第67回全国消防技術者会議資料

令 和 元 年 11 月

消防庁

消防研究センター

－ プログラム －
◎印は発表者、右欄の数字は資料掲載ページを表す。

◆第 1 ⽇◆

令和元年 11 ⽉ 21 ⽇（⽊）10:00-16:58 ［受付開始・開場 9:30］

10:00-10:05

開会の辞

消防研究センター
所⻑

⻑尾⼀郎

10:05-11:35

Society 5.0 による安全・安⼼な地域の実現

信州⼤学
総合情報センター⻑

不破

11:40-12:30

「2019 年度消防防災科学技術賞」表彰式

【開会】

【特別講演】

泰

11

【昼休み・展⽰発表 1（2019 年度消防防災科学技術賞受賞作品︓消防防災機器等の開発・改良）】

12:30-13:30
※著者による展
⽰物の説明が
⾏われます。

⽔⾯における要救助者救出資器材の考案

名古屋市消防局

◎⼤野愛⼀朗
新井 泰
◎⾬森孝志

41

熱中症傷病者の深部体温を効率的に下げる冷
却マットの開発について

⾐浦東部広域連合消防局

◎⼩池裕介
◎中⽥雅之
◎⼩⽥切拓也

50

サイロ内海砂に埋没した要救助者に対する空
気ボンベの圧⼒を利⽤した救出サポートシス
テムの開発

⼤阪市消防局

ゴム製防⽕靴の活動効率を上げるサポートギ
ア

⼤垣市⽣活環境部

◎⽔⾕佑典

72

陽圧式化学防護服内における環境改善機器の
考案

東近江⾏政組合消防本部

◎三添章悟
◎⽥中寿明

86

株式会社モリタホールデ
ィングス

廃棄物処理⽤破砕設備の爆発抑制装置の研究
開発

株式会社モリタ環境テッ
ク
東京⼤学

廖 ⾚虹
◎⼭野光⼀
◎⼤室 健
◎⻄野達也

96

茂⽊俊夫
⼟橋 律

ドローンと AI 技術による⾃動捜索システム

株式会社ロックガレッジ

106

ＶＲ消⽕放⽔シミュレーターの開発

株式会社 横井製作所

111

ヨネ株式会社

⾼層階⽕災に対応した新型ラインプロポーシ
ョナーの開発

神⼾市消防局

原因追究困難事案から⽕災調査サポートアプ ⼤阪市消防局
リの開発へ
【⼝頭発表 1（2019 年度消防防災科学技術賞受賞作品︓消防防災科学論⽂）】
13:30-13:44

⾼ 齢 者 単 ⾝ 世 帯 が 救 急 活 動 に与える影響 と
ICT を活⽤した取り組み

総社市消防本部

13:44-13:58

電気ストーブにおける可燃物接触に対する安
全装置の試案

神⼾市消防局市⺠防災総
合センター
有限会社 浪越エレクト
ロニクス

13:58-14:12

63

観測地震波を⽤いた⾝体防護体勢の検証

東京消防庁

◎⼭本⾼裕
◎髙雄信⾏
中塚卓也
⾼内智美
津坂⼤輔
柏⽊裕⾏

116

◎⼆川原博信
◎⽔⼝靖仁

121

◎細川遼司
根本陽⼀
⽯井博喜
◎⼭形直也
浪越博道
◎千島清奈⽣
池内慶⼦
前川浩平
中⼭ 崇

128

133

142

14:12-14:26

災害写真パネル等を活⽤した「実動と座学同時
進⾏型防災訓練」の開発
〜座学者にも実動効果が⾒込める訓練⼿法〜

京都市消防局

14:26-14:40

災害現場指揮における効率的な図化・情報処理
⼿法の開発
－指揮隊における⼿法の統⼀化の検証－

京都市消防局

14:40-14:54

地震時における救助活動シミュレーションの
構築と応援・受援体制に関する考察

14:54-15:08
15:08-15:20

⽕災未然防⽌のための電源コードの導体素線
断線判定法の検討
休

横浜国⽴⼤学⼤学院
防衛⼤学校
あいち産業科学技術総合
センター
名古屋⼯業⼤学
河村電器産業株式会社

◎森⽥浩樹
中嶋 治

149

松浦宏明
⼭下雄三
◎⾚⽳章秀
⽥中健郎

159

◎喜納 啓
佐⼟原聡
稲垣景⼦
⽮代晴実

169

◎⽵中清⼈
⽔野幸男

181

吉⽥敦⾄

憩

【⼝頭発表 2（2019 年度消防防災科学技術賞受賞作品︓消防職員における原因調査事例】
15:20-15:34

エアコンの接続不良による⽕災について

川崎市消防局

15:34-15:48

⾞両前照灯ハロゲンバルブに起因する出⽕事
例

名古屋市消防局

15:48-16:02

駐⾞⾞両のメーターパネル基板から出⽕した
事例について

⼭⼝雄太
◎佐久間岳⼤

190
200

静岡市消防局

⼭内善康
林⼤⼆郎
川守良和
辻 陽平
◎村松 賢

209

16:02-16:16

⾼潮浸⽔による⾞両⽕災の出⽕原因と迅速な
予防広報

神⼾市消防局

◎村上⼤輔
松⽥圭太
武⽥光広
⽯丸⼤地

221

16:16-16:30

電気温床線からの出⽕事例

神⼾市消防局

◎梅⽊裕史

237

徳島市消防局

◎松本理史
⽣原正紀
藤⽥崇徳
齋藤秀司
津⽥啓貴

252

横浜市消防局

◎中⽥雅之
古郡重雄
⼭⽥俊哉
瀬⼾ 勇
⼤場賢⼆
浅古慎⼀

262

16:30-16:44

16:44-16:58

ジャンプスターターに起因する⾞両⽕災の調
査報告

農薬原体製造プラント原料ホッパーの爆発⽕
災事例

◆第 2 ⽇◆

令和元年 11 ⽉ 22 ⽇（⾦）9:15-16:05 ［受付開始・開場 8:45］

【⼝頭発表３（⼀般発表）】

◎岩瀬弘樹
枝元孝史
鈴⽊嘉明
佐藤良⾏
湯浅弘章
◎佐々⽊航
⾚野史典
⽞海嗣⽣
清⽔鉄也

9:15-9:35

消⽕⽤ホースの摩耗損傷に関する検証

東京消防庁

9:35-9:55

⾞両⾛⾏時の振動等による胸⾻圧迫への影響に関
する検証

東京消防庁

⾮常放流中のダム湖における救助⼿法について

岡⼭市消防局

◎深⽥祐介
川部裕司

296

屋外⾼所作業⽤ゴンドラの事故における効果的な
⼀次確保について

岡⼭市消防局

◎柳迫浩之
柴⼭幸範
⻄⼭ 猛

303

9:55-10:15
10:15-10:35
10:35-10:45

休

10:45-11:05

北川式ガス検知管の性能⽐較に関する検証

東京消防庁

11:05-11:25

「集団災害」の原因…?それは油の過熱だった!

枚⽅寝屋川消防組合
消防本部

11:25-11:45

そのボンベ⼤丈夫︖備えに潜む危険性

枚⽅寝屋川消防組合
消防本部

若⼿消防職員による⾃分たちの教科書「スタディブ
ック」の活⽤について

仙台市消防局

屋内空間におけるドローンの活⽤に関する検証

東京消防庁

※著者による展
⽰物の説明が
⾏われます。

286

憩

【⼝頭発表 4（⼀般発表）】

11:45-12:45

277

東京消防庁

◎⼭本洋平
天野恭平
望⽉ 真
清⽔崇⼀
杉⼭昌彦
北東昭⼈
◎井上知哉
⽊村 嵩
⻄中宗弘
梶井 ⼀
中川訓⾏
◎杉本雅仁
◎遠藤貴紀
◎林 拓也
◎菊地 和
◎伊藤健太
◎斎藤⼀希

323

330

340

◎⼭越靖之
⽊⽥哲夫
湯浅弘章

346

351

361

接触部過熱の出⽕機構の究明に関する研究

芝浦⼯業⼤学

◎⻑⾕川裕祐
星野嘉彦
⼩船浩司
⼩池義和
WANGWIW
ATTANA
SITTICHAI

中⼭間地域災害対策
して〜

志太広域事務組合志
太消防本部

◎⽯上 歩
⼭本晃伎

〜⾛破性の⾼い⾞両を改良

313

【第 23 回消防防災研究講演会 消防を⽀援する科学技術の向上を⽬指して〜消防研究センター研究成果報告〜】
開会の辞・趣旨説明

技術研究部⻑

細川直史

12:50-13:10

消防ロボットシステム︓スクラムフォースの研究開
発 実戦配備型の概要と実証配備の開始

特別上席研究官

天野久徳

13:10-13:30

次世代救急ツールの研究開発

特殊災害研究室

久保⽥勝明

地震等災害研究室

新井場公徳

地震等災害研究室

⾼梨健⼀

地震等災害研究室

佐伯⼀夢

12:45-12:50

【研究発表 1】

⼟砂災害現場の救助活動に関する研究

13:30-13:50

安全で迅速な救助活動のために
⼤規模地震災害時等の同時多発⽕災対応に関する

13:50-14:10

研究
災害対応のための無⼈⾶⾏制御技術に関する研究

14:10-14:30
14:30-14:40

開発
休

憩

【研究発表 2】
14:40-15:00

⽕災時における⾃⼒避難困難者の安全確保に関す
る研究

原因調査室

塚⽬孝裕

15:00-15:20

⽕災原因調査の能⼒向上に資する研究

⼤規模⽕災研究室

⽥村裕之

15:20-15:40

⼤型⽯油タンクの地震・津波被害予測

施設等災害研究室

畑⼭

15:40-16:00

化学物質等の⽕災危険性評価法に関する研究

危険性物質研究室

岩⽥雄策

閉会の辞

消防研究センター
研究統括官

秋葉

健

【閉会】
16:00-16:05

洋

― 目

次 ―

特別講演
Society 5.0 による安全・安心な地域の実現
泰

‥‥‥ 11

泰、雨森孝志

‥‥‥41

信州大学総合情報センター長

不破

2019 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災機器等の開発・改良
消防職員・消防団員等の部 消防防災機器等の開発・改良
■優秀賞

(1)

水面における要救助者救出資器材の考案
名古屋市消防局

(2)

大野愛一朗、新井

熱中症傷病者の深部体温を効率的に下げる冷却マットの開発について
衣浦東部広域連合消防局

(3)

小池裕介、中田雅之、小田切拓也

サイロ内海砂に埋没した要救助者に対する空気ボンベの圧力を利用した救
出サポートシステムの開発
大阪市消防局

(4)

‥‥‥63

ゴム製防火靴の活動効率を上げるサポートギア
水谷佑典

‥‥‥72

三添章悟、田中寿明

‥‥‥86

大垣市生活環境部

(5)

‥‥‥50

陽圧式化学防護服内における環境改善機器の考案
東近江行政組合消防本部

一般の部 消防防災機器等の開発・改良
■優秀賞

(6)

廃棄物処理用破砕設備の爆発抑制装置の研究開発
株式会社モリタホールディングス

廖

赤虹、山野光一、大室

健

株式会社モリタ環境テック 西野達也
東京大学 茂木俊夫、土橋 律

(7)

(8)

(9)

‥‥‥96

ドローンと AI 技術による自動捜索システム
株式会社ロックガレッジ

‥‥‥106

株式会社 横井製作所

‥‥‥111

VR 消火放水シミュレーターの開発

高層階火災に対応した新型ラインプロポーショナーの開発
ヨネ株式会社
神戸市消防局

山本高裕、髙雄信行

中塚卓也、高内智美、津坂大輔、柏木裕行

‥‥‥116

■奨励賞

(10)

原因追究困難事案から火災調査サポートアプリの開発へ
大阪市消防局

二川原博信、水口靖仁

‥‥‥121

2019 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災科学論文
消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文
■優秀賞

(1)

高齢者単身世帯が救急活動に与える影響と ICT を活用した取り組み
総社市消防本部

(2)

細川遼司、根本陽一、石井博喜

電気ストーブにおける可燃物接触に対する安全装置の試案
神戸市消防局市民防災総合センター
有限会社 浪越エレクトロニクス

(3)

‥‥‥133

崇

‥‥‥142

治

‥‥‥149

松浦宏明、 山下雄三、赤穴章秀、田中健郎

‥‥‥159

千島清奈生、池内慶子、前川浩平、中山

災害写真パネル等を活用した「実動と座学同時進行型防災訓練」の開発
～座学者にも実動効果が見込める訓練手法～
京都市消防局

(5)

山形直也
浪越博道

観測地震波を用いた身体防護体勢の検証
東京消防庁

(4)

‥‥‥128

森田浩樹、中嶋

災害現場指揮における効率的な図化・情報処理手法の開発
－指揮隊における手法の統一化の検証－
京都市消防局

一般の部 消防防災科学論文
■優秀賞

(6)

地震時における救助活動シミュレーションの構築と応援・受援体制に関す
る考察
横浜国立大学大学院

喜納

啓、佐土原聡、稲垣景子
矢代晴実

‥‥‥169

あいち産業科学技術総合センター 竹中清人
名古屋工業大学 水野幸男
河村電器産業株式会社 吉田敦至

‥‥‥181

防衛大学校
■奨励賞

(7)

火災未然防止のための電源コードの導体素線断線判定法の検討

2019 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原因調査事例
消防職員における原因調査事例
■優秀賞

(1)

エアコンの接続不良による火災について
山口雄太、佐久間岳大

‥‥‥190

名古屋市消防局

‥‥‥200

陽平、村松

賢

‥‥‥209

村上大輔、松田圭太、武田光広、石丸大地

‥‥‥221

川崎市消防局

(2)

(3)

車両前照灯ハロゲンバルブに起因する出火事例

駐車車両のメーターパネル基板から出火した事例について
静岡市消防局

(4)

山内善康、林大二郎、川守良和、辻

高潮浸水による車両火災の出火原因と迅速な予防広報
神戸市消防局

(5)

電気温床線からの出火事例
梅木裕史

‥‥‥237

松本理史、生原正紀、藤田崇徳、齋藤秀司、津田啓貴

‥‥‥252

神戸市消防局

(6)

ジャンプスターターに起因する車両火災の調査報告
徳島市消防局

(7)

農薬原体製造プラント原料ホッパーの爆発火災事例
横浜市消防局

中田雅之、古郡重雄、山田俊哉、
勇、大場賢二、浅古慎一

‥‥‥262

岩瀬弘樹、枝元孝史、鈴木嘉明、佐藤良行、湯浅弘章

‥‥‥277

瀬戸

一般発表
(1)

消火用ホースの摩耗損傷に関する検証
東京消防庁

(2)

車両走行時の振動等による胸骨圧迫への影響に関する検証
東京消防庁

(3)

佐々木航、赤野史典、玄海嗣生、清水鉄也

非常放流中のダム湖における救助手法について
岡山市消防局

(4)

山本洋平、天野恭平、望月

西中宗弘、梶井

遠藤貴紀、林

拓也、菊地

嵩

‥‥‥323

一、中川訓行、杉本雅仁

‥‥‥330

和、伊藤健太、斎藤一希

‥‥‥340

山越靖之、木田哲夫、湯浅弘章

‥‥‥346

屋内空間におけるドローンの活用に関する検証

接触部過熱の出火機構の究明に関する研究
東京消防庁
芝浦工業大学

(11)

‥‥‥313

杉山昌彦、北東昭人、井上知哉、木村

東京消防庁

(10)

真、清水崇一

若手消防職員による自分たちの教科書「スタディブック」の活用について
仙台市消防局

(9)

‥‥‥303

そのボンベ大丈夫？備えに潜む危険性
枚方寝屋川消防組合消防本部

(8)

猛

柳迫浩之、柴山幸範、西山

「集団災害」の原因…？それは油の過熱だった！
枚方寝屋川消防組合消防本部

(7)

‥‥‥296

北川式ガス検知管の性能比較に関する検証
東京消防庁

(6)

深田祐介、川部裕司

屋外高所作業用ゴンドラの事故における効果的な一次確保について
岡山市消防局

(5)

‥‥‥286

中山間地域災害対策

長谷川裕祐、星野嘉彦、小船浩司

小池義和、WANGWIWATTANA SITTICHAI

‥‥‥351

～走破性の高い車両を改良して～
志太広域事務組合志太消防本部

石上

歩、山本晃伎

‥‥‥361

特 別 講 演
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Society 5.0による安全・安⼼な地域の実現

信州⼤学

不破

泰
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1. まえがき

地域における様々な犯罪や災害の増加

ICT
ICT技術を⽤いて安全・安⼼な地域を創る事への期待
が増⼤

「地域児童⾒守りシステムモデル事業 」
(総務省平成１８年度補正予算事業
)
(
多くの⾃治体から提案が寄せられ，その内16提案が採択
16
各地域でICTを⽤いた⾒守りシステムが構築
ICT
「信州⼤学・塩尻市連携プロジェクト研究所」
2003
2003年開設（⻑野県塩尻市）

2006, 塩尻市が提出した提案も採択
⼦ども⾒守りシステムの端末
4
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1. まえがき

採択されたプロジェクトにおいて・・・
我々が開発した中継機約400台からなるセンサーネットワークの
ための中継網を構築。「こども⾒守りシステム」の運⽤を開始。

中継機
(設置例：カーブミラーへの設置)

後に、この中継網は中継機約600台から構成される塩尻市独⾃予算
のセンサーネットワーク基盤として整備。
5
塩尻市のほぼ全域をカバー。

1. まえがき

センサーネットワーク基盤：システム開発テストベッドとして活⽤
様々なアプリケーションを開発し運⽤
最近は、ICT⼈材育成にも適⽤

中継機
(設置例：カーブミラーへの設置)

地域⾒守りシステム

河川⽔位監視システム

⿃獣監視システム
6
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2. センサーネットワークシステム
2.1 基盤システム

地域⾒守りシステ
ム

河川⽔位監視シス
テム
⿃獣害監視シ
ステム

⼟砂災害警報シ
ステム

9

2. センサーネットワークシステム
2.1 基盤システム

新潟県中越地震(2004)

被害
‐様々な通信網（電話網，携帯電話網，インターネット等々）に障害が発⽣
災害情報の伝達 に影響
‐電⼒ケーブルや通信ケーブル等の有線網の切断や停電
‐多数の中継機から成る通信網において⼀部の中継機の損傷
10
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2. センサーネットワークシステム
2.1 基盤システム

中継機

太陽光パネル
2次電池で駆動
する、特定⼩電
⼒無線システム

中継機
(カーブミラーへの設置例)
11

2. センサーネットワークシステム
2.1 基盤システム

中継機
特定⼩電⼒無線 (周波数 429 MHz, 出⼒ 10 mW)

900MHz or 2.4GHz

400MHz

機能4:ビル等が多い市街地や草⽊に覆われた⼭中等様々な箇
所に設置される端末からのデータを，安定して受信可能
12
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2. センサーネットワークシステム
2.1 基盤システム

各中継機がサーバまでの通信経路を決定するルーティングプロトコル
各中継機は周囲の中継機との電界強度が⼀定値以上の中継機のみを
候補として，サーバまでのホップ数が最⼩となる中継機を次中継機
として選択 Repeater

Ad‐Hoc network
5

Repeater

2
2
Repeater

7

4

Repeater
(Master Unit)

1

Repeater

1

4

0

2

Server

0

Repeater
Repeater

3
1

6
3

13

2. センサーネットワークシステム
2.1 基盤システム

Ad‐Hoc network
中継機が固定であるにもかかわらず、ダイナミックにサーバ
までの経路を定めるAd‐Hocネットワークを採⽤した理由

14
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2. センサーネットワークシステム
2.1 基盤システム

Ad‐Hoc network
中継機が固定であるにもかかわらず、ダイナミックにサーバ
までの経路を定めるAd‐Hocネットワークを採⽤した理由

>5m

2m ‐ 3m

15

2. センサーネットワークシステム
2.1 基盤システム

センサーネットワーク基盤の構築
‐ 413 sets of repeaters in FY 2006
‐ 509 sets of repeaters in FY 2007

総務省補正予算

‐ 614 sets of repeaters in FY 2008

塩尻市予算

16
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17

2. センサーネットワークシステム
2.2 アプリケーション

Applications
地域見守りシステム

鳥獣監視システム

バスロケーションシステム

子供や高齢者が携帯している見
守りセンサーの位置情報を既存
アドホックネットワークでクラウド
サーバーに送信し、避難者情報
として活用

鳥獣害出没箇所に鳥獣害セン
サーを配置し、既存アドホック
ネットワークでクラウドサーバー
に送信

市内循環バスにGPS位置セン
サーを配置し、既存アドホック
ネットワークでクラウドサーバー
に送信

土砂災害警報システム

River
Water Level Monitoring System
河川水位監視システム

市内各地区に流れている河川に水
位センサーを配置し、既存アドホック
ネットワークでクラウドサーバーに送
信

土石流災害危険箇所に土石流セ
ンサーを配置し、既存アドホック
ネットワークでクラウドサーバーに
送信

18
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2. センサーネットワークシステム
2.2 アプリケーション

地域見守りシステム

地域⾒守りシステム
子供や高齢者が携帯している見
守りセンサーの位置情報を既存
アドホックネットワークでクラウド
サーバーに送信し、避難者情報
として活用

地域見守りシステム用端末

地域見守りシステムの保護
者用画面（端末の位置を3分
毎に表示）
19

2. センサーネットワークシステム
2.2 アプリケーション

River
Water Level Monitoring System
河川水位監視システム

河川⽔位監視システム

市⺠病院

Internet

市内各地区に流れている河川に水
位センサーを配置し、既存アドホック
ネットワークでクラウドサーバーに送
信

中継機

測定箇所

中継機
中継機

測定箇所

http://japanese.newstime.jp/?p=9904む
20
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2. センサーネットワークシステム
2.2 アプリケーション

River
Water Level Monitoring System
河川水位監視システム

河川⽔位監視システム

市⺠病院

Internet

市内各地区に流れている河川に水
位センサーを配置し、既存アドホック
ネットワークでクラウドサーバーに送
信

中継機

測定箇所

中継機
中継機

測定箇所

計測水位表示システム(富山県砺波市)
2箇所の⽔位(実線)と⽔温(破線)を計測．
⽔位がしきい値を超えると担当者に通知
機能1: 電⼒・通信等あらゆる有線ケーブルが不要な⾃⽴性
水位センサー端末

http://japanese.newstime.jp/?p=9904む
機能3: 中継機の設置が容易で中継網が短時間に構築，保守も簡便
21

2. センサーネットワークシステム
2.2 アプリケーション

⼟砂災害警報システム
従来の⼟砂災害危険度測定
従来の土砂災害の危険度の推定は，斜面の土中にどの程度水分が含まれているのかを，
主に雨量データから推定してきました．これは，地域全体の平均的な危険度を求める
ものです．また，実際に降った雨のうちどの程度が斜面に浸透したのか，その結果斜
面の水分量がどのようになっているのかを直接測定している訳ではありません．
さらに，降雨が収まった後の警報の解除も推定でしか行うことが出来ませんでした．
蒸発散

降⽔
測定

降⽔量を測定し
て浸透量を類推

表⾯流出

実際の斜面の水分量
を把握できない

降雨が収まった後の警

浸透

報解除も推定で行う
http://www.thinktheearth.net/jp/thinkdaily/news/climate/1178hiroshima.html
22
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2. センサーネットワークシステム
2.2 アプリケーション

⼟砂災害警報システム
開発した⼟砂災害危険度測定
今回開発したシステムは，斜面にセンサー端末を設置して浸透していく水分量を定期
的に直接測定し，測定値を塩尻市が持つ無線アドホックネットワークを用いてサーバ
に集め，サーバ上で土砂災害の危険度を推定するものです．
従来の降雨量による判断に加えた警報発令のための仕組みとして，危険性を判断する
指標を提供するものです。

蒸発散

降⽔

表⾯流出
測定

⼟中に占める⽔分
の割合と浸透量を
直接測定し，サー
バに送信

浸透

2. センサーネットワークシステム
2.2 アプリケーション

サーバで危険度を
推定
23

⼟砂災害警報システム

20cm
20cm
20cm

20cm

土中水分量計測端末
20cm毎に設置したセンサ(右写真)で各深度の⽔分量を計る
24
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2. センサーネットワークシステム
2.2 アプリケーション

⼟砂災害警報システム

土中水分量情報警報システムの監視画面
縦軸は⼟中の空隙に⽔が占める割合であり，各深度の値を計測して表⽰
この値が閾値を超えると担当者に通知
25
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Society 5.0
第5期科学技術基本計画(平成28年1⽉22⽇制定)において我が国が⽬指すべき未来
社会の姿として提唱

Society 1 . 0 狩猟

新たな社会
Society
“So
cie ty 5.0
5.0”

Society 2 . 0 農耕

Society 4 . 0 情報

Society 3 . 0 工業
1

内閣府作成]

内閣府HPより
http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/society5_0‐1.pdf
27

Society 5.0

サイバー空間

ビ ッ グデータ

フィジカル空間(現実の空間)で
発⽣する膨⼤な情報がIoTによ
りサイバー空間に集積
サイバー空間で蓄積されたビッ
クデータをAI等で解析し，現実
空間にフィードバックされる．
(注)ビッグデータは全てが公開データという
訳では無い

解析

人工知能

センサー情報
環境情報、 機器の作動情報、
人の情報な ど を 収集

高付加価値な 情報、
提案、 機器への指示な ど

今までの情報社会では、⼈間が情報を解
析することで価値が⽣まれてきた
Society5.0ではIoT（Internet of
Things）で全ての⼈とモノがつながり、
様々な知識や情報が共有
今までにない新たな価値を⽣み出すこと
で、課題を克服

IoTマルウェア

自動走行車で
自動走行

「Mirai」の脅威がより現実に

-24-

AI が人に提案

フィジカル空間

工場で 自動的に
ロ ボッ ト が生産

内閣府HPより
28
http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/society5_0‐1.pdf

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

Society5.0を⽀える基幹技術
LPWA : あらゆるものがサイバー空間につながるIoTの基盤技
術
5G：ユーザ端末の通信基盤
AI：サイバー空間におけるビックデータ処理として期待され
ている認識技術

LPWA
Low Power Wide Area
乾電池や太陽光で動作できる低消費電⼒でありながら、従来
とは⽐較にならない位遠くまで通信できる無線技術
その代わりに、通信速度は遅い（1秒間に数⼗⽂字程度）
IoTの基盤技術として注⽬されている
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登⼭者端末
(登⼭ガイド11⼈が所持)
中継機
(駒ヶ根市役所屋上)

9

7 4
9
1
9
2

5 3 4
9

0 -

9

4
9

8 >

市役所屋上に中継
機を設置

4
6
9

9

4

5 3
9

>
9

4

距離： 8 k m

5 3 4
9
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５Gは4Gの次の通信規格
⾼速
低遅延
多数接続

５G

５Gの特徴
20Gbps 4Gは1Gbps
1msec 4Gは10〜数⼗msec
１平⽅キロメートルあたり100万台
4Gは1平⽅キロメートルあたり約6万台

今規格を定めている最中で，全てが決まっている訳ではない．それでも，
決まっている部分を使って先⾏的に通信機器が試作され，試験的に利⽤
海外の動向
アメリカでは，先⾏して独⾃の５G規格で商⽤サービスが2018年内に始まっ
ている
韓国は2019年内の商⽤サービスが予定されている
中国でも５G基地局構築が盛んに⾏われている．⾃動運転での活⽤を念頭に
⽇本は2020年に国際規格に則った５Gの商⽤サービスが予定
今は試験的利⽤が⾏われている．

基地局の設備が⼤変
各基地局が⼩さな数⼗以上のアンテナを⽤い，
周波数帯域を広くとって複雑な制御を⾏う．
その基地局を各地に多数設置する必要がある．
あまり遠くに⾶ばない（遠くなると速度が落ちる），周波数が
⾼く回折性が低い
インフラ整備に多額に費⽤がかかる．
５Gの利点を使った利⽤アイデアによる需要があることが先決
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AI
⼈間のものの考え⽅をコンピュータで再現したもの
⼤量のデータを⼊⼒として与えてパターンを認識させる⽅法が基本
その基本的な技術がディープ・ラーニング
基本的には、処理⽅式を確⽴してアルゴリズムを作成する従来の⽅法
と異なり、階層化されたレイア群にデータを⼊⼒して並列的に処理を
⾏い、データの特徴を明らかにする。
AI進展の背景
・コンピュータ技術の発展により超⼤量のデータを利⽤できるようになっ
た
・そのためのデータを集める⽅法も、IoT技術の進展で発展した
・さらに、⼤量のデータを⼀度に並⾏して処理するGPUというコンピュー
タ処理システムが出現し、従来とは⽐べものにならない⾼度なコン
ピュータパワーを使えるようになった
応⽤：⾳声認識、画像認識、⾃然⾔語処理等

⼭岳登⼭者⾒守りシステムにおける
登⼭者発⾒・空間共有機能の実現
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背景
⼭岳登⼭ブーム

⼭岳遭難の発⽣が増⼤

警察庁⽣活安全局地域課発効「平成29年における⼭岳遭難の概況」

56%増
26%増

⻑野県：都道府県別遭難件数が毎年最も多い(29年は292件)

背景
⼭岳登⼭ブーム

⼭岳遭難の発⽣が増⼤
(
(

)

))

)
)

(
(

)

(

(

(
)

)

)
)

)

(

)
(

)

警察庁⽣活安全局地域課発効「平成29年における⼭岳遭難の概況

遭難が発⽣

救助隊員や⼭岳遭難防⽌対策協会等の多くのメンバー
が捜索

広い範囲の捜索・危険をともなう捜索
そもそも

の負担は膨⼤

「遭難しないための登⼭者への啓蒙活動や登⼭道の整備」

が重要

多くの登⼭者の⾏動ログ、特に遭難にいたるまでの⾏動ログの分
析が重要
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⼭岳登⼭⾒守りシステム

登⼭者⾒守りシステム全体概要
登⼭者位置把握
GPS付き
登⼭者端末
⼭岳部全体をカバー
する中継網

登⼭者位置ログ

遭難防⽌

遭難者救助
遭難可能性判定

遭難発⽣の傾向分析

登⼭者発⾒・
状況確認

登⼭者教育カリ
キュラム

遭難者救助

端末による警報
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⼭岳登⼭⾒守りシステム

登⼭者位置把握
登⼭者位置把握
GPS付き
登⼭者端末

開発済
中央アルプスで2018年
7⽉より評価実験中

⼭岳部全体をカバー
150MHz LPWA通信システムを開発し実現
する中継網

登⼭者位置ログ

遭難防⽌

遭難者救助

登⼭者端末

(登⼭ガイド11⼈が所持)
遭難発⽣の傾向分析

遭難可能性判定

中継機登⼭者発⾒・
状況確認
(駒ヶ根市役所屋上)

登⼭者教育カリ
キュラム
端末による警報

遭難者救助
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⼭岳登⼭⾒守りシステム

登⼭者位置把握

基本的な仕組み
登⼭者がGPS付端末を持ち、定期的に位置情報をサーバに送信
問題点 ・⼭岳部の携帯電話サービスエリアは広くない．エリア整備も
登⼭道が中⼼

NTT DOCOMOの北アルプス
通話エリア

・中継網を作るための中継機はあまり多く設置出来ない。電源の確保も困難

⼭岳登⼭⾒守りシステム

登⼭者位置把握
LPWA無線システム (LoRa)

無線帯域について
⼭の沢からでも通信できる⾼い回折性があること

150MHz帯を想定

シミュレーションによる評価
シミュレーションシステム： RadioMobile Ver.11.6.6
地図データ： SRTM3Ver3（NASA提供）北アルプスデータ
・周波数；920MHz,429MHz,146MHz
・ラインロス，ケーブルロス：0dB
・アンテナタイプ：dipole
・アンテナ⾼：中継局3m，端末1.5m
・アンテナゲイン：2.14dBi
・受信スレッシュホールド：-130dBm
・送信出⼒：10mW
・追加ロス：Forest 70%
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⼭岳登⼭⾒守りシステム

登⼭者位置把握

LPWA通信の周波数による違い

920MHz

⼭岳登⼭⾒守りシステム

150MHz

登⼭者位置把握
評価⽤システム

(1)端末
⼤きさ

アンテナを含む全⻑300mm

本体

32 x 21 x 95 mm

重さ

54g

電池

650mAh(充電アダプタは携帯電話と同⼀)

電池寿命 10分毎のGPS測位と送信
1時間毎のGPS測位と送信
出⼒

約3⽇
約2週間

50mW(実効輻射電⼒)

受信感度

-133dBm

変調⽅式

LoRa
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登⼭者位置把握

⼭岳登⼭⾒守りシステム

評価⽤システム
(2)中継機
出⼒

500mW(実効輻射電⼒)

受信感度

-133dBm

変調⽅式

LoRa

太陽光パネルと２次電池を持ち，⾃⽴して動作

登⼭者位置把握

⼭岳登⼭⾒守りシステム

中央アルプスでの評価
⻑野県駒ヶ根市の協⼒のもと、システムの評価を中央アルプスで実施
平成30年7⽉〜
9

7 4
9
1
9
2

5 3 4
9

0 -

9

4
9

8 >

市役所屋上に
中継機を設置

4
6
9

9

4

5 3

>
9

4
9

距離： 8 k m

5 3 4
9
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登⼭者位置ログ

サーバに蓄えられた登⼭者の位置ログ

中継機
駒ヶ根市役所
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⼭岳登⼭⾒守りシステム

遭難者救助
登⼭者位置把握
GPS付き
登⼭者端末

150MHz LPWA通信システムを開発し実現
⼭岳部全体をカバー
する中継網

通信速度が遅い
登⼭者位置ログ

遭難防⽌

遭難者救助
遭難可能性判定

遭難発⽣の傾向分析

登⼭者発⾒・
状況確認

登⼭者教育カリ
キュラム

遭難者救助

端末による警報

⼭岳登⼭⾒守りシステム

登⼭道
整備

遭難者救助
登⼭者位置把握
GPS付き
登⼭者端末

150MHz LPWA通信システムを開発し実現
⼭岳部全体をカバー
する中継網

⾼速

通信速度が遅い ５Gの特徴
20Gbps 4Gは1Gbps

低遅延登⼭者位置ログ
1msec 4Gは10〜数⼗msec
５Gの活⽤

多数接続

１平⽅キロメートルあたり100万台
4Gは1平⽅キロメートルあたり約6万台
遭難防⽌

遭難者救助
遭難可能性判定

遭難発⽣の傾向分析

登⼭者発⾒・
状況確認

登⼭者教育カリ
キュラム

遭難者救助

端末による警報
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５Gの活⽤1
拡声器

登⼭者発⾒・状況確認

⼤丈夫ですか。
⼿を振ってください
登⼭者の反応から救
助の必要性を判断

4K/8K⾼精細
カメラ

遠隔操縦で移動

5G通信を維持するた
めドローンは⾼度を保
つ必要がある

捜索本部

端末

登⼭者が草⽊や雪に覆
われている場合がある

５Gの活⽤２

端末が登⼭者から離れ
ている場合がある

５G通信装置/中継装置

遭難者救助

ドローン：捜索本
部と救助隊の5G通
信を中継

救助隊が⼭の沢
に⼊ると、５G
エリアを外れる

捜索本部

５G通信装置

捜索本部と5Gで状況を
共有しながら安全・迅速
に現場に移動
遭難者の状況を捜索 救助隊
本部の医師が判断
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⼭岳登⼭⾒守りシステム

遭難防⽌
登⼭者位置把握
GPS付き
登⼭者端末
⼭岳部全体をカバー
する中継網

登⼭者位置ログ

遭難防⽌

遭難者救助
遭難可能性判定

遭難発⽣の傾向分析

登⼭者発⾒・
状況確認

登⼭者教育カリ
キュラム

遭難者救助

端末による警報
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員・消防団員等の部

消防防災機器等の開発・改良

水面における要救助者救出資器材の考案
名古屋市消防局

1.

大野愛一朗、新井

泰、雨森孝志

水面における要救助者の特徴
本市において水難救助出動は年間約 40 件であるが、そのうち潜水活動は 5 件前後であり、水面

における救助事案が大半を占めている。発生場所は河川や海、池などさまざまであるが、本市に
は 1 級河川が 16 本、2 級河川が 14 本と多数の河川が流れており、名古屋港も管轄しているため、
河川の下流や河口付近で要救助者が浮いている事案が非常に多く、また、そのような場所で発見
される要救助者は、二次浮上後の腐敗状態であることが多い。では、なぜこのような要救助者が
多いのだろうか。
人が水底に完全に沈んでいる場合、水底の流れが緩やかな場合は、水没地点の近く（半径 10～
20m）で発見されることが多い。一方、水底の流れが激しい場所では、さらに遠くに移動すると
思われがちであるが、そのようなときでさえ、水底の障害物（岩や枯れ木など）や淀み（よどみ）、
流れに対する体の向きなどにより、移動する距離が比較的短いこともある。一方、数百 m、数 km
先という遠距離で発見されることがあるが、それは水底に完全に沈んだ状態で流されたというよ
りも、むしろ、水没していく過程で表層又は中層の速い流れの影響を受けたと考えられる。その
ような場合、数日後に腐敗して水面に浮上した状態で発見されることが多いのである。
水中に沈んでいる人の多くは、死後の腐敗により、体内で発生するガス（炭酸ガス、硫化水素、
アンモニアなど）の作用によって浮上する。浮上するまでの日数は、季節（水温や気温）、それに
体型などによって異なるが、それには、腐敗速度が大きく関与する。水深 7m 以浅における目安
として、水温 10℃で浮上まで 14 日を要し、水温 25℃では 2 日で浮上する。水中死体は 2 度浮上
するといわれるが、1 回目に浮上するのを一次浮上、2 回目に浮上するのを二次浮上と呼ぶ。前記
の日数は、一次浮上を示す数字である。
水没した人が自己消化により腐敗が起こり、その結果、ガスを発生するために数日から数十日
後に浮上する。これが一次浮上である。一次浮上を引き起こす主要な原因は、水没直前に摂った
食事の成分とその量に由来するといわれ、炭水化物が多い食事を多量に摂ると、二酸化炭素の発
生する量が増えて浮上を促進する。一次浮上では消化管内に多量のガスが存在するために、多く
の人は腹部が膨張し、あたかも肥満しているように見える。
一次浮上の後、消化管内からガスが抜けることによってまた沈み、再度浮上するのが二次浮上
である。二次浮上は、組織全体の腐敗によって起こるため、体全体が膨張しているのが特徴であ
る。
2.

考案の経緯
水面の要救助者を救出する方法として、現在は潜水隊員が要救助者を救命浮環の上に乗せ、要

救助者が浮環から落ちないよう確保しながら水面を搬送している（写真 1、2 参照）。水面搬送後
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は救命浮環のままでは地上に救出できないため、要救助者を救命浮環の上からバスケットストレ
ッチャー（以下バスケット）や網担架等に収容する必要がある（写真 3、4 参照）。このような救
出方法には欠点が 2 つある。
1 つ目は、腐敗した要救助者は接触するだけでも皮膚が剥がれてしまう状態になっているため、
救出の際、潜水隊員が要救助者を救命浮環に乗せたり、落ちないよう身体を確保したり、担架に
収容するといった接触時に要救助者の皮膚が剥がれる等の損傷を与えてしまい、要救助者にとっ
ては身体への負担が特に大きいのである。
2 つ目は、潜水隊員の感染危険が大きいことである。前述したとおり、腐敗した要救助者は皮
膚が剥がれやすく、体液の流出も激しい。体内にはガスを蓄えていたり、蛆（うじ）が発生して
いたりと状態もさまざまである。潜水隊員の個人装備は陸上で活動する救急隊員のように、万全
な感染防止が実施できる環境ではない。そのため要救助者への接触機会が増えることは、潜水隊
員の感染危険拡大に繋がるのである。
以上 2 つの欠点から、要救助者への身体的負担と潜水隊員の感染危険を軽減するためには、要
救助者への接触機会を減らすことが必要だと考える。よって、要救助者に接触しなくても救出が
できることを主眼とし、腐敗した要救助者を愛護的かつ効率的に救出するための手段として、今
回の作品を考案した。
また、近年は消防車両の過積載問題や厳しい財政状況であることから、現在使用している資器
材を活用し、現状の車両積載空間でも積載可能で、かつ安価に設定できる点に配慮した。

写真 1 水面の要救助者を救命浮環に乗せる様子
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通常、2 名の潜水隊員で救出し、要救助者と共に介添え
水面搬送をしている。

写真 2 要救助者を救命浮環に乗せて水面搬送する様子

潜水隊員が要救助者と接触している。

写真 3 救命浮環からバスケットへ移す様子①
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潜水隊員が要救助者と接触している。

写真 4 救命浮環からバスケットへ移す様子②

3.

考案資器材の検証結果

3.1 設定方法及び特徴
市内で既に多くの小隊に配置されているスクープストレッチャー（以下スクープ）を使用し、
担架頭部側にバスケットストレッチャー（以下バスケット）付属品の長細い形状のフロートを取
り付けた。取り付け箇所はスクープの持ち手とし、マジックテープにて取り付けた。
（写真 5 参照）
フロート付きスクープストレッチャー（以下フロートスクープ）はバスケットや網担架と比較し
ても軽量であり、陸上・水面ともに搬送が容易となる（写真 6 参照）
。
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写真 5 フロート付きスクープストレッチャーの全体写真

① 担架搬送
潜水隊員 2 名がフロートスクープを携行し要
救助者に接近。

写真 6 検証風景①
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3.2 使用方法
頭部側のみにフロートを取り付けることで、足部側は容易に水に沈み込ませることができるた
め、要救助者を容易にフロートスクープ上にすくい上げることが可能であり、効率的かつ安全で
ある（写真 7 参照）。
また、頭部側のみのフロートでも浮力は十分であり、要救助者収容後、陸上からのロープ牽引
時に、2 名の潜水隊員がフロートスクープを保持する介添え水面搬送にも沈むことなく対応でき
る（写真 8 参照）。
陸上への救出においても、既にフロートスクープへ収容されていることから、持ち手は複数あ
り、要救助者へ接触することなく、陸上側への引き渡しは容易である（写真 9 参照）。
また、水陸の高低差があり要救助者をバスケット等に収容する必要がある場合においても、潜
水隊員はフロートスクープの持ち手があるため要救助者に接触することなく収容できる（写真 10
参照）。
救出後に救急隊や警察官に要救助者を引き継ぐ際には、スクープのロックピンを外すことによ
り身体を抱えることなくフロートスクープから降ろすことができ、最後まで要救助者に接触する
ことなく活動することができる（写真 11 参照）。
予め、陸上の牽引ロープを頭部側に結着しておく。

② 担架収容
フロートスクープ足側から沈め、全身をすくうこと
で接触なく収容可能。
写真 7 検証風景②
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陸上隊員
ロープを牽引し引き寄せる。

③ 水面搬送
潜水隊員 2 名がフロートスクープに
介添えしても沈まない浮力を有する。
写真 8 検証風景③

④ 陸上へ引上げ（水陸の高低差なし）
フロートスクープのまま陸上へ引き上げる。
※接触せずに引上げ完了

写真 9 検証風景④
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⑤ 陸上へ引上げ（水陸の高低差あり）
水面でフロートスクープごとバスケットに収容し、ロープ等で
岸壁上まで引き上げる。

写真 10 検証風景⑤

⑥ 救急隊や警察官への引き継ぎ
フロートスクープのロックピンを外し引き継ぐ。
※接触せずに引き継ぎ完了

写真 11

検証風景⑥
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3.3 運用方法
通常運用時は救急現場等においてスクープとして使用でき、水難救助現場ではフロートを取り
付けるだけで水面救出搬送資器材として活用することができるため、車両積載空間を圧迫せず、
かつ、安価に導入することができるため、費用対効果は大きいと考える。
また、本市においては、積載場所や積載重量にかなりの制限がある消防艇にも積載することが
可能であり、現在は常時積載し、水難救助現場において活用している（写真 12 参照）。

写真 12 消防艇におけるフロートスクープ積載状況
4.

今後の課題
現状、潜水隊員は汚水対策や防寒対策としてスーツ内に水が侵入しないドライスーツや面体型

のダイバーフォンマスク等を使用しているが、これらは感染防止策としても有効である。しかし
ながら、それら資器材を使用しても感染防止策は万全とはいえず、また、これら資器材は高価で
あり、数量は充足していないのが実情である。
潜水隊員の感染防止策に対しては、今後も有効な手立てがないか研究を重ねていきたい。今回
の機器改良が、水難救助現場の一助となることを願います。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員・消防団員等の部

消防防災機器等の開発・改良

熱中症傷病者の深部体温を効率的に下げる冷却マットの開発について
衣浦東部広域連合消防局

1.

小池裕介、中田雅之、小田切拓也

現状と問題点
ヒートアイランド現象や地球温暖化の影響により、夏期の日本の気温は上昇し、近年、熱中症

の発生件数が増加傾向にある。総務省消防庁の発表によると、平成 30 年 5 月から 9 月において、
95,137 人が救急搬送されており、傷病者の約 8 割が成人または高齢者を占める。また、熱中症に
よる死者は、平成 30 年に 1,518 人（概算）であることが厚生労働省より発表されており、今後も
看過できない問題である。
熱中症は、外気温の上昇に伴って産熱と放熱のバランスが崩れ、体温調節機能が破綻、水分や
電解質が急速に失われて発症する。熱中症による生死は救急対応が肝要であり、体温の冷却が有
効であることが知られている。このため、救急搬送中は、迅速に服を緩めて、頸部（けいぶ）、腋
下（えきか）
、大腿（だいたい）の大血管部分を局所的に使い捨て瞬間冷却材（吸熱化学反応）で
冷却し、車内空調により、全身体の温度管理を行っている。
しかしながら、これらの冷却だけでは不十分であるのか、熱中症傷病者を病院に搬送した後の
ストレッチャーと傷病者背部の接触部に汗溜まりが確認された。ストレッチャーと傷病者背部に
は空間が無く、放熱が妨げられたことにより、背部の発汗と発熱を抑えられなかったことが鼓膜
外体温（以下「深部体温」という。
）の低下を阻害している要因の一つではないかと考えた。
2.

開発
救急搬送中のストレッチャー上において、仰臥（ぎょうが）位の傷病者の背面全体から効率的

に放熱し、深部体温が低下する資器材の開発を行った。また、開発に際し次の性能に留意した。
2.1 あらゆる体型に適応可能
搬送傷病者の大半は成人であり、搬送される全ての傷病者に適応可能なものでなければならな
い。
2.2 背部の換気と放熱が同時に可能
搬送資器材の汗溜まりを抑制するためには、背部の冷却と湿度を下げることの双方が、同時に
満たされる必要がある。
2.3 救急隊員の活動に支障がない形状
救急隊員の活動を妨げない大きさと重量で、ストレッチャーの機能を妨げない必要がある。
2.4 安価で汎用性の高い簡易な構造
全国規模で熱中症のリスクが高まっており、多くの救急車に搭載することを考慮すると、１つ
あたりの製作費用は安価であることが望ましい。また、容易に手に入る物品で、簡易に製作可能
及び繰り返し使用できる必要がある。
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3.

仕様

3.1 完成した機器の大きさと重さ（写真 1）
3.1.1 大きさ（L×W×H）
（ア）マット部分（内容物含む） 50cm×52cm×4.5cm
（イ）ポケット部分（ファン設置）30cm×13cm×5.5cm
3.1.2 重量
1.2 kg
3.2 材料、製作費用（写真 2）

H5.5 ㎝

H4.5 ㎝

30 ㎝
50 ㎝

13 ㎝

52 ㎝

写真 1 冷却マット本体

写真 2 材料

3.2.1 材料（L×W×H）
（ア）合成皮革…廃棄品のため無料
汗の吸湿性が低いもの。可能であれば撥水加工がしてあることが望ましい。本検証ではノンブラ
ンドの廃棄品を用いたが、ホームセンターなどで、およそ 600 円（150cm ×60cm）で購入可能で
ある。
（イ）樹脂製高反発クッション…1,380 円
風の流路を確保するため 40cm×40cm の面積を保有し、3cm 以上の厚さがあること。
（ウ）アルミ板…1,500 円
高熱伝導率材で 40cm×30cm の面積を保有し、パンチング加工が施してあること。
（エ）パソコン用冷却ファン（12V）…廃棄品のため無料
12cm×12cm サイズが 300 円程度で、PC リサイクル業社にて販売されている。本体とファンを止
めるために 4 本のネジが必要である。
（オ）昇圧ケーブル（5V→12V）…300 円
パソコン用冷却ファンとの配線を接続コネクターで接続し、スイッチ側の接続は USB 式とした。
（カ）冷却ファン防塵フィルター…100 円
（キ）スイッチ（USB 式）…400 円
（ク）乾電池式充電器（USB 式 5V）…100 円
（ケ）マジックテープ…100 円
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51cm×1cm のもの。マットの開口部に取り付ける。
（コ）人工芝…廃棄品のため無料
12cm×16cm×1cm に切断したもの。
※（ア）〜（コ）までの材料について、注釈の要件を満たしていれば、特にこだわりはない。
他に、裁ちばさみ、ミシン、ポンチ（6mm）、両面テープが必要である。
3.2.2 製作費用
瞬間冷却材で背中全体を冷却した場合、一回当たりの費用は 1,000 円程度（10 個）必要である。
しかしながら本開発機器は 3,880 円で１つの冷却マットが作成可能で、繰り返し、かつ連続 4 時
間使用することができる。また、材料の入手はすべて容易であり、国内どこでも作成できる。
3.3 作成要領
以下の手順により作成したところ、概ね 2 時間程度を要した。
（ア）合成皮革を写真 3 に示すように裁断する。
（イ）裁断した合成皮革とマジックテープをミシンで袋状に縫製する。（写真 4、5）
（ウ）排気口上部（写真 6 右側方）、吸気口（写真 6 左側方上部）及びアルミ板開口部（写真 6 中
央部）を切取る。ポケット入口（写真 6 左側方下部）へ切れ込みを入れ、吸気口周囲にポンチを
使用して 4 カ所穴を開けてパソコン用冷却ファンをネジで止める。（写真 6、7）
（エ）アルミ板四方に両面テープを取り付け、合成皮革（写真 7 中央部）の内側から貼り付ける。
（写真 7）
（オ）合成皮革内に人工芝（パソコン用冷却ファン下部）と樹脂製高反発クッション（アルミ板下
部）を入れ、マジックテープで止める。（写真 7）
3.4 冷却マットの性能と使用方法
完成した機器を写真 8 に示す。アルミ板だけの冷却マットでは温度低下は一時的であるが、本
機器は冷却ファンで送風することにより、傷病者→アルミ板→空気への熱移動が継続的に行われ
るので、冷却効果が長時間続く。そして、アルミ板全体へ風を当てるために、人工芝と樹脂製高
反発クッションで、風の流路を分散させた。さらに、汗が蒸発しない状態では、気化熱による冷
却効果は発生しないため、風を背部に当てるためにパンチング加工されたアルミ板を使用した。
また、巻き込み防止として安全対策で防塵フィルターを冷却ファンに設置した。
使用方法としては、アルミ板が傷病者の背面と接触し（写真 9）、冷却する構造である。冷却フ
ァンとスイッチ部分は傷病者の右側のポケット部分に収納することが可能で、傷病者を寝かせた
後でも操作が可能である。また、救急活動に支障のない形状と大きさで、ストレッチャーに設置
した。
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マジックテープ縫製（幅１㎝）
52 ㎝
22 ㎝
14 ㎝

53 ㎝

31 ㎝
66 ㎝
縫代約 5mm

写真 4 合成皮革を中表で縫製

写真 3 合成皮革を 2 枚裁断
ポ ン チ 箇 所

縫製箇所（赤点）

15 ㎝
13 ㎝

縫製箇所（赤点）

13 ㎝

3.5 ㎝

6.5 ㎝

10 ㎝

23 ㎝

40 ㎝
15 ㎝

38 ㎝
7㎝

切取り

6㎝

10 ㎝
切れ込み

写真 5 合成皮革を外表で縫製
人工芝

8.5 ㎝

写真 6 切取り箇所

高反発クッション

排気口
30 ㎝

アルミ板
40 ㎝

スイッチ等収納部

両面テープ取付け

吸気口（冷却ファン）

写真 7 冷却ファン及び両面

写真 8 冷却マット設置

テープ取付け
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写真 9 傷病者背部とアルミ板の接触

4.

検証条件

冷却マットの冷却効果について検証する。温度と湿度の変化がない恒温恒湿室及び屋外環境に
おいて、背面並びに深部体温への効果を検証した。
4.1 検証環境
4.1.1 恒温恒湿室
2018 年 8 月 16 日、8 月 24 日に名古屋市工業研究所にて設置されている TABAI ESPEC 製の恒温
恒湿室を用いて実施した。恒温恒湿室の条件は室温 31℃、湿度 70%とした。これは、名古屋地方
気象台発表の 2016 年 7 月の日最高平均気温及び平均湿度の値である。また、被験者の疲労及び暑
熱順化を考慮し、1 人の被験者に対して冷却マットの使用または不使用を隔日で実施した。
4.1.2 屋外環境
2018 年 9 月 3 日、9 月 5 日に碧南消防署東分署の屋外にて実証試験を実施した。両日とも天気
は晴れ、最高気温は 31℃、33℃、最高湿度は両日とも 98％であった。熱中症発生のしやすい条件
を鑑みると日照が強い日であり、気温と湿度は高く、熱中症のリスクが高い環境で実施した。ま
た、温度湿度の変化が発生するため、1 人の被験者に対して同日に冷却マットの使用または不使
用を計 2 回、2 日間で実施した。
4.2 温度、湿度の測定機器
（ア）赤外線鼓膜体温計（ジニアス、コヴィディエン株式会社製）（写真 10）
（イ）衣服内温度湿度測定器（データロガー midi

LOGGER GL200GRAPHTEC 製）＋（熱電対

型

番なし）＋（湿度センサー B－530）（写真 11）
（ウ）赤外線サーモグラフィー（サーモトレーサ TH9260 及び G100EX、NECAvio 赤外線テクノロジ
ー株式会社製）（写真 12）
4.3 検証方法
（ア）アラミド繊維の活動服上下衣の上に、防火服及び呼吸器を着用させた 4 名の被験者（10 代
1 名、20 代 2 名、40 代 1 名）に対して、20cm の踏み台昇降運動を 100 回/分で平均 13 分間行い、
赤外線鼓膜体温計で測定し、深部体温が 38.5℃ に至るまで繰り返した。（写真 13）
（イ）踏み台昇降運動実施後、速やかに防火服を脱衣し、T シャツで 6 分 40 秒間（接触から車内
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収容までに要する全国平均時間）ストレッチャーに仰向けに寝かせ、背面温度と背面湿度、深部
体温の測定を行った。
（ウ）6 分 40 秒間測定後から 21 分 30 秒（車内収容から病院到着までに要する全国平均時間）ま
で継続して、背面温度と背面湿度、深部体温の測定を行った。また、屋外環境時のみ救急車内（温
度 27℃、湿度 50％）及び救急車出動時の代替で模擬的な救急車内の環境として、屋内の空調環境
の整った部屋（温度 27℃、湿度 50％）に速やかに搬送させた。
4.4 アンケート
被験者に対し、恒温恒湿室及び屋外環境の検証後に冷却マットに関すること、体感に関するこ
とについて、①はい、②いいえ、③どちらでもない、の 3 件法及び自由回答で記入してもらった。

熱電対

写真 10 赤外線鼓膜体温計

湿度センサー

データロガー

写真 11 衣服内温度湿度測定器

サーモトレーサ TH９２６０

G100EX

写真 12 赤外線サーモグラフィー
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写真 13 運動負荷

5.

検証結果

恒温恒湿室において、衣服内温度湿度測定器で背面温度と背面湿度を測定した結果を表 1 に、
屋外環境における結果を表 2 及び表 3 に示す。結果は 4 名の被験者の平均値を用いた。
表 1 の冷却マットが無い場合、背面温度の上昇が認められ、測定終了時点でも 37.5℃を超えて
いた。背面湿度についても、測定終了までに大きく低下していない。この傾向は、屋外環境での
実証試験の方が、より顕著に現れているが、これは日照による体温上昇が加味されたものと考え
られる。
一方で、表 1 の冷却マットを使用した場合、背面温度の上昇が抑制され、測定終了時点で、冷
却マット不使用に比べて背面温度で 1℃程度、背面湿度で 3%程度の低下が認められた。また、屋
外における実証試験においても、冷却マットの効果は高い結果を示した。
さらに、背面全体の温度変化を捉えるために、赤外線サーモグラフィーで測定した結果を図 1
から図 3 に示す。背面の温度変化は冷却マットのアルミ板に接した面から、徐々に温度が低下し
ていることが分かる。これは、冷却促進のために取り付けた高熱伝導率材であるアルミ板が、背
面から吸熱していることを示している。図 1 の冷却マットを使用した場合の背面には、アルミ板
形状に冷却された 34℃付近を示す緑色の面を形成しており、冷却マット不使用に比べて、3℃の
低下が認められた。図 2 及び図 3 においても同様の冷却効果が得られた。
深部体温の変化（表 4 から表 6）を比べても、測定終了までに冷却マットの使用によって、最大
で 1℃程度の体温低下効果や開始前の体温付近まで低下が見られるなど、背面温度及び背面湿度
の低下が、深部体温の低下に機能していることがあきらかになった。また、屋外環境における検
証結果（表 2、表 3、表 5、表 6）で、車内収容後からの温度が著しく乖離（かいり）していた。
これは、空調環境の整った冷気が、冷却マット内に送気されたことで、熱伝導が促進された効果
といえる。
アンケートの結果（表 7）をみても、
「2 体感に関すること」について、
「（1）背中が冷えてい
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く（蒸れが解消する）感覚がありましたか。」及び「（2）冷却マットに有効性があると感じますか。」
の問いに対して 4 名全員が感覚的に冷却効果を感じ、有効性があるとの回答であった。
表 1 恒温恒湿室で衣服内温度湿度測定器の背面測定結果

表 2 屋外環境で衣服内温度湿度測定器の背面測定結果（9 月 3 日）
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表 3 屋外環境で衣服内温度湿度測定器の背面測定結果（9 月 5 日）

救急車出動のため室内（模擬救
急車）に移動

３４．０℃
３７．０℃

冷却マット無し

冷却マット有り

図 1 恒温恒湿室で赤外線サーモグラフィー撮影（検証終了時）
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冷却マット無し（模擬救急車内）

冷却マット有り（救急車内）

図 2 屋外環境で赤外線サーモグラフィー撮影（6 分 40 秒経過時）

冷却マット有り（救急車内）

冷却マット無し（模擬救急車内）

図 3 屋外環境で赤外線サーモグラフィー撮影（検証終了時）
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表 4 恒温恒湿室で深部体温の測定結果
開始前体温（冷却マット有り）37.5℃
開始前体温（冷却マット無し）37.3℃

表 5 屋外環境で深部体温の測定結果（9 月 3 日）

開始前体温（冷却マット有り）37℃
開始前体温（冷却マット無し）36.9℃
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表 6 屋外環境で深部体温の測定結果（9 月 5 日）
開始前体温（冷却マット有り）37℃
開始前体温（冷却マット無し）37℃

表 7 アンケート結果

6.

まとめ

これまで傷病者搬送中の背面は搬送資器材によって覆われていたため、本来人間が有している
発汗による冷却機能が大きく阻害されているという問題があった。そこで、熱中症傷病者の深部
体温を低下させることを目的として、傷病者の背部より冷却するアプローチで冷却マットを開発
し、検証を行った。
冷却マットを使用した結果、傷病者背部の通気性が確保されるようになり、湿度低下による気
化熱の効果やアルミ板及び空気への熱伝導で、背面温度が大幅に減少される効果が得られた。さ
らに、人間が不快に感じる高湿度の背面環境を通気によって改善し、搬送時の快適性向上にも寄
与できた。この背面温度及び湿度の低下によって、傷病者の深部体温の低下が検証結果に表れた。

-61-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

したがって、本機器を従来の手法と併用することで、熱中症傷病者に対して効率的な冷却が可
能となった。
7.

今後の課題

アンケートの結果（表 7）から、冷却マットに関することの結果で、4 人中、「冷却マットを使
用して、寝心地は良かったですか」の問いに対して 1 名がどちらでもないに回答しており、その
理由として「若干の段差が頸部にできる」といった意見があったことから今後、形状の改良を行
っていく予定である。
【参考文献】
堀江正知（2016）「熱中症を防ごう―熱中症予防対策の基本」、中央労働災害防止協会。

-62-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員・消防団員等の部

消防防災機器等の開発・改良

サイロ内海砂に埋没した要救助者に対する空気ボンベの圧力を利用した
救出サポートシステムの開発
大阪市消防局 東淀川消防署

1.

警防担当 1 部救助隊

現状と問題点
国内には、生コンクリート製造会社が約 3,000 か所あり、セメントや砂などコンクリートの原

料を分割して一時的に貯蔵するタンクをサイロという。
このサイロ内において、凝固して壁に付いた砂などを掻（か）き落とす作業中にその砂が崩落
し、作業員が埋没する事案が、過去 10 年間で少なくとも 20 件以上発生しており、残念ながらそ
のほとんどの要救助者が、救出中又は救出後に窒息や胸部圧迫により亡くなっており、また幸い
にも、救出に至った場合においても、救助活動に長時間を要している現状である。
今年 1 月末に当署管内においても、生コンクリート製造会社のサイロ内で、作業員が砂に頸部
（けいぶ）まで埋まる事案が発生し（災害現場写真）、救出までに約 11 時間を要した。

災害現場写真
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大阪市消防局では、土砂埋没救助活動要領を定めており、埋没事案が発生した場合、要救助者
に一次確保を実施し、現状以上の土砂に埋没しないようコンパネや単管により土留め措置を施し、
砂の除去はスコップやバケツにより、主に徒手にて砂を掻き出して救出する方法であり、全国の
消防本部においても同様であると思われる。
今回の事案においても、同様の措置を施し活動したが、サイロ内への進入は地上高 20m から既
設の縄梯子で 8m 降下しなければならず、活動空間が狭隘（きょうあい）で、砂壁の再度の崩落
という 2 次災害の危険もあることから、進入隊員数を制限しての活動となった。要救助者に接触
後、直ちに徒手のみで頸部（けいぶ）、胸部と身体の上から順番に砂を掻き出し、腋下（えきか）
部に縛帯により一次確保を取ったのち、土留めを施し、徒手やスコップで砂の除去を進めたが、
時間の経過に伴い、要救助者に対し増々土圧がかかり掘り進めることが困難となってきたことか
ら、最終的にはコンパネやレスキューサポートシステムを活用して 4 重の土留めを施し、斜面の
安定角（土砂の斜面が崩れずに安定している状態。一般的には 30 度といわれている）を 30 度以
下に設定するまで、手作業で 14t の砂を除去した。
また、長時間の救出活動が予想されたことから、早期に医師要請を行い、要救助者の容態を医
師に直接確認してもらい、土圧によるクラッシュ症候群を防止するため、医師による輸液も施さ
れた。
当事案においては、事前の研修訓練が功を奏し、また早期の医師による輸液の実施、要救助者
の年齢が 30 歳代ということもあり、救出完了まで長時間を要したものの、要救助者の完全なる社
会復帰に繋げることができた。しかしながら、長時間の救出活動による要救助者の容態の悪化や
活動環境の急激な変化等、緊急を要する事態へと発展することを想定した場合、徒手やマンパワ
ーのみでの活動では限界がある。
そこで、今回の経験を踏まえ、これまでの活動要領に加え、できるだけ早期に、かつ要救助者
に対し苦痛を与えることなく、また狭隘空間においても救出が可能な方策を考察した。
2.

土圧を軽減する空気噴射管の開発
同種事案で救出活動に長時間を要する最大の要因は、「要救助者にかかる砂等の土圧」である。

特に腰部まで埋没した状態では、つるべ式救助法を用いても引き揚げることはほぼ不可能である。
また、埋没初期は比較的密度が低い砂であっても、時間の経過に伴い砂の自重により徐々に密
度が高くなり、さらに活動隊員により周囲の砂が踏み固められることで、より土圧が高めてしま
うこととなる。よって土圧が高まるに従い、要救助者に対する圧迫も高まり、徒手による砂の除
去も困難となっていく。
そこで、今回考察した救助方法は、いかにして土圧を下げるかに焦点を合わせた。
砂はその性質上、個々の粒子が集合して成り立っており、砂粒子の間隙は空気や水により満た
されており、その密度は、空気や水などのバランスに応じて変化する。
前述のとおり、砂粒子の集合体は、堆積されるとその自重により密に詰まっていく。その過程
を圧密というが、その圧密を軽減するためには、砂粒子の間隙に空気を注入すれば圧密を解放で
きるのではと考えた。その圧密を解放する資機材として、空気噴射管を作成した（写真 1、イラ
スト 1）。
資機材は、180cm ステンレス管（口径 9.5mm）で先端の穴は塞ぎ、先端から 2cm の箇所に約 5mm
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の切れ込み穴を、10cm 間隔で管の上部側へ向かって 5 か所開ける（写真 2）。
ステンレス管の上部にオスのカプラを溶接接続し（写真 3）、空気噴射管を作成する。そのオス
のカプラにエアーガン（ゴムボート用）のアタッチメントホースを接続（写真 4）、反対側に 9L
空気ボンベを接続し完成（写真 5）、これを 6 本作成する。
これらは、ステンレス管から空気を噴射することにより砂粒子間に間隙（空洞）ができ、圧密
を解放し、結果的に土圧を軽減する効果が見込まれるものである。
なお、空気噴射管は、圧密された砂への差込み易さ及
び重量、耐久性を考慮し、9.5mm ステンレス管とした。
そして、今回事故のあった事業所から、事故時と同じ
海砂（約 2t）を提供して頂き、それを高さ 83cm、直径
46cm のドラム管（写真 6）に入れ、内部確認をするため
側面に縦 56cm、横 36cm のアクリル板で窓を作り、空気
噴射管の風圧及び空洞化を検証した。
（写真 7）また、サ
イロに見立てた木枠（写真 8：縦 200cm、幅 100cm、高
さ 180cm）を作成し、残りの砂を投入して救出方法につ
いての検証を重ねた。

イラスト 1 空気噴射管使用図
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5 ㎜の切込み

カプラをステンレス管へ

写真 2 ステンレス管

写真 3 ステンレス管

写真 4 アタッチメントホースと

オスカプラ溶接部

写真 5 アタッチメントホースと

ステンレス管を接続

9L ボンベを接続

写真 6 ドラム缶に海砂をいれた状態

写真 7 空気噴射管の風圧による
海砂の空洞化
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写真 8 サイロに見立てた木枠に要救助者を埋没させた状態

3.

空気噴射管を活用した救出方法

①

要救助者に一次確保を取り、つるべ式救助法を設定する。

②

要救助者の周囲にコンパネ等で土留め及びグランドパッドを設定する（写真 9）。

要救助者の周囲にはグランドパッドを設定する

写真 9 要救助者の周囲にグランドパッドを設定
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③

空気噴射管 6 本を、埋没している要救助者を取り囲み足の甲と踵部分に届くよう約 80～90cm

砂内に挿入する。
（要救助者の身体を傷つけないように、より近づけた状態にする。ただし、要救
助者に意識があれば、砂内の体位を聴取する。
）（写真 10、イラスト 2）
④

次に 9L 空気ボンベのそく止弁を開け、6 本共に一斉に約 10 秒間動かさずに噴射。10 秒経過

すれば砂内に空洞ができたことが感触で判るので、その空洞を広範囲に拡げるようにゆっくり上
下左右に動かす（写真 11）。
⑤

その空洞部分に周りの砂が流入すると土圧が下がっていくので、その動きを約 60 秒繰り返し、

砂の密度が緩んだところで救出ロープを引き、要救助者を引き揚げる（写真 12）
。

この時点では、要救助者を引き上
げようとしても土圧により全く
動かない。

写真 10 空気噴射管を要救助者付近に差し込んだ状態
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イラスト 2 写真 10 をイラストにしたもの

写真 11 空気噴射管を上下に動かし、砂内の空洞を拡大
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例）送気後 1 分 40 秒程で土圧の解除、要
救助者の引き揚げが可能

写真 12 土圧解除後、要救助者の引き揚げ

4.

今後の課題
今回、要救助者が立位の想定で検証を進め、一定の効果が見出され、ほぼ 2 分以内で救出が可

能であったが、立位であった場合、足の甲上の土は真上に救出していくうえで身体の中で一番抵
抗（土圧）がかかる箇所であり、その周りの土圧を下げることがポイントとなった。立位であれ
ば足の甲上であるが、座位であったり、屈曲している場合では、土圧のかかる箇所は変化するこ
とから、埋没している部分の体位を特定できなければ、時間を要することも想定しておかなけれ
ばならない。
今回開発したサポートシステムでは、9L 空気ボンベで使用可能時間は約 2 分であるため、2 分
以上かかることを想定し、空気を連続して噴出できるように、予備ボンベの準備は当然のことな
がら、エアーラインなどの活用や連続供給できるボンベ交換装置など改良も必要となってくる。
また、埋没している砂等の材質によっては、ステンレス管が挿入できないことも予想されるため、
素材・形状など今後引き続き検証していく予定である。
5.

結語
これまで全国的にみても同種事案の発生頻度が少なく、その経験値が低く、検証も施設を使っ

ての訓練が困難であり、疑似体験もできず、消防として一定の方策はあったものの、その対策に
積極的に取り組んでこなかった感は否めない。しかしながら今回、当隊は初めて同事案を経験し、
幸いにも要救助者を救出できたものの、あまりにも長時間を要し、同事案の困難性を痛感した。
その経験を今後に生かすために、これまでにない発想での救出サポートシステムを開発した。

-70-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

今回開発したサポートシステムは、消防が保有する既存の資機材である空気ボンベとゴムボー
ト用のエア注入ホースに、ステンレス管を組み合わせただけの安価で製作が容易であり、かつ要
救助者に対し、負担をかけることがなく、その効果は絶大な救出サポートシステムである。
当サポートシステムにより、要救助者の周りの土圧が緩まれば、驚くほど容易に救出が可能で
あり、仮に要救助者の体位によって引き揚げる事ができない場合であっても、土圧が緩んでいる
ことにより、手掘りでも砂を掻き出していくことが可能となり、これまで数時間もかかっていた
救出時間を、数分から数十分で救出することができる。
もちろん、消防署の一消防隊だけでの検証には限界があり、もっと検証や実験を重ねていけば、
サイロだけではなく、あらゆる土砂災害に対応できる発展性のある資機材及び救出方法であると
思慮する。
今回の発表により、全国で発生した同種事案の際に活用され、一人でも多くの要救助者の救出
に役立つことを願う。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員・消防団員等の部

消防防災機器等の開発・改良

ゴム製防火靴の活動効率を上げるサポートギア
大垣市生活環境部危機管理室

1.

水谷佑典

現状と問題
現在、地球の異常気象によって引き起こされる気候変動により、豪雨災害が増え、緊急消防援

助隊の出動実績によると、土砂災害や水害が増加傾向にある。土砂災害や水害時の救助活動では、
ゴム製防火靴【写真 1】は非常に重要な個人保護装備であり、その他の災害時や業務で併用する隊
員も多い。
ゴム製防火靴選びにおいて重要な点は、踵（かか
と）のフィッティングである。これが全ての活動効
率に影響を及ぼすと言っても過言ではない。活動中
は常に踵の上下の動きが繰り返されるため、底背屈
動作において、ゴム製防火靴に踵を追従させなけれ
ばならない（前足部を床につけ、踵が上がった状態
を底屈【写真 2】、踵を床につけてつま先が上がった
状態を背屈【写真 3】と呼ぶ。）。
写真 1 ゴム製防火靴

写真 3 つま先が上がった状態を背屈

写真 2 踵（かかと）が上がった状態
を底屈

フィット性能は、人間の両足が左右で形状、大きさが異なり、個々で感じるフィット感にも相
違が表れやすいため、メーカーが最も設計しにくい機能である。流通しているゴム製防火靴の JIS
規格においても、足長が 5mm 間隔、足囲は 3E しかない。しかし、オーダーメイドのゴム製防火
靴は、既製品の 4 倍から 5 倍のコストが掛かる。
使用しているゴム製防火靴の踵がフィットしていない隊員は、厚手の靴下、中敷き、ヒールカ
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ップ等を使用して、個人で履きやすいように工夫を凝らしているが、思うような効果を得られて
おらず、底屈動作時にゴムが伸び縮みするため、左右の踝上部付近のゴムが変形し、踵とゴム製
防火靴の踵部分が離れ、靴底の踵部分のゴム減りが著しい。そのため、靴底の踵部分の引きずり
を気にして、通常より足を高く上げて歩くことにより、筋肉の動きが大きくなり、エネルギー消
費や酸素供給が増え、疲労を感じやすくなる。また、ゴム製防火靴は、安全性能に優れているが
ため、他の靴より重く、フィットしていないことで、重量感にさらに拍車をかけ、足場の悪い場
所での足のひねりや転倒を防ごうと、足裏に力を入れて安定を図ろうとするため、膝までの負担
が増す。
2.

開発
防火靴には、革製防火靴【写真 4】とゴム製防火靴が存在する。革製防火靴は、軽くて浸透性に

優れ、フィット感はゴム製防火靴より高いが、運動靴【写真 5】のようなフィット感はない。革製
防火靴は、非常に高価で、ゴアテックス素材を使用しており、ゴム製防火靴に比べ、表面に特殊
な縫製や凹凸があり、砂や泥が入り込み清掃が大変で、オイル等でのメンテナンスが必要である
ため、水を含んだ土砂災害や水害には不向きである。
平成 22 年消防隊員用個人防火装備のあり方に関する検討会（第 1 回）の報告書によると、アン
ケートに回答した全国の消防本部のうち、仕様書を作成している 33 本部中 30 本部がゴム製防火
靴を使用しており、現在、我が県でも 20 消防本部中 17 本部がゴム製防火靴を使用し、3 本部が
革製防火靴を使用している。革製防火靴を使用している消防本部でも、水を含んだ土砂災害や水
害では、ゴム製防火靴や市販のゴム製長靴を使用している。水を含んだ土砂災害や水害では、長
時間の活動も懸念されるため、活動終了後、簡単に汚れを落として次の活動に備えるためにも、
メンテナスが簡単なゴム製防火靴の方が、コスト面から考慮しても水を含んだ土砂災害や水害で
は優れている。そこで、需要の高いゴム製防火靴に取り付け可能で、フィット性能が上がる器具
を開発しようと試みた。

写真 4 革製防火靴

写真 5 運動靴
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(1) 開発まで
平成 29 年 3 月に報告された消防隊員個人防火装備のあり方についての防火靴の項目から、多く
の隊員が、ゴム製防火靴に、動き易さと機能性を求めていることが分かった。そこで靴ひもをし
っかりと締め上げ【写真 6】、装着脱着が容易にできること、ジッパー操作【写真 7】のみでフィ
ット性能を高めながら装着脱着でき、活動する際にゴム製防火靴と踵が離れないようにできるこ
とに重点を置いた。ゴム製防火靴を履いた状態で底屈動作をすると、舟状骨（しゅうじょうこつ）
付近と踝（くるぶし）から脹脛（ふくらはぎ）にかけて空間【写真 8】ができるが、その空間を幅
20mm のゴムバンドで締め上げれば、踵（かかと）がフィットすることが分かった。ゴム製防火靴
の外から締め上げると活動障害や規格性能から逸脱してしまうため、内部に取り付けることにし
た。
開発のヒントとなったのは、アメリカの Honeywell 社製革製防火靴だ。これは、シルエットが
大胆で非常に重いが、踝とアキレス腱の付近にクッションのような素材があり、それが踵のフィ
ット性能を高めて、手で持つより軽く、空間がない【写真 9、10】。これをヒントに、ダイソーの
EVA マット（エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂）4mm 以下「EVA マット」という【写真 11】。
）を
加工した EVA マットと、セリアの肘用 M 炭サポーター（以下「サポーター」という【写真 12】。）
を材料とし、作成した。完成した本開発品（以下「サポートギア」という【写真 13】。
）を足に装
着した状態でゴム製防火靴を履くことで、底屈動作により、踵をゴム製防火靴の踵に追従させる
ことが可能となり、活動効率を上げることに成功した。

写真 7 ジッパー操作

写真 6 締め上げた靴ひも

空 間

写真 9 クッションがある防火靴

写真 8 踝（くるぶし）付近の空間
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写真 10 中の様子

写真 11 EVA マット

写真 12 肘用 M 炭サポーター

写真 13 サポートギア

(2) 開発ポイント
安価であり、誰でも簡単に作成でき、迅速にゴム製防火靴が装着できることに重点を置いた。
EVA マットを踝付近に設置できるようにサポーターを折り曲げて、その中に EVA マットを入れ
込み、ズレ防止のため、金天馬カラーゴム幅 20mm（以下「ゴムバンド」という【写真 14】。）を縫
い付けた。結果、靴下を履いた状態で、足にサポートギアを装着することで、履く際に抵抗にな
らず、迅速に履くことができ、舟状骨付近と踝から脹脛かけて空間を利用するだけで踵のフィッ
ト性が向上し底屈動作により、ゴム製防火靴に踵が吸いつく感覚を得る。
EVA マット形状については、踝の外果と踝の内果は高さや位置【写真 15】が異なり、底背屈動
作においてストレスがかからないように外果用 EVA マット【写真 16】と内果用 EVA マット【写
真 17】を作成し、前方は踝にかる程度、中央は踝の上部、後方は踝とアキレス腱の窪みまでの大
きさとした（左右踝付近の EVA マット型（別紙）を使用すると簡単に作成が可能である。）
。自身
の足の形に合わせたオーダーサイズで作成したい場合は、横 10cm×高さ 8.5cm のクリアマットを
用意し、自分の踝に当てマジックで線を描き、ハサミで切り取る。また、EVA マットは足首全体
を覆うことで、アキレス腱付近の屈曲時に抵抗や血流障害を引き起こすことが懸念されるため、
足の内側、外側に取り付ける。検証隊員から、サポートギアを脱着する際、EVA マットが動くと、
再度装着する際に修正して装着しなければならない、との意見があったため、脱着時に EVA マッ
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トが動かないように、EVA マットの上部を中心として、外側内側に 3M メカニカルファスナーフ
ックのり付き幅 25mm 長さ 7cm（以下「マジックテープフック」という。）を貼り、サポーターと
のズレ防止策を行った【写真 18】。
重いゴム製防火靴において、開発品の素材の軽量性は重要な要素である。そこで比重が小さく
扱いやすいこと、容易に切断、加工ができること、足にかかる負担を軽減するため、中敷きと同
素材である点を考慮して、EVA マットを採用した。しかし、ゴム製防火靴は通気性が悪く、足全
体を EVA マットで覆うと空気の通り道がなくなるため、足の前方、後方は接することなく空間を
設けて、通気性の改善に努めた。また、肌に接すると、発汗しやすいため、程良い締め付けと安
定性を生み出すよう、サポーター内に取り付けて使用することとした。
サポートギアが動かないようにするために、端が開いているサポーターと伸縮性と耐久性のあ
るゴムバンドを伸縮性のある糸で縫い付けるが、縫い付ける位置は、サポーターが踝の下にある
ことが重要である【写真 19】。ゴムバンドの長さは縫いしろを左右 2cm 考慮し、必要とする長さ
の 7～8 割を目安とする。
検証結果から、サポーターM サイズの使用を好む隊員が
約 93％を占めており、サポーターM サイズを使用しても
ゴム製防火靴が著しくフィットしない隊員は、セリアの肘
用 L 炭サポーターで代用できる。また、サポートギアは、
内部がフラットな編み上げ安全靴【写真 20】や内部がフラ
ットな革製防火靴【写真 4】にも応用可能で、運動靴や救
急短靴と併用でき常時装着も可能である。
写真 14 ゴムバンド

内果

外果
つま先側

写真 16 外果用 EVA マット

写真 15 踝（くるぶし）の外果と内果

つま先側

踵側

踵側

写真 17 内果用 EVA マット

写真 18 ズレ防止策
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写真 19 サポーターの位置

3.

写真 20 編み上げ安全靴

作成方法

(1) 別紙の外果用 EVA マットと内果用 EVA マットの型を印刷する。
(2) 印刷した型をハサミで切り取り、EVA マットに映す【写真 21】。
(3) 映した EVA マットをハサミで切り取る【写真 22】。
(4) 脱着時ズレ防止のマジックテープフックを EVA マットに貼る【写真 23】。
(5) サポーターを折り曲げ、その中に EVA マットを入れる【写真 24】
。
(6) サポートギアを足に装着して位置を決める【写真 19】
。
(7) サポートギアの中心にゴムバンドを取り付けるために、メジャーで長さを測定する【写真
25】。
(8) 縫いしろを左右 2cm 考慮し、必要とする長さの 7～8 割のゴムバンドを用意する。
(9) 端が開いているサポーターの内側に、ゴムバンドを縫い付ける【写真 26】。

外
踵
内踝

外踵
内踵

8.5cm

8.5cm

10cm

10cm
左右踝付近の EVA マット型

-77-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

写真 21 EVA マットに映す

写真 22 EVA マットを切る

写真 23 マジックテープを貼る

写真 24 EVA マットを入れる

写真 26 ゴムバンドを縫う

写真 25 バンドの長さを決める

4.

検証や実証

(1) 隊員による様々な環境化での検証（検証結果表）
測定方法は、実施者である、靴ひもをしっかり締めつけてゴム製防火靴を履いた隊員 16 名に、
スタートライン（ゴールライン）と折り返しラインを事前に説明し、複数の隊員で目視にて確認
できる状態で行った。スタートラインから足が離れたら測定を開始し、検証距離を歩いてゴール
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ラインに足が踏み入れたら測定を終了とした。実施方法は、訓練ごとに各 1 回のみ測定し、同じ
感覚で歩き方を意識させ、サポートギアなし、サポートギアありで行い、測定方法はランダムに
行った。
ゴム製防火靴とサポートギアの活動検証（検証結果表）
ゴム製防火靴

№

サポートギアなし

性別年齢・隊員歴

100ｍ

階段 258

100ｍぬ

100ｍ

階段 258

100ｍぬ

サポートギア

坂道往復

段登り下

かるみ往

坂往復競

段登り下

かるみ往

サイズ

競歩

り訓練

復競歩訓

歩

り訓練

復競歩訓

練

訓練

訓練
1
2
3
4

サポートギアあり

練

男 28 歳・歴 7 年・

①

②

②

②

①

①

M サイズ

2 分 27 秒

5 分 26 秒

3 分 04 秒

2 分 19 秒

5 分 10 秒

2 分 51 秒

男 36 歳・歴 12 年・

①

①

①

②

②

②

M サイズ

2 分 33 秒

6 分 32 秒

2 分 28 秒

2 分 23 秒

6 分 09 秒

2 分 16 秒

男 20 歳・歴 2 年・

②

①

①

①

②

②

M サイズ

2 分 46 秒

5 分 26 秒

2 分 20 秒

2 分 39 秒

5 分 23 秒

2 分 07 秒

男 35 歳・歴 11 年

①

②

①

②

①

②

M サイズ

2 分 39 秒

4 分 37 秒

2 分 31 秒

2 分 29 秒

4 分 44 秒

2 分 14 秒

男 25 歳・歴 7 年

②

②

①

①

①

②

L サイズ

2 分 35 秒

6 分 05 秒

2 分 30 秒

2 分 24 秒

6 分 00 秒

2 分 23 秒

男 24 歳・歴 2 年

①

②

①

②

①

②

M サイズ

2 分 36 秒

4 分 57 秒

2 分 28 秒

2 分 21 秒

5 分 12 秒

2 分 19 秒

7

男 24 歳・歴 3 年

②

①

①

①

②

②

M サイズ

2 分 00 秒

5 分 15 秒

2 分 38 秒

1 分 54 秒

5 分 28 秒

2 分 19 秒

8

男 32 歳・歴 12 年

①

②

①

②

①

②

M サイズ

2 分 10 秒

5 分 15 秒

2 分 25 秒

2 分 12 秒

5 分 09 秒

2 分 07 秒

男 29 歳・歴 7 年

②

①

②

①

②

①

M サイズ

2 分 22 秒

5 分 23 秒

2 分 39 秒

2 分 09 秒

5 分 10 秒

2 分 33 秒

5
6

9
10
11
12

男 22 歳・歴 5 年

②

①

②

①

②

①

M サイズ

2 分 39 秒

5 分 30 秒

2 分 49 秒

2 分 31 秒

5 分 12 秒

2 分 46 秒

男 28 歳・歴 5 年

①

②

①

②

①

②

M サイズ

2 分 22 秒

5 分 34 秒

2 分 26 秒

2 分 10 秒

5 分 07 秒

2 分 12 秒

男 24 歳・歴 1 年

②

①

②

①

②

①

M サイズ

2 分 30 秒

5 分 25 秒

2 分 33 秒

2 分 20 秒

5 分 09 秒

2 分 41 秒

男 25 歳・歴 7 年

②

①

①

M サイズ

2 分 08 秒

未 実 施

2 分 57 秒

2 分 00 秒

未 実 施

2 分 44 秒

男 33 歳・歴 11 年

①

②

①

②

①

②

M サイズ

2 分 15 秒

6 分 02 秒

3 分 25 秒

2 分 13 秒

5 分 40 秒

3 分 20 秒

15

男 32 歳・歴 6 年

②

①

②

①

②

①

M サイズ

2 分 23 秒

6 分 48 秒

3 分 19 秒

2 分 20 秒

6 分 40 秒

3 分 17 秒

16

男 32 歳・歴 6 年

②

①

②

①

②

①

M サイズ

2 分 19 秒

5 分 57 秒

3 分 11 秒

2 分 15 秒

5 分 46 秒

3 分 28 秒

速いタイム人数

1/16 人

3/15 人

2/16 人

15/ 16 人

12/ 15 人

14/ 16 人

速い割合比較結果

約 7％

約 20％

約 13％

約 93％

約 80％

約 87％

13
14
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100m 坂道往復競歩訓練【写真 27】

ア

サポートギアの使用より、踵が追従することで上りでは歩きやすく、靴底の踵部分の引きずり
を気にしなくて良い。下りでは推進力が増して足裏に力を入れなくても安定して前に進めた。ま
た、歩幅が普段より広がり、進むことができたとの意見があった。測定タイムでは、全体の約 87％
の隊員が、サポートギアありの方が速かったという結果が出た。
イ

階段 258 段登り下り訓練【写真 28】
サポートギアの使用により、登りでは踵が追従され足が軽く上がり、普段より脚を上げなくて

も階段が登れた。また、特に階段の下りでは、踵が追従され着地時の不安定さがなくなり、安定
して下りることができたと意見があった。測定タイムでは、全体の約 80％の隊員が、サポートギ
アありの方が速かったという結果が出た。
100m ぬかるみ往復競歩訓練【写真 29】

ウ

サポートギアの使用により、ぬかるみで足を取られても、踵が追従しているため、力を伝え易
く、ぬかるみから脱出しやすかった。また、ゴム製防火靴と踵がフィットしているため、転倒予
防や捻挫予防に有効との意見であった。測定タイムでは、全体の約 93％の隊員が、サポートギア
ありの方が速かったという結果が出た。しかし、ゴム製防火靴に泥がへばり付くという問題点が
新たに浮上した。
エ

参加隊員へのアンケート調査（アンケート表）
検証訓練に参加した隊員 16 名に、各訓練終了後サポートギアのアンケート調査を実施した。多

くの隊員が、踵とゴム製防火靴の踵部分がフィットしておらず、靴ずれを起こすなど、長期の活
動がきついと感じてはいたが、ゴム製防火靴においては、それが当たり前だと思っており、特別
な対策をしている隊員がいなかった。だが、今回の検証を通じて全隊員が、サポートギアがあれ
ば、長期にわたる救助活動の際、疲労が軽減すると思われるため、今後もサポートギアを使用し
たいと答えた。

写真 27 坂道での訓練の様子

写真 28 階段での訓練の様子
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写真 29 ぬかるみでの訓練の様子

アンケート表
ゴム製防火靴の活動効率を上げるサポートギアについて
アンケート対象者１６人・性別男・年齢 20～36 歳・消防歴１～12 年
１

ゴム製防火靴を使用して活動を行う場合、踵がゴム製防火靴の踵付近に
追従しますか？
はい（０人）
・いいえ（１５人）
・どちらともいえない（１人）

２ サポートギアを使用して従来通りにゴム製防火靴を装着することは可
能ですか？
はい（１６人）・いいえ（０人）
・どちらともいえない（０人）
３ サポートギアを使用して従来通りにゴム製防火靴を離脱することは可
能ですか？
はい（１６人）・いいえ（０人）
・どちらともいえない（０人）
４ サポートギアを使用してフィット性能は安定し、踵がゴム製防火靴の
踵付近に追従しますか？
はい（１６人）・いいえ（０人）
・どちらともいえない（０人）
５

サポートギアを常に装着して足に痛みを感じますか？
はい（０人）
・いいえ（１６人）
・どちらともいえない（０人）

６

サポートギアを使用してゴム製防火靴の重さが軽減されましたか？
はい（１４人）・いいえ（０人）
・どちらともいえない（２人）

７

今後もサポートギアを使用したいですか？
はい（１６人）・いいえ（０人）
・どちらともいえない（０人）

-81-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

(2) 泥での検証
ぬかるみ競歩訓練に参加した隊員から、サポートギアを使用することで、脚の力をゴム製防火
靴に伝え易く、足を抜く行為には効果を得るが、泥がゴム製防火靴にへばり付くという意見があ
った。このように水を含んだ土砂災害現場では、土砂に入ると足が抜けなくなり、泥がゴム製防
火靴にへばり付くという問題点がある。問題が発生する理由は、水を含んだ粒子の細かい土と足
の裏が真空状態となり、水を含んだ土が足の甲に重く圧し掛かり、ゴム製防火靴全体に土圧が掛
かるために抜けなくなると考察される。この問題を解決するため、ゴム製防火靴に泥をはじくス
プレーを散布したらどうか、と考えた。適したスプレーを探した結果、モトクロスバイクを利用
する人が、バイクを泥から守るため使用するシリコンスプレーを試みた。このシリコンスプレー
は、安価であるのも利点である。ゴム製防火靴にシリコンスプレー、防水スプレー、タイヤワッ
クス、散布なしの 4 パターン【写真 30】で、粒子の細かい土に水を混ぜた桶に入れて、泥のへば
り状況の相違を観察した。どれもゴム製防火靴を泥から抜いた時に、足の甲に泥はへばりつくが、
シリコンスプレーを使用したゴム製防火靴の両側面、背面には、泥がへばりつかないことが判明
した。シリコンスプレーの有効性が認められた。
次に、本開発品とシリコンスプレーを併用した場合の有効性を検証するための実験に移った。
2 足のゴム製防火靴を使用した。1 足目は、左足のゴム製防火靴には、シリコンスプレー30 秒間散
布と、サポートギアあり、右足はシリコンスプレーと、サポートギアもなしのもの、2 足目はその
逆で、左足をシリコンスプレーなし、サポートギアなし、右足をシリコンスプレー1 分間散布と、
サポートギアありのものを使用した。シリコンスプレーは、前日の夜に片足に 30 秒間と 1 分間散
布した。粒子の細かい土に水を混ぜた桶に、足を入れて 1 分間足踏みを行い【写真 31】、真空状態
からの脱出状況、泥のへばり付き状況を検証した【写真 32】。また、泥がへばり付いた状態で 6 時
間放置した後【写真 33】
、10 秒間水につけた時の泥の状況を観察した【写真 34】。結果は、片足 1
分間シリコンスプレーを散布するとすぐに泥が落ち、へばり付いた泥の重さは感じなくなり、乾
燥した泥も短時間で落とせた。
サポートギアと片足 1 分間ゴム製防火靴に、シリコンスプレーを散布することで、フィット性
能も向上し、泥のへばり付きも改善した。なお、シリコンスプレーは、ゴムの劣化を防止する無
溶剤タイプを使用し、散布後はタオル等で拭き取り作業は不要である。石油系溶剤タイプのシリ
コンスプレーは、逆にゴムの劣化を招くため、使用してはならない。また、足裏にシリコンスプ
レーを散布すると、転倒するリスクがあるため決して足裏には散布してはいけない。
シリコン
スプレー

なし

タイヤ
ワックス

防水
スプレー

写真 30 4 パターンでの検証

写真 31 桶に足を入れた様子
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スプレー
なし
スプレー スプレー
なし １分間散布

スプレー
なし

スプレー
１分間散布

スプレー
なし

スプレー
30 秒間散布

スプレー
30 秒間散布

写真 33 6 時間後の様子

写真 32 取り出し後の様子

スプレー
なし

スプレー
１分間散布

スプレー スプレー
なし
30 秒間散布

写真 34 水につけた後の様子

(3) 耐久性の検証
ゴム製防火靴は通気性が悪く、足に汗をかきやすいため、サポートギア使用後には洗濯を行い、
清潔にしなければならない。サポートギアの耐久性を検証するため、サポートギアをネットに入
れ、30 回の洗濯を実施した。1 回、10 回、20 回、30 回洗濯したものを比較したが、サポーターの
ほつれやゴムバンドの伸びは見受けられなかった。結果、耐久性に関して問題はないと考察され
る【写真 35】
。
(4) 火災現場や火災原因調査にて
サポートギアを火災防ぎょ訓練で使用後、実際に火災現場でも使用した。機関員【写真 36】は
ペダル操作がしやすく、隊員【写真 37】は、普段よりゴム製防火靴にストレスを感じず、活動す
ることができ、火災原因調査で使用した際には、踵のフィット感が良くなり、足元の悪い環境で
の使用時に転倒防止や捻挫予防、冬場は足の保温に効果があるとの意見であった。
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1回
洗濯

10 回
洗濯

20 回
洗濯

30 回
洗濯

写真 35 洗濯したサポートギア

写真 37 活動時のイメージ

写真 36 運転時のイメージ

5.

サポートギアの効果と特徴
しっかりと試着して選んだゴム製防火靴の踵がフィットしない隊員は、装着・脱着方法が容易

に行えるこのサポートギアを使用することで、底屈動作においてゴム製防火靴に踵を追従させる
ことができ、踵にゴム製防火靴が吸い付く感覚や効果を得ることが可能になる。また、サポート
ギアは個人で好みの EVA パットサイズに調整をすることも可能で、安価で誰にでも簡単に作成す
ることができる。さらにゴム製防火靴にシリコンスプレーを片足 1 分間散布すると、土砂災害で
の活動障害の解決策に繋がる【写真 38】。
6.

今後の課題
ゴム製防火靴は踵にフィットしないものである、という概念をこの安価で簡単に作成も可能な

サポートギアを体感していただくことで覆し、認知されるための活動を行っていきたい。フィッ
ト性能に悩む 1 人でも多くの隊員に広め、救助活動で使用してほしいと願う。その方法として、
関係書籍出版社や防火靴メーカーへの紹介も視野に入れている。サポートギアとシリコンスプレ
ーを併用したゴム製防火靴が、土砂災害に出動する隊員の個々の救助活動効率を上げ、より迅速
な要救助者の救出を可能にしたい。
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写真 38 装着のイメージ

7.
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員・消防団員等の部

消防防災機器等の開発・改良

陽圧式化学防護服内における環境改善機器の考案
東近江行政組合消防本部

1.

三添章悟、田中寿明

はじめに
2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、テロ行為による大規模な NBC 災害

が懸念されています。平成 28 年度救助技術の高度化等検討会においても議題とされ、消防機関の
対応能力をより一層充実、向上させることが急務とされています。そこで、NBC 災害時に必須と
なる陽圧式化学防護服（以下、「防護服」という。）の内部環境に着目し、活動時の環境改善を図
ることを目的としました。
2.

現状の課題
気候や体温による温度の上昇に加え、呼吸や発汗によって湿度も上昇することで、活動時にお

ける防護服内の環境は「高温多湿」状態となり、その劣悪な環境の中で、隊員は長時間の活動を
強いられます。特に夏場においては、隊員の身体的な負担が大きく、ヒートストレスや熱中症を
引き起こす危険性が高くなります。そこで、これらの課題を解消するため、防護服内の「温度」
と「湿度」の上昇を抑える機器を考案しました。
3.

機器の概要
本機器は、高さ 50cm、幅 35cm、奥行き 25cm、重量 4kg の箱型で、空気呼吸器のボンベに被せ

るようにして設定します。
機器内部は、上から除湿剤による「第 1 除湿空間」、冷却パックによる「冷却空間」、除湿剤に
よる「第 2 除湿空間」の計 3 層で構成されており、各層は、ボンベ径に合うように切り出した発
泡ポリエチレンで仕切っています。さらに、各層の密閉度を高めるための密閉用シートを取り付
けています。
（写真 1、2、表 1 参照）
機器外部は、右側面に 8cm 角の「ファン A」、内蔵バッテリー式の「ファン B」、送気用蛇腹ホ
ースを配置し、左側面には呼気用蛇腹ホース、長方形の「ファン C」を配置しています。また、
両側面には除湿剤を配置しています。（写真 3～6、表 1 参照）
本機器の仕組みは、活動中に隊員が発する高湿度の呼気を、呼気用蛇腹ホースから第 1 除湿空
間へ取り込むとともに、隊員の体温や発汗によって高温多湿となった防護服内の空気を、ファン
A にて同空間へ取り込み除湿します。次に、空気は冷却空間へ流れ込み、空気の冷却を行います。
このとき、冷却に伴う結露作用によって、除湿の促進も図ります。その後、空気は第 2 除湿空間
へ流れ、取り切れなかった湿気を除去した後、ファン B を通り送気用蛇腹ホースから頸部へ空気
を送気します。このとき、頸部（けいぶ）に当たった空気が防護服内にも流れ込むことで、防護
服内の冷却を図るとともに、ファン C によって防護服内の停滞している空気の強制対流を行い、
防護服内全体の温度と湿度の均一化を図ります。さらに、機器外部の両側面に配置した除湿剤に
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て、防護服内全体の除湿の促進を図っています。（図 1 参照）
このように、
「冷却」、
「除湿」、
「空気の強制対流」の 3 つを行うことで、防護服内における温度及
び湿度の上昇を抑える効果を得るものです。

④

①

②

③

⑤

写真 1 機器内部

⑪

⑩

⑨

⑥

⑧
⑦
⑫

写真 2 密閉シート設定
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表 1 機器名称一覧表

⑪

⑭
⑨

⑩
⑮

⑮

⑧

⑬

写真 3 機器外観（正面）

⑭

写真 4 機器外観（背面）

⑥
⑩

⑨

⑮

⑮

⑦

写真 5 機器外観（右側面）

写真 6 機器外観（左側面）
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図1

機器の仕組み

3.1 冷却について
機器中央部の冷却空間に、冷却パックを 4 つ配置しています。なお、冷却パックは、熱中症対
策として普段から冷却ベストや防火服に活用しているものを採用しています。（写真 7 参照）
3.2 除湿について
除湿剤は、人体への毒性や発熱等の危険を考

冷却パック 4 つ

慮し、より安全に取り扱える「シリカゲル」を
採用しました。なお、シリカゲルについては、
呼気や防護服内の高湿度状態に対して効果的な
「B 形」を採用しています。
機器上方の第 1 除湿空間内部の上面には、シ
ート状にパッキングしたシリカゲル 20g を 2 枚、
後面に袋状にパッキングしたシリカゲル 50g を
3 袋配置しています（写真 8 参照）。
機器下方の第 2 除湿空間は、アルミ板で作成
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した箱内に、袋状にパッキングしたシリカゲル 50g を 4 袋配置し、濾過装置のように空気を通過
させます（写真 9 参照）
。
機器外部の両側面には、袋状にパッキングしたシリカゲル 50g を 3 袋ずつ配置しています
（写真 5、6 参照）。

シリカゲル 20g×2 枚

シリカゲル 50g×3 袋

（シート状にパッキング）

（袋状にパッキング）

シリカゲル 50g×4 袋
（袋状にパッキング）

写真 9 第 2 除湿空間

写真 8 第 1 除湿空間
3.3 空気の強制対流について

ファン A は、防護服内の高温多湿な空気を機器内部の第 1 除湿空間へ取り込むとともに、ファ
ン B との吸排気のバランスを確保するよう配置しています（写真 5 参照）。
ファン B は、内蔵バッテリーによりファン A 及びファン C へ電源の供給を行うとともに、機
器内部で冷却及び除湿された空気を頸部へ向けて送気します。
今回採用したファン B は、風速 7.5m/s の能力があり、この風速は体感温度を 4～5℃低下させ
る風速となります。そこに、機器による冷却と除湿の相乗効果を得ることで、頸部への送気温度
はより一層冷たく感じることになります（写真 5 参照）。
ファン C は、防護服内の停滞する空気の強制対流を行うことで、防護服内全体の温度と湿度の均
一化を図る役割があります（写真 6 参照）。
4.

機器の設定方法
次の(1)～(5)の手順により機器を設定します。設定にかかる所要時間は約 40 秒です。なお、機

器の事前設定として、活動隊員は冷却ベストを着用し、補助者は、機器内部の冷却空間に冷却パ
ックを 4 つ設定後、密閉用シートによる密閉を行います。
(1) 機器を空気呼吸器のボンベに被せる（写真 10 参照）。
(2) 除湿シート付きのゴムバンドを、保護枠に掛ける（写真 11 参照）。
(3) 呼気用蛇腹ホース先端の呼気弁カバーを、面体呼気弁に被せる（写真 12 参照）。
(4) 送気用蛇腹ホース先端を、右肩バンド部分に取り付ける（写真 13 参照）。
(5)

機器外部両側面にある 3 種類のファンの電源を入れる（写真 14 参照）。
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写真 11 設定方法(2)

写真 10 設定方法(1)

写真 12 設定方法(3)

写真 13 設定方法(4)

写真 14 設定方法(5)
5.

機器の性能

5.1 検証方法
一定温度（30.0℃）に保った室内で踏み台昇降運動（踏み台高さ 20cm）を実施し、デジタル温
湿度計にて 5 分毎に防護服内の温度と湿度を測定しました。また、被験者には測定前と測定後に
電子体温計にて体温の測定も行いました。
なお、踏み台昇降運動のテンポは、1 分あたり 100 拍に設定したメトロノームの電子音に歩調
を合わせるよう、被験者に教示しました（写真 15、16 参照）。
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写真 16 検証方法②

写真 15 検証方法①

5.2 検証種別
上記 5.1 における同一条件の下、次の 4 種別について検証を行いました。
(1) 冷却等による熱中症対策をしない場合。（以下、「対策なし」という。）
(2) 冷却ベストを着用した場合。
(3) 本機器を使用した場合。
(4) 冷却ベストと本機器を併用した場合（以下、「併用」という。）。
5.3 検証結果
5.3.1 温度
対策なしの場合、測定開始直後から 15 分後にかけて急激な温度上昇が見られ、最高温度は
33.4℃(+3.4℃)の上昇となりました。現状の熱中症対策として用いられている冷却ベストを着用
した場合、対策なしの場合に比べて温度上昇を軽減することができましたが、20 分以降には 32℃
台へと上昇を続け、その後も時間経過とともに上昇していく結果となりました。
一方、本機器を使用した場合、10 分後までは上昇傾向であったものの、25 分後までの温度上昇
を 31℃台に抑えることができました。また、併用の場合、15 分後までの温度上昇は 30.3℃(+0.3℃)
に留まるだけでなく、20 分後以降には開始温度を下回るなど下降傾向へと移行し、測定終了時に
は 29.4℃(-0.6℃)という結果となりました。（表 2、図 2 参照）

表 2 温度変化

検証種別

開始時

5分後

10分後

15分後

20分後

25分後

30分後

対策なし

30.0 ℃

31.9 ℃

32.7 ℃

33.3 ℃

33.4 ℃

33.3 ℃

33.4 ℃

冷却ベスト着用

30.0 ℃

30.4 ℃

30.9 ℃

31.4 ℃

32.3 ℃

32.4 ℃

32.7 ℃

機器使用

30.0 ℃

31.1 ℃

31.4 ℃

31.4 ℃

31.4 ℃

31.8 ℃

32.0 ℃

冷却ベストと機器の併用

30.0 ℃

30.2 ℃

30.3 ℃

30.3 ℃

30.0 ℃

29.7 ℃

29.4 ℃
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図 2 温度変化グラフ
5.3.2 湿度
いずれの検証種別においても、測定開始から終了まで上昇傾向となりましたが、対策なしの場
合と冷却ベスト着用の場合は、5 分後に 80％台、10 分後には 90％台と急激な上昇が見られたのに
対し、本機器を使用した場合では、5 分後は 64％、10 分後は 71％と緩やかな湿度上昇に抑えるこ
とができました。また、併用の場合については、5 分後に 55％、10 分後に 69％となり、さらに数
値を軽減することができ、20 分後以降においても 80％台に留まる結果となりました。
活動障害となる防護服のアイピース及び面体の曇りについては、いずれの検証種別においても
湿度が 80％を超えたあたりから徐々に現れ始め、90％を超えると曇りが顕著に見られ、曇りを拭
き取らなければ視野が確保できない状態となりましたが、機器を使用した場合と併用の場合には、
曇り始めを大幅に遅らせることができました（表 3、図 3 参照）。
表 3 湿度変化

検証種別

開始時

5分後

10分後

15分後

20分後

25分後

30分後

対策なし

24 ％

85 ％

91 ％

94 ％

94 ％

95 ％

97 ％

冷却ベスト着用

32 ％

84 ％

90 ％

90 ％

94 ％

94 ％

94 ％

機器使用

27 ％

64 ％

71 ％

78 ％

81 ％

88 ％

90 ％

冷却ベストと機器の併用

26 ％

55 ％

69 ％

75 ％

80 ％

84 ％

83 ％
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図 3 湿度変化グラフ
5.3.3 体温
測定後の体温について、対策なしの場合の体温は 39.5℃(+2.7℃)と最も高く、次いで本機器を
使用した場合が 38.5℃(+1.5℃)、冷却ベストを使用した場合は 38.2℃(+1.2℃)となり、最も効果
が見られたのは併用の場合の 37.9℃(+1.1℃)という結果でした。（表 4 参照）

表 4 被験者体温

測定前

測定後

上昇値

対策なし

36.8 ℃

39.5 ℃

+ 2.7 ℃

冷却ベスト着用

37.1 ℃

38.3 ℃

+ 1.2 ℃

機器使用

37.0 ℃

38.5 ℃

+ 1.5 ℃

冷却ベストと機器の併用

36.8 ℃

37.9 ℃

+ 1.1 ℃

検証種別

6.

結論
検証結果から、本機器を使用することで温度と湿度の上昇を抑えることができました。さらに、

熱中症対策として活用されている冷却ベストと併用することで、湿度と体温の上昇を大幅に抑え
る効果が得られるとともに、温度については測定開始を下回るほどの効果を得ることができまし
た。
以上のことから、本機器は防護服内の「高温多湿」状態となる環境の改善に有効な機器である
と考えられます。
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7.

おわりに
長時間の活動となる NBC 災害に対して、熱中症の危険性が高い環境下での活動は、隊員の活

動能力を充分に発揮することはできません。
被験者に対して、検証中に感じた事柄について聴取したところ、
「冷却ベストと本機器の併用が
最も冷却感を持続して感じられる。また、防護服のアイピースや面体の曇りも僅かであり、活動
障害となることもなくストレスは軽減できていた。」との感想を得ています。
熱中症対策として水分補給や冷却ベストによる対策を行っていますが、これらの対策には限界
があり、他の具体的な対応策がないのが現状です。本機器が画期的な対応策の先駆けとして有効
活用できるものと確信しています。
8.

参考文献
「平成 28 年度救助技術の高度化等検討会報告書」

・総務省消防庁
・東京消防庁

消防技術安全所報第 52 号

「各種防護衣を着装した消防活動時の隊員の生理的負荷に関する検証」
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

一般の部

消防防災機器等の開発・改良

廃棄物処理用破砕設備の爆発抑制装置の研究開発
株式会社モリタホールディングス

廖 赤虹、山野光一、大室

株式会社モリタ環境テック
東京大学

1.

健

西野達也

茂木俊夫、土橋

律

はじめに

1.1 破砕設備について
破砕設備は、多くの産業に広く使用されている。特に、廃棄物処理業や資源リサイクル処理業
における対象物の減容および分別・回収を目的とする破砕工程は、重要な処理設備となる。同処
理の要となる破砕機は、切断式、回転式、圧縮式の 3 種に大別（図 1）され、最も多く設置され
ているのは高速の回転式型で、汎用性が高く処理能力が大きいことが理由とされる 1) 2)。
図 2 に横型高速回転式破砕設備の一例を示す。破砕対象物は処理業者毎の規準による事前選別
の後、ベルトコンベア等によって破砕機の入口に投入され、ロールフィーダやキャタピラなどの
材料送り装置で強制的に破砕機内に送られ、高速回転ハンマーの衝撃を受けて破砕する。回転ハ
ンマーの周りには、ライナーと呼ばれる囲みがあり、そこに破砕物の大きさ（粒度）を調整する
多孔板などが備え付けられる。また、破砕時に発生する粉塵は、集塵ダクトを通して集塵機に捕
集される。
1.2 破砕設備と爆発火災事故
高速回転式の破砕機は自動車をはじめ、主として金属や硬質プラスチックなどの固くて脆い物
を対象とするため、粉塵や衝撃火花の発生が避けられない。一方で、破砕対象物に混在するガス
ボンベや揮発性溶媒を、破砕の前工程で完全に除去することが困難である実態を加味すると、必
然的に爆発や火災の危険性が高まる。過去の調査によると、回転式破砕機を所有する 239 施設の
約 60％にあたる 142 施設で、爆発および火災事故が発生しており、前述した危険性の高さが伺え
る 1）。一例として、著者らが調査したリサイクル業者 A は、破砕処理前に選別工程を施している
にもかかわらず、直近の 2 年間で 8 回の爆発事故が発生していた。
竪型切断式

切断式
破砕機

横型切断式
横型
高速
回転式
竪型

破砕機 回転式
破砕機
低速
回転式
圧縮式
破砕機

ロールフィーダ

ｽｲﾝｸﾞﾊﾝﾏ式

ハンマー

ﾘﾝｸﾞﾊﾝﾏ式
ｽｲﾝｸﾞﾊﾝﾏ式

ライナー

ﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ式

集じん機

単軸式
多軸式
振動コンベア

キャタピラ式

図 2 高速回転式破砕設備の一例

図 1 破砕機の分類 1)
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1.3 爆発による被害状況の事例
一般的な破砕機の本体は耐爆仕様で、破砕物の投入口と排出口は開放されているため、破砕機
での爆発被害は主に周辺機器に派生する。
表 1 と表 2 に、B 社の自動車リサイクル施設の破砕設備で発生した爆発事故事例を示す。破砕
機本体は爆発による被害は殆ど認められなかったが、搬送設備や集塵設備などの周辺機器ならび
に、建屋は破砕機からの爆風により著しい被害が発生している（図 3）。表 3 には、鳥取中部ふる
さと広域連合所有の破砕設備での爆発による被害状況を示す 3)。B 社同様、周辺機器が多く損傷
したほかに破砕機本体も少なからず被害を受けている。これら破砕機に関わる爆発事故例以外に
も、破砕機内の爆発に起因する集塵機の粉塵爆発事例も少なくない 4)。
火災に繋がらない小規模の爆発の場合、設備の復旧、すなわち再稼働に要する期間はそれほど
長くはないが、平成 14 年～平成 18 年の統計によると、爆発時の約 20 %が火災事故に繋がってい
る

1)

。爆発に伴う火災の発生は、周辺機器を含め設備の損傷が大きく、復帰には莫大な費用と長

期の稼働停止に伴う損失が避けられない。また、最悪の事態としては、近隣住民から施設維持と
事業継続の理解が得られなくなり、操業停止に至ることも否定できない。

表 1 自動車リサイクル施設 A における爆発事例

破砕設備

種類

横型高速回転式

対象物

自動車

処理能力

約 100 台/h

原因

ガスボンベ

死傷者

0名

休業期間

約 2 か月

復旧費用

約 5,000 万円

爆発

表 2 破砕設備の被害

搬送設備

集塵設備

建屋

被害箇所

被害状況

コンベアカバー

曲損，脱落

集塵ダクト

曲損

集塵機

分解，脱落

架台，歩廊

曲損，脱落

金属製建具，ガラス

曲損，破損

屋根

曲損

照明，監視カメラ

破損
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屋 根 曲

ガラス破損

コンベアカバー脱落

集塵機破損

図 3 破砕設備の被害状況
表 3 破砕設備の爆発被害状況の一例 3)
被害箇所

被害状況

破砕機

ケーシング

膨張

爆風逃がし弁

断裂

集塵カバー側板ガイド

極損，断裂

供給フィーダ 監視カメラ
及び照明

カメラ撮影不能
証明取付部破損

破砕機モータ用高圧電線管取付金具
振動
コンベヤ

2.

備考

破損

ケーシング

膨張

フレキシブルジョイント

断裂

点検口

膨張

入口，出口共

破砕設備の爆発対策

2.1 爆発対策の種類
現状実施されている爆発対策を破砕対象物の流れ（破砕機投入前後）から分類すると、爆発の
原因となる物質が破砕機に投入されないように対処する“予防対策”と、破砕機に投入された後
に対処する“爆発対策”がある。
予防対策は、a)ごみ排出者に対する爆発の原因物質の適切な使用と廃棄方法の啓蒙、b)ごみ収
集段階の分別、c)破砕前の選別除去などが挙げられ、運用上の対策である。爆発対策は、d)着火・
爆発をさせない対策、e)爆発の被害を軽減する対策に分けられ、爆発の防止・抑制技術である。
一方で、ごみや再生資源の特性、すなわち現状は様々な混在物として収集搬入される実態にか
んがみると、爆発の原因となる物質を破砕処理工程前の各段階で完全除去することは、不可能と
言わざるを得ない。また、爆発原因の一つである粉塵は、破砕処理工程で発生するため、予防対

-98-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

策では対処しきれない。これら実情を踏まえると、破砕処理工程での爆発対策の砦は、爆発防止
技術と被害軽減（爆発抑制）技術に絞られてしまう。
2.2 破砕機の爆発防止と被害軽減（爆発抑制）技術の特徴
(1) 爆発防止技術
現在実用化されている破砕機の爆発防止技術（2 種類）を以下に示す。
1) 希釈空気吹込み式防爆装置
破砕機内に外部から多量の空気を吹込み、粉塵や可燃性ガスの濃度を爆発限界濃度以下に希釈
して爆発を防止する方式。装置の構造は単純で設置費用は比較的低い。ただし、粉塵処理が必要
となる場合、集塵装置は大風量に比例して大きくなるため、装置全体の費用は高くなる。また、
高速回転式破砕機内でのガスボンベやエアゾール缶による爆発を防ぐことは困難である。
2) 不活性ガス吹込み式防爆装置
不活性ガスを破砕機内に常時吹込み、破砕機内の酸素濃度を粉塵や可燃性ガスの爆発限界濃度
以下に抑えて爆発を防止する方式。一般的に不活性ガスは水蒸気を用いる。水蒸気吹込み式防爆
装置は、希釈空気吹込み式より防爆性能が優れる。しかし、破砕機運転中に常時十分量の水蒸気
を送り込むためのボイラーと燃料タンク、蒸気の凝縮対策として破砕機本体と蒸気配管の断熱処
理も必要となる。また、水蒸気を常時に発生させるための燃料代などのランニングコストも加味
されるため、費用は高額となる。水蒸気吹込み式防爆装置を設置する廃棄物処理施設の運用デー
タによると、水蒸気発生の燃料代だけで年間 2,000 万円以上と試算されている 5)。
(2) 爆発被害軽減（抑制）技術
現在実用化されている破砕機の爆発被害軽減技術（2 種類）を以下に示す。
1) 爆発圧力放散装置
爆発の発生を防ぐものではなく、発生した爆発による破砕機本体の圧力上昇に対して、封板（パ
ネル）や蝶番ドアなどが設定された圧力で開放し、圧力を逃がして破砕機本体の被害を軽減する
機構。設置費用は安価であるが、破砕機の構造上の制限とともに、圧力の逃し方によっては周辺
設備への被害拡大が避けられない。表 3 の事例に示す破砕設備はこの種の装置が設置されていた
が、爆発によって周辺設備が大きく損傷し、また、破砕機本体と爆風逃し弁も被害を受けた。
2) 爆発抑制装置
爆発の発生を防ぐものではなく、爆発の初期段階に消火剤を放出し爆発を抑制する装置（図 4）
で、適切な設計と設置を施すことで爆発の被害を著しく軽減できる機構である。装置は対象区画
に取り付けられる圧力検知器と消火容器および制御システムから構成される（図 4(a)）。区画内
で爆発が発生した際、圧力検知器が爆発に起因する圧力上昇を早期に検知し、瞬時に粉末消火剤
又は化学消火剤を区画内に放出し、爆発の拡大と圧力上昇を抑制する（図 4(b)）。
1.2 記載の著者らが調査した A 社の施設にも、この爆発抑制装置（粉末消火剤放射式）が設
置されている。A 社が備え付けている監視カメラ映像を確認したところ、爆発発生から約 0.3 秒
で粉末消火剤が破砕機内に充満され、1 秒程度で爆発の炎が完全に消炎していた。また、2 年間で
計 8 回の爆発事例があり、このすべてで爆発抑制装置が起動し、被害は軽微であったとヒアリン
グした。
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消火容器
検知器

圧力 [kPa]
60
40
20

制御
ユニット
消火剤

圧力波

抑制された場合
0

着火

40

80

圧力感知

120

時間 [msec]

抑制完了

着火源

(a)

(b)

図 4 爆発抑制装置の構成と爆発抑制イメージ

3.

既存の爆発抑制装置の特徴と課題

3.1 既存の爆発抑制装置の特徴
爆発抑制装置の機能でもっとも重要な項目は、消火剤の放出速度であり、放射口の大きさと開
放速度がその要となる。
図 5 に既存の爆発抑制装置の消火容器の概略の一例を示す。直径約 80 mm
の放射口を有する圧力容器で、容器内は粉末消火剤または化学消火剤と駆動気体となる高圧窒素
ガスが充填され、放射口は封板により封鎖される。封板の裏側には電気雷管が取り付けられ、装
置の起動は制御システムによる爆発に伴う圧力検知と通電で雷管を爆発させて容器封板を破壊し、
高圧の窒素ガスにより消火剤を放出する。本機構は封板を使用するため装置全体の構造が簡単で
放出速度も速い。具体的には、爆発の検知から 100 ms 以内に消火剤の放射が完了し、爆発を抑
制する。
3.2 既存の爆発抑制装置の課題
表 4 に F 社製爆発抑制装置の業種ごとの設置数を示す 6)。爆発の発生率が高い廃棄物処理関連
の設置率が低い（5.5 %）ことが分かる。筆者らの調査においても、金属リサイクル用途での破砕
機（シュレッダー）が国内で 198 基（2017 年 2 月現在）設置されているのに対し、爆発抑制装置
の設置率は数%に過ぎず、この低い設置率の理由のひとつは、保守費用の高さと示唆している。
既存の封板方式の爆発抑制装置は構造が簡単である一方で、作動時は封板が破壊されるため、再
使用するには消火容器を取り外して指定の工場等で封板の取替えと消火剤および高圧ガスの再充
填が必要となる。消火容器が輸入品の場合、具体的には充填状態で輸入される消火容器は、EN
規格や ISO 規格を含む輸出国の関連法規に基づく認定書を示すことにより、日本国内でそのまま
使用することができる。しかし、国内で再充填を実施する場合は、国内規準に沿った様々な検査
が義務付けられるため、設置場所を管轄する所轄省庁および法規制に準拠した指定工場等への手
続きの履行により、初期導入時の簡便さと比較すると、装置作動後の消火容器の改修と再充填に
は多大な時間と労力を費やす。ただし、爆発抑制装置は爆発が発生したときにのみ消火剤を放射
するので、水蒸気吹込み式防爆装置のように常時消火剤を消費しない。そのため、製造プラント
のように原料が一律で生産工程も厳格に管理できる製造業では、爆発事故の可能性（頻度）が低
く、消火容器の交換費用などの保守費用の関心は薄い。しかし、廃棄物処理や資源リサイクル処
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理業においては高い頻度で爆発が発生しているため、保守費用は大きな負担となり、消火容器の
交換期間の長さも施設の運用に多大な支障を来たすことになる。

表 4 国内爆発抑制装置の業種ごと設置数 6)
消火容器
高圧ガス
消火剤
電気雷管
封板
放射口

プラント種類

爆発抑制装置設置数

プラスチック関連

53

天然高分子関連

85

顔料・塗料関連

17

医薬・農業関連

5

その他の粉体関連

9

食品関連

13

石炭関連

52

ガス・蒸気関連

5

廃棄物関連

14

合計

253

図 5 既存消火容器のイメージ

4.

新型爆発抑制装置の開発

4.1 開発の目的とコンセプト
これら直面する課題を背景にして、廃棄物処理業や資源リサイクル業は、より安価で効率的な
爆発抑制装置を求めている。そこで本開発では、消火容器の封板の代わりに高速で開放できる弁
を用いて消火剤を放出する、これまでに無い新型の爆発抑制装置の実用化を目的とした。具体的
には、設置場所での消火剤充填作業を可能とし、保守費用の低廉化と抑制装置の使用停止期間の
大幅な短縮を実現する。
4.2 新型爆発抑制装置の基本構成
図 6 に新型爆発抑制装置の基本構成を示す。装置は従来の爆発抑制装置と同様、消火容器と検
知器および制御ユニットのほか、消火容器には封板の代わりに高速開放機構を設けるとともに、
現場での消火剤充填と加圧を実現するために圧縮気体供給部を増設した。
4.3 高速開放機構の基本構造と作動原理
現場での消火剤充填の実現を目的に、大口径で、かつ高速で作動する開放弁を持つ高速開放機
構を考案した（図 7）7)。高速開放機構は高速弁と高速弁室および高速弁に付随するシール部材か
らなるシンプルな構成である。高速弁の円周方向に設けられるシール部材によって、高速弁室の
上部と下部が隔離され、高速弁が弁体上下にかかった気体の圧力によって上下方向に運動できる。
また、高速弁の上面には上面シール部材が
消火容器

設けられ、消火容器の出口を封鎖する。
高速電磁弁が閉じ、容器が加圧された状
態では高速弁の上下に同じ圧力がかかる。

圧縮ガス
供給源

爆発検知器
対象区画

この場合、下の受圧面積が上より大きいた
め、高速弁がこの圧力差で上へ移動し、消
火容器の出口が従来の封板のように高速弁
によって封鎖される。

高速開放機構

制御
ユニット

図 6 新型爆発抑制装置の基本構成
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検知器が爆発を検知する、すなわち、爆発の圧力上昇が設定レベルに達すると、制御ユニット
から消火剤の放出指令を出して電磁弁を開放する。開放後、高速弁下側の圧縮気体が放出されて
圧力が急低下するため、高速弁は容器内の圧力により素早く押し下げられ、消火剤が高速弁室の
側孔を通じて放射される。
放射後に電磁弁を閉じると高速弁は再び圧力により上昇し、消火容器の出口を封鎖する。この
機構により、現場での消火剤充填と容器加圧を可能とした。なお、消火剤は固体の粉末消火剤、
液体の化学消火剤ともに使用可能である。
4.4 新型爆発抑制装置の基本性能
表 5 に新型爆発抑制装置の主要性能を示す。既存の爆発抑制装置と同等の性能に達しているこ
とが分かる。図 8 に試作機による粉末放射の様子を示す。
消火剤充填口
消火剤容器本体

バルブ
圧縮気体
圧縮気体

配管

消火剤
上面シール部材

側孔
高速弁室

円周シール部材
高速弁

放射管

絞り

高速電磁弁
放出口

図 7 新型消火容器の概略

表 5 新型爆発抑制装置の主要性能
爆発検知レベル

0.1kPa

検知器応答時間

＜10ms

消火剤放出開始時間

約 20ms

消火剤放出完了時間

＜100ms

図 8 装置の試作機と BC 粉末放射の様子
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5.

爆発抑制効果の検証

5.1 実験目的
可燃性混合気の爆発挙動と消火剤による爆発抑制効果および新型爆発抑制装置の性能を把握・
検証する目的で、東京大学大学院工学系研究科・工学部の柿岡教育研究施設を利用して、一連の
実験を実施した。
5.2 実験装置と実験方法
図 9 に実験区画の概略を示す。区画は 1.6 m 角の立方体で内容積は約 4 m3 である。正面に 1.3
m 角のアクリル観測窓、爆発抑制装置の消火容器は区画の左側壁に取付け、消火剤は壁面の中央
から放出する。また、区画の天井面中央に 0.7 m 角の放散口、区画内には混合気を撹拌するファ
ンと位置可変の点火プラグを設置した。さらに、壁には 4 つの爆発検知用圧力センサーと全体記
録用圧力センサー1 個を設置し、爆発検知の性能確認と全体の圧力変化を記録した。
可燃性ガスは純プロパン(C3H8)を使用し、ガスセンサーを用いてプロパン－空気混合気（以下、
混合気）のプロパン濃度を理論混合比(4.02 %)に調整した。
消火剤は「消火器の技術上の規格を定める省令」に基づく粉末 BC 消火剤（主成分：炭酸水素
ナトリウム）を粒径 44 μm 以下に調整した微粉砕物（以下、BC（Na）粉末）を用い、一回の放
射質量は 3 kg とした。
実験条件毎の着火位置とタイミングで点火プラグにより混合気を着火させ、爆発および消火剤
放射の挙動を高速度カメラとビデオカメラで記録した。
5.3 実験結果と考察
(1)

火炎伝ぱおよび消火剤の挙動

区画における火炎伝ぱおよび消火剤の挙動を確認
するため、混合気を着火・爆発させた。図 10(a)の
ように、静止混合気に着火するとファイヤボールは
比較的静かに成長したが、炎は開口部から大きく噴
出した。図 10(b)にその際の圧力変化を示す。圧力上
昇は、はじめに緩やかに推移するが、時間が経つと
急上昇した。
一方で、爆発抑制装置に求められる機能は、微小
圧力の素早い感知と、感知後の消火剤の高速放出で
ある。新型爆発抑制装置の圧力検知レベルは 0.1 kPa
を有するため、今回の静止混合気による爆発時の初
期圧力上昇でも十分に感知が可能であることも確認
した。

図 9 実験区画の概要
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(a)

(b)

図 10 開口部を持つ区画におけるプロパン-空気混合気の爆発挙動

(2)

BC（Na）粉末による爆発抑制効果

ハンマーを囲むライナー内の容積は、破砕機全体の容積に比べて小さく、また、破砕機の構造
上の制約によりライナー内には粉末を直接に放射できないため、実験は混合気が強く撹拌されな
いライナー以外の空間を対象とし、混合気を静止した状態で粉末放射のタイミングと放射形状お
よび点火位置を変化させて、爆発抑制の効果を確認した。図 11 に粉末消火剤による爆発抑制挙動
の一例を示す（図中の時刻は着火からの時間経過）。着火から約 90 ms で粉末が左側から一面で
ファイヤボールにかかり、約 40 ms（時刻 130 ms）で爆発を抑制した。
実験から以下のことが分かった。
1) BC（Na）粉末を適時に放射すれば爆発を抑制する効果がある。
2) 未燃の空間に適量な粉末を散布（充満）させれば、火炎の未燃空間への伝播を阻止できる。
3) 消火容器の設置位置と放射形状が爆発抑制効果に影響する。
4) 爆発検知－消火剤放射を自動モードに設定し、爆発検知と消火剤放射性能を検証した。図 12
に新型爆発抑制装置の使用有無における爆発時の区画圧力変化を示す。新型爆発抑制装置の検知
器が爆発初期の圧力上昇を捉え、制御ユニットを通して消火剤を適切に放射させ爆発を抑制する
ことを確認した。

15

区画圧力(kPa)

10

爆発を抑制しない時
爆発抑制装置使用時

5

0
0

100

200

300

400

500

600

700

‐5

‐10

時間(ms)

図 11 BC 粉末による爆発抑制挙

図 12 爆発抑制装置の使用状況と圧力変化

動の一例
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6.

まとめ
破砕施設の高い安全性と低コスト運用を可能とする効率的な爆発抑制システムの実用化を目的

に、現場での消火剤再充填可能な新型の爆発抑制装置を開発した。従来の爆発抑制装置に比べ、
放射後の消火剤再充填期間が大幅に短縮でき、低ランニングコストでの運用を実現した。また、
爆発抑制実験により新型爆発抑制装置は従来装置と同等な性能を有することが確認された。
廃棄物の適正処理と循環型社会を実現するうえで、廃棄物の破砕処理施設は大きな役割を果た
している。
「安全で住みよい豊かな社会に貢献する」を理念に開発した新型爆発抑制装置が、廃棄
物処理業や資源リサイクル業の爆発・火災の危険性回避、すなわち安全な事業活動の一翼になる
ことを期待したい。
この新型爆発抑制装置は実用化に至り、破砕処理施設への導入が開始したことを追記させてい
ただく。
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本研究開発は、（株）モリタホールディングス ATI センターの坂本直久、関修治、山村智恵、
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

一般の部

消防防災機器等の開発・改良

ドローンと AI 技術による自動捜索システム
株式会社ロックガレッジ

1.

背景
平成 28 年度の山岳年報によると、年間 2,929 名が山岳遭難し、うち 319 名が死亡・行方不明と

なっている。山岳遭難の件数は年々増加傾向にあり、半数を 60 代以上の高齢者が占めていること
から、今後のさらなる高齢化に伴って山岳遭難の発生件数も増加する可能性が極めて高い。
現状、新たなテクノロジー等が遭難者を救っているかというと、そうではない。ここ 5 年間は
遭難者のうち死亡・行方不明に至る割合は、単独遭難が約 19%、複数遭難が約 7%前後で推移し、
ほぼ横ばいが続いている。ゆえに、遭難事故者を生還に導く実用的な解決手段がここ 5 年間にお
いて、新たに登場していない事が統計から結論付けられる。一方で、社会では新技術の一つであ
るドローンの利活用が大きく進んでおり、山岳救助においてもその活躍が期待されている。しか
し、2018 年 5 月に発生した五頭連峰での遭難事故では、遭難者の発見に至らなかった。その理由
として、捜索がドローンパイロットのマンパワーに依存しており、時間がかかってしまう現状が
ある。広範囲を限られた時間（遭難後目安 72 時間以内）で捜索するには、人間によるオペレーシ
ョンには限界があり、自動化しなければ解決が難しいといえる。現在、このような問題は解決さ
れていない。
2.

全自動ドローン捜索システム
本事業では、ドローンによる捜索がパイロットに依存している問題を解決し、誰でも簡単に効

率的に広範囲の人命捜索を行うことのできるソリューションの開発を行っている。今回開発され
た自動捜索システムの特徴は次の通りである。
・高度なトレーニングを必要とせず、簡単に使用することができる。
・完全自動化により操縦を行う必要が無い。
・解析結果が自動的に地図上にマッピングされ、捜索結果がリアルタイムに更新される。
・捜索結果を複数の端末で共有することができる。
・普及が進んでいるドローンを使うことができ、低コストである。
上記の特徴により、現場の負担が非常に少ないシステムとなっている。
図 1 が本システムの概要図である。中央のオペレータがモバイル端末を使ってドローンとデー
タのやり取りを行っている。ドローンから取得されたデータはクラウドで処理され、結果が複数
のユーザーに配信される。
図 2 はモバイル端末に表示される画面である。左図は、捜索エリアを指定している画面であり、
マーカーを操作するだけで直観的に捜索エリアの指定ができるようになっている。右図は、解析
結果を可視化したものである。ドローンが飛行すると、地図上の対応する箇所の色が変化するよ
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うになっており、人影が検知されなかった部分は透明になり、検知が行われた場合は該当の箇所
にホットスポット（色が濃い領域）が生成される。
図 3 は本システムで使用するドローンである。ドローンは、現在最も普及が進んでいる DJI 社
の Phantom シリーズ、Mavic シリーズに対応している。本システムは低コスト実現のため、あえ
てオリジナルの防災ドローンは製作せず、普及度が最も高く、消防等にも既に導入が進められて
いる市販のドローンを使用できるようにしている。

図 1 開発中システム概要
ドローンが地表を空撮し、データをモバイル経由でクラウド処理する。
結果はリアルタイムにモバイルへフィードバックされる

図 2 ユーザーインターフェース
左：捜索エリア設定画面
右：リアルタイム配信された対象物位置（遭難者）の分布地図
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図 3 本システムに対応したドローン

3.

マッピングシステムの基本原理
自動飛行するドローンは逐次、その現在位置と取得映像をモバイル端末に送信している。モバ

イル端末では、これらのデータを受信後すぐにクラウドへ転送し、解析処理を実行する。クラウ
ドでは大きく分けて、以下の 2 段階の処理を実行している。
① ディープラーニングに基づく AI 技術による人影・人型の検出
② ベイズ推定による確率分布生成
①により得られる結果を図 4 に示す。これ数万枚の教師データにより、人影・人型の検出能力
を獲得させた AI により画像を処理させたものである。②により得られた結果を図 5 に示す。確
率理論の一つであるベイズの原理を使用することにより、①で発生しうる誤検知や誤差の影響を
極力低減しつつ、複数枚の画像を統合することにより遭難者の正確な位置を割り出すことを可能
としている。
（特願 2018-79448）

図 4 AI 技術による遭難者の検出
（『ドローンと AI 技術を用いた
雪中遭難者捜索訓練』における実演）

図 5 ベイズ推定による遭難者の存在確率の
推定結果
（『ドローンと AI 技術を用いた
雪中遭難者捜索訓練』における実演）
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4.

システム運用手順
本システムの運用手順を以下に述べる。

1. 先ず、専用アプリにて捜索エリアを指定する。
2. モバイル端末とドローンを接続する。
3. ドローンの電源を入れ、飛行開始できるようになるまで待機する。
4. 飛行開始ボタンを押し、ドローンを自動離陸させる。
上記操作のみで自動捜索が実施される（図 6）
。捜索中、図 7 のように捜索結果が逐次更新されて
いき、データは関係者全員の端末に配信される。

←アプリ画面

←運用者
←ドローン

① ドローンを設置する

② アプリを設定する

←フライト開始ボタン
↑
AI が認識した人

③ フライトを開始する

④ 結果配信アプリを確認する
図 6 システム運用の手順

図 7 マッピング結果の更新
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5.

実証試験等実績
2017 年 10 月 本システムのプロトタイプにて長野県伊那市主催の鹿検知コンペティションに出

場。全 15 チーム中、最速で鹿検知に成功。メディアにて特別な評価[1]（図 8）。
2018 年 2 月 広島県庄原市にて、「ドローンと AI 技術を用いた雪中遭難者捜索訓練」の実証試
験を実施。雪上に倒れた人間の自動検知、マッピングに成功（図 9）。
2018 年 7 月 新潟県南魚沼市にて防災訓練でデモンストレーションを実施。
地元ユーザー企業がシステムを運用しマッピングに成功。
2018 年 11 月 埼玉県吉川市にて、防災訓練でのデモンストレーションを実施。瓦礫に横たわる
人間の自動検知、マッピングに成功（図 10）。
2018 年 12 月大手船舶会社主催による海上実証試験を実施。水難事故を想定した浮き輪の自動
検知に成功。
2018 年 12 月 広島県庄原市にて、2 度目の実証試験を実施。斜面上に点在する複数名の遭難者
のマッピングに成功（図 11）。

図 8 長野県伊那市のコンペティション
技術紹介の様子

図 9 庄原市の実証実験のマッピング画面

がれきの中に人が倒れている

運用者
図 10 埼玉県吉川市での防災訓練の様子

図 11 広島県庄原市での防災訓練の様子

[1] 記事：
ForbesJapan 2017.11.4 「長野県伊那市で「鹿検知」ドローンコンペ
https://forbesjapan.com/articles/detail/18325
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

一般の部

消防防災機器等の開発・改良

VR 消火放水シミュレーターの開発
株式会社 横井製作所

1.

現状の課題
火災発生時の迅速で的確な初期消火活動が、被害を最小限にするためには重要であり、そのた

めには、日ごろから実践的な対応力を身に付けておく必要がある。内閣府発行の総合防災訓練大
綱では、国や地方公共団体、住民等の多くの主体が連携した訓練を実施し、実践的かつ効果的な
訓練となるよう努めることとされている。
自治体や企業で実施されている消火訓練は、安全上の問題や地域住民への配慮から、実際に炎
を出して火災を再現することや、大量の放水ができないため、疑似的な炎に少量の水を当てて、
鎮火した事にしている訓練が多い。このような消火訓練では、火災発生時に迅速で的確な初期消
火活動の実行は難しく、実践的で効果的な消火訓練になっていないのが現実である（写真 1

一

般的な消火訓練用標的）
。
実際の火災現場では、迫りくる炎や煙に包まれる恐怖感の中で消火活動することになり、ノズ
ルからの大量放水は、反動力がとても強く、不意に手を放すとホースが暴れて大事故に繋がると
いう危険性もある。実践的かつ効果的な消火訓練を実現するためには、こうした実際の火災と放
水に近い状況を再現することになってくるが、どちらも危険を伴い、体験者と地域住民への安全
性の担保が難しくなってしまう。
2.

開発
VR 技術を使った仮想空間で火災を再現できる消火訓練装置を開発する。

2.1 構想設計
VR 技術は日進月歩で進化しているので、VR 機器はバージョンアップ等に柔軟に対応でき、VR
アトラクション施設等の業務用でも広く普及している HTC 社製 VIVE 製品を選定した（写真 2
HTC 社製 VIVE 製品）。
仮想空間の中で火災が発生し、火点への放水量によって鎮火する火災現場を再現する。炎、火
の粉、煙、放水、音をリアルに表現できるようにする。
CG 映像でリアルな火災を再現するだけでは、ゲーム感覚の消火訓練装置になってしまうので、
消火作業の危険要因の一つである放水反動力を、放水と同時に再現する。仮想空間の中で放水反
動力を感じることで、リアリティーを高めることができると考えられる。
2.2 放水反動力の再現方法
放水ノズルを後方に引き込むことで疑似的に放水反動力を再現する。安全面を考慮して移動量
は最大 500mm とした。
放水反動力は、ホースやノズルの口径、放水量、放水形状によって変化するので、反動力を任
意に調整できる構造が必要になる。モーター駆動では任意のトルク制御が複雑になるため、空圧
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制御のエアーシリンダーで反動力を発生させる構造とした（図 1 空圧制御回路図）（写真 3 空
圧制御盤）。
2.3 反動力装置構造
今回の開発品は、疑似放水反動力の妥当性を探る目的があるため、プロの消防隊員や消防団員
の意見が聞けるように、
口径 65 管そうノズルと口径 40 ガンタイプノズルを使用することとした。
それぞれ内部にロータリースイッチ及びマイクロスイッチを組込み、噴霧角度調整や流量調整信
号を取り出せるようにした。重量感や操作性も感じてもらえるように、ノズルとホース金具は、
実物を使用した（写真 4 管そうノズル、ガンタイプノズル）。
空気圧は安全性を考慮して、最大 0.4 MPa の低圧コンプレッサーを内蔵して、最大反動力 420
N（約 42kg）を発生する反動力装置とした。使用圧 0.3 MPa でシリンダー充填時間が 1 秒以内に
なるよう、レギュレターや電磁弁及びエアーシリンダー内部の空圧経路断面積は、3mm2 以上で
各部を設計し、部品を選定した（表 1 エアー流量とシリンダー充填時間）。
消火体験時に反動力で装置が動くと危険なので、全体重量が 150 kg 以上になるように設計した
（写真 5

VR 消火放水シミュレーター）。

写真 2 HTC 社製 VIVE 製品
（トラッカーにより色々な物
を仮想空間内に持ち込める）

写真 1 一般的な消火訓練用標的
（炎の絵を狙って放水）

図 1 空圧制御回路図
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写真 4 管そうノズル、ガンタイプノズル
（先端のトラッカーによって
仮想空間内でノズルを再現）

写真 3 空圧制御盤
（任意に反動力調整可能）

表 1 エアー流量とシリンダー充填時間
流量計算基礎式 Q

240

S

P₂

0.1 P₁－P₂

293
273 𝑡

Q：流量L/min， S：有効断面積㎟， P₁：1次圧力MPa， P₂：2次圧力MPa， ｔ：室温20℃

No 管径 ㎜ 断面積 ㎟ 1次圧 MPa 2次圧 MPa 流量 L/min
1
1.0
0.79
0.1
0
19
2
1.0
0.79
0.2
0
29
3
1.0
0.79
0.3
0
38
4
1.0
0.79
0.1
0.05
17
5
1.0
0.79
0.2
0.10
27
6
1.0
0.79
0.3
0.15
37
7
2.0
3.14
0.1
0
76
8
2.0
3.14
0.2
0
114
9
2.0
3.14
0.3
0
151
10
2.0
3.14
0.1
0.05
66
11
2.0
3.14
0.2
0.10
107
12
2.0
3.14
0.3
0.15
147
13
3.0
7.07
0.1
0
170
14
3.0
7.07
0.2
0
255
15
3.0
7.07
0.3
0
340
16
3.0
7.07
0.1
0.05
147
17
3.0
7.07
0.2
0.10
240
18
3.0
7.07
0.3
0.15
329
※1：内径40㎜×長さ500㎜シリンダー充填時間（秒）
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1.98
1.30
0.99
2.22
1.40
1.02
0.50
0.33
0.25
0.57
0.35
0.26
0.22
0.15
0.11
0.26
0.16
0.11
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写真 5 VR 放水消火シミュレーター

2.4

VR 消火放水シミュレーター仕様

装置本体サイズ：幅 910mm × 奥行 1130mm × 高さ 1650mm
装置重量

：約 150kg

疑似放水反動力：0～420 N（最大移動量 500mm）
設定再現火災

：倉庫火災

噴霧角調整

：3 段階（反動力の連動可能）

放水量調整

：3 段階（反動力はそれぞれ 0～420N まで調整可能）

仮想空間内移動：360°前後左右上下
最小設置スペース：幅 3m×奥行 5m×高さ 2m
2.5

VR 空間設計

リアリティーの高い VR 消火放水シミュレーターにするため、炎の状態、火の粉の舞い方、煙
の動き、燃える音、放水の音、放水応答性、放水反動力の連動性等を VR 制作会社と試行錯誤し
ながら設計した（写真 6

VR 空間の火災と放水）
。

写真 6 VR 空間の火災と放水
（実際のＶＲ空間内では火の粉と
煙の動きは凄まじい）
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3.

開発品の効果と検証
社内検証に約 1 ヵ月、社外検証は 2018 年 5 月 31 日～6 月 3 日に開催された、東京国際消防防

災展 2018 に出展することで、効果の確認と検証を実施した。
社内検証では、開発メンバー以外の社員からも意見を収集して、室内や屋外で検証を実施した。
VR 空間と機器の連動性、消火体験時間の設定、安全性の確認、機器の耐久性等を検証して、プ
ロの消防隊員から一般市民の方々、大人から子供まで、安心して安全に体験していただけるもの
に改善した（写真 7

VR シミュレーター社内検証）。

東京国際消防防災展 2018 では、4 日間で延べ 300 人を超える方々に体験していただくことがで
きた。展示会初日に消防庁長官に体験していただく機会があり、とても興味を持って視察してい
ただいた。その後、消防庁長官から「今回の展示会では VR 消火放水シミュレーターを体験すべ
きである」という旨の内容を、各消防関係者にご伝達していただけたと聞いている。その結果、
多くの消防職員の方々に体験していただくことができ、貴重な現場の意見を収集することができ
た。VR 体験はアトラクション的な要素があるので、一般の方々にも非常に人気で、多くの人に
体験していただくことができた。
防災訓練や消火訓練に興味を持って参加していただくためにも、VR 消火放水シミュレーター
は効果的であることが確信できた（写真 8

VR シミュレーター東京国際消防防災展 2018）。

写真 7 VR シミュレーター社内検証

4.

写真 8 VR シミュレーター東京国際
消防防災展 2018

今後の課題
東京国際消防防災展 2018 以降、社内展示会や地方展示会への出展で VR 消火体験者から意見を

収集して、実際の消火訓練に使用していただける VR 消火放水シミュレーターの開発を進めてい
る。実際に設置されている消火設備の操作手順を VR シミュレーターに取り込み、路上、共同住
宅、勤務先（オフィスビル、工場）等の様々な火災現場で市民が訓練できるようなモデルを検討
中。
最近では実際の風景の中に火災を発生させる AR 技術も進化しているので、コストを抑えた普
及価格の消火訓練シミュレーターの開発を進める。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

一般の部

消防防災機器等の開発・改良

高層階火災に対応した新型ラインプロポーショナーの開発
ヨネ株式会社
神戸市消防局

1.

山本高裕、髙雄信行

中塚卓也、高内智美、津坂大輔、柏木裕行

屋内消火の現状
木造建築物やマンションなどの耐火建築物、建物の低層や高層など、現代の住宅環境は多種多

様であり、ひとたび火災が発生した際に、多数の人的資源の投入と大量注水による鎮圧だけでは、
水損などの二次的な被害が発生し、それが拡大する恐れがある。
近年では、この様な問題を少しでも軽減させるべく、機動力を持って活動でき、且つ火災の状
況に応じて水量を簡単に調整できるガンタイプノズル（写真 1）が開発され、全国の消防本部で活
用されている。また水に混合することで可燃物に対して深く浸透し、少量の水で消火に寄与する
一般火災用泡消火薬剤（写真 2）の導入、その混合方式として、車両に組み込んだ圧縮空気の発生
装置と泡消火薬剤の混合装置を利用し、圧縮空気泡を発生させてより少ない水で機動的な活動が
できる CAFS（圧縮空気泡消火装置）
（図 1）や、比較的容易に使用できるラインプロポーショナ
ー（写真 3）などの様々な資機材が普及してきており、二次的な被害の問題解決に寄与している。
神戸市消防局でもガンタイプノズルの配備をおよそ 10 年前より開始。また一般火災用泡消火薬
剤の主な混合装置として CAFS を採用。これを装備した車両の配備も開始し、現在 6 台体制で運
用するなど、消防力の向上に努めている。

写真 1

写真 2

図1

写真 3
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2.

高層階火災での CAFS の課題
CAFS の利点は、水と浸透効果の高い泡消火薬剤に加えて、圧縮空気を使用するため、少量の水

で放水が可能であること、かつ軽量になるホースを活かして積極的な屋内進入を通した機動性の
高い活動と消火ができることである。
特に屋内進入が不可欠な、耐火建築物の高層階火災での活躍が期待される一方、消防隊への送
水に使用される連結送水管が神戸市では湿式であることが一般的であり、同管内の残水、または
背圧の影響で、CAFS の泡が高層階に到達するまでに時間を要する、という問題がある。また CAFS
放水から水放水に切り替えた際も、同管内の泡が排出されるまでに時間を要するため、刻一刻と
変化する火災情勢に即応した放水が困難となっている。
さらには、浸透性の高い泡消火薬剤が同管内に残存することは、配管内への影響も懸念される
ことから、高層階火災での CAFS の使用については、課題が多い。
3.

解決策
この課題を解決するために、垂水消防署消防防災課で必要とされる資機材の条件を検討した。

① 配管内への泡消火薬剤の残存を防ぐため、連結送水管の二次側で泡消火薬剤を容易に混合で
きること
② 火勢状況に応じて、放水量を簡単かついち早く切替えができること
③

シンプルな構造で簡単に使用でき、持ち運びし易いこと
しかし、これらを満たす資機材が存在しないため、放水器具メーカーであるヨネ株式会社も、

垂水消防署消防防災課と連携し、新たな製品の開発をスタートさせた。
4.

開発
一般的に消防では、泡消火薬剤を使用する場合には、簡単に使用できて比較的安価なラインプ

ロポーショナーを、ホースライン上に設置して使用している。ラインプロポーショナーとは、水
の流路を一時的にオリフィスで絞ることで、中を通る水の流速を増加させ、解放された際に生じ
る負圧を利用し泡消火薬剤を吸引する構造の資機材である（図 2）。
しかし、火勢の変化に伴い放水量を増加させたい場合でも、オリフィスを取り外すことができ
ないため、それが圧力損失の要因となり、放水量を増加させることができない。そのため、消防
力が劣勢となる様な急な火勢の変化に対応するためには、一度放水を停止して圧を抜き、ホース
ライン上に設置した本機を取り外す必要がある。これでは手間と時間が掛かる上、一時的とはい
え放水を止める必要がある。
これを解消するため、ダイヤルを回すだけの簡単な操作で、泡消火薬剤が混合できる「泡消火
薬剤吸引モード」と、オリフィス部の絞りを無くすことで、必要な水量で放水が可能になる「水
放水モード」に切り替えできるラインプロポーショナーを開発した。試作品の構成、および使用
方法を次に述べる。
＜構成＞
ラインプロポーショナー、泡消火薬剤タンク（10L）、搬送用肩掛けベルト（写真 4）
＜サイズ＞
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全長 370mm、全幅 330mm、高さ 370mm
＜質量＞
4.2kg（泡消火薬剤は除く）
＜使用方法＞
「泡消火薬剤吸引モード」を使用する際は、ダイヤルを捻じ込み（写真 5）、ラインプロポーシ
ョナーの一次側にホースを接続。その後、一次側圧力が 0.7MPa になる様に送水を開始する。ガン
タイプノズルの流量切替レンジを、
「470」にセット（写真 6）して放水を開始する。これにより、
泡消火薬剤が約 0.5%混合された消火水を約 230L/min 放水できる。しかしその一方で、オリフィ
スの影響でラインプロポーショナー内部の流路径がおよそ 11mm に絞られるため、230L/min 以上
の流量が必要な場合は「水放水モード」への切り替えが必要となる。
「水放水モード」への切り替えは、吸液ホースのシャット弁を閉にして、ダイヤルを決められ
た位置まで緩めることで可能である。これによりラインプロポーショナー内の流路径がおよそ
20mm まで広がるので、圧力損失を低下することができ、ガンタイプノズル側の口径を変化させ
ることで、最大 470L/min までの範囲で必要な流量での放水が可能になる。
また、機器の形状は泡消火薬剤のタンクとラインプロポーショナーをセットにすることで、搬
送時の負担軽減と操作性を向上させるのみならず、コンパクトにまとまり様々な車両に積載して、
使用できる仕上がりとなった（写真 7、8）。これで全ての条件はクリアできた。

図2

写真 4

写真 5

写真 6
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写真 7

5.

写真 8

検証
開発品が実際の現場で使用可能か、垂水消防署にて、消防車両の吐水口を屋内の放水口に見立

て、屋内進入の際に使用する資機材セットを使用して、下記要領で検証を実施した。
＜使用資機材＞
開発品 1 台、ガンタイプノズル 1 本、65mm 短尺ホース（約 1.5m）1 本、50mm ホース 2 本（20m/1
本）、65 受け口×50 差し口 2 口分岐管 1 台（写真 9）
＜レイアウト＞
ポンプ車の吐水口に、65mm 短尺ホース 1 本接続。その先に、分岐管と開発品をホースで接続
し、先端にガンタイプノズルを接続した（写真 10）。
＜検証＞
ダイヤルを捻じ込んで、ラインプロポーショナー機能が有効となる「泡消火薬剤吸引モード」
にして、送水を開始。ノズルの流量切替レンジを「470」にし、ゆっくりとノズルを開いた。泡消
火薬剤が吸引されて、混合水がノズル先から吐出されることを確認した。放水飛距離については、
ストレート放水で 20m、有効な噴霧放水も可能なことから、屋内で使用することを考えた場合に
おいても、問題がないことが確認できた（表 1）。
次にダイヤルを緩めて「水放水モード」に切り替えてみた。オリフィスの機能は解除された状
態となり、流量切替レンジの操作やバルブ操作による水量の変更が短時間かつ容易にでき、放水
量は最大である 470L/min を確保することができた。
また今回、開発品を実火災において使用する機会を得た。飲食店の排煙用ダクトから出火した
こと案で、現場のホースラインに開発品を設置して、0.5%の泡消火薬剤の混合水で消火した（写
真 11）。泡消火薬剤の混合水により、浸透性が向上し、速やかに鎮圧することができた。消火に当
たった隊員によると、成分である合成界面活性剤の効果によると思われる、ダクトにこびりつい
ていた油分が取り除かれたことも、早期鎮圧に寄与したと思われる。
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写真 9

写真 10
表1

一次側圧力

流量レンジ

二次側圧力

流量

泡吸込量

飛距離

0.7MPa

470

0.35MPa

230L/min

1.2L/min

20m

写真 11

6.

最後に
現在、神戸市で使用しているようなガンタイプノズルは、メーカー毎に若干の違いはあるもの

の、全国で使用されている同様のガンタイプノズルと放水流量域についてはおおむね同等である。
そのためこの装置の開発により、異なるノズルを使用している他本部でも、十分に使用できるも
のと考えられ、汎用性が高いと言える。
CAFS 装置のような高額な装備の配備計画が無い場合や、簡単な資機材で必要な場面でのみ使
用したい、また神戸市消防局のように、連結送水管への混合水の送水に課題を感じる消防本部で
も、水損防止に効果の高い一般火災用泡消火薬剤が、簡単に使用することができる。
今後、本開発品を製品化し広く使用されることで二次的な被害が軽減されることを願う。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】奨励賞

消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良

原因追究困難事案から火災調査サポートアプリの開発へ
大阪市消防局

1.

二川原博信、水口靖仁

現状と問題
全国の火災件数は昭和 48 年の 73,072 件をピークとして年々減少傾向にあるが、それでも年間

約 40,000 件の火災が発生している。そして、それぞれの火災事案に対して多種多様な出火原因が
あり、それらを究明するために消防法第 31 条において火災の原因等の調査が義務付けられてい
る。
昨年末、当消防署の管轄地域内の木造密集地域において、瞬く間に周囲に延焼し、7 棟を焼損す
る火災が発生した。翌日、警察機動鑑識と合同で火災原因調査が実施されたが、本火災の関係者
等からの目撃情報、現場の焼き状況等から出火箇所が容易に特定でき、出火原因も比較的容易に
判明するであろうと推察され、出火箇所付近で火災の原因と考えられる放火、たばこ、電気関係
を中心に見分が進められたが結局、出火原因の決め手となる物的証拠が発掘されず、当日の見分
の段階では、原因については暗礁に乗り上げた状態となった。
翌日、当署の火災調査のベテラン職員から、念のため火災現場で発掘された電気ミシンのフッ
トペダルとテーブルタップを収去し、もう一度詳しく鑑識してみてはどうかとの助言があった。
当消防本部の調査鑑識チームと当署職員と合同で鑑識したところ、明らかに配線に電気痕が見受
けられ、このフットペダルからの出火が疑われた。そのような中、ベテラン職員がフットペダル
を分解しはじめ、内部にある直径 1cm ほどの灰黒色の円盤形の物体を見て、
「この火災は、カーボ
ンパイルの過熱出火の疑いが強い。
」と鶴の一声を発した。フットペダル上に何らかの物が乗り、
本来足で踏み込むほどの十分な加重が掛からない場合、ミシンのモーターが回転しない状態とな
り、そのまま放置すると、フットペダル内のカーボンパイル部分が発熱して、フットペダル周囲
に物が被さる等、蓄熱しやすい状態になれば、遂には出火する可能性があるとのことである。
このように、この迷宮入りしかけた火災の原因は、無事判明に至ったが、問題点が浮き彫りと
なった。それは火災原因調査当日に、出火原因であるロックミシンのフットペダルを見逃してい
たことである。当該フットペダルが出火箇所付近から発掘されていたが、フットペダルからの出
火の危険性を認識する者がいなかったため、言わば貴重な証拠品がスルーされた状態となってい
た。火災調査は一発勝負のところがあり、火災原因に繋がる重要な部分を見逃してしまうと、ほ
ぼ永久に原因が分からなくなる危険性がある。特に火災危険に関する知識不足に起因した証拠品
の見逃しをしてしまうと、火災原因追及は完全に不可能となる。そこで閃（ひらめ）いたのが、
原因究明困難事案から火災調査を補助する、スマートフォンのアプリの開発である。
2.

アプリの開発経緯
当消防本部において、十数年前に火災調査に不慣れな職員でも、現場での火災調査業務に漏れ

が出ないように作成された「火災調査ノート」
（写真①）というものが存在する。しかし、この「火
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災調査ノート」は、紙ベースの資料をファイリングしたもので、ノートとは言えかなり厚みがあ
り、特に実況見分での発掘現場では、いちいち取り出すのが面倒で使いにくいことから結局、実
際の火災現場ではほとんど活用されていないという現状があった。またさらに、内容を充実させ
るためには各種の火災原因資料などを追加すると、ますます重厚となり、現場での利便性をなく
し、せっかくの資料も宝の持ち腐れとなってしまう恐れがあった。そこで考え付いたのが、この
火災調査ノートを手軽に持ち運びでき、簡単に閲覧できるようにアプリ化することである。
現在スマートフォンの普及率は高く、実況見分時でも誰もがポケットに入れて持ち運べる利便
性がある。内容は、
「火災調査ノート」にある資料やデータを全てアプリに入力し、火災原因に関
連する事項から、直ちに必要な情報を得られる仕組みにすればよいのではないかと考えた。例え
ば本件事案では、「電気ミシン」と検索すると、
「電気ミシン」の見分ポイントや過去の事例が表
示される。このことにより、この電気ミシンは、発火源の重要な証拠となる可能性があることが
わかり、粗略に扱うことなく、証拠品として厳重に保存されることとなる。そこで、火災原因調
査の経験がそれほどない職員でも、また、電気ミシンのフットペダル内にカーボンパイルなるも
のが封印されていることを知らない職員も、大事な証拠品として保存に努め、見逃すことを未然
に防ぐことが可能になるのである。

写真①火災調査ノート

3.

アプリの開発に向けて
火災原因調査を補助するアプリの有用性と仕組みは考えついたものの、実際にアプリを開発す

るとなると素人では到底成し得るものではなく、当然その道のプロに依頼する必要がある。しか
しながら、アプリ開発業者に依頼すると簡単な仕組みであっても数百万円もの予算が必要となる
が、幸い、当市では ICT 戦略室という大阪市における最先端 ICT 都市の実現に向け、ICT の徹底
活用を推進する部署があり、これまでも当消防本部発案による、バイスタンダーによる CPR を動
画でサポートする「救命サポートアプリ」や救急現場等における外国人に対応する「多言語翻訳
アプリ」、また火災の怖さや対処方法を動画で確認できる「火の用心アプリ」の開発にご協力をい
ただいた経緯があり、今回のアプリ製作についても相談したところ、主旨をご理解いただき開発
支援に快諾をいただいた。
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まず消防側でアプリのイメージ図と展開図（図①）を作成し、それを基に ICT 戦略室で作成さ
れたプログラムに、消防が火災調査ノートの資料内容と、原因調査に関連するデータを入力して
いった。資料は膨大な量となったが、数名で手分けし、約 1 か月かけて現状で考えうる項目の全
てのデータの入力を完了することができた。

図①

4.

アプリ展開図

アプリの仕組み
アプリの仕組みは、トップ画面に原因調査業務の根幹となる「原因調査編」と、調査業務を進

めるうえで必須となる「調査業務チェック表」
、それに火災現場で未確認を防止するための「関係
者聴取事項」と「実況見分確認事項」
、死傷者が発生した場合の調査事項をチェックできる「死傷
者調査票」や、り災証明書の発行に欠かせない項目をチェックする「り災状況調査票」を項目と
して羅列した。また、関連事項を直ちに検索できる「キーワード検索」もできるようにしている。
（写真②、⑦～⑫）
例えば、
「原因調査編」をタップすると、まず【分類 1】として電気・電磁波・燃焼機器・車両
などの項目が表示される。そしてその中から、
「電気」をタップすると、
【分類 2】として、共通電
気部品・電熱機器・照明器具・電動機器などが表示され、
「電熱機器」をタップすると【発火源等】
として、電気ストーブ・セラミックヒーター・電気コンロ・オーブントースターなどが表示され
る。そして「電気ストーブ」をタップすると【具体例等】として、電気ストーブが要因となる見分
チェックポイントや、背景色を青色表示された過去の事例が表示される仕組みとなっている（写
真③～⑥）。
なお、現在は対応 OS が Android のみとなっているが、本格運用の際には iPhone にも対応可能
とする予定である。
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写真②アプリのトップ画

写真③アプリの展開【分類 1】

写真④アプリの展開【分類 2】

写真⑤アプリの展開【発火源等】
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写真⑥アプリの展開【具体例等】

写真⑧関係者聴取事項

写真⑦調査業務チェック表

写真⑨実況見分調査票
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写真⑩死傷者調査票

写真⑪り災状況調査票

写真⑫キーワード検索

5.

結語
出火原因は、科学技術の進歩に伴って多種多様となってきている。昭和半ばの頃の火災の原因

といえば、日常生活の火の気は、石油やガス、薪を燃料とするこんろや暖房器具、風呂釜など人
の目に見える「裸火」を使用するものが殆（ほとん）どで、電気製品の種類は今よりずっと少な
かった。このため昔の火災調査は、それら主要な発火源を網羅して記憶することに、それほどの
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困難を感じなかったと思われる。しかし、現下の生活様式では、
「裸火」を扱う機会が大きく減少
し、その代り新種の電気機器などが山のように出現し、それに比例して火災原因となる「発火源」
も多種多様となってきている。携帯型電気機器のバッテリからの発火が相次ぎ、昔の火災調査の
常識であった「通電立証」も、通用しなくなっている。このように発火源の種類が増大している
現状では、よほどの研究熱心な火災調査の専従員でなければ、これらを網羅して記憶することは
困難であり、さらに、火災件数の減少からくる現場経験の減少が追い打ちをかけ、多くの不明火
災が生まれる恐れがある。
このアプリにより、火災現場で発火源を見逃すことが無くなることで、火災原因の不明率改善
につながり、火災調査の目的である類似火災防止の重要な資料を得ることになる。また、PL 法の
施行により、国民の製品火災への関心が高まっているところ、訴訟事案となっても、消防機関側
から火災原因決定の有力な物的証拠を指し示すことにより、公明正大な公判の実現に貢献でき、
このことは、国民の福祉の増進にも寄与するものである。さらにこのアプリに火災調査業務のチ
ェック表も加えることで、損害状況調査も含め、現場でしなければならないことをすべてチェッ
ク方式に閲覧できるようにすれば、現場でも業務上の漏れもなくなり、ひいては、り災証明書発
給の事務のスピード化、正確化を可能とし、り災者への行政サービスの向上が図れると考える。
さらには、火災調査の掲載されていない新種の火災原因（火災に至らなかった未定義事案を含め
て）を、ネット情報や他消防本部の情報を参考に、このアプリに順次データ入力していけば、同
種の類似火災発生を早い段階で把握できる可能性があり、例えば製品火災の場合には、メーカー
に早期の改善要望が可能となり、被害の拡大防止に役立つことが考えられる。
今後、このアプリが全国の消防本部に拡がり、火災原因調査のサポートアプリとして活用され、
結果的に類似火災の予防に繋がり、また、合わせて消防職員の武器となるツールになれば幸いで
ある。
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高齢者単身世帯が救急活動に与える影響と ICT を活用した取り組み
総社市消防本部

1.

細川遼司、根本陽一、石井博喜

背景
今日の救急医療体制は、社会構造の変化によって変革期を迎えている。2040 年には男性高齢者

の約 5 人に 1 人、女性高齢者の約 4 人に 1 人が一人暮らしをする社会になると予測されている。
これまでの日本社会のように、家族による自助に頼った運用ではなく、高齢者単身世帯（以下、
独居世帯）の増加という現状に対応した、救急医療体制に改めるべきと考える。
将来推計によると、2,987 万世帯（平成 26 年）ある核家族は、今後もさらに増加すると予測さ
れており、伴って独居世帯も増加していく。この傾向は、傷病者情報を有する家族が、傷病者と
同居していない可能性が高くなることを意味している。そのため家族への連絡が困難になるほか、
家族が傷病者の最近の様子や現病、服用薬等を正確に把握しておらず、救急隊員が十分な情報を
聴取できない事態が起きる。前記の情報は、疾病を発症するに至った経緯を推測する上で重要で、
意思疎通困難の傷病者にとっては、本人から聞く主訴等の代わりとなり、医療機関への収容依頼
を行う上で重要な医療情報である。
2.

目的
これらから独居世帯の救急搬送では、救急隊が搬送先医療機関を決定する上で、重要な情報を

収集するのに時間を要し、現場滞在時間を延伸させる要因があるものと推測される。
総社市は「高齢者等見守り支援シス
テム（以下、見守りネット）」を導入し、
高齢者の情報（氏名、住所、生年月日、
緊急時連絡先、かかりつけ医等）をデ
ータベース化して一元管理し、その端
末を通信指令室へ配置している（No.1
参照）。つまり 119 番入電後、すぐに傷
病者情報を掴み取ることができる体制
を取っている。
以上から、独居世帯と現場滞在時間
延伸との関連性について調査を行い、
見守りネットを活用した現場滞在時間
短縮への取り組みを報告する。

No.1 「見守りネット」
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3.

調査

3.1 対象
平成 25 年 1 月から平成 28 年 12 月までの救急搬送件数 6218 件の中から、高齢者の自宅で発生
した、急病及び一般負傷事案 2922 件を対象とした（No.2 参照）。
3.2 方法
①世帯構造、②救急隊接触時の JCS、③現場滞在時間について、救急活動連絡票を後方視的に
調査した。世帯構造のうち、独居世帯、それ以外を 2 群に分類し、それぞれについて、意識レベ
ルの階層ごとに現場滞在時間を集計した。評価項目は現場滞在時間とし、t 検定を用いて 2 群の
検定を行い、p 値＜0.01 を有意とした。
3.3 結果
調査結果を表に示す（No.3 参照）。
独居世帯の JCS1 桁で、現場滞在時間の延伸傾向を認め、2 群間に有意差を認めた。
（p 値＜0.01）
JCS2 桁及び 3 桁は、2 群とも現場滞在時間は短く、標準偏差も他と比べ小さい。JCS0、2 桁及び
3 桁では、2 群間に有意差は見られなかった。

No.2 「研究デザイン」
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No.3 「調査結果」

世帯構造及び意識レベル別の

現場滞在時間及び検定結果
4.

考察
独居世帯の JCS1 桁が、現場滞在時間延伸につながることが明らかとなった。軽度意識障害を

認めるが、時間的猶予がある場合には、傷病者の医療情報を収集するために、独居特有の救急活
動（緊急時連絡先、お薬手帳、服用薬を室内から探す、近隣住民から情報を得る）を救急隊は強
いられている。
病院連絡の際、緊急性が高ければ少ない情報でも受け入れ可能となるが、緊急性が低い場合は、
詳細な情報を求められ、救急隊が苦慮している姿が浮かび上がる。
また、JCS2 桁及び 3 桁のように、緊急性が高い場合は、世帯構造に関係なく素早い救急活動を
行い、早期現場出発をしていることが明らかとなった。しかし、病院到着後の手術等を行う上で
家族の署名は重要であり、早い段階で搬送先病院に家族に来てもらう必要がある。独居世帯の場
合は、室内にしか落ちていない緊急時連絡先等を救急隊が掴み（つかみ）取ることができず、素
早い医療介入のため、止むを得ず現場出発していることも少なからず存在する。
5.

当本部の取り組み
総社市は、平成 29 年 10 月から見守りネットの運用を開始し、その端末を通信指令室へ配置し

ている。
119 番入電時に、傷病者が独居または情報収集困難症例と判断すれば、見守りネット端末にて
傷病者情報を検索し、生年月日や住所、世帯構造、緊急時連絡先、かかりつけ医等の情報を救急
隊に提供している。それにより、救急隊は、傷病者接触前または直後に情報を得ることが可能と
なり、素早い救急活動、適切な病院選定に寄与している（No.4 参照）。
平成 29 年中に、同一傷病者に対して、別々の救急隊が活動を行い、見守りネットの活用の有無
で現場滞在時間に差を生じた事例を経験したので報告する。
事例 1 は、見守りネットを活用、119 番入電時に独居のキーワードを得たため、見守りネット
で検索を実施。接触時、主訴は頭痛及び呼吸苦で、名前は話せる状態。会話は一方的で他の情報
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聴取は困難な状態、救急隊は非常に困惑していた。接触から 2 分後、通信指令室から家族の連絡
先等を聴取、その後、別居の家族や利用中のデイサービスから情報を得ることができ、現場滞在
時間は 9 分で、市内かかりつけ医へ搬送した。傷病名は甲状腺腫の疑いで軽症。
事例 2 は、通報時に独居と判定出来ず見守りネットは活用せず。救急隊接触時も意思疎通困難
な状態で情報を得ることが出来なかった。救急隊は緊急性は低いと判断し、かかりつけ病院があ
ればそちらへ搬送することが望ましいと判断したが、自宅内に有益な情報は無し。かかりつけ医
や生活状況、家族の連絡先等を近隣住民へ聞き込みをするが、有益な情報は得られず市内 2 次病
院へ搬送した。現場滞在時間は 23 分であり、傷病名は急性腹症で軽症。
事例 1 は、見守りネットを活用し有益な情報を得たため、現場滞在時間を短縮することが出来
た。それだけでなく、傷病者状態に応じた医療機関へ搬送することが出来、見守りネットを活用
することは、傷病者利益につながると考える（No.5 参照）。
また、独居世帯増加に伴う弊害として、救急隊が現場到着後、ドアが施錠されていることが増
加傾向である。見守りネットで家族へ連絡することができれば、破壊活動に対する理解を得るこ
とが可能となり、その後の訴訟問題に発展することも少なくなると考える。
ドアの破壊を行う上で、正しい手順を踏んだ活動を、救急隊は把握しておかなくてはならない
ことを付け加えておく。
さらに認知症高齢者の徘徊中における転倒事案に対して、傷病者の靴に書かれた名前から見守
りネットを活用し、家族へ連絡、その後適切な医療機関へ搬送するなど、見守りネットのさらな
る可能性に期待している。

No.4 「見守りネット活用イメージ図」
119 番入電後、傷病者情報を救急隊へ送信
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事例 1

通報内容

見守りネット

搬送先医療機関

現場滞在時間

呼吸苦

活用

市内かかりつけ医

9分

未使用

市内 2 次医療機関

23 分

独居のキーワード有り
事例 2

腹痛、下痢
他の情報無し

No.5 「見守りネット活用事例」

同一傷病者（84 歳女性）

に対する現場滞在時間の差
6.

結語
今後の独居世帯及び認知症高齢者の増加を考えると、その対策は急務である。救急現場、医療

機関、そして福祉部局を結ぶ役割として ICT（Information and Communications Technology）が期
待されており、見守りネットは、そのツールとして活用するべきである。
当市は、平成 30 年 7 月豪雨により、市内の一部が浸水、アルミリサイクル工場の爆発など甚大
な被害を受けた。避難場所を設置運営する際にも、着の身着のままに避難してきた被災者の人物
特定や別居の家族への連絡など、見守りネットが大いに活躍している。
いつの時代になっても大切な家族の病や怪我の時には、すぐに駆けつけそばにいてあげたいと
いう気持ちは不変のものである。病に倒れた一人暮らしの高齢者と離れて暮らす家族を結びつけ
る役目として、われわれ救急隊にできることはある。未来の家族も守れる優しい救急隊でありた
い。
参考文献
1）国立社会保障・人口問題研究所：日本の世帯数の将来推計（全国推計）。（平成 30 年 2 月 28
日。人口問題研究資料第 339 号）
2）救急活動法務研究会編集：救急活動の法律相談。pp.475-481
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電気ストーブにおける可燃物接触に対する安全装置の試案
神戸市消防局市民防災総合センター

山形直也

有限会社 浪越エレクトロニクス

浪越博道

1. 現状の問題点
過去 30 年間（昭和 60 年～平成 26 年）の建物火災のうち、電気火災となった発火源を見てみる
と、その 1 位は電気ストーブである（東京消防庁調べ。図 1 参照）。
また、電気火災における発火源別の死者数は電気ストーブが 32％で 1 位である（図 2 参照）。
つまり電気ストーブは出火しやすく、出火すると死者が出やすい電気製品であるといえる。平
成 24 年から平成 29 年の神戸市の統計においても、建物火災の原因となった電気製品のうち約 14%
が電気ストーブからの出火であり、非常に多いことが分かる。
次に過去 5 年（平成 24 年～平成 28 年）の神戸市における電気ストーブ火災の原因を調査する
と、可燃物接触が 89%を占めている。可燃物接触が原因で火災が発生すると、火の回りが非常に
早いため、死者数が多いことも頷ける（うなずける）。
電気ストーブは安価で使用者が、非常に多く、昔から身近にあるため、電気ストーブの危険性
に対する認識が乏しいことが火災の原因に繋がっていると考える。
現在、神戸市消防局では市民に対して、実験動画配信やチラシの配布等により、予防広報を実
施しているが、市民全体に周知することは困難である。また、使用者の高齢化に伴う誤使用につ
いても、大きな問題である。
そこで、ハード面からのアプローチとして、電気ストーブ火災の原因で多くを占める、可燃物
接触に対する安全装置を設置することで、電気ストーブ火災を防ぐことが出来ると考える。また、
電気ストーブは安価であるため、安全装置も出来るだけ安価で設置することをコンセプトとする。

図 1 過去 30 年における発火源の多い製品上位 10 製品（東京消防庁）
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図2

過去 26 年（平成 2 年～平成 27 年）の発火源別死者数上位 10 製品
（東京消防庁）

2.

仮説

2.1 熱センサ
比較的安価で一般的な下記の安全装置を、その種類（作動温度）と設置位置を工夫することで、
可燃物接触に対して有効に機能すると考えた。
2.1.1 ペレット式温度ヒューズ（以下「ヒューズ」という）
2.1.2 バイメタル式サーモスタット（以下「サーモ」という）
2.2 光センサ
やや高価ではあるが、可燃物の接触そのものを感知することができるため、確実に機能すると
考えた。また、電気ストーブの形状を選ばないため、一度回路を組めば、他の電気ストーブでも
使用することが可能であることも利点である。素子については、下記に示す赤外線の受光素子の
みのもの及び発光・受光一体型素子について検討する。
2.2.1 赤外線受光素子
2.2.2 赤外線発光・受光一体型素子（以下「一体型」という）
3.

検討方法
電気ストーブは弱（400Ｗ）と強（800Ｗ）に切り替え可能な電気反射ストーブ（以下「スト

ーブ」という）を使用する。また、可燃物は綿 100%・目付量=約 370g/m2・幅 20cm タオル地布（以
下「可燃物」という）を使用する。
3.1 熱センサ
下記の要領で実験を行い、温度測定は熱電対温度計（以下「熱電対」という）を使用する。
3.1.1 通常作動時（「強（800W）」）の温度上昇を確認
3.1.2 可燃物接触時の温度上昇を確認
3.1.3 通常作動時には作動せず、可燃物接触時にのみ作動することが予想される位置に、ヒュー
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ズあるいはサーモを設置
3.1.4 通常作動時は電源が切れず、可燃物接触時に可燃物が燃焼しないことを確認
3.2 光センサ
上記光センサの 2.2.1 及び 2.2.2 の素子を含む回路を作成、ストーブに設置し、可燃物をかぶ
せて動作を確認する。
4.

熱センサによる検討結果

4.1 ヒューズについて
4.1.1 通常作動時の温度変化
4.1.1.1 ガード部
写真 1 に示す位置に熱電対を設置し、通常作動時における温度を測定する。測定結果を図 3 に
示す。図 3 によると、ガード上部の温度が最も高くなっており、その温度は 85℃程度であった。
また、中部、下部では 70℃程度で、一瞬肌が触れても火傷しないことが分かる。このことより、
使用者の電気ストーブの危険性に対する認識が低くなっていると考えられる。

ガード上
ガード中
ガード

図 3 通常作動時における

写真 1 ガード部温度測定位置

ガード部の温度変化
4.1.1.2 反射板裏側
写真 2 に示す位置に熱電対を設置し、通常作動時における温度を測定する。測定結果を図 4 に
示す。反射板上部、中部については 130℃程度まで、下部については 70℃程度まで上昇した。

反射板上
反射板中
反射板下

図 4 通常作動時における

写真 2 反射板裏側の温度測定位置

反射板裏側の温度変化
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4.1.1.3 通気口裏側
写真 3 に示す位置に熱電対を設置し、通常作動時における温度を測定する。測定結果を図 5 に
示す。測定位置 3 及び 6 は 110℃程度まで、その他については 80℃～90℃程度まで上昇した。

図 5 通常作動時における
通気口裏側の温度変化
写真 3 通気口裏側の温度測定位置

4.1.2 可燃物接触時の温度変化
上記の測定箇所のうち、ガード部及び反射板裏側の上、中、下、及び測定位置 2・6 に熱電対を
設置し、可燃物接触時の温度を測定する（写真 1、2、3 参照）。
測定結果を図 6 に示す。なお、既存の安全装置として、ストーブ上部の内部に 121℃のヒューズ
が設置されている状態である。ガード部の温度が急激に上昇し、開始後 134 秒後（2 分 14 秒後）
に着火を確認した（写真 4 参照）。

既存安全装置設置位置

図 6 可燃物接触時における
各測定点の温度変化

写真 4 可燃物接触時における
ストーブの状況（着火時）
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4.1.3 ヒューズの選定及び設置位置の検討
まず、上記の結果よりヒューズを取り付ける位置について、下記のとおり検討から除外した。
4.1.3.1 ガード部については、通常作動時の最高温度がそれほど高くなく、可燃物接触時の温度
変化が大きいことから、ヒューズは有効に作動すると考えられるが、ストーブ外部に配線しなけ
ればいけないという点から検討を断念する。
4.1.3.2 反射板裏側の上部及び中部については、通常作動時の最高温度が高く、配線被覆の耐熱
性を考慮すると設置は難しい。また、下部に関しては可燃物接触時の温度変化が小さくヒューズ
が作動しにくい可能性があるということ、及び配線施工が困難であるという点から反射板裏側の
設置については検討を断念する。
これらより、既存の安全装置設置位置及び通気口付近において、試行錯誤的にヒューズの種類
と設置位置を検討する。ヒューズの種類と設置位置の各組み合わせの結果については、表 1 にま
とめる。
表 1 より、通常作動時にヒューズは作動せず、可燃物接触時にのみ作動する、ヒューズの種類
と設置位置の組み合わせを見出すことは出来なかった。ここで、結果の一例として、通気口裏側
の測定位置 2 に設置した 109℃のヒューズの検討について、詳細な結果を図 7 に示し、考察する。
図 7 より、測定位置 2 が 109℃に到達する前に、ガード部では、400℃程度まで温度が上昇し、
実験開始から約 140 秒で可燃物の下部から燃焼（無炎燃焼）したことが分かる。その後、測定位
置 2 が 109℃に達するもヒューズは作動せず、測定位置 2 が 140℃程度（109℃になってから 40
秒後）で作動した。そこで作動温度がより低いものを設置することで、可燃物燃焼前にヒューズ
が作動することを期待し、測定位置 2 に 99℃のヒューズを設置するも、表 1 で示すように通常作
動時にヒューズが作動してしまう。これらの傾向は他の設置箇所でも同様である。
ヒューズは、内部の樹脂がその作動温度になることで溶融し、内蔵するバネによって接点が離
れる仕組みである。その規格は、毎分 1℃の昇温スピードで作動するように設定されているため、
可燃物接触時のような急激な温度上昇では、ヒューズ周辺が作動温度になっていたとしても、ヒ
ューズ自体が温まり内部の樹脂が溶融するまで時間がかかるため、作動までのタイムラグが生ま
れてしまう。この理由により、ヒューズでの検討には限界があり、可燃物接触時のみ作動する安
全装置としては不適であると考える。
表 1 各ヒューズの種類及び設置位置における可燃物接触時の挙動
通気口裏側
設置位置

測定位置２
作動温度
結果

通気口外側

既存安全装置設置位置

84℃

109℃
可燃物が先に燃焼

121℃
（既存）

99℃
通常作動時
にヒューズ
作動

109℃

測定位置５

上部

下部

109℃

99℃

192℃

可燃物が先に燃焼

＊通気口外側とは、ヒューズのみを外側に露出させた状態（写真５参照）時の挙動
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ヒューズ
通気口

ガード上

写真 5 通気口外側上部のヒューズ設置の状況

図 7 測定位置 2 に 109℃のヒューズを
設置した際の温度変化（可燃物接触時）

4.2 サーモについて
上記ヒューズの検討において、測定した通常作動時の温度変化を基に、サーモの種類及び設置
箇所の検討を実施した。実施結果については、表 2 にまとめる。なお、周囲温度が作動温度に達
してから、作動するまでのタイムラグを出来るだけ小さくするため、トライラックを介して配線
し、定格 5A の小型のサーモを使用する。
表 2 より、通常作動時にサーモは作動せず、可燃物接触時にのみ作動する、サーモの種類と設
置位置の組み合わせを見出すことはできなかった。ここで、結果の一例として通気口裏側の測定
位置 2 に設置した 105℃のサーモの検討について、詳細な結果を図 8 に示し、考察する。
図 8 より、測定位置 2 が 105℃に到達、その約 11 秒後、可燃物下部からの燃焼（無炎燃焼）、
さらにその約 1 秒後、サーモが作動したことがわかる。そこで作動温度がより低いものを設置す
ることで、可燃物燃焼前にサーモが作動することを期待し、測定位置 2 に 100℃のサーモを設置
するも、表 2 で示すように通常作動時にサーモが作動してしまう。これらの傾向は、他の設置箇
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所でも同様である。サーモでの検討は、一連してヒューズよりもタイムラグが小さくなっており、
反射板下部に 80℃のサーモを設置した検討では、サーモは作動するものの、その後に可燃物が燃
焼してしまう結果であった。
サーモの構造もヒューズと同様、サーモ自体が受熱することでバイメタルが作動する仕組みで
あるため、どうしてもタイムラグは発生してしまう。ヒューズとは違い、サーモは自動復旧する
ため、安全性を重視して考えるのであれば、低い作動温度のサーモを設置することで、可燃物接
触時の燃焼は抑制できると考えるが、通常作動時に頻繁に消えてしまうため、使用上問題が出て
くる可能性が高い。これらの理由によりサーモでの検討にも限界があり、可燃物接触時のみ作動
する安全装置としては不適であると考える。
表 2 各サーモの種類及び設置位置における可燃物接触時の挙動
上部通気口裏側
設置位置
測定位置２

測定位置４

ストーブ上部の
外装樹脂内部

反射板
裏側下部

下部通気口
裏側上部

作動温度

100℃

105℃

100℃

75℃

80℃

80℃

結果

通常作動時に
サーモ作動

可燃物が先に
燃焼

通常作動時に
サーモ作動

可燃物が先に
燃焼

サーモ作動後に
可燃物燃焼

可燃物が先に
燃焼

図 8 測定位置 2 に 105℃のサーモを設置した際の温度変化（可燃物接触時）
5.

光センサによる検討結果

5.1 赤外線受光素子について
赤外線受光素子をストーブに設置することで、可燃物接触時、ストーブの赤外線が可燃物に反
射し、その反射光を受光すると考えた。赤外線を受光した場合に、電路を遮断するシステムにな
るように基板を作成し、ストーブ上部に配置することで検討を実施した。
通常作動させたところ、ストーブから放出される赤外線を直接受光してしまい、通常作動時に
も電路を遮断する結果であった。また、可燃物をかぶせると赤外線を受光できなくなり、通電状
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態が継続した。これらより、赤外線受光素子のみでは、安全装置としては機能しないことが分か
ったが、赤外線を受光すれば、即時に反応するため、熱センサのようなタイムラグが生まれない
ことも同時に確認できた。
5.2 一体型について
発光部からは赤外線が出ており、受光部においては約 0.1 秒ごとに周囲の赤外線を感知してい
る。可燃物が接触すると、発光部から赤外線が反射され、周囲の赤外線とともに受光部に入る。
このとき受光部では、周囲の赤外線よりも反射光の分だけ、多くの赤外線を受光したと感知する。
このようなシステムを作ることで、通常作動時には作動せず、可燃物接触時のみ電源が切れると
考え、基板を作成し、センサ部をストーブ上部に取り付けた（図 9 参照）。
実験すると、通常作動時には電源が切れることなく、可燃物接触時のみ即時で電源が切れる理
想的な安全装置であることが分かった（写真 6・7・8 参照）
。
基板部については、実験用の簡易品であるため、比較的大きなものになっているが、小型化す
ることは可能であり、センサ部についても数を増やすことは可能である。この安全装置の価格は
数百円である（量産価格は不明）。

反射光を受光
することで、
電路を遮断

図 9 安全装置イメージ図（一体型）
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センサ部

基板部

写真 6 一体型設置の状況

写真 7 通常作動時の状況

写真 8 可燃物接触時の状況

（手をかざした状態）
6.

（安全装置作動時）

まとめ
赤熱が目視できる電気ストーブに関して、法令（電気用品安全法）には可燃物接触に対する安

全装置の規制がない状態である。また、JIS には一部記載されているものの、ほとんどの電気ス
トーブがクリア出来るような、簡単な規格のため実をなしていない。つまり、可燃物接触に対し
ては、使用者の責任であり、製造者の責任はないという解釈である。
実際、可燃物接触させた火災に関しては使用者の責任ではあるが、冒頭でも記載したとおり、
高齢化等により誤った使い方をする使用者も多数存在している。安価であるが故に使用者が非常
に多く、多岐に及んでいるため、消防機関の広報のみで使用を制限できないのが現実である。
過去、ガスコンロの Si センサが義務化されてコンロ火災は減少したように、使用者の多い商品
であるからこそ、ハード面からのアプローチが有効であり、必要であると考える。
今回、安全装置を研究したのは、この安全装置そのものを普及させたいというところではなく、
電気ストーブの危険性を再認識し、可燃物接触に対する安全装置の必要性、有効性を広げたかっ
たところにある。提案した安全装置を一例に、可燃物接触に対する安全装置設置義務化に向けて、
企業等と協力し進めていきたいと考える。
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消防職員・消防団員等の部

消防防災科学論文

観測地震波を用いた身体防護体勢の検証
東京消防庁

1.

千島清奈生、池内慶子、前川浩平、中山

崇

はじめに
今後 30 年以内に 70％の確率で起きると言われている首都直下地震への対策が急がれている中、

地震発生時に自身の負傷を防ぐことは、地震後の円滑な自力避難を可能にするとともに、他者の
救護を可能にするなど、自助共助に不可欠である。このことから、本検証は、地震発生時におけ
る身体防護体勢の考案を目的としたものである。
2.

先行研究との相違
既往の報告 1)、2)では、地震時の行動と負傷の関連性についての研究は少なく、また、地震時の

避難行動についての報告 3)では、1 次元又は 2 次元振動を用いた研究は行われているが、3 次元振
動を用いた研究は少ない。
そこで、本検証では、東北地方太平洋沖地震発生時の東京消防庁管内における救急搬送データ
を用いた負傷機転の分析を行うとともに、その結果を踏まえ、負傷リスクの小さい身体防護体勢
を考案し、実際の地震に近い 3 次元の観測地震波の揺れを用いて、当該体勢を検証した。
3.

救急搬送データを用いた負傷機転の分析

3.1 分析方法
分析の対象とした救急搬送データは、東北地方太平洋沖地震発生時から 24 時間以内に覚知した
救急搬送事案とした。救急搬送データから、要請時の概要が記載されているテキストデータを読
み取り、救急要請に至った要因を、
「事故種別コード」とテキストに記載された「地震」の単語を
用いて、
「地震の主要動による負傷」を抽出した後に、救急要請に至った負傷原因と負傷原因別に
負傷者の負傷部位を集計し、その傾向を分析した。
3.2 結果
救急搬送データから「地震の主要動負傷」を抽出した結果、全搬送人員 1,997 名の内、
「地震の
主要動負傷」は 91 名となった。91 名のうち、多数傷者発生事案（計 30 人）を除く 61 名につい
て、救急要請に至った負傷原因を図 1 に示す。図 1 より、負傷原因の上位 3 つをみると「家具類
の転倒」による負傷者は 39％、揺れによる「本人の転倒」による負傷者は 23％、
「飛散・落下物」
による負傷者は 15％となった。次に、原因上位 3 つの負傷者の負傷部位を「頭部」、
「体幹部」、
「四
肢」について分類した結果を図 2 に、各負傷部位を程度別に分類した結果を図 3 に示す。なお、
図 2 の最下段のグラフに、参考として身体の各部位が体表面積に占める割合を示している 4）。図
2 より、「家具類の転倒」及び「飛散・落下物」によって負傷した人は、「頭部」の割合が高く、
揺れによる「本人の転倒」によって負傷した人は、
「四肢」の割合が高くなった。また、図 3 より、
負傷部位ごとの程度をみると、家具類の転倒による負傷者の中等症の割合については、「体幹部」
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が最も高く、次いで「四肢」、「頭部」の順に高くなった。本人の転倒による負傷者の中等症以上
の割合については、
「四肢」が最も高く、次いで「体幹部」、
「頭部」の順に高くなった。飛散・落
下物による負傷者の中等症以上の割合については、「体幹部」「四肢」が高く、次いで「頭部」の
順に高くなった。本人の転倒 14 名について、直前の体勢を立位状態（歩行含む）及び座位状態の
2 体勢に分類した結果を図 4 に示す。図 4 より、立位状態であったのは 93%となった。

図 2 原因上位 3 つの負傷部位の割合

図 1 救急要請に至った負傷原因

家具類の転倒

本人の転倒

図 3 原因上位 3 つの負傷程度の割合

図 4 本人の転倒前の体勢
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3.3 考察
家具類の転倒及び飛散・落下物による負傷部位は、体表面積に各部位の占める割合と比較し、
「頭部」の割合が高く、
「四肢」の割合が低くなっていることから、家具類や物は、身体に対して
上から衝突しやすく、身体の高い位置の部位ほど負傷しやすいと考えられる。また、体表面積が
大きいほど、物が身体に衝突する確率は上がると考えられることから、身体を低く小さく丸め頭
を抱える体勢をとることで、外部に晒（さら）される体表面積を小さくし、身体への衝突確率を
減らせ、頭部及び四肢の負傷リスクを減らすことができると推察される。さらに、負傷程度は、
身体の低い位置の部位ほど重くなる傾向が認められたことから、物が落下又は転倒し身体にぶつ
かるまでの落差が、負傷程度を重くしていると推察される。このことから、身体を低くすると、
物との衝突落差が大きくなるおそれがある。
以上のことから、負傷リスクを減らす身体防護体勢は、身体を低く小さく丸めるとともに、ク
ッションやかばん等を用いて、頭部や頸部などを防護する体勢が望ましいと考えられる。
そのほか、本人の転倒による負傷の 93%は、直前の体勢が立位状態であったことから、揺れに
よってバランスを崩し負傷したと推測されるため、揺れを感じたら直ぐに安定した体勢をとるこ
とが重要である。
4.

身体防護体勢の違いによる身体負荷の検証

4.1 検証方法
4.1.1 身体防護体勢
救急搬送データを用いた負傷機転の分析を踏まえ、負傷リスクを減らすことができると考えら
れる身体防護体勢（図 5 から図 7）を、3 通り考案した。当該体勢を指定体勢とし、地震動環境下
における身体への負荷を測定した。3 通りの指定体勢は、接地面が足の裏のみの 2 点支持を「指
定体勢 1」とし、膝及び足先若しくは足の甲が接地した 4 点支持を「指定体勢 2」とし、肘、膝並
びに足先又は足の甲が接地した 6 点支持を「指定体勢 3」とした。

図 5 指定体勢 1

図 6 指定体勢 2

図 7 指定体勢 3

4.1.2 実験装置及び測定機器
実験には、消防技術安全所の振動実験装置を用いた。振動実験装置は、観測地震波を 3 次元で
再現が可能である。また、筋活動量を算出するために、筋肉の活動電位を測定する、多チャンネ
ルテレメータシステム WEB7000（日本光電工業社製）を用いた。測定器は、被験者の利き腕の上
腕三頭筋（以下「TB」という。）、利き足の外側広筋（以下「VL」という。）及び前脛骨筋（ぜん
けいこつきん）
（以下「TA」という。）に取り付けた。測定器の取付け位置 5)、6)を表 1 に示す。さ
らに、揺れに伴う被験者の頭部における応答加速度を測定するために加速度センサを用い、ヘル
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メットの上部に加速度センサを取り付けた。
表 1 各筋肉部位における測定器取付け位置 4)，5)
筋肉名

導出線（a）

導出線中点

肩峰から肘頭

肘頭から a/3 の位置

外側広筋（VL）

上前腸骨棘から外側
膝関節窩

膝関節から a/4 の位置

前脛骨筋（TA）

膝蓋骨尖から
外果

膝蓋骨から a/3 の位置

上腕三頭筋（TB）

4.1.3 被験者
20 代から 40 代までの 7 名（男性 6 名、女性 1 名）に、被験者の協力を得た。被験者は、保護
具としてヘルメット、肘当て及び膝当てを装着した状態で実験を行った。
4.1.4 加振条件
観測地震波は、直下型の地震を想定し、兵庫県南部地震の神戸市において観測された気象庁 HP7）
で公開されている地震波（JMA-Kobe）を用いた。なお、地震波のうち、測定に影響が小さい揺れ
始めと終わりの微動部分を省略し、加振時間を約 40 秒とした。震度階級等と振動台における、最
大応答加速度を表 2 に示す。
表 2 震度階級と振動台における最大応答加速度
計測震度
（震度階級）
6.35(6 強)

最大応答加速度（gal)
X軸

Y軸

Z軸

768

599

266

4.1.5 手順
被験者には、加振前から指定体勢を取り、加振中は指定体勢を保持するよう指示した。各指定
体勢において、震度 6 強相当の揺れで被験者ごとに、各 4 回測定を行った。各測定で得られた筋
肉の活動電位の波形を、二乗平均平方根処理した後、時間（40 秒間）で積分し、得られた 4 回の
積分値を平均し、個人平均値とした。次に指定体勢 3 を基準の体勢とし、指定体勢 3 における個
人平均値を個人基準値とし、式 (1) により各個人平均値を個人基準値により正規化し、個人正規
化値とした。
個人正規化値＝個人平均値÷個人基準値 … 式 (1)
加速度については、被験者毎に 4 回ずつ測定した平均を個人平均値とし、指定体勢 3 における
個人平均値を個人基準値とし、筋活動量と同様に式 (1) により個人正規化値を算出した。各被験
者の個人正規化値を用いて、探索的データ解析（箱ひげ図）8)を行い、データの傾向を確認する
とともに、各指定体勢における測定項目の比較を行った。
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4.2 結果
各指定体勢について、部位別における各被験者の筋活動量と加速度の個人正規化値を表 3 に示
す。また、表 3 の部位別の個人正規化値についての箱ひげ図を、図 8 から図 10 に示し、加速度の
個人正規化値の箱ひげ図を図 11 に示す。各箱ひげ図から、中央値及び平均値をまとめた結果を、
表 4 に示す。筋活動量については、指定体勢 3 が最も筋活動量が小さく、次いで指定体勢 2、指
定体勢 1 の順に小さくなった。加速度については、指定体勢 3 が最も小さくなった。

被験者

表 3 各指定体勢における正規化した部位別筋活動量及び加速度
指定姿勢 1

指定姿勢 2

指定姿勢 3（基準）

TB

VL

TA

加速度

TB

VL

TA

加速度

TB

VL

TA

加速度

1

5.45

1.17

1.05

1.12

3.85

1.19

1.42

1.02

1.00

1.00

1.00

1.00

2

2.37

1.11

1.60

1.36

1.56

2.07

1.26

1.12

1.00

1.00

1.00

1.00

3

2.79

3.77

1.72

0.83

0.65

4.66

1.02

0.88

1.00

1.00

1.00

1.00

4

8.38

1.86

1.75

1.10

0.52

1.00

0.61

1.25

1.00

1.00

1.00

1.00

5

1.54

2.12

1.32

0.95

0.91

1.30

1.19

1.34

1.00

1.00

1.00

1.00

6

2.52

2.57

6.36

1.41

1.70

1.22

1.98

1.16

1.00

1.00

1.00

1.00

7

11.04

1.41

0.39

0.99

1.71

1.64

0.68

1.03

1.00

1.00

1.00

1.00

体勢 1

体勢 1
体勢 2

体勢 2
体勢 3

体勢 3

図 8 TB における正規化した筋活動量

図 9 VL における正規化した筋活動

体勢 1
体勢 2

体勢 1 体勢 2

体勢 3

体勢 3

図 10 TA における正規化した筋活動量

図 11 正規化した加速度
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表 4 各体勢における筋活動量及び加速度
ＴＢ

ＶＬ

ＴＡ

加速度

中央

平均

中央

平均

中央

平均

中央

平均

値

値

値

値

値

値

値

値

指定体勢 1

2.79

4.87

1.86

2.00

1.60

2.03

1.10

1.11

指定体勢 2

1.56

1.56

1.30

1.87

1.19

1.17

1.12

1.12

指定体勢 3

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.3 考察
筋活動量については、指定体勢 3 が最も筋活動量が小さく、身体を支持する点の数が少ない体
勢ほど、増加する傾向となった。加速度については、指定体勢 3 が最も頭部への加速度を抑制で
きる傾向が認められた。
以上のことから、指定体勢 1 及び指定体勢 2 と比較すると、指定体勢 3 は、体を支持する点が多
いとともに、頭の位置が低く体の重心が下がっているため、身体がより安定するとともに頭部で
の加速度を抑制し、身体への負荷が小さくなったと考察される。
5.

まとめ
周りに机など身を隠すものがない場合、身体を低く小さく丸め、頭を抱える体勢をとるととも

に、クッションやかばん等を用いて頭部や頸部（けいぶ）などを防護し、両肘両膝両つま先等、
身体を支持する部分が多い体勢をとると負傷リスクが低く、揺れに翻弄されにくい安定した身体
防護体勢となる。
6.

おわりに
東京消防庁では、東日本大震災をはじめ、国内で発生した大きな地震の教訓を踏まえ、地震時

の行動について、「地震 その時 10 のポイント」を作成し、地震時の行動として「地震だ！まず
身の安全」を挙げ、揺れを感じたり、緊急地震速報を受けた時は、身の安全を最優先に行動する
ことを都民に呼びかけているところであり、また、東京都や区市町村が主催する防災訓練では、
シェイクアウト訓練が取り入れられ、地震発生時にいち早く身の安全を確保することができるよ
う各種取組が進められている。この中で本検証では、救急搬送データの分析や筋活動量などから、
「単純化した環境下での基本となる身体防護態勢」を明らかにすることで、これらの取組をさら
に具体的かつ実践的な防災行動として、推進することができるものと考えている。本検証結果が、
今後来たるべき大震災に際して、一人でも多くの方々の負傷リスクを減らす一助として活用され
ることを切に願うものである。
参考文献
1)

東京消防庁：「平成 28 年（2016 年）熊本地震被害調査報告書」東京消防庁防災部、2018

2)

科学技術・学術審議会

研究計画・評価分科会

防災分野の研究開発に関する委員会

地震

防災研究を踏まえた退避行動等に関する作業部会：
「地震防災研究を踏まえた退避行動等に関す
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「長周期地震動等に伴う室内安全に関する検証（そ

の 2）-地震時の環境と身体の安全確保対策に関する検証-」東京消防庁消防技術安全所報 53 号
pp.96-105、2016
4)

藏澄美仁・堀越哲美・土川忠浩・松原斎樹：「日本人の体表面積に関する研究」日生気誌 31

（1）pp.5-29、1994
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「表面筋電図の人間

工学応用」財団法人労働科学研究所出版、pp.26-32、pp.68-69、2004
6) 増田正：「特集③人間工学のための計測手法第 4 部：生体電気現象その他の計測と解析(1) 表
面筋電図の測定方法と人間工学への応用-」人間工学 Vol.51、No.6 pp.400-405、2015
7) 気象庁 HP
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員・消防団員等の部

消防防災科学論文

災害写真パネル等を活用した「実動と座学同時進行型防災訓練」の開発
～座学者にも実動効果が見込める訓練手法～
京都市消防局

1.

森田浩樹、中嶋

治

はじめに
阪神・淡路大震災以降、自助・共助・公助の概念が重要視され、各自治体においても自主防災

組織等を対象とした共助の訓練が行われている。しかし、水が流れるごとくに進行する訓練を見
ているだけでは「実行動」が訓練できないため、昨今は「地域発災の住民実動型」
（以下「実動型
訓練」という。）が主流となっている。しかし、地域の広い範囲を会場とし、また多くの参加者を
実動者とするため、企画から実施にかけて、大きな労力を必要とする。実技を成功させるため、
技術習熟に偏りがちなことも問題である。また昨今のリアル志向にも問題がある。忌憚（きたん）
なく言えば、防災訓練は、集客イベントやエンターテインメントではない。住民の“防災行動力”
向上を、愚直に求めるべきである。このような問題認識に基づき、本稿では、実動訓練と座学を
同時進行させ、
「座学者にも実動訓練と同等又はそれ以上の効果が見込める」訓練手法を報告する。
また合わせて、「地域の初動措置」という概念の提案も行う。
2.

実動型訓練の問題点に関する考察

2.1 防災訓練を実施する労力の大きさの問題
実動型訓練は、一般的には、訓練参加者が自宅で初動措置訓練を行い、地域内で小規模訓練を
実施しつつ、小学校等のメイン会場まで避難行動の形で移動し、初期消火訓練、救急訓練、救出
訓練等を行う方式である。そのため、参加住民全員の実動が必要であり、小学校等に避難するま
での移動とその時間も必要となる。また昨今の風潮から、
「リアルさ」を追求する傾向にあり、訓
練の現示物も、手の込んだものとすることが多い。これらはすべて、訓練企画側と参加者の双方
に、大きな労力を要求する。しかし、投入した手間や費用と訓練効果とが、直接比例するわけで
はない。
以下に、上に述べたことを中心に、実動型訓練の問題点を整理する。
①

指導側の行政職員・自主防災組織役員の負担が大きいこと。特に、地域全体が訓練場所とな

ることから、職員も役員も個々への目配りと技術指導が薄まりがちで、同時に安全管理上の負担
も大きくなること。
②

参加者が立ったままとなる時間が長くなること、避難等の行動をとらせるため、一定距離の

歩行移動が必要となることなど、個々の住民の負担が大きいこと。
③

住民に多くのことを一回で体得してもらうのは、至難であること。

④

一連で行っているとはいえ、個々の住民にとっては自分の「パート」に精一杯であり、実災

害の全体をイメージすることが難しいこと。
⑤

多くの場合、参加者全員がすべての項目の訓練を行うわけではないため、多岐にわたる技術
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の習熟度をすべて高めることが難しいこと。
一言でいえば、実動型訓練は、企画側・参加者側の双方にとって負担が大きい。特に高齢者の
負担が大きいため、実動訓練と言いながらも、メイン会場となる小学校等への「避難訓練」に近
くなることも多い。これらのことから筆者は、訓練の「実」を可能な限り残すことを前提として、
あえて訓練の規模やリアルさを捨てる必要があると考えた。
2.2 「自分事として具体的にイメージする」ことを誘導する必要性
実動型では、住民がそれぞれ、「割り当てられた」技に注力することになるので、「現実に、自
分の身に何が襲い掛かるのか」という具体的イメージが、実は残りにくいと筆者は考えている。
具体的にイメージできないことは、その人の現実問題（自分事）にはならず、したがって身につ
かないといわれるが、これを念頭に、長年、地域とともに防災訓練を企画・実施してきた筆者の
考えるところを述べる。
実動訓練で技術が高まり自信が生まれれば、あるいは自信は持てなくても、課題認識を含めて
何らかの手応えを得たならば、参加者は「自分は無傷で生き残り、地域の活動に従事できる」と
の思い込みが生じると思われる。実際、これまでに筆者が行ってきた実動訓練の後、参加者に、
「訓練はうまくいきました。しかしあなたが生き残るかどうか、それはわかりませんよ。あなた
が死亡するか怪我したら、又は家族が死亡するか怪我したら、地域活動などできなくなります。
その御想像はありましたか？」
と問うたとき、多くの方が「ハッ」とされるのである。これは、訓練や教育を行っても、なかな
か「自分事」になってくれないことを示していると考えられる。このことから筆者は、
「動くこと
（実動）」にこだわるだけではなく、「具体的に想像して（考えて）もらう」ことを重視した訓練
が必要であると考える。
2.3 「地域の集合場所」の意義を強調する必要性
「共助」の力を最大化させるために必要なことは、次の 2 点に集約される。
①

多くの人が生き残ること
活動できる人の数を増やすことはもちろん、要救助者を減らすことは、何よりも重要である。

実技・実動の訓練成果は、その上にしか成立しない。初動措置は、一般に「（あなたの）命を守る」
という形で強調されることが多いが、
「共助」に視点を広げ、このような形でも周知すれば、さら
に意義を強調することになると考えられる。
②

「地域の集合場所」に集まること
適切な初動措置が行われれば、多くの住民が生き残る。ここで重要なことは、
「集まる」ことで

ある。「地域のまとまり度」も重要だが、生き残った住民が「共助のステージ」に出てくれれば、
つまり地域の集合場所にさえ集まってくれさえすれば、集まった住民たちが力を結集し、自分た
ちにできる限りの活動を行う（個々人では成し得ない活動を成立させる）ことは、むしろ自然で
ある。この理路を認識してもらうことは、個別の技能を向上させることよりも優先度の高い事項
であろうと筆者は考える。
3.

考案した訓練手法
2 に述べたことを前提とし、住民の“防災行動力”を最大化することを指向して、訓練手法を

設計した。訓練の大まかなイメージを図 1-1～1-3 に示す。
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図 1-1
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図 1-2
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図 1-3
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3.1 事前準備等
3.1.1 タイムスパンの設定
地震発生から、世帯で行う初動措置、隣近所による協力活動（安否確認等）、そして地域の集合
場所に集合した住民が、共同で活動するところまでとする。小学校等への避難行動の部分は、主
眼を絞るため、あえて省略する。
3.1.2 設営（図 1-1(1)）
小型のカラーコーンを用いて、3 軒の家屋（主役宅とその両隣）、地域の集合場所及び防災器材
庫を現示する。サイズは、屋外グラウンドではそれぞれ概ね 3m 四方とするが、会場の規模によ
ってはもっと小さくても問題はなく、公園の一角や集会所でも実施できる。図 1 に示した会場は、
地域の集会所なので、一辺 1m 弱としている。家屋内には、出火点を示す赤色回転灯、消火器、
机、椅子、座布団などを置く。机や椅子は会場から借用できるものを使用し、省力化を図る。防
災器材庫を示す場所には、応急担架を準備しておく。なお、これらの資機材は、会場の制約があ
る場合は、適宜省略することもできる（図 1 に示した訓練会場は狭小なので、担架は省略してい
る）。また、これらを見渡せる位置に「観客席」を設ける。
3.1.3 大サイズの写真パネルとイーゼル（図 1-1(1)）
本訓練手法における最も重要な機材である。写真は、阪神・淡路大震災時の写真（神戸新聞社
提供）をパウチ加工したものである（A2 サイズ）。イーゼルは、紙芝居のような要領で、場面に
応じて写真を変えるために使用する。観客から見やすく、設営物を死角にしない位置にセットす
る。
写真パネルの例とその意義（指導事項）を図 2-1～図 2-4 に示す。地域特性を類型化（山間部、
都市部、マンション等）し、それに適した写真パネルを用意すれば、様々な地域により適合させ
ることが可能である。
3.1.4 実動者と見学者の設定及び訓練の進行者（図 1-1(2)参照）
実動者は 8 名（標準）に絞り、その中から「主役」を設定する。主役は 3 軒の家の中央に居住
するものとし、その他の実動者は、両隣の家の住民とする。
実動者は、訓練企画段階で住民と相談して決めておくが、規模の小さい組織の場合や参加者が
少ない場合は、実動者をさらに切り詰めることもできる。
なお、訓練内容の事前説明は少数の実動者と行えばよいので、事前説明の労力は小さい。一方、
実動者以外の参加者はすべて見学者なので、訓練当日に訓練場所まで来ていただければそれでよ
い。この見学者は、図 1-1(2)に示したとおり、着座して訓練を見学する。
実動者に対する訓練内容の説明は、従来の実動型訓練では、事前に綿密な形で行っておくこと
が必要だが、この手法では、当日に 15～20 分程度説明するだけで、本番に臨むことが可能である。
訓練の進行は、消防職員又は消防団員が行う。地域の実力にもよるが、自主防災組織の役員等、
災害対応行動をよく理解している住民に担ってもらうことも可能であり、本来はそれを目標とす
べきであると考える。
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図 2-2 写真パネル（家具の傾き・倒壊）

図 2-1 写真パネル（家具散乱）

開口部（脱出路）確保の重要性

頭部を守ることの重要性を説明

を説明

図 2-3 写真パネル（火災）

図 2-4 写真パネル（救出活動）

初期消火・ブレーカー切断などの

救助する人に自分の居場所を知ら

重要性を説明

せる必要性と、体力消耗を避ける
音の出し方を説明

3.2 訓練の流れと内容
3.2.1 基本事項
訓練は、同じシナリオで 2 回行う。1 回目はあえて訓練の切れ目、切れ目で中断させ、重要事
項を解説したり、イーゼルに載せた実災害時の写真により、具体的なイメージを喚起させたりし
ながら進行するスタイルとする。2 回目は、「通し」で行う（理由については 3.2.4 で述べる）。
主役を含む実動者の動きは、設営が簡素であるため、その多くを「エアー演技」とする。さら
にイーゼルの写真は、必要な場面になってから初めて見せるようにする。これは、観客のイメー
ジが「貧相」であることを逆手に取り、それと写真で示される現実との落差の大きさによって、
行動の意味や重要性を見学者の脳裏に強く残すことを狙った、本訓練最大の「仕掛け」である。
3.2.2 訓練開始前の説明とリハーサル
主役を含む実動者が参集すれば、進行者が日時、地震の規模、火災や負傷者の発生などの訓練
想定を付与し、また天候及び暖房器具の使用状況などの詳細な想定も説明する。設営が簡素であ
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る分、この説明は丁寧かつ詳細に行う必要がある。図 1-1(2)には、訓練直前にシナリオと実動手
順（演技）の説明を行っているところを示した。次いで、住民が集まってきた段階で簡単なリハ
ーサルを行う。これは省略することもできるが、いい意味での「刷り込み教育」として機能する
ので、行ったほうがよい（リハーサルでは写真は見せない）。
3.2.3 実際の訓練進行（1 回目）（図 1-1(3)～図 1-3）
先に述べたとおり、訓練を何度も中断させて、説明や写真展示を挿入的に行うことにより、見
学者の中に、災害イメージと、それに基づく正しい行動を強く残すことが肝要である。
訓練を通じて特に強調するのは、
「地域の集合場所」を有効に機能させることである。すなわち、
生き残る～脱出する～隣近所で協力した活動を行う～共助のステージに出てきた住民が集合し、
そこから地域の力を結集した活動が始まる、という流れのキーステーションとして、地域の集合
場所がある、という重要な概念を植え付けることである。
3.2.4

2 回目の訓練進行

1 回目の訓練が終了した後、できれば間を置かず、2 回目の訓練を実施する。今度は訓練を切ら
ずに一連の流れで実施することにより、1 回目の訓練で学習されたことを確実に定着させるとと
もに、災害対応の「時系列的な流れ」を体感してもらうものである。
3.2.5 写真パネルの回覧（図 3）
訓練終了後、写真パネルを見学者に「回覧」的に手渡し、詳細に見てもらう。進行役が何も言
わなくても、住民は写真を見ながら感想などを述べ合うことになる。ここに実動役が参入すると、
話はさらに盛り上がる。

訓練終了後、写真を見学者に回覧す
る。自動的に、住民同士の話し合い
が行われる。

図 3 写真パネルの回覧
4.

考察

4.1 この訓練手法のキーポイント・仕掛けとその効果
本訓練手法のキーポイントや仕掛けをまとめるとともに、その効果について、実際にこの手法
による訓練を実施した結果を踏まえて述べる。
① 設営等の簡素化・実動住民の最小化
これにより、極端に言えば、人さえ集められれば、ほぼぶっつけ本番で行うことができる。自
主防災組織の役員等の負担が小さく、安全管理上の問題も小さいため、訓練を気軽に企画・実施
できることは、大きなメリットであり、これまで訓練に消極的だった地域への訴求力も、持つと
考えられる。また、人口減少・税収減少の流れの中、今後、行政パワーが減少することを視野に
入れるならば、必要な労力が小さいこの訓練手法のメリットは、さらに大きいと考えられる。
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②

実動者と見学者（着座）の設定
実動しない住民が椅子に座ることにより、身体的負担を軽減し集中力が維持され、また観客と

して、冷静に（かつ批判的に）観察できるので、高い学習効果が期待できる。また、訓練中（特
に 2 回目）には他人の行動のアラが見えるので、周囲の見学者と「あれはこうすべきかな」など
の会話も生まれ、それも効果を高めることとなる。
なおこのように考えるならば、実動者の演技は完璧でないほうがよい。
③

「地域の集合場所」集合までのパートに特化・集中
小学校等への避難行動を行わないことにより、約 20～30 分という短時間で訓練は終了する。

これも負担軽減のひとつであるが、
「生き残ること」と「地域の集合場所に集まること（共助の力
を発揮すること）」という重要事項を端的に植え付けられることが、最大のメリットである。
④

「仕掛け」としての写真パネルの使用
災害写真パネルは、通常の防災訓練では展示物であるが、この訓練では実動訓練中の適切な場

面で見せることにより、災害・被害の実像を参加者の記憶に焼き付け、適切な行動を身に刻み込
んでもらう「仕掛け」となる。展示物として見ているときは「他人事」になりがちだが、自分た
ちの訓練の中に挿入されることで、強い衝撃が生じ、「自分事」になるのである。
⑤

イーゼルの活用

写真パネルをイーゼルに載せることにより、職員 1 名でも訓練を指導することができる。同時
に、見学者にとっても見やすい環境を提供できる。
⑥

あえて訓練を切る「仕掛け」

この訓練手法の最大の特徴は、
「あえて訓練を切る」ことにある。まず、主役と実動者がエアー
的な演技を見せる。この段階では、見学者はまだ「身につまされて」はいない。訓練を止め、写
真を見せ、消防職員が具体的に説明する。見学者は、ここで一気に、これを自分事と認識する。
直前の「甘い」認識との落差が大きいため、しっかりと心に残るのである。
⑦

写真パネルの「回覧」
この副次的な使用方法は、意外なほど効果的である。見学者側の住民が、食い入るように写真

を見ていたからである。これも、前述した「仕掛け」の効果の一つとして捉えることができる。
昨今、画像の展示については電子機器に頼りがちだが、太陽光に弱いこと、設営に手間がかかる
ことを考えるならば、古風な写真パネルにもメリットは大きい。
4.2 実動と座学を融合させた実動訓練の提案
この訓練のキーコンセプトは、
「全員が実動しない実動訓練」である。実動訓練として企画する
が、あえて実動人数を絞り、また見学者側は着座する。訓練をあえて中断させて写真パネルを見
せる。これによって、実動者は少ないにもかかわらず、全員が実動者になったかのような訓練と
なる。自分事になれば、それは実動と同等の効果を持つのである。
4.3 「地域の初動措置」概念化の提案
個々の住民が生き残っても、個々である限りは共助の力にならない。この訓練を立案・試行実
施する中で、
「集まる」ことの重要性が前景化されてきた。既に述べたとおり、集まってくれさえ
すれば、自動的に力は結集されるであろうし、また「集合場所」を指導・強調する自治体も多く
なってきた。しかし現在のところ住民の中では、
「共助の力は、生き残った者が集まることによっ
て最大化される」という理路の認識は希薄である。一方、個人や世帯における「初動措置」の概
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念と意義はしっかりと普及している。そこで、共助の力を最大化させるための仕掛けとして、
「生
き残ったら集まる」というこの流れを「地域の初動措置」と称して概念化し、全国的な普及を狙
ってはどうかと考える。
5.

おわりに
震災時において、自助として最重要な［生き残ること］と、地域の集合場所を中核とする共助

ステージの活動［地域の力を結集すること］が実施できるようにと考え、また、訓練の負担を小
さくすることを狙って、
「実動訓練と座学とを融合した実動訓練」という訓練手法を提案した。最
小の負担の中で、全員が実動したのと同等の効果が期待できる。
しかし課題もある。この訓練手法では、実動者と見学者の物理的・心理的距離の近さが効果に
直結し、また写真の見やすさが重要であるため、参加者は 30 名以下であることが望ましい。後者
に関しては、写真を複数セット用意し、複数のイーゼル又は職員が手持ちで掲げることにより、
人数増加に対応することができるが、前者についての問題は残っている。また、この訓練手法の
範囲は、発災後における応急活動にとどまっている。予防的対策、例えば家屋の耐震化・家具の
固定・感震ブレーカーの設置などの行動を強く誘導するには、力が足りない。被害軽減の最上流
部に位置するが故に、被害軽減に最も大きな効力を持つのは事前系の対策（＝被害抑止力）であ
る。こうした対策を講じない限り、住民の死傷率を抜本的に下げることはできない。今後は、住
民が防災行事に割くことのできる限られた時間の制約、さらには行政が投じることのできるリソ
ースの制約を前提としつつ、ここにもアプローチしていくことが必要である。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員・消防団員等の部

消防防災科学論文

災害現場指揮における効率的な図化・情報処理手法の開発
－指揮隊における手法の統一化の検証－
京都市消防局

松浦宏明、山下雄三、赤穴章秀、田中健郎

1. はじめに
全国で日々発生しているあらゆる災害に対し、初期情報で対応を強いられる我々消防機関にお
いて、災害現場での指揮は、最も重要なポジションとして位置付けられている。
災害現場で作戦を練り、活動部隊に的確な指示命令を与えることを任務としている指揮隊の判
断ミス等は、重大な事故に繋がる恐れがあり、当然、許されるものではない。これは全国の消防
機関において、共通認識とされている。
指揮隊が災害現場を指揮するにあたり、「情報」はその全てを基礎付ける資料となっている。
「敵を知り己を知れば百戦危うからず。」という故智のとおりで、災害現場の状況［＝敵］に対
し、現在の投入消防力等［＝己］を比較検討して、現下の防御方法及び防御態勢等を勘案し、指
揮によって部隊を機能させていくのであるが、作戦を立てる上での情報が不完全であれば、判断
は誤りを内包することとなる。また、「攻める指揮」を留保せざるを得なくなる。
将来に向けて、我が国から災害が無くなることはあり得ず、危惧されている南海トラフ地震の
発生等、自然災害はますます大規模化する恐れがある。どのような災害に直面しようが、我々に
は場面、状況に応じた的確な現場指揮が必要なことはいうまでもない。
2.

見えてきた課題等
現在、災害現場活動の指揮をするにあたり、現場指揮本部における災害状況図の記載方法をは

じめとする情報の収集・整理方法は、指揮隊によって異なっており、極論すれば、京都市消防局
に存在する署指揮隊数 36 隊にそれぞれの「流儀」があると言える。いずれも現場経験豊富な職員
によって造りあげられたもので、それぞれに有意性・合理性を持っているが、問題は、災害状況
図や街区状況など、現場で収集した様々な情報の記載方法（以下「図化・情報処理手法」という。
）
が統一されていないことである。指揮の正否が結果として問われることがあっても、図化・情報
処理手法などの「指揮机の使い方」が問われることはない。どのような方法を採ろうが、迅速・
的確な指揮が行われれば良いという考えも成り立つ。しかし、指揮机上に記載された「情報」は、
現場を管轄する所轄の指揮隊のみが利用するものではない。
例えば、応援指揮隊として現場で所轄指揮隊と合流した場合、その図化・情報処理手法が一見
で理解できず、情報共有に支障を来たすことがある。なかでも、救助隊と現場指揮本部との人的
情報等の共有に関しては、多くの場合、口頭やメモで行われるが、手法が異なると、情報が正確
に伝わらないこともあり、誤った判断を下してしまう危険がある。さらに、現場経験豊富な指揮
者と経験の浅い指揮者（新任の指揮隊長等）の実力差を埋める手立ては、絶対に必要と考える。
そこで本研究では、上記の課題に基づき、基本的なところは統一することが必要であるとの前
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提に立ち、次の 3 点について検証した。
(1) 自由マグネットシートの貼付による災害状況や街区状況の記載方法
・誰もが一見して見分けることのできる記載方法の開発
(2) トリアージタッグ式の複写式情報処理カード
・現場における人的情報の把握と情報漏れの排除
(3) 指揮命令とその実行状況を把握するためのチェックシート
・新任、ベテラン指揮者の区別なく、一定水準の指揮が可能となるもの
3.

各指揮隊の図化・情報処理手法の調査
平成 30 年 5 月 22 日から同月 24 日までの 3 日間、京都市消防局の消防活動総合センターで行わ

れた部隊合同の火災想定訓練（指揮隊及び消防隊等、複数の部隊が合同で行う火災を想定した訓
練）の機会（以下「火災想定訓練」という。）を捉え、災害状況図の作成や情報収集方法等の現場
指揮本部の運用が各指揮隊により、どのように行われているかを調査した。
(1) 調査した指揮隊数
署指揮隊 8 隊の指揮机の運用状況を調査した。
（写真 1）
(2) 調査内容
ア

物的情報の記載要領（写真 2～4）

建物図、筒先進入位置、部隊、燃焼部位等を記載
イ

人的情報整理の要領（写真 5、6）

口頭及びメモを活用した情報伝達
(3) 調査結果
ア

図化・情報処理方法の分析

［使用色数］
・1 色処理

2隊

・2 色処理

1隊

・3 色処理（黒色で建物、赤色で燃焼、青色で筒先部隊）5 隊
［記載先］
・ホワイトボード（指揮机）に水性マジックで記載
・用紙に記載

3隊

5隊

・その他（マグネットシートを活用）2 隊
イ

情報伝達手法の分析（写真 5、6）
8 隊全ての指揮隊において、救助隊員から救助隊長に情報が口頭で報告され、救助隊長が集約

してメモを取り、救助隊長から現場指揮本部に口頭で報告が行われていた。すなわち、8 隊すべ
てが、最終的に全ての情報伝達を口頭で行っていた。
ウ

指揮活動の様子
当局の指揮隊活動要領の手順に基づいた指揮が行われ、今回の火災想定訓練に対しては、ほと

んどの指揮隊長は、指揮隊活動要領に精通している様子であった。
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写真 1 指揮机運用の様子
部隊合同の火災想定訓練での指揮
机の様子

写真 2 建物情報の図化の様子
指揮机ホワイトボードに水性マー
カーで直接建物平面図等を記入

写真 4 物的情報図化の状況
独自の建物シート青色を作成し
記入

写真 3 物的情報図化の状況
A3 用紙に記入している指揮机
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写真 5 人的情報整理の要領
救助隊員から救助隊長へ報告し
ている状況

4.

写真 6 人的情報整理の要領
救助隊長から指揮本部へ報告
している状況

訓練から見えた課題

(1) 災害状況図の記載方法
災害状況図の記載方法が、雑然としていて見づらいため、状況図を見ることなく指揮している
指揮隊長が、一部認められた。災害状況図は、災害現場の活動状況をふかん的に見分できる図面
で、活動方針を立てる上で重要な図面であり、このような指揮は、問題であると考えられる。
(2) 雨、汗及び放水の水等による記入の困難性
情報を整理する上で、雨、汗及び放水の水等で、ホワイトボードや各種用紙に記入することが
困難になる問題への対策として、チョーク及び青鉛筆の使用や、ホワイトボードに直接チョーク
で記入するなど工夫されていた。
しかし、ホワイトボード及び各種様式に情報を記入する際に、雨、汗及び放水の水等で濡れが
生じ、油性マジックでも記入できなくなる状況が、一部に認められた。火災現場に水は付きもの
なので、水への対策が必要不可欠である。
(3) 伝達ミスによる誤記
ほとんどの救助隊では、現場指揮本部への人的状況の情報連絡及び記載が、確実に実施されて
いたが、一部の救助隊では、誤った情報が伝えられたため、最終的には、広報発表内容の誤りに
まで繋がるものが見受けられた。
(4) 情報共有の欠落（不足）
部隊内で情報共有がなされていなかった救助隊では、関係者に重複した聞き取りを実施したり、
同じ建物を重複して検索するなど、人的確認活動を終息させるまでに時間を要していた。
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5.

調査結果等から見えた課題
課題を総合すると、使用した色数や水の問題のような個別事項よりも、上位の大きな課題が

判明した。
(1) 災害状況図の作成要領に関する全般的な課題
現在、京都市消防局では、災害状況図については「現場活動要領の指揮隊活動要領」で定めら
れており、記載方法の例が示されている。しかし、災害状況図の作成要領は、自由とされている
こともあり、各指揮隊の図化・情報処理方法は様々である。指揮隊ごとの知見に基づく図化・情
報処理の方法が、それぞれに有意性を持つことは確かであるが、応援指揮隊として現場で合流し
た場合に、指揮机上の情報が一見しただけでは理解し難く、情報共有に時間を要することがある。
また錯誤の生じる危険もあることから、基本的な部分は統一することが必要と考える。
(2) 情報の収集・共有方法に関する課題
救助隊と現場指揮本部の間で行われる情報の収集・共有方法は、複数の隊員、指揮者が関係し、
各指揮者やその配下隊員の個々のメモをもとに、情報伝達は口頭で行われている。伝達が口頭で
あるため、情報の変質を生じやすく、迅速さにも問題がある。この一連の流れを一体化し、口頭
に頼らない方法が必要と考える。
(3) 災害種別に応じた指揮手順の必要性
経験豊富なベテランの指揮隊長や、各災害の現場活動の要領を頭に叩き込んでいる指揮隊長で
あれば、適切な現場指揮が行えるが、新任の指揮隊長や特異な災害に対する指揮確認を図るため
のツールが必要と考える。
我々にとっては、定例の人事異動は付きものであり、経験値の少ない指揮隊長であっても、異
動直後から直ちに一定水準以上の指揮が可能となるような「虎の巻的」なものを常備することが
必要と考える。
6.

解決方法
上記 5.調査結果等から見えた課題に対して、次の改善策を提案する。

(1) マグネットシートによる建物・街区状況の図化
書き込み自由なマグネットシートの貼付により、災害状況や街区状況を表現する図示手法を考
察した。これにより、統一された手法は、一目で災害状況等を確認できる（写真 7）。
具体的な要領として、マグネットシートに雨天用紙を貼り付け、書き込み自由としたもので、
雨や風にも強く、飛ばないシート（写真 8）とした。
基準火災用は、1 軒を四角形（マグネットシート）として、火点建物を中心にブロック街区が
形成できるようにした。地図（ナビ地図・パソコン地図）を見て、マグネットシートを配置し、
延焼方面等の街区状況を表現する（写真 9、10）。
次に用紙に「黒色」で建物状況を記入する。
（写真 11）この用紙には燃焼を「赤色」、部隊位置
及びホースラインを「青色」で記入する（写真 12）。
中・高層火災用は 1 室を四角形（マグネットシート）とし、火点室の上、下、左、右の部屋が
形成できるようにした（写真 13）。
基準火災と同様に、用紙に「黒色」で建物状況を記入し、燃焼を「赤色」、部隊位置及びホース
ラインを「青色」で記入する（写真 14）。
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なお、四角形（マグネットシート）の大きさは A5 サイズとし、基準火災の 1 軒と中・高層火災
の 1 室は同じマグネットサイズである。

写真 7 基準火災の指揮机の全体像

写真 8 マグネットシートの裏面

写真 9 指揮隊ナビから印刷した地図

写真 10 地図から街区状況に合わせて
マグネットシートを配置する
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写真 11

写真 13

写真 12 燃焼状況を「赤」、放水ライン
の状況を「青」で記入

建物状況、街区状況を用紙に
「黒」で記入

写真 14 燃焼状況を「赤」、放水ラインの

中・高層火災の物的情報図化

状況を「青」で記入

の様子

(2) トリアージタッグ式の複写式情報処理カードによる情報収集・情報整理
指揮机上での運用が有効に整理できる、トリアージタッグ式の複写式情報

処理カード（以下

「複写式カード」という。）を作成し（写真 15、16）、救助隊員に人的情報収集活動時に活用させ、
その正確性等を検証した。
これにより、重複や情報伝達ミスがなくなり、情報の精度が向上し、情報共有の迅速化・確実
化が図れる。
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写真 15

写真 16 複写式の情報処理カード

複写式の情報処理カード
A5 サイズ

ア

具体的な構成
大きさは A5 サイズで、5 枚の複写式カードとなっている。

・1 枚目は、現場指揮本部用（ファーストタッチ情報）
・2 枚目は、救助隊長用（初期情報）
・3 枚目は、現場指揮本部用（第２情報）
・4 枚目は、救助隊長用（第２情報）
・5 枚目（台紙）は、救助隊員用（最終情報）
イ

記載内容
初期情報とは、現場到着からの 5 分間を目処に収集した情報で、現場指揮本部に伝達したもの

としている。この情報内容は、優先情報判断チェック、在室確認チェック、氏名（カタカナ）、年
齢、確認（未・済）、記入者名としている。
第 2 情報とは、その他の項目として、追加で聞き込んだ情報（生年月日、居場所、連絡先等）と
し、これも記載できるようにしている。
この複写式カードにより、口頭での伝達、書き取り報告よりも、時間短縮が図れ、情報ミスや
重複がなくなる。また、情報の重要度、情報を聴取した者の氏名が分かるので、追跡調査がしや
すくなるメリットがある。
指揮本部に報告された複写式カードは、当該情報先であるマグネットシートの上に当該複写式
カードを乗せて（磁石は必要）対象物情報として分かりやすく、整理できるようにする（写真 17、
18）。
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写真 17 複写式の情報処理カードを
マグネットシートの上に置
いて情報処理を実施

写真 18

複写式の情報処理カードを
マグネットシートの上に置
いて情報処理を実施

(3) 災害別チェックシートによる指揮確認
指揮命令とその実行状況を把握するための、災害別チェックシートを作成し、検証を行った。
当該シートを活用することで、さまざまな災害で、誰もが一定水準の指揮が可能となる（写真 19、
20）。
この災害別チェックシートは、災害現場活動の要領を各種の災害ごとに、チェックシートにま
とめたものである。災害現場に向かう車両内や、現場指揮本部でも活用できるもので、指揮活動
の参考書的な役割を果たし、非常にスムーズに指揮活動が行えるメリットがある。

写真 20

写真 19 指揮机の状況

一酸化炭素中毒事故チェッ
クシート
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7.

火災想定訓練での検証結果
マグネットシートによる建物・街区状況図止手法を実践したところ、現場の建物・街区状況を

イメージすることが容易であり、マグネットシートを配置することで、迅速にできた。また、貼
り直しが可能なため、さまざまな街区に対応できるメリットが認められた。
トリアージタッグ式の複写式カードによる情報収集・情報整理方法は、救助隊間での情報伝達
がスムーズで、かつ、指揮本部での人的状況の把握が飛躍的に早くなり、情報漏れ等も無く、正
確な情報が共有できる等、効率的に処理できることが分かった。
災害別チェックシートによる指揮確認は、指揮活動がより明確で具体的なものとなり、さらに
ミスの無いものとなることで、指揮がスムーズに行うことができ、指揮する側の「安心」に繋が
るものであった。
8.

おわりに
我々消防機関が災害と対峙するとき、現場活動の原則と言われる「安全・確実・迅速」が求め

られ、常にこの原則を念頭に置いて活動しているところである。
災害現場を支配し、直面している災害事象を終息させるために行う「現場指揮」は、無駄を省
き、効率的でかつ「安全・確実・迅速」を加味したものでなければならない。今回、効率的な現
場指揮を確立させるための課題を抽出し、論点を 3 点に絞って検証したのであるが、どれもが非
常に有意義なものであった。
先人達が編み出し、経験上積み上げてきた現場指揮は、良いものが多く残っており、そのどれ
もが肯定されるべきものであったが、それぞれに造り上げられた「流儀」がある反面、統一性が
あるのかという視点で考察したときには改善の余地があった。
今回の検証を踏まえ、まず、京都市消防局の中での統一化を図れることを望んでいるが、近年
の国内災害事象から考察して、緊急消防援助隊などで応援や受援の要請が増えている中、消防本
部ごとの連携も多くなる背景がある。全国の消防機関でも一定水準の統一化が、将来必要になっ
てくるのではないかと考える。
時間的制約の大きい災害現場において、誰もが容易に理解することができ、更に正確な情報共
有が図れるような「指揮」
（指揮机の運用方法等）を追求し、日々改善して行くことが重要である。
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消防防災科学論文

地震時における救助活動シミュレーションの構築と応援・受援体制に関する考察
横浜国立大学大学院

喜納

啓、佐土原聡、稲垣景子
防衛大学校 矢代晴実

1.

はじめに
阪神淡路大震災では多数の自力脱出困難者が発生し、情報が錯綜（さくそう）する緊急対応期

において、迅速な救助活動が求められたが、道路自体の損傷および建物倒壊による道路閉塞の影
響 1）により、緊急車両の到着が大幅に遅れることで、震災直後の救助活動は困難を極めた。熊本
地震における救助活動においても、消防隊員が救助現場に向かう際、道路の陥没や倒壊建物によ
り迂回通行せざるを得なかったこと 2）が確認されている。今後、発生が懸念される都心南部直下
地震による被害想定では、揺れによる建物被害に伴う自力脱出困難者数が、神奈川県を含む被災
地域全体で、最大約 72,000 人発生する 3）とされており、中央防災会議幹事会は、緊急輸送ルート
や広域応援部隊の派遣先に関する計画 4）の策定など、人命の安全確保に向けた対策を積極的に講
じているが、被災地域内における救助活動に必要な隊員数や配置などは、具体的に定められてい
ない。また近年、地震発生後 10 分程度で、250m メッシュ単位の建物被害、人的被害などの推定
情報を提供できるリアルタイム被害推定システム 5）が開発され、熊本地震では災害対応支援に活
用された。ただし、現状、250m メッシュ単位の建物被害、人的被害の推定情報を、救助活動に
どう有効活用するかについては、検討段階である。
本研究は、神奈川県横浜市を対象に、都心南部直下地震発生直後に 250m メッシュ単位の建物
被害、人的被害（自力脱出困難者数）の推定量を把握できた場合を想定し、これらを基礎情報と
して救助体制を構築することの有用性を明らかにする。具体的には、救助活動シミュレーション
を構築し、
（１）横浜市における消防署の管轄区域（行政区）別に、自力脱出困難者の救助活動に
要する時間を推計し、（２）消防署間の応援・受援体制に関する考察を行う。
消防隊員による自力脱出困難者を対象とした、救助活動シミュレーションに関する研究は、村
上ら

6）

による既往研究があるが、消防隊員が各現場に向かうまでの移動に要する時間について、

倒壊建物の道路閉塞等による交通機能支障の影響を考慮していない。本研究は、震災後における
交通網の機能支障および各地域の救助能力を考慮した救助活動のシミュレーションを実施し、リ
アルタイム被害推定情報が、適切な救助体制の整備に寄与できる可能性ついて考察する。
2.

救助活動シミュレーションの構築

2.1 救助活動シミュレーションの概要
構築する救助活動シミュレーションは、都心南部直下地震が朝 5 時に発生した場合における揺
れにより、倒壊した木造建物・非木造建物から発生する自力脱出困難者および崖崩れにより倒壊
した木造建物から発生する自力脱出困難者を対象に、消防隊員が救助活動を実施する場合を想定
した。兵庫県南部地震時の救助活動について、宮野ら 7）が神戸市東灘区で死者発生世帯の 330 人
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に対して行ったヒアリング調査では、家族・親戚・近隣者に救出された人は、救出者数全体の 72%
を占めていたことから、近隣住民による救助活動は、自力脱出困難者の人命確保に重要である。
しかし、住民による自力脱出困難者の救助に要する時間など救助活動の詳細は不明であり

8）

、加

えて、専門的な救助技術を必要とする倒壊建物から発生する自力脱出困難者を対象とすることか
ら、本研究は、消防隊員による救助活動に焦点を当てたシミュレーションを構築した。その際、
救助現場に向かう消防車両の移動速度は、通行する道路が震災直後に交通規制が想定される「規
制道路（緊急交通路指定想定路）」もしくは「非規制道路」の区分に応じて、想定震度別に設定し
た後に、
「非規制道路」の細街路については、倒壊建物による道路閉塞の影響を考慮して推定した。
救助活動シミュレーションは、ArcGIS Geo Suite 道路網 2018 のデータを用いた。本データには、
道路種別や道路幅員、混雑時旅行速度（km/h）、昼間非混雑時旅行速度（km/h）などが含まれて
いる。解析は、Network Analyst のツール（Vehicle Routing Problem）を用いて、救助部隊が自力脱
出困難者の救助現場まで向かう移動時間を最小化するルートを選択することで、救助活動に要す
る時間を算定した。
2.2 自力脱出困難者数の算定
神奈川県横浜市を対象地域として、朝 5 時に都心南部直下地震が発生した場合における自力脱
出困難者数を、250m メッシュ単位で算定した。図 1 は、本研究で使用した神奈川県地震被害想
定の都心南部直下地震の震度分布（250m メッシュデータ）
、建物全壊棟数（250m メッシュデー
タ）を示す。

図 1 地震被害想定（都心南部直下地震）
図 2 は、自力脱出困難者数の算定フローを示す。平成 22 年度都市計画基礎調査（建物現況）デ
ータの住宅系建物の延床面積と平成 27 年国勢調査（人口）の 250m メッシュデータを用いて、1
人当たりの延床面積を計算した後、250m メッシュ単位で木造・非木造建物別に集計した延床面
積と建物棟数に基づき、建物 1 棟当たりの人口を算出した。滞留率（住民が在宅している確率）
は、平成 23 年度社会生活基本調査より朝 5 時時点で総人口の 97.5%が在宅し、残り 2.5%は屋外
で活動していると仮定した。自力脱出困難者の算定式は、神奈川県地震被害想定調査委員会の想
定手法 9）を用いて、揺れおよび崖崩れにより倒壊した木造建物・非木造建物から発生する自力脱
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出困難者数を算定した。その後、250m メッシュ単位で算定した自力脱出困難者数の小数部分は、
GIS 上で Python を用いて算出した 0 から 1 の一様乱数が、小数部分の数値以上の場合は切り捨て、
小数部分の数値未満の場合は切り上げた。
図 3 は、250m メッシュ単位で算定した自力脱出困難者数の行政区別の分布図を示す。横浜市
では、各区に消防署が立地しており、その管轄区域と行政区域は同一である。円グラフは、要因
別の内訳を示しており、揺れによる倒壊した木造建物から発生する自力脱出困難者が、全体の 9
割を占めている。表 1 は、各区の要因別の自力脱出困難者数を示す。この表から、朝 5 時に都心
南部直下地震が発生した場合、横浜市内では、港北区（783 人）、鶴見区（564 人）
、青葉区（452
人）の順に、自力脱出困難者が多数発生することが想定される。

図 2 自力脱出困難者数の算定フロー

図3 自力脱出困難者数の分布図と内訳
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表1 自力脱出困難者数の内訳（区別）
行政区
（消防署）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

港北
鶴見
青葉
神奈川
都筑
旭
南
保土ヶ谷
中
緑
西
金沢
磯子
戸塚
泉
栄
港南
瀬谷

自力脱出困難者数（人）
揺れ
崖崩れ
合計
木造 非木造
木造
761
11
11
783
534
8
22
564
433
11
8
452
352
7
7
366
267
5
7
279
181
4
3
188
145
6
36
187
145
1
39
185
130
6
13
149
121
1
2
124
108
0
12
120
23
0
57
80
41
0
24
65
13
1
26
40
26
0
0
26
5
1
16
22
13
0
7
20
16
0
0
16

2.3 地震発生後の交通機能支障による緊急車両の移動への影響評価
消防隊員が、各消防署・出張所から、自力脱出困難者の救助現場まで向かう移動をポンプ車や
救助車等の車両によるものとし、被災状況に応じた移動速度の低下を想定することで、地震発生
後における救助活動のモデル構築を行った。図 4 は、地震発生後における緊急車両の移動速度の
推定フローを示す。想定震度に応じた緊急車両の移動速度の推定は、間島ら

10）

の地震発生後の

被災状況を想定した輸送シミュレーションの構築手法を参考にして、表 2 に示すように設定した。
間島らは、基準となる速度（V1）に、道路区分に応じた速度を用いて緊急車両の移動速度を推定
しているが、本研究は、ArcGIS Geo Suite 道路網 2018 の非混雑時旅行速度を用いることで、道路
交通事情を考慮した移動速度を推定した。なお、本研究では、地震発生後から交通規制を開始す
るまでに要する時間については考慮していない。
次に、道路閉塞による緊急車両の影響評価方法について述べる。道路閉塞による緊急車両への
影響評価の既往研究として、大原ら 11）は、250m メッシュ別道路リンク閉塞率（閉塞によって残
存車道幅員が 3m 以下になったリンクの割合）を求めて、20%以上となる場合をメッシュ全体が
通行不可になると設定しているが、メッシュ別道路リンク閉塞率が 20%未満の地域でも、通行支
障が発生することを考慮していない。そこで本研究は、車道幅員 3m 未満の道路リンク割合の増
加量と通行支障の関係から、道路閉塞が緊急車両の通行機能に与える影響を評価した。図 5 は、
街路閉塞による通行機能障害の実態調査を行った家田ら

12）

の神戸市消防署職員に対するアンケ

ート調査結果の「街路状況と通行機能支障の関連性」を示す。この図から、通行支障が生じたと
回答した割合と、車道幅員 3m 未満の街路リンク割合の増加量の対数近似式を作成した。図 6 に
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その結果を示す。そして、神奈川県地震被害想定 9）における細街路（幅員 13m 未満の国道、県道
および市町村道と定義）を対象とした「建物被災率と道路閉塞率の関係式」を用いて、幅員 3m
以上 13m 未満の道路リンクを対象に、250m メッシュ別の道路閉塞率を算出した。算出した 250m
メッシュ別の道路閉塞率を、近似式に適用することで、メッシュ別の通行支障が生じる確率を求
めた。その後、GIS 上で Python により 0 から 1 の一様乱数を算出し、通行支障が生じる確率より
小さい場合は、そのメッシュ全体が閉塞の影響により通行支障が発生するとし、大きい場合には、
通行支障が発生しないと仮定した。なお、本研究では、倒壊建物による閉塞の影響を受ける道路
を細街路に限定している。これは、近年、緊急輸送道路沿いの建物の耐震化が促進されているこ
とおよび道路幅員が 13m 以上の道路は、倒壊建物による閉塞の影響を受けることが少ないと考え
られるためである。

図 4 緊急車両の移動速度の推定フロー

表 2 想定震度に応じた移動速度の推定
区

分

震 度
4 弱以下 5 弱・強 6 弱・強

7

高速道路
V1
V1 / 2
一般道路
V1
高速道路
V1 / 2
V1 / 10
非規制道路
一般道路
V1：昼間非混雑時旅行速度（ArcGIS Geo Suite 道路網 2018）
規制道路
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図5 街路状況と通行機能支障の関連性12）
（文献12を基に作成）

図 6 街路閉塞率の増加量と通行支障が生じる確率
（対数近似曲線）

2.4 救助活動シミュレーションの条件設定および解析手順
自力脱出困難者 1 人を救助するために必要な救助時間・隊員数を、熊本地震により倒壊した木
造建物から発生した自力脱出困難者（生存 42 人、心肺停止 18 人）の救助活動を、分析した資料
13）

および阪神淡路大震災の教訓資料 1）より設定した。熊本地震の救助活動の分析資料より、倒壊

した木造建物から発生した、自力脱出困難者 1 人を救出するための平均時間を算出すると 96 分で
あった。また、救助活動に従事した熊本県警察等による救助現場に関するアンケートでは、活動
人数が 1 現場あたり 5 人以下の場合、明らかに不足を感じていたことが示された。上記を踏まえ
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て、本研究は、倒壊した木造建物から発生する自力脱出困難者 1 人を救出するために必要な救助
時間を 96 分とし、6 人編成の救助部隊を 2 号運用 14）（地区本部長運用）で運用するとした。倒壊
した非木造建物からの救助時間は、阪神淡路大震災の教訓資料を参考に、算出した木造の救助時
間の 2 倍（192 分）とし、崖崩れの場合も非木造と同様に設定した。消防隊員の 1 日あたりの活
動時間は、移動時間を含む救助活動を 16 時間、休息を 8 時間と設定した。各消防署の隊員数は、
横浜市消防年報 15）を参考にして、各出張所に 12 人ずつ、消防署に残りの隊員を配置した。また、
消防署の隊員の勤務体制を 2 部制とし、朝 5 時に地震が発生した時点で出勤していない消防隊員
の参集率は、東京消防庁の消防署勤務職員の東北地方太平洋沖地震時の時間別平均参集率 8）を参
考に、地震発生から 5 時間後で 50%、10 時間で 75%、24 時間で 100%と設定した。参集後、救助
部隊は直ちに救助活動を行うとした。
次に、救助活動シミュレーションの解析手順を述べる。外部からの応援が必要な「受援地域」
を、地震発生から管轄区域内で発生する自力脱出困難者全員を救助するのに要する時間（以下、
救助完了時間と記述）が 48 時間を超過する行政区（消防署管轄区域）とし、区別に救助活動シミ
ュレーションを行うことで受援地域を明らかにした。そして、横浜市を対象に、救助完了時間が
24 時間以内の区の消防署が、受援地域を応援するシナリオで救助活動シミュレーションを実施し、
救助完了時間の短縮効果を検証した。
3.

救助活動シミュレーション

3.1 区別の救助完了時間の分析結果
神奈川県横浜市の各区を対象に、朝 5 時に都心南部直下地震が発生した場合の揺れおよび崖崩
れにより、倒壊した木造建物・非木造建物から発生する自力脱出困難者に対して、震災後におけ
る交通網の機能支障および救助能力を考慮した救助活動のシミュレーションを実施し、外部から
の応援が必要な受援地域を明らかにした。表 3 は、救助活動シミュレーションの分析結果を示し
ており、自力脱出困難者数が多い鶴見区よりも、青葉区、都筑区、神奈川区における救助活動が
長期化している。これは、救助活動に要する時間は人的被害量のみではなく、被災地域内の道路
交通状況や救助能力などの影響を受けるためである。また、図 7 は、区別の救助完了時間を示す。
図 7 より救助完了時間が 48 時間を超過するため、外部からの応援を必要とする受援地域を市の北
西部（港北、青葉、都筑、神奈川、鶴見）の 5 区、応援可能な地域を救助完了時間が 24 時間以内
である市の南西部（瀬谷、港南、泉、栄、戸塚、金沢）の 6 区とし、3.2 節において各区の消防署
間の応援・受援体制について検討した。
3.2 消防署間の連携に関する分析結果
3.1 節で明らかにした、救助完了時間が 48 時間を超過する市南西部の 5 区（受援地域）の消防
署と、救助完了時間が 24 時間以内の 6 区の消防署が連携した場合を想定し、救助活動シミュレー
ションを実施した。応援を行う 6 区の消防署は、管轄区域内の自力脱出困難者に対する救助活動
を完了した後、または自力脱出困難者に対して救助部隊数に余裕がある場合は、直ちに救助部隊
を応援が必要な受援地域に向けて派遣し、救助活動を実施することとした。また受援地域の救助
部隊は、管轄区域内の救助活動に専念することとした。図 8 は、シミュレーションより得られた
結果から受援地域の 5 区を対象に、救助完了時間、消防署別の救出者数の分布（ポイント）およ
び区別の救出者数の内訳（円グラフ）を示す。
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シミュレーション結果から、横浜市の消防署間が連携することで、受援地域の救助完了時間を
39 時間以内に短縮できることが明らかとなった。また、この図から港北区における自力脱出困難
者数は、外部の応援部隊により全体の 55.9%（438 人）が救出されたことが分かる。一方、鶴見
区において、外部の応援部隊による救出者数は、全体の 14.5%（82 人）に留まっており、青葉区
（全体の 45.1%：204 人）、神奈川区（全体の 32.0%：117 人）
、都筑区（全体の 35.8%：100 人）
より低い結果となった。

表 3 救助活動シミュレーションの分析結果

救助隊員 自力脱出困難 救助完了
行政区
数
者数
時間
（消防署）
（人）
（人）
（時間）

1 港北
2 青葉
3 都筑
4 神奈川
5 鶴見
6南
7 保土ヶ谷
8緑
9旭
10 西
11 中
12 磯子
13 金沢
14 戸塚
15 栄
16 泉
17 港南
18 瀬谷
合計

168
153
106
131
235
120
131
115
176
103
148
86
159
148
86
116
128
99
2408

783
452
279
366
564
187
185
124
188
120
149
65
80
40
22
26
20
16
3666

救出者数・未救出者数（人）（-：変化なし）

24 時間後
48 時間後
72 時間後
救出者 未救出 救出者 未救出 救出者 未救出
数
者数
数
者数
数
者数
85.0
170
613
415
368
658
125
61.9
140
312
343
109
452
0
56.5
98
181
234
45
279
0
56.3
139
227
317
49
366
0
51.5
241
323
553
11
564
0
37.1
117
70
187
0 36.0
120
65
185
0 28.5
104
20
124
0 28.3
156
32
188
0 27.8
106
14
120
0 27.8
140
9
149
0 24.9
64
1
65
0 19.1
80
0 12.4
40
0 11.7
22
0 7.5
26
0 6.1
20
0 5.5
16
0 1799
1867 3084
582 3541
125
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図 7 救助完了時間（行政区別）

図 8 消防署間の連携に関するシミュレーション結果
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4.

消防署間の連携に関する考察
図 9 のモザイク図は、シミュレーション結果から応援を行う 6 つの消防署別に、受援地域 5 区

における自力脱出困難者の救出者数を示す。図の縦軸は、受援地域 5 区における応援消防署によ
る救出者数の構成比、横軸は応援消防署の救出者数を示す。
応援消防署の派遣先（受援地域）での救出者数に関して港南、戸塚、泉消防署の順に救出者数
が多い。また、応援を行う 6 つの消防署全てが、港北区に救助部隊を派遣して計 438 名を救出す
る結果となった。これは、港北区の自力脱出困難者数が最も多いことに加えて救助活動が遅延す
ることから、港北区に注力することが、救助活動を効率的に実施できることを示している。一方、
鶴見区は、港北区に次いで自力脱出困難者数が多いが、応援部隊による救出者数は少ない。これ
は、鶴見消防署の隊員数が比較的多いこと、また、区北部に市街地が集中しており、区内の移動
時間が短く効率的に活動できることがその理由と考えられる。さらに、緊急車両の移動時間が短
い地域への派遣を優先した結果、金沢消防署は、港北区、鶴見区、神奈川区、都筑区で救助活動
を実施し、また泉消防署は、青葉区を中心に救助活動を実施している。上記を踏まえると、応援
部隊を受援地域に向けて派遣する際、受援地域の被災状況および他の消防署の救助能力と、応援・
受援地域の位置関係と道路状況を考慮して、どの地域で救助活動を実施すべきかを総合的に検討
することが必要である。

0%
100%

25%
10人 5.1% (2)
34人
17.3%
(1)

75%

50%

25%

29人
14.7%
(2)

10人 5.2% (2)
14人 7.3%
(3)

50%
10人 6.5% (2)
6人 3.9% (5)
5人 3.2% (5)

26人 13.5%
(3)
16人 8.3%
(4)

51人
25.9%
(3)

38人
26.4%
(1)
5人 3.5% (6)

78人
50.6%
(1)

127人
65.8%
(1)
73人
37.1%
(3)

75%

55人
35.7%
(5)

33人
22.9%
(1)
0.0%

68人
47.2%
(4)

100%

9人 6.4% (5) 5人 4.4% (6)
7人 6.2% (4)
34人
24.3%
(1)

22人
19.5%
(4)

鶴見区

82人
8.7%

都筑区

100人
10.6%

神奈川区

117人
12.4%

青葉区

204人
21.7%

港北区

438人
46.5%

2人 1.4% (5) 3人 2.7% (5)

56人
40.0%
(2)
76人
67.3%
(2)
39人
27.9%
(6)

0%
港南消防署

戸塚消防署

泉消防署

金沢消防署

197人
20.9%

193 人
20.5%

154 人
16.4%

144 人
15.3%

瀬谷消防署 栄消防署
140 人
14.9%

113 人
12.0%

応援消防署
救出者数 合計
941人
100.0%

※括弧内の数字は，派遣先の消防署における救出者数の多い消防署の順番を示す

図 9 応援消防署の救出者数（受援地域別）
5.

結論
都心南部直下地震が発生した場合における神奈川県横浜市の自力脱出困難者を対象に、地震に

よる 250m メッシュ単位の建物被害、人的被害（自力脱出困難者数）データを用いて、地震発生
後の交通網の機能支障および救助能力を考慮した救助活動のシミュレーションを構築し、（1）横
浜市における消防署の管轄区域（行政区）別に、自力脱出困難者の救助活動に要する時間を推計
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し、（2）消防署間の応援・受援体制について考察した。
消防署の管轄区域（行政区）別に救助活動のシミュレーションを実施した結果、自力脱出困難
者の救助活動に要する時間は、人的被害量のみでなく、被災地域の道路交通状況や救助能力など
の影響を受けることが確認できた。よって、応援部隊の派遣先を選定する際は、これらの要素も
考慮することが必要である。また、救助完了時間が 48 時間を超過する北東部（港北、青葉、都筑、
神奈川、鶴見）の 5 区の消防署と、24 時間以内であった南西部（瀬谷、港南、泉、栄、戸塚、金
沢）の 6 区の消防署の連携を想定した救助活動のシミュレーション結果より、港北区、青葉区に
向けて南西部から応援部隊を派遣することで、救助完了時間が短縮されることが明らかになった。
さらに、自力脱出困難者数が多い鶴見区よりも、青葉区、神奈川区、都筑区のほうが他からの応
援による救出者数が多い結果となった。これは、受援地域の人的被害量のみでなく道路交通状況
や救助能力などの地域特性も踏まえて推定した「救助完了時間」を指標に、応援・受援体制を検
討することが有用と考えられる。本研究の結果より、地震発生後にリアルタイム被害推定情報を
把握できた場合、これらを基礎情報としてシミュレーションを実施することで、救助活動が長期
化する地域を明らかにすることができるとともに、人的被害量のみではなく被災地域内の救助能
力・道路交通状況を考慮した応援・受援体制を検討することが可能となる。
なお、本研究は地震による交通網の機能支障に、市街地火災や、土砂災害による道路の寸断等
は考慮していない。また、神奈川県の被害想定 9）では、都心南部直下地震が朝 5 時に発生した場
合、炎上出火（住民の初期消火活動では消火できず、消防力による対応が必要となる出火）件数
が、横浜市内で 30 件想定されていることから、今後は地震による緊急車両の移動に関する影響に
ついて更なる検討を行い、消火活動を含めた救助活動シミュレーションを構築することが課題で
ある。
6.
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火災未然防止のための電源コードの導体素線断線判定法の検討
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はじめに
工場や家庭において、電気設備機器を起因とする火災が多く発生している。図 1 に示すように、

東京消防庁管内における火災の主な出火原因別発生状況(1)は、過去に最も多かった放火が減少傾
向にあるのに対し、電気設備機器火災は増加傾向にある。2016 年には 1,052 件となり、全火災件
数に対する割合は 26％を越え、最も高くなっている。電気設備機器火災の発火源分類別発生状況
(2)

によれば、コードや配線などの配線関連の火災が電気火災全体の約 2 割を占め、主要な原因の

1 つとなっている。
一般的な電源コードの仕様は、JIS(3)で規定されており、導体は細い軟銅線（素線）をより合わ
せた構造で、外周はビニルにより絶縁被覆されている。引っ張り強さや伸び、曲げ等の強度も規
定されているが、電気製品を実際に使用する際に、電源コードに過度な曲げや、ねじり、重量物
による踏みつけ、挟み込み等の外力が加わることにより、素線が半断線状態となり、局所的に抵
抗が高くなることにより発熱し、火災が発生したとの報告がある(4)(5)。
一方、地震に伴う火災においても、電気設備機器を起因とする割合が最も高く、阪神・淡路大
震災や東日本大震災においては 60％を超えている(6)。地震発生時の外力が電源コードに加わり、
素線が断線あるいは半断線状態になって、電気の復旧に伴い火災に至ったとの報告もある(7)。こ
のように災害時における防災の面からも、電源コードの半断線に起因する火災未然防止技術の確
立は、必要不可欠である。
これまでに、導体素線の温度上昇や発火について、実験および計算による検討がなされている
(8)(9)

。電源コードの半断線状態、通電電流と温度上昇の関係について、実験結果が詳しく報告さ

れており、断線と接触を繰り返すことによりアーク熱が発生し、温度が上昇する可能性があるこ
とも指摘されている(10)。この熱により絶縁被覆が融け、芯線同士が接触して短絡へ至り、より大
きな電流により、温度が上昇する可能性が考えられる。しかしながら、断線へ至る現象を検出す
る手法は、これまでに検討されていないように思われる。
筆者らは、断線した電源コードの素線同士を接触させて生じる短絡現象について、実験・検討
を行い、素線短絡判定条件を提案するとともに、検出器を試作して動作を評価してきた(11)(12)。
しかしながら、火災を未然防止するためには、電源コードの半断線状態から断線へ至る現象を解
明し、断線した素線同士の接触により短絡が発生する前に、素線断線の段階で検知できる技術を
確立することがより重要となる。
本論文では、電源コードの断線検出法確立のための第一段階として、人為的に半断線させた
100V の電源コードを用い、負荷電流により素線断線へ至る際の電圧波形および電流波形を解析し
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た結果を報告する。さらに、素線が溶断する際の波形の歪みに着目した素線断線判定法を提案す
る。

図 1 出火原因別発生状況（1）

2.

実験方法および結果と検討

2.1 実験方法

100V 用電源コードに半断線状態を導入した試料を作製し、実験に供した。電源

コードの導体は、直径 0.18mm の素線 50 本を束ねた、直径 1.5mm、公称断面積 1.25mm2 の撚（ひ
ね）り線であり、外周に絶縁体が被覆してある、外径 3.1mm のビニル平形コードである。この
電源コードは、電気製品のコードとして広く使用されている。
1 対の電源コードを 2 本に分離した。片方の電源コードは 50 本の素線のうち、1 本だけを残し
て切断し、最も苛酷な半断線状態を模擬した。他方の電源コードは、健全な状態のままとした。
半断線電源コードの概略図を図 2 に示す。電源コードの全長 L は 10、50、100、200、400cm のい
ずれかとした。半断線箇所の長さ D は 1cm であり、絶縁被覆は除去した。
実験回路を図 3 に示す。電源は 100V、60Hz の壁付コンセントから供給し、試料電源コードに
は負荷を接続した。
通電前に、電源コードの抵抗値を、抵抗計（日置電機 RM3545）を用いて測定した。通電によ
り、素線が半断線状態から断線に至る際の電圧波形および電流波形を、オシロスコープ（Agilent
54832B）を用いてサンプリング速度 1μs で記録した。同時に、半断線箇所の連続写真を、高速度
カメラ（フォトロン FASTCAM SA1.1）により 10,000 fps で撮影した。
半断線箇所：D=1[cm]

ポリ塩化ビニル
絶縁
V

素線 50 本
素線 1 本
全長：L[cm]

OAtap

Outlet
100V
60Hz

I
AC 電源コード

図 3 実験回路

図 2 半断線電源コードの概略図
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2.2 実験結果

5 種類の L について、半断線電源コード（D=1cm）の抵抗値をそれぞれ 30 回測定

した結果を、図 4 に示す。半断線がない健全電源コードの抵抗値も比較して示す。健全電源コー
ドの抵抗値のばらつきは小さく、L にほぼ比例して上昇する。一方、半断線電源コードでは、半
断線箇所の素線が 1 本となるため、健全電源コードに比べて抵抗値が高くなる。L を変えても D
を 1cm で固定しているため、抵抗値は L に比例しない。
L=10cm、負荷を 1050W の電気ヒーターとした場合の、素線断線に至る過程を図 5 に示す。通
電前は銅色であった素線（図 5（a））が、通電による発熱で半断線箇所の温度が上昇し、赤く変
色する（図 5（b））。さらに通電を続けると、強い発光を伴いアーク発弧し（図 5(c)）、やがて消
弧（図 5（d）
）して断線に至り、電流が流れなくなる。
実体顕微鏡（ニコン SMZ1500）を用いて、断線後の素線先端を拡大観察した図を図 6 に示す。
0.18mm の素線の先端に、直径約 0.7mm の球状の溶融痕が形成されており、アーク放電を伴って
素線が高温で溶断したことを示唆している。
アーク発弧・消弧前後の電圧波形および電流波形を、図 7 に示す。図 5(b)から(d)に示した写
真の撮影時点も、図 7 中に示す。図 7 のアーク発弧から消弧までの波形（円で囲った部分）を拡
大して、図 8 に示す。電気ヒーターは抵抗負荷であるため、アーク発弧直前までは、電圧波形お
よび電流波形は正弦波である。アーク発弧および消弧時に波形に歪みが生じ、消弧後には電流は
ゼロとなり、電圧波形の歪みは無くなり正弦波に戻る。アーク放電に伴う電流の急激な変化によ
り、放電ノイズが発生し、電圧および電流波形にスパイクノイズとして重畳され、波形に歪みが
生じると考えられる。この歪みを特徴付ける量として、図 8 に示すように歪み時間（発弧から消
弧までの時間）を導入する。この例では、歪み時間は約 2.2ms である。
図 4 に示した 5 種類の半断線電源コードに、1050W の電気ヒーターを負荷として接続し、歪み
時間をそれぞれ 30 回測定した結果を図 9 に示す。歪み時間は、L の長さに関わらず、平均で 2ms
から 3ms となっており、電源コードの抵抗値に依存しない。アーク発弧した時の電圧位相と、歪
み時間の関係を図 10 に示す。歪み時間は、アーク発弧時の電圧位相により決まるため、L が同じ
長さの半断線電源コードでも、歪み時間にばらつきが生じる。歪み時間を、電源電圧の周期を基
準として比較した結果を表 1 に示す。いずれの条件でも、歪み時間は 8.3ms 以内であり、電源の
1/2 サイクル以内で電圧波形の歪みがなくなることがわかる。このため、1/2 サイクル以内での波
形解析により、素線断線の判定を行うことは妥当と考えられる。

図 4 健全および半断線電源コードの抵抗値
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(a)通電前

(b)通電中

(c)アーク発弧

(d)アーク消弧

図 6 断線後の素線拡大写真

図 5 素線断線現象の写真
（L=10cm、D=1cm、電気ヒーター1050W）

(c)

歪み時間

アーク発弧

(d)
(b)

アーク消弧

図 8 拡大図（図 7 の円）および

図 7 電圧・電流波形の一例

歪み時間の定義

（L=10cm、D=1cm、電気ヒーター1050W）

（L=10cm、D=1cm、電気ヒーター1050W）

図 9 歪み時間の測定結果

図 10 アーク発弧時の電圧位相と歪み時間
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表 1 歪み時間の分布

歪み時間 [cycle]
≦1/8 (2.1[ms])
≦1/4 (4.2[ms])
≦1/2 (8.3[ms])
≦1/1 (16.6[ms])
2.3 素線断線判定条件の検討

発生割合 [％]
45
76
100
100

以上の結果に基づき、素線断線時に特有な電圧波形の歪みを判定

する条件を検討する。
筆者らはこれまでに、断線した素線同士が接触することにより生じる素線短絡を判定する手法
を提案し、検出器を試作して評価している(12)。素線短絡の判定条件は、次のとおりである。
(1) 歪み時間内の電圧波形の瞬時値が最大値の 20～60％に入る時間が 3ms 以上であり、かつ
(2) 短絡開始から 1 サイクル以内に電圧波形の歪みがなくなる
素線短絡時、本論文で対象としている素線断線時のいずれにおいても、電圧波形に歪みが生じ
るが、素線断線時の歪みの方が小さい。これは、短絡電流に比べ、負荷電流が小さいことが一因
と考えられる。このため、素線短絡判定条件では、素線断線を判定することは困難である。
そこで、アーク発弧および消弧時に、電圧波形が歪むことに着目し、照査電圧波形と実験電圧
波形との差に着目した、素線断線判定条件を提案する。ここで、照査電圧波形はアーク発弧する
1 周期前の 1/2 サイクル分の電圧波形を、実験電圧波形は素線断線時に観測された歪みのある電
圧波形を、それぞれ意味する。この差を特徴付ける量として、実験電圧波形が照査電圧波形の±6V
の幅から外れる時間を逸脱時間とする。図 4 に示した 5 種類の半断線電源コードに、1050W の電
気ヒーターを負荷として接続し、逸脱時間をそれぞれ 30 回測定した結果の度数分布図を図 11 に
示す。逸脱時間にばらつきはあるが、70μs 以上となる割合がおおよそ 80％となる。そこで、
(1) 逸脱時間が 70μs 以上であり、かつ
(2) 次サイクルにて電流がゼロとなる
ことを素線断線判定条件とする。±6V の幅および 70μs は、負荷遮断時の過渡現象による電圧
波形の歪みと素線断線時との識別を考慮し、決定した。電圧の幅は、5V から 11V の範囲で検討
を行い、最も良い結果が得られた 6V とした。現場適用を考える際には、さらに多くの条件下で
同様の実験を行い、統計的手法を用いて最適値を検討する必要がある。
負荷を接続してスイッチを入れた際の過渡現象により、電圧波形の歪みが生じるが、負荷に電
流が流れ続けるため、(2)の条件により対象から除くことができる。また、負荷を急激に増減した
場合の過渡現象による電圧波形の歪みも、同様に除くことができる。断線による波形の歪みより
も、短絡による波形の歪みの方がおおむね大きいため、この条件により、断線と短絡の両方を判
定できる可能性がある。
図 7 において、アーク放電発生時の実験電圧波形と、その 1 周期前の照査電圧波形を比較した
結果を図 12 に、アーク消弧時の波形（図 12 の円で囲った部分）を拡大して図 13 に、それぞれ示
す。図 13 の実験電圧波形と照査電圧波形の差を、図 14 に示す。アーク消弧の前後において、実
験電圧波形が、照査電圧波形の±6V の幅から逸脱する波形が見受けられる。この例では、逸脱時
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間が合計 184μs となり、アーク消弧後に電流がゼロとなるため、判定条件を満たす。

図 12 実験電圧波形と照査電圧波形

図 11 逸脱時間の度数分布図

の比較結果（図 7）

逸脱時間

逸脱時間

図 14 実験電圧波形と照査電圧波形の差

図 13 拡大図（図 12 の円）

（図 13）

3.

負荷の違いによる素線断線判定条件の評価
L=10cm、D=1cm の半断線電源コードを使用し、表 2 に示す負荷をそれぞれ接続して、断線に

至るまでの電圧および電流波形を計測した。それぞれの負荷について 50 回の実験を実施し、提案
する判定方法の評価を行った。
一例として、家庭用掃除機（1000W）を負荷とした場合の電圧および電流波形を図 15 に示す。
この時の照査電圧波形と実験電圧波形を比較した結果を図 16 に示す。この場合には、電圧位相が
90°辺りで負荷電流が流れ始めると、電圧波形に歪み（図 16 の円（a））が生じ、さらに位相が
160°付近で、アーク放電に伴う電圧波形の歪み（図 16 の円（b））が生じていることがわかる。
表 2 負荷（家電製品）

種類
電気ヒーター
掃除機
ドライヤー
白熱電球
ホットプレート
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図 16 の円（a）の歪みは、健全電源コードでも半断線電源コードでも観察されており、断線に
よる歪みではなく負荷特有の歪みである。このような負荷特有の歪みと素線断線時に発生する歪
みを、提案手法により区別できるかどうか検討を行う。図 16 の円（a）を拡大して図 17 に示す。
図 17 の実験電圧波形と照査電圧波形の差を、図 18 に示す。図 18 からわかるように、この負荷特
有な歪みは、照査電圧波形±6V の幅にほぼ収まっており、提案する素線断線判定条件を満足しな
いことから、素線断線と誤判定されることはないことがわかる。
次に、図 16 の素線断線が生じる際に発生する、電圧波形の歪みの検討を行う。図 16 の円（b）
を拡大して、図 19 に示す。素線断線に至る過程で、特有な歪みが発生していることがわかる。図
19 の実験電圧波形と照査電圧波形の差を、図 20 に示す。アーク消弧の前後において、実験電圧
波形が照査電圧波形の±6V の幅から逸脱する場合が認められる。この例では、逸脱時間が合計
175μs となり、素線断線の判定条件を満たす。このように、負荷に起因する電圧波形の歪みが生
じる場合でも、電源コードで素線断線が発生すれば、提案する判定条件により両者を識別して、
素線断線のみを検出できる可能性が高い。
各負荷における、逸脱時間および判定条件を満足する割合（逸脱時間が 70μs 以上となる割合）
を図 21 に示す。負荷によって逸脱時間にばらつきが見受けられるが、おおよそ 80％以上は判定
条件を満たす。
一方、素線断線が起きるが判定条件を満たさない事例では、ほとんどの場合において、電流値
がゼロ付近でアークが発生しており、電圧波形の歪みが極めて小さい。目視観察では、アーク発
弧に伴う発光が弱く感じられる。このような断線検出が困難な場合には、素線断線から短絡に至
った際に、先述の素線短絡検出条件により短絡を検出することが可能である。

円(b)

円(a)

アーク発弧
アーク消弧

図 16 実験電圧波形と照査電圧

図 15 電圧・電流波形の一例
（L=10cm、D=1cm、掃除機 1000W）

波形の比較結果（図 15）

図 18 実験電圧波形と照査電圧

図 17 拡大図（図 16 円(a)）

波形の差（図 17）
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図 20 実験電圧波形と照査電圧

図 19 拡大図（図 16 円(b)）

波形の差（図 19）
最大
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10
0

E

図 21 逸脱時間および判定条件の正解率
（A 電気ヒーター、B 掃除機、C ドライヤー、
D 白熱電球、E ホットプレート）
4.

おわりに
半断線状態を模擬した 100V 用電源コードに種々の条件下で通電し、素線断線に至る際の電圧

波形および電流波形の解析を行い、電源コードの素線断線判定法を検討した。得られた成果を次
に示す。
(1) 素線断線時には、発光を伴うアークが発生し、電圧波形に歪みが生じる。この現象は、電源
コードの長さに関わらず観察される。
(2) 素線断線時の電圧波形の歪みの持続時間は 8.3ms 以内、すなわち、電源の 1/2 サイクル以内
である。
(3) アーク消弧時の実験電圧波形と、1 サイクル遡った照査電圧波形を比較し、素線断線時特有
の波形歪みを特徴づける量として、逸脱時間（実験電圧波形が照査電圧波形の±6V の幅から逸脱
する時間）を導入した。
(4) 素線断線時には、逸脱時間が 70μs 以上となる割合は 80％以上となる。以上の結果に基づき、
逸脱時間が 70μs 以上、かつ次サイクルにて電流がゼロとなることを素線断線判定条件として提案
した。
今後、他の家庭用電気製品を用いた場合や、電源周波数が 50Hz の場合などについて提案手法
の有効性を評価するとともに、現場適用性の検討を進める予定である。
本研究の一部は、JSPS 科研費（JP17K06299）の助成を受けて行われた。
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（本論文は、電気学会論文誌 D（産業応用部門誌）Vol.139 №1 pp.76-82 より一部転載した。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員における原因調査事例

エアコンの接続不良による火災について
川崎市消防局

1.

山口雄太、佐久間岳大

はじめに
本事例は、壁紙の張替作業に伴い、エアコンの内外接続電線を切断し、再接続する工程を行っ

たことに起因して、接続部から出火した火災であり、複数回にわたる詳細な実況見分、鑑定及び
鑑識を実施した結果、火災原因究明に至ったものである。
また、原因究明により、エアコン接続時における作業工程での危険性を明確にするとともに、
電気接触部での発熱状況など、出火に至るプロセスとともに、施工会社である大手総合建設業に
再発防止の策定及び注意喚起を行うとともに、併せてエアコン製造業者への情報提供により、今
後の注意喚起を実施した事例であり、火災原因調査に係る知見及び火災予防対策を紹介する。
2.

出火時の状況
焼損建物は、大手総合建設業（以下「施工会社」という。
）が建設した建物で、住宅インテリア

会社の壁紙を使用していた。この壁紙は大手製紙メーカーが製造している壁紙であり、施工後に
剥がれる等の不具合が発生したことから、全国的に改修を行っており、この壁紙を施工した全住
戸数は約 10 万戸が該当している。
火災発生時は気温 8.1℃であり、居住者はエアコンを暖房で稼働させ、その後、エアコンから上
がる炎を視認している。実況見分結果及び居住者の供述により、エアコンの稼働から出火に至る
までの時間経過は、約 30～40 分前後と考察される（写真 1 参照）。
3.

実況見分概要について

3.1 第 1 回実況見分状況
出火室である洋室北側の内壁には、壁紙の焼損状
況より、東寄りから扇状に火炎が立ち上がった様相
が認められ、その下方には、マットレスが焼けて、
スプリングコイルの露出した木製ベッドが認められ
る。居住者の供述から、エアコン付近から出火した
可能性が高いことなどから、出火箇所付近の散在堆
積する残さ物の除去については、細心の注意を払い、
プリント基盤の一部である欠片や構成部品などの大
部分を収去した（写真 2～4 参照）。

写真 1 建物外周部の状況
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写真 3 ベッド上のエアコン

写真 2 洋室の状況

3.2 第 2 回実況見分状況
第 1 回実況見分時において、エアコン室内機のプリント基板の欠片や構成部品を残さ物の中か
ら収去したものの、この時点では、プリント基板や構成部品の明確な位置や電気的役割が判明し
ないことから、エアコン製造業者から図面、仕様書及びプリントパターン図などの提供を受けた。
提供された各種図面を基に、川崎市消防局が保有するＸ線透過装置（松定プレシジョン株式会
社 μRay8400）を使用し、プリント基板のパターンを撮影するとともに、焼損したプリント基板
欠片の亀裂を合わせる等を行い、プリント基板を復元した (写真 4、5 参照) 。
復元したところ、焼損し散在していた基板は、エアコンの制御基板であり、1 次側から電気的
負荷が印加される、端子盤、端子接続箇所、プリント基板及び電子部品等に、局所的な炭化は認
められず、受熱の影響により欠損や折損等が認められた付近には、導体パターンや制御回路の一
部が配置構成されているのみで、基板回路図及びパターン図と比較すると、電圧が低い部分であ
ることが認められる（写真 5、6 参照) 。

写真 4 プリント基板の欠片

写真 5 基盤の X 線透過状況
（つなぎ）
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写真 6 制御基板（同型品）の状況
3.3 第 3 回実況見分状況
エアコン室内機の鑑識を行うにあたり、エアコン製造業者から各種図面及び同型品の提供を受
け、建物所有会社、施工会社、建物管理会社及びエアコン製造業者の総勢 12 名の関係者を立ち会
わせ、見分を行う。
焼損したエアコンは単相 100V、運転電流は暖房時 9.6A、最大 14.4A、始動電流は 9.6A となっ
ている。
エアコンへの電源供給配線は、室内外連絡端子盤から本体へと接続された室内連絡電線と、室
外機へ接続された室外連絡電線（以下「内外接続線」という。）が接続され、内外接続線は、単線
直径 2mm の銅線を使用しているのが認められる。
エアコン内部の保護回路として、クロスフィン熱交換器に、温度熱交センサー（熱交サーミス
タ）、本体と室内外連絡端子盤をつなぐ配線に、温度 102℃の温度ヒューズが使用されている（図
1 及び写真 6、7 参照）。
なお、外気サーミスタ及び圧縮機の吐出管の温度を読み取る吐出管サーミスタについて、本稿
では省略する。
エアコン室内機の見分時において、火災の要因となる、制御基板、高圧発生回路基板、はんだ、
室内外連絡端子盤、ファン電動機の端子台、各配線及び配線接続等を詳細に見分するも、火災の
要因となる顕著な電気痕や異状は認められない（写真 8、9 参照）。
しかし、エアコンの室内外連絡端子盤から、室外機へと延びる 3 本の内外接続電線を見分する
と、途中で断線していることから、デジタルマイクロスコープにて拡大観察を実施すると、切断
面が山切り状で鋭利であり、断面には電気痕等が認められない。また、内外接続電線の電圧が印
加される 1 本には、先端に差込形電線コネクタの金属部（以下「スプリング」という。）が認めら
れる（図 2 参照）。
以上の見分結果から、建物施工業者に対し，平成 29 年 7 月から行っていた壁紙交換の際に、エ
アコンの室外連絡電線を切断している可能性について確認を行った結果、実際の工事を担当した
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下請け業者が室外連絡電線をニッパー等で切断し、差込形電線コネクタで接続していることが判
明した。

図 1 回路図

写真 8 同型品との比較

写真 7 保護回路の設置状況

写真 9 高圧発生回路基板
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差込形電線コネクタの金属部

図 2 室外連絡電線の状況
3.4 第 4 回実況見分状況
建物施工業者の下請け業者から提供された、差込形電線コネクタと比較しながら、室外連絡電
線に取り付けられていた、差込形電線コネクタを見分する。
差込形電線コネクタは、配線の同極同士を差し込むことにより、配線を接続することができる
製品であり、構造はハウジング、導電部、スプリング及び絶縁カバーに分類される（写真 10、11
参照）。
なお、実況見分に先立ち、差込形電線コネクタの表面には、電気用品安全法に基づき PSE マー
クが表示されていたことから、差込形電線コネクタの製造会社に対し、PSE 及び IEC の要求事項
に基づく構造、使用及び定格等について照会を行った。
差込形電線コネクタの製品概要は、定格 300V、20A、適用電線は、単線の銅線で、線径 1.6mm
及び 2.0mm である。
スプリングはステンレス鋼、導電部は銅、JIS-2813（屋内配線用差込型電線コネクタ）に適合し
た構造であり、導電部に組み付けられたスプリングの先端は電線を接続した際に、接点部の真上
に位置し、一点に集中して圧力が加わり、単位面積当たりの接触圧力を確保し、良好な接触状態
を形成するように設計されている。
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ハウジング

スプリング
導電部

写真 10 接続状況

絶縁カバー

写真 11 構成部品

ハウジングは耐熱性ポリカーボネイト、絶縁カバーは耐熱性 66 ナイロンであり、火災予防の観
点から、自己消火性および難燃性の UL94 規格 V-2 を有している。
当該差込形電線コネクタは日本工業規格（以下「JIS」という。）において、JIS-2813（屋内配線
用差込型電線コネクタ）及び JIS-2814（家庭用及びこれらに類する用途の低電圧用接続器具の規
格）に準じており、電気安全法上の特定電気用品（116 品目）に該当していることから、登録検
査機関である、一般財団法人電気安全環境研究所（JET）による適正検査に合格している。また、
差込形電線コネクタは、日本電気協会の内線規程や国土交通省所管の電気設備工事共通仕様書に
も記載されるなど、一般的に使用されている。
焼損した差込形電線コネクタは、室内機側の銅線が差し込まれた状態で、金属製のスプリング
のみ残存しており、差込形電線コネクタの同型品と比較すると、未使用時のスプリングの開き幅
は 0.4mm で、焼損したスプリングは、室内機側が 1.3mm、室外機側が 0.4mm であり、室外機側
のスプリングは、円形に溶融しているのが認められる（図 3 及び写真 12 参照）。

図 3 差込形電線コネクタの状況
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室内機側に差し込まれていた銅線には、先端から 5.0mm の位置にスプリングがかみ込んだ傷が
あるのに対し、室外機側の銅線には、スプリングがかみ込んだ傷である切り欠きがなく、山切り
形状となっており、直径 2.0mm の銅線の先端は、溶融して 1.7mm となっている。また、他の二
対の配線には、全て先端から 5.0mm の位置にスプリングの切り欠きが認められ、山切り形状の先
端は、直径 2.0mm となっている。（図 3 参照）

写真 12 差込形電線コネクタの穿孔

4.

各差込形電線コネクタの合成樹脂について
実況見分の結果から、出火原因として考えられる差込形電線コネクタについて、出火に至る経

過を考察すると、差込不良に起因し抵抗増加による接触部過熱が、主な要因として挙げられる。
電線被覆や電気製品で使用されている、合成樹脂製の構成材は、難燃性や耐熱性が通常備わっ
ている。これは、標準化機関である ISO や IEC、地域規格である EN 規格、国家規格である JIS
などによって、安全に対する対策がなされているためである。さらにアメリカでは、UL 規格の
定める安全検査に合格していない規格認証品以外のものが原因で、火災などが起きた場合、火災
保険業者はその責任を負わないなどの規定がある。
消防で火災調査を実施する際には、比較的容易に文献等から、単線の許容電流や配線被覆の難
燃性等について情報を得ることができるが、例えば電線被覆の PVC などの高分子材料の発火点に
ついて、具体的数値は文献により大きくばらつきがある。これは分子量や配合される可塑剤の種
類や量などに大きく依存するためであり、そのために発火点は定量的評価が難しい物性値である
ことによる。合成樹脂等の高分子の引火は、引火点以上に昇温した点と、ある一定以上の濃度に
なった蒸気ガス濃度領域が、接触することにより発生する。
このことから着火物を考察する際の参考として、差込型コネクタの耐熱・難燃性の比較を行う
ため、定格 20A/300V、適用電線、銅/単線、線径 1.6mm 及び 2.0mm、UL94V-2 取得の異なるスプ
リング構造を持つ火災現場と、同型品の差込型コネクタ A 及び二点接点型の差込型コネクタ B に
ついて、熱分析装置（株式会社島津製作所 DTG-60H）を用いた熱分析を行い比較する。
（写真 13
～15 参照）
なお、2 製品ともに電気用品安全法の許可品であり、JIS-2813 に適合している。
熱分析を行ったところ、差込型コネクタ A のハウジングは約 480℃、絶縁部は約 420℃から空
気中の酸素と反応し、急激な酸化発熱が認められるため、ハウジングは 480℃以上、絶縁部は 420℃
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以上で発火するものと考察される。
差込型コネクタ B のハウジング及び絶縁部は、約 430℃から空気中の酸素と反応し、急激な酸
化発熱が認められるため、ハウジング及び絶縁部共に 430℃以上、で発火するものと考察される。
以上の結果から、差込型コネクタについては、各社共に一定以上の耐熱・難燃性を有している
ものと考えられる。（図 4 参照）

写真 13 各接続コネクタ

写真 14 ハウジング・絶縁カバー

写真 15 各スプリング構造
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図 4 熱分析結果

5.

出火原因
室外連絡電線室内機側の銅線先端に残存するスプリングは、室外機側は溶融して穿孔個所が認

められ、開き幅が未使用のものと同様の 0.4mm であり、銅線の表面にスプリングの切り欠きはな
く、山切りの先端部に溶融が認められることから、コネクタの差し止まりまで完全に差し込まれ
ておらず、銅線先端がスプリング面に接触した状態で、差し止まっていた可能性が高い。
熱分析の結果から、一定以上の耐熱・難燃性を有しているものの、使用状況や接点不良による
接触面積などにより、合成樹脂の高分子が引火点以上に昇温し、一定以上の濃度になった蒸気ガ
ス濃度領域が接触し出火に至ることが、考察される。
このことから、エアコンを稼働させていたところ、差込形電線コネクタで接続された室外連絡
電線の一方が、正常に結線されておらず、差込み不足となっていたことに起因し、接続部におい
て接触面積が足りず、電気抵抗が増加して発熱し、合成樹脂製の差込形電線コネクタ本体に着火
し、出火したものと判定した。
6.

火災予防及び再発防止対策
施工会社が住宅インテリア会社の壁紙を採用しており、日本全国でこの壁紙を施工した全住戸

数は約 10 万戸が該当している。
このことから、今後本事例と同様の施行を行うと、再度火災につながる恐れがあることから、
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総合建設業対し、火災の原因及び関係法令について指導するとともに、再発防止について対策を
とるよう依頼を行った。
6.1 エアコン接続に関する関係法令について
エアコン接続に関しては、電気工事士法及び電気工事法の規制があり、作業ごとに保安確保の
基準が定められている。
家庭で使用するエアコンの通常接続に関しては、接続端子に内外接続線を差し込む作業となる
ため、電気工事業登録さえ行っていれば、作業者が電気工事士資格を有する必要はない。しかし、
内外接続電線相互の接続は、法令により電気工事となるため、電気工事士の資格が必要となる。
このことから、各作業について有資格者の必要の有無などを再検討する必要がある（表 1） 。
表 1 法令と作業の比較
作業内容
接続端子に内外

法令の区分

電気工事士資格

電気工事業登録

６００V 以下

軽微な作業

不要

必要

６００V を超える

電気工事

必要

必要

電気工事

必要

必要

接続線を差し込
む作業

内外接続電線相互の接続
（省令第２条第１項第１号イ）

6.2 本事案に対する再発防止策について
施行会社による再発防止策は、以下のとおりである。
・施行会社指導のもと、各関係各社に対し壁紙交換作業マニュアルを作成した。
・施工会社及び各関係各社と勉強会を開催し、注意喚起を促した。
・エアコンの室内外連絡電線は、今後切断しない工法で実施することとした。
・壁紙交換作業は作業工程毎に撮影記録し、施工会社に報告することとした。
・エアコン製造会社に対して情報提供を実施した。
7.

おわりに
本火災は、現場から焼損したエアコンを慎重に収去し、エアコン製造業者のみならず、所有者、

管理会社及び建物施工業者等と合同で実況見分を行った結果、原因究明に至ったものである。
火災の発生した根本的な原因を突き詰めるために、徹底した鑑識・見分を行った結果、エアコ
ン内部から出火した可能性は否定され、差込形電線コネクタに配線が適切に差し込まれていなか
った事実が判明し、具体的な火災予防対策について指導するとともに、今回の見分結果を通し、
施工会社である大手総合建設業のＡ社による再発防止策及び注意喚起を促したことにより、関係
各会社に電気火災の要因を広く周知することが出来た。
実況見分、鑑識及び鑑定という火災調査の基本を徹底することが、火災予防対策につながるこ
とだと再認識した事例であった。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員における原因調査事例

車両前照灯ハロゲンバルブに起因する出火事例
名古屋市消防局緑消防署 警防地域第二課

1.

情報担当

はじめに
名古屋市内において、平成 30 年中に T 社製自動車の車種「P」の前照灯ハロゲンバルブに起因

する火災が、3 件発生した。これらの火災発生状況が、酷似していることから、その関係性に注
目して調査を進めてきたので、結果を報告する。
2.

火災の概要

2.1

1 件目の火災

①出火日時

平成 30 年 5 月 23 時頃

②気象状況

天候

③死傷者

なし

雨

気温

18.4℃

④火災状況等
ライトを点灯走行中、運転手がボンネット運転席側から白煙を確認した。下車後にボンネット
を開け、運転席側前照灯付近から炎を確認した。
鎮火後に運転席側前照灯付近の焼損が判明した。
なお、出火当日の 7 時間前に、前照灯ロービームが球切れのため、個人が両側同時に C 社社外
品のバルブに交換していた（写真 1～2 参照）。

写真 1 1 件目り災車両を見る

写真 2 1 件目り災車両の運転席側
前照灯を見る
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2.2

2 件目の火災

①出火日時

平成 30 年 7 月 19 時頃

②気象状況

天候

③死傷者

なし

晴

気温 28.4℃

④火災状況等
ライトを点灯走行中、運転手がボンネット運転席側から白煙を確認した。下車後に、運転席側
タイヤハウスから炎を確認した。
鎮火後に、車両 1 台の焼損及び自宅の一部の類焼が判明した。
また、出火 30 分前に、前照灯ロービームが球切れのため、個人が両側同時に C 社社外品のバ
ルブに交換していた。
なお、出火直前に付近をテスト走行した際、助手席側前照灯と比べ、運転席側前照灯が暗いと
の証言を得た（写真 3～5 参照）。

写真 3 2 件目り災車両を見る
写真 4 2 件目の脱落した
ロービームバルブを見る

運転席側

助手席側

写真 5 2 件目り災車両の運転席及び
助手席のロービームバルブを見る
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2.3

3 件目の火災

①出火日時

平成 30 年 8 月 19 時頃

②気象状況

天候

③死傷者

なし

雨

気温 27.9℃

④火災状況等
ライトを点灯走行中、運転手がパネルに複数の警告灯の一斉点灯を認め、運転席側のワイパー
辺りから煙を確認した。下車後に、ボンネット運転席側付近から、火煙が出ているのを確認した。
鎮火後に、運転席側前照灯付近の焼損が判明した。
なお、出火 8 日前に、前照灯ロービームが球切れのため、個人が両側同時に C 社社外品のバル
ブに交換していた。
また、出火直前に、車両下部から石を跳ね上げた時の様なカラカラという異音がした他、いつ
もより、ブレーキの利きが悪かったとの証言を得た（写真 6 参照）。
以上のことから、これらの事案における、共通事項は次のとおりであった。
ア

ライト点灯走行中に、出火したこと。

イ

運転席側の前照灯付近からの出火であったこと。

ウ

出火直前に、C 社社外品のバルブを個人で交換していたこと。

3.

自動車メーカーと合同見分
3 件ともに、名古屋市消防局と自動車メーカーで、合同見分を実施した。合同見分の結果、出
火車両 3 台における共通事項は、次のとおりであった。

①燃料系、オイル系及び排気系には、異常は認められない。

②電気系において、配線及びハイブリッドシステムに、異常は認められない。
③前照灯部において、両側のロービームは、C 社社外品のバルブが取付けられている。
④運転席側前照灯ユニットが焼損しているものは、バルブの脱落が推定できる。残存しているも
のは、バルブの脱落が認められる。
⑤脱落していたバルブは、配線が繋がっている。
4.

燃焼実験
合同見分の結果、本火災は、バルブ自体からの出火

は考えがたく、点灯中のハロゲンバルブが点灯したま
ま、前照灯ユニットから脱落し、周囲の合成樹脂部品
の接触による出火が、最も妥当と推測する。
これを立証するために、前照灯が点灯したまま、可
燃物と接触した場合の出火について、実験を行った。
実験に用いたバルブは、ハロゲン、HID 及び LED（以
下、「3 種類」という。）で、各実験内容及び実験結果
は、次のとおりであった。

写真 6 3 件目り災車両を見る
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実験 1

前照灯周囲の合成樹脂部品の温度変化による状態変化を観察した。

熱分析の結果、250 度から重量減少が開始されており、この温度から、可燃性ガスが発生し始
めると推定される。
実験 2 点灯中の 3 種類のバルブの温度測定をした。
結果、ハロゲン及び HID のバルブは、500～600 度近くなり、LED のバルブは、約 70 度だった。
実験 3 点灯中の 3 種類のバルブと合成樹脂を接触させ、状態変化を観察した。
結果、ハロゲン及び HID のバルブでは、合成樹脂部品から出火した。
LED のバルブでは、合成樹脂が溶融するのみだった。
以上のことから、ハロゲン及び HID のバルブでは、点灯中に脱落し、前照灯周囲の合成樹脂部
品と接触の場合、それぞれ出火する可能性が極めて高いことがわかり、出火のメカニズムを立証
できた（表 1、写真 7 参照）。

表 1 合成樹脂部品の熱分析結果を見る
1 0 0 .0
4 .0 0
9 8 .0
2 .0 0

DTA uV

- 2 .0 0

1 2 4 .3 C e l
- 7 .9 6 u V

- 4 .0 0

2 4 9 .9 C e l
9 9 .3 %

9 6 .0

9 4 .0

9 2 .0

- 6 .0 0
9 0 .0

- 8 .0 0

- 1 0 .0 0

8 8 .0

- 1 2 .0 0
8 6 .0
- 1 4 .0 0
8 4 .0
5 0 .0

1 0 0 .0

1 5 0 .0

2 0 0 .0
Tem p C el

2 5 0 .0

3 0 0 .0

写真 7 ハロゲンバルブの実験結果を見る
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5.

バルブの比較
T 社純正品と C 社社外品を比較すると、サイズと形状に大きな違いはないが、素材と緩み防止

（ツメの凹凸）の有無が大きな相違点である。
T 社純正品は金属製で緩み防止があり、C 社社外品は樹脂性で緩み防止はない（写真 8～11、図
1～2 参照）。
バルブの取付けを比較すると、T 社純正品は、はめ込むとクリック音があり、密着及び固定感
覚が高く、浮遊感が感じられない。
C 社社外品は、はめ込むとクリック音が無く、密着及び固定感覚が低く、浮遊感が感じられる。
そのため、正規に取付けられたのか判断が難しい。
また、運転席側前照灯ユニット周囲は、スペースが狭く、片手が入る程度であり、直接視認で
きないため、手探りでバルブを取付けることになる。さらに、正規に取付けられなくても、バル
ブが点灯する。
以上のことから、C 社社外品バルブは、正規に取付けが完了したか判断が難しく、人為的ミス
の誘発が否定できず、熟練の技術が必要であると感じられた。

純正品

社外品

写真 8 ロービームバルブの純正品と社外品を見る

社外品

純 正

写真 9 写真 8 を拡大して見る
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金属製
緩み防止

純正

社外品

写真 10 ロービームバルブの純正品と社外品を見る

純正

社外品

写真 11 写真 10 を拡大して見る
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1 ハロゲンバルブ（純正品）
（１）上方からの図

（２）側面からの図

図 1 純正品バルブを見る
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図 2 社外品バルブを見る
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6.

結論
T 社製自動車の車種「P」の運転席側の前照灯交換は、熟練の技術が必要であり、素人が安易に

交換すると、人為的ミスにより取付け不良を起こす可能性が否定できない。
さらに、ハロゲン及び HID のバルブが高温になり、前照灯周囲の合成樹脂部品との接触により、
出火する可能性が非常に高い状況にある。
以上のことから、個人による運転席側前照灯のロービームバルブの交換作業により、取付け不
良、かつ、ライト点灯走行中の振動等により、ロービームバルブが脱落し、バルブの高熱により、
前照灯周囲の合成樹脂部品に着火して、出火に至ったことが判明した。
7.

再発防止のための措置

7.1 予防広報
①SNS を活用した予防広報
平成 30 年 10 月頃、総務部総務課を通じて、Twitter、Facebook 及び Instagram に、火災概要と
注意を促す内容を掲載し、予防広報に努めた。
②ラジオを活用した予防広報
平成 30 年 10 月頃、名古屋市消防局担当者が、東海ラジオ放送の「リポート 119」に出演し、
前照灯バルブの不完全な取付けに係る火災について紹介、火災予防広報に努めた。
7.2 製造販売会社である C 社の対応
調査結果に基づき、バルブの製造販売会社へ対策を求めた結果、平成 30 年 11 月頃、前照灯ハ
ロゲンバルブの製造販売会社である C 社から連絡があり、火災概要とその件数を社内検討した結
果、取引先販売店等に対して、T 社製自動車の車種「P」及び D 社製自動車の車種「M」に適合
する H11 の、ハロゲン前照灯バルブの適合を外すことについて、説明を頂いた。
8． 終わりに
今回は、3 件の類似火災を発端に出火のメカニズムを解明し、メーカーの適切な対応により、
同様の火災防止に大きく寄与することができた。
今後も、探究心を忘れず業務に取り組んでいきたい。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員における原因調査事例

駐車車両のメーターパネル基板から出火した事例について
静岡市消防局

1.

山内善康、林大二郎、川守良和、辻

陽平、村松

賢

はじめに
本火災は、駐車中の普通乗用自動車のメーターパネル基板から出火した車両火災であり、鑑識

見分時の製造業者による情報提供では、同型車両においてメーターパネル基板が起因する類似火
災は、過去に 9 件発生している。これまでに、火災の発生メカニズムは究明されておらず、サー
ビスキャンペーンやリコール対応はとられていないことから、再発防止に向けて製造業者に対し
て要望書を送付し、その後も検証、助言及び指導を継続的に実施した結果、火災発生のメカニズ
ムを究明し、リコールに繋がった事案である。
2.

火災概要
出火日時

平成 29 年 10 月

日時分不明

覚知日時

平成 29 年 10 月

19 時 22 分（事後聞知）

鎮火日時

平成 29 年 10 月

日時分不明

出火場所

静岡県静岡市葵区中沢

被害状況

普通乗用自動車 1 台の車両内部を焼損、負傷者なし。

車両の使用状況

所有者は年に数回遠出をする程度で、火災覚知時から 2、3 週間前に動かした
時には、異常は認められていない。

3.

発見・通報・初期消火の状況
覚知 3 日前の朝 6 時頃、所有者が屋外に駐車している車をリモコンキーで解錠しようとしたが、

反応がないため、鍵を差し込み解錠してドアを開けたところ、車両の中が焼けているのを発見し
たが、既に鎮火していたため、初期消火及び消防への通報は、行われていない。その後、車両販
売業者に連絡を取って状況説明し、覚知 2 日前の 14 時 30 分頃、車両販売業者の担当者が車両の
状況を確認後、消防署へ加入電話にて通報している。
4.

焼損車両概要
製造業者

A社

購入年月日

平成 11 年 9 月頃（新車購入）

初年度登録

平成 11 年 9 月（自動車検査証より）

走行距離

メーターパネル焼損により走行距離不明
平成 28 年 6 月頃の最終点検時は 99,977km

5.

現場見分状況
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5.1 車両外観及びエンジンルームの状況
車両周囲には農機具倉庫、他に所有する車両及び立木があるが延焼はなく、車両外観上に焼損
は認められない（写真 1、2 参照）。
ボンネット裏側のインシュレーターは、中央に黒色の変色が認められ、エンジンルーム中央に
あるオルタネーターの位置と一致するが、オルタネーター本体及びその周囲に焼損は認められな
い（写真 3、4 参照）。

写真 2 車両後面・左側面

写真 1 車両前面・右側面

写真 3 ボンネット裏側

写真 4 エンジンルーム

5.2 車両内部の状況
後部席及び助手席側は、シートクッションや内装パネル類の煤けのみで焼損はなく、運転席側
のフロアシートに溶融物が付着しているも、フロアシートやフットペダルに焼損は認められず、
サンバイザー、フロントガラス、インストルメントパネル（以下、
「インパネ」という。）、ダッシ
ュボード及びメーターパネルに焼損が認められる。
フロントガラスは、デフロスター吹き出し口から天井方向へ、黒色から灰色に変色し、サンバ
イザーへの焼損に至っている。
インパネ及びダッシュボードは、センターコンソールからメーターパネルにかけて溶融し、メ
ーターパネル上部は、下方へ大きく窪（くぼ）んでいる（写真 5～8 参照）。

-210-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

写真 5 後部シートクッション

写真 6 後部席天井面

写真 7 運転席の状況

6.

写真 8 インパネ付近の状況

第１回鑑識見分

6.1 エンジンルーム内のヒューズの状況
エンジンルーム左側に設置されているヒューズボックス内の各ヒューズを確認すると、
「ハザー
ド・ホーン 15A」及び「クロック・ルーム 15A」の 2 つのヒューズが溶断している（写真 9 参照）。
6.2 インパネの状況
ダッシュボード、インパネ及びメーターパネルを取り外し、内部の状況を見分すると、金属製
のフレーム部分は一様に茶褐色に錆びている。
インパネの内部は、助手席側に焼損はなく、運転席側のメーターパネル直下にあるハーネスの
配線被覆が、炭化及び固着しているが、素線に溶融は認められない（写真 10 参照）。
インパネの表面は、助手席側及びセンターコンソール部分に焼損はなく、運転席側のメーター
パネル外枠の上側部分が一部焼失している。
インパネの裏面は、表面同様に助手席側に焼損はなく、運転席側のステアリングハンドル下の
パネルに、茶褐色の錆び様の付着物が認められるが、パネル本体に変形等の焼損は認められない
（写真 11、12 参照）。
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写真 9 ヒューズの状況

写真 10 インパネ撤去後の内部

写真 11 インパネ表面の状況

写真 12 インパネ裏面の状況

6.3 ダッシュボードの状況
ダッシュボードの助手席側は、デフロスター吹き出し口が僅かに溶融しているが、グローブボ
ックス上部のパネルに焼損は認められず、ダッシュボード中央に取り付けられているカーナビは、
本体フレームの運転席側が溶融しているが、助手席側に焼損は認められない。
デフロスター吹き出し口の中央から運転席側は、樹脂が溶融及び炭化し、メーターパネル上部
は、樹脂が変形して下方へ大きく窪んでいる。
メーターパネルのインジケーター前面カバーは、変形して黒く変色し、内部の状況は確認でき
ない（写真 13 参照）。
ダッシュボードの裏側は、中央のエアコンダクトの助手席側に焼損は認められず、運転席側の
樹脂が溶融し、メーターパネルの裏側に位置するメインハーネスは、配線被覆が焼失して素線が
露出しているが、溶融痕は認められない（写真 14 参照）。
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写真 13 ダッシュボードの状況

写真 14 ダッシュボード裏側

6.4 メインハーネス及びメーターパネルの焼損状況
6.4.1 メインハーネスの状況
メインハーネスは、オーディオ・エアコン、センターコンソール、車内側ヒューズボックス及
びメーターパネルに振り分けられ、各配線は絶縁テープにより束ねられている。
メーターパネル付近の配線は、絶縁テープ及び配線被覆が焼失しているが、その他の配線及び
コネクターに焼損は認められない（写真 15 参照）。
6.4.2 メーターパネルの状況
車両設置時を基準として天井側を「上側」、床側を「下側」
、バルクヘッド側を「裏面」として
見分する。
インジケーター面は、左側から燃料計、スピードメーター、シフトポジション、タコメータ
ー、水温計の順に配置されており、上側約 3 分の 1 の樹脂が溶融して内部基板が露出している
が、下側は塗装の亀裂及び燃料計が一部溶融しているのみで、原形を留めている（写真 16 参
照）。
インジケーター面の基板露出部分は、スピードメーターから上側のレジスト面（絶縁処理層）
が焼失し、残存している導体パターン及びガラス繊維面は灰褐色に変色しているが、タコメータ
ーから右側のレジスト面は残存している（写真 17 参照）。
裏面は、基板上側レジスト面及び左上側コネクター部分が焼失し、コネクターの端子及び配線
が所々脱落しており、残存している導体パターン及びガラス繊維面は灰褐色に変色している。
基板中央は、炭化して基板上の素子類は所々焼失しているが、基板右上のコネクター及び右下
のレジスト面は一部残存している（写真 18 参照）。
6.5 現場見分及び第 1 回鑑識見分の考察
車両は、外観上に焼損はなく、ダッシュボード及びインパネの表面よりも裏面の焼損が著しい
ことから、インパネの内部から出火した可能性が高い。よって、周辺部品及びメーターパネルの
焼損状況から、メーターパネルの内部基板が出火箇所であると考えられる。
火災発生時は、駐車中かつイグニッションが OFF 状態であった可能性を考慮すると、メーター
パネルの内部基板において、バッテリーからの常時電源経路上で出火した可能性が高い。
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オーディオ・エアコン

写真 15 部品展開状況

写真 16 インジケーター面の状況

写真 17 メーターパネルの状況
7.

写真 18 メーターパネル基板の状況

第 2 回鑑識見分

7.1 鑑識物件概要
鑑識物件

メーターパネル（ブラックフェイスメーター仕様）
メインハーネス

製造業者

車両製造：A 社、基板製造：B 社

焼損車両と同型車両の生産期間及び生産台数
1998 年～2003 年 84,838 台（ブラックフェイスメーター搭載車

54,781 台）

焼損車両と同型基板を使用する車両の生産期間及び生産台数
1998 年～2003 年 308,299 台（ブラックフェイスメーター搭載車 130,489 台）
7.2 過去に発生した同型車両の火災事案及びリコール等
A 社の説明では、2011 年から 2017 年までの間に 17 件の火災が発生し、このうちメーターパネ
ルが起因とする類似火災が 9 件発生しているが、これらに対してリコール等の対応はとられてい
ない。
7.3 メインハーネスの焼損状況
メインハーネスの中央部分は、絶縁テープ及び配線被覆が焼失して素線が露出し、所々断線し
ているが、溶融痕は認められない。

-214-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

配線を束ねている絶縁テープを剥離して、各配線の素線及び圧着端子部分を確認すると、所々
断線しているが、溶融痕は認められない（写真 19、20 参照）。
A 社及び B 社立会人に、配線被覆が残存している各配線のカラーコード及び配線図をもとに説
明を求めると、「基板半田面の端子接続部分には、接続端子が 30 極のコネクター（以下、「CNA」
という。）、16 極のコネクター（以下、
「CNB」という。）、14 極のコネクター（以下、
「CNC」とい
う。）が接続され、このうちバッテリーからの常時電源（＋極）は、CNA の 9 番ピンから導体パタ
ーン（以下、
「常時電源パターン」という。）へ電圧が印加され、CNA の 18 番ピンは、GND パタ
ーン（－極）に接続されている。」とのことである（図１参照）。

写真 19 全体の展開状況

図１

写真 20 メインハーネスの状況

CAN の端子配置状況（端子配置は基板半田面と同一）
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7.4 基板の焼損状況
メーターパネルの車両設置状態を基準とし、正対して上下左右と表現する。
なお、車両設置状態において、基板部品面はハンドル側、基板半田面はメインハーネス側に面
しているため、部品面の左右は半田面では反転する。
7.4.1 基板半田面の焼損状況
同型基板の半田面を確認すると、常時電源の電圧が印加される CNA は基板左上に位置し、焼
損基板と比較すると、焼損基板の右側はレジスト面や素子類が残存しているが、中央から左側に
かけてレジスト面、素子類及び導体パターンに溶融や炭化が認められる。
CNA 及び CNB のコネクター樹脂部分は焼失し、CNA の 9 番ピンは溶融して基板に固着し、
CNA の 18 番ピンは脱落しており、CNB はピン及びメス端子が接続状態で残存しているが、メイ
ンハーネスの素線が断線して接続先は不明である（写真 21～23 参照）。

写真 21 同型基板半田面の状況

写真 22 焼損基板半田面の状況

写真 23 焼損基板の CNA 及び CNB の状況
7.4.2 基板部品面の焼損状況
焼損基板の部品面は、インジケーターパネルが残存し、スピードメーターの指針軸付近を基点
に、スピードメーター左側及びタコメーター上側方向へ扇状に焼け、同範囲の白色の本体樹脂が
溶融している。
インジケーターパネルを取り外して同型基板と比較すると、右側は電球や素子類及びレジスト
面が残存して原形を留めているのに対し、中央から左側は本体樹脂が溶融して固着しており、イ
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ンジケーターパネルの焼損状況と同様に扇状に焼損している。スピードメーターの指針軸から上
側には、CNA のスルーホールが露出しており、スルーホールと指針軸の間には炭化物が固着し
ている（写真 24～27 参照）。
炭化物が固着している位置を同型基板と比較すると、F2、F4 及び F6（F は Fuse の略、
5A250V）が設置されている箇所と一致するため、炭化物を中心にＸ線透過装置（μB1300）によ
り確認すると、F4 周囲及び F6 下の導体パターンが一部焼失している（写真 28、29 参照）。

写真 24 基板部品面の状況

写真 25 パネルを撤去した状態

写真 26 基板部品面右側の状況

写真 27 部品面側 CNA 付近の状況

写真 28 同型基板の素子類配置状況

写真 29 炭化ヒューズ部 X 線撮影
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7.5

F2、F4 及び F6 付近の導体パターンの状況

F2、F4 及び F6 付近の導体パターンの通電経路を確認するため、B 社立会人に説明を求め、
CNA の 9 番及び 18 番ピンに接続される導体パターンを、基板回路図に明示する（図 2、図 3 参
照）
図 3 において、基板回路図上で CNA の 9 番ピンから常時電源パターンを辿る（たどる）と、
スルーホー。ル（凡例●）順№20～№21 の導体パターンへ通じ、CNA の 18 番ピンから GND パ
ターンを辿ると、スルーホール（凡例◆）順カ～キの導体パターンに通じている。常時電源パタ
ーンは、GND パターンの上側にあり、さらに両導体パターンは F2 及び F6 下に位置している
（図 4 参照）
。
炭化物を除去して本来 F2 及び F6 が設置されている箇所をデジタルマイクロスコープ（VHX5000）で確認すると、常時電源パターン及び GND パターンに一部焼失が認められる（写真 30、
31 参照）。

図 2 基板半田面導体パターン図

図 3 基板部品面導体パターン図
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図 4 F2、F4 及び F6 周囲の導体パターン図

写真 30 炭化ヒューズ除去状態

8.

写真 31 F2 及び F6 下導体パターンの状況

結論
メーターパネル基板部品面の F2 及び F6 下において、CNA の 9 番ピンから接続する常時電源パ

ターン及び CNA の 18 番ピンに繋がる GND パターンに、一部焼失が認められることから、F2 及
び F6 下に並ぶ常時電源パターンと GND パターン間でトラッキングが発生し、出火したものと判
定する。
トラッキングが発生する要因として、立会人の見解では、
「通常の使用では発生せず、浸水・冠
水・漏水などの端子間に電流が流れる特殊な環境に晒される（さらされる）ことにより、発生す
ると考えています」とのことであり、使用状況によると判断している。
一方、消防の見解では、当該車両は浸水や冠水などしておらず、使用者が通常触れることがな
いメーターパネル基板上で出火することは、製品として不具合があると考えられ、製造者責任が
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大きいと判断する。
出火箇所は一致しているものの、トラッキングの発生要因については一致していない。
9.

再発防止に向けての措置
静岡市消防局は、平成 29 年 12 月 21 日付けで、火災予防対策に伴う要望書を製造業者へ送付

し、2 回の打合せを実施したところ、平成 30 年 5 月に社内において、原因究明の検討について
の検討会が開かれることになった。
その後、市場の中古車 22 台から回収したメーター基板を調査するも、メーター基板にトラッ
キングの兆候や異常な暗電流は認められず、メーター基板の温湿度サイクル試験を実施するも、
結露の影響は認められない。塩分の影響を確認するため、コネクター部及びスルーホール部に、
塩水滴下試験を実施するも、コネクター部にショート、スパーク等の発生は認められず、スルー
ホール部に腐食は認められるものの、マイグレーションの発生は確認できない。
更にメーター基板の調査を続けると、スルーホール周辺のヒューズ（F2、F4 及び F6）に白い
粉が付着していることから、エネルギー分散型 X 線分光器による元素分析を行うと、リンの含
有が確認できる。リンが結露水に溶解したと仮定して、リン酸溶液滴下試験を実施すると、スル
ーホール間ショートによる発煙が確認できる。
以上のように、社内検討会や検証結果を踏まえて、製造業者に対し助言や指導を継続的に 4 回
実施した結果、製造業者により平成 31 年 4 月 11 日にリコール届出がされ、同年 4 月 15 日に下
記の回答を得た。
メーター基板において、回路構成が不適切なため、車室内が長い間湿気にさらされると、メー
ター基板で結露が発生し、電源回路部がショートすることがあります。そのため、メーター基板
から発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。再発防止対策としては、全車両、メー
ター基板の電源回路部を清掃し、防湿材コーティング処置を行うため、国土交通省へリコール届
出を実施致しました。対象車両台数は 33,181 台です。
今後の弊社製品に同様な不具合を発生させない様に設計上の留意点を作成し、再発防止に努め
ます。
10.

おわりに

本火災では、周囲に延焼せず車内のみの焼損に留まり、死傷者がいないことが幸いであったが、
駐車中の車両から出火して建物へ延焼したり、走行中に同じ事案が発生した場合、車両 1 台の損
害では済まされず、生命財産を失う可能性が大いにある。
どのような事案であっても、出火箇所及び出火原因から、消防として「製造者責任有り」と判
断した場合は、継続的な助言や指導を行うことが必要である。
昨今、ハイブリッド自動車や電気自動車、アイドリングストップなどの環境配慮型自動車が普
及し、また、自動車のみならず生活用製品も同様に基板制御が当然のものとなっている中、普段
では目につかない部分の僅かな異常や部品交換だけで済まされてしまうことの中に介在する、火
災危険を拾い上げる姿勢がさらに必要とされ、
「類似火災を無くす」という火災調査の持つ火災予
防の一面を強く感じた事案である。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員における原因調査事例

高潮浸水による車両火災の出火原因と迅速な予防広報
神戸市消防局

1.

村上大輔、松田圭太、武田光広、石丸大地

はじめに
平成 30 年 9 月 4 日正午頃、台風 21 号は「非常に強い」勢力を保ったまま、徳島県南部に上陸

し、14 時頃に兵庫県神戸市付近に再上陸した。
「非常に強い」勢力で上陸するのは、25 年ぶりで
あり、四国や近畿では記録的暴風だけでなく、気圧低下による吸い上げ効果と、強い南風による
吹き寄せ効果が大きかったことで顕著な高潮となり、神戸市では昭和 36 年 9 月 16 日の第 2 室戸
台風（潮位 230cm）以来、57 年ぶりの過去最高記録（潮位 233cm）の潮位を更新し、神戸市内に
あるポートアイランドや六甲アイランドの人工島の一部が浸水してしまうほど、甚大な被害をも
たらした。（写真 1、2、3）

写真 1 消防車両からの路面浸水状況

写真 3 建物内からの浸水状況

写真 2 高潮に流された車両
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2.

続発する火災に対する急務な予防広報と具体化した原因調査
台風 21 号が再上陸した 14 時台から、それまでの土砂災害等に加え、高潮浸水が原因と考えら
れる車両火災が発生し始め、1 か月以上経った 10 月 17 日まで頻発（計 14 件 36 台焼損）して
いたことから、迅速な予防広報の対応に迫られていた。また、効果的な予防広報には、これま
での電気系統からの出火といった漠然としたイメージでなく、明確な出火メカニズムを伝えた
上で、対応策を訴えることが必要と考え、より具体化した原因究明を実施した。
各事案について、各車両メーカーと即座に日程調整を行い、翌週から順次、合同見分を実施し

た。（写真 4、5）
3.

各合同見分を実施すると
それぞれの合同見分の結果は表 1 のとおりであった。
表内から、全 14 件中 11 件が駐車中に発生し、走行中は 3 件と、ほとんどがエンジンをかけて

いない状況で出火していることが分かる。原因別に見ると、14 件中 13 件が、海水浸水による電
気的要因を原因とし、中でも 9 件がトラッキングで、残りの 4 件もトラッキングが疑われるが車
両の焼損程度が強く、何の配線か不明で詳細まで見分できないことから、車両構造部内の電気的
要因までの原因にとどまっている。電気的要因以外の 1 件は、高潮浸水によりエンジンオイルが
漏洩して、排気管で発火したことが原因となっている。
高潮浸水による一連の火災の中で、一番原因として多かった「駐車中に車両内コネクタ部での
トラッキングからの火災事例」について、トラッキングに至った原因認定の経緯を詳述していく。
また、
「走行中にエンジンオイルが漏洩して排気管で発火した火災事例」も電気的要因以外を原因
とした稀有な事例のため、あわせて紹介する。

写真 5 焼損車両

写真 4 焼損車両
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表 1 台風 21 号時の神戸市内の車両火災発生状況
覚知
9月4日

発生状況

14:50

駐車中車両運転席から炎

15:28

駐車中車両内から黒煙及
び炎

15:34

駐車中車両内から炎

15:58

駐車中車両内から白煙

16:03

駐車中車両内から白煙

16:40

駐車中車両の一部が焼損

17:07

駐車中車両内から煙

被害状況
ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ
付近一部焼損
ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ
付近一部焼損
車両 5 台全焼損
車両 11 台一部焼損
運転席ｼｰﾄ付近一部焼損
ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ
付近一部焼損

紹介事例

調査結果
PTC ﾋｰﾀｰ基板の電源線間で
ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ
EPS から出火
北西側 2 台の車両構造部電気
系統から出火
ﾊﾟﾜｰｼｰﾄのｽｲｯﾁ部でﾄﾗｯｷﾝｸﾞ
ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞ配線のｺﾈｸﾀ内で
ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ

ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ
付近一部焼損
ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ
付近一部焼損

ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞ配線のｺﾈｸﾀ内で
ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ
ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞ配線のｺﾈｸﾀ内で
ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ

車両 1 台全焼損

車両構造部電気系統から出火

車両 1 台全焼損

助手席足元のｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
でﾄﾗｯｷﾝｸﾞ

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 1 台全焼損

ﾊﾞｯﾃﾘｰでﾄﾗｯｷﾝｸﾞ

ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ付近一部焼
損

ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞ配線のｺﾈｸﾀ内で
ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ

車両 2 台全焼損
車両 6 台一部焼損

助手席足下のｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
でﾄﾗｯｷﾝｸﾞ

ｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙ付近一部焼損

ｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙ内部のｼｮｰﾄｺｰﾄﾞ（ｼ
ﾌﾄﾛｯｸｼｽﾃﾑへの配線）で出火

9月5日
3:13

駐車中車両ﾎﾞﾝﾈｯﾄから炎

浸水被害車両で走行中、
助手席足元で炎
9月6日
23:56

7:16

倉庫内で駐車中車両から
焼き臭及び白煙

9月7日
12：30

駐車中車両内で焼損

9 月 18 日
駐車中車両ﾎﾞﾝﾈｯﾄ付近か
11:22
ら白煙
浸水被害車両で走行中、
12:21 ｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙから白煙及び
炎
10 月 17 日
浸水被害車両で走行中、
ﾎﾞﾝﾈｯﾄから煙が出てきた
16：46
ので、停車すると炎が発
生

紹介事例
車両 1 台全焼損
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4.

駐車中に車両内コネクタ部でのトラッキングからの火災事例

4.1 火災概要
・覚知日時

平成 30 年 9 月 4 日

16 時 03 分頃

・鎮火日時

平成 30 年 9 月 4 日

15 時 50 分

・出火場所

神戸市中央区事業所駐車場内

・損害状況

普通乗用車１台焼損（平成 28 年式 2 万 2,500km 走行）

・発見状況

9 月 4 日の台風 21 号で海水浸水後の高潮が引いた後に車両内から白煙が上がってい
るのを確認し、その後、119 番通報を実施した。初期消火はなく、車内で自然鎮火
した（写真 6）。

4.2 海水浸水痕の確認
高潮が引いた後に出火したことから、海水浸水を要因としていることは明白であり、海水浸水
痕の高さを確認し、そのライン下部にある電装系統の異状箇所に焦点を定めた。浸水痕が認めら
れたのは、車室内の座席シート 65cm の位置であった（写真 7）。
4.3 焼損状況
次に焼損状況を見ると、焼損部の最下部にあるのは、インストルメントパネル下部運転席側の
外面にある、ジャンクションボックス（配線を結合等に用いる保護箱）のコネクタであり、そこ
を基点として、上部へ扇状に燃え広がっている様相を呈しており、コネクタの一部が焼失まで至
っていることから、コネクタ付近を出火の範囲とした（写真 8、9）。
海水浸水ライン

写真 6 焼損状況

写真 7 海水浸水痕の位置
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焼失箇所
写真 9 コネクタの焼損状況

写真 8 コネクタを基点に上部へ焼損

4.4 ヒューズの確認
ヒューズを見ると、表面の荒れのみで溶断していないことから、異極間の配線が直接接触する
短絡（絶縁間の抵抗値が低いので、瞬時に大電流が流れてヒューズが溶断）でなく、トラッキン
グ（絶縁間の抵抗値が高く、断続的に電流が流れることからヒューズの溶断がないことが多い）
のように、シンチレーションが続いて、時間をかけて発生したことが推察された（写真 10）
。

焼損コネクタヒューズ

焼損していない

（表面の荒れ）

コネクタヒューズ

写真 10 ヒューズの状況

4.5 電気痕の確認
コネクタは、樹脂製の外装に複数の銅線が繋がっている形状である。残存部を解体すると、コ
ネクタの内部で球状の電気痕や銅の欠損が認められた（写真 11、12）。
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銅の欠損

写真 11 コネクタの残存部

球状の電気痕

写真 12 コネクタ内部の短絡痕及び銅の欠損

4.6 コネクタに付着物を発見
これまでの現場見分から、導電体となる海水に浸水した物証、焼損状況から出火した範囲の絞
り込み、ヒューズや電気痕の状況からトラッキングが推察されるが、確証までとは言えない。そ
こで、出火した側（運転席）の反対側（助手席側）のコネクタを確認すると、シンチレーション
等により、樹脂が溶融しているコネクタや溶融していない両コネクタの銅線挿入部に、青緑色の
乾燥した付着物が発見された（写真 13、14）。
青緑色の乾燥した付着物

写真 13 助手席側コネクタ

写真 14 樹脂の溶融及び青緑色の付着物

4.7 再現実験でトラッキング現象のメカニズムを考察
トラッキングを考える上で問題となるのが、発生まで時間を要するとされる現象が、なぜ短時
間で起こり得たのかである。今回の一連の火災の中で最長で、1 か月以上経った事案はあるが、
それでも通常では考えにくい程に短期間といえ、最も早くに発生した事案であれば、神戸の最高
潮位を記録した 14 時から 50 分後に、車内に燃えた痕があるとの通報が入っている。長期間を要
するトラッキングが、短期的に発生した要因、そして有炎には至っていないコネクタに付着して
いた付着物との関連性についても、再現実験で考察していく。
(1) 海水中の電気分解により生成物が発生
実験方法は、火災現場同様に、エンジンがかかっていない駐車中に、コネクタまでが浸水した
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と想定し、12V バッテリーで印加したまま 1 時間（台風 21 号時に浸水していたと考えられる時間）
コネクタを海水（実際に海水浸水したポートアイランド沿岸で取水）が入ったビーカーに液浸さ
せた後に引き上げて潮が引いた状態とし、車内に残った海水の滴下を想定して、スポイトで適宜
海水を滴下していく。12V バッテリープラス端子には、オレンジ線、マイナス端子には赤線と黄
色線を 1 次側に接続し、2 次側配線は、現場同様に未接続とする（写真 15・イラスト 1）。
・12V 印加直後
陰極（黄線と赤線）で水素の発生（写真 16）。
・8 分経過
陽極（橙線）に青緑色の生成物が発生し始める（写真 17）
。
・1 時間経過
海水から取り出すと、端子挿入部やコネクタ内部に、現場で発見された青緑色の生成物と同様
の付着物が見られ、海水に比べて粘性があり、流れずにコネクタ内部で粘着している（写真 18、
19）。
12V バッテリー

印加状態のコネクタを
海水内に 1 時間浸水させる

写真 15 実験の状況

+

－

ﾊﾞｯﾃﾘｰ

ｺﾈｸﾀ

2 次側

1 次側

イラスト 1 実験時の配線の状況
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水素

青緑色の生成物

写真 16 陰極（黄線と赤線）で水素が発生

写真 17 陽極（橙線）に青緑色の
生成物が発生

青緑色の生成物

青緑色の生成物
青緑色の生成物

写真 19 コネクタ内部にも生成物が
粘着

写真 18 多量の青緑色の生成物が付着

(2) 生成物の回析測定
生成物を試料（写真 20）とし、兵庫県立工業技術センター所有の高速
X 線回折測定システム（株式会社 Rigaku 製 SmartLab9kW）により試料に含まれる化合物の同定
を行う。測定結果に対し、装置内に記録されている 4 種のライブラリ①ICDD(PDF-2/Release2013
RDB)、②RigakuDemo2013、③日本結晶学会、④Crystallography Open Database で検索し、試料の
著明なピークとライブラリ検索結果を比較すると、生成物は NaCl（塩化ナトリウム）及び Cu₂(O
H)₃Cl（三塩基性塩化銅）を主成分として含んでいることが分かった。また、CuCl₂（塩化銅）及
び Cu(OH)₂（水酸化銅）については、含んでいる可能性はあるが、含んでいたとしても、その濃
度は低いと考えられる（表 2）。
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写真 20 試料（コネクタ内部の生成物）
表 2 試料の高速 X 線回析測定結果
測定データ:実験後海水/Data 1
Halite, Na Cl, 01-080-3939

強度 (cps)

8.0e+005 Anatacamite, Cu2 ( O H )3 Cl, 01-078-77

6.0e+005

07
Copper Chloride, Cu Cl2, 00-001-0185
Copper Hydroxide, Cu ( O H )2, 00-003-0
307

4.0e+005

2.0e+005
0.0e+000

Halite, Na Cl, 01-080-3939

Anatacamite, Cu2 ( O H )3 Cl, 01-078-7707

Copper Chloride, Cu Cl2, 00-001-0185

Copper Hydroxide, Cu ( O H )2, 00-003-0307

20

40

60

80

2θ (deg)

(3) 電気伝導度の違い
海水は、測定位置により一様ではないが、構成成分は水（96.6％）塩分（3.4％）とされ、塩分
には、塩化物イオンやナトリウムイオンを筆頭に、多数のイオンが含まれることから水道水等に
比べて電気を通しやすいが、実際に海水浸水したポートアイランド沿岸で海水を取水し、①雨水、
②水道水、③海水、④海水（生成物あり）の 4 種類（写真 21）で電気伝導度を比較測定する。兵
庫県立工業技術センター所有の電気伝導度計（TOADKK 社製 CM-31P）により、各試料を測定す
る。なお、比較試料として、同センターにて作成したイオン交換水（イオン交換樹脂などにより
イオンを除去した水）も合わせて測定する（表 3）。測定の結果から、イオン交換水＜雨水＜水道
水＜海水＜海水（生成物あり）の順で、電気伝導度の数値が高く、海水（生成物あり）は最も数
値の低いイオン交換水の約 42,735 倍に及び、より電気が流れやすい状態であることが判明した。

-229-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

試料 1

写真 21 試料 1 雨水

試料 2

試料 3

試料 2 水道水

試料 4

試料 3 海水

試料 4 海水（生成物あり）

表 3 各試料の電気伝導度

試料１

試料２

試料３

試料４

比較試料

2.72 mS/m

19.20 mS/m

4.66 S/m

5.00 S/m

0.117 mS/m

(4) 再現実験
以上より、海水中の電気分解実験による生成物発生の確認、電気伝導度測定から海水及び生成
物の電気伝導度の高さが判明したが、実際に短時間で出火に至るかを実証実験する。火災現場で
収去した、まだ焼損していないコネクタ（ポリブチレンテレフタレート樹脂）を使用し、12V バ
ッテリーで印加して出火までの経過及びコネクタ内部の焼損状況を見る。
・プラス端子を赤線、マイナス端子を白黒線に接続する。
テスターにより、端子挿入部のプラスマイナス両端子で、内部導通を確認するも、
（O.L）で導
通していない（写真 22）
。
・火災現場同様に、コネクタを 1 時間海水に浸水させた後に、海水が引いて車内に残った海水の
滴下する状況を想定し、海水から取り出して適宜、コネクタにスポイトで海水を滴下する（写
真 23）。
・88 分後、コネクタ内から白煙が発生する（写真 24）。
・120 分後、コネクタ内でシンチレーションが発生する（写真 25）。
・135 分後、大量の白煙と共にコネクタ側面が貫通し、発炎（写真 26）
。
・プラスマイナス両端子を、バッテリーターミナルから離脱してコネクタ内を見ると、絶縁被覆
が溶融し、銅線が剥き出しになっている（写真 27）。端子挿入部のプラスマイナス両端子間の
抵抗値を測定すると、10.3Ω と非常に低い値であり、トラックが形成されていることが認めら
れる（写真 28）。
・超音波カッターでコネクタを分解し内部を見ると、プラス端子（赤線）の銅の大部分は、溶融
または焼失、残った銅も欠損がある。マイナス端子（黒線）にも、欠損及びプラス端子側には
電気痕が認められる（写真 29）。今回の台風 21 号の一連の火災で発生が多かった時間帯は、最
高潮位を記録した 14 時頃からの 3 時間以内であり、当実験でもプラスマイナス両端子間が絶縁
された状態からでも、135 分で発炎に至っていることから、火災現場と時間経過は合致する。
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1 時間海水に浸水させたコネクタを 12V で印加

写真 22 内部導通状況

写真 23 実験開始時

写真 25 120 分後、シンチレーション発生

写真 24 88 分後、白煙発生

写真 26 135 分後、大量の白煙及び発炎

剥き出しの銅線

写真 27 実験後、コネクタ内銅線が剥き出し

写真 28 トラックが形成

溶融または焼失、
銅の欠損

プラス端子側に
電気痕

写真 29 コネクタ内部で短絡痕
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4.8 調査結果
以上のことから、コネクタが海水浸水すると、海水及び電気分解による生成物により、電気伝
導度が高くなり、また、生成物は粘性があるため、コネクタ内外で粘着することで、端子間の通
常の電路以外で通電しやすい状況が促進されると考えられる。これらの要因から、絶縁体である
樹脂でも炭化電導路が形成され、再現実験のようにトラッキングにより 135 分で発炎に至り、通
常のトラッキングでは考えにくい短時間での発生に繋がったと推察される。
5.

走行中にエンジンオイルが漏洩して排気管で発火した火災事例

5.1 火災概要
・覚知日時

平成 30 年 10 月 17 日

16 時 46 分頃

・鎮火日時

平成 30 年 10 月 17 日

17 時 02 分

・出火場所

神戸市中央区車道

・損害状況

普通乗用車１台焼損（平成 15 年式 29 万 7,339km 走行）

・発見状況 9 月 4 日の台風 21 号で、ドアノブまで海水浸水した車両を廃棄するため、駐車場を
16 時 30 分頃に出発し、スクラップ工場に向かう間の 10 数分走行したところ、ボン
ネット助手席側から煙が上がった。ガラガラという音とともに、エンジン出力が上
がらなくなったので路肩に停車すると、ボンネット下部から炎が上がり、付近で勤
務中の作業員が 119 番通報し、初期消火するも不奏功であった。
5.2 見分状況
進行方向に向かって前後左右と表記する。
外観より、エンジンルームを基点として焼損していることから、エンジンルームからの出火は
明白である。エンジンルーム内の左後方のダッシュパネル付近の錆や、車両前方のラジエター上
部中央の溶融から出火した範囲を、エンジンルーム内の中央から左側部分とした（写真 30、31）。
発火源を見ると、各配線に電気痕はなく、スターターモーターも内部のグリス残存や端子に異状
は見られず、ファンモーターも巻線の一部のみの変色にとどまることから否定される（写真 32、
33、34）。
次にエンジンブロックを見ると、エンジン前方エキゾーストマニホールド右横に穴あきがあり、
コネクティングロッドの一部が飛び出ており（写真 35）、穴あき箇所直下の排気管には、エンジ
ンオイル痕が認められる。オイルパン内部には、コネクティングロッドの破片が散らばり、エン
ジン出力が上がらなくなった使用状況からも、コネクティングロッドがピストン内で破損したこ
とが分かる。
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左ダッシュパネルに錆

ラジエターの溶融箇所
写真 30 外観

写真 31 エンジンルーム

写真 33 スターターモーター内部

写真 32 スターターモーター

写真 34 ファンモーター

写真 35 コネクティングロッドの飛び出し
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5.3 コネクティングロッド破損の原因
コネクティングロッド破損の要因として、エンジンオイル劣化が挙げられるが、オイルパン内
部に残ったエンジンオイルにスラッジがほぼ認められないことから、エンジンオイルの劣化は考
えにくい（写真 36）。そこで考えられる要因は、浸水していたドアノブの高さが約 95cm に対して、
エアフィルターが 90cm であることから、エンジン内部まで海水浸水していたことである。水分
がシリンダ内に浸入すれば、気体のように圧縮されないため、コネクティングロッド等に過度の
力が加わり、内部を破損させるウォーターハンマー現象が発生し、コネクティングロッドを破損
させる（イラスト 2）。

コネクティングロッドの破片

写真 36

コネクティングロッドの
破片及びエンジンオイル

イラスト 2

5.4 調査結果
以上のことから、エンジン内に海水浸水すれば、ウォーターハンマー現象によりコネクティン
グロッドが破損して、エンジンブロックから飛び出し、エンジンオイルが排気管に漏洩して、発
火したものと考える。
6.

迅速な予防広報
台風 21 号は、社会的影響が甚大であったことから、神戸市に再上陸した翌日の 9 月 5 日には、

報道機関から多数の取材があった。また、今後も火災が続発することが予測されたことから、翌
9 月 6 日の早期の段階でまず、神戸市のホームページ上で浸水・冠水車両被害に対する対応情報
を掲載しておき、その間に並行して、メーカーとの合同見分や再現実験を繰り返し実施し、そこ
からさらに詳細な原因認定を基に、約 2 か月間に渡って継続して、多方面へ情報発信を行った。
・9 月 4 日

13 時頃、台風 21 号が神戸市に再上陸

・9 月 5 日

報道機関からの取材が相次ぐ
『共同通信社』『神戸新聞社』『読売テレビ』等

・9 月 6 日

神戸市ホームページに浸水・冠水車両被害に対する対応情報を掲載する。

・9 月 19 日

収束したと思われた火災が、台風が過ぎてから約 2 週間後にも 2 件発生。主な発生
場所の管轄である 2 消防署から、防火安全協会と防火安全協会以外の事業所へはパ
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トロールを行い、多数の防火啓発チラシ(計 468 枚)を配布し、発生の可能性の高い
箇所への広報を強化する（画像 1、表 4）。
・9 月 20 日

市政記者クラブへの『記者資料提供』を発信する。（画像 2）

・9 月 27 日

神戸新聞社から電話取材を受ける。

・10 月 3 日

火災原因調査及び実験の結果、エンジンをかけていない車両のコネクタから、トラ
ッキングを起因として発生することが多いことが判明したので、神戸市ホームペー
ジ及び YouTube 内の Kobecitychannel でより市民に伝わる広報を実施する（画像 3）。

・10 月 4 日

台風再上陸から 1 か月となり、各情報番組に取り上げられ、より具体化した情報で
広報する。
NHK『ニュースほっと関西』『ニュース KOBE 発』
読売テレビ『かんさい情報ネット ten.」
フジテレビ『とくダネ！』

・11 月 1 日

神戸市消防局監修の情報誌『雪』内の生活あんぜん情報に掲載する。

画像 1 防火啓発チラシ

画像 2 記者資料提供
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表 4 防火啓発チラシ配布状況
東灘消防署

水上消防署

合計（枚）

防火安全協会

１８４

２００

３８４

パトロール配布

２４

６０

８４

２０８

２６０

４６８

画像 3

7.

YouTube『Kobecitychannel』の火災実験動画

おわりに
高潮浸水した車両が相次いで長期に渡り出火するという全国の火災史に見ても、非常に稀な火

災であったといえる。これまで、高潮浸水車両からの出火原因の具体的な発生箇所やメカニズム
について、詳細に記載された資料は多くはなかったが、今回の実験により、高潮浸水車両の出火
メカニズムの一つが解明に至ったと考える。また、より伝わる広報のためには、確実な原因認定
を基とし、迅速かつ多方面に予防広報を粘り強く実施することが、より効果的な類似火災防止に
繋がる。
今回のような想定外の火災を紹介することで、今後も各地で起こる可能性がある、高潮による
海水浸水車両火災時の原因調査の一助にもなれば幸いと考える。

-236-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員における原因調査事例

電気温床線からの出火事例
神戸市消防局

1.

梅木裕史

火災の概要
平成 30 年 1 月の 21 時頃、兵庫県神戸市北区の一般民家で発生し、21 時 29 分に覚知、21 時 41

分に鎮火した火災である。
り災程度は、木造スレート葺サイディングボード張 2 階建 1 棟延 136m2 のうち、1 階浴室、脱
衣所及び廊下、計 8m2 と樹脂製のマット 1 枚、2 階階段室の網戸 1 枚各焼損。他 1 階全煙損。
2.

電気温床線とは
電気温床線は、給電用のリード線と発熱線からなる物で、ニクロム線等と同様に、通電するこ

とにより発熱線が発熱し、周囲温度プラス 30℃くらいにまで発熱する。この発熱線を畑の床土（と
こつち）や本圃（ほんぽ）に張り巡らせることで、土を作物に適した温度に保つための農機具で
ある。
規格は単相 100V、500W、発熱線の長さが 62m で、定格電流が 5A であり、この電気温床線 1
セットで、約 7m2 の畑をカバーすることができる（写真 1 参照）。

発熱線
リード線
この部分にプラ
グを接続する

品番表示及び接続

写真 1 電気温床線の各部名称
3.

見分及び家人の供述
現場を見分すると、焼きは 1 階の浴室、脱衣所及び廊下にのみ認められる。
浴室及び廊下は、いずれも脱衣所からの延焼により焼損した状況が認められたため、脱衣所を

中心に見分を進める。
脱衣所は 3.2m2 の正方形であり、南側は廊下へ、東側は浴室へとつながり、北面には屋外への腰
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高窓が配されている（図 1 参照）。
写真④

給湯器

写真②③

図 1 1 階平面図
3.1 北面及び東面の壁体について
床から天井に至るまでの間で、表面の壁紙が扇状に焼損しており、床には表面の炭化した樹脂
が原形をとどめないほどに溶融し、堆積している（写真 2 参照）。この付近のことについて、立会
人（家人）は「脱衣所の北東角には腰高の樹脂製のチェストを置いていた」と述べている。
3.2 堆積物について
洗面台には金属製の突っ張り棒が 1 本あり、床には黒く変色した金属製ハンガーや一部が焼失
したタオル、ズボンが残渣物として認められる。このことについて立会人は、
「北西側の壁体上部
から東側浴室入口上に突っ張り棒を設置し、蛸（たこ）足ハンガーや金属製ハンガーを使ってタ
オル、ズボン等を干していた」との説明である。
3.3 電気温床線について
腰高窓付近床上において断線し、短絡痕の生じたコードを見分したため、このコードについて
立会人に尋ねたところ「それは屋外の凍った給湯器配管を暖めるために使っていた電気温床線で
ある」
「洗面台のコンセントから北側の腰高窓まで脱衣所の中空を通し、屋外北面に設置された給
湯器までつながっている」との説明である（写真 3 参照）
。
断線した箇所から、コードを伝いながら確認すると、断線箇所から一次側へたどると、プラグ
は洗面台のコンセントに差し込まれており、二次側は、北側腰高窓の下部に挟まった状態で、屋
外の給湯器へと配線されている。
給湯器内では、配管に電気温床線が巻きつけられ、余長部分が把になって収められている。把
になった発熱線部分を取り出して見分すると、被覆の一部には溶融し、固着した部分も認められ
る。給湯器自体に焼損は認められない（写真 4 参照）。
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ブレーカー

突っ張り棒
溶融した樹脂

写真 2 脱衣所内焼損状況

窓枠に挟まった電気温床線

洗面台のコンセント

途中で断線している

写真 3 脱衣所内電気温床線の状況
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アルミマット除去後

電気温床線（発熱線）

写真 4 給湯器内部の状況
3.4 火災時の家人の行動について（家人からの聴取結果）
「入浴しようとしたが、給湯器が凍結していました」
「凍結した給湯器の配管を解凍するため、5 年程前に友人からもらった電気温床線を給湯器に
巻きつけ、そのプラグを洗面台のコンセントへ差して、約 30 分後リビングでくつろいでいたとこ
ろ、部屋の電気が消えて停電しました」
「ブレーカーを確認するために脱衣所まで来ると、腰高窓の下あたりから天井まであがる炎を
発見しました」
3.5 見分時の疑問
屋外の給湯器内では、電気温床線の発熱線が把になっていたことから、発熱線は給湯器内で蓄
熱することが考えられ、現場見分の結果においても、発熱線の被覆には、溶融した部分が認めら
れる。ただ、本件火災は給湯器を中心に燃え広がった状況にはなく、給湯器から離れた建物内（脱
衣所）が、なぜあのような燃え方となったのか。
現場から電気温床線を収去するとともに、同型品を入手し鑑識、燃焼実験をすることとした。
4.

メーカーへの聞き取り（取扱説明書の記載事項を含む内容）
以下のことを守らなければ、火災危険があることを聴取した。

4.1 発熱線同士は 3cm 以上の間隔を空けること
4.2 発熱線と可燃物とを 3cm 以上離すこと
4.3 金属と接触させないこと
磁性のある金属（鉄など磁石にくっつく金属）と接触することにより、金属が加熱される（取
扱い説明書に記載なし）。
4.4 把の状態で通電しないこと
発熱線が把になることで、蓄熱が進む。
4.5 発熱線の長さを変えない（切断、接続しない）こと
5.

鑑定
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電気温床線を関係者承諾のもと収去し、独立行政法人製品評価技術基盤機構において、見分す
る。
電気温床線は、プラグから約 130cm の位置に、リード線と発熱線との接続部がある（写真 5 参
照）。
発熱線は、リード線との接続部から（二次側方向へ）20cm 付近に、炭化した樹脂が発熱線を
巻き込むようにして固まり（以下、固着物と記す）、接続部から 75cm 付近で断線し、先端には短
絡痕が生じている。そこから先は円形に把ねられており、所々で被覆が溶融して固まっている（写
真 6 参照）。
X 線透過装置を使用し、固着物内部を確認したところ、洗濯ばさみの金属製のバネや針金等が
認められる。発熱線に断線は認められない（写真 7 参照）
。
現場で窓枠に挟まっていることを確認した部分は、90 度に折れ曲がっているものの、被覆に焼
きは認められず、断線もしていない。
溶着した発熱線をほぐしながら見分すると、一部に発熱線の被覆が溶融し、芯線同士が接触し
ている状況が認められるものの、断線はしていない。

窓枠に挟まっていた部

溶着した発熱線

固着物
リード線接続部
プラグ

断線部分

写真 5 焼損した電気温床線の状況

写真 6 断線部分、短絡痕の状況
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洗濯ばさみの金属製のバネ

針金

写真 7 固着物内部の状況
6.

実験
収去品と同型の電気温床線を使用し、現場の状況を再現した中で、4 パターンを想定した燃焼

実験を行う。
6.1 各実験パターンに共通する事項について
(1) 発熱線に可燃物（タオル、針金ハンガー）を接触させた状態で、各部の温度変化を測定する。
※タオルが発熱線に落下した際の、発熱線と接触時の蓄熱状況を確認するために、被せて設
定する。
※針金ハンガーは、発熱線との接触で金属の加熱状況を確認するために接触させる。
(2) 発熱線にコンクリートブロックを乗せて加重をかける。
※脱衣所の窓に、発熱線の一部が挟まっている状況を再現する。
(3) リード線部分に安全ブレーカー及び電流計を設置する。
(4) 気象状況等は、気温 8.2℃、湿度 60.2％、天候は晴れ、室内につき無風である。
6.2 実験 1～実験 3 に共通する事項について
発熱線の余長部分は、現場と同じように把ねると、把ねた部分が発熱し、他の要因（可燃物接
触、金属の加熱等）を確認できないと考えられるため、把ねずに放熱の可能な状態とする。
（余長
部分を把ねた状態は、実験 4 で行う）
6.3 実験 2～実験 4 に共通する事項について
実験 2～実験 4 は、通電した状態で、状況を変化させて実験を継続しているため、実験物品横
の時計は、実験 2 開始時からの時間を表示している。
7.

実験 1

-242-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

発熱線を捻った状態（発熱線同士の接触）でタオルを接触させ、タオルとの接触部分及び捻っ
ていない発熱線単独の温度を計測する（写真 8 参照）。
7.1 実験 1 結果
12 分間実験したが、出火には至らなかった。
発熱線単独の温度は最高 25.1℃、発熱線を捻りタオルと接触している部分は最高 44℃となるも、
発熱よりも放熱が勝り、温度が停滞した（図 2 参照）。

リード線接続部

№1

電流計

№2

熱電対（K タイプ）

写真 8 実験 1 の状況

（

50
45
40
35
温
度 30
25
℃ 20
15
10
5
0
）

No1[℃]
No2[℃]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

時間（分）

図 2 実験 1 の温度データ

8.

実験 2
捻った発熱線にタオルを被せた状態（タオルによる蓄熱）と針金ハンガーを接触させた状態（金

属との接触）にし、タオル内部、発熱線と針金ハンガーとの接触部分及び発熱線単独の温度を計
測する（写真 9 参照）。
8.1 実験 2 結果
40 分間実験したが、出火には至らなかった。
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タオルを被せた部分は、最高で 103.2℃まで温度上昇したが、実験開始から 30 分以降は温度上
昇が停滞した（図 3 参照）。
針金ハンガー（金属）と接触した部分は、最高 60.9℃まで温度上昇したが、実験開始から 30
分以降は温度上昇が停滞した。

№3

№1

№2

写真 9 実験 2 の状況
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（

温
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20
0
0
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15

20

25

30

35

40

時間（分）

図 3 実験 2 の温度データ

9.

実験 3
捻った発熱線にタオルを被せた状態と、針金ハンガーと発熱線とが接触する部分にタオルを被

せ、タオル内部、発熱線と針金ハンガーとの接触部分及び発熱線単独の温度を計測する（写真 10
参照）。
※実験 2 の状態から「針金ハンガーの蓄熱する状況」を加える。
9.1 実験 3 結果
27 分間実験したが、出火には至らなかった。
実験開始時、発熱線と針金ハンガーとの接触部分は 53.2℃から 124.6℃まで温度が上昇するも
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徐々に温度上昇の幅が小さくなった（図 4 参照）。

№3

№2

№1
写真 10 実験 3 の状況

140
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40

No3[℃]

20
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図 4 実験 3 の温度データ

10.

実験 4

捻った発熱線にタオルを被せた状態と、針金ハンガーと発熱線とが接触する部分にタオルを被
せる。発熱線とリード線の接続部分から、約 7m の位置（約 55m）を直径約 1m の円形に把ねる
（写真 11 参照）。
10.1

実験 4 結果

(1) 実験 4 開始から 3 分 15 秒後（実験 2 開始から 78 分 15 秒）に、把になった発熱線付近から
「パン」という音が鳴るが、電流値は 5.2A を計測しており、異状は認められない（写真 12、図
5 及び表 1 参照）。
(2) 実験 4 開始から 3 分 26 秒後（実験 2 開始から 78 分 26 秒後）に、2 回目の「パン」という音
が鳴り、把になった発熱線で火花が認められ、電流値が徐々に上昇し、実験 4 開始から 3 分 45
秒後に確認した時点で、10A の電流値が認められた（写真 12、図 5 及び表 1 参照）。
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各計測場所の温度は、火花発生直後から徐々に上昇している。
(3) 実験 4 開始から 3 分 49 秒後（実験 2 開始から 78 分 49 秒後）に、3 回目の「パン」という音
と同時に、針金ハンガーとの接触部分（温度データ№3）のタオルの隙間から白煙が発生し、その
2 秒後、リード線と発熱線の接続部から（二次側方向へ）約 3cm の位置（発熱線が接触している
部分）で短絡が発生し、発熱線が溶断した（写真 12、図 5 及び表 1 参照）。
(4) 実験終了時点で安全ブレーカー（20A）は作動していない。
(5) 把になった発熱線を見分すると、現場物品と同じく被覆が溶融して、芯線同士が接触してい
るものの、溶断は認められない（写真 13 参照）。

№3
№2

№1
写真 11 実験 4 の状況

№3

火花発生
№2

№1

写真 12 実験 4、火花発生及び溶断時の状況
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図 5 実験 4 の温度データ
表 1 実験 4 の温度データ
実験２開始時からの時間
75 分

76 分

77 分

78 分

78 分

78 分

78 分

78 分

78 分

78 分

発熱線同

110.1

108.2

105

100.6

99.4

99.2

98.6

100.7

116.2

138

発熱線単

23

24

21.3

19.7

19.5

19.3

18.3

21.9

34.1

44.1

金属接触

129.5

127.9

125.3

120.9

119.8

119.2

118.7

120.9

136.1

239.2

火災現場からの収去品

実験物品

写真 13 電気温床線の現場と実験時の焼損状況比較
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10.2

実験結果からの考察

以上の実験結果から、発熱線同士の接触及び金属と発熱線との接触では、温度上昇は認められ
るが、短時間での出火は考えにくい。
しかし、発熱線の余長を把にすることにより、短時間で高温に達し、発熱線の被覆を溶融させ、
発熱線の芯線同士が接触。
発熱線の芯線同士が接触することにより、本来であれば 62m の長さの抵抗により、安全な電流
値であるものが、発熱線の長さが短くなることにより、抵抗値が減少し、電流が増加。
電流が増加することにより、発熱線の温度が上昇し、その手前の把になっていない発熱線部分
でも被覆が溶融し、発熱線の芯線同士が接触。
さらに短くなり、抵抗値が減少、電流が増加ということを繰り返し、やがて短絡（溶断）する
に至る過電流が流れ、出火したと考えられる（図 6 参照）。

図 6 電気温床線出火経過図

11.

電気温床線の電流について

実験結果から、発熱線が段階的に接触していると考えられることから、電気温床線の正常時の
電流値及び発熱線接触時の電流値は、下記のとおり。
電圧を「E」電流を「I」抵抗を「R」電力を「P」として計算する。
11.1

正常時の電流及び抵抗値

電気温床線の長さ 62m、500W
P＝E×I

→

500W＝100V×I

I＝5A

E＝R×I

→

R＝E÷I

R＝100V÷5A

→

R＝20Ω
11.2

リード線と発熱線の接続部から 7m の位置で接触した場合の電流

把になった発熱線部分（7m の位置）で 2 本の発熱線が接触すると、発熱線の長さは 14m にな
ったと考えられるため、その時の電流及び抵抗値について計算する。
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正常時の抵抗値は 62m の長さで 20Ω なので、
62m：20Ω ＝

14m：R

R ＝

（20×14）÷62

R ≒

4.516Ω

抵抗値

4.516Ω

抵抗値が 4.516Ω となった際に流れる電流は、
I＝E÷R →
11.3

I＝100÷4.516 →

I≒22.14A

電流値

22.14A

リード線と発熱線の接続部から 75cm の位置で接触した場合の電流

リード線と発熱線の接続部から、75cm の位置で 2 本の発熱線が接触した際、発熱線の長さは
1.5m になったと考えられるため、その時の電流及び抵抗値について計算する。
正常時の抵抗値は 62m の長さで 20Ω なので、
62m：20Ω ＝

1.5m：R

R ＝

（20×1.5）÷62

R ≒

0.483Ω

抵抗値

0.483Ω

電流値

207.03A

抵抗値が 0.483Ω となった際に流れる電流は、
I＝E÷R →
12.

I＝100÷0.483 →

I≒207.03A

出火原因の認定

屋外に設置している給湯器の凍結状態を解除するために、農業用の電気温床線を、本来の使用
方法と異なった使用方法で使用し、発熱線を把にした状態で給湯器内に入れ、通電させたことに
より、把になった部分で異常発熱を起こし、発熱線の被覆が溶融したことから発熱線の芯線同士
が接触し、発熱線が本来の電路より短くなり、抵抗値が低下、電流及び温度が上昇し、脱衣所内
で短絡が発生、周囲にある可燃物に着火し、火災に至ったものと断定する。
13.
13.1

再発防止のための措置
メーカーへの要望

当該火災の原因は、家人が本来の使用方法と異なった使用方法で使用したことによるもので、
家人は友人から「給湯器の凍結を解除するのに使用すると良い」と聞き、電気温床線を譲り受け
ていることから、他人に譲渡しないこと、本来の使用方法と異なった使用方法で使用しないこと
及び取扱い説明書を近くに配置することを、商品本体に工夫して明示するよう口頭で要望し、商
品本体への明示は難しいかもしれないが、検討すると回答を得た。
また、当該火災の原因と直接関係は無かったが、取扱い説明書に記載が無く、業者から説明を
受けた発熱線と金属が接触することにより金属が加熱され、火災の危険性があることについて、
実験でも加熱する事実が確認できたため、取扱い説明書に記載するよう口頭で強く要望し、現在
は、取扱い説明書が新しくなり改善されている（写真 14 参照）。
13.2

農業関係者への広報

当該火災で焼損した電気温床線は本来、農業で使用する物であるため、主として利用する農家
に対して広報を実施することが効果的だと判断し、神戸市北区の農会長が集まる農会長会にて、
消防署の作成したチラシを配布し、神戸市北区の全農家に周知してもらうよう依頼した（写真 15
参照）。
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新
○

旧
○

写真 14 新・旧取扱い説明書
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写真 15 農家に配布したチラシ
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員における原因調査事例

ジャンプスターターに起因する車両火災の調査報告
徳島市消防局

1.

松本理史、生原正紀、藤田崇徳、齋藤秀司、津田啓貴

はじめに
今日の社会では、スマートフォンをはじめとする携帯型電子機器は、生活に欠かせないもので

ある。これら電子機器のバッテリとしてリチウムイオン電池が使用され、その用途は多岐にわた
り、今後更に普及が進むものと考えられる。
その一方で、不適切な取り扱いや製品不良に起因した、リチウムイオン電池が原因となる火災
が全国的に多発しているのも事実であり、その対策として 2019 年 2 月からは、モバイルバッテリ
が電気用品安全法（PSE 法）の規制対象となった。しかし、今後もインターネットオークション
等を介して、安全基準を満たさない製品が流通することが懸念されている。
本稿で紹介するのは、ジャンプスターター（バッテリ上がりを起こした車のバッテリに接続し、
エンジンが始動できるモバイルバッテリ）から出火した車両火災である。ジャンプスターターは、
救援車やブースターケーブルがなくてもバッテリ上がりを復旧できるだけでなく、スマートフォ
ンやパソコンの充電も行えるという汎用性や利便性から、近年急速に普及が進んでいる製品であ
る。
本火災の出火原因となったジャンプスターターは、インターネットオークションで入手した海
外生産品で、製造元は不明、取扱説明書は英語表記のみであった。正しい取扱方法を知らないま
ま使用したことにより火災に至ったものであり、まさに懸念されている問題点が浮き彫りとなっ
た事案であるといえる。
2.

火災の概要
本火災は、バッテリが上がった廃車予定の普通乗用車（平成 12 年式

総排気量 2.25L のミニバ

ン）のバッテリに、ジャンプスターターのブースターケーブルをクランプで接続してエンジンを
始動した後、接続したまま走行したところ、エンジンルーム内から出火し、当該車両 1 台を焼損
した車両火災である。
車両運転者 X（以下「X」という。）によると、ジャンプスターターを接続してエンジン始動後、
接続したまま約 3.5km 走行した。出火場所付近で急にライトが暗くなりエンストしたため、ボン
ネットを開けると、ジャンプスターターを置いたエンジンルーム運転席側前方のバッテリ付近に、
炎を確認したとのこと。
火災を発見した X は、車内の座布団を持ち出し、火を叩いて初期消火を試みている。その際、
ジャンプスターターのブースターケーブルに手が引っ掛かり、マイナス側のクランプだけが外れ
たとのことである。外れたマイナス側のクランプは、エンジンルーム外で発見されている。
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3.

使用したジャンプスターターについて
ジャンプスターターは、X が約 1 年前にインターネットオークションで新品購入したものであ

る（図 1）。購入後は、バッテリが上がった車両のエンジン始動に使用していたが、これまで特に
異常はなかった。ジャンプスターターを接続したまま走行したのは、今回が初めてとのことであ
る。
ジャンプスターターは海外生産品で、製造元の記載はなく、取扱説明書は英語表記であった。取
扱説明書を和訳すると、製造元、安全装置、保証等についての記載はなかった。注意事項として、
「エンジン始動後は 30 秒以内に取り外すこと。
」と記載されているものの、X はそのことを認識
していなかった。
ジャンプ
スターター

図1

4.

火災現場における実況見分

4.1 車両外観について
焼損が見分されるのはボンネット及びその周辺のみである。ボンネットの変色状況から、運転
席側前方に強い焼損が認められる（写真 1）。
4.2 エンジンルーム内について
運転席側を中心に強い焼損を認め、運転席側前方のバッテリ上部付近には、折り重なった金属
片が見分される。X の供述からジャンプスターターの焼損物であることが疑われるが、車両部品
である可能性も否定できない（写真 2）。
4.3 車両内部について
車両内部に焼損は見分されない。
4.4 火災現場における実況見分のまとめ
エンジンルーム運転席側に強い焼損を認め、X の供述とも一致することから、出火箇所はエン
ジンルーム内運転席側付近と判定する（写真 3）。
また、出火箇所付近には折り重なった金属片が見分され、X がジャンプスターターを置いたと
供述した位置と一致する。このことから、ジャンプスターターが出火に関係している可能性も考
えられる。
車両異状による出火とジャンプスターターによる出火の両面から、以後の調査活動を進めるこ
ととする。
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写真 2 折り重なった金属片
写真 1 車両外観

写真 3 出火箇所
5.

合同鑑識見分
合同鑑識は X 立ち会いの下、車両メーカー、県警及び消防局が合同で実施。
エンジンルーム内全体について鑑識見分を実施しているが、本稿においては出火箇所と判定し

た、エンジンルーム内運転席側に限定して記載する。出火原因としてヘッドライト及びバッテリ
が考えられることから、以下考察する（図 2）。
5.1 ヘッドライトについて
ヘッドライトを見分すると、運転席側は樹脂部分が焼失しているのに対し、助手席側は軟化溶
融しているのみであることから、運転席側の焼損が強い。運転席側のハロゲンバルブを見分する
と配線に短絡痕はない。バルブに破損や付着物は認められず、ソケットパッキンも残存している
（図 3）。
このことから、バルブが脱落、樹脂部分に接触して出火した可能性は低い。
5.2 バッテリについて
バッテリ固定ブラケットのナットは、均一に締め付けられている。また、バッテリ固定ブラケ
ットに、短絡痕は認められない。さらに、バッテリのプラス側・マイナス側のターミナルに、緩
みは認められない（図 4）。
このことから、バッテリのプラス側ターミナルの緩み及びバッテリ固定ブラケットとプラス側
ターミナルの短絡による出火の可能性は低い。
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5.3 合同鑑識見分のまとめ
出火箇所に位置する部品からの出火が否定されたことにより、車両異状による出火の可能性は
低いものと判断される。

図3

図2

図4

6.

実車両を用いた再現実験

6.1 再現実験に向けて
ジャンプスターター製造元の特定に至らないことから、消防局独自で再現実験を実施すること
とし、ジャンプスターター（同型品）を入手する。
徳島県消防学校に、実験場所及び実験車両の提供を依頼。実験車両として、交通救助訓練用の
廃車車両のうち、走行可能な平成 11 年式

総排気量 1.59L の普通乗用車（以下｢実験車両｣という。）

の提供を受ける。
6.2 実験車両のバッテリ電圧確認
テスターを使用し、さまざまな状態での車両バッテリの電圧を測定した。
エンジン停止時は 12.5V、アイドリング時は 14.0V、アイドリング状態で電装品使用時は 13.0V、
2,000 回転で電装品使用時は 14.0V という結果であった。この結果から、アイドリング状態では、
オルタネータによりバッテリが充電されること、電装品を使用するとバッテリから放電されてい
ることが確認できた。
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6.3 ジャンプスターター（同型品）の性能確認
放電させ電圧が 2.0V まで下がったバッテリを実験車両に取り付けたうえで、バッテリにジャン
プスターターを接続してエンジンを始動したところ、正常にエンジンを始動することができた。
次に、実験車両のバッテリを取り外した状態で、ジャンプスターターを直接バッテリターミナル
に接続してエンジンを始動したところ、エンジンは始動可能で、ジャンプスターターを外しても
エンジンは停止せず、エンジン回転数を上げることも可能であった。しかし、電装品を使用する
と、エンジンが停止した。
6.4 火元車両のバッテリ状態の確認
出火前の火元車両の状況、関係者の供述等から、出火前のバッテリは以下の状態であったと推
察される。
①

火元車両のバッテリは、完全に劣化故障していた。

②

同バッテリは、オルタネータが発電した電力を蓄電する能力を失っていた。

③

同バッテリは、完全に機能を失っていることから、ターミナルに接続されたジャンプスタ
ーターがバッテリとしての機能を果たしていた。

上記①～③を仮説だて、ジャンプスターターが劣化故障した車両バッテリの役割を果たしてい
たものと考え、出火原因の究明に向けた再現実験を行う。
実験 1（プラス側ブースターケーブルの短絡）
、実験 2（ジャンプスターターの過放電）、実験 3
（ジャンプスターターの過充電）の順に実験を行う。
6.5 実験 1（プラス側ブースターケーブルの短絡）
6.5.1 実験方法
ジャンプスターターには、プラス側ブースターケーブルに安全装置が備わっている。そこで安
全装置ありの場合と、安全装置なしの場合を再現し、それぞれ車体金属部と接触させ、短絡が生
じるか否かの実験を実施した（図 5）。
6.5.2 実験結果
安全装置の有無に関わらず短絡火花が発生する（図 6）。

図6

図5
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6.6 実験 2（ジャンプスターターの過放電）
6.6.1 実験方法
実験車両のバッテリ電圧確認結果から、車両の電装品を使用すると、バッテリから放電されて
いることが確認されたため、仮説のとおり、バッテリに接続されていたジャンプスターターがバ
ッテリとしての機能を果たし、車両の電装品を使用すると、ジャンプスターターから放電される
か否か、また放電されることによりジャンプスターターが発熱するか否かの実験を実施した。ア
クセサリ状態、アイドリング状態及び実走行状態並びにバッテリ・安全装置の有無等、条件を変
えながら実験を行った。放電電流については、クランプメーターを用いてジャンプスターターの
ブースターケーブルの電流値を測定した。外面温度については、非接触型放射温度計を用いて測
定した（図 7）。
6.6.2 実験結果
車両バッテリを取り外して、ジャンプスターターを直接バッテリターミナルに接続した状態で
実験を実施したところ、仮説のとおり、アイドリング状態ではジャンプスターターが充電され、
電装品を使用すると、ジャンプスターターから放電されることが確認された。最大で 15.0A で放
電、ジャンプスターターの外面が 47.6℃まで発熱した。また、電装品を使用し続けると、ジャン
プスターターのバッテリ残量が減少し、エンジン停止に至ることが確認された。
ジャンプスターターの安全装置なし、車両バッテリを取り外してジャンプスターターを直接バ
ッテリターミナルに接続した状態で 40km/h で実走行したところ、19 分後、8,000m 走行時点でエ
ンジンが停止、ジャンプスターターの外装接合部が 1mm 開放し、外面温度が 56.0℃まで上昇し
た（図 8）。

図7

図8

6.7 実験 3（ジャンプスターターの過充電）
6.7.1 実験方法
車両の電装品を使用せず、ジャンプスターターを充電させる状況を作り、ジャンプスターター
の充電電流及び外面温度を測定した。仮説のとおりバッテリに接続されていたジャンプスタータ
ーがバッテリとしての機能を果たし、オルタネータが発電した電力を充電しようとするか否かを、
アイドリング状態及び実走行状態並びにバッテリ・安全装置の有無等、条件を変えながら実験を
行った。充電電流については、クランプメーターを用いてジャンプスターターのブースターケー
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ブルの電流値を測定した。外面温度については、非接触型放射温度計を用いて測定した（図 9）。
6.7.2 実験結果
ジャンプスターターの安全装置ありの場合は、他の条件に関わらず充電されず、安全装置が正
常に機能していることが確認された。
ジャンプスターターの安全装置なし、車両バッテリを取り外してジャンプスターターを直接バ
ッテリターミナルに接続した状態で 40km/h で実走行したところ、1.5A で継続して充電され、外
面温度は 65.0℃まで上昇、20 分後、ジャンプスターターの外装接合部が 4mm 開放した。その後、
40 分実験を継続するも、出火には至らなかった（図 10・写真 4）。
ジャンプスターターの安全装置なし、車両バッテリを取り外してジャンプスターターを直接バ
ッテリターミナルに接続した状態で 10km/h で実走行したところ、実験開始直後にジャンプスタ
ーターから大量の白煙が噴出、その後すぐにエンジンを停止したため、出火には至らなかった。
バッテリセルが膨張破裂しており、ジャンプスターターの外面は 90.0℃、バッテリセルは 319.0℃
まで上昇、外装接合部が 18mm 開放した（図 10、写真 5 及び 6）。

図9

図 10

写真 5 白煙が噴出する様子

写真 4 4mm 開放した外装
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写真 6 白煙噴出後の外装
7.

ジャンプスターターの鑑識見分
再現実験で発熱・発煙反応があった、ジャンプスターター及び火元車両のエンジンルーム内に

残存していた折り重なった金属片の鑑識見分を実施した。①を再現実験（過充電）で外装接合部
が 4mm 開放したもの、②を再現実験（過充電）で白煙が噴出したもの、③を火元車両エンジン
ルーム内の残存物とし、外装（図 11）、内部の構造（図 12）
、バッテリセルの内部（図 13）、各バ
ッテリセルの構造及び焼損状況（図 14）の比較を行った。
バッテリセルを比較すると①、②及び③は全て形状が同様であり、火元車両の残存物がジャン
プスターターの焼損物であることが確認できた。
また、各バッテリセルの構造及び焼損状況を見分すると、③火元車両残存物は負極のみが残存
しており、全体的にもろくなって部分焼失し、所々に穴があいているのが確認された。

図 12

図 11
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図 14

図 13
8.

出火原因の判定

8.1 プラス側ブースターケーブルの短絡について
実験 1 の結果から、安全装置の有無に関わらず短絡が生じることが判明したが、バッテリのプ
ラス側端子とバッテリターミナルが、適正に接続されていた事実が確認されたことから、出火の
可能性は低い。
8.2 ジャンプスターターの過放電について
実験 2 の結果から、安全装置の有無に関わらずジャンプスターターの外面温度は、最高で 56.0℃
までしか上昇しないことが確認されたことから、出火の可能性は低い。
8.3 ジャンプスターターの過充電について
実験 3 の結果から、安全装置が正常に機能している場合には、ジャンプスターターに充電され
ることはなく、外面温度には温度変化も見られないことが明らかとなった。
一方、安全装置を解除し同様の実験を実施した結果、ジャンプスターターが著しく発熱し、そ
の後膨張を伴う発煙現象に移行することが確認できた。
火元車両に残存していたバッテリセルは、銅箔（どうはく）が非常にもろくなり、所々に焼失
が認められる。この状況は、過去に発表されたリチウムイオン電池の内部短絡火災時における、
バッテリセルの焼損状況の特徴と非常に酷似するものである。
8.4 結論
本火災は、ジャンプスターターの安全装置が機能しなかったため、過充電により内部短絡を起
こし、発熱・発火に至ったものと判定する。
9.

類似火災防止に向けて

9.1 徳島市市政担当記者への情報提供
各種メディアに対して情報提供を行った結果、地元新聞社を含む新聞 2 社及び NHK 徳島放送
局により、注意喚起の報道がなされた（図 15）
。
9.2 徳島市ホームページによる注意喚起
リチウムイオン電池による火災の注意喚起ページにおいて、事故事例として掲載した（図 16）。
9.3 継続する取り組み
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製造元が判明せず、販売業者からの協力も得られないことから、下記のとおり注意喚起の広報
を展開している。
①

ジャンプスターターを取り扱う量販店への、注意喚起ポスター掲示依頼

②

自動車整備工場、給油取扱所、自動車ディーラー等への立入検査実施時に注意喚起を実施

図 16

図 15
10.

おわりに

本稿で紹介した火災は、ジャンプスターターの安全装置が機能せず、過充電が生じたことによ
り出火に至ったと結論づけたが、この「安全装置」について今一度考察する。インターネットを
介して取り扱われているジャンプスターターを見ると、今回不具合を生じた安全装置と酷似した
形状の安全装置が多用されており、それら製品の生産国は同一国の記載がされている。つまり、
本体形状こそ違えども、共通の安全装置が使用されていることから、1 つの製造元が本体形状を
変えて販売している、又は同一の安全装置が複数の製造元に供給されている可能性が考えられる。
今回不具合を生じた安全装置と同じものが使用されている製品については、同様の火災発生危険
があるものと考えられ、再発防止対策を講じる必要性がある。しかしながら、製造元の記載がな
く改善を要望しようにも打つ手がない状況である。本火災を取り扱うにあたり、消防研究センタ
ーに問い合わせた結果、出火に至るメカニズムは違えども、ジャンプスターターに起因する火災
は全国で発生していることが確認できた。商品の改善を望めない状況であるからこそ、各消防本
部が情報を共有し、地道な予防広報を継続していく必要性を改めて感じさせられた。本稿の内容
がジャンプスターターに起因する火災事例として周知され、類似火災防止の注意喚起がなされる
きっかけとなれば幸いである。
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【2019 年度消防防災科学技術賞】優秀賞

消防職員における原因調査事例

農薬原体製造プラント原料ホッパーの爆発火災事例
横浜市消防局

1.

中田雅之、古郡重雄、山田俊哉、瀬戸

勇、大場賢二、浅古慎一

はじめに
2018 年 2 月 12 日（月）、横浜市神奈川区に所在する株式会社エス・ディー・エス バイオテッ

ク横浜工場の農薬原体製造プラントにおいて、フレキシブルコンテナバッグ（Flexible Intermediate
Bulk Container.以下、FIBC という。）から粉粒体のイソフタロニトリル（Isophthalodinitrile.以下、
IPN という。
）を空の原料ホッパーへ投入中、爆発火災が発生した（写真 1）。
本事例は、製造プラント運転開始から 40 年以上安全に操業してきた化学工場で発生した火災で
あるが、FIBC で可燃性粉体を貯蔵、運搬および投入する際に潜在していた危険性とその調査手法
を報告するものである。

写真 1 燃焼継続する農薬原体製造プラント
2.

火災の概要

2.1 出火・鎮火日時
出火日時：2018 年 2 月 12 日 9 時 01 分、鎮火日時：同日 11 時 20 分
2.2 出火場所
神奈川県横浜市神奈川区恵比須町 8 株式会社エス・ディー・エス バイオテック横浜工場（以
下、SDS Biotech 横浜工場という。）
2.3 出火設備
農薬原体製造プラント内の原料ホッパー (図 1)
2.4 気象状況（横浜地方気象台 9 時現在）
天候：晴れ、気温：4.2 ℃、相対湿度：45 ％、風向：西南西、風速：7.6 m/s
2.5 被害状況
人的被害：死者 1 名（原料を投入した協力会社従業員）
物的被害：鉄骨造スレート葺きスレート張り、地上 4 階建て工場の 3 階および 4 階が焼損し、
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原料約 6t が焼失。爆発で破壊したスレート等が東西 39 m、南北 45 m の楕円形範囲に飛散し、
倉庫屋根等が破損している。
2.6 発見、通報、被災者の状況
近隣居住者が爆発音で火災に気付き、119 番通報している。出火棟西側の中央管理室（CCR）
に居た従業員は、1 回の爆発音で異常を察知し、建物前通路に出て農薬原体製造プラント 4 階投
入室を見通したところ、黒煙の中にいる被災者（協力会社従業員）を発見し、屋外階段を上がっ

W

3,700

て救助している。

S
N

4,000
5,250

4,000

22,470

5,470

E

図 1 農薬原体製造プラントの概略図（東側面）

3.

発災設備の概要
爆発した原料ホッパーは、1969 年 12 月に設置後、1989 年にステンレス製貯槽に更新された、

容量 21m3 の円筒円錐型タンクである。構造は、上面に原料投入口があり、下部にバッフルプレ
ート付き振動排出器、重量計が設置されている（図 2）。付帯設備は、バグフィルターとブロアー
があり、原料の飛散を防止している。粉じん爆発抑制装置および爆発圧力放散口は設置されてい
ない。
農薬原体製造プラントでは、原料の IPN を塩素ガスで塩素化することによってテトラクロロイ
ソフタロニトリル（TCIPN）を製造している（図 3）。
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原料投入口

S

バグフィルターに接続

左開き扉

N

E

550

W

N

487

E

75

S

W

610

分散板（内部西側）

34

1600

900

SUS304

5

3000Φ

W

S
N

E

1100

1300

850

3000

バッフルプレート（内部中央）
振動排出器上ゴムフレキ

700

重量計（ロードセル）
４箇所

2018Φ

500

1500

1340

500

振動排出器下ゴムフレキ

280

500

振動排出器バイブレーター

694
610

4400

SUS304

スクリューフィーダー

図 2 原料ホッパー概略図

図 3 農薬原体 TCIPN の製造工程概略図

4.

事故発生前後の状況
農薬原体製造プラントは、定期修理の小運休期間最終日であり、原料ホッパーは、乾式清掃後、

空の状態であった。出火前、協力会社従業員 2 名は、作業指示に基づき原料倉庫から、FIBC(1
袋 500 kg 入り)10 袋をワイヤーモッコで 4 階投入室に荷揚げし、作業床 5 箇所に 2 段積みしてい
る。その後、4 階の荷揚げ担当者 1 名が、IPN 投入準備で FIBC1 袋をホイストで吊り上げ、投入
口の直上に移動している（写真 2、図 4）。投入開始時刻を重量計トレンドデータ（2 分間隔）で
探ると、9 時 00 分 28 秒値は、バックグラウンドレベルであると同時に最大 140 Kg のデッドボリ
ュームがあることから、察知できない。
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9 時 01 分 22 秒、CCR 震度計が原料ポッパー爆発による震度 2 を記録。火災発生後、構内従業
員が原料ホッパーのブロアー排出口から、当日の風向に逆らう火炎の噴出を目撃しており、出火
前にブロアーが稼働されていたと推定する。
なお、過去 11 年間で静電気が発生しやすくなるといわれる相対湿度 65 ％以下の環境下で、小
運休後の原料投入工程は 4 回あるが、貯蔵残量がある原料ホッパーへの追加投入であった（表 1）。
８ m
W

S

解砕機設備
N

E

ブロアー

原料ホッパー
4

4

６m

4

床上のFIBC ２袋
２段積み静置
（１袋の直径：1.2 m）

4

投入口中心

投入口直上のFIBC
（ホイスト吊り下げ）
出入り口引き戸
（屋外階段側）

FIBC １袋
床上静置

写真 2 荷揚げ前の FIBC

4

4

３m
FIBC搬入窓
（開放状態）

4

4

ホイストレール（天井）

図 4 4 階投入室内の FIBC 配置状況

表 1 相対湿度 65 ％以下の環境下で実施された原料投入履歴
西暦
2018
2014
2013
2008
2007

5.

原料投入日
2/12（出火）
3/10
3/18
2/27
2/25

気温（℃）
4.2
6.3
18.3
10.5
2.5

相対湿度（％）
45
20
58
56
31

天気
快晴
快晴
晴れ
快晴
曇り

貯蔵量（t）
空
4.73
4.45
2.76
3.02

実況見分結果

5.1 原料ホッパーおよび周辺機器の破損状況
原料ホッパー投入口側面の FIBC 内袋開封用扉は、爆発圧力で上部が外側に反り返って開口し
ている。胴部は、東側が広範囲に歪み、特に南東部位に大きな凹みが 2 箇所ある。バグフィルタ
ーは箱扉が外れており、ブロアースイッチおよび室内照明器具のスイッチ類は破壊し、作動状況
は不明である（図 5）。
5.2 原料ホッパー内の状況
バグフィルター接続口に亀裂がある。内壁およびバッフルプレート上に残渣物はないが、底部
円筒部に堆積物がある（写真 3、写真 4）。この堆積物は、底部円筒部容積および IPN 嵩（かさ）
比重より、計算すると約 90 kg と推定されている。
5.3 電動ホイストのフック位置と FIBC 吊り下げ状況
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電動ホイストのフック位置は、投入口の直上に位置する。同型の空 FIBC を吊り下げて確認す
ると、下蓋は投入口から離れており排出口および内袋が、投入口西側内壁に接近した状態となる
（図 6、図 7）。IPN 投入経験者によると、電動ホイストフック位置は、投下し始め、やや上昇し
た状態とのことである。

投入口

バグフィルター

胴部の凹み

円筒部
振動排出器ゴムフレキ

図 5 原料ホッパーおよび周辺機器の破損状況

写真 4 底部円筒部の堆積物

写真 3 バッフルプレート
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1200
400

注入口
ホイストフック垂直線

吊りベルト

FIBC幅１２００mm

上蓋

425mm

185mm

FIBC本体
投入口

本体

下蓋
450mm

解袋用扉

FIBC排出口

ｴｷｽﾊﾝﾄﾞﾒﾀﾙ

図 6 同型の FIBC 寸法図

N

単位：mm

674mm

W

450
1200

E

内袋露出

S

排出口

図 7 投入口と FIBC の位置関係

5.4 原料ホッパーの接地抵抗試験
原料ホッパー本体は、各部位間がアースボンドされ、地上接続する H 鋼通し柱（接地抵抗 0.17
Ω）にボンディングし、保安用接地されている。
原料ホッパーおよび周辺機器 26 箇所を接地抵抗計（横河計測製 EY200）で測定した結果、抵
抗値が高い箇所が投入口付近に集中しており、投入口下部アースボンドが接続不良で 712 Ω と最
大値であった。投入口は 18.7 Ω、FIBC 内袋が接触しやすい内壁は 28.2 Ω である。投入口底部
エキスハンドメタルは、15.51Ω（後日計測値 32.3 Ω）である。全測定箇所は、静電気対策の管
理指標となる 1,000 Ω 以下であることから、原料ホッパー設備および設備に触れる作業者は、帯
電した静電気が速やかに緩和する状態である。
5.5 作業床の漏洩抵抗試験
縞鋼板で造られた投入口東脇作業床の漏洩抵抗を、絶縁抵抗計（日置電機製 IR4052）で測定し
た結果、最大値が 0.026 MΩ（0.026×106 Ω）であった（写真 5、図 8）。静電気対策における作業
床の管理指標としては、漏洩抵抗が 1×106 Ω 以下の導体は、静電気的に接地状態と判断できるこ
とから、作業者が正常な静電靴を着用していれば、帯電した静電気は速やかに緩和する。
5.6 靴底の抵抗値および人体の帯電電位
IPN 投入作業員が着用していた右足側作業靴の抵抗値を絶縁抵抗計で測定した結果、2,000 MΩ
（20×108Ω）を超えた抵抗値であり、静電靴の静電気帯電防止性能（特種：1.0×105Ω≦R≦1.0×107Ω、
一般：1.0×105 Ω≦R≦1.0×108 Ω）は有していない状態である（写真 6、写真 7）。参考として、IPN
投入作業員着用制服（作業着上下および防寒ジャンパー）と同型の制服を借り受け、絶縁シート
上で 3 分間の足踏み動作時の人体帯電電位を、静電電位測定器（シシド静電気製 DZ4）で測定し
た結果、最大値は＋1.05 kV であった。IPN 投入作業員の静電気帯電電位は、静電誘導および電荷
分離等と電荷緩和現象の平衡状態で決まるが、FIBC 内袋の開封作業で接地導体に触れることから
緩和される。
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70 cm
測定点 No.1
測定点 No.4

測定点 No.2
電極:Φ65mm
N
電極下:電導性ゴムE
荷重:2.5kg
W
測定時間:15 秒 S

写真 5 測定点 No.3 の実施状況

測定点 No.3

図 8 測定点の配置方法

主電極:靴中底
対向電極:表底下
荷重:10kg
電圧:直流 500V

写真 6 右足側の作業靴

6.

写真 7 靴底の抵抗値測定状況

試験および分析結果
「爆発のしやすさ」の観点から試験および分析を実施している。

6.1

IPN の物性

IPN は、乾燥した灰白色の粉粒体で付着性が強く、ガラス試料瓶に封止して振ると、粒度の大
きな粗粒が上層へ上がり、微粉体は底部に偏析する。（写真 8）。
製品安全データシートには成分が単一製品で灰白色の粉末、沸点 275 ℃、融点 162 ℃、爆発下
限濃度 30 mg/L（個体）
、可燃性、粉じん爆発のおそれありと記載されている。
6.1.1 成分分析
原料ホッパー底部円筒部の堆積物をガスクロマトグラフ（島津製作所製 GC-2010Plus）で成分
分析した結果、標準物質の IPN と同定した（写真 9、写真 10、グラフ 1）。IPN の堆積物量および
ホイストフックの位置関係から、火災発生時、FIBC から IPN が投入中であったことが推測され
る。
6.1.2

IPN 粉じん雲の可視化

IPN が落下した時に発生する粉じん雲（可燃性粉体-空気混合気）の発生挙動を、チンダル現象
で可視化する。IPN 100 g を高さ 70 cm に設置した網かご（目開き約 5 mm）に投下すると、実
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験台上のステンレスミックスボウルに着底した直後に、高濃度の粉じん雲が形成され、吹き返し
気流で、投下 2.03 秒後に 70 cm の位置まで上昇、その後、広範囲に分散・浮遊して目視できな
くなった。原料ホッパーに投下された IPN は、落下速度の違いや気流の存在によって濃度分布が
均一な粉じん雲にならず、流動して爆発範囲の粉じん雲が形成される（写真 11～写真 13）。

写真 8 偏析状況

写真 9 標準物質の IPN

写真 10 底部円筒部堆積物

uV
425000 データ1:20180426神奈川・SDS IPN.gcd FID1
データ2:20180426神奈川・SDS 原料貯槽残渣物.gcd FID1
400000
375000

― IPN

350000

― 底部円筒部内堆積物

信号強度［μV］

325000
300000
275000
250000
225000
200000
175000
150000
125000
100000
75000
50000
25000
0
2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

32.5

35.0

37.5

min

保持時間［min］

グラフ 1 IPN および底部円筒部内堆積物のクロマトグラム（一段表示）

写真 11 IPN 投下時

写真 12 着底直後

写真 13 投下 1 秒後

6.1.3 熱分析
熱物性を把握するため、独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所が保有する示差走査熱量
計（メトラー・トレド社製 DSC27HP）で測定している。
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測定の結果、融解ピークは 164 ℃、揮発による吸熱後、392 ℃で発熱を開始し、ガス化した IPN
の発熱ピークは約 424.67 ℃であった。（グラフ 2）。
6.1.4 最小着火エネルギー
最小着火エネルギー（Emin）は、公益社団法人産業安全技術協会が保有する最小着火エネルギ
ー測定装置（Adolf Kühner AG 社製 MIKE 3 型、インダクタンス無し）で、63μm 篩下品（ふる
いしたひん）(JIS Z 8818 の可燃性粉じんの爆発下限界濃度測定方法で規定)を測定した結果、1 mJ
＜Emin＜3 mJ であり、統計的 Emin は 1.6 mJ であった（写真 14、グラフ 3）。0 mJ < Emin ≦10 mJ

熱流束［mW］

の粉体は、静電気による着火の危険性が高いと評価される。

温度［℃］

グラフ 2 IPN の DSC 曲線

写真 14 MIKE 3

グラフ 3 粉じん濃度と放電エネルギーの関係
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6.1.5 粒度分布測定
総務省消防庁消防大学校消防研究センターが保有するレーザー回折･散乱式粒度分布測定装置
（マイクロトラック・ベル社製 MT3000）で、粉じん爆発に寄与する 500 μm 篩下品を測定した
結果、累積中位径（Median 径）は 342.9 μm である。一般的に粉じん雲を形成しやすい微粉体の
粒度は、100 μm といわれているが、測定試料には測定径区分で粒径 95.96μm 以下が累積 1.78 ％ 、
粒径 62.23 μm 以下が累積 6.43 ％存在する（グラフ 4）。原料ホッパーへの IPN 投下量は、底部
円筒部堆積量の約 90 kg から、重量計デッドボリューム値の 140 kg 程度と推定できるが、FICB
から連続投入されるため特定できない。
SDS Biotech 横浜工場では、出火当日ロットの粒度分布測定（ふるい分け法）で、74 μm 以下
の微粉体が 0.34 wt％ 存在していることを確認している。IPN 投入推定量を 90 kg～140 kg とし
た場合、粒径 74 μm 以下の微粉体は、0.31 kg～0.48 kg となる。原料ホッパー（容量 21 m3）で
均一に分散・浮遊した場合の粉じん雲濃度は、14.8 mg/L～22.9 mg/L となる。SDS 記載の爆発
下限濃度 30 mg/L に達しないが、流動して部分的に爆発範囲に入る可能性が高い。

グラフ 4 IPN 粒子径の頻度分布

6.1.6 摩擦電荷量測定
公益社団法人産業安全技術協会において、ファラデーゲージを用いて PE 内袋から投下された
IPN 粒子の質量比電荷（μC/kg）測定に立ち会っている。
測定試料は、IPN 約 5 kg を内袋シートで作製した小袋に収めて 10 袋を用意し、5 袋には約 100
kg の荷重をかけて圧縮している（写真 15、写真 16）。
測定の結果、IPN は負極性に帯電し、前荷重なしは、-0.17 μC/kg～-0.25 μC/kg、前荷重 100
kg は-0.31μC/kg ～-0.42 μC/kg である（グラフ 5）。
帯電した IPN が原料ホッパー底部に円錐（コーン）状に堆積すると、その頂部付近から間欠的
なコーン放電が発生する可能性がある。コーン放電の発生要素は、粉体粒径が 1 mm 以上、体積
抵抗率 1010 Ω･m 以上、質量比電荷 1 μC/kg 以上、連続的な大量（数千 kg/h 以上）充填などで多
く起こる。
FIBC は、運搬工程で積み上げ順序が変わり、最初に投入される FIBC には最大 1.5 t の前荷重
がかかる（図 9）。この前荷重 1.5 t の FIBC の場合、4 階投入室では 2 段積みの上段に積まれ、作
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業床に接触せず電荷緩和していない状態であるため、投入時の質量比電荷は-0.42 μC/kg を超え
ると推測される。

前荷重なし
IPN

ﾌｧﾗﾃﾞｰｹﾞｰｼﾞ

電荷密度［μＣ/Kg］

0
‐0.1
‐0.2

‐0.4
‐0.5

約 100kg 荷重の IPN

写真 15 試料 10 袋

写真 16 測定状況

前荷重
なしﾞ

‐0.3

前荷重
100ｋｇﾞ

グラフ 5

IPN 摩擦電荷量

図 9 最初に投入された FIBC の前荷重状況

6.1.7 抵抗率測定
IPN の体積抵抗および表面抵抗は、粉体抵抗測定治具にエレクトロ・メータを接続し、直流 1000
V 印加で測定する（写真 17、写真 18、図 10、図 11）。
体積抵抗測定の結果、最小値は 10 秒値の 36.66 TΩ、最大値は 180 秒値の 1100.00 TΩ である。
表面抵抗測定の結果、最小値は 10 秒値の 11.43 TΩ、最大値は 180 秒値の 15.86 TΩ である。体
積抵抗最小値 36.66 TΩ を体積抵抗率に変換すると 2.178 TΩ･m となり、
表面抵抗最小値 11.43 TΩ
を表面抵抗率に変換すると 394.992 TΩ･m となることから、
1×1012 Ω 以上の抵抗率を示しており、
電気的に絶縁性の高い粉体と判断する（グラフ 6）。
6.1.8 静電容量測定および緩和時間
静電容量は、粉体静電容量測定治具にハンドヘルド LCR メータ（Agirent

U1733C）を接続し

て測定した結果、3.389 pF であった（写真 19、図 12）。
IPN の電荷緩和を「体積抵抗率 2.178 TΩ･m」、
「比誘電率 1.679」「
、真空の誘電率 8.85×10-12 F/m」
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から求めると、32.378 秒である。この数値は、測定試料に空気が混在している状態であることか
ら、最も安全側の値といえる。仮に IPN を圧縮するように詰めて測定した場合、32.36 秒より大
きくなり、長時間高電位を維持する粉体といえる。

写真 17 粉体抵抗値測定治具

写真 18 抵抗値測定状況

Ｍ:主電極
Ｇ:ガード電極

図 10 粉体抵抗値測定治具概略図

図 11 抵抗値測定回路図

堆積抵抗値［TΩ］

表⾯抵抗値［TΩ］

1200.00

20.00

1000.00

15.00

800.00
600.00

10.00

400.00

5.00

200.00
0.00

0.00
10秒値
最⼩値

60秒値

180秒値

10秒値

最⼤値

最⼩値

グラフ 6 IPN 抵抗値測定結果
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写真 19 粉体静電容量測定治具

6.2
6.2.1

図 12 粉体の静電容量測定回路図

FIBC
FIBC および内袋の分類

焼損品と同型の FIBC および内袋を、横浜市工業技術支援センターが保有するフーリエ変換赤
外分光高度計（Thermo Fisher Scientific 製 AVATAR360＋Centaurus）で分析した結果、FIBC 本体は
ポリプロピレン、FIBC 排出口の白色シートはポリエチレン（炭酸カルシウムのフィラー剤入り）、
内袋はポリエチレンであった（グラフ 7）。FIBC は、識別表示がなく、不導体素材である。FIBC
の静電気的分類では、一切の静電気対策が講じられていないタイプ A に該当し、可燃性粉体取扱
いに不適合である。また、内袋は、内容物の汚損防止および漏れ防止等の目的で使用されるが、
汎用型の絶縁性シートである。

グラフ 7 IR スペクトル

6.2.2 内袋の厚み測定
未使用の内袋シートを試験試料とし、神奈川県立産業技術総合研究所が保有する接触式表面形
状測定機（東京精密 Surfcom2000SD）で厚み測定した結果、0.050 mm（50 μm）であった。
6.2.3 内袋の絶縁破壊試験
未使用の内袋シート 5 枚を試験試料とし、都内試験所で絶縁破壊試験（東京変圧器株式会社
AC/DC 100 kV 耐電試験器）を実施している（写真 20～写真 22）。試験の結果、絶縁破壊電圧の
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平均値は絶縁破壊電圧 17.3 kV であり、全試験試料に小さな穴（ピンホール）が発生している（写
真 23）。
IPN 投入時、
内袋が FIBC 排出口からはみ出して接地導体の投入口内壁に接触するとともに、IPN
が自重で落下継続すると内袋との摩擦で内袋表面に蓄積する電荷が増加する。内袋材料の絶縁破
壊強度を超えると内袋を貫通するピンホールができ、沿面放電が発生する。沿面放電の限界は実
験的に求められており、絶縁層の絶縁破壊電圧が 4 kV 以下のときでは、沿面放電は起こらないと
されている。内袋シートの絶縁破壊電圧平均値は 17.3 kV であることから、ピンホールに向かっ
て沿面放電が生じた場合、IPN 粉じん雲の着火源となりうる。

26 ℃
49 ％RH

写真 20 交流発生器・直流発生器

写真 21 制御盤

写真 22 試験状況

240 倍

写真 23 試験試料のピンホール（絶縁破壊電圧 18.5 kＶ）

7.

出火原因の考察
出火原因は、低湿度環境下、FIBC で貯蔵、運搬された粉粒体の IPN が空の原料ホッパーへ投

入されたことにより、IPN の微粉体が原料ホッパー内で分散・浮遊して粉じん雲を形成し、流動
によって爆発範囲に入った粉じん雲が投入口内壁に接した FIBC 内袋の絶縁破壊に伴う沿面放電、
あるいは原料ホッパー底部で円錐状に堆積した IPN の積重ね表面で発生するコーン放電で着火、
拡散燃焼し、粉じん爆発したと推定した（図 13、図 14）。
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J

FIBC：IPNに不適合（タイプＡのFIBCと非電導性内袋の組合せ）
IPNの貯蔵・
運搬・投入

FIBC本体

沿面放電箇所

吸気流

内袋

第１投入のFIBC：前荷重0.5 tまたは1.5 t、作業床に非接触
天候：晴れ、気温4.2℃、湿度：45％RH

ブロアーによる
局所排気流

排出口

内袋（厚み50μm）：絶縁性素材、絶縁破壊電圧平均値17.3 kＶ

原料ホッパー
（空）

支燃性気体

爆発濃度の
粉じん雲

爆発性粉じん

空原料ホッパー内の大気中酸素、ブロアー稼働中

外観：乾燥した灰白色の粉粒体、付着性強い、偏析する。

分散板
1600

SDS：爆発下限濃度30 mg/l（個体）、可燃性、粉じん爆発する。
粒度分布：粒径95.96μm 以下が累積11.78 % 存在

IPN落下動線

IPN
物性

粉じん雲：微粉体が分散・浮遊して発生
熱特性：融解ピーク164 ℃、ガス化
Ｅmin：1 mJ＜Ｅmin＜3 mJ、 静電気による着火危険性大と評価
摩擦電荷量：前荷重100kgで-0.42 μC/kg、前荷重条件で変化

1500

吹き返し気流

抵抗率：１×1012 Ω以上で絶縁性が高く、長時間高電位を維持
沿面放電
着火・燃焼

静電気放電

or
コーン放電

バッフルプレート

投入時、投入口内壁と接した内袋が
摩擦で帯電し、絶縁破壊して放電
非電導性内袋との摩擦等により帯電
した粒子が底部に堆積して放電

＊ブラシ放電：粉じんには着火せず。火花放電：機器は接地。作業者立ち位置で着火せず。

伝 播
S
E

コーン放電箇所

圧力上昇：原料ホッパーおよび付帯設備の破損

W
N

780mm

粉じんの飛散

投入中FIBCに残っていたIPN

500
円筒部に堆積したIPN

二次爆発

４階投入室破損

被害拡大

４階投入室内IPN、下階へ延焼

図 13 IPN 落下動線と放電位置
8.

出火：人的・物的被害、有害ガス発生

爆 発

図 14 IPN 粉じん爆発発生フロー

おわりに
SDS Biotech 横浜工場は、運転開始当初から現状と同じ方法で大きな事故を起こすことなく操

業してきたが、静電気放電による粉じん爆発は、爆発範囲の粉じん雲の発生確率およびその粉じ
ん雲に着火する放電の発生確率で起こるという実例になった。また、間接的な出火原因としては、
IPN の物性に潜在する危険性を過小評価し、適切なリスク低減対策を講じなかったことである。
今までに担当した粉体火災事例を振り返ると、産業現場で静電気に対する関心や注意が十分と
は言い難い。本件は、類似火災防止という観点で、産業界および消防機関をはじめ保安関係者に
周知すべき火災事例と言える。
9.
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【一般発表】

消火用ホースの摩耗損傷に関する検証
東京消防庁

1.

岩瀬弘樹、枝元孝史、鈴木嘉明、佐藤良行、湯浅弘章

目的
当庁は約 53,000 本の消火用ホースを保有しており、毎年保有総数の約 1/10 が廃棄及び更新の

対象となっている。そのうち、ホース表面の繊維織物（以下、
「ジャケット」という。）が摩耗及び
損傷を受け、当庁の定める更新年数を待たず比較的短期間で使用不能に至る 50mm 消火用ホース
（以下、「ホース」という。）が多く存在している。このため、より効果的なホースの摩耗損傷防
止策が求められている。これまでの検証で、V 字状に屈曲した状態（以下「V 字屈曲」という。）
でのホースの引き摺りによる摩耗が、ホースに深刻な損傷を与えて漏水に至ることや、ノズル寄
りの部位で V 字屈曲及び摩耗損傷が多く発生する傾向があることを明らかにしてきた。
また、当庁ではこれまで、平織ホースが導入されていたが、今後は綾織ホースも導入される可
能性がある。
そこで本検証では、V 字屈曲発生条件及び放水に対する影響、ジャケットの耐摩耗性能、損傷
補修ホースの耐圧性能の確認を通じて、平織ホース及び綾織ホースの性能を評価・比較するとと
もに、より効果的な摩耗損傷防止策を考察することを目的とする。
2.

ジャケットの構造
図 1 及び図 2 に示すとおり、ホースのジャケットは、ポリエステル製の縦糸と横糸で織られ、

ホースに耐摩耗性及び耐圧性を付与している。通常、ホースの外側から見えるのは縦糸のみであ
り、横糸は縦糸に覆われて見えない。横糸は縦糸に覆われることで、劣化や摩耗から保護されて
いる。縦糸は、耐摩耗性に優れており、横糸を保護する役割を担っている。横糸はホースの破断
圧力の高低に直接関係し、ホースの耐圧性能に影響することから、張力が高く伸びの少ない糸が
使用されている。平織は、縦糸と横糸の交差が多く、ジャケットが固く変形し難い構造であり、
綾織は、縦糸と横糸の交差が少なく、ジャケットがしなやかに変形し易い構造である。

図 1 平織ジャケットホースの断面図

図 2 綾織ジャケットホースの断面図

-277-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

A 社製

表 1 検証対象のホース
B 社製

C 社製

平 織
ホース

綾 織
ホース

3.

検証対象
表 1 に示すとおり、平織ホース 3 種及び綾織ホース 3 種の計 6 種のホースを検証対象とした。

4.

検証方法及び検証結果

4.1

V 字屈曲の発生条件及び放水に対する影響の確認実験

4.1.1 実験 1
表 2 のとおりに送水を受けた曲がりがない状態（直状）のホースを曲げていき、緩やかな曲り
から V 字屈曲へと変化する際の曲げ角度及び放水に対する影響を確認するため、表 4 に示す項目
を測定し、図 3 に示す設定で実験を行った。この際の実験手順は以下に示すとおりである。
ア

ホース、流量計、圧力計等を図 3 のとおり設定する。

イ

対象のホースを直状にして、放水時の圧力計（出口側）が当庁のガンタイプノズルの運用
圧力である 0.5MPa を示すように、ポンプ車の送水圧力を調整する。

ウ

調整後の送水圧力は変えずに一定としたまま、表 3 の実験条件に基づき、ホースを 15 度ず
つ曲げた状態で固定し、各曲げ角度ごとに放水を行い、表 4 に示す測定項目を記録する。
表 2 V 字屈曲の発生経過
曲りあり
（V 字屈曲なし）

曲りなし

V 字屈曲あり

圧力計(入口側)
Ｖ字屈曲部

65㎜ホース

曲げ
流量計
検証対象のホース

ポンプ車

圧力計(出口側)

ノズル

図 3 実験設定
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表 3 ノズル設定条件及び曲げ角度
・ガンタイプノズル 0.5MPa 型
・流量設定 345L/min
ノズル設定条件
・放水時間 20 秒間
・ストレート放水
0 度（直状）から
180 度（折返し）までとし、
15 度毎の設定とする。
0、15、30、45、60、75、90、
105、120、135、150、165、180

曲げ角度

表 4 測定項目

曲げホースの曲りの中心又は
V 字屈曲部の高さ[mm]

V 字屈曲部の高さ

・放水量[L/min]
・対象ホース入口側圧力[MPa]
・対象ホース出口側圧力[MPa]

放水量及び圧力

4.1.2 実験結果
V 字屈曲部の高さを図 4 に示す。また、図 5 に、曲げ角度 0 度の高さに対する変化率を示す。
V 字屈曲部の高さは、織種別を問わず、曲げ角度 45 度から曲げ角度 120 度まで増加し、その後同
程度に収束した。この曲げ角度の範囲では、平織ホースよりも綾織ホースの高さ変化率が上回っ
ていることから、より顕著な変形を生じていたことがわかる。V 字屈曲状の極端な変形が認めら
れた曲げ角度は織種別で異なり、平織ホースで曲げ角度 75 度、綾織ホースで曲げ角度 60 度で、
高さの変化率はどちらも約 120％と同程度であった。よって、綾織ホースは平織ホースに比べ、浅
い曲げ角度でより高さのある V 字屈曲が発生し始めるといえる。

90.0

高さ[mm]

80.0
平織Ａ社
平織Ｂ社
平織Ｃ社
綾織Ａ社
綾織Ｂ社
綾織Ｃ社

70.0
60.0
50.0
0

15
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45
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90

105

120

曲げ角度[度]

図 4 V 字屈曲部の高さの変化
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図 5 V 字屈曲部の高さの変化率
図 6 に、各所定の曲げ角度で測定された放水量を示し、図 7 に、曲げ角度 0 度の放水量に対す
る変化率を示す。また、図 8 に、各所定の曲げ角度で測定された圧力損失（対象ホースの入口側
圧力と出口側圧力の差）を示し、図 9 に、曲げ角度 0 度に対する圧力損失の変化率を示す。放水
量及び圧力損失について、曲げ角度 135 度までは織種別の差異はほぼ無く、曲げ角度が 150 度か
ら 180 度の範囲では、綾織ホースの方が放水量は多く、圧力損失が少ないことを確認した。
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図 6 放水量の変化
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図 7 放水量の変化率
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図 8 圧力損失の変化
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図 9 圧力損失の変化率
4.2 ホースジャケットの摩耗実験
4.2.1 実験 2
表 5 に示す摩耗実験機及び設定条件により、検証対象ホースを引き摺りによって摩耗させ、漏
水が発生するまでの距離を計測した。送水したホースを、表 6 に示す設定状態とし、摩擦面上で
ジャケットの縦糸に直交する方向に往復して引き摺ることで、ホースの腹部を摩耗させた。この
とき、摩耗面に接触するジャケットにかかる荷重については、摩耗実験機から張り出すホースの
長さ（ホース及び水の自重）により調整し、摩擦面上でホースが引き摺られた距離の合計値を摩
擦距離として記録した。なお、V 字摩耗実験では、135 度及び 60 度の 2 種類の曲げ角度を行った。
また、実験に用いた摩擦面は、消防用ホースの技術上の規格を定める省令第 17 条の試験で用いら
れる JIS R 6253 に定める耐水研磨紙（粒度 100 番）を、長さ 100cm、幅 8cm の平面に貼り付けて
作製した。
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表 5 摩耗実験機の概要
摩耗実験機

設定条件
・送水圧力 0.5MPa
・摩耗箇所への荷重 2.0kg
（ホース及び水の自重）
・摩擦面 100cm×8cm
（耐水研磨紙 100 番貼付）
・摩擦方向
縦糸に直交する方向

直状摩耗実験
（屈曲がない状態）

A社
B社
C社
平均

表 6 摩耗箇所の設定条件
V 字摩耗実験
（曲げ角度 135 度相当）

V 字摩耗実験
（曲げ角度 60 度相当）

表 8 漏水発生時の摩擦距離（V 字摩耗）[m]
曲げ角度 135 度相当
曲げ角度 60 度相当
平織ホース
綾織ホース
平織ホース
綾織ホース
2.2
2.0
1.8
3.3
1.6
1.8
10.1
1.5
0.9
0.9
2.5
3.3
1.6
1.6
4.8
2.7
※曲げ角度の変化（135 度→60 度）に伴い、摩擦距離が減少した箇所に下線を付す。

4.2.2 実験結果
直状摩耗により漏水が発生するまでの摩擦距離を表 7 に示す。直状摩耗に対する漏水に至るま
での摩擦距離は、平織ホースは平均 156m、綾織ホースは平均 89m で、平織ホースの方が長い摩
擦距離を示した。よって、直状摩耗に対しては、平織ホースの方が綾織ホースよりも耐摩耗性が
高いと考えられる。
表7 漏水発生時の摩擦距離（直状摩耗）[m]
平織ホース
綾織ホース
A社
157
85
B社
139
113
C社
172
70
3 社平均
156
89
V 字摩耗により漏水が発生するまでの摩擦距離を表 8 に示す。曲げ角度 135 度の V 字摩耗に対
する漏水に至るまでの摩擦距離は、平織ホース及び綾織ホースのどちらも平均 1.6m と同じであ
った。
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5.

考察

5.1 実験 1 について
実験結果から、V 字屈曲部の高さ、放水量及び圧力損失について、織種別の平均変化率を、そ
れぞれ図 10、図 11 及び図 12 に示す。V 字屈曲部の高さは、図 10 に示すとおり、織種別を問わ
ず、曲げ角度 45 度から曲げ角度 120 度まで増加し、その後同程度に収束した。
また、この曲げ角度の範囲では、平織ホースよりも綾織ホースの高さ変化率が常に上回ってい
ることから、より顕著な変形を生じていたことがわかる。よって、綾織ホースは平織ホースに比
べ、浅い曲げ角度でより高い V 字屈曲が発生し始めるといえる。また、放水量及び圧力損失につ
いては、図 11 及び図 12 に示すとおり、曲げ角度 135 度までは、織種別の差異はほとんど無く、
曲げ角度が 150 度を超え 180 度に至る範囲において、綾織ホースの方が、放水量が多く圧力損失
が少ないことを確認した。以上のことから、活動時の筒先等の移動によって、送水後のホースに
局所的な曲げ及び引き摺りが発生する状況では、綾織ホースの方が早い段階で V 字屈曲が発生し、
その後の引き摺りによる V 字摩耗が生じやすいと考えられる。
なお、放水量等の観点からは、更に極端にホースが曲げられてホースが折り返されるような形
状となった状況においても、綾織ホースの方が規定放水量に近い値を確保し易いと考えられる。
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図 10 V 字屈曲部の高さの変化率（織種別平均）
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図 11 放水量の変化率（織種別平均）
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図 12 圧力損失の変化率（織種別平均）

5.2 実験 2 について
5.2.1 直状摩耗
表 7 に示すとおり、直状摩耗に対する漏水に至るまでの摩擦距離は、平織ホースは平均 156m、
綾織ホースは平均 89m であり、平織ホースの方が長い摩擦距離を示した。よって、直状摩耗に対
しては、平織ホースの方が綾織ホースよりも耐摩耗性が高いと考えられる。この結果の一因とし
て、漏水発生までに摩耗した糸量の観点から考察を進める。観察結果から、縦糸及び横糸が全て
摩耗した箇所においてライニングが露出し、そこに更なる摩耗を受けることで、段階を経て漏水
に至ったことが確認できた。
また、単位面積あたりのジャケットを構成する糸量は、縦糸及び横糸の交差比の違いから綾織
よりも平織の方が、糸量が多いと考えられる。
以上のことから、織種別による単位面積あたりの糸量の差が、漏水発生までの摩擦距離を左右
する一因であると推察される。
ただし、本検証における直状摩耗とは、ホースの一部分が直状を保ったまま、相当な距離を一
定負荷で継続して引き摺られた状態であり、実際の使用環境を考慮すると、かなり特殊な条件下
での摩耗損傷であるといえる。そのため、こうした直状摩耗が、災害現場及び訓練環境において、
実験そのままの形で再現することは非常に稀であると考えられることから、この実験結果が、実
際の使用環境におけるホースの耐摩耗性を全て説明するものではないことを補足する。
5.2.2

V 字摩耗

表 8 に示すとおり、曲げ角度 135 度相当の V 字摩耗に対する漏水に至るまでの摩擦距離は、平
織ホース及び綾織ホースのどちらも平均 1.6m と同じであった。また、曲げ角度 60 度相当の V
字摩耗に対する漏水に至るまでの摩擦距離は、平織ホースで平均 4.8m、綾織ホースで平均 2.7m
であり、全体的な傾向として、曲げ角度 135 度相当よりも摩擦距離の増加が認められた。これは
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曲げ角度の変化（135 度→60 度）に伴う V 字屈曲部の高さの低下により、V 字摩耗の進行が緩や
かになったためと考えられる。
一方、全体的な傾向から外れた結果として、曲げ角度の変化（135 度→60 度）によって、A 社
製平織ホース及び B 社製綾織ホースにおいては摩擦距離の減少、B 社製平織ホースにおいては摩
擦距離の多少の増加が見られた。これは、実験を実施した曲げ角度 60 度における V 字屈曲部の
状態が、直状から V 字屈曲が発生する遷移点近傍であったことが原因と考えられる。曲げ角度 60
度付近を境に、V 字屈曲部の高さが極端に変化することは、実験 1 の結果及び考察で示したとお
りである。そのため、V 字摩耗に対しては織種別による耐摩耗性の差異は小さいと考えられる。
また、V 字摩耗は、曲げ角度の大小に関わらず、直状摩耗に比べ遥かに短い距離の引き摺(
（ず）りで漏水に至る深刻な損傷を受けることが確認された。
なお、V 字摩耗が最も発生頻度の高い摩耗損傷形態であることは、同検証の第 2 報で示したと
おりである。よって、流量等への影響が少なく、活動中に軽視されがちな浅い曲げ角度の V 字屈
曲についても、ホース整理を実施することにより、その後の V 字摩耗の発生を防止することが重
要である。
6.

まとめ

(1) 送水圧力 0.5MPa のホースにおいて、V 字屈曲は曲げ角度 45 度で発生し、曲げ角度 120 度と
なるまでその高さが増加する。この曲げ角度の範囲では、平織ホースよりも綾織ホースの方が、
V 字屈曲部が高く、V 字摩耗を生じやすい。
(2) 送水圧力 0.5MPa のホースにおいて、V 字屈曲部の曲げ角度 120 度以上で放水量の低下及び
圧力損失の増加が顕著となるが、織種別による差異は少ない。一方、曲げ角度 150 度以上の範囲
では、平織ホースよりも綾織ホースの方が、流量の低下及び圧力損失が小さい。
(3) 直状摩耗に対しては、平織ホースの方が綾織ホースよりも耐摩耗性が高く、V 字摩耗に対し
ては、織種別による耐摩耗性の差異は小さい。
(4)

V 字摩耗は、曲げ角度及び織種別に関わらず、直状摩耗に比べ遥かに短い距離の引き摺りに

よって、漏水に至る深刻な損傷を生じる。
7.

提言
本検証結果に基づく織種別の特性に着目し、以下の運用方策を提言する。

(1) ホースは、織種別に関わらず、曲げ角度45度以上でV字屈曲が発生するが、曲げ角度120度以
上にならないと放水量等が顕著に低下しないため活動の障害にはならない。しかし、V字摩耗は、
曲げ角度及び織種別に関わらず、短い距離の引き摺りによって漏水に至る深刻な損傷を生じる。
従って、V字屈曲が発生した際には、曲げ角度の大小に関わらず、ホース整理を実施し、V字屈曲
部を積極的に解消させることが望ましい。
(2)

過去の知見より、V字屈曲及び摩耗損傷は、ノズル寄り及びポンプ車寄りの部位において多

く発生することが確認されている。そこで、V字摩耗を避けるためにも、ノズル及びポンプ車に結
合されるホースは、固定して同じホースを使用し続けることなく、結合箇所をローテーションさ
せて使用することが望ましい。
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【一般発表】

車両走行時の振動等による胸骨圧迫への影響に関する検証
東京消防庁

1.

佐々木航、赤野史典、玄海嗣生、清水鉄也

目的
救急現場において、心肺停止の傷病者に対しては、適切な胸骨圧迫を医師引継ぎまで継続する

必要があるが、揺れる車内や遠距離搬送になると、用手による胸骨圧迫ではそれが困難な場合が
ある。
当庁では、自動式心マッサージ器としてサンパー、コムスタット、オートパルス、ルーカス 2
の導入実績がある。しかし、サンパー、コムスタットは、空気ボンベを必要とするため重量が重
く、また胸骨圧迫と人工呼吸の割合が 5：1 のままであり、現行のガイドライン等に準拠していな
い。近年、バッテリー駆動による電動式自動式心マッサージ器が普及しており、当庁においても
オートパルスとルーカス 2 が導入され、現在、航空隊や山岳救助活動等で活用されている。これ
らは小型化が図られており、設定・準備が容易である。また、胸骨圧迫と人工呼吸の割合が 30：
2 であり、ガイドラインに準拠している。
これらの電動式自動式心マッサージ器については、航空隊や山岳救助等の特殊な環境における
救急活動だけでなく、住宅等で発生する一般的な救急活動においても、有効な資器材と考えられ
る。一方で、救急車の車両走行時における右左折の遠心力や、段差による突発的な上下動が、胸
骨圧迫の質に及ぼす影響については、十分に調査されていない状況である。
そこで、本検証では、走行中の車内を想定した様々な振動環境において、自動式心マッサージ
器と用手による胸骨圧迫を比較することで、今後の自動式心マッサージ器の効果的な活用に繋げ
る資料とすることを目的とする。
2.

方法

2.1 概要
振動実験装置（サンワ製、写真 1）を活用して、曲折や起伏の多い山道や一般道を走行中の車
両の振動を再現し、その装置内で自動式心マッサージ器と用手による胸骨圧迫を、心肺蘇生訓練
用人形に対して、約 10 分間連続して実施し、それぞれの胸骨圧迫の質を評価した。
2.2 検証期間、場所
平成 31 年 3 月 1 日から同年 3 月 31 日まで

東京消防庁消防技術安全所振動実験室

2.3 被験者
被験者は当庁職員である救急救命士 1 名及び救急技術認定者 5 名の計 6 名（すべて男性）とし
た。被験者の特性（平均値±標準偏差）は、身長 174±6cm、体重 68±7kg、年齢 39±6 歳であっ
た。
2.4 検証の流れ
検証パターンは表 1 に示すとおり、胸骨圧迫 2 種類、振動環境 3 種類の計 6 パターンとした。
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自動式心マッサージ器（ルーカス 2/Jolife AB 製、写真 2、3）による胸骨圧迫と各被験者の用手
による胸骨圧迫を、全ての振動環境において実施した。被験者毎に実施する振動環境の実施順序
は、検証を繰り返すことによる被験者の胸骨圧迫への慣れ及び生理的変化の影響を与えないため、
ランダム化し実施した。なお、各被験者が一度検証を実施した後には、リカバリーを目的として、
各 30 分間の休息期間を確保した。
表 1 検証パターン
振動環境
振動なし
胸骨圧迫の種類

振動あり（一般道） 振動あり（山道）

自動式心マッサージ器

①

②

③

用手（被験者）

④

⑤

⑥

実験装置は、振動実験装置上に鉄製の台を固定し、その上にマットを置き、心肺蘇生訓練用人
形を台に固定した（写真 4）。なお、実際の救急車内床面から防振架台上のメーンストレッチャー
マット上（FERNO 製、胸部の位置）までの高さ（64cm）を再現するために、実験装置の振動実
験装置床面からマット上まで高さが 64cm となるように調整した。

写真 1 振動実験装置

写真 2 自動式心マッサージ器（バッグ）

写真 3 自動式心マッサージ器（本体）

写真 4 実験装置
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検証の流れは図 1 のとおり。測定は、胸骨圧迫 30 回を 1 サイクルとし、5 サイクルを 1 セット
とした。各サイクル間は人工呼吸を想定し、3 秒間空けた。測定終了は、5 セット終了した時点と
し、各セット間は胸骨圧迫実施者交替による中断時間を想定し、5 秒間空けた。

測定（振動）終了

２セット

測定開始

振動開始

5秒

5秒 5秒

図 1 検証の流れ
自動式心マッサージ器による胸骨圧迫は、心肺蘇生訓練用人形に自動式心マッサージ器を設定
した状態（写真 5、6）で、用手による胸骨圧迫は、被験者に心肺蘇生訓練用人形の右側方に位置
した状態（写真 7、8）とし、両測定とも振動開始 30 秒後に胸骨圧迫を実施させた。表 2 に、本
検証において、自動式心マッサージ器（ルーカス 2）と、用手に実施させた胸骨圧迫の基準（JRC
蘇生ガイドライン 20151)に基づく）を示す。

写真 5（左）、写真 6（右）

自動式心マッサージ器の設定状況

写真 7（左）、写真 8（右）

用手（被験者）による胸骨圧迫
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表 2 本検証における胸骨圧迫の基準
胸骨圧迫の種類
自動式心マッサージ器
（ルーカス 2）
用手
（被験者）

位置
胸骨の下半分
胸骨の下半分

速さ

深さ

102±1 回/分

5.1±0.2cm

※機器の性能

※機器の性能

100～120 回/分

圧迫解除
完全解除

胸が 5cm 沈むまで
（6cm を超えない）

完全解除

2.5 再現した車両の振動
車両の振動は、超小型加速度ロガー（Acc Stick6/シスコム製、写真 9）を使用し、一般走行中（緊
急走行ではない）に、サンプリングレート 400Hz で自動的かつ経時的に測定した。加速度ロガー
の設定箇所は、ワゴン車（キャラバン/日産製）後輪車軸上中央直上の車内床面、加速度ロガーの
設定方向は図 2 のとおりとし、取得した三軸の加速度を振動実験装置に入力し振動を再現した。
山道の加速度は、東京都奥多摩の奥多摩周遊道路走行時の加速度を、一般道の加速度は、東京都
内の平坦な道路走行時の加速度を、それぞれ取得した。
なお、山道と一般道の振動には、それぞれ特徴が認められた。山道の走行による振動は、車両
が主につづら折りの曲折を通過したことによる遠心力（Y 軸成分）が多く含まれた。一方、一般
道の走行による振動は、車両が加減速したことによる前後方向（X 軸成分）が多く含まれた。

右

Y
前

後

X
左

（Z 軸は鉛直方向下向きを+とした。
）
写真 9 超小型加速度ロガー

図 2 加速度ロガーの設定方向

2.6 測定項目
胸骨圧迫の質に関する測定項目として、胸骨圧迫の①位置、②速さ、③深さ、④圧迫解除を測
定した。心肺蘇生訓練用人形（レコーディングレサシアン/Laerdal Medical Japan 東京製）を用い
て、レサシアンに内蔵されたセンサにより自動的かつ経時的に測定した。各測定項目は、セット
ごとに適正率（百分率）を算出し、検定に用いた。
2.7 倫理的配慮
全ての被験者に対して検証の目的、方法を説明するとともに、検証への参加の同意を書面にて
得た。なお、本検証は東京消防庁技術改良検証倫理審査専門部会の承認のもと、安全面に十分に
配慮し実施した。
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2.8 検定方法
統計ソフトは、R(version 3.5.1)を使用し、有意性は危険率 5%未満（p<0.05）を有意差ありとし、
各測定項目について胸骨圧迫の種類別（自動式心マッサージ器と用手）に比較した。検定方法は、
振動環境ごとに胸骨圧迫の種類と時間（セット）を要因とした二元配置分散分析（1 要因対応あ
り）を行い、多重比較は、Bonferoni 法を用いた。結果は、それぞれ表とグラフに平均値±標準偏
差を百分率（整数表示、小数点第一位を四捨五入）で示し、グラフ上の＊は、有意差あり（p<0.05）
を表す。なお、速さと深さに関しては、表とグラフに平均値±標準偏差で示した。
3.

結果

3.1 位置適正率（図 3 から図 5）
胸骨圧迫の種類別に比較すると、位置適正率について、何れの条件においても、自動式心マッ
サージ器（本項において、以下「自動心マ器」という。）による胸骨圧迫と用手による胸骨圧迫の
間に、有意差は認められなかった。

図 3 位置適正率（振動なし）

図 4 位置適正率（振動あり：一般道）

図 5 位置適正率（振動あり：山道）
3.2 速さ適正率及び速さ（図 6 から図 11）
胸骨圧迫の種類別に比較すると、速さ適正率について、何れの条件においても、自動心マ器に
よる胸骨圧迫と用手による胸骨圧迫との間に、有意差は認められなかった。自動式心マ器及び用
手による胸骨圧迫の速さは、何れの条件についても適切な胸骨圧迫の基準範囲内（表 2）であっ
た。
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図 6 速さ適正率（振動なし）

図 7 速さ（振動なし）

図 8 速さ適正率（振動あり：一般道）

図 9 速さ（振動あり：一般道）

図 10 速さ適正率（振動あり：山道）

図 11 速さ（振動あり：山道）

3.3 深さ適正率及び深さ
3.3.1 深さ適正率（図 12、図 14、図 16）
胸骨圧迫の種類別に比較すると、深さ適正率について、振動なしの条件において 2 セットから
5 セットまで、自動心マ器による胸骨圧迫と比較して、用手による胸骨圧迫の深さ適正率が低く、
有意差が認められた。振動あり（一般道）の条件において、3 セットから 5 セットまで自動心マ
器による胸骨圧迫と比較して、用手による胸骨圧迫の深さ適正率が低く、有意差が認められた。
振動あり（山道）の条件において、2 セットから 5 セットまで自動心マ器による胸骨圧迫と比較
して、用手による胸骨圧迫の深さ適正率が低く、有意差が認められた。
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3.3.2 深さ（図 13、図 15、図 17）
自動心マ器による胸骨圧迫の深さは、何れの条件においても、54mm であった。用手による胸
骨圧迫について、振動なしの条件における深さは 46mm から 50mm の範囲であり、振動あり（一
般道）の条件における深さは 48mm から 53 mm の範囲であり、振動あり（山道）の条件における
深さは 47mm から 53mm の範囲であり、時間（セット）の経過とともに胸骨圧迫の深さが浅くな
る傾向が確認できた。

図 12 深さ適正率（振動なし）

図 13 深さ（振動なし）

図 14 深さ適正率（振動あり：一般道）

図 15 深さ（振動あり：一般道）

図 16 深さ適正率（振動あり：山道）

図 17 深さ（振動あり：山道）
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3.4 圧迫解除適正率（図 18 から図 20）
胸骨圧迫の種類別に比較すると、圧迫解除適正率について、何れの条件においても、自動心マ
器による胸骨圧迫と用手による胸骨圧迫との間に有意差は認められなかった。

図 18 圧迫解除適正率（振動なし）

図 19 圧迫解除適正率（振動あり：一般道）

図 20 圧迫解除適正率（振動あり：山道）
4.

考察
本検証では、車両走行時の振動が、自動式心マッサージ器と用手による胸骨圧迫に与える影響

を評価するために、振動実験装置を用いて、車両走行時の振動を再現し、自動式心マッサージ器
と用手による胸骨圧迫の質を比較した。振動実験装置を用いることで、同じ振動の再現が可能と
なり、胸骨圧迫の質に振動が与える影響を全く同じ条件で評価した。
胸骨圧迫の質を構成する要素として、胸骨圧迫の位置、速さ、深さ、圧迫解除がある

1)

。本検

証で使用した自動式心マッサージ器は、胸骨圧迫の質に関する項目について、JRC 蘇生ガイドラ
イン 2015 に則った仕様となっており、用手による胸骨圧迫を実施させた被験者に対しても、JRC
蘇生ガイドライン 2015 に則った胸骨圧迫を実施するよう指示した。
本検証の結果、自動式心マッサージ器は、走行に伴い振動が生じる救急車内を再現した環境に
おいて、振動の影響を受けることなく、胸骨圧迫の質として評価した位置、速さ、深さ、圧迫解
除の全項目について、適切な胸骨圧迫を長時間維持できることが確認できた。
用手による胸骨圧迫は、深さ以外の項目である位置、速さ、圧迫解除について良好な結果が得
られた。これらの項目の各適正率について、自動式マッサージ器との比較では、統計学的な有意
差は認められなかった。
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一方、用手による胸骨圧迫の深さについては、何れの条件においても自動式心マッサージ器と
比較して浅く、時間の経過に伴い、圧迫の深さがさらに浅くなることが確認できた。それに伴い、
深さ適正率についても、自動式心マッサージ器と比較して適正率が低く、さらに時間の経過に伴
い、自動式心マッサージ器と比較して統計学的な有意差が認められた。
用手による胸骨圧迫の深さ適正率が低下する理由として、本検証では、①メーンストレッチャ
ー上の傷病者に対する胸骨圧迫の深さには、胸骨圧迫実施者（被験者）の体格が影響する可能性
があること、②胸骨圧迫継続に伴い、胸骨圧迫実施者（被験者）に疲労が生じたこと、及び③胸
骨圧迫実施者（被験者）が自己の胸骨圧迫の適正度合を把握することが困難であること、の 3 点
が挙げられる。
4.1 胸骨圧迫の深さと胸骨圧迫実施者の体格について
1 点目の理由として、本検証は救急車内のメーンストレッチャーの高さ（64cm）を忠実に再現
した状況で行ったところ、胸骨圧迫実施時につま先立ちの不安定な姿勢を強いられる実施者もお
り、胸骨圧迫の深さが不安定となる様子が確認できた。
Chi らによると、用手による適切な胸骨圧迫を実施するためには、胸骨を垂直に 500N（約 50
㎏）の力で押す必要がある

2)

が、メーンストレッチャー上に居る傷病者に対して胸骨圧迫を実施

する際に、胸骨圧迫実施者の体格によっては、傷病者の胸骨の直上に胸骨圧迫実施者の手根部、
上肢、肩部を位置するのが困難である。つま先立ちをして位置した場合には、姿勢が不安定とな
り、胸骨を垂直方向に十分な深さを伴って押すことが困難になったものと考えられる。
このことから、胸骨圧迫実施者の体格によっては、救急車内のメーンストレッチャー上の傷病
者に対する胸骨圧迫は、適切な深さで実施することが困難な可能性があり、つま先立ちの不安定
な姿勢が強いられた状態で車両走行の振動が伴うと、更に困難が増すものと考えられる。一方で、
自動式心マッサージ器は、傷病者に機器を固定して胸骨圧迫を行うため、傷病者の位置する高さ
に関係なく胸骨を垂直に圧迫することが可能であることが確認できた。
4.2 胸骨圧迫継続に伴う疲労について
2 点目の理由として、用手による胸骨圧迫の深さ適正率の低下と圧迫の深さが浅くなることに
ついて、何れも経時的に顕著になる様子が確認でき、このことは胸骨圧迫実施者の疲労の増大に
伴い生じたものと考えられる。実際、実施者の中には、検証実施中に手の痛みを感じる者や、上
肢や肩部の疲労感を訴える者もいた。また、自動式心マッサージ器との比較でも、用手による胸
骨圧迫の深さ適正率が、2 セット目から統計学的に有意に低くなる条件もあることが認められた。
JRC 蘇生ガイドライン 2015 によると、用手による胸骨圧迫実施者は約 2 分毎に交替するように
示されており、本検証結果は JRC 蘇生ガイドライン 2015 の内容を支持するものであった。この
ことから、深さが浅くなる前に、胸骨圧迫実施者の交替を適時適切に実施する必要があると考え
られる。
4.3 自己の胸骨圧迫の適正度合の把握について
3 点目の理由として、本検証においても、また実際の救急現場においても、救急隊員が胸骨圧
迫の適正度合を正確に把握することが困難であることが挙げられる。JRC 蘇生ガイドライン 2015
では、胸骨圧迫実施者が複数いる場合は、胸骨圧迫の適切な深さが維持されているかを、圧迫実
施者相互で評価し合うとしている。しかし、本検証では実施者相互の評価がなく、さらにあった
としても走行に伴う揺れが存在する車内において、適切な深さで胸骨圧迫が実施されているか否
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かを外見だけで評価することは容易ではない。このことから、救急現場においても、胸骨圧迫の
深さを客観的に正確に評価できる方法が、必要であると考えられる。
5.

まとめ

5.1 自動式心マッサージ器の胸骨圧迫について
本検証で再現した走行中の車両の何れの振動環境においても、胸骨圧迫の質（位置、速さ、深
さ、圧迫解除）の全項目について、100%適切な（JRC 蘇生ガイドライン 2015 に則った）胸骨圧
迫が継続できることを確認した。
5.2 用手による胸骨圧迫について
胸骨圧迫の質のうち、深さに関する適正率は 34～75%の範囲にあり、用手による胸骨圧迫は、
適切に実施・継続するのが困難であることが確認できた。自動式心マッサージ器との比較では、
何れの振動環境、何れの時間（セット）においても用手による胸骨圧迫の深さに関する適正率は
低く、2 セットから有意差が認める条件もあった。
一方、位置、速さ及び圧迫解除に関する適正率については、自動式心マッサージ器との比較で
は、何れの振動環境、何れのセットにおいても有意差は認められなかった。
6.

提言
走行に伴い振動が生じる車内において、自動式心マッサージ器は傷病者にとって、適切な胸骨

圧迫の継続が期待できる。一方、用手による胸骨圧迫を 2 セット以上継続する場合には、圧迫の
深さが不十分となり、適切な胸骨圧迫を継続できない恐れがあることから、概ね 2 分毎の実施者
の交替が望ましい。
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2)

Chih-Hsien Chi、et al.：Effects of rescuer position on the kinematics of cardiopulmonary resuscitation
(CPR) and the force of delivered compressions、Resuscitation、Vol.76、No.1、pp69-75、2008
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【一般発表】

非常放流中のダム湖における救助手法について
岡山市消防局

1.

深田祐介、川部裕司

はじめに
近年、台風や前線の活動などにより、全国的に土砂災害及び風水害が頻発しており、これらの

災害に対する対応力が問われている。その中でもダムの防災操作は、平成 30 年 7 月豪雨で大きく
取り上げられ、今後の大きな課題となった。
全国には 558 基のダムがあり、いつ異常洪水時防災操作（ダムへの流入量と同程度のダム放水
量とするもの）が行われてもおかしくない中で、大規模災害に備えるには、全国の消防組織全体
で希少な災害事例を共有し、ダムに対する知識を深めていくことが必要不可欠であると考える。
そこで、当局が平成 30 年 7 月豪雨での異常洪水防災操作時のダム内で行った救出方法をもとに、
そこから得た課題や問題点を考察し、救出方法を考案した。
2.

災害概要
発生日時

平成 30 年 7 月 7 日（土）14 時 54 分頃

発生場所

岡山市北区建部町鶴田地内

要救助者

73 歳男性、意識レベル清明、ライフジャケット着用、小型船に乗船中

事案詳細

旭川ダム湖内（以後、
「ダム内」と称す。）において、係留していた中型船が豪雨に

旭川ダム

よりダム内中央付近に流され、その船を回収するために男性 1 名が小型船で出航する。
その後、上流から流れてきた流木等の浮遊物に周囲を阻まれ、操船不能となり自力帰
還が不可能になったもの。また、旭川ダム統合管理事務所と連絡を取った情報指令課
から、ダムは緊急放流中であり、これを止めることはできないため、2 時間以内に救
出を完了しなければ放流に吸い込まれてしまう可能性があるという情報を受ける。
表 1 時間経過
区分

時間

覚知

14 時 54 分

00 分

先着消防隊到着

15 時 28 分

34 分

特別救助隊到着

15 時 45 分

51 分

特別高度救助隊到着

15 時 51 分

57 分

特別高度救助隊員３名入水

16 時 09 分

75 分

要救助者接触

16 時 26 分

92 分

救出完了

16 時 38 分

104 分
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表 2 気象状況
天気

雨

風向、風速

南南東、2m/sec

気温、湿度

23℃、92％

発令中

大雨特別警報

警報・注意報

大雨洪水警報・雷注意報

2.1 現場の状況
ダム内は、上流から流れてきた流木等が広範囲にわたり堆積している状態（写真 1 旭川ダム湖
内の状況参照）。ダム幅は約 200m、水位は EL108m（EL＝海抜標高）。
小型船（要救助者）の位置から南方向へ約 65m の堤防にはダムの吐き出し口があり、2000m3/s
の緊急放流を継続中（現場付近見取図参照）。

【現場付近見取図】
3.

救助方法の選択

3.1 指令内容及び現場の状況等から断念した救助方法
救命索発射銃Ｍ－63 型の到達距離は、ゴム弾 90m、浮環弾 80m。ストロングサイドから要

ア

救助者までの距離は、150m を超えるため届かない。堤頂から要救助者までの距離は、65m で
到達可能だが、危険側であるダム吐き出し側からの一時確保となるため断念（現場付近見取図
参照）。
イ

船外機付きボートは、流木等の浮遊物によりプロペラが破損するため使用不可能。

ウ

手漕ぎのラフトボートは、流木等の浮遊物により、前進困難なため断念。

エ

ヘリコプターを使用しての上空からの救出については、消防ヘリコプター「ももたろう」
が耐空検査期間中のため運行不能であり、岡山県消防防災ヘリコプター「きび」は、倉敷市
真備町での活動のため対応不可能。

オ

ダム管理事務所から、緊急放流中で、放水を停止すれば越水の危険があり、停止はできな
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いとの回答があったため、入水によるライフベイト及び潜水での接近は不可能。
3.2 選択した救助方法
桟橋に停泊していたレジャー用ボート 2 艇（2 艇同型、長さ 3.5m、横幅 1.0m）を発見する。
このボートの材質が FRP（繊維強化プラスチック）で、比較的計量であるため、人力により流木
等の浮遊物の上を滑らせることが可能であると判断し、この 2 艇を交互にスライドすることで、
要救助者の位置まで接近し救出する方法を選択した。
3.3 活動内容
活動時間を 1 時間以内と設定し、桟橋から隊員 3 名が 2 艇のうち 1 艇（以後、
「ボート A」と称
す。）に救出ロープを結着し乗船、マンパワーでもう 1 艇（以後、
「ボート B」と称す。）をボート
A の前方へ押し出す。その後、3 名ともボート B に乗り移り、ボート A をボート B の前方へ押し
出し、この反復作業を行うことで、要救助者の小型船まで向かう（写真 4 活動中の状況、写真 5
活動中の状況参照）。
陸上隊については、ストロングサイドで時間管理及び救出ロープの牽引準備（写真 6 陸上の状
況参照）。さらに、堤頂上で水位変化、浮遊物の吸い込み状況及び要救助者に注視して安全管理を
実施する。
要救助者接触後は、ライフジャケットを装着し、救出ロープが結着されているボート A に乗船
させ、陸上隊が牽引することで救出に至る。

写真 1

旭川ダム湖内の状

写真 2 旭川ダム放流中の状況

写真 4 活動中の状況

写真 3 要救助者の乗った小型船の状況
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写真 6 陸上の状況

写真 5 活動中の状況
4.

開発した救助手法
今回選択した救助手法については、偶然にも現場にレジャーボートがあったため実施できたが、

当局の資機材を使用しての救出方法が必要であると考え、ラフトボートを使用した救出方法を考
案した。
ラフトボートは、アキレス社製、重量 35 キロと軽量である。この特徴を活かし、ラフトボート
2
艇を交互に入れ替え、前進させる方法を 3 パターン考案した。
今回の検証は、浮遊物の多いダム内ではなく陸上にブルーシートを広げ、隊員 3 名で実施した。
以後、赤色のボートを A、青色のボートを B と称す。
すべての活動中において、ボート上では低姿勢を保持し、隊員相互による自己確保の徹底に努
め
る。さらに、いずれか 1 名の隊員がボートの確保を継続し、ボート同士が離れないように注意す
る。
なお、今回の救助手法については、船首、船尾どちらからでも活動することはできるが、緊急
脱出時のことを考慮し、船首にバックアップラインを取り付け、船尾を進行方向として活動する
ものとする。
アメンボレスキューⅠ型…ボートと浮遊物の抵抗が少なく、スライドがスムースな手法
1

B を押し出し前進させる。

2 前進させた B に乗り移る。 3 これを反復する。

進⾏⽅向

-299-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

アメンボレスキューⅡ型…浮遊物が多く、ボートのスライドに抵抗が大きい時に有効な手法
1

B を傾け片側を A のアウタ

2 傾けた状態でアウターチュ

ーチューブ上に乗せる。

ーブ上をスライドさせる。

3 斜め前方に着水させ乗り移
りこれを反復する。

浮遊物

アメンボレスキューⅢ型…1 艇だけが通過可能な狭隘な場所で使用する手法
1

2 艇を縦列に並べ、B の船

2 隊員が B を保持しながら A

首をＡの船尾に乗せる。

に下ろし反復する。

通⾏不可

通⾏不可

5.

の直上を前進させる。

3 隊員の上部を通過後、静か

ダム災害対応に対する予備知識
今回、特殊な状況下で災害対応にあたり、応急的に考案した救出方法を実行したが、ダムにお

ける災害は多種多様なものであり、その対応には事前の教養・情報収集が必要であると感じまし
た。そこで、ダムに対する知識を深めるため、1 級土木施工管理技士の資格を持ち、数多くのダ
ム設計に携わっているダム設計会社の太田氏、旭川ダム統合管理事務所職員から話を伺った。
5.1 放流を止められない理由
ダム管理事務所は、気象台の降雨に関する注意報又は警報が発せられると洪水警戒体制をとり、
洪水調整を行い、サーチャージ水位（洪水時、一時的にダムに貯めることが出来る最高水位）を
超えないよう、放流量を調整する。この調整を行わなければやがて満水となり、その後、ダム堤
頂を越水する。設計上、越水によるダム自体の崩壊は考え難いが、ダムの堤頂には電気制御装置
が設置されており、越水による浸水で故障し、ゲート操作が不能になることが考えられる。故障
により、放水量の調整が不能になり、下流域に甚大な被害をもたらす可能性がある。
5.2 放流時にダム内へ入水する危険性について
緊急放流時のクレストゲート（放流ゲート）付近では、かなりの吸引力が発生しており非常に
危険な状況である。水面付近の吸引力は、水位と反比例しており、水位が下がるほど吸引力は増
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していくため、ダム内への入水が危険であることは容易に考えられる。また、位置、深さ等によ
って、吸引力に差があり、水面から判断することは非常に難しく、流体力学の専門家による計算
からでしか、本当に安全な水位は判断できない。さらに、流入量は、降水量により刻々と変化す
るため、対応することは困難である。
なお、活動中には、安全管理員から時間経過とともに、浮遊物が多く吸引されていく状況が確
認されている。さらに、救出完了時刻の 16 時 18 分から約 2 時間後の 18 時 00 分頃に、旭川ダム
管理職員が、ダム内を見たところ、中型船と小型船がなくなっているのを確認している。このこ
とから、ダム内への入水が危険であることは容易に考えられる。
5.3 日本のダム事情
海外では、軍隊がダムの警備を行うなど、厳重な警備が行なわれている。よって、ダム湖内へ
の人の進入や、事故も少ないのが現状である。しかし、日本のダムは海外に比べ開放的であり、
自由に出入りできる特徴があるため、今後も事故発生の可能性は否定できない。
5.4 今後のダム内での救助事案について
放流時のダム内での救助事案については、常日頃の訓練及び現場経験からの判断だけでなく、
専門職であるダム管理職員と十分協議し、自治体がリアルタイムに発信している防災ポータル等
も活用しながら、安全管理を徹底して迅速に活動する必要がある（表 3 参照）。
表 3 岡山県防災ポータルダム状況一覧表（平成 30 年 7 月 7 日、旭川ダム）

※赤枠内が、活動時の流入量と全放水量等を示したものである。
6.

現在の取組及び開発中の資機材
今回の事案は、同時に複数の事案が発生し、各部隊が対応に追われていたため、消防力は劣勢

かつ消防の資機材では対応困難という、我々が経験したことのないものであった。
こういった事案に対応していくためには、災害が発生し得る施設や場所の普段の状況・危険部
位・特性などを事前に把握し、関係者と情報共有しておくこと。現場到着時に地域住民、施設関
係者から情報収集を容易に行うため、平素から関係を構築していくこと。そのために、効果的な
広報等により、地域・自主防災について「自助・共助」の高揚を推し進めることが必要であると

-301-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

痛感した。
また、災害対応後に、救助隊でフィードバック及びディスカッションしていく中で、ボートな
ど既存資機材の有効活用と平行して、現場経験を活かした「新しい効果的な資機材」の考案が急
務であると感じた。
そこで、漁網、各種ネットとシートを同時加工可能な、岡山県備前市の橋本産業株式会社に協
力を頂き、過去の事例と災害対応での経験から有効となる資機材を、同社製作品を参考に、共同
で試作しているところである。
現在、緊急時の一時避難や、活動時の足場として活用できる、大きさ縦 1m、横 2m、厚さ 30cm
程度の緊急浮き島（仮称）を作成中である（イメージ図参照）。上記の大きさのフロートに網を取
り付けることで完成品とし、フロートは 3 つ折りにすることが可能で、コンパクトに搬送が可能
なものとする。また、網を取りつけることで、要救助者自身が水面から掴む（つかむ）ことがで
き、救出の際に容易に引き上げることができる。今後、緊急浮き島（仮称）を元に、消防既存の
業務割り当てに囚われず、PDCA サイクルを実施し、検証を重ね、様々な水難現場に活用できる
よう改良していく。

【イメージ図】
7.

おわりに
平成 30 年 7 月豪雨では、多くのダムが緊急放流に踏み切り、犠牲者が発生しました。全国的に

土砂災害及び風水害が頻発する中、今後もダムやため池、河川での救助事案が発生する可能性が
高いといえます。また、昨年のような大規模な災害は、いつ起こるかわかりません。その際、消
防力劣勢の状況でも、限られた資機材で対応する必要があります。
アメンボレスキューは、現場判断により考案したもので、保有資機材を使用し、さまざまな現
場に代用できる有効な救出方法であると考えます。そして、これにより得た課題を、より多くの
機関に知ってもらい、今後起こりうる災害に備えられるよう、情報共有していかなければなりま
せん。
救出したから終わりではなく、一つ一つの事案を元に PDCA サイクルを繰り返すことで、より
良い救出方法の考案、新たな資機材の開発に繋げます。それを全国の消防本部で共有していくこ
とが我々消防職員にとって必要なことではないでしょうか。
協力・助言
橋本産業株式会社
旭川ダム統合管理事務所
ダム設計会社

太田氏

-302-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

【一般発表】

屋外高所作業用ゴンドラの事故における効果的な一次確保について
岡山市消防局

1.

柳迫浩之、柴山幸範、西山

猛

はじめに
平成 29 年 12 月、管内の高層建築物において、屋外高所作業用ゴンドラの作業かご（ケージ）

が傾いたため、作業員 2 名が脱出できなくなるという事故が発生しました。
当市においては、平成 3 年 9 月に、高層建築物の屋上からゴンドラの台車ごと落下するという
死亡事故も発生しています。この事故から、ゴンドラは落下し得るものであるということを共通
認識として、救助活動に従事してきましたが、当事故で宙吊りになったケージからの救助活動を
機に、管内における常設型ゴンドラの設置状況を調査するとともに、ゴンドラを落下させない効
果的な一次確保が重要であると考えたため、それを可能にする救助手法について検証しました（写
真 1 及び 2 参照）。

2.

写真 1 ゴンドラ事故（平成 29 年 12 月）

写真 2 ゴンドラ事故（平成 3 年 9 月）

（KSB 瀬戸内海放送提供）

（山陽新聞社提供）

事故概要
12 階建て、高さ 59.9m の建築物に設置されているゴンドラのケージに作業員 2 名が搭乗し、高

所作業を実施していたところ、ゴンドラの吊り下げ用ワイヤを吊っている 2 本のアームのうち、1
本が機器のトラブルにより下がり、ケージが傾き作業員が脱出できなくなったもの。救助工作車
2 台を含む計 7 台が出動する。
アームが下がった原因については、アームの俯仰（ふぎょう）動作を行う装置の一部に発生し
た、約 6mm の歪みを、点検等で認識できずに継続使用していたため、アームを動かすネジ状の
スクリューシャフトへ、長期的に負荷がかかり続け、耐えきれず破損したものであった。
3.

活動概要
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現場到着時、ケージが屋上付近で傾いていることを地上から確認する。確認後、ケージ下方に
消防警戒区域を設定し、屋上へ移動する。
屋上へ到着後、約 2m 下方で傾いているケージ内に要救助者 2 名を確認し、呼び掛けを行った
ところ、2 名とも落ち着いて会話ができる状態である。
要救助者の一次確保については、先着していたゴンドラの管理業者がラチェットベルトを使用
し、ケージを吊り下げている台車に支点をとり、要救助者を確保している。一次確保をさらに確
実なものとするため、消防隊によりゴンドラの走行用レールに支点を作成し、ロープを使用して
要救助者の確保を実施する。
ゴンドラの破損したアームは、屋上の柵に接触した状態で安定しており、ワイヤの切断や他の
破損箇所もないことから、これ以上の急激な動揺は発生しないものと判断する。
梯子車での救出については、傾いたゴンドラが屋上付近(高さ約 58m)にあり、バスケットが届
かないため不可能である。さらに、ケージ直近には救出に有効な開口部がないため、屋上に救出
することを選定する。
救出方法については、ケージが屋上から約 2m 下方にあること及び要救助者が高所作業員であ
るため、高所による恐怖心がなかったことから、ゴンドラの走行用レールにワイヤー梯子を設定
し、救助隊員が確保ロープを操作するとともに要救助者自身に登梯させ、屋上へ救出する方法を
選択した（写真 1 及び 3 参照）。

写真 3 傾いたケージの状況及びワイヤー梯子の設定状況（KSB 瀬戸内海放送提供）

4.

検討事項

4.1 管内における常設型ゴンドラの設置状況の把握
ゴンドラ事故への対応力を強化するため、管内における常設型ゴンドラを設置している建築物、
設置位置、設置されているゴンドラの種類及び形状等をあらかじめ把握し、対応策を講じておく
ことが重要であると考えた。
4.2 ゴンドラに関する知識の習得及び事故事例の把握
労働安全衛生法施行令第 12 条において、特に危険な作業を必要とする機械（特定機械）とし
て 8 種類が定められており、ゴンドラも含まれている。そのため、ゴンドラを操作する業務に労
働者をつかせる際には、当該労働者に対して特別教育を行うことが、ゴンドラ安全規則第 12 条に
よって、事業者に義務付けられている。このことから、ゴンドラ事故に対応するためには、専門
的な知識の習得及び事故事例の把握が必要不可欠であると考えたため、前記のゴンドラ特別教育
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を受講することとした。
4.3 一次確保要領の確立
平成 3 年 9 月に当市で発生した事故のように、ゴンドラが落下することで、甚大な二次災害が
発生する恐れがある。また、他都市においては、強風のため隊員が降下できず、要救助者及びケ
ージの一次確保に時間を要した事例もある。
以上のことから、強風及び突風のため、通常のように隊員がケージまで降下することが困難な
状況を前提とし、隊員を危険区域に晒す（さらす）ことなく、迅速な一次確保を可能にする手法
を考案する必要があると考えた。
5.

検討事項についての対策

5.1 管内における常設型ゴンドラの設置状況の調査
労働安全衛生法第 88 条第 1 項において、常設型ゴンドラを設置しようとする事業者には、あ
らかじめ所轄労働基準監督署長への届出が義務付けられていることから、岡山労働基準監督署に
協力を依頼し、管内における常設型ゴンドラの設置状況について情報提供を受けた。
その結果として、設置数は 24 棟、30 機であり、各ゴンドラのメーカー、能力及び製造年月日
についても把握することができた。
また、ケージについては、最大で 2 名搭乗のものであることが判明した。
常設型ゴンドラを設置している建築物の中で、最も高層なものは高さ 95m であり、可搬型ゴン
ドラが設置される可能性のある最も高層なものは、高さ 108m であった。
5.2 ゴンドラ特別教育の受講
ゴンドラ特別教育では、ゴンドラに関する知識の習得に伴い、過去の事故事例についても把握
することができる。これにより、常設型ゴンドラの事故では、悪天候及び経年劣化による破損が
原因で、発生するものが多いことについて把握できた。事故事例として、次のようなものが挙げ
られる。
ア

台車ごと落下した。

イ

吊り下げ用ワイヤ腐食によりケージが落下した。

ウ

吊り下げ用ワイヤ腐食によりケージが傾斜した。

エ

アームの倒れによりケージが傾斜した。

オ

機械部品の破損によりケージが傾斜した。
また、可搬型ゴンドラの事故では、悪天候が原因で発生するものよりも、設置の際に発生する

作業員のヒューマンエラーによるものが明らかに多いとのことであり、その事故原因として、次
のようなものが挙げられる（図 1 参照）。
ア

設置作業の際に突りょうを落下させた。

イ

設置作業の際に吊り下げ用ワイヤを落下させた。

ウ

設置するゴンドラの機種及びサイズの選定を誤った。

エ

台付け場所の選定を誤った。

オ

台付け用フックの使用方法を誤った。

カ

吊り下げ用ワイヤの長さが不足していた。

キ

吊り下げ用ワイヤが切断した。

-305-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

台付け用フック

屋上

外壁

吊り下げ用ワイヤ

突りょう
パラペット

図 1 可搬型ゴンドラの設置例

作業場所を変更する際には、再度ゴンドラを設置する必要があり、複数回にわたる設置作業が
行われるため、作業の慣れから起こるヒューマンエラーも懸念されているとのことである。
5.3 一次確保要領の考案
清掃業者によると、作業員は自己確保ロープをケージ自体に結着するため、ケージが確保でき
れば作業員が単独で落下することはなく、使用する工具や機材については、作業員が着装してい
るフルボディハーネスにチェーン等で繋ぎ、落下防止の措置を講じているとのことであった。
このことから、ケージを確保することに主眼を置いた結果、ケージごと要救助者を包み込む手
法が有効ではないかという結論に至った。なお、吊り下げ用ワイヤを屋上から地上まで降ろして
いる形状のゴンドラは、包み込むことが困難であるため、除いて考えるものとした。
6.

ケージの一次確保を可能にする資器材の選定について

6.1 ロープモッコの活用
当局特別高度救助隊で、ケージごと包み込むことが可能な資器材について検討したところ、当
局航空隊が保有している、ヘリコプターでの物資輸送時に使用するナイロン製のロープモッコが
有効であると考え、検証した。
ロープモッコは網状であるため、ゴンドラ救助の活動障害である強風及び突風の影響を受けに
くく、非常に有効である。
6.2 サイズ及び強度についての考察
ロープモッコのサイズは 3.0m×3.0m であり、最大使用荷重は 2t である。これらを踏まえた上
で、ロープモッコがサイズ及び強度の点で、ゴンドラ事故の一次確保に対応可能であるか検証し
た。
サイズについては、前記の調査結果から、管内に設置されている常設型ゴンドラは最大 2 名搭
乗のケージであるため、当事故におけるケージを対象とした。ケージのサイズは幅 1.4m、奥行
1.1m、高さ 1.0m であるため、サイズ 3.0m×3.0m のモッコは対応可能であると判断した。
強度については、ロープモッコを使用してケージごと要救助者を屋上へ救出するわけではなく、
あくまでも一次確保とし、衝撃荷重を与えないよう配慮して使用することを前提として考えた。
当事故におけるゴンドラを例に挙げると、最大積載荷重 235kg、ケージ本体 365kg であり、最
大総重量は 600kg となる。そのため、衝撃荷重を与えない前提であれば対応可能と判断できる。
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しかし、ナイロン製であること且つ一辺 150mm の網目状であることから、ロープモッコが伸び
易い性質上、あらかじめロープモッコに荷重を掛けたとしてもある程度の衝撃荷重を受けるので
はないかと考えた。
以上のことから、当局航空隊が保有しているロープモッコの使用は適切でないと判断した。
6.3 シートモッコの活用
モッコへの衝撃荷重を考慮すると、伸び率の低い素材及び形状である必要がある。素材として
は、ワイヤ製のモッコも存在するが、3.0m×3.0m のものは重量が約 50kg であり、屋上への搬送
は困難である。また、ワイヤの性質上、要救助者及び窓ガラス等へ危害を加える恐れがあるため、
適切な選択とは言い難い。
形状についても検討した。網目状のモッコは伸びるだけでなく、ケージの角及び突起物等に引
っ掛かるリスクもある。対応策として、網目のサイズを小さくすることも考慮したが、そうする
ことにより、風による影響がシート状のものとほぼ変わらない状態になると予測した。シート状
であれば形状上、網目状のように伸びるリスクがないと考えられる。
以上のことから、シート状のモッコ（シートモッコ）の使用を検討することとした。
シートモッコは、様々なサイズ及び強度のものがあり、土や砂利、雪などの運搬に適したもの
である。用途によっては防水加工がされたものもあり、土砂災害での活動時も有効に活用できる
ものである。
サイズは様々であり、最大使用荷重については 2t のものが存在する。前記のように衝撃荷重を
与えないよう考慮して使用することを前提とすれば、使用可能であると判断できる。
しかし、強風及び突風の場面には適切でないと考えられるため、そのような環境下において、
シートモッコがどの程度までであれば対応可能なのかという点に着目し、検証訓練を実施するこ
ととした（写真 4 参照）。

写真 4 シートモッコ
7.

シートモッコを使用した検証訓練
当初、当局においてシートモッコを保有していなかったため、ブルーシートの四隅にオープン

スリングを結着し、シートモッコと見立てて検証訓練を実施した。なお、ケージについては、バ
スケット担架を代用している。
訓練場所については、岡山市北消防署、屋内訓練室の訓練施設を使用し、隊員の配置について
は、屋上 2 名、地上 2 名の合計 4 名とした。
7.1 ロープ設定要領
屋上の隊員が操作するロープは、吊り下げ用ロープ及び巻き上げ用ロープである。吊り下げ用
ロープは A 及び B に結着し、巻き上げ用ロープは C 及び D に結着する。

-307-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

地上の隊員が操作するロープは、巻き込み用ロープである。巻き込み用ロープは C 及び D に結
着する（写真 5 参照）。

巻

巻

吊り下げ用

き

き
A

上

B

上

げ

げ

用

用
C

D

巻き込み用

写真 5 ロープ設定要領
7.2 検証手順
(1) シートモッコを壁体に沿わせてケージの位置まで降ろしていく。その際、巻き込み用ロープ
を地上の隊員が壁体に沿わせて張った状態でシートモッコを降ろしていく（写真 6 参照）。
(2) ケージを包むことが可能な位置までシートモッコを降ろした後、屋上の隊員は吊り下げ用ロ
ープを固定する（写真 7 参照）。
(3) 固定後、地上の隊員は壁体から離れるように巻き込み用ロープを張り、ケージの下側を潜ら
せるように巻き込む（写真 8 参照）。
(4) 屋上の隊員は、巻き上げ用ロープを引き上げ、ケージをシートモッコで包み込む（写真 9
参照）。
(5) 吊り下げ用ロープに巻き上げ用ロープを固定し、一次確保完了（写真 10 及び 11 参照）。

写真 6 確保要領 1

写真 7 確保要領 2
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写真 9 確保要領 4

写真 10 確保要領 5

写真 11 ロープ固定要領

手順について検証した結果、屋上 2 名、地上 2 名を想定した配置で実施可能であると判断した。
この検証結果をもとに、高層建築物及び強風下という環境で、さらに検証を進めた。
8.

高層建築物及び強風下での検証
検証訓練は、岡山市北消防署の庁舎（高さ 31.65m）を使用して実施した。訓練実施時の屋上の

風速については 5.0～6.0m/sec であり、シートモッコがどの程度風の影響を受けるのかという点に
着目した。
なお、隊員の配置については、屋上 3 名（指揮者 1 名、活動隊員 2 名）、地上 2 名とし、手順
については、7.2 のとおりとした。
検証の結果、シートモッコを張った状態で壁体に沿わせて降ろすことで、風の影響を最小限に
できたため、風速 5.0～6.0m/sec の環境下では問題なく実施することができた。このことから、同
程度の環境下では、使用可能であるという判断に至った。
今後の課題として、さらに高層な建築物や強風下での活動の場合、ロープが長くなることによ
り、ロープ自体も風の影響を受ける可能性が考えられるため、そのような環境下で検証を進める
必要がある。
また、架線障害についても考えられるため、今後の検証訓練の際には、一次確保実施時に電線
等へロープが接触しないよう、安全管理を更に徹底する必要がある（写真 6～10 参照）。
9.

当事故現場での検証訓練
ビル風の風速は、建築物の高さと相関性が高いと言われている。一般に、建築物における地上

100m 付近の風速は、地上 1m 付近の風速に対し 2.5～3 倍程度になる。そのため、さらに高層な
建築物で検証を進めるにあたって、風の影響についてより配慮しなければならない。
このことから、検証を進める建築物として、当事故が発生した高層建築物を選定した。さらに、
実災害に近い検証とするため、当事故が発生したゴンドラを使用して、検証訓練を実施した。
隊員の配置については、屋上 3 名（指揮者 1 名、活動隊員 2 名）、地上（3 階エントランス部
分を使用）2 名とし、7.2 の手順のとおり、シートモッコを使用して検証した。
シートモッコについては、1.8m×1.8m のものを使用した。このサイズでは、ケージを包み込む
ことは困難である。しかし、ケージの底面さえ支えることができれば一次確保が成立するのでは
ないかという推測に加えて、突風に対応するため最低限のサイズを選定した方が、効率的なので
はないかという思惑もあり、それらを踏まえたサイズ選定とした。
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検証訓練開始時の風速を測定したところ、地上 1m 付近で 1.0～2.0 m/sec、屋上（地上 60m 付近）
で 4.0～5.0 m/sec であった。しかし、訓練開始後、屋上からシートモッコを投入する場面では、
突風に煽られることもあり、建築物の壁面を吹き上げる突風は 11.0 m/sec を記録した。このこと
から、平穏な環境下においても突風を警戒しなければならないことが明確となった。
一次確保については、風に煽られる場面があったものの、手順通り成立させることができた。
包み込むという表現ではなく、ケージの底面を支えるという表現になったが、シートモッコに荷
重をかけた際の安定性も良好であった。このことから、最小限のサイズのシートモッコを使用し
た手法が、一次確保として有効な手法の一つであると判断できる材料となった。
しかし、シートモッコから地上に延びる巻き込み用ロープが受けた風荷重により、シートモッ
コの操作が困難な場面が見られたことから、その対応策を今後の課題とした（写真 12 参照）。

写真 12 当事故現場での検証訓練の状況
10.
10.1

屋上からのアプローチのみで実現可能な手法
巻き込み用ロープの省略

建築物が高層になればなるほど、モッコに結着したロープは長くなる。ロープが長ければ長い
ほど、ロープが受ける風荷重の値は上昇する。風荷重は大きな活動障害として挙げられ、高層建
築物における活動においては、対策が必須である。
活動開始後、吊り下げ用ロープはモッコがケージに近づくにつれて長くなる。すなわち、吊り
下げ用ロープが受ける風荷重の最大値は、一次確保実施時である。しかし、一次確保を成立させ
る過程で吊り下げ用ロープを省略することはできない。
そこで、モッコから地上に延びる巻き込み用ロープの省略という点に着目した。屋上からのア
プローチのみで一次確保を成立させることが可能であると仮定すると、巻き込み用ロープは省略
することができる。このことから、それを可能にする手法を考案し、資器材の開発を含めて検証
を進めることとした。
10.2

新たな資器材の開発

現在、岡山県備前市の橋本産業株式会社と連携し、屋上からのアプローチのみで成立する手法
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を可能にする資器材、MR ネット（マルチ・レスキュー・ネット）（仮称）を開発中である。
同社は、漁網、シート及びネットの加工を専門としている。特に、シートと網状の物を同時に
加工できる企業は、全国的にも稀であることから協力を依頼し、当局特別高度救助隊と共同で手
法の考案及び資器材の開発を進めていく運びとなった。
MR ネットは、強風及び突風に対応するため生地にネットを採用し、等間隔に超強力糸ロープ
を編み込むことで、一次確保に必要な強度を確保したものである。
特徴としては、辺 AB、CD、AC 下部及び BD 下部に補強材を設定しており、C 及び D に端末
を結着したロープ（巻き上げ用ロープ）が、A 及び B に設定した滑車を経由して屋上へ至る。こ
れにより、従来の手法で行っていた巻き込み及び巻き上げが、巻き上げ用ロープのみで可能とな
る。
令和元年 8 月現在、MR ネットのミニチュア製品が完成した。
MR ネットが完成に至り、手法の実現が可能となれば、地上の隊員を危険区域に配置するリス
クがなくなり、屋上と地上の連携といった活動上の難点も解消できる（写真 13 参照）。

補強材設定位置

吊り下げ用
巻

A

巻

B

き

き

上

上

げ

げ

用

用
C

D

写真 13 開発中の MR ネット
10.3
(1)

MR ネットによる一次確保手順
MR ネットをケージの位置まで降ろし、吊り下げ用ロープを固定する（写真 14 参照）。

(2) 固定後、巻き上げ用ロープを引き上げ、ケージを MR ネットで確保する（写真 15 参照）。

写真 14 MR ネットによる確保要領 1

写真 15 MR ネットによる確保要領 2
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11.
11.1

今後の展望
シートアタッチメントの考案

ゴンドラ事故における要救助者は、塗装業や清掃業といった業種が多く、ケージ内部に塗料、
洗浄剤等の液体を積載している可能性がある。このことから、ケージ内部からの液体の飛散につ
いて対応策を講じる必要があるが、着脱可能なシート（シートアタッチメント）を装着すること
で、飛散を防止することができる。なお、あくまで超強力糸ロープに荷重がかかることを前提と
した形状とし、風の状況により使用の可否を判断する必要がある。
11.2

MR ネットの汎用性

MR ネットは、ゴンドラ事故を機に開発を進めているものであるが、アタッチメントを活用す
ることにより、宙吊り事故をはじめ、水難事故等にも応用することが期待できる。
水難事故現場で活用するためには、現在設定している補強材を着脱可能な伸縮式ポール（ポー
ルアタッチメント）とし、取り外した後に、超強力糸ロープの部分にブイを設定する。これによ
り、複数の要救助者が存在する事案やトラブル等により、潜水隊員が緊急浮上した際に、要救助
者及び潜水隊員を一挙に一次確保することが可能となる。
このことから、シート以外にもポール及びブイ等の各種アタッチメントを将来的に揃える展望
としている。
12.

おわりに

当事故を機に過去の事故事例を把握した結果、ゴンドラ事故はヒューマンエラーによる事故が
多発しており、十分に起こり得る災害であると認識したことから、対応策を講じることは急務で
あると判断しました。
今回検証した一次確保手法は、迅速にケージごと要救助者を一次確保できることに加え、隊員
を危険区域に進入させずに実施できることから、非常に有効な手法であると考えます。
また、管内におけるゴンドラの設置状況について把握できたことにより、現場活動の初動を円
滑に進めることが可能になり、当局におけるゴンドラ事故への対応力は確実に向上したと思われ
ます。
さらに、当事故を機に分析及び検証を進めたことで新たな資器材の開発に至りました。これに
より、将来的にはゴンドラ事故だけでなく、他の災害における救助手法の発展にも、繋げること
ができるものと感じています。
今回の取り組みから、災害を見直し、教訓をもとに検証し、効果的な救助手法を確立すること
の重要性を再認識しました。複雑多様化する災害に対応していくために、今後も継続して効果的
な救助手法を模索していきたいと思います。
協力・助言
岡山労働基準監督署
橋本産業株式会社
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【一般発表】

北川式ガス検知管の性能比較に関する検証
東京消防庁

1.

山本洋平、天野恭平、望月

真、清水崇一

はじめに
当庁や一部の消防本部では、火災調査現場において、ガソリンや灯油等の助燃剤の有無の確認

に鑑識用石油 P 型検知管（以下「P 検知管」という。）を用いている。この検知管は、ガソリンや
灯油等に含まれる低沸点の芳香族化合物と呈色反応する検知剤が封入されており、呈色状況から
ガソリンと灯油を判別できるとされている 1)。しかし、灯油と軽油など助燃剤の種類によっては、
類似した色を呈するほか、樹脂及びゴム（以下「樹脂等」という。）の燃焼分解生成物にも反応す
るため、助燃剤の種類を推定するのは困難である。また、エタノール等のアルコール類に反応し
ないため、その存在を確認することはできない。
火災調査現場で助燃剤の種類を推定できれば、油種を念頭に置いた火災調査業務が遂行できる
など業務効率化が期待できる。
2.

目的
本検証では、火災調査現場において、助燃剤の有無やその種類をより迅速かつ正確に推定する

方法として、P 検知管の他に複数種の検知管を用いる方法に着目した。そこで、助燃剤及び樹脂
等の種類・濃度に対する複数種の検知管の呈する色及び反応長（以下「呈色特性」という。）を実
験的に明らかにし、助燃剤を推定するための手順フローチャート等を提案し、それらの有効性を
明らかにすることを目的とした。
3.

助燃剤・検知管・樹脂等の選定

3.1 助燃剤
一般に広く流通しており、放火等で使用される可能性がある常温で液体のものを選定条件として、
表 1 に示す 6 種類の助燃剤（以下「検証助燃剤」という。
）を選定した。
表 1 検証助燃剤の名称等
助燃剤の名称
規格等
ガソリン（自動車用）
JIS K 2202
JIS K 2203
灯油
JIS K 2204
軽油
JIS K 2205
重油（A 重油）
エタノール
富士フイルム和光純薬株式会社、試薬特級
シンナー
株式会社カンペパピオ、ラッカーうすめ液塗料用

沸点［℃］
40～220
145～270
175～370
300 以上
78
108～171

3.2 検知管
反応対象物質等の特性を勘案し、併用することで検証助燃剤を推定できる可能性があるものと
して、表 2 に示す P 検知管を含む 5 種類の検知管（以下「検証検知管」という。）を選定した。
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PⅡ検知管は、P 検知管と反応対象物質は同じで、呈色特性によりガソリンと灯油を判別できる仕
様になっている。P 検知管とは封入されている検知剤が異なり、検知層の長さも 80mm と長いため、
P 検知管よりもガソリンと灯油を判別しやすいとされている。また、樹脂等の燃焼分解生成物には
反応しにくいという特長をもつ 2)。P 検知管及び PⅡ検知管以外の 3 種類の検知管は、検証助燃剤に
対して、反応原理等から次の①から③のように呈色すると予想した。
①スチレン SB 検知管は、ガソリンで呈色し、灯油や燃焼分解生成物の芳香族化合物ではほぼ呈
色しない。②ヘキサン SC 検知管は、エタノール以外の検証助燃剤で呈色するが、[灯油]と[軽油・
重油]群を判別できる。③シンナーTH 検知管は、シンナー以外にエタノールでも呈色するためシン
ナーとエタノールの存在の確認に有効である。
以上のことから、検証検知管により助燃剤の種類を推定できる可能性がある。
表 2 検証検知管の名称等 1)
検知層の長さ 検知層
[mm]
の色

検知管の名称
鑑識用石油 P 型（P）
鑑識用石油 PⅡ型（PⅡ）
スチレン SB 型（スチレン SB）
ヘキサン SC 型（ヘキサン SC）
定性シンナー290TH 型（シンナーTH）

25
80
90
75
30

反応対象物質

白色系
低沸点の芳香族化合物
白色系
低沸点の芳香族化合物
白色系
スチレン
黄色系
ヘキサン
黄色系 エステル類、アルコール類

3.3 樹脂等
国内生産量が多いもの、各分野で使用されているもの等を選定条件とし、表 3 に示す 8 種類の樹脂
等を選定した。
表 3 試験で使用する樹脂等の名称等
分類

熱可塑性樹脂

熱硬化性樹脂
合成ゴム
4.

略号
PE
PP
PVC
PS
ABS
PET
PF
NBR

樹脂等の名称
ポリエチレン（低密度）
ポリプロピレン
ポリ塩化ビニル
ポリスチレン
アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂
ポリエチレンテレフタレート
フェノール樹脂
アクリロニトリルブタジエンゴム

呈色特性の表現方法

4.1 検知管の色の定義
検知管の色の表現方法として、色名や写真を用いる方法がある。しかし、色名の場合、各個人で
色彩感覚が異なる等の要因から、色の見え方に多少のずれが生じる。また、写真の場合、写真機や
プリンタの種類及びその設定条件によっては、実際の色とは異なる色になる恐れがある。
本検証では、検知管の色を色の三属性である色相（色味の違い）、明度（明るさの度合い）、彩
度（色味の強さ、鮮やかさの違い）を知覚的にほぼ等歩度に尺度化して体系化し、表現方法を定
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めたマンセル表色系を用いた色票集 3)（以下「検証色票集」という。
）により定義した。
なお、色相は、R（赤）
、Y（黄）、G（緑）、B（青）、P（紫）を主要 5 色相とし、それぞれの中
間に YR、GY、BG、PB、RP を加えた 10 色相を基準として、環状に時計回りに循環させて並べ
たものである。
4.2 呈色特性の記録方法
試験者 3 名で、試料ガス通気後の検証検知管の色を検証色票集と比較し、色相（24 色相）、明
度（18 段階）及び彩度（10 段階）の値で記録した。その後、その平均値をペイントカラー検索シ
ステム（日本塗料工業会）を用いて、テレビやモニターの画像処理に使用されている RGB 値に変
換した後、原色に近い色になるようカラープリンタ（富士ゼロックス株式会社製、DocuPrint3100）
を設定し印刷することで、検知管の呈色特性を表す色見本を作成した。
なお、検知管の反応長についても、呈する色ごとに記録し、試験者 3 名の平均値を各色の反応
長とした。
本報において、検知管の色は、例えば色相 5R、明度 4、彩度 14 の場合は「5R4/14」と表示する。
また、色相のみを示す場合は、色相値又は R は「赤色系」、Y は「黄色系」
、YR は「赤黄色系」と
いうように記載し、5YR、5Y などそれらの中心の色相を基準に、7.5YR であれば「黄寄りの赤黄
色系」というように記載する。また、明度及び彩度は数値又は高低で示す。
5.

試験方法

5.1 助燃剤に対する検知管の呈色特性確認試験
ポリフッ化ビニル樹脂製の袋に検証助燃剤を入れ、その内部を屋外の新鮮な空気で満たした。
その後、一定時間放置し見た目上完全に気化させることで、助燃剤ガス濃度が 0.5ppm、1ppm、
2ppm、4ppm、10ppm の試料ガスを調製した。また、容量 30mL のガラス容器に 0.5mL の検証助
燃剤をそれぞれ入れ、蓋をした状態で一定時間放置させることで、高濃度の試料ガス（以下「高
濃度ガス」という。）を調製した。
調製した試料ガスをガス採取器（光明理化学工業株式会社
製、AP－20）により、検証検知管に通気させた後、直ちに呈色
特性を記録し、検知管の色見本を作成した。検知管に試料ガス
検知器

を通気させている状況を写真 1 に示す。
検知管

なお、本試験及び以後の試験は、室内温度を 24±1℃で管理し
た実験室内で行った。また、本報で示す助燃剤ガス濃度（ppm）
は、袋の体積に対する助燃剤の液量（体積）を示す。
本試験結果を基に、検証助燃剤を推定するための手順フ
ローチャート及びこれと併せて使用する検知管の色見本を

試料ガス
写真 1 検知管に試料ガスを通気
している状況

作成した。
5.2 手順フローチャート及び色見本の有効性の評価
火災調査現場の液体及び残渣物（以下「残渣物等」という。
）を任意の袋等に入れ密封し、これを
試験環境下で一定時間静置させた後、内部のガスを検証検知管に通気させた。その後、前の試験と
同様に、検知管の色見本を作成し、手順フローチャート等を用いて残渣物等に含まれる助燃剤を推
定した。また、ガスクロマトグラフ質量分析装置（以下「GC-MS」という。
）を用いて、表 4 に示
す条件で油分の成分分析を行い、この分析結果と推定結果を比較することで、手順フローチャート
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等の有効性を評価した。
表 4 GC-MS の測定条件等
使用機器
カラム
オーブン
温度範囲
昇温速度
注入口温度
スプリット比
検出器

7890A GC System・5975C inert XL MSD
（アジレント・テクノロジー社）
DB-1HT（長さ 30m、内径 0.25mm、膜厚 0.10μm）
検出器温度
40℃～300℃
230℃
（イオン源）
5℃／分
検出器温度
150℃
（四重極）
280℃
20：1
キャリアー
又は
ヘリウム
ガス
スプリットレス
MS（質量分析器）
注入量
2μL

5.3 樹脂等の燃焼分解生成物に対する検知管の呈色特性確認試験
8 種類の樹脂等、の標品（厚さ 2mm）をそれぞれ縦 1cm、横 1cm に調整したものを燃焼皿に置
き、点火器具を用いて、表 5 に示す条件で加熱後、直ちに燃焼皿ごと容量約 350cm3 の円柱形で金
属製の容器で覆い、30 秒間静置させた。その後、容器側壁に等間隔に設けた 5 つの穴に、検証検
知管をそれぞれ差し込み、内部のガスを同時に通気させた。上述の試験と同様、検知管の色見本
を作成し呈色特性を比較した。本試験の状況を写真 2 に示す。
表 5 樹脂等の加熱条件
火炎長
火炎接触角度

約 7cm
約 30°

炎と試料の接触面積
火炎接触時間

樹脂（ABS）の加熱

約 1cm2
30 秒

検知管への通気

写真 2 樹脂の加熱及び検証検知管への通気状況
5.4 樹脂等の燃焼分解生成物存在下における助燃剤に対する検知管の呈色特性確認試験
樹脂等と助燃剤をそれぞれ別々の燃焼皿に設定し、樹脂等は表 5、助燃剤は表 6 に示す条件で、
点火器具を用いて加熱後、直ちに両方の燃焼皿を前の試験で用いた金属製の容器で覆い、30 秒間
静置させた。その後、容器側壁の穴に P 検知管を差し込み内部のガスを通気させた。上述の試験
と同様、検知管の色見本を作成し呈色特性を比較した。本試験の状況を写真 3 に示す。
なお、本試験では樹脂等として PE、PS、ABS、PF 及び NBR の 5 種類、助燃剤としてガソリン
及び灯油の 2 種類を用いた。ガソリン及び灯油の火炎接触時間及び助燃剤の量は、助燃剤を推定
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できる可能性のある P 検知管の反応長が 5mm 以上 10mm 未満となる条件とした。
表 6 ガソリン及び灯油の加熱条件
火炎長

ターボ式

火炎接触時間

ガソリン：20 秒

灯油：30 秒

火炎接触角度

約 30°

助燃剤の量

ガソリン：60μ L

灯油：10μL

炎と試料の接触面積

約 1cm2

P 検知管への通気

樹脂（PS）（上）とガソリン（下）の加熱

写真 3 樹脂とガソリンの加熱及び P 検知管への通気状況
6.

ガソリン

試験結果及び考察

6.1 助燃剤に対する検知管の呈色特性

灯油

0.5ppm

検証助燃剤の各濃度における検証検知管の色見
本の例として、ガソリン、灯油に対する P 検知管
の色見本を図 1 に示す。本報で示す色見本中の横

１ppm

軸は検知層の長さ（mm）、エラーバーは標準偏差、
２ppm

英数字は色相を示す。
検証検知管の反応長は、検証助燃剤の種類によ
らず、そのガス濃度と正の関係、即ち、ガス濃度が

４ppm

高くなれば検知管の反応長も長くなる関係にあっ
た。

10ppm

P 検知管及び PⅡ検知管は、エタノール以外の
検証助燃剤で呈色した。また、PⅡ検知管は、軽油
及び重油の濃度 0.5ppm で呈色しなかった。この
結果は、PⅡ検知管は、P 検知管よりも感度（検出

図 1 ガソリン、灯油の P 検知管の色見本

能力）が低いことを示唆している。P 検知管及び
PⅡ検知管に反応する検証助燃剤の反応長の順位

（明度、彩度を省略し色相のみ表記）

は、各濃度で、ガソリン≒シンナー＞灯油＞軽油≒重油となっており、概ね沸点（表 1）と負の
関係にある。このことから、これらの検知管の反応長は、助燃剤に含まれる低沸点の芳香族化合
物の成分比に依存していると思われる。
6.1.1

P 検知管

ガソリンは、全濃度で反応し、濃度 10ppm 以上で検知層全体が反応した。濃度 0.5ppm では全体的
に赤黄色系に、濃度 1ppm では入口から赤黄寄りの黄色系、赤黄色系に、濃度 2、4 及び 10ppm では
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全体的に黄寄りの赤黄色系（濃度 10ppm の前半部分のみ赤黄寄りの黄色系）に、高濃度ガスでは入口
から黄寄りの赤黄色系、赤黄寄りの黄色系に呈色した。全体的に黄、赤黄色系に呈色すること及び濃
度が低くなるにつれて呈する色が、赤寄りにシフトする結果は、仕様等 1)、4)と一致する。
灯油は、高濃度ガスでは黄寄りの赤黄色系に、濃度 1ppm では赤黄寄りの黄色系に一様に呈色
した。それ以外の濃度では、入口付近に黄寄りの赤黄色系に数 mm 呈色した後、赤黄寄りの黄色
系（濃度 0.5ppm のみ黄寄りの赤黄色系）に呈色した。その呈色幅は、入口付近の色の方が短かっ
た。色調は仕様等

1)、4)

と類似している。ガソリンと異なるのは、高濃度ガスでは一様に黄寄りの

赤黄色系に呈色し、濃度 10ppm 以下（濃度 1ppm を除く）では、入口付近が黄寄りの赤黄色系に
数 mm 呈色した後、ガソリンよりも黄寄りの色を呈することである。
軽油は、濃度 0.5ppm 及び高濃度ガスでは全体的に黄寄りの赤黄色系に、濃度 1ppm 及び 4ppm で
は、入口から黄寄りの赤黄色系、赤黄寄りの黄色系に、濃度 2ppm 及び 10ppm では、入口から赤黄色
系、黄寄りの赤黄色系、赤黄寄りの黄色系に呈色し、その呈色幅は入口付近の色の方が短かった。こ
の呈色特性は、灯油と類似している。重油の場合も、全濃度において、灯油と軽油に類似した呈色を
示した。
シンナーは、高濃度ガスではほぼ検知層全体が呈色した。また、全ての濃度において、入口か
ら黄寄りの赤黄色系に呈色し、後半部分にはそれよりも赤寄りの赤黄色系の呈色が数 mm 認めら
れた。この呈色特性は、ガソリン、灯油、軽油及び重油の呈色特性とは異なる。
6.1.2

PⅡ検知管

ガソリンは、全濃度で反応し、濃度 10ppm 以上でほぼ検知層全体が呈色した。濃度 1ppm では
黄寄りの赤黄色系に、濃度 0.5ppm では赤黄色系に数 mm 呈色するのみであった。濃度 2ppm 以上
では、入口から赤黄寄りの黄色系又は黄寄りの赤黄色系に呈色後、濃度 2ppm では赤黄色系、黄
寄りの赤黄色系、濃度 4ppm 及び高濃度ガスでは黄寄りの赤黄色系、濃度 10ppm では赤黄色系、
赤黄寄りの赤色系の比較的明度が高く彩度が低い色にそれぞれ順に呈色した。入口付近の呈色は、
ガソリンの特徴でエチルベンゼン等の成分によるものと考えられる 1)、2)。
灯油は、ガソリンと同様に全濃度で反応し、高濃度ガスのみほぼ検知層全体が呈色した。濃度
0.5ppm 及び 1ppm では、ガソリンと類似した色に 1、2mm 呈色したが、濃度 2ppm 以上では、入
口付近は赤黄色系又は黄寄りの赤黄色系に呈色しており、入口から離れるにつれて赤寄りに色相
がシフトし、最後は再び黄寄りの色に呈色した。入口付近の呈色は灯油の特徴である 1)、2)。
軽油は、濃度 1ppm 以上で反応した。仕様 1)では P 検知管と同様、灯油と同等に呈色するとされ
ているが、濃度 2ppm 以上で、入口付近が黄寄りの赤黄色系（高濃度ガスの一部は赤黄色系）に
呈色した後、色相が入口付近よりも黄寄りにシフトした、比較的明度が高く、彩度が低い色を呈
した。また、入口付近の色の呈色幅は、後半部分の色の呈色幅よりも短くなった。これらの呈色
特性は、濃度 2ppm 以上の重油にも認められた。軽油と重油で異なる点は、重油は濃度 1ppm では
反応しないこと及び高濃度ガスにおいて、重油の反応長は軽油の約 1/2 であることである。
シンナーは、全ての濃度において明度が 5 又は 6、彩度が 3 又は 4 の黄寄りの赤黄色系又は赤
黄寄りの黄色系に呈しており、他の検証助燃剤とは異なる呈色を示した。この呈色は、シンナー
の含有成分の種類が 5 種類と、他の助燃剤と比較して少ないこと及び主成分が芳香族化合物であ
るキシレン及びエチルベンゼンであること（表 1）から、これらの芳香族化合物の呈色が顕著に
現れたものと推測される。石澤ら 2)によると、PⅡ検知管は、キシレンは褐色、エチルベンゼンは
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黄色に呈色する。
6.1.3 スチレン SB 検知管
ガソリンで反応し灯油等では反応しないという 3.2 の予想に反して、ガソリンの他に灯油、軽
油及び重油の高濃度ガスで呈色した。小川 5)によると、軽油には微量のスチレンが含まれている。
よって、軽油の呈色はこのスチレンによるものと考えられる。また、同検知管は、スチレンのよ
うな重合反応が起こる物質が存在すれば呈色することから、灯油及び重油についてもスチレンが
微量に含まれている可能性があるほか、スチレン以外の重合反応が起こる物質に反応し呈色した
可能性がある。ガソリンは、濃度 1ppm 以上で呈色しており、高濃度ガスでは検知層全体が呈色
した。呈色の色は、ほぼ黄色系（高濃度ガスの後半部分のみ赤黄寄りの黄色系）であった。
6.1.4 シンナーTH 検知管
3.2 で予想したとおり、シンナー、エタノールに反応したが、エタノールは濃度 0.5ppm、シン
ナーは濃度 1ppm 以下で反応しなかった。シンナー、エタノールともに入口から、濃度 10ppm 以
下では無彩色系に、高濃度ガスでは青色系に呈色したが、エタノールの高濃度ガスは、その呈色
後、検知剤の色（2.5Y8/14）よりも彩度が 4 段階低い赤黄寄りの黄色系に呈色した。反応長はい
ずれの濃度においてもエタノールの方が長い。ガソリンの高濃度ガスでは、入口付近が無彩色系
に呈色後、検知層全体が赤黄寄りの黄色系に呈色した。このガソリンの呈色は、微量に含有して
いるエタノール（含有量≦10vol%、又は 3vol%）6)によるものであると推測される。
同検知管は、アルコール類に反応するため、メタノールやプロパノールにもエタノールと類似し
た呈色反応を示すと考えられる。
6.1.5 ヘキサン SC 検知管
3.2 で予想したとおり、エタノール以外の検証助燃剤の全濃度で反応した。ガソリンは高濃度ガ
スでは、他の濃度とは異なり検知層全体が黄色系に呈色した。濃度 2ppm から 10ppm では、入口
から黄寄りの赤黄色系又は赤黄寄りの黄色系に呈色後、緑寄りの緑黄色系又は青色系に呈色した。
灯油は、濃度 2ppm 以上で、ガソリンに類似した色を呈したが、いずれの濃度においても 2 色に
呈色した。軽油及び重油は、高濃度ガスで灯油に似た色を呈したが、濃度 10ppm 以下では入口付
近が赤黄寄りの黄色系又は黄寄りの赤黄色系に呈色するのみであった。シンナーは、他の検証助
燃剤とは異なり、濃度に関係なく明度、彩度がともに低い赤黄寄りの黄色系又は黄寄りの赤黄色
系に呈色した。濃度 1ppm 以下では、灯油の濃度 1ppm を除いて、いずれの検証助燃剤も入口付近
が明度と彩度が類似した黄寄りの赤黄色系又は赤黄寄りの黄色系に呈色した。灯油の濃度 1ppm
は入口から黄寄りの赤黄色系、黄色系に呈色した。
6.1.6 手順フローチャート及び色見本の作成
上述の試験結果から、容器内の液体直上等の高濃度のガスを検査する場合（図 2）と、残渣物直
上等の比較的低濃度のガスを検査する場合（図 3）に分けて、助燃剤を推定するための手順フロー
チャートを作成した。また、手順フローチャートと一緒に使用する、検知管の色見本①から④を作
成した。色見本①は、高濃度ガスにおける検証検知管の色見本を、色見本②から④は、全濃度にお
ける検証検知管の色見本を組み合わせたものである。
6.2 手順フローチャート及び色見本の有効性の評価
火災調査現場の残渣物等の中で、P 検知管に反応があった液体 2 件、残渣物 4 件の計 6 件につ
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いて手順フローチャート等により推定した結果
と分析装置により分析した結果等を表 7 に示す。
6 件の試験のうち 5 件で、ガソリン又は灯油に
限るが推定結果と分析結果が一致した。よって、本
試験により手順フローチャートと色見本の一定の
有効性が明らかになった。
なお、試験 6 は、P 検知管のみが反応しその反
応長が 2mm であったため、推定結果は判別不可
であったが、分析の結果、灯油が検出された。
図 2 手順フローチャート
（高濃度のガスを検査する場合）

注 1：PⅡ検知管でも 灯油 と 軽油・重油
を判別できる場合がある。
注 2：含まれていない又は検出限界以下

図 3 手順フローチャート（低濃度のガスを検査する場合）
表 7 火災鑑定物件を用いた試験結果
試験番号
1
2
3
4
5
6

火災種別
建物火災
建物火災
建物火災
その他火災

物件種別

推定結果

分析結果

液体

ガソリン

ガソリン

残渣物

ガソリン

ガソリン

残渣物

灯油

灯油

液体

灯油

灯油

残渣物

灯油

灯油

残渣物

判別不可

灯油

6.3 樹脂等の燃焼分解生成物に対する検知管の呈色特性
8 種類の樹脂等の燃焼分解生成物に対する検証検知管の色見本を図 4 に示す。
樹脂等のうち、全ての検知管に反応したのは NBR のみであった。また、全ての樹脂等が P 検
知管及び PⅡ検知管に反応し、P 検知管は色相が 2.5YR から 2.5Y の単色から 4 色に約 5mm、PⅡ
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検知管は色相が 7.5YR から 2.5Y の単色又は 2 色に 5mm 未満呈色した。検知層に対する反応長の
割合が P 検知管＞PⅡ検知管であることから、PⅡ検知管よりも P 検知管の方が樹脂等の燃焼分解
生成物の影響を大きく受けると考えられる。P 検知管の反応長が 5mm を超えたのは、標準偏差を
考慮すると、PVC、PS、ABS 及び NBR であった。
検証助燃剤のうち主にガソリンにしか反応しないスチレン SB 検知管は、PP 以外の樹脂等で色
相が 5YR から 5Y の単色又は 2 色に約 6mm から 47mm 呈色した。反応長が 40mm 以上呈色した
のは PS、ABS 及び NBR であった。
シンナーTH 検知管及びヘキサン SC 検知管は、反応があったいずれの樹脂等も、前者は色相 5YR
から 2.5Y の単色、後者は色相 10YR から 2.5Y の単色に約 1mm 呈色した。
P 検知管

PⅡ検知管

スチレン SB 検知管

シンナーTH 検知管 ヘキサン SC 検知管

PE

PP

PVC

PS

ABS

PET

PF

NBR

図 4 樹脂等の燃焼分解生成物に対する検証検知管の色見本（明度、彩度を省略し色相のみ表記）
6.4 樹脂等の燃焼分解生成物が助燃剤の検知管の呈色特性に与える影響
試験結果の例として、PE、ガソリン及び灯油を燃焼させた系並びに PE／ガソリン系、PE／灯油
系の P 検知管の色見本を図 5 に示す。
ガソリン系は、入口から黄寄りの赤黄色系、赤黄寄りの黄色系、赤黄色系に呈色した。PE 系は、
黄寄りの赤黄色系に約 3mm 呈色した。灯油系は、入口から黄寄りの赤黄色系、赤黄寄り黄色系に
呈色した。PE／助燃剤系は、助燃剤系と比較して、いずれの助燃剤も入口付近のみ赤寄りにシフト
した色を呈した。
なお、他の 4 種類の樹脂等（PS、ABS、PF 及び NBR）の燃焼分解生成物についても、ガソリン
及び灯油の P 検知管の呈色特性に対して、呈する色や反応長が大幅に変わる等の大きな影響は与え
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ず、入口から 3mm から 4mm の間で、赤寄りにシフトした色を呈した。

PE 系

ガソリン

灯油系

PE／ガソリン系

PE／灯油系

図 5 PE 系、ガソリン系、灯油系、PE／ガソリン系及び PE／灯油系の P 検知管の色見本
7.

まとめ

(1)

P 検知管は、PⅡ検知管よりも低濃度の助燃剤ガスに呈色するが、高濃度になると PⅡ検知管

の方が検証助燃剤を細かく判別できる。
(2)

P 検知管は、
［ガソリン・シンナー］群と［灯油・軽油・重油］群の判別に有効である（高濃

度のガスを検査する場合は、［ガソリン］と［シンナー］を判別できる）。
(3)

PⅡ検知管及びヘキサン SC 検知管は、
［灯油］と［軽油・重油］群の判別に有効である（PⅡ

検知管は、高濃度のガスを検査する場合は、［軽油］と［重油］を判別できる）。
(4) スチレン SB 検知管は、
［ガソリン］、
［灯油］
、
［軽油］及び［重油］の存在を確認するのに有
効である。
(5) シンナーTH 検知管は、P 検知管と併用することで、
［エタノール］の存在を確認するのに有
効である。
(6) 8 種類の樹脂等の燃焼分解生成物に対する検証検知管の呈色特性を明らかにし、その色見本を
作成した。
(7) ガソリン及び灯油の P 検知管の呈色特性は、PE、PS、ABS、PF 及び NBR の燃焼分解生成物
によって大きくは変化しないが、検知層の入口付近が赤寄りに呈色する傾向がある。
(8) 助燃剤を推定するための手順フローチャート及び検知管の色見本を作成した。火災調査現場
の残渣物等を用いた試験により、それらの一定の有効性が明らかになった。
[参考文献]
1) 光明理化学工業株式会社、北川式ガス検知管取扱説明書、鑑識用亜石油（P 型）290P、鑑識用
石油（PⅡ型）、ヘキサン（SC 型）、スチレン（SB 型）、定性シンナー（290TH 型）
2)

石澤不二雄ほか、新型石油検知管の開発、Bulletin of Japan Association for Fire Science and
Engineering、Vol.55、No.1、pp.29-32、2005

3)

一般財団法人日本色彩研究所、マンセルシステムによる色彩の定規拡充版、日本色研事業株
式会社、2008

4) 石澤不二雄ほか、火災現場における低沸点鉱物油の簡易鑑別法について、火災、Vol.33、No.4
（145）、pp.24-28、日本火災学会、1983
5) 小川忠男、ディーゼル排出ガスに及ぼす軽油性状の影響（第 1 報）軽油の分析・評価法の開
発、豊田中央研究所 R＆D レビュー、vol.32、No.2、pp.75-86、1997
6) 一般財団法人日本規格協会、JIS ハンドブック 25 石油、K2202、p.122、日本規格協会、2015

-322-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

【一般発表】

「集団災害」の原因…?それは油の過熱だった!
枚方寝屋川消防組合消防本部

1.

杉山昌彦、北東昭人、井上知哉、木村

嵩

はじめに
本件火災は、当消防組合を構成する二つの市（以下、発災した市を「A 市」、もう一つの市を「B

市」という。
）の内、A 市にある市立小学校の給食調理場内厨房において、平日の日中に発生し、
当初は、通報内容及び最先着の消防隊による現場情報から、早期に事態を収束できる火災と思わ
れるものであった。
実際、当消防組合が火災を覚知してから、現場が鎮火に至るまでの時間は約 13 分で、火災自体
は早期に収めることができたが、その後、避難を完了していた子供の中で、気分不良等を訴える
子供が続発し、その数が数十人にまで増加し「集団災害」へと発展したものである。
この一連の災害において、その発生原因及び経過を考察し、課題並びに対応策を検討すること
で、多数の子供がいる施設における火災事案での留意点、
「集団災害」に対する活動要領のみでは
消防が見えていなかった課題や市政との連携において不足している部分等を見直すことができた。
また、出火時に使用されていた回転釜のメーカー（以下「C 社」という。）は地域差があるもの
の、回転釜設置率のシェアが地域毎に 50～100％と、全国的に高い設置率を有する会社である。C
社から聴取したところ、現実的には過熱防止装置が付随していない値段の安い型式（過熱防止装
置が付随している型式と比べると、約 30 万円安い。）が多く採用される傾向にあるということが
判明した。今回と同様の火災は、過去にも他府県で発生しており、全国のどこでも発生する可能
性があるため、今回の事案が今後発生し得る類似災害の防止に活かせることができれば幸いであ
る。
2.

火災について

2.1 火災概要
本件火災は平成 31 年 1 月、A 市内の小学校敷地内にある A 市所有の準耐火構造鉄板スレート
葺平屋建て（建築面積 276m2）給食調理場内厨房（以下「調理場」という。）において、調理に使
用されるガス式の回転釜に入っていたキャノーラ油から出火。焼損床面積約 50m2 及び調理場内
の収容物が一部焼損した「部分焼」の建物火災である。
本件火災による類焼は発生していないが、死傷者として、行為者である調理場の従業員が顔面
部に熱傷を負うとともに、教室等から避難していた子供たち 43 名が体の不調を訴えるなどして、
計 44 名が救急搬送並びに病院を自己受診している。
気象情報にあっては、天候晴れ、気温 6 度、湿度 72％、風向北、風速 1m/s、警報等発令無しで
ある。
2.2 見分、判定
調理場外観の各面を見分すると、南面にある換気口付近にのみ煤の付着が認められること。調
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理場内は、南寄りに類似する型番の回転釜が、東西に向かって計 6 箇所設置されており、焼損し
ている回転釜は、西端に設置されているキャノーラ油が入った回転釜のみで、その回転釜を起点
として、上方の内壁及び換気扇が焼損していること。焼損している回転釜のバーナー部にガスを
供給しているガス可とう管及び回転グランドに、ひび割れ等の異常は見受けられず、焼損してい
る回転釜付近に、
「こんろ」以外に火源と成り得るものが見分できないこと。行為者が「回転釜に
油を入れて火に掛けていた。」と供述していること。また、
使用されていた回転釜のガス消費量と、
キャノーラ油が発火点に至るまでの熱量を計算したところ、必要となる時間経過に矛盾が生じな
いこと等から、本件火災は回転釜に入れたキャノーラ油を加熱するため、こんろを点火するも、
火を消し忘れてしまったことによって、キャノーラ油が過熱され発火点に達し、出火したものと
判定する。

図 2 焼損状況（回転釜）

図 1 焼損状況（全体）
3.

集団災害について

3.1 集団災害概要
当消防組合が前述の火災を覚知してから、約 13 分後に鎮火し、現場最高指揮者の命により、出
動隊数の削減を行う。その 2 分後、体育館にて避難が完了していた、子供 3 名が気分不良等を訴
えていることを確認する。その 6 分後、気分不良を訴える子供が 18 名に増加し、鎮火から 12 分
後に、現場最高指揮者が「集団災害」適用を消防本部指令課へ宣言する。
3.2 災害対応
現場最高指揮者の「集団災害」宣言後、直ちに当消防組合に規定される集団災害活動要領に則
り、増強隊を含む出動車両計 23 台延べ 79 名が出動。また現場最高指揮者が各任務中隊長を指名
し、指揮命令系統の明確化・連携活動の円滑化に留意して活動を実施。その後の約 60 分間で、気
分不良等を訴える子供が 43 名まで増加。順次、トリアージを実施し、傷病者の観察及び病院選定
を並行して実施し搬送する。傷病者の搬送隊にあっては、既存救急小隊のみだけでなく、消防の
人員搬送車や警察車両等の緊急車両も積極的に使用し円滑な病院搬送を実施する。
また、当消防組合管内にある救命救急センターの医師がドクターカーで現場まで出動し、支援
活動にあたっている。
活動開始から 80 分が経過した時点で、全傷病者の病院搬送が完了したことを現場最高指揮者
が確認し、全隊現場引揚する。
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図 3 トリアージシート設定時の状況

図 4 集団災害時の状況（全体）

図 5 搬送隊選定時の状況

図 6 警察車両搬送時の状況

図 7 車両導線図
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4.

課題及び検討

4.1 回転釜の安全装置について
当消防組合を構成する二つの市において、学校設備関係における C 社回転釜の設置シェア率は、
A 市で 100％、B 市で 50％以上である。A 市の担当課に聴取したところ、A 市内の学校設備等に
設置されている全ての回転釜には、過熱防止装置が付随しておらず、立消安全装置のみが安全装
置として付随している状況が確認できた。また、B 市の担当課にも安全装置の設置状況を聴取し
たところ、B 市にあっては、油調理は全て揚げ物専用のフライヤー設備で行うことを徹底してお
り、そのフライヤー設備には、過熱防止装置が付随している型式が導入されているとの回答を得
る。
後日、各関係機関と協議を進めた結果、発災市である A 市全ての学校の調理場にある同型の回
転釜で、油調理に使用されるものには、過熱防止装置が取り付けられている型式の回転釜へ、令
和元年 8 月中に改修していくという回答を得ることができた。
4.2 火災発生時の避難誘導について
当初、子供たちは日頃の避難訓練通りに、教師の避難誘導により出火室である調理場を迂回し
て、グランドへの避難を完了する。その後、子供たちの寒さ等による体調変化を懸念し、教師が
体育館へと誘導した後、気分不良を訴える子供が発生したという状況である。
このことから、発生した災害によって、避難先を複数決めておくべきではないかということが
考えられる。例えば、今回の様な火災の場合、グランドへの避難では、出火建物との距離が近く、
煙の焦げ臭いにおいや消防側の活動する声等が、子供に伝わる可能性があり、不安を助長しやす
い環境になってしまったため、初めから体育館へ避難させた方が良かったのではないかと考えら
れる。
「災害が発生した場合は避難する」とあれば、グランドに避難するだけで全てが終わりなの
か、避難後に、気分不良者等が発生した場合のサポート体制等は、しっかりと認識・共有されて
いたのかなど、今一度、既存の避難マニュアルを確認する必要性があるのではないかと考えさせ
られる現場であった。
4.3 火災現場の保存について
今回は、火災の原因が油の過熱といったヒューマンエラーによる可能性が高いと早い段階で判
明したため、
その後に発生した集団災害への活動もスムーズに移行することができたが、万が一、
放火等が原因として疑われ、検証活動に時間を要する場合、現場保存の観点から当然に消防、警
察が早急に消防警戒区域等を設定するなど、関係者の進入規制を行うべきである。
集団災害という特異事案が発生すれば、目下その対応に追われることになるが、そういった時
にこそ、冷静に普段現場で実施していることを確実にしなければならないと改めて再認識した。
4.4 災害対応時の課題について
後日、関係機関と協議する中で、学校施設等における災害対応時の課題として挙がったのが、
「スポークスマン」の存在である。スポークスマンとは、外部に対する意見の発表・代弁者のこ
とを指す言葉である。小学校の防火管理者である教頭から聴取した内容によると、今回の事案で
は、子供の保護者へ一斉に緊急連絡等を送信することができる配信メールを、事案が発生してか
ら約 1 時間後に送信することとなってしまい、学校が情報を発信するよりも、先にテレビのニュ
ースで事案を知って駆け付けた保護者がとても多く、苦情に繋がり、現場におけるスポークスマ
ンの必要性が、課題として浮彫りになったものである。
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当消防組合では、マスコミ等外部への公式な情報の発表は、総務管理課や情報指令課といった
部署に一任されている。しかし、現場活動時において収集した情報を精査し、確実・迅速に取り
まとめ、現場レベルで各関係機関と情報共有を図り、円滑な連携活動を行うためのポジションと
なる人物が、現場では不明瞭で分かりにくいという現実がある。これこそが、現場活動時にスポ
ークスマンが担うべき役割である。
現場活動時において、消防として積極的に情報を精査・集約し、学校関係者と協力して広報を
行うために、確実な情報発信を実施する者を、分かりやすく明確にするべきであった。
また消防と警察の間にあっても、不特定多数の情報が部分的に伝わり、情報が錯綜し不確かな
情報が伝達してしまっていた事実（一例として、実際には火災の行為者は学校内で待機してもら
っていたのだが、警察の一部には、行為者が病院へ搬送されたという情報が伝わり、現場活動中
に、複数回警察官に、行為者をどこの病院へ搬送したのかと質問される等。）も確認できた。
今回の事案から、現場活動時において関係機関等に確実・迅速な情報を発信することを主とし
たスポークスマンという役割を、分かりやすく明瞭化することが、今後の課題ではないかと考え
られる。当消防組合において、その役割を担う隊として、指揮支援隊の存在がある。火災への出
動を基本とするものの、必要に応じて様々な事案に特命にて出動し、中隊活動の指揮を執る指揮
隊の支援活動及び消防力の増強を目的としている隊である。今後は、こういった独立性を備えた
隊の更なる有効活用を視野に入れ、現場活動に臨む必要がある。

図 8 スポークスマンが担う情報共有のイメージ
5.

現場環境の特異性について
今回の事案は、学校という特異な環境下であり、病院搬送された子供のほとんどが、連鎖的に

引き起こされた「過換気症候群」であった。始まりは数人だけの症状であったものが、周囲に感
染するかの如く、瞬く間に子供全体に広がりを見せた要因及び対応策を、学校という環境の特異
性に鑑みながら以下検討する。
5.1 「過換気症候群」について
まず初めに、過換気症候群のメカニズムについて記述する。過換気症候群とは、呼吸機能は十
分に保たれているにも関わらず、何等かの原因（大多数は、不安、緊張、恐怖、パニック、スト
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レスが占める。）により過呼吸の状態になり、血液の酸と塩基のバランスが崩れ、様々な症状を来
す状態のことである。息を過剰に吸ったり吐いたりすると、血液中の二酸化炭素の濃度が減少す
る。そうすると、呼吸を調整している呼吸中枢が「そんなに呼吸をしなくても大丈夫」というシ
グナルを発し、呼吸の抑制に繋がる。その結果、体が「呼吸ができなくて苦しい」と感じてしま
い、さらなる呼吸を生み出してしまうことが、過換気症候群のメカニズムである。
呼吸が早く、荒くなるという過呼吸状態は、もともと動物として人が危機的状況に陥った時に、
自律神経が興奮することに由来しており、その人が危機的状況にあることを、最も明確に表すシ
グナルとして機能している。また、そのシグナルは、他者に迫る危機を警告する意味も持ち合わ
せており、不特定多数の人が密集している状況では、そのシグナルを見た人は、同じ危機反応と
して過呼吸を生じ、伝染し、集団的発生を引き起こすものと考えられる。
5.2 子供の特性について
学校という特異な現場状況下で適切な対応を取るためには、子供の特性について知っておくこ
とが重要である。小学校低学年の子供は、教師の指示に従って何も考えずに行動するので、過換
気症候群になりにくいと考えられるが、高学年や中学生となると、自分自身で様々な情報を持っ
ており、自分で判断ができるので、不安やストレスを感じやすく、過換気症候群になるリスクは、
低年齢層の子供と比べて相対的に高いと考えられる。
なお、感受性の高い年齢層である子供に対して、救助する側の人間が重複した過剰な声かけを
行うことも、子供の不安を煽る（あおる）ことに繋がってしまう危険性を含んでいるということ
を、しっかりと認識しておかなければならない。良かれと思ってやっていることでも、程度が過
ぎると全て子供たちの負担になる場合があるので、注意が必要である。
また、子供は大人の状況を敏感に察知する。教師や我々消防職員といった救助する側の人間の、
僅かな緊張や表情から不安を読み取るので、救助する側の、より一層落ち着いた対応が求められ
る。
5.3 子供の保護者への対応について
今回のように、学校等の子供や未成年者が多数いる場所で災害が発生すると、子供への対応以
外に、保護者への対応という部分も非常に重要となってくる。当消防組合が経験した、今回の集
団災害においても、火災のニュースを聞きつけた子供の保護者が小学校へ駆けつけ、我が子の安
否状態を確認したいがために、消防や警察が設定していた規制線を越えて、活動中の現場へ進入
しているのが認められた。この際、すぐに保護者には現場状況を説明し、一旦現場から下がって
もらえた人もいたが、中にはトリアージ中であったにも関わらず、自分の子供を連れて帰宅して
しまった保護者もいたという情報も、確認できた。
また、保護者が駆け付ける姿を子供が見ると、
「自分の親が駆け付ける位大変なことが起きてい
る」と認識し、不安やストレスを助長させてしまう結果に繋がりかねないため、避難や移動させ
る場所として、駆け付けた保護者の声や姿が認識できないような場所が、有効であると考えられ
る。
5.4 対応策及び予防策について
過呼吸や気分が悪くなるような事態であるため、当然精神的に不安定な状態にあるわけであり、
そのような時に、目の前で過呼吸の症状や気分が悪くなった人を見かけると、平常な状態よりも、
そうした危機サインの影響を受けやすく、結果的に集団感染のような状況になると考えられる。
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そこで、重要となるのは「刺激を遠ざける」ことと「反応を起こりにくくする」ことである。
「刺
激を遠ざける」とは危機サインとなる人（既に症状が出ている人）を集団から早期に隔離させ、
看護にあたることであり、周囲の子供に影響を与えないように徹することが重要となる。
「反応を起こりにくくする」ためには、前述している通り、まずは教師や救助にあたる消防職
員が落ち着いた行動を取り、過剰な反応を示さないこと。そして、子供たちに心身を落ち着かせ
る行動を取らせ、今起きていること（危機的状況）は対処することができて何も恐れることはな
いということを、確実に子供に示すことが重要である。
しかし、上記の対応は、あくまで発災時の現場レベルでの対応の仕方であり、消防行政が予防
策として行うこととして、最も重要なのは、防災リーダーの育成である。学校等で、このリーダ
ーに該当するのはもちろん教師である。普段から定期的に実施されている避難訓練等の防災訓練
は、子供がきちんと避難行動を実施できているかをチェックしがちであるが、それだけでなく、
子供を引率する教師がきちんとした対応をできているかをチェックする機構が必要である。
防災訓練時において、何が起きていて、何をどのようにするべきか等を教師が明確に指示でき
ているかをチェックし、講評で指導していけるような訓練機構を構築することが、発災時に焦ら
ず行動できる、防災リーダーの育成に繋がっていくと考えられる。
6.

おわりに
今回当消防組合で発生した一連の災害は、毎年火災原因の上位となる油の過熱がきっかけであ

るが、発災した場所、状況等によっては、負傷者が多数発生する大規模な災害へと発展する可能
性があり、消防を含む各行政機関の活動内容によっては、災害の規模が大きくもなり、反対に小
さくすることもできると実感した。
当消防組合においても、全職員に対し訓練指針等を発出し、年間計画に沿って継続した集団災
害等の特殊災害対応訓練を組織的に実施し、全職員の知識・技術の習熟に努めているところでは
ある。今後は、当該事案によって得ることができた「生きた課題」を検討し、その課題を反映さ
せた訓練等を、継続的に実施していくことが必須である。
今回の災害以後の取り組みとして、当消防組合は先述している通り、火災予防上の観点から、
火災が発生した A 市の関係部署と密に協議を重ね、令和元年 8 月末までに、A 市内の全ての学校
関連施設にある油調理用の回転釜を、過熱防止装置が付随している型式に改修することができた。
また、当消防組合が定期的に開催している学校の教職員を対象とした、普及員救命講習等を利
用し、過換気症候群等に関する情報提供及び注意喚起を積極的に実施し、二度と管内で同様の集
団災害を引き起こさせまいと強く市民に訴えかけている。
末尾として、当消防組合が経験した今回の一連の災害が「災害の始まりは、ふとした不注意等
の小さなきっかけで、結果として大規模な災害になる。」というメッセージを全国に発出し、災害
予防の普及啓発に繋がることを願う。
〔協力〕
1) 神山

貴弥：同志社大学

心理学部心理学科

博士後期課程教授

〔参考文献〕
1) https://dot.asahi.com/dot/2018052100063.html?page=1 山本
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【一般発表】

そのボンベ大丈夫？備えに潜む危険性
枚方寝屋川消防組合消防本部

1.

西中宗弘、梶井

一、中川訓行、杉本雅仁

はじめに
近年、地震や風水害に備えるという防災意識が高まる中で、「非常時持ち出し品」や「備蓄品」

を準備している家庭が増えており、もしもの災害では、ライフラインが停止し復旧するまでの間
は、こういった備蓄品が大いに役立つため、
「無くては困るもの」に優先順位をつけ、どこにどれ
だけ準備しておくのかを考えておく必要があります。しかし、長期間使用されないまま保管され
ている備蓄品にも、使用期限があります。特に、カセットこんろを使用するためのカセットボン
ベは、日常においても、多種多様な用途で使用できる便利なものであることから、一般家庭に留
まらず、あらゆる場所に保管されていますが、カセットボンベも非常食と同様に使用期限がある
ため、定期的な確認と入れ替えが必要であると考えます。
今回の事案は、長期間保管されていたカセットボンベを使用した際に発生した火災であり、本
件の出火原因を追究することにより、カセットボンベの特性を把握し、いざという時に、より安
全で安心して使用することができるように、使用期限が切れている長期保管品の危険性について、
注意喚起していく必要があると考えます。
2.

火災概要
本件は、当消防本部の管内にある共同住宅の一室において、カセットこんろの一部が焼損した

「ぼや」の建物火災である。
発見、通報者は家人の女性であり、夕食の準備のためにカセットこんろの上に鍋を置き温めて
いたところ、カセットこんろ保護カバー周辺の隙間から、火が出ていることを発見している。
器具コックを閉止後に、カバーを開けると、カセットこんろとカセットボンベの接続部付近か
ら火が出ており、息を吹きかけて初期消火に成功した後、119 番通報をしている（写真 1 参照）。

出火箇所

写真 1 カセットこんろの状況
3.

見分状況について
自身の経験から出火原因として、カセットこんろとカセットボンベの互換性の不適、もしくは、

カセットこんろ本体の不良が考えられる。しかし、家人によると、カセットこんろを使用してい
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た際に、カセットこんろ本体とカセットボンベの接続部から火が出ており、消火後にカセットボ
ンベを取り出すと、
「カセットボンベの噴射口（ノズル）周辺からガスが出る音がしていた」との
ことである。
上記のことから、正常なカセットボンベに交換しての作動状況や、カセットこんろ本体を見分
するも異常がないため、カセットボンベが起因している火災と判断し、カセットボンベを詳細に
鑑識すると、正常なカセットボンベでは起こり得ない、噴射口周辺の隙間からガスが漏れ噴き出
すことが確認できる。
また、家人への聞き込みをすると、時期は定かではないが 10 年以上前に購入したまま室内で保
管されていたことから、カセットボンベの内部で、何らかの異常があると判断する。
4.

当該カセットボンベの鑑識及び出火原因の判定について
本件火災の出火宅から収去したカセットボンベ（以下「当該ボンベ」という。）を詳細に見分し、

内部の構造と状態を確認するとともに出火原因を判定し、カセットボンベに起因する類似火災の
予防資料とすることを目的とする。
4.1 鑑識の方法
当該ボンベ及び正常なカセットボンベ（以下「正常なボンベ」という。）の外観及び作動状況を
確認した後、双方ボンベの上部を縦方向に切断し、内部の構造を確認しながら鑑識を行う。
4.2 当該ボンベの見分状況
外観の状況は、破損及び焼損等は認められないが、経年劣化により、上部外観に錆が認められ
る（写真 2、3 参照)。

写真 2 当該ボンベの外観

写真 3 当該ボンベの上部外観

4.3 当該ボンベの先端にあるステムの作動状況の見分
先端のステムにある LPG〈ブタンガス〉（以下「ガス」という。）が噴射される噴射口を指で
塞ぎ押し込むと、ステム周辺の隙間からガスが漏れ噴き出すことを認める（写真 4 参照）。
その後、正常なボンベはステムを押している指を離すとガスが止まるが、当該ボンベは、ガス
が噴射し続ける状態であることを認める（写真 5 参照）。
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写真 4 噴射口を指で塞ぎ押し込む状況

写真 5 ガスが噴射している状況

4.4 内部の鑑識及び見分方法について
当該ボンベと、別メーカーの正常なボンベの上部中心付近を縦方向に切断し、内部の構造及び
各部品の相違点を見分する。
4.4.1 カセットボンベの仕組みについて
カセットボンベの仕組みを、正常なボンベを用いて見分すると、上部から、ステム・ガスケッ
トラバー(以下「ラバー」という。)・バネ・ハウジングの順で構成されている（写真 6 参照）
。

ステム
ラバー
バネ

ハウジング

写真 6 カセットボンベの仕組み
ガスが噴射される仕組みは、ステムを押し込むとラバーとバネが連動して下方に動き、ハウジ
ング内を通るガスは、ラバーが下方に動く際に現れるステム中央付近にある穴へ、ガスが流れ込
む。その後、ステム最上部のガス噴射口からガスが噴射される仕組みである(図 1、2・写真 6、7
参照)。
また、上記の仕組みについて、当該ボンベと正常なボンベを比較すると、共に構造は同じであ
ることを確認した。
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ステム中央付近の穴

ステム中央付近の穴

図 1 ステム通常時

図 2 ステム押し込み時

ステム中央付近の穴
写真 8 ステムのラバーを取り除いた状況

写真 7 ステム押し込み時

4.4.2 当該ボンベと正常なボンベのステム・ラバー・バネの見分
当該ボンベと正常なボンベのステム・ラバー・バネを取り出し、比較し見分する。
双方のバネを指で押し、動作を見分すると、共に伸縮に差違は無く、異常は認められない。
双方のラバーを取り外し見分すると、正常なボンベ側のラバーには弾力があり、亀裂等は認め
られないが、当該ボンベのラバーは弾力がなく硬化しており、噴射側に亀裂が認められる(写真 9、
10 参照

※ボンベ切断時にラバーも切断したことにより、双方のラバーに欠損箇所があります。)。

正常なボンベ

当該ボンベ

正常なボンベ

写真 9 ステム・ラバー・バネの比較

当該ボンベ

写真 10 ラバーの比較

4.4.3 当該ボンベのラバーについて
当該ボンベのラバーを詳細に見分すると、噴射側に亀裂が数箇所認められ、ステムが接する箇
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所には、亀裂による隙間が認められる(写真 11 参照)。

亀裂箇所

写真 11 当該ボンベのラバーの状況
4.5 鑑識の結果について
当該ボンベのステムの先端にある噴射口を指で塞ぎ押し込むと、正常なボンベは、噴射口や周
辺の隙間からガスの噴射や漏えいすることはないが、当該ボンベは、ステム周辺の隙間からガス
が漏れ噴き出す。
また、当該ボンベのラバーは、劣化によりラバー自体に弾力がなく硬化しており、ラバーの噴
射側に亀裂が数箇所あり、ステムが接する箇所には、亀裂による隙間があることが確認できる。
4.6 出火原因の判定
鑑識の結果から、以下のことが推測される。
当該ボンベのステムの先端にある噴射口を指で塞ぎ押し込むと、周辺の隙間からガスが噴射す
るまでの過程としては、当該ボンベ内のラバーが劣化して硬化し、ステムが押されたことにより
ラバーに亀裂が入り、ステムの噴射口を抑えても、ステム周辺の隙間からガスが漏れ噴き出すこ
とが考えられる。
よって、本件火災は、購入してから 10 年以上経過した当該ボンベの内部にある、ラバーが経年
劣化により硬化し、そのボンベをカセットこんろに接続した際にステムが押され、亀裂及び隙間
が発生、その後、ラバーの亀裂の隙間からガスが漏れ、カセットこんろのバーナーの火に着火し、
火災に至ったものと推定する。
5 カセットボンベの経年劣化についての比較検討
5.1 カセットボンベの経年劣化について
カセットボンベは、様々なメーカーから製造・販売されているが、使用方法の注意点に関して
各メーカーのホームページには、
「カセットボンベの外観に錆が出たり、変形しているものは使用
してはいけない」との注意喚起が記載されているものの、カセットボンベの使用期限に関して着
目すると、おおよその使用期限は、製造日から 7 年以内や 5～10 年以内など、年数が様々であり、
各メーカーで統一した期限を設けていない。その要因としては、カセットボンベを長期間保存し
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ても、内部のガスは変質しないため使用することができ、さらに、個々の消費者の保管方法は多
様であり一貫性がなく、
カセットボンベを保管する環境によっての劣化の進行具合が変わるため、
使用期限を限定することが困難であると推測される。
また、本事案では、カセットボンベ内部を鑑識したことによりラバーの劣化が確認できたが、
カセットボンベ外観から、どの程度ラバーの劣化が進行しているか判断することが難しい状況で
ある。
このことから、製造日からどれ程の期間が経過すればラバーの劣化が進行しているのかを、実
際に複数のカセットボンベを用いて鑑識を実施し、使用期限の目安となる参考資料とすることを
目的とした。
5.2 検証の方法
製造メーカー、製造年月日が異なる 10 本のボンベを用意し、カセットボンベの外観を観察し
た後に、内部にあるガスを完全に抜き、器具を用いてカセットボンベ先端付近を切断し、内部の
ラバーの劣化程度を確認する。
用意したカセットボンベの製造年月日は、カセットボンベ底面に記載している表記から読み
取り、製造メーカーにあっては、アルファベットで記載する（参考：製造年月日にあっては、平
成 25 年 10 月からカセットボンベ底面に、全メーカー表示が統一されている。）
。
経過年数にあっては、検証を実施した年月（2019 年 8 月）を基に経過年数を記載する。
G、G1、G2 にあっては、同じメーカーである。H にあっては、出火宅から収去したカセット
ボンベで、鑑識を実施したカセットボンベと同時期に購入された同型のものであり、家人から 10
年以上前に購入しているものである情報を得ているが、カセットボンベ底面の表記から製造年月
日が読み取れないことから、経過年数も導き出せないため、経過年数は不明とする。
また、各カセットボンベの保管状況にあっては、室内で保管しているものであるが、居室や倉
庫といった詳細な保管場所は不明であるため、表に記載しない（表 1 参照）。
表 1 各カセットボンベの製造年月日及び経過年数

5.3 事前実験について
10 本の各カセットボンベが正常に使用できるかを確認するため、事前実験を実施する。
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方法としては、ステムを指で押し込みステムの作動状況を確認した後、カセットボンベを実際
にカセットこんろに接続し、約 1 分間点火させ、作動状況とガス漏れの有無を確認する。その後、
カセットボンベを取り外し、ステム周辺からのガス漏れの有無を確認する。
5.3.1 事前実験の結果について
A～G2 のカセットボンベは、ステムの作動状況、カセットこんろの点火状況に、異常は確認さ
れなかったが、カセットボンベ H にあっては、ステムを指で押し込み、押し込みを開放した直後
に、ステムの噴射口からガスが意図せず噴射し続けることを確認する。
5.4 各カセットボンベの見分について
5.4.1 カセットボンベ A の外観及びラバーの状況（表 2 参照）
表 2 カセットボンベ A
製造年月日…2018 年 4 月頃

経過年数…約 1 年 4 月

【錆】なし

【ラバーの亀裂】なし

5.4.2 カセットボンベ B の外観及びラバーの状況（表 3 参照）
表 3 カセットボンベ B
製造年月日…2018 年 2 月頃

経過年数…約 1 年 6 月

【錆の有無】なし

【ラバーの亀裂】なし

5.4.3 カセットボンベ C の外観及びラバーの状況（表 4 参照）
表 4 カセットボンベ C
製造年月日…2016 年 8 月頃
【錆の有無】なし

経過年数…約 3 年
【ラバーの亀裂】なし
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5.4.4 カセットボンベ D の外観及びラバーの状況（表 5 参照）
表 5 カセットボンベ D
製造年月日…2011 年 10 月頃

経過年数…約 7 年 10 月

【錆の有無】あり

【ラバーの亀裂】あり

5.4.5 カセットボンベ E の外観及びラバーの状況（表 6 参照）
表 6 カセットボンベ E
製造年月日…2009 年 10 月頃

経過年数…約 9 年 10 月

【錆の有無】あり

【ラバーの亀裂】あり

5.4.6 カセットボンベ F の外観及びラバーの状況（表 7 参照）
表 7 カセットボンベ F
製造年月日…2003 年 12 月頃

経過年数…約 15 年 8 月

【錆の有無】なし

【ラバーの亀裂】あり

5.4.7 カセットボンベ G の外観及びラバーの状況（表 8 参照）
表 8 カセットボンベ G
製造年月日…2014 年 9 月頃
【錆の有無】なし

経過年数…約 4 年 11 月
【ラバーの亀裂】なし

5.4.8 カセットボンベ G1 の外観及びラバーの状況（表 9 参照）
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表 9 カセットボンベ G1
製造年月日…2009 年 6 月頃
【錆の有無】あり

経過年数…約 10 年 2 月
【ラバーの亀裂】あり

5.4.9 カセットボンベ G2 の外観及びラバーの状況（表 10 参照）
表 10 カセットボンベ G2
製造年月日…2006 年 1 月頃
【錆の有無】なし

5.4.10

経過年数…約 13 年 7 月
【ラバーの亀裂】なし

カセットボンベ H の外観及びラバーの状況（表 11 参照）
表 11 カセットボンベ H
製造年月日…不明

経過年数…不明（10 年以上経過）

【錆の有無】あり

【ラバーの亀裂】あり

5.5 見分まとめ
各カセットボンベを見分すると、錆については製造から 7 年以上経過しているカセットボンベ
に錆が生成されていることが確認できたが、カセットボンベの保管環境によっては、カセットボ
ンベ F、G2 のように錆が生成されていないものも確認できた。
ラバーの亀裂については、製造から 7 年以上経過しているカセットボンベに亀裂があることが
確認できたが、G2 にあっては約 13 年 7 月経過しているが、亀裂は確認されなかった。
以上のことから、今回の見分では、約 7 以上経過しているカセットボンベに、錆やラバーの亀
裂が確認できた。また、カセットボンベの保管状況や環境によっては、10 年以上経過しているカ
セットボンベでも錆の生成及びラバーの亀裂が確認されないものもあった。
よって、おおよその目安としては、外観に錆があれば内部のラバーが亀裂もしくは劣化してい
る可能性があり得ると推測され、さらに、出火宅から収去した「カセットボンベ H」と同様にラ
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バーに亀裂があるカセットボンベがある事実が確認できた。
6 最後に
知らず知らずの間に長期間保管され、ある時、そのカセットボンベを使用する際に、多少の錆
等の外観の変化があるカセットボンベでも、消費者によっては使用される可能性がある。さらに、
今回の事案のように、内部のラバーはどの程度劣化が進んでいるかの推測できないことから、使
用した際にカセットボンベ内部のラバーに亀裂が発生し、火災にまで発展してしまう可能性があ
る。
さらに、今後も年月が経過するにつれ、使用されることのないまま保管され続け、使用期限が
切れたカセットボンベは増えていくと推測されることから、本来は安心安全に使えるカセットボ
ンベが、使用期限が過ぎることにより、危険性が高くなることを市民等に広報し、火災を未然に
防ぐためにも「備えに潜む危険性」を周知していく必要があると考える。
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【一般発表】

若手消防職員による自分たちの教科書「スタディブック」の活用について
仙台市消防局

1.

遠藤貴紀、林

拓也、菊池

和、伊藤健太、斎藤一希

はじめに
スタディブックとは、消防職員が消防活動を行う上での基本的な行動を、合理的かつ安全に実

施するための、標準的な指標として定義したもので、仙台市消防局において、これまで実践され
てきた消防職員育成や若年職員の消防活動に対する疑問等について、所属ごとの指導方法等に差
異があったものを、平準化することを目的としている。
2.

スタディブック作成に至る経緯
平成 28 年度に発足した体験型ワークショップ形式による警防消防活動勉強会、通称「スタデ

ィミーティング」は、今年で 4 年目を迎え、現在まで基本的な訓練や普段の消防活動における疑
問や不安の解消、検証、機関運用、業者を招いた勉強会、ドールハウスやファイヤーコントロー
ルボックスによる火災性状検証など、多くの成果を挙げている。これらの成果を広く当局職員へ
共有するために、自分たちの教科書のような位置づけとして「スタディブック」を作成した。
3.

概要
スタディブックに記載している訓練項目は、隊員が消防活動時に実施する頻度の高い行動につ

いて、効率性や安全性について検討を行い、必要な事項について記したものである。
スタディブックは 4 部構成になっており、第一章と第二章では、消防隊員個々の技術の向上を
図るための項目について、また、第三章では、チーム力の向上や消防活動の平準化についてまと
めている。さらに、第四章では、消防活動の根拠となる法解釈等を明記している（表 1）。
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第一章

各個訓練

・二重巻きホースの巻き方①

・管そうの保持姿勢（ｅ管そう①）

・二重巻きホースの巻き方②

・管そうの保持姿勢（ｅ管そう②）

・中出し式ホースの巻き方

・管そうの保持姿勢（クアドラ管そう①）

・中出し式ホースの展開

・管そうの保持姿勢（クアドラ管そう②）

・ホースの延長

・管そうの特性

・ホースを結合する

・ハンマーの使い方

・ホースを離脱する

・オノの使い方（床を壊すとき）

・ホースの余長整理

・オノの使い方（壁を壊すとき）

・階段のホース延長①

・とび口の使い方（天井を壊すとき）

・階段のホース延長②

・とび口の使い方（壁をはがすとき）

第二章

機関運用

・消火栓の開放

・防火水槽部署

・消火栓の閉鎖

・タンク水放水

・吸管のつなぎ方

・有圧水利で放水

・吸管の外し方

・無圧水利で放水

・吸管の延長

・タンク水から有圧水利への切り替え

・吸管の収納

・エジェクター（バイパスバルブ）の使い方

・消火栓部署

・ポンプの撤収

第三章

訓練想定

・先着隊の行動①

・後着隊の行動①

・先着隊の行動②

・後着隊の行動②

・先着隊の行動③

・後着隊の行動③

第四章

知識編

【法解釈】隣接建物への立ち入り

【知識編】ポンプのグリスアップ

【法解釈】現場活動中の要救助者の負傷

【知識編】連結送水管の基礎知識

【法解釈】消火栓上に一般車両が停車

【知識編】連結送水管への送水

【法解釈】火災へ出場途上で交通事故

【知識編】連結送水管からの放水

【法解釈】一般車両がホースに乗り上げて破損

【知識編】災害出場(出場編)

【知識編】消防ポンプの配管

【知識編】災害出場（現着～帰署編）
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4.

スタディブックの作成にあたって

4.1 作成の共通事項
作成は A4 用紙を使用し、取扱い方法や消防活動時のポイント、注意点や豆知識等を列記し、
写真や図を用いて、正確かつ分かりやすく伝えることを心掛けている。
4.2 第一章

各個訓練

この章では、基本的な消防活動について、知識、技術の解説を行っている。
敢えて質問形式にすることによって、調べながらさらに広い知識を身につけることや、新しい発
想など想像力の醸成に繋げている。
一例として、管そうの特性（図 2）、ハンマーの使い方（図 3）について記載している。

図 2 管そうの特性
4.3 第二章

図 3 ハンマーの使い方

機関運用

この章では、機関員として必要な知識、技術の解説を行う。仙台市消防局では、機関運用に不
安を抱いている職員が非常に多く、スタディミーティングの年度当初のアンケートでは、毎年、
機関運用を課題とする職員が、圧倒的に多い現状である。現在、基本的な取扱い事項や消防活動
時のポイントをメインとして作成しているが、トラブルシューティングや過去事例に基づいたリ
スク管理といった部分も検討を行い、作成していくこととしている。
一例として、タンク水から有圧水利への切り替え（図 4）、撤収（図 5）について記載してい
る。
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図 4 タンク水から有圧水利への切り替え
4.4 第三章

図 5 撤収

訓練想定

この章では、実災害における隊員の消防活動要領の解説をしている。
平成 30 年度に開催された「基本消防戦術検討会議」において策定した、「消火活動基本要領」
について、理解を深め、効果的、効率的な現場活動を実践するために、隊員個々の消防活動モデ
ルを明記したものである。今後、第一章、第二章の内容について、総合的に訓練できるシミュレ
ーションや消防活動モデルについて、若年職員が理解しやすいものを作成していくこととしてい
る。
一例として、先着隊の行動（単口放水）（図 6）、2 着隊の行動（タンク水中継）（図 7）につい
て記載している。
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図 6 先着隊の行動（単口放水）

図 7 2 着隊の行動（タンク水中継）

4.4 知識・資料
第 4 章の知識・技術では、災害時に起こり得る法律的なトラブルや消防設備や資機材の知識の
解説をしている。法令解釈等については、判例を元に外部講師によるアドバイスを受けて作成し
ているが、全てを書くことは難しいため、列記内容から疑問等を挙げ、広い知識や見聞を広げる
きっかけとなるよう位置付けている。
一例として、
「法令解釈」消火栓上に一般車両が停車（図 8）、
「知識編」消防ポンプの配管（図
9）について記載している。
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図 8 【法令解釈】消火栓上に一般車両が停車
5.

図 9 【知識編】消防ポンプの配管

おわりに
スタディブックは前述のとおり、過去 3 年間のスタディミーティングにおける若年消防職員の

疑問や検証結果、日々の業務で不安に思っている部分をまとめた教科書である。経験不足を補い、
消防活動の平準化を図るために作成を始めたスタディブックであるが、若手消防職員の率直な疑
問や不安が解決されるだけでなく、皆で共有し、上司や同僚に相談する機会が増えるなど、職場
内においてコミュニケーションの向上に繋がっている。
自分が当たり前だと思っていたことが、実は当たり前ではなかった。分かっているようで、分
かっていなかった。スタディミーティングでは、そんな場面によく遭遇する。同年代でもこの差
が生まれるのだから、上司や後輩とはどれだけ認知の差異があるのだろう。この差異が重大な事
故や失敗に繋がるのだと私たちは考える。相手と向き合い、声に出して物事を確認し、共有する
ことがどれだけ大切かを改めて感じている。スタディブックに完成するというゴールは無く、消
防職員一人一人が抱える極めて小さな疑問や不安が、大切な 1 ページとなり、人と人とを繋ぎ、
仲間を助け、チームを助け、市民を救うこととなる。
これまで先輩方が作り上げた経験を、スタディブックに列記し経験不足を補うことで、安心安
全なまちづくりを実現させていきたい。現場経験不足が懸念される今だからこそ、知識や経験を
共有し、組織全体が成長していく必要がある。そして、局内のみならず、県内消防本部や全国の
同志と情報交換を行い、ナレッジマネジメントを行っていく必要があると考える。
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【一般発表】

屋内空間におけるドローンの活用に関する検証
東京消防庁

1.

山越靖之、木田哲夫、湯浅弘章

はじめに
本検証では、屋内空間で発生した災害を想定して実験を行い、市販ドローンを使用した場合の

飛行性能、耐熱性能、ガス検知性能などを通し、現状での使用可否について判断するとともに、
屋内空間の運用に必要な機体の機能等について提言した。
表 1 検証した市販ドローン
製品 A

重さ：
幅：
奥行：
高さ：

2.

約 80[g]
約 16[cm]
約 16[cm]
約 4[cm]

製品 B

重さ：
幅：
奥行：
高さ：

製品 C

約 300[g]
約 24[cm]
約 24[cm]
約 6[cm]

重さ：
幅：
奥行：
高さ：

約 900[g]
約 52[cm]
約 44[cm]
約 10[cm]

製品 D

重さ：
幅：
奥行：
高さ：

約 1,400[g]
約
49[cm]
約
49[cm]
約
20[cm]

検証内容

2.1 実験 1：屋内空間の飛行性能に関する実験（表 2、3）
屋内でのドローンの活用に必要な要素・機能について、飛行性能に係る部分を確認するため、
狭隘箇所通過時の障害物回避センサの有効性、暗室での照明装置の有効性、ドローンを屋外の操
縦者がモニタ画面を頼りに、屋内空間を飛行させた際の飛行可能範囲について確認する。
2.2 実験 2：耐熱性に関する実験（写真 1）
大規模な屋内空間で発生した火災での運用を想定し、意図せずに火炎に近づいてしまう等の不
測の事態がドローンに与える影響を確認するため、火炎によるドローンの受熱実験を行い、ドロ
ーンが受熱した際の挙動や損傷状況を確認する。
2.3 実験 3：ダウンウォッシュの影響に関する実験（図 1）
ドローンのダウンウォッシュが、搭載した測定器によるガス測定に与える影響を確認するため、
ダウンウォッシュの風速測定や測定器の数値への影響を確認する。
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表 2 屋内空間の飛行箇所の様子

扉 (幅 80[cm])

棚 (幅 110[cm])

階段 (幅 140[cm])

通路 (幅 230[cm])

表 3 屋内空間想定(飛行経路)
①－1 倉庫(棚の間等の通過)

③

② 地下通路（通路通過)

複層階建物(1～4 階の屋内階段通過)

④ コンサート会場(大空間通過)

写真 1 耐熱性に関する実験（左：測定機器等の配置、右：実験状況）
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図 1 ガス検知への影響の確認（左：測定機器等の配置、右：実験状況）
3.

結果

3.1 実験 1：屋内空間の飛行性能に関する実験
3.1.1 飛行可能範囲
飛行可能範囲（図 2）のとおり、屋内空間で実用可能なドローンを確認できた。

注）グラフ中、目的位置まで
飛行到達したものについて
は、「到達」と表記。

図 2 各製品及び実験ごとの飛行可能範囲
3.1.2 衝突回避センサ
衝突を回避させるセンサが、屋内空間の扉、階段、通路といった狭所を通過する直前に機体を
制動させてしまうため、屋内空間を飛行する際は、前後左右の障害物回避センサを無効化する必
要がある等、機体設定及び機体仕様を把握できた。
3.1.3 必要な性能
屋内空間で活用するためにドローンに最低限必要な性能は、安定して画面のみで操縦できるこ
と及び目的位置まで飛行できることであり、そのために以下の性能が最低限必要であると考える。
・

操作時以外は、ホバリング静止できること。

・

機体動作と映像伝送に遅延（ずれ）がないこと。

・

伝送映像で機体周囲の状況が確認できること。

・

機体と障害物との距離が確認できること。

・

無線電波が途絶しにくいこと。
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・

障害物と接触しないこと。

・

開口部、通路等の狭所を通過できること。

・

照明装置の使用などで暗所でも飛行できること。

3.2 実験 2：耐熱性に関する実験
実験では、不測の火炎暴露でも、フライトコントローラーの異常による暴走がないことを確認
した。一方、火炎に近づくと、大きな機体損傷が無いにも関わらず、機体が不意に降下しながら
も、再度上昇し飛行が継続される現象を確認した。この機体の降下現象は、熱気による気体密度
の低下を原因とする揚力の低下と推察される。
3.3 実験 3：ダウンウォッシュの影響に関する実験
ドローンに搭載した測定器では、ダウンウォッシュが周囲の空気を撹拌させるため、特定箇所
の少量のガスを検知することは困難と考えられる。
4.

まとめ
本検証では、屋内空間でドローンを活用する際に必要な機体設定等について把握することがで

きた。ガス検知については課題が残るものの、製品によっては目的位置まで飛行することができ
たこと、不測の事態に遭遇した場合でも、すぐに暴走・墜落しないことが確認できたことより、
情報収集については、市販ドローンでも実用レベルでの活用ができると考えられる。
また、災害現場でドローンが不測の事態に遭遇した際には、墜落・損傷のおそれがあり、任務
を継続するためには、複数の機体を用意して不測の事態に備える必要がある。その場合、金額が
高価な機体ではなく、必要な性能を有する安価な市販機体が有利である。
これより、消防活動において屋内空間の運用に必要な機体の機能は、今現在の市販ドローンの
技術においては、以下の通りであると提言する。
・

位置画像センサによる位置制御

・

リアルタイム映像伝送

・

広角カメラ

・

搭載カメラの向きを上下左右方向に操作する機能

・

障害物回避機能（上下方向）

・

機体前方及び機体下部の照明機能

・ プロペラガード
・ 電波中継器
なお、GPS 電波が届かない、狭い、障害物、暗所、目視外飛行、といった操縦者に不利の条
件が重なる屋内空間では、各種センサに依存した機体位置制御を行うことが必須であり、完
全なマニュアル操縦では、すぐに飛行困難となり、任務を遂行させることはできなくなる。
よって、操縦者には、安定して画面情報のみを頼りに目的位置まで操縦するため、
「映像電波等
を途絶させることがないよう管理する能力」、
「各種センサを機能させることができる飛行場所か
否かを適切に判断する能力」、「エラーメッセージ等のセンサ情報の管理能力」、
「モニタ画面のガ
イド（縦横斜めのグリッド線）などを目安に、周囲の障害物との距離感覚を把握し、飛行ルート
の安全性を確認した上で、狭所を通過する空間把握能力及び狭所通過能力」が必要であると考え
る。
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また、今後、屋内空間の火災時でのドローンによる偵察を検討する場合、耐熱性のあるドロー
ンであっても、火炎近傍及び空間内部は熱気により気体密度が低いため、揚力が得難く墜落する
可能性があることに注意を要する。
謝辞
本研究は、消防庁消防防災科学技術推進制度の支援を受けて行った。実施するにあたり、工学
院大学教授の村上正浩氏にご支援・ご協力いただいた。ここに記して謝意を表す。
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【一般発表】

接触部過熱の出火機構の究明に関する研究
東京消防庁
芝浦工業大学

1.

長谷川裕祐、星野嘉彦、小船浩司

小池義和、WANGWIWATTANA SITTICHAI

はじめに
過去 10 年間に東京消防庁で発生した電気火災のうち、接触部過熱によるものは約 19％であり、

高い割合を占めている。接触部過熱は接点の電気抵抗が増加し、電流が流れた際のジュール熱に
より出火する現象である。このことから、電流値が大きくなるほど、出火危険が高くなるものと
考えられ、許容電力量以上に電力を使用した場合に、出火するケースが多い。
一方で、許容電力の範囲内でも、出火している事例も見受けられる。このことから、接触部過熱
の再現実験を行い、出火にいたる機構を研究した。
この研究で用いる材料及び電源は、一般的な導電材料であるタフピッチ銅、銀ニッケル合金、
真鍮であり、100V、50Hz の商用電源で実施した。
2.

研究内容
研究対象を配線接続部とし、接触部過熱から出火にいたる機構について以下の研究を行う。

(1) 配線接続部で酸化物が生成される機構の解明
(2)

配線接続部で生成された酸化物による電流、電圧の変化にともなう諸条件の解明

2.1

実験条件等

発熱実験は交流 100V 電源を使用し、人為的に接触部過熱を発生させ、電流を変動させた場合
の発熱状況についての確認を行う。
実験は家庭用コンセントを想定して、電気プラグから取り出した真鍮（しんちゅう）製の栓刃
及び銅製の受刃を試料としている。接触部過熱を再現する組み合わせとして、以下の 2 種類で実
験を行う。
(1) 試料 A：栓刃（真鍮）～ 栓刃（真鍮）
(2) 試料 B：栓刃（真鍮）～ 受刃（銅）
また、実験において接触部に流す電流は、1A、4A 及び 9A とする。
2.2

実験サンプル

この実験では、市販のプラグ、コンセント等の家庭用電気部品を使用して家庭用電気部品から
火災にいたるまでの状況を再現し、接触部での変化について調べる。用意した実験サンプルは以
下となる。
①

電気プラグ： Panasonic 社製 WN1001、定格 15A 125V

②

電気コンセント： Panasonic 社製 WH4415 / WH4415B、定格 15A 125V

3.

電圧波形、電流波形、振動波形の測定

3.1 測定方法
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接触部過熱を再現するための実験装置全体の構成を、図 1 に示す。2 つの金属同士が接触する
部分の、接触部過熱に現れる電圧を観測するためにオシロスコープの電圧プローブを V1 と V2 の
点に接続する。オシロスコープには、V1 と V2 の箇所の電圧波形と両者の電位差及び電流計で観
測される電流波形を表示させている。
接触部の温度上昇は、赤外線サーモグラフィで観測し、接触部過熱の再現の様子はハイスピー
ドカメラで測定する。また、接触部過熱は振動が発生するため、その振動を振動計で測定した。
測定結果は図 2 及び図 3 のとおりである。

ノート PC

赤外線サーモグラフィ

V

V2
ハイスピードカメラ

振動計
各試料

トランス
スイッチ
抵抗
電源
交流 100V
50Hz

電流計

図 1 実験装置全体の構成
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電圧
+160V

V1 電圧V2 電圧

電流
0V
電位差

-160V
0

10

20

30

40

(ms)

振動波形

電流、電圧波

電流、電圧波

試料 A 接触部過熱あり（1A）

電流、電圧波

試料 A 接触部過熱なし（1A）

電流、電圧波

振動波形

試料 A 接触部過熱あり（4A）

電流、電圧波

振動波形

振動波形

試料 A 接触部過熱なし（4A）

振動波形

電流、電圧波

試料 A 接触部過熱あり（9A）

振動波形

試料 A 接触部過熱なし（9A）

V1 電圧
V2 電圧

電流

振動波形

電位差(V1 - V2)

スパイク

図 2 試料 A の電流電圧波形及び振動波形
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V1 電圧V2 電圧

160V

電流
0V
電位差
-160V
0

10

20

30

40

(ms)

電流、電圧波形

振動波形

電流、電圧波形

試料 B 接触部過熱なし（1A）

試料 B 接触部過熱あり（1A）

振動波形

電流、電圧波形

電流、電圧波形

振動波形

試料 B 接触部過熱なし（4A）

試料 B 接触部過熱あり（4A）

電流、電圧波形

振動波形

振動波形測定エラー

電流、電圧波形

試料 B 接触部過熱あり（9A）

振動波形

試料 B 接触部過熱なし（9A）

V1 電圧

電流

振動波形

V2 電圧

電位差(V1 - V2)

スパイク

図 3 試料 B の電流電圧波形及び振動波形
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3.2 電圧波形、電流波形及び振動波形の測定結果に対する考察
試料 A では、接触部過熱が発生する条件では電流値が 0A となる際に、接触部にスパイク（瞬
間的な過電圧）が発生している。この時、V1 と V2 の値にも、電位差が発生していることが確認
できる。接触部過熱発生時には、電流波形の 2 倍の周期で振動が発生している。
試料 B でも、接触部過熱が発生する条件では、電流値が 0A となる際に、接触部にスパイクが
発生している。この時、V1 と V2 の値に電位差が発生しており、電位差は試料 A より大きい。ま
た接触部過熱発生時には、電流波形の 2 倍の周期で振動が発生しており、振動は試料 A よりも顕
著である。9A では、接触部過熱は 1 分間しか持続しなかったことから、測定エラーとなった（図
2 及び 3 参照）。
4. サーモグラフィによる接触部過熱部分の温度上昇の観測
サーモグラフィを用いて、接触部過熱部分の温度上昇について、4 分間観測を行った。温度上昇
が、電流値や接触状態に依存するかの確認を行った。
4.1 試料 A
1A の低電流でもアーク放電の持続が確認できるが、100℃程度と、酸化物が形成されるのに十
分な温度上昇とはなっていない。
4A の電流では、微小な酸化物が接触部に形成され、集積されることで、接触部過熱が持続する
のに十分なアーク放電が活発になる。スパークで与えられるエネルギーは、接点の周りに酸化物
を形成するのに十分である。
9A の電流は 1A、4A と比較して、更に高いエネルギーが与えられ、接触部からのジュール熱効
果を得るのに十分な温度上昇が確認できる（図 4 参照）。

接触部過熱発生状況

試料 A の接続状況

1A の観測状況（接点部 124℃）

アーク放電開始 4 分後

4A の観測状況（接点部 303℃）

アーク放電開始 4 分後

9A の観測状況（接点部 407℃）

図 4 試料 A の接触部過熱実験

-355-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

4.2 試料 B
1A の低電流でもアーク放電の持続が確認できる。最高温度が 150℃程度と、酸化物が形成され
るのに十分な温度上昇とはなっていない。
4A の電流では温度上昇が非常に早く、1 分以内に最大 500℃まで達している。これは、試料 A
と比較しても、温度が上昇している。
9A の電流の実験では、アーク放電が 1 分間しか持続せず、十分な温度上昇は認められなかった
（図 5 参照）
。

接触部過熱発生状況

試料 B の 接続状況

1A の観測状況（接点部 151℃）

アーク放電開始 4 分後

4A の観測状況（接点部 587℃）

アーク放電開始 1 分後

9A の観測状況（接点部 72.4℃）

図 5 試料 B の接触部過熱実験
5.

接触部過熱発生箇所の表面観察
接触部過熱発生箇所の表面をマイクロスコープ及び SEM により観察を行った。

5.1

マイクロスコープによる観察

表面観察の結果から真鍮の場合、亜鉛の融点が 419℃と銅の融点の 1,083℃と比較して低いこと
から、アーク放電が生じた時に、亜鉛が溶けて蒸発し、銅だけが析出する。亜鉛が蒸発すること
から、真鍮の接触では変形が大きくなっていると予想され、実際に真鍮製栓刃表面に溶けた痕跡
が観測される（図 6 参照）。
接触部過熱が発生した箇所を、塩酸処理により酸化物を取り除き、X 線回折装置を用いて確認
すると、試料 A の表面に、わずかに酸化亜鉛の発生が確認できたが、スパークが発生した接触部
は、主に銅が析出していた。
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未使用時

真鍮製栓刃

アーク放電後

真鍮製栓刃

図 6 マイクロスコープによる観察（×10）

5.2

SEM による観察
酸化物による接触部分の面積の変化を観測するために、接触部過熱が生じた試料を塩酸に 40

～60 秒程度浸して、酸化物を取り除いた後に、SEM 観察を行った。アーク放電後の表面は、酸化
物が取り除かれた痕跡が観測される（図 7 参照）。

未使用

アーク放電後

図 7 真鍮製栓刃表面の SEM による観察（×100）
6.

接触部過熱発生機構の検討
接触部過熱の発生は、アーク放電異常とジュール発熱が要因と考えられる。アーク放電異常は、

微小領域の電流集中と微小領域の通電部の接触が原因となる。ジュール発熱は、初期の通電部の
酸化物形成が原因となる。

6.1

導電材料の部分接触による接触部過熱発生機構の考察

通電部分の接触は、図 8 に示すように初期状態から使用を経て、通電部分の接触は金属全体で
はなく、微小部分での接触となる。プラグ等が繰り返し使用され、摩耗してくると通電部分の接
触部分の面積が減少し、微小領域での接触に変化してくる。その時、栓刃と受刃に流れる電流の
総和は変化しないことから、微小領域に非常に大きな電流が流れる。わずかな抵抗値が接触部に
生じると、大きなジュール熱が発生し、酸化物形成への始まりとなる。
実際には、接触部のジュール熱の発熱量は、栓刃と受刃を囲んでいる温度、流れる電流の大き
さ、金属の熱容量に大きく依存する。栓刃と受刃が非常に弱い接触や、接触状態が悪くなると電
磁力や静電力により振動をはじめる。3 で述べたように接触部過熱が発生しているときは、非常
に強い振動が発生していることが確認できている。振動が発生すると、栓刃と受刃の微小部分で
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接触と切断が繰り返し起き、スパークが繰り返し生じることとなる。スパークが発生すると、非
常に高い温度が発生することとなり、栓刃と受刃の接触部の温度も非常に高温となり、接触して
いる微小領域に酸化物が形成される。酸化物は電気抵抗が非常に大きいため、プラグの接触部は
多孔質に似た接触となり、さらに通電する部分の面積を減少させることとなる。

プラグ、スイッチ等の理想的な接触状態

実際の接触状態

振動発生のため空隙を形成

空隙形成により放電スパークが発生

放電スパークにより酸化物の形成

図 8 酸化物の発生機構

6.2 酸化物の形成
一般的には栓刃と受刃のように、電圧のかかっている金属が接触するとスパークが発生する。
同じ電流が流れていたとしても、スパークでの電流変化は急激なことからスパークが発生したと
きに得られるエネルギーは、供給する電源の能力に依存することとなる。また、商用電源は交流
であることから、電圧が 0V 付近の時は、電力は得られないことからスパークは非常に弱いか、発
生しないこととなる。
しかし、電圧がピークとなる時は、非常に大きなスパークが発生し、大きなエネルギーが発生
することとなる。一回のスパークは、接触部の金属を溶かし、しっかりした酸化物を形成するの
に十分なエネルギーを有している。図 9 は、使用前の一般的な銅製の受刃の表面と真鍮製の栓刃
の表面及び電流値 4A と電流値 9A でスパークを発生させたときの表面を、光学顕微鏡で観察した
結果である。いずれの場合も溶融痕と酸化物の形成を観測することができる。形成する電流が高
くなると、さらにエネルギーの高いスパークが生じることとなり、接触部は酸化物のつながった
エリアが形成されることとなる。
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銅 未使用時

銅 スパーク発生初期時(4A)

銅 スパーク発生初期時(9A)

真鍮 未使用時

真鍮 スパーク発生初期時(4A)

真鍮 スパーク発生初期時(9A)

図 9 未使用時及びスパーク発生初期時のマイクロスコープ観察状況
7.

まとめ

7.1 アーク放電が接触部過熱に大きく関係しており、アーク放電が持続した場合、火災にいたる
のに十分な温度に上昇する。
7.2

アーク放電が起きると酸化物も生成される。酸化物は電気抵抗が大きいことから、栓刃と受

刃の導通する表面積を減少させる。繰り返し、スパークが生じると、その度に酸化物が生成され、
導通する面積が減少することになる。
7.3

酸化物の生成部分が大きくなると、受刃と栓刃が接触している非常に狭いところに電流が流

れることとなり、受刃と栓刃の間に、火災にいたるまでのジュール熱が生じることとなる。また、
酸化物の生成により、受刃と栓刃の接触部の平坦が損なわれ、わずかな隙間が生じ、アーク放電
が持続して生じやすい状態となる。
7.4

受刃と栓刃の接触部分に流れる電流を、1A、4A 及び 9A に設定して実験を行うと、4A で持

続したアーク放電が発生しやすい。
7.5 持続したアーク放電が生じると、受刃と栓刃の接触部分に振動が発生する。
8.

終わりに
今回の研究の結果、一般的な家庭用電気配線の許容電流内である 4A でも、十分に出火危険があ

ることがわかった。また、低電流の接触部過熱には、酸化物の発生も関与していることがわかっ
た。
今後、4A 以下でも、接触部過熱が発生している可能性があることを踏まえ、より低電流での出
火危険性や長期使用による材質の経年変化等も検討項目として、接触部過熱にいたる機構につい
て、さらなる要因を解明する必要がある。
参考文献
(1) 芝浦工業大学：小池義和、電源接続部の接触部過熱から出火に至るメカニズムに関する研究

-359-

第67回全国消防技術者会議資料（令和元年11月21日・22日）

（2013 年）
(2) 芝浦工業大学：柳原洸明、接触部過熱の発生条件解明と検知に関する検討（2015 年）
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【一般発表】

中山間地域災害対策
～走破性の高い車両を改良して～
志太広域事務組合志太消防本部

1.

石上 歩、山本晃伎

はじめに
志太消防本部管内には、多くの中山間地や住宅が密集する狭隘地区がある。従来、このような

地域で災害が起これば、消防車両が進入できるところまで移動し、その後隊員が消防資機材を徒
手搬送していた。災害によっては、多くの資機材や重量物を搬送するなど、現場到着までの時間
がかかり、隊員の体力も失われてしまう等の課題があった。
このような課題を少しでも解決できるよう、本年 3 月に走破性を高めた軽自動車枠の新型本格
派オフロード四輪駆動車を、全国に先駆けて配備した。この車両によって、以前に比べ車両進入
範囲は拡大、更に、車体上部にルーフキャリアを備えたことで、消防資機材を積載し災害現場の
直近まで搬送することができ、現場到着時間及び活動時間の大幅な短縮を図るなど、消防活動の
強化に繋がった。
今回、改良した点は、消防資機材を積載した状態で走行上の安全性と消防資機材の積み下ろし
作業の効率をより高めるため、可搬ポンプ等の重量がある消防資機材を、車内に安定した状態で
積載し搬送することができるよう、敷板等を作成したことである。
2.

車両仕様

2.1 主要諸元
車名・型式
車両寸法

荷室寸法

スズキ

ジムニー

3BA‐JB64W

全長

3390mm

全幅

1470mm

全高

1890mm
980mm

床面長（後部座席収納時）
荷室幅

1300mm

荷室高

850mm

荷室開口幅（上）

1030mm

荷室開口幅（下）

1015mm
850mm

荷室開口高

LED 散光式警光灯『FLIX』 XB12-B7A50

警光灯
寸法

全長

300mm

全幅

1130mm

全高

152mm

電子サイレン（大阪サイレン）

Mark-D2 シリーズ『TSK-D251』
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EIGHT BIRD 楽ラックシリーズ

ルーフキャリア
寸法

全長

1000mm

全幅

1200mm

全高

150mm

2.2 敷板について
後部座席を収納しただけの状態で可搬ポンプ等の資機材を積載した場合、悪路や急勾配の道で
は、積載物が車内で転倒、損傷するおそれがあることから、後部座席を収納してできるスペース
に合わせて作成した合板を敷板とし、積載物を固定する器具を取り付け、可搬ポンプ、消防用ホ
ース等を安定させ、安全に搬送できるようにしたものである。
2.3 敷板規格
3

112

10

4
19

26

75

125

4

67

44

固定ベルト

5

4

10

103

12

単位：cm

3.

設定方法

①

フロントシートを倒し、リヤシートを収納する。

②

バックドアの荷室開口の幅が、敷板より狭いため敷板を縦方向にして入れる。

③

荷室左側にアクセサリーソケットが装備されているため、左側を下に斜めに回転しながら荷

室に設定する。
※ 設定は 2 名で実施するとスムーズに行える。
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写真 1

写真 2

① フロントシートを倒し、リヤシート

②

敷板を縦方向に入れる。

を収納する。

写真 3

写真 4

③

④

敷板を回転させる。

左側にアクセサリーソケットがあ
るため、左側から敷板を差し込む。

4.

作成方法

4.1 使用資機材
合板

1枚

自転車タイヤのゴムチューブ

2本

丸ノコ

1台

インパクトドライバー

1台

タッカー

1台

紙やすり

数枚

吸着マット

1枚

ビス

適量

可搬ポンプ固定具

1 セット
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4.2 作成手順

写真 5

写真 6

①

②

合板に敷板の下書きを描く。

縦 75 ㎝、横 125 ㎝にカットする。

写真 7

写真 8

③ カットした合板の四つ角を写真 7

④ 敷板となる合板の枠にゴムチュー

のようにカットする。

ブにて保護する。

写真 9

写真 10

⑤ 余った合板で可搬ポンプの横ずれ

⑥ 可搬ポンプの枠にもゴムチューブ
にて保護する。

防止の枠を作成し、敷板に取り付け
る。
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写真 11

写真 12

⑦

可搬ポンプのオイル漏れにより敷

① 可搬ポンプが縦揺れにて転倒しな

板を傷めないように吸着マットを

いように固定具を取り付ける。

張り付ける。

5.

検証

5.1 災害対応資機材

写真 14

写真 15

① 火災対応資機材（車内）

② 火災対応資機材（ルーフキャリア）

・可搬ポンプ（C－1）

・吸管

・65mm ホース 3 本
・管鎗
・分水器
・スコップ
・消火栓ボックス
・ジェットシューター
・脚立
・輪止め

など

※積載資機材は災害によって変更し対応する。
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5.2 走行・部署

写真 18

写真 19

① 悪路を走行

② 狭隘（きょうあい）道路を走行

写真 20

写真 21

③ 自然水利に部署

② 自然水利に部署

6.3 検証結果
このように、車両特性を最大限に生かし積載方法に工夫を加えることで、従来、災害対応が困
難であった中山間地や狭隘地区に対する消防活動が広がり、消防力が更に高まるものと考える。
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