




3 月 15 日午前 5 時 19 分に神山川橋の欄干にカメラを置いて撮影された内の脇 1 丁目の火災写真に
位置特定のための線を引いた写真。撮影時刻の確度 :B。（菊田清一氏撮影写真に加筆）。本文 9 頁参照。
Photograph of fire at Nainowaki 1-chome in Kesennuma taken from the Kamiyamagawa bridge at 
5:19 a.m. on March 15th, 2011. Accuracy level of time this photo was taken is B. Lines in the 
photo were drawn to specify burning locations. (Photo: Seiichi Kikuta); See also page 9.

写真内の建物の配置から、火災現場の北北西から撮影されたと推定した内の脇 1 丁目の火災。（「気仙
沼 311 まるごとアーカイブ」提供、その後「けせんぬまアーカイブ」[http://kesennuma-da.jp/] に
て自由に使用することが許諾された写真と同じ写真であることを確認。よって出典：「一般社団法人
東日本大震災デジタルアーカイブス支援センター」とする。）撮影者によれば、南が丘 1 丁目から幸
町 1 丁目にかけての場所から撮影。撮影日時は 3 月 15 日 0 時 47 分（撮影時刻の確度 :C。確度の記
号の意味は本文 19 頁、付録 1 の注）に示す）。本文 6 頁参照。
Photograph of fire at Nainowaki 1-chome in Kesennuma taken from north-northwest of the fire at 
0:47 a.m. on March 15th, 2011. The direction was estimated from the building arrangement in the 
photograph. Accuracy level of time this photo was taken is C. Accuracy level is described on page 
19. (Source: 一般社団法人東日本大震災デジタルアーカイブス支援センター http://kesennuma-da.
jp/); See also page 6.



3 月 15 日に気仙沼市立病院（気仙沼市田中 184）から撮影された内の脇 1 丁目の火災写真に位置特
定のための線を引いた写真（気仙沼市立病院提供写真に加筆）。撮影時刻は 6 時 1 分（撮影時刻の確
度 :C）本文 10 頁参照。
Photograph of fire at Nainowaki 1-chome in Kesennuma taken from Kesennuma City Hospital at 
6:01 a.m. on March 15th, 2011. Accuracy level of time this photo was taken is C. Lines in the 
photo were drawn to specify burning locations. (Source: Kesennuma City Hospital); See also page 
10.

3 月 15 日に安波山から撮影された内の脇 1 丁目の火災写真の火災部を拡大し、位置特定のために線
を引いた写真（菊田清一氏撮影写真に加筆）。撮影時刻は 5 時 50 分（撮影時刻の確度 :B）本文 9 頁参照。
Photograph of fire at Nainowaki 1-chome in Kesennuma taken from Mt. Anba at 5:50 a.m. on 
March 15th, 2011. Accuracy level of time this photo was taken is B. Lines in the photo were 
drawn to specify burning locations. (Photo: Seiichi Kikuta); See also page 9.
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１．はじめに

2011年 3月11日の東北地方太平洋沖地震で津波の被害
を受けた気仙沼市「内の脇（ないのわき）1丁目」では、14
日夜に市街地火災が発生し､ 翌 15日未明に、竜巻状の火
柱である「火災旋風」が目撃された。この火災旋風の性状、
発生時の状況を明らかにすることを目的に、現地調査、聞
き取り調査を行った。まず火災現場・火災・気象の状況を
述べ、続いて、延焼火災となった原因、火災旋風の性状、
火災旋風の発生原因について、調査、分析から推定した結
果を述べる。
現時点では、火災旋風が発生したという根拠は目撃証言
だけである。火災旋風の写真・映像、明らかに火災旋風が
引き起こした被害は見つけることができなかった。しかし、
今後そういった情報が得られる可能性もあるので、その日の
ために、我々が調査し、分析した事について、現時点では
無意味と思われるかもしれないことも含めて本報告に残して
おく。
調査日、調査内容を表 1に示す。
表 1の番号1〜3の調査結果のうち、火災旋風について
の調査結果は既報１）で、火災旋風が目撃された火災そのも
のに関する調査結果については既報２）で報告した。本報告
では、これら既報の内容と、それ以降の調査結果をまとめ
てすべて報告する。

東日本大震災において津波被害を受けた気仙沼市の
市街地で目撃された火災旋風

篠原　雅彦、松島　早苗、推名　知明 *

（平成 28 年 2月 5日　受理）

技術報告

東日本大震災において津波被害を受けた気仙沼市「内の脇 1丁目」の市街地火災で目撃された火災旋
風について現地調査、聞き取り調査を行った。その結果、火災旋風は炎を含んだ火柱状の渦柱で、高
さは約 230	mあるいは約 230	m 未満、直径は約 55	mあるいは約 130	mと推定された。この推定値の幅
は、目撃者による証言の違いによるものである。直径 55	mの円は延焼範囲の中心部の街区に収まる程
度の大きさに相当し、直径 130	m の円はこの街区および隣接する公園の街区をほぼ覆う大きさに相当
する。火災旋風が目撃された時刻は 2011年 3月 15日の午前 3時台から 4時台である。火災現場から約
1.4	km 離れた地点での平均風速は午前 3時が 1.7	m/s、4 時が 0.2	m/s、5 時が 0.4	m/sであり、火災旋
風が目撃された当時の現場も弱風下であった可能性が高い。

　
＊東京消防庁（調査当時、消防研究センター連携研究員）

表１　気仙沼市で目撃された火災旋風に関する調査日・調査内容
番号 調査日 調査内容
1 2011 年 7 月 6日 ・気仙沼・本吉地域広域行政事務

組合消防本部、住民、写真館、
ホテルなどへの聞き取り調査
・現場調査

2 2011 年 7 月 20 〜
21 日

・気仙沼・本吉地域広域行政事務
組合消防本部、住民、ホテル、
市役所などへの聞き取り調査
・測量（火災旋風の規模の比較対
象となった看板の位置・高さ・
幅、現場土手）、現場調査

3 2011 年 8 月 25 〜
26 日

・住民、新聞社への聞き取り調査
・測量（提供された火災写真の撮
影地点の高さ、目撃された火災
旋風と目撃地点の間にあった樹
木の高さ）、現場調査

4 2012 年 2 月 2日 ・気仙沼市消防団への電話による
聞き取り調査

5 2012 年 2 月 29 日 ・東京消防庁本部（緊急消防援助
隊）への聞き取り調査

6 2012 年 3 月 14 日 ・東京消防庁渋谷消防署（緊急消
防援助隊）への聞き取り調査

7 2012 年 6 月 22 〜
25 日

・住民（仮設住宅も含む）、気
仙沼・本吉地域広域行政事務組
合消防本部、病院、写真館、警
察、神社、市役所、ホテルなど
への聞き取り調査
・測量（現場道路幅）、現場調査
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２�．火災の概要

火災旋風が目撃された内の脇 1丁目の延焼範囲は、図1
に示すように、南西側を流れる大川と、北東側を通るJR気
仙沼線に挟まれた地域である。この地域は起伏が少なく、
標高は4	m 程度である。
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部によれば、
この火災の覚知は 3月14日22 時 34分で、大浦地区の岸
壁で活動中の消防職員によって発見された。鎮圧は 3月15
日20 時 20 分、完全鎮火は 3月25日15 時とのことである。
出火原因は不明である。
火災旋風の目撃者がいることを第一著者が知ったのは

2011年 5月末で、火災旋風の調査を始めたのは同年7月

初頭である。すでに火災から4ヵ月経っていたため、現場で
は、津波による瓦礫、焼損建物の撤去が進んでいた。その
ため、図1に示した焼損建物は、調査当時存在していた焼
損建物やその一部と、家屋はないが焼損跡が残っていた基
礎、土台から判別したものである。実線で囲んだ延焼範囲
は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部からの聞
き取り調査によって分かったものである。この実線で示した
延焼範囲の面積は 3.8haである。なお、延焼範囲の南東側
に焼損した建物が１棟あるが、この建物はここで報告する延
焼火災以前の3月11日に発生した火災で焼損したとの情報
を、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部より得て
いる。図に示した樹木の焼損については、3.8 節で述べる。

３．津波前後、火災前後の現場の状況

この延焼範囲は、3月11日の地震で津波に襲われた地域
である。広域の延焼と火災旋風の発生理由を考える上では、
火災現場が火災の前後にどのような状況であったかを知る必
要がある。そこでここでは、延焼地域が元 ど々の様な街並み
で、津波と火災によって、どの様に変わったかを述べる。
3.1　津波前の街並み
図 2に示す津波前に作られた住宅地図からは、延焼火災
のあった地域は、線路を挟んだ北側の地域にくらべて、空
き地、公園が多く、家屋がそれほど密集していない印象を
受ける。また、道路幅を2012 年 6月22日に測定した結果
を表 2に示す。ここで、表中の①〜⑤は、図1に示した番
号と一致し、道路幅の測定位置を示す。延焼範囲の中心部
の街区を隔てる道路①〜④の幅は約 6〜12	mと、それほ
ど狭くはない。

3.2　津波翌日（3月12日12時20分）
津波に襲われた後、火災が発生する前の時点で、この地
区の街並みがどのような状況になっていたかを示す空中写
真を図 3、その写真の延焼範囲を含む部分の拡大図を図 4
に示す。この空中写真は、津波発生の翌日の3月12日12
時 20 分に撮影されたものである。図 4の白線で囲んだ範
囲は延焼範囲である。写真上で、延焼範囲の左側（北東側）
の JR気仙沼線に沿って、延焼範囲の最下部付近（延焼範
囲の北西端付近）まで、地上に水があるように見える。また、

図１　内の脇 1丁目の延焼範囲　（c	ZENRIN）

図２　内の脇 1丁目の延焼範囲（c	ZENRIN）
津波前に作られた内の脇 1丁目周辺の住宅地図に加筆。
この地図は 2011 年 3月発行の住宅地図を基本として作ら
れた電子住宅地図である。本文中で頻出する建物につい
て、その階数等は以下の通りである。F：3階建て商業ビ
ル、G：3階建てマンション、K:1 階または 2階建て医院、
L：2階建てアパート。

表２　内の脇 1丁目の道路幅。2012 年 6 月 22 日測定。
①〜⑤は図 1に示した道路の位置に一致する。

位置 道路幅［m］
①
②
③
④
⑤

12.0
5.9
8.2
7.9
4.8
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写真上で延焼範囲の右上の、延焼範囲がL字にへこんだ部
分の地上にも水があるように見える。図 4で延焼範囲内の
家屋がない場所は、瓦礫で埋め尽くされているように見える。
3.3　津波後、火災前（3月13、14日）
火災発生前日の 3月13日の空中写真を図 5に示す。撮
影時刻は不明である。延焼範囲付近の道路や空き地などの
家がない部分に堆積した瓦礫の分布範囲は、大雑把にしか
見ることはできないが、図 4に示した津波翌日に撮影された
写真とくらべた限りでは変わってないように見える。よって、
津波後、図 5が撮影されるまでの間に、延焼範囲内の家が
ない部分の瓦礫に関しては撤去は行われてなかったと推測
できる。津波で被害を受けた建物が図 5の前の時期に撤去
されたかどうかについては、解像度と撮影角度の関係から、
図 4と図 5を比べても判別できない。
図 5から分かるように、瓦礫は、中央部の一か所と延焼
範囲の周囲部分を除き、延焼範囲内の道路、空き地、公園

などを覆い尽くしているように見える。
3月14日の13 時頃に、火災現場近くを住民が撮影した
写真を図 6に示す。
ここで、これ以降、火災の写真を複数示す。これらの写
真の撮影場所、撮影方向、撮影日時、撮影時刻の確度に
ついては、付録 1にまとめて示した。撮影時刻の確度をラ
ンク付けした記号A〜Dは、付録 1と写真のキャプション
にも示したが、この記号の意味は、付録 1の注）に示した。
本文中では撮影時刻の確度については触れないが、正確な
時刻であるという保証はないことに注意する必要がある。
図 6の写真中に記号を記した建物は、図 2に記号を記し
た建物に相当する。中央の 2 階建ての建物Aは、1階の
窓の上まで茶色に変色しており、この境界線まで津波が来
たことを示している。この建物から約 40	m 西側の図 2の
建物Dでも、一階窓上まで浸水したとの証言が得られてい

図３　津波後に気仙沼上空から撮影された写真に加筆

図４　図 3の四角で囲んだ領域を拡大した図に内の脇 1
丁目の延焼範囲を加筆。津波後に気仙沼上空から撮
影された写真。

図５　2011 年 3 月 13 日に撮影された火災前の内の脇 1
丁目の空中写真に延焼範囲、瓦礫範囲を加筆。

「ⓒ 2011	ZENRIN、Image	ⓒ 2011	GeoEye、
	ⓒ 2011	Geocentre	Consulting」

図６　2011 年 3 月 14 日 12 時 57 分の内の脇 1丁目の様
子（住民提供）。撮影時刻の確度：C。ただしこの記
号の意味は付録 1の注 ) に示す。
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る。図 6を見ると、この時点では水浸しと言う状態ではない。
ただし、この場所は延焼範囲から約100	m 北西にあるので、
火災現場とは様子が異なるかもしれない。
3.4　火災時（3月14、15日）
火災現場で活動した気仙沼・本吉地域広域行政事務組合
消防本部の職員によれば、「火災時の津波の様子は、泥が
湿ったくらい。泥は深さ50	cmくらい。固めの泥。浸水はな
かった。比較的、泥の上を歩ける状態であった。残材は水
浸しではない。津波は 3月11日のみで、その後は乾き続け
ていたはず。」とのことであった。図 7は、火災時に図 2の

Eの建物を南西側から撮影したものである。図 7の建物の
手前側には地面が写っており、その地面の上に直接瓦礫が
散乱している。つまり、地面は水没していない。
一方、4節でも述べるが、緊急消防援助隊員によれば「JR
気仙沼線の北側は、火災時にも水浸しで、膝くらいまで水
位があった」とのことであった。
3.5　火災後（3月18日午後）
火災発生から4日後の3月18日午後に気仙沼を撮影した
空中写真が、河北新報社から出版された写真集３）に掲載さ
れている。この写真を図 8に示す。この写真と、火災前の
写真である図 4、5を比べると、延焼範囲内では、大川公園（図
1、2にその位置を示した）の北東側を通る道路上の瓦礫が、
北西から南東に向かって撤去が始まっているが、その他の
道路上の瓦礫はまだ撤去されていないことが分かる。
3.6　火災後（4月6日）
図 9は、火災発生から23日後の 4月 6日に撮影された
空中写真である。3月18日に撮影された図 8と比べると、
延焼範囲内の道路上の瓦礫については、この間に撤去が終
了したことが分かる。しかし、屋根が残った建物は両写真
で同じような位置に残っており、これらについては、この間
に撤去が行われていないことがわかる。
3.7　火災前後の比較
火災前後の延焼範囲の状況を比較する。火災発生前日の
空中写真である図 5と、火災後の3月18日に撮影された空
中写真（図 8）および 4月6日に撮影された空中写真（図 9）
を比べる。特に目立つのは、図 5に写った大川公園内の構
造物や、家が本来ない場所にある構造物が、火災後の空中
写真を見るとなくなっていることである。図 8の写真は、道
路上の瓦礫の撤去すら終わっていない時期なので、これら
の構造物がなくなったのは撤去によるものではなく、火災に
よる焼失である可能性が高い。本来燃える物の少ない公園
で火災があった可能性を支持する事実を次に述べる。

図７　2011 年 3 月 15 日 1時 31 分の内の脇 1丁目の火災
（住民提供）。撮影時刻の確度：C。

図９　2011 年 4 月 6 日に撮影された写真に延焼範囲を加
筆。黒線は延焼範囲を示す。
「ⓒ 2011	ZENRIN、	ⓒ 2011	Geocentre	Consulting」

図８　2011 年 3 月 18 日午後撮影された気仙沼の空中写
真に加筆（提供：河北新報社）。白い実線は延焼範囲、
白い点線は大川公園を示す。
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3.8　大川公園
2011年 7、8月の現地調査で、大川公園の中にはその外
周に沿って焼損した樹木が立っていることが分かった。各樹
木の焼損状況などの概観を表 3に示す。樹木番号は図1に
示した番号と一致する。表 3に示したように、公園内の北
側の樹木1〜3は樹木の全周が焼損し、南側の樹木 4〜 9
は公園の内部に面する側が焼損していた。木の焼損状況の
写真を二例、図10、11に示す。
津波後で火災前の空中写真である図 4、5では大川公園
の中に構造物がある。
さらに内の脇１丁目の住人が人から聞いた話では、「公園の
中には（津波によって）家が 4 棟位入っていた」という証言も
ある。
これらのことから、本来燃える物の少ない公園にもかかわ

らず、津波により家屋等の瓦礫が押し寄せたために公園内
でも火災が生じたと考えられる。

表３　2011 年 7、8月時点での大川公園内の樹木の外観。樹木番号は図 1に示した番号と一致する。
樹木番号 樹木の外観

1 幹が頂上まで直立した針葉樹。少なくとも幹の下部は全周にわたって樹皮が焼損している。下部の枝が折れている。折れ
た枝の折れた部分の近くは焼けている。樹皮がはげた部分がある。葉はないが，最頂部の状況は見えなかった。

2 広葉樹。少なくとも幹の下部は全周にわたって樹皮が焼損している。折れた枝の，折れた部分の近くは樹皮がはげている。
葉はない。

3

桜。幹の下部は全方位焼けている。この木は，三本の太い枝に分岐している。上方まで焼けてない枝は，細い枝も残って
いる。直径約 15cm の枝の折れた部分はバサバサにささくれている。そのささくれは焼けてない。この折れて垂れ下がっ
た枝の樹皮は焼けており，先端まですすが付いているが，その樹皮の内側（もともと枝の木質側を向いた側）は焼けてな
い。折れて切断面が焼けた部分もある。そこにはガラスが刺さっている。

4 幹が頂上まで直立した針葉樹。少なくとも，公園側の幹は高さ 4m位まで焼けている。枝が 3本折れている。葉はない。
5 広葉樹。公園側の下部が 1ヶ所焼けている。折れた部分はない。樹皮に傷，割れがある。
6 広葉樹。公園側の下部の樹皮がはげ，焼けている。葉はない。
7 幹が上部の途中で曲がった針葉樹。公園側が上方まで焼けている。葉がある。
8 幹が頂上まで直立した針葉樹。公園側が下方のみ焼けている。葉がない。

9
幹が頂上まで直立した針葉樹。数メートルの高さまで焼損しているように見える。それより上は，枝が白くなっている部
分が複数ある。下部の枝が折れている。折れている枝は樹皮が焼損しているように見えるが，その樹皮の裏側（内側）は
変色してない。焼損しているように見える幹の樹皮に，数ヵ所むけた所がある。葉がない。

図 10　大川公園の樹木番号 4の木の焼損状況。写真右側
の公園内部側が焼けている。2011年8月26日に撮影。

図 11　大川公園の樹木番号 7の木の焼損状況。2011 年 8
月 26 日に木の南西側から撮影。木に描いた点線より
も左側の公園内部側が上方まで焼けている。この木
のさらに奥の針葉樹は、8月にも関わらず葉がない
ことが分かる。樹木の左側のプレハブ建屋は火災後
に建てられたもの。
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また、公園の樹木の中には、表 3に記したように、下の
方の一部の枝が折れたり、ねじ切れたりしているものがあっ
た。枝の樹皮は焼けて途中から折れていても、樹皮の反対
側の面、つまり木質部側や、切断面は焼けていなかった。
このことから、枝が折れたのは火災後であると考えられる。
もしも津波時に、波や流されてきた物が樹木にぶつかって
枝が折れたのだとしたら、その後の火災によって樹皮の内側
と切断面も樹皮の外側と同様に焼けるはずである。これに
ついては、当初、火災旋風が引き起こす風で折れた可能性
も考えたが、2012年 6月に気仙沼市役所に尋ねたところ、「道
路の瓦礫を公園に入れた。公園の瓦礫は道路には出してな
い。」とのことであった。この証言および、樹木の下の方の枝
のみが折れていることから、道路上の瓦礫を公園の中に入
れる際に枝が折れた可能性が高い。

４．火災

この火災について、現場周辺で聞き取り調査を行った。
しかし、3月11日の津波の後、住民は避難したので、火災
当時、火災現場周辺にはほとんど住民がいなかったそうで
ある。そのため、この火災の延焼動態を明らかにできる程
には聞き取り情報を得ることはできなかった。また、火災を
見ることができそうな周辺の高台の住民や、仮設住宅の住
民などにも聞き取り調査を行ったが、結果は同様であった。
しかし、この火災の写真を住民などから入手することがで
き、また、住民や消防職員から火災についての証言もいく
つかは得られた。今後さらにこの火災に関する情報が現わ
れた時には、火災旋風が目撃された当時の火災の状況がさ
らに明確になるかもしれない。その時のために、また、大
規模火災の今後の研究のためにも、これまで得られた写真
をすべてではないが 4.1 節に示す。さらに、このうちの数枚
の写真から、15日朝方の火災場所の特定を試みた結果を4.2
節に、聞き取り調査で得られた火災に関する証言を4.3 節
に示す。
4.1　火災の写真
4.1.1　夜中
図12は、撮影者によると、南が丘 1丁目（図 2の幸町1
丁目の北隣）から幸町1丁目にかけての場所から撮影された
本火災の写真である。特定できた建物を写真中にE、F、G
と記した。これは図 2に記した建物の記号と一致する。建
物E−F間、F−G間の距離の比から、この写真は火災
の北北西から撮影したものであることが分かった。この写真
の撮影日時は 3月15日 0 時 47分となっている。西側は E
とFの間から炎が見え、東側の炎はGには接していない。
図13〜15は、JR気仙沼線の北側から撮影された本火
災の写真である。これらの写真は、exif 情報によれば 3月
15日1時 37分台の 22 秒間の間に撮られたものとなってい
る。これら3 枚の写真を、画像編集ソフトを用いてパノラマ

写真にしたものが図16である。図16中の記号は、図 2に
示した建物の記号を示す。図16からは、建物Fの東側から
建物Gの西側に挟まれた範囲で火炎が見え、その間の建物
上空は煙に覆われている。火炎および、火炎から上がる煙は、
南東方向にたなびいているように見える。
図12〜15 の写真の撮影時刻は、写真の exif 情報から
得られたものであるが、これらの撮影時刻が正しいとすれ
ば、0 時 40 分台〜1時 40 分頃には、延焼範囲の少なくと

図 12　写真内の建物の配置から、火災現場の北北西から
撮影されたと推定した内の脇 1丁目の火災。（「気仙
沼 311 まるごとアーカイブ」提供、その後「けせん
ぬまアーカイブ」[http://kesennuma-da.jp/] にて自由
に使用することが許諾された写真と同じ写真である
ことを確認。よって出典：「一般社団法人東日本大震
災デジタルアーカイブス支援センター」とする。）撮
影者によれば、南が丘 1丁目から幸町 1丁目にかけ
ての場所から撮影。撮影日時は3月15日0時47分（撮
影時刻の確度 :C）。口絵参照。

図 13　気仙沼線の北側から撮影された内の脇 1丁目の火
災（東京消防庁提供）。撮影日時は 3月 15 日 1 時 37
分 19 秒（撮影時刻の確度 :A）。
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も北東側の広い範囲が燃えていたことになる。4.3.2 節で述
べるが、現場を北側から見た緊急消防援助隊の証言に、「1
時頃、大きいマンション［Gのことか？（著者注）］までは火
が来ていない。」「1時ころ、燃え落ちてはいない。一番線路
沿いの北側の延焼範囲は、燃え盛っている感じ。」「2時半位
に、Gへ西側（玄関側）から火が入り」というものがある。図
12〜16 の写真の exif 情報内の撮影時刻は、これらの証言
と矛盾しない。
ここで示した写真が撮影された頃の気仙沼・本吉地域広
域行政事務組合消防本部における10 分間平均風速は、3
月15日午前 0 時が北北西の風 2.8	m/s、1時が北寄りの風
1.3	m/s、2 時が北北西の風 1.6	m/sである。気象データの
詳細は、5節および付録 2に掲載する。この現場での図12
〜16が撮影された時間帯の風向きは、これらの写真に写っ
た煙の傾きから、消防本部で観測された風向よりも西風成
分が強いように見える。
4.1.2　明け方
明け方には、延焼範囲内の数箇所から炎や煙が上がって
いる写真が残っている。写真を図17〜 22に示す。すべて
デジタルカメラか携帯電話に付属されたデジタルカメラで撮
影されたもので、exif 情報が残っており、その情報内の撮
影時刻の順に示す。ただし、付録 1の注）に記した通り、デ
ジタルカメラの時刻の精度は携帯電話に比べて低い可能性
が高い。よって、図17〜 22は、必ずしも正しい時刻順に
並んでいるとは限らない。
図17は、撮影者によれば 15日の 5 時 19 分に、大川公
園の南端から約 560	m 離れた神山川橋から撮影された本火
災の写真である。家並みの下には水面に煙が反射して映っ
ているが、この水面は神山川の水面である。この写真に写っ
た煙については、7.2 節で触れる。
図18は現場の西に位置する気仙沼大橋 (図２参照 )から、
撮影された本火災の写真である。写真提供者によれば 15

図 14　気仙沼線の北側から撮影された内の脇 1丁目の火
災（東京消防庁提供）。撮影日時は 3月 15 日 1 時 37
分 27 秒（撮影時刻の確度 :A）。

図 15　気仙沼線の北側から撮影された内の脇 1丁目の火
災（東京消防庁提供）。撮影日時は 3月 15 日 1 時 37
分 41 秒（撮影時刻の確度 :A）。

図 16　図 13 〜 15 の 3 枚の写真（東京消防庁提供）を
画像編集ソフト「Microsoft 社 Windows	Live フォト	
ギャラリー」を用いてパノラマ写真にしたもの。写
真中の記号は図 2に示した建物の記号を示す。

図 17　3月 15 日午前 5時 19 分に神山川橋（位置を図 28
に示す）の欄干にカメラを置いて撮影された内の脇
1丁目の火災（菊田清一氏撮影）。撮影時刻の確度 :B｡
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日の 6 時頃撮影された写真である。Exif 情報では撮影時
刻は 5時 29 分となっている。写真の左の方で炎を上げてい
る家は図 2のMである。
図 19 は現場の西に位置する気仙沼市立病院（田中184
番地）付近から、住民によって撮影された写真である。右下
の白い階段状の建物は気仙沼市立病院のように見える。撮
影時刻は 5時 32分となっている。
図 20 は気仙沼市立病院から病院職員によって撮影され
た火災の様子である。撮影時刻は 5時 34分となっている。
図 21は 5時 50 分に火災現場の北方に位置する安波山か
ら撮影された本火災の写真である。
図 22は気仙沼市立病院から15日の朝方撮影された本火
災の写真である。撮影時刻は 6時 1分となっている。

15日の朝方に撮影された図17〜 22 は、4.1.1 節に示し
た夜中に撮影された写真（図12〜16）と比べると、火災か
ら生じた煙の傾きが小さい。気仙沼・本吉地域広域行政事

図 18　3月 15日に気仙沼大橋から撮影された内の脇 1丁
目の火災（三陸新報社　提供）。手前は大川。撮影時
刻は写真の exif 情報では 5時 29 分（撮影時刻の確
度 :C）。写真の提供者によれば朝 6時頃撮影（撮影
時刻の確度 :C）。

図 19　3月 15 日朝方、気仙沼市立病院付近から携帯電話
付属のカメラで撮影された内の脇 1丁目の火災（住
民提供）。撮影時刻は5時 32分（撮影時刻の確度 :A）。

図 20　3 月 15 日朝方、気仙沼市立病院（気仙沼市田中
184）4 階または 5階または屋上から携帯電話付属の
カメラで撮影された内の脇 1丁目の火災（気仙沼・
本吉地域広域行政事務組合消防本部提供）。撮影時刻
は 5時 34 分（撮影時刻の確度 :A）。

図 21　3 月 15 日に安波山から撮影された内の脇 1丁目
の火災（菊田清一氏撮影）。撮影時刻は 5時 50 分（撮
影時刻の確度 :B）
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務組合消防本部の気象データ（付録 2）によれば、6 時の
10 分間平均風速は0.1	m/sであり、夜中の風速よりも低い。
このことは、写真に写った煙の傾きの変化傾向と一致する。
4.2　3月15日明け方の火災場所特定の試み
火災旋風が目撃された15日午前 3 時台から4時台（7.1
節参照）の写真は一枚も入手することができなかった。
しかし、図17〜 22に示した通り、火災旋風が目撃され
た時間帯に近い 5時台から6 時台に撮影された可能性があ
る写真は入手できた。これらの写真を見ると、火災は数か
所で発生しているように見える。しかし、写真上で、煙、建
物、樹木などの背後に火炎があるために火炎が見えてないだ
けで、写真ではばらばらに見える火炎がつながっている可能
性もある。
そこで、異なる方向から撮影された図17、21、22の 3 枚
の写真を用いて、5時台から6 時台に火災が起きていた場
所の特定を試みた。これらの写真では、写真に写った建

物などと、火炎や煙との位置関係を特定することができた。
この時間帯の火災場所を特定するために、写真に、以下に
意味を示す線を記入したものを図 23〜 27に、この試みの
結果を図 28、29に示す。結果的には火災場所の特定はで
きなかったが、今後さらに写真が出てくれば特定が進むかも
しれないので、これまでに得られた結果とその方法を記して
おく。
まず以下に、火災場所特定の方法を記す。
①　図 23〜 27の写真上に、火災や煙の位置を示す実線、
点線、一点鎖線を引き、それらと撮影地点を結ぶ直線を
図 28 の地図上に引いた。これら3 種類の線の意味と、
線の地図上への落とし方を以下に示す。
・実線：煙が発生している領域の左右両端を通る、写真
上での垂直線。この線上で、煙に近い位置に写った建
物の位置を地図上で特定し、その点と撮影点を図28の
地図上に実線で結んだ。位置を特定した建物は、図28
に黒丸で示した。ただし、図17（線を引いた写真は図

図 22　3 月 15 日に気仙沼市立病院（気仙沼市田中 184）
から撮影された内の脇 1丁目の火災（気仙沼市立病
院提供）。撮影時刻は 6時 1分（撮影時刻の確度 :C）

図 23　図 17 に位置特定のための線を引いた写真（菊田
清一氏撮影写真に加筆）。口絵参照。

図 24　図 17 の輝度をAdobe 社 Photoshop を用いて調整
して家屋が分かるようにした写真に図 23 と同じ位置
特定のための線を引いた写真（菊田清一氏撮影写真
の輝度を調整）

図 25　図 21 の火災部を拡大し位置特定のための線を引
いた写真（菊田清一氏撮影写真に加筆）。口絵参照。
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図 27　3月 17日に図 22（図 26）と同じ場所から同じ方
角を撮影したように見える写真。写真中の黒丸は位置
特定に用いた建物。（気仙沼市立病院提供写真に加筆）

図 26　図 22 に位置特定のための線を引いた写真（気仙
沼市立病院提供写真に加筆）。口絵参照。

図 28　3枚の火災の写真から 2011 年 3月 15日 5〜 6時台の火災場所の特定を試みた地図。線 17-1 〜 17-9：図 23、	24
に記した線と撮影地点を結ぶ線。線 21-1 〜 21-6：図 25に記した線と撮影地点を結ぶ線。線 22-1 〜 22-12：図 26、	
27 に記した線と撮影地点を結ぶ線。この地図は、国土地理院発行の 2万 5千分 1地形図 (ウオッちず )を使用したも
のである。



消防研究所報告　第 120 号	 2016 年 3 月

― 11 ―

23、24）で位置を特定した建物は撮影点に近いため、こ
の地図上では狭い範囲に密集するため示していない。
・点線：写真上で黄色・オレンジ色系統の周囲より明る
い場所は、燃えている場所やその上空を示している可
能性が高い。この場所の中心またはその場所を挟む点
で、かつ、その点を通る写真上の垂直線上にある建物、
アンテナの位置が地図上で特定できた点を通る垂直線を
点線で示した。ただし、図26の22-3の線は、参考のため
に、若干明るいオレンジ色とそうでない部分の境界を示
したものである。
・一点鎖線：燃えている場所を示している可能性が高
い、写真上の黄色・オレンジ色系統の周囲より明るい
場所の中心または、その場所を挟む点を通る、写真上
での垂直線。この線は上記の点線とは異なり、線の位
置を特定できる建物などがその線上になかったもので
ある。そこで、写真上で上記の2本の実線との距離を測
定することで、その線が示す位置を図28の地図上に落
とし、撮影点と結んだ。
実線、点線を地図上に引くために、建物などを特定
する際には、現場で撮影した写真と	Google	Earth	を利
用した。
②　図 29 は図 28 の拡大図である。図 29 の地図上に引
いた 3 種類の線（17-1〜 17-9、21-1〜 21-6、22-1〜
22-12）を用いて、燃えている場所を示している可能性

が高い、写真上の黄色・オレンジ色系統の周囲より明
るい場所の位置を示すために、図29に太線を追加し、A、
B、Cと記した。次に、たとえば、現場の北方から撮影
された図 21（線を引いた図は図 25）では、21-4と 21-5
の線の間には燃えている場所が写っているので、図 29
に同じ番号を記した 2 本の線の間でかつ、火災領域全
体を示す実線で囲んだ範囲内の帯状領域には、火災が
あった可能性が高いということになる。しかしこの方
向からだけでは、被写体と撮影地点間の奥行き方向、
つまり 21-4、21-5 間の場合には南北方向のどこで火災
があったかを特定できない。そこで、異なる方向から
撮影された写真も用い、複数の写真から得られる燃え
ている場所を示す複数の帯状領域が交わる場所を探す
ことで、特定を進めた。
③　図 29 に、火災があった可能性が高い帯状領域が 2
つ交わる場所を縦縞の領域で、3つ交わる場所を黒く
塗りつぶすことで示した。ただし、22-1と 22-8 の間、
22-2 の線上、22-6と 22-12 の間は、火災領域全体の角
を通るので、一方向のみでもほぼ確定でき、これを点
領域で示した。
図 29に示した通り、燃えていた可能性が高い場所と
しては、黒く塗りつぶした領域が 2か所、点領域が 3
か所となった。縦縞領域は複数あるが、これらは撮影
時に実際これだけ複数の地点で火災が進行していたこ

図 29　3枚の火災の写真から 2011 年 3月 15日 5〜 6時台の火災場所の特定を試みた結果。線 17-1 〜 17-9：図 23、	24
に記した線と撮影地点を結ぶ線。線 21-1 〜 21-6：図 25に記した線と撮影地点を結ぶ線。線 22-1 〜 22-12：図 26、	
27 に記した線と撮影地点を結ぶ線。線A：図 23が示す火災範囲。線B：図 25が示す火災範囲。線C：図 26が示す
火災範囲。この地図は、国土地理院発行の 2万 5千分 1地形図 (ウオッちず )を使用したものである。
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とを示す訳ではない。これらのうちのいくつは、さら
に場所を絞り込み削除されるべき場所である可能性が
ある。この図の意味は、この時間帯に火災があった場
所の候補地ということになる。
火炎が、火災からの煙、樹木、建物などの背後に隠
れている場合もあるかもしれないので、この方法は火災
の場所を過少評価している可能性がある。例えば、図 25
で 21-3と 21-4 の間、21-5と 21-6 の間は煙に覆われて
おり、この煙の背後に火炎がなかったとは言い切れない。
また、図 26 の 22-3と 22-4 の間の様な多少明るいオレ
ンジ色の場所は、単にその横の火炎からの光が煙で散乱
しているのか、あるいは、多少明るいオレンジ色の背後ま
たは下部に火炎があるのかは判別できない。そこで、図
28、29では火災の場所とはしなかったが、参考のために、
多少明るいオレンジ色とそうでない部分の境界を通る線
22-3、22-9も記しておいた。
21-2と 21-6 に挟まれた領域は、火災全体の領域を示
す実線で囲んだ範囲からはみ出している。これは、この
特定の精度の悪さから生じたものであろうが、おそらく図
18に示した写真の左側に写った火災ではないかと思う。
火災旋風が目撃された時間帯の気仙沼・本吉地域広域
行政事務組合消防本部での風速観測値と、煙の傾きか
ら考えると、当時風は弱く、延焼速度はそれほど大きくな
かったと考えられ、図 29の1〜2時間前の火災の場所が、
この図と大きく異なることもないのではないかと思う。
この結果から予想できることは、火災旋風が目撃され
た時間帯は、火災全体の領域内の複数地点に火災が存
在していた可能性が高い、ということである。

4.3　延焼に関する証言
2011年 8月までの調査で得られた証言については、既報⑵

に記した。それらの証言のうち、本火災の延焼に関係する証言
をここに抜粋する。続いて、2012 年 2月以降の聞き取り調査
で得られた本火災に関する証言を記す。ただし、両者とも、火
災旋風に関する証言は７節に記す。
何時頃どの家が燃えていたという証言は、見間違いや記
憶違いもあると思う。これらの証言の精度、真偽については
定かではない。
4.3.1　2011年8月までに得られた延焼に関係する証言（既
報⑵からの抜粋。ただし建物の記号は本報告図 2の記号
に変更した。）

ａ）気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部からの
聞き取り
・3月15日午前0時、南気仙沼駅の西、線路上から消防職
員が火災を見た様子：北西から燃えてきた。Fは燃えて
いなかった。南東の方は燃えていなかった。東方向、
南東方向に延焼した。
・北西への火災の広がりは、分からない。

・3月15日5時10分現着。西側から現場へ。Kは燃えてい
ない。Lは燃えていた。線路の北側の方向は燃えてい
なかった。大川公園の前の燃え方は、南西へ行くほど
すごかった。海と反対方向の建物は残っていた。近す
ぎて火面が全部は見えていない。大川公園の北東の区
画と、その南東の区画（図2の、点線で囲んだ領域）
が最も焼きが強い。トタンが真っ白。鉄の曲がり具合
（が激しい）。2時間くらい（消火活動を）がんばっ
て、朝7時頃、火災範囲を一巡した。上述の最も焼きの
強かった焼け落ちた区画を突っ切って歩いた。火災域
西側から見れば、西側に火は来ているように見える。
・Kが燃えたのは明るくなってから。Kの北側の軒に止
まっていたトラックから火が出て燃え移った。
・消火活動時に大きな地震が来た。安全のために気仙沼
大橋の上に避難した。潮が引いたので元の場所に戻っ
た。そのときにはKは燃えていなかったことを確認し
ている。
・Nは延焼火災とは別火災である。
ｂ）住民からの聞き取り
（南が丘1丁目）
・60代位の男性：大川土手の前、灰色のアパート［Fの
ことか？（著者注）］、Nの3か所から火が出た。庭か
ら火事を見た。朝までは見ていない。
・60歳位の男性と60歳位の女性：寝ていたら、午前1時
30分頃、ボンボン、バリバリという音で目が覚めた。
家の窓が（火事の火で）明るくなっていた。大川の
（左岸の）桜並木は2時頃燃えた。Oの右の方［Oの南
西側（著者注）］から火が出た。線路の方から、大川
の方に延焼した。
（赤岩舘森）
・40代位の男性：火の粉が来た。（ここは火災域の）風
下だった。バンバン音がした。朝方は爆発音はない。
（著者注：この地点は、延焼域の中心から南東約700	m
である）
・50代位の男性：15日の夜1時、2時は、ガス爆発の音が
していた。火の粉がここまで来ていた。煙が上がって
いたのは見えた。燃え上っているのは見えない。
（内の脇1丁目）
・20代位の男性：0時前後に赤くなって、専務とPの前に
見に行った。Fが燃えていた。大川公園のまわりには
車。（大川の）土手には車が上がっていた。ガレキが
燃え、土手の桜が燃えた。
・30代位の女性と60代位の女性：火は、1）Fから、
2）P・R、3）Q（家が先に燃えた。店舗は最後に燃え
た。）と燃え、4）Sは最後に燃えた。大川公園の中に
は家が4棟位入っていた、という話を、30代位の女性が
人から聞いた。
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・20代位の男性：気仙沼小学校の少しおりたところ、中
学校から下った山の上で見た。3月15日朝3時から4時。
騒いでいたので、見に行った。結構な火災であった。
だんだんと燃え広がった。
・50代位の男性：大川公園の北東側の道で車が爆発。Q
からWへの延焼は15日3時頃。（本証言は、既報⑵には
入れ忘れたもの。）

4.3.2　2012年2月以降に得られた本火災に関する証言
ａ）消防団員からの聞き取り
・Tが最後まで燃えていた。
・U、Vの辺りが火が一番強かった。
・Vと大川公園の間の道で、車が数珠つなぎになっていて
火が強かった。

ｂ）緊急消防援助隊E氏からの聞き取り
・南気仙沼駅のすぐ北側は、がれきが埋め尽くすような
感じではなかった。その北側は、がれきで埋め尽くさ
れていた。
・プロパンガスボンベが爆発（誘発）して、上空に黒い
物が上がる。爆発の前には、ピューっと音を立てる。
ガスの出口の所から外れる。50	m以上上がる。プロパ
ンガスボンベが空中に飛ぶ。その時明るく見える。そ
して、落ちる。鉄の塊が飛んでいく。
・Jのところの火がすごかった。Jは一気に燃えた。
・Jの炎からのふく射でXが燃えた。接炎はしていない。
Xの2階カーテンが燃えた。外壁が燃え、カーテンが燃
え、窓から（火が出た）。
・2時半位に、Gへ西側（玄関側）から火が入り、東側
（バルコニー側）から大きく出た。東側から出てきた
火は、建物を外壁、屋根をなめるように上がった。
・大川公園には瓦礫（家）、車があった。
・道路も（瓦礫で）つながっていた。
・大川の土手の上には瓦礫は溜まっていなかった。土手の
前で瓦礫が止まっていた。車がその前で転がっていた。
・大川には、車、タンクローリーが流れていたが、浮い
ていた。緩慢な流れである。
・内の脇は炎からのふく射が強かった。
・建物間は、じくじくと、ゆっくり燃え、建物に火が入
ると、ふぁーっと燃え盛る。それの繰り返し。
・当夜、風はなかったが、火は、写真（図13〜15）のよ
うに東の方に伸びていた。
・火災の夜は寒かった。
・ふく射で東に燃えて行った。
・Gの東側はすごく空いていた。ここでは、これ以上南
東側には燃えないと思った。

ｃ）緊急消防援助隊F氏からの聞き取り
・15日0時以降、魚市場の方から（内の脇の火事の）炎が
見えた。

・（北の方から）現場に着いたら、西から東に燃えていた。
・1時頃、大きいマンション［Gのことか？（著者注）］
までは火が来ていない。このマンションが、延焼を抑
えている感じだった。
・1時頃、燃え落ちてはいない。一番線路沿いの北側の延
焼範囲は、燃え盛っている感じ。
・屋外の灯油タンクが真上にどんどん飛んでくる。LPG
のボンベもロケット弾のように飛んでくる。上がって
も10階、30	m位か。この火柱は太くはない。
・線路のすぐ南側は、全体的に燃えていた。
・炎の傾きは南東向き。南東向きに燃え拡がっているよ
うだった。
・風はあるわけではない。
・寒かった。
・線路の北側は水浸し。海。水位は膝くらいまで。基礎
の所は水が溜まって深くなっている。
南気仙沼駅前有料駐車場には水はなかった。瓦礫、
建物はあった。その南の線路上は何もない。
・6時半位。西側から気仙沼大橋を渡って現場へ。水浸
し。泥の中を歩いた。全体的には燃えてない。何軒か
は燃えていた。雪はなかった。
・大川は流れていた。流れる向きは分からない。水位は
そんなにはない。

ｄ）気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部からの
聞き取り
・15日5時に現場に到着した。風はなかった。2〜3箇所か
ら燃えていた。全体が燃えていた。JRの線路のところ
に、自動車がたくさんあった。

ｅ）住民からの聞き取り
（常楽）
・気仙沼市立病院の約	50	m	西：ビルOが火で見えない。
地域全体が燃えて見えた。火が一つになっているよう
に見えた。内の脇の火災では、爆発音がした。大川の
向こう側の火災であるが、大川よりこちら側の方向に
見えた。朝方まで火災は見えた。木造家屋は見えた。
どす黒い煙が見えた。
・気仙沼市立病院の約	150	m	西、40代位の女性：内の脇
火災は煙がすごかった。灰が飛んできたので、燃えな
い様掃除をしていた。
（田中）
・気仙沼市立病院の約	70	m	西、女性：夜空が赤く、朝か
ら黒煙。
（幸町3丁目）
・ヒュードンと音がすごかった。避難していた人が火事
を見に来た。
・バチーン、バチーンという音、火柱。
（南が丘2丁目）
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・夜、火事だから、逃げるように用意はしていた。朝方
まで燃えていた。火災は横に広がった。どこが燃えて
いるか、わからない。火しか見えなかった。火の勢い
が強かった。プロパンガスの爆発がした。何回も燃え
た。風が吹いていた。火元はわからない。

ｆ）仮設住宅での聞き取り
（気仙沼公園応急仮設住宅）
・70代位の男性：気仙沼中学校（笹が陣4番1号）の避難
所(体育館)から、幸町のところまで降りてきたときに
（火災を）見た。Nからガスタンク（Y）のほうへ火炎
が広がっていった。ガスタンクが爆発するのが怖かっ
た。夜見たら7〜8	m	の火柱が見えた。火柱は、3〜5	m	
の幅であった。一箇所ではなかった。場所がわかれて
いた。時々小さな火柱を見た。継続的ではなかった。
避難所から、幸町のところまで降りてきたときに見
た。大きな火柱は、見ていない。
・女性：被災当時、気仙沼高校（常楽130）に避難してい
た。朝方、内の脇に煙が見えた。炎は見えなかった。
Kが燃えていた。
（田谷公園応急仮設住宅）
・60代位の女性：気仙沼市民会館（笹が陣4番2号）の前
から、内の脇の火災を見た。ガス工場が近くて怖くて
眠れなかった。風がなかった。火炎があがっていた。
雪が降っていた。火は横に燃えていた。夜、火炎は高
かった。野焼きの時よりも、全体的に火は高かった。
（駒場公園応急仮設住宅）
・50代位の女性：（避難していた）気仙沼中学校3年2組
の教室から、内の脇の火災を見た。

ｇ）その他
（気仙沼市立病院）
・内の脇の火災は、鎮火の方向に向かっていたが、再度
燃えた。
（五十鈴神社：魚町２丁目６−７）
・男性：内の脇の煙は見たが火は見てない。大島の火災
も見た。

５．気象条件

火災現場から約 1.4	 km 離れた気仙沼・本吉地域広域行
政事務組合消防本部（赤岩五駄鱈 43−2）で観測された3
月11〜15日の気象データ４）を図 30に、その元データを付
録 2に示す。火災の前日である3月13日の朝方から、気
温が 12日までに比べて急激に上昇している。13日の日平
均気温は 6.6	℃で、12日の1.8	℃よりも5度近く上昇した。
14日は 9.4	℃で、13日よりさらに 3度近く上昇した。14日
の最高気温は17.7	℃まで上がっている。これは、3月中旬
の気仙沼の最高気温の平年値５）8.5	℃と比べて9.2	℃高い。
津波当日の11日19時から15日18時の間降水量は0	mmで、

図 30　気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部（気
仙沼市赤岩五駄鱈 43-2）で観測された 2011 年 3 月
11〜 15日の気象データ４）
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天気も概ね晴れが続いている。最小湿度は火災当日の14日
には 25.2	%まで下がっている。こうした天候状態は、建物
や瓦礫の延焼を促進する方向に働いたはずである。
火災が覚知された14日22 時 34分から鎮圧された15日

20 時 20 分までの間、10 分間平均風速は最大で 2.8	m/sで、
それほど強くない。火災旋風が目撃されたのは15日の午前
3 時台から4時台であるが、10 分間平均風速は 3 時が 1.7	
m/s、4 時が 0.2	m/s、5 時が 0.4	m/s、最大瞬間風速は 3
時台が3.3	m/s、4 時台が1.8	m/sであり、風は弱い。

６．延焼火災の発生要因

延焼火災になった要因としては、家屋がそれほど密集せ
ず、道路幅もそれほど狭くない地域にもかかわらず、津波に
よって家屋間、道路、空き地、公園にまで多くの瓦礫が流
れ着いていたため、瓦礫を通じて延焼しやすかったことが考
えられる。
さらに、火災は津波後3日経ってから発生しており、その
間おおむね晴れており、降水もほとんどない。火災前日の
朝からは気温が急上昇し、相対湿度が低くなっていた。こ
のため、津波で浸水した地域にも関わらず、瓦礫、家屋は
延焼しやすい状態であったと言える。
また、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部の
報告書６）によれば、「道路及び街区は多量の瓦礫で埋め尽く
され、現場への接近が困難であり、直近の水利が使用不能
のため、河川、海からの遠距離送水を余儀なくされ」、「水
利部署位置から現場までは周囲一面が瓦礫であり、折り重
なった不安定な木材の上や堆積した泥、倒壊した家屋の屋
根上をホース延長しなければならない場所もあったことから、
放水までに時間を要した。」とあり、このことも要因の一つに
なった可能性はある。

７．火災旋風

7.1　火災旋風の性状
火災旋風は、火災現場から直線距離で約 1.4	 km 離れた
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部の2 階から2
名の消防職員A氏、B氏によって、また、火災現場の北側
から2 名の消防職員C氏、D氏によって目撃された。聞き
取り調査は、A氏、B氏、C氏に対しては 2011年 7月に行っ
た。D氏が火災旋風を目撃したことは翌年になってから知っ
ため、D氏への聞き取り調査は 2012 年 6月に行った。
A氏によれば、火災旋風は15日午前 4時 30 頃に発生し、
継続時間は 5分位、炎の竜巻で、色はオレンジ色、（傾いて
おらず）まっすぐ、荒縄を編んでいるようで、移動はしなかっ
た、回転方向は上から見て反時計回りだったような気がする、
とのことである。
A氏と同時に話を聞いたC氏の証言も、ほぼ同様であっ
た。

B氏によれば、火災旋風を目撃したのは15日「午前 3時
とか4時とか」で、竜巻のような火の塊で、（傾いておらず）まっ
すぐ、バネに例えれば、伸びたバネではなく、縮んだバネの
様だった、色は赤、オレンジで、移動はしなかった、発生
回数は1回、とのことである。B氏が目撃した時刻はA 氏
とは異なるが、両氏は同じ部屋の同じ位置から目撃している。
B氏はその後、5時 10 分に現場に到着した。現場で見たこ
の火災は鹿折の火災よりももっと激しかったという印象で、
図 2の、点線で囲んだ領域が最も「焼きが強く」、トタンが真っ
白になり、鉄の曲がり具合が激しかったそうである。
D氏は、図 2にHと記した位置から火災旋風を目撃した。
D氏によれば、火災旋風の発生は15日の朝方近くで、3〜
4 時位、3 時位とも言っており、盛んに燃えていた頃とのこ
とである。火災旋風が発生していたのは1時間くらいで、3
か所からの火災が編むようにぐるぐる巻き上がっていて、まっ
すぐで、通常の炎とは明らかに違い、火柱で、それが回っ
ていたとのことである。火災旋風は上の方で拡がっていたが、
その上は見えず、空に吸い込まれているようだった、消えた
所は平らになっていた、裾は広くなく、まっすぐ（円柱状）だっ
た、とのことである。一般風はなく、火災旋風が起こす風
もなく、火災旋風が起こることで突然明るくなるということ
もなかったそうで、危険性は感じなかったそうである。火災
旋風の音は、プロパンガスがどんどん燃えていたから分から
ない、旋風が来た後、周囲への燃え拡がりがなくなったと
のことである。今までの火災とは違っていたとのことである。
D氏はその時の様子を水彩画で描いており、その絵を図 31
に示す。
7.2 節でも触れるが、図17の右側の煙は渦を巻いている。
著者がA 氏に対し、炎自体が巻いていると言うよりは、図
17の煙の渦のように、火災域からの炎に照らされた煙が巻
いていたという印象は持ってないか尋ねたところ、A氏はB
氏にも確認し、『「煙じゃない、絶対炎が巻いていた」と二人
の意見は一致した』との証言をA氏から得た。
消防本部から目撃したA氏、B氏の証言を基に、現地で
の測量結果と、地形図・空中写真を利用して、火災旋風の
大きさを推定した。目撃者 2人は、火災旋風と同時に視界
に入っていた、消防本部北側の店の看板の高さ、幅を基に、
図32に示す絵を描き、火災旋風の高さ、直径を語ってくれた。
A氏によれば、「消防本部の2 階から見て、火災旋風の高さ
は、「マルホン」の看板の高さ位、太さは看板の幅くらい」、B
氏によれば、「（火災旋風の頂上は）「マルホン」の看板のてっ
ぺんより下、太さは「マルホン」の看板（字が書いている部分）
の縦の長さの3分の 2位」とのことであった。図 32の木々
の上に描かれた背が高い方の円柱はA氏によって、背が低
く太い方の円柱がB氏によって描かれた絵である。その他
の線の記載者は記録し忘れたが、A 氏であったと記憶して
いる。図 33は、両氏が火災旋風を目撃した消防本部内の
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図 32　気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部職員
A氏、B氏が 2011 年 7 月 20 日に描いてくれた絵

図 31　気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部職員
D氏が描いた火災の様子 図 33　図 32と同じ方向を2011 年 7月6日に撮影した写真

図 34　火災旋風の目撃者が火災旋風の大きさを記憶する際に比較の対象となった図 33 の看板と、目撃者、樹林帯、火
災現場の位置関係
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同じ場所から、火災旋風を目撃した方向を2011年 7月 6日
に撮影した写真である。火災旋風は樹林帯の背後に、樹林
帯の高さを越えて目撃されている。これらの情報と、看板の
高さ・幅・火災旋風の手前にある樹林帯の高さの測量結果、
目撃地点・看板・樹林帯・火災現場の標高、目撃者の目線
高さ、目撃者・看板・樹林帯・火災現場の位置から、図 34
のようにして、火災旋風の高さを求めた。火災旋風の直径
も同様にして求めた。
その結果、火災旋風の高さは、A 氏の目撃談からは約

230	m、B氏の目撃談からは約 230	m 未満と推定された。
また、図 34の通り、火災旋風の高さは少なくとも約 70	m（図
34には 71− 80と記している）以上でないと、樹林帯の背
後に隠れるため、消防本部からは火災旋風を目撃できない
ことが分かった。
火災旋風の直径は、A氏の目撃談からは約 55	m、B氏
の目撃談からは約130	mと推定された。直径 55	mの円は、
大川公園の北東側にある、延焼範囲の中心部の街区に収ま
る程度の大きさに相当し、直径 130	mの円は、この街区と
大川公園の街区をほぼすっぽり覆う大きさに相当する。
上記目撃者が火災旋風を見た方向は、証言から、図 35

に示した線の方向となり、内の脇 1丁目の延焼範囲に一致
する。しかし、この延焼範囲内のどのあたりで発生したかに
ついては、現場で目撃したD氏の証言でもはっきりとしない。
7.2　考えられる本火災旋風の発生メカニズム
炎を含む火柱状の火災旋風が発生するには、大気中の渦
度の源と、それを一か所に集中させる機構、さらにそれを
安定して成長させるのに都合のよい環境が必要だと一般的
に言われている７）。発生時の状況から、目撃された火災旋
風の渦度の生成方法の候補として、以下の3つを挙げる。
①　水平シアー風中の渦度：火災旋風が目撃された3月15
日3 時台から4時台にかけて気仙沼・本吉地域広域行政
事務組合消防本部での平均風向、平均風速は、3時が西
北西の風 1.7	m/s、4 時が北北西の風 0.2	m/s、5 時が北
北東の風 0.4	m/sである。非常に弱い西風、北風といえ
るが、延焼範囲に隣接して流れる大川は、北西から南東
に向かうため、川の上のみ周囲に比べて速い風が吹くこと
で発生する水平シアー風中の渦度に起因する火災旋風が
発生した可能性はある。このことは、関東大震災で発生
した旋風についての考察８）でも指摘されており、水平シアー
風中で炎を含む火災旋風が発生することは実験でも確認

図 35　火災旋風の目撃地点と目撃した方向の関係および火災旋風の推定直径の模式図
	 「c	ZENRIN」「ZNET		TOWN」
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されている９－10）。ただし、上述の気象データは現場から1.4	
km 離れた地点の値であり、現場と同じ風であったという
保証はない。
②　複数火災域への流入空気による渦度：火災旋風が目撃
された時間帯は、火災全体の領域内の複数地点に火災
が存在していた可能性が高いことを4.2 節で示した。火
災旋風が目撃された時間帯の気仙沼・本吉地域広域行政
事務組合消防本部で観測された風は弱い。火災旋風が目
撃された時間帯の直後である5時から6 時の間の写真（図
17〜 22）でも、煙の傾きは緩やかである。これらのこと
から、無風下で、複数火炎への吸い込み気流の相互作用
で発生する火災旋風 11）であった可能性もある。複数の火
災域が存在する場合、ある火災域への流入空気が、その
周囲の他の火災域の存在によって阻害される。その結果、
周囲の火災域がない場所を通る空気のみが、今注目して
いる火災域に流入することになり、周囲の火災域の配置
によっては、注目している火災域への流入空気は鉛直方
向に回転軸を持つ渦度を生じ、火災旋風が形成される。
③　図17で、最も右側の煙は 2回渦を巻いていることが分
かる。最も左側の煙は手前の川の方に傾いているように
見える。この右側の煙の渦は、Counter-rotating	Vortex	
Pair	 (CVP)と呼ばれる、風で傾いた火炎からの上昇気流
が形成する互いに逆回転する渦対の片側の渦のように見
える。大規模な屋外燃焼実験で、この渦対のうちの一つ
が移動して火炎の上を通り、火炎を含む火災旋風になっ
ているように見えたという報告がある12）。室内実験でも、
火源のすぐ風下に発生して定在する火炎を含む火災旋風
は、CVPの中に火炎が巻き込まれることで発生している
可能性が高いということが示されている13)。よって、CVP
が火炎を巻き込んだタイプの火災旋風であった可能性もあ
る。

7.3　火災旋風による被害
火災旋風による人的被害、物的被害は見つからなかった。
発生した場所は津波の被害を受けていたため、火災時に住
民がほとんどいなかったと考えられるが、このために、人的
被害がなかったのかもしれない。物的被害が見当たらない
のは、住民がいなかったために、目撃証言が少なかったこ
とが原因かもしれない。また、我々が現場に入るのが遅す
ぎたせいもあるかもしれない。

８．まとめ

2011年 3月11日の東北地方太平洋沖地震で津波の被害
を受けた気仙沼市「内の脇 1丁目」では、14日夜に市街地
火災が発生し､ 翌 15日の午前 3 時台から4時台にかけて、
火災旋風が目撃された。この火災旋風の性状、発生時の状
況を明らかにすることを目的に、現地調査、聞き取り調査を
行った結果、以下のことが分かった。

１）火災旋風は炎を含んだ火柱状の渦柱で、移動はしなかった。
２）2 名の目撃証言から、火災旋風の高さは約 230	mある
いは約 230	m 未満、直径は約 55	mあるいは約 130	mと
推定された。直径 55	mの円は延焼範囲の中心部の街区
に収まる程度の大きさに相当し、直径 130	m の円はこの
街区および隣接する大川公園の街区をほぼ覆う大きさに
相当する。

３）火災現場から約 1.4	 km 離れた気仙沼・本吉地域広域
行政事務組合消防本部での3月15日の平均風速は、午
前 3時が1.7	m/s、4 時が 0.2	m/s、5 時が 0.4	m/sであり、
火災旋風が目撃された当時の現場も弱風下であった可能
性が高い。

４）目撃された火災旋風の映像や写真を見つけることはで
きず、火災旋風が発生したという物的証拠や火災旋風に
よる被害は現時点では見つかっていない。
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付録 1　火災または現場周辺の写った写真の撮影情報

図番号 撮影場所 撮影方向 撮影日時 撮影時刻の確度

6 内の脇 1丁目、図 2の建物A,B の西側 東 2011 年 3 月 14 日 12 時 57 分 C
7 内の脇 1丁目、図 2の建物Eの南西側 北東 2011 年 3 月 15 日 1時 31 分 C

12
南が丘 1丁目から幸町 1丁目にかけての場所。
写真に写った建物の位置関係から、火災の北北西
から撮影されたものと推定した。

南南東 2011 年 3 月 15 日 0時 47 分 C

13 JR 気仙沼線の北側 南西 2011 年 3 月 15 日 1時 37 分 19 秒 A
14 JR 気仙沼線の北側 南 2011 年 3 月 15 日 1時 37 分 27 秒 A
15 JR 気仙沼線の北側 南西 2011 年 3 月 15 日 1時 37 分 41 秒 A
17 神山川橋 北東 2011 年 3 月 15 日 5時 19 分 B

18 気仙沼大橋 東
2011 年 3 月 15 日 6時頃 C
2011 年 3 月 15 日 5時 29 分 C

19 気仙沼市立病院付近 東 2011 年 3 月 15 日 5時 32 分 A
20 気仙沼市立病院 東 2011 年 3 月 15 日 5時 34 分 A
21 安波山 南南東 2011 年 3 月 15 日 5時 50 分 B
22 気仙沼市立病院 東 2011 年 3 月 15 日 6時 1分 C

注）表中の撮影時刻の確度A〜 Cは、確度の高い方から順に下記の方法で分類した。
Ａ：カメラ付き携帯電話で撮影された写真の exif 情報に記録された撮影時刻。
Ｂ：デジタルカメラで撮影された写真の exif 情報に記録された撮影時刻で、撮影者に撮影時刻が分のオーダーで合って
いたことを確認したもの。
Ｃ：デジタルカメラで撮影された写真の exif 情報に記録された撮影時刻で、撮影者に撮影時刻の確度を確認していない
もの。または、デジタルカメラで撮影された写真で、撮影者から聞き取った撮影時刻。
分類の根拠は以下の通りである。震災当時は、携帯電話は自動で時刻合わせをするものが普及していた。一方、デ
ジタルカメラはGPSを利用した時刻の自動補正機能を作動させていない限り、手動で時刻合わせをしなければなら
ないため、震災当時使われていた携帯電話に比べて、時刻の精度は低い可能性が高い。よって、Aが最も確度が高く、
Cが最も低いと考えた。
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付録 2　気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 ( 気仙沼市赤岩五駄鱈 43-2) で観測された 2011 年 3 月
11 〜 15 日の気象データ４）

日 時
10 分間平均 最大瞬間 平均気温 相対湿度 海面気圧 降水量

天気
風速 [m/s] 風向 風速 [m/s] 風向 [℃ ] [%] [hPa] [mm]

11 1 1.7 北北西 3.7 北北西 -	1.6 79.1 1014.4 0.0
2 1.3 北北西 4.7 北北西 -	1.3 80.6 1014.5 0.0
3 0.9 北西 2.3 北北西 -	1.3 83.0 1013.9 0.0
4 0.9 北西 1.9 北西 -	2.0 86.4 1014.1 0.0
5 0.5 北北西 2.0 北西 -	2.8 88.0 1014.1 0.0
6 0.4 北北西 1.3 北北西 -	3.2 89.3 1014.0 0.0
7 1.4 北 2.7 北 -	3.3 88.3 1014.0 0.0
8 1.1 東北東 3.8 北北東 -	1.3 75.9 1014.0 0.0
9 1.2 北西 4.5 北 1.1 49.5 1013.3 0.0
10 3.4 西北西 8.6 西北西 3.4 44.0 1013.1 0.0
11 3.1 西 9.9 西北西 3.8 41.5 1012.6 0.0
12 2.5 北西 9.4 西 4.9 37.5 1011.5 0.0 快晴
13 2.8 北西 8.3 西北西 5.6 35.4 1010.4 0.0
14 3.6 北北西 9.3 北北西 4.9 42.9 1010.7 0.0
15 3.0 西北西 8.0 北北西 3.1 59.8 1011.4 0.5
16 1.3 北西 7.3 西北西 2.4 64.4 1011.2 0.0
17 1.8 北西 5.2 西 1.7 89.6 1012.3 0.0
18 0.7 西北西 5.2 西北西 0.6 88.6 1012.6 0.5
19 2.5 西北西 8.1 西北西 0.6 77.3 1013.2 0.0
20 4.1 北西 10.4 北西 0.2 77.0 1013.6 0.0
21 3.2 西北西 8.6 北西 -	0.3 74.7 1014.6 0.0
22 2.9 西 7.4 西北西 -	0.4 73.9 1014.7 0.0
23 1.7 西 6.4 西 -	0.7 73.1 1014.7 0.0
24 1.2 北北西 5.1 北西 -	0.8 72.7 1015.0 0.0 晴

12 1 1.4 西北西 4.5 西北西 -	1.2 73.7 1016.0 0.0
2 0.5 北北東 4.2 西北西 -	1.1 75.9 1016.4 0.0
3 0.7 西北西 2.4 西北西 -	1.6 78.7 1016.9 0.0
4 2.6 西 4.7 西 -	1.5 74.5 1017.7 0.0
5 2.5 西北西 6.5 西北西 -	1.1 73.1 1018.4 0.0
6 1.5 西 7.6 西北西 -	1.0 71.7 1019.4 0.0
7 1.5 西南西 4.0 西 -	0.9 72.3 1020.3 0.0
8 2.5 西 6.1 西 0.1 63.1 1020.9 0.0
9 2.2 西 5.5 西南西 1.4 57.6 1021.8 0.0
10 3.6 西 7.9 西 2.5 50.5 1022.0 0.0
11 2.3 西 6.9 西 3.1 47.1 1021.9 0.0
12 2.3 北西 6.3 西北西 3.8 40.1 1021.4 0.0 晴
13 2.8 西北西 9.2 西北西 5.3 33.6 1020.5 0.0
14 2.5 西北西 9.9 西北西 6.7 30.9 1020.5 0.0
15 3.8 北西 9.9 北西 6.8 29.1 1020.7 0.0
16 2.5 西北西 8.3 北西 7.0 28.2 1021.0 0.0
17 2.4 西北西 8.3 西北西 6.6 28.7 1021.5 0.0
18 1.5 西 4.9 西北西 5.4 32.9 1021.8 0.0
19 1.1 北 4.0 西南西 4.0 40.7 1022.1 0.0
20 0.5 北北西 2.5 北北西 1.7 52.0 1022.1 0.0
21 0.8 北北西 2.5 北北西 0.2 61.3 1021.9 0.0
22 1.1 北 3.2 北 -	0.8 66.6 1021.7 0.0
23 1.5 北 2.5 北 -	1.3 68.7 1021.3 0.0
24 1.1 北 2.5 北 -	1.5 71.4 1020.4 0.0 晴
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日 時
10 分間平均 最大瞬間 平均気温 相対湿度 海面気圧 降水量

天気
風速 [m/s] 風向 風速 [m/s] 風向 [℃ ] [%] [hPa] [mm]

13 1 0.5 北 2.9 北 -	1.6 73.3 1020.2 0.0
2 1.2 北 2.9 北北東 -	1.8 78.2 1019.9 0.0
3 1.1 北北西 3.3 北 -	1.8 84.8 1019.4 0.0
4 1.0 北北東 4.3 北北西 -	1.4 86.0 1019.3 0.0
5 1.5 北北西 2.7 北北西 -	1.5 87.7 1019.2 0.0
6 0.3 北北西 3.1 北西 -	0.9 85.4 1018.7 0.0
7 1.1 北西 2.6 北東 -	0.8 76.9 1018.2 0.0
8 1.1 北東 2.5 北東 2.3 60.0 1017.9 0.0
9 1.9 北東 5.2 北東 5.9 44.6 1017.2 0.0
10 4.4 西北西 11.7 西北西 10.4 36.3 1016.7 0.0
11 3.7 北西 11.9 西 11.5 35.4 1016.8 0.0 曇
12 3.1 西北西 11.4 北西 12.8 33.0 1016.6 0.0
13 4.0 北西 9.9 北西 14.2 32.8 1016.2 0.0
14 2.4 北西 10.9 北西 14.7 31.4 1016.1 0.0
15 2.5 北西 9.8 北西 14.8 31.3 1016.4 0.0
16 2.6 西北西 9.6 北西 14.2 33.2 1017.0 0.0
17 2.5 西北西 7.8 西北西 13.3 36.3 1017.6 0.0
18 1.4 西北西 4.9 西北西 11.9 41.4 1018.1 0.0
19 0.8 北北西 3.6 西北西 10.2 45.4 1018.5 0.0
20 1.4 北北西 4.3 北北西 7.8 57.5 1018.4 0.0
21 1.2 北北東 4.4 北北西 6.5 64.2 1018.4 0.0
22 0.7 北西 2.5 南西 6.3 60.6 1018.2 0.0
23 0.8 北北西 3.3 北北西 5.9 65.4 1017.6 0.0
24 1.0 北西 3.8 北西 4.5 71.4 1017.2 0.0 曇

14 1 1.1 北北東 5.5 北西 4.0 76.2 1016.5 0.0
2 1.0 北 2.5 北北西 2.7 79.5 1016.1 0.0
3 1.6 北 3.1 北 2.6 78.1 1015.4 0.0
4 0.9 北 2.1 北 2.9 78.2 1014.7 0.0
5 1.3 北北西 3.1 北北西 2.0 82.8 1014.5 0.0
6 2.4 北西 4.0 北西 2.7 73.2 1014.0 0.0
7 0.5 北北東 3.0 北西 2.4 79.3 1013.2 0.0
8 0.7 東北東 2.0 北北東 4.5 60.6 1012.0 0.0
9 1.3 北北西 3.5 東南東 10.0 35.9 1011.4 0.0
10 3.6 西南西 12.2 西南西 15.3 25.5 1010.2 0.0
11 3.7 西 12.3 西 16.8 25.8 1009.7 0.0 晴
12 4.9 西 14.9 西北西 17.0 26.0 1008.7 0.0
13 7.5 西北西 23.3 西 17.2 25.4 1007.5 0.0
14 6.1 西 18.3 西 17.4 27.8 1007.5 0.0
15 4.1 西 16.2 西 16.9 32.6 1008.1 0.0
16 5.4 西 12.0 西 15.7 38.6 1008.5 0.0
17 5.4 西 16.5 西 14.5 45.5 1008.9 0.0
18 3.0 北西 12.2 北西 12.3 54.6 1010.8 0.0
19 2.4 北北西 10.0 北西 9.9 55.4 1011.9 0.0
20 0.5 北西 4.6 西北西 8.6 51.6 1012.2 0.0
21 0.0 静穏 2.5 北 8.1 49.5 1012.6 0.0
22 1.6 北北西 6.8 北 7.6 48.1 1013.2 0.0
23 2.2 西北西 5.5 北北西 7.2 52.3 1013.4 0.0
24 2.8 北北西 5.7 北北西 6.5 58.8 1013.3 0.0 晴
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日 時
10 分間平均 最大瞬間 平均気温 相対湿度 海面気圧 降水量

天気
風速 [m/s] 風向 風速 [m/s] 風向 [℃ ] [%] [hPa] [mm]

15 1 1.3 北 5.1 北北西 6.2 61.2 1012.7 0.0
2 1.6 北北西 3.9 北北西 5.8 60.2 1012.4 0.0
3 1.7 西北西 3.5 西北西 5.3 51.4 1012.6 0.0
4 0.2 北北西 3.3 西北西 4.8 50.3 1012.9 0.0
5 0.4 北北東 1.8 西 4.1 53.7 1013.7 0.0
6 0.1 静穏 3.1 北北西 3.8 54.9 1014.5 0.0
7 0.7 北北西 1.8 北北西 4.1 56.8 1014.6 0.0
8 2.1 東 5.0 北東 4.5 72.8 1014.2 0.0
9 2.8 東北東 6.6 東北東 4.9 74.7 1013.9 0.0
10 1.5 東 5.4 東北東 4.4 74.1 1013.4 0.0
11 1.8 東南東 5.3 東南東 4.3 72.6 1012.4 0.0
12 0.0 静穏 4.0 東南東 4.2 72.0 1011.8 0.0 曇
13
14 1.5 東 3.6 南南西 4.6 68.3 1009.8 0.0
15 1.5 南東 5.1 東北東 4.8 68.1 1009.2 0.0
16 1.2 南東 3.6 南東 4.7 78.5 1009.1 0.0
17 0.7 東北東 2.9 南東 3.6 88.3 1008.5 0.0
18 0.9 東北東 1.7 東北東 3.2 88.6 1008.1 0.0
19 1.0 北東 3.1 東 2.8 90.9 1007.7 0.5
20 0.8 東 2.9 東 1.9 92.3 1007.3 1.5
21 0.0 静穏 2.2 東 1.0 92.2 1006.8 1.5
22 0.0 静穏 0.1 南東 1.0 91.8 1005.6 1.0
23 0.0 静穏 2.0 北東 1.1 91.7 1004.2 1.0
24 0.0 静穏 2.4 北 1.0 91.5 1003.4 1.0 曇
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A Fire Whirl Witnessed in Kesennuma City Struck by a Tsunami Following the 

2011 Great East Japan Earthquake

（Abstract）

Masahiko	Shinohara，Sanae	Matsushima	and	Tomoaki	Suina

（Accepted	February	5,	2016）

A	fire	whirl	was	witnessed	between	3	and	5	a.m.	on	March	15th,	2011	over	a	conflagration	at	Nainowaki	1	
chome	in	Kesennuma	City,	which	was	struck	by	a	Tsunami	on	March	11th.	We	conducted	a	field	investigation	that	
included	gathering	eyewitness	accounts.	The	results	suggest	that	the	estimated	height	of	the	fire	whirl	was	230	
m	or	less	than	230	m;	the	estimated	diameter	was	55	m	or	130	m.　The	wide	range	of	these	values	results	from	
differences	 in	 eyewitnesses’	 testimonies.　55	m	and	130	m	are	 roughly	 equivalent	 to	 the	width	 of	 one	 and	 two	
blocks	of	the	fire	site,	respectively.　Mean	wind	speed	at	the	place	about	1.4	km	away	from	the	fire	site	was	1.7	
m/s	at	3	a.m.,	0.2	m/s	at	4	a.m.,	and	0.4	m/s	at	5	a.m.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.120（2016）
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１．まえがき

現在では、高速道路網が日本中に整備され、様々なもの
の輸送に使われている。押切［1-7］によると、高速道路に
は表 1に示すような特徴がある。半世紀近く前に書かれた
記事をもとにして表 1をつくったが、ほとんどの項目が、現
代でも通用する。
高速道路は、危険物の輸送にも使用されている。高速道
路による危険物の輸送中に、火災、漏洩などの事故があると、
公設消防機関は消火活動、救急活動などを行い、対処する
ことになる。危険物の輸送中に事故が発生すると、通常の自
動車火災に比べ、対処が困難になることがある。また、原因
調査も行うことになる。高速道路上で危険物の火災、漏洩が
発生した場合における、警防活動、原因調査などの参考とす
るために、事例を収集し、まとめた。高速道路は危険物だけ
でなく、毒劇物、高圧ガス、火薬類、放射性物質の輸送に
も使用されている。それらの事故が発生した場合、公設消防
機関が対処することになるので、事例についてまとめた。
危険物の輸送中の事故について分析した例はこれまでに
もある［8］。1994 年から1999 年までの間に発生した移動タ
ンク貯蔵所に係る移送中の事故 228 件の内、許可容量が2
キロリットルを超えるものに係る事故 174件について、整理
し、一覧表が作成された。分析し、規制などについて議論
したが、警防活動、調査は主たる対象ではなかった。

２�．事故事例

高速道路上で発生した危険物が関係した火災の事例を表
2に、危険物が関係した漏洩の事例を表 3に、高圧ガスが
関係した火災の事例を表4に、高圧ガスが関係した漏洩の
事例を表 5に、火薬類が関係した事故の事例を表 6に、毒
劇物が関係した火災、爆発の事例を表7に、毒劇物が関係
した漏洩の事例を表 8に示す。放射性物質の輸送にも高速

道路は利用される。放射性物質を陸上輸送する際は、放射
性物質の種類、用途によって関係する法令が異なる。核燃
料物質であれば原子炉等規制法の対象となり、放射性医薬
品であれば薬事法の対象となり、核燃料物質でも医薬品で
もない放射性物質の多くは放射線障害防止法の対象となる。
放射性物質に関する事故を表 9に示す。
表 2にイエローカードという言葉が出てくる。イエローカー
ドとは、消防法の危険物、高圧ガス保安法の高圧ガスなど
を輸送する場合の品名別の注意事項などを記載した書面で
ある［30］。表 5には、漏洩がなくても、重要と思われる事
例を加えた。

３．事故防止について

危険物の輸送中の事故を防止するためには、移動タンク
貯蔵所の点検が適切に行われる必要があるのは当然である。
点検マニュアルが作成されている［31］。表 2、表 3をみると、
交通事故から始まったと思われる事例が見られる。全日本ト
ラック協会により、安全運行の手引きが作成されている［32,	
33］。
車両による高圧ガス容器の移動中の事故防止のための注
意事項が文献 34から文献 37に紹介されている。概要を表
10に示す。表 1で示したように、高速道路は高架になって
いる部分がある。高圧ガス容器が高架になっている道路に
落下すると、さらにその下に落ちるかもしれない。高圧ガス
容器は頑丈につくられているので、漏洩、火災がなくとも、
それだけで十分に危険である。
日常流通する有用な化学物質の中で、急性毒性による健
康被害が発生するおそれが高い物質が毒劇物に指定されて
いる。毒劇物の危険性は、急性毒性だけではない。例えば、
劇物に指定されているキシレンのように有機物の可燃性液体
もある。毒物に指定されているアジ化ナトリウム、劇物に指

高速道路で発生した危険物等の災害の事例について

鈴木　健

（平成 28 年 2月 19 日　受理）

高速道路は、危険物も含めた様々な物資の輸送に使用されている。高速道路上で危険物の火災、漏洩
が発生した場合における、警防活動、原因調査などの参考とするために、事例を収集し、まとめた。さ
らに、毒劇物、高圧ガスの事例についてもまとめた。また、消防活動上の注意点についても紹介した。

解　説
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定されているピクリン酸のように爆発性のある物質もある。
劇物に指定されているアクリル酸のように重合反応の進行に
よる危険性のある物質もある。劇物に指定されている硝酸、
硫酸のような酸化性液体もある。混触危険性を有するものも
ある。厚生労働省によると［38］、毒劇物運搬中に発生する
漏洩等の事故の原因は、タンク・配管等の腐食・亀裂・老朽化、
マンホール・注入口・弁の閉め忘れ・締めの不十分、タンク
マンホールの留め金のかけ忘れ等の点検の不十分、運搬容
器の固定不十分及び交通事故によるものが主である。さら
に、毒劇物運搬中に発生する事故の防止対策を示している。
概要を表 11に示す。
火薬類の運搬については、火薬類の運搬に関する内閣府

令、警察庁による運搬に関する基準［39］がある。栗原［40］
は、国内外における火薬類の輸送時の事故事例をまとめ、
交通事故を除く事故の再発防止策を、火薬類の固定方法、
自動車による運送方法、運搬者の教育訓練の観点からまと
めた。
全日本トラック協会により、消防法の危険物、高圧ガス
保安法の高圧ガス、火薬類取締法の火薬類、毒物及び劇
物取締法の毒劇物を輸送する際の手続き、注意点について
まとめた解説が作成された［41］。
放射性物質の輸送に関する基本的な事項、放射性物質の
ある現場での消防活動については、文献 29と42を参照さ
れたい。海外での放射性物質の輸送に係る事故については、

表１　高速道路の特殊性［1-7］

1．高速道路
の特殊性

①自動車以外は通行することのできない完全な自動車専用道路である。
②他の道路及び鉄道等との交差は、すべて立体交差になっている。
③一定の場所（インターチェンジ）以外からは出入りできない。
④往復それぞれの線は中央分離帯によって完全に分離されている。
⑤すべての車両は時速 100	km 前後の速度で走行するように設計されている。
⑥全線にわたって高架、築堤またはトンネル等の特殊な構造になっている。
⑦たとえ平地または築堤部にあっても、法令上インターチェンジ以外の場所から高速道路への出入りが
禁じられ、鉄柵、金網、塀等によって遮蔽されている。
⑧用地の関係等から、そのほとんどが市外地を離れた山間部を通っている。

2．消防業務
から見た高
速道路の特
殊性

2.	1　事故発
生の危険性

①ドライバーの高速道路に対する認識不足と運転の不慣れから、交通事故の多発が予想される。
②遠距離、長時間運転、さらに夜間運転が続くため、ドライバーの疲労度が高くなり、こ
のための事故が起こりやすい。
③車両は高速で走行するため、いったん事故が発生すれば、惨事を招く公算が大きい。
④観光バス等の乗り入れが多くなるため、有事に際しては、多数の死傷者を伴うことが予
想される。
⑤高速で長時間運転するために、エンジンやマフラーの過熱等による車両火災の続出が予
想される。
⑥高速道路は産業道路としての性格を有するため、高圧ガス、ガソリン、火薬等の危険物
運搬車の乗り入れが多くなる。

⑦土地の関係から山間部を多く通るためトンネル施設が比較的多く、トンネル施設内におい
て火災事故等が発生する可能性もあり、この場合は多くの犠牲者を伴うことが予想される。

2.	2　消防業
務執行上か
ら見た問題
点

2.2.1 消防業
務から見た
一般事項

①インターチェンジからしか出入りができないため、迂回しなければならな
くなり、初動体制が遅れる。
②一旦インターチェンジから進入したら途中でUターンすることが困難で、
次のインターチェンジまで出なければならないため、出場から帰署までの
所用時間が非常に長くなり、一般市街地の消防体制に支障をきたす。
③高速道路が通過していてもインターチェンジがない場合、当該市町村の消
防機関が消防業務を執行することが困難である。
④高速道路は通過しているが、インターチェンジもなく、かつ消防本部もな
い弱小市町村に高速道路の消防責任をすべて負わすことは無理である。
⑤高速道路の管理者である公団は、その業務の性格上、道路の維持管理を中
心とした考えが強く、やもすると人命保護の観点からの防火、消火、救急
等の防災対策の配慮が薄い。
⑥高速道路上の消防業務を要する事故が発生した場合、消防機関に対する通
報経路が複雑であり、通報の遅れが予想される。
⑦出入り口が一定とされ、かつ完全な一方通行であるため、事故に際し、交
通の輻輳が予想され、消防自動車及び救急自動車が事故現場に接近するこ
とが困難になる。
⑧大規模な災害が発生した場合は、インターチェンジからの進入だけでは不
十分であり、高速道路と道路下との両面作戦が必要となる。
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2.2.2 消火活
動上の事項

①高速道路上の消防用設備が完全でない。
②トンネル施設内の火災は、初期鎮圧に失敗すれば、重大事故となるおそれ
があるばかりでなく、地下街火災の様相を呈し、人命の救助及び消火作業
が困難となる。
③高速道路での消防用水利が不完備な上、付近に水利を求めることができな
い。

2.2.3 救急業
務上の事項

①傷病者を病院に収容する場合、次のインターチェンジから出て、他市町村
の病院に収容することになるため、医師の治療を受けるまでに時間を要
し、傷病者の救命に影響を及ぼす。
②一旦出場すれば、普通、次のインターチェンジへ出なければならないため、
出場から帰署までの所用時間が長くなり、一般市街地での当該市町村の住
民のための救急業務に大きな支障をきたすことになる。そのため、さらに
一隊の救急隊を増設しなければならなくなる場合が多い。
③高速道路における救急業務の対象となる者のほとんどは、当該市町村以外
の、いわゆる通過人口であって、当該市町村との関係が薄いにもかかわら
ず当該市町村の高速道路のための財政負担が大きい。
④高速道路上の事故者は、比較的に重傷者が多いため、早期の適正な応急措
置と高度な医学的判断が要求される。
⑤小規模な事故の場合は、ほとんど交通止めにならないため、他の車両が高
速で走行しているなかで救急活動を行うことになり、救急隊員自身が危険
にさらされる。
⑥高速道路での行動は、一般地上とは異なり立体的であり、かつ線上での行
動となり、多数死傷者を伴う事故等に対処することが困難である。
⑦広域処理体制が強いられる。

表２　危険物が関係した火災の事例
No. 年 月 都道府県 概要 出典
14-1 2014 8 岐阜 東海北陸自動車道上り線のパーキングエリアで、産業廃棄物を運搬、処理

する事業者の所有する移動タンク貯蔵所*のタイヤが出火した。タンクには、
廃油 26 キロリットルが積載されていた。
公設消防機関が、泡薬剤を使用し、消火活動を行った。第 1報を受けた時
には、積載物品が分からなかったため、消火活動の方針が確定できなかった。
積載物品の漏洩はなかった。
*	容量 26 キロリットル

9

14-2 8 和歌山 移動タンク貯蔵所 *が、ガソリン 24 キロリットルを積載し、阪和自動車道
を走行していたところ、左後輪部から出火した。左後輪タイヤ、フェンダー、
可燃性蒸気回収設備を焼損した。
消防相互応援協定により出動した消防本部が、泡薬剤を使用し、消火活動
を行った。
積載物品の漏洩はなかった。
*	容量 24 キロリットル

9

13-1 2013 11 宮城 山形自動車道下り線を走行中の大型貨物自動車のエンジンルームから午前
3時頃に出火し、炎上した。車両燃料 *が漏洩したため、消火活動と並行し、
車両燃料に対する警戒を実施した。車両燃料の一部が付近の河川に流入し
たため、オイルフェンスを展張した。車両 1台が焼損した。消火活動終了
後に、積荷中に、指定数量を超える可燃性液体 *が確認された。
運転手より、積荷中にエンジンオイル（200 リットルドラム缶 2本）を積
載しているという情報提供があったが、他のドラム缶 5本についてはその
中身を把握していらず、危険物としての認識もなかった。消火活動終了後に、
積荷伝票等によりキシレンであったことが判明した。
キシレンは、他の配送業者からの再荷受けであったこともあり、危険物で
あるかどうかの確認が不十分であった。また、運転手には指定数量以上の
危険物を搬送していることの認識がなかった。また、標識も未設置だった。
*	軽油約 300 リットル
**	キシレン 1000 リットル（200 リットルドラム缶 5本、第 2石油類）及び
エンジンオイル 400 リットル（200 リットルドラム缶 2本、第 4石油類）	

9
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11-1 2011 7 福岡 ヘプタンを移送するため、移動タンク貯蔵所 * が九州自動車道下り線を走
行していたところ、セミトレーラー後輪部分から出火した。タイヤ 4本、
タンクコンテナ外板、保温材を焼損した。
*	容量 23890 リットル

9

10-1 2010 8 広島 危険物等を積載した 11 トントラックが山陽自動車道上り線を走行していた
ところ、マフラーから黒煙が出ているのを発見したた	め、路肩に駐車した。
後続の軽トラックが、停車中の 11 トントラックに追突した。追突した軽ト
ラックから出火し、11 トントラックに延焼した。公設消防機関が消火作業
を行った際に、11 トントラックに積載されていた危険物が、消火作業に使
用した消火水と共に河川に流入した。
積載されていた酢酸エチル、イソプロピルアルコール、毒劇物等が漏洩し
たが、漏洩量は不明であった。
11 トントラックの運転手は、運搬物を把握していなかった。そのため、消
火作業は困難となった。また、漏洩した危険物等の回収に苦慮した。
軽トラックの運転手 1名が重症になった。

9

08-1 2008 8 東京 首都高速 5号線下り線を指定制限速度以上の速度で走行していた移動タン
ク貯蔵所 * が、ジャンクションのカーブで横転し、数十m滑走し、側壁に
激突した。タンク内のガソリン 16000 リットル、軽油 4000 リットルが、
タンクの亀裂から漏洩し、炎上した。
事故現場では、首都高速道路は二層構造になっており、2層目は上り車線、
1層目は下り車線になっていた。首都高速道路の直下には交通量の多い一
般道があった。付近には、中高層マンション、一般住宅等が密集していた。
漏油は、下り線の道路上を 50	m × 8	m の範囲で拡がった。橋脚沿いの配水
管から直下の一般道へ流れ、延焼した。上り線、付近の共同住宅にも延焼
した。
救急隊は、移動タンク貯蔵所の北側に道路上に横たわる負傷者（運転手）
を発見した。救急車は、南側に部署したが、火勢が激しかったため、負傷
者に接近できなかった。北側に到着した警察車両が、負傷者を収容し、別
の場所で、救急隊に引き渡した。
高速道路上での消火活動は、北側からの逆行による進入が制限されたため、
南側に部署した。また、西側のマンションからも放水した。
運転手 1名が重症になり、消防職員 2名が軽症になった。
発生から鎮圧まで約 3時間半、鎮火まで約 5時間半、活動終了まで約 14 時
間を要した。
*	最大容量 20 キロリットル、ガソリン 16000 リットルと軽油 4000 リット
ルを積載

9
10
11

06-1 2006 7 記載なし 危険物を油槽所からサービスステーションに移送中、高速道路からインター
チェンジへ出ようとした移動タンク貯蔵所が横転し、移動貯蔵タンク（7
槽のうち1から4槽）に積載のガソリン10キロリットル及び軽油2キロリッ
トルが漏洩した。側溝より周囲の河川に流出した。																																										
漏油回収後、レッカーによる引き起こし作業準備中、突然出火し、作業員
の 3名が負傷した。																																			
レッカー作業員が、タンクローリ引き起こし準備のため、バッテリーカバー
を外した際に、配線が移動しショートしたと推定された。

9

06-2 12 東京 首都高速道路を走行中の移動タンク貯蔵所 * のタイヤから出火し、移動タ
ンク貯蔵所 1台と高速道路の側壁（プラスチック製）10	m2 を焼損した。																																														
運転手は停車後、車両に備え付けの粉末消火器 2本を使用したが、消火出
来なかった。																																								
公設消防機関は、33 隊が出動し、4隊 4口で泡放射を行った。さらに 2口
で警戒した。土嚢 30 袋を使用し、排水溝への流出防止作業を行った。また、
一般道に流入した泡消火剤の処理を行った。移動タンク貯蔵所は、荷卸し
後のため危険物を積載していなかった。																																																						
原因については以下のように推定された。移動タンク貯蔵所のエアブレー
キが圧力低下を起こしていたため、業者が修理した。この際に、フットブ
レーキのエアを遮断するつもりが、誤ってサイドブレーキの配管を遮断し
た。そのため、リヤブレーキが作動した状態となり、ブレーキライニング
とドラムの摩擦により火花が生じ、タイヤに着火した。																																		
*	容量 20 キロリットル

9
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06-3 1 高知 移動タンク貯蔵所が、ガソリンスタンドで荷下ろしした後、高知自動車道
を利用し帰社する途中で、横転し火災になった。運転手は車載の消火器で
初期消火活動を行った。爆発が起き、車両は全損し、飛散物により高速道
路下の木が延焼した。
移動タンク貯蔵所は、荷卸し後のため危険物を積載していなかった。
公設消防機関が、炎上する移動タンク貯蔵所、延焼拡大する木に対し消火
活動を行った。
原因については、以下のように推定された。移動タンク貯蔵所が、ガードレー
ルとコンクリート擁壁に衝突した。車体の衝撃火花により、燃料タンクか
ら漏洩した軽油が着火した。

9

06-4 2 大阪 移動タンク貯蔵所 * が、重油を荷下ろしした後、阪和自動車道を利用し帰
社する途中であった。料金所付近で、後続車から、左後輪より白煙が出て
いるのを知らされた。本線料金所を出たところで停車し、消火器で初期消
火活動を行った。
公設消防機関が、加熱された状態の 4箇所のブレーキドラム付近に放水し
た。
原因については以下のように推定された。フットブレーキを踏み込んだ状
態から完全には戻らない状態で走行した。ブレーキドラムとライニングの
摩擦により出火した。	
*	容量 4キロリットル

9

05-1 2005 6 広島 移動タンク貯蔵所 * が広岩道路上り線を走行していたところ、ボンという
音がしたので左側に停車した。左後輪のタイヤから黒煙と火炎が上がって
おり、備え付けの消火器 3本、その他 1本で初期消火活動を行ったが、消
火困難であったため、運転士は料金所まで約 1.2	 km を走行し、公団職員に
119 番通報を依頼した。左側に寄り停車させ、タンク部分を切り離した。																
現場に到着した公設消防機関がタイヤに放水を行った。タンク内の軽油に
は引火しなかった。
*	最大積載量 20 キロリットル、軽油 18 キロリットルを積載

9

04-1 2004 2 兵庫 中国自動車道下り線を走行していた移動タンク貯蔵所 * が、ガードレール
に乗り上げ、上下逆さまになった状態で数十m滑走した。タンク本体に亀
裂が生じ、積荷が漏洩した。漏油に着火し、火災になった。
移動タンク貯蔵所は全焼した。積載していた軽油と灯油のほとんどが焼損
した。自動車道の北側の法面約 100	m2 が類焼した。
現場に到着した公設消防機関は、消火活動、漏洩防止措置、広報活動、現
場調査、救護活動等を実施した。
漏油の一部が法面から水路に流入した。水路のほとんどが暗渠になってお
り、水路の途中に拡散防止のための土嚢を設置出来なかった。そのため、
水路に流入した灯油と軽油の拡散防止ができず、付近の一般河川まで拡散
した。一般河川に拡散した灯油と軽油は約 200 リットルと推定された。
移動タンク貯蔵所の運転手が軽症になった。
覚知は付近住民からの 119 番通報であった。しかしながら、発災直後に
119 番通報が一度に数十本も入った。その通報内容がまちまちであったた
め、火災種別と事故現場の特定に手間取った。
*	最大積載量 18 キロリットル、灯油 12 キロリットルと軽油 6キロリット
ルを積載

9

04-2 7 兵庫 移動タンク貯蔵所 * が山陽自動車道上り線のトンネル内を走行していたと
ころ、右前輪タイヤが破裂した。トンネル出口手前 270m の側壁に接触し、
タンク側板に亀裂が生じ、軽油が漏洩した。
側壁をこすりながら走行を続け、トンネル出口手前付近で火災になった。
トンネル出口を 85	m 過ぎたところで停車した。
初期消火は行われなかった。高架下の付近住民が 119 番通報をした。
移動タンク貯蔵所 1台が全焼し、積載していた軽油約 12 キロリットルが焼
失した。高速道路防音壁、路面、道路下の植樹、高圧送電用の鉄塔と高圧
送電線が焼損した。
漏洩した軽油の一部は、排水溝に流入し、高架下の河川に流入した。
運転手は中等症になった。
*	被牽引式、容量 20 キロリットル、軽油を積載	

9
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04-3 4 山口 山陽自動車道上り線を走行していた移動タンク貯蔵所 * がガードレールに
接触し、横転し、高速道路上を約 40	m 滑った。タンクの亀裂から漏洩した
ガソリンに着火し、火災になった。
下り線をパトロール中の高速道路運営会社の社員が携帯電話で公設消防機
関に通報した。
移動タンク貯蔵所 1台が全焼し、民家 1棟が部分焼になり、樹木 13 本が焼
損し、高速道路のガードレール等が焼損した。
運転手は、運転席で焼死した。
*	容量 26 キロリットル、ガソリンと軽油を積載

9

04-4 11 栃木 高速道路を走行していた大型貨物自動車 * が普通貨物自動車に追突した。
普通貨物自動車は横転し、大型貨物自動車は中央分離帯の擁壁に衝突した。
ドラム缶 11 本から、塗料が道路上に漏洩した。ドラム缶 22 本が高架下に
落下した。22 本の内、9本が川の中に、11 本が川の堤防上に、2本が側溝
に落下した。高架下に落下したドラム缶の一部から第 1石油類の塗料が漏
洩し、着火し、炎上した。
大型貨物自動車は、標識と消火器が未設置だった。
高架下に落下したドラム缶については、運送業者が、回収、清掃、洗浄作
業を実施した。
*	塗料のはいったドラム缶 72 本を積載、積載物の内訳は、第 1石油類 3663
リットル、第 2石油類 9169 リットル、第 3石油類 189 リットル、指定可
燃物 184 リットル

9

03-1 2003 4 長野 危険物運搬車両 * が、上信越自動車道上り線を走行していたところ、トン
ネルの中間付近で左前輪がバーストした。ホイールだけの状態で約 2.5	 km
走行し、ホイールの内側に外れたタイヤに着火した。路側に停止後、キャ
ビン、荷台へと火災が拡大し、積荷が荷崩れを起こした。塗料缶の蓋が開き、
塗料が漏洩した。
公設消防機関が消火活動に使用した泡消火剤と共に、漏洩した塗料が道路
排水溝から河川に流入した。
火災によりイエローカードが焼失した。そのため、積荷の把握に時間がか
かった。さらに、住民への広報が遅れた。
積荷の被害状況は以下の通りである。
　油性トタン用塗料 **　3900 リットル	
　ランバーカラー **　273 リットル
　油性シーラー **　1750 リットル
　塗料はがし剤 **　6 リットル
　油性カラーニス **　340 リットル
　速乾さび止め　2109 リットル
　1回塗りハウスペイント　246 リットル
　ハウスペイント　292 リットル
*	最大積載量 15	ton、約 12	ton の塗料を積載
**	第 2 石油類

9

02-1 2002 12 岐阜 名神高速道路上り線において、危険物 *を運搬していた大型トラック ** が、
乗用車と衝突し、火災になった。
大型トラックの運転手が消火器で初期消火活動を行った。
公設消防機関が、消防車の積載水による消火活動を行った。
乗用車が全焼し、乗用車の運転手 1名が焼死した。大型トラックが全焼し、
第 1石油類 3200 リットルと第 2石油類 2880 リットルが焼損した。
大型トラックには標識が掲示されていなかった。
*	第 1 石油類 4000 リットル、第 2石油類 3600 リットル
**	15 トン

9

02-2 10 静岡 東名高速道路下り線において、4トントラックが、前を走行する4トントラッ
クに追突し、火災になった。																						
道路案内表示板、トラック 2台が焼損した。トラックに積載されていたワ
ニス *300 リットル、インク **2760	kg が損害を受けた。	
インクが路面に漏洩し、長時間通行止めになった。												
公設消防機関が消防車両により消火活動を行った。早期に、正確な情報提
供が行われなかった。																														
*	第 3 石油類																																															
**	指定可燃物

9



消防研究所報告　第 120 号	 2016 年 3 月

― 30 ―

02-3 12 石川 北陸自動車道下り線を走行していた移動タンク貯蔵所*が、スリップし、ガー
ドレールを乗り越え、法面の木に引っかかるように横転した。
火災が発生した。積荷の炭化カルシウムがタンク内から飛散し、周囲の水
と反応し、アセチレンが発生し、発火したと推定された **。
公設消防機関の先着隊が現地に到着した時、横転した移動タンク貯蔵所の
底部から出火していた。炭化カルシウムが周囲に散乱しており、泡消火剤
を使用したところ、周囲で小爆発を繰り返し、消火出来なかった。その後、
10 型粉末消火器 15 本、20 型粉末消火器 2本を使用したが、消火出来なかっ
た。隣接する公設消防本部に、粉末消火器 140	 kg を積載する化学車の出動
を要請した。
発生から約 5時間後に鎮火になった。
有毒ガスの拡散のおそれがあったため、上下線を通行止めとした。
1名が軽症を負った。
事故当時は、小雨であった。当日の降雪により路面がシャーベット状になっ
ていた。
*	タンク室容量 14 キロリットル、炭化カルシウム 10 トンを積載
**	炭化カルシウムは以下の反応式のように水と反応する。
　CaC2	+	2	H2O	→	C2H2	+	Ca（OH）2
この反応は、強い発熱を伴うので、アセチレンが自然発火する可能性がある。
アセチレンは可燃範囲が広く、着火しやすい。また、アセチレンには麻酔
性がある。
水酸化カルシウムが生成するので、粘膜、湿った皮膚、角膜が危険にさら
される。

9
12

01-1 2001 6 埼玉 移動タンク貯蔵所 * が高速道路を走行していたところ、タンクセミトレー
ラの両側ブレーキから出火し、ドラムブレーキライニングを焼損した。
運転手が、消火器で初期消火活動を行った。
公設消防機関が、ドラムブレーキに放水した。
*	容量 20 キロリットル、ガソリン 16 キロリットルと軽油 4キロリットル
を積載

9

00-1 2000 8 岡山 山陽自動車道のトンネル *内で、トラック ** がトンネルの内壁に衝突した。
燃料タンクから漏れた軽油に引火し、さらに、荷台に積載されていた可燃
性液体に延焼した。
公設消防機関が泡消火作業を行った。
トラック 1台と、積載されていた以下のような危険物が焼損した。
　塗料等（第 1石油類）　388 リットル
　塗料等（第 2石油類）　29 リットル
　潤滑油等（第 3石油類）　128 リットル
　潤滑油等（第 4石油類）　1858 リットル
トンネル内の電気設備等が焼損した。トンネルが、長時間にわたり通行止
めになった。
指定数量以上の危険物を積載しているにもかかわらず、トラックは、標識、
消火設備が未設置だった。また、運転手は危険物を運搬しているという認
識は少なく、内容も十分に把握していなかった。積載された危険物の類、
品名等の情報が早期に消防隊に提供されなかった。
*	トンネル延長　約 1.3	km
**	10 トン

9

00-2 5 茨城 トンネルの出口から約 100	m の場所で停車した自動車が炎上した。
公設消防機関が、化学車による泡を使用した消火活動、ポンプ車による中
継放水を行った。標識が未設置であったため、消火活動に長時間を要した。
覚知から鎮圧まで約 2時間半を要した。なお、泡消火を行ったのは、危険
物が積載されていたことが確認された後であった。
車両、積載物の全てが焼損した。
高速道路が 6時間にわたり閉鎖された。
ガソリンを積載していたにもかかわらず、標識、消火器が設置されていな
かった。また、イエローカードも積載していなかった。
さらに、運転手が危険物を積載していることを認識していなかった。
トンネル内で自動車の右側後輪のタイヤが出火し、バーストし、トンネル
の外で荷台に延焼したと推定された。

9
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99-1 1999 12 山口 運送車両 * により高速道路下り線を走行していたところ、後続の車両から
の合図により、右側後部タイヤの火災に気がついた。路肩に停車し、初期
消火活動を行ったが、積荷に延焼し、運送車両を全焼した。
積載されていたスプレータイプの自動車整備用剤が火災により破裂し、燃
焼した。
公設消防機関が、放水および泡放射 ** を行った。
危険物に該当するものが積載されていたにもかかわらず、書類等が積まれ
ていなかった。また、運転手が積載物の内容を把握していなかった。その
ため、公設消防機関が、積載されている物品を特定するのに時間を要した。
運送車両には、危険物を運搬している旨の標識が設置されていなかった。
*	12 トン積、自動車整備用剤（第 4類第 1，第 2，第 3石油類）、バッテリー、
塗料類、ポリ製品等を積載していた
**	泡原液で 40 リットル

9

98-1 1998 6 愛知 荷台に一斗缶 * を積載した普通貨物自動車 ** が高速道路を走行していた。
上り坂の緩い右カーブで、左側路肩に衝突しそうになった後、蛇行し、ガー
ドレールに衝突し転覆した。
車両の燃料タンクから軽油が漏洩し、一斗缶からシンナーが漏洩した。漏
油に着火し、車両と積荷のシンナー *** が全焼した。また、高速道路の地盤
面 72	m2、路肩の立木が焼損した。
公設消防機関が泡消火作業を行った。
車両の下敷きになった一斗缶から、多量の可燃性液体が漏洩したため、消
火作業に時間を要した。また、水利部署に支障をきたした。
*	個数 270 缶、内容物シンナー
**	4	ton
***	第 1 石油類ラッカーシンナー 2720 リットル、第 2石油類塗料用シンナー
1600 リットル

9

98-2 1 静岡 東名高速道路上り線を走行中の貨物自動車*が、前方車両に追突した後、ガー
ドロープに衝突した。火災になり、貨物自動車が全焼した。
積載されていた菜種油 7740 リットルの内、約 5500 リットルが焼損した。
また、積載されていた食品類 ** も焼損した。
公設消防機関が、消防車両の積載水で消火活動を行った。
約 7時間に渡り 1車線規制が行われた。
*	10	ton、冷蔵冷凍車
**	ココア、チョコレートドリンク、ゼリー

9

98-3 1 大阪 移動タンク貯蔵所 *が阪神高速道路を走行していたところ、右サイドミラー
に異常な明るさを感じ、直近の非常駐車帯に停車し、エンジンを停止した。
運転手が車載の粉末消火器で初期消火活動を行った。公設消防機関が水槽
付きポンプ車 1台で消火活動を行った。
エンジンと付属設備が焼損したが、タンクには被害がなかった。
*	ガソリン 14 キロリットルを積載

9

98-4 9 静岡 産業廃棄物処理業者の移動タンク貯蔵所 * が、東名高速道路上り線を走行
していたところ、左後輪から出火した。
後輪 4本と移動タンク貯蔵所の後半分を焼損した。
*	能力 12 キロリットル、タンクは空

9

98-5 4 愛知 移動タンク貯蔵所*が高速道路を走行していたところ、左後輪がバーストし、
高架側壁に衝突しながら約 200	m 走行し停車した。その際に、燃料タンク
** が損傷し、漏油に着火した。
軽油 200 リットルが焼損した。牽引車が全焼し、被牽引車が部分焼した。
また、道路の路面、雨水集水管が焼損した。
公設消防機関が、タンク車 3台、ポンプ車 1台で防御活動を行った。エアー
フォームノズル、高発泡器で消火活動を行った。
*	軽油 26 キロリットルを積載
**	軽油 200 リットルのタンクが 2基

9

96-1 1996 2 千葉 軽油を積載した移動タンク貯蔵所が、常磐自動車道下り線を走行していた
ところ、インターチェンジ付近でエンジン部から出火した。																																																						
エンジン部のみを焼損した。
公設消防機関が、水槽付きポンプ車 3台（2口）で放水し、消火活動を行った。

9
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96-2 7 東京 首都高速道路 4号新宿線下り線を走行していた移動タンク貯蔵所 * が、右
カーブに進入した際に、左側面を路面に接するかたちで横転し、炎上した。
公設消防機関が、消火活動と付近住民への広報活動を行った。
アルミ製合金タンクの右側面が全面的に溶解し、車両もほぼ全面的に焼損
した。
ガソリン約 7キロリットル、灯油と軽油をあわせて約 2キロリットルが焼
損した。
高速道路と隣接する神社の立木が焼損した。
各タンク槽内には、消火剤と混合した油が、1槽目に 0.5 キロリットル、2
槽目に 1.8 キロリットル、3槽目に 1.7 キロリットル、4槽目に 1キロリッ
トル、5槽目に 3キロリットル、6槽目に 3キロリットル残存していた。
公設消防機関の警戒下で、事業者が手配した移動タンク貯蔵所に残油を回
収した。
発生から鎮圧まで約 2時間半、発生から鎮火まで約 4時間を要した。上り
車線が約 11 時間、下り車線が約 19 時間にわたり通行止めになった。
消防隊の進入および水利部署に支障をきたした。
*	容量は20キロリットルで、1と2槽目はそれぞれガソリン4キロリットル、
3と 4槽目はそれぞれガソリン 2キロリットル、5槽目は軽油 4キロリット
ル、6槽目は灯油 4キロリットルを積載

9

96-3 8 滋賀 名神高速道路上り線のインターチェンジ付近で、移動タンク貯蔵所 * が普
通乗用車と衝突後、横転した。横転した際に、ガードレールの支柱にタン
クが突き刺さり、積荷のガソリンと軽油が漏洩し、炎上した。
第 1報は、黒煙を望見した住民からの 119 番通報であり、公設消防機関は、
何が燃えているのか分からない状態で出動した。第 1報から 5分後に公団
から通報があった。
積載されていたガソリン 10 キロリットルが漏洩および焼失した。
軽油 4キロリットルが漏洩および焼失した。
高速道路の路面および法面が焼損した。漏洩した軽油とガソリンが道路側
溝から河川に流入し、さらに一部が付近の湖に流入した。
公設消防機関は、以下のことを行った。
・消防警戒区域の設定
・泡薬剤による消火活動
・消火後における、噴霧によるタンクの冷却
・消火後における、土嚢による漏油の拡散防止
・残油の回収
・付近住民への広報活動
・漏油の流入した河川にオイルフェンスを展張することによる拡散防止
・吸着剤による漏油の回収
消火作業中も、下り線は通行可能であった。そのため、危険を伴いながら
活動を行った。
防爆のポンプ、回収容器の到着が遅れたため、タンク内の残油の回収に時
間を要した。
*	容量 14 キロリットル

9

96-4 12 岡山 移動タンク貯蔵所 * が山陽自動車道下り線を走行中に、インターの近くで
横転し、積載されていた第 1石油類のメタクリル酸メチル **8 リットルが
安全弁等から漏洩した。
横転した後、エンジンから出火し運転席部分を焼損した。積載物は焼損し
なかった。
高架上の側壁、高架下の工事屋根が破壊された。ガードレール、路面が破
損した。
公設消防機関は泡消火活動、漏洩防止措置、火災警戒活動を行った。
*	容量 10.6 キロリットル
**	鋭い臭いがある。蒸気は眼と気道を刺激する。液体と接触すると、眼と
皮膚に刺激がある。

9
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95-1 1995 10 埼玉 重油 12 キロリットルを積載した移動タンク貯蔵所 *が、関越自動車道下り
線を走行していたところ、左後方から白煙が上がっていることに運転手が
気付いた。サービスエリアに停車し、粉末消火器による初期消火を試みた
が成功しなかった。
左後輪が焼損したが、タンク、配管には拡大しなかった。
公設消防機関が、水による消火活動を行った。
*	容量 12 キロリットル

9

94-1 1994 2 大阪 ガソリン 16 キロリットルと灯油 4キロリットルを積載した移動タンク貯蔵
所 * が、西名阪自動車道下り線を走行していたところ、事故を起こして停
車していた乗用車を避けようとし、横転した。
タンクに亀裂が入り、積載されていたガソリン 16 キロリットルと灯油 4キ
ロリットルが漏洩し、幅 13.5	m ×長さ 50	m にわたり拡がり、炎上した。
移動タンク貯蔵所 1台が全焼した。
公設消防機関が泡による消火活動を行った。
*	容量 20 キロリットル

9

93-1 1993 11 兵庫 ガソリン 10 キロリットル、灯油 4キロリットル、軽油 6キロリットルを積
載し、中国自動車道上り線を走行していた移動タンク貯蔵所 * が、道路標
識の清掃作業をしていた標識車および高所作業車に追突した。さらに、中
央分離帯の法面に激突した。車両キャビン付近から出火し、積載物も出火、
炎上した。
移動タンク貯蔵所の運転者が、事故直後に、車載の粉末消火器を使用し、
初期消火活動を行ったが、火勢が強く、消火出来なかった。
ガソリン10キロリットルが焼失し、軽油400リットルが焼失および漏洩した。
燃料の軽油等が、路上へ漏洩し、側溝を経て河川に流入した。
公設消防機関が、負傷者の救急救助活動を行うと共に、泡による消火活動
を行った。2次災害防止のために、現場広報等を行った。
死者 1名、重傷者 2名、軽傷者 2名が発生した。
*	容量 20 キロリットル、セミトレーラー型

9

92-1 1992 7 三重 ナフサ *14 キロリットルを積載し、名阪国道上り線を走行していた移動タ
ンク貯蔵所 ** が、午前 4時頃に、エンジン故障により路肩に停車していた
セミトレーラーの右後部に追突した。タンクが破損し、積載されていたナ
フサが漏洩した。漏洩したナフサが着火し、炎上した。
漏洩したナフサが、名阪国道の排水溝に沿って流れたことにより、近隣の
工場の緑化樹および隣接する製品倉庫の一部に延焼した。
ナフサ 7キロリットルが焼損した。
近隣の工場の自衛消防隊が、水を使用し、自社の緑化樹および製品倉庫へ
の延焼防止活動を行った。
地元業者が残油の回収作業を行った。
公設消防機関が、積載物および漏油に対する冷却作業、消火作業を行った。
建設省の汚水用バキュームカーにより、残油の回収作業を行った。
1名が死亡した。
*	第 1 石油類
**	容量 14 キロリットル

9

92-2 2 静岡 200 リットルドラム缶 53 本 * を積載し、東名高速道路下り線を走行して
いた危険物運搬車両 ** が、後続の大型トラック *** に追突された。右側
後部を追突された危険物運搬車両は、左側に押し出され、水銀灯に衝突し、
前輪がパンクし、約 100 m 走行して停止した。危険物運搬車両の荷台の
止め金具が破損し、荷台の右側後部が開放され、左側ガードロープ沿いに、
荷台からドラム缶が路上に落下した。
落下したドラム缶の一部が破損し、アセトンとトルエンが路上に漏洩し、
着火した。5 本のドラム缶が炎上した。
漏油は排水溝を経て、付近の河川に流入した。
アセトン 400 リットルとトルエン 600 リットルが焼損または漏洩した。
道路公団の指令室からの出動要請により、公設消防機関は車両火災との
通報を受けた。そのため、事故の詳細をつかめなかった。

9
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現場到着時において、危険物運搬車両の交通事故により発生した危険物
火災だと判明した。泡による消火活動を行った。火災により膨張したド
ラム缶の冷却放水を行った。破損したドラム缶からの漏洩防止のための
活動を行った。
冷却放水のために必要となる水利を得るために、東名本線外のプールに
部署した。東名高速道路の防音壁の開口部から本線内に進入し、活動した。
* アセトン 34 本、トルエン 9 本、第 3 石油類のアルケン 10 本
** 10.5 トン車
*** 10 トン車

91-1 1991 8 大阪 1.5 トントラックが、荷台に灯油 200 リットルドラム缶 1本、有機溶剤 *18
リットル缶 4本、クリーニング機用紙フィルター 4個、活性炭を積載し、
阪神高速空港線下り線を走行していたところ、活性炭付近から出火した。
停車し、備え付けの消火器により、初期消火活動を行ったが、消火出来なかっ
た。
公設消防機関が、消火活動を行った。
1.5 トントラック 1台、灯油 200 リットル、有機溶剤 72 リットル、クリー
ニング機用紙フィルター 4個、活性炭が焼損した。高速道路の防音壁 10	m2
が焼損した。
*	第 2 石油類

9

89-1 1989 2 北海道 道央自動車道下り線において、4トン普通トラックが、右の中央分離帯に
衝突して、止まった。回避しようとした後続の大型トラックが、車を真横
にし、道路をふさぐように止まった。その結果、後続の乗用車等が次々と
追突した。灯油を積載した移動タンク貯蔵所 * が、前方のトラックに衝突
した際に、タンク本体に亀裂が生じた。灯油 3.3 キロリットルが漏洩した。
下り勾配であったため、漏油は約 250	m にわたり拡がった。
漏油が着火し、火災になった。停車していた車両 18 台に延焼した。
公設消防機関の最先着隊が現場に到着した際、付近一帯は強い地吹雪であ
り、視界が悪かった。下り線は向かい風の状態であったため、最先着隊は、
火災に対し風下に位置した。そのため、消防活動が困難になった。
現場近くに水利はなく、6.5	 km 離れたインターチェンジ近くの消火栓より
給水した。また、近隣の公設消防機関から水槽付きの消防車両が応援のた
めに出動した。
*	容量 20 キロリットル、被牽引車形式

9

88-1 1988 8 長野 中央自動車道下り線を走行していた大型貨物トラックA* が、急カーブで
ガードレールに激突し、道路をふさぐかたちで停車した。
当時は、小雨で霧がかかっていた。後続の 10 トン大型トラックB** が、停
車していた大型貨物トラックAに衝突した。大型貨物トラックAの燃料タ
ンクから軽油が漏洩し、着火した。2台の車両が炎上した。
後続の 10 トン大型トラックに積載されていた接着剤の 10 〜 15kg 入り金
属容器約 120 缶が、火災により加熱され、破裂し、燃えた。
公設消防機関と消防団が出動したが、付近の水利が悪く、金属容器が破裂
したため、消防活動が困難になった。
後続の 10 トン大型トラックは、指定数量以上の危険物を積載していたが、
標識と消火設備を備えていなかった。運転者が荷物の内容を認識していな
かった。
道路公団からの電話通報では、上り車線での火災であった。
道路公団が、火災覚知と同時に、付近のインターを閉鎖した。そのため、
タンク車と救急車が現場に近づけなかった。反対車線を逆走した。
下り線は、約 8時間通行止めになった。
*	雑貨類を積載
**	雑貨、電機部品、接着剤（第 1石油類）を積載

9

87-1 1987 9 奈良 第 2石油類である無水酢酸 * を積載し、名阪国道を走行していた危険物運
搬車両 ** が、大型トレーラーに追突した。衝撃により、危険物運搬車両の
燃料タンクの軽油、積載されていたドラム缶 *** の無水酢酸が、漏洩し、着
火した。また、路上に放り出され、破損したドラム缶から無水酢酸が路上

9
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に漏洩した。さらに、付近の水路に流入した。
公設消防機関への第 1報は 119 番通報であり、「ドラム缶の油が燃えている」
という内容であった。
公設消防機関が出動したが、現場に近付くと、強い酸の臭いがした。現場
近くで、救急隊員が危険物運搬車両の運転手を発見し、	積載物が無水酢酸
であるという情報を得た。加熱されたドラム缶が飛び上がり、落下してい
た。また、付近に水利がないため、現	場から 800	m 離れた防火貯水槽から
ホースを延長しなければならなかった。そのため、消防活動が困難になった。
泡消火を行うとともに、延焼防止にあたった。また、漏洩した無水酢酸の
付近の水路への流入防止のために活動した。
危険物運搬車両が全焼し、大型トレーラーが半焼した。無水酢酸8.6キロリッ
トルが焼失または漏洩した。
消防活動中の消防吏員 6名が、無水酢酸の蒸気の作用により負傷した。
無水酢酸の流入した水路は、簡易水道の水源でもあった。そのため、一時
的に飲料水の使用が制限された。
*	無色の液体。刺すような強い刺激臭がある。蒸気は、眼及び呼吸器官を強
く刺激する。催涙、鼻及び咽頭の粘膜の炎症、咳など	の症状が出る。液体
に接触すると、眼及び皮膚にひどいただれを起こす。無水酢酸は、水と激
しく反応し、腐食性の混合物ができる。その際、多量の熱を放出し、酢酸
が生じる。
**	10 トントラック
***	無水酢酸 9.4 キロリットルがドラム缶 47 本に入っていた。

86-1 1986 7 千葉 A重油を積載した移動タンク貯蔵所 * が、東関東自動車道下り線を走行し
ていたところ、前方のダンプカーに追突し、反対車線に突入し、対抗して
きた乗用車と衝突し、炎上した。乗用車と移動タンク貯蔵所は全焼した。
タンクが破損し、A重油 12 キロリットルが漏洩した。漏油は、道路下の水
路から、河川に流入した。
公設消防機関は、泡薬剤による消火活動、放水による冷却活動を行った。
現場の水利が十分でなかった。料金所で停車したため、消防活動が遅延した。
*	容量 12 キロリットル

9

84-1 1984 8 長野 試薬等を積載した 4トントラックが、中央自動車道下り線を走行していた
ところ、助手席と左後輪の中間の付近から火が出ているのを発見し、非常
駐車場に停車した。通りかかった公団のパトロールカーに積載されていた
消火器により初期消火活動を実施したが、消火出来なかった。
公設消防機関が、消防団、道路公団と共に、消火活動を行ったが、4トントラッ
クは全焼した。積載されていた試薬等は、全て漏洩または焼失した。
4トントラックには、以下の危険物が積載されていた。
　第 2石油類　酢酸イソアミル *　336 リットル
　メタノール　30 リットル
　エタノール　1080 リットル
　第 1石油類　劇物　アセトニトリル **　108 リットル
　第 6類（当時）　劇物　95%濃硫酸 ***　150 リットル
消火のために注水したところ、漏洩した危険物が付近の河川に流入した。
積載されていた危険物の名称が把握出来ず、消火作業が手間取った。
指定数量の約 9倍の危険物を運搬していたにも関わらず、消火器は未設置
で、標識は不掲示であった。
*	気持ちのよい果実臭がある。酢酸イソアミルの臭いは非常に強烈で、他の
化学物質の臭いを隠してしまうことがある。蒸気は、目及び気道を刺激す
る。眼ならびに鼻と咽頭の粘膜の炎症と痛み、激しい刺激性咳、眠気、頭痛、
嘔吐などの症状が出る。ゴムは長時間の作用を受けると腐食される。
**	蒸気を吸入したり、液体と接触すると、中毒する。中毒は時間がたって
から現れる。めまい、頭痛、吐き気、嘔吐、呼吸麻痺、意識喪失、けいれん、
心臓停止などの症状が出る。酸類、酸化剤と接触すると激しい反応が起こる。
強く加熱されるまたは火災の場合、猛毒の窒素酸化物ガスと青酸が生じる。
ゴムは腐食作用を受け、急激に使用出来なくなる。
***	蒸気により、眼ならびに鼻と咽頭の粘膜の痛み、発咳発作、呼吸困難の
症状が出る。強く加熱される際に発生する蒸気と液体は、眼、皮膚及び気

9
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道に重症のただれを起こす。水と接触または混合する際に、激しい反応が
起こり、発熱する。

83-1 1983 4 広島 普通大型貨物トラック * が、中国自動車道下り線を走行していたところ、
運転手が、キャビンと荷台の間から火が出ているのを発見した。路肩に停
止し、備え付けの消火器で初期消火活動を実施したが、消火出来なかった。
荷台カバーを経て、積載物に延焼した。
積載物は、薬品、塗料、スプレー缶 **、食品、ラジオ部品、衣類等であった。
公設消防機関が、噴霧で消火活動を行った。
火災現場近くに、水利がなかったため、消火作業に手間取った。
*	10 トン車
**	第 2 石油類 167 リットル、第 3石油類 98 リットル

9

82-1 1982 8 三重 名阪国道上り線において、危険物運搬車両に高圧ガスボンベ積載車両が追
突し、火災になった。
危険物運搬車両に積載されていた塗料（第 2石油類）704 リットル、塗料（第
3石油類）8575 リットルが焼損した。
高圧ガスボンベ積載車両には、塩化水素入りの 1トンボンベが 6本積まれ
ていた。そのうち 5本が、全量放出した。

9

表３　危険物が関係した漏洩の事例
No. 年 月 都道府県 概要 出典
14-1 2014 10 静岡 ドラム缶 2本を積載した危険物運搬車両が、東名高速道路下り線を走行し

ていたところ、追突された。容量 200 リットルのドラム缶に軽油が収納さ
れており、合計で 400 リットル積載されていた。
追突によりドラム缶が破損し、軽油 400 リットルが漏洩した。漏油は、側
溝から付近の河川に流れた。

9

14-2 8 和歌山 米ぬか原油約 21 キロリットルを積載したコンテナを、運送会社のセミト
レーラーで牽引し、京奈和自動車道を走行していた。コンテナから米ぬか
原油が漏洩していることに気がついたが、そのまま走行を続けた。約 7ト
ンの米ぬか原油が漏洩し、約 10	km にわたり、路上に拡散した。
事業者と公設消防機関が、油吸着剤等で回収、除去の作業を行った。
漏洩の認識後も、公設消防機関へ通報をしなかった。また、警察、道路管
理者等への通報も実施しなかった。
運送会社及び運転手は、運んでいる物品が、危険物及び指定可燃物には該
当しないときかされていた。

9

13-1 2013 12 北海道 製油所で JetA-1* を 26 キロリットル積み込み、移動タンク貯蔵所 ** で空港
へ搬送していた。高速道路上で除雪車が作業していたため、乗用車等が渋
滞し、移動貯蔵タンク所は低速で走行していた。
移動貯蔵タンク所が前方の車両に接触し、追突した際に、ジャックナイフ
現象 *** が起き、トラクタ部分が第 1室底部に接触し、破損した。第 1室内
にあった 4キロリットルすべてが高速道路上に漏洩した。1名が重症、1名
が軽症になった。
*	第 2 石油類
**	容量 26 キロリットル
***	ハンドル操作の誤り、滑りやすい路面での急ブレーキなどにより、トラ
クターとトレーラーの接続部分が、折りたたみ式のジャックナイフのよう
にV字型に折れ曲がること。

9
55

13-2 9 大阪 阪和自動車道上り線を走行中の移動タンク貯蔵所 * が停車中の大型トレー
ラーと接触した。タンク本体が損傷し、大きな開口ができ、積載していた
ガソリン 9800 リットルが漏洩した。	
漏洩したガソリンが、高速道路の雨水配管を通り、河川に流入し、拡散した。
公設消防機関が、高速道路上で除去活動を行った。また、公設消防機関が、
高速道路下の水路等に漏洩したガソリンの回収、オイルフェンスの展張等
による拡散防止、付近住民への広報を行った。	
事故発生後、運転手が自社への連絡及び警察への通報を行った。
運転手からの報告を受け、事業者が公設消防機関に通報した。そのため、
公設消防機関による覚知は事故発生から 15 分後であった。タンクの開口部

9
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が大きかったことから、公設消防機関が現場に到着するまでに、タンクか
らほとんどのガソリンが漏洩した。
タンクに残ったガソリンを抜き取るためのポンプ及びその電源の確保に長
時間を要した。
*	容量 16 キロリットル

13-3 9 兵庫 高速道路 * 出口の右カ−ブ付近で、移動タンク貯蔵所 ** が車体左側面を下
にする形で横転した。キャビン付近が変形し、運転手 1名が閉じ込められ
た。タンクが変形し、底弁ハンドルの損傷により、タンク内の軽油約 1リッ
トルが漏洩した。
運転手 1名が軽症になった。
高速道路出口が通行止めになった。
公設消防機関が、漏洩箇所を粘土で処置した。
事故を起こした移動タンク貯蔵所には、貯蔵していた危険物の類、品名の
表示がなかった。
事故を起こした移動タンク貯蔵所については、廃止届けが出された。
*	ハーバーウェイ西行き
**	最大積載量 4000 リットル

9

13-4 4 熊本 九州自動車道下り線を走行していた自衛隊の移動タンク貯蔵所 * が横転し
た。防護枠、側面枠、マンホール等が破損し、タンク本隊に亀裂が入った。
積載していた軽油 6000 リットルのほぼ全量が漏洩した。漏洩した軽油は、
高速道路側溝から用水路を経て、河川に流入し、事故現場から約 7	km 下流
まで拡散した。
公設消防機関が、高速道路上に漏洩した軽油については、油吸着マットと
油吸収剤で処理し、河川に流入した軽油については、オイルフェンスを展
張した。
自衛官 1名が中等症、1名が軽症になった。
*	容量 6000 リットル

9

13-5 10 埼玉 東北自動車道下り線を走行していた危険物運搬車両 * がジャンクションで
カーブを曲がっていた時に、積荷が崩れた。塗料容器 **2 缶が破損し、塗
料 *** が漏洩した。
高速道路上のアスファルト約 1	m2 が汚損した。
公設消防機関が、高速道路外で破損した容器を除去した。
*	積載能力 13	ton
**	16 リットル入り
***	第 1 石油類、合成樹脂エナメル塗料

9

13-6 2 新潟 北陸自動車道下り線を走行していた危険物運搬車両 *が、スリップし、ガー
ドロープに接触した。この交通事故により、荷台に積載していた一斗缶が
落下し、破損した。内容物 **481 リットルが道路法面に漏洩した。
漏洩物は、粘着性があり、硬化する物質であったため、回収作業が困難であっ
た。
*	積載能力 13	ton
**	第 4 石油類	

9

13-7 11 京都 トラック * の荷台に積載されていた運搬容器から内容物 ** が継続的に漏洩
した。運搬中に約 400 リットル、名神高速道路下り線のパーキング内に約
100 リットル漏洩した。
公設消防機関が、油吸着マット 200 枚を使用し処理作業を行った。
運搬容器の放出口キャップ及び開閉レバーの確認が不十分であったことに
より密栓不良になったと推定された。
*	積載能力 10	ton
**	第 4 石油類

9

13-8 5 熊本 九州自動車道下り線を走行していた 2トントラックに、後方を走行してい
た 1トントラックが追突した。この交通事故により、2トントラックが横
転し、積載していた容器が飛散し、内容物が漏洩した。		
漏洩量は、潤滑油（第 3石油類）が約 20 リットル、潤滑油（第 4石油類）
が約 560 リットルであった。	
公設消防機関が、油吸着剤と油吸着マットにより、拡散防止作業を行った。
漏洩した内容物は、道路横の側溝から約 60	m 流れた。油吸着マットでそれ
以上の流出を止めた。

9
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12-1 2012 2 山口 中国自動車道下り線を走行中の大型トラック * が、ガードレールに衝突し、
車両が横転した。運搬中の危険物容器 ** が破損し、路上に漏洩した。		
漏洩量は、ドライクリーニング洗剤（第 2石油類）が約 42 リットル、セラミッ
クス用樹脂（第 3石油類）が約 17 リットル、モップ用含浸油剤（第 3石油
類）が約 75 リットルであった。	
*	積載能力 13	ton
**	1 斗缶が 9個

9

12-2 10 大阪 潤滑油添加剤 *約 6200 リットルを積載し、名神高速道路下り線を走行して
いた移動タンク貯蔵所 ** が、13 トントラックに追突した。その結果、車両
前方部分大破のため走行不能となり、また、危険物払い出し配管が破断した。
配管内に残っていたと思われる潤滑油添加剤約 2リットルが路上に漏洩し
た。また、燃料タンクが破損し、燃料 *** 約 100 リットルが路上に漏洩した。
公設消防機関が、配管の破断部分を粘土等で応急的に補修した。また、土
嚢と乾燥砂を用いて、軽油の拡散を防止した。
*	第 3 石油類
**	容量 10 キロリットル
***	軽油

9

12-3 11 大阪 名神高速道路下り線の出口分岐点付近において、移動タンク貯蔵所 * と乗
用車が接触した。移動タンク貯蔵所が横転した。積載していた重油200リッ
トルが漏洩した。
公設消防機関が、漏洩した重油を油処理剤で処理した。また、現場の安全
管理、筒先警戒、移動タンク貯蔵所の損傷箇所の点検を行った。
*	積載能力 4	ton

9

12-4 12 兵庫 第 2神明道路下り線を走行中の普通乗用車がスピンし、壁体に衝突した。
その普通乗用車を避けようとした移動タンク貯蔵所 * が、中央分離帯を破
壊しながら反対側車線にはみ出し、横転した。横転した際に、タンク天板
面の安全装置からガソリンが漏洩した。	
漏洩量は、エンジンオイルが 10 リットル、ガソリンが 10cm3 であった。
公設消防機関が、吸着剤を散布して、漏洩したエンジンオイルとガソリン
を処理した。また、ガス爆発の発生防止のため、路面とタンク部に泡薬剤
を放射した。さらに、火花発生防止のため、バッテリー端子を取り外した。	
*	最大積載量 20 キロリットル

9

11-1 2011 12 京都 名神高速道路料金所付近で、走行中の危険物運搬車両 * の荷台から危険物
容器が落下した。落下した危険物容器が破損し、内容物が漏洩した。	
漏洩量は、ヘキサンが18リットル、ジメチルスルホキシド（第3石油類）が1.5
リットルであった。	
公設消防機関が、落下物の捜索、警戒活動を実施した。		
危険物標識及び消火器が未積載で、容器の落下防止措置が未実施であった。
*	3 トントラック

9

11-2 1 茨城 常磐自動車道下り線を走行していた危険物運搬車両が、ガードレールにぶ
つかり横転した。積載していたメチルエチルケトン容器 *50 缶、イソプロ
ピルアルコール容器 *1 缶、2- エトキシエタノール容器 *1 缶のうち、40 缶
が車外に放出された。メチルエチルケトン容器 19 缶が破損し、メチルエチ
ルケトン ** 約 50 リットルが路上及び法面に漏洩した。
事故事業者は、本人携帯電話で 119 番通報し、緊急対応キットで流出拡大
防止措置を行った。
公設消防機関が、乾燥砂 2袋を使用し回収し、火災警戒を行った。
指定数量以上の危険物を運搬していたが、標識及び自動車用消火器を備え
付けていなかった。
*	18 リットル入り容器
**	第 1 石油類

9

11-3 6 長野 移動タンク貯蔵所 * が、充填所で重油を充填した後、配送先へ向かった。
充填所の従事者が充填後の空き地に漏油痕を発見し、移動タンク貯蔵所を
所有する事業者に連絡した。事業者から連絡を受けた移動タンク貯蔵所の
運転者は、上信越自動車道下り線のパーキングエリアで停車し、点検した。
移動タンク貯蔵所後部第 4室の底部に、ピンホール状の穴を発見した。
重油が約 5リットル漏洩した。	
高速道路路面に漏油痕があった。

9
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公設消防機関が、粘土を穴に充填し、処置した。また、緊急性を考慮し、
空の移動タンク貯蔵所への積み替えのために、仮取扱いの事後承認を与え
た。筒先警戒の配備を行った。		
ピンホール状の穴の大きさは、0.5 から 1	mm であった。路面の凍結防止剤
により、タンク底部外面が腐食したと推定された。		
*	容量 14 キロリットル、第 1、第 3、第 4室は 4キロリットルで、第 2室
は 2キロリットル

11-4 10 福井 移動タンク貯蔵所が北陸自動車道上り線を走行中に、下り坂で横転し、積
載されていたメチルアミンメタノール溶液 *	150 リットルが漏洩した。
公設消防機関が、漏洩箇所である安全弁をパテでふさぎ、拡散防止のため
に土嚢を積んだ。
運送会社の社員 2名が軽症になった。
*	第 4 類第 1石油類

9

10-1 2010 9 長野 中央自動車道下り線のトンネル内の道路上で、ガソリンが入った携行缶 *3
個が落ちているのを発見した。そのうちの 1個の容器が破損し、ガソリン
が漏洩し、路面に拡散した。
落とし主は不明だった。
*	容量 20 リットル

9

10-2 8 愛知 東名高速道路下り線を走行していた危険物運搬車両が接触事故を起こし、
積載していた運搬容器 *が破損した。内容物 **350 リットルが、路面と法面
に漏洩した。
運転者は応急処置をできず、119 通報した。
漏洩した危険物の一部が地中に浸透した。
*	ドラム缶、容量 200 リットル	
**	第 2 石油類

9

10-3 12 福岡 九州自動車道上り線出口付近を走行していた移動タンク貯蔵所 *が、右カー
ブで車両左側面を下にして横転した。タンク左側上部の胴板が損傷し、2
箇所に亀裂ができた。そのため、ガソリン約 1800 リットルが、道路上と法
面に漏洩した。
運転者は、通り掛かりの運転者に通報を依頼し、高速道路の管理運営会社
の職員がホットラインで公設消防機関に通報した。	
タンク後部の第 6室と第 7室から漏洩していたため、運転者は、第 6室と
第7室のガソリンを、空であった第4室と第5室に移すための作業を行った。		
公設消防機関が、吸着シート、おが屑により除去作業を行った。	
約 40	 km にわたり、道路上にガソリンが付着した痕跡があったため、道路
上に漏洩したガソリンを後続の車両が踏んで走行していったと推定された。		
*	容量 20 キロリットル

9

10-4 5 神奈川 西行きの高速湾岸線を走行していた移動タンク貯蔵所 * が横転した。タン
ク右側側面を損傷し、積載していた絶縁油 **700 リットルのうち約 1リッ
トルが漏洩した。
公設消防機関が、警戒筒先を 1線配備した。救助隊が、横転した移動タン
ク貯蔵所を固定した後、バッテリー端子を外した。また、油吸着マット等
を使用し、漏洩した絶縁油を処置した。		
*	容量 3キロリットル
**	第 3 石油類

9

09-1 2009 7 岐阜 高速道路サービスエリアで、乗用車が本線合流付近で運転操作を誤り、合
流付近の車道と給油取扱所を分ける垣根に衝突し、給油取扱所北西レーン
で給油・停車中の軽乗用車に接触した。乗用車を給油していた計量機及び
アイランド ･サービス ･ユニットを損壊した。中央レーンで停車中の乗用
車に接触し停車した。
死者 1名、負傷者 5名が発生した。

9

08-1 2008 9 滋賀 京滋バイパス上り線を走行していた危険物運搬車両（①とする）が、タイ
ヤのパンクのため路上に停車していた。危険物運搬車両	（①）に、別の危
険物運搬車両（②とする）*が追突した。
危険物運搬車両（①）が積載していた容器が破損し、エナメル塗料 **15	 kg
が漏洩した。危険物運搬車両（②）が積載していた容器が破損し、シンナー
***165	kg が漏洩した。

9
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高速道路の管理運営会社が公設消防機関にホットラインで通報した。
公設消防機関が、消防警戒区域を設定し、火気厳禁等の現場広報を実施した。
また、漏洩拡大防止処置を実施した。
危険物運搬車両（②）には、標識が設置されていなかった。
*	14 トン車
**	第 2 石油類	
***	第 1 石油類

08-2 3 滋賀 事故車両は、事故の前夜に東京を出発し、横浜で合成樹脂塗料（第 1石油
類）344 リットル、合成樹脂塗料（第 2石油類）8221 リットル、危険物以
外の荷物を積載し、福岡経由で大分に向かうため、名神自動車道下り線を
走行していた。ガードレールに接触し、横転した。この際、合成樹脂塗料（第
1石油類）の 3.4 リットル缶が 2缶つぶれ、約 6リットルが荷台に漏洩し、
一部が道路上に漏洩した。
走行していた通行者が、運搬車両が横転したという第1通報をした。その後、
県警高速警邏隊から、救急救助の必要がないという連絡を受け、公設消防
機関は帰隊した。後着した高速道路の管理運営会社より、車両燃料タンク
からの漏油、積載品に危険物があるという通報を受け、公設消防機関が再
度出動した。公設消防機関が現場に到着した時には、高速道路の管理運営
会社による応急処置*が行われていたため、公設消防機関の活動はなかった。
事故車両には、危険物の表示、消火器及びイエローカードの積載はなかった。	
*	中和剤の散布、吸着マットの敷設

9

07-1 2007 2 東京 高速道路を走行中の移動タンク貯蔵所が、本線とパーキングエリア入車線
の分離帯に衝突して、車体が本線上に横転し、運転手が軽症を負った。
荷卸後のため危険物は積載していなかった。

9

07-2 3 神奈川 首都高速道湾岸線西行きを走行中の移動タンク貯蔵所（①とする）*が前方
を走行していたフォークリフトに追突した。後方を走行中の移動タンク貯
蔵所（②とする）** の運転席左側及び左側前方の側面枠が、移動タンク貯
蔵所（①）の第 1室に追突した。移動タンク貯蔵所（①）の第 1室が破断し、
移送中のガソリン約 2.6 キロリットルが路上に流出した。	
事故現場で、移動タンク貯蔵所（①）の第 1室の残油（ガソリン）約 1.4
キロリットル及び第 2室（ガソリン）約 4キロリットルを移動タンク貯蔵
所に移し替え、移動タンク貯蔵所（①）をレッカー車で移動した。移動タ
ンク貯蔵所（②）はレッカー車で移動後、翌日、修理工場で貯蔵中の危険
物を移動タンクに移し替えた。	
公設消防機関が、2次災害防止のため、放水体制をとった。		
中等症 1名、軽症 2名が発生した。	
残油回収車の到着まで時間を要した。
*	容量 20 キロリットル		
**	容量 4キロリットル

9

07-3 12 長野 危険物積載車両が、中央自動車道上り線のトンネル内を走行中に、右側の
壁に衝突した。積載していた一斗缶が破損し、内容物 *18 リットルが道路
上に漏洩した。
公設消防機関が、油処理剤により処理した。
*	トルエンを含有する接着剤、第 1石油類

9

07-4 3 兵庫 灯油の巡回販売からの帰社途中の移動タンク貯蔵所 * が、阪神高速北神戸
線の上り線で横転し、全損した。		
灯油 132 リットルが漏洩した。	
公設消防機関が、漏洩防止措置をとった。		
アルバイト 1名が軽症になった。
* 容量 3600 リットル

9

07-5 3 愛知 東名阪自動車道上り線を走行中の移動タンク貯蔵所 * が、横転した。タン
ク上部注入口から灯油約 2リットルが漏洩した。	
事故により車線規制され、渋滞になったため、公設消防機関の現場到着が
遅れた。高速道路の管理運営会社により、漏油処理が行われていたため、
公設消防機関は消防用ホースと消火器で警戒した。
*	容量 3500 リットル

9
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06-1 2006 8 兵庫 中国自動車道下り線を作業のため低速走行していた道路維持作業車に、移
動タンク貯蔵所 * が追突し、横転した。移動タンク貯蔵所の吐出口開閉弁
のフランジ接続部が離脱し、可燃性蒸気回収装置集合配管が破損し、燃料
タンクが破損した。	
移動タンク貯蔵所が積載していたC重油0.5キロリットル、燃料の軽油約0.2
キロリットルが高速道路上に漏洩した。約 12 リットルが高速道路排水溝を
介し、高速道路下の側溝に漏洩した。
公設消防機関が、高速道路及び側口に漏洩した油を吸着マットで処理した。
事故車両のタンクからの残油抜き取り作業のために警戒活動を行った。
高速道路の管理運営会社が吸着マットで油を回収した。
2名が中等症になった。
*	容量 14 キロリットル

9

06-2 8 大阪 名神高速道路上り線を走行していた移動タンク貯蔵所 * が、横転した。タ
ンクに亀裂ができ、軽油が漏洩した。漏油は、高速道路側溝、周辺排水溝、
河川等に流入した。
公設消防機関が、油処理剤による処理作業、周辺の警戒活動を行った。
1名が軽症になった。
*	容量 16 キロリットル	

9

06-3 10 福井 北陸自動車道のインターチェンジの左カーブで、移動タンク貯蔵所 * が横
転し、中央分離帯のガードレールに衝突した。タンク本体に穴が空き、灯
油 50 リットルが路上に漏洩した。
公設消防機関が、漏油の拡散防止と警戒活動を行った。		
*	容量 20 キロリットル

9

06-4 2 東京 移動タンク貯蔵所 * が、首都高速道路川口線下り線の左路側帯に停車して
いたところ、8トントラックに追突された。タンク胴板と鏡板の溶接部分
に亀裂ができ、積載していたガソリン 3800 リットルが道路上に漏洩した。
漏洩は、高速道路の側溝から一般道に拡大し、下水道に流入した。
公設消防機関は、油処理剤、吸着マットにより処理した。泡放射を行った。
タンクに残ったガソリンの抜き取り、警戒活動を行った。下水道に流入し
たガソリンに関する警戒、広報活動を行った。	
1 名が軽症になった。
高速道路は約 4時間にわたり通行止めになった。
*	容量 20 キロリットル

9

05-1 2005 12 茨城 移動タンク貯蔵所が重油 18 キロリットルを移送中に、高速道路本線から料
金所へ向かうランプウェイの途中で、高速道路脇の道路上へ転落した。重
油約 1000 リットルが道路上に漏洩した。	
1 名が中等症になった。

9

05-2 8 岡山 時系列で示す。
午前 6時 20 分頃　油槽所において、移動タンク貯蔵所 * にガソリン 12 キ
ロリットル、軽油 2キロリットルを積載した。		
午前 6時 40 分頃　漏洩等の点検を行い、異常がないことを確認した後、油
槽所を出発した。		
午前 8時 30 分頃　荷卸し先（蒜山サービスエリア）に到着し、荷卸し場所
に停車し、車両を確認したところ、第 4室の後部付近の左側タンク底部の
溶接箇所において、塗装が縦に 10	 cm くらい剥離し、少量の油が漏洩して
いるのを発見した。運転手は、応急措置として、積載している粘土で漏洩
箇所をふさぎ、路面上に吸着マットを敷き、漏油受け止めのためのペール
缶を置いた。会社に連絡し、状況を監視した。		
9 時 20 分　会社の事業所から、公設消防機関に一般加入電話で通報した。
軽油 5リットルが漏洩した。
亀裂が発生した位置が、ガソリン室と軽油室の間仕切り付近であったため、
混油が疑われ、荷卸しに時間を要した。
タンクの製造から約 20 年経過していることによる金属疲労、移送中の振動
などにより、タンクに亀裂が入ったと推定された。		
*	最大積載量 14 キロリットル

9

05-3 11 京都 名神高速道路上り線出口ランプウェイを走行中の移動タンク貯蔵所 * が、
分離帯に乗り上げて転覆した。タンク上部に設置されている底弁操作ハン
ドルからガソリン約 50 リットルが漏洩した。

9
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なお、底弁操作ハンドルは損傷しなかった。
公設消防機関が、道路側溝へのガソリンの流入防止措置、流出したガソリ
ンの回収、転覆した移動タンク貯蔵所の車内に閉じ込められた運転手の救
助作業を行った。		
1 名が軽症になった。
*	容量 20 キロリットル

05-4 12 愛知 移動タンク貯蔵所 * が、油槽所で荷受けし、伊勢湾岸道路下り線を走行し
ていたところ、車両トラブルがあり路肩に停車した。後方から走行してき
た大型トラック ** が追突した衝撃により、大型トラックの荷台の側板が外
れ、移動タンク貯蔵所の後部鏡板部分に刺さった。移動タンク貯蔵所に積
載されていた 6室の灯油約 3.7 キロリットル、5室の A重油約 2キロリッ
トルが漏洩した。漏洩した油の一部は、橋の排水口から海上に漏洩した。
移動タンク貯蔵所のタンク内に残った危険物の回収が困難だった。
*	1、2、5、6室は 4キロリットル、3、4室は 2キロリットル、計 20 キロリッ
トル
**	13 トン車

9

05-5 2 北海道 道央自動車道上り線を移動タンク貯蔵所 * が走行していたところ、前方を
走行していたワンボックス車が横転した。移動タンク貯蔵所は、横転した
ワンボックス車に追突し、中央分離帯のガードロープを乗り越え、対向車
線に侵入し、対向車線上のトラックと衝突した。第 4室、第 5室のマンホー
ルが損傷し、灯油 2450 リットルが路上に漏洩した。
移動タンク貯蔵所の運転手は、マンホールを閉鎖しようとしたが、第 4室
は固定用ツメが折れていたため閉鎖することができなかった。
*	容量 20 キロリットル

9

04-1 2004 2 富山 北陸自動車道下り線を走行していた移動タンク貯蔵所 * がスリップし横転
し、ガードレールにぶつかった。タンク側面枠の下部 ** に亀裂ができ、積
載していた航空燃料 *** 約 3800 リットルが漏洩し、道路上の 60	m × 10	m
の範囲に拡がった。
発生から、処理完了まで 9時間を要した。
事故当時は、大雪 ･雷 ･波浪注意報が発令中であった。路面は圧雪状態だっ
た。	
*	容量 20 キロリットル		
**	第 6 室		
***	Jet	A-1、第 2石油類

9

04-2 8 富山 移動タンク貯蔵所*が、油槽所でガソリン10キロリットルと軽油4キロリッ
トルを積み込み、移送先である高速道路のサービスエリア内の給油所に向
かった。能越自動車道インターチェンジの料金所を通過し、下り坂を通り、
ロータリーの右カーブにさしかかった時、車両の後部がガードレールに接
触した。約 10	m 走行した後、横転した。タンクが破損し、ガソリン 6キロ
リットルと軽油 4キロリットルが漏洩した。	
漏洩した油の一部が、路肩から用水に流入した。		
公設消防機関が、用水に土嚢を積み、吸着マットを使用し、漏油の拡散防
止と回収の作業を行った。油中和剤を散布した。
*	容量 14 キロリットル

9

03-1 2003 7 山口 危険物と雑貨を積載した大型貨物自動車 * が、山陽自動車道上り線を走行
していたところ、多重交通事故があり、大型貨物自動車が横転し、道路脇
の斜面に転落した。大型貨物自動車をレッカーで引き上げる作業中に、ウィ
ングが開いて、積荷が落下した。危険物容器 **1 個が破損して、トリレン
ジイソシアネート ***20 リットルが漏洩した。	
大型貨物自動車には標識がなかった。運転者には危険物を運搬している認
識がなかった。その結果、公設消防機関は、積荷の危険物の存在を把握出
来ず、事故処理業者にも注意喚起出来なかった。	
*	10 トン車
**	容量が 20 リットルの缶		
***	第 1 石油類

9

03-2 12 京都 灯油の巡回販売を行っている移動タンク貯蔵所 *が、灯油 3500リットルを
積載した後、名神高速道路のインターチェンジに進入した。インターチェン
ジ内を走行中に、料金所手前のカーブで、移動タンク貯蔵所が横転した。タ
ンク上部に設置されている安全装置から灯油 0.5リットルが路上に漏洩した。
	

9
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運転者は、駆けつけた公団職員に 119 番通報を依頼した後、緊急停止レバー
の操作、ウェスの使用により、流出防止措置を実施した。
*	容量 3500 リットル

03-3 12 愛知 灯油の巡回販売を行っている移動タンク貯蔵所 *が、灯油 3700 リットルを
積載し、東名阪高速自動車道下り線を走行していたところ、横転し、注入
口周囲から灯油 10 リットルが路上に漏洩し、4	m2 に拡がった。
公設消防機関が、乾燥砂で漏油を回収した。
*	容量 3700 リットル

9

03-4 4 富山 移動タンク貯蔵所 * が北陸自動車道下り線を走行していたところ、前を走
行中の大型トラックの後方右角に、移動タンク貯蔵所の第 1室ハッチの角
が接触し、亀裂ができた。積載されていた灯油約 250 リットルが漏洩した。
漏油は道路の路肩に滞留した。	
公設消防機関が、吸着マットとACライトで回収した。	
*	容量 20 キロリットル

9

03-5 3 埼玉 東北自動車道のインターチェンジ下り出口ランプ * において、移動タンク
貯蔵所 ** がガードレールに接触した。移動タンク貯蔵所は、横転した。積
荷の灯油 350 リットル、燃料タンクの軽油 30 リットルが路面に漏洩し、約
30	m に拡がった。
横転した衝撃によりタンクが変形し、タンクのマンホール蓋板のパッキン
に隙間が生じ、漏洩したと推定された。
事業者が、代車のタンクローリにより、横転した移動タンク貯蔵所から灯
油を抜き取った。ただし、灯油が満載状態であったため、吐出口からの抜
き取りは困難であった。
公設消防機関が、漏油を油吸着マットで回収した。抜き取り作業の終了まで、
火災防御態勢で待機した。
*	右カーブ上り坂
**	容量 20 キロリットル、灯油 20 キロリットルを積載

9

02-1 2002 2 滋賀 危険物運搬車両で、貯蔵タンク *を運搬していた。名神高速道路下り線パー
キング内の駐車場において、トラックの荷台と駐車場に、塗料 **200 リッ
トルが漏洩した。	
現場に到着した公設消防機関は、吸着マットを使用した。消火器を配置し、
カラーコーンとロープで火災警戒区域を設定し、県警と協力しパーキング
内を関係者以外立ち入り禁止にし、パーキングを閉鎖した。		
貯蔵タンク下部にある開閉弁が完全に閉鎖されておらず、停車時の衝撃で
わずかに開き、漏洩が発生したと推定された。		
*	最大容量 950 リットル	
**	第 1 石油類

9

02-2 4 長野 一般貨物と塗料 *を混載した 10 トントラックが中央自動車道を走行してい
たところ、	14トントラックに追突された。13缶が変形し、亀裂から約20リッ
トルが貨物室に漏洩した。路上に約 2リットルが漏洩した。
公設消防機関が、吸着剤、吸着マットで回収作業を行った。
トラックには標識が掲示されていなかった。
*	第 1 石油類、18 リットル缶で 106 缶を積載

9

02-3 1 埼玉 東北自動車道下り線において、危険物運搬車両 *と 10 トントラックが衝突
した。危険物運搬車両が横転し、積載していたドラム缶 52 本が路上に落下
した。そのうちの 6本に亀裂が入り、アルキルベンゼン ** 約 900 リットル
が漏洩し、約 280	㎡に拡がった。
公設消防機関が、ACライト 50 袋、吸着マットで回収作業を行った。警戒
筒先を配備した。
下り車線が約 8時間全面通行止めになった。
危険物運搬車両と 10 トントラックの運転手は死亡した。
*	10 トン積
**	第 3 石油類

9

02-4 3 大阪 移動タンク貯蔵所*が、阪神高速5号湾岸線の下り線を走行していたところ、
路肩に停車していた道路作業車に追突し、移動タンク貯蔵所の第 2室の一
部が破損し、積載していたガソリン約 50 リットルが路上に漏洩した。		
また、移動タンク貯蔵所の牽引車が大破し、燃料タンクの接続パイプが切
断され、燃料の軽油約 50 リットルが路上に漏洩した。		

9
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追突された道路作業車は走行不能になった。
事業者が、事故現場において、事故を起こした移動タンク貯蔵所から、空
の移動タンク貯蔵所に、積載していた油を積み替えた。
公設消防機関が、火災警戒区域の設定、漏油の回収、警戒筒先の配備、海
面の監視を行った。
*	容量 20 キロリットル、ガソリン 12 キロリットルと軽油 8キロリットル
積載	

02-5 11 岩手 自衛隊が移動タンク貯蔵所 * で航空機燃料 ** を移送していた。東北自動車
道のサービスエリア上り線駐車場に停車した際、ドレーン配管のフランジ
パッキング部分から、航空機燃料約 20 リットルが漏洩し、2	m × 5	m の範
囲に拡がった。		
自衛隊が、砂により漏油の拡散防止作業を行った。
公設消防機関が、吸着マットで漏油を回収した。		
ドレーン配管のフランジパッキングが老朽化していたことにより漏洩した
と推定された。
*	容量 5キロリットル
**	JP-4（第 1石油類）	

9

01-1 2001 12 滋賀 大型トラックが、一般の荷物と危険物 *を混載し、高速道路を走行していた。
5缶が破損し、荷台の後部から、フッ素樹脂ワニス約 70 リットルが漏洩し、
路上にも流れた。		
公設消防機関が、吸着マットで回収した。		
18 リットル缶が 4段積みされていたため、走行の振動と自重により、亀裂
が入ったと推定された。		
*	フッ素樹脂ワニス（第 2石油類）、18 リットル缶で 13 缶積載

9

01-2 1 愛知 高速道路において、危険物運搬車両が、後続の大型トラックに追突され、
積荷の危険物容器が落下し、危険物が路上に漏洩した。	
イソプロピルアルコールと酢酸エチルの混合物 *の入ったドラム缶が 23 本
積載されていたが、そのうち 1本が破損し、約 70 リットルが漏洩した。
イソブチルケトンとトルエンの混合物 ** の入った 18 リットル缶が 5缶積
載されていたが、5缶すべてが破損し、約 80 リットルが漏洩した。	
公設消防機関が、乾燥砂、油処理剤で処理した。		
*	第 1 石油類		
**	第 1 石油類

9

01-3 1 岡山 高速道路の本線から降りるカーブにおいて、移動タンク貯蔵所 * がガード
レールに衝突し、転覆した。
キャビン上部が大破し、タンク第 4室に亀裂が入った。ガードレール 32	m
が破損した。		
ガソリン 1 リットル、軽油 1 リットル、タンク第 4 室に積載された灯油
1300 リットルが漏洩した。漏洩した灯油は、インターチェンジ内の法面、
排水溝に流れた。漏洩した灯油の一部は、排水溝を通じ付近の用水に流入
した。	
事業者が、用水へのオイルフェンスの展張、吸着マットによる回収作業を
行った。また、別の移動タンク貯蔵所を手配し、転覆した移動タンク貯蔵
所のタンク内の残油を移し替えた。	
公設消防機関が、詰め物によるタンクからの漏洩防止、吸着マットによる
回収作業を行った。また、火災警戒区域を設置し、転覆した移動タンク貯
蔵所を泡消火剤で被覆した。	
高速道路が長時間通行止めになった。
*	容量 14 キロリットル

9

01-4 2 岡山 移動タンク貯蔵所 * が高速道路を走行していたところ、軽四ワゴン車と接
触し、ガードレール上に横転した。
タンク保温外装板、側面枠が損壊した。	
運転手は自力で車外に脱出した。公団の乗用車が通りかかったため、通報
せず、漏洩の有無を確認した。第 2室検尺口からの漏洩を発見し、キャッ
プを締め付けたが、完全には止まらなかった。	
その後、到着した警察官等に状況を説明し、火気使用の注意を呼びかけた。
アクリル酸エチルエステル ** 約 1 リットルが路上に漏洩した。

9
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公設消防機関が、油吸着剤により回収作業を行い、排水溝への流入防止の
ために土嚢を積んだ。
*	容量 10 キロリットル、アクリル酸エチルエステルが第 1室と第 3室にそ
れぞれ 4キロリットル、第 2室に 2キロリットル積載	
**	第 1 石油類

01-5 6 新潟 移動タンク貯蔵所 * が、高速道路のインターチェンジの出口ランプウェイ
を走行中に、右側ガードレールを突き破り、約 3	m 転落し、転覆した。
1名が死亡した。
タンクの側板が破損し、亀裂と穴から、ガソリン 10200 リットル、軽油
5900 リットルが漏洩した。漏油は、2	m × 50	m の範囲に拡がった。一部
は排水溝から河川に流入した。
公設消防機関が、火災警戒区域を設定し、周辺の住民に対し、屋内外での
火気の使用を制限した。タンク亀裂箇所の漏洩防止措置を行い、漏油の拡
散防止のために土嚢を積み、道路排水溝から漏油を回収した。河川に流入
した漏油を、油中和剤で処理した。
廃油回収業者が、移動タンク貯蔵所を回収した。
移動タンク貯蔵所が転覆した状態になり、タンクのマンホールが路面に接
していたため、残油の抜きとりが困難であった。復旧作業中も、ガソリン
の漏洩が続き、二次災害発生の危険性があった。
*	容量 20 キロリットル、ガソリン 14 キロリットルと軽油 6キロ
リットルを積載

9

01-6 11 宮城 高速道路走行中の移動タンク貯蔵所 * が、普通乗用車に接触し、横転し、
滑走し、中央分離帯のガードレールに接触した。第4室の安全装置が脱落し、
右側側面枠（第 5室）の溶接部に亀裂が生じた。
灯油 1800 リットルが漏洩した。漏洩した灯油の一部は、側溝からため池に
流入した。
公設消防機関が、吸着剤、マット等を使用し、漏洩した灯油を回収した。
オイルフェンスを展張した。
高速道路が長時間にわたり通行止めになった。
*	容量 14 キロリットル、灯油 14 キロリットルを積載

9

00-1 2000 8 大阪 貨物自動車 *がグラビアインキ ** を積載し高速道路を走行していたところ、
カーブで荷台が荷崩れを起こした。23 缶が落下し、そのうち 17 缶が破損
した。約 50 リットルが漏洩し、道路上で長さ約 50	m に拡がった。		
公設消防機関が、パーライトで処理した。		
積載物が固定不良であったため、カーブで荷崩れしたと推定された。
*	4 トン積	
**	内容物トルエン、第 1石油類、1斗缶で 180 缶を 3段積みにしており合
計で 2700 リットル

9

00-2 1 大阪 トラック * がシンナー ** を積載して高速道路を走行していたところ、カー
ブで荷崩れした。16 缶が落下し、破損した容器からシンナー約 70 リット
ルが漏洩した。道路上に、幅 5	m、長さ 10	m にわたり拡がった。	
公設消防機関がパーライトで処理した。	
容器の固定が不十分であったために、荷崩れを起こしたと推定された。	
*	2 トン積	
**	第 1 石油類、1斗缶で 100 缶を荷台に積載

9

00-3 10 東京 危険物運搬車両 *が高速道路を走行していたところ、横転し、40	m から 50	
m 横滑りして停止した。荷台に積載していたドラム缶 21 本が落下し、その
うち 8本が破損した。イソプロパノール **30 リットルが漏洩し、高速道路
および高速道路側溝に流れた。
運転者は、非常用電話で通報した後、車両に積載している吸着マットで道
路と側溝のイソプロパノールの回収作業を行った。製造会社と運搬会社に
よる回収作業が行われた。
公設消防機関は、イソプロパノールの回収作業を行い、2次災害防止のた
めに消火の準備を行った。
*	4 トン積	
**	引火点 12℃

9
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00-4 2 大分 高速道路を走行していた移動タンク貯蔵所 * の左前部が、道路左側に停車
していた工事用標識車の右後部に衝突した。	
移動タンク貯蔵所の助手席部分からタンク本体の第 1槽部分が破損した。
第 1槽内の灯油 4000 リットルの内、約 3800 リットルが道路と側溝に漏洩
した。
公設消防機関が、吸着マットとオガクズにより道路上の漏油を吸着除去し
た。側溝の回収作業を行い、600 リットルを回収した。
高速道路管制センターから、高速道路を担当する公設消防機関への通報は、
事故発生から 5分後であった。一方、地元の公設消防機関への通報は、事
故発生から 23 分後に交番から行われた。
*	容量 14 キロリットル

9

00-5 12 三重 移動タンク貯蔵所 * が製油所で低硫黄重油 4キロリットルを充填 ** し、移
送していたところ、反対車線に飛び出して横転した。横転した際に最後部
の槽の注入口のふたが開き、重油 1.1 キロリットルが漏洩し、高速道路と
側溝の暗渠に流れた。
事業所関係者が残油の積み替えを行った。
道路公団が漏油の回収を行った。
公設消防機関が、警戒区域を設定し、漏油の拡大阻止、漏油の回収、漏油
の拡散状況の調査の作業を行った。
*	容量 6キロリットル、3室構造、各室の容量は 2キロリットル
**	最前部と最後部の 2槽のみに積載

9

00-6 10 栃木 高速道路を走行していた移動タンク貯蔵所 * が、事故により停車していた
車両に衝突し、横転した。車両とタンク部が離断し、タンク継目部分に亀
裂が入り、積載していたA重油が 200 リットルが漏洩した。
漏油は、高速道路の路上と側道に長さ 17	m にわたり拡がり、側溝に長さ
60	m にわたり拡がった。
公設消防機関が、漏油の回収作業を行った。
運転者が死亡し、助手席の同乗者 1名が重傷になった。
*	容量 14 キロリットル

9

00-7 10 茨城 移動タンク貯蔵所 * が、インターチェンジ ** でランプウェーガードレール
に接触し、横転し、約 5.7	m 下の一般道に転落した。転落時の衝撃により
第 3室のタンク胴板に亀裂が生じ、軽油 2キロリットルが漏洩した。
漏油は、地中にしみこみ、河川に流れ、下流約 9	km にわたり拡がった。
公設消防機関が、漏油の拡散防止、除去、現場警戒の作業を行った。
*	容量 10 キロリットル、軽油 10 キロリットルを積載
**	右カーブ、下り坂

9

99-1 1999 6 長野 高速道路を走行していた危険物運搬車両 * が、後方からトラック ** に追突
され、中央分離帯のガードに衝突し、法面に乗り上げ、横転した。荷台に
積載されていた 200 リットルドラム缶 15 本、20 リットル缶 45 本、1リッ
トル缶 300 本が路上に散乱した。缶の一部が破裂し、潤滑油 ***1000 リッ
トルが道路上に漏洩した。漏洩した潤滑油の一部は、側溝を経て、河川に
流入した。
公設消防機関が、土嚢による拡散防止作業、吸着マットによる回収作業を
行った。
*	4 トン車	
**		11 トン車	
***	第 3 石油類

9

99-2 3 愛知 危険物運搬車両 * がインター分岐点の側壁に衝突した。積載していたドラ
ム缶 3本が路上に落下し、破損した。ブタノール ** 約 600 リットルが漏洩
した。
公設消防機関が、乾燥砂とパーライトで漏油を処理した。
*	4 トン車、200 リットルドラム缶 35 本を積載
**	第 2 石油類

9

99-3 4 東京 トラック * が高速道路インターチェンジへの連絡道の下り坂左急カーブを
走行していたところ、荷台後部で荷崩れが起きた。ポリ容器 5缶が落下し、
破損し、潤滑油約 100 リットルが漏洩した。
漏油は、道路上に、幅6	m×長さ約50	mの範囲にわたって拡がった。さらに、
後続車両の走行により範囲が拡大した。トラック1台と、乗用車1台がスリッ

9
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プし、破損した。
運転手は、別の乗用車のドライバーに連絡を依頼し、落下した容器を片付
けた。
公設消防機関が、漏油の回収作業と、可燃性ガス濃度の測定を行った。	
運転手は無資格であった。	
*	 14.5 トン車、第 3 石油類の溶剤 7800 リットルと第 4 石油類の潤滑油
3780 リットルを収納したドラム缶 54 本と 20 リットルポリ容器 39 本が積
載されていた

99-4 2 滋賀 移動タンク貯蔵所 * が高速道路を走行していたところ、左後輪外側タイヤ
がバーストし、道路外壁に接触し、横転した。積載されていたアクリル酸
ブチル ** 約 400 リットルが路上に漏洩した。燃料の軽油も漏洩した。
漏洩したアクリル酸ブチルの一部が、側溝から、法面下の溝に流入した。
公設消防機関と道路公団が処理した。
公設消防機関が、付近住民に対し、広報活動を行った。
移動タンク貯蔵所の運転手は危険物取扱者であったが、運転手からは、積
載物に関する詳細な情報が得られなかった。
*	容量 12 キロリットル、第 2石油類のアクリル酸ブチルを 12 キロリット
ル積載
**	アクリル酸ブチルの蒸気は、眼、気道、皮膚を刺激する。高濃度の蒸気
の場合、顕著な障害を考慮する必要があり、肺気腫は 2日間の遅れで症状
が出ることがあることに注意する。液体と接触すると、眼と皮膚にただれ
が生じる。

9
12

99-5 7 滋賀 移動タンク貯蔵所 * が、高速道路のインターの出口で横転した。マンホー
ルの安全弁およびボルト部から、スチレンモノマー約 1リットルが漏洩し
た。
引火危険があったため、公設消防機関が、火災発生の警戒を実施した。	
タンク内が満載の状態であり、引火の危険性もあったため、引き起こし作
業を慎重に行った。引き起こし作業には 2時間を要し、その間はインター
が通行止めになった。	
代車のローリーの手配に時間がかかった。事故発生から、処理完了まで 7
時間半を要した。
事故発生時における情報では、漏洩がないとのことであった。
*	容量 24 キロリットル、国際輸送用、第 2石油類のスチレンモノマー 24
キロリットルを積載

9

99-6 12 東京 油槽所で、移動タンク貯蔵所 *に灯油 14 キロリットルを積載し、別の油槽
所に向けて走行していたところ、首都高速道路出口付近で左側面を下にし
て横転した。マンホール蓋から灯油約 50 リットルが、エンジン部からエン
ジンオイル約 5リットルが漏洩した。
運転手は、漏洩に気がつき、マンホール蓋の増し締めを行った。
公設消防機関が、土嚢を積むなどして拡散防止作業を行い、油処理剤と油
処理マットで回収した。
事業所が手配した移動タンク貯蔵所に、事故を起こした移動タンク貯蔵所
の灯油の約半分を抜き取って移し替えた。その後、事故を起こした移動タ
ンク貯蔵所を、クレーン車 3台により引き起こし、道路公団の駐車場に移
動した。事業所が手配した自社の移動タンク貯蔵所に、残油を移し替えた。
事故発生から処理完了まで約 4時間を要した。
*	容量 14 キロリットル

9

99-7 1 東京 移動タンク貯蔵所 * が、高速道路インターチェンジへの連絡道の下り坂左
急カーブを走行していたところ、横転し、約 15	m 滑走した。タンクに亀裂
ができ、ガソリン 1770 リットルが漏洩した。
事故現場付近の工場の従業員が 110 番通報し、公設消防機関は警察電話で
覚知した。
公設消防機関が、土嚢を積むなどして拡散防止作業を行い、回収した。	
事故を起こした移動タンク貯蔵所を所有する法人が手配した別の移動タン
ク貯蔵所 **2 台に、事故を起こした移動タンク貯蔵所の残油を移し替えた。
事故発生から処理完了まで 4時間半を要した。
*	容量 20キロリットル、ガソリン14キロリットルと軽油6キロリットルを積載
**		容量 20 キロリットル

9
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98-1 1998 5 福岡 移動タンク貯蔵所 * が高速道路を走行していたところ、左側斜面を転落し、
16	m 下の畑で横転した。
積載していたガソリン 50 リットルと軽油 2キロリットルが、安全弁部から
漏洩した。漏油は、道路法面と畑を汚染し、河川に流入した。高速道路のガー
ドレール、金網、水銀灯が大破した。
公設消防機関は、警戒区域を設定し、住民への広報活動を行い、化学車等
によるホースラインを設定し、火災防御態勢をとった。
また、河川にオイルフェンスを展張し、拡散防止活動を行った。	
事業所関係者 15 名が、危険物の積み替え作業、吸着マットによる回収作
業を行った。河川にオイルフェンスを展張した。廃油回収車で、河川の油、
汚泥を回収した。
*	容量 20キロリットル、ガソリン16キロリットルと軽油4キロリットルを積載

9

98-2 6 埼玉 移動タンク貯蔵所 * が片側 3車線の自動車道を走行していたところ、車両
左側を下にして横転した。タンク上部の底弁操作ハンドルが緩み、注油ホー
ス内に残油していた軽油約 20 リットルが路上に漏洩した。
公設消防機関が、漏洩部分である底弁操作ハンドルの増し締めを行い、油
吸着処理剤により漏油を回収した。
*	容量 14 キロリットル、軽油を積載

9

97-1 1997 8 静岡県 脂肪酸クロライド * を積載した移動タンク貯蔵所 ** が、東名高速道路下り
線を走行していたところ、中央分離帯に衝突し、横転した。
マンホールおよび不燃性ガス封入配管から約 2710 リットルが漏洩した。漏
洩した脂肪酸クロライドは、側溝を通り河川に流入した。
公設消防機関は、拡大防止のために、移動タンク貯蔵所が横転した場所に
乾燥砂をまき、土嚢を 4段積みにした。地元町役場の職員、道路公団の職
員とともに、道路上、側溝、河川での回収活動を行った。
対応に当たり、以下のような問題点があった。
・積載物の品名、物性の確認に時間を要した。
・強酸性である脂肪酸クロライドに対応した回収用のローリーの手配が近
隣でできなかったため、回収に時間を要した。
・積載物の回収、除去作業に時間がかかったため、通行止めが長引いた。上
り線は 10 時間、下り線は 14 時間半にわたり通行止めになった。
・積載物は水と反応して塩化水素が発生する。
*	第 3 石油類
**	容量 11 キロリットル

9

97-2 9 佐賀 移動タンク貯蔵所 * が長崎自動車道を走行していたところ、路側帯のガー
ドレールと法面に衝突し、横転した。安全弁、窒素ガス封入配管からキシ
レン **13.7 リットルが路上に漏洩した。また、燃料タンクから軽油 10 リッ
トルが漏洩した。漏洩物は、路上から側溝に流入した。	
公設消防機関が以下の作業を行った。
・漏洩防止措置		
・吸着マット、おが屑、ポリ缶による回収作業	
・停止中の車両の乗務員に対する広報活動		
・上下線の通行止めを警察に依頼	
・風下の火災警戒区域の設定		
移送先の業者が漏洩物の回収作業を行った。移送依頼業者が、横転した移
動タンク貯蔵所のタンクから抜き取り作業を行った。		
*	容量 12 キロリットル、キシレン 12 キロリットルを積載		
**	第 2 石油類、劇物

9

97-3 7 東京 2 トントラックが首都高速道路を走行していたところ、停車中の 3トント
ラックに追突した。2トントラックの荷台には、第 1石油類やアルコール
類等が入ったドラム缶 *11 本および金属缶 **96 個が積載されていた。荷台
の積載物は、合計すると、指定数量の約 12.7 倍であった。追突した際の衝
撃により、金属管 2個が破損し、荷台上にメチルエチルケトン *** 約 20 リッ
トルが漏洩した。		
公設消防機関が漏油を回収した。	
*	容量 160 リットル		
**	容量 16 リットル		
***	第 1 石油類

9
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97-4 4 長野 2.5 トントラックが高速道路を走行していたところ、後続の大型トラックに
追突された。2.5 トントラックは、廃油 * の入った一斗缶を積載していた。
廃油約 1000 リットルが路上に漏洩し、一部が排水溝から側溝を経て付近の
湖に流入した。
公設消防機関がオイルフェンスで漏油の回収作業を行った。
公設消防機関の覚知は、事故発生から約 4時間後であった。
*	第 4 類動植物性油類

9

97-5 10 長野 危険物運搬車両 * が中央自動車道を走行していたところ、前方を走行して
いたトラックに追突した。追突により、積載物が道路上約 1.4	 km にわたり
落下した。落下した物は、積載していた一斗缶 **100 缶の内の 80 缶、梱包
されていた積荷 ***38 個であった。
落下物の重量は、第 2石油類 1600	 kg、引火性固体 2175	 kg であった。落
下した 80 缶のうち、20 缶が破損し、内容物 400	kg が漏洩した。
公設消防機関が、油吸着マット、砂で回収作業を行った。
公設消防機関の覚知は、事故発生から約 1時間後であった。
*	4	トン車
**	第 2 石油類	
***	第 2 類引火性固体

9

97-6 11 岡山 危険物運搬中の 10 トントラックが、別の大型トラックに追突され、横転し
た。危険物容器は、ストレッチフィルムで固定されていたが、横転した際
に車外に飛び出し、路面にたたきつけられ破損した。2車線分の道路上に、
約 50	mにわたり、1斗缶が散乱した。変性ポリイソシアネート溶液 *の入っ
た 1斗缶 17 缶が破損し、約 100 リットルが漏洩した。
公設消防機関が、乾燥砂 10 袋を散布し、回収作業を行った。
危険物の性質の把握に時間を要し、初動が遅れた。
*	第 2 石油類

9

97-7 9 佐賀 危険物運搬車両 * が高速道路を走行していたところ、ランプ入口付近で荷
崩れが起きた。危険物運搬車両には、金属容器が 1060 缶積載されていた。
荷崩れにより、280 缶が路上に落下し、破損した。キシレン **1765 リットル、
酢酸エチル ***288 リットルが漏洩した。長さ 100	m、幅 3	m にわたり拡がっ
た。
運転手は、車両を停車させ、現場を確認し、道路公団に専用電話で通報した。
公設消防機関には、道路公団から専用電話で通報された。公設消防機関の
覚知は、事故発生から約 30 分後であった。
運搬依頼業者が、回収、撤去作業を行った。
公設消防機関が、付近通行車両への広報活動、火災警戒、警戒区域の設定
を行った。
*	能力 23	ton
**	第 2 石油類
***	第 1 石油類

9

97-8 10 静岡 東名高速道路下り線日本坂トンネル内において、移動タンク貯蔵所 * が、
走行車線側の壁に衝突し、さらに大型トラックに接触し、その後、横転した。
左前部の溶接部に破口ができ、危険物 **約 300リットルが路上に漏洩した。		
道路公団のパーライトで回収作業が行われた。
回収作業と空のバキュームカーへの移し替え作業の間、公設消防機関が警
戒活動を行った。
移動タンク貯蔵所の運転手は、イエローカードを所持していなかった。また、
積載していた危険物の品名、物性を把握していなかった。そのため、積載
されていた危険物の把握に時間を要した。
*	容量 4000 リットル
**	第 3 石油類、p- フェニレンジアミンの誘導体

9

96-1 1996 12 埼玉 移動タンク貯蔵所 *が東北自動車道下り線を走行していたところ、前方の 3
トントラックに追突した。その後、中央分離帯に衝突し、横転した。タン
クが破損し、A重油 4キロリットルが漏洩した。		
漏油は道路側溝から河川に流入し、下流約 2.5	km にわたり拡がった。	
公設消防機関は河川にオイルフェンスを展張した。道路に油吸着剤を、河
川に油吸着マットを使用し、回収のための活動を行った。	
*	容量 12 キロリットル

9
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96-2 3 神奈川 移動タンク貯蔵所*が高速道路を走行していたところ、後続の車両と接触し、
前方の車両に追突し、横転した。移動タンク貯蔵所の運転手が確認したと
ころ、安全弁、破損した給油ホースから灯油が漏洩していた。バルブを閉
めて漏洩を止めようとしたが、とまらずに、消防車両を待った。横転した
移動タンク貯蔵所をクレーン車で起こそうとしたところ、反対方向に横転
した。タンク後部が破損し、灯油 1キロリットルが漏洩した。漏油は周囲
5	m × 6	m の範囲に拡がった。
公設消防機関は、以下のことを行った。
・パーライト、吸着マットによる拡散防止作業
・ポリタンク、ビニール袋による回収作業
・亀裂部分にシール材を充填することによる漏洩防止作業
・2次災害防止のための情報収集、道路の通行制限、消火態勢の確立
*	容量 2.8 キロリットル

9

96-3 10 大阪 移動タンク貯蔵所 * が、阪神高速 4号湾岸線下り線本線からの出口の高架
上において、下りの左カーブに入った際に、側壁に接触後、横転した。
計量口から、メタクリル酸メチル ** 約 60 リットルが漏洩し、道路に拡がっ
た。一部が下水に流入した。
公設消防機関が、漏洩したメタクリル酸メチルを、吸着材で処理した。下
水へ流入したメタクリル酸メチルに対しては、中和剤を投入した。
*	容量 10 キロリットル
**	第 1 石油類	

9

96-4 12 兵庫 軽油、灯油、ガソリンを積載した移動タンク貯蔵所 * が、中国自動車道の
インターチェンジのランプウェイを走行していたところ、カーブで横転し
た。タンク上部のマンホールの安全装置からガソリン等が約 10 リットル漏
洩した。また、横転した際に燃料タンクのキャップが外れ、軽油約 150 リッ
トルが漏洩した。		
事業者が、横転した移動タンク貯蔵所からの残油の抜き取り、移動タンク
貯蔵所の引き起こし、漏油の回収の作業を行った。	
公設消防機関が、パーライトと吸着マットで拡散防止作業を行った。また、
警戒区域を設定し、消火態勢をとり、交通規制を実施した。	
*	容量 20 キロリットル

9

96-5 5 兵庫 危険物 * を積載していた大型貨物トラック ** が中国縦貫自動車道を走行し
ていたところ、後方の大型トラックに追突された。追突により、後部荷台
の一部が破損し、積荷の容器 9缶が破損し、180 リットルが荷台から路上
に漏洩した。ランプウェイ上に、幅約 3m×長さ 150	m にわたり拡がった。	
公設消防機関が、パーライトで漏洩物を処理した。
*	第 2 石油類、20 リットル缶で 460 缶
**	10 トン車

9

96-6 9 富山 北陸自動車道下り線のパーキングエリア内の駐車場で、移動タンク貯蔵所 *
のギアポンプ部からアクリル酸メチルエステル **20 リットルが漏洩した。	
漏洩により、風下にある約 5世帯 *** が強い臭気を感じた。
運転手は、漏洩物の拡散防止を行い、公設消防機関への通報をしなかった。
事故発生から約 25 分後に、強い異臭に驚いた住民からの 119 番通報により、
公設消防機関が覚知した。	
公設消防機関は、回収、除去の作業、付近住民への広報活動を行った。	
*	容量 10 キロリットル		
**	第 1 石油類	
***	漏洩場所から、直線距離で 150 〜 300	m の場所

9

95-1 1995 12 埼玉 移動タンク貯蔵所 * が、視界不良の状態の関越自動車道上り線を走行して
いたところ、走行車線に横たわっていた乗用車に接触し、右側タイヤがバー
ストし、中央分離帯ガードに衝突した。衝撃により、タンク側面に亀裂が
生じた。停車までの約 300	m にわたり、中央分離帯の側溝へ軽油 4キロリッ
トルが漏洩した。漏油は、側溝を経て、側道ピットまで拡がった。	
道路公団は、交通規制を行うと共に、吸着剤で回収作業を行った。	
公設消防機関は、相互応援協定に基づき、他本部と共に、吸着剤で漏油の
回収作業を行った。		
*	容量 16 キロリットル	

9
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95-2 1 滋賀 北陸自動車道上り線で、車両 28 台が関係する多重衝突事故が発生した。当
日の天気は雪だった。この事故において、最後尾から 2台目の移動タンク
貯蔵所 * が、追い越し車線で急停止した大型トラックを避けようとして、
左（走行車線側）にハンドルを切り、トラクター部の衝突を回避したが、
ジャックナイフ現象により、トレーラー部のタンク鏡板右部が、大型トラッ
クの荷台後部に衝突した。	
タンク鏡板、側板溶接部に、亀裂が生じ、工業用ナフサ **2 キロリットル
が漏洩した。		
漏油が高速道路上、高架下、側道に拡がった。	
消防団が以下のことを行った。
・車両通行制限に関する広報活動	
・残油の回収作業
・漏油の吸着処理の作業
公設消防機関が、以下のことを行った。	
・タンクの亀裂部への木片の打ち込み
・残油の回収作業
・漏油の吸着処理の作業
・高架下の側道における火災警戒区域の設定
*	容量 20 キロリットル、セミトレーラー式		
**	第 1 石油類

9

95-3 5 兵庫 中国自動車道下り線を走行していた移動タンク貯蔵所 * が横転した。マン
ホール部から塗料 ** 約 30 リットルが路上に漏洩した。
公設消防機関が、油処理剤で処理した。
*	容量 7.5 キロリットル	
**	第 2 石油類

9

95-4 6 兵庫 第 3石油類のトリレンジイソシアネート * を積載した移動タンク貯蔵所 **
が、中国自動車道下り線を走行していたところ、中央ガードレールに衝突し、
横転した。横転したことにより、タンク本体に亀裂が生じた。亀裂が地面
に面した側に生じたため、トリレンジイソシアネート約 2.7 キロリットル
が路上に漏洩した。漏洩物は側溝に流れた。
道路公団職員、事業所関係者が、処理作業、回収作業を行った。
公設消防機関が、油処理剤による処理作業、拡散防止作業、火災警戒を行っ
た。
毒性を認識せずに処理、回収作業に従事した者が、被災した。
*	蒸気は、眼と気道を異常に強く刺激する。流涙、鼻の炎症、咽頭の負傷感、
乾いた咳、喘息類似の呼吸困難の状態の症状が現れる。強い刺激臭がある。
臭いに気付きはじめる時には、すでに健康障害が起こっていることがある。
長時間の作用があると、皮膚も刺激状態になる。火災の際、有毒な煙霧が
生じる。煙霧は、窒素酸化物のガスとイソシアン酸塩を含む蒸気等からなる。
**	容量 8キロリットル

9
12

94-1 1994 8 東京 A商社がシンガポールからB船舶会社の船舶で輸入し、コンテナ埠頭から
C運送会社のコンテナターミナルを経て、D事業所に輸送されるドライコ
ンテナがあった。ドライコンテナには、パーム油 *の 18 リットルブリキ缶
が 1035 缶入っていた。C運送会社の下請けとして輸送を依頼されたW社
の運転手が、C運送会社の大型トレーラーでドライコンテナを運搬してい
た。首都高速 5号線下り線で分離帯に衝突し、横転した。積載されていた
ブリキ缶のうち、約 100 缶が破損し、1キロリットルが路上に漏洩した。
ドライコンテナに品名、数量の記載がなかった。運転手等が、依頼人等から、
運搬中の危険物の内容について知らされていなかった。そのため、公設消
防機関への情報提供がなかった。
*	第 4 類植物油類

9

94-2 8 愛知 東名阪自動車道下り線のループにおいて、普通貨物自動車が横転した。積
載されていた危険物容器が路上に散乱し、危険物容器の内の 10 缶 * が破損
し、約 180 リットルが路上に漏洩し、約 5	m × 10	m の範囲に拡がった。	
公設消防機関が、回収、除去の作業を行った。	
*	内容物：離型材、第 2石油類　　形状：18 リットル缶

9
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94-3 4 埼玉 第 2石油類のスチレンモノマー 11 キロリットルを積載し、首都高速道路を
走行していた移動タンク貯蔵所 * が、横転した。タンク本体左側が破損し、
底弁操作ハンドルの部分から、スチレンモノマー **100 リットルが路上に
漏洩した。
公設消防機関が、漏洩拡大防止の作業を行った。		
*	容量 12 キロリットル		
**	蒸気は眼と気道を刺激する。液体と接触する時、皮膚と眼を刺激する。
長時間作用すると、水疱を生じる。

9
12

94-4 12 神奈川 アクリル酸 2- エチルヘキシル *11.7 キロリットルを積載し、東名高速道路
上り線を走行していた移動タンク貯蔵所 ** が、横転した。
道路右側の防護壁に車両後部を衝突して停車した。
不燃性ガス封入用配管および安全弁から積載していたアクリル酸 2- エチル
ヘキシル 1キロリットルが路面に漏洩した。
漏洩したアクリル酸 2- エチルヘキシルは、高架橋の排水路を通り、東名高
速道路直下の河川に流入した。13	 km 下流にあった水道の取水口が、約 20
時間にわたり取水を停止した。
公設消防機関が、応急措置として、漏洩している塩化ビニールのホースを
折り曲げ、針金で締め付けた。漏洩を止めるために、バルブを閉鎖した。
油吸着マット、パーライト、砂により回収作業を行った。付近の住民に対し、
広報活動を行った。
高速道路を走行していた車両が、事故を発見し、高速道路の指令室に通報
した。公設消防機関への第 1報は、交通事故による負傷者という内容であっ
た。危険物漏洩の確認が遅れた。
*	第 3 石油類		
**	容量 12 キロリットル

9

93-1 1993 5 富山 北陸自動車道下り線の出口道路で、移動タンク貯蔵所 * が横転した。タン
クに亀裂が生じ、第 1室に積載されていたガソリン 4キロリットルの内、3
キロリットルが漏洩した。		
漏油が側溝を経て、河川に流入し、幅45	m×長さ125	mにわたり拡がった。	
公設消防機関が、砂、マット等を使用し、路上で回収作業を行った。土等
を積み上げて、側溝で回収作業を行った。
*	容量 14 キロリットル

9

92-1 1992 3 広島 中国自動車道下り線を走行していた危険物運搬車両が、午前 6時頃、前方
を低速走行していた大型トレーラーの後部に追突した。
危険物運搬車両の運転席が大破した。運転手 1名が重傷になった。
危険物運搬車両は、重油の添加剤 *の入ったドラム缶 16 本を積載していた。
重油の添加剤は、合計で 3.2 キロリットルになり、指定数量を超えていた。		
追突事故により、積載されていたドラム缶 1本が破損し、約 100 リットル
が荷台と路上に漏洩した。
公設消防機関が、出火防止のために警戒態勢をとった。負傷者を運転席か
ら救出し、搬送した。
*	第 3 石油類

9

92-2 7 埼玉 アクリル接着剤 * を積載し、関越自動車道下り線を走行していた移動タン
ク貯蔵所が、午前 4時頃に、横転した。運転手が軽傷を負った。
燃料タンクから、軽油約 20 リットルが漏洩した。軽油は、側溝を経て、下
流の集水枡に流れた。タンクの可燃性蒸気回収口から、積載されていたア
クリル接着剤約 100 リットルが漏洩した。アクリル接着剤は、車両の周囲
約 20	㎡に拡がった。
公設消防機関が、吸着マットで、軽油の拡散防止活動を行った。	
引火防止のために、吸着剤で、漏洩したアクリル接着剤を被覆した。
*	第 1 石油類

9

91-1 1991 1 静岡 潤滑油 *12 キロリットルを積載し、東名高速道路下り線を走行していた移
動タンク貯蔵所 ** が、後続の大型トラックにより、右後部に追突され、横
転した。後部鏡板が破損した。潤滑油約 0.8 キロリットルが漏洩し、高速
道路路側帯に、幅 2	m、長さ 100	m にわたり拡がった。
公設消防機関が、土砂等により拡散防止措置を行い、吸着マット等により
回収作業を行った。
*	第 3 石油類および第 4石油類		
**	容量 12 キロリットル

9
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91-2 1 東京 A重油 12 キロリットルを積載し、首都高速環状線内回りを走行していた移
動タンク貯蔵所 * が、陸橋橋脚に車両左側前部を衝突させた。タンク本体
左側最前部が破損した。A重油 1.4 キロリットルが漏洩し、路上に長さ約
100	m にわたり拡がった。
公設消防機関が、タンク内の残油の抜き取り作業、漏油の下水口への流入
防止の作業、バーライトによる路上の漏油の除去作業を行った。
*	容量 14 キロリットル

9

90-1 1990 6 千葉 キシレン *12 キロリットルを積載し、首都高速湾岸線下り線を走行してい
た移動タンク貯蔵所 **が、左側を下にして横転した。第2，第4室のマンホー
ルのパッキンから、キシレン約 50 リットルが漏洩した。
公設消防機関が、出火防止、拡散防止のために活動した。
代車のタンクローリーの手配に時間を要した。
*	第 2 石油類、劇物
**	容量 12 キロリットル

9

90-2 10 大阪 移動タンク貯蔵所 * が、軽油を積載し、阪神高速道路から一般道路へ出る
ための出口専用道路を走行していたところ、車両左前部が左側側壁に衝突
した後、車両がスピンしてUターンした状態になり、車両後部が反対側の
側壁に衝突し、車両右側を下にして横転した。タンク本体鏡部分が破損し、
軽油約 10 リットルが路上に漏洩した。		
公設消防機関が、タンク破損箇所にテーピングをし、パーライトにより漏
油の回収活動を行った。	
*	容量 4キロリットル

9

90-3 5 滋賀 白ペンキ * と酒精ワニス ** を積載し、名神高速道路下り線を走行していた
4トントラックが、横転した。積載されていた 18 リットル金属容器が全て
落下した。容器の破損により、全量の約 3分の 1にあたる約 1キロリット
ルが漏洩した。		
白ペンキが、15	m × 70	m の範囲に飛散した。
公団から、車両 8台、23 名が出動し、吸着剤で回収した。	
*	18 リットル金属容器で 155 缶、第 2石油類		
**	18 リットル金属容器で 31 缶、第 2石油類

9

89-1 1989 2 兵庫 中国自動車道下り線において、トルエン、キシレン、シンナー * を運搬し
ていた普通トラックが、故障のため、レッカー車により牽引されていた。
下り坂で牽引ワイヤーが外れ、普通トラックは、レッカー車を追い越し、
道路補修作業中の車両に追突した。	
衝突により、キシレン入り 16 リットル金属容器 3缶、トルエン入り金属容
器 2缶が破損し、約 40 リットルが、トラックの荷台および路上に漏洩した。
路上に、長さ 10	m、幅 3	m にわたり拡がった。他の 21 缶が変形した。
公設消防機関が、金属容器の撤去作業、パーライトによる除去作業を行った。	
普通トラックには、標識がなかった。
*	16リットル金属容器で180缶、160リットルドラム缶で10缶、第1石油類

9

89-2 11 山口 中国自動車道上り線において、ラッカーシンナー *を積載した 2トントラッ
クが、橋の上で、橋の側壁に接触し、横転した。横転した時点では、容器
の破損はなかった。
その直後に、運転手が、橋の上から容器 52 缶を投下した。50 缶が破損し、
約 800 リットルが付近の山中に漏洩した。
*	16 リットル容器で 100 缶、第 1石油類

9

89-3 5 静岡 ジェット燃料 Jet	A-1* を 12 キロリットル積載し、東名高速道路上り線を
走行していた移動タンク貯蔵所 ** が、4 トン普通トラックに追突された。
タンク後部鏡板と胴板との接合部から漏洩した。	
漏洩したジェット燃料 Jet	A-1 は、排水口に流れ込み、排水路を経て、農
業用水路に流入した。
公設消防機関が、排水口を吸着マットでふさいだ。路上での拡大を防止す
るために乾燥砂等で防油堤をつくった。吸着マットにより、排水路での拡
大防止作業を行った。手作業でドラム缶への回収作業を行った。ローリー
を手配し、タンクの残油の回収を行った。
*	第 2 石油類		
**	容量 12 キロリットル

9
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89-4 9 静岡 ガソリンを積載し、東名高速道路上り線を走行してい移動タンク貯蔵所*が、
中央分離帯に乗り上げ、横転し、上下線の追い越し車線をふさぐ状態で停
止した。積載されていたガソリン 5850 リットル、予備の燃料タンクに入っ
ていた軽油 200 リットルが漏洩し、中央分離帯と下り線上に拡がった。漏
油の一部が、路肩排水溝を経て、隣接する湖に流入した。
道路公団が、初期の事故処理および漏油の拡散防止作業を行った。
水産試験場が、湖の水質検査を行った。
管轄する公設消防機関が、応援出動した近隣の公設消防機関と協力し、火
災防止のための態勢をとった。車両の引き起こし、上り線への移動の際に、
放水態勢をとった。漏油の拡散防止のための活動を行った。火気使用制限
を呼びかけた。
公設消防機関への通報は、事故車両の燃料タンクから軽油のみが漏洩した
という内容であった。そのため、初動の体制が遅れた。
*	容量 14 キロリットル

9

89-5 6 山口 潤滑油 *10 キロリットルを積載し、中国縦貫自動車道下り線を走行してい
た移動タンク貯蔵所 ** が、道路左側のガードロープに接触した後、中央分
離帯ガードレールに衝突し、横転した。タンクが破損し、潤滑油約 4100 リッ
トルが漏洩した。
漏油は高速道路の排水口から、県道の側溝を経て、河川に流入した。さらに、
付近の水田に流入した。
公設消防機関が、拡散防止のために土嚢を積んだ。油吸着マット等により
回収のために活動した。
*	第 3 石油類
**	容量 12 キロリットル

9

88-1 1988 4 宮城 潤滑油 * を積載した 10 トントラックが、東北自動車道下り線を走行してい
たところ、後輪が横滑りし、車体が大きく揺れた。その際に、荷崩れが起き、
潤滑油の入ったペール缶容器 45 缶が路上に落下した。
容器の蓋が外れ、約900リットルが漏洩した。長さ300	mにわたり拡がった。
漏油により、後続車 3台がスリップし、事故になった。
公設消防機関が、油吸着マットを使用し、回収作業を行った。
10 トントラックには、標識が掲示されていなかった。
*	第 3 石油類および第 4石油類

9

88-2 9 静岡 亜麻仁油を積載し、東名高速道路下り線を走行していた移動タンク貯蔵所
*が、ガードレールに衝突し、横転した。タンクから亜麻仁油 7.1 キロリッ
トルが路上に漏洩した。
漏油は、水路を経て、付近の河川に流入した。
公設消防機関が、路上での拡散防止のため土嚢を積み、乾燥砂等で回収作
業を行った。河川にオイルフェンスを展張し、吸着マット等で回収作業を
行った。
*	容量 12 キロリットル

9

87-1 1987 8 愛知 名神高速道路上り線を走行していた危険物運搬用大型トラックが、後続車
両に追突され、前方のワゴン車に追突した後、ガードレールを超えて、側
道上に転落した。
荷台に積載されていたドラム缶が全て車外に投げ出された。変形、亀裂を
生じたドラム缶から、絶縁油 *200 リットルが、道路および側溝に漏洩した。	
公団の職員がドラム缶を回収した。		
*	第 3 石油類

9

85-1 1985 8 愛知 第 1石油類のジオキサン * を積載し、名神高速道路上り線を走行していた
移動タンク貯蔵所 ** が、中央分離帯に乗り上げ、180 度反転した状態になり、
横転した。衝撃により、シャーシ部とタンク部が離脱し、側面枠が大きく
損傷した。タンクが 2重構造であったため、保温外板は損傷したが、タン
ク本体は損傷しなかった。	
マンホールから、ジオキサン約 100 リットルが漏洩した。
公設消防機関が、放水態勢をとり、処理完了まで警戒した。吸収剤とポリ
バケツ等により、漏洩したジオキサンの回収作業を行った。
公設消防機関が、事故内容を把握するまで、時間を要した。	
*	蒸気は、眼、気道、肺に刺激作用がある。高濃度の蒸気は麻酔作用があり、
重症の肝臓及び腎臓の障害を引き起こす。眼及び気道の炎症、頭痛、めまい、

9
12
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眠気、意識喪失などの症状が出る。液体は皮膚を経由して、体内に吸収さ
れる。
**	容量 10 キロリットル

85-2 6 福岡 廃油 4.5 キロリットルを積載し、九州自動車道下り線を走行していた移動
タンク貯蔵所*が、横転した。タンクが破損し、廃油2〜2.5キロリットル（推
定）が路上に漏洩した。漏油は、路上で幅 10	m、長さ 40 〜 50	m にわたり
拡がった。さらに、雨水配水管を通り、法面下の排水口に流れた。		
公設消防機関等が、事故車両の撤去、路面への乾燥砂の散布、油吸着マッ
トによる回収の作業を行った。	
*	容量 4.5 キロリットル

9

84-1 1984 6 埼玉 ナフサ 8キロリットル、ホワイトガソリン 4キロリットル、炭化水素系洗
浄剤 2キロリットルを積載し、関越自動車道下り線を走行していた移動タ
ンク貯蔵所*が、中央分離帯に激突し、横転した。移動タンク貯蔵所は大破し、
シャーシとタンクが離脱した。	
積載していたガソリン約 100 リットルが漏洩した。	
公設消防機関は、放水態勢をとった。拡大防止のため、吸着剤を使用した。
*	容量 14 キロリットル

9

82-1 1982 12 愛知 廃油を満載し、名神高速道路下り線を走行していた移動タンク所蔵所 ** が、
中央分離帯のガードレールに激突し、横転した。	
緊結ホースから、少量の廃油が路上に漏洩した。		
道路公団が除去作業を行った。
*	容量 4.5 キロリットル

9

表４　高圧ガスが関係した火災の事例
No. 年 月 都道府県 概要 出典
1 2014 10 神奈川 横浜市内から名古屋への水素トレーラー * の運行途上において、保土ヶ谷

バイパス新保土ヶ谷 IC付近を走行中、乗務員がバックカメラで車両後部か
ら煙がでているのを発見した。車両を路側帯に停車させた後、トレーラ右
後部内輪タイヤの内側より火気を確認した直後に発火した。車載消火器 2
本で消火活動したが鎮火せず、乗務員が、公設消防機関へ通報した。約 10
分で消防隊が到着し、2時間 50 分後に鎮火した。
以下のように推定された。
ブレーキドラムの引きずりによる発熱後、トレーラー右後方タイヤに引火
した。右後方タイヤ引火後、トレーラーに積載している水素複合容器の保
護カバーに引火し、容器が炙られ、溶栓式安全弁 ** が作動し、水素が大気
に放出された ***。大きな火炎が形成された。
*	最大充填圧力 35	MPa の複合容器を 20 本搭載しており、発災時の充填圧
力は 25	MPa であった。
　当時実在した水素トレーラ 2台の内の 1台である。
**	溶栓弁は、右前方下部の蓄圧器の 1つの弁以外、すべて作動した。
***	容器内の水素はすべて放出された。

13
14
15

2 2012 10 山梨 保安業務員が乗った配送車両が、中央自動車道下り線により工場から一般
消費者へ向けLPガス容器を輸送中に、横転した。横転の衝撃により、積
み荷 *が路上に散乱した。散乱した容器のうち、LPガス 50	 kg 容器 4本か
ら噴出、出火、LPガス 50	 kg 容器 2本が破裂、またLPガス 50	 kg 容器 1
本が中央自動車道から落下し、小学校 ** の屋上でバウンドし、同校庭に落
下した。
運転手と保安業務員は、公設消防機関および高速道路保全サービスセンター
に通報し、後続車両の接近を抑制し、火気制限の周知を行った。
消火作業は、公設消防機関および高速道路保全サービスセンターにより行
われた。
中央自動車道下り線が約 3時間通行止めになった。
*	LPガス 50	 kg 容器が 18 本、LPガス 30	 kg 容器が 2本、LPガス 20	 kg
容器が 15 本で、計 35 本
**	発生場所から約 200	m

15

3 2011 12 広島 ロ−ドサービス車にアセチレン、酸素及びその他車両修理用資機材を積載
し、広島自動車道を走行中に、アセチレン容器の可溶栓が溶解し、アセチ

15
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レンが噴出、出火した。この出火により、ロードサービス車、車両修理用
資機材、高速道路に設置してあるクッションドラム等を焼損した。

4 2008 1 埼玉 内装工事業者が高速道路を 2トントラックで走行中に、荷台から煙が発生
し、その後、火災と爆発が発生した。荷台に積んであったフロン *100	 kg
容器 1本が破裂し、窒素 7	m3 容器 1本が変形した。トラックには、破損し
た容器の他にイソシアネート及びポリオール **、ウレタンの吹きつけ機、
コンプレッサーが積載されていた。
*	HFC-134a
**	発泡ポリウレタンの原料

15

5 2007 8 広島 数名で野外イベントに出店するため、自動車数台で午前 5時に出発した。
このうち 1台は、保冷車（ワンボックスカー）であり、荷台に食材等とLP
ガス 20	 kg 容器 1本を積載していた。8時 51 分、高速道路インターチェン
ジ出口付近を移動中、保冷車で爆発が発生し、車両が全焼した。運転者及
び助手席の 2名が火傷（軽傷）を負い、病院に搬送された。
消防が現地到着した時点では、容器自体の損傷、き裂等は見られなかったが、
容器のバルブが開いており、LPガスが放出している状況であったため、直
ちに閉栓した。容器内には約 5	 kg の残ガスがあったが、所有者からの依頼
により付近のガス販売会社が回収した。
原因については、以下のように推定された。移動容器が荷台に固定されて
おらず、他の荷物と混積していたため、移動中の振動により他の荷物と容
器のバルブが接触し、バルブが緩んで車内にLPガスが充満した。引火し、
爆発した。

15

6 2005 7 大阪 高速道路をトラックで輸送中、積載物が炎上し、積載していた酸素容器 1本、
アセチレン容器 1本が焼損した。

15

7 1999 1 新潟 水素カードル容器 3基を積載して高速道路を走行中、横転した。衝撃でカー
ドル容器が落下し、カードル容器 1基及び車輌が全焼した。
横転の原因は、前方車輌を追い越そうとした時、右に寄り過ぎたため雪に
埋もれていた側溝に車輪を取られバランスをくずしたことによると推定さ
れた。

15

表５　高圧ガスが関係した漏洩の事例 [15]
No. 年 月 都道府県 概要
1 2011 12 福島 ローリーが、東北自動車道下り線を福島市内での搬入先に向けて走行していたとこ

ろ、後続乗用車がローリーの右後部に追突した。加圧蒸発器が損傷し、酸素ガスが
漏洩した。
乗務員が仕切弁を閉じて漏洩を止めた。

2 8 福島 液化アルゴンのローリーが、ガスを積み込み後、自営業所に向けて高速道路を走行
していたところ、運転手がバックカメラ及びバックミラーで白煙を発見し、パーキ
ング手前付近で路肩に停車した。操作箱を開けてみたところ、充てん口より液化ア
ルゴンが漏洩していた｡ 下部液入口弁が少し緩んでいたため、増し閉めしたところ
漏洩が止まった。
原因は、ローリへガスの積み込みを完了した際、二回閉止を確認したが、受入充て
ん口バルブの閉止が甘く、バルブが常温に戻った際に緩んだためと推定された。

3 2010 10 滋賀 高圧ガス容器 * を積載した配送車が、高速道路上り線を走行中に、急ブレーキをか
けたところ、車体が左右に振られ路側帯に車両が横転した。横転の衝撃で高圧ガス
容器 11 本が荷台から放り出され道路緑地帯に落下した｡ このとき横向きになった
車体に固定されたままになっていたLCG容器 ( 液化窒素 )1 本からガスが漏えいし
た。
*	LCG100 リットル容器：液化窒素× 1
		継目なし 47 リットル容器：窒素× 6、酸素× 2、炭酸× 3

4 4 京都 物流会社の配送員が、高速道路から一般道に降り、配送車両 *で現場交差点を左折し
ようとした際に、配送車が横転し容器が落下、信号待ちをしていた乗用車 2台に衝突
した。容器は散乱し、12本の容器のバルブが落下の衝撃で緩み、ガスが漏洩した。
連絡を受けた地域防災協議会会員事業所と物流会社の関連会社の従業員が現場に急
行し、容器元弁を閉止し処置を行った。その後、容器は関連会社の工場へ回収された。
また、現場付近の京都縦貫道が30分、国道は1時間40分にわたって通行止めとなった。
*	4	トントラック、充てん済みLPガス 50	kg 容器 33 本を積載
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5 2009 6 福岡 LPガス容器を輸送する車両 * が高速道路を走行中に、後部に軽自動車が衝突し配
送車両が横転した。容器は、荷締機で固定されていたが、横転の衝撃で全てのLP
ガス容器が路上に散乱した。
容器を回収している間、周囲でガス臭を感じたため、容器全てのバルブの増し締め
を実施した。散乱した容器は、他の配送車両にて回収し、検査場に配送した。
事故の影響により、バルブプロテクタを損傷した容器が 5本、胴体がへこんだ容器
が 8本あった。
*	LPガス 50	kg 容器 17 本と 20	kg 容器 10 本を積載（全て残ガス容器）

6 5 兵庫 LPガス容器を輸送する車両 * が、高速道路で渋滞による停止中に、後部から追突
された。運転手が、積載した容器を確認したところ、追突の衝撃で 50	 kg 容器 3本
のバルブが緩みガスが漏洩していため、バルブを増締めし、漏洩を止めた。
*	LPガス 50	kg 容器 20 本と 20	kg 容器 20 本を積載

7 1 宮城 高速道路を走行していた液化酸素ローリー車が、普通乗用車と接触し、中央分離帯
を突き破り、反対車線に横転した。タンク外装に損傷があり、液面計導管から酸素
ガスの漏洩があった。
タンク内の液抜き、車両移動のため、約 12 時間に渡り高速道路の上下車線で通行
止めとなった。
タンクローリーの運転手が右腕切断の重傷を追い、事故後の迅速な対応ができな
かった。

8 2008 7 静岡 液化酸化エチレンを積載したタンクローリーが高速道路を走行中に、エンジン制御
ランプが点灯したため、ローリーを路肩に停車させた。運転手が運行管理者に事情
を説明していたところ、後方から登坂車線を走行してきた大型トレーラーが運転を
誤り、タンクローリー後部に接触した。トレーラーは、約 40	m 先で燃料タンクが
破損し炎上した。タンクローリーの乗務員は、携行している消火器を使用してトレー
ラーの消火活動を行ったが、消火できなかったため警察及び消防に通報した。
タンクローリーは、トレーラーの衝突により右後方が損傷したが、漏洩はなかった。
荷主事業者は、非常対策本部を設置して直ちに空のタンクローリーを事故現場へ急
行させ、損傷したタンクローリーから空のタンクローリーへ液化酸化エチレンの移
し替えを実施した。

9 2007 11 愛知 高速道路インター入口先を高圧ガス積載車両 *が走行中に、後方より冷凍車 ** に追
突された。はずみで左側側壁に接触し、その反動で右側に振れたところ、冷凍車に
再度接触し、積荷のLGC容器 5本 ( 酸素 3本、アルゴン 2本 )、アセチレン容器 1本、
エチレン容器 1本が落下し、LGC容器 5本からガスが噴出した。
応援要員によって、圧力の放出及び容器の回収が実施されたため、容器落下に伴う
二次災害はなかった。
*	4 トン車
**	10 トン車

10 10 大阪 液化炭酸ガスタンクローリーが阪神高速湾岸線下り車線を走行していたところ、ラ
イトバンがタンクローリーの左側に衝突した。タンクローリーは、阪神高速湾岸線
下り車線左側側壁に衝突し、横転した。炭酸ガスが噴出、漏洩した。

11 6 滋賀 高速道路を走行中の一般車から県高速隊に、タンクローリーからガスが漏洩してい
るとの通報があった。このため、事業所に連絡した。液化窒素ローリーの運転手が、
下部バルブ及び閉止フランジ部分を増し締めしてガス漏れを止めた。
原因については、以下のように推定された。下部バルブの構造上、弁体と弁棒は通
常遊動する構造で 1	mm の遊びあり、その隙間部分に水分が滞留・氷結し、溶けた
際の隙間からガスが漏えいした。また、閉止フランジ部分は 2本のボルトで閉止す
る構造になっているが、フランジ部分が低温となり氷状のものが付着し片締め状態
となり、溶けた際の隙間からガスが漏洩した。

12 2006 11 山口 事業所に設置された2重殻型円筒横型可搬式超低温容器1基に液化水素を充てん後、
車両に当該容器を積載し移動を開始した。高速道路インターチェンジを走行中、当
該容器の安全弁が作動し、水素ガスが漏えいした。車両はインターチェンジ付近の
合流部附近の路肩に停車した。サービスエリアに移動し、全ガスを放出した。
原因については、以下のように推定された。内容器を外容器内にて固定・保持して
いる板が、疲労により破断し、内容器が外容器内にて脱落した。内容器は振動する
こととなり、このため内容器から外容器を貫通している配管の貫通継手溶接部に繰
り返し応力がかかり、き裂が発生し、水素が内容器と外容器の間の真空層に入り込
んで真空断熱不良が生じたため、温度及び圧力が上昇し、安全弁が作動して水素が
噴出した。
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なお、当該容器の検査履歴を確認した結果、法定通りの検査周期で検査が行われて
いなかった。さらに、充てん所も容器再検査済のチェックがなされないまま充てん
していた。
*	充てん容量 2000 リットル

13 2005 8 広島 タンクローリーで高速道路を走行中、配管内の液化アンモニア 0.5 リットルが路上
に漏えいした。
漏洩したアンモニアを処理するため、消防隊が放水した。
高速道路が約 45 分間通行止めになった。
原因については、以下のように推定された。路上に落下していたビニールシートを
プロペラシャフトに巻き込んだ。この衝撃により、払出しバルブと圧力計の継手が
緩んだ。

14 2003 10 千葉 液化アルゴンを仕入れた後、営業所に帰るため高速道路を走行していたところ、追い
越し車線を走っていた車両がタンクローリーに衝突したため、その車両を避けようと
して、左にハンドルを切ったところ、ガードレールを乗り越えて約6	m下の県道に転落、
横転した。その衝撃により操作室内の安全弁の袋ナットよりガスが漏えいした。

15 7 神奈川 LPG容器配送車 *が高速道を走行中にスリップし、運転席を下にした状態で横転し
た。ラッチングベルトで荷台に固定されていたが、すべての容器が転倒時に路上に
散乱した。30	kg 容器のうち 1本のバルブが緩んでガスが漏洩した。
通報を受け急行した消防隊員の手によりバルブが締め付けられ、漏洩は止められた。
*	LPガス50	kg 容器 20本、LPガス30	kg 容器 5本、LPガス20	kg 容器 5本を積載

16 2002 10 大阪 タンクローリーに液化炭酸ガス 8トンを積載し、発注事業所で 5トンを納入した。
その後、高速道路を走行していたところ、液出口バルブ付近から白煙が出ているの
を発見し、一般道路に回避した。警察及び消防が駆けつけ、消防隊の協力で運転手
が空気呼吸器を装着し、緩んでいたバルブを締め直して漏れを止めた。
液化炭酸ガスを充てんした際、ドライアイスが付着したままバルブを閉めたため、
走行中にドライアイスが気化し約 2トンの炭酸ガスが漏洩したと推定された。

17 5 鹿児島 タンクローリー * に液化天然ガスを積載して高速道路を走行していたところ、ジャ
ンクションの右急カーブを曲がりきれずガードレールを突き破り道路外の緑地に横
転した。タンクローリーからのガス漏れはなかった。
*	13 トン

18 2001 10 埼玉 配送車にLPガス容器 38本 *を積載し高速自動車道を走行していたところ、インター
チェンジのカーブでスリップし横転した。横転により積み荷の容器が散乱し、20	 kg 容
器6本のバルブが緩みガスが漏洩した。また他の容器の一部にへこみ等の変形が生じた。
*	50	kg 容器 24 本、20	kg 容器 12 本、10	kg 容器 2本

19 2000 10 神奈川 配送車にLPガス容器を積載して高速道路を走行していた。車の渋滞により減速し
ていたところ、後続のマイクロバスに追突され、LPガス容器 1本が荷台から飛び
出し、前方約 100	m の側溝まで転がり、液が噴き出した。
転落した容器はその後、氷結によりガス漏れが止まったので元バルブを閉め直した。
また荷台上にあった容器 2本にもガス漏れがあったのでバルブを閉めた。

20 6 東京 超低温液化窒素を納入し、帰社のため首都高速を走行中、タンクローリーの後部か
ら白煙が出ているのに気づいた。搭載室のドアの隙間から液が漏えいしていた。ド
アを開けようとしたが雨天のため、雨水が凍りつきドアが開かなかった。二次災害
を恐れ、ローリーを路肩側に移動し、会社に緊急連絡すると共に工具でドアをこじ
開け、液漏れを起こしていた液出入口のバルブを閉めて漏れを止めた。
バルブの閉止が不十分であったため、走行中の振動によって緩み、漏洩したと推定
された。

21 1997 1 東京 首都高速環状線を走行中の液化アルゴンタンクローリーが、後続のLPガスタンク
ローリーに追突された。この追突により、アルゴンタンクローリーの下部に設置さ
れた加圧器が破損し、ガスが噴出した。

22 1996 6 神奈川 販売店の従業員がトラックにLPガス容器を積載し、消費者宅へ配送する途中に、
高速道路入口のカーブで横転した。積載中の容器が散乱し、充てん容器 2本のバル
ブが緩みガスが漏洩した。

23 1992 10 広島 圧縮メタンガス容器 60 本をトラックで輸送中に、高速道路のトンネル側面に衝突
した。衝突により、容器が路上に落下し、このうちの 1本が落下のショックでバル
ブが緩みガスが漏洩した。
消防隊がトンネル外に運び出し、このバルブを増し締めした。

24 1990 4 岐阜 貨物自動車にLPガス容器 73 本を積載して高速道路を走行していたところ、貨物
自動車が横転し容器が路上に散乱した。2本の容器からガスが漏洩した。
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25 1986 7 福岡 九州自動車高速道において、ガードレールに激突し、積んでいたアセチレン容器 48
本を道路上に散乱させた。その内 1本よりガスが漏洩した。
軽傷者 1名が発生した。

26 1979 9 京都 LPガスタンクローリー * が名神高速道を走行中に、スリップして中央分離帯に接
触し、ガ−ドレ−ル突き破って、下の国道 171 号線に転落し横転した。
*	11 トン、タンク内は空。

27 6 大阪 名神高速道路下りにおいて、従業員運転の普通トラックが前方走行中の車に追突し
た。この事故により普通トラックに積載していたLPガス容器が道路に散乱した。
道路上の 2本、荷台に残っていた 1本より漏洩した。
従業員が追突のため車に閉じ込められ重傷を負った。

28 1965 2 大阪 LPガスタンクローリーが高速道路を走行していたところ、ローリーの後輪が、停
車していた小型自動車に接触し、タイヤがパンクし、横転した。スリップチューブ
式液面計からガスが漏れたので、運転手が増し締めしガスの漏洩を止めた。

表６　火薬類が関係した事故の事例
No. 年 月 都道府県 概要 出典
1 2002 8 東京 遊園地のアトラクションとして打ち揚げた煙火の残片を、4トントラック

の荷台に積載し、高速道路を走行していた。後方を走行中のトラックの運
転手から煙が出ていることを知らされ、停車したところ、荷台部分から煙
が出ていることを発見した。運転手は同乗していた同僚とともに、トラッ
クに積載されていた消火器で初期消火活動を行った。
煙火の残片の中に火種が残っていたために、残った火種により、時間の経
過とともに、周囲の煙火の残片等が着火したと推定された。

16

2 2001 1 栃木 群馬県の販売店から福島県の販売店へ運搬するため、火薬運搬車 * が東北
自動車道の下り車線を走車道行中、後方から大型トラックに追突された。
積載していた含水爆薬が落下し、路上約 15	m の範囲に散乱した。
散乱した含水爆薬は、関係者により回収された。
東北自動車道が一時閉鎖された。
*	4 トン車

17

表７　毒劇物が関係した火災、爆発の事例
No. 年 月 都道府県 概要 出典
1 2014 3 群馬 劇物 *60 リットル及び薬品類を積載したトラックが高速道路で横転し、炎

上した。
*	無水クロム酸（25％）、硫酸（1.4％）、硝酸（11％）の混合物

18

2 2010 8 広島 高速道路を走行していた劇物運搬車両が停車中の車に追突し出火した。
NaOH*	 500	 kg，酢酸エチル約 1	 ton が道路上に流出し、消火作業の放水に
混じって周辺の河川にも流出した。
周辺の河川で魚が死んでいるのがみつかった。
*	劇物

18

3 11 滋賀 新名神高速道路のサービスエリア * 内の下り線側駐車場に停車していたタ
ンクローリー ** が火災になった。管轄する公設消防機関の部隊と、高速道
路における消防相互応援協定による他公設消防機関の部隊の放水活動によ
り、火災発生から約 50 分で鎮圧した。その後、冷却放水を行った。
指揮隊が到着し、他公設消防機関の部隊、県警、高速道路会社との連絡調整
を行った。また、サービスエリアの利用者に広報を行った。さらに、塩酸流
出等に備えた特別救助隊の待機要請、活動が長時間に及ぶことを考慮しての
人員確保を行った。塩酸積み替え車両、照明機材、消石灰の手配も行った。
駐車場には一般車両が多数駐車されており、火災防御に加え、危険喚起の
ための広報活動が必要であった。
水利事情が悪かった。高速道路会社が管理する雪氷基地内に、消火用水と
して使用可能な凍結防止溶液の貯水槽があるのみであった。また、火災に
なったタンクローリーまで 280	m 離れていた。
火災発生から約 7時間後に、火災になったタンクローリーから、別のタン
クローリーに移し替えられた。

19
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*	上下線集約型で、サービス提供施設を挟んで南北に上下線の駐車場が設置
されていた。
**	劇物である塩酸を積載

4 2008 5 神奈川 フミトキシン *の残渣 180	 kg をトラックで運搬中に、横浜市内の高速道路
上で火災になった。
*	リン化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

18

5 2006 2 兵庫 高速道路において、劇物を運搬中の自動車で火災が発生した。消火作業に
使用した水とともに、積荷のモノクロロ酢酸 * 約 10	 kg が溶出した。排水
口から、河川に流入した。
高速道路は一時通行止めになった。
消火作業を行った消防職員 5名が負傷した。
モノクロロ酢酸が流入した河川で、魚が死亡した。
*	固体のモノクロロ酢酸は、高い吸湿性がある。刺すような酢酸類似臭がある。
加熱され、分解する場合、一酸化炭素、塩化水素、ホスゲンが生じる。蒸気は、眼、
呼吸器官及び皮膚を強く刺激する、または、ただれさせる。液体と接触すると、
眼と皮膚に強い刺激作用がある。目、鼻と咽頭の粘膜ならびに皮膚の炎症と
痛み、水疱生成、皮膚障害、咳、虚脱、呼吸困難、意識喪失などの症状が出る。

12
18

6 1999 10 東京 首都高速道路 2号線上り線を走行していたタンクローリー * が爆発した。
爆風により、タンク、高速道路防音壁の破片が広範囲に飛散した。積載し
ていた過酸化水素溶液が、高速道路上、高速道路下の一般道に飛散した。
2名が中等症、16 名が軽症になった。
周辺の建物 29 棟で、ガラスが破損するなどの被害が出た。
約 59 時間にわたり、通行止めになった。
*	産業廃棄物を収集運搬するための車両
　容量 4000 リットル
　過酸化水素溶液 ( 濃度 28%) 約 500 リットルを積載

20
21
22
23

7 1993 4 愛知 東名高速道路上り線で、劇物を積載していた11トントラックが、交通事故に
より炎上した。11トントラックには、クロピク80*の入った20リットル缶が、
400缶積載されていた。火災により200缶が破裂し、周囲に有毒ガスが漂った。
経過については、以下のように推定された。
午前 1時半頃にAの運転する 10 トントラックが東名高速下り線を走行し
ていたところ、中央分離帯を越えて、上り線に突っ込んだ。Aの運転する
トラックが、上り線を走行してきたBの運転する 4トントラックに接触し、
Bの運転するトラックが横転した。Bの運転するトラックの後方を走行し
ていた Cの運転する 11 トントラックが、横転したトラックに衝突し、炎
上した。Cの運転するトラックには、クロピク 80 の缶が積載されていた。
道路公団から公設消防機関への第 1報は、下り線で交通時がありトラック
が燃えているという内容だった。第 2報では、有毒ガスが発生していると
いう内容だった。
公設消防機関が現場に到着した時、2台のトラックが炎上しており、多数
のスチール缶が破裂していた。催涙性のガスが目、のど、鼻を刺激したので、
空気呼吸器を装着した。
火災が、高速道路の法面から周囲の山林へと拡がっていたので、延焼を阻
止した。炎上するトラックに対し、噴霧注水と低発泡放射で鎮圧した。スチー
ル缶のラベルから、内容物が劇物含有剤であるクロピク 80 と判明した。
現場到着と同時に救助隊が検索を行い、炎上するトラックの近くで、Bと
Cを発見した。さらに、倒れていたDを発見した。炎上するトラックから
150	m 離れたところで、Aを発見した。
Aは有毒ガスを吸って軽症になった。BとCは交通事故により重傷になった。
Dは、Cが運転するトラックの後続車の運転手であった。Dは肺水腫で死亡した。
製造業者から応援要請を受けた別の製造業者が中心となり、11 時頃から、
処理と回収の作業が行われた。
下り線が 13 時間、上り線が 16 時間にわたり閉鎖された。
*	成分はクロルピクリン 80%、有機溶剤 20%
クロルピクリンの蒸気や液体は、目、呼吸器官、皮膚をきわめて強く刺激
する。液体と接触すると、目、皮膚を非常に強く刺激する。吸い込むと、
肺水腫になりやすい。特徴的な症状として、麻酔作用と激しい嘔吐がある。
クロルピクリンを分解するまで加熱すると、有毒な蒸気が生じる。
クロルピクリンは不燃性であるが、強く加熱すると爆発危険がある。

12
24
25
26
27
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表８　毒劇物が関係した漏洩の事例
No. 年 月 都道府県 概要 出典
1 2014 5 愛知 水酸化ナトリウム 70%を含有する粉末アルカリ性洗浄剤 *を運搬していた。

トラックの荷台には、20kg 入りの袋が、40 袋あった。そのうちの 1袋が高
速道路上に落下した。運転手は落下に気づかずにそのまま走行した。高速
道路運営会社からの通報により落下したことが判明した。
*	劇物

18

2 3 群馬 トラックが高速道路で衝突事故を起こした。積載していた水酸化カリウム
（48%）135	kg が道路上に漏洩した。

18

3 2013 6 埼玉 作業車が高速道路上で単独横転事故を起こし、積載していた劇物 * の入っ
た容器 1個が割れた窓から車外に放り出されて破損し、道路上に内容物約
20 リットルが漏洩した。
*	塩酸（20％）

18

4 11 愛知 高速道路を走行中に、水酸化ナトリウム（80％）を含有する粉末アルカリ
洗浄剤 *20	 kg がトラック荷台から落下し、道路上に内容物が飛散した。う
ち 12	kg を回収した。
*	劇物

18
56

5 2012 8 静岡 高速道路のインターチェンジ付近でトラックが横転し、16％水酸化ナトリ
ウム *が入った 1000 リットルタンクが破損し、道路上に約 700 リットル流
出した。
*	劇物

18

6 2011 1 茨城 高速道路を走行中に車両が横転し，積載していた劇物 * が散乱した。その
うち 19 缶の容器が破損して中身が漏洩した。漏洩した劇物については吸着
マットで回収した。
*	メチルエチルケトン 14	kg 入り容器 50 缶

18

7 8 山梨 塩酸（35%）*11510	 kg を積載したタンクローリーが中央自動車道下り線を
走行していた。故障で路肩に止まっていた小型貨物車に、タンクローリー
が衝突した。タンクが破損し、塩酸約 30	kg が漏洩した。
*	劇物

18

8 2010 7 広島 高速道路走行中における車 2台の玉突き事故により、運搬中の酢酸エチル*	
36 リットルが路上に漏洩した。
*	劇物

18

9 2008 10 広島 交通事故により運搬車両が高速道路高架から転落した。タンク内の劇物
*500 〜 700	kg が漏出し、付近水路及び土壌を汚染した。
*	触媒（硫酸 21 〜 31％、キシレン 34 〜 45％、メタノール 20 〜 28％、そ
の他 1〜 9％）

18

10 2006 5 新潟 劇物 * を約 11000 リットル積載したタンクローリーが、高速道路出口ラン
プで左へ横転し、約 7	m 下の市道へ転落した。5800 リットル（推定）が市
道側溝へ流出した。負傷者 1名が発生した。
*	70% 硫酸

56

11 2004 10 大阪 トラックが高速道路側壁に衝突し、荷台に積載していたポリ製容器 * が 20
本落下した。35%塩酸が 20 リットル漏洩した。
*	容量 20 リットル

56

12 2003 5 大阪 高速道路を走行中に、20	kg 入りのポリ缶が 5缶落下した。落下の衝撃によ
り、1缶 * に亀裂が入り、1リットル程度が漏洩した。
*	硝酸（67.5%）、劇物

18

13 2002 2 東京 高速道路インターチェンジ付近のカーブを走行していたところ、アクリル
アミド（50%）* が入ったタンクコンテナが横転した。約 1.4	ton が漏洩した。
横転により、タンクのマンホール部がゆがみ、漏洩が発生したと推定された。
警察が、付近住民に対し、警報を行った。
*	劇物

18

14 7 兵庫 中国自動車道を走行中に、水酸化ナトリウム（原体）25	kg の入った 1袋が
落下した。約 5	kg が漏洩した。

18

15 2000 6 石川 高速道路のパーキングエリアにおいて、フッ化水素酸 (47.3%) を積載したタ
ンクローリーから、約 250 リットルが漏洩した。タンクの腐食により、ピ
ンホールが開いたと推定された。
高速道路の上下線が一時通行止めになった。
付近飲食店の客 1名が、病院で受診した。

18
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16 1987 7 岡山 22時 30分頃に、フッ化水素酸 (55%溶液 )6.5	 tonを積載したタンクローリー *
が、中国自動車道下り線を走行していたところ、中央分離帯のガードレー
ルに激突し、左側法面に衝突し、横転し、大破した。固定の外れたタンクが、
本線上に底部を上にした状態で脱落した。破損したエアーバルブよりフッ
化水素酸が漏洩した。漏洩したフッ化水素酸 ** は、中央分離帯の排水口を
伝い、農業用水路を経て、河川に流入した。
公設消防機関が、現場に到着した際の状況は以下のようなものだった。
・脱落したタンクから積載物が漏洩していた。
・漏洩箇所は底部となり、確認出来なかった。
・付近一帯は、車両火災を思わせる白煙が立ちこめていた。
・強い刺激臭があった。
・発汗部位 ( 露出した皮膚の部分 ) に異常を感じた。
漏洩物がフッ化水素酸であることを報告したのは、先着した救急隊だった。
事故発生から約 50 分後に、風下に対し避難命令が発令された。対象となっ
たのは、21 世帯、73 人だった。
公設消防機関が、関係機関と共に、以下のような活動をした。
・土嚢積みによる拡大防止作業
・付近住民の避難誘導及び広報
・寝たきり老人の救急車による搬送
・農業用水路、河川等の警戒配備
・メーカー事故処理班の消石灰散布による中和作業
事故発生から約 6時間半後に作業が終了した。
事故発生から約 7時間後に避難命令が解除された。
フッ化水素ガスを吸入し異常を訴えた人数は以下の通りである。
　医療機関で診察を受けた者
　　地域住民　2人
　　消防職員、消防団員　4人
　　道路公団職員　7人
　保健指導を受けた者
　　地域住民　83 人
なお、のど、目、皮膚に異常を訴えた者のほとんどが、その後の診察の結果、
異常なしと診断された。
*	積載式タンク
**	 	放置されている液体から急速にフッ化水素ガスを生じ、腐食性で有毒な
混合気を生じ、周囲に拡がる。気体を吸入すると、気道と肺に重度の障害
を起こし、最後に肺水腫が起こる。眼、皮膚、鼻及び咽頭の粘膜の炎症、フッ
化水素酸と接触した身体部位に特別に激しい痛み、咳、呼吸困難などの症
状が出る。刺激臭がある。臭いに気付きはじめた時には、すでに健康障害
が起こっている可能性がある。

12
57

表９　放射性物質が関係した事故の事例
No. 年 月 都道府県 概要 出典
1 1976 7 三重 非破壊検査用照射装置の線源 * 更新のために、名阪国道を走行していたと

ころ、ガードレールに衝突した。
装置に異常はなかった。
*	線源の核種は 192Ir、定格の放射能は 370	GBq であったが、当時は減衰に
より 144.3	GBq であった

28

2 N N N 放射性物質 * を積載し、高速道路を走行していたワゴン車に、後ろから来
たライトバンが衝突した。
消防隊到着までに、放射性物質積載車に同乗していた事業者が放射線モニ
タリングを実施した。輸送物表面の線量率は測定下限界未満だった。
高速道路の上下線が 3時間にわたり通行止めになった。
放射性物質積載車は後部ドアと後部バンパーが損傷したが自走可能だった。
びんは破損しなかった。
事業者から、警察、消防への情報提供が不十分だった。
*	L 型輸送物、ウラン 3	mg を含む 0.4 リットルの液体のびん 2本

29

N:	記載なし
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表 10　高圧ガス容器の移動中の事故を防止するために注意すること [35]
日常での管理 ①防災訓練を行い、非常時の緊急対応を実行できる体制を整える。

②点検マニュアル、配送マニュアル、緊急時対応マニュアルなどを整備する。台帳、配送記録を整備する。
③保安教育を実施する。
④荷主は、配送者に対し、高圧ガスと容器の情報を正確に提供する。
⑤法令を守る。

移動時 移動前 ①移動する容器について、以下の事項を確認する。
　ガス種、ガスの性質、容器の型式、寸法、質量、数量、非常の手順
②車両の積載物が、最大積載量を超えていないことを確認する。
③運転手は、運転免許証、イエローカード、免状などの書類を確認する。必要な書類を携
帯する。
④容器の再検査期限、バルブの閉止状況、キャップの取り付けの有無などを確認する。
⑤混載できないものがないか確認する。
⑥警戒標、消火設備、非常用工具を確認する。
⑦ロープ、ベルトなどの固定具の健全性を確認する。
⑧移動ルートを事前にチェックする。高架下、ガード下には高さ制限がある場合もある。

積み込み時 ①取扱いに注意し、容器が転倒、転落しないようにする。バルブが損傷しないようにする。
②可燃性ガスと酸素の容器を混載する際、容器の充填口が向かい合わないようにする。
③容器は、ガス種ごとに隙間なく積む。配送中に、容器の荷崩れ、転倒、転落が発生しな
いように、ロープ、ベルトなどで確実に固定する。キャスター付きの容器に注意する。
④アオリ板を確実に固定する。必要な高さを満たすようにする。

移動中 ①交通ルールを守り、安全運転する。
②駐車する際、人家、人通りの少ない場所で、火気、可燃物から離れた場所を選ぶ。ブレー
キ、車止めなどにより、車両が動かないようにする。
③容器の固定解除、荷降ろしの際に、容器が転倒、転落しないようにする。
④可燃性ガス容器、酸素ガス容器の移動中は、火気に注意する。
⑤車内に容器を積載する場合、ガスが漏洩して、滞留しないように注意する。
⑥直射日光で容器の温度が上昇する可能性に注意する。

表 11　毒劇物運搬中に発生する事故の防止対策 [38]
一般的な対策 ①荷送人は運送人へ情報を通知し、運送人は運搬時にイエロー・カードを携行する。	

②運転者に対して、安全運転の教育及び事故の際の応急措置に関する教育等を実施する。
③運転者の過労防止対策、タコメータによる運行速度の確認、運行計画及び運行記録によ
る過密運行防止のための確認及び点検等を行う。
④積載された量、防波板、間仕切の有無等を考慮し、車両の走行安定性に注意をする。	
⑤車両を休憩、故障等のために一時停止させるときには、安全な場所を選ぶ。
⑥運搬容器の固定不十分による落下に注意する。

液体状の毒劇物を車両に固
定又は積載された容器によ
り運搬する場合の対策

①基準に適合した運搬容器を使用する。使用前点検、定期検査を実施する。
②以下のことを確認した上で運搬する。
・毒劇物の積載前には、タンクの弁と液送用ホース、配管等の接続部が確実に緊結されて
いること

・積載中には、接続部、配管等に漏洩がないこと
・積載後は、注入口の蓋、弁等が確実に閉止、緊結され、タンクから漏洩していないこと

小型運搬容器又は中型運搬
容器により運搬する場合

①基準に適合した運搬容器を使用する。規定された積載の態様を守る。
②再使用することを前提として設計された運搬容器については、使用前に運搬の安全を損
なうおそれのある腐食、損傷等がないこと等を確認する。

文献43から45を参照されたい。

４．消防活動上の注意点について

表 2、表 3から、移動タンク貯蔵所について、以下のよう
なことがあげられる。
・首都高速道路のように、建物が密集した市街地を通る
高速道路もある。一般道の上を高速道路が通ることもあ
る。事故の規模が大きい場合、住民等の避難、広報活動

の規模も大きくなるので、対処に要する労力が増す。
・十分な水利が得られないことがある。消火栓があって
も数km離れたところかもしれない。火災の規模が大き
くなると、水槽付きの消防車でも水量が不足すること
がある。長距離中継送水態勢をとる、近隣の消防機関
に水槽付きの消防車の応援を求めるなどのことが必要
になる場合もある。
・高速道路本線外に水利がある場合もある。ホースを延
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長し、防音壁の開口部等を通してホースを本線内に引
き込むなどして、高速道路上の消防活動に利用出来る
かどうかについては、事前の検討などが必要であろう。
・漏油が水路に流入した場合、水路が暗渠になっている
と、拡散防止措置を行うのが困難になることがある。
・雨水を排水するための水路を経由して、高速道路の本
線上から、漏油が本線外に流れ出ることがある。さら
に、付近の河川、用水路等に流れ込むこともある。
・携帯電話の普及等により119番通報が容易になった。事
故の規模が大きい場合、内容の異なった多数の通報が
入ることがある。
・通報内容が間違っていて、公設消防機関の活動に影響す
ることもある。例えば、事故が上り線で発生したのに関
わらず、下り線で発生したという内容の通報があった場
合、管轄する公設消防機関の出動に影響する。
・事故により、積載物の漏洩が発生するだけでなく、負
傷者も発生する場合もある。その際に、公設消防機関
への第1報が、交通事故による負傷者の発生という内容
であることもある。
・高圧送電線が高速道路を横切ることがある。火災の規
模が大きく、大きな火炎が形成された場合、高圧送電
線が焼損することもある。
・危険物の類、品名が適切に表示されていないことがあ
る。
・事故などにより運転手が死亡または負傷し、口がきけ
ない状態になると、情報提供が行われなくなる。
・運転手が負傷していなくても、積載物の情報を把握し
ておらず、十分な情報提供をできないことがある。
・漏洩物が毒性を有することがある。強い臭いを発する
こともある。空気、水などと反応して、毒性のある気
体が生成することがある。そのような場合、回収作業
を注意して行う必要がある。場合によっては、眼、気
道、皮膚などを防護するために、個人保護具が必要に
なる。
・抜き取り、移し替えのために別の移動タンク貯蔵所を
呼んだとしても、すぐに来るとは限らない。積載物が
毒性、腐食性などを有する場合、対応する移動タンク
貯蔵所が近隣にあるとは限らない。それらの場合、処
理完了までに時間を要する。
・ガソリンのような低引火点の可燃性液体を積載したタ
ンクが壊れた場合、抜き取り、移し替え、回収作業
に、防爆のポンプが必要になる場合がある。防爆のポ
ンプはすぐに来るとは限らない。
・抜き取り、移し替え、漏油の回収などの作業のために
事業者が動員する人数は、事業者により異なる。
・油類を満載した状態で横転すると、抜き取り作業に時
間がかかる。漏洩量が微量であっても、処理完了まで

の時間が長くなる。
・転覆し、タンクのマンホールが下になった状態では、
抜き取りに時間がかかる。
・高速道路では車両が高速で走行するので、漏洩量が多
いと、広範囲に漏油が拡がることがある。その場合、
除去作業等で必要となる吸着マット等の量が増す。
・タンク内にガソリンのような低引火点の可燃性液体が
積載されている場合、タンク内は過濃状態になるの
で、着火源になりうるものがあったとしてもタンク内
では着火しない。しかし、荷卸し後にタンクが空にな
ると、タンクの内壁に残った低引火点の可燃性液体の
蒸気が、タンク内の空気と混合し、可燃性予混合気を
形成する可能性がある。
・高速道路が高架になっている場合、路面に漏洩する
と、排水路等を経て、高架の下に流れ落ちることがあ
る。漏洩した危険物が引火しやすい可燃性液体であっ
た場合、路面に漏洩後に着火すると、燃えながら高架
の下に流れ落ち、対処のための労力が増す。
・多量の可燃性液体が漏洩し火災になった場合、鎮火ま
でに時間を要する。一般住宅の火災で覚知から鎮火ま
で1時間を要したとしても、特別な問題は生じない。し
かし、交通量の大きい高速道路で覚知から鎮火まで1時
間を要した場合、経済的な影響が大きくなる。
・多量の可燃性液体が路面に漏洩し火災になった場合、
路面のアスファルトが焼損することがある。そうなる
と、復旧までの時間が長くなる。
・高速道路を担当する公設消防機関と、高速道路が建設さ
れた地域を担当する地元の公設消防機関は別であること
がある。高速道路上で液体が漏洩すると、側溝から高架
下の一般道、付近の一般道、付近の河川等へ流れ込むこ
とがある。そのため、漏洩が発生した際には、地元の公
設消防機関への通報も必要となる。しかし、地元の公設
消防機関への通報が遅れることもある。
・移動タンク貯蔵所には、危険物を積際するタンクの他に
燃料タンクがある。移動タンク貯蔵所が大型になると、
燃料タンク内には数百リットルの可燃性液体がある。
・危険物積載車両が通行可能なトンネルがあり、トンネ
ルの中で事故が起きることがある。
・多重衝突事故に移動タンク貯蔵所が巻き込まれ、漏洩
が発生することがある。その場合、救助活動、事故処
理、漏洩処理を同時に行う必要がある。漏油が引火し
やすい可燃性液体であると、火災警戒も行う必要があ
る。また、多重衝突事故は悪天候の日に起きやすい。
悪天候により視界が悪いと、事故全体の把握に時間を
要する場合がある。
・多重衝突事故が発生した場合、巻き込まれた車に乗っ
ていた人間の避難先の把握に時間を要することがあ
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る。
・多重衝突事故が発生し、さらに火災になった場合、事
故に巻き込まれた車を移動させることが延焼拡大の防
止に有効なことがある。しかし、運転手が、ドアロッ
クをしたり、エンジンキーを引き抜いてから車を離れ
た場合、車の移動が容易ではない。
・道路が渋滞していると、公設消防機関の現場への到着
に時間がかかることがある。
・火災に対して消防活動を行う際には、原則として、風
上から行う。上下線が完全分離されている場合、風下
から近付かざるを得ないこともある。
・第2石油類は、第1石油類に比べれば、着火しにくい。
しかし、条件がそろえば、着火し、燃え拡がることが
ある。
また、表 2、表 3から、危険物運搬車両について、以下
のようなことがあげられる。
・危険物を運搬しているという認識を、運転手が持って
いないことがある。その場合、公設消防機関への適切
な情報提供は期待できない。
・標識が掲示されていないことがある。
・消火器を積載していないことがある。
・イエローカードを積載していないことがある。
・火災によりイエローカードが焼けることがある。
・動植物油は比較的引火点が高いため、漏洩しても引火
しにくい。しかし、条件がそろえば、引火しうる。
・漏油の拡散防止のための資機材を事業者が持っていな
ければ、公設消防機関が用意することになる。
・漏油の処理作業を事業者が行わない場合、公設消防機
関が行うことになる。
・運搬容器が落下すると、後続の車両が事故に巻き込ま
れることがある。
・容器を路上に落としても、そのまま走り去ってしまう
ことがある。
・高速で走行する車両から落下した場合、運搬容器が破
損する可能性が増す。容器が開口、破損したことによ
り路上に漏洩した場合、後続車両のスリップ等を起こ
すことがある。
・漏洩がパーキングの駐車場で発生することがある。漏
油が低引火点液体であれば、2次災害防止のため、パー
キングを閉鎖する必要がある場合もある。
・積荷の中にスプレー缶が含まれることがある。スプ
レー缶が火災により加熱されると、破裂し、飛散し、
内容物が燃焼することがある。
・積荷の固定が不十分なことがある。積荷が十分に固定
されていれば、車両が事故にあっても、積荷が落下し
ないあるいは落下する量が少なくなるかもしれない。
海外情報についてもいくつか紹介する。米国で出版された

Firefighter's	Handbook［46］によると、高速道路での危険物
のトラック輸送について、以下のように記載されている。
・トレーラーを牽引している自動車については、予期で
きないことを予期せよ。
・いつもの通りなどということはない。
・運転手から話を聞き、輸送に関する書類を見て、積荷
を実際に確認するまでは、危険物の存在を肯定も否定
もできない。
・トレーラーの標識は、積荷として可能性のあるものを
示しているだけのことがある。
・複数枚の荷札を積んだトレーラーがあった場合、危険
物の輸送に使われる可能性のあるトレーラーだという
ことを意味していることがある。
・トレーラーが冷凍車であった場合、危険物が積載され
ていたとしたら、低温保存が必要な危険物かもしれな
いので、注意が必要である。
・国際海上貨物輸送に使用されるインターモーダルコン
テナはよく漏洩が見つかる
・インターモーダルコンテナは、世界中から来る。どん
なものでも入っている。荷姿は、袋であったり、箱で
あったり、ドラム缶であったり、タンクだったり、ボ
ンベだったりする。
・インターモーダルコンテナを運ぶ運転手が、内容物に
関する書類を持っているはずである。書類が紛失す
ることもあれば、コンテナの中に入っていることもあ
る。コンテナの内容物を判断するのは、困難でストレ
スがたまる。
米国で出版されたNFPAのFire	Protection	Handbook

［47］には情報の収集について以下のような記載がある。
高速道路での危険物輸送時に発生した事故、または、事
故になりそうな事案について通報を受けた場合、以下の情
報を入手すべきである。
・事故の位置。
・輸送する自動車の種類。
・標識が見えるのであれば、危険物の国連分類と4桁の国
連/ID番号。
・輸送に関する書類が入手出来るのであれば、名称、危
険物の国連分類、国連/ID番号。
・どのような事故か。火災か。漏洩はあるか。危険物に
より何らかの被害を受けた人、あるいは、負傷した人
はいるか。
・運送会社の名前。
・事故に巻き込まれた自動車、施設、設備等はあるか。
・天候と風向。
・どのような場所か。
NFPAのFire	Protection	Handbook［47］には、現場活
動について以下のような記載がある。
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現場に到着後、以下のようにすべきである。
・時間をとって、現場の状況を確認する。また、事故に
関係した危険物の国連分類と、輸送物の国連分類を確
認する。
・風上から近づく。
・漏洩物に触れると、衣類や保護具を透過して、受傷し
たり死亡するかもしれないので、漏洩物には触れな
い。
高速道路で発生した危険物の関係した火災、漏洩に公
設消防機関が対処する場合、高速道路の運営会社からの
協力が望まれる。協力として、例えば、以下のようなこ
とが考えられる。
・速やかな通報。
・監視カメラ映像の公設消防機関への提供。
・現場への運営会社の車両による誘導。
・中央分離帯開口部への運営会社の車両による誘導。
・速やかな通行止め。
・散水車などの水槽を持った車両による水利の提供。
・漏油の回収用の資機材(吸着剤、オイルフェンス、油吸
着マットなど)、泡薬剤のサービスエリア、インター
チェンジ等での備蓄と提供。
・漏油の拡大防止作業、回収作業。
公設消防機関がどこまで協力を得られるのかについては、
高速道路公団の時代からの長年の課題である。私見ではあ
るが、例えば、以下のような対応が考えられる。
・小規模な消防本部単独では運営会社との交渉が難しい
のであれば、複数の消防本部で合同して県を動かし、
県として交渉する。
・消防本部間で連携し、他の消防本部がどのような協力
を得ているのかを調べる。他の本部が、相互応援協定
をすでに結んでいるなら、その内容を問い合わせる。
小泉によると、水道取水口の上流に高速道路がある場
合、路上での有害化学物質を積載した車両の事故は水質汚
染事故につながる可能性がある［48］。実際に、表 3の事例
94-4 のように、水道の取水口が下流に設置されている川に、
漏洩物が流入した事例がある。表 2の事例 87-1のように、
簡易水道の水源に漏洩物が流入したこともある。水質汚染
事故に関しては、地方自治体に対策、マニュアルがあるなら
ばそれらに従って対処すればよいと思われる。例えば、文
献49、50を参照されたい。
船舶および港湾関連の法令と、消防法では、「危険物」の
定義が異なる。海外から「危険物」を輸入した際には、消防
法だけでなく、高圧ガス保安法、火薬類取締法、劇物及び
毒物取締法、道路法の内容を確認し、どの法令に該当する
のかを認識し、適切に取り扱われるべきである。表 3の事
例 94-1のように、海外からドラム缶あるいはコンテナのかた
ちで化学物質、油類が輸入され、国内で流通した後に、事

故があってはじめて、事業者が消防法危険物に該当すること
を認識していなかったことが分かったり、消防法に基づい
た表示および取扱いがなされていなかったことが判明す
ることは、たまにある。危険物の国際輸送の詳細につい
ては、例えば、文献 51から 53を参照されたい。

５．おわりに

高速道路は、危険物も含めた様々な物資の輸送に使用さ
れている。高速道路上で危険物の火災、漏洩が発生した
場合における公設消防機関の予防活動、警防計画の作成、
火災調査、訓練計画の作成等の参考とするために、事例を
収集し、まとめた。さらに、毒劇物、高圧ガス、放射性物
質の事例についても紹介した。
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Highway accidents related with transport of hazardous materials

（Abstract）
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Highway	trucks	transport	many	kinds	of	materials	including	hazardous	materials.	When	fires	or	leaks	occur	
from	the	trucks	transporting	hazardous	materials	on	highways,	firefighters	responding	them	may	need	more	effort	
than	motor	vehicle	fires	on	normal	roads.	Reports	of	fires	and	leaks	which	occurred	from	the	trucks	transporting	
hazardous	materials	on	highways	are	collected	and	tabulated.	The	author	hopes	that	the	information	shown	in	this	
report	is	of	help	to	firefighters	who	deal	with	accidents	related	with	hazardous	materials	on	highways.
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