

作業装置が見え難くなる点が指摘された。 

・本体安定性：79％の方から「安定している」

との回答を得る一方で、17%の方から「不安

定」との回答を得た。 

・走行力：特に搬送車に登坂する際に走行力に

ついて、75%の方から「十分」との回答を得

る一方で、25%の方から「不足」という回答

を得た。 

・干渉防止：100%の方から「必要」との回答を

得ており、フロント干渉防止制御の有効性を

示す結果と考える。 

 

2. 開発 

 2011 年度に複数の消防機関から双腕仕様機

ASTACO の後継機を受注し、開発を行った。今

回開発した新型 ASTACO は、初代 ASTACO の

アンケートの結果明らかになった問題点を解決

するとともに、基本性能の更なる向上を図り、

消防・災害救助作業専用機として開発した。図

5 に外観写真を示し、以下のその特徴を示す。 

・作業フロント：左右同型フロントを採用し、

作業力と作業範囲を左右で統一することで

作業性を向上させた。また、作業フロントの

根元に、スイングハイポストを設けることで、

地表面より上側の作業範囲を拡大し、より消

防・災害救助作業に好適な作業範囲とした。

さらに、フロント最小旋回半径を 25%縮小し

ており、狭い現場における旋回性の向上を図

った。 

・操作装置：フロント操作レバーへの接触を気

にすること無く走行操作が可能となるよう

に、走行レバーの長さを延長し、操作性が向

上を図った。 

・視界性：作業フロントの左右スイングを行う

スイングシリンダを内側配置に変更し、フロ

ントを外側に動かした際のフロント先端の

視認可能角度を 10 度拡大した（図 6）。さら

に、運転席左側のドアを全面強化ガラスとす

ることで、視界性の向上を図った。 

・本体安定性：前後方向に延長したロングクロ

ーラタイプの足回りを採用し、安定性を向上

させた（最大半径で約 10%向上）。 

・走行力：走行モータのトルクを 40%アップし、

搬送車両へ登坂性能を向上させた。 

・メンテナンス性：CAB 全体が前方に傾倒する、

チルトアップ構造を採用し、CAB 下のメンテ

ナンス性を向上させた（図 7）。 

・消防用装備：赤色灯、補助照明灯、スピーカ、

無線装置等の消防用機材を追加装備可能と

した。 

 

3. 仕様 

 新 た に 開 発 し た 双 腕 仕 様 機 ASTACO

（ZX70TF-3）の仕様を表 2 に、全体図を図 8 に、

作業範囲図を図 9 に示す。 

 

4. 開発による効果 

 新型 ASTACO を 2 台、2011 年 3 月に納入し
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た。新型 ASTACO の活動状況としては、定期的

に火災現場に出動しており、例えば、「一方の腕

で柱を把持して、他方の腕で自動車を引きずり

出す。」「工場や倉庫の火災時に鉄骨構造物を撤

去する。」といった双腕の有効性を生かした作業

で活用されている。 

 半年程度使用して頂いた後に各消防局機関に

ヒアリングを実施した。開発項目に関するヒア

リング結果として、本体安定性、視界性等、お

むね良好であるとの意見を得た。 

 

5. 今後の課題 

 4 章で述べた新型 ASTACO のヒアリングの際

に、走行力やフロント作業力について、さらな

る向上を求められた。これらは作業機械の基本

性能であり、常に向上を求められる課題であり、

今後も継続的に向上を図っていきたい。また、

ヒアリング時に得られた細かな指摘事項への対

応や、遠隔操作化等の高度化技術の技術を開発

することで、さらなる改良を図り、消防・災害

救助作業に最適な双腕仕様機を目指して開発を

推進していきたい。 

 

センタ配置
ＣＡＢ

センタ配置
ＣＡＢ

作業フロント（左）：
5ｔ級油圧ショベル用

作業フロント（左）：
5ｔ級油圧ショベル用

ベース：
7ｔ級油圧ショベル

ベース：
7ｔ級油圧ショベル

把持装置
（グラップル）

把持装置
（グラップル）

切断装置
（カッタ）

切断装置
（カッタ）

作業フロント（右）：
3.5ｔ級油圧ショベル用

作業フロント（右）：
3.5ｔ級油圧ショベル用

       

操作装置
（上から）

左レバー

左フロント

左レバー

左フロント

右レバー

右フロント

右レバー

右フロント  

       図 1 初代 ASTACO 外観            図 2 操作レバー配置 

B A
C

D

A

B
C

D

操作方式（片腕分）

フロントフロント

操作装置操作装置

ここにフロントの先端が
あるイメージで直感操作
が可能

ここにフロントの先端が
あるイメージで直感操作
が可能

スイング左右D
バケット回転C
アーム前後B
ブーム上下A
フロント操作装置

スイング左右D
バケット回転C
アーム前後B
ブーム上下A
フロント操作装置

       

左右球体間の
（現在/未来）距離
を基に制御

左右球体間の
（現在/未来）距離
を基に制御

擬似球体擬似球体

 
図 3 フロント操作方式（速度式ワンレバーシステム）     図 4 フロント干渉防止制御 

センタ配置
ＣＡＢ

センタ配置
ＣＡＢ

作業フロント：
4ｔ級油圧ショベル用×2

作業フロント：
4ｔ級油圧ショベル用×2

ベース：
7ｔ級油圧ショベル

ベース：
7ｔ級油圧ショベル

把持装置
（グラップル）

把持装置
（グラップル）

切断装置
（カッタ）

切断装置
（カッタ）        

新型機

30°30° 30°

+10°

旧型機

スイングシリンダ
外側配置

スイングシリンダ
外側配置

スイングシリンダ
内側配置
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    図 5 新型 ASTACO 外観         図 6 スイングシリン配置図（上面図） 
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チルトアップチルトアップ

CABCAB

メンテナンス性向上メンテナンス性向上

 
図 7 チルトアップ CAB 

 

 

図 8 新型 ASTACO 全体図 

 

 
図 9 新型 ASTACO 作業範囲図 
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表 1 初代 ASTACO ヒアリング結果（2010 年 2 月 日立建機調査） 

項目 評価

双腕の有効性 有効性アリ 79％ 有効性ナシ 8％

フロント作業力 良好 54％ 不足 33％

フロント作業範囲 良好 72％ 不足 13％

操作装置 良好 83％ 悪い 8％

視界性（前方） 良好 67％ 悪い 25％

本体安定性 良好 79％ 不安定 17％

走行力 良好 75％ 不足 25％

干渉防止機能 必要 100％ 不要 0％  

 

表 2 新型双腕仕様機 ASTACO（ZX70TF-3）仕様表 

 双腕作業機（Att 仕様） 

左腕 右腕 

仕様 運転質量 kg 9350 

機体質量 kg 7520 

標準シュー幅 mm 450 パットクローラ（分割式） 

性能 接地圧 kPa (kgf/cm2) 41 (0.42) 

走行速度 高/低 km/h 4.9 / 3.1 

エンジン 名称 いすゞAU-4LE2X 

定格出力 kW/min-1 (PS/rpm) 40.5/2000 (55/2000) 

総行程容量（総排気量） L (cc) 2179 (2179) 

油圧装置 油圧ポンプ形式 可変容量型ピストン式×1 

歯車式×1 

主リリーフ弁セット圧 MPa (kgf/cm2) 24.5 (250) 

旋回油圧モータ形式 定容量型ピストン式×1 

走行油圧モータ形式 可変容量型ピストン式×2 

フロント フロント自由度 4 4 

取付可能アタッチメント自由度 2 2 

アタッチメント形式 全旋回式 

カッタ 

全旋回式 

フォークグラップ

ル 

ブームスイング角度（内/外） 度 30/45 30/45 

油類 

容量 

燃料タンク容量 L 124 

作動油タンク容量 L 全量 100（タンク基準レベル 60） 

エンジンオイル交換量 L 12.1 

 

 

（江口隆幸 E-mail: t.eguchi.uy@hitachi-kenki.com） 
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［展示発表 2］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

生存者探査を目的とした半円形二重構造マニピュレータの開発 

 

法政大学 

伊藤一之、下舘侑弥 

 

1. 現状と問題点 

1.1 背景 

 近年、地震などの災害が多発しており、救助

活動の重要性が再認識されている。なかでも、

より多くの人命を、短時間に、二次災害の危険

を極力抑えながら探索するための手段として、

救助隊員の活動をサポートするロボットの活用

が期待される。 

 このような社会的要請を受け、我々は日本に

おける木造家屋が倒壊した現場での生存者の探

索作業を行う機材に注目した。倒壊した木造家

屋に埋まった生存者を探索するためには、機材

には、狭い空間に侵入可能な細長い形状と、障

害物を避けるための高い運動性能が必要とされ

る。従来このような場所での探索には、工業用

内視鏡のような非常に狭い空間の探査を行うこ

とが可能な機材が用いられている。しかし、工

業用内視鏡は、運動性能において問題を有して

おり、これをいかに改良するかが一つの課題と

なっていた。 

 そこで、我々は、レスキューロボットのもつ

高い運動性能と、工業用内視鏡の細さに由来す

る高い進入性の双方を両立したロボットの実現

を目標として、新たな、レスキュー用マニピュ

レータの開発を行った。  

1.2 工業用内視鏡の問題点 

 省電力性を備え機体が小型である工業用内視

鏡は、狭小空間での探索に非常に有効である。 

 しかし、工業用内視鏡は壁沿いに進むことを

想定して、柔軟な構造により作られており、瓦

礫内のように多数の凹凸や空洞が存在する環境

においては、それ以上侵入することが不可能な

デットロックとなる状況が存在することが知ら

れている。このデットロック状態は図 1-A と図

1-B の二つの状態に分けられる。図 1-A に示す

状態は、工業用内視鏡の先頭もしくは胴体の一

部が瓦礫と接触し、後方から内視鏡を押し込む

力が、この摩擦を増大させるように働く場合で

ある。この状態では、どれだけ大きな力を加え

たとしても、この力は摩擦力に変換されてしま

い、それ以上進行することが不可能となる。 

 図 1-B の状態は、瓦礫中の空洞において進行

方向を変化させたい場合である。一般に、工業

用内視鏡は、壁を伝って進行することを前提に

作られているため、先頭の方向のみ操作可能で

あり、胴体は受動的に変形する柔軟な構造とな

っている。このため、伝う壁が存在しない状況

では、進みたい方向とは別の方向に胴体がたわ

んでしまい、それ以上進行することが不可能と

なる。したがって、図 1-A または、図 1-B のよ

うな状況においては、生存者を十分に探索する

ことが不可能である。 

 

2. 開発 

2.1 マニピュレータの概要 

 我々は上記の問題点を考慮し、レスキューマ

ニピュレータの開発を行った。ロック機構を有

する受動関節により構成された多自由度マニピ

ュレータを 2 本用意し、これを並列に組み合わ

せた 2 重構造とすることで、工業用内視鏡の問
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題を解決した。レスキューマニピュレータの概

要は以下の通りである。 

 図 2 に示すように、マニピュレータの関節は

すべて受動関節であり、工業用内視鏡のように

先頭リンクのみ任意の 3 次元方向に向けて動か

すことが可能である。また、2 本のマニピュレ

ータはレールを介して前後に自由に動かすこと

が可能である。 

 今、図 3 に示すように、片方のマニピュレー

タ A を前進させるとともに、先頭リンクを進み

たい方向に回転させ、全関節をロックする。次

にロックされたマニピュレータ A を伝って、マ

ニピュレータ B を進行させる。さらに、マニピ

ュレータ B の全関節をロックし、ロックの解除

されたマニピュレータ A をマニピュレータ B に

沿って前進させる。以上を繰り返すことにより、

壁を伝うことなく、任意の 3 次元方向に進行す

ることが可能となる。 

 つまり、ロック機構を有するマニピュレータ

を 2 本用意し、ロックされたマニピュレータを

壁に見立て、これに沿ってもう一方のマニピュ

レータを前進させるという動作を交互に繰り返

すことで、壁のない状況においても任意の 3 次

元方向に進むことが可能である。また、進行に

伴う力は、ロックされたマニピュレータに加わ

り、瓦礫の壁に直接加わる力が減少することか

ら、壁との摩擦によるデットロックを抑制する

ことが可能となる。なお、2 本のマニピュレー

タ間の摩擦については、これを減少させる仕組

みを組み込んでおり詳細については以下の各節

で述べる。 

2.2 受動関節 

 図 4 に受動関節を示す。可動軸が直行するよ

うに、上下に動く関節と左右に動く関節を交互

に設置することで、三次元の動きを実現する。

また、マニピュレータ側面に計 2 本のワイヤー

が張られており（図 5）、このワイヤーを用いて

先頭リンクの向きを操作する（図 6）。 

 

2.3 ロック機構 

 受動関節には図 7 に示されるように関節を固

定するための機構が取り付けられている。中央

に通ったホースにピストンを用いて空気を注入

することで摩擦材が噛み合い受動関節が固定さ

れる仕組みになっている。また、ホースから空

気を出し入れすることで自由に関節のロックと

解除を行うことが可能となっている。 

2.4 マニピュレータ間の摩擦力の抑制 

 二重構造のマニピュレータ間における摩擦力

の増大を抑制し、デッドロックの発生を防止す

るため、図 8 に示すように前方からマニピュレ

ータを引く機構を付加する。マニピュレータ A

の先頭に固定したワイヤーをもう一方のマニピ

ュレータ B を介して後方まで伸ばし、このワイ

ヤーを引っ張ることで、マニピュレータ A を前

方より引っ張る力によって前進させる。これに

より、図 9 に示すように、内側のマニピュレー

タを前進させる際には、前方から引くことによ

り前進させることで、接触している箇所が離れ

る方向に力が働くため摩擦力が減少する。一方、

図 9 における外側のマニピュレータを前進させ

る場合は、後方からマニピュレータ自身を押す

ことによって前進させることで、同様に摩擦力

が減少する。このように、状況に合わせ、引く

力と押す力とを組み合わせることにより、デッ

トロックを抑制する。 

2.5 半円形構造 

 図 10 に半円形の構造を示す。各マニピュレー

タは半円形状とし、二つのマニピュレータを組

み合わることで円形となる構造とする。 

 レールは円の中心を通るように配置する。こ

れによって、関節の回転軸とレールの中心とが

一致し、レールが伸縮せずとも各マニピュレー

タが三次元に動くことが可能となる。 

 

3. 仕様 

 図 11 に試作機を示す。先端にはライトおよび

カメラが取り付けられている。マニピュレータ
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の仕様は、高さ 6 cm、幅 6 cm、1 リンクあたり

の長さは 5 cm、重量 3.5 kg であり、全長は 30

リンクでカメラ等を含め約 160 cm である。 

 図 12 に関節を固定するための機構を示す。一

方のリンクに取り付けられたピンをもう一方の

リンクに取り付けられた穴と噛み合わせること

で関節が固定される仕組みになっている。 

 図 13 は分離されたマニピュレータを示して

いる。プーリーがリンク間の隙間に入り込むこ

とを防ぐために、リンク間にはワイヤーを取り

付けている。 

 図 14 は、前進するための機構を示している。

図のように前進するためのワイヤーが先端のプ

ーリーを介して張り巡らされ、もう一方のマニ

ピュレータに固定されている。 

 

4. 開発による効果、その検証 

4.1 検証方法 

 移動性能および探索時間について実験により

検証を行う。検証方法は以下の通りである。 

 ＜移動性能の検証＞ 

 実際に狭小空間において実機を稼動させ、進

入可能性の検証を行う。設置されたオブジェク

ト(白い円柱)を生存者とし、図 1-A および図 1-B

で示した状況においてデッドロックやたわみが

生じないことを確認する。 

 ＜探索時間の検証＞ 

 瓦礫を見立てた実験環境（図 15）を用意し、

先端に取り付けられたカメラを用いて設置され

たオブジェクトの探索を行い、その所要時間を

計測する。この検証では、操縦者はオブジェク

トの位置や内部の瓦礫の構造は把握しておらず、

内部の情報は先端に取り付けられたカメラの映

像のみである。オブジェクトは探索のたび場所

を変更し、5 回の所要時間の計測を行う。図 17

に、瓦礫中の探索対象の位置の一例を示す。 

4.2 検証結果 

 図 17、図 18 に移動性能の検証結果を示す。

図 17 から、従来の工業用内視鏡ではデットロッ

クが生じる状況において、開発したレスキュー

マニピュレータは壁との接触を軽減することで

これを回避し目的地に到達していることが確認

できる。また、図 18 から、壁面の存在しない場

所においても、片側のマニピュレータをガイド

とすることで、任意 3 次元方向への旋回を可能

とし、目的地に到達していることが確認できる。

これらのことから、図 1-A、および図 1-B で示

された問題点が解決されていることが確認でき

る。 

 また、今回の検証では 10 cm～15 cm の隙間に

おいて最小旋回半径 7 cm、3 回程度の旋回、15 

cm 程度の段差への進入が可能であることが確

認された。 

 つぎに、探索時間の検証結果について述べる。

図 19 および図 20 に、探索時間を測定した際の

先端のカメラの映像とそれらの映像が撮影され

た位置および角度を示す。この測定において、2 

m 四方の環境において 3 分程度での探索が可能

であることが確認された。また、上記すべての

実験は、カメラおよびライトのための電源を除

いて人力で行われており、大規模災害時などの

電源供給が不可能な状況においても稼働可能で

あることが確認された。 

 したがって、開発したレスキューマニピュレ

ータは、従来の工業用内視鏡のもつ問題点を解

決しており、瓦礫下の生存者を探索するための

装置として有用であると考えられる。 

 

5. 今後の課題 

 今後の課題は、マイクなど各種センサの追加

による探査能力の向上、および、操作性の向上

である。 
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         図 1-A デッドロック         図 1-B 進行不可 

 

 図 1-A の状況では、進行のための力が垂直効力および摩擦力に変換されてしまい、これ以

上侵入することが不可能である。 

 図 1-B の状況では、旋回する場所に壁が存在しないため、胴体がたわんでしまい、これ以

上侵入することが不可能である。 

 

 

 

図 2 マニピュレータの概要 

 

 

 

       a)               b)               c) 

図 3 操作手順 

 

 一方のマニピュレータの関節をロックし、このマニピュレータをガイドとして、もう一方

のマニピュレータを前進させるという動作を交互に繰り返すことで、ロボットを任意の位置

まで到達させることが可能となる。 
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Passive joint

Spring rail

 
図 4 片側のマニピュレータ 

 

 2 本のマニピュレータがレールを介して並列に結合される構造となっている。2 本のマニ

ピュレータは、このレールに沿って前後に自由に移動可能である。マニピュレータの各関節

には受動関節が用いられており、可動軸が直行するように、上下に動く関節と左右に動く関

節を交互に設置することで、三次元の動きを実現する。 

 

 

        

      図 5 ワイヤーの配置                  図 6 方向の制御 

 

 マニピュレータ側面に計 2 本のワイヤーが張られおりこのワイヤーを引くことにより先頭

リンクの向きを操作する。 

 

 

        

図 7 ロック機構 

 

 ホースに空気を注入することで、ホースが膨張し、内側のピンを外側へ押し上げる。この

ピンが、外側のリンクの予め用意された穴に挿入されることにより、関節がロックされる。

ホースの空気の出し入れにより関節のロックと解除を行う。 
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    図 8 ワイヤーとプーリーの配置     図 9 ワイヤーによるマニピュレータの移動 

 

 マニピュレータ A の先頭に固定したワイヤーをもう一方のマニピュレータ B を介して後方

まで伸ばし、このワイヤーを引っ張ることで、マニピュレータ A を前方より引っ張る力によ

って前進させる。これにより、図 9 に示すように、内側のマニピュレータを前進させる際に

は、前方から引くことにより前進させることで、接触している箇所が離れる方向に力が働く

ため摩擦力が減少する。 

 一方、外側のマニピュレータを前進させる場合は、後方からマニピュレータ自身を押すこ

とによって前進させることで、同様に摩擦力が減少する。このように、状況に合わせ、引く

力と押す力とを組み合わせることにより、デットロックを抑制する。 

 

 

 

図 10 半円形構造 

 

 各マニピュレータは半円形状とし、二つのマニピュレータを組み合わることで円形となる

構造とする。レールは円の中心を通るように配置する。これによって、関節の回転軸とレー

ルの中心とが一致し、レールを伸縮させることなく各マニピュレータが 3 次元に稼動させる

ことが可能となる。 
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図 11 開発されたマニピュレータ 

 

 マニピュレータの仕様は、高さ 6 cm、幅 6 cm、全長は 160 cm、重量 3.5 kg であり、1 リ

ンクあたりの長さは 5 cm である。最少旋回半径は 14cm で先端にはカメラおよびライトが

取り付けられている。 

 

 

pinhole 

hose 

spring 

link

joint

 
図 12 ロック機構 

 

 ピンが関節に取り付けられた穴に入り込むことにより関節が固定される仕組みとなってい

る。 
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図 13 分離した様子 

 

 一方のマニピュレータには、硬いスプリングで作られたレールが固定され、もう一方のマ

ニピュレータには、このレールを挟むように、複数のプーリー取り付けられている。 

 

 

 
図 14 引く機構 

 

 下側のマニピュレータのワイヤーを引くことで、上側のマニピュレータ牽引される機構と

なっている。 

 

 
     図 15 瓦礫を模した実験環境      図 16 図 15 でのターゲットの位置 

 

 瓦礫を模した実験環境での検証を行う。実験環境の内部にはターゲットが設置されている。

図 16 は、ターゲットの位置の一例を示す。 
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図 17 検証結果 1 

 

 従来の工業用内視鏡がデットロックにより侵入困難となる状況においても、壁との接触を

減らすことで侵入可能となっていることが確認できる。 

 

 

   

 

    

図 18 検証結果 2 

 

 壁がないところであっても旋回可能であり、任意の 3 次元方向に進行可能であることが確

認できる。 
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図 19 内部写真の撮影位置と角度 

ターゲットの位置および、図 20 の各画像が撮影された場所とその向きを示す。 

 

 

  

             ①               ② 

  

             ③               ④ 

  

             ⑤               ⑥ 

図 20 内部のカメラの映像 

瓦礫内を探索する際のカメラより得られる画像の一例を示す。 

 

（伊藤一之 東京都小金井市梶野町 3-7-2 法政大学理工学部電気電子工学科 

TEL: 042-387-6093 E-mail: ito@hosei.ac.jp）
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［展示発表 2］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 奨励賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

乳幼児救助用縛帯の開発 

 

仙台市消防局 

小山幸志 

 

1 現状と問題点 

 現在の消防救助業務においては陸上災害はも

とより、河川等の水難事故や山岳での事故とあ

らゆる場所、災害の種別を問わず出場しなけれ

ばならず、市民からのニーズや期待も大きくな

っていることは明らかである。 

 その為、我々救助隊員は質の高い市民サービ

スを提供しなければならず、高度な救助技術が

要求され、それに伴う資機材も最良の物が必要

となる。 

 昨年の東日本大震災での救助活動において、

津波により地上からの現場到着が困難だった救

助事案が多数あり、ヘリコプターでの救助活動

が機動力を発揮した。 

 その航空救助の中で、生後間もない乳児の救

助要請があり吊り上げる際、縛帯のサイズが全

く合わずロープで固定、補強して何とか救出し

た事案があった。 

 現在、消防機関で保有している救助用縛帯は

殆どが対成人用である。 

 要請は少ないものの今後も同様の救助事案が

予想されることから対乳幼児用縛帯の必要性を

感じ開発に至った。 

 

2 開発 

 開発にあたっては、サイズを小さくするのは

当然であるが、乳児は勿論のこと幼児であって

も意識の有無に関係なく、こちらからの指示が

伝わらないため安全のための補助的な動作が期

待できない。（例、腕を組んでください・動かな

いで下さい等） 

 以上のことから体全体を覆うような今まで以

上に安全でサイズの小さい縛帯の開発を目指し

た。 

 

3 仕様 

 本体はビニール製、全長 90 センチとし吊り上

げ用にビニール製ベルトを前後に各 1 本ずつと

先端に D 環、本体上部に落下防止のバックル付

ベルトを 2 本付けた。本体の底部から D 環の先

端まで約 60 センチとした。 

 

4 開発による効果 

 今回の開発ではサイズを小さくし生後間もな

い乳児でも安全に救助するためマチ（底面）を

付けず体全体を縛帯で完全に密着させ動揺しな

い様な担架型の仕様にした。 

 この仕様には、おんぶ紐をヒントにし簡易的

で軽量、且つコンパクトに収納でき携行しやす

いこととした。 

 

5 今後の課題 

 検証の結果、サイズの合わない縛帯を使用す

るより体全体を包み込む様な体勢で救助できる

ため、落下の恐れはないと判断できたが、担架

型であるため水中での使用では水抜き穴が必要

である。 

 その他、素材の強度試験は行っていないため、

強度的に問題が無いとは言い切れない。強度試

験を行い問題が無ければ、実際の現場活動での

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 230 -



 

使用も可能であると考える。 

 

1 平置きにした状態 

  

 

 

        2 縛着した状態            3 介添えにて吊り上げ（正面） 

   
 

 

 

上方から体全体が完全に覆われているのが

確認できる 

正面からも体全体が完全に覆われている 

バックル付き 
固定ベルト 

D 環

60 
セ 
ン 
チ 

足

部

側

頭

部

側

90 センチ 
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4 右側からの状況             5 左側からの状況

   
要求助者の表情を確認でき且つ抱き抱えられる吊り上げベルトの長さであることが確認できる 

 

6 上方からの状況 

 
体全体が包まれるように縛帯に密着している 
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現在使用している縛帯（ベルトの調整で小児用になる） 
 

       7 縛着した状態            8 介添えにて吊り上げ（正面） 

   
本来吊り上げ時の姿勢は座位であるが、サイズが合わないため仰臥位になり、頭部側から落

下の危険がある 

 

       9 右側からの状況             10 左側からの状況 

   
 

 
頭部側は完全に縛帯に覆われていない 足部側もサイズが合わず縛帯が密着し

ていない 
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11 上方からの状況 

 
上方からの状況でも明らかにサイズが合わないのが確認できる。特に航空救助においてはヘ

リコプターからのダウンウォッシュにより縛帯がばたつき危険である 

（小山幸志 仙台市泉消防署 仙台市泉区将監 4-4-1 TEL: 022-373-0119）

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 234 -



 

［セッション 6］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災科学に関する論文 

ホースの曲折が放水量に及ぼす影響に関する実験と考察 

 

京都市消防局 

岡田雄太、井﨑伸雄、平田真理人、厨子 満 

松田康夫、丸岡 峻、橋本泰彦、船元達也 

 

1 はじめに 

 ホースが曲折（食い込み的な様相を呈してい

るものをいう。以下同じ。）した状態で放水する

と、筒先放水量の低下や不安定化を招く。その

ままで必要な筒先放水量を維持するためにはポ

ンプ圧力を上昇させる必要があるが、この場合、

ポンプ側のホース及びポンプに不必要な負担が

生じる。そのため、ホースを折れなく延長し通

水すること、また通水中に折れたとしてもそれ

を修正することは、活動の基本である。そのた

めの細かなテクニックも存在する。しかしこれ

まで我々は、ホースが曲折したときに生じる筒

先放水量の低下を感覚的に認識していたに過ぎ

ない。曲折による放水量の低下を数値的に把握

し、また曲折した際に発生する摩擦損失の関係

要素を知ることは、消防の基本装備であるホー

スについての理解を深め、安全で確実な災害現

場活動を行ううえで重要である。またそれは、

消火活動技術の向上やホースそのものの改良に

寄与する知見となることも期待される。 

 こうした問題認識のもと、本研究では、意図

的にホースを曲折させた状態を作り出して放水

実験を行い、放水量の低下やその要因について

考察する。 

 

2 放水実験の方法 

2-1 実験の区分 

【実験 A】基礎実験（写真 1） 

実験 A-1 65 ミリホース 1 本にガンタイプノズ

ルを結合した放水体形 

実験 A-2 50 ミリホース 1 本にガンタイプノズ

ルを結合した放水体形 

【実験 B】実際の現場活動を想定した実験（写

真 2） 

 通常、ホースカーに積載している 65 ミリホー

ス 8 本、分岐管、50 ミリホース 2 本及び管そう

（ガンタイプノズル）を全て使用した放水体形 

（当局では、［ポンプ車→65 ミリホース→分岐

管→50 ミリホース（ただし 2 本以内）→管そう］

の放水体形を基本としている） 

2-2 放水実験の具体的内容 

2-2-1 使用資器材 

使用車両 CD-II ポンプ車（ポンプ性能：A2 級） 

使用管そう ガンタイプノズル 

ノズル口径：19mm（流量を 550ℓ/min に設

定したときの呼び口径） 

放水形状 ストレート放水 

使用水利 防火水槽 

2-2-2 実験における放水量及び送水圧力の基

準値 

 放水量を一定に維持する実験においては、ノ

ズルの内部にセットされたオリフィスの設計上

限値である 550ℓ/min を基準値として用いた。 

 送水圧力を一定に維持する実験においては、

ホースを曲折なく延長し放水し、放水量が 550ℓ

/min に達したときの圧力値を基準値として用い

た。 
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2-2-3 曲折角度の設定と、水量・圧力測定の方

法 

 ホースを曲折なく延長し放水する。放水量が

基準値に達した後、筒先側で放水を一旦停止し

（ホース内は圧力のかかった状態を維持）、ホー

スを目的の角度に曲折させ、ロープで角度を固

定する。再度放水し、放水量の変化を測定する。

次に放水量を基準値に合わせ、そのときの送水

圧力の変化を測定する。送水圧力の測定はポン

プ車のアナログ圧力計（最小表示単位：0.1MPa）

で行い、放水量の測定は同ポンプ車のデジタル

水量計（最小表示単位：10ℓ/min）で行った。 

 設定した曲折角度は、0 度（曲折のない直線

状態）、90 度、120 度、135 度、150 度及び 180

度である（写真 3）。曲折させる箇所は、ポンプ

側及びノズル側からそれぞれ 7m の位置に正確

に設定した（写真 1 参照）。 

 

3 放水実験の結果 

 予備実験として、550ℓ/min の放水を行い、ホ

ースの曲げ角度を徐々に大きくしていった際、

曲折が何度で発生するかを確認するとともに、

放水量の低下傾向について観察した。実験の結

果、65 ミリホースと 50 ミリホースのいずれの

場合でも 20 度で曲折が始まった（写真 4）。こ

の程度の曲折状態では、放水量は低下しない。

角度を大きくすると食い込みが深くなり、放水

量が低下してゆく。90 度付近になると、放水量

の低下率（曲折状態の放水量／曲折なしの放水

量）は 5％を超えてはっきりしたものとなる。

そこで今回は、90 度以上の曲折についてデータ

を収集することとした。 

3-1 実験 A-1（65 ミリホース 1 本にガンタイ

プノズルを結合した放水体形） 

(1) 曲折のない場合、550ℓ/min の送水を行うた

めに必要な送水圧力は、0.7MPa であった（表

1）。 

(2) 送水圧力を一定（0.7MPa）に維持する実験

では、放水量の変化は、全体として 135 度を

頂点とする下凸のグラフとなった（表 1）。す

なわち、曲折角度が大きくなると放水量は

徐々に減少するが、135 度を超えると、放水

量は逆に増加する。 

(3) 放水量が最も少なくなる曲折角度の組合

せは、ポンプ側 135 度・ノズル側 120 度の場

合と、ポンプ側 150 度・ノズル側 180 度の場

合であった。このときの放水量は 420ℓ/min で

あり、曲折のない場合と比較して約 24%減少

した（表 1）。 

(4) ポンプ側とノズル側の曲折のどちらが放

水量を低下させるかを表 1 から読み取ると、

全体に、ノズル側の曲折に比べ、ポンプ側の

曲折の方が放水量を低下させていた。例えば、

ポンプ側 0 度・ノズル側 135 度の場合は 490

ℓ/min であるのに対し、逆条件のポンプ側 135

度・ノズル側 0 度の場合は 460ℓ/min であり、

ポンプ側に曲折を作る条件において放水量

の低下が大きかった。 

(5) 放水量（550ℓ/min）を維持する実験では、

必要となる送水圧力は、全体として 120 度～

150 度を頂点とする上凸のグラフとなった

（表 2）。ポンプ圧力を最も上昇させる必要の

ある曲折角度の組合わせは 3 パターンあり、

ポンプ圧力を 0.7MPa から 1.1MPa へと上昇さ

せることが必要であった。 

3-2 実験 A-2（50 ミリホース 1 本にガンタイ

プノズルを結合した放水体形） 

(1) 曲折のない場合、550ℓ/min の送水を行うた

めに必要な送水圧力は、0.75MPa であった（表

3）。 

(2) 送水圧力を一定（0.75MPa）に維持する実

験では、放水量の変化は、全体として 135 度

を頂点とする下凸のグラフとなった（表 3）。

ただし、150 度から 180 度に変化させたとき

にも放水量は低下し、もうひとつの頂点を形

成する。すなわち、曲折角度が大きくなると

放水量は徐々に減少するが、135 度を超える

と放水量は逆に増加し、150 度から 180 度に
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変化させたときにもう一度減少する。135 度

の場合と 180 度の場合とを比較すると、135

度の方が放水量の低下は大きい。 

(3) 放水量が最も少なくなる曲折角度の組み

合せは、ポンプ側 135 度・ノズル側 120 度の

場合と、ポンプ側 135 度とノズル側 180 度の

場合であった。このときの放水量は 320ℓ/min

であり、曲折のない場合と比較して約 42%減

少した。 

(4) ポンプ側とノズル側の曲折のどちらが放

水量を低下させるかを表 3 から読み取ると、

全体に、ノズル側の曲折に比べ、ポンプ側の

曲折の方が放水量を低下させていた。例えば、

ポンプ側 0 度・ノズル側 135 度の場合は 440

ℓ/min であるのに対し、逆条件のポンプ側 135

度・ノズル側 0 度の場合は 430ℓ/min であり、

ポンプ側に曲折を作る条件において放水量

の低下が大きかった。 

(5) 放水量（550ℓ/min）を維持する実験では、

必要となる送水圧力は、全体として 135 度を

頂点とする上凸のグラフとなった（表 4）。た

だし、(2)の結果と同様に、150 度から 180 度

に変化させたときにも必要圧力は増加した。

ポンプ圧力を最も上昇させる必要のある曲

折角度の組合わせはポンプ側 135 度・ノズル

側 180 度の場合であり、このとき、ポンプ圧

力を曲折のない状態の 0.75MPa から 2 倍以上

の 1.7MPa へと上昇させることが必要であっ

た（表 4）。 

3-3 実験 B（実際の現場活動を想定した実験） 

 この実験は、2 回実施した。 

 曲折のない場合、ガンタイプノズルのオリフ

ィスの設計上限値である 550ℓ/min の送水を行

うために必要な送水圧力は、1 回目は 1.1MPa、

2 回目は 1.2MPa であった。 

 本市消防局では内規「災害現場活動の要領」

において、送水を安定的に継続させるため、ポ

ンプの運用圧力を「おおむね 1.0MPa 以下とす

ること」と定めている。つまり、実際の現場活

動を模した実験 B は、曲折のない状態で既にこ

の上限値を超えており、ポンプ圧力の観点から

は限界に近い活動体形である。 

 ここで、180 度の曲折を多数作り（写真 5）、

放水量の変化を計測した。2 回の実験結果を表

５に示す。曲折が 1 箇所生じるごとに放水量は

直線的な単調減少を示し、4 箇所の曲折を生じ

させると、第 1 回目で 350ℓ/min、第 2 回目で 290

ℓ/min にまで減少した。減少量の大きかった第 2

回目では曲折なしの場合と比較して約 47%減少

し、ほぼ半減したことになる。 

 

4 考察 

4-1 135 度付近の曲折角度において最も放水

量が低下することについて 

 65 ミリホースの実験（実験 A-1）と 50 ミリ

ホースの実験（実験 A-2）を総合的にみると、

曲折角度が 135 度付近の場合に最も放水量が低

下する。あるいは、この角度条件のとき、最も

送水圧力を上昇させなければ放水量を維持する

ことができない。実験精度及びホースの加工精

度の問題もあるため、今回の実験結果をもって、

「放水量が最低となる曲折角度」を確定的に述

べることはできないと考えるが、曲折角度の最

も大きい 180 度の場合よりも低角度である 135

度付近の曲折の方が、むしろ放水量を大きく低

下させている（悪影響が大きい）ことは興味深

い。 

 この理由として考えられるのは、曲折箇所数

と曲折状況である。いずれの口径のホースでも、

135 度付近で 2 個所目の折れの“萌芽”が形成

され、さらに高角度になるとはっきりとした折

れに成長する（写真 3 のアの部分）。この結果、

180 度の曲折に着目すれば、ひとつひとつの折

れは 90 度程度の折れにとどまる。折れは、ホー

スの内部に食い込んでホース断面積を低下させ

るが、1 箇所の「強い食い込み」で折れ曲がる

135 度付近の場合よりも、2 箇所の「比較的弱い

食い込み」で折れ曲がる 180 度の場合に、圧力
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の損失が小さくなるのではないかと考えられる。 

 2 箇所目の折れは、必ず筒先側に形成される

（写真 3 参照）。これは、筒先側では 1 箇所目の

折れによって圧力及び流速が小さくなり、そこ

に 2 個所目の折れが発生するためであると解釈

できる。 

 なお、2 個所目に生じた折れの“萌芽”は、

送水圧力を下げると消滅し、再び圧力を高める

と再度同じ場所に発生する（写真 6）。このこと

は、圧力を高めたとき、ホースを直線状態に戻

そうとする力が 1 箇所目の曲折角度を小さくす

る方向に作用するが、全体の折れ曲がり角度を

維持するために、2 個所目の曲折が発生するた

めであると解釈できる。ただし、圧力を緩慢に

下げた場合は萌芽が消滅しないこともある。 

4-2 ポンプ側の曲折と筒先側の曲折の比較 

 実験 A-1（65 ミリホースの実験）、実験 A-2

（50 ミリホースの実験）のいずれの実験でも、

ノズル側の曲折に比べ、ポンプ側の曲折の方が

放水量を低下させる（表 1 及び表 3）。その差は

それほど顕著なものではなく、また曲折を作ら

ない方が良いのは自明だが、あえて述べるなら、

ポンプ側のホースをできるだけ曲折のない状態

にしておくことが有利であると考えられる。 

4-3 65 ミリホースと 50 ミリホースの比較（50

ミリホースの“弱点”） 

 図 1 と図 3 を比較すると、図 3 すなわち 50

ミリホースを使用した場合において、グラフは

より“深い”下凸形状を示している。図 2 と図

4 を比較しても同様の傾向にある（ただし、こ

ちらは上凸形状）。これは、50 ミリホースは 65

ミリホースと比較すれば曲折に対してより敏感

に反応し、より大きな悪影響が出る（放水量が

大きく低下する）ことを示している。 

 当局の内規に定められている「ポンプの運用

圧力をおおむね 1.0MPa 以下とすること」を満

足させるとすれば、表 4 から、90 度以上の曲折

を 2 箇所以上発生させること、あるいは 120 度

以上の曲折を 1 箇所でも発生させることは、避

けなければならないことが分かる。曲折させた

ままで放水量を維持しようとすれば、条件によ

っては、曲折のない状態の送水圧力の 2 倍程度

の圧力（1.7MPa）を必要とする。当局が使用し

ているホースの耐圧値は 1.6MPa であるため、

この圧力値で送水することは危険である。 

 一方、65 ミリホースでは、2 個所の曲折を発

生させても内規上の上限値を超えることは少な

く、超えたとしてもわずかであり（上限値

1.0MPa を 10%上回る程度）、ホースの耐圧値を

超えることもない（表 2）。 

 次に、最も放水量が低下する 135 度の曲折が

1 箇所のみ発生した条件を考える（表 6）。50 ミ

リホースにおいて、水量の低下はより大きい。 

 実際の現場活動を考えると、ノズル側の空間

が狭いことは稀なことではない。むしろそのよ

うな条件で放水活動を行わざるを得ないことが

良くある。すなわちそれは、50 ミリホース側に、

より曲折が発生しやすいということである。そ

もそも 50 ミリホースは口径が小さいため、65

ミリホースと比較して圧力損失が大きい。また、

口径が小さいことは、より小さい力で容易に曲

折が発生するということでもある。活動の安定

性、安全性を確保し、適切な消火活動を行うた

め、特に 50 ミリホースにおいては、曲折に注意

を払う必要があると考える。 

4-4 多数の曲折について 

 4-3 で述べたように、実際の現場活動では、

50 ミリホースの側に曲折が発生しやすい。実際

の現場活動における放水体形を模した実験 B で

は、50 ミリホースに作った 180 度の折れが急速

に放水量を低下させることが数値として分かっ

た。実際には、このような多数の曲折を形成さ

せてしまうことは考えにくいが、例えば迅速な

消火活動の開始が優先される状況で、曲折を甘

んじて受け入れねばならない場合でも、あまり

多くの曲折箇所を作ると、結局は適切な消火活

動が行えなくなると考えることができる。 
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4-5 曲折部分の音と震動 

 曲折部分では、「ゴボゴボ」というような音が

発生しており、さらに微震動も認められる。こ

の音と震動は、ポンプ運用の際に発生するキャ

ビテーションのものと似ているが、キャビテー

ションであるという確証はない。さらに研究を

進める必要がある。 

 

5 おわりに 

 通水しているホースに曲折が生じた場合の放

水活動への影響を具体的な数値により把握し、

いくつかの考察を行った。もとより、ホースに

曲折箇所を作らないように延長することが肝要

だが、最も放水量に悪影響を与える角度が 180

度曲折ではなかったことや、50 ミリホースは折

れに対して敏感に反応し、放水量が大きく減少

することが分かった。 

 実験を通じて、消防装備の基本中の基本であ

るホースの特性を深く理解することができ、そ

れを基礎としてより適切な活動を行う必要性を

再認識した。本実験の問題認識や実験結果が、

消火活動技術の向上やさらにはホースの改良等

に関する基礎資料として活用されれば幸いであ

る。 

 

  

   写真 1 実験 A の放水体形            写真 2 実験 B の放水体形 

 

 

写真 3 各角度の曲折状態 
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写真 4 曲折の発生（20 度付近で発生） 

 

 
写真 5 実験 B において 50 ミリホースに 180 度曲折を 3 箇所作った様子 

（当局では、［ポンプ車→65 ミリホース→分岐管→50 ミリホース（ただし 2 本以内）→管そ

う］の放水体形を基本としているため、筒先に近い側の曲折を想定して行ったもの） 

 

 

写真 6 発生した折れの萌芽と消滅、再発生 
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表 1 65mm ホース・送水圧力一定（0.7MPa）の実験結果 

○印は、最も放水量が低下した組合せを示す。 

 

 

表 2 65mm ホース・放水量一定（550ℓ/min）の実験結果 

○印は、最も圧力を上昇させなければならない組合せを示す。 
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表 3 50mm・送水圧力一定（0.75MPa）の実験結果 

○印は、最も放水量が低下した組合せを示す。 

0度 90度 120度 135度 150度 180度

0度 550 510 420 430 480 420
90度 510 480 400 390 450 400
120度 430 410 360 320 380 370
135度 440 460 400 370 400 400
150度 470 480 400 370 430 410
180度 400 450 380 320 400 380

250

350

450

550

流
量

0度
90度
120度
135度
150度
180度

ポンプ側の曲折角度
ノ
ズ
ル
側
の
曲
折
角
度

 

 

 

表 4 50mm ホース・放水量一定（550ℓ/min）の実験結果 

○印は、最も圧力を上昇させなければならない組合せを示す。 

0度 90度 120度 135度 150度 180度

0度 0.75 0.85 1.15 1.2 0.95 1.2

90度 0.9 1 1.3 1.35 1.1 1.3

120度 1.1 1.25 1.45 1.65 1.35 1.45

135度 1.15 1.05 1.3 1.4 1.35 1.35

150度 1.05 0.95 1.25 1.4 1.15 1.3

180度 1.25 1.1 1.4 1.7 1.3 1.45

0.5
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表 5 65mm ホース 8 本＋50mm ホース 2 本・圧力一定 

（1 回目 1.1MPa  2 回目 1.2MPa） 

0 1 2 3 4
１回目放水量 550 500 450 410 350
２回目放水量 550 470 420 360 290

200

300

400

500

600

１回目放水量

２回目放水量

流
量
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放
水
量 
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［MPa］ 

←180 度の曲折回数 
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表 6 135 度の曲折が一箇所のみ発生した場合の放水量比較 

［ℓ/min］ 

 ポンプ側の曲折 ノズル側の曲折 曲折なし 

65 ミリホース 460 490 
550 

50 ミリホース 430 440 

表 1 及び表 2 から作成。 

 

 

（（窓口）京都市消防局研究課 TEL: 075-682-0119（京都市消防学校代表）） 
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［セッション 6］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災科学に関する論文 

防災管理義務対象物における容易性・実効性を高めた 
防災訓練の開発とその実施結果～スーパーDIG～ 

 
 

京都市消防局 

高橋俊史、岸本紀子、山下幸男 

 

1 「防災管理制度」における防災訓練の問題

点 

 東海地震、東南海・南海地震などの発生時に

おける事業所の消防防災体制を強化し、自衛消

防力を確保するため、平成 21 年 6 月、「防災管

理制度」が施行され、一定規模以上の事業所に

対して防災管理に係る消防計画の作成及び計画

に基づく訓練の実施が義務付けられた。その後、

東日本大震災が発生したことで、BCP（事業継

続計画）なども含め、事業所側の防災訓練への

関心はこれまでになく高まっている。 

 ところが、自主防災組織等に対しては、消防

職員が従来から積極的に震災訓練の指導をして

おりノウハウの蓄積もあるのに比べ、防災管理

制度は施行されてから日も浅く、指導を担当す

る職員は訓練の指導に当たり、以下のような課

題に直面している。 

 第一に、訓練シナリオの作成及びこれに伴う

事業所内の調整等に苦労する。第二に消防法第

36 条で定めるとおり、対象となる事業所は 4 階

以下の建物では、延べ面積が 5 万平方メートル

以上を有するなど敷地面積や棟数、人員等が大

規模なものとなる。加えて想定は、震度 6 以上

とすることとされており、事業所、消防両者の

人的、時間的負担が大きくなる。第三に、総じ

て負担が大きい割には、事業所にとって必ずし

も効果が実感できる訓練とはならない。すなわ

ち、シナリオ作成に関わった者はともかく、そ

の他の参加者はシナリオどおりに行動するだけ

で、震災で重要となる自衛消防本部（統括管理

者及び本部隊の各班長で構成される部分。以下

「指揮本部」という。）の運用能力はさほど向上

しない。 

 従来の火災訓練をそのまま震災訓練に当ては

めるだけでは、実効性のある訓練とはならない

のではないかと考えられる。 

 

2 本訓練の概要 

(1) 想定付与として「停電」、「エレベーター停

止」等の状況を明快な絵文字で示したパネル

を用いて行う（図①、図②、図④-1、図④-2）。 

(2) パネルを各所に配置しておき、訓練開始後、

訓練参加者がパネルを探して発見すること

により、想定を把握する。これは、消防隊の

訓練で使用されている「訓練現示」と同様の

ものである（写真①）。 

(3) パネルには、被害の解決に必要な人員数等

が示されている（写真⑤）。 

(4) 指揮本部が、どのパネル（被害）に対応す

るのかの優先順位を判断し、班員は命令どお

り活動する。 

(5) 配置された全てのパネルが処理された時

点で、訓練を終了する。 

(6) 作成した「訓練マニュアル」により、参加

者が指揮命令系統を守るなどのルールを事

前に短時間で理解できる（写真②、図⑥-1、

図⑥-2）。 
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3 本訓練開発の目的及び範囲 

 本訓練は、1 に述べた課題を打開して事業所

が容易に取り組むことができ、効果も高い新た

な訓練の開発を目的としている。このため訓練

内容を「指揮本部の運用訓練」にあえて限定し、

指揮本部の運用を実際に体験させることによっ

て、指揮能力を養うことを主眼とした。本訓練

が意図する指揮能力とは、①現況把握 ②活動

優先順位の決定 ③班長、班員への明瞭な指示

の 3 点である。「指揮能力の養成」を目的として

いるため、設備、器材の取扱いや避難誘導等の

「個別技術の習熟」については副次的要素とし

た。また、テロ災害等については割愛した。 

 本訓練は、先行研究（末尾参考文献参照）を

参考とし、事業所を対象として応用したブライ

ンド型訓練である（図③）。自主防災組織を対象

としたブラインド型訓練は既に行われており、

効果を挙げているが、事業所対象としては未だ

確立されたものがない。例えば、平成 23 年 2

月発行「大規模地震対応消防計画の改善見直

し・訓練指導マニュアル」（財団法人 消防科学

総合センター）の中でもブラインド型訓練につ

いては取り上げられていない。その理由は、第

一に事業所の業態が多様であること。第二に、

震災によって生じる被害想定についても多様と

なること。第三にそれらが組み合わさった多様

な想定に対し、訓練参加者がどのような活動を

するか、あるいは活動しないか訓練が始まって

みなければ分からず、活動の成否によって次に

展開する想定が多岐に渡り、いわば「ねずみ算」

的に想定が増加していくこと。この様な中で、

滞りなく訓練を進行、完結させるのは容易では

ないことが挙げられる。 

 そこで、ブラインド型訓練を行うときは、通

常、「コントローラー」と呼ばれる者が、訓練参

加者の力量及び訓練進行状況を見極め、これに

合わせて参加者に適切に情報を提供して進行を

管理することになる。これには、「コントローラ

ー」と参加者（「プレーヤー」と呼ばれる。）双

方の熟練と臨機応変力が要求される。これに対

し本訓練では、あらかじめ配置したパネルに従

って訓練が進行するため、訓練が始まれば、コ

ントローラーの労力は非常に少なくてすむ。訓

練が滞ることもない。このことは、訓練を企画

し実施する中で、大きなメリットであると考え

られる。 

 なお、本訓練は、DIG（地図を用いて災害を

イメージし、ゲーム感覚で行う訓練）との共通

点があるが（写真⑥）、従来の図上訓練とは違い、

参加者がリアルタイムに判断し、実際に指示を

出して人を動かすところに特長がある。このこ

とから通称名を「スーパーDIG」と名付けた。

ただし、本訓練においては、地図の使用は効果

的ではあるが、必須ではない。さらに、結果を

数値的に記録し比較検証することができる「訓

練結果検証表」の様式を作成したことも、従来

の DIG から一歩進んだ点として挙げられる（表

①）。 

 

4 訓練の実施要領 

(1) 訓練参加者共通の実施要領 

 「訓練マニュアル」を使用して実施要領を事

前説明すれば、訓練はすぐに開始することがで

きる。被害想定やどのような活動をすれば良い

のかは、訓練が始まってから、参加者自身が読

み取り、考えて進めていくことになる。 

 本訓練には、従来の訓練と比較して次の違い

がある。第一に、訓練はパネル発見の順に従っ

て進んで行く。訓練中、被害報告が一時的に集

中することがあり緊張感、切迫感が高まるが、

統括管理者に心理的負担をかける「仕掛け」で

ある。これは、震災では、通常の火災と違い、

多様な事象が同時に多発するため、より過酷な

状況に対応する必要があるためである。第二に、

各々の役割を明確にし、指揮命令系統に従って

被害を一つずつ処理していく仕組みを持たせた

ところである。第三に、活動をジェスチャーで

行えば一定時間で課題が解決し、次の行動へ移
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っていくルールとしたところである。これらは

全て、「指揮本部を鍛える」ための工夫である。 

(2) 指揮命令系統における各役割ごとの実施

要領 

 役割は 3 つに分かれる。①統括管理者（1 名）

②各班長（4～5 名：通報連絡班長、消火班長、

避難誘導班長、救出救護班長、副統括管理者等）

③班員（10～20 名程度）である（図⑥-2）。 

 統括管理者は、パネルに基づいて逐次入って

くる被害の報告を受け、パネルごとに定められ

た数の班員を、現在本部に居る班員から選定し

て現場へ向かわせる（写真③、写真④）。その際、

「被害は優先度とは関係なく入ってくる。」、「対

応できる人員は限られている。」という二つの条

件下で優先順位を決定し、しかも「なるべく迅

速に対応する」必要がある。当然、被害を漏れ

なく把握して対応する必要がある（表①）。 

 ここで、本研究で考案したパネルを使用すれ

ば、班員への具体的な活動指示までは考える必

要がない。これは、統括管理者に具体的な指示

を要求すると、統括管理者の作業量が過大にな

り、統括管理者個人の能力に訓練成否が左右さ

れるのを避けるための工夫である。そこで本訓

練では、訓練を敢えてゲーム的に簡略化し、「優

先順位判断」に訓練を特化させることした。 

 優先順位を判断するためには、本部にいる班

員数を常に把握しておく必要がある。例えば、

緊急性の低い被害に多くの人員を割いてしまい、

後で入ってきたより重大な被害への対応ができ

なくなれば、その判断は失敗である。これはあ

る意味で「結果論」なのだが、本来危機対応と

はそういうものであり、本訓練は、その難しさ

を教え、さらには「全体像が不明かつ事態が流

動的な中で判断する」能力の養成を意図してい

る。 

 各班長は、本部の統括管理者の近くに位置し、

入ってくる被害を統括管理者に報告し、統括管

理者の指示を受け（写真④）、班員に対し指示を

出す。明確に指示を出し、結果報告を受けるコ

ミュニケーション能力と、統括管理者を補佐し

てその負担を軽減することを求めている。また、

上からの命令を下へそのまま伝達するというこ

とを指揮命令系統の基本として事前説明してい

るが、これを乱さない範囲での臨機応変の能力

も求めている。例えば、消火班長は消火だけを

担当するのではなく、また、避難誘導班長は、

避難経路と避難先建物を選定するという仕事が

付与されている（図⑥-1、図⑥-2）。 

 班員は、被害状況を正確に報告し、与えられ

た指示どおりの行動をし、さらにその結果を確

実に報告する必要がある。つまり命令どおりに

動く訓練を行う。また、本訓練においては、班

員の行動はジェスチャーに止まっているため、

班員は脇役とも言える。にもかかわらず班員を

参加させるのは、「生身の人間（班員）から報告

を受け、指示を出す」ことによって班長以上の

者に緊張感、切迫感を「強要」し、その中での

判断、指示を体験させるためである。班員が実

際に現場に行き、たとえジェスチャーではあっ

ても緊張感を持った活動を行うことで、指揮本

部にもそれが伝わり臨場感に包まれる。訓練の

実効性を高める「仕掛け」である。 

(3) 訓練終了後の検討会 

 検討会も本訓練の重要な要素である。PDCA

イクルにより、消防計画を改善・見直ししてい

く必要があるとされており、検討会は、PDCA

の C（チェック）に当たる。第一に、訓練を通

じて気付いたことをワークショップ的に全員に

率直に発言させ、記録する。次に「訓練結果検

証表」（表①）により消防職員が結果を提示する。

後に、訓練中、簡略化、一般化して進めた部

分について、実際はどのような状況が想定され

るのかを検討する。 

 

5 訓練実施結果 

 ここでは、防災管理義務対象の事業所におい

て実際に本訓練を実施した結果を紹介する。対

象は、約 500m 四方に渡る敷地に、約 50 棟を有
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する大規模な事業所である。訓練想定範囲は敷

地全体であるが、実際に訓練に使用する場所は、

実際の事業所の敷地を 2 部屋に縮小した形で再

現した。1 室は、広めの会議室に長机 1 脚を 1

建築物として配置し、長机にパネルを立てかけ

た（写真①及び図⑤）。もう 1 室は、隣の応接室

を利用し、指揮本部とした。訓練参加者は、統

括指揮者以下、指揮本部要員 6 名のほかに班員

役として職員 11 名が加わり、合計 17 名であっ

た。事業所の実際の自衛消防組織編成表に定め

られているとおりの者が班長以上の役職を務め、

現実に近いキャスティングとなった。 

 訓練は、ねらい通りの適度な緊張感の中で進

行し、活気のあるものとなった（表①）。引き続

いて実施した検討会では、全員が発言し、非常

に活発なものとなった。発言の一部を以下に掲

げる。 

「この訓練のポイントは優先順位である。一

番は人命。人命を守るためには避難誘導が必

要な場合もあれば、消火が必要な場合もある

し、救助が必要な場合もある。ガラスを掃く

というのもこのポイントが分かっていない

とやってしまう（表①中段やや下参照）。何

が一番重要かということを考えて、統括管理

者、班長が判断を下していけるようにするに

は、訓練しかないと思う。訓練と共通認識が

重要であると強く感じた。」 

「 も複雑な判断を要するのが避難誘導だ

が、どの建物がだめで、どの建物が使えるの

か、また避難経路上の危険など、視覚的に判

断していかなればならない。これには地図が

必要となる。避難先として適切な施設とそう

でない施設があるので、あらかじめ整理して

おく必要がある。」 

以上の発言からは、参加者が本訓練の趣旨をよ

く理解し、計画の改善まで視野に入れているこ

とが分かる。 

 訓練終了後、参加者全員にアンケート調査を

実施したところ「訓練は面白かったか、もう一

度やってみたいか？」に対し 14 名中 12 名が「は

い」、「自分の対応力が向上したと思うか？」に

対し 14 名中 10 名が「はい」と回答した。アン

ケート調査の感想欄への記入を抜粋して紹介す

る。 

「今回の訓練を通して、地震等の災害が来る

前に、事業所としてあらかじめ定めておくべ

きルールがたくさんあることを実感した。」 

「敷地内の各建物の設備など全体をよく理

解する必要性を強く感じた。」 

「班員として訓練に参加したが、落ち着こう

と意識しても実際にパネルを見るといろい

ろ考えてしまい、行動が少し遅れた。班長の

指示通りに動くことを徹底するというのが

重要であると感じた。また、班員同士の声か

けも非常に重要である。」 

 本訓練の試行結果を以下にまとめる。 

(1) 参加者への事前説明を 25 分間実施した。

その後、訓練を開始し、滞ることなく訓練を

進行させ、完結させることができた。「訓練

マニュアル」を配付して説明することにより、

一定時間内で独自の訓練ルールを理解させ

ることが可能であることが確認できた。 

(2) 指揮命令系統を明確にしているため、指揮

本部の運用を緊張感、切迫感の中で体験させ

ることができた。 

(3) 訓練は 21 分間で終了した。訓練に使用す

る範囲を 2 室に縮小した形でも本訓練の実効

性は全く損なわれることはなく、時間の短縮

効果が得られた。 

(4) 検討会は 30 分間行い、発言内容等から、

与えられた各役割ごとに多くの有意義な「気

付き」があったことが明らかとなった。 

 以上から、本訓練は事業所での実施が直ちに

可能であり、また、事業所に充実感・満足感を

感じてもらえるものに仕上がったと考えている。 

 

6 訓練後の補足と発展 

 訓練の進行を優先するため、やむなく行動を
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簡略化、一般化しているという問題があり、こ

の 2 点について解決策を述べる。このままでは、

安易に課題が解決するという間違った認識を参

加者に植えつける可能性があるからである。し

かし、この点については、本訓練をきっかけと

して訓練意欲を高め、その後、個別に技術訓練

を付加して補足し、充実発展させることで解決

できる。 

 第 1 点目の、ジェスチャーだけで課題が解決

するなど簡略化している点であるが、余裕があ

れば、例えば「担架の搬送要領」「ジャッキの使

用方法」など各習熟訓練を取り出した個別訓練

を追加することができる。 

 2 点目の、一般化している点であるが、例え

ば、ガス漏れに対応するための具体的活動は、

事業所によって大きな違いがあるにもかかわら

ず、パネルの指示通りにすれば、一定時間で解

決するルールとしたが、本来は、どうすれば本

当にその事業所のガスが止まるのかを追求する

必要がある。これについては、訓練終了後に実

際のガス配管や遮断弁の場所などを確認して補

うことができる。また、日を改めて別途、訓練

や研修をしようという機運が高まることも期待

できる。事実、前述の事業所において、本訓練

の実施から一箇月後に、消火器及び屋内消火栓

の実放水訓練を含む防災研修を全職員 120 名が

参加して実施された。 

 

7 まとめ 

 本研究では、災害時に指揮本部が適切に運用

されることを目的とした新たな「ブラインド型

訓練（スーパーDIG）」を考案した。さらに、訓

練準備を容易にし、実施するための「想定現示

パネル」及び「訓練マニュアル」も考案、作成

した。これらにより、より短時間でリアルな訓

練を実施することができる。また、実際にこの

訓練を大規模事業所で行ったところ、良好な結

果を得た。本訓練を行うことによって、防災管

理制度の意義を大きく引き出すことが可能にな

ると考える。 
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写真① 事前準備の様子。建物名称を紙に

書いて机に貼り、パネルを立てかけている。 

 

 

 

 

 

写真② 訓練の事前説明の様子 役割ご

とに名札を付ける。 
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写真③ 班長から統括管理者への報告位

置を定めている。図④  

 

 

写真⑤ 班員の消火活動 

4 名が、パネルに向けて消火器を構え「消

火よし」と言う。 

 

写真④ 班長から統括管理者への報告 

「報告用紙」図②を使用している。 

 

 

写真⑥ DIG に地図上に被害が貼り付けら

れた。
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図① 
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図② パネル裏面に挟んでおく「報告用紙｝ 

 

 

図③ 谷口谷口雅信：広域的災害時における初期の自主防災活動要領について、平成 13 年

度消防に関する論文・機器の研究作品集、（財）全国消防協会、2002. から抜粋 

 

1 ガス漏洩 ☆敷地内のガス配管が破損した。 
☆ガス遮断弁のある場所へ行くこと。（行かない場合はこの場でよい。） 
☆ガス遮断弁の作動をジェスチャーで行うこと。 
☆本部の電話から大阪ガスへ通報せよ。 
☆上記活動開始時間から 5 分以上経過後、活動は終了とする。 

2 火災（小） ☆パネルの前まで行って活動 
☆近くにある消火器で消火せよ。 
☆消火器は、2 名同時に、各 1 本（計 2 本）を使って消火すれば消える。 
15 秒以上構えよ。このとき大声で「消火完了」ということ。 
☆移動等に要する時間としてさらに  分間その場で待機したのち、活動は終了とする。

図④-1 作成したパネルの絵柄、必要人員及び指示内容（抜粋） 

 

必要な班員数
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3 火災（大）  
☆パネルの前まで行って活動 
☆近くにある消火器又は屋内消火栓のどちらかで消火せよ。 
☆消火器は、4 名同時に各 1 本（計 4 本）を使って消火すれば消える。（15 秒以上構えよ。）

☆屋内消火栓ならば、協力して 1 線放水すれば消える。（30 秒以上構えよ。） 
☆大声で「消火完了！」と言うこと。 
☆移動等に要する時間としてさらに  分間その場で待機した後、活動は終了とする。 
 

4 閉じ込め  
 
 
☆エレベーター内部を確認せよ。（想定：健康な男性 2 名） 
☆本部の電話からエレベーター管理会社へ電話せよ。 
☆上記活動開始時間から 5 分以上経過後、活動は終了とする。 
 
 
 

5 倒壊危険 
あり 

 
＜このパネルは 8、9 の後に発見されるよう貼り紙で隠しておく。＞ 
☆倒壊危険があり、内部に居る人を避難させる必要がある。 
☆本部にて、避難誘導班長の指示のとおりに放送せよ。 
☆3 名がパネルのところへ行き、大声で「この建物から避難してください。避難先は○○

です。」と 2 回繰り返すこと。 
☆上記活動開始時間から 5 分以上経過後、活動は終了とする。 
 

6 倒壊危険 
ない模様 

 
 
☆パネルの前まで行って活動 建物の被害状況の調査を実施せよ。 
☆5 分後、この建物は安全に使用できると判断 
☆移動等に要する時間としてさらに  分間その場で待機したのち、活動は終了とする。

 
 

7 爆発危険  
 
☆パネルの前まで行って活動 ☆危険物が流出している。（タンクローリー横転） 
☆半径 10 メートルに渡り立入禁止 
☆この課題については解決できない。 
☆その旨を班長に報告して活動は終了とする。 
 
 

8 負傷者（軽）  
 
☆三角巾を用意せよ。☆パネルの前まで行って活動 
☆腕を三角巾で手当てし、1 名が介添えして本部まで搬送せよ。（負傷者役が居ない場合は

パネルを運ぶ。） 
☆移動等に要する時間としてさらに  分間その場で待機したのち、活動は終了とする。

 
 

9 負傷者（重）  
 
☆担架と三角巾を用意せよ。☆パネルの前まで行って活動 
☆腕を三角巾で手当てし、負傷者を担架に乗せて 4 名で本部まで搬送せよ。（負傷者役が

居ない場合はパネルを運ぶ。） 
☆移動等に要する時間としてさらに  分間その場で待機したのち、活動は終了とする。

 
 

10 ガラス散乱  
 
☆警戒ロープを用意せよ。 
☆4 名集まり、各自がほうき、ちりとりを用意せよ。 
☆警戒ロープの設定、ガラスの破片の回収作業をジェスチャーで行うこと。 
☆上記活動開始時間から 10 分以上経過後、活動は終了とする。 
 
 

図④-2 作成したパネルの絵柄、必要人員及び指示内容（抜粋） 
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地全体を表現 

建物名称をＡ４の紙
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パネルを長机に立掛

ける。一目で見渡せ

る必要はない。 

各班長⇒班員 
指示位置 

各班長・情報収集班員⇒
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のため、位置も決めてお
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器（空）、ジャッキ、バール、
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③参照 

道路 
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確認する。 

別室で実施したが、一室で声が聞こ

える環境で設営しても良い。 

駐輪場  

 

体
育
館 

図⑤ ○○大学訓練会場の配置・設営状況及び使用器材 
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1 概要 

 この訓練は、ブラインド訓練の一種で、被害想定は訓練開始後、各所に配置したパネルから読み取

ります。 

 

 

ただし、少ない負担で訓練を完結させることを優先していますので、行動を簡略化、一般化しゲーム

的な感覚としている部分があります。例えば対応する行動について実際の現場に行くのを省略してそ

の場で待機することや、ジェスチャーで行うことを指示される場合があります。パネルを探しに行く

班員（通報連絡班）からの報告は、時間短縮のためパネル裏面に挟んである報告用紙を活用すること

しています。 

 

(2) 各班長 4～5 名 

括管理者からの指示を受け、指示された人数を班員から選定（指名）し、具体的指示を与えてくださ

い。統括管理者の指示がないのに勝手に班員に指示を出したり、指示を上回る人数の班員を使ったり

してはいけません。重要な役割は、統括管理者を補佐して負担を軽減することです。このため、班長

同士は連携・協力してください。連携・協力の内容は、①本部で黒板に書き出す作業等と②統括管理

者が優先順位や何班長に指示を出すか迷っている場合の助言です。いったん指示を受けたパネルへの

対応は一人で行うルールですので、他の班長との連携・協力は必要ありません。 

報告用紙で報告を受けた場合は、上半分を統括管理者へ手渡してください。下半分に具体的指示が書

いてありますので活用してください。指示は、本来事業所によっても異なり、意見も分かれるところ

ですが、訓練を滞りなく進行させるため、書いてある通りとしてください。本部の統括管理者の近く

に居てください。班員から結果報告を求めてください。逐次、結果報告を整理し、統括管理者に完結

に伝えてください。班員が帰ってきた（他の任務に当たることができる。）ことも伝えてください。事

前に必要な資機材の確認をしてください。 

(3) 班員 10～20 名 

 班長から指示されたとおりに行動してください。（統括管理者とは原則として会話しません。ただし、

パネルを探しに行く班員を除く。）あらかじめ所属する班が計画に定められているかもしれませんが、

それ以外の活動を指示されることもあります。任務完了すれば班長に報告してください。原則として、

班員が班員に対して指示することはありません。班員同士で活動の分担を決める程度となります。班

員は、席で待機しておき、指示を受け活動を開始し、任務完了すれば再び席に戻り待機してください。

パネルの所まで行ったら「到着した班員は、この紙をめくる。」という表示があります。めくると具体

的指示が書いてあります。また、実際に現場へ行かない場合は、「加算時間」というものを設定してい

ます。指示された場所で待機し、自分の腕時計で時間を計って下さい。落ち着いて書いてあることを

良く読んでください。 

 

図⑥-1 訓練マニュアル（全 5 ページから抜粋） 

 

 

 

中略 

中略 
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＜指揮命令系統のイメージ図＞ 
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地
区
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長 

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

班長 

副統括管理者 

○ ○

○ ○

○ 中略 

避 難 誘 導 班

長 

又 は 副 統 括

管理者 

＊避難先建物及び避難経路の決定・指示を行う。黒板に敷地の地図を貼り、

被害を書き込む。 
＊＜本訓練における避難についての取決め：震災対応であるため、長時間

の避難や荒天での負傷者等の避難を想定し、建物から建物への避難とす

る。建物⇒空地ではない。したがって安全な建物を確認してからの避難指

示となる。避難経路については、危険があれば、危険を避けて誘導するよ

う留意すること。また、情報が入っていない建物については、状況は不明

であり、避難させる必要もなく、避難先にも指定できない。＞ 
＊放送は班員にさせること。放送内容は班長が指示すること。内容は、①

被害発生場所 ②安全な避難経路 ③避難先 
＊本訓練における放送は、一般の客・従業員を安全な場所へ誘導するため

のものとし、自衛消防隊員に対する伝達には使用しない。放送は、放送設

備で実際に放送できない場合は、トラメガ等を使用する。 
 

班員 
放送設備（トラメガ等）により、班長の指示のとおりに情報を放送する。

次に、パネル設置場所行き声を出して誘導する。（大声で行う。） 

中略 

検討会における担当消防職員へのアドバイス等 

ＤＩＧと同様に、消防職員が答えを言うのではなく、参加者に考えさせる。職員の発言

は 小限にする。検討会の中で次の様な問いが予想される。 
①訓練結果検証表で表される統括管理者の優先順位の判断が正しかったかどうか？と

いう問いが予想されるが、これについて職員は正解を言う必要はなく、また言えない。理

由は、事業所それぞれにハード面の特徴や、企業理念などが異なるため。 
②また、例えば危険物の流出対応や、倒壊危険のある建物内に要救助者が居る状況等、

自衛消防隊は、どこまで危険な活動をしなければならないのか？という問いが予想され

る。これに対しては、自衛消防の考え方の基本及び自助、共助、公助の考え方等の基本原

則の説明にとどめておくべきである。 

図⑥-2 「訓練マニュアル」 
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表① ○○大学訓練結果検証表（被害想定・訓練進行及び班員の増減表） 

＊班員は 11 人で開始している。訓練中増減があり、 後に再び 11 人となる。この表からいつ、被害を把握した

か？ いつ被害に対して活動を指示したか？ 優先順位をどう判断したか？ 抜けはないか？ について検証

することができる。消防職員が作成し、検討会で活用する。 

 

（（窓口）京都市消防局研究課 TEL: 075-682-0119（京都市消防学校代表）） 

 

発見報告時刻 

班員に対し活

動を指示した

時刻 

現 場 に

向 か っ

た 班 員

数 

班員から完了

報告を受けた

時刻 

帰 っ て

き た 班

員数 

本 部 に

居 る 班

員数 

訓練開始     22

  パネルを探し

に行く班員 

－2   9

2 分後 火災（大）駐輪場 火災（大） －4   5

3 分後 下敷きＥ校舎 下敷き －3   2

4 分後 ガス漏洩Ｆ校舎 ガス漏洩 －1   1

4 分後 負傷者（軽）小学校校舎   1

5 分後  負傷者（軽） －1   0

5 分後 閉じ込めＱ校舎    0

6 分後 爆発危険Ａ校舎駐車場南側道路上   0

7 分後   火災（大） ＋4 4

7 分後 負傷者（重）中学校校舎 負傷者（重） －4   0

7 分後   下敷き ＋3 3

8 分後  爆発危険 －1   2

9 分後 火災（小）Ｂ校舎 火災（小） －2   0

9 分後 ガラス散乱中学校校舎    0

9 分後     0

10 分後 倒壊危険ない模様 大学体育館   0

11 分後   パネルを探し

に行く班員 

＋2 2

11 分後   負傷者（軽） ＋1 3

11 分後   ガス漏洩 ＋1 4

12 分後   負傷者（重） ＋4 8

12 分後   爆発危険 ＋1 9

12 分後  ガラス散乱 －4   5

16 分後 倒壊危険 Q 校舎 倒壊危険 －3   2

18 分後   火災（小） ＋2 4

19 分後   倒壊危険 ＋3 7

20 分後   ガラス散乱 ＋4 11

21 分後 訓練終了    11

出だしは被害が入り

次第、活動を指示し

ている。 

そのため、本部に居る班

員が 0 になり、被害が入

ってきても対応できな

い状態となっている。 

この処理は不明のまま

となった。 

初めに出動した隊

員が帰ってきた。 

順番が入れ替わっている。 

このパネルは、いわば「ひっかけ」である。優先

順位は低いと判断すべきであり、実際、すぐ処理

されていないが、これは、優先順位が低いと判断

したためなのかどうか、ちょうど班員が居ないた

め分からない。 
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［セッション 6］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災科学に関する論文 

共同住宅等の灯油供給施設における小口径配管の 
漏れの点検に関する評価 

 

札幌市消防局 

野村耕一、菅原法之 

 

1 序論 

 消防法（以下「法」という。）第 10 条の規定

に基づき、法第 11 条第１項の許可を受けた指定

数量以上の危険物を貯蔵し又は取扱う施設のう

ち、一定の要件に該当する施設（危険物の規制

に関する政令（以下「危政令」という。）第 7

条の 3 及び第 8 条の 5 に規定される製造所等で、

危険物の規制に関する規則（以下「危規則」と

いう。）第 9 条の 2 に規定されるものを除く。）

の所有者、管理者又は占有者は、法第 14 条の 3

の 2 に規定する製造所等の点検（以下「定期点

検」という。）を定期に実施しなければならない。 

  定期点検の実施対象となる施設のうち、地

盤面下に埋設された配管（以下「地下埋設配管」

という。）を有するものについては、危規則第

62 条の 5 の 3 の規定により、地下埋設配管の漏

れの点検を行わなければならず、危険物の規制

に関する技術上の細目を定める告示（以下「危

告示」という。）により、ガス加圧法、液体加圧

法、微加圧法、微減圧法又はその他の方法のい

ずれかにより点検する必要がある。 

 地下埋設配管のうち、暖房用等燃料として使

用される灯油を貯蔵する地下貯蔵タンクを有す

る製造所等のうち、一部の施設においては、送

油配管又は返油管として外径 8mm（以下「8φ」

という。）又は外径 10mm（以下「10φ」という。）

の銅管が使用されている施設があるが、当該配

管については定期点検の対象となり、この配管

は地下タンク貯蔵所等に使用されている鋼管製

配管よりも口径が小さい（以下「小口径」とい

う。）ものである。 

 この小口径の配管については、点検に係る手

法及び費用面等から微加圧法など気体による加

圧方法が一般的に実施されているが、点検に際

して、配管から危険物の抜き取りが適切に実施

されているか懸念され、また、適切な点検実施

方法の指導について検討する必要があり、現況

においては、点検を実施する事業者の経験及び

手法に委ねられているのが実態である。 

 このような背景から、消防機関において適切

な指導が必要と考えられたことから、本実験に

より検証し評価することとしたものである。 

 なお、本評価対象となる施設形態においては、

法第 10 条第４項において規定される位置、構造

及び設備の技術上の基準には、定期点検を実施

するために必要とされる施設構造等について規

定されていないことから、定期点検を容易かつ

適正に実施するための配管に対する構造につい

ても併せて検討することとしたものである。 

 

2 本評価対象となる施設 

 本評価の対象となる小口径の銅管を用いてい

る、地下埋設配管を有する施設は、次の施設形

態及び箇所が対象となる。 

(1) 一般取扱所 

 「共同住宅等の燃料供給施設に関する運用

上の指針について」平成 15 年消防危第 81 号

通知（以下「第 81 号通知」という。）におけ

る中継タンクを有しない方式等（図 1） 
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(2) 給油取扱所 

 建築物内の暖房用等の用途に用いるため、

灯油の専用タンクからオイルサーバー等に

より灯油を吸引している配管（図 2） 

(3) 地下タンク貯蔵所 

 電磁ポンプ等により少量危険物等の消費

施設に供給するための吸引管等 

 

3 対象施設形態における点検方法選択の適当

性に係る考察 

 前掲の施設においては、いずれもタンクから

の送油配管は、配管地下埋設部の二次側にポン

プが設けられている構造であることが一般的で

あり、当該施設構造を考慮した点検方法を選択

する必要がある。 

 また、本評価の実施に際しては、危険物製造

所等の維持管理に対する法令順守が第一義的に

存するものであるが、点検方法が複雑にならな

い方法の選択が必要とされるほか、昨今の経済

情勢並びに本評価の対象施設の多くが既存の施

設であることを考慮すると、適正な点検の実施

に際して、施設の一部改造が必要な場合におい

ても、必要最小限の経費により、最大限の効果

を有する手法を検討することも命題として与え

られるものである。 

 次に、危告示に示される点検方法と、適切な

点検方法の考察を示す。 

(1) 点検方法の特性 

ア 配管内に危険物を残存させた状態で点検す

る方法 

 配管内に危険物を残存させた状態で点検がで

きる方法は、「液体加圧法」及び「その他の方法」

の 2 つが挙げられる。 

 既存の施設では、地下埋設配管は地下貯蔵タ

ンクとポンプの間に設置され、ポンプにより灯

油を地下貯蔵タンクから吸引する方法であり、

液体加圧法を実施する場合、配管内の灯油を加

圧する装置等の取り付け（常設）又は点検時の

取り付けのいずれかが必要となる。また、加圧

対象となる配管に圧力測定装置及び点検対象部

分以外との間に弁を設けるなどの措置が必要と

なる。 

 その他の方法で、現在、点検方法として挙げ

られるものは、統計的手法を用いて分析を行う

ことにより、直径 0.3mm 以下の開口部からの危

険物の流出の有無を確認することができる方法

（現在、（財）全国危険物安全協会で評価を受け

ているものは、「ウェット・ストック・ウィザー

ド ヴァージョン 4.4」のみ。以下「統計的手

法」という。）であり、これには毎日の在庫管理

（地下貯蔵タンク内残量及び消費量の確認によ

る数量管理）が必要となる。 

イ 配管内の危険物を除去した状態で点検する

方法 

 配管内の危険物を除去した状態で点検する方

法は、ガス加圧法、微加圧法及び微減圧法があ

る。 

 これらの方法は、点検前に対象となる配管内

の灯油を完全に除去する必要があり、これが不

十分の場合には、灯油の滞留する箇所及び、灯

油により配管が閉塞された箇所の加圧二次側に

ついて、適正な点検をすることができない。 

 現在、消防本部においては、危険物施設の許

認可時に、地下埋設配管は、地下貯蔵タンクに

対して下りの水勾配を設けることを指導してい

るが、施設の老朽化や、設置場所の状況の影響

から、点検実施時に地下貯蔵タンクに対する下

り水勾配必ずしも確保されていると判断はでき

ない。 

(2) 点検方法の選択に関する考察 

 漏れの点検を実施する場合、通常は地下貯蔵

タンク及び接続する配管を一体として同時に点

検する手法が多く用いられている。これは、地

下貯蔵タンク気相部と配管（気相部）を一括で

加減圧することにより、点検に係る手数を減ら

し、効率的な点検が可能となるものである。 

 施設の日常的な維持管理及び施設全体の構成

を考慮し、各点検方法について、次のように考
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察する。 

ア 液体加圧法 

 加圧用のポンプの取り付け及び配管の閉塞措

置のため、点検設備を取り付ける必要があり、

また、点検対象配管内に気相を生じさせないよ

うにすることは、構造のほか、手順的にも煩雑

となり合理的ではない。また、当該点検設備を

増設することは法令による義務ではなく設置者

の費用負担を生じさせるため、他の安価な方法

と比較した場合は、積極的に指導することは難

しい。 

イ その他の方法 

 統計的方法については、当該施設における日

常的な在庫管理が求められる。 

 給油取扱所においては、施設全体で統計的手

法を用いている場合を除いては、実施させる合

理性は薄い。 

 共同住宅等の燃料供給施設（一般取扱所）の

場合、払い出し量は、各戸別メーターを確認し

なければならないなど、在庫管理を毎日実施す

ることは困難であり、合理性は薄い。 

ウ 危険物を除去して実施する方法 

 液体加圧法及びその他の方法と比較し、危険

物を除去する方法については、危険物の除去不

十分及び、点検実施後の復旧時にポンプへの揚

油及び空気混入（エアー噛み）による不具合を

解消できれば、タンク気相部と一括で点検でき

る方法として合理的であり、また、現行におい

て一般的に実施されており、点検事業者にも理

解を得やすいものであると考えられる。 

 この危険物の除去を要する方法のうち、ガス

加圧法については、地下貯蔵タンクと同時に実

施する場合、地下貯蔵タンク内を空にしなけれ

ばならず、点検に係る費用負担からも採用され

ることが少ない。 

 微加圧法及び微減圧法による点検については、

地下貯蔵タンクに危険物が残存したまま当該地

下貯蔵タンクの気相部の点検が可能であるため、

主流となっている。 

エ 点検方法の選択に関する考察の結論 

 アからウまでの考察により、危険物を除去し

て実施する方法について評価対象とすることと

し、現在点検の主流となっている微加圧法又は

微減圧法を適切に実施する方法を検討する。 

 

4 対象施設形態における点検実施に係る懸案 

 点検方法の選択において、微加圧法又は微減

圧法のいずれかが適切であると考察されたこと

から、当該方法の適切な実施に係る懸案を次に

示す。 

(1) 点検対象となる配管内の危険物除去の方

法 

 8φの銅管は、内径が約 6.5mm（断面積：約

0.332cm2）、10φの銅管は、内径が約 8mm（断

面積：約 0.503cm2）であり、配管内に灯油が少

量でも残存している場合には、配管が容易に閉

塞されることが懸念される。 

 また、微加圧法による圧力は 2kPa であること

から、配管内に灯油による閉塞が生じた場合、

加圧二次側では、規定圧力まで加圧できないこ

とが考慮される。 

 このことから、点検事業者が一般的に実施し

ている点検前の危険物抜き取り方法について、

点検に影響のない方法を提示する必要がある。 

(2) 点検後の復旧等を容易にするための設備

の増設等 

 本評価対象となる銅管は、鋼管と異なり、「フ

ランジ」及び「ねじ込み」による接続方法では

なく、一般的には、配管を真鍮製の継ぎ手内の

樹脂製スリーブにより締め付けることで、配管

と継手を接続しているため（図 3）、当該接続部

を離脱した場合は、配管の変形部分を切断して

再接続する必要がある。このため、点検を実施

する毎に配管が短くなるため、何らかの措置が

必要になる。 

 また、小口径配管の送油ポンプは、電磁ポン

プが使用されていることが多く、当該ポンプは、

空気混入に対するトラブルが発生しやすく、送
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油配管の点検による離脱時に、配管内への空気

混入を抑制する必要がある。 

 

5 懸案に係る評価項目及び解決策の提示 

 配管に灯油を充填した後、複数の方法（重力

による自然流下、窒素ガス加圧による押し出し

及び、エジェクターを用いた減圧等）により抜

き取った際に、配管の内壁に付着（残存）する

灯油量を、配管の重量比較により測定し、除去

率の評価を行う。また、抜き取った後に、一定

時間後、配管の底部に灯油が凝集し、微加圧及

び微減圧による点検障害とならないかを、併せ

て評価し、適切な抜き取り方法を検証する。 

 4 (2)の点検を容易に実施する方法として、図

4 に示す改良措置を講じた模型を製作して、危

険物除去の障害とならないこと及び操作が容易

であることを検証した。 

 なお、戻り管は、弁は設置できないことから、

図 5 に示す改良措置を講じた構造について提言

することとした。 

 

6 実験結果等 

(1) 予備実験 

 灯油の質量測定を伴う実験としたため、揮発

性状を把握するため、常温における揮発量を測

定したが、実験操作上、補正が必要となる値で

はないものと判断された（写真 1）。 

(2) 配管における危険物除去に関する実験 

ア 自然流下による除去について 

 配管内に灯油を充填し、一定時間の自然流下

により除去できる危険物の量を測定したところ

表 1 の結果が得られた。このことから、配管内

に灯油が残存した場合、漏れの点検に最低限必

要とされる 30 分程度の静置により、底部に灯油

が凝集することが確認された（写真 2～6）。 

イ 自然流下と窒素ガス加圧による除去の比較

について 

 アと比較するため、窒素ガス加圧による押し

出し（図 6）により、除去される灯油量を測定

したところ（表 2 参照）、液体が排出され、灯油

の滴り又は飛沫状となり排出される状態となっ

た時点における除去率は、約 98％程度であり、

内部には、配管延長に対して約 2％の閉塞を生

じさせる可能性のある灯油が残存することにな

る。また、静置することによる底部への凝集は

同様に起こるものであり、配管延長が長いもの

（施設形態から、約 10～30 メートルのものをい

う。）の場合においては、微加圧法又は微減圧法

において、閉塞部分より先においての適正な点

検圧力を確保できない点検障害を生じさせる可

能性があることが示された。 

ウ 灯油除去操作の改良について 

 予備実験の結果から、灯油は短時間の送気に

よる揮発除去は困難であると考慮されたこと、

また、一定時間の静置により凝集することから、

除去操作を行った後に、一定の静置時間をおい

て、再度除去操作をすることにより、有効に除

去ができるものと考察し、図 7 に示す実物大模

型（写真 7）を用い、図 8 及び図 9（使用エジェ

クターについては写真 8）に示す装置により実

施したところ、99%を超える除去率とすること

ができることが確認された（表 3 参照）。 

(3) 配管の構造に関する検討 

 配管内の灯油除去と併せ、図 4 に示す三方弁

を接続した配管構造により灯油の除去を実施し

たが、三方弁の設置に伴う除去率への影響は認

められなかった。このことから、点検を容易に

実施する配管構造として、適切な構造であるこ

とが確認された。 

(4) 点検に際しての圧力測定箇所に関する事

項 

 実験により改良された方法においては、99%

を超える除去率を得られたが、点検をより適切

に実施するためには、配管中に液体による閉塞

が無いことを別途確認することが必要である。

このことから、点検実施前の確認として、試験

のための圧力変動を行う配管一次側及び二次側

の双方に圧力計を設定し、配管内に閉塞が生じ
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ていないことを確認することが適切である（図

10）。 

 

7 評価結果 

 小口径の配管の場合、配管内の一方からの送

気及び吸引のいずれの方法においても、同じ時

間送気又は吸引する条件であった場合、1 回の

操作ではなく、2 回に分割し、間に静置時間を

設けることが除去率の向上につながることが判

明した。その上で、対象施設の標準的な配管の

埋設長さを考慮した場合、約 3 分間の除去操作

を行うことに比較し、約 2 分の除去操作、約 10

分の静置、約 1 分の除去操作とすることで、点

検に支障ない程度に危険物を除去することがで

きることが確認された。これは、静置時間中に

配管内の灯油が一旦低所に凝集することにより、

2 回目の除去操作で、効率よく除去される結果

となったものと思料される。 

 今回評価対象とした施設においては、消防法

第 10 条第 4 項による位置、構造及び設備の技術

上の基準において、定期点検を容易に実施する

ための構造とすることについては規定されてい

ないが、行政指導事項として、その構造要件を

求めることは適切であり、また、本評価におけ

る構造が点検に支障を与える構造ではないこと

が確認された。 

8 行政指導事項としての提言 

 評価結果を受け、次の事項を小口径の危険物

配管における漏れの点検に係る行政指導事項と

して提言する。 

(1) 点検実施者に対する指導事項 

ア 配管内の危険物除去操作については、窒素

ガス加圧による押し出し又はエジェクター

による吸引により実施するものとし、1 回目

の操作で、配管からの危険物の排出状態が飛

沫状となった後、約 10 分の静置時間おき、2

回目の除去操作を行うことを最低限とする

こと。 

イ 危険物の除去状態による支障の有無を確認

するため、点検の事前確認として、点検配管

の加圧又は減圧の一次側及び二次側に圧力

計を設置し、点検実施圧力により点検対象配

管の一方からの加圧又は減圧を行い、圧力変

動を確認すること。 

(2) 施設関係者に対する指導事項 

 施設の点検を容易に実施できる構造とするこ

とは、点検に係る時間の短縮を図れ、かつ、異

常時の早期点検実施に資するものであることか

ら、特に共同住宅等の燃料供給施設等の住民生

活に係る施設である場合は、本評価により提言

する改良措置を講ずることが望ましいものであ

ること。

 

図 1 地下タンク貯蔵所及び一般取扱所（燃料供給施設）の例 

Ｐ

注入管 戻り管 

送油管（吸引） 

Ｇ.Ｌ. 

戸別タンク 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 261 -



 

 
 

図 2 給油取扱所の例（灯油に係る系統のみ図示） 

 

 

 

 

図 3 継手部分の断面 

 

 

 

図 4 送油（吸引）配管における改良措置（三方弁設置） 

 

 

常時（灯油の流路） 
タンク側 

電磁ポンプ側 
漏れの点検時の 
液抜き口 
（常時閉栓） 

埋設部分 三方弁 

常時（灯油の流路） 

締め付けにより、樹脂製スリーブが圧縮変形し、ス

リーブの内径が配管を締め付け変形させ、隙間を生

じさせず、配管が脱落しない状態となる。 

継手（受け）

樹脂スリーブ 配管 

Ｐ

注入管 

送油管（吸引）

Ｇ.Ｌ. 

販売室等 
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図 5 戻り配管における改良措置（継手接続による設置） 

 

 

 

 

図 6 U 字型実験装置（窒素流通） 

 

実験対象範囲 

Ｎ2 
排出灯油受け 

タンク側 

戸別タンク側 

埋設部分 

返油（灯油の流路） 
二重継手接続 
（下：拡大図） 

（拡大図） 

Ｉ型継手 Ｉ型継手 点検時取り外し用配管 
（8φ又は 10φ） 

常用配管 
（8φ又は 10φ） 

返油（灯油の流路） 
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図 7 実物大模型配管 

 

 

図 8 実物大試験配管（窒素加圧） 

 

 

図 9 実物大試験配管（エジェクター減圧） 

エジェクター 

Ｎ2 

排出灯油受け 

Ｎ2 

排出灯油受け 

8φ（20ｍ） 8φ（13ｍ） 

配管抵抗等(+α) 

落差 

80cm 程度 

灯油注入口（試験接続口） 
配管径（10φ） 

三方弁の接続口径 
（１／４） 

灯油吐出口 
（試験接続口） 
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図 10 

 

表 1 

実験 

番号 

自然流下除去による灯油残存量 
除去率 

灯油残存量 残存体積 閉塞長さ（8φ） 残存率 

1 0.58g 0.73mℓ 2.0cm 2.0% 98.0%

2 0g 0mℓ 0.0cm 0.0% 100.0%

3 1.19g 1.49mℓ 2.1cm 1.4% 98.6%

4 0.23g 0.29mℓ 0.8cm 0.5% 99.5%

※実験条件（表中の実験番号と対応） 
 1 自然流下後 10 秒の静置（試験配管長：1m 三方弁なし） 
 2 30 分の自然流下措置（試験配管長：1m 三方弁なし） 
 3 自然流下後 10 秒の静置（試験配管長：1.5m 三方弁あり） 
 4 30 分の自然流下措置（試験配管長：1.5m 三方弁あり） 

 

表 2 

実験 

番号 

窒素ガス加圧による押し出し除去による灯油残存量 
除去率 

灯油残存量 残存体積 閉塞長さ（8φ） 残存率 

1 1.00g 1.25mℓ 2.4cm 1.6% 98.4%

2 0.12g 0.15mℓ 0.6cm 0.4% 99.6%

3 0.04g 0.05mℓ 0.2cm 0.1% 99.9%

※試験配管長：1.5m 三方弁あり 
※実験条件（表中の実験番号と対応） 
 1 窒素ガス加圧による押し出し（1 分間の連続加圧） 
 2 窒素ガス加圧による押し出し（3 分間の連続加圧） 
 3 窒素ガス加圧による押し出し（2 分間の連続加圧／10 分間静置／1 分間の再連続加圧） 
※最初の加圧の時間計測は、灯油を満たした一方の配管からの灯油の放出状況が、最初棒状で

の排出から始まり、その後、飛沫状になった時点から計測した。 

 

埋設部分 

タンク側

電磁ポンプ側 

Ｎ2 

点検実施前に各点検配管系統の加圧一次側と二次側の圧

力指示値が等しいか確認 
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表 3 

実験 

番号 

除去操作の改良による灯油残存量 
除去率 

灯油残存量 残存体積 閉塞長さ（8φ） 残存率 

1 9.4g 11.75mℓ 35.3cm 1.0% 99.0%

2 3.5g 4.38mℓ 13.2cm 0.4% 99.6%

3 19.8g 24.75mℓ 74.5cm 2.1% 97.9%

4 7.1g 8.88mℓ 26.7cm 0.7% 99.3%

※試験配管長：35m 
※実験条件（表中の実験番号と対応） 
 1 窒素ガス加圧による押し出し（3 分間の連続加圧：0.4MPa） 
 2 窒素ガス加圧による押し出し（2 分間の連続加圧／10 分間静置／1 分間の再連続加圧） 
 3 エジェクター減圧による吸引（3 分間の連続減圧） 
 4 エジェクター減圧による吸引（2 分間の連続減圧／10 分間静置／1 分間の再連続減圧） 

 

【上記各表の語句説明】 

※灯油残存量：灯油除去後の配管全体重量 － 灯油充填前の配管全体重量 

※残存体積：灯油の密度を 0.80ｇ/mℓとして、灯油残存量から求めた配管内に付着している灯油の体

積。 

※閉塞長さ：除去後、配管内壁に付着した灯油が、全て凝集し配管内に液溜りとなった長さで、残存

体積と配管断面積から求めた。 

※残存率 (%) ：閉塞長さを試験配管長で除して求めた。 

※除去率 (%) ：100 － 残存率 

 

 

 

写真 1 揮発量検討 

 

写真 2 8φ配管（1m） 
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写真 3 灯油充填操作 

 

 

写真 5 三方弁取付配管（1.5m） 

 

 

写真 7 実物大配管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 残存灯油の排出 

 

 

写真 6 窒素加圧操作 

 

 

写真 8 使用エジェクター 

（野村耕一 E-mail: koichi.nomura@city.sapporo.jp）
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［セッション 6］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災科学に関する論文 

火災防止を目的としたヒューズ機能付き IH 対応容器の開発 

 

東洋製罐株式会社 

藤田萩乃 

 

1. まえがき 

 近年、火を使わない安全なコンロとして IH

（Induction Heating）調理器が急速に普及してい

る。Figure 1 に示すように、2011 年度の統計で

は、台所に据付ける 200V タイプの IH 調理器が

720 万世帯で導入されており、総世帯数 4800 万

戸に対する普及率は 15%である。2005 年以降か

らは、新築及びリフォームの需要でそれぞれ約

40 万台、合計約 80 万台が毎年出荷されている

ことから、2015 年には約 1000 万世帯で導入さ

れ、普及率は 20%に達すると予測されている[1]。

さらに、ガス配管を必要としないため導入コス

トが安いことから、今まさに復興しようとする

東北地方の需要により、Fig.1 の予測を上回るこ

とも考えられる。 

 しかしながら、火災に対して安全なはずの IH

調理器が関係する火災は、2007 年から 2010 年

までに 18 件報告されている[2]。そのほとんどは

不適切な鍋を使用し、油を少量しか使わずにそ

の場を離れたことが原因のてんぷら火災である。

一方で、2008 年 9 月 19 日に大阪府で発生した

火災は、紙パック内部にラミネートされた数  

μm の厚さのアルミ箔が過加熱されたことに起

因しており、IH 調理器と被加熱物との構成その

ものに原因があると考えられる。てんぷら油を

過加熱すれば発火に至ることは周知の事実であ

るが、IH 調理器でアルミ箔が火元となり得るこ

とを消費者が理解しているか否かは極めて疑問

である。 

 近年 IH 調理可能で、簡単便利な鍋として

Fig.2 のようなアルミ箔鍋が流通し始めている。

前述の紙パックと同様に、このようなアルミ箔

鍋は空焚きすると Fig.3 に示すように簡単に燃

え、これが火災の原因となり得る。 

 本研究の目的は、どのような使用状況下でも

火災を未然に防ぎ、誰でも安心安全に調理がで

きる簡単便利な鍋を開発することにある。この

ような視点に立って鍋に付与した安全機能によ

り、IH 調理器が自動的に停止するように IH 調

理器と被加熱物との関係を再構築する。本研究

の対象とする IH 対応容器（以後当該容器をこ

のように呼ぶ）の外観を Fig.4 に示しておく。 

 

2. アルミ箔鍋における技術的課題と IH 対応

容器の設計手法 

2-1. アルミ箔鍋の従来特許と問題点 

 IH 調理器で調理可能なアルミ箔鍋に関する

特許は 1970 年代から今日までに 2000 件以上出

願されている。これらは主として Fig.2 に示す

ような薄導体板を打抜き成形した鍋や、アルミ

箔を樹脂や紙などの容器に貼り合わせる構造の

鍋である。これらの特許は、Fig.5 に示すように、

導電材の材質や板厚を限定するもの、容器強度

を保つための加工に関するもの、導電材を容器

に装着する際の水冷構造に関するものに分類さ

れる。ただし、これらは IH 調理器での加熱を

可能とする技術であり、空焚きしたときの火災

の原因の排除を可能とする技術ではないことを

指摘しておきたい。 
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2-2. アルミ箔鍋の底厚とインピーダンスマッ

チング 

 IH 調理器において被加熱物とのマッチング

が取れない場合には機器自身が破損する危険性

がある。そのため、被加熱物のインピーダンス

を測定することにより加熱の可否を自動的に判

別している。Figure 6 は IH 調理器加熱コイルに

おいて、無負荷を基準にしたときのアルミニウ

ム板のインピーダンス変化分と IH 調理器にお

ける加熱の可否を実験的に調査して示したもの

で、図中の縦軸はインダクタンスの変化分を、

横軸はレジスタンスの変化分を表している。ア

ルミニウム板の寸法はφ100 で、厚みを 3μm

から 200mm まで変化させ、IH 調理器の天板の

上に配置して、インピーダンスの測定および加

熱試験を行った。図中、本容器及び、市販の鋼

製鍋、加熱可能な厚みの板をプロットで、加熱

できない厚みの板を×印で、さらに実験的に得

られた加熱可能な領域を斜線で示している。ア

ルミニウムの板厚が増すにつれてインピーダン

スは太線の矢印の向きに変化する。図から、厚

み 14μm から 72μm で加熱可能領域を通過し、

一般的なアルミニウム製の鍋（2～5mm 厚程度）

では加熱可能領域から大きくはずれることが分

かる。参考までにφ85（3～30μm 厚）及び、

φ120（3～9μm 厚）の測定結果を細線で示し

ておく。導電材料の場合には板厚が増すにつれ

て太線の矢印と同様の曲線を描く。インピーダ

ンスマッチング領域、すなわち加熱可能な領域

から外れる鍋は加熱されない。 

 Figure 2 のアルミ箔鍋は加熱可能領域に入る

ように鍋底の厚さが設計されている。 

2-3. IH 対応容器の設計手法 

 IH 調理器はインピーダンスや天板温度を常

時測定しているものの、鍋が燃えていてもこれ

らの測定値が閾値以内であれば加熱を続け、火

災を止めるための判断をすることはできない。

そこで著者は鍋が一定温度以上になったとき鍋

のインピーダンスを IH 調理器とのマッチング

領域から逸脱させ、IH 調理器が自身の保護機能

により自動的に停止する方法を新たに考案した。

これにより、鍋側から危険を回避する情報を IH

調理器側に通知することが可能となり、IH 調理

器と被加熱物（以後発熱体と呼ぶ）の関係を再

構築することが可能となった。 

 発熱体には IH 調理器の誘導加熱によりうず

電流が流れ、発熱体の抵抗分のジュール熱によ

り発熱する。発熱体が空焚きの危険性のある温

度に達したとき、発熱体の一部をヒューズのよ

うに自己破体させることでうず電流を遮断し、

インピーダンスマッチング領域から逸脱するこ

とが可能となる。このような特性をヒューズ機

能と呼ぶこととする。ヒューズとなる部位を自

己破体させるためには、他部位より高温となる

ようにし、かつヒューズ部の抵抗値のみを大き

くする必要がある。そのため Fig.7 に示すよう

に箔材を一旦切断し、再接合する方法を採用し

た。本発熱体は食品用途であることを考慮すれ

ば、接合方法として接着剤は使用せず、物理的

に圧着する方法が望ましい。うず電流が流れる

と圧着部は反発するため、強い勘合力が求めら

れる。そこで、超音波溶接による圧着接合によ

り圧着力と面積を調整する機構とし、接合部を

形成した。さらにヒューズ機能を確実に発揮さ

せるためには、破体時のうず電流の迂回路を一

切遮断しなければならない。そのため、発熱体

は必然的にドーナッツ形状となる。 

 単純に IH 調理器によって鍋を加熱するのみ

であれば、Fig.6 のようにインピーダンスマッチ

ング領域を実測して設計すればよいが、火災防

止のためにはヒューズ機能を有する発熱体に複

雑に流れるうず電流問題を正確に解析した上で、

十分に電磁気学的検討を加える必要がある。 

 誘導加熱における被加熱物としての本発熱体

は数μm の厚さであり、非常に薄いといえる。

しかしながら、このような薄導体板は瞬時に燃

えてしまうため、これまでは工業的な用途はほ

とんどなく、精度の高い電磁界解析の必要はな
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かった。そのため薄導体板の電磁界解析手法は

確立されておらず、Fig.2 のようなアルミ箔鍋に

ついて、電磁気学的見地から火災防止のための

詳細な検討がなされることはなかった。 

 そこで、本論文では厚さが他の諸寸法に比べ

て極端に薄い発熱体の解析手法を境界要素法に

基づいて新たに構築した。 

 

3. 線積分表示による電磁界解析手法の提示 

3-1. 積分形式による電磁界の一般式 

 定式化にあたって、まず以後の解析に必要な

基礎方程式の概略を示しておく。積分形式によ

る電磁界の表現はマックスウェルの微分方程式

にグリーンの定理を適用することによって導か

れる[3]。空間の磁界 Hop および電界 Eop はそれぞ

れ次のように与えられる。 

dSG
j

Gj
S o

s
ossepop  








∇

⋅∇
−∇×+−+=

0
0 ωμ

ωε
K

JKHH
  (1) 

dSG
j

GGj
S oososepop  








∇

⋅∇
−∇×+−=

0
0 ωε

ωμ sJ
KJEE

 

(2) 

ここで、μ0 は透磁率を、ε0 は誘電率を、ωは

電磁界の角周波数を、S は導体の表面積を、Js

は表面電流を、Ks は表面磁流を、Hep および Eep

はそれぞれ計算点 P における加熱コイルによる

ソース磁界および電界を表す。さらに添え字 p

は計算点における値を、添え字 o は空間側の値

を、添え字 i は導体側の値を表し、 1−=j であ

る。また、導体中の透磁率をμ i とし、導電率を

σとすると、導体内の磁界 Hip および電界 Eip

はそれぞれ次のように導かれる。 

dSG
j

GG
S i

i

s
isisip  








∇

⋅∇
−∇×+−−=

ωμ
σ KJKH

 

(3) 

dSGGGj
S iisisiip  
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−∇×+=
σ

ωμ sJ
KJE

 

(4) 

なお、Go および Gi はそれぞれ、空間および導

体内部のグリーン関数であり、次のように定義

される。 

( )rGo π41= , ( )reG kr
i π4−= , σωμ ijk =  

 積分方程式(1)～(4)において、表面電流 Js お

よび表面磁流 Ks は導体表面の磁界および電界

と導体表面の内側から外側へ向かう単位法線ベ

クトル n により、以下のように定義される[4]。 

ios HnHnJ ×=×=
   (5) 

ios EnEnK ×−=×−=
   (6) 

3-2. 導体内の電磁界 

 Figure 8 に示す厚さ d の導体において、導体

表面 S1 の位置を z=0 とし、導体表面 S2 の位置を

z=d とすると、導体内の任意の深さ z における

磁界 Hi および電界 Ei は、式(3)および式(4)より、

それぞれ次式で与えられる。 

)(2211)(21

2222
zdkskzszdkskzs

ip eee
k

e
k

−−−−−− ×
+

×
++=
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j −−−−−− ×−×−+= nKnKJJE ωμωμ
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ここで、添え字 1、2 はそれぞれ導体表面 S1、

導体表面 S2 の値を示す。一方、式(7)より導体表

面 1、2 の電界を求め、表面磁流と電界には Ks= 

‐n×Ei の関係があることを考慮すると、次の

ように Js を Ks の関数として導くことができる。 
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3-3. 境界要素法による定式化 

 境界要素法では導体の厚みが薄くなるほど方

程式が不定になり易い。これを回避するために

未知数を次式のように導体の両表面電流の和と

差に置き換える。 

12 ssa JJJ += , 12 ssb JJJ −=
   (11) 

また導体板の情報を次式にまとめる。 
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2/2/

2/2/

kdkd

kdkd

b ee
eeC −

−

+
−=

   (12) 

 接線方向磁界の連続性および法線方向磁束密

度の連続性から表面 S2 を Ne 分割した次式が導

かれる。 

dLGJ
e

lN L opbp  Δ ∇××+− lnJ 22

1  

 
eppbN L op

bs dG
k
C

e
HnLJn ×−=⋅∇×+  Δ 22
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(13) 
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L
kC e
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Δ
⋅ lnJl

2

4

1 02
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eppbN L op

bs dG
k
C

e
HnLJn ⋅−=⋅∇⋅+  Δ 22

μ  

(14) 

 ここで、式(13)、(14)において 0=⋅∇ sJ が自動

的に満たされるように Ja の代わりに次に示す

ループ電流 Jl を導入する。 

( )
k

klkl
ak SS

L
Δ+Δ

Δ−=
0

02 JJJ
, k=1, 2, 3, 4   (15) 

式(15)において Jak は分割要素の k 番目の辺上の

その辺に沿う方向の Ja を、ΔS は分割要素の面

積を、ΔLk は分割要素の k 番目の辺の長さを、

添え字 0 は中央の要素を示し、k は中央の要素

に接する分割要素における値を表す。よって、

Ja による磁界の面積分は次式のようにループ電

流 Jl による磁界の線積分として近似できる。 

dLGJdSG
LS oa ol  ΔΔ

∇×=∇× lJ
   (15)’ 

ここで、l は分割要素の周辺を循環するループ

電流の方向を表す単位ベクトルであり、ΔL は

面積ΔS の周辺長である。 

3-4. 未知数 Ja、Jb の物理的解釈 

 式(7)より、要素の厚み部分を通過する全磁束

は次式で示すように未知数 Jb で表すことがで

きる。 

b2i JnH ×= k
C

dz b
d

μμ
0

   (16) 

Figure 9 は導体板の各々の表面電流の差である

Jb の概念図で、単位幅あたりの磁束の吸い込み、

及び発散の様子を示している。式(16)からその

量は導体に吸い込まれる磁界と発散される磁界

の総和、すなわち単位幅あたりの磁束として扱

うことができる。 

 同様に、式(8)より各要素の全電流は次式のよ

うに未知数 Ja で表すことができる。 

ai JE
σ
1

0
= dz

d
   (17) 

 式(5)によって示されるように Js は磁界の概

念を持つ等価的な電流であるのに対し、Ja は式

(17)で導かれたように、導体板の単位幅あたり

に流れる真の電流であると解釈できる。Figure 

10 に導体板の各々の表面電流の和である Ja の

概念図を示しておく。図から Ja は導体の内部で

打ち消しあい、導体表面に沿う方向の磁束は与

えないことがわかる。 

 以上に、本論文で新たに導入した表面電流の

和と差がそれぞれ物理的意味を持つことを示し、

これらの量を導入することによって薄導体板の

うず電流問題を精度よく解く手法を確立するこ

とができた。 

 

4. 火災防止機能を有する IH 対応容器への応

用 

4-1. IH 対応容器用発熱体と電磁界解析 

 3 章で定式化した薄導体板の解析手法を用い

て IH 対応容器用発熱体のうず電流問題を解く。

Figure 11 にその解析モデルを示す。導体板の材

料は厚さ 7[μm]、導電率 31.5×106[S/m]のアル

ミニウムとし、外半径 7.5[cm]のドーナッツ形状

で中央部の穴の内半径は 2[cm]である。市販の

IH 調理器による誘導加熱に対応させるため、加

熱コイルは厚さ 0.3[cm]、内半径 2.5[cm]、外半

径 9[cm]で導体板の 1[cm]下方に配置し、周波数

は 20[kHz]とする。簡便のため巻数 1 で、その

電流は 1[AT]とする。 

 Figure 12 に穴のある平板モデル(a)、接合部の

あるモデル(b)、切断部のあるモデル(c)の各々に
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ついて電力密度分布の解析結果を示す。接合部

のあるモデル (b)では接合部分を透過モデルと

し、導電率を 1.0×107[S/m]でとした。切断時モ

デル(c)に関しては本手法を用いた場合、切断部

をメッシュ作成する必要はないため、切断部に

接する要素の節点を重複させて与えた。同図に

おいて、Pw は発熱体の全電力密度[W/cm2]を示

す。簡便のため加熱コイル出力を 1 とし、平板

モデル(a)を基準にとっている。Pw の増減は発

熱体全体の熱量に比例している。またモデル(b)

より、接合部としてヒューズを作成すると、ヒ

ューズ部分の発熱量が他より極端に増大し、全

体としての発熱量も増している。反対にモデル

(c)のようにヒューズ機能が働いてヒューズ部

が切断されると、ヒューズ部には発熱がなく、

全体の発熱量も極端に減少することがわかる。 

4-2. ヒューズの性能 

 容器構成の一例を Fig.13 に示す。樹脂製また

は紙製の底トレイに発熱体を装着し、すのこト

レイに食材を配し、フタをする構成とした。ヒ

ューズ機能のない発熱体を装着したときの空焚

き時の様子を Fig.14 に、ヒューズ機能を付与し

た発熱体を装着したときのヒューズが作動する

前後の様子を Fig.15 に示す。Figure 14 に示すよ

うに、ヒューズ機能が付与されていなければ数

秒後に発煙、発火に至り、火災の危険性を免れ

得ないことが分かる。しかしながら Fig.15 のよ

うに、ヒューズ機能を付与していれば、完全に

空焚きになる前に深さ約 2mm 程度の水を残し

た状態で、安全・確実に自己破体する。なお、

水面が波打っていないことから、IH 調理器の出

力が停止していることが確認できる。 

 以上のことからヒューズ機能を付与した IH

対応容器は、完全に空焚き状態になる前に、安

全・確実にヒューズが作動し、IH 調理器を停止

させるため、火災防止に極めて有効であること

が示された。 

 

5. まとめ 

 Figure 2 のようなアルミ箔鍋については、具

体的に火災に至った事例は未だ報告されていな

いものの、空焚きをすれば簡単に燃えてしまう

危険性をはらんだ容器である。消費者は思いも

よらない使い方をすることがままあるため、あ

らゆる可能性を徹底的に追求し、安全安心な製

品を提供することが我々技術者の使命である。

そこで本論文では、薄導体板の電磁界解析手法

を新たに構築し、ヒューズ機能の有用性を理論

的に示した。これにより設計された IH 対応容

器のヒューズ機能つき発熱体においては、完全

に空焚き状態になる前に安全・確実にヒューズ

機能が働いて IH 調理器を停止させるため、火

災防止に極めて有効である。近い将来本容器が

世の中に広く普及し、各家庭で安心して温かな

食卓が囲めることを切に望む。 
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Fig.1 200V ビルトインタイプ IH 調理器の普及予測 

 

 

 

Fig.2 市販のアルミ箔鍋 
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Fig.3 空焚き時のアルミ箔鍋 

 

 

 

Fig.4 本容器のイメージ 
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薄導体板を打抜き成形した鍋： 
・導電材の材質や板厚を限定する 
・容器強度を保つための加工に関する 

例 特開 2007-270351，特開 2008-155937 

アルミ箔を樹脂や紙などの容器に貼り合わせる構造の鍋： 
・導電材を容器に装着する際の水冷構造に関する 
・導電材の材質や板厚を限定する 

例 特開平 07-296963，特開 2007-222402，特開 2007-222402 
 

Fig.5 先行特許例 

 

 
Fig.6 アルミと IH 調理器とのインピーダンスマッチング 

 

 

 

 

Fig.7 ヒューズ部の成形方法 
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IH 調理器：Panasonic 製 KZ－PH3 

アルミ製の鍋（アルミフラ

イパン、ゆきひら鍋等）は

レジスタンス（抵抗成分）

がゼロのため発熱しない 

アルミ製鍋 

φ100

φ120 

φ85

本容器 

鋼製鍋

加 熱 可 能 ア ル ミ

板 

  本容器 

  鋼製鍋 

×加熱不可アルミ板

加熱可能領域 

切断 折り込み 接合 
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Fig.8 導体表面における表面電流 JS と表面磁流 KS 

 

 
 

Fig.9 未知数 Jb の概念図 

 

 

 

 

Fig.10 未知数 Ja の概念図 

導体表面１ 

導体表面２ 

境界要素法では各
要素の両表面に未
知数をとる。 
ここでは表面電流
JS と表面磁流 KS を
未知数としている。

Z 
Ｙ

導体表面１
× 計算点P

Ks2

Js2 導体表面２ 
× 計算点P

Js1

S1導体表面１ 

S2

X

Ks1

導体表面２ 

Jb/2 磁 界 の
吐出し 

磁界の 
吸い込み Jb/2 

Ja/2 

Ja/2

dd

n2

n1

未知数 Jb は表面電流の差 

 
であるため、図のように導体の上面と下

面で向きが異なる。右ねじの法則から磁

界が吸い込み吐き出す様子が分かる。Jb

は導体厚み部分を通過する磁界である。

未知数 Ja は表面電流の和 

 
であるため、図のように導体の上面と下面で向

きが同じになる。右ねじの法則から点線のよう

に磁界をつくり、導体内では打ち消されてしま

う。 
 磁界が導体表面に沿う方向に回転していれ

ば、ビオサバールの法則により導体表面から飛

び出す電流があることになるが、現実には存在

しない。 
 未知数 Ja が作り出す磁界の向きは導体表面

から垂直方向に回転しているため、このモデル

では導体表面から飛び出す電流がないことを

明示している。図の磁界の向きから Ja は導体中

を流れる全電流を示すことがわかる。 
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(c) 切断時 Pw：5.2140888e-004[W/cm2] 

(b) ヒューズあり Pw：2.1707257e-003[W/cm2]

切断時の全体図 

通常使用時：
円の中心から半径方向距離が同じ要素では温

度が同じになっている。 
外周になるほど温度があがる。 

ヒューズ作動時：
ヒューズ部が他部位に比べて極端に温度が

上がっている。 

ヒューズ作動後：
切断部を避けるようにうず電流が流れる。 
切断部の反対側に高温部が集中する。 

Fig.11 発熱体の解析モデル 
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発熱体 
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(a) 平版（ヒューズなし）Pw：2.1779673e-003[W/cm2]

 

Fig.12 本手法による 7μm アルミニウム板の電力密度分布 
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フタ 

すのこトレイ 

ヒューズ部 

底トレイ 
 

発熱体 

底トレイに発熱体を装着する 
 

Fig.13 容器構成 

 

 スイッチ入 

 

 1 秒後、発煙 

 

  
Fig.14 空焚き時のヒューズ機能のない容器 

3 秒後発火！！ 

炎はアルミ箔が粉状に

なるまで焼き尽くした 
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Fig.15 ヒューズ性能の評価 

加熱中： 

水が激しく沸騰してい

る様子が分かる 

ヒューズ作動後： 

少量の水を残し，安全

に加熱が終わっている

様子が分かる 

ヒューズ部 

（藤田萩乃 〒141-8640 東京都品川区東五反田 2-18-1 

TEL: 03-4514-2003 E-mail: hagino_fujita@toyo-seikan.co.jp）
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［セッション 6］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 奨励賞 一般による消防防災科学に関する論文 

棒状放水時における放水軌跡の簡易予測式の提案 

 

東京理科大学大学院 

宮下達也 

諏訪東京理科大学 

須川修身、今村友彦 

東京理科大学 

川口靖夫 

横浜国立大学大学院 

上矢恭子 

 

1. 研究背景 

 浮き屋根式の石油貯蔵タンクで全面火災が発

生した場合、大容量泡放射砲を用いて、タンク

への棒状放水（泡放射）による消火活動が行わ

れる。大容量泡放射砲は、流量 10,000～40,000 

L/min の泡放射能力（高所放水車の約 10 倍）を

有しているが、その分送水ポンプや泡消火剤の

混合装置などが大型になり、放射砲の設置には

多大な時間と作業員を要する。また、設置後に

放射砲を移動させることは非常に困難であり、

風速風向が著しく変化し、タンク内への効果的

な投入が行えない場合、迅速な消火に支障をき

たす可能性が懸念されている。従って、放射砲

の配備計画を進める上で、タンク内への効率的

な投入を行うことができる設置場所を検討する

ため、流量や圧力、風による放水軌跡（最大射

程・最大射高）の変化を予測できる消火支援ツ

ールの開発が求められている。 

 

2. 先行研究 

 大容量泡放射砲に関する先行研究として、各

地区の広域共同防災協議会により、消火訓練の

一環として実規模放水及び泡放射の性能評価試

験が実施され、最大射程・最大射高・射幅の放

水軌跡が測定されている。また、放水試験時に

真横から撮影した放水軌跡の画像より、図①の

ように軌跡上にいくつかの点を定め、高次関数

で近似した実験式が存在する。この実験式によ

り描かれる曲線は、協議会推奨ラインと呼ばれ、

軌跡の上側（外側）を通る曲線を上限ライン、

下側（内側）を通る曲線を下限ラインとして、

それぞれ定義されている。しかし、最小射程を

示す下限ラインの定義が曖昧であるため、上限

ラインと下限ラインで囲まれる範囲（フットプ

リントあるいはランディングゾーン）に集中す

る水が、放水流量に対してどの程度であるか明

確にされていない。また、実験式は、放水軌跡

撮影時の気象条件に限定されているため、風速

風向の値が実験時と大きく異なる場合、軌跡を

予測するには不安が残る。 

 

3. 研究目的 

 筆者らは、過去の研究成果として MPS 法を基

盤として用いた三次元シミュレーションモデル

を構築し、その妥当性を定量的に検証した。そ

の結果、流量 1,500 L/min の放水実験で測定され

た放水軌跡と誤差 10%以内で一致した。本研究

では、構築したモデルを使用し、流量 10,000 
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L/min 以上の大規模放水についてシミュレーシ

ョン解析を行い、流量や圧力、風の影響による

放水軌跡の変化を明らかにする。また、解析結

果に基づき、放水軌跡を簡易に再現できる予測

式（簡易予測式）を作成し、協議会推奨ライン

との比較・評価を行う。さらに、簡易予測式を

用いて、タンク内への投入率を予測できる新し

い消火支援ツールの開発を試みた。 

 

4. 放水シミュレーション 

 シミュレーションモデルは、MPS 法を基盤と

し、水流衝突モデルや水塊分裂モデル、風速風

向モデルを既存のプログラムに追加して構築し

た。シミュレートする放水条件は、流量を 10,000、

20,000、30,000、40,000 L/min、圧力を 0.6、0.7、

0.8、0.9 MPa、角度を 30°、35°、40°、45°、

50°、風速を 0.0、2.0、4.0、6.0、8.0 m/sec、風

向を追い風及び向かい風（マイナスの記号で表

記）と変化させ、それぞれ計算を行った。今回

は風の乱れを取り入れず、火炎からの上昇気流

や泡消火剤の発泡は考慮していない。また、ノ

ズル高さは全ての条件で 2.0 m に統一した。図

②は、流量 20,000 L/min、圧力 0.7 MPa、角度

45°における三次元放水シミュレーション例を

示す。 

 シミュレーションの解析結果から流量・圧

力・角度を変化させた時の放水軌跡について、

次のような傾向が明らかになった。流量 10,000 

L/min、圧力 0.6 MPa を基準とし、①流量のみ増

加させた場合、射程はあまり変化しないが、水

の分散性（ばらつき）が小さく風の影響を受け

にくい。②圧力のみ増加させた場合、射程は大

きく伸びるが、水の分散性が大きく風の影響を

受け易くなる。③角度の増加に伴い、滞空時間

が長くなるため空気抵抗や風の影響を受ける時

間が長くなる。これらの点を踏まえて、放水軌

跡の簡易予測式を構築した。 

 

5. 放水軌跡の簡易予測式 

 全ての放水軌跡が三次関数により近似できる

と仮定すると、関数の各項にある係数を流量、

圧力、角度、風速をパラメータとして変化させ

ることで放水軌跡を再現することが可能である。

そこで、空気抵抗の無い場合の斜方投射の式に

おける各項の係数を基準とし、パラメータの増

減に伴う係数の変化をそれぞれ関数化した。以

上より、式(2)～(14)に示すパラメータの関数 G

を係数とした簡易予測式(1)を提案する。 
3

3330 )()()( xMGQGUGah n−= θ  

010
2

22220 )()()()()( dxGcxPGGQGUGb +++ θθ  

(1) 

232 101.2109.12.1 UUn ′×+′×+= −−    (2) 

23
3 109.415.01)( UUUG ′×+′−= −    (3) 

UUG ′×+= −2
2 100.51)(    (4) 

8.0
3 )( −′= QQG    (5) 

( )( )51.0exp1)(2 +′−−= QQG    (6) 

2
3 0.386.21)( θθθ +−=G    (7) 

( ) 2
2 cos)( −= θθG    (8) 

θθ tan)(1 =G    (9) 

1
2 )( −′= PPG    (10) 

係数 

]1[100.7 24
0 ma −×−=    (11) 

]1[100.2 3
0 mb −×−=    (12) 

][0.10 −=c    (13) 

][00 mhd =    (14) 

 ここで、到達率 M：0.1～1 [-]（10～100 [%]）、

風速 U：-8.0～8.0 [m/sec]、放水角度θ：0.52～

0.87 [rad]（30～50 [deg.]）、放水圧力 P：0.6～0.9 

[MPa]、放水流量 Q：10～40 m3/min（10,000～

40,000 [L/min]）、射高 h [m]、ノズルからの距離

x [m]、ノズル高さ h0：2.0 [m]とする。風速 U や

圧力 P、流量 Q の値は、それぞれ代表値で割る

ことで無次元数 U’、P’、Q’とした。このモデル

は、ノズルからの距離 x において、各パラメー

タの変化に応じた射高 h を求める式である。到

達率は、放水流量に対する水の到達割合を示し

ており、100%の軌跡は最大射程及び最大射高を
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示す。それ以外の到達率の軌跡は、最小射程及

び最小射高を示している。 

 上述した簡易予測式は、一般的な表計算ソフ

トを用いることで、放水軌跡を簡易に再現する

ことができる。図③は、マイクロソフトエクセ

ル（ver.2010）を使用した例を示し、各パラメ

ータ（図中の太線・網掛け部分のセル）を任意

の値に入力すれば、右のグラフに軌跡が描写さ

れる。放水軌跡のグラフ中にある枠は、投入を

想定するタンクを示しており、枠の大きさを変

化させることで任意のタンク形状への投入率を

予測する事が可能である。図③の場合、直径 50 

m、高さ 20 m のタンクを想定しており、到達率

40%と 100%の軌跡がタンク上面で接している

ため、その差を計算して投入率 60%（=100-40）

であると予測する事ができる。 

 

6. 考察 

 簡易予測式の妥当性を検証するため、協議会

推奨上限・下限ラインと比較を行う。図④は、

代表として流量 30,000 L/min、圧力 0.7 MPa、角

度 45°、向かい風 0.8 m/sec における放水軌跡

の比較を示す。到達率 100%の軌跡が上限ライ

ンと、60%及び 70%の軌跡が下限ラインとそれ

ぞれ良く一致していることが分かる。その他の

条件についても、両者の軌跡は良く一致してい

たことから、簡易予測式の妥当性が得られたと

考えられる。また、下限ラインが到達率 60%及

び 70%の軌跡であることが明らかになったこと

から、フットプリントは放水流量の 30～40%が

集中する範囲であることが示唆された。 

 各パラメータ値の入力範囲は、今回シミュレ

ーションを行った範囲内であれば、高精度で軌

跡を再現できることが分かった。しかし、その

範囲外（例えば、流量 50,000 L/min 以上、圧力

1.0 MPa 以上、風速 8.0 m/sec 以上）の値に関し

ては、計算上は再現可能であるがシミュレーシ

ョンによる解析を行っていない範囲であるため、

精度の保証はできない。ここで、簡易予測式の

汎用性を検証する一考察として、過去に実施し

た流量 1,500 L/min、圧力 0.7 MPa の放水実験と

比較を行った結果、最大射程及び最大射高は、

どの角度においても良く一致することが分かっ

た。従って、流量 1,000 L/min 以下の放水に関し

ても再現できる可能性がある。 

 

7. 結論 

 放水流量 10,000 L/min 以上の放水シミュレー

ションに基づき、流量、圧力、角度、風速をパ

ラメータとした放水軌跡の簡易予測式を作成し

た。また、一般的な表計算ソフトを用いて、放

水軌跡及びタンク内への投入率を予測できる消

火支援ツールを開発した。簡易予測式による放

水軌跡と協議会推奨ラインが良く一致したこと

から、パラメータの値がシミュレーションを行

った範囲内であれば、高精度で軌跡を予測でき

ることを確認した。また、協議会推奨下限ライ

ンは、到達率 60%及び 70%の軌跡と定義できた

ことから、フットプリントは放水流量の 30～

40%が集中する範囲であることが示唆された。 

 

8. 今後の課題 

 本研究では、放水のみに着目して研究を行っ

ているが、実際のタンク火災時には、放水によ

る冷却消火よりも、泡消火剤の油面への投入に

よる窒息消火が主として行われる。泡放射時の

軌跡は、放水時と比べてもほとんど変化はない

が、飛翔中に泡消火剤が発泡するため、風の影

響を非常に受け易くなる。そのため、到達率

100%より下の軌跡や風がある場合の軌跡には、

放水時と異なる変化が生じると考えられる。従

って、現在の簡易予測式に泡放射時のパラメー

タを追加することで、泡放射時にも対応できる

ように改良を行う。 

 今回開発した消火支援ツールは、放水流量

10,000 L/min 以上の大規模放水を対象としてい

るが、一般家屋やビル火災などの小規模流量範

囲（102 L/min）及び中規模流量範囲（103 L/min）
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にも適用できる可能性がある。従って、小規模

及び中規模の放水実験及び放水シミュレーショ

ンを実施し、簡易予測式の軌跡と比較すること

で、汎用性の検証を行う必要がある。 
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図① 協議会推奨ラインの特定方法（先行研究） 

 

 

 
図② 流量 20,000 L/min、圧力 0.7 MPa、角度 45°における三次元シミュレーション例 
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図③ 一般的な表計算ソフト（エクセル）による簡易予測式の使用例 
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図④ 簡易予測式による放水軌跡と協議会推奨ラインの比較 

流量 30,000L/min、圧力 0.7 MPa、角度 45°、向かい風 0.8m/sec 
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第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 284 -



 

［セッション 7］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

雨漏りにより照明器具から出火したと推定される火災の調査報告 

 

相馬地方広域消防本部 

高倉健一、上遠野敬一、烏中亮太 

 

1. 火災の概要 

 出火した建物は、昭和 35 年 4 月に建築された

木造平屋建瓦葺一部トタン葺延べ面積 45.48 平

方メートルの古い賃貸住宅である。 

 出火当時、借家人はすでに亡くなっており空

家状態で妹の孫にあたる親戚が時折、家の中の

物を整理に訪れる程度であった。この木造賃貸

住宅が東日本大震災による屋根の損傷から雨漏

りが生じ、その雨漏りにより照明器具から出火

したと推定される原因で、六畳間の中央に置い

てあった寝具類と畳、1.2 平方メートルを焼損

した建物火災である。（図面 No.1、2 参照） 

 

2. 現場見分状況 

(1) 建物外部の状況 

 住宅の屋根部分は大部分の瓦が崩れ落ち、ブ

ルーシート 3 枚により被覆されているが、風が

ふけばシートが 30 センチメートル程度めくれ

る状態である。（写真 No.1、2 参照） 

(2) 建物内部の状況 

 南側に増築されたトタン葺の六畳間を除き各

部屋の天井、壁面、床面全体に煤が付着してお

り、煤を洗い流したように垂れた雨漏りの染み

跡が見られる。（写真 No.3、4 参照） 

(3) 焼きしている六畳間の見分状況 

 六畳間のほぼ中央にひょうたん型の形状で畳

と敷布団と思われる寝具が焼きしており、一部

床板まで燃え抜けているのが見られる。 

 さらに詳細に見分すると、そのひょうたん型

形状のほぼ中央に位置し、焼きしている蛍光灯

器具が落下しており、その上の天井は雨漏りに

よる染みが天井板全体に染みており、畳も六畳

間全体にかけて濡れているのが見分できる。（写

真 No.5、6 参照） 

 焼きし落下している蛍光灯器具が吊下げられ

ていた天井を見分すると、蛍光灯の器具本体部

分である金属製上蓋を支持していた樹脂製シー

リングカバーは、溶融し根元部分で引き千切ら

れるように焼き切れており、同カバーの内部に

納められていたコード及びコネクタ部分のボデ

ィが原型のまま露出し、垂れ下がっているのが

見分できる。（写真 No.7 参照） 

 蛍光灯は割れて散乱し、器具本体の金属製上

蓋は内側を上に向けて畳の上に落下しており、

安定器及びコード、コネクタ部分のプラグは残

存しているものの、器具本体の樹脂製下蓋は焼

きし原型をとどめておらず、すべて黒く溶融し

て一部が畳にへばり付いている。（写真 No.8、9

参照） 

 落下している器具本体部分をほぼ中央にして

南北にひょうたん型形状に焼きしており、同本

体金属製上蓋に接した北側の畳に床板まで燃え

抜けている部分が見られ、四角形状に焼け止ま

っている部分には溶融した樹脂が畳にへばり付

いているのが見分できる。（写真 No.8、10 参照） 

 その燃え抜けの部分に天井から吊下げられて

いた蛍光灯器具と同型のセード（半透明の四角

形のカバー）を置いたところほぼ同じ大きさで

あった。（写真 No.10、11 参照） 

 器具本体が落下している部分及び樹脂製下蓋
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が溶融し畳にへばり付いている部分、そして畳

と床板が燃え抜け四角形状に焼け止まっている

部分、これらの部分はすべて蛍光灯器具等に係

わる焼き部分であり、さらに、ひょうたん型形

状に大きく焼きしている南側部分にある敷布団

にも接しているのが見分できる。（写真 No.8、

12、13 参照） 

(4) 蛍光灯器具の焼き状況 

 蛍光灯の器具本体部分である金属製上蓋を支

持していた樹脂製シーリングカバーは、溶融し

根元部分で引き千切られるように焼き切れてお

り、蛍光灯器具本体部分が焼きし落下している

部分に敷布団が接していた。この部分をほぼ中

央にしてひょうたん型形状に焼きしていること

から、蛍光灯器具についてさらに詳細に見分す

る。 

 焼き前の蛍光灯状態を確認するため同型の蛍

光灯器具と比較する。（写真 No.14、15 参照） 

 焼きした同型の蛍光灯器具本体を見ると、円

形の蛍光灯器具本体は天井に面した金属製の上

蓋、床に面した樹脂製の下蓋がネジで固定され

2 枚合わせとなっている。（写真 No.15 参照） 

 蛍光灯器具本体の樹脂製下蓋は、すべて黒く

溶融して一部が畳にへばり付いている。焼きし

ている金属製上蓋は外側（天井面）からネジで

留められていた安定器と電気系統のスイッチ部

分の金具及びバネを残し樹脂部分はほとんど焼

失しているのが見分できる。 

 焼きはグローランプと豆球部分の孔付近が特

に焼きが強く、白く変色しており、金属製上蓋

の外側部分と内側部分を比較すると、内側部分

の焼きが強い。（写真 No.16、17 参照） 

 さらに詳細に見分すると、樹脂製シーリング

カバーを金属製上蓋にひっかけて支持する部分

の孔が２か所あるが、電源コードに近い方の孔

は焼きが強く、金属製の上蓋にもかかわらず焼

き切れ一部焼失しているのが見分できる。（写真

No.17、18、19、20 参照） 

 住宅内の電源ブレーカーは入りの状態で切ら

れていなかった。 

 以上のことから焼きの強い蛍光灯器具が発火

源となり着火、延焼した可能性が考えられる。 

(5) 以下蛍光灯器具からの発火可能性につい

て考察検討する。 

 六畳間の畳、床板には燃え抜けが見分されて

おり、焼き状況から無炎燃焼が長時間続いたも

のと考えられる。第一発見者と初期消火者は、

発見し水バケツで消火しようとした際、炎は見

られなかったと供述している。 

 蛍光灯器具が焼きし落下している場所は、寝

具類の端の部分であり寝具類が広がった状態で

燃え抜けているのはその南側であると見分して

いる。親戚が整理するための出入口用として一

箇所施錠していなかった窓があったが、この付

近は警察がパトロールを強化していた地域でと

くに不審者を見ている住民もいない。 

 また、寝具類にタバコが落ちたか放火したと

しても湿気があり石油系の燃焼助長物でもなけ

れば簡単には燃えない状況である。現場からは

石油系の物は検出されなかった。無炎燃焼であ

ったことを考えると寝具類が焼きし、その熱で

天井に吊り下げられている蛍光灯器具が焼きし

落下するとは考えにくい。まして同器具の直下

は寝具類の端の部分である。 

 これらを考察すると天井から吊り下げられて

いた蛍光灯器具に雨漏りの水が入り通電状態と

なり、何らかの原因で発熱、発火した可能性が

考えられた。しかし、スイッチを切っている蛍

光灯が雨漏りで通電し、発熱、発火する可能性

があるのか、当署に於いて火災実験を試みるこ

ととした。 

 

3. 出火当日の気象状況 

 当時は台風が接近しており、強風を伴った大

雨で出火時分の約 4 時間半前まで雨が降り続き、

降り始めから 233 ミリの降雨を記録している。

その後は雨が上がり、曇で無風状態となってい

る。 
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4. 再現実験 

(1) 目的 

 雨漏りによる蛍光灯からの出火と思われる火

災が発生したことから同原因により発火する可

能性があるのか、それを検証するためのもので

ある。 

(2) 日時 

 H23.10.5 9:50 開始 23:50 終了 

(3) 実験場所 

 署事務室 

(4) 実験器具 

 1986 年製 30W2 灯円形蛍光灯器具（焼損し

た蛍光灯と同型のもので実験）（写真 No.21、22

参照） 

(5) 実験内容 

①  蛍光灯が切り状態でも雨漏れで通電状態と

なるか？ 

② 通電した場合、点灯はするか？ 

③ 通電状態（コンセントにプラグは差し込むも

のの、スイッチは切り状態とし雨漏りの水だ

けでの弱電流回路状態）を放置しておくとど

うなるか。雨漏りで同器具が発熱、発火する

か？ 

(6) 実験方法 

 蛍光灯のスイッチを切り状態にして蛍光灯電

源部の金属製上蓋をあけ、同上蓋の孔部分から

雨漏りの水が入った状態と同じくするため、安

定器及びスイッチ等電気系統のある部分の樹脂

製台にスポイトで水を少量ずつ垂らしていく。

（写真 No.23、24 参照） 

 水を少量ずつ垂らした状態でコンセントを差

し込む前にコードの電源プラグで回路の抵抗

（Ω）を測定し、回路が形成されるか確認し、

その後プラグをコンセントに差し込む。当時の

気象状況を勘案すると金属製上蓋の孔部分から

は相当時間雨漏りの水が浸入したものと考えら

れる。よって 10 秒から 30 秒以内位の間隔で安

定器及びスイッチ等電気系統のある部分の樹脂

製台にスポイトで少量の水を垂らし、時間経過

とともに変化する状況を検証する。 

(7) 実験結果 

・実験①結果 

 テスターで測定した結果、抵抗値は 9KΩ×10

とかなり電気的抵抗がある値を示した。（写真

No.25、26 参照） 

 つまり雨水でも何らかの電気回路は形成され

通電状態となる可能性があることが確認できた。 

 通電する場合、どれくらいの電流値となるか。 

 オームの法則により計算する。 

E（v 電圧）＝R（Ω抵抗）×I（A 電流）から 

110（v 実際の交流電圧）＝90,000（Ω抵抗）

×I（A 電流）となり 

I（A 電流）＝110v÷90,000Ω＝0.00122A 

 理論上約 1.22mA の電流が流れる弱電流回路

状態が形成されることになる。 

・実験②結果 

 実験開始から 2 時間 24 分後、突然グローラン

プがつき蛍光灯が一瞬点灯した。（一瞬であった

ため写真撮影はできなかった。） 

 その 1 分後、安定器及び蛍光灯器具内の樹脂

製台に差し込まれている電源コード差し込み部

分のわずかな間隙でトラッキング現象が発生、

と同時に目視できない部分（樹脂製台内側の導

電板）の電気系統部分より水蒸気が白煙状態な

って上るのを確認した。（写真 No.28 参照） 

・実験③結果 

 実験開始から約 4 時間 30 分後、白煙と蛍光灯

器具内の電源コード差し込み部分のわずかな間

隙で発生していたトラッキング現象が顕著に現

われる。（写真 No.30、31、32 参照） 

 その後、数分間蛍光管が異常に点灯し、安定

器が熱くて触れることが出来ない状態となり、

間もなく蛍光管 2 灯とも一時的に点灯、トラッ

キング現象も写真に写る位のものとなった。（写

真 No.33、34、35、36、38 参照） 

 しかし、しばらくすると安定器は冷め、白煙

は蛍光灯器具内の電源コード差し込み部分のわ

ずかな間隙で頻繁にトラッキング現象が発生し
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ている部分からのみとなった。（写真 No.38、39、

40 参照） 

 降水量は 233 ミリで、雨が止んでしばらく時

間が経過した頃に出火建物の中で住宅用火災警

報器が鳴っている音を付近の人が聞いているこ

とから、本実験も水を垂らすのを止めてしばら

く様子を見ることにした。経過観察していたと

ころ約 50 分後に樹脂の燃える臭いがした。（写

真 No.41、42 参照） 

 水を垂らすのを止めて約 1 時間後、トラッキ

ング現象を起こしている電源コードの樹脂部

分から白煙より灰色に近い煙が立ち上がり同

部位より炎を上げ燃えた。（写真 No.43、44 参照） 

 また、電源コードの差し込み接触部分にはグ

ラファイト化している現象がみられた。（写真

No.45、46、47、48 参照） 

 実験開始から発火に至る時間は 14時間 05分、

水 500mℓ入りペットボトル 4 本使用した。 

 なお、この実験により電流制限器（安全ブレ

ーカー）が遮断することはなかった。 

 時間経過等詳細は実験結果表のとおり 

(8) まとめ 

 今回の実験結果、蛍光灯器具内に雨水が入れ

ばスイッチが切の状態であっても弱電流回路が

形成され、そのまま放置すれば器具内の電源コ

ード差し込み接触部分に極少量の水が入り、ト

ラッキング現象（微小な火花）を起こし、同部

位がグラファイト化して発火に至る危険性があ

ることが立証された。 

 

5. メーカー側への確認 

 製造メーカーに対して、スイッチを入れてい

ない蛍光灯器具内部に雨漏りの水適が入り、発

熱し発火に至った可能性がある旨を伝えたとこ

ろ、来署し焼損した同器具と実験をした同型の

器具を確認、焼損していない同型の器具を本社

に持ち帰り、同社品質保証部において検証した

結果、スイッチを入れていない蛍光灯器具内部

において水滴が入った場合、電源電圧が印加す

る個所（電気回路として電源が入状態となる箇

所）としては当署と同様に器具内部の電源コー

ド差し込み部分が考えられる、との見解であっ

た。 

 

6. 結論 

 実験結果、蛍光灯器具内の電源コード差し込

み接触部分からの発火が認められ、現場で焼き

していた蛍光灯器具の金属製上蓋も 2 か所ある

孔の内、電源コードに近い方の孔が焼きが強く、

金属製の上蓋にもかかわらず焼き切れ一部焼失

していた。実験結果からの発火部分と焼きして

いた金属製上蓋の焼きが強い部分がほぼ一致し

ていることがこの実験結果から得られた。（写真

No.20 参照） 

 当日は雨が止んでから出火するまで約 4 時間

半を要している。おそらく雨が止んだ後も天井

からしばらくは水滴が垂れて器具内に浸入、そ

の後水滴は垂れなくなり、トラッキング現象部

分の水分が蒸発したものの既にグラファイト化

現象していたために炭化導電路が生成されその

部分に電流が流れ、ジュール熱が発生し発火に

至ったものと思われる。 

 以上のことから本件火災は、屋根から雨漏り

が生じ、天井から吊下げられていた蛍光灯器具

本体に水滴が浸入した状態となったが、住宅内

の電源ブレーカーは切られていなかったため、

同器具本体内部の電源コード差し込み接触部分

に極少量の水滴が入り、トラッキング現象（微

小な火花）が発生、同部位がグラファイト化し

て発火に至り蛍光灯器具が焼きし落下、畳及び

寝具類に着火、延焼したものと推定した。 

 

7. 再発防止のための措置 

 今回の雨漏りは東日本大震災による屋根の損

傷に起因するもので、人が生活することが困難

なくらいの状態であり、尚且つ長時間に亘り雨

漏りが続いたもので通常では考えられない。人

が居住していれば器具の中に長時間水滴が入る
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ような雨漏りの状態は回避しているはずであり、

若しくは異常に気付き火災には至らないと思わ

れる。 

 このような通常では考えられない雨漏りは、

住宅の維持管理に起因するところが大であると

考えるが、震災直後等で自宅を離れ、屋根の補

修を終えていない住宅については、電気のライ

フライン復旧後は、とくに電気火災に注意する

よう喚起する必要がある。また、空家の場合は

もちろんのこと空家同様の状態（長期間不在）

の場合でも冷蔵庫等を除き支障の無い電化製品

であれば、分電盤で電源を OFF 状態にしておく

ことにより電気火災を未然に防ぐことができる

ものである。 

 今後の対策として空家等に対する防火相談な

どの機会をとらえ、放火の予防対策はもちろん

のこと、電気火災の出火防止対策にも注意喚起

し調査指導するよう職員に周知した。 

 

 

 

 

     火災現場平面図 No 1             現場立面図 No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災実験結果表 

経過時間 状  態 写真 No. 

プラグをコンセントに差し込む 09:50 頃通電開始 27 

 2 時間 24 分 グローランプが点き,蛍光灯が一瞬点灯 12:10 頃 撮影できず 

 2 時間 25 分 隙間にトラッキング現象が見られる 28 

コンロ  

台所 

風呂 

物置 

廊下 

和室 

（3 畳） 

和室 

（4 畳半） 

和室（6 畳） 

火 

和室 

（6 畳） 

0.3m 

2.28m 

3.6m 

照明器具吊下げ部分 

照明器具 

1.5m 

畳及び寝具 

火 

玄関 
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 4 時間 35 分 白煙とトラッキング現象顕著に現る 31 

 5 時間 20 分 蛍光灯異常な点灯 33 

 5 時間 22 分 蛍光灯再度上記同様の異常な点灯 34 

 5 時間 34 分 蛍光灯 2 灯ともちょっとの間点灯 35 

 5 時間 41 分 樹脂の臭いがする なし 

 5 時間 55 分 安定器が熱くて触ることが出来ない なし 

 6 時間 42 分 写真に写る位のトラッキング現象が見られた 36 

 8 時間 39 分 安定器は冷め、トラッキング部分からのみ白煙 38 

10 時間 43 分 トラッキングのショートが頻繁に見られる 39 

12 時間 53 分 水を垂らすのをやめる なし 

13 時間 44 分 樹脂の燃えるにおいがする 41 

14 時間 05 分 樹脂が炎を上げ燃える 44 

 

 

1 火災現場写真集 
 

 

No.1 建物南東側より撮影 

 

No.2 屋根をブルーシートで覆っている

が風で煽られている 

 

 
No.3 廊下壁面、雨の滴が火災の煤を洗い

流している 

 
No.4 台所の天井、雨漏りが天井に染みて

いる

増築された六畳間 
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No.5 六畳間、ひょうたん型形状の中央に

蛍光灯器具が落下している。 

 

 

No.6 六畳間の天井、天井全体に雨漏りが

見られる。赤丸内はまだ水滴が残っている。

中央は蛍光器具吊下げ部材。 

 

 

No.7 蛍光灯吊下げ部材ローゼットから

コードコネクタのボディまでの状況。赤丸

内は引き千切られるように焼き切れてい

る樹脂製シーリング。 

 

No.8 焼きし落下している蛍光灯器具。赤

丸部分に樹脂製の下蓋は溶融している。 

 

 

 

 
No.9 焼きし落下している蛍光灯の状況。

金属製の上蓋は残存しているが樹脂製の

下蓋は黒く溶融して畳にへばり付いてい

る。 

 
No.10 金属製の上蓋に接し燃え抜けてい

る畳、床部分。焼け止まり部分には溶融し

た樹脂がへばりついている。 
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No.11 写真 No.10 の部分に吊下げられて

いた蛍光灯と同型のセードを置いたとこ

ろほぼ同じ大きさであった。赤丸は樹脂製

下蓋が溶融している部分。 

 
No.12 六畳間の焼き状況。赤丸内が焼き

し落下している蛍光灯器具。 

 

 

 

 

 

No.13 ひょうたん型形状に焼きしている

南側部分の敷布団と思われる寝具。ある程

度広げられた状態で焼きしており一部畳、

床板まで燃え抜けている。 

 
No.14 同型の蛍光灯器具、樹脂製シーリ

ングカバーを開けて内部電源コードを伸

ばしたところ。 

 

 

    

 

 

 

 

 

No.15 焼きした蛍光灯器具と同型のもの。

左側が金属製の上蓋、右側が樹脂製の下蓋。 

No.16 金属製の上蓋の内側の

状況。外側に比較し内側の焼き

が強い。 
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No.17 金属製上蓋の外側の焼き状況。豆

球、グローランプの孔部分の焼きが強い。 

 

 

 

No.18 樹脂製シーリングカバーを金属製

上蓋にひっかけて支持する孔が 2 ヶ所ある

が、電源コードに近い方の孔は金属にもか

かわらず焼き切れ一部焼失している。 

 

    

 

 

 

 

2 再現実験写真集 
 

 

No.21 出火した可能性が考えられる蛍光

灯と同型の照明器具。 

 

 
No.22 コネクター部分は受けのボディと

差し込みのプラグの部分は容易に抜かれ

る状態である。 

No.19 同型の蛍光灯器

具 

No.20 焼きする前の孔の状態と比較。金属製の上蓋にもかかわ

らず焼き切れ一部焼失している。 
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No.23 照明器具の金属製上蓋をはずした

状態。金属製上蓋はグローランプと豆球を

設けている部分の孔と熱を逃がすための

孔が多く見られる。 

 
No.24 雨水が浸入したことを想定し、ス

ポイトで少量の水を全体的に垂らす。 

 

 

 

 
No.25 器具に雨水が浸入したと想定し、

回路が形成され通電状態となるのか測定

する。照明器具のプラグで抵抗を測定した。 

 
No.26 抵抗値は 9KΩ×10 の値を示し、雨

水が器具に浸入すれば回路が形成される

事が立証された。 

 

 
No.27 コードリールにプラグを差し込ん

でいるが照明のスイッチは入れていない。

実験開始。 

 
No.28 水蒸気の白煙と器具の電源コード

差し込み部分にトラッキング現象が現れ

た。 
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No.29 雨水の代わりにスポイトで水を定

期に垂らす。 

 

 
No.30 水蒸気の白煙が多量に発生。電源

コード差し込み部分でのトラッキング現

象は継続中。 

 

 
No.31 トラッキング現象が顕著に現る。

水蒸気も同部位より白煙が顕著に見られ

た。 

 
No.32 電源コード差し込み部分に極僅か

な隙間があり、パチパチと音をたて火花が

散っているが目視可能も写真撮影は困難。 

 

 
No.33 異常点灯 約 5:20 経過 

 
No.34 異常点灯 No.33 の直後 
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No.35 蛍光管 2 灯とも点灯。スイッチを

入れなくても雨水でオンの状態になった。 

 
No.36 写真に写る位のトラッキング現象

（火花）が見られるようになった。 

 

 
No.37 電源コード差し込み部分。 

 

 

 
No.38 安定器は冷め、白煙はトラッキン

グ現象の部分（電源コード差し込み部分）

のみ。 

 

 
No.39 トラッキング現象部分からの白煙

状況。 

 
No.40 No.39 を接写、水蒸気の白煙が出

ている。 
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No.41 水を垂らすのを止めてから約 50

分位した頃に樹脂の燃える臭いがした。煙

も白煙から灰色変わってきた。13:44 経過 

 
No.42 電源コード接触部で大きなスパー

クが見られるようになった。 

 

 

 
No.43 灰色の煙の量が多量に出る。 

 

 

 
No.44 その後、勢いよく電源コードから

炎が上がった。自然に鎮火する状態ではな

くなったのでこの時点で、検証を終了した。 

 

 

No.45 電源コードの接触面はトラッキン

グ現象によりグラファイト化している。 

 

 

 

No.46 電源コードの焼き状況と接続部

（白い樹脂部分）の焼き状況。プラグ、受

け口双方とも金具部分は溶融し、一部焼失

している。 
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No.47 電源コードと接触部分の焼損前の

状況。 

 
No.48 接触部の接写。中央のプラグ金具

は No.46 の写真では焼きし焼失している。 

 

 

 

（高倉健一 相馬地方広域消防南相馬消防署鹿島分署 〒979-2334 福島県南相馬市鹿島区西町 1-2 

TEL: 0244-46-5118 FAX: 0244-46-1500 E-mail: soma119-kashima@aria.ocn.ne.jp） 
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［セッション 7］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

石油ストーブにおける吹き返し現象の検証と火災予防広報 

 

北九州市消防局 

平井 武、松本龍一、髙倉誠二 

 

1 はじめに 

 昨年の東日本大震災に伴う原子力発電所の事

故に伴い、全国各地の原子力発電所が相次いで

停止したことにより、電力不足が懸念され、昨

冬、全国的に防災グッズの普及や節電意識の高

まりから、電気を使用しない暖房機器である「石

油ストーブ」の存在が改めて見直されてきた。 

 一般的な開放式石油ストーブの平成 23 年度

販売台数を見ると、前年度に比べ約 100 万台増

加しており、過去 5 年間で最多となる等昔なが

らの暖房機器でありながら、現在の社会情勢に

即した暖房機器として需要が急増した。（表「開

放式石油ストーブの年度別販売台数の推移」参

照） 

 しかし、その一方で、石油ストーブは危険物

第 4 類第二石油類に指定される灯油を燃料とし

て使用することから、使用方法の誤りや定期的

な清掃等の適切な維持管理を行わないと、思わ

ぬ火災につながることがあり、使用者の急増に

よる火災多発の可能性が危惧される。 

 本事例は、平成 22 年 12 月に本市で発生した、

「石油ストーブの吹き返し現象」による火災原

因調査事例であり、再現実験による検証及び吹

き返し現象の危険性並びに火災予防対策等を報

道機関の協力を得て、効果的に広報を行った事

例について、今後の火災予防対策の一方法とし

て紹介する。 

 

2 吹き返し現象について 

 石油ストーブが何らかの原因で不完全燃焼を

起こすと、未燃焼の灯油の気化ガス（以下、「未

燃焼ガス」という。）が発生する。この未燃焼ガ

スが外気に冷やされ気体から液体の灯油に戻り、

置台に溜まる。 

 上記の現象を繰り返した結果、石油ストーブ

の炎が溜まった灯油等に引火し吸気口から炎が

吹き出す現象が吹き返し現象である。 

 

3 現場見分状況について 

 出火建物内の最も焼損が著しい箇所から、石

油ストーブが発見された。関係者によると、出

火時、石油ストーブは使用中であったことから、

出火原因として、石油ストーブの可能性が考え

られた。 

 しかし、石油ストーブを見分すると、全体的

に置台付近の下部の焼けが強く、可燃物の接触

等による出火の痕跡は無く、ガソリン等の誤給

油による出火の可能性も無かった。（写真 1 参

照） 

 より詳しく見分するため分解すると、燃焼筒、

石油ストーブの芯及び吸気口付近に煤の付着が

見られ、さらに、吸気口付近から大量の付着物

が発見された。これらのことから、本事例では

吸気口の目詰まりのため不完全燃焼を起こし、

吹き返し現象により出火したものと考察した。

（写真 2 参照） 

 

4 再現実験について 

 吹き返し現象の出火経過解明のため、再現実

験を 2 種類の方法により行うこととした。 
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 なお、再現実験に使用した資器材は下記のと

おりである。 

使用資器材 

開放式石油ストーブ 

アクリル板（透明） 

観察用鏡 

脱脂綿 

灯油（石油ストーブの燃料用） 

※灯油の性質：引火点約 40 度、発火点約

220 度 

（平成 22 年度版危険物取扱者必携抜粋） 

 

5 再現実験 1 

 出火時の状況を再現するため、石油ストーブ

の吸気口を強制的にふさぎ、不完全燃焼（酸素

欠乏状態）を作り出し、不完全燃焼時の燃焼形

態、未燃焼ガスの発生状況等の検証を行った。 

(1) 石油ストーブの設置状況（写真 3、4 参照） 

 金属製パイプで組んだ足場上に石油ストーブ

を設置、未燃焼ガス等の発生状況が容易に観察

できるよう、石油ストーブ下部に鏡を配置し、

アクリル板（透明）で吸気口をふさぎ実験を行

った。 

(2) 実験結果について 

ア 不完全燃焼時の燃焼形態について（写真 5

参照） 

 燃焼中の石油ストーブの吸気口をふさぐと、

約 10 秒後に燃焼筒上部から高さ約 40cm の炎が

観察された。この炎の発生と同時に、燃焼筒内

部の赤熱状況が減衰していくのが観察された。 

イ 未燃焼ガスの発生状況（写真 6 参照） 

 上記アの現象が観察された約 5 秒後に吸気口

から未燃焼ガス（白色）の発生が観察された。 

ウ 吹き返し現象の発生状況（写真 7～10 参照） 

 未燃焼ガスの発生から約 10 秒間吸気口をふ

さぎ続け、未燃焼ガスを吸気口内に充満させた。

その後、アクリル板を外し、空気の流入を開始

させると、吸気口から未燃焼ガスが漏れ出すと

共に、炎が吹き出す状況が観察された。 

 また、吸気口をふさいでいたアクリル板及び

吸気口を観察すると、冷やされ液化した灯油の

付着が見られた。 

 

6 再現実験 2 

 液化した灯油が置台に溜まった状況を再現す

るため、灯油を約 5cc 染み込ませた脱脂綿を石

油ストーブの吸気口に詰め、吹き返し現象によ

る出火経過の検証を行った。（写真 11 参照） 

(1) 経過（写真 12～14 参照） 

 石油ストーブを通常どおり点火させ、観察を

行った。 

 点火後、通常であれば徐々に燃焼筒が赤熱し

ていくが、赤熱する状況は見られなかった。 

 点火後約 3 分で吸気口付近から炎が吹き出し、

石油ストーブ下部から上部に向けて、延焼拡大

した。（写真 14 参照） 

(2) 焼損状況（写真 15～18 参照） 

 消火後、解体し吸気口付近を観察すると、上

部及び下部共に煤の付着等が見られた。さらに、

吸気口を中心に石油ストーブ下部に強い焼けが

見られ、カートリッジについても下部のみ焼け

が見られた。 

 なお、吸気口に詰まらせた脱脂綿は、一部残

存していた。 

 

7 再現実験の考察 

 再現実験の結果から、吹き返し現象の発生経

過については、吸気口の目詰まりにより不完全

燃焼を起こすと、灯油の未燃焼ガスが発生し、

吸気口から下方向へ流れ置台に溜まる。この未

燃焼ガスが冷やされると液化し灯油へと戻るた

め、通常、灯油が存在しない吸気口付近の置台

に灯油が現れ、蓄積されることにより、石油ス

トーブの炎が灯油に引火し吸気口から炎が吹き

出すものと考察する。（図「吹き返し現象の発生

経過」参照） 

 再現実験後の石油ストーブの焼損状況と現場

で発見された石油ストーブの焼損状況は、類似
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性があり、再現実験の結果は現場見分を裏付け

るものであると考える。 

 また、予防対策として、吹き返し現象により

出火するには、吸気口を目詰まりさせる埃等の

存在が不可欠であり、定期的な清掃等を実施す

れば防ぐことができる火災であることがわかっ

た。 

 さらに、再現実験 1 では、吸気口をふさぎ不

完全燃焼を起こすと、燃焼筒の赤熱状況が減衰

していくのが見られ、再現実験 2 では、当初か

ら吸気口をふさいでいたため、燃焼筒の赤熱状

況が見られなかった。 

 これは、不完全燃焼時には燃焼筒の赤熱状況

が減衰する等の異常な燃焼形態が発生すること

を示しており、吹き返し現象の前兆現象である

と考えられる。この前兆現象を早期に発見すれ

ば、吹き返し現象による火災を未然に防ぐこと

ができるものと考える。 

 

8 火災予防広報について 

 本市における石油ストーブの火災予防広報は、

可燃物の接触による出火等についての注意喚起

が主流となっており、吹き返し現象による火災

の注意喚起は実施されていないのが現状であっ

た。 

 このことから、石油ストーブを暖房機器とし

て使用する本格的な冬場を迎えるにあたり、再

現実験により得られた結果等を注意喚起するた

め、予防広報の一方法として、吹き返し現象の

再現実験を含む各種火災実験の公開を報道機関

向けに行った。 

 また、本市が発行している市民向けの広報誌

に公開した火災実験の内容を掲載し、広く注意

喚起を行うこととした。（資料「広報誌（平成

23 年市政だより抜粋）」参照） 

(1) 火災実験の概要（写真 19～22 参照） 

 石油ストーブによる火災、電気火災及び天ぷ

ら油火災の再現実験を行い、また、住宅用火災

警報器及び防炎製品の設置効果について実験を

交え、普及啓発を併せて行った。 

 なお、各実験等の内容については、以下のと

おりである。 

ア 石油ストーブの火災実験 

 給油時における火災危険、吹き返し現象によ

る火災実験 

イ 電気火災実験 

 トラッキング現象、過負荷、半断線による火

災実験 

ウ 天ぷら油火災実験 

 天ぷら油が発火した場合の適切な消火方法に

ついて 

エ 住宅用火災警報器及び防炎製品の効果につ

いて 

 密閉されたテント内にスモークマシンによる

煙を発生させ、住宅用火災警報器の効果及び必

要性の周知 

 防炎製品と非防炎製品との燃焼性の比較実験 

(2) 結果 

 各種火災実験の公開は、報道機関延べ 10 社の

協力を得て、効果的な予防広報を行うことがで

きた。さらに、各マスメディアを通じたことに

より、広域的かつインパクトのある予防広報を

展開することができ、大いに成果が期待できる

ものとなった。 

 結果として、昨年の本市の火災件数は前年よ

り減少すると共に、平成元年からの 23 年間で最

も少ない件数となり、市民の安全で安心な生活

の提供に寄与することができたものと考える。 

 

9 おわりに 

 今回、吹き返し現象の再現実験を行うことに

より、吹き返し現象の発生経過及び燃焼状況等

がわかり、今後の火災原因調査にも大いに役立

つものとなった。さらに今回の再現実験では、

燃焼筒の減衰等の吹き返し現象の前兆現象の発

見に至り、また、定期的な清掃の実施が吹き返

し現象の発生防止につながる等、予防対策につ

いても大きな成果が得られたことで、再現実験
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の重要さを再認識した。 

 再現実験は火災現象の立証に有力であり、再

現実験には、高価な鑑識・鑑定機器を必要とし

なくても、創意工夫により実施できることが

多々あることから、少ない負担で多大な成果を

収めることができる。また、予防広報を実施す

る際、再現実験を併せて行うことにより、内容

に信ぴょう性が増し、火災原因調査の目的であ

る「類似火災防止」が大いに期待できることか

ら、火災原因調査から予防広報へ発展させるこ

とは大変重要であると考える。 

 予防広報は、近い将来起こり得る火災を始め

とした各種災害を未然に防除する一方法であり、

消防機関の創意工夫により、効果的かつ戦略的

に各種災害を防除することができる。 

 当該報告事例を通じて、各消防機関等におけ

る予防広報がさらに推進され、一つでも多くの

災害が防除できれば幸いである。 

 

表 開放式石油ストーブの年度別販売台数 
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113109

118

0
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1 2 3 4 5 年度

販売台数

 

年度 H19 H20 H21 H22 H23 

販売台数 118 万台 109 万台 113 万台 130 万台 247 万台 

   ※（社）日本ガス石油機器工業会より情報提供及び同ホームページ抜粋 

   ※端数四捨五入 

 

 

写真 1 石油ストーブの状況 

 

 

写真 2 吸気口付近の状況

 H19    H20    H21    H22    H23 

（万台） 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 302 -



 

 

写真 3 実験 1 の設置状況 

 

 
写真 4 吸気口をふさいだ状況

 

 

写真 5 異常燃焼の状況 

 

写真 6 未燃焼ガスの発生状況 

 

 
写真 7 実験 1 の出火状況 1 

 
写真 8 実験 1 の出火状況 2 

 

 

写真 9 液化した灯油の付着状況 1 

 

写真 10 液化した灯油の付着状況 2 
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写真 11 吸気口の目詰まり状況 

 

写真 12 点火後の状況 

 

 

写真 13 出火の状況 

 

写真 14 燃焼の状況 

 

 

写真 15 吸気口上部の状況 

 

写真 16 吸気口下部の状況 

 

 

写真 17 カートリッジの状況 

 

写真 18 脱脂綿の焼損状況 
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写真 19 公開火災実験の状況 
 

写真 20 防炎製品の耐燃焼実験 

 

 
写真 21 トラッキング写真 

 

写真 22 天ぷら油火災時の注水状況 

 

 
図 吹き返し現象の発生経過 
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資料 広報誌（平成 23 年市政だより抜粋） 

 

 

 

（北九州市消防局予防部予防課 平井 武 北九州市小倉北区大手町 3 番 9 号 

TEL: 093-582-3836 FAX: 093-592-6795 E-mail: shou-yobou@city.kitakyushu.lg.jp） 
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［セッション 7］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

特定屋外タンク貯蔵所からの危険物漏洩事故 

 

富山市消防局 

石井 誠、奥井 茂、山下 純 

 

1 はじめに 

 近年、危険物施設における流出事故において、

腐食等劣化に起因するものが増加傾向にありま

す。 

 本事例は、屋外タンク貯蔵所の加熱コイルが

腐食により穿孔し、コイル内部に流入した原油

が、排出ドレンから防油堤内に流れ出たもので、

原因調査の際には、消防研究センターと危険物

保安技術協会からご指導いただきました。 

 

2 発生日時等 

(1) 発生日時 平成 22 年 3 月 18 日（木）5 時

20 分頃 

(2) 発見日時 平成 22 年 3 月 18 日（木）9 時

25 分 

(3) 覚知日時 平成 22 年 3 月 18 日（木）10

時 01 分 

 

3 発生場所 

 富山県富山市内 N 石油 

 

4 施設の概要 

○発災タンク（写真①参照） 

危険物特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋根式：

シングルデッキ） 

設置許可  ：昭和 44 年 7 月 1 月 

設置完成  ：昭和 44 年 9 月 19 日 

タンク直径 ：68,765mm 

高   さ ：21,325mm 

許可容量  ：75,761kL 

許可品名  ：第 4 類第 1 石油類（原油） 

最終保安検査：平成 18 年 9 月 14 日 

 

5 被害状況 

(1) 人的被害 

 なし 

(2) 物的被害 

 原油 12.0 キロリットル流出 

 

6 事故発生前の状況 

 発災タンクには、加熱コイルが 8 系統（A～H）

設置されている。 

 加熱コイルは、省エネを目的として事故が発

生する 6 日前の 3 月 12 日（金）10 時 00 分頃か

らスチーム供給を停止しており、また、加熱コ

イル内のドレンを排出するため、スチームトラ

ップ元バルブとバイパスラインのバルブを共に

開放状態にしていた。 

 

7 発生時の状況 

 3 月 18 日（木）9 時 25 分、協力会社従業員が、

隣接する特定屋外タンク貯蔵所の補修工事のた

め、らせん階段で隣接タンクの屋根部分に上が

った際、発災タンクの防油堤内南西部分に大き

な水溜りらしきものに気付き、現場に向かった

ところ、発災タンクの側溝及び防油堤内に原油

が漏えいしているのを発見した。 

 9 時 55 分、漏えい箇所である加熱コイルのス

チームトラップ元バルブ及びバイパスラインの

バルブを閉止し、さらに現場の状況確認を行い、

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 307 -



 

タンク本体からの漏えいが無いことを確認した

後、ホットラインにより当消防局に通報した。 

 公設消防隊現場到着時、付近には原油の臭気

が漂い、可燃性ガス濃度が基準値を超えていた

ため、火災警戒区域を設定し、10 時 55 分に同

施設に対し口頭で緊急使用停止命令を発令した。 

 発災タンクの残油量は 16,400 キロリットル

であり、漏えいした原油の防油堤外への流出は

認められなかった。（写真②参照） 

 

8 応急処置の状況 

 発災タンクに外観上の異常は認められなかっ

たことから、応急措置として側溝や防油堤内に

流出した原油を回収した。 

 流出した原油の回収は、事故日の 17 時 50 分

に完了した。 

 

9 事故調査（平成 22 年 6 月 1 日 10 時 00 分～） 

 事故の調査については、残油のシフト及び内

部清掃の完了後に実施した。 

 穿孔は 2 箇所であり、1 箇所はサポート接触

部、もう 1 箇所は U ボルト接触部である。両者

共に当該箇所は局部的にえぐり取られたように

減肉して穿孔に至っている。（図①参照） 

 なお、この 2 箇所は近接しており、スチーム

出口近くの加熱コイルの設置レベルが最も低い

位置であった。 

(1) 類似腐食の発生箇所（目視検査結果）（写

真③、④参照） 

 漏洩した G 系統を除く 7 つの系統にも G 系統

同様の外面腐食が発見された。 

 外面腐食の発生には一定の傾向があり、その

特徴をまとめるとおおむね以下のようになる。 

① 減肉が 3mm を超える腐食の多くはサポー

トもしくは U ボルトの近傍に発生しており、

目視点検で G 系統以外にも 2 箇所の微小な穿

孔が発見された。（写真⑤、⑥参照） 

② サポートや U ボルトの近傍でない場所にも

腐食は発生しており、減肉が 3mm を超える

ものがある。 

③ 上記②の腐食はそのほとんどが上半分に発

生している。 

④ 腐食は加熱コイルの設置レベルが低い出口

側に集中している。 

⑤ 加熱コイルの設置レベルが高い入口側には

腐食はほとんどない。 

(2) 非破壊検査結果 

① 加熱コイル定点肉厚測定結果 

② γ線透過写真撮影結果 

 以上、非破壊検査の結果については特異な点

は見られなかった。 

(3) スラッジ、貯蔵油、タンクドレン水、腐食

部の分析結果 

 腐食を促進・加速したと思われる因子は特定

できなかった。 

(4) 底板全面形状測定結果 

 前回（平成 18 年 5 月）と比べ、大きな差異は

発生していない。 

 

10 腐食減肉の原因推定 

 金属が使用環境下において化学的、あるいは

電気化学的な反応によって侵食される現象が腐

食である。この侵食に水分が関与する場合を湿

食と呼び、比較的低温で発生する。腐食の大部

分はこの湿食である。一方、水分が伴わない場

合を乾食と呼ぶが、乾食は高温の空気あるいは

ガスによる酸化反応である。 

 今回の腐食は明らかに湿食であり、これに基

づいて原因を以下のように推定した。 

(1) サポートおよび U ボルトと加熱コイルの

間の隙間腐食 

 開口部および類似腐食発生部はその多くがサ

ポートおよびＵボルトとの接触部であり、局部

的にえぐり取られたように減肉していることか

ら、この部分に隙間腐食が発生したと推定する。 

 隙間腐食発生の概略メカニズムを、管とサポ

ートの接触部を例に図②に示す。 

 スラッジ等によって接触部近傍が周辺環境か
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ら遮断（ハッチング部）されると、溶存ガス（酸

素等）やイオン（C1－等）の濃度に差が生じ、

濃度の高い方が高電位、濃度の低い方が低電位

になって局部的な濃淡電池が形成され、この電

位差で鉄がイオン化して溶液中に移行し、腐食

が進行する。 

 なおこの場合、サポートや U ボルトは管と同

じ環境遮断の状態に置かれるので、こちらも同

様に腐食するはずであるが、調査の結果、予想

通り腐食減肉していた。 

 また、濃淡電池による腐食はサポートあるい

は U ボルト接触部だけに発生するとは限らない。

接触部はスラッジ等が詰まって図②のような環

境になり易いが、そうでない部分であっても、

例えば油性のスラッジが管の表面に強固に付着

したような場合は、周辺環境からの遮断が引き

起こされて同様の腐食となり得るからである。 

(2) 使用材料の確認 

 製作図面によれば、加熱管は STPG38、サポ

ートは SS400、Ｕボルトは SS400 となっている。

誤って SUS 製の U ボルトやメッキを施した材

料を使用すると、異種金属接触腐食等の事態を

招くことになるので、念のためチェックを行っ

た。その結果、正しい材料が使われており、前

述したように隙間腐食発生場所では相方である

サポートや U ボルトも管同様に腐食減肉してい

た。 

(3) タンクドレン水のレベルと腐食発生位置

の関係 

 腐食発生部位を見ると、9(1)に示したように

その多くが加熱コイルの出口側に集中している。

加熱コイルにはスチームドレンを排出するため

の勾配が付けられており、配管レベルは入り口

が最も高く、出口側が最も低い。 

 タンク底板上には、原油から分離した水分や

屋根シール部からタンク内に浸入した雨水がド

レン水として滞留するが、この腐食は湿潤環境

下における電気化学的腐食なので、コイルの設

置高さが低いほどドレン水の影響を受け易く、

それが腐食分布に現れたと推定する。 

 

11 管理上の問題点 

(1) 運転管理 

 加熱コイルに腐食が発生した主原因は、前述

したような湿潤環境下における隙間腐食（電気

化学的腐食）と考えられるが、このタンクは平

成 20 年から受払いがなく、そのためタンク底部

のドレン水の管理（ミキサーでの攪拌や定期的

な排水作業）が疎かになりがちで、それがドレ

ン水の水位上昇を招いたことは否定できない。 

(2) 当該部位の点検管理 

 NO,101 タンクは過去に 5 回定期保安検査を

行っており、平成 11 年の定期保安検査時に 5

箇所、平成 18 年の定期保安検査時に 38 箇所の

加熱コイル溶接肉盛り補修を行っているが、正

確な腐食発生位置とその状況、あるいは腐食発

生原因等を記した検査に関する詳しい記録は初

回から平成 18 年開放に至るまでほとんど残っ

ていない。 

 このことから察するに、当タンクでは加熱コ

イルに関する過去の経歴が引き継がれないまま

開放時検査が繰り返され、そのため腐食傾向も

十分把握されず、結果としてそれが今回の穿孔

につながったことは否めない。 

 

12 消防研究センター及び危険物保安技術協

会の調査協力について 

 本件では、消防研究センター及び危険物保安

技術協会の職員による現地確認が行なわれ、当

消防局の事故原因調査に対する協力及びアドバ

イスを受けた。 

 調査当日は、事故調査の中間報告が事業所側

から行なわれ、質疑応答等行った後、発災タン

クの詳細調査を実施した。（写真⑦参照） 
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13 再発防止対策と他タンクへの水平展開 

(1) サポートおよびＵボルト接触部の管理方

法見直し 

 穿孔を伴う腐食の発生箇所が主としてサポー

ト部であったことに鑑み、以下のように管理方

法を見直し、タンク開放時に順次実行する。 

① サポート接触部に保護パッドを全周溶接で

取付ける。 

② 現在使用している 3 インチ配管用 U ボルト

を 3 インチ半用のものにサイズアップし、ボ

ルトと管の距離を広げてスラッジ等が詰ま

りにくい構造とする。（写真⑧、⑨参照） 

③ 管頂部と U ボルト内側頂部のクリアランス

を 30mm 以上にし、スラッジ等が管上部と U

ボルトの間に堆積しにくい構造とする。 

④ 開放時点検の強化。 

 これまで以上に入念な点検を行うと共に、

点検作業に先立って以下を行い、作業環境を

整える。 

・加熱コイル表面の入念な清掃 

・Ｕボルト取り外し 

・ジャッキ・チェーンブロック等による加熱

コイルの吊り上げ（点検しにくいコイル裏

面の点検作業環境を改善） 

(2) 運転管理強化 

 日常点検の強化とタンクドレン水の定期的な

排出を行う。 

① 加熱コイル出口の点検を強化する。 

・点検は 2 回／日以上とする 

・チェックシートを用い、結果を記録、保存

する 

・スチームドレンへの油分混入の有無を必ず

チェックする 

② タンクドレン水の定期的排出を行う。 

・月に 1 回ミキサーによる攪拌を行い、十分

静置した後水切りを行う。 

 

14 おわりに 

 今回の漏えい事故は、特定屋外タンク貯蔵所

に敷設された加熱コイルについて、適正な維持

管理が行なわれ、設備の安全対策が図られてい

れば、原油の流出を防止することができたもの

と考えられます。 

 加熱コイルは、具体的な設置基準等が定めら

れていない設備であり、事業所側、消防側双方

とも安全に対しての意識が低くなりがちですが、

何らかの対策を講じない限り、今回の事故のよ

うに、類似タンクにおいても加熱コイルを経由

し、タンク内の危険物が流出することは十分に

考えられます。 

 今回の事故を教訓として、タンク本体はもち

ろんのこと、加熱コイル等の付属設備の維持管

理の徹底や安全対策の強化をしっかり行なうこ

とが重要であると改めて認識させられました。 

 今後において、類似事故の再発防止が図られ

ますよう、ご紹介させていただきました。 

 

 

   

      【写真①】発災タンク外観図         【写真②】発災時の状況 
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        【図①】加熱コイルの状況 

 

 

    
       【写真③】加熱コイルの状況 

 

    
       【写真④】サポート付近の状況 

F 
E 

H 
G 

B 
A

D 
C 

サポートとの接

触部 

U ボルトとの接

触部 

 

A  B  F  E 

D  C G  H 

 加熱コイルは 8 系統あり、

その内の G 系統で穿孔が 2 箇

所見つかったもの。 

 共にタンクの外周部付近

（出口）の設置レベルが低い

位置であった。 

G 系統の加熱コイル 

 漏えいした G 系統の加熱コイルを

中心に目視検査を実施した。 

 加熱コイルには、サポート及び配

管用Ｕボルトが 236 箇所設置されて

いた。 

 今回、全ての U ボルトを外すとと

もに、配管とサポート抵触部を持ち

上げて目視検査を実施した。 
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        【写真⑤】穿孔箇所 1 

 

    
        【写真⑥】穿孔箇所 2 

 

       

 

   

 

 
       【写真⑦】合同調査を実施 

【図②】配管とサポートの接触部に発

生する隙間腐食の原理 

 U ボルトとの接触部で穿孔が発見

される。 

 穿孔大きさ（8mm×25mm） 

 サポートとの接触部で穿孔が発見

される。 

 穿孔大きさ（10mm×8mm） 

 消防研究センターと危険物保安技

術協会の職員による現地調査 
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   【写真⑧】加熱コイル等の状況（目視検査時） 

 

 

    
    【写真⑨】加熱コイル等の状況（改修後） 

 

 

 

（富山市消防局予防課 山下 純 〒939-8075 富山市今泉 191-1 

TEL: 076-493-4871 FAX: 076-493-4015 E-mail: yamashita.jun@city.toyama.lg.jp） 

サポートとの接触

部に全て当板を設

置 

U ボルトの

サイズアッ

プ 

 サポートや U ボルトとの接触部に

は腐食、減肉が見られる。 

 サポートと加熱コイルの接触部に

は全て当板を設置。 

 U ボルトはサイズアップし、隙間を

空けるよう設置。 
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［セッション 7］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

加熱式加湿器から出火した火災の調査報告 

 

名取市消防本部 

江川 圭、佐藤大和 

 

1 調査の要旨 

 本火災は、小学校の無人の教室内で使用中の

加熱式加湿器（以下「加湿器」という）から出

火した事案である。 

 調査の過程で、過去に同型品が関連する火災

が発生していることを確認するが、過去の調査

では当該製品が出火に起因しているかは判明し

ていない。 

 本調査では、消防研究センターにてメーカー

立ち会いのもと合同鑑識を実施した結果、加湿

器が出火に起因していることが判明したため、

当該製品のリコールに繋がったものである。 

 

2 火災の概要 

(1) 出火日時 

 平成 21 年 11 月 13 時 40 分ごろ 

(2) 出火場所 

 市内小学校教室内 

(3) 火災種別 

 建物火災 

(4) 焼損程度 

 ぼや 

(5) 損害状況 

 加湿器 1 台、机 1 台 

(6) 発見時の状況 

 無人の教室内で約 50cm の炎を上げて燃えて

いる加湿器を、焦げくさい臭いに気付いた隣の

教室の教師と児童が発見し、教師が消火器を使

用して消火した。消火後、加湿器の差込みプラ

グ及びマグネットプラグを抜いている。 

 出火した教室の教師と児童は、体育の授業の

ため全員が 13 時 35 分に体育館に移動している

が、加湿器は運転中の状態であった。 

(7) 加湿器の使用状況 

 平成 12 年に当市教育委員会が購入・配布し、

以後毎年使用。昨年、収納前にフィルター等を

清掃している。火災発生前日に箱から出し、清

掃後にタンクを満水にして 10 時 30 分から 15

時 30 分まで使用。その時のタンクの残量は約半

分。火災発生当日は給水せず、8 時 30 分に電源

を入れている。 

 

3 消防研究センターへ技術支援依頼をした経

緯 

 本火災において、焼損したのは運転中であっ

た加湿器と、小学校で通常児童が使用する机の

みであること。また、授業時間中の学校内での

放火は考えにくいこと。以上のことから、加湿

器から出火した可能性は高い。 

 加湿器を収去し調査したところ、同型製品が

関連する火災が過去に 3 件（平成 15 年に 1 件、

平成 19 年に 2 件）発生しており、いずれも原因

が製品欠陥によるものかは不明である。メーカ

ーに問い合わせ、展開図及び回路図等の任意提

供を依頼するとともに、過去の火災について質

問すると、「平成 19 年に発生した 2 件の原因調

査に立ち会っているが、焼損が激しいため原因

は特定されていない。」との回答であった。 

 過去の 2 件とは異なり、当該加湿器は本体下

部が概ね原形を留めており、内部見分前のＸ線
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撮影の必要性から、消防研究センター原因調査

室の技術支援を受けて合同鑑識を実施すること

とした。 

 

4 見分状況 

(1) 第 1 回実況見分（現場見分状況） 

 加湿器は、正面から見て左側部分及び底板が

一部原形を留めているが、右側部分及び上部は

溶融変形しており、全体的に内部側に焼け崩れ

ている様相を呈している。内部は見通せる状態

であり、消火薬剤が堆積している。 

 電源コードは、配線被覆が一部焼失し、心線

が露出している。差込みプラグに焼損は認めら

れず、マグネットプラグは変色しているがほぼ

原形を留めている。 

 置き台として使用していた机は、加湿器正面

側の天板のみが部分焼失している。（写真 1 参

照） 

(2) 第 2 回実況見分（当市消防本部庁舎にて実

施） 

 構造・機能の確認等を行うため、外観からの

見分を実施した。資料として、同型加湿器（以

下「同型品」という）・取扱説明書と、メーカー

より提供された展開図・回路図を準備した。 

 同型品は、焼損した加湿器とともに同小学校

に配付されたものであり、使用年数・状況はほ

ぼ同一である。出火原因究明のため、実験及び

分解して構造の確認に使用する旨を当市教育委

員会と同小学校に伝え、了承を得て借用した。 

ア 加湿器の焼損状況 

 焼損した加湿器と同型品を比較しながら、加

湿器の本体操作パネル側を正面、フィルター側

を背面、上蓋を上面、底板を底面として見分す

る。（写真 2 参照） 

 本体は、正面・背面ともに吹き出しノズル側

及び底板に一部原形を留め、残存している箇所

が認められる。本体を形成するポリプロピレン

樹脂は溶融し、全体的に内部側に焼け崩れ固着

している。 

 正面の操作パネルは、内側に位置する放熱板

が現れ、黒灰色を呈し前方に傾斜した状態で固

着している。上蓋は認められない。 

 電源コードは、全長約 1.5m、マグネットプラ

グは 7A・250V 仕様、差込みプラグは 7A・125V

仕様であり、規格品と一致する。（写真 3 参照） 

イ 加湿器の機能 

 取扱説明書によると、本製品は本体のタンク

に貯めてある水をヒーターで加熱して沸騰させ、

その蒸気をファンで送風し、スチームダクトを

通して吹き出しノズルから放出させる加熱式

（スチーム式）である。 

 操作パネルには、電源スイッチと強弱切換ス

イッチが設置されており、電源スイッチを押し

て「入」にすると電源ランプが点灯し、2～3 分

後にスチームが出始める。強弱スイッチは、「強」

で 1 時間に約 400ml、「弱」で 1 時間に約 200ml

のスチームが出る。 

 展開図及び回路図によると、内部には水量セ

ンサーが設置されており、水が無くなると安全

のためにスチーム運転を停止し（フロートスイ

ッチが切れヒーターに電源が供給されなくな

る）、給水ランプが点灯する構造となっている。 

 その他の安全装置として、釜部に温度ヒュー

ズ（141℃で OFF）と、空焚き防止用のサーモ

スタット（120℃で OFF、自動復帰型）が設置

されている。 

ウ 同型品を使用した作動実験 

 焼損した加湿器は、火災発生前日にタンクを

満水にして 10 時 30 分から 15 時 30 分までの 5

時間を使用し、タンクの残量は約半分となって

いる。 

 火災発生当日は給水せず、8 時 30 分に電源を

入れ 13 時 35 分過ぎに火災が発生していること

から、運転時間は約５時間であり、タンクの残

量はほぼ空の状態であると推測できる。 

 火災発生当日と同様にタンクの水量を半分と

し、同型品を使用して加湿器の作動及び運転停

止状況を確認する実験を行った。 
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 実験の結果、同型品の作動状況に異状はなく、

約 5 時間後に自動で運転を停止した。また、そ

の時のタンクの残量は空となっていることから、

水量センサーは正常に機能している。（写真 4

参照） 

エ 構造の確認 

 同型品を分解し、構造及び機器等の状況を確

認する。 

 上蓋を外して本体内部を確認すると、タンク

と吹き出しノズルに変形等はない。スチームダ

クトの下部にある蒸発皿には、水に含まれる不

純物が付着している。（写真 5 参照） 

 底板を外して機械室内部を確認すると、ファ

ンモーターや放熱板等の各機器及び配線に多量

の綿埃が付着している。釜部は、タンクから水

が送られてくる連結チューブとの接合部周辺に、

錆びが認められる。（写真 6 参照） 

(3) 第 3 回実況見分（消防研究センター鑑識室

にて実施） 

 合同鑑識は、焼損した加湿器及び同型品、取

扱説明書・展開図・回路図、第 1 回及び第 2 回

実況見分結果を持ち込み、消防研究センターの

技術支援を受けて実施した。 

 最初に、当消防本部より本火災の概要を説明。

続いて、メーカーの品質管理担当者から加湿器

のメカニズムと機能、そして過去の出火事例と

調査結果の説明を受け、見分を開始する。 

 見分は、第 1 回及び第 2 回の結果をもとに、

同型品と比較しながら進める。（写真 7-①参照） 

 電源コードは、マグネットプラグの先端を基

準として 210mm～305mm の位置に配線被覆の

焼失が認められる。同箇所の露出している心線

には、一部断線している箇所が認められ、電気

痕が確認できる。（写真 7-②・③参照） 

 マグネットプラグは、周囲に消火薬剤が固着

し変色しているが、原形を留めており異常は認

められない。差込みプラグに焼損はなく、異常

は認められない。（写真 7-④・⑤参照） 

 続いて本体の見分に移るため、同型品の内部

及び機械室内部の部品配置状況を確認する。（写

真 8 参照） 

 焼損した加湿器本体は固着していることから、

X 線透過装置により内部の状況観察を行う。 

 残存する部品中、電源部（マグネットプラグ

受け）、圧着端子（3 個）、ヒーター組立の端子

接続部、基板部の各部分に、溶融している箇所

及び過熱した痕跡は確認できない。また、温度

ヒューズに断線は認められない。中間配線は、

数箇所で断線しているのが認められ、圧着端子

付近には球状の塊が確認できる。（写真 9 参照） 

 次に、焼損品の変形・固着状況を見分する。 

 正面から見て本体右側に位置するタンク部分

の本体樹脂を切開し、内部の状況を確認すると、

タンクは黒灰色に変色・変形しており、原形を

留めていない。タンクキャップが上下反転した

状態で見分でき、タンク本体は全体的に操作パ

ネル側に焼け崩れ、底面に固着している。（写真

10 参照） 

 本体を切り剥がし、残存する構成部品を展開

して見分する。（写真 11-①参照） 

 ヒーター組立の端子部はファストン端子で接

続されているが、接続部に溶融している箇所は

認められず、過熱した痕跡は確認できない。ヒ

ーターの抵抗値は 24.2Ωを示し、導通状態にあ

ることから、電流値は約 4A であることが確認

できる。また、アルミダイキャストの釜部にも

異常は認められない。（写真 11-②参照） 

 釜部の空焚き防止用サーモスタットの抵抗値

は、0.2Ωを示し導通状態にある。同サーモスタ

ットをヒートガンで加熱し作動確認をすると、

抵抗値は「OL」を示しオフ状態になり、正常に

作動することが確認できる。（写真 11-③参照） 

 絶縁チューブを剥がし温度ヒューズの抵抗値

を確認すると、0.1Ωを示し導通状態にあること

から、断線はしていない。（写真 11-④参照） 

 フロートスイッチは、取り付けられている基

板が一部原色を留め残存しているものの、ほぼ

焼失している。同スイッチは破損しており配線
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も断線しているが、残存箇所に異常は認められ

ない。（写真 11-⑤参照） 

 ファンモーターは、本体が黒茶色に変色し、

接続されている配線が断線しているが、配線及

び接続部に溶融している箇所は確認できない。

また、モーター軸にも変形は認められない。絶

縁紙を剥がし巻線を確認するも、溶融している

箇所は認められず、異常は確認できない。（写真

11-⑥参照） 

 マグネットプラグ受け部は、樹脂が若干焼損

し変形しているが概ね原形を留めており、接続

端子に溶融している箇所は認められない。また、

接続している配線は、被覆が焼失し心線が露出

しているものの溶融している箇所は認められず、

異常は確認できない。（写真 11-⑦参照） 

 マグネットプラグ受け部の近傍に位置する 3

個の圧着端子は、スリーブ及び配線被覆がほぼ

焼失し変形しており、配線の一部も断線してい

るが、溶融している箇所は認められず、過熱し

た痕跡は確認できない。 

 圧着端子から基板部及びファンモーターへ繋

がる配線は、被覆がほぼ焼失し断線しており、

断線箇所の数箇所に電気痕が認められる。同型

品にて同箇所の位置を確認すると、接続部等で

はなく構成部品周囲に浮いた状態で配置されて

いる。（写真 11-⑧～⑩参照） 

 操作パネルの内側に位置する放熱板は、黒灰

色を呈し変形している。また、放熱板に接続さ

れている基板は、全体的に炭化し変形しており、

一部欠損している。基板上の構成部品について

も、一部脱落し欠損している。 

 基板に接続され放熱板にネジ止めしているサ

イリスタ（SCR）は、ネジ止め箇所が外れ、3

本の端子も基板から脱落した状態で、周囲の樹

脂と共に基板に固着した状態である。同部品を

取り外し見分するも、溶融している箇所は認め

られず、異常は確認できない。 

 また、その他の残存する基板上の部品や脱落

している部品及び基板に繋がる配線に、溶融し

ている箇所や過熱した痕跡は確認できない。（写

真 11-⑪～⑭参照） 

 

5 見分結果 

(1) 出火箇所の検討 

ア 置き台として使用していた机の天板は、加

湿器正面側のみが部分焼失している。 

イ 本体を形成する樹脂は溶融し、全体的に内

部側に焼け崩れ固着していることから、内部

から受熱した様相を呈している。 

ウ タンクは、タンクキャップが上下反転した

状態で見分でき、本体は全体的に操作パネル

側に焼け崩れ底面に固着していることから、

操作パネル側から受熱した様相を呈してい

る。 

エ 機械室内の圧着端子から基板部及びファン

モーターへ繋がる配線と電源コードに、電気

痕が確認できる。機械室内の配線は、電源コ

ードより負荷側に位置することから電源コ

ードより先に短絡したものと考えられるが、

同箇所は接続部等ではなく構成部品周囲に

浮いた状態にあり、負荷がかかる場所ではな

い。 

 よって、出火後に二次的に短絡したものと

考える。 

オ ヒーター組立の端子部に異常は認められず、

ヒーター抵抗値は標準値を示している。また、

温度ヒューズに断線は認められず、サーモス

タットにも異常は確認できないことから、ヒ

ーター組立からの出火は考えられない。 

カ マグネットプラグ受け部及びファンモータ

ーに、異常は認められない。 

キ 操作パネルの内側に位置する基板は、全体

的に炭化し変形しており、一部欠損している。

また、基板上の構成部品にも、一部脱落し欠

損が確認できる。 

 以上アからキより考察すると、出火箇所は加

湿器の操作パネル内側に位置する基板付近と考

えられる。 
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(2) 出火原因の検討 

 残存する基板及び基板の構成部品に異常は確

認できないことから、基板の欠損した部分にお

ける半田付け不良、または埃や水分の付着によ

るトラッキング等の可能性が考えられるものの、

出火原因を特定することはできない。 

 

6 結果説明とメーカーの対応 

 本調査結果において、出火原因の特定には至

らなかったものの、出火箇所は操作パネル内側

の基板付近であることが判明した旨を、同日、

品質管理担当者に伝えた。 

 メーカーは、加湿器が出火に起因しているこ

とを受け、後日プレスリリース及びホームペー

ジにリコール社告を掲載し、販売台数 60,075 台

を無償にて製品交換すると発表した。 

 それに伴い、当市内の小学校・幼稚園で所有

していた同型品 10 台が無償交換となった。（写

真 12 参照） 

 

7 調査後記 

 当該製品は、販売当時の加湿器としてはやや

大型であったため、学校や保育所等の広い空間

を持つ建物内での需要が多いものであった。ま

た、近年のインフルエンザの流行により、病院

や店舗、官公署等で加湿器を使用するケースが

増えている。 

 本調査の結果がリコールに繋がったことは、

今後発生し得た火災の抑制のみならず、現在も

使用が見込まれる学校等での火災による危険を

排除し、人命の安全を確保できたことに、消防

における火災調査の重要性を切に感じました。 

 本調査にご協力いただいた関係者の方々に、

深く感謝申し上げます。 

 

 最後になりますが、当市（宮城県名取市）は、

平成 23 年 3 月 11 日に発生しました東日本大震

災により、甚大な被害に見舞われました。 

 この場をお借りしまして、お亡くなりになら

れた方々、そして我々と志しを同じくして殉職

された消防職員・団員の方々のご冥福をお祈り

します。 

 そして、ご遺族の皆様、被災された方々に、

心よりお見舞い申し上げます。 

 また、緊急消防援助隊をはじめとするご支援

いただきました関係者の方々に、厚く感謝と御

礼を申し上げます。 

 

 

 

   

  写真 2-① 同型品（正面）    写真 2-② 同型品（背面） 

写真 1 消防隊到着時の状況 

加湿器を正面から撮影 

マグネットプラグ 

フィルター 
操作パネル 

差込みプラグ 

吹き出しノズル 上蓋 
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       写真 3-① 焼損品（正面）       写真 3-② 焼損品（背面） 

        

 

     

 

 

   

      写真 5-① 上蓋を外した状況       写真 5-② 本体内部の状況 

 

写真 3-③ 焼損品（底面） 

放熱板 

底板 

水量表示窓 

水位ライン 

写真 4 同型品による作動実験の状況 

吹き出しノズル タンク 蒸発皿 
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   写真 6-② ファンモーターと釜部の状況   写真 6-③ 放熱板とフロートスイッチの状況 

 

    

 

         

      写真 7-② 電源コードの状況       写真 7-③ 配線被覆焼失部分を拡大 

操作パネル 

写真 6-① 底板を外した機械室内部の状況 

放熱板 連結チューブ 

錆び 

釜部 
ファンモーター フロートスイッチ 

写真 7-① 焼損した加湿器と同型品の比較 

電気痕 
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    写真 7-④ マグネットプラグ 

   

       
     写真 7-⑤ 差込みプラグ         写真 8-① 同型品の本体内部 

 

      写真 8-③ 操作パネル内部 

        

 

 

写真 8-② 同型品の機械室内部 

焼
損
品 

同
型
品 

ス
チ
ー
ム
ダ
ク
ト 

水量センサー 
タンクキャップ 

写真 8-④ フロートスイッチ 
給水ランプ 

基
板 

電
源
ラ
ン
プ 

強
弱
切
換
ス
イ
ッ
チ 

電
源
ス
イ
ッ
チ 

サーモスタット 

連
結
チ
ュ
ー
ブ 

温度ヒューズ 

ヒーター組立（釜部） ファンモーター 
ファン 

底板 

圧着端子 
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写真 9 焼損した加湿器を X 線透過装置により内部の状況を撮影 

※全体画像は、貼り合わせ撮影を行っているため、接合部が重複した画像となっている。 

 

 

 

 

圧着端子 
球状の塊 

電源部 

ファンモーター 

ヒーター組立の 

端子接続部 

サイリスタ（SCR） 

基板部 

温度ヒューズ 

ヒーター組立 
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     写真 10-① 本体を切開した状況    写真 10-② タンクキャップの反転状況を撮影 

 

 

 

 

 

写真 11-① 構成部品を展開した状況 

 

 

    
    写真 11-② ヒーター組立の状況      写真 11-③ サーモスタットの作動確認 

放熱板 

突起部 

白矢印はタンクキャップ内面側の突起部を指している。使用時には上方を向いている突起部

が、下方に向いた状態で確認できる。 

圧着端子 

ヒ
ー
タ
ー
組
立 

接続端子 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 323 -



 

        
     写真 11-④ 温度ヒューズの抵抗値を確認    写真 11-⑤ フロートスイッチの状況 

 

        

     写真 11-⑥ ファンモーターの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真 11-⑩ 同型品で比較する 

写真 11-⑦ マグネットプラグ受け

部（機械室内）の状況 

写真 11-⑧ 配線の状況 

 

 

写真 11-⑨ 圧着端子の状況 

白丸印内は、圧着端子から基板部へ繋

がる配線の断線箇所。 

基板部 

モ
ー
タ
ー
軸 
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      写真 11-⑪ 放熱板と基板の状況 

   

 

        

      写真 11-⑭ 同型品で比較する       写真 11-⑬ 脱落した端子を復元 

 

 
写真 12 無償交換された加湿器 

 

 

 

（江川 圭 宮城県名取市増田五丁目 18-32 

TEL: 022-382-3019 E-mail: natori-fd@aioros.ocn.ne.jp） 

写真 11-⑫ サイリスタの状況 
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［セッション 7］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

携帯電話の電池パックからの出火 

 

神戸市消防局 

藤野聡一郎 

 

1 はじめに 

 この火災は、携帯電話の電池パックから出火

し、周囲の布団類へ延焼したものである。 

 出火原因の調査にあっては、電池パックは構

造が非常に複雑であるため、製造会社と協力し

て調査を実施した。 

 出火原因はこの家で飼われていた室内犬が電

池パックを噛んだことにより内部で短絡が発生

し高温になることであったが、携帯電話は近年

急速に普及していることと、室内犬の数も増加

傾向にあることから、今後同様の火災が発生す

る可能性が高く、マスコミや広報誌を通じて市

民に情報提供と注意喚起を実施した。 

 この事案では、火災の発生からわずか 2 ヶ月

で、原因の特定及び広報を実施した。これは、

消防機関の迅速な対応と、製造会社との協力、

広報態勢の充実によるものである。 

 

2 火災の概要 

(1) 覚知日時 

 平成 23 年 6 月昼ごろ 

(2) 発生場所 

 木造 3 階建て一般民家内の 1 階寝室 

(3) 焼損程度 

 電池パック 1 個焼損、布団類若干焼損 

 

3 出火時の状況 

 出火宅は父親、母親、娘の 3 人家族で、父親

は携帯電話 1 台と予備として電池パック 2 個を

所有しているが、出火当日は、携帯電話本体を

十分充電していたため、電池パックを持って行

く必要がなく、2 個とも 1 階寝室のベッド上に

置いて、朝出勤した。 

 約 5 時間後に 2 階の自室に居た娘が焦げた臭

いに気づき、1 階に下りたところ、寝室が煙で

充満していたため、バケツの水で消火し、その

後消防へ通報した。 

 幸い発見が早く、ボヤで済んだが、娘が就寝

または留守であれば、全焼損している可能性が

ある事案であった。 

 

4 現場の状況 

 電池パックは 2 個とも充電中ではなく、単独

でベッド上にあった。このうち 1 個は表面のシ

ールが焦げて黒く変色し、膨らんでおり、周囲

の布団類が燻焼した状態であった。（写真①）電

池パックの表面には直径 3mm 程度の穴が空い

ており、その真裏には同じ大きさの窪みがあっ

た。（写真②） 

 もう 1 個の電池パックは焼損していないが、

同様の窪みが数箇所あった。 

 家人に確認したところ、飼い犬（コーギー犬）

は稀に家の中のものを噛むことがあり、焼損し

ていない電池パックの窪みは、以前に噛んだ跡

であった。 

 また、電池パックを最後に充電したのは 2 ヶ

月くらい前で、その後は 1 回も使用していなか

った。 

 現場の状況からは、電池パックから出火した

のは明白であったが、充電中でもない電池パッ
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クを犬が噛むことにより火災原因となる可能性

があるため持ち帰り調査することにした。 

 

5 電池パックの調査 

 電池パックは製造会社によっても構造が異な

るため、電池パックの販売会社と製造会社の担

当者にも立会いを依頼したところ、非常に協力

的で、消防の施設内で合同で実施することとな

った。 

(1) 電池パックの構造 

 まず、製造会社担当者に構造を説明していた

だいた。構造は次のとおりである。 

・この電池パックは、リチウムイオン電池と呼

ばれるもので、内部は正極板のアルミ箔と負

極板の銅箔とが薄い絶縁体のセパレータを

はさんで渦状に 10 周程度折りたたまれてお

り、電解液に浸っている。 

・近年、携帯電話の消費電力が大きくなってい

ることから、より電池容量を大きく、重量を

小さくするために、アルミ箔･銅箔・セパレ

ータを極力薄くして表面積を増やしている。 

・電解液の蒸気で内部の圧力が上昇しないよう

に、ガス排出弁が取り付けられている。 

・放電については、フル充電した場合 3 ヶ月経

過しても 90％程度残る。 

(2) 調査結果 

① 外観（写真③、写真④） 

・電池パックの表面に張られたシールは黒くこ

げているが、金属部分は変形のみで溶融等は

ない。 

・厚さは正常なものは 4mm であるが、12mm に

膨れている。 

・ガス排出弁は開放している。 

・焼損していない電池パックは、窪みはあるが、

膨れておらず、ガス排出弁も開放していない。 

② 内部 

 表面金属が膨張により変形していることと、

ガス排出弁が開放されていることから、内部の

温度が相当高くなっていたことが分かっていた

ため、X 線撮影を実施したが、内部の状態は確

認できなかった。また、分解にはより専門的な

設備が必要であった。 

③ 結論 

 製造会社にて詳細な分析調査を依頼した。 

(3) 製造会社による調査 

 調査結果は、次の通り報告された。 

① X 線解析 

 表面の穴の空いた箇所では、厚さの約 4 分の

1 まで変形が確認された。（写真⑤） 

② 正極板および負極板の状況 

 電池パックを分解し、正極板と負極板を展開

すると、次のとおりであった。（写真⑥、写真⑦） 

・セパレータは溶融して焼失している。 

・アルミ箔は外側の 2 周分は残っているが、内

部は溶融して残っていない。 

・銅箔はすべて溶融せずに残っている。 

 これらのことから、アルミの融点は 660℃、

銅の融点は 1085℃であることと比較すると、内

部の温度は少なくとも 660℃以上になっていた

といえる。 

 また、電池パック表面の穴があった箇所は、

アルミ箔の外側から 2 周目まで穴が空いていた。

アルミ箔と銅箔にあったこの穴を顕微鏡で見て

みると、アルミ箔・銅箔共に、穴のふちが丸く

なっていた。（写真⑧、写真⑨）つまり、穴のふ

ちのみ局所的に一度高温になって融解しており、

これは短絡痕であるといえる。なお、アルミ箔

と銅箔が非常に薄いため、この丸みは肉眼では

確認できない大きさであった。 

③ 結論 

 これらのことから、電池パックに外側から局

所的な圧力がかかった結果、セパレータが裂け

て正極板と負極板が接触し短絡が発生。これに

より電池パック自体が 660℃以上の高温となる

ことが分かった。 

④ 焼損していなかったもうひとつの電池パッ

ク 

 この電池パックについても同様に製造会社で
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分解調査を行った。分解してみると、表面付近

のアルミ箔・銅箔・セパレータが破れており、

ふちには短絡痕があった。しかしセパレータが

焼失せずに残っていたため、短絡は発生したも

のの、焼損した電池パックほど高温にはならな

かったといえる。 

⑤ 再現実験 

 上記の結論の内容が実際に発生するかを検証

するために、再現実験を行った。 

ア 実験方法 

 新品で充電済みの電池パックを 20 個用意し、

先の尖ったセラミック片で繰り返し突き刺し、

表面温度を測定する。（写真⑩） 

イ 実験結果 

・膨らんだもの（最高表面温度 325℃） 2 個 

・膨らまないが、温度上昇したもの（平均 120℃

程度） 16 個 

・著しい温度上昇がなかったもの 2 個 

 なお、膨らんだ電池パックと、膨らまないが

温度上昇した電池パックを分解すると、焼損し

た電池パックから発見されたものと同様の短絡

痕が確認できた。 

ウ 結論 

 充電された電池パックに局所的な圧力を加え

ると、内部で短絡が発生し、発熱する。ただし、

温度の上昇については、バラツキが大きい。 

 

6 原因の結論 

 これらのことから、この火災の原因は、充電

済みの電池パックを飼い犬が噛むことによって

電池パックの内部で短絡が発生し、電池パック

の温度が 660℃以上に上昇して、周囲の布団類

が燻焼したものと断定できた。 

 

7 広報 

 この火災の原因となったものは、携帯電話の

電池パックと噛み癖のある室内犬であった。携

帯電話は今や大多数の人が所有し、またスマー

トフォンの普及から電池容量も大きくなり、室

内犬を飼う人についても年々増加している。よ

って、今回の火災のようなことが今後増えるこ

とが考えられる。 

 また、電池パック以外にも、室内犬が電気コ

ードを噛むことによって火災に至った事例も多

く報告されている。本火災の半年前にも同管内

において室内犬が電化製品の電気コードを噛ん

で短絡が発生し、出火した事案があった。 

 いずれの事案も、飼い主は犬が電池パックや

電気コードを噛んで、火災になるとは全く考え

ておらず、何の対策もしていなかったことも出

火の要因となっていた。 

 これらのことから、室内犬（特に噛み癖のあ

る犬）による火災の危険性を広報する必要性が

あると考え、 

①  室内で犬を飼う場合は、ものを噛まない

ように愛情をもってしっかりとしつける。 

② 電化製品の電源コードをカバーで覆う。 

③  電化製品を使用しないときは電源プラグ

を抜く 

④ 犬を柵などで囲う。 

などの対策を火災事例の紹介と合わせて、次の

とおり広報を行った。 

(1) マスコミへの情報提供 

 市政記者クラブへ情報提供を行った。情報は、

その日のうちにインターネットニュースに掲載

され（写真⑪）、翌日の朝刊には紙面にも掲載さ

れた。 

(2) 広報誌への掲載 

 消防に関する広報誌へ記事を掲載した。 

(3) 反響 

 インターネットで記事内容を検索すると、個

人のブログに多数掲載されていることが分かっ

た。（検索サイトで記事の内容を検索すると、

5000 件以上検索結果が得られた。）これらの多

くは、愛犬家自身が開設しているブログで、ニ

ュース記事を引用し、ブログを読んでいる人た

ちに注意喚起を促す内容であり、消防の広報と

して一定の効果が大きいと感じた。 
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8 さいごに 

 身の回りの製品は年々新しいものが出てきた

り、一般市民の生活様式も多様化するなどで、

過去になかった火災原因が、今後増加すること

も考えられるが、これらを迅速かつ積極的に広

報していき、火災予防に努めていきたい。 

 また、消費者保護の観点から、類似火災を 1

件でも少なくするために、製造会社も自社製品

の安全性には非常に高い関心があることから、

企業とうまく協力して原因究明に取り組むこと

が重要である。 

 

 

写真① 焼損状況（全体） 

 

写真② 焼損状況（電池パック） 

 

 

写真③ 焼損状況（電池パック） 

 

写真④ 焼損していない電池パック 

 

 

写真⑤ X 線解析（電池パック） 

 

 

 

 
写真⑥ アルミ箔（左が外側） 

 

 

  

写真⑦ 銅箔（左が外側） 

電池パック 

表面の穴 

穴が空いていた箇所 

溶融した部分 

外側 内側 
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写真⑧ アルミ箔の穴 

 

写真⑨ 銅箔の穴 

 

 

写真⑩ 再現実験の様子 

 

 

写真⑪ インターネットニュースの記事 

電池パック 

 

 
セラミック片 

（藤野聡一郎 E-mail: soichiro_fujino@office.city.kobe.lg.jp）
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［セッション 7］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

微小なスパークで引火した危険物火災の調査活動について 

 

京都市消防局 

藤岡俊介 

 

1 火災概要 

 この火災は、耐火構造の建物の１階の作業場

から出火し、作業用機械の一部が焼損し、爆風

によって壁体が破損したものである。（写真 1

参照） 

 作業場では、合成樹脂の生成作業を行ってお

り、出火当時、作業が終了した圧力容器の内壁

に付着していた合成樹脂を取り除くため、有機

溶剤を入れて、圧力容器の内部を洗浄する作業

をしていた。 

 洗浄後、下方にあるドレンから有機溶剤等を

抜こうとしたが、内部で詰まり、うまく流れて

こないため、ドレン内の詰まりを取るためにド

レンを温めようとヒーターを巻きつけた。（写真

2 参照） 

 その直後、急に有機溶剤等が流れ出し、溶剤

を受けるための容器に入らず床面に流れ出し、

有機溶剤が引火、出火した。 

 作業工程を聞きとりながら、焼き物の中から

引火若しくは発火の要因をひとつずつ検証し、

着火実験をして出火原因を究明した結果を紹介

する。 

 

2 作業状況 

 圧力容器の下方にはパイプ状のドレンがあり、

さらに下方にドレンバルブがある。ドレンバル

ブの少し上方から溶剤は斜め方向に流れ、有機

溶剤を受けとめるための一斗缶が少し斜めに備

えてあった。（写真 2 参照） 

 作業員の話しによると、ドレンバルブを開放

したものの、ドレン部分が詰まって溶剤が出て

こない場合、詰まりを取り除くために、リボン

状になったヒーター（以下「リボンヒーター」

という。）をドレンパイプに巻きつけ、サーモス

タットで一定温度に設定、詰まりを取り除く作

業をするとのことであった。 

 

3 作業場の状況 

(1) 現場では、リボンヒーターがドレンに巻か

れた状態で、しかもヒーターの繊維状のカバ

ーは焼きしていなかった。（写真 2 参照） 

(2) サーモスタットは、焼きした本体が床面に

残存していた。 

(3) ドレンバルブ下方の床面は、その表面が焼

きし、電気配線の焼き物が見られた。 

 

4 有機溶剤 

 使用されていた有機溶剤は THF（テトラヒド

ロフラン、以下「THF」という。）で、危険物第

4 類第 1 石油類に分類されている。引火点は  

－14℃で、発火点は 321℃、蒸気比重は 2.5 で、

文献では、「揮発性で引火しやすい液体の物質で、

可燃性蒸気は空気より重く、熱、火花、火炎な

どで着火する。」と記されている。 

 この溶剤が引火又は発火する要因がこの出火

箇所にあったかを探ってみた。 

 

5 作業状況の確認 

 焼損した作業場を検証してみると、斜めに置

かれていた一斗缶は床面に倒れた状態で、ドレ
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ンに巻かれたリボンヒーターの他に焼損したサ

ーモスタットが床面上にあり、そのサーモスタ

ットからリボンヒーターへの配線、そして温度

センサーがドレンとリボンヒーターの間に挟ま

っていた。 

 さらに、このサーモスタットは延長コードを

介して、壁体のコンセントへと接続されていた。

（図 1 参照） 

 

6 出火原因の検証 

(1) ドレンバルブ 

 状態を確認したが、バルブは全開状態であり、

パッキンに異常は見られず、バルブからの漏出

は無いと判断した。 

(2) 有機溶剤 

 一斗缶に残存していた液体と、使用されてい

た THF をガスクロで分析した結果、同一であっ

た。 

(3) リボンヒーター 

ア リボンヒーターの電気的異常 

 リボンヒーターは、発熱体である電熱線を耐

熱繊維で被覆した帯状のもので、巻きついて残

存していたリボンヒーターを取り外して鑑識し

た 

 結果は以下のとおりであった。（写真 3 参照） 

（ア）電気配線等に短絡痕は認められなかった。 

（イ）ヒーター線（電熱線）に断線箇所等は認

められなかった。  

（ウ）電源プラグの外郭は全体的に焼きしてい

たが、プラグの刃は光沢がなく焼きした状態

で、欠損や溶融は認められなかった。（写真 4

参照） 

 この電源プラグの刃の焼きがこの火災の

出火原因の決め手になるのであるが、この時

点では、リボンヒーターの故障の可能性はな

いと判断したが、念のため、電源プラグをコ

ンセントに差して通電状況を確認したとこ

ろ、温度上昇が確認できた。 

イ 温度測定 

 サーモスタットが何らかの異常で温度制御が

不可能となり、リボンヒーターの急激な温度上

昇により、THF が発火する可能性を検証するた

めに、熱電対式の表面温度計で温度測定を行っ

た。 

 同等品のサーモスタットが作業場にあったが、

サーモスタットの故障を想定して使用せず、ヒ

ーターの温度を測定した。 

（ア）リボンヒーターを伸ばした状態で通電し、

その表面温度を測定した。 

 表面温度を数ケ所測定したが、最も温度が

高いところで、約 15 分間で 168℃まで上昇し、

その後、表面温度の上昇はなく、平衡状態と

なった。 

（イ）現場と同じような状況を再現するため、

リボンヒーターを鉄パイプに巻きつけた状

態で通電し、中心部付近の温度を測定した。  

 リボンヒーターの折り重なる部分の最高

到達温度は、254℃で平衡状態となった。 

ウ 実験結果から 

 リボンヒーターの異常な温度上昇により THF

が発火する可能性は、THF の発火点が 321℃で、

リボンヒーターの最高到達温度が 254℃という

ことから、発火の可能性はないと判断した。 

 ただし、防爆構造ではないため、引火の可能

性もないことはないが、蒸気比重の大きさと床

面の焼き状況からも、この可能性は否定できる

と判断した。 

 また、このリボンヒーターの内部配線には、

短絡痕等の電気的異常もなく、正常に使用が可

能であることから、リボンヒーターからの出火

の可能性はないことが立証された。  

(4) サーモスタット 

 作業員の話では、通常、サーモスタットの設

定温度は、80℃から 100℃の間で使用している

そうだが、焼きしたサーモスタットからの出火

の可能性について鑑識を行った。（写真 5 同等

品参照） 
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ア 電源スイッチ 

 電源のスイッチは、「ON」の状態が外観から

確認ができた。（写真 6 参照） 

イ 制御出力用コンセント（ヒーター用コンセ

ント） 

 本体を分解してリボンヒーターを接続するコ

ンセント部分を確認したところ、内部は若干焼

きして、刃受け表面に、すすの付着が認められ

た。（写真 7 参照） 

ウ 制御基盤 

 内部の基盤について確認した結果、入力側に

グラファイト化した形跡もなく、一部の部品表

面に焼きは認められたが、基盤には局所的な焼

きは見られなかった。（写真 8 参照） 

エ 器具コード 

 器具コードは延長コードに接続されており、

その間器具コードの被覆は一部焼損していたが、

断線箇所もなく、短絡痕は認められなかった。 

オ サーモスタットからわかること 

 制御出力用コンセントの内部のすすけの意味

するところは、出火時、リボンヒーターの電源

プラグは抜けていたのではないか、また、焼き

した器具コードに短絡痕が認められないことか

らも、この器具コードが焼きしたときには、す

でに、ブレーカが OFF となっていたか、この先

の電路で断線していたか、ということが推測さ

れた。 

(5) 延長コード 

ア 延長コードのプラグは、圧力容器近くの壁

体のコンセントに接続されたままの状態で

残っていたが、コンセントの下方約 1 メート

ル付近で、コードの一部が焼きし、断線して

いた。（写真 9 参照） 

イ この断線箇所をデジタルマイクロスコープ

で確認した結果、短絡痕が認められた。（写

真 10 参照） 

ウ 以上の状況から、この延長コードが通電状

態であったことが確認できたわけであるが、

さらにこの延長コードのコネクタには、サー

モスタットの電源プラグが接続されていた

ので、サーモスタットについても、通電状態

であったということになる。  

 

7 人的調査 

 サーモスタット等の鑑識結果から制御出力用

コンセントは、電源供給は可能な状態であった

が、リボンヒーターの電源プラグは、接続され

ていなかったことがわかる。（写真 11 参照） 

 このことから、圧力容器の前で作業をしてい

た作業員が、出火直前までリボンヒーターを使

用していたが、プラグを抜いたのではないか、

という事実が浮かびあがったのである。 

 

8 再現着火実験 

 THF が引火する可能性をさぐるため、着火実

験を実施した。 

(1) 有炎火による着火実験 

 常温の THF をるつぼ容器に約 5cc 入れて、ラ

イターの火を近づけて、引火するかを実験した。

（写真 12 参照） 

 結果は、容易に引火した。 

(2) 火花による引火実験 

 常温の THF をるつぼ容器に約 5cc 入れて、100

ワットの電球を用い、1 アンペア電流のスパー

ク火花で引火するか否かを実験した。（写真 13

参照） 

 1 回では引火しなかったが、数回連続してス

パークさせると、引火した。 

(3) 電源プラグのコンセントからの脱着によ

るスパークでの引火実験 

ア 常温（約 10℃）の THF をるつぼ容器に約

5cc 入れて、リボンヒーターと同程度の負荷

をかけてコンセントに差し込んだ電源プラ

グをコンセントから抜いた際に発生する火

花で引火するかを実験した。（写真 14 参照） 

 引火はしなかった。 

イ THFの蒸気の発生面積を広げるために綿布

に約 1cc の溶剤を浸みこませて、実験を行っ

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 333 -



 

たが、引火はしなかった。（室温約 15℃、写

真 15 参照） 

ウ THF の蒸発を促すために、布を温めて（約

30℃程度）実験を行ったところ引火した。（写

真 16 参照） 

 

9 着火実験からの考察 

(1) 静電スパーク 

 文献によると、THF の最小着火エネルギーは

同じ第 4 石油類のガソリンよりも小さく、した

がって、電源プラグのスパーク以外に静電スパ

ークによる着火も考慮しなければならないと思

うが、作業員の服装にあっては、帯電防護衣が

義務付けられていた。 

(2) リボンヒーターの電源プラグ 

 前述したが、焼き物の中から見つかった電源

プラグは、サーモスタットから外れており、し

かもプラグの刃がいずれも焼きしていたことか

ら、同部分が出火時脱落していたことを立証し

ている。 

(3) 出火原因 

 THF は蒸気比重が空気の 2.5 倍もあり、流れ

出た THF の蒸気が床面に滞留、通電状態であっ

たリボンヒーターの電源プラグをサーモスタッ

トから抜いた際に発生したスパークで引火した

ものと推定した。 

 

10 教訓 

(1) 危険物に対する認識 

 この火災の原因調査活動を実施して、危険物

を使用する事業所は、危険物に対する一定の知

識と経験を持ちながら、日常的に使用し、かつ、

使用中に問題等が発生しなければ、危険物に対

する認識も低下してくると言える。 

 したがって、危険物を取扱う事業所に対して

は、この火災の事例を教訓とした内容を伝える

とともに、改めて危険物の「危険」について認

識させる指導を行った。  

(2) 着火実験の大切さ 

 どんな火災でもそうであるが、文献や過去の

出火事例などにたよることなく、火災鑑識で見

い出した事実から、たぶんそうして出火しただ

ろうという推測にとどまらず、着火実験で立証

することの大切さを認識させられた火災事例で

あった。 

 

 

写真 1 作業場の焼き状況 

 

 

①圧力容器

②ドレン部分

④リボンヒーター

③ドレンバルブ

 

写真 2 出火箇所付近の状況 

ドレンバルブの少し上方から斜めに置か

れた一斗缶に溶剤が流れていく。 
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延長コード

サーモスタット
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図 1 出火箇所付近の電気配線の状況 

 

 

リボンヒーターとは？

 

写真 3 リボンヒーター全景 

発熱体である電熱線を耐熱繊維で被覆した帯状

のもので、電源プラグが焼きしている。 

 

電源プラグ

 

写真 4 リボンヒーターの電源プラグ 

プラグの外郭は全体的に焼きし、プラグの

刃には光沢がなく、焼きしている。 

温度センサー

制御出力用
コンセント

サーモスタット（温度調節計）

電源スイッチ

 

写真 5 焼きしたサーモスタットと同等品 

 

 

 

電源スイッチ部分

 

写真 6 サーモスタットの電源部分 

制御出力用コンセント部分

 

写真 7 サーモスタットのコンセント部分 
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内部の基盤

 

写真 8 サーモスタット内部の基盤 

延長コードのプラグ

圧力
容器

 

写真 9 延長コードのプラグの状態 

 

断線箇所の短絡痕

 

写真 10 延長コードの断線箇所 

 

写真 11 配線の全体の状況 

 

 

写真 12 実験の状況（ライター） 

 

写真 13 実験の状況（スパーク火花） 
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写真 14 実験の状況（プラグの抜き） 

 

写真 15 実験の状況（綿布上） 

 

 

写真 16 実験の状況 

（（窓口）京都市消防局調査課 TEL: 075-212-6742（調査課））
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［セッション 7］ 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

電気フライヤー火災の原因調査について 

 

所沢市消防本部 

塩谷 誠 

 

1 はじめに 

 コンビニエンスストア（以下「コンビニ」と

いう。）は、全国で約 43,600 店に及びニーズの

多様化から揚げ物など店内で調理を行う店舗が

増加しています。 

 本事例は、全国展開しているコンビニの電気

フライヤー（以下「フライヤー」という。）から

出火したものですが、従業員がフライヤーの異

常に気付き電源スイッチを切ったにもかかわら

ず、その後火災となった事例を紹介します。 

 

2 火災の概要 

(1) 出火日時 平成 22 年 6 月 

(2) 火災種別 建物火災 

(3) 焼損程度 ぼや 

(4) 建物構造 鉄骨造平屋建て 

 

3 出火時の状況 

 フライヤーの油から煙が出ているのに気付い

た従業員が、フライヤーの電源スイッチを切り、

操作パネルの表示が消えたことを確認したのち、

店長及びコンビニのコールセンターに電話をし

ている間に、油が過熱し出火したものである。 

 

4 現場の状況 

 レジカウンターの中に 2 台設置されているフ

ライヤーのうち 1 台に焼損が認められる。フラ

イヤーの油層内には、油、水、粉末消火剤が見

られ、フライヤー上部のバスケット、排気ダク

トは黒く変色している。（写真 1 参照） 

 フライヤーを移動して背部の壁面を見ると、

フライヤーの油層上面の位置から上方は扇状に

焼損しており、下方は油脂が付着している。 

 電源は、壁面から延長されたコードに、フラ

イヤー背部の器具コードからプラグを介し接続

されている。（写真 2、3 参照） 

 フライヤーの電源スイッチを切ったのに、

「なぜ」油が過熱し出火したのか？ 

 

5 鑑識見分状況  

 フライヤーについて詳細に調査をするために、

機器を収去し、製造メーカーの技術者に立会い

を求め、フライヤーの仕組み、安全装置の作動

状況、機器の異常の有無を確認するため鑑識見

分を実施した。 

 

○ 製品概要 

製 品 名：卓上型電気フライヤー（オートリ

フトアップ付） 

製造業者：○○株式会社 

定格電圧：AC 三相 200V 

定格電力：3.0kW 

製造期間：2007 年 5 月～現在 

導入台数：2 万数千台（コンビニチェーン店

1 店舗各 2 台導入） 

 

 本製品は 2007 年から全国の当コンビニチェ

ーン店に導入されており、火災が発生した店舗

には、2008 年 7 月に設置されている。メーカー

の説明によると、同型機種の火災事例はない。
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（※本火災以降 2011 年 11 月までに同コンビニ

チェーン店で同様の原因による火災が 3 件発生

している。） 

(1) 製品の使用方法 

 フライヤーの使用方法は、バスケットに食材

を入れ、メニュー（鶏の唐揚げ、フランクフル

ト等）を選択し、スタートボタンを押すとバス

ケットが自動で油層の中に下がり、タイマーが

作動する。タイマー表示が０になるとバスケッ

トが自動で上がり調理が終了する仕組みになっ

ている。 

(2) 外観の状況 

 フライヤー前面には、電源スイッチとタッチ

式操作パネルがある。 

 正面の扉を開け裏側のパネルを外すと電源制

御基板と表示スイッチ基板が重ね合わせられて

いるが、基板に焼損は認められない。（写真 4、

5 参照） 

 フライヤー背面には、ヒーターユニットの中

央に異常過熱防止装置のリセットスイッチがあ

る。フライヤーの背面パネルは油脂が付着し茶

色くなっている。背面パネルには放熱のための

開口が認められる。（写真 6 参照） 

(3) 油層の温度調節 

 油層内に設置された温度センサー（K 型熱電

対センサー「矢印①」）により油温を感知し、パ

ワーリレーが作動して油温を 168℃～170℃に

保っている。 

 調理をしない時は、セーブ運転状態にして油

温を 142℃～150℃に保つことができる。 

※パワーリレー 

 パワーリレーは、通電すると接点が閉じ、AC

三相 200V の電圧が印加されヒーター部が加熱

する。（構造の詳細は後述） 

(4) 製品の安全装置 

 油層は適正油量ラインよりも上部が焼損し黒

く変色していることから、油量は適正な油量ラ

インまで入っていることがわかる。（「矢印②」） 

 この製品は温度センサーにより油温が 230℃

になると加熱が停止する。 

 万一、温度センサーが作動しない時には、二

重の安全装置として、異常過熱防止装置（ハイ

カットサーモ「矢印③」）により、油温が 250℃

になるとブザーが鳴り、装置が作動して加熱が

停止する。（写真 7 参照） 

(5) 安全装置の作動状況 

 火災発生時、安全装置である異常過熱防止装

置が作動したかを確認するため、背面のパネル

を開け、異常過熱防止装置の導通をテスターで

測定すると、「導通なし」を示すことから、火災

時には異常過熱防止装置が作動したと認められ

る。 

 さらに、異常過熱防止装置が正常かどうかを

確認するため、リセットスイッチを元に戻し、

異常過熱防止装置の導通があることをテスター

で測定しながら、異常過熱防止装置をバーナー

式点火棒で加熱すると、異常過熱防止装置が作

動し、「導通なし」を示したことから、異常過熱

防止装置は正常に作動することがわかる。（写真

8、9 参照） 

 油が過熱しないようにするための異常過熱

防止装置が正常なのに、「なぜ」出火したのか？ 

(6) 製品構造（電気配線図参照） 

ア フライヤー正面の電源スイッチは制御基板

へ印加される電力を切断するもので、ヒータ

ーへの電源を切断するものではない。 

イ 電源からヒーターへ印加される AC 三相

200V の電力を遮断するには、店内にある配電

盤のブレーカーを遮断するしか方法はない。 

(7) パワーリレーの仕組み 

 パワーリレーの仕組みは、通電するとコイル

に電流が流れ鉄心を磁化し、パワーリレーの金

属製パネルがコイルに吸着することで、接点を

閉じる。（金属製パネルの凸部「黒矢印」と一致

するリレーの凹部「白矢印」が写真上左側に動

き接点を閉じる。）また、電流が遮断されるとば

ねの弾力により接点が開放される仕組みになっ

ている。（写真 10、11 参照） 
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(8) パワーリレーの作動状況 

 フライヤーの背面には、左下部にパワーリレ

ーMC1（以下「MC1」という。）、左上部にパワ

ーリレーMC2（以下「MC2」という。）が設置

されている。 

 MC1、MC2 は、AC 三相 200V の電圧が直接

印加される。 

 MC1 は通常接点が閉じているが、異常過熱防

止装置が働くと接点が離れる。 

 MC2 は油層内の通常の温度調節をするため

に温度センサーにより接点が作動する。（写真

12 参照） 

 パワーリレーを本体から外し、コイル部分を

分離して MC2 から接点を見分する。 

ア MC2 

 MC2 は接点が、全体に黒く変色し接着してい

る。接着した接点を剥がし詳細に見分すると、

接点は摩耗し溶着した痕跡が認められる。（写真

13、14 参照） 

イ MC1 

 MC1 は接点の接触部が黒く変色している。接

点を詳細に見分すると、接点は若干荒れており、

溶着していたことが疑われる。（写真 15、16 参

照） 

 立会者に、「もしパワーリレーMC1、MC2 の

両方に不具合が発生し、接点が開放されないと

どうなるか？」説明を求めると、「安全装置が正

常に作動したとしても、電源は遮断されませ

ん。」とのことである。 

(9) MC1 接点撮影 

 消防大学校 消防研究センターに、デジタルマ

イクロスコープによる MC1 の接点撮影を依頼

する。 

 焼損した MC1 は、すでに分解されている。 

 パワーリレーは、可動接点（A）と固定接点

（Ｂ）で構成されている。 

 可動接点（A-1～6）と固定接点（B-1～6）に

矢印を付して表示する。（写真 17 参照） 

 各接点の表面をエタノールで洗浄して撮影さ

れた写真から、焼損品の可動接点 A-2、A-5 及

び固定接点 B-2、B-5 に荒れや溶融が見られ一部

銅色が認められる。（写真 18～21 参照） 

 

6 出火原因 

(1) 出火原因の考察 

ア MC1 は接点撮影の結果、接点に溶融が認め

られることから、接点が溶着していた可能性

が高い。 

 なぜ MC1 の接点が溶着したか？ 

 ○○社製のパワーリレーは、仕様書による

と接点の電気的な耐久限度回数（定格）は、

10 万回以上となっている。 

 このフライヤーは使用してから 2 年を経過

しているが、MC1 は電源の入切りと異常時に

接点を開く時にしか開閉しないため、接点の

動作は 10 万回を超えていない。しかし、フ

ライヤー背面パネルには開口があるため、背

部にミスト状の油脂が進入しパワーリレー

に付着する可能性がある。パワーリレーの内

部に油脂が付着すると、油のべた付きにより

接点が離れ難くなり、接点が開く時にアーク

が発生し、パワーリレーが耐久限度回数に至

らなくても、接点が溶着する可能性が推察さ

れる。 

イ MC2 は油槽内の温度を温度センサーで感

知し、接点が開閉して油温を一定に保つため

のもので、接点は日常から頻繁に作動してい

る。 

 見分時、MC2 の接点は摩耗し、接着してい

ることから、耐久限度回数を超えていた可能

性がある。また、油脂の進入により接点が離

れ難くなり、耐久限度回数を超えていなくて

も溶着した可能性が考えられる。 

(2) 結論 

 パワーリレーMC1、MC2 の両方に不具合が発

生し、接点が開放されなかったため、電源スイ

ッチを切ったにもかかわらず、構造上ヒーター

への通電が遮断されずに、油層内の油が過熱し
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出火したものである。 

 

7 製品の問題点と消防本部の対応 

(1) 製品の問題点 

ア 通常、電源スイッチを切るとヒーターの電

源が遮断されると考えられるが、MC1、MC2

両方とも不具合が発生し接点が開放されな

いと、フライヤーの異常に気付き電源スイッ

チを切ったとしても、ヒーターへの通電は遮

断されない。 

イ パワーリレーの接点が溶着していると安全

装置（温度センサー、異常過熱防止装置）が

作動しても、MC1、MC2 の接点は開放されな

いためフライヤーに設置されている安全装

置は意味をなさない。 

ウ 電源プラグはフライヤーの背面にあるため

引き抜くことができない。そのため、電源遮

断は分電盤のブレーカーを遮断しなければ

できない構造となっている。 

(2) 消防本部の対応 

ア メーカーに対し、現在使用されている製品

の構造的な問題点を改善するよう依頼した。 

イ メーカーに対し、機器の定期的な点検の実

施を依頼した。 

ウ コンビニ本社に対し、初期消火の訓練を含

めた安全面についての教育の実施を依頼し

た。 

エ 管内のコンビニ全店に立入検査を実施し、

チェックリストを基にフライヤー等の調理

機器の状況を確認するとともに、火災発生時

の対応について指導を実施した。 

 

8 おわりに 

 本製品については、全国で同様な火災が発生

しているため、メーカーにより緊急点検が実施

されている。現在、コンビニチェーンにより新

機種の導入が計画されているが、全国の店舗に

新機種が設置されるまでには相当の期間が掛か

ると予想されるため、それまでの間に類似火災

が発生することが懸念される。 

 一般に、電源スイッチを切ることによって機

器への通電は遮断されると考えられているが、

このフライヤーはパワーリレーの接点が溶着す

ると、電源スイッチを切ってもヒーターへの通

電が遮断されない。そのため、火災発生時の対

応としては、機器の電源を切るだけではなく、

分電盤のブレーカーを遮断しなければ電源供給

が遮断されない構造の機器である。 

 このコンビニは全国展開されており、ほとん

どの店舗に同型のフライヤーが設置されている

ことを考慮すると、全国の消防本部に、この機

器の構造を認識していただき、今後の火災予防

と消防活動に役立てていただくことを切に願う

ものである。 

 

 

 
写真 1 フライヤー 
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        写真 2 フライヤー背部           写真 3 電源（AC 三相 200V） 

 

 

   

        写真 4 フライヤー前面          写真 5 フライヤー基板 

 

 

 

写真 6 フライヤー背面 

 

油脂が付着 

電源スイッチ タッチ式操作パネル 
表示スイッチ基板 

電源制御基板 

ヒーターユニット 

異常過熱防止装置（リセットスイッチ） 

背面パネルの開口 
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写真 7 油層内部 

 

   
       写真 8 導通測定            写真 9 異常過熱防止装置の作動 

 

 

   

     写真 10 パワーリレーばね         写真 11 パワーリレー内部 

 

油量ライン 温度センサー 

異常過熱防止装置 

（ハイカットサーモ） 

① ② 

③ ヒーター部

金属製パネル 

コイル 

接点 

黒矢印 

白矢印 
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        写真 12 フライヤー背面 

 

 

   
       写真 13 MC2 内部              写真 14 MC2 接点 

 

   

       写真 15 MC1 内部             写真 16 MC1 接点 

 

油脂の付着 

MC2 は、接点が着いている。 

MC1 は、接点が離れている。 

AC 三相が 200V 印加される接点 
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写真 17 可動接点（A-1～6）と固定接点（B-1～6） 

 

   
        写真 18 A-2               写真 19 A-2（200 倍） 

 

   
        写真 20 B-2               写真 21 B-2（200 倍） 

B-3 

B-6 

B-4 

B-2 

A-4 

A-6 

A-2 B-1 

B-5 

A-3 

A-5 

A-1 
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《 電気フライヤー電気配線略図 》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源（AC 3 相 200V） 

温度センサー

異常過熱防止装置

電源スイッチ 

制御基板

電気信号 

電気フライヤーヒーター 

●   ●   ●  

● 

パワーリレー（MC2） 

パワーリレー（MC1） 

●   ●   ●  

（塩谷 誠 所沢市けやき台 1-13-11 TEL: 04-2929-9120 

E-mail: b29299120@city.tokorozawa.saitama.jp）
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平成 24 年度消防庁長官表彰 

その他の受賞作品 



 

 

 

 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災科学に関する論文 

救命講習会のあり方についての一考察 

 

京都市消防局 

安田和正、山本祥司、海口直喜、関 竜也、源隆一郎 

 

1 はじめに 

 2010 年に国際蘇生連絡協議会（ILCOR）が作

成した CoSTR（全世界の心肺蘇生に関わる研究

報告を収集し、その信頼性を分析した報告書）

において、迅速な通報、迅速な CPR の開始、迅

速な AED の使用による一次救命処置が、気管

挿管や薬剤投与などの二次救命処置よりも心肺

停止傷病者の社会復帰により大きな影響を持つ

ことが報告されている。この報告を基に作成さ

れた「日本版ガイドライン 2010」においても、

迅速な CPR（特に胸骨圧迫）開始の重要性が強

調された内容となっており、心肺停止傷病者を

社会復帰させるためには、市民（バイスタンダ

ー）による CPR の実施が必要不可欠であるとい

うことが世界的な共通認識となっている。 

 本市消防局では、救命講習修了者の育成を重

点施策として推進した結果、平成 20 年 11 月に

救命講習修了者が 20 万人に達し、修了者数の増

加とともに、応急手当の実施率も、当初は比例

的に増加の傾向を示していたが、近年は毎年 3

万人強の救命講習修了者の増加に対し、応急手

当実施率は上昇することなく、頭打ちの状況と

なっている。 

 そこで、本研究は、救命に不可欠である応急

手当実施率を向上させるために、市民の応急手

当に対する意識や行動について、年齢や性別等

で４つ（①高齢者（60 歳以上）、②女性、③高

校生、④リピーター）に分類した各グループ毎

に分析をして、救命講習会を実施するうえで、

今後、どのような工夫が必要であるかについて

考察したものである。 

 

2 市民による応急手当の重要性（バイスタン

ダーCPR と救命率） 

 まず最初に、心肺停止傷病者の社会復帰率を

向上させるためには、市民による応急手当の実

施がいかに重要かということを確認しておきた

い。 

 表 1 は、本市における平成 18 年から平成 22

年の 5 年間で、一般市民により心肺停止の時点

が目撃された心原性の心肺停止症例に対して、

応急手当が実施された場合と実施されなかった

場合で、社会復帰率にどのような差があるのか

を比較したものである。 

 表 1 に示すとおり、いずれの年も市民による

応急手当が実施された場合の方が、実施されな

かった場合より社会復帰率が高く、救命のため

には市民による応急手当の実施が必要不可欠で

あることがわかる。 

 

3 応急手当実施率の現状 

 それでは、応急手当実施率の現状はどのよう

になっているのか？ 表 2 は、本市消防局所属

の救急隊（任意に選出した 6 隊）が出動した 5

年間（平成 18 年～平成 22 年）の心肺停止症例

に対して、市民による応急手当がどれくらい実

施されていたのかを調べたものである。 

 市民による応急手当実施率は、救命講習修了

者の増加に合わせて上昇してきたが、平成 20

年に 42.0%となったのを最高に、それ以降、実
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施率は 37.8%、36.5%と、頭打ちの状況となって

いるのが現状である。 

 

4 市民の応急手当に対する意識等を把握する

ためのアンケート調査 

 このような現状から、応急手当実施率を上げ

るための方策を考察する研究資料として、救命

講習会の受講者に対して、応急手当に対する意

識等についてのアンケート調査を実施した。そ

のアンケート結果を分析することで、受講者が

応急手当を実施するに当たってどのようなこと

を感じているのか、また、何に不安を持ってい

るのか等を把握することで、応急手当が実施さ

れない場合の原因を探り、その対策を考察する

ものである。 

 

5 アンケートの内容等（図 1 参照） 

 平成 22 年 4 月から平成 23 年 2 月までに当署

で開催した普通救命講習（計 58 回）の受講者に

対して、受講後にアンケート調査を実施し、合

計 1,071 名から回答を得た。 

 アンケートの内容は、調査の目的の説明、受

講者の年齢、性別、受講回数、講習会の満足度

についての質問に加え、次のような質問及び回

答項目を設定し、当てはまるものにチェックを

入れる形とした。 

 質問 1：「救命講習会を受講後、倒れている人

に遭遇した場合、どんな応急手当ならできる（す

る）と思いますか。」 

 質問 1 に対する回答項目：「声掛け」、「気道確

保」、「呼吸観察」、「人工呼吸」、「胸骨圧迫」、

「AED 処置」、「その他」 

 質問 2：「あなたが応急手当をできない理由と

して、思うものはどれですか。」 

 質問 2 に対する回答項目：「勇気がない」、「知

識がない」、「自信がない」、「文句を言われる（訴

えられる）と嫌だ」、「関わりたくない」、「その

他」 

 いずれの質問も複数回答可能として回答を得

た。 

 

6 アンケート結果の分析及び考察 

 アンケート結果の分析及び考察については、

次の 4 つのグループに焦点を絞って行った。今

後高齢化社会を迎えることから「高齢者（60 歳

以上）」を第 1 グループとし、受講者の割合が多

かった「女性」を第 2 グループ、将来的に、応

急手当実施者として期待ができる「高校生」を

第 3 グループ、そして、応急手当に対する意識

が高いと予想される「リピーター（受講回数が

2 回以上）」を第 4 グループとした。以上の 4 つ

のグループのアンケート結果から、各グループ

毎の特徴とその要因を分析し、そこから救命講

習を開催するに当たっての対策について考察を

行ったものである。 

(1) 高齢者（60 歳以上） 

 受講者のうち、高齢者は 242名（全体の 22.6%）

で、アンケート結果から下記のとおり分析及び

考察を行った。 

ア 特徴 

（ア） 「受講後、どの応急手当ならできる（す

る）と思いますか。」という質問に対する高

齢者の回答結果（表 3 参照） 

・「声掛け」以外の全ての項目で、実施できると

答えた人の割合が、59 歳以下のグループと比

較して低い数値となった。 

・特に「胸骨圧迫」は、59 歳以下のグループの

73.0%が実施できると答えたのに対して、高

齢者のグループでは 48.8%と著しく低い結果

となった 

・一方「AED の操作」については、59 歳以下

のグループでは 71.3%、高齢者のグループで

は 70.2%が実施できると回答しており、両者

に大きな差は見られなかった。 

（イ）  「応急手当をできない理由はどれです

か。」という質問に対する高齢者の回答結果

（表 4 参照） 

・59 歳以下のグループと比較して、「文句を言
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われると嫌」、「関わりたくない」と答えた人

の割合が低い結果となった一方で、「その他」

の項目の自由記入欄で、「体力、筋力がない」

という内容の回答が多く、高齢者のグループ

に特徴的な結果であった。 

イ 要因 

 高齢者は、「文句を言われると嫌」、「関わりた

くない」と答えた人の割合が低く、応急手当の

実施に対して意欲的であると考えられる一方で、

年齢的に体力・筋力面で劣るため、実施できる

応急手当として「声掛け」以外の全ての項目で、

59 歳以下のグループよりも下回る結果となっ

た。特に、応急手当の中でも、体力や筋力を要

する胸骨圧迫について、実習でも苦慮する場面

が見られ、自信を持って実施するレベルに達す

ることが難しいのではないかと考えられる。 

ウ 対策 

 救命講習会の限られた時間の中で、胸骨圧迫

を完璧にできるまで反復練習するよりも、自ら

が応急手当を実施する以外に、周囲の協力者に

対し、心肺蘇生法の手順や胸骨圧迫の方法、圧

迫する位置やリズムについて指示をしたり、ま

た、AED を操作し、2 分間の心肺蘇生法のサイ

クル管理を行う等の応急手当を指示する「現場

のコーディネーター」的な役割を担えるように

指導することが有用だと考える。 

(2) 女性 

 受講者のうち、女性は 712 名（全体の 66.5%）

で、アンケート結果から下記のとおり分析及び

考察を行った。 

ア 特徴 

（ア） 「受講後、どの応急手当ならできる（す

る）と思いますか。」という質問に対する女

性の回答結果（表 5 参照） 

・「声掛け」、「気道確保」といった比較的容易と

思われる手技については、実施できると答え

た人の割合が、男性よりも高い一方で、それ

以外の項目では男性と比較して低い数値と

なった。 

・特に「人工呼吸」では、実施できると答えた

割合が女性では 39.0%、男性では 50.7%とな

り、その差が顕著であった。 

（イ）  「応急手当をできない理由はどれです

か。」という質問に対する女性の回答結果（表

6 参照） 

・「自信がない」（50.3%）、「勇気がない」（45.5%）

と答えた人の割合が半数近くとなり、他の項

目と比較して高い結果となった。 

イ 要因 

 実施できる項目として「人工呼吸」と答えた

人の割合が、男性と比較し特に低い結果となっ

た理由としては、女性の方が、口対口による人

工呼吸に対する抵抗感や感染への警戒心が強い

等の理由が考えられる。 

ウ 対策 

 「人工呼吸」については、女性にとって抵抗

感が強く、「日本版ガイドライン 2010」で、胸

骨圧迫の重要性が強調されていること等を踏ま

えると、人工呼吸の指導に必要以上に時間を割

くよりも、胸骨圧迫や AED の操作の指導をよ

り強調する方が、応急手当実施率の向上につな

がるのではないかと考える。また、できない理

由として、「自信がない」、「勇気がない」と答え

ている人の割合が高いことから、応急手当の必

要性について十分に説明し、「何もしなければ助

からない」、「できることだけでもいいから実施

する」ということを強調したり「自分だけでは

なく周りにいる人に協力を求め、その協力者と

一緒に実施する」というように、自信や勇気が

無くても、まず最初の一歩を踏み出せるような

指導をすることが必要だと考える。 

(3) 高校生 

 受講者のうち、高校生は 382名（全体の 35.7%）

で、アンケート結果から下記のとおり分析及び

考察を行った。 

ア 特徴 

（ア） 「受講後、どの応急手当ならできる（す

る）と思いますか。」という質問に対する高

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 349 -



 

校生の回答結果（表 7 参照） 

・ 全ての応急手当の項目で、実施できると答

えた人の割合が、高校生以外のグループより

も下回る結果となった。 

（イ）  「応急手当をできない理由はどれです

か。」という質問に対する高校生の回答結果

（表 8 参照） 

・高校生以外のグループと比較して、「文句を言

われると嫌」、「関わりたくない」と答えた人

の割合が高く、高校生が実施できない理由と

して特徴的なものとなった。 

イ 要因 

 年齢が若く、ほぼ全ての生徒が初めての救命

講習会参加であるため、実習に対して恥ずかし

さがあることや、社会経験が少ないため、救命

を身近な問題として捉えられないこと等が考え

られる。また、授業の一環として受講している

事が多いため、積極性に欠けることも要因の 1

つと考えられる。 

ウ 対策 

 応急手当の実施に対し心情的なものが障壁と

なっていることから、まずは興味や関心を持た

せることが重要と考える。その方法として、実

技での傷病者役に家族や親友等を想定し、受講

者にとって大切な人が倒れたという具体的なイ

メージを持たせることや、実際に救急現場で高

校生が活躍した実例を紹介すること等が考えら

れる。また、高校生については、運転免許の取

得時や進学時、就職時など、今後救命講習を受

講する機会があると思われるため、高校生の段

階で完璧な手技を目指して苦手意識を植え付け

ることなく、関心や興味を持たせることを主眼

とし、再受講したいと思えるような指導をする

ことが必要だと考える。 

(4) リピーター（受講回数が 2 回以上） 

 受講者のうち、リピーター（受講回数が 2 回

以上）は 400 名（全体の 37.3%）で、アンケー

ト結果から下記のとおり分析及び考察を行った。 

ア 特徴 

（ア） 「受講後、どの応急手当ならできる（す

る）と思いますか。」という質問に対するリ

ピーターの回答結果（表 9 参照） 

・全ての応急手当の項目で、実施できると答え

た人の割合が、初回受講者のグループを上回

り、リピーターが応急手当の実施に対して積

極的な姿勢を持っているという結果になっ

た。 

（イ）  「応急手当をできない理由はどれです

か。」という質問に対するリピーターの回答

結果（表 10 参照） 

・応急手当ができない理由として、唯一「自信

がない」と答えた人の割合が、初回受講者よ

りも高い結果となった。 

・自由記入の欄に、「前回受講した内容を忘れて

いた。」、「定期的に何度も受講する必要性が

ある。」という記述が見られた。 

イ 要因 

 初回受講者のグループと比較して、実施でき

ると答えた人の割合が高かったのは、以前に受

講した内容の復習であることや、もともと応急

手当に対する意識が高いグループであることが

要因と考えられる。 

 一方で、「自信がない」と答えた人の割合が高

かった理由としては、前回受講から間隔が空き、

応急手当の方法を忘れてしまっており、いざと

いうときに本当に実施できるかどうか不安に感

じていることや、受講回数を重ねることで応急

手当を実施する事の難しさを改めて感じること

となったためと考えられる。 

ウ 対策 

 応急手当の必要性を理解し、反復して受講し

ているが、実際には前回の受講から時間が経過

してしまったために内容を忘れているという実

態がある。そこで、この結果を踏まえ、再受講

するまでの間隔を短くするために、例えば、リ

ピーターであることから、応急手当の必要性を

説明する時間を短くする等、講習時間が短く気

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 350 -



 

軽に参加できる講習会（再受講コース）を企画

したり、受講回数を積み重ねていくスタンプラ

リー式のカードを交付する等、気軽に再受講す

ることができる機会や環境を作り出す事が必要

だと考える。 

 

7 まとめ 

 各グループ毎のアンケート結果を分析した結

果、実施できる応急手当の項目と実施できない

理由について、各グループ毎にそれぞれ特徴が

あるということが把握できた。 

 その結果、体力、筋力面で劣る「高齢者」に

対しては、胸骨圧迫の実施だけではなく、「現場

のコーディネーター」的役割を担えるような指

導をする、人工呼吸への抵抗感が強い「女性」

に対しては、人工呼吸よりも胸骨圧迫や AED

の操作を強調した指導をする、ほぼ全ての生徒

が初めての救命講習会への参加であろう「高校

生」に対しては、今後リピーターとしてまた受

講したいと思えるような指導をする、そして応

急手当に対する意識は高いが、実際の実施につ

いて多少不安を感じている「リピーター」に対

しては、講習時間を短縮するなどして再受講し

やすい環境を作り、受講の頻度を上げることで

実施についての不安の解消を図る等、各グルー

プ毎に考察を行った。今後、受講者のグループ

毎の特徴を意識した救命講習会を開催すること

が、応急手当実施率向上の要因になり得るもの

と考える。 

 しかしながら、受講者を属性ごとにグループ

分けして講習会を実施するには、複数の指導員

を確保する必要があり、近年の救急出動件数の

増加等、日常業務が多忙であることを考慮する

と、グループ分けしてきめ細かな救急指導を実

施する事は非常に困難な状況であると考えられ

る。今回は、研究結果を活用した救命講習会を

実施し、その効果を実証するという段階までに

は至らなかったが、この研究が、今後の救命講

習会のあり方の方向性を考える上での一助とな

ることを願い結びとしたい。 

 

 

（表 1）市民による応急手当実施の有無と社会復帰率 

 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

目撃のあるＣＰＡ件数（件）  ２２７ ２４８ ２２４ ２６９ ２５０

社 会 復 帰 件 数 （ 件 ） １３ １３ １２ ２０ １２

社 会 復 帰 率 （ ％ ） ５．７ ５．２ ５．４ ７．４ ４．８

 

応急手当実施あり（件）   ８９ １ １ ６ １ １ ９ １ ２ ３  １ １ ３

社会復帰件数（件）  ９ ９ １１ １４  ７

社会復帰率（％）  １０．１ ７．８ ９．２ １１．４  ６．２

応急手当実施なし（件）   １ ３ ８ １ ３ ２ １ ２ ５ １ ４ ６  １ ３ ７

社会復帰件数（件）  ４ ４ １ ６  ５

社会復帰率（％）  ２．９ ３．０ ０．８ ４．１  ３．６

 

 

 

 

 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 351 -



 

（表 2）救急隊（計 6 隊）が出動した CPA 件数と応急手当実施率 

 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

Ｃ Ｐ Ａ 件 数 （ 件 ） ２４８ ２４７ ２５５ ２２５ ２５２

応急手当実施数（件） ７１ ９８ １０７ ８５ ９２

 

 

人工呼吸のみ（件） 

 

４ ５ ２ ８ 

 

１

胸骨圧迫のみ（件） ２ ２ ３ ５ ４ ９ ４ ２ ６ １

両 方 実 施 （ 件 ） ４ ５ ５ ８ ５ ６ ３ ５ ３ ０

応急手当実施率（％） ２８．６ ３９．７ ４２．０ ３７．８ ３６．５

 

（表 3）「受講後、倒れている人に遭遇した場合、どんな応急手当ならできる（する）と思い

ますか？」という質問に対する高齢者の回答結果 

 どの応急手当ならできますか？ 

声掛け 気道確保 呼吸観察 人工呼吸 胸骨圧迫 ＡＥＤ操作

６０歳以上 

（２４２名） 

２３１ １７９ １３１ １０３ １１８ １７０

９５．５％ ７４．０％ ５４．１％ ４２．６％ ４８．８％ ７０．２％

５９歳以下 

（８２９名） 

７７６ ６８１ ５０８ ３５７ ６０５ ５９１

９３．６％ ８２．１％ ６１．３％ ４３．１％ ７３．０％ ７１．３％

 

（表 4）「あなたが応急手当をできない理由として、思うものはどれですか？」という質問に

対する高齢者の回答結果 

 応急手当をできない理由はどれですか？ 

勇気がない 知識がない 自信がない
文句を言わ

れると嫌 

関わりたく

ない 
その他 

６０歳以上 

（２４２名） 

１０５ ８４ １１１ １７ １１ ３０

４３．４％ ３４．７％ ４５．９％ ７．０％ ４．５％ １２．４％

５９歳以下 

（８２９名） 

３６３ ２４５ ４０６ １１３ ７７ ３３

４３．８％ ２９．６％ ４９．０％ １３．６％ ９．３％ ４．０％

＊その他の回答として、「体力、筋力がない」が多かった。 

 

（表 5）「受講後、倒れている人に遭遇した場合、どんな応急手当ならできる（する）と思い

ますか？」という質問に対する女性の回答結果 

 どの応急手当ならできますか？ 

声掛け 気道確保 呼吸観察 人工呼吸 胸骨圧迫 ＡＥＤ操作

女性 

（７１２名） 

６７８ ５７７ ４１８ ２７８ ４７７ ４９２

９５．２％ ８１．０％ ５８．７％ ３９．０％ ６７．０％ ６９．１％

男性 

（３５９名） 

３２９ ２８３ ２２１ １８２ ２４６ ２６９

９１．６％ ７８．８％ ６１．６％ ５０．７％ ６８．５％ ７４．９％
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（表 6）「あなたが応急手当をできない理由として、思うものはどれですか？」という質問に

対する女性の回答結果 

 応急手当をできない理由はどれですか？ 

勇気がない 知識がない 自信がない
文句を言わ

れると嫌 

関わりたく

ない 
その他 

女性 

（７１２名） 

３２４ ２２３ ３５８ ７１ ３８ ４３

４５．５％ ３１．３％ ５０．３％ １０．０％ ５．３％ ６．０％

男性 

（３５９名） 

１４４ １０６ １５９ ５９ ５０ ２０

４０．１％ ２９．５％ ４４．３％ １６．４％ １３．９％ ５．６％

 

（表 7）「受講後、倒れている人に遭遇した場合、どんな応急手当ならできる（する）と思い

ますか？」という質問に対する高校生の回答結果 

 どの応急手当ならできますか？ 

声掛け 気道確保 呼吸観察 人工呼吸 胸骨圧迫 ＡＥＤ操作

高校生 

（３８２名） 

３４７ ３０２ ２２４ １６３ ２５４ ２５７

９０．８％ ７９．１％ ５８．６％ ４２．７％ ６６．５％ ６７．３％

高校生以外 

（６８９名） 

６６０ ５５８ ４１５ ２９７ ４６９ ５０４

９５．８％ ８１．０％ ６０．２％ ４３．１％ ６８．１％ ７３．１％

 

（表 8）「あなたが応急手当をできない理由として、思うものはどれですか？」という質問に

対する高校生の回答結果 

 応急手当をできない理由はどれですか？ 

勇気がない 知識がない 自信がない
文句を言わ

れると嫌 

関わりたく

ない 
その他 

高校生 

（３８２名） 

１６３ １０２ １８０ ６８ ４６ １４

４２．７％ ２６．７％ ４７．１％ １７．８％ １２．０％ ３．７％

高校生以外 

（６８９名） 

３０５ ２２７ ３３７ ６２ ４２ ４９

４４．３％ ３２．９％ ４８．９％ ９．０％ ６．１％ ７．１％

 

（表 9）「受講後、倒れている人に遭遇した場合、どんな応急手当ならできる（する）と思い

ますか？」という質問に対するリピーターの回答結果 

 どの応急手当ならできますか？ 

声掛け 気道確保 呼吸観察 人工呼吸 胸骨圧迫 ＡＥＤ操作

リピーター 

（４００名） 

３８１ ３４１ ２７４ １９０ ２８８ ３０８

９５．３％ ８５．３％ ６８．５％ ４７．５％ ７２．０％ ７７．０％

初回受講者 

（６７１名） 

６２６ ５１９ ３６５ ２７０ ４３５ ４５３

９３．３％ ７７．３％ ５４．４％ ４０．２％ ６４．８％ ６７．５％
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（表 10）「あなたが応急手当をできない理由として、思うものはどれですか？」という質問

に対するリピーターの回答結果 

 応急手当をできない理由はどれですか？ 

勇気がない 知識がない 自信がない
文句を言わ

れると嫌 

関わりたく

ない 
その他 

リピーター 

（４００名） 

１６２ ９８ ２２０ ３６ ２５ ３９

４０．５％ ２４．５％ ５５．０％ ９．０％ ６．３％ ９．８％

初回受講者 

（６７１名） 

３０６ ２３１ ２９７ ９４ ６３ ２４

４５．６％ ３４．４％ ４４．３％ １４．０％ ９．４％ ３．６％

 

 

（図 1）配布したアンケート 

 

（（窓口）京都市消防局研究課 TEL: 075-682-0119（京都市消防学校代表）） 
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 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災科学に関する論文 

連結送水管への効果的な中継体形に関する考察と実証実験 

 

京都市消防局 

福嶌晃一、藤田浩明、膳隆太朗、田中義三 

 

1 研究の目標 

 平成 23 年 4 月現在、比較的高層建築物が少な

い当市においても連結送水管（以下「連送」と

いう。）設置対象物は 3,090 を数え、年々増加の

一途である。全国的にも都市部では、住宅土地

統計調査の結果から同様の傾向にある。当然高

層建築物における火災も多数発生しており、連

送を活用した迅速な放水活動が、火災防御の成

否を左右する最も重要なものの一つといえる。

より迅速な放水活動を実施するため、連送への

送水、又は、効果的なポンプ車等による中継体

形の確立を目標に考察することに加えて、実証

実験により検証する。 

 

2 問題認識 

(1) 迅速な放水活動 

 当局では、1 台のポンプ車から複どうで連送

に送水することを原則としている（図 1）。これ

は、高層建築物では背圧が大きく影響するため、

摩擦損失を軽減し、必要な放水量を確保するた

めの活動原則である。 

 消防水利から連送送水口までの距離がホース

2 本（40 メートル）程度であれば問題はないが、

それ以上となると相当の時間を要し、特に 5 本

以上になれば過重な活動となるため、1 隊単独

で活動することはかなり厳しい。 

 2 隊連携活動を実施する場合においても、元

ポンプ車から中継ポンプ車までの区間も複どう

中継を原則としている（図 2）が、これではホ

ース本数を減らすことはできず、活動の過重性

は変わらない。 

 一方、この複どう中継は、活動の迅速性に関

してはデメリットの方向に作用する。連送への

送水に時間を要すると、出火階等で放水活動の

開始が遅れ、被害の拡大を生じさせかねない。 

 そこで我々は、複どう送水をしなければ、又

は、複どうとする区間が短ければ、より迅速な

活動が実現するのではないかと考えた。 

(2) 連送の放水能力と実験基準の設定（実証実

験 1） 

 連送の主管口径は 100 ミリメートル以上と規

定されているが、放水量についての明確な基準

はない。ただし、法規定の趣旨としては、十分

な放水量を確保するため、主管口径には余裕を

持たせてあると考えられる。 

 そこで、おおむねの放水能力を知るための実

験を行った。表 1 に示すとおり複どう各 1 本送

水で 3 口毎分 1500 リットル（以下「1500」とい

う。）送水時、ポンプ圧力は 0.9MPa であった。 

 実験では、3 階 2 口、4 階 1 口の放水であった

が、10 階付近での放水であれば背圧が更に約

0.2MPa かかるため、ポンプ圧力は 1.1MPa 程度

になると思われる。この圧力は、配管等の設計

圧力値付近となることから、この圧力を限界の

送水圧力とし、1500 放水を実験及び検証の基準

とした。 

(3) 給水量不足による活動障害 

 消防水利として圧倒的に利用機会が多いのは

水道消火栓であるが、その給水量は明確に規定

されておらず、消防庁告示「消防水利の基準」
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において、配管口径等についての規定があるほ

か、毎分 1 立方メートル以上の給水能力を有す

ることと規定されている。 

 一方で水道事業者の水道施設の設計基準には、

具体的な給水量の規定はほとんどなく、あった

としても一の消火栓について毎分 0.5 から 1 立

方メートルを目安としているようである。 

 すなわち、1 つの消火栓から 1500 の給水量が

確保できるとの保証はなく、給水量が不足すれ

ば、図 3（連合送水）又は図 4（2 水利 1 線中継

複どう送水）のような体形を取る必要がある。 

 図 3 の場合、2 台のポンプ車の送水圧力を調

整する必要があるが、非常に精密な調整が相互

に要求されることから、有効な送水とならない

可能性が考えられる。 

(4) 連合送水の有効性の実験（実証実験 2） 

 図 3 の体形で、それぞれのポンプ車のポンプ

圧力の差がどのように送水量に影響するかの実

験を行った。表 2 の 1 のとおり、ポンプ車 1（以

下「P1」という。）から 1 線で連送に 0.5MPa 約

480 リットルで送水中、ポンプ車 2（以下「P2」

という。）からの圧力を上げながら送水した場合

の送水量を測定した。P2 の圧力が P1 以下であ

れば全く送水できず、P1 の圧力に合わせても送

水はほとんどできない。更に 0.1MPa 上げるこ

とで送水量は逆転し、P1 からはほとんど送水で

きない状況となる。P1 の圧力を変えて複数回実

験を行ったが表 2 の 2～表 2 の 6 まで全て同様

の結果となった。0.1MPa の圧力差で有効送水が

できなくなるのであれば、圧力調整は非常な精

密さを要求される。たとえ調整できたとしても

後着隊の吸水などで消火栓の圧力が変化すれば、

たちまち有効送水とはならなくなってしまう可

能性が高い。更に、図 1 から図 3 の体形に変更

するには、放水を一時停止する必要がある。こ

れは、既に放水活動を行っている筒先側に対し

て大きな支障を生じさせる。 

 次に、図 4 の体形の検討を行った。図 1 から

の体形の変換はスムーズにできるが、ポンプ車

の中継口には逆止弁等がないため、P2 の送水圧

力が高すぎれば P1 の部署している消火栓から

水道管に P2 からの水が逆流する。水道水の衛

生管理上、大きな問題が発生する。 

(5) 効果的な体形の考察 

 ここまでに述べたように、ポンプ車単独での

活動は、状況によりかなり困難である。また、

複数隊の連携活動についても、これまで当局が

原則としてきた体形では、時間のメリットが出

ない、あるいは精密な圧力調整を要するため、

現実的ではないと考えられた。 

 そこで、放水量を確保することを前提に、迅

速性も維持したモデル体形（図 5）を想定し、

当市の訓練センターで実証実験を行った。 

 

3 モデル体形（図 5）の有効性の検証 

(1) 摩擦損失の検証（実証実験 3） 

 図 5 の体形のように、連送の直近に中継ポン

プ車が部署するのであれば、理屈上、元ポンプ

車は中継送水に要する摩擦損失分を加圧送水す

るだけでよい。元ポンプ車からは 1 線で中継す

るため迅速な活動が可能となる。65 ミリホース

1 線で 1500 中継する場合の摩擦損失の計算を行

った。摩擦損失の公式［FL(MPa)=7.89×10-2NQ2］

によると 4 本中継で 0.7MPa、5 本中継で 0.9MPa

となり、計算上は十分に有効性が確保できる。 

 実験結果では、表 3 のとおり、ポンプ車から

4 本延長 1500 送水した場合、ポンプ圧力は

1.15MPa、5 本中継では 14MPa であり、計算よ

りは大きい数値となったが、有効放水が可能な

範囲である。 

(2) 中継体形による 1500 放水の検証（実証実

験 4） 

 ポンプ車 2 台で図 5 の中継体形を取り、連送

からの放水実験を実施した。元ポンプ車から 1

線 5 本により中継ポンプ車に中継した。中継ポ

ンプ車から複どう各 1 本により連送に送水し、3

階 2 口、4 階 1 口の合計 1500 放水を実施した。

結果は表 4 のとおりで、実証実験 1 及び実証実
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験 3 の結果を反映したものとなり、有効放水が

実施できた。 

(3) 放水開始までの時間の検証（実証実験 5） 

 図 6 に示す各体形の放水開始までの時間を計

測した結果を表 5 に示す。 

 ①は、1 隊単独で複どう送水、1 口放水を行っ

た場合であり、実験中では最も時間を要した（2

分 26 秒）。 

 ②は、2 隊連携活動であるが、中継体形を取

らずに 2 口放水を行った場合であり、①より時

間短縮できた（1 分 47 秒）。 

 ③は、想定したモデル体形の場合であり、①

及び②と比較し、１口目の放水時間が大幅に短

縮できた（1 分 13 秒）。 

 ④は、中継ポンプ車を水槽車とし、タンク水

を活用した場合であり、1 口目の放水が③と比

較しても更に短縮できた（50 秒）。 

(4) 給水量不足への対応の検証（実証実験 6） 

 図 1 の体形では給水量不足に対応できない。

しかし、図 5 の体形であれば、給水量不足が発

生した場合、他の元ポンプ車からの中継を追加

すれば、吸水量不足は解消できる（図 7 の体形）。

又、図 7 の場合、一方のポンプの圧力が非常に

高くなった場合でも自動放口閉塞弁の効果によ

り、他方のポンプに図 4 の体形で発生するよう

な、消火栓への逆流の心配はない。 

 次に、2 箇所の水利に部署した元ポンプ車か

ら、中継ポンプ車へ中継（図 7 の体形）する実

験を行った。結果は表 6 に示すとおり、2 回の

実験で、2 台の元ポンプ車からそれぞれ異なる

ホース本数、異なる送水圧力で送水しても全く

支障なく中継することができ、中継ポンプ車か

ら 1500 送水が実施できた。図 3 の体形で行った

連合送水の実験（実証実験 2）結果（表 2 の 1

～表 2 の 6）と比較すれば、有効性は明らかで

ある。 

 また、図 5 の体形で中継のホースが 5 本以上

となり、摩擦損失の上昇による中継送水量の不

足が発生し、1500 送水が不能となった場合にも、

元ポンプ車を追加し、図 7 の体形に変換するこ

とで全く支障なく対応できる。この体形変換は

放水を停止することもなく、非常にスムーズに

実施できる。 

 

4 消防戦術への反映 

 以上のとおり、考察と実証実験の結果から、

複数のポンプ車又は水槽車が連携し、図 5 の中

継体形を取り、必要に応じ図 7 の体形に変換す

ることによって、迅速でより効果的な放水活動

ができるとの結果が得られた。無論のこと、本

研究で行ったこれらの技術論的結果を消防戦術

に反映する際には、他の活動の原則、出動態勢、

乗組人員などを含め、消防戦術全般に及ぶ総合

的な検討も必要であるが、高層建築物火災の被

害を軽減するため、本研究論文がその一助とな

ることを期待する。 

 

 

 

凡例 

             消火栓 

 

             ポンプ車 

 

             水槽車 

 

             中継送水 

             連送送水口 

 

             連送放水口 

 

             分岐管 

 

             1 口放水 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 357 -



 

 

図 1 1 隊単独活動（消火栓吸水、複どうで連送に送水） 

 

 

 

図 2 2 隊連携活動 

（元ポンプ消火栓吸水、複どうで中継ポンプに中継、中継ポンプ複どうで連送に送水） 

 

 

 

図 3 2 隊連携活動 

［連合送水（2 台のポンプそれぞれ消火栓吸水、それぞれ 1 線で連送に送水）］ 

 

 

 

図 4 2 隊連携活動 

［2 水利 1 線中継複どう送水（P2 消火栓吸水、1 線で P1 に中継、P1 消火栓吸水及び P2 の

中継を受け、複どうで連送に送水）］ 

 

 

 

（P1） 

（P2） 

（P1） 

（P2）
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図 5 2 隊連携活動（元ポンプ消火栓吸水、1 線で中継、中継ポンプ複どうで連送に送水） 

 

① 1 隊単独（複どう送水、1 口放水） 

 

② 2 隊連携（2 隊共同で複どう送水、2 隊で 2 口放水） 

 

③ 2 隊連携（元ポンプ 1 線中継、中継ポンプ複どうで送水、2 隊で 2 口放水） 

 

④ 2 隊連携（元ポンプ 1 線中継、中継ポンプ（水槽車）水槽水活用複どうで送水、2 隊で 2 口放水） 

 

 

図 6 時間計測の体形 

 

 

 

 

図 7 3 隊連携活動 

（2 台元ポンプそれぞれ消火栓吸水、それぞれ 1 線で中継、中継ポンプ複どうで連送に送水） 

3 階へ 

3 階へ 

3 階へ 

3 階へ 
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 ※全ての実験は、当市消防活動総合センター

総合訓練棟において行った。 

 

表 1 連送による 3 口放水時のポンプ圧力 

送水量（L） 500 1000 1500

ポ ン プ 圧 力

（MPa） 
0.3 0.4 0.9

 

表 2 の 1 連合送水時の各ポンプの送水量 

P1 ポンプ圧力（MPa） 0.5 0.5 0.5

P1 送水量（L） 480 360 0

P2 ポンプ圧力（MPa） 0.4 0.5 0.6

P2 送水量（L） 0 90 520

○ 表の見方（表 2 の 1 の場合） 

 P1（ポンプ 1）0.5Mpa、480 リットルで

送水中、P2（ポンプ 2）のポンプ圧力を

0.4MPa とすると送水量は 0 リットルであ

った。 

 P2 圧力を 0.5MPa まで上げると送水量は

P1：360 リットル、P2：90 リットルであっ

た。 

 P2 圧力を 0.6MPa まで上げると送水量は

P1：0 リットル、P2：520 リットルとなっ

た。 

 

表 2 の 2 

P1 ポンプ圧力（MPa） 0.6 0.6 0.6

P1 送水量（L） 500 460 33

P2 ポンプ圧力（MPa） 0.5 0.6 0.7

P2 送水量（L） 0 30 490

 

表 2 の 3 

P1 ポンプ圧力（MPa） 0.7 0.7 0.7

P1 送水量（L） 600 500 0

P2 ポンプ圧力（MPa） 0.6 0.7 0.8

P2 送水量（L） 0 100 630

 

表 2 の 4 

P1 ポンプ圧力（MPa） 0.8 0.8 0.8

P1 送水量（L） 672 560 66

P2 ポンプ圧力（MPa） 0.7 0.8 0.9

P2 送水量（L） 0 120 600

 

表 2 の 5 

P1 ポンプ圧力（MPa） 0.9 0.9 0.9

P1 送水量（L） 693 528 0

P2 ポンプ圧力（MPa） 0.8 0.9 1.0

P2 送水量（L） 0 200 750

 

表 2 の 6 

P1 ポンプ圧力（MPa） 0.9 0.9 0.9

P1 送水量（L） 693 528 0

P2 ポンプ圧力（MPa） 0.8 0.9 1.0

P2 送水量（L） 0 200 750

 

表 3 摩擦損失の実験結果 

送水量（L） 500 1000 1500

ポ ン プ

圧 力

（MPa）

ホース

4 本 

0.15 

(0.08) 

0.6 

(0.32) 

1.15

(0.71)

ホース

5 本 

0.2 

(0.10) 

0.7 

(0.39) 

1.4

(0.89)

カッコ内は計算上の摩擦損失 

 

表 4 図 5 の中継体形における元ポンプ及

び中継ポンプの送水圧力 

送水量（L） 500 1000 1500

元ポンプ圧力（MPa） 0.2 0.7 1.5

中継ポンプ圧力（MPa） 0.4 0.5 1.0

中継ポンプ残圧（MPa） 0.1 0.1 0.1
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表 5 各体形における放水開始までの時間 

 1 口目放水開始 2 口目放水開始

体形① 2 分 26 秒 

体形② 1 分 47 秒 1 分 47 秒

体形③ 1 分 13 秒 1 分 47 秒

体形④ 50 秒 1 分 47 秒

 体形は図 6 の①から④参照、各体形とも

部分的に計測した時間を積算したもの。水

利部署にかかる時間は計上していない。2

隊連携の場合、同時に行動開始したものと

して算定した。 

表 6 図 7 の体形における中継送水時の元

ポンプ圧力と送水量 

 実験 1 実験 2 

元ポ

ンプ 1

元ポ

ンプ 2 

元ポ

ンプ 1 

元ポ

ンプ 2

ホース本

数 
2 5 2 5

ポンプ圧

力（MPa）
0.4 0.4 0.6 0.2

送 水 量

（L） 
900 600 1300 200

 中継ポンプ 中継ポンプ 

送 水 量

（L） 
1500 1500 

○ 表の見方 

 実験 1 

 元ポンプ 1 からホース 2 本ポンプ圧力

0.4MPa、元ポンプ 2 からホース 5 本ポンプ

圧力 0.4MPa で送水したとき、送水量はそ

れぞれ 900 リットル、600 リットルとなり、

中継ポンプから 1500 リットルの送水が実

施できた。 

 実験 2 

 元ポンプ 1 からホース 2 本ポンプ圧力

0.6MPa、元ポンプ 2 からホース 5 本ポンプ

圧力 0.2MPa で送水したとき、送水量はそ

れぞれ 1300 リットル、200 リットルとなり、

中継ポンプから 1500 リットルの送水が実

施できた。 

 

 

（（窓口）京都市消防局研究課 TEL: 075-682-0119（京都市消防学校代表）） 
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 平成 24 年度 消防庁長官表彰受賞作品 奨励賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

観賞魚用ヒーターのサーモスタットからの出火 

 

京都市消防局 

川上敏宏 

 

1 住民からの相談 

 住宅用火災警報器の設置指導の最中、焼損し

た観賞魚用ヒーターのサーモスタットについて

相談を受けた。（写真 1 参照） 

 ヒーターやコード、コンセントには焼きは見

られず、サーモスタットの本体樹脂部が溶融、

焼欠して開いた穴からは内部に焼損したような

電源基盤が見えた。（写真 2 参照） 

 どうしたのか、と聞いてみると、サーモスタ

ットが焦げているのを発見してから消費者セン

ターに連絡したものの要領を得なかったようで、

消防に連絡しようと思っていた矢先であったよ

うだ。 

 住民は、サーモスタットが焼損したことを伝

えたかっただけで、被害がヒーターに及んでい

ないことなどから、交換すれば使用できるもの

と思い、火災として対応することにやや消極的

であった。 

 しかしながら、同サーモスタットやヒーター

は広く普及した製造者のものであり、欠陥品で

あれば多くの火災危険があることを話し、説得

した結果、火災調査等の協力を得ることができ

た。 

 

2 使用状況 

 平成 22 年の 5 月、熱帯魚の水槽の掃除をしよ

うとした時に、サーモスタットの温度コントロ

ール部分が焦げて、溶融しているのを発見した。 

 発見時には、煙もなく、完全に消えている状

態で、消火の必要もなかった。 

 水槽内の水の温度は下がっていたが、魚は生

きていたとのこと、また、サーモスタットやヒ

ーターは、約 2 年前に購入、テーブルタップ付

コードを介して設定温度 26℃で使用、夏場は水

温が上がるため、スイッチは切っていたがコン

セントに電源プラグが差し込まれた状態であっ

た。 

 

3 焼き物の状況 

(1) 焼き物の位置関係 

 焼きした観賞魚用ヒーターを復原した。 

 居間の棚上に水槽（アクリル樹脂製）が置か

れ、水槽内にヒーターがあった。サーモスタッ

ト本体は水槽と居間の壁体との間に置かれ、テ

ーブルタップはサーモスタットの下に重なった

状態で、壁体コンセントに電源プラグを差し込

んで使用していた。（写真 3 参照） 

(2) サーモスタットの焼き状況 

 樹脂製カバーに一部溶融が見られ、全体的に

受熱による溶融及び湾曲が見られ、一部焼欠し

た箇所から内部の電源基盤の一部にも焼きが認

められた。（写真 4～6 参照） 

(3) 内部の電源基盤の焼き状況 

 全体的に焼きし、すすの付着が見られた。 

(4) ヒーター 

 温度ヒューズ付のもので、テスターで通電状

況を確認したが、導通しなかった。（写真 7 参照） 

(5) その他コードやコンセントなど 

 ヒーターやサーモスタットの器具コードや電

源プラグに焼損はなく、壁体コンセントにも焼
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きは見られなかった。（写真 8 参照） 

 

4 出火原因 

 観賞魚用ヒーターの出火事例は、当局におい

ても過去に発生しているが、温度ヒューズ等を

備えていないヒーターが水槽内の減水や掃除の

ために空気中に出、外気温がサーモスタットの

調節温度よりも低い場合に、紙や水槽容器に触

れて出火したものがあったが、今回はそのよう

な痕跡はなく、焼損物件がサーモスタット本体

の一部であることに疑問をもち、内部にある電

源基盤を取りだし、焼きした電源基盤の一部に

グラファイト化した痕跡を発見した。 

 結果、出火原因は、同基盤においてトラッキ

ングが発生、グラファイト化することにより出

火したものと判断した。 

 焼きした電源基盤にあっては、グラファイト

化した要因をさぐるべく、デジタルマイクロス

コープを使用して、電源基盤表面や各種コンデ

ンサや抵抗を観察、火災鑑識を行った。 

 

5 火災鑑識に使用した機器 

(1) 使用した機器 

 キーエンス デジタルマイクロスコープ 

VHX-1000 

(2) 倍率 

 ほとんどが 20 倍、状況によって 50 倍 

(3) グラファイト化の確認にあっては、テスタ

ーを使用、端子間約 1 ミリ間において抵抗値

50Ω以下を認めた箇所をグラファイト化し

た箇所と認めた。 

 

6 電源基盤の鑑識 

(1) 電源基盤の焼き状況 

ア 電源基盤は全体的に焼きしている。（写真 9

～11 参照） 

イ 電源基盤にグラファイト化した箇所が認め

られる。（写真 12 参照） 

(2) 電極間の状況 

ア 電極間において電源基盤に焼きは見られな

い。（写真 13 参照） 

イ 電極に差し込まれた電源コードの端子に異

常は見られない。 

(3) コンデンサ素子 C1 

ア 素子は一部焼きしている。 

イ 端子接続部に焼きはなく、異常は見られな

い。（写真 13 参照） 

(4) ダイオード素子 D2 

ア 素子は基盤上に認められず、脱落した状態

である。 

イ 端子接続部に焼きが見られる。（写真 14 参

照） 

ウ 周囲の基盤は焼きし、球状の細かな溶痕が

多数見られる。（写真 14 参照） 

(5) ダイオード素子 ZD 

ア 素子は基盤上に認められず、脱落した状態

である。 

イ 端子接続部付近の基盤は焼きし、一方の端

子接続部で局所的に焼きが強い。（写真 15 参

照） 

ウ 局所的に焼きの強い箇所において、グラフ

ァイト化が認められる。（写真 16 参照） 

エ 焼きの強い接続部において溶痕らしきが見

られる。（写真 16 参照） 

(6) コンデンサ素子 C2 

ア 端子接続部付近の基盤は焼きし、一方の端

子接続部で局所的に焼きが強く、一部焼欠し

ている。（写真 17 参照） 

イ 焼欠した接続部において、一部グラファイ

ト化が認められる。（写真 17 参照） 

ウ 焼欠した接続部において、基盤の裏面で溶

融物が見られる。（写真 18 参照） 

エ 焼欠した接続部において、基盤の裏面に球

状の溶痕らしき及びハンダ状のものが見ら

れる。（写真 19 及び 20 参照） 

オ 素子は、焼きした樹脂製カバー内に見られ、

素子の接続端子 2 本のうち 1 本が途中で欠損

し、残存部において溶痕が見られる。（写真
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21 参照） 

(7) コンデンサ素子 C5 

ア 接続端子が基盤に接続された状態である。 

イ 接続端子表面全体に溶融物が付着している。

（写真 22 参照） 

(8) その他の電気部品 

 その他焼きしたコンデンサ等を観察したが、

焼きして残存、端子接続部においても電源基盤

はグラファイト化していなかった。 

 

7 鑑識結果 

(1) 基盤の電極間においてグラファイト化は

認められない。 

(2) コンデンサ素子 C1 に異常は見られない。 

(3) ダイオード素子 D2 は見られないが、素子

接続箇所付近で基盤の焼きが強く、球状の細

かな溶痕が見られる。 

(4) ダイオード素子 ZD は見られないが、基盤

接続部において基盤が一部焼欠し、グラファ

イト化が認められた。 

(5) コンデンサ素子 C2 の基盤接続部において

基盤が一部焼欠し、その周辺部でグラファイ

ト化が認められる。また、素子の接続端子の

1 本が途中で溶融し、欠損している。 

(6) コンデンサ素子 C5 の接続端子全体に溶融

物が付着している。 

 

8 基盤上の出火点 

(1) コンデンサ素子 C2 及びダイオード素子

ZD の焼きは他の素子と比較すると、グラフ

ァイト化していることから極めて強い。 

(2) コンデンサ素子 C2 及びダイオード素子

ZD の焼きを比較するとコンデンサ素子 C2 の

端子接続部には一部焼欠が認められるが、ダ

イオード素子 ZD には同様のものが認められ

ないことから、コンデンサ素子 C2 のほうが

ダイオード素子 ZD よりも焼きが強いことが

うかがえる。 

(3) 各素子の焼きから、コンデンサ素子 C2 か

ら燃焼拡大した様相を呈しており、また、サ

ーモスタットの樹脂製カバーの最も焼きの

強い焼欠箇所と位置関係が一致した。 

 

9 同事案の発生等 

 火災鑑識中に製造者から、同様の出火事案が

過去に 8 件発生していることが判明した。その

8 件のうち、2 件が基盤のはんだ付け不良の原因

によるもので、5 件が調査中、1 件が不明とのこ

とであった。 

 

10 出火原因 

(1) 使用状況から、サーモスタット内の電源基

盤の電源コードが接続する電極間における

塩水等によるグラファイト化につては、鑑識

の結果、電極間に焼きが見られなかった。 

(2) 電源基盤のコンデンサ素子の基盤への接

続箇所において、局所的な焼欠箇所があり、

かつ、その周囲がグラファイト化しているこ

と、また、接続端子が溶融していることから、

同部分の接続に不具合が生じていたことが

判明した。 
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写真 1 相談を受けた焼きした観賞魚用ヒ

ーター 

 水槽から出された状態で下駄箱の上に

置かれていた。 

 

写真 2 焼きしたサーモスタット 

 サーモスタットの本体樹脂部が溶融、一

部焼欠している。 

 

 

写真 3 サーモスタットの位置関係 

 同等品である水槽でサーモスタットの

配置を再現した。 

 

写真 4 サーモスタットの焼き状況（表面） 

全体的に溶融している。 

 

 

 

写真 5 サーモスタットの焼き状況（背面） 

 

写真 6 サーモスタット側面の焼き状況 

 一部焼欠して、内部に焼きした電源基盤

が見られる。
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写真 7 ヒーターの状況 

温度ヒューズ付で、導通しない。 

 

写真 8 サーモスタットとヒーターとの関係 

コードは焼きしていない。 

 

 

写真 9 焼きした電源基盤 

 電源コードとヒーターコードはサーモ

スタット外郭の外側では焼きしていない。

基盤は全体に焼きしている。 

 

写真 10 焼きした電源基盤 

基盤は全体的に焼きしている。 

 

 

 

 

写真 11 焼きした電源基盤と同等品 

 

写真 12 グラファイト化の確認 
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写真 13 電源基盤電極間の焼き状況 

 接続端子を電源基盤から外した。電極間

に焼きは見られない。コンデンサ C1 の接

続端子に焼きは見られない。 

 

 

写真 14 ダイオード素子 D2 の端子接続部

付近の焼き状況 

 端子接続部に焼きが見られ、周囲の基盤

も焼きし、球状の細かな溶痕の付着が複数

見られる。 

 

 

写真 15 ダイオード ZD の焼き状況（表面） 

 一方の端子接続部で局所的に焼きが強

く、グラファイトしている。 

 

 

 

写真 16 ダイオード ZD の端子接続部付近

の焼き状況（裏面） 

 一方の端子接続部で局所的に焼きが強

く、グラファイト化が認められる。焼きの

強い接続部において溶痕らしきが見られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 17 コンデンサ素子 C2 の端子接続部の焼

き状況（表面） 

 一方の端子接続部で局所的に焼きが強い。 
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写真 18 コンデンサ素子 C2 の端子接続部の焼

き状況（裏面） 

 一方の端子接続部で局所的に焼きが強く、一

部グラファイト化が認められる。 

 

 

写真 19 写真 18 の拡大 

 

 

写真 20 写真 19 の拡大 

球状の溶痕及びハンダ状のものが見られる。 

 

 

写真 21 コンデンサ素子 C2 の接続端子 

 2 本の接続端子のうち 1 本が途中で欠損

し、残存部において溶痕が見られる。 

 

写真 22 コンデンサ素子 C5 の接続端子 

表面全体に溶融物が付着している。 

（（窓口）京都市消防局調査課 TEL: 075-212-6742（調査課））
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付録 第 1 回～第 60 回 全国消防技術者会議 発表一覧 

 題名 発表者名 

■第 1 回 昭和 28 年度 1953.11.11～11.12 

1 
機関車煤煙火災の危険距離

について 
守屋 

2 
植物油の自然発火の傾向に

ついて 
永瀬 

3 
消防ポンプ放水量の測定に

ついて 
遠藤 

4 
電話線利用の火災報知機に

ついて 
中内 

5 
電気工作物規程改正案につ

いて 
中内 

6 石油コンロについて 永瀬 

7 
公設火災報知器設備規格一

部改正について 
中内 

8 
火災報知器、消防電話装置

について 
中内 

9 私設火災報知装置について 中内 

10 タンクローリーについて 永瀬 

11 
粉末消火器と消火専用バケ

ツの消火単位について 
永瀬 

12 予防調査票について 今津 

13 
消防用ホースの検定につい

て 
発田 

■第 2 回 昭和 29 年度 1954.10.27～10.28 

14 真空ポンプについて 遠藤 

15 消防用短波無線機について 中内 

16 
消防用各種ホースの経年試

験について 
発田 

17 
新基準による都市等級につ

いて 
今津 

18 石油コンロの事故について 永瀬 

19 障子の火災実験について 永瀬 

20 
危険物取締の技術的問題に

ついて 
永瀬 

21 危険物火災報告について 永瀬 

■第 3 回 昭和 30 年度 1955.10.25～10.26 

22 
たばこによる可燃性液体の

引火について 
技術課 

23 消防用無線機の現状と将来 技術課 

24 消防用エンジンについて 技術課 

25 ホースの水撃作用について 技術課 

26 都市等級の一考察 査察課 

27 
放火事件の一例（たばこ）

について 
査察課 

28 危険物火災の実態について 査察課 

29 
プロパンガスの危険性に関

する技術的考察について 
査察課 

 題名 発表者名 

30 新潟火災について 査察課 

31 

消防自動車のぎ装について 

可変ノヅルについて 救急

自動車のぎ装について 

京都市消防局

32 
私設の火災報知装置の有効

事例 

秋田県防災訓

練本部 

33 
軸受の出火について 漏電

に対する一実験 
東京消防庁 

34 
火災原因調査の技術指導に

ついて 

伊東市消防本

部 

35 
オーブンバットよりの放水

量計算について 

小松市消防本

部 

36 消防用サイレンについて 
神戸市消防本

部 

37 

消防用自動車の性能維持策

として行った整備検査制度

について 

富山県消防課

38 

ホース結合金具ゴム部の改

良について 自動三輪ポン

プ操法の定員増加の件 

香川県三豊地

区消防連合会

39 

防火対象物の火災危険度に

応じた年間査察回数の合理

的区分について 

山形県消防課

40 
現行消防用機械器具等の規

格改訂について 
検定課 

41 
普通ポンプ自動車のぎ装に

ついて 
消防講習所 

42 
消防用ホースの経年変化に

ついて 
検定課 

■第 4 回 昭和 31 年度 1956.11.1～11.2 

43 研究概要 鈴木茂哉 

44 
耐火建築における煙濃度に

ついて 
守屋忠雄 

45 
「たどん」の火持時間につ

いて 
青沼孝正 

46 
ある火の粉火災に対する科

学的検討 
守屋忠雄 

47 
消防用「エンヂン」の腐食

その他の問題について 
遠藤景三 

48 
流水圧力とノズル圧力につ

いて 

新保技師（石

川県） 

49 
「旭式バルブ」の効用につ

いて 

大久保一（藤

沢 市 消 防 本

部） 

50 
消防ポンプ車ぎそうの改良

その他について 

矢島安雄（消

防講習所） 

51 
消防用機械器具等検定規定

の改正の要点 
研野作一 

52 
消防用機械器具等の検定実

績について 
小島 弥 
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 題名 発表者名 

53 
私設火災報知装置の現状に

ついて 
中内俊作 

54 大館市大火の調査報告 今津 博 

55 
魚津市の都市等級調査につ

いて 
松野秀臣 

56 魚津市大火の視察報告 山沢亀三郎 

57 近の消防機材について 
村山（東京消

防庁） 

58 
自動車用蓄電池の取扱につ

いて 

高田武夫（日

立 市 消 防 本

部） 

59 
親子ポンプ利用に関する一

考察 

渡辺忠夫（前

橋 市 消 防 本

部） 

60 
助燃剤「強力テンカー」の

事故例について 
永瀬 章 

61 
岐阜県における昭和 31 年度

消防機動連合演習について 

小 椋 多 門 次

（岐阜県） 

62 

都市における予防消防、技

術吏員設置の法制化につい

て 

森 順治（新

潟 市 消 防 本

部） 

■第 5 回 昭和 32 年度 1957.11.7～11.8 

63 無窓建築と消防 技術課 

64 静電気火災について 技術課 

65 近の消防通信 技術課 

66 消防用エンヂンについて 技術課 

67 研究と検定の現況 検定課 

68 
消防ポンプの現有数に対す

る一考察 
査察課 

69 
危険物取締対象の実態調査

結果について 
査察課 

70 
消火器の消火能力をきめる

標準火災について 
検定課 

■第 6 回 昭和 33 年度 1958.10.30～10.31 

71 研究の概要 研野作一 

72 検定の現況 堀内三郎 

73 都市等級と火災の実態 
松野秀臣、斎

藤圭弘 

74 
消防ポンプ用のエンヂンの

耐寒性について 
春名午夫 

75 原子力と消防 守屋忠雄 

76 

火災現場におけるホースの

摩擦損失仮定法の使用法に

ついて 

新保技師（石

川県） 

77 
火災専用電話「119」の変更

について 
横川（愛知県）

78 
タンクローリーの衝撃試験

について 
研野作一 

79 火源探知器の研究 熊野陽平 

80 自然発火は予想できるか 秋田一雄 

 題名 発表者名 

81 
光を利用した新しい火災感

知器の試案 
筒井勇次郎 

■第 7 回 昭和 34 年度 1959.10.28～10.29 

82 研究の概要 研野作一 

83 検定の概要 堀内三郎 

84 消防機関の冷却について 春名午夫 

85 防炎材料の新しい試験方法 荒井春之助 

86 防火面の試作について 
佐々木匡（秋

田県） 

87 近の消火剤の傾向 山鹿修蔵 

88 消火器容器の破壊試験 桑原昭四郎 

89 M 型火災報知機の性能改良 筒井勇次郎 

90 
放射性物質関係施設の火災

事故例 
守屋忠雄 

91 はしご付ポンプ自動車他 2 
山田 茂（京

都市消防局）

92 
定期査察対象物の防火等級

の格付について 

藤原久男（京

都市消防局）

■第 8 回 昭和 35 年度 1960.11.17～11.18 

93 研究の概要 研野作一 

94 検定の概要 堀内三郎 

95 延暦寺火災に関する一実験 熊野陽平 

96 新設風洞について 守屋忠雄 

97 
簡易携帯超短波無線電話に

ついて 

中西喜代太郎

（京都市） 

98 

トンネル火災実験（名神高

速道路トンネル防火設備実

験） 

新居六郎 

99 噴霧流速の新測定法 熊野陽平 

100 防炎布の試験規定について 荒井春之助 

101 試作排煙機について 中久喜厚 

102
近の動力消防ポンプにつ

いて 
春名午夫 

103

消防用ガソリン機関に LP ガ

スを使用する場合について

（第一報） 

難波信夫 

■第 9 回 昭和 36 年度 1961.10.31～11.1 

104 研究の概要 研野作一 

105 検定の概要 堀内三郎 

106
ある放火事件（？）に関す

る一実験 
松野秀臣 

107

消防用ガソリン機関に LP ガ

スを燃料として使用する場

合について（第 2 報） 

難波信夫 

108
単側波帯（SSB）通信の問題

について 
渡辺彰夫 

109
消防におけるテレビ応用の

可能性について 
熊野陽平 
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 題名 発表者名 

110 
ラジオ・アイソトープ施設

防火上の一問題点 
守屋忠雄 

111 
駐車場火災の消火設備につ

いて 

研野作一、堀

内三郎、松野

秀臣 

112 
消防ポンプ軸パッキン（グ

ランドパッキン）箱の進歩 
春名午夫 

113 
初期消火に対する消火器の

効果の実験 
堀内三郎 

第 10 回 昭和 37 年度 1962.10.25～10.26 

114 研究の概要 研野作一 

115 検定の概要 堀内三郎 

116 
ラジウムを保有していた病

院の火災 
守屋忠雄 

117 
石油ストーブの火災危険性

に関する研究 
高瀬晋一 

118 
火災感知器の現場試験法に

ついて 
広沢重男 

119 

赤羽台団地公団住宅火災実

験における階段室の火災気

流について 

堀内三郎 

120 空気駆動ポンプの性能 中久喜厚 

121 西独の消防事情について 新居六郎 

122 
大ホース延長距離につい

て 

山脇重房（布

施市消防署）

123 
危険物防火実験記録映画に

ついて 

林 文男（熊

本県） 

■第 11 回 昭和 38 年度 1963.10.24～10.25 

124 消防研究所の研究概要 堀内三郎 

125 消防研究所の検定概要 堀内三郎 

126 欧米の消防研究事情 堀内三郎 

127 消火器の検査要領について 
矢 筈 野 義 郎

（消防庁） 

■第 12 回 昭和 39 年度 1964.11.5～11.6 

128 

ガスタービン利用窒息消火

装置付消防車（別称「ジェ

ット消防車」）による消火実

験 

名雪健一 

129 
落下方式による模型家屋の

消火実験 
山本満郎 

130 
川崎の昭和電工爆発火災に

ついて 

井上文男（川

崎 市 消 防 本

部） 

131 
新潟地震における防災活動

について 

大場秀夫（新

潟県） 

132 
新潟の昭和石油火災につい

て 

阿部正吉（新

潟 市 消 防 本

部） 

133 
新潟における消火活動につ

いて 

石 山 秋 太 郎

（ 東 京 消 防

 題名 発表者名 

庁） 

134
品川の宝組倉庫火災につい

て 

石 山 秋 太 郎

（ 東 京 消 防

庁） 

135
救急車の緩衝装置に関する

研究 

味 岡 喜 兵 衛

（名古屋市消

防局） 

136
電気火災の一出火機構につ

いて 

北西晃久（名

古 屋 市 消 防

局） 

137
消火器の経年変化調査結果

について 

上田正己（京

都市消防局）

138
米穀乾燥機に対する火災予

防対策について 

真田整一（滝

川 市 消 防 本

部） 

139 救急無線について 
荒川宣夫（東

京消防庁） 

■第 13 回 昭和 40 年度 1965.11.4～11.5 

140 消防研究所の研究成果 中田金市 

141
近における消防技術の進

歩 
堀内三郎 

142 近の火災研究 秋田一雄 

143 船舶の防火について 
工藤博正（運

輸省） 

144
タンカーの防火防爆技術に

ついて 

梅沢春雄（舶

技術研究所）

他 1 名 

145

石油受入上の防火対策－室

蘭タンカー火災に関連して

－ 

有吉 強（日

本石油株式会

社） 

146 海上の火災対策 
根本孝彦（海

上保安庁） 

147 タンカー火災の消火設備 
永山一男（日

本消火装置工

業会） 

148 温度輻射等の測定について 熊野陽平 

149 消火空気泡について 新居六郎 

150
仙台市における救急業務の

実態 

酒 井 志 佐 夫

（仙台市消防

局） 

151
電気火災警報器検査器（仮

称）の試作について 

野田 進（北

九 州 市 消 防

局） 

152
テレビブラウン管の爆縮危

険について 

中西喜代太郎

（京都市消防

局） 

153
2 つの周波携帯無線機につ

いて 

荒川宣夫（東

京消防庁） 

■第 14 回 昭和 41 年度 1966.10.27～10.28 

154 消防研究所の研究概要 
守屋忠雄、熊

野陽平 

155
川崎市金井ビル火災につい

て 

井上文男（川

崎 市 消 防 本

部） 

156 東消における地下街火災の
山崎達三（東

京消防庁） 

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 371 -



 題名 発表者名 

実験と実例 

157 
建築物としての対策につい

て 

堀内三郎（京

都大学） 

158 
避難問題としての対策につ

いて（避難計画） 

戸 川 喜 久 二

（ 建 築 研 究

所） 

159 
課題火災の消防対策につい

て 

筆内政三（東

京消防庁） 

160 

消防法の対策（超高層階の

部分に対する消防法上の規

制について）について 

矢 筈 野 義 郎

（消防庁） 

161 
消防における水文学的諸問

題 
細野義純 

162 
プラスチック火災の毒性ガ

スについて 
上原陽一 

163 水噴霧の消火効果の研究 中久喜厚 

164 界面活性剤の利用について 山鹿修蔵 

165 
望楼看視用テレビカメラに

ついて 

西山一郎（北

九州市） 

166 
投入不転倒型噴霧ノズルに

ついて 

須谷良達（加

賀 市 消 防 本

部） 

167 
松代群発地震に伴う消防対

策 

中西智教（松

代町） 

168 
山林火災の消火薬剤とその

使用方法 

黒田 勉（八

幡浜市消防本

部） 

169 海上油火災消火実験 
黒田 勉（八

幡浜市消防本

部） 

170 
防油網の性能テストについ

て 

黒田 勉（八

幡浜市消防本

部） 

171 
新しい超短波移動無線機に

ついて 

荒川宣夫（東

京消防庁） 

172 
多方向多重無線電話回線に

ついて 

平野 茂（東

京消防庁） 

173 高度さらし粉の出火危険 
金坂武雄（東

京消防庁）他 1
名 

174 LP ガス火災実験について 
加藤勝文（東

京消防庁） 

175 
都市ガスの濃度分布並びに

爆発実験結果について 

上田正巳（京

都市消防局）

■第 15 回 昭和 42 年度 1967.11.16～11.17 

176 消防研究所の研究概要 
守屋忠雄、熊

野陽平 

177 
イノバシオン百貨店火災調

査報告 

矢 筈 野 義 郎

（消防庁） 

178 煙の性状 守屋忠雄 

179 材料の発煙性について 
斎藤文春（建

築研究所） 

180 煙の流動について 
川越邦雄（建

築研究所） 

181 煙の人体に及ぼす影響につ
岡村正明（東

京消防庁） 

 題名 発表者名 

いて 

182 火災煙の早期検知について 渡辺彰夫 

183
煙に対する消防対策につい

て 

倉林慶次（東

京消防庁） 

184

外部酸素濃度の着火及び燃

焼現象におよぼす影響につ

いて 

山下邦博 

185
火災煙中の見透し距離につ

いて 
神 忠久 

186 LPG について 中川 登 

187
道路トンネルの防災につい

て 
渡辺彰夫 

188
救難、救急用バスケット担

架の試作品について 

岡村正明（東

京消防庁） 

189 救命ロープ発射銃の考案 
津留秋男（豊

中 市 消 防 本

部） 

190 筒先圧力調整装置について 
江草忠美（福

山 市 消 防 本

部） 

191 自動車火災実験について 
倉林慶次（東

京消防庁） 

192
国鉄新宿駅構内油そう列車

火災概要 

鈴木貞一（東

京消防庁） 

193
山林火災について（山口市、

防府市） 

井上 正（山

口県） 

194
高層、地下街の火災実験の

まとめ 

長沢雍郎（東

京消防庁） 

195
名古屋地下街煙火災につい

て 

竹内文夫（名

古 屋 市 消 防

局） 

196
消防ポンプ自動車の凍結予

防器材について 

熊本邦男（富

山 市 消 防 本

部） 

■第 16 回 昭和 43 年度 1968.11.7～11.8 

197 消防研究所の研究概要 
守屋忠雄、熊

野陽平 

198

大量の流出油による海上火

災の特性とその消火法に関

する研究 

新居六郎 

199 地震について 
河角 広（東

京大学名誉教

授） 

200 えびの地震について 
永瀬 章（消

防庁） 

201
十勝沖地震における消防活

動 

磯上義雄（十

和田市消防本

部） 

202 大震時の避難対策 
小林光二（東

京消防庁） 

203
消防用化繊ホース経年変化

の研究 

名雪健一、高

山匡仙 

204 石油ストーブの転倒実験 
橘 房夫、山

下邦博、佐藤

公雄 

205 タンクローリーの安全性に 原 純一（消
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 題名 発表者名 

関する試験 防庁） 

206 
イソブチレン爆発火災の誘

因について 

紺野 久（東

京消防庁） 

207 
エアゾール製品の爆発に関

する実験について 

近藤 馨（横

浜市消防局）

208 
タンクローリーのアースチ

ェンの効用について 

山崎清彰（東

京消防庁） 

209 電気火災警報機の試験機 
中西喜代太郎

（京都市消防

局） 

210 
火災通報設備の符号パルス

の発生装置 

石田繁三（大

阪市消防局）

211 
アセチレン火災実験につい

て 

石橋忠男（広

島市消防局）

212 流出油回収機 
角 田 兼 太 郎

（箕面市消防

本部） 

213 
消防用軽便梯子の考案につ

いて 

江草忠美（福

山 市 消 防 本

部） 

214 
高膨張泡の消火効果につい

て 

沼田勇治（東

京消防庁） 

215 高圧放水砲車について 
藤原 昇（堺

市高石市消防

本部） 

■第 17 回 昭和 44 年度 1969.10.15～10.16 

216 消防研究所の近況 中田金市 

217 
空中消火と山林火災の適用

例について 
名雪健一 

218 消防からみた防炎について 
矢 筈 野 義 郎

（消防庁） 

219 繊維製品の防炎について 
小寺海蔵（東

洋レーヨン株

式会社） 

220 防炎実験について 
荒 井 春 之 助

（日本消防検

定協会） 

221 地下鉄火災実験について 渡辺彰夫 

222 粉末消火剤の消火効果 山鹿修蔵 

223 
東亜合成化学（株）名古屋

工場の火災概況 

塚本典男（名

古 屋 市 消 防

局） 

224 
磐梯熱海温泉「磐光ホテル」

火災について 

武田久夫（郡

山 市 消 防 本

部） 

225 火災危険度の算定について 
桐 ヶ 谷 光 利

（横須賀市消

防本部） 

226 
乾式小屋裏隔壁の防火力実

験結果について 

塚田勝造（京

都市消防局）

227 高発泡消火について 
森岡幸一（神

戸市消防局）

228 
東消式発泡器の試作ならび

に消火効果 

沼田勇治（東

京消防庁） 

229 避難用呼吸器具について 高橋 哲 

 題名 発表者名 

230 煙中方向探知器について 
大熊順三（東

京消防庁） 

231 静電気と火災について 川崎正士 

232
危険物移動タンク貯蔵所の

転倒、燃焼等の実験結果 

塚本典男（名

古 屋 市 消 防

局） 

233
石油タンク通気口からのガ

スの拡散 

上原陽一、佐

藤公雄 

■第 18 回 昭和 45 年度 1970.10.21～10.22 

234 消防研究所の近況 中田金市 

235 高膨脹泡について 新居六郎 

236
可燃性液体の危険性の評価

法 
中川 登 

237 林野火災対策の過去と将来 
河西信明（消

防庁） 

238 山火事消火の実態 
坂口久尚（千

頭営林署） 

239
林野火災の消防技術につい

て 

井上 桂（林

業試験場） 

240 空中消火欧米視察団 名雪健一 

241
ポンプ車泡液混合装置の開

発について 

小 林 芳 二 郎

（ 東 京 消 防

庁） 

242
高分子物質の熱分解生成ガ

スについて 

芝 康雄（大

阪市消防局）

243 装甲化学車について 
田村義和（川

崎市消防局）

244

フ ォ ー ム ダ イ ク

（FOAMDIKE）の開発につ

いて 

島 光男（東

京消防庁） 

245
ロープの結索による強度変

化等について 

疋田考三（京

都市消防局）

246
エアーカーテンによるしゃ

煙について 
山下邦博 

247 特定の熱線による炎感知器 山本忠彦 

248
石油火災における炎からの

ふく射 
湯本太郎 

249
震災対策としての地下水の

利用について 
細野義純 

250
小型電動機の障害波電界限

度について 

平野 茂（東

京消防庁） 

251
回転翼航空機による林野火

災消防訓練について 

藤江弘地（八

尾 市 消 防 本

部） 

252
地震による危険物の混合発

火に関する実験 

後藤 繁（東

京消防庁） 

253 故障消火栓の調査について 
杉原繁和（相

模原市消防本

部） 

■第 19 回 昭和 46 年度 1971.10.12～10.13 

254 消防研究所の研究近況 中田金市 

255 煙感知器の動作について 渡辺彰夫 
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 題名 発表者名 

256 消火剤の供給率について 山鹿修蔵 

257 避難救命用機器の現況 名雪健一 

258 
高層ビルと地下街の中央防

災管理 

飯野雅章（消

防庁） 

259 火災事例と教訓 
塚本孝一（日

本大学） 

260 
ビル火災における煙とガス

についての一考察 

岸谷孝一（東

京大学） 

261 
高層ビルと地下街における

避難救命対策 

村山茂直（東

京消防庁） 

262 
大震火災時における路上自

動車の延焼に関する研究 

松川 渉（東

京消防庁） 

263 
旧名古屋市立大学病院の火

災実験について 

伊藤康慈（名

古 屋 市 消 防

局） 

264 
北九州市におけるビル火災

実験の結果について 

田代典生（北

九 州 市 消 防

局） 

265 
地震時の石油ストーブによ

る出火危険について 

大岩 守（名

古 屋 市 消 防

局） 

266 

スパンドル部分に設けられ

たアルミサッシ及び網入ガ

ラスの性能について 

宇戸典之（京

都市消防局）

267 静電気を利用した消煙 
加藤勝文（東

京消防庁） 

268 
塩素ガス噴出事故と今後の

問題について 

大塚克巳（小

山 市 消 防 本

部） 

269 
油槽所給油所の地下配管か

らの漏油事故例について 

萩原茂雄（甲

府 市 消 防 本

部） 

270 
消防自動車装置（操作）の

簡易化について 

須永 實（戸

田 市 消 防 本

部） 

271 

受信時・送信機能を停止す

る装置を取り付けた車載無

線機について 

平野 茂（東

京消防庁） 

272 
消防用梯子車の通信方法に

ついて 

石田繁三（大

阪市消防局）

273 流水利用による筒先連絡器 
立 花 章 三 郎

（神戸市消防

局） 

274 高発泡機器の開発について 
島 光男（東

京消防庁） 

■第 20 回 昭和 47 年度 1972.10.12～10.13 

275 
消防研究所における 近の

研究概況 
熊野陽平 

276 
消防ポンプ自動車の標準化

について 
笠原保信 

277 
ソ連・東欧における安全と

環境保護の実状 
上原陽一 

278 

アンドラウスビル（サンパ

ウロ市）のビル火災につい

て 

矢 島 金 之 助

（ 東 京 消 防

庁） 

 題名 発表者名 

279 大然閣の火災 
芦浦義雄（日

本火災報知機

工業会） 

280 千日デパート火災概要 
中田 傅（大

阪市消防局）

281
建物内の安全避難設計につ

いて 

堀内三郎（京

都大） 

282
法規面からみたビル火災問

題 

飯野雅章（消

防庁） 

283

OR による消防業務改善研

究－消防業務のシステム分

析－ 

栗本主税（神

戸市消防局）、

西海章介（小

笠原研究グル

ープ） 

284
ビル模型による煙の流動現

象について 

伊藤康慈（名

古 屋 市 消 防

局） 

285
可燃性液体の水面における

流出燃焼 
湯本太郎 

286

濃硝酸による自動車用ガソ

リンの簡易鑑別反応につい

て 

小 川 平 太 郎

（京都市消防

局） 

287 呉市の崖崩れについて 
沖林仁郎（呉

市消防局） 

288 液化ガスの燃焼と消火実験 中川 登 

289

梯子自動車用昇降機の自動

起伏装置と機関の緊急始動

停止装置について 

須永 實（戸

田 市 消 防 本

部） 

290
緩降機の機巧改良に関する

研究開発について 

福田靖男（大

山崎町消防本

部） 

291
移動式高圧空気充填車につ

いて 

増田三郎（市

川 市 消 防 本

部） 

292 高圧化学車について 

藤原 昇（堺

市高石市消防

組 合 消 防 本

部） 

293 各種消火用具について 
加藤勝文（東

京消防庁） 

294
水幕の遮熱効果と噴霧ノズ

ルの放水特性について 

安 藤 十 四 勝

（名古屋市消

防局） 

295
弗素系界面活性剤消火薬剤

の消火性能について 

古家泰三（大

阪市消防局）

■第 21 回 昭和 48 年度 1973.10.25～10.26 

296
消防研究所における 近の

研究概況 
熊野陽平 

297 原子力利用と火災 
守屋忠雄（日

本消防検定協

会） 

298 ファイヤ・ボール 湯本太郎 

299 ビル火災の消火技術 
直井好和（東

京消防庁） 

300 地下街警備対策 
杉 村 喜 久 男

（大阪市消防

局） 
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 題名 発表者名 

301 
石油コンビナート災害の態

様と警防上の問題点 

伊東勝美（川

崎市消防局）

302 林野火災消防技術の現況 名雪健一 

303 崖くずれ警報機について 細野義純 

304 

「消防ホースの保守整備装

置」について（ホースの漏

水検査装置と自動山替装

置） 

出原富雄（京

都市消防局）

305 差動型圧力変換器について 
石田繁三（大

阪市消防局）

306 消火剤発射機の試作研究 
前田忠夫（名

古 屋 市 消 防

局） 

307 
藤消式消防ポンプ二輪自動

車の開発について 

山田義一（藤

沢 市 消 防 本

部） 

308 
大震火災の延焼性状に関す

る研究 野外火災実験 
山本忠彦 

309 
大震時における薬品戸棚の

安全性 
中川 登 

310 
高分子物質の熱生成ガスに

ついて 

芝 康雄（大

阪市消防局）

311 
石油風呂釜の出火危険につ

いて 

江口捨巳（名

古 屋 市 消 防

局） 

312 
旧労働省ビル火災実験の概

要 

小泉助明（東

京消防庁） 

313 
循環式酸素呼吸器の研究に

ついて 

古家泰三（大

阪市消防局）

314 
レスキュータワー開発につ

いて 

加藤勝文（東

京消防庁） 

315 加圧排煙について 神 忠久 

■第 22 回 昭和 49 年度 1974.10.24～10.25 

316 
消防研究所における 近の

研究概況 
橘 房夫 

317 ヤケド雑感 
村松正久（江

東病院） 

318 
ガス系消火剤消火設備につ

いて 
山鹿修蔵 

319 液面動揺防止装置について 
伏見 英（東

京消防庁） 

320 
炭酸ガス高発泡消火装置の

研究について 

小 川 平 太 郎

（京都市消防

局） 

321 消防用器具の考案について 
小池 哲（前

橋 市 消 防 本

部） 

322 定流量器の開発について 
榎本喜七（東

京消防庁） 

323 
自動比例装置と救命ガンに

ついて 

須永 實（戸

田 市 消 防 本

部） 

324 
大震火災時における路上自

動車の延焼に関する研究 

佐 々 木 軍 司

（ 東 京 消 防

庁） 

325 空中消火技術について 熊野陽平 

 題名 発表者名 

326
地下街模型による煙の流動

と制御について 

安 藤 十 四 勝

（名古屋市消

防局） 

327
強圧力屋内外消火栓加圧ポ

ンプの減圧装置について 

野原耕三（京

都市消防局）

328
ポンプとう載救助工作車に

ついて 

増田三郎（市

川 市 消 防 本

部） 

329
LPG 爆発火災実験の結果に

ついて 

伊藤康慈（名

古 屋 市 消 防

局） 

330
旧松尾鉱山家屋群の火災実

験について 
名雪健一 

■第 23 回 昭和 50 年度 1975.10.16～10.17 

331
消防研究所における 近の

研究概況 
新居六郎 

332 地震と産業施設 
柴田 碧（東

京大学） 

333
四日市市大協石油タンク火

災の防御について 

大森五男（四

日市市消防本

部） 

334
四日市市大協石油タンク火

災の原因について 
中川 登 

335
消火剤投入車の試作研究に

ついて 

伊藤康慈（名

古 屋 市 消 防

局） 

336

震災時の市街地におけるタ

ンクローリー車火災の延焼

性状 

佐 々 木 軍 司

（ 東 京 消 防

庁） 

337 実家屋火災の空中消火実験 金田節夫 

338
電気火災へのシステムアプ

ローチ 

中西喜代太郎

（京都市消防

局） 

339 静電気帯電と火災 川崎正士 

340
延焼の期待値に関する確率

模型 
橘 房夫 

341 熱分解と発煙性について 
古家泰三（大

阪市消防局）

342

東京消防庁における呼吸保

護器のマスクのフィッテン

グテスト 

渡辺恵門（東

京消防庁） 

343

石油タンク火災に対する各

種泡消火剤の消火能力の評

価 

星野 誠 

344
水そう付消防ポンプ自動車

の改良について 

増田三郎（市

川 市 消 防 本

部） 

■第 24 回 昭和 51 年度 1976.10.25～10.26 

345
消防研究所における 近の

研究概況 
橘 房夫 

346
災害の分析と予測（主とし

て石油タンクについて） 

井上威恭（横

浜国立大学）

347 建物火災安全システム 渡辺彰夫 

348
ビル火災における煙対策に

ついて 

小島正臣（東

京消防庁） 
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 題名 発表者名 

349 火災旋風の発生と対策 山下邦博 

350 
屋外タンクの底板腐食、溶

接割れの事例研究 

板倉文男（川

崎市消防局）

351 
石油タンク火災の底部発泡

による消火（展望） 
中久喜厚 

352 
煙による生理的影響及び有

毒性について 

アインホーン

（米国ユタ大

学） 

353 
石油タンク火災に対する底

部泡放出による消火実験 

木口 始（市

原 市 消 防 本

部） 

354 
超高圧消防車の開発につい

て 

小 川 平 太 郎

（京都市消防

局） 

355 
燃焼器具の使用による室内

空気の汚染について 

木内孝文（東

京消防庁） 

356 

ニューパワー付ホース延長

自動巻取装置付ホースカー

の開発について 

山田弘明（藤

沢 市 消 防 本

部） 

357 
燃焼・熱分解生成物につい

て 
守川時生 

358 
ファイヤーパイプの考案に

ついて 

須永 實（戸

田 市 消 防 本

部） 

359 
自動車用消火器の考案改良

について 

清水康男（狭

北地区消防組

合消防本部）

他 1 名 

360 
除草剤と殺虫剤の混合出火

危険について 

関谷義文（名

古 屋 市 消 防

局） 

■第 25 回 昭和 52 年度 1977.10.24～10.25 

361 
消防研究所における 近の

研究概況 
渡辺彰夫 

362 
大震火災対策の総合化につ

いて 

堀内三郎（京

都大） 

363 
欧米における防災の実状に

ついて 

次 郎 丸 誠 男

（消防庁） 

364 
酒田大火の教訓と現況につ

いて 

佐藤彌市（酒

田地区消防組

合消防本部）

365 急速炎上の類型的考察 
沖林仁郎（呉

市消防局） 

366 

スチレンの熱重合による貯

蔵タンクの破損事故原因の

研究 

信時孝次（倉

敷市消防局）

367 ロープ渡過器について 
酒巻龍次（熊

谷地区消防組

合消防本部）

368 
地震対策用消防車等の開発

について 

増田三郎（市

川 市 消 防 本

部） 

369 
小型耐震用濾過機の考案に

ついて 

鈴木 貢（海

老名市消防本

部） 

370 
消防用流量計の研究開発に

ついて 
平賀俊哉 

 題名 発表者名 

371 静電消煙機の開発について 
斎藤正巳（東

京消防庁） 

372
ビル火災における加圧排煙

効果に関する研究 

斎藤好宏（名

古 屋 市 消 防

局） 

373 配線器具の火災危険 糸谷成章 

■第 26 回 昭和 53 年度 1978.10.19～10.20 

374 宮城県沖地震とその教訓 
矢 筈 野 義 郎

（消防庁） 

375
火災感知・スプリンクラ設

備の現状 
渡辺彰夫 

376 避難器具の現状 島崎幸三 

377
石油火災における燃焼速度

と放射熱について 
湯本太郎 

378
消防隊員に対する一酸化炭

素の影響について 

川田丈昭（東

京消防庁） 

379
ふろがま火災の防止に関す

る研究 

鈴木哲夫（名

古 屋 市 消 防

局） 

380
救急統計のコンピューター

化について 

島田耕一（大

阪府消防防災

課） 

381
梯子先端粉末式消火装置の

開発について 

増田三郎（市

川市消防局）

382 特殊防火衣の開発について 
赤荻 勇（東

京消防庁） 

383 タンク構造材劣化の実態 亀井浅道 

384 空中消火技術開発の近況 笠原保信 

385 可燃性液体の蒸気爆発 橘 房夫 

386 ブラジルビル火災の記録 橘 房夫 

■第 27 回 昭和 54 年度 1979.10.16～10.17 

387
呼吸保護具に関する問題点

について 

鵜飼 恒（東

京消防庁） 

388 放射線事故（火災）と対策 島田裕久 

389 酸欠現象と酸素欠乏症 
山口 裕（昭

和 大 学 医 学

部） 

390
木造住宅（2×4）実大火災

実験報告について 

北坂達明（東

京消防庁） 

391
東海地震による被害想定の

手法について 

渡辺定弘（静

岡県） 

392

石油タンク建設地盤におけ

る液状化現象の検討につい

て 

宮村 哲（静

岡県） 

393
地下水利用による消防水利

の開発について 

中村紀雄（東

京消防庁） 

394
消火器の粉末詰替え装置の

研究開発 

平田勝久（名

古 屋 市 消 防

局） 

395 消火原液吸入装置 
斉藤桂介（飯

田鼎上郷消防

組合） 

396
浄水機搭載水そう車の開発

について 

増田三郎（市

川市消防局）
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 題名 発表者名 

397 
救急車積載用冷凍庫の改良

について 

増田三郎（市

川市消防局）

398 
スタンドパイプの改良につ

いて 

奥田三郎（京

都市消防局）

399 
団地火災用軽量折りたたみ

梯子について 

西川博次（堺

市高石市消防

組 合 消 防 本

部） 

400 

各種救助器具の開発と問題

点 i）エアーマット、ii）救

命索発射機 

島 光男（東

京消防庁） 

401 
通話装置付検索ロープにつ

いて 

荒川良二（東

京消防庁） 

402 救命索発射機の試作 高橋 哲 

403 遮煙幕の実験結果について 
上島重雄（京

都市消防局）

404 
水島石油コンビナートの静

電気事故事例 

信時孝次（倉

敷市消防局）

405 

静電気火災事例の概要 －

ポリ容器にガソリン移し替

え中の事故－ 

塚本晴一（佐

倉市外二町消

防組合） 

406 

石油系液体積込作業時のロ

ーリーおよびタンカーの静

電気火災事例 

川崎正士 

407 
小径配管折損による火災事

故事例 

吉田末男（川

崎市消防局）

408 発電用ボイラーの爆発火災 
五 十 嵐 道 雄

（横浜市消防

局） 

409 
ファイヤーボールの危険性

評価と事例分析 
長谷川和俊 

410 
大規模ビルにおける電気室

火災の問題点とその対策 

松本正義（神

戸市消防局）

411 電気こたつの出火について 糸谷成章 

412 
火災調査手順の図式化につ

いて 

伊藤 健（名

古 屋 市 消 防

局） 

413 
大阪府における消防情報処

理の現状と問題点 

島田耕一（大

阪府） 

■第 28 回 昭和 55 年度 1980.10.30～10.31 

414 地震予知と防災 

萩原尊禮（東

京大学名誉教

授 / 地 震 予 知

連会長） 

415 
窓ガラスの破壊及び飛散実

験結果について 

島 光男（東

京消防庁） 

416 
ふとん乾燥機の出火危険に

ついて 

早川清之（名

古 屋 市 消 防

局） 

417 
ガス漏れ検知警報器につい

て（解説） 
佐藤公雄 

418 
応急用ワンタッチ式包帯の

考案について 

淺川 精（峡

北地区消防組

合） 

419 静岡駅前ゴールデン街ガス 長田克俊（静

 題名 発表者名 

爆発事故について 岡 市 消 防 本

部） 

420
ファイヤーボールに関する

野外実験 
長谷川和俊 

421
合成界面活性剤消火薬剤に

よる容器の腐食性について 

金成直枝（い

わき市消防本

部）他 1 名 

422
地震対策用小型動力ポンプ

積載装甲車の開発について 

増田三郎（市

川市消防局）

423
流量制ぎょによる泡混合装

置について 

畠山富一（東

京消防庁） 

424
超高圧噴霧による消煙実験

について 

上島重雄（京

都市消防局）

425
自動火災報知設備の非火災

報の実状紹介 

大村隆是（浜

松 市 消 防 本

部） 

426
自動火災報知設備・非火災

報の実状 

平野清一（前

橋 市 消 防 本

部） 

427
自動火災報知設備の非火災

報の調査について 

曽田松示（東

京消防庁） 

428
火災報知設備における非火

災報の発生とその対策 

三山 醇（上

智大学） 

429
簡易型火災警報器の非火災

報実験について 

生田目忍（東

京消防庁） 

430 風師火災模型実験 
吉田邦男（北

九 州 市 消 防

局） 

431
密閉室内の燃焼性状と窒息

消火実験について 

鳥井四郎（東

京消防庁） 

432

雑草火災実験結果報告 －

雑草と建築物の安全限界距

離について- 

清水信一（横

浜市消防局）

433
佐賀関大規模火災実験（映

画） 
山下邦博 

434
大地震火災時における大阪

市消防局の警防対策 

国本篤弘（大

阪市消防局）

435
自主防災組織の育成とその

指導のあり方について 

佐 々 木 喜 衛

（仙台市消防

局） 

436
六都県市合同防災訓練を終

えて 

千脇 勤（千

葉市消防局）

437
石油タンクの腐食の実態と

その傾向 

板倉文男（川

崎市消防局）

438
屋外タンクの破損に伴う油

流出事故について 

石原佳典（横

浜市消防局）

439
屋外タンクの使用状況によ

る腐食傾向について 

早川 歩（堺

市高石市消防

組 合 消 防 本

部） 

440
石油タンクの腐食の実態に

ついて 

信時孝次（倉

敷市消防局）

■第 29 回 昭和 56 年度 1981.10.13～10.14 

441 火災時の行動と群集心理 
安倍北夫（東

京外国語大）
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 題名 発表者名 

442 

川治プリンスホテル火災に

おける宿泊客の避難行動に

ついて 

渡部勇市、神

忠 久 、 関 沢

愛 

443 
天ぷら油火災の消火法につ

いて 

鈴木哲夫（名

古 屋 市 消 防

局） 

444 
ガスの付臭剤の地中での挙

動について 

高橋 太（東

京消防庁） 

445 薬品倉庫火災について 
早川和夫（大

阪 市 消 防 本

部） 

446 

川崎コンビナートで発生し

た事故の原因と対策（昭和

55 年度） 

柳下慶治（川

崎市消防局）

447 
地下式消火栓枠の着色コン

クリート考案について 

藤 本 久 仁 彦

（飯田地区広

域消防組合）

448 消防用機器規格の国際化 山鹿修蔵 

449 
チタン合金製軽量かぎ付は

しごの開発について 

正村 厚（東

京消防庁） 

450 
デｲ－ゼルエンヂン搭載救

急車の開発について 

増田三郎（市

川市消防局）

451 
ポンプ車用無線式筒先連絡

装置の開発について 

小竹 正（東

京消防庁） 

452 
粉末消火薬剤の固化の諸要

因について 

大森 勲（日

本消防検定協

会） 

453 建物火災と避難 
高橋 太（東

京消防庁）他 2
名 

454 
高層ビル・ダクト火災にお

ける避難状況調査 

水口寛也（福

岡市消防局）

455 

バルコニーよりの垂直避難

器具の設置に関する調査研

究 

小萩篤朗（大

阪市消防局）

456 
消防的見地から見た避難階

段について 

村上正彦（神

戸市消防局）

457 
江田島町林野火災の消火活

動と課題について 

小澤晨人（江

能広域消防本

部） 

458 山火事と空中消火 
千葉知行（岩

手県企業局）

459 神戸消防の林野火災対策 
栗本主税（神

戸市消防局）

460 
林野火災に関する研究と問

題点について 
笠原保信 

461 
木材の燃焼生成ガスの分析

と測量 

古家泰三（大

阪市消防局）

462 
実火災における建物内部の

煙ガス流動について 

鳥井四郎（東

京消防庁） 

463 

各種高分子物質から発生す

る燃焼生成ガスの危険性評

価 

箭内英治 

464 地下備蓄に関する映画上映 細野義純 

465 
原油の洋上備蓄の現況（ス

ライド上映） 
高橋 哲 

 題名 発表者名 

466
洋上石油備蓄と COM 貯蔵

システムについて 

中久喜厚（危

険物保安技術

協会） 

467
地中タンク建設計画にかか

る諸問題と対応 

皆木幸生（倉

敷市消防局）

468
近行ったいくつかの実験

と結果の解釈 
細野義純 

■第 30 回 昭和 57 年度 1982.10.28～10.29 

469
世界の石油類貯蔵タンクの

爆発・火災事例 
長谷川和俊 

470
タンク上部の部分燃焼にお

ける石油の燃焼性状 
湯本太郎 

471 可燃性ガスの拡散性状 佐藤公雄 

472
産業用ロボットの現状と将

来 

松田新市（日

本ロボットリ

ー ス 株 式 会

社） 

473
100kl タンクに流入する帯電

油で生ずる油面電位の挙動 
川崎正士 

474
圧密試験についての二、三

の問題 
細野義純 

475
石油タンク構造材料の疲労

強さ 
亀井浅道 

476
有機概念図による消防危険

物等の性状判定について 

原 大作（名

古 屋 市 消 防

局） 

477

消火栓の凍結防止 －断熱

材の効果的敷設方法の検討

－ 

平賀俊哉 

478
防災資材集中管理システム

について 

小川又次（福

岡市消防局）

479
近の水溶性液体使用泡消

火剤について 
星野 誠 

480 固体火災の消火機構 高橋 哲 

481
高分子材料の防炎とハロゲ

ンの作用 
斎藤 直 

482
火災有毒ガス発生の燃焼条

件による影響 
守川時生 

483
可燃性断熱材を用いた放射

性物質輸送容器の耐火性 
島田裕久 

484
水幕と樹木の延焼防止効果

について 
山下邦博 

485

〔研究の展望〕リアルタイ

ム・シミュレーション防災

システム 

橘 房夫 

486 林野火災と湿度 
佐々木弘明、

笹原邦夫 

487
草地火災の延焼性状につい

て 

笹原邦夫、金

田節夫、佐々

木弘明、笠原

保信 

488
赤外線を利用した上空から

の火炎確認について 
笹原邦夫 
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 題名 発表者名 

489 

フィールド・モデルによる

室内火災気流の流動性状に

関する計算例 

佐藤晃由 

490 

超高層建物火災の避難誘導

について－居住者の避難行

動アンケート調査結果－ 

中尾 勇（大

阪市消防局）

他 3 名 

491 

平塚市の「地震警戒宣言」

誤放送に関するアンケート

調査報告－町内会・自治会

における対応について－ 

関澤 愛、細

野義純 

492 

ヘリコプターからの音声に

よる避難誘導について（数

字・言葉等の地上での了解

度に関する研究） 

渡部勇市、神

忠久 

493 
炎感知器の感知特性につい

て 
竹元昭夫 

494 

煙の中での心の動揺度に関

する研究－煙の中での思考

力および記憶力の低下－ 

神 忠久 

■第 31 回 昭和 58 年度 1982.10.28～10.29 

495 
光ファイバ通信の現状と将

来 

橋本国生（日

本電信電話公

社） 

496 石油タンクの防災について 糸谷成章 

497 
救急用生体情報の測定器に

ついて 

森田吉保（東

京消防庁） 

498 
火災現場における低沸鉱物

油の簡易鑑別について 

益子賢蔵（茨

城県立消防学

校） 

499 
各種泡消火薬の消火性能比

較実験結果について 

島 光男（東

京消防庁） 

500 
低温域における泡性状につ

いて 

平沢正己（東

京消防庁） 

501 
テレビアンテナ端子板から

の出火事例について 

中野耕次（京

都市消防局）

502 

地下式消火栓危険防止及び

応用可撓型スタンドパイプ

の考案 

猪野則人（相

生 市 消 防 本

部）他 1 名 

503 
消防活動用資機材安全性の

向上について 

平田勝久（名

古 屋 市 消 防

局） 

504 
防火衣の熱特性と今後の課

題 

平田欣也（横

浜市消防局）

他 1 名 

505 
日本海中部地震と石油タン

ク 
亀井浅道 

506 消火器による火勢抑制法 
山川重雄（東

京消防庁） 

507 

スプリンクラーヘッドの汚

れとその作動への影響につ

いて 

松江鉄夫（日

本消防検定協

会） 

508 

昭和 58 年 4 月 27 日の同時

多発林野火災の延焼特性に

ついて 

山下邦博、金

田節夫 

 題名 発表者名 

■第 32 回 昭和 59 年度 1984.11.6～11.7 

509 近の放火事件について 
近藤一歳（警

視庁） 

510
風水害の発生規模とマスメ

デｲアについて 
細野義純 

511

無反動式 D ライトノズル及

び山林用ノズルの考案につ

いて 

猪野則人（相

生 市 消 防 本

部）他 1 名 

512
水圧式連結はしごの開発に

ついて 

磯部正明（神

奈川県消防開

発センター）

他 5 名 

513
電気冷蔵庫からの出火につ

いて 

伊藤 実（藤

代 町 消 防 本

部） 

514

過酸化水素水が原因と考え

られる火災の鑑識事例につ

いて 

中島隆興（京

都市消防局）

515
耐火造二階建片廊下形式建

物火災実験 

千葉 博（東

京消防庁） 

516

耐火造中層共同住宅火災実

験について －上階への延

焼について－ 

辻 英機（東

京消防庁） 

517

ボイルオーバーの発生機構

に関する研究（高温層形成

の挙動） 

神楽所弘（堺

市高石市消防

組 合 消 防 本

部）、長谷川和

俊 

518
特定屋外貯蔵タンクの開放

検査結果について 

川崎栄治（山

口県消防防災

課） 

519
地震時における消防力運用

の 適化について 

関澤 愛、寒

河 江 幸 平 、

佐々木弘明 

520 消火器の消火特性について 佐藤公雄 

521

煙式感知器の性能追跡調査 

－煙式感知器と汚れの影響

－ 

薗田義信（日

本消防検定協

会） 

522
消泡剤添加水による消火用

泡の消泡効果について 

宇 佐 美 典 尚

（名古屋市消

防局） 

523

石油コンビナート地域にお

ける事故発生状況とその原

因について 

山本敏正（山

口県消防防災

課） 

524
じゅうたん等の防炎性能簡

易試験法について 
箭内英治 

525
熱環境下における消防隊員

の生理変化について 

野尻忠弘（東

京消防庁） 

526
音響及び音声による避難誘

導の活性化に関する研究 
神 忠久 

■第 33 回 昭和 60 年度 1985.10.31～11.1 

527
脳死概説（医学的に「死」

の判定をどう考えるか） 

竹内一夫（杏

林大） 

528 厨房ダクトの出火危険につ 佐藤博道（東
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 題名 発表者名 

いて 京消防庁） 

529 
核燃料及び放射性物質の安

全輸送について 
島田裕久 

530 
地震による石油タンクのス

ロッシングについて 
吉原 浩 

531 
消火訓練用立体火災モデル

の製作について 

斉藤好宏（名

古 屋 市 消 防

局） 

532 

各種の換気条件における可

燃性蒸気の濃度分布と流動

について 

大同通夫（京

都市消防局）

533 
大阪市における天ぷら油火

災の実態とその対策 

川井英和（大

阪市消防局）

他 1 名 

534 
トンネル内火災時における

排煙設備 

岩崎 徹（佐

伯広域消防本

部） 

535 

耐火建物火災実験（上階へ

の煙の拡散、粉末消火器の

火勢抑制効果の観測） 

萩原武雄（成

田 市 消 防 本

部）他 1 名 

536 
排煙実験棟での防油堤火災

実験 
湯本太郎 

537 

事故車からの傷病者救出に

ついて（自動車ガラスの破

壊方法） 

迫村幸嗣（津

久見市消防本

部） 

538 
展張ロープ取付器の考案に

ついて 

沼澤拓雄（神

奈川県消防研

究開発センタ

ー）他 4 名 

539 
新型救助切断器の開発につ

いて 

猪野則人（相

生 市 消 防 本

部）他 1 名 

540 
消防活動の休息時間に関す

る研究について 

丸山勝幸（東

京消防庁） 

541 

イオン化式簡易型火災警報

器の電離室の電流変化につ

いて 

紙野定亮（枚

方寝屋川消防

組 合 消 防 本

部） 

542 
訓練用の消火器における事

故防止について 

松江鉄夫（日

本消防検定協

会） 

543 
引火点測定上の問題点と

近の引火点測定方法 

長谷川和俊、

平田正信（堺

市高石市消防

組 合 消 防 本

部） 

■第 34 回 昭和 61 年度 1986.10.23～10.24 

544 信じられない事故の発生 

黒田 勲（日

本航空株式会

社運行本部長

付特別講師）

545 

近の火災事例にみる煙の

問題 －伊豆の旅館火災に

鑑みて－ 

山田常圭 

546 
日航機墜落事故と消防機関

の活動について 

唐澤太市（群

馬県消防防災

課） 

 題名 発表者名 

547
国内消防機関における消防

防災研究の現状について 
佐々木弘明 

548
岩盤タンクの安全性につい

て 

廣田文弘（危

険物保安技術

協会） 

549
メゾネット型式住宅火災実

験 

小林幹男（東

京消防庁） 

550
高圧架空電線の断線事例と

断線実験結果 

大滝弘年（京

都市消防局）

551

警報ベル作動後の行動可能

時間等に関する測定結果に

ついて 

石川高満（東

京消防庁） 

552

近大阪市で発生した死者

の伴った火災事例分析と再

現実験結果について 

古家泰三（大

阪市消防局）

他 1 名 

553
半実大室火災実験における

有毒ガスの発生 

守川時生、箭

内英治 

554

はしご自動車の強度につい

て（はしご自動車検討委員

会） 

山田 實、落

合 勇（日本

消 防 検 定 協

会）、亀井浅道

555

液体燃料火災に対する各種

泡消火剤の併用時における

消火性能について 

林 幸司、星

野 誠 

556

フレキシブル管を活用した

真空発泡ノズルの考案につ

いて 

猪野則人（相

生 市 消 防 本

部） 

557 通話検索ロープの開発 
宇 佐 美 典 尚

（名古屋市消

防局） 

558
KS ベットの開発及び救急車

の振動テスト結果について 

熊田晃久（神

戸市消防局）

559
荷物締機を改良したホース

締機の考案について 

志茂敏正（相

生 市 消 防 本

部） 

560
消防隊員用緊急警報器の試

作について 

津田祐孝（横

浜市消防局）

561
水の消火作用について －

主として木材火災の場合－ 
高橋 哲 

■第 35 回 昭和 62 年度 1987.10.8～10.9 

562 老いの時代を考える 
一番ヶ瀬康子

（ 日 本 女 子

大） 

563
米国における 近の防火事

情と火災研究 
関澤 愛 

564

静電気用アース棒が地下埋

設管の腐食に関与する影響

について 

東野郁夫（堺

市高石市消防

組 合 消 防 本

部） 

565

内面にコーテｲングを施工

した屋外貯蔵タンクの検査

方法等に関する調査検討結

果の概要 

北出正俊（危

険物保安技術

協会） 
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 題名 発表者名 

566 
煙感知器に係る木材のくん

焼火災実験結果について 

金浜 喬（日

本消防検定協

会）他 1 名、

谷 和明（日

本火災報知器

工業会） 

567 
漏電火災警報器に係る電磁

波障害の実験報告 

池谷彰夫（日

本漏電火災警

報器工業会）、

大場延男（日

本消防検定協

会）他 1 名 

568 

住宅火災遭遇時の行動心理

に関するアンケート調査に

ついて 

正木 豊（東

京消防庁） 

569 
山林火災用ホース延長媒介

金具の考案について 

吉田保典（輯

南消防事務組

合消防本部）

570 
喉頭蓋声門付近の観察資器

材についての今後の課題 

猪野則人（相

生 市 消 防 本

部） 

571 
早期津波情報自動検出シス

テムの開発 

座間信作、吉

原 浩 

572 
火災におけるガス毒性に関

する再現実験結果について 

清水栄信（東

京消防庁） 

573 

火災による死者（特に煙に

よる）における一酸化炭素

の役割について 

古家泰三（大

阪市消防局）

574 

ネックレスの介在によるフ

ァンヒーターの異常燃焼に

ついて 

板谷誠一（京

都市消防局）

575 
ナフタリン酸化反応設備の

爆発事故 

辻本典雄（川

崎市消防局）

576 
ハロン 1301 の消火性能確認

実験 

柴田靖史（名

古 屋 市 消 防

局）他 1 名、

吉野耕造（深

田工業株式会

社） 

577 
消火薬剤による消火効果に

ついて 

津田祐考（横

浜市消防局）

578 静電気火災防止対策の基本 川崎正士 

579 

火災感知器の適材適所設置

による非火災報対策の効果

について 

田中龍平（能

美防災工業株

式会社） 

580 
自動火災報知設備の非火災

報対策についての事例報告 

西本 修（仙

台市消防局）

581 

自動火災報知設備の非火災

報防止対策の効果の確認調

査について 

高橋信一（東

京消防庁） 

582 
近未来の火災感知技術につ

いて 
河関大祐 

583 
上田市林野火災の消火活動

等の概要と課題について 

宮下正一（上

小地域広域行

政事務組合消

防本部） 

584 林野火災の出火・飛火危険 山下邦博 

 題名 発表者名 

について 

585

ヘリコプターの利用による

広域応援活動について（林

野火災応援活動と教訓等） 

小室 悧（東

京消防庁） 

586
林野火災用の機械器具につ

いて 

平賀俊哉、金

田節夫 

■第 36 回 昭和 63 年度 1988.10.27～10.28 

587 異常気象 
朝倉 正（日

本気象協会）

588

フラッシュオーバーに関す

る研究（小規模な模型燃焼

室による実験） 

鈴 木 唯 一 郎

（ 東 京 消 防

庁） 

589
天ぷら油火災の局所防火に

ついて 

安藤 宥（川

崎市消防局）

590

区画内火災における二酸化

炭素（ガス）による消火効

果についての一考察 

近藤 馨（横

浜市消防局）

他 1 名 

591
ロサンゼルス市の超高層ビ

ル火災について 
関澤 愛 

592
林野火災消火用資機材の改

良・開発について 

荒川良二（東

京消防庁） 

593 可変型定圧金具の開発 
須藤利成（名

古 屋 市 消 防

局） 

594
太陽電池の多目的な実験に

ついて 

猪野則人（相

生 市 消 防 本

部） 

595
ホース延長車用動力台車に

ついて 

山田 實、亀

井浅道、吉岡

政行（森田ポ

ン プ 株 式 会

社）他 1 名 

596

粒界応力腐食割れと EPR 法

による再活性化率との相関

性について 

西浦教之（堺

市高石市消防

組合） 

597
再生ゴムの自然発火につい

て 

村上則明（京

都市消防局）

598
タンクローリーの火災実験

結果について 

森本忠孝（北

九 州 市 消 防

局） 

599
石油移送時の実大規模タン

ク内部での静電気現象 
松原美之 

600
火災による死者発生要因と

マウス実験 

古家泰三（大

阪市消防局）

他 1 名 

601
救急車配置の 適化に関す

る研究 

山瀬敏郎（消

防科学総合セ

ンター） 

602 防火衣の防熱性能について 渡部勇市 

603 危険物の見直しの概要 
梅原 直（消

防庁） 

604 危険物の判定試験方法（I） 長谷川和俊 

605

危険物の判定試験方法（II）

－危険物第 2 類、第 3 類の

試験法－ 

湯本太郎 
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 題名 発表者名 

■第 37 回 平成元年度 1989.10.26～10.27 

606 こころの健康 
山田和夫（東

京大） 

607 

全自動洗濯機の洗剤過多に

よるモーター・ロックの可

能性について 

丸井丈夫（京

都市消防局）

608 天ぷら油火災の性状と実態 
松本靖夫（神

戸市消防局）

609 
コンクリートによるマクロ

セル腐食に関する研究 

今出隆之（堺

市高石市消防

組合） 

610 

危険物保安技術協会が審査

を行った屋外タンクの補修

状況について 

森 源二（危

険物保安技術

協会） 

611 
地下空間の流動気流と煙の

伝播について 

小幡正廣（大

阪市消防局）

他 1 名 

612 
濃煙や熱気内で活動する消

防隊員の労働負担について 

正木 豊（東

京消防庁） 

613 

消防隊員用ヘルメット超短

波無線受令装置の開発につ

いて 

溝上 武（市

川市消防局）

614 
酸素吸引器及び心肺蘇生法

（CPR）普及啓発器具 

猪野則人（相

生 市 消 防 本

部） 

615 
救急車内ワンタッチ消毒装

置の開発について 

海保重之（市

川市消防局）

616 雪上動力ホース延長車 

亀井浅道、山

田 實、天野

久徳、吉岡政

行（森田ポン

プ株式会社）

他 2 名 

617 
CO－UV センサーによる火

災感知方式について 

木村忠勝（名

古 屋 市 消 防

局） 

618 炎センサーの活用研究 
坂田 功（所

沢 市 消 防 本

部） 

619 
横浜市消防局における地震

観測について 

金西 猛（横

浜市消防局）

他 1 名 

620 
高度防炎性能の試験方法に

ついて 
斎藤 直 

621 
火災現場における燃焼生成

ガスの採取結果について 

武田松男（東

京消防庁） 

622 
住宅における死者の発生環

境と生理学的考察 

高橋 太（東

京消防庁）他 1
名 

623 
携帯発電機排気ガスの安全

対策について考察 

高田 登（大

阪市消防局）

他 2 名 

624 原油の燃焼性状について 古積 博 

625 
プラスチックの燃焼による

有毒ガス 
守川時生 

626 
コンピュータ機器の燃焼実

験について 

高橋 太（東

京消防庁） 

 題名 発表者名 

627 プラスチック火災と消火 高橋 哲 

628 倉庫火災の事例紹介 
安藤章司（川

口 市 消 防 本

部） 

■第 38 回 平成 2 年度 1990.10.4～10.5 

629 放火の心理 
中田 修（東

京医科歯科大

学名誉教授）

630

消防ポンプ車の流量遠隔自

動制御システムの開発につ

いて 

宮島敏光（東

京消防庁） 

631
試作透湿防火衣の性能試験

結果について 

池田和彦（横

浜市消防局）

632
消防用設備等の音声案内装

置の取り付けについて 

内 藤 賢 一 郎

（横須賀市消

防本部） 

633 吸水性ゲル水のうの開発 
桜井高清（東

京消防庁） 

634
サーモスタットの不作動に

ついての考察 

村上則明（京

都市消防局）

635
直接雷によるトラックの焼

損事故について 

河崎 博（金

沢 市 消 防 本

部） 

636
三種類のセンサー群による

火災性状把握 

河関大祐、佐

藤晃由、竹元

昭夫 

637 新弘紡績火災の概要 
寺田忠彦（泉

南 市 消 防 本

部） 

638
アルミニウム再生副産物の

自然発火について 

高井 悟（名

古 屋 市 消 防

局） 

639

危険物保安技術協会が審査

を行った屋外タンクの補修

状況について 

田島邦久（危

険物保安技術

協会） 

640
パソコンを利用した林野火

災の拡大予測について 

山下邦博、稲

垣 実、田村

裕之 

641
ひとり暮らし老人アンケー

ト調査結果 

山田卓巳（朝

来郡広域消防

本部） 

642 ドクターカーの運用実態 
小野治良（松

本 市 消 防 本

部） 

643
火災室から上階室に流入す

る有毒ガスとその毒性 

守川時生、箭

内英治 

644
消防ポンプ自動運転付加装

置の開発 

平賀俊哉、金

田 節 夫 、 林

幸司 

645 消研 21 型三連はしごの開発 
山田 實、亀

井浅道 

646
空気呼吸器の軽量化につい

て 

国本由人（東

京消防庁） 

647 石油生産施設防災ロボット 

宮武利弘（極

限作業ロボッ

ト技術研究組

合） 
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 題名 発表者名 

■第 39 回 平成 3 年度 1991.10.22～10.23 

648 災害と事故の心理 
廣井 脩（東

京大） 

649 

高温・高湿度環境下で活動

する消防隊員の水分補給に

関する研究結果について 

正木 豊（東

京消防庁） 

650 

第一類危険物を 40％含有す

る洗剤のコンテナ内大量集

積による出火事例 

竹本修明（大

阪府立消防学

校）他 1 名 

651 
粉体食品の発火について

（ココアと黄粉） 

高井 悟（名

古 屋 市 消 防

局） 

652 
電気ストーブの出火延焼危

険 

栗岡由樹（神

戸市消防局）

653 
壁面走行ロボットの調査研

究について 

伊藤好夫（横

浜市消防局）

654 
消防用ゴンドラ（高所消防

活動装置）の開発について 

加藤和利（東

京消防庁） 

655 基本型自動架梯装置の開発 
山田 實、亀

井浅道、天野

久徳 

656 
ライオン（株）千葉工場の

爆発火災概要 

志賀裕之（市

原市消防局）

657 
日立市で発生した林野火災

について 

片岡勝男（日

立 市 消 防 本

部） 

658 
東京シューズ流通センター

倉庫火災の概要について 

押切義勝（東

京消防庁） 

659 
エレクトロ・ルミネッセン

スランプの活用について 

坂田 功（所

沢 市 消 防 本

部） 

660 
空気管の腐食原因とその対

策及び効果について 

井 上 喜 久 雄

（京都市消防

局） 

661 
二酸化炭素を検出する要救

助者探査装置 
高橋 哲 

662 
住宅防火対策の推進につい

て 

木原正則（消

防庁予防課）

663 住宅火災と防災機器 佐藤公雄 

664 
防炎物品等の使用と住宅防

火 
斎藤 直 

665 住宅用火災感知システム 佐藤晃由 

666 住宅用自動消火装置の開発 笹原邦夫 

■第 40 回 平成 4 年度 1992.10.8～10.9 

667 仮想現実技術の応用と展望 
月尾嘉男（東

京 大 学 工 学

部） 

668 
消防機械の開発・研究の現

状と問題点 
亀井浅道 

669 
消防用積載はしごの軽量化

について 

矢ヶ崎孝（東

京消防庁） 

670 
電動走行ストレッチャーの

改良開発について 

高橋文夫（市

川市消防局）

他 1 名 

 題名 発表者名 

671

路側通信波（交通情報波）

を利用した緊急車輌接近通

報システムに関する研究 

木村忠勝（名

古屋市消防局

消防学校） 

672
スプリンクラー設備の自動

止水装置に関する研究 

意真敏明（名

古 屋 市 消 防

局） 

673

高温環境下における身体冷

却効果に関する研究結果に

ついて 

谷口真二（東

京消防庁） 

674

消防機器の維持管理の現状

と故障・損傷事例から見た

問題点 

小野田晃（東

京消防庁） 

675 危険物災害の実態と今後 長谷川和俊 

676
アスファルトタンク爆発火

災事故の原因について 

信時孝次（倉

敷市消防局）

677

ライオン（株）千葉工場メ

タノール精留塔爆発火災事

故の原因について 

新井照雄（市

原市消防局）

678

危険物第 5 類の圧力容器試

験における問題点の究明に

ついて 

松原常夫（東

京消防庁）他 1
名 

679 危険物事故統計 
吉村 修（消

防庁危険物規

制課） 

680
日本初の車輌動態位置管理

システムと司令運用 

桝田載昭（北

九 州 市 消 防

局） 

681

高齢化社会に対応する情報

処理と消防司令管制システ

ムについて 

北村嘉孝（京

都市消防局）

682
救急医療情報システムにつ

いて 

大 久 保 憲 一

（ 東 京 消 防

庁） 

683
松本市における消防情報シ

ステムの構築について 

大野利和（松

本 市 消 防 本

部） 

684
消防・救急無線の高度化に

ついて 

日暮研二（東

京消防庁） 

685 県民防火意識調査結果 
川崎栄治（山

口県総務部）

686

地震発生直後の災害情報の

早期収集の意義とその課題

－草の根情報収集体制の構

築を！－ 

関澤 愛 

■第 41 回 平成 5 年度 1993.10.7～10.8 

687
安全と何か、ある逆説の発

想 

秋田一雄（東

京大学名誉教

授） 

688
4WD 型高規格救急自動車

（札消式）の開発について 

湯浅 洋（札

幌市消防局）

689 伸縮型救急担架の開発 

加藤勇次（神

奈川県消防研

究開発センタ

ー）他 1 名 

690 ロールイン型ストレッチャ
増渕康祥（神

奈川県消防研
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 題名 発表者名 

ーの改良開発 究開発センタ

ー）他 2 名 

691 
無線機直結型空気呼吸器面

体伝声装置の開発について 

佐藤佳幸（札

幌市消防局）

692 

壁面昇降ロボット（レスキ

ュークライマー）開発結果

について 

吉田義実（東

京消防庁） 

693 

開発途上の「コンピュータ

制御消防ポンプ」の操作と

その機能について 

平賀俊哉、金

田節夫、愛沼

政雄（トーハ

ツ株式会社）

他 3 名、高山

匡仙（石川島

芝浦機械株式

会社）他 2 名、

長島隆夫（富

士ロビン株式

会社）他 2 名

694 
地下施設火災における煙対

策に関する研究 

稲村武敏（東

京消防庁） 

695 
避難行動に関する研究につ

いて 

飯田 稔（東

京消防庁） 

696 
遠隔操縦無人飛行船の消防

活動への活用方策 

伊藤好夫（横

浜市消防局）

697 
乗用車の燃料系統からの火

災発生過程 

岩澤昭一（東

京消防庁）他 1
名 

698 
プッシュ式ガステーブルの

焼損後の使用立証について 

本田弘夫（東

京消防庁）他 1
名 

699 
電子レンジの使用による食

品の出火について 

松本靖夫（神

戸市消防局）

他 2 名 

700 
住宅火災の実験結果につい

て 

石原敬之（京

都市消防局）

701 防火衣の開発について 
川崎修治（東

京消防庁） 

702 
救助用ロープの保護材の開

発 

中村 操（神

奈川県消防研

究開発センタ

ー）他 2 名 

703 
消防長靴に求める諸機能に

ついて 

長谷川聡（名

古 屋 市 消 防

局） 

704 
火災警報システムに係わる

近の諸方策 

木原正則（消

防庁予防課）

705 
福岡ドームの火災覚知・消

火システム 

家中一夫（福

岡市消防局）

706 

インテリジェント防災シス

テム －ここがインテリジ

ェント－ 

曽 根 原 勇 夫

（日本火災報

知器工業会）

707 
大規模建築物における自動

火災報知システム 

鳴澤英司（能

美防災株式会

社） 

708 火災性状把握システム 

田村裕之、佐

藤晃由、河関

大祐、細川直

史、栗尾 孝

 題名 発表者名 

（松下電工）

他 5 名 

■第 42 回 平成 6 年度 1994.10.20～10.21 

709
H2 ロケット 1 号機の打ち上

げ 

五代富文（宇

宙 開 発 事 業

団） 

710
吸管のねじれ解放器具の開

発 

吉田俊明（神

奈川県消防研

究開発センタ

ー）他 1 名 

711 ホース巻取機の開発 

小嶋陽一（神

奈川県消防研

究開発センタ

ー）他 1 名 

712
地震による石油ストーブの

挙動に関する研究について 

板谷誠一（京

都市消防局）

713
床暖房からの出火事故事例

について 

斎藤禎昭（横

浜市消防局）

714
差込みプラグ両刃間のトラ

ッキング現象について 

多々良清一郎

（ 東 京 消 防

庁）他 1 名 

715
熱分解装置を用いた GC-MS

分析による鑑定について 

堤 正規（川

崎市消防局）

716
落球式打撃感度試験につい

ての一考察 

河合晴夫（名

古 屋 市 消 防

局） 

717

重イオン線型加速器を用い

た散乱分析によるガステー

ブルの使用立証について 

本田弘夫（東

京消防庁）他 2
名、矢野倉実

（理化研）、荒

谷美智（環境

科学技研） 

718
ハロン代替消火剤の消火性

能と毒性の評価 

佐宗祐子、齊

藤  直 、 廖

赤虹、尾川義

雄、井上康史

（コーアツ株

式会社） 

719
年代層別避難行動に関する

研究について 

飯田 稔（東

京消防庁） 

720

不織布を使用したガソリン

漏えい時のベーパー拡散抑

止効果について 

鶴見文雄（東

京消防庁） 

721

希釈タイプ中性消火薬剤の

消防隊装備としての活用に

ついて 

松本靖夫（神

戸市消防局）

722
災害現場用手袋の開発に関

する研究について 

鈴木幸之（東

京消防庁） 

723
遠隔自動制御装置付二又分

岐金具の開発について 

米田雅一（東

京消防庁） 

724
多重情報処理車の整備につ

いて 

高橋正則（北

九 州 市 消 防

局） 

725

1993 年釧路沖地震について

（釧路市における被害、消

防活動、情報収集の困難状

宮川 覚（釧

路 市 消 防 本

部） 
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 題名 発表者名 

況） 

726 

災害情報と救援活動 ～北

海道南西沖地震の経験から

～ 

石 川 め ぐ み

（NHK 学校放

送番組部） 

727 
震災対策行政とノースリッ

ジ地震の教訓 

長尾一郎（消

防庁震災対策

指導室） 

728 

静岡県の地震対策（東海地

震への対応、被害想定、問

題点等） 

落合克忠（静

岡県地震対策

課） 

■第 43 回 平成 7 年度 1995.10.19～10.20 

729 阪神・淡路大震災に学ぶ 
室﨑益輝（神

戸大学教授）

730 

阪神・淡路大震災時におけ

る火災の発生状況と初動時

の対応 

関澤 愛 

731 
大震災時の消防活動につい

て 

魚住好司（神

戸市消防局）

732 

緊急避難行動及び避難生活

に関するアンケート調査結

果 

宮野道雄（大

阪市立大学助

教授） 

733 
「地震被害予測システム」

の概要 

大津康祐（東

京消防庁） 

734 
埼玉県の震災対策（阪神・

淡路大震災の教訓から） 

中原良一（埼

玉県消防防災

課） 

735 
ヘリコプターテレビ電送シ

ステムの整備について 

高橋正則（北

九 州 市 消 防

局） 

736 

高齢者に対する災害時の行

動と心理に関するアンケー

ト調査結果 

野口尚子（東

京消防庁） 

737 

阪神・淡路大震災における

石油タンクの座屈変形につ

いて 

山田 實 

738 
ポンプ車の遠隔自動制御装

置の開発について 

矢ヶ崎孝（東

京消防庁） 

739 

屋内活動型消防ロボットに

要求される技術要素につい

て 

袴田智治（名

古 屋 市 消 防

局） 

740 
電動ホースカー・えん木の

改良 

畑中正則（神

奈川県総合防

災センター）

他 3 名 

741 
消防用カイトプレーンの試

作について 

平山 茂（横

浜市消防局）

742 
流出油吸収マットの開発に

ついて 

鶴見文雄（東

京消防庁） 

743 
発泡スチロール製化学畳の

燃焼性状について 

堅田 肇（東

京消防庁） 

744 

火災現場における不燃性の

建築建材による出火箇所の

判定方法について 

北村芳嗣（東

京消防庁） 

 題名 発表者名 

745
負荷配線のない配電函から

の出火について 

吉見雄治（京

都市消防局）

746

消火後の石油ストーブの残

炎による火災調査結果に関

する考察 

佐 々 木 直 人

（ 東 京 消 防

庁）他 1 名 

747
顕微鏡－FTIR を用いた鑑定

について 

笹本和彦（川

崎市消防局）

748
化学工場の爆発事故につい

て 

石原敬之（京

都市消防局）

749
フラッシュオーバーと消防

活動対策について 

武田松男（東

京消防庁） 

■第 44 回 平成 8 年度 1996.10.24～10.25 

750 インターネットと広域防災 

鏑木孝昭（慶

應義塾大学コ

ンソーシアム

VCOM） 

751
統計システムによる火災調

査結果の活用 

中田浩靖（東

京消防庁）他 1
名 

752
火災の発生を予測する研究

について 

小谷勝規（京

都市消防局）

753
地下空間における煙流動特

性に関する研究 

稲村武敏（東

京消防庁） 

754
海水等を利用した大規模消

火システム 

高橋圓司（船

橋市消防局）

755
電熱器具等による出火危険

性について 

松本靖夫（神

戸市消防局）

756

小・中学生に対する災害時

の行動と心理に関するアン

ケート調査結果 

渡橋浩子（東

京消防庁） 

757
簡易型地震被害想定システ

ムの開発 
座間信作 

758

燃焼音による新型火災感知

システムの研究開発につい

て 

大原義雄（東

京消防庁） 

759

標準型スプリンクラーヘッ

ドと流動型スプリンクラー

ヘッドの比較実験について 

鈴木博也（日

本消防検定協

会）他 3 名 

760
携帯式検知管用マルチ真空

吸引器の開発について 

高井 悟（名

古 屋 市 消 防

局） 

761
二重巻きのままホースを延

長する機器の開発について 

秀島智三（北

九 州 市 消 防

局） 

762
地震を感知しプラグを外す

装置の研究開発 

加藤和夫（東

京消防庁） 

763
市民用防火・避難被服の開

発について 

小林幹男（東

京消防庁） 

764
鑑識依頼の変遷と今後につ

いて 

井澤義仁（名

古 屋 市 消 防

局） 

765
表面分析による電線の一

次、二次痕の判定 

佐藤和広（東

京消防庁）他 2
名 

766 ガス栓の安全装置不作動に 森田昌浩（東
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 題名 発表者名 

起因する火災について 京消防庁）他 1
名 

767 
高温溶融体流出に伴う水蒸

気爆発について 

山西敦子（北

九 州 市 消 防

局） 

768 
ラック式自動倉庫火災の出

火原因 

消防研究所自

動倉庫火災出

火原因調査班

■第 45 回 平成 9 年度 1997.10.16～10.17 

769 安全の原点 
上原陽一（東

京理科大学教

授） 

770 
短絡等による発火防止回路

の作成 

沼田 満（神

奈川県総合防

災センター）

他 1 名 

771 
ネオン管を撤去したネオン

管灯設備からの出火事例 

扶 滋 倉 千 明

（名古屋市消

防局） 

772 
レジャー用バッテリーの短

絡による出火事案 

井澤義仁（名

古 屋 市 消 防

局） 

773 
金属の火花等によるガソリ

ンへの着火実験について 

高橋準一（東

京消防庁） 

774 
芯上下式石油ストーブの焼

損後の使用立証 

杉崎倫男（東

京消防庁）他 2
名 

775 
無線電波により誤作動した

石油ストーブ火災について 

佐藤昌幸（東

京消防庁） 

776 
コンセントのトラッキング

火災防止対策 

溝口達夫（大

阪市消防局）

777 水損防止用シートの改良 

山本 勉（神

奈川県総合防

災センター）

他 2 名 

778 
震災対策兼用簡易水槽の研

究開発 

島倉宏明（東

京消防庁） 

779 
フォグガン取付ワンタッチ

式排煙器の開発について 

小林 浩（市

川市消防局）

780 
自在型無死角管鎗の開発に

ついて 

高橋文夫（市

川市消防局）

781 
隊員安全管理システムの研

究開発 

鈴木幸之（東

京消防庁） 

782 
OA 機器の落下、転倒防止に

関する研究 

片岡正弘（東

京消防庁） 

783 
体力診断・運動処方プログ

ラムの研究開発と試行結果 

正木 豊（東

京消防庁） 

784 

大規模災害発生時における

119 番受信体制の強化につ

いて 

高橋正則（北

九 州 市 消 防

局） 

785 
広島市基町高層住宅火災概

要 

香川徹朗（広

島市消防局）

786 
防炎製品の洗濯による防炎

性能への影響について 

小谷勝規（京

都市消防局）

787 
電気火災実験器の試作につ

いて 

吉見雄治（京

都市消防局）

 題名 発表者名 

788 高機能型携帯無線機の開発 

松原美之、細

川直史、田村

裕之、高梨健

一 

789
コーンカロリメータ-により

測定した繊維等の燃焼性状 
鈴木 健 

790
住宅火災の感知・消火に関

する研究 

河関大祐、竹

元昭夫、箭内

英治、鈴木恵

子、関澤 愛

791
阪神・淡路大震災時の火災

と市民行動に関する調査 

山田常圭、鈴

木恵子、北後

明彦（建築研

究所）、志田弘

二（名古屋市

大） 

792
文化財建造物と火災につい

て 

益田兼房（文

化庁） 

793
京都市における文化財防火

対策の現状 

中村文俊（京

都市消防局）

794
文化財建造物の火災感知と

その問題点 
田村裕之 

795
文化財建造物の植物性屋根

の燃焼と消火について 
高橋 哲 

796
国宝大善寺に接近した林野

火災に対する防ぎょ 

幡野勝幸（東

山 梨 消 防 本

部） 

797
性能的防火基準の動向と課

題-主旨説明にかえて 
関澤 愛 

798
性能基準とは（その成り立

ちと特徴） 

平野吉信（建

築研究所） 

799
性能基準と性能的火災安全

設計法 

原田和典（建

築研究所） 

800
建築物火災にたいする性能

的設計とその課題 

矢代嘉郎（清

水建設株式会

社） 

801
火災感知器の作動時間の予

測手法と応用例 

山内幸雄（ホ

ーチキ株式会

社） 

■第 46 回 平成 10 年度 1998.10.22～10.23 

802
災害時、情報はどうあるべ

きか 

吉 村 秀 實

（NHK 解説委

員） 

803
市街地火災に対する空中消

火の可能性 
山下邦博 

804 新防火衣の製作について 
渡辺富治（横

浜市消防局）

805

舞台幕の防炎性能に関する

実験的研究（受熱環境下に

あった舞台幕の防炎性能の

経時的変化とその評価法の

研究） 

荻野恭久（東

京消防庁） 

806
消防活動の身体的負担に関

する研究 

正木 豊（東

京消防庁） 

807
古紙を利用した石油吸着材

の試作 

片桐勝治（京

都市消防局）
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 題名 発表者名 

808 
防災活動服・多機能防災シ

ートの開発 

藤 田 栄 一 郎

（ 東 京 消 防

庁） 

809 

メイン・ストレッチャー脚

部に起立機構を付加するこ

とによる腰部への負荷軽減

について 

袴田智治（名

古 屋 市 消 防

局） 

810 
水流駆動式水中ポンプの研

究開発 

橋本 剛（東

京消防庁） 

811 
ホースカー積載用伸縮自在

型とび口の開発 

山田 登（神

奈川県総合防

災センター）

他 3 名 

812 
自動放水停止器具の開発に

ついて 

伊藤 潤（札

幌市消防局）

他 1 名 

813 
消防防災情報ネットワーク

の提案 

細川直史、座

間信作、松原

美之、田村裕

之 

814 
大規模地震時の道路機能支

障評価に関する研究 

加納敬士（広

島市消防局）

815 震災用簡易消火装置の開発 
溝口達夫（大

阪市消防局）

他 2 名 

816 

洪水対策用地下調節池を活

用した大容量水利の構築に

つて 

山田哲夫（東

京消防庁）他 1
名 

817 

地域社会の防火・防災力の

向上に関する研究＝木造密

集地域の危険度評価体系の

確立と検証＝ 

萬治亮三（京

都市消防局）

818 
電気火災実験器（II）の試作

について（展示発表） 

奥谷博司（京

都市消防局）

819 
消防ホースへの空気封入器

具の開発（展示発表） 

小林 保（平

塚 市 消 防 本

部） 

820 
安定機能付き三連はしごの

開発・改良（展示発表） 

山田健二（東

京消防庁） 

821 
携帯式検知管用マルチ真空

吸引器の開発（展示発表） 

高井 悟（名

古 屋 市 消 防

局） 

822 
シリンダー式人工呼吸器具

【ハイホー】 

木下工蔵（呉

市消防局） 

823 

電気痕に対する、SIMS（二

次イオン質量分析装置）を

使用した鑑識法の検証 

福島 一（東

京消防庁） 

824 近の車輌火災の実態 
多々良清一郎

（ 東 京 消 防

庁）他 1 名 

825 

電子レンジの長時間使用に

よる食品の出火危険に関す

る研究 

柏木恵三（神

戸市消防局）

826 
屋内貯蔵所から発生した静

電気火災 

竹田雪晴（東

京消防庁） 

827 
画像電送装置の試作につい

て 

井澤義仁（名

古 屋 市 消 防

 題名 発表者名 

局） 

■第 47 回 平成 11 年度 1999.10.21～10.22 

828 災害とトイレ 
上 幸雄（日

本トイレ協会

事務局長） 

829
コンピュータ西暦 2000 年問

題と危機管理体制のあり方 

吉田悦教（消

防庁防災課）

830
液体化学物質用防除資器材

の開発 

鶴見文雄（東

京消防庁） 

831
消防用ホースを用いた多機

能化器具の改良 

小林 保（神

奈川県総合防

災センター）

他 2 名 

832
ホースレイヤーの性能等追

跡調査について 

山 口 登 美 夫

（日本消防検

定協会） 

833
隊員安全管理システムの研

究開発（第 2 報） 

稲村武敏（東

京消防庁） 

834
廃棄物処理業における火災

の実態 

鶴田耕司（東

京消防庁） 

835 車輌火災の実態と燃焼実験 
宮川正嘉（名

古 屋 市 消 防

局）他 2 名 

836
リコール車から出火した地

下街火災 

上田和功（東

京消防庁） 

837 危険物判定試験と国際化 
古積 博、岩

田雄策 

838
洞道内の工事中ケーブルか

ら出火した火災 

本 橋 由 紀 則

（ 東 京 消 防

庁） 

839

身近な出火危険 －天然油

脂ワックスの自然発火及び

アロマテラピーの異常燃焼

メカニズム 

片桐勝治（京

都市消防局）

840
運転停止後のエアコンから

の出火について 

井澤義仁（名

古 屋 市 消 防

局） 

841

荷積み中のタンクローリー

火災に係わる原因調査につ

いて 

橋本武彦（東

京消防庁） 

842

ホース延長装置付ホースカ

ーの考案について（展示発

表） 

中西義人（香

芝・広陵消防

組合）他 1 名

843

簡単手作り電気火災実験器

と市民指導用「身近な出火

危険実験器」について（展

示発表） 

奥谷博司（京

都市消防局）

844
電動ストレッチャーの研究

開発（展示発表） 

高井啓安（東

京消防庁） 

845

消防用高機能携帯無線機

（FiReCOS）実証システムの

紹介（展示発表） 

松原美之、田

村裕之、細川

直史、高梨健

一、遠藤 真

846
紫川水難救助における低体

温下での心肺蘇生について 

廣渡和雄（北

九 州 市 消 防

局） 
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 題名 発表者名 

847 
消防隊員の体力管理に関す

る研究 

正木 豊（東

京消防庁） 

848 
模型による街区火災の基礎

的研究 

篠原雅幸（東

京消防庁） 

849 

大震火災時における地域防

災活動拠点の安全性確保に

関する研究 

佐藤晃由、吉

原 浩、山下

邦博、寒河江

幸平、那波英

文、新井場公

徳、米村省一

（株式会社ク

ボタ） 

850 
炎感知器の感度試験に用い

る火源の分光特性 

尾島徳夫（日

本消防検定協

会） 

851 

消火活動で使用した水を火

災の熱で固形化する技術の

開発について 

樫木恵三（神

戸市消防局）

他 3 名、丸山

学士（株式会

社興人）他 1
名 

852 
ガス系消火剤の混合による

消火性能の改善と評価 

尾川義雄、齋

藤 直、佐宗

祐子 

■第 48 回 平成 12 年度 2000.10.19～10.20 

853 

原子力災害への対応策 －

米ブラウンスフェリー原発

火災事故の恐怖－ 

桜井 淳（物

理学者・技術

評論家） 

854 
バックドラフトに関する研

究 

橋本好弘（札

幌市消防局）

855 

可搬式消火器具の消火能力

の検証並びに効果的な活用

方策に関する研究 

渡邉茂男（東

京消防庁） 

856 
文化財建物の植物性屋根の

燃焼特性と消火 

高橋 哲、田

村裕之、竹元

昭夫 

857 

ハロン代替消火剤による消

火時の燃焼生成物に関する

実験的研究 

柏木 仁（日

本消防検定協

会）他 5 名 

858 

空中消火による市街地火災

の延焼阻止効果に関する研

究 

佐藤晃由、古

積 博、竹元

昭夫、寒河江

幸平、金田節

夫、岩田雄策

859 
消防活動における熱中症予

防対策の研究 

山田羊一（東

京消防庁） 

860 
残火処理時における防塵マ

スクの有効性について 

宇佐美晃（名

古 屋 市 消 防

局） 

861 
社会福祉施設における火災

について 

八巻耕司（東

京消防庁） 

862 
東京消防庁の火災鑑定の現

状 

塩川芳徳（東

京消防庁） 

863 

群馬県尾島町での爆発火災

とヒドロキシルアミンの火

災性状 

古積 博、山

田 實、岩田

雄策、長谷川

和俊 

 題名 発表者名 

864
消防隊支援用データ伝送シ

ステムについて 

高井 悟（名

古 屋 市 消 防

局） 

865
パソコンによる消防力 適

配置システムの開発 

山瀬敏郎（消

防科学総合セ

ンター） 

866 防火帽の改良について 
菱山正樹（東

京消防庁） 

867 噴霧ノズルの研究開発 
日比康友（東

京消防庁） 

868

ホース搬送用ベルトの開

発・改良・試作について（展

示発表） 

星川正幸（横

浜市消防局）

869

研修用電気火災実験器－電

気火災鑑識技術の研修用実

験教材について－（展示発

表） 

小谷勝規（京

都市消防局）

870
多目的救出台車の研究開発

（展示発表） 

日比康友（東

京消防庁） 

871

消防活動支援情報システム

（プロトタイプ）の開発（展

示発表） 

座間信作、細

川直史、畑山

健、遠藤 真、

松原美之、田

村裕之、関沢

愛、高梨健一

872
油絵具の画用液を拭き取っ

た布から出火した火災 

勝倉忠男（東

京消防庁） 

873

火災鑑識へのアプローチ 

－電気火災鑑識技術の研修

カリキュラムと研修システ

ムについて 

片桐勝治（京

都市消防局）

874 走行中の車輌火災 
坂巻保則（東

京消防庁） 

875

職場から始めよう自主防災

（クイズ・フラッシュオー

バー） 

石山 裕（北

九 州 市 消 防

局） 

876

深層地下駐車場内の吸引機

械排煙による煙制御 －給

気口の配置による煙流動へ

の影響－ 

渡部勇市、松

島早苗、山田

常圭 

877
差込プラグの熱劣化による

出火危険 

松村健二（名

古 屋 市 消 防

局）他 6 名 

878

走行中における四輪駆動車

（4WD 車）の火災原因調査

について （リア・デｲファ

レンシャルから出火した火

災） 

天野英雄（東

京消防庁） 

879 塵芥車の火災について 
諸角哲美（東

京消防庁） 

880
プラスチックパレットの難

燃化に関する研究 

山田常圭、箭

内英治、那波

英文 

■第 49 回 平成 13 年度 2001.11.1～11.2 

881 危機管理の要訣について 
志方俊之（帝

京大学法学部

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 388 -



 題名 発表者名 

教授） 

882 
ガスこんろ火災の防止につ

いて 

上野厚正（砺

波広域圏消防

本部） 

883 

ガステーブル等における

「あふれ火」による火災の

概要 

伊東浩一（東

京消防庁） 

884 

石油ストーブの使用中給油

に係わる出火のメカニズム

について 

牛丸順詞（東

京消防庁） 

885 着衣着火による焼死を防ぐ 
水野康三（名

古 屋 市 消 防

局） 

886 
中高層建物の外部開口によ

る上階延焼に関する研究 

鈴木 健、関

澤 愛、山田

常圭、高梨健

一、箭内英治、

阿部伸之、栗

岡 均（鹿島

技研）他 1 名

887 
新築工事に伴う誤結線によ

る建物火災 

小林春光（東

京消防庁） 

888 
回廊型複合遊具の火災事例

について 

西岡光治（奈

良市消防局）

889 
きな粉や番茶粉の畜熱出火

について 

西 川 富 士 彦

（京都市消防

局） 

890 

地震による危険物施設の被

害－伊豆諸島における地

震、鳥取県西部地震、芸予

地震－ 

山田 實 

891 
小型泡放射装置による泡消

火薬剤の特性に関する研究 

内藤晶義（東

京消防庁） 

892 
長期貯蔵たん白泡消火薬剤

の劣化状況 

藤井 貢（日

本消防検定協

会） 

893 
消防隊による消火活動にお

ける消火剤の有効性 

飯田明彦（東

京消防庁） 

894 
水/空気 2 流体混合噴霧消火

システムの研究開発 

星川正幸（横

浜市消防局）

895 
各種延焼阻止剤の延焼阻止

の効果とメカニズム 
高橋 哲 

896 

四街道消防式補助方向指示

器一体散光式赤色警光灯に

ついて（展示発表） 

安原秀明（四

街道市消防本

部） 

897 
四街道消防式サイレンアン

プについて（展示発表） 

高梨光彦（四

街道市消防本

部） 

898 

水/空気 2 流体混合噴霧消火

システム（新消火システム）

の研究開発（展示発表） 

本所正泰（横

浜市消防局）

899 

持運びが便利な危険物実験

装置及び収納ケースについ

て（展示発表） 

宮岸 稔（京

都市消防局）

900 消火器の破裂実験について 日本消防検定

 題名 発表者名 

（展示発表） 協会 

901
消防活動用の光るロープの

研究開発 

吉村延雄（東

京消防庁） 

902

初期型バスケット式はしご

車の第二搭乗員用ステップ

の考案について 

荒井康彰（横

浜市消防局）

903
消防活動に適した体力トレ

ーニングの検証的研究 

山田羊一（東

京消防庁） 

904
火災調査写真のデジタル化

への対応 

鵜沼孝一（東

京消防庁）他 1
名 

905
救急車積載メイン・ストレ

ッチャーの電動化について 

丹羽隆博（名

古 屋 市 消 防

局） 

906
メーンストレッチャーに関

する研究 

佐藤衛寿（東

京消防庁） 

■第 50 回 平成 14 年度 2002.10.17～10.18 

907

リスクコミニュケーション

から考える群衆リスクと対

策 

三島和子（三

井住友海上グ

ループ株式会

社インターリ

スク総研副主

任研究員） 

908

爆風から受ける消防被服内

部の衝撃及び温度に関する

実験的研究 

橋本好弘（札

幌市消防局）

909

震災時における消火栓の活

用可能地域の判定システム

（消火栓活用情報システ

ム）の構築について 

昆 文雄（東

京消防庁）他 3
名 

910

残火処理及び現場検証時に

残存している燃焼生成ガス

に関する研究 

溜真紀子（札

幌市消防局）

911

広域的災害時における初期

の自主防災活動要領につい

て 

谷口雅信（京

都市消防局）

他 1 名 

912

たばこによる可燃物への燃

焼性状を解明するために行

った委託研究成果について 

大江康夫（東

京消防庁） 

913
大学の自家用発電機設備か

ら出火した火災について 

小島敏夫（東

京消防庁） 

914
電線コネクタからの出火事

例 

村田雄二（名

古 屋 市 消 防

局） 

915

走行中の貨物自動車火災の

鑑識とメーカー指導につい

て（スタータモータから出

火した火災） 

石川雅人（東

京消防庁） 

916 鉄道関連火災の現況 
桑原一徳（東

京消防庁） 

917
ガスコンロの点火状況の確

認について 

奥谷博司（京

都市消防局）

918
火災感知機能を有するエア

コンについて 

河関大祐、田

村裕之、西上

佳典（新コス
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 題名 発表者名 

モス電機株式

会社） 

919 

消防活動の特性分析に基づ

く高信頼性携帯警報器の研

究開発 

稲村武敏（東

京消防庁） 

920 簡易救急担架の研究開発 
白井直人（東

京消防庁） 

921 
「放火自動撮影機」の開発

について 

井澤義仁（名

古 屋 市 消 防

局） 

922 

水/空気 2 流体混合噴霧消火

システムの研究開発（消火

性能等の確認結果及び消防

隊員用放水装備） 

杉山 章（横

浜市消防局）

923 

水/空気 2 流体混合噴霧消火

システム（消防隊員用放水

装備）の研究開発（展示発

表） 

本所正泰（横

浜市消防局）

924 
VR 技術を用いた火災の疑

似体験（展示発表） 

山田常圭、阿

部伸之、飯田

明彦 

925 

小規模雑居ビル火災を想定

した実大火災実験の概要に

ついて 

森尻 宏（東

京消防庁） 

926 遊技場火災の実態について 
長原教子（東

京消防庁） 

927 

加圧防排煙による消防活動

拠点確保のための遮煙風速

の予測方法－深層地下施設

の場合－ 

渡部勇市、松

島早苗、山田

常圭 

928 
冷蔵庫の対震挙動及び安全

対策の研究結果について 

阿部俊彦（東

京消防庁）他 1
名 

929 
外国語 119 番通報対応シス

テム 9 カ国語編について 

後藤公雄（横

浜市消防局）

他 2 名 

930 

身体障害者に対する効果的

な防災訓練指導方法に関す

る調査研究 

元橋綾子（東

京消防庁） 

931 

アルコール系自動車燃料に

対する消火器用消火薬剤の

消火性能に関する調査研究 

柏木仁（日本

消 防 検 定 協

会）他 1 名 

■第 51 回 平成 15 年度 2003.10.30～10.31 

932 

SARS－東南アジアにおけ

る実態と我が国における今

後の対策 

小林宏行（杏

林大学医学部

長） 

933 
電磁調理器使用時における

天ぷらなべ火災の発生条件 

奥谷博司（京

都市消防局）

934 
防水用塗料の重合熱による

火災について 

小 清 水 雄 二

（ 東 京 消 防

庁） 

935 

アルコール成分を含有する

自動車燃料の石油ストーブ

への誤給油に関する研究 

鈴木健司（東

京消防庁） 

936 センサライトに起因する火 上田和功（東

 題名 発表者名 

災について 京消防庁） 

937

出火原因の究明がリコール

に結びついた外国製乗用車

の火災（オイル漏れから出

火した火災） 

溝呂木豊（東

京消防庁） 

938
屋外タンク火災の火災原因

調査について 

星野秀夫（横

浜市消防局）

他 1 名 

939

ベルトコンベアの燃焼性状

に関する委託研究結果につ

いて 

佐田立郎（東

京消防庁）他 2
名 

940
揚げ玉の自然発火に関する

調査研究 

石田 純（川

崎市消防局）

他 1 名 

941

自然発火の原因となる油類

の熱分析による発熱特性と

その生成物（アクロレイン）

の検出について 

柴田靖史（名

古 屋 市 消 防

局） 

942 動物性飼料の自然発火 
高 黎静、岩

田雄策、古積

博 

943
小規模雑居ビルにおける延

焼拡大事例 

高見善幸（名

古 屋 市 消 防

局）他 4 名 

944

小規模耐火建築物における

煙流動と中性帯の管理につ

いて 

苫米地守（東

京消防庁） 

945

消防署における火災シミュ

レーションの利用方策につ

いて 

森尻 宏（東

京消防庁） 

946

ヒューマン・ファクターか

ら見た消防活動と受傷危険

に関する研究 

落合博志（東

京消防庁） 

947

防火設備対策の耐震信頼性

を考慮した地震火災リスク

の評価手法 

海老原学（東

大院）、野竹宏

彰（清水建設

株式会社）、関

澤 愛 

948

スクープストレッチャーの

冷たさが傷病者に与える影

響についての一考察 

山本祥司（京

都市消防局）

949

サイレンアンプ現場広報機

能の考案について（展示発

表） 

安原秀明（四

街道市消防本

部）他 1 名 

950

後部補助警光灯を活用した

進行方向指示の考案につい

て（展示発表） 

安原秀明（四

街道市消防本

部）他 1 名 

951

水/空気 2 流体混合噴霧消火

システムを用いた放水装備

の開発（可搬ユニット放水

装備の試作）（展示発表） 

本所正泰（横

浜市消防局）

952

2 流体ノズルを用いた PAG

消火システムの性能につい

て（展示発表） 

宮坂政司（三

菱重工業株式

会社） 

953 住宅用火災警報器に関する
長 谷 川 忠 大

（ 東 京 消 防
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 題名 発表者名 

研究 庁） 

954 
小型ガスクロマトグラフィ

ーの開発について 

阿部敏彦（東

京消防庁） 

955 

消防ポンプ自動車のポンプ

稼働時間と燃料消費量につ

いて 

中村 保（箕

面 市 消 防 本

部）他 3 名 

956 
聴覚障害者に対する火災警

報意識アンケート調査 

河関大祐、田

村裕之 

957 

水/空気 2 流体混合噴霧消火

システムの研究開発（閉鎖

空間における消火実験結

果） 

杉山 章（横

浜市消防局）

958 

液体可燃物に対するウォー

ターミスト消火設備の消火

能力と適用性 

入江健一（ニ

ッタン株式会

社）他 3 名、

竹元昭夫、金

田節夫 

959 

2 流体ノズルを用いた PAG

消火システムの開発につい

て 

野 口 真 太 郎

（三菱重工業

株式会社） 

■第 52 回 平成 16 年度 2004.10.21～10.22 

960 
ハロゲンヒータによる火災

実験について 

平林光雄（東

京消防庁） 

961 
グリル付きガスコンロによ

る火災危険 

佐藤友保（名

古 屋 市 消 防

局）他 4 名 

962 

リコールに結びついたビル

トインガスオーブンの火災

事例 

千葉幸範（川

崎市消防局）

963 
生ごみ処理機の火災実験に

ついて 

五 十 嵐 慶 太

（ 東 京 消 防

庁） 

964 

セルフスタンドにおける顧

客の静電気除電対策に関す

る研究 

鈴木健司（東

京消防庁）他 1
名 

965 
エステ用オイルの発熱の可

能性について 

河 中 慶 次 郎

（京都市消防

局消防学校）

966 

等温マイクロカロリーメー

ターを用いた自然発火性物

質の測定手法について 

森尻 宏（東

京消防庁）他 1
名 

967 

微小火源による可燃物の燃

焼性状解明に関する調査研

究 

喜多洋樹（東

京消防庁） 

968 
予防面から見た大規模店舗

火災の調査結果 

石川雅人（東

京消防庁） 

969 

一般住宅の収容物資材が燃

焼する時に発生する粉塵量

と粒径分布について 

川瀬 信（札

幌市消防局消

防学校）、早坂

洋史（北海道

大院） 

970 
一酸化炭素センサの性能に

関する調査研究 

尾島徳夫（日

本消防検定協

会） 

971 廃棄物の蓄熱火災事例と危 古積 博、若

 題名 発表者名 

険性評価 倉正英（神奈

川県産業総合

研究所） 

972

ガラスの破壊に関する研究

（ガラスの種類と破壊方

法） 

長倉輝明（東

京消防庁） 

973
火災シミュレーションの活

用について 

飯田明彦（東

京消防庁）他 1
名 

974

水/空気 2 流体混合噴霧消火

システムの研究開発－消火

戦術実験結果－ 

芳村眞一（横

浜市消防局）

975
新戦術もりかど放水システ

ム 

坂本正人（守

口市門真市消

防組合消防本

部） 

976

サーマルマネキンを用いた

消防隊員用防火服の耐炎性

能 

箭内英治、篠

原雅彦、畑野

崇 

977
一元的な危機管理体制の必

要性 

林 春男（京

都大学巨大災

害研究センタ

ー） 

978
呼吸管理用訓練人形の開発

に関する研究（展示発表） 

吉田雄太（東

京消防庁） 

979

水/空気 2 流体混合噴霧消火

システムの概要と開発成果

（展示発表） 

本所正泰（横

浜市消防局）

980

豪雨災害対策のための危機

管理・図上訓練システム（展

示発表） 

日野宗門（財

団法人消防科

学総合センタ

ー） 

981

全身体感型模擬火災シミュ

レータ（Fire Cube）の開発

（展示発表） 

山田常圭、阿

部伸之、須賀

昌昭（株式会

社フジタ） 

982

火災現場における木造住宅

の 2 階床落下・原因に関す

る調査研究結果について 

今野利弘（東

京消防庁） 

983

災害活動時における消防隊

員の活動負荷とヒートスト

レス発生危険対策 

橋本好弘（札

幌市消防局消

防学校）他三

名、川内健太

郎（北海道大

院）他 1 名 

984

消防活動モデルを用いた効

率的な体力トレーニングに

関する検証的研究 

村山隆之（東

京消防庁） 

985

同時多発火災に対する 適

消防力運用とその効果に関

する研究－消防活動支援情

報システムを用いたケース

スタディ－ 

関澤 愛、井

出寛貴（東京

大学）、遠藤

真、座間信作、

山瀬敏郎（消

防科学総合セ

ンター） 

986
高機能型携帯警報器及び隊

員探索装置の開発について 

有山修平（東

京消防庁） 
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 題名 発表者名 

987 

2.4GHz 帯の電波による映像

伝送システムに関する調査

研究 

清水 洋（長

野県情報技術

試験場）他二

名 

988 
視覚障害者用、手の平感覚

による避難誘導装置の考察 

杉山 久（京

都市消防局）

989 
地震対策用「市民啓発展示

モデル」の試作 

野村岳雄（名

古屋市消防局

消防学校）他 1
名 

■第 53 回 平成 17 年度 2005.10.20～10.21 

990 

大規模災害時の救急医療対

応と消防－阪神・淡路大震

災の教訓は JR 福知山線事故

で活かされたか？－ 

中山伸一（兵

庫県災害医療

センター） 

991 

ハロゲンヒーター及びカー

ボンヒーターに関する実験

結果 

大 滝 真 由 美

（ 東 京 消 防

庁） 

992 
ガステーブルに係る火災に

ついて 

喜多洋樹（東

京消防庁） 

993 
リコール品と疑われる電気

製品の火災調査について 

植原富造（川

崎市消防局）

994 
インバーター式蛍光灯から

出火した事例 

岩﨑敏郎（東

京消防庁） 

995 
エステサロンで使用された

タオルの火災について 

老沼康弘（東

京消防庁） 

996 
バイオディーゼル燃料の自

然発火について 

柴田靖史（名

古 屋 市 消 防

局）、清水興安

（名古屋市立

大学大学院）

997 

危険物施設等における事故

の人的要因に関する分析手

法 

時岡宏彰（危

険物保安技術

協会） 

998 

地下タンク等の外面保護に

用いる塗覆装への危険物の

影響に関する研究 

菊池保正（東

京消防庁）他 2
名 

999 
屋外貯蔵タンクの浮き屋根

に係る評価について 

工藤 守（危

険物保安技術

協会） 

1000 

石油タンクの経年劣化に伴

う危険度予測手法の確立に

関する研究 －AE 法による

タンク底部の腐食損傷評価

－ 

山田 實、西

晴樹、廣川幹

浩、座間信作、

畑山 健 

1001 
消防隊員活動支援装置の開

発と基礎研究 

三浦 大（横

浜市消防局）

1002 温泉掘削現場における火災 
渕上 忍（東

京消防庁） 

1003 
障害となる物品を排除しな

がら閉鎖する防火戸の研究 

井 上 喜 久 雄

（京都市消防

局） 

1004 
遠距離延長用ホース結合金

具の開発について 

鈴木幸太（川

崎消防局） 

 題名 発表者名 

1005

携帯電話回線データ通信を

用いて、消防ポンプ車の自

動中継運転（長距離中継送

水）システム、二又分岐栓

自動制御化について 

清嶋隆一（中

和広域消防組

合） 

1006 安全は足元から 
菅沼宏之（豊

橋 市 消 防 本

部） 

1007
低水位河川からの有効取水

に関する研究 

細谷昌右（東

京消防庁）他 4
名 

1008
水道水利用型簡易洗眼器に

ついて（展示発表） 

藤崎 明（朝

霞地区一部事

務組合埼玉県

南西部消防本

部）他 1 名 

1009
安全帯を一体にした空気呼

吸器ハーネス（展示発表） 

高梨光彦（四

街道市消防本

部） 

1010
消防業務全般におけるデー

タ管理について（展示発表） 

島袋弘樹（那

覇 市 消 防 本

部） 

1011
標準型市町村防災 GIS につ

いて（展示発表） 

小松幸夫（消

防科学総合セ

ンター） 

1012 安全は足元から（展示発表） 
菅沼宏之（豊

橋 市 消 防 本

部） 

1013
空気残量監視機能付き空気

呼吸器の研究開発 

有山修平（東

京消防庁） 

1014

水難救助活動時における救

助者の装備について（クイ

ックウォーターレスキュ

ー） 

小島隆志（塩

釜地区消防本

部） 

1015

ダンプカー等から土砂を直

接投入できる土のう作成機

の試作について 

木田哲次（京

都市消防局）

1016
消防職員の勤務時における

身体負荷に関する研究 

橋本好弘（札

幌市消防局）

他 3 名 

1017
蓄熱体に注水時の熱移動と

その影響に関する検討 

廖 赤虹、佐

宗祐子、尾川

義 雄 、 鶴 田

俊 

1018

消防研究所における石油タ

ンク火災の消火に関する研

究概要 

竹元昭夫 

1019
石油タンク火災用泡消火薬

剤について 

築地千春（第

一化成産業株

式会社） 

1020
大容量泡放射システムによ

る泡放射実験概要 

川田 等（危

険物保安技術

協会） 

1021
大容量泡放射砲によるタン

ク火災の消火 

木戸健二（深

田工業株式会

社） 

1022

中越地震時の応援消防隊に

対するアンケートの調査結

果 

新井場公徳、

鄭 炳表、座

間信作、高梨
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 題名 発表者名 

健一 

■第 54 回 平成 18 年度 2006.11.1～11.2 

1023 
火災・中毒などの化学災害

に関する話題 

駒宮功額（災

害情報センタ

ー） 

1024 
消防防災科学技術推進戦略

の策定について 

白石暢彦（消

防庁） 

1025 

大量物品販売店舗における

住宅用スプリンクラー設備

の火災抑制効果確認実験の

結果 

細谷昌右（東

京消防庁）他 4
名 

1026 

屋外から屋内及び屋内での

放水による散水分布の検証

結果について 

根本昌平（東

京消防庁） 

1027 

スタティックロープ（R・R・

R 資機材）の強度等に関する

実験的研究 

五 十 嵐 征 爾

（札幌市消防

局）他 3 名 

1028 
IC タグを活用した消防隊員

の進入管理の検証について 

鈴木照雄（東

京消防庁） 

1029 
消防隊員活動支援装置の研

究開発 

井野幸夫（横

浜市安全管理

局） 

1030 
西部消防「阿部式」布水槽

の開発について 

阿部 至（鳥

取県西部広域

行政管理組合

消防局） 

1031 

リズム発生器を使用した胸

骨圧迫心臓マッサージ補助

具「ハートマーカー」の考

案について 

惣引陸王（呉

市消防局） 

1032 

グリニャール試薬製造中に

発生した化学工場火災の概

要 

岩田雄策 

1033 
RDF 及び滅菌 RDF の発酵並

びに微小発熱について 

柴田靖史（名

古 屋 市 消 防

局）、古積 博

1034 
不乾性油（オリーブオイル）

の発熱の可能性について 

河 中 慶 次 郎

（京都市消防

局） 

1035 
公演中の劇場から出火した

火災 

入口洋史（東

京消防庁） 

1036 
セルフスタンドにおいて給

油中に出火した火災 

冷水美良（東

京消防庁） 

1037 
減圧残渣油貯蔵タンク爆発

火災 

森 新一（川

崎市消防局）

1038 
実タンクを用いた浮き屋根

揺動挙動の検証 
西 晴樹 

1039 
鼻カニューレ内蔵高濃度酸

素マスクの開発（展示発表） 

波 田 野 英 二

（川越地区消

防局） 

1040 
情報送受信装置の検証（展

示発表） 

鈴木照雄（東

京消防庁）他 1
名 

1041 自在ストレッチャーの改良
内田 平（川

越 地 区 消 防

 題名 発表者名 

について（展示発表） 局） 

1042

可搬式小型動力ポンプソー

ラー補充電の考案（試作）

について（展示発表） 

畑 克己（京

都市消防局）

1043
火災原因究明におけるメー

カー等の連携事例 

佐藤健一（川

崎市消防局）

1044
乗用車の前照灯スイッチか

ら出火した火災 

廣田 勲（東

京消防庁） 

1045
鉄道橋梁上の枕木から出火

した火災 

吉本隆寿（東

京消防庁） 

1046
ごみ処理施設の火災事例に

ついて 

原 浩二（箕

面 市 消 防 本

部） 

1047
微量ガス成分の分析システ

ム 

黒田裕司（東

京消防庁） 

1048 搬送システムの一本化 
河合克欣（豊

橋 市 消 防 本

部） 

1049
消防隊員の体力評価につい

て 

坂口智久（東

京消防庁） 

1050
惨事ストレス対策に関する

調査検証 

加藤友啓（東

京消防庁） 

1051
北九州方式 建物火災にお

ける消火戦術について 

松本裕二（北

九 州 市 消 防

局） 

1052 送水効率の向上とその効果 
池田盛雄（横

浜市安全管理

局） 

■第 55 回 平成 19 年度 2007.10.18～10.19 

1053
ユビキタス技術の実際と展

望 

越塚 登（東

京大院） 

1054
少水量型消火剤の開発と新

たな消火戦術の構築 

山家桂一（北

九 州 市 消 防

局） 

1055
廃棄した植物油が自然発火

した火災 

山本祐子（東

京消防庁） 

1056
エレベータのワイヤーが一

部破断して出火した火災 

柴田功一（東

京消防庁） 

1057

大電流遮断時に配線用遮断

器から発生する消弧ガスに

よる火災 

冷水美良（東

京消防庁） 

1058
消防研究センターの研究等

紹介 
山田 實 

1059

海上輸送用コンテナ爆発火

災の火災原因調査結果及び

その後の取り組みについて 

山田俊哉（横

浜市安全管理

局）他 1 名 

1060
水道用コールタールエナメ

ル塗覆装配管の火災検証 

本所正泰（横

浜市安全管理

局） 

1061
温浴活性循環機に起因する

建物火災について 

浅井国春（川

崎市消防局）

1062

ガスこんろの過熱防止装置

と天ぷらなべ火災に関する

考察 

谷村良明（京

都市消防局）

他 2 名 
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 題名 発表者名 

1063 
消防防災科学技術の総合的

推進 

鈴木和男（消

防庁） 

1064 

消防活動能力向上のための

訓練手法に関する検証（消

防活動時における表面筋電

図学的検証） 

吉田圭佑（東

京消防庁） 

1065 

赤外線カメラを活用した消

防隊員活動支援装置の研究

と開発 

井野幸夫（横

浜市安全管理

局） 

1066 

災害現場で二次災害を防ぐ

遠隔操作型情報収集器材

「小型クローラ移動ロボッ

ト FRIGO-M」 

福島 徹（三

菱電機特機シ

ステム株式会

社）他 2 名、

天野久徳 

1067 

火災による死者の分析につ

いて（火災統計資料～火災

による死者の実態～） 

高橋直樹（東

京消防庁） 

1068 東京における火災の傾向 
秋葉房雄（東

京消防庁）他 3
名 

1069 

災害現場で二次災害を防ぐ

遠隔操作型情報収集器材

「小型クローラ移動ロボッ

ト FRIGO-M」（展示発表） 

福島 徹（三

菱電機特機シ

ステム株式会

社）他 2 名、

天野久徳 

1070 
照明付瞳孔ゲージの開発

（展示発表） 

小松浩二（柏

原羽曳野藤井

寺消防組合）

他 2 名 

1071 

赤外線カメラを活用した消

防隊員活動支援装置の開発

（展示発表） 

三浦 大（横

浜市安全管理

局） 

1072 
救急業務高度化データネッ

トワークの開発（展示発表） 

山 本 五 十 年

（東海大学）

1073 
頸椎固定器具の改良につい

て（展示発表） 

金子亮一（川

越 地 区 消 防

局） 

1074 
多目的救助ネットの考案に

ついて 

丸田光二（天

草広域連合消

防本部） 

1075 救急需要対策に関する研究 
坂本哲也（帝

京大学） 

1076 
救急業務高度化データネッ

トワークの開発 

山 本 五 十 年

（東海大学）

他 15 名 

1077 

心肺蘇生中の心電図解析に

基づく抽出波形の早期認知

システムの開発 

山口芳裕（杏

林大学）他 5
名 

1078 

火災専門技術者の養成及び

将来への展望～21 世紀 COE

プログラムにおける火災科

学研究と専門教育～ 

菅原進一（東

京理科大）他 1
名、若月 薫

1079 

ホースラインや歩道の段差

等を安全に乗り越え可能な

ホースカーの改良 

岡野恭哲（京

都市消防局）

1080 
高齢化社会におけるホーム

セキュリティからホームセ

溝口達夫（大

阪市消防局）

 題名 発表者名 

ーフティへの提案（閉じ込

め防止機能の考案） 

他 1 名 

1081
放水流量・放水形状の違い

による消火特性の検証 

玉越孝一（東

京消防庁） 

1082
早期火災通報方策の確認実

験の結果 

細谷昌右（東

京消防庁）他 1
名 

1083
エタノール含有ガソリンの

消火性状の検証 

木田清春（東

京消防庁）他 5
名 

1084
泡消火剤の泡性状に関する

検討 
内藤浩由 

■第 56 回 平成 20 年度 2008.10.23～10.24 

1085
吸管延長器具の開発につい

て 

森  誠（備

北地区消防組

合）他 2 名 

1086

背負い式手動ポンプの給水

器具（マルチ給放水アタッ

チメント）の開発について 

若林孝紀（備

北地区消防組

合） 

1087
「サバイバーネットの開

発」について 

奥迫正康（呉

市消防局）他 1
名 

1088
ゲーム感覚を取り入れたタ

ウンウォッチングについて 

杜若一郎（京

都市消防局）

他 5 名 

1089

より迅速かつ的確な放水活

動を行うための「トレーニ

ングシートの作成」につい

て 

井上博之（京

都市消防局）

1090

自己完結型バイオリサイク

ルトイレ『オーガニックビ

ュー』の開発 

髙嶋康豪（株

式会社地球環

境秀明） 

1091
閉止機構付減圧型消火栓弁

の開発 

奥田忠裕（株

式会社北浦製

作所） 

1092
漏洩事故から見た腐食・防

食 

東野郁夫（堺

市消防局） 

1093
ワインクーラーから出火し

た火災 

江口秀夫（東

京消防庁） 

1094
活線電気設備への注水時に

おける漏れ電流の計測 

井野幸夫（横

浜市安全管理

局） 

1095

陶芸用粘土をオーブントー

スターで焼成中に出火した

火災 

賀持健市（東

京消防庁） 

1096

ホース搬送器具の開発に伴

う高層建物火災戦術の効率

化について 

関 英治（小

田原市消防本

部）他 2 名 

1097
消防防災と地球温暖化防止

への取組みについて 

北沢 拓（南

信州広域連合

飯田広域消防

本部） 

1098
理科実験終了後の廃棄物か

ら出火した火災 

北村洋三（東

京消防庁） 

1099
業務用ガスフライヤーの火

災 

奥田一男（枚

方寝屋川消防

第60回全国消防技術者会議資料（平成24年10月25日・26日）

- 394 -



 題名 発表者名 

組 合 消 防 本

部） 

1100 
メタルハライドランプから

出火した火災 

小 笠 原 敬 之

（ 東 京 消 防

庁） 

1101 

自動車リコール部品交換時

の整備不良により発生した

火災について 

谷口大介（川

崎市消防局）

1102 

必ず出会う大地震を前にし

た災害被害軽減のための地

域防災活動の活性化 

福和伸夫（名

古屋大学） 

1103 

地震災害防御の“勝機”を

見据えた具体的な震災時消

防活動計画の必要性につい

て 

杉井完治 

1104 
北九州市における有効先行

降雨量と斜面災害との関係 

玉田文吾（西

日本工業大）、

谷延正夫（北

九 州 市 消 防

局）他 1 名 

1105 
先着の消防隊による水面

救助活動について 

吉木和弘（鳥

取県西部広域

行 政 管 理 組

合） 

1106 町野式結合金具の改良 
天田 豊（川

越 地 区 消 防

局） 

1107 
東消式簡易発砲器具の改良

について 

駒谷正樹（川

越 地 区 消 防

局） 

1108 

安価で作成できる転落事故

防止用のふた（地下式防火

水槽用及び消火栓用）の開

発 

郷 上 美 津 男

（海老名市消

防本部） 

1109 
硫化水素除去装置の開発と

その効果について 

北口 正（大

阪市消防局）

1110 

ガンタイプノズルのノズル

圧力と放水量の関係につい

て 

佐藤健司（東

京消防庁） 

1111 
地中等に漏えいした危険物

の特定方法の検証について 

海和晋史（東

京消防庁）他 1
名 

1112 

木造建築物の火災現場にお

ける建物倒壊等の危険度判

定及び安全管理対策につい

て 

今野利弘（東

京消防庁） 

1113 
流水域における安全な活動

について 

林 崇司（南

信州広域連合

飯田広域消防

本部） 

1114 
防火衣の熱防護性に関する

検証について 

小川浩由（東

京消防庁） 

1115 
消防活動時における発汗と

水分補給の重要性について 

飯島和彦（横

須 賀 市 消 防

局）、鈴木志保

子（神奈川県

立保健福祉大

学） 

 題名 発表者名 

1116

火災室内の検索救助活動時

における消防隊員の生理

的・心理的変化に係る検証 

三野正浩（東

京消防庁） 

■第 57 回 平成 21 年度 2009.11.25～11.26 

1117
解剖医からみた火災による

死者の発生要因について 

徳留省悟（獨

協医科大学）

1118
ストレート筒先の無反動変

換器具の開発について 

上野芳彦（備

北地区消防組

合）他 1 名 

1119
マンシェットの改良につい

て 

小 川 靖 太 郎

（部北地区消

防組合） 

1120
崩壊危険感知器「要信棒」

の開発 

平岩弘次（呉

市消防局）他 1
名 

1121
応急担架に転用できるベッ

ドパッドの開発 

青西勝也（愛

知郡広域行政

組 合 消 防 本

部） 

1122
ユニバーサルデザイン対応

避難器具の開発 

庄司辰夫（ナ

カ工業株式会

社） 

1123
潜水検索時の安全策の考察

について 

坂田康二（京

都市消防局）

他 4 名 

1124

文化財の搬出計画に関する

考察－文化財セーフティカ

ードと文化財トリアージタ

ッグを活用した搬出活動－ 

渡辺隆司（京

都消防局）他 8
名 

1125
「充電接触部の過熱」を未

然に防ぐ検出技術の確立 

吉田敦至（河

村電器株式会

社） 

1126
レーザ誘起爆風を用いた消

火法の実験的検討 

鳥飼宏之（弘

前大学） 

1127
泡による火災の炎症阻止効

果について 

廖 赤虹（株

式会社モリタ

ホールディン

グス）他 1 名

1128
低圧進相コンデンサ火災の

原因判定に関する一考察 

髙井伸一（大

阪市消防局）

他 1 名 

1129
リチウムポリマー電池から

出火した火災の調査活動 

山本忠昭（神

戸市消防局）

他 1 名 

1130
保税蔵置中のコンテナ火災

の調査について 

後藤恒雄（大

分市消防局）

1131
配線からの出火事例の調査

について 

松田悟志（姫

路市消防局）

1132

ガスヒーターエアコンの鑑

識とセンサーライトの出火

再現実験について 

伏見栄浩（新

潟市消防局）

1133

煙草によるトラックの吸気

系統からの出火の調査につ

いて 

桑原輝之（浜

松市消防局）

1134

消防三輪自転車の開発－三

輪自転車の消防器材積載車

－ 

福田清一（尾

久消防団） 
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 題名 発表者名 

1135 消火器放射訓練用標的器 
佐藤恭久（上

山 市 消 防 本

部） 

1136 
AED 用絶縁プライバシーシ

ートの開発 

安田英樹（東

近江行政組合

消防本部） 

1137 
防火水槽耐震補強（リニュ

ーアル）工法 

新開 実（堺

市消防局）他 1
名、古谷全邦

（ 堺 市 建 設

局） 

1138 
コンパクト型膿盆「NO 盆」

の開発 

平岩弘次（呉

市消防局）他 1
名 

1139 
リンク機構式マルチ器具の

考察について 

藤居隆治（愛

知郡広域行政

組 合 消 防 本

部） 

1140 

携帯型端末機による防災教

育用ゲーム「地震 DS72 時

間」の開発 

藤岡正樹（株

式 会 社 イ オ

タ） 

1141 
エゼクタを用いた消防車用

呼び水装置の開発 

廖 赤紅（株

式会社モリタ

ホールディン

グス）他 4 名

1142 

瓦礫重量物をこじ開けなが

ら移動するジャッキアップ

移動式探査機：Bari-bari-IV 

塚越秀行（東

京工業大学）

他 2 名 

1143 
畳の燃焼形態及び水野浸透

性について 

永友義夫（北

九 州 市 消 防

局）他 2 名 

1144 

観光ガイドによる文化財の

震災対策に関する考察－観

光ガイドは文化財のバイス

タンダー－ 

谷村良明（京

都市消防局）

他 1 名 

1145 
救急活動における接遇につ

いての一考察 

森岡一樹（京

都市消防局）

他 4 名 

1146 

救急活動時の身体負担の検

討と負担軽減の方策につい

て－ボディメカニクスの検

討－ 

安田康晴（京

都橘大学） 

1147 
身体装着型シューズカバー

ケースの考察 

石井克彦（可

茂消防事務組

合消防本部）

他 2 名 

1148 
投てき型消火器具用消火剤

に関する実験的研究 

小柴佑介（横

浜国立大学）

他 1 名 

■第 58 回 平成 22 年度 2010.10.22～10.23 

1149 
地震と防災：過去を知り明

日に備える 

武村雅之（株

式会社小堀鐸

二研究所） 

1150 

PDCA サイクル理論に基づ

いたトリアージタッグの改

訂 

田中 淳（出

雲 市 消 防 本

部） 

1151 皮手袋の改良について 
横山裕一（大

垣消防組合消

 題名 発表者名 

防本部） 

1152

放水反動力の低減を図った

ガンタイプノズルについて

（低反動力型ガンタイプノ

ズル） 

髙梨光彦（四

街道市消防本

部） 

1153

給油取扱所におけるガソリ

ンの荷卸し時の安全対策に

ついて 

志村勇樹（東

京消防庁） 

1154
塗料を拭き取ったウエスか

らの自然発火 

石黒宏樹（豊

橋 市 消 防 本

部） 

1155
高圧反応装置の爆発火災事

例について 

中田雅之（横

浜市消防局）

1156
ファーストフード店のガス

グリルから出火した火災 

江良圭造、會

田 智、福島

一（東京消防

庁） 

1157

大手コンビニエンスストア

チェーンに設置された情報

端末から出火した火災 

猪狩英清（東

京消防庁） 

1158
公園の複合遊具から出火し

建物 12 棟が焼損した火災 

関口伸弘（東

京消防庁） 

1159
腐食による伸縮管継手から

の原油漏洩 
西 晴樹 

1160
消防隊員の疲労度判定方法

の検討 

三浦 大（横

浜市消防局）、

岡 泰資（横

浜国立大学）

他 1 名 

1161

消防活動における効果的な

暑熱順化の方策に関する検

証 

山本陽太（東

京消防庁）他 2
名 

1162
無炎燃焼時における一酸化

炭素の拡散に関する研究 

藤馬千典（横

浜市消防局）、

石黒義昭（矢

崎資源）他 3
名 

1163

ナノテク防火服の開発報告

－将来の消防用防火装備を

見据えて－ 

若月 薫 

1164
援護放水による隊員の安全

性に関する検証 

木田哲夫（東

京消防庁）他 3
名 

1165

残火処理活動現場等に存在

する粉塵等の検証と防護方

策 

五味正光（東

京消防庁）他 2
名 

1166
ショアリング技術の向上に

向けて 
廣川幹浩 

1167
ＰＰロープ火災の調査につ

いて 

七島真司（福

島 市 消 防 本

部） 

1168 収れん火災の調査について 
福﨑 悟（北

九 州 市 消 防

局） 

1169
栓刃可動式プラグからの出

火機構の解明と対策 

佐藤 孝（神

戸市消防局）
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 題名 発表者名 

他 6 名 

1170 コーヒー粕からの出火事例 

山田 功（柏

原羽曳野藤井

寺消防組合消

防本部）他 1
名 

1171 

車両排気による周囲可燃物

への着火に関わる検証実験

について 

片岡俊明（船

橋市消防局）

1172 
火災鑑識用～ガス採取によ

る油分検出法の考案 

塚原昌尚（兵

庫県広域防災

センター兵庫

県消防学校）、

松浦 壽（信

和化工株式会

社） 

1173 
マルチアタック消火システ

ムの開発 

浜口 明（名

古 屋 市 消 防

局） 

1174 
廃品可搬式ポンプの活用と

改良 

溝口達夫（大

阪市消防局）

他 3 名 

1175 
オートロックドアのラッチ

ボルト固定バンド 

五十嵐努（札

幌市消防局）

1176 
ワンタッチ式臍帯クリップ

カートリッジの開発 

松木大輔（川

越 地 区 消 防

局） 

1177 

心肺蘇生時に気道確保と脳

低温療法が同時にできるエ

アウェイと可搬型灌流装置

の開発 

武田吉正（岡

山大学病院）

他 1 名、麓 耕

二（釧路工業

高 等 専 門 学

校）、橋本裕志

（大研医器株

式会社）他 3
名 

1178 

信頼性解析手法を用いた消

防活動時の事故未然防止に

関する研究－残火処理を対

象に－ 

本田 航（東

京消防庁） 

1179 

電源供給装置を搭載した救

急自動車の省エネルギー性

能について 

佐藤孝年、池

田盛雄（横浜

市消防局） 

1180 

事業所における住宅用火災

警報器の設置促進に関する

考察－住宅用火災警報器の

100%設置を目指して－ 

谷村良明、渡

辺隆司（京都

市消防局） 

1181 

特別養護老人ホームにおけ

る個別避難介助のために避

難リスク・スコアシートを

開発して取組んでいる防災

対策について 

鈴木貴文（社

会福祉法人三

徳会  品川区

立荏原特別養

護 老 人 ホ ー

ム） 

1182 マルチウェッジの開発 

久田真也、西

村 卓（東近

江行政組合消

防本部） 

1183 逆止弁ジョイント金具の開 守本達由（宍

 題名 発表者名 

発 粟市消防団）

1184

高層建築物に設置する消火

設備配管等の耐震基準に関

する研究 

木内俊明（財

団法人日本消

防設備安全セ

ンター） 

1185
自律分散協調型避難誘導シ

ステムの開発 

瀧本浩一、三

浦房紀（山口

大学大学院）

1186
大容量泡放射砲のシミュレ

ーション技術の構築 

川端信義（金

沢大学） 

1187

蛍光ナノ粒子を用いた放射

線センシング機能を有する

軽量耐熱服の研究開発 

大宮正毅（慶

應義塾大学）

他 1 名、三野

正浩（東京消

防庁）他 3 名

■第 59 回 平成 23 年度 2011.10.20～10.21 

1188

想定外を生き抜く力 ～大

津波から生き抜いた釜石市

の児童･生徒の主体的行動

に学ぶ～ 

片田敏孝（群

馬大学大学院

教授） 

1189
消火栓の雨水排出のための

三角バケツ作成 

荘田和也（豊

田 市 消 防 本

部） 

1190

搬送困難例における小型軽

量胸骨圧迫心臓マッサージ

機の開発について 

山本寛明（福

岡市消防局）

1191
ストレッチャー上での胸骨

圧迫を有効にするために 

藤本賢司（横

浜市消防局）

1192
救助活動用アンカーマット

の開発について 

渡瀬賢太（愛

知郡広域行政

組 合 消 防 本

部） 

1193 消防活動用安全帯の改良 

藤田隆行（愛

知郡広域行政

組 合 消 防 本

部） 

1194

残火処理活動現場等に存在

する粉塵等の検証と防護方

策（その 2） 

中西智宏（東

京消防庁） 

1195

交通事故防止に有効なコミ

ュニケーション醸成方策に

関する検証 

新藤貴久（東

京消防庁）他 3
名 

1196

震災倒壊建物に対して安定

化技術を導入した救出活動

要領について 

今野利弘（東

京消防庁） 

1197
無炎燃焼時における一酸化

炭素の拡散に関する研究 

藤馬千典（横

浜市消防局）、

藤本龍雄（矢

崎資源）他 3
名 

1198
消防隊員の疲労度判定方法

の検討について（その 2） 

角津光憲（横

浜市消防局）

他 3 名、江成

美沙（横浜国

立大学）他 3
名 

1199 火災調査結果に基づく出火 森尻 宏（東
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 題名 発表者名 

防止対策 京消防庁）他 3
名 

1200 

21 型ノズルとガンタイプノ

ズルを併用できる定流量器

の検証 

持田春人（東

京消防庁）他 2
名 

1201 

新たな消防資機材の装備と

検証〔消火栓自己圧力によ

る給水〕 

池田盛雄（横

浜市消防局）

1202 より迅速安全な応急はしご 
後藤洋志（大

垣消防組合）

1203 
ペットボトルが太陽光を収

束し発生した収れん火災 

廣田 勲（東

京消防庁） 

1204 
飲食店舗の消毒用エタノー

ルに引火した火災事例 

髙艸嘉文（北

九 州 市 消 防

局） 

1205 

可搬式消防ポンプの燃料連

続漏洩を要因とした火災事

例 

倉林義一（横

浜市消防局）

1206 
小屋裏等への放水による散

水状況の把握について 

根本昌平（東

京消防庁）他 2
名 

1207 
水面上を漂う微量油分の分

析方法の検証 

黒田裕司（東

京消防庁） 

1208 放火からみた火災の実態 
河西進一（東

京消防庁） 

1209 

住宅用太陽光発電システム

が設置された建物火災の消

防活動について 

小室 修（東

京消防庁） 

1210 

ヘリコプター空中散水によ

る市街地火災時の延焼遅延

効果に関する研究 

富 塚 伸 一 郎

（ 東 京 消 防

庁） 

1211 
電線延焼現象に対する理論

予測法の提案 

中村祐二（北

海道大学大学

院）他 2 名 

1212 
小型移動式地震体験装置の

製作について 

後藤裕一（生

駒 市 消 防 本

部） 

1213 つかみ帯 
奥迫正康（呉

市消防局）他 1
名 

1214 水難検索棒の試作について 
本山友宏（京

都市消防局）

他 5 名 

1215 

ポータブルな体幹装着型遠

隔超音波診断システムの世

界初の具現化に向けた改良

と移動体搬送下における診

断試験結果の報告 

伊 藤 慶 一 郎

（早稲田大学

大学院）他 1
名、中村京太

（横浜市立大

学附属病院）、

竹内良平（横

須賀市立市民

病院）、菅野重

樹（早稲田大

学）他 1 名 

1216 

心肺蘇生中の心電図解析に

基づく抽出波形の早期認知

システムの開発、および検

証 

山口芳裕（杏

林大学）他 1
名、大屋英稔

（徳島大学大

学院）、桐岡

 題名 発表者名 

茂（CAE ソリ

ュ ー シ ョ ン

ズ）他 1 名 

1217

差込みコネクターからの出

火メカニズムと再発防止対

策 

林大二郎（静

岡市消防局）

他 4 名 

1218
オルタネーターから出火し

た車両火災について 

石 川 理 一 郎

（福岡市消防

局） 

1219
自動車用緊急保安炎筒から

の出火事例 

菊池栄祐（大

阪市消防局）

1220
着火剤（メタノール）の検

知方法に関する一考察 

大阪市消防局

予防部予防課

（調査鑑識）

1221
防爆型照明器具の地絡によ

る爆発火災について 

荒沼 健（鹿

島地方事務組

合消防本部）

他 1 名 

1222
IH クッキングヒーターに起

因する火災について 

西中宗弘（枚

方寝屋川消防

組 合 消 防 本

部） 

1223

ストレッチャー・スノー・

アタッチメント（SSA）の開

発 

赤平正淑（富

良野広域連合

消防本部）他 2
名 

1224
カーナビを活用した消防水

利情報表示システムの開発 

加藤芳男（四

日 市 市 消 防

団） 

1225 傾斜感知警報器 
西川義起（東

近江行政組合

消防本部） 

1226
安全な消火活動のためのシ

ョアリング技術の開発 

城戸將江（北

九 州 市 立 大

学） 

1227

消防職員のストレスマネジ

メントシステムの開発と利

用 

松井 豊（筑

波大学）他 1
名、畑中美穂

（名城大学）、

服部文憲（エ

フビーアイ）、

小宮 茂（厚

木 市 消 防 本

部） 

1228
火災旋風の発生予測ソフト

ウェアの開発 

桑名一徳（山

形 大 学 大 学

院） 

1229

災害時の倒壊構造物の安定

化のためのショアリング基

本構造の理論的検討 

森本卓也（山

形大学）、足立

忠晴（豊橋技

術科学大学）

他 1 名 

1230

圧縮空気泡を用いたアルミ

ニウム火災の消火に関する

研究 

山野光一（モ

リタホールデ

ィングス）他 4
名、松下孝志

（東近江行政

組 合 消 防 本

部）他 1 名、

佐宗祐子、内
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 題名 発表者名 

藤浩由（消防

庁） 

1231 
消防研究センターにおける

過去 5 年間の研究開発成果 
天野久徳 

1232 

2011 年東北地方太平洋沖地

震による被害に関する消防

の視点からの第一次調査結

果について 

座間信作 

■第 60 回 平成 24 年度 2012.10.25～10.26 

1233 

福島原発事故対応を踏まえ

た放射線被ばく医療の基礎

知識と留意点 

山口芳裕（杏

林大学医学部

救急医学） 

1234 

遠隔操縦式無人小型舟艇に

よる曳航救助システムの理

論と実際 

情野智一（西

置賜行政組合

消防本部） 

1235 空気呼吸器の改良について 
斉藤信行（川

越 地 区 消 防

局）他 1 名 

1236 
レインシートの考案試作に

ついて 

船橋俊博（川

越 地 区 消 防

局） 

1237 

ドア開放がもたらす区画内

火災性状の変化に関する検

証 

湯浅弘章（東

京消防庁）他 2
名 

1238 

市街地における同時多発火

災対応訓練シミュレーター

の開発 

細川直史、座

間信作、遠藤

真、新井場公

徳、高梨健一、

関澤 愛（東

京理科大学）

1239 
高速道路等における消防活

動の安全管理体制について 

宇野誠司（豊

田 市 消 防 本

部）他 7 名 

1240 
オイルエレメントが起因す

る車両火災について 

小椋幸浩（枚

方寝屋川消防

組 合 消 防 本

部） 

1241 

電子レンジ使用中の火災に

係る再現実験及び注意喚起

について 

星野嘉彦（東

京消防庁） 

1242 

布団等の一部に防炎品を用

いた時の延焼防止効果に関

する検証 

飯田明彦（東

京消防庁）他 3
名 

1243 
消防活動時の防火衣内の温

度及び湿度等に関する検証 

久保善正（東

京消防庁）他 6
名 

1244 
圧迫止血固定器具の開発に

ついて 

小林裕幸（川

越 地 区 消 防

局） 

1245 
ホースカー積載 BOX の開発

について 

矢角利之（川

越 地 区 消 防

局） 

1246 
N コード山岳救助用マップ

の開発と要救助者発見の時

福田一德（神

戸市消防局）

他 1 名 

 題名 発表者名 

間短縮について 

1247
傷病者搬送時における、搬

送補助器具の使用について 

宮﨑靖子（神

戸市消防局）

他 2 名 

1248

オープンソース LMS「ムー

ドル」による学習環境の構

築 

藤田 豊（横

浜市消防局）

1249
傷病者固定ベルトの有効性

に関する検証について 

藤本賢司（横

浜市消防局）

1250

「複合センサによる消防隊

員の携帯型位置特定システ

ム」について 

熊谷秀夫（多

摩川精機株式

会社）他 3 名、

北沢 拓（飯

田市役所） 

1251

充電中の携帯電話からの出

火が疑われた火災調査事例

について 

石田晴義（東

京消防庁） 

1252

天ぷら油過熱防止機能付き

ガステーブルから出火した

火災 

－天ぷら鍋の清掃不良に起

因するもの－ 

小川貴之（東

京消防庁）他 1
名 

1253

船舶用救難信号の着弾によ

って発生した車両火災につ

いて 

濵田 毅（横

浜市消防局）

他 4 名 

1254

海上コンテナ内で発生した

燃料用木材チップの自然発

火について 

新野夏樹（横

浜市消防局）

他 4 名 

1255
2011 年台風 12 号による災害

における消防活動 

新井場公徳、

河関大祐、高

梨健一、細川

直史 

1256

現在の防火服に求められて

いる性能と潜在する熱傷危

険 

森井統正、若

月 薫、尾川

義雄 

1257

「新潟県南魚沼市欠之上 

八箇峠トンネル爆発事故」

活動状況 

鈴木 健、尾

川義雄 

1258

能動スコープカメラの実用

化のための改良開発と実地

試験 

田所 諭（東

北大学／国際

レスキューシ

ステム研究機

構）他 3 名 

1259

危険建物内の迅速安全な情

報収集を目指した流体ロー

プウェイ 

塚越秀行（東

京工業大学）

他 3 名 

1260

効果的戦術実現のための震

災時消防活動統合支援シス

テムの開発 

坂本朗一（防

災・情報研究

所）他 1 名、

堂田深次（尼

崎市消防局）、

大西一嘉（神

戸 大 学 大 学

院） 

1261
疲労度指標に基づくストレ

ス判断システムの構築 

大場淳一（横

浜市消防局）
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 題名 発表者名 

～消防隊員の疲労度判定方

法の検討（その 3）～ 

他 2 名、岡 泰

資（横浜国立

大学）他 1 名

1262 
ホースガイドローラーの開

発 

川村太平（東

近江行政組合

消防本部）他 1
名 

1263 
面体着装時の漏気に対する

改良策 

東森祐介（東

近江行政組合

消防本部）他 1
名 

1264 
狭所巻きホース作成器の開

発 

花谷忠司（東

大 阪 市 消 防

局）他 1 名 

1265 簡易式万能ジャッキの改良 
守本達由（宍

粟市消防団）

1266 
地震自動解錠補助装置の開

発 

小掠 伸（三

愛物産株式会

社）他 1 名 

1267 
双腕仕様機（ZX70TF-3）の

開発 

奥田一晶（日

立建機株式会

社）他 3 名 

1268 

生存者探査を目的とした半

円形二重構造マニピュレー

タの開発 

伊藤一之（法

政大学）他 1
名 

1269 乳幼児救助用縛帯の開発 
○ 小 山 幸 志

（仙台市消防

局） 

1270 

ホースの曲折が放水量に及

ぼす影響に関する実験と考

察 

岡田雄太（京

都市消防局）

他 7 名 

1271 

防災管理義務対象物におけ

る容易性・実効性を高めた

防災訓練の開発とその実施

結果～スーパーDIG～ 

高橋俊史（京

都市消防局）

他 2 名 

1272 

共同住宅等の灯油供給施設

における小口径配管の漏れ

の点検に関する評価 

野村耕一（札

幌市消防局）

他 1 名 

1273 

火災防止を目的としたヒュ

ーズ機能付き IH 対応容器の

開発 

藤田萩乃（東

洋製罐株式会

社） 

1274 
棒状放水時における放水軌

跡の簡易予測式の提案 

宮下達也（東

京理科大学大

学院）、須川修

身（諏訪東京

理科大学）他 1
名、川口靖夫

（東京理科大

学）、上矢恭子

（横浜国立大

学大学院） 

1275 

雨漏りにより照明器具から

出火したと推定される火災

の調査報告 

高倉健一（相

馬地方広域消

防本部）他 2
名 

1276 

石油ストーブにおける吹き

返し現象の検証と火災予防

広報 

平井 武（北

九 州 市 消 防

局）他 2 名 

 題名 発表者名 

1277
特定屋外タンク貯蔵所から

の危険物漏洩事故 

石井 誠（富

山市消防局）

他 2 名 

1278
加熱式加湿器から出火した

火災の調査報告 

江川 圭（名

取 市 消 防 本

部）他 1 名 

1279
携帯電話の電池パックから

の出火 

藤 野 聡 一 郎

（神戸市消防

局） 

1280

微小なスパークで引火した

危険物火災の調査活動につ

いて 

藤岡俊介（京

都市消防局）

1281
電気フライヤー火災の原因

調査について 

塩谷 誠（所

沢 市 消 防 本

部） 

1282
救命講習会のあり方につい

ての一考察 

安田和正（京

都市消防局）

他 4 名 

1283

連結送水管への効果的な中

継体形に関する考察と実証

実験 

福嶌晃一（京

都市消防局）

他 3 名 

1284
観賞魚用ヒーターのサーモ

スタットからの出火 

川上敏宏（京

都市消防局）
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