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平成 19 年 7 月 17 日朝の柏崎市役所内に設けられ
た新潟県現地災害対策本部　本文２頁参照
地震後、転倒した書庫や什器類を仮復旧させ県現地
対策本部が設けらた。様々な機関が協力し災害対応
を現地対策本部でも行っていた。

Local disaster management headquarter of 
Niigata prefecture in the Kashiwazaki city hall on 
July 17, 2007　See also page 2.
The local disaster management headquarter 
of Niigata prefecture was setup after cleaning 
the damaged furniture.  Many organizations 
were cooperating to recover the damaged local 
community.

柏崎刈羽原子力発電所 2 号機原子炉建屋北側道路
変形　本文３頁参照
地震後発電所内の道路には、地割れ、段差等が生じ
た。消防用ホース収納箱も転倒し、建屋周囲の砂利
を敷いた地面も陥没していた。

Displacement of maintenance road north of unit-2 
of Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant　See 
also page 3.
Soil settlements were seen on a maintenance 
road north of unit-2.   A housing for firefighting 
equipment settled.  The ground around the 
building of unit-2 displaced.

建屋内区画の沈下　本文４頁参照
原子炉の安全上重要な機器類は強固な岩盤基礎に
設けられているが、他の機器や施設類は必ずしも強
固な岩盤基礎上に無いため一部区画の沈下が見られ
た。写真の奥に見える通路が、手前の建屋に対して
沈下しているのが天井部と床部のずれによりわかる。

Displacement of a section of a building　See 
also page 4.
Although the safety related structures of the 
nuclear power plant are on base rock, others 
are affected by the soil settlements. The far end 
section of this picture is displaced vertically as 
seen near ceiling and floor.

2 号機建屋地下のタービン油漏洩　本文４頁参照
タービン建屋には可燃性液体が、潤滑油、絶縁油、
封入油、ポンプ油として使用される。写真では橙色
に見えるタービン油が漏えいし、地下区画の床面上
に溜まっていた。

Turbine oil spill in a underground compartment of 
unit-2　See also page 4.
In the turbine building, various flammable liquids 
are used as lubricant, insulator, sealing, and pump 
oils. Orange colored turbine oil is seen on the 
floor in a underground compartment.

新潟県中越沖地震直後の柏崎刈羽原子力発電所被害調査
Report on the Damage after the July 2007 Erthquake at the Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant



岩手・宮城内陸地震（2008 年６月 14 日８：43）によっ
て生じた大規模な斜面崩壊とその土砂による天然ダム

（手前側に水がたまっている）の６月 15 日朝の状況（ヘ
リコプターより）　本文７頁参照

Picture of the deposit of one of slope-failures caused 
by Iwate-Miyagi earthquake in 2008 which forms 
a landslide dam.   Taken from a helicopter in the 
morning of 15th May. mass taken from helicopter　See 
also page 7.

３名が被災した熊倉崩壊地の６月 15 日午前の状況
本文８頁参照

Picture of collapse of slope in Kumakura area, 
Kurihara city where three person was killed, taken on 
the morning of 15th May.　See also page 8.

行者滝下流の土砂崩壊現場における捜索活動の６
月 16 日午前の状況（崩壊の頭部から撮影）。
本文 11 頁参照

Picture of a searching site downstream of Gyoja 
Fall taken from a scarp of slope failure on the 
morning of 16th May.　　See also page 11.

行者滝下流の捜索現場の斜面崩壊の崩壊面。樹木に黄色
テープが渡してあるところに変状が見られた。
本文 12 頁参照

Surface of sloe failure above the searching site 
downstream of Goyja Fal l .   Abnormal micro-
morphology was seen on the ground of forest around 
the area indicated by a yellow tape.   Taken around 
the noon of 16th May.　　See also page 12.

岩手・宮城内陸地震における斜面災害地での技術支援について
Report of Technical Assistance to the Rescue Operation in Damaged Site by 

Sediment related Disaster caused by The Iwate-Miyagi Nairiku Erthquake in 2008
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１．まえがき

日本の発電用原子炉は、十分な事前計画と事前調査を
もとに建設され、最新の知見をもとに定期的にバック
チェックを行い運転管理が行われている。このような慎
重な制度運用により発電用原子炉が地震により大きな被
害を受ける事象、地震によって火災が発生する事象はほ
とんど起きないと信じられていた。しかし、平成 19 年 7
月 16 日 10 時 13 分頃東京電力柏崎刈羽原子力発電所が
強い地震により被害を受け、火災が発生した。ここでは、
地震直後に実施した被害調査の状況を報告する。

２．地震覚知

平成 19 年 7 月 16 日 10 時 13 分頃川崎市内の自宅で地
震を感じた。その直後、NHK第１ラジオで情報収集を行っ
た。地震が、柏崎刈羽原子力発電所近傍で発生したこと
から同原子力発電所の被害が予想された。
自宅から柏崎刈羽原子力発電所の運転状況を東京電力

のホームページで確認し、報道された地震の揺れで自動
的に停止するはずの同発電所の発電機出力を見ると時間
の経過に伴って出力値が更新されなかった。東京電力の
平成 19 年 7 月 17 日（午後５時現在）の「新潟県中越沖
地震の影響について」で、１号機サービス建屋の環境ミ
ニコン県テレメータ等伝送不能となったことが記載され
ている。
その後、消防研究センターからの指示に従い消防庁へ

向かった。消防庁に到着し、ヘリテレの画像を見ながら
施設の状況を調べた。原子炉で発生した熱を海水で冷却
する機能は、ヘリテレ画像の放水路水流の様子からある
程度維持されていることが判断できた。
柏崎刈羽原子力発電所の事業者である東京電力から柏

崎刈羽原子力発電所の状況について消防庁へは情報提供
はほとんど行われなかったため、現地を訪れて調査する
必要があるとされた。

３．現地調査

地震の影響により新幹線等の交通機関が、機能を停止
していたので消防庁防災課職員と共に、被災地での活動
に必要な資機材を持って、14：08 に東京から新潟空港へ
緊急消防援助隊航空部隊の神奈川県横浜市ヘリで向かっ
た。
およそ 2時間ほどの飛行の後、新潟空港に到着した。
新潟空港内の新潟県消防防災航空隊を出発し、新潟県庁
二階の災害対策本部に到着後、先発の消防大学校副校長
と面会し、情報収集を行った。その後、新潟県防災局原
子力安全対策課長と面会し、情報収集を行った。余震が
発生し、事業者が状況を確認中とのことだった。
新潟県庁からタクシーで柏崎刈羽原子力発電所へ向
かった。道路も損傷を受けており、警察官や住民に迂回
路を尋ねながら柏崎刈羽原子力発電所へ向かった。
日没後に柏崎刈羽発電所に到着した。
到着時、柏崎刈羽原子力発電所事務棟は一部復旧して
いた。一階会議室に対策本部が置かれていた。建物内部
は、天井崩落、水漏れ、停電、家具等の転倒、破損物散
乱によりほとんど利用できない状態であった。対策本部
の状況は、人で込み合い、情報把握に手間取っている様
子であった。限られた人員で対応している様子だったが、
入手可能な資料をもとに概略の説明を受けた。
直接被害状況を確認する目的で被災した 3号機変圧器
を調査した。手順に従い管理区域内に入域した。
図１に示すように管理区域境界の金属探知機ゲートが
転倒していた。
日没後のため照明のある部分しか見ることが出来な
かったが、図２に示すように 2号機建屋近くの地面が変
形、損傷していた。図３に示すように 3号機被災変圧器
を見ると消火ホースが周囲に展張されていた。3号機原
子炉建屋のパネルが開放されていた。この部分は後の発
表で原子炉上部のプールの設置された管理区域と外部を
隔てるパネルであることがわかった。

新潟県中越沖地震直後の柏崎刈羽原子力発電所被害調査

鶴田　俊

（平成 21 年 1月 5日受理）

技術報告
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被災した 3号機変圧器の調査を終了した後、内閣府対
策室のある柏崎市役所へタクシーで向かった。
平成 19 年 7月 17 日朝、柏崎市役所防災・原子力課（図
４）に到着している情報を調べた。柏崎市役所には、図
５に示すように新潟県現地災害対策本部も置かれていた。

様々な機関が集結し、連絡調整が行われていた。柏崎市
役所も地震により被害を受け、書類等も散乱し、情報検
索も容易ではなかった。
7月 17 日午前、柏崎市消防本部と柏崎刈羽原子力発電
所での調査を再開した。

損傷アンカー部分

図１	　東京電力柏崎刈羽原子力発電所入域ゲートの
金属探知機ゲート転倒状況

変形部

2号機建屋

図２	　平成 19 年 7 月 16 日夜の東京電力柏崎刈羽原
子力発電所 2号機建屋の状況

3号機原子炉建屋のパネル開放部

発災した所内変圧器

消火用ホース

変色部

図３	　平成 19 年 7 月 16 日夜の東京電力柏崎刈羽原
子力発電所３号機所内変圧器の状況

図４	　平成 19 年 7 月 17 日朝の柏崎市防災・原子力
課の状況

図５	　平成 19 年 7 月 17 日朝の柏崎市役所内に設け
られた新潟県現地災害対策本部

図６	　柏崎刈羽原子力発電所 2号機原子炉建屋北側
道路変形（１）
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図２に示した２号機建屋近くの地面を詳細に見ること
が出来た。図６、７に示すように 2号機原子炉建屋北側
道路には段差を生じる変形が横断し、図８の写真のよう
に 3号機タービン建屋まで延びていた。
図９、10 に示すとおり被災変圧器１）近くの壁面には、

黒色の変色部、塗料脱落部、アルミニウム溶片付着部が
見られた。

被災変圧器近傍の軽油タンクを見るとコンクリート基
礎が周囲から大きく分離している。消火設備の配線、配
管等が大きく変形していた。
図11に示すように3号機主変圧器の基礎固定ボルトは、
破断していた。ボルト周囲のコンクリート上に横方向へ
移動した様子が目視では見ることができないことから垂
直方向へ移動したことにより損傷したと思われた。今回
の地震では重量の大きい主変圧器を基礎に固定すること

図７	　柏崎刈羽原子力発電所 2号機原子炉建屋北側
道路変形（２）

3号機タービン建屋

被災変圧器

変形

3号機原子炉建屋側面パネル開放部

図８　3号機タービン建屋に延びる地面の変形

図９　被災した 3号機変圧器	

黒色の変色部

塗料脱落部

アルミニウム溶片付着部
図 10　被災した 3号機変圧器近くの壁面

図 11　3号機主変圧器の基礎固定ボルトの損傷状況

排気塔損傷部

図 12　2号機入口ロビーのガラス損傷
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はこの程度の基礎固定ボルトでは出来ていない。しかし、
ボルトが損傷しなかった場合、主変圧器外周器等に大き
な応力が集中し損傷することも想定される。この段階で
余震を感じたので、重量の大きい変圧器周囲での調査は
安全上問題があると判断し打ち切った。
図 12 に示すとおり 2号機入口のロビーは、ガラスが大
きく破損していた。後日この写真を見直すと正面中央の
排気塔に損傷部が写っていた。排気塔の損傷については、
当日気がつくべきだったが、現実には難しかった。
図 13 に示すように建屋内部に設けられた管理区域境界
周囲の通路も大きく沈下していた。
図 14 に示す 2号機の地下のタービン油漏洩箇所を調査
したが、床一面オレンジ色だった。
図 15 に示すように 2号機入口前の道路は、変形が著し
かった。
その後、図 16 に示すように柏崎市消防本部に戻った。
火災原因調査室と連絡をとり、翌日以降の調査１）を引き
継ぎ、現地から引き揚げた。

４．あとがき

ほとんど起きないと信じられていた事象を調査するこ
とは、困難であった。中越沖地震の後、国際原子力機関
（IAEA）の公開している資料を見ると地震による原子力
発電所の被害想定が行われていた。ほとんど起きない事
象を想定するために国際原子力機関は、過去の地震によ
り被害を受けた火力発電所などの類似施設の資料を収集
していたことがわかった。

謝辞

原子力発電所が大きな地震により火災被害を受けた事
例調査に地震直後にもかかわらず柏崎市消防本部にご協
力をいただいた。ここに謝意を表します。

参考文献

１）田村裕之、藤原正人、笠原孝一：“東京電力㈱柏崎
刈羽原子力発電所内で発生した変圧器火災の調査結
果”、消防研究所報告　105,	pp.	1-10（2008）

図 14　2号機建屋地下のタービン油漏洩 図 16　柏崎市消防本部

変位

図 13　建屋内区画の沈下 図 15　2号機入口前の道路



― 5 ―

Report on the Damage after the July 2007 Earthquake at the Kashiwazaki-
Kariwa Nuclear Power Plant  

（Abstract）

Takashi Tsuruda

（Accepted January 5,2009）

A series of photographs was taken during the investigation of the fire after the July 2007 earthquake at the 
Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant.  The recorded images were reviewed to illustrate the real damage of the nuclear 
power plant.  Large-scale deformation of ground surface was seen around buildings. 

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.106（2009）
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１．はじめに

平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震（６月 14 日
８：43）に際して消防研究センターは、広域調査と２つ
の斜面崩壊現場の踏査を行い、捜索救助活動に対する危
険性を分析し、その軽減方法の提案を行った。この際に
著者らが観察し考えたことについて述べる。本稿は、経
験と知識を蓄積するとともに、消防活動の効率、安全に
対して、研究者がどのように支援するのか（できるのか）
について検討するための材料を提供することを目的とし
て作成した。
本稿では、捜索や救助作業によって生じる危険を「作

業の危険」、作業地点から観察できる範囲の危険を「局面
の危険」、より広域で１地点からでは観察が難しい範囲の
危険を「環境の危険」と表現する脚注１）。作業の危険には、
転倒、挟まれ、石を落とす、などが含まれ、局面の危険
には、崖面の二次的な崩落、落石などが、環境の危険には、
上流からの土石流などが含まれる。
土砂災害地における消防活動に関する技術支援として
は、2004 年新潟県中越地震時に発生した長岡市妙見の崩
壊地において土木研究所の研究員による例がある脚注２）。
限られた時間と空間の中で、崩壊地の地形状況（二次的
な崩壊のありそうな領域と、その影響が及びそうな領域
の評価）、地質状況（風化や劣化の進行状況）、堆積物の

状況、落石の発生状況について検討された。
災害対応に対する技術支援にあたっては、時間の制
約、利用できる資源の制約、情報の混乱、心理的圧迫に
伴う視野狭窄などの条件下で調査と考察を行う必要があ
り、通常の災害調査とは様相が異なる。不可視で時間的
に変化する地下の状態を、その時点での情報に基づいて
推測すること、質的・量的に変化する情報と状況の変化
に伴い推測内容を逐次変更すること、の２点が求められ
る。本稿で述べることは、各時点における著者らの見解
である。推測が含まれる以上、客観的ではないところも
ある。また、その後の情報の追加や変化、考察の深化に
伴い、変更が必要な点もある。しかし、ここでは記録と
して、そのまま記載する。

２．広域調査

2.1　目的と着目点
14 日夜に仙台市消防局航空隊基地において当日撮影さ
れたヘリテレのVTRを見ておき、15 日朝、図１に示し
た航路で、同隊ヘリコプターにより広域調査を行った。
仙台市若林区荒浜の航空隊基地から被災地まで約 65km、
被災地内では約50kmの経路を調査し、花山中学校に着陸・
降機した（飛行時間約 80 分）。東栗駒山山頂の雲を除き
視界はよく気流は安定していた。調査の着目点は次の通
り。

岩手・宮城内陸地震における斜面災害地での技術支援について

新井場　公徳、田村　裕之、杉井　完治、喜多　洋樹

（平成 21 年 1月 5日受理）

技術報告

平成 20 年岩手・宮城内陸地震によって発生した土砂災害地において実施された捜索救助活動に対し、
消防研究センターが行った技術支援の内容について報告する。我々は、ヘリコプターによる広域調査、
熊倉崩壊地及び行者滝周辺の土砂災害集中地域における捜索救助活動の危険性評価及び軽減策の提言
を行った。その際の調査の着目点と内容、調査結果とそれを基とした危険性に関する考察の過程につい
て記述した。また、より正確で客観的な危険度評価に必要な技術的な課題や、より効率的で安全な捜索
救助活動を可能ならしめる為に有益な技術開発について考察を行った。

　
脚注１）この用語は一般的ではないが、著者らは他に適当な用語を見つけられなかったのでこの様に表現する。
脚注２）崩壊発生後約 90 時間後に捜索救助活動が実施され、２名を救出（うち１名は生存）、１名を発見（救出できず）。
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⑴　全体状況の把握
どのような地形でどのような災害が発生したのか理解
する。これは、今後どのような現象が起きうるのかを考
察するための基礎となる。
⑵　天然ダム調査
中山間地の地震後の二次災害としては天然ダムの決壊
による土石流が懸念される。天然ダムの有無、規模等に
ついて調査する。
⑶　崩壊地の精査
捜索救助活動が継続していた３つの現場について、周
辺の地形、亀裂等の有無を調査し、二次的な崩壊が生じ
る素因がないかを調べる。
2.2　結果
⑴　全体状況
台地を浸食する谷壁で浅い崩壊が頻発していた（図２）。
丘陵上には深いところで数十ｍに達するであろう深い崩
壊も見られ、長距離流動しているものもある（図３）。全
体として沢や地表に水は少ない。なお、崩壊の分布状況
については、八木他（2008）２）が詳しく判読している。
⑵　天然ダム
いくつか見つかったが、沢の水が少なく、この時点で
は水を多くためたものは見られなかった。例を図４に示
す。

図１	　広域調査の航路図（背景は国土地理院よる災
害状況図３））

図２	　沢の上流部で表層崩壊が高密度に発生してい
る状況（腰抜け沢付近）

図４　天然ダムの例（湯ノ倉温泉付近）

図３　大規模な崩壊と土砂流動（一迫川小河原地区）
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⑶　活動地点の状況
３つの現場のうち、熊倉（図 1Ａ）、湯浜峠（同Ｂ）の
２つは表層崩壊であった。背後の斜面は小さく、二次的
崩壊の素因となる地すべり地形や地下水が豊富な様子は
見られなかった。亀裂等も見つからなかった。もう１カ
所の駒ノ湯温泉（同Ｃ）は、その時点で報告されていた「対
岸斜面が崩れてその土砂に襲われた」のではなく、約５
km上流の崩壊が誘起した土石流によるものであった（図
５）。崩壊源には残雪が見られ、融雪水の関与が疑われた。
山頂付近の緩斜面の浅い崩壊で、大規模な再崩壊の危険
は低いと考えた。沢沿いに飛行し、流路内に取り残され
た土砂の量、せき止めの有無、渓岸の亀裂の有無につい
て調べ、これら二次的な土石流の発生素因となるものが
無いことを確認した。

３．熊倉崩壊地における技術支援

3.1　現場の状況
降機後、熊倉崩壊地（図６）での活動の技術支援を行っ
た。急斜面上で作業中の方の３名が地震時に崩壊に巻き
込まれた現場である。高さ 100 ｍを越える崖で脚部は川
であった。地質は下から、軟弱な白い凝灰岩、亀裂が多
いやや濃い色の溶結凝灰岩、白い凝灰岩（緩斜面）、その
上に溶結凝灰岩であった。目撃者の話から要救助者のお
およその位置が推定され、14 日のうちに２名の方が発見
された（地表に体の一部が露出）。残り１名の方について
もその周辺と見られていた。
環境危険として、上流の天然ダムの決壊による土石流
が考えられた。切迫した危険は航空調査からは見つから
なかったが、現地では継続して確認できないので、市、
県に情報を要請するように助言した。

局面の危険性について分析するため、全体像の観察、
作業地点での観察を行った。また、通りかかった地質コ
ンサルタント会社の技術者の方が提供して下さった周辺
地質状況に関する情報も参考とした。調査の着目点は次
の通り。
⑴　遅れて破壊する現象の素因がないか
・粘性な性質の地質ではないか。
・過去にゆっくり動いた形跡はないか。
・材料が時間とともに劣化する性質を持っていないか
⑵　本震時と状況が変わっていないか
・地下水の状況が本震時と変わっていないか。
・捜索作業による地形の変更の影響
・亀裂の分布、ズレや開き具合
観察と考察の内容の詳細は 3.2 にまとめた。
概要としては、局面の危険性は小さいと判断した。一
部に、危険な事態にいたる可能性は非常に低いものの、
警戒した方がよいと考えられる部分があったため、これ
らに対する警戒策を呈示した。なお、待避方法はすでに
設定されていた。以上を元にこの斜面内において安全な
活動が十分に可能であると考えた。ただしリスクを評価
することは難しく、「自分が 1日この場所にいることに不
安を覚えない」という表現になった。

3.2　調査及び考察の詳細
⑴　地形状況
図７は活動地点を調査中のもので、崩落した堆積物の
最も上部にあたる。この地点までは、倒木と岩石からな
る乱雑で空隙の多い堆積物（図８）を河原から約 20 ｍよ
じ登る必要があった。この乱雑な堆積物の傾斜は平均す
ると約 45 度であった。

図５	　駒ノ湯の災害発生地点と土石流の崩壊源	
（矢印先）

図６	　熊倉崩壊地の概観　写真左手の上の矢印
はゆるんだ土塊を、下の矢印は地下水の湧
き出し点を示す。
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捜索地点周辺は岩や樹木を含む細かな土が約 25°の傾
斜で堆積していた。これよりも斜面上部は凝灰岩が露出
している。その傾斜は徐々に急になり、約 30 ｍ上からは
溶結凝灰岩の崖になる（図９）。さらに斜面上方について
は、踏査できなかったが、離れて観察した結果から、お
およそ同様な地質が繰り返されているものと考えられた。
図９に矢印で示した部分では溶結凝灰岩層が塔のよう

に少し飛び出している。同様な地形が向かって右にも存
在した（図９には写っていない）。この下部は稜線状に細
粒凝灰岩が盛り上がっていて、これが何らかの影響で変
形した場合、塔が倒れ込むことが考えられた。そのよう
な事態に至る可能性は低いと思われたが、念のため、こ
の支持部分に変状が生じないかどうか、推移を監視する
必要があると判断した。
⑵　地質・土質状況
最下部の乱雑な堆積物は岩で支持されていた。前日か
らの活動のためのと考えられるが浮き石はあまりなかっ
た。また、上部で掘削した土砂を下へ投げ落としていた
ため、落石痕は不明だった。
その上部で露出している白色の凝灰岩は細粒で密度が
低く、強度は非常にもろかった（指で圧砕できる）。その
ためすべりやすく、この部分は登ることはできなかった。
溶結凝灰岩部へは到達できなかったが、観察したところ
では亀裂に富む岩盤で、崩落時に生じたと思われるゆる
みが随所にみられた。大きな余震時には落石が発生する
可能性が考えられた。
いずれの地質も数日の時間スケールで粘性的な変形を
するものではない。後背斜面が小さいこともあり、全体
として二次的な崩壊の可能性はほとんど無いと考えられ
た。一方、崩壊時に生じたと考えられる開口亀裂やズレ
を伴う亀裂が見られた（図 10）。これらによって区画さ
れた部分が剥がれ落ちてこないか、注意は必要であると
考えた。
⑶　水理状況
斜面左手中腹には、はらみだして亀裂が入っている土
塊（図６左の上の矢印）があり、破壊されたもののかろ
うじて斜面に残っているものと見られる。図６左の下の
矢印で示した点からは地下水が流れを形成して湧いてお
り、力のバランスが変化し続けている可能性があった。
活動場所と離れており活動地点に直接影響を与えるもの
ではないが、この下には入らない方がよいと考えられた。
また、その地点以外にも溶結凝灰岩と細粒凝灰岩の境界
から水がしみだしている部分があった（図６では白い地
層に色が濃く見えている部分）。そのほかの部分では、崩
壊時には湿潤であったはずのものが、約 24 時間の間に
かなり乾燥していた。細粒凝灰岩部では、乾燥したあと
に湿潤した場合には変形（スレーキング）が懸念された。
雨が降るなどして再度湿潤した場合には注意が必要と考
えた。溶結凝灰岩部では、浮き石と岩盤の間の水分の表
面張力による見かけの固着力が減少し、落石が増えるこ
とが考えられた。
⑷　危険度評価
以上の調査結果を基に、危険度評価とその対策をまと
めた（表１、図 11）。

図７　救助活動地点付近の状況

図８　崩壊最下部の乱雑な堆積物の状況

図９　捜索地点から上部の溶結凝灰岩の崖の状況
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崩壊した斜面に続く地形の状況、水理の状況から、斜
面全体が二次的に崩壊する確率はほとんど無いと判断し
た。落石が増えるようであれば、警戒することとした。
活動地点の上部に急崖があり、その脚部の細粒凝灰岩に
ついて、余震や乾燥により変形が累積して転倒に至る可
能性が、低い確率ではあるが懸念された。活動地点から
監視することとした。また乾燥に伴い、余震時に発生す
る落石が増えることも考えられた。
3.3　その後の推移
我々の到着時には上流で天然ダムが崩壊したという情
報が流れており、撤退中であった。それが取り消された
ことから、活動が再開された。調査及び評価結果につい
ては、活動隊の隊長及び隊員に活動地点にて伝達した。
その後、状況の推移や調査・分析に漏れがないかを確認
するため活動地点にて観察を継続した。
消防隊員は軟弱な地盤の急傾斜面上というすべりやす
い環境下でエンジンカッター、スコップ等を用いて精力
的に倒木や岩の除去、掘削を行った。しばらくして、図図 10　捜索地点近くのずれを伴う亀裂

図 11　熊倉崩壊地の調査結果のまとめ

    

 
 

  
 

 
  

 
 

 
  

 
   

表１　熊倉崩壊地における危険度評価結果
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６左側の地下水の湧き出しが増えたという指摘が前日か
ら活動している隊から出た。確認に行くと確かに調査時
点より水量が増えたようであった。一旦乾燥した細粒凝
灰岩中の亀裂への浸透に伴うスレーキングや力のバラン
スの変化が懸念され、危険と判断した。活動の打ち切り
を進言した。
翌 16 日には再び現地へ入った。状況を調査したが、大
きな変化はなかった。表面では乾燥が進行し、落石及び
スレーキングによる変形の危険性が高いと判断した。こ
の日は無人重機が自衛隊及び国交省から投入され、これ
を活用しての作業となった。

４．行者滝周辺における捜索救助活動の状況

4.1　現場の状況
17 日には行者滝（図 1Ｄ）周辺の活動への技術支援を
要請された。この地域は 15 日には活動がなく、広域調査
は行っていなかった。16日夜に航空写真を県庁へ照会し、
関係各位のご尽力により自衛隊が撮影した写真を送って
頂いた。これは現場の様子を俯瞰的につかむのに役立っ
た。
現場では複数の車が見つかっているものの釣り人など
が行方不明であった。捜索範囲は絞り込まれておらず、
沢沿いを中心とした捜索が行われ、よく釣りがされてい
たと証言のあった範囲では掘削を伴う重点的な活動が行
われていた（図 12）。
行者滝周辺では複数の沢が合流しており、各沢の上流
では土砂災害が数多く発生している模様であった。行者

滝では、滝を形成する岩盤の右岸部で岩盤が崩落し、滝
が２つの流れとなっていた。滝の上部にはその上流で発
生した大規模な崩壊の土砂がたまっており、流路は確保
できているものの、上流には水がたまっている状況であっ
た。
重点的な捜索が行われている場所は、行者滝の下流約
300 ｍの柳沢沿いの崩壊地であった。この局面の危険性
について分析するため、全体像の観察、作業地点での観察、
崩壊地上部の観察、行者滝周辺の調査を行った。調査の
着目点は熊倉崩壊地のものと同じである。
また、上流で土砂災害が発生していると見られ、また
発生から時間が経過しているため、天然ダムの崩壊の危
険について懸念されたため、可能な範囲で検討を行った。
さらに、関係機関の資源の利用（情報の共有）、長期的な
災害対応に必要な態勢の確保という観点から、土木関係
の部署に技術支援を要請した。
観察結果と考察の詳細は 4.2 にまとめる。
概要としては、局面の危険性が大きい領域があり、そ
の領域への立ち入りについては非常に危険との判断をし
た。小さい領域については活動が継続可能と考えた。また、
環境危険については現地では十分に評価できなかったた
め、広域な監視体制が必要との助言を行った。
4.2　調査及び考察の詳細
⑴　局面の危険について
重点捜索が行われている行者滝下流の崩壊は土石流堆
積物と見られる岩を含む細粒土砂の崖であった（図 13）。
時折落石があるとのことであった。乾燥に伴いその頻度
増が予想された。倒木の中には根が崖に残っているよう
に見えるものがあった。力をかけると崖に含まれている
岩の落下がありうる。以上のことから、崖直下は非常に
危険であると判断した。
崖面の一部に亀裂らしきものが見え（図 14）、その上
の林内に陥没が見られた。崩壊時にわずかにすべった可
能性があると考えた。この様な場合によく見られる上部
の亀裂や段差が見られなかったため、確定的な判断はで
きなかったが、この部分は監視が必要と考えた。万一、

図 12	　行者滝下流の重点捜索箇所。崩壊の頭部
から見下ろした状況。

図 13	　捜索箇所から見た崩壊源である土石流堆
積物の崖
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再度移動した場合でも土砂の到達範囲を考えると、捜索
中の対岸へは、仰角で 30 度よりも遠いため、土砂の到達
はほとんど無いと考えられ、活動は継続可能と判断した。

崖面の亀裂部分を重点的に監視し、複数の落石や水の湧
き出し等が見られた場合には沢から待避することが適当
と考えた。
行者滝上流では斜面崩壊による土砂が渓流を一部閉塞
していた。土砂の下流は滝の岩盤に支えられていること、
流路があり水位が低いこと、斜面崩壊を調査したところ
拡大危険が低いことから、その時点では決壊の危険性は
低いと考えた。この崩壊の拡大危険が低いという判断は、
この大規模崩壊の崩壊面（図 15）からわき出している水
がほとんど無く乾いていること、崩壊面に亀裂等がない
こと、粘性な地盤ではないことから下したものである。
行者滝の上面の滝の落ち口には図 16 の通り、岩盤で土
砂が支えられていた。可能性は低いが、流木や岩が落下
した場合に、下流に泥流の様な流れが発生することが考
えられ、注意が必要と考えた。落ち口の監視をするとと
もに、沢沿いに滝に近づくことは危険と判断した。なお、
重点的な活動地点までは約 300 ｍあり、傾斜の緩い渓流
を流下する土石流としては非常に過大な速度だが万一秒
速 10 ｍの流れが発生したとしても 30 秒の猶予があり、
監視により安全が確保できると考えた。
⑵　環境の危険について
環境の危険性については、柳沢上流に天然ダムがある
と想像された。上流方向へは道路が大規模な崩壊によっ
て破壊され、ほとんど進めない状況であった（図 17）。
また、活動地点よりも約 300 ｍ下流で合流する支流（御沢）
の上流には、巨大な柱状節理岩盤の崩壊（図 18）が見え、
下流の流れは極端に少なく澄んでいたため、直接確認は
できなかったが、完全なせき止めが生じていることはほ
ぼ確実であった。これら２つの沢の上流の状況について、

図 16　滝の落ち口で岩や流木が捕捉されている状況
図 17	　大規模な崩壊によって道路が閉塞され、

堆積物中を進む状況

図 15	　行者滝上流に土砂をためた大規模崩壊の
源頭部。地下水の湧き出しはわずかで、乾
燥している。

図 14	　行者滝下流の崩壊面の状況。２つの矢印
の間にはっきりはしないが亀裂らしきもの
が続いているように見える。
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同地で活動していた自衛隊の方に、航空機による定期的
な観察を要請した。また、土木部で進んでいるであろう
調査の結果を県に依頼した。
⑶　他機関からの情報収集など
すでに発災から時間が経過し、河
川管理者等による調査が進んでいる
ものと想像された。また、災害対応
の長期化に伴い、県庁や市役所の関
係機関との連携態勢の構築が必要に
なると考えた。そのため、市役所や
県庁、東北地方整備局等に、天然ダ
ム等の状況についての情報提供、関
係機関による危険性評価について支
援を要請した。
市役所では要請に応え、独立行政
法人土木研究所に専門家派遣の要請
を出し、17日夕方に現地に専門家２
名の派遣を受けた。天然ダムの崩壊
由来の土石流を警戒するための監視
の必要性、必要箇所への伸縮計の設
置、擁壁の傾動（図 19）等地すべり
のような変形が見られる箇所の指摘な
ど、非常に有益な助言をいただいた。

図 18　御沢上流の崩壊とせき止め状況 図 19	　土木研究所研究官による調査。擁壁が立
ちすぎており、斜面が動いたことを調べて
いる。この前には駐車せず、あまり滞在し
ないよう助言される。

図 20　行者滝周辺の災害状況のまとめ

表２　行者滝周辺の捜索活動における危険度評価結果
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以上の結果を地図上にまとめると図 20 のようになり、
危険度評価内容を表２の通りまとめた。

５．考察

⑴　調査のための技術
熊倉崩壊地や行者滝捜索現場の崩壊地は、地盤が露出
しており、我々が開発中の崩壊面の変形監視装置１）を運
用すれば、二次的な崩壊の前兆的な変形が観測できる可
能性が高かった。現有の器材を熊倉崩壊地へ持ち込んだ
が、崩壊面の規模が大きすぎ、測定距離不足のため運用
ができなかった。高速で長距離型の装置を用いて開発を
進める予定である。測定手法としては我々の着目した方
法が利用可能であると考えられた。但し、設置地盤とし
ては、河原や崩土、水田など非常に軟弱な地盤となるた
め、器材の傾斜に関する補正が必要であると考えられた。
現在、そのための技術を検討している。
熊倉崩壊地では地下水の湧き出しが生じていたが、そ
れを監視しなかった。もし測定していれば、その量の変
化について客観的に知ることができ、判断の役に立った
であろう。かつて赤外画像による地下水わき出し量の推
定手法について検討したが３）、日射があると測定ができ
なかった。耐環境性のある簡易な測定方法について、今
後検討したい。
⑵　局面の危険性について
各作業箇所で、傾斜等により物理的に人が入れない場
所、危険のために人が入ることが困難な場所の調査や捜
索のため無人の器材があると良かったと考えた。特に図
18 のような大規模な崩壊地では、空隙が大きいため救命
の機会があるが、全ての岩を除去するのはほとんど不可
能である。効率的な生存者捜索を行い、対象を絞った救
助活動が必要であろう。規模を考えると地表から器材が
入る範囲を人手で捜索することは現実的ではない。自律
して堆積物中に入っていく捜索器材を群として用い自動
的に運用するシステムが必要である。また、次の段階と
して、要救助者が見つかった場合に、安全に岩を除去し
ていくための管理技術が必要であると考える。
⑶　環境の危険性について
今回の行者滝周辺のように、土砂災害が頻発しかつ道
路が破壊されていると、調査範囲が限られてしまい、環
境の危険性が現場では把握できない。熊倉崩壊地では、
天然ダムが決壊した、という情報が２度流れた。幸い誤
りではあったが、情報が流れてきたことは評価すべきで
あろう。
環境危険を評価するためには広域調査が必要である。
地震後の天然ダム調査は、早期に実施されているが、17
日の段階では、行者滝周辺については調査結果を得られ
なかった。そのため最先着の隊は自分たちの環境を客観

視できるような技術が有効である。航空機による定期的
な写真撮影の要請や、模型飛行機４）、５）のようなものの運
用が想定される。環境危険につながる素因を見つけ出し
た場合には、場所を指定して関係機関に評価を依頼する
ことにより、調査箇所の優先づけや重点化などが期待で
きる。
今後の技術的課題としては、地上から到達できない場
所に天然ダムが見つかった場合に、何をどう計れば、崩
壊に対する切迫性を知ることができるか、ということが
あげられる。
なお、消防機関内では、この報告に取り上げた災害地
について「熊倉」や「行者の滝」という呼称で呼ばれて
おり、我々もそれを用いた。しかし、他機関との連絡に
おいて、意思疎通に障害を生じたことがある。沢や河川
名などの同定、緯経度などの利用が必要である。
これに関連して、国土地理院による被災地周辺の地形
図が 16 日には栗原市消防本部まで届いていたことに注
目したい。関係機関が同じ地図を用いることは非常に有
効である６）。今回我々はこの地形図を活用しなかったが、
今後は活用をはかる必要があると反省している。
⑷　助言内容の妥当性に関する考察
応用地質株式会社によれば、今回の地震で大規模に活
動した荒砥沢地すべりにおいて採取された細粒凝灰岩の
スレーキング試験を行ったところ、同強度が低いことが
示されている７）。熊倉崩壊地における岩が、これと同じ
程度のスレーキング強度とは限らないが、程度の差はあ
れ同様な性質を有する可能性は高い。そのため、初めて
地表に露出しその後乾燥した斜面で地下水湧出量が増え
た段階では、危険と認定することは誤りではなかったと
考える。
一方、この崩壊地を５ヶ月後に見たところ、斜面左手
の崩れのこりの部分には崩れが生じていたが、他の部分
には大きな変状はなかった。結果論ではあるが、この崩
壊地における危険性を過大評価していた部分があると言
える。では、何に着目すれば、その過大さを少なくして
いくことができるのであろうか。例えば、素因としての
危険性ではなく、危険な事象が発生しつつあることを覚
知することを判断基準とすることも考えられる。具体的
には、スレーキングによる破壊の場合は変形の覚知と言
うことになろう。しかし、覚知から破局的な現象の発生
までに時間がないと考えられる場合には、どのように考
えればよいか、現時点では答えが出ない。今後の大きな
研究課題としたい。

６．おわりに

災害はそれぞれ独自の様相を有し、一般化は難しい。
他の災害に敷衍できるとは限らないが、一つの事例とし
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て、岩手・宮城内陸地震の二つの土砂災害地における技
術的判断の道筋について記した。本報告で示した調査及
び考察内容を一般化すれば、次のように言える。
・活動地点からだけではなく遠望や上方から観察した。
これは調査を確実に行う上で有効であった。

・対象を、地形・地質（土質）・水理などに分けて観察した。
これは、考察を多角的に行うために必要である。

・危険性をその空間的大きさに分けて考えた。現場では
評価しようもない危険性もあり、情報を集める或いは、
要請する事も必要であると感じた。
観察した事柄、考察の内容について、なるべく忠実に
記載するよう努めたが、その後得た情報に伴い、変化し
てしまった部分もあるかも知れない。また、ある研究者
からは、災害対応という不確定な状況における判断を正
確に記述できるか、さらに、正確に理解されるか、とい
う疑問も呈された。とはいえ、記録を残しておかなけれ
ば次の段階へ進めないと考え、この報告を作成した。安
全で効率的な捜索救助活動を考え実施していく上で役に
立てば幸いである。

活動中、次に記す機関に所属する方々から貴重な情報・
助言を頂いた。感謝と敬意を申し上げます。㈱復建技術
コンサルタント、国交省岩手河川国道事務所一関出張所、
土木研究所。活動にあたっては、栗原市消防本部、仙台
市消防局、さいたま市消防局、千葉市消防局、宮城県、
陸上自衛隊、消防庁防災課の皆様から支援を頂いた。感
謝します。
末筆ながら、今回の災害で犠牲になられた方のご冥福
をお祈り申し上げます。また、ご家族の方々に心よりお
見舞い申し上げます。
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Report of technical assistance to the rescue operation in damaged site by 
sediment related disaster caused by The Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake 

in 2008 

（Abstract）
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This report describes details of the technical assistance activity done by National Research Institute of Fire and 
Disaster during search and rescue operation of fire brigades after 2008 Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake.    We conducted 
aerial investigation with a helicopter and field investigation in two sites of sediment-related disasters.   One site is the rescue 
site where one person was missing in a deposit of surface failure and the other is the searching site where many landslides 
had occurred and plural person was reported missing.   Potential risks of secondary disaster were analyzed and mitigation 
measures were suggested depends on the result of investigations.   Results of these investigation and process of analysis 
were presented in this report.   Technical problems whose solution will enhance us more reliable and objective risk analysis 
and desirable technologies which will make the search and rescue operation in a landslide site safer and more effective are 
discussed.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.106（2009）
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１．はじめに

2003 年十勝沖地震では、石油タンク火災２基、浮き屋
根・浮き蓋沈没７基などの甚大な被害を被った。石油タ
ンクのスロッシングによる被害を全くなくすことは、構
造的耐震性を高めることで不可能ではないだろうが、現
時点ではコスト的に成立しにくい。そこで、被害の軽減
を図るための耐震強度向上等の予防的方法と併せ、応急
対応を効率的に行うことによって、被害を極小化するこ
とが考えられる。
1983 年日本海中部地震直後に出された通達１）では、「自

衛消防体制の整備、消火設備の維持管理の一層の徹底を
図る。本震による出火がない場合でも余震に備えて消火
設備の起動試験、化学消防自動車の出動準備等の措置を
とる。地震によっては溢流が避けられないことがあるこ
とから、引火防止、溢流危険物の拡散防止等を図るため
の可燃性蒸気の濃度測定、泡放射による流出油面の被覆、
土嚢積み等の措置を直ちに講ずること」が挙げられてい
る。2003 年十勝沖地震後においては、「効率的なパトロー
ルの実施、職員の非常参集、人員、資器材の効率的運用等」
も掲げられた２）。
このような措置をできるだけ迅速・的確に行うために
は、まず地震直後にどのタンクでどのような被害が発生
し得るのかを即時的に判断し、それに基づいた効率的な
点検、対応を行うことが重要である。この目的のために、
地震動観測記録に基づくリアルタイムシステムが構築さ
れてきている３、４）｡ しかし、地震記録が得られた後での
情報周知には通信の輻輳による遅延が考えられる。例え
ば、消防研究センターが試運用している被害推定結果の
メール配信システム５）では、殆どの場合には発震後 10
分以内で受信できているが、2008 年 7 月 24	日午前 0	時
26 分頃発生した岩手県沿岸北部の地震（地震規模Ｍ 6.8、
最大震度 6 弱）では、約 50 分後の午前 01 時 14 分に被
害推定結果を受信している。その遅延の理由は不明であ
るが、より確実な周知のためには、大地震直後に懸念さ

れる通信の輻輳が始まる前のより早い段階で情報発信で
きることが望ましい。そこで、2007 年から運用が開始さ
れた緊急地震速報のスロッシング予測への利用可能性に
ついて検討を行ったので報告する。

２．緊急地震速報とは

緊急地震速報は “地震の発生直後に、震源に近い地震
計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模を
直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時
刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる情報” ６）

である。緊急地震速報を有効に活用するためには、でき
るだけ迅速、正確に情報を周知させることが必要で、そ
のため、最も早く地震波を検知した地震計でまず震源情
報の推定を行い、地震規模や推定震度が設定基準を超え
た場合に第 1報を発表することになっている。その後時
間の経過とともに地震波を検知する地震計が増える度に、
計算を繰り返して第 2報以降を発表する。
緊急地震速報には一般向けと高度利用者向けがある。
高度利用者向け緊急地震速報では、地震の発生時刻、地
震の発生場所（震源）の推定値、地震規模の推定値の他、
推定される最大震度が震度４以上のときは、地域名に加
えて、震度５弱以上と推定される地域の揺れの大きさ（震
度）の推定値（予測震度）、その地域への大きな揺れ（主
要動）の到達時刻の推定値（主要動到達予測時刻）が発
表される。
一方、2007 年 10 月 1 日から開始された一般向け発表
においては、地震波が２点以上の地震観測点で観測され、
最大震度が５弱以上と推定された場合に、地震の発生時
刻、発生場所（震源）の推定値、地震発生場所の震央地名、
強い揺れ（震度５弱以上）が推定される地域及び震度４
が推定される地域名（全国約 200 地域）が発表されるが、
具体的な震度と猶予時間は発表されない。
気象庁からの緊急地震速報の周知方法の一つとして、
衛星を介する消防庁全国瞬時警報システム（J-ALERT)
がある。例えば、2008 年岩手・宮城内陸地震での

緊急地震速報に基づくリアルタイムスロッシング予測

座間　信作、遠藤　真

（平成 21 年 1月 13 日受理）

技術報告
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J-ALERTによる第 7報の受信データは以下 ( 左）の通り
である。ここで、各行の右にはその意味を示してある。
CNT，07	 第 7 報
EID，20080614084350	 	最初の地震波検知時刻

(2008年6月14日8時43分50秒）
DATETIME，080614084345	 	発震時	

（2008年6月14日8時43分45秒）
POSITION，390、1409	 	震央	

（北緯39.0°東経140.9°）
CENTER,	213,	010,	69,	6+	 	震央に最も近い計算地点、

深さ10km、M6.9、予想震度	
6 強

EBI001、213，6+，//////	 計算地点、震度 6強
EBI002、220，6-，//////	 計算地点、震度 6弱
EBI003、233，6-，//////	 以下同、略
EBI012、210，04，084414	 	計算地点、震度４、	

到達時刻（8時44分14秒）
EBI013、243，04，084416	 以下同、略

３．緊急地震速報を用いたスロッシング予測の考え方

前章で述べたように、高度利用者向け緊急地震速報は
震央、深さ、地震規模（Ｍ）、決められた地点の予測震度、
到達予測時刻からなり、時々刻々発表される。地震動の
強さの一指標である震度は、Ｍと震源距離Ｘの関数とし
て与えられる距離減衰式を用いて算出される工学的基盤
における最大速度に地表地盤の増幅度を乗ずることで地
表での最大速度を計算し、震度に変換することで与えら
れる７）。
一方、石油タンクのスロッシングの励起に係わる長周

期地震動に対する距離減衰式については、研究例が極め
て少ない。ここでは、座間 (2000）８）が提案している手
法を採用する。そこでは、長周期地震動が主に表面波か
ら構成されているとし、その励起 ( 震源）と伝播経路の
影響を考慮することが必要という認識に基づき、地震地
体構造区分ごとに地震記録を分析して距離減衰式を与え
ている。震度を求める際に用いられている距離減衰式で
は、実体波（主に S波）を対象としており、震源から工
学的基盤（S波速度～ 400m/sec）までの減衰特性は、地
域に依らず距離の関数で与えられている。しかし表面波
を対象とした場合には、震源域と観測点の組み合わせご
とに減衰特性（伝播特性）が大きく変わる場合があるこ
とが知られている９）。そこで、地震観測記録に基づいて
決定される地域特性(周期の関数）をデータベースに持ち、
Ｍと震央距離ｒの関数である標準距離減衰式をその地域
特性で補正するという考え方をとる。具体的には以下の
通りである。
スロッシング最大波高等は速度応答スペクトルでほぼ

規定される 10）。この速度応答スペクトルを与える標準距
離減衰式Fc は、以下のように与えられる８）。
海溝型地震に対して：
Fc(T)	=	4.8･10	0.5M	-	1.5	exp(-α・r)	/	r0.5

	 (6.9 ≦ M)	 ⑴
Fc(T)	=	4.8･10	1.25M	-	6.7	exp(-α・r)	/	r0.5

	 (6.2 ≦ M<6.9)	⑵
Fc(T)	=	4.8･10	0.5M	-	2.1	exp(-α・r)	/	r0.5

	 (M<6.2)	 ⑶
内陸地震に対して：
Fc(T)	=	4.8･10	0.5M	-	2	exp(-α・r)	/	r0.5

	 (6.8 ≦ M)	 ⑷
Fc(T)	=	4.8･10	0.6M	-	2.76	exp(-α・r)	/	r0.5

	 (6.4 ≦ M<6.8)	⑸
Fc(T)	=	4.8･10	0.9M	-4.68		exp(-α・r)	/	r0.5

	 (M<6.4)	 ⑹
ここで、α=0.001km－１。
Fc(T) と観測スペクトル Fo(T) の比の平均を地震地体
構造区分と観測点ごとに求め、これを地域特性R(T) とす
ると、対象とする地震 [M、ｒ ] に対しては、Fc(T,	Ｍ ,	ｒ )・
Ｒ (T) によって簡単に速度応答スペクトルを得ることが
できる。

４．長周期地震動の地域特性のデータベース化

4.1　データ
1995	年兵庫県南部地震以降、K-NET	に代表されるよ
うに極めて多数の強震計が設置されてきている。しかし、
加速度計であるため、ほとんどの場合、記録長は 1	分程
度であり、主に表面波からなるやや長周期地震動の解析
には不十分といえる。なお、最新の強震計 11）では十分な
記録長と分解能をもっているが、利用できる観測データ
は少ない。そこで、ここでは周期５～６秒の固有周期を
持つ気象庁一倍強震計の記録に着目する。一倍強震計は
1950 年から約 40 年間、日本全国の多くの気象官署に設
置されていたことから、全国のやや長周期地震動の地域
特性を把握するには非常に適している。用いた地震記録
は、各官署に保管されている 1950 年以降の永久保存対象
となっている一倍強震計記録のうち、最大振幅が記録紙
上 1㎜以上でかつＭが６以上、震源深さ 60km	以下のも
のの等倍コピー、およびマイクロフィルムの等倍焼き付
けされたものである。
4.2　地域特性と長周期地震動予測
図１に、気象庁 (1990)12）が東京の強震記録を纏める際

に採用した 13 の地震地体構造区分（地震の起こり方が共
通すると考えられる震源地区分）およびデータベース化
の対象とした 35 の気象官署を示す。ある観測点 i におい
て、震源地区分 j 内の地震に対する、平滑化された観測
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加速度フーリエスペクトルFo(T) と Fc(T) との比の平均
値と分散を地域特性Ｒ ij(T) とし、35（観測点）×13（震
源地区分）のＲ ij(T：2 ～ 20sec) に関するデータベース
を作成した。なお、ここでは平滑化された加速度フーリ
エスペクトルが微小減衰の速度応答スペクトルSv に等し
いものとしている。
緊急地震速報で震源座標が与えられたときには、以下

の手順でスペクトルの予測を行う。
１）震源が図 1の地体構造区分のどこに含まれるかを計
算する。

２）該当するＲ ij(T) を抽出する。
３）震源座標と観測 ( ＝予測対象 ) 点座標とから震央距離
ｒを求める。

４）海溝型と内陸型地震との判別および、Ｍから、用い
るべき距離減衰式Fc(T, Ｍ , ｒ）を⑴～⑹の中から選択
する。

５）Fc(T,	Ｍ ,	ｒ）・Rij(T) によってスペクトルを推定する。

５．適用例

ここでは、2008 年岩手・宮城内陸地震（8時 43 分 45
秒発生、Ｍ 7.2、北緯 39° 01.7′、東経 140° 52.8′、
深さ 8km）時の緊急地震速報に適用し、仙台地区コンビ
ナートでの地震観測結果と比較してみた。ただし、注意
すべきは、予測は地震観測点（仙台塩釜港北側）から約
10km 西の気象官署に対してであることである。
表１は気象庁から発信された緊急地震速報 ( 一部）13）

である。第１報は地震発生後約９秒で、その後第 10 報ま

で約 1分間に亘って発表されている。震央の推定位置は、
図２13）のように変化するが第 3報以降は変わらない。一
方、Mは 5.7 から第 8 報以降の 7.0 まで大きく変化して
いる。これらの値を用いて予測した、仙台 ( 管区気象台）
での予測速度応答スペクトル Sv を図３に示す。第 1報
はMが小さいため、最終報と比べてSv は 1桁小さくなっ
ている。図３には、消防研究センターが仙台のコンビナー
ト地区に設置した地震計の記録から得たSv（図中‘観測値’)
も示してあるが、周期 6～ 7秒を除き、8～ 10 報に基づ

図１	　用いた地震地体構造区分 12）と観測点（気
象官署）
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表１　緊急地震速報の例（2008年岩手・宮城内陸地震）11)

図２	　2008 年岩手・宮城内陸地震に対する地震速報
による震央 11）
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く予測スペクトルとほぼ一致する。これらの値からスロッ
シング最大波高ηmax は、次式によって簡単に求めるこ
とができる 10）。
ηmax ＝ D/2g·0.837(2π/Ts)·Sv	 ⑺
ここで、D、	ｇ、Ts はタンク直径、重力加速度および
Dと液高できまるスロッシング固有周期である。
過去の事例では、数 kmしか離れていなくてもスペク
トル振幅が相当異なることが認められる 14、15）。従って、
周期６～７秒での観測と予測スペクトルとの相違につい
ては、地震観測点と気象官署とが 10km 程度離れている
ため、地震動特性が異なることが要因の一つと考えられ
るが、今後の検討を必要とする。

６．おわりに

2007 年 10 月から提供が開始された緊急地震速報を用
いて、石油タンクのスロッシングの迅速評価の可能性に
ついて検討した。適用例で示した岩手・宮城内陸地震の
場合には地震発生の約 36 秒後（第 8 報）の情報を用い
てほぼ観測値を評価できることが確認でき、緊急地震速
報が石油タンクのスロッシング予測に有効であること分
かった。	
１地震に対して何度か発表される緊急地震速報のごく
初期の情報は、この例ではスロッシング予測を過小評価
するため用いることはできないが、第 10 報（最終報）で
あれば、相当の精度で予測が可能である。しかも、最終
報であっても、発震の 1分後程度の遅延であることから、
通信の輻輳に巻き込まれる恐れはほとんどないと考えら
れる。従って、緊急地震速報を用いる場合には、最終報
あるいは第 10 報を目途として利用することが考えられ
る。なお、長周期地震動といえども、数ｋｍ離れた地点
間で大きくその特性が異なることもあるので、予測に用
いる距離減衰式はタンクサイトでの地震観測記録に基づ

くことが望ましい。
また、実用化においては、タンクごとの液高をリアル
タイムに取得し、スロッシング固有周期を計算しておく
必要がある。これによって、浮き屋根に働く応力 16）、内
溶液の溢流量 17）などに関する情報も得ることが可能であ
り、それらの情報を共有することによって、地震直後の
安全確保のための迅速・的確な対応が期待される。
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Real-Time Prediction of Liquid Sloshing of Oil Storage Tank 
Based on Earthquake Early Warning 

（Abstract）

Shinsaku Zama and Makoto Endo

（Accepted January 13,2009）

In order to mitigate damage due to liquid sloshing of oil storage tank such as fire and floating roof sinking in the 2003 
Tokachi-oki earthquake, it is required to conduct efficient patrols and employment of personnel, equipments and materials 
for initial responses. For the purpose, it is important to immediately judge which tanks will be damaged, and to implement 
pertinent inspection.

Then, we investigate the applicability of the Earthquake Early Warning  (EEW) started in 2007, to real-time prediction 
of liquid sloshing of oil storage tank, because the predicted results can be transmitted before communication congestion, using 
empirical prediction method of spectrum at long-period range from 2 to 20 sec. 

Since the predicted spectra for the final EEW agreed well with the observed spectra at Sendai for the 2008 Iwate-
Miyagi Inland Earthquake (M7.2), it is concluded that the EEW is valid for real-time estimation of liquid sloshing.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.106（2009）
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１．はじめに

2003 年十勝沖地震における石油タンクの甚大な被害を
受けて、消防庁では石油タンクのスロッシングを励起す
る長周期地震動が卓越しやすい地域を定めた１）。地域の
選定は、一部を除き石油コンビナート最寄りの地震観測
点 ( 基準点 ) での地震記録を用いた経験的手法２）による
長周期地震動予測結果に基づくものであった。従って、
基準点とタンクサイトにおける長周期地震動特性がほぼ
同じとみなせるか否かについての検証を行なうことが必
要である。
2点間の地震動特性の相違を検討するためには、両地
点で地震観測を行い比較すればよい。しかし、殆どのタ
ンクサイトで地震観測がなされていなかったため、消防
庁 ( 含む消防研究センター）は 2003 年十勝沖地震後、20
箇所の石油コンビナートにおいて速度型強震計による主
に長周期地震動を対象とした観測を開始し、タンクサイ
トと基準点での同時微動測定および地震記録の分析を
行った 3、4）。しかし、地震観測期間は 2年程度と極めて
短く、十分な検討には至っていない。
本稿では、長周期地震動が卓越しやすい地域とはされ

ていないものの、将来の大地震で影響を受ける恐れが危
惧される鹿児島県志布志地区を対象として、地震記録が
十分にないという制限のもとで、基準点 (K-NET 大崎 )
とタンクサイト（Ａ―サイト）との長周期地震動特性の相
違に関する検討を行ったので報告する。

２．微動に基づく検討

近接する 2地点間の長周期地震動特性の比較は、例え
ば同じ地震の記録のスペクトル比をとればよい。そのた
めには長周期地震動を生成する比較的大きくかつ様々な
方位の地震の記録が必要となる。しかし、Ａ―サイトでの
観測は１年足らずで、得られた地震記録は少なく、地震
規模も最大で 5.1 と小さいため（表１参照）、長周期成分

の比較は難しい。ここではまず、間接的ではあるが微動
の利用を考え、Ａ―サイトおよびＡ―サイトから約５km北
に離れたK-NET大崎において同時微動測定を行った。
測定には、速度型地震計 ( ㈱東京測振：VSE-15D）を
用い、計測時間帯は、予期せぬ外乱等により記録が欠測
することを回避するため、深夜 10：00 から翌朝 5：00
までの７時間とした。得られた波形から、車等の人為
的なノイズのないと認められる同時間データ（１フレー
ム 500 秒）を抽出し、高速フーリエ変換して得られたス
ペクトルに対してパルツェンウィンドウ（ウィンドウ幅
0.1Hz）を用いて平滑化を行った。平均スペクトルは、平
滑化した全てのフレームを用いて求めた。なお、水平動
（NS成分とEW成分）のベクトル和は、周波数領域で各
成分の二乗和平方根として算出した。
微動の水平動と上下動のスペクトル比 (H/V) の有用性
については、多くの研究者・技術者によって期待されて
いるだけに慎重に議論する必要があるが、瀬尾５）によれ
ば、微動の主成分が、脈動のようにある特定の方向から
伝播するレーリー波であると仮定できる場合には、微動
のH/Vはレーリー波の特性そのものであり、長周期地震
動特性を反映しているものと考えられている。
図１はK-NET 大崎に対するＡ―サイトの H/V の比を
示したものである。サンプルデータによりばらつきがあ
るが、平均値をみると、周期 4秒以上ではＡ―サイトと
規準点とはほぼ等しい特性となっていることが認められ
る。従って、第一近似的には周期 4秒以上では揺れやす
さの評価に用いたK-NET大崎とＡ―サイトの 4秒以上の
震動特性はほぼ等しいと評価されよう。Ａ―サイトにあ
るタンクのスロッシング固有周期は約 11 秒であるので、
K-NET大崎の記録に基づく評価は容認される。但し、あ
くまでも微動を対象とした解析結果であることから、更
に慎重な検討が必要である。

石油タンクへの入力地震動としての
やや長周期地震動の地域特性に関する検証　―志布志地区－

座間　信作、野澤　貴＊、畑山　健＊＊、岩田　克己＊＊＊

（平成 21 年 1月 13 日受理）

　
＊	鹿島技術研究所、＊＊消防庁予防課、＊＊＊石油天然ガス・金属鉱物資源機構

技術報告
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３．レシーバー関数に基づく地下構造の推定

2 地点間の長周期地震動特性の相違評価へのもう一つ
のアプローチとして、両地点の地下構造の比較を考える。
ここで対象とする石油タンクのスロッシングを強く励起
する長周期地震動は、S波速度約 3km/s の地震基盤以浅
の堆積層の影響を強く受けることが知られている６）。地
震記録の初動部分の検討から、堆積層に起因する PS変
換波（地震基盤に入射したP波が S波に変換して地表に

到達し、P波初動付近の水平成分に現れる位相）が存在
すること、およびPS変換波と直達P波の到達時間差（PS
－ P時間）が堆積層の S波速度構造と相関があることが
指摘され７）、PS － P時間検出のためのレシーバー関数
の適用性についての検討がなされてきた８）。
レシーバー関数は、元々遠地地震の長周期P波から地
殻、マントル上部構造境界から生じる PS変換波や多重
反射波を抽出する方法として考案され、初動部分の水平
震央方向成分を上下成分で deconvolution 処理することで
求められる９）。地下構造は、P、S波速度、層厚をパラメー
タとして得られる変換波の理論走時が、レシーバー関数
から求まる変換波の出現時間を満足するように推定され
る。
ここでは、文献８）に基づき以下の手順でレシーバー関
数を算出した。
⑴　P波初動部に time	window をかける。時間幅は厚い
堆積層のある東京湾岸でのPS-P 時間が 2秒程度ある
ことから４）、それを包含するように 5秒間＋両側 cos
テーパー 1秒間とした。また文献８）では水平震央方向
成分を対象としているが、実際は波線が震源から真直
ぐに到来するとは限らないこと、基盤入射角による走
時差もそれほどは大きくないこと、絶対値をとり重合
することで、抽出可能と考えられることから、水平成
分（EW、NS）をそのまま用いた。
⑵　deconvolution 処理を周波数領域で行う。従って、水

図１　K-NET大崎に対するＡ -サイトのH/Vの比

Ａ-タンクサイト 

発震時 北緯(度) 東経(度) 深さ(km) M 震源地 

2007/5/7 9:29 29.973 130.457 48.7 5.1 奄美大島付近 

2007/5/28 12:39 31.145 131.365 30.0 4.1 大隅半島南東沖 

2007/6/4 3:07 30.086 130.669 60.5 4.3 種子島付近 

2007/6/12 5:30 30.503 130.733 58.6 4.2 種子島付近 

2007/8/12 1:48 30.607 131.575 37.0 4.5 大隅半島南東沖 

2007/9/19 17:38 31.125 131.722 37.0 3.8 大隅半島南東沖 

2007/10/21 2:09 32.193 131.968 20.8 4.3 日向灘 

2007/11/2 23:20 32.093 131.890 23.0 4.0 日向灘 

K-NET 大崎 

発震時 北緯(度) 東経(度) 深さ(km) M 震源地 

1997/3/26 17:31 31.973 130.359 11.9 6.6 鹿児島県北西部 

1997/5/13 14:38 31.948 130.303 9.2 6.4 鹿児島県北西部 

1999/1/24 9:37 30.569 131.290 40.0 6.6 種子島付近 

2000/6/6 23:57 29.356 131.619 28.0 6.2 種子島付近 

2001/3/24 15:27 34.132 132.694 46.5 6.7 安芸灘 

2005/3/20 10:53 33.739 130.176 9.2 7.0 九州北西部 

2005/12/4 1:10 29.214 130.439 68.8 6.1 奄美大島付近 

2006/6/12 5:01 33.135 131.436 145.2 6.2 大分県北部 

表１　解析に用いた地震リスト



消防研究所報告　第 106 号	 2009 年 3 月

― 25 ―

平 /上下フーリエスペクトル比を計算する。
⑶　散乱波等の影響を回避するため、1～ 15Hz のバ
ンドパス処理を行う。この時バンド両側ではcosテー
パー（0.8 ～１Hz、15 ～ 18Hz）を設けている。なお、
文献８）では 1～ 10Hz としているが、本対象地域で
のように堆積層が薄いと思われる場合には高振動数
までを扱った方が分解能が上がると判断した。

⑷　⑶で得られた水平 /上下フーリエスペクトル比の
逆フーリエ変換を行う。

⑸　個々の地震に対して⑴－⑷の処理を行い重ね合わ
せる（重合処理）。
解析に用いた地震記録は、Ａ―サイトに消防庁消防

研究センターが設置した速度型強震計（㈱東京測振製）
によるもの、およびK-NET大崎で得られた記録のう
ち規模の大きな地震の記録である。表 1 に解析に用
いた地震の諸元を、図２に震央位置を示す。また、図
３に地震記録の例を、図４に重合して得られたレシー
バー関数を示す。A―サイトでは 0.17、	0.32、	0.47 秒	あ
たりに、K-NET 大崎では 0.17、0.42、	 0.52 秒あたり
にピークが認められる。図３の地震記録からすると、
上下動と水平動EW成分の初動部（図中丸印）は波形
がよく似ており、P波と PS変換波を示していると考
えられ、その走時差は約 0.5 秒となっており、レシー
バー関数で算出された値とほぼ一致する。その他にも
ピークが認められるが、若干ピークが低いことと、走
時差が大きすぎる、即ち基盤が深くなりすぎるという
判断から、ここではそれらを無視した。
レシーバー関数から地下構造を推定する手法として
は、遺伝的アルゴリズムGA（Generic	 Algorithm）を

図２　解析に用いた地震の震央分布（星印）（左：Ａ -サイト　右：K-NET	大崎）

図３　A- サイトでの地震記録の例
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図４　レシーバー関数（上：A-サイト　下：K-NET大崎）
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用いる方法などがあるが 10）、ここでは求めたレシーバー
関数が地震記録毎に相当ばらつくこと、PS－ P時間が
短いこと、即ち基盤までの堆積層厚が小さいと想定され
ることから、初期モデルとして、A―サイトのボーリング
データを参考とし、フォーワードモデリングによってレ
シーバー関数から求まる走時差を満足する速度構造モデ
ルの推定を行った。その結果を表２に示す。A―サイトと
K-NET大崎とでは、K-NET大崎の方が堆積層はわずか
に（30m）厚い。

４．考察

推定された地下構造モデルから、微動の主成分と考え
られるレーリー波の理論的な H/V を計算し、微動測定
データとの比較を行った（図５（左））。その結果、１次
卓越周期である 0.45Hz（周期約 2.2 秒）付近のピークを
説明できることがわかった。	同様に、K-NET大崎での
微動のH/Vと上記速度構造モデルから求まるレーリー波
の H/V とを比較してみたところ，図５( 右 ) に示される
ように，この場合も 1次卓越周期は推定地下構造モデル
で説明できることが分かった．このことから，両地点で
は表 2で示される Vs ＝ 1.5km/s 層までの構造に大きな
違いがなく、長周期地震動特性に大きな違いはないと考
えられる。

５．おわりに

石油タンクのスロッシングを励起する長周期地震動の
地域特性の検討の中で基準点としたK-NET大崎と、Ａ -
サイトとの長周期地震動特性の相違を確認するため、先
ず長周期帯域の微動の同時測定を行い、水平・上下動ス
ペクトル比を比較した。その結果、周期約 4秒以上では
よく一致していることが示された。さらに、K-NET大崎
およびＡ - サイトでの地震観測記録からレシーバー関数
を求め、それから得られるPS－ P時間を満足する地下
構造モデルを推定した。その結果、堆積層は 200m 程度
と薄く、両地点ではほぼ同じであった。また、地下構造
モデルから計算されるレーリー波の水平・上下動スペク
トル比と両地点での微動のそれとを比較したところ、両
者はよく一致していた。このことから、K-NET大崎での
地震動評価に基づいてA―サイトの地域指定の検討を行っ
たことは妥当であったといえる。但し、卓越周期として
は周期 2秒程度を説明できるだけで、それ以上の周期帯
については評価できているわけではないので、将来の地
震動の定量的予測および石油タンクのスロッシング評価
に資するためには、地震観測を含めた更なる継続的検討
が必要である。
なお、本報の一部は石油天然ガス・金属鉱物資源機構
からの委託業務「陸上タンクに係る戦略的操業管理に関
する技術検討研究プロジェクト（代表：横浜国立大学関
根和喜教授）」で実施された。
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P 波速度 
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密度 
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層厚  
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表２　推定された地下構造モデル（左：Ａ -タンクサイト　右：K-NET大崎）
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Verification of Regionality of Long-Period Strong Ground Motions 
as Input Ground Motions to Oil Storage Tanks – Shibushi District – 

（Abstract）

Shinsaku Zama, Takashi Nozawa*, Ken Hatayama**, and Katsumi Iwata***
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We conducted microtremor measurements and estimated the subsurface structural models at the oil storage tank 
site and at the closest K-NET observatory, based on the receiver functions of seismograms obtained at the sites, in order to 
confirm the difference of long-period ground motion characteristics between at the oil storage tank site and at the closest 
K-NET observatory, where is the reference point to the tank site in the investigation associated with characteristics of long-
period ground motions exciting liquid sloshing of oil storage tanks by the Fire and Disaster Management Agency. 

It is concluded that subsurface structures at both sites are approximately regarded as same, from the comparison 
between horizontal and vertical spectral ratio (H/V) of Rayleigh waves based on the estimated structural model and H/
V of microtremors at the tank site and the K-NET observatory. This means the validity of characteristics of long-period 
ground motions at the tank site, estimated by applying the empirical prediction method for long-period ground motions to 
seismograms at the K-NET observatory located close to the tank site.  
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１．はじめに

超高層建物、長大吊り橋、石油タンク（スロッシング
を対象とした場合）などの長大構造物は減衰が小さいと
いう振動特性を持っていることから、長大構造物の振動
固有周期と等しい周期の地震動を受けた時、その地震動
がたとえ弱くても波数があれば、振動エネルギーが累積
していくため構造物は大きな応答を示す。従って、振幅
の大きさと同様、地震動の卓越周期は長大構造物の地震
時安全性確保のうえで一つの大きな関心事である。ここ
では気象庁 1倍強震計記録に基づき，各官署でのやや長
周期帯域の卓越周期を調査したので報告する。

２．卓越周期

本検討に用いたデータは、「消防庁消防研究センター ,	
気象庁 1 倍強震計記録の数値化データ公開システム」
（http://s-seismo.fri.go.jp/）による変位記録である。1倍
強震計は水平方向の振り子の固有周期が公称値で 6秒で
あり、1950 年から約 40 年間という長い期間稼働してい
ることから、長周期帯域の地震動を扱うには適している。
長周期地震動は主に表面波から構成され１）、周波数領域
で考えると、震源スペクトルと伝播特性との積で表現さ
れる。従って、卓越周期も、震源と伝播特性即ち地下構
造の両者に影響されることになる。
ここで解析対象とした地震の規模は気象庁マグニ
チュード（Ｍ）で 6以上（一部Ｍ５クラスを含む），震源
深さ 60 ｋｍ以浅である。これは、地震の規模がある程度
大きく、また震源が浅い場合に長周期地震動が卓越しや
すいことによる。また、ここでの卓越周期は，記録の数
値化データに計器補正を施して得られる加速度フーリエ
スペクトルの周期 2秒～ 20 秒の範囲で最大となる周期と
した。これは、石油タンクのスロッシング解析では、速
度応答スペクトルを与えることで最大波高を推定できる
こと、低減衰速度応答スペクトルは加速度フーリエスペ
クトルに近似的に等しい２）ことによっている。

解析対象地点は，苫小牧，青森，秋田，仙台，酒田，新潟，
東京，館山，横浜，名古屋，津，大阪，大分，延岡，鹿
児島の 15 気象官署である。それぞれの官署でのデータ数
及び観測期間を表 1に示す。

３．結果

全地点での卓越周期の頻度分布を図１に示す。ただし、
殆どの場合，周期 2秒台が多いので，見やすくするため
3秒から 13 秒までの分布を地点毎のデータ数で除した相
対的な頻度として表している。
名古屋、青森では殆どの記録が 2秒台のため，3秒以
上の頻度は少なくなっている。また、大阪，仙台，津で
は殆ど 6秒以下となっている。その他の地点では幅広く

長周期地震動の卓越周期について

座間　信作

（平成 21 年 1月 19 日受理）

技術報告

観測点 解析対象期間（年） 解析対象記録数 

青　 森 1951-1990 244

秋　 田 1951-1991 165

大　 分 1950-1990 110

大　 阪 1951-1990 135

大船渡 1963-1989 56

岡　 山 1953-1988 129

鹿児島 1959-1990 100

酒　 田 1952-1991 340

仙 　台 1950-1990 158

津 1953-1987 83

東 　京 1950-1989 84

苫小牧 1959-1990 235

名古屋 1952-1990 98

新 　潟 1950-1987 84

延 　岡 1961-1989 54

横 　浜 1955-1992 224

表１　解析対象とした気象官署、観測期間、記録数
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分布していることが見てとれる。ただし、これらの大略
の傾向とは異なる地震もある。例えば、名古屋では 1964
年 5月7日男鹿半島沖の地震（Ｍ6.9）で卓越周期が9.0秒，
青森では 1961 年 8 月 19 日岐阜県中部の地震（M7.0）で
9.1 秒，大阪では 1968 年 6 月 12 日岩手県沖の地震（M7.2）
で 7.8 秒，津では 1961 年 1 月 16 日関東東方沖の地震
（M6.8）で 6.4 秒などとなっている。

卓越周期の地震規模と震央距離との関係をみると，例
えば大阪では地震規模にかかわらず卓越周期が 2-6 秒の
間に多く分布しているが（図２）、若干の震央距離依存性
が認められる（図３）。一方、新潟では震央距離および地
震規模の大きいほど卓越周期が長くなる傾向がある（図
４、５）。また、東京では震央距離約 100km、地震規模６
以上で周期２から 10 秒まで大きくばらつく（図６、７）。

図１　気象官署での卓越周期の相対頻度
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図２　大阪での卓越周期と地震規模との関係
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図３　大阪での卓越周期と震央距離との関係
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図４　新潟での卓越周期と地震規模との関係
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図５　新潟での卓越周期と震央距離との関係
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４．議論

上述したように、大阪では多くの地震で周期６秒以下
に卓越周期をもっている。一方、東京は２から 10 秒以
上の広い周期帯にわたっている。このことを 2008 年５
月 12 日に発生した中国四川大地震（モーメントマグニ
チュードＭｗ7.9）の記録から考察してみる。四川大地震は、
巨大地震であったため長周期地震動が強く励起され、震
源から約 3000km 以上離れた日本各地で長周期成分が卓
越した記録が得られた。そこで、四川大地震が極めて遠
い地震であることから、地震波（表面波）が日本列島に
対して平面波的に入射するとみなし、消防庁が大阪、東
京湾岸に設置した速度型強震計の記録と最寄りの F-net
（岩盤サイト）の記録との比較を行った。すなわち、岩盤
サイトでの F-net の記録を入射波とみなし、その応答と
しての湾岸の記録を比較することで、両湾岸での応答特
性の相違をみるわけである。
図８（上）は、東京湾岸の石油コンビナートと F-net

つくばの加速度フーリエスペクトルを比較したものであ
る。また、図８（下）は大阪湾岸の石油コンビナートと
F-net阿武山とを比較したものである。両者を比較すると、

東京湾岸では、つくばに対して周期 10 秒位まで同程度増
幅しているが、F-net 阿武山でのスペクトルは周期ととも
に増大しているのに対して、大阪湾岸では周期 5.5 秒以
上で急激に落ち込んでいる。従って、大阪湾岸については、
西側から入射したこの帯域の波動に対して、反射波等の
影響も考慮すると大阪盆地全体の地下構造があたかも周
期 5.5 秒での low-cut	 filter の効果をもっており、このこ
とが大阪での卓越周期がほとんど周期 6秒以下であるこ
との一因であると考えられる。一方、東京湾岸について
は少なくとも周期 10 秒まではこのような特性は持たない
ことから、広い周期帯で卓越周期が分布していると解釈
される。ただし、あらゆる方向からの地震波に対して同
様の応答を与えるかは今後の更なる検討が必要である。
ところで、最近、長周期地震動の生成に強く影響する
深部地下構造に関する知見が蓄積されつつある。推定さ
れた地下構造モデルの利用の一つの表現として、1次元

0

5

10

15

20

25

5 6 7 8 9

地震規模

東京

図６　東京での卓越周期と地震規模との関係
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図７　東京での卓越周期と震央距離との関係

図８	　四川大地震におけるF-net	つくばと東京湾岸
（上）、F-net	阿武山と大阪湾岸（下）の石油コン
ビナートでの加速度フーリエスペクトルの比較
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波動論等に基づく卓越周期のマップを提示することがな
されている 3－７）。
しかし、前章でみたように、卓越周期は相当ばらつく。
例えば、2003 年十勝沖地震で石油タンクが多大な被害を
受けた苫小牧での長周期帯域での地震動の卓越周期は，
1983 年日本海中部地震で約 10 秒８）、1993 年北海道南西
沖で約 9秒９）、2003 年十勝沖地震では約 5，7 秒などと
異なっている 10）。
一方、石油タンクのスロッシングの固有周期は、タン
ク直径と液高で決まり、例えば、直径 60m、液高 18m の
石油タンクのスロッシング固有周期は約 9秒で、それを
10 秒にするには約 6mも液高を低くしなければならない
（図９）。すなわち、長周期構造物の振動特性からすると
周期 1秒の差は極めて大きい。従って、あるサイトでの
地震毎の卓越周期のばらつきが１秒程度しかないからと
いって、平均卓越周期だけを考慮した構造物設計等には
慎重を期する必要がある。
たとえば、上述した大阪湾岸と阿武山での四川大地震で
のスペクトル (図９)において、周期 5.5 秒以上の帯域で入
力地震動がより強ければ、卓越周期は 5.5 秒より長くなる
可能性があるわけである。従って、当然ながらあくまで地
震動特性は震源と伝播経路 (サイトを含む )の影響を受け
たものとして捉えるべきであり、直下の構造に起因した単
一の卓越周期は規定できない 10）と考えるべきである。

５．おわりに

やや長周期地震動の卓越周期をマッピングする事例が
見受けられるが，あくまでも一つの結果の表現として受
け止める必要がある。危惧するのはこれらの結果がその

まま耐震設計等に取り入れられ，スペクトルホールを狙っ
た設計などに利用されることである。本報で示したよう
に，1-2 秒のばらつきはどこでも見受けられるし，青森，
仙台，名古屋などでの卓越周期 2-3 秒の頻度の高い地点
においても，稀にではあるが数秒以上の長い卓越周期も
観測される。従って，卓越周期についての議論は慎重を
期す必要があることを敢えて強調するものである。
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Predominant Periods of Long-Period Strong Ground Motions  

（Abstract）

Shinsaku Zama
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Recently, subsurface structural models have been constructed at several regions such as Kanto, Osaka, Nobi Plains 
and so on. As an expression for use of there models, mapping of distribution of predominant periods, which are calculated 
assuming one dimensional structure at an arbitrary point based on three-dimensional subsurface structural models, has been 
often conducted.

 Then, we examined predominant periods using records by displacement type seismographs operated by Japan 
Meteorological Agency at periods from 2 to 20 sec. According to the results, for example, Osaka has predominant periods less 
than 6 seconds for most earthquakes, but more than 6 seconds for a few earthquakes. On the other hand, most sites have broad 
predominant periods.  

 Then, we insist that no site-specific predominant period exists even if a site has a narrow-band predominant period, 
because liquid level shift needs no less than 6m for the change of only 1 second in the natural period of liquid sloshing of oil 
storage tank. 

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.106（2009）
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１．研究の背景

市街地における火災は、有効な抑止力が作用しなけれ
ば大火に至る可能性があるため、早期に優勢な消防力を
投入しなければならない。この消防活動の大原則は、平
常時でも震災時でも同じである。しかし大地震時、同時
多発火災（以下「地震火災」という）が発生すれば、被
災地消防機関の消防力が大きく劣勢に立たされることが
危惧され、その大原則を貫くことが困難となる。それを
補うべく他の都道府県から駆付ける緊急消防援助隊等の
応援部隊（以下「緊援隊等」という）の到着は、大火へ
の発展を阻止するタイミングには間に合わない可能性が
非常に高い１）。
こうした問題認識に基づき、筆者らは、被災地消防機
関による第１次部隊投入→放水開始の限界時間（以下「放
水開始の限界時間」）を設定し、それを満足し得る情報収
集計画を構築する必要性を提示してきた２）。それによれ
ば、放水開始の限界時間は発災後 20 〜 30 分であり（地
域差はある）、情報収集に充てられる時間はさらに短い。
しかし、過去の災害の教訓をみても、119 番通報により
火災発生場所（以下「火点」という）を早期に取得する
ことは非常に困難である 3)	 4)	 5)（表１）。にもかかわらず、
消防本部の震災時情報収集計画において、これらの課題
が十分に解決されているとは言えない状況にある２）。震

災初期においても迅速で確実性を維持し得る情報収集手
法の必要性は高いであろう。
高所見張は、震災時における有力な火災覚知手法のひ
とつであるが、各観測拠点が独立して観測する一般的な
方法では、精度の高い地点決定は困難であり、実用性の
点で問題があった。
そこで本報告では、複数の高所見張拠点からの観測情
報を集約して火点を決定する方法について報告するとと
もに、その際に有用な双眼鏡に関する検証実験の結果を
報告する。さらに、それがもたらす発展性（部隊の本部
一括運用）についても述べる。

高所見張による
震災時火点決定手法の高度化

─ 迅速性・確実性の高い情報収集手法として

杉井　完治＊、田野　慎介＊＊、近藤　紀子＊＊＊

（平成 21 年 1月 22 日受理）

技術報告

　
＊	消防研究センター　＊＊	元株式会社総合システムサービス　＊＊＊	株式会社総合システムサービス

大地震時には119番通報の途絶や輻輳が発生し、火災発生場所の情報が大幅に遅延する可能性が高い。
そこで筆者らは、発災直後から有効に機能する情報収集手法として、従来から行われている高所見張に
よる火点決定手法を高度化させる手法の開発を行っている。本稿では、方位角測定機能付き双眼鏡を用
い、複数の観測拠点から得られた情報を幾何学的に処理し、その作業過程で生じる、火点とは関係のな
い多数の交点の中から “真火点” を簡便にスクリーニングする方法を考案し、これにより迅速かつ高精
度に火点を決定できることを、実験を通して実証した。さらに、複数拠点からの観測が不可能な地域な
どにおける情報の欠落を防ぐために有用と考えられるレーザー測距双眼鏡の実用性を実証した。

表１　震災時の 119 番通報に発生する可能性が高い問題
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２．高所見張による火災覚知

2.1　有利性
火災は、119 番通報に頼れない状況でも遠隔から早期
発見できる可能性が高く、その点は救急・救助事案と比
較して好条件である。これを活かした高所見張による火
災覚知は、消防庁舎屋上等の勤務場所直近から消防職員
が火災を直接視認する手法であるため、他の情報収集手
法（例えば、119 番通報の受信・職員による巡回・ヘリ
コプター）と比較して迅速性と確実性に優れている２）。
2.2　問題点とその解決策
震災時における高所見張の観測拠点は、消防庁舎の屋上

等に設定されることが多い。観測範囲を拡大させるため、
丘のような地形的高所や高層建物の屋上などにも設定され
るが、迅速性の点で問題がある。したがって、発災直後に
観測を開始できる消防庁舎が、この時期の観測拠点の主力
であると言える。しかし、一般に観測拠点は観測距離に対
して十分な高度を持たないので、遠方の火点に対しては、
角度や距離の測定誤差により、位置決定精度が悪くなる。
消防署所は「消防力の整備指針６）」に基づき配置密度が定
められており、市街地における理論上の平均管轄区域（正
方形として算出）は約 3.9 〜 6.8 ㎢である。署所位置をそ
の中心と仮定すれば最遠部は約 1.1 〜 1.5kmとなるが、現
実の管轄区域は不整形であるため、さらに遠方を想定しな
ければならない。現在では大部分の火災が119 番通報によ
り覚知されていることもあって、「火の見櫓（望楼）」のな
い消防庁舎が増えている。これは、過去と比較して中高層
建物が増加している中、観測拠点の高度が低くなっている
可能性が高いことを意味する。単独の拠点から火災位置を
特定することは非常に困難であろう（図１）。
方位角は、距離と比較して高精度に観測できる。この
ことを利用し、複数拠点における観測方位角から幾何学
的に火点を決定する方式（図２）が考えられる。磁気コ
ンパスが内蔵された方位角測定機能付きの双眼鏡（図３）
を用いれば、誤差は１度程度に収まる。
しかし、震災時には多数の火災が発生し、それを複数の
拠点が独立して確認し報告することになるため、観測が全
て正確であっても、火点とは関係のない交点が多く発生す
る（図４）。この図の状態から “真火点” と “偽火点” を区
別することは困難である。特に、真火点ではないにも関わ
らず方位線が集中する場合（図４の星印）は、火点と誤認
されやすい。そこで、偽火点と真火点の峻別が必要となる。
初期の時間帯は全てが混乱し情報処理要員数も不足してい
る２）ため、簡便かつエラーの起こりにくい方法が求められ
る。そのため、火点を決定するプロセスでは、何らかの方
法で交点数を抑制することが必要である。
また、複数拠点からの観測が困難な地域や、僅かな方 図３　方位角測定機能付き双眼鏡の視野

図１　低層庁舎からの視認状況

図２　幾何学的に火点を決定する方法
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位角の誤差が大きな地点誤差になる地域（図５）が存在し、
その対策が必要であると筆者らは考えた。レーザー測距
双眼鏡（図６、表２）は、電磁コンパスによる方位角の
測定機能とレーザー光による距離の測定機能を持つ。こ
の装置を用いた実験も行われている７）。基本的な操作方
法は簡便であり、計測ボタンを押すと、視野内に方位角
と距離（単位：m）が表示される。この双眼鏡を必要箇所
に配備することで、図５に示した問題の多くが解決でき、
さらに図４（多数交点の図）に示した多数の交点が発生
する問題の軽減も可能になると考えられる。
以下の章では、上記の問題を解決するために考案した
作業手順とその検証結果を示す。

３．火点を決定する作業手順の考案

ここでは、複数の観測拠点からの情報を集約して火点
を決定する作業手順を、筆者らが設計したコンピュータ・
システム（以下「火点決定システム」という）を用いて
説明する。この作業を迅速かつ正確に行うため、GIS を
活用することとした。複数の観測拠点から多数の情報が
入電し、処理の混乱が予想されるが、専用サーバを設け、
複数のＰＣにおける作業を同期させることによって、処
理負荷を分散させるようにした。なお、このシステムは、
京都市消防局において試作されたものである。
観測拠点からの報告は、次のような要領で行われるこ
とを想定している。磁針偏差（近畿地方では6〜7度程度）
については、火点決定システム側で自動補正する。推定

図４　多数の交点が発生した状況

図５　地点決定精度が低下する地域	

図６　レーザー測距双眼鏡とその視野

表２　レーザー測距双眼鏡の主な性能・仕様
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位置が報告される必要性については、後述する。
・方位角のみが観測できるとき：「○○拠点から報告。△
△度に火災発見、推定位置不明」

・方位角に加えて推定位置が報告できるとき：「○○拠点
から報告。△△度に火災発見、火点の推定位置は××
病院の手前」

・拠点の直近火災など、火点が確定できるとき：「○○拠
点から報告。△△度に火災発見、火点の確定位置は×
×町中央部」
情報集約場所では、この報告に基づき、火点決定シス
テムを用いて作業を進める。同システムを用いた処理の
流れは、概略、次のとおりである。最初に観測拠点を選
択し、方位角を入力すると、システムは、地図上に観測
拠点からの方位線を描画する（図７）。ある程度の情報収
集時間⑴の後、火点を決定する作業を行う。

3.1　観測拠点ごとの「視認可能範囲」設定
丘陵地などが存在する場合、実際には観測し得ない地
域にまで方位線が延び、無用な交点が発生することがあっ
た。そこで、あらかじめ観測拠点ごとに視認可能範囲を
調査し、火点決定システムに登録することで、方位線の
長さを限定し、無用な交点の発生を抑制することができ
るようにした（図８）。
この作業を行うと、どの観測拠点からも視認できない
ポケット地域が判明する可能性がある。そのような場合
には、当該地域の火点情報を欠落させないための措置が
必要である。
3.2　単独拠点の報告から火点を決定できる場合の処理
火点位置の確定情報が報告された場合は、確定情報入
力モードに入ることにより、地図上の任意の地点を火点
として直接登録する。119 番通報等によって火災を覚知
したときも、同様の入力を行えばよい。
3.3 　方位線の交点から火点を求める方法（偽火点のスク

リーニング）
多数の交点から真火点を峻別し火点決定精度を高める
ために考案した方法を以下に述べる。
観測拠点から推定位置が報告された場合、情報処理部
署では、火点決定システムにおいて方位角を入力した後、
地図上に描画された方位線（以下「細線」という）の上
に、報告された推定位置を入力（マウス・クリック）する。
この推定位置には誤差が含まれていると考えられるため、
火点決定システムでは、入力された推定位置から一定範
囲⑵を、確定度が一段高いことを意味するオレンジ色の太
線（以下「太線」という）で表示し、画面を簡素化するため、
それ以外を消去するようにした（図９）。
情報収集が進むと、地図画面は細線で表示された方位
線や太線が複雑に混交した状態となる（図 10）。この状
態から、確定度の高いものの順に火点を決定する作業手
順は、次のとおりである。
①	太線同士が交差している地点を火点登録する。交差す
る線数が多いものを優先する。
②	太線と細線が交差している地点を火点登録する。交差
する線数が多いものを優先する。
③	細線と細線が交差している地点を火点登録する。交差
する線数が多いものを優先する。
交点（方位線が３本以上集まる場合は、矩形を形成）
を火点として指定（クリックにより指定。システムは、
クリックされた地点から一定の範囲⑶にある複数の交点
が指定されたものと認識）すると、火点決定システムは、
その形成に寄与した方位線（太線・細線）を地図画面上
から消去する。この仕組みを備えたことによって、混雑
した地図画面は整理され、集中性の低い交点が残ってい
く。図４に星印で示した「誤認されやすい交点」も消滅

図７　GIS をベースとした火点決定システムの一画面

図８　視認可能範囲の設定
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する。一連の作業が終了した状況を図11に示す。これは、
京都市消防局で行われた訓練（次章参照）で得られたも
のである。なお、この作業によって作られた火点は直接
の確認過程を経ていないので、この段階では仮火点（「仮」
アイコン）とすることにより、直接確認された火点と区
別している。部隊が到着し、位置が確定した段階で、火
点（「火」アイコン）とする。
細線のみで形成される交点であっても、多数の方位線
がよい集中を見せている場合は、太線同士で形成された
交点に準じる優先度で仮火点登録すれば、地図画面の整
理が進み、決定作業が迅速化される。

４．火点を決定する作業手順の検証実験

4.1　実験の概要
京都市消防局における定例の震災対策訓練の機会に、
実際の高所見張を模し、火点を決定する作業手順を検証
するための実験を行った。
・実験日時：平成 17 年１月 17 日　5：46 〜 7：00（実験
当日の日の出時刻は 7：04）

図 10　方位線が複雑に交差した状況

図９	　推定位置が報告された場合の処理。左方の観
測拠点からは方位だけが、右方の観測拠点から
は方位と推定位置（ランドマーク）が報告され
た場合。

図 11　火点（仮火点）が決定された状況



消防研究所報告　第 106 号	 2009 年 3 月

― 39 ―

歴史的景観を重視した都市政策がとられている京都市
は、他の政令市と比較すれば高層建築物が少ないうえ、
市街地の地形も平坦で、高所見張の有効性が高い。実際
の火煙を観測対象としての実験は困難なので、ランドマー
ク的な建築物等を火点に見立てた。測定結果の集約作業
にあたっては、前述の火点決定システムを使用した。
訓練では、市内 12 箇所の消防署（消防分署１を含む）
に観測拠点を置き，観測指示書（観測開始時に開封する）
によって指示された時刻に、同じく指示された観測対象
物を測定し、消防本部の指令センターに報告する方法と
した。観測指示時刻は、発災後、時間の幅を持って火災
が発生することを想定し、発災直後から 10 分後までの間
に分散させた。想定火点数は 16 とし、各観測拠点につき
2〜 5 箇所の対象を測定することとした。合計測定数は
43 件である。
報告用の無線波は、震災時の活動計画に基づいて 4波
を 12 署に配分（１波あたり３消防署）し、指令センター
ではそれに対応する形で、無線要員と火点決定システム
の入力要員（２名１組）が４組で情報集約を行った。１
組ごとに火点決定システムの端末ＰＣを１台使用する。
この情報集約体制は、無線波の数および指令センターの
要員数（平常体制で 15 名）からみて、現実的な最大値で
ある⑷。指令センター員に対しては、前日までに火点決
定システムの操作説明を行い、数回の操作訓練を行った。
操作に習熟したというレベルには達していないが、火点
決定システムは日常的に使用するものではないため、あ
えてそのような条件で検証を行った。
4.2　実験結果
日の出前における訓練のため観測は困難であり、5件
の「観測不能」報告があったが、他の 38 件は観測された。
発災後 11 分の時点で情報入力が終了した（図 10 参照）。
38 件の報告のうち、2件は指令センターでの情報処理に
過誤があり、入力されなかった。この状態から、作業統
括者の指示により、４台のＰＣで一斉に火点決定作業（第
３章⑶参照）が行われ、作業は 60 秒で終了した。火点は、
想定した 16 点全てが決定できた（図 11 参照）。続いて部
隊への出動指令が行われ、発災後 15 分強で出動指令が完
了した。地震時における放水開始の限界時間（発災後 20
〜 30 分）を考えたとき、この手法が高い現実性を有する
ことを検証できた。
方位角の誤差は最大 3度であったが、ほとんどは１度
程度に収まっており、平均誤差は 1.4 度であった。作業
により決定された火点と想定火点位置との間に生じる最
終的な誤差は、観測誤差と指令センターにおける火点位
置の決定作業（3.3 参照）に起因する誤差が混合したもの
となるが、それは最大 43m、平均 29m であった。地震時
の火点決定精度として十分であると考えられる。

ただし、本実験で想定した火点数は、京都市の地震被
害想定８）による火災件数の 66 件（直後出火 82 件のうち、
市民消火期待分等を差し引いたもの）と比較すれば１／
４程度である。今後は想定件数を増加させて検証を行う
必要がある。その際には、指令センターへの報告無線が
輻輳するとともに、指令センター側の処理量も増加する。
各消防署で直接、火点決定システムの入力を行う態勢を
検討すべきであろうと考える。

５．レーザー測距機能付き双眼鏡の検証実験

レーザー測距機能付き双眼鏡（以下「レーザー測距双
眼鏡」という）の機能的な検証を、京都市内および消防
研究センター（東京都調布市）において行った。使用し
たレーザー測距双眼鏡の諸元は、表２に示したとおりで
ある。
5.1　実運用を想定した検証（場所：京都市）
レーザー測距双眼鏡の性能限界は 6,000m であるが、カ
タログ記載では 4,000m が実用距離とされている。主に測
定限界距離を検証するため、異なる天候条件で実験を行っ
た（実験１〜実験３）。また、運用時の実用距離を探るた
め、操作に習熟していない消防職員による測定実験を行っ
た（実験４）。
5.1.1　悪天候時（実験１）
⑴　雨天時
・検証日時：2007 年 6 月 8日　10：20 〜 15：30
・視程：最小時 4km、最大 10km
その時点における視程一杯まで計測でき、双眼鏡視野
内でわずかに確認できる 5,100m 先の高層建物の測定が可
能であった（図12）。GIS地図による計測距離との誤差は、
15m以内に収まった。同一の対象物を複数回測定すると、
測定値のばらつきは±2m に収まった。実用上、十分な

図 12　悪天候時の測距実験
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精度であるといえる。
なお、測定時における測定限界を超えた場合（レーザー
光の反射が微弱すぎて計測できない場合）や空などレー
ザー光を返さないものを測定した場合、視野内には測定
不能を示す「−−−−」が表示される。
⑵　霧天候時
・検証日時：	2008 年 12 月 18 日　8：15 〜 9：00
・天候条件：	霧，視程は 2〜 4km
雨天時と同じく、視程一杯までの測定が可能であった。
ただし、測定中に双眼鏡にぶれが生じると測定不能とな
る場合があり、その頻度は、好天候時よりも高かった。
5.1.2　好天候時（実験２）
・検証日時：2008 年 11 月 26 日　14：00 〜 15：00
・天候条件：晴れ時々曇り，視程は 10km 以上
建物を観測対象物としたとき、測定限界は 5,777m で
あった（図13）。異なる建物や異なる方向でも検証したが、
5,600m以上の測定が可能であった。操作マニュアルでは、
樹木等、反射率の低いものを測定対象物としたときは測
定限界距離が短くなるとされている。樹木が繁茂した山
体を測定した場合、5,079m を最大として、概ね 5,000m
以上の測定が可能であった（図 14）。GIS 地図による計

測距離との誤差は、悪天候時と同じく、15m以内に収まっ
た。視程の差は、測定限界距離に影響を与えるが、誤差
には影響を与えていない。
このレーザー測距双眼鏡のレーザー光は、0.1125°の
拡がりを持つ（表２）。見かけ面積の小さな測定対象物を
計測し、測定対象の分離性能を検証した。複数の反射性
物体が視野内の中央部分に混在しているような条件にお
いても、十字で示された照準点を測定対象に正確に当て
れば、ピンポイントの距離計測が可能であった（図 15）。
今回の実験では、通常のカメラ三脚と比較して高強度
のものを使用したが、それでも、測定ボタンの押下によっ
て双眼鏡本体にぶれが生じて照準点がずれ、測定距離が
4,000m を越えると、照準の確実性が低下した（5.1.4 参
照）。実運用時の分解能は、架台強度に制約されると考え
られる。煙突、ビル屋上の塔屋・給水タンク、高圧線な
ど、見かけ面積が小さくレーザー光の反射が少ないと思

図 14	　晴天時における低反射率対象物（山体）
の測定限界

図 13	　晴天時における高反射率対象物（建物）
の測定限界 図 15　見かけ面積の小さな測定対象物の測定実験
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われるものでも検証したが、背景が空であれば、正確な
値が返された。背景が建物等、反射率の高いものの場合
は、背景の値が返された。この結果は、煙を測定対象物
として行った実験結果（5.2 参照）と整合的である。見か
け面積が小さいものを測定する場合は、背景の値が返さ
れている可能性を考慮することが必要である。背景となっ
ているものを測定すれば、どちらの値が返されたかを知
ることは可能である。
5.1.3　夜間時（実験３）
・検証日時：2008 年 11 月 26 日　20：00 〜 20：30
・天候条件：晴れ，視程は 10km 以上
測定精度・測定限界は、昼間時と全く変化がなかった。
ランドマークの判別が困難となるが、訓練により補うこ
とが可能であると思われる。既に述べたとおり、薄暮時
において消防職員が行った実験では、43 件の観測のうち
観測不能は 5件であった。
5.1.4　消防職員による観測実験（実験４）
・検証日時：2008 年 12 月 3日　14：40 〜 15：30
・天候条件：晴れ，視程は 10km 以上
運用時の実用距離を探るため、操作に習熟していない
消防職員による実験を行った。実験に参加した３名の消
防職員に対しては、測定ボタンを押す際に双眼鏡にぶれ
が生じ、照準点がずれることについて特に留意するよう
説明したうえで、測定練習を１回のみ行った後、実験を
実施した。観測対象として約 3,000m、約 4,000m および
約 5,000m の距離に位置する一般住宅（またはそれに相当
する正対投影面積を持つもの）を選定した。計測回数は、
各距離につき 10 回とした。実災害時には全方位をサーチ
する必要があるので、その状況に合わせて、架台のクラ
ンプを開放して測定を実施した。実験の様子を図 16 に、
実験の結果を表３に示す。4,000m 級の距離までは高い成
功率が維持されるが、5,000m 級の距離になると、成功率
は大幅に低下した。5,000m級の実験（図16下図参照）では、
測定対象物からわずか下方に照準がずれると、測定対象
物の距離（5,164m）が、1,300m 程度へと、大きく異なっ
た値（手前に位置する樹木までの距離）が表示された。
観測距離が大きくなると、成功率の低下とともに、観測

値の誤り幅が非常に大きくなることが問題になってくる。
表示された値を鵜呑みにしない慎重な観測が必要であろ
う。
実験参加者からは、実運用にあたっては、望楼観測が
火災発見の一翼を担っていた時代のように、ランドマー
ク的なものを事前に確認・測定しておく必要性や、測定
対象物への照準が不確かな場合には、複数回の測定を行っ
て確実性を高める必要性があるという意見があった。

5.2 　火煙の測定実験（場所：東京都調布市・消防研究セ
ンター）
・検証日時：2008 年 10 月 19 日　13：30 〜 15：30
・天候条件：晴れ，視程は 10km 以上
・観測対象：	消防訓練用の発煙筒の煙・木片の燃焼火

煙
・煙までの観測距離：	50 〜 150m の様々な距離条件で

測定（結果に差はなかった）
消防活動の訓練用に発生させた火煙を測定対象物とし
て実験を行った。火煙の背景が、視野内において目視で

図 16　消防職員による測定実験の様子

表３　消防職員による測定実験の結果
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見通せるかどうかにより、結果が異なった。背景が見通
せない濃い火煙であれば、火煙までの距離が表示された。
火煙が薄く、背景が目視で見通せる場合は、背景までの
距離が測定された。ただし、背景が空など、反射率がほ
とんどない場合は測定不能と表示された。実験に使用し
たレーザー測距双眼鏡は、レーザー光の拡がりの中で、
最も強い反射をもたらした対象物までの距離を測定値と
して返す仕様になっているが、この実験はそれを裏付け
ている。
5.3 　反射性を有する対象物の測定実験（場所：東京都調

布市・消防研究センター）
・検証日時：2008 年 10 月 28 日　13：20 〜 14：10
・天候条件：快晴，視程は 10km 以上
・観測対象：ガラス・鏡面体
普通ガラスであれば、ガラスの背後にある物体（建物

のガラスであれば、背後の壁など）の測定値が表示された。
ガラスに反射物が鮮明に映り込んでいる場合でも、同様
の結果（稀に測定不能）が得られた。測定不能となった
場合は、計測を繰り返せば測定値を得ることができた。
自動車や住宅の窓ガラスに普及が進んでいる熱線吸収

ガラスでは、測定不能となった。これは、レーザー測距
双眼鏡の赤外線レーザー（表１参照）が吸収されたため
であると考えられる。
鏡面ガラスや磨いたステンレスなどの場合は、それに

映り込んだものまでの距離が測定される場合もあるが、
多くの場合は測定不能であった。
5.4　実験結果の総括
レーザー測距双眼鏡の機器的な測定限界距離は 5,000m

を超え、また、実用上十分な精度を持つことが分かった。
視程がそれ以下となった場合は、視程を限度として測定
が可能であることも分かった。しかし、距離の増大とと
もに照準の固定が困難になり、測定値の誤り幅が非常に
大きくなった。今回の実験結果からは、4,000m 程度を実
用限界と考えることができる。これは、消防署所の配置
密度から考えて十分なものである。
火煙に対する実験では、背景が見通せない程度の濃い

火煙であれば、測定可能であることが分かった。火煙の
背景が測定される場合や測定不能となる場合を考慮し、
火煙を発している建物そのものを照準する、あるいは付
近の建物を代理点として計測するなど、運用上の工夫も
必要であろう。

６．本報告の火点決定手法がもたらす発展性

震災時、多くの消防本部では、平常時に行っている本
部による部隊の一元的運用（以下「本部運用」という）
を停止し、情報の収集・処理から部隊運用までの一切を
消防署等に移行させる（以下「署運用」という）計画を

持っている。これに対し筆者らは、震災時には１消防本
部の管轄地域の中でも被害程度に大きな差異が生じる可
能性が高く、署運用では非効率な部隊運用となることを
指摘してきた 2)	 9)。本部運用にとって最大の障害は、本部
における初期の情報活動が破綻することにあると思われ
る。本稿で述べた火点決定手法は、複数拠点からの情報
を１箇所で集約する方法であることから、本部運用との
親和性が高く、発災直後から本部運用を行う可能性を開
くものと考える。

７．まとめ

震災時における高所見張による火点の早期覚知手法の
実用化を目的として行っている研究成果を報告した。
方位角測定機能付き双眼鏡を用い、複数の観測拠点か
ら得られた情報を幾何学的に処理し、その作業過程で生
じる多数の交点の中から “真火点” を簡便にスクリーニ
ングする方法を考案するとともに、一連の処理のシステ
ム化を行った。これにより高精度に火点を決定できるこ
とを、実験を通して実証できた。
レーザー測距双眼鏡については、実用上十分な測定可
能距離と精度を持ち、上記の処理方式の弱点を補えるこ
とを、実験を通して実証できた。方位角測定機能付き双
眼鏡との適切な組合せが有効であると考える。

火点を観測し情報を処理する具体的な方法については、
本報告で述べた手法にとどまらず、多様な方法が考えら
れる。地理的条件や予算はもとより、発災直後の人的資
源等も考慮し、最適な方法あるいは組合せを探ることが
重要であろう。いずれにしても、火点が決定できなければ、
地震火災に対応することはできない。被災地消防機関の
初動を支える情報収集方法が各消防本部において構築さ
れ、地震火災による被害が極小化されることを期待した
い。
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補注

⑴　この方法によって火点を決定するためには、ある程
度の情報収集時間が必要である。また、震災時のよう
に消防力が極端な劣勢条件に置かれる可能性が高い場
合には、事案の軽重を吟味するため、情報を一定時間
収集し（火災の拡大速度を考慮すれば 10 〜 15 分程度）、
原則としてその間は部隊の出動を留保する必要性を、
筆者らは指摘している２）。
⑵　初期設定として火点決定システムに登録しておく。
事前テストにより、前後 200m（合計 400m）とした。

⑶　初期設定として火点決定システムに登録しておく。
事前テストにより、直径 100m の円内とした。

⑷　このうち、２名は研修・休暇等の可能性がある。また、
判断・決定者として指令センター長、作業統括者とし
て副指令センター長、部隊への指令発令員、高所カメ
ラ要員、各消防署との通信要員が必要である。非常体
制への変更により召集等が行われ、人員は時間を追っ
て増強されるが、初期の時間帯は少数の人員をやり繰
りして全てを行わねばならない。
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Develop a Method to Identify
Fire Positions after a Large Earthquake

―	In order to establish a method of quick and stable information gathering

（Abstract）

Kanji Sugii, Shinsuke Tano and Noriko Kondo

（Accepted January 22, 2009）

  Though the fire service need to identify position of fire soon after the ignition, it is highly possible that the 
information about fire may delay due to broke and thronged 119 call in case of a large earthquake.  In order to establish quick 
and appropriate fire-fighting operations, we have been studying to develop a method to identify fire positions in the case of 
simultaneous multiple fires after a large earthquake.  In this paper, we propose to identify fire positions by observation from 
plural watchtowers using binoculars with azimuth measuring function and we design a procedure for arranging observation 
results which enables us to identify the positions more accurately compared to a conventional procedure.  Application of the 
laser rangefinder in this method is examined and its usefulness especially for the area where only single watchtowers can 
observe is shown. 
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１．始めに

平成 20 年 5 月、スウェーデン・ストックホルムで
IGUS-EOS 会議が開催され、著者も参加した。IGUS-
EOS１）とは、International	group	of	unstable	 substances	
-	 Energetic	 and	 oxidizing	 substances の略で、和訳すれ
ば、「不安定物質に関する国際的なグループ、エネル
ギー・酸化性物質部会」となる。毎年１回、全体的な会
議を開催するほか、必要に応じて小規模な会議が行われ
ている。議論の対象は、国際連合危険物輸送勧告書（以
下、勧告書という）が対象としている危険性物質のうち、
エネルギー物質、酸化性物質であるが、この範囲を超え
る物質についても議論がなされている。同勧告書は、日
本の消防法上の危険物を含め広く危険性物質全般を対象
としている（表１）。なお、IGUSには EPP(Explosion,	
Propellant,	 and	Pyrotechnics) という部会もあるが、こち
らは爆薬、火薬類を主な対象とし、毎年 1回開催されて
いるが、消防研究センター ( 以下、消防研という ) は参加
していない。
危険物の試験機関の研究者、行政担当者及び民間の危

険物試験担当者が主な構成メンバーである。国際連合の
危険物輸送委員会とは異なり、研究者、技術者が中心で、
また、参加者が少なく、参加者の顔ぶれの変化が余りなく、
カジュアルな議論がなされている。オープンの会議と行
政、研究者のみのクローズの会議から成る。クローズ会
議では、事故事例、規制に関すること、会議運営に関す
ることが主に話される。

２．最近の会議の開催状況

表２に過去の会議の開催状況を示した。毎年開催され

ており、日本でも数年おきに開催されている。
ドイツ・フランクフルト会議では、消防研が行った一
連のヒドロキシルアミンの危険性評価実験の結果と事故
情報を報告した。当初は、群馬県での事故後、消防法が
改正されたことから、勧告書の改正も討議されたが、結
局は同勧告書の改正には至らなかった。また、オランダ
TNOと共同でMCPVT試験装置（小型に改良した圧力容

危険性物質の試験方法等に関する国際会議（IGUS-EOS）と
国際的な危険性物質の試験方法に関する動き

古積　博

（平成 21 年 1月 8日受理）

解　説

平成 20 年 5 月にスウェーデン・ストックホルムで開催された IGUS-EOS 会議について紹介する。
同会議は毎年開催されているが、消防法上の危険物等についての国際的な規制のあり方、問題点につい
て議論が行われた。また、危険物等に伴う特異事故例が報告された。

クラス 国内法の分類、備考 
1 爆発性物質 火薬等(火薬類取締法)、危

険物(消防法) 
2 ガス ガス(高圧ガス保安法） 
3 引火性液体 危険物(消防法) 
4 可燃性固体、自然発

火性物質、禁水生物質

危険物､指定可燃物(消防

法) 
5 酸化性物質､有機過

酸化物 
危険物(消防法) 

6 毒物及び伝染性病

原体等 
毒物劇物（毒物及び劇物取

締法）等 
7 放射性物質 放射性物質(放射性同位元

素等による放射線障害の

防止に関する法律)等 
8 腐食性物質 毒物劇物（毒物及び劇物取

締法） 
9 その他 リチウム電池､エアバッグ

等 

表１　勧告書の定める危険性物質の分類
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器試験）を提案したが、依然、勧告書の改正には至って
いないが、概ね参加国の理解は得られつつある。数年前は、
GHS（化学物質に対する規制の調和。輸送、製造、使用
等について統一的な規制を行おうとするもの）、REACH
（ヨーロッパの新しい化学物質規制の制度）等の規制強化
に関するものも多かったが、すでにこれらの制度が発足
したため、議論も一段落したようである。硝酸アンモニ
ウム関連の報告は相変わらず多い。また、当初は、自己
反応性物質が議題の中心であったが最近はやや対象が広
がった感じがする。

３．今回の会議の概要

3.1　参加国及び参加者
OECD加盟国を中心に約 45 名の参加があった（図１）。
長年、危険物質の危険性評価試験を行っているドイツ
BAM、イギリスHSL、フランス INERIS 及びオランダ
TNOといった研究機関が有力である。現在、会議の議長
は、K.	D.	Wehrstedt（ドイツBAM）、副議長はWim	Mak（オ
ランダTNO）である。日本からの参加者は、新井充・東
大教授、労働安全衛生総合研（労安研、３名）及び消防
研の合計５名である。
3.2　主な報告と討論の内容
主な報告題目（意訳）と報告者を表 3に示す。多岐に
亘る分野の報告がなされている。全体で約 30 件余りの報
告があり、うち、1割余が日本からのものである。ドイツ、
フランスは多数の講演を行っている。消防研はフランス
INERIS との交流もあって今回はバイオマス関連の講演

を 2件行ったほか、スクラップ金属の事故について報告
した。
今回の会議で議論された主な内容を紹介する。
⑴　国際ラウンド試験結果の報告
現行国連の試験の改良、問題点発見、新しい試験方法
の採用のためにラウンドロビン試験がなされている。こ
れは、いくつかの研究機関が同じサンプルで試験を行い
結果に差があるかどうか確認するものである。このよう
な試験には、積極的に参加したいところだが、なかなか
余裕がない。
フランス INERIS の Marlair 氏は、Koenen 試験につい
て、各国に呼びかけてラウンドロビン試験を行い、結果
を報告した。同試験は、消防法では採用されていないが、
圧力容器試験に類似したものである。ドイツ BAMから
禁水性物質についてのラウンドロビン試験の結果が報告
された。酸化性物質に対する燃焼試験の結果の報告があっ
た。MCPVTのラウンド試験結果、国連への提案につい
ては、中心的な役割を果たしてきたイギリスWhitmore
氏が欠席のため、今回は報告しなかった。
⑵　自己加速分解温度（SADT）の決定方法
自己加速分解温度 (SADT) は、日本の消防法では採用
されていないが、勧告書の自己反応性物質の危険性評価
では重要な指標である。SADTが 75℃以下の物質は、勧
告書の危険性物質に該当する可能性があり、先ずやらな
ければならない試験であるが、数 kg の試料が必要なこと、
実験に長時間係ること、費用が高いことが問題とされて
いる。SADTの決定試験方法に関連した報告がいくつか
あった。基本的には、現行の試験方法を踏襲するようで
あるが、予測手法の開発と評価の共同研究を主要なメン
バーで進めようという動きがあり、消防研も参加する方
向で進めている。
⑶　硝酸アンモニウムの規制強化等
硝酸アンモニウム（硝安）は、爆薬原料として、また、
肥料として大量に使われている。平成 17 年 2月のオラン
ダの貨物船Osterdijk のスペイン沖での火災では、積み
荷の硝安の分解からくん焼火災が発生したとの報告があっ
た。平成 13年 9月のフランス・トウルーズでの爆発事故２）

に関連して規制強化が進んでいる。また、テロ対策上から
も規制が強化されつつある（カナダ・NRC）。そのためか、
大規模な爆発実験が行われている。なお、トウルーズの
事故原因については、塩素化合物が混入したことで発火
温度やSADTが下がったとのことであるが、爆発のトリ
ガー等について最終的な結論は出ないまま調査活動は終
了したようである。
⑷　酸化性物質、有機過酸化物関連
毎回、多くの報告があるが、今回はやや少なかった。
酸化性物質に対する燃焼試験のラウンドロビン試験が終

開催年 場所

平成 9 米国・Socorro
平成 10 日本・東京（三鷹）

平成 11 スウェーデン・ストックホルム

平成 12 日本・つくば

平成 13 米国・ワシントン DC
平成 14 フランス・Verneudil-en-Halatte
平成 15 ドイツ・フランクフルト

平成 16 日本・つくば

平成 17 英国・バクストン

平成 18 米国・ワシントン DC
平成 19 オランダ・Rijswijk
平成 20 スウェーデン・ストックホルム

平成 21 ロシア・サンクストベルグ（予定）

平成 22 日本・東京（予定）

表２　過去の IGUS-EOS会議
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題目（意訳） 報告者 国名、機関

エネルギー物質の廃棄 G. Marlair フランス･INERIS

バイオマス燃料の危険性評価 G. Marlair フランス･INERIS

化学反応装置のベントサイズについて J. P.Bigot フランス･ENSM

暴走反応のシミュレーションと実験 J. P.Bigot フランス･ENSM

国連 H 試験に関する BAM の研究プロジェクト M. Malow ドイツ・BAM

EU の硝安肥料規制の強化について Michael -Schlz ドイツ・BAM

低感度爆薬について Michael -Schlz ドイツ・BAM

酸化性物質の規制について W. Wildner ドイツ・Aqura

異常な自己反応現象を起こす物質に対する危険性

評価手法

W. Wildner ドイツ・Aqura

酸化性物質の燃焼試験のラウンドロビン試験 W. Wildner ドイツ・Aqura

摩擦感度試験について P. Reuse スイス・SIPSS

室温でガスを発生する物質の規制 P. Reuse スイス・SIPSS

SADT 等のシミュレーション法による決定方法 B. Roduit スイス・AKTS

スウェーデンでの有機過酸化物の新しい規制につ

いて

L. van Dam スウェーデン･Rescue 

Service Agency

硝酸アンモニウムの実規模爆発実験 L. van Dam スウェーデン･Rescue 

Service Agency

バイオガソリン（E85）の燃焼性 L. van Dam スウェーデン･Rescue 

Service Agency

ポリビニルアルコールの規制について Wim Mak オランダ・TNO

米国･フロリダ州でのマンガン化合物の爆発事故 Wim Mak オランダ・TNO

硝酸アンモニウムのタイムプレッシャー試験 Wim Mak オランダ・TNO

リチウム電池のリスク管理 C. Ke 米国・運輸省

特殊な用途の蓄電池の規制について C. Ke 米国・運輸省

SADT の決定方法 A. Kossoy ロシア・CISP

スクラップ金属輸送中の事故 Alan Brown イギリス・HSL

硝酸アンモニウムの BLAST 爆発実験 Alan Brown イギリス・HSL

カナダの爆発物の規制（硝安等を使ったテロ防止

対策）

R. Bowes カナダ・NRC

半導体工場の火災（事故事例） 熊崎美枝子 日本・労安研

労安研の危険物熱分析データベース 大塚輝人 日本・労安研

ETBE 含有ガソリンの危険性評価 古積博 日本・消防研

固体系バイオマス燃料の危険性評価 古積博 日本・消防研

スクラップ金属輸送中の火災とその教訓 古積博 日本・消防研

表２　主な報告の題目
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了したので結果の報告があった（ドイツ ･Wildner 氏）。
フランスから有機過酸化物等の暴走反応の対策に関して、
ベントの大きさ等の問題についての報告があった。米国
からは、有機過酸化物の大規模な燃焼・消火実験の結果
が報告された。
⑸　バイオマス燃料の危険性
バイオマス燃料についての研究報告は合計 4件あった。

液体系バイオマス燃料の危険性評価、燃焼実験について
はフランス INERIS が精力的に行っているが、日本から
も報告した。勧告書では、バイオデイーゼル（BDF）は
危険物には該当しないが（消防法では、危険物第４類第
３石油類）、その危険性については、認識されている。英国・
Brown 氏は、BDFに微量に存在するメタノールが引火点
を下げ、火災危険が増すことを指摘した。著者は、日本
の 2件のBDFの火災例から空気酸化による発火危険があ
ることを説明した。
⑹　リチウム電池等の規制
リチウム電池 ･リチウムイオン電池はその危険性が明

白でないことから勧告書ではクラス 9に該当する。著者
は、リチウム電池の落つい感度試験から火薬並みの危険
性を有していることを述べた。事故が多く発生している
ことから規制の強化が求められているようである。米国
では、規制強化案作成が進められているとのことであっ
た（米国 ･Ke 氏）。
⑺　スクラップ金属の規制
著者及び英国HSLの Brown 氏が報告した。また、オ

ランダ・ロッテルダムでも事故があったことが報告され
た。大部分のスクラップ金属は水との反応試験を行って
も大量に水素等のガスが発生しないことから危険物には
該当しないが、コンテナー中で保管しておれば、発生し
た水素が蓄積し爆発する恐れがあるので何らかの規制を
かける必要があるとの意見があった。スクラップ金属中
に自動車用鉛電池が紛れ込み、これも火災の原因になっ
ていることを報告したが、本来、バーゼル条約で廃棄自
動車用電池の輸送は禁止されているので輸送の前に除去
する必要がある。

４．後書き

報告や討論の内容から、国際連合及び IGUSの参加者
の多くは、大規模な実験をしない限り、危険物の危険性
を正しく評価できないという考えが相変わらず強いよう
に感じる。これは、小規模実験やシミュレーション結果
の信頼性の問題のほか、長い歴史があってすでに多くの
データが蓄積されており、データの比較がしやすいこと
も理由である。しかし、徐々に熱分析やARC、C80 等の
高感度熱量計を使った手法、計算による評価を取り入れ
ようとしつつあると感じられた。

消防研は本会議には積極的に貢献しており、かつては
会議を主催したこともあったが、ここ数年参加すること
ができなかった。また、本会議を通して多くの国際共同
研究が行われている。内容的には、消防法上の危険物、
指定可燃物の試験方法に関するものや危険物等の事故情
報が中心であることから、今後とも参加して国際貢献に
努めたいところである。
本会議での個々の報告についての情報の入手御希望の
方は著者までご連絡いただきたい。

文献

１）http://www.oecdigus.org/eos.htm
２）古積博、李新蕊、田村昌三、フランスの硝酸アン
モニウム爆発事故について、EXPLOSION	 12(3)	
pp.164-168	(2002)

図１　会議参加者の集合写真
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IGUS-EOS Meeting and Current Information of Test Methods of 
Dangerous Materials 

（Abstract）

Hiroshi Koseki

（Accepted January 8, 2009）

Meeting of IGUS-EOS (International group of unstable substances - Energetic and oxidizing substances) was 
introduced, which was held in Stockholm, Sweden in May 2008 and current information in regard to regulations, evaluation 
test methods, and accidents of dangerous materials was shown. Many discussions were done frankly in IGUS-EOS meeting, 
for example, SADT(Self-accelerating decomposition temperature), ammonium nitrate, organic peroxide, Li-battery/Li-ion 
battery, scrap metal, GHS, REACH. A collaboration research with SADT and round-robin test was proposed among major 
research institutes.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.106（2009）
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１．はじめに

有機過酸化物は合成樹脂や合成ゴムの重合開始剤、硬
化剤、架橋剤、難燃材等として広く使用されている。し
かし、大部分は消防法危険物第五類の自己反応性物質に
属し、不安定な化学物質のため分解、爆発による危険性
は高く、過去に分解反応等による火災、爆発事故が起こっ
ている。平成 12 年までの統計では、毎年 1~2 件の一定割
合で発生し、ユーザー側で多く発生している傾向があり、
原因物質は主にMEKPO（メチルエチルケトンパーオキ
サイド）とBPO（過酸化ベンゾイル）が挙げられる１）。
最近 10 年間の状況を調べると、消防庁危険物事故事
例集２）では 14 件の火災爆発事例が挙げられ、そのうち、
爆発 7件、火災 7件が発生しており平成 13 年には漏洩が
1件起こっている。年平均の発生件数は 1.5 件であり、原
因物質は主にMEKPOが挙げられ、数十年前と比較して
も発生原因等の実態は変わっていない。有機過酸化物は
樹脂製造等に必須の物質であり、今後も同じような事故
が起こることが予想される。
有機過酸化物は異物の混入、温度の上昇、衝撃や摩擦
により分解反応が起こり火災爆発の原因となる。この分
解時に、受傷事故は起こっている。過去事例から事故形
態の特色として、急激に爆発が起こる場合と異臭や白煙
が発生した後に、しばらく時間を経てから爆発が起こる
場合が考えられる。後者では、異変に対して応急的に対
応しているときに受傷する危険性が想定される。そこで、
本稿では過去事例を参考とし、事故対応時の潜在危険性

について考察した。

２．有機過酸化物について

有機過酸化物は、一般的に過酸化水素の誘導体とみな
され分子内に－Ｏ－Ｏ－結合を有し、容易に分解し易い
性質を持っている。構造から分類したものを表 1に示す
３）。比較的低温で自己分解して遊離ラジカルを発生する
ものや、促進剤の添加により分解するもの、そして高温
で分解するもの等がある。一般的に引火性あるいは可燃
性の物質であり、粉体状では衝撃や摩擦に敏感で激しく
分解するものもある。有機過酸化物の主な用途は、プラ
スチック、合成ゴム、塗料原料、溶剤、酸化剤や漂白剤
等が挙げられる。事故原因の物質として多いMEKPOの
物性値について表 2に示す。人体危険として、刺激性や
皮膚腐食性の毒性がある。その他特性として、分解ガス
には異臭や毒性があり、可燃性ガスを生成する。過去事
例では、分解ガスまたは白煙の吸入により負傷者が発生
し、また滞留した分解ガスが引火爆発している。有機過
酸化物が熱分解すると生成物は、CH4、C2H6、ケトン、
オレフィン、アルコール、酸等の刺激性の強いガスが副
生する５）。
大量の有機過酸化物が爆発した場合の被害は人的、物
的、経済的に非常に大きくなる。爆発被害の参考として、
被害の大きかった過去の事例 4件を表３２,６, ７, ８）に示す。
東京では昭和 39 年と平成 2年の 2件発生している。
平成 12 年の韓国の事故（図１）は、比較的最近の事例
でMEKPO製造中の大事故である。平成 3年の千葉県で

有機過酸化物の火災・爆発事故事例と異常発生後の経過分析

水田　亮

（平成 21 年 1月 26 日受理）

有機過酸化物は重合開始剤、硬化剤等として広く使用されているが、大部分は消防法危険物第五類の
自己反応性物質に属し、不安定な化学物質のため過去に分解反応等による火災、爆発事故は起こってい
る。最近 10 年間の状況を調べると、14 件の火災爆発事例が起こっている。以前と比較しても発生原因
等の実態は変わっていないように思われ、今後も同じような事故が起こることが予想される。
事故形態の特色として、異臭や白煙が発生した後にしばらく時間を経てから爆発が起こる場合が考え
られ、応急的に対応しているときに受傷する危険性が想定される。そこで、典型的な経過事例を参考に
して、初期対応時の潜在危険性について考察した。

解　説
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の事故は、界面活性剤製造工程で有機過酸化物が生成さ
れてしまい、熱爆発を起こした特殊な事例である。事故
の経緯は、スルホン化により黒い色調をした界面活性剤
をメタノールと過酸化水素を使用して漂白を行う工程で、
メタノールが回収される。この回収メタノールを再蒸留
する際に、有機過酸化物のメチルハイドロパーオキサイ
ド（以下過メタノールと略）が精留塔内に微量生成され、
装置の稼働停止（生産予定数量が確保されたため）によ

り濃縮されて熱爆発を起こした。過メタノール溶液は、
高濃度になると発熱反応が瞬間的に進み爆轟することが
実験により確認されている８）。

３．最近の事故状況

平成 9 年から平成 18 年の最近 10 年間に発生した 15
件の事故事例を表 3に示す２）。爆発が 7件、火災が 7件、
漏洩が 1件起こっている。件数はそれぞれ、有機過酸化
物製造メーカー（製造所）は 1件、貯蔵所は 5件、危険
物取扱所は 9件（うち車両 1件）である。メーカー（製
造所 1件）とユーザー（取扱所 9件）を比較するとユー
ザーで多く発生している。主原因の内訳は、管理不十分
が 6件、確認不十分が 2件、不作為が 4件、不明調査中
が 3件、腐食等劣化や施工不良は 0件で人的要因によっ
て発生した場合が多い。直接の原因として、製造所は廃
酸の混合 1件、貯蔵所は異物混入 2件、庫内温度上昇 3件、
取扱所は樹脂混合 7件、廃油混合 1件、モノマー混合 1
件である。着火原因は、化学反応熱 6件、自然発熱 4件、
静電気火花 1件、高温表面熱 1件、不明 2件である。異
物混合による化学反応熱と自然発熱による原因が 71％を
占めている。事故発生に関係した物質は、MEKPOが 8
件、その他 5件、不明有機過酸化物 2件、BPO	 0 件であ
る。昭和 39 年から平成 2年までの間に発生した事故 22
件の内、50％にあたる 11 件は原因物質がBPOである１）。
しかし、平成 2年の東京で発生したBPO事故以来、メー
カーがBPO純品の製造と供給をやめて、引火しにくい水
ウェット品として供給されるようになりBPO事故の発生
は見られなくなった。有機過酸化物の事故全体の発生頻
度は平成 2年までより多くなっており、BPO以外の原因
物質による事故件数は、平成 3年以降では平成 2年まで
の 2倍以上に増えている。
発生月別件数は、気温の高くなる 6月から 8月の夏季
に多く、8月の休暇中に 2件発生している（表４）。温度
管理の重要さと、長期無人状態時での管理の重要さを認

図１　全壊したMEKPO製造プラント
（韓国・釜慶大学提供）

分 類 名 構 造

ケトン

パーオキサイド

パーオキシケタール

ハイドロ

パーオキサイド

ジアルキル

パーオキサイド

ジアシル

パーオキサイド

パーオキシエステル

パーオキシ

ジカーボネート

表１　有機過酸化物の種類

構 造
ハイドロパーオキサイドと

環状パーオキサイドとの混合物

引火点 34~82 ℃（セタ密閉式）

発火点 166 ℃（ASTM 試験器）

SADT* 60 ℃

活性酸素量 10.0 %

弾動臼砲値 3.6 %

許容濃度 0.2 ppm（ACGIH・STEL）

毒 性 皮膚腐食性・中枢神経抑制

* SADT：自己加速分解温度

表２　MEKPOの物性値３,４）
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発生

年月
概 要

発生

場所
事故関係物質 原 因

S39.7 東京品川区勝島倉庫火災。硝化綿の火災が倉庫の MEKPO
に移り大爆発。

死者 19 名、負傷者 112 名、消失 15、焼損 25 棟

貯蔵所 MEKPO 類焼

H2.5 東京 BPO製造工場。取扱中の衝撃等で発火爆発。

死者 8 名、負傷者 18 名、全焼 7 棟

製造所 BPO 衝撃等

不明

H3.6 千葉界面活性剤製造工場。メタノール最蒸留装置で生成され

た過酸化物が爆発。 死者 2 名、負傷者 13 名、精留塔破壊

製造所 過メタノール 熱分解

H12.8 韓国麗川（ヨーチョン）市 MEKPO 製造工場。硫酸の酸化

工程後、熟成中に爆発。廃酸処理の不完全、温度管理の不十

分が原因。 死者 6 名、負傷者 19 名、工場全焼、車両破損

20 台。被害額約 6 億円。

製造所 MEKPO 酸の混合

H9.5 廃油地下タンク内の重合反応で通気管からベーパー噴出、さ

らに液面計取り付け部より吹上げて火災発生。

取扱所 PO*含有廃油 廃油に PO
混合

H9.8 温度管理のない工場内に 15 日間保管後、貯蔵所へ移動した

7 時間後に蓄熱発火により爆発。

屋内

貯蔵所

シクロヘキサ

ノン PO
猛暑による

蓄熱

H10.7 アクリル系塗料製造時、モノマーを滴下してタンク内で 9 時

間放置後、異常重合により噴出し引火爆発。

取扱所 TBPO* モノマー

混合

H10.11 MEKPO 製造工程の分液排出工程で、廃硫酸との反応による

分解発熱で爆発。

製造所 MEKPO 酸の混合

H11.5 積載された保管中の薬品類整理中、ポリ容器入 PO が何らか

の原因で発火。 重傷者 1 名（熱傷 70%）。

取扱所 MEKPO 不明

H11.8 駐車中の運搬車両荷台に積載されたポリエステル樹脂との

混合缶から出火。車両内温度上昇による自然発火。

取扱所 MEKPO 樹脂混合

H12.7 未開梱で倉庫に保管中、冷却ドライアイス不十分による温度

上昇のため、自己発熱分解し爆発。

貯蔵所 TBPO 冷却不十分

H12.10 屋内貯蔵所でドラム缶を収納中、分解ガスが発生し天井に滞

留。ドラム缶内で自然発火して引火爆発。

貯蔵所 MEKPO 異物混入

H13.4 アクリル樹脂製造時に出る重合開始材含有廃油を、ドラム缶

に入れて蓋をした。16 時間後、蓋が飛び廃液が漏洩。

取扱所 MEKPO 樹脂混合

H13.8 夏季休業中、屋内で保管中に設備不良のため温度が上昇し、

自然発熱して発火爆発。

貯蔵所 TBPO 気温上昇

H14.7 工場、樹脂タンク室付近より出火。硬化剤ポンプ又は配管接

続部より漏洩し、付着樹脂に接触し発熱。

取扱所 MEKPO 樹脂混合

H16.6 屋内貯蔵所、PO 140kgが爆発。53 ㎡のうち 27 ㎡を焼損。 貯蔵所 パーロイル他

（商品名）

不明

H16.6 樹脂管製造時、未清掃の受け皿中にあった高温の残存樹脂に

硬化剤が落下、熱分解により出火。

取扱所 MEKPO 高温の樹脂

混合

H17.8 FRP 浄化槽胴体部を成形時、垂れ落ちた樹脂にスプレーガ

ン内部の硬化剤が落下して、混合反応熱より出火。

取扱所 MEKPO 高温の樹脂

混合

H17.6 樹脂を拭取ったフェルト布を、硬度調整剤の紙袋内に存置し

たため、自然発熱して発火。

取扱所 PO 異物混入

* PO：有機過酸化物 TBPO：t－ブチル－パーオキシ 2－エチルヘキサノエート

表３　有機過酸化物の事故事例
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識させられる。発生時間は、9時から 17 時が 7件、17 時
以降が 8件である。人的被害は、重傷者 1名（熱傷 70%）
が発生しており、過去に起きたような大きな事故は発生
していない。漏洩が平成 13 年に 1件起こっている。有機
過酸化物は漏洩すれば何らかの原因で発熱発火し、火災
や爆発にいたる場合が多く、漏洩のみの事故は過去にお
いてもほとんど発生していない。
最近 10 年間を昭和 39 年（1964）から平成 12 年（2000）
の統計１）と比較すると、発生場所、発生時期や直接原因
に大きな違いはない。今後も同じような事故が起こる可
能性が考えられるので、事故対策を検討するにあたり過
去事例を参考として学ぶことは意義があると思われる。

４．初期対応時の事例検討

4.1　事故初期における対応判断要素
過去の事故事例を参考にして、有機過酸化物の分解反
応における危険性を考察する。有機過酸化物の爆発災害
は、就業時の作業中または貯蔵時や夜間等の分解反応に
より突然爆発が起こることが多く、退避する間もなく受
傷してしまう事例が起こっている。しかし、事故の初期
において異臭や白煙が発生して、発火爆発するまでにし
ばらく時間を要する事例も発生している。このとき現場

対応する側は、最初の異変から何らかの応急処置をしよ
うとして退避しなかったために、爆発の被害にあうとい
う危険性が考えられる。異臭や白煙が発生してから想定
される典型的な経過例を、体系的にまとめたものを図２
に示す。この図から典型的な経過例を 5つに分類し、対
応時の判断要素のひとつとして考えた（表５）。各経過例
に該当するものを過去事例 2,6,9,10）から抜粋すると 13 件が
該当した（表６）。これを基に初期対応時の潜在危険性に

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

表４　発生月別件数

型 経 過 の 分 類

A
早期退避

異臭・白煙発生を確認後、危険と判断し応急処置

はせず早期に退避する。退避後、爆発危険性は有る

B
直後の爆発

早期に退避はせず、応急処置的な対応をしょうと

したときに爆発が発生し受傷する。

C
出火→注水→消火

異臭・白煙を確認後、退避はせずしばらくして発

火、その後に注水活動を実施し、消火する。

D
出火→注水→爆発

異臭・白煙を確認後、退避はせずしばらくして発

火、その後に注水活動を実施中に爆発により受傷。

E
遅れての着火・爆発

異臭・白煙を確認後、退避はせず応急処置的な対

応を実施しているときに爆発が発生し受傷。

表５　異臭・白煙発生からの典型的な経過分類

 

 

 

 

 

   
 

退避完了、その後の 
火災・爆発危険性は有り 

爆発による受傷危険 

消 火 

注水中の受傷危険 

火 災 

異臭・白煙継続 

成功 

失敗 

有

無

成功 

失敗 
有

無

有

無

有

無

対応中の受傷危険 

図２　異臭・白煙発生からの典型的な経過例
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ついて考察した。なお、参考としてこの 13 件中の内訳
は、製造所 4件、貯蔵所 3件、取扱所 6件であり取扱所
のユーザーで多い。直接原因として、衝撃摩擦、蓄熱発
火、異物混入や誤混合比が挙げられる。事故関連物質では、
MEKPO	 7 件、BPO	 4 件、その他 2件であり、発生月は
夏季が多くなっている。人的被害では、特徴として受傷
者が発生した場合は 1件当たりの人数が多い。

4.2　事例検討
表 6の事例を参考にして、初期対応時の潜在危険性に
ついて考察する。有機過酸化物の分解反応は白煙だけで
治まる場合もあるが、すぐ爆発する可能性もありAのよ
うに早期退避するかで被害の大きさは変わってくる。事
例 10 では、従業員が即退避して受傷は免れているが、も
し初期対応を試みていたならば、おそらく受傷していた
ことが予想される。事例 5は、柄杓がバットの内側にあ

No
発生年

月・場所
概 要

事故関係

物質
原 因 型

1
S41.6
取扱所

工場作業所で DMP 誤混入。白煙と泡が発生し、その数分後に爆発

的な燃焼になり火災。 傷者 5 名。

MEKPO DMP*
混入

E

2
S44
製造所

二日前の隣接倉庫火災の消火水が、室内の MEKPO 粗製品に混入。

作業室から異臭が発生し換気中に爆発。 重傷者 10 名。

MEKPO 異物

混入
E

3
S44.6
製造所

二日前の火災により作業中止時、希釈安定化のため DMP を反応釜

に加えたが、数時間後に異臭白煙が発生。その約 7 分後、屋外消火

栓で注水しようとして爆発。 重症者 14 名。

MEKPO 鉄錆等

異物

混入

D

4
S44.8
取扱所

港から 500m 海上の船舶より白煙を岬信号員が発見。その約 15 分後

に爆発し、約 1 分後に火災。MEKPO、硫酸、塩酸を積載していた。

死者 5 名、重傷者 2 名。

MEKPO 不明

E

5
S45.8
製造所

ふるい作業時、鉄製バットから BPO をすくいだす時、柄杓がバット

にあたり白煙発生。即退避した直後に爆発、付近乾燥中の BPO も爆

発。 負傷者 9 名。

BPO 衝撃・

摩擦 A

6
S53.7
貯蔵所

倉庫内のBPO が自然発火。異臭と白煙を発見後、屋内消火栓で消火

実施。

BPO 蓄熱

発火
C

7
S54.7
貯蔵所

屋内貯蔵所から異臭と白煙が発生、積載 BPO から出火。公設消防に

より消火。

BPO 蓄熱・

異物
C

8
S56.7
取扱所

BPO ペースト製造中、撹拌槽での異常分解により白煙発生。従業員

の注水後、消防により消火。 負傷者 1 名。

BPO 摩擦熱
C

9
H4.1
製造所

TY-13 製造中、分解ガスが噴出、異臭が発生。何らかの火源で引火

爆発。 消火時に熱傷で重傷者 3 名。

TY-13* 誤混合
B

10
H5.10
取扱所

AES プラントで触媒異常供給による分解反応のため、触媒調整タン

ク通気管から白煙が発生。従業員は危険と判断、即退避した直後に

爆発火災。 人的被害は無し。

TBPPC*
（触媒）

触媒

蓄熱 A

11
H6.9
取扱所

運搬車両走行中、車内後部のポリエステル樹脂缶から白煙発生。車

両を停止させ、通報を受けた消防により消火。

MEKPO 衝撃摩

擦・蓄熱
C

12
H14.11
取扱所

風呂防水工事中、浴室内に異臭発生。換気を実施時に、硬化剤使用

の床面から出火し、消火実施。硬化剤高配合による分解反応。

MEKPO 誤混合
C

13
H18.4
貯蔵所

危険物貯蔵庫で、MEKPO を廃棄目的で一斗缶からドラム缶へ投入

中に白煙が発生、10 分後に出火。公設消防により消火。 軽傷 1 名。

MEKPO 衝撃・樹

脂混合
C

* DMP：ジメチルフタレート

TY-13：1.3 ビス（ターシャリーブチルパーオキシインソプロピル）ベンゼン

TBPPC：t－ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート

A~E の型は表 5 参照のこと

表６　典型的な事例
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たっただけで反応しており、有機過酸化物は非常に敏感
な物質であることが分かる。本事例ではすぐに退避をし
ているが、直後に爆発が起こっている。有機過酸化物は
初期消火を迅速に行えば消火可能なこともあり、消火を
実施するか退避するかの早期判断が難しい。Cの状況で
は、出火後に傷者が比較的少なくて消火に成功した場合
をとりあげている。事例 13 は、分解により白煙が発生し
た 10 分後には出火に至っている。数ヶ月前にも同じよう
に白煙が生じたがその時は白煙だけで治まり、以前にお
いても硬化剤を使用の際には何度か発煙することがあっ
た。今回は硬化剤の濃度、衝撃や摩擦、異物混合量や温
度の微妙な違いで出火にいたったと推定される。Dは C
と対照的に注水時での爆発事例である。事例 3では、約
7分後の注水しようとしたときに爆発が起こり、重傷者
が発生している。注水時の安全対策として、十分距離を
とった適切な位置で大量放水を実施し、早期に貯蔵量等
の情報を得て類焼爆発時の被害想定を考慮する必要があ
る。Ｅの遅れての爆発事例では、事例 2で換気中のやや
遅れた時間に、事例 4で約 15 分後に爆発が起こっている。
事例 1では、数分後に爆発的燃焼が発生して傷者が 5名
発生している。
物質を安全に取り扱うことのできる境界雰囲気温度に
自己加速分解温度（SADT）がある。SADTの付近では
緩慢な自己発熱が起こり、その温度を超えると急激な反
応暴走が起こる。反応熱の発生速度が放熱速度より速い
場合に反応物の温度は上昇し、反応速度も速くなってい
く。微妙な温度の関係で反応暴走が起こるため、爆発の
有無の前兆について現場の外観から推測するのは非常に
難しいと思われる。しかし、異臭や白煙が一つの危険信
号であることは過去事例より推測される。
参考として、自衛消防隊や公設消防隊の現場対応時の
注意点を述べる。有機過酸化物は水と反応しないので、
原則として大量の水で消火する。白煙発生時等の初期消
火は、粉末、二酸化炭素消火設備や器具で消火し、又は
冷却注水を実施する。注水時は、爆発危険があるので遮
へい物を利用して離れた場所から行う。情報収集により
危険物が多量にある場合は、さらに安全な距離を確保し
て大量放水を実施し、類焼爆発による二次災害に備える。
漏洩時は、加熱、衝撃や摩擦等による発火を防止するた
め噴霧注水により湿らせ又は希釈した後に回収する。回
収時は、金属製スコップ等の衝撃や摩擦を起こしやすい
資器材を使用しないよう注意する。

５．まとめ

有機過酸化物の事故は、過去事例より研究、製造、運送、
貯蔵、使用の何れの段階でも起きている。最近 10 年間に
おいても 15 件発生しており、発生場所、発生時期や直接

原因に大きな違いはない。その危険性は、異臭、中毒、白煙、
可燃性ガス、爆発、遅れての爆発と様々である。事故対
応者にとって危険なことは、早期に消火しようとしてそ
の対応時に爆発が発生し受傷することである。爆発の前
兆について現場の外観から具体的に推測するのは非常に
難しいと思われるが、分解時の異臭や白煙が一つの危険
信号であることは推測される。
事故防止のために日頃から教育や管理面を徹底し、誤
混合の防止、適切な保管、異物混入を防ぐことが重要で
ある。ヒヤリハット事例等を含めると、事例として報告
されている以外にも有機過酸化物の事故は起こっている
ことが推測される。最近、日本では大きな事故が発生し
ていないが、今後起こる危険性も考えられるので過去の
事故事例を教訓にしたい。
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 Organic peroxides are widely used as polymerization initiators for various synthetic resins or as curing agents for 
unsaturated polyester resins, vinyl ester resins, etc. However most organic peroxides can be decomposed thermally at the 
relatively low temperature, and some type of organic peroxides are very sensitive to friction and shock. So fires and explosive 
accidents have occurred during handling, storing or producing. In this paper, a survey was conducted in order to monitor 
recent fires and explosions of organic peroxides for the past ten years. Especially, initial response processes were analyzed in 
order to prevent casualties.
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１．はじめに

平成 20 年 10 月 23 日・24 日の２日間、東京都港区虎
ノ門のニッショーホール（日本消防会館）において、第
56 回全国消防技術者会議が開催された１）。本会議は、消
防防災の科学技術に関する調査研究、機器の開発、技術
開発等の成果を発表し、消防関係者間での意見の交換を
行うことを目的として、昭和 28 年より、自治省消防庁消
防研究所、独立行政法人消防研究所時代を通じて毎年開
催されている。平成 20 年度は、全国より延べ 730 名に及
ぶ消防職員や消防防災関係者の参加を得て、特別講演１
件、「平成 19 年度消防防災機器の開発等及び消防防災科
学論文に関する消防庁長官表彰」受賞作品７件、特別セッ
ション５件、一般研究発表 13 件、展示発表 11 件（受賞
作品を含む）、計 32 件の発表が行われた。
今回の会議を企画するにあたり、参加者が共通のテー
マについて情報交換を行える場を提供することを目的に、
例年と同様の一般研究発表の募集に加え、特定のテーマ
を設定して発表募集を行うこととした。近年、消防職員
の安全を脅かす災害・事故が多発していることに鑑み、
テーマとして「安全な消防活動を目指して」が選ばれ、
会議２日目の午後に、このテーマに沿った研究発表と討
論（パネルディスカッション）で構成される「特別セッショ
ン」が開催された。
特別セッションでは、最初にコーディネーターの箭内
が、趣旨説明として、平成９年から平成 18 年までの 10
年間における消防隊員の活動状況と死傷者数の状況（図
１）等について報告し、続いて５件の研究発表が行われた。
研究発表の後、表１に掲げた６名のパネリストに登壇い

ただき、「安全な消防活動を目指して」と題してパネルディ
スカッションを行った（図２）。本稿では、この特別セッ
ション「安全な消防活動を目指して」におけるパネルディ
スカッションの概要について報告する。

安全な消防活動を目指して
—第 56回全国消防技術者会議における討論から—

佐宗　祐子、若月　薫、箭内　英治

（平成 21 年 2月 5日受理）

解　説

近年、消防職員の安全を脅かす災害や事故が多発している。平成 20 年度の全国消防技術者会議では、
消防活動時の事故低減に関する情報交換の場として、特別セッション「安全な消防活動を目指して」が
設けられ、この中でパネルディスカッションが実施された。消防活動において安全確保が特に困難であ
ると感じられる活動や状況、消防活動における安全管理・安全確保のために有効な対策及び必要な研究、
「消防ヒヤリハットデータベース」の活用方策等について、意見交換が行われた。

図１　消防活動中の死傷者数の状況２）

（平成９年から平成 18 年の 10 年間の平均）

表１　パネリスト一覧
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２．質問事項

会議の開催に先立ち、予め口頭発表者および展示発表
者全員に表２の質問事項を送付し、パネリストを含め 15
名の方に回答を寄せていただいた。会議当日のパネルディ
スカッションでは、これらの質問事項に対する回答や意
見の紹介を挟みながら、パネリストならびに会場の参加
者から意見をいただいた。

３．消防活動の安全確保のために有効な対策について

「消防活動における死傷事故を低減するために、どのよ
うな対策が有効だとお考えですか。」との質問に対する回
答結果を、図３に示す。回答者全員が「教育」を選択し
ており、安全な消防活動には教育が最も大切であること

が、消防関係者に共通の認識であることがわかる。次に
多かった「研究の推進」も５割を超えており、次いで「予
算の確保」を選択した者が４割であった。
「教育」に関する具体的な意見としては、団塊の世代
から若い職員への技術や知識の伝承、過去の死傷事故事
例の共有、警防マニュアルや教養冊子の整備、有意義で
短時間に実施できる教育・訓練手法の開発と普及、体験
型訓練や、活動現場における潜在危険を想像する力を鍛
える訓練など隊員個々が自ら進んで考える教育の必要性
などが指摘された。興味深かったのは、一見非効率と思
われる先輩後輩間の雑談のような口伝伝承的なコミュニ
ケーションが有効であるとする意見と、事務量の増加に
より訓練の時間を確保できない現状を踏まえ訓練内容の
効率化を唱える意見の、両者が共に目立った点である。
「研究の推進」に関する具体的な意見としては、社会情
勢の急激な変化による新たな建物形態等の火災危険の予
測、事故原因の調査研究、安全な資機材の開発、急流や
山岳等の活動環境に即した専用装備の研究、隊員の心理
面に着目した研究、現場経験の少ない若手職員の指導育
成方法、職員の健康管理、等が挙げられた。一方で、安
全な装備の開発が、隊員の活動領域をさらに危険な方向
へ拡げる可能性についても配慮が必要であることが指摘
された。
「予算の確保」に関する具体的な意見としては、災害現
場で活動隊の安全管理・進入管理を行う指揮隊の設置、
教育・訓練の要員確保、装備・資機材の導入、体験型訓
練の教材、等のための予算確保の必要性が指摘された。
指揮隊の必要性は、後述する消防庁の検討会の報告書に
も明記されている３）が、一方で、管轄人口が少ない消防
本部ほど指揮隊が設置されていない傾向が、実態調査に
より明らかとなっている４）。地方自治体の財政が逼迫す
る中で、人員削減を余儀なくされ、指揮隊を設置できな
いでいる消防本部が少なくないことは、特に憂慮すべき
点であろう。

図２　パネルディスカッションの様子

表２　パネルディスカッションにおける質問事項
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「制度改革」に関する具体的な意見としては、ヒヤリハッ
ト事例等を教訓とした戦術の見直し、指揮隊の配置、活
動審査会や実科査閲重視の訓練・教育体制の見直し、警
防隊員・救急隊員・予防技術員の専従化による技量の向上、
衛生管理有資格者の各消防署への配置、等が挙げられた。
指揮隊による組織的な安全管理の必要性は、前述の予算
面と制度面の両方で指摘されており、安全な消防活動の
ためには指揮隊の設置が重要であると広く認識されてい
ることが伺われる。
「その他」の具体的な意見としては、消防の広域化に伴
い、物資補給・後方支援及びライフライン確保などの危
機管理を各施設で完結できる体制の必要性が指摘された。
また、若者の危険に対する意識が全般的に低い傾向にあ
り、現場での勝手な行動が見られることと、監督者が若
者の行動特性を理解する必要があることが指摘された。

４．『消防ヒヤリハットデータベース』について

「消防ヒヤリハットデータベース」（以下、本ＤＢ）は、
平成 19年３月 29日から運用が開始された、消防職団員の
事故事例の情報収集・提供システムである５）。平成15年に、
神戸市における建物火災（６月）、三重県多度町における
ごみ固形化燃料（ＲＤＦ）発電所爆発火災（８月）等、消
防職員が活動現場において殉職する事故が相次いだことか
ら、こうした事態の再発防止を目的として、消防庁は「消
防活動における安全管理に係る検討会」を開催し、安全確
保策の充実強化について検討を行った３）。この検討会によ
る提言の一つが、事故事例の情報収集・提供システムの整
備であり、提言を踏まえて消防庁ではシステムの構築が行
われた。現在、消防隊員の安全管理に資することを目的と
して、総務省消防庁がアンケート方式の調査票により全国
の消防本部から提供された事故やヒヤリハットの事例情報
を集約し、背後要因等の詳細分析を行い、インターネット

上で公開している（図４）。事例情報は継続して収集蓄積
され、平成 19年度分は 828 事例が追加されている。
本ＤＢが日常の消防活動における安全確保に有効であ
るかどうか、との質問に対し、回答者 15 名中 14 名が「有
効である」と回答した。しかしながら、本ＤＢの存在を知っ
ている消防職団員は極めて少数であるとの意見も多く聞
かれ、現状では本ＤＢが広く有効に活用されているとは
言い難い実態が浮き彫りとなった。
本ＤＢを、さらに有効に活用できるようにするための
課題として、以下のような指摘がなされた。
・消防職団員への周知徹底
・ＤＢ閲覧のためのインフラ（パソコン）整備
・事例数のさらなる増加
・状況図や写真の掲載
・分類方法の改善（事例数増加に伴う分類の細分化）
・類似事例の整理
・事故原因等を加筆できる機能の追加
・検索結果等の一覧表を印刷できる機能の追加
・同様の事例発生を投票形式で集計し、事例毎の頻度等
級を表示する機能の追加

・山岳、急流等の地域特性を反映した事例の集積　　（緊
急消防援助隊出動時の安全管理等に活用可能）
分類方法の具体的改善策として、現在最多の 208 件が
収録されている「消火活動―活動中期」をさらに「上階
床の崩落関連」等に細分化する案が示された。
最も重要であると思われる「消防職団員への周知徹底」
についての具体的方法は提案されなかったが、消防庁ホー
ムページの最下段に本ＤＢへのリンクが位置しているた
め、気づきにくいのではないかとの意見があった。一方、
インターネットに接続しているパソコンの台数が少ない
ためホームページを閲覧できない職員が大半を占める消
防本部も少なくないことが指摘され、インターネットを
介した周知徹底の効果は限定的であることが推察された。
次に、本ＤＢの具体的な活用方法として、以下のよう
な提案や実施例の紹介があった。
・指導者が日々一題ずつ選択して教育する。
・所属内で、日々のミーティング等において、ディスカッ
ションを行う時間を設ける。

・インターネット接続パソコンが不足している部署では、
毎週数件を印刷して職員に配布する。

・訓練の想定に、事例情報を利用する。
・各職場に当てはめて検証し、対策を文書化して職場内
に周知し、訓練や現場で対策の有効性を確認する。

・事例をクイズ形式として、教材に活用する。
・安全週間などの重点期間に、テーマを決めてＤＢを検
索し、危険予知トレーニングを行う。

・事例の状況を再現した体験型訓練

図３	　消防活動における死傷事故を低減するた
めに有効だと考えられる対策（複数回答可）
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・事例に基づく映像教材の作成
・失敗事例に対するファシリテーター（協働促進者）に
よる合意形成
これらの活用方法は、前述の検討会３）により提案され

た「安全文化」の形成に向けた組織体制と教育訓練のあ
り方に重なる部分が多いように思われる。本ＤＢの存在
が広く認識されるようになれば、安全な消防活動の実践
に向けて、様々な場面で貢献できることが期待される。

５．安全管理・確保のために必要な研究について

最後の設問として、消防活動において安全確保が特に
困難であると感じられる活動あるいは状況（表２の質問
事項Ⅲ）を尋ねたところ、以下のような回答があった。
・火災時における要救助者の検索活動
・活動中の建物の倒壊や床崩落
・指揮隊が建物内における隊員の行動を視認できない煙
中活動

・建物等の密集地域や繁華街での活動
・高所や狭い場所への進入
・出場隊が多いとき（指揮系統が明確にされにくい）
・水難救助活動
・崩落寸前の斜面での救助活動
・幹線道路上の活動
・密閉された空間や暗中・夜間の活動
・感染症への出動
・山岳・急流・航空における活動
・猛暑の中の活動や長時間の活動
・経験したことがない災害に対する活動
・危険であるとわかっていても、要救助者の家族や市民
の感情から退避できない状況

・人事異動等によりメンバーが変わったとき
回答形式を自由記述式としたため、「火災時における要
救助者の検索活動」のように隊員自身の活動状況を記述
したものと、「建物の倒壊や床崩落」のように活動時の周
囲の状況を記述した回答が混在している。これらの回答
を、前節で紹介した消防ヒヤリハットデータベースの「活
動別に事例を見る」の分類項目に当てはめてみると、消
火活動中および救助活動中の安全確保が特に困難である
と感じる回答者が多いことがわかる。
一方、訓練中の安全確保の困難性に言及した者は１名
のみであったが、データベース中では「訓練」の分類に
含まれる事故事例が２割近くを占めている。重大な事故
と異なり情報の共有化が進みにくい事例についても、デー
タベースを利用すれば情報共有が図られ、様々な潜在危
険に対する意識を高めることができると考えられる。
設問Ⅰで「③研究の推進」を選択した回答者については
重複した質問となってしまったが、上述の問題（安全確保
が特に困難である活動や状況）を解決するために今後必要
な研究について尋ねたところ、以下の事項が挙げられた。
・指揮者と検索者のコミュニケーション改善
・視界不良の水中でのコミュニケーション手段の開発
・出場隊が多いときの指揮系統など消防戦術の研究
・赤外線カメラによる煙中活動隊の行動把握
・視野が広く視認性に優れた防火帽の顔面保護板やしこ
ろの開発

・防火衣等に一体型の防爆ライトの開発
・民間で開発された先進の（救助）技術の応用研究
・消防活動の特殊性に視点をおいた身体の限界に関する
研究

・水分・食事の摂取・休憩と活動能力の関係解明と実務
への応用

・感染症対応等のインフラ整備方針の確立と具体化
・未経験の特殊災害や危険物災害に関する研究
・全国消防技術者会議等で報告された機器等の商品化
消防活動における安全性向上のための研究として、安
全確保が特に困難な活動や状況と併せて質問したところ、
設問Ⅰでは見られなかった「活動時のコミュニケーショ
ン」に関する回答が目立った。日常の活動に視点を置い
てみたとき、コミュニケーション手法に改善の必要性を
感じている消防隊員が少なくないことが伺われる。

６．おわりに

パネルディスカッション「安全な消防活動を目指して」
を振り返った後で、改めて消防活動現場に目を向けると、
災害という異常事態への対処を宿命とする消防活動にお
ける安全確保の難しさを痛感させられる。教育・訓練や
研究の重要性とともに、被害を未然に防ぐ予防指導の重

図４	　消防ヒヤリハットデータベース	
（http://www.shoubou-hiyarihatto.soumu.go.jp/）
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要性についても、消防活動における安全管理の一翼とし
て認識を新たにする必要があるように思われる。本稿が、
安全な消防活動の実践に少しでも寄与すれば幸いである。
尚、第 56回全国消防技術者会議の内容について、パネ
ルディスカッション以外の部分は、文献６を参照されたい。
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In recent years, accidents and disasters often threaten the lives and safety of firefighters.  In the 56th National 
Conference of Fire and Disaster Management Engineers held in October 2008, for the purpose of exchanging information on 
promoting safety in the fire and disaster management operations, a special session called “Aiming to Promote Safety in Fire 
and Disaster Management Operations” was organized and a panel discussion was held in this session.  A valuable exchange of 
views on effective measures against difficult activities and situations, researches necessary to promote safety, and methods for 
utilization of “the Accident Database on the Fire and Disaster Management Operations” was conducted.
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