




小型の電気ヒーターを座布団で覆った際の様子
(a) 通常のデジタルカメラで撮影した画像
(b) から (d) 左　通常のデジタルカメラで撮影した画像
 右　熱画像
電気ヒーターの出力：200W 本文 27 ページ参照
Pictures and thermal images taken in an experiment in which Japanese style cushion was heated 
from below by an electric heater.
Power of the electric heater was 200 W.
(a) A picture taken by a digital camera.
(b), (c), (d) Left：Pictures taken by a digital camera.
 Right：Thermal images taken by a thermal imaging camera. See also page27.

(a)
電気ヒーターの上に座布団を置く
A Japanese style cushion was placed on an electric heater.

(b)
加熱開始から
15 分後
Taken at 15
minutes after
switching on the
heater.

(c)
加熱開始から
30 分後
Taken at 30
minutes after
switching on the
heater.

(d)
加熱開始から
45 分後
Taken at 45
minutes after
switching on the
heater.



再燃に関する実験で使用した装置
左　壁を模擬した実験装置　　右　天井を模擬した実験装置　本文 29 ページ参照
Experimental setup used for a study on prevention of rekindling.
Left: Experiments assuming that heat source was hidden inside walls.
Right: Experiments assuming that heat source was hidden inside ceilings. See also page29.

壁を模擬した実験装置の熱画像
左　加熱開始から 6 分後、手掌部で壁を触っても熱を感じない
中　加熱開始から 9 分後、手掌部で壁を触ると熱を感じる
右　加熱開始から 12 分後、手掌部を壁に近づけると熱を感じる　本文 30 ページ参照
Change of thermal images taken in experiments assuming that heat source was hidden inside walls.
Left: The thermal image was taken 6 minutes after switching on the heater. Temperature rise was 
not felt by touching on the surface though temperature rise was seen in the thermal image.
Middle: The thermal image was taken 9 minutes after switching on the heater. Temperature rise was 
felt by touching on the surface.
Right: The thermal image was taken 12 minutes after switching on the heater. Temperature rise was 
felt by approaching a hand without touching. See also page30.

 2 階の外壁 1 階天井裏

鎮圧後の木造住宅で撮影した熱画像　本文 33 ページ参照
Thermal images of a wooden house taken after the fire was declared under control.
Left: The thermal image of exterior wall of the second floor.
Right: The thermal image of the space between the first floor and the second floor. See also page33.
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１．はじめに

資源に乏しい国である日本は、エネルギー資源のほとん
どを輸入に依存している。資源エネルギー庁のエネルギー
に関する統計１）によれば、平成 26 年度における国民生活
や経済活動に必要な一次エネルギーの自給率は 6%であっ
たことが報告されている。また、一次エネルギー国内供給
に占める化石エネルギーの割合は、石炭 25.5％、天然ガス
25.2%、石油 41.4％であって、石油の比率が比較的高い。従っ
て、石油を貯蔵するため多くのタンクが必要である。

平成 27 年度までの容量別屋外タンク貯蔵所数の調査２）に
よれば、日本の屋外タンク貯蔵所（以降、石油タンクと呼ぶ）
は、約 63,000 基設置されており、その中で容量 1,000	 kl
を超える大型の石油タンクはおよそ 7,400 基ある。このよう
に多くの石油タンクが現存しているが、これらの
半数以上は建設されてから30 年以上経過してい
るタンクであるため、それらの高経年化が今後の
課題と考えられる。平成元年〜平成 27 年までの
石油タンクで生じた流出事故の推移 3-7）を図 1に
示す。ばらつきはあるものの、流出事故の数は近
年増加傾向にあることが本図より読み取れ、施
設経年化の影響が示唆される。次に、平成 27 年
に発生した石油タンクにおける要因別の危険物流
出原因の件数を図 2 に示す８）。本図から、石油タ
ンクでの流出原因の半数以上が腐食疲労等経年
劣化に起因したものであることが分かる。以上の
ことから、今後益々進行すると思われるタンクの
経年劣化の診断と危険物流出事故の主たる原因
である腐食の防止や評価は、石油タンクの安全な

運用のため欠かせない。
石油タンク本体の概略図を図 3 に示す。石油タンクは、主

として底板と側板およびアニュラ板で構成される溶接鋼構造
物であって、アスファルトやオイルサンドからなる基礎上に設
置される。底板と側板の継ぎ手部やその近傍には大きな応
力が生じるため、板厚の厚い側板やアニュラ板が採用される。
また、本解説には直接関係しないが、風圧による外圧座屈
防止のため、円周方向には強め輪（トップアングル・ウイン
ドガーダ）が補強として溶接される。本報で記す石油タンク
底板に関して、危険物等及び基礎と接する底板・アニュラ板
を底板の「内面」及び「裏面」と呼び、それぞれ区別する。

石油タンクでは、タンクの容量や設置年数に基づいた定
期点検が義務づけられており、特に底板の経年劣化や腐食

石油タンク底板で生ずる腐食・劣化及びその評価方法

徳武　皓也

（平成 29 年 2 月 13 日　受理）

技術報告

石油タンク底板で生ずる腐食・劣化及びその評価方法についてまとめた。石油タンクの危険物流出事
故は近年増加傾向にあるとともに、流出事故要因の半数以上は腐食に起因するものである。底板裏面（外
面）で生ずる鋼板腐食及びその評価手法である板厚測定について概説した。底板内面に滞留する水溶液
の組成分析の結果に基づき、その腐食環境について考察した。内面防食用の重防食塗装の特徴とその施
工方法について説明した。インピーダンス法を用いた実タンク底板内面塗膜の定量的な健全性診断方法
について示した。既往調査研究のインピーダンスデータを整理し、インピーダンス法の底板内面塗膜の
経年劣化評価に関する課題について述べた。

図１　石油タンクにおける危険物流出事故の推移
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の入念な検査が行われる。タンク底板の材料には一般的な
鋼材（SS400 鋼板）が用いられており、腐食が生じるのは、
タンク基礎と接している裏面と底部に水分が滞留する内面と
いえる。近年は底板内面にコーティングが施工されるケース
も多く、その場合の鋼板腐食は主として底板裏面で生じる
と想定される。そのため、裏面腐食に起因した板厚の減少
を評価することが必要といえる。一方底板内面では、施工
されたコーティングが防食性を保っていれば、鋼材の著しい
腐食は生じないと思われるものの、長期供用によるコーティ
ング自体の経年劣化進行が懸念される。コーティングの経年
劣化によって危険物貯蔵中にその防食性が損なわれ、終局
的に塗膜下での腐食が発生・進行すれば、危険物流出事故
につながりかねないから、コーティングの寿命評価も重要と
考えられる。

本報では、石油タンク底板で生ずる腐食・劣化とその評
価方法の現状と課題について概説する。

２�．腐食を防ぐ意義

鉄鋼材料は安価かつ加工性が良好であって、橋梁、パイ
プライン、石油タンク等、我々の身の回りで幅広く使用され

る金属の一つである。しかし、酸素や水がある環境下で鉄
鋼材料をそのまま使用すれば必ず腐食が生ずる。このよう
な金属の腐食を防ぐことには 3 つの意義 11）があると考えら
れる。

一つ目は経済的な意義であり、金属材料の腐食が生じる
ことによる価値の損失を軽減することといえる。日本では、
腐食に起因した防食や構造物補修にかかる直接的な費用と
定義される「腐食コスト」の大規模な調査が過去に 2 度行わ
れている９）。腐食コストの調査方法には 2 種類あって、一つ
は防食に用いる材料の生産・製造費と防食施工費を単純積
算するUhlig 方式、もう一つは、様々な産業分野に対してア
ンケート調査や訪問調査を行い、防食や補修にかかった金
額を詳細に積み上げていくHoar方式である。それらの調
査の結果、1997 年度の腐食コストは Uhlig 方式での積算で
約 3.9 兆円、Hoar方式での積算で約 5.3 兆円もの莫大な
費用であったことが示されている。これらの方式は、積算仮
定や調査状況によって金額が異なってくるものであるが、い
ずれにせよ非常に高額といえる。また、上述のような腐食対
策に必要な直接的損失に加え、実際は工場の操業停止や石
油タンクからの内容物流出によってそれが使い物にならなく
なるといった、間接的損失があることを踏まえると、腐食が
社会に与える損害は計り知れない。

二つ目は安全性向上、つまり、腐食による事故を未然に
防ぐことで物的・人的被害を抑制することである。腐食によ
る鋼材板厚の減少や孔食によって鉄の環境強度が低下する
とともに、地震動等に起因した応力負荷が重なれば破損の
可能性は高まると想定される。日本海中部地震で生じたタン
ク側板からの危険物流出事故事例では、腐食によって生じ
た腐食溝が側板破損の一要因であったことが示唆されてい
る10）。さらに、このような破損が作業中などに起これば、重
大な事態につながることも否定できない。

三つ目は資源の保存であって、地球上にある限られた金
属材料を如何に長く使っていくかという観点である。先述の
通り、日本には多くの石油タンクが現存しているが、これら
は高度経済成長期に建設最盛期を迎えたため、30 年以上
に亙って供用されているものが多い状況にある。現在の経済
状況を踏まえると、新たな鋼構造物の建設が著しく増えると
は考えにくいから、現存する施設を適切に維持管理すること
で資源の有効活用を図ることは、大変意義が高いといえよ
う。

３．腐食の原理 17）

腐食は様々な形態があるが、ここでは中性・自然環境下
での一般的な鋼板の腐食について概説する。中性環境（pH7
近傍）で腐食を引き起こす主たる要因となるのは、“ 酸素 ”
と “ 水 ” である。図 4 に、鉄が中性水溶液に曝された状況
で生ずる腐食の概念図を示す。本図に示したように腐食は、

図２　平成 27 年に石油タンクで生じた危険物流出事故の
要因

図３　石油タンク本体の概略図
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アノードおよびカソードの 2 つの反応が同時に生じることで
進行していくことが知られている。アノード反応は、鉄イオン
Fe2+ が鉄素地から水溶液中に放出されるものをいう。この
とき、同時に金属中に放出される電子 e- と溶存酸素 O2 が、
アノード反応が生じる箇所以外の金属表面で反応し、水酸
化物イオンOH- を水溶液中に放出する。これがカソード反応
である。このようにして、水溶液と金属中で電流経路が形
成されるように生じる反応が、電気化学的に進行する金属の
腐食である。

４．石油タンク底板裏面の腐食

底板の裏面は盛土上に敷設されたアスファルトサンドもし
くはオイルサンドに接している。特に側板直下の底板やアニュ
ラ板は、底板の張り出し部と犬走りアスファルトの隙間から
水が侵入するため、腐食が起こりやすい３）。腐食を防止する
手段としては図 5 に示したように、犬走り部とアニュラ板張

り出し部の間に雨水侵入防止のためのシールを施すことが
有効である。また、厳しい腐食環境が想定される場合は、
電気防食が併用されることがある。電気防食は、石油タンク
から外部の金属板に向かって強制的に電流を流すことで外
部金属板をアノードに、石油タンクの鋼材をカソードにするこ
とで防食する方法といえる。概念図を図 6 に示す。電気防
食の方法としては、鉄よりもイオン化傾向が高いアルミニウム

（Al）やマグネシウム（Mg）といった金属を接続する流電陽
極法（図 6 左）と直流電源装置を用いて電流経路を形成さ
せる外部電源法（図 6 右）がある12）。なお、土壌中における
外部電源法の電極としては、黒鉛や鉄がよく用いられる11）。

先にも述べた通り、鋼材の腐食は主としてタンク裏面にて
生ずると考えられる。このような石油タンク底板裏面腐食を
評価するための検査方法として、鋼材板厚の定点測定や連
続板厚測定が行われている。定点測定では、超音波式の
板厚計によって、板 1 枚辺り数点の板厚を測定し、建設時
の公称板厚との差を腐食量（底板が腐食によって減肉した
値）として評価する。ただし、当該方法でサンプリングでき

図４　鋼板で生ずる一般的な腐食反応の概念図

図５　雨水侵入防止シール

図６　電気防食の概念図

〈流電陽極法〉 〈外部電源法〉
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るのは高々1	 cm2 程度の面積であるから、測定値がそのま
ま腐食の最大量を示すものではないことに留意する必要が
ある。このような定点データから底板裏面で起こる最大の腐
食を予測するための統計的手法に関する既往研究が報告さ
れている13,14）。一方で連続板厚測定は、超音波もしくは電
磁気を用いてタンクの板厚を全面にわたって測定する方法で
ある15）。後者を適切に用いれば、底板全体の腐食量を正確
に把握することができると考えられる。平成 23 年には、連
続板厚測定法を用いて測定した板厚減少量が、一定の基準
を示し、かつ保安のための措置を講じているものについて、
開放周期を延長できるように規定の改正がなされている16）。

５．石油タンク底板内面を取り巻く腐食環境

石油タンク底板内面には、貯油のほかに水分（ドレン水）
が滞留しやすいことが知られている。このドレン水は、元来
油内に含まれている水分や浮き屋根式では雨水侵入による
ものに由来する12）。図 7に原油タンクのドレン水を約 1年に
わたり、1ヶ月間ごと分析した結果を示す。本表からドレン
水の pH はほぼ中性であり、溶存酸素と塩化物イオンが含ま
れていることがわかる。一般的な海水中の溶存酸素は 5-10	
ppm 程度 17）、塩化物イオン濃度は 19,000	 ppm 程度 18）であ
り、それらとほぼ同等に含まれているケースもあるといえ、
腐食を引き起こすには十分である。一方、海水中の硫酸イオ
ンは数千 ppm 含まれている場合もあり19）、それと比べると
表に示した値は少ないといえる。ただし、溶存酸素が少な
い嫌気性環境では硫酸塩還元菌による硫化水素発生に起因
した腐食が生ずることが知られている 20）から、微生物腐食

（Micorobiologically	Influenced	Corrosion）が起こる可能性
も留意する必要がある。これらのことから石油タンク底板内
面は、腐食性が高い水溶液に常に曝される腐食が生じやす
い環境と考察される。既往研究を参照すると、底板内面の
最大腐食速度は概ね 0.2 〜 0.3	mm/yearであることが報告
されている12）。中性海水における炭素鋼の腐食速度は 0.1
〜 0.2	mm/yearといわれている17）から、底板内面の腐食速
度はそれと同程度もしくはやや大きい。また、国家石油備蓄
タンクを中心に貯蔵されている原油に関していえば、その底
部には水分、ロウ分、砂・鉄さび・塩などで構成される粘性

が高い堆積物であるスラッジがドレン水とともに滞留する12）。
スラッジ直下の底板は酸素が供給されにくい（拡散しにくい）
ため、図 4 に示した酸素消費型のカソード反応よりもアノー
ド反応が生じやすい。さらに、アノード及びカソードは必ず対
となる反応であるから、スラッジ直下でアノード反応が選択
的に起これば、スラッジの無いドレン水と接した底板でカソー
ド反応が生じるようになる。このような場所による溶存酸素
濃度の違いに起因した腐食形態は、通気差電池腐食と呼ば
れる。通気差電池腐食による腐食速度は、スラッジ堆積状
況やドレン水中の溶存酸素濃度によって変わるため、定まっ
た値は得られていないが、土壌中の配管においては、条件
によって0.3 〜 0.5	mm 程度の深さの孔食が 1年でできると
推定されている 21）。すなわち、底板内面で生ずる最大腐食
深さは先に示した 0.2 〜 0.3	mm/yearより大きいことも想定
される。以上のことから、底板内面で生ずる腐食に対する
十分な措置を行う必要があるといえる。この措置として有望
な方法がコーティングの施工であり、これについて次節で触
れる。

６．コーティングの施工とその健全性診断

素地鋼板を腐食環境から遮断し、耐久性を向上させるこ
とを目的として、石油タンク底板内面には、有機コーティング
が施されるようになった。古くは、タールエポキシ、ウレタン
樹脂コーティングが使用されていたが、徐々に不飽和ポリエ
ステル樹脂、エポキシ樹脂、ビニルエステル樹脂を用いたフ
レークコーティングへと転換してきた。近年では、ほとんど
の日本の国家石油備蓄タンクにおいて、環境遮断性・耐薬
品性・機械的強度・耐熱性に優れるビニルエステル樹脂系ガ
ラスフレークコーティングが施されている。

ビニルエステル樹脂系コーティングは、耐酸性、耐アルカ
リ性、耐溶剤性のバランスが取れた耐食性に優れる仕様と
いわれている 22）。当該コーティングは、図 8 に示した塗膜主
成分であるビニルエステル樹脂をスチレン等の溶剤に溶解分
散させ、有機過酸化物を加えることで作製される。これによっ
て、末端に含まれたビニル基の二重結合が開裂するとともに
活性化し、当該箇所がスチレン等の重合溶剤も巻き込みな
がら結合することで、3 次元の網目構造が形成される。この
とき有機過酸化物は、末端ビニル基の反応性を高める役割
をしている。これらをより厳密にいえば、末端ビニル基では
活性が高いラジカル種の形成によって架橋が進行するラジカ
ル重合が生じている。

ガラスフレーク含有のコーティングは、石油タンク以外にも、
パイプライン、化学薬品設備、飛沫帯、船の水線部といっ
た厳しい腐食環境に用いられている 23）。ガラスフレーク自体
は、コーティングの機械的強度や耐熱性を高めるといった機
能に加えて、環境遮断性を向上させる役割を持つ。すなわち、
積層されたガラスフレークによって、コーティング内の水やイ

図７　石油タンク底板内面に滞留するドレン水の典型的
な組成
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オンが侵入する経路が、極めて長い距離を迂回するように形
成されるため、腐食活性種が素地に至るまでの期間を十分
に長くすることができる。

石油タンク底板内面に施工されるビニルエステル樹脂系ガ
ラスフレークコーティングは、下塗り、中塗り、上塗りの 3
層からなる塗膜仕様である。まず素地金属に対してサンドブ
ラストによる下処理（ISO	Sa2	1/2 以上）を行った後、刷毛・
ローラーでガラスフレークが含まれていない塗膜（プライマー）
を下塗りとして 50	μm 程度塗布する。その後、塗膜中にガ
ラスフレークが 17〜 25	wt.% 含まれた中塗り・上塗り塗装
をエアレススプレーで各層 300	〜 400	μm 程度塗布する。
なお各工程を行った後は、十分に乾燥させた上で次工程を
行っている。プライマー塗装に刷毛・ローラー塗りを採用し
ているのは、当該方法であれば塗料を押し込みながら施工
することが可能であって、それによって、下地処理後の素地
に対してプライマーを十分に浸み込ませることで、塗膜 / 素
地金属界面の密着力を確保することができるからである。現
場では、溶接部・配管サポート廻り・狭隘部といった施工し
にくい箇所に対して刷毛・ローラーの先行塗装を行い、その
後、比較的容易に塗装できる領域に移行していくといった
プロセスがとられている。一方で、エアレススプレーによる
塗装は、刷毛・ローラー塗装と比べて、厚塗りができるとと
もに、施工速度も格段に早い。そのため、膜厚確保と現場
施工時の効率の観点から、プライマー塗装後の中塗り・上
塗りには、エアレススプレーでの施工が行われている。ただ
し、エアレススプレー塗装によって過度の膜厚となってしま
えば、十分に硬化できないことに起因した不具合発生につ
ながってしまうから、適切膜厚で施工することに留意しなく
てはならない。

このようなビニルエステル樹脂系ガラスフレークコーティン
グが施工されて以来、大規模な危険物流出事故は 20 年以
上に亙って報告されておらず、コーティングは石油タンク底板
内面の腐食を十分に抑制してきたといって差し支えない。し
かし、コーティングの環境遮断性は経年劣化により年々低下
していくものであるから、その健全性・余寿命を定期検査

時に見極めることは事故の未然防止のために重要な課題で
あると考えられる。

現状における石油タンク底板内面コーティングの健全性診
断には、ピンホール、割れ、ふくれといった不具合を目視に
よって検出する外観検査が主として行われている。消防危
第 74 号によれば、目視でのふくれ面積率が 20	% を超えて
はならないと定められている 24）。目視外観検査は簡易な手
法である一方、検査員のスキル依存性が高い定性的な評価
といえる。また目視で不具合が見られない箇所において、仮
にコーティングの環境遮断性が大きく低下していれば、次回
開放時点よりも早期にふくれが発生し、その状況で長期間
供用される可能性もある。従って、目視外観検査に加えて、
コーティングの環境遮断性の定量的な評価方法を併用する
ことで、底板内面コーティングの健全性をこれまで以上に高
度に診断できると考えられる。

７�．コーティング環境遮断性評価のためのインピーダン
ス法

有機コーティングの環境遮断性を定量的に評価する手法
として、電気化学インピーダンス分光法（Electrochemical	
impedance	 spectroscopy：EIS、本報ではこれ以降インピー
ダンス法と呼ぶ）が様々な研究で用いられている 25-27）。この
方法は、測定対象（Zx）にある周期（周波数）を有する交流
電圧（V）を印可し、それに対する交流電流（I）を検出する
ことで、電気の流れにくさに相当するインピーダンス特性を
評価するものである。図 9 に概略図を示す。代表的なイン
ピーダンス特性としては、交流抵抗 |Z|と位相角θが挙げら
れる。本図に示したような変調する電圧と電流の特性にお
いて、振幅比から	⑴	式のように交流抵抗 |Z|を、波形のず
れから位相角θを求めることができる。

	 ⑴
　
例えば、水溶液に浸漬させた有機コーティングのインピー

ダンスの時間変化を追跡した場合、インピーダンス|Z| が小

図８　ビニルエステル樹脂の化学構造式
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さくなれば、電気が流れやすくなったということだから、環
境遮断性が低下したと判断できる。一方、位相角θは、環
境遮断性低下とともにθ=-90°から0°に向かって変化する。
すなわち、理想的なコーティングは水溶液と素地金属の接触
を防ぐ絶縁体の役割をしているため、位相角θはθ=-90°と
いうコンデンサの電気的性質に近い特徴を示すが、水分侵
入によって漏れ抵抗成分（コンデンサと並列に接続された抵
抗成分）の寄与が強くなれば、位相角θはθ=0°という理想
抵抗体の電気的特性を反映し、増大する挙動を示す。

インピーダンス法は、非破壊検査であるとともに、検査デー
タを数値として得ることができる。また測定は、運搬が容易
な装置で行えることから、比較的広範囲に亙るデータサンプ
リングが可能といえる。従って当該試験は、石油タンク底板
内面コーティング環境遮断性の定量的評価として有望な方
法であると考えられる。

８�．石油タンク底板内面コーティングへのインピーダン
ス法の適用

インピーダンス法は、図 10 に示したような構成で石油タン
ク底板内面コーティングの定量的な環境遮断性の評価手法
として一部用いられている。まず、導電性ペースト（5	wt.%	
カルボキシメチルセルロース（CMC）+	3	wt.%	NaCl 水溶液）
をコーティング上に塗布し、10	 cm	×10	 cm のアルミ箔を貼
り付けることで電極を形成させる。なおインピーダンス法で
は、面積によって測定対象のインピーダンスの絶対値が変
わるから、アルミ箔からはみ出した導電性ペーストを十分に

ふき取ることで面積を規定する。ペーストがコーティングに馴
染むまでおよそ2 時間以上放置した後、インピーダンス計測
装置のケーブルの一方はアルミ箔に、もう一方は溶接線（鋼
板のつなぎ目である溶接線は検査時にコーティングが剥離さ
れている）に接続することで電気的な回路を構成し、アルミ
箔貼り付け面のコーティングのインピーダンス Z を測定する。
計測装置内部ではインピーダンスブリッジ回路が組み込まれ
ており、このブリッジ回路に任意の周波数の交流電圧を与え、
並列等価回路抵抗 Rp、並列等価回路容量 Cp の値を可変
調整し、電圧計で 0	Vの平衡状態を得ることで、測定系の
インピーダンスを決定する。コーティング環境遮断性の指標
としては、周波数 0.2、0.5、1	 kHz の固定周波数における
RpとCp に加えてtanδが用いられている。この tanδは、	
⑵	式に示したように RpとCpで定まる値として知られてい
る 28）。

　 	 ⑵

　
f は交流電圧の周波数、δは損失角である。なお、δ

=90°-θであるため、先述の位相角θと同じ情報を示す。本
式からわかるようにtanδは、RpやCpとして得られるコーティ
ングのインピーダンス情報を一つのパラメータとして集約した
ものであるから、このパラメータでの評価が有用と考えられ
る。特にf	=1	kHzの tan	δが、石油タンクに施されたコーティ
ングのための良否判定に用いられている 29）。

図 11に電気的特性データの石油タンクでの運用方法 29）に

図９　電気化学インピーダンス分光法の概念図
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関する概略図を示す。目視で膨れが少なく、健全性が高い
と判断されるタンクにおいて、1 回目の開放点検時には目視
で不具合のない箇所（目視健全部）から16 点を選定する。
続いて 2 回目以降の開放点検時には、1 回目と同様に目視
健全部から16 点と溶接線検査等で剥離・補修された箇所
について 16 点（補修部 8 点 +ラップ部 8 点）の追加測定を
行う。なお、タンクに膨れが多い場合は、図 11のサンプリ
ング点に加えて膨れ部近傍の電気的特性の測定が行われ

る。このように数十点までの電気的特性での運用が国家石
油備蓄タンクを中心に行われている。

９．インピーダンス法の課題

従来、tan	δでの評価は脆弱なコーティング系に採用され
てきた手法であって、時間とともにtan	δの値が大きくなる（劣
化に近づく）傾向を捉えられることが既往研究で示されてい
る 28）,30）。この手法を用いて、タンク底板内面用の重防食コー

図 10　石油タンクにおけるインピーダンス法による測定方法

図 11　石油タンクにおける電気的特性データのサンプリング方法
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ティングの経年劣化を追跡できるかに関して、検査データを
用いて検討されたことがある。図 12 に示したのは、101 基
のタンクを対象とした目視で不具合が確認されないコーティ
ングより採取した 1	 kHz の tan	δの検査データの時系列解
析 31）を整理した結果である。本図から、プロットのばらつき
が非常に大きく、経年劣化の時間依存性が確認されるとは
いい難いことが分かる。従って、重防食コーティングの経年
劣化を精度良く追跡できる方法の研究開発が必要と考えら
れる。最近の研究として、筆者は電気化学インピーダンス法
を用いて、石油タンク底板内面用重防食コーティングの電気
的特性を詳細に検証している 32）。具体的な内容は当該論文
に譲るが、重防食コーティングのインピーダンスは初期段階
から長期に至るまで、Constant-phase	 element（CPE）	なる
分布定数系回路素子で表現できるとともに、そのインピー
ダンス挙動は水分浸透現象をよく反映することを示唆してい
る。従って、CPEを用いれば、コーティング内の水分浸透度（素
地金属での腐食を引き起こす危険度）を評価することができ
ると期待される。また、図 11に示したサンプリング方法に
関しては、検査精度のサンプリング数依存性や当該サンプリ
ング方法で代表的なデータが得られているかといった点につ
いて、検証された論文は見当たらない。今後、多点データの
統計解析等を行い、これらについても検討していく必要があ
ると考えられる。

10．終わりに

本報では、石油タンク底板で生ずる腐食・劣化とその検
査方法の現状と課題について述べた。石油タンク底板の裏
面は水分の侵入防止措置や電気防食によって、その内面は
重防食コーティングにおける防食によって、それらの腐食が
抑制されている状況といえる。裏面腐食の管理方法としては
鋼材の板厚測定が行われており、板厚減少量から腐食速度
を概算し、貫通孔が空くまでの耐用期間（余寿命）をある程
度予測することができる。一方で重防食コーティングの管理
は、目視の定性的検査に依存している状況であるから、定

量的に環境遮断性を評価し、その余寿命を予測することが
危険物貯蔵中の流出事故を防ぐために重要と考えられる。
定量的な評価手法として、インピーダンス法は有効と思われ
るものの、極めて性能に優れる重防食コーティングは、塗膜
が朽ちて素地金属での腐食が生ずるまでの劣化プロセスと
その耐久性限界が不明確なため、余寿命評価が難しい現状
にある。これらの点も含め、今後も保全管理手法の高度化
を目指した様々な研究開発が進むことが望まれる。
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Corrosion and Degradation of Bottom plate of Oil storage Tank and their 

Evaluation Methods

（Abstract）

K.	Tokutake

（Accepted	February	13,	2017）

Corrosion	and	degradation	of	 the	bottom	plate	of	 an	oil	 storage	 tank	and	 their	 evaluation	methods	were	
summarized.	From	 leak	accident	 statistics	of	oil	 storage	 tanks,	 it	was	 shown	 that	 the	 leak	accidents	have	been	
increasing	recently,	and	more	 than	half	of	 the	accidents	are	caused	by	corrosion	and	degradation.	Corrosion	of	
the	outer	surfaces	of	the	bottom	plates	and	its	evaluation	method:	the	thickness	measurement	of	the	steel	plates	
were	 outlined.	 Based	 on	 the	 result	 of	 the	 composition	 analysis	 for	 an	 electrolyte	 solution	 which	 accumulates	
onto	the	bottom	plates,	the	corrosion	environment	of	the	inner	surfaces	of	the	bottom	plates	was	explained.	The	
characteristics	of	a	heavy-duty	coating	on	the	inner	surfaces	of	the	bottom	plates	and	its	application	method	were	
shown.	It	was	mentioned	that	electrochemical	impedance	spectroscopy	（EIS）	can	be	used	as	a	quantitative	health	
diagnosis	method	for	the	heavy-duty	coatings	applied	to	actual	oil	storage	tanks.	By	arranging	impedance	data	in	
previous	report,	the	issue	of	the	EIS	as	an	evaluation	method	for	the	aging	degradation	of	the	heavy-duty	coating	
was	discussed.	

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.122（2017）
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１．はじめに

平成 28 年（2016 年）熊本地震（以下、「熊本地震」と
いう）後に発生した火災として、地元自治体から消防庁
に対して 16 件の火災が報告された。消防研究センターで
は、これらの火災について所管消防本部から情報提供を
受けるとともに現地調査を行い、情報収集を行った。本
稿ではこれらの情報を元に火災の概要を報告するととも
に、過去の地震後の火災事例と併せて今後に活かすべき
教訓について論じる。

２�．地震及び被害の概要１）

熊本地震では、最大震度７の地震が 2 回発生した。4月
14日 21 時 26 分の地震（以下「前震」という。）と、4月
16 日 1 時 25 分の地震（以下「本震」という。）である。
このほか、最大震度 6 強の地震が 2 回、6 弱の地震が 3
回発生するなど、長期間にわたり、強い余震が続いた。

人的被害は、死者 193 名、負傷者 2,717 名であり、
住家被害は全壊 8,414 棟、半壊 33,056 棟、一部損壊
148,730 棟に上っている（平成 29 年 2月 1日現在）。

また、土砂災害が多数発生し、地震発生から 8ヶ月以
上が経過した平成 29 年 1月 31日においても、熊本県内
の 1市 1 町 1 村において、避難指示が 179 世帯 408 名、
避難勧告が 355 世帯 878 名に発令されている。

３．地震後に発生した火災の概要

3.1　火災の概要
熊本地震後に発生した火災として地元自治体から消防

庁の災害対策本部に対して速報された火災は 16 件であ
る。これらの火災を表１に示す。このうち、火災番号 16
の火災は、地震との関係が確認できないとして取り下げら
れており，消防庁発表資料第 95 報（平成 29 年 2月 1日）１）

では熊本地震で発生した火災は 15 件となっている。本報
では地震との因果関係の判断はせず，地震後に発生した
火災として掲載した。
3.2　地震と出火日時

火災の出火時刻による累積分布と最大震度 5 強以上の
地震の発生状況を図１に示す。16 件の火災の出火日時を
みると、前震後（本震前）に発生した火災が 5 件、本震
後に発生した火災が 11件である。

前震の直後に発生した火災は 2 件であり、出火時刻は
いずれも地震発生から 24 分が経過した 21 時 50 分とされ
ている。その後、翌 15日の午前中に発生した 2 件は、電
気配線と受電設備（キュービクル）から出火したもので
ある。

本震の直後には 5 分以内に 3 件、2 時間以内に 7 件の
火災（5 分以内の 3 件を含む）が発生した。
3.3　出火原因

表１に記載している発火源は、主に火災報告における

平成 28年（2016 年）熊本地震後に発生した火災の概要

鈴木　恵子、	篠原　雅彦

（平成 29 年 2 月 21 日　受理）

熊本地震後に発生した 16	件の火災の概要を示すと共に、電気火災と溶融金属が漏洩して発生した火
災について、過去の大規模地震時の事例と併せて対策の必要性を述べた。

電気火災については、停電していない被災地域及び停電しても蓄電池や非常電源等により電力供給が
継続されたケースで火災が発生していたことから、強い揺れに見舞われた場合には、停電や避難の有無
によらず、一旦電力供給を遮断し、安全を確認した上で再開するという考え方の普及の必要性を指摘し
た。また、小規模分散電源からの電力供給で発生した地震後の火災事例はまだ無いが、その発生が懸念
される。

また、非常用電源等からの電力供給時の火災や、溶融金属の漏出による工場火災など、繰り返し発生
している既知の地震時の出火危険に対しては、事業継続の観点から及び消防活動の確保の観点からも十
分な対応がなされることが望ましいことを述べた。

技術報告



消防研究所報告　第 122 号	 2017 年 3 月

― 12 ―

表１　熊本地震後に発生した火災の概要
火災
番号

①出火日時
②覚知日時
③鎮火日時

出火場所 焼損程度 火災種別 火元用途 火元構造 出火箇所 死傷
者数 火災の概要 発火源 計測

震度

1
① 4/14	 21:50
② 4/14	 21:58
③ 4/15	 5:34

上益城郡益
城町

全焼 3	（うち
2	棟は物置）
部分焼 1	,
ぼや 2

建物火災 住宅 木造建築物
屋根裏，
天井裏 0

前震の影響で天井裏の屋内配線から出
火と推定。前震で屋外避難した居住者
が火災に気づく。

屋内配線 6.6

2
① 4/14	 21:50
② 4/14	 22:05
③ 4/15	 0:10

上益城郡御
船町

全焼 2	,
部分焼 1 建物火災 作業場（炭

焼窯小屋）
木造トタン
葺平屋 作業場 0

炭焼釜が前震により損壊し，	内部の炭
火が露出して周囲の可燃物に着火した
と推定。

炭火 5.2

3
① 4/15	 9:15
② 4/15	 9:22
③ 4/15	 9:20

熊本市東区 ぼや 建物火災 工場 準耐火建築
物（非木造）

工場内
キュービクル 0

キュービクルボックスから黒煙が上が
る。前震の影響でキュービクルの高圧
カットアウトのヒューズが浮き上がっ
たことによる出火と推定。

高圧カット
アウト

（配線器具）
5.9

4
① 4/15	 10:01
② 4/15	 10:54
③ 4/15	 10:01

熊本市西区 ぼや 建物火災 共同住宅 耐火建築物 居間 0
埋め込みコンセント付近から出火。前
夜の前震によりテレビが倒れ，	コンセ
ントに差し込まれた電気ストーブのプ
ラグまたはプラグコード等に接触。

プラグ 5.9

5
① 4/15	 23:22
② 4/15	 23:33
③ 4/16	 0:03

熊本市東区 ぼや 建物火災 共同住宅 耐火建築物 ベランダ 0 ベランダのプランター内のたばこから
出火。 たばこ 5.9

6
① 4/16	 1:27
② 4/16	 1:53
③ 4/16	 2:03

八代市 ぼや 建物火災 飲食店 耐火建築物 飲食店舗
部分 0 ガスコンロで食用油を加熱中に本震発

生。火を点けたまま外に避難。 ガスコンロ 5.2

7
① 4/16	 1:30
② 4/16	 2:07
③ 4/16	 4:39

菊池市 ぼや 建物火災 工場 準耐火建築
物（非木造） 製造工場 0

鋳造工場内の炉内の高温のアルミニウ
ムが本震により漏れ，	油や塵に着火し
たと推定。

溶融金属 6.4

8
① 4/16	 2:55
② 4/16	 2:58
③ 4/16	 4:57

熊本市中央区 部分焼 建物火災 共同住宅 木造建築物 壁内 0 屋内配線から出火と推定。居住者は本
震で避難中。 屋内配線 6.0

9
① 4/16	 1:30
② 4/16	 3:15
③ 4/16	 12:20

菊池郡大津町 半焼 建物火災 工場 準耐火建築
物（非木造）

作業場・
工場 0 本震で損傷した配線より出火と推定。 配線 5.7

10
① 4/16	 3:15
② 4/16	 3:26
③ 4/16	 4:35

熊本市東区 部分焼 建物火災 事務所 木造建築物 事務所 0
鑑賞魚用水槽が本震で倒れ破損。水槽
内のヒーターが露出し書類等に接触し
出火と推定。出火時は無人。

鑑賞魚用
ヒータ 6.0

11
① 4/16	 3:16
② 4/16	 3:26
③ 4/16	 4:12

熊本市中央区 部分焼 建物火災 ビジネス
ホテル 耐火建築物 電気室 0 本震後の停電で作動した非常用発電機

に可燃物が接して出火と推定。 発電機 6.0

12
① 4/16	 3:27
② 4/16	 3:34
③ 4/16	 5:42

八代市 全焼 2	,
ぼや 2 建物火災 共同住宅 木造建築物 居室 死者

1	名 出火原因不明。 不明 5.2

13
① 4/16	 6:10
② 4/16	 6:21
③ 4/16	 6:31

阿蘇郡南小
国町 その他 木材乾燥用ボ

イラー 0
工場の木材乾燥用ボイラーに、地震の
影響で周囲の可燃物が接触して出火と
推定。

ボイラー 5.4

14
① 4/16	 11:10
② 4/16	 11:14
③ 4/16	 11:30

熊本市中央区 ぼや 建物火災 住宅 木造建築物 台所 0

地震でガスが停止したためガステーブ
ル上にカセットコンロを置き揚げ物を
調理。調理後誤ってガステーブルのス
イッチを操作したため鍋内の油が発火
し出火。

カセットコ
ンロ 6.0

15
① 4/17	 1:05
② 4/17	 1:18
③ 4/17	 1:39

熊本市東区 ぼや 建物火災 住宅 木造建築物 居室 0 蛍光灯用の屋内配線に雨水がしみこみ
短絡して出火。 屋内配線 6.0

16
① 4/20	 19:40
② 4/20	 19:48
③ 4/20	 23:18

下益城郡美里
町

全焼 1
敷地内別棟に
延焼あり

建物火災 住宅 木造建築物 外周部 0 屋外トイレの配線から出火と推定 屋外配線

熊本市消防局，	上益城消防組合消防本部，	八代広域行政事務組合消防本部，	菊地広域連合消防本部，	阿蘇広域行政事務組合消防本部，	宇城広域連合消防本部からの聞き取り及び提
供資料より作成。
表中の計測震度は，	出火点が属する市区町村内の震度観測点のうち，	出火点に最も近い震度観測点の震度である。

図１　火災の出火時刻による累積分布と地震の発生時刻
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発火源小分類を示している。熊本地震後の火災の出火原
因に関する大まかな傾向を把握するため、これに発火源
大分類を追記したものが、表２である。

また、発火源大分類別の割合を図２に示す。
3.3.1　電気による発熱体

大分類をみると、電気による発熱体大分類が半数を占
めている。熊本地震が発生した 4月中旬は、被災地域で
は暖房器具をほとんど使用していなかったと言われてお
り、暖房機器に関係した出火がなかったことが、電気関
係からの出火の割合を増加させている可能性に注意が必
要である。

また、電気関係の発火源の内訳をみると、8 件中 7 件
が電気機器ではなく配線から出火している。残る 1件は、
観賞魚用ヒーターから出火したものである（火災番号
10）。
3.3.2　ガス油類を燃料とする装置

ガス油類を燃料とする装置大分類に含まれるのは 3 件
であり、このうちガスコンロからの出火は 2 件で、カセッ
トコンロからの火災（火災番号14）は、ガスの供給が止まっ
た避難生活中にカセットコンロを使用したものである。

また、火災番号 11の発電機は、地震後の停電の際に自
動起動した発電機が高温となり、接触した樹脂製の容器
が発火したものである。発電機は油類を燃料とする装置
ではあるが、油類の燃焼が直接樹脂製の容器を燃焼させ
たのではなく、発電機の外側の高温となった部分が、接
触した樹脂製の容器を加熱したという側面もある。この
ことから、出火に至る経過を考慮した発火源として、高
温の固体大分類に再分類することも考えられる。
3.3.3　まき等を燃料とする装置

火災番号 13 のボイラーは、屋外に設置された材木乾燥
室に、木材の端材を燃やして湯を送り、材木の乾燥に用
いる装置周囲で発生した火災である。ボイラーそのもの
はまき等を燃料とする装置大分類に分類されるが、高温
となったボイラーの側壁に、近くに積み上げていた樹脂
製コンテナが地震の揺れで接触し、ボイラーの外側で燃
えたものであることから、火災番号 11の火災と同様に、
高温の固体大分類に再分類することも考えられる。
3.3.4　火種

発火源が火種に分類される火災は 2 件あり、火入れ中
の炭焼き釜が損壊し、内部の炭火が露出して倒壊した炭
焼き小屋に着火した火災（火災番号 2）と、たばこによ
る火災番号 5 の火災がある。たばこの火災は、地震との
関係は希薄であると考えられる。
3.3.5　高温の固体

高温の固体（物質）が発火源となった火災として、火
災番号 7の火災がある。アルミ鋳物工場の火災で、地震
の揺れで炉から溢れ出た高温の溶融アルミニウムが、ア
ルミダイカストマシン（溶融アルミニウムを型へ流し込
み、圧縮し冷却させて製品を製造する機械）のピット内
に溜まっていた作動油や塵に着火し、マシンの一部と配
線を焼損した火災である。

過去の大規模な地震の際には、溶融金属を扱う工場等
で、溶融金属が炉から溢れて火災となった事例が複数発
生している。これについては、５. で詳しく述べる。

なお、溶融金属は液体であるが、火災報告の発火源の
分類上は「高温の固体」カテゴリーに含まれるため、こ
こでは分類名を踏襲した。
3.3.6　出火原因不明の火災

この他、死者 1 名を生じた八代市の共同住宅の火災（火
災番号 12）の出火原因は不明である。

４．電気火災

4.1　停電と電気火災
熊本地震後の電気関係からの火災 8 件のうち、地震直

後に停電が発生したものは 4 件である（火災番号 1,	 8,	 9,	
10）。このうち、停電後、電力の供給が再開された直後の
時間帯に出火したと考えられる火災は 2 件である（火災

表２　熊本地震後に発生した火災の発火源
火災
番号 発火源 発火源大分類 経過を考慮した

発火源の再分類
1 屋内配線 1	電気による発熱体
2 炭火 4	火種
3 高圧カットアウト 1	電気による発熱体
4 プラグ 1	電気による発熱体
5 たばこ 4	火種
6 ガスコンロ 2	ガス油類を燃料とする道具装置
7 溶融金属 5	高温の固体※
8 屋内配線 1	電気による発熱体
9 配線 1	電気による発熱体
10 鑑賞魚用ヒータ 1	電気による発熱体
11 発電機 2	ガス油類を燃料とする装置 → 5高温の固体
12 不明 99	不明
13 ボイラー 3	まき等を燃料とする装置 → 5高温の固体
14 カセットコンロ 2	ガス油類を燃料とする装置
15 屋内配線 1	電気による発熱体
16 屋外配線 1	電気による発熱体
※	溶融金属は液体であるが、火災報告の発火源の分類上は「高温の固体」
カテゴリーに含まれるため、ここでは分類名を踏襲した。

図２　発火源大分類別の火災の割合
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番号 8,	10）。
火災番号 9 の火災は、消防本部の調査によると、停電

は発生したものの、無停電電源装置（UPS）又は非常電
源から電力供給が継続し、地震で損傷した電気配線から
出火したものとされている。同様の火災は東日本大震災
でも発生している※。

また、火災番号 4 の火災は、停電はしていなかったも
のの避難する際にブレーカーを落とし、帰宅してブレー
カーを戻した後に出火した事例である。幸い、住人がプ
ラグを抜き、ブレーカーが落ちるなどしたため、自然鎮
火している。
4.2　通電火災の概念と社会の変化

通電火災は、停電からの復旧そのものが出火原因となっ
たのではなく、地震によって火災が発生する状況が形作
られたにも関わらず、停電したことにより電力供給が再
開されるまでの間、出火が猶予されていた火災と考える
ことができる。このため、阪神・淡路大震災等での経験
から、停電中に被災した室内の安全を丁寧に確認した後
に復電させることにより、通電火災の多くを防ぐことが
可能であると考えられてきた。しかし、強い地震に見舞
われた地域全てが停電するわけでは無く（火災番号 2,	 3,	
15,	 16）、停電になっても電力が供給される状況にあれば

（火災番号 9）、その猶予を得ることができない。
また、東日本大震災以降は建物や事業所に自家発電装

置の普及が進んでいると言われているし、無停電電源装
置等によって、落雷や事故による停電からコンピューター
などの精密な機器やデータを保護することも身近にみら
れることである。

加えて近年、分散型電源の普及により、住宅に小規模
な発電装置や蓄電池を持つものが増えている。太陽光発
電や家庭用燃料電池システムなどである。これらは、付
近一帯が停電していても電気が使えることがメリットと
して強調されるが、地震によって周囲が停電している場
合（多くは強い揺れに見舞われている）にも、分散型電
源を持つ住宅内には電力が供給され得ることになる。
4.3　地震後の電気火災に対する今後の考え方
「避難する際にはブレーカーを落とす」という啓発はよ

うやく定着してきた感があるが（火災番号 4）、これは不
在中に安全が確認できていない建物内に電気が供給され
るのを防ぐことが目的であった。しかし今後は、住宅な
どでは感震ブレーカー等の普及促進とともに、強い揺れ
に見舞われた場合には、停電の有無に関わらず、一旦電
気を止めて安全を確認した上で通電を再開するという一
歩踏み込んだ考え方が必要ではないかと考える。

また、自家発電設備等では、一般に漏電や地絡、短絡
が発生すれば漏電遮断器や過電流遮断器が作動する構造
になっている。しかし、強い地震動に見舞われた場合には、

配線や機器が損傷し、遮断器が作動するまでの間に損傷
した箇所の過熱や断線部分の直列アークなどが出火原因
となる可能性が生じる。

このような火災に対処するためには、通常の遮断器に
加え、配線の断線等の異常を検知して自動的にその回路
を遮断する機能を付加すること等が出火リスク軽減に有
効であり、施設の特性に応じて対策を講じることが事業
継続の上でも重要であると考える。

また、阪神・淡路大震災では、無停電電源装置そのも
のが破損したことによる火災も 2 件発生している。特に
住宅に設置する蓄電池については、強い地震に見舞われ
ても、住宅本体や隣家の倒壊危険への配慮など、蓄電池
そのものが破損しない環境を確保することも必要であろ
う。

５．地震で溶融金属が漏出した火災

5.1　アルミ鋳物工場の火災の概要（火災番号 7）
この火災は、熊本県菊池市内（本震による市内の最大

震度は 6 強）で本震後の 1 時 30 分頃出火したと推定され
るアルミ鋳物工場の火災である。2 基のアルミダイカス
トマシンのピット内に、地震の揺れで炉から溢れ出た高
温の溶融アルミニウムが流入し、ピット内に溜まってい
た作動油や塵に着火し、マシンの一部と配線を焼損した
ものである。建物の焼損はなく、死傷者も発生していない。

同工場は、鋳造機トン数 350トンから 1,650トンまでの
26 基のダイカストマシンを擁しており、それぞれに「手
許炉」が付随している。手許炉は溶融アルミニウムを約
690 度で保温し、ダイカストマシンに供給する。火災が
発生したマシンはいずれも、工場内に 2 基ある 1,250ト
ンのものであった（図３）。

消火活動は、工場関係者が消火器 1 本及び移動式粉末
消火設備 4 本を使用して消火に当たったが消火できず、
消防隊員と地元消防団員も加わり、乾燥砂を用いて消火
を試みている。その後、溶融アルミニウムが冷えて固まっ
たことなどから泡消火を行い、鎮火に至った。もう 1台
のマシンのピット内は、塵のみで作動油が無かったため
自然鎮火している。この火災では、消防吏員 16 名、消防
団員 30 名が出場した。
5.2　過去の地震における溶融金属が漏出して出火した火災

地震で溶融金属が漏出して出火した火災事例を表３に
示す。

阪神・淡路大震災で 2 件、十勝沖地震で 1件、東海道
沖地震で 1件、東日本大震災で 3 件発生している。表中
No.1と No.8 の火災以外は、溶融亜鉛メッキ工場の比較的
大規模なメッキ槽から溶融亜鉛が漏れ出たもので、地震
動によるスロッシングが発生して液面が揺動し、大量の
溶融亜鉛が槽外に漏出したものと考えられる２）。
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5.1	 で述べた 2	 基の手許炉は同じ規模のものであり、
同工場のこれ以外の規模の手許炉からは著しい漏出が認
められていないことなどから、おそらくこの 2	基の手許
炉が本震の卓越周期と重なるスロッシング固有周期を有
しており、本震によってスロッシングが手許炉内で発生
したものと推測される。
5.3　地震後の消防活動の負荷

工場火災の消火活動は平常時でも危険が伴うが、中で
も亜鉛メッキ工場では、工程に強い酸性およびアルカリ
性の液体が用いられることから、さらに慎重な活動が求
められる。

加えて、大規模な地震の直後は、救助や火災への対応、
警戒など、消防機関の担う役割は多岐にわたる。このよ
うな中で、多数の人員を工場火災に割り振ることの負担
は大きい。表３の各火災で出場した隊員数は平均 25.1 人
である（消防団員を含む）。この観点からも、事前の啓発
等により溶融金属を扱う亜鉛メッキ工場等の工場火災を
予防する意義は極めて大きいと考える。
5.4　出火防止対策

スロッシングが発生しても溶融金属が漏出しないよう、
貯槽に深い余裕を持たせることが望ましいが、作業効率
等の面から困難な場合が多い。

また、加わる地震動の特性を予め知る事は出来ない。
このため、対策としては、溶融金属が漏出した場合に備え、
着火及び延焼拡大しないように、床や壁の不燃化はもと
より、床上に可燃性の什器やものを置かないこと、塵や

可燃物が周囲に無いよう清掃に努めること、及び配線類
の保護が重要である。

６.�おわりに

熊本地震後に発生した 16 件の火災の概要を示すと共
に、電気火災と溶融金属が漏洩して発生した火災につい
て、過去の大規模地震時の事例と併せて対策の必要性を
述べた。

特に、電気火災については、停電していない被災地域
及び停電しても蓄電池や非常電源等により電力供給が継
続されたケースで火災が発生していたことから、強い揺
れに見舞われた場合には、停電や避難の有無によらず、
一旦電力供給を遮断し、安全を確認した上で再開すると
いう考え方の普及の必要性を指摘した。

加えて、住宅などに設置された小規模分散型電源から
地震後に電力が供給されることによって発生した地震後
の火災事例はまだ無いが、その懸念と対策の必要性を指
摘した。

また、非常用電源等からの電力供給継続時の火災や、
溶融金属の漏出による工場火災など、繰り返し発生して
いる地震時の既知の出火危険に対しては、事業継続の観
点から及び消防活動の確保の観点からも十分な対応がな
されることが望ましいことを述べた。
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注釈

図３　火災が発生したダイカストマシン

表３　地震で漏出した溶融金属から出火した火災

No.	 地震 消防覚
知時刻 場	所 業	種 発火源 着火物 焼損概要 出場

人員
1 兵庫県南部地震
［1995 年 1⽉ 17日		5:46］

5:52 大阪府堺市 亜鉛鍍金工場 溶融亜鉛 板張りベニヤ 焼損床⾯積 74㎡ 19人
2 6:00 兵庫県尼崎市 ⻭科医院 溶融金属 床材 焼損床⾯積 6㎡ 8人

3 ⼗勝沖地震
［2003 年 9⽉ 26日		4:50］ 4:58 北海道⽯狩市 亜鉛鍍金工場 溶融亜鉛 電気配線 電気配線の⼀部 15人

4 東海道沖地震
［2004 年 9⽉ 5日		23:57］ 翌 0:08 大阪府堺市 亜鉛鍍金工場 溶融亜鉛 合成樹脂

･成形品	 焼損床⾯積 9㎡ 53人

5
東北地⽅太平洋沖地震

［2011 年 3⽉ 11日	14:46］

14:52 埼⽟県春日部市 亜鉛第⼆次精錬・製造業 溶融亜鉛 オイル ぼや 29人
6 14:53 千葉県市原市 亜鉛鉄板製造業 溶融亜鉛 電線被覆 ぼや 2人
7 15:30 神奈川県川崎市 冷間圧延業 溶融亜鉛 潤滑油 ぼや 39人

8 熊本地震
［2016 年 4⽉ 16日		1:25］ 2:07 熊本県菊池市 アルミ鋳造工場 溶融アルミ 塵・作動油

電気配線
機械の⼀部と
電気配線 36人
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※平成 23 年（2011年）3月 11日 14 時 46 分に発生した
東北地方太平洋沖地震の後、同日 15 時過ぎ、仙台市内
の工業地帯にある印刷工場から出火し、非木造準耐火
構造 4	階建て延べ床面積約 1.5 万 m2 のうち、3 階部分
約 300m2 を焼損した火災である。出火原因は、地震の
震動により工場 3 階の天井材が脱落したことにより、
天井裏に束ねられて設置されていた屋内配線の一部が
断線し、地震により停電した後、工場の自家発電が起
動したため、この部分に電力が供給され、断線部分で
短絡し出火したものと推定されている。
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宇城広域連合消防本部に謝意を表する。また、アルミ鋳
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Summary of Fires in the 2016 Kumamoto Earthquake and 

Countermeasures

（Abstract）

Keiko	Suzuki	and	Masahiko	Shinohara

（Accepted	February	21,	2017）

We	outlined	16	fires	that	occurred	after	the	2016	Kumamoto	earthquake	in	this	report.	We	also	described	
the	necessity	of	countermeasures	for	electric	fires	and	fires	caused	by	leakage	of	molten	metal,	along	with	cases	
of	past	large	earthquakes.

In	the	Kumamoto	earthquake,	some	fire	occurred	in	the	damaged	areas	that	were	not	out	of	power	and	in	a	
building	that	power	was	supplied	from	UPS	or	private	power	generation	equipment	even	though	there	was	a	power	
outage.	It	is	necessary	to	disseminate	the	idea	of	temporarily	shutting	off	the	power	supply	soon	after	a	strong	
quake	 and	 restarting	 it	 after	 confirming	 safety,	 regardless	 of	 power	 outage	 or	 evacuation.	We	 are	 concerned	
that	some	quake	fire	will	occur	from	the	power	supplied	from	a	small	scale	distributed	power	supply	in	the	near	
future.

The	causes	of	the	fires	repeatedly	occurring	in	the	past	large-scale	earthquake	should	be	preventable	from	
the	viewpoint	of	both	business	continuity	and	firefighting	activities.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.122（2017）
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１．はじめに

熊本地震は、2016 年 4月14日21 時 26 分に前震が、4
月16日1 時 25 分に本震が発生し、両地震で最大震度 7を
記録した。熊本県内では前震後、本震後に合計15 件の火災
が発生している１）。

地震後、「熊本地震は火災がなぜ少なかったのか？」という
声が聞かれたが、なぜかを問う前に、そもそも火災が少なかっ
たのかどうかを調べる必要がある。

ここでは、熊本地震の前震、本震の後の出火件数を、今
世紀に入ってこの 2 つの地震と同じく最大震度 7を記録した
2 つの地震、つまり2011年 3月に発生した東日本大震災と
2004 年10月に発生した新潟県中越地震での出火件数と比
較した。出火件数は地震で揺れた地域の人口や建物数に依
存するので、出火件数を世帯数で割った出火率でも比較した。
これらの比較の際、さまざまな強弱の震度地域を混在させて
比較してしまうと、出火率の違いが震度の違いによるものなの
か、その他の違いによるものなのか分からないため、震度を
一定幅で区切って同程度の震度範囲で比較した。

２�．方法

2.1　火災と地震の対応づけ
地震起因の火災についての考察なので、１回の揺れごとに

出火件数、出火率を評価するべきである。熊本地震は、4月
14日21 時 26 分に発生した最大震度 7の前震と、4月16日
1 時 25 分に発生した最大震度 7の本震の間が約 28 時間あ
ることと、火災の状況（文献 2 の表 1参照）から、前震から
本震の間の出火は前震の影響で発生した火災、本震後の出

火は本震の影響で発生した火災と仮定した。
新潟県中越地震３）では、9 件の火災が本震から18 時間

46 分の間に発生しており、この間に震度 6 弱以上の余震は
3 回発生している。これらの余震は、それぞれ本震から15
分後、38 分後、1 時間 49 分後であり、すべて最大震度 6 強
を記録している４）。本震から15 分以内の出火は 4 件であり、
それ以降の火災が、上記の短時間の間に発生した 3 つの余
震に起因するものか本震に起因するものかは判断できないた
め、すべて本震に起因すると仮定した。

東日本大震災については、津波浸水域での出火は車両か
らのものも多く５）、出火原因が津波とは関係しない熊本地震と
は大きく異なるので、津波浸水範囲外の世帯数と出火率につ
いてまとめられた日本火災学会の報告書５）表 5.1-5 の値をそ
のまま使用した。
2.2　対象とする火災

地震から時間が経つと火災が地震の影響かどうかを判断で
きなくなる。東日本大震災時の火災については、文献５）に地
震後 24 時間の出火件数のデータが掲載されているので、そ
れと比較するために熊本地震も前震、本震後それぞれ 24 時
間以内に発生した火災について比較した。そのため、熊本地
震については、文献 2 の表 1に示した火災番号 5、	16 は出
火率の評価から外した。火災番号 5 はベランダのプランター内
で消したタバコから出火したものであり、地震との直接の関
係はなさそうである。火災番号16 は本震から4日経っての火
災であり、地震との関係は不明である。新潟県中越地震は前
述のように全 9 件の火災が 24 時間以内に発生しているので、
これらすべての火災を対象とした。

平成 28年（2016 年）熊本地震での出火件数と出火率

篠原　雅彦

（平成 29 年 2 月 21 日　受理）

熊本地震の前震後、本震後それぞれ 24 時間以内の出火件数、出火率を、東日本大震災での津波浸水
範囲外および新潟県中越地震での地震後 24 時間以内の出火件数、出火率と比較した。熊本地震の前震、
本震、新潟県中越地震の震度 5 強以上の市区町村の出火件数は、東日本大震災の出火件数のそれぞれ
4%、10%、9% であった。震度 5 強以上の市区町村の出火率（1万世帯あたりの出火件数）を比べると、
熊本地震の前震、本震、東日本大震災の津波浸水範囲外はほぼ同程度で約 0.1、これは新潟県中越地震
の約 0.5よりは低かった。出火率を震度ごとに分類して比較する際、震度幅を変えると、4 つの地震の
出火率の順位までも変わった。

技術報告
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2.3　震度
震度は、文献 5 の東日本大震災の値と比較するために、

文献 5 同様、計測震度を 0.2 毎の範囲で分類して出火件数、
出火率を比較した。また、計測震度の幅の取り方によって結
果が異なることが予想されたので、0.4 毎、1.0 毎、2.0 毎に
も分類して比較した。

計測震度は、新潟県中越地震については文献 4を、東日
本大震災については文献 5 の値を用いた。熊本地震につい
ては気象庁より入手した値を用いた。一つの市区町村内に複
数の震度観測点がある場合は、それらの平均値をその市区
町村の計測震度の代表値とした。一つの市区町村内に複数
の震度観測点があり、かつ、その市区町村に出火点が含まれ
る場合は、データ整理の都合上、文献 2 の表 1の火災番号 7

（菊池市）を除き（注 1）、出火点の属する市区町村内の震度
観測点のうち、出火点に最も近い震度観測点の震度をその市
区町村を代表する震度とした。
＊	注 1：菊池市は 2005 年の合併前の旧 4 市町村にそれぞれ

設置された計4ヶ所の震度観測点が 5.1、	5.6、	5.7、	6.4と
広い範囲の値を示した。出火点のある旧旭志村はこの中で
最大の 6.4 の観測点に最も近いが、世帯数は平成 22 年の
世帯数比６）で旧 4 市町村全体の 8.5%であった。そのため、
菊池市の全世帯が震度 6.4であったとみなすことは誤差が
大きいと考え、菊池市についてのみ、2015 年の国勢調査
の菊池市の世帯数を、2010 年の国勢調査の旧市町村の世
帯数比６）で割り振り、旧市町村（旧菊池市、旧七城町、旧
旭志村、旧泗水町）単位の世帯数で整理した。

2.4　世帯数
世帯数は市区町村の単位で整理した。上述の計測震度範囲

毎に、その範囲の震度を記録した震度観測点がある市区町村の
世帯数を合計した。市区町村の世帯数は、熊本地震については
国勢調査の結果７）を、新潟県中越地震については新潟県による
推計人口８）を用いた。東日本大震災については文献 5 の表 5.1-5
の値を流用した。市区町村の代表計測震度を算出する際、計測
震度4.5 未満の計測地点は無視したため、計測震度4.5 未満と
4.5 以上の震度が混在する市区町村があれば、この市区町村の
計測震度の平均値として求めた代表計測震度は実際より大きく
なるため、各計測震度範囲に入る世帯数に誤差が生じている可
能性がある。
2.5　出火件数、出火率

出火件数は、各計測震度範囲の震度を記録した市区町村内
の地震後 24 時間以内の出火件数として求めた。

出火率は、火元建物のほとんどが木造の時代は、出火件数
を木造棟数で割った値が使われていたが、時代とともに火元建
物が非木造の場合も多くなり、出火件数を世帯数で割った値が
使われるようになった９）。ここでも同じ方法を採用した。

出火率は 1万世帯あたりの出火件数として求めた。つまり、
出火率＝（出火件数／世帯数）×10,000とした。

３．結果と考察

4 つの地震について、それぞれ計測震度 0.2、0.4、1.0、	2.0
毎に分類した震度範囲に入る世帯数、そこでの地震後 24 時間
の出火件数、出火率を整理した結果を表 1〜 4 に示す。

表１　4 つの地震についての計測震度 0.2 毎に分類した地震後 24 時間の世帯数、出火件数、出火率
熊本地震　前震 熊本地震　本震 東日本大震災での津波浸水範囲外 5) 新潟県中越地震

計測震度

以上 - 未満

代表計測
震度

世帯数 6,7) 前 震 後
24 時間
の 出 火
件数 2)

前震後 24 時間
の出火率
(1万世帯あたり）

世帯数 6,7) 本 震 後
24 時間
の 出 火
件数 2)

本震後 24 時間
の出火率
(1万世帯あたり）

世帯数 24 時間
の 出 火
件数

24 時間の出火
率
(1万世帯あたり）

世帯数 8) 24 時間
の 出 火
件数 3)

24 時間の出火
率
(1万世帯あたり）

3.0 - 3.2 3.1 0 0 0 0 718,859 1 0.014 0 0
3.2 - 3.4 3.3 0 0 0 0 319,575 0 0 0 0
3.4 - 3.6 3.5 0 0 0 0 1,424,861 1 0.007 0 0
3.6 - 3.8 3.7 0 0 0 0 780,651 0 0 0 0
3.8 - 4.0 3.9 0 0 0 0 917,618 3 0.033 0 0
4.0 - 4.2 4.1 0 0 0 0 1,148,464 0 0 0 0
4.2 - 4.4 4.3 0 0 0 0 1,369,710 2 0.015 0 0
4.4 - 4.6 4.5 0 0 0 0 1,954,087 6 0.031 0 0
4.6 - 4.8 4.7 0 0 0 0 3,681,456 15 0.041 0 0
4.8 - 5.0 4.9 0 0 0 0 4,344,850 19 0.044 0 0
5.0 - 5.2 5.1 19,564 0 0 146,652 0 0 5,125,780 31 0.060 6,286 0 0
5.2 - 5.4 5.3 187,343 1 0.053 90,829 2 0.220 1,211,644 10 0.083 42,159 0 0
5.4 - 5.6 5.5 60,483 0 0 54,620 1 0.183 1,125,646 17 0.151 83,536 5 0.599
5.6 - 5.8 5.7 26,946 0 0 54,255 1 0.184 609,299 17 0.279 9,304 1 1.075
5.8 - 6.0 5.9 117,304 2 0.170 160,497 0 0 790,998 15 0.190 17,719 1 0.564
6.0 - 6.2 6.1 0 0 該当震度なし 213,070 5 0.235 516,827 6 0.116 2,199 0 0
6.2 - 6.4 6.3 0 0 該当震度なし 16,455 0 0 196,481 2 0.102 13,056 1 0.766
6.4 - 6.6 6.5 0 0 該当震度なし 1,457 1 6.865 114,231 1 0.088 1,595 1 6.270
6.6 - 6.8 6.7 11,438 1 0.874 13,779 0 0

合計 423,078 4 0.095 751,614 10 0.133 26,351,037 146 0.055 175,854 9 0.512
注：ただし東日本大震災の計測震度 6.4 〜 6.6 のデータには計測震度 6.6 を記録した栗原市も合算されている 5）とのことである。
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3.1　出火件数
まず、出火件数の多寡について調べる。表 4 内に示した、

計測震度 5.0 以上（震度 5 強以上）を記録した市区町村の
世帯数と出火件数の関係を、4 つの地震について図 1に示す。
この図から、東日本大震災の津波浸水範囲外は、他の 3 つ
の地震にくらべて出火件数が多く、震度 5 強以上で揺れた世
帯数も多いことが分かる。熊本地震の前震、熊本地震の本震、
新潟県中越地震の出火件数は、東日本大震災の出火件数の
それぞれ 4	%、10	%、9	%である。熊本地震の前震、熊本
地震の本震、新潟県中越地震で震度 5 強以上を記録した市
区町村単位で集計した世帯数は、東日本大震災の同様の世
帯数のそれぞれ 4	%、8	%、2	%である。よって、いずれも最
大震度 7を記録した地震とはいえ、熊本地震と新潟県中越
地震での出火件数が、東日本大震災の津波範囲外での出火
件数よりも少なかったのは、強く揺れた地域の世帯数が少な
かったためである可能性がある。国土技術政策総合研究所、

建築研究所 10）、樋本 11）は別の分析で同様の結果を得ている。
0.2 毎に分類した計測震度と、出火件数、世帯数それぞれ

との関係を図 2、3 に示す。両図を比べると、出火件数の震
度に対する変化傾向は、世帯数の震度に対する変化傾向に
似ていることが分かる。熊本地震本震、東日本大震災、新
潟県中越地震では、出火件数が最大の震度は、世帯数が
最大の震度に一致する。熊本地震前震では、出火件数が最
大の震度は、世帯数が 2 番目に多い震度に相当する。なお、
図 2 で代表計測震度階級に属する世帯が存在しない場合は、
ある震度階級に属する世帯が存在してかつ出火件数が 0を示
す点と区別するために、グラフ上に点をプロットしておらず、そ
の両側の隣接する点同士も結んでいない。	

世帯数と出火件数の関係を図 4 に示す。この図には、表 3、
4 に示した、震度 6 強以上、5 強以上で分類した値も示して
いる。東日本大震災の 200 万世帯以上では、世帯数と出火
件数の間に正の相関がある。この図の 200 万世帯以下、出

表２　4 つの地震についての計測震度 0.4 毎に分類した地震後 24 時間の世帯数、出火件数、出火率
熊本地震　前震 熊本地震　本震 東日本大震災での津波浸水範囲外 5) 新潟県中越地震

計測震度

以上 - 未満

代表計測
震度

世帯数 6,7) 前 震 後
24 時間
の 出 火
件数 2)

前震後 24 時間
の出火率
(1万世帯あたり)

世帯数 6,7) 本 震 後
24 時間
の 出 火
件数 2)

本震後 24 時間
の出火率
(1万世帯あたり)

世帯数 24 時間
の 出 火
件数

24 時間の出火
率
(1万世帯あたり)

世帯数８) 24 時間
の 出 火
件数３)

24 時間の出火
率
(1万世帯あたり)

3.0 - 3.4 3.2 0 0 0 0 1,038,434 1 0.010 0 0
3.4 - 3.8 3.6 0 0 0 0 2,205,512 1 0.005 0 0
3.8 - 4.2 4 0 0 0 0 2,066,082 3 0.015 0 0
4.2 - 4.6 4.4 0 0 0 0 3,323,797 8 0.024 0 0
4.6 - 5.0 4.8 0 0 0 0 8,026,306 34 0.042 0 0
5.0 - 5.4 5.2 206,907 1 0.048 237,481 2 0.084 6,337,424 41 0.065 48,445 0 0
5.4 - 5.8 5.6 87,429 0 0 108,875 2 0.184 1,734,945 34 0.196 92,840 6 0.646
5.8 - 6.2 6 117,304 2 0.170 373,567 5 0.134 1,307,825 21 0.161 19,918 1 0.502
6.2 - 6.6 6.4 0 0 該当震度なし 17,912 1 0.558 310,712 3 0.097 14,651 2 1.365
6.6 - 7.0 6.8 11,438 1 0.874 13,779 0 0 0 0 該当震度なし

合計 423,078 4 0.095 751,614 10 0.133 26,351,037 146 0.055 175,854 9 0.512
注：ただし東日本大震災の計測震度 6.4 〜 6.6 のデータには計測震度 6.6 を記録した栗原市も合算されている 5）とのことである。

表３　4 つの地震についての計測震度 1.0 毎に分類した地震後 24 時間の世帯数、出火件数、出火率
熊本地震　前震 熊本地震　本震 東日本大震災での津波浸水範囲外 5) 新潟県中越地震

震度
階級

計測震度

以上 - 未満

代表計
測震度

世帯数 6,7) 前 震 後
24 時間
の 出 火
件数 2)

前震後 24 時間
の出火率
(1万世帯あたり)

世帯数 6,7) 本 震 後
24 時間
の 出 火
件数 2)

本震後 24 時間
の出火率
(1万世帯あたり)

世帯数 24 時間
の 出 火
件数

24 時間の出火
率
(1万世帯あたり)

世帯数８) 24 時間
の 出 火
件数３)

24 時間の出火
率
(1万世帯あたり)

3.0 - 4.0 3.5 0 0 0 0 4,161,564 5 0.012 0 0
4.0 - 5.0 4.5 0 0 0 0 12,498,567 42 0.034 0 0

5強及
び6弱 5.0 - 6.0 5.5 411,640 3 0.073 506,853 4 0.079 8,863,367 90 0.102 159,004 7 0.440

6 強
以上 6.0 - 7.0 6.5 11,438 1 0.874 244,761 6 0.245 827,539 9 0.109 16,850 2 1.187

合計 423,078 4 0.095 751,614 10 0.133 26,351,037 146 0.055 175,854 9 0.512

表４　4 つの地震についての計測震度 2.0 毎に分類した地震後 24 時間の世帯数、出火件数、出火率
熊本地震　前震 熊本地震　本震 東日本大震災での津波浸水範囲外 5) 新潟県中越地震

震度
階級

計測震度

以上 - 未満

代表計
測震度

世帯数 6,7) 前 震 後
24 時間
の 出 火
件数 2)

前震後 24 時間
の出火率
(1万世帯あたり)

世帯数 6,7) 本 震 後
24 時間
の 出 火
件数 2)

本震後 24 時間
の出火率
(1万世帯あたり)

世帯数 24 時間
の 出 火
件数

24 時間の出火
率
(1万世帯あたり)

世帯数８) 24 時間
の 出 火
件数３)

24 時間の出火
率
(1万世帯あたり)

3.0 - 5.0 4.0 0 0 0 0 16.660,131 47 0.028 0 0

5 強
以上 5.0 - 7.0 6.0 423,078 4 0.095 751,614 10 0.133 9,690,906 99 0.102 175,854 9 0.512



消防研究所報告　第 122 号	 2017 年 3 月

― 21 ―

火件数 20 件以下の部分について縦横軸を拡大した図を、図
5 に示す。図 5 に示す範囲では、東日本大震災の世帯数と
出火件数の間に相関があるようには見えない。一方、熊本地
震の本震の世帯数と出火件数の間の相関係数は 0.3 であり、
やや正の相関がある。
3.2　出火率
3.2.1　計測震度範囲の取り方が出火率に及ぼす影響

次に、出火率について述べる。計測震度 0.2、0.4、1.0、2.0
毎に分類した結果について、計測震度と出火率の関係をそれ

図４　4 つの地震についての世帯数と出火件数の関係

図３　4 つの地震についての 0.2 毎の計測震度とその震度
を計測した市区町村の世帯数の関係

図２　4 つの地震についての 0.2 毎の計測震度とその震度
を計測した市区町村の出火件数の関係

図１　4 つの地震についての震度 5 強以上 ( 計測震度 5.0
以上 ) を記録した市区町村単位の世帯数と出火件数
の関係

図５　4 つの地震についての世帯数と出火件数の関係
（図 4 の拡大）
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ぞれ図 6 〜 9 に示す。なお、代表計測震度階級に属する世
帯が存在しない場合は、図 2 同様にグラフ上に点をプロットし
ておらず、その両側の隣接する点同士も結んでいない。

図 6 〜 9を比べると、計測震度範囲の取り方を変えるこ
とで、出火率はその数値だけでなく、4 つの地震の出火率の
順位すら変わることが分かる。たとえば、これらの図の中で
最大の出火率は、計測震度 0.2 毎に比べた熊本地震の本震
の 6.86という値である（表１、図 6）。この出火率は、文献 2
の表 1に示した火災番号 7の火災 1件によるもので、該当す
る世帯数は 1,457 世帯である。ところが計測震度 0.4 毎（表
2、図 7）の分類では、この火災が該当する計測震度範囲の
出火件数はこの火災 1件のままだが、該当世帯数が 17,912
世帯と12 倍になるため、出火率は 1/12 の 0.55 に激減す
る。計測震度範囲 1.0 毎になると、この火災が該当する計測
震度範囲の出火件数は 6 件となり6 倍になるが、世帯数が
244,761世帯となり1,457 世帯の168 倍になるため、世帯数
の増加の影響が勝り出火率は 0.24まで減少する。そのため、
図 8、表 3 に示すように、同じ代表計測震度の 4 つの地震
の中で 3 番目の出火率まで低下する。新潟県中越地震の図
6 のピークが図 7 で激減するのも、同じく出火率の分母に入
る該当世帯数の増加の影響である。ちなみに、熊本地震の
前震の最大計測震度 6.6（震度 7）を記録した益城町の火災
は出火率 0.87 であり、図 6 で飛びぬけて大きな値ではない。
これは世帯数が 11,438と、上述のような千台の世帯数より
は多いためである。ただしこの世帯数が本当にすべて震度 7
だったかどうかは別の話である。
3.2.2　世帯数と出火率の関係

世帯数の少なさが出火率を上げることをより明確に見るため
に、図 10 に各地震について計測震度 0.2 毎の世帯数と出火
率の関係を示す。ただし横軸は対数表示にしている。計測震
度を 0.2 毎に整理した表 1 内の値に加えて、表 3、4 内に示
した震度 6 強以上、5 強以上の値もプロットした。この図から、
熊本地震の本震と新潟県中越地震両者の、1万世帯あたり6
を越える出火率 2 点が、1,000 世帯程度で孤立していること
が分かる。この２点以外は、出火率はほぼ 1 以下である。

ここで、この図に現れる出火率 0 は気にする必要はない。

図６　4 つの地震についての 0.2 毎の計測震度と地震後
24 時間の出火率の関係

図７　4 つの地震についての 0.4 毎の計測震度と地震後
24 時間の出火率の関係

図８　4 つの地震についての 1.0 毎の計測震度と地震後
24 時間の出火率の関係

図９　4 つの地震についての 2.0 毎の計測震度と地震後
24 時間の出火率の関係
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なぜならば、たとえば横軸上の最も左に位置する新潟県中
越地震の出火率 0 の点は、世帯数 2,199 世帯の点であるが、
計測震度範囲の取り方が変わればその前後の計測震度範囲
の階級に吸収される値であることが表 1 から分かり、実際表
2 では吸収されている。また、表 1の例えば新潟県中越地震
の計測震度5.0〜5.4の出火率は0であるが、この値のような、
出火件数が 1 以上になる震度下限界未満の出火率も0として
プロットされているだけである。

図 10 の出火率 1 以下を詳しく見るために、また、出火率
0を表示しないために、図 10 の縦軸も対数表示にしたものを
図 11に示す。この図から、世帯数が少ないほど出火率が大
きくなる傾向が分かる。これは、統計を取る世帯数の少なさ
が出火率を上げているという可能性を示す。ただこの傾向は、
ここで対象とした4 つの地震についての結果であり、他の地
震についてはどうなるか分からない。これら4 つの地震は、
表 1、2、図 3より、震度の大きな地域は世帯数が他よりも少
ない傾向にある地震である。表 1で、東日本大震災以外の 3
つの地震それぞれについて、最大の出火率は、出火件数が 1
以上の最大の震度階級に属し、その震度階級は世帯数が最
小である。世帯数の多い場所の近くが震源であれば、震度の
大きな地域の世帯数が多くなり、図 11の傾向も変わってくる
かもしれない。

ちなみに、図 11で（世帯数、出火率）の点が、（103、10）、
（107、10-3）の 2 点を結ぶ直線上に複数並んでいるが、これ
らの点は出火件数が 1の点に相当する。
3.2.3　4つの地震の出火率の比較�

ある地震での出火率を別の地震の出火率と比較して順位
付けをしようと試みる場合、さまざまな強弱の震度地域を混
在させて比較してしまうと、出火率の違いが震度の違いによ
るものなのか、その他の違いによるものなのか分からないた

め、震度を一定幅で区切って同程度の震度範囲で比較しよう
とした。しかし、その震度幅が狭すぎると世帯数が少なくなり、
出火率が異常に大きくなった。どの程度の震度幅で区切って
比較すべきかここで考える。

表 3より、震度 6 強以上の市区町村について、出火率の
高い方から順に示すと、
新潟県中越地震（1.18）＞	 熊本地震の前震（0.87）＞熊
本地震の本震（0.24）＞東日本大震災での津波浸水範囲外

（0.10）、
となる。ただし括弧内は 1万世帯あたりの出火率を示す。

表 4より、震度 5 強以上の市区町村について、出火率の
高い方から順に示すと、
新潟県中越地震（0.51）	＞	熊本地震の本震（0.13）、東日本
大震災の津波浸水範囲外（0.10）、熊本地震の前震（0.09）、
となる。新潟県中越地震とそれ以下は大きな差があるが、熊
本地震の本震以下は大差ないので不等号を入れていない。

震度 6 強以上の熊本地震の前震では、表 3 に示したよう
に火災が一件しか含まれていない。震度5強以上の場合には、
表 4 に示したように熊本地震の前震・本震後それぞれ 24 時
間に発生した火災はすべて含まれている。よって、熊本地震
の出火率の多寡を他の地震と比較する場合、熊本地震の前
震の火災が 1件しか入ってない震度 6 強以上よりも、4 件入っ
た震度 5 強以上の順位を採用すべきであろう。

したがって、熊本地震の前震、本震の震度 5 強以上の地
域の出火率は約 0.1で、東日本大震災での津波浸水範囲外
での震度 5 強以上の地域の出火率と同程度であり、新潟県

図 10　世帯数と出火率の関係 図 11　世帯数と出火率の関係
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中越地震の震度 5 強以上の地域の出火率（約 0.5）よりは低	
い、といえる。ただし、新潟県中越地震はこの 4 つの地震の
中で世帯数が最少であり、図 11で示したように、この影響で
出火率が高く出ている可能性がある。

出火率と出火源との関係はここでは触れていない。熊本
地震ではストーブからの出火はなく、我々の現地調査時にも、
地震当時、熊本市内では「暖房器具を使うような寒さではな
かった。」、益城町内では「暖房はもう使っていない時期だった」
という話を住民から聞いている。

ここで用いた東日本大震災の世帯数のデータは、既往研究
のデータ５）をそのまま使ったものであり、熊本地震の世帯数と
は算出方法が異なる。これにより結果が若干異なる可能性が
ある。また、震度ごとの世帯数は 2 節に記したように市区町
村単位に求めたが、震度は市区町村とは無関係に空間上に分
布するものなので、秦、原田 12）のように、地図上で推定震度
分布と世帯数の分布を重ね合わせて、行政区分とは無関係に
震度ごとの世帯数を求めるべきである。

４．まとめ

熊本地震の前震後、本震後それぞれ24時間以内の出火件
数、出火率を、この2つの地震と同じく最大震度7を記録した
東日本大震災での津波浸水範囲外および新潟県中越地震で
の地震後24時間以内の出火件数、出火率と比較した。その結
果、以下のことがわかった。
１）震度5強以上を記録した市区町村の出火件数を比較する

と、熊本地震の前震、本震、新潟県中越地震の出火件数
は、東日本大震災の出火件数の、それぞれ4	%、10	%、9	%
であった。一方、熊本地震の前震、本震、新潟県中越地震
で震度5強以上を記録した市区町村の世帯数は、東日本大
震災の津波浸水範囲外で震度5強以上を記録した市区町
村の世帯数の、それぞれ4	%、8	%、2	%であった。このこと
から、これら3つの地震の出火件数が少ないのは、強く揺れ
た地域の世帯数が東日本大震災に比べて少ないことによる
可能性がある。

２）震度5強以上を記録した市区町村の出火率（1万世帯あた
りの出火件数）を比較すると、熊本地震の前震、本震の出
火率は約0.1で東日本大震災での津波浸水範囲外での出火
率と同程度であり、新潟県中越地震の震度5強以上の地域
の出火率（約0.5）よりは低い。ただし、新潟県中越地震はこ
れら4つの地震のなかで世帯数が最も少なく、この影響で出
火率が高くなっている可能性もある。

３）4つの地震の出火率を震度ごとに分類して比較する際、計
測震度の幅を0.2〜2.0の間で変えたところ、震度幅の取り
方によって出火率が大きく変わり、4つの地震の出火率の順
位すら変わった。この変動は出火率の分母である世帯数が
少ない場合に顕著で、計測震度幅の取り方によって世帯数
が大きく変わるためであった。

４）4つの地震については、世帯数が少ないほど出火率が大き
くなる傾向があった。
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The Number and Rate of Fire Outbreak Following the 2016 Kumamoto 

Earthquake

（Abstract）

Masahiko	Shinohara
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The	number	and	rate	of	fire	outbreak	within	24	hours	following	the	foreshock	and	main	shock	of	the	2016	
Kumamoto	Earthquake	 were	 compared	 with	 those	 within	 24	 hours	 following	 both	 the	 earthquake	 outside	 the	
tsunami	inundated	area	at	the	2011	Great	East-Japan	Earthquake	and	the	Mid	Niigata	Prefecture	Earthquake	in	
2004.	The	number	of	fire	outbreak	at	the	areas	with	a	seismic	intensity	of	5-upper	or	more	after	the	foreshock	
and	main	shock	of	the	Kumamoto	Earthquake	and	the	Mid	Niigata	Prefecture	Earthquake	were	4%,	10%	and	9%	of	
the	number	of	fire	outbreak	after	the	Great	East-Japan	Earthquake	respectively.	The	rate	of	fire	outbreak	（the	
number	of	fire	outbreak	per	10	thousand	households）	at	the	area	with	seismic	intensity	of	5-upper	and	more	after	
the	foreshock	and	main	shock	of	the	Kumamoto	Earthquake	and	the	Great	East-Japan	Earthquake	were	about	0.1.	
This	number	is	 lower	than	the	rate	（about	0.5）	after	the	Mid	Niigata	Prefecture	Earthquake.	When	comparing	
the	rate	of	fire	outbreak	following	the	four	earthquakes	by	classifying	by	seismic	intensity,	the	width	of	seismic	
intensity	affected	even	the	ranking	of	the	rate	of	fire	outbreak	among	the	four	earthquakes.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.122（2017）
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１．まえがき

火災建物に対して消火活動を行い、鎮圧状態になると、
残火処理活動が行われる１，２）。鎮圧状態の建物で残火を見つ
けるために、部隊が交代で、発煙を探すために建物を見て回
り、高温の場所を探すために壁等を手で触れ、燃焼を検知
するために臭いを嗅ぐなどのことしている。熱画像カメラを使
用すると、周囲より高温になっている場所を非接触で探すこ
とができるので、残火を探す作業に有効であろうと以前から
言われてきた３）。しかし、高価であるために、残火を探す作業
だけに長時間占有することは非現実的だと思われてきた。こ
の数年、熱画像カメラの低価格化が進んだために、残火を
探す作業だけに占有することの現実性が出てきた。残火を探
す作業に使う場合、熱画像カメラをどのように利用すると効果
的なのかに関する情報が必要である。そこで、火災実験を行
い、熱画像カメラをどのように使用すると、残火を効果的に
探すことができるかを検討した。

なお、「残火のある場所」を熱画像カメラだけで、100% 発
見しようというわけではない。どのようにして「残火のありそう
な場所」を見つけるかが目的である。「残火のありそうな場所」
を見つけることができれば、そこに放水すればよい。

この研究は、横浜市消防局と消防研究センターの共同研
究である。

熱画像カメラの原理、技術の解説をすることは本報告の趣
旨ではない。関心のある読者は、関連書籍４，５）を参照されたい。

２�．再燃火災に関するアンケート

横浜市消防局の職員に対して、再燃火災に関する短いア

ンケートを実施した。過去の経験から、残火がのこりやすい
箇所がいくつかあげられている１，２）。そのような箇所について、
残火処理活動中に、見つけたことがあるかどうか等について
質問した。約 400人から回答を得た。集計結果の一部を表
1に示す。残火がのこりやすいと経験的に言われている箇所
では、消防職員が残火を発見したことがあることが分かる。

３．火災実験

布団、新聞紙、段ボール箱などに残火がのこりやすいと経
験的に言われている。表 1によると、布団、雑誌、衣装ケー
ス、段ボール箱等において、残火が発見されている。熱源を、
座布団、新聞紙、段ボールなどにより覆い、残火が隠れてい
る状況を模擬した。熱源として、小型の電気ヒーターを用い、
熱画像カメラにより熱源を発見出来るか確認するための実験
を行った６-８）。図 1に座布団を電気ヒーターで覆った実験の様
子を示す。図 2 に濡れた段ボール箱で電気ヒーターを覆った
実験の様子を示す。消火活動により水で濡れた段ボール箱の
中に、残火が隠れているという想定である。継続して観察す
れば、水蒸気や煙からなる高温の気流、ヒーターの熱による
固体の温度上昇を見つけることができた。

壁の中、天井裏に、残火がのこりやすいと経験的に言わ
れている。表 1によると、壁の中、天井裏で残火が発見され
ている。壁の中、天井裏を模擬した模型をつくり、その内部
に熱源を設置した。熱源として、小型の電気ヒーターを用い、
熱画像カメラにより熱源を発見出来るか確認するための実験
を行った９，10）。図 3 に実験装置を、図 4 に熱画像を示す。熱
源の発する熱により、壁または天井に相当する表面の温度が

熱画像を活用した再燃火災の発生防止に関する研究

鈴木　健

（平成 29 年 3 月 1 日　受理）

消防隊の消火活動により火災が鎮圧状態になった後、通常の場合、建物内の可燃物に残火がのこって
いないかを確認する作業が行われる。残火がのこっていないかを確認するために熱画像カメラを利用で
きるのではないかと、以前から国内外で指摘されてきた。しかしながら、熱画像カメラは高価であるた
め消防機関での利用は限られてきた。近年、熱画像カメラの価格が以前に比べれば低下してきた。しか
し、どのようにすれば、残火がのこっていないかを確認する作業に利用できるのかについては、利用で
きる資料がほとんど見つからなかった。そこで小規模な模擬実験を行って検討した。実験結果をもとに、
熱画像カメラの有効な利用法について提案した。

技術報告
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図１　小型の電気ヒーターを座布団で覆った際の様子
	 ⒜　通常のデジタルカメラで撮影した画像
	 ⒝から⒟	 左　通常のデジタルカメラで撮影した画像
	 	 右　熱画像
	 電気ヒーターの出力 :200W

⒜　電気ヒーターの上に座布団を置く

⒝　加熱開始から 15 分後

⒞　加熱開始から 30	分後

⒟　加熱開始から 45	分後
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図２　小型の電気ヒーターを水で濡らした段ボール箱で覆った際の様子
	 ⒜から⒞	 左　通常のデジタルカメラで撮影した画像
	 	 右　熱画像
	 ⒟　通常のデジタルカメラで撮影した画像
	 電気ヒーターの出力 :200W

⒜　加熱開始から 5 分後

⒝　加熱開始から 10 分後

⒞　加熱開始から 40 分後

⒟　実験終了後
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表１　アンケートの結果
質問 答え

①構造材の接合部分で残り火を見つけた
ことがありますか。

はい	 17.3%
いいえ	 82.7%

②畳の合わせ目、敷居、床板で残り火を
見つけたことがありますか。

はい	 11.9%
いいえ	 88.1%

③化学畳の内部で残り火を見つけたこと
がありますか。

はい	 1.8%
いいえ	 98.2%

④壁材の合わせ目、壁体内部で残り火を
見つけたことがありますか。

はい	 20.9%
いいえ	 79.1%

⑤焼け止まっている壁を破壊した際に、
壁体内部で残り火を見つけたことがあ
りますか。

はい	 21.4%
いいえ	 78.6%

⑥ -1 外壁面の不燃材の内部を破壊した際
に、内部で残り火を見つけたことがあ
りますか。

はい	 17.9%
いいえ	 82.1%

⑥ -2破壊する直前の状況を教えて下さい。 素手で熱を感じた	 31.9%
煙が出ていた	 48.2%
燃えていた	 7.2%
赤熱していた	 7.8%
その他	 4.8%

⑦ -1 天井まで燃え拡がっていた際に、天
井板を破壊したら、小屋裏で残り火を
見つけたことがありますか。

はい	 31.5%
いいえ	 68.5%

⑦ -2破壊する直前の状況を教えて下さい。 素手で熱を感じた	 11.8%
煙が出ていた	 52.2%
燃えていた	 15.5%
赤熱していた	 9.9%
その他	 10.6%

⑧布団、雑誌、衣装ケース、段ボール箱
等を屋外に搬出したところ、残り火を
見つけたことがありますか。

はい	 34.9%
いいえ	 65.1%

図３　実験装置
	 左　壁を模擬した実験装置	 右　天井を模擬した実験装置
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上昇すれば、熱画像カメラで見つけることができた。しかし、
温度が上昇するまでの時間は、壁または天井の内部の状況、
熱源の位置、壁または天井が湿っているか、などにより遅くな
ることがあった。従来火災現場で行われているような素手で
熱源を探す作業を模擬してみたところ、素手では感じない程
度の温度上昇でも、熱画像では周囲よりも温度の高い場所を
容易に見つけることができた。

構造材の接合部、すなわち、材木の継手の接合部に、残
火がのこりやすいと経験的に言われている。表 1によると、
接合部で残火が発見されている。継手を入手し、加熱し、接
合部を熱画像カメラで観察した 11，12）。図 5	に実験装置を、
図 6 に実験の様子を示す。解体中の木造建物からほぞ継ぎ
の材木を入手し、実験を行った。ほぞ穴の内部で燃焼が継
続していれば、それにより継手の外側の温度が周囲より上昇
するので、熱画像カメラで見つけることができた。

４．火災現場での使用

鎮圧後の火災現場に熱画像カメラを持って行き、熱画像を
撮影するために使用した。熱画像カメラのセンサ数の配列は、

水平160×垂直 120 である。
鎮圧後の 2 階建ての木造モルタル瓦葺専用住宅における

温度分布を容易に可視化できた。図 7に熱画像を示す。手
で触ることが困難な高所であっても、温度の高い場所を容易
に発見出来た。消防職員が天井や屋根裏を直接確認するた
めには、通常の場合、はしごを設定する。床が燃えぬけてい
たり、焼け細りした構造木材や炭化物が床に散乱する状況下
において、はしごを設定することは危険を伴う。熱画像カメラ
を使用することにより、はしごを使わずに、天井や屋根裏に
おいて高温の場所を発見することが出来た。このように、残
火を探すだけでなく、消防活動の安全化にも寄与することが
期待される。

５．熱画像カメラの仕様

火災実験において熱画像カメラを使用した結果から、必要
となる熱画像カメラの仕様、周辺機器類について検討してみ
た。表2に示す。ただし、ここに記すのはあくまでも私見である。

ビデオトランスミッターまたは無線 LANを使用する場合、
本来の受け取り相手以外も熱画像を受け取ることが可能であ
る。これを避けるには、セキュリティ機能のついた機種が必要
になる。セキュリティ機能のある機種も販売されている。

６. 熱画像カメラの残火確認のための有効な使用法の提案

熱画像カメラを有効に利用するための第一歩は、熱画像カ
メラに慣れることである。使い慣れないまま熱画像カメラを火
災現場に持っていくと、操作法を間違えたり、設定が適切で
なかったり、熱画像の解釈を間違えたりするかもしれない。

火災実験等の結果をもとに、残火確認のための有効な使
用法を提案する。
⒜　温度範囲を固定する機能がついている熱画像カメラの場合
Step	1

温度範囲を以下のようにすると見やすい。下限を雰囲気温
度より少し高い程度にし、温度の上限を100	℃	にする。例え

図５　実験装置

図４　壁を模擬した実験装置の熱画像
	 左　加熱開始から 6 分後、手掌部で壁を触っても熱を感じない
	 中　加熱開始から 9 分後、手掌部で壁を触ると熱を感じる
	 右　加熱開始から 12 分後、手掌部を壁に近づけると熱を感じる
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ば、夏の東京では、上限を100	℃	にし、下限を30℃	にする。
Step	2

経験から、散水障害になりやすい場所、残火がのこりやす
い場所が指摘されている。そのような場所を熱画像カメラで
観察し、熱画像を保存する。高温に表示されるところを探す。
100℃	以上であれば、すぐに放水するなどの対応をとる。そう
でなければ、要注意の場所にする。

散水障害になりやすい場所、残火がのこりやすい場所とは、

具体的には以下のような場所である。
・床面、壁体、構造材の残存部分の焼け止まり箇所
・落下物、残存している構造材のほぞ組部分
・瓦等の落下物からなる堆積物
・畳の合わせ目、敷居の木部の接続部分が焼損しているな

ら、床板
・畳以外の床面が燃え抜けているなら、根田等の床組構造材
・化学畳

表２　熱画像カメラの仕様
提案 提案の理由 補足

センサー数の配列 水平 160	 ×垂直 120 以上で
あった方が実用的である。

水平 160	 ×垂直 120	 未満であると、
熱画像から映っているものを判別す
るのが難しくなる。

水平 80	×垂直 60	の機種に
は、低価格のものがある。

熱画像を本体の外
部に伝送する手段

無線 LAN	の機能を内蔵し、
熱画像を Tablet	端末などに
無線で伝送できる機種は便
利である。

一台しか熱画像カメラがない場合、
一度に一人しかモニターを見ること
ができない。Tablet	端末に無線で伝
送できると、小隊全員で見ることが
できる。残火があるかどうかの判断
に迷った場合には有効である。

どれだけ離れると、熱画像
を Tablet	端末で正常に受信
できなくなるかについては、
カタログ値を鵜呑みにせず、
実際に試してみた方がよい。

ビデオ出力端子から熱画像
を出力できると、便利であ
る。

ビデオ出力端子と、ワイヤレストラ
ンスミッターのビデオ入力端子をビ
デオケーブルで接続することで、熱
画像をパソコン、Tablet	端末などに
無線で伝送することができる。

どこまで離れたら、映像を
受け取れなくなるかは、ビ
デオトランスミッターの能
力による。
ビデオトランスミッターの
機種によっては、100	m 程
度離れたところまで、映像
を伝送することができる。
ビデオケーブルを熱画像カ
メラに常時取り付ける必要
があり、火災現場では、ビ
デオケーブルが邪魔になる。
ビデオトランスミッターの
ためのバッテリーが必要に
なる。

ビデオ出力端子と、録画装置のビデ
オ入力端子をビデオケーブルで接続
することで、熱画像を動画として記
録できる。

防水 熱画像カメラが防水機能を
有する機種だと、火災現場
でも安心である。

鎮圧状態の火災現場では、天井から
水が垂れてくることがある。
残火処理のために放水作業が行われ
た場合、飛散した水が熱画像カメラ
にかかることがある。

ポリエチレン製の薄いポリ
袋を熱画像カメラにかぶせ
ることで、防水機能のない
熱画像カメラでも防水する
ことができる。

バッテリー バッテリーの交換が可能な
機種の場合、充電済みの予
備バッテリーを持って行っ
た方がよい。

バッテリー切れの熱画像カメラは、
役に立たない

バッテリーは、使用すると
共に経年劣化し、連続使用
可能時間が短くなる。

バッテリーが本体に内蔵さ
れており交換できない機種
の場合、連続使用可能時間、
バッテリー充電に必要とな
る時間を考慮しながら使用
する必要がある。
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図６　継手の様子の変化
	 上　通常のビデオカメラの映像
	 下　熱画像

加熱開始から 6 分後

木材クリブが燃焼することにより形成された火炎が、継手を加熱して
いる。

加熱開始から 45 分後

24 分間、木材クリブの燃焼により発生する熱で加熱した。
クリブは崩れて熾きの状態になったので撤去した。
その後放置した。
加熱開始から 37 分後に、継手の外側に少量の散水を行い、赤熱する
部分が見えない状態にした。
熱画像を見ると、継手の外側は全体的に冷えている。

加熱開始から 63 分後

接合部の内部を見ると、赤熱しているのが見えた。
熱画像でも、接合部の温度が上昇しているのが分かった。
この後、風をあてたところ有炎燃焼になった。
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・床板が焼失している場合、その下底部の床組構造材
・板張り壁面における、壁材の合わせ目
・焼け止まり箇所近くに木製、モルタル製、耐火ボード製の二

重壁があるなら、その表面
・焼け止まり箇所近くに木製、モルタル製、耐火ボード製の二

重壁があり、すでに破壊されているなら、その内部
・外壁面のモルタル、亜鉛張り、耐火ボードなどの不燃材の表面
・外壁面のモルタル、亜鉛張り、耐火ボードなどの不燃材がす

でに破壊されているなら、その内部
・壁体面に接して置かれている家具の背面、家具同士の境

界、押し入れの内部、天袋の内部
・焼損した壁面付近の押し入れ、天袋の内部、その内容物
・外壁の戸袋とその周辺
・天井まで燃え拡がっているなら、天井板
・天井板がすでに破壊されているなら、小屋裏の内部
・建物外に集積された焼損物
Step	3

ある程度の時間が経過したら、確認のために再び見に行く。
要注意にした場所について、時間の経過と共に温度が低下
するか、上昇するかを確認する。高温に表示されるところが
新たに見つかったなら、100℃	以上であれば、すぐに放水す
るなどの対応をとり、そうでなければ、要注意の場所にする。
機械のみに頼らずに、従来通り、眼で煙を探し、鼻で臭いを
嗅ぐことも忘れない。
Step	4

要注意の場所の画像について、はじめに保存した熱画像と
時間が経過した後の熱画像とを比較する。熱画像を複数の隊
員で見て、相談する。このときに、無線 LANなどで Tablet	
端末と無線で接続し、熱画像を共有する機能があれば便利
である。
Step	5

交代で来た部隊に、保存した熱画像を含めた情報を引き

継ぐ。
Step	6

以下の項目を熱画像と共に文書に記録する。
・どんな建物だったのか
・どんな火災の鎮圧後だったのか
・どこをどの方向から撮影したのか
・煙はあったか
・臭いはどんなだったか

以下のことを行うと、記録作成の効率化に役立つ。
・パソコン上で記録するためのフォーマットをつくり、熱画像を

貼る。
・熱画像カメラの内蔵時計の時刻を日本標準時に合わせてお

く。
文書に記録するために作業量が増えることは、職員が好ま

ないと思われるが、記録を残さないと、どのように利用し、ど
のように判断したのかが残らない。また、そうしないと技術が
向上しない。
⒝　温度範囲を固定する機能がなく、常に温度範囲が自動

で切り替わる熱画像カメラの場合
Step	1

カーソルを合わせた位置の温度を数値で示すように設定す
る。
Step	2

経験から、散水障害になりやすい場所、残火がのこりやす
い場所が指摘されている。そのような場所を熱画像カメラで
観察し、熱画像を保存する。

高温に表示されるところを探す。ただし、相対表示なので、
本当に高温とは限らないので、見かけの温度を数値で表示さ
せ、確認する。100	℃	以上であれば、すぐに対応する。そう
でなければ、要注意の場所にする。

Step	3	以降は	⒜	に同じ
上記の概要を図 8	にフローチャートで示す。

	 2 階の外壁	 1 階天井裏
図７　鎮圧後の木造住宅で撮影した熱画像
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図８　熱画像カメラの残火確認のための有効な使用法のフローチャート
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７．あとがき

火災実験において、市場にある全ての熱画像カメラを使用
したわけではない。熱画像カメラに関する技術は常に進歩し
ている。技術が進歩すれば、本報告が有効でなくなることも
あり得る。また、本報告の内容は、残火を確実に発見するこ
とを保証するものではない。

８．参考文献

１）東京消防庁（監修）: 指揮隊の活動要領 ,	東京法令出版，
2006

２）大阪市消防局 : 警防活動マニュアル -	小隊活動編 -	改
訂 2	版 ,	大阪市消防振興協会 ,	2006

３）J.	Bastian:	 Thermal	 Imaging	 for	 the	Fire	Service,	
Fire	Department	Training	Network	Inc.,	2005

４）日本非破壊検査協会編 :	赤外線サーモグラフィによる
設備診断 ･ 非破壊評価ハンドブック，日本非破壊検査
協会，2004

５）秋津勝彦 :	見えないものを見せる知恵、測れないもの
を測る技術 ,	ダイヤモンド社，2013

６）鈴木健 :	 熱源の発見のための熱画像カメラの利用に
ついて ,	安全工学シンポジウム 2012	講演予稿集，pp.	
348-351,	2012

７）鈴木健 :	熱画像カメラを利用した熱源の探索について ,	
Voice（消防試験研究センターだより），332,	 6,	 pp.	 7-9,	
2013

８）鈴木健 :	熱源の発見のための熱画像カメラの利用につ
いて -	熱源が各種の固体で覆われた場合を想定した模
擬実験 -,	平成 26	年度日本火災学会研究発表会概要集 ,	
pp.	98-99,	2014

９）鈴木健 :	熱源の発見のための熱画像カメラの利用につ
いて -	壁の中あるいは天井裏に熱源がある場合を想定
した模擬実験 -,	第 46 回安全工学研究発表会講演予稿
集 ,	pp.163-166,	2013

10）Takeshi	 SUZUKI:	 An	 Experimental	 Study	 on	
Prevention	 of	 Rekindling	 by	Using	Thermal	 Imaging	
Camera	 -Model	 Experiments	 Assuming	 that	 Heat	
Source	Was	Hidden	 Inside	Walls	 or	Ceilings-,	 The	
10th	Asia-Oceania	Symposium	 on	Fire	Science	 and	
Technology,	Tsukuba,	2015

11）鈴木健 :	熱源の発見のための熱画像カメラの利用に
ついて -	継手の接合部に熱源がある場合を想定した模
擬実験 -，平成 27 年度日本火災学会研究発表会概要集，
pp.	310-311,	2015

12）鈴木健 :	熱源の発見のための熱画像カメラの利用に
ついて -	ほぞ穴の内部に残火がある場合を想定した模
擬実験 -，平成 28	年度日本火災学会研究発表会概要集，

pp.	242-243,	2016



― 36 ―

A Study on Prevention of Rekindling by Using Thermal Imaging 

Camera

（Abstract）

Takeshi	Suzuki

（Accepted	March	1,	2017）

After	 the	 fire	 is	 declared	 under	 control,	 overhauling	 activity	 is	 carried	 out.	Overhauling	 activity	 is	 the	
practice	of	searching	a	 fire	scene	to	detect	hidden	fires	or	hot	spots	 that	may	rekindle.	By	reviewing	previous	
incidents	in	overhauling	activities	hot	spots	can	be	hidden	in	attics,	behind	walls,	in	futon,	or	between	joints	and	
so	on.	The	firefighters	can	detect	hidden	hot	spots	by	sight,	touch,	or	smell.	Thermal	imaging	cameras	can	be	also	
helpful	 to	 find	 hidden	 hot	 spots.	 Japanese	 firefighters	 seldom	 used	 thermal	 imaging	 cameras	 for	 that	 purpose.	
Therefore	 effective	ways	 of	 using	 thermal	 imaging	 cameras	 for	 overhauling	 activity	 are	 needed.	By	 conducting	
fire	 experiments	 on	 rekindling	 effective	ways	 to	 search	 for	 those	 hot	 spots	 by	 a	 thermal	 imaging	 camera	were	
proposed.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.122（2017）
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