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国際消防防災展 “インターシュッツ 2010” について
International Exhibition on fire fighting and rescue; Interschutz 2010

(a) 検知器ステーション
Detectors station.

(b) 緊急避難用タラップ
Emergency landing step track.

(c) 消火訓練用コンテナユニット
Extinguish training container unit.

(d) ガス漏洩火災の消火のデモンストレーション
Extinguish demonstration on gas leaking fire.

本文 14 〜 19 ページ
see also page14 〜 19



(g) ロシア向け消火ロボット
Fire fighting robot for Russian Federation.   

(h) ジェットエンジンを利用した消火車両　
Fire engine equipped with equipped jet engine.   

(e)THW の特殊車両
THW spesial vehicle on resucue.

(f) 四輪バギーを利用した消防車両
Fire engine with all train vehicle.

本文 14 〜 19 ページ
see also page14 〜 19
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１．はじめに

消防用防火衣は、消防隊員が火災現場や救助活動を行
うときに着用する防護衣であり、消防活動時に火炎や熱、
落下物などから消防隊員を保護するものである。しかし、
現在までのところ、使用年数（貸与期間）については消
防本部ごとに定めはあるものの、維持管理方法等に係る
規定は、特に定められていない。このため、長期間にわ
たる使用により、火災現場に存在する多様な有害物質が
防火衣に付着している可能性があり、消防隊員の安全管
理および健康管理上支障が生じることが危惧される。本
分析の目的は、消防職員により長期間使用された防火衣
の洗浄汚水を採取し、成分分析を実施することにより、
消防隊員の安全管理および健康管理対策の向上に資する
ことである。

２．分析項目及び分析方法

分析項目は、燃焼過程で生成する代表的な有害物質お
よび建築材料その他製品類に含まれる代表的な有害物質

として、以下に掲げる 20 項目を候補として選定した。
①　アスベスト（定性分析）
②　銅
③　クロム
④　シアン化合物
⑤　ヒ素
⑥　カドミウム
⑦　鉛
⑧　水銀
⑨　ふっ素およびその化合物（F）
⑩　塩化物イオン（Cl−）
⑪　硫酸イオン
⑫　硝酸イオン
⑬　リチウム
⑭　ニッケル
⑮　ホルムアルデヒド
⑯　アセトアルデヒド
⑰　ダイオキシン類

消防用防火衣の洗浄汚水の分析

佐宗　祐子

（平成 23 年２月 23 日　受理）

技術報告

消防用防火衣について、現在までのところ、使用年数（貸与期間）については消防本部ごとに定め
はあるものの、維持管理方法等に係る規定は、特に定められていない。このため、長期間にわたる
使用により、火災現場や救助現場に存在する多様な有害物質が防火衣に付着している可能性があり、
消防隊員の安全管理および健康管理上支障が生じることが危惧される。消防隊員の安全管理および
健康管理対策の向上に資することを目的として、消防職員により長期間使用された防火衣の洗浄汚
水を採取し、成分分析を実施した。分析を実施した 16項目の内、衣類等の繊維製品に係る安全基準
が設定されているホルムアルデヒドについては、健康影響が懸念されるレベルには達していないと
認められた。アセトアルデヒドについては、室内濃度指針値から類推した結果、健康影響が懸念さ
れるレベルには達していないと推測された。残る 14 項目の内、リチウムとニッケルを除く 12項目に
ついて、水質基準関係法令等に基づく排水基準または水質基準と比較した結果、鉛について排水基
準の約４倍の濃度が検出された他は、いずれも基準値を下回っていた。しかしながら、経口投与試験
に基づくこれらの基準値から、衣類に付着した場合の経皮毒性を類推することは困難である。リチ
ウムについては、基準値が設定されておらず、且つ全試料とも検出限界を下回っていたため、健康
影響が懸念されるレベルには達していないと推測される。ニッケルは管理濃度が設定されているが、
浮遊する粉状のニッケル化合物を吸入した場合の毒性を対象としているため、衣類に付着した場合
の経皮毒性を管理濃度から類推することは困難である。洗浄汚水の分析結果は、洗濯時の洗浄水の
使用量に大きく依存する。ホルムアルデヒドとアセトアルデヒドのように、類似の毒性を示す物質
間における毒性の加成性等相互作用についても、さらなる検討が望まれる。
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Lの 3分の 1に相当する。
3.4　シアン化合物（CN）
全 4試料共、シアン化合物の濃度は 0.1	mg/	L 未満で
あった。水質汚濁防止法によるシアン化合物の排水基準２）

は、1mg/	Lである。
3.5　砒素（As）
全 4試料中、最も砒素が多く含まれていたものは、上
下式防火衣予洗汚水（試料Ｃ）の 0.090	mg/	Lであった。
この値は、水質汚濁防止法による排水基準２）である 0.1	
mg/	Lに近いレベルとなっている。
3.6　カドミウム（Cd）
全 4試料中、最もカドミウムが多く含まれていたもの
は、防火衣予洗汚水（試料Ａ）の 0.006	mg/	Lであった。
この値は、水質汚濁防止法による排水基準２）である 0.1	
mg/	Lの 6％に相当する。
3.7　鉛（Pb）
全 4試料中、最も鉛が多く含まれていたものは、上下
式防火衣予洗汚水（試料Ｃ）の 0.43	mg/	Lであった。こ
の値は、水質汚濁防止法による排水基準２）である 0.1	mg/	
L の約 4倍となっている。その他の 3 試料についても、
鉛濃度は排水基準の約 2倍か、それ以上となっている。
3.8　総水銀（T-Hg）
全 4試料共、総水銀の濃度は 0.0005	mg/	L 未満であっ

た。水質汚濁防止法による総水銀の排水基準２）は、0.005	
mg/	Lである。
3.9　ふっ素およびその化合物（F）
全 4試料共、ふっ素およびその化合物の濃度は 0.5	mg/	

L 未満であった。水質汚濁防止法によるふっ素およびそ
の化合物の排水基準（海域に排出されるものを除く）２）は、
８mg/	Lである。
3.10　塩化物イオン（Cl−）
全４試料中、最も塩化物イオンが多く含まれていたも
のは、上下式防火衣予洗汚水（試料Ｃ）の 99	mg/	Lであっ
た。この値は、水道法による水質基準３）である 200	mg/	
Lの約半分となっている。
塩化物イオンについては、火災現場において環境中よ
り付着した可能性とともに、人体から発汗により発生し
たものが含まれている可能性も考えられる。
3.11　硫酸イオン（SO42−）
全 4試料中、最も硫酸イオンが多く含まれていたもの
は、上下式防火衣予洗汚水（試料Ｃ）の 120	mg/	Lであっ
た。この値は、世界保健機構（WHO）による飲料水水質
ガイドライン第 2版４）のガイドライン値である 250	mg/	
Lの約半分となっている。尚、WHOによる最新のガイド
ライン５）では、硫酸イオンのガイドライン値は設定され
ていない。
3.12　硝酸イオン（NO3−）
全 4試料中、最も硝酸イオンが多く含まれていたもの
は、上下式防火衣予洗汚水（試料Ｃ）の 34	mg/	Lであった。
この値を硝酸性窒素（N）に換算すると 7.7	mg/	Lとなり、
水質汚濁防止法による「アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物および硝酸化合物」の排水基準２）である 100	
mg/	Lの約 8％となっている。

表３　濃度計量結果

計量の対象
計量結果　(mg/	L)

計量の方法
試料 A 試料 B 試料 C 試料 D

銅含有量	(Cu) 0.7 0.4 1.0 0.4 JIS	K	0102-52.4　ICP 発光分光分析法
クロム含有量	(Cr) 0.23 0.14 0.68 0.22 JIS	K	0102-65.1.4　ICP 発光分光分析法
シアン化合物	(CN) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 JIS	K	0102-38.2　吸光光度法
ヒ素	(As) 0.022 0.013 0.090 0.032 JIS	K	0102-61.3　HYD-ICP 発光分析法

カドミウム	(Cd) 0.006 0.004 0.003 0.002 JIS	K	0102-55.3　ICP 発光分光分析法
鉛	(Pb) 0.27 0.21 0.43 0.19 JIS	K	0102-54.3　ICP 発光分光分析法
総水銀	(T-Hg) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 環告第 59 号　付表１　原子吸光法
ふっ素およびその化合物	(F) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 JIS	K	0102-34.2　イオンクロマトグラフ法
塩化物イオン	(Cl-) 47 34 99 31 JIS	K	0102-35.3　イオンクロマトグラフ法
硫酸イオン	(SO42-) 35 23 120 39 JIS	K	0102-41.3　イオンクロマトグラフ法
硝酸イオン	(NO3

-) 32 20 34 8.5 JIS	K	0102-43.2.5　イオンクロマトグラフ法
リチウム	(Li) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ICP 発光分光分析法
ニッケル	(Ni) 0.3 0.2 0.3 0.1 JIS	K	0102-59.3　ICP 発光分光分析法
ホルムアルデヒド 0.80 0.49 1.16 0.58 溶媒抽出法‐ GC-MS 法
アセトアルデヒド 0.80 0.35 1.52 0.45 溶媒抽出法‐ GC-MS 法
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3.13　リチウム（Li）
全4試料共、リチウムの濃度は0.1	mg/	L未満であった。
リチウムに関する排水基準、水質基準、管理濃度、許容
濃度等は、設定されていない。
3.14　ニッケル（Ni）
全４試料中、最もニッケルが多く含まれていたものは、
上下式防火衣予洗汚水（試料Ｃ）および外套式防火衣予洗
汚水（試料Ａ）の 0.3	mg/	Lであった。ニッケルに関する
排水基準、水質基準は、設定されていない。
労働安全衛生法に基づき定められている作業環境評価
基準６）における、ニッケル化合物（ニッケルカルボニル
を除き、粉状の物に限る。）の管理濃度は、温度 25℃、1
気圧の空気中において 0.1	mg/m3となっている。
3.15　ホルムアルデヒド
ホルムアルデヒドは 4 検体全てから検出され、最高濃
度は上下式防火衣予洗汚水（試料Ｃ）の 1.16	mg/Lであっ
た。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（家
庭用品規制法）」により、下着類等に含まれるホルムアル
デヒドの溶出量は、75ppm 以下に規制されている７）。家
庭用品規制法における規制値と今回の結果を、以下に比
較する。上下式防火衣の重量を 1着 4kg× 3 着＝ 12	 kg
と仮定すると、予洗の水量は 150	Lであることから、ホ
ルムアルデヒドの最高濃度 1.16	mg/	Lは、

1.16	(mg/	L)	×	150	(L)	÷	12	(kg)	＝	14.5	(ppm)
となり、下着等に対する規制値の 75ppm を下回る。防
火衣は常時肌に直接触れるものではないことも鑑みれ
ば、今回洗浄を実施した防火衣については、ホルムアル
デヒドによる健康影響が懸念されるレベルには達してい
ないと認められる。
3.16　アセトアルデヒド
アセトアルデヒドは 4 検体全てから検出され、最高濃
度は上下式防火衣予洗汚水（試料Ｃ）の 1.52	mg/Lであっ
た。
厚生労働省による室内空気汚染に係るガイドラインは、
アセトアルデヒドの室内濃度指針値を 48	μg/m3	 (0.03	
ppm) と設定している８）。この指針値は、ラットに 4週間
の経気道暴露を行い、鼻腔上皮の変化の有無を観察した
結果に基づき算出されたものである。同様に鼻咽頭粘膜
への刺激を毒性指標として策定されたホルムアルデヒド
の室内濃度指針値は 100	μg/m3	(0.08	ppm) であり、この
値と前項のホルムアルデヒド規制値の関係から、衣類等
に含まれるアセトアルデヒドによる健康影響を類推する
と、今回洗浄を実施した防火衣については、アセトアル
デヒドによる健康影響が懸念されるレベルには達してい
ないと推測される。
尚、アセトアルデヒドは塩化物イオンと同様、火災現

場において外界より付着した可能性とともに、人体から
発汗等により発生したものが含まれている可能性も考え
られる。

４．まとめ

分析を実施した 16 項目の内、衣類等の繊維製品に係る
安全基準が設定されているホルムアルデヒドについては、
健康影響が懸念されるレベルには達していないと認めら
れた。アセトアルデヒドについては、室内濃度指針値か
ら類推した結果、健康影響が懸念されるレベルには達し
ていないと推測された。
残る 14 項目の内、リチウムとニッケルを除く 12 項目
について、水質基準関係法令等に基づく排水基準または
水質基準と比較した結果、鉛について、排水基準の約４
倍の濃度が検出された他は、いずれも基準値を下回って
いた。しかしながら、これらの基準値は主として経口投
与試験に基づき策定されていると思われるため、衣類に
付着した場合の経皮毒性を当該基準値から類推すること
は困難である。毒性学の専門家による、さらなる検討が
望まれる。
リチウムについては、基準値が設定されておらず、且
つ全サンプルとも検出限界を下回っていたため、健康影
響が懸念されるレベルには達していないと推測される。
ニッケルについては、管理濃度が設定されているが、
作業環境中に浮遊する粉状のニッケル化合物を吸入した
場合の毒性を対象としていると思われるため、衣類に付
着した場合の経皮毒性を管理濃度から類推することは困
難である。毒性学の専門家による、さらなる検討が望ま
れる。
本分析により得られた結論は、防火衣を洗浄した後の
汚水を分析した結果から導かれたものであるため、洗浄
水の使用量に大きく依存する。また、本分析で対象とし
たサンプルはペットボトル容器に採取されたため、分析
成分が容器に吸着されたり、容器から妨害成分が溶け出
した可能性も否定できない。さらに、例えばホルムアル
デヒドとアセトアルデヒドのように、類似の毒性を示す
と考えられる物質間における毒性の加成性等の相互作用
について、本報告は考慮していない。以上の理由から、
本分析による結論は、防火衣の有害物質汚染による消防
隊員の健康影響を否定するものではないことに留意され
たい。
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Analysis of Hazardous Substances in Laundry Wastewater of 

Fire Protective Suits

（Abstract）

Yuko	Saso

（Accepted	February	23,	2011）

In	order	to	contribute	to	the	improvement	of	health	and	safety	management	for	firefighters,	an	analysis	of	
hazardous	substances	 in	 laundry	wastewater	of	 fire	protective	suits	after	 long-term	use	was	performed.	Among	
sixteen	substances	analyzed,	only	 formaldehyde	has	a	 safety	standard	 for	 textile	products.	The	analysis	results	
showed	 that	 the	 level	 of	 formaldehyde	was	 lower	 than	 the	 safety	 standard.	For	 acetaldehyde,	 the	 health	 effect	
was	speculated	to	be	small,	by	comparison	of	the	analysis	results	with	a	guideline	value	of	indoor	concentration.	
For	asbestos,	Cu,	Cr,	CN,	As,	Cd,	Pb,	total-Hg,	F,	Cl-,	SO42-,	and	NO3

-,	the	analysis	results	were	compared	with	
effluent	standards	and/or	drinking-water	standards.	All	the	data	were	found	to	be	lower	than	the	standard	values,	
except	 for	Pb	which	showed	approximately	four	times	greater	than	the	effluent	standard.	With	these	standards	
based	on	oral	 toxicity	studies,	however,	 it	 is	difficult	 to	analogize	 the	dermal	 toxicity	associated	with	clothing.	
For	lithium,	there	is	no	standard	value	available.	All	the	samples	analyzed	in	the	present	study	showed	the	lithium	
level	lower	than	the	detection	limit.	For	Ni,	the	only	available	standard	is	based	on	the	inhalation	toxicity	study	
for	suspended	powders.	The	present	analysis	results	should	be	further	evaluated	by	experts	in	toxicology.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.110（2011）
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１．はじめに

災害の初動対応を的確に行うためには、災害発生の事
実やその内容を迅速かつ的確に把握・共有する必要があ
り、現場からの通報情報がきわめて重要となる。しかし
ながら、地震などの災害発災時に消防本部や市町村が受
け取る情報は、電話などを使った音声によるものがほと
んどであり、それらの取り纏めは人手に負うところが大
きく、応急対応における情報共有のボトルネックになっ
ている。他方、市町村の震度情報ネットワーク、気象庁
の降雨レーダなどのシステム、河川の水位テレメータ、
119 番通報の発信地表示システムは、定量化・電子化さ
れた災害情報を迅速かつ同時に多数に集約・可視化する
ことが可能で、災害対策本部などの要員の災害対応業務
の効率化には無くてはならないものになっている。
これらセンサー情報の活用において無くてはなら
ない観測位置の情報は、屋外であれば GPS（Global	
Positioning	System）を利用することにより、近くに大き
な建物がないなど条件が良ければ、数 m以内の誤差で
の測位が可能となっている。一方、衛星からの電波が届
かない屋内などの閉空間において正確な測位が可能な手
法は一般提供されていない。建物内や地下空間において
消火や救助などの消防活動することが多い消防隊員の位
置の把握や、携帯電話からの 119 番通報の発信地特定な
ど、消防の活動現場における屋内測位の重要性やニーズ
は、他のどの分野よりも高いといえる。
屋内測位については、PlaceEngine（脚注参照）に代表
される無線 LANのアクセスポイントを使った方式や、

GPS等と同様の信号を発信するスードライト（pseudo-
lite：疑似衛星）などが提案されている。無線 LAN方式に
ついては、電波の到達範囲が比較的広いことから十分な
測位精度が得られない場合が想定されるが、データ通信
のためのインフラを活用できることから、今後の普及が
期待できる。スードライトについては、高精度な原子時
計など高額な送信装置が必要なことから、普及に向けた
検討が進んでいない。一方、パッシブ型の電子タグを位
置情報の提供源と災害時の情報共有手段として活用す
る研究や１）、アクティブ型電子タグの電波強度による位
置測定のための最適近似法に関する研究等 RFID(Radio	
Frequency	 IDentification) を測位に利用した研究などの取
り組みが多く行われている２）。本稿では、消防防災分野
における屋内測位のこれまでの取り組みについて述べ
る。

２�．消防活動が困難な地下空間等における消防活動支援
情報システムの開発

トンネルや地下街等で火災が起きた場合には、活動中
の隊員は、濃煙熱気の充満により視界が失われ、消防活
動が困難な状況に置かれることが予想される。また、指
揮本部と活動現場が離れた場所にあるため、漏洩同軸
ケーブル (LCX	 :	Leaky	Coaxial	cable）を利用した通信補
助設備の設置がない地下街は、消防無線が繋がりにくく、
そのため音声による情報伝達が十分とは言えず、指揮本
部で活動中の隊員の位置や状況を把握することに困難が
伴う。そのため、トンネルや地下街等の火災現場で活動

ユビキタスセンサーネットワークによる災害情報の収集と伝達に関する研究
—屋内測位システムの検討—

細川　直史、高梨　健一

（平成 23 年 1月 13 日　受理）

研究紹介

消防本部が 119番通報を受信した場合、発信位置を迅速かつ的確に把握する必要がある。通報が携
帯電話で行われた場合、その発信位置は GPSや基地局を使った方式によって測位される。しかし、
これらの方式では、ビル内や地下では十分な測位精度を得られなかったり、電波が届かずに測位が
できない場所も存在する。建物内で活動することの多い消防士の安全確保や要救助者探索のために
は、地下などの閉空間における位置特定は重要である。本稿では、消防分野における屋内測位技術
への取り組みについて述べる。

　
PlaceEngine：無線 LAN機器を用いて位置を短時間かつリアルタイムに測定できる技術のことで、屋内や地下街のよ
うなGPSが機能しない場所でも位置測定できることが特徴。
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中の隊員の位置や活動状況を指揮本部でリアルタイムに
把握可能なシステムのニーズが存在している３）。総務省
消防庁は、学識者や消防の現場職員を委員として「消防
活動が困難な地下空間等における消防活動支援情報シス
テムの開発」を、平成 13年〜 18 年の 6年間にわたり実
施した。
システムは、実際に消防隊員が災害現場で活用すると
いう観点に立ち、図 1と図 2に示すような構成となって
いる。
１）位置特定システム
地下など閉空間で消防隊員の位置特定するために、高
精度のレーザ方式ジャイロセンサを利用した自立測位シ
ステムの測位実験を行うとともに、低価格化・小型軽量
化を実現するために、半導体ジャイロと電子タグによる
位置特定システムを実装した。
２）情報通信システム
災害現場で消防隊員が使用する際に通信環境が確実に
構築できるよう、自動火災報知設備の電話回線を用いた
ＶＤＳＬ(Very	high-bit-rate	Digital	Subscriber	Line）と PHS
（Personal	Handy-phone	System）の組み合わせを検討する
とともに、耐熱・耐荷重等の強度を持たせた救助ロープ

形状のケーブルに無線 LANのアクセスポイントを取り
付け、通信可能範囲の広域化と確実性向上をはかった情
報通信システムの開発を行った。
３）位置表示システム
三次元数値地図作成の技術的・時間的な負担を軽減す
るために、各消防本部で保有している既存図面（警防計
画図を想定）を、歪み補正機能付きのデジタルカメラを
用いて画像データ化し、パソコン上で活動する隊員の位
置情報とともに表示可能とした。開発されたシステムの
機能を確認するための公開実験が平成 19 年 3月に消防
研究センターにおいて行われている４）。

３．電子タグ測位を利用した通報システムの検討

急病や災害時の 119 番緊急通報における災害現場の位
置確認は、災害種別やその規模などの確認とともに第一
に行われなくてはならない重要な業務であり、したがっ
て、生命に危険が及ぶような急を要する 119 番緊急通報
の発信場所が指令室指令台の地図上に表示される発信地
表示システムは、災害対応の初動において重要な仕組み
となっている５,６）。重篤な急病人本人からの通報の場合に
は、声で正確に住所を説明できない場合もあり、このよう
な場合、集合住宅の部屋番号までを特定できる従来の固
定電話と同等の精度が理想とされている。一方、携帯電
話の登場により、いつでも、どこからでも緊急通報ができ
る環境が整ったことは、人々の安全・安心に大きく貢献し
ていると考えられるが、その移動性という特性から通報の
発信位置の把握業務はさらに重要となっている。集合住
宅内のようにＧＰＳでは位置測定精度が不足する場合、あ
るいは、地下など閉空間内のようにＧＰＳが利用できない
場合など、ＧＰＳという手段では必要な発信地特定が困難
である場合に対応するために、通報時の測位の高精度化、
いわゆる屋内測位に関する研究開発が重要となる。
そこで、本研究では、通報の際に必要とされる集合住
宅の部屋番号を測位可能とするシステムの構築とその有
効性の検証を目的に、部屋の天井中央に火災感知器とと
もに設置されたアクティブ型電子タグとタグリーダが実
装された携帯電話端末に基づく通報システムを開発し、
フィールド実験を行ってその有効性を検証した７,８, ９）。
3.1　システム構成
システムは、図 3の構成に示すとおり電子タグリーダ
付き携帯電話端末、アクティブ型の電子タグ、位置解決
サーバ、発信地表示サーバ等によって構成される。電子
タグから携帯電話端末へは 300MHz	帯の無線で IDを送
出し、携帯電話端末、位置解決サーバ、発信地表示サー
バは携帯電話網とインターネットで接続されている。
１）タグとタグリーダ付き携帯電話端末
KDDI社の独自仕様であるアクティブ型の電子タグ（表

図２　システムの機能

図１	　消防活動が困難な地下空間等における消防活
動支援情報システムの概要
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１）と、GPS機能を持つ au 携帯電話端末（図４）をベー
スに開発されたアクティブタグリーダ一体型の携帯電話
端末を用いた 10）。
２）位置解決サーバ
携帯電話末上で動作する Javaアプリケーションの管
理・配信を行う。携帯電話端末から問い合わせられるタ
グ IDに基づき、タグ設置位置の緯度・経度、住所、さらに、
その地点を管轄する通報受理機関の通報先アドレスを解
決する。
３）発信地表示サーバ（通報受信サーバ）
通報の発信地域を管轄する通報受理機関の受信用サー
バであり、携帯電話端末から通報される発信位置の緯度・

経度、住所、通報内容、通報者に関する情報を DBにお
いて管理するとともに、Webサーバとしても機能する。
４）火災感知器
火災信号を含むタグ IDが、アクティブ型電子タグか
ら送出される際のトリガーとなる火災信号を発信する。
なお、火災感知器は、消防法に基づく火災判定のロジッ
クを内蔵し、火災信号を外部に出力する移報接点端子を
備えたものを用いた。
3.2　システムの機能
以下、聴覚や言葉に障害がある災害時要援護者の利用
を想定したWebによる通報機能について、図 5に示す
シーケンスに基づき説明する。
１）測位機能
携帯電話端末は、位置解決サーバ上で管理され、通報
用の Javaアプリケーションをダウンロードする。携帯
電話端末は、電子タグから受信した IDに基づき、タグ
設置位置の緯度・経度、住所、さらに、その地点を管轄
する通報受理機関の通報先アドレスを、位置解決サーバ
に問い合わせる。位置解決サーバには消防本部の管轄エ
リアに関する地図（ポリゴン）データを登録することが
でき、アクティブ電子タグが設置された位置（緯度経度、
住所）から、アクティブ電子タグが設置された位置を管
轄する消防本部名と通報先アドレス（URL）を端末に送
信する。
タグ IDとしては、Ucode（脚注参照）を実装しており、

表 1の電子タグに対して、
0eff	fe40	0000	0000	0000	0000	0005	2000　〜
0eff	fe40	0000	0000	0000	0000	0005	3fff
の 13 ビット（8192 個）から選択した Ucode が実験的
に割り当てられている。
通報が行われる場合は、アクティブタグ測位を最初に
試み、タグ IDを受信できない場合には、GPS測位、基
地局測位の順番で切り替えられる。

図３　システムの構成

図４	　タグリーダ付き携帯電話端末とアクティブ型
電子タグ（右）

表１　電子タグの仕様（KDDI社製）
タグ方式 アクティブ型
周波数 315MHz
電子タグ読み取り距離 約 10m
電子タグ IDビット 64〜128bit	(送信および受信)
電子タグ読み取りの動作
回数・時間 約 10 時間	( 連続稼働時間 ) 図５　通報機能のシーケンス

　
Ucode：ユビキタスコンピューティングにおいて個々のモノや場所を識別するために割り振られる ID番号の体系
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２）通報機能
携帯電話端末は、通報者の意思確認によるキー操作に
より、電子タグから受信したタグ IDに基づき位置解決
サーバから送られてくる最寄りの消防本部の発信地表示
サーバの URLに対して http 接続を行う。次に、通報者
は、発信地表示サーバから送られてくる通報内容の入力
メニュー画面に対して、救急・火事などの選択方式など
の通報内容の入力を行う。最後に、通報者の通報実行キー
の操作により、位置情報（緯度経度・住所）、通報者のパー
ソナリティー（氏名、年齢、携帯電話番号、メールアド
レスなど）、入力された通報内容が発信地表示サーバへ
通知される。
３）発信地表示機能
携帯電話端末から発信地表示サーバへ通知される通
報情報は、データベースに格納・管理される。さらに、
これらの情報は、インターネット上の他の PCなどから
Webブラウザを使うことによって、図６に示すように地
図上に表示された形式で参照可能となっている。
４）火災通報機能
電子タグから火災警報に関する情報を含んだ IDが送

出され、この IDを受信した携帯電話端末は、音・振動・

画面表示（図７）によって携行者に火災の発生を知らせ
る。
さらに、受信したタグ IDに基づき、携帯電話端末は、
その所在位置と、火災発生位置に関する情報を格納した
URLを取得する。次にこの URLに対してWeb接続する
ことで火災発生位置に関する建物平面図等の情報を取得
することが可能となっている。この機能は、火災感知器
などとともに室内の天井に設置されたアクティブタイプ
電子タグが、火災報知設備と連動して火災警報を建物内
の在館者に発信することを想定している。
3.3　フィールド実験
本研究で開発した通報システムの測位実験を、平成

20年 11月 26日に東京大学、国土地理院、科学警察研究
所、情報通信研究機構などとともに、流山おおたかの森
駅において行った。
通報システムの検証に利用したアクティブ型電子タグ
の設置場所として、GPSの信号が届きにくい場所と考
えられる駅ビル内や線路下の連絡通路内を選定した。当
初は ,	国土地理院が設置した防水ボックス内に、他の種
類の電子タグと一緒に収納する予定だったが、タグから
発信される電波の到達範囲において、ボックスから外し
たほうが良好な特性が得られることが予備実験で判明し
ていたため、図 8の白丸内に示すように、防水ボックス
からぶら下げて宙に浮かせる状態で設置して実験を行っ
た。図 9は駅構内におけるタグの設置位置と設置環境
など実験の状況を示している。2階自由通路、高架下、
ロータリー（上空に遮蔽物がない環境）の 3カ所におい
て、電子タグ設置場所近傍で電子タグが IDを発信して
いる場合と発信しない場合において、測位と通報の実験
を行った。	
表 2は、通報の発信位置と発信地表示サーバに通知さ

れた測位結果とその誤差を示す。なお、図 9中の矢印の
長さは、電子タグが IDを発信していない場合、つまり、
電子タグ測位の機能を用いない場合の測位誤差の距離を
示している。GPSの信号が受信困難と考えられる駅構
内や高架下においては、70メートル以上の測位誤差を
有する場合もあり、重篤な急病人本人からの通報を想定
した場合には、精度が不足していると考えられる。電子
タグ測位を用いた場合は、電子タグ近傍の電波の到達範
囲内であれば、その設置座標と駅連絡通路 2階などと
いう具体的な階数情報も発信地表示サーバに通知可能で
あった。
通報システムは、電子タグが設置されていない環境を
想定して、携帯端末が電子タグからの IDを補足できな
い場合のタイムアウト時間を 5秒（変更可能）とした。
この時間を経過しても IDを受信できない場合に GPS測
位へ移行し、さらに GPS信号が受信できない環境では図７　火災通報機能の画面表示

図６　発信地表示システムの画面表示例



消防研究所報告　第 110 号	 2011 年 3 月

― 11 ―

基地局測位をおこない、最大でも約 10数秒程度で通報
内容を記入する画面が携帯端末に表示される。メッセー
ジ通報システムは、音声による通報内容のやりとりに支
障があるとされる聴覚や言葉に障害がある災害時要援護
者の利用をも想定しており、測位結果の座標と住所情報
はもとより、携帯端末の所有者の氏名や年齢などの情報
も通報用画面のフィールドに自動的に入力され、可能な
限り通報内容の入力の手間と時間を省略できるようシス
テムとなっている。
電子タグを利用した測位により、電子タグの電波の到
達範囲である数ｍ以内であれば、建物名や部屋番号、階
数など高さや住所情報を通報時に通知可能なシステムで
あることをフィールド実験で確認した。今回、電子タグ
が柱や壁などに密着することによって無線波の感度が低
下することから、電子タグを防水ボックスから出して実
験環境に設置した。このような現象は、金属できた防火
扉などに取り付けた場合でも発生し、本システムを実用
化するためには、電子タグから発せられる無線波の電波
伝播を考慮したタグの設計や設置が必要であることが分
かった。今回の実験では実施しなかった電子タグからの
電波の到達範囲が重なるような近接した配置の場合は、
電子タグ側の IDの発信間隔が１秒単位（可変）であるこ
とから、先に受信し IDを認識出来た結果が測位結果と
するソフトの仕様となっている。複数のタグ IDを受信
した場合には、それぞれの位置を位置解決サーバから取
得し、電波強度の違いから位置を推定する方法が考えら
れるが、携帯電話側ソフトのシーケンスや APIに変更
が必要であることから今後の課題としたい。一方、現在
一個あたり数千円から数万円のアクティブ型電子タグ
を、地下など閉空間内のようにＧＰＳが利用できないと
ころに全てに 10数 m間隔で設置するには多額の経費が
必要となる。

４．将来に向けた検討

準天頂衛星（みちびき）の1号機の打ち上げが平成22年 9
月に成功した。この衛星から、GPSと同様または補助する信号
を地上に対して放送することによって、これまで、通常のGPS
だけでは位置の精度が良くなかった都市部のビル陰などにおい
て正確な測位が実現される。カーナビはもちろん、GPSを利用
した様 な々測位サービスの高度化に期待が寄せられている。
この衛星の開発とともに注目すべき技術の研究開発が進ん
でいる。GPSと同様の信号を建物内や地下街などで発信し、こ
れまでGPS信号が届かなかった屋内での測位を実現する技
術で、IMES（Indoor	Messaging	System）と呼ばれる。このシス
テムは、既存のGPS受信機を使えることがメリットで、屋外と
屋内が同じ受信機で測位可能なシームレス測位（図10）の時代
が来ることが期待されている。

図９　流山おおたかの森駅における実験について
（平成 20 年 11 月 26 日）

図８　設置されたアクティブ型電子タグ（左）

表２	　通知結果と誤差（注：電子タグ測位の場合の誤差は，
厳密は電子タグと携帯電話端末間の距離となる。）
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屋外・屋内のシームレス測位については、無線 LANや光通
信を活用した方式も研究開発が進んでおり、今後、実現すれば、
携帯電話から119番通報するときに地上・地下を気にすること
なく正確な発信場所を消防の指令室に通知することが可能であ
り、災害時に逃げ遅れた人がどこにいるかを把握することや、さ
らに、地下街などの火災現場で消火や救助の活動を行う消防
隊員の位置を把握することなど消防活動をささえる重要な仕組
みになることが期待される。	
シームレス測位の防災分野での利用と普及策を検討するた
めに、“防災分野におけるシームレス測位技術の利活用に関す
る研究会が、学識経験者やメーカの技術者、消防庁を含む約
４０の機関の参加によって開催された11）。この研究会では、屋
内測位の技術的検討、シームレス測位が実現した場合にもたら
される商用分野と防災分野への効果、さらに、普及に向けたビジ
ネスモデルについて議論が行われた。システムに関係する要素
技術の研究開発をはじめ、携帯電話端末側の対応、送信機
設置にかかるインフラ構築、発信される位置情報の精度の担保
など、多くの機関にまたがる課題が存在することから、これらに
かかわるすべての人の協力が必要であることが確認された。

５．まとめ

消防は、建物内の火災から海外での救助までの広い範
囲において、いつ、どこで発生するか分からない様々な災
害（火災、風水害、地震、急病人、交通事故など）にも素
早く対応しなければならない非常に困難な任務を担ってい
る 12）。これらに迅速かつ的確に対応するためには、災害発
生の早期覚知と、その場所の特定が必要で、言い換えれば、
迅速かつ高精度な測位技術が、住民の生命や財産を守ると
いっても過言でない。聴覚や言語に障害がある災害時要援
護者が通報する場合、地下であっても出来る限り正確な測
位を実現することで安全確保を支援することが、情報通信
技術の重要な役割であると考えている。今後も、消防活動
の支援や住民の安心安全確保の観点から、センサー技術や
屋内測位技術を活用した研究を行っていく予定である。
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When	 fire	 department　receive	 an	 emergency	 call,	 it　is	 important	 to	 determine	 its	 place	 of	 origin	 in	
order	to	respond	without	fault	quickly.	When	such	a	call	 is	made	from	a	cellular	phone,	 its	place	of	origin	can	
be	 determined	 by	 using	GPS	 or	 a	 cell-based	 positioning	 technique.	 However,	 these	 techniques	 are	 sometimes	
inaccurate	 for	 example	 lack	 of	 information	 on	 the	 exact	 floor	 of	 a	 building	 and	 existence	 of	 blind	 spots.	 It	 is	
important	 to	 develop	 location	 system	workable	 in	 the	blind	 spot	 for	 supporting	 firefighters	 they	 often	 act	 in	 a	
closed	 space	 such	 as	 underground	 shopping	 center.	This	 report	 introduces	 a	 development	 of	 indoor	 positioning	
system	using	the	RFID	or	the	Indoor	Messaging	System	which	support	firefighting	activity	and	emergency	call.
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１．はじめに

インターシュッツ１）は世界最大の消防防災に関する展
示会と言われている。当初は消防操法のコンテストであっ
たが、その大会に併せて企業が機器を展示したことが始
まりと言われている。初回は 1935 年にドレスデンで開
催され、その後不定期に開催された。1953 年エッセンで
第 2回が開催された。1964 年にケルンで開催された第 3
回から、副題としてインターシュッツと表示されるよう
になり、展示会部分も充実されるようになった。同様に
1972 年に第 4 回開催があり、1980 年にハノーバーで開
催されたものからインターシュッツとして展示会をメイ
ンとしたものになった。1988 年にもハノーバーで開催さ
れ、この頃は 8 年毎の開催と言われていた。1994 年にハ
ノーバー、2000 年にアウグスブルグで開催され、この頃
は 6 年に一度の開催と言われていた。その後、2005 年に
ハノーバーで、今回 2010 年にライプチヒで開催された。
次回は 2015 年にハノーバーで開催予定となっている。こ
のように開催間隔も徐々に短くなり、現在では 5 年に 1
回の開催と言われている。
本稿では、インターシュッツ 2010 の概略と注目された
展示について紹介する。

２．インターシュッツの経過

ハノーバーでの展示会場ハノーバーメッセ２）は約
500,000［m2］あり、世界最大の展示会場と言われてい
る。インターシュッツだけでこの展示会場を全て使用す
ることが難いともいわれている。参考までに東京消防防
災展では東京ビックサイト３）の一部が使用され、屋内約
20,000［m2］と屋外 5,000［m2］が会場であった。東京ビッ
クサイト全体でも約 80,000［m2］である。その規模の大き
さが推測される。ハノーバーメッセの全てを利用するほ

どの出展者が無いため、2000 年にはアウグスブルグメッ
セ４）での開催となった。展示会場は屋内約 60,000［m2］、
屋外約 20,000［m2］であり、申し込んだにもかかわらず展
示できない企業や、小さなブースしか確保できない企業
もあり、出展者には不評であったと聞いている。これを
受けて2005 年は再びハノーバーメッセでの開催となった
が、前回の出展者不足を考慮し、警察関連の展示会イン
ターポリスと同時併催となった。
今回の開催は、旧東ドイツ側の振興も考慮され、旧
東ドイツ側で最大の展示場であるライプチヒメッセ５）で
の開催となった。ライプチヒメッセの展示施設は屋内
90,000［m2］であったが、やはり、希望通りの出展がで
きないとして出展者からは狭いと不評であった。会期は
2010 年 6月 7日から 12日の 6日間、出展企業数は 46カ
国から 1,350 社、参加登録者は 53カ国から 125,000人で
あった。なお参考までに、東京国際消防防災展 2008では
4日間の開催で 196 社の出展、54,000人の参加登録者で
あった。

３．主な出展

3.1　緊急時の航空機からの避難タラップ
近年、航空機の大型化が進み、事故、テロなどの緊急

時に乗客をより速やかに避難させることが必要となってき
ている。航空機自身にも避難用スロープが設置されている
が、避難のためのタラップ車両が開発され展示されていた。
タラップ車両は一般的に空港で使用されているが、走行速
度が遅く、緊急時の対応には性能が不足している。一例と
して、図１にRosenbauer 社の避難タラップの概観を示す。
他社が開発したものも展示されていた。既に、Rosenbauer
社では、４台ほど納入済みである。タラップの途中に踊り
場もある。緊急時の安全な避難には踊り場の設置も重要で

国際消防防災展 “インターシュッツ 2010” について

天野　久徳

（平成 22 年 1月 7日　受理）

解説

消防防災に関する展示会としては世界最大と言われているインターシュッツが、2010 年 6月 7日〜
12日の 6日間、ドイツ、ライプツィッヒメッセで開催された。インターシュッツのこれまでの経緯と、
今回の概要を紹介する。展示されていた機器のうち、航空機からの避難のためのタラップ車両となる消
防車、ネットワーク通信を利用して遠隔からデータを取得できる検知器システム、さらに日本企業の出
展など今回のインターシュッツを代表する出展や展示機器ついて紹介する。
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は、リフターのレールがはしご最下端から引き出される
ようになっていた。直接、地上までリフターで降下でき
るよう改良されていた。
3.3　訓練機器
訓練機器も多く展示されていた。トレーラータイプも多

く、図３に示すように消防隊員向けに消火体験を実施して
いたものもあった。内部で実際に火炎を用いた訓練をでき
る施設もあった。この他、ロープ救助用の施設も展示され
ていた。一部は来場者も参加できるようになっていた。
3.4　検知機器、個人装備
ドレーゲル社では、携帯型ガス検知器を固定設置ス
テーションに取り付けることにより、遠隔からデー
タ収集できるシステムを展示していた。固定設置ス
テーションの概観を図４に示す。固定設置ステーショ
ンには、長時間の計測に対応可能な電源、無線通信機

ある。フランクフルト空港などに配備されている。
3.2　はしご車に関連した展示
今回のインターシュッツに展示されていた欧州製のは
しご車の特徴は、全体的にコンパクト化されていたこと
であった。
海外で多く使用されている、クレーンアームに平はし
ごをつけたはしご車も、展示されていた。強度が高く、
先端バスケットの大型化も可能であり、バスケット部分
の自由度が大きい。
日本製はしご車のはしごに備えられており、欧州製は
しご車のはしごにはなかったリフターを取り付けたもの
が展示実演されていた。IVECO社製リフター付きはしご
の概観を図２に示す。日本製のはしごのリフターははし
ご最下端まで降下し、そこから、別のステップを利用し
て救助した人が地上へ降りる。一方展示されていたもの

(a)	概観	
図１　緊急避難用タラップ

(b)	頂上部から状況

(a)	概観

図２　リフターを備えたはしご付き消防自動車

(b)	ばしご底部のリフターレール

図３　消火訓練用コンテナユニット

図４　検知器ステーション
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器、また検知した危険状況を表示する装置が組み込まれ
ていた。無線通信を介して、指揮本部における包括的な
データ管理を可能としている。無線電波の到達性が低い
場合に備え、有線通信にも対応している。また、現場内
活動においても離れた場所から危険度合いを確認できる
よう、表示装置が備えられている。
MSA社では、個人の装備を利用したネットワーク通信
機器を展示していた。ガス検知器や、空気呼吸器の残圧
などを、Bluetoothなどの近距離無線を利用して、面体内
にLEDにて情報表示するシステムとなっている。さらに、
この呼吸器のショルダーハーネスに取り付けられた無線
ＬＡＮ相当の電波を利用して、検知器の計測値、ボンベ残
圧、活動状況などを指揮本部に伝送できる。指揮本部では、
包括的な各隊員の管理が可能となる。無線電波が隊員の
活動場所から指揮本部まで直接到達できない場合は、中
間にいる隊員の通信機器を介した中継が可能である。な
おドイツでは 2.4［GHz］帯は用途や免許により 0.5［Ｗ］ま
での出力が認められているようである。このシステムを
そのまま日本で使用することは難しく、各国の電波関連

法規にあわせたカスタマイズが必要との認識であった。
3.5　実演展示
企業が自社製品をアピールするための実演展示場も設
けられていた。企業のアピール以外にも、各消防の実演
も予定されていた。図５に燃焼ガス火災の消火実演の様
子及び実演展示のスケジュールを示す。写真が悪くスケ
ジュール表の詳細は判別が難しいが、全日程にわたり多
くの実演展示が実施されていることが伺える。
3.6　ドイツにおける災害対応組織
消防以外にもドイツには災害時に技術的なサポートを
行うTHW６）があり、重機等を使用した実演もおこなっ
ていた。実演で使用された特殊重機を図６に示す。また、
医療支援を行うMHW７）も展示を行っていた。図７に示す
ようにMHWでは、ロビンソン製Ｒ44ヘリコプターを展
示していた。日本ではどの消防防災ヘリコプター、ドク
ターヘリもツインタービンエンジンのものしか採用され
ないが、レシプロエンジンであっても、少人数の人員輸
送だけであれば十分とのことであった。ＭＨＷ所有の車
両も図７に示すように展示されていた。災害救助犬の育

(a)	ガス漏洩火災消火

(b)	タイムテーブル
図５　デモンストレーション会場

図６　THWの特殊車両

図７　MHW所有のヘリコプター
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ポンプ車両であり、この車両については名古屋の企業を
介して日本にも輸出している。
米国は展示場の一部をUSパビリオンとして借り上げ、
大使館など国が企業の出展をサポートしていた。ＵＳパビ
リオンの様子を図９に示す。
また、特筆すべき内容はなかったものの、中国からも
多くの企業展示があった。

４．ロボット機器等の展示

セグウェイを利用した、資機材搬送、ホースカー牽引、
ストレッチャー牽引の商品展示があった。ドイツでは警
察が使用し始めており、消防でも採用の動きがある。展
示の状況を図 10（ａ）に示す。
特別な機器ではないが、レジャー用の 4 輪バギーを消
防でも多く使用しているようで、多くの展示があった。
その一例を図 10（ｂ）に示す。ヨーロッパ地域では古い町
並みも多く残っており、狭い路地も多いため、このよう
な車両が使用されているのではないかと推測している。
積載可能重量が 100［Ｎ］程度である電動の無人回転翼
機の展示があった。電動であると制御性が良く、比較的
容易に自律飛行システムを構築することが可能であるが、
積載可能重量を大きくすることができない点が問題であ
る。しかしながら、質量が 10［kg］程度の機器を搭載でき
る能力があれば、実用の可能性もある。韓国製であった。
Microdrones 社の小型の４ロータ無人機も展示されてい
た。無人機のユーザーである企業の自衛消防からの展示
もあった。写真を図 10（ｃ）に示す。ドイツは企業の自衛
消防が発達しており、自衛消防の連合協会として各種機
器を展示していた。この他図 10（ｄ）に示すようなロシア
向けに開発された大型消火ロボットの展示や、セグウェ
イをベースとした放水ロボットの試作機や、研究機関で
の開発の展示もあった。

成団体も出展しており、ＴＨＷと合同で実演も行っていた。
3.7　日本からの出展企業
日本からは、初田製作所、櫻護謨、YONE、IHIシバウ
ラ、トーハツ、屋外展示にはモリタが出展していた。初
田製作所は樹脂製の容器を使用した、内部の薬剤を外か
ら視認できる消火器を出展しており注目されていた。初
田製作所のブースを図８（ａ）に示す。モリタははしご車、
山岳救助および消火車両を展示していた。モリタの野外
展示スペースの状況を図８（ｂ）に示す。この他、ICOM
やケンウッドなどは取り扱い代理店をしている現地法人
が出展していた。
3.8　韓国、米国等からの出展企業
韓国からはしご車メーカーEVERDIGME社が屋内の
大きなブースで出展していた。アジア地域への輸出実績
があり、欧州への進出を計画している。現時点では欧州
の規格に製品が適合せず、直接のセールスにはつながっ
ていない。この企業の主な製品は建築用のコンクリート

(a)	初田製作所ブース

(b)	モリタ屋外展示ブース
図８　日本企業の出展

図９　ＵＳパビリオン
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水噴霧とジェットエンジンやファンを組み合わせた、
消火および危険物質の拡散防止機器も多く展示があった。
企業の自衛消防が展示していた、ジェットエンジン式の
消火装置を備えた消防自動車を図 10（ｅ）に示す。

５．おわりに

インターシュッツは世界最大の消防防災機器展であり、
単に全部を見ることは不可能に近い。その規模を知るた
めだけでも、消防防災の研究に携わるものであれば、一
度は参加すべき展示会と思われる。おのおのが各専門領
域の面から視察すべきであると感じている。次回は 2015
年 6月 8日から 13日、ハノーバーメッセで大規模に開催
されるので、参加を勧める。

参考文献
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(a)	セグウェイの活用

(e)	ジェットエンジンを利用した消火車両
図 10　ロボット技術の応用や特殊車両

(c)	企業自営消防所有の無人機

(b)	四輪バギーを利用した消防車両

(d)	ロシア向け消火ロボット
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International Exhibition on Fire Fighting and Rescue; 

Interschutz 2010

（Abstract）

Hisanori	Amano

（Accepted	January	7,	2011）

One	of	 the	world	 largest	 exhibitions	 on	 firefighting	 and	 rescue	 “Interschutz	2010”	was	held	 at	Leipzig-
messe	 in	 June.	 There	 was	 displayed	 equipment	 based	 on	 the	 latest	 situation	 of	 our	 life,	 environment,	 and	
technology.	Then,	the	author	introduces	the	outline	of	Interschutz	2010.	That	is	useful	for	the	research	and	the	
development	of	the	technology	and	the	equipment	on	firefighting	and	rescue.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.110（2011）
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