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第 69 回全国消防技術者会議 
＜オンライン開催＞ 

   

   

1. ⽇ 時 令和 3 年 11 ⽉ 25 ⽇（⽊） 10:00〜16:55 

  26 ⽇（⾦） 10:00〜16:50 

   

2. 場 所 消防研究センター 本館 3 階 ⼤会議室から配信 

   

3. ⽇ 程 
 

 

◆第 1 ⽇◆ 

 10:00〜10:05 開会の辞 

 10:05〜11:35 特別講演 

 11:35〜12:35 【休憩】 

 12:35〜16:55 令和 3 年度消防防災科学技術賞受賞作品 

   

◆第 2 ⽇◆ 

 10:00〜11:50 ⼀般発表 

 11:50〜13:00 【休憩】 

 13:00〜16:45 第 24 回消防防災研究講演会 

 16:45〜16:50 閉会の辞 

   

   

   

 



 



－ 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 3 年 11 ⽉ 25 ⽇（⽊）10:00-16:55 ［オンライン開催］  
【開会】 
10:00-10:05 開会の辞 消防研究センター 

所⻑  鈴⽊康幸  
【特別講演】 
10:05-11:35 21 世紀の災害と対応のための課題 令和防災研究所 

所⻑  ⻘⼭ 佾  11 

11:35-12:35【休憩】 
【Session１ 令和 3 年度消防防災科学技術賞受賞作品】 

12:35-12:43 
観測地震波を⽤いた⾞いす使⽤者の⾝
体防護体勢の検証 東京消防庁 

寺屋充彦 
◎⼭⼝ 隼 

坂本佑介 
119 

12:43-12:51 
⾳達エリア机上設計 WEB システム
（OPACRESS）の開発 株式会社イ・エス・エス ◎中武義将 283 

12:51-12:59 
市⺠⼼肺蘇⽣普及啓発⽤ VR シミュレー
ター 

⽩⼭野々市広域消防本部 
 
 
 
 
北陸先端科学技術⼤学院⼤学 

◎松林⼤司 
⻄ ⼤樹 
⽶⽥宏希 
⽩座政和 
南出義仁 
佐藤俊樹 

 54 

12:59-13:07 救急隊⽤スライディングボードの考案 南アルプス市消防本部 ◎横森史弥  76 

13:07-13:15 
救急⾞の感染拡⼤防⽌のための換気に
関する研究 神⼾市消防局 

◎菊池 悠 
⽥中 健 
⽇浦⼆⼀ 
三浦達耶 
吉⽥堅⼀郎 
⽯井洋輔 

134 

13:15-13:25 【質疑応答】・座⻑コメント 
13:25-13:35【休憩】 
【Session２ 令和３年度消防防災科学技術賞受賞作品】 

13:35-13:43 
消防⽤要求性能墜落制⽌⽤器具の開発
製造 株式会社ＦＳ・ＪＡＰＡＮ 阿久津昌之 

◎阿久津昌浩 308 

13:43-13:51 空気呼吸器⼀体型フルハーネスの開発 東京消防庁 ◎⼋櫛徳⼆郎  66 

13:51-13:59 
廃棄ホースを有効活⽤したロープ保護
資器材の開発 志摩市消防本部 

阪⼝雅浩 
脇海道剛 

◎中村貞則 
324 

13:59-14:07 
消防隊員の受熱による影響等に関する
検証 東京消防庁  

◎朝⽇ 翔 
清⽔祐⼆  89 

14:07-14:15 【質疑応答】・座⻑コメント 
14:15-14:25【休憩】 
【Session３ 令和３年度消防防災科学技術賞受賞作品】 

14:25-14:33 ⼆重巻きホースの展張に関する研究 東京都本⽥消防団  ◎吉⽥友哉 336 



14:33-14:41 ⽔⼒換気ノズルの開発 

ヨネ株式会社 
札幌市消防局 
 
 
 
株式会社北海道モリタ 

◎ヨネ株式会社 
曽根敏夫 
外崎祐⾄ 
⾼⽟通廣 
清⽔洋幸 
七條幸治 

297 

14:41-14:49 
延焼防⽌における扇状放⽔の有⽤性に
ついて 京都市消防局 ◎上⽥繁温 

奥東⾵太 149 

14:49-14:55 【質疑応答】・座⻑コメント 
14:55-15:05【休憩】 
【Session４ 令和３年度消防防災科学技術賞受賞作品】 

15:05-15:13 迷⾛電流により出⽕した⽕災について 川崎市消防局 
◎秋⽥勇紀 

柏原 研 
⽔⽥啓介 

161 

15:13-15:21 
物品販売店舗での来客者⽤電⼦レンジ
の⽕災に対する⽕災予防対策奏功事例 ⻄宮市消防局 

◎細⽥郷介 
森 将史 
安川京宏 

176 

15:21-15:29 
エアコン室外機の内部基板からの出⽕
について 千葉市消防局 ◎⾕尻孝之 

⾼居佑輔 201 

15:29-15:37 
LED テープライトから出⽕した製品⽕
災の調査報告 ⼤阪市消防局 

◎中⼭雄史 
吉邨元晴 
下川浩史 
畑中雄介 
星 直⼈ 
⼯藤佑介 

213 

15:37-15:45 
⼤型貨物トラックのフロントアウター
ベアリングから出⽕した事例について 静岡市消防局 

⽯川裕之 
寺⾨快哲 
外岡千明 
髙⽊健次 

◎⽯川  潔 

189 

15:45-15:55 【質疑応答】・座⻑コメント 
15:55-16:05【休憩】 
【Session５ 令和３年度消防防災科学技術賞受賞作品】 

16:05-16:13 
エチルアルコールによるアクリル樹脂
の脆性破壊 ⼤阪市消防局  

藤原尚弘 
松井基委 

◎⻑⾕川武 
藤原優作 
⾨畑克之 
⼯藤佑介 

229 

16:13-16:21 
亜鉛メッキ⼯場で発⽣した⽔素爆発の
⽕災原因調査 ⼤阪市消防局  

秋⼭和輝 
⼩深⽥将 

◎中⽥脩介 
243 

16:21-16:29 
作業⽤⾜場を介した漏電⽕災に関する
調査報告 岡⼭市消防局 

◎吉永智博 
松⽥ 伸 
⼩⻄由哲 
甲⽥雄也 
村並舞⼦ 

269 

16:29-16:37 違反処理⽀援アプリの開発 守⼝市⾨真市消防組合消防本
部 ◎後藤祐⽮  38 

16:37-16:45 
警防活動と鑑識⾒分が再発防⽌対策に
効果を発揮した事例 前橋市消防局  

◎松井正⼈ 
黛 正判 
上原 靖 
⼿島⼀樹 

259 

16:45-16:55 【質疑応答】・座⻑コメント 
【閉会】 



◆第 2 ⽇◆ 令和 3 年 11 ⽉ 26 ⽇（⾦）10:00-16:50 ［オンライン開催］  
【Session６ ⼀般発表）】 

10:00-10:08 
折り島⽥を改良した、「Ｓ．Ｕ．Ｓ（super utility 
snake）式」の考案について 岡⼭市消防局 ◎中本翔太 

⾼津正輝 351 

10:08-10:16 
狭隘空間において使⽤するパッキングシートの改
良について 岡⼭市消防局 ◎奥野⿓之介 359 

10:16-10:24 
要救助者⾃らが縛着可能なライフジャケット型縛
着器具（製品名︓バーサタイルスリング）の開発に
ついて 

岡⼭市消防局 

◎柴⼭幸範 
◎原 啓章 

川上 尭 
吉永祐基 

366 

10:24-10:32 潜⽔救助現場で使⽤するマーカーブイの開発 岡⼭市消防局  ⻄岡裕助 
◎⽟井寛之 373 

10:32-10:40 
電⼦ホイッスルを使⽤した災害現場における新た
な情報伝達⼿段について 岡⼭市消防局 ◎阿部亮太 

⻘⼭ 翔 380 

10:40-10:50 【質疑応答】・座⻑コメント 
10:50-11:00【休憩】 
【Session７ ⼀般発表）】 

11:00-11:08 
破壊器具における安全管理の可視化（カラーブレー
ド及びカラービット） 岡⼭市消防局 ◎杉⼭直也 

川部裕司 390 

11:08-11:16 
消防団によるドローン隊発⾜について－新たな活
動の⽅向性－ 

焼津市防災部地域
防災課 ◎⻑⾕川勝史 396 

11:16-11:24 
初任学⽣の熱中症予防⽅策に関する検証（熱中症予
防教育プログラム） 東京消防庁 

◎ 原 光 
薬師寺奈央 
⾚野史典 
清⽔鉄也 

399 

11:24-11:32 ⼀酸化炭素の区画外への拡散状況に関する検証 東京消防庁 

眞⽥良仁 
◎菊地遼輔  

⼤森俊介 
飯⽥明彦 
細⾕昌右 

409 

11:32-11:40 ⽕災室の熱環境の判断に関する検証 東京消防庁 
◎⽥幡祐基 

⽊⽥哲夫 
湯浅弘章 

419 

11:40-11:50 【質疑応答】・座⻑コメント 
11:50-13:00【休憩】 

  



【第 24 回消防防災研究講演会       テーマ︓「⼟砂災害における救助活動」】 

13:00-13:05 開会の辞・趣旨説明 消防研究センター 新井場公徳  

【Session１】    

13:05-13:30 ⼟砂災害現場の安全管理 消防研究センター 新井場公徳  

13:30-13:55 
令和元年１０⽉２５⽇⼤⾬における⼟砂災害救
助活動事例について 千葉市消防局 新井吉昭 

染⾕直志  

13:55-14:20 
令和元年東⽇本台⾵に伴う⼟砂災害時の初動対
応及び⺠間重機との連携について 相模原市消防局 ⼭縣洋希  

14:20-14:30【休憩】 
【Session２】    

14:30-14:55 斜⾯災害発⽣時の緊急対応現場での留意点 応⽤地質株式会社 上野将司  

14:55-15:20 ⼟砂崩壊による労働災害と防⽌技術の開発 
独⽴⾏政法⼈ 
労働者健康安全機構 
労働安全衛⽣総合研究所 

⽟⼿ 聡  

15:20-15:45 ⼟砂災害現場の特徴と情報の利活⽤ 消防研究センター ⼟志⽥正⼆  

15:45-15:55【休憩】 
15:55-16:45 【総合討論（質疑応答）】 
【閉会】 

16:45-16:50 閉会の辞 消防研究センター 
研究統括官  秋葉 洋  
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◆特別講演                                    
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【令和 3 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 

 

指揮隊員用防火手袋（Fire Command Gloves）の開発 

 

姫路市消防局 塚原昌尚、杉本将一、藤原嘉彦 

ユアサグローブ株式会社 湯浅拓也 

 

 

１．現状 

 消防庁は、建物火災へ屋内進入する消防隊員が、より安全に消火活動を行うため

の個人防火装備に求められる機能及び性能を示すことを目的として、ISO 規格等の

基礎とし「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」を平成 23 年 5 月に策定し

ている。その後、ISO 規格の改定（防火帽の衝撃吸収試験内容の見直し等）及び対

象項目の追加（防火フード）が行われたことから、平成 29 年 3 月にガイドラインが

改定され、防火手袋は手背側、手掌側ともに防火服と同様の耐熱性能を有し、手掌

側には、滑り止め措置を講じることとなり、耐炎・耐熱性能試験及び耐水性試験が

必要となった。防火手袋に求められる主な性能は、耐炎・耐熱性能、機械的強度性

能、防水性能、耐化学薬品性能、快適性能や運動性能があり、これらは消防隊員が

安全に消火活動を行うための必要な性能となっている。消防隊員の手背・手掌部分

の安全性を高めるためには、手袋の生地を厚くすることにより耐炎・耐熱等の性能

を上げることはできるが、その反面手指の動きが制限され、グリップ力が下がり操

作性能・運動性能が損なわれる。また、グリップ力や操作性能・運動性能を高める

ためには、手袋の生地を薄くすればよいが耐炎・耐熱等が損なわれる。従って、防

火手袋の性能は、外的要因である炎、熱、水の遮断性・強度と、滑り止め等のグリ

ップ力や操作性能・運動性能の確保とのバランスが最も重要であるといえる。  

 

２．課題 

  当市消防局で採用する防火手袋の仕様について、消防隊員、救助隊員、指揮隊員 

の活動内容に応じて検討を進め課題を抽出する。 

 (1) 消防隊員・救助隊員の活動について 

   建物火災へ屋内進入する消防隊員及び救助隊員は、より安全に消火活動を行う 

ためには、ガイドラインに準拠した耐炎・耐熱性能、機械的強度性能、防水性能、 

耐化学薬品性能と快適性能や運動性能を有した防火手袋が必要となることから、 
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前記バランスを考慮した仕様の防火手袋（以下、「消防隊員用防火手袋」という。） 

を採用する必要がある。同仕様の消防隊員用防火手袋は、すでに市場に存在して 

いることから、それらの中から選定することとなる。 

(2) 指揮隊員の活動について 

   指揮活動を行う指揮隊員は、建物火災へ屋内進入を伴う活動は行わず、火災現場 

の状況に応じたさまざまな情報を収集、記録、整理、それら情報に基づいた指揮を 

行い隊員の安全管理を担っている。近年、全国的に多くの消防本部の指揮隊等が、 

情報収集の新たな方法としてドローンやパソコン、タブレット型端末機器等のモ 

バイル機器を含む情報収集用機器を導入している状況から、それら機器の操作性 

を有した指揮隊の活動に適合する防火手袋（以下、「指揮隊員用防火手袋」という。） 

の仕様について検討を進める。 

当市消防局では、平成 24 年 9 月に発生した化学プラント工場の爆発火災を教訓 

に現場の安全管理を担う指揮隊が平成 28 年 4 月に発足するとともに、次の情報収 

集用機器を導入した。 

①  情報収集用ノートパソコン（指揮隊車内で Wi-Fi 環境構築） 

②  新に屋外で消防隊員の位置情報を管理するシステムを構築し、その資機材であ 

る消防無線機（GPS 信号を送受信できる全隊員用の 400MHZ 帯署活系無線機）及び 

位置表示用ノートパソコン 

③  ドローン（タブレット型端末機器で操作） 

④  消防指令システムでの情報伝達装置であるタブレット型端末機器 

⑤  消防指令システムでの画像伝送機器 

⑥  ヘリテレ画像受信機 

指揮隊員が、これら情報収集用機器を操作するためにはつまみやスイッチ、タ  

ブレット型端末機器の画面を操作することとなるが、消防隊員用防火手袋を着装 

した状態では、操作が困難であることや収集した情報を指揮卓上の記録紙にペン 

で記載する場合も同防火手袋を着装した状態では、記載が困難であることから必 

然的に防火手袋を脱いで活動することとなる。過去、本市消防局では化学プラン 

ト工場の爆発火災で指揮の支援を担当する隊員が防火手袋を脱ぎ素手で情報収集 

中、爆発飛散した燃焼中の危険物を両手に浴びて重度の熱傷を負った。その苦い 

経験から災害現場で隊員が素手になることは避けなければならないが、情報収集 

用機器の操作には防火手袋を脱がなければならないという課題があった。 

この課題を解決するためには、指揮隊員が防火手袋を脱ぐことなく容易にモバ 

イル機器の操作や記録紙への記載ができる「指揮隊員用防火手袋」が必要となる。 
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３. 検証 

  前述の課題を解決するため、指揮隊員が現採用品の「消防隊員用防火手袋」を着 

装して、次の情報収集機器等を使用した場合の操作性について検証した。 

 

            表１ 現採用品での検証結果 

各種情報収集機器等 操作性（〇・△・×で表記） 

①  記録紙への記載 × 記載困難 

②  タブレット型端末機器（指先で操作対応

画面、ドローン操作用も含む） 

× 操作不可（静電容量方式） 

③  ノートパソコン（指先での操作対応画面） × 操作不可（静電容量方式） 

④  車両運用端末装置・Automatic Vehicle 

Monitoring（通称「車両 AVM」） 

〇 操作可能（抵抗膜方式） 

⑤  車両カーナビゲーション × 操作不可（静電容量方式） 

⑥  画像伝送装置 △  操作やや困難 

⑦  ヘリテレ受信機 △  操作やや困難 

⑧  無線機 △  操作やや困難 

   

上記の検証では、「消防隊員用防火手袋」を着装しての各種機器の操作性は相対的 

に悪く、画面に素手で指先が触れて操作するタブレット型端末機器やノートパソコ 

ンは、操作不可の結果となった。 

そこで、当市消防局が嘱託している学識経験者（兵庫県立大学、電気専攻教授） 

にモバイル機器の画面を指先で操作できる仕組みについて確認したところ「モバイ 

ル機器の画面下には、一定間隔にコンデンサが設けられて、画面に指先が触れると 

その直下のコンデンサから指先へと電荷が移動する。この電荷の移動を感知するセ 

ンサーも併設されており、電荷の移動をセンサーが感知して、指定の操作を実施さ 

せる。また、電荷を移動させることができる素材とは、導電性の素材である。」と説 

明を受け、「静電容量方式」であることが分かった。「静電容量方式」の他には、画 

面を指先で押すことにより、画面の位置を電圧変化の測定によって検知する「抵抗 

膜方式」があり、当市消防局が採用している消防指令システムの車両運用端末装置 

・Automatic Vehicle Monitoring（通称「車両 AVM」）の画面操作が「抵抗膜方式」 

に該当する。 

指揮隊員が、防火手袋を脱ぐことなく、モバイル機器等を操作するためには、「静 

電容量方式」で操作できる導電性の性能を有した「指揮隊員用防火手袋」の開発が 

必要であり、その素材については、防火手袋であることから、一定以上の強度、耐 
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炎・耐熱性能を保持させなければならない。 

 

４．共同開発 

「指揮隊員用防火手袋」の性能については、前述の「２. 課題」に記載のとおり、 

指揮隊員が防火手袋を脱ぐことなく容易にモバイル機器等の操作や記録紙への記

載ができるものであること。また、「３. 検証」に記載のとおり、「静電容量方式」 

による導電性を有し、一定以上の強度、耐炎・耐熱性能を有した新素材を開発し、 

その新素材を防火手袋の一部に使用したものが必要である。 

そこで、防火手袋の製造メーカーであるユアサグローブ株式会社と共同で必要な 

性能を有した指揮隊員用防火手袋（Fire Command Gloves）の開発を目指すことと 

した。ユアサグローブ株式会社は、素材開発、生地加工、デザイン、試作品の製作 

を担当、当市消防局は隊員による試作品の着装モニターを担当することとし取り組 

んだ。 

 

５．素材の開発 

  導電性の素材の開発について、ユアサグローブ株式会社は、得意とする皮革加工 

 技術に試行錯誤を重ねて防火手袋の素材である皮革に特殊加工を施すことにより、 

 一定以上の強度、耐炎・耐熱性能を有した導電性の新素材牛本革を開発した。この 

 新素材牛本革を防火手袋の指先に使用した試作品を製作し、指揮隊員が着装モニタ 

 －を実施して、災害現場や訓練で使用することにより外的要因の遮断性・強度と操 

作性・運動性のバランスを検証し、素材の選択、厚み、新素材牛本革のレイアウ 

ト等の改良を加えて、いくつもの試作品を製作、モニター及び検証を繰り返して 

「指揮隊員用防火手袋」が完成に至った。 

現採用品及び試作品の製作順に、指揮隊員が検証した結果と改良点を記載する。 

①   現採用品の「消防隊員用防火手袋」 

現採用品の「消防隊員用防火手袋」を検証した。 

        

                写真 1 現採用品 
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          表 2 現採用品について 

仕  様 

手背部 アラミド繊維生地 

手掌部 アラミド繊維生地＋天然皮革 

指先部 アラミド繊維生地＋天然皮革 

メリット 手背部・手掌部：耐炎・耐熱性能、摩耗性、切創性が高い 

デメリット モバイル機器等の操作や記録紙への記載が困難 

  

②    試作品№1 

    現採用品の消防隊員用防火手袋を着装した指揮活動では、デメリットとして 

モバイル機器等の操作や記録紙への記載が困難であったため、導電性の新素材 

牛本革を指先（親指・人差し指・中指）に採用、手背部にポリエステルニット 

生地、手掌部に牛本革を採用し、フィット感、グリップ力を高めた試作品№１ 

を製作した。 

 

                            新素材牛本革 

                          

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 試作品№1 

 

表 3 試作品№１について 

仕  様 

手背部 ポリエステルニット生地 

手掌部 牛本革 

補強材：滑り止め人工皮革 

指先部 新素材牛本革（親指・人差し指・中指） 

メリット 
手背部・手掌部：フィット感、グリップ力が高くモバイル機器等

の操作や記録紙への記載が容易 

デメリット 耐炎・耐熱性能、強度が低い 
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③   試作品№2 

試作品№1 のデメリットを改良するため、手背部にアラミド繊維生地を採用 

し、耐炎・耐熱性能、強度を高めた試作品№2 を製作した。 

      

 

    新素材 

    牛本革 

 

 

 

 

 

写真 3 試作品№2 

 

表 4 試作品№2 について 

仕  様 

手背部 アラミド繊維生地 

補強材：牛本革（人差し指） 

手掌部 牛本革 

指先部 新素材牛本革（親指・人差し指・中指） 

メリット 手背部・手掌部：耐炎・耐熱性能、摩耗性、切創性が高い 

デメリット 

・フィット感、グリップ力が低くモバイル機器等の操作や記録紙

への記載がやや困難 

・指先部の汚損でモバイル機器の操作困難が懸念される 

 

   ④ 試作品№3 

     試作品№2 のデメリットを改良するため、手掌部にアラミド繊維生地と滑り 

   止め加工の人工皮革を採用し、フィット感・グリップ力を高めるとともに新素 

材牛本革を指先部（親指・人差し指・中指）以外に手背部（人差し指、中指の 

第二関節部）にも採用し、モバイル機器が操作できる部位を追加した試作品№ 

3 を製作した。 
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     新素材                    新素材牛本革を追加 

     牛本革 

 

  

 

            

 

写真 4 試作品№3 

 

 表 5 試作品№3 について 

仕  様 

 

手背部 

アラミド繊維生地 

新素材牛本革（人差し指、中指の第二関節部） 

手首部：長い 

手掌部 アラミド繊維生地 

補強材：滑り止め人工皮革 

指先部 新素材牛本革（親指・人差し指・中指） 

メリット 

手背部：耐炎・耐熱性能、摩耗性、切創性が高い 

手掌部：耐炎・耐熱性能、フィット感、グリップ力有り作業性 

が高い 

・記録紙への記載が容易 

・指先部（親指・人差し指・中指）に追加して手背部（人差し 

指、中指の第二関節部）でもモバイル機器が操作できるよう 

になり、指先汚損時の対応が可能 

デメリット 

・隊員の手の大きさにより第二関節部が新素材牛本革に当たらな

い場合がある 

・腕時計の時間確認が困難 

   

ここで試作品№3 の新素材牛本革を使用した指先部の導電を確認するため、 

テスタで測定したところ 18.99 オームの測定値が示され導電性が確認できた。 

また、比較として現採用品の消防隊員用防火手袋の指先部（牛皮革）を測定し 

たが OL.（オバー）が表示され、導通性は確認できなかった。 
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写真 5 導通試験（試作品№3）  写真 6 導通試験（現採用品） 

 

⑤   試作品№4 

試作品№3 のデメリットを改良するため、新素材牛本革を手背部（人差し指、 

   中指の第二関節部）に幅広く配置して、誰でも第二関節部が新素材牛本革に当

たるようにするとともに、手首部を若干短くし、腕時計の時間確認が可能とな

るように試作品№4 を製作した。 

 

              

                    写真 7 試作品№4 

 

表 6 試作品№4 について 

仕  様 

 

手背部 

アラミド繊維生地 

新素材牛本革（人差し指、中指の第二関節部に幅広く） 

手首部：若干短く 

手掌部 アラミド繊維生地 

補強材：滑り止め人工皮革 

指先部 新素材牛本革（親指・人差し指・中指） 

メリット 手背部：耐炎・耐熱性能、摩耗性、切創性が高い 

新素材 

牛本革 新素材 

牛本革 
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手掌部：耐炎・耐熱性能、フィット感、グリップ力有り作業性 

が高い 

・指先部、第二関節部でのモバイル機器等の操作や記録紙への

記載が容易 

・腕時計の時間確認が容易 

デメリット 

・指部分の長さが若干長く指部分のフィット感がやや低い 

・新素材牛本革（親指・人差し指・中指）の経年使用での摩耗に

よる導通性の劣化が懸念される 

 

⑥   完成品 

  試作品№4 のデメリットを改良するため、指部分の長さを若干短くしジャス 

 トフィットさせるとともに、新たに採用した導電性の糸を新素材牛本革部分の 

 モバイル機器画面に最も接触する箇所に補強的に縫い込み導電性の強化を図っ 

 た完成品を製作した。 

                                    

    

写真 8 導電性の糸（交撚糸）      写真 9 導電試験     

                    

   採用した導電性の糸は、アラミド繊維の糸と導電性の糸の交撚糸で、導電を確 

  認するため、テスタで測定したところ、18.34 オームの測定値が示され導電性が 

確認できた。 
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               写真 10 完成品    

 

 

     

写真 11 新素材牛本革部分の補強縫い 

 

 

 

 

新 素 材 牛

本 革 部 に

導 電 性 の

糸 で 補 強

縫 い を 実

施 

新 素 材 牛

本 革 部 に

導 電 性 の

糸 で 補 強

縫 い を 実

施 

新素材 

牛本革 

新素材 

牛本革 

（第二 

関節部） 
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表 7 完成品について 

仕  様 

 

手背部 

アラミド繊維生地 

新素材牛本革（人差し指、中指の第二関節部に幅広く） 

手首部：若干短く 

手掌部 アラミド繊維生地 

補強材：滑り止め人工皮革 

指先部 新素材牛本革（親指・人差し指・中指） 

導電性の補強材：導電性の糸で新素材牛本革を縫製 

メリット 

手背部：耐炎・耐熱性能、摩耗性、切創性が高い 

手掌部：耐炎・耐熱性能、フィット感、グリップ力有り作業性 

が高い 

・記録紙への記載が容易 

・腕時計の時間確認が容易 

・導電性の糸を補強的に縫い込み指先部の新素材牛本革部の摩

耗による導電性低下を防止 

デメリット なし 

 

６．開発品（完成品）の検証 

  指揮隊員が、開発品（完成品）を着装して、次の情報収集機器等を使用した場合 

の操作性について検証した。  

 

         

写真 12  指先での操作        写真 13 指先での操作 

   （タブレット型端末機器）       （ノートパソコン） 
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写真 14 第二関節部での操作      写真 15 第二関節部での操作 

（タブレット型端末機器）       （車両カーナビゲーション） 

  

 

             表 8 完成品での検証結果  

各種情報収集機器等 操作性（〇・△・×で表記） 

①  記録紙への記載 〇 記載可能 

②  タブレット型端末機器（指先で操作対応

画面、ドローン操作用も含む） 

〇 操作可能（静電容量方式） 

③  ノートパソコン（指先での操作対応画面） 〇 操作可能（静電容量方式） 

④  車両運用端末装置・Automatic Vehicle 

Monitoring（通称「車両 AVM」） 

〇 操作可能（抵抗膜方式） 

⑤  車両カーナビゲーション 〇 操作可能（静電容量方式） 

⑥  画像伝送装置 〇 操作可能 

⑦  ヘリテレ受信機 〇 操作可能 

⑧  無線機 〇 操作可能 

 

  上記の検証結果では、グリップ力にウエイトを置いて製作した完成品を着装して 

 の各種機器の操作性は、すべて良好であった。モバイル機器では、指先での画面操 

 作も良好であった。また、災害現場で手袋の指先が汚損する場合を想定して他の箇 

 所で操作できるように指の第二関節部（人差し指、中指）に導電性の新素材牛本革 

 を採用し、同第二関節部でモバイル機器の画面に触れてみると、指先と同様に操作 

 性は良好であったことから、今後、さまざまな場面での使用が期待できる。さらに 

 新素材牛本革部に導電性の糸を補強的に縫い込むことで、導電性の強化と経年使用 

 での表面摩耗による導電性劣化への対策を図り、導電性の耐用度を向上させた。 

  開発の途中でさまざまなデメリットが確認され、その都度、改良を加え最終的に 
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 指揮隊員がモバイル機器を含めた情報収集用機器の操作が容易にできる「指揮隊用 

 防火手袋」が完成に至った。 

  指揮隊員が防火手袋を脱ぐことなく容易にモバイル機器等の操作や記録紙への記 

 載ができる「指揮隊員用防火手袋（Fire Command Gloves）」を開発することで、隊 

員の安全が確保されることとなり、従前からの課題が解決される。 

 

７．開発による効果 

  今回開発した「指揮隊員用防火手袋（Fire Command Gloves）」は、導電性を有す 

 ることから、火災現場において感電の危険性が懸念されるため、あくまで指揮隊員 

 が情報収集等の指揮活動のみの使用に限定することが重要で、指揮隊員が現場の状 

 に応じて消火活動を実施する場合を考慮して、ガイドラインに準拠した「消防隊員 

 用防火手袋」を常に携帯したうえで「指揮隊員用防火手袋」を使用することとした 

い。 

  効果については、指揮隊員が「指揮隊員用防火手袋」を着装することで、受熱や 

 転倒などの事故から隊員の安全が確保されるとともに、ストレスなくモバイル機器 

 等の操作や収集した情報を記録誌に記載することができるようになり、効果的な消 

 防活動の実施が期待できる。将来、全国の消防本部で採用され、隊員の安全管理向

上につながることを切に願う。 
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【令和 3 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 

 

違反処理支援アプリの開発 

 

守口市門真市消防組合消防本部 後藤 祐矢 

 

 

※本文内において、消防法（以下「法」という。）第５条の３第１項（消防吏員による

防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令）を「物件

除去」、法第 12 条の３（製造所等の緊急使用停止命令等）を「緊急使用停止」、法第 16

条の６（無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令）を「危険物除去」と表現。 

 

1. 違反処理における課題 

  本消防組合では、重大な消防法令違反※を覚知した場合、速やかに違反処理へ移

行するよう規定しており、毎日勤務の予防要員のほか、隔日勤務における警防要員

の査察担当者（以下、総称して「担当者」という。）の枠にとらわれず、違反処理を

実施するよう推進している。担当者全員が違反処理を実施するためには、専門的か

つ高度な知識が必要となるため、違反処理に関する教養の実施、ほかにも、違反処

理を想定したシミュレーション訓練などをおこない、日々担当者のスキル向上を図

っている。 

  しかし、現場で措置命令の適否を判断しなければならない違反処理については、

担当者に不安や迷いが生じることが多く、違反処理の経験が少ない担当者は自信を

持って権限行使をすることができていない現状がある。特に、緊急使用停止事案に

ついては昼夜問わず発生し、かつ、警防要員がファーストコンタクトにあたること

が多い。その際に適切な権限行使をおこなうことができなかった場合、行政の不作

為になることが懸念されるため、早急な対策を行う必要があった。この課題に対し

ては、定期的な教養を実施し職員全体に周知徹底を図ってきたが、担当者による差

を埋めることは容易ではなかった。 

  そこで、現場で措置命令をおこなう際、担当者を支援することができるスマート

フォンやタブレット端末向けアプリケーション（以下「アプリ」という。）「違反処

理支援アプリ」を開発することで、担当者が自信を持って権限を行使することがで

きるのではないかと考察した。アプリでは、特に現場で緊急の判断を要する物件除

去、緊急使用停止、危険物除去の３つの措置命令について、本消防組合で定める違

反処理基準を基にフローチャートを作成した。他にも、質問調書を作成する際の留
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意点をまとめた質問調書作成要領のほか、本消防組合例規集へのリンク、階段等に

放置された物件や危険物などの数量を記録する際に活用するメモ機能、そして、危

険物の指定数量を一覧にまとめた表を作成した。これにより、スマートフォン１台

を立入検査場所に持ち運ぶことで、これまで担当者が立入検査に携行していた紙の

資料を最小限にすることが可能となり、担当者への負担軽減が可能になると考察し

た。次章において、各機能を紹介する。 

 

※「重大な消防法令違反」・・・守口市門真市消防組合査察規程運用要綱で下記のと

おり定義付け（一部のみ抜粋）。 

・消防用設備等が未設置若しくは一部未設置又は機能に著しい障害があるもの 

・防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障

となる物件が放置され、又はみだりに存置されているもので、火災発生により人命

に危険があると認めるもの 

・防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されて

いるもので、火災発生により延焼拡大の危険があると認めるもの 

・危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）別表第３で定める数量以上の

危険物を無許可で貯蔵し、又は取扱っているもの 

・その他、消防長又は消防署長が火災予防若しくは人命安全上又は公共の安全の維

持若しくは災害の発生の防止上緊急に改善を要すると認めるもの 

 

2. アプリの機能について 

  アプリに関する仕様は次のとおり。 

アプリ名 もりかど違反処理支援ツール 

対応 OS iOS ※１ 

使用したソフト Xcode12.4（アップル） ※２ 

プログラミング言語 SwiftUI ※２ 

作成に要した期間 約２か月 

※１ iOS は Apple Inc.の OS 名称です。 

※２ Xcode、SwiftUI は、Apple Inc.の商標です。 
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  トップ画面下にタブを作成し、担当者が利用したい機能を選択することができる

ようにした。選択することができる機能は次のとおり。次節より機能について解説。 

（１）違反処理フローチャート 

（２）質問調書作成要領 

（３）守口市門真市消防組合例規集の閲覧 

（４）メモ機能 

（５）指定数量一覧表 

 

2.1 違反処理フローチャート 

現場で緊急の判断を要する物件除去、緊急使用停止、危険物除去の３つの措置命

令について、事務処理要領等をフローチャート（以下「フロー」という。）形式に

した。即時判断が求められる違反処理はミスが生じることも多いため、フローを確

認しながら処理をおこなうことで、ミスを減らし、かつ、自信を持って措置命令を

発動することが可能となる。各措置命令のフローについては次のとおり。 

 

図１ アイコン 

図３ タブ（トップ画面下部の拡大） 

図２ トップ画面 
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・物件除去（法第５条の３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 命令要件画面１ 

図６ 命令要件画面２ 図７ 命令要件画面３ 

図４ 違反選択画面（青色 

ボタンをクリック） 
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 図５から７までの命令要件画面については、違反状況が物件除去の要件に適合して

いるかを確認するために作成した。本消防組合では、違反の緊急性に応じて物件除去

の前段階措置として警告をおこなっているため、命令と警告の判断をフロー化し、「は

い」・「いいえ」形式で現場状況を選択することで、最適な判断をすることができるよ

うにした。 

なお、図５から図７までのいずれかで「はい」を選択した場合は、図８の命令画面

へ、全て「いいえ」を選択した場合は、図９の警告画面にページ移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８、図９の下部に表示されている「次へ」ボタンをクリックすると、違反処理

時における必要な事務手順を解説付きでページ移動していくことができ、物件除去

における担当者の現場での負担軽減を図る（命令６頁、警告６頁）。 

主な内容は次のとおり。 

 （１）名あて人の特定要領 

 （２）写真撮影要領 

 （３）口頭命令時のポイント 

 （４）標識の作成及び設置要領 

 （５）履行確認時の留意事項 

図８ 命令時の画面 図９ 警告時の画面 
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図 11 写真撮影要領 

図 12 標識の作成及び設置要領 図 13 履行確認時の留意事項 

図 10 名あて人の特定要領 
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・緊急使用停止 

  緊急使用停止における過去の発動事例をまとめ、担当者の発動時における判断材

料になるよう心掛けた。ほかにも、現場で最低限実施しなければならないことを記

載することで、災害出場した警防要員にも分かるようにした（計７頁）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 16 口頭命令時の留意点 

図 15 過去の発動事例 

図 17 違反処理時の心構え 

図 14 違反選択画面（緑色 

ボタンをクリック） 
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・危険物除去 

  許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると疑われ

る事案を覚知した場合、本フローを用いて措置命令の要否を判断する。本消防組合

では、守口市門真市消防組合火災予防条例で定める少量危険物を無届で貯蔵し、又

は取り扱っていた場合は、物件除去を発動し即時是正を図っているため、その判断

についてもフローに明記した。 

  なお、危険物除去事案についても、警防要員の覚知が多いため、現場で処理しな

ければならない内容をまとめ、簡素化に努めた（命令８頁、警告６頁）。 

主な内容は次のとおり。 

 （１）命令時事務手順 

 （２）口頭命令時のポイント 

 （４）自認書の作成要領 

 （５）履行確認時の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 命令要件画面 図 18 違反選択画面（黄色 

ボタンをクリック） 
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2.2 質問調書作成要領 

   違反と関係のある者に対して質問調書を聴取する際、本消防組合では現場で手

書きにより作成することを心掛けている（被質問者の心変わり等を防ぐため）。 

そのため、聴取する内容をあらかじめ決めておく必要があり、質問調書の記載例

をまとめ、担当者がアプリを確認しながら質問調書を容易に作成することができ

るようにした。 

また、ページ移動すると、質問調書作成例のほか、署名若しくは押印を拒否され

た場合の対応方法などをまとめ、質の高い質問調書作成を目指した。 

 

 

 

 

 

 

図 20 自認書の作成要領 図 21 口頭命令時の留意点 
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図 22 聴取する内容 図 23 質問調書作成例１ 

図 24 質問調書作成例２ 図 25 署名若しくは押印拒否 

時の対応方法 
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2.3 守口市門真市消防組合例規集の閲覧 

   本消防組合ホームページ内に掲載している例規集へワンクリックで接続するこ

とができる。例規集には、査察、違反処理に関係する規程等が掲載されており、こ

れまで検査時に紙に印刷して持ち運んでいた各種規程等を省略することができ、

担当者の負担軽減が期待できる。 

さらに改良を進めることで、内規で定める各種通知関係など違反処理に関する

全ての資料をアプリ内で閲覧することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 例規集選択画面（赤 

色ボタンをクリック） 

図 27 例規集画面 

（safari で表示） 
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2.4 メモ機能 

   現場で聴取した内容を記録することができ、名あて

人をはじめ、危険物や物件の数量を記録する際に活用

できる。また、保存機能付きを有することで誤って消

去することを防ぐことができ、検査時にメモを持ち運

ぶ手間を省略することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 指定数量一覧表 

  指定数量倍数を算定する際、本機能とメモ機能を併用することで倍数算定をス

ムーズに実施することができる。 

    今後、さらに改良を進めることで、品名、数量を入力すると倍数が自動で計算で

きる機能を有することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 メモ画面 

図 29 指定数量一覧表 
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3. 配布及びアンケート 

   アプリを担当者に配布する方法を検討したが、テスト配布も含めて費用を要する

ため、Xcode12.4 の実機シミュレート機能を活用して配布をおこなった。 

配布方法 

Xcode12.4 の機能で搭載されている実機シミュレーター機能※を

活用して、パソコンと担当者のスマートフォンをケーブルで接続

し、直接インストールを実施。 

対象者 違反処理を日常的に行う毎日勤務の予防要員（17 人） 

利用期間 １台につき７日間利用可能 

※実機シミュレーター機能…作成したアプリが実際の端末でどのように動作する 

かを確認する機能。 

 

 ・アンケート 

期間内においてアプリを使用し、違反処理の支援に適しているか、また、使い勝

手がよいかなどのアンケートを実施した。（回答者 17 人） 

 

問１ 使い勝手はどうか。 

１ よい（13 人） 

２ 悪い（０人） 

３ どちらでもない（４人） 

 

 

 

 

 

 

問２ 本アプリを本格運用した場合、法第５条の３命令など現地で違反処理の判断

をする際に有効である。 

１ はい（16 人） 

２ いいえ（０人） 

３ どちらでもない（１人） 

 

 

 

 

 

はい

76%

どちらでもない

24%

問１

はい

いいえ

どちらでもない

はい

94%

どちらでもない

6%

問２

はい

いいえ

どちらでもない
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問３ 本アプリのような消防業務に関するアプリがリリースされ、そのアプリが有

料であった場合、あなたはどうしますか。 

１ 購入する（５人） 

２ 金額次第で購入する（９人） 

３ 金額に関係なく、有料ならば必要ない（３人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 違反処理に関する質問です。法第５条の３命令などについて発動事例が多く

ありません。その要因は何ですか（複数回答可）。 

１ そもそも物品存置などの違反がない。（２票） 

２ 違反処理の経験が少ないため命令発動に躊躇する。（13 票） 

３ 組織（上司・同僚など）の理解が得られないためできない。（５票） 

４ その他（          ）（２票） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他意見 

 ・即時撤去等で対応可能な場合が多く感じる 

 ・事前通告を行う為、立入検査時のみ片づけられている可能性がある。 

購入する

29%

金額次第

53%

有料なら不要

18%

問３

購入する

金額次第

有料なら不要

1

9%

2

59%

3

23%

4

9%

問４

1

2

3

4
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問５ 違反処理ができるようになるには、どうすれば良いですか。意見があれば記

入してください。 ※重複意見は省略。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アンケートまとめ 

 実に多くの意見が挙がった。その多くは違反処理に対する不安の声であった。本

消防組合では、定期的に違反処理に関するシミュレーション訓練や違反処理に関す

る教養を実施しているが、それでも担当者からは違反処理への不安の声が聞かれ、

まだまだ不十分であると痛感した。また、同僚や上司と違反処理に対する考え方が

一致しないために、権限行使にためらいを生じてしまう職員が複数存在しているこ

とも判明した。 

 これらの不安を解消するためには、更なる違反処理の推進が必要であり、また、

本アプリのような違反処理を支援するツールを作成することで、統一的な違反処理

・体制、基準の整備が必要。 

・職員へ違反処理を実施しなければならない意識付けが必要。 

・事例が増えれば当たり前になっていくと思う。 

・実務研修、シミュレーション訓練等を実施し自信を付ける必要がある。 

・そこまで（違反処理を）しなくて良いという雰囲気を変える必要がある。 

・違反処理の知識を各自身に付け、人の心を動かせるような職員が増える必要

がある。 

・違反処理の経験が少ないため、本アプリのような支援ツールがあれば、違反

処理に繋がると思う。 

・措置命令の判断基準の理解不足、訴訟などへの不安を払拭するため継続的な

教養が必要である。 

・経験を増やしていく必要がある。アプリは時代に合っているので、有効に活

用できたら分かりやすくて良いと思う。 

・夜間査察など違反処理を前提とした立入検査を推進していくことで、違反処

理に対する抵抗が軽減されると思う。 

・アプリを開発することで、違反処理への理解が深まることが期待できる。 

・違反処理を先導する職員が必要。 

・過去の違反処理事例を職員に広く周知する。 

・訴訟等を恐れて、本来すべきことをしていない現状があるので、全ての職員

に正しい教養を実施していく必要がある。 

・違反処理は書類の作成量が多いので、書類の簡素化をする方が良い。 

・査察用タブレットが必要。その中にアプリを入れてほしい。 
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を実施することができると改めて実感した。 

 

4. アプリにおける今後の課題 

  私が本アプリを作成しようと考察した理由は、アンケート結果にもあるとおり、

違反処理をしなければならない状況があるにも関わらず、適正に命令権限を行使で

きていない現状を打破したいからである。本消防組合では違反処理を積極的に推進

していく方向性を打ち出しているが、一方で、担当署所における違反処理への否定

的な意見は少なからず存在しており、事務量の多さや、専門的知識への不安、訴訟

リスクを考えために権限行使をためらってしまう現状がある。そして、これらの問

題は決して本消防組合に限った問題ではなく、全国の消防本部（局）においても共

通の課題であると認識している。全国的に違反是正を積極的におこなっている状況

の中で、全ての消防本部（局）が取り残されることなく違反処理に取組むことが重

要で、その結果が国民の生命、身体及び財産を保護することに繋がると考える。そ

のためには、一消防本部のみで活用できるツールではなく、全国の査察担当者が使

用することができる時代に即したツールが必要であると考察し、私はアプリの開発

に着手した。本アプリを全国の査察担当者が使用期限等なく使用するためには、正

式にアプリをリリースするなどしてスマートフォンやタブレット端末にインスト

ールする必要があり、そのためには、いかにこのようなアプリが違反処理を実施す

る際に有効であるかを実証する必要があり、そのために様々な方法を検討し実現に

向けて努力を重ねていきたい。 

  私は本消防組合の査察担当者に対して違反処理の教養を実施する際に、必ず伝え

るようにしている言葉がある。 

 

「違反処理は消防のためにするのではない。市民のためにやる。」 
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【令和 3 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 

 

市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレーター 

 

白山野々市広域消防本部 松林大司、西 大樹、米田宏希、白座政和、南出義仁 

北陸先端科学技術大学院大学 佐藤俊樹 

 

 

1. 背景（現状と問題点） 

心肺停止事案に対しては、その場に居合わせた人（以下「バイスタンダー」という）

の行動が重要であり、救命効果の向上や治療の経過にも良い影響を与えることは医学

的にも明らかである。総務省消防庁の令和 2 年版消防白書の一般市民に対する応急手

当の普及資料（１）からも、バイスタンダーの応急手当率の増加に伴い、1 か月の生存率

や社会復帰率の増加が確認できる。そのため、適切な応急手当ができるように、応急

手当に関する知識と技術を学び、重要な役目を担うバイスタンダーの育成強化を、消

防機関や日本赤十字社が中心となって救命講習を開催し取り組んでいる。講習では、

蘇生ガイドラインで定められた蘇生手順を講義で学び、訓練人形に対して実技を行う

教育が一般的であり、当消防本部においても総務省消防庁から通知された応急手当の

普及啓発活動の推進に関する実施要綱（１）に従って講習カリキュラムを策定し、市民

に対して救命講習を行っている。 

しかし、環境の整った講習会場において、訓練人形を傷病者と見立てた講習だけで

は実際の現場をイメージすることは難しく(写真 1)、講習を受講した者からは「実際

に人が倒れる状況に居合わせた場合、講習で学んだとおりの手順で動けるか不安であ

る。」との声が多く聞かれる。また、医療従事者以外の者が実際に心肺停止となった傷

病者に遭遇する頻度は限りなく低く、講習で学んだ心肺蘇生法に関する知識や技能を

医療従事者でない市民が維持することの難しさも指摘されている。 

写真 1 

 

 

 

白山野々市広域消防 

講習会場一例 
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2. 開発について 

2.1 開発目的 

 1 の現状や問題点から、市民が受講する救命講習の内容に、ＶＲディスプレイで一

般向けの臨場感のある訓練シミュレーションを体験できれば、心肺停止の現場に遭遇

する機会が限りなく低く、学習機会が限られている市民に対して、状況により臨機応

変な対応をしなければいけない心肺停止傷病者の救命経験が容易に可能となる。また、

新型コロナウイルス感染症により環境は変化し、講習も三密を避ける等の対策で、受

講者に対し受講人数の制限や、健康状態の確認、ソーシャルディスタンスを保ちなが

ら行う講習に変化している。この市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレーターが将来

的にネットワークに接続することで、受講者は単独で受講することが可能となり、時

間的制約もなくなる。また、指導者も少人数や自動化にすることで人的制約も軽減さ

れると思われる。 

2.2 協力開発について 

一般財団法人救急振興財団が募集する「救急救命の高度化の推進に関する調査研究

事業」について、白山野々市広域消防本部が「救急分野におけるＶＲシステムの活用

とその有効性の検証」について研究を企画し、令和 2 年度の研究団体として採択され

た。研究を行うにあたり、消防職員ではＶＲシステムの開発が困難であったため、北

陸先端科学技術大学院大学の協力を得て開発することとなった。 

調査研究事業の協力研究員である白山野々市広域消防本部の救急救命士が、開発に

関して必要な意見要望を北陸先端科学技術大学院大学の技術者に伝えるほか、蘇生に

関する医学的知識についての助言を行うことでプログラムの開発に至った。 

2.3 先行開発について 

先行開発の調査をしたところ、令和 2 年度消防防災科学技術賞に「ＶＲを活用し

た隊員教育について（ＶＲラーニング）湖南広域消防局/中島和洋」という応募作品

があった。また、旭化成ゾールメディカル株式会社は、2019 年 5 月 29 日第 13 回オ

フィス防災ＥＸＰＯ（東京展）に日本初公開の胸骨圧迫ＶＲを出展していた（２）。し

かし、実現しているＶＲシミュレーターは、仮想現実内で心肺停止の状況となり、救

命の流れを経験するものであり、胸骨圧迫の質は装着したＡＥＤパッドで測定するも

のであった。しかしこの手法ではＡＥＤがない自宅等での心肺停止事案や、ＡＥＤが

到着するまでの一次救命処置などの正確な測定ができないという課題がある。 

 我々が開発したシステムと先行開発システムとの相違点は、蘇生人形内に距離セン

サと圧力分布センサを取り付け、胸骨圧迫の速さ、深さ・戻し、圧迫場所の評価を行

うと同時に、ＡＩ(機械学習)を用いることで斜め押し等の胸骨圧迫の姿勢(肘及び手

首の角度)も評価できる点が挙げられる。また、ＶＲシステムと組み合わせることで、

より臨場感のある訓練状況を体験させると同時に、動作の評価に応じたＶＲゴーグル
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によるリアルタイムの視覚的フィードバックや訓練中のアドバイスの自動化も可能で

ある。 

 

3. 開発シミュレーター 

3.1 使用機材 

 

 

蘇生モデルはレサシアンシミュレータ

ーの上半身を使用し、ＶＲゴーグルを接

続し連動させた 

ベースステーション 2 セット使用 

レサシアンとＶＲ体験者の位置を設定 

 

 

3.1.2 蘇生人形内の使用機材 

  

圧力分布センサ  

Name: Velostat  

Size: 28cm x 28cm  

センサ密度: 16 x 16  

Range: 0 ~ 1023(10bit)  

Frequency: 30Hz 

距離センサ  

Name: VCNL 4010 

PROXIMITY/LIGHTSENSOR 

Size: 18mm x 16.5mm  

Range: 1mm ~ 200mm  

Frequency: 約 100Hz 
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3.2 構成 

3.2.1 ＶＲシステム 

 

3.2.2 解析システム 

 

3.2.3 実装図等 

  

実装図 圧力分布センサデモ画像 

  

断面図 距離センサデモ画像 
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3.2.4 胸骨圧迫測定方法 圧力分布センサ 

 胸骨圧迫の正確さを評価するため、4 通りの実施方法で測定と検証を行う。 

真上〇、肘〇 180 秒×20 人 

 

 

 

圧力表示 

 

真上〇、肘× 60 秒×10 人 

 

 

 

 

 

 

真上×、肘〇 60 秒×10 人 

 

 

 

 

 

真上×、肘× 60 秒×10 人 

 

 

 

 

 

 

 

胸骨圧迫者は、白山野々市広域消防の救急活動に準ずる隊員で測定を実施する。 

 胸骨圧迫の方法により、圧力分布センサのデータを二次元配列にし、画像に変換し

た測定データをＡＩ(機械学習)に学習させることで評価を可能とした。 
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3.2.5 胸骨圧迫測定方法 距離センサ 

 

・深さ 

距離センサデータから極大値を取り出す 

・速さ 

2 回の圧迫の間隔時間から計算する 

・戻し 

距離センサデータから極小値や閾値を取り出す 

3.2.6 胸骨圧迫の評価方法 

 速度    正常速度 1 分間 100～120 回 

・100～120/分以外は 1 回ごとに 1 点減点 

 深さ・戻し 正常な圧迫の深さ 約 5ｃｍ 

       ・5～6ｃｍ以外は 1 回ごとに 1 点減点 

       正常な圧迫の解除 0ｃｍ 

       ・0～0.5ｃｍ以外は 1 回ごとに 1 点減点 

 圧迫場所  正常な場所（胸の左右真ん中にある胸骨の下半分の位置） 

       ・圧力分布センサの検測できる面積 15×15ｃｍ 

       ・正しい圧迫部位（緑）7×9ｃｍ  

 

       ・枠線以外で圧力が測定されると 1 回ごとに 1 点減点 

       ・正常の胸骨圧迫（真上・肘）以外のデータは 1 回ごとに 1 点減点 

評価は速さ、深さ・戻し、圧迫場所の 3 つの評価とした 

 

※総合の評価 70 点以上を EXCELLENT!、69 点以下を BAD と表示した 
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3.3 使用方法 

 

 

 

 

プログラム体験動画 

ＱＲコード 

 

・自宅居室内における男性の

卒倒を想定 

 

 

・実施すべき行動について 

テロップで解説 

 

 

 

・センサが感知する胸骨圧迫

リズム、圧迫深さを数値として

モニター画面に表示 

 

・圧迫分布センサが感知する

圧迫場所を映像としてモニタ

ー画面で表示 

（非表示とすることも可能） 

 

・終了後、胸骨圧迫について 

①  速さ 

②  深さ・戻し 

③  圧迫場所 

をスコア化し画面に表示 

総合 70 点以上を EXCELLENT! 

総合 69 点以下を BAD と表示 
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4. 救命講習等での活用 

 市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレーターが令和 2 年 11 月に完成し、市民への

活用が可能となった。新型コロナウイルス流行下ということもあり、市民に対する公

開の場が限られることとなったが、白山野々市広域消防本部で令和 2 年 12 月に開催

した普通救命講習においてＶＲ体験を実施した（写真 1）。また、北陸先端科学技術

大学院大学が参加した第 35 回いしかわ情報システムフェア e-messe kanazawa 2020

（３）において開発したＶＲプログラムを出展し、イベント来場者に対して市民心肺蘇

生普及啓発用ＶＲシミュレーターを公開し、体験を行った（写真 2）。 

写真 1 白山野々市広域消防本部の、救命講習におけるＶＲ体験 

 

  

写真 2 e-messe kanazawa 2020、イベント来場者を対象としたＶＲ体験 
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5. アンケート調査結果 

 令和 2 年 11 月 20 日と 21 日の 2 日間で行われた第 35 回いしかわ情報システムフェ

ア e-messe kanazawa 2020 のイベントで、「市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレー

ターの新規性及び有用性について」に着目し、体験者にアンケートを依頼し集計した

結果をグラフにした。 

 市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレーターの体験者 88 名から 65 名の回答が得ら

れた。（回収率 74％） 

5.1 回答者の性別、年齢 

 性別は、男性 52 名(80％)、女性 13 名（20％）（図 1）。 

年齢は 20 歳未満 8 名(12％)、20 歳から 39 歳以下 25 名（39％）、40 歳から 59 歳

以下 23 名（35％）、60 歳以上は 9 名（14％）（図 2）。 

図 1 性別 

 

図 2 年齢 

 

5.2 ＶＲシミュレーターの印象とＶＲシミュレーターの受容性 

ＶＲ体験の印象は、非常に面白かった 47 名（72％）、面白かった 17 名（26％）、

普通 1 名（2％）、面白くない、つまらないは 0 名（0％）（図 3）。 

ＶＲシミュレーターの受容性は、今後もやってみたい 58 名(89％)、どちらでもな

い 6 名（9％）、やりたくない 1 名(2％)（図 4）。 

図 3 ＶＲ体験印象 

 

図 4 ＶＲ救命講習の受容性 

 

 

 

 

男, 
52名, 
80%女,

13名, 
20%

20歳未満

12%

20～39歳
39%

40～59歳
35%

60歳以上

14%

非常に面白

かった, 
47名, 
72%

面白かった, 
17名, 
26%

普通, 
1名, 
2%

やってみたい, 
58名,
89%

どちらでもない

6名，

9%

やりたくない, 
1名,
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5.3 市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレーター体験者の意見 

肯定的意見 

・世界に広めてほしい。 

・人を助けることは大変な事だと体験できてよかった。 

・胸骨圧迫の評価が点数化されていて、実際に正確にできていてよかった。 

・胸骨圧迫の力具合がわかってよかった。 

・普段の講習では得られない体験をできたのが新鮮だった。 

・よりリアルな現場のイメージをすることができた。 

・もっと多くの方にＶＲを体験してほしい。 

・救命講習に取り入れてほしい。 

・実際に活かしてみようと思った。 

否定的意見 

・ゴーグルの装着感を良くしてほしい。 

・眼鏡とゴーグルの相性が悪かった。 

・手の位置がわかりづらく、正しい位置を押せなかった。 

・ＶＲに慣れておらず軽いめまいを起こした。 

5.4 市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレーターの今後に求めるもの。 

 ・有名人を助けてみたい。 

 ・止血、捻挫、骨折、回復体位、窒息の処置体験。 

 ・人工呼吸やＡＥＤの体験。 

 ・溺水や交通事故、介護施設内でのシチュエーション。 

 ・教育機関での実装。 

 ・救急隊への引継ぎ体験。 

5.5 体験者意見のまとめ 

市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレーター体験者の意見結果は、老若男女 65 名

中 64 名の 98％が「非常に面白かった」、「面白かった」と回答があり、年齢を問わず

高評価の結果となった。また、ＶＲ救命講習の受容性は、「今後もＶＲ救命講習を体験

してみたい」と回答した人が約 89％で、受講意欲が高くなる傾向も認められた。この

ＶＲ体験の肯定的意見として、リアルな体験をできたことにより、人を助ける現実を

理解できたとともに、胸骨圧迫の質を評価できたことが、バイスタンダーの助けたい

と思う強い意志に繋がったのではないかと推測する。否定的意見でもあったように「ゴ

ーグルの装着感や眼鏡との相性」、いわゆる「ＶＲ酔い」による軽いめまいについては、

現在改良中である。 
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6. 結語 

ＶＲＣＰＲ（仮想現実心肺蘇生法）の先行開発は 2.3 で述べたとおりである。今

回開発した市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレーターと先行開発との相違点は、仮

想現実内で心肺停止に陥った傷病者の状況を体験できるほか、胸骨圧迫について既存

（ＶＲ、非ＶＲ）の訓練人形より詳細に評価できるものである。この胸骨圧迫に注目

した理由は、心肺蘇生で一番大切なのは胸骨圧迫であり、心肺停止の傷病者が胸骨圧

迫なしで蘇生する確率は非常に少ないためである。 

胸骨圧迫の評価については、市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレーター内に取

り付けた 2 つのセンサによって行った。1 つ目の圧力分布センサは、正しい胸骨圧迫

部位（胸骨の下半分）を測定できるほか、胸骨圧迫の強さを部位ごとに測定すること

によって、手の付け根（手根部）で圧迫することが推奨されている胸骨圧迫の評価が

可能となった。また、救命講習では圧迫と圧迫の間（圧迫を緩めるとき）は、胸が元

の高さに戻るまで十分に力を抜くように指導しているが、手を離してしまう受講者も

いる。手を離すことによって胸骨圧迫部位が変わることが、胸骨圧迫の質を低下させ

る原因となることも理解することができる。さらに、3.2.4 で示したように胸骨圧迫

の姿勢（真上からの圧迫、肘の曲がり）が装着型センサやカメラを用いることなく測

定が可能である。2 つ目の距離センサは、胸骨圧迫の速さや深さ、また圧迫解除を測

定することができた。現在の開発では距離センサは 1 つであったが、2 つの距離セン

サを取り付けることで真上からの押下深度の評価が詳細となり、距離センサによる胸

骨圧迫姿勢（斜め押し）評価も可能となる。現在胸骨圧迫の評価ができるシミュレー

ターは存在しているが、胸骨圧迫姿勢を測定及び評価できるものは見当たらず、胸骨

圧迫姿勢を評価できる新しい訓練手法を開発できた。 

今回の開発プログラムは、住宅居室内での蘇生体験のみに留まったが、連携する北

陸先端科学技術大学院大学の佐藤俊樹准教授からは、住宅以外の場所においても容易

に設定することができるとの回答を得た。今後、事業所会議室での心肺停止症例、学

校内や駅内でＡＥＤが配置されているような場面での症例、プールや海で溺れている

状況等の症例など、症例の幅を広げることで受講者の要望に合わせた体験をすること

が可能となる。また、講習で使用している訓練人形では、再現することができない身

体的特徴（乳幼児、小児、妊婦）や身体所見（出血、嘔吐等）についても、コンピュ

ータグラフィックスやアニメーションで再現が可能となれば、よりリアリティのある

教材として市民教育の場で活用することが可能となる。さらに、交通事故等による現

場では危険因子も多く、バイスタンダーが自分の安全を確保する必要がある、同様に

この状況を再現できれば、受講者自身は安全な講習に対し、仮想現実内で危険な体験

ができることも可能となる。そして、聴覚障害者等に対しては字幕映像や解説映像で

も対応可能となり、今まで受講に難があった受講者も容易に受講できることも考えら
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れる。 

令和元年の全国現場到着所要時間（119 番通報を受けてから現場に到着するまで）

に要した時間の平均は約 8.7 分となっており、10 年前と比べ、0.8 分延伸している。

この傾向から、バイスタンダーの役割は今後ますます重要となり、救急隊が到着する

までに少しでも早く応急処置を実施することが救命のポイントとなる。 

市民が行う応急処置に関しては、心肺停止の現場に遭遇する機会が限りなく低く、

学習機会が限られている市民に対して、平成 23 年度から、一般市民向け応急手当Ｗｅ

ｂ講習（ｅ-ラーニング）を用いた分割型の救命講習を新たに追加した。このｅ-ラー

ニングは、平成 29 年 3 月からパソコン、タブレット、スマートフォン等で利用するこ

とが可能となり、好きな時間に応急手当の基礎知識を学ぶことができるなど、受講機

会の拡大が図られている。平成 28 年度からは、教員職にある者の応急手当普及員養成

講習について、講習時間を短縮し実施することも可能とするなど、住民のニーズに合

わせた取組も進めている。このことから、市民心肺蘇生普及啓発用ＶＲシミュレータ

ーが将来的にネットワークに接続できれば、現在行われているＷｅｂ講習よりさらに

リアルな体験ができるとともに、受講者は単独で容易に受講することが可能となり時

間的制約もなくなる。また、指導の自動化により、指導者数や人的制約も軽減される

ため、ＶＲを用いた教育を行うことで得られる効果は非常に高いと考える。また、ま

すます高齢化社会となっていく状況で、心肺停止の状況に遭遇する可能性が高い老人

福祉施設での介護職は、職員の人員不足問題等で受講する時間も限られている。しか

し、ＶＲでの体験により、手技や活動プランを手短に再確認が可能になる。 

心肺停止の現場をイメージすることができない市民に対して、現場を疑似体験させ

ることは心理的負担を和らげ、自発的な行動を促すのに効果的な教育方法となる。ま

た、ビジュアル映像を用いたゲーム感覚のＶＲ教育は心肺蘇生意欲を向上させバイス

タンダーの育成にも繋がり、救命率や社会復帰率の更なる向上に繋がるものと考える。 
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【令和 3 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 

 

空気呼吸器一体型フルハーネスの開発 

 

東京消防庁 八櫛徳二郎 

 

 

1. はじめに 

平成 31 年に労働安全衛生法施行令が一部改正され、高所作業時の安全確保として、

「墜落による危険の恐れに応じた性能を有する墜落制止用器具（フルハーネス）」を使

用することが義務付けられました。消防活動中については、空気呼吸器を着装してい

る状況などから、フルハーネスが使用できず、胴ベルト型安全帯（ショックアブソー

バー付）をフルハーネスの代替えとして使用することとされている。胴ベルト型安全

帯は、腰部及び腹部に受ける負担が非常に大きい状況にある。そこで、フルハーネス

と同等の安全管理が可能な空気呼吸器を新規に開発する必要があると考え、本資器材

を開発した。 

 

2. 現状と問題点 

現在の消防隊における装備状況は、フルハーネスの「肩ベルト、背部ベルト、胸ベ

ルト、腰ベルト、大腿ベルトで全身を包み込み保持する。」という形状から、空気呼吸

器を着装した状態ではフルハーネスを着装できない実状にある。（写真 1・2 参照） 

この状況から、消火活動などにおいて空気呼吸器を着装して活動する場合で高所作

業を伴う場合には、ショックアブソーバー付き胴ベルト型安全帯で自己の安全を確保

することとなる。（写真 3 参照） 

胴ベルト型安全帯は、落下時の荷重が胴部分のみにかかるため、ショックアブソー

バーが機能したとしても腰への負担は大きい状況にある。さらに、胴ベルト型安全帯

は体側についているので体の構造的に屈曲しにくい横方向への屈曲が避けられず、受

傷危険は高い状態にある。（写真 4） 

同時に消防活動時の空気呼吸器や防火衣などを着装している状況では、落下時に上

半身に大きな荷重がかかるため、腰部の屈折による衝撃は非常に大きい状況にある。

さらに、空気呼吸器は下半身側への固定を行っていないため、頭部側が下がると頭部

側へずれ落ちるため、胴ベルト型安全帯の場合、頭部外傷の危険もある。（写真 4） 

高所における事故では、転落による危険は当然のことながら、転落後の救出にある

程度の時間がかかる可能性もある。高所救出となり救出までに時間を要した場合には、

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-66-



 

 

空気呼吸器及び防火衣の大重量に由来する腰部の屈折方向への牽引荷重が大きくなり、

内臓損傷などの受傷を被る危険もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

※空気呼吸器と着装部分が競合するため、同時に着装できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※空気呼吸器は下半身側への固定を行っていないため、頭部側が下がると頭部側

へずれ落ちるため、胴ベルト型安全帯の場合、頭部外傷の危険がある。 

写真 5 本考案資器材着装時落下状況 写真 4 胴ベルト型安全帯落下状況 

写真 3 空気呼吸器着装 写真 2 フルハーネス背面 写真 1 フルハーネス前面 

胴ベルト 

型安全帯 
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3. 機器の概要 

3.1 全体構成 

本考案資器材は、防火衣及び空気呼吸器を着装した状態でのフルハーネス型自己確

保を目的とし、「フルハーネス呼吸器部」及び「フルハーネスレッグベルト部（防火衣

ズボン内蔵型大腿ベルト）」から構成されている。 

「フルハーネス呼吸器部」は、通常の火災に対する消火活動などにおいて、現在使

用されている空気呼吸器の使用方法と変わらない方法で使用が可能である。高所作業

などが必要になった場合に「フルハーネスレッグベルト部」と結合することで安全管

理上、フルハーネスと同等の機能で自己確保を行うことができる。 

「フルハーネスレッグベルト部」は、防火衣ズボンの内部に大腿ベルト及び呼吸器

部接続ベルトが収納されており、フルハーネスとして使用する際に取り出し、「フルハ

ーネス呼吸器部」と結合することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

呼吸器部 

レッグベルト部 

結合部 

（アイプレート） 

前吊りカラビナ 

写真 6 全体構成 

※レッグベルト部の内部ベル

トが見えるように被服布をめ

くった状態にしている。 
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3.2 呼吸器部 

 呼吸器の背負い板になる部分（以下、背負い板と記す。）には、上部に吊り上げカラ

ビナを接続可能とするリンク部が設けられ、下部左右にレッグベルト部の呼吸器部接

続ベルトを接続可能とするアイプレートが設けられている。 

 図 2a で示すようにアイプレートは背負い板の 大幅からはみ出さない形状になっ

ており、防火衣着装状態における手の運動を妨げることはない構造となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 背負い板下部は体に自然と密着するよう

に２段階で角度が付けられており（図 2 参

照）、安定性を高めている。また、アイプレ

ートから前吊り用リンクへ力を伝達するた

め、背負い板外側にリブがつけられている。 

 

 胸部ベルト中央には前吊り用の

D 環が設けられている。 

 胸部ベルト中央の前吊りＤ環か

ら繋がる形で胸腹ベルトが設けら

れており、胸腹ベルトはフルハー

ネスとして使用する際に背負い板

下部のアイプレートと接続する。

この接続により、下段で説明する

レッグベルトからの荷重がアイプ

レートを介して前吊り D 環へ伝わ

り、肩ベルトのたわみなどが影響

することなく、レッグベルトと連

動し、安定した身体確保をするこ

とができる。 図 3 呼吸器部全面ベルト配置状況 

前吊り用リンク 

アイプレート 

図 1 背負い板背面 

図 2 背負い板前傾状況 

角度θ1 

角度θ2 

a 

リブ 

アイプレート 胸腹ベルト 

前吊り用 D 環 
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3.3 レッグベルト部 

防火衣ズボンにフルハーネス

の大腿保持部分を収納した。 

大腿保持部分は、大腿部を締め

付けるベルトと背負い板のアイ

プレートと接続するための接続

ベルトから構成されている。 

図 4 に示すようにベルトを折り

たたむ形で収納し、被服布で覆う

ことにより、図５に示すように活

動の障害にならないように収納

することができる。 

 

3.4 フルハーネス機能（呼吸器部とレッグベルト部の接続） 

 背負い板下部のアイプレートに胸腹ベルト及びレッグベルト部の接続ベルトを結合

することで、体の重量を大腿部のレッグベルトで支えることができる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※見やすくするため、呼吸器部分（空気ボンベ等）を省略し、縮尺を変更しています。 

図 4 レッグベルト部 

（ベルト収納状況） 

図 5 レッグベルト部 

（被覆した状態） 

図 7 アイピース接続状況（前面） 図 6 アイピース接続状況（背面） 
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 フルハーネスとして使用した場合、前吊り

の荷重状況をみると写真 7 で示すように大腿

部で体の体重が支えられ、呼吸器部下部のア

イピースに伝達され、その荷重がアイピース

に接続された胸腹ベルトから前吊り用 D 環に

伝達されています。この場合、肩ベルト、腰ベ

ルト及び背負い板に包まれるように体が保持

されます。 

 後ろ吊りの荷重状況をみると写真 8 で示す

ように大腿部で体の体重が支えられ、呼吸器

部下部のアイピースに伝達され、その荷重が

背負い板のリブ（強化部分）から背負い板上

部後吊り用リンクへ伝達されています。この

場合、肩ベルト、胸腹ベルト及び腰ベルトに

包まれるように体が保持されます。 

 前吊り、後吊りのどちらの場合も上半身は

包み込まれるお湯に保持されるため、重要臓

器にかかる負担は少ない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7 前吊り荷重状況（流れ） 

写真 8 後吊り荷重状況（流れ） 

※見やすくするため、空気ボンベなどの付属品を省略しています。 

（参考比較）写真 4 胴ベルト型安全帯 
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4. 機器の使用方法 

4.1 日常的な呼吸器部の使用 

 日常的に呼吸器を使用する場合は、胸腹ベルトの腹部側カラビナを腹部ベルト D 環

に取り付けておく。胸部ベルト左右の結合部及び腹部ベルト左右の接合部を左側にず

らしているため、呼吸器離脱及び着装の際に胸腹ベルトが障害にならないようにベル

トは配置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※見やすくするため不織布感染防止着で撮影しています。 

 

4.2 日常的なレッグベルト部の使用 

 レッグベルト部は日常的には使用しな

いため、防火衣ズボンの内部に収納する。

（写真 11） 

 大腿部締め付け用ベルトは収納部の中

で大腿部に巻き付けるような形で収納さ

れている。 

 収納する際に端末にカラビナを設定し

ておくことで迅速なフルハーネス設定が

可能となる。 

 

 

 

 

 写真 11 レッグベルト収納状況 

写真 10 各ベルト接続状態 写真 9 胸部ベルト・腹部ベルト離脱状態 
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4.3 フルハーネス使用 

 フルハーネスと使用する場合は、大きな手順としては以下に示す 2 ステップで、呼

吸器部とレッグベルト部を接続する。 

① 呼吸器部の胸腹ベルト（胸部ベルト腹部ベルトをつなぐように設置されたベルト）

の腹部ベルトの D 環にかけられている胸腹ベルトカラビナを離脱し、背負い板アイピ

ースに接続し、余長を締める。 

② レッグベルトを防火衣の収納部から取り出し、背負い板アイピースにカラビナを

接続し、余長を締める。（被覆布は閉じておく） 

以上の簡単な接続方法でフルハーネスとしての使用が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

写真 12 胸腹ベルト収納状況 写真 13 胸腹ベルトアイピース接続状況 

写真 14～16 レッグベルト取り出し状況 

写真 17 胸腹ベルト・レッグベルト、アイピース接続状況 
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5. 検証（消防隊員による体感調査） 

 ※体感検証結果については、6 名の消防士が着装し、体感した感想を列記する。 

5.1 レッグベルト部収納時の活動 

・図 2 に示す収納状態で検索訓練などを行ったところ、干渉なく足を動かすことがで

きた。 

・防火衣の大腿部股下 上部に収納場所を設定することでフルハーネス使用時に効果

的に締め上げができる。 

・カラビナなど、若干の膨らみが出る部分を外側に配置することで歩行時の股ずれ感

覚がなく、収納されていることが気にならない状態であった。 

 

5.2 フルハーネス前吊り使用 

・一般的なフルハーネスと同様に大腿部で荷重がしっかりと支持されていることから、

上半身にかかる負担は少ない。 

・一般的なフルハーネスに比べ、背中全体が背負い板で支えられていることから、安

定している。 

・背負い板に頭部も支えられるため、首の負担もない。 

 

5.3 フルハーネス後吊り使用 

・前吊りと同様に大腿部で荷重がしっかりと支持されていることから、上半身にかか

る負担はない。 

・空気呼吸器のついた背負い板で体が支えられていることから、空気呼吸器の負担を

感じない。 

 

5.4 背負い板前傾効果の改良 

 フルハーネスは大腿部を保持して

いるベルトで体重の大部分を支えて

いる。背負い板アイピースに大きい

荷重がかかった際、一般的な背負い

板の形状だと、背負い板の回転運動

の支点がアイピースと同じ高さにな

り、吊り下がった時の背負い板の前

傾角度が大きくなってしまう。改良

版ではアイピースを 10cm 下げて設

置し、腰部ベルトの位置と高低差を

作ることで前傾角度を少なくした。 終試作品 検証用プロトタイプ 
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6. 効果 

現状と問題点で述べたように現在の消防隊における装備状況は、フルハーネスの形

状から、空気呼吸器を着装した状態ではフルハーネスを着装できない実状にあり、シ

ョックアブソーバー付き胴ベルト型安全帯で自己の安全を確保することとなる。 

胴ベルト型安全帯は、落下時の荷重が胴部分のみにかかるため、ショックアブソー

バーが機能したとしても重装備の負担を考えると腰への衝撃は大きい状況にある。 

さらに、転落後、救出までに時間を要した場合には、空気呼吸器及び防火衣の大重

量に由来する腰部の屈折方向への牽引荷重が大きくなり、内臓損傷などの受傷を被る

危険もある。 

胴ベルト型安全帯をフルハーネス型空気呼吸器に変更した場合の効果は主なもの

として以下の 4 点が挙げられる。 

①  フルハーネス型空気呼吸器では、落下時に身体の一部に荷重がかかる状況がない。 

②  胴ベルト型安全帯使用時の落下時における空気呼吸器着装の影響として、大きな

腰部の屈曲が挙げられるが、フルハーネス型空気呼吸器を着装している状況では、

腰部は一切屈曲することなく、腰部の屈曲による負担を減らすことができる。 

③  胴ベルト型安全帯を着装して落下した際、頭部側が下がった際、空気呼吸器の垂れ

下がりで頭部及び頸部を受傷する危険があるが、本資器材では、空気呼吸器自体が

フルハーネス型安全帯であることから、空気呼吸器で頭部及び頸部を受傷する危

険がない。 

④  胴ベルト型安全帯では、落下後、救出までの時間経過において、空気呼吸器の重さ

等で胴ベルト型安全帯により屈曲された腹部が圧迫され病態が悪化する危険があ

るが、本資器材では腹部の屈曲が存在しないため、時間経過による腹部圧迫による

病態の悪化はない。 

 

7. おわりに 

消防士は空気呼吸器の重さを常に感じながら活動しており、通常の火災防御活動な

どでも腰を中心に体にかかる負担は大きい。この空気呼吸器及び防火衣を着装し、上

半身に大きな重量がかかっているという点が一般の高所作業を行う労働者と大きく違

う点であり、胴ベルト型安全帯による受傷状態を悪化させる可能性がある大きな要因

の一つである。 

 消防士はある程度の危険を伴う活動は存在しており、危険を伴う活動をなくすこと

はできない。そのような状況の中、想像できる危険は可能な限り対策を講じ、万が一

の事故においても可能な限り 大限の安全が確保されるべきと考える。 

 本資器材が消防士の安全を向上させ、さらには、安全に対する意識改革となり、安

全に対する意識の醸成ができることを願うものである。
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【令和 3 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 

 

救急隊用スライディングボードの考案 

 

南アルプス市消防本部 横森史弥 

 

 

1. 現状と課題 

近年、救急出場件数は増加の一途をたどっており、令和元年中は６６４万２７７２

件と、１１年連続で過去最多を更新している。 

このように救急需要は益々高まっているところではあるが、傷病者の搬送において

は、狭隘な通路でも移動可能な布担架を選定することが多い。しかし、搬送に便利な

器具ではあるが、布担架への収容時には、傷病者を持ち上げる若しくはログロール（体

位変換）を繰り返し行う必要があり、傷病者には精神的及び肉体的な負担を与えてし

まっている。（写真１、２） 

また、傷病者を持ち上げて布担架へ収容する際、愛護的な扱いという観点から、救

急隊員は腰に負担のかかる体勢を、維持しなければならない。これにより、腰痛を発

症する職員は多い。さらに、医療機関到着後の傷病者のベッド移乗でも同じことが言

え、腰痛発症の要因の一つとなっている。なぜなら、ベッド移乗の際に隊員と傷病者

の重心が離れてしまい、腰に負担のかかる体勢になってしまうからだ。（写真３）尚、

医療従事者にサポートして頂いても、荷重は分散するが、腰に負担のかかる体勢に変

わりはない。 

そこで、布担架収容時における傷病者の負担軽減、救急隊員の腰痛発症防止、この

２点に着目した救急隊用スライディングボード（以下 EMS スライダーと記載）を考案

した。 

尚、本作品はベッドから車椅子への移乗に使用する、スライディングボードから着

想を得たものである。（画像１） 
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写真１ 持ち上げての布担架収容     写真２ ログロールでの布担架収容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 持ち上げてのベッド移乗          画像１ 移座えもんボード  

株式会社モリトー製 

 

2. 器具の概要 

本作品は、傷病者への体位変換を行わずに、下部にボード２枚を差し込み、傷病者

をボードごと布担架若しくは医療機関のベッドへ引き込むものである。（写真４、５） 

人体の構造として、仰臥位では頭部、胸部、臀部、脚部の４カ所が地面に接地して

いる。そこで、重量のある胸部と臀部は摩擦抵抗の少ないボードを活用して滑らせ、

比較的軽量な頭部と脚部は持ち上げることで、少ない力での傷病者の横移動を可能に

した。また、傷病者が座位の場合は、臀部にボードを差し込み横移動させる。（写真６） 

尚、傷病者を押して、ボード上を滑らせる方法も試みたが、以下の難点があったた

め、救急現場ではボードごと引き込む方法が最適ではないかと考えた。 

・下半身と上半身では衣服が異なり、摩擦抵抗にも差がある。均等に押そうとしても、

滑りに差が出てしまい、傷病者に屈曲・動揺を与えてしまった。 

・傷病者の肩と腰を押すため、その２点に圧力がかかり、苦痛を与える恐れがあった。 

・持ち手の付いたボードを引く方法に比べ、傷病者の肩と腰を押し込む方法は、隊員

の力が分散してしまい、均等に力を加えることが困難であった。 
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写真４ EMS スライダーでの布担架収容   写真５ EMS スライダーでのベッド移乗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ EMS スライダーでの布担架収容（座位） 

 

3. 器具の仕様（写真７） 

器具の製作にあたっては、安価で容易に製作できること、頑丈で消毒等を実施すれ

ば繰り返し使用できること、に留意した。 

3.1 ボード 

(1) 材質 

通販サイトで購入した超高分子量ポリエチレン板を使用。 

超高分子量ポリエチレンとは、非常に高い耐衝撃性と、潤滑性を持っており、スキー

板の滑走面等に使用されている素材である。 

(2) サイズ 

ストレッチャーの背面に常時収納可能なサイズ。 

６００ｍｍ×２８０ｍｍ×３ｍｍ。 

(3) 製作方法 

ジグソー を使用し、楕円形に切り取り、持ち手を作成する。（写真８） 

(4) 費用 

２５３５円×２枚＝５０７０円。 
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3.2 バンド 

(1) 材質 

通販サイトで購入したターポリンシートを使用。 

ターポリンとは、耐久性や防水性に優れたビニール系の素材で、布担架等に使用され

ている素材である。 

(2) サイズ 

幅はボードの持ち手の幅と同じとし、長さは大柄な傷病者にも対応できるサイズ。 

１５０ｍｍ×１３００ｍｍ×０．５ｍｍ。 

(3) 製作方法 

シートをハサミで裁断し、片端にベルクロを裁縫する。（写真９） 

(4) 費用 

５０２円×２枚＝１００４円。 

 

写真７ ボード、バンド     写真８ 超高分子量ポリエチレン板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真９ ターポリンシート 
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4. 器具の使用方法 

便宜上、引き込む側を内側とし、対側を外側と呼称する。 

(1)ボードを傷病者の胸部と臀部の２カ所に差し込む。（写真１０、１１） 

(体圧の割合は胸部が３３％、臀部が４４％と集中しているため。) 

(2)バンドをボード外側の持ち手に通し、ベルクロを留める。（写真１２） 

 （あらかじめベルクロを留めておいても良い。） 

(3)バンドを傷病者の上に覆いかぶせ、内側の持ち手に通す。（写真１３） 

(隊員がボードを内側に引き込んだ際、ボードのみが抜けてしまわないよう、バンド

でボードと傷病者を一体にする。) 

(4)隊員１名は傷病者の内側に位置し、２つのボードの持ち手を握る。 

(5)隊員２名はそれぞれ頭部と脚部を持ち上げる。 

(6)頭部側の合図で、傷病者を内側へ引き込む。（写真１４） 

(布担架への収容の際は、布担架がずれないよう、頭部側及び脚部側の隊員が布担架

を足で押さえる。) 

(7)ボードを引き抜く。（写真１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１０ 胸部へのボード差し込み       写真１１ 臀部へのボード差し込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１２ ベルクロ固定       写真１３ バンドをボードに通す 

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-80-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１４ 布担架への引き込み     写真１５ ボードの引き抜き 

 

5. 救急現場で使用するにあたり、EMS スライダーに求める事項 

5.1 布担架への収容に関する事項 

・傷病者に与える肉体的及び精神的な負担が少ないこと。 

・傷病者がベッド上、ソファー、アスファルト、砂利、段差のある場所等、どのよう

な場所にいても、使用可能であること。 

・傷病者が仰臥位でも座位でも使用可能であること。 

5.2 医療機関でのベッド移乗に関する事項 

・速やかな医師への引継ぎのため、救急車内でも器具を設定しておくことが可能であ

ること。  
・ベッド、ストレッチャー、レントゲン台等、医療機関側の寝台が何であれ対応でき

る設計であること。  
5.3 共通する事項 

・救急隊３名で布担架への収容と、医療機関でのベッド移乗が可能な設計であるこ 

 と。 

・器具はコンパクトでストレッチャーに常時収納できる設計であること。 

・ストレッチャーから傷病者を転落させる、器具の破損により傷病者に怪我を負わせ

る等の事故が起きない、安全な設計であること。  
・隊員の腰への負担が少ないこと。 
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6. 効果の検証 

上記 5.を踏まえ、以下 6.1 から 6.4 の検証を行った。 

6.1 傷病者への負担 

 傷病者は EMS スライダーで収容・移乗されることに痛み等の負担を感じるか、様々

な場所・体位で検証した。 

絨毯、アスファルト、砂利、段差のある場所、ソファー（座位）で、布担架への収

容を 10 人に行い、アンケート調査を実施した。（写真１６、１７、１８、１９） 

【結果】 

表１ 様々な場所・体位での痛み等の有無 

 背部に痛みを感じた 体幹のひねり、屈曲など 

動揺を感じた 

絨毯 はい 0 人 はい 0 人 

アスファルト はい 0 人 はい 0 人 

砂利 はい 0 人 はい 0 人 

段差のある場所 はい 0 人 はい 0 人 

ソファー（座位） はい 0 人 はい 2 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１６ アスファルトでの収容         写真１７ 砂利での収容 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１８ 段差での収容        写真１９ ソファー（座位）での収容 
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6.2 所要時間 

布担架への収容にかかる所要時間を、EMS スライダーの使用ありと使用なしとで比

較した。また、EMS スライダーは医療機関でのベッド移乗でも使用できるため、併せ

て検証した。※傷病者の体重は８０ｋｇとする。また、ベッド移乗の検証に関しては、

あらかじめ救急車内で器具を設定しおくものとする。 

【結果】 

                 表２ 布担架への収容にかかる所要時間 

 EMS スライダーでの収容 ログロールでの収容 

布担架への収容 ２０秒 ３０秒 

 

表３ 医療機関でのベッド移乗にかかる所要時間 

 EMS スライダーでの移乗 持ち上げての移乗 

医療機関でのベッド移乗 ５秒 ５秒 

 

6.3 隊員の腰への負担① 

 傷病者を持ち上げて収容するのと、EMS スライダーで滑らせて収容するのとで、隊

員の腰へかかる負担を数値化して比較するのは難しい。そこで、筋力の未発達な幼児

（４歳 体重１５ｋｇ）が救急隊員役となり、成人男性を滑らせて布担架へ収容でき

るか検証した。（写真２０） 

【結果】 

表４ 幼児による EMS スライダーでの布担架収容 

 体重５０ｋｇ 

（傷病者） 

体重６０ｋｇ 

（傷病者） 

体重７０ｋｇ 

（傷病者） 

体重１５ｋｇの４歳児

（隊員役） 

 

可能 

 

可能 

 

不可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２０ ４歳児による成人男性の収容 
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6.4 隊員の腰への負担② 

 EMS スライダーでのベッド移乗は、隊員のどの部位(筋肉)を活用しているのかを明

らかにするため、１０秒間隔で２分間ベッド移乗を繰り返し行い、どの部位が疲労す

るか、アンケート調査を実施した。 

EMS スライダーを使用してのベッド移乗と、持ち上げてのベッド移乗を、それぞれ

１０人が行い、腰・背中・腕に分けて疲労度の回答をそれぞれ求めた。なお、自分に

とって一番筋疲労がある状態を１００％とし、ない状態を０％とした。 

【結果】 

表５ ベッド移乗を繰り返した際の、救急隊員の疲労度 

 腰 背中 腕 

EMS スライダーを使用 ０％ １２％ １８％ 

持ち上げる ９０％ ７２％ ９２％ 

※数値は１０人の値を平均したものである 

 

7. 考察 

 上記 6.1 の検証結果により、砂利、段差のある場所等の悪条件でも、地面と設置し

ている胸部・臀部は硬いボードに保護されており、頭部・胸部は持ち上げられている

ため、傷病者役は痛みを訴えなかった。さらに仰臥位、座位共に体幹のひねりや、屈

曲等の動揺を訴えた傷病者役も少なく、これまで布担架収容時に与えていた肉体的な

負担は改善されたといえる。しかし、座位での収容に関しては、２人が体幹のひねり

を訴えているため、隊員の更なる連携強化が必要となる。 

上記 6.2 の検証結果により、EMS スライダーを使用した収容の方が、ログロール（体

位変換）を繰り返す収容よりも早いことが分かった。また、ベッド移乗に関しても、

傷病者を持ち上げる方法との時間差はなかった。 

上記 6.3 6.4 の検証結果により、EMS スライダーでの布担架収容は、筋力が未発達

な幼児でも移動が可能なほど、筋力に依存してないことが分かった。また、２分間の

繰り返し実験でも、腰に負担を感じた救急隊員はおらず、従来の方法に比べて筋疲労

も格段に少なかった。これにより救急隊員の腰への負担は、従来に比べ激減したとい

える。 

また、現場の救急隊員からは、 

「ベッド上に座位でいた、大腿骨骨折疑いの高齢者に使用したかった。」 

「炎天下での脱水症状が原因で、僅かでも体動があると、両足をつってしまう傷病

者には効果的だっただろう。」 

等、EMS スライダーが活躍する現場はたくさんある、との声を頂いた。 
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よって、EMS スライダーは傷病者、救急隊の双方にメリットがあると結論付ける。 

さらに、EMS スライダーはコンパクトでストレッチャーの背部に収納が可能（写

真２１、２２）となっており、容易に破損するものではなく、消毒を行えば繰り返し

使用できる。製作にあたっても６０７４円と、救急資器材としてはかなり安価である。

このような面からも EMS スライダーは、今後実用可能だといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２１ EMS スライダーの収納場所       写真２２ EMS スライダーの収納場所 

 

8. 参考（既存の器具との比較） 

8.1 スクープストレッチャー（画像２）  
・二つに分割して体の下にすべり込ませる構造で、傷病者の二次損傷を防ぐことが

できる。 
・硬い器具を体全体に敷くため、長時間の使用は傷病者の負担になる。  
・伸縮可能だが大型資器材で、ストレッチャーへの常時収納は不可能である。 

・狭隘な場所での傷病者搬送が困難である。 

・ソファー等に座位でいる傷病者の収容を想定した設計ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像２ スクープストレッチャー FERNO 製 
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8.2 スライディングボード（画像３） 

・体の下に敷いて、ベッドからストレッチャーなどの移乗が簡単に行える。 

・傷病者に肉体的な苦痛を与えかねないログロール（体位変換）をしなければなら

ない。 

・傷病者をスライドさせる場所が、段差のある場所や砂利、アスファルト等の悪条

件だと、背部に苦痛を与えてしまう。 

・折りたたみはできるが、ストレッチャーに収納できるほど小型ではない。 

・柔らかい布団やソファーだと、傷病者が沈み込んでしまい、効果的に滑らせるこ

とができない。 

・ベッド移乗の際は、ストレッチャーとベッドを横に配置した状態から器具の設定

を開始するため、救急車内で事前に設定しておくことはできない。 

・外側から内側へ傷病者を押す仕様であり、隊員の力が分散してしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像３ 移座えもんローラ 株式会社モリトー製 

 

8.3 スライディングシート（画像４） 

・筒状のシートの内側に超低摩擦素材を使用しており、身体の下に敷いて簡単にス

ライドさせることができる。 

・傷病者をスライドさせる場所が、段差のある場所や砂利、アスファルト等の悪条

件だと、背部に苦痛を与えてしまう。 

・ストレッチャーにも医療機関のベッドにも保護枠があり、両者を接近させても隙

間や段差が存在する。柔らかい素材のシートを敷いて傷病者を滑らせると背部に

苦痛を与えてしまう。 

・柔らかい布団やソファーだと、傷病者が沈み込んでしまい、効果的に滑らせるこ

とができない。 

・外側から内側へ傷病者を押す仕様であり、隊員の力が分散してしまう。 
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画像４ 移座えもんシート 株式会社モリトー製 

 

9. 今後の展望 

救急現場は一つとして同じものはなく、現場の状況、傷病者の様態や訴え、体位な

どを総合的に判断し、活動しなければならない。そのため、救急車内には様々な資器

材が積載されているが、積載スペースには限りがあり、隊員が現場に携行できる資器

材にも限りがある。そこで、現場の状況や傷病者の体位等に左右されない、マルチに

活躍する資器材が今後も求められるのではないだろうか。例えば、EMS スライダーを

メーンストレッチャーに収納し、布担架さえ携行していけば、部屋の間取り、傷病者

のいる床面、体位、体動による痛みの有無等に関係なく、ほとんどの現場で傷病者の

搬送が可能となる。また上記 7.考察のとおり、その収容に関しては愛護的だ。 

また、救急需要の増加に伴い、救急隊が腰痛を発症するリスクは今後も高まると予

想される。これからも救急隊員における腰痛予防対策は求められるところではあるが、

地方財政は厳しく装着型パワーアシスト機器や、電動昇降ストレッチャーを一斉に配

備することは難しいのが現状である。 

さらに、消防本部においては消防庁の発出した「消防本部における女性消防吏員の

更なる活躍に向けた取組の推進について」に伴い、消防吏員に占める女性消防吏員の

全国比率を、平成３８年度（令和８年度）当初までに５％に引き上げることを共通目

標としている。救急業務においても、女性消防吏員が増加・活躍することで、女性傷

病者への不安の軽減等、住民サービスの向上に繋がっている。その一方、男性との体

力差は存在しており、布担架への収容・ベッド移乗の際は体幹部分を男性吏員が担当

する等で対応している。もちろんお互いの長所を活かし、お互いが補い合うことは、

男女共同参画社会にとって重要な考え方ではある。しかし、お互いが知恵を出し合い、

器具を開発することで、弱点だった部分が補えるのであれば、積極的に取り入れるべ

きではないだろうか。 

おわりに、布担架への収容時、医療機関でのベッド移乗時、いずれも傷病者と救急

隊員は苦悶の表情となっている。 
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傷病者にとって、救急搬送という慣れない状況での、肉体的な苦痛を伴う体位変換

は、計り知れない精神的な苦痛に繋がるのであろう。そして救急隊員は、その苦痛を

少しでも軽減するため、愛護的な扱いを心掛ける。その結果として腰に負担のかかる

体勢となり、腰痛を発症してしまう。 

 今後、EMS スライダーが実用化されることで、傷病者・救急隊員双方の苦痛・不安

が軽減されることを願う。 

 

 

 

画像提供  ：株式会社 モリトー 

              FERNO 

写真内のイラスト：いらすとや（フリー素材集）を使用 
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【令和 3 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 

 

消防隊員の受熱による影響等に関する検証 

 

東京消防庁 朝日 翔、清水祐二 

 

 

1.  検証背景・目的 

消防隊員が火災の熱や炎から身を守る防火衣や災害現場用手袋等の個人装備品は、

ISO（国際標準化機構）規格等の基準を基礎とし、消防隊員がより安全に消火活動を行

うために改良が重ねられている。しかし、火炎や放射熱等に曝露した際の防護性能に

は限界があり、100℃に満たない程度の熱環境であっても、滞在時間によっては熱傷の

危険性に配意しなければならない 1)。東京消防庁では平成 19 年度に、室温 70℃、湿

度 60％の環境で消防隊員の受熱による影響を検証したが、入室から約 2 分後に被験者

全員が耐熱限界を感じ、実験を中止している。この検証では、実験中最初に熱を感じ

た部位は手部であったことから、個人装備品を完全に着装した状態で外的温度状況を

把握する手段として、特に手部の温覚に留意する必要があるとしている 2)。しかし、

検証を実施してから現在まで 10 年以上が経過しており、個人装備品も改良されてい

るため、改めて検証する必要があると考えた。 

そこで本検証は、現行の個人装備品を着装した状態で、改めて消防隊員の受熱によ

る影響を明らかにし、隊員の安全管理に資することを目的とした。また、一般に市販

されており、温度環境を色や数字で視認可能な 2 種類の「温度表示テープ」の有効性

について明らかにし、検索救助活動時における退避目安及び隊員が外的温度環境を把

握できる装備品を提案することを目的とした。 

 

2. 検証方法 

個人装備品を着装し、空気呼吸器及び面体を着装した状態（以下「完全着装」とい

う。）で、高温環境において運動中の生理的、主観的指標を測定した。また 2 種類の温

度表示テープについて、視界の悪い環境下での視認性について評価した。 

2.1 消防隊員の受熱による影響に係る検証 

被験者を恒温恒湿室の前室で待機させ、体温及び心拍数を安定させた。その後、

完全着装させ、高温環境を再現した試験室へ移動させ火災室内の要救助者を検索及

び救出する動作を負荷し、運動中の生理的、主観的指標を測定した。各被験者は 4
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つの環境条件を順不同で検証した。 

2.1.1 被験者 

 東京消防庁職員健康管理規程による就業区分が「W1」（通常勤務可）に属する消防

技術安全所の消防司令補以下の男性消防吏員のうち、本検証を実施するにあたり検証

の目的及び危険性を説明し、被験者となることの同意を得られた者 6 名を被験者とし

た。被験者は年齢 35.7±6.7 歳、身長 173.2±5.0cm（平均値±標準偏差）であった。 

2.1.2 日程 

    令和 2 年 10 月 5 日（月）から同年 10 月 22 日（木）まで 

2.1.3 場所 

 東京消防庁 消防技術安全所 2 階 運動学実験室 

2.1.4 環境条件 

 温度と湿度を任意に設定できる恒温恒湿室（三菱重工冷熱社製）にて、先行研究 2)

を参考にし、恒温恒湿室の試験室（以下「試験室」という。）は室温 50℃、60℃、

70℃及びコントロール群として 20℃とした。火災室内の湿度は放水により 70％以上

になると考えられるが、被験者の安全に配意して試験室の湿度は 60％に統一した。恒

温恒湿室の前室（以下「前室」という。）は室温を 25℃、湿度を 60％とした。なお、

恒温恒湿室は壁一面から給気されており、被験者が運動する範囲はほぼ無風である。 

2.1.5 運動条件 

2.1.5.1 運動負荷  

先行研究 2)を参考にし、火災室内の要救助者を検索及び救出する動作を行った（写

真 1）。なお、動作の内容を表 1 に、試験室の状況を図 1 に示す。          

             表 1 動作の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2 運動中止基準 

自己申告があった場合、測定者が中止を判断した場合、皮膚温度が 39℃を超えた時点、

心拍数が 180bpm を超えた時点のうちいずれかに該当した場合とした。 

順番・

項目 
時間 動作内容 

①進入 

3 分 

防火衣、呼吸器及び面体を着装し進入 

②折膝

待機 
待機位置で折膝の姿勢にて待機 

③検索 1 分 
10m の検索路を左壁伝いにて検索 

（メトロノームにて速度を管理） 

④救助 
1 分 

10m の救出路を後襟引張救出により救出 

（メトロノームにて速度を管理） 

⑤脱出 安全員の誘導で脱出 

写真 1 検索救助の様子 
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2.1.6 着衣条件 

執務服の上から防火マスク、長靴、防火衣、空気呼吸器、防火帽、災害現場用手

袋の順に、運動開始 5 分前に着装した。さらに、運動開始 2 分前に面体を着装し完全

着装とした（写真 2）。 

  

 

 

 

 

 

図１ 試験室の状況 

                   写真 2 完全着装 

2.1.7 測定項目  

2.1.7.1 完遂割合 

完遂割合は被検者の運動を時間管理し、全 6 名の被検者のうち 5 分間の運動を完

遂した者と完遂しなかった者の人数を条件ごとに計数した。                                  

2.1.7.2 心拍数  

心拍数は心拍数計 RS800CX（ポラール社製、写真 3 右）、測定器 WearLink w.i.n.d

（ポラール社製、写真 3 左）を使用し、測定した。測定器を被験者の胸部にバンドで

装着し、測定は検証中経時的に実施した。心拍数データは心拍数計へ無線により伝送

され、恒温恒湿室前室内で測定者が随時観察した。 

2.1.7.3 外耳道温度 

外耳道温度は高機能温度計 LT-2（グラム社製、写真 4）を使用し、測定した。耳栓

型温度センサ LT-2N-13（グラム社製、写真 5）のプローブを被験者の右耳孔に挿入し、

測定は検証中経時的に実施した。データは高機能温度計のメモリに記録させた。 

2.1.7.4 皮膚表面温度  

皮膚表面温度は生理的指標としての測定及び運動中止基準となる温度の測定をそ

れぞれ異なる測定器で実施した。生理的指標としての測定は高機能温度計 LT-2 を使

用した。皮膚温センサ LT-2N-12（グラム社製、写真 6）のプローブをサージカルテー

プ 1530-0（3M 社製）で貼り付け、体表用断熱カバーP252（日本光電工業社製、写真

7）で覆い、さらに汎用医療補助用テープ No.75（ニチバン社製）で覆った。測定箇所

は左胸部、左手背部、左膝部とし、測定は検証中経時的に実施した。計測データは高

機能温度計のメモリに記録させた。運動中止基準となる温度の測定は熱電対を測定可

能な熱流計 LR8432（日置電機社製、写真 8）を使用した。熱電対付熱流センサ Z2016- 

訓 練 用 人 形 （ 35kg ）

検索・救出路

（10m） 被験者 

(折膝待機位置) 

安全管理者 

出入口 
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01（日置電機社製、写真 9）をサージカルテープ 1530-0（3M 社製）で貼り付け、皮膚 

温センサと同様にテープとカバーで覆った。測定箇所は右膝部とし、測定は検証中経

時的に実施した。データは熱流計のデジタル画面に表示され、その画面を恒温恒湿室

の前室で測定者が随時観察した。 

2.1.7.5 衣服内温度  

 衣服内の温度は温湿度ロガーハイグロクロン（KN ラボラトリーズ社製、写真 10 左）

を使用し、プラスチックケースに入れ（写真 10 右）、安全ピンで衣服の内衣生地に固

定し測定した。測定箇所は執務服内の胸部、防火衣内の胸部及び大腿部とし、運動中

経時的に測定を実施した。計測データは温湿度ロガーハイグロクロンのメモリに記録

させた。 

2.1.7.6 質問紙調査  

 運動実施後に、被験者に質問紙を手渡し、運動中の温覚や不安度について調査し

た。 

2.2 温度表示テープの有効性に係る検証  

   完全着装し、温度表示テープを防火衣の外衣生地等に貼付した被験者に、暗闇、

濃煙及び高温環境における温度表示テープの有効性や視認性を確認させた。 

 2.2.1 暗闇及び濃煙環境での視認性について 

 燃焼実験棟（後述）において、暗闇及び濃煙環境を再現した。当庁では、火災現場

における検索救助活動は原則二人一組で実施することを踏まえ、温度表示テープを被

験者自身（以下「自己」という。）及び係員（以下「他者」という。）の防火衣の外衣

生地等に貼付し、被験者に自己及び他者の温度表示テープの視認性を評価させた。被

験者は 2 つの環境条件を暗闇、濃煙の順に連続して検証した。 

2.2.1.1 被験者 

2.1.1 と同じ被験者 6 名とした。 

2.2.1.2 日程 

 

写真 3 心拍数計 

 

写真 4 温度計 

 

写真 5 耳栓型センサ 

 

写真 6 皮膚温センサ 

 

写真 7 断熱カバー 

 

写真 8 熱流計 

 

写真 9 熱流センサ 

 

写真 10 温湿度ロガー
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令和 2 年 9 月 28 日（月）及び同年 9 月 29 日（火）  

2.2.1.3 場所  

東京消防庁 消防技術安全所 燃焼実験棟 

2.2.1.4 燃焼実験棟の概要 

 当施設は、物質を燃焼させて火災性状等を明らかにするための施設であり、棟内に

居室に見立てた移動実験室（内寸：奥行 3.6m、幅 3.3m、高さ 2.4m）という区画を設

けている。本検証は移動実験室（以下「実験室」という。）を使用した。  

2.2.1.5 環境条件 

 暗闇及び濃煙環境の 2 条件とした。暗闇環境は燃焼実験棟及び実験室の各扉を閉鎖

し遮光することにより再現した。濃煙環境は遮光した実験室内で発煙筒を使用し白い

煙を充満させて再現した。なお、濃煙環境の煙の濃度は、投光器を使用した際に概ね

1.5m 先が見える程度の状況で実施し、煙濃度計を使用して検証中経時的に測定した。

その結果、煙による見通しの悪さを表す減光係数は、検証中 0.9～2.7(1/m)であった。 

2.2.1.6 検証で使用した温度表示テープ             

 本検証では、温度を色で表示するタイプ（以下、「色タイプ」という。）と、数字で

表示するタイプ（以下、「数字タイプ」という。）の 2 種類の温度表示テープを使用し

た。各種類の仕様を表 2 に示す。また、温度表示テープの貼付部位を表 3 に、貼付状

況を写真 11 及び 12 に示す。なお、表 3 の各部位の番号は視認性の評価を実施した順

番であり、写真 11 及び 12 中の番号は表 3 の番号と対応している。 

表 2 温度表示テープの仕様        表 3 温度表示テープの貼付部位 

 

2.2.1.7 評価方法  

 完全着装し、各部位に温度表示テープを貼付した被験者及び他者を実験室内に入室

させ、両者間 1.5m の距離を空けて折膝姿勢をとらせ、温度表示テープの視認性を 1 部

位ずつ評価させた。温度表示テープの視認性は、「非常に見やすい」、「見やすい」、「ど 

 色タイプ 数字タイプ 

外観 

 

 

表示形式 色 数字 

寸法(mm) 縦幅 52、横幅 48 縦幅 10、横幅 92 

地色 黒 黒 

温度表示域 

50℃未満：緑 

50～70℃：橙 

70℃超 ：赤 

50～100℃ 

（5℃ピッチ） 

その他 可逆性あり、シールタイプ 

対象者 評価実施順・部位 

自己 

（被験者） 

①手袋甲部 

②上衣袖 

 ③膝 

④長靴 

他者 

（係員） 

⑤防火帽の後ろ 

⑥腰 

⑦ズボン裾の後ろ 

⑧しころ 

⑨上腕外側 

⑩防火帽の前 

⑪圧力調整器 

⑫ズボン裾の前 

⑬長靴 
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写真 11 自己への貼付状況     写真 12 他者への貼付状況 

ちらとも言えない」、「見にくい」、「非常に見にくい」の 5 件法で評価させた。なお、

被験者及び他者は携行したトランシーバーで測定者と交信し、被験者は測定者が指示

した部位毎に見やすさを連絡した。他者は測定者の指示で向きを変え、開始から「ズ

ボン裾の後ろ」までは被験者に対し背を向け、「しころ」及び「上腕外側」は被験者に

対し左手側を向け、「防火帽の前」以降は被験者に対し正対した。測定者は、被験者か

ら連絡のあった部位毎の見やすさをその都度質問紙に記入した。全ての部位を評価後、

被験者及び他者を燃焼実験室から退室させた。評価の実施後に、被験者に質問紙を手

渡し、各環境条件下での温度表示テープの視認性及び有効性に対するコメントを自由

に記述させた。 

2.2.1.8 実験中止基準  

自己申告があった場合または測定者が中止を判断した場合とした。 

2.2.2 高温環境における有効性について 

2.1 の検証と併せて実施した。被検者、日程及び場所は 2.1.1 から 2.1.3 と同じと

した。温度表示テープを 2.2.1.6 の表 3 に示す自己の 4 部位に貼付した被験者に、試

験室内での運動中に温度表示テープを確認させ、運動中に温度表示テープを確認でき

たかどうか、温度表示テープの色の変化を確認できたかどうかを運動後に回答させた。

なお、温度表示テープの確認部位は任意とした。2.1.7.6 の質問紙の続きに質問項目

を設け、さらに温度表示テープの有効性に対するコメントを自由に記述させた。 

2.3 分析について 

2.1 及び 2.2.2 の温度条件別の比較については、高温環境での絶対的な危険性及び

温度表示テープの有用性を評価する目的から記述統計とした。2.2.1 については統計

ソフト IBM SPSS Statistics Version21 を使用し、二要因分散分析（対応あり、多重

比較は Bonferroni 法）を行った。また、自由記述の分析は KH Coder（2.00f）を使

用し、計量テキスト分析（テキストマイニング）で頻出した語を抽出した。 

2.4 倫理的配慮について 

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

② 
① 

③ 

④ 

⑤ ⑩ 

⑪ 
⑧ 

⑨ 

⑥ ⑫ 

⑦ ⑬ 
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のもと、安全面に十分に配慮し実施した。 

 

3. 結果 

3.1 消防隊員の受熱による影響に係る検証 

測定結果に示す数値は被検者 6 名のものとし、特に断りのない限り平均値±標準偏

差とした。 

3.1.1 完遂割合 

運動の完遂割合について、全ての条件において全ての被験者が 5 分間の運動を完遂

した。 

3.1.2 心拍数 

心拍数について、運動開始時から運動終了時までの平均値を図 2 に示す。心拍数は

70℃条件（115±12.59bpm）が最も高く、次いで 60℃条件（99±9.22bpm）、50℃条件

（99±10.39bpm）が同程度で高く、20℃条件（91±8.61bpm）が最も低かった。 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 外耳道温度 

外耳道温度及び外耳道温度（上昇値）について、運動開始時から運動終了時まで

の１分毎の推移を図 3、図 4 に示す。外耳道温度は全ての環境条件において 37℃未満

であった。上昇値では、運動終了時で 70℃条件が最も高く（0.41±0.09℃）、次いで

60℃条件、50℃条件、20℃条件であった（60℃：0.31±0.11℃、50℃：0.27±

0.09℃、20℃：0.14±0.06℃）。 

3.1.4 皮膚表面温度 

皮膚表面温度について、各部位の運動開始時から運動終了時までの 1 分毎の推移を

 

図 2 心拍数 

 

図 4 外耳道温度（上昇値） 

 

図 3 外耳道温度 
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図 5 から図 7 に示す。皮膚表面温度は全ての部位において 70℃条件で最も温度が上昇

したが、胸部においては運動終了時の 50℃条件の温度が 60℃条件より高かった（50℃

条件：36.6±0.29℃、60℃条件：36.52±0.76℃）。また、最も高温である 70℃条件に

ついて、部位別の比較を行った（図 8）。運動終了時では、手背部と膝部が同程度で高

く（手背部：38.48±0.75℃、膝部：38.46±0.55℃）、胸部は他の 2 部位より低かった

（37.11±0.25℃）。 

3.1.5 衣服内温度 

衣服内温度について、各部位の運動開始時から運動終了時までの 1 分毎の推移を図

9 から図 11 に示す。衣服内温度は全ての部位において 70℃条件で最も温度が上昇し

た。また、最も高温である 70℃条件について、部位別の比較を行った（図 12）。運動

終了時では、防火衣内（大腿部）が高く（41.0±1.09℃）、次いで執務服内（胸部）と

防火衣内（胸部）が同程度であった（執務服内（胸部）：35.8±1.17℃、防火衣内（胸

部）：35.8±1.88℃）。 

3.1.6 質問紙調査 

検証中における熱による感覚及び不安度に関する 5 項目について回答させた。 

3.1.6.1 最も熱を感じた部位 

検証中に最も熱を感じた部位について、人体図の該当箇所を黒く塗りつぶして回答

させた結果を図 13 に示す。回答された部位は「手背部」と「膝部」の 2 部位のみで、

全ての環境条件において「手背部」が最も多く（50℃条件：66.7％、n=4、60℃条件 

  

図 5 皮膚表面温度（胸部） 

 

図 6 皮膚表面温度（手背部） 

  

図 7 皮膚表面温度（膝部） 図 8 皮膚表面温度（部位比較、70℃条件）
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図 11 防火衣内温度（大腿部） 図 12 衣服内温度（部位比較、70℃条件）

及び 70℃条件：83.3％、n=5）、次いで「膝部」であった（50℃条件：33.3％、n=2、

60℃条件及び 70℃条件：16.7％、n=1）。なお、20℃条件では全ての被検者が熱を感

じなかったため、不感とした（100％、n=6）。 

3.1.6.2 熱の感覚の度合い 

3.1.6.1 で回答した部位における熱の感覚の度合いについて、「温かい」、「熱い」、

「痛い」の 3 件法で回答させた結果を図 14 に示す。なお、3.1.6.1 で回答がなかっ

た被検者には、本項目は回答させなかったため不感として扱った。70℃条件では「痛

い」が最も多く（66.7％、n=4）、次いで「熱い」であった（33.3％、n=2）。60℃条件

では「温かい」が最も多く（83.3％、n=5）、次いで「熱い」であった（16.7％、

n=1）。50℃条件では全員が「温かい」と回答した（100％、n=6）。20℃条件では全員

が不感であった（100％、n=6）。 

3.1.6.3 熱の感覚が生じた時点 

3.1.6.1 で回答した感覚が生じた時点について、「折膝待機時」、「行き」、「帰り」、

「脱出後」の中から回答させた結果を図 15 に示す。なお、3.1.6.1 で回答がなかった

被検者には、本項目は回答させなかったため不感として扱った。70℃条件では「折膝

待機時」、「行き」、「帰り」がそれぞれ同数であった（33.3％、n=2）。50℃及び 60℃条

件では「折膝待機時」が最も多く（83.3％、n=5）、次いで「帰り」であった（16.7％、

n=1）。20℃条件では全員が不感であった（100％、n=6）。いずれの条件でも「脱出後」

と回答した者はいなかった。 
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図 9 執務服内温度（胸部） 図 10 防火衣内温度（胸部） 
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3.1.6.4 不安度  

     検証中に感じた不安の程度について、「低い」、「ふつう」、「高い」、「非常に高い」の

4 件法で回答させた結果を図 16 に示す。70℃条件では「高い」が最も多く（66.7％、 

n=4）、次いで「ふつう」及び「非常に高い」が同数であった（16.7％、n=1）。60℃条

件では「ふつう」が最も多く（66.7％、n=4）、次いで「低い」であった（33.3％、n=2）。

50℃条件では「低い」が最も多く（83.3％、n=5）、次いで「ふつう」であった（16.7％、

n=1）。20℃条件では全員が「低い」と回答した（100％、n=6）。 

3.1.6.5 不安が生じた時点 

3.1.6.4 で回答した不安を最初に感じた時点について、「入室前」、「折膝待機時」、

「行き」、「帰り」、「脱出後」の中から回答させた結果を図 17 に示す。なお、3.1.6.4

で「低い」と回答した被検者には、本項目は回答させなかったため不感として扱った。

70℃条件では「帰り」が最も多く（50％、n=3）、次いで「折膝待機時」、「行き」であ

った（折膝待機時：33.3％、n=2、行き：16.7％、n=1）。60℃条件では「帰り」が最も

多く（50％、n=3）、次いで不感、「行き」であった（不感：33.3％、n=2、行き：16.7％、

n=1）。50℃条件では不感が最も多く（83.3％、n=5）、次いで「入室前」であった（16.7％、

n=1）。20℃条件では全員が不感であった（100％、n=6）。いずれの条件でも「脱出後」

と回答した者はいなかった。 

  

図 16 不安度 図 17 不安が生じた時点 

3.2 温度表示テープの有効性に係る検証 

3.2.1 暗闇及び濃煙環境での検証 

 5 件法による視認性の評価は、「非常に見やすい」を 5 とし、評価が低くなるにした

がって 4 から 1 とした。 

3.2.1.1 暗闇環境での視認性 

暗闇環境での視認性について、各部位における 2 種類の温度表示テープの視認性を
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図 13 最も熱を感じた部位 図 14 熱の感覚の度合い 図 15 感覚が生じた時点 
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評価した結果を図 18 に示す。分析の結果、交互作用が認められたため単純主効果の検

定を行った。部位に関しては有意な差は認められなかったが、種類に関しては、「防火

帽うしろ」、「ズボン裾うしろ」及び「他者・長靴」で色タイプが数字タイプより有意

に高いことが分かった。自由記述では、「手袋甲部」、「上衣袖」及び「腰部」が見やす

いこと、「膝」及び「長靴」は面体が邪魔で見づらいことが意見として挙げられていた。 

3.2.1.2 濃煙環境での視認性 

濃煙環境での視認性について、各部位における 2 種類の温度表示テープの視認性を

評価した結果を図 19 に示す。分析の結果、交互作用が認められたため単純主効果の検

定を行った。部位に関しては数字タイプで有意な差が認められ、「手袋甲部」が「防火

帽うしろ」及び「他者・長靴」より、「上衣袖」が「防火帽うしろ」及び「他者・長靴」

より、「膝」が「防火帽うしろ」及び「他者・長靴」より、「自己・長靴」が「他者・

長靴」よりそれぞれ有意に高いことが分かった。なお、色タイプでは部位間で有意な

差は認められなかった。また、種類に関しては、「防火帽うしろ」、「しころ」、「上腕」、

「腰部」、「ズボン裾まえ」、「ズボン裾うしろ」及び「他者・長靴」で色タイプが数字

タイプより有意に高いことが分かった。自由記述では、数字タイプはテープ全体の地

色が黒色のため見にくいこと、長靴と手袋はテープが剥がれやすいこと、相手（他者）

に貼り付ける部位は自分から近い方が見やすいこと、高い位置の貼り付け部位は投光

器の光を上に向けるのに手間が掛かることが意見として挙げられていた。   

3.2.2 高温環境における有効性 

3.2.2.1 運動中の温度表示テープの確認について                                    

運動中に温度表示テープを確認できたかどうかについて、「はい」または「いい

え」で回答させた。全ての環境条件において全員が「はい」と回答した。                      

3.2.2.2 温度表示テープの色の変化 

運動中に温度表示テープの色の変化を確認できたかについて、「はい」または「いい

え」で回答させた結果を図 20 に示す。なお、温度表示テープは表示に変化が表れるの

が両タイプとも 50℃からであることから、20℃条件の結果は記載しない。70℃及び

60℃条件では、「はい」が最も多く（83.3％、n=5）、次いで「いいえ」であった（16.7％、

n=1）。なお、50℃条件では温度表示テープの表示は変化しなかったため、変化せずと

  

図 18 視認性（暗闇） 図 19 視認性（濃煙） 
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して扱った。 

 

図 20 色の変化の確認の有無 

3.2.2.3 温度表示テープの有効性温度表示テープの有効性について 

自由記述で回答させた結果、20℃条件では、熱を感じなければテープを確認する必

要がないこと、顔に近づけやすい手袋甲部が見やすいことが意見として挙げられてい

た。50℃条件では、温度環境を把握する術として有効であること、温度レンジは検討

の余地があること、手袋甲部は確認しやすいことが意見として挙げられていた。60℃

条件では、活動中は色の変化を確認できないこと、上衣袖は腕を前に出す動作に手間

が掛かること、緑色からオレンジ色に変わる微妙な温度だったため安全だと思ったこ

とが意見として挙げられていた。70℃条件では、手袋甲部は見やすいこと、帰り（救

出中）は見る余裕がないこと、熱による痛みで危険を体感したため、テープの色の変

化はどうでもよかったことが意見として挙げられていた。 

 

4. 考察  

4.1 消防隊員の受熱による影響に係る検証 

4.1.1 完遂割合 

    運動の完遂割合について、全ての被験者が 5 分間の運動を完遂した。先行研究では

入室 2 分後に被験者全員が熱による手部の痛みに耐えられず、運動を中止した 2)。本

検証では熱による手部の痛みを感じた被験者がいたものの限界には達しなかった。災

害現場用手袋は 10 年間で多層構造となり、空気層を設けたことで耐熱性能が向上し

たことが要因と考えられる。 

4.1.2 心拍数 

     心拍数について、環境温度が高くなるにつれて心拍数も上昇する傾向が見られた。

暑熱環境下では皮膚温度の上昇により皮膚血管が拡張し、皮膚血流量が増加すること

で心拍数の増加をもたらす。また、不安等の心情も心拍数に影響を与えたと考えられ

る。不安は交感神経を興奮させ、ノルアドレナリンを放出し心拍数を増加させる 3)。

皮膚表面温度は 70℃条件で最も上昇し、不安度も環境温度の上昇に伴って高くなった

ことから、これらの要因が心拍数に影響を与えたと考えられる。なお、ISO98864)では

心拍数による熱ストレスの評価指標が示されており、作業中の持続心拍数は[180-（年
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齢）]を超えてはならないとされている。この基準を本検証の被験者の平均年齢（35.7

歳）に照らし合わせると持続心拍数は 144.3 回／分となるが、本検証では最も心拍数

が高かった 70℃条件で 115 回／分であったことから、心拍数に危険性は認められなか

った。 

4.1.3 外耳道温度 

    外耳道温度について、環境温度が高くなるにつれて外耳道温度も上昇する傾向が見

られた。これは、高温にばく露し外耳道周辺の皮膚温度が上昇したことにより、外耳

道温度も上昇したと考えられる。なお、ISO128945)では暑熱環境における深部体温は

38℃以下にすべきとされているが、本検証では最も外耳道温度が高かった 70℃条件で

36.93℃であったことから、外耳道温度に危険性は認められなかった。 

4.1.4 皮膚表面温度 

    皮膚表面温度について、部位によって温度上昇幅に差が見られた。胸部は他の部位

よりも皮膚表面温度が上昇しなかったが、これは折膝待機時の防火衣上衣内に空気層

が十分確保されていたため外界からの熱伝導が抑制され、皮膚表面温度にあまり影響

を与えなかったためと考えられる。一方、手背部と膝部は同程度で胸部より高かった。

手背部の皮膚表面温度の上昇は災害現場用手袋の構造を反映していると考えられる。

災害現場用手袋は多層構造になっているものの、作業性を考慮し空気層は薄い構造に

なっている。そのため防火衣の上衣と比較すると熱が伝導しやすく皮膚表面温度が上

昇したと考えられる。また、膝部は折膝姿勢により防火衣ズボンの膝部の生地が突っ

張り、防火衣内の空気層が押しつぶされ、熱伝導が促されたため皮膚表面温度が上昇

したと考えられる。なお、作業時の局所皮膚温の限界値は 43℃とされているが 6)、本

検証では最も温度が高かった手背部と膝部でそれぞれ 38.48℃、38.46℃であったこと

から、皮膚表面温度に危険性は認められなかった。 

4.1.5 衣服内温度 

    衣服内温度について、70℃条件の終了時の執務服内（胸部）と防火衣内（胸部）は

同程度であった。防火衣の表生地から皮膚までの間には積層生地、裏生地、執務服、

肌着からなる多くの層が存在するため、高温環境ではより外側の層が高温になること

が推測出来る。70℃条件の終了時の胸部での執務服内温度と防火衣内温度では差が見

られなかったが、運動開始時点で防火衣内温度の方が低かったことにより 5 分間の上

昇幅では防火衣内温度が大きく、同条件で高温ばく露が 5 分を超える場合は防火衣内

温度の方が高温になると考えられる。また、防火衣内（大腿部）では顕著な温度上昇

が見られ、防火衣内（胸部）と比較すると 70℃条件の終了時で５℃以上の差が見られ

た。これは、皮膚表面温度の膝部の温度上昇と同様の機序によるものと考えられ、高

温環境で防火衣内の空気層が圧迫されることが防火衣内温度の上昇のリスクを高める

と考えられる。 
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4.1.6 質問紙調査  

4.1.6.1 最も熱を感じた部位について 

     最も熱を感じた部位は「手背部」が最も多かった。皮膚表面温度の結果では手背部

と膝部で同程度まで温度上昇したが、皮膚の温度感受性には部位差があり、手背部は

膝（下腿）よりも感受性がよいことが示されている 7)。このことから、「手背部」に最

も熱を感じたという回答は多くなり、改良が重ねられた災害現場用手袋を着装してい

ても、手背部では外的温度状況を感じやすいと考えられる。  

4.1.6.2 熱の感覚の度合い及び感覚が生じた時点について 

     熱の感覚の度合いについて、70℃条件では「痛い」が最も多かったが、「熱い」と回

答した被験者もいた。また、熱の感覚が生じた時点について、70℃条件では「折膝待

機時」、「行き」、「帰り」が同数であった。被験者全員が「折膝待機時」に「痛い」と

感じて実験を中止した先行研究 2)と比較すると、災害現場用手袋の耐熱性能が向上し

ていることが確認できた。 

4.1.6.3 不安度及び不安が生じた時点について 

 不安度について、70℃条件では「高い」または「非常に高い」の回答が 8 割程度で

あった。また、不安を感じた時点について、70℃条件では検索救出動作中である「行

き」及び「帰り」が 7 割程度であった。熱の感覚が生じた時点においても検索救出動

作中が 7 割程度であったため、出入口から離れることにより「危険を感じてもすぐに

脱出が出来ない」という心理が働き、不安が生じた可能性も考えられる。 

4.2 温度表示テープの有効性に係る検証 

4.2.1 視認性について 

    温度表示テープの視認性について、暗闇環境ではどの部位においても視認性は概ね

高かった。これは、暗闇環境において温度表示テープに投光器を照射した際には光の

反射により視認性に影響を与えなかったためであると考えられる。なお、温度表示テ

ープの種類別では「防火帽うしろ」「ズボン裾うしろ」及び「他者・長靴」で色タイプ

が数字タイプより視認性が有意に高かったが、これらの部位は他者の僅かな姿勢の変

化によって被検者の視線に対して見えにくい角度に向きやすく、表示の小さい数字タ

イプはその影響を受けやすいと考えられる。 

    濃煙環境では数字タイプで有意な部位差が認められた。煙の濃度はわずかな変化で

数十 cm の見通しに影響を及ぼす。そのため、自分の目に近づけられる部位またはわず

かでも自分に近い部位で視認性が高くなり、わずかでも遠い部位は視認性が低くなる。

なお、他者に貼付した部位の中で特に自分に近い部位は、「防火帽の前」と「腰部」で

あり、特に自分から遠い部位は「防火帽の後ろ」と「他者・長靴」である。通常、折

膝姿勢では上体が前屈みになっており、他者の折膝姿勢を後方から見ると頭部はわず

かながら遠くに位置する。また、「他者・長靴」は被検者の目の高さから最も低い位置
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にあり、わずかではあるが他の部位に比べて高低差による距離が生じた。そのため、

「防火帽のうしろ」と「他者・長靴」は視認性が低くなったと考えられる。温度表示

テープの種類別では他者に貼付した 7 つの部位で色タイプが数字タイプより視認性が

有意に高かった。その中でも顕著な差が見られたのは「防火帽のうしろ」と「他者・

長靴」であり、前述の部位差の原因と同様であると考えられる。なお、特に他者に貼

付したほとんどの部位について数字タイプが色タイプよりも視認性が低い原因は、濃

煙環境では投光器の光が煙に乱反射し視界がぼやける中、他者との距離が離れており、

なおかつ数字タイプの表示が小さいためであると考えられる。 

    両環境条件での自由記述では、「手袋甲部」、「上衣袖」、「腰部」が見やすいこと、部

位によっては剥がれやすいこと、数字タイプは見にくいこと、高い位置の貼付部位は

投光器の照射に手間が掛かることが意見として挙げられていた。本検証で使用した温

度表示テープの粘着力では、防火衣及び災害現場用手袋の布地及び長靴に貼付した際

に剥がれやすかったため、テープが剥がれにくい材質の部位に貼付するか、テープ自

体を剥がれにくくする必要がある。また、投光器を上方に照射することは手間が掛か

るだけでなく、「防火帽の前」を照射した際には他者の目に光を当てるおそれがあり危

険であると考えられる。 

4.2.2 有効性について 

    温度表示テープの有効性について、被験者全員が運動中に温度表示テープを確認す

ることが出来たが、色の変化を確認できなかった被験者が 1 名いた。その 1 名の自由

記述には色の変化を確認出来なかった理由として、60℃、70℃の高温環境では熱感覚

に気を取られ、温度表示テープを確認する余裕がなかったと記述されている。実際の

火災現場となれば任務へのプレッシャーや状況判断にさらに気を取られることが予想

され、温度表示テープの色の変化に注意しながらの活動は容易ではないと考えられる。

一方、有効性についての他の被験者の自由記述では、「手袋甲部」は環境温度に関わら

ず見やすいという意見が挙げられていた。これは、検索救助中に進退路を見失わない

ように手で壁を伝って移動する「壁伝い」を行う中で、手袋が容易に視界に入るため

であると考えられる。「膝」と「長靴」は、完全着装の状態では面体及びしころが視界

を狭め容易に確認できず、「上衣袖」は「手袋甲部」と同じく容易に見やすいものの、

少し腕を前に出す動作が必要であるという意見が挙げられていた。また、温度表示テ

ープの必要性に関する意見として、20℃条件では熱を感じなかったため、温度表示テ

ープを確認する必要がなかったことや、70℃条件では高温により瞬時に熱を体感した

ため、温度表示テープを確認しなくても危険であることを判断できたという意見が挙

げられていた。50℃、60℃条件では温度表示テープが有効であるという旨の意見が挙

げられていた。これは、50℃、60℃条件では温覚は感じるものの防火衣等を通してで

は環境温度が危険かどうか判断できない、微妙な温度域であるためと考えられる。こ
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れらのことから、環境温度を把握する手段として温度表示テープは一定の効果を有す

ると考えられる。 

 

5. まとめ 

    本検証では、消防隊員の受熱による身体への影響や温度表示テープの有効性等につ

いて検証した。その結果、次のような点が明らかとなった。 

   5.1 消防隊員の受熱による影響について 

先行研究から 10 年以上が経過したが、個人装備品を完全着装した状態で外的温度

を最も敏感に感じ取れる部位は手背部であることに変わりはなかった。 

5.2 温度表示テープの有効性について 

温度表示テープは色タイプが数字タイプよりも見やすく、貼付部位は自分の目に近

づけられる、もしくは自分から少しでも近くなる部位が適している。推奨する部位は、

自己では「手袋甲部」「上衣袖」、他者では「腰部」である。 

 

6. おわりに 

温度表示テープは、火災により高温となった室内において手部の感覚に頼らずに環

境温度を把握する術として有効であると考えられる。 
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【令和 3 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 

 

災害現場における女性警防隊員に配慮した熱中症対策 

「休息時クーリングによるコア・コントロール」 

 

大阪市消防局 髙嶋 楓 

 

 

1. はじめに 

防火衣は耐熱性に優れている反面、発汗や皮膚表面温度の上昇に伴う放熱を阻害し、

熱中症を誘発する可能性が著しく高いため現場活動時の熱中症対策が職員の安全管理

上必要と考える。 

また、身体の組織は深部体温が 39.5℃を超えてくると障害が生じ、脳機能障害や多

臓器障害を引き起こす可能性があるなど重症化するため熱中症及びその重症化を防ぐ

ためには深部体温の上昇を抑えることは勿論、効果的に低下させることが重要である。 

しかし、これまでの熱中症対策は水分補給や日々の体調管理など、隊員個人に任さ

れる部分が大きく、また、アイスパックやクールベストなどの対策ツールについても

皮膚表面を一時的に冷却させるにとどまっているのが現状である。 

これらのことから、当局では平成 29 年度から大阪市立大学（以下「市大」という。）

と「消防隊員のヘルスケア等の研究開発に係る連携に関する申し合わせ」を締結し、

警防活動環境等に応じた熱中症対策に関する研究を行うとともに、警防課、司令課、

人事課及び高度専門教育訓練センターの 4 部署で構成する「警防活動等における熱中

症対策検討委員会」を発足させ、実火災体験型訓練（ホットトレーニング）や現場装

備を装着し大学実験室でのトレッドミルによる負荷運動時の生体データ測定による、

安全で効果的な暑熱順化トレーニングの研究をはじめ、種々対策を講じてきた。 

本稿では、はじめに当局の熱中症発生状況を考察し、その対策として災害現場にお

ける効果的な休息の取得を目的に、令和２年度から運用開始したパネル水槽を用いた

入水による全身冷却を行う後方支援（パネル水槽）と、その効果について紹介する。

また、これまで踏み込んでいなかった女性警防隊員（以下「女性隊員」という）の目

線からより効果的な運用方法について考察する。 

 

2. 当局の熱中症発生状況 

まず初めに、平成 29 年度から令和 2 年度までの当局における熱中症発生状況を表

１に示す。 
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表１ 熱中症発生状況（R02～H29） 

 

これによると、過去 4 年間の熱中症による職員負傷発生総数 32 件の内、97％が警防

訓練及び災害対応中に発生している。（図 1）また、業務中に発生した 1 件についても、

職員負傷発生時の聴き取り調査によれば、業務前に屋外において現場服装での消火訓

練を実施していたことが判っている。更に、全熱中症発症者はいずれも男性隊員に限

定されており、20 代から 30 代の若年層職員が 94％示している。（図 2） 
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図 1 活動分類別発生割合       図 2 年代別発生割合 

 

次に、熱中症発生割合が高い災害対応中の職員負傷発生原因を過去 4 年で見てみる

と、各年度で熱中症がトップを占めている。（図 3） 

また、令和元年度が突出して多く発生しており当局の過去 多となった。 

発生した時期に注目すると 7 月、8 月に集中しており、暑さ指数（WBGT）が 25℃「警

戒」以上となる日に多く発生している。（図 4） 

 

図 3 年度別職員負傷原因（災害対応中） 

 

 

図 4 H29～R02 熱中症発生時の暑さ指数（WBGT） 
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また、災害現場での熱中症発症状況を、発症者や小隊長等から実施した聞き取り

調査によると、活動 盛期よりも休憩後の残火整理や収容作業中、または休憩中に発

症していること多い。（図 5） 

 以上のことから、災害現場における熱中症対策においては交代要員を早期に確保

し、活動ローテーション間の休息時に、消防活動により上昇した深部体温を短時間で

低下させることが効果的である。 

 

図 5 災害現場における熱中症発症状況（聴き取り調査結果から） 

 

3 災害現場における効果的な休息の取得に向けた取組み 

3.1 本部特別救助隊による報告 

令和元年に過去 多の熱中症による職員負傷者が発生したことを受け、災害現場に

おいて新たな対策を講じることが喫緊の課題となったことから、当局の本部特別高度

救助隊により、酷暑時期と重なり、例年熱中症による職員負傷が発生することが多い、

全国救助大会に向けた当局訓練時において、令和元年 8 月 26 日から 9 月 11 日の 11

日間で、参加する隊員の訓練実施前後の体温差と、訓練後にパネル水槽へ 5 分間入水

した後の体温変化について測定し、その効果について報告された。 

1） 被測定者 

訓練前後の体温差：救助訓練参加の警防隊員延べ 290 名 

          WBGT31℃以上の日に参加：65 名 

          WBGT28℃～30℃の日に参加：120 名 

          WBGT28℃未満の日に参加：105 名 

入水前後の体温差：救助訓練参加の警防隊員延べ 160 名 

          WBGT31℃以上の日に参加：54 名 

          WBGT28℃～30℃の日に参加：106 

          WBGT28℃未満の日に参加：94 名 
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2） 測定内容 

訓練実施前後の体温差と、約 3 ㎥の簡易水槽（水温 25℃以下）に訓練終了後の

隊員が救助服または T シャツと救助服下衣のままで 5 分間肩まで入水し、入水前

後の体温差を測定、これにより、暑さ指数（WBGT）危険度レベルごとの体温上昇

率と、入水による体温低下率からクーリング効果を考察した。 

※危険度レベル：31℃以上「危険」、28℃以上「厳重警戒」、28℃未満「警戒」 

         25℃未満「注意」 

3） 測定結果（報告書抜粋）1 

「図 7 のとおり、WBGT31℃「危険」の環境で訓練を実施した隊員のうち 61％が

訓練前と訓練後で 1℃以上体温が上がり、25％の隊員に 0.5℃から 0.9℃の体温上

昇が認められた。つまり 0.5℃以上の体温が上昇した隊員は全体の 86％にもなる。 

WBGT28℃「厳重警戒」の環境下では、1℃以上の体温上昇を認めた隊員は 32％、

0.5℃から 0.9℃の体温上昇は 33％であり、0.5℃以上体温が上昇した隊員は全体

の 65％であった。 

これに対して、28℃未満の「警戒」や「注意」レベルの環境下で訓練を実施し

た隊員では、0.5℃以上体温が上昇した隊員は 33％に留まっている。 

これらのことから、WBGT 値が高い日の方が顕著に体温の上昇率が高いことが判

かる。 

 

図 7 訓練前後の体温差 

 

図 8 水槽入水前後の温度差 
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次に、図 8 の WBGT 値が 31℃以上「危険」となった日の訓練後と、水槽に 5 分間

入水した後の体温の差を見てみると、1℃以上下がった隊員が 76％で、0.5から 0.9℃

程度体温が下がった隊員が 17％であった。つまり、0.5℃以上の体温低下が見られ

たのは全体の 93％に及ぶ。また、WBGT 値が 28℃以上「厳重警戒」の日の検証結果

についても、0.5℃以上の低下を認めた隊員は全体の 80％と高い数値を示したのに

対し、28℃未満の環境下では 0.5 以上の体温低下を認めた隊員は 35％に留まってい

る。」 

以上のことから、熱中症の発症リスクが高くなる WBGT 値が高い日において、簡易

水槽に入水し全身を冷却することで、上昇した体温を効果的に下げることができ、

休息時のクーリング効果が高いことが判った。 

3.2 後方支援（パネル水槽）の運用 

本部特別救助隊の報告と当局の熱中症発生状況から、災害現場における熱中症対策

として、令和 2 年度より市内の東西南北にそれぞれ位置する 4 署、東成消防署（東）

港消防署（西）、阿倍野消防署（南）東淀川消防署（北）の遠距離大量送水システム用

搬送車（DB 車）に、骨組みがなく容易に設置できる直径 2.1m、深さ 80cm の「パネル

水槽」を積載し、指揮者の求めに応じて出場させ、これを災害現場に設置して効果的

な休息の取得を目的に、交代要員を確保しての入水による全身冷却を行う、「後方支援

（パネル水槽）」を熱中症予防対策と能率的な現場活動を実践するため運用を開始し

た。 

運用要領は次のとおり。 

1） DB 隊（2 名）及び ST 隊（4 名）で後方支援隊を編成し、パネル水槽、クイック

テントの搬送・設置・水槽管理などを行う。 

2） 指揮本部長または警防本部長の要請により出場する。 

3） 入水時の服装は、活動服下衣及び T シャツは 低限着用とし、5 分間入水する。 

4） 消防警戒区域内で市民目線に配慮し、クイックテント内に水槽を設置する。 

 

図 9 パネル水槽設置状況 
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3.3 令和 2 年度の運用効果 

令和 2 年度の運用実績は、現場指揮本部長からの要請、及び警防本部判断での早期

出場指令により 12 回出場し消防警戒区域内に設置した。このうち 11 回で延べ 307 人

が交代要員を確保して、休憩時または、現場引揚前に入水している。 

なお、令和 2 年度は 3 名の熱中症が発生しているが、パネル水槽を設置した災害現

場での熱中症発症者は 1 名に留まっている。また、この 1 名については症状が出てか

ら入水したものであった。 

 原因については、当該職員の所属する小隊が入水ローテーションから漏れており、

症状の発現後、直ちに入水させたが回復しなかったため救急搬送したものである。 

 次に、パネル水槽の効果を測るため、災害現場における熱中症発症率（災害現場 1

件で何人の熱中症発症者がでたか）を令和 2 年度と過去 3 年間（H29～R01）で比較す

る。（表 2） 

ただし、災害現場が寒い時期に多くて暑い時期に少なければ発症者及び発症率は少

なくて当然である。そこで、より正確な比較のため、WBGT 値25℃以上（警戒）かつ活

動時間2時間以上という条件で災害現場を抽出する。 

この条件を定めた理由は次のとおりである。 

一つめは、パネル水槽を要請した災害現場 12 件のほとんど（10 件）がこの条件下

だった。つまり、指揮者又は警防本部が熱中症の危険があると肌で感じたのがこの条

件下だったこと。 

二つめは、実際に過去３年間の災害対応中での発症者15人のほとんど（12人）がこ

の条件下だったことである。 

 

表 2 年度別熱中症発症率 

 

表2のとおり、災害対応中における WBGT 値25℃以上（警戒）かつ活動時間2時間以上

の熱中症発症率を過去３年間と令和２年度で比較すると、大幅に減少しており令和2

年度の熱中症対策として「後方支援（パネル水槽）」は著しく効果があったといえる。 

3.4 運用上の課題 

 現場の声として、効果に絶賛する隊員が多い中、皮膚疾患または体表面の創傷部等

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-111-



 

 

からの感染症を危惧して全身の入水を躊躇するとの意見や、令和 2 年度の運用では女

性隊員の入水は無かったが、女性隊員への配慮を求める声が少なからずあった。 

 

4. 女性隊員に配慮した熱中症対策  

 当局においては、平成 27 年 4 月から消火隊にも女性職員が配置されるようになり、

火災や救助をはじめ、特殊災害など多様な災害に出場する女性隊員が増えているが、

未だ女性隊員から熱中症発症者は出ていない。しかし女性はその身体的特徴から月経

時の出血に伴う水分喪失や、水分貯留の役目を果たす筋肉量が少ないなど、状況によ

っては脱水を発症することも時間の問題であり、また発症した場合の重症化や後遺障

害の発現が危惧されるところである。 

 これらのことからパネル水槽による全身冷却について、女性隊員の意識調査を実施

し、より効果的な運用方法を次項で検証・考察する。 

4.1 女性隊員の意識調査 

まずは、パネル水槽に入水する行為への心理面や、女性が抱え持つ身体的にデリ

ケートな部分に対する意向を汲む目的で、警防業務に従事する女性隊員として従事す

る 58 名の女性隊員にアンケートを実施した。その内、回答があった 42 名（内訳：消

火隊（指揮班含む）22 名、救急隊 20 名）の女性隊員の回答を以下のとおり集約し

た。 

 

図 10 アンケート結果 

 

図 10 は、アンケート結果を「入水に抵抗のある女性隊員」と「入水に抵抗がない女

性隊員」に分類し、「方法に対する意見」と「入水に対する意見」を集約したものであ

る。 

この集計結果で「月経中であれば入水しない」という意見が、抵抗の有無に関係な

く多くの女性隊員が回答している。また、パネル水槽を活用できない理由を、男性隊

員に申告することに抵抗を持つ隊員もおり、パネル水槽の活用を任意にして欲しいと
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いう意見が多くあった。 

その他の意見として「月経時などは着衣を濡らすことに抵抗がある」「一緒の水槽に

入水するのは男性側に気を遣わせてしまう」「入水後、濡れたままの状態を市民や男性

に見られることに抵抗がある」という意見も多かったが、抵抗の有無にかかわらず「掛

け流し」や「手足などの部分的な冷却」など、方法の選択肢への要望も多くあった。 

4.2 女性隊員の熱中症発症リスク 

図 11 は、女性隊員がパネル水槽に入水することへの抵抗の有無をまとめたものであ

る。これによると 84％が「抵抗なし」と回答している。 

ここでは、女性特有の身体的な特徴により月経時やホルモンバランスの状態から

「入水ができない・控えたい」という『時期』は必ずあるにも関わらず、大半の女性

隊員が「抵抗なし」と答えている。 

つまり、ほとんどの女性隊員が熱中症対策の必要性を感じているのではないだろう

か。 

また、令和 2 年度では女性隊員のパネル水槽への入水実績は無かったが、当該災害

に女性隊員は従事しており、先に記した理由により入水ができなかったのではないか

と推測する。 

女性隊員の 8 割がパネル水槽への入水に対し、「抵抗なし」と回答する中で、実際の

災害現場で入水の実績がないということは、アンケートによる意見が当該理由に繋が

るのではないだろうか。 

そして、ここで忘れてはならないのが入水への「抵抗なし」の意見が 8 割を超え

ていることである。これは男性隊員と共に災害現場に従事する女性隊員の男女平等を

強く意識する心理が働いていることが考えられる。言い換えると、女性隊員は男性隊

員以上に我慢強く、極限まで活動に従事してしまう可能性があると言うことである。 

以上の内容から女性隊員から未だ熱中症発症者が発生していない理由として、理解

できるのではないだろうか。また女性は生理不順などがあると女性ホルモンのバラン

スが崩れ、熱代謝機能が低下するとも言われている。 

もし、このような状況下で熱中症を発症した場合、重症化するリスクは極めて高い。 

 

図 11 水槽入水に対する抵抗の有無 
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5 部分入水による効果の検証 

5.1 火災を想定した消火訓練における検証 

前項までの考察から、現行のパネル水槽による頚下入水のみで熱中症対策を実施す

ることは、場合によっては女性隊員を極限まで我慢させることにもなりかねない。 

そこで、女性隊員や頚下入水が困難な隊員への補完対策として、大阪市立大学の

協力により、部分的な冷却法である部分入水（手足の冷却）時と、現行対策である頚

下入水時の深部体温を測定し、これらの適正な入水時間とその効果について定量的に

明らかにするとともに、上昇した深部体温を迅速に降下させることで、活動パフォー

マンスの効率的な回復を目的とするクーリングによるコア・コントロールの有用性に

ついて、実災害を想定した訓練において検証・考察する。 

5.1.1 検証方法 

木造 2 階建て住宅 1・2 階燃焼中の想定で、直近部署隊として 3 名 1 隊により、下車

からホース延長、屋内進入し主火力の制圧、その後、２階へ転進し制圧完了後、ホー

ス収容・転進可能状態まで、概ね 4 分程度の訓練と、身体へ各種センサーを装着し、

10 分程度安静（座位にて休息）のインターバルを 1 セットとして、全隊員が各番員で

測定できるよう任務を替え 3 セットを 4 小隊 12 名、2 日間で実施した。（図１、プロ

トコル参照） 

 

図 12 訓練プロトコル 

 

5.1.2 測定内容 

これまでの研究結果から熱中症と密接な関係があるとされる深部体温（鼻からセン

サーを挿入し食道温を測定）と、比較参考のための皮膚表面温（前腕、上腕、胸、腹、

背中、大腿、下腿）について、各温度の推移を測定した。検証時の気温は 32.1 ±0.6℃

（平均値±標準偏差）であった。 

5.1.3 検証内容 

災害現場活動時を想定し、空気呼吸器を含む現場装備を着装しての動静時における

深部体温の推移と、プロトコル終了後に現在運用中の「頚下入水（パネル水槽）」と「部
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分入水（手足の冷却）」及び、「防火衣上衣の脱衣のみ」のそれぞれ 10 分間の休息時の

深部体温から、その有用性及びそれぞれの優位性を比較検証した。 

5.1.4 検証結果 

測定した深部体温の推移から、休息を取りながらでも活動を継続した場合、深部体

温は段階的に上昇し熱中症リスクが高まるが、適切な休息を取ることで深部体温は低

下することが分かった。詳細な分析内容は以下のとおりである。 

1） 現場活動時の熱中症リスクについて 

図 13「深部体温 1」は、全隊員の計測データである、縦軸を深部体温 0.5℃刻

みとし、横軸を 25 分刻みの時間軸としている。また、隊員 A～C、D～F、G～I、J

～L をそれぞれ 1 小隊とし、「浸水」（頚下入水）、「クーリング」（部分入水）、「な

し」（脱衣のみ）の休息パターンごとに測定している。 

隊員 A を例に分析すると、測定開始時の深部体温は 37℃であり１回目の訓練終

了時は 37.7℃に上昇、その後 37.3℃まで穏やかに低下し、2 回目の訓練終了時に

は 38℃まで上昇した。 

マーカーＡは各回訓練時のピーク値を示し、マーカーＢは各回訓練後に設け

た 10 分間（装備を付けたまま座位での安静と水分補給）の休息時における 降

下値である。また、下矢印マーカーはプロトコル終了後の「浸水」（頚下入水）

での休息開始位置を示し、休息に低下して訓練開始時の近似値である 37.2℃ま

で低下している。これらのことから、対策を講じない 10 分程度の休息では訓練

を重ねることに段階的に深部体温は上昇していることが判り、「浸水」（頚下入

水）することで急激に深部体温が下がることが判る。なお、これらの波形は程度

の多少はあるものの、全隊員の測定結果から見られ、休息パターンの内「浸水」

（頚下入水）、「クーリング」（部分入水）ともに、深部体温は訓練開始時の近似

値まで急速に低下しているが、「なし」（脱衣のみ）は各回訓練間の休息と同程度

の低下に留まっていることが判る。よって適切な休息を取る事は熱中症の発症ま

たは、重症化リスクの軽減に効果がある事が判る。 

図 13 深部体温 1（出典2） 
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※隊員Ｃはプロトコル終了時の休息で、誤って水分を摂取し続けたことにより、

食道内センサーが反応し急激な温度低下を招いたもので、正確性を欠いている。 

また、隊員Ｄについてはセンサー異常によりデータ欠損したもの。 

 

 2） 休息パターンごとの深部体温の推移 

図 14 は時間軸を 2 分刻みにし、プロトコル終了後の「浸水」（頚下入水）と「ク

ーリング」（部分入水）及び「なし」（脱衣）での 10 分間の休息をクローズアップ

したものである。 

表中の下矢印マーカーは 10 分間の休息開始位置を示し、マイナス温度表示は

休息開始時の深部体温から 降下時の温度差を示している。 も深部体温が低下

したのは隊員Ｋの「クーリング」（部分入水）開始から約 8 分後に記録した値で-

1.44℃であった、その次が同じく「クーリング」(部分入水)を実施した隊員Ｈの

-1.14℃であり、開始から約 10 分後に記録している。 

   しかし、 も深部体温が低下しなかったのも「クーリング」を実施した隊員Ｂ

の-0.33℃で、開始から 4 分後に記録している。平均低下温度は約-0.97℃だが

大誤差が-0.64℃程度ある。 

   これに対して「浸水」（頚下入水）を実施した隊員のうち、 も深部体温が低下

したのは、隊員 J の-1.03℃で冷却開始から 5 分後に記録している。次いで隊員 F

の-1.01℃、-0.98℃、-0.75℃と続く、平均低下温度は約-0.95℃で 大誤差は

0.2℃しかない。 

   また、「浸水」及び「クーリング」ともに冷却開始から 2 分程度で深部体温が急

激に低下し、「浸水」については 5 分ごろから、「クーリング」については 8～10

分ごろから深部体温低下の推移はほぼ横ばいとなる。 

   また、図 13 の訓練開始時の深部体温と「浸水」及び「クーリング」での冷却後

の 低深部体温の差は、「なし」（脱衣）が 0.5℃～1.5℃程度有るのに対して、約

±0.2℃しかない。 

   以上のことから、「浸水」（頚下入水）は活動負荷や生理機能等の個人差に依存

せず、5 分程度で効果的に深部体温を下げることができ、「クーリング」（部分入

水）は活動負荷や生理機能等の個人差及び冷却部位により若干の影響は有るもの

の、10 分程度継続して冷却することで、頚下入水と同程度の効果があることが明

らかになった。 
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図 14 深部体温 2（出典3） 

 

 3） その他（本検証に際し市大の岡崎教授の提言） 

頚下入水は非常に効果があるが、その効果を少しでも維持するためには入水後

着衣及び身体は乾かした方がよい、これは、濡れたままの着衣で作業を継続する

と防火衣内で水蒸気が発生することで、深部体温の上昇に繋がるためである。 

しかし、まずは冷却が優先であるため、今後の課題とする。 

また、冷却する水の温度は暑熱環境下においては 10℃～15℃程度が適当であり、

あまり冷たすぎると血管収縮などの理由により循環効率が悪く、効果的に深部体

温は低下しないので注意が必要である。  

 

6. まとめ 

今回の検証結果から、休息パターンでの効果は「頚下入水」＞「部分入水」＞「脱

衣のみ」となり、現在運用しているパネル水槽による「頚下入水」の有効性と適正な

入水時間、また女性隊員や疾患等による頚下入水が困難な職員への補完対策として「部

分入水」の有効性がデータとして明確になった。 

具体的には、頚下入水の適正時間は 5 分、そして部分入水は 10 分程度で頚下入水と

同程度の効果をもたらすことが検証できた。つまり、より迅速に深部体温を低下させ

る必要がある場合は頚下入水が適当であり、時間的猶予がある場合や頚下入水が困難

な場合では時間をかけて部分入水という選択を考慮する幅を得ることができたことは、

大きな前進であったと考える。 

このことは、多くの女性隊員が求めた「掛け流し」や「部分的な冷却」、また「着衣

を濡らすことなく冷却したい」など、その日の体調によって自己選択できる対策にな

り、極限まで我慢させることなく効果的な熱中症対策の提供ができるということに帰

結する。 
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また、これら検証結果に基づくそれぞれの有効性や優位性を全ての隊員が正確に理

解し、自身の体調はもとより、活動内容や休息後の作業内容から的確に判断して選択

することで、熱中症及び重症化リスクを低減させることができる。そして、効率的に

活動パフォーマンスを回復させることが可能となり、安全で能率的な現場活動を行え

ると考える。 
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【令和 3 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 

 

観測地震波を用いた車いす使用者の身体防護体勢の検証 

 

東京消防庁 寺屋充彦、山口 隼、坂本佑介 

 

 

1. 背景・目的 

地震発生時における受傷を防ぐことは、地震後の円滑な自力避難を可能にし、建物

倒壊や火災に伴う死傷者の低減に寄与するため、不可欠である。しかしながら、少な

からず行動に制約のある車いす使用者に向けた地震時の身体防護体勢については、具

体的に検討されていない。 

このことから、地震時の行動として、車いす使用者がとるべき「負傷リスクが低く」

「身体への負荷が小さい」身体防護体勢の一例を考案することを目的とし検証した。 

2. 方法 

 本検証では、消防技術安全所振動実験室にある、地震動を３次元に再現できる振動

発生装置を使用し、加振には 1.0Hz 正弦波（１秒周期）、兵庫県南部地震の観測波（以

下「観測波」という。）及び兵庫県南部地震の加速度を減じた作成波（以下「作成波」

という。）を使用した。写真１に振動発生装置の外観、表１に諸元性能を示す。 

 車いすは、写真２と写真３に示すスポーティタイプ（以下「スポーティ」という。）

及び自走用標準形の２種類を使用した。 

 また、人体ダミーは運動をしている両下肢完全麻痺者の平均体重(58.8kg)1) と身体

障害者施設における成人入居者の平均体重(48.2kg)2)の中間値 53.5kg を基に全体重量

54kg で人体部位の重量比に応じて作製した。 

 なお、本検証は人体ダミーを用いた検証と被験者を用いた検証の２つの項目に分け

て検証を行った。項目ごとの実験方法を以下に示す。 

2-1 人体ダミーを用いた振動実験 

⑴ 測定方法 

人体ダミーの頭部に小型３軸アンプ内蔵型圧電式加速度変換器を取り付け、頭部が

受ける加速度を測定し、車いすのクロスフレーム中央に変位計を設定することで、車

輪の浮き上がり高さを測定した。また、振動発生装置上に特大メジャーを取り付け、

上部からビデオ撮影することにより移動距離を算出した。 
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⑵ 1.0Hz の正弦波を用いた振動実験 

揺れ方向の違いによる倒れやすさなど車いすの基本的な挙動を確認するため、人体

ダミーに通常の車いす使用時の姿勢（以下「起き姿勢」という。）を取らせ、駐車用ブ

レーキ（以下「ブレーキ」という。）の作動状況別（作動又は不作動）、振動方向別（車

いすの進行方向に平行となる振動（以下「平行振動」という。）又は垂直となる振動（以

下「垂直振動」という。））での各条件で、震度５弱から震度７までに相当する 1.0Hz

の正弦波で加振した。なお、実験は条件ごとに３回行った。 

写真４に車いすと振動方向、表２に人体ダミーを用いた 1.0Hz の正弦波による実験

条件を示す。 

⑶ 観測波及び作成波を用いた振動実験 

  人体ダミーの姿勢（起き姿勢又は重心を下げた前屈みとなる姿勢（以下「伏せ姿勢」

という。））別及びブレーキの作動状況別による車いすの挙動を確認するため、観測波

及び震度５弱から震度６強に相当する作成波で加振した。人体ダミーを用いた観測波

及び作成波による実験条件を表３に示す。 

また、更に車いすの機種別（スポーティ又は自走用標準型）及び床材別（フローリ

ング又はインターロッキング）での車いすの挙動を比較するため、震度６強の作成波

で加振した。なお、それぞれの実験は条件ごとに３回行った。車いすの機種別、床材

別での作成波による実験条件を表４に示す。 

2-2 被験者を用いた振動実験 

⑴ 測定方法 

人体ダミーを用いた振動実験と同様に、頭部が受ける加速度、車輪の浮き上がり高

さ及び移動距離を測定するとともに、図１に示すＶＡＳアンケートを使用し、安定性

に関する主観的評価を実施した。 

⑵ 実験方法 

人体ダミーを用いた振動実験から転倒リスク及び身体への負荷を低減できると考

えられる姿勢を被験者にとらせたうえで、「①ブレーキ不作動」「②ブレーキ作動」「③

ハンドリム（駆動輪の持ち手部分）を徒手にて制御（以下「手ブレーキ」という。）「④

固定物につかまりブレーキ不作動」「⑤固定物につかまりブレーキ作動」の５つの各想

定で実験を行った。なお、実験は各想定１回とし、実験時の被験者の安全を確保する

ため人体ダミーを用いた振動実験の結果から、転倒が生じない範囲で最大震度となる

作成波で実施した。 

写真５に手ブレーキによる制動、写真６に固定物につかまる状況、表５に被験者を

用いた作成波による実験条件を示す。 

3. 結果 

3-1 人体ダミーを用いた振動実験 
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⑴ 1.0Hz の正弦波を用いた振動実験 

ア 転倒の生起状況 

震度６相当以上で、平行振動でブレーキ不作動以外の条件で転倒が生じた。また、

このとき、平行振動では後方へ、垂直振動では左右方向に転倒した。写真７に平行振

動時及び垂直振動時の転倒の状況を示す。 

震度階相当ごとの振動方向別、ブレーキの作動状況別の各条件での転倒の生起状況

を表６に、震度階相当ごとの振動方向別、ブレーキの作動状況別の各条件での車いす

の挙動を表７に示す。 

イ 車輪の浮き上がり高さ 

震度６強相当以上において、平行振動でブレーキ不作動以外の条件で、最大値 180

㎜となった。 

図２に震度相当ごとの振動方向別、ブレーキの作動状況別の各条件での車いすの車

輪の浮き上がり高さを示す。なお、180 ㎜を超えると転倒することから、転倒した場

合は 180 ㎜として算出した。 

ウ 頭部が受ける加速度 

平行振動ではブレーキの作動状況にかかわらず震度階が上がるに従い増加し、ブレ

ーキ作動では震度７相当で最大値 93.6 m/s2 となり、不作動では震度７相当で最大値

4.5m/s2 となった。ブレーキ作動時に比べ不作動時に小さな値を示したのは、加振時、

車いすが振動台の動きと反対方向に交互に動くことにより振動台の外から見ると、見

かけ上、停止している状態となることに起因すると考えられる。平行振動でのブレー

キの作動状況別による頭部が受ける加速度を図３に示す。 

また、垂直振動ではブレーキの作動状況にかかわらず震度階が上がるに従い増加す

る傾向がみられ、ブレーキ作動では震度７相当で最大値 85.1 m/s2、不作動では震度６

強相当で 66.0 m/s2 となった。垂直振動でのブレーキの作動状況別による頭部が受け

る加速度を図４に示す。 

エ まとめ 

車いすは震度６強相当以上の揺れで転倒する可能性があること、同じ強さの振動に

対しては進行方向に垂直となる左右方向の揺れの方が平行となる前後方向の揺れより

も転倒リスクが高いこと分かった。 

⑵ 観測波及び作成波を用いた振動実験 

ア 転倒の生起状況 

起き姿勢ではブレーキの作動状況にかかわらず観測波の実験でのみ転倒が生じ、伏

せ姿勢では全ての実験で転倒が生じなかった。姿勢別、ブレーキの作動状況別での転

倒の生起状況を表８に、震度階等ごとの、姿勢別、ブレーキの作動状況別の各条件で

の車いすの挙動を表９に示す。 
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イ 車輪の浮き上がり高さ 

起き姿勢ではブレーキの作動状況にかかわらず、震度階等が上がるに従い増加し、

観測波で最大値を示し、ブレーキ作動時は 155.0 ㎜、不作動時は 163.6 ㎜となった。 

一方、伏せ姿勢では震度階等にかかわらず 20 ㎜以下の一定の値となった。震度階等

ごとの、姿勢別、ブレーキの作動状況別での車輪の浮き上がり高さを図５に示す。 

車いすの機種別、床材別での各条件での車輪の浮き上がり高さは、床材をフローリ

ングとした場合、スポーティではブレーキ作動時 83.2 ㎜、不作動時 85.5 ㎜で、自走

用標準形ではブレーキ作動時 46.1 ㎜、不作動時 32.7 ㎜となり、また、インターロッ

キングとした場合、スポーティではブレーキ作動時 81.1 ㎜、不作動時 90.6 ㎜で、自

走用標準型ではブレーキ作動時 61.5 ㎜、不作動時 18.3 ㎜となった。車いすの機種別

の車輪の浮き上がり高さは、ブレーキの作動状況及び床材の種類にかかわらず、自走

用標準型よりもスポーティの方が高くなる傾向が認められた。車いすの機種別、床材

別での車輪の浮き上がり高さを図６に示す。  

ウ 頭部が受ける加速度 

姿勢及びブレーキの作動状況にかかわらず、震度階が上がるに従い増加する傾向を

示した。転倒時の衝撃加速度の影響を受けていない震度６強において比較すると、ブ

レーキ作動時では起き姿勢が 53.4 m/s2、伏せ姿勢が 22.4 m/s2 で、ブレーキ不作動時

では起き姿勢が 52.7 m/s2、伏せ姿勢が 13.7 m/s2 となり、ブレーキの作動状況にかか

わらず、伏せ姿勢での加速度は起き姿勢の約 1/2 の値となった。震度階等ごとの姿勢

別、ブレーキの作動状況別での頭部が受ける加速度を図７に、車いすの機種別、ブレ

ーキの作動状況別及び床材別での頭部が受ける加速度を図８に示す。 

エ 車いすの移動距離 

震度６強の作成波での人体ダミーの伏せ姿勢時の移動距離は、ブレーキ作動時は

184.5 ㎝不作動時は 128.1 ㎝で、ブレーキ作動時の方が不作動時より最大移動距離が

大きくなった。震度６強の作成波での伏せ姿勢時のブレーキ作動状況別最大移動距離

を図９に示す。 

オ まとめ 

人体ダミーに伏せ姿勢をとらせることで全ての実験で転倒せず、車輪の浮き上がり

高さが震度階等にかかわらず、一定の僅かな値を示したこと、及び頭部が受ける加速

度が半減したことから、伏せ姿勢は転倒リスクを低減させ、身体への負荷を小さくす

ることができる姿勢であると考えられる。 

また、車いすはブレーキ作動時は揺れにより前方へ、一方、不作動時は後方へ徐々

に移動することがわかった。 

3-2 被験者を用いた振動実験 

⑴ 被験者にとらせる姿勢と実験に用いる振動波 
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 3-1、⑵、オから、被験者には共通して伏せ姿勢をとらせたうえで、「①ブレーキ不

作動」「②ブレーキ作動」「③手ブレーキ」「④固定物につかまりブレーキ不作動」「⑤

固定物につかまりブレーキ作動」の５つの各想定で実験を行った。 

また、3-1、⑵、アの結果から、人体ダミーの姿勢にかかわらず、震度６強以下の作

成波では転倒が生じなかったところから、実験は震度６強の作成波を用いた。 

⑵ 車輪の浮き上がり高さ 

想定④で最大値 22.0 ㎜、想定①で最小値 14.6 ㎜となり、いずれの想定でも 20 ㎜

程度であった。なお、人体ダミー及び被験者を用いた同実験条件での車輪の浮き上が

り高さを比較すると、想定①で人体ダミーでは 16.2 ㎜、被験者では 14.6 ㎜、想定②

で人体ダミーでは 16.2 ㎜、被験者では 16.2 ㎜となり、同等の値を示した。被験者を

用いた実験の想定別車輪の浮き上がり高さを図 10 に示す。 

⑶ 頭部が受ける加速度 

想定⑤で最大値 15.6 m/s2、想定①で最小値 13.4 m/s2 となり、いずれの想定でも

15m/s2 程度であった。なお、人体ダミー及び被験者を用いた同実験条件での頭部が受

ける加速度を比較すると、想定①で人体ダミーでは 13.7m/s2、被験者では 13.4 m/s2

となり、同等の値を示したが、想定②で人体ダミーでは 22.4 m/s2、被験者では 15.0 

m/s2 となり、被験者を用いた実験による値の方が小さくなった。被験者を用いた実験

での想定別頭部が受ける加速度を図 11 に示す。 

⑷ 移動距離 

想定②で最大値 63.2 ㎝、想定⑤で最小値 10.0 ㎝となり、想定①及び想定②の２想

定に比べ、想定③の手ブレーキによる制動、想定④及び想定⑤の固定物につかまるこ

との３想定では最大移動距離は短く、想定⑤は想定②の約 1/6 程度となった。被験者

を用いた実験の想定別最大移動距離を図 12 示す。 

また、人体ダミー及び被験者を用いた同実験条件での最大移動距離は、想定①で人

体ダミーでは 128.1 ㎝、被験者では 43.2 ㎝、想定②で人体ダミーでは 184.5 ㎝、被験

者では 63.2 ㎝となり、人体ダミーを用いた実験による値は被験者での値に比べ約３

倍となった。 

想定①及び想定②について、図 13 及び図 14 に示す被験者体重及び最大移動距離の

関係のとおり、被験者体重の増加とともに最大移動距離は短くなる傾向が認められた。 

⑸ 主観的安定性 

想定⑤で最大値 61.1％、想定④で最小値 32.9％となった。想定別の主観的安定性に

関するＶＡＳアンケートの結果を図 15 に示す。 

4. 考察 

4-1 伏せ姿勢が転倒リスクを低減させた要因について 

車輪の浮き上がりに要する車いすの水平方向の耐荷重は、写真８のとおり、起き姿
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勢 21 ㎏から伏せ姿勢 26 ㎏と増加し、また、転倒開始角度は起き姿勢約 20°から伏せ

姿勢 25°以上に広がること、及び起き姿勢から伏せ姿勢をとることで、写真９のとお

り、重心位置が下方に 8.8cm、前方へ 9.0cm 移動することから、転倒リスクを低減さ

せたと推察される。 

4-2 「負傷リスクが低く」「身体への負荷が小さい」身体防護体勢 

⑴ 3-1、⑵、オのとおり、人体ダミーに伏せ姿勢をとらせることで全ての実験で転倒

せず、車輪の浮き上がりが震度階等にかかわらず、一定の僅かな値を示したこと、及

び頭部が受ける加速度が半減したことから、伏せ姿勢は転倒リスクを低減させ、身体

への負荷を小さくすることができる姿勢であると考えられる。 

⑵ 3-2、⑷について、人体ダミーを用いた振動実験による最大移動距離の値が被験者

での値に比べ約３倍となった理由として、摩擦力は重量に比例することから、人体ダ

ミーの総重量（54・）が被験者の平均体重（67.1・）よりも軽量であったため、移動

距離が増加したと考えられる。 

このため、実際の車いす使用者は本検証での被験者と比較すると体重が軽い可能性

が高いので、想定①及び想定②の被験者での最大移動距離の数値以上に、移動に伴う

衝突リスクが高くなると予想されるが、想定④及び想定⑤の固定物につかまることで

移動距離を低減することが可能であると考えられる。 

なお、3-2、⑸の結果から、固定物につかまる場合では想定⑤のブレーキを作動させ

た方が想定④の不作動としたときよりも主観的安定性が更に高まることが分かった。 

⑶ 固定物につかまらない想定①から想定③を比較すると、3-2 の各結果から、「車輪

の浮き上がり高さ」「頭部が受ける加速度」「主観的安定性」に大きな差は認められな

かったものの、「最大移動距離」については想定③が最も短くなることで、衝突リスク

の低減が期待できると考えられる。しかし、想定③の手ブレーキによる制動方法は、

咄嗟時の冷静な対応が求められ、経験等に基づく一定の技術が必要となると考えられ

る。 

5. まとめ 

地震時に身の安全を守る体勢として、以下のとおり提言する。 

⑴ 可能な範囲で前かがみとなり、重心を下げる姿勢をとる。写真 10 に例を示す。 

⑵ 身近な位置につかまることができる固定物がある場合は、しっかりとつかまる。 

なお、ブレーキを作動させた方が安定性は高まる。写真 11 に例を示す。 

⑶ 身近な位置につかまることができる固定物がない場合は、可能な範囲で前かがみ

となり、重心を下げる姿勢をとり、必要に応じて転落に備える。 

なお、ブレーキ作動時は揺れにより前方へ、一方、不作動時は後方へ徐々に移動す

ることから、必要に応じて移動方向の壁や家具などの衝突を防ぐことが必要であり、

駐車ブレーキを作動させず、ハンドリムを手のひらで軽く触れることで、揺れを緩和
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させることができる。 

ただし、ハンドリムを強くつかんでしまうと、かえって不安定になってしまうこと

に注意が必要である。 

6. 最後に 

当庁では、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る。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。 

本検証では、人体ダミー及び被験者を用いた車いすの振動実験をとおして、地震時

における車いすの挙動傾向を明らかにし、地震時の行動として、車いす使用者がとる

べき身体防護体勢の一例を考案したものであるが、多種多様な形状・動力機構が存在

する車いすの中で、その一部の限定した機種で行った実験であることや、車いすを使

用する方の障害の種別・程度等によっては適切ではない可能性がある。 

したがって、本検証が一つの「きっかけ」となり、車いすを使用する一人ひとりが

地域の防災訓練での地震体験等をとおし、地震時に身を守るための備えをし、地震被

害の軽減に寄与できれば幸いである。 
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図１ 本実験で使用したＶＡＳアンケート 

 

 

図２ 振動方向別でのブレーキ作動状況別

の車いす車輪浮き上がり高さ 

 

 

図３ 平行振動でのブレーキ作動状況別頭

部が受ける加速度 

 

 

図４ 垂直振動でのブレーキ作動状況別頭

部が受ける加速度 

 

 

 

 

図５ 各震度階での姿勢別・ブレーキ作動  

状況別での車輪の浮き上がり高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 車いす機種別、ブレーキ作動状別、

床材別での車輪の浮き上がり高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 各震度階での姿勢別・ブレーキ作動

状況別での頭部が受ける加速度 

ブレーキ作動 

ブレーキ不作動 
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図８ 車いす機種別、ブレーキ作動状別、    

床材別での車輪の浮き上がり高さ 

 

 

図９ 震度６強の作成波での人体ダミーの

伏せ姿勢での、ブレーキの作動状況別最大

移動距離 

 

図１０ 被験者を用いた実験の想定車輪浮

き上がり高さ 

 

 

 

 

 

 

図１１ 被験者を用いた実験の想定別頭部

が受ける加速度 

 

 

図１２ 被験者を用いた実験の想定別最大

移動距離 

 

 

図１３ 想定①の被験者体重別移動距離 
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図１４ 想定②の被験者体重別移動距離 

 

 

図１５ 被験者を用いた実験の想定別安定

性に関するＶＡＳアンケート結果 
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表１ 振動発生装置の諸元・性能 

項 目 諸元・性能 

加振方向 
 水平2方向（XY軸） 

垂直1方向（Z軸） 

振動台寸法 2,500mm×2,500mm 

加振周波数範

囲 
0.1Hzから200 Hzまで 

最大搭載質量 10,000 kg 

最大変位 

 X軸：600 mmp-p※1 

Y軸：400 mmp-p 

Z軸：150 mmp-p 

駆動方式 永久磁石駆動方式動電型 

※１ ㎜p-p：peak-to-peakで両振幅の範囲を示

す。 

 

表２ 人体ダミーを用いた1.0Hzの正弦波に

よる実験条件 

車いす スポーティ 

姿勢 起き姿勢 

震度等 5弱相当～7相当 

向き 平行※２、垂直※３ 

ブレーキ 作動、不作動 

床材 フローリング 

※２ 車いすの進行方向に平行となる振動波

（以下「平行振動」という。） 

※３ 車いすの進行方向に垂直となる振動波

（以下「垂直振動」という。） 

 

表３ 人体ダミーを用いた観測波及び作成波に

よる実験条件 

車いす スポーティ 

姿勢 起き姿勢、伏せ姿勢 

震度等 観測波、5弱～6強（作成波） 

ブレーキ 作動、不作動 

床材 フローリング、インターロッキング 

 

 

表４ 車いすの機種別、床材別での作成波によ

る実験条件 

車いす スポーティ、自走用標準形 

姿勢 起き姿勢、伏せ姿勢 

震度 6強 

ブレーキ 作動、不作動 

床材 フローリング、インターロッキン

グ 

 

表５ 被験者を用いた作成波による実験条件 

車いす スポーティ 

姿勢 伏せ姿勢 

震度 6強 

ブレーキ 作動、不作動 

床材 フローリング 

 

表６ 1.0Hz正弦波による各条件別での転倒の

生起状況 

 平行振動 垂直振動 

震度等 
ブレーキ

作動 

ブレーキ

不作動 

ブレーキ

作動 

ブレーキ

不作動 

７相当 ３ ０ ３ ３ 

６強相当 ２ ０ ３ ３ 

６弱相当 ０ ０ ０ ０ 

５強相当 ０ ０ ０ ０ 

５弱相当 ０ ０ ０ ０ 
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表７ 1.0Hzの正弦波による各震度階相当の各

条件での車いすの挙動 

 平行振動 垂直振動 

震度等 
ブレーキ

作動 

ブレーキ

不作動 

ブレーキ

作動 

ブレーキ

不作動 

７ 

相当 

後方に傾

き、その

まま転倒

する。 

見かけ上

の停止状

態 と な

り、徐々

に前進し

ていく。 

右側に傾

いた後、左

側に傾き

そのまま

転倒する。 

右側に傾

いた後、

左側に傾

きそのま

ま転倒す

る。 

６強 

相当 

ロッキン

グしなが

ら 前 進

し、壁に

衝突する

と後方に

転 倒 す

る。 

徐々に前

進してい

く。 

右側に傾

いた後、北

方向に回

転し、ロッ

キングし

ながら前

進する。も

しくは転

倒する。 

左右に振

られなが

ら、若干

後退し、

右側に傾

いた後、

左側に傾

きそのま

ま転倒す

る傾向が

ある。 

６弱 

相当 

ロッキン

グしなが

ら前進す

る。 

徐々に前

進してい

く。 

左右に振

られなが

ら徐々に

前進する。

徐々に車

輪の浮き

上がりが

大きくな

る。 

左右に振

られなが

ら後退し

ていく。

壁に衝突

しても大

きく移動

は し な

い。 

５強 

相当 
移動なし。

徐々に前

進してい

く。 

移動なし。 

左右に振

られなが

ら後退し

ていく。

壁に衝突

しても大

きく移動

は し な

い。 

５弱 

相当 
移動なし。

徐々に前

進してい

く。 

移動なし。 

左右に振

られなが

ら後退し

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

表８ 観測波及び作成波による各条件での転倒

の生起状況 

 起き姿勢 伏せ姿勢 

震度等 
ブレーキ

作動 

ブレーキ

不作動 

ブレーキ

作動 

ブレーキ

不作動 

観測波 ２ ２ ０ ０ 

６強 ０ ０ ０ ０ 

６弱相当 ０ ０ ０ ０ 

５強 ０ ０ ０ ０ 

５弱 ０ ０ ０ ０ 
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表９ 観測波及び作成波による各震度階の各条

件での車いすの挙動 

 起き姿勢 伏せ姿勢 

震度等 ブレーキ作動 

ブレーキ不作

動 

ブレーキ作動 

ブレーキ不作

動 

観測波 

開始直後

に左後方

に傾きそ

のまま転

倒する傾

向 が あ

る。 

転倒しな

い 場 合

は、左前

方に回転

しながら

移 動 す

る。 

開始直後

に左側に

傾きその

まま転倒

する傾向

がある。 

転倒しな

い場合は、

傾いた後

に車輪が

床面に設

置し、左側

に回転し

ていく。 

床面を滑

るように、

左前方に

移動する。 

右後方に

約 1m 後退

した後、頭

部が左後

方側に回

転 し 約

30cm 前進

する 

６強 

後方に傾

いた後、

左側に回

転しなが

ら移動す

る。 

左側に回

転しなが

ら約 40cm

後退した

あと、後方

に約 90cm

移動する。 

床面を滑

るように、

左前方に

移動する。 

約 80cm 後

退した後、

頭部が左

後方に回

転してい

く。 

６弱 

僅かにロ

ッキング

しながら

左側に約

45 度回転

し な が

ら 、 約

40cm 移動

する。 

後方に約

10～20 ㎝

ほど移動

する傾向

が見られ

る。 

前方に約

60cm 移動

した後、頭

部が右側

に回転し

始める。 

その場で

左右に振

られなが

ら頭部が

左側に回

転する。 

５強 

その場で

左右に振

られる。 

移動はほ

とんど見

ら れ な

い。 

僅かに左

右振られ

る。 

移動はほ

とんど見

られない。 

頭部が右

前方に回

転しなが

ら、約20cm

前進する。 

前方に若

干前進す

る。 

５弱 

その場で

左右に振

られる。 

移動はほ

とんど見

ら れ な

い。 

僅かに左

右振られ

る。 

移動はほ

とんど見

られない。 

頭部が右

前方に回

転してい

く。 

移動はほ

とんど見

られない。 

僅かに左

右に振ら

れながら、

前方に若

干前進す

る。 
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写真１ 振動発生装置の外観 

 

 

写真２ スポーティタイプ         

 

 

写真３ 自走用標準形 

 

 

写真４ 車いすと振動方向 

 

 

 

 

 

 

写真５ 手ブレーキによる制動 

 

 

写真６ 固定物につかまる状況 

 

写真７ 平行振動時（左）と垂直振動時（右）

での転倒の状況 

 

 

写真８ 起き姿勢時（左）と伏せ姿勢時（右）

の転倒開始角度と耐荷重 

20° 

21㎏ 

25° 

26㎏ 

平行 

垂直 
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写真９ 起き姿勢時（左）と伏せ姿勢時（右）

の転倒開始角度と耐荷重 

 

 

写真１０ 重心を下げる姿勢の例 

 

 

写真１１ 重心を下げ固定物につかまる例 

重心 重心移動 
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【令和 3 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 

 

救急車の感染拡大防止のための換気に関する研究 

 

神戸市消防局 菊池 悠、田中 健、日浦二一、 

三浦達耶、吉田堅一郎、石井洋輔 

 

 

1.  はじめに 

筆者は、急速に拡大する新型コロナウイルスなどによる感染症から救急隊員や患

者、その家族を守ることを目的に令和２年度の職務研究として『救急車における感染

拡大防止のための換気の研究』を行っている。 

文部科学省の研究に指定されている「室内環境におけるウイルス飛沫感染の予測

とその対策（課題代表者：理化学研究所/神戸大学 坪倉 誠）」の一環としても位置

づけられており、スーパーコンピューター「富岳」を使用して、空力解析により、救

急車内の空気の流れや飛沫の拡散状況を可視化し、効果的な対策を提案し、未来の救

急車設計に繋げる予定である。 

 

2. 研究内容 

2.1 アンケート調査 

東京消防庁、全国政令指定都市消防本部（21 本部回答率 100％）に対し、換気方法

の実態を調査するためのアンケートを実施した。 

2.2 実車実験 

救急車を使用し、CO2・粒子の濃度変化、煙の流れを確認（東京工業大学：鍵教授）。 

2.3 富岳によるシミュレーション 

第 1 弾は、現状の換気と飛沫状況を可視化し、対策を考察する。第 2 弾は、第 1

弾の結果から、感染症対策を提案し、未来の救急車設計に繋げる（今後実施予定）。 

 

3. アンケート調査について 

3.1 対象及び調査期間 

政令指定都市消防本部（20 本部）、東京消防庁の全 21 本部。 

調査期間は、令和２年７月 27 日から８月 31 日まで。 
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3.2 調査内容 

使用車両、換気方法（運用中の設備を含む）、今後の救急車に求める設備、個人防

護具について調査した。 

3.3 調査結果 

3.3.1 使用車両について 

全 21 本部がハイエース（トヨタ）を運用。その内、7 本部がエルグランド（日

産）、4 本部がキャラバン（日産）を併用している。 

3.3.2 換気方法について 

４つのグループに分かれた（図１参照）。 

  換気扇＋エアコン＋窓の開放を併用する方法が、 も多く取られていた

（62％）。その他（10％）は、明確な方針を立てていないという回答結果。また、

次のような意見があり、換気をする際の問題点が浮かび上がった。 

「今の換気方法が 適か判断できない」「換気方法に統一した要領を定めていな

い」 

「窓の開放で流入した風により、ウイルスが拡散するのではないか」 

「季節により窓の開放が困難である」「窓の開放時、プライバシーの問題がある」 

 

図１ 換気方法についてのアンケート結果 

 

3.3.3 現在導入している設備及び、将来導入してほしい設備について 

現在（または今後運用予定）の車内設備については、カプセル型搬送器具、車内

を遮蔽するカーテンを運用する傾向にあり、今後設置してもらいたい設備において

も、カプセル型搬送器具を選択する傾向にある（複数回答可として調査）。その他は、

オゾン発生器や消毒資器材（ノータッチ式ディスペンサーや環境消毒機材）を導入

したいという意見があった。（図２参照） 
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図２ 運用中の設備と、今後設置してもらいたい設備の表 

3.3.4 個人防護具について 

個人防護具については、総務省消防庁「救急隊の感染防止対策マニュアル」に準

じて、ヘルメット、ゴーグル、マスク（N95 含む）、手袋、感染防止衣等の基本的な

装備は全ての本部で使用。事案に応じて密閉式化学防護服等を用いる本部もあった。 

3.4 アンケート結果の考察 

調査対象とした全ての本部でハイエース（トヨタ）が運用されており、当研究のシ

ミュレーション結果を全国に発信する意義があるといえる。 

各本部、換気扇を作動させているという点、窓の開放を併用するという点で、車内

の換気の必要性を認識している。しかし、換気方法に対する意見にあるように、指標

となるものがない換気について、感覚的に実施していると言わざるを得ず「今の換気

方法が 適か判断できない」という不安を払拭するために、科学的根拠を明らかにす

る必要がある。 

現在（または今後運用予定）の車内の設備については、各本部で工夫を凝らし、様々

な形で感染拡大防止に努めている回答結果となった。しかしながら、今後設置しても

らいたい設備を含み、カプセル型搬送器具を選択する傾向がみられ、少なからず車内

空間に不安を抱いていると推測する。 

 

4. 実車実験について 

4.1 目的 

救急車の空気の流れを確認し、換気性能を定量的に把握することにより、今後の感

染対策の基礎資料にすることと同時に、スーパーコンピューター「富岳」によるシミ

ュレーションの根拠データとしてシミュレーション結果の精度をあげることを目的と

する。 

4.2 実験概要 
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4.2.1 実験方法 

本研究では，実車を用いた実験により空気の換気量と飛沫（粒径 0.5～3 ㎛）の減

衰率を算出した。空気の換気量は、救急車内に CO2 を一定濃度充満させ、濃度の時

間変化を測定することにより算出する。飛沫の減衰率は、救急車内に粒径 0.5～3 ㎛

の粒子を一定濃度充満させ、濃度の時間変化を測定することにより算出する。 

4.2.2 計算方法 

レーサーガス減衰法を用いて算出する。 

4.3 実験で使用した救急車 

車両：トヨタハイエース 型式 CBF-TRH226Ｓ（運転席側と傷病者側の間には間仕切

りはない）。 

4.4 換気方法について 

4.4.1 窓の開放 

  運転席、助手席の窓は約 5 ㎝開放と全開放。 

  後部左側スライドドア小窓は全開放。 

4.4.2 換気扇 

  後部の右側上部に換気扇が設置されている。 

換気扇は Hi、Lo、 OFF の 3 段階（ 大換気能力 129m3/h）。 

4.4.3 フロントエアコン 

0（OFF）から 4（Hi）まである。内気循環と外気導入を切替できる。外気導入は

大 292m3/h。 

4.4.4 リアクーラー、リアヒータ 

  Hi、 Mid、 Lo、 OFF の 4 段階。リアクーラーは運転席・助手席と後部の間の上

部に設置されている。 

リアヒータはストレッチャーの右下側に設置されている（共に内気循環。 大風

量は 314m3/h）。 

4.5 測定方法について 

4.5.1 CO2 濃度と粒子量を測定器で測定 

運転席と助手席の間及び後部座席ストレッチャー上に CO2 濃度測定器と微粒子測

定器を設置した状態で、救急車内で CO2 ボンベを開放し、CO2 濃度を 3,500ppm 程度

まで上昇させる。さらに、発煙管を使用し、粒径 0.5 ㎛～3 ㎛の粒子を車内空間に

放出させる。 

ドアを閉めた状態で、車内空間の空気が均等に混ざるよう扇風機及びフロントエ

アコン（内気循環）を作動させる。 

車内を無人にし、車窓から CO2 濃度測定器の数値を視認し、CO2 濃度 3,500ppm 付

近、前後の測定器の差が 100ppm 以下になれば計測を開始する。 
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濃度測定の測定時間は 10 分若しくは外気の CO2 濃度と近づくまでとし、測定条件

は表２の 10 パターンで行った。 

4.5.3 測定機器 

計測器（CO2）：温湿度測定器（T&D） 

計測器（粒子量）：微粒子測定器（KANOMAX ハンドヘルドパーティクルカウンタ

ー） 

4.5.4 測定環境 

  測定場所：神戸市北消防署北神分署有馬出張ガレージ内（シャッター開放．） 

   気象条件：天気 晴れ、気温 13.9℃，風速 2.6（m/s）、風向 西南西 

4.6 実車実験の結果について 

4.6.1 CO2・粒子量 

測定結果は表３のとおりである。 

・ 換気回数・換気量（CO2による）は、エアコン（外気導入）、換気扇の稼働に

より増加する傾向。 

・ 粒子による測定についても、 CO2と同様の傾向を示した。 

・  粒径0.5～1μmの粒子の平均減衰率は、CO2の平均換気回数とほぼ同じである。 

粒径 1～3μm の粒子の平均減衰率は、CO2 の平均換気回数の約 1.6 倍となってい

るが、大きな粒子はその慣性力により壁面に沈着しやすい傾向があるため、特に狭

い流路を通る際に沈着量を過大評価している可能性がある。 

 

4.7 実車実験の考察について 

4.7.1 データの妥当性について 

実験の信頼性を高めるために 2 つの異なる手法で換気量の評価を行った。双方と

も同様な減衰率・換気回数の結果を示しており、本実験では妥当な結果が得られた

と考える。 

4.7.2 性能について 

各換気手段の有効性を考察するにあたり、新型コロナウイルス感染防止に有効と

なる換気の基準が必要となるが、本研究では、通常の救急活動時の救急車内の人数

である 4 人から 7 人に対し、厚生労働省が示している必要換気量（一人当たり毎時

30ｍ3）から算出した 120ｍ3/h から 210ｍ3/h を換気の目安と定めに考察を進める。 

4.7.2.1 換気なしの場合について  

換気量は 5.0ｍ3/h。換気の目安には大きく至らず密閉性が高く感染リスクが高

い状態と考えられ、何かしらの換気対策を実施する必要がある。 

4.7.2.2 換気扇の換気性能について 

フロントエアコンの仕切弁位置を外気導入と内気循環で切換え、まずはフロン
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トエアコン送風なしの条件で、換気扇のみを作動したところ、外気導入位置では

103ｍ3/h、内気循環位置では 85ｍ3/h の換気量が得られた。フロントエアコンを

作動していない状態でも、仕切弁設定を外気導入へ切り替えることで内気循環よ

り若干ではあるが換気量が増加した。しかし、外気導入か内気循環の両方共に換

気の目安には至らなかった。 

4.7.2.3 フロントエアコン（外気導入）の換気効果について 

換気扇とフロントエアコン（外気導入「強」）を併用したところ，換気量は 192m3/h

となった。これは、換気扇単独での使用と比較し換気量が 2 倍程度上昇しており、

換気の目安と照らし合わせると、6 人までの必要換気量を満たしている。乗車定

員上限の 7 人が乗車することは稀なため、通常の事案では当換気方法で十分な換

気量が得られているものと考える。なお、換気回数に換算すると約 20 回/h とな

り約 3 分間に 1 回全量換気が出来ている。 

4.7.2.4 リアクーラーの換気効果について 

換気扇、フロントエアコン（外気導入「強」）にリアクーラーを併用した状態の

換気量は 195ｍ3/h であり、リアクーラー使用しない場合と比較した換気量に大き

な変化は認められなかった。粒子減衰率は大きい粒子（1-3 ㎛）に対して車両後

部で減衰傾向がみられた。原因は明確ではないが、リアクーラーにより発生した

空気の流れと関連して、粒子沈着量が過大評価されたものと推測する。 

4.7.2.5 窓開けの換気効果について（停車中） 

換気扇と窓開けの併用による換気量は 133ｍ3/h であった。換気の目安と照らし

合わせたところ、4 人までとなり同乗者が一人でも乗ると必要換気量を満たせな

くなる。換気扇（フロントエアコンを外気導入設定）のみと比較したところ換気

量は若干増加するが、前部のみの改善で傷病者のいる後部に大きな改善は見られ

なかった。フロントエアコン（外気導入「強」）と換気扇と窓開けを併用した場合

は、換気量は 166ｍ3/h となり換気扇とフロントエアコン（外気導入「強」）と比

べ減少した。後部において大きな粒子（1-3 ㎛）は減衰率が増加する傾向を示し

た。運用面では、停車時に窓を開けることで大きく換気量が増えることが無かっ

たため、風や天候の影響を受けることや傷病者が乗車している際にプライバシー

に配慮する必要があることなどから、積極的な利用は推奨しない。 

4.7.2.6 窓開けの換気効果について（走行中） 

40 ㎞/h で走行中に換気扇、フロントエアコン（外気導入）を作動させ窓を開け

た状態で換気量を測定したところ 1 回目の試験（往路）で 482ｍ3/h、2 回目の試

験（復路）で 601ｍ3/h であった。平均値は 541.5ｍ3/h で換気の目安の 2 倍程度

の換気量が得られており、換気回数に換算すると 1 分間に約 1 回全量換気ができ

ている。流れは主にスライドドア小窓から車室内へ勢いよく流れ込み、車両後方
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から前方へ移流した後、運転席・助手席側の窓から排出される様相であった。ま

た、粒子の減衰率は車両前部後部共に大きく増加した。運用面では、換気量は車

速、風向、風速、気温等に影響されると考えこと、更には、雨天時の窓開けによ

り車内や資機材が濡れることや、寒暖の激しい時は空調管理が困難になること、

傷病者搬送中はプライバシーへの配慮も必要になるため、状況により使い分ける

ことが望ましいと考える。 

4.7.2.7 全開放による換気効果について 

運転席および助手席の窓、バックドア、スライドドアを全て開放したところ、

1,066ｍ3/h の換気を認めた。換気の目安を大きく上回っており、換気回数に換算

すると、約 30 秒間に 1 回換気が出来ている。粒子については、バックドアを開放

することで、後部の小さい粒子（0.5-1 ㎛）が大きく減衰した。これも、風向、風

速、気温等の影響を受けると考える。実験当日は微風であったが、30 秒間に 1 回

全量換気ができており、無風であっても 1～2 分間で換気が可能と推定する。安全

を考えて、1 事案終了後に全てを開放し 3 分程度の換気を実施すれば、換気は完

了し次の事案への感染リスクを減少させることができると考える。 

4.7.2.8 救急車の乗車人数について 

厚生労働省の目安からもわかるように一人当たりの必要換気量として毎時 30

ｍ3/h 必要とされている。このことからも車内の人数を減らすことにより必要換

気量を満たしやすくなるため、感染リスクを下げることが可能と考える。また、

厚生労働省によると換気対策と同時に密集や密接を避けることも重要とされてお

り、救急車内の人数を極力減らしていくことで、密集を避けると同時に一人当た

りの間隔も確保しやすくなり密接も避けることが可能となる。 

4.8 結論 

救急車内の換気性能を調べるため、CO2 および粒径 0.5～3 ㎛の粒子を一定濃度充満

させ、濃度の時間変化を測定し、トレーサーガス減衰法を用いて換気量を算出した。

結果、換気回数・換気量（CO2 による）は、エアコン（外気導入）、換気扇、窓の開放

により増加する傾向を示した。粒子による測定においても CO2 と同様な傾向を示した。 

換気扇、フロントエアコン（外気導入）により、約 3 分間で 1 回換気が出来ており

換気効率が高いことが解った。窓開けの換気効果については、停車時は換気量が減少

したが、走行中（40 ㎞/h）では 1 分間で 1 回程度の換気がなされることが解った。な

お、本測定結果を「富岳」によるシミュレーション結果と比較しており、概ね同等な

換気量の結果が得られていることを確認している。 
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図３ 測定位置図 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 換気扇 外気導⼊  窓開け AC  内気循環 

（１）換気無し －  － － 〇 

（２）換気扇のみ high 〇 － －  

（３）エアコン・換気

扇 

high 〇 － フロント送風

強 
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表２ 

※全開放とは，運転席・助手席の窓，進行方向向かって左側スライドドア，バック

ドアを全て全開で開放した状態． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID 

換気

扇 

Off- 

Lo-Hi 

フロントエアコ

ン 

0-4 

外気導入 

内気循環 

窓開け 

 

リアクーラ

ーリアヒー

タ 

OFF, 

Lo,Mid,Hi 

走行 

km/h 

全開放 

※ 

0 Off 0 － OFF － － 

1a Hi 0（内気循環） － OFF － － 

1b Hi 0（外気導入） － OFF － － 

2a Hi 4（外気導入） － OFF － － 

2b Hi 4（外気導入） － リアクーラ

ーHi 

－ － 

2c Hi 4（外気導入） － リアヒータ 

Hi 

－ － 

3 Hi 0（外気導入） 前 5 ㎝ 

後全開 

OFF － － 

4a Hi 4（外気導入） 前 5 ㎝ 

後全開 

OFF － － 

4b-1 Hi 4（外気導入） 前 5 ㎝ 

後全開 

OFF 40 － 

4b-2 Hi 4（外気導入） 前 5 ㎝ 

後全開 

OFF 40 － 

5 Hi 4（外気導入） － OFF － ○ 
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表３ 

 

 

5. 富岳のシミュレーションについて 

救急車内における飛沫の動きと、救急車の換気性能についてシミュレーションした。 

5.1 設定条件 

シミュレーションを行うにあたり、以下の条件を設定した（図 4 参照）。 

5.1.1 条件１ 

使用車両：トヨタハイエース高規格救急車、型式 CBF-TRH226Ｓ。 

5.1.2 条件２ 

大乗車可能人数の 7 名乗車。 

5.1.3 条件３ 

空調：フロントエアコン「外気導入・風量 Hi・流量毎時 292m３」リアクーラー「内

気循環・風量 Hi・流量毎時 314m３」換気扇「Hi・流量毎時 129m３」 

 

 

 

 

 

 

換気回数（-/h） 換気量

（ｍ

3/h） 

粒子 0.5-1μm 

減衰率（-/h） 

粒子 1-3μm 

減衰率（-/h） 

ID 前部 後部 平均  前部 後部 平均 前部 後部 平均 

0 0.6 0.5 0.6 5.0 － － － － － － 

1a 9.1 9.5 9.3 85.0 7.7 7.8 7.8 16.0 17.1 16.6 

1b 11.3 11.3 11.3 103.0 4.6 4.7 4.7 12.9 12.7 12.8 

2a 20.7 21.3 21.0 192.0 20.2 20.2 20.2 34.9 39.1 37.0 

2b 22.4 20.2 21.3 195.0 23.6 24.4 24.0 40.2 50.8 45.5 

2c 22.0 22.6 22.3 204.0 42.8 31.6 37.2 77.8 48.4 63.1 

3 16.1 13.0 14.6 133.0 17.2 8.1 12.7 22.6 12.5 17.6 

4a 17.8 18.5 18.2 166.0 20.7 20.5 20.6 31.0 36.2 33.6 

4b-1 55.6 49.8 52.7 482.0 58.3 53.7 56.0 67.7 60.2 64.0 

4b-2 64.7 66.6 65.7 601.0 67.8 62.4 65.1 81.8 70.3 76.1 

5 118.5 114.4 116.5 1066.0 78.8 106.9 92.9 90.9 94.4 92.7 
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図 4 

 

 

5.2  飛沫の動きをシミュレーション 

ストレッチャー上に仰臥位でいる傷病者が咳をしたと想定し、以下のケースで飛沫

の動きをシミュレーションした。いずれのケースにおいても大きな飛沫は傷病者の顔

周辺に落下した。 

5.2.1 換気扇のみを使用 

ゆっくりと後部座席全体に拡散する。１分後、1/3 程度がいまだ浮遊状態。 

5.2.2 換気扇＋フロント AC 

後部座席から運転席側にやや拡散する。1 分後、1/5 程度に減少。 

5.2.3 換気扇＋フロント AC＋リアクーラー 

車内全体に拡散する。1 分後、1/9 程度に減少。 

5.2.4 傷病者のマスク着用あり（5.2.2 の条件下） 

咳による飛沫発生そのものが３割程度に抑えられる。1 分後、1/15 程度に減少。 

5.2.5 セパレータカーテン（前後隔離）を設置（5.2.2 の条件下） 

運転席側への飛沫拡散は防ぐが、後部空間で滞留する。 

5.2.6 セパレータカーテン（換気扇を内側にし、傷病者を囲む。5.2.2 の条件下） 

傷病者以外への飛沫拡散は防げるが、囲われた内側の飛沫濃度は薄まりにくい（図
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5 参照）。 

図 5 

 

 

5.3 換気性能をシミュレーション 

 救急車内が汚染された空気で満たされたと想定し、どの程度の速さで換気が行われ

ているのかをシミュレーションした。実車実験で得られた数値と比較する（表 4 参照）。

※表 4 中央項目内の（完全隙間埋め）は、車両構造上の隙間をデータ上でないものと

シミュレーションした場合の数値。 

 

図 6 
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表 4 

 

5.4  考察 

飛沫拡散の対策として、マスク着用が も効果的であると考える。 

飛沫の拡散を防ぐために、セパレータカーテンを使用することは効果的であるが、

換気性能が 大限に生かせず、飛沫を車内空間に滞留させる可能性がある。また、傷

病者の観察が十分に行えない等の活動障害が生じるため、状況に応じて使用の是非を

決める必要がある。 

実車実験とシミュレーションを比較すると、数値に多少の差は認めるものの、傾向

は同じ結果となった。このことから、換気扇とエアコンを 大限活用することで、救

急車の換気性能は十分に発揮されていると考える。 

実車実験同様に、シミュレーションでも停車時の窓開けによる換気量の大幅な増加

は認められないため、停車時（活動時）は、プライバシー等を考慮して窓を閉めたま

まの活動で問題ないと考える。 

シミュレーションでは、走行時に窓を開放することで、小窓から空気が流入し、車

内で渦を巻くようにして運転席および助手席側の窓へ出ていく（後ろから前へ）空気

の流れができていた（図 6 参照）。車内全体に飛沫が拡散されるが、１分間に１回の換

気量が得られていることから、素早く車内の換気が必要な場合は、有効であると考え

る。 

 

 

 

 

エアコン, 

クーラー, 

換気扇

換気扇のみ
エアコン, 

換気扇

エアコン, 

クーラー, 

換気扇（完

全隙間埋

め）

換気扇のみ

（完全隙間

埋め）

エアコン, 

換気扇, 窓

開け

換気扇の

み, 窓開け

エアコン, 

換気扇, 窓

開け, 

40km/h走行

計算 150 78 178 156 77 187 193 688

実験 195 103 192 195 103 166 133 601
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図 7 

 

 

６ 結論 

目に見えないウイルスや細菌に対して、完全な排除は不可能だが、感染しないため

にあらゆる方法で予防、対策することは可能である。今回の研究結果から、現状の救

急車における 善の換気方法は「換気扇＋フロントエアコン（外気導入）を 大（Hi）

で作動させること」と提案できるが、現場活動をする上で、救急隊員が標準感染予防

策をとり、傷病者・同乗者にはマスク着用に協力していただく等、総合的な対策を重

ねて予防することが、重要である。 

当研究の目的である「救急車内での救急隊員・傷病者・同乗者の感染リスクをでき

るだけ下げること」は、状況に応じて窓を開放し、セパレータカーテンの設置を行い、

事案終了時は、約３分間の車内換気と車内消毒を実施する等の対策も合わせて講じる

ことが出来れば、達成できるのではないかと考察する。 
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【令和 3 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 

 

延焼防止における扇状放水の有用性について 

 

京都市消防局 上田繁温、奥東風太 

 

 

1.  はじめに 

火災現場での放水活動は、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するために最

も重要な活動で、我々消防職員は、少しでも火災による被害を軽減するために、日々

訓練や防御戦術の構築などに努めているところである。 

 また、消火活動に従事する者として、いかに焼損面積を抑えられるかが、市民に対

するプロの消防士としての責任ではないだろうか。 

 しかしながら、出動した火災現場で燃焼拡大や延焼を許してしまい、悔しい思いを

した消防職員も少なくないだろう。 

令和元年版消防白書によると、建物火災における延焼率は、全体平均で 20.2％（延

焼件数 4,193 件）あり、木造建物では 32.4％（延焼件数 2,652 件）にもなる。また、

放水開始時間別の延焼率では、覚知から 10 分を超えて火災最盛期に移行してしまう

と、実に 40％以上となっている。 

ただし、密集市街地以外のデータが含まれていることを考慮すれば、実態としては

密集市街地では更に高い数値になると考えられる。 

燃焼拡大や延焼を防ぐためには、早期に放水を開始することが良いのは当然であり、

最も重要なことは、いかに燃焼拡大経路や隣棟との間隙に、有効かつ的確な放水が実

施できるか、である。 

しかし、火災が拡大する要因として、3 階建て住宅や古い木造住宅、耐火建物など

の密集する街区が数多く存在することや、近年の住宅構造の高気密化、高断熱化、耐

震性の向上などを背景にした建築工法の多様化、複雑化により、延焼の主経路と言わ

れる小屋裏や開口部などへの有効注水が、困難となっていることが考えられる。 

  本研究では、消防研究センター（旧消防研究所）の報告論文や現場経験を基に、延

焼方面などへの有効かつ的確な放水が可能な「扇状放水」を考案した。さらに、消防

機器メーカーＹＯＮＥ株式会社の協力を得て、「扇型放水」を可能とするノズルの試作

品を作製し、現状の放水パターンと「扇状放水」を比較した検証実験結果から、「扇状

放水」により延焼率を低下させることが期待できると考え、提言するものである。 
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2. 火災拡大要因の特徴と問題点 

2.1 建物が密集する街区における火災拡大要因について 

3 階建て住宅や古い木造住宅等が密集する街区などで発生した火災が拡大する大き

な要因は、【写真 1】のような隣棟建物との間隔が非常に狭いことである。 

このような隣棟との間隔が狭い街区での火災は、筒先配備が難しく、有効注水は極

めて困難で、延焼の主経路と言われる小屋裏、軒裏、垂木、開口部などからの放炎に

よって延焼が急速に進行し、一瞬で延焼してしまう現場を幾度となく目の当たりにし

ている。 

   消防研究所報告第 107 号には、「隣棟間隔が概ね 2ｍ以下になると、その空間に筒先

を入れ、両側の建物に有効注水を与えることは困難になる。」と記載されている。 

特に、京都市の中でも建物が密集している地域では、隣棟との間隔は極端に狭く、

20cm にも満たない街区が数多く点在している。 

このような狭隘な間隔で軒を連ねている場合では、その間隙への有効な注水はさら

に困難性を増し、確実に延焼を食い止めなければ、大規模街区火災へと進行してしま

う。 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、【写真 2】のように、建物間隔が約 20cm と想定した間隙へ放水した場合、

通常の筒先によるフォグ放水だと、放水形状が筒状（円状）で厚みが約 100cm となり、

両側の建物が障害となり間隙に入る放水の量は当然少なくなる。有効な放水面積を面

積割合で計算すると、この場合、全放水量（約 450L/min）の約 25％（約 110L/min）

しか入らないうえに、【写真 3】のように放水の先端部では噴霧状に分散されるため、

更に到達する放水量は少なくなり、到達距離も短いことから、消火能力は低く、有効

な放水であるとは言えない。 

 

 

 

 

 

【写真 1】隣接建物との距離が近い様子 

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-150-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、棒状放水の場合では、【写真 4】のように狭い建物間隙に水は入るが、ほとん

どが建物背面まで突き抜けている。 

これでは対面放水による危険性が高いうえに、関係のない場所での水損の発生や建

物内の収容物を破壊してしまう恐れもある。 

また、放水の厚みも約 15cm と狭いため、熱遮断効果は低く、延焼阻止に有効な放水

であるとは言えない。 

以上のことから、フォグ放水や棒状放水では、垂木や 2 階及び 3 階の開口部など、

複数箇所からの放炎に対して、一線放水で延焼を阻止するには効率的ではなく、効果

も低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 住宅構造における火災拡大要因について 

2008 年 9 月発行の消防研究所報告第 105 号には、「隣棟間隔なしで建物同士が接す

る場合の延焼阻止は、棟間に注水することができないため大変困難である。したがっ

て被延焼建物の最上階天井を小破壊し、小屋裏に注水する方法がとられる。」と記載さ

れている。 

 

筒状 噴霧状 

【写真 3】フォグ放水の形状 

大部分の放水が 

突き抜けている 放水幅約 15cm では、放炎に

対する熱遮断効果が低い 

【写真 4】棒状放水の形状 

 

 

放水幅 100cm 

【写真 2】20cm の間隙へフォグ放水した様子 

450L/min で放水 

20ｃｍ 

25％程度（約 110L/min）

しか入らない 
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しかしながら、近年の住宅構造の高気密化、高断熱化、耐震性の向上などにより建

築工法が多様化、複雑化した建物は、【写真 5】のように、天井板や界壁の強度が増し

て破壊が困難になったことや、小屋裏（天井裏）は垂木、母屋、断熱材などで非常に

密集している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような空間に火が入れば、火炎の伝播は早く、瞬く間に燃焼拡大してしまう。 

消火活動のため破壊を試みるが、強固な部材は破壊に時間が掛かるうえ、小破壊し

かできなかった狭い開口部から、棒状放水やフォグ放水で注水しても、放水範囲が局

所的になることに加えて、障害物も多いために放水死角となる範囲も広く、燃焼が継

続し拡大することになる。 

また、【写真 6】のような点検口は、小屋裏への放水時に有効と判断し筒先配備をす

ることがあるが、天井の隅などに設置されていることが多く、ホースを取り回すスペ

ースがほとんどなく、放水が一方向に限定されてしまう。 

このような狭い場所からの注水は、【図 1】のようになり有効な放水活動ができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
【写真 5】密集した屋根裏の様子 

火炎が伝播しやすいグラスウールなどの断熱材 

密集した頑丈な梁や垂木が、破壊や有効注水を困難にしている 

【図 1】狭隘狭所な開口部から 

小屋裏へ放水した場合 

ホースも振れないため 

局所的な放水になる  

【写真 6】狭所な点検口

点検口 
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3. 火災拡大要因の解決策 

前述のとおり、今までの棒状放水やフォグ放水は、狭隘密集した空間への注水には

不向きで、結果として火勢を抑えられずに高速度の燃焼拡大や延焼を許していたと推

測される。 

そこで、このような経験を活かし、放水のターゲットに対して有効かつ的確に注水

ができる放水パターンはないかと考えた結果が、今回提言する扇状の放水パターン、

名付けて「扇状放水」である。 

この「扇状放水」が放水活動の選択肢に追加されれば、小屋裏などの狭隘空間や隣

接する建物との間隙が狭く延焼阻止が難しかったケースにも対応できる。 

また、放水幅を広範囲に設定していることで、小屋裏などの狭所で密集した空間や

例えば 2 階と 3 階の窓からの放炎といった複数箇所からの放炎に対しても、一口放水

で覆うことが可能となるので非常に有効である。 

 

4. 扇状放水とは 

「扇状放水」とは、現行の放水パターンにはない新たな放水パターンである。 

 その名のとおり筒先から出る放水パターンが扇形になっており、イメージとしては

高圧洗浄機のような放水パターンである。【写真 7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として、狭隘密集した空間に対する延焼阻止を目的としており、様々な放水のタ

ーゲットに対して、放水方向を縦方向や横方向に使い分けるなど柔軟に対応すること

で、より効果を発揮すると考えられる。 

 

5. 扇状放水の効果について 

5.1 試作品の作成 

「扇状放水」の効果を検証するため、次の（1）から（7）までをコンセプトとして、

ＹＯＮＥ株式会社の協力を得て試作品を作製した。 

（1）現在当局で使用しているＹＯＮＥ製のスパコンノズルに装着でき、放水量が

450L/min 以上維持できること。 

  

【写真 7】高圧洗浄機の放水パターン 
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（2）狭隘空間に対応できるよう放水の厚みが、20cm 以下であること。 

（3）広範囲に放水できるよう、放水角度が広いこと。 

（4）垂木や 3 階の開口部など高所の放炎にも対応できるよう、放水距離が 10ｍ以上

であること。 

（5）隊員の負担軽減のため、軽量で持ち運びに支障がないこと。 

（6）安全性及び迅速性から、スパコンノズルへの装着が確実かつ容易であること。 

（7）誤操作防止のため、装着後のノズルの操作に影響しないこと。  

完成した試作品は【写真 8】のとおりで、大きさ 8.5cm×10cm、重さ約 318ｇ、スパ

コンノズルへの装着に要する時間は約 10 秒である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 試作品による扇状放水の形状 

試作品を用いて放水した結果は、【写真 9】及び【写真 10】で、放水角度は約 100 度

の扇型の放水パターンが形成され、放水量も 450L/min 以上で、放水距離は 15ｍ以上

あり、3 階の開口部にも到達し、スパコンノズルの操作にも全く支障はなかった。 

また、放水の厚みも約 20cm で、30cm の建物間隙に対して的確に放水できていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 8】試作品

カラビナ掛け 

 

トグルラッチではめ込む 
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5.3 扇状放水の熱遮断効果について 

次に、実火勢に対する「扇状放水」の熱遮断効果を検証した。 

検証は、「縦方向の火勢に対する熱遮断効果」と「横方向の火勢に対する熱遮断効果」

についてそれぞれ検証した。 

まず、縦方向の火勢に対する検証である。 

検証方法は、【写真 11】のように、燃焼台から高さ 100cm の位置に温度センサーを

3 箇所設置し、温度変化を測定することとした。 

【写真 12】のように火勢が最盛期になった時点で、温度センサー下に「扇状放水」

を行う。このときに温度センサーの測定数値に低下が認められれば、熱遮断されたこ

とが証明される。 

 

15ｍ 

角度 100° 

10ｍ 

5ｍ 

【写真 9】試作品を用いた扇状放水パターン 

放水量：450L/min 

扇状の放水パターンが 

形成されている 

【写真 10】試作品を用いて、建物間隙に放水した様子 

 

 
 

3 階まで届いている 

角度 100° 

放水が間隙に的確に入っている 

450L/min で放水 

建物間隙 30cm 

放水幅 20cm 
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熱画像カメラにより温度変化を可視化したものが、【写真 13】である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定数値は、【表 1】のとおりで、火勢の温度が 548℃に達した時点で放水したとこ

ろ、放水のわずか 5 秒後には一気に 120℃に低下し、10 秒後には 53℃、20 秒後以降は

20℃以下になっている。 

放水停止後は、再び温度上昇に転じているものの、放水による冷却効果もあり、温

【写真 11】縦方向の設定 【写真 12】燃焼の状況 

 

燃焼台 

燃
焼
台
と
温
度
セ
ン
サ
ー
の
距
離

1
0
0
c
m
 

温度センサー 

 

扇状放水

の水幕 

温度センサー 

  

  

 

【写真 13】熱画像カメラの画像 

下方から撮影したもの 

正面から撮影したもの 

温度センサー 

温度センサー 
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度上昇は緩やかである。 

また、【写真 13】の温度変化を可視化した画像が示すとおり、高温化していた炎を

「扇状放水」が遮断している様子がわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、横方向の火勢に対する検証である。 

検証方法は、【写真 14】の設定で実施した。 

【写真 15】のように、建物開口部からの放炎をイメージし、放炎口に温度センサー

を１箇所、隣接建物の壁体に見立てた板に温度センサーを 3 箇所設置し、40cm の間隙

に「扇状放水」を行い、その温度変化を測定した。 
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548℃ 
放水 5 秒後：120℃ 

10 秒後：53℃ 

【表 1】縦方向の測定数値 

184℃ 

20℃以下 

【写真 15】燃焼の状況 

 

 
放炎口 

放炎口 

温度センサー 

温度センサー 

扇状放水の水幕 

 

燃焼台 

温度センサー 

放炎口と温度センサー 

の距離 40cm 

放炎口 

【写真 14】横方向の設定 
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熱画像カメラにより温度変化を可視化したものが【写真 16】である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 16】の画像が示すとおり、高温化していた炎を「扇状放水」が遮断している

様子が表れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

測定数値は【表 2】のとおりで、放炎口の温度が 924℃、温度センサーの温度が 765℃

に達した時点で放水したところ、隣接建物の壁体と仮定した温度センサーの数値は、

放水直後に一気に温度低下を示し、放水 5 秒後には 46℃に低下し、以降 40℃前後を推

移していた。 

また、放水停止後も、放水による冷却効果により 100℃を下回っている。 

5.4 小屋裏等の狭隘密集した空間への放水効果について 

 【写真 5】のように、梁や垂木などが密集した、狭隘な空間への放水効果について

検証した。 

【写真 14】横方向の設定 

  

温度センサー 温度センサー 

放炎口 
放炎口 扇状放水の水幕 

【写真 16】熱画像カメラの画像 
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上段 中段 下段 放炎口

放炎口：924℃ 放水 放水 5 秒後 

放炎口：340℃ 

200℃台推移 

【表 2】横方向の測定数値 

放水 5 秒後 

温度センサー：46℃ 

温度センサー：765℃ 
100℃以下推移 

放水停止 
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 【写真 17】のように、天井と梁に見立てた 16cm の間隙に対して放水を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォグ放水は筒状の放水パターンのため、16cm の間隙に対して放水が入らず、有効

水量が確保できていないうえに、【写真 3】のとおり噴霧状態となるため奥方向へは放

水が到達していない。 

一方、「扇状放水」では、水平方向に放水することで間隙に合致し、広範囲に放水が

できている。 

さらに、【図 2】のように天井を小破壊し放水したい場合には、ホースの取り回しス

ペースのない室内や小さな開口部からでもノズルの先端さえ空間に入れば、筒先の方

向を変えなくても広範囲に放水することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

扇状放水 

間隙に水が入り，奥まで届いている 

フォグ放水 

間隙に水が入っていない 

【写真 17】小屋裏（狭隘密集空間）への放水 

ホースが振れなくても 

広範囲に放水できる 

【図 2】狭隘狭所な開口部から、小屋裏へ放水した場合 

点検口 
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6. 検証結果からの考察 

 熱遮断効果の検証結果から、縦横両方向とも良好な結果が認められた。 

 縦方向の火勢に対する検証では、温度センサーに火炎がダイレクトに輻射している

状況下で、熱を完璧に遮断できていたことが証明された。 

特に、横方向の火勢に対する検証では、実火災のような建物の開口部からの放炎を

イメージしており、建物間隙 40cm の狭隘空間に対しての有効性が認められた。 

 また、放水停止後も、十分な放水量によって壁体を冷却した効果により、温度上昇

を許さなかった点も活動上有効である。 

 さらに、小屋裏等の狭隘密集した空間での検証では、扇状の特性が最大限活かされ

た結果となった。 

 

7. まとめ 

今回、火災現場での経験と反省により考案した「扇状放水」について検証してきた。 

以上のような顕著な効果が認められたことで、今までの放水パターンでは対応でき

なかった狭隘密集した空間の火災防御に対して、非常に有効であることが証明された。 

また、消防力が著しく劣勢な状況下で、火災拡大を防げずにいた場面や延焼阻止に

多くの部隊が必要な場合でも、この「扇状放水」を用いれば少数部隊で対応ができる

と考える。 

 これは、通常の火災防御においても例外ではなく、今まで 2 隊以上で対応していた

場面でも、この「扇状放水」を用いれば 1 隊で対応可能な場面も増え、消防力を優勢

にすることができる。 

 小規模消防本部などでは、特に有効ではないだろうか。 

また、「扇状放水」の広範囲に放水できる特徴を活かせば、山火事や下草燃焼などの

消火活動にも有効活用できる。 

引き続き本研究を継続し、更に効果的で現場のニーズに応えられる「扇状放水」を

追求することができれば、必ず延焼率の低下と焼損面積の減少につながるものと確信

している。 
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【令和 3 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 

 

迷走電流により出火した火災について 

 

川崎市消防局 秋田勇紀、柏原 研、水田啓介 

 

 

1. はじめに 

 本火災は、共同住宅の地下補修工事に伴う溶接作業中に発生した火災である。焼損 

箇所は、溶接場所とは離れた廊下天井面に敷設されているアース線に限られ、当初、

火災原因調査は困難を極めた。 

 しかしながら、焼損したアース線を辿り、さらに溶接場所の抵抗値等の状況を徹底

して調査することで、アーク溶接時の溶接電流が、帰線回路に戻らず迷走した可能性

を導き出した。さらに、溶接機を製造業者とともに鑑識することで、溶接機本体の構

造的な問題を発見し、この不具合箇所が本火災の発生に関与していることを明らかに

した。併せて燃焼実験を実施することで、調査員が立てた仮説を客観的な焼損状況か

ら裏付け、科学的な根拠に基づく原因判定に繋げた。 

 各調査の結果、溶接作業手順、現場の環境及び溶接機の構造が複合的に起因して本

火災が発生したと結論付け、各関係業者に再発防止対策を図らせた事案である。 

 

2. 火災概要 

2.1 出火日時 令和 2 年 4 月 11 時 12 分頃 

2.2 出火場所 川崎市中原区（共同住宅） 

2.3 被害状況 

 人的被害なし、地下 2 階コンセント用アース線約 20 メートル及び各収容物焼損 

 

3. 出火前の状況 

 現場の各状況を図 1 に示す（図 1 参照）。 

 焼損建物の地下 2 階は、前年の台風で被害を受けたため、ALC 板の張替作業が行わ

れる予定となっており、この修繕工事を A 社が請け負い、下請け企業と共に、4 月か

ら現場に入り各工事が行われていた。 

 出火当日の作業は、バッテリー溶接機（以下「溶接機」という。）を使用した溶接作

業が行われる予定となっており、具体的な溶接作業は、ALC 下地鋼材を階段鉄骨へ仮

止め作業することとなっていた。溶接作業で使用される溶接機は、下請け企業がリー
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ス会社を通じて現場に調達したもので、B 社製となっている。 

 溶接機は、地下 2 階ドライエリア室の 100 ボルトコンセントに電源プラグを差し込

んで電源をとり、ケーブルを延ばして溶接場所のピットまで配線しており、溶接電流

やアースクランプ等の設定を行ったのち、10 時 30 分から溶接作業が開始された。 

 

4. アーク溶接について 

 溶接機は本来、出力端子から出た溶接電流は、溶接場所において溶接棒ホルダ、溶

接鋼材及びアースクランプを介し帰線回路（ケーブル）を経て溶接機本体の出力端子

に戻ることで、溶接電流のループを形成して回路となり、アーク溶接が可能となるも

のである。プラス、マイナスの各出力端子にどちらのケーブルを繋ぐかは、当該作業

内容によって極性を選択することとなっており、本火災現場では、溶接機の出力端子

プラス側にアースクランプ、出力端子のマイナス側に溶接棒ホルダのケーブルが設定

される正極性となっており、鋼材溶接の繋ぎ方としては適切であった。よって、今回

の設定方法では、溶接機⇒アースクランプ⇒鋼材⇒溶接棒ホルダ⇒溶接機の順で溶接

電流回路を形成し、作業が行われていた。（図 1 参照） 

 

5. 発見・通報状況 

 作業員は、溶接作業を始める前に溶接機の出力（溶接電流値）を 大に近い値に設

定した。10 時 30 分頃から ALC 下地鋼材の溶接作業を実施していたところ、作業を開

始して 1 時間も経たない位で火花が飛ばなくなって電圧が弱くなるのを感じた。この

とき作業員は、バッテリー溶接機のため、充電量が低下したことにより起きた現象と

考えたことから、作業を中断して溶接機の確認に向かうと、共用廊下天井面のケーブ

ルラックに敷設されているアース線から白煙が上がっている本火災を発見したため、

施設職員により 119 番通報されたものである。 

 

6. 第 1 回実況見分（初期の見分） 

 A 社立会いのもと、現場の焼損状況を見分すると、焼損が認められるのは、ケーブ

ルラック上のアース線を中心としたものであり、約 20 メートルにわたって全体が同

じように焼け、緑色の配線被覆が溶融、焼失及び炭化して内部の銅線が露出しており、

この焼損状況からアース線全体が発熱した様相を呈しているのが認められる。また、

このアース線を丁寧に辿ると、複数の部屋の天井面を経由し、ドライエリア室の防水

コンセントに接続されているのが認められる。当該コンセントには、出火時使用して

いた溶接機の電源プラグが差し込まれており、ここから溶接機の電源をとり溶接作業

をしていることが分かった。（図 1 及び写真 1～4 参照） 
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7. 実況見分の方針 

 本火災の焼損物件はドライエリア室防水コンセント用アース線を中心としたもので

ある。アース線は本来、接地の役割で使用されるものであり、機器の使用電流が継続

的に流れ続ける物ではない。しかしながら、初期の見分結果からアース線は約 20 メー

トルにわたって全体的に発熱して焼損したと考えられ、何らかの大きな電流がアース

線内を流れた可能性が高い。また、出火当時、地下 2 階ではピット内において ALC 板

の張替工事に伴ったアーク溶接の作業を行っており、当該溶接作業に使用された溶接

機の電源は、焼損したアース線が接続されているドライエリア室防水コンセントから

とっている。焼損したアース線は、当該溶接工事箇所から離れた場所ではあるが、「溶

接機（溶接電流）」と「焼損したアース線」は何らかの繋がりがある可能性が高いと考

え、アース線の詳細な焼損状況の見分、建物構造の把握及び溶接場所の状況を第 2 回

実況見分で調査することとした。 

 

8. 第 2 回実況見分 

8.1 アース線の状況 

 溶接機本体の電源プラグから順次、アース線に向かって状況を見分する。 

 ドライエリア室防水コンセントは、2 口の接地極付コンセントとなっている。溶接

機の電源プラグを抜いて状況を見分すると、電源プラグが差し込まれていた側のアー

スピン差込口が焼け、炭化しているのが認められる。（写真 5、6 参照） 

 次に、焼損しているアース線全体を見分するため、電線管等を随時取り外しながら

アース線を取り出し、どの位置まで焼損しているのかを確認すると、ケーブルラック

上を延びている焼損したアース線は、壁面を貫通し、発電機室と呼ばれる部屋内に引

き込まれている。発電機室に入りアース線を辿ると、天井付近に設けられている金属

製ボックス内において、黄色のコネクタにより各アース線計 5 本とともに、かしめら

れているのが認められる。（図 1 及び写真 7、8 参照） 

 焼損したアース線を見分すると、コネクタの手前まで焼損が認められ、配線被覆に

溶融や亀裂が認められる。また、焼損したアース線はコネクタ内で発電機室の照明器

具レースウェイのアース線とともにかしめられている。このことから、焼損したアー

ス線は、コネクタ内において照明器具レースウェイのアース線を介し、照明器具レー

スウェイ、吊りボルトを経て、建物構造材であるデッキプレート及び建物躯体と電気

的に繋がっていることが分かった。（図 1 及び写真 9、10 参照） 

8.2 溶接場所の状況 

 溶接場所であるピット内に移動し、各設定状況等を見分する。 

 溶接場所には、金属製足場及び ALC 下地鋼材が認められる。ALC 下地鋼材は、 上

部において階段鉄骨への仮止め作業が行われており、このため、階段鉄骨と ALC 下地
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鋼材を仮固定するための金属製クランプが設定されている。このことから、ALC 下地

鋼材は、仮固定用の金属製クランプを介し、階段鉄骨及び建物躯体と電気的に繋がっ

ていることが分かった。（図 1 及び写真 11、12 参照） 

 ALC 下地鋼材の 下段には、アースクランプが設定されている。ここでアースクラ

ンプと ALC 下地鋼材溶接箇所の抵抗値を測定すると、51.21 メガオームと高い抵抗値

を示す。さらに、ALC 下地鋼材自身の抵抗値を知るため、アースクランプや溶接箇所

とは関係のない箇所を測定すると、OL を示す。これについて A 社は、「鋼材の表面塗

装の厚みなどが抵抗値に影響するため、アースクランプを設定する際には、事前に塗

装面の剥離を行うこととなっています。」と説明する。（写真 13 参照） 

 アースクランプを取り外し、塗装面の剥離状況を確認すると、火災発生時のアース

クランプ設定箇所は、他の作業で作られていた剥離箇所と比較して、塗装の剥離面積

が明らかに狭いのが認められる。（写真 14 参照） 

 

9. 現場調査結果 

 火災現場の実況見分結果から、焼損したアース線とアーク溶接が行われていた ALC

下地鋼材は、各金属部品や建物躯体等を介して電気的に繋がっていることを確認した。

さらに、アースクランプ設定箇所は、塗装面の剥離面積が狭く、抵抗値が高い状態に

あることが分かった。 

 このことから、本来であれば、溶接機本体プラス出力端子⇒アースクランプ⇒ALC 下

地鋼材⇒溶接棒ホルダ⇒溶接機本体マイナス出力端子と巡る溶接電流は、今回、アー

スクランプ設定箇所の抵抗値が高いことが影響して、溶接機本体電源プラグアースピ

ン⇒ドライエリア室コンセントアースピン差込口⇒アース線（20 メートル）⇒発電機

室アース線かしめ箇所⇒照明器具レースウェイ⇒吊りボルト⇒デッキプレート⇒建物

躯体⇒階段鉄骨⇒ALC 下地鋼材仮固定用金属製クランプ⇒ALC 下地鋼材⇒溶接棒ホル

ダ⇒溶接機本体マイナス出力端子と巡り溶接電流の回路を形成した可能性がある。こ

れらアーク溶接時に発生する溶接電流が何らかの原因で予期しない回路に流れてしま

う現象（以下「迷走電流」という。）が発生したことについて、さらなる調査が必要と

思われた。（図 2 参照） 

 ここで調査員に疑問が生じる。溶接機本体の回路図の一部を図 3 に示す。溶接機の

アースピンを含むアース経路に溶接電流が流れたと仮定をすれば、前記の迷走電流の

経路は説明がつく。しかしながら、図 3 にあるとおり、各出力端子とアース経路は絶

縁されていなければならないはずであり、製品の構造上、出力端子から出た溶接電流

がアース経路には流れない造りとなっている。それにもかかわらず、現場の調査結果

から前記の迷走電流が発生した可能性が高いことから、溶接機自身にも何らかの要因

があると思われ、溶接機自身の製品鑑識が必要となった。（図 3 参照） 
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10. 第 3 回実況見分（鑑識） 

 A 社、B 社及び当該溶接機を所有し下請け企業に貸し出していたリース会社である C

社立会いのもと、製造業者である B 社において、溶接機の鑑識を実施する。 

10.1 製品の仕様 

 製品は、B 社が製造・販売するアーク溶接用のバッテリー溶接機で、機械本体は上

段に溶接・充電制御系統、制御盤及び出力端子を配置し、下段にバッテリーを搭載し

た二段構造となっている。バッテリー（直流）からの電源供給によってアーク溶接を

行うもので、溶接電流範囲は 30～180 アンペア、充電電流は単相 100 ボルト・15 アン

ペアとなっている。 

10.2 製品外周部の状況 

 製品の制御盤及び出力端子側を正面とする。さらに、各面に正対し、上下左右と各

方向を呼称し、同等品と比較しながら見分を進める。火災現場使用製品（以下「現場

製品」という。）の正面を見分すると、上段は主に中央から左寄りにかけて制御盤とな

り、各スイッチ、表示盤及び表示灯が配置されている。右寄りは、出力端子が配置さ

れており、溶接ケーブルが垂れ下がっている。また、出力端子を保護するように、金

属製の出力端子カバー（以下「端子カバー」という。）が覆っている造りとなっている。

各外周部及び電源コードに焼損は認められない。（写真 15 参照） 

10.3 絶縁抵抗値測定状況 

 B 社によると、製品の本体はボディアースとなっているので、電源プラグのアース

ピンとボディの金属部分は、同じアースの役割で繋がっている。よって、各出力端子

とアースピン間は絶縁となっていなければならない。絶縁抵抗計（125 ボルト）を使

用して、各出力端子と電源プラグのアースピン間を測定すると、同等品は各出力端子

（プラス及びマイナス側）とアースピン間は OL を示したが、現場製品は、出力端子と

アースピン間は、プラス及びマイナス側共に 0 オームを示している。このことから、

どこかの部分で短絡しており、電気的に繋がっていることを確認した。（写真 16 参照） 

10.4 バッテリー残容量及び 終設定履歴の状況 

 B 社によると、現場製品の電源を入れるとバッテリー残容量と 終設定履歴を確認

することができる。電源を入れると、バッテリーは 50 パーセント以上の残容量がある

ことを示す。このことから、出火前に溶接作業員が感じた「火花が飛ばなくなった。

電圧が弱くなった。」のは、バッテリー残容量の問題ではないことを確認する。溶接電

流表示部（ 終設定）は 120 アンペアとなっている。（写真 17 参照） 

10.5 端子カバーの状況 

 B 社によると、端子カバーは、各出力端子の金属部を保護するために設けている物

で、カバー裏面に厚さ 1 ミリメートルの天然ゴム製絶縁ラバーを貼り、出力端子の絶

縁性を保護している。現場製品の端子カバーを上方に開放して内部を見分すると、出
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力端子は右側がプラス、左側がマイナスとなっており、それぞれの端子部には、溶接

ケーブルが金属製蝶ネジによって接続されている。蝶ネジの向きは、マイナス側が横

向き、プラス側が縦向きとなっている。（写真 18、19 参照） 

 絶縁ラバーを見分すると、右端から 1 センチメートル、奥側から 5 センチメートル

の箇所が焼けて一部炭化しており 大で直径 2 センチメートルの開口が認められ、周

囲もひび割れている。ここで、端子カバーを下げながら、この焼損箇所と接触する部

分があるか確認すると、プラス側の出力端子に接続されている蝶ネジのウイング先端

と一致し接触することを確認する。なお、蝶ネジの向きが横向きであるマイナス側に

ついては、絶縁ラバーとの接触は認められない。（写真 19、20 参照） 

10.6 同等品との比較状況 

 同等品については、蝶ネジの向きにかかわらず絶縁ラバーとの接触は認められない。

B 社によると、この製品は、2018 年に端子カバー部のマイナーチェンジを施しており、

端子カバーを全閉したときに出力端子部との隙間を作るようにしたとのことで、現場

製品はマイナーチェンジ前の物であることが分かった。現場製品及び同等品の端子カ

バーを全閉にして状況を比較見分すると、同等品については溶接ケーブルとの隙間が

あり、内部の蝶ネジ等が見通せる状態であるのに対し、現場製品は溶接ケーブルとの

隙間がほぼなく内部を確認することはできない。（写真 21、22 参照） 

10.7 端子カバー等の展開状況 

 各部品を取り外して展開し状況を見分すると、端子カバー裏面と接触していた現場

製品のプラス側蝶ネジのウイング先端が一部溶融して欠損している箇所が認められる。

このことから、当該箇所で出力端子とボディ（端子カバー）が短絡していたことが明

らかになった。（写真 23、24 参照） 

10.8 内部構成部品の状況 

 本体外枠を取り外し、内部の状況を見分するも、制御基板や電気配線等各構成部品

に焼損はなく、ヒューズの溶断も認められない。（写真 25 参照） 

10.9 溶接テストの状況 

 現場製品の溶接出力状況の健全性を確認するため、溶接テストを行う。120 アンペ

アに設定してテストを行うと、異状なくアーク溶接が可能であることを確認する。（写

真 26 参照） 

10.10 アース線燃焼実験 

 火災現場で焼損したアース線の直径は 1.6 ミリメートルで、使用可能電流は 27 ア

ンペア以内となっている。ここで、同型のアース線及び現場製品を使って溶接回路を

設定し、この回路の途中にアース線を設定することにより、各溶接電流に対するアー

ス線の焼損状況の観察を実施する。溶接電流は、120 アンペア、100 アンペア、80 ア

ンペア及び 60 アンペアとし、実験時間は任意に 80 秒とする。実験を実施したところ、

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-166-



 

 

120 アンペア及び 100 アンペアについてはアース線から多量の白煙、80 アンペアにつ

いてはアース線から若干の白煙がそれぞれ上がり、配線被覆が焼損する状況が認めら

れたが、60 アンペアについては、白煙等は認められなかった。（写真 27 参照） 

 火災現場で焼損したアース線と比較すると、120 アンペアの焼損状況と一致してい

る。また、120 アンペアは出火時の溶接電流として設定されていた値であり、白煙の

噴出状況も火災発見時の状況と酷似していると考えられた。このことから、火災現場

では、アース線に 120 アンペア近い電流が流れたことを燃焼実験から立証するととも

に、溶接機の溶接電流（120 アンペア）が迷走電流として流れたことを裏付けること

に繋がった。（写真 28 参照） 

 

11 検討結果及び結論 

 各実況見分、鑑識及び燃焼実験等を総合的に検討した結果、以下のように考察し結

論づけた。 

 溶接場所である ALC 下地鋼材と溶接機のアースは、様々な建物躯体等を介して電気

的に繋がっていた。 

 ALC 下地鋼材は塗装面の厚み等が影響して抵抗値が高かったが、溶接作業前のアー

スクランプ設定時、塗装面の剥離が十分ではなく、潜在的に通常の溶接電流の回路に

は高い抵抗が存在していた。 

 溶接機は、マイナーチェンジ前の物であり、蝶ネジ締め付け時のウイングの向き等

によっては、出力端子と端子カバーとのクリアランスに変化が生じ、端子カバー裏面

の絶縁ラバーに接触する造りとなっていた。 

 溶接機は 120 アンペアに設定され溶接作業が開始されたが、溶接機の端子カバーと

プラス側出力端子蝶ネジは、ウイングが絶縁ラバーに食い込み、わずかに接触するか

若しくは接触する寸前であり、端子カバーと蝶ネジのわずかな隙間が時間経過に伴う

機器及び蝶ネジ接触部の熱又は絶縁ラバーの損傷等で電気がより通りやすくなったこ

とで、本来絶縁されているはずのアース経路を含む溶接機本体とプラス側出力端子間

で短絡した。 

 作業員が溶接途中に「溶接のパワーが落ちた。」と感じたのは、鑑識の結果、バッテ

リーの残量が十分であり、なおかつ機器の溶接出力回路に異状がなかったことから考

察して、このタイミングで機器が短絡しアース経路に迷走電流が流れることになった。 

 その結果、抵抗の高いアースクランプ側には溶接電流は流れず、溶接機本体電源プ

ラグアースピン⇒ドライエリア室コンセントアースピン差込口⇒アース線（20 メート

ル）⇒発電機室アース線かしめ箇所⇒照明器具レースウェイ⇒吊りボルト⇒デッキプ

レート⇒建物躯体⇒階段鉄骨⇒ALC 下地鋼材仮固定用金属製クランプ⇒ALC 下地鋼材

⇒溶接棒ホルダ⇒溶接機本体マイナス出力端子と巡り、溶接回路が形成されたことで、
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この回路上にあったドライエリア室コンセント用アース線が 120 アンペア近い溶接電

流が流れて発熱し、出火した可能性が高いと結論付けた。（図 4 参照） 

 

12 再発防止に向けての措置 

 本火災は様々な要因が複合的に起因して発生した火災であるが、A 社、B 社及び C 社

に以下の火災予防対策を図らせることになった。 

12.1 A 社の対応 

 溶接機は、取扱説明書の中で、安全のために D 種接地工事以上で、接地抵抗が 100

オーム以下になるよう接地することを求めている。このことから、地下 2 階で作業す

る際も、吹き抜けを利用し、1 階の植栽帯にボディアースを取らせることとした。さ

らに作業マニュアルを再度各作業員に徹底させ、アースクランプを設置する部位の下

地鉄骨錆止め塗装は、確実に除去してから作業を開始することとなった。 

12.2 B 社の対応 

 今回、様々な要因が重なったものではあるが、 終的に出力端子と端子カバーが短

絡しなければ本火災は起きなかったものである。また、鑑識の結果、マイナーチェン

ジ前の製品は、構造的に本火災と同様の事象が起きてしまう危険性が存在している。

このことから、B 社に対し現場製品と同じ仕様（端子カバー部）となっている製品の

出荷台数を照会したところ 3,405 台との回答を得た。B 社と協議を重ね、全国の各販

売店及びユーザーに対し、製品の自主点検を文書により発出して周知することとし、

必要により絶縁ラバー等を交換する対策をとることとなった。 

12.3 C 社の対応 

 C 社が保有している本製品の全数確認を行うとともに、リース出荷前の点検項目の

見直しを行い「端子カバー裏面の絶縁ラバーに損傷がないか」の確認を追加すること

となった。 

 

13 おわりに 

 火災現場には「出火箇所」があり、また出火箇所には「火源」があり、ここから焼

けの方向性や強弱が生まれる。調査員は、これら通常の現場の見方・見極めについて

は知見もあり、出火箇所と火源が比較的近接している場合には調査活動がスムーズに

進むことが多い。しかしながら本事案は、出火箇所と溶接行為場所が離れていたこと

から、当初は溶接行為自体が火災と因果関係があるか分からない状況で、約 25 メート

ル離れたアース線からなぜ出火したのか、疑問の多い火災調査現場であった。 

 こうしたなか、小さな痕跡等も見逃さないよう、広大で複雑な現場の焼損状況等を

丁寧に見分し、関係者からの詳細聴取や燃焼実験を行った結果、火災のメカニズムを

つきとめ、本火災原因判定に結びつけることができたものである。本事案が全国で発
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生する同様の事案に対しての参考となることを願うとともに、今後も引き続き火災に

よる被害をなくすため消防行政としての責任を果たしていく所存である。 

 

               図 1 現場の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 現場の状況          写真 2 アース線の焼損状況 
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写真 3 アース線の焼損状況        写真 4 溶接機の状況 

 

 

写真 5 コンセントの状況      写真 6 アースピン差込口の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7 発電機室の状況       写真 8 アース線かしめ箇所の状況 
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写真 9 アース線の焼損状況        写真 10 アース線の焼損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 11 溶接場所の状況        写真 12 溶接箇所の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 13 抵抗値測定状況        写真 14 塗装の剥離状況 
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図 2 迷走電流の状況 

 

 

図 3 回路図の状況 
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写真 15 正面の状況        写真 16 絶縁抵抗値測定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 17 制御盤の状況         写真 18 端子カバーの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 19 絶縁ラバーの焼損状況        写真 20 接触状況 
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写真 21 同等品の隙間の状況      写真 22 現場製品の隙間の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 23 展開状況         写真 24 蝶ネジの溶融状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 25 内部構成部品の状況      写真 26 溶接テストの状況 
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写真 27 燃焼実験の状況     写真 28 アース線（120 アンペア）の状況 

 

 

 

図 4 出火に至る状況 
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【令和 3 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 

 

物品販売店舗での来客者用電子レンジの火災に対する火災予防対策奏功事例 

 

西宮市消防局 細田郷介、森 将史、安川京宏 

 

 

１．事例の概要 

  今回の事例は、管内の物品販売店舗内において、客が利用する電子レンジから発

生した火災が２件、事後聞知の状態で発見された。科学的な鑑識見分及び同型品を

用いた再現実験を実施した結果、出火原因を、従業員が拭き掃除するなどの外的な

要因で、タイマーつまみが意図せず回り、庫内に何も入っていない電子レンジが作

動し続け庫内が加熱、回転軸が溶融しターンテーブルが停止、ターンテーブル下部

の回転ローラーに、マイクロ波が集中し、高温となり発火したと特定できた。 

速やかに、電子レンジ関連会社に対し対策を指示した結果、次期機種以降、回転

軸素材の難燃グレードを上げ、タイマーに誤って触れても動きにくい構造とするこ

となどを実現し、さらに出火元の系列物品販売店舗及び市内の物品販売店舗に対し、

電子レンジの配置を監視が行き届く位置へ変更させるなど、具体的な対策により類

似火災防止に寄与した。 

電子レンジを不特定多数の者が利用できる場所で配置している店舗は多数あり、

西宮市でも多くの店舗が配置しているが、今回、火災を発生させた店舗に対する火

災予防対策はもちろんであるが、市内にある他の店舗に対しても、防火保安協会を

通じて対策を講じることができた。 

今まで、不特定多数の者が利用しても問題はないと思われていた電子レンジの危

険性を、物品販売店舗及び市民に周知し、対策を講じたことは、非常に有益であっ

た。また、事例を発表することで全国の店舗に対しても火災予防対策として周知で

きれば幸いである。 

２．火災の概要 

  本事例は、鉄骨造地上２階地下１階建の物品販売店舗において、１階の店舗出入

口横に設置していた電子レンジを焼損した事後聞知火災である。 

  なお、同じ場所で同じ会社の電子レンジが約２か月前に燃えていた事後聞知火災

も発見された。 

３．火災発生時の状況 
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  本件火災は、鉄骨造地上２階地下１階建の物品販売店舗のうち、１階の店舗出入

口の北側に設置されていた電子レンジを焼損したもので、令和２年３月下旬に電子

レンジが焼損し、翌日の朝に店長が市内消防署へ通報し覚知した事後聞知火災【№

１火災】である。         

  なお、本件火災の調査中に、令和２年１月下旬にも同型の電子レンジが本件火災

と同様の箇所を焼損していることを店長から聴取し、別件火災【№２火災】として

処理した。 

  出火時の状況を店長から聴取すると、【№１火災】発生日、開店準備中に店舗出入

口の北側に設置していた電子レンジが焼損したとのことである。 

なお、出火時は、従業員が店の外に電子レンジを移動させ、電子レンジの庫内か

ら火がついている回転ローラーを取出し、踏み消したと聴取した。 

 

４．合同火災原因調査 

４．１ 概要 

   大阪市にある独立行政法人製品評価技術基盤機構（ｎｉｔｅ）において、西宮

市消防局、ｎｉｔｅ及び電子レンジ関連会社２社と焼損した電子レンジ２機及び

関連会社から提供を受けた同型品を用いて合同火災原因調査を実施する。 

   なお、合同火災原因調査中に、沖縄県内の消防本部で同じ製品が令和２年（2020

年）２月に出火したとの情報提供を受け、参加機関から資料提供を受けた。 

４．２ 焼損箇所の調査を進める前に、対象機器の製品の特徴を調査した。（写真

１、２） 

電子レンジの特徴 

・電子レンジのタイマーつまみはダイヤル式で、ダイヤルを回して、電子レンジ

の扉を閉めると、電子レンジは作動すること。 

・電子レンジのタイマーつまみは、回りやすいこと。（つまみが軽い） 

・電子レンジが作動した場合、作動音が小さいこと。 

・電子レンジが作動した場合、庫内照明が点灯するが、外部からは点灯している

のが分かりにくいこと。 

・電子レンジのタイマーつまみを回し、電子レンジの扉を閉めてから３秒経過す

ると作動し始めること。 

・電子レンジが作動した場合、タイマーつまみの周囲（作動時間表示）が点灯す

る仕組みであるが、分かりにくいこと。 

・電子レンジの内部の構造は、電子レンジ下部のモーターが回り、回転軸（プラ

スチック製）に動力が伝わり、回転ローラー（プラスチック製）が回転し、ター

ンテーブル（耐熱ガラス製）が回る仕組みであること。 
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     写真１ 同型品の電子レンジ正面外観 

                       

     写真２ 同型品の電子レンジ庫内の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイマーつま

回転ローラー（プラスチック製） 

 

 

回転軸（プラスチック製） 
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４．３ 電子レンジの焼損状況等 

（１）№１火災 

ア 焼損しているのは、電子レンジ庫内底面、ターンテーブル、回転ローラー及び

回転軸である。（写真３） 

 

写真３ 焼損品（左）と同型品を比較 

 

イ ターンテーブルを見分すると、焼損、煤け及びひび割れを認める。（写真４） 

 

写真４ ターンテーブルの焼損状況（右側は同型品の新品） 

 

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-179-



 

 

ウ 出火時の状況を復元 

庫内底面の、煤けていない箇所と溶融した回転軸を合わせると形が一致する。

また、庫内底面の焼損及び煤けを認める箇所と、回転ローラー及びターンテーブ

ルの焼損及び煤けを認める箇所を合わせると形が一致する。回転軸、回転ローラ

ー及びターンテーブルをそれぞれ一致した箇所に合わせて庫内底面に設置し、出

火時の状況を復元する。 

復元した状態で庫内底面を見分すると、庫内左側にターンテーブルのひび割れ

が確認でき、煤け及び焼損は庫内左側を中心に広がっていることが確認できる。

また、回転ローラーの焼損部分の中心とターンテーブルのひび割れが上下に重な

り合うことが確認できる。（写真５） 

エ 出火箇所の考察 

ターンテーブル、回転ローラーの焼損は、り災時の状態に復元したときに、全

て庫内左側となっている。 

回転ローラーが焼損し高温となり、ターンテーブルのひび割れを発生させたと

考察できる。 

よって、出火箇所は、電子レンジの庫内底面左側付近とした。 

 

 

写真５ 電子レンジ庫内の状況 
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（２）№２火災 

 ア 焼損しているのは、電子レンジ庫内底面、ターンテーブル、回転ローラー

及び回転軸である。（写真６） 

 

写真６ 焼損品（左）と同型品を比較 

イ ターンテーブルを見分すると、焼損、煤け、ひび割れ及び溶融を認める。 

（写真７） 

 

写真７ ターンテーブルの焼損状況 
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ウ 出火時の状況を復元 

庫内底面の、煤けていない箇所と溶融した回転軸を合わせると形が一致する。

また、庫内底面の焼損及び煤けを認める箇所と、回転ローラー及びターンテーブ

ルの焼損及び煤けを認める箇所を合わせると形が一致する。回転軸、回転ローラ

ー及びターンテーブルをそれぞれ一致した箇所に合わせて庫内底面に設置し、出

火時の状況を復元する。（写真８） 

エ 出火箇所の考察 

時の状態に復元したとき、ターンテーブル及び回転ローラーの焼損は、ターン

テーブルの焼損し変色している台形の凹凸を除き、すべて庫内左側となっている。

また、回転ローラーの溶融している部分とターンテーブルの溶融し凹んでいる部

分が上下に重なり合うことが確認できる事実から、回転ローラーが焼損し高温と

なり、ターンテーブルの溶融を発生させたと考察できる。 

よって、出火箇所は、電子レンジの庫内底面左側付近とした。 

 

 

写真８ 電子レンジ庫内の状況 
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４．４ 仮説 

   ２件の焼損状況と沖縄県の焼損状況が酷似していること、№１火災では、電子

レンジのスイッチを入れていないのに出火したとの報告があり、沖縄県でも出火

時、電子レンジを使用していないと報告されていること、及び対象製品は 2018

年 10 月 15 日から販売され、すでに 2020 年３月 25 日の時点で６万９千台以上が

販売されたとのことから、６万９千台中の３件しか火災が発生していないとなる

と、構造的な要因で出火したとは考えにくく、製品の構造的な特徴と人為的な要

因が重なって出火したと仮定し、仮説として、庫内に何も入れない状態で、使用

者等が誤ってタイマーつまみを回してしまい、気付かないうちに電子レンジが作

動し続けてしまった結果、庫内の温度が上昇し内部のプラスチック製品が溶融し

焼損した可能性があるとした。 

４．５ 再現実験 

   仮説に基づき、同型品を使用して再現実験を実施した。 

   庫内に何も入れていない状態で、電子レンジを作動させ、20 秒、40 秒、60 秒

と庫内の温度をサーモ装置で確認した結果、20 秒では 43℃、40 秒では 63℃、60

秒では 73℃と庫内の温度上昇を認めた。（写真９、10、11、12） 

次に、最大の 15 分にタイマーつまみを回して、電子レンジを作動させた。結果

は、15 分後の庫内温度が 160℃以上となり、計測不能な状態まで温度が上昇した。

また、ターンテーブルを外すと、庫内中央下部のプラスチック製の回転軸が溶融

していた。ターンテーブルを段ボール上に置くと、ターンテーブルの熱により段

ボールの１点を中心に黒く焦げた。焦げた箇所は電子レンジの扉を正面にみて左

手奥側の箇所である。 

（写真 13、14、15、16） 

 

（１）庫内に何も入れない状態で作動実験（60 秒） 庫内温度は 73℃まで上昇 

  

写真９ 60 秒作動した後の状況    写真 10 ターンテーブルありのサーモ写真 
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写真 11 ターンテーブルを外した状況  写真 12 ターンテーブルを外したサーモ写真 

 

（２）庫内に何も入れない状態で作動実験（15 分） 庫内温度は 160℃以上 

           

  

写真 13 ターンテーブルありのサーモ写真 写真 14 ターンテーブルを外したサーモ写真 

 

写真 15 ターンテーブルを外すと、庫内中央のプラスチック製の回転軸が溶融してい 

る状況 
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写真 16 ターンテーブルを置くと段ボールの１点を中心に黒く焦げた状況 

４．６ 調査結果 

   製品の販売台数、製品の特徴、焼損箇所の一致、西宮市で発生した火災事案の

概要及び他県での同一製品の火災事案の概要から、仮説を導き出し、仮説に基づ

き、再現実験を実施した結果、西宮市で発生した火災２件及び他県での同一製品

の火災の焼損箇所と同一の箇所が高温となることが確認できた。 

   よって、本件は、仮説のとおり、庫内に何も入れない状態で、使用者等が誤っ

てタイマーつまみを回してしまい、気付かないうちに電子レンジが作動し続けた

結果、庫内の温度が上昇し内部のプラスチック製の回転軸が溶融、ターンテーブ

ルが停止し出火に至ったと結論づけた。 

 

５．火災予防対策 

５．１ 火災原因としては、以下の２つの要因が重なったものと判明した。 

（１）人為的要因 

     電子レンジの清掃等でタイマーつまみに触れて作動し、作動していること

に気付かず、庫内が過熱された。 

（２）構造的要因 

・本件対象の電子レンジは、タイマーつまみを回して電子レンジの扉を閉め

ることで、作動する仕組みとなっているが、タイマーつまみは軽く触れただ

けで回る。 

    ・タイマーつまみを回して、電子レンジの扉を閉めてから、３秒後に電子レ

ンジが作動する仕組み。（意図せずにスイッチが入った場合は作動に気付か

ない可能性あり） 

    ・作動した場合、作動開始のアラーム等発音する機能がない。 

    ・作動した場合、作動音が小さい。（意図せず作動した場合、分かりにくい） 
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    ・作動した場合、タイマーつまみの周囲（作動時間表示）が点灯する仕組み

となっているが、気付きにくい。 

・作動した場合、庫内照明が点くようになっているが暗い。（意図せず作動

した場合、分かりにくい） 

 

５．２ 電子レンジ販売会社への火災予防対策 

（１）販売会社に対し要望書を発送。 

   ・過去に販売した電子レンジの火災予防対策 

・今後、電子レンジを販売する際の火災予防対策 

・今後、同様の火災危険が発生し得る電子レンジを販売する場合の火災予防対 

策 

（２）電子レンジ関連会社より回答 

・回転軸の材質を変更し耐熱性を高めて、溶融しないようにした。 

・タイマーつまみを誤って触れても動きにくい構造とする。 

・注意喚起文を取扱説明書に記載。 

・ホームページに注意喚起文を掲載。 

 ・注意喚起文チラシを製品に封入する。 

（３）注意喚起文チラシ（図１） 

   電子レンジ関連会社と内容を協議し、注意喚起文チラシを作成させた。 

     

図１ 注意喚起文チラシ 

※ 消防が協議したことで火災予防に一歩踏み込んだ、より効果的な注意喚起文と

なった。 
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５．３ 電子レンジの配置している同様の店舗等への火災予防対策 

（１）火災が発生した店舗に対し要望書を発送 

   ・西宮市内の系列物品販売店舗内の電子レンジの火災予防対策実施状況につい

て 

・系列物品販売店舗に対する火災予防対策の周知の実施 

（２）火災が発生した店舗より回答 

全店舗において、電子レンジは職員の監視が行き届く場所に配置する。移

設が難しい場合は、防犯カメラを活用し巡回点検を実施する。 

（３）西宮市内の防火保安協会に属する物品販売店舗等に、電子レンジの火災予

防対策として「不特定多数の方が使用する場所に、電子レンジを設置する場

合、目視により、電子レンジを従業員が管理できる場所又は防犯カメラの視

認できる場所等に設置願います。」と周知した。 

 

５．４ 火災予防対策を早期に実現したポイント 

   これまでの火災予防対策は、火災調査報告書が完成した後に実施していたが、

今回は火災調査担当者と火災予防対策の担当者を分けて同時進行で行ったことで、

火災調査報告書の完成時期には既に火災予防対策が進んでいた。 

消防の火災調査業務は、火災調査報告書の作成完了までに一定の期間が必要な

ため、火災調査報告書の決裁が完了し、火災予防対策に着手する前に、また新た

な火災が発生する場合や、人事異動などで火災予防対策を講じるところまでたど

り着かない場合がある。また、製造業者に対して、製造物の構造的な欠陥を改修

させ、火災予防対策を講じるには、消防の経験値が必要である。そのことからも、

担当者を分けて同時進行で進めたことが、今回の事例の奏功したポイントである。 
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図２ 火災発生からの時系列フロー 

 

６．おわりに 

今回の事例は、科学的な鑑識見分及び同型品を用いた再現実験を実施した結果、

出火原因を特定し、早期に火災予防対策につなげられた奏功事例である。 

今まで、不特定多数の者が利用しても問題はないと思われていた電子レンジの

危険性に対し、一歩踏み込んだ対策が実現できたのは、潜む火災危険を見つけて、

小さな火災の火種をひとつひとつ摘み取り、１件でも火災を減らしたいという消

防の信念を火災原因調査にぶつけることができたからである。昭和の時代から諸

先輩方が継続してこられた火災原因調査のおかげで火災は確実に減少している。

しっかりと受け継ぎ進化させて、次代に引き継いでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場調査 

火災調査書類作成 火災予防対策検

火災調査報告書決裁 火災予防対策協

火災調査報告書完成 火災予防対策施

消防覚知 

火災発生 
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【令和 3 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 

 

大型貨物トラックのフロントアウターベアリングから出火した事例について 

 

静岡市消防局 石川裕之、寺門快哲、外岡千明、髙木健次、石川 潔 

 

 

1. はじめに 

本火災は、大型貨物トラックのフロントアウターベアリングが破損したことにより、

ブレーキの引きずりが生じて出火した車両火災である。鑑識見分時の製造業者による

情報提供によると、フロントアウターベアリングの破損が起因する事故（火災）につ

いては、3 年前の平成 29 年 10 月にリコールの届出により対策を講じたものの、リコ

ール改善を済ましている車両から 21 件の事故（うち 5 件火災）が発生している。鑑識

後、一度は製造業者と所見が異なったものの、原因究明のための協議を繰り返したこ

とにより、製造業者が消防の見解を認めて、3 年前のリコールを改め、フロントアウ

ターベアリングの部品を変更するサービスキャンペーンを行ったものの、全国で類似

火災が発生したことから、製造業者は注意喚起ではなく、リコールを見直して再発防

止対策を徹底した事案である。 

 

2. 火災概要 

出火日時 令和元年 10 月 29 日 17 時 23 分 

覚知日時 令和元年 10 月 29 日 17 時 34 分 

火勢鎮火 令和元年 10 月 29 日 18 時 34 分 

被害状況 大型貨物トラック 1 台焼損及び積載収容物（水酸化ニッケル）を水損、

負傷者なし 

 

3. 発見・通報・初期消火の状況 

車両は、11 時 25 分頃、大阪市内にある倉庫を出発、車両の毎日点検に異常は確

認できなかった。 

  17 時 20 分頃、新東名高速道路上り線を走行中、現場西側手前約 3 ㎞付近でアク

セルからの異音がしたが、ハンドルは取られることはなくそのまま走行すると、運

転席側の前側付近から白煙の上昇を確認した。危ないと思い路肩に停車しようとし

たが、道幅がないため中部横断自動車道入口のゼブラゾーンに停車し運転席の真下
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のタイヤ付近を確認したところ、タイヤの奥から 40 ㎝の炎の立ち上がりを発見し

たため、消火器で消火しようとしたが、炎の状態から消火困難と思い 110 番通報し

避難した。 

 

4.  焼損車両概要 

製造業者       日野自動車株式会社 

車   名        プロフィア 

 初年度登録       平成 24 年 3 月 

 型   式      LKG-FW1EXBG 

 車台番号       FW1EXB-12435 

 リコール有無 有 平成 29 年 10 月 23 日 フロントベアリングの不具合 

          （事故件数 76 件 火災件数 55 件） 

          サービスキャンペーン後 

          （火災件数 ３件） 

 該当車両       40,000 台 

          サービスキャンペーン後 

          13,000 台 

 類似事故       上記リコール改善済みから 

          （事故件数 21 件 火災件数 5 件） 

走行距離     令和元年 10 月 1 日の 3 ヵ月点検時 1,309,682 ㎞ 

 

5.  火災出動時における見分 

5.1  現場到着時の状況 

焼損車両は新東名高速道路上り線 111.4ＫＰ付近のゼブラゾ－ン中央に車両は停車

しており周囲への延焼危険はなく、車両キャビン部から火炎が噴出し、さらに後方に

位置する積載部上部から白煙の噴出を確認した。 

なお、運転者からの聴取により積載物は水酸化ニッケルと判明した。 

 車両前面は、全てのウインドウガラスは溶融脱落し、アルミ製ボディの中央から下

部が焼失し一様に炎の立ち上がりが認められる。 

 左側面及び右側面は、キャビン部の焼損が著しく一様に炎が噴出し、前輪タ 

イヤは大半が焼失しているが、後輪タイヤに焼損は認められない。（写真 1、2 

参照） 

 積載物である水酸化ニッケルは、周囲を覆っているビニール状の被覆材に溶融は確

認できるが、水酸化ニッケルからの炎や煙の立ち上がりは認められない。 
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6. 第 1 回現場見分 

6.1 キャビン部の焼損状況 

6.1.1 キャビン部前面の状況 

 キャビン前面は一様に焼損しフロントバンパーの下部が路上に接しており、フロン

トガラスは全て溶融落下、ボディ金属部の塗装は変色し一部地金が露出している。フ

ロントワイパーは運転席側の金属部のみを残し焼失、両サイドミラー、ステー及びラ

イト等の樹脂製部品、ナンバープレートも焼失している。 

 車両下道路上には溶融した車両部品類が堆積しており、天井部は金属フレームを残

し焼失しているのが認められる。（写真 3 参照） 

 

6.1.2 キャビン部運転席側の状況 

 ボディの塗装は一様に変色、キャビン内のボディの一部フレームは地金が露出し黒

色に焼け焦げている。シートのクッション部分は全てが焼失、骨組のみ残り、インス

トルメントパネル及び、センターコンソール等の構成部品類は全て焼損し、キャビン

内下部に堆積している。 

 1 軸車輪付近のタイヤは、トレッド及びサイドウォールは全てが焼失、カーカスコ

ードが露出している。タイヤハウスカバーは焼失しエンジンルームが露出、車体フレ

ームの錆が認められる。（写真 4 参照） 

 2 軸車輪のタイヤは焼損が、若干の溶融が認められる。 

 

6.1.3 キャビン部助手席側の状況 

 キャビンは一様に焼損、塗装は変色し、地金が一部露出し錆が認められ、助手席側

のウインドウガラスは全て溶融、落下しているのが認められる。 

 1 軸車輪部分のタイヤハウスカバーは焼失、エンジンルームが露出している。タイ

ヤのサイドウォールは焼失しカーカスコードが露出しホイールから離脱しているが、

トレッド部は残存しているのが認められる。（写真 5 参照） 

 

6.2 コンテナ部の焼損状況 

6.2.1 コンテナ部外観の状況 

 左右の側面に焼失が認められ、キャビン下部付近から上部にかけて扇状に焼損が広

がっており、焼損箇所の上部の側板は波型に変形しているが、車両後方の側板の下部

及び、後輪の 3 軸及び 4 軸には焼損は認められない。焼失箇所の下部付近から上部に

かけて焼損が広がっている。リヤドア内壁の木製パネルの上部が一部焼失しているが、

下部は残存しているのが認められる。（写真 6、7 参照） 
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6.2.2 コンテナ内部の状況 

 上部に焼損が認められ、キャビン側の天井部分に焼損箇所があり、天井の中央部分

が座屈している。積載物である緑色粉末状の水酸化ニッケルは 12 袋のナイロン製の

袋に収容し、樹脂製パレットに積載している。水酸化ニッケルには焼損は認められな

いが全体が水損しており、ナイロン製の袋が焼損し水酸化ニッケルの上部に堆積して

いるのが認められる。（写真 8 参照） 

 

7. 第 1 回鑑識見分 

7.1 ブレーキ構造 

 当該車両のブレーキシステムは前輪 2 軸、後輪 2 軸及び駐車ブレーキの 3 系統によ

り構成されている。フルエア式で、エアタンク内の圧縮空気がプレッシャーバルブに

て 2 系統に分岐され、各車両のエアチャンバに入り、ブレーキドラムを作動させる構

造である。 

 

7.2 リコールの概要及び実施状況 

 大型貨物トラック低床 4 軸車において、整備解説書で指示したフロントハブベアリ

ングの締め付を設定以上の予圧にて取り付けてしまうため、ベアリングの予圧が過大

に設定されたことにより、ころの表面が剥離し、アウターベアリングにガタが生じ、

そのままの状態で使用を続けることにより、ブレーキの引き摺り、最悪の場合には火

災や脱輪に至るおそれがある。 

 上記リコールの実施状況として、全車両、当該アウターベアリングを新品に交換し

適切な予圧の設定値で正確にベアリングを組付け、さらに、使用者ならびに自動車整

備事業者に向け、適切なフロントハブベアリングの整備要領について啓発した。 

 

7.3 車両整備状況 

平成 31 年 3 月 5 日に所有者の自社工場にて車検を実施した際に、運転席及び助手

席側 1 軸車輪のアウターベアリングに変色が認められたため、両側車輪ともアウター

ベアリングを交換した。令和元年 10 月 1 日に所有者の自社工場にて 3 ヵ月点検を実

施した際には、アウターベアリングに異常は認められない 

 

8.1 エンジンルームの焼損状況 

8.1.1 エンジンルーム運転席側の状況 

エンジンルームは全体が焼損して各部に錆が生じており、樹脂製部品や各部の接続

ホース、コルゲートチューブ等は全て焼失している。 

キャビン下部の金属部は焼けて錆びており、シリンダーヘッドカバーの上にはキャ
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ビン下の断熱材が剥がれて覆いかぶさり、一部が焼け残っている。 

シリンダーヘッドカバー及びガスケットからのオイル漏れは認められない。 

 また、ターボチャージャーのタービン部に繋がるエキゾーストマニホールドのうち、

車輪側の一部分に穴が開いているが、エキゾーストマニホールド内部のタービンホイ

ールに異常は認められない。（写真 9 参照） 

 

8.1.2 エンジンルーム助手席側の状況 

全体が焼損して錆が生じ、樹脂製部品や各部の接続ホース及びメインハーネスの被

覆が焼失して配線部が剥き出しになっており、複数個所に断線が認められる。また、

オイルフィルターカップに焼けが認められ、上部に若干の変形があるが、オイル漏れ

は認められない。（写真 10 参照） 

 

8.2 車輪の焼損状況及び取付け状況 

 運転席側及び助手席側の 1 軸ハブキャップ内のナット締め付け状況を確認するも、

焼損、溶融によりナットの固着及び軸のずれにより測定できないため、両側 2 軸の取

付け状況を確認すると、規定内のトルクの締め付け及びブレーキの引き摺りの痕跡は

確認できないことから、1 軸及び 2 軸とも規定どおりに取り付けられていたと考えら

れる。（写真 11 参照） 

 

8.2.1 運転席側 1 軸車輪の状況 

 運転席側 1 軸のタイヤは、大半が焼失して原形を留めていないため、タイヤを離脱

した状態から見分する。車輪の表面には錆が認められ、ハブキャップの周囲に焼損が

認められる。（写真 12 参照） 

 

8.2.2 ハブキャップ内部の状況 

ハブキャップを取り外すと、ハブキャップの内側には規定量のグリスは入っていな

いがアウターベアリングには十分なグリスは確認できる。（写真 13 参照） 

車軸部は全体が黒く焼けて、周囲には煤が付着しており、車輪は中心から片寄って

車軸と接しており、またホイールと車軸との隙間から焼けて破損したアウターベアリ

ングシールの一部が露出している。（写真 14 参照） 

 

8.2.3 車輪内部の状況 

ホイールドラムを取り外した車輪内部は、スピンドルとブレーキアッセンブリー全

体に焼損が認められ、スピンドルにはグリスが付着し、スピンドル部から下方向にグ

リスの流れが認められる。スピンドルに取り付けられているアウターベアリングは焼
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損して、アウターベアリングシールの一部が残存しており、インナーベアリングは焼

けて黒くなっている。またブレーキライニングの下部にブレーキの引き摺りを起こし

た痕跡が認められる。（写真 15 参照） 

 

8.2.4 ホイールドラム内の状況 

取り外したホイールドラムの内部には、焼けて黒くなったグリスの中に変形したア

ウターベアリングのころが混在しているのが認められる。（写真 16 参照） 

 

8.2.5 アウターベアリングの状況 

ホイールドラムよりアウターベアリングのころを取り出し、15 個のころが全て摩耗

している状態であることが認められる。（写真 17 参照） 

 

8.3.1 助手席側 1 軸車輪の状況 

助手席側 1 軸タイヤは破裂しており、タイヤサイドは焼失してカーカスコードが露

出し、トレッド部分が大きく変形して原形を留めていない程焼損しているのが認めら

れる。（写真 18 参照） 

 

8.3.2 ハブキャップ内部の状況 

ハブキャップを車輪から取り外すと、規定量のグリスは入っていないが、ハブキャ

ップ内部の淵にグリスが付着しているのが認められる。（写真 19 参照） 

 

8.3.3 車輪内部の状況 

ホイールドラムを取り外した車輪内部は、全体に焦げがあるもののスピンドルに塗

られたグリスには焼損は認められず、インナーベアリングに塗られたグリスにも焼損

は認められない。また、ブレーキライニングに引き摺りの痕跡は認められない。（写真

20 参照） 

 

8.3.4 ホイールドラムの状況 

ホイールドラム内のアウターベアリングを取り出すと、ホイールドラム及びアウタ

ーベアリングの双方に異常は認められない。（写真 21 参照） 

 

9. 結論 

 走行中にアウターベアリングのころが摩耗して破損したことにより、車輪が中心か

ら片寄り、ブレーキライニングとドラム内が接し、ブレーキの引き摺りから発生した

摩擦熱により、軸受けのグリスが発火し出火に至ったものと判定する。 
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10. 再発防止に向けての措置 

 製造業者立会いのもと実施された鑑識では、フロントアウターベアリングが破損し

た原因は、焼損していないフロントベアリングは規定内のトルクで取り付けられてい

たことから、ハブキャップ内のグリス不足により部品の金属疲労を進行させたもの、

若しくはフロントアウターベアリングに傷が付いたことにより金属が局部的に摩耗し

部品の寿命を短くしたもののどちらかであると判断し、消防と製造業者の所見を一致

させ、原因究明をしていくこととした。 

 その後、製造業者は社内にて協議した結果、製造業者からハブキャップ内のグリス

不足が起因した可能性が極めて高いとの見解が示された。 

 しかし、鑑識見分時、焼損車両他軸のフロントアウターベアリング表面には十分な

グリスが付着していたことから、港北消防署としては、「ハブキャップ内のグリス不

足の可能性も少なからず考えられるが、何等かの原因によりフロントアウターベアリ

ングに傷が付き破損原因に起因した可能性がある以上、原因究明を継続して調査すべ

きである。それはリコール改善済みで発生している火災の類似火災防止に繋がるので

はないか」と主張し、原因究明及び再発防止の措置についての要望書を製造業者へ送

付した。 

 その後、要望書の回答では一貫してハブキャップ内のグリス不足の可能性が高いと

されたものの、港北消防署と製造業者は数ヵ月の間、協議を重ね粘り強く対応を求め

たことで、製造業者は、社内で複数回にわたり検討会を実施し、独立行政法人自動車

技術総合機構交通安全環境研究所と協議した結果、焼損車両他軸のフロントアウター

ベアリングのころに傷が確認され、同程度の傷からフロントアウターベアリングが早

期に破損する可能性があること、また、焼損車両の整備会社がフロントアウターベア

リングの取付け時に部品を叩いて取り付けていた事実を確認した。このことから、製

造業者は、焼損車両においてフロントアウターベアリングが破損した原因は、港北消

防署の見解どおりフロントアウターベアリングの取付け時、叩いて取り付けたことに

より、傷が付き金属が局部的に摩耗し破損したものであると結論づけ、後日、港北消

防署あて報告した。 

 以上のように、製造業者に対し原因究明の徹底や助言、指導を継続的に実施した結

果、製造業者は令和 2 年 5 月中旬に 3 年前のリコールから更なる再発防止対策とし

て、現行のベアリングから新たな部品を交換するという内容で国土交通省へ届出しサ

ービスキャンペーンがなされることとなった。 

さらに、全国で類似火災が発生したことから、製造業者は注意喚起ではなく、リコ

ール内容を見直して、再度リコールを届け出て再発防止を徹底すると港北消防署へ回

答があった。 
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11. おわりに 

 今回、焼損した車両は大型貨物トラックであり、荷台部分には多量の有害物質が積

載されていた。本火災では荷台部分へ延焼しなかったことにより、大惨事は免れたが、

有害物質が延焼、流出したと考えると恐ろしい火災であった。 

 出火原因を究明するにあたり、製造業者と所見が一致せずとも、消防は可能性があ

るすべての出火メカニズムについて検討し、必要に応じ製造業者に対して要望及び指

導することが、リコール、サービスキャンペーン（注意喚起）から更にリコール内容

を見直して、確実な再発防止に繋がることが明確になった事案である。 

 火災が発生する車両は、何万台のうちの 1 台かもしれないが、今回のようにその 1

台が大惨事を招く可能性があるからこそ、我々消防は製造業者の見解に委ねるのでは

なく、消防としての見解をしっかり持ち、主張することが類似火災の防止や火災調査

技術の向上に反映されると強く思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-196-



 

 

   

  写真 1 現着時の状況（前部）    写真 2 現着時の状況（後部） 

  

   

   写真 3 キャビン部前面        写真 4 運転席側 

 

   

    写真 5 助手席側          写真 6 コンテナ部左側 
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写真 7 コンテナ部右側        写真 8 コンテナ内部 

   

 写真 9 エンジンルーム運転席側    写真 10 エンジンルーム助手席側 

   

写真 11 トルク締め付け確認     写真 12 運転席側 1 軸車輪 

 

 

 

 

  

水酸化ニッケル 
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写真 13 ハブキャップ内部        写真 14 アウターベアリングシール 

   

写真 15 運転席側 1 軸車輪内部     写真 16 ホイールドラム内部 

 

   

写真 17 アウターベアリング      写真 18 助手席側 1 軸車輪  

 

  

ベアリングシール 残存したグリス 

破損したベアリングコロ ブレーキ引き摺り痕 
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写真 19 ハブキャップ内部     写真 20 助手席側 1 軸車輪内部 

 

 写真 21 ホイールドラムの状況 

 

  

  

グリスの付着 
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【令和 3 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 

 

エアコン室外機の内部基板からの出火について 

 

千葉市消防局 谷尻孝之、高居佑輔 

 

 

1. はじめに 

本火災は、国内大手メーカーが製造する一般家庭用のエアコン室外機内に搭載され

た基板から出火した火災事例である。 

本エアコン室外機は、15 年以上の長期間にわたって使用されており、製造者責任を

問うことが難しい製品ではあったものの、同型の基板が搭載された機種が約 4 万台流

通していることからも、類似火災防止のためには、明確な原因究明により、適切かつ

早期の対応が必要であると考え、メーカー、関係機関にも協力を依頼し、さらには、

当該基板上の部品について千葉県産業支援技術研究所において詳細な分析を実施する

など、基本的な調査活動を積み重ねることにより原因究明に至ったものであり、また

長期使用製品ではあったものの、メーカーからの再発防止策が施され、調査結果を火

災予防に反映することができた事例である。 

 

2. 火災概要 

2.1  出火日時 令和 2 年 9 月 10 時 50 分頃 

2.2  出火場所 千葉県千葉市内 

2.3  火災種別 建物火災 

2.4  損害状況 

木造 2 階建一般住宅の 2 階ベランダに設置されたエアコン室外機の内部基板が焼損

したもの。 

 

3. 出火時の状況 

3.1 発見及び通報状況 

(1)エアコンを運転させると間もなく焦げくさいにおいと、「ウー」という普段はし

ない音がした。 

(2)エアコン室外機と外壁の間から煙が出てきた。 

(3)アンペアブレーカーを「切」にした後、119 番通報した。 
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3.2 使用状況 

別宅として使用している建物のため、当該エアコンを前回使用したのは 1 年前であ

る。また、別の部屋で同型のエアコンを設置している。 

 

4. 現場見分 

4.1  建物 

建物は、2 階ベランダに設置されているエアコン室外機以外に焼損は認められず、

洗面所に設置されている分電盤は、アンペアブレーカーが「切」、安全ブレーカーが

全て「入」の状態となっている。（写真１、２） 

 

  

写真１ 建物外観          写真２ 分電盤の状況 

 

4.2  エアコン 

 (1)室内機の状況 

  室内機の外観に焼損は認められず電源コード等にも異常は認められない。 

（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 写真３ 室内機の状況        写真４ 室外機の状況 
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(2)室外機の状況 

室外機の外観に焼損はなく、天板を外し室外機内部を確認すると、基板の一部

に焼損が認められるが、その他の部品に焼損は認められない。（写真４～６） 

4.3 現場見分の結果 

現場において焼損が認められる物件がエアコン室外機のみであったため、当該品を

収去し、後日、詳細な調査を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真５ 内部部品の状況 

 

 

                    写真６ 基板の焼損状況 

 

5. 鑑識見分 

5.1 鑑識物件 

エアコン室外機について、メーカー及び独立行政法人製品評価技術基盤機構の立ち

会いのもと鑑識を実施する。 

 (1)製 品 名 一般家庭用エアコン室外機 

 (2)製造会社 国内大手メーカーＭ 

(3)販売時期 2000 年から 2005 年 

(4)販売台数 約 4 万台 

(5)事故事例 基板の焼損が数件あり 

(6)リコール情報 なし 

5.2  見分状況 

(1)電流ヒューズの確認 

室外機内部に設置されている電流ヒューズ（25Ａ）について抵抗測定を実施する

と、「0.0Ω」と表示され、電流ヒューズに断線はないことが分かる。（写真７、８） 
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         写真７ 電流ヒューズ      写真８ 測定状況 

 

(2)リアクタ及びコンデンサの状況 

土台に取り付けられているリアクタ及びコンデンサを確認するが、焼損は認

められない。（写真９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           写真９ リアクタ及びコンデンサの状況 

 

(3)配線の確認 

各部品を接続している配線を確認するが、配線被覆に溶融は認められない。

（写真１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１０ 配線の状況 

リアクタ コンデンサ 
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(4)基板の状況 

土台に 2 基の基板が取り付けられているため、土台から基板を取り外し確認

を実施する。 

なお、緑色のガラスエポキシ基板をＡ基板、茶色の紙フェノール基板をＢ基板

と呼称し見分を進める。（写真１１） 

それぞれの基板を確認すると、Ａ基板に焼損は認められないが、Ｂ基板の一部

には焼損が認められるため詳細に見分を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１１ 基板の状況 

 

Ｂ基板の各素子を確認すると、ヒートシンク内部のパワー素子は破損し、駆

動素子は焼損しているものの、その他の素子は、一部コンデンサの膨張、煤の

付着及び外装の溶融のみで破損・焼損は認められない。（写真１２、１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１２ 基板の焼損状況       写真１３ 素子の状況 

Ａ基板 Ｂ基板 

ヒートシンク パワー素子 

駆動素子 
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パワー素子と駆動素子についてメーカーに確認すると、回路の流れからパワ

ー素子の異常で駆動素子が焼損した可能性があるとの説明を受ける。 

駆動素子は、一部焼損し、破損しているものの原形を留めている。 

破損が認められるパワー素子について、詳細に見分を進める。 

パワー素子は、リードと呼ばれる 15 本のピンが本体から延び基板に半田付

けされている。 

また、リードはそれぞれ絶縁されているとメーカーから説明があったため、

テスターを使用し、抵抗測定を実施するも、絶縁されていなければならないリ

ード同士の絶縁不良が確認でき、パワー素子自体が破損していることが分かる。

（写真１４） 

 

 

           写真１４ 抵抗測定状況 

 

6. 分析試験 

パワー素子を基板から取り外し、分析試験を実施する。（写真１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１５ パワー素子の状況 

パワー素子 
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写真１６ 拡大観察の状況       写真１７ 拡大観察の状況 

 

6.1 顕微鏡観察 

パワー素子について、デジタル顕微鏡により観察を実施する。 

 (1)分析機器 

   サンコー デジタル顕微鏡 Dino-Lite AM3113 

 (2)分析結果 

金属製の面に焼損及び破損はないが、樹脂製の面は、一部破損が認められる。（写

真１６、１７） 

また、リードを確認すると、リード 1 本 1 本が黒色に変色しているものの、リー

ドの間に埃及び異物の堆積はなく、リードに短絡痕は認められない。（写真１８、

１９） 

 

  

写真１８ リードの拡大状況      写真１９ リードの拡大状況 

 

6.2 非破壊試験 

 (1)分析機器 

  ヤマト科学株式会社 高性能Ｘ線試験装置 TDM1000H-II（2K） 

 (2)分析結果 
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  (ⅰ)Ｘ線透過試験 

パワー素子について、焼損品のⅩ線透過像とメーカーから提供を受けた正規

品のⅩ線透過像を比較すると、焼損品は全てのワイヤー（配線）が断線してい

ることが分かる。（写真２０～２３） 

 

  

写真２０ Ⅹ線画像（同型品）      写真２１ Ⅹ線画像（焼損品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２２ Ⅹ線画像（焼損品） 

 

 写真２３ Ⅹ線画像（焼損品） 

 

ワイヤー 

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-208-



 

 

(ⅱ)Ｘ線ＣＴ試験 

Ⅹ線ＣＴ画像は、内部の金属部品の表面に凹凸が確認でき、表面が荒れ

ていることが分かる。（写真２４） 

 

写真２４ Ⅹ線ＣＴ画像（焼損品） 

 

   (ⅲ)非破壊試験結果 

     非破壊試験により、内部のワイヤーが全て断線していることから、本体内

部の短絡により発熱したと考えられる。 

さらに、Ⅹ線ＣＴ画像で内部の金属部品表面に荒れている箇所があるため、

電気的な発熱の痕跡と考えられる。 

 

7．出火原因について 

7.1 消防の見解 

 本件火災は、焼損状況からエアコン室外機内部の基板上のパワー素子が発熱し、駆

動素子が焼損したものと考えられる。 

 パワー素子が発熱する要因として、パワー素子の取り付け不良による接触不良、パ

ワー素子のリード間でのスパーク、雷サージ等の外的要因による過電流、素子内部の

絶縁劣化による内部短絡について検討することとした。 
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(1)パワー素子の取り付けの緩みによる発熱 

  (ⅰ)基板上の他の素子については取り付けの緩みは認められていない。 

  (ⅱ)当該エアコン室外機については修理歴はなく、基板上に外力が加わった可能

性はない。 

  (ⅲ)パワー素子のリードには溶融・局所的な変色は認められていない。 

  (ⅳ)以上(ⅰ)～(ⅲ)からパワー素子の取り付けの緩みによる発熱は否定される。 

(2)パワー素子のリード間でのスパーク 

  (ⅰ)基板上のパワー素子の取り付け部には炭化導電路は認められていない。 

  (ⅱ)基板上には埃や水分の付着の痕跡は一切認められていない。 

  (ⅲ)パワー素子のリードには溶融は認められていない。 

  (ⅳ)以上(ⅰ)～(ⅲ)からリード間でのトラッキング及び埃や水分等の異物を介し

たスパークは否定される。 

(3）雷サージ等の外的要因による過電流 

  (ⅰ)エアコン室外機内部に設置された25Ａヒューズに溶断が認められていない。 

  (ⅱ)当該エアコン室外機は、前回使用したのは1年前であるが、出火日までの期間

で家人は近隣への落雷は無かったと把握している。 

  (ⅲ)破損したパワー素子及び駆動素子以外に、建物内及び当該機器内部に破損・

焼損等の不具合が一切認められていない。 

  (ⅳ)以上(ⅰ)～(ⅲ)から、雷サージ等の外的要因による過電流は否定される。 

(4）素子内部の絶縁劣化による内部短絡 

  (ⅰ)Ｘ線透過像から、パワー素子内部のワイヤーが全て溶断していることが分か

る。 

  (ⅱ)Ｘ線透過像から、パワー素子の内部の金属部品全てに表面の荒れが認められ

ていることが分かる。 

  (ⅲ)エアコン室外機は、購入から少なくとも15年以上経過しており、メーカーが

推奨する設計上の標準使用期間を超過している。 

  (ⅳ)メーカーが過去に類似事例について検証した際に、パワー素子が何らかの要

因で発熱し、駆動素子を焼損させた結果が報告されている。 

  (Ⅴ)上記(ⅰ)～(ⅳ)から、パワー素子内部全体に、瞬間的に大電流が流れて発熱

したことが窺え、１５年以上の長期間の使用により、パワー素子内部の絶縁耐

力が低下していたため、使用開始時の通電によって内部短絡を生じて、瞬間的

に大電流が流れ、発熱して出火に至った可能性は否定できない。 

(5)まとめ 

上記（1）～(4)から、パワー素子が焼損した要因として可能性があるものは、「素

子内部の絶縁劣化による内部短絡」のみであることから、本件火災の出火原因は、
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「パワー素子の内部が経年劣化により絶縁耐力が低下し、通電時に内部短絡を生

じて大電流が流れたことにより、パワー素子本体が発熱し駆動素子が焼損したも

の。」と結論付けた。 

 

7.2 メーカーの見解 

パワー素子に大電流が流れ、発熱し出火に至ったと考えられるが、大電流が流れた

原因については、「リード間に異物が混入したことによる短絡」と「雷サージによる影

響」が考えられるものの、リード間に異物は認められなかったこと、メーカーで同型

品に対して耐雷サージ試験を実施した際にも、故障の発生は認められなかったことか

ら、メーカーの調査結果としては「出火原因の特定には至らない」との結論となった

旨の回答が得られた。   

 

8．再発防止策について 

メーカーの見解では、パワー素子の発熱について明確な要因が判明しなかったも

のの、当該基板を使用しているエアコンは、約 4 万台流通しており、使用を続けてい

る消費者も多数いることが考えられるため、メーカーに対して消防側の見解を示し、

再発防止策の検討について依頼した結果、以下のように、ホームページ上に注意喚起

文を掲載してもらうことができ再発防止策を図ることができた。 
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9. おわりに 

大手メーカーが関係する火災調査で、予防対策を要望するまでには、高度な調査技

術と専門的知識により導き出した明確な調査結果が求められると考える消防本部も少

なくないと思います。その中で、今回の火災は、大手メーカーが製造したエアコンに

起因する火災でありましたが、特別に高度な調査手法は用いていないものの、基本的

な調査手法を積み重ねることで導き出せた調査結果を基に、類似火災を防止するとい

う強い気持ちを示すことで、大手メーカーに可能な範囲でありましたが、再発防止策

を施してもらうことができた事例となりました。 

また、使用期間が長い製品からの出火は、経年劣化で片づけられてしまうことも少

なくありませんが、電気製品等の使用者の多くは、エアコンに限らず故障しなければ

いつまでも使用できるという認識があるため、年数が経過しているからという理由で

火災調査を疎かにしてしまうと、適切な予防対策が施されず、更なる火災が発生して

しまう恐れがあります。今回は、幸いにも人的被害がありませんでしたが、就寝中な

ど無防備な状態での使用が考えられる電気製品等からの火災は生命にかかわる火災に

も発展しかねないため、製造から 15 年以上経過し、製造者責任を問うことが難しい事

案ではありましたが、リコール等の社会的効力のある予防対策にまでは結びつきませ

んでしたが、火災調査の結果を何らかの予防対策を施すところまで繋げることができ

たという観点からは十分意義のある事例となったと思います。 

「小さな火災にこそ原因究明の芽がある」 

今後も、焼損範囲が限定的で小さい火災と判断される火災にこそ、未来の火災を消

火するヒントが隠されていることを肝に銘じ、たとえ対象が大手メーカーであったと

しても基本的な調査技術の積み重ねが類似火災防止に繋がることを信じて火災調査に

臨んでいきたいと思います。 
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【令和 3 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 

 

LED テープライトから出火した製品火災の調査報告 

 

大阪市消防局 中山雄史、吉邨元晴、下川浩史、 

畑中雄介、星 直人、工藤佑介 

 

 

1. 火災の概要 

本火災は、令和 3 年 1 月某日、市内中心部の商業地域にある鉄骨鉄筋コンクリート

造陸屋根地下 3 階地上 11 階建商業施設の 7 階屋外テラスにおいて、間接照明に使用

されている LED テープライトから出火し、屋外テラスの床を 10 ㎡焼損した火災であ

る。なお、本火災による死傷者は発生していない。 

 

2. 実況見分状況 

2.1 出火箇所の検討及び判定 

火災建物は、東を除く 3 方向を道路に面し、7 階屋外テラスは建物の西面に設け

られている。焼けが見分されるのはテラスの北西部分のみであり、ウッドデッキの

床材は焼失し、アルミ製の根太に焼けが見分される（写真 1）。 

火災現場には防犯カメラが設置されており、出火時の状況が録画されている。そ

の映像から、出火時間は 0 時 30 分ごろであり、出火箇所は 7 階屋外テラスの北西

床面付近であることが確認できる（写真 2）。 

これら焼けの状況と、防犯カメラの映像及び関係者からの聞込み状況から、出火

箇所を 7 階屋外テラス北西角付近と判定する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

写真 1 屋外テラスの焼損状況 写真 2 防犯カメラの状況 
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2.2 出火原因の検討 

2.2.1 たばこ 

当屋外テラスは禁煙であり、出火箇所付近からたばこの吸い殻は見分されない。

また、防犯カメラの映像からも喫煙している人物は確認できないことから、たばこ

による出火の可能性は低い。 

2.2.2 放火 

火災のあった商業施設は警備員が常駐しており、当屋外テラス部分についても夜

間巡回がなされている。また防犯カメラの映像を確認するも人物は確認できないこ

とから放火の可能性は低い。 

2.2.3 LED テープライト 

LED テープライト（以下、テープライトという。）はウッドデッキを囲む植え込み

に沿って設置されており、足元を間接的に照らすように金属のカバーの下にコの字

アングルにより固定されている（写真 3）。防犯カメラの映像から出火箇所と推定さ

れる場所から、樹脂部分が焼失したテープライトが発掘された（写真 4）。テープラ

イトの構造上、当該部分には、連結コネクタが存在するはずであるが発見できず、

焼失したものと考えられる。また、残存する配線の端部には短絡痕が確認できる。 

火災のあった屋外テラスには、焼損したテープライトを含め、8 系統のテープラ

イトがそれぞれ別の電源装置から延長されている（図 1）。これらすべてのテープラ

イトを見分したところ、6 系統 6 カ所の連結コネクタ部分に発熱痕が認められた（図

1、写真 5）。連結コネクタの施工状況について確認したところ、4 カ所が販売会社の

工場で、2 カ所が施工現場で施工されたものであった。これらの状況から、テープ

ライトから出火した可能性が高く、さらに施工業者に関係なくコネクタ部分に発熱

痕が認められることから、施工の良し悪しに加えて、製品の構造的な問題も視野に

入れ、施工業者及び販売会社と連携して出火メカニズムの究明に取り掛かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 出火場所から発掘された焼損したテープ

ライトと、当屋外テラスで使用されてい

たテープライトとの比較 

写真 3 テープライトの設置状況 
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2.3 検証実験 

2.3.1 テープライトの製品構成 

電源装置、電源接続コード及び LED テープライト本体により構成されており、電

源装置から出た電源接続コードを、連結コネクタを介して LED テープライト本体と

接続している（写真 6）。テープライトは最長 9,990 ㎜までの範囲であれば、30 ㎜単

位で切断可能であり、切断部に連結コネクタを取り付けることで、任意の長さに調

整することができる（写真 7）。テープライトの内部には、+極、-極の電源線及び LED

素子に接続する中間線の 3 本の編組導体がテープライトに沿って配置されている

（図 2、写真 8）。連結コネクタによる接続は、連結しようとする電源接続コードと

テープライトの+極、－極のそれぞれの編組導体にコの字の連結ピンを突き刺し、編

組導体間に橋を架ける形で電路を形成する仕組みになっている（写真 9、10、11、

12）。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5 発熱痕のあったテープライト 

図 1 屋外テラスウッドデッキ平面図 

出火場所 ① 

① 

② 

② 

③ 

③ 

④ 

④ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 

⑥ 

写真 6 テープライトの製品構成 

LED テープライト本体 

電源接続コード 

電源装置 

連結コネクタ 

出火場所以外の 6 ヵ所で発熱痕が認められた 
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2.3.2 テープライトの製造年による仕様の違い 

テープライトは販売を開始して以後、3 回仕様変更を実施している。1 回目は 2017

年 9 月に切断箇所の編組導体がばらけて広がらないように切断部の編組導体への半

田を追加している（写真 14）。2 回目は 2019 年 5 月に編組導体を固定する接着テー

プの種類の変更を行っている。改良前はテープの粘着力が弱く、編組導体から容易

に剥がれてしまうが、改良後は粘着力が非常に強く剥がれることはない（写真 13、

15）。3 回目は 2019 年 9 月に切断箇所の中間線の編組導体がばらけて広がらないよ

うに切断部の編組導体への半田を追加している（写真 16）。 

今回焼損したテープライト及び発熱痕のあったテープライトはいずれも 1 回目の

写真 7 テープライト内部 

写真 9 連結コネクタのカバーを外した状況 

写真 10 連結ピン 

写真 11 連結コネクタのＸ線透視写真 

写真 12 連結コネクタの接続構造 

図 2 テープライト回路図 

写真 8 テープライト内部（拡大） 
抵抗 

ダイオード 

LED 

：中間線 

編組導体 
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仕様変更がなされる 2017 年 9 月以前の製品であった（写真 13）。なお、製造元から

販売会社に対しては 1 回目の仕様変更時のみ連絡があったものの、仕様変更前の製

品の使用可否についての説明はなかったとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 13 仕様変更前① 写真 14 仕様変更② 

写真 15 仕様変更③ 写真 16 仕様変更④ 

《本件火災で焼損した仕様のテープライト》 

編組導体への半田付けなし 

粘着力の弱いテープを使用 

電源線への半田付けが追加さ

れていることにより編組導体

にばらけが生じにくい 

粘着力の強いテープに変更されたこ

とにより、より編組導体がばらけに

くくなっている 

《現行品のテープライト》 

中間線に半田付けが追加され

ている 

（写真 13） 

（写真 14） 

（写真 15） 

（写真 16） 

半田付け追加 

切断箇所で 
ばらけが生じる 

編組導体が容易
にはがれる 

編組導体がはがれない 

半田付け追加 

図 3 テープライト仕様変更の時系列 

（年） 

（月） 
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2.3.3 原因究明に向けての各種検証 

(1)仮説 1 電源装置の異常による過負荷 

電源装置の不具合により、規定値以上の電気が流れたことによる過負荷が原因と

なり、そのジュール熱により出火した可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)仮説 2 水分混入によるトラッキング現象 

テープライトは屋外に設置されているため、雨水等により連結コネクタ部分に浸

水しトラッキング現象が発生する可能性があり検討する。なおテープライトの防水

保護等級はＩＰ65（完全な防塵構造でいかなる方向からの水の直接噴流によっても

有害な影響を受けない）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実験方法】 

雨水を想定した水噴霧を行い、浸水、トラッキングに至るか検証する。 

テープライトの連結コネクタ部分、エンドキャップ部分を上向きや、下向きになる

よう固定し、最も水が浸入しやすい条件で実験を 7 日間行う（写真 17）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 17 実験装置 

【実験方法】 

火災建物で使用されていた 8 基の電源装置を回収し、それぞれに最大負荷を接続

して電源装置の電気特性を測定する。 

【実験結果】 

実験の結果、異状は認められない。また、火災現場から収去したテープライトの熱

変色については、テープライト全体ではなく、連結コネクタ部に局所的に認められ

る。 

【考察】 

「過負荷」による出火については考えられない。 
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(3)仮説 3 連結コネクタ部の接触不良から炭化導電路が形成され、トラッキング 

2.3.2 の記述のとおり、火災のあったテープライトは仕様変更前の初期品である。

そのため連結ピンを差し込むことにより、編組導体の素線を切断したり、素線が逃

げることにより、接触面積が狭小化すると考えられ、その結果電気抵抗（接触抵抗）

の増大につながると考えられる。そのため、出火のメカニズムについて次のとおり

仮説し、検証する。 

 ① テープライトの編組導体と連結ピンとの接触不良（接触面積過小・接触不安定

により発熱が生じる。 

 

 ② 発熱によりテープライトの樹脂部分が軟化及び炭化する。 

 

 ③ 樹脂部分が軟化及び炭化することで、連結ピンに対する圧力が減じ、抑圧され

ていた編組導体の素線が広がる。 

 

 ④ ③の結果さらに接触不安定になり、発熱・炭化が加速し、編組導体周辺部分の

樹脂変形や素線の広がりなどが生じることで、接触・非接触を繰り返すことに

よる微小な火花放電や局所的な発熱により、周囲の樹脂をイオン化し、導電路

を形成するともに、マイナス線との間で微小な短絡電流が流れる。 

 

 ⑤ 形成された導電路に微小な短絡電流が流れ続け、さらに炭化が進み、最終的に

トラッキングによる火花放電が発生し、火災に至る。 

【実験結果】 

実験中電源が ON になっている間は常に正常点灯する。実験機のブレーカーが作動

するようなことも無かったことから、テープライト内に水滴の浸入は無いと思われ

る。また、実験後外観の確認をするも水滴の浸入は認められない（写真 18）。 

 

 

 

 

 

【考察】                     写真 18 実験後の状況     

実験結果からテープライトの連結コネクタ部分に水分が浸入する可能性は低いこと

から水分浸入によるトラッキング現象による出火の可能性は低い。 
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ア 編組導体と連結ピンの接触不良による発熱発火の検証 

2.2.3 の記述のとおりテープライトの 6 ヵ所の接続部分で発熱痕があった。これ

ら発熱痕のある接続部は端部がほどけてしまっているものや電源接続コードとテ

ープライトの接続部分で最後まで差し込まれていないもの、テープライトが斜めに

カットされている等、接続部分でのずれがあるものが確認されている。 

Ｘ線透視による接触部の確認及び接触不良状態による発熱状況の確認を検証する。 

 

 

 

 

 

【実験方法①】 

Ｘ線透視装置により接触部の観察 

【実験結果】 

焼損のあった仕様のテープライト（半田付けなし、粘着力の弱いテープを使用）は

編組導体と連結ピンの接続部に先端が割れて接触面積が小さくなっているもの（写真

19、20）や素線の切断や素線のばらけによる空隙が確認できる（写真 21、22）。 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

編組導体と連結ピンの接触面積過小及び接触不安定により発熱が生じる可能性が高

い。 

写真 19 X 線① 写真 20 X 線①を斜めから撮影 

写真 21 X 線② 写真 22 X 線②を斜めから撮影 
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【実験方法②-1】 

試験体として 4 つの状況を作成し、通電時の温度上昇を赤外線サーモグラフィカメ

ラにより測定する。 

試験体№1…焼損したテープライトと同様の仕様（半田付け改良なし）に連結ピン

を正常に差し込んだ状態（写真 23） 

試験体№2…焼損したテープライトと同様の仕様（半田付け改良なし）に連結ピン

を編組導体端部に差し込んだ状態（写真 24） 

試験体№3…半田付けの改良がされているテープライトに連結ピンを編組導体端部

に差し込んだ状態（写真 25） 

試験体№4…半田付けの改良がされているテープライトに連結ピンを№3 よりさら

に端部に差し込んだ状態（写真 26） 

試験体に約 10ｍのテープライトを接続し、本製品の最大電流である 3.4Ａを流す

（写真 27）。 

 

 

  

 写真 27 実験装置 

写真 23 

試験体№1 

写真 24 

試験体№2 

写真 25 

試験体№3 

写真 26 

試験体№4 
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【実験結果】 

試験体№1 は 62.9℃、試験体№2 は 112.7℃、試験体№3 は 30.4℃、試験体№4 は

33.4℃となった（写真 28、29）。 

半田付けの改良がなされていないテープライトは改良されたものに比べて温度上昇

がみられる。最も温度上昇がみられた試験体№2 は発熱による樹脂部分の軟化・炭化

が認められ、素線も外側に広がっている。この状態のまま試験を継続するも発火には

至らない（写真 30）。 

   

 

 

 

 

【考察】 

実験の結果、半田付けの改良がされていないテープライトは接触不良による発熱が

発生し、その熱影響により絶縁物に塑性変形が生じる。これにより、異極間の絶縁距

離が保たれず、相間での短絡が発生する可能性が考えられる。また、外装材の変形に

より、水分が浸入しその水分によりトラッキング現象が発生する可能性が考えられ

る。 

写真 28 試験体№1、№2 の測定状況 写真 29 試験体№3、№4 の測定状況 

写真 30 実験後の状況 
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【実験方法②-2】 

編組導体の素線 1 本のみを半田付けにより電源線に接続し、発熱状況等の安定性を

検証する（写真 31）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実験結果】 

素線の温度は 21.2℃となった（写真 32）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

素線 1 本でも半田で確実に接続すれば発熱しないことが確認できたことから、炭化

が認められるテープライトは、連結ピン部分の接触が不安定であったと考えられる。 

写真 31 実験状況 

写真 32 測定状況 

21.2℃ 
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イ 炭化の進行を想定した加速短絡再現実験 

前述の接触不良により絶縁物の炭化が確認されることから、意図的にトラッキン

グ現象を発生させ、電源装置の安全装置の作動状況及び焼損状況を確認する。 

【実験方法】 

塩水の水滴をコネクタ内に垂らし短絡を生じさせる（写真 33）。 

 

【実験結果】 

電源装置の安全装置は動作せず、火炎の発生を認める（写真 34、35）。 

焼損したコネクタを解体すると、中間線の編組導体とマイナス側の編組導体の間で

特に焼損が強い（写真 36、37）。 

   

 

   

 

【考察】 

コネクタ接続部でトラッキング現象が発生した場合、火炎が発生し安全装置も作動

しないことから容易に燃え広がることが推察される。 

写真 33 実験状況 

写真 34 火炎の発生状況 写真 35 電源遮断後 

写真 36 実験後の状況 写真 37 実験後の状況（拡大） 

－側 

＋側 

中間線 
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ウ 収去した焼損品の光学顕微鏡観察と SEＭ-EDX 分析 

火災現場から収去した発熱痕のあったコネクタ部の仔細な観察及び元素分析を

行い、トラッキング現象発生の検証を行う。 

【実験結果】 

素線表面を 2000 倍に拡大し比較すると、焼損品に水分による腐食生成物と思われ

る「かさぶた状」の物質の表出が確認される（写真 38、39、40、41）。 

樹脂部分を観察すると無機塩化物と思われる物質が析出したような形態（M）が確

認できる。またこの部分と（N）部の元素分析を比較すると（M）部から Cl、O、Mg な

どが検出される（図 4、5、写真 42、43、44）。 

 

 

 

   

 

 

写真 38 発熱痕部分拡大撮影 

写真 39 50 倍撮影 

写真 40 2000 倍撮影 写真 41 2000 倍撮影 

かさぶた状の物質 
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【考察】 

発熱痕のあったコネクタ部には、銅の腐食、無機塩化物の析出、イオンマイグレー

ション（電界の影響で金属成分が非金属媒体の上や中を横切って移動する現象）の発

生の痕跡がみられ、水分が浸入していたことが推察される。 

Ｎ 
Ｍ 

写真 42 発熱痕部分拡大撮影 

写真 43 50 倍撮影 

写真 44 2000 倍撮影 

図 4 Ｎ部成分分析結果 図 5 Ｍ部成分分析結果 
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3.結論 

以上のことから、たばこ、放火及びテープライトについて検討した結果、たばこ及

び放火による出火の可能性は低い。テープライトについては、次のようなメカニズム

により出火に至ったと考えられる。 

①  テープライトの編組導体と連結ピンとの接触不良により発熱が生じる。 

 

②  テープライトの樹脂部分が軟化及び炭化することで圧力が減じた結果、接触不

安定となり炭化が進み、編組導体の素線が広がる。 

 

③  さらに、発熱、炭化が進行し、塩素の溶出、水分との結合によりイオン化して炭

化導電路が形成されたり、あるいは外装材が変形し、水分が浸入することにより

導電路が形成される。または中間線の周辺部分の樹脂変形や素線の広がりなど

で絶縁離隔が保てなくなる。 

 

④  ③が複合的に発生した結果、微小な短絡電流が流れ続け、炭化が進み、トラッキ

ングによる火花放電が発生し出火した。 

よって、本火災の発火源をその他の電気機器（LED テープライト）、経過をスパ

ークする、着火物をデッキと判定する。 

 

4.再発防止 

本火災に係る調査結果から、販売会社は本テープライトの構造に問題があることを

認め、販売した 15,221 台(施工 1,258 件)に対して、安全装置を付加する無償点検を自

主的に実施することを決定した。（図 6、写真 45） 

具体的には、テープライトの接続プラグに温度ヒューズを付加すること及びプラス

配線に電流ヒューズを付加するといったものである。 

これにより、完全とは言えないまでも、大幅な火災予防効果が見込まれる。ただし、

同型のテープライトは国内の他の販売業者でも取り扱いがあることから、国内の全て

の同型品に対する火災を予防することは不可能である。 

そのため、販売会社、施工業者、火災商業施設関係者、消防機関による本火災の出

火メカニズム究明のための合同説明会の場に、独立行政法人製品評価技術基盤機構

（nite）に対して参加を呼びかけ、本製品の火災危険性について情報共有するととも

に、今後の対応について検討していただくよう依頼した。 

令和 3 年 1 月現在、本火災を含め全国で 3 件の類似火災が確認できている。それら

全てがテープライトを設置後約 1 年が経過した頃に発生していることから、長時間を

かけてトラッキングに至ったと考えられる。 
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今後も類似火災の発生が危惧されることから、本事例が今後の類似火災の調査及び

火災予防の一助となれば幸いである。 

 

 

 

 

 

写真 45 販売会社が追加した安全装置 

図 6 安全装置の構造 

 LED テープライト 
本体 

LED テープライト安全装置 
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【令和 3 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 

 

エチルアルコールによるアクリル樹脂の脆性破壊 

 

大阪市消防局 松井基委、藤原尚弘、長谷川武、 

藤原優作、門畑克之、工藤佑介 

 

 

1. 火災の概要 

本火災は、令和 2 年 9 月某日 15 時頃に大阪市内で発生し、タンクローリーの一部

を焼損した火災である。 

調査の結果、エチルアルコール積載タンクローリーから漏洩したエチルアルコー

ルによりブレーキテールランプのカバーが脆性
ぜいせい

破壊されたことが火災発生の要因と

なったことが判明した。 

タンクローリーは、最大数量 25,000L の積載式移動タンク貯蔵所で、出荷地から

タンクコンテナにエチルアルコール約 24,000L を積み込み工場へ搬送中であった。

走行中に後続車から車両の後部から炎が上がっていることを知らされ、運転手が車

載の消火器を使用し初期消火を行い、運転手から報告を受けた事業所が消防署へ通

報している。 

タンクローリーはタンク上方の前部及び後部にマンホール蓋が設置されており、

マンホール蓋の周囲は防護枠で囲われている。防護枠の左右から枠内の雨水を排出

するためのドレンホースがタンク後方に向けて設置されている。（写真 1、図 1 参照） 

前部のマンホール蓋は 8 箇所、後部のマンホール蓋は 4 箇所のスイングボルトで

締め付ける構造となっている。（写真 2、3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 り災したタンクローリー 
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ドレンホース

マンホール

防護枠 防護枠

マンホール

１図 　タンクローリーのマンホール・ドレンホース位置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 前部マンホール蓋        写真 3 後部マンホール蓋 

 

2. 聞き込み及び実況見分状況 

2.1 運転手からの聞き込み状況 

高速道路出口付近を走行中に後続車から火災を知らされたため、タンクローリー

を路肩に寄せて停車し後部を確認すると、ドレンホースからエチルアルコールがポ

タポタと漏れており、左右のブレーキテールランプの上部付近で 10 ㎝程度の炎を

確認した。 

車載の消火器で消火後に再度ドレンホースを確認すると漏洩は止まっており、タ

ンクのマンホール蓋部分を確認したが、漏洩等の形跡はなかった。 

エチルアルコールは出荷場所でタンクローリー後方の注入口から積み込み、後部

のマンホール蓋から内部の異常がないことを確認後に閉鎖し、その後はマンホール

を開けていないことを示す針金と半田で封印した。 

前部のマンホール蓋については、基本的に清掃時のみの使用で、前回使用したの

は 8 日前のタンク洗浄時であった。 

スイングボルト 
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2.2 時系列 

15 時 15 分頃 出火 

15 時 25 分頃 運転手により消火、ドレンホースより漏洩確認（1 回目） 

15 時 40 分  運転手により事業所へ電話連絡 

16 時 13 分  事業所から消防署へ加入電話で通報を受けて消防隊出場 

16 時 35 分  消防隊により鎮火確認 

19 時 00 分頃 ブレーキテールランプのカバー（2 枚目）、白熱電球を新品に交換 

19 時 45 分頃 タンクローリー小移動時に後部マンホール蓋より漏洩（2 回目） 

20 時 00 分頃 マンホールパッキンの交換 

21 時 40 分頃 タンクローリー小移動時に後部マンホール蓋より漏洩（3 回目） 

22 時 00 分頃 マンホール蓋を増し締めし漏洩が無いことを確認し実況見分終了 

23 時 00 分頃 タンクローリーが事業所に到着し、ブレーキテールランプのカバ

ー（2 枚目）の破損を確認 

 

2.3 消防隊出火出場時の見分状況  

消防隊到着時、運転手により初期消火されており、エチルアルコールの漏洩も確

認できない。 

2.4 第１回実況見分状況（現地で実施） 

  焼きが見分されるのは、タンクローリー後方の左右のブレーキテールランプ付

近及びドレンホースの先端部のみである。（写真 4、5 参照）金属製のコンテナフレ

ーム及びシャーシーフレームに焼きは見分できないが、ピンク色の粉が付着して

おり、初期消火時の粉末消火器の粉と考えられる。 

左側のブレーキテールランプ白熱電球はガラス部分が破損している。（写真 6 参

照） 

タンク上部のマンホール蓋を確認すると、積載するエチルアルコールが漏洩し

た形跡は見分できないものの、前部及び後部マンホール蓋のスイングボルトのう

ち数箇所が手で回る程度の締め付けであった。 

運転手は普段どおりマンホール蓋を締めていたが、車両下部確認のためタンク

ローリーを小移動させた際に後部マンホール蓋から少量のエチルアルコールが漏

洩しているのを確認した。すぐに漏洩は治まっていたが、マンホール蓋のパッキン

交換後に小移動させた際も再び漏洩して、すぐに漏洩は停止したと説明している。 

エチルアルコールの漏洩は、実況見分終了後に現場に到着した事業所の関係者

が焼きしたブレーキテールランプのカバー及び白熱電球を新品のもの（２枚目）に

交換した後、マンホール蓋のスイングボルトを全て締め直すことで完全に停止す

ることができた。 
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写真 4 タンクローリー後方の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5 左ブレーキテールランプの状況     

破損部分 

写真 6 白熱電球の状況 

焼きしたブレーキテールランプ（１枚目） 

コンテナ 

フレーム 

シャーシー 

フレーム 

ドレンホース 
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2.5 第２回実況見分状況（火災発生から８日後に事業所で実施） 

事業所内に移送されたタンクローリーのブレーキテールランプを見分すると、 

火災発生後に新品に交換した２枚目のブレーキテールランプのカバーに破損が見

分される。 

立会人によると、火災発生場所から事業所へ移送後に確認すると、すでに亀裂破

損していたとのことである。（写真 7 参照）   

ブレーキテールランプ上方の反射板は、光の反射が一様となっていない箇所があ

り、確認すると表面に凹凸ができて溶融した痕が見分できる。反射板の溶融は、左

側の反射板に広い範囲で見分され、その下方に設置されているブレーキテールラン

プに亀裂が入り破損している。（写真 8 参照） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7 新品のカバー交換して約４時間後の状況（２枚目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8 反射板の状況 

 

反射板が 

溶融した痕 

ブレーキテールランプ（３枚目） 
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3. エチルアルコールの漏洩原因について 

第１回実況見分では、タンク本体及びマンホール蓋に変形、損傷は見分されないが、

初期消火時に運転手がドレンホースからエタノールの漏洩を確認している。 

 また、実況見分中、タンクローリー下部を見分する時及びマンホール蓋のパッキン

交換した後に車両を小移動させた時の２回ドレンホースからの漏洩を確認しており、

いずれも数秒で漏洩は止まっている。 

スイングボルトの締め付けについて、数箇所が手で回る程度の締め付けであった。 

事業所では対角の順に全てハンマーで叩いてスイングボルトを締めるように指導

していたが、運転手はマンホール蓋の蝶番の対角に位置する１本をハンマーで強く

締めるのみで、他のスイングボルトについてはマンホール蓋に軽く当たる程度にし

か締めていなかったと供述しており、現地ではスイングボルトをハンマーで叩いて

対角に全て締めることにより漏洩は止まっている。（写真 9 参照） 

ブレーキテールランプ上方の反射板に溶融した痕跡が見分されることから、スイ

ングボルトの締め付け不良によりタンク内のエチルアルコールがマンホール蓋から

防護枠内へ漏洩し、ドレンホースを通り車両後方に流出したものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 9 出火時のスイングボルトの締め付け状況 

 

4. 出火箇所の検討及び判定 

焼きが見分されるのは、タンクローリー後方の左右のブレーキテールランプ及び

ドレンホースの先端部のみである。 

ブレーキテールランプはカバーが焼きし溶融しており、右側と左側を比較すると、

右側は表面的な焼きをしているのに対して、左側は部分的に焼失し、白熱電球のガラ

ス部分が一部破損しているため、左側の焼きが強い。 

蓋に軽く当たる 

程度に締める 

ゴムハンマーで叩いて強く締める 
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運転手からの聞き込みにおいても、左右のブレーキテールランプの上部付近で 10

㎝程度の炎を確認している。 

以上のことから出火箇所はタンクローリー後方の左側のブレーキテールランプ付

近と判定した。 

 

5. 出火原因の検討 

出火原因について、走行中であることから、放火、たばこの可能性は低く、出火箇

所付近のブレーキテールランプの電気配線についても断線等は見分されない。ブレー

キテールランプの白熱電球交換後は正常に作動しており電気配線からの出火の可能

性は低い。 

よってブレーキテールランプの白熱電球について以下検討する。 

5.1 ブレーキテールランプの状況 

左側のブレーキテールランプのカバーは焼きし変形しており、左側の白熱電球は

ガラス部分が一部破損している。 

5.2 エチルアルコールの影響について 

5.2.1 エチルアルコールについて（安全データシートより抜粋） 

化学名   エタノール 

含有量   95.0vol%以上 

化学式   C₂H₅OH 

分類の名称 引火性液体 

引火点   14 度 

発火点   392 度 

5.2.2 脆性破壊について 

脆性破壊とは、金属やプラスチックなどが展延性や靱性を失い、脆く壊れやす

くなることである。 

第２回実況見分では新品に交換したばかりの２枚目のブレーキテールランプ

のカバーが約 4 時間後に破損しているのを確認している。これについて、エチル

アルコールは有機物を溶かす性質を持っており、有機溶剤としても使用されてい

ることから同カバーの破損に影響している可能性が高い。その影響は出火箇所付

近の材質別で表 1 のとおりであり、反射板の溶融範囲が広いことから左側テール

ランプに多く流れていた可能性が考えられる。 

以上のことから、新品のブレーキテールランプのカバーは２回目及び３回目

の漏洩時に付着したエチルアルコールにより脆性破壊され破損したものと考え

られ、出火時のブレーキテールランプのカバーも同様に漏洩したエチルアルコー

ルにより脆性破壊されていたものと考えられる。 
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表 1 ブレーキテールランプ各部材質別のエチルアルコール耐性 

名称 材質 耐性 

カバー アクリル樹脂 影響が大きく使用に適さない 

パッキン 天然ゴム ほとんど影響がない 

ボディ ポリプロピレン 若干の影響があるが使用に耐える 

 

5.3 エチルアルコールによるブレーキテールランプのカバーへの影響実験 

実験は、り災したタンクローリーのブレーキテールランプのカバーと同素材の

もの及びタンク内のエチルアルコールと同成分のものを使用して実施する。 

5.3.1 実験１  

ブレーキテールランプのカバーをエチルアルコールに浸して変化を見分する。 

50 分後に取り出して確認するも変化は見分されない。（写真 10、11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 10 実験１の状況          写真 11 50 分後の状況 

 

5.3.2 実験２ 

ブレーキテールランプのカバーをコンビネーションランプボディに設置した

状態でエチルアルコールをスポイトで全体に滴下して変化を見分する。（写真 12

参照） 

14 分後にブレーキテールランプのカバーのねじ付近及び外周部の一部に亀裂

が見分される。（写真 13 参照） 

60 分後にブレーキテールランプのカバーのねじ付近及び外周部全体に亀裂が

見分される。（写真 14 参照） 

ブレーキテールランプのカバーを取り外して見分すると外周部全体と中心部

に亀裂が発生して破断している。（写真 15 参照） 
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写真 12 実験 2 の状況          写真 13 14 分後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 14 60 分後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 15 カバーを取りはずした状況 

亀裂 

亀裂 
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5.3.3 実験結果からの考察 

実験１では変化が見られなかったが、実験 2 ではり災したタンクローリーに近

い状態の破損が見分された。 

  この結果については、実験２ではエチルアルコールがアクリル樹脂を脆性破

壊したものと思われる。 

実験１においてもカバーはエチルアルコールの影響を受けていると考えられ

るが、カバーに負荷はかかっていないことから破損は起こらなかったものと考

えられる。  

実験２においては、ねじによりコンビネーションランプボディに押し付けられ

ることにより、脆性破壊されたカバーとパッキンの接する外周部とねじ付近に

負荷がかかり破損したものと考えられる。 

り災したタンクローリーにあっても、走行中の振動等も加わりより脆性破壊が

促進されたものと考えられる。 

5.4 エチルアルコールの白熱電球による着火実験 

5.4.1 実験３  

り災したタンクローリーと同型のフィラメントが２本入っているダブル球を

12Ｖバッテリーに接続し、ダブル球のテールランプのみ点灯させ見分する。（写

真 16 参照） 

点灯から 17 分後に白熱電球ガラス部分の温度は 128 度まで上昇し、それ以上

の温度上昇は見分されなかったため、スポイトでエチルアルコールを滴下する

と、白熱電球に亀裂及び破損は見分されない。（写真 17、18 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 16 実験の状況 
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写真 17 点灯から 17 分後の状況        写真 18 白熱電球の状況 

 

5.4.2 実験４ 

り災したタンクローリーと同型のフィラメントが２本入っているダブル球を

12Ｖバッテリーに接続し、ダブル球のテールランプ及びブレーキランプを点灯

させ見分する。 

点灯から 7 分後に白熱電球ガラス部分の温度は 211 度まで上昇しそれ以上の

温度上昇は見分されなかったためスポイトでエチルアルコールを滴下すると、 

白熱電球ガラス部分は破損し、エチルアルコールが燃焼した。（写真 19、20、21

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 19  7 分後の状況        写真 20 白熱電球の状況 
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写真 21 破損した白熱電球 

5.4.3 実験結果からの考察 

ガラスは金属等と比較して耐久力と熱伝導率が低いことから急激な温度変化

による膨張、収縮により破損する場合がある。 

ガラス部分の温度について、実験３はテールランプのみで 128 度まで発熱し、

実験４はテールランプ及びブレーキランプで 211 度まで発熱しており、実験４

の方が 83 度高い温度になっている。 

エチルアルコールを滴下した実験について、実験３はガラス部分が破損してな

いのに対して、実験４はガラス部分が破損した。これは、実験４のガラス部分が

より熱膨張していたと考えられ、エチルアルコールの滴下された部分が急激に

冷やされ収縮することで、ガラスが破損したものと考えられる。 

さらに、ガラス部分が破損して露出したフィラメントは温度が 2,000 度以上

になることからエチルアルコールの可燃性蒸気に引火したものと考えられる。 

5.5 結論 

以上検討した結果、本火災はエチルアルコール積載のタンクローリーのマンホー

ル蓋より漏洩したエチルアルコールが、左側のブレーキテールランプのカバーに

接触したことで脆性破壊が発生し、破損させた。そして、内部の白熱電球のガラス

部分にエチルアルコールが付着することでガラス部分が破損、エチルアルコール

の可燃性蒸気が内部のフィラメントの熱により引火して出火したものと考えられ

る。 

なお、左右のテールランプから炎が上がっていたことについて、ドレンホースか

らエチルアルコールが漏洩した際に、コンテナフレームとシャーシーフレームの

間隙にもエチルアルコールが入り込み、左側のテールランプから出火した後に右

側のテールランプへ火炎伝播したためと考えられる。 
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6. 事業所側での調査、検証結果 

漏洩の原因究明と再発防止のため、事業所においても調査、検証を行っている。 

6.1 気密検査の実施 

出火時のマンホール蓋パッキンを空気で加圧しての気密検査を実施したところ、

パッキンに変形及び損傷がなく、異常がないことを確認した。 

6.2 漏洩状況の検証結果 

マンホール蓋のスイングボルトの締め付け状態による漏洩状況の検証結果につ

いては、表 2 のとおりである。 

全てを対角の順で動かなくなるまでスイングボルトを手締めで締めたマンホー

ル蓋からの漏洩は確認されなかった。（表 2①参照） 

出火時のように１箇所だけを最初にハンマーで叩いて強く締め残りを緩く締め

るとマンホール蓋に隙間が生じた状態であった。（表 2⑥参照） 

この結果を踏まえ、今後のスイングボルトの締め付けについて、対角の順で動か

なくなるまで手締めをすることにより、少しずつ数回に分けて締めて不均等な状

態が大きくならないようすることが必要であると判明した。（写真 22 参照） 

 

表 2 スイングボルトの締め付け状態による漏洩状況の検証結果 

 
スイングボルトの 

締め付け状態 

スイングボルト 

(８本) 

スイングボルト 

(４本) 

マンホール 

蓋の動き 
漏洩 

マンホール 

蓋の動き 
漏洩 

① 
全てを対角の順で動かなく 

なるまで手締めで締める 
なし なし なし なし 

② 
全てを対角の順で 

締め付け具合 80～90% 
なし なし なし なし 

③ 
全てを対角の順で 

締め付け具合 40～50% 
なし なし なし あり 

④ 
全てを対角の順で 

緩く締める 
なし あり あり あり 

⑤ 
全てのスイングボルトを 

全く締めない 
あり あり あり あり 

⑥ 
１箇所をハンマーで叩いて

強く締め残りを緩く締める 
なし あり 

あり 

(隙間確認) 
あり 
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写真 22 正しい締め方の順序（１→８の順） 

 

6.3 再発防止措置 

検証結果を広く周知するために消防と事業所が協議した結果、事業所はエチル

アルコールを取り扱う全事業所に通知し、安全会議時に各事業所長よりドライバ

ーに対して指導を行うとともに、漏洩対策実施記録表を作成し、ダブルチェックを

実施して記録すること及び出荷地でエチルアルコール積載後、一度事業所に戻り

中間点検を実施し、各工場へ搬送するよう徹底するとの報告を受けた。 

さらに事業所は、エチルアルコールを積載する全車両のブレーキテールランプ

のカバーを点検するとともに、白熱電球を LED 電球に取り換えを実施した。 

 

7. おわりに 

本火災は、エチルアルコールによる脆性破壊という聞きなれない現象が出火に大

きく影響しており、調査担当者自身も性質、影響について調べ実験を行いながら初

めて理解し多くを学ぶことができた事案である。 

さらに、エチルアルコールを積載したタンクローリーが炎を出して走行しており、

ひとつ間違えば大災害につながる恐れがあった。 

事業所側も本火災を真摯に受けとめ、消防と何度も協議を重ねながら改善書を作

成し提出することで、今後の輸送に関する安全対策が構築された。 

また、エチルアルコールはコロナ渦において需要が急増しており、新しい生活様

式の中でこれまで置かれていなかった場所に置かれ、使用されていなかった場所で

使用されるようになってきた環境下で、火災が発生する前に周知することによりエ

チルアルコールの安全な使用と火災予防につながれば幸いである。 

１ 

５ 

２ 

６ 

３ 

７ 

４ 

８ 

   １周目 

   ２周目 
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【令和 3 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 

 

亜鉛メッキ工場で発生した水素爆発の火災原因調査 

 

大阪市消防局 秋山和輝、小深田将、中田脩介 

 

 

1. はじめに 

メッキとは、金属の耐食性、装飾性、機能性を向上させるために行われる金属の

表面処理方法である。鉄表面に亜鉛を塗ったトタンや、ニッケルを塗ったブリキが

有名であるが、本火災は、鉄鋼板に亜鉛を塗布するライン工場において、塗装面の

前処理を行う中央設備で爆発現象が発生したものである。その爆発により溶融した

高温の亜鉛が飛散し、それを被った作業員が重症を負っている。通報段階では、消

防は爆発現象があったことは把握しておらず、集団災害の救助事案として取り扱っ

ていたが、着衣の焼損を確認したことで火災事案に切り替え調査を開始した。調査

の過程で、複数の破損箇所が見分されたことで爆発現象を伴っていたことがわかっ

た。大規模で複雑な設備の構造や時系列の把握が困難である中、本来置換されてい

るはずの水素が残留した要因や、発火源を理化学試験により究明し、爆発のメカニ

ズムの特定に至った事案である。 

 

2. 火災の概要 

  出火日時：令和 2 年１月某日 9 時 45 分ごろ 

  覚知日時：同年同日 9 時 52 分 

  り災程度：鉄骨造トタン葺スレート張平屋建工場内において、連続溶融亜鉛メッ

キ製造設備一部破損、工場内窓ガラス一部破損、作業員衣類焼損 

  死 傷 者：負傷者 3 名（重症 1 名、中等症 1 名、軽症 1 名） 

 

 

 

 

 

 
写真 1 写真 3 飛散した亜鉛 写真 2 
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3. 建物設備について 

中央設備は無酸化炉、還元炉、冷却帯の 3 設備から成り、各々はトンネル状に繋

がっている（図 1）。稼働中の設備内にはガス（水素 24％、窒素 76％）が充填され

ている。ガスは冷却帯下部から注入され、無酸化炉上部のダクトに繋がった排気フ

ァンの吸引によって無酸化炉側へと流れていく。その中を鋼板はガスの流れとは逆

に無酸化炉上部から進入し、冷却帯へと流れていく。 

メッキ処理前の鋼板の表面には酸化被膜が形成されており、このまま亜鉛をメッ

キしても結合が弱く剥がれてしまう。そのため次の工程により、まず無酸化炉で鋼

板を側面のメインバーナーにより熱していく。続いて、高温となった鋼板は還元炉

へ流れ、その中で水素によって還元する。そして、酸化被膜が取り除かれた鋼板は

冷却帯で一度冷却され、そのまま亜鉛ポットへと沈められてメッキ加工される。還

元炉には炉内を 675℃に保つため、熱交換室を経由する還元炉ダクトが、冷却帯に

もガスを循環するための冷却帯ダクトが併設されている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 出火前の作業内容から爆発に至るまで 

出火前の時系列を図 2に示す。この設備は同年 1月 6日から稼働し続けていた中、

1 月 26 日（出火前々日）の 17 時 40 分に建屋の屋根が破損したため、一度亜鉛鋼板

メッキの作業は終了し、屋根の修復作業にとりかかる。生産稼働中は無酸化炉から

冷却帯にかけて水素 24％、窒素 76％が充填されているが、メンテナンス時には水

素のバルブを閉じて窒素のみを充填することで設備内を窒素置換していく。通常、

この置換は水素濃度 4％以下、かつ炉内の温度が 250℃以下になるまで続けられる。 

 

図 1 中央設備 

: 鋼板の流れ 

: ガスの流れ 

充填ガス注入口 

（窒素 76％） 

（水素 24％） 

排気ファンへ繋がるダクト 

排気ファン 

(熱交換室経由) 
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1 月 27 日（出火前日）の午前中に屋根の修理作業は終了したが、生産ラインには

中断したままのトラブル材となった鋼板が残っていたため、その鋼板を取り出すた

めに本工程を 13 時 49 分から 14 時 30 分の間、再稼働させた。トラブル材の除去後

は、通常作業と同様に窒素置換を行い、14 時 53 分に水素濃度 3.5％、還元炉内の

温度も 250℃に下がったことを確認し、16 時 18 分に窒素ガスを停止している。 

1 月 28 日（出火日）、1 月 6 日から続けていた一連の稼働が終了したため、メン

テナンス（主に亜鉛ポット内のローラーの交換）に入る。9 時 00 分ごろ、すべての

ファンを停止し、9 時 15 分ごろに還元炉サポートロールマンホールを開放、続いて

9 時 45 分に無酸化炉内のバーナーの点検のため１ゾーンマンホールを開放した約

10 秒後に設備内で爆発が発生し、亜鉛ポット付近で作業していた作業員 2 名に溶融

亜鉛が飛散し、負傷した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 時系列 

図 3 マンホール位置 

無酸化炉１ゾーンマン 

ホール 

還元炉サポートロール 

マンホール 
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5. 冷却帯での窒素と水素の流れについて 

    水素と窒素の注入口は冷却帯下部に位置する（図 4 左右上）。注入口①から入った

ガスは RC ファン②により吸引され、フィルター③を通ってサプライ側ダクト④へ

流れる。サプライ側ダクト④から各ヘッダー⑤へ入り、ヘッダー⑤から冷却帯⑥内

部へ供給される。その後、一部は再び RC ファン②に吸引されリターン側ダクト⑦

へ引き込まれ、残りは還元炉⑧の方へと流れていく。この繰り返しにより、冷却帯

内部にはガスが循環されている。 

亜鉛ポットからはヒュームと呼ばれる湯気のようなものが発生し、それが冷却帯

⑥の内側の壁面に付着して亜鉛灰となり、堆積していく。そのため、ダクト内へ堆

積を防ぐために、RC ファンの②一次側にはフィルター③が設けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 破損箇所について 

    破損箇所は冷却帯周りに集中しており、その中でも RC ファン入口フィルターから

サプライ側ダクトにかけての被害が大きいことがわかる。 

図 4 ガスの循環経路 

還元炉・冷却帯（横から） 冷却帯（上から） 

亜
鉛
ポ
ッ
ト
側 

ガス注入口 

④ 

⑤ 

⑦ 

① 

② ③ 

① 
ガス注入口 

⑥ 

⑧ 
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冷却帯（上から） 還元炉・冷却帯（横から） 

図 5 破損個所 

冷却帯（正面から） 

⑨エントリー側ダクト破損部除去後 

⑤サプライ側ダクト中央伸縮管 

④サプライ側ダクト伸縮管 

①RC ファン出口  

⑧冷却帯正面 

冷却帯リターン側ダクトは

大きな破損は見られない。 

冷却帯サプライ側ダクト破損 

分断したダクト片 

⑥サプライ側ダクト伸縮管 

⑦サプライ側ダクト本体接続部 

③フィルター ②フィルター 

伸びている 

伸びている 

伸びている 

受傷位置 

受傷位置 
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7. 出火原因について 

中央設備内では、爆発の可能性がある可燃性ガスとして LPG と水素の 2 種類を使

用している。LPG は無酸化炉のメインバーナーや還元炉の熱交換室にあるバーナー

の燃料として使用されているが、出火時に各バーナーは停止しており、ガス検知に

よるガス漏れは確認されていないことから、LPG が爆発に関係した可能性は低い。 

 水素についてもバルブは閉じられており、水素供給配管からのガス漏れも検知さ

れない。しかし、出火前に行ったトラブル材を取り出すための再稼働後、窒素置換

をする際に何らかの要因により水素が残留した可能性は否定できない。理化学試験

1 により、水素に引火して爆発現象が生じた場合、その拡散性から LPG に比べて大

きなエネルギーとなることを確認したことからも、本火災の爆発には残留水素が関

係していると推測し、出火原因を考える上で水素が残留した要因や発火源について

以下考察する。 

（1）  水素の残留について 

まずは、ガス置換にはどの要素が関係するかを考える。その際、貯槽内の換気 

に関する文献※の考え方を参考にした。設備産業施設における爆発や漏洩事故は、

可燃性ガスや毒性ガスの残留が要因の一つと考えられており、それを防ぐために

換気が重要とされている。一般的な換気は不活性ガスを注入する置換による換気

であるが、その置換方法は ①単純置換、②完全混合置換、③不完全混合置換に

大別される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 完全混合置換 

左図のように、流入したガスの拡散と混合による濃度の均一化が 

換気に伴う容器内の濃度変化に比べて十分に速い状態である。この 

置換では、容器内の濃度が均一であるとみなすことができ、置換され 

るガス成分の濃度について次式(1）で表すことができる。 

  ｋ = (1-e-nt) M / Q  +  k1 e
-nt …(1)   

ｋ：残留成分の濃度、n：単位時間あたりの換気回数（=Q/V） 

ｔ：時間、 Ｑ：単位時間あたりの換気量、 ｋ１：初期濃度、Ｖ：容器容積 

M：ある成分の単位時間あたりの発生量 

① 単純置換 

流入ガスの流速が小さく、拡散混合が起きにくい、あるいは密度 

などの物性値が大きく異なることで、左図のようにガス間に明瞭な 

境界線ができる状態である。置換ガスが容器内のガスを押しだして 

いく形式であるため、流入したガス量が容器体積と等しくなれば、す 

べてのガスが置換される。 

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-248-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【理化学試験 1】 

   上蓋を圧力開放窓とし、円筒容器内に水素を適量注入する。そのままライターで

点火すると、爆発による圧力により上蓋が上方へ噴き上がる。注入したガス濃度に

もよるが、LPG では上蓋は 1ｍほどしか上昇しないのに対し、水素では 3～4ｍほど

上昇する。 

  水素の爆発範囲は 4.0～75％と広範囲 

 であり、 小着火エネルギー0.019mJ で 

 あること考えると、非常に爆発危険度の 

 高いガスであることがわかる。 

 

本火災の設備では、冷却帯及び還元炉にそれぞれ循環ダクトが併設されており、

窒素ガスの流入（150 ㎥/h）に対して循環スピードは速い（540 ㎥/min、750 ㎥/min）

ことから、設備内の濃度は均一化されているとみなすことができる。そのため、冷

却帯及び還元炉は完全混合置換に近似した置換方法が行われていると思われ、新た

な水素の流入は停止していることから式(1)のＭの値は 0 となり、残留水素濃度は

次式(2)で表すことができる。 

                 ｋ =   k1 e
-nt = k1 e

-Q/V t …(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備容積Ｖは不変であるため、変数は単位時間あたりの

置換量Ｑ（置換効率）と置換を実施した時間 t になる。 

Ｑとｔが小さくなったことで、爆発下限界以上の水素が残

留してしまったのではないかと推測する。 

火災前に換気量 

ｋ：残留成分の濃度、ｋ１：初期濃度、ｔ:時間 

n：単位時間あたりの置換回数（=Q/V） 

Ｖ：容器容積、 Ｑ：単位時間あたりの置換量 

本来の換気量 

 ③ 不完全混合置換  
左図のように、容器内に流入したガスがそのまま出口方向へ達して 

しまい、その流れ以外がよどんでいる状態である。濃度分布やよどみ 

の過度が様々なため計算式として理論値を表すことはできない。 

部分的に見ると、流れの部分は「単純置換」とみることができる一 

方で、よどみの部分は濃度変化が極端に遅い「完全混合置換」とみる 

こともできる。 

※板垣晴彦：労働安全衛生総合研究所特別研究報告,JNIOSH-SRR-N.45(2015),p.15 

ｋ
：
残

留
水

素
濃

度
  k1 

４％ 

置換量（Q/V ・ t） 
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式(2)をグラフに示すと上記のようになり、残留水素濃度は指数関数的に減少する

ため、水素濃度が薄まるごとに単位時間あたりの置換率も減少していくことがわかる

が、この関係性が妥当であるかどうかを後述する理化学試験 2 により実証していく。

また、水素が残留する要素となり得るのは初期濃度 k1、単位時間あたりの置換量Ｑ、

置換時間ｔであると考えた。再稼働時での水素注入量は通常と変わりなかったことか

ら、初期濃度 k1 については検討を割愛し、以下本火災での置換量と置換時間につい

て検討する。 

ア 置換効率について 

り災した事業所では、冷却帯内部の亜鉛灰バキューム清掃を 2 か月に一度実

施しており、その清掃は本稼働終了後に予定していた。冷却帯内の亜鉛灰は一

番堆積が多いタイミングであったことからも、出火前の時期は冷却帯ダクトフ

ィルターの詰まりが多かったため、冷却帯 RC ファンの出力を上げることで対応

していた。RC ファンは、起動時には自動設定 10％出力で立ち上がり、通常はオ

ペレーターが 20％設定へ変更して生産をスタートさせるが、火災前の起動はト

ラブル材を除去するための一時的な稼働に過ぎないものであったことから、設

定を変更していなかった可能性が高い。このことから、フィルターに目詰まり

が生じたこと、RC ファンの出力を上げていなかったことが相乗し、フィルター

の二次側（サプライ側ダクト）に流入する窒素量が減るため、冷却帯の置換効

率が低下する。式(2)でいえば置換効率Ｑが小さくなることに等しく、水素が残

留しやすい要因の一つとなったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 置換時間について 

本工程において、窒素置換は水素を抜くため以上に、設備内の温度低下が主

な目的となっているため、窒素置換を行う時間は温度が低下するまでの時間で

図 6 RC ファン及びフィルターの位置 

還元炉 

水素、窒素注入

冷却帯（正面から） 冷却帯（横から） 

フィルター RC ファン 
フィルター 

冷却帯 
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管理されていた。通常の生産時には、還元炉の温度は 675℃まで上昇するため、

250℃まで低下するのに 7～8 時間を要していたが、本火災の発生前は変則的で

一時的な作業であったため、還元炉は 450℃（通常の 66％）までしか温度上昇

しておらず、結果として窒素置換を行った時間は 1 時間 47 分（通常の約 20％）

しか実施していない。窒素流量 150 ㎥／h であること、炉容積 109 ㎥であるこ

とを考慮すれば、通常であれば、炉容積に対して 5.5～6.3 倍の窒素を流入して

いる計算となるが、再稼働後の窒素置換は炉容積に対して 1.4 倍の窒素しか流

入できていない。 

    そこで、理化学試験 2 を実施する。本実験は、初期水素量は実現場の 10 分の

1 の量、窒素流量は実現場の 100 倍の速度で流入し、実現場よりも水素を置換

しやすい環境で実施したのにも関わらず、水素は完全に置換するのに時間を要

することが分かる。模型に循環装置はないが、窒素の流入速度が速いため冷却

帯部分では自然に気体は拡散し、完全混合置換時の挙動を示していると思われ

る。初期濃度は変えず窒素の流入量を増加させると、水素の残留濃度は小さく

なった。また、窒素の流入速度は一定で初期濃度を小さくすると、水素の残留

濃度は小さくなった。この結果は、式(2)の関係性に矛盾はなく、置換時間の減

少は水素が残留しやすいことに直結することが実証できた。 

  【理化学試験 2】 

実現場の無酸化炉、還元炉、冷却帯を再現するため、アルミフレキシブルダク

トを使用し、またノーズロール部は立方体で再現する。本模型の総容積は

2.14×104cm3 であり、実現場の炉容積 109 ㎥であることを考慮すると、2.0×10-4

倍のスケールである。気体の流入位置は現場同様に冷却帯の下部からであり、水

素濃度の検知位置はノーズロール部に設定する。窒素はボンベから直接流入させ

るが、水素は危険性を考慮して直接ボンベから流入させず、捕集袋に一度集め、

捕集袋からシリンジを用いて必要な体積を抜き出す。水素を流入させ、ガス検知

器が示す値が安定してきたら窒素の流入を開始し、水素濃度が 0％になった時点

を置換完了時間とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素 窒素 

水素をシリンダーに取る 

補集袋 
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(1)  窒素流入量を変化 

    水素を 300cm3 流入させた後、窒素の流入量を 4Ⅼ/min 、20Ⅼ/min と変化 

させて置換完了までの時間と、水素濃度の変化を確認する。窒素の流速 4Ⅼ/min

を基準（1 倍速）として考える。 

実験結果をグラフ 1 に示す。水素を 300cm3 流入させると、水素の初期濃度は 

40％LEL 付近を示す。残留水素の濃度は指数関数的に減少し、1 倍速流量の場合

は 110 秒付近、５倍速流量の場合は 60 秒付近を境にして濃度減少率が小さくな

ることが確認される。窒素の流量を大きくすれば、減少率は大きくなるため置

換完了までの時間は短くなるものの、指数関数的に減少することに変わりはな

いため、水素濃度が小さくなれば置換しにくいことがわかる。 

(2)  水素の初期濃度を変化 

    窒素の流入量を 4Ⅼ/min に固定し、流入させる水素の体積を 100cm3、200cm3、 

300cm3 と変化させる。水素の初期濃度は 20％LEL、40％LEL、60％LEL となり、 

置換完了までの時間と水素濃度の変化を確認する。 

実験結果をグラフ 2 に示す。水素の初期濃度に関係なく、残留水素濃度は指

数関数的に減少していく。初期濃度が大きくなれば、置換が完了する時間もそ

の割合に応じて長くなっているものの、減少率は大きく変わらない。実現場の

炉容積 109 ㎥に対して実際の窒素の流入量は 150 ㎥／h、初期濃度 24％付近で

あるのに対し、本実験では模型の容積 2.14×104cm3 に対して窒素の流入量

4Ⅼ/min 、初期濃度 40％LEL を例として考えると、実際のスケールに換算すれ

ば窒素の流入速度は 8.2 倍大きく、初期濃度は本来の 5.9％の量である。実現

場に比べて水素は何倍も置換しやすい条件にも関わらず、水素を 0％にするに

は時間を要するのがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 1 グラフ 2 
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 (2) 発火源について 

 残留した水素が引火または発火するためには、空気と混合して水素を含む可燃

性ガスを生成する必要がある。もともと、炉内は高温に熱せられることで、内部

のガスは膨張し、気体の流入を受けながら冷却されるため、空気を取り入れると

きには炉内は陰圧になる設計となっている。これは、作業員が炉内で作業する際

の酸欠防止のための仕組みであり、開口部があれば空気は炉内へ流入しやすい設

計である。普段は開かない還元炉下部のサポートロールマンホールが開いたこと

で、還元炉からノーズロール部まで空気が拡散し、水素と酸素が混合し可燃性ガ

スとなる可能性は高い。 

そのため、設備内に空気が流入した 28 日 9 時ごろからの炉内のガス挙動及び火

源の可能性を考える必要がある。炉の溶接作業等も実施していなかったことから、

発火源についても水素同様に設備内にある可能性が高く、発火源として静電気、

電気関係、亜鉛ポットについて以下検討する。 

ア 静電気について 

   還元炉下部にあるサポートロールマンホールを開放した作業員は、タイベック

にジャンバーを羽織った服装であり、皮手袋及び安全靴の着用があったとのこと

である。そのため、帯電しにくい状況かつ帯電しても放電しにくい状況であるた

め、人体帯電による静電気がマンホール開放時に水素へ引火した可能性は低い。

さらに、開放してから 10 秒後に爆発しているため時間関係から考えても可能性は

低い。また、設備全体が地面へボンディングされているため、設備が帯電する可

能性は低いが、冷却帯の循環ダクトに設置されたフィルターの施工状況によって

は、亜鉛灰を堆積させる際に帯電する可能性などは考えられる。しかし、出火時

にファンは全て停止していたことから、静電気により出火した可能性は低い。 

イ 電気関係について 

   生産終了後に引火する可能性として、生産終了後にも作動する電気設備で防爆

性のないリレーを使用するものが考えられる。その可能性としては、無酸化炉メ

インバーナー点火時に使用するパイロットバーナー及び循環ダクトのファンモー

ターなどが考えられるが、パイロットバーナーは水素濃度 4％以下を確認後（出

火前日の 14 時 51 分）に消されている。また、ファンモーターについても出火当

日 9 時ごろ（爆発 46 分前）に停止しており、リレーはダクト外部に設置されてい

ることからも、リレーの接点火花が水素に引火する可能性は低い。 

ウ 亜鉛ポットについて 

亜鉛の融点 420℃に対して、亜鉛ポットは常時 460℃に保たれている。測定条

件により大きく変化するため一概には言えないものの、一般的に水素の発火点

は 500℃付近とされている。そのため、亜鉛ポットの熱により水素が発火した可
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能性は低いと思われる。 

    一方で、亜鉛灰は生産時には窒素及び水素雰囲気下で、生産終了後には窒素雰

囲気下で堆積しているため、亜鉛灰は酸化されないまま存在し、亜鉛ポット内

に亜鉛灰が落下しても燃焼しない。しかし、作業員からの聞込みからメンテナ

ンス時に空気を取り込んだ際は、亜鉛灰が亜鉛ポットに落下すれば、亜鉛灰が

燃焼し、ポット炉沿面よりも上部の冷却帯内面に堆積した亜鉛灰に火炎伝播す

る現象が見られるとのことである。亜鉛灰をライターで一度赤熱させると、次々

と熱が伝播していく様子が確認できたことから発火源となる可能性はある。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 冷却帯下部における水素と酸素の混合について 

  亜鉛灰の堆積によりフィルターが目詰まりを起こしたことで、置換効率が低下し

ていた可能性が高いことを前述した。それに伴い、フィルターの二次側には窒素が

送られにくくなり、サプライ側ダクトを経由せずに還元炉の方へ流れていく窒素量

が多くなってしまうため、サプライ側ダクト内の水素は残留しやすい。気体は一度

混合すれば比重差があっても分離しにくく、比重が非常に小さい水素であっても下

部に存在していた可能性を理化学試験 3 及び 4 により見出せた。爆発による破損箇

所についても、サプライ側ダクトの破損が大きいことにも矛盾はない。 

  また、酸素を取り入れた開口部は還元炉下部であり、発火源とは離れた位置にあ

るものの、炉の設計が外気を取り入れやすい設計であることに加え、設備内は各ポ

イントで温度差が生じて対流しやすい環境にあったことからも、空気が冷却帯下部

にまで到達し、水素と混合して可燃性ガスを形成した可能性は十分考えられる。 

 

 

亜鉛灰表面で次々に熱が伝播している様相が確認できる 

図 7 亜鉛灰の火炎伝播状況 
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【理化学試験 3】 

 温度変化による気体の挙動 

気体は冷却されると凝縮され、密度が上がるため重くなり下降する。また、気体

は加熱されると膨張し、密度が低下するため軽くなり上昇する。これら「対流」の

要素を線香と銅板を用いて確認する。一般的に対流は密閉空間内で行われ、気体に

温度差があっても対流によって次第に温度が均一化するため、それに伴い対流も収

束する。しかし、密閉空間でなくても、温度変化が生じれば気体は上昇、下降の挙

動を見せることが本実験から分かり、これらが拡散につながると思われる。実現場

において、炉内温度と大気温度は大きく異なるため、炉内へ空気の流入があれば拡

散し、時間経過を経て残留水素と空気が可燃性ガスを形成する可能性は十分に考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理化学試験 4】  

比重差による気体の分離について 

ア 実験方法 

    直径 13.5cm、高さ 68cm の円筒形の密閉空間 9729cm3（以下、円筒容器という。）

において、上下に可燃性ガス検知器を設定する。シリンダーを用いて、円筒容

器の下部から水素 200cm3 を流入し、時間経過ごとの水素濃度を検知する。使用

資器材には、ガスセンサーが接触燃焼式の可燃性ガス測定器（XP－3110 CH４

検知用）を使用しており、水素に読み替えて測定した。 

      

 

 

 

 

 イメージ図 

可燃性ガス検知器 

水素の注入は上から、 

または下から行う 

可燃性ガス検知器 

シリンダー 

実験写真 

銅板付近では、煙の上昇

速度は増加する 

銅 板 付 近 では煙 は下 降

し、次第に渦をまく 

銅板を冷却 銅板を加熱 常温 
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イ  実験結果及び考察 

        水素を円筒容器の上方から流入させた結果をグラフ 1 に示し、上部を冷却

した場合をグラフ 2 に示す。グラフ１を確認すると、下部に比べて上部の水

素濃度が大きく、流入から 70 秒経過するまでは、上部は爆発下限界以上の

「over lange」を示す。時間経過とともに上部の水素濃度が減少、下部の水

素濃度が増加していくが、その変化は緩慢であり、上部の水素濃度は－

0.83%/sec の速度で濃度低下していく。一方、同条件で上部を冷却した場合、

グラフ 2 のように上下部の水素濃度変化は急激に現れ、上部の水素濃度は－

2.51％/sec の速度で濃度低下していき、下降速度は 3 倍になる。しかし、一

度上下部の濃度差が無くなれば時間経過後も濃度差は生じない。続いて、水

素を下部から流入させた場合をグラフ 3 に示す。流入直後から上下部に水素

の濃度差はなく、時間を経過しても濃度差は生じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素の注入は上から 

上から注入した水素は、 

比重が小さいために 

そのまま上部に滞留しやすい 

グラフ 1 

水素の注入は上から 冷 

上部が冷却されると、 

温度差により対流が生じるため、 

水素の降下速度が大きくなる。 

一度混合すれば、上下に濃度差は 

生じない 

グラフ 2 

下部から水素が注入されると、 

比重により水素は自ら上方へ拡散 

する。一度混合すれば、上下に濃度 

差は生じない 

水素の注入は下から 

グラフ 3 
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以上の結果から、比重の小さい水素は上方に滞留しやすいが、徐々に空気と

の混合気体になれば水素の浮力は低下するため、徐々に上部の水素は下部へ下

降してくると思われる。それに上方の温度低下が加われば、(1)の実験結果と同

様、凝縮されて密度が大きくなった水素を含む可燃性ガスは急激に下降する。

一旦、濃度差が無くなれば時間を経過しても濃度差が生じないのは、ガス比重

差による分離は一度混合気体を形成すれば行われにくいことを示している。そ

のため、下部から水素を流入させた場合は、水素の上昇過程で空気と混合する

ため、流入直後から上下部における水素の濃度差はないと思われる。 

8. まとめ 

本火災は、水素を取り扱う設備において、窒素パージ時間を炉内の温度で管理し   

ていたことで、炉内の温度上昇が低い一時的な稼働であったため温度低下が早まり、

その結果窒素パージ時間も短くなった。それに加えて、トラブル材の排出が目的の

稼働であったため循環ファンも自動設定の 10％出力と低い状態で使用、亜鉛灰の堆

積によりフィルターの目詰まりなど、副次的な悪条件も重なった。その結果、循環

不足による炉内の濃度均一化が不足したこと、窒素パージ時間が短いことが水素残

留の要因となったと思われる。 

この状況に気づかないままメンテナンス作業に入ったことで、マンホール開放に

より空気が流入し、相対的に冷え、空気と混合することで比重が重くなった水素が

冷却帯下部へ降下していく。そして亜鉛灰が亜鉛ポット内に落下したことで冷却帯

内壁に堆積した亜鉛灰が火炎伝播し、その炎により引火したと思われる。その結果、

冷却帯下部が爆心となり水素爆発が発生し、一方は炉内排気側へ爆発エネルギーが

伝わり、溶接の弱い箇所などが破損、もう一方は開口部のない亜鉛ポット側へ伝わ

り、爆発エネルギーにより溶融亜鉛が飛散した。 

この事故の大きな要因として、水素濃度の管理形態が不十分、且つ不適切である

ことが挙げられる。水素濃度を計測するポイントは全 8 箇所（無酸化炉の出入側、

還元炉の出入側、冷却帯の出入側、各循環ダクトの出入口）ある。システム上計測

を確認できるのは 1 箇所のみで、どこのポイントを確認するかはオペレーターの操

作によりポイント変更を行う必要があるが、メッキ加工の品質管理を重要視するた

め、還元炉入側にあたる下部の水素濃度のみを常時計測していた。これが火災を未

然に防げなかった要因であり、窒素置換時間の決定には温度を基準とし、水素濃度

が考慮されていないオペレーションとなっていたことが、本火災に発展した一番の

要因であると考えられる。 

 

9. 火災後実施された対策 

水素の置換効率を上げるために窒素パージ時の RC ファン出力に基準設け、生産
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時は 20％に対し窒素パージ時は 40％に引き上げることとした。また、設備停止時

はいかなる場合でも 8 時間以上窒素パージを行うこととし、水素が残留するデッド

ゾーンができないように炉末端からもパージを実施し、作業員が炉全体の水素を含

む濃度分布を把握できるように監視箇所を増やした。 

水素濃度は還元炉下部のみだけではなく、パージ停止前に各監視場所すべてが

0.0％になっていることを確認するようマニュアル化し、保護具の見直しについて

は、難燃性の作業着を着用し顔面保護シールドの大型化がなされるなどの再発防止

対策が取られた。 

 

10. さいごに 

一般的に、労働災害は労働基準監督機関や警察の捜査が及ぶことがあり、それぞ

れの機関が原因調査を行うが、その目的は異なっており、労働基準監督機関が行う

調査は労働安全衛生法違反をしていないか、警察の行う捜査は業務上過失致死傷被

疑事件ではないかを判断することに主眼をおいている。そんな中、本件のように労

働災害が火災として取り扱われる場合、責任問題などは別として、消防は人ひとり

に重症を負わせた「爆発現象」そのものに対して、どの機関よりも深く向き合う必

要がある。 

調査開始当初、比重の軽い水素は上方に滞留しやすいという固定概念から、発火

源についても冷却帯上方にあると考えていたため、火災調査は一度暗礁に乗り上げ

た。しかし、設備構造や時間関係、破損箇所などの情報を整理し、理化学試験によ

り「混合すれば分離しにくい」という“気体”そのものの性質を確認したことで、

本火災における火災調査の視野を広げることができた。 

理化学試験については、これまで水素を取り扱った実験を行ったことがないこと

に加え、危険かつ無色無臭の水素を用いることは非常に困難であり、水素を検知で

きるセンサーの準備、実験方法や環境、安全対策に至るまで事前に考慮しておなか

なければならない事項が多かった。また、ガスを視認化するために煙を用いること

も試みたが、煙は温度変化に敏感ですぐに拡散してしまい、装置内に滞留させるこ

とは困難であった。そのため、数式などを用いて理論的にもアプローチする方向に

切り替えた。 

本火災を通して、限られた資器材や予算しかない中でも、諦めず試行錯誤を繰り

返せば火災メカニズムの究明に近づくことができ、り災者に対して消防が果たすべ

き説明責任を全うすることができることを痛感した。今後も水素は工業設備におい

ては切っても切れない存在であり、取り扱う事業所においても少しの知識不足が火

災に発展する危険性はあるため、今回の発表内容が周知されることにより水素の危

険性を再認識して頂ければ幸いである。  
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【令和 3 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 

 

警防活動と鑑識見分が再発防止対策に効果を発揮した事例 

 

前橋市消防局 松井正人、黛 正判、上原 靖、手島一樹 

 

 

1. はじめに 

 本火災は、住宅が隣接する街区で発生したもので、家人の外出後に火災が発生し、

数時間後に帰宅した際に自宅が火災であることを発見し、煙が充満する建物内に入り

初期消火と通報を行ったため、２階の出火室と隣接する廊下及び部屋のみで消し止め

ることができた火災事例である。 

万一、発見、通報、初期消火のいずれが欠けていたとすれば、出火棟だけではなく

隣接棟へも類焼した可能性が高い事例であるため、このことを重く受け止め、原因の

究明と再発防止を重点においた原因調査を行った。 

  

2. 火災の概要 

火災種別：建物火災 

天候等：晴、風向：北北西、平均風速：８．５ｍ／ｓ、最大風速：１４．５ｍ／ｓ 

気温１８．９度、相対湿度４２％、実効湿度５７％ 

建物構造：木造２階建て、専用住宅（数年前に新築）  

焼損状況：半焼（２階） 

 

3. 出火出動時の状況 

 本職が消防隊長として現場到着時、家人は屋外に避難済みで、建物外周から建物を

見分すると、１階に火炎は確認できないが、２階の各開口部から黒煙と白煙が上昇し、

２階西側部分が延焼中であり、先着消防隊が屋内へホースを１線延長し、低圧・少量

の噴霧注水で防御を行い、鎮火に至っている。 

西側居室の状況は、粉末消火器で初期消火が行われているが、消防隊の屋内進入時

には室内の収容物が至る所で小さな炎をあげ、室内の各箇所が広範囲に燃焼している

状況である。西側居室の東側に位置する廊下と隣室は壁紙の焦げがないものの、天井

と壁は濃い煤の付着があり、樹脂製の天井照明は各箇所で湾曲している状況である。 

供述によれば、家人が自宅に帰宅した際、玄関前で焦げ臭い匂いを感じ、２階西側
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の窓が割れて煙が上昇している状況で、玄関を開けると建物内に煙が漂い、階段から

上の２階部分は濃煙熱気状態であり、家人は玄関に置いてあった粉末消火器を持ち、

窓を開放しながら２階部分に至ると濃い黒煙が充満していたほか、西側居室には炎を

確認したが呼吸が苦しかったため、２階の各箇所の窓を開け排煙作業を行った後に西

側居室に向かい初期消火を行ったとのことで、実況見分と供述に相違点はない。 

以上のことから、出火室は２階西側であることを判定する。 

4. 実況見分の状況 

４．１ 現場の模様 

 実況見分の開始にあたり家人からの状況を聴取すると、火災発生前に家人は外出し

ていたため、建物の窓及びドアは全て閉められ密閉状態であり、２階の出火室は廊下

につながる片開きドアは開放され、２階の空気は循環できる状況で、１階の階段とつ

ながっている状態であったとのことである。 

西側居室の状況は、片開きドア開放されている状態で焼け焦げていて、西面中央の

腰高窓はガラスが割れて外気が流入できる状態である。部屋全体が燻焼している様相

で、天井と壁体の壁紙は焼失し、天井照明は焼け落ち、下地材の石膏ボードがむき出

しになって焦げている。カーテンは南面及び北面のカーテンは上半分が溶け床に落ち

ているが、西面中央は焼失している。収容物は各箇所で表面が焼損し、床側よりも天

井側が炭化している状態である。 

ここまでを整理すると、実況見分から西側居室は高温期に突入する一歩手前であっ

たと言えるが、仮に収容物が燃焼の最盛期を迎えていれば、酸素循環は屋外と２階部

分の供給が可能であるため、一気に燃焼を開始できる状況であることが考察できた。

幸いなことに家人が外出から帰宅した際に火災を早期に発見し、２階の全ての窓を開

放したことで、出火室、廊下、隣室の熱気が屋外に排出され、出火室の燃焼温度が下

がり延焼速度を遅延させることが出来たと考察される。しかし、家人が初期消火はし

たが消し止めることはできていないため、消防隊への通報遅れや、通報忘れが発生し

たとすれば、消防隊の到着は遅れ、消し止められなかった出火室は燃焼を再開し室内

温度が上昇、酸素の供給が良好であることからも、建物全体が一気に炎上する危険が

高い状況であったと考察される。 

４．１．１ 西側居室の見分状況 

 西側居室の西面中央部分にある窓は、唯一、一箇所だけが割れ、収容されている棚、

その他の収容物も、窓下側に焼損が集中している状況である。家人に窓下の収容物に

ついて聴取したところ、ハンディクリーナーが置いてあったとのことであるが、焼け

崩れた製品が即座にハンディクリーナーであると判別はつけられない様相であり、窓

下に置かれた製品がハンディクリーナーとすれば、周囲にある収容物はすべてハンデ

ィクリーナー側が焼損し、ハンディクリーナーにつながる電源コードは確認できない
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が、直近にあるコンセントからハンディクリーナー東側手前に伸び焼け落ちたコード

が確認された。 

 以上のことから、出火箇所は西面中央の窓下と判定する。 

ここまでを整理すると、出火箇所の特定は、指揮本部長の現場保存の下命があり、

消防隊が現場保存を徹底したためで、消火時の放水も高圧のストレート注水ではなく、

極めて低圧にて噴霧注水を行い、消火による破壊行為や収容物の移動を全く行わなか

ったことが、焼けの方向を特定することにつながったと言える。もし、消防隊が出火

室の破壊を行い、収容物の移動があったとしたら、出火箇所の特定にはつながらなか

ったと考察される。 

４．１．２ ハンディクリーナーの状況 

 出火箇所には、電話機や電池を使用する家電製品が散見されたが、いずれも焼けの

方向はハンディクリーナーと一致し、周囲にある家電製品の個々の焼損状況を見分し

ても、製品一つひとつの内側に焼損がないことと、電源に接続されていなかったこと

から個々の製品からの出火は否定できる。さらに、家人の聴取内容から、ハンディク

リーナーを充電してから出かけた、最近調子がおかしかったとの回答を聴取している

ことからもハンディクリーナーを詳細に調査することとした。 

なお、ハンディクリーナー周囲の半径約１．５メートルには焼損しているリチウム

イオン電池（１８６５０型）と形状が似ている筒状の焼損物が散見されたため、これ

らの筒状の焼損物が焼損しているハンディクリーナーの製品の一部である可能性が考

えられるため、同時に収去することとした。この時点では筒状の焼損物が電池である

か否か、また、火災の発生に関係あるのか不明であったものの、念のために広範囲に

収去を行っている。 

焼損物品の収去時には、家人に書面を交付し、後日ハンディクリーナーの鑑識見分

を行うこと、また、鑑識見分には時間を要することについて詳しく説明し、消防機関

が全力を挙げて原因を調査することを約束し現場を撤収する。 

 ここまでを整理すると、消防隊が高圧放水で収容物の移動（破壊行為）を行ってい

れば、発火源の可能性がある製品を吹き飛ばしてしまい、関連する可能性があるリチ

ウムイオン電池にも気づかずに収去できなかった可能性があったと考える。さらに、

情報収集ができていなかったとしたら、発火源の判定について誤った製品を判定して

いた可能性や、出火原因が不明になっていた可能性は高く、対象製品の収去には現場

保存と情報が重要で、念のために広範囲に収去することが必要であると考えられる。 

 

5. 鑑識見分について 

 ハンディクリーナーの鑑識見分については、外部機関に協力を依頼した。 

５．１ 関係機関への連絡状況 
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５．１．１ ハンディクリーナー関係者への連絡 

 家人の供述から、ハンディクリーナーのバッテリーはインターネットモールにて購

入した社外製バッテリーを取付け使用していたことは聴取しているが、ハンディクリ

ーナーの鑑識見分を実施するのにあたり、製造し販売しているメーカーに連絡すると、

既にバッテリーの起因による火災は２１件を超えていて、いずれも純正バッテリーで

はなく、インターネットモールで購入した社外製バッテリーから出火している状況で

あった。 

しかし、ハンディクリーナー本体からの出火否定も必要不可欠であることから、ハ

ンディクリーナー関係者に立会いについて丁寧な説明を行い、東京都にある消防研究

センターへ依頼することとなった。 

５．１．２ 独立行政法人製品技術基盤機構への連絡 

製品火災においては再発防止も重要であることを考慮し、当局から製品技術基盤機

構の立ち会いについて確認すると、立ち会いたいとの回答を得られたため、立ち会い

を依頼した。 

５．１．３ 社外製バッテリー関係者への連絡 

 社外製バッテリー製造・販売者に立ち会いを求めるため、インターネットモールの

ホームページを閲覧したが、既に該当製品の出品は削除されており連絡先が不明であ

った。 

そのため、家人の購入履歴から出品者情報を調べると連絡先は中国国内で、出品者

の電話番号に連絡するが、一度も連絡が取れない状況であり、立ち会いを求めること

を断念した。 

５．１．４ インターネットモールへの連絡 

社外製品バッテリー関係者に連絡がつかないため、インターネットモールの担当者

に連絡し協議を行ったが、出品者情報は開示できないとの回答であり、インターネッ

トモールの上席者との協議を求め、複数の上席者と協議を行ったが、いずれも社内規

約のため出品者情報は開示できない、当インターネットモールも立ち会う制度がない

との回答であり、社外製品バッテリー関係者の立ち会いを断念した。 

当局ではインターネットモールへの資料提出をかける否か協議を行ったが、開示さ

れる情報は購入者からの出品者情報と同様であり、国外企業の強制的な立ち会いも求

める制度がないため、行わないこととした。 

なお、インターネットモールとのやりとりで唯一協力が得られたことが、製品の出

品者に対して当局に連絡するようメールを送信してもらえた点である。しかし、これ

も社内規約の制限があり、あくまでも製品の購入者からインターネットモールへの要

望がないと対応できないという回答に苦慮したが、消防機関からの要望を家人に伝え

ると、幸いなことに協力が得られ、消防機関としては出動時に詳細な説明をしていた
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ことが功を奏した案件である。 

５．２ 鑑識見分時の協力機関への法的問題点 

協力機関が国内であれば、協力依頼や資料提出命令の文書を送付することも可能で

あるが、社外製品バッテリーの製造者と販売者は日本国外であるため、日本国内の諸

法令の命令も適用外となり、本事例からも国外の製造者等に対する消防機関の命令権

の法令制度・整備が今後、必要であると考える。 

５．３ 鑑識見分状況 

 消防研究センターにてハンディクリーナー本体と社外製バッテリーの２点の鑑識見

分を行う。なお、鑑識見分開始前に、関係者に対し写真を示し概要説明を行う。 

５．３．１ ハンディクリーナー本体の見分 

 ハンディクリーナーは全体が焼け崩れ形状が不明な状況である。（写真１） 

 ハンディクリーナーの各配線類には一部に短絡、欠損箇所は見分でき、モーター類

の基盤に一部欠損箇所が見分できるが、他に異常は確認できない。（写真２から４） 

 

写真１ ハンディクリーナーの全景    写真２ クリーナーモーターの状況 

写真３ 配線の状況           写真４ メインモーターの状況 

 現場で収去した充電器を見分すると、充電器の基板に異常は見られず、コードは一

部が確認できないが、充電器は純正製品であることがあることが見分できる。（写真５、

６） 
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写真５ 充電器の状況           写真６ 充電器基板の状況 

ハンディクリーナーと充電器に異常な箇所は確認できないが、焼損しているハンデ

ィクリーナーに電池が確認できない。これは、何らかの理由で電池が脱落したためで、

ハンディクリーナーの周囲約半径約１．５メートルに散在していた円筒形の焼損物が

電池ではないかと推定し、これがハンディクリーナーの純正製品か否か確認すると、

形状や寸法からハンディクリーナーの純正製品でないことが特定できた。 

このため、円筒形の焼損物を社外製バッテリーの製品の一部として、さらに見分を

行うこととした。 

５．３．２ 社外製バッテリーについて 

現場から収去した円筒形の焼損物は６本組で、形状からは１８６５０型電池で円筒

形の両端に端子部分が確認できる。うち、３本の内部焼損状況がひどく、焼失してい

る部分が多いため安全装置があるのか不明な状況であった。ハンディクリーナー製造

者が持参した純正バッテリーと社外製バッテリーの違いを比較すると、純正バッテリ

ーはセルごとに充電を実施する構造で、それぞれが安全装置に直結されているが、社

外製バッテリーは６本を直列した構造となっている。（写真７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 社外製バッテリーの状況 
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 社外製バッテリーを分解し、各電池のセパレーターと銅箔の状況を確認すると、穴

が開いている箇所が複数あり、短絡が発生したことが推測できる状況であった。（写真

８から） 

写真８ 各電池を分解した状況 

写真９ 短絡箇所の状況        写真１０ 短絡箇所の状況 

５．３．３ 出火製品の判定 

 ハンディクリーナーと充電器には、一部のコードと端子が確認できない箇所がある

が、樹脂類の焼損状況を重ね合わせると、コードと端子の欠損している各箇所の焼損

度合いと欠損度合いが少ないことが見分できる。 

以上のことから、一部欠損のコードと基盤は出火箇所として否定はできないが、ハ
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ンディクリーナー本体の可能性は低く、出火したのは社外製バッテリーであると判定

した。 

５．４ 鑑識見分終了時の結果整理 

５．４．１ 製品評価技術基盤機構との調整 

 火災の原因は社外製バッテリーであることは判定したが、再発防止の対処としては

諸法令の限界があるため命令権を行使することができず、同機構としては火災予防広

報にて危険性を訴えていくとの回答であった。 

５．４．２ ハンディクリーナー関係者との調整 

 ハンディクリーナー製造者には否がないことは明白となったが、問題としてはエン

ドユーザーが、社外製バッテリーが火災を誘発させることを知らず、被害を受ける可

能性である。 

 調査担当官としては調査結果を知らせる「社外製品の注意喚起ＣＭ」を放送の検討

をしてみてはどうか提案したが、実施することは困難とのことであった。しかし、立

ち会った技術職員からは、立会いをしたことで、現場での火災の発生がどのような状

況であったのか、よく分かった。社外製バッテリーを使用したエンドユーザーが家を

燃やしてしまうことは問題です、との旨の回答を得るが、これは、立会いを依頼する

ときに電話では火災の被害状況が伝わっていないと感じ、家人には鑑識見分を実施す

る際に写真を示しながら火災概要の説明をしたいことを伝え、あらかじめ承諾を得て

おいたことが功を奏した。立ち会った技術職員の意識が変われば、火災予防のための

再発防止策が変わることがあり得ると感じる。 

ここまでを整理すると、消防機関の中には、立ち会った技術職員に口頭指導や文書

指導で再発防止対策を講ずると思うが、企業内からも社会の安全性を訴えることを認

識してもらうことが可能であると感じる。 

５．５ 家人に対する報告 

 関係機関の協力により、火災の原因が社外製バッテリーからの出火との特定に至っ

たが、家人への調査結果の報告は、消防機関としては再発防止に関する制度について、

国外のメーカーが製造したものについては対策がなく、前述のとおり、諸法令の整備

が今後必要であると報告している。 

 

6. 再発防止対策について 

 本事案の結果を受け、類似火災を防止することが予防行政の責務であることから、

積極的な再発防止策を行うこととした。 

６．１ 当市消防局職員と市役所職員への再発防止対策 

 本事案のハンディクリーナーは、消防職員も一般消費者として多く購入している可

能性が高く、また、インターネットモールの普及から純正品と比べ安価な社外製バッ
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テリーを購入している可能性があるため、消防局庁内ＬＡＮの掲示板に「社外製バッ

テリーからの出火」の注意喚起を行い、数名の消防職員から「純正バッテリーではな

い類似製品を購入していた」との報告があった。 

６．２ 消防局ホームページへの掲載について 

 予防対策としては、当市消防職員や市役所職員だけではなく、市民（消費者）が閲

覧できる当局ホームページにも掲載した方が効果的であるという結論となり、鑑識見

分を実施して判明した結果を、当局のホームページに掲載した。 

６．３ テレビ放送局からの火災予防広報 

 当局のホームページに掲載した調査結果をテレビ放送局の職員が閲覧し、火災調査

について問い合わせを受けることとなった。 

放送内容としては「インターネットモールで購入した製品からの出火事例を取材し

ている。」とのことで、テレビ放送局も本事案が社会的問題であるという認識のもと、

再発防止対策を講じたい旨の申し出であったため、家人へ連絡した。 

 テレビ放送の内容は、平日のゴールデンタイム３０分間の放送枠で、テレビ放送局

と家人で相談した結果、り災した家人が直接出演することとなり、火災が発生して残

念であること、インターネットモールでの購入は自己責任である、ことが放送された。 

今回のテレビ放送により、火災予防については十分な広報となり、再発防止につい

て周知する事ができたと感じている。 

当局もテレビ放送局が運営する「インターネット特設サイト」の取材を受けること

となり、テレビ放送の補足的事項を掲載してもらうことができた。また、当局の掲載

記事と同時に、社外製バッテリーを扱っていたインターネットモール担当者の回答も

掲載されることとなり、さらなる火災予防につなげることができたと感じている。（写

真１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１１ 取材時の状況 

 

7. おわりに 

 今回の調査を終え思うことは、「火災調査は覚知から始まる。」という言葉である。
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一流の消防隊員がいたとしても火災調査の観点がなかったら、現場保存の概念が乏し

く、その結果、現場が破壊され、消火優先の方法を選択し火災調査の証拠は失われて

しまい、火災調査ばかりにとらわれていたら現場保存ばかりにとらわれ、消火不十分

となり再燃火災を発生させてしまう恐れがある。 

このように、警防活動と火災調査は一対であり、消防隊員イコール火災調査員でな

いと火災調査は成り立たない。また、鑑識機材がない消防機関は、外部機関との連携

を図り、より綿密な調査を行い、その結果を関係機関と再発防止について努力するこ

とが重要であるため、火災調査とは多岐にわたる知識が必要であると考える。 

 火災は一生に一度発生するものではないため、何よりも大切なのは「り災者の無念」

であり、たとえ失火でも「悪いのは誰か」を決めるのではなく、「再発防止に徹底し、

り災者に寄り添うこと」であると言える事例となった。
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【令和 3 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 

 

作業用足場を介した漏電火災に関する調査報告 

 

岡山市消防局 吉永智博、松田 伸、小西由哲、 

甲田雄也、村並舞子 

 

 

１． 火災の概要 

本火災は、令和２年９月に岡山市内で発生、木造スレート葺２階建て事務所の壁

体内部、木製土台（以下、「土台」と称する。）から出火し、建築面積５０．２㎡、

延べ面積９３．９㎡の事務所を半焼した建物火災である。（図①、②） 

調査の結果、外壁塗装工事の過程において建物周囲に組まれた作業用足場と隣接

する別棟住宅への架空引込線（単相３線式）が接触したことによって作業用足場を

介して出火建物へ漏電回路が形成され、土台水切り（外壁から伝わった雨や湿気が

土台に浸入しないように設けられた金属部材）が発熱、接している土台を徐々に炭

化させ、時間経過とともに土台が発火温度に達して出火に至ったものと判定した。 

なお、本火災による死傷者は発生していない。 

 

２． 先着消防隊の見分状況 

現場到着時、建物１階南西角付近が延焼しており、建物は全て施錠されているた

め建物内部の状況は確認できていない。 

また、消防活動中に電力会社とガス会社の来場を要請して電気及びガスの供給遮

断を実施しているが、残火処理活動に従事していた隊員が体に静電気様の軽微な電

気を感じたとのこと。 

 

３． 現場の焼損状況 

建物外観北面及び東面の外壁に焼損は認められないが、南面外壁は西端から幅０．

９ｍ、高さ２．６ｍの範囲で焼失し、西面外壁は、南端が黒く変色し、一部破損、

落下している。また、西面外壁中央下部の土台水切り付近が一部黒く変色している。 

屋内から見分すると南西角の床面付近を中心に直上２階壁体内、１階南面は東方

向へ、西面は北方向へ立ち上がって燃え広がった様相であるため、１階南西角付近

を発掘し、さらに詳しく見分することとした。 
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建物１階の南西角付近のうち、南面は屋外に業務用エアコンの大型室外機が設置

されており、当室外機の動力線は、屋外南面土台水切りに沿って配線され、壁体内

へ引き込まれた動力線は１階天井裏を通じて専用漏電遮断器へ繋がっている。この

動力配線の屋外部分において２か所の短絡痕が見分され、動力線は断線状態である。 

短絡痕が見分される位置とほぼ同位置の土台水切りには溶融が見られ、穴が開い

ている。（写真①） 

西面南端の壁体内に電気配線等は無い。 

建物１階南西角には、スチールラックや木製本棚等の収容物があるため除去して

床面まで見分すると、床面は焼け抜けており、土台が見分できる。土台の焼損程度

は南面と西面に差が認められ、南面土台は炭化し原形を留めているのに対して西面

土台は南西角通し柱から北へ１７ｃｍの位置で焼け切れている。（図③及び写真②） 

西面土台の焼け切れている箇所付近を見分するも火源となりうるものは認めら

れないが、接している土台水切りが土台の焼け切れた中心部分で重ね合わせて繋が

れている。この土台水切りの重なる部分には溶融が認められ、溶融箇所を中心とし

て外壁サイディングボードに放射状の亀裂が認められる。（写真③） 

なお、南西角付近の発掘調査中に作業用足場と室外機天板に触れた調査員が体に

電気を感じ、同様の現象を訴えた者が複数人に及んだ。いずれの調査員も共通して

作業用足場に接触していたため、電気テスターを使用して作業用足場の交流電圧値

を測定したところ７０Ｖの電圧印加が認められる。（写真④） 

作業用足場への漏電が疑われたため調査活動を一時中断し、電力会社の来場を依

頼する。電力会社と合同で漏電箇所を調査したところ、建物東面において南側に隣

接する別棟住宅への架空引込線（単相３線式）が作業用足場と接触し、配線被覆が

黒く変色しているのを発見する。電力会社によって作業用足場への漏電が確認され、

架空引込線（単相３線式）の絶縁処理後に漏電は認められない。(写真⑤) 

 

４． 出火箇所の検討及び判定 

本火災は建物１階南西角床面付近から出火しており、南西角付近の壁体内土台部

分の焼損状況を比較すると焼け切れに至っている西面土台の方が著しく焼損してい

る。また、焼け切れに至った土台部分に接している土台水切りが重なる部分に溶融

が見られ、この箇所から放射状に外壁サイディングボードに亀裂が認められている。 

したがって、出火箇所は建物１階の西面壁体内、南西角通し柱から北へ１７ｃｍ

に位置する土台水切りが重なる部分の溶融している箇所と判定した。（図①、③及び

写真②、③） 

 

５． 出火原因の検討及び判定 
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出火箇所付近で火源となりうるものは見分されていないため出火原因として放火、

電気関係について検討する。しかし、出火箇所は壁体内であることから何者かがわ

ざわざ壁体を破壊してまで壁体内の土台に放火したとは考えにくい。 

したがって、電気関係に絞って検討した。 

 

５．１ 短絡について 

建物１階南面西端に設置された業務用エアコン室外機の動力線２か所に短絡

痕が認められ、短絡箇所と合致する位置の土台水切りは溶融して穴が開いている。

何らかの理由により通電状態であった動力線が直接土台水切りと接触することで

短絡し、短絡による火花が発火源になった可能性はある。 

しかし、関係者から屋外に設置された室外機の動力線は塩化ビニルパイプ内を

通って壁体内へ繋がっていたとの説明を受け、見分時に残存した部分において塩

化ビニルパイプの一部を認めていることから絶縁保護されていた動力線が直接土

台水切りと接触したとは考えにくい。また、出火箇所は西面の土台水切りであり、

南面で見分された動力線の短絡痕とは位置的に合致しないため直接火災の起因に

関係したとは考えにくい。 

 

５．２ 漏電について 

漏電については、漏電点、出火点、接地点を明らかにし、出火点を経由する漏

電回路の調査及び漏洩電流によるジュール熱発生に伴った発熱から出火に至っ

た可能性について考察する。 

ア 漏電点 

漏電点は南隣に隣接する住宅への架空引込線（単相３線式）と作業用足場が接

触している点である。なお、この漏電によって作業用足場へ交流電圧７０Ｖが印

加されている。（図②及び写真④、⑤） 

イ 出火点 

出火点は、建物１階西面壁体内、南西角通し柱から北へ１７ｃｍに位置する土

台水切りが重なる部分の溶融している箇所と判定していることから同箇所である。

（図①、写真③） 

ウ 接地点 

接地点については、外観上電気的に大地と繋がる箇所は認められず、建物１階

屋内から接地点となりうる箇所の見分を試みるも１階床部分は大部分が残存して

おり、特定できない。また、関係者から建物は修繕して再利用する旨を聴取して

いたことから、同意が得られず内外壁及び床面等の破壊による見分もできない。 
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５．３ 漏電点、出火点、接地点を経由する漏電回路の調査 

作業用足場への漏電が判明したことから、作業用足場から建物への漏電箇所を

調べたところ、建物北面、東面及び西面は外壁へ作業用足場のジャッキベースが

張られているのに対して建物西面のみ外壁の２か所に作業用足場のアンカーボ

ルトが打ち込まれている。このアンカーボルトが打ち込まれている箇所は、外壁

サイディングボードを継ぎ合わせた部分であり、継ぎ目は地面と垂直にコーキン

グ材で目地埋めされ、コーキング材にアンカーボルトが貫通している。（図④） 

コーキング材を真下に辿ると、直下の西面土台水切りとの接合部分においてコ

ーキング材と外壁サイディングボードが一部黒く変色しているためこの部分が

漏電回路に含まれている可能性が高い。（写真⑥） 

コーキング材を一部剥がして内部構造を確認するとコーキング材の裏側にハ

ットジョイナー（外壁サイディングボードの継ぎ目に入れる金具）が認められる。

（図④、⑤及び写真⑦） 

作業用足場を組んだ業者に聞込みを行ったところ、作業用足場の安定を図るた

め建物から作業用足場まで距離が取れない場合はアンカーボルトを打ち付けて

柱などの木材に取り付けるが、今回はハットジョイナーがあったためハットジョ

イナーに穴をあけ、アンカーボルトを貫通させて取り付けていると回答を得る。 

以上のことから、作業用足場のアンカーボルトを経由して出火建物のハットジ

ョイナー、土台水切りへ漏洩電流が流れ、最終的に大地へ地絡して漏電回路が形

成されていた可能性が高い。 

 

５．４ 導通確認 

各部材間の絶縁抵抗値及び大地との接地抵抗値を測定した結果は以下のとお

りであった。 

ア 漏電点と①アンカーボルト間の絶縁抵抗値は０．５Ω。 

イ 漏電点と②アンカーボルト間の絶縁抵抗値は１．１Ω。 

ウ ①アンカーボルトとハットジョイナー間の絶縁抵抗値は０．５Ω。 

エ ②アンカーボルトとハットジョイナー間の絶縁抵抗値は１５６．４Ω。 

オ ハットジョイナーと出火点間の絶縁抵抗値は５．８Ω。 

カ 出火点と大地の接地抵抗値は５４．２Ω。 

以上、ア～カの結果より接地点の特定はできないものの、出火点から建物のい

ずれかの部位を通じて大地と接地していることが判明し、漏電点から出火点を経

由して大地までが電気的に繋がったことで回路の形成が確認できた。（図⑥及び写

真⑧） 
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６． 原因判定について 

当火災では、現場見分時に作業用足場への漏電を認めていることから、確認され

た回路全体に漏洩電流が流れていたと考えられる。また、出火点は土台水切りが重

なる部分（金属同士が接触している部分）であるため接触抵抗によって発生するジ

ュール熱の熱量が周囲に比べて高かったと考えられ、ジュール熱発生に伴う発熱が

接していた土台を長時間に渡って徐々に炭化させ、出火に至った可能性が高い。 

さらに、出火点は壁体内の土台であり周囲に火源となり得るものは存在しない。 

したがって、業務用エアコン室外機の動力線に認められた短絡痕は、通電状態に

あった動力線が火災熱によって２次的に短絡したものと結論付け、当火災の出火原

因は、発火源を「土台水切り（１７９９）」、経過を「漏電する（１１）」、着火物を

「土台（１２７）」と判定した。 

 

７． 類似火災の防止について 

当火災の着火物である土台から出火した原因は、作業用足場を組んだ際、架空引

込線に防護管取り付け等の安全措置がなされていなかったこと、作業用足場のアン

カーボルトを建物に打ち付ける際にハットジョイナーを貫通させていたことなど複

数の素因が重なった結果である。しかし、作業用足場と架空引込線が接触し、漏電

していた事実は、それのみで火災危険や感電事故の可能性を有する極めて危険な状

態である。 

事後に分かったことであるが、当局管内を含む岡山県を供給区域とする電力会社

が、令和２年１月１５日に「建設工事等に伴う当社設備への防護管取付に係るお申

込み方法および費用負担の見直しについて」というお知らせを発出している。これ

によると、それまでは事業者からの防護管取り付け申し込みに対して、電力会社が

防護管取付工事および費用負担を行っていたが、令和２年４月１日以降は申込先が

防護管施工会社へ変更され、同年１０月１日以降は、工事費用が各事業者の負担に

変更となる旨が記載されている。 

当火災では、作業用足場と架空引込線が接触する箇所に防護管が取り付けられて

いなかったことから、上記変更のお知らせが事業者へ周知できていなかった可能性

があると考え、現在当局ホームページにおいて注意喚起を行っているところである。

（資料①） 

今後は電力会社と協力し、連携を図りながら更なる広報活動を行っていく必要が

あると考える。 

 

８． 火災調査現場の安全管理について 

当火災は、出火建物とは別の建物に対する架空引込線から作業用足場を介して出
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火建物へ漏電していた稀有なケースである。 

後日、火災調査中に体に電気を感じた職員へ聞込みを行ったところ、「作業用足場

に接触した時、体にパチッと電気のようなものを感じ、軽微な現象だったので初め

は静電気かと思った。その後、他の職員も同様の現象を訴えたので、電気が通って

いるかもしれないと疑った。消火活動中に出火建物への電気供給を遮断していると

聞いていたので、まさか別の建物の架空引込線から漏電しているとは思わなかっ

た。」と回答した。 

当火災現場において体に電気を感じた消防職員がいた事実は、漏電による火災を

疑うきっかけになった。しかし一方で、流れていた電流が大きければ重大な感電事

故につながっていた可能性があったと考える。 

災害現場には様々な危険因子が存在し、我々消防職員は常に安全管理を徹底して

事故防止に努めている。今回のケースで安全管理上特筆すべき点は、漏電という「目

に見えない現象」と「出火建物とは違う建物の架空引込線から漏電していた」とい

う２点である。 

漏電は、視覚や聴覚で察知することが困難な危険である。したがって、電気の存

在する火災現場においては、第一に危険個所の通電状態を確認することが必要であ

る。また、当事例のように体に電気を感じた場合は、軽微な現象であっても漏電を

疑い、早期に感電危険に関する情報の共有を図ることが安全対策を講じる上で極め

て重要であると考える。 

さらに、当火災調査を通して、漏電による感電危険は出火建物の一局所にとらわ

れることなく、周辺の建物や工作物等を含め、より広い範囲で包括的に確認する必

要性があると強く認識した。 

 

９． おわりに 

今回の火災調査では、漏電回路の形成を立証する上で建物の破壊による調査が制

限されたため接地点の調査に苦慮した。結果として接地点を明確に特定することは

できなかったものの、漏電点から順に絶縁抵抗値及び接地抵抗値の測定による導通

テストを行い、漏電回路の形成を確認することができた。 

また、当火災を契機に、平素から意識して見てみると、作業用足場を組んでいる

建物は数多く存在しており、全国でも同様の火災が発生する可能性は十分に考えら

れる。 

我々消防職員は、類似火災を防止するという目的のために、様々な危険が存在す

る火災現場に赴き、時間をかけて調査活動を実施している。当火災調査事例を広く

周知し、認知してもらうことで、類似火災の防止はもとより、全国の消防職員の消

火活動中並びに火災調査活動中における安全対策にも寄与したいと考える。 
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図① 現場平面図（１階） 

 

 

図② 現場平面図（２階） 
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図③ １階南西角土台の焼損状況 

 

 

 

図④ 西面作業用足場アンカーボルトの打ち込み状況 
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図⑤ ハットジョイナーの構造図 

 

 

 

図⑥ 漏電回路図 
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写真① １階南西角南面（エアコン室外機配線及び土台水切りの焼損状況） 

 

 

 

 

写真② １階南西角 出火箇所付近の焼損状況
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写真③ １階南西角西面（土台、土台水切り及び外壁サイディングボードの状況） 

 

 

 

写真④ 作業用足場の交流電圧値測定状況 
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写真⑤ 漏電点（作業用足場と架空引込線の接触状況）  

 

 

 

 

写真⑥ 西面アンカーボルトの打ち込み状況及び直下壁体の焼損状況 
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写真⑦ アンカーボルト打ち込みによるハットジョイナーとの接触状況 

 

 

写真⑧ 各絶縁抵抗値及び接地抵抗値の測定状況 
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資料① ホームページでの広報記事 
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【令和 3 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 

 

音達エリア机上設計 WEB システム（OPACRESS）の開発 

 

株式会社イ・エス・エス 中武義将 

 

 

１ はじめに 

弊社の事業の一つに建設コンサルタント業務があり、地方公共団体が情報通信基盤

を整備する際の設計や監理などの業務を請け負っている。この業務において同報系市

町村防災行政無線をはじめとする、住民へ屋外に設置するスピーカーにより情報提供

を行うシステムについての設計等を行っており、本事例はこの業務内で使用すること

を目的に開発を始めたものである。なお、本稿ではスピーカーによる拡声システムに

限っているが、サイレン吹鳴システムに対しても同様に使用することができる。 

 

市町村防災行政無線は、防災やそれ以外の行政情報を収集あるいは住民に伝達する

手段として地方公共団体により整備されているものである。昭和 53 年（1978 年）ま

では同報系と移動系で個別に免許されてきたが、免許制度の改正により市町村防災行

政無線として一本化された [1]。これは、同年 1 月に起きた伊豆大島近海地震におい

て、行政が発信した防災情報が住民間で広まる際、誤った内容で伝わるなど問題が発

生したことが改正の一つの理由となっている [2, 3]。 

このうち同報系は、平成 23 年（2011 年）の東日本大震災を契機として総務省消防

庁がまとめた「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」 [4]において、テレビや

ラジオ、SNS 等とともに住民への主要な情報伝達手段として挙げられている。住民の

情報入手手段が多様になった現在においても多くの地方公共団体で整備されており 

[5]、平成 28 年（2016 年）に起きた糸魚川市大規模火災では、防災行政無線からの放

送が住民の火災覚知に対して一定の効果があったと報告されている [6]。 

初期はアナログ方式による整備であったが、国の電波行政の方針により各種無線シ

ステムのデジタル化が進められ、市町村防災行政無線においてもデジタル化が図られ

ることとなった。このデジタル化は、当初より緊急防災・減災事業の対象となってい

るが、平成 31 年（2019 年）からは「音達を改善した屋外スピーカーへの機能強化」

についても財政措置の対象となるように適用範囲が拡大されている [7]。 
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２ システム開発の背景 

住民への情報提供を目的として設置される屋外スピーカーを整備する際の設計業

務において、スピーカーから音の届く距離（音達距離）は、以前より「300m」などと

言われてきた [8]。これは元々、付録に示すように点音源による距離減衰計算を根拠

にするものであった。この考え方は、構内一斉放送設備の導入検討を行う際にも用い

られている [9]など、現在でも一般的なものである。 

この距離を元にスピーカーの音が届く範囲（音達範囲）をかたどったテンプレート

定規（図 1）が作成され、かつてはこれを用いて設計作業を地方公共団体が発行する

白図上で行っていた。業務に PC を用いるようになってからは作図ソフトウェア上で

の作業に変わったものの、設計に関する基本的な作業内容は変化しなかった。 

近年、ラインアレイ型スピーカーや全方位型スピーカーなど長距離に伝達できるス

ピーカーが登場したことにより、実際の音達距離と理論値（距離減衰計算のみによる

音達距離）に設計業務上無視できないほど開きがあることが明らかとなった。そのた

め、メーカー各社はカタログ等に理論値だけでなく推奨値を併記するなどしており、

設計の際は、その推奨値に合わせるように図形のサイズを変えて業務を行っているこ

とが多いようである。 

 

弊社内での音達に関する置局設計作業は、これまで以下に示す手順で行われてきた。 

1. 設計を行う地方公共団体の地図を画像ファイルとして用意し、作図ソフトウェア

上で背景として設定する。 

2. スピーカーの音達範囲を示す図形（テンプレート定規をベースとしたもの）の大

きさを、貼り付けた地図の縮尺に合わせて変更する。 

3. 貼り付けた地図における子局位置をウェブ地図サービスなどで把握する。 

4. 子局位置付近の住宅や地形などをウェブ地図サービスや現地調査結果などを元

に把握し、設置するスピーカー種類や方向を検討する。作図ソフトウェア上では、

設置するスピーカーの個数分、手順 2 の図形をコピーし(図 2(a))、それぞれ検

討した向きに回転させる(図 2(b))。 

5. 検討後、接合操作を行うことにより図形を見やすくする(図 2(c))。 

6. 設置する子局数分、手順 3～5 を繰り返す。 

 

上記の手順によって作成された図面の例を図 3 に示す。このような手順をとってい

たため、以下のような品質や作業工数等の問題が発生した。 

 作図ソフトウェアを使用しているため、ソフトウェアライセンスや操作の習熟度

の面で実作業が特定の人員に偏ってしまう。そのため、担当者の状況によっては

図面の完成まで時間がかかる。 
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 全て手作業に頼っているため、作業時間は子局数に比例する。規模が大きい場合、

一つの地方公共団体だけで 700 局超の置局を行う例もある。 

 スピーカー方位等は作図ソフトウェア上で検討することになるが、貼り付けた地

図では地形や建物の配置などが判りづらいことが多い。そのため、作図ソフトウ

ェアとウェブ地図サービス等とを見比べながらの作業となり、作業工数が増加す

る。 

 スピーカー数量や方位などは別途管理しているが、作業中適切に更新を行わない

図 1 テンプレート定規例 

図 2 設計作業中の図形に対する操作 

(a)図形のコピー 

R

R

R

R

(b)方向等の検討 

R

(c)接合操作 

R

図 3 従前の方法による設計図面例（背景地図は除いている） 

R
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と、この作業の図面と表との間で差異が生じ、積算や他の図面作成等の別作業に

影響を及ぼす。 

 地方公共団体からの要望や現地調査結果により当初設計した位置での設置が困難

となり置局位置が変更となった場合、新たな位置でスピーカー方向等を検討する

ことになるが、これに伴って隣接する子局でもスピーカー方向等を調整する必要

が出てくる場合がある。この際、手順 5 で図形に不可逆操作（接合操作）を行っ

ているため、結果的に近隣の関連するすべての子局に対して時間のかかる作図を

初から行うことになる。 

 描いている範囲はあくまでも理論値をベースとしており、平面的なもののため、

地形等による影響を表現することができない。また、騒音レベルや温度等による

音達範囲への影響についても取り込むことができない。そのため、表した音達範

囲の正確性について論ずることがそもそも困難である。 

 

これらの問題に対処するため、システムの開発による抜本的な業務改善を行うこと

になった。 

 

３ システムの開発 

3.1 方針 

前述の問題に対処するため、以下の方針のもとにシステムの開発を行った。 

 マニュアルを読まなくてもある程度の使用ができるような、簡単な操作性とする

こと。 

 子局情報（位置、使用スピーカー種類・方位等）をファイルにて入出力することが

できること。 

 入出力するファイルフォーマットは、特定のソフトウェアによらないものとする

こと。 

 システム単体で、設計作業から図の出力までの業務に必要な一連の作業を行うこ

とができること。 

 距離減衰だけでなく、他の要素も取り入れること。また、これまでの 2 次元的な

表現だけでなく、3 次元シミュレーションを可能とすること。 

 計算によって得られた図形等は、他のソフトウェアで使用することができるよう

にベクトルフォーマットとして出力を行うことができること。 

 

3.2 計算に含める距離減衰以外の要素 

音達距離は距離減衰以外にも様々な要因により変化するが、本システムでは計算に
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必要なデータの入手性などの観点から、以下についてのみ考慮することにした。これ

らを音達距離計算に含めることによって 3 次元シミュレーションを行っている。 

 空気吸収 

 地形 

 森林 

 

3.3 スピーカー特性 

従前の設計作業ではテンプレート定規を元にしていたが、その範囲がどの程度実際

のスピーカーのものと整合しているか不明であった。一方、音達距離の元になる「ス

ピーカー出力音圧レベル」は、スピーカーの仕様書に記載の値（通常、JIS C 5504 [10]

による）を使用していた。 

そのため、本システムでは防災行政無線用スピーカーを製造販売している国内メー

カー3 社および米国メーカーの国内総代理店 1 社に協力を求め、実際に各社が販売し

ているスピーカーの水平面・垂直面特性データを計算に用いることにした。各社のカ

タログに掲載の音達距離やこれまでの設計思想を引き継ぐ観点から、JIS C 5504 に準

じたデータが必要な旨を伝え、各社のご厚意によりそれぞれ提供して頂いた。 

 

3.4 システムの構成 

方針を元に提供形態を検討した結果、ウェブサービスとし、ウェブブラウザとイン

ターネット環境があれば使用できる構成とした。システム構成を図 4 に示す。 

 

 クライアント側 

クライアント側は、地理院地図でも使用されているオープンソースライブラリで

図 4 システム構成図 
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ある Leaflet.js [11]による地図表示機能をベースに、独自に作成したスクリプト

や他のオープンソースライブラリを組み合わせて構成している。そのため、背景地

図はシステム側で用意する必要はなく、公開されている国土地理院のサーバーから

直接クライアントが地図データを取得する動作となる。 

また、HTML5 で実装された機能を用いているため、ユーザーが入力した子局情報は

ブラウザ内部で保持しており、各ファイル形式での出力においてもファイル自体を

ブラウザ上で生成しているため、これらが外部に送信されることはない。 

 

 サーバー側 

システムが動作するサーバーは、国内の VPS 上に構築しており、ユーザー側での

動作に必要な HTML ファイルや JavaScript ファイル等の配信と一部の音達範囲の計

算を行っている。ただし、3 次元シミュレーションのみ、社内に設置した GPU 搭載サ

ーバーにオフロードするよう構成している。 

音達範囲計算をサーバー上で行う関係上、ユーザー側より子局情報を受けるが、

この情報は内部に蓄積しないように構築している。 

 

3.5 システムの操作性について 

 子局情報の入力や出力 

マウスおよびキーボードによる簡単な操作（図 5）により入力することができ、

CSV ファイル形式での一括した入力（図 6）も行うことができる。システム上に表示

された地図を見ながらの子局追加は、子局を追加する場所で右クリックを行うこと

により行うことができる（図 5(a)）。また、スピーカーの種類や方向を修正したい

場合は、修正したい子局をクリックすることでポップアップ画面が表示される（図 

5(b)）。修正後、「反映」ボタンをクリックすることで修正した値が反映されるとと

もに、即時 3 次元シミュレーションを含む計算が行われ、およそ数秒程度で描画が

完了する。一つの子局に 大 10 台のスピーカーを搭載した状態のシミュレーション

が可能である。 

子局情報の保存については、CSV ファイル形式で行うことができる。表計算ソフト

ウェアで扱うことのできるフォーマットであることから、積算など他の関連する作

業との連携も容易である。 

また、ハザードマップで危険性が示された場所に子局を重点的に配置したいなど

の要求があることから、「重ねるハザードマップ」 [12]のオープンデータをオーバ

ーレイ表示できるようにしている。この表示により、様々な資料を見比べながらの

作業を削減することができる。 
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図 6 CSV ファイル読み込み時の画面例 

（サーバーから計算結果を順次受信し、描画している） 

背景地図:地理院タイル(淡色地図) 

子局を置きたい任意の場所で右クリック

を行い、「ここに子局を置く」を選択する

ことで、マウスカーソルで示した位置に

子局を配置することができる。 

(a) 右クリックメニュー (b) 子局情報の設定ポップアップ画面 

図 5 子局情報入力の際の表示例 
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 図面画像の出力 

設計結果の図面は PNG 形式で出力できるようにしており、作業を行っている地方

公共団体の範囲全体を任意の用紙サイズで出力できる機能(図 7(a))や、自動で範囲

分割を行い出力する機能(図 7(b))、子局ごとに範囲を拡大し、諸元と共に出力する

機能(図 7(c))などを備えている。 

 

 他形式での出力 

設計結果を他ソフトウェアで利用できるようにするため、GeoJSON 形式および KML

形式での出力に対応した。これにより、Google Earth などの対応ソフトウェアを用

いることで 3 次元表示された背景地図等に設計結果をオーバーレイさせて確認する

ことができる(図 7(d))。 

 

なお、図 6 および図 7 において、子局位置として奈良市オープンデータカタログ

に掲載されている「防災スピーカー(同報系防災行政無線)shp 形式」 [13]の情報を用

いている。ただし、スピーカー種類・方位に関しては筆者が乱数により作成した架空

のものであり、設定騒音レベルも仮定のものである。また、背景地図は「地理院タイ

ル（淡色地図）」 [14]である。 
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(a) 範囲全体(A4 サイズ)での出力例 

図 7 各種出力例 

(d) KML 形式での出力例 

((c)の子局位置を中心に地理院地図 3D を用いてオーバーレイ表示させたもの) 

背景地図:地理院タイル(淡色地図) 

(b) 範囲分割(A4 サイズ 2 枚)での出力例 

背景地図:地理院タイル(淡色地図) 背景地図:地理院タイル(淡色地図)

(c) 子局ごとの出力例(3 次元シミュレーション) 

背景地図:地理院タイル(淡色地図) 

背景地図:地理院タイル(淡色地図) 
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４ システムを使用した効果 

問題として挙げていた点に関しては、基本的に解消することが出来ている。全ての

子局を表示し終わるまでの時間は、子局数やスピーカー数などにもよるが、数百局で

も 3 次元シミュレーションを含めて数分程度で完了する。また、スピーカー特性デー

タを提供して頂いた各メーカーに本システムを披露した際、自社の知見と齟齬がない

結果が出力されているように見受けられる、などの評価を頂いている。 

筆者も実際の設計業務に携わり、現地調査や地方公共団体担当者との打ち合わせに

出席したが、以下のような点でも評価を得た。 

 スピーカーの向きなどを調査する現地調査の 終日、調査終了の旨を担当者に伝え

る際、併せて音達範囲の現状をシステム上で示すことができた。 

 打ち合わせの席で子局配置をシステムの画面を見せながら検討することがあった。

その中で担当者より子局位置の案を頂いたが、その場でシステムを用いて計算した

ところ、一部が地形的な面から不適当であることが判明した。システムの地図画面

上で担当者から代替地を示してもらい、その位置の良否をすぐに判断することがで

きたことで、打ち合わせの時間中に子局位置を確定することができた。 

 

５ 今後の課題など 

本システムにより得られる音達範囲について、大規模に音響実験を行うことは環境

面や費用の面などで難しいため、実際に測定したものと突き合わせるなどした詳細な

検討は行うことが十分には出来ていない。弊社の設計や監理業務などで行う小規模な

音響実験において有効性を示すことが出来ているが、計算結果の良否までを詳細に判

断できるような大規模な測定を行うことが出来ていないのが実情である。今後、実験

結果を蓄積して確認していきたいと考えている。 

 

現在、騒音レベルは各子局それぞれで一定の値と仮定して図示しているが、そもそ

も子局のカバーエリア内で騒音レベルが一定となることは稀である。そのため、同一

図面上で騒音源に近い場所と閑静な住宅地とがあった場合、「聞こえる場所のように

図示されているにもかかわらず、実際は設定した騒音レベル以上の場所のため聞こえ

ない」や、逆に「聞こえない場所のように図示されているにもかかわらず、実際は設

定した騒音レベル以下のため聞こえる」など、図を見た人に誤った認識を与えてしま

う懸念がある。計算メッシュの全てで騒音レベルを測定するなどを行うことが出来れ

ば問題は解消されるが、費用や作業工数の面で現実的でないのは明らかであるため、

いかにこの問題を顕在化させないか検討を行っているところである。 
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また、現段階では建物の影響を含めていない。これは開発時、計算に使用できる程

度の精度を持つ建物データを容易に得られなかったためであるが、現在実験的な試み

として、一部のエリアに対して「AW3D ビルディング 3D データ」 [15]の建物高データ

を用いるように改修を行い、精度向上への検討を行っている。 

本年より無償での 3D 都市データの提供が一部地域ではじまった [16]ため、本シス

テムでも積極的に活用していきたいと考えている。現在、公開されているデータをシ

ステムに容易に取り込む方法を検討している段階である。 
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図 6 および図 7 において、以下の著作物を改変して利用している。 

[防災スピーカー(同報系防災行政無線)shp 形式]、奈良市、クリエイティブ・コモン

ズ・ライセンス 表示 2.1（https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/） 
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付録 

従前の音達距離の計算は、スピーカーの正面方向の音圧を元として、その音圧が球

状に広がっていく点音源とみなした時の距離減衰計算を根拠にしており、式(1)で表

すことができる。 

𝑁 𝑀 𝑆𝑃𝐿 20 log 𝑑 (1) 

𝑆𝑃𝐿 𝑆𝑃𝐿 10log 𝑃 (2) 

ここで、 

𝑁:音圧レベル(dB) 

𝑀:マージン(dB) 

𝑑：距離(m) 

𝑆𝑃𝐿 ：スピーカー出力音圧レベル（dB/1m/1W） 

𝑃：スピーカー定格入力電力(W) 

である。 

明瞭性を良好に保つには騒音レベルとの差が 6dB 以上必要であるとされている1。そ

のため、このマージンを弊社では 10dB として設計している。 

式(1)より、例えばレフレックス型(110dB(1m/1W))30W、騒音レベル 65dB、マージン

10dB として距離を計算すると以下のようになる。 

 

𝑑 10 ≅ 308.007 (3) 

 

式(3)より、距離減衰計算によるスピーカーの正面方向の音達距離は約 308m と求める

ことができる。 

 

                            
1日本音響学会 災害等非常時屋外拡声システムのあり方に関する技術調査研究委員

会, “災害等非常時屋外拡声システム性能確保のための ASJ 技術規準 第 1.1 版,” 

東京, 一般財団法人日本音響学会, 2019, p. 15. 
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【令和 3 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 

 

水力換気ノズルの開発 

 

ヨネ株式会社 

札幌市消防局 曽根敏夫、外崎祐至、高玉通廣、清水洋幸 

株式会社 北海道モリタ 七條幸治 

 

 

1. はじめに 

建物火災が発生した際には、高温と濃煙の影響により活動の困難性を伴う場合が多

く、活動隊員の安全を確保しながら迅速な人命救助・消火活動を行うことについて長

年課題となっている。 

現場に到着した際、すでにフラッシュオーバーの発生危険も高まっていることも多

く、屋内進入が困難となり、結果的に路上からの注水が中心の消火活動となる場面が

多々ある。その為、焼損面積の拡大や消火時間の長期化につながっている。すでに室

内の排熱と排煙を目的に可搬式ブロアー等による PPV（陽圧排煙）が活用されている

が、気密性が低い木造住宅には使用しづらいことや、開口部の統制や換気流路の設定、

排気口近くに延焼の恐れがある場合には、警戒筒先を設定するなど運用上の制約も多

く、利用可能な状況が限られている。  

その一方、屋外から延焼している建屋の窓枠等の開口部に設定し、「抑制ノズル」と

言われるノズルから屋内に少量の水を放水し、フラッシュオーバーを抑制させながら、

主ノズルから外方向に噴霧放水する事によって発生する負圧を利用し、安全に室内の

排熱と排煙を行う水力換気ノズル【写真 1･2】が海外で開発され普及しつつある。  

しかし効率的に排煙を行う為には、設定位置と開口部をどの程度覆うのかが、重要

になるが、既存品は放水中に噴霧角度を調整するには、屋内を覗き込む形で内部に手

を入れ、直接ノズル先端を操作する必要があり、危険を伴う（火炎や熱気による熱傷

等の危険）。その為、現場によって異なる開口部の大きさに対応しきれず、十分な効果

を発揮できないことが懸念される。 また抑制ノズルは固定されている為、本機を設定

する角度によっては高熱部である天井位置に向かない事もあり、これについても十分

な冷却効果を発揮できない。 

札幌市消防局でもこれまで PPV（陽圧排煙）を積極的に活用しているが、建物全体

で換気を考える必要等もあり、より安全・迅速・容易に使用出来て効果が期待できる
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水力換気に大きな関心を持っていた。しかし現場ごとに異なる状況や、寒冷地特有の

課題も多く（建物の高気密や二重サッシ等の寒冷地対策）、地域の実状にあった製品開

発が不可欠であった。これより、放水器具製造に実績のあるヨネ株式会社と、水力換

気を活用した新消火戦術の構築に意欲のある札幌市消防局が共同で開発をスタート

した。 

 

2. 効果的な水力換気の条件の検討 

2.1 検証使用機材 

 まずは海外で開発された水力換気ノズルと同等品（以下、試作機ノズル）【写真 3】

を製作。実火災現場で効果的に使用が可能か札幌市消防学校の施設にて検証を実施し

た。そのスペックを以下に示す。【表 1】 

2.2 流量の違いによる水力換気の比較 

放水量により排煙に変化があるのかを検証する為、試作機を【図 1】のように設定

し、放水量を変えて検証した（300、350、400L/min）。風速計を吸気側開口部（以下、

吸気口）中心に、排気側開口部（以下、排気口）にはノズル後方位置に設定し、放水

時における風速を測定した。 

結果は【表 2】の通り。流量が増えるほど風速（換気量）が増加していることが確認

できた。しかし流量が増加することで、車両ポンプへの負荷が大きくなることや、ホ

ース延長距離及び設定する開口部が高い位置にある場合に圧力損失の影響が大きくな

ることを考慮する必要があった。出来る限り高い効果を得られ前述の影響を受けにく

い 350L/min 程度を運用流量として設定することにした。 

2.3 噴霧角度の違いによる水力換気効果の比較 

開口部に対する噴霧角度の違いによる換気効果を比較する為、窓枠に対して噴霧角

度を【図 2・図 3】のように調整し、放水量 350L/min で検証した。前述と同じ場所【図

1】に風速計を設置し吸気口と排気口で測定。加えてスモークマシーンを使用して排煙

効果を目視できる様にした。【写真 4･5】 

結果は【表 3】の通り。【図 2】の形状の様に開口部に対して噴霧角度を内側に設定

した方が、全ての値で換気効果が高いことがわかった。またその際、開度が 80 度～90

度【写真 6】が も換気効果が高かった。 

 

3. 新ノズルの開発 

検証結果より以下の仕様達成を目標とした。 

1. 開口部に合わせて噴霧角度を容易に変更できるもの 

2. 抑制ノズルからの水は粒子を細かくし、放水量の切替えができ、常に天井方向へ向

くようにする 
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3. 放水量は 350L/min 前後とする  

4. 寒冷地の使用にも十分に耐えられる構造とする 

5. 操作性向上のため、ハンドグリップを設置する 

 

4. 開発品の説明 

開発品は【写真 7～10】【表 4】のものである。 

屋内を覗き込む形で室内に手を入れ、ノズル先端を操作し噴霧角度を変更する事は

危険を伴う為、ノズル本体中間にダイヤル式の「噴霧形状調整ハンドル」【写真 9】を

設けた。これを回すと熱にも強いステンレス製のワイヤーの働きで、10 度～110 度の

調整が可能となる。また寒冷地においてワイヤーに付着する水が凍結した場合でも、

砕氷させ動作に影響が出にくい様に、握りやすく回しやすい大きめのハンドルとした。

これであればしっかりとノズル保持したまま、開口部の面積に合わせて噴霧形状を変

更できる為、安全に且つ 大限の排熱と排煙効果が得られる。抑制ノズル【写真 10】

は開口部の状態に応じて、天井部分に向く様、回転させて放水方向を設定出来る様に

し【写真 11】、また抑制ノズルの内部流路を曲げ、同ノズル内壁に水流を当て粒子を

細かくすることで吸熱効果を高めた。加えて火勢や内部状況に応じて放水量が調整出

来る様に「OFF・40L/min・80L/min」の 3 段階に切り替える事が出来る様にした。 

 

5. 実火災使用にて 

札幌市消防局管内で木造 2 階建てアパートで火災が発生。2 階 1 室から出火し、現

着時には出火室全ての窓から火炎が噴出している状況であった。三連はしごを架梯し、

も火勢の強い窓に水力換気システムの開発品を設定【写真 12】し、開口部に合わせ

て噴霧角度を調整しながら放水を開始したところ、出火室の開口部が全て開放してい

る状況でありながらも排熱・排煙効果があり、熱気により進入できずにいた隊員も進

入が可能となった。目視でも内部の煙が屋外へ排出されている状況や他の窓から内部

へ煙が引き込まれていく様子を確認することができた。当日は、マイナス 5 度を下回

る「真冬日」であり凍結による影響が懸念されたが、機器の操作に問題は発生しなか

った。 

また 2 階建て一般住宅の 1 階から出火した火災現場で使用した際には、1 階の火炎

が噴出している窓に開発品を設定し、放水を開始したところ煙と熱気で充満していた

室内の環境が改善され、吸気側から進入した隊員は熱気を感じずに目視で燃焼箇所を

確認でき、広範囲で炎上していた 1 階内部を 1 線のみのホースにより数分で制圧する

ことができた。 

さらに 2 階建て長屋住宅の 1 階から出火した火災では、火炎が噴出している 1 階西

側窓から隣接住宅へ延焼危険が大きかったが、隣接建物との距離や状況から南側の窓
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へ開発品を設定し、放水したことにより熱気及び煙が南側へ引っ張られ、西側への延

焼阻止を図ることができた。 

 

6. まとめ 

火災現場において隊員の安全を確保しながら、迅速な人命救助・消火活動を行う

ことは、全国各消防本部の長年の課題であると考えられる。また同じ現場は一つとし

てなく急激に変化する火勢や状況を予測し、対処することは非常に困難であると共

に、昨今、機密性が高く複雑多様化している建物構造に対応していくことは容易では

ない。そういった要因から建物内への積極的な消火活動に至らないケースも多く、火

災の制圧までには時間を要することが課題の一つでもある。 

水力換気ノズルの大きな利点は火災が起きている区画の窓等に屋外から速やかに

設定でき、陰圧換気により火勢拡大の可能性を抑えた状態で効率的に排熱・排煙効果

を得る点にある。これにより、屋内進入時の隊員の安全確保、視認性向上による要救

助者の早期発見、燃焼箇所の特定及び早期の消火、並びに消火水量の減少までもが見

込めると思料する。 

今回、ユーザーとメーカーの各視点で様々な検証を重ね、火災現場によって異な

る状況にも対応可能な水力換気ノズルを開発し、また 7 件の実火災で使用できたこと

で、その効果を十分に確認できた。本開発品が、これまでの課題を解決する一助とな

ると共に、活動の安全性並びに迅速性の向上、消火水量の減少、活動時間の短縮化な

ど消防活動能力の向上に貢献することを願う。 
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図・表・写真 

 

 

写真 1 海外製水力換気ノズル 

 

 

写真 2 水力換気ノズル使用画像 
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写真 3 試作機水力換気ノズル 

 

表 1 試作機水力換気ノズル仕様 

 

 

 

図 1 検証室内 
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表 2 流量と風速 

 

 

      

図 2 内接円            図 3 開口部より大きな噴霧形状 

 

 

写真 4 スモークマシーンによる確認（室内） 

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-303-



 

 

 

 

写真 5 スモークマシーンによる確認（屋外） 

 

表 3 内接円・開口部より大きな噴霧形状と風速（放水量 350L/min） 

 

 

 

写真 6 噴霧角度 80 度～90 度 
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写真 7 開発水力換気ノズル 

 

表 4 開発水力換気ノズル 仕様内容 

 

 

   

写真 8 ワイヤー接続 主ノズル     写真 9 噴霧形状調整ハンドル 
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写真 10 360 度回転流量 3 段切替抑制ノズル 

 

 

写真 11 抑制ノズル放射 
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写真 12 開発水力換気ノズルによる消火活動状況 
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【令和 3 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 

 

消防用要求性能墜落制止用器具の開発製造 

 

株式会社ＦＳ・ＪＡＰＡＮ 阿久津昌之、阿久津昌浩 

 

 

1. 現状と問題点 

1.1 背景 

 労働安全衛生法施行令の一部改正する政令（平成 30 年 6 月 8 日政令第 184 号）、労

働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平成 30 年 6 月 19 日厚生労働省第 75 号）、 

安全帯の規格の全部を改正する告示（平成 31 年 1 月 25 日厚生労働省告示第 11 号）

が公布又は告示され、平成 31 年 2 月 1 日から施行又は適用されたところです。また、

この改正は猶予期間として平成 34 年（2022 年）1 月 1 日までの間は、改正前の法令に

基づく安全帯の使用が認められている。このことに関連した消防における安全帯の使

用及び特別教育の取扱いについて（消防消 32 号・消防参 17 号平成 31 年 2 月 1 日）

が消防庁より各指定都市消防長に通達がでました。 

しかし、あくまでもこの法令の意図するところが土木建築現場等での作業中の墜落

を防止し、墜落した場合でも身体への衝撃を緩和させるための処置を講じたもので、

消防の災害現場での想定はなされてはいない、消防も労働者との位置づけのもと、こ

の法令を準拠し災害現場に対応しなければならない。現在市販されているフルハーネ

ス型墜落制止用器具や胴ベルト型墜落制止用器具は、土木建築作業用として作られて

いるため、消防活動においては活動障害となってしまう。そのため消防専用のフルハ

ーネス型墜落制止用器具や胴ベルト型墜落制止用器具及びショックアブソーバ付きラ

ンヤードの開発製造を行った。 

 

1.2 消防活動上障害になる市販品の墜落制止用器具 

 市販品のフルハーネス型墜落制止用器具を使用する場所が、ほとんど土木建築用と

して、足場や取り付け設備等が設けているところでの作業で使用されている。消防災

害現場では、事前に墜落制止用器具を使用するときの足場や取り付け設備等が設けら

れているわけではなく、劣悪な環境下においてフルハーネス型墜落制止用器具を使用

することになる。また、緊急時にはロープで降下することもあり、消防専用のフルハ

ーネス型墜落制止用器具の開発製造に取り組む必要があった。胴ベルト型墜落制止用

器具も同様で消防活動時において市販品では、活動の障害となってしまう構造であり、
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同じく開発製造に取り組む必要があった。 

 

1.3 法令改正と消防活動においての問題点 

 法改正により 6.75m 以上での作業時はフルハーネス型墜落制止用器具の使用義務が

あるが、市販品のフルハーネス型墜落制止用器具を装着して消防活動を行うことで、

大きな問題となることが消防ロープを使用した消防活動の際、肩確保や腰確保を行う

際に、消防ロープとフルハーネス型墜落制止用器具との摩擦により、ハーネスが傷み

切れてしまうことが起き、生命への危険を招くことになる。また、安全確保のために

つけているショックアブソーバに身体確保のため体重をかけてしまうとショックアブ

ソーバが反応してしまうことが消防活動で問題となる。その他にも問題点はある。 

 また、6.75ｍ以下の場所では胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められているが

胴ベルト型墜落制止用器具の場合に問題になることは、ショックアブソーバは腰から

上に掛けなければいけないとされていているが、消防活動において腰から下の支点に

掛けざるを得ないことのほうが多く、安全確保に戸惑うこととなる。 

  

1.4 消防活動と高さ制限 

フルハーネス型墜落制止用器具のショックアブソーバも胴ベルト型墜落制止用器

具のショックアブソーバも作業している高さによっては転落した際に地面に到達して

しまう可能性がある。作業する高さによっては低くても危険な高さと成り得る。（図 1）

ショックアブソーバには、性能表が表記してあり、落下距離を認識することは出来る

が（図 2）、劣悪な環境下の災害現場で、それも緊急を要する消防活動時において、6.75m

以上なのか以下なのかを認識することはとても困難である。 

 

2．政令かつ JIS 規格を準拠した消防フルハーネス型墜落制止用器具の開発製造 

2.1 座席降下用Ⅾ環 

消防活動上の座席降下を行えるように腰前に D 環を設け 18KN の強度を設けた。ま

た、座席降下時のハーネスの腰部部分に摩擦防止用で牛皮製のパットを設けた。この

ことは、消防活動にはどうしても必要であるが政令や JIS 規格には抵触することはな

い。（図 3） 

 

2.2 フルハーネス保護用パット 

消防活動上の消防ロープで活動する際に肩確保や腰確保を行う際にフルハーネス

型墜落制止用器具との摩擦からハーネスを守りその安全性能を確保できるように、パ

ット型の布クッションを設けハーネスを完全にカバーできるようにした。（図 4）こ
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のパットが傷んだ場合はハーネス全体を交換することなく、そのパーツ部分のパット

だけを交換できるようにした。 

 

2.3 ショクアブソーバと調整式スリング 

フルハーネス型墜落制止用器具のショックアブソーバ付きランヤードには、第二

種ショックアブソーバの自由落下距離 4.0 メートルで墜落を制止したときの衝撃荷重

が 6.0 キロニュートン以下で使用可能な最大質量 130 ㎏として制作し（図 5）、JIS 規

格の試験をクリアーさせた。なお、ランラードはテープスリング 2.5 ㎜幅を使い、長

さの調整ができるようにし、最小 950 ㎜～最大長 1,400 ㎜の調整ができるようにし

た。（図 6） 

 

2.4 マルチ保護パット 

マルチ保護パットとして胸部部分のハーネスに左右 2 個装着し、消防活動状況に

応じてこの保護パットを使い各ポジションの保護ができるようにした。（図 7）この

パットにより消防ロープの保護も行うことができる。 

 

2.5 腰部Ⅾ環とその他の命綱 

今回の改正により、腰部両サイド D 環を装着したことは消防活動上とても重要な

こととなる。ショックアブソーバを付けられる場所として胸と背中の D 環の 2 か所に

しか着けてはいけないことと規定されており、作業時に体重を掛けてはいけないとさ

れている。体重を掛けてしまうとショックアブソーバが反応してしまう恐れがあるた

め消防活動において身体確保を行えない。それでは消防活動に支障をきたすため、身

体確保を行えるように、腰部両サイドに D 環を設けて消防活動時には、労働安全衛生

規則第 130 条の 5 の 3 項「その他の命綱」をもって転落防止を図れるようにした。

（図 8） 

 

2.6 高輝度反射テープ 

フルハーネスの視認性を確保するためチエスト用パット・シット用パッドに、高

輝度反射テープを装着し、安全を確保できるようにし、さらに背中には消防本部名を

入れられるようにした。（図 9） 

 

2.7 使用時以外の格納 

背中の D 環および腰部両サイド D 環は、使用時以外は格納できるようになってい

る。また、ショックアブソーバがぶらつかないように休止バンドを付けてある。 
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2.8 仕様・素材・強度 

新たに開発製造したフルハーネス型墜落制止器具の仕様・素材表・強度表を図 10

に示す。また、安全を確保するための点検表を図 11 に示す。 

 

3．政令かつ JIS 規格を準拠した消防胴ベルト型墜落制止用器具の開発製造 

3.1 Emergency 対応ショックアブソーバ 

高さ 6.75m 以下では胴ベルト型墜落制止器具の着用が認められているが、ショッ

クアブソーバ付きランヤードを腰から上のところに設定しなければならない規則とな

っている。いわゆる第 1 種の要求性能（図 12）になるが、土木建築現場とは違いあ

らかじめ足場等が設定された環境下で活動するわけでないので、腰から下のポジショ

ンにショックアブソーバ付きランヤードを取り付けなければならないことの方が多い

ことを踏まえて、どうしても腰から下に取り付けなければならない時でも、対応でき

るように Emergency として第 2 種の要求性能（図 13）を持ったショクアブソーバを

胴ベルト型墜落制止器具に装着した。 

 

3.2 胴ベルト一体型ショックアブソーバ付きランヤード 

Emergency 対応の第 2 種の要求性能を持ったショックアブソーバ付きランヤードを

消防活動の障害とならないように、胴ベルトと一体型にして、尚且つコンパクト化を

図るためショックアブソーバのベルト幅を太くして衝撃荷重の軽減を図り、第 2 種の

試験を適合させた。（図 14） 

 

3.3 難燃性のアラミドロープ 

防火服に胴ベルト型墜落制止器具を装着し、火災現場での使用を想定して、難燃

性のアラミドロープ（EN1891A により認証されたもの）を装着した。（図 15）また、

ショクアブソーバの部分をアラミド生地でカバーして火の粉や輻射熱などからショク

アブソーバの部分を保護することにより、その性能を保ち火災現場で対応できるよう

にした。 

 

3.4 火災出動時の対応 

各消防本部の方針として、火災現場においては 6.75m 以上の活動でもフルハーネ

ス型墜落制止器具を使わずに胴ベルト型墜落制止器具で対応する事にしている。理由

として火災現場では、呼吸器を背負うことや防火服に対する耐熱性能を構築する空気

層を阻害すること及びフルハーネス型墜落制止器具に火災現場で対応できるだけの耐

熱性がないことを理由に火災活動時にはフルハーネス型墜落制止器具を装着しないこ

ととしているところが多い。 
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3.5 仕様・素材・強度 

新たに開発製造した胴ベルト型墜落制止器具の仕様・素材を図 16 に示す。また、

安全を確保するための点検表を図 17 に示す。 

 

４．開発製造による効果 

法改正の猶予期間平成 34 年（2022 年）1 月 1 日までに各消防に消防フルハーネス

型墜落制止器具および消防胴ベルト型墜落制止器具を装備しなければならない諸事情

に間に合うことができたことにより、消防活動に支障をきたすことがなく法改正に準

拠した形で各消防に供給できる。現在においてはすでに納入しており、納入先消防か

ら高い評価を頂いております。 

 

５．今後の課題 

火災現場の防火服の着用時や空気呼吸器を背負った時でも使用できるフルハーネ

ス型墜落制止器具の開発が必要とされることから、空気呼吸器に組み込んだフルハー

ネス型墜落制止器具の開発を推進していきたい。 

 

                                            

                                            

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

    

 

 

 

 

図 1 高さの危険ゾーン 

図 2 ショクアブソーバの落下距離 
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図 3 座席降下用パット 

図 4 フルハーネスパット 
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図 5 フルハーネス型ショクアブソーバ  

図 6 調整式ランヤード 

図 7 マルチ保護パット 
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図 8 腰部Ⅾ環 

図 9 高輝度反射 

図 10 仕様・素材・強度 
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図 11 点検リスト 

図 12 ショクアブソーバ 1 種・2 種 
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図 13 Emergency ショクアブソーバ 

図 14 胴ベルト一体型 

図 15 アラミドロープ 
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図 16 仕様・素材 

図 17 点検表 
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【令和 3 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 

 

ホース締め直し器具の開発 

 

大阪北港地区共同防災組合 荻野 聡 

 

 

1. はじめに 

 消防ホースを使用する際の、最も一般的な形状は「巻きホース」である。コンパク

トな形で収納しやすく、搬送・延長も容易であることから、消防車への積載や各種の

操法大会でも多く使用されている。 

 

2. 現状の問題点 

現状の問題点として「巻きホース」には“緩みやすい”という弱点がある。消防車

の揺れや、点検等で取り出すことで少しずつ緩んでいき、ホースの両端（耳部）も崩

れて不揃いになる（写真 1）。その様な状態のホースは、搬送時の崩れ落ちや、延長の

際の曲がり・キンクの原因となる。 

ホースに緩みが生じた場合の対処法は主に 2 通りある。1 つはホースを寝かせて中

心部を膝等で押さえ、ホースの外周を金具部で叩くようにしてホース全体を締めてい

く方法（写真 2）。もう 1 つは一度延長して巻き直す方法である。しかし、一度緩んだ

ホース、特に中心部まで緩んでしまったホースを再び固く締め直すことは容易ではな

い。また、延長して巻き直す方法も、延長に要する場所や労力を考えると積極的に行

われることは少ないと思われる。 

 

3. 開発の目的 

 上記の問題を解決するため、少ないスペースで素早く、固くホースを締め直すこと

ができる器具を開発し、ホースの緩みによるトラブルを防ぐことにより消防力の向上

に寄与することを目的とした。 

 

4. 開発品について 

4.1 構造 

 本器具は「ピン部」と「ハンドル部」等で構成されている。 

ピン部には直径 8 ㎜の 2 本のステンレス棒があり、この棒の間にホースの中心部（巻
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き始め部分）を挟み込む形状になっている。 

ハンドル部は開閉式になっており、閉状態の時はピン部が下へ突き出している（写

真 3）。ハンドルを押し下げる事でピン部を押し上げ、ホースに挿入したピン部を引き

上げる構造となっている。（写真 4）また、このハンドル部はホースを締める際の取っ

手となる。 

ホースを締めるには、大きな力が必要であるが、このハンドル部の幅が 32 ㎝と広い

ため、器具を回転させれば少ない力で強力に締めることができる。また、締め付けら

れたホースからピンを抜く際にも、2 本のハンドルに軽く体重をかけるだけで簡単に

引き抜くことができる。 

4.2 使用方法 

 （1）ホースを平坦な場所に置き、手のひら等でホースを押し込み、両端を綺麗に揃

える。（写真 5） 

 （2）器具のハンドルを閉じた状態にしてピン部を出して、ホースの中心部分に差し

込む。（写真 6） 

 （3）ホースが回らないように足で押さえ、ハンドル部を持って器具を回転させて締

めていく。（写真 7） 

 （4）最後まで固く締めたら、ハンドル部を押し下げピン部を抜き取る。（写真 8） 

 （5）メス金具側を整えて終了。（写真 9） 

  

5. まとめ 

 安全で迅速な消防活動を行なうためには、資機材を常に最良の状態で収納しておく

ことが重要である。特に消防ホースは形が崩れやすいため、定期的に締め直す必要が

ある。しかし、先に述べたようにホースの締め直しは手間がかかり、締め直してもす

ぐに緩んでしまうことも多いため、疎かになりがちな作業ではないだろうか。本開発

品によって、素早く、固く締め直しが可能となったため、消防力の向上に寄与するこ

とができた。また、各種の操法大会などでも広く活用できるので、消防隊員・団員だ

けでなく、自衛防災業務に携わる方たちの技術の向上にも寄与できると自負している。 
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写真 3 正面図（ハンドル閉時） 

32 ㎝ 

20 ㎝ 

ハンドル部 

ピン部 

写真 2 緩んだホースを巻き直す様子 

写真 1 巻きが緩み崩れたホース 
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写真 5 使用方法（１）ホースを押し込んで両端を揃える 

写真 4 正面図（ハンドル開時） 

42 ㎝ 

8 ㎝ 

写真 6 使用方法（2）ピン部を中心に差し込む 
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        写真 7 使用方法（3）器具を回転させて締める 

写真 8 使用方法（4）ハンドル部を押し下げてピン部を抜く 

写真 9 使用方法（5）締め直し終了 
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【令和 3 年度消防防災科学技術賞】奨励賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災機器等の開発・改良 

 

廃棄ホースを有効活用したロープ保護資器材の開発 

 

志摩市消防本部 阪口雅浩、脇海道剛、中村貞則 

 

 

1. 本資器材開発に至った経緯・現状 

  低所救助、高所救助等におけるロープを使用した救助活動時には、強固な

地物等を利用し、救助システム設定のもと活動しているのは、全国消防本部

においても同様である。また、安全面、器具愛護の観点から非常に重要であ

り、壁面等の角（エッジ）に対しての資器材は、メーカー販売品が存在するが、

地面から垂直に立つ地物へのロープ保護資器材は、当消防本部においては、

毛布等を利用している。その中で、最も力のかかる支持点のロープ保護は、重

大事故を未然に防ぐために必須である。 

現状、毛布等をテープ類で固定し、救助ロープの保護を行っているが、現場

への携行、車両収納という面で大きなかさ張りが生じ、加えて、現場活動にお

いても、天候によりその活動が左右され、また、様々な地物のサイズに応じた

保護用毛布等を車両積載、現場携行することに人員が割かれるなどの障害が

生じている。 

 以上のことから本資機材を開発した。（図 1、写真 1、2 参照） 

 

 

 

図 1 
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写真 2 支柱への設定状況 

適当な位置で粘着テープなどを使用することなく自

立しての取り付けが可能である。 

なお、同じく廃棄ホースを有効活用し、遊環を作成す

ることで余剰ホースを収め、二次災害の防止を図るこ

とに繋がり、ロープ等の設定もスムーズとなる。 

写真 1 ロープ保護資機材の全体写真 
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2. 現状の問題点 

2.1 多種多様なサイズの支持点に対する保護が困難 

2.2 雨天時、強風時において容易に剥がれてしまう 

2.3 車両収納、現場携行時のかさ張りが大きく、一人での設定が困難で、人員

を割いてしまう。 

2.4 毛布等によるロープ類の保護はロープ類が食い込むことで、支持点警戒、

結索部の確認等が視認性の低下によりヒューマンエラーの要因になる。 

（写真 3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3 現状の毛布等による保護 

毛布によりロープ等の保護を行い、支持点へ荷重がかかるこ

とによりロープが食い込んでしまい、支持点警戒、結索部の確

認等が視認性の低下によりヒューマンエラーの素となってい

た。 
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3. 活用方法 

3.1 地物のサイズが大きい場合、本資器材同士を結合が可能であり、設定時の

迅速化が図れ、一人操作も可能である。（写真 4 参照） 

3.2 本資器材実用例として、各種ロープに設定済みであるシステムへコンパク

トに巻いてロープバックに収納でき、ガムテープなどを必要としないロー

プ保護が行え、加えて携行資器材の簡素化が図れた。（写真 5、6 参照） 

3.3 ロープ等の保護時に食い込みが少なく、視認性の問題点が解消された。 

（写真 7、8、9 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 サイズが大きい地物への設定例 

本資器材同士を結合することで、大きい地物においても一人での設

定が可能である。 
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写真 5 ロープバック内システムへの収納例 

本資器材の収納について、次の写真のとお

り、筒状に巻くことでコンパクトとなり、携

行時、収納時の支障とならない。 

写真 6  個人装備での携行例 
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写真 7 エッジのある支持点への設定状

写真 8 立木への設定状況 
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写真 9 活用状況 

支持点保護の他、エッジガードとしての活用も

可能である。 

支持点の摩擦状況等を考慮し、本資器材の表面、

裏面を活用することも可能である。 
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4. 本資器材の検証結果及び開発に係る効果 

4.1 収納時 

長さ約２０ｃｍ、幅約５ｃｍで軽量かつコンパクトに収納でき、個人装備、ロ

ープバッグ等への収納、携行が容易であり、車両収納時における簡素化が実現

でき、隊員の資器材準備に迷いがなくなることによる初動活動の明確化に繋が

った。 

4.2 設定時 

4.2.1 本資器材はベルトタイプにすることにより、各地物のサイズに応じて設

定することができ、設定時の粘着テープ類は必要とせず、雨天時、強風時

でも対応が可能となる。 

4.2.2 摩擦等に強いホース表面を地物との接地面とし、裏面のゴム張り面を支

持点設定側にすることで、ゴムによる滑り止め効果があり、設定時のズレ

等がなく操作が円滑になった。 

 また、本資器材同士を結合することで、多種多様なサイズの支持点に対

応できるようになった。 

4.3 現状との比較 

毛布等にくらべ、支持点に高荷重がかかった際、毛布等と地物との間に生じる

食い込みが少なく、支持点警戒についても視認性が増し、安全化を獲得するこ

とができた。 

また、携行、搬送、取付けは、コンパクトかつ容易であるため、ロープ保護に

係る人員を削減し、救出資器材の搬送、救出活動に隊員を回すことによる人員

の有効的な活用に繋がった。 

4.4 本資器材の強度について 

安全性では、消防用ホースの技術上の規格を定める省令により、外力に対して

強度を有する材料で覆ったホースは、現在使用している毛布等よりも相当の摩

擦に耐え、耐久性に優れていることは明らかである。 

4.5 費用対効果、隊員の心構えについて 

本資器材は、開発に係る費用は発生せず、誰でも簡単に作成することができ、

たとえ消防用ホースとして使用できなくなったとしても、市民から頂いたもの

を最大限有効活用することで、隊員の資器材に対する研究心の向上、器具愛護

に関する意識の向上が図れたことも大きな効果となった。 
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【令和 3 年度消防防災科学技術賞】奨励賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

モバイル機器用消火栓表示システムの研究 

 

姫路市姫路西消防団 

 

 

1. 現状と問題点  

常備消防機関である本市消防局では、出動車両には消防指令システムによる車両 

運用端末装置・Automatic Vehicle Monitoring（以下「車両 AVM」）が積載され、そ 

の地図画面には消火栓の位置と水道配管口径が表示されている。しかし、非常備消 

防機関である本市消防団の分団ポンプ車には車両 AVM が積載されていないため、分 

団ポンプ車が火災出動した場合、消火栓の位置と水道配管口径が分からず、特に管 

内状況が不慣れな地域での消火栓の位置を確認するのに時間を要していた。さらに 

当分団の担当区域は山村で消火栓が設置されている水道配管は、配水池から最遠地 

域であることから、配管口径も細く火災時に近接の複数の消火栓から取水すると水 

圧が著しく減圧して消火活動に支障をきたす事がしばしばあった。 

以上のように、消防団員が火災出動時、消火栓の位置確認に時間を要することや 

 配管口径が分からないという活動上の大きな問題があった。 

 

2. 研究 

上記の問題を解決するため、モバイル機器を活用することを検討し、車両 AVM に

代わる車両搭載ナビゲーションのマップやスマートフォンの Google マップに消火

栓の位置をポイントとして表示させ、そのポイントを配管口径別に一目で分かるよ

うに色分けすることができるか、その研究に取り組んだ。さらに、将来に於いて他

の分団とデータを共有出来るように PC でのデータ作成も着手した。 

次に研究検討した内容について順次説明する。 

①  Google マップに消火栓の位置をポイントする。 

当分団の担当区域及び応援区域において、本市水道局と本市消防局が共有して 

いる消火栓の位置が分かる水道配管図面からパソコンの Google マップで消火栓    

の位置にポイントを落とし込み、名称として地区名と任意の番号と配管口径を付 

けて、そのデータを保存する。 

②  ポイントを配管口径別に色分けする。 
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Google マップに落とし込まれた消火栓のポイントを、配管口径別に次のとおり 

色分けする。 

・紫色：配管口径 200 ミリ以上の消火栓 

・緑色：配管口径 150 ミリの消火栓 

・青色：配管口径 100 ミリの消火栓 

・赤色：配管口径 75 ミリの消火栓 

③  スマートフォンの Google マップで消火栓が確認できるようにする。 

Google マップのデータの共有アドレスを開示し、スマートフォンで Google マイ 

マップのアプリから確認する。この方法によって個人の所有するスマートフォン  

で当分団の消防団員のみならず他の分団の消防団員や消防職員、さらには自主防 

災組織と情報共有ができる。 

④  車両搭載ナビゲーションのマップに消火栓の位置をポイントする。 

先ず、パソコンで作った地図データを取り込めるナビゲーションは Panasonic 製 

の GORILLA のみであることとナビゲーションの座標は日本標準座標であること、 

また、ナビゲーションに認識させるファイルとしては拡張子を POI.にしなければ 

いけないことが分かった。ネットで検索した結果、観光や飲食目的で同様のファイ 

ルを作成する手順や Excel データーシートが多く開示されているので参考にする 

こととした。 

Google マップでの座標は UTM 座標であり、そのままでは誤差が生じるのでパソ

コンで Google マップの消火栓位置座標を全て抽出し、Excel 上で消火栓名、番号、

口径と座標を整理し、Excel のフィルター機能で口径別にデーターシートに貼付け

て口径別の POI.イメージシートを作成した。 

拡張子 POI．を認識する為にはネット上で開示されている観光地等の POI.デー

タをパソコン上に置く事で認識する事が出来た。それら口径別の POI.データをフ

ァイル名「drive」（GORILLA にデータをインストールする場合、ファイル名を drive

にしないと認識しない）としたファイル内に置いてナビゲーションにインストー

ルし、ナビゲーション上に消火栓ポイントのピンマークを表示するようにした。 

⑤  車両搭載ナビゲーションのマップで消火栓が確認できるようにする。 

ナビゲーション上のピンマークを Google マップと同様の口径別色分けがパソコ

ン上での作業では出来なかった為、ナビゲーション上で行う事とした。④で口径別

にデータを作成していたため、ピンマークの色の変更は容易であった。ナビゲーシ

ョン内で保存したデータを SD カードに保存する方法により、他の分団の車両搭載

ナビゲーションでも使用でき、情報の共有が図られる。 
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写真１ スマートフォン画面 

 

 

 

 

           

写真２ ナビゲーション画面 

 

3. 研究による効果、その検証 

研究の結果「モバイル機器用消火栓表示システム」の運用が可能となり、その効

果については、車両搭載ナビゲーションや個人が所有するスマートフォン等のモバ

イル機器を活用、同モバイル機器の画面ではそれぞれのマップの性格上、水道配管

の系統までは表示することはできないが、消防団員が同モバイル機器を活用するこ

とで、火災現場で消火栓の位置とその配管口径が確認することができ、現状の問題

ピンマーク赤：75 ミリ ピンマーク青：100ミリ ピンマーク緑：150 ミリ 

ポイント赤：75 ミリ 

ポイント緑：150 ミリ ポイント青：100 ミリ 
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が解決されることとなった。 

実際にこのシステムを当分団内において運用し検証すると、分団ポンプ車が火災 

出動時には、車両搭載ナビゲーションで消火栓の位置を確認し、迷うことなく火災 

現場直近の消火栓に水利部署ができるようになった。また、その消火栓が既に使用

されていても近接した消火栓の位置や配管口径も確認でき、消火栓に部署するのか

河川、池等の自然水利に部署するのか等の判断が即座にできるようになった。さら

には、常備消防機関のポンプ車が先着している場合は、そのポンプ車の位置を目視

確認して、付近消火栓の位置との関係から、同ポンプ車への中継送水が必要か否か

までおよその判断が出来るようになった。消防団員が、ポンプ車が到着する前に現

場に駆け付けた場合でも個人が所有するスマートフォンで消火栓位置を確認し、ポ

ンプ車を誘導することも可能となり、分団活動の効率が格段に上がった。 

以上のとおり、既に当分団ポンプ車に装備している車両搭載ナビゲーションや個 

 人が所有するスマートフォン等のモバイル機器を活用することで、新たな装備購入 

に係る費用も発生せず、本システムの登録作業を行うことで本システムを活用した 

効果的な消防団活動の実施が期待できる。今後、当分団のみならず、他の分団へも 

本システムの普及に努め、消防団全体で市民の安全確保を図りたい。 
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【令和 3 年度消防防災科学技術賞】奨励賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

二重巻きホースの展張に関する研究 

 

東京都本田消防団 吉田友哉 

 

 

1. 研究の背景と目的 

 消防ホースには様々な現場で迅速に活動するために考えられた多様な収納方法があ

り、消防本部や消防団では、その中からどれが活動する状況に適しているかを判断し

て使い分けている。代表的な収納方法のひとつに「二重巻き」が挙げられる。 

二重巻きの状態にしたホースは、渦巻き状に巻いた部分を転がすことで両側の金具

を操作位置に残したまま素早くひろげることができるため、金具結合などの次に続く

操作がしやすく、平らな地形でのホース延長に適している。 

また、ホースをひろげてから延長する操作手順となるので、重量物であるホース全

体を持ち上げて走行する必要がないというメリットがある。こういったことから、消

防本部や消防団においては多くのホースが二重巻きの状態で収納されている。 

 令和 2 年版消防年報によると、令和 2 年 4 月 1 日現在、全国の消防職員の人数は約

16.7 万人、消防団員の人数は約 81.8 万人となっており、その消防職団員の多くが二

重巻きホースの取扱いの訓練に励んでいる。例えば、消防団で行われるポンプ操法の

訓練は、一部の地域を除いて二重巻きホースを用いた操作の実施要領に基づいて行わ

れている。 

 二重巻きホースの展張要領は、「消防操法の基準（昭和 47 年 5 月 11 日消防庁告示

第 2 号）」第 26 条 2 において、「ホース員は、前号の号令で第 1 ホースをたてておす金

具を右手でもち、左手をホースにそえ、右足先でめす金具近くをおさえ、ホースを前

方へころがしてひろげ、おす金具をその場に置き（以下略）」とされており、「第 26 回

全国消防操法大会操法実施要領」（以下「操法要領」という。）においては、8(4)各操

作要領オ「ホースの展張要領」で「右足先でめす金具近くを押さえ、右手でおす金具

を確実に保持し、左手はホースに添えて展張方向を定め、前方へ転がして展張する」

とされている。 

 めす金具近くを右足先で押さえるのは、展張の反動で金具が跳ねないようにするた

めであり、おす金具を確実に保持するのは、勢い余って金具が頭部や顔面にぶつから

ないようにするためである。左手をホースに添えて展張方向を定めるのは、その方向

に転がしても危険がないかを確認するためであり、また、万が一危険を察知したとき

には展張を止めるためである。 
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なお、操法要領は、前述の「消防操法の基準」に示されているとおり、操作の基本

を身につけることを目的としていることから、訓練の前提となる想定付与は極めてシ

ンプルなものとなっている。具体的には、ポンプから目標火点までに障害物はなく、

ホース 3 本を真っ直ぐ延ばした上で火点に対して安全な距離を保ちつつ基本注水姿勢

で放水した場合に、最も命中しやすい位置関係となるように設定されている。つまり、

この想定付与の下では 3 本のホースに捻じれが生じないように最短距離で延ばすこと

が操作の理想となる。 

 展張要領は、前述のとおり安全に展張するために必要な手順を示しているが、展張

要領どおりに行っても、それだけでは必ずしもホースが真っ直ぐに転がるとは限らな

い。二重巻きホースを真っ直ぐ展張できるようになるためには、訓練を重ねて技術を

習得するしかない。 

 スポーツ分野ではこのような熟練を要する身体の使い方について、野球の投球にお

けるコントロールの分析を行った永見（2008）やボウリングの投球を分析した稲葉ら

（2003）など、様々な研究がなされている。さらに、ボウリング選手を対象とした運

動技能の学習を強化するためのフィードバックソフトを開発した小川・賀川（2010）

などもある。 

しかしながら、二重巻きホースの展張では、ホースが転がる原理や具体的なテクニ

ック、あるいは訓練方法を科学的に分析した研究は管見の限り見当たらなかった。こ

ういったことを鑑みると、二重巻きホースの展張技術を習得するまでの指導や手本と

する教材は、個々の訓練における成功体験の蓄積や指導者の経験則に委ねられている

のが実情ではないだろうか。 

そこで、二重巻きホースの展張を理論的に攻略するための手がかりを示すことを目

的に、展張したホースが曲がる要因を研究し、その内容を取りまとめることとした。 

分析に当たっては、スポーツ分野で用いられる研究手法を参考に、実際の展張を撮

影し、その映像情報から得られるフォームの軌道等を調べた。 

以降、第 2 章では、本研究に必要な二重巻きホースの特性の解説や文中に用いる言

葉の定義を行う。第 3 章では、二重巻きホースが転がるための推進力がどのように加

えられ、どのように作用するかを解説する。第 4 章では、本研究で行った実験につい

て解説するとともに、一連の展張動作の中でどこにホースが曲がる要因があるのかを

分析結果から考察する。第 5 章では、基礎訓練の必要性と災害現場における展張につ

いて解説する。第 6 章では、全体のまとめとして本研究の総括を行う。 

 

2. 二重巻きホースの特性 

2.1 ホースを二重巻きにする際の現象 

ホースを二重巻きの状態にするには、巻き上げたときにおす金具とめす金具が適当
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な間隔となるように逆算してホースを 2 つに折り返し、そのあと 2 枚重ねて渦巻き状

に巻く。 

本研究では、折り返したときに上に重なるおす金具側のホースを「上のホース」と

呼び、下に重なるめす金具側のホースを「下のホース」と呼ぶこととする（写真 1）。 

巻くときに外側となる下のホースは、内側となる上のホースよりも長い巻取径を要

するため、上のホースは、巻いていくにつれて元の重なりから金具側にずれていき、

最終的に巻き上げた状態は写真 2 のようになる。巻いた状態の渦巻き状の部分を「ホ

ース玉」と呼ぶこととする。 

2.2 転がる際の現象 

巻き上げた状態から金具の位置を変えずに二重巻きホースを 2 枚重ねたまま転がし

ていくと、転がりが進むにつれて巻くときとは反対に上のホースの長さが足りなくな

る。そのため、ホース玉は巻かれた状態を緩めることで、足りない長さを補っていく

（写真 3）。 

 

 

2.3 展張動作での現象 

一連の展張動作では、おす金具を掴み、上のホースをめくり上げるようにして転が

す。その後、振り下ろしたおす金具を地面に設置する。 

その動作においておす金具が前方へ移動する長さ（巻いた状態のときの位置から設

置する位置までの長さ）は上のホースの余りとなり、振り下ろしたときにできるホー

スの波（以下「ホース波」という。）は、左右どちらかに倒れることとなる。その後、

ホース玉の転がりが進むと、今度は上のホースの長さが足りなくなるため、元々の折

り返し部分が手前に引っ張られる形となり、その反動で先端が膨らんで広がる。 

結果的に展張後には、上のホースの金具側と折り返し側の 2 か所に膨らみが発生す

る（図 1）。 

上のホース 下のホース 

写真１ 上のホース、下のホース 写真 2 ホース玉 

ホース玉 

写真 3 転がる際の現象 
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3. 推進力の加わり方 

3.1 支点・力点・作用点 

 二重巻きホースの展張において、推進力を加える際の力点はおす金具を掴んだ位置

（以下「グリップ」という。）となる。作用点はホース玉に接している上のホースであ

り、展張の動作中、上のホースの袴付近からその先約 2m までの範囲をホース玉の転が

りに伴って前方に移動する。支点となる右肩も左足の踏み込みに伴い前方に移動する。

ホース玉に加わる力の向きと強さは、この展張動作によるグリップの軌道と速さによ

って決まる。 

二重巻きホースの展張が同じ形状・重量のホースを転がすことを前提とするならば、

最も効率的に推進力を加えられるグリップの軌道は 1 通りになるはずである。したが

って、展張する者の体格や関節の可動域はそれぞれ異なるものの、そのグリップの軌

道に合わせた展張フォームを習得することが訓練での目標となる。 

グリップの軌道を縦横高さの 360 度方向で考えると、その要素として、①力を加え

始めてから加え終わるまでの前方への動きの速さ、②目標火点までの直線ライン（以

下「中央ライン」という。）からのずれ、③グリップとホース玉との位置関係という 3

つの要素が存在する。 

この 3 つの要素のうち、①及び③は力の強さに作用し、②及び③は力の方向に作用

する。 

3.2 推進力の強さ 

 ホースが最後まで転がりきるためには、それに必要な推進力を加えることが求めら

れる。ここでは、推進力の強さについて解説する。 

3.2.1 推進力を加えられる範囲 

 推進力は、グリップの軌道の開始地点から加わり始める。そして、肩を支点にグリ

ップを振り上げていく中で、上のホースがホース玉に対して垂直になったときが前方

への力を加えることができる最終地点となる（写真 4・5）。 

 ホースに加わっている力を上下前後の 2 方向に分解して考えると、グリップの軌道

の角度が地面に対して 45 度を超える場合には、上方向への力の大きさが前方への力

の大きさを上回ることから、ホース玉の空回りの原因となる（写真 6）。 

さらに、グリップの軌道が 90 度以上となった後は、意に反して引き戻しの方向に作

図 1 展張により生じるホースの膨らみ 
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用してしまう（図 2）。 

本研究では、推進力を加えられる範囲を超えた後もグリップを振り上げている場合

（写真 7）を「過剰なフォロースルー」と呼ぶこととする。 

 

 

3.2.2 ホース玉と身体の重心の位置関係 

 災害現場では、展張の前後にホース搬送や金具結合などの操作があるため、それに

適した重心移動の展張フォームが求められるが、ここではあくまでホースを転がす力

の効率に関してのみ解説する。 

二重巻きホースの展張では、力を加えるときにホース玉が身体の重心より後ろにあ

ればあるほど、グリップの軌道を低い角度に保つことができるため、加わる力の効率

がよくなる。 

 その反対に、ホース玉が身体の重心より前に位置する場合（写真 8）には、推進力

写真 4 開始地点・最終地点 

写真 6 45 度以上のグリップ軌道 写真 7 過剰なフォロースルー 

写真 5 推進力を加えられる範囲 

図 2 加わっている力を上下前後の 2 方向に分解 
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を加えられる範囲が短くなるだけでなく、作用点が支点・力点よりも前方となるため、

加わる力の効率が下がる。 

 

 

3.2.3 めす金具近くを押さえる右足先の角度 

 めす金具近くを押さえる右足先について、つま先が火点方向を向く場合と、火点方

向に対して斜め後方に向く場合とでは、そのときの右膝の角度の関係から上体の向き

にも違いが出る。上体の向きが違うということは、腕の動かし方も異なる。 

 つま先が火点方向を向く場合には、身体を正面に向けて左足を踏み込んだときに右

膝関節をホース玉より内側に入れやすい。ホース玉を右膝の位置よりも後方にする（以

下「トップを作る」という。）ことができれば、力を効率的に加えられる。一方で、つ

ま先が斜め後方に向く場合には右膝関節をホース玉より内側に入れることが難しいた

め、推進力を加えられる区間は必然的に右膝より前となる。 

3.3 加わる力の方向 

実際の展張においては、推進力を加える一連の動作の中でグリップの軌道が中央ラ

インからずれることによりホースが曲がると推測される。本研究では、グリップの軌

道がホースの転がる向きにどのように作用しているのかを明らかにするため、実際の

展張を撮影し、その映像をもとに分析を行った。 

 その内容について、次章以降で解説していく。 

 

4. 分析 

4.1 実験方法 

 ホースの曲がり方と展張動作との関連性を検証するに当たり、十分な数のサンプル

を集めるため、以下の条件で実験を行った。 

①展張回数：219 回（有効映像撮影回数） 

②被験者 4 名（階級及び勤務年数は令和 3 年 4 月 1 日現在） 

・被験者 A（階級：部長、消防団歴：10 年 6 ヶ月） 

・被験者 B（階級：班長、消防団歴：8 年 3 ヶ月） 

・被験者 C（階級：団員、消防団歴：10 年 10 ヶ月） 

・被験者 D（階級：団員、消防団歴：7 年 7 ヶ月） 

写真 8 ホース玉が重心より前に位置する場合 
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③4 台のカメラをそれぞれ次の位置に設置して撮影する 

・前方アングル：高さ約 1m、めす金具の位置から前方約 13m 

・横アングル：高さ約 1m、めす金具の位置から右横に約 5m、前方に約 2m 

・斜め前アングル：高さ 1m、めす金具の位置から右横に約 5m、前方に約 7m 

・後方アングル：高さ約 1m、めす金具の位置から右横に約 1m、後方に約 2m 

④毎回同じ位置にホースを立てた状態から開始する 

⑤二重巻きにした状態のおす金具とめす金具の間隔は一定とする 

⑥使用したホース 

・SAKURA スーパーロケット(展張 119 回) 

・キンパイ スーパーランナーwin (展張 100 回) 

⑦被験者は、すべての展張において、真っ直ぐ転がすことを目指す 

4.2 分析結果 

4.2.1 真っ直ぐ転がったものと曲がったものとの比較 

 前章の条件で行った展張について、展張後のホースの形状を 26 通り（真っ直ぐ転が

ったもの 1 通り、曲がったもの 25 通り）に分類し、それぞれの形状となった回数をま

とめた（図 3）。 

 

 

 なお、本研究において「ホースが真っ直ぐ転がったもの」とは、上のホースと下の

ホースが捻じれることなく重なって転がり、かつ、展張後のホースが中央ラインから

左右 10 ㎝以内に収まったものをいうこととする。したがって、展張後の先端が中央ラ

イン上にあったとしても、途中で捻じれたものや中央ラインから 10 ㎝以上ずれてい

るものは曲がったものとして分類した（写真 9）。 

図 3 展張後のホースの形状 
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まず、展張したホースが真っ直ぐ転がったもの（8 回）と曲がったもの（211 回）と

で展張動作にどのような違いがあったのかを比較分析する。 

グリップの軌道の違いに着目して前方アングル及び後方アングルの映像を確認し

たところ、ホースが真っ直ぐ転がったもの（8 回）では、グリップの軌道に中央ライ

ンからのずれはみられなかった。グリップの軌道にずれがみられなかったにもかかわ

らずホースが曲がったものは 20 回あり、このときの特徴としては、最初は真っ直ぐ転

がり始め、その後、ホース波が左右どちらかに傾いた状態でホース玉に追いついたと

きに急に転がる向きが変わっていた（図 3 の 1 及び 13）。 

次に、このパターン以外でホースが曲がったもの（191 回）をみてみると、グリッ

プを捻ってしまうことでホース玉の向きが変わっていたパターンや、展張動作のどこ

かでグリップの軌道が中央ラインからずれていたパターンがあった。 

4.2.2 展張動作における 5 つのフェーズ 

ここからは、ホースの転がり方をさらに詳細にみていく。本研究では、次のとおり

一連の展張を 5 段階のフェーズに区分した上で、各フェーズにおけるグリップの軌道

等のばらつきを分析した。 

①フェーズ 1 

推進力を加えている区間のうち、右足先でめす金具近くを押さえてから左足を前方

に踏み込んでホース玉に対してトップを作った後、振り上げるグリップの軌道の角度

が地面に対して 45 度付近に達するまで（以下「インパクト」という。）の区間をフェ

ーズ 1 と設定した。 

このフェーズにおいては、インパクトの向きを調べた。 

②フェーズ 2 

グリップの軌道の角度が地面に対して 45 度付近を超えてから、グリップを頂点ま

で振り上げ（以下「フォロースルー」という。）、その後、グリップを振り下ろすまで

の区間をフェーズ 2 と設定した。 

なお、フェーズ 2 においては、フェーズ 1 でホース玉が左に向いたもの、右に向い

写真 9 真っ直ぐ転がったもの・曲がったもの 
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たもの、真っ直ぐの状態を維持したものがあり、力を加える対象となるホース玉の状

態が異なる。つまり、フェーズ 2 ではその時点のホース玉の位置や向きに対する作用

となるということを念頭に置いて考えなければならない。そこで、このフェーズの分

析では、ホース玉に加わった力の向きをみるために、グリップの軌道がホース玉の位

置に対してどちらに向いていたかを調べた。 

③フェーズ 3 

 ホース波の影響をフェーズ 3 と設定した。このフェーズでは、ホース波がホース玉

の転がり方に影響を及ぼしたかどうかを調べた。 

④フェーズ 4 

グリップの軌道の角度や過剰なフォロースルーの影響をフェーズ 4 と設定した。こ

のフェーズでは、グリップの軌道の角度が地面に対して 45 度以上となっていたもの

や過剰なフォロースルーがあったものを調べた。 

⑤フェーズ 5 

ホース玉の崩れの影響をフェーズ 5 と設定した。このフェーズでは、ホース玉の崩

れがホース玉の転がり方に影響を及ぼしたかどうかを調べた。 

4.2.3 各フェーズにおける展張結果の分類 

 すべての展張を前項に沿って分類した（別表）。 

 

 

4.2.4 ホースの曲がり方と力が加わった向きとの関連性 

前節と同様にグリップとホース玉との相対的な位置関係を踏まえて、ホースが曲が

った展張（211 回）のグリップの軌道等を展張後のホースの形状と照らし合わせてみ

ていく。 

まず、フェーズ 1 でインパクトの向きが左であったもの（122 回）は、ホース玉は

左に向かって転がり始めていた。その後、フェーズ 2 でグリップの軌道がホース玉に

対して中央かそれより左向きであったものは、さらに左向きに転がっていた（25 回：

別表 各フェーズにおける展張結果の分類 
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図 3 の 2～4）が、グリップの軌道がホース玉に対して右向きであったもの（97 回）で

は、それまで左向きにかかっていた力が右向きに変わっており、そのときグリップの

軌道がどの程度変化したかによって、図 3 の 5～7（18 回）のように転がる向きの程度

を弱めるにとどまったものもあれば、図 3 の 8～12 及び 25 の一部（79 回）のように

転がる向きを反転させたものもあった。 

次に、フェーズ 1 でインパクトの向きが右であったもの（69 回）は、ホース玉は右

に向かって転がり始めていた。その後、フェーズ 2 でグリップの軌道がホース玉に対

して中央かそれより右向きであったものは、さらに右向きに転がっていた（30 回：図

3 の 14～16）が、グリップの軌道がホース玉に対して左向きであったもの（39 回）で

は、それまで右向きにかかっていた力が左向きに変わっており、そのときグリップの

軌道がどの程度変化したかによって、図 3 の 17～19（5 回）のように転がる向きの程

度を弱めるにとどまったものもあれば、図 3 の 20～24 及び 25 の一部（34 回）のよう

に転がる向きを反転させたものもあった。 

フェーズ 3 に関しては、このフェーズ単独の作用を確認するために、それまでのフ

ェーズでホース玉が真っ直ぐ転がっていたもの（28 回）を抜き出して分析した。その

結果、ホースが曲がったとき（20 回：図 3 の 1 及び 13）の特徴として、ホース波が左

右どちらかに傾いた状態でホース玉に追いついており、そのときに急に転がる向きが

変わっていたことが確認できた。 

フェーズ 4 の作用をみてみると、グリップの軌道の角度が地面に対して 45 度以上

となっている場合や過剰なフォロースルーがある場合は、上のホースの引き戻しによ

ってホース玉の形を崩しており（76 回）、そのうち 71 回はホース玉の転がりの向きに

影響を及ぼしていた。 

フェーズ 5 の作用をみてみると、広がったホース玉の外側がホース玉の中身に被さ

っていたものがあり（126 回）、その中には、広がりの隙間からホース玉の中身が抜け

出したもの（57 回）があった。 

ホース玉の崩れの要因別にみると、フェーズ 1～3 の間にホース玉が左右いずれか

に急激な力を受け、ホース玉の中身のみが向きを変えた結果、外側のホースとの間に

隙間が発生したケースがあった（55 回）ほか、フェーズ 4 でグリップ軌道の角度が地

面に対して 45 度以上となったときにホース玉が空回りして隙間が発生したものや、

過剰なフォロースルーが上のホースを引き戻すことによって、ホース玉に隙間が発生

した（写真 10）ものがあった（71 回）。 
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4.2.5 ホースの曲がり方に影響を及ぼした展張動作の乱れ 

ホースの曲がり方に影響を及ぼしていた展張動作の乱れを順に解説する。 

フェーズ 1 で左右いずれかにホース玉が向きを変えたものでは、左足を前方に踏み

込むと同時にその動きに連動してグリップの軌道がずれていたり、グリップを捻って

しまうことによって作用点となる上のホースがホース玉に対して真っ直ぐに当たらな

かったりしてインパクトの向きがずれていた。 

フェーズ 2 の特徴として、グリップを振り上げる際に上体（肩）が回転し、それに

連動してグリップも左側に引っ張られるという現象がみられた。あるいは、その傾向

を自覚していたことから修正しようと試みた結果、それが過剰な動きとなり、フォロ

ースルーの向きが右側にずれた場合があることも確認できた。 

フェーズ 3 の影響によってホースが曲がった展張では、グリップを早く振り下ろそ

うとしている様子が確認できた。実験の展張の中には、意図的に振り下ろしを緩やか

にしたものが含まれているが、その展張においては、ホース波がホース玉に追いつく

ことはなく、ホース玉の転がりへの影響は抑制されていた。 

フェーズ 4 の特徴として、グリップの軌道の角度が地面に対して 45 度以上となっ

ているときや過剰なフォロースルーとなっているときには、力点（グリップ）と作用

点（上のホースがホース玉に接した部分）が支点（右肩）より前方に進んだあとにも

グリップを力強く振り上げようとしている様子が確認できた。 

フェーズ 5 については、フェーズ 1～4 の作用によって発生したホース玉の崩れが

要因となっており、各フェーズの展張動作の乱れが影響しているといえる。 

 なお、展張動作の乱れが大きかった場合には、ホースが曲がるだけでなく、途中で

裏返ったもの（17 回）や、ホース玉の中身が抜け出たことにより一回転した状態に捻

じれたもの（57 回）があった（写真 11）。 

 

写真 10 上のホースの引き戻し（ミニチュアホースで再現） 
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4.3 考察 

 前節の分析から考察すると、展張したホースが曲がった要因として、次のことが挙

げられる。 

①インパクトの際、グリップの軌道がずれる 

②グリップを捻ってしまうことによりインパクトの向きがずれる 

③上体（肩）の回転に伴いグリップの軌道がずれる 

④自身の癖を修正するための動きが過剰となる 

⑤力み過ぎることによりグリップの軌道の角度が高くなったりフォロースルーが過剰

になったりする 

⑥グリップの振り下ろしを急ぎ過ぎる 

 

 二重巻きホースを真っ直ぐ転がすためには、グリップを真っ直ぐ振り上げて真っ直

ぐ下ろせばいいのだが、そのとおりに身体を操る技術は一朝一夕に身につくものでは

ない。本研究の被験者もすべての展張で真っ直ぐ転がすことを目指したが、ホースが

曲がった展張では意図したグリップの軌道を実現できていなかった。 

展張したホースの最終的な状態は、これら複数の要因が絡み合った総合的な現象で

あると考えられる。 

5. 基礎訓練の必要性と災害現場における展張 

二重巻きホースの展張に限ったことではないが、訓練の場ですら成功率が低いよう

な技術には、災害現場で活動する隊員や自らの命を預けられない。 

本研究のテーマである二重巻きホースの展張に関していえば、ホースの一線延長の

確実性は、現場で消火活動を行う隊員の安全性に直結する。もし展張に失敗してしま

った場合には、冷静にホースラインを修正すべきであるが、焦って修正が疎かになる

と重大な危険に繋がることがある。 

例えば、二重巻きホースの展張に失敗して下のホースが上のホースに被さった場合、

ホースを延長する際に下のホースが引きずられることで、あらかじめ確保した余裕ホ

ースをなくすだけでなく、機関員が行うポンプの操作にも支障をきたすおそれがある。

写真 11 展張したホースの捻じれ 

裏返り 一回転捻じれ 
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また、ホースが裏返って捻じれた場合や一回転してしまった場合には、通水時に屈曲

を発生させるおそれがあり、送水の遅れや急激な筒先放水圧の上昇といった悪影響を

及ぼしかねない。 

 災害現場での展張フォームは、展張の成功だけを目的としたものではない。ホース

搬送などの直前の動きに逆らうことなく、金具結合などの直後の操作に自然に移行す

るための展張フォームとなる。そのため、状況によって操作に適した重心移動や身体

の使い方は異なる。 

また、災害現場においては必ずしも展張に適した状況で操作を行えるとは限らない。

その中では、安全確実で手戻りのないホース延長となるように臨機応変な操作が求め

られる。 

ただし、そういった臨機応変な操作というのは、基礎となる軸から外れた幅を瞬時

に微調整するということにほかならず、基礎となる軸が習得されていなければ成しえ

ないことであろう。 

日々の訓練にせよポンプ操法の訓練にせよ、その目的は、資機材の特性を熟知して

状況に応じて自由自在に操れるようになることである。 

消防職団員が出場する災害現場には同じものはなく、現場ごとに状況が異なる中で、

その一瞬に適した判断や活動が求められる。活動する現場がどんな状況であっても、

冷静かつ臨機応変に活動するためには、基礎訓練の積み重ねに裏付けられた確かな技

術が必要不可欠であると思料する。 

6. 総括 

本研究では、二重巻きホースの展張においてホースが曲がる複数の要因を明らかに

した。これらを自身の展張と照らし合わせれば、その攻略の道筋が浮かび上がるだろ

う。 

本研究で明らかにした内容が、二重巻きホースの展張の熟練を目指す消防職団員に

とって、その攻略の手がかりとなることを期待するとともに、ひいては消防職団員の

安全な消防活動に繋がれば幸いである。 

 

7. 今後の研究課題 

本研究では、二重巻きホースの展張においてホースが曲がる要因がどこにあるのか

を分析することに主眼を置いたため、ホースが曲がらないようにするための直接的な

解決策や具体的な訓練方法については、研究の対象としなかった。これらについては

今後の研究課題としたいが、そのためには、今回のような目視計測ではなく、筋電位

を計測するなどして、力の入れ具合の違いも含めたできるだけ精緻なデータを収集す

るのが望ましい。 

また、二重巻きホースの展張技術を向上させるためには、小川・賀川（2010）で示
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されているようなフォームの軌道データの測定内容を即座にフィードバックできるソ

フトウエアを訓練の現場に取り入れて活用することも効果的であると思慮する。 
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 【一般発表】 

 

折り島田を改良した「S.U.S（super utility snake）式」の考案について 

 

岡山市消防局 中本 翔太 

岡山市消防局 高津 正輝 

 

 

1. はじめに 

消防隊が実施するホース延長は、全国の各消防本部において、さまざまな延長方法が実施され

ており、地域性、建物構造、災害実態等を考慮し、火災現場で使い分けて実施している。ホース

の収納方法については大きく分けて、二重巻き、折り島田、四重折り、狭所巻き、マルチ折り、

ＫＳ巻き等があり、それぞれをホースバックやホースバンドで結束し、ホース延長している。当

局においても、消防隊が従来から使用している折り島田でホース延長を実施してきたが、折り幅

が作成者によって変化するため、狭所巻きへ転換した際、各隊員の技量も要因となって狭所巻き

の大きさに差異が生まれるなど、完成時の安定感に欠けていた。そのまま、屈曲のあるホースを

使用すると、転線時にホースの引きずりによる破損や放水圧力の低下を招き、有効な放水量が得

られず、延焼拡大や屋内進入隊員の危険度が増加する可能性があった。従って、放水量を最大限

確保するには、屈曲のないホース延長を実施することが必要不可欠であることから、初見である

火災現場において、どの隊員が折り島田を使用した場合においても、精度の高いホース延長を行

えるようにしたいと考えた。 

そこで、全国で多くの消防本部が採用し、消防活動で使用している折り島田を改良することで、

折り島田の特性を生かしつつ、誰でも簡単に任意の位置で屈曲のない狭所巻きが作成可能となる

「S.U.S 式」を考案した。また、同様の寸法の「S.U.S 式」が誰でも簡単に量産できるように、木

製バリアブルジグ（S.U.S 式作成プレート）も併せて考案したので、詳細を紹介する。 

 

2. 「S.U.S 式」の条件 

(1)折り島田のような蛇腹折りであること。 

(2)ねじれがない直線的な延長、階段延長が実施でき、各口径ホースにおいても屈曲がない狭所

巻きに転換できるものであること。 

(3)各口径ホースにおいて、延長時の障害がない最小直径の狭所巻きが作成可能であること。  

(4)ホースバックやホースバンドの活用も可能であること。 

以上 4 点である。 

 

3. 折り島田と狭所巻き直径の計算について 

従来の折り島田は図 1 のような蛇腹折りになっており、直線的なホース延長に加え、階段での

ホース延長にも適しているため、有効なホース収納方法として全国的に採用されている。折り島

田を使用して狭所巻きを作成する際、各消防本部で作成方法は若干異なる部分はあるが、折り島

田の折り返しの部分を重ねてループを作成し、狭所巻きに転換している。 
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  つまり、この重ねた折り返しのホースの長さが狭所巻きの円周となっており、ここから狭所

巻きのおおよその直径が分かることになる。例えば、メス金具から奇数番目の折り島田の折り

返しを重ねて狭所巻きを作成すると、ホースが 2 往復していることから、ホースの折れ幅が

60cm であれば、ホースの円周が 240cm、折れ幅が 70cm であれば円周が 280cm・・・といった

ように、円周は折れ幅の 4 倍に比例して大きくなっていく。 

  ここで、直径 φ と円周 R との関係式は φ＝R/π であることから、例えば、ホースの折れ幅を

90cm にすると狭所巻きへ転換した際の円周が約 360cm となり、先述の関係式から狭所巻きの

直径は約 113cm と分かる。40mm ホースであれば、充水すれば直径が約 120cm となり、建築基

準法施行令第 119 条で定められている最低廊下幅の 120cm においても、屈曲がない最小直径の

狭所巻きが作成でき、有効な放水量を確保できることが分かった。 

しかし、このまま折れ幅 90cm の折り島田を作成し、狭所巻きを作成する訓練を実施したと

ころ、隊員がホースの取る位置を間違えること、狭所巻きへ転換したホースがうまく出ていか

なかったこと等、問題点があったため、狭所巻き作成時に折り島田の取る位置を分かりやすく

し、狭所巻きを充水しやすいように工夫することにした。 

 

 

図 1 折り島田 

 

4. 「S.U.S 式」について 

はじめに、40mm ホースの「S.U.S 式」の完成形を図 2 に示す。作成はメス金具から作成してい

く。折り島田ホースと同様に蛇腹折りになっており、長い折り返し部分と短い折り返し部分が交

互にあることが分かる。短い折り返し部分の幅は 60cm、長い折り返し部分は、最大で図 2 に示す

1 から 12 部分の 120cm となっており、そして、オス金具に近づくにつれて、順々に 10cm ずつ短

くなり、最小で 6 から 7 部分の 70cm となっている。以下に作成手順を示す。（図 3「S.U.S 式」

木製バリアブルジグ、図 4「S.U.S 式」作成の様子、参照） 

(1)メス金具を 60cm 幅の左下の切り欠き部分にセットする。 

(2)60cm の短い折り返し部分を作成するため、60cm 幅の右下で折り返し部分を作る。 

(3)1 の丸棒で長い折り返し部分を作る。 

(4)12 の丸棒で長い折り返し部分を作る。 

(5)60cm 幅の左側で短い折り返し部分を作る。 

(6)60cm 幅の右側で短い折り返し部分を作る。 
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(7)2 の丸棒で長い折り返し部分を作る。 

(8)11 の丸棒で長い折り返し部分を作る。 

(9)60cm 幅の左側で短い折り返し部分を作る。 

(10)以下同様に折り島田を作成する要領で繰り返し、オス金具に至る。 

なお、狭所巻きを作成する際は、図 2 に示している長い折り返し部分 1 から 6（または 12 から

7）までをオス金具側が内側となるように順に重ね、重ねた部分を崩さないようにホースを広げる

ことで、目に見えて整理された狭所巻きが作成できる。さらに、各長い折り返し部分の間にある

短い折り返し部分を順に重ねていくことでも作成できる（図 2、5、6 及び 7 参照）。充水時は、エ

ア抜きを行いながら、狭所巻きホースの重なり部分を足で挟み込む等、狭所巻きを充水する要領

で充水すると、無駄なく充水できる。また、図 8 に示しているように、40mm ホースを狭所巻き

へ転換した充水時の直径は約 120cm となる。 

なお、狭所巻き作成時は、最後にオス金具のはかま付近も同様に重ねることで、オス金具が狭

所巻きの下に入り込むことが防げる。 

次に、50mm ホースの「S.U.S 式」について説明する。作成方法について、40mm ホースと変

わらないが、短い折り返し部分を 60cm、長い折り返し部分を 130cm、120cm、・・・80cm とす

ることで、ホース延長障害がない最小の狭所巻きが作成可能である。なお、この狭所巻きの充水

時の直径は約 130cm である。 

ホースの収納方法は各口径ホースとも変わらず、ホースバンドでもホースバック（縦 70cm、

横 20cm、高さ 27cm）でも収納可能である（図 9、10、11 参照）。 

 

 
図 2 「S.U.S 式」完成形 

 

図 3 木製バリアブルジグ（S.U.S 式作成プレート） 
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図 4 木製バリアブルジグによる「S.U.S 式」作成の様子。作成時間約 30 秒 

 

 

図 5 長い折り返し部分を重ねていく様子 

 

 
図 6 長い折り返しを重ね、広げた様子 
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図 7 「S.U.S 式」を狭所巻き転換した様子 

 

 

図 8 40mm ホースを狭所巻き転換した様子 

 

 

図 9 ホースバンドによる収納 

約 120cm 
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図 10 ホースバックによる収納 

 

 
図 11 ホースバックの中の様子 

 

5. 「S.U.S 式」木製バリアブルジグ（S.U.S 式作成プレート）について 

簡易的に「S.U.S 式」を作成するには、図 12 に示しているように車庫等の床にビニールテープ

であらかじめ寸法を測っておくことでも容易に作成可能であるが、より「S.U.S 式」の質を担保

するため、図 3 に示す「S.U.S 式」木製バリアブルジグも併せて考案した。 

このジグはコンパネを貼り合わせたもの（横 140cm、縦 30cm、厚さ 2cm）に木製丸棒（直径

2cm、長さ 5cm）を 12 本所定の位置にねじ込み式で取り付けている形になっている（図 3 参照）。

なお、この「S.U.S 式」木製バリアブルジグに取り付けられている木製丸棒は左右 5cm の可動式

となっており、40mm 及び 50mm ホースともにひとつのジグで作成可能となっている（図 3、13、

14 参照）。なお、50mm ホースの「S.U.S 式」を作成する場合は、木製丸棒を左右ともに外側へ 5cm

広げ、短い折り返し部分は 40mm ホースと同様に 60cm として作成することで、50mm ホースに

おけるホース延長障害がない最小直径の狭所巻きが誰でも作成できるものとなっている（図 3 参

照）。ちなみに、40mm 及び 50mm ホースの「S.U.S 式」の違いとして、長い折り返し部分の幅が

異なるという点から、40mm 及び 50mm ホース専用の「S.U.S 式」作成プレートを 1 枚づつ作成す
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ることでも「S.U.S 式」を作成できる。 

 

 

図 12 ビニールテープにおける「S.U.S 式」作成キット 

 

 

図 13 「S.U.S 式」木製バリアブルジグ（40mm ver.）の立面図寸法 

 

 

図 14 「S.U.S 式」木製バリアブルジグ（40mm ver.）の平面図寸法 
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6. おわりに 

この「S.U.S 式」の最大のメリットは折り島田のようなホース延長に加えて、折り返し部分を

順に重ねることで、誰でも簡単に屈曲がない狭所巻きへ転換が実施できる点である。さらに、今

回併せて考案した「S.U.S 式」木製バリアブルジグを使用することで、誰が作成しても差異がな

い折り幅の「S.U.S 式」が作成でき、屈曲のない狭所巻きへの転換が可能となった。 

最後に、「S.U.S 式」は従来の折り島田と同様に蛇腹折りとなっているため、使用に関しての抵

抗感は少なく、扱いやすくなっている。従来の折り島田だけでは実現が困難であった、屈曲のな

い最小の狭所巻きを簡単に作成できる「S.U.S 式」を活用していただくことで、火災現場におい

て、全国の消防隊員が安全かつ効率的な活動が実施でき、消防活動がさらに躍進する一助となる

ことを切に願っている。 
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 【一般発表】 

 

狭隘空間において使用するパッキングシートの改良について 

 

岡山市消防局 奥野龍之介 

 

 

1. はじめに 

我が国日本は、周囲が海に囲まれた自然豊かな島国であると同時に、世界有数の地震多発国で

ある。内閣府が発表している地震予想は、関東から九州の広い範囲で強い揺れと高い津波が発生

するとされる南海トラフ地震、首都中枢機能への影響が懸念される首都直下地震は、今後 30 年

以内に発生する確率が 70%と非常に高い数字で発生が予想されている。 

こうした災害が発生した場合、座屈した耐火建物や木造家屋内には、多数の要救助者が発生す

ることが予想され、我々消防機関は、狭隘空間から要救助者を迅速かつ効率的に救助しなければ

ならない。 

狭隘空間における救助活動（以下、「CSR」と称す。）活動が想定される災害現場において、長

時間閉じ込められている要救助者は、コンクリート等により体温が奪われ、低体温症になる可能

性が高い。このような要救助者に対し、早期に毛布等で全身を包み込み、保温及び保護に配慮す

ることが必要である。その手技、手法の一つとして、平成 22 年度救助技術の高度化等検討会

（以下、「平成 22 年度救助高度化検討会」と称す。）報告書で示されている保温用毛布（以下、

「パッキングシート」と称す。）を活用したものが知られている。 

 

2. 現状のパッキングシートについて 

 平成 22 年度救助高度化検討会報告書で示されているパッキングシートを、当局も現在まで使用

し、日々訓練を重ねている。このパッキングシートは、厚手のブルーシートに保温用の毛布を敷

き、ガムテープで固定したもので、簡易的に要救助者の全身を包み込み保護することができる（写

真 1）。また、縦 40cm×横 80cm×高さ 20cm に設定することができるため、狭隘空間においても

携行性に優れ、容易に要救助者まで搬送がすることができる（写真 2、3、4）。 

 

  写真 1 展開時              写真 2 設定完了後 
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  写真 3 携行時              写真 4 パッキング完了         

 

3. パッキングシート検討課題 

平成 22 年度救助高度化検討会で、パッキングシート及びパッキング要領が報告されてから、現

在まで当局も CSR 訓練を重ねているが、経験値の浅い救助隊員が直面する課題が下記の 3 点であ

る。 

(1) 粘着テープによるパッキング 

(2) 搬送方法及び搬送中の活動障害 

(3) ブルーシート底面の破損 

救助隊員のスキルアップと並行し、以上 3 点に着目して、考察することとした。 

3.1 粘着テープによるパッキング 

狭隘空間で要救助者のパッキングを完了させ、その状態を保つために粘着テープが必要となる

（写真 5）。 

狭隘空間の内部環境により、パッキングシート外部面に砂埃等が既に付着していることがあり、

粘着力を低下させる場面がある。粘着テープの長さを工夫し、背面まで伸ばすことができれば解

消することができるが、狭隘空間という限られたスペースの中では、必ず実施できるとも言い切

れない。そのため、要救助者収容後の搬送中、再度パッキングをやり直す隊員が多く、搬送終了

までの時間を要してしまう場面が見られる（写真 6、7）。 

 

    写真 5 パッキング時             写真 6 搬送完了後 
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写真 7 パッキング詳細 

 

3.2 搬送方法及び搬送中の活動障害 

現在までの搬送方法は、要救助者をパッキングシートに収容後、頭部側もしくは足部側のパッ

キングシートの余剰分を束ねて、徒手で保持して搬送している。しかし、この方法では、パッキ

ングシートが砂埃等で滑るため、必要以上に力を要してしまう。また、ケブラー製等の厚手手袋

であれば、さらに滑ることも考えられる（写真 8）。 

そのため、保持しやすいように、瓦礫や石等を利用して手掛かりを作り、ロープを結着して効

率的な搬送方法の対策をとっているが、いずれも効率的とは言えず体力の消耗は著しい（写真 9）。 

 

写真 8 徒手による搬送          写真 9 ロープを結着した搬送 

 

3.3 パッキングシート底面の破損 

狭隘空間内から要救助者救出完了後、パッキングシート底面を確認すると、中央部に大きな破

れが認められることがある。内部状況及び搬送方法により、シートの破れ方は異なるが、搬送時

の接地面には、体幹部付近に最も大きな摩擦抵抗が掛かる。それが瓦礫上であれば、さらに大き

な抵抗となるうえ、要救助者の状態を悪化させてしまう要因となり得る（写真 10）。 
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写真 10 救出完了後の底面         

 

4 現状のパッキングシートの改良点 

 前述記載のとおり、検討課題について以下の改良点を考案し順に考察する。 

(1) マジックテープによるパッキング 

(2) 搬送用取手の装着 

(3) ブルーシートにクリアシートを装着 

4.1 マジックテープによるパッキング 

パッキングを粘着テープからマジックテープで完了できるよう改良した（写真 11）。マジックテ

ープの装着方法については、強力両面テープ及び強力ボンドを使用し圧着したものである。 

パッキングの時は、縦 30cm、幅 20cm のテープ A（写真 11 上側）に対し、縦 30cm、幅 5cm

のテープ B（写真 11 下側）を取り付けるような構造とした。 

マジックテープは、粘着テープと比較し、狭隘空間内でも操作が容易であり、搬送完了後につ

いては、剥離等も確認できなかったことから、粘着テープによるパッキングと比べ、より効率か

つ効果的なパッキングであると言える（写真 12、13）。 

 

写真 11                写真 12 パッキング完了時 

 

テープ A テープ B 
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写真 13 搬送完了後のパッキング詳細 

 

4.2 搬送用取手の装着 

パッキングシートに搬送用の取手を装着した。なお、取手の装着方法については、ハトメとロ

ープを利用、ロープを取手の代わりに保持し、搬送時はハトメで荷重が分散されることでブルー

シートの破損を防ぐ構造とした（写真 14、15）。この改良により、前述記載の搬送方法及び搬送中

の活動障害の問題点が解消できた。また携行時、取手を利用することで搬送効率の向上に繋がっ

た。 

4.2.1 ハトメに着目した理由と装着個数の検証 

ハトメは、比較的やわらかい布やシートを補強する目的で使用されており、取手装着の補強に

活かせると考えた。 

装着個数については、搬送する際に均等に荷重がかかるよう偶数個とし、ハトメの個数を 2 個、

4 個及び 6 個で搬送の検証を実施した。ハトメ 2 個だと搬送時にブルーシートの強度が保てず破

損し（写真 16）、ハトメ 6 個だと、搬送時にブルーシートがより絞られることで取手のロープが長

くなり過ぎた（写真 17）。従って、十分な強度を有し、かつ、搬送障害にならない 4 個が適正であ

ると考えた。 

 

                         

        

写真 14 頭部側搬送時        写真 15 足部側搬送時 

 

 

 

写真 16 ハトメ 2 個で検証       写真 17 ハトメ 6 個で検証 
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4.3 ブルーシートにクリアシート装着 

前述、パッキングシート底面の破損の問題点から、要救助者の保護のため、クリアシート（縦

130cm、横 150cm、厚さ 5mm）をブルーシートと毛布で挟むような形で装着した（写真 18）。この

クリアシートは、ポリエステルフィルム（ポリエチレンを加工しフィルム化、厚化したもの）で、

ブルーシートよりも厚み、硬さ及び強度を有しているが、柔軟性も有しており、ブルーシート同

様に折り畳むことができる。この改良により、ブルーシートが破損した場合でも要救助者の負傷

を防ぐことができると考察する。また、携行時も従来とほぼ同様の大きさであり、携行性に優れ、

搬送が容易にできる（写真 19）。 

 

写真 18                     写真 19 

 

5 パッキング完了までの比較 

 前述のとおり、パッキングシートに改良を加えた。そこで、現状のパッキングシートと改良後

のパッキングシートで、パッキング完了までの時間を計測し比較した。 

5.1 活動条件 

5.1.1 活動環境 

U 字溝カルバート（高さ及び方向に制限あり）のコンクリートを狭隘空間と想定、概ね高さ 50cm

以下の狭隘空間下でのパッキングとする。 

5.1.2 実施隊員及び要救助者 

実施隊員は特別高度救助隊員 A、B、C、D、E の 5 人とし、パッキングは 1 人で実施するもの

とする。要救助者は重量ダミー（身長 160cm、体重 60kg）で固定し、要救助者へ接触した時点か

ら計測を開始する。 

5.1.3 使用資機材 

パッキングシート（改良後を含む）の他、パッキングの養生は粘着テープを使用する。 

5.1.4 その他 

 高さ及び横幅に制限はあるが、地盤は平坦で、かつ、暗所ではないものとする。 

5.1.5 計測結果 

 

表 1 現状のパッキングシートでの計測結果 

実施隊員 A B C D E 

計測結果 2 分 20 秒 1 分 59 秒 1 分 45 秒 1 分 25 秒 1 分 49 秒 

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-364-



 

表 2 改良後のパッキングシートでの計測結果 

実施隊員 A B C D E 

計測結果 1 分 32 秒 1 分 00 秒 1 分 22 秒 1 分 05 秒 1 分 19 秒 

 

5.1.6 計測結果から 

 表 1、2 から、改良後のパッキングシートは現状のパッキングシートと比較して、平均 34.6 秒速

いという結果が得られた。パッキング完了までの時間が速くなることで、救出完了までの時間も

比例して速くなることが見込まれる。この計測結果の比較は、改良後のパッキングがより効率か

つ効果的なパッキングであるという裏付けとなった。 

 

6. パッキングシート改良後の検討課題 

今回の狭隘空間において使用するパッキングシートの改良にあたり、当局保有の大規模災害対

応複合訓練施設を使用して実践及び検証を実施した。以下、実践及び検証から浮上した検討課題

を述べ、更なるパッキングシート改良・開発に役立てるものとする。 

6.1 マジックテープによるパッキングについて 

（1）女性や子どもなど、より柔軟に要救助者に対応するため、マジックテープの長さ、幅の大き

さ及び装着数を増加する 

（2）パッキングシート設定方法の工夫 

（3）マジックテープのより強固な装着方法の考案 

6.2 取手の装着について 

（1）より重量のある要救助者を搬送した際のハトメの状況 

（2）ハトメの更なる補強方法 

6.3 クリアシートの装着について 

（1）より鋭利な瓦礫や鉄筋上を搬送した場合のクリアシートの状況 

（2）スケッドストレッチャーのようなプラスティック製の板にブルーシートを装着する 

（3）ブルーシート以外での素材で、パッキングシートの作成を試みる 

 

7. 終わりに 

 今回の改良は、CSR 訓練時において、文中で述べたパッキングシートの検討課題が散見されこ

とや、実際に私自身も今回の検討課題に直面したことが動機である。 

当改良によって、パッキング完了の時間が速まるなど、狭隘空間で活動する救助隊員の効率を

改善することができれば、結果的に要救助者の迅速救出に繋がるのでないかと感じている。 

同時に、当改良を進めていく中で、今後の検討課題についても考察でき、要救助者の迅速救出

のためには、更なるパッキングシートの改良、開発に向けて検証していく必要を感じた。この改

良が、同様の課題を抱える全国消防職員の一助となることを願う。 
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 【一般発表】 

 

要救助者自らが縛着可能なライフジャケット型縛着器具 

（製品名：バーサタイルスリング）の開発について 

 

岡山市南消防署 柴山 幸範 

岡山市北消防署 原  啓章 

岡山市北消防署 川上  尭 

岡山市北消防署 吉永 祐基 

 

 

1. はじめに 

 近年、我々消防職員が対峙する災害形態は、年々複雑化・多様化・大規模化しており、その中

でも、とりわけ自然災害においては、毎年のように観測史上最多を更新するような異常気象を背

景に、被害も甚大化するなど、全国各地で多くの方々が被災し、影響を受けています。 

 この度の発表においては、民間企業の協力の元、自然災害の中でも、特に水域下における救助

活動に焦点を当てることで、開発・製品化に至った「ライフジャケット型縛着器具」（以下「バー

サタイルスリング」という。）について発表します。（写真 1 参照） 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 バーサタイルスリング 

 

2. 水域における救助活動の現状及び課題 

水域における災害では、その性状から、不安定な状況下での活動となることが予想され、さら

に、状況変化や二次災害の発生リスクが高い活動となります。 

このような現状の水域における救助活動においては、以下の課題が挙げられます。 

⑴ ライフジャケット等の浮力体及び救出用の縛着器具は、一般的に双方の能力（「安全確保措置

が可能な浮力」及び「救出用の器具としての強度」）を同時に有しているものがないため、救出

活動において、双方の資器材が必要となります。 

⑵ 救助活動を通して、要救助者接触から、救出準備の完了までに、ライフジャケット等の浮力
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体による安全確保、その後、縛着器具による縛着と行程を踏むため、水域以外での救助活動と

比較して、1 人当たりの救出準備に時間を要すこととなり、特に複数の要救助者を救出する場

合は、この影響が顕著に表れます。 

⑶ ライフジャケット等の浮力体は、要救助者自らで着装できるものの、縛着器具においては、

要救助者自らが縛着することはできないため、縛着における行程の大半をレスキュアーが実施

しなければならず、状況変化や二次災害のリスクの高い現場においてのレスキュアーの負担が

通常の現場と比べより一層高くなることになります。 

 

3. 開発について 

上記の課題を解消し、ライフジャケットと縛着器具の長所を有した、より迅速な安全確保措置

及び救出活動を可能としたバーサタイルスリングを以下のポイントの元、開発を行いました。 

⑴ 要救助者自らが縛着できることをコンセプトに、初見でライフジャケットと分かる見た目を

重視した形状とした。（写真 2、3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真 2 正面                                写真 3 背面 

  

⑵ 縛着器具の内側に面ファスナー式のバンドを設け、既存のライフジャケット（ジャケット型

であれば全て対応可）を着脱可能とすることにより、浮力を有した縛着器具としての使用は当

然のことながら、水域以外での救助事案でも使用可能な縛着器具とした。（写真 4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 ライフジャケット取付状況 

 

ライフジャケット取付用 

面ファスナー 
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⑶ 要救助者が縛着する際に、少しでも迷いを取り除くため、吊り上（下）げ時に必要となる「臀

部から股下を通って、胸部まで施された吊り上（下）げ用リング等」及び「胸部吊り上（下）

げ用リング」を隠すことができる仕様とした。（写真 5、6、7 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真 5 股下部収納状況     写真 6 股下部展開状況     写真 7 胸部リング収納状況 

 

⑷ 臀部から股下にかけた部分に緩衝材を施すことにより、縛着時の要救助者への負担軽減に繋

がり、吊った状態での要救助者へのストレス緩和を図った。（写真 8 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8 股下部の緩衝材の状況 

 

⑸ 臀部から股下にかけた部分を長さ調整が可能な仕様とし、必要に応じて体格に合わせた縛着

や吊り上（下）げ時の角度調整ができる仕様とした。（写真 9、10 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        写真 9 吊り上（下）げ「坐位」       写真 10 吊り上（下）げ「立て吊り」 
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⑹ 救出時に要救助者が持つことができる持ち手を取り付けることで、吊り上（下）げ時のカラ

ビナ部への接触を避け、要救助者の受傷リスクに配慮した機構とした。（写真 11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 11 持ち手保持状況 

 

⑺ 背部にベルトフックを設け、吊り上（下）げ時における誘導ロープの結着を可能とした。（写

真 12 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 12 誘導ロープ結着状況 

 

4. 優位性の検証について 

バーサタイルスリングは、主として要救助者自らが縛着することで、結果的に縛着における行

程の大半を要救助者自身が行うことができ、救助開始までの時間を短縮できること、さらに浮力

器具と縛着器具の双方の機能を有していることから、以下の条件により、検証を行いました。 

⑴ 要救助者 1 名の中州救助（周囲が水に囲まれており、身動きが取れない場所での救助活動）

を想定。 

⑵ レスキュアー1 名が接触、要救助者のライフジャケット（又はバーサタイルスリング）によ

る安全確保措置を行い、その後、縛着器具で縛着し救出。 

⑶ 縛着器具は、ピタゴール、サバイバースリング、バーサタイルスリングの 3 通りで検証を行

う。 
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5. 検証結果及び考察 

5.1  検証結果 

⑴  ライフジャケット＋ピタゴール       所要時間：平均 26 秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵  ライフジャケット＋サバイバースリング   所要時間：平均 40 秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  ライフジャケット＋バーサタイルスリング  所要時間：平均 21 秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 考察 

ピタゴール及びサバイバースリングは、要救助者のライフジャケット着装を待つ必要があるが、

バーサタイルスリングについては、要救助者がバーサタイルスリングを縛着しながら、同時にレ

スキュアーの救出準備ができることで、時間短縮に繋がりました。つまり、複数の要救助者を救

出しなければならない状況の場合は、バーサタイルスリングの数に比例して、さらに要救助者救

出の時間が短縮できることが予想されます。 
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6. 過去の災害事案における活動の想定比較 

 続いて、当局航空隊が過去に経験した災害事案において、バーサタイルスリングを使用するこ

とで、より有効な活動になった可能性を以下のとおり活動内容を想定比較しました。 

6.1 事案概要 

成人男性 1 名が周囲を海に囲まれた岩礁エリアで取り残され、身動きが取れなくなったもの。 

航空隊が現場上空到着時、要救助者は、水中では岩礁上に立位、水面から上半身を出した状態

で、岩礁に掴まっている状況。潮流：約 3 ノット。 

6.2 当時の救助活動概要 

⑴ レスキュアー①及び②が、ホイストにより降下、要救助者と接触。 

⑵ 要救助者接触後、直ちに、レスキュアー2 名が協力し「浮環を要救助者に保持させ、安全確

保措置」、「サバイバースリングによる救出準備」を同時に実施。 

⑶ サバイバースリングによる救出準備が完了したのち、レスキュアー①と要救助者をホイスト

により吊り上げ、救出。この間、レスキュアー②は、安全な位置で待機。 

⑷ 要救助者をヘリ内に救出完了後、レスキュアー②をホイストにより吊り上げ現場離脱。 

⑸ 要救助者を海上保安庁の巡視船で、陸の安全な位置に送るため、ヘリからより安全な縛着器

具であるベストスリングを活用し、巡視船に要救助者を下す。活動終了。 

6.3 バーサタイルスリング使用した場合の有効性 

以下に、前述 6.2 の活動において、サバイバースリングの代わりにバーサタイルスリングを使

用したと想定し、その有効性について、検討しました。 

⑴ バーサタイルスリングの縛着時において、要救助者の協力を得やすく、縛着完了までの時間

の短縮が見込まれる。 

⑵ 万が一要救助者が流された場合において、浮環と比較して、バーサタイルスリングを縛着し

ている場合の方が、より安全が確保される可能性がある。 

⑶ 状況にもよるが、携行資器材をバーサタイルスリングのみで済ませることも可能である。 

⑷ 活動の流れによって、要救助者の縛着器具を変更したが、バーサタイルスリングを使用して

いれば、常時浮力体を身に着けた状態で安全確保措置が成され、さらに 1 つの縛着器具で済ま

せることができる。 

当該事案において、バーサタイルスリングを使用した場合に想定できる有効性は以上 4 点です。

当局航空隊の当時の活動内容は、要救助者の置かれている状況（人数、容態、波の高さ、潮流動

向、その他切迫度合等）、レスキュアー側の状況（人員、資機材、活動時間等）を加味し、最善で

あったと考えます。しかし、その中で、「より安全に」「より迅速に」救助活動を展開することを

考慮する中で、バーサタイルスリングを活用することは、1 つの選択肢としては十分有効なもの

であると言えます。 

 

7. バーサタイルスリングの有用性 

 前述 3～6 の仕様、検証内容及び比較考察から、バーサタイルスリングの有用性は、以下の点

が挙げられます。 

⑴ バーサタイルスリングは、ライフジャケットに近いデザインであることから、一般人でも容

易に縛着を行うことができ、本来レスキュアーが行うべき縛着の大半を要救助者自らが行うこ
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とで、大幅な時間短縮となり、要救助者接触時からの迅速な安全確保及び救助活動を可能とし

た。 

⑵ 操作が簡素化されたことにより、レスキュアーの負担軽減及びヒューマンエラーの発生リス

クが下がった。 

⑶ 特に、大人数の要救助者を迅速に救出しなければならない状況においては、バーサタイルス

リングを複数保有していれば、大幅な救出時間の短縮が可能となる。 

⑷ 縛着器具による要救助者への負担は見られず、安定した状態で吊り上（下）げができた。ま

た、ライフジャケットを外した状態での吊り上（下）げにおいても、他の縛着器具と同様に、

「安全性」「確実性」「迅速性」を必要十分に兼ね備えており、水域下以外での様々な救助活動

においても、有効な救助用縛着器具となった。 

 

8. 今後の展望 

バーサタイルスリングは、水災害に対応する資器材として提案するものであるが、ライフジャ

ケットとの組み合わせだけではなく、単独での活用など、双方での活用を想定するものであり、

この汎用性から幅広い活躍が期待できるものです。さらに、「救助隊の編成、装備及び配置の基準

を定める省令」別表第一に挙げられている「サバイバースリング又は縛着器具」に該当している

ことから、今後全国的に普及していく可能性の高い資器材と言えます。 

今後は、消防の枠のみならず、警察・自衛隊・海上保安庁等市民の命に携わる機関で活用され、

「安全・確実・迅速」な救助活動が達成されることを期待します。 

 

9. 開発協力企業 

  藤倉航装株式会社 
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 【一般発表】 

 

潜水救助現場で使用するマーカーブイの開発 

 

岡山市消防局 西岡裕助 

 岡山市消防局 玉井寛之 

 

 

1. はじめに 

昨年度末から、徐々に広がりを見せていた COVID-19 は、現在世界的な大流行パンデミックを

引き起こしている。人類の生活様式の変更を余儀なくされている中でも、予断を許さない状況が

今後も続いていくと推測される。こうした背景から、感染症対策として避けるべき行動「密閉、

密集、密接」をあらわした言葉「3 密」が話題となった。都市部に集中していた人流は、3 密を回

避するように、地方へ流れ、キャンプや川遊びなどを楽しむ家族やグループを、ニュースや報道

でよく目にするようになった。それと同時に、海や河川等での水難事故が多発し、水難事故事案

に対応する災害現場が増加傾向となっている。 

平成 18 年度救助技術の高度化等検討委員会報告書では、「水難救助活動における安全管理は、

陸上での安全管理に対して、より高度な安全管理を要求される。」と報告されていることからもわ

かるように、特殊な環境下である潜水救助活動では、年間を通して継続した教養、訓練が不可欠

となっている。そこで、当局水難救助隊発隊から 10 年以上が経過し、潜水隊員のスキルアップと

並行して、安全管理資機材に着目し、改良、開発に取り組んだ。 

 

2. 現行の潜水救助体制 

平成 29 年度救助技術の高度化等検討委員会報告書では、水難事故に対応するため、全国の 732

消防本部のうち、321 本部（43.9％）が水難救助隊を配置していると報告されている。 

潜水救助活動時における検索方法は、主として環状検索、平行検索（岸壁検索）及びジャック

ステイ検索を行っており、どの検索方法も、基準隊員から検索綱と呼ばれるロープを伸ばし、そ

の端を保持する索端隊員、そのロープ間に索間隊員が数名並行し検索する形がとられている。ま

た、潜水隊員の安全管理、要救助者発見やトラブル等に対応するため、当局では索端隊員にマー

カーブイ（水面下にいる潜水隊員の位置表示ブイ）を備えて有事に対応している。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ジャックステイ検索 
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3. マーカーブイによる安全管理 

3.1 過去に使用したマーカーブイ 

当局では、陸上隊員と潜水隊員の連携体制を確立し、高度な安全管理に対応するため、平成 23

年度水難救助隊発隊から現在まで、索端隊員にマーカーブイを装着してきた。さらに水中での検

索活動の際、水面安全監視員を配置し、潜水隊員の安全管理体制を整えている。 

次に、現在まで使用してきたマーカーブイを紹介する。 

3.1.1 直径 20cm 浮標＋ナイロンロープ（写真 1） 

直径 20cm 浮標にナイロンロープ（15m）をダブルチェーンノットで収納したもの。索端隊員潜

降時に水面安全監視員が、ハーフヒッチを解いて長さ調節を行う。 

3.1.2 円柱型浮標＋蛍光ナイロンロープ（写真 2） 

直径 10cm、長さ 25cm の円柱型浮標。索端隊員が潜降時に携行し、着底後にストッパーを解除

し、水面に打ち上げた後、水面安全監視員がストッパーにロープをかけ長さ調節を行う。 

 

写真 1 初期マーカーブイ        写真 2 円柱型マーカーブイ 

 

3.2 現行マーカーブイ 

直径 20cm 浮標＋リール式（写真 3、4） 

直径 2mm のポリエステルラインをリールに巻きつけたもの。深度変化に対応するため、水上安

全監視員は常にラインが張らないようにマーカーブイを管理するが、先述のマーカーブイに比べ、

長さ調節が容易である。現在、潜水活動現場で使用している。 

 

写真 3 リール式マーカーブイ          写真 4 リール部 
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4. 問題点 

上記、いずれのマーカーブイも、索端隊員が潜降し、着底に合わせて水面安全監視員が長さ調

節を行うが、潜水活動中の地形による深度変化や潮位変化に対して迅速に対応できないことが、

現在に至るまで課題となっている。さらに、水底の流速に比べ、水面付近の流速の方が速いこと

から、高い泳力を備えた隊員でも水面上で定点維持することができず、対応に苦慮しており、水

面安全監視員に求められる「潜水隊員の安全管理」が疎かになる状況が散見された。 

 以上のことから、新たなマーカーブイ考案に着手し、水面安全監視員の負担を軽減することで、

潜水隊員に対して高度な安全管理が担保されるように改良、開発を進めた。 

 

5. 検討課題 

既存マーカーブイの問題点を解決し、新たなマーカーブイを考案、開発するにあたり、以下の

機構を目標とした。 

5.1 潜水深度に応じた自動調節機能 

水面安全監視員による長さ調節作業を解消させるため、自動巻取式となる機構とすること。 

5.2 潜水隊員から安全管理員へ合図伝達が可能 

 索端隊員からの合図発信時に、ロックが掛かり、ブイによる合図伝達を可能にすること。 

5.3 単純な機構で整備が容易 

 誰もが整備を実施できるよう、簡単な構造にすること。 

 

6. 試作品 

6.1 安全帯（JIS 規格適合品） 

急激な動作時に発生する遠心力を用いたロック機構を利用し、試作品として制作した。巻取り

式ランヤード内にある 1.5m の平テープスリングから、2mm ザイルを 3m 収納した。（写真 5、6） 

プールでの訓練では、潜水隊員からの合図の際、正常に動作した。しかし、JIS 規格に対応してい

るため、マーカーブイに用いるには、必要以上の強度設計がなされており、巻き取り部に、自ら

手を加えることが困難であった。また、内部構造がすべて金属製で、分解整備が不可能であった

ため、海水での潜水活動後に、腐食することが容易に考えられた。したがって、目標とした簡単

な構造で分解整備、メンテナンスが困難であったことから、以後の試作を終了した。 

 

写真 5 安全帯              写真 6 安全帯試作品 
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6.2 伸縮リード 5m 

スパイラルスプリング及びスプリングコイルを除き、他の部分がすべて樹脂製であり、手動の

ロック機構を有している。同機構を自動ロック機構に変更するため、ロック部に穴を貫通させ、

急制動が掛かることで、スプリングコイルを縮ませロックが掛かるように改良した。 

しかし、プーリーへの収納限界が 7m であり、当局の潜水救助活動限界である深度 10m に満た

ないため、開発を断念した。 

 

7. 伸縮リード型ブイアタッチメント 

7.1 機構 

試作品の不具合箇所を精査し、災害現場に則した仕様にするため、繰り返し潜水隊員で意見交

換、集約を行った。安全帯やシートベルト等で使用されている遠心力によるロック機構を参考に、

伸縮リード型ブイアタッチメント（以下「ブイアタッチメント」と称す。）に活用することとした。

先述したとおり、安全帯は急激な力が瞬時に加わることにより、内部プーリーが回転し遠心力が

発生する。この力を利用して、スパイラルスプリングが伸長し、ロック機構が作動する仕組みと

なっている。これを応用し、以下の開発を行った。 

7.1.1 スパイラルスプリングの強度 

自動ロックに対応させるため、通常のスパイ

ラルスプリング A（線径 0.5×外形 6.5×自由長

25.0 ㎜）よりも、伸縮強度が高いスパイラルス

プリング B（線径 0.8×外形 7.0×自由長 25.5mm）

を使用した。これにより、確実なロックと解除が

可能となった。（写真 7） 

 

 

                        写真 7 スパイラルスプリング   

            

7.1.2 スパイラルスプリングの長さ 

スパイラルスプリングの長さを約 0.5mm 伸ばすことで、ロック部の保持力を高めた。これによ

り、摩擦抵抗の増加によって、ロックが作動することを解消することができた。（写真 8、9） 

写真 8 取付状況             写真 9  ロック状況 

張力により保持力を高める 確実なロック解除が可能 

Ｂ Ａ 
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7.1.3 ロープ引き出し角度 

自動的にロックを作動させるため、ロック部に 4mm の穴を貫通させて、ロープを通している。

そのため、プーリー内に収納しているロープ巻き数によって、ロープの入射角度が変わってくる。 

引き出すロープの長さが長くなれば、ロック部に掛かる抵抗が大きくなるため、意図しない場面

でロックが掛かる。これを解消するために、ロープが通過する部分を削り、入射角度を 115 度か

ら 130 度以内にすることで、ロック部に掛かる抵抗を軽減し、急制動を掛けた時にのみ、作動す

るようにした。（写真 10、11） 

 

写真 10 ロック部             写真 11 ロープ角度 

 

7.2 仕様 

 完成したブイアタッチメントは、下記のとおりである。（図 2、表 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2 各部名称 

 

 

 

 

 

 

表 1  伸縮リード型ブイアタッチメント本体 

ロック部 

スパイラルスプリング 

樹脂製プーリー 

スプリングコイル 

リフレクティブロープ 

ロープ通過部を調整し、角度変化に対応 

ロープ通過部 

収納状態 

巻出状態 

サ  イ  ズ 19.5×4.8×12.2(cm)

重      量 35.5g

リフレクティブロープ 10m×2mm

スパイラルスプリング 2.5cm
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7.3 使用状況 

  既存のマーカーブイに、ブイアタッチメントを接続し、索端隊員に取り付けた合図用フロー

ティングロープ（2m×7mm 使用）にカラビナを接続する。（写真 12、13） 

合図用フローティングロープで視界不良の現場でも目視可能。（写真 14、写真 15） 

  

写真 12 接続状況              写真 13 使用時 

 

    写真 14 索端隊員の状況①         写真 15 索端隊員の状況② 

 

水面安全監視員を付けた状態での潜水活動においても、索端隊員からの合図を容易に受ける

ことができる。（写真 16、写真 17） 

 

 写真 16 索端隊員からの合図①      写真 17 索端隊員からの合図② 
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8. ブイアタッチメントのメリット 

8.1 安全管理体制の充実 

水面安全監視員本来の任務である安全管理に専念させることができ、陸上支援員及び船上隊員

からは、気づくことのできない軽微なトラブルにもいち早く気づくことができる。 

8.2 潜水深度に応じた自動調節機能 

プールや海等での潜水訓練では、淡水、海水に関わらず、活動中の潜水隊員の潜降浮上に対応

することができた。潮流の強い現場活動においても、使用することができるため、水面安全監視

員の負担軽減に繋げられる。 

8.3 潜水隊員から安全監視員へ合図伝達が可能 

樹脂製のプーリーであるため、急激な衝撃への耐性を高めるため、ロック部が両プーリーに掛

かるものとし、強度不安への対応とした。 

8.4 単純な機構で整備が容易 

腐食が懸念される金属製の部品は、スパイラルスプリング及びスプリングコイルのみで、他は

すべて樹脂製である。分解整備が可能となっているため、使用後の分解整備が容易であり、簡単

に組み上げることができる。 

8.5 ロープの視認性向上 

新規に採用したロープに、蛍光性能を有しているため、夜間での視認性能を向上させている。

また、索端隊員から 7mm×2m ロープを携行させることで、素早い合図伝達が可能となった。 

8.6 安価な素材で製作可能 

製作費用は、すべての部品を合わせて 5,000 円程度である。資材調達が容易で、製作時間も数時

間あれば完成させられる。 

 

9. 今後の展望 

 今回開発した自動巻取り機構を利用して、難燃素材のロープによる火災時の検索救助活動に転

用することができないか、改良を念頭に研究を進めている。近年の消防活動全般において安全管

理員の役割は非常に重要なものとなっており、潜水救助活動だけでなく、火災救助活動において

も同様のことが求められる。火災救助活動では、煙等により視認性が非常に悪い環境下で、限ら

れた人数での活動となるため、事故が発生しやすく、高いリスクマネージメントが要求される。

隊員管理及び相互連携を堅持するため、当局では、検索救助用ロープ（リッドキッド）を必ず使

用しており、さらに強固なリスクマネージメントができるよう研究を進めていく。 

 

10. おわりに 

近年の大規模特殊災害を含めた水難救助事案は、時代背景を象徴するように今後も増加の一途

を辿ることが予想される。潜水現場では、様々な環境によって物理的、生理的作用を受け、生命

に直結する危険な環境条件の中での活動となる。そのため、全国の各消防本部も、安全管理体制

に力を入れており、いかなる状況下においても、隊員が受傷しない措置を講じている。 

こうした中で、今回開発した伸縮リード型ブイアタッチメントは、水面安全監視員の負担を軽

減することによって、特殊環境下での潜水隊員の活動を安全に遂行させることができる資器材で

ある。全国で潜水救助活動に従事している隊員の方々に、少しでも寄与できればと願っている。 
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 【一般発表】 

 

電子ホイッスルを使用した災害現場における新たな情報伝達手段について 
 

岡山市中消防署 阿部亮太 

岡山市中消防署 青山 翔 

 

 

1. はじめに 

火災救助活動において、救助隊、消防隊との意思疎通や迅速な情報共有は常日頃からの課題で

ある。今回の検証目的は、確実・迅速な情報伝達を実現し、要救助者救出までの時間短縮と活動

隊員の命を守ることを主眼とした。火災現場では、様々な騒音下での活動を強いられるが、これ

によって意思疎通や情報共有が円滑にいかない場面は容易に想像できる。当局の火災救助活動下

における情報伝達は主に、声、無線機、ロープ、笛を使用しており、特に情報伝達手段として無

線機を使用することが多いが、交信に時間を要すことも多々ある。火災救助活動等の切迫した状

況下では、無線交信に要す時間や声で情報伝達する時間などを短縮し、確実に情報伝達したい部

分である。また、声による情報伝達については、伝わり辛いことも多く、体力の消耗も著しい。

このことから、隊員間の情報伝達を確実迅速に少ない労力で実施できる資機材が必須と考え、電

子ホイッスルを活用した音による新たな情報伝達手段の検証に至った。 

今回使用する電子ホイッスル（NET－O 電子ホイッスル）は、約 120dB（デシベル）という大音

量であり、特に周囲にいる隊員へは即座に状況を伝えることが可能である。また、声を出さずと

も広範囲に伝達できるため、体力の温存にも効果的であり、少ない動作で多くの隊員へ情報伝達

できることが最大のメリットである。 

検証については、小型デジタル騒音計を使用して電子ホイッスルの音の強さ（音圧）や聞こえ

方を測定し、数値化した。また、防火フード使用時や PPV 戦術下での検証も併せて行った。さら

に、訓練等で検証を重ねてきた中で電子ホイッスル本体の形状や携行方法についても課題が見え

たため、改良を行ったので参考にしていただきたい。 

 

2. ホイッスルの仕様について 

製品名 NET-O 電子ホイッスル 

性能 生活防水、パターン音変化、音量 3 段階調整 

 音量 最大 120dB（電池残量によって変化あり） 

 動力 単 4 電池 3 本 
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3. 主な使用方法 

 当局では主に火災救助での使用を目的にしており、信号の種類については、以下の 2 種類とし

ている。 

・要救助者発見：『長音一回』 

・緊急退避：『短音連続』 

 なぜ 2 種類かというと、切迫した場面で確実迅速に、感覚的に信号を送ることを目的としてい

るため、多くの種類はいらないと判断し、重要な信号のみとした。また、短音で複数の信号を取

り入れた場合、頭の 1 音を聞き逃すと信号の意味が大きく変わるため、誤った信号伝達防止とい

う理由もある。これは、小隊長からの信号も同様であり、小隊長が使用する目的は、緊急退避指

示や進入隊員からの信号の返信が主である。 

 

4. 音及び音の特性について 

 音とは、ものの振動であり、その振動が空気に伝わり空気が揺れ、私たちの耳に入り鼓膜が揺

れる。この鼓膜の揺れを音として感じている。空気があることが前提となるため、真空状態では

音を伝えることができない。また、音の強さ（音圧）を表す単位としては dB（デシベル）を使用

する。音の特性としては、測定値で 10dB 上がると、音の聞こえ方は 2 倍に感じると言われてお

り、音圧については、20dB 上がるごとに 10 倍程度変わってくる。一般的な騒音レベルとしては、

およそ 130dB 程度が最大値とされており、このレベルになると長時間聞いていれば聴力機能に障

害を及ぼしてしまう。なお、今回使用する電子ホイッスルの音を直近で測定した結果、約 125dB

を計測したため、かなり高い音圧といえる。 

 

5. 一般的な騒音レベルについて 

一般的な騒音の目安を、以下のとおり表にまとめた。電子ホイッスルの検証時、騒音計を使用

して測定しているため、音の強さの参考にして頂きたい。 

 

表 1 一般的な騒音の目安 

会話が成り立つ目安 聴覚的な目安 騒音の大きさ【dB】 騒音の具体例 

不可能 聴力機能に障害 120dB 飛行機のエンジン 

110dB 車のクラクション 

ほとんど不可能 きわめてうるさ

い 

100dB 地下鉄構内 

90dB カラオケ音 

大声 30cm 以内で可 うるさい 80dB パチンコ店内 

大声 1m 以内で可 70dB セミの鳴き声 

大声 3m 以内で可 普通 60dB 走行中の車内 

普通の声 3m 以内で可 50dB 静かな事務所内 

普通の声 10m 以内で可 静か 40dB 図書館内 

5m 先のささやき声が聞

こえる 

30dB 深夜の郊外 

きわめて静か 20dB 木の葉の触れ合う音 
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6. 小型デジタル騒音計を使用した音の強さについての検証 

今回の検証では、小型デジタル騒音計（以下、騒音計とする）を使用し、訓練室内の各部屋に 5

地点を設定して測定を実施した。測定内容として、小隊長から進入隊員（A～E 地点）、進入隊員

から小隊長（a～e 地点）への 2 つのパターンで実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

使用した騒音計 

6.1 小隊長から進入隊員への電子ホイッスル音の伝わり方について 

 測定については、騒音計のみの場合と騒音計に防火帽を被せた場合（防火帽を被った隊員を再

現）の 2 種類を測定した。また、防火帽については全ての地点で後頭部を進入口方向に向けて測

定した。 

 

 

 

 

 

 

騒音計に防火帽を被せた状態      小隊長の使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 訓練室における検証状況平面図（小は小隊長、A～E は測定位置） 
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表 2 測定結果（静音時 55.0dB） 

 騒音計のみ 騒音計＋防火帽 

A 地点 100.3dB 90.4dB 

B 地点 93.8dB 89.5dB 

C 地点 94.4dB 90.9dB 

D 地点 94.6dB 89.4dB 

E 地点 94.0dB 86.7dB 

平均値 95.42dB 89.38dB 

  

測定の結果、表 2 のとおりになった。騒音計のみの測定と騒音計に防火帽を被せて測定した結

果では、防火帽を被せた方が、平均して音の強さが下がっていることが見て取れる。しかしなが

ら、平均値で 90dB に迫る値を示しており、一般的な騒音の目安として「きわめてうるさい」に匹

敵する数値であり、緊急退避の合図等では有効に作用し、隊全体での情報共有を図ることが期待

できる。また、この検証結果から、防火帽を被った活動下では、周囲の音が聞き取りづらくなっ

ていることも推測できる。 

6.2 進入隊員から小隊長（屋外）への電子ホイッスル音の伝わり方について 

 音の発信位置は、a～e の 5 地点とし、測定位置については進入口の小隊長の位置とした。6.1 の

検証同様、騒音計のみの場合と、騒音計に防火帽を被せた場合（前面のシールド及びしころなし）

の 2 種類を測定した。 

  

 

 

 

 

 

騒音計に防火帽を被せた状況      進入隊員の使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 訓練室における検証状況平面図（小は小隊長、a～e は送信位置） 
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表 3 測定結果（静音時 55.0dB） 

 a 地点 b 地点 c 地点 d 地点 e 地点 平均値 

騒音計 

のみ 

94.9dB 98.4dB 96.8dB 96.1dB 96.2dB 96.48dB 

騒音計＋

防火帽 

99.0dB 99.3dB 96.4dB 93.7dB 97.5dB 97.18dB 

 

測定の結果、表 3 のとおりになった。測定位置は小隊長の位置で固定とし、騒音計に防火帽を

被せての測定も実施したが、6.1 の検証と異なる点としては、前面のシールド及びしころをなしに

した。その結果、騒音計のみの平均値と比べ、防火帽を被せた平均値がそれを上回った。これは、

小隊長が常に進入口へ正対していること、また、前面のシールドやしころがないことから、前方

から伝わってきた音がしころ内で集音し、騒音計のみの測定と比べ音の強さが上昇したと推測す

る。この結果から、2 種類の測定とも平均値が 90dB 後半を計測しており、小隊長及び出火部屋周

辺で活動中の隊員へも、広い範囲で情報伝達できると考える。また、電子ホイッスル直近での音

の強さは約 125dB を計測しており、進入隊員間での情報伝達は、十分に共有できるレベルである。

このため、救助隊と消防隊が迅速に情報共有でき、即座に要救助者の救出又は緊急退避への対応

が可能である。 

 

7. 防火フード着装時の電子ホイッスル音の聞こえ方についての検証 

 平成 29 年に「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」の ISO 規格の改定及び対象項目の

追加が行われ、防火フードが追加された。当局では、令和 4 年度冬期からの運用開始を予定して

おり、これまで以上に周囲の音や情報を聞き取り辛くなると考え検証した。検証方法については、

隊員 2 名（A 隊員：伝達者、B 隊員：検証者［防火フード着装］）で実施し、隊員間の距離は安全

帯確保ロープの長さ（1.3m）を基準とした。また、騒音計の測定位置については、防火フードの

内側に設定し実施した。 

検証内容は、面体着装時の声のみでの伝達、面体スピーカー作動時の声での伝達、電子ホイッ

スルでの伝達、以上の 3 つの音の強さを測定し、実際の聞こえ方についても 5 段階（とても聞こ

え辛い、聞こえ辛い、聞こえる、よく聞こえる、とてもよく聞こえる）で評価した。さらに、援護

注水の下でも検証を実施し、これについては体感での評価のみとする。 

  

 

 

 

 

 

測定時の隊員の状況              測定状況 

 

1.3m 

A B 
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表 4 測定結果 

 面体（声のみ） 面体（スピーカー） 電子ホイッスル 

騒音計 78.2dB 80.3dB 97.2dB 

体 感 聞こえ辛い 聞こえる とてもよく聞こえる 

体感（援護注水時） とても聞こえ辛い 聞こえ辛い よく聞こえる 

  

測定の結果、表 4 のとおりになった。ここでは、面体スピーカーを使用した場合と電子ホイッ

スルの数値の差に注目してもらいたい。16.9dB の差があるが、これは、体感で 2 倍以上の違いを

感じるレベルであり、騒音の多い火災現場で、なおかつ防火フードを着用した活動となれば、確

実迅速な情報共有を期待できる数値である。また、援護注水下の検証については、体感での評価

にはなるが、明らかな差が確認できた。ここでは、騒音計を防火フード外に設定して放水音を測

定したが、放水時の騒音は 88.3dB を示した。これは、声での音の強さを大きく上回っており、放

水時の騒音で声がかき消されることは容易に想像できる。さらに、援護注水の水を身体に浴び続

けた活動となれば、耳で感じる騒音の影響は大きく、複数いる進入隊員への迅速な情報共有は困

難を極めるのではないだろうか。しかし、この様な環境下でも電子ホイッスルの音は「よく聞こ

える」という評価を示し、防火フードを着用した火災現場では有効に作用すると考える。 

 

8. PPV 戦術下における電子ホイッスル音の聞こえ方についての検証 

当局では、特別高度工作車（ブロアー車）を保有しており、大型ブロアー及び可搬式ブロアー

使用時の騒音下においても、電子ホイッスルの音による信号が有効に作用するのかを検証した。 

8.1 可搬式ブロアー使用時（テンペストパワーブロアー：最大風速 17m/s） 

測定内容は、ブロアー作動音のみ、電子ホイッスル鳴動時、体感での聞こえ方、の 3 つを測定

した。測定位置については、A～E の 5 地点とし、電子ホイッスルの発信位置については小隊長の

いる進入口とした。また、測定時の 30 秒平均風速（開口部前）は 4.2m/s、エンジン回転数は 7～

8 割程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 訓練室における検証状況平面図（可搬式ブロアー使用時） 
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表 5 測定結果（可搬式ブロアー直近 101.6dB） 

 A 地点 B 地点 C 地点 D 地点 E 地点 平均値 

ブロアー作

動音のみ 

91.9dB 90.7dB 89.8dB 90.2dB 91.8dB 90.88dB 

電子ホイッ

スル鳴動 

96.0dB 95.0dB 96.1dB 92.6dB 95.7dB 95.08dB 

体 感 とてもよく

聞こえる 

同左 同左 同左 同左 ― 

  

測定の結果、表 5 のとおりとなった。どの地点においても、可搬式ブロアー作動時の数値を電

子ホイッスルの数値が上回っており、体感の評価も全ての地点で「とてもよく聞こえる」という

結果となった。これは、音の特性として空気が揺れて伝わることから、音が風に乗って伝達した

ことも推測できる。この結果から、可搬式ブロアー使用時の騒音下においても、屋外にいる小隊

長からの緊急退避指示は、確実迅速に進入隊員へ伝達できると考える。また、各地点から小隊長

へ電子ホイッスルの音を送信したが、全て「とても聞こえ辛い」という結果となった。これは、

可搬式ブロアー直近ではエンジン音がかなりの騒音であること、また、可搬式ブロアーの風によ

って音が押し戻されていることも考えられる。 

8.2 大型ブロアー使用時（テンペスト MVU：最大風速 45m/s） 

庁舎車庫内を倉庫に見立て、倉庫火災を想定した検証を実施した。測定内容は、8.1 同様、ブロ

アー作動音のみ、電子ホイッスル鳴動時、体感での聞こえ方、の 3 つを測定した。倉庫内の収容

物を想定し車庫内の車両はそのままに、A～C の 3 地点と排気側（参考）で測定を実施した。ま

た、測定時の 30 秒平均風速（開口部前）は 9.3m/s、エンジン回転数は 4,500rpm である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 車庫内における検証状況平面図（大型ブロアー使用時） 
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表 6 測定結果（大型ブロアー直近 103.7dB） 

 A 地点 B 地点 C 地点 平均値 排気側（参考） 

ブロアー作動

音のみ 

94.5dB 73.9dB 67.8dB 78.7dB 70.0dB 

ホイッスル鳴

動あり 

96.7dB 75.9dB 68.9dB 80.5dB 71.1dB 

体 感 とてもよく聞

こえる 

よく聞こえる 同左 ― よく聞こえる 

  

測定の結果、表 6 のとおりになった。どの地点の数値も、電子ホイッスルの音が大型ブロアー

の作動音を上回っているが、この検証では A 地点と B 地点の変化の差に注目してもらいたい。

その差は 20.8dB もあり、20dB の差は音の強さを 10 倍にも感じると言われているが、なぜここ

まで数値が下がったのか。それは、A 地点と比べ、B 地点は曲がり角の先にあるからと推測す

る。体感としては、A～C 地点をとおして、「よく聞こえる」以上の評価となっているが、60dB

や 70dB は一般的な騒音レベルでは、「普通～うるさい」程度のレベルであるため、曲がり角の多

い建物や、大型倉庫火災では、緊急退避指示としての電子ホイッスルの使用は有効に作用すると

は言い切れない結果となった。また、排気側の測定については、排気の風の音と、庁舎前の道路

を通る一般車の走行音に反応しているため参考程度の数値である。さらに、この検証についても

A～C の各地点から小隊長の位置に向けて信号の送信を実施したが、A 地点以外は、大型ブロア

ーの騒音にかき消され全く聞こえなかった。A 地点については、吸気側の正面であり、障害物も

なかったため「聞こえる」程度の評価になった。 

 

9. 電子ホイッスルの改良点について 

 検証を重ねた結果、以下の 2 点についての課題が挙げられた。 

・現場用手袋（ケブラー手袋）をしていることで、鳴動ボタンが押しにくく、伝達までに時間を

要す。また、活動中に鳴動ボタンが身体等に当たり、関係なく鳴動してしまうことがあったため、

押しやすく、なおかつ誤鳴動防止のための改良が必要である。 

・防火衣に吊るして携行し使用していたが、確実迅速に鳴動できる新たな携行方法が必要である。 

9.1 鳴動ボタンの改良 

 鳴動ボタンについては、現場用手袋着装時でも押しやすいよう、樹脂製のボルト頭部キャップ

（M16、M8）を使用し、ボタン自体を大きくして手元を見なくても押せるように改良した。M16

の中に M8 のキャップを取り付けることで M8 のキャップが鳴動ボタンに当たり、押下できる仕

組みである。また、同キャップを取り付けることで、鳴動ボタンが身体に当たり誤鳴動すること

もなくなった。改良の手順は写真のとおりである。 

9.1.1 改良手順 

1. ボルト頭部キャップ（M16 と M8）を準備する。 

2. M16 の中に M8 を入れて接着剤で固定する。 

3. 取り付け位置は湾曲しているため、湾曲部に合わせて同キャップを加工すると、本体へ密

着し取り付けやすい。 
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手順 1          手順 2           手順 3 

9.2 携行方法の改良 

 携行方法については、空気呼吸器の肩バンドへ取り付けることにした。取り付け方法について

は、塩化ビニル素材の持ち出しニップル（LBS-40P×40T）を使用して専用ホルダーを作成した。空

気呼吸器の肩バンドへ取り付けることで、電子ホイッスルを手に取る時間を短縮でき、迅速に鳴

動することができる。また、目に留まるように鳴動ボタン及びホルダー本体に反射テープを貼っ

た。さらに、援護注水を受けながらの検証中、電子ホイッスルのスピーカー部分に水が溜まり、

音が響かないことが何度かあった。解決策として、肩バンド取り付け時は下向きとし、これによ

る脱落防止措置も施した。作成手順及び取り付け状況については写真のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     加工前の状況    鳴動ボタンの大きさにカット   面ファスナー用スリット 

 

 

 

 

 

 

 

      

面ファスナーを通した状況      完成状況       取り付け状況（下向き） 

 

 

 

 

 

 

 

脱落防止措置の状況（二重リングでバンジーゴムを取り付け、縁にかける） 
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10.  おわりに 

今回、火災救助現場での確実迅速な情報伝達・情報共有の実現を目指し、電子ホイッスルを使

用した新たな情報伝達手段の取り組みを紹介し、それに伴う検証に取り組んできた。この検証を

行う中で、改めて電子ホイッスル活用の有用性を感じた。特に、屋内進入時に周囲の隊員へ一斉

に情報伝達できる点は、迅速な要救助者救出と進入隊員の命を守ることに繫がり、これまでの情

報伝達手段の補助的な手段としてはとても有効に作用すると思う。しかしながら、PPV 戦術下で

は、屋外（小隊長の位置）からの音は聞き取れたが、屋内からの信号音は、ブロアーのエンジン

音にかき消され、聞き取ることは難しかった。このように、物理的に使用が難しい活動環境も存

在するが、声や無線機等の情報伝達手段と併用して、今後もより確実迅速な火災救助活動の遂行

を目指し、日々の訓練に取り組んでいきたい。 
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 【一般発表】 

 

破壊器具における安全管理の可視化（カラーブレード及びカラービット） 

 

岡山市消防局 杉山直也 

岡山市消防局 川部裕司 

 

 

1. 現状及び考案の経緯 

 当局は、岡山県の中心部に位置し、管内には大型商業施設や多くの耐火建物、中高層ビルがあ

る。私が所属している救助隊は、耐火建物火災の活動ではエンジンカッターを必ず携行し、状況

によって、玄関ドアを破壊して進入を行う。私たちは玄関ドア先の内部を確認できないまま、エ

ンジンカッターを使用することになる。もし要救助者が玄関ドア付近にいたら、もし切断しては

いけない危険な物があったら。 

 他消防本部では火災救助時、エンジンカッターを使用して、進入を試みたところ、要救助者が

玄関ドア付近におり、受傷させた事故が起きている。私たちの活動は刻一刻と変化する状況に迅

速に対応するため、絶対安全であるという保証が取れず、危険な活動を行わなければならない。

どこの消防本部、どこの小隊でも起きる可能性がある事故である。救助する私たちが要救助者を

私たちの活動によって危険にさらすことはあってはならず、対策が急務であると考える。 

 

2. 問題点 

 エンジンカッターを使用する際の危険箇所については、以下の項目が考えられる。 

・エンジンカッターを使用する際、ブレードが切断対象物を大幅に越えて切断を行うこと。 

・切断対象物の厚さが認識できず、切断深度をどの程度とするか判断しにくいこと。 

・対象物の素材や予測される厚さが不明なこと。 

・エンジンカッターで切断中に、どれくらいの切断深度であるかを感覚でしかわからないこと。 

・安全管理者と切断深度について共有しにくいこと。 

 

3. 改良した器具の概要 

 エンジンカッターを使用する際の危険を減らすためには、問題点で列挙したように、ブレード

が切断対象物を大幅に出ず、かつ、切断中も切断深度が安定して変わらない、そして、実施者と

安全管理者が一目で切断深度が把握できることが必要である。そこで、ブレードに塗装を行うこ

とで、問題点を解消し、危険を最小限にすることができると考えた。 

改良したブレードは、ブレードの形状に沿って塗装を行うことで、一目で切断深度を確認する

ことが可能となった。そして、丸く同一幅で塗装していることで、高い位置や低い位置での切断

時、エンジンカッターを持つ角度が一定でなくとも、切断深度を測ることができた。さらに視覚

で危険度が把握できるような着色塗装等をした。塗料は再塗装を行う場合でも、安価で手に入り

やすいラッカースプレーを使用した。また、切断によるブレードの摩耗が少ないダイヤモンドブ

レードを使用している。砥石状のブレードであるレジノイドブレードは、再塗装に時間がかかり、
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不向きであると考える。 

現場の状況や危険度、切断対象物も様々であるため、ブレードを 3 種類作成した。 

  

   
写真 1 エンジンカッターの縦持ち       写真 2 エンジンカッターの横持ち 

 

3.1 火災対応カラーブレード 

 玄関ドアの厚みは、断熱の関係で岡山地域では約 4cm 規格が多い。そのため、最大切断深度 10cm

のブレードには 4cm、3cm、3cm に色を塗装した。ドアの厚みと同じ 4cm を超えるとブレードの

黄色塗装部分が壁に入っていく仕様になっている。メリットとしては、青色、黄色、赤色に塗装

しているため、順を追って危険度を感じられる。ドア幅 4cm の目安になる。デメリットとしては、

3 色塗装しているため、2 色の塗装よりも少し見にくい点があげられる。 

 

   
写真 3 火災対応カラーブレード               写真 4 火災対応ブレード装着      

  

3.2 万能カラーブレード 

 最大切断深度 10cm の半分である 5cm に塗装を行う。火災対応以外の対象物の切断を行う際に

使用する。メリットとしては、塗装が 2 色の単色で、5cm に塗装を変えて、目安となっている。

人工物の多くは規格であるため、5cm、10cm と規則性があるものが多い。デメリットとしては、

塗装が 5cm 間隔で幅が広いため、数 cm の誤差が生じてしまう。 
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写真 5 万能カラーブレード             写真 6 万能カラーブレード装着   

 

3.3 現場即時対応ブレード 

 ブレードに 1cm 刻みのメモリを作成する。ブレードに油性マーカーでラインを入れることで、

現場でも即時対応の切断目安が作成となる。メリットとしては、切断対象物の厚さを測定できた

場合に限るが、より確実に、より安全に 1cm の誤差も許されない状況には有効である。また単色

にラインが入っており、デメリットとしては、作成に時間を要してしまう。 

 

   
写真 7 現場対応ブレード          写真 8 現場対応ブレード（拡大）  

 

   
写真 9 現場対応ブレード装着            写真 10 マーキング実施         
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4. ステンシルシート作成方法 

 作成方法は、型紙または段ボールを使い、ブレードの大きさの型を取り、ステンシルシートを

作成する。今回の作成では段ボールを使用した。型の枠を増やすことで火災対応カラーブレード

のように 3 色塗装することも可能であり、万能カラーブレードのように 2 色塗装することも可能

である。地域の実状に応じでカラーバリエーションを変え、新しいカラーブレードを作成するこ

とも可能である。ステンシルシートさえ作成しておけば、再塗装が可能である。また段ボールを

使用すれば、容易に入手可能である。 

 

   

写真 11 ステンシルシート          写真 12 ステンシルシート分解 

 

   

写真 13 黄色塗装例               写真 14 赤色塗装例 

 

5. カラーブレード等の効果 

2 人 1 組（実施者及び安全管理者）で実施した。 
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写真 15 実施者と安全管理者       写真 16 ブレードの見え方（安全管理者）  

 

 

写真 17 ブレードの見え方（実施者） 

     

5.1 切断深度の決定及び共有 

 問題点で挙げた切断深度の意識は、目を引くような色でブレードを塗装したことや数字がある

ことで、忘れずに意識できた。そして、実施者と安全管理者が切断深度について共有を行い、切

断を開始することができた。目立つ色を塗装することや数字を記載することで切断深度に意識が

いくという効果も期待できた。 

5.2 対象物の厚さへの意識 

 切断深度を設定することは、必然的に切断対象物の厚さも意識できていた。これも切断対象物

の厚さを共有し合い、切断深度の決定を行うことができた。ブレードを出さないようにするには、

切断対象物の厚さの把握が必須であり、意識されていた。 

5.3 切断実施中における安全管理の徹底 

 実施者が切断を開始した後も、安全管理者から色の境がくる毎に声かけをしたり、「待て」や「停

止」の声かけの目安ともなった。課題としては、エンジン音があるため声が届きにくく、隊に統

一的なシグナルが必要と感じた。 

5.4 危険度を「可視化」 

 切断前に切断深度や切断対象物の厚さについて共有をしているため、お互いにこれ以上の切断

深度は危険であるという値が「可視化」、「見える化」が実現され、お互いの危険度が一致してい

た。切断深度の感覚の違いが問題点として挙げていたが、解消された。 

安全管理者 

実施者 
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6. その他の破壊器具の汎用について 

 エンジンカッターのみならず、ハンマードリルにも有効活用ができる。ハンマードリルのドリ

ルビットを同様に塗装することで切断深度が把握できる。耐火建物の倒壊など震災救助でも活用

できると考える。 

   

写真 18 その他の破壊器具           写真 19 その他の破壊器具 使用時 

 

7. 終わりに 

 災害現場では、各種救助資機材を有効に活用し、要救助者を「安全・確実・迅速」に救出しなけ

ればならない。救助資機材を使用するため、救助隊員は日々、訓練を行っていることであろう。

しかし、火災現場では切断先の内部を確認することができない状況で、エンジンカッターを使用

する。カラーブレードは「感覚」に頼らず、危険を「可視化」し、共有することができる。私たち

の現場活動は危険をゼロにすることはできないが、危険を最小限にすることはできる。私たちが

改良したカラーブレードが災害現場で活動する隊員の一助となることを期待する。 
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 【一般発表】 

 

消防団によるドローン隊発足について 

－新たな活動の方向性－ 

 

焼津市防災部 地域防災課 長谷川 勝史 

 

 

１． はじめに 

 静岡県焼津市は、東に駿河湾を臨み、晴れた日には漁港越しに富士山が一望でき、北は高草山・

花沢山などの丘陵部、西南には大井川流域の志太平野が広がる、海・山・川に囲まれた自然豊か

な表情を持つ。焼津市は 2008 年（平成 20 年）11 月 1 日に焼津市と大井川町が合併し、これによ

り消防団も 1 つに統合された。焼津市消防団には 18 分団があり、市内を第 1 から第 4 方面隊に分

け、それぞれ 3 から 5 個の分団で編成している。その他、機能別消防隊、女性消防隊、ラッパ隊、

ドローン隊が組織されており、令和 3 年 9 月現在、条例定数 528 名、実員数 528 名で活動を行っ

ている。 

 

２． 消防団ドローン隊発足 

 焼津市消防団では新たな活動の方向性を模索していたところ、災害発生時の迅速で確実な「情

報収集」が主な役割とする消防団によるドローン隊の創設を提案した。各方面隊から 2 名ずつの

計 8 名の団員が選抜され、2019 年（平成 31 年）1 月よりドローン操縦資格を得るため訓練を開始

した。10 時間以上の操縦訓練を積んだ後、座学や筆記試験、技能試験などを経て同年末までに 8

名全員が操縦資格を取得した。また、2020 年 6 月（令和 2 年）からは第 2 期の育成を開始し、各

方面隊から選抜された 4 名に加え、「消防団員としてスキルアップしたい」との思いから志願した

女性消防隊の女性団員 4 名も入隊した。そして現在は 16 名体制で活動を行っている。 

 

３． 実災害について 

 災害発生時は、土砂・建物等の崩壊や浸水などで人が立ち入れない場所や、海・山・川など広

範囲で視認しにくい場所へドローンを飛ばし、送られてくる映像からリアルタイムで現場状況の

確認を行い、迅速かつ安全な救助・救援活動をサポートする。また、火災時も同様にドローンを

飛ばし、現場上空から俯瞰的に見ることで適格な指示を出すことができ、火災戦術の一助となっ

ている。 

 

４． 効果 

 ドローン隊発足に伴う最新資機材等の導入に伴う訓練情報がメディアや SNS を通じてあらゆ

る人の目に触れる機会が増え、それにまで認知されにくかった消防団の活動内容を知ってもらい、

身近な存在に感じてもらえたことが新入団員獲得に繋がる第一歩になったと考える。 

消防団ドローン隊発足後、3 年間で消防団員数が 65 人増加し、課題であった新入団員の獲得に

も効果がみられるようになった。（表 1 参照） 
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                                   条例定数（528 名）

（人）        表 1 焼津市消防団における近年の在団数変化 

 
                                  （年） 

 

 

５． 使用資機材について 

（１） 個人装備（ドローン隊専用ヘルメット及びベスト） 

 

   ドローン隊員の装備は、焼津の海をイメージしたブルーのヘルメットを装着し、無線や風

速計等のあらゆる資機材が収納できるベストを着て活動することで基本団員と区別すること

ができ、若い年代にも受け入れられるようなデザインとしている。  

477
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（２） 車両（消防団指揮車） 

 

 

 

 

 

 

車名    日産自動車          その他  サイドオーニング 2500mm×3000mm 

通称名   NV200 バネットバン DX                19 インチカラーモニター 

全長    4400mm                 屋根上ヘリポート 

全幅    1690mm                                 全方位型照射型 LED 投光器 

全髙    2040mm                 ホワイトボード 

車両総重量 2045kg                 横長三脚 

乗車定員  5 名 

総排気量  1597cc 

駆動方式  4×2（前輪駆動） 

配備年月日 令和 3 年 2 月 28 日 

配備場所  焼津市消防防災センター 

第69回全国消防技術者会議資料（令和3年11月25日・26日）

-398-



 【一般発表】 

 

初任学生の熱中症予防方策に関する検証（熱中症予防教育プログラム） 

 

東京消防庁消防技術安全所活動安全課 原 光 

東京消防庁消防技術安全所活動安全課 薬師寺奈央 

東京消防庁消防技術安全所活動安全課 赤野史典 

東京消防庁消防技術安全所活動安全課 清水鉄也 

1. 概要 

 消防学校初任基礎教育課程における学生（以下「学生」という。）の訓練中における熱中症の発

症を防ぐため、熱中症予防教育プログラム（以下「プログラム」という。）を構築し、学生の熱中

症に対する知識、関心、経験（本検証では「熱中症リテラシー」と呼ぶ。）の向上を図り、その効

果を把握することを目的とした。         

本検証では、学生に対してプログラムを実施するとともに、プログラム前後の質問紙調査によ

りプログラムの効果を評価した。その結果、プログラムにより学生の熱中症リテラシーの向上が

認められた。また、学生自身が熱中症対策に主体的に取り組む様子が確認できた。一方で、集団・

組織レベルの熱中症対策など、プログラムの効果が十分に得られていない項目が確認できたこと

から、プログラムを継続的に改善する必要がある。 

 

2. 目的 

 東京消防庁の消防学校では、学生の熱中症予防のため、積極的な暑熱順化トレーニングの実施、

訓練中の水分摂取、計画的な休憩の確保など様々な対策を講じてきたが、学生が訓練中に熱中症

を発症することがあった。このことから、学生の熱中症対策において改善すべき課題について検

討した結果、熱中症に関する知識を体系的に習得する機会が必要であること、熱中症予防に関す

る取組について学生自身の主体性が必要であることが挙げられた。 

本検証では、学生の熱中症リテラシーの向上を図るためプログラムを構築し、その効果を把握

することを目的とした。 

 

3. 方法 

3.1 概要 

 学生を対象に、初任基礎教育課程の期間中にプログラムを実行し、その前後に質問紙調査を実

施した（図 1）。質問紙調査により得られた結果をプログラム前後で比較し、プログラムの効果を

確認した。 
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図 1 検証の流れ 

 

3.2 検証時期 

ア 質問紙調査 

1 回目：令和 2 年 6 月 22 日（月） 2 回目：令和 2 年 9 月 25 日（金） 

イ プログラム実施期間 

令和 2 年 6 月 22 日（月）から初任基礎教育課程が修了する令和 2 年 10 月 1 日（木）までと

した。なお、熱中症予防教養についても令和 2 年 6 月 22 日（月）に実施した。 

3.3 プログラム概要 

3.3.1 熱中症予防教養 

 熱中症に関する知識の定着を目的に実施した。PowerPointⓇスライドを用いて画像などを使用

した講義形式で行い、約 1 時間 40 分程度の分量とした。内容は、熱中症の病型と重症度、症状、

発生メカニズム、救急処置、予防法などの基本的な知識のほか、熱中症における消防職員の特殊

性や消防活動中の熱中症発症事例などとした。 

3.3.2 体調チェック 

 学生が自分自身の日々の体調変化を把握することで、熱中症に対する関心を高め自発的な体調

管理につながることを目的とした。学生に対して記録用紙（体調チェックシート、資料 1）を配布

し、体重、体温、水分摂取量、食欲、熱中症の症状の有無を課業前と課業後に記録することとし

た。なお、訓練など活動前後の体重の増減と水分摂取量から推定発汗量を求められるようにした。 

3.3.3 暑熱耐性の把握 

学生が自分自身の暑熱耐性を把握することを目的とした。消防活動訓練など暑熱ストレスにさ

らされる際に、学生に腕時計型の心拍計（M200/Polar 社製）を装着させ、活動中や休憩中の心拍

数の変化をリアルタイムで把握することとした。 

3.3.4 暑熱順化の推進 

暑熱順化の仕組み、獲得方法、注意点を教養の中で解説し、実科訓練や体力錬成（特に 1,500m

走のタイム短縮）を通じて暑熱順化を獲得するように促した。 

3.3.5 発症状況調査 

医療機関での治療が必要となる熱中症（中等症以上）が発症した場合に、事案ごとに状況を調

査し原因を解明することにより、再発防止につなげることを目的とした。該当する事案が発生し

た場合には、調査用紙（資料 2）に発症時の状況のほか、環境要因、作業要因、衣服要因、時間要
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因、人的要因について記入することとした。作成した調査書を基に問題点を抽出して対策を検討

し、結果を当事者にフィードバックすることとした。なお本検証期間中には、発症状況調査を必

要とする熱中症の発症は無かった。 

3.3.6 訓練時の暑熱対策 

訓練場所の WBGT 値（暑さ指数）に応じた活動、冷却材の活用、計画的な水分・塩分摂取や休

憩の取得、適切な休憩場所の確保などの対策について教養の中で解説し、訓練などで実践するよ

うに促した。 

3.4 質問紙調査 

3.4.1 実施方法 

1 回目の質問紙調査は、プログラム実施の影響を受けないように、消防学校入校直後となる 4 月

頃の実施を当初予定していた。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴う緊急

事態宣言の影響により、初任基礎教育課程を履修する学生は 4 月から 5 月までの間在宅学習とな

ったため、在宅学習が終了し消防学校での初任基礎教育課程が再開後の 6 月に実施した。2 回目

の質問紙調査は、初任基礎教育課程が修了し、学生が消防署へ配属される直前に実施した。 

質問紙調査は、回答を拒否しても一切の不利益が生じないこと、個人が特定されないこと、回

答することにより本調査へ同意したとみなすことを学生に対して口頭で説明し、質問紙にも同内

容を付記した。個別の同意書への署名は実施していない。本調査は、東京消防庁技術改良検証倫

理審査専門部会の承認を得て実施した。 

3.4.2 調査対象者 

東京消防庁消防学校学生（令和 2 年 4 月入校） 

1 回目：461 名（男性 421 名、女性 40 名） 2 回目：449 名（男性 409 名、女性 40 名） 

3.4.3 質問内容 

 質問項目は加納ら 1)や山下ら 2)の調査を参考にして、表に示す分類別に作成した。 

 

表 質問紙調査の質問項目 

 分類 質問項目 

⑴ 属性 年齢、性別、運動歴 

⑵ 知識 熱中症理解度、基本的知識 

⑶ 関心 熱中症対策（個人レベル、集団・組織レベル）、体重測定頻度、心拍測定習慣 

⑷ 経験 熱中症経験回数、発症時の活動、重症度や病型、初期症状の把握 

 

3.4.4 統計処理 

 質問紙調査で得られた結果は、各質問項目について選択肢毎に得られた回答数を単純集計し、

度数または割合を図中に棒グラフで示した。統計処理には統計ソフト（R version 3.5.1）を使用し、

プログラム前後の差の比較には、熱中症理解度、体重測定頻度、熱中症経験回数についてはウィ

ルコクソンの順位和検定を、その他の質問項目については母比率の差の検定を行った。有意水準

は 5％未満（p<0.05）とし、図中に有意差ありは＊で、有意差なしは n.s.で示した。 
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4. 結果 

4.1 属性について 

 1 回目の質問紙調査時における回答者の年齢は、18 歳から 29 歳の範囲にあり、21.7±2.6 歳（平

均±標準偏差）であった。回答者の性別は、1 回目の有効回答票数（453 票）のうち男性 91.2％

（413 人）、女性 8.8％（40 人）であった。同様に、2 回目の有効回答票（441 票）のうち男性 90.9％

（401 人）、女性 9.1％（40 人）であった。1 回目の質問紙調査時における回答者の運動歴は、0 年

から 28 年の範囲にあり、11.9±4.2 年（平均±標準偏差）であった。運動歴がない（運動歴 0 年）

と回答した学生は 1.8％（8 人）いた。 

4.2 知識について 

4.2.1 熱中症理解度 

 熱中症理解度については、自分自身が熱中症についてどの程度の理解があると思うのか、自己

評価させたものである。その結果、プログラム前後で有意差が認められなかったものの、「およそ

理解している」、「よく理解している」と回答した学生の合計は、全体の 88％から 95％に増加した。

また、「よく理解している」と回答した学生の割合は、18％から 41％に増加した（図 2）。  

 

 

図 2 熱中症理解度 

 

4.2.2 基本的知識 

 熱中症の基本的知識に関する質問項目と回答割合を図 3 に示す。質問項目のうち下線を付けた

項目に対して、「はい」と回答した学生の割合は、プログラム前に 23％から 71％の範囲だったも

のが、プログラム後には 86％から 98％の範囲に有意に増加した。 

 

図 3 基本的知識 
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4.3 関心について 

4.3.1 熱中症対策 

 個人レベルでの熱中症対策に関する質問項目と回答割合を図 4 に示す。質問項目のうち、下線

を付けた項目に対して、「はい」と回答した学生の割合は、プログラム前に 39％から 92％の範囲

だったものが、80％から 98％の範囲に有意に増加した。 

 

図 4 熱中症対策(個人レベル) 

 

集団・組織レベルでの熱中症対策に関する質問項目と回答割合を図 5 に示す。質問項目のうち、

下線を付けた項目に対して、「はい」と回答した学生の割合は、プログラム前に 19 から 62％の範

囲だったものが、54％から 88％の範囲に有意に増加したが、個人レベルでの対策の増加率と比較

すると低い傾向だった。 

 

図 5 熱中症対策(集団・組織レベル) 

 

4.3.2 体重測定頻度と心拍数の測定習慣 

 「体重を測定している」の問いに対して、「週 1 回」と回答した学生の割合は、プログラム前後
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で 32％から 16％に減少した一方で、「週に 2～6 日」または「毎日」と回答した学生は増え、両者

の合計はプログラム前後で 61％から 77％に増加したが、有意差は認められなかった（図 6） 

 「平常時の心拍数を把握している」の問いに対して、「はい」と回答した学生の割合は、プログ

ラム前後で 27％から 61％に有意に増加した（図 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 体重測定頻度                       図 7 心拍数の測定習慣 

 

4.4 経験について 

4.4.1 熱中症経験回数と発症時の活動 

 過去に発症した熱中症の経験回数を問う質問に対して、「0 回」（発症したことがない）と回答し

た学生の人数は、プログラム前後で 275 人から 257 人に減少し、「1 回」、「2 回」、「3 回」、「それ以

上」と回答した学生の合計人数は、プログラム前後で 178 人から 183 人に増加したが、有意差は

認められなかった（図 8）。 

過去に熱中症を発症したことがあると回答した学生のうち、発症時の活動を問う質問に対して、

プログラム前後に増加した項目には「屋外作業」、「消防活動訓練」、「体力錬成」があり、特に「実

科訓練」については 3 人から 29 人に有意に増加した（図 9）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 熱中症経験回数             図 9 発症時の活動 

 

4.4.2 重症度や病型と初期症状の把握 

 過去に熱中症を発症したことがあると回答した学生のうち、熱中症発症時の重症度や病型を問

う質問に対して、「わからない」と回答した学生の数は、プログラム前後で 95 人から 44 人に有意

に減少した。一方で、「Ⅰ度」、「Ⅱ度」、「熱疲労」などと具体的に回答した学生の合計人数は、プロ

グラム前後で 94 人から 155 人に増加し、特に「Ⅰ度」については 55 人から 97 人に有意に増加し

た（図 10）。 

 「熱中症になりそうな時の自分の症状を把握している」の問いに対して、「はい」と回答した学

生の割合は、プログラム前後で 47％から 66％に有意に増加した（図 11）。 
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図 10 発症時の病型            図 11 初期症状の把握 

 

5. 考察 

5.1 熱中症リテラシーの向上について 

5.1.1 知識について 

 本検証は、消防学校における熱中症予防方策として、初任基礎教育課程の学生に対する熱中症

リテラシーを向上させるために熱中症予防教育プログラムを構築し、その効果を確認することを

目的とした。 

消防職員は、夏季の消火活動等には活動負担のほかに暑熱負担が加わるため身体的負担が増加

する 3)ことから、熱中症リスクの極めて高い職業であると言える。中でも、暑熱環境の中で消防活

動を行う経験が浅く、また運動経験や熱中症に関する理解度や知識の水準が様々である学生に対

して、消防職員として必要な熱中症教育を一律に実施し、熱中症に関する基本的知識を一定水準

に引き上げることは重要であると考えた。 

プログラムの効果は、質問紙調査をプログラム前とプログラム後の 2 回行い、得られた回答を

プログラム前後で比較して評価した。その結果、プログラム後には熱中症の基本的知識の向上が

認められた。このうち、特に WBGT 値や熱中症予防運動指針、熱中症の病型、暑熱順化の方法の

4 項目については、認知している学生の割合がプログラム前に 23％から 53％の範囲にあり低水準

だったものが、プログラム後には 86％から 98％の範囲となり顕著に増加した。 

このように、プログラム前には熱中症に関する基本的知識について、学生間に差があったもの

が、プログラム後にはほぼ全ての学生が高い水準で習得していたことが確認できた。 

学生の知識の向上は、プログラムのうち、特に熱中症予防教養（以下「教養」という。）が大き

く寄与したと考えられ、また教養の内容や実施方法についても適切なものであったと言える。教

養で使用した教材については、PowerPointⓇスライドによる講義のみであったが、今後、マニュア

ル化した資料を作成し教養に併せて学生に配布することで、より理解が深まる可能性がある。 

5.1.2 関心について 

 プログラムでは、教養で得た熱中症に関する知識をベースに、体調チェックシートによる日々

の体調の変化の把握、自分自身の暑熱耐性の把握、暑熱順化の獲得、様々な熱中症対策の実践等

の取組を通じて、学生の熱中症に対する関心の向上や経験が蓄積し（つまり、熱中症リテラシー

が向上し）、より実効性のある熱中症予防に寄与するものと期待した。 

質問紙調査の結果、熱中症対策については、個人レベルの対策についても、集団・組織レベル

の対策についても、実施していると回答した学生はプログラム後に増加し、特に個人レベルの対
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策の実施率は 8 割以上に増加した。また、心拍数測定習慣についてもプログラム後に増加し、自

分自身の日々の体調の変化や暑熱耐性について把握することが習慣化しつつある様子が確認でき

た。熱中症対策の具体的な方法については、プログラムの始めに実施する教養の中で学生に対し

て解説しており、その後の消防学校での生活や訓練の中で実際に熱中症対策に取組む作業を通じ

て、関心や経験とともに知識が定着していったものと考えられる。 

5.1.3 経験について 

 熱中症の発症経験について、発症時の活動はプログラム後に「実科訓練」が増加し、発症時の

重症度や病型はプログラム後に「わからない」が減少し、「Ⅰ度」などの具体的な重症度や病型を回

答した学生が増加した。このことは、プログラム前には熱中症に関する知識が曖昧であったもの

が、プログラムを通じて知識が整理され、過去の熱中症の経験についても、当時の記憶を遡り、

改めて当時の熱中症の状態を正確に把握し直すことができたものと考えられる。 

初期症状の把握について、「熱中症になりそうな時の自分の症状を把握している」学生の割合も

有意に増加した。プログラム前後の学生のこれらの変化は、知識として知っていた熱中症の初期

症状（例えば、めまい、気分の不快、吐き気、手足の痺れなど）を、暑熱環境下での訓練等を通じ

て実際に経験することにより習得できたものと考えられる。 

5.2 重症化の防止について 

 熱中症の重症化を防ぐ上で、暑熱ストレスの低減や、暑熱順化の形成、計画的な水分摂取など、

予め必要な対策を取ることは必要不可欠である。消防における熱中症の特殊性として、防火衣を

着装した状態での活動が挙げられる。断熱性能の高い防火衣の着装により暑熱ストレスが増大す

るとともに、顔面を含めたほぼ全身の表面を覆うため、顔貌や発汗量等の外観から他者が体調を

判断することは困難となる。また、消防活動は隊を中心とした組織的な動きが求められ、個人的

な事情よりも集団の目的に沿った事情が優先されがちである。 

本検証期間中、熱中症の発症数として計上する、医療機関での治療が必要となる程度（中等症

以上）の事案の発生は無かった。一方で、質問紙調査の結果から、熱中症の経験に関する質問項

目のうち、熱中症発症時の活動の問いに対して、「実科訓練」と回答した学生が、プログラム後に

26 名増加していた。このことは、重症化には至らないまでも、「軽度の熱中症である」と、学生本

人が自覚する程度の熱中症の発症は存在していたことを示唆する。この重症化には至らなかった、

「軽度の熱中症」の発症は、学生が熱中症の初期症状を早期に自覚するとともに周囲へ訴えるこ

とができ、また、その訴えに対して周囲の学生も適切に対処した結果、症状の進行を食い止めら

れたと推測でき、熱中症の重症化を防いだ点では功を奏したとも言える。このような一連の流れ

は、学生が従来の受け身型の熱中症対策から脱却し、熱中症リテラシーの向上と共に学生自身が

主体的に熱中症対策に取り組めるようになったことを示唆するものであり、プログラムの目的と

していたところである。 

5.3 今後の課題 

 本検証では、プログラムの効果を質問紙調査によりプログラム前後で比較して評価したが、効

果が十分に得られていないと思われる項目が確認できたことから、次の点については今後の課題

とする。 

5.3.1 集団・組織レベルの熱中症対策について 

質問紙調査の中で、熱中症対策については加納ら 1)の調査を参考にして、個人レベルの対策と、
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集団・組織レベルの対策とに分類して評価した。その結果、「個々の体力差を把握している」、「体

調不良の場合は訓練を休ませるようにしている」、「熱中症を発症した人を把握している」、「相互

の体調を把握している」、「外見から熱中症になりかけているか分かる」といった、集団・組織レ

ベルの対策については、プログラム前に 19％から 62％の範囲だったものが、プログラム後には

54％から 88％の範囲へ増加したものの、個人レベルの対策に比べて増加率は低い傾向にあった。

学生は自分のことで精一杯になりがちではあるが、自分自身だけでなく他者の様子にまで意識や

関心を向け、周囲の同僚の健康状態を把握するための観察方法やコミュニケーションスキルを身

につけることで、より主体的、能動的、組織的に熱中症対策に取り組める可能性がある。相互に

関心を持ち、個々の体力差を把握し、異常を自覚した場合には速やかに申告し、適切に対応する

ことは、消防活動全般の安全管理に通ずるものであり、組織的な活動能力の高まりにもつながる

と考えられる。 

5.3.2 体調チェックシートの活用について 

本検証では、プログラムの一環として、学生に対して体調チェックシートを配布し、日々の体

調の変化や体重、心拍数などを継続的に測定・記録することとした。記録した数値と、体調の変

化を結びつけることで、熱中症の初期症状や脱水などの体調変化の発見につなげ、また適切な水

分摂取量等を把握することができ、学生の体調管理に対する理解が深まることを目的とした。 

体調チェックシートへの記録は毎日実施することを期待したが、その実施状況を調査した結果、

体重測定について「毎日実施している」と回答した学生は 35％に留まった。このことは、多忙な

消防学校生活を過ごす学生にとって、頻回の測定や記録が煩雑であり、また測定資器材の配置が

十分でなかった可能性がある。学生の日々の生活の中に定着させることが今後の課題であること

から、体調チェックシートの改善や測定資器材の充実等を図るとともに、学生の意識に頼らざる

を得ない部分が大きいことから、教養の中で必要性を重点的に説明する必要がある。 

 

6. まとめ 

プログラムにより学生の熱中症リテラシーの向上が認められた。熱中症の初期症状に早期に気

づき、適切な対応を具体的な行動として実行するなど、学生自身が熱中症対策に主体的に取り組

む様子が確認できた。集団・組織レベルの熱中症対策など、プログラムの効果が十分に得られて

いない項目が確認できたことから、プログラムを継続的に改善する必要がある。 
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資料１ 体調チェックシート 

資料２ 発症状況調査 

性別、年齢 　男　・　女　　（　　　　　歳）

日時 　令和　　　年　　　　　月　　　　日

場所 　屋外　・　屋内     　詳細な場所（　　　　　　　　　　　　　）【例：消防学校グランド】

訓練種別 　実科訓練　・　小隊操練　・　消防体育　・　その他（　　　　　　　　　　　）

　めまい、たちくらみ　・　異常な程の大量の汗　・　手足や身体のつり

　頭がズキズキ痛む　・　吐き気　・　身体がだるい　・　判断力・集中力の低下

　意識が薄れた　・　身体の痙攣　・　体温が高い　・　呼びかけ反応なし　・　真っ直ぐに歩けない

発症までの概要（自由記述）

診断名（医療機関受診した場合）

気温等（分かれば記入） 　気温：（　　　　℃）、湿度：（　　　　％）、WBGT：（　　　℃）

風 　強風　・　弱風　・　無風　・　熱風

天候 　快晴　・　晴　・　曇　・　雨

訓練内容 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）【例：応急梯子救出、小隊操練、体力錬成】

休憩頻度 　30分　・　45分　・　60分　・　75分　・　90分　・　120分

1回の休憩時間 　5分未満　・　10分未満・　15分未満　・　20分未満　・　25分未満　・　30分未満

　

　執務服（短靴等）　・　冬服　・　夏服長袖　・　夏服半袖　・　運動着

下着 　綿　・化学繊維

冷却ベスト 　有　・　無

冷却ベスト着用時間 　10分未満　・　20分未満　・　30未満分　・　40分未満　・　50分未満　・　それ以上

訓練継続時間 　30分以上　・　60分以上　・　90分以上　・　120分以上　・　150分以上　・　180分以上

梅雨明けからの期間 　1週間以内　・　２週間以内　・　３週間以内　・　４週間以内

前回の訓練 　昨日　・　２日前　・　３日前　・　４日前　・　それ以上

直前に温度差のある部屋にいたか 　はい　・　いいえ

暑さへの耐性 　強い　・　やや強い　・　どちらでもない　・　やや弱い　・　弱い

過去の熱中症発症の有無 　無　・　有（いつ頃：　　　　　　　　　　　　発症状況：　　　　　　　　　　　　　　）

水分摂取頻度 　約10分　・　約20分　・　約30分　・　約40分　・　約50分　・約　60分　・　約70分　・　約80分　・約90分

一回の水分摂取量（ml） 　約100　・　約200　・　約300　・　約400　・　約500　・　約600　・　それ以上

水分摂取温度 　常温　・　氷入り

塩分摂取の有無 　無　・　有

体調 　疲労　・　筋肉痛　・　発熱　・　下痢　・　咽頭痛　・　頭痛　・　二日酔い

前日の睡眠時間 　1H未満　・　2H未満　・　3H未満　・　4H未満　・　5H未満　・　6H未満　・　7H未満　・　8H未満

前日の睡眠状況 　良　・　普通　・　悪

食欲 　まったく無い　・　やや無い　・　普通　・　やや旺盛　・　旺盛

朝食 　全部完食　・　８割完食　・　半分完食　・　朝食抜き

昼食 　全部完食　・　８割完食　・　半分完食　・　昼食抜き

熱中症発症状況調査票

人的要因

発生要因

発生状況

服装

症状

環境要因

作業要因

衣服要因

時間要因
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 【一般発表】 

 

一酸化炭素の区画外への拡散状況に関する検証 

 

東京消防庁 眞田 良仁 

東京消防庁 菊地 遼輔 

東京消防庁 大森 俊介 

                                東京消防庁 飯田 明彦 

                                東京消防庁 細谷 昌右 

 

 

1. はじめに 

建物において、発動発電機（以下「発電機」という。）、エンジン式コンプレッサー又は燃料消

費をする火気設備といった一酸化炭素（以下「CO」という。）を生じる機器（以下「CO発生機器」

という。）の使用中にCO中毒となる例は多い。CO中毒事例の中には、CO発生室と別室又は別フ

ロアで死傷者が発生したものも存在する。当庁管内でも、屋内でのCO発生機器の使用中に、同一

建物上階でCO中毒者が複数名生じた事例が報告されている。これらは発生したCOが室外へ拡散

したことにより発生したと考えられるが、CO発生室外への拡散の危険性については未知の部分が

多い。過去の検証でも、CO発生室内のCO濃度測定は実施しているが、CO発生室外での拡散につ

いては触れていない1）。そこで本検証では、CO発生室及びCO発生室以外の部分（以下「区画外」

という。）におけるCO濃度の変化を把握することで、その危険性を明らかにし、防火管理上の安

全対策、一般住宅の事故防止対策及び消防活動上の留意事項として役立てることを目的とした実

験を実施した。また、検証結果を基に、Fire Dynamics Simulator (FDS)を活用したCO拡散シミュレ

ーション映像の作成も実施した。 

 

2. CO の物性 

CO は無色無臭で水に溶けにくく、アルカリ水溶液やエタノールに溶ける。気体比重は 0.97、沸

点-192.2℃、融点-235℃、引火点-191℃、発火点 608℃、爆発範囲 12.5～74.2％である。CO の毒

性を表 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 急性一酸化炭素中毒症状 2） 
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3. 隣室への CO 拡散状況についての実験（基礎実験） 

3.1 発電機使用時の CO 拡散状況の確認 

3.1.1 実験方法 

ALC 鉄骨造の実験室（幅 3.3m×奥行 3.6m×高さ 2.1m）を準耐火構造の壁で CO 発生室と隣室に

隔て、当該壁には防火設備（戸当たりにより遮煙性能を有する「防火設備の構造を定める件（平

成 12 年 5 月 24 日建設省告示第 1360 号）」に準拠）を設置した。CO 発生機器には、発電機（燃

料：無鉛レギュラーガソリン、定格出力 600W、総排気量：49.4�）を使用し、CO 発生室中央に設

置した。実験は扉の開又は閉の 2 条件で 30 分間発電機を運転し、赤外線ガス分析計（CO 濃度測

定範囲：0～20％）を用い、CO 発生室及び隣室のそれぞれの中央（高さ 1.5m）で CO 濃度を測定

した（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 実験結果 

扉閉鎖条件では発電機運転から 5 分後に CO 発生室の CO 濃度が上がり始め、30 分後には 0.67％

まで上昇した。隣室は 15 分後から CO 濃度が上昇し、30 分後には 0.15％まで上昇した。扉開放条

件では、両室の CO 濃度は同様に変化した（図 2）。 

 

  

扉閉鎖条件 扉開放条件 

図 2 各条件における各室の CO 濃度変化 

 

3.2 可燃物燃焼時の CO 拡散状況 

3.2.1 実験方法 

CO 発生室で 3.2.2 の可燃物を燃焼等させたときの CO 濃度を測定した。扉は閉鎖し、可燃物の
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図１ 実験室概要 
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点火又は加熱から 2 時間の CO 濃度及び室温の測定を行った。実験室及び CO 濃度測定機器は 3.1

と同じ物を使用した。室温は K 型熱電対（素線径 0.32 ㎜）を使用し、CO 発生室及び隣室それぞ

れの中央（高さ 1.5m）で測定した。 

3.2.2 可燃物の種類 

3.2.2.1 木材 

有炎燃焼火災の初期を想定し、住宅用消火器の普通火災に対する消火性能試験に用いる模型（長

さ 0.45m の杉気乾材 72 本を井桁に組んだもの、以後「クリブ」という。）にヘプタンを助燃材と

して点火した。 

3.2.2.2 布団 

敷布団（1m×1m、2.3kg）中央にニクロム線を置き、その上に掛布団（1.5m×1m、1.5 ㎏）をかぶ

せ、ニクロム線の加熱により布団を無炎燃焼させた。 

3.2.2.3 木炭 

七輪（直径 0.26m、高さ 0.23m）に木炭 0.5 ㎏を入れ、ガストーチで点火した。 

3.2.3 実験結果 

クリブでは、点火直後から炎が激しくあがって燃焼し煙が多く発生した。閉鎖した扉を介した

隣室も約 5 分後には CO 濃度 0.5％となり、扉の戸当たりの隙間から漏れ出た煙で視界が利かなく

なった。隣室は最高 50℃まで上昇した（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

布団では、ニクロム線の加熱から 3 分後に煙が発生した。隣室では点火から 30 分後でも煙がほ

とんど見られなかったが、点火 1 時間後には徐々に煙が漏洩しはじめ、点火 1 時間 30 分後には煙

で視界が利かなくなった。CO 濃度及び室温の上昇は緩やかで、隣室の CO 濃度は点火 40 分後か

ら上昇し始めた（図 4）。 

 

 

 

点火３分後の隣室内 各室の CO 濃度 

 

 

点火５分後の隣室内 各室の室温 

図 3 クリブ燃焼結果 
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加熱３０分後の隣室内 各室の CO 濃度 

 

 

加熱１時間３０分後の隣室内 各室の室温 

図 4 布団燃焼結果 

 

木炭は点火から 2 時間燃焼し続けていたが、ほとんど煙の発生が無く、CO 発生室及び隣室とも

に視界が悪くなることはなかった。点火後 2 時間が経過しても、隣室 CO 濃度は 0.1％未満であっ

た。隣室の室温はほとんど上昇しなかった（図 5）。 

 

  
各室の CO 濃度 各室の室温 

図 5 木炭燃焼結果 

 

4. 実大建物内における CO 拡散状況についての実験（実大実験） 

4.1 実験方法 

東京消防庁消防学校主訓練塔（RC 造地上 8 階地下 2 階建）（以下「主訓練塔」という。）の 1～
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定器を用いた。測定高さは床上 1.5m とし、図 6 菱形で示す箇所に設置した。CO 発生機器は、3.1.1

の発電機を 2 台使用した。実験手順は、①発電機停止（30 分後）、②2 階屋外階段扉（図 6 の A で

示す扉）開放（1 時間 30 分後）、③実験終了（2 時間後）とした。 

 

 ① 全開放条件 

２階屋外階段扉以外の扉を全て開放した状態 

 
② 全閉鎖条件 

扉を全て閉鎖した状態 

 

③ 階段室開放条件 

CO 発生室及び２階階段室扉の２カ所のみ開放した状態 

 
④ ３階最上階条件 

条件③に加え、階段室３階上階方向をビニールシートで目張りして閉鎖状態 

 

図 6 主訓練塔 CO 測定箇所及び実験条件 

 

4.2 実験結果 

4.2.1 全開放条件 
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度が高い。なお、30 分後の CO 濃度[%]と CO 濃度ピーク時間[h:mm]が同じ（0：30）となったが、

秒数の違いで CO 濃度ピーク値[%]が異なる数値となったため、秒数まで記載した（図 7※）。 

発電機を停止すると 2 階 202 室以外は CO 濃度がピーク値の 5 分の 1 まで低下し、2 階 202 室

はピーク値の 3 分の 1 まで低下した。2 階屋外階段扉開放後は、2 階全体の CO 濃度が僅かに低下

した（図 7）。 

 

  

 階段室内 CO 濃度変化 

 

 

２階 CO 濃度変化 ３階 CO 濃度変化 

図 7 全開放条件結果 
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階段室内 CO 濃度変化 

 

２階 CO 濃度変化 ２階 CO 濃度変化 

図 8 全閉鎖条件結果 

 

4.2.3 階段室開放条件 

発電機運転中の CO 濃度は、2 階廊下中央及び 2 階廊下奥で CO 測定器の測定上限（0.08％）に

達した。2 階各箇所で CO 濃度が上昇するにつれ、2 階階段室及び 3 階階段室の CO 濃度も上昇し

た。2 階階段室よりも 3 階階段室で CO 濃度が高く、1 階階段室の CO 濃度はその他と比較して低

かった。階段室の CO 濃度が上昇しても、3 階で CO を検出することはなかった。 

 2 階屋外階段扉開放後は、2 階全体の CO 濃度が僅かに低下した（図 9）。 

 

 

 

階段室内 CO 濃度変化 

 

２階 CO 濃度変化 ２階 CO 濃度変化 

図 9 階段室開放条件結果 
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4.2.4 3 階最上階条件 

2 階廊下各箇所は CO 測定器の測定上限（0.08％）に達した。2 階各箇所で CO 濃度が上昇する

につれ、2 階階段室及び 3 階階段室の CO 濃度も上昇した。2 階階段室よりも 3 階階段室で CO 濃

度が高く、1 階階段室の CO 濃度はその他と比較して低かった。なお、30 分後の CO 濃度[%]と CO

濃度ピーク時間[h:mm]が同じ（0：30）となったが、秒数の違いで CO 濃度ピーク値[%]が異なる

数値となったため、秒数まで記載した（図 10※）。発電機停止後に、2 階階段室は CO 濃度が低下

した後、緩やかに上昇に転じた。1 階階段室は、徐々に CO 濃度が上昇した。階段室の CO 濃度の

上昇に伴い、3 階各箇所でも CO 濃度が上昇した。発電機停止後、3 階廊下の CO 濃度は低下する

傾向を示したが、2 階屋外階段扉を開放すると再度上昇し、2 階廊下及び 2 階階段室の CO 濃度は

3 分の 1 程度まで低下した（図 10）。 

 

  

 階段室内 CO 濃度変化 

  

２階 CO 濃度変化 ３階 CO 濃度変化 

図 10 3 階最上階条件 

 

5. 考察 

5.1 隣室への CO 拡散挙動についての検証（基礎実験） 

扉開放条件では CO 発生室と隣室の CO 濃度の上昇は同じ挙動を示したが、遮煙性能を有する

防火設備を閉鎖した扉閉鎖条件でも隣室の CO 濃度が上昇することから、防火設備の隙間を介し

て CO が隣室へ漏洩したと考えられる。火災時には扉を閉鎖しての避難を指導しているが、扉を

閉鎖することにより隣室 CO 濃度の上昇を大幅に遅延させることができるため、扉を閉鎖すると

ともに、危険を周知するために CO 警報器を設置することが防火管理上の安全対策として有効で

あると考えられる。 
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5.1.2 可燃物燃焼に伴い発生する CO の拡散状況 

クリブ、布団及び木炭の燃焼により生じた CO は、防火設備の隙間から隣室へと漏洩したと考

えられる。布団及び木炭は隣室の煙の漏洩や温度上昇が穏やかで、就寝中等にこのような状況と

なれば、異常を覚知できず CO 中毒となる恐れがある。そのため、CO 警報機能を有する住宅用火

災警報器を設置することが、一般住宅の事故防止対策として有効であると考えられる。 

5.2 実大建物における建物内への CO 拡散状況についての検証（実大実験） 

全開放条件及び全閉鎖条件の実験結果より、5.1 基礎実験でも見られたように、扉の閉鎖は CO

の拡散を遅延させることはできるが、隙間からの漏洩を完全に防ぐことはできないと分かった。

CO 発生室から 2 階廊下に漏洩した CO は速やかに 2 階廊下全体に拡散し、その後 2 階階段室及び

3 階階段室へと至っていることから上方に拡散する傾向があると考えられる。3 階最上階条件の 3

階階段室部分に CO が高濃度で滞留したこともこれを示すものである。全閉鎖条件では発電機停

止後にも、高 CO 濃度の CO 発生室から 2 階廊下、そして階段室へと CO の拡散が継続し、2 階

202 号室のような換気がされない部屋では、長時間 CO が滞留し続けることも分かった。また、3

階最上階条件の 1 階及び 2 階階段室の CO 濃度や 3 階 CO 濃度からもわかるように、時間の経過

や外気の流入により予期せぬ場所で CO 濃度が上昇することも分かった。建物一部のみではなく

全体での換気に留意するとともに、不測の事態を防止するために酸欠空気危険性ガス測定器を活

用し CO 濃度を測定することも有効であると考えられる。 

 

6. CO 拡散状況の可視化 

 前 5 の考察を基に、流体シミュレーションソフト「Fire dynamics simulator（FDS）version 6.6.0」

等を使用し CO 拡散状況を可視化した。これにより、扉隙間からの CO 漏洩や建物全体への拡散

状況を再現することができた（図 11）。 

 

 

 

発電機使用時の隣室への拡散状況シミュレーション (扉閉鎖条件) 

 

 実大建物内への拡散状況のシミュレーション(全開放条件) 

図 11 CO 拡散シミュレーション 
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7. まとめ 

本検証により、CO 発生室外への拡散による中毒の危険性が明らかになった。これらの CO 拡散

状況の傾向から以下の 3 点の活用が見込まれる。 

7.1 防火管理上の安全対策 

屋内や換気の悪い場所での CO 発生機器の使用は短時間であっても、CO 中毒となる危険性が十

分にあることから、工事中の建物等で長時間発電機を使用する場合は、換気の良い場所で使用す

るとともに、これに加えて区画外への CO 拡散についても注意喚起する必要がある。飲食店等で

炭火を使用する際は煙の発生量が少なくとも CO は発生していることから、十分な換気が必要で

あり、CO 漏洩のことを考慮して CO 発生室以外にも CO 警報器を設置することが有効である。 

また、火災時には扉を閉鎖して避難することを指導しているが、CO 発生室から区画外への CO

の拡散を抑制することができるため、CO 中毒防止のためにも扉を閉鎖することが有効である。 

7.2 一般住宅の事故防止対策 

寝たばこ火災に見られる布団等の無炎燃焼は隣室への煙の流入や室温の上昇が少なく、CO 濃

度が上昇していても火災を覚知しづらい。CO 中毒防止のためにも CO 警報機能付きの住宅用火災

警報器を設置することが望ましい。 

7.3 消防活動上の留意事項 

 CO の発生停止や建物内への外気の流入によって CO 濃度が低下する部分もあるが、CO 濃度の

低下がほとんどない部分や上昇する部分もあるため、建物内で CO が発生した場合は建物全体を

十分に換気する必要がある。また、予測しづらい CO の拡散に備え、酸欠空気危険性ガス測定器

を活用することが有効である。また、本検証で得られたデータを基に作成したシミュレーション

は肉眼では見えない CO が可視化されており、CO の拡散状況を理解しやすいことから、安全管理

上の教養資料としての活用が期待できる。 
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 【一般発表】 

 

火災室の熱環境の判断に関する検証 

 

東京消防庁 田幡祐基 

東京消防庁 木田哲夫 

東京消防庁 湯浅弘章 

 

 

1. はじめに 

 消防隊員は、安全で効果的な消防活動を行うために、現場到着時に火災建物外観から火災室の

熱環境を推察し、火災の成長段階、建物倒壊危険、逃げ遅れの生存可能性等といった要素を判断

する必要がある。また、それら火災性状の変化をいち早く察知し、対応する能力も求められる。 

一方で、急激な火災性状の変化を起因とした消防隊員の受傷事案は度々発生している。これまで

消防隊員が経験的に察知していた火災性状の変化について、火災発生件数の減少とともに、火災

現場で経験する機会が減ってきていると考えられる。 

以上のように、火災室の熱環境に対する理解やその推測及び判断に対する必要性は高いものの、

それに対する系統立てた知識や教育法は十分ではない。 

そこで、本検証では、火災建物外観から「火災室の熱環境の判断」、「火災の成長段階の推察」、

「火災性状の変化を事前に察知」のための指標（以下「外観指標」という。）の作成を目的に、調

査及び実験を行った。 

 

2. 過去の実大火災実験の資料調査 

2.1. 調査方法 

調査では、火災時の熱環境及び外観的特徴を整理するため、過去の実大火災実験の資料を収集

した。調査資料は、出火から火災盛期に至るまでの建物外観の映像及び建物内部の温度データが

確認できるもの７件 1)－7)とした。表１に調査した過去の実大火災実験を示す。資料 No.は文末の参

考文献を参照している。 

 

表 1 過去の実大実験 

資料
№ 実施年 建物構造 実験名称 実施場所 実施機関 

１) 昭和 56 年 防⽕⽊造 在来⼯法⽊造住宅実験 つくば市 林業試験場、建築研究所 
２) 昭和 58 年 ｺﾝｸﾘｰﾄ造 東村⼭⽕災実験 東村⼭市 東京消防庁 
３) 昭和 61 年 ｺﾝｸﾘｰﾄ,⼀部⽊造 廃⽌済み病院施設⽕災実験 清⽔市 東京消防庁、消防研究所 

４) 昭和 62 年 ⽊造 総３階⼾建実⼤⽕災実験 つくば市 ⽇本ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ建築協会、
建築研究所 

５) 平成４年 ｺﾝｸﾘｰﾄ造 消防学校旧第⼆校舎実験 渋⾕区 東京消防庁 
６) 平成６年 ｺﾝｸﾘｰﾄ造 武蔵野緑町団地⽕災実験 武蔵野市 東京消防庁 
７) 平成 13 年 ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ⽇産三ﾂ⽊家族ｱﾊﾟｰﾄ実験 武蔵村⼭市 東京消防庁 
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2.2. 調査結果 

2.2.1. 判断要素の抽出 

火災室温度と外観映像を突き合わせたところ、建物開口部から出る煙や熱気流の形状及び煙の

濃淡に特徴が見られ、表２のように分類できた。 

写真からは読み取りづらいが、映像では、開口部から出る煙の上昇速度は火災室温度による違

いが顕著であり、煙の形状とも密接に関係すると考えられる。煙の形状は、霧状やすじ状、球状

などに分類でき、火災室温度との関連が考えられた。高温の火災室では、煙が渦巻き状に噴出す

る場合があるが、発生頻度は低く、周囲の風が形状に影響している可能性が考えられる。 

また、濃煙が噴出する開口部に火炎が現れると、煙が薄くなるとともに火災が急激に拡大する

ことが確認できた。これは、熱分解ガスが主体の濃煙に、火炎が伝播し燃焼したためと考えられ

る。表２に示した温度は資料 No.６の武蔵野緑町団地火災実験の数値を目安として示した。開口部

からわかる火災室温度は、実験条件によって大きく異なり、すべての実験で必ずしも一致するも

のではなかった。一方、火炎の噴出や床面への着火から、火災成長期と火災盛期を見分けること

は可能と考えられた。 

これらの特徴が表れる際の建物外観、火災室の温度、火災成長段階を整理することで、外観指

標として活用できる可能性が示唆された。 

 

表 2  建物開口部から噴出する煙の分類 
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2.2.2. 課題 

既往の研究資料では、外部からの映像及び内部の温度測定のみにとどまっており、火災室内部

の状況を推測するのに十分ではない。また近年では、全国の消防本部で熱画像装置や放射温度計

の配備が始まっており、これらの活用可能性の検討に必要な資料も不足していることが分かった。 

 

3. 実大火災実験による燃焼状況と外観指標の確認 

前２で得られた指標の確認及び火災室内映像や建物外観熱画像データを得るため、実大規模の

火災実験にてデータ収集を行った。 

3.1. 実験方法 

本実験は、消防大学校より当庁に依頼された火災調査科の講義において、講義データを取得す

る一環として、同校の保有する大規模実験棟にて行われた。 

実験には図１に示す１Ｋの間取りの居室（約 10 ㎡、天井高 2.3ｍ）を用いた。居室の開口部は、

入り口ドア（約 1.4 ・）、居室東面の掃き出し窓及び北面の腰高窓（約 5.3 ・）の３か所（計約 6.7

・）である。 

居室外部ではビデオカメラによる撮影、熱画像装置(Infrec R500EXPRO，日本アビオニクス社)に

よる外壁や窓部分の温度測定を行った。室内では、Ｋ熱電対による温度測定（床面から高さ 2.3m、

1.5m、1.2m、1.0m、0.8m の５点）、360 度カメラ(RICOH THETA V,リコー社)による室内の撮影を行

った。配置を図２に示す。 

 

  

図 １ 居室の概要           図 ２ 各種測定機材の配置 

 

3.2. 実験結果 

実験中の居室内の温度データを図３に示す。開口条件の変更については、ドア閉鎖のほかに窓

の開口割合の変化をグラフの右軸として示した。ドアは、点火後火炎が広がり、煙層を形成する

程度まで開放し、その後実験終了まで閉鎖している。窓部分は、火災の進展に伴い、とび口によ

り小破壊した部分や、熱割れにより自然に開放された部分がある。開口変化の時系列を表３にま

とめた。 

図３より、実験では、温度変化に二つの山が表れた。出火以後、天井付近の温度が上昇しはじ

め、180 秒辺りからさらに温度が急上昇している。その後、低い位置の温度も追随するように急激
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に温度を上げ始めるが、259 秒時点でドアを閉鎖した後、275 秒付近で最初の温度ピークをむかえ、

以後、そこからすべての高さで 100℃台まで温度を下げている。その後、外部からの破壊及び熱割

れによって窓が開放されることで燃焼に変化が起きており、500 秒付近から数十秒の間に室内温

度は 700℃を超えるまで上昇して、２度目の温度ピークを迎えている。また、このとき、居室内温

度は高さ 0.8ｍから 2.3ｍまでほとんど一様となっており、全面火災となっていることがわかる。

その後、700 秒を過ぎた付近で放水による消火が行われ、温度は急低下している。 

 

表 3 開口変化        

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ 居室内温度及び開口の変化 

 

360 度カメラによる居室内部の撮影は、熱によって撮影が不能となった 300 秒付近まで行うこ

とができた。図４は、天井付近の温度が急上昇し始めた 180 秒時点、出入り口のドアが閉鎖され

る直前の 257 秒時点、そして最初の温度ピークを迎えた 275 秒時点の内部映像及び、外観映像、

熱画像である。 

図４から、高さ 2.3m の位置で温度が急上昇したのは、天井に接炎した直後であることがわかる。

この時、建物外観は、薄い煙がわずかに見える程度で表２の「うす煙」で「霧状に拡散」の状態と

一致している。 

時間[s] イベント 時間[s] イベント 

0 着火 504 東窓小破壊 

259 ドア閉鎖 567 北窓熱割れ 

276 東窓熱割れ 600 北窓熱割れ 

289 北窓小破壊 605 東窓熱割れ 

330 北窓小破壊 616 東窓熱割れ 

422 東窓小破壊 700 消火開始 

図 ４ 室内 360 度カメラ及び建物外観の映像と熱画像 
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また、ドアを閉鎖する直前（257 秒）、居室内では、天井に火炎が広がり、部屋の中ほどの高さ

で延焼が起きているものの、居室入り口が視認できた。この時の建物外観は、ドアから「濃煙」

が「すじ状」で直線的に上昇する様子が確認できた。 

ドア閉鎖から 16 秒後の最初の温度ピーク（275 秒）の室内映像は、炎がわずかに見える程度で、

視界はほとんどない。建物外観も、濃煙の噴出は止まり、屋根全体から白煙が上昇していた。 

その後、開口部が増えるごとに、白煙又は濃煙が「すじ状」に噴出しながら、居室内の温度は

下がっていき、その外観は、温度が最も下がった 450 秒付近まで続いた。 

その後、居室内温度は再び上昇し始め、470 秒付近からは、窓ガラス越しに光る火炎が確認でき

た。この時、煙の上昇速度が増していき、開口部から息継ぎをするような「球状」の煙が確認で

きた。その後、520 秒付近で東側窓から火炎が噴出し、火災盛期となった。 

また、図４の右下は最初の温度ピークである 275 秒時点に外部から撮影した熱画像装置の映像

である。この時、室内の温度は高さ 1.5ｍで 600℃を超える温度を示していた。しかし、図５から、

熱画像装置による区画外壁及び窓ガラスの高さ 1.5ｍの温度測定結果はそれぞれ東側が約 83℃、

北側が 87℃であり、どちらも火災室内の温度を直接示す結果とはならなかった。 

室内、外壁、窓ガラスの外側の温度測定結果の時間変化についてまとめたのが図５である。黒

い連続線と破線は、それぞれ東側の窓の同じ部分を正面と斜めから測定した結果である。このよ

うに、同じ部分を測定していても、測定する角度によって値が異なることがわかる。窓ガラス外

側の温度は、室内の急激な温度上昇から少し遅れて 150℃程度まで上昇し、その後は定常状態とな

った。一方、外壁の温度測定結果は、室内の変化にあまり影響されず、緩やかに上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 外観指標の検討 

4.1. 開口部や煙の様子について 

外観指標のまとめを表４に示す。外観指標と温度の関係は、表２の建物開口部から噴出する煙

の分類で示した煙の形状と温度の関係に類似した傾向を示した。表４では、表２で白煙や黒煙又

は霧状やすじ状と示していた単語でなく、より包括的ないくつかの文言に整理した。 

「煙が薄く拡散」及び「煙が開口部上端から流出」している状況は、表２で示した霧状やすじ

状の煙であり、火災初期から急激に温度上昇するまでの間の状態であることが推察できる。また、

「煙が隙間から漏えい」している状況は、燃焼が継続しているものの、酸欠により抑制されてい

るか、放射熱による周囲の可燃物の熱分解が起きていない状況であり、検索活動は可能な熱環境

 図 ５火災室内温度と熱画像装置の温度測定結果 
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である可能性が高い。しかし、外気の流入により急激な火災性状の変化するおそれがあり、十分

に注意する必要がある。 

一方、「内部に火炎が出現」、「多量の煙が勢いよく噴出」及び「火炎が噴出」している状況から

は、急激な温度上昇を経て高温であることが推察できる。これらの状況では、消防隊による検索

活動は不可能である。 

これらの特徴は、相対的な危険度判断や火災成長段階の変化を推察する要素となりうる。 

 

表 4 外観指標のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 熱画像装置による温度測定について 

図６より、室内温度が 600℃を示していても、熱画像装置による窓ガラス面の温度測定結果は

150℃未満と低い温度を示していた。同じ面に対して正面から撮影した時の温度と、斜めから撮影

した時の温度を比較しても、わずかに正面が高くなるだけであり、室内温度との差に比べると著

しく小さかった。本実験で使用した熱画像装置の使用波長は８～14μm であり、通常板状のフロ

ートガラスに対しては不透明といえる範囲である。ガラスの放射率は、温度によって変化し、20℃

から 1500℃の範囲で 0.94～0.67 であった 8)。しかし、仮に放射率を 0.7 と設定しても、室内温度

ほどは高い値とならず、火災室内に対してガラス面の温度が低く表れる原因とはいえない。厳密

にはガラスの種類や厚さによって細かく設定する必要があり、火災現場での使用を想定すると、

これらを考慮するのは困難である。 

窓ガラス外側の温度は、室内温度への追従に時間差があり、一定以上の高温を示さない場合が

あることから、急激な温度変化を察知することは困難である。しかし、室内の実温度よりは低い

ものの外気や外壁より相対的には高い温度となることから、開口部がない場合には窓ガラス外側

※画像の配置は外観指標に合わせたものであり、必ずしも時系列とは合わない 
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の測定が熱環境を推察する一つの判断材料となる可能性がある。 

なお、外壁温度は室内温度の影響をほとんど受けておらず、火災室温度を推察する材料には不

適当である。 

 

5. まとめ 

消防隊が、現着時に火災建物外観の様子から火災室の熱環境などを推察するための指標を作成

すべく、検証を行った。その結果、次のような指標が得られた。 

 表４より、「煙が隙間から漏えい」している状況は、検索活動は可能な熱環境である可能性が

高いが、外気の流入により急激な火災性状の変化するおそれがあり、十分に注意する必要があ

る。 

 火災室の外観が「内部に火炎が出現」、「多量の煙が勢いよく噴出」及び「火炎が噴出」してい

る状況では、火災室内は高温であり、検索不可能な熱環境であることを確認した。また、これ

らの段階はフラッシュオーバーが始まる段階であることが確認できた。 

 熱画像装置は、窓ガラス部分など測定部を選ぶことで、相対的な高温環境の推察は可能であ

ることが分かった。 

 

6. おわりに 

以上のように、建物火災の外観から、火災の各フェーズや温度を推察する指標が得られた。し

かし、これらの指標は、火災の状況と 1 対 1 で対応するような単純なものではなく、複数の要素

を総合的に判断することではじめて火災の状況を知ることができるものである。また、指標であ

る煙の色や形状などは定性的な分類であり、現場で活用するためには、映像資料などによる学習

が必要となる。よって、本報の指標を教えれば誰でも火災の状況について理解できるものとはな

らなかった。 

したがって、今回得られた指標を活用するためには、映像と室内環境を対比した教材を用い、

パターンの学習により指標について理解を深めることでより効果的になると考えられる。 

本検証では、実験によって得られた映像や過去のデータを用いた教養動画も作成している。今

後はこれらを実務資料として当庁職員に周知し、本報の結果と併せて火災建物外観の様子から火

災室の熱環境などを推察するための教養資料として活用してもらう予定である。 
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