2014 年８月 20 日に発生した広島市安佐北区可部東六丁目における土石流。写真中央左よりのオレ
ンジ色の屋根の家屋と写真中央の集合住宅の間の道路に堆積していた土石流の堆積物の上で、消防隊
員１名と住民１名が、再び襲来した土石流に巻き込まれて死亡した。本文 1 ページ参照
Damaged site of debris avalanches due to heavy rainfall on 20th Aug, 2014. A firefighter and
a resident were killed by a debris flow secodary occured when they were moving on the deposit
of the first debris flow between the house with orange roof in the left part of the picture and the
apartment house on the center of it. See also page1.

災害が発生した斜面のオルソ写真（真上から見たような傾きのない画像。2015 年６月 16 日撮影の
画像から作成した。）と地上の状況。Ａは斜面の傾斜が変わるところで、白い岩石が崩壊している。
隣接した斜面も同様の標高で崩壊している（ａ）。ＢとＣは谷の最上部で褐色の堆積物が崩壊している。
このすぐ上は平坦地（城跡）になっている。本文 3 ページ参照
An orthoscopic image constructed by pictures taken on 16th June, 2015, and pictures of the
ground condition. Point "A" indicates a change point of gradient of the valley and white rock
failure was observed. Another failure can be seen on the same elevation of neighboring valley (a).
The top walls of valley failed at point "B" and "C", and brown soil is exposed. A flat land, ruin of
castle, is located above these points. See also page3.

2016 年４月 16 日熊本地震により発生した南阿蘇村河陽 5280 の崩壊源からみた「高野台」の捜索
救助現場。４月 17 日午後の段階では元々住宅があった場所（矢印先）を重点的に活動が行われた。
本文 14 ページ参照
Search and rescue site "Takanodai" from the head scarp of landslide at Kawayo 5280, MinamiAso Village caused by The 2016 Kumamoto Earthquake. The activity of 17th April was mainly
done in the deposit on the original location of lost houses (arrow). See also page14.

４月 22 日の降雨後の高野台周辺の状況。前日に 100 ミリを越える降雨があったが、地形の変化はな
かった。家屋が元々あった場所（ａ）からｂ、続いてｃと斜面下方に捜索エリアが移動した。本文 17 ペー
ジ参照
Aerial view of "Takanodai" site on 22nd April. Despite rainfall over 100mm on 21st, remarkable
change in topography was not observed. Search area, having started in the original location of
lost houses (a), moved towards downward (b then c). See also page17.
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技術報告

2014 年８月広島市において発生した降雨停止後の土砂災害の要因と
土砂災害時の活動の安全確保に関する考察
新井場公徳、土志田正二、佐伯一夢
（平成 28 年 8 月 25 日

受理）

2014 年８月 20 日に広島市で豪雨により土砂災害が頻発し、安佐北区可部東六丁目では救助活動中の
消防職員が殉職する災害も発生した。また、安佐南区長束西四丁目では降雨停止後に斜面が崩壊した。
これらの現象について、地形及び地質について調査した結果を報告する。さらに、過去の土砂災害に
関連して発生した二次災害及び当初の災害後に発生した現象について事例を集め、その機構及び警戒上
の着目点について検討した。その結果、広島市で発生した２つの事例は、降った雨が浸透し地下水とし
て地下を移動することにともなう遅れにより、降雨停止後しばらくしてから発生した可能性が考えられ
た。過去の事例からは、豪雨による土砂災害の場合には、表層崩壊後の大規模な地すべり移動及び地下
水の作用による遅れ破壊、地震による土砂災害の場合にはその後の降雨による土砂移動の事例が多かっ
た。これらを基に斜面が遅れて発生する機構について検討し、警戒上の着目点を表にまとめた。
１．はじめに

多発し、死者 74 名、負傷者 44 名という甚大な被害をもた

2014 年８月20日、広島市安佐北区可部東六丁目において、
豪雨により土石流が発生した谷で活動中の消防職員が再び

らした。発生した被害状況とその特徴については既報４）した
が、ここでは、豪雨停止後１時間以上経過して発生した２つ

発生した土石流に巻き込まれて、救助しようとした住民一名

の土砂災害現象について報告する。

と共に亡くなった。土砂災害の中には、繰り返し発生したり、

2.1 降雨停止後に発生した土石流

降雨停止や地震の後しばらくして発生する現象があることは

図１に可部東六丁目における災害現場周辺の地形及び画

知られている。では、初めの土石流や崩壊の後、或いは降

像を示す。図中央を上から下へやや右下がりに流れているの

雨停止や地震の後、どのくらいの時間、何に対して警戒す

が土石流が発生した谷（白矢印）で、図の下部で道路と交わ

べきであろうか。本稿では広島市の事例を基に、その考え

る付近で災害が発生した（口絵写真）。災害の状況は広島市

方について考察する。
筆者等はこれまで、土砂災害後の捜索・救助活動の安全
性を管理するため、土砂災害の特性に応じた活動のあり方
に関する考察１）、消防活動の時間スケールに即した技術開発
などを行ってきた。また、消防庁参事官室では、救助技

２）

術の高度化等検討会において、土砂災害の特徴を踏まえた
うえで、土砂災害の現場における活動要領を整理し、その
中には安全管理に関する事項も含まれている３）。本報告では、
広島市において降雨停止後しばらく経ってから発生した土砂
災害の様子を報告してその特徴について検討するとともに、
過去の土砂災害に係る二次災害事例及び二次災害に結びつ
きかねない事例について整理し、災害対応における危険性
管理の着目点や考え方について検討した。

図１ 可部東六丁目の災害発生地点周辺。国土地理院「電

２．2014 年広島市災害における遅れて発生した土砂移動
の事例

子国土」を用いて、オルソ画像（８月 28 日撮影）と
地形図を重ねて表示。図２〜５の撮影位置及び方向
を図中に示す。

2014 年８月 20 日に広島市において豪雨により土砂災害が
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消防局によれば次の通りである。３名で図１下中央やや左

質な土石流は現場より上流でも谷の幅一杯に流動していた

から右上に延びる道路を徒歩で登ってきた隊が土石流の堆

様子が観察された（図４）。また、現場の北東の家屋では車

積物に到達し、対岸に要救助者６名を認め、副隊長が堆積

両が北東から土砂に押されて押しつけられており（図５）、こ

物に登って幼児を抱きかかえ元に戻ろうとしたところ、続い

の谷は少なくとも２回の土石流が発生しており、さらにそれ

て襲来した土石流に巻き込まれた。このとき雨は降っていた

に先だって道路に沿って北東からも土石流が来ている。

こと、遅れて発生した土石流は「溢れるように」前の土石流

図６は災害発生から約 10 ヶ月後に行った無人航空機を用

の堆積物を超えてきたこと、二次災害の前後で堆積物の高

いた地形計測の結果を示したものである。谷の中流の矢印

さはそれほど変化していないこと、副隊長のヘルメットは見

先は傾斜変換点（これより下が緩傾斜）で、岩石質の崩落跡

える状況であったことが目撃者及び隊長から聞き取られてい

が残されている。同じ高さで東側でも崩壊が発生しており、

る。図２に現場の状況を示す。

地質構造的に崩壊しやすい条件にあるとみられる。この部

図３は谷の下流から現場を見た写真である。右下矢印先

分が１回目の土石流の起源とみられる。谷の最上流は二股

に植物の根系が見えており、その上に白色の石礫を主体と

に分かれて崩壊が発生しており、いずれも泥質な堆積物が

する堆積物、その上に褐色の泥質な堆積物が存在する。前

露出している。この崩壊跡のすぐ上は城跡で人工改変を受

述の聞き取り内容から伺われる土砂の流動や堆積の性質及

けた平坦地になっている。２回目の土石流はこれらの崩壊を

びこの堆積状況から、当初発生した土石流は白色の石礫を

起源としていると見られる。以上の地形及び地質から考えて、

主体とするものであり、遅れて発生して副隊長及び男児を巻

当初の土石流の誘因は渓流水の増水又はごく表層の地下水

き込んだ土石流は泥質なものであったと考えられる。この泥

図２

図４

可部東六丁目の災害現場（2014 年８月 21 日）

災害発生地点直上からみた谷の上流方向

図５ 災害発生地点北西の家屋に北西側から土砂に押し
図３

谷の下流からみた災害発生地点

つけられた車両
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の流出の影響が考えられ、遅れて発生した方の誘因は、城

が複数回襲来したところは多くあり、降雨直後の災害対応

跡の平坦地でより深くまで降水が浸透して谷に流出したこと

においては注意が必要であることが分かる。

が考えられる。

図８に 10 分間雨量（広島県による。現場から約 2.5km 北

可部東六丁目では周辺で土石流が多数発生しており、そ

東の「三入東」）、この現場からの 119 番通報及び二次災害

れらの堆積物の相互関係を調べたものが図７である。土砂

発生時刻（推定値）を示す。二次災害前には、記録に残るよ
うな降雨がない状況が１時間程度あったものと推定される。
2.2 降雨停止後に発生した崩壊
広島市安佐南区長塚西四丁目では、降雨から約２時間経
過して斜面が崩壊したのを広島市消防局のヘリがビデオ記
録している。図９に発生箇所周辺の地形図を示す（発生地
点は×で示した）。図 10 に、広島市消防局消防航空隊撮影
のビデオに捉えられた崩壊の発生時の様子を示す。矢印先

図６

2015 年６月に無人航空機を用いて作成した三次元

写真地図及び各地点の状況

図８

図７

可部東六丁目の土砂災害の発生状況

安佐北区可部東六丁目に近い観測点の降雨の状況

図９
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の斜面が崩壊し住宅地の裏に土砂が流出してきている様子
が写っており、崩壊が 5 時 51 分頃に発生したことが分かる。
現場に近い安佐南区祇園山本における 10 分間雨量を図 11
に示す。図には、この崩壊から約 1.5km 北北東の山本八丁
目の崩壊の 119 番通報時刻及びこの崩壊の発生時刻の関係
を示す。長塚西四丁目の崩壊の前には、記録に残るような
降雨がない状況が２時間程度あったものと推定される。
図 12 にこの崩壊の 10 ヶ月後の様子を示す。崩壊の深さ
は約２ｍで、風化花崗岩の丘陵の尾根近くの林道の脇の斜
面で発生していた。図の矢印先に写っているのは閉塞したＵ
字溝で、この斜面には崩壊の上端と写真に写っている破損
したものと２列が確認された。人工改変があったと想像され
る。尾根に近く水が自然に集まる場所ではないことから、Ｕ
字溝にそった地下水の流れが影響したことも考えられる。

図 10 安佐南区長束西四丁目の崩壊時の様子（広島市消

2.3 現象が遅れて発生した要因の推定

防局消防航空隊撮影のビデオより）

表層の崩壊及び土石流については、短期雨量を縦軸に、
長期雨量を横軸に取って時々刻々の雨量をプロットしていく
と、土砂災害が発生する恐れのある領域とない領域が一定
の精度で区分できるとされている５）。ここで、短期雨量は表
層にある水の量を表し、長期雨量は地下深くに浸透した水
の量を表す。わが国では、長期雨量として気象庁が物理モ
デルを用いて算出する土壌雨量指数又は半減期 1.5 日を持
つ実効雨量※を用いることが多く、短期雨量指数としては、
半減期 1.5 時間の実効雨量が用いられることが多い。きわ
めて荒い議論であるが、降雨停止後 1.5 時間たてば表層付
近の水は半分程度と評価できる。しかしながら今回の２事例
では、それに近い時間に表層が破壊される現象が発生した。
谷頭付近で発生する崩壊や土石流、河川の増水による土石
流などの頻度の高い現象ではなく、斜面方向の地下水流動
により、斜面の下方に（時間がかかって）地下水が集まって
発生した現象と考えられる。表層の破壊は、土砂量が小さく
（加速しやすい）、破壊にいたる歪みも小さいことから、前兆
が捉えにくい特徴がある。また、地下の水の流れは現時点

図 11

安佐南区長束西四丁目に近い観測点の降雨の状況

では知ることができないことから、この様な現象が発生する
場所を同定することも難しい。降雨後２時間程度は、前兆
から発生まで時間が短い表層の現象が発生しうることに留
意し、斜面の近くに接近する際には離れたところからの監視
を行うなどの対応が必要と思われる。
※実効雨量：降雨によって供給され、川に流れ出ること
で失われる、土の中に浸透した水の量を雨量を元に評
価する指標であり、次の算出法が一般に良く用いられ
る。
RT(tn) = r(tn) + a RT(tn-1)
RT(tn): tn 時の実効雨量

r(tn) tn 時の時間雨量

a: 低

減係数。半減期 1.5 時間の実効雨量の低減係数は 0.5(1/1.5)
となる。

図 12
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長束西四丁目の崩壊（2015 年６月 16 日）
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1989年8月1日
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2000年7月
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小原
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1978年6月14日

1995年1月18〜 兵 庫 県 津 名 町
19日
高滝

鳥取県日野町
貝原

1976年9月13日
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初めの
災害の誘因
降雨

所

高知県土佐山
田町繁藤

場

1972年7月5日

年月日
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地すべり

道路脇の崩
壊

崩壊

要

降雨が停止して約２時間後に斜面が崩壊（近隣の崩壊が通報されたのは３時
間半前）

４時頃に土石流発生による救助要請があり５時頃に救助活動中の消防隊員及
び住民１名が後続の土石流に巻き込まれて死亡。

地すべり活動が認識されている中、降雨により道路脇崩壊発生の連絡を 17：
15 頃受けた消防団員３名が確認に向ったところ、大規模に滑動を始めた地
すべりと共に数百 m 流された（無傷）。地すべりから脱出して民家にたどり
着いたのは 18：27。

出水に対応中の消防団員が土石流に巻き込まれて死亡。

水防活動中の消防団員３名が 4：20 頃発生した土石流に巻き込まれ死亡。

７月１日の震度６弱の地震時には崩壊していなかったが９日には崩壊してい
た。７〜８日の連続雨量 285mm の降雨によるものと見られる。

７月１日に震度６弱の地震があり、斜面の一部が崩壊していたが、９日には
大規模に拡大していた。７〜８日の連続雨量 285mm の降雨によるものと見
られる。

10 月６日 13：30 に発生した鳥取県西部地震時にＪＲの線路の一部に土砂
が堆積した。２日後の昼頃、泥流状の土砂が流出して来て線路を超えて国道
まで到達した。

17 日 5：46 に発生した兵庫県南部地震の後 18 日深夜から 19 日にかけて
地すべりとなり 50 〜 60m 移動した。

3：15 頃に発生したがけ崩れの行方不明者３名の捜索救助活動中の消防隊員
が 4：20 頃発生したがけ崩れに巻き込まれた（３名死亡 12 名負傷）

地震の 10 日後に降雨により石垣が崩壊した。

地震の２日後に水道の漏水が緩んだ地盤に浸透して斜面が崩壊した。

6：50 に発生した崩壊で６名生き埋め（うち３名救出）。その後作業中に上
方山腹に亀裂を発見→撤退。９時頃大規模に崩壊（二次的な被害は無し）。

6：45 頃に発生した崖崩れによる行方不明者救助活動中の消防職団員等 60
名が 10：55 頃に発生した大規模な崩壊に巻き込まれる。
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二次災害の事例及び土砂災害が遅れて発生した事例５）～ 11）

初めの現象

表１
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３．危険性評価に関する考察

の列の通り整理できるであろう。

3.1 過去の二次災害関連事例

なお、前兆をとらえて危険地域から退避するという安全管

表１に、土砂災害による二次災害及び土砂災害が発生した

理方法については、安全に退避できるだけの時間が確保さ

後に再度土砂災害現象が発生した事例をまとめた。これら

れることが必要である。2007 年宮城県白石市において、地

の事例から、特に、崩壊後の地すべりや地震後の降水によ

すべりが移動している状況で、道路法面が崩壊したという情

る崩壊の危険性が高いといえる。つまり、降雨により発生し

報の確認に出動した消防団員３名が、地すべりと共に数十

た崩壊地に接近する場合には、その周辺に地すべりの活動

ｍ移動するという事例があった。深い地すべりで地表の変

がないかという確認、地下水の移動によって崩壊が発生する

形が小さかったことから３名とも無事であったが、この体験

おそれへの配慮及び洪水や土石流の後に再度土石流が発生

をされた男性は「おかしいと気づいたときには安全な場所に

するおそれへの配慮が必要であり、地震による崩壊の場合

は逃げ切れなかった」と語っている。危険な斜面と隊員の距

には、特にその後の降雨に対する配慮が必要であることが

離、斜面の傾斜、土の摩擦強度及び崖からの距離から見込

分かる。

まれる土砂の速さ（但し、現時点では、土の物性及び地盤

3.2 土砂災害が発生した斜面周辺で数日程度の期間で再

内の水圧によって決定される土の摩擦強度を活動時に簡便

度現象が発生する機構と着眼点

に見積もる方法は確立されていないため、どの程度と評価す

山間地で発生する土砂災害は、全ての災害現象が認知さ

るか議論の余地がある。住宅が立地するような傾斜地の土

れているとは限らないことから、理論的に遅れて発生しうる

石流では秒速 10 ｍ程度が目安となろう。）及び隊員と安全と

現象も考慮しておく必要がある。3.1 で挙げた事例について

判断できる待避場所までの距離を考慮する必要がある。

その機構について検討すると、次のように言える。そもそも
強い地震動、強い降雨による地下水流動或いは降雨や融雪

４．まとめ

などによる高い地下水圧によって当初の土砂災害が発生した
が、残された斜面の形状はその時点では、これら強い地震動、

2014 年８月 20 日に広島市で発生した土砂災害による殉職
事案の災害現場及び広島市内で降雨停止後に発生した斜面

強い地下水流動又は高い地下水圧という外力に対して強度

崩壊事例についてその地形・地質的特徴を調査し、地下水

を発揮して形状が保存されたのであるから、それが流動す

の流れによる遅れに起因して降雨停止後時間が経ってから崩

る条件としては、それぞれの外力を上回る外力を再び受ける、

壊したものと想像された。可部東六丁目では時間差をおいて

当初の現象後に強度を失う、すでに当初の現象で破壊条件

複数回の土石流の襲来を受けた痕跡が複数見られ、豪雨時

は満たされており斜面が徐々に滑り出している、のいずれか

の土砂災害対応において、遅れて発生する現象に対する警

の機構が働く必要がある。これらの機構に結びつく土又は

戒が不可欠であることが分かった。過去の土砂災害に関する

地盤の強度に関する性質又は条件を表２に示した。これら

二次災害事例及び遅れて土砂移動が発生した事例を整理し、

の挙動がある地盤或いは挙動を満たす条件が生じた場合に

警戒の着眼点について、まとめた。今後、多くの事例を集め

二次的な破壊が発生するおそれがあると言える。さらに、こ

てさらに漏れの無いようにしていく必要がある。なお、本稿

れらの発生機構を生じさせる性質や条件について何に着目

では、応急対応活動が行われることの多い１週間程度の遅

すれば良いかについて、着目すべき警戒対象を表の一番右

れまでを扱い、長期的な風化などは考慮しなかった。また、

表２
崩壊を一旦生き残った斜面が
その後に崩壊する機構
強度が落ちる

力の向きや大きさが変わる

材料の時間依存

崩壊後の斜面が遅れて崩壊する機構と警戒の着眼点
土又は地盤材料の挙動

警戒の着眼点

吸水膨潤

膨潤性粘土の存在の有無

スレーキング（乾燥／湿潤を繰り返す
と強度を失う挙動）

スレーキング性の地質有無

地下水の斜面下方への流動

地下水の湧出しの変化、地形的な特徴
（注意：いずれも必ずあるとは限らない）

地下水の浸透（圧力変動）

地すべり・深層崩壊の素因の有無

乾燥（サクション減）

地表状態（乾燥度合い）

凍結破砕

地表状態（温度変化）

余震・降雨

震度（但し事後）、雨量

粘土の塑性変形

高塑性粘土の存在の有無、地すべり変動

人工物の塑性（遅延弾性）変形

アスファルト、鉄骨や樹木の根などの有無
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現象の理解及び行政対応の迅速化が進んでいることから、
本稿では検討の対象とはしなかったが、土砂災害後の二次
災害要因としては極めて危険な土砂ダムの決壊に伴う土石流
についても警戒が必要であることを申し添える。
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Factors Affecting Landslides Occurred after Rainfall in Hiroshima City on
August 20, 2014, and Safety
Management during Emergency Response against Landslide

（Abstract）
Kiminori Araiba, Shoji Doshida, and Hitomu Saiki

（Accepted August 25, 2016）

Many landslides were occurred by heavy rainfall in Hiroshima on 20th August, 2014 and a firefighter was
killed by debris flow during rescue activity in the area having affected by previous debris flow. Another slope
failed about two hours after rainfall stopped. Geological and geomorphological features of these two landslides
were investigated. We also gathered information of past cases of secondary collapse of slopes and discussed their
mechanisms and viewpoints in the caution for each of them.
Two cases of Hiroshima is considered to have been delayed by slow movement of ground water. Information
of past records of secondary collapse of slopes reveals that large landslide following surface slope failure caused
by rainfall, delayed failure of slope after rainfall caused by slow groundwater flow and rainfall induced landslides
in the slope having been damaged by the earthquake. Mechanisms for these delayed landslide were discussed and
viewpoints for them are proposed.
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技術報告

2016 年熊本地震時の土砂災害現場における技術支援
新井場公徳、土志田正二、尾川義雄
（平成 28 年 8 月 26 日

受理）

2016 年熊本地震時に発生した土砂災害の現場で行った、危険性管理に関する技術支援において、そ
の判断の根拠となった事象及び考え方について報告し、土砂災害後の危険性管理の枠組みについて検討
した。技術支援においては、発生した土砂災害の地質、地形、力学に関する包括的な理解、今後発生し
うる現象のリストアップ、各現象の発生危険性及び影響度合いの評価及び危険性回避方法などの提案を
３つの捜索救助活動現場で行った。また、115 ミリの連続降雨の後に活動を再開できるかについての調
査及び評価の内容について記述した。今回及び過去の技術支援の経験を踏まえ、危険性管理のための枠
組みを考察した。

１．はじめに

４月 16 日午後に福岡市消防局航空隊基地に到着した際

本稿では、2016 年４月に発生した熊本地震により発生し

には、土砂災害による行方不明者の捜索が行われている場

た土砂災害現場における捜索救助活動に対して消防研究セ

所については詳しい情報が無く、現地入りの航路では、そ

ンター（以下「消防研」という。）が行った危険性管理に係

のときに把握出来ていた阿蘇大橋の崩壊地を調査し、外輪

る技術支援の内容を報告する。

山にそって一周して概要を把握したのみであった。もし、こ

土砂災害に対する応急対応活動において技術的な知見を
考慮した活動のあり方に関する検討は、萌芽的なものがある
が、概括的な考え方の提示に止まり、どのように実現

１）～３）

のときに個別の活動現場の場所が分かれば、個別に上空か
らの詳細な偵察が可能であった。
2.1 南阿蘇村河陽 5280 の災害

していくかなど、分析的な検討を進めていく余地が多く残さ

図２及び 図３に南阿 蘇 村 河陽 5280 にの京都大 学火山

れている。また、神戸市消防局による土砂災害対応の標準

研究施設（以下「火山研」という。）のある丘（以下「河陽

化の検討４）など、消防活動の現場において対応のあり方を

5280」という。）で発生した土砂災害を示す。丘陵が幅約

整備するというニーズが存在しており、当該検討の深化が求

150 ｍ以上にわたり崩壊し、図にＡ、Ｂ、Ｃで示す３方向に

められている。
筆者等はこれまで、土砂災害への対応現場において技
術支援を実施してきた５）～７）。このような応急対応活動にお
いては、時間、人、機材（手段）の制約により、情報が十
分にそろわなくても活動を開始する必要があるという現実的
な要請があり、特に土砂災害においては不可視の地盤内の
情報を得にくいことから、一定の手続き（例えばマニュアル）
を定めることは現時点では困難である。本報告では、熊本
地震時の技術支援において、技術的判断の基となった情報
と考え方を報告し、考え方の枠組みを検討する。
２．捜索救助活動の場となった南阿蘇村内における土砂災害
南阿蘇村において捜索救助活動が実施された主な土砂災
害の発生地点を図１に示す。また、消防研の実施した技術

図１

南阿蘇村内の捜索救助活動が行われた土砂災害の

分布

支援の時系列を末尾の付表に記す。
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流下した。Ｓの周辺には住宅地があり、矢印の先が活動現

では、斜面が幅約 20 ｍに渡って崩壊し（図７）、家屋２棟が倒

場となった。高さ約 10 ｍの滑落崖の背後斜面には亀裂が多

壊し（図８）３棟が移動した。滑落崖の高さは約４ｍ、滑落崖

数生じており（口絵写真）、斜面の等高線に斜行するものも

から建ったまま移動した家屋の屋根（図７下部）までは約 200

あり、火山研の建物周辺にまで及んでいた。Ａの中流部に

ｍであった。

は西向きに傾斜した平滑な白色の面が見られ（図４）、その

崩壊地内に平滑な面が確認でき、発生機構は高野台をおそっ

傾斜は 10 ～ 12°であった。その土砂の一部がＳの住宅地

たものと同様と見られた。この崩壊では住宅の他レストランが

へ到達し４棟を押し流し埋没した（ほか２棟が移動）
（図５）。 被災し、16 日夕刻時点では１名と連絡が取れないとされていた
４月 17 日午後及び 20 日午前に踏査を行い、高野台周辺 （その後、所在確認）。この場所では土砂が斜面に残っていて
の土砂の堆積及び流動の状況、滑落崖に表れた地質（図６） 家屋を押しており、土砂を掘削する場合には土砂の押し出しが
及びその後背斜面の亀裂の観察、Ｂ及びＣの土砂の先端部
の位置の確認をした。なお、捜索救助活動において堆積土
砂を掘削中に地中から水が継続的に湧き出してきた。但し、
自然の地下水であったか、住宅又は宅地内の水道水である
かは不明である。
2.2 「長陽の丘」
河陽 5280 の丘陵では北西及び北側でも火山灰中に崩壊
が発生していた。このうち
「長陽の丘」と呼ばれる場所
（図３Ｔ）

図２

図４ 流走部に露出した白い平滑な面（上）
とその拡大（下）

河陽 5280 周辺の土砂災害（４月 16 日）

図３ 河陽 5280 周辺の土砂災害。Ｓ：高野台の捜索現場、
Ｔ：
「長陽の丘」の災害現場。国土地理院「地理院地図」
を用いて作成

図５

高野台の被害の状況。白色ロープで流失前の家屋

位置が示されている
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懸念された。なお、また聞きではあるが、この現場に発災

2.4 阿蘇大橋

直後に入った自衛隊員が
「水が大量に湧き出している」と語っ

立野地区では大規模な崩壊（図 11、図 12）により、国

たと聞いている（４月 17 日 15 時時点には流水はなかった）。
2.3 南阿蘇村河陽 2064
河陽 2064 では、国道 325 号線脇の斜面が幅約 30 ｍに
わたり崩壊し（図９）、道路の反対側の民家の軒先まで堆積
した。近くの住民によれば、県道 149 号線の交差点南側で
信号待ちしていたトラックの運転手が、地震の直前に国道を
西向きに通り過ぎた車両を見たが、崩壊に巻き込まれてし
まったかも知れないと話していた、とのことであった。滑落
崖（図 10）の高さは３～４ｍ、幅はレーザー距離計を用いて
測定した滑落崖から土砂先端までの距離は 77.3 ｍ，比高は
18.1 ｍであった。滑落崖の上方斜面には、表土の乱れがあり、
亀裂又は緩みの表れと判断した。住民の話では、発生直後
には水は流れていなかったとのことであった。
図８ 「長陽の丘」の倒壊家屋

図６

滑落崖に表れた地質。黒色及び褐色の火山堆積物

が主で、下部に白色の層（風化凝灰岩？）
図９

河陽 2064 の状況（４月 18 日午後）

図７ 「長陽の丘」の災害。2016 年７月 27 日に無人航空
機（「ドローン」）を用いて撮影

図 10
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道 57 号線が破壊され、接続する阿蘇大橋が崩落した。崩

2.6 長野 1873

壊は丘陵の中腹で発生しており、16 日の航空偵察時に上

ペンションが崩 壊に巻き込まれ、２名が亡くなった（図

部に亀裂が残っていることは確認していた。16 日夜の阿蘇

17）。被災した方の宿泊していたペンション名から「火の鳥」

地域振興局における調整会議において県林務部から、幅約
350 ｍ、長さ約 700 ｍで、比高は約 350 ～ 400 ｍ程度と見
られるとの情報提供があった。18 日朝に緊急消防援助隊
広島県隊に同行して現地へ入ったところ、上部斜面では崩
壊面及び堆積物の構成を見ても岩盤が崩落しているほか、
国道が通っていた地盤も崩壊を生じていた（図 12 右下）。
周辺では河岸が両岸とも崩壊しており（図 13）、また、その
上の平坦面にも著しい亀裂と傾動が見られた（図 14）。
2.5 立野新所
立野新所地区では丘陵が幅約 90 ｍにわたって崩壊し、
発電施設（貯水槽及び配管）の損傷が生じており（図 15）、
斜面下方の集落に泥状の堆積物が溜まっていた（図 16）。
17 日９時の段階で流水はなかった。16 日夕刻時点では、２
名死亡１名行方不明ということであった（その後死者３名に
訂正された）。

図 11

立野の崩壊の上部斜面の状況（４月 16 日午後）

図 12

立野の崩壊地内の状況

図 13

立野地区の河岸の崩壊

図 14

立野地区の河岸の変状

図 15
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の災害現場と呼ばれた。

であり、滑落崖では表面にクロボク、下部に火山灰土が見ら
れ、表層の固結度の低い火山灰土
（スコップでは掘削が困難）

３．危険性の評価

が堆積しており、土質的にはほぼ均質とみて良さそうである

土砂災害は、土砂の衝撃及び土／水の圧力による致命性

と考えた。

の高い災害であり、救命のために迅速な救助が必要である

いずれの発生箇所も滑落崖の上部斜面には亀裂が残って

一方、繰り返して発生するおそれが高いことから、慎重な対

おり、強い振動による影響があったものと想像される。その

処が必要である。消防研では、これまでの経験を踏まえ、

後余震が度々発生しているが、二次的な崩落が生じた明瞭

おおよそ次のような手順で危険性評価を実施した。

な痕跡は見つからなかった。また、崩壊面からの水の流出は、

①発生した現象を可能な範囲で理解する。

河陽 5280 については 17 日午後、河陽 2064 については 18

・発生場所の特徴

日午後には、いずれも見られなかった。

・流送の特徴

図 18 にアメダス南阿蘇における 2016 年４月の日雨量を示

・被害要因の把握

す。現地では携帯電話の通信状況が極めて悪かったが、か

②次に起きうる現象のリストアップ

ろうじて通じた際に、アメダスのデータを閲覧でき、役に立っ

③各現象の発生危険性の評価

た。先行雨量の影響は定かではないが、火山地域であるこ

④各現象の危険性回避方法などの提案

とを考慮すると、地下水は土層中に豊富に含まれていたと想

3.1 発生した現象の総括的な理解

像され、それが流送に影響を与えたことが考えられる。GPS

阿蘇大橋及び立野新所を除き、地質は火山からの噴出物

（Apple iPhone ５）及びレーザー距離計を用いて現地で計
測した流動土砂の長さ及び比高を表１にまとめた。住民の話
から河陽 2064 では地下水の関与がないことがほぼ明らかで
あり、その条件下における流動範囲の目安になると考えた。
河陽 5280 では流動方向によって差があった。西方向に流
れたＡは現地では測定していないが、明らかに他の２方向よ
り長距離流動しており、見かけの摩擦角はさらに低いと想像
される。この差は、現地で観察された西傾斜の平滑な面の
存在の影響を受けていると考えられた。

図 16 立野新所の土砂の堆積状況

図 18 南阿蘇における４月の日雨量
表１

土砂災害のサイズ及び見かけの摩擦角

流下方向

流送長

比高
不明

同陽 5280 Ａ

図 17

長野 1873 の災害。2016 年７月 28 日に無人航空

見かけの摩擦角

同

Ｂ

450m

50m

6. 3°

同

Ｃ

300m

40m

7. 6°

同滑落崖〜サイト

300m

45m

8. 5°

河陽 2064

77.3m

18.1m

13. 2°

機（「ドローン」）を用いて撮影
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以上の結果から、これらの崩壊は、震源断層近傍の強い
振動によって火山灰土層が破壊されて発生したもので、その
流送距離は地下水及び地下構造の影響を受けていると考え

①退避方向は林内としたいがどうか（適当である。）
②家屋の元の位置からみてどのあたりに要救助者がいそうか
（分からない。）

られた。特に、間隙の大きな土層がせん断される際に過剰

③掘削は元の地盤までする必要があるか（必要がある。）

間隙水圧が発生して見かけの摩擦角が低くなる現象８）が発

④土砂の流れの方向に向かって掘削したいがどうか（適当で

生したものと想像された。

ある。）

いずれの現場も、数日で強度が落ちるような地質ではな

さらに、02：30 頃には掘削面から水が出てきたが安定

いこと、高い塑性を持つような粘土は見られないこと及び地

性に懸念があるか、という質問を兵庫県隊から受けた。元

すべり的な地形は見られないことから、部分的な剥落や転

の地盤面と思われる深さから水が継続的に湧き出す状況で

倒はあり得ても斜面が大規模に再度崩落するおそれは極め

あった（図 20）。土砂が流走した際にすべり面に集まった間

て低いと評価した。但し、本震よりも強い地震動に襲われ

隙水又は家屋や基礎内の水道の水のいずれかが考えられ

た場合又は亀裂に地下水が浸透し間隙水圧として作用する

たが、どちらとも判別はつかなかった。いずれの場合でも、

ような量の降雨があった場合には、斜面が再度崩落するお

すべる力を減じる方向の現象であることから、安定性は向上

それはあるものと考えられた。また、長陽の丘や河陽 5280

すると評価した（但し、ぬかるみを生じて作業性は著しく低

の図２Ｂ及びＣの土砂は斜面に厚く堆積している状況から、

下した）。

降雨時に地すべりとして滑動することが強く懸念された。

その後、降雨が始まり、暴風警報が出されたことからこの

3.2 高野台における危険性評価

日の活動は停止された。

河陽高野台では 17 日朝の段階で行方不明者が４名又は
５名とされていた。17 日午後に緊急消防援助隊山口県隊に
同行して現地入りし、次のことを観察し、
（

）内のとおり

評価した。
①【何が起きたか】図２Ｓ周辺の堆積土砂は、丘陵が崩壊し
て流走してきた土砂うち、本流ではなくその一部が溢れる
ように流れてきたものである（この地点での流速は低かっ
たはずである）。
②【サイトの安定性】土砂は火山灰のブロックを主体とし、
二次的な変形などは見られない（堆積した状態で降雨が
なければ安定している）。
③【災害の拡大危険】崩落した斜面の上部には亀裂が多数
発生（図 19）している（本震時よりも強い振動を受けた
場合には崩落するおそれがある）。
図 19 崩壊の源頭部の状況。矢印先は高野台

④【二次災害シナリオ】初めの崩落の本流が流れた谷部に
は西向きに傾斜した平滑な面がある（万一、再度崩落した
場合、土砂は、谷部を西向きに流れ、住宅地には到達す
るおそれは低い）。
⑤【二次災害対策】亀裂のある斜面から住宅地まで約 300
ｍある（土砂の速度を速めに見積もって毎秒 10 ｍとすると
30 秒の余裕がある）。
以上のことから、住宅地内での活動は危険性が低いこと
及び亀裂のある丘陵を監視し、異常発生時には道路方面へ
退避するのが適当であると考えた。
４月 20 日の夜間活動時にもこの現場で技術支援を行っ
た。このとき、雨が予報されていたため、斜面に水がしみこ
むことによる崩落の危険性の増加及び足元がぬかるむこと
による万一の際の離脱困難さの増加の観点から、連続雨量
５mm での作業停止を提案した。また、活動中には各隊の

図 20

兵庫県隊の活動中に掘削面から水が湧き出してき

た状況（水で濡れた土が光っている）

隊員から次の質問を受け、
（）内の通り回答した。
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図 21 に災害から３ヶ月（梅雨明け後）の高野台の状況を

がったような痕跡（図 24）が見られ、斜面に緩みが生じ

示す。捜索救助活動は、住宅地図を活用しながら、元々の

ているおそれはある。但し樹木の傾斜などはなく、表面

家屋のあった段（図の①）から始まり、段階的に下の段（②

だけとみられる。崩落面は２～３ｍ程度であり万一表面が

→③）へと展開していった。

崩落しても道路に影響はほとんど無い。

3.3 河陽 2064 サイトにおける危険性評価

④
【二次災害シナリオ】特段見当たらないが、救助中隊長より、

住民の話に基づき18 日午前より大阪府隊が活動しており、

重機による土砂排除が民家に近づいた際に、変状の出て

この活動の支援を求められた。15 時過ぎの到着時には自衛

いる石垣が崩落するおそれが気になるとの指摘があった。

隊と協力した作業が既に進行していたが、調査を行い、次

⑤【二次災害対策】考えにくいが丘陵が深くすべることを警

のことを観察し、
（

）内のとおり評価した。

戒して樹木の傾きや崩壊面の変状を目視観測する。石垣

①【何が起きたか】道路脇の火山灰からなる緩傾斜の斜面

の変状を監視する。

が高さ 18.1 ｍ幅約 30 ｍにわたり崩壊し、土砂の先端は

石垣の変 状監視として、亀裂５箇所にマークを入れ、

77.3 ｍまで到達した。土塊は塊として堆積している。地下

その開きの計測を、当初は 40 分間隔で、その後変化が

水が湧いた形跡は見られない。
（再崩壊する要因として地

ないことから２時間程度ごとに行った（図 25）。また、落

下水の関与は考慮しなくてよい）

石を全てマークし、新しい落石が生じていないかの確認

②
【サイトの安定性】堆積した土砂はブロック状で堅固であり、

を同時に行った。余震の発生及び重機の石垣への接近の

降雨がなければ安定している。民家の裏の石垣に変状が

後も、いずれも変化はなかった。

生じている（図 22、23）が、累積している様子はない。

大阪府隊は夜間まで活動を行った（図 26）が、20：42

③【災害の拡大危険】斜面内には亀裂或いは土砂が跳ね上

図 21

頃の余震を受け夜間活動の停止が決定され、19 日朝再

2016 年７月 29 日に無人航空機（「ドローン」）を

図 23 河陽 2064 サイトの石垣の上の地盤の亀裂

用いて撮影した高野台

図 24

河陽 2064 の上部斜面に見られた地表の変状（矢

印の間の色の濃い部分）

図 22 河陽 2064 サイトの石垣の変状
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開し、16：50 に土砂を全て排除し要救助者のいないこと

27）、河岸は両岸が崩壊。国道 57 号線は長さ約 230 ｍ

を確認して、このサイトにおける捜索救助活動は完了した。

にわたって崩落し、その両脇には山腹崩壊の岩石が堆積

3.4 阿蘇大橋周辺における危険性評価

している。
（一体の斜面は緩んでいる。）

4 月 18 日（広島県隊による活動）及び 20 日午後（岡山

②【崩壊地内の安定性】道路上に岩石が堆積している範囲

県隊、熊本県警隊、九州地方整備局（無人重機）及び熊本

は、崩壊の衝撃を耐えた地盤であり安定とみられるが、

県建設業協会（ダンプ、重機）の連携活動）の活動につい

河川側は崩壊（図 28）し緩んでいる。
（余震時に拡大す

て同行して現地の危険性評価を行った。次の通りの評価及
び助言を行った。

るおそれがある。）
③【災害の拡大危険】上部には亀裂があり、地震時には崩

①【何が起きたか】周辺は河川側に傾く開口亀裂が多く（図

落するおそれは低いがある。ただし丘陵の残りの高さはそ
れほど高くない。
（落ちうる土量は大きくない）。
④【二次災害シナリオ】本震及び余震に耐えていることから
蓋然性は極めて低いが余震にともない亀裂の残る山腹が
崩落することが考えられ、その場合、土砂の大部分は斜
面上に止まると見られるが、破片が国道のあった場所まで
到達するおそれはある。河岸は緩んでおり、余震、地下
水の流れ或いは乾燥による強度低下によって一部が崩壊
するおそれがあり、これは蓋然性が高いとみられる。

図 25 石垣の亀裂の測定点の一つ

図 27 立野大橋付近の道路の開口亀裂

図 28 立野大橋の崩壊による道路基礎の損傷

図 26 河陽 2064 における活動
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⑤【二次災害対策】崩壊地内に入る場合は、万一の山腹の

れたことから、22 日朝に上空からの調査を行う事を提案し、

再崩壊に備え、斜面を道路上から監視する。道路の河川

実施が決まった。そこで、21 日のうちにそれまでの調査結

側は崩落のおそれがあるためなるべく近づかない。河床

果を整理し、写真を再確認した上で、表２の通りの調査す

は両方の河岸に崩壊のおそれがあり、かつ、待避場所が

べき項目を作成した。これは、時間に追われがちな上空か

無く、立ち入りは困難である。

らの調査において確認漏れがないようにするために作成し

なお、この崩壊地では４月 20 日に、岡山県隊、熊本県警、

た。

九州地整及び熊本県建設業協会が連携して、無人重機を

22 日朝、福岡市消防局航空隊のヘリにより調査を行い、

活用した道路上の土砂内の捜索救助活動が実施された（図

大きな雨量にもかかわらず、移動・変状が無いことを確認し
（図

29、30）。

31）、二次的な崩落の恐れは極めて低いと判断した。表２の

3.5

項目のうち上空からは確認できなかった現場の表面状態に

高野台サイトにおける降雨後の活動再開に関する危

険性評価

ついては、大阪府隊長と共に現地で確認した（結果は「ルー

4 月 21 日には未明から本格的な降雨があり、総降雨量は

トを選べば移動は可能」）。

100 ミリを超えた。この降雨の間、亀裂への雨の浸透を懸

強い地震の発生も考えられることから、万一の二次崩落

念して活動は中止された。22 日には雨が上がることが予報

に備え、次のように危険性を管理することを提示した。降

されていたことから、21 日中より各方面から、活動の再開

雨後であり、透水性が低いとみられる白い面の存在からも、

の判断方法について問い合わせがあった。地震後初めての

万一崩落が発生した場合には長距離流動して高野台サイト

まとまった降雨であり、状況が大きく変化することも考えら

に崩壊土砂が一部到達するおそれがあると言える。滑落崖

図 29 無人重機の導入前に音響探査を実施する岡山県隊

図 31 上空からの偵察時の高野台と崩壊源頭部

図 30 無人重機による掘削状況

図 32 河道閉塞箇所（矢印先が湛水部）
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から活動地点まで約 300 ｍで、秒速 10 ｍで運動しても 30
秒かかることから、滑落崖を監視し、万一崩壊した場合に
は丘陵の影に退避することとした。また、活動地点に地震
警報器を設置し掘削面の崩落に備えた。
なお、この他に、活動地点へのアプローチで通過する濁
川について、上流に小規模な河道閉塞（流水は田畑を迂回
して流下、図 32）があり、万一の土砂流出も考えられるこ
とから、橋梁では立ち止まらないこととした（図 33）。以上
の評価を踏まえ、大阪府隊及び沖縄県隊による活動が再開
された（図 34、35）。また、自衛隊第 13 旅団、熊本県警
及び警視庁隊に調査結果及び評価を伝達した。
図 33 高野台における危険性評価を地図上に表現したもの

図 34 崩壊面を監視する大阪府隊員
表２

上空からの調査時にチェックした項目及び結果

観点

①火山研の丘の亀裂の安定性

②今後丘が再崩壊した場合の
サイトへの影響

③サイト周辺地盤の安定性

④アプローチの安定性

図 35 地震警報器の設置状況（流失家屋の基礎）

チェック項目

結果

開口亀裂の度合い（降雨前の写真と比較）

変化無し

雨で落ちた土塊の方向

落ちていない

水の濁り方

地表水無し

丘陵の新しい変形の有無

見られない

距離と方向

距離と角度を計算
影響は軽微と算出

雨で落ちた土塊の距離

落ちていない（再掲）

地表水の流れの方向

地表水無し

元々落ちていた土塊の移動の有無と距離

顕著な異動は無い

サイト周辺の新しい亀裂等の発生

見られない

表面の状態

分からない（地表で確認）

新たな倒木の発生状況

見られない

自衛隊が開削した通行路の変状

見られない

Ｃの土塊の再移動の有無

先端位置変化無し

Ｂの土塊の再移動の有無

先端位置変化無し

濁流上流の河道閉塞の位置、規模

１箇所あり。小規模。流路あり。
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４．考察

ある。安全性の確保及び有人航空機への配慮が必要である

4.1 危険性の評価の枠組み及びその情報収集

が、応急対応時にも有効であると考えられる。

応急対応時には活動範囲での安全が必要であり、例えば
斜面が小規模に壊れるおそれが高くともその土砂が活動地

５．おわりに

点に影響がないものであれば、大きな警戒を必要とはしな

土砂災害は、土砂による衝撃並びに土圧及び水による窒

い。そこで、活動に影響を与えるような土砂移動現象の場所

息のおそれがあり、致命性が高い。そのため、安全性及び

と規模に着目すると、警戒を必要とする現象は、既に崩壊し

活動方針について迅速な判断が必要であるが、必然的に「そ

た斜面の再崩壊、堆積土砂の移動、サイト周辺の掘削場所の

のときある材料で判断する」こととなる。地下は見えないため、

崩壊及びアプローチの危険性（土砂ダム問題が典型）があげ

必ず情報不足があり、不確実性が残る。今回の活動を通じ

られる。危険性評価ではこれらのそれぞれについてその可能

て、不確実な中でもより安全な活動となるよう、現地での着

性、影響範囲及び対策を検討する必要がある（表３）。土砂

目点及び考え方を整理し、現場でどのようにそれらを知るか

災害地における危険性管理は、このような考え方で実施する

について技術を追求していく必要があることを感じた。また、

ことが有効であると考えられる。

土砂の上の移動や土砂の排除は極めて困難であり、活動は

これらの因子について情報を得る為には、現場で見つけ

長期化することが多いことから、
「次を見据えた情報収集・分

る、文献で調べる、知っている機関（人）を見つけるという方

析」と「軽快な監視器具」が必要であった。今後、継続して

法があり、状況や時間帯に適した方法を選択する必要があ

研究開発を進めていきたい。

る。例えば、表２の一番下の項目は、サイトへのアプローチで

各現場において、
多くの隊員から
「これはこう考えたら良いか」

通過する濁川橋の上流に土砂ダムがあるとの情報が消防庁

「こうしたらより良いか」等の様々な質疑があった。土砂災害と

危機管理センターより離陸直前に届いたことから付け加えた

いう特殊な現場において、状況の把握及び状況の打破を目

ものである。偵察時に濁川上流まで渓流ぞいに飛行して頂

指そうとするものであって、各隊員の士気の高さを感じた。わ

き、降機後には南阿蘇村久木野庁舎に駐在していたテック

が国ではどこで土砂災害が起きてもおかしくないことから、今

フォース隊員へ情報提供を依頼した（その後、熊本県職員よ

回の活動について経験が共有されることが望まれる。

り迅速且つ的確な情報提供を電話で受けた。）。土砂ダムの
崩壊による土石流の発生は土砂災害後に起きうる二次災害

謝辞

として特に注意すべき事であり、情報が広く現場まで共有さ

食料・水を分けて下さった方々、移動手段を提供して下さっ

れたことは極めて高く評価できる。このような取組が継続さ

た方々、有益な情報を下さった方々にお礼申し上げます。また、

れることを期待したい。

活動にあたり、消防庁七條勇佑、今西亨、馬場誠一郎、鈴

また、本報告の中で７月末に実施した調査時に無人航空
機（いわゆる「ドローン」）で取得した画像を３つ用いたが、

木健の各氏並びに消防研究センター西晴樹及び徳武皓也の
両氏にお世話になった。

一定の距離内であれば「どのような現象が起きたか」
「何が
どこにあるか」など全体像を把握するのには極めて有効で
表３

げます。

土砂災害の危険性評価の対象となる現象

と影響因子及び対策
発生しうる事
象

末筆ながら、被災された方々に心よりのお見舞いを申し上

可能性に影響
を与える因子

引用文献
影響度合いに影
響を与える因子

軽減策の候補

斜面の再崩壊 亀裂の規模
地形
土質
余震
地下水

地形
土質
流走域の地下水
距離

活動制限
監視一退避

堆積している 地形
土砂の移動
土質
地下水
余震

土砂量
土質
地下水

活動制限
監視一退避
地震警報器等

サイ
ト周辺の堀 地形
削箇所の崩壊 土質
余震
地下水

地形
土質
作業状況

活動制限
監視一活動制限
亀裂計・傾斜計
等

アプローチの
危険

地形

地形
土砂ダム

１）Swedish Civil Contingencies Agency: Response
Guidelines for Landslides (ver.2.0), p.59, 2013（http://
www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27282.pdf）
２）David Petley: Rescuring people from landslides, p.46,

情報収集
活動制限
（監視一退避）

2012
３） 消 防 庁：救 助 技 術 の高 度化 等 検 討 会 報 告 書、2015
（http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h26/
dosya_kyujyo/05/houkokusyo.pdf）
４）村上圭、松上倫也：土砂災害時における災害対応の標
準化、都市政策、第 164 号、pp. 63-68, 2016.
５）消防研究所：斜面崩壊現場の二次崩壊危険度予測手
法に関する研究報告書、p.59, 2006.
６）新井場公徳、吉原浩：2006 年７月岡谷市湊地区土石流
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災害対応への技術支援について、消防科学と情報、No.

て、消防研究所報告、No.106、pp. 6-16, 2009

87、pp. 44-51、2007

８）佐々恭二、李宗學：高速リングせん断試験機による地す

７）新井場公徳、田村裕之、杉井完治、喜多洋樹：岩手・

べり運動時の見かけの摩擦角の測定、地すべり、Vol. 30、

宮城内陸地震における斜面災害地での技術支援につい
付表

No. 1、pp.1-10、1993
活動の時系列

2016 年４月 14 日
21：26 熊本地方を震源とする地震（M6.5）（益城町で震度７）
2016 年４月 16 日
01：25 熊本地方を震源とする地震（M7.3）（西原村及び益城町で震度７。南阿蘇村河陽は震度６強）
14：57 福岡空港離陸（福岡市消防局航空隊）。状況調査
15：55 阿蘇医療センター着陸
16：05 阿蘇広域消防本部中部署到着。情報収集、調整会議
2016 年４月 17 日
07：20 南阿蘇村久木野庁舎。調整会議
09：30 久木野庁舎発
13：30 河陽地区着（山口県隊に同行）
。河陽高野台、河陽 5280 及び「長陽の丘」調査。危険度評価を山口県隊長に
伝達
16：50 活動終了
18：05 阿蘇地域振興局着。情報収集、調整会議
2016 年４月 18 日
07：25 阿蘇広域消防本部南部分署発（広島県隊に同行）
09：22 阿蘇立野病院前着。立野地区及び立野新所地区調査。危険度評価を広島県隊長に伝達
13：15 立野地区発
15：15 河陽 2064 着。大阪府隊指揮隊と協議、調査開始
15：40 調査終了、危険度評価を大阪府隊指揮隊に伝達
17：20 大阪府隊指揮隊より依頼「下流の家屋側の安定性如何」調査開始
17：36 調査終了、報告
18：40 石垣の変状の監視測定開始
20：42 余震。地震警報器に基づき緊急待避。変状なくけが等なし。
21：30 石垣に変状無しを確認。
21：50 大阪府隊本日撤退との判断。消防研活動終了。
2016 年４月 19 日
08：00 河陽 2064 着。全体調査、変状無し。石垣の監視点を追加設置。
13：20 大阪府隊より安全監視員の配置について助言を求められる。
16：50 活動終了。行方不明者発見されず。
18：40 阿蘇地域振興局到着。調整会議
2016 年４月 20 日
06：30 河陽高野台着。家屋の位置等被災状況調査
08：10 河陽高野台調査終了。他方面（図２Ｂ及びＣ）の土砂の流動状況調査
11：00 消防庁より立野地区における活動への転戦の指示
12：00 阿蘇地域振興局着。同局へ降雨時には図２Ｃ方面の土砂の再活動の恐れがあり、住宅地が近いことを指摘（そ
の後、避難指示が発出とのこと）
13：35 立野地区到着。岡山県隊と合流。岡山県隊長に 18 日の調査の結果を伝達。
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付表 （続き）
14：30 岡山県隊が音響探査実施。応答なし。
14：42 無人重機（九州地整）による土砂排除開始
16：04 地震警報器作動、緊急特選。（震度４相当、異常なし）
16：15 岡山県隊に活動終了の指示。消防研現場発
17：55 振興局着。調整会議。河陽高野台における夜間作業への技術支援の要請。
20：00 振興局発
20：40 高野台着。京都府隊へ説明。その後現場待機
22：15 大阪府隊へ説明
24：00 兵庫県隊に説明。質疑が多い
02：30 兵庫県隊より「水が出てきた」との相談。安定性には影響はないと評価
03：00 現場発（各府県隊了承済み。降雨５mm で停止が適当との基準を伝達）
2016 年４月 21 日
07：15 振興局着。降雨のため全てのサイトで捜索救助活動中止
12：00 自衛隊第 13 旅団より電話にて相談あり
午後

明日早朝に、航空偵察を実施することを提案。偵察時にチェックする項目を選定する

17：15 自衛隊第 13 旅団より電話にて相談あり
2016 年４月 22 日
宿泊場所出発前に前日の雨量を気象庁ＨＰで確認（南阿蘇村南阿蘇で 113mm、同乙姫で 127.5mm）
08：15 熊本空港（県消防防災航空隊）着
08：45 福岡市指揮支援隊長、大阪市指揮支援隊長、福岡市消防局消防航空隊隊長と打合せ。「濁川上流に土砂ダム
あり」という重要な情報が消防庁リエゾンから電話でもたらされる
09：10 航空偵察開始。前日に作成したチェックリストを活用。目立った変状無く安全上の懸念は極小
09：45 白水公園臨着場にて降機
10：00 南阿蘇村久木野庁舎着。大阪府隊、自衛隊第 13 旅団、警察部隊に調査結果を伝達。最終確認を現場でする
こととする。TEC FORCE に土砂ダム情報を依頼。
10：45 久木野庁舎発（大阪府隊指揮隊同行）。途中、TEC FORCE より土砂ダム情報の提供を受ける。ヘリでの偵
察結果と整合しており、懸念が低いことを再確認。
11：05 濁川橋を確認。停止禁止及び見張り員の設置を提案。
11：40 現場到着。異常なく危険性は低く万一の場合の回避策ありと評価。大阪府隊が活動を開始。
12：00 警視庁隊の来訪を受け情報を提供。
12：25 自衛隊第 13 旅団より指揮所への情報提供依頼（自衛隊施設大隊に同行）
13：15 同指揮所にて情報提供
14：10 現場指揮所へ戻る（自衛隊施設大隊に同行）
14：25 自衛隊現場指揮官の来訪を受け情報提供。その後現場待機
18：40 大阪府隊から福岡県隊へ入れ替え。福岡県隊長に情報提供。
19：25 現場発（福岡県隊長に同行）
20：10 阿蘇広域消防本部南部分署着。活動終了
2016 年４月 23 日
07：50 阿
 蘇広域消防本部南部分署着。北九州市指揮支援隊へ広域評価結果の図を提供。現場での支援の要請は無い
とのこと。
09：35 総理大臣視察
09：50 阿蘇広域消防本部消防長と高野台の現場視察。安全性評価について説明
11：40 現場発
12：10 南部分署着
12：30 南部分署発。全ての活動を終了（帰路へ）
― 21 ―

Report of National Research Institute of Fire and Disaster

No.121（2016）

Technical Assistance for Search and Rescue Activity in Sites Damaged
by Landslides Caused by 2016 Kumamoto Earthquake

（Abstract）
Kiminori Araiba, Shoji Doshida, and Yoshio Ogawa

（Accepted August 26, 2016）

Materials and approach used in the technical assistance concerning risk management for search and
rescue personnel in areas damaged by landslides caused by 2016 Kumamoto Earthquake are reported then the
framework of risk evaluation in the area damaged by landslide is discussed. Inclusive understanding of geological,
geomorphological and geotechnical aspects of phenomena, making a list of possible hazards, evaluation of their
possibilities and consequences and proposing countermeasures for them were done in three search and rescue
sites. Ways of investigation and consideration concerning risk evaluation after 115mm precipitation five days after
the main shock are also reported. Depending on experience of this and past technical assistances, a framework of
evaluation is proposed.
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説

防災対策と「基本的な帰属のエラー」について
野村

祐子、岸本

（平成 28 年 6 月 17 日

充生＊
受理）

東日本大震災に伴い発生した福島原子力発電所事故の教訓を、今後の防災対策に活かしていくことを
目的として、原発事故の根本的な原因であると指摘されたガバナンスの問題を理解する上で重要である
と考えられる社会心理学の主要な研究成果を紹介する。

１．はじめに

去に規制の虜であると指摘された、規制政策や事件・事故

2011 年 3 月の東日本大震災では、多様な火災が多数発生

の具体的事例の一部についても、紹介した。これら一連の

し、様々な課題に対応した新たな防災対策の導入が急務と

文献調査の結果、規制の虜を表面的に克服したとしてもな

なっている。また、災害時ではない平常時においても、経

お残る重要な問題として、以下の２点が示唆された。第一

年劣化などによる石油タンクの浮き屋根の沈没事故１）から、

に、利益相反の適切な管理などの倫理的側面からの取り

電力自由化などの社会の急速な変化への対応まで、大規模

組みによって、典型的な規制の虜、すなわち「物質的捕獲

化・多様化する災害に対策を講じる必要性が増大している。

（Materialist Capture）」を予防できたとしても、なお、公

高度成長期に建設された設備の老朽化と少子高齢化が同時

的機関の政策が外部の利益集団によって丸ごと「認知的・

に進行する中で、限られた経済的資源を有効に活用し、合

文化的」に捕獲される「非物質的捕獲（Non-materialist

理的な防災対策を選択することが、ますます強く求められ

Capture）」の危険性が存在することである４）。非物質的捕

ている。そこで本報では、前報２）に続き、ハード・ソフト両

獲は、利益集団が規制者の物の見方・考え方を次第に捕獲

面の防災対策の大前提となる、法規制等のルール作りをす

するようになるという概念である。世界金融危機の発端と

る組織や、そこでの意思決定のしくみ、すなわち適切なガバ

なった米国の金融規制緩和の原因が、
「ウォール街にとって

ナンスを備えることの難しさについて、考えてみたい。

良いことは、米国にとって良いことだ」という規制当局の思

東日本大震災で発生した原発事故は、廃炉に向けた準備
や避難住民の帰還に関する取り組みなど、今なお、多くの

い込みであったとされ、非物質的捕獲が注目を集めるように
なった４）。

人々に影響を与え続けている。武力攻撃でなく自国の科学

第二に、事件・事故などの失敗事象を安易に規制の虜と

技術が、国土の広大な面積を一瞬にして居住不能にしてし

関連づけることによって、問題が規制当局と事業者の間の関

まったという点だけを見ても、他の災害とは質的に異なる、

係に矮小化されてしまい、根本的な解決につながらないおそ

極めて衝撃的な事故であった。この原発事故を調査した国

れが存在することである５）。規制の虜という曖昧でセンセー

会東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（以下、国

ショナルな概念は、多様なイデオロギーを持つ社会の多くの

会事故調）は、事故の根本原因を「規制の虜（Regulatory

人々に広く受け入れられやすく、その結果、失敗原因として

Capture）」
（ 規制当局が事業者の
「虜」のように操られること）

可能性のある、別の妥当な説明が覆い隠され、再発防止対

と結論づけ、その背景には原子力関係者共通のマインドセッ

策が誤った方向へ導かれる危険性がある６）。これはまさに、

ト（思い込み）があったと報告している 。

「規制の虜」という概念による、社会全体を対象とした非物

３）

原発事故の教訓を今後の防災対策に活かしていくことを

質的捕獲であるとも解釈できるだろう。

目的として、著者らは前報 で、規制の虜を生み出すメカ

これら２つの問題に共通しているのは、人間の持つ心理

ニズムを説明する、規制の経済学の主要な研究成果と、最

的な傾向（バイアスや癖）が深く関与していることである。

近の詳細な事例研究の成果の一部を紹介した。また、過

行為者自身が自覚していない無意識の認知プロセスが問題

２）

東京大学公共政策大学院 / 政策ビジョン研究センター

＊

を引き起こしている場合、倫理的側面からの予防対策のみ
では、限界があると思われる。非物質的捕獲に関わる失敗
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事象の再発予防対策を適切に講じるためには、無意識の認
知による非合理的な意思決定のしくみを理解する必要があ
る。ここで言う理解とは、規範的な考え方とは異なる、客
観的なデータの収集と分析に基づいた実証的な理解である。
心理学は、人間の思考、感情、行動を実証的に研究する学
問であり７）、社会心理学は、個人の思考、感情、行動と他

図１ Asch の同調実験で使用されたカード 14）

者の存在との関わりを、実証的に研究する学問である。そ
の中でも、自分自身や他の個人や集団など、人が自他をど
のようにして理解するか、すなわち人間による人間の認知を

のカードの線分と同じ長さの線分を、右のカードから選ぶよ

対象とする分野は、社会的認知研究と呼ばれている８-10）。

うに求めると、個別では１％未満の誤答率であったが、同じ

社会の複雑さの増大やグローバル化の進展などに伴い、
認知バイアスによる非合理的な意思決定が社会に与える影

誤答を選ぶように申し合わせた実験協力者（サクラ）が３名
以上加わると、誤答率は 30％を上回った。

響は増大している。金融や原子力、環境といった様々な分

Sherif 15）は、自動光点運動（暗室内で静止した小光点を

野で、規制官庁において専門家が中心となり規制を策定し

凝視すると動いているように見える錯覚現象）の見え方（光

事業者がそれらを遵守するだけでは、必ずしも十分に社会

点の移動距離）に個人差があることを利用して、同調実験

の安全を確保できなくなっている。そのため、このような従

を行った。個人差の大きい実験参加者３名を同時に暗室に

来からのトップダウン型の規制システムを再設計し、透明性

入れ、光点の移動距離を順に推定してもらう実験を繰り返

が確保され、エビデンスが提示され、かつ、様々な利害関

すと、参加者が互いに影響を及ぼし合うことによって各自の

係者が必要に応じて役割を果たすことができるような仕組

推定値が著しく変化し、集団固有の推定値（集団規範）が

み、すなわちガバナンスのあり方が検討される必要がある

形成された。この実験の１年後に、再び各参加者に個別に

。本報では、このようなガバナンスの問題を理解する上で

11）

推定させたところ、集団規範は維持されていた 12）。

特に重要であると考えられる、社会心理学と社会的認知研

Deutsch & Gerald 16）は、Asch14）や Sherif 15）等による同

究の代表的なトピックを紹介する。第２節では、防災対策

調実験の結果を、規範的影響（normative social influence）

等の社会的意思決定に非合理的な歪みをもたらす「状況の

と情報的影響（informational social influence）の２つの要

力」について紹介する。第３〜５節では、人の情報処理能

因に分けて考察した。規範的影響は、他者から好感を持た

力がコンピュータの能力と同様に有限であることと、有限の

れたいという動機によって生じる影響であり、情報的影響

認知資源を自動的に節約するために様々なエラーが生じるこ

は、他者から得た情報を判断の根拠として採用することに

とを述べる。第６節では、人の判断や意思決定が外界から

よって生じる影響である。Asch14）や Sherif 15）の実験は初対

の刺激に駆動されて無意識に引き起こされることを明らかに

面の実験参加者によって行われたが、既存の集団の成員間

した「自動性研究」について紹介する。第７節では、意思

では、規範的影響がさらに大きくなる８）。規範的影響による

決定に関わる集団が陥りやすい「集団浅慮」について紹介

同調は、本心を偽った表面的な行動選択である場合が多い

し、最後に、防災対策を検討する上で留意すべき「基本的

のに対し、情報的影響による同調は、人の思考自体の変化

な帰属のエラー」による相互不信の弊害と、災害事例が示

を伴う場合が多い。

す隠れた状況要因への対処の必要性について述べる。

2. 2 傍観者効果
1964 年にニューヨークで起きた殺人事件がきっかけとな

２．状況の力

「傍観者が多いほど援助行動は
り、Darley & Latané17）は、

人の思考、感情、行動が、他者の存在によって受ける影

抑制される」という仮説を立て、これを実証するため、てん

響を、社会的影響（social influence）という。本節で紹介

かん発作の実験を行った 18）。実験参加者の学生を１人ずつ

する社会心理学の「伝統的」実験は、我々が日常的に経験

個室に入れ、学生が抱えている個人的問題を調べるという

している社会的影響の重要な特徴を抽出し、それらを実験

偽の研究目的を伝え、マイクを使って別の個室の学生（１名、

室内で模擬することによって、状況の力が個人の行動や意

２名、５名の３条件）と会話をするよう求めた。但しマイク

見を変化させることを明らかにしたものである 12）。状況の力

がオンになっているのは一度に１人だけ（各２分間）であり、

の重要性を明確に示したこれらの実験は、広く普及し、その

その間、他の学生は話ができないと説明した（実際には学

後も繰り返し再現実験が行われている 13）。

生は１名のみで、他の学生の声は録音テープであった）。ま

2. 1 同調

ず全員が自分の個人的な問題を話し、次にそれらの問題に

Asch14）は、図１に示したような２枚のカードを用いて、集

対する感想を同じ順番で述べることになっていた。２巡目に

団圧力による意見の同調実験を行った。実験参加者に、左

最初の学生が突然発作を起こして助けを呼ぶ緊急性の高い
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音声を流し、発作の開始から実験参加者の学生が事態をス
タッフに報告するため個室を出るまでに経過した時間を、測
定した。結果を表１に示す 17）。会話に参加していた学生の人
数が増えると、報告の割合は減り、報告に至るまでの時間
も長くなった。
緊急事態の場に居合わせている人の数が多いほど、援助
行動が抑制される現象を、傍観者効果（bystander effect）
という。傍観者効果が生じる要因として、①責任の分散、
②評価懸念、③集合的無知、の３つが考えられる８）。評価

図２ 「エージェント状態」21）の概念図（著者作成）

懸念とは、先走った行動を他者がどのように評価するかを
気にかけることであり、前述した規範的影響と強く関係して
いる。集合的無知とは、とるべき行動が明白でないとき、

た他の大学の研究や、最近になって発表された追試研究で

誰もが不審に思われないように平然とした態度を保ちなが

も、同様の結果が得られた 18,21）。

ら、互いに周囲の人々の様子を確認し合う結果、誰も状況

Milgram は 19 種類の実験条件による服従率の違いを調

を正しく把握することができず、一切の行動が引き起こされ

べ、服従のメカニズムを「エージェント状態」を用いて説明し

なくなってしまう現象である８）。

た（図２を参照）21）。良心という抑制機構を備え自律的に行

2. 3 服従

動する個人が、組織というシステム内に取り込まれる場合、

Milgram

は、人が権威者から良心に反する命令を受

19-21）

けたときに、どこまで服従するかを、実験的に調べた７,18）。

個人の内部にあった抑制機構を外部（上位）に譲渡するこ
とが、組織の一貫性を保つためのシステム要件となる。自律

地域の住民 500 名を、実験参加者として学習実験の名目で

モードからシステムモードへ移行する個人の内部には、神経

募集した。基本的な実験方法は、以下のとおりである。参

科学的な変化が生じていると、Milgram は考えた。権威シス

加者は１人ずつ教師役となり、隣室の椅子に固定された生

テムに組み込まれた人間は、もはや自分が独自の目的に従っ

徒役（演技の訓練を受けたサクラ）に問題を出し、間違えた

て行動しているとは考えず、他人の願望を実行するエージェン

ら電気ショックを与えるように、実験者から求められた。電

ト（代理人）として自己を捉えるようになる。この変化後の態

撃発生器は、15 V から 450 V までの 30 個のスイッチで構

度を、Milgram は「エージェント状態」と呼び、実験で観察さ

成され、15 V は「軽い電撃」、375 V は「危険：過激な電撃」

。
れた服従行動を引き起こした原因であると説明した 21）

のように、強さの目安を示すいくつかの言葉が表示されてい

自律状態からエージェント状態に移行するための条件（事

た。教師役の参加者は、生徒役が間違えるたびに、１段階

前条件）として、Milgram は、長期的な体験によって獲得

ずつ強い電気ショックを与えなければならない。
（実際には

される背景要因（親からの指図、学校や職場環境、報償構

生徒役に電気ショックは与えられていない。）強度が増すに

造）と、実験による制御が可能な直接要因（権威の認識、

つれ、生徒役のうめき声は次第に強くなっていき、実験の中

権威システムへの参加、権威の機能と命令の一致、枠組み

断を乞うが、最後には何の反応もなくなってしまう。教師役

となるイデオロギー）を挙げた 21）。またエージェント状態の

が電気ショックを与えるのをためらうと、傍らにいる実験者

特徴として、チューニング（権威からの信号を最大感度で受

が、定められたセリフで４回まで、電気ショックを与えるよう

信し、下位からの信号を消音する心的機構）、権威による状

促した。実験者は正当な権威として自信たっぷりに振る舞

況定義の内面化（自身のイデオロギーの放棄と権威が提供

い、声色は常にきっぱりしていたが、礼儀正しい態度で、い

するイデオロギーの受け入れ）、責任の喪失（行動の中身に

かなる脅しも行使しなかった。

ついての責任から権威に対する責任への質的転換）、自己イ

実験結果は、多くの人々の予想とは対照的であった。最
大強度まで電気ショックを与え続けた参加者は、40 名のう

メージ（自己に対する内的評価機構の停止と権威による評価
への依存）を挙げた 21）。

ち 25 名（服従率 62.5％）に上った７,18）。この実験を再現し
表１

Darley & Latané の傍観者効果の実験結果 17）

集団規模
（他の学生の数）
（人）
1
2
5

発作中に報告
した学生の割合
（％）
85
62
31

報告までに
要した時間
（秒）
52
93
166

組織には、構造に安定性を与える固定機構（束縛要因）
がある。Milgram が指摘した束縛要因は、行動の連続性、
状況からくる義務感、および不安（権威への敬意に背く恐
怖）である 21）。一方、実験参加者を非服従へ導く要因は緊
張であったと Milgram は報告した。そして、緊張要因から
緊張緩和要因を差し引いた純緊張が束縛要因の強さを超え
たときに、非服従が生じると説明した 21）。Milgram が見出
した実験参加者の緊張要因は、生徒役が発する苦痛の声、
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道徳的・社会的価値観、生徒役からの報復の可能性、命令

と考え影響を受ける参照勢力（referent power）の５種類に

と矛盾する生徒役からの要求、自己イメージと行動の不一

分類した７）。さらに Raven 27）は、専門勢力から独立した情

致であった。緊張緩和要因には、生徒役との心理的な隔た

報勢力（informational power）を提案した。

りを増す、あらゆる要因が含まれる。物理的距離や電撃発

社会的勢力は、後述する集団による意思決定において、

生器という科学機器による行為の非人格化作用、他者の介

非合理的な歪みを生み出すことが知られている。防災対策

在などである。服従率が最大（92.5％）となった実験条件

等の社会的意思決定の場面では、判断の質が低下するのを

は、実験者の協力者が、細工をしたくじ引きにより同僚役を

防ぐため、このような社会的勢力が生み出す歪みに対処す

引き当て、同僚役が電撃発生器の操作を行った場合であっ

る必要がある７）。

た。逆に同僚役が権威に逆らうと服従率が著しく低下した
（10.0％）ことから、集団による効果は、実験参加者の行動

３．認知革命と情報処理アプローチ
状況の力が人に与える影響は、状況だけで決まる訳では

を支配する最も重要な要因であったと考えられる。
Milgram が服従実験の着想を得たのは、ナチス政権によ

なく、その人が自分の置かれた状況をどのように解釈するか

るユダヤ人虐殺において直接的な役割を担ったアイヒマンの

によっても異なる。本節と第４節、第５節では、人が外界か

逸話からであったため、この実験は「アイヒマン実験」とも

らの社会的刺激を処理する認知過程についての研究を紹介

呼ばれている 。1963 年に Arendt が著した『イェルサレム

する。

18）

のアイヒマン』22）は、アイヒマンの行為を残虐な人格に帰属し

1879 年に最初の心理学実験室を設けた Wundt による研

ようとする当時の検察の誤りを指摘し、アイヒマンは机に向

究は、人の心の状態を言葉で実験者に報告してもらう「内観

かって仕事をするだけの凡庸な官僚にすぎないと主張した 18,

法」に頼っていた。内観法は実験結果の検証が不可能であ

21）

。アイヒマン実験は、ごく普通の人々が、実験者に指示さ

るため、科学的研究には適さないと見なされ、次第に見捨

れたり促されたりするだけで、義務感に従い、何の罪もない

てられていった。代わって 20 世紀初頭から、客観的に観察

人に致命的な電気ショックを与え続ける可能性があることを

可能な刺激（S）と反応（R）の単純な結合で人の行動をモ

。Milgram は、
「悪の陳腐さ」という Arendt

デル化する
「行動主義心理学」が台頭した。しかし “ 心なき ”

の発想が、想像もつかないほど真実に近いと結論せざるを

20 世紀中盤になっ
心理学という矛盾を抱えた行動主義８）は、

得ないと述べている 21）。

て、言語現象を始めとする人の精神活動をほとんど何も明ら

示している

７,18）

Milgram によれば、人は幼い頃から他人を傷つけてはい

かにできないと批判を浴びるようになる。この行き詰まりを

けないと教えられる一方、集団生活の中で、権威に対して

一挙に打ち破ったのが、コンピュータの登場であった９）。コ

服従するという性質も身に付ける 。人間社会が文明を築く

ンピュータを利用した研究の進展は、後に「認知革命」と呼

ためにはヒエラルキーが必要であり、そこには必然的に、下

ばれるようになる大変革を心理学にもたらした。

18）

位の者による上位の者への服従が含まれる 。多くの人々に

刺激と反応の間にあると想定される目に見えない認知過

とって、服従は根深い行動傾向であり、倫理や道徳的訓練

程を調べることを可能にしたコンピュータは、理論的比喩と

を圧倒してしまうほどの極めて強力な衝動であるとされる 21）。

方法論的ツールの 2 種類の役割を担った 10）。理論的比喩と

18）

ナチス政権下の大衆行動を観察した Fromm

は、多くの

23, 24）

は、人の認知がコンピュータの情報処理と類似しているとい

人々にとって自由とは耐え難い孤独と不安をもたらす脅威そ

う考えに基づき、人の認知について、入出力操作、記憶貯蔵、

のものであり、自由の重荷から逃れるために権威への服従

検索などの用語が使われるようになったことを指す。方法論

を求める本能的な欲求があると論じている。

的ツールとは、人の認知過程をシミュレートするために、コ

2. 4 社会的勢力

ンピュータを使うことを指す。人間を情報処理装置と見立て、

権威者からの命令に限らず、一般に集団内に地位や役割

刺激と反応の間に介在するステップを調べる研究は、心的

がある場合、そのような立場に基づく影響力が働く。これ

操作が時系列に分解できるという考え、すなわち情報の継

を社会的勢力（social power）という７）。Haney ら 25）は、大

時的処理という視点を最大の特徴としており、これを「情報

学内に設営した模擬刑務所で学生を生活させる「監獄実験」

処理論（または情報処理アプローチ）」という 10, 28）。
社会心理学は、心理学全体が行動主義全盛の時代にあっ

を行い、看守役の学生が攻撃的で威圧的になる一方、囚人
役は無気力で服従的になったと報告している 18）。

ても、常に人間が外界をどのように認知しているかに関心を

French & Raven 26）は、社会的勢力を、専門的知識に基

持ち続けてきた 10,

。例えば同額の報酬でも、賄賂と知覚

28）

づく専門勢力（expert power）、社会規範や文化規範に基づ

される場合と何の下心も感じられない場合とでは人に与える

く正当勢力（legitimate power）、賞罰を与える立場に基づく

影響が異なる、つまり客観的な刺激の大きさ（金額）より

報酬勢力（reward power）と強制勢力（coercive power）、

も受け手がそれを「どう知覚するか」の方が、社会的行動

相手が尊敬の念を抱き、理想とする人と同じようになりたい

を理解する上で重要であると考えられてきた。人が認知間
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の矛盾を不快に感じ、これを解消するように認知を変える
とする、有名な「認知的不協和理論（cognitive dissonance
theory）」29）も、1950 年代に発表されている。しかし認知
革命以前の社会心理学は認知過程を検証する手段を持た
ず、それがどのようなものであるかはブラックボックスのまま
だった。情報処理アプローチが社会心理学に導入されると、
それまで個別に検討されていた人の様々な社会的行動が、
実は共通の認知機構のはたらきに支えられていることがわ
かってきた 28）。
認知革命以降の社会心理学 研究によって明らかになっ
た、情報処理システムとしての人の姿は、
「認知的倹約家
「動機づけられた戦
（cognitive miser）」30）であると同時に、
略家（motivated tactician）」31）であるとされる。認知的倹約
家とは、有限の情報処理能力を無駄遣いしないように節約
する機能を指す。動機づけられた戦略家とは、重要な場面
で時間や労力を投資するよう、状況や目的に応じて情報処
理にかけるコストを調節する機能を指す。認知的倹約家（認
知的負担の軽い情報処理）は、効率的ではあるが、合理

図３ Brewer の対人認知の二過程モデル 32）

性や正確性など、出力結果の質は劣る。出力結果の質を高
めようとすれば、認知的な負担は重くなる８）。
コンピュータの能力と同様に有限である人の認知能力を、

イツ人だから〜だろう」などの、社会的カテゴリーに基づく印

資源配分や効率といった経済的合理性の観点から理解でき

象形成であり、形成した印象がその人に適合しない場合に

るようになった結果、人の思考や行動を担う高次の認知機

は、特殊事例として個別化されることになる。

能までが、意識的な制御を経ずに自動的に行えるようなシス

Brewer の二過程モデルにおけるカテゴリー化のように、

テムに、かなりの程度依存していると考えられるようになっ

社会的カテゴリーなどの概念的な既有知識を使って刺激情

ていった 28）。認知革命によって発展した社会的認知研究は、

報の解釈を行う、仮説検証的・演繹的な情報処理を「トッ

こうして、後述する「オートマティシティ（自動性）革命」へ

プダウン処理（または概念駆動型処理）」といい、個人化の

と進展していく。

ように、入力情報の積み上げによって帰納的に行う情報処
理を「ボトムアップ処理（またはデータ駆動型処理）」という。

４．対人認知とステレオタイプ

低負荷のトップダウン処理と高負荷のボトムアップ処理が、

人が他者の印象を形成したり、他者の心を推測したりす

相補的に働くと仮定する二過程モデルは、対人認知以外に

ることを、対人認知という。情報処理アプローチに基づく

も、説得や社会的判断など、さまざまな領域で提案されて

初期の社会的認知研究は、ほとんどが対人認知に関するも

いる８-10）。

のであった。それらの研究を代表する二過程モデル（dual

4. 2 連続体モデル

process model）32）と連続体モデル（continuum model）33）を、

Fiske ら 33）は、複数のプロセスに分岐するモデルではなく、

次に紹介する。

トップダウン処理からボトムアップ処理に至る、
「印象形成の

4. 1 Brewerの二過程モデル

連続体」を進むモデルを提案した 10）。このモデルでは、自動

は、人の印象が形成される過程を、図３に示す

過程であるカテゴリー化からスタートし、他者に注意を向け

ような、無自覚で非意図的に行われる自動過程（automatic

ることを十分に動機づけられている場合には、カテゴリー確

process）と、 自 覚 的 で 意 図 的 な 統 制 過 程（controlled

証が行われる。カテゴリー確証が失敗すると再カテゴリー化

。こ

が行われ、再カテゴリー化が失敗すると、最終的には、統

Brewer

32）

process）からなる、二過程モデルによって説明した

８, 10）

のモデルによれば、人に出会った瞬間に最初に行われるの

制過程であるボトムアップ処理へと進むことになる。

は、性別や人種などの基本的属性の同定である。そしてさら

二過程モデルと連続体モデルは、どちらも自動過程と統

に情報処理が必要であると判断されると、その人物から受け

制過程を１つの枠組みの中で統合しようとしている点では共

る影響の重大性などに応じて、個人化またはカテゴリー化が

通している 10）。自動過程と統制過程は各々、システム１とシ

なされる。個人化とは、その人に特有の特徴に着目した印

ステム２という名称で、より一般的に知られている。表２に、

象形成である。カテゴリー化とは、
「女性だから〜だろう」
「
、ド

認知過程における２つのシステムの特徴をまとめた 34）。

― 27 ―

消防研究所報告

表２

第 121 号

2016 年 9 月

認知過程における２つのシステム 34）

システム１
速い思考
自動的
認知負荷が小さい
（低労力）
→努力を要しない
経験的
無自覚・非意図的
衝動的・直感的
エラーを生じやすい

くため、認知が特定の方向に導かれる。人は、事前に獲得

システム２
遅い思考
統制的
認知負荷が大きい
（高労力）
→注意力を要する
分析的
自覚的・意図的
論理的
システム１による思考や
行動を監視し、制御する

した知識によって何らかの期待を持つと、期待を支持する情
報ばかりに注意が向き、期待と矛盾するような事実は無視
してしまう。このような傾向を、
「確証バイアス（confirmation
bias）
」という。確証バイアスによって、当初は曖昧な仮説で
あった筈のステレオタイプが、確固たる事実として認識されて
しまう危険性がある８）。
4. 5 内集団と外集団
社会的カテゴリーを使用して他者を理解しようとする時、
異なるカテゴリーに属する人どうしの差異は実際よりも強調
され（「カテゴリー間差異の認知的強調」という）、同じカテ

4. 3 ステレオタイプ

ゴリーに属する人どうしは実際よりも類似して見える（「カテ

認知的倹約家である人間は、特別な必要がない限り、情

ゴリー内差異の縮小」という）35）。カテゴリー化に伴うこれら

報処理にかかる負担を軽減しようとする。記憶の貯蔵庫に

の強調効果は、不確実性の高い状況下で特に生じやすく、

保存されている既有知識は、情報処理の負担を軽減する役

認知を極端化し、ステレオタイプの基礎となる。

割を持つ。トップダウン処理は、社会的カテゴリーなどの既

社会的カテゴリーが持つ、もう１つの重要な側面は、自分

有知識を利用することによって、認知的な負担を軽減してい

が含まれる「内集団」と、自分が含まれない「外集団」とい

ると考えられている８）。

う視点が存在することである 35）。内集団に属する人と外集団

最も一般的な記憶モデルである「連合ネットワークモデル」

に属する人の差異は、強調効果によって実際よりも大きく感

によれば、長期記憶
（既有知識）はノード
（「女性」
「
、年老いた」

じられる。また、内集団のメンバーを区別する必要性に比べ

などの個々の概念）とリンク（個々の概念間のつながり）で構

て、外集団に属する人どうしを区別する動機づけは弱いため、

成されており、関連性の高いノードからなる知識は、カテゴ

内集団に属する人どうしよりも外集団に属する人どうしの方

「女性は手先が器用
リーやスキーマ（schema）と呼ばれる 10）。

が似ている人が多いと認識されやすい。これを「外集団等

だ」、
「ブラジル人はサッカーが上手い」など 35）が例として挙げ

質性効果」という。この効果は、外集団に属する人を画一的

られるように、ある特定の社会的カテゴリーに結びつき、そ

に判断してしまい、誤った理解へ導く危険をもたらす。一方、

のカテゴリーに含まれる人が共通して持っていると信じられ

内集団が少数派である場合や、自己が脅威にさらされてい

ている特徴からなるスキーマを、ステレオタイプ（stereotype）

る場合には、内集団に属する人どうしの方が似ている人が多

という 10, 35）。

いと捉える「内集団等質性効果」が生じやすい。

人は、社会的カテゴリーを使用することによって、複雑

人は通常、外集団よりも内集団に好意的な反応をする傾

な人間社会を単純化し、秩序立てて把握することができる。

向がある。要するに、人は「私たち」を好む。この傾向を「内

有限の認知資源で複雑な社会に適応するため、人は誰でも

集団バイアス」または「内集団びいき」という。但し、社会か

他者をステレオタイプ化して捉える傾向を持つと考えられて

ら否定的なステレオタイプを持たれる集団（スティグマ集団と

いる。ステレオタイプは対人認知の情報処理を効率化する

いう）のメンバーは、内集団よりも外集団に好意的な反応を

が、他者を画一的に判断するため誤りを生じる危険性があ

する傾向（外集団バイアスという）を示すこともある。人を内

り、様々な弊害を生む原因にもなり得る。ステレオタイプに

集団と外集団に分けることは、人間社会の基本的な傾向で

否定的な感情や評価が結びつくと「偏見」が生じ、そのカテ

あるため、内集団びいきを社会から取り除くことは困難であ

ゴリーに属する人の自己評価が不安定になったり、達成への

る。内集団と外集団を分ける線の多くは、国籍や政治的立

努力が放棄されやすくなる傾向がある。高地位の人々によっ

場や文化であることを考えると、ステレオタイプは、個人の

て社会システムの正当化に利用されるステレオタイプや偏見

認知的な問題にとどまるものではなく、広く社会的構造に関

は、変容や解消が難しいとされる。メディアなどの情報がス

わる問題であると言える 35）。

テレオタイプ化され偏見的である場合には、歪んだ文化的ス

防災対策の導入や変更は、通常、産官学からの代表者

テレオタイプが、社会の多くの人々の心の中に知識として形

が協力して検討を重ねることにより決定される。例えば、従

成され、認知過程に影響を与える 35）。

来想定されていなかった危険物施設の大規模火災に対応す

4. 4 確証バイアス

るための新たな資機材の導入や、地球環境保護のため国際

ステレオタイプは、人の長期記憶の中に自動的に形成され、

的に対応を要請される消火剤の変更などが、合意形成や意

一度形成されると変更や消去が困難であるとされる 35）。ステ

思決定を必要とする防災対策の導入や変更の具体的事例と

レオタイプが対人認知に利用されると、一種の期待として働

して挙げられる。意思決定に関わる当事者は、協力関係が
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内集団として認識された場合、内集団に対するアイデンティ

が置かれた状況に由来する外的要因に帰する（「外的帰属」

ティ（自己同一性）が形成され、内集団バイアスが生じる危

という）か、ということである７）。人が犯しやすい認知の誤り

険性があることを自覚する必要がある。また、
「大企業の社

やバイアスの中で、最も良く知られているのは、他者の行動

員は裕福だ」、
「学者は頭が良い」などのステレオタイプは、こ
れらの地位にある人々の影響力を強める。認知負荷が大き

の原因を、外的要因よりも内的要因に帰属しやすいという、
「対応バイアス」である。このバイアスは非常に頑強で普遍

い、不確実性の高い複雑な問題を解決しなければならない

的なものであるため、
「基本的な帰属のエラー（fundamental

場面で、このような内集団バイアスやステレオタイプは、集

attribution error）」37）とも呼ばれている。

団を非合理的な意思決定に導く要因となる 36）。しかし一方

基本的な帰属のエラーが広範に生じる理由としては、出

で、当事者どうしの緊密な人間関係と継続的な交流は、社

来事の背景にある状況よりも行為者の存在の方が目につき

会的に有益な情報共有と協力も促進する。当事者間の協力

やすく選択的な注意を集めやすいという知覚上のバイアス、

関係から人間的要素を排除することは不可能であり、望まし

状況の力の「強さ」が過小評価されてしまうこと、さらに内的

くもない 36）。意思決定の失敗を防止する対策として、内集

帰属は行為者の将来の行動予測に利用できるため有益であ

団に属さない対抗勢力の影響力を活用することや、意思決

ることが挙げられる８）。
Gilbert は、認知的な多忙さが原因帰属に及ぼす影響に

定に規制影響評価などの政策評価手法を有効に活用するこ

ついて実験を行い 38）、図４に示すような帰属過程の統合モ

とで透明性と客観性を担保することなどが挙げられる。
政策決定の失敗が深刻な事件や事故として顕在化した場

デルを提案した 10, 39）。このモデルによれば、帰属過程は、

合には、次に紹介する帰属のエラーによって、メディアや社

①カテゴリー化（他者の行動の同定）の段階、②内的帰属の

会の人々から当事者に厳しい非難が集中し、これがさらに根

段階、③状況要因（外的要因）を考慮した修正段階、の３

本的な問題解決の妨げとなることが懸念される。

段階で構成される。内的帰属の段階までは認知資源を必要
としない自動過程であるのに対し、③の修正段階は認知資

５．原因帰属

源が必要な統制過程であるため、実験参加者に認知的な負

ある出来事について、どのような原因によって起こったの

荷を与えて推論プロセスの注意資源を減らすと、内的帰属

かを推論することを因果推論といい、何らかの要因に原因

の段階までで原因帰属が終了してしまい、状況要因を考慮

を帰すること、すなわち何かの “ せい ” にすることを、
「原因

した原因帰属ができないことが明らかにされている。このよ

帰属（causal attribution）」という

。社会的認知研究は、

８, 10）

多くの因果推論が、ごく短時間のうちに、ほぼ自動的に行

うに帰属過程が複数の段階を辿ることは、神経レベルでも
実証的に裏付けられている 10）。
第２節で述べたように社会心理学が状況の力の強さを示

われることを明らかにした。認知的倹約家である人間は、常
に時間をかけた緻密な因果推論を行っている訳ではなく、

すことにこだわってきたのは、人が他者の行動の原因帰属を

長期記憶にアクセスして、当てはまりそうな原因を見つけ出

行う際に、状況の力を過小評価する傾向があるという、まさ

すことで、因果推論にかかる認知負荷を軽減していると考

に基本的な帰属のエラーのためであったとされる 18）。先に紹

えられている。つまり、人は、出来事を最もうまく説明する

介した Milgram の服従実験を初めて知った人の多くは、最

ために様々な情報を吟味するのではなく、さしあたり状況を

高強度まで電気ショックを与え続けた人々に対し、
「なんて残

説明できそうな１つの可能性に飛びつきやすい 10）。この傾向

酷な人たちだろう」といった感想を持つ 18）。しかし、彼らは

は、特に曖昧な状況や情報が不足している場面で顕著にな

実験参加者としての義務感に従っただけであり、攻撃的な

り、出来事と時間的・空間的に接近した要因や、知覚的に
目立つ刺激、出来事と共通点のある要因（例えば、大きな
出来事は大きな原因に、小さな出来事は小さな原因に帰属
されやすい）などが重視されることが知られている 10）。以下
に、原因帰属に関わる代表的な認知バイアス（歪み）のいく
つかを紹介する。
5. 1 基本的な帰属のエラー
原因帰属は、自然現象を含むあらゆる事象に対して行わ
れるが、人の行動に関する原因帰属は、責任の問題に密接
に関わっており、防災ガバナンスを備える上でも重要である。
人の行動に関する原因帰属を行う場合に最も重要な視点は、
原因を行為者自身に由来する内的要因（性格、意図、行動
傾向、感情など）に帰する（「内的帰属」という）か、行為者
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性格の持ち主だった訳ではない 21）。普通の人でも、状況によっ

任帰属という。責任帰属においては、同じ行為であっても、

ては、同様の振る舞いをする可能性があるということを、我々

事件や事故の結果が重大である程、当事者の責任が厳しく

は容易には理解できない 18）。実際にその状況に身を置いて

問われることが知られている７）。

いない人は、状況の持つ絶大な力を、ひどく過小評価してし

このような責任帰属の誤りが生じる原因として、動機的な

まう 40）。池田は、権威に対する信頼ゆえに電気ショックの危

要因と認知的な要因の２通りの説明がなされてきた 10）。動

険性を感じ取れない実験参加者と、既有の人間観を失いた

機的な要因とは、重大な事件や事故が状況要因や偶然によ

くないために実験結果を受け入れられない人々の間に存在す

るものであったとすれば、同様の不幸が自分にも起こる可

る、
「社会的現実（social reality）」の対立が、
「311」以降の原

能性を認めるという苦痛が生じるため、苦痛を回避するとい

発再稼働派と反対派の間にも存在していると論じている 。

う動機から、当事者に責任を帰すというものである。このよ

5. 2 行為者−観察者バイアス

うに、責任を特定個人に帰属することによって、自己に対す

41）

基本的な帰属のエラーは他者の行動の原因帰属で生じる

る脅威から自己を防衛しようとすることを、防衛的帰属とい

バイアスであり、自分の行動の原因帰属は、他者の場合と

う７）。防衛的帰属は、自己を防衛するための帰属であるため、

は異なるプロセスで行われていると考えられている８）。同一

将来、自分が被害者になる可能性と加害者になる可能性の

の行動に対し、行為者が自分である場合と他者である場合

どちらがより大きいか、すなわち自分の立場によって、責任

とで原因帰属が異なることを、
「行為者−観察者バイアス」と

帰属の内容が変わることが、実験によって確認されている７）。

いう。例えば、前述した Milgram の服従実験において、生

動機に基づく説明がなされている類似の例として、被害者

徒役に最大強度の電気ショックを与えた実験参加者の多く

非難が挙げられる７）。被害者を自業自得だと見なす被害者非

は、行動の原因を自分の内的要因に帰属せずに、頻繁に

難は、多くの人が持っている、
「良い人には良いことが起こり、

誤答した生徒役という外的要因に帰属したため、実験の後、

悪い人には悪いことが起こる筈だ」という因果応報的な信念

辛辣に生徒役を貶めるようになっていた 。人に害を与える

（公正世界仮説という）から生じる、責任帰属の誤りであると

21）

行動をとってしまった参加者たちは、生徒役を無価値な人間

考えられている。

と考え、罰が与えられたのは当人の知的・人格的欠陥のせ

責任帰属の誤りを引き起こす認知的な要因とは、滅多に

いなのだと考えるしかなくなっていたと、Milgram は報告し

起こらないことが起きたのだから、特殊な要因や人為的なミ

ている 21）。

スがあった筈だと考えるのが当然である、というものである

行為者−観察者バイアスは、ネガティブな出来事では生じ

。また、事件や事故が発生すると、実際には事前に予期す

７）

やすいが、ポジティブな出来事では生じにくいため、
「セルフ・

ることが難しいものであっても、十分に予期できた筈だと考

サービング・バイアス（自己奉仕的バイアス）」と同様の利己

える傾向があることも知られており、これを「後知恵バイアス」

的な帰属であると考えられている８）。自分の行動が望ましい

という 43）。後知恵バイアスは、様々な領域で一貫して観察さ

結果をもたらした場合には自分の手柄だと考え、結果が望ま

れる頑強な現象であることが知られており、主に、錯誤相関

しくない場合には他者や状況のせいだと考えるセルフ・サー

（無関係な事柄どうしを間違って関連付けること）や確証バイ

ビング・バイアスは、自分のことを現実以上に肯定的に解

アスなどの、認知的な要因から生じていると考えられている

釈する、
「ポジティブ・イリュージョン（positive illusion）」と呼

10）

ばれる一連の認知の歪みの代表例である 18）。ポジティブ・イ

むが、後知恵バイアスの研究によれば、
「過去から学ぶべき

リュージョンの他の例としては、くじ引きのように偶然に左右

だ」というのは後知恵バイアスで塗り固められた見解であり、

される出来事であっても自分の力で結果をコントロールでき

歴史という幾重もの状況や偶然の出来事の蓄積から、本当

ると考える「コントロールの錯覚」、悪い出来事は自分には

に学ぶべき教訓が何なのかを特定することは、容易ではな

起こりにくいと考える「楽観性バイアス」、自分が時間内に完

い 10，43）。

成できる仕事量を過大に見積もる「計画錯誤」などが挙げら
れる 18）。ポジティブ・イリュージョンは、一種の心理的免疫シ

。過去から学ぶことができれば同じ失敗を繰り返さずに済

６．無意識と自動性

ステムとして人の日常生活における精神的健康の維持に寄与

一般に失敗事象の当事者が責任を問われるのは、失敗の

しているが、防災対策の障害でもあり、防災教育の効果を

原因が当事者にとって統制可能なものであったと見なされる

妨げるとともに、災害現場では逃げ遅れの主要な原因とな

場合である。しかし一方で、当事者意識や責任感が欠如し

る。人の心的特性を考慮した効果的な防災教育のあり方とし

た、無批判的な服従の姿勢を非難される当事者は少なくな

て、片田は、主体的に災害に備える姿勢を育む「姿勢の防

い。
「意識」の解明は、多くの学問領域が一斉に取り組んで

災教育」を提案している 。

いる 21 世紀最大の課題の１つである８）。心理学も、判断や

5. 3 責任帰属の誤り

意思決定を含むあらゆる心的機能が無意識的過程に支えら

42）

事件や事故を起こした行為者の責任を判断することを、責

れていることを明らかにし、意識と無意識の捉え方の見直し
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を迫っている８, 18）。次に紹介する、人の心の無意識性に関

が、大抵は上手く物事を解決できることが経験上わかって

する研究は「自動性（automaticity）研究」と呼ばれ、現在で

いる、直感的で簡便な自動的推論方法を、ヒューリスティッ

は社会心理学の全分野に及んでいる。

ク（heuristic）という８, ９）。認知的倹約家である人間は、他

6. 1 自動性革命

者や状況について思考する時、アルゴリズムよりヒューリス

Bargh & Pietromonaco44）は、実験参加者に、知覚できな

ティックの方を好んで利用する傾向がある８）。

い範囲で「不親切な」などのネガティブな言葉を呈示した後、

Tversky & Kahneman は、人がよく利用するヒューリス

ある架空の人物の行動を記述した文章を読ませたところ、ネ

ティックを数多く発見した９,34）。ある特定のカテゴリーを代表

ガティブな言葉を呈示しなかった場合に比べ、その架空の人

する典型的な事例は、そのカテゴリーに属する確率が高い

物の行動をよりネガティブに解釈したと報告している

。こ

８, 10）

と判断する推論方法を、
「代表性ヒューリスティック」という。

のような結果が生じるのは、ネガティブな言葉の呈示によっ

また、ある事柄について、実例を簡単に思い出すことができ

て、実験参加者の長期記憶内のネガティブな概念が刺激さ

るかによって、その事柄が実際に生じる頻度を推定する方法

れ、活性化されるためと考えられている。ネガティブな概念

を、
「利用可能性ヒューリスティック（または検索容易性ヒュー

の活性化は、連合ネットワークを通じて、意味的に関連する

リスティック）」という。

周辺概念に拡散し、これらが人物の行動を評価する枠組み

人は、困難な問題に直面した場合、それを容易な問題に

として利用され易い状態になる。このように、先行して呈示

置き換えることで対処しようとする 10）。もし完全に合理的な

された刺激（プライム刺激という）が、当人の意識に関係なく、

人間がいるとしたら、生涯の大半を統制的な推論に費やす

後の認知や判断、行動などに影響を及ぼすことを、
「プライミ

ことになってしまう。ヒューリスティックは、複雑な問題解決

ング効果」という。

を簡便な判断ルールに変換するショートカットであるが、過去

Bargh は、共同研究者とともに、プライミング効果に関

の経験や既有知識に基づいていることが多いため、特に経

する数多くの研究を行い、人の日常的な活動の 99％以上が

験したことのない問題状況では誤りを導きやすい 10）。

自動過程であると主張した 。人の社会的な判断や行動の

6. 3 影響力の武器 46）

８）

ここで再び、第２節で紹介した社会的影響に関わる研究

大部分が意識的な制御のもとで行われているという常識を、
自動性研究は根底から覆すものであったため、自動性研究

を取り上げ、説得と承諾における自動性の問題に触れたい。

の勃興は、
「自動性革命」とも呼ばれている８）。自動性革命を

Cialdini 46）は、セールスを専門とする組織に入り込み、３

経て、情報処理システムとしての人の姿は、
「駆動される行為

年間にわたる参与 観察により、人がなぜ社会的影響を受

者（activated actor）」と表現されるようになった。この表現

けるのかを研究し、人間行動を導く６つの基本的な心理的

は、人が、環境から発信されている刺激にまったく気づかな

「返報性の原理」は、人が相手から受け
原理を見出した 18）。

いままに、その刺激によって自動的に駆動され、判断や行

た恩恵に対して、お返しをせずにはいられない心理を指す。

動をしているという可能性を、表している 。

敢えて無理な要求をして相手に拒絶させた後、次の要求を

８）

自動性研究の進展は、人に自由意志（free will）が存在

承諾させる「ドア・イン・ザ・フェイス法」は、返報性の原理

するかという、新たな問題を生んだ 。自由意志の存在は幻

を利用した説得手法である。
「一貫性の原理」は、人が一旦

想に過ぎず、人は自分の行為を自分の意志で決定している

何らかの行動を取ると、その後も同様の行動を取ろうとする

と誤って信じているに過ぎないという見解が現れた。このよ

性質を指す。最初に承諾しやすい小さな要求をして相手に

８）

うな主観的感覚（思い込み）は、エージェンシー感覚（sense

応じさせた後、本来の要求をする「フット・イン・ザ・ドア法」は、

of agency）と呼ばれ、現在活発に研究が行われている８）。

一貫性の原理を利用した説得手法である。
「社会的証明の原

自由意志の存在が否定されると、近代市民社会における、
「人

理」は、他者が正しいと考えているであろうことを、正しいと

は主体的存在である」という前提に基づく責任概念も根拠を

考えるようになる心理を指す。
「好意の原理」は、好意を持っ

失う。責任の根拠について考察した小坂井は、責任とは社

た相手からの要求を受け入れやすいということである。
「権

会的に生みだされる虚構であると主張している 45）。

威の原理」は、人が権威に盲目的に服従してしまうこと、
「希

6. 2 ヒューリスティック

少性の原理」は、手に入りにくくなると、その価値が高いよ

人の心的機能における自動過程と統制過程の相対的な

うに思えてくる心理である。

重要度については、研究者間で主張が大きく異なるが、人

これらの原理は、人々の想像を超えた影響力を行動に及

の心的機能が自動過程と統制過程の両者によって支えられ

ぼしており、しかも多くの人々はその影響力に気付いていな

ているという見解は、大多数の研究者が認めている８）。人

い 18）。これは、好意を持つ人や、権威ある地位の人、希少

が行う推論において、解決への道のりは長いが確実に合

な物などの、単純な手がかりに接すると、
「“ カチッ ” とボタ

理的な答えにたどり着ける統制的な推論方法をアルゴリズム

ンが押されるとテープが “ サー ” と回り出す」ように、自動

（algorithm）といい、確実に正答にたどり着ける保証はない

的反応が引き起こされるためであると、Cialdini は説明して
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いる。こうした影響力に抵抗するためには、システム２によっ
て統制的な情報処理を行う必要があり、情報を注意深く分
析しようとする動機づけと、それができるだけの認知資源が
あることが重要になる 18）。
災害の直後には、大きなストレスを受けるとともに、意思
決定すべき事項が膨大になるため、認知資源が枯渇し、重
大な意思決定の場面で統制的な情報処理が困難になり、判
断の質が低下する可能性が高まる。災害からの復旧対策や
二次災害の防止対策を講じる際に、意思決定の品質低下を
防ぐためには、時系列の行動計画の策定 47）による認知資源
の節約と、効率的な会議の進め方などの基本的なスキルを
はじめとした意思決定プロセスの品質チェックの定式化 48）が
有効であるとされる。

図５ Whyte のエッセー 55）中の集団浅慮の挿絵

７．集団による意思決定
意思決定に関わる集団は、ときにとんでもなく愚かな決定

（まとまりの強さ）、②外部の意見に対する閉鎖性、③強力

。Janis は、歴史上失敗とされている政策
を下すことがある 49）

なリーダーの存在、④課題の重大性や緊急性に伴うストレス、

の決定過程を詳細に分析し、集団討議において、合理的な

の４つの原因が揃うことであるとされた 52）。
Janis が集団浅慮成立の前提条件として集団凝集性の高

決定を妨げる共通した思考形態が生じることを見出し、これを
７, 49-53）

。

さを強調したのに対し、Raven56）は、集団凝集性が高くなく

本報の冒頭で紹介した国会事故調報告書 も、原発事故の

ても、ある種の条件が整えば、集団討議を経ることによって

根本原因を規制の虜と結論づけたことによって、
「集団思考

集団成員の意見は次第に先鋭化し、集団全体が暴走し始め

は組織、国家を殺す（Groupthink Can Kill）」ことを示した

ると考察した 49）。集団討議を経ることによって個人の態度が

とされる 54）。

極端な方向へ変化することは実証的に明らかにされており、

「集団浅慮（または集団思考、groupthink）
」と呼んだ
３）

白樫

によれば、“groupthink” という言葉を最初に使用

49）

「集団極化」と呼ばれている。

したのは Whyte 55）である。当時のアメリカではグループ・ダ

Baron57）も、集団浅慮成立の前提条件として Janis が主

イナミクスが喧伝され、
「集団は正しい」、
「集団はすぐれてい

張した高い集団凝集性の存在は疑わしいと指摘し、集団浅

る」という認識が広まっていたことを Whyte は憂慮し、
「合理

慮はかなり広範な状況で頻繁に発生していると報告した 49）。

化された同調（rationalized conformity）」という言葉を用い

Baron が示した集団浅慮成立の３条件は、①集団成員が集

て、このような社会現象を鋭く批判したとされる。図５に、
「秩

団に対して社会的同一視（social identification）を感じてい

序正しい乗組員が集団規範を保持したまま、船そのものが

ること、②集団内に支配的な規範（salient norm）が存在す

沈没していく様」49）を描いた、Whyte のエッセー 55）中の挿絵

ること、③集団成員の自己効力感（self efficacy）が低下し

を示す。

ていることである 49）。集団規範とは、集団成員の間で共有

Janis は、集団浅慮を、健康な集団を襲う病気のようなも
のであるとして、以下の８種類の症状を挙げた

。

された価値観や判断基準を指す。田久保 58）は、権威に対す
る過剰忠誠心が集団浅慮の原因であると断定し、Whyte55）

50, 52）

⑴

集団成員相互の同調圧力：異議を唱えられなくなる

は、
「個人」による「人間性復活」の努力が、問題の根本的解

⑵

自己検閲：異議を唱えることを自ら差し控える

決を可能にすると述べている 49）。

⑶

マインドガード：口封じの圧力をかける人物の出現

⑷

表面上の意見の一致：皆が賛成していると思い込む

生み出す意思決定プロセスの歪みに対処する必要性７）ととも

⑸

無謬性の幻想：自分達の能力を過信する

に、集団成員が他者や集団をどのように認識しているのかと

⑹

道徳性の幻想：崇高な理想の実現を目的とする

いう、個人から社会へと向かう過程８）にも着目する必要性を

⑺

外集団に対するゆがんだ認識：外集団を見下す

示していると言える。現在の社会心理学は、集団に対して
「集

⑻

解決方法のつたなさ：討議の質が低下する

団心（group mind）」や集団の「意図」という心的状態を想

これらの主張はいずれも、社会的勢力（2. 4 節を参照）が

上記症状の⑴〜⑷は集団維持（集団の一体感や心地よい

定することを、非科学的な考え方として排除しており、この

雰囲気の維持）に関わる問題であり、⑸〜⑺は課題認知に

ような推論が引き起こされるのは、人々の持つ「心に関する

関わる問題、⑻は解決方法に関する問題である 52）。このよ

素朴理論（folk theory of mind）」
（フォークサイコロジーとも

うな集団浅慮の病に罹患する条件は、①集団凝集性の高さ

いう）の作用によるとしている 59, 60）。一見すると個人の心に
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は還元できないような集団行動であっても、個人の認知過

エイズのリスクが次第に明らかになっていくなかで、いつ諦

程を理解することによって、集団行動の問題を解決し得ると

めるべきだったのか」という本質的な問題に対する答えが、

いうのが、現在の社会心理学の主たる立場だと言える８）。

いまだに出ていないと指摘した。そして、不確実な状況下で

によれば、優れた意思決定に不可欠なもの

は医師と患者が十分コミュニケーションをとり、意思決定の

は、集団成員の認知的多様性である。Surowiecki は大量の

責任を分かち合うことが重要だと提言している。患者が自ら

失敗事例から、集団浅慮に陥りやすい集団の特徴として均

の療養に主体的に取り組むことを支援する手段として、病院

質性を挙げた。集団浅慮の要点は、異なる意見を封じ込め

に患者の図書室を作る運動を紹介している 65）。

Surowiecki

61）

るのではなく、異なる意見が合理的にあり得ないと何らかの

上述の報告は、失敗情報を防災対策に役立つものとする

形で思わせるところにある。集団としてのまとまりは、何とな

上で、
「気持ち」に関する情報が重要であることを明確に示し

く合意があるような雰囲気を現実に変えていき、集団成員の

た事例である。責任の所在を明らかにするために行われる

疑念を消し去ってしまう。均質性のもう１つの短所は同調圧

客観的事実の分析だけでは、後知恵バイアスに陥ってしま

力である。同調圧力がかかると、集団に従った方が意見を貫

い、再発防止には役立たない。失敗した人が何を考え、ど

き通すより楽なため、人は表面的に意見を変えることがある。

んな気持ちでいたか、第一人称で語られる生々しい話の方

Surowiecki はさらに多くの成功事例を挙げ、多様性、独立性、

が、防災対策には有用であるとされる 67）。

分散性の 3 条件を備えた集団の「集合知」は、優秀な 1 人

2010 年４月のディープウォーター・ホライズン（DH）原油

の専門家の意見よりも優れていることを示した。今後重要に

流出事故は、メキシコ湾に約 490 万バレルの原油を流出さ

なるのは、集合知と専門家をどう使い分けるかという分野で

せ、米国史上最悪の環境災害とされている。この事故の原

62）

あると、山形は指摘している 。

因は、海底油田掘削の規制機関であった米国鉱物資源管

集団成員の認知的多様性を災害現場で活用するための具

理部（MMS）が規制の虜になったことであるとされた。し

体的方法の一例として、避難誘導を担当する誘導員の個人

かし MMS の変遷を調査した詳細な事例研究６）によれば、

差の利用が提案されている 。誘導員には、定められた行

1989 年のアラスカ州エクソン・バルディーズ号原油流出事故

動を確実に遂行することを優先するタイプ（規範重視型）と、

後に発令された掘削停止とリース権売却停止が引き金とな

現場の状況に応じた行動を優先するタイプ（効果重視型）が

り、MMS 事務所の閉鎖や縮小、独立系企業の参入、浅水

ある。規範重視型は、関係機関への連絡など確実に行われ

域から大水深域への掘削環境・掘削技術の変化など、DH

る必要がある役割に向く反面、状況認知と無関係に行動す

事故に至るまでの 20 年間に様々な状況の変化が生じてい

る傾向があるため状況判断が必要になる役割には不向きで

た。さらに公共政策の社会的な優先傾向が環境保護からエ

ある。一方、効果重視型は、他人を連れて避難するといっ

ネルギー生産へ大きくシフトする中で、
深刻な人員不足に陥っ

た状況判断を必要とする役割に向いている 64）。避難計画を

ていた MMS は、エネルギー開発を選好する政治家や市民

検討する段階では災害時の現場の状況はわからないため、

の圧力に晒されながら環境リスクを適切に考慮することが不

多様な誘導員相互の役割分担を考慮しておくことが有効であ

可能な状況に追い込まれていたとされる。

63）

るとされる。

規制の虜も集団浅慮も、それ自身を根本原因にしてしまう
と、後知恵バイアスに過ぎないことになってしまう。規制の

８．災害事例が示す隠れた状況要因への対処の必要性

虜や集団浅慮によって説明される事件や事故には、さらにそ

エイズが日本へ侵入した当初の時期に厚生省（現・厚生労

の背景となる要因が存在する。これまでに規制の虜であると

働省）の薬務局生物製剤課長であった郡司氏は、多くの血

指摘された事件や事故は、新たな病原体の出現や新技術の

友病患者に HIV 感染が広がった、いわゆる薬害エイズ事件

導入など、不確実な要素が状況要因として絡んでいる場合

について、極めて特殊な感染症であり不確実性が高かった

が少なくない。特に、悪い選択肢しかない場面での意思決

ことと、患者らの「エイズの危険があっても、治療法を後退

定において、人間社会は重大な誤りを再三繰り返してきた。

させないように」という陳情等が、意思決定に大きな影響を

規制機関に限らず JR 西日本の 2005 年福知山線脱線事故

与えたことを報告している 65）。この事例は、悪い選択肢しか

でも、事故の背景に、遅延を責める乗客からの圧力という

ない不確実性下の意思決定において一般的に見られる、リ

市民の「加害性」が状況要因として存在していたことが指摘

スク追求的な行動選択 48）と解釈でき、薬害エイズ事件が規

されている 68）。そして遅延を責める乗客の行為に代表される

制の虜であったとの指摘

には、状況要因が十分考慮され

66）

市民の「加害性」の背景にも、状況の力が存在している。

ていない可能性が伺われる。郡司氏はさらに、ジャーナリズ

規制者が人間である以上、人という情報処理システムが抱

ムが「個人の責任追及に走りすぎて、なぜそのようなことが

える本質的な脆弱性から逃れることは不可能である。同様

起こったのかという大事な構造的な議論に蓋をしてしまった」

に、被災者も一般市民も科学者もメディアも政治家も、各々

と述べ、その結果、
「当時、最高と考えられていた治療方法を、

の置かれた状況や社会的属性を反映した心理的バイアスを
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抱えている。相互が互いのバイアスを良く理解しないと、基

を深め、規制影響評価などのエビデンスに基づく意思決定

本的な帰属のエラーによって、相互不信の連鎖

のツールや社会技術を積極的に導入することにより、心理的

に陥ってし

69）

まう。不信がもたらす不安感は、状況要因の不可視性をさら

弱点を補完する社会的意思決定システムを構築することが、

に助長する。現代の多忙な都市生活者の認知資源は、慢性

複雑さと不確実さを増す現代社会の防災ガバナンス 73）を備

的な過負荷状態にあると考えられるため、人間の思考を歪

える上で、重要であると思われる。

める心理的バイアスが防災対策を不適切な方向へ導く危険
性は、ますます大きくなっていると懸念される。特に官僚は
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説

小中高校における理科実験で発生した火災、爆発について
鈴木

健

（平成 28 年 8 月 26 日

受理）

小学校、中学校、高校で行われる理科実験、化学実験において、火災、爆発などが発生することがある。
そのような場合に公設消防機関が行う原因調査の参考とするために、理科実験中に発生する火災、爆発
などに関する事例、防止策などについて紹介した。

１．まえがき

器が火災原因になったことがある。表 3 と表 4 をみると、数

学校保健安全法の一部を以下に引用する。
第1条

が少ないが、
「実験室」または「教室」において、
「金属粉」、

この法律は、学校における児童生徒等及び職員の

「硝酸」などの化学物質が火災原因となっている事例が見ら

健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関

れる。これは、理科実験中に火災、爆発が発生した事例で

し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動

あると考えられる。火災、爆発が発生すれば、公設消防機

が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確

関による原因調査が行われる。しかし、理科実験中に発生

保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な

する火災、爆発は件数が少ないため、類似の事故に関する

事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の

情報が少なく、各地の公設消防機関でも原因調査において

確保に資することを目的とする。

は苦労すると思われる。原因調査の参考とするために、事例、

第 26 条

学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図

るため、その設置する学校において、事故、加害行為、
災害等（以下この条及び第二十九条第三項において「事故

防止策などについて紹介する。
２．事例について

等」という。）により児童生徒等に生じる危険を防止し、

平成 22 年に東京消防庁が「中学校 ･ 高等学校に係る火

及び事故等により児童生徒等に危険または危害が現に生

災及び事故の再発防止について」報道発表を行った 3）。そ

じた場合（同条第一項及び第二項において「危険等発生

の中で、平成 17 年から 21 年における化学実験中の事故の

時」という。）において適切に対処することができるよう、

発生状況を発表した。表 5 に示す。表 5 には、火災や爆発

当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充

以外に、塩素や硫化水素のような有毒ガスを吸って気分が

実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

悪くなった事故も含まれる。表 6 に理科実験が関連した火
災等の事例を示す。出典に記載がない場合については、欄

文部科学白書 の一部を以下に引用する。

内に N と記入した。平成 23 年に都内の高校の美術室で発

学校は児童生徒等が安心して学習を行うことが求められ

生した火災も加えた。出火場所は理科室ではないが、化学

る場所であり、学校においてその安全な環境を整備し、事件・

薬品の酸化反応が原因であったためである。なお、乾燥促

事故を防止するための取組を進める必要があります。

進剤としては、コバルトやマンガンのナフテン酸塩、コバル

1）

学校保健安全法と文部科学白書に記載されている防止さ

トやマンガンのオクチル酸塩などが使用される。日本スポー

れるべき「事故」には、学校における火災、爆発も含まれ

ツ振興センターが運営する学校事故事例検索データベースで

ると思われる。表 1 に、東京消防庁管内での小中高校にお

は、平成 17 年度から 26 年度に災害共済給付の対象となっ

ける火災状況を示す 。ほとんどの火災は、ぼやである。し

た総数 5559 件の障害 ･ 死亡事例を検索できる 12）。その中

かし、負傷者が毎年数人程度発生している。出火箇所と出

から理科実験が負傷の原因となったと判断される事例を集

火原因で整理した結果を表 2 から 4 に示す 。表 2 に小学

め、表 7 に示した。理科実験が死亡の原因となった事例は

校、表 3 に中学校、表 4 に高校の結果を示す。表 2 を見ると、

登録されていなかった。表 6 と 7 については、内容をもと

2）

2）

「教室」において、
「アルコールランプ」という化学実験用機

に表 8 に示したように分類を行った。理科実験では、容器
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表1
年（平成）

校種

小学校
27 中学校
高校
小学校
26 中学校
高校
小学校
25 中学校
高校
小学校
24 中学校
高校
小学校
23 中学校
高校
小学校
22 中学校
高校
小学校
21 中学校
高校
小学校
20 中学校
高校
小学校
19 中学校
高校
小学校
18 中学校
高校
小学校
17 中学校
高校
小学校
16 中学校
高校
小学校
15 中学校
高校
小学校
14 中学校
高校
小学校
13 中学校
高校
小学校
12 中学校
高校
小学校
11 中学校
高校
小学校
10 中学校
高校
小学校
9 中学校
高校
小学校
8 中学校
高校

合計

合計
17
11
24
16
27
20
31
24
31
29
38
35
38
41
38
38
45
35
28
39

学校における火災の状況（東京消防庁管内）

5
8
4
4
5
2
6
12
6
7
4
5
6
15
6
7
8
5
8
17
6
5
13
6
15
10
6
12
14
3
15
12
11
16
10
9
10
21
7
14
16
11
7
14
17
18
11
9
14
22
9
21
5
9
10
14
4
16
15
8

火災件数
全焼
半焼

部分焼

ぼや
1

2
1
2
1

2
3
1
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1

1

1
2
1
1
2
1
1
4
2

1

4
1
2
1

1
1

2
2
1

1
4
1
3
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死者
5
7
4
4
5
2
6
12
4
6
4
3
5
15
6
7
6
5
5
16
6
5
10
6
14
9
5
11
13
2
15
10
11
13
9
8
9
21
6
12
15
9
5
13
15
14
8
9
10
21
7
19
5
7
8
14
2
12
14
5

合計

負傷者
1

1

0
1
3
7
11
1

1
2
1
6
1
11
1

6

6

11

1
10

10

2
8

3

3

3

3

5

5

1

1

3
2
5
9
1
6

3
2
4
1
9
1
2
4
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体育室 ･
体育館

1
1

1

1

1

1

1

1

教室

3
1

1
1

2

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

更衣室

1

1

1

便所

1
1

2
2

1

1

1

2

教員室 ･
職員室

1

1

1

休憩室

1

1

1

1
1

1

1

1

出火箇所
調理場 ･
給食室 ･ 台所

1

1

1

物置 ･ 倉庫

1

1

1

1

廃品置場・
ごみ捨て場

小学校における出火原因別出火箇所（東京消防庁管内）
玄関

1

1

1

1

1

1

1

1

出火原因

火遊び
放火
1（湯沸場）
ガスコンロ
電気工業用炉
2（作業場 , 工務室） 小型電気炉
火遊び
1（実験室）
ガスバーナ
放火
火遊び
スポットライト
1（講堂）
蛍光灯
水銀灯
扇風機
火遊び
コード
簡易型ガスコンロ
放送用設備機器
不明
放火
観賞魚用ヒータ
扇風機
コード
コンセント
回転かまど
2（パイプスペース , 保健室）放火
ガステーブル
1（保健室）
凹面鏡
炭火
冷暖房機
放火
火遊び
コンセント
コンデンサ
たばこ
観賞魚用ヒータ
石油ストーブ
放火
火遊び
観賞魚用ヒータ
観賞魚用ポンプモータ
1（雑用室）
放火
火遊び
たばこ
スポットライト
扇風機
1（空調室）
三相モータ
1（機械室）
電磁開閉器
不明
1（出入り口）
放火
火遊び
ガステーブル等
蛍光灯
白熱電球
扇風機
掃除機
1（娯楽室）
トランス
1
放火
1
火遊び
1
溶接器
ガス回転釜
コンセント
1
排風機
1
水銀灯

階段室 ･ 廊下 その他
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

出火原因

火遊び
放火
ガスコンロ
電気工業用炉
小型電気炉
火遊び
ガスバーナ
放火
火遊び
スポットライト
蛍光灯
水銀灯
扇風機
火遊び
コード
簡易型ガスコンロ
放送用設備機器
不明
放火
観賞魚用ヒータ
扇風機
コード
コンセント
回転かまど
放火
ガステーブル
凹面鏡
炭火
冷暖房機
放火
火遊び
コンセント
コンデンサ
たばこ
観賞魚用ヒータ
石油ストーブ
放火
火遊び
観賞魚用ヒータ
観賞魚用ポンプモータ
放火
火遊び
たばこ
スポットライト
扇風機
三相モータ
電磁開閉器
不明
放火
火遊び
ガステーブル等
蛍光灯
白熱電球
扇風機
掃除機
トランス
放火
火遊び
溶接器
ガス回転釜
コンセント
排風機
水銀灯

年（平成）
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14

1

1

1

1

1

1

69

1

1

1
4

1
1
1

1
2
2

2

1

3

1
1
1

1

3
2
1

1
1

1

1

1
3

2
1
1

1
1

6

1

1

1

）内に記載した。

22

1
1

1
1

1

2
1

1

1
1

5

1

1

4

1

18

1

1

4

2

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1
1

1

6

1

1

4

1

1

1

1

22

2

1

1

1
1
2

1

1

1

放火
火遊び
ガス回転釜
電気ポット
スポットライト
1
ポンプモータ
1（外周部）
放火
1（ホール）
火遊び
ガステーブル等
大型ガスこんろ
溶接器
テーブルタップ
2（屋根面）
火遊び
放火
コード
1（屋根面）
たき火
花火
回転釜
火遊び
放火
回転釜
1（シャワー室）
電気溶接器
その他
放火 ･ 疑い
火遊び
たばこ
食器洗浄機
1（空調室）
集塵機
扇風機
蛍光灯
ガスストーブ
ガステーブル
マッチ
不明
火遊び
放火
ガス回転釜
観賞魚用ヒータ
1（部室）
茶道用電気釜
たばこ
2（管理人室 , ホール） 火遊び
ガス回転釜
放火
観賞魚用ヒータ
2（電気室 , 洗面所） その他
放火 ･ 疑い
火遊び
観賞魚用ヒータ
観賞魚用ポンプ
ガス回転釜
ガステーブルに放置され
1（湯沸場）
たやかん
放火 ･ 疑い
火遊び
回転かまど
コード
点火したままのアルコー
ルランプに燃料を補給
1（準備室）
その他
37

3
3 1
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出火箇所が「その他」の火災については、出火箇所が分かっている場合は、（

8

9

10

11

12

13

14

15

16

放火
火遊び
ガス回転釜
電気ポット
スポットライト
ポンプモータ
放火
火遊び
ガステーブル等
大型ガスこんろ
溶接器
テーブルタップ
火遊び
放火
コード
たき火
花火
回転釜
火遊び
放火
回転釜
電気溶接器
その他
放火 ･ 疑い
火遊び
たばこ
食器洗浄機
集塵機
扇風機
蛍光灯
ガスストーブ
ガステーブル
マッチ
不明
火遊び
放火
ガス回転釜
観賞魚用ヒータ
茶道用電気釜
たばこ
火遊び
ガス回転釜
放火
観賞魚用ヒータ
その他
放火 ･ 疑い
火遊び
観賞魚用ヒータ
観賞魚用ポンプ
ガス回転釜
ガステーブルに放置さ
れたやかん
放火 ･ 疑い
火遊び
回転かまど
コード
点火したままのアルコー
ルランプに燃料を補給
その他
合計
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放火

火遊び
21 コード
たばこ
テーブルタップ
蛍光灯
消したはずの繊維 ･ 製品
放火
火遊び
20 コード
回転かまど
硫化塩
放火
火遊び
19
たばこ
半田ごて

22

23

24

25

26

27

出火原因

放火
火遊び
ガスバーナ
コード
金属粉
鉄粉
扇風機
不明
放火
蛍光灯
抵抗器
消したはずの繊維 ･ 製品
放火
テーブルタップ
送（排）風機
冷暖房機
放火
電気クッキングヒータ
火遊び
放火
電器こんろ
アセチレンガス切断器
熱せられた金属製品
鉄粉
不明
放火
火遊び
ヘアドライヤ
間接雷

年（平成）

教室

1

2

1
1

2

2

1
1

2

1

1

1
3

1

1

1

体育室 ･
体育館
更衣室

1

1
1

1

1

1

物置 ･ 倉庫
・物入れ

廊下・
階段室

出火箇所

1
1

3

1
1

2

2

1
1

1

1

1

建物の
外周部

1

1

1

玄関・
ホール

中学校における出火原因別出火箇所（東京消防庁管内）

1

2

2

1

1

1（集会室）

その他

出火原因

放火
火遊び
1（実験室）
ガスバーナ
1（教員室）
コード
金属粉
鉄粉
扇風機
不明
放火
蛍光灯
1（機械室）
抵抗器
消したはずの繊維 ･ 製品
放火
テーブルタップ
送（排）風機
冷暖房機
1（洗面所）
放火
1（管理人室） 電気クッキングヒータ
火遊び
放火
電器こんろ
1（工事中部分） アセチレンガス切断器
熱せられた金属製品
鉄粉
不明
放火
火遊び
ヘアドライヤ
間接雷
3（ロッカー室 ,
出入り口の間 , 洗 放火
面所）
火遊び
コード
たばこ
1（作業場）
テーブルタップ
1（教員室）
蛍光灯
消したはずの繊維 ･ 製品
放火
火遊び
1（教員室）
コード
1
回転かまど
硫化塩
1（ベランダ）
放火
火遊び
たばこ
半田ごて

台所 ･ 調理
場 ･ 調理室
･ 給食室

第 121 号

1

2

1
1
1

1
1
1

2
1
1

3
1

1
1
1
1
1
1

便所
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1

その他

65

60

1

4
4
1

2
1

1

1
6
2
2

2
1

1
6

1
1

4

4

1

1

3

1

1

17

1

3

1
1

3

1
1

1

42

1

1
1
1

5
4

2

1
3

1

3

1

2

4

1

18

3

2

1

2

3

1（廃品置場）

1（廃品置場）

放火
たばこ
マッチ
コード
ガステーブル等
放火
火遊び
ガステーブル等
モータ
硝酸
放火
たばこ
火遊び
ガス回転釜
花火
その他
放火
回転かまど
たばこ
ガステーブル等
白熱電球
放火
火遊び
電気冷蔵庫
その他
放火
火遊び
放火 ･ 疑い
火遊び
1（パイプスペー たばこ
ス）
1
回転かまど
不明
放火
1（部室）
火遊び
1（パイプスペー たばこ
ス）
ガスバーナ
1（パイプスペー その他
ス）
火遊び
放火
たばこ
1（洗面所）
放火 ･ 疑い
放火 ･ 疑い
火遊び
たばこ
マッチ
1
回転かまど
ガスレンジ
1（ダストシュート）ガス溶接器
1（機械室）
その他
7
26

1

2

1

1（保健室）

1（屋上）
1（実験室）

第 121 号

1

5
2

3
1

1

11 たばこ
ガスバーナ

火遊び
10 放火
たばこ
9 放火 ･ 疑い
放火 ･ 疑い
火遊び
たばこ
マッチ
8
回転かまど
ガスレンジ
ガス溶接器
その他
合計

1
1
1

2

1
1
1
2

4

1

2

1

1

1
1
5

1

回転かまど
不明
放火
火遊び

12 たばこ

13

14

15

16

17

18

放火
たばこ
マッチ
コード
ガステーブル等
放火
火遊び
ガステーブル等
モータ
硝酸
放火
たばこ
火遊び
ガス回転釜
花火
その他
放火
回転かまど
たばこ
ガステーブル等
白熱電球
放火
火遊び
電気冷蔵庫
その他
放火
火遊び
放火 ･ 疑い
火遊び
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1

1

物置 ･ 倉庫

階段 ･
階段室

1

その他

放火

コード

放火

不明

1

2

電動ミシン

放火

1

1

1

放火

油の染みこんだ紙

放火

コード

1

1

放火

不明

差込みプラグ

1

1
2

安定器

2

1

2

1

1

1

1

1

油紙

りん

1

1

1

1

1

1

3 2

1（体育室）

1（応接間）

1（ごみ捨て場）

安定器

溶接機

放火

油の染みこんだ紙

放火

コード

放火

電動ミシン

放火

不明

差込みプラグ

ライター

コード

放火

不明

ガスバーナ

放火

油紙

りん

金属ナトリウム

金属粉

扇風機

放火

不明

観賞魚用ヒータ

スライダック

ライター

たばこ

油紙

亜塩素酸塩類

たばこ

研磨機

蛍光灯

電気冷蔵庫

出火原因

第 121 号

17 溶接機

18

19

1

1

21 ライター

20

1

金属ナトリウム

1

1

1

22 ガスバーナ

23

1

金属粉

扇風機

放火

不明

1

1

観賞魚用ヒータ

1

ライター

たばこ

油紙

亜塩素酸塩類

たばこ

1

1

廊下

1（工事中箇所）

実験室

研磨機

便所

出火箇所

1（書庫）

1

玄関

部室 ･
クラブ室

高校における出火原因別出火箇所（東京消防庁管内）

蛍光灯

教室

24 スライダック

25

出火原因

電気冷蔵庫

年（平成）

表4
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4

1

合計

電気溶接器（工事中）

39

3

1

27

10

1
6

15

1

9

1

1

1

6

その他

1（壁内）
20

たばこ

電気溶接器（工事中）

たばこ

放火 ･ 疑い

観賞魚用水槽の冷暖水
調節装置

ヘアドライヤー

放火

その他

旋盤

たばこ

放火

その他

コード

第 121 号

8 たばこ

放火 ･ 疑い

9 ヘアドライヤー
観賞魚用水槽の冷暖水
調節装置

1

1

その他

放火

1

1

旋盤

たばこ

2

1

1

1（教員室）
1

ガステーブル
コード
2（更衣室 , 外周部）放火

1（ホール）

1

2

放火

1

1

1（天井裏）

その他

1

たばこ

1

コード

放火

その他

コード

1（パイプスペース）たばこ

放火

放火

たばこ

蛍光灯

2

1

放火
たばこ
その他

1（ベランダ）

その他

2
1

3

放火
たばこ

1
2

4

1（更衣室）

その他

真空遮断器

スポットライト

放火

その他

蚊取り線香

たき火

蛍光灯

12 ガステーブル

10

1

1

放火
たばこ

その他

たばこ

3

3

放火

4

1（天井裏）

放火

1（電気室）

真空遮断器

その他

1（ホール）
1（体育館）

放火

その他

11

1

1

1

スポットライト

1

13

2

1

1

14 たばこ

15

1
1

1
1

1

蚊取り線香

1

1

その他

16 たき火

たばこ
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東京消防庁管内における中学・高等学校の化学実験に係る事故および火災の発生状況

年（平成）
21
20
19
18
17

件数（件）
2
2
2
2
2

表6
年

月

都道府
県

校種

平成 27

11

東京

中

平成 25

12

神奈川

小

平成 25

5

東京

中

平成 25

6

東京

高

平成 25

5

宮城

中

平成 23

12

東京

高

平成 23

5

東京

高

平成 23

9

東京

高

平成 23

11

鳥取

高

平成 22

1

東京

高

初診時程度（人）
中等症
軽傷
1
1

受傷人数（人）
6
12
2
4
3

1

5
11
2
3
3

理科実験が関連した火災等
概要

分類 出典

生徒が下校時に 2 階理科室の窓越しに白煙が充満しているのを発見し、用務員に伝えた。
用務員は理科の教員に伝えた。教員が理科室を確認すると、白煙が充満し、段ボール付近
が焦げていたので、水道水をかけて、初期消火を行った。
自動火災報知器は作動しなかった。
初期消火後に、教員は、火災の事実を校長と副校長に電話で伝え、消防に通報するように
指示を受けたので、学校の電話から管轄の消防署に通報した。
理科の授業の実験で使用した鉄粉や硫黄を片付ける際に、テーブルにこぼれていた薬品を
濡れぞうきんで拭き取り、そのまま、ぞうきんを段ボールに捨てた。鉄粉と硫黄が、ぞうきん
の水分と反応し、発熱し出火した。
試験管に希塩酸 3 ～ 4 ミリリットルを入れ、そこに直径 1 cm に丸めたスチールウールを入
れ、溶ける様子を観察していた。複数の児童から、
「変な臭いがする」
、
「気持ち悪い」とい
う訴えがあった。児童 6 人が気分不良を訴え、保健室に来室した。そのうち 1 名が嘔吐した。
学校医によると、塩酸による軽い中毒とみられるという診断であった。
10 時頃に、生徒 A は硫化水素が発生した試験管を持っていたところ、気体を吸い込んだ。
体調不良になり、11 時 50 分頃、保健室に行った。
11 時頃、生徒が鉄と硫黄を混合した粉末を希塩酸の入ったビーカーに落とした。発生した硫
化水素を別の生徒 B が吸い込んだ。生徒 B は、体調不良になり、11 時 50 分頃、保健室に行っ
た。
学生が、高等学校の敷地内で、酸化銅（Ⅱ）の粉末をアルミニウム粉と混合して地面に置き、
マグネシウムリボンを導火線としてガスバーナで点火したところ、急激な燃焼が起こり、出火
した。
理科の授業において、粉末状の鉄と硫黄の混合物を加熱し、硫化鉄をつくり、これに薄い
塩酸を加えて硫化水素を発生させる実験を実施した。授業終了により教室に戻った後、5 人
が体調不良 * を訴え、保健室で手当を受けた。学校医に連絡するとともに、救急車を要請し、
症状のない 1 名をあわせ、6 名を 3 つの病院に搬送した。病院で酸素吸入を受けたが、そ
の後異常は認められず、夕方に全員が帰宅した。
* 頭痛、息苦しさ、寒気
学校の教員が、5 階廊下を歩いていると、美術室からオレンジ色の明かりが見えたので近付
くと、美術室内で炎が上がっているのを発見した。階段を上がってきた教員に火災を知らせ、
持っていた鍵で解錠して絵画バケツで水をかけて消火した。
美術の授業で使用していた油絵の具および画用液 * 等が染みこんだティッシュをゴミ箱に捨
てたため、乾燥促進剤により、亜麻仁油に含まれる不飽和脂肪酸の酸化反応が促進され、
自然発火したと推定された。
* 乾燥促進剤、亜麻仁油、溶剤
3 階の化学実験室で、教員が、亜鉛を使用した銅のメッキ実験の後処理をしていた。その際、
実験で使用し、塊状になった亜鉛粉を新聞紙に包んでゴミ箱に捨てた。その後、3 階の生
物室にいた教員が自火報の鳴動音を聞き、3 階を確認したところ、廊下の窓越しに化学実験
室内の炎を発見した。駆けつけた教員 7人とともに、
消火器計 16 本を使用して初期消火した。
亜鉛が酸化発熱し、新聞紙に着火し、火災（ぼや）になった。
高等学校の 3 階にある化学実験室で、化学実験部員が、赤リンと塩素酸カリウム各 3 g を
一つの乳鉢内で混合した際に、衝撃を与えたことにより、急激に化学反応を起きた。生徒
が着用していた白衣、長袖シャツおよび T シャツに着火し、出火した。
この火災により、生徒が両手に火傷を負った。
生物教室前の廊下において、昼休憩時に 3 人の生徒が遊戯中に、生物標本 * にぶつかった。
円筒型ガラス瓶が割れ、ホルムアルデヒドを含む水溶液が 4 リットル漏洩した。
事故発生時、全校生徒及び職員が、一時体育館に避難したが、健康被害はなかった。
* オオサンショウウオ
化学実験室でベンズアルデヒドの酸化反応の実験中に爆発が起きた。吹き飛んだ破損物件
等により、生徒 11 名が負傷した。
化学実験の講師が実験中に爆発音を聞き、
負傷した生徒を救護した。爆発のみであったため、
初期消火は行われなかった。試薬の一つである水酸化ナトリウムを入れずに混合液を加熱し
たため、不安定物質が生成したと推定された。
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平成 22

12

愛知

平成 21

11

東京

平成 21

10

東京

平成 20

2

東京

平成 20

4

東京

平成 20

5

愛知

平成 18

11

東京

平成 18

11

千葉

平成 18

1

東京

平成 17

11

京都

平成 14

9

東京

平成 11

N

東京

平成 10

N

東京

平成 8

6

東京

平成 4

2

東京

昭和 61

12

東京

昭和 58

6

東京

昭和 53

5

東京

2016 年 9 月

理科の実験中に、一部の児童が 5 種類の薬品 * を混ぜた。発生した刺激臭のあるガスを他
の児童に嗅がせた。8 名の児童が気分不快を訴え、病院で診察を受けたが、処置するには
至らなかった。
* 希塩酸、アンモニア水、食塩水、炭酸水、石灰水
硫化水素が発生する実験中に、硫化水素を吸ったために、生徒 4 名の気分が悪くなった。
中または高
中等症 1 人、軽傷 3 人。
中または高 塩素が発生する実験中に、塩素を吸ったために、生徒 2 名の気分が悪くなった。軽傷 2 人。
理科実験で、鉄粉と硫黄から硫化鉄を生成させる実験を行った。実験廃棄物を後日処理す
るつもりで、水切り袋に回収し、パレットにおき、理科準備室の流し台に放置した。その後、
中
無人の理科準備室が火災（ぼや）になった。未反応の鉄粉と硫黄が反応し、発熱により出火
した。
化学部の活動中に、混和した砂糖、塩素酸カリウムに濃硫酸を滴下したところ、炎が上がっ
た。生徒 3 名が熱傷を負った。4 名が煙を吸った。
高
生徒だけで実験を行っていた。使用するるつぼを毎回変える手順であったが、2 回目、3 回
目の実験で同一のるつぼを使用した。
理科の授業で、検知管を使って、酸素濃度を測定する授業を行っていた。操作法を誤り、
小
塩化水素が発生した。児童 8 名がのどの痛みを訴えた。
亜鉛に塩酸をかけ、水素を発生させる実験中に、フラスコから出ているガラス管に生徒が火
中
を近づけたことにより水素に着火した。フラスコが破裂し、生徒 5 名が負傷した。軽傷 5 人、
内 2 名を搬送。
三角フラスコ内に希塩酸とアルミニウム片をいれ、ガラス管のついたゴム栓で三角フラスコに
栓をし、ガス管の先からゴムチューブを伸ばし、水の入った水槽内に入れ、ゴムチューブの先
小
端を水面下 1 ～ 2 cm の位置に設置する。ゴムチューブの先端から出てくる気泡に、マッチ
で火をつけ、音がすることを観察することにより、水素の発生を確認する実験を行っていた。
三角フラスコが爆発し、教師 1 名、生徒 8 名が負傷した。
中学校の実験室において、理科の授業で水素をマッチで燃やす実験を行っていた。誤って
水素が発生している水槽内でマッチを消そうとしたために、マッチの炎が発生している水素
中
に引火し、爆発した。
その場にいた生徒 8 人が受傷した。
午後 8 時 50 分頃、耐火造 4 階建の建物の 1 階にある化学実験室において、本棚近くに置
かれたポリエステル製のゴミ箱から出火した。授業で生徒等が黄銅（しんちゅう）をつくる実
高
験を行った。実験で使った亜鉛粉末の一部が回収されずに、湿ったろ紙に付着したままゴミ
箱に捨てられた。徐々に乾燥し、3 日後に出火した。
出勤してきた教師が 1 階理科準備室の鍵を開け、中に入ったところ、冷蔵庫が壊れているの
を発見した。前日にカエルの解剖を行った。解剖のために使用したジエチルエーテルを含ん
だ綿、及びカエルをビニール袋に入れ、冷蔵庫に保管していた。
中
ジエチルエーテルが気化し、周囲の空気と可燃性予混合気を形成し、冷蔵庫の発する電気火
花により着火した。爆発により冷蔵庫が壊れた。
ジエチルエーテルの引火点は -45℃である。
中
理科実験で使用中のガスバーナの火が、カーテンに燃え移り、火災になった。
理科の実験で使用した塩素酸カリウムの薬包紙の塊をゴミ箱に捨てた。授業終了後から約
30 時間後に火災になった。
小
完全に反応していなかった塩素酸カリウムと、同じく授業で使用した砂糖の混合物が、混触
により出火した。
理科室で、デンプンの反応実験を行っていた。湯の入ったビーカーをアルコールランプで加
熱していた。メタノールの入った試験管を、湯の中に入れて加熱していた。メタノールが気化し、
量が減ったので、女子生徒が、補給のためアルコールランプをつけたまま、メタノールを注い
小
だ。メタノールが外にこぼれて、アルコールランプの炎により着火し、火災（ぼや）になった。
メタノールを注いだ女子生徒は指に火傷を負った。
女子生徒が炎に驚き、メタノールの入ったビーカーを机上に落としたため、こぼれたメタノー
ルにも着火した。近くにいた女子生徒の上着に着火して、熱傷を負った。
理科の実験中に、児童の一人が、加熱に使用していたアルコールランプを倒した。そのため、
実験台上に燃料アルコールが流出し、着火し、火災（ぼや）になった。児童の服に着火し、
小
火傷を負った。
平成 4 年には、小学校で、児童のアルコールランプの誤った取扱いによる火災が、本件を含
めて 2 件発生した。
2 階理科室の南側の窓枠近くで、理科教諭が、水を入れた丸底フラスコと、墨汁を入れた丸
底フラスコの温度差を測る実験を行っていた。昼休みになり、同教諭が食事のために理科室
を離れた。職員室で食事をとっていた同教諭は、自火報の鳴動を聴き、理科室に駆けつけた
小
ところ、カーテンが燃えていた。廊下に設置してあった粉末消火器 1 本で消火した。水を入
れた丸底フラスコが凸レンズの役割を果たし、近くのカーテンに太陽光を集光させたことによ
り、カーテンが着火し、火災（ぼや）になった。
科学クラブ員の児童約 40 人が、理科実験室で、2 名の先生の指導を受け、実験を行ってい
た。泡消火薬剤の A 液と B 液を混合させて発生した泡を用いて、バケツ内で燃焼させた紙
くずを消火する実験であった。
小
実験の途中に、男子児童が、先生の目を盗んで、施錠されていない薬品棚からメチルアルコー
ルの瓶（0.5 リットル）を持ち出し、実験の終わったバケツ中に振りかけて、マッチを擦って
投げ込んだ。アルコールに着火し、火災（ぼや）になった。男子児童 4 名が熱傷を負った。
授業で理科の実験を行った後、清掃をして下校した。児童 2 名が放課後も居残り、理科室
小
に入り、授業に使ったマッチを取り出して遊んでいた。そのうちに、マッチ箱に着火し、火災
（ぼ
や）になった。
小
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表7
年
（平成）

障害種

学校種 学年

性別

理科実験の負傷事例 12）

科目

場所

発生状況

分類

｢植物の生長と日光や水とのかかわり｣ の実験中、熱
湯が入っているビーカーに同じ実験班の他の児童の腕
が当たり、ビーカーが倒れ、熱湯が本児童の両大腿
部にかかった。  

I

26

外貌・露出部
分の醜状障害

小

6

女

理科

25

外貌・露出部
分の醜状

小

5

女

文化部的クラ
実験実習室
ブ活動

理科クラブの活動中、理科室でべっこう飴作りをして
いたとき、隣にいた児童が溶けた砂糖が入ったアルミ
カップを落としてしまい、中身が飛び出し、本児童の
顔や上半身にかかった。

I

理科の授業で、「ものの温まり方」を学習していた。
金属棒をアルコールランプで温める実験をしていたと
き、アルコールランプをのせていたトレイの端を強く押
してしまい、その反動でトレイごとアルコールランプが
倒れ、芯の部分が飛び出した。その際、アルコール
の火が本児童の髪の毛に燃え移り、顔面とそれを消そ
うとした両手の指を火傷した。  

B

実習実験室

25

外貌・露出部
分の醜状

小

4

男

理科

24

視力・眼球運
動障害

高

2

男

理科

物理の授業で、ペットボトルロケットの実験をしている
運動場・校庭
ときに、ペットボトルロケットを受け取ろうとして失敗し、
（園庭）
強く右眼に当たった。  

I

高

3

男

理科

物理の授業で、演示実験（断熱圧縮に伴う発火実験）
教室（保育室）により爆発音が発生した。本生徒は、実験の近くにお
り、爆発音後、左耳に異常を感じた。  

I

23 聴力障害

実験実習室

家庭科室で、ホットプレートでべっ甲飴を作った。と
けた飴を持った児童が振り返ったとき本児童にあたり、
その飴が左手と左足にかかり火傷をした。

23

外貌・露出部
分の醜状障害

小

4

女

総合的な学習
実習実験室
の時間

23

外貌・露出部
分の醜状障害

小

4

男

理科

教室で空気鉄砲の実験をしていたところ、友達が本
教室（保育室）児童に向けて打ってきたので、避けようとして教室後
ろの木製ロッカーに右眉あたりを打ち付け負傷した。

22

視力・眼球運
動障害

高

2

男

理科

実習実験室

22

22

外貌・露出部
分の醜状障害

外貌・露出部
分の醜状障害

外貌・露出部
22
分の醜状障害

22

視力・眼球運
動障害

手指切断・機
21
能障害

中

小

小

小

高専

2

6

6

4

1

女

理科

D

数人ずつがグループに分かれて実験をする選択理科
の授業であった。エタノールによる燃焼実験を中庭で
5 人でしていた。教師は他のグループ実験を手伝い
このときは窓から指示、指導をしていた。
運動場・校庭 見ていたので、
A
3 対 2 の対面で空気中にエタノールを噴霧して火をつ
（園庭）
けたため、エタノールが対面した生徒の衣服や手足に
もかかっていたものと思われるが、引火して火傷を負っ
た。  

実習実験室

A

実習実験室

観察実験クラブ活動中、理科室準備室でべっこう飴
作りをしていて、男子児童がホットプレートから、熱し
ていたアルミ箔を机に移動させている時に、バランス
を崩し、アルミ箔の中身（砂糖と水を熱したもの）が
本児童の手・足にたれてしまった。

I

理科

運動場で気体の実験のため、フィルムケースに発泡剤
（クエン酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜたもの）と水
運動場・校庭
を入れ、跳ぶ様子を観察していた。本児童は、他の
（園庭）
児童が置いたフィルムケースの近くを知らずに通りか
かった際に発泡し、左眼球に当たった。  

E

理科

器具の使い方のテストで、ガラスの試験管にゴム球
（ピペット）を取りつけようとした時に、ガラスの試験
管が割れて、左の小指第三関節近くにガラスが刺さっ
た。  

I

休憩時間中

女

文化的クラブ
活動

女

I

休憩時間に入ったが児童はまだ理科室にいたところ、
教科担任が実験の準備でアルコールランプにアル
コールを補充する為、アルコールの入った 18 リットル
缶を開缶して教師用実験台の下に置き、教科担任が
マッチの火をつけたところ、アルコール缶が爆発し、
近くにいた本児童は両下肢に熱傷を負った。

女

男

ドライアイスを使っての実験で他の生徒がドライアイス
をペットボトルに入れて蓋を閉めた。膨張したペットボ
トルがロケットのように爆発して本生徒の右眼上部に
直撃する。

I

実習実験室
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外貌・露出部
分の醜状障害

外貌・露出部
分の醜状障害

外貌・露出部
19
分の醜状障害

19

19

外貌・露出部
分の醜状障害

外貌・露出部
分の醜状障害

視力・眼球運
18
動障害

高

中

2016 年 9 月

3

3

男

男

理科

理科

ガラス細工をして後片付けの際、使い終わったガラス
の棒を洗おうとして右手で握ったところ割れてしまい、
右手掌の人差し指の付け根部分を深く切ってしまっ
た。

実習実験室

理科の実験を班ごとに実施。加熱しているステンレス
皿上の酸化銅にビーカーに入っているエタノールをたら
した。その瞬間、ビーカー内のエタノールに引火した。
A
あわててビーカーを机上に置いたとき、エタノールが
飛び出し、本生徒の右手、右腕、右耳にかかり火傷
した。  

I

高専

1

男

その他の教科 実習実験室

実験中に反応管を投入し 1 本目は成功した。2 本目
を投入し 50 秒したところで突然溶融塩（硝酸ナトリウ
ム）が噴出し、飛沫を浴びて顎、前胸部、左腕にや
けどを負った。  

高

2

女

休憩時間中

実習実験室

理科の補習終了後、他の生徒が実験で使っていた蟻
酸の臭いをいたずらで本生徒にかがせたところ、手で
払いのけた際に液が顔、目、首にかかり負傷した。

I

実習実験室

理科室でデンプン反応の実験のため、水を入れたビー
カーに葉をいれてアルコールランプで熱していた。本
児童が割り箸で中に入れている葉を広げようとしたとこ
ろ、向側にいる友人が自分もやろうとしてビーカーの
上で割り箸を左右に振ったため、ビーカーに当たりビー
カーが倒れ、お湯が左下肢にかかった。  

I

実習実験室

選択理科の授業中、ジュースを作っていて、ペットボ
トルへドライアイスとソーダ水を入れ、混ぜるために
振っていたが、突然ペットボトルが爆発し、ペットボト
ルの破片が眼に飛んできて受傷した。

D

I

小

中

6

3

女

理科

I

男

理科

実習実験室

クラブ活動中、熱して溶けた状態のべっこう飴を他の
児童が取り出そうとしたとき、誤ってこぼし、同じ机で
作業していた本児童の手の甲に飴が落ち、ひっつい
た状態となった。

実習実験室

クラブ体験で科学クラブのべっこう飴作りに参加した
際、熱したべっこう飴をアルミカップに入れ運んでいた
が、カップが熱くて持っていられなくなり、こぼしてしまっ
た。この時、両手両大腿部に熱傷を負った。

I

B

外貌・露出部
18
分の醜状障害

小

5

女

文化的クラブ
活動

外貌・露出部
分の醜状障害

小

4

男

文化的クラブ
活動

17

実習実験室

外貌・露出部
17
分の醜状障害

小

6

女

理科

実習実験室

理科の実験中、鉄製スタンドに取り付けた試験管を
更に火元に近づけようとした際、誤ってアルコールラ
ンプを倒してしまい、ランプの芯が外れ、火の付いた
アルコールの炎が飛んで、衣服に引火し熱傷した。  

17

外貌・露出部
分の醜状障害

小

6

女

理科

実習実験室

理科実験中に、ペットボトルの中のアルコールに引火
し、その勢いで炎と共にアルコールが射出し、負傷し
た。  

A

17

外貌・露出部
分の醜状障害

小

6

男

理科

実習実験室

理科実験中に、ペットボトルの中のアルコールに引火
し、その勢いで炎と共にアルコールが射出し、負傷し
た。  

A

17

外貌・露出部
分の醜状障害

小

5

女

理科

実習実験室

理科の実験中、他の児童が砂糖を溶かした容器が熱
くて持ちきれなくなり、手を離した際、それが右手甲に
かかり火傷した。  

I

実習実験室

理科の授業で過酸化水素水を加熱して酸素を発生さ
せる実験中、友人の班の実験の様子を見ていたとこ
ろ、熱しているガラス製の試験管が破裂して、破片
が左眼に刺さった。  

E

理科の授業中、運動場で熱気球を飛ばす実験をして
いた。黒いビニール袋に針金を通して熱気球を作り、
皿に入れた脱脂綿にアルコールを浸し、火をつけ熱
運動場・校庭
気球を飛ばした後、皿の中の脱脂綿が燃えるのを確
（園庭）
認して、新しいアルコールを注ごうとしたところ、アル
コールの缶に何らかの火種が引火して爆発し、その熱
風を受けて全身に火傷を負った。

A

視力・眼球運
17
動障害

17

外貌・露出部
分の醜状障害

中

小

2

4

男

男

理科

理科
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表8
A
B

事故等の分類

低引火点の可燃性液体の不適切な取扱い
アルコールランプの不適切な取扱い
ガス爆発による容器の破裂、飛散
容器中で可燃性予混合気が爆発し、その圧力で容器が破損し、容器の一部が飛散した。
容器の破裂、飛散
密封容器中で物理変化が起き（ドライアイスの気化など）、その圧力で容器が破損し、容器の一部が飛散した。
容器の破裂、飛散
密封容器中で化学変化によりガスが発生し（ガス発生剤の分解など）、その圧力で容器が破損し、容器の一部が飛散した。
ガス中毒
有毒ガス（例えば、塩素や硫化水素）に接触、吸引した。
着火具の不適切な取扱い
マッチ、ライター等によるいたずら。
実験廃棄物の処理が関係したもの
その他

C
D
E
F
G
H
I

の破裂、毒性のある気体の発生などの事故も発生する。そ

教師がヒヤリとした、あるいはハットした経験を集めた 27）。

のような場合には、救急活動を行うこともあり得るので、表

原文の一部を表 12 に示す。

に加えた。

佐賀県教育センターでは、県内の理科実験、観察中の事

東京都教育委員会による安全教育の手引き 13）では、高

故についての実態把握のために、平成 16 年度教育センター

等学校における事故発生のおそれのある実験をあげている。

理科関係講座の受講者へアンケートを実施した 28）。表 13 に

簡単な解説とともに表 9 に示す。

児童または生徒が事故を起こした事例を示し、表 14 に教師

煙火をつくる実験法を記載している小中高校向けの化学

が事故を起こした事例を示す。原文の一部を示した。

実験書が出版されたことがある。インターネット上から簡単に

理科実験における火災、爆発等の事故は、以前から発生

煙火の製造法を入手することもできる。それをもとに、理科

している。杉山は、文部省が昭和 27 年頃に集計した 250

実験などで煙火をつくることがある。また、文化祭等で演出

件の事故事例の要約を紹介している 29）。表 15 に示す。た

として煙火を使用することがある。その際に、意図に反して

だし、表現の一部を変更した。

煙火が爆発し、負傷者が発生することがある。学校事故事

昭和 39 年に文部省から、学校における実験事故につい

例検索データベースに登録された事例を表 10 に示す 12）。煙

ての調査依頼を、日本化学会化学教育委員会に対して行っ

火を含めた火薬類の事故については、経済産業省 22）と全国

た。収集した 890 件の事例について、事故防止対策と共に

火薬類保安協会 23）が公表している。通商産業省が昭和 55

紹介している 15）。表 16 に概要を示す。文献 15 の内容の一

年に学校での煙火の実験に関する文書を出した 24）。経済産

部を表の形にまとめた。

業省が平成 22 年と平成 26 年にも文書を出した 25，151）。文

新潟県立教育センターは、昭和 37 年 4 月 1 日から昭和

献 22 から文献 25 より、小中高校で負傷者が発生した事例

40 年 9 月 30 日までの間に県内の小学校、中学校、高校で

を抜き出し、表 11 に示す。関係した用語の説明を以下に引

発生した理科学習に関連した事故について調査した 30）。事

用する 26）。

故の種類を以下の 5 種類に分類した。以下に引用する。た

・火薬類

利用価値のある爆発物で、火薬、爆薬及び火工

品に分けられる。

だし、表現の一部を変更した。
①熱源、加熱に関する事故

アルコールランプなどの熱源

・火薬

火薬類の内、燃焼反応を利用するもの。

の取り扱いによって起きた事故、加熱中の不注意によって

・煙火

火薬の燃焼、爆発等に際して発生する光、音又は

起こった事故

煙の現象を利用し、鑑賞、娯楽、信号、救難、模擬、試験

②強酸、強塩基、有毒な気体の取り扱いに関する事故

強

等の目的に使用するように作られた火工品。主に法律用語

酸性の薬品による事故、強塩基性の薬品による事故、塩

として用いられる。

素やエーテルなどの有毒な気体の吸入によって呼吸困難、

・花火

煙火とほぼ同じであるが、主として鑑賞、娯楽の目

的に作られたもの、又はその現象。
・火工品

めまい、頭痛などを起こした事故
③水素、花火、火薬などに関する事故

火薬又は爆薬を使用目的に応じて加工したもの。

による爆発事故、花火遊び中の事故、火薬遊び中の事故、

上で示したように煙火または花火は本来「鑑賞」や「娯楽」

塩素酸カリウムや黒色火薬などによる事故、アルコールや

のために用いるものである。自身を傷つけたり、他人にけが
をさせるために用いるものではない。

水素やアセチレン

ガソリンなどの引火性の薬品による事故
④器具、工具に関する事故

富山県総合教育センターでは、学校で行う理科実験で、
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表9
実験

高等学校における事故のおそれのある実験

予想される事故

解説

目や粘膜の損傷、呼吸器
への障害、中毒（アンモ 鉄粉と硫黄を試験管に入れて強熱すると、硫化鉄ができる。硫化鉄が、希塩酸又は希硫
有 毒、 腐 食 性 気 体 の
ニア、一酸化窒素、二酸 酸に溶けると、硫化水素を生成する。硫化水素は、無色の気体で腐卵に似た悪臭があり、
発生
化窒素、硫化水素、二酸 毒性が強い。 14）
化硫黄、塩素、塩酸等）
気体発生器内にはじめから入っていた空気と、発生した水素が混合して、可燃性予混合気
を形成する。
気体発生器は、なるべく小型の容器にする。初期に発生する気体は、気体発生器の容積
の 2 倍以上捨てる。それ以降の気体を着火実験に用いる。
水素を捕集する容器は、不必要に大きくしない。 15）

水素の発生

爆発

酸素の発生

過酸化水素は劇物である
（6% 以下は除く）
。皮膚に触れると、やけど
（腐食性薬傷）
を起こす。
過酸化水素水として市販されているものは約 30%、消毒用のオキシフルは約 3% の水溶液
過酸化水素水による皮膚
である。
の損傷、燃焼実験による
酸化マンガン（Ⅳ）
、銀、白金などが触媒となり、過酸化水素は、分解し、酸素を生じる。
火傷
酸素中での燃焼は、空気中での燃焼よりも激しい。空気中では容易に燃焼しないものでも、
酸素中では容易に燃焼することがある。 14, 16）

アセチレンの発生

炭化カルシウム（カルシウムカーバイド、CaC2）に水を作用させると、発生する。
爆発、爆発性の金属アセ アセチレンは燃焼範囲が広い。下限界は 2.5%、上限界は 100% である。
チリドの生成
銀、銅、水銀などの重金属とアセチレンが化合してできた金属アセチリドは、衝撃により爆
発する。 17）

濃塩酸を用いた実験

塩化水素の水溶液が塩酸である。 市販の濃塩酸は、35 ～ 37% の塩化水素を含む。 劇
物（10% 以下は除く）である。
発煙性の無色透明の液体であり、激しい刺激臭がある。
夏季に栓が飛ぶ、目や粘 塩化水素を吸入すると、のど、気管支、肺などを刺激し、粘膜がおかされる。多量に吸入
膜の損傷
すると、喉頭けいれん、肺水腫を起こし、呼吸困難、呼吸停止になる。
皮膚に触れた場合、皮膚を激しくおかし、直接液に触れると薬傷や凍傷を起こす。
塩化水素 36 wt% の塩酸の蒸気圧（塩化水素の分圧）は、20℃において 105.5 mmHg で、
40℃において 322 mmHg である。高温では、瓶内の圧力が高くなる。 14,16,18）

濃硫酸を用いた実験

劇物である（10% 以下は除く）
。
皮膚に触れた場合、激しい薬傷を起こす。目に入った場合、粘膜を激しく刺激し、失明す
皮膚の損傷、希釈による ることがある。
飛散
水と硫酸は任意の割合で混合する。希釈熱が大きいため、激しく発熱する。希釈する際には、
多量の水中にかき混ぜながら少しずつ硫酸を添加する。硫酸に水を加えると、部分的に発
熱し、沸騰を起こし、液が飛び散る。 14,16）
硝酸は、劇物である（10% 以下は除く）
。
硝酸が皮膚や粘膜に触れると、最初はぴりぴりする痛み、かゆみを感じ、皮膚が黄色く染ま
る（キサントプロテイン反応）
。すぐに取り去らないと、激しい痛みと薬傷が起こる。
濃硝酸が有機物に触れると発火することがある（硝酸は酸化剤である）
。

濃硝酸、氷酢酸、フェ
皮膚の損傷
ノールを用いた実験

高純度の酢酸は、常温で凍るので氷酢酸と呼ばれる。99% 酢酸は、15 ～ 16℃で氷結する。
一般に 96% 以上のものが氷酢酸と呼ばれる。
酢酸は強い腐食性の有機酸で、高純度品よりも少量の水を含むものの方が腐食性がはな
はだしい。高温、高圧下ではこの傾向が促進される。
臭いは刺激性である。目、皮膚、気道に対して強い腐食性を示す。 蒸気を吸入すると肺
気腫を起こすことがある。
広義では、芳香族炭化水素のヒドロキシ化合物をフェノール類という。狭義では、モノヒド
ロキシベンゼン（C6H5OH）をフェノールといい、石炭酸とも呼ばれる。強力な殺菌剤とな
るが、腐食性が強く、人体の皮膚をおかす。
フェノール類とアルデヒドの縮合反応で得られる熱硬化性樹脂をフェノール樹脂、またはベー
クライトという。
フェノール類であるクレゾール（C6H4（CH3）OH）には、
オルト、
メタ、パラの 3 異性体がある。
工業的には、クレゾールはこれらの混合物である。フェノールより殺菌力は強く、消毒剤とし
て用いられる。クレゾールは劇物である（5% 以下は除く）
。 14,18,19）

水酸化ナトリウムは劇物である（5% 以下は除く）
。
水酸化ナトリウムを 皮膚の損傷、飛散による アルミニウム、スズ、亜鉛などの金属を腐食し、水素を生成する。
用いた実験
目への重大な障害
水酸化ナトリウムが皮膚に触れると、皮膚が激しく腐食される。目に入った場合、結膜や角
膜が激しくおかされ、失明する危険性が高い。 14,16）

― 51 ―

消防研究所報告

第 121 号

2016 年 9 月

アンモニアは劇物である（10% 以下は除く）
。アンモニアを吸入した場合、激しく鼻やのど
を刺激し、長時間吸入すると、肺や気管支に炎症を起こす。
市販のアンモニア水は、28 ～ 30% のアンモニアを含む。
濃アンモニア水を用 夏季に栓が飛ぶ、吸入に
25 wt% のアンモニア水の蒸気圧は、20℃において 0.49 kg/cm2 で、30℃において 0.76
いた実験
よる呼吸器への障害
kg/cm2 で、40℃において 1.14 kg/cm2 である。30 wt% のアンモニア水の蒸気圧は、
20℃において 0.73 kg/cm2 で、30℃において 1.10 kg/cm2 である。高温では、瓶内の圧
力が高くなる。 16,18）

硫黄を用いた実験

固体の硫黄には、以下の 3 種類の同素体がある。
単斜（針状）硫黄：硫黄を試験管にとり加熱すると、淡黄色流動性の液体になる。これを
ロート型にしたろ紙の中に注ぐ。周囲が冷えて、針状の結晶が発達してきたとき、表面の皮
膜を破って中の液状硫黄を流し出してからろ紙を広げると、黄色透明の針状結晶がえられる。
加熱融解した硫黄による
ゴム状硫黄：試験管に硫黄をとって沸騰するまで加熱する。少し冷えてからビーカーの中の
火傷、二酸化硫黄による
水に注ぐと、弾力性のあるゴム状硫黄がえられる。硫黄の沸点は、444.60℃。
中毒
斜方硫黄：二硫化炭素に硫黄を加えてよく振る。その上澄み液をとって一夜放置してゆっく
り二硫化炭素を蒸発させると、大きい黄色の結晶が析出する。
硫黄を空気中で加熱すると、淡青色の炎をあげて燃え、二酸化硫黄になる。二酸化硫黄
は刺激臭を持つ無色の気体で、粘膜をおかし有害である。 14）

ナトリウムは劇物である。
ナトリウムが皮膚に触れた場合、やけど（熱傷と薬傷）を起こす。目に入った場合、粘膜
アルカリ金属を用い 水との爆発的反応による に激しい炎症を起こす。
た反応
飛散で目や皮膚に損傷
金属ではあるが、ナトリウムは水よりも軽い（比重 0.97）
。ナトリウムを水中に投じると、激
しく飛び回って水素が発生する。同時に水酸化ナトリウムも生成する。
炎色反応は黄色である。 14,16）
カエルの解剖に、麻酔剤としてクロロホルム、または、エーテル（ジエチルエーテル）を使
用する。
クロロホルムは劇物である。クロロホルムを吸入した場合、強い麻酔作用があり、めまい、
頭痛、吐き気をおぼえ、はなはだしい場合には嘔吐、意識不明を起こす。
クロロホルムは空気中で日光により分解し、塩素、塩化水素、ホスゲン、四塩化炭素を生
じる。
高濃度のジエチルエーテルが身体に作用すると、中毒を起こし、眠気、麻痺、意識不明な
どの徴候が見られる。
引 火、 中 毒（ エ ー テ ル、
有機溶媒を用いた実
ジエチルエーテルは引火点が低く（-45℃）
、引火しやすい。沸点は 34.6℃であるので、温
クロロホルム、二硫化炭
験
度の高い場所では急激に気化する。
素）
冷蔵庫にジエチルエーテルを保管する場合、完全に密閉出来る容器でなければ、冷蔵庫内
で可燃性予混合気を形成することがある。防爆の冷蔵庫でなければ、可燃性予混合気が
着火される可能性がある。
二硫化炭素は劇物である。吸入した場合、興奮状態を経て、麻痺状態に入り、意識がも
うろうとし呼吸麻痺を起こし、死亡することがある。皮膚に触れた場合、皮膚を刺激し、皮
膚からも吸収され、吸入した場合と同様な症状を起こす。
二硫化炭素は、引火点が低く（-30℃）
、引火しやすい。沸点は 46℃であるので、蒸発し
やすい。 16,18）

メタノール、エタノー
引火
ルを用いた実験

メタノールやエタノールなどの低引火点の可燃性液体は、直火で加熱しないで、熱湯で温
めるようにする。
メタノールやエタノールの蒸気は空気より重いので、下方に流れる。下方に着火源になりう
るものがあると、着火することがある。
メタノールやエタノールの火炎は、明るい所では、その存在に気がつきにくい。
エタノールの引火点は 12℃、メタノールの引火点は 11℃である。エタノールまたはメタノー
ルが机の上、床面などに漏洩した場合、周囲に可燃性予混合気が形成される場合がある。
瓶などの容器中に、エタノールまたはメタノールが入っていた場合、液面より上に可燃性予
混合気が形成されていることがある。

ベ ン ゼ ン、 ト ル エ ン
中毒、引火
を用いた実験

ベンゼンは、引火点が -11℃であり、引火しやすい。目に強い刺激性を示し、また、皮膚
には中等度の刺激性を示す。吸入、経口摂取で中枢神経系や血液系に影響を及ぼす。ヒ
トに対する発がん性（骨髄性白血病）が認められている。 動物試験で、催奇形性と催腫
瘍性が認められている。麻酔作用がある。
トルエンは劇物である。引火点が 4℃であり、引火しやすい。吸入した場合、はじめは短時
間の興奮期を経て、深い麻酔状態に陥ることがある。皮膚に触れた場合、皮膚を刺激し、
皮膚からも吸収され、吸入した場合と同様の中毒症状を起こすことがある。 16,20）
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ニトロベンゼンは劇物である。蒸気を吸入すると中毒し皮膚や粘膜が黒くなり、頭痛、
めまい、
吐き気が起こる。甚だしい場合は、昏睡、意識不明になる。皮膚に触れた場合、吸入した
場合と同様の中毒症状を起こす。
ベンゼンに濃硫酸と濃硝酸を作用させると、ニトロベンゼンが生成する。
アニリンは劇物である。蒸気を吸入すると中毒し皮膚や粘膜が黒くなり、頭痛、めまい、吐
ア ニ リ ン、 ニ ト ロ ベ 頭 痛、 吐 気、 意 識 不 明、
き気が起こる。甚だしい場合は、昏睡、意識不明になる。皮膚からも吸収され、吸入した
ンゼンを用いた実験 引火
場合と同様の中毒症状を起こす。
アニリンに、さらし粉を加えると、酸化され、紫色を示す。
ニトロベンゼンを鉄と塩酸の存在下で還元すると、アニリンが生成する。
アニリンに塩酸を加えると、塩酸アニリンが生じる。塩酸アニリンは劇物である。塩酸アニリ
ンに硫酸と重クロム酸カリウムを作用させると、黒色沈殿（アニリンブラック）が生じる。14,16）
ホルマリンを用いた
目や鼻への刺激
実験

ホルマリンは、ホルムアルデヒドを約 37% 含む水溶液である。50% 含むものもある。防腐剤、
消毒剤として用いる。動物標本の貯蔵に使用する。
ホルムアルデヒドは劇物である。吸入すると、ホルムアルデヒドの蒸気は鼻、のど、気管支、
肺などを激しく刺激し、炎症を起こす。皮膚に触れた場合、皮膚炎を起こす。
ホルムアルデヒドには、還元性がある。 14,16,19）

アンモニア性硝酸銀
爆発の危険
溶液

アンモニア性硝酸銀水溶液（硝酸銀の水溶液にアンモニアを加え、いったん生じた褐色沈
殿が消失するまで加えたもの）にホルマリンを加えて温めると、還元して銀を遊離する（銀
鏡反応）
。アンモニア性硝酸銀水溶液を放置すると、AgN3、AgNH、Ag3N などからなる
爆発性の黒色沈殿が生じる。 14,19,21）

フェーリング溶液は糖の検出に用いられる。A 液（水、硫酸銅）と B 液（水、酒石酸カリ
フェーリング溶液の 突沸による飛散で目や皮
ウムナトリウム、水酸化カリウム）を使用の直前に混合する。還元糖を加えて煮沸すると、
反応
膚に損傷
酸化銅（Cu2O）の赤色沈殿を生じる。 14,19）
ガ ラ ス 器 具、 ル ツ ボ
火傷
等の加熱

反応水溶液の加熱

加熱されたガラス器具、セラミック類は、見た目では高温であることに気がつきにくいので、
触れてやけどをすることがある。

強塩基溶液、濃硫酸を含む液は突沸しやすく、その熱液は皮膚に激しい薬傷を与える。
加熱に際し、管口を人のいる方向に向けない。
突沸による飛散で目や皮
液を多くとりすぎない。
膚に損傷
試験管が細いと突沸しやすい。
煮沸をある時間以上継続する際は、沸騰石を用いる。 15）

表 10
年（平成）死亡障害種 学校種 学年 性別

24

外貌・露出
部分の醜状
障害

高

1

火薬類が関係した事故

科目

男 文化的部活動

場所

発生状況

化学部活動中、顔面にマスク・メガネをつけた状態で、
ドラフト装置（化学実験に行う局所排気装置）内に
両手を入れて、火薬をセットし右手で点火する実験中、
点火と同時に燃焼が急に始まった。そして、右手の平、
実習実験室
右手の甲、左手人差し指が変色していることに気がつ
いた。また、この時、額と両瞼が赤くなっており、前
髪と眉毛は焦げ、目も充血していた。患部に触れると
激痛が走った。

20

手 指 切 断・
機能障害

中

3

教室
男 その他学級活動
（保育室）

17

視力・眼球
運動障害

高

1

男

本生徒が普段遊んでいた玩具の拳銃に使われている
雷管の火薬をほぐしてケースに入れて持ち込んでいた
が、その火薬が机にこぼれてしまい、あわててケース
にもどして蓋を閉めたときに、左手に持っていたケース
が突然爆発した。

友人のステージでの催しを盛り上げようと、友人と打
児童（生徒・学 運動場・校庭
ち上げ花火の計画をたてた。花火に火を付けた瞬間、
生）会活動
（園庭）
花火が上昇して、かなりの勢いで右眼部に強打した。
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表 11
年
平成 26

平成 26

月
3

10

煙火等が負傷の原因となった事例

都道府県

概要

出典

高知

中学 2 年の理科授業で火薬の製造に関する実験を行っている最中、乳鉢に試料（硝酸
カリウム、硫黄、木炭、過塩素酸カリウム、アルミニウム粉末）を強くかき混ぜたこ
とにより発火し、実験を行っていた女子生徒 1 名が火傷（重傷）を負った。

23

福岡

化学部の部活動中、生徒 A がガラス製サンプル管に半分ほど黒色火薬を詰め、生徒 B
がマッチで点火したところ爆発し、生徒 B が軽傷を負った。黒色火薬については、以
前の部活動中に調合したものを生徒 A が密かに持ち込んだもの。生徒 A, B とも高校
2 年生の 17 歳。

23

22

平成 25

10

兵庫

中学 1 年生の男子生徒が黒色火薬の燃焼実験をするため、木炭、硫黄、アルミニウム
及び塩素酸カリウムを蒸発皿＊に入れ、乳鉢で混合したところ、爆発した。生徒は両
手に軽度の火傷を負った。
＊
計数 g 程度

平成 23

9

東京

高校の文化祭における化学部による実験披露のための準備中に、生徒が過塩素酸カリ
ウムと赤リンを混合していたところ爆発し、生徒 1 名が両手に火傷を負った。

22

長野

高校化学部の生徒９名が参加している実習で火薬類を製造して、それを理科準備室に
おいていたところ発火し、火災報知器が鳴ったために宿直の教員が駆けつけ、水で消
火した。その後 2 回目の発火が棚の中からあり、気付いた教員が消火器で消火した。
人的被害はなし。

25

茨城

高等学校の総合学習の時間に、過塩素酸カリウム及びリンを用いて火薬（かんしゃく
玉）を作る実験を行った後に、教諭が不用となった火薬 50 g を水に混ぜた後、実験
室前の校庭に捨て、1 cm ほど土をかけて散水した。後日、男子生徒 3 名がゴミを捨
てに行った際に当該場所を踏み、火薬が爆発して負傷した。

25

2

平成 22

平成 20

7

1

平成 13

10

東京

警備員が朝、高校に出勤し、着替えている最中に自動火災報知設備のベルが鳴動した
ので受信盤を見ると、3 階の化学室を表示していた。警備員がすぐに化学室に行き、
扉を開けると、黒煙が充満していた。警備員室に戻り、119 番通報し、校内放送で火
災の発見と避難の呼びかけを行った。
初期消火は行われなかった。
以下のように推定された。約 3 年前に学生が実験で作成した硝化綿を、ビニール袋に
詰めて、アクリル製のデシケータに保管していた。デシケータを長期間直射日光に当
たるところに置いていたこと、硝化綿が乾燥状態であったことから、硝化綿が自然発
火した。

平成 8

6

岐阜

中学校理科の授業で花火を作る実験が行われ、薬品（硫黄粉、アルミニウム粉、塩素
酸カリウムをそれぞれ 1 g ずつ）を乳鉢に入れて乳棒でかき混ぜていたところ、爆発し、
乳鉢の破片が飛んで生徒 2 名が負傷した。

25

平成 7

12

福島

工業高校で卒業課題研究として、線香花火を作るために塩素酸カリウム、赤リン、硫
黄等を 100 cm3 のビーカーに入れて配合していたところ、突然発火し、生徒が負傷し
た。

25

福岡

高校において、校庭に土盛りの小山をつくり、模擬火山および模擬噴火口を構築した。
実験は、3 年生 B（17 才）が以前化学部の部長をしていたとき、同種実験の経験があ
ることから、中心となって他部員を指導しながら、部員とともに、化学担当教諭 A の
許可を受け、実験に必要な薬品についても指示を受け、購入した塩素酸カリウム、硝
酸カリウム、炭素、硫黄、アルミニウム粉末、鉄粉、酸化第 2 鉄、マグネシウム等を
混ぜて、黒色火薬等を作り、噴火口に挿入したところ、突然爆発し、実験に参加して
いた部員 15 名および見学中の生徒 2 名が負傷した。

24

昭和 54

5
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表 12

富山県総合教育センターがまとめたヒヤリハット事例

（1）高校
実験

器具、薬品等

I

・試薬ビンの口や周りが濡れているにもかかわらず、素手でさわった。こぼし
た薬品に安易に触れてしまった 。

I

・こま込めピペットで薬品を吸い取った後、逆さにしキャップを汚してしまっ
た。

I

・ガラス器具を洗剤で洗っていて手が滑り、割ってしまった。

I

廃液

・実験後、試験管の薬品をすべて流してしまった。

H

ガラス器具

・加熱終了後､冷めないうちにうっかり試験管や三脚にさわってやけどした。

I

・水を加熱していて、途中で沸騰石を入れ忘れたことに気付き、沸騰石を入れ
たところ、突沸した。

I

・試験管ばさみを強く握って、はさんでいた試験管を落とした。

I

・蒸発皿で炎色反応を見せていたところ、火が消えそうになったので、アル
コールを試薬ビンから足そうとして引火し、顔にやけどをした。

A

・アルコールを浸した脱脂綿でレンズを拭いている時、その脱脂綿にガスバー
ナーの火が引火した。

A

ブタンガス

・ガラス管に酸化銅（Ⅱ）を詰めて、酸素とブタンガスを通しながら加熱して
いたところ、突然爆発してガラス管が割れた。

C

水素

・水素に火をつけると爆発することを知らず、音がして驚いた。

I

アンモニア

・アンモニアのにおいをしらべる際､勢いよく吸い込んで気分が悪くなった。

F

二酸化窒素

・濃硝酸と銅片を反応させて二酸化窒素を取り出し、反応後の試験管をドラフ
トに持って行く途中でゴム栓とともに内容物が飛び出し、天井にかかった。

E

塩素

・塩素ガスを発生させていて、容器からあふれているのがわからず、顔を近づ
けて確かめていたため、顔の皮膚を傷めた。

F

アセチレンと塩素

・注射筒の中でアセチレンと塩素を反応させたら、火花が飛んで、柄の部分が
飛び出した。

I

ホールピペット

・ホールピペットで食酢を吸い上げるときに、食酢を口の中に吸い込んでし
まった。

I

・単斜硫黄を作るときに溶かした硫黄が手にかかってやけどした。

I

・硫黄を試験管に入れて加熱中に、試験管を落として、落ちた硫黄が机上で燃
えだした。

I

黄リン

・黄リンを教室で回覧しているときに自然発火して、生徒はどうしていいかわ
からず、びっくりしていた。シャーレのフタをしたら消えた。

I

ナトリウム

・金属ナトリウムを素手でさわった。

I

水酸化ナトリウム

・水酸化ナトリウムを素手でさわった。

I

濃硫酸

・いたずらで濃硫酸を椅子に垂らし、座った生徒のズボンに穴が開いた。

I

酢酸エチル

・酢酸エチルのケン化実験で、湯浴で加熱中に酢酸エチルに引火した。

I

ニトロベンゼン

・ニトロベンゼンの蒸留中、枝付きフラスコに巻いたぞうきんにガスバーナー
の火が引火した。

I

基本操作
ガラス器具

器具の取扱い 突沸
試験管ばさみ

気体の発生

中和滴定

アルコール

硫黄

無機化学

有機化学

分類

・教科書、ノートが試薬ビンにつかえ、液がこぼれた。
液体の試薬

引火に関する
こと

事例
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（2）中学校
実験

加熱

器具、薬品等

分類

ガラス器具

・加熱終了後､冷めないうちにうっかり試験管や三脚にさわってやけどした。

I

試験管ばさみ

・試験管ばさみを強く握って、はさんでいた試験管を落とした。

I

突沸

・水を加熱していて、途中で沸騰石を入れ忘れたことに気付き、沸騰石を入れ
たところ、突沸した。

I

水分の蒸発

・飽和溶液を蒸発させて食塩を取り出すとき､水分を少し残して加熱をやめる
ことをきちんと指示しなかったため､結晶がはじけて目の近くに当たった。

I

温度計

・結晶を溶かすのに温度計を使ってかき混ぜ、球部を割ってしまった。

I

・こま込めピペットで薬品を吸い取った後、逆さにしキャップを汚してしまっ
た。

I

・ガラス器具を洗剤で洗っていて手が滑り、割ってしまった。

I

器具の取扱い こま込めピペット
ガラス器具
薬品の使用

事例

・教科書、ノートが試薬ビンにつかえ、液がこぼれた。

I

液体の試薬

・試薬ビンの口や周りが濡れているにもかかわらず、素手でさわった。こぼし
た薬品に安易に触れてしまった。

I

水素の爆発

・水素に火をつけると爆発することを知らず、音がして驚いた。

I

・鉄粉に塩酸を加える実験で、濃度が濃かったため、急激に水素が発生して吹
きこぼれた。

I

・酸素の発生実験で、過酸化水素水の濃度が濃かったり、二酸化マンガンの量
が多すぎて、激しく反応し、ゴム栓が飛んだ。

E

・酸素の燃焼実験で、集気ビンの奥までスチールウールを入れなかったので、
集気ビンが割れた。

I

試薬の濃度
気体の発生
集気びん

においのある気体 ・アンモニアのにおいをしらべる際､勢いよく吸い込んで気分が悪くなった。

F

廃液

H

・実験後、試験管の薬品をすべて流してしまった。

（3）小学校
実験

器具、薬品等
マッチ

火気の使用

事例

分類

・マッチの点火練習をしたとき､マッチに火がつくと驚いて投げた。

G

・アルコールランプの着火に手間取って、マッチの軸が指の近くまで燃えてき
たため､火のついたマッチを投げ出した。

G

・アルコールランプのもらい火をして、こぼれたアルコールに引火した。

B

アルコールランプ ・アルコールランプで水の入ったフラスコを加熱していたら､アルコールラン
プの燃料がなくなり、逆流してフラスコにひびが入った。

I

固形燃料

・熱気球で、空気を暖めるのに固形燃料を吊したら､ポリ袋の気球に火がつい
た。

I

水分の蒸発

・飽和溶液を蒸発させて食塩を取り出すとき､水分を少し残して加熱をやめる
ことをきちんと指示しなかったため､結晶がはじけて目の近くに当たった。

I

突沸

・水を加熱していて、途中で沸騰石を入れ忘れたことに気付き、沸騰石を入れ
たところ、突沸した。

I

ガラス器具

・加熱終了後､冷めないうちにうっかり試験管や三脚にさわってやけどした。

I

・温度計をアルコールランプで直接加熱して破損させた。

I

・結晶を溶かすのに温度計を使ってかき混ぜ、球部を割ってしまった。

I

器具の使用法 温度計
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ゴム栓

・水溶液の性質とはたらきで、酸やアルカリに金属を溶かして水素を発生させ
るとき、圧力が高くなってゴム栓が飛んだ。

E

ガラス器具

・ガラス器具を洗剤で洗っていて手が滑り、割ってしまった。

I

集気びん

・酸素の燃焼実験で、集気ビンの奥までスチールウールを入れなかったので、
集気ビンが割れた。

I

・教科書、ノートが試薬ビンにつかえ、液がこぼれた。

I

・水溶液の性質で、酸やアルカリを扱うときに、溶液をこぼしたり手や衣服に
つけたりした。

I

・塩酸と金属を試験管に入れて加熱していたとき、突沸した溶液が児童にか
かったのに、すぐに申し出なかったため、ひどいやけどになった。

I

・「酸素の発生」実験で、過酸化水素水の濃度が濃かったり、二酸化マンガン
の量が多すぎて、激しく反応し、ゴム栓が飛んだ。

E

液体の試薬
薬品の使用
試薬の濃度

においのある気体 ・アンモニアのにおいを調べる際､勢いよく吸い込んで気分が悪くなった。

F

廃液

H

・実験後、試験管の薬品をすべて流してしまった 。

表 13
実験

校種
小

中

薬品等の
取扱い

高

機器等の
取扱い

2016 年 9 月

小

中

佐賀県教育センターがまとめた児童または生徒が事故を起こした事例
事故内容・処置等

分類

塩酸の入ったビーカーを倒し、子供の手に付ついた。すぐ洗浄した。

I

アンモニア水を調整中に、薬品が目に入った。冷水で洗った後、病院に行った。

I

塩酸を使った実験中に塩酸が生徒の目に入った。すぐ洗浄し、保健室に行った後、病院へ連
れて行った。

I

ビーカーから試験管に塩酸を移す際に、指にこぼし、痛みを訴えた。水で洗浄し病院へ行っ
た。

I

電気分解の実験中、2 mol/リットルのNaOH を50 cm3ぐらい服にこぼした。すぐ、服を脱
がせて体を拭かせた。特に異常はなかった。

I

金属Na を水の中に入れて観察中に、覗き込んだ生徒の目の付近にNa が跳ねた。眼科を受
診した。

I

塩素を発生させる実験中に、鼻を近付けて吸引し、気分が悪くなった。保健室に行かせた。

F

ペーパークロマトグラフィーの実験中に、展開液の臭いを直接嗅いで気分が悪くなり、保健
室へ行かせた。

I

硫黄の同素体の実験において、二硫化炭素を吸ってしまい気分が悪くなる。保健室で寝かせ
たが、眠りが深くなったため病院へ搬送した。

F

塩素を発生させる実験中に、思い切り吸引してしまった。

F

熱の伝わり方の実験中に、高温のアルミ板をつかみ軽いやけどをした。

I

ヨウ素反応の実験で、葉を煮た後、鉄製三脚を素手で触り、やけどをした。

I

蒸留実験中に、熱い試験管に触ってやけどした。保健室で処置をした。

I

水の電気分解をＨ管で行っていたとき，酸素と水素が混じり合ったＨ管にマッチの火を近付
けたために管内で爆発が起こった。けが等はなかった。

I

6年の酸化マンガン（Ⅳ） （MnO2）と過酸化水素水（H2O2）の反応実験において、酸素発
生中にビンが割れた。

E
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ポリ袋のバルーンを飛ばしている際に、アルコールで燃えた脱脂綿の燃えかすが、児童の顔
に落ちてきて、やけどをした。

I

酸素の中での燃焼実験で、ガラス板や集気ビンを熱で割ってしまった。

I

マグネシウムリボンの燃焼で、机に落ちたマグネシウムが跳ね、顔に当たりやけどした。

I

中

水素を発生させ、それを試験管に集めて火を付ける実験中に、水素発生装置に直接火を近付
けた生徒がいた。

I

高

ガスバーナー点火時、空気量が不十分で大きな炎が上がり、生徒がパニック状態になった。

I

沸騰したお湯を児童がこぼし、テーブルに湯が広がり、危うくやけどを負わせるところだっ
た。

I

アルコールランプを使っての授業中、火が付いたランプを誤って倒した。

B

物質の膨張実験で、冷やして元に戻ることを確かめるとき、まだ冷えてない金属球を触りや
けどしそうになった。

I

アルコールに葉を入れて色を抜こうとして、ポットのお湯で暖めたら、試験管からアルコー
ルが飛び出した。ケガはなかった。

I

燃焼実験後、十分に冷えていることを確かめずに器具に触ってやけど。

I

ガスバーナーのねじをゆるめすぎて、そこから火が出た。

I

紫キャベツをエタノールで加熱抽出中に引火した。

A

卵白のタンパク質の観察中に、突沸した液体が他の生徒の制服にかかった。

I

ヨウ素ヨウ化カリウム溶液が突沸し、生徒の目に入り、眼科を受診した。40 人も生徒がい
ると、試験管の口はどこに向けても生徒がいる状態であるので注意が必要であった。

I

小

児童がふざけて実験用の塩酸をなめてしまった。うがいと手洗いをさせ、保健室へ連れて
行った。

I

中

比熱の実験で、温度計をガスバーナーで加熱して遊んでいた生徒が、その温度計をエタノー
ルの中に入れたところ、発火した。吹き消そうとしたが、火が大きくなり自分の眉毛とまつ
げを焼いた。

A

高

黄銅を作る実験で、NaOH 水溶液を生徒が少量なめてしまった。口を水ですすがせ受診さ
せた。

I

小
加熱の
操作
中

高

いたずら

第 121 号

表 14
実験

校種

小
薬品の
取り扱い

高

佐賀県教育センターがまとめた教師が事故を起こした事例
事故内容・処置等

分類

予備実験で、過酸化水素水（H2O2）を薄めないで酸化マンガン（Ⅳ） （MnO2）と反応さ
せたところ、液が飛び散り、手に軽いやけどをした。

I

予備実験中に、粒状のMnO2をH2O2 溶液に多量に入れたところ、液が飛び散り手にやけど
をした。

I

塩酸の臭いを直接鼻でかいだら、翌日まで胸に痛みがあった。

F

全校児童分の葉脈標本を制作中に、ビーカーをうっかり倒し、白衣にNaOH の熱湯がか
かった。すぐ脱いだ。

I

アンモニア水の準備中に、直接臭いをかいだら、鼻腔内を痛めた。

F

硫酸を加熱中に、突沸して1 mぐらい飛んだ。生徒は、いなかった。

I

廃液処理において、金属ナトリウムを入れたエーテルを、有機廃液に入れた。発生した水素
ガスが爆発し、ポリ容器の蓋が飛び、容器の口に引火して燃え上がった。

H

金属Na と水の反応の演示実験で、ビーカーの水の上にNa を上から落としてしまい、水面
でバウンドして生徒の方へ飛んだ。床を焦がした。

I

ペーパークロマトグラフィーの実験中に、時間短縮のため、展開液から出したろ紙を乾燥機
で乾かしたところ、爆発した。

I

― 58 ―

消防研究所報告

機器等の
取り扱い
燃焼の
実験

小
高

第 121 号

2016 年 9 月

アルコールランプからアルコールが漏れていたため、周りに引火した。

B

炎色反応の実験準備中に、蒸発皿のメタノールが机にこぼれて引火した。

A

塩素酸カリウムと赤リンを混合して黒色火薬を作る演示実験の準備中に、分量を間違えて大
きな爆発をさせた。

I

表 15
実験内容

事故件数

杉山が要約した事故の概要
方法

事故の内容、原因
誘導管から発生器内に引火して爆発
誘導管がつまり、発生器を破損

水素の発生

48 亜鉛と希硫酸の混合

酸素の発生

20 過マンガン酸カリウムと硫酸の混合

塩素酸カリウムと酸化マンガン（Ⅳ）の加熱

黄リン

20

酸化マンガン（Ⅳ）が有機物を含有
硫酸が濃かった

過酸化水素水と酸化マンガン（Ⅳ）の混合

過酸化水素水が濃く、発生器を破損

ナイフで切る

黄リンを手で持ったため、発火し、火傷

燃焼させる

飛散して火災を起こしそうになる

黒色火薬の製造

硝酸カリウムと塩素酸カリウムを間違えた

ピクリン酸、ニトログリセリンの加熱

試験管に入れて加熱し、破損

火薬等

20

マッチ

18

アルコール

16

濃硫酸

16 水で希釈

雷酸水銀（Hg（OCN）2・0.5H2O）、かんしゃく
びんに詰めて爆発させた
玉、花火の燃焼
塩素酸カリウムと赤リンの混合

混合した量が多かった
塩素酸カリウムとガラス粉を間違えた

マッチの点火

大箱マッチを点火

アルコールランプの点火

内部に引火

アルコールのびんの引火

発熱して硫酸を飛散させた
皮膚や衣類に付着

ゴム栓にガラス管をはめる

ガラス管が折れた

ガラスの
取扱い

15 フラスコに栓をする

石けんの製造

12 油と水酸化ナトリウム溶液の加熱

フラスコの口の破損

ガラス細工

火傷
突沸
誘導管中で引火し、爆発
アセチレンと空気が混合し、引火
ガス発生器具の破損
アセチレン化銀の爆発

アセチレンの
発生

9 カルシウムカーバイドと水の混合

塩化水素

塩化水素を発生させるため、食塩に濃硫酸を加
5 え、加熱
濃塩酸の取扱い

水酸化ナトリ
ウム

5

フッ化水素

5 ガラスの腐食

指に付着し、激痛がする

一酸化炭素

4 室内で炭火をおこす

吸入し、中毒

塩素

4

簡易消火器の
製作

4

銀メッキ

4 硝酸銀とアンモニア水の混合

硫酸が濃かったため、器具が破損した
誘導管を水が逆流した
栓をとり、塩酸が噴出した

水に溶解

発熱して、ビーカーを破損

ピペットで一定量をとる

口の中に溶液を吸い込む

塩素を発生させるため、塩酸と酸化マンガン
（Ⅳ）
の混合 吸入し、中毒
アンチモンと塩素の反応

器具の破損

炭酸水素ナトリウムと硫酸を使用した簡易消火器
器具の破損
を製作
溶液を数日間放置したところ、衝撃で爆発
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水素発生器の導管に点火
し、爆発
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7

その他

引火

ベンゼンに引火し、爆発

突沸、引火

二硫化炭素

ベンゼン

パラフィン

1

4

3

8

15

116

1

6

69

件数

223

第 121 号

･ 黒色火薬を乳鉢中でこすっていたところ、爆発した。
･ 黒色火薬の製造中に、乳鉢中でこすり、爆発した。顔面、手、指にけがをした。
・黒色火薬の製造のために、硝石と思って塩素酸カリウムを加え、混合した直
後に発火し、爆発した。顔面に火傷を負った。

・パラフィンを蒸発皿で加熱中に、突沸した。蒸発皿の外に溢れて、引火した。
火炎により火傷を負った。

・ソックスレー抽出器でエーテルを用い油脂の抽出をしていたところ、引火し、
火傷を受けた。

8

燃 焼 器（ ト ー チ ラ ン プ、
エアガス発生器など）の
不良または取り扱い不注
意による引火

引火

4

エタノール容器のエタ
ノールに引火し、爆発

14

61

1

5

5

10

2

52

37

事例、解説

昭和 39 年にまとめられた事故

エタノールの取扱い不注
意による引火

ランプ以外であるが、エ
タノールに引火し、爆発

アルコールランプのエタ
ノールに引火し、爆発

プロパンガスバーナの取
扱い不良による引火

エーテル

ガソリン、石油

エタノール

プロパン

アセチレン / 空気の混合
アセチレン / 空気の混合 気の爆発
気またはアセチレン / 酸
アセチレン / 酸素の混合
素の混合気
気の爆発

水素 / 酸素混合気が爆発
し、容器が破裂

水素発生器に防爆管を使
水素 / 空気の混合気また 用したが不良
は水素 / 酸素の混合気
水素 / 空気の混合気に点
火し、爆発

物質

表 16
消防研究所報告
2016 年 9 月

爆発性物質
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31

4
2

・マッチを大箱のまま使用していたところ、箱の隅からのぞいていた頭薬に燃
え移り、箱全体が短時間で燃えて、火傷を負った。
・新しい大箱のマッチを開けようとし、ナイフを入れたところ、発火し、燃え
尽きた。頭髪が燃えた。
･ 簡易マッチをつくるために、赤リンに塩素酸カルシウムを混合したところ、
爆発した。
･ 中学校において、校庭で、自転車ランプのケースにマッチの頭薬を詰め、点
火したところ、爆発した。生徒 1 名は、片足の肉片が飛び、骨が露出する重
傷を負い、他 1 名は、手首や指に火傷を負った。
･ キャップに頭薬を入れて封じ、点火したところ、爆発した。キャップが勢い
よく飛び、壁に突き刺さった。
・頭薬と箱薬を混ぜ合わせたところ、発火し、爆発した。顔面に火傷を負った。
・マッチの製造に使った乳鉢を使用後、洗わないでそのままにした。後日、乳
鉢を使用した際に、爆発し、生徒が負傷した。
･ ニトログリセリンを試験管で加熱していたところ、爆発し、重傷を負った。
･ 高校において、ニトロセルロースを乾燥するために、赤外線ランプを照射し
ていたところ、発火し、衣服が焼けた。

玩具煙火

マッチ

ニトログリセリン

ニトロセルロース

ピクリン酸、ピクリン酸鉛

4

7

16

･ かんしゃく玉を瓶に詰めて、火炎瓶をまねていたところ、爆発し、重傷を負った。
･ かんしゃく玉、雷コウを瓶に詰め、火炎瓶をまねていたところ、爆発し重傷を
負った。

紙火薬

･ 授業でピクリン酸鉛を製造する実験を行っていた。蒸発皿を加熱しながらガ
ラス棒でかき混ぜたところ、爆発した。両耳とも細かく破れ、眼球、顔面に
無数の破片による傷が生じた。付近のガラス器具や窓ガラスは、ほとんど割
れた。

7

･ 手製の鉄砲で紙火薬を使って遊んでいたところ、金属のパイプが破裂した。
顔面、頭部に打撲傷を受け、中学生 1 名が死亡した。
･ 運動会用の紙火薬 40 発分をとり、少量ずつコンクリートの上に散布し、小
石で摩擦発火していたところ、点火した火薬が、瓶の中に飛び、残りの紙火
薬が爆発した。中学生が目や手に重傷を負った。
･ 登校の途中、紙火薬を詰めたパイプを石にたたきつけたところ、爆発した。
小学生の右手の指 5 本がちぎれた。
・紙火薬をほぐして、火薬だけを瓶に詰めてポケットに入れて遊んでいたとこ
ろ、転倒し、爆発した。中学生 1 名が重傷を負った。
･ 紙火薬をほぐして、万年筆のキャップに詰めていたところ、爆発し、中学生
が負傷した。

黒色火薬

106

第 121 号

セルロイド

15

･ 手製の黒色火薬を詰めて封じたキャップをズボンのポケットに入れたまま、
サッカーをしていた。転んだ際に爆発した。臀部の筋肉が吹き飛び、キャッ
プが体内に張り込んで、2 ～ 3 ヶ月の重傷を負った。
・鉛筆の金属製キャップに手製の黒色火薬を詰め、キャップの口をかんで封じ
た瞬間に、爆発した。あごが吹き飛んだ。
･ 黒色火薬をつくり点火したところ、爆発し、負傷した。量が多かったと推定
された。
・化学クラブのロケット実験で、発射管に黒色火薬を詰めた。なかなか発射し
なかったので近寄った瞬間に爆発した。複数本の指が吹き飛んだ。

消防研究所報告
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酸化性物質
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20
5
4
4
1

赤リンとの混合

硫黄との混合

ショ糖との混合

セルロイドとの混合

ナフタリンとの混合

･30% 過酸化水素水の瓶の栓を抜こうとしたところ、音をたてて爆発した。教
師 1 名が負傷した。
・過酸化水素水を貯蔵中に瓶が破裂した。
・過酸化水素による酸素の発生実験を行っていた。過酸化水素に酸化マンガン
（Ⅳ）を入れたら、急激に反応が進行し、容器が破裂した。教師 1 名、生徒 3
名が薬傷を負った。

1

15

25

塩酸との混合

酸化マンガン（Ⅳ）以外
の酸化剤との混合

･ 酸化マンガン（Ⅳ）と塩素酸カリウムから酸素を発生させる実験を行ってい
た。酸化マンガン（Ⅳ）と塩素酸カリウムを酸素発生器に入れ、加熱したと
ころ、加熱後数秒で、線香花火のような小さな火花が見られ、白煙が管内に
満ちた。直後に、爆発し、栓が 5 m 先に飛び、酸素発生器は粉砕された。手、
顔に傷ができ、まぶたを縫合した。また、火傷を負った。乾電池の廃物から
酸化マンガン（Ⅳ）を回収した際に、分離が不十分だと、炭素が付着するこ
とがあった。塩素酸カリウムの分解の触媒に使用する酸化マンガン（Ⅳ）に、
炭素、有機物等が付着していると、塩素酸カリウムに反応して、急激な反応
酸化マンガン（Ⅳ）との
が起こる。
混合
・小学校において、塩素酸カリウムと酸化マンガン（Ⅳ）の反応により、酸素
を捕集していたところ、試験管が爆発した。試験管は新品でなく、少量の硫
黄が付着していたと推定された。
･ 高校において、塩素酸カリウムと酸化マンガン（Ⅳ）の反応で生じた酸素を、
水上捕集していたところ、破裂した。酸素の誘導管が詰まっていたために、
圧力が高くなったと推定された。
･ 塩素酸カリウムと酸化マンガン（Ⅳ）の反応で生じた酸素を、水上捕集して
いたところ、水が逆流して破損した。

・中学校において、ガラス銀鏡の作成中に、反応が急激になり、噴出した。顔
や目に薬傷を負った。
･ 高校において、銀鏡反応を行った後、銀の回収のために廃液を貯蔵していた
ところ、廃液が爆発した。

29

8

75

12

7

1

115

第 121 号

過酸化水素または過酸化
ナトリウム

過マンガン酸カリウムと
濃硫酸との混合物

塩素酸カリウム

その他

銀鏡反応の溶液

銀アセチリド

・高校において、ピクリン酸を試験管に入れて加熱していたところ、爆発し、
重傷を負った。

消防研究所報告
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禁水性物質

発火性物質

ナトリウム

黄リン

液体空気

ナトリウムと水の反応

3

39

52

窒素の沸点は -195.8℃、酸素の沸点は -182.97℃であるので、時間が経過すると、
液体空気の大部分は液体酸素になる。
・高校において、少量の液体空気をアルミニウム粉末 150 g にかけ、針金につ
けたろうそくの炎で点火したところ、爆発し、容器が飛散し、教師が負傷した。
・校庭で、さらし粉の粉末に液体空気をかけたところ、爆発した。
・液体空気を魔法瓶に入れ、栓を半分くらい開け、自動車の振動に気をつけなが
ら輸送していたところ、液体空気が急に沸騰しはじめた。体に触れぬように車
外に出した際に、自動車のシートにかかって、シートの所々に凸凹を生じた。
･ 黄リンをろ紙上で切っていたところ、発火し、火傷を負った。
・融解して、水中に注いで、小粒にしようとしていたところ、ビーカーが傾き、
発火した。衣服が焼け、火傷を負った。
・黄リンによるオゾンの発生実験を行っていたところ、自然発火し、頭髪を焼
いた。
・黄リンの二硫化炭素溶液で紙に文字を書き、自然発火する様子を観察しよう
としていた。紙が瞬時に燃えだし、衣服が焦げた。
・黄リンの二硫化炭素溶液で紙に文字を書き、自然発火する様子を観察しよう
としていた。手に溶液をつけた。
・黄リンを貯蔵中に、瓶の水が凍結して瓶が割れ、水が流出した。黄リンが自
然発火した。
･ 反応中に、ナトリウムがはねて、顔に飛び、顔面に火傷を負った。ナトリウ
ムが大きすぎたことによるものと推定された。
・ナトリウムが水槽の縁について、水槽が割れた。
・ナトリウムが水槽の壁についたので、ガラス棒で落とそうとし、はねて、手
に飛んだ。教師 1 名が火傷を負った。
・蒸発皿に少量の水を入れて、ナトリウムの塊を落としたら、爆発した。火傷、
薬傷を受けた。
・ナトリウムを水中に落としたら、天井まで飛んだ。
・ナトリウムを切断する際、誤って、大きな塊を流しの水槽中に落としたところ、
引火し、爆発し、飛散した。破片は、天井まで飛び散った。
･ ナトリウムを 300 cm3 の三角フラスコに投入したところ、爆発し、負傷した。
・試験管中の水に、ナトリウムを投入した。試験管の口を指で押さえていたと
ころ、爆発した。
・試験管中の水にナトリウムを投入し、ガラス管をつけたコルク栓をした。点
火したところ、爆音とともに試験管が粉々になり、飛び散った。
・余ったナトリウムを流しに放り込んだところ、爆発した。
・7 年前に購入したナトリウムが厚い酸化膜で覆われていた。そのため、酸化
されてないナトリウムの量を過小に見積もり、多めに使用した。引火し、爆
発し、ガラス水槽とガラス板が破壊された。生徒 2 名が、顔面、手、目を負
傷し、薬傷を受けた。
・表面が酸化されていたので、ナトリウムが残っていないと思い、流しに捨てた。
発火し、爆発し、ベンゼンにも引火した。配水管中が火の海になった。
・螺旋状に巻いた銅線で、親指大のナトリウムの塊をくるんで、水中に入れた
ところ、爆発した。複数の負傷者が出た。
・ろ紙に水をしみこませて、蒸発皿中に置いた。ナトリウムをろ紙の上に載せ、
見ていたところ、ナトリウムがはねた。目にナトリウムが入り、目、顔面に
火傷を負った。
・生徒が勝手にナトリウムを持ち出して、水中に入れたところ、飛沫が飛散し、
顔面などに薬傷を負った。

63

39

消防研究所報告
第 121 号
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強酸性物質、
腐食性物質
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19

4

･ 高校において、酸とアルカリの学習において、ごく薄い塩酸をなめたことを
思い出し、誤って濃硝酸をなめ、口腔内および舌に薬傷を負った。
・小学校において、濃塩酸のついたガラス棒を振り回したため、飛沫が生徒に
かかった。
･ 貯蔵中の 18 リットル入りの濃塩酸の瓶が破損した。
・500 cm3 入りの濃硝酸のびんを開けようとした際に、内容物が噴き出し、頭
から浴びた。直ちに白衣を脱ぎ、頭から流水で洗った。
・フッ化水素酸を用いてガラス管に目盛りをつける作業をしていたところ、指
にかかった。すぐに水で洗ったが、夜になって激痛を覚えた。

塩酸

フッ化水素酸

31

その他

82

13

19

・銅を濃硫酸の中に入れて加熱中に、突沸し、加熱された濃硫酸が顔にかかった。
硫酸を使った化学反応の 顔面にケロイドが残った。
途中で、突沸し、火傷ま ・塩化水素を発生させるため、食塩と濃硫酸を試験管に入れて加熱していたと
たは薬傷
ころ、ゴム栓がとび、内容物が生徒の顔にかかり、眼にも入った。
・染料の合成中に、濃硫酸が突沸して、顔面に 1 週間の火傷を受けた。

硝酸

10

濃硫酸に水を加えたため ・濃硫酸を薄める際に、誤って、濃硫酸の中に水を加えた。そのため、突沸し、
に突沸し、薬傷
薬傷を負った。

・卵白と濃硝酸を試験管に入れて加熱中に、臭いを嗅ぐため、試験官の振り混
ぜを一時中止し、顔を近づけたところ、突沸し、薬傷を負った。
･ 鉄に硝酸を加えたところ、反応が激しいため、恐怖心からびんを取り落とし、
負傷した。

硫酸

22

1

・カーバイドの保存容器に雨漏りがして、自然発火した。

肌に触れたことによる薬 ・高校において、濃硫酸の貯蔵瓶から、ビーカーに移している際に床において
傷
ビーカーを足で蹴飛ばした。生徒 4 名が、頭部、顔面、手足などに薬傷を負った。

カーバイド

2

3

2

テルミット剤がはね、火
花により火傷した

1

3

2

亜鉛粉または、亜鉛粉と
硫黄の混合物

テルミット剤

着火剤のマグネシウムの燃
焼が進まずに、テルミット反
応が起こらないのでのぞき
込んだところ、反応が起き、
顔に火傷を負った

･ カリウムを水に入れたところ、発火し、カリウムが飛んだ。
・マグネシウム粉末の燃焼実験中に、大瓶に引火し、床が焦げた。

燃焼中のマグネシウム粉末

・ナトリウムの保存のために、床用のワックスにいれたところ、発火した。

カリウム

その他
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6
5

3

4

・中学校において、鉄粉を入れたるつぼをコンロの炭火で加熱していたところ、
気持ちが悪くなった。
・クロロホルムの臭いを調べようとして、長く嗅いだために、蒸気を多く吸入し、
気分が悪くなった。
・高校において、ニトロベンゼンからアニリンを合成する実験中に、ニトロベ
ンゼンの蒸気を多く吸い込み、強い不快感、頭痛、めまいを感じた。
・高校において、アニリンを合成する実験中に、ガラス管でニトロベンゼンを
吸い上げようとして、飲み込んでしまった。食道や胃に薬傷を負った。
・高校において、配布された薬品を自宅に持ち帰り、服毒自殺を図った。
・中学において、戸棚に貯蔵されていたが、鍵がかけられていなかったため、
生徒が持ち出し、のんで死亡した。

二酸化硫黄

一酸化炭素

クロロホルム

ニトロベンゼン

シアン化カリウム

5
3

・硝酸銀の結晶を手でつかみ、薬傷を負った。

硝酸銀

・高校において、生徒が水銀の球をおもしろがり、一粒を口に含んだところ飲
み下した。

ヨウ素

誤飲

2

2

・実験中に多く吸ったために、のどを痛めた。また気持ちが悪くなった。

硫化水素

1

4

・高校において、硫化水素を用いて実験している内に、吸いすぎて中毒になった。
また、気持ちが悪くなった。

塩素

1

27

・高校において、塩素を生成し、その性質を調べる実験を行っていたところ、
呼吸困難になり、頭痛、吐き気をもよおした。
・高校において、集気瓶に入れておいた塩素ガスの臭いを調べるため、ガラス
のふたを取って鼻を近づけたところ、気持ちが悪くなった。

フェノール

・水銀柱の不純物を除くための蒸留中に蒸気が漏れて教師が中毒になった

5

・生徒がピクリン酸を作る実験を行っていた。6N 希硝酸 5 cm3 に、フェノー
ル約 0.5 g を少量の水に溶かした溶液を 1 滴ずつ加え、加え終わってから煮
沸した。突沸し、飛沫が実験指導者の左目に入った。強い痛みを感じ、流水
で洗ってから、眼科医にかかった。
・フェノールが皮膚につき、薬傷を負った。

アンモニア

蒸留中

8

・アンモニアによる噴水の実験中に、平底フラスコが破裂し、腕に破片が突き
刺さった。裂傷により、3 針縫った。
・銅アンモニア絹糸において、三角フラスコに銅粉と濃アンモニア水を入れ、
ゴム栓をして振り混ぜていたところ、アンモニアの内圧によりゴム栓が飛び、
アンモニア水が眼に入った。

水酸化ナトリウム

61
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水銀

9

･ タンパク質の定量実験中に、飽和水酸化ナトリウム溶液をピペットで吸い込
み、口中から少量出血し、舌が真っ赤になった。
・小学校において、繊維と水酸化ナトリウム溶液を試験管に入れ、アルコール
ランプで加熱中に、突沸した。近くで観察中の児童の目に入った。
・小学校において、石けんをつくる際に、三脚が不完全であったため、児童の
体に触れて倒れた。水酸化ナトリウム溶液を隣の児童が浴びた。
・小学校において、水酸化ナトリウムをつまんだため、指を痛めた。
・いたずらをして、友達の洋服の中に入れた。
・教生に水酸化ナトリウムをなめてみよと、いわれて、粒状水酸化ナトリウム
を舌の先につけた生徒が薬傷を負った（舌の先端がとけた）。
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46

ガラスによる負傷

合計

41

･ ゴム栓に開けた孔に、ガラス管を通そうとしたところ、ガラス管が折れ、手
にけがをした。
・フラスコ、試験管の口にゴム栓を差し込む際に、口が割れて、手にけがをした。
・ビーカー、試験管などを洗浄している時に、破損し、破片でけがをした。
・ガラス水槽、ビーカーなどを運搬中につまずいて落とし顔や手にけがをした。
・ガラス管の端に手を触れたところ、手にけがをした。

雑

21

14

容器の破裂などによる薬
品のはねとび

6

21

・炭酸水素ナトリウム溶液と硫酸を用いて、消火器の原理の実験を行うため、
容器内で混合した。内圧が急に大きくなり、ガラス容器が破裂した。手、指
などにけがをし、薬液が眼に入って、眼を痛めた。
・ドライアイスを使ってサイダーをつくろうとし、ガラス製密閉容器に水とド
ライアイスを入れた。内圧により、容器が破裂し、重傷を負った。
・高校において、気体発生実験の際に、誘導管がつまっていたため、発生器の
ゴム栓が吹き飛び、酸溶液をかぶった。
・亜鉛と希硫酸の反応により生成した硫酸亜鉛溶液を蒸発皿に入れて、蒸発乾
固していた。乾固直前に、シロップ状の飛沫が飛んで、眼に入り、負傷した。
･ 中学校における燃焼の実験において、ショ糖を加熱していたところ、ショ糖
がはねて生徒のほおに当たり、火傷を負った。

･ ガラス細工を実施中に、高温のガラス管を指で持ったために、指に軽い火傷
を負った。
・高校において、テクルバーナーに点火した際に、ガス口が大きく開いていた
ために、長い炎ができ、点火した生徒の頭髪が焼けた。
･ 高校において、点火してあるバーナーに気が付かず、その上に腕を持って行っ
たため、上衣の袖を焼き、火傷を負った。

8

突沸

その他

熱湯

7

・試験管に水を入れ、加熱していたら突沸した。熱水が顔にかかり、火傷を負っ
た。
・高校において、酢酸エチルをつくる実験で、氷酢酸、エタノール、濃硫酸の
混合液を試験管に入れ、加熱したていたところ、突沸し、顔に火傷を負った。
・高校において、ホルマリンの薄い水溶液に、フェーリング液を加え、試験管
で加熱していた。突沸し、顔や手などに薬傷を負った。
・高校において、ショ糖の水溶液に希硫酸を加え、煮沸していたら、突沸し、
火傷を負った。
・高校において、牛脂に水酸化ナトリウム溶液を加え、煮沸していたら、突沸
した。薬傷を負った。

火傷

ハンダ

・小学校において、鉛とスズをるつぼに入れ、加熱中にるつぼをひっくり返した。
ハンダが飛散して手足に火傷を負った。
・小学校において、型に流し込んだハンダと、冷えてないるつぼに手を触れ、
火傷を負った。

890
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事故

る。

⑤野外指導に関する事故

野山での自然観察学習中に堤

②生徒の実態の把握、連絡網の整備

防から落ちてけがをしたり、稲刈り中に鎌で足を切ったり

日頃から学級担任や養護教諭などと生徒情報の交換を密

するなど、野外指導中に起きた事故

に行い、授業において配慮すべき生徒については、その実

学校種ごとの事故の件数を表 17 に、発生した傷害の内

態を把握することが大切である。一方、様々な注意をしてい

訳を表 18 に、事故の種類の内訳を表 19 に示す。

ても事故が起きる場合もある。こうした際には、負傷者に対

全国理科教育センターが理科学習に関連した事故事例の

する応急処置や医師との連絡、他の生徒に対する指導など、

全国調査を行い、昭和 41 年に公表した。その中から、小

すべてを担当の教師一人で対応するのが難しいこともある。

学校での理科学習に関連した事故の事例を表 20 に示す。

万一の事故や急病人に備えて、保健室、救急病院、関係諸

文献 30 の内容の一部を表の形にまとめた。

機関、校長及び教職員などの連絡網と連絡の方法を、教職

表 15、表 16、表 19 をみると、現在でも同様な事故が起

員が見やすい場所に掲示するなどして、全教職員に周知して

きている。ただし、現在では行われなくなった実験もある。

おくことが必要である。事故発生の際には、保護者への連

例えば、セルロイドは現在ではほとんど手に入らなくなった

絡を忘れてはならない。

ので、実験に使えなくなった。また、現在では行われなくなっ

③予備実験と危険要素の検討

た実験の中には、実験内容や使用する薬品が危険で、けが

実験の安全を確保するために、予備実験は必ず行ってお

人が発生したために、より危険の少ない実験に置き換えら

くことが必要である。例えば、使用する薬品の濃度が濃かっ

れた実験もある。例えば、以前はメッキの実験を行うために

たり量が多過ぎたりすると、急に激しい反応が起こって事故

シアン化物が必要であった。しかし、現在では、シアン化

につながる可能性が高くなるので、適切な実験の条件を確

物を使用しない方法が提案されている。古い実験書を参考

認しておく。特に，グループで実験を行う場合は、すべての

に実験を行う際には、十分な調査、準備、注意が必要であ

表 17

ると思われる。

学校種

事故の種類

３．防止策
中学校学習指導要領解説理科編 31）には、事故防止のた
めの一般的な注意が示されている。その部分を以下に引用
する。ただし、原文の一部を削除し、文章を短くした。
①指導計画などの検討
年間の指導計画の中に実験の目的や内容などを明確にし
ておくことは、校内の迅速な連携対応、事故防止のために
も不可欠である。また無理のないような実験を選ぶことや、

表 18
事故 傷害の発生
件数 した件数

小

中

計

高

熱源、加熱に関する事故

9

12

2

23

強酸、強塩基、有毒な気体に関
する事故

3

21

4

28

水素、花火、火薬などに関する
事故

13

14

1

28

器具、工具に関する事故

15

15

2

32

7

0

0

7

47

62

9

118

野外指導に関する事故
計

効果的で安全性の高い実験の方法を選ぶことが大切であ

事故の種類

事故の件数

事故の件数

事故件数に対する 傷害を
障害の発生した 受けた
件数の割合，% 人数

障害の種類
薬傷

火傷

負傷

熱源、加熱に関す
る事故

23

11

48

11

1

11

強酸、強塩基、有
毒な気体に関する
事故

28

23

82

31

19

1

3

水素、花火、火薬
などに関する事故

28

23

82

43

5

17

21

器具、工具に関す
る事故

32

28

88

29

1

3

25

野外指導に関する
事故

7

7

100

7
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6

障害の程度

中毒

6

その他

死亡

重傷

2
1

1

3

中傷

軽傷

1

10

6

25

15

25

8

21

1

6
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表 19
事故の種類

操作したもの等

アルコールランプ
熱源、加熱に
ガソリンを燃料と
関する事故
するバーナー

事故の件数と事例

件数

事例

・不安定な場所に置いたり、机上にあるものを動かすなどした結果、アルコールランプが倒
れ、流出したアルコールに引火する。
・燃料用アルコールの量が少なかったため、中の気化した燃料用アルコールに引火し、芯が
12
飛ぶ。
・マッチを探さずに、別の火のついたアルコールランプからもらい火をしようとして、アル
コールランプを傾け、流出した燃料用アルコールに引火する。
1

・ガソリンを燃料とするバーナーを使用中、操作を誤り、ガソリンが噴出し、周辺に引火す
る。

突沸

8

・試験管を加熱中に、突沸し、試験管ばさみを使用しなかったため、硫酸、水酸化ナトリウ
ムなどが手にかかる。
・のぞき込んでいたところ、突沸し、溶けたろうが顔にかかる。

その他

2 ・結晶を取り出す実験において、高温の蒸気が手に触れて火傷を負う。

強酸

強酸、強塩基、
有毒な気体に 強塩基
関する事故

・希硫酸をつくる際に、希釈熱により、肉厚の瓶の底が抜け、床にこぼれたり、衣服につい
たりする。
・指についた濃硫酸を知らずに顔につけたり、後始末の際に、
あやまって手につけたりする。
12 ・二酸化炭素の捕集実験中に、捕集瓶へ通じるゴム管が古くなり、くっついて閉塞していた
ため、フラスコ内の塩酸がロートへ逆流し、手にかかる。
・塩酸から激しく発煙する塩化水素の臭いをかいで、頭痛を訴えたり、多量に吸入し呼吸困
難になる。
・試験管を振ったら、中の水酸化ナトリウムの液が飛び、目に入る。
6 ・葉脈標本を作成中に、長時間の加熱で濃くなった水酸化ナトリウムを手や指につけ、薬傷を負う。
・濃アンモニア水をろ紙につけてなめたため、舌がただれる。

有毒なガス

・捕集した塩素をまともに鼻に向けたために、中毒症状を起こしたり、多量の塩素を吸入
し、呼吸困難になる。
5
・カエルをエーテルで麻酔させて解剖を開始したところ、しばらくして、一人の生徒がエー
テルの作用により眠った状態になる。

過酸化水素

5

水素
アセチレン

水素、花火、
火薬などに関 花火、火薬
する事故

ガソリン、アル
コール

ガラス器具

器具、工具に
ガラス細工
関する事故

・酸素捕集実験で、市販の35%過酸化水素水を薄めずにそのまま使ったり、また、薄め方が
不十分であったりしたため、反応が急激に進行し、フラスコが破裂したり、液が手につい
て薬傷を負ったりする。

10 ・発生している水素に点火したところ、発生装置が爆発する。
1 ・中学校で教師が演示実験中に、捕集したアセチレンに点火したところ、爆発し、器具が破裂する。
・花火の使い方を知らずに、逆の方に点火し、どうしたのかとのぞき込んだところ、顔面に
火傷を負う。
・花火をポケットに入れて遊んでいる内に、発火し、胸、足などに火傷を負う。
・飛び跳ねる花火がわらぶき屋根や枯れ草の上に落ち、ぼやになる。
15
・花火から抜いた火薬を集め、爆発力を試そうと容器に入れ、ふたをし、振ったところ、爆
発し、頭部、目、手に火傷を負う。
・ごみ捨て場から拾った雷管に点火し、爆発する。
・中学校のクラブ活動で教師の目を盗み、塩素酸カリウムに赤リンを混ぜて摩擦し、爆発させる。
・屋外で遊んでいる内に、誤って付近にあるガソリンに点火する。
2 ・家庭学習で、アルコールで板を焼く作業中に、火のそばでアルコールを操作し、アルコー
ルに引火する。
・装置を組み立てる際に、ゴム栓にガラス管を強く差し込んでガラス管を割ったり、試験管
にゴム栓を強く差し込んで試験管を割ったりする。
・スタンドにガラス器具を取り付ける際に、ねじの滑りが悪かったり、きつく閉めすぎたり
17
して、ガラス器具を割る。
・実験準備中に、ガラス器具にひび、割れ、ひずみがないかどうかの確認を怠ったため、加
熱中にガラス器具が壊れる。
2

ハンマー

5

工具

4

解剖器具

3

ガスボンベ、圧
力調整器

1

・よく熱しないうちに力を入れすぎて折れ、折れたはずみに右手に持っていた部分が左手の
指に刺さる。

・取り付けねじを間違ってゆるめたため、ガスの圧力によって、圧力調整器の前面の鋳物が
約10 cm飛ぶ。
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表 20
実験

化学実験における事故
事故例

事故防止策

・試験管に入れた酸化マンガン（Ⅳ）に過酸化水素水を
加えたら、急に噴き出した。濃度の高い過酸化水素水
を一度に加えたことによる。
・酸素発生装置のゴム栓が飛び出し、過酸化水素水と酸
化マンガン（Ⅳ）の混合液が顔面にかかった。10%過
酸化水素水を使用したため、酸素が激しく発生し、内
圧が上昇したことによる。
・過酸化水素水が濃いと酸素が激し
・三角フラスコに酸化マンガン（Ⅳ）の粉末を加え、次
く発生し、酸素発生装置の内容物が
酸化マンガン（Ⅳ）を触
に35%過酸化水素水を加えたら、酸素発生装置が破裂
噴き出すことがある。
媒とした過酸化水素の分
し、内容物が飛び散った。
・過酸化水素水は、適切に薄めて使
解
・過酸化水素水と酸化マンガン（Ⅳ）により、酸素を発
用する。
生させる実験時に、酸素が捕集されないので、酸素発 ・過剰な量の過酸化水素水を使用し
生装置を振ったら容器が破裂した。酸素発生装置に接
ない。
続されたゴム管が折れ曲がっていて、それに気が付か
酸素の発生
なかったことによる。
・試験管内の酸化マンガン（Ⅳ）に過酸化水素水を入
れて実験を行った。再実験のため、過酸化水素水を追
加したところ、液が溢れて指にかかり、指が白くなっ
た。

塩素酸カリウムに酸化マ
ンガン（Ⅳ）を加えて加
熱

着火器具の
マッチ
取扱い

加熱操作

アルコールランプの取扱
い

・酸化マンガン（Ⅳ）に有機物が混
ざっていると、酸素発生装置内で爆
発が起こることがある。
・試験管中で、塩素酸カリウムと酸化マンガン（Ⅳ）の
・酸化マンガン（Ⅳ）に有機物が混
混合物を加熱していたところ、試験管が割れた。管底
ざっていないか確認する。確認する
の一部のみを加熱したことによる。
方法として、アルコールランプの火
炎中にいれて、燃焼を開始するかど
うか調べる方法がある。
・マッチをする際に、マッチ箱が古く火がつきにくかっ
たため、力を入れたら、火のついたマッチの軸が折れ
て飛び、隣の児童の服が焦げた。
・マッチをする際は、中箱を適切に
・アルコールランプに点火する際に、マッチの中箱を
収める。
適切に収めない状態ですったため、マッチ箱に引火し
・マッチは大箱を使わずに、小箱に
た。爆発的に燃え、児童の手と頭髪が焦げた。
分けて使う。
・火を消したばかりのマッチをつかんでしまい、手の指
・マッチの燃えさしは、所定の器物
に軽い火傷を負った。
に入れて消す。
・軸木がまっすぐでないマッチをすったところ、軸木が
折れて、火のついたマッチが前の生徒の顔に触れ、軽
い火傷を負った。
・点火したアルコールランプが、そばを通った児童の上
衣の裾に引っかかり、床に落ちて、破損した。流れ出
したアルコールが燃えた。
・アルコールランプで食塩水の入ったビーカーを加熱し
ていた際に、アルコールランプが倒れ、アルコールが
燃えながら拡がった。使用した三脚は、足が高く、ア
ルコールランプの炎がビーカーに届かなかった。あり
合わせの台を使用したが、アルコールランプが不安定
だった。
・手についた燃料用アルコールを拭き取らないで、マッ
チでアルコールランプに点火しようとしたところ、手
・アルコールランプの炎は、明るい
についていた燃料用アルコールに着火し、火傷を負っ
ところでは見にくいので、不注意に
た。
触れて火傷を負うことがある。使わ
・アルコールランプに、燃料用アルコールを入れ過ぎ、
ない時は、消火する。
溢れ出たが、それに気が付かずにアルコールランプに
・アルコールランプに、燃料用アル
点火したため、机上の燃料用アルコールが燃えた。
コールを補給する際には、必ず、火
・アルコールランプ6個に点火したところ、1個が異常な
を消してから、漏斗をさして、静か
臭いを出し、炎も正常でなかった。すぐに消火した。
に補給する。
アルコールではなく、シンナーを入れていた。
・アルコールランプの火炎が、髪の毛を着火した。慌て
たため、ランプを倒した。こぼれた燃料用アルコール
が燃え、重傷の火傷を負った。
・アルコールランプからもらい火を使用として傾けたと
ころ、燃料用アルコールが燃えながら飛び散り、顔面
にかかり火傷を負った。
・燃料用アルコールが少量しか入っていないアルコール
ランプに点火した。ランプ内の可燃性予混合気に着火
し、灯心が、鼻先をかすめて、天井まで吹き飛んだ。
・アルコールランプに袖が触れ、火がついた。
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水酸化ナトリウム溶液の
加熱

・水酸化ナトリウム溶液中で金属を加熱していたとこ
ろ、突沸し、液が目に入った。急に加熱した上に、試
験管の口を人のいる方向に向けていた。
・水酸化ナトリウム溶液中で毛糸を加熱していたとこ
・試験管の口に顔を近づけたり、人
ろ、突沸し、液が衣服にかかった。試験管中の溶液の
のいる方向に試験管の口を向けたり
量が多すぎ、攪拌が十分でなかった。試験管の口の向
しない。
きが適切でなかった。
・試験管に、多くの繊維と多量の水酸化ナトリウム溶液
を入れ、加熱していたところ、液が突沸し、他の児童
の頭にかかり、重傷の火傷を負った。

熱湯、水蒸気

・蒸気の圧力でコルク栓を飛ばす実験中に、コルク栓が
なかなか飛ばなかったので、手を出したところ、噴き
出た熱湯が手にかかった。
・高温の蒸気、熱湯に触れると、火
・蒸気の圧力でコルク栓を飛ばす実験において、試験 傷を負う。
管に水を4分の1ほど入れ、ゴム栓をして加熱したとこ ・水蒸気は目に見えないので、やか
ろ、試験管が破裂した。コルク栓を使わずに、ゴム栓 んの口のそばなどに触れないように
をきつくしめたため。
する。
・熱の移り方の実験中に、水槽に熱湯を入れた直後に、
水槽が割れた。

過酸化水素

・実験の準備中に、ガラス棒を取り出したところ、手に
薬傷を負った。前回使用した後、洗浄していなかった
ため、過酸化水素水が手についた。
・30%過酸化水素水をメスシリンダーにとった。ビー
カーに移すため、メスシリンダーを持ったら、手のひ
らに激痛を感じた。メスシリンダーの外側に過酸化水
素水がついていた。

強酸

・酸の味を確かめる時、気分が悪くなった。塩酸を少し
多くなめたため。
・実験終了後に試験管を洗う際に、希硫酸の入った試験
管を振った。隣の2名の児童の顔面にかかり、軽い薬傷
を負った。
・アルミニウムと塩酸の反応が弱いため、加熱した。反
応が激しくなり、塩酸があふれ出した。あふれた酸の
一部が児童の顔にかかり、軽い薬傷を受けた。
・鉄に塩酸を多量に加えたところ、急に多くの泡が出て
驚き、試験管を離してしまった。
・希硫酸に金属を入れて反応を観察した。継続観察とし
て、教室の簡易棚の上に置いた。掃除の際に、その容
器に触れてこぼした。
・机上の塩酸の瓶を倒し、児童のズボンの全部にかかっ
た。教師が塩酸の瓶に栓をするのを忘れ、さらに、児
童が実験･観察に夢中になり、そばの塩酸の瓶に気が付
かずにひじで倒した。
・様々な繊維が硫酸に溶けるか調べていた。ピンセット
で毛糸の端を持って硫酸につけ、勢いよく引き上げた
ため、毛糸が自分の額に触れ、軽い薬傷を負った。
・繊維を塩酸中で煮沸中に、液が突沸し、他の児童の顔
にかかり、軽い火傷を負った。

薬品の取扱
い

強塩基

・研究心の強い生徒が、水酸化ナトリウムとはどんな味
がするのかと思い、なめた。口の中を痛めた。
・手に水酸化ナトリウムがついて、ぬるぬるするので慌
てて手を振ったら、液が目に入った。
・水酸化ナトリウム溶液を試験管でつくり、試験管の口
を親指でふさいで振った。液に触れた指が白くなった。
・水酸化ナトリウム溶液を指先につけ、おかされる様子
を調べていた。ぬるぬるするのが面白く、液をつけた
まま長時間放置した。痛みを訴えた。
・水酸化ナトリウム溶液をビーカーで調整し、中和の実験
に移るために席を立ったはずみに、ビーカーに触れて倒
した。同じグループの児童1人が足に軽い薬傷を受けた。

中和反応

・塩酸と水酸化ナトリウムを混ぜた中和液をなめたとこ
ろ、舌を痛めた。指示薬にフェノールフタレインを用
いていた。中和点の判定が正確でなかった。
・酸と塩基が完全に中和したかを確認せずに塩を析出さ
せ、その結晶を多量に口に入れたところ、舌を痛めた。
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る場合以外、薄めて使用する。
・手や指を薬品に直接触れないよう
にする。固体の水酸化ナトリウムを
指でつまんだりしない。
・味を見る際は、十分に薄くする。
・臭いをかぐ際は、直接かがない。
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グループが同時に実験を行うことを想定し、その危険要素

ある。また、飛散した水溶液などが目に入る可能性のある実

を検討しておく。薬品の扱いについては、その薬品の性質、

験では保護眼鏡を着用させる。

特に爆発性、引火性、毒性などの危険の有無を調べた上で

⑦応急処置と対応

取り扱うことが大切である。

教師は事故の対策を心得ておくことも大切である。過去に

④点検と安全指導

起こった事故や予想される事故を検討し応急処置について日

実験の器具については、整備点検を日頃から心掛けなけ

頃から考えておくと事故に遭遇したときでも冷静沈着な行動

ればならない。これが十分でないと、実験の際、無駄な時

がとれる。実験の際に生徒が怪我をした場合、応急処置を

間を費やすだけでなく、怪我や事故につながりやすい。使

し医師の手当を受けさせると同時に怪我をした生徒の保護

用頻度の高いガラス器具などはひび割れが原因で思わぬ事

者への連絡を忘れてはならない。平素から校医などと十分

故となることもあるので事前の点検が大切である。

に連絡をとり、緊急の時にどのように対処すればよいのかに

生徒にも安全対策に目を向けさせることが大切である。実
験において事故を防止するためには、基本操作や正しい器

ついて具体的に決めておくと、不慮の事故の場合でもより冷
静に対処することができる。

具の使い方などに習熟させるとともに、誤った操作や使い方

これらはあたりまえのことである。しかし、①から⑦の項

をしたときの危険性について認識させておくことが重要であ

目を完全に実行することは容易ではない。また、保護眼鏡

る。実験活動中にふざけて事故を起こすことのないよう教

の購入、換気装置の設置、ひびの入ったガラス器具の交換

師の指示に従うことや、机上は整頓して操作を行うこと、終

などには予算が必要である。必要な予算の獲得、校内の安

了時には使用した器具類に薬品が残っていないようにきれ

全管理体制の構築などについては、担当教師一人の努力で

いに洗い、元の場所へ返却し、最後に手を洗うこと、余っ

は限界があるので、少なくとも学校単位で対応すべきことだ

た薬品を返却すること、また、試験管やビーカーを割ってし

と思われる。③には、
「実験の安全を確保するために、予

まったときには教師に報告し、ガラスの破片などをきれいに

備実験は必ず行っておくことが必要である」という記述があ

片付けることなどの実験の基本的な態度を身に付けさせるこ

る。予備実験を行った方がよいのはもちろんであるが、表 14

とも必要である。

に示したように、教師による予備実験中に事故が起こること

⑤理科室内の環境整備

もある。

整理整頓も実験の一部である。理科室では、生徒の使い

硫化水素、アンモニア、塩素などの有毒なガスを発生させ

易い場所に薬品や機器を配置しそれを周知しておくことも必

る実験を行う場合に、複数の実験グループが同時に同じ実

要である。また、生徒の怪我に備えて救急箱を用意したり、

験を行うと、気体の発生量は、実験グループの数に比例し

防火対策として消火器や水を入れたバケツを用意したりして

て増加する。予備実験では窓を開けただけで換気できた、

おくことが望ましい。さらに、換気にも注意を払うことが必

または、換気装置により処理できたとしても、本実験の当

要である。特に、アンモニアや硫化水素などの刺激臭をもつ

日は処理しきれないかもしれない。高橋 32）は、理科実験室

気体や有毒な気体を発生させる実験では十分な換気をする

内において、塩素、塩化水素、硫化水素などの有毒な気体

必要がある。

の濃度が許容濃度に達するために必要な試薬の量を計算し
た。許容濃度は ppm または mg/m3 の単位であるので、少

⑥実験のときの服装と保護眼鏡の着用
実験のときの服装についての配慮も大切である。器具に

量の試薬で許容濃度に達する。例えば、硫化水素は、硫化

袖口を引っかけて薬品を倒したり、衣服に火が着いて火傷を

鉄（II）
（FeS）と希硫酸の反応により生成する。化学反応

した例もある。余分な飾りがなく機能的な服装をさせること、

式を以下に示す。

また、なるべく露出部分が少なく、緊急の場合の脱衣が容
易であり引火しにくい素材の服が望ましい。前ボタンは必ず
留め、長い髪は後ろで束ねて縛っておくなどの配慮が必要で
表 21
ppm
1～2

硫化水素濃度
mg/cm3
1.4 ～ 2.8

3

4.2

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S

硫化水素の濃度と症状の関係を表 21 に示す。例えば、

硫化水素濃度とその中毒症状 18）
中毒症状
かすかな臭気が認められる
臭気は著しい

5～8

7 ～ 11

硫化水素に慣れた人でもきわめて不快臭を感じる

500 ～ 700

700 ～ 980

約 30 分吸入すれば、亜急性中毒を起こし、生命が危険になる

1000 ～ 1500

1400 ～ 2100

吸入後直ちに失神、呼吸麻痺を起こし、即死する
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実験室の寸法が、幅 11.5 m、奥行 13.6 m、高さ 4.3 m とす

アルコールの取扱いに関して注意喚起している。一部を以下

ると、実験室の体積は 673 m になる。実験室内の硫化水

に引用する。ただし、表現の一部を変更した。また、一部

素濃度が、11 mg/m3 になるには、硫化水素が 7.4 g あれば

加筆した。

よい。反応式⑴が収率 1 で進行する場合、硫化水素が 7.4 g、

①アルコールとは、アルコール類の総称で、一般的にエタノー

3

すなわち、0.22 mol 生成するには、硫化鉄（II）19 g、硫

ル（エチルアルコール）を指す。エタノールは以下のような

酸 21 g が必要となる。硫化鉄（II）、硫酸、硫化水素の分

性質である。

子量は、それぞれ、87.91、98.08、34.08 とした。硫化鉄（II）

・沸点 78.3 ℃

の密度は、4.7 g/cm3 で、98% 濃硫酸の密度は 1.84 g/cm3

・引火点 12℃

であるので、硫化鉄（II）4.1 cm と 98% 濃硫酸 12 cm あ

・消防法危険物第 4 類

ればよい。計算の過程を簡単に表 22 に示した。実験用の

・無色透明で特異臭をもつ引火性の液体である。

3

3

薬品を調製、配布する前に、薬品の量が過剰でないかどう

・水に易溶。

か検討するのは無駄ではないと思われる。

・蒸発しやすく、空気との混合ガスは引火爆発の危険が

便覧等に記載されている許容濃度は、労働者を対象にし

ある。

ている。体重の軽い小学生、化学薬品の臭いに慣れていな

・葉の脱色や色素の抽出、試薬の溶媒などに使用される。

い児童、生徒に対しては、許容濃度をそのまま適用できな

②メタノール
（メチルアルコール）は、以下のような性質である。

いこともある。

・沸点 64.6℃

竹林ら 15）は対策を提案した。原文の概要を以下に示す。

・引火点 11℃

①発生させる気体の量を少なくする。

・劇物

②塩素などの有毒な気体が捕集容器の外に逃げないように

・消防法危険物第 4 類

する。

・無色透明で特異臭をもつ引火性の液体である。

③捕集が終わったら、発生装置は屋外またはドラフト内に置

・吸湿性があり、蒸発しやすい。

く。また、捕集が終わったら、気体の発生を停止出来る

・水に易溶。

ような構造の発生器の使用も考慮する。

・メタノールは有毒である。目や皮膚に付いたら、水で洗

④塩素のような比重の大きな気体は、床面近くの濃度が高
くなる。拡散により、水平方向、上方にも拡がる。

い流す。誤飲すると失明や死に至る危険がある。
③燃料用アルコールを缶で購入することがあるが、必要以上

⑤屋外で実験することを考える。実験室内の換気には限界
がある。屋外では、風向きを考慮し、他の班から流れて

の購入はしない。
④ビーカーや試験管に入れたアルコールを直火で加熱すると

きた有毒な気体により被毒しないようにする。

引火の恐れがあり、危険である。加熱する場合は熱湯で

現代であれば、十分な能力を持ったドラフトチャンバーな

行う。

どの局所排気設備を十分な数だけ用意すれば、問題は解決

⑤光が当たらない場所に密閉して保存する。

できる。竹林らが執筆した 1965 年では、①から⑤の対策

⑥廃棄する場合は、紙などに染み込ませて、戸外の広い場

が精一杯であったであろう。

所に穴を掘り、その中で遠くから点火して焼却する。

表 6 と表 7 には、メタノールのような低引火点の可燃性液

⑦アルコールを利用した後の容器は水できれいに洗浄する。

体が関係した事例が含まれる。佐賀県教育センター 28）では、

⑧取り扱う際は、室内のストーブや電気コンロなどもすべて

表 22
化学反応式
物質名
分子量

硫化水素の生成に関する計算

FeS
硫化鉄（II）
87.91

+ H2SO4
硫酸
98.08

物質量の関係

1

1

密度 , g/cm

4.7

1.84（98% 濃硫酸）

硫化水素 a [g] の生成に必要な物質量

a/34.08
[mol]

硫化水素 a [g] の生成に必要な質量
硫化水素 a [g] の生成に必要な体積

3

FeSO4
硫酸鉄（II）
151.9

＋ H2S
硫化水素
34.08

1

1

a/34.08
[mol]

a/34.08
[mol]

a/34.08
[mol]

87.91*a/34.08
[g]

98.08*a/34.08
[g]

151.9*a/34.08 a
[g]
[g]

87.91*a/34.08/4.7
[cm3]

98.08*a/34.08/1.84
[cm3]
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消す。アルコール蒸気は空気より重いので，低い方に流れ

た。また、メタノールの火炎が明瞭に撮影できた。図 1(c) は、

て引火する危険がある。

周囲を明るくして撮影した。メタノールの火炎は肉眼ではほと

メタノール、エタノールの火炎は色が薄いため、明るいとこ

んど見えなかった。しかし、脱脂綿を近づけたところ、着火

ろでは肉眼では見えないことがある。図 1 にメタノールが直径

した。肉眼ではほとんど見えなくても、火炎が存在すること

2.5 cm のるつぼ中で燃焼する様子を示す。るつぼにメタノー

が分かった。熱画像カメラで撮影した画像が、図 1(d) である。

ルを入れ、着火した。火炎をデジタルカメラで撮影した画像

肉眼ではほとんど見えなくても、熱画像カメラを使用すると、

が、図 1(a)、(b)、(c) である。図 1(a) は、周囲を明るくして撮

火炎が存在することが分かる。なお、使用した機種は、Avio

影した。メタノールの火炎は肉眼ではほとんど見えなかった。

R300Z である。熱画像カメラの原理、構造については、文

また、デジタルカメラでも写りにくかった。図 1(b) は、周囲を

献 152 を参照されたい。

暗くして高感度で撮影した。肉眼でメタノールの火炎が見え

（a）

（b）

可燃性液体の引火点が室温より低い場合、液面上には、

（c）

（d）

（a）直径 2.5 cm のるつぼ中にメタノールをいれ、着火した。周囲を明るくしてデジタルカメラで撮影した。メタノールの
火炎は肉眼ではほとんど見えない。また、デジタルカメラにも写りにくい。
（b）周囲を暗くして高感度で撮影した。メタノールの火炎が存在することが分かる。
（c）脱脂綿をメタノール火炎に近づけたところ、脱脂綿が着火した。周囲が明るいと肉眼ではメタノール火炎を識別する
のが困難だが、可燃物が着火したことで、火炎が存在することが分かる。
（d）熱画像カメラで撮影した。メタノールの火炎が存在することが分かる。
図１ 直径 2.5 cm のるつぼ中でメタノールが燃焼するようす

（a）

（b）

（c）

（a）通常の画像。直径 2.5 cm のるつぼ中にヘキサンをいれる。
（b）シュリーレン像。液面上にヘキサンの蒸気がある。点線で囲んだ部分を参照。
（c）シュリーレン像。ヘキサンの蒸気が下方に流れる。点線で囲んだ部分を参照。
（d）シュリーレン像。ヘキサンの蒸気が台上に落ちて、拡がる。点線で囲んだ部分を参照。
図２ ヘキサンの蒸気のシュリーレン法による可視化
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可燃性液体の蒸気と空気が混合して形成された可燃性予混

が形成されることがあり、何らかの着火源により着火しうる。

合気がある。可燃性液体の蒸気は液面上から拡がることがあ

ヘキサンの蒸気をシュリーレン法により可視化した結果を図

る。液面より離れたところであっても、そこに可燃性予混合気

2 と図 3 に示す。ヘキサンの引火点は、-21.7℃である 17）
。

（a）

（b）

（a）通常の画像。
ビーカーにヘキサンを約 5 cm3 入れ、ヘキサンがこぼれない程度に傾ける。
（b）シュリーレン画像。
ヘ
 キサンの液面上には、ヘキサンの蒸気がある。ヘキサンの蒸気は空気より重いので、ビーカーを傾けると、
下方に流れる。

図３ ヘキサンの蒸気のシュリーレン法による可視化

（a）

（c）

（b）

（d）

図４ ヘキサン蒸気と空気の可燃性予混合気中の火炎伝ぱ
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図 2(a) は、
ヘキサンを入れた直径 2.5 cm のるつぼである。シュ

うに、ステンレスシャーレ中にるつぼがあり、るつぼ中にはヘ

リーレン法によって得たシュリーレン像が、図 2(b)、図 2(c)、

キサンが入っている。図 2 に示したように、ヘキサンの液面上

図 2(d) である。シュリーレン法により、流体の密度変化を画

にはヘキサンの蒸気があり、その一部が下方に流れて、ステン

像上の濃淡で示すことができる。ヘキサンの蒸気は空気より

レスシャーレの底面に沿って拡がる。ある程度の時間が経過

密度が大きいので、ヘキサンの蒸気がある場所は、周囲と濃

すると、ステンレスシャーレの内部には可燃性予混合気が滞

淡が異なる。ヘキサンの液面上にヘキサンの蒸気がある様子

留する。裸火等の着火源になるものを近づけると、図 4(b) の

を示したのが、図 2(b) である。ヘキサンの蒸気が下方に流れ

ように、可燃性予混合気に着火する。図 4(c) のように、火炎

た様子を示したのが、図 2(c) である。ヘキサンの蒸気がるつ

が可燃性予混合気中を伝ぱする。さらに、図 4(d) のように、

ぼを置いた台上に落ち、拡がる様子を示したのが、図 2(d) で

ヘキサンの液面上に拡散火炎が定在する。図 5(a) のように、

ある。図 3(a) は、ヘキサンを入れたビーカーである。ヘキサン

ステンレスビーカー内にヘキサンを入れ、ヘキサンがこぼれな

の液面上には、ヘキサンの蒸気がある。ヘキサン蒸気は空気

い程度に傾ける。図 3 に示したように、ヘキサンの蒸気がステ

より重いので、ヘキサンがこぼれない程度にビーカーを傾ける

ンレスビーカーからこぼれ落ちる。裸火等の着火源になるもの

と、ヘキサンの蒸気がビーカーからこぼれ落ち、下方に流れる。

がステンレスビーカーの近くにあると、図 5(b) のように、可燃

ヘキサンの蒸気が、ビーカーから出て、下方に流れる様子を

性予混合気に着火する。図 5(c) のように、火炎が伝ぱする。

示したのが図 3(b) である。なお、シュリーレン法の詳細につい

図 5(d) のように、ヘキサンの液面上に拡散火炎が定在する。

ては、文献 153 から 155 を参照されたい。

引火点が室温より高い可燃性液体であっても、液温が引火

ヘキサン蒸気と空気が混合して形成される可燃性予混合気
中を火炎が伝ぱする様子を、図 4 と図 5 に示す。図 4(a) のよ

点以上になるまで加熱すれば、可燃性予混合気は液面から
離れたところであっても形成されうる。
また、表 6 と表 7 をみると、アルコールランプの不適切な
取扱いによる事故も発生している。佐賀県教育センター 28）
では、アルコールランプの正しい取扱いに関して注意喚起し

（a）

（c）

（d）

（b）

図５ ヘキサン蒸気と空気の可燃性予混合気中の火炎伝ぱ
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ている。一部を以下に引用する。ただし、表現の一部を変

加えようとした。このとき、容器の口から外に向かって火炎

更した。また、一部加筆した。

が噴き出した。実演の担当者は容器を落とした。その結果、

①使用前の点検など

容器からこぼれたメタノールは燃えながら、見ていた児童生

・ふたや容器の欠けたものやひびが入ったものは使わな
い。

徒の方へ流れていき、児童生徒の衣服に着火した。博物館
のスタッフが、消火器と消火用毛布で消火した。児童生徒

・燃料用アルコールの量を確かめる。常に容器の 8 分目ほ
ど入れておく。

8 人を含む、13 人が搬送された。容器はプラスチック製で、
事故後に見たところ、口の部分が溶融していた。

・アルコールランプの芯の長さが適当か確認する。

原因については、以下のように推定された。実演の担当

・アルコールランプの火の高さに合った三脚を使う。

者は綿の灯心には火がついていないと思ったが、綿の灯心

・アルコールランプの周りには燃えやすい物を置かないよ

には実は火がついていた。そのため、メタノールを加えた際

うにする。

に、容器内のメタノール蒸気に引火し、容器の口から外に向

②安全な取り扱い方

かって火炎が噴き出した。報告書 34）で示された教訓の抄訳

以下に示すように、１）から４）の順に操作する。

を以下に引用する。

１）アルコールランプのふたを取る。

①演示実験においては、少量の可燃性液体で足りる際には、
大型の容器を持ち込まない。

２）マッチ等の着火器具の火をつけ、アルコールランプに

②危険性を有する化学物質を使用する演示実験を行う際に

近付ける。
３）点火するときは、芯の下部の方から火をつける。

は、雇用者は厳格な安全管理を実施する。安全管理は以

４）消すときは、ふたを横からかぶせる。真上からかぶ

下のものを含む。文書化された実験手順、効果的な訓練、
すべての参加者に適切な個人保護具を使用させる。

せないように注意する。消えたらもう一度ふたをとって、
燃料用アルコールの蒸気を飛ばしてから、ふたをする。

③実施前に、安全について、詳細な検討を行う。
④演者と聴衆の間に、ついたてを置くか、十分な距離をとる。

③使用にあたっての注意

表 7 で示したようなドライアイスを入れて栓をしたペットボ

・火をつけたまま，アルコールランプを移動させない。
・アルコールの量が少ないと点火の際に容器上部の空気

トルが破裂する事故が発生している。佐賀県教育センター 28）

との混合気体に引火爆発し、火のついたしんが飛び出

では、ドライアイス、寒剤に取り扱いについて注意喚起して

すことがある。特に陶管とガラス容器のずれ、損傷の

いる。一部を以下に引用する。ただし、表現の一部を変更

ある場合は注意する。

した。

・アルコールランプで他のアルコールランプの点火（もらい

①安全な操作等
・寒剤やドライアイスの実験では、軍手を使用するなどし

火）はしない。

て凍傷に気を付ける。

・長時間使うとアルコールランプの芯や陶管が熱くなる。

・寒剤を入れる容器は、広口の容器を用い、栓をしない。

燃料用アルコールをアルコールランプに補給するのは、火

次第に温度が上がり、気化した蒸気の圧力に容器が耐

を完全に消した後に行うことも忘れてはならない。なお、市

えきれず、栓が飛ぶか容器が破裂してしまう。

販されている燃料用アルコール、工業用アルコール、消毒用
アルコールは、混合物であり、メーカーにより組成が異なる。

②注意事項
・超低温の物質は、重い凍傷になる危険性があるため、

また、飲用には適さない。

直接手で触れてはならない。

メタノールのような低引火点の可燃性液体が関係した事故
は、米国でも発生したことがある

。事故の概要の抄訳

・細口容器などにドライアイスを入れて水を加えると、白煙

33-38）

を以下に引用する。

が噴き出し、内圧が急に高くなって破裂する恐れがある

2014 年 9 月 3 日に米 国ネバダ州にある博 物 館（Terry
Lee Wells Nevada Discovery Museum）で理科実験の実演

ので、細口容器は使用しない。
③事故例

を行っていた。実演の内容は、メタノールを燃料とした炎色

・ペットボトルにドライアイスを入れてフタを閉めておいた

反応の実験であった。メタノールを燃焼させるために、皿の

ら、突然、ペットボトルが破裂して飛び上がり、天井に

上に綿の灯心を置いていた。実験はドラフト外で行われた。

穴が開いた。

午後 4 時頃に 3 回目の実演があり、15 ft（約 4.5 m）離れ

・濡れた軍手でドライアイスをつかんでいたら、張り付いて

たところで、児童生徒が実験を見ていた。綿の灯心に火を

凍傷を起こしそうになった。

つけたが、火炎が大きくならなかった。そのとき、メタノー

ペットボトルは、手頃で、どこででも手に入り、ある程度

ルを加えていなかったことに気がつき、4 リットルの容器の

の強度を有しているので、化学実験に使用してしまうことが

口が綿の灯心の直上に位置するようにし、メタノールを皿に

ある。しかし、化学実験用器具として使用するには以下のよ
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うな問題点があると思われる。

・平成 22 年 9 月に自宅アパート居室内でペットボトルにド

①炭酸飲料用のものをのぞくと、耐圧性を考慮していない。

ライアイスと水を入れ炭酸水を作ろうとしていたところ、

②業界団体である全国清涼飲料工業界は、容器の再使用を

ペットボトルが破裂し、30 才男性が右手を受傷し、中

推奨していない

。

等症になった。

39）

国民生活センター 44）も同様な広報を行っている。さらに、

③高温での使用を考慮していない。
④本来、飲み物を収納するものであって、酸、塩基等の化

東京消防庁と国民生活センターは、ドライアイスを入れ、密
閉したペットボトルが破裂する様子を撮影した映像を公開し

学薬品に対する耐薬品性を考慮していない。
④高濃度のアルコールなどの有機溶剤に対する耐薬品性を

た。
福田らは、市販の 500 cm3 炭酸飲料用耐圧ペットボトル

考慮していない。
⑤飲み物を収納する容器に化学薬品を収納すると、誤飲の

の内圧を手動の水圧ポンプにより上昇させ、破裂させる実

可能性がある。

験を行った 45）。高速度ビデオカメラで観察したところ、加圧

なお、灯油、ガソリン、殺虫剤、仕事場で使う薬品など

とともに細かい亀裂がペットボトル表面に発生し、その亀裂

を小分けするために、ペットボトルなどの飲食物の容器に移

が増大して破裂に至った。また、内圧（ゲージ圧）が、約

し替えたりして、飲料と間違えて誤飲する事故が起きて

2 MPa 上昇すると破裂した。国民生活センターでは、500

いる 40）。また、飲用のペットボトルや調味料の空き容器など

cm3 ペットボトルに水 150 cm3 を入れてキャップを閉め、コ

に洗剤等の薬剤を詰め替えたり、小分けにしたりすると、油

ンプレッサーで内圧（ゲージ圧）を上昇させる実験を行っ

や調味料などと勘違いして使ってしまうことがある 41）。飲み

た

。耐圧性能がないペットボトルは、内圧が約 0.5 MPa

46）

物を収納する容器に毒劇物を保存することについては、毒

上昇すると破裂した。耐圧性があるペットボトルは、内圧を1.0

物及び劇物取締法で禁止されている。関係する条文を以下

MPa 上昇させ 10 分間放置したが、破裂せず、外観は変化

に引用する。

しなかった。

毒物及び劇物取締法

第 11 条 4 項

毒物劇物営業者及

実験結果が示すように、ペットボトルにはある程度の耐圧

び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇

性がある。しかし、使用済みペットボトルを実験に使用する

物については、その容器として、飲食物の容器として通常使

際には、実際にペットボトルの破裂事故が起きていることを

用されるものを使用してはならない。

記憶しておくべきだと思われる。

ペットボトルが破裂する事故は、学校以外でも発生してい

表 6 に示したように、平成 25 年に酸化銅（Ⅱ）の粉末と

る。この件については、東京消防庁 42, 43）が広報を行っている。

アルミニウム粉の混合物による火災が発生した。この組み合

一部を以下に引用する。ただし、表現の一部を変更した。

わせは、テルミット反応を起こすための組み合わせである。

①食品等を冷やすために使われるドライアイスをペットボトル

酸化しやすい金属粉末と還元しやすい金属酸化物粉末を混

等に入れて密閉することによる破裂事故が発生している。

合し着火すると、金属粉末は酸化物の酸素を奪って燃焼し、

②事故防止のためには、ドライアイスをペットボトル等に入れ

酸化物は還元されて溶融金属になる 19）。このような反応をテ

て遊ばない。ペットボトル等にドライアイスを入れ密閉する

ルミット反応という。テルミット反応を起こすために使用され

ことにより、容器が破裂し、容器の破片が、身体に刺さ

る金属酸化物としては、酸化鉄（Ⅲ）（Fe2O3）が代表的で

るなどしてけがをすることがある。

（MnO2）、
ある 47-52）。酸化鉄（Ⅲ）以外に、酸化マンガン（Ⅳ）
（CuO）、酸化ニッケ
酸化クロム（Ⅲ）
（Cr2O3）、酸化銅（Ⅱ）

③事故事例
・平成 26 年 11 月に、父親と息子の二人で入浴中、ドライ

ル（Ⅱ）
（NiO）、酸化バナジウム（V）
（V2O5）もテルミット反

アイスを洗面器に入れ遊んでいた。小さくなったドライア

応を起こしうる。田中によると、
0.1 g の酸化銅（Ⅱ）と 0.25

イスをラムネのビンに入れた後、ビンが破裂し受傷した。

g のアルミニウム粉によるテルミット反応は、50 cm 以上のキ

42 才男性と 7 才男児が中等症になった。

ノコ雲を伴い爆発的に進行した。このことから、生徒実験

・平成 25 年 4 月に、父親と娘の二人で入浴中に、父親が

としては避けるべきであると述べている 51）。
表 6 をみると、水素を発生させる実験中に、反応を起こ

持ち込んだドライアイス入りのペットボトルで遊んでいた
ところ、ペットボトルが破裂し、後方で見ていた娘に破

させる容器が破裂した事例がある。佐賀県教育センター 28）

片が飛び、両足を受傷し、軽症になった。

では、水素の発生実験について注意喚起している。一部を

・平成 24 年 7 月に、公園で友人と、ペットボトルにドライ
アイスと水を入れ、それを砂の中に埋め破裂させて遊ん
でいた。ペッドボトルが破裂しないので、砂を掘り起こ

以下に引用する。ただし、表現の一部を変更した。
①安全な操作等
・水素の発生初期には容器中に酸素が残っているため、
直接火を付けると引火爆発を起こす。

していたところ、破裂し、16 才の男性が顔と手を受傷
し軽症になった。

・水素を大量に発生させると、捕集容器外に漏洩し、引
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火し爆発することがあるため、必要最小限の試薬を用

する。

いる。

東京都教育委員会による安全教育の手引き 13）にも、廃

・実験を中止するときは、ゴム管をピンチコックで止め、
水素を出しっぱなしにしない。

棄物処理に関する一般的な注意が示されている。以下に引
用する。ただし、原文の一部を削除、変更し、文章を短く

②注意事項

した。

・容器内に酸素が残っているかどうかを確認するには、出

①廃棄物の危険性

てきた気体を上方置換で試験管に集めて点火するか、

・引火

石けん水に入れて泡を作り、この泡をスプーンですくっ

有機物の多くは、引火性がある。使用後の有機溶媒は、

て着火させる。ポッという爆鳴音がしたらまだ酸素が

流しに捨てず、回収することが望ましい。回収容器は、ガラ

残っている。

ス製か金属製のふた付容器とし、他の廃棄物と混ぜないよ

③取扱い

うにすることが大切である。

・水素の爆発範囲は、空気との体積百分率で 4 〜 75％と

・自然発火

かなり広く、爆発に伴うガラス器具の破裂によるけがが
多い。

廃棄物が互いに反応したり、空気に触れ酸化したりして、
不安定な物質を生じることがある。アルカリ金属などの小片

・事故の主な原因は水素発生装置内の水素と空気の予混

が水に触れれば発火することがある。金属の粉末が酸性の

合気に何らかの原因で直接引火することによるものであ

物質と反応して、水素を発生し発火したこともある。薬品が

る。

浸み込んだ布から発火した例がある。硝酸やニトロ化合物を

・安全に実験を行うには、水素発生装置内の空間部分を

ふき取った雑巾が危険である。廃棄物収納容器に、廃棄物

小さくし、直ちに空気の混ざっていない水素が採れるよ

同士が反応する恐れのあるものを不用意に捨てることは、危

うにする。

険である。

・発生する水素をいったんポリエチレン瓶に水上置換で捕

・爆発

集した後、その水素を必要に応じて他の容器に移して
実験するとよい。

廃棄した薬品が反応して、爆発性の物質になることがある。
そのため、銀溜めには、アルコールをはじめとした有機物が

発生した水素をゴム風船に蓄え、それに火炎を近づけて

混入しないように注意する必要がある。銀からは、雷銀な

着火する実験もある。水素の量が多いと、着火後にできる

どの強爆発性の極めて不安的な化合物ができることがある。

火炎も大きくなるので、火傷、着衣着火について、注意が必

アセチレンの実験を行ったときの廃棄物は、回収容器に入れ

要である。また、着火する際に大きな音がするので、この点

る時、単独であることを確かめることが大切であり、使用済

も注意が必要である。

みのろ紙なども、回収容器にいつまでも放置しないよう注意

表 6 には、廃棄物処理が適切でなかったため、実験終
了後に火災になった事例も含まれる。実験の手引き書には、
廃棄物処理について記載していないことが多い。中学校学

する必要がある。これらには不安定な物質が残留しており、
小さな火種で爆発することがある。
・腐食性

習指導要領解説理科編 31）には、廃棄物処理に関する一般
的な注意が示されている。以下に引用する。ただし、原文

酸性やアルカリ性の廃液をそのまま流しに捨てると、排水
溝を腐食したり、有毒ガスを発生させることがある。

の一部を削除、変更し、文章を短くした。

・毒性

①有毒な薬品やこれらを含む廃棄物の処理は、環境保全関

有毒物質をそのまま流してはならない。銀メッキの廃液に

係の法律に従って処理する。

は、シアンイオンが含まれ、ガラス器具の洗浄に用いるクロ

②薬品を廃棄する場合、酸やアルカリの廃液は中和してから
多量の水で薄めながら流すなど適切な処理をする。

ム酸混液には有毒な六価クロムを含んでいる。水銀やカドミ
ウムなどを含む廃液も不用意に排出してはいけない。

③重金属イオンを含む廃液は放流することを禁じられている

②廃棄の方法

ので、適切な方法で回収保管し、最終処分は廃棄物処

・高等学校の実験で使用する薬品の年間使用量は、危険

理業者に委託する。

物取扱いに関する法規（下水道法、水質汚濁防止法、

④実験の終了後も不純物が混入していない薬品や未使用の

廃棄物の処理及び清掃に関する法律など）の適用を受

薬品などは廃棄せず、利用できるように工夫する。

けるほど多くはない。一時期に多量に使用する場合があ

⑤使用する薬品の量をできる限り少なくした実験を行うこと

り、このような場合には業者に引き取ってもらうなど適

を考える。

切に処理すべきである。

⑥反応が完全に終わっていない混合物については、完全に

・希釈

反応させてから、十分に冷まして安全を確認してから処理
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は、水道水で希釈して、放流しても差し支えないが、濃度

校で行ったところ、複数の負傷者が発生した。その翌年の

が高く多量である場合、中和して多量の水で希釈して放流す

昭和 55 年に通商産業省が出した文書 24）には、煙火に関す

る。有毒物は、無毒な状態に処理し、希釈して放流しなけ

る一般的な事故防止策が示されている。以下に一部を引用

ればならない。強酸性物質は、石灰水で中和した後、希釈

する。

する。クロム酸混液は、還元剤（チオ硫酸ナトリウムなど）

①火薬類取締法にいう理化学上の実験とは、各種の学校、

で三価クロムにし、さらに水酸化ナトリウムで中和する。こ

工場等において、理化学上の研究目的のために行う実験

れを静置後、上澄液（硫酸ナトリウム溶液）は放流し、沈

をいう。高等学校等でも火薬類に関する実験を行うこと

殿は廃棄物の回収容器に蓄える。無害なものであっても、

があるが、生徒に対し火薬類に関する正しい知識を与え、

着色の著しい排水は、希釈して放流する。重金属イオン（水

無知あるいは好奇心から生じる災害を防止する目的からは

銀、鉛など）やシアン酸イオンを含む廃液は、放流しない。

適切かつ必要と考えられるが、その反面、授業指導の適

・濃縮

正を欠くときは、反って危険を助長することになりかねな

塩類を多量に使用した場合、再結晶させるなどして再利用

い。従って、火薬類に関して十分な知識、経験を有する

を図る。廃棄できない物質は濃縮し、容積を小さくして回収

教職員の指導のもとに火薬類の製造、消費等の実験を行

容器に蓄える。その際、操作は、ドラフトチャンバーや野外

う場合にはじめて、
「理化学上の実験」に含有されるもの

で行い、有毒ガスを吸入しないように注意する。特に、加

と解するのが妥当と考える。

熱によって分解し、爆発する恐れのある物質が含まれないこ

②火薬類は、火薬類取締法により 18 才未満の者は取り扱

とを確認して実行し、乾固するまで熱してはならない。廃棄

うことができないので、特に注意する。従って、生徒が

するものも、完全に廃棄するものと再利用するものとに分け

18 才未満の場合には、上記①にいう教職員の行う実験を

ることも大切である。その際、再結晶、抽出及び蒸留など

見学させる方法によるべきである。

の方法があるが、溶媒の廃液を蒸留する場合、爆発事故が

③実験が安全に実施されるために、実験を企画実施する関

起こらないよう、注意する必要がある。

係者が使用する火薬類の性質及び取扱上の注意事項等

・廃棄物・回収物の処理

について十分認識し、実験を行う際の危害予防措置を適

廃棄物を学校で完全に処理することは不可能に近い。回
収容器に回収された廃棄物などの処理は、専門機関に依頼

切に実施するよう教職員は責任を持って教育指導する。
④実験場所は、万一の爆発を考え、災害の防止の見地から

して処理する必要がある。このとき、廃棄物の組成、発生

実施する実験内容（火薬類の種類及び量、実験方法等）

経緯に関する情報を廃棄物に添付することが不可欠である。

に応じ適切な場所を選定すること。

③廃棄や再処理を考慮した実験計画

⑤実験に際しては、担当責任者（教職員）が必ず立会指導

廃液処理などの設備が完備している学校は少ない。実験

するとともに、予め定めた実験手順に従ってその通り実施

計画を工夫するとともに、廃液及び廃棄物の処分方法およ

させる。特に薬品の配合順序、配合割合は厳密に管理す

びその予算計上も十分に考えておくことが大切である。

る必要があり、また配合作業、配合剤の火薬類の取扱い

表 12 のように、実験後に薬品を全て流しに捨ててしまう

等についても粗雑にならないようその取扱いについて十分

こともある。このような場合、薬品の種類、濃度、量によっ

に指導する。なお、火薬類の配合作業及び火薬類の取

ては、法令、条例に触れることがある。下水道に流すこと

扱等、直接火薬類を取扱う者は、特定の者以外には作業

ができるものについては、各自治体の担当部署に問い合わ

させないことが望ましい。

せるとよい。後で処理に困るような試薬を使用する実験を

平成 22 年に経済産業省が出した文書 25）にも、煙火に関

計画している場合、調べてみると、使用しない方法がすで

する一般的な事故防止策が示されている。一部を以下に引

に提案されている場合がある。また、実験計画を工夫して、

用する。

試薬の使用量を減らすことができれば、廃液処理の手間が

① 18 歳未満の者による火薬類の取扱いについて
火薬類取締法では、18 歳未満の者は原則火薬類の取扱

減るだけでなく、試薬の購入にかかる経費を減らすこともで

いはできません。火薬の調合作業は法律で禁止されていま

きる。
化学反応は、試薬の組み合わせ、温度、濃度によって結

す。また、何人も 18 歳未満の者に火薬類の取扱いをさせて

果が異なる。担当する教師には、実施を計画している実験

はならないと規定されています。

について、複数の情報源に当たり、準備から廃棄までの全

②火薬類の危険性に関する十分な知見
教員等が火薬類を用いた演示実験を安全に行うために

行程での危険性、事故例を認識してほしい。また、安易に、
使用する薬品の濃度を上げたり、スケールアップをすると事

は、実験で使用する火薬類の性質及び取扱い上の注意事項

故につながることもある。

等について十分認識した上で、危害予防措置を適切に実施

表 11 に示したように、昭和 54 年に模擬火山の実験を高

して下さい。
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③安全の確保について

①引火性のある化学薬品の蒸気が、ガスストーブ、バーナー

教員等による演示実験を行う際には、万一爆発しても被
害を最小限に止め、人的損傷のないよう特に配慮し、保安

などの裸火により引火して、火災になる。
②二つ以上の異なった化学薬品が混合し、化学反応により

のための空間が十分にある場所において実験を行って下さ

発火し、火災になる。

い。

③自然発火性の化学薬品が空気に触れ、火災になる。

④火薬類の廃棄について

④不安定な化学物質が衝撃、摩擦などにより発火し、火災

教員等による演示実験で消費しきれなかった火薬類を廃
棄する場合は、適切な方法で廃棄をして下さい。

になる。
⑤禁水性の化学物質が水と反応して発火し、火災になる。

通商産業省の出した文書 24）と経済産業省の出した文書 25）

二つ以上の異なった化学薬品が混合し、化学反応により

は、インターネット等から容易に入手出来る。長い文章では

発火することを、混触発火という。混触発火する化学薬品

ないので、理科実験で煙火等を使う前に、担当する教師に

の組み合わせについては、文献 56 から 59 を参照されたい。

読んでもらい、そして考えてほしいと思う。参考のため、関

薬品による火災の発生を防止するための対策が文献 55 に示

係する条文を以下に引用する。

されている。以下に引用する。ただし、原文の一部を削除、

火薬類取締法
第4条

変更し、文章を短くした。

火薬の製造は前項の許可を受けたものでなければ

①化学薬品の管理について

することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕

・化学薬品の保管、配置の実態を調べ、出火の危険性に

獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するために

ついて評価し、対策を施す。

製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のも

・出火の危険性を評価した結果、混触発火の可能性があ

のを製造する場合は、この限りではない。
第 23 条

る化学薬品については、同じ部屋に置かないようにす

十八歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはな

る。

らない。

・化学薬品の保管、取扱いは必要最小限の量にとどめ、

表 16 の黒色火薬の項目に示したように、かつて、ロケッ

過剰な保有はしないようにする。

トの実験を行って事故が発生したことがある。山本は、ロ

・使用頻度の少ない化学薬品は、常時保有しないようにし、

ケット実験を行う際の基本的な安全対策について述べてい

適宜処分する。

る 。以下に概要を示す。

・可燃性液体の量は、必要最小限にする。

①火薬を扱うからには爆発は起こりうるので、取り扱う火薬

・引火性の液体を保管する場所、取り扱う場所においては、

53）

の量を少量にする。

火気を使用しない。

②ロケットが飛ぶより前に筒が炸裂することがあるので、ロ

・可燃性ガスの滞留するおそれのある部屋は、換気を十

ケット燃料を詰める筒としては、金属、磁器を避ける。

分に行う。

③人に当たるのを避けるために、ロケットを水平向きにして

②薬品戸棚における化学薬品容器の転倒防止措置について

点火することはしない。

・戸棚を固定する。

④ロケットの残がいが燃えながら空から落ちてくることがあり

・引き出し付きの戸棚は、地震動によって滑り出さないよ

得る。打ち上げには広い場所を選ぶ。

うに対策する。

⑤玩具煙火を解体して火薬を集め、ロケット燃料にすること

・開き戸付きの戸棚は、地震動によって開かないように対

は決してしない。

策する。

なお、火薬を得るために煙火等を解体することは、火薬

・引き違い戸の戸棚は、地震動によって戸が外れないよう

類の製造に当たるので、許可なく行うことは違法である 54）。

に対策する。

表 16 の爆発性物質の項目に示したように、昭和 39 年以前

・ガラス戸付きの戸棚は、ガラスが破損し容器が落下する

は火薬、マッチ、煙火が関係した様々な事故が発生している。

おそれがあるので、ガラス以外の不燃性の材質にする。

過去の文献、インターネット上の文書を安易にまねて実験を

・容器が転倒、落下しないように対策する。

行うと、けがをすることがある。

・観音開きの戸は、地震動によって開かないように対策す

大きな地震が発生した場合、化学実験室、薬品貯蔵庫な
どの戸棚に置かれている試薬瓶などの薬品容器が、地震動

る。
③化学薬品容器の転倒防止措置について

によって転倒、落下した結果、薬品容器が破損し、薬品が
流出する場合がある。この時に以下のようにして火災になる
場合がある。文献 55 から引用した。ただし、原文の一部を
変更した。

・薬品容器は、1 本ごとに収納できるセパレート型のケー
スに入れて、棚に固定する。
・危険性の高い薬品の容器は、戸棚の下段などに収納す
る。必要があれば、砂箱内に入れる。
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・薬品容器の蓋は完全に閉める。できれば、中蓋付きの

アセスメントを実行するための方法について、教師は訓練

ものにする。

を受け、かつ、知識を持つ必要がある。学校での非常時

・薬品容器には、品名、取扱いの注意を表示する。

における計画、学校での火災予防のための計画について、

・取扱い後は、薬品容器を実験台上などに放置しない。

教師は生徒に毎年訓練する必要がある。計画は、着衣火

・危険性の高い化学薬品の容器は、転倒または落下して

災の消火法も含む。

も漏洩しないものにする。

②学校の実験室での化学薬品の取扱いと貯蔵における手

地震時に理科室が被害を受けたことがある。宮本は 1964

順、規則等には、大量の化学薬品の取扱いと貯蔵を教

年に発生した新潟地震における理科室の被害について述べ

室以外の別の部屋で行うという項目を含める。教室で使

ている 。安積は 1978 年に発生した宮城県沖地震での経

用する化学薬品は、生徒が教室に到着する前に準備し、

験をもとに、化学実験室の地震防災について述べている 61）。

密閉容器または点眼容器に分配する。その際には、実演

千葉は、1983 年に発生した日本海中部地震における化学実

で必要になる量を分配する。使用しない化学薬品は、適

験室等の被害について述べている 62）。実験室の地震対策に

切な保管戸棚に収納し、施錠する必要がある。

60）

ついては、文献 63 と 64 も参照されたい。

③裸火を使用する実演、または、危険性（可燃性、反応性、

薬品を適切に管理することは、地震時の出火防止だけで

毒性、腐食性）のある化学薬品を使用する実演において

なく、盗難防止や事故防止のためにも重要である。この点に

は、生徒と実演する者の間に、十分な距離をとるか衝立

ついては、文部省、文部科学省が以前から数度にわたり文

を置くべきである。実演により気体、蒸気、煙、微粒子

書を出している 65-68）。なお、薬品管理については、学校薬

が発生し、発生量が毒性を示すにたる場合、生徒を危険

剤師に相談することも可能である

。

から守るために、実演は化学用の局所排煙装置内で行う

69-72）

薬品に関する情報は、試薬の瓶のラベルにも記載されて

か、他の換気装置を使用して行うべきである。多くの実

いる。実験用の試薬の瓶に貼り付けられているラベルを見

験用機器の業者は、生徒が危険性物質に暴露されずに実

ると、危険性、取扱い上の注意などの情報が簡潔に記載さ

演を観察できるようなドラフトチャンバーや囲いを扱ってい

れている

。また、実験用の試薬を販売している会社は、

る。ドラフトチャンバーを使用せずに、実験机上で実演を

73,74）

試薬の危険性、取 扱い上の注意に関する情報を提供して

行う場合、透明な衝立の後方で実演を行うか、生徒と実

いる 75）。大手の試薬会社のホームページで検索してみると、

演者の間の距離を少なくとも 10 feet（3 m）以上とる必要

SDS（Safety Data Sheet）等の安全性に関する情報を入手

がある。実演で何かうまくいかないことがあっても、観察

出来る。

している生徒を危険にさらさないですむようなドラフトチャ

インターネット上で検索すると、実験に関する様々な情報

ンバー、囲い、衝立には、低価格で手に入るものもある。

が簡単に手に入る。理科実験に限ったことではないが、イン

④生徒が実験室からすみやかに退出できるように、出口に

ターネット上の情報には吟味が必要である。東京都教育委

生徒が向かうのを阻害しないような場所で実演を行うべき

員会による安全教育の手引き 13）から引用する。

である。

・インターネット等で調べたあいまいな実験の方法

理科実験に関係する事故は以前から発生してきた。その

自由研究の情報が簡単に手に入る反面、実験方法、使う

ため、理科実験における安全について記述した資料が多く

材料、実験結果など、あいまいな記述がしてあることもあり、

の教育関係者、研究者等により作成されてきた。高圧ガス

失敗やケガをしても自己責任になる。情報収集として検索す

ボンベの安全な取扱いについては、文献 77 と 78 がある。

るにはよいが、実際に行う場合は、専門の本で調べたり、

化学実験で使用する薬品の毒性については、文献 79 から

教員に相談するように指導する。

81 がある。薬品の安全な取扱いについては、文献 82 から

米国でも理科の実験中に火災等が発生し、負傷者が発生

88 がある。引火性のある有機溶媒の安全な取扱いについて

した。その結果、化学薬品を取り扱う実験室の火災防護に

は文献 89 から 92 がある。化学実験の事故防止と事例につ

が改訂された。危険性物質を

いては、文献 15、33、93 から 120 がある。化学実験にお

化学実験の実演で使用する際にいくつかの項目を求めてい

ける電気安全については、文献 121 がある。ガラス類の安

ついて記述した NFPA 45

76）

る 。以下に抄訳を示す。

全な取扱いについては、文献 122 がある。燃焼、爆発の基

①教師は、実演の前にリスクアセスメントを行う必要がある。

礎については、疋田 123）、熊谷 124）による著書がある。また、

実演に伴う危険性を最小化するために必要な慎重な行動、

秋田 125）、平野 126, 127）、幸田 128）、鶴田 129）、土橋 130）、石塚 156）

指導者と生徒が必要とする個人保護具、実演に必要とさ

による解説がある。化学実験も含めた理科実験の安全につ

れる安全器具、非常時における手順が、リスクアセスメン

いて解説した書籍としては、文献 14、131 から 136 があげら

トにより認識される。火災安全にかかる手順、学校での

れる。また、やや専門的ではあるが、化学実験における事

非常時における手順、個人保護具の適切な使用、リスク

故、化学反応の危険に関する書籍を文献 21、137 から 150

35）
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に示す。図書の購入にはそれなりの予算が必要とされるが、

化学反応は、試薬の組み合わせ、温度、濃度によって結

図書室に所蔵しておけばいつか役に立つこともあると思われ

果が異なる。安易に濃度を上げたり、スケールアップするこ

る。

とは事故につながることがある。担当する教師には、実施を

理科実験中に火災又は爆発が発生した場合、当事者又は

計画している実験について、複数の情報源に当たり、準備

関係者である児童または生徒から供述を得ることが困難に

から廃棄までの全行程での危険性、事故例を認識してほし

なるかもしれない。その場合の物証の集め方に関して私見

いと思う。

を述べる。

本論文では、日本化学会による雑誌である化学教育、化

①何かの資料を参考にして実験を行ったはずである。参考

学と教育から多くの論文、解説を引用している。各地の教

にした資料（例えば、書籍、書籍のコピー、インターネット

育委員会等の作成した理科実験の安全に関する資料も引用

上のアドレス、ビデオ、実験ノートのコピーなど）を入手す

した。それらはインターネット上で無料で公開されていること

る。コピー機がなければ、デジタルカメラまたは携帯電話

を付記しておく。

の静止画撮影機能を使用して、書籍、ノート等を撮影す
る。ビデオをダビングまたはコピーする装置または手段が
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Chemical Experiments in Schools which Resulted in Fires or Explosions

（Abstract）
Takeshi Suzuki
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Chemists love chemistry. They know the great satisfaction and reward that chemistry has provided
them. They want to share them with younger generation. Many of them have seen the joy of students with great
demonstrations that thrill and grab their interests in chemistry. However accidents such as fires and explosions
occur almost every year during educational and instrumental chemical demonstrations in school science classrooms
and other laboratories. Those accidents may result in injuries and trauma to a lot of students. Across the country
local fire departments seldom deal with those accidents and conduct fire investigations except for fire departments
of big cities. Cases of fires, explosions, burns, chemical inhalations, and other injuries for students and teachers
in chemical demonstrations by teachers and hands-on experiments by students are collected and listed. Also safety
measures for preventing future occurrences are shown.
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－おことわり－
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