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都市型空間での火災に対する安全確保に向けて

日

時

平成 22 年 1 月 29 日（金）10:00～15:30

会

場

消防研究センター

本館 3 階

大会議室

－ プログラム －
10:00～10:05

開会挨拶

10:05～10:10

趣旨説明

消防研究センター所長 木原正則
消防研究センター

山田常圭

【基調講演】
10:10～10:40

最近の都市型空間での火災の状況と対策について
消防庁予防課 塩谷壮史

‥‥‥‥ (1)

【燃焼データの収集と火災シミュレーション技術】
10:40～11:10

火災実験データベースの構築と火災シミュレーションの
開発改良
消防研究センター

11:10～11:40

山田常圭

‥‥‥‥ 5

火災時の熱及び酸素環境における高分子材料の燃焼性
及び有毒ガスの危険性
消防研究センター

11:40～12:10

若月 薫、益村宏児

‥‥‥‥ 23

実大規模模型を用いた火災実験とシミュレーション
技術の活用
田村裕之、阿部伸之

‥‥‥‥ 33

財団法人日本防炎協会（前消防研究センター） 箭内英治

‥‥‥‥ 51

消防研究センター

【休憩】12:10～13:30
【消防活動向上のための防火服の開発】
13:30～14:00
14:00～14:30

消防用防火服の現状と展望
防火衣の熱防護性能に関する検証
東京消防庁消防技術安全所 渡邉茂男

14:30～15:00

ナノテクを活用した防火服の性能向上
帝人テクノプロダクツ株式会社

【全体質疑応答・総括】15:00～15:25
15:25～15:30

‥‥‥‥ 59

閉会挨拶

司会

伊澤 一

消防研究センター 山田常圭

消防研究センター研究統括官

松原美之

‥‥‥‥ 67

都市型空間での火災に対する安全確保に向けて

―趣旨説明―
消防研究センター

山田常圭

平成 18 年度、
（独）消防研究所の業務が消防研究センターに移管された以降、都市建物の防火
安全に係る研究・開発は、大規模火災研究室が中心となって行ってきている。本研究室では、
「過
密都市空間における火災安全確保」
（平成 18～22 年度）と「ナノテク消防防護服の要素開発・評
価方法の開発」（平成 18～21 年度）の二つを主要な研究テーマに据えて活動をしてきた。
「過密都市空間における安全確保」の研究では、現在の過密都市空間の火災脆弱性を、主とし
て「大規模複合建造物の火災」と「地震時の木造密集市街地の火災」の二つとして捉え研究を進
めてきた。しかしながら、最近の都市域においては、大阪個室ビデオ火災や宝塚のカラオケ火災
等にみられるような新たな態様の小規模空間での火災による犠牲者も後を絶たない。本日の基調
講演では、こうした最近の都市型空間での火災の課題について論点を整理し、消防研究センター
が実施してきた研究の今後の活用方法についての議論が深まればと期待している。
勿論、小規模火災とは別に、大阪梅田北ヤード再開発に見られる地下街路と高層ビルが一体化
した空間の出現、首都高速道中央環状新宿線に見られる長大で複雑な地下トンネル空間の出現、
設備・情報幹線の地中埋設化など、過密都市空間における新態様の大規模複合建造物が急増し、
防火上の潜在的危険性は決して楽観できない。こうした都市型空間では、火災時に①消火・救出
に長時間を要し、②消火・救助活動を行う消防隊員が危険にさらされる等、今後、消防隊の活動
が困難を極める火災事件の発生が懸念される。また、火災そのもの発生がガソリンを散布し放火
する等悪質な手口が多くなり、③従来の想定外での火災進展

となるおそれも高く、これらの複

雑化した空間における火災の進展等を予測し、効果的な消防活動を可能とする研究は喫緊の課題
であると考えている。
「ナノテク消防防護服の要素開発・評価方法の開発」では、困難な状況下で火災と闘わなけれ
ばならない消防隊員の消防防護装備に関して、耐熱性、快適性、機動性のバランスとれた防火衣
を最新の技術を用いて開発することを目的に、民間・消防機関と共同研究を行ってきたものであ
る。
今回の防災講演会では、以上、1)都市型空間における火災消防活動の安全かつ効率的な消防活
動に資するための火災シミュレーションとそれに必要な火災実験のデータベースの構築、2)ナノ
テク素材等を用いた消防防護服の技術の高度化について、研究紹介をさせていただき、皆様から
の忌憚のないご意見・議論を通じて今後の研究の発展に活用させていただけたらと期待している。
また、今回の講演にとどまらず、今後共、研究開発、実用化段階の様々な局面において、皆様
のご協力をよろしくお願いします。

最近の都市型空間での火災の状況と対策について
～火災危険性の高い小規模施設の安全確保～

平成２２年１月２９日（金）
消防庁予防課設備係長 塩谷 壮史

1

多発する小規模施設火災

平成１８年１月
認知症高齢者グループホーム火災
長崎県大村市
死者 ７名 負傷者 ３名

平成２０年１０月
個室ビデオ火災
大阪市浪速区
死者 １６名 負傷者 ９名

平成１８年６月
温泉施設爆発火災
東京都渋谷区
死者 ３名 負傷者 ８名

平成２０年１２月
小規模多機能型居宅介護事業施設火災

福島県いわき市
死者 ２名 負傷者３名

(1)

平成１９年１月
カラオケボックス火災
兵庫県宝塚市
死者 ３名 負傷者 ５名

平成２１年３月
老人ホーム火災
群馬県渋川市
死者 １０名 負傷者１名

1

小規模施設における防火安全対策（社会福祉施設等）
消防法施行令・施行規則の一部改正（平成１９年６月公布、平成２１年４月施行）
平成１８年１月
「やすらぎの里さくら館」（長崎県大村市）火災
・・・死者７名、負傷者３名

社会福祉施設等のうち、主として自力避難困難な者が
入所するもの（特養ホーム、認知症高齢者ＧＨ等）を対象に

火災発生後の外観

消防計画の作成、防火教育・訓練等を行う防火管理者の選任基準 収容人員３０人以上 ⇒ １０人以上に強化
消火器の設置基準 延べ面積１５０㎡以上⇒すべての施設に強化 〔経過期間：１年〕
簡易なスプリンクラー設備の設置基準 延べ面積１，０００㎡以上 ⇒ ２７５㎡以上に強化
〔経過期間：３年〕
自動的に火災の発生を知らせる自動火災報知設備の設置基準
延べ面積３００㎡以上 ⇒ すべての施設に強化

〔経過期間：３年〕

消防機関に火災の発生を通知する火災報知設備の設置基準
延べ面積５００㎡以上 ⇒ すべての施設に強化

〔経過期間：３年〕

特例あり

・入所者の避難時間を確保
・施設職員等が入所者の避難介助に専念する環境を整備
スプリンクラー設備の実験の模様

小規模施設における防火安全対策（規制の改正へ）
長崎県大村市認知症高齢者グループホーム火災（消防法施行令別表第１の改正に関する事項）①
改正前

（６）項ロ

●老人福祉施設 ●有料老人ホーム ●介護老人保健施設 ●救護施設 ●更生施設 ●児童福祉施設（母子生活支援施・設及び児童厚生施設を除く。） ●身体障害者福祉
センター ●障害者支援施設 ●地域活動支援センター ●福祉ホーム ●障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移 行支援又は就労継続支援を行う事業に限
る。）を行う施設
（うち規則第１３条第２項に規定する特定施設）
●老人短期入所施設 ●養護老人ホーム
●養護老人ホ ム ●特別養護老人ホーム
●特別養護老人ホ ム ●有料老人ホーム（主として要介護状態にある者
●有料老人ホ ム（主として要介護状態にある者
を入所させるものに限る。） ●介護老人保健施設 ●救護施設 ●乳児院 ●知的障害児施設 ●盲ろうあ児施設（通
所施設を除く。） ●肢体不自由児施設（通所施設を除く。） ●重症心身障害児施設 ●障害者自立支援法 （平成十
七年法律第百二十三号）第五条第十二項に規定する障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるも
のに限る。）
特定施設、認知症高齢者グ
通所施設及び左記
ループホームなど主として
以外の入所施設
自力避難困難者が入所す
る施設
（６）項ロ
改正後
改正後
（６）項ハ
●老人短期入所施設
●養護老人ホーム
●特別養護老人ホーム
●有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるもの）
●介護老人保健施設
●救護施設
●乳児院
●知的障害児施設
●盲ろうあ児施設（通所施設を除く）
●肢体不自由児施設（通所施設を除く。）
●重症心身障害児施設
●障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）
●老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の・二第四項若しくは第六項
に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施
設
●障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第五条第八項若しくは第十項に
規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設（主として障害の程度が重い者を入
所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。）

●老人デイサービスセンター ・軽費老人ホーム ・老人福祉センター
●老人介護支援センター
●有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。）
●更生施設
●助産施設 ・保育所 ・児童養護施設 ・知的障害児通園施設 ・盲ろうあ児施設 （通
所施設に限る。）
●肢体不自由児施設（通所施設に限る。）
●情緒障害児短期治療施設
●児童自立支援施設
●児童家庭支援センター
●身体障害者福祉センター ・障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所さ
せるものを除く。）
●地域活動支援センター ・福祉ホーム
●老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若し
くは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設
●障害者自立支援法第五条第六項から第八項まで、第十項若しくは第十三項から第十
六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓
練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を
除く。）

(2)
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小規模施設における防火安全対策（社会福祉施設等）
特定施設水道連結型スプリンクラー設備
〔概要〕 配管を水道に連結し、その流水を利用して放水を行うスプリンクラー設備。
〔設置対象〕 消防法施行令別表第１（６）項ロ（社会福祉施設等のうち、主として自力避難困難な者が入所するもの〔特
養ホーム、認知症高齢者ＧＨ等〕 ）に掲げる防火対象物又はその部分で延べ面積が千㎡未満のもの。

スプリンクラーヘッド
スプリンクラーヘッド

スプリンクラーヘッド

《百貨店等に設置されている従来のものとの違い》
・放水圧力、放水量、スプリンクラーヘッドの設置箇所等が軽減されている。
・水源の貯留施設（水槽）等の設置を必ずしも要しない。

小規模施設における防火安全対策（社会福祉施設等）
特定小規模施設用自動火災報知設備の概要
特定小規模施設用自動火災報知設備に関する設置基準上の概要
・特定小規模施設用自動火災報知設備特定小規模施設＊において、自動火災報知設備に代えて用いることができる
防火安全性能を有する消防の用に供する設備として位置づけられた。（いわゆるルートB）
＊特定小規模施設とは・・・。
○令別表第一（２）項ニ〔カラオケボックス、個室ビデオ店等〕又は（６）項ロ〔特養ホーム、認知症高齢者ＧＨ等〕の防火対象物で
延べ面積３００㎡未満のもの（一階段等防火対象物を除く。）
○（１６）項イ〔複合用途（不特定多数が出入りする用途を含むもの）〕の防火対象物で延べ面積３００㎡未満かつ同表（２）項ニ
又は（６）項ロの用途部分の床面積が３００㎡未満のもの（一階段等防火対象物を除く。）

・感知器は、次の場所に設置しなければならない。
①居室及び収納室（床面積２㎡以上）
床面積が３０㎡未満の場合壁に設置が可能。
②倉庫、機械室その他これらに類する室
③令別表第一（２）項ニの階段、廊下等
・受信機は、特定小規模施設に設置される感知器が全て連動型警報機能付感知器で、かつ、警戒区域が一の場合は、
その設置を要しない。
・電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線又は電池とすることができること。
・非常電源は、受信機を設けない場合には電池を非常電源とすることができること。
・これらの他、自動火災報知設備の基準が準用されていること。
連動型 警報
機能付 感知器

連動 型警報
機能 付感知 器

連動 型警報
機能 付感知 器

連動型警報機能付感知器に関する規格基準上の概要
警報
・警報機能付感知器と連動型警報付感知器の定義を設け、警報
機能を有する感知器の規格基準が定められたこと。
( 感知)
連動して警報
連動して警報
・連動型警報機能付感知器は、警報音の音圧を７０ｄB以上とされ
火災
たほか、他の連動型警報機能付感知器へ火災信号を確実に伝
受信機を設けない特定小規模施設用
自動火災報知設備の構成例
達できるものとされたこと。
・特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる場合の連動型警
報機能付感知器は、腐食試験及び滴下試験等の免除が認められるものがあること。
・電源に電池を用いる場合、電池切れを７２時間以上音響等により伝達することができるものとされていること。

(3)

3

小規模施設における防火安全対策（規制の改正へ）
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置イメージ①
通常の感知器を用いた場合の設置イメージ
（通常の自動火災報知設備と同様のシステムだが、感知器の設置位置等がルートAと異なることになる。）
P型２級受信機で接続することができる回線が一の受信機を設けた特定小規模施
設用自動火災報知設備の場合の例（福祉施設の場合）
トイレ
浴室

キッチン
和室

リビングダイニング

洗面所

玄関
： 感知器

トイレ

事務室

： 受信機

小規模施設における防火安全対策（規制の改正へ）
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置イメージ②
連動型警報機能付感知器を用いた設置イメージ（連動型により受信機がないことがポイント）
連動型警報機能付感知器による特定小規模施設用自動火災報知設備の場合の例
（福祉施設の場合）
トイレ
浴室

キッチン
和室

リビングダイニング
： 連動型警報機能付感知器

洗面所

玄関

事務室

トイレ

(4)
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大阪市浪速区個室ビデオ店火災の概要
１ 発生日時等
発生時刻：平成２０年１０月１日
覚知時刻：平成２０年１０月１日

２時５０分頃
２時５９分

２ 発生場所
住
所：大阪府大阪市浪速区難波中３丁目３番地２３号
建物名称：桧ビル
建物名称
桧
用
途：複合用途ビル（（１６）項イ）
焼損程度：１階店舗（部分焼（焼損床面積３７㎡、焼損表面積５７㎡））
３ 建物概要
構造 耐火造 階数 地上７階
建築面積 ２６２㎡ 延面積 １，３１８㎡
消防同意 昭和４８年９月２５日
使用開始 昭和４９年５月１５日
消防用設備等 消火器、屋内消火栓、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯、連結送水管
４ 死傷者等
死 者 １６人（全て男性客）（３０日死者１名を含む）
負傷者 ９人（男性８人（客４人、従業員２人、周辺住民２人）、女性１人（周辺住民））
５ 施設の状況
６階、７階 居宅（オーナー住宅）
２～５階 事務室、空室（（１５）項）
１階
個室ビデオ（（２）項ニ）
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大阪市浪速区個室ビデオ店火災の概要
道路

道路
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大阪市浪速区個室ビデオ店火災に対する消防庁の対応
火災原因調査

通知、調査
○個室ビデオ店等について緊急調査を行うとともに防火対策の徹底
をするよう通知

消防法第３５条の３の２の規定に基づき
消防庁長官の火災原因調査を発動し、
消防庁職員７名現地派遣

（ 「個室ビデオ店等に係る緊急調査及び防火対策の徹底について」（平成２０年１
０月１日付け消防予第２５５号） ）

○個室ビデオ店等について夜間の応急体制の確保及び自動火災報
知設備の早期設置の促進等を指導するよう通知
（ 「個室ビデオ店等に係る防火対策の更なる徹底について」(平成２０年１０月７日
付け消防予第２５７号) ）

調査結果（公表 ： H20.11.25

・ H21.3.27 ・ H21.6.3 ・ H21.9.16）

スプリンクラー設備違反 → 8.1％ → 5.3％ → 3.8％ → 3.6％
自動火災報知設備違反 → 13.6％ → 10.4％ → 8.5％ → 7.4％
消防訓練違反
→ 40.5％ → 26.0％ → 22.3％ → 19.8％

大阪市消防局と協力して
火災原因調査を実施

全国の消防機関において類似火災発生防止のため
防火対策の更なる徹底と違反是正の推進

予防行政のあり方に関する検討会（座長：平野 敏右 千葉科学大学学長）において、防火安全対策を検討し、とりまとめ
11

全国の個室ビデオ店等に係る緊急調査・フォローアップの結果

個室ビデオ店等に関する主な消防法令違反の状況（全数）
スプリンクラー設備
義務施設数

自動火災報知設備

違反施設数

違反率

1000

910

909

908

義務施設数

40.0%

8000

30.0%

6000

7548

消防訓練

違反施設数

7570

40.0%

7422

906

違反率

義務施設数
9000

7303

違反施設数

8322

8310

違反率
60.0%

8243

8185

40.5%

800

40.0%

30.0%
6000

26.0%

600
20.0%

4000

10.4%
8 1%
8.1%

10 0%
10.0%

200

5.3%
74
48

0
（H20.10.31）

(H21.1.23)

3.8%

33

35

20.0%

（H21.4.17）

(H21.7.15)

7.4%

3000

2166

10 0%
10.0%

1028

0.0%

8.5%

2000

3.6%

19.8%

3368

13.6%

400

22.3%

20.0%

788

631

0.0%
(H21.1.23)

1621

0 0%
0.0%

544

0
（H20.10.31）

1837

（H21.4.17）

(H21.7.15)

0

-20.0%
（H20.10.31）

(H21.1.23)

（H21.4.17）

(H21.7.15)

●消防訓練をはじめ防火管理面に係る違反を中心として、違反率が高い状況。
●第3回のフォローアップの結果、違反は低減しているが、引き続き違反是正の推進が必要。
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6

予防行政のあり方について（中間報告）

大阪市浪速区個室ビデオ店火災を踏まえた防火安全対策（ポイント）
個室ビデオ店等における安全確保のため、消防法令上の基準の見直しなど、
早急に措置を講ずることが必要。

＜背景＞
平成19年1月の兵庫県宝塚市カラオケボックス火災を踏まえ、
個室ビデオ店等＊について、すべて自動火災報知設備の設置を
義務づけ、平成20年10月1日から施行。
→平成22年3月31日まで猶予期間が設けられているところ。

１ 火災の早期覚知・伝達手段の確保
(1) 自動火災報知設備の早期設置の促進
(2) 個室ビデオ店等に対応した自動火災報知設備の機能等の確保
①感知器の種別について 個室内においても煙感知器を設置
①感知器の種別について、個室内においても煙感知器を設置
②個室でのヘッドホン使用に伴い、火災警報の聞取りに支障を生じない
よう措置（ヘッドホンの音響停止、警報用のベル等の増設等）
③受信機は再鳴動機能付きのものを設置
(3) 火災の警戒体制の確保（従業者の巡回、防犯カメラの監視等）

＊個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ・漫画喫茶、テレフォンクラブ
等の遊興に供する個室型店舗（令別表第１(2)項ニ）

平成20年10月1日 大阪市浪速区個室ビデオ店火災
（死者15名、負傷者10名(うち1名が10月14日に死亡) ）
煙が内部で急激に滞留しやすく、通路も狭く複雑で行き止まり構造となって
おり、防火管理者や店舗従業者による応急活動が適切に行われなかった
こと等から、個室で仮眠等していた利用客が逃げ遅れたもの。

２ 通路での煙等による避難障害への対策の確保

→全国の個室ビデオ店等に関する緊急調査を実施した結果、消防訓練の
未実施など消防法令違反が多数見られる状況。

②個室の扉が自動的に閉鎖するよう措置（自動閉鎖装置の設置等）

①誘導灯又は蓄光式誘導標識を床又はその近辺に設置
→併せて、利用客に予め避難方法を周知（個室への避難経路図の掲出等）

３ 防火管理体制の確保に関する支援促進
個室ビデオ店等においては、次のような防火安全上の課題があり、速やか
に措置を講じていくことが必要。

平成20年度第2次補正予算等により、下記の支援事業を実施
①消防庁において消防訓練マニュアルを作成
②消防機関において訓練指導等を行うための人員を支援

①火災の早期覚知・伝達（自動火災報知設備の機能を一部強化）
②通路の避難障害（煙の中での避難方向の指示、扉の開放による避難障害の除去）

４ 消防機関における立入検査、違反是正等の充実強化

③防火管理体制（消防訓練の実施、夜間の応急体制等）

①個室ビデオ店等において、立入検査・違反是正を重点的に実施
②建築部局など関係行政機関との連携を推進
③消防機関において、立入検査等に必要な体制を積極的に確保

④消防機関における立入検査、違反是正等（防火上の不備を是正）
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小規模施設における防火安全対策（個室型店舗等）
消防法施行規則等の一部改正（平成２１年９月３０日公布）
個室ビデオ店等について、次のとおり消防用設備等の基準強化を行う。（平成21年12月1日施行（経過措置：平成22年11月30日まで））
①個室（その他これに類する施設を含む。以下同じ。）に煙感知器を設置する。
②当該部分が存する防火対象物に再鳴動機能を有する受信機を設置する。
③ヘッドホン等を用いたサービスを提供する個室について、当該サービスの提供中であっても、地区音響装置及び非常警報
設備の警報音が確実に聞き取れるように措置する。
④通路誘導灯又は蓄光式誘導標識を廊下及び通路の床面又はその直近の避難上有効な場所に設ける。
①煙感知器の設置
②確実に聞き取るための措置
（例；地区ベルの増設等）

防災センター

④床又はその付近に通路誘導灯
又は蓄光式誘導標識を設置

③再鳴動機能付きの受信機

※個室の外開きの戸に対する自動閉鎖の措置については、全国消防長会予防委員会において火災予防条例の
一部改正案がとりまとめられ、全国の消防本部に対して周知。

(7)

7

小規模施設における防火安全対策（個室ビデオ店等）
地方財政措置（平成２１年度）
予防査察体制の強化
近年の防火対象物の高層化、複雑化により１件当たりの
立入検査及び事務処理にかかる時間が増加していることか
ら、予防査察活動の強化のため必要な人員を拡充
（標準団体当たり１人増員）
立入検査・違反処理等に伴う旅費を拡充
立入検査
違反処理等に伴う旅費を拡充
（標準団体当たり1,740千円引き上げ）

個室型店舗等における消防訓練マニュアル（平成２１年６月）
個室ビデオ店等の運営実態等に応じた消防訓練の実施が必要
・深夜等の営業→利用者が特に火災に気付きにくい状況を想定
・少人数でアルバイトが主体の体制 → 優先度の高い対応を確実に実施させる
「個室型店舗等における消防訓練マニュアル」を作成・配布
各個室等にいる利用者に確実に避難を呼びかける行動を徹底
パンフレット・映像教材を併せて作成・配布

緊急雇用創出事業（H21～H23厚労省事業）

消防訓練フロー
感知器発報

緊急雇用創出事業（H20補正＋H21補正4,500億円）を活用
した防火安全対策の普及啓発事業

受信機により感知器の発報場所
を確認

出火場所の確認

防火安全対策の周知徹底のため、消防用設備等の設置
維持、防火管理、住宅防火対策等の知識を有する防火安
全対策普及員を養成し、訪問指導や普及啓発活動、違反
是正支援等を実施
（H21.4現在 55団体で実施中）

目標時間
９０秒

現場の確認

現場で火災発生の有無を確認
携帯電話等で１１９番通報

消防機関への通報

全ての利用客に火災を知らせる

平成２０年度２次補正予算 ２．５億円

他の従業員に火災を知らせる

避難誘導

個室型店舗等の緊急的な防火安全対策等支援事業
扉の閉鎖の確認

大都市を中心に個室型店舗等の防火対象物関係者に対
する自主防火の取り組みの支援事業を追加で実施

逃げ遅れの確認

初期消火

消防隊への情報提供

※ 消防機関における立入検査、違反是正等の充実強化のため、立入検査標準マニュアル・違反是正標準マニュアルの改正（平成21年9月11日）

群馬県渋川市老人ホーム火災の概要
１ 発生日時等
発生時刻：平成２１年 ３月１９日 ２２時４５分ごろ
鎮圧時刻：平成２１年 ３月２０日 ０時３３分

覚知時刻：平成２１年 ３月１９日 ２２時５５分
鎮火時刻：平成２１年 ３月２０日 １時１４分

２ 発生場所
住
所：群馬県渋川市北橘町八崎２３３５－９
建物名称：静養ホーム たまゆら
用
途：福祉施設等（改正前の令別表第１（６）項ロ） ※老人福祉法上の届出なし。

崖

別館１

隣接建物

撮影
別館２
本館

３ 建物概要（本館
建物概要（本館・別館１・別館2）
別館１ 別館2）
構造：木造（３棟すべて） 階数：平家建て（３棟すべて）
延面積 本館：１０４．２１㎡ 別館１：１９２.０㎡ 別館２：９９．９０㎡
消防用設備等 消火器、誘導灯（本館のみ）
焼損程度：全焼（本館・別館１）、半焼（別館２）、部分焼（隣接建物３棟）

道路

４ 死傷者等
入
所
者

本館

収容人員（定員）

火災時の在館者

７名

５名

死傷者

別館１

７名

７名

死者７名

別館２

５名

４名

死者３名、負傷者１名

従業員

８名

１名（本館）

合計

２７名

１７名

死者１０名、負傷者１名

５ 火災時の状況
○本館の入所者の声で、宿直者が火災に気がつき、本館の入所者を近隣協力者とともに避難誘導。
※初期消火及び通報は未実施。また、別館１・別館２では、避難誘導も未実施。

○本館の避難誘導完了後、消防隊が到着し別館２の入所者を救助。
６ 消防庁の対応
○消防法第３５条の３の２の規定に基づき消防庁長官の火災原因調査を発動し、消防庁職員５名を現地派遣。
○消防庁予防課長から「社会福祉施設等に係る防火対策の徹底及び緊急調査の実施について」（平成２１年３月２３日付け消防予第１２１
号）を全国の消防機関へ通知し、防火対策の徹底と緊急調査について依頼。

(8)
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8

群馬県渋川市老人ホーム火災の概要
出火箇所と思われる場所

崖

居
室
⑪

倉庫

居室⑫
居
室
⑧

居室
⑦

居
室
⑩

居
室
⑨

トイ
レ

トイ
レ

浴
室

浴
室

別館１

居
室
⑥

居室⑬
居室⑭
居室
①

居室
②

居室
⑮
居室⑯

別館２

本館

居
室
③

居
室
④

宿
直
室

居室
⑤
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群馬県渋川市老人ホーム火災に対する消防庁の対応
火災原因調査
消防法第３５条の３の２の規定に基づき
消防庁長官の火災原因調査を発動し、
消防庁職員５名現地派遣。

通知、調査
○有料老人ホーム等の社会福祉施設について緊急
調査を行うとともに防火対策の徹底をするよう通知。
（「社会福祉施設等に係る防火対策の徹底及び緊急調査の実施につ
いて」（平成２１年３月２３日付け消防予第１２１号））

未届有料老人ホームに対する調査結果
(H21.4.30現在)

調査全数
４４６施設
何らかの消防法令違反のあるもの ８５．７％

(H21.10.31現在）

→
→

４０２施設
６８．７％

※今後も、引き続きフォローアップを実施

渋川市消防本部と協力して
火災原因調査を実施

全国の消防機関において類似火災発生防止のため
防火対策の更なる徹底と違反是正の推進

小規模施設に対応した防火対策のあり方に関する検討会（座長：室崎 益輝関西学院大学教授）において、防火対策を検討中。
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群馬県渋川市老人ホーム火災を踏まえた防火安全対策
＜火災の概要＞
深夜、敷地内北側に位置する別館１の西側付近
から出火し、火災が急激に拡大する中、在館者が
火災に気づくのが遅れ※１、従業者が配置されてい
なかった建屋※２では避難誘導等も行われず、取り
残された高齢者等が犠牲となったもの。

群馬県渋川市老人ホーム火災
平成２１年３月１９日深夜発生
死者：１０人
負傷者：１人
２棟全焼、１棟半焼

※１ 火災
火災の時点で自動火災報知設備の設置対象外
時点 自動火災報知設備 設置対象外
※２ 高齢者等が３つの建屋に入居していたが、火元を含め死傷
者を生じた２つの建屋には従業者の配置なし。

火災被害の主な要因

再発防止の基本的な考え方

○ 夜間の応急対策の不備

① 早期に火災の発生を覚知できるように
すること。

（避難誘導等に必要な人員、火災の早期覚知のための措
置が確保されていない等）

○ 避難経路となる出口や通路の極めて
避難経路となる出 や通路 極め
不適切な管理

② 自力避難困難な入所者の避難支援策
自力避難困難な 所者 避難支援策
を講じること。

○ 耐火性能に乏しい建築物の構造・材料

③ 火災拡大を遅らせる構造等の対策を講
じること。

（ベニヤ板等による増改築等）

→加えて、火災が拡大しやすい気象条件
（風が強い、空気が乾燥していた等）

④ 安全管理を徹底すること。

○ 喫煙など日頃の火気管理の不徹底

（火気管理、避難経路上の物件除去等）
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小規模施設における防火安全対策（社会福祉施設等）
「防火安全教育・指導のための住宅用火災警報器の配備」
事業概要
自力避難困難な者が寝泊まりするなど火災危険性の高い社会福祉施設、簡易宿泊所等（自動火災報知設備の設置が
義務づけられていないもの）の全てにおいて、火災を早期に覚知し、通報・初期消火・避難誘導等を適切に行うことがで
きるよう、全額国費により住宅用火災警報器を各地方公共団体に配備し、全施設に設置する。
【平成21年度補正予算額：３５億円（一部執行停止後）】

＜想定スキーム＞

＜イメージ図＞
～社会福祉施設等に無線連動型の住警器を設置する場合の例～

国（消防庁）
②必要個数
の把握
部屋

①対象施設
の調査

業者

④防火安全教育・指導
ﾏﾆｭｱﾙの作成・配布
④住警器の
配備（譲与）

地方公共団体
（消防本部等）

部屋
共用室

③住警器の
一括調達

④住警器の送付

地方公共団体
（福祉部局等）

連携

⑤防火安全教育・指導の実施
（住警器の譲与等）

管理室
住警器を連動させること
で、火災が発生していない
場所でも、火災を早期に感
知することが可能。

小規模な
社会福祉施設等

実線
点線

：住警器の流れ
：手続き等の流れ

〔約４４，０００施設〕

小規模な福祉施設等における避難訓練等指導マニュアル
全国消防長会予防委員会で小規模な福祉施設における避難訓練等指導マニュアルをまとめ平成21年10月27日付けで全国の消防本部に周知

(10)
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その他の最近の火災事例とその対応
大阪市此花区パチンコ店火災の概要
１ 発生日時等
発生時刻：平成２１年 ７月５日
覚知時刻：平成２１年 ７月５日
鎮圧時刻：平成２１年 ７月５日
鎮火時刻：平成２１年 ７月５日

１６時１４分ごろ
１６時１６分
１６時３４分
２０時２２分

２ 発生場所
住
所：大阪市此花区四貫島１－５－６
建物名称：児島建設ビル（１階パチンコ店 パチンコｃｒｏｓｓ－ニコニコ）
用
途：複合用途（（１６）項イ）（１階部分：（２）項ロ）
３ 建物概要
構造：耐火構造
階数：地上６階
建築面積：４４３㎡ 延面積：２，３８４㎡
焼損程度：建物焼損床面積４００㎡（１階部分のみ）、建物焼損表面積１５㎡（外壁）
４ 死傷者等
死 者：４人（男性１人、女性３人）
者：４人（男性１人 女性３人）
負傷者：１９人（男性１５人、女性４人）
重症 ５人（男性４人、女性１人）、中等症３人（男性２人、女性１人）、軽症１１人（男性９人、女性２人）
５ 火災時の状況
店舗南東部の出入口付近において、ガソリンを用いた放火により、短時間の内に燃え広がった模様。
６ 消防庁の対応
○消防庁職員２名を現地派遣。
○消防庁予防課長から「パチンコ店における火災の発生を踏まえた緊急点検について」（平成２１年７月６日付け消防
予第２９６号）を全国の消防機関へ通知し、防火安全対策（放火対策）の点検を指導するよう通知。
○
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静岡県浜松市マージャン店火災の概要
１ 発生日時等
発生時刻：平成２１年１１月１７日
覚知時刻：平成２１年１１月１７日
鎮圧時刻：平成２１年１１月１７日
鎮火時刻：平成２１年１１月１７日

調査中
３時３３分
４時１６分
４時５９分

２ 発生場所
住 所：静岡県浜松市中区高丘東３丁目８
所：静岡県浜松市中区高丘東３丁目８－６８
６８
建物名称：リーチ麻雀 金ちゃん
用 途：マージャン店（消防法施行令別表第一（２）項ロ）
３ 建物概要
構
造：鉄骨造
建築面積：１１７．５３㎡
焼損程度：全焼

階 数：地上２階
延面積：２１１．０５㎡

４ 死傷者等
死 者：４人（男性：客）
負傷者：３人（①中等症（男性）：従業員、②中等症（男性）：客、③軽症（男性）：従業員）
５ 火災原因等
調査中
６ 最新立入検査
平成１５年１１月６日
→指摘事項：消火器・誘導灯一部未設置、防火管理者未選任
７ 消防庁の対応
○各都道府県あて「マージャン店における火災を踏まえた防火安全対策の徹底について」（平成２１年１１月１７日
付け消防予第４９７号）により、類似の危険性を有する防火対象物に対する防火安全指導の徹底について通知。

(11)
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東京都杉並区雑居ビル火災の概要
１ 発生日時等
発生時刻：平成２１年１１月２２日 （調査中）
覚知時刻：平成２１年１１月２２日 ９時１３分
鎮圧時刻：平成２１年１１月２２日 １０時２８分
鎮火時刻：平成２１年１１月２２日 １１時２３分
２ 発生場所
住 所：東京都杉並区高円寺南４丁目２５－４ 第８東京ビル
用 途：特定複合用途（消防法施行令別表第一（１６）項イ）
３ 建物概要
構
造：耐火造 階 数：地上５階 地下２階
階別用途：５階 飲食店、４階 マージャン店、３階 キャバクラ、２階 飲食店、１階 飲食店、地下１･２階 ライブハウス
建築面積：１７８㎡ 延面積 ：１，０３０㎡
使用検査：昭和４２年１２月２０日
焼損程度：部分焼（焼損床面積２階１３０㎡、焼損表面積４０㎡）、他１棟部分焼（焼損表面積アーケード５㎡）
４ 死傷者等
死者 ： ４人（男性６０代１人・男性４０代１人・男性３０代２人）
負傷者 ：１２人（重 篤：男性１人、中等症：男性２人・女性１人、軽 症：男性７人・女性１人）
５ 火災原因等
調査中
６ 消防用設備等の設置状況
消火器、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具
７ 防火管理の状況（２階飲食店部分）
防火管理者：Ｈ１４．５．２２選任、消防計画：Ｈ１４．５．２８届出、消防訓練：Ｈ２１．７．２日実施
８ 最新の立入検査状況
平成２０年１２月１２日 階段等共用部分の立入検査：違反指摘なし
９ 消防庁の対応
○各都道府県あて「雑居ビル内の飲食店における火災を踏まえた防火安全対策の徹底について」（平成２１年１１月２２日付け消防予
第５０５号）を通知

大規模防火対象物の防火安全対策のあり方に関する検討
※「予防行政の在り方に関する検討会（座長：平野 敏右千葉科学大学学長）」、「大規模防火対象物の防火安全対策のあり方に関する検討部会（座長：関沢愛東京大
学大学院教授）」等において検討

〈背景〉近年の防火対象物における火災予防上の状況変化等
・大規模･高層化などの高度利用の進展
・建築構造や設備の多様化
・管理形態、契約･就業形態の変化

大規模・高層化等が急激に進む防火対象物に
おける防火安全対策のあり方について検討が必要

大規模化・複雑化 した防火対象物
避難の困難性
多様な事業所

自衛消防組織

多様な事業所が街のよう
に集まる～
管理の困難性

情報集約・伝達
の困難性
防災センター

防災センター

消防活動

アクセスの困難性

多様な設備等の連動制御の困難性

【 基本的視点 】
①大規模であるために、現状の防火安全対策に課題があるのではないか。
例） 一体的な警報・避難の適用など
②構造・用途等が複雑になっているため、現状の防火安全対策に課題があるのではないか。
例） 一体的な管理体制・自衛消防組織体制、複数の建物の接続等

(12)

消防用設備等
（総合操作盤）

今年度は、アンケート調査等により
課題等を摘出・整理等を実施
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火災実験データベースの構築と火災シミュレーションの開発改良
消防研究センター

1.

山田常圭

はじめに
昨今の都市域においては、広大な地下街路と高層ビルが一体化した大規模都市開発や長大で複

雑な地下トンネルの建設、また設備・情報幹線の地中埋設化など、新態様の大規模複合建造物が
急増してきている。こうした空間での火災では、①消火・救出に長時間を要し、②消火・救助活
動を行う消防隊員が危険にさらされることが懸念されている。
もちろん、こうした施設においては過去の経験をもとに防火対策は講じられているが、最近の
火災の中には韓国テグ市の地下鉄放火災（2003 年）のように、③従来の対策では想定されてい
ない火災、により多くの市民が避難を要し消防隊の活動が困難を極めた事例も散見される。過去
の知識や経験だけでは、円滑な避難と救助、火災の早期鎮圧による被害軽減及び消防隊の安全活
動の確保を円滑かつ効果的に実施することが困難になってきていることが今日の都市空間が直面
している防火安全上の大きな特徴であろう。
従来とは比較にならない規模、多様な様態の空間で発生しうる火災とは、どのようなものか？
先ず、それを知ることが予防・警防の両面からの被害軽減のためには不可欠である。しかしなが
ら、想定も規模も多様であり、従来の火災研究のように実大規模実験で検証していくことには限
りがあり、新たな検討手法が必要とされている。その限られた手法の一つとして掲げたのが標題
の「火災実験データベースと火災シミュレーション」である。ここでは、現在、消防研究セン
ターで進めている研究概要と都市型空間での火災による被害軽減のための今後の適用について紹
介したい。

2.

火災実験データベースと火災シミュレーションとの関係
火災現象を物理・化学面から科学的に分析しモデル化を行い数値的に予測する、いわゆる火災

シミュレーションが開発されて既に 30 年近く経つ。基本的には、多層多室の空間相互の熱と物
質の移動を、エネルギー・質量保存式、状態方程式等をもとに数値的に計算するもので、各室に
おける温度・煙や有毒ガスの時々刻々の変化を出力として示す内容となっている。
シミュレーションの方法としては、後述するように防火設計用工学ツールとして開発された二
層ゾーンモデルと呼ばれる単純なモデルから、乱流構造まできちんと計算する数値流体モデル
（以後 CFD と記す。Computer Fluid Dynamics の略）の大きく二つに分かれる。いずれのモ
デルもコンピュータのダウンサイジング化に伴い、計算時間の短縮、予測精度の向上さらには適
用範囲も広がってきている。しかしながら、内容が専門的で、使い勝手の整備の立ち遅れ等の理
由から、その使用は、防火設計や研究に携わる一部の技術者や研究者に限られている。火災時に
真っ先に火災に立ち向かわなければならない消防隊員の教育・訓練等の防火安全ツールとしては、
殆ど用いられていないのが現状である。
この火災シミュレーションの利点は、大規模・複雑化と都市空間の規模・様態が異なっても、
モデル自体の大きな変更は不要で、実験ができないような新たな空間での防火安全上の検討に適
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用できる点にある。では、既に開発されている火災シミュレーションで、直ちに従来想定してい
ないような火災が予測できるのかというと、必ずしもそうでない。現在開発されている火災シ
ミュレーションは、建物内に広がる熱気流（煙）の挙動を把握することには長けているが、燃焼
性状を予測できる段階には至っていない。そのため適切に火災性状を予測するには、予め想定さ
れる可燃物や素材を燃焼させて火災性状をデータとして取得し、それをシミュレーションへ受け
渡す必要があるのである。ここでいう火災実験データベースとは、そのための基礎となるもので
ある。
火災実験データの収集・整備においては、素材の燃焼一つをとってみても、周囲の雰囲気中の
酸素濃度や温度環境によって、燃え方（発熱速度、燃焼生成物等）が非常に異なるという点に留
意する必要がある。例えば地下空間や高層ビルのように密閉性の高い空間で急速な燃焼が起きた
場合、火災の有毒ガスの発生は、従来の一般的な火災とはかなり異なると予想される。火災シ
ミュレーションでは、こうした燃焼環境に合った燃焼データが必要となるが、入力できるデータ
整備が充分されていないのが実状である。またシミュレーション結果の妥当性の検証も、並行し
て必要であり、そのための火災実験は今後とも継続して行っていき、データベースとして整備し
ていくことが必要である。図 1 には、本研究におけるシミュレーションとデータベースの相互関
係を模式図として示す。
もっとも、燃焼データが整備されるまで、予測できないということでは、現実としては困るの
で、実火災の解明においては、出火近傍に係わる部分を取り出した部分的な実大規模の火災実験
を行い、燃焼速度、ガス毒性データ等を取得し、この実験データを元に煙の伝播状況を予測する
ことを行っている。こうした適用事例は、本講演の「実大規模模型を用いた火災実験とシミュ
レーション技術の活用」で説明する。

必要項目
火災実験

活用用途
実験データを入力

•可燃物の燃え方・燃え拡がり方

- 消防活動

•燃焼時に生成する熱・有毒ガス量

•困難が予測される複雑な空間での
効率且つ安全な活動
•新たな消防設備の性能評価
（消防法性能規定評価への利用）

材料ベース及び実可燃物の燃焼
実験を実施
- 数値（温度、熱、ガス発生量）
- 映像（写真・ビデオ）
必要な実験を実施

素材燃焼実験（H18年～)

火災予測シミュレーション

-火災調査
•数々のシナリオをコンピュータにて効
率的に再現
再現実験の規模、環境対策、時間・
費用によって有効なツール

実大燃焼実験（H20年～）

活用実績（Outcome）

•大阪ビデオ店火災実験+シミュレーション
•消防設備安全センター加圧排煙システム評価

図 1 火災実験データベースと火災シミュレーションとの関係

3.

火災実験データベースの構築
前述のように火災シミュレーションのために、様々な燃焼の基礎的データは欠くことができな
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いが、火災実験データベース自体は、①入力データ、②シミュレーションへ組み込む燃焼モデル
構築、③シミュレーションの妥当性の検討、と様々な目的に供される。その違いによって、実験
や試験方法、また取得するデータの項目も、表 1 に示すように異なってくる。
表 1 火災シミュレーションに必要な火災実験データ例
目的
①入力データ

②燃焼モデル構築

データ項目

データ形態

燃焼速度（発熱速度、重量

時系列データ

測定方法
ルームカロリメータ、

減少速度）、火源面積、

ファーニチャーカロリ

燃焼生成物（ガス・煙）

メータ

着火時間、

時系列データ

各種定型の試験装置

発熱量（総量あるいは単位

雰囲気環境（放射

（ルームカロリメー

面積あたり）
、

熱・温度、酸素濃

タ、コーンカロリメー

発熱速度、

度）別データ

タ、その他各種燃焼試
験装置）

重量減少速度、
燃焼生成物量
③妥当性検証

温度、放射熱、煙層形成状

空間各所における時

模型実験、実大火災実

況、燃焼生成物（ガス・煙

系列データ

験等

濃度）
、延焼状況等

このうち、入力データとして使用する場合には、着火から時々刻々変化する火災の燃焼速度、
燃焼生成物（有毒ガス）発生量が必要となる。消防研究センターで、どのようなデータをいかに
取得しているのかについては、本講演の「火災時の熱及び酸素環境における高分子材料の燃焼性
及び有毒ガスの危険性」にて説明するので省略するが、以下、得られたデータを有効に活用して
いくための共有化を可能とするデータベースの構築について紹介する。
3.1 火災実験データの共有化の重要性
IT 技術の進展に伴い、実験等で得られた様々な媒体の燃焼データをデータベース（以後 DB
と略す）化し web 上に公開することによって、多くの研究者の知的財産を共有化でき、有効に
活用できるようになってきた。火災実験のデータの電子的な利用法について 1990 年代に米国商
務省標準技術研究所（NIST）建築火災研究所（BFRL）で検討され、コーンカロリメータのよ
うな定型のデータを中心に、FDMS（Fire Data Management System）1),2) と呼ばれるデータ
の相互交換を主目的とした DB のあり方が研究され、web 上でも公開されている 3)。
我国では、日本建築学会防火委員会（火災安全設計小委員会）において、原田ら 4),5) によって、
耐火設計に利用できる局所火災データベースが作成された。この DB では、27 種類の燃焼物分
類カテゴリー別（例えばテレビ、コンピュータといった身近な家電製品から、大きなものとして
車両・列車も含まれる）に、既往の文献から燃焼速度等を EXCEL 形式で整理され、CD として
配布されている。
しかしながら、現在のところ大学、研究機関あるいは試験機関毎で実施された大半の火災実験
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や試験結果は、独自の方法でデータ管理されている。これらのデータは、一部が報告書や論文で
公開されることはあるが、FDMS のような共有可能な媒体で相互に利用しようとする統一化に
向けた動きは非常に限られている。
消防研究センターでは、（独）消防研究所であった平成 13 年度のプロジェクト研究の一環とし
て、過去に蓄積された研究成果を有効に利用するための技術的展開について検討を始め、それに
関連して試験的に所内で実施した実験の一部を web 上で DB として公開を前提にシステム構築
を図り、公開を行ってきた。その原型の概要を紹介

6)

するとともに、試験運用を行ってきた。

その後、ハード・ソフトの進歩に伴うシステム機器の改良や定型の試験データ以外の各種実大実
験や映像情報も併せて処理できるようなシステム変更を行ってきた。それらの概要について以下
に紹介する。

3.2

DB の種類

3.2.1 定型燃焼試験による燃焼 DB
コーンカロリメータやルームカロリメータといった定型の燃焼試験のデータは、試験法が ISO
で定められている世界的にも共有可能な基本データである。既に表 2 の DB を web 上に構築し
ており、これ以外にもゴミ袋、新聞紙等の身近な可燃物の内容についても順次データを追加して
いる。
表 2 定型燃焼試験による燃焼 DB 事例 7)-9)

Category１

DB 分 類 (key フィールドは Category3)
Category2
Category3
Category4

DATA （※注）
計 測 映 像

（実験タイトル）

（サブタイトル）

（実験 ID）

（実験条件）

データ

情報

プラスチック
パレット燃焼実
*７)
験

パレット種類の記述

[データ約 20 件]

助燃剤種類

HRR

*.jpg

例えば

例えば

・19990908B
・19990817A

外部火源直径 5cm
固形燃料

CO,

*.mpg

Cs

*.wmv

etc.

ｅｔｃ

同上

同上

同上

無し

例えば

・未処理 PP.）
・パレット 752（水マグ）
etc.

実 大カ ーテ ン
燃焼実験*６)

カーテン種類記載

[約 50 件]

助燃剤種類

例えば、

例えば

例えば

・19990217B
・19990223B
etc

50kW gas burner
10kW gas burner
etc

[約 70 件]

加熱条件

[約 70 件]

・20kW/m2
～50kW/m2

・レーヨン（防炎）
・綿（貫八別珍、防炎）
etc.
コーンカロリー

*5～

メータ試験
７)

・パレット用プラスチック
（上記実験に対応）

・カーテン素材
（上記実験に対応）

注１） HRR: 燃焼速度データ、CO:一酸化炭素発生量、Cs:煙発生量
注２） *.jpg :静止画像、*.mpg:圧縮形式動画、*.wmv:ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ形式動画

3.2.2 各種火災実験の火災性状 DB
火災性状は、燃焼物だけではなく火災環境、空間にも大きく依存しているため、ただ単に物が
どう燃えるかだけではなく、周囲環境がどうなっているかも併せて把握することが非常に重要で
ある。実大火災実験においても、実際、火源だけでなく、温度・風速分布等、空間における情報
抜きには整理できないデータが大半である。こうした DB を作成するには、空間形状等、外部境
界条件との関連付けが不可欠である。また、火災シミュレーションの妥当性の検討や、研究者が
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別の視点から研究のために解析を行うためには、こうした空間と関連づけられた DB が必要とな
る。消防研究センターでは、空間と対応したデータベースについても取り扱えるようデータベー
スシステムの開発を行っている。
3.2.3 その他、映像・音等各種媒体の DB
火災実験や試験を行う場合には殆どといって良いほど写真や動画等の映像が記録される。紙
ベースで提供される報告書では一部の写真を除いて活用されてこなかったが、最近では、デジタ
ル技術の向上で各種媒体の情報も WEB 等により提供が可能となった。消防研究センターでは、
これらの情報についても DB として活用できることを前提としたシステム構築を行っている。こ
うした映像情報は、研究のみならず一般の人々にとっても、火災現象の理解を助ける上で有用で
あろう。
3.3 火災実験 DB の web 上での構築概要
消防研究センターでは、火災実験 DB を web 上で公開し、より多くの人とのデータを共有化
を図っていきたいと考えている。前述のように単体可燃物の燃焼 DB は既に web 上に公開して
おり、火災実験 DB や映像 DB についても今後充実を図る予定である。以下消防研究センターで
のハード及びソフトウェアのシステム構成を紹介する。
3.3.1 ハードウェア構成（図 2）
DB システムのハード構成は、図 2 に示すように 1 台のマウント型サーバからなる。プロトタ
イプ

6)

では、web サーバとデータベースサーバを独立した 2 台から構成されていたが、ハー

ド・ソフトの技術的向上により一台に集約した。データの拡張性とセキュリティに対応した外部
ストレージ、バックアップ用の NAS の拡張が主要な変更点である。

外観図
図 2 火災 DB のハードウェアシステム構成概要
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3.3.2 ソフトウェア構成
本 DB システムは、web サーバと DB サーバの二つから構成される。プロトタイプでは web
サーバには windows2000、DB サーバには Linux と異なった OS を使用していたが、現在共用
しているシステムでは一台の共用サーバマシンに、windows2003 の OS で両者を兼用させたシ
ステムとなっている。各構成内容は以下のとおりである。
(1)

Web サーバ：Windows server2003 の IIS（Internet Information Service）6.0 を用いて

web サーバを構築した。サーバには、各種 web ページをファイル（*.html,*.asp）の他、背景、
ポインター等の画像ファイルも個々におかれている。
(2)

DB サーバ：プロトタイプ DB システムでは、フリーウェアである Linux ベースの

PostgreSQL を用いたが、ハードウェアの変更時伴い Microsoft SQL Server を使用している。
管理用には、Enterprise Manager を使用。この DB サーバでは、各種カテゴリー（field）に
関するテーブルを管理し、web で指定する key field とデータファイルを関連づける機能を有
している。
(3)

その他：管理運用の向上のため、遠隔地からサーバをメンテナンスするためのリモートコ

ントロールソフト（NetOp Remote Control V7.6）、また、入出力を容易にするための管理
ツールを新たに開発した。これらの汎用コンポーネントとして、BASP21（フリーウェア）を
利用している。
3.3.3

Web 上での火災データの表示例

DB システム上に構築されている火災データの表示画面の基本機能を図 3、図 4 に示す。主要
な内容は以下の通りである。
(1)

データ選定の画面（図 3）

図 3 実験データ選択画面例
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Web の DB 最初の画面では、定型燃焼試験データか各種火災実験の区別を選べ、その後デー
タのく category1（実験カテゴリー）で内容を選定する。次に選定タイトル中、category2, 3 の
実験番号等を指定すると、その実験内容のデータが表示される。Category1 が同一であれば収納
されるデータ構造はほぼ同一で、共通した web 画面で表示がされる。
(2)

定型データ表示（図 4）

①
②

⑫

③
⑥
④
⑦
⑧

⑤

⑨

⑩

⑪

【画面の説明】
① … 実験タイトル：（DB 分類 Category1） 変数扱い（DB のフィールド値）を受け渡して出力。
② … サブタイトル：（DB 分類 Category2）
③ … 実験 ID：（DB 分類 Category3） Key フィールド
④ … スライドバー：マウスでドラッグし、範囲は横方向にグラフ領域境界まで動かすことができる。
（⑦と⑪と連動。
）
⑤ … プロットデータ：実験データの値。CSV ファイルを読み込みその値をプロットしている。
）
⑥ … 凡例表示：グラフを複数データ同時表示させたときの表示。
⑦ … 静止画エリア：mpeg ファイルよりキャプチャした jpeg ファイルを表示。DB に登録された静止画の属性（経過秒
数）をキーにしてスライドバーと連動。キャプチャピッチが細かいほど動画に近くなる。
画像をプレロードするためクライアントの通信回線速度によって快適さは変わる。
⑧ … アニメボタン：上記⑦のエリアに DB 登録されている静止画を順番に表示していく。
⑨ … 動画リンク：動画が準備されているときはここにファイルのリンクが表示される。
ダウンロード用の mpeg ファイルとストリーミング用の wmv ファイルを表示。
⑩ … ピーク値表示エリア：表示されているデータの最大値のデータとそのときの秒数を表示。（CSV ファイルを読み込ん
だときに自動計算する）
⑪ … データ表示エリア：上記⑤のスライドバーに連動して、そのときのデータを表示。
⑫ … Microsoft ロゴ：Windows Media Player をダウンロードできるサイトへのリンクボタン。

図 4 実験データ表示画面例
Web 上の画面形式は、実験タイトル毎多少異なるが、ルームカロリメータでの燃焼性状 DB
では、以下の項目が画像に表示される。
・時間変化グラフ：ファイルは CSV の時系列測定データ（発熱速度、発煙量(Cs、CO2）等）か
らなる。表中、測定期間にあわせて自動的に時間軸が設定される。表は単なる図面ではなく、
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グラフ内のプロット⑥の 1 点 1 点が時間、測定データと関連づけされたデータであるため、グ
ラフ中のスライドバー⑤を移動するとその時点での時の値が右下⑫に表示される。またピーク
値は下段⑪に予め表示されている。
・映像情報：Web 上で DB を取り扱う大きなメリットは、直感的に燃焼状況が理解できる映像
情報を表示できる点である。本システムでは映像情報の一つの静止画（*.jpg）を一定時間イ
ンターバル毎用意し、前述の表中スライドバーに対応した映像を表示できるようにした。また
動画ファイルを呼び出し、燃焼状況を映像情報として再生できる機能も備えた。しかしながら、
実験の映像情報ファイル圧縮型（.mpg）でも約 200MB 以上となり、高速ネットワーク通信で
ないと再生迄に非常に使い勝手が悪い。そのため、Windows OS 使用者を対象に、同時再生型
のストリーミングファイル（.wmv）を選択できる機能を備えた。
3.3.4

DB 入力システム

DB は、新たなデータの追加や過去のデータの修正等、日常のメンテナンスが重要である。し
かしながら、実験データの登録にあたっての前処理作業や登録業務が容易でないと更新が滞って
しまう。実験データについては、実験を実施した当事者でないとなかなか内容も判りにくく、登
録できないのが実態である。新規データ登録が容易なように、新たな入力システムも DB システ
ムの開発と併せて開発した。入力システムのトップメニュー画面を図 5 に、また各種実験の際の
登録手順事例を表 3 に示す。

図 5 DB 入力システムのトップメニュー
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表 3 データベース入力システムの登録手順（例）
主要登録項目

1. メイン実験登録

設定項目
－タイトル追加・基本プロパティ設定
－その他実験条件等設定
－メニューリスト表示画像設定
－報告書 PDF の登録

2. サブ実験登録

－タイトル追加・基本プロパティ設定
－計測プロパティ設定
－火源プロパティ設定

3. 計測データ登録（オプション）

－ベースマップ登録
－オブジェクト配置
－計測データ（CSV）ファイル登録
－グラフプロパティの設定
－グラフ凡例の設定

4. 映像データ登録（オプション）

－ライブラリデータ（追加・修正・削除）

5. 公開フラグ設定

－メインタイトルを公開

3.4 今後の火災実験 DB 改良にむけての課題
消防研究センターで構築、運用中の火災実験 DB の概要を紹介した。ハードウェア・ソフト
ウェアの進展は日進月歩で、本システムも昨今のシステムからすれば見劣りするかもしれないが、
研究者や技術者、また一般の人々との間で火災に関する各種データの共有化を図るという当初の
目的は達成されつつあると考えている。今後は、より多くの人が利用できるように、データの充
実を図るとともに、情報公開を進めていきたいと考えている。
なお、現在のデータベースの構造は、消防研究センター独自のものであり、web 上で多くの研
究機関と容易にデータの共有が図ることはできない。当面は現システムで運用し、使用する方々
からの意見をメール等集約し、改良を図っていければと考えている。また、将来、FDMS1),2) の
ような共有ルールに基づいた形式で出力できるプログラムとのリンクが web 上で必要であり、
そのために国内外の研究者との輪を広げ、徐々に統一化に近づければ、と考えている。

4.

火災シミュレーションの開発改良

4.1 シミュレーションモデル（ゾーンモデル）
建築の防火設計に用いられる火災モデルとしては、ゾーンモデルと CFD モデルの二種類が知
られている。質量・エネルギー収支、状態方程式等を用いて火災時の熱および質量の移動を通じ
て、建物内外での熱気流の様相を予測するという点では、両者は同類といってもよい。両者の大
きな違いは、ゾーンモデルでは予め室内火災に特有な熱気流層と新鮮空気層の複数ゾーンに分割
し火災性状を巨視的に捉えている（図 6）のに対して、CFD では Navier-Stokes の基礎方程式
に乱流モデルを適用し対象空間をセルと呼ばれる小さな空間に分割して精細な流れの場を予測し
ようとする点にある。
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図 6 二層ゾーンモデルのコンセプト模式図
－建物区画の煙流動性状を二層とみなして、気体の
質量や熱的なバランスから記述した実用的モデル。

ゾーンモデルは、もともと多室の換気網の計算法をもとに若松が開発した煙流動計算法に田中
が二層ゾーンを組み込んだ日の丸ソフトである。このモデルは、その後、米国の商務省標準局技
術研究所／建築火災研究所（NIST/BFRL）にもたらされ，CFAST や FASTLite のコード

10)

と

して改良され米国内で使用された。また国内では総プロを経て防煙設計の公的なコードとして用
いられ BRI211) 等として我国のデファクトスタンダードとして普及している。
国内では、ゾーンモデルが防火設計ツールとして一般的であるのに対し、国外では CFD が主
流となりつつある。特に CFD の中でも FDS（Fire Dynamics Simulator）と呼ばれるシミュ
レーションコードは、コンピュータのダウンサイジングと 2000 年以降に Technical reference12)
が公表され，web13) によるダウンロードも開始されたことによって、世界的に急速に流布してい
る手法である。計算結果を PC 上で容易にグラフィック化できる SmokeView と呼ばれるポスト
プロセッシングを充実させ起用しやすいような改良が図られている。もっとも、使いやすくなっ
たといっても、一般の人が使用するには、数値流体につきものの専門性や計算時間を要する点で、
ゾーンモデルに比べてハードルは高い。
こうした火災シミュレーションの使用者は、両モデル共、防火分野の研究者、技術者やコンサ
ルタンツ等、一部の専門家に限られており、消防吏員や多くの防災関係者のための平易なツール
として定着するにはほど遠い。普及を妨げているのは、計算モデルの複雑さではなく、入出力に
おける画面操作性（GUI：Graphical User Interface）の不備にあるのではないかと考えている。
特に空間のつながりの設定と火源の入力は、使用上の大きなネックとなっている。
今後多種多様な空間で、どのような火災が起きるのか様々なシミュレーションを手がける上で
は、簡便に計算ができる GUI の開発が不可欠である。こうした観点から消防研究センターでは、
既往の二層ゾーンモデルをベースに、一般の消防職員が容易に使用できるシミュレーションを念
頭に開発を進めている。以下、開発状況を紹介する。なお、CFD についても、消防研究セン
ターでは FDS の使用環境の整備を進め、長崎県のグループホーム火災や、宝塚のカラオケ点火
災等最近発生した火災事例の解析にいち早く応じられる体制を組んできた。現在の適用状況につ
いては、本講演中「実大規模模型を用いた火災実験とシミュレーション技術の活用」にて別途紹
介する。
4.2 火災シミュレーション（ゾーンモデル）の構成概要
4.2.1 機能の構成概要
消防研究センターで開発中の火災シミュレーションモデル（ゾーンモデル）は、「地下鉄、地
下街のような多層・広域に繋がった都市空間での火災発生時における消防防災対策の効果を消防

- 14 -

職員が容易に把握可能とすること」を目的とした、煙流動解析用二層ゾーンモデルである。その
適用対象は、大規模・高層の都市空間に限らず「歌舞伎町の雑居ビルや大阪の個室ビデオ店で火
災発生した場合、階段や廊下へ何分後にどの程度の温度、高さに煙が到達するのか？

また部屋

で排煙を行った場合にどのような効果があったのか？」といった小規模な建物火災の性状把握に
ついても短時間で行えるシミュレーションである。このシミュレーションを構成する機能の要素
は以下の大きく二つからなる。
(1)

ソルバー（solver）

ソルバーとは、プログラムのうち、火災性状のモデルに基づき数値解析を行う心臓部部分であ
る。この部分には、既存の一次元管路網プログラムである EVE SAYFA/1D を利用している。
EVE SAYFA とは、文部科学省次世代 IT 基盤のための研究開発「革新的シミュレーションソ
フトウェアの研究開発」の成果として開発されたプログラム

14) （ Enhanced

Virtual

Environment Simulator for Aimed and Yielded Fatal Accident ） の 略 称 コ ー ド で あ る 。
EVESAFA は、もともと 3 次元の数値計算を目指した CFD モデルで、”/3D” という記号がつく
が、”/1D” は、簡易高速の計算のため、米国 NIST/BFRL で開発された CFAST10) と呼ばれる二
層ゾーンモデルをベースに構成されたゾーンモデルである。
(2)GUI（Graphical User Interface）
画面操作をする際、グラフィカルに解析条件を設定することができるモデリングツールと、簡
便に結果の表示指定が可能なグラフ化ツールを提供している。また、解析シミュレーションの途
中の状況の変化を対話型（interactive）で表示し、ユーザが認識しやすい画面遷移を実現してい
る。今回の開発改良では、この GUI の開発改良に力点をおいている。
4.2.2 動作環境
本火災シミュレーションは、Windows XP、及び Windows Vista 上で動作確認済みのフリー
ウェアである。しかしながら、実行に際しては、GUI や出力操作のため、市販されている下記
のソフトウェアのマクロコマンド等を使用しており、予め使用するコンピュータにインストール
し常駐させておく必要がある。そのサポートバージョンについて以下に示す。
・Microsoft 社 Excel 2002(XP),2003,2007：入出力用 CVS ファイルの作成、グラフの作成（有
償）
・Microsoft 社 Visio 2003,2007：入出力のための GUI のプログラム（有償）
・.NET2.0（Microsoft による無償提供）
4.2.3 入出力ファイルの概要
GUI が扱うファイルで中心となるのは Visio のファイルである。このファイルにはシミュレー
ションの対象となる建物の情報がアイコンの配置により表現されている。またそれ以外の情報と
して、計算に必要なパラメーターは.xml ファイルに記述する。いずれのファイル名もユーザが
決定することできる。それ以外のファイルはソルバーが扱うものであるが、それらを意識するこ
となく、ユーザは GUI により、シミュレーション計算を行うことができる。
4.3 本シミュレーションの操作上の特徴
以下、本火災シミュレーションの主要な特徴について、一連の使用手順の流れに沿って簡単に
紹介する。
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4.3.1 画面の構成
図 7 に本火災シミュレーションの基本画面を示す。画面は大きく分類すると、ウィンドウ、
ツールバー、メニューにより構成されている。ウィンドウには、各階毎の平面図ウィンドウ、ア
イコンリストウィンドウ、鉛直方向の全体図ウィンドウ、ログウィンドウの 4 つがある。表 4 に、
各ウィンドウの概要を示す。

図 7 開発中の二層ゾーンモデルの GUI 基本画面
表 4 火災シミュレーションの基本ウィンドウ画面の機能
① 各階毎の平面図ウィンドウ

② アイコンリストウィンドウ

③ 鉛直方向の全体図ウィンドウ

④ ログウィンドウ
⑤ ツールバー

各種アイコンを配置し、シミュレーションの対象となる建
物を作成する。建物は複数の階で構成されるが、各階毎の
平面図ウィンドウはその中の 1 つの階を表示する。階の選
択は鉛直方向の全体図ウィンドウによって行う。
各階毎の平面図ウィンドウに配置するためのアイコンが収
められている。これらのアイコンを各階毎の平面図ウィン
ドウにドラッグすることで、配置できる。
各階毎の平面図ウィンドウでは 1 つの階の画像が表示され
るが、鉛直方向の全体図ウィンドウでは複数の階の画像が
表示される。階の画像をクリックすることで、その階が各
階毎の平面図ウィンドウに表示される。
ログウィンドウでは、ユーザの操作に対応した情報がテキ
ストにより表示されるガイダンス機能を有している。
ツールバーからは以下の機能を呼び出すことができる。
・新規作成 ・上書き保存 ・縮小画面の更新 ・アイコ
ンの自動設定 ・計算条件の設定 ・計算用フォルダの作
成 ・インタラクティブ計算／バッチ計算 ・グラフ化
ツール
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4.3.2 計算条件の入力
シミュレーションの対象となる建物や火源条件等を作成するには、アイコンリストウィンドウ
から各階毎の平面図ウィンドウに、対象のアイコンをドラッグする。 以下、最低限必要な一連
の入力内容を紹介する。
(1)

部屋の配置（図 8）

建物を構成するもっとも基本的なアイコンは部屋、廊下、階段である。各階毎の平面図ウィン
ドウにこれらのアイコンをマウスで、ドラッグ・ドロップして配置することで、シミュレーショ
ンの対象となる建物を容易に作成することができる。

(a) 部屋、廊下等空間要素の配置

(b) 部屋のプロパティ入力事例

図 8 建物空間の作成方法
各部屋、廊下のアイコンには部屋の大きさ（奥行き、幅、高さ）のデフォルト値がはいってい
るが、個々の部屋の大きさは、各アイコンのプロパティで入力設定する。
なお、部屋の配置を容易に行えるようレース機能を加えた。このトレース機能とは、予めス
キャナー等で建物平面図を静止画（.jpg）で読み込んでおき、それを平面図のウィンドウに張り
込んで下書きにして利用する機能である。（図 9）ただし、現在のところ、自動的に縮尺に応じ
た数値が入るわけではなく、プロパティで個別に数値を入力する必要がある。

図 9

建物空間の作成におけるトレース機能

の利用例
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(2)

開口部の配置（図 10）

次に、部屋と部屋、部屋と外気の間の関係付けを行うため、開口（link）のアイコンを、必要
な境界場所に設置する。それによって、部屋と部屋の開口部のつながり状態を関係づけられる。
一方、部屋を外気と接続するには、部屋の中に開口部のアイコンを置くか、部屋からはみ出るよ
うに開口部のアイコンを置けばよい。図 10 では、link1 は zone1 と zone2 を接続しており、
link2 と link3 は zone1 と外気の接続を表現している。開口の大きさは、プロパティで入力する。
(3)

火災アイコンの配置（図 10、図 11）

火災は火災室に火災アイコンを配置することで指定できる。図 10 では火災の発生は zone2 で
あることを示している。火災アイコンは複数配置することができる。また火災の発熱量、火源面
積等の条件は、他のアイコン同様、プロパティで設定する。その際、ファイル指定出、予め実験
データで得られた値を図 11 のように CSV ファイルにて指定することが一般的である。
以上で、建物の空間構成と火災に係わる基本的な入力操作は完了である。その他、多層階の場
合、階段接続、吹き抜け接続等のアイコンが準備されているので、そうしたものを図面中に配置
していく。また、排煙や加圧をしてその効果を知りたい場合には、そうしたアイコンも用意され
ており、以上の操作と同様に関係する部屋にマウスでドラッグ、ドロップしプロパティで設定す
れば良い。個々のアイコンの詳細は本稿では省略する。

図 10

空間の開口部による結合と火源の

設定例
－LINK は扉や窓の開口部

図 11 火源のプロパティの設定例
－データは将来的に DB の火源データをそのまま利
用できるインターフェースを設けることを予定して
いる。
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4.3.3 計算の実施
計算は、ツールバーから「計算条件の設定」を選択し、ダイアログを起動しておこなう。「コ
メント」「計算条件」「詳細条件」をウィンドウ上に表示できる。すべての項目に対してデフォル
ト値が設定されているため、必要なければユーザ設定する必要はない。
(1)

計算条件の設定（図 12(a)）

・コメント：計算の中身についてのメモとして記載。例えば、火災名、排煙の有無といった内容
を記載する。
・計算条件：計算にあたっての計算開始時刻から計算終了時刻（例えば火災発生から 300 秒後
まで）を入力。ただし、火災条件のデータを超えての入力はできない。
・詳細条件：計算の収束に関する専門的な値を入力するが、一般に使用する場合はデフォルト値
で良い。
(2)

計算用フォルダの作成（図 12(b)）

シミュレーションを実行するためには、必要なファイルやソルバーにより出力されるファイル
をまとめて置くためのフォルダが必要である。その作成のためには、メニューもしくはツール
バーから「計算用フォルダの作成」を選択する。起動したダイアログにおけるテキストボックス
に、そのフォルダのパスを入力する。またそのフォルダにコピーされる設定ファイルの一覧が表
示される。それらの確認と編集を行うこともできる。

(a) 計算条件設定例

(b) 計算フォルダの作成例

図 12 計算に先立つ条件設定のウィンドウ例
(3)

計算の実行

本シミュレーションの計算実行には 2 つのモードがある。「バッチモード」と「インタラク
ティブモード」である。以下、各々について説明する。
①

バッチモード
計算の実行中に条件の変更、結果の確認が不要な場合はバッチモードで計算する。これはメ

ニューもしくはツールバーから「バッチ計算」を選択することで行う。途中で計算を停止したい
場合は、「計算を停止する」ボタンを押す。一つの条件で、全体を通した計算を一括して実施す
る場合には、このモードを使う。従来のゾーンモデルはこのモードでのみ計算されている。
②

インタラクティブモード（対話型モード）
（図 13）
計算の実行中に条件の変更、結果の確認をする場合はインタラクティブモードで計算する。こ
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の場合、メニューまたはツールバーから「インタラクティブ計算」を選択することで行う。今回
の開発改良で新規に加えた機能である。
計算を実行するには、
「実行」ボタンを押す。
「一時停止」ボタンを押すと一時停止する。その
あと、プルダウンメニューから「指定の時間だけ進める」を選び、設定ボタンを押してから再び
実行ボタンを押した場合は、入力した時間分計算が進み、一時停止する。「指定の時刻まで進め
る」の場合は、入力した時刻まで計算し、一時停止する。終了のボタンを押すと計算が終了する。
この一時停止時に、建物の開口条件や排煙条件を変更することが可能である。例えば、消防隊
が窓を開放した場合や排煙した場合、室内の煙状況がどう改善されるかといった効果を検討する
場合、インタラクティブ計算で途中からの条件変更をして確認可能となる。インタラクティブ
モードの場合、計算結果は、逐次エクセルのグラフ上に表示される。
なお、開口部の開口率と給排気口の流量等、時系列の「スケジュールの設定」が可能な事項も
ある。事前に、何分後に窓をあける、排煙を起動する、といった条件設定が判っていれば、イン
タラクティブモードではなく、バッチモードで計算することも可能である。

図 13

インタラクティブモードでの計算

結果画面例
－計算は中断でき、そこから条件を変更して再計
算設定が可能。

4.3.4 計算結果の表示（図 14、図 15）
バッチ計算、インタラクティブ計算の終了後、エクセルによりグラフを描画することができる。
そのためには、メニューもしくはツールバーから「グラフ化ツール」を選択する。物理量の選択
などの方法は、インタラクティブ計算のグラフと同様である。グラフの描画の際に利用したデー
タは、csv ファイルとして出力される。その他、表示形式は、時系列での折れ線グラフの他、指
定した空間の比較のための棒グラフ

および、平面図表での表示ができる機能を有しており、そ

れらは選択可能である。
以上、開発中の火災シミュレーション（ゾーンモデル）の概要を紹介した。このシミュレー
ションは、一部に残っているバグ修正作業を残し、ほぼ完成に近い状態である。今後は、多くの
方々の試用を経て、改良を行い最終版として配布していく予定である。
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図 14 計算結果の表示内容の選択画面
－計算結果の中から,特定の部屋の温度、煙層高
さ、ガス濃度等、必要な情報を選択し、excel 等
の時系列グラフで表示可能である。

(a) 棒グラフによる表示

(b) 平面による温度と煙流出量の表示

図 15 多様な計算結果の表示例

5.

まとめ
消防研究センターで平成 18 年度以後実施している「過密都市空間における火災安全確保」の

プロジェクト研究の中から、火災実験データベースの構築状況と火災シミュレーション（ゾーン
モデル）の開発改良の紹介を行った。火災実験データベースは、プロトタイプでの試行期間を含
めて、既に 5 年近く WEB 公開してきているが、データの追加等データ更新が進まなかったこと、
また普及促進のための広報活動を積極的にしてこなかったこともあり、あまり知られていない。
今後、消防研究センターが保有している実験データや映像情報について可能な限り充実させ、
多くの方に利用いただけるように改善していきたいと考えている。本データベースシステムには、
メール送信機能も備えており、折りにふれてアクセス頂き、利用者からのご指摘をいただければ
と期待している。また今後、他の研究機関との連携を含めてより一層の機能充実を図っていけれ
ばと考えている。
火災シミュレーション（ゾーンモデル）については、開発段階の途上でバグが散見されたが、
現在までに改良し、実用レベルに到達しつつある段階に至っている。今一度、消防機関や防災関
係の方々に試用していただき、ご意見をふまえて修正を加え、ここ数年を目途に公開していきた
いと考えている。また併せて都市型空間の例題として、地下空間・高層ビルといった大規模空間
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や、最近多発している小規模の新たな様態の建物を対象に計算を行い、今後の消防活動につなげ
ていく手法についても検討を進めていく予定である。
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火災時の熱及び酸素環境における
高分子材料の燃焼性及び有毒ガスの危険性
消防研究センター

1.

火災災害調査部

若月

薫

技術研究部

益村

宏児

はじめに

1.1 近年の火災
火災時における高分子材料を代表とする可燃物の燃焼は、火災室内への新鮮空気の流入条件
（換気条件）、また火災によって発生した高温の煙や蓄熱した建物の壁や天井から燃焼物へ与え
る熱エネルギーの強度に依存する。火災時に発生する有毒ガスは、燃焼物の周囲の酸素濃度や火
災室の温度などによってその組成や濃度が変化する。
図1は建物内に存在する可燃物の形態及び種類についての関係である。建物内に存在する可燃
物は多く分けて建築材料と収容可燃物である。建築物の内装を不燃化していたとしても、燃えや
すい収容可燃物が多数存在していたり、避難行動を妨げる要因となる通路構造であったりすれば、
ボヤ程度の火災でも人的被害が生じる可能性はある。
部屋の大きさと比較して異常に可燃物の多い空間として、例えばカラオケ店、ネットカフェ、
個室ビデオ店の過密的な空間が例としてあげられる。特にここ最近、新宿歌舞伎町火災、宝塚カ
ラオケ火災、大阪個室ビデオ店火災など、部屋の大きさの割にはウレタン製ソファなどの非常に
発熱量の高い可燃物が異常に多い空間における火災は、その際に発生する有毒ガスにより多数の
死者が発生している。また、先日の杉並区居酒屋火災やロシアウラル地方ペルミのナイトクラブ
火災などもまた室内装飾品が延焼媒体として寄与するなど、内装や建物構造が不燃化されていた
としても建物使用者の都合により持ち込まれた可燃物に対して、災害時には今後どのような対応
をするか考えさせられる事件も発生している。
その一方、収容可燃物は少ないが建築材料が不燃化させていない、また不燃とみなされてし
まった故、大型火災となった実例も少なくない。平成21年6月に起きた神戸市製粉工場火災は、
発泡高分子材料を芯材とし、芯材の両面を鋼板で覆うだけの金属サンドイッチパネルといわれる
建材が原因で発生し、長時間にわたって消火活動を強いられた大型火災である。この事故によっ
て罹災された会社もあるが、残念ながら将来有望な消防職員を消火活動中に失ってしまうという
悲しい結果となった。建物を検査及び万一の消火時に活動する消防本部に対しても、建物に使用
される建材に含まれるものが可燃（特に高分子系）の場合は、予防・警防共に格段の注意を必要
とするべきだということを認識した事故である。
現在の建築材料における防火材料認定は2000年の建築基準法改正により緩和され、不燃性試
験、コーンカロリメータによる発熱性試験、コーンカロリメータにおけるサンプル寸法（約
10cm角）評価しきれない材料を内装として製作して発熱量を測定する模型箱試験及びマウスを
利用したガス有害性試験をクリアした材料を、性能評価という形で不燃、準不燃、難燃材料とし
て国土交通省大臣認定が出されている1)。ガス有害性試験は全ての材料で行われているが、燃焼
試験については不燃性試験や模型箱試験を選択するより、コーンカロリメータによる発熱性試験
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を選択する受験者が多い。発熱性試験は材料それぞれの試験基準において、表1に示すとおり一
定の加熱強度に対してそれぞれの材料20分、10分、5分という性能要求時間を満たせばよい。通
報を覚知したあと駆けつけた消防職員は最悪その性能要求時間を活動時、到着時に迎えるわけで、
防火性能をすでに失った火災室へ進入せざるを得ないという危険な活動を強いることも想定する
ことになる。現在の防火材料は主に在館者避難に主をおかれているが、今後の教訓としては消防
活動まで踏まえた性能を防火材料や防災設計に取り入れてほしいと希望する次第である。

可燃物

•収容可燃物
家具、電化製品、
衣類、寝具、室内
装飾品など

•建築材料
内装、構造

相互作用

図1 建物内に存在する可燃物の形態及び種類
表 1 現在の防火材料の種類、試験方法及び性能要件 1)
種類

1.不燃性試験

不燃材料

準不燃材料

難燃材料

○1.2から選択

―

―

1. 20分間の加熱に対して燃焼しないこと

試料片仕様

φ45mmx50mm

2. 防火上有害な裏面まで達する亀裂や穴がないこと
○1.2から選択

○2.3から選択

○2.3から選択

加熱強度50kW/m2において

燃焼性試験

2.発熱性試験

1. 総発熱量が規定時間において8MJを超えないこと

不燃：20分、準不

99mmx99mm

燃：10分、難燃：5分
2. 発熱速度が10秒以上継続して200kW/m2を超えないこと
3. 防火上有害な裏面まで達する亀裂や穴がないこと
―

○2.3から選択

○2.3から選択

一隅に火源（プロパンガスバーナ）を設置し燃焼させ
3.模型箱試験

1. 総発熱量が規定時間において50MJを超えないこと（火源発熱量20MJ
含）

準不燃：10分、難燃：5分

840mmx840mm
x1680mmの模型箱

2. 発熱速度が10秒以上継続して140kWを超えないこと
3. 防火上有害な裏面まで達する亀裂や穴がないこと
○必須

○必須

○必須

ガスバーナと電気ヒータで6分間加熱し、発生した燃焼ガスをマウスに暴露
ガス有害性試験
させ、マウスが行動停止するまでの時間で評価（試験時間15分間）
。
試験体燃焼時のマウス行動停止間が6.8分以上であること。
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220mmx220mm

1.2 有毒ガス研究
1970 年代、80 年代に火災時に発生する有毒ガスについて手探りの調査研究が行われた。高度
成長と共に建材にも高分子系の素材が多く活用されるようになり、それに対応する形で行われた
のが当時であった。火災時に発生する有毒ガス研究の第一期といってよいと思う。その後しばら
くこの研究は日の目を見なかった。その後、ISO/TC92/SC3（国際標準化機構第 92 専門委員会
（火災安全）
、第 3 分科会（人および環境への火災による脅威））において、火災時に発生する毒
性ガスの発生のモデル化、ガスの化学分析手法の標準化、ガス毒性評価に関するガイドラインの
作成、ガス毒性予測評価手法の開発等、発生ガスの評価法を標準化する作業が進められている。
ISO/TC92/SC3 の活動が活発になるにつれてその調査研究も再度盛り返すことになり、現在で
は SC3 の研究活動が健康被害や環境への影響という最近のトピックに呼応する形で TC92 の中
で一番活発と言われている。欧米ではほとんどこの火災ガス毒性を動物実験等で確認することは
全く不可能となってしまった。一方日本では建築材料の防火材料試験方法の必須項目としてマウ
スを使用したガス有害性試験が未だ残っている。おそらく、ヨーロッパを代表として、ガス有害
性試験の廃止への圧力は高まると思われる。つまり、日本はいつになるかわからないが、今後は
化学分析を通じて、人体や環境へのガス有害性を評価することに移り変わっていくと考えられる。
その中で、本発表で取り上げる連続的に定性・定量するガス分析方法 ISO 197022) と建築研究所
グループが実験評価している材料試験 ISO 197003) は今後の火災時に発生すると考えられる有毒
ガスの分析方法と後の有害ガスへのリスク評価として必須基準となっていくものと思われる。

2.

高分子材料を主とした可燃物の燃焼実験
実大実験のいくつかを紹介する。これらデータは今後公開される予定である。近年、実験場所

近隣の環境問題もあり一般的には簡単に行えないが、研究成果を社会に還元する立場から、実験
施設を利用して測定した画像及び数値データを公開し、皆様に資料として有益に利用していただ
ければと思う。
日常、身の回りにある家具や電化製品などが火災において実際にどのように燃えるのか、一般
の方々に様々な分野で活用してもらえるよう、火災時における可燃物の燃焼データ（数値・映
像・画像等）を実験により取得し、公開する作業である。火災実験は、高度な計測技術や燃焼時
の煙処理などが必要となるため、今後、データを一般に公開し、火災の予防・調査等に活用して
いただくためのものである。実験例として、6 畳間ほどの空間を作り、その中で身近な家具の例
として座椅子やソファがどのように燃焼するのかを例示する 4)。
実験写真及び発熱速度データからわかるように、一つの可燃物でも燃焼している場所が火災区
画内と自由空間（周囲が解放されている空間）では火災進展が速くなったり、また最大発熱速度
が大きくなったりする。火災区画内においては、火災が速く拡大することや火炎が大きくなり近
隣物に対して与える熱の影響が大きくなることを意味している。これらの違いは、主に火災区画
内において火災による熱が壁や天井、煙に蓄積され、そのエネルギーが可燃物（今回は座椅子や
ソファ）に再度与えられたこと（フィードバック）によるものである。このようなデータは、火
災の今後起きると想定される危険性評価や起きた後の火災調査において利用される。たとえば、
この実験結果から火災の例を考えてみることにする。倉庫のような何もない大空間でこのソファ
一つだけ燃やした場合とネットカフェや個室ビデオ店内でこのソファを燃やしたケースではどう
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違うだろうか。着火から鎮火までに使われた総熱エネルギー量としては同じであるが、ネットカ
フェや個室ビデオ店の狭い空間では瞬間的に発生する熱エネルギー量（発熱速度）は大きくなる
と考える。瞬間的な発熱速度が急激に大きくなれば、それだけ火災室をはじめそれを含有する建
物全体への火災危険性が大きくなってしまう。具体的には部屋の大きさに対して可燃物の量が多
い際には、その傾向が強くなる。フラッシュオーバーが生じるか否かは、火災室の空間と新鮮空
気を取り入れる開口部の大きさ及び内装材質という建物側の観点と火災室内に存在する可燃物の
材質、配置、発熱量とのバランスを考察すると概して判断することは可能と思われる。

火災区画内

自由空間

3min

3min30s

4min

5min

300

発熱速度 (kW)

座椅子

2min

250

火災区画内

200

自由空間

150
100
火災区画内
Cy-区画内
自由空間
Cy-自由空間

50
0
0

2

4

6

8

10

12

time (分)
(min)
時間

14

16

18

20

図 2 座椅子の火災実験データ（上：実験写真、下：発熱速度データ）
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火災区画内

自由空間
ソファ

6min30s

6min

7min

7min30s

8min

1800
1600

火災区画内

発熱速度(kW)

1400
1200

400kW

1000
自由空間

800
600

火災区画内
Sc-区画内
自由空間
Sf-自由空間

400
200
0
0

5

10

15

20

time (分)
(min)
時間

25

30

35

40

図 3 座椅子及びソファの火災実験データ（上：実験写真、下：発熱速度データ）

3.

高分子材料から発生する有毒ガス
高分子材料の燃焼時に必ずセットで考えなければならないのは、燃焼によって生じたガスの有

毒性である。図 2、3 で示した写真や発熱速度グラフからわかるように、自由空間という常に新
鮮空気を十分に供給できる環境とは違い、火災室は新鮮空気の供給が窓やドアなどの開口部の大
きさによって抑制されてしまうことが多い。結果として、火災拡大に伴って可燃物からは可燃性
ガスの供給が加速するが、酸素供給は急激に増加したとしても供給される可燃性ガスの量には追
いつくことが出来ず、燃料に対する酸素供給のバランスが非常に悪くなる。しばしば火災時に見
られる窓やドアなどの開口部から噴出する火炎というのは、火災室内で燃焼に寄与できなかった
未燃ガスが酸素を求めて燃焼ガスと共に外へ出てきて燃焼を起こすというものである。通常、可
燃物は自己燃焼としては酸素濃度 15～16％程度が自身で継続燃焼を行える限界であるが、実際
の火災室において可燃物は非常に強い加熱を受けるため、5～10％という低い酸素濃度において
も継続して燃えることができる。我々の材料は酸素指数何％ですので燃えにくいですという話を
よく耳にするが、実際の火盛り火災においては酸素指数という観点では燃える？

燃えない？

という話をするのはとても危険である。低酸素雰囲気下における燃焼となるため自然に燃焼をし
ている際よりもはるかに高い濃度の一酸化炭素が発生する。ゆえに、火災によって発生した有毒
ガスを実験で定性・定量的に調査すること、さらにもし火災室が大空間の中に存在したさいには、
発生したガスがどのように伝播（拡散）していくのかを実験及びコンピューターシミュレーショ
ンを通して考えていかなければならない。典型的な例が、大阪個室ビデオ店のような個室という
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小さな空間に大量の可燃物が存在する条件下で火災が発生した際には、より高濃度の有毒ガスが
発生し、避難通路や他個室へ拡散するため、短時間で多くの人命が失われるという惨事が生じる。
表2 一般的な火災条件の類型化5)
火災の類型

酸素濃度（％）

CO2/CO
発生量比

温度(℃)

放射強度
（kW/m2）

有炎火災

10～15

100～200

400～600

20～40

最盛期建物火災
（低換気条件）

1～5

＜10

600～900

40～70

最盛期建物火災
（高換気条件）

5～10

＜100

600～1200

50～150

火災時に発生する有毒ガスの研究は、加害側（ガスを発生させる側）及び受害側（人間側）の
両面から進めていく必要がある。現在の研究は、主に加害側を中心に進めており、受害側につい
ては医学者と共同で検討する必要がある。
材料をある条件で熱分解あるいは燃焼した際に発生する燃焼生成物の毒性評価には、二種類の
方法がある。一つは、マウス、ラット、ウサギなどの動物を発生した燃焼生成物に直接暴露して、
動物の挙動を調べる方法である。もう一つは、燃焼生成物を化学分析により発生量を求め、発生
した燃焼生成物の毒性に関する文献データから評価する方法である。それぞれ長所、短所がある。
それぞれの長所・短所をまとめたので以下に記述する。
(1)

動物を発生ガスに曝露する方法

＜長所＞
・直接的に毒性を総合評価できる。
＜短所＞
・動物の個体差、人間と動物の関係が不明。
・動物愛護の観点から動物を殺すことは望ましくないこと。
(2)

化学分析による毒性ガス成分の測定と毒性データにより計算する方法

＜長所＞
・毒性評価を数値で表せ、材料相互の毒性の評価が容易であること。
＜短所＞
・基礎となる毒性データがあまりない。
・毒性ガス同士の相互作用が不明なこと。
・化学分析では検出できない微量で毒性のものは評価できないこと
表 3 は高分子材料からの燃焼生成物のリストである 6)。一般に言えることは、熱分解あるいは
燃焼によって発生する燃焼生成物は、二酸化炭素と一酸化炭素である。その他の燃焼生成物の成
分は、各物質に固有なものとなる。現在までのところは、一酸化炭素と血中ヘモグロビンとの親
和関係についてのデータはあるが、シアン化水素とどう一酸化炭素がお互いに関与し合うかにつ
いては研究が始まったところである。特に家具等で使用されるポリウレタン・アクリルからは一
酸化炭素だけでなくシアン化水素がわずかではあるが発生する。ただ、一番の火災時おけるキ
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ラーガスは表 3～5 に示す化学的窒息性ガスである一酸化炭素に間違いはない。それ以外のガス
については個々のガスに対しては影響がわかっているが、火災時において発生した複合ガスにお
ける効果は、残念ながら未解明であるのが現状である。
通常、火災調査やリスクアセスメントで使用する方法は、実験において燃料 1g 燃焼における
有毒ガス発生量を同一の素材実験や実大実験にて測定し、そのデータを用いてシミュレーション
を行う。シミュレーションでは可燃物から発生する可燃ガスの質量を入力するので、その可燃ガ
ス量の増減に比例して発生する有毒ガスの量も変化する。つまり、実際の実験をせずに調査・リ
スクアセスメントにシミュレーションを行うのは、結果として定性的には評価できたとしても定
量的には多くの誤差が生じるということを良く認識しておかなければならない。
表 4 は、ISO 19702 は燃焼によって発生する多くのガスのうち、主に 10 種類を測定してする
目的を持っている。我々はこの試験方法を利用して有毒ガス発生量を調査している。
表 3 高分子材料からの燃料 1g あたりの燃焼生成物発生量 mg（発生量 mg/燃料 1g）

表4

ISO 19702 に記載されている測定ガス種 2)

分析ガス

発生可燃物（例）

CO2（二酸化炭素）

有機物全般

CO（一酸化炭素）

有機物全般

Acrolein（アクロレイン）

PE、PP、ビニロン、セルロース

NO（酸化窒素）

窒素含有高分子

NO2（二酸化窒素）

窒素含有高分子

SO2（二酸化硫黄）

硫黄含有高分子

HCN（シアン化水素）

ポリウレタン

HCl（塩化水素）

PVC、塩素系難燃剤

HBr（臭化水素）

臭素系難燃剤

HF（フッ化水素）

テフロン、フッ素系難燃剤
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表 5 火災時に発生する有毒ガスのカテゴリー分けと人体へ与える影響 6)
カテゴリー
窒息性ガス
(化学的)

生

理

作

用

主要な燃焼生成物

化学的作用により、ヘモグロビンの酸素運搬の障害や組織

一酸化炭素、シアン化水素、硫化水素

呼吸酵素の阻害を起こし、窒息を起こす。

など

窒息性ガス

二酸化炭素、メタン、エタン、アセチ
空気中の酸素含量を減少せしめて窒息を起こす。

(単純性)

レン、窒素ガスなど
呼吸による全身障害作用も有するが、その作用の主体は局

塩化水素、アンモニア、アクロレイ

所刺激作用で眼、気管粘膜、肺などを傷害する。

ン、ホルムアルデヒドなど

刺激性ガス

表 6 一酸化炭素濃度の人体への影響 7)
大気中 CO 濃度
吸入時間

COHb 濃度

影響

100-200

―

10-20

比較的に強度の筋肉労働時間、呼吸促迫、時に軽い頭痛

200-300

5-6 時間

20-30

頭痛、耳鳴り、眼失閃発

300-600

4-5 時間

30-40

(ppm)

激しい頭痛、悪心、嘔吐、外表の鮮紅色、やがて運動能
力を失う
700-1000

3-4 時間

40-50

1100-1500

1.5-3 時間

50-60

頻脈、呼吸数増加、やがて意識障害
チェーンストーク呼吸、間代性痙攣を伴い昏睡、意識消
失、失禁

1600-3000

1-1.5 時間

60-70

呼吸微弱、心機能低下、血圧低下、時に死亡

5000-10000

1-2 分

70-80

反射低下、呼吸障害、死亡

火災における犠牲者の死因の根拠として定量的に唯一用いられているのは一酸化炭素ヘモグロ
ビン値（COHb）である。燃焼によって発生する一酸化炭素量と人間との関係を継続的に研究が
おこなわれてきた。一酸化炭素は火災時に人命を奪う主な原因であり、主として、燻焼火災での
長時間暴露（通常 1 時間以上）または急激な火災拡大による空気希薄がその原因である。
監察医は COHb 値を基準に一酸化炭素中毒：60 以上、火傷死：10 以下、その他：焼死として
火災による死因を判定する。過去の研究により、COHb 値の観点から、時間とともに CO への暴
露の影響を示す近似式が次のように与えられる。
COHb（％）≈ 0. 33×毎分呼吸量（l/min）×一酸化炭素濃度（ppm）÷10000×時間（分）
・・・式 18)
参考：70 kg 男性の毎分呼吸量
休憩時 8.5 l/min

軽い運動 25 l/min

激しい運動、マラソン 50 l/min
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表6、式1と検視によって得られたCOHb値によって被害者がどのような環境下に置かれていた
かを考察することが出来る。このCOHb値は比較的火災原因を特定するという主たる目的からは
ややずれるが、ただ火災が発生してからどのような火災環境が作られていったのか、もしくはど
のような状況下で死者が発生するかという火災シナリオを考察するにはとても重要な数値である。

4.

まとめ
我々は、高分子材料なしでは生活を営むことはできない。つねに燃焼があれば燃焼によるガス

は発生している。火災は時間と共に火災室内の熱や酸素環境は変化し続けている。常に変化し続
けている燃焼状態をピンポイントで把握することは難しいが、実験を通して燃焼状況や発生する
ガスの種類・発生量を今後も継続して行っていかなければならない。
高分子物質の共通した燃焼時に発生する有毒ガスは、主に二酸化炭素、一酸化炭素である。し
かし燃焼生成物は同じ物質でも燃焼条件が異なれば、発生する種類、量共に異なり、材料の種類
が異なれば発生する燃焼生成物の種類、量共に大きく変化する。また、燃焼生成物の種類により、
人間への生理作用の形態も異なってくる。ガスの発生メカニズムを実験から検討すること、裏を
返せば火災現場の分析によって得られる情報も多い。実験と現場からのケーススタディを通して
さらに可燃物の燃焼と伴う発生ガスについて考えていかなければならない。
最後になるが、可燃物を燃やすことが出来る施設・場所が少ないことが現実問題としてあげら
れる。私は、実験を通して、初めて各論で話をしている内容が理解できると考える。実験の場数
を踏むことは、より火災現象を理解するためには必須条件と考える。もし実験を行いたいのだが、
どうやったらよいかわからないという方には喜んで今までの知識を教示したいと思う。

5.
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薫 共訳、第 8 章

燃焼生成

実大規模模型を用いた火災実験とシミュレーション技術の活用

1.

消防研究センター

田村裕之

消防研究センター

阿部伸之

はじめに
実際に起こった火災での火点近傍における延焼過程の再現、または、これから起こる可能性が

ある火災の建物内火災進展予測を行うには、大別して技術的に 2 つの方法がある。1 つは実大規
模模型を用いた火災実験であり、もう 1 つは計算機を用いたシミュレーション技術による煙熱環
境予測である。両者の用途として重なる部分もあるが、主に前者は火災調査に、後者は予防に対
してともに有用であろう。
実大規模模型を用いて火災実験をすることの大きな利点は、生じる現象は実スケールであり、
縮小模型を用いた実験のように実大規模への相似則に基づくスケーリングを考慮する必要がない
ことである。また、観測者が受熱、におい、音を通して実際の火災を体感できることである。一
方、シミュレーションはまだ発展途上の技術ではあるが、任意の位置における煙熱環境を予測出
来ることは、さまざまな応用に使える技術として注目している。
ここでは、消防研究センターにて調査の一環として実施した実大規模模型を用いた火災実験と
シミュレーションについて述べる。

2.

実大規模模型を用いた火災実験
建築物の構成要素である建築材料個々の熱的物性や燃焼性状を把握していることを前提に、さ

らにそれが空間的に配置され相互的関係からどのように建物内全体に延焼拡大するかは建築材料
の物性のみでは予測出来ない。そこで、実際に壁や家具を配置した実大規模模型を用いて火災実
験をすることに重要な意味を持つことになる。
ここでは、消防研究センターが実施した物品販売店舗の商品圧縮陳列棚を模した火災実験と調
理室内におけるてんぷら油火災実験を紹介し、実大火災実験の必要性を述べる。
2.1 物品販売店舗の商品圧縮陳列棚を模した火災実験(1),(2)
平成 16 年 12 月、物品販売店舗ドン・キホーテ浦和花月店火災が発生し、圧縮陳列と呼ばれる
高密度な商品の陳列方法が防火安全上問題となった。鉛直方向に天井近くまで積み上げた商品が
誘導灯の確認を困難にし、可燃物が鉛直方向に配置されていることによる火災拡大の危険性は容
易に想像出来る。
ここでは、圧縮陳列した燃焼可燃物の着火直後の燃焼拡大状況、特に、店舗フロア全体に急速
に延焼拡大の懸念がある着火商品陳列棚の火災拡大性状及び隣接商品陳列棚への延焼状況を把握
することを主たる目的として、実大規模模型を用いた火災実験を実施した。
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表 1 実大実験模型の天井高と垂れ壁寸法
高天井火災実験

標準天井火災実験

実験場所

消防研究センター
大規模火災実験棟

建築研究所
実大火災実験棟

h 1 ：天井高 (m )

4 .6

2 .8

h 2 ：垂れ壁 (m )

1 .1 5

0 .6

天井高：h1
垂れ壁：h2

隣接棚

着火棚
着火位置

5000

図 1 高天井火災実験で使用した実大実験模型の外観（h1,h2 は表 1 に対応）

2.1.1 実験の概要
(1)

実験装置と商品陳列棚設置状況

標準天井火災実験と高天井火災実験の 2 種類の天井高さで実験を行った。実験装置の概要図を
表 1、図 1 に示す。高天井火災実験の天井高は 4.6m、標準天井火災実験の天井高は 2.8m である。
商品陳列棚は、火点を置いた着火棚と平行に隣り合った隣接棚の 2 つがある。両棚の離隔距離（通
路幅）は、1.2m である（図 2）。
(2)

着火方法とデータ計測

着火方法は、着火棚中段の着火位置にある商品に、助燃剤としてメタノール火皿（直径 6.5cm、
50mℓ）を設置し遠隔操作により電気的に火花点火した（図 1、2）。架台の下にロードセルを 4 隅
にそれぞれ 1 台ずつ設置し、架台の上に商品陳列棚を乗せた。ロードセルにより可燃物の重量変
化を測定し、発熱速度を推定した。図 2 に示す位置（9 箇所）に、K 型熱電対を天井から鉛直方
向に吊り下げ、垂直温度分布を計測した。さらにサーモグラフィによる温度分布の観測も行った。
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700

700

B

側壁あり

Ⅲ

（※標準天井の場合のみ）

Ⅱ

D

H：1050

点火 600

800

450

E

F

950

1,800

Ⅰ

450

900

1,200

900

800

900

C

1,600

600

1,800

900

600

900

500

A

900

H

700

900

700

I

500

700

G

700

（単位：mm）
500

2,000

2,000

500

図 2 実大実験模型における着火位置と熱電対設置位置

図 3 着火棚の着火側の可燃物配置状況（Ⅰ～Ⅲは図 2 に対応）

(3)

火点近傍の可燃物設置状況

着火棚の着火箇所側の可燃物設置状況を図 3 に示す。この棚は、天板を含め 4 段から構成され
ているが、可燃物の大きさにより他の棚では、段数は異なっている。物品販売店舗の寝具売り場
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35000
標準天井
高天井

30000

隣接棚への延焼開始時間
標準天井
着火から3分25秒後
高天井
着火から3分32秒後

発熱速度 (kW)

25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000
0

60

120

180
時間 (s)

240

300

360

図 4 標準天井と高天井における発熱速度の経時変化の比較

800
ε=1.00
0.77
0.5

700

温度 (℃)

600
500
400
300
200
100
0
0

60

120

180
時間 (s)

240

300

360

図 5 高天井の場合での隣接棚着火点付近における温度の経時変化
（放射率ε=1.00、0.77、0.50 と仮定）
を想定しているため、可燃物は主に布団類である。材質は、綿、ポリエステル、アクリル等ある
が、主たる材質は、ポリエステルである。着火位置は、中央の可燃物④こたつ薄掛け布団の 2 段
目の棚中央付近である。ここで、棚自体の高さ寸法は 2.1m であるが、可燃物を棚に陳列した後
の高さ寸法は 2.8m となり、標準天井の場合では天井に可燃物が接している状況であった。
2.1.2 結果から得られたこと
(1)

隣接棚延焼時間と発熱速度

図 4 に標準天井と高天井の場合の発熱速度を示す。待機していた消防隊が消火開始するまでの
間、発熱速度を計測していた。ここで、重量変化から発熱速度を算出する時の換算発熱量として、
ポリエステル 32.5kJ/g を用いている。
高天井の場合、標準天井の場合と比較してゆっくりと発熱速度が上昇する。点火した後、火災
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温度 （℃）
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温度 （℃）
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0

天井からの高さ （m）

温度 （℃）
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左図 高天井（４．６ｍ）の場合
0
150 右図 標準天井（２．８ｍ）の場合
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300 着火開始から
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の時間（秒）

Ｄ点

0
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0
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500 1000 1500
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左図 高天井（４．６ｍ）の場合
0
150 右図 標準天井（２．８ｍ）の場合
180
210
240
270
300 着火開始から
330
の時間（秒）

Ｆ点

図 6 棚背面(D,F 点)の垂直温度分布の推移
（※標準天井(2.8m)の場合、天井面から 1.25m までのみ測定）

着火棚背面に
火災拡大する

天井に向かって
火炎が立ち上がる

着火から3分25秒後

着火から3分32秒後

着火棚

着火棚

隣接棚

(a) 高天井の場合（点火 3 分 32 秒後）

隣接棚

(b) 標準天井の場合（点火 3 分 25 秒後）

図 7 隣接棚着火時間における燃焼状況

拡大し着火棚から隣接棚へ延焼する時点での延焼開始時間を比較すると、標準天井の時は着火 3
分 25 秒（205 秒）後、高天井の時は着火 3 分 32 秒（212 秒）後でほぼ同じ時間であった。サー
モグラフィ装置による着火位置の温度推定値は約 330℃（放射率 1.0 とした場合）であった（図 5）
。
その時の発熱速度を見てみると、標準天井では約 10MW、高天井では約 5MW であり、隣接棚へ
の延焼開始時間は同じでも標準天井では高天井の 2 倍の発熱速度であった。
(2)

店舗フロア全体への延焼拡大速度

火点近傍の E 点は天井の高低にかかわらず煙層（高温層）内は、ほぼ一様な温度分布になる。
しかしながら、図 6 に示す垂直温度データの推移から商品陳列棚を越えた側の D 点及び F 点の垂
直温度分布の推移を見ると、高天井の場合は天井付近の温度が上昇し、D 点、F 点とも同じ傾向
をたどる。一方、標準天井の場合は着火した棚の裏面の D 点において、特に天井付近の温度が着
火 4 分後で 1,200～1,300℃程度の極めて高温の状況になることがわかる。このことは、天井高が
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変わることによる燃焼形態の変化によるものと考えられ、図 7(a)に示すように高天井の場合、火
炎がまっすぐ天井に向かって伸びるのに比べ、標準天井では天井に衝突した火炎が着火した棚の
上部の可燃物に延焼し、その後裏面にまで火炎が到達する（図 7(b)）。これにより、天井が低い場
合には、着火棚の裏面（着火した側と反対側）に火炎が回りやすいことがわかる。よって、火災
拡大の観点から天井高が低い場合には、隣接棚への延焼よりも着火棚の裏面に火炎が回り込みや
すくなるために、店舗フロア全体への延焼拡大速度が大きくなると考える。
2.2 調理室内におけるてんぷら油火災実験(3)～(5)
宝塚市カラオケボックス店火災の調査に関連して、中華鍋の中でてんぷら油が着火した後、ど
のように調理室内に延焼したかを確認することを目的として、実大規模模型を用いた火災実験を
実施した。コンロの火力や油の量、調理室内の造作など実際のものと極力合わせた。延焼の仕方
を確認するとともに、発熱速度や温度のデータを収集し、第 3 章で述べる建物内に移流拡散する
熱気流のシミュレーションのための基礎データとして活用することも目的とした。
2.2.1 実験の概要
(1)

実大規模模型

実験で用いた実大規模模型の寸法を図 8 に示す。模型は調理室を一室再現したもので、開口部
は出入り口及び換気扇 2 ヶ所である。実大規模模型の総重量は、可燃物を含め 1300kg 弱である。
(2)

実験条件（表 2 参照）

中華鍋に入れたてんぷら油は、新品のサラダ油で 1ℓ である。予備実験と生存者の証言によりガ
スコンロのつまみは外輪全開、内輪半開である。この開度の時、ガス流量から求めたコンロの各
実験での平均発熱速度は 6.16kW であった。その他、各実験条件のパラメータとなっているのは、
以下の 3 つである。
1) 吊り棚の板厚を 1cm と 3cm とにした。
2) レンジフード内に油受けを設け、てんぷら油 500mℓ を注入した場合としない場合とにした。
3) レンジフード内の換気扇を運転と停止とにした。換気扇の仕様風量は 1344m3/h である。
(3)

測定項目

1) 熱電対による調理室内の温度分布及びてんぷら油、レンジフード内の温度測定。
2) 熱流束及び放射受熱量の計測。
3) ロードセルによる調理室全体の重量変化測定。
4) ビデオ及びスチルカメラによる撮影。
5) ピトー管による調理室出入り口及び換気扇吹き出し口での風速測定。
6) 出入り口及び換気扇部分での酸素濃度、二酸化炭素濃度、一酸化炭素濃度、温度、煙濃度測定。
2.2.2 各実験の火災状況
(1)

実験 1（表 2 実験 No.1）

てんぷら油着火 1 分後、中華鍋からの火炎が成長し連続火炎高さは 1m を超える。着火 1 分 37
秒後に換気扇は停止した。着火 2 分後、調理室内の煙層厚さはおよそ 1m である。着火 4 分後、
中華鍋のてんぷら油は燃え尽きつつある。水切り棚に置いてある木箱はまだ燃焼を継続している。
(2)

実験 2（表 2 実験 No.2、図 9 参照）

てんぷら油着火 1 分後、連続火炎高さは約 50cm になる。着火 1 分 59 秒後に換気扇は停止した。

- 38 -

レンジフード

換気扇

天井

吊り棚
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250
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：熱流束計
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：ロードセル
：放射計

50
385
E

F

単位：mm

1000

D

平面図

500

385

385

2650

X

図 8 調理室実大規模模型の概観とセンサ類設置状況

着火 2 分後、調理室内の煙層厚さはおよそ 1m である。着火 3 分後、レンジフードに設置した油
受けの油に延焼している。着火 4 分後、中華鍋のてんぷら油は燃え尽きている。着火 5 分後、木
箱からの火炎とレンジフードから溢れた火炎により吊り棚に置いてある菓子の袋及びレンジフー
ド外側に設置してあるエアコンに延焼した。着火 8 分後、吊り棚に延焼する。この直後、出入り
口から火炎が噴出する。
(3)

実験 3（表 2 実験 No.3）

てんぷら油着火 1 分後、中華鍋からの火炎が成長し連続火炎高さは 1m を超える。着火 1 分 46
秒後に換気扇は停止した。着火 2 分後、調理室内の煙層厚さはおよそ 70cm である。着火 3 分後、
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表 2 実験条件

実験N o.

気温[℃]

湿度[％]

実験装置

レンジフード
内の食用油

吊り戸棚の
板厚[cm ]

レンジフード
内換気扇

1

30

58

1 棟目

なし

3

運転

2

30

60

1 棟目

あり

3

運転

3

30

63

2 棟目

あり

1

運転

4

30

－

2 棟目

あり

1

停止

図 9 実験 No.2 の燃焼状況
（左上：換気扇外観、左下：調理室外観、右上：出火前の調理室）

壁に貼ってあるタイルが剥がれて中華鍋の中に落下した。これにより火勢が弱められた。レンジ
フード内の油受けに入れた油は延焼している。その後、燃え尽きた。
(4)

実験 4（表 2 実験 No.4）

てんぷら油着火 10 秒前、換気扇を停止してあるため、白煙の煙層厚さはおよそ 1.1m である。
着火 1 分後、中華鍋からの火炎が成長し連続火炎高さは 1m を超える。着火 2 分後、換気扇及び
出入り口から黒煙が噴出している。着火 3 分後、レンジフード内の油受けの油に延焼している。
着火 4 分後、レンジフードから火炎が溢れている。着火 5 分後、エアコンが燃焼を始める。徐々
に黒煙の量が増していく。着火 17 分後、出入り口からみて右側可燃物が奥から手前に向かって燃
焼してきた。
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2.2.3 結果から得られたこと
中華鍋に入れたてんぷら油の白煙発生時間はコンロ点火後 8～9 分、白煙発生温度は 270～
300℃であった。てんぷら油に着火する時間は 15～17 分、着火時の中華鍋中央温度は、
370～380℃
であった。
実験 No.2 と実験 No.4 における実験終盤の盛期火災時では、それぞれ最大発熱速度で約 3.6MW
及び約 4MW である。燃焼熱は、サラダ油 37.3kJ/g、エアコン（ABS 樹脂）29.4kJ/g、吊り棚・
食器棚（木材）16.9kJ/g を使用した。
レンジフード近傍の吊り棚は、中華鍋からの火炎だけでは着火しなかった。しかし、レンジフ
ード内の油が燃焼することで、吊り棚の木材が着火する可能性が高まることがわかった。
中華鍋からの火炎がレンジフード内の油受けにある油に延焼し、それがレンジフードから溢れ
ることによってエアコンに着火する。エアコンからの溶融物による周囲可燃物の燃焼やエアコン
自体の燃焼の生成熱により天井付近に高温層が形成される。吊り棚に置いた可燃物が火種になり
吊り棚や食器棚の木材に延焼するか、もしくは、出入り口から見て右側可燃物から立ち上がった
火炎が右から左へ天井に沿うことにより吊り棚に接炎し延焼する。以上により調理室全体に延焼
する。
したがって、鍋内の油のみの着火だけでなく延焼拡大のためには、レンジフード内の油受けに
入れた油に延焼することと、エアコンが燃焼することが必要であった。

3.

計算機を用いたシミュレーション技術の活用
家庭や職場で使用しているパソコンの高性能化に見られるように近年の急速な計算機の発達に

より、手軽にシミュレーションを行う環境基盤が整ってきた。先に述べた第 2 章で述べた実大規
模模型を用いた火災実験は、費用面、環境面で多くの実験条件を実施することが困難であるとい
う現状から、実験条件の絞り込みや実験結果のフォローアップ等、シミュレーションの担う役割
もますます大きくなっている。
シミュレーション（厳密には数値計算）の手法は、多岐に渡り様々な手法があり、火災科学分
野（特に建築防火分野）では主にゾーンモデルとフィールドモデルが使用されてきた。いずれも
火災時に生じる熱気流を解析対象としている。火災は複雑な諸現象の集合体であり、現状ではシ
ミュレーションを使って火災で生じるあらゆる現象を模擬できるわけではない。そのシミュレー
ションの適用限界は、要求される計算精度と計算対象により決まり、シミュレーションを実施す
る者はそれを見極めなければならない(6),(7)。
ここで述べるシミュレーションにはフィールドモデルである数値流体力学（Computational
Fluid Dynamics, 以下、CFD）を用いた計算手法を適用し、宝塚市カラオケボックス店火災を対
象とした建物内を移流拡散する熱気流を解析する。また、火点近傍は第 2 章（2.2）で示した実大
規模模型を用いた火災実験によって得られたデータを利用し、発熱速度をシミュレーションの入
力条件とした。
以上により、宝塚市カラオケボックス店火災を模擬した計算機によるシミュレーションを行い、
現場の状況から実験では把握困難な建物内に移流拡散する熱気流等の経時変化を把握することを
目的とする。
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3.1
3.1.1

CFD による解析手法
Fire Dynamics Simulator

本シミュレーションでは、米国商務省国立標準技術研究所（以下、NIST）が開発している火災
を対象にした CFD 計算プログラム、Fire Dynamics Simulator(8) Ver.4.07（以下、FDS）を用い
た。
FDS はフリーウェアとしてインターネット上で NIST により公開されており、後処理として可
視化ソフト Smokeview が付属する。現在では、Ver.5 がリリースされている。FDS は、いわゆる
数値計算を行うソルバー部分であり、結果の可視化には付属の Smokeview を使うことになる。
FDS の特徴は、汎用 CFD 計算プログラムに引けを取らないさまざまな火災対象に対応できるフ
レキシブルさを備えている点である。
FDS では、計算手法としてラージ・エディ・シミュレーション（以下、LES）を用いて計算を
行っている。サブグリッド・スケールモデルとして、散逸効果が優れているため工学的に広く用
いられているスマゴリンスキーモデル(9)を採用している。燃焼モデルは混合分率モデル(10)を用い
ており、放射熱流束も計算する。
入力データとして、計算空間寸法、計算格子数、壁等の障害物形状の座標、計算終了時刻、火
源の発熱速度（単位時間当たりの発熱量）、可燃物の種類の指定等の情報を与えると、出力データ
として温度や速度等の種々の参照面分布データや参照点時系列データが得られる。また、
Smokeview により結果をグラフィカルに可視化することで結果を把握する助けとなる。
3.1.2 支配方程式
シミュレーションを行うためには、火災の物理現象に則って適切な支配方程式を選択し、計算
機資源に見合った合理的な計算手法によって解を導き出す必要がある。その火災の物理現象を記
述した方程式を支配方程式もしくは基礎方程式と呼ぶ。本シミュレーションで使用する支配方程
式は、質量保存式（式(1)）、化学種保存式（式(2)）、運動量保存式（式(3)）、エネルギー保存式（式
(4)）、状態方程式である。

∂ρ
+ ∇ ⋅ ρ u = 0 ······················································································ (1)
∂t
∂
(ρYl ) + ∇ ⋅ ρYl u = ∇ ⋅ (ρD )l ∇Yl + m& l′′′ ······················································ (2)
∂t
⎧ ∂u
⎫
+ (u ⋅ ∇ )u ⎬ + ∇p = ρ g + f + ∇ ⋅ τ ······················································· (3)
⎩ ∂t
⎭
∂
(ρh ) + ∇ ⋅ ρhu − Dp = q& ′′′ − ∇ ⋅ q r + ∇ ⋅ k∇T + ∇ ⋅ ∑ hl (ρD )l ∇Yl ··················· (4)
∂t
Dt
l

ρ⎨

& l′′′ は化学種 l の生成率、
ここで、 ρ は気体密度、 u は速度ベクトル、 Yl は化学種 l の質量分率、 m

p は圧力、 f は外力、 τ は応力テンソル、 h はエンタルピー、 q& ′′′ は単位体積あたりの発熱速度、
q r は放射熱流束、 T は温度である。また、火災の際、気体は圧縮性ではあるものの密度波伝播を
捉える必要がないため、低マッハ数流れとして扱い低マッハ数近似(11),(12)を適用する。式(1)～(4)
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表 3 計算条件
計算空間寸法 1 4 .2 m ×8 .5 7 5 m ×高さ6 .6 7 m
計算セル数

3 7 5 ×2 1 6 ×高さ1 8 0 ＝1 4 ,5 8 0 ,0 0 0 点

初期条件

室内温度2 0 ℃、屋外温度6 .7 ℃、屋内外気風速0 m /s

計算時間

油着火から7 2 0 秒（1 2 分）後まで

時間刻み幅

計算安定条件を満足するような可変刻み幅

火源条件設定 実験データを用いた（3 .1 .3 に詳細記述）。
使用計算機

消防研究センター・熱流体数値解析用計算機（M PI並列計算機）

に示す基礎方程式は微分方程式であり、計算機で直接扱うことはできないので、離散化という方
法を使って代数方程式に変換することになる。代数方程式は、計算対象となる空間を細かくサイ
コロ状に分割した各々の微小領域（以下、セル）単位で成立する。本シミュレーションでは具体
的には、デカルト座標系において空間微分を 2 次精度中心差分として有限差分により離散化する。
時間積分については陽的 2 次精度予測子修正子法を用いる。
3.1.3 実験データを用いた火源モデル
実大規模実験で得られたデータのうち、発熱速度の経時変化データ（図 10、実験 No.2 のデー
タ）を利用した。
FDS の入力データとしての発熱速度の設定について、例えば、火源の発熱速度 QI（時間的に変
化してもよい）及び火源寸法（面積）を入力条件として与えると、FDS では単位時間の発熱量（つ
まり発熱速度 QI）に見合った燃料流量になるようにその火源から燃料を噴出させる。燃焼モデル
は前述した通り一段反応の簡易なもので、燃料と酸素が出会うと反応速度無限大で燃焼する仕組
みのモデルであり、噴出した燃料が周囲の酸素の状況によって十分に酸素があれば燃焼するが、
酸素が足りないと燃料が燃焼しないことが生じる。よって、入力データとして与えた発熱速度 QI
はシミュレーションの計算過程を経て、周囲環境を加味した状態の発熱速度 QO として出力される。
ここで、必ずしも与えた発熱速度 QI と出力 QO とは同じとはならない。本シミュレーションでは、
実際には整合することは難しいが、実験で得られた発熱速度と FDS が出力する発熱速度 QO が可
能な限り合うように、入力のための発熱速度 QI を調整した。図 10 に実験で得られた発熱速度及
び計算結果として出力した発熱速度 QO を示す。
3.1.4 計算条件
本シミュレーションで設定した主な計算条件を表 3 に示す。
計算空間のセルによる刻み幅はおよそ 4cm 弱である。時間刻み幅については、計算過程で 1 ス
テップ当たり 0.00198～0.03255 秒であった。実際に計算終了まで費やした時間は、熱流体数値
解析用計算機を使用した 16 コアの MPI（メッセージ パッシング インターフェース）による並
列計算で約 106 時間（約 4 日半）であった。
建物の外気に通じる開口部は、建物 1 階の出入り口及び調理室内に設置してある換気扇 2 ヶ所
であり、それ以外の換気口等の開口部は無視した。地面を除く計算領域の界面には大気解放境界
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油着火からの経過時間 [分]
図 10 実験で得られた発熱速度及び計算結果として出力した発熱速度

2階

階段室

1階
調理室

図 11 建物内に移流拡散する煙の様子

条件を設定した。また、熱的境界条件として、物体表面の法線方向に対して物体内部の一次元熱
伝導方程式を解き、壁面からの失熱を考慮している。
火源の条件は、3.1.3 で示した発熱速度とし、煤の生成量は、燃料の質量 1 [g] あたり 0.01 [g] と
した。
3.2 結果から得られたこと
3.1.3 で示した火源モデルが実験データを完全に模擬しているわけではないため、火源近傍の諸
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2階

屋外
1階

着火2分後

着火3分後

図 12 階段室の中央を切った減光係数の鉛直断面分布

2階

屋外
1階

着火2分後

着火7分後

着火8分後

着火9分後

図 13 階段室の中央を切ったガス温度の鉛直断面分布

現象については調理室内の実験結果を参考にすることにし、シミュレーションの結果については、
主に建物内に伝播する熱気流の流動性状について述べることにする（図 11）。ここで、
「煙」とい
う表現が出てくるが、煤と空気の混合物を「煙」と呼ぶことにする。
3.2.1 建物 2 階在館者の避難限界
図 12 は、階段室中央を切った減光係数の鉛直断面分布である。対象建物は一階段であり、自力
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廊下

客室E

2階
客室
調理室

1階

着火2分後

着火1分後

着火3分後

着火4分後

着火5分後

着火6分後

着火7分後

着火8分後

図 14 建物 2 階の廊下中央を切った減光係数の鉛直断面分布

避難を考えれば、建物 2 階以前に階段室の環境によっては避難を不可能にする。着火 2 分後、2
階に煙が上がり始める。着火 3 分以降、階段室の 2 階部分には煙が蓄積しており、視覚的に避難
が困難となる状況である。
図 13 は、階段室中央を切ったガス温度の鉛直断面分布である。着火 2 分後に熱気流が 2 階に
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廊下

客室E

2階
客室
調理室

1階

着火2分後

着火1分後

着火3分後

着火4分後

着火5分後

着火6分後

着火7分後

着火8分後

図 15 建物 2 階の廊下中央を切ったガス温度の鉛直断面分布

上がり始める。着火 7～8 分後には階段室の 2 階部分は 100℃に到達する程度、階段室の 1 階天井
付近は 200℃前後の温度になり、熱気流が 2 階へ上っていく。建物 2 階から 1 階に唯一自力避難
した一人の女性客が、1 階に避難した際に、階段室で髪の毛を焦がしている。髪の毛が焦げる温
度はおよそ 200℃(13)であるから、その客が避難した時間は着火から 7～8 分後であったと推測す
る。
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階段室
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屋外
着火6分後
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図 16 建物 2 階天井から 10cm 下のガス温度の水平断面分布

3.2.2 建物 2 階の煙熱環境
図 14 は、建物 2 階の廊下中央で切った減光係数の鉛直断面分布である。着火 2 分後、階段室
に煙が入り 2 階に上昇する。2 階廊下にはその煙はまだ到達していない。着火 3～4 分後、2 階廊
下に煙が入る。この時の天井から煙層の下端までの高さ（煙層高さ）は 1.5～1.7m である。着火
5 分後、煙層が降下し、煙層高さは 1.8～2.0m になる。着火 6 分後、煙層高さは 2.4m になる。
着火 7～8 分後ではさらに高濃度の煙が 2 階廊下に流入し、高濃度の煙の層が出来る。この煙層高
さは、1.8～1.9m である。この時、低濃度の煙は床面まで達している。
図 15 は、建物 2 階の廊下中央で切った温度の鉛直断面分布である。青色から少しでも色の変化
がある場所のガス温度はおよそ 100℃以上であり、ここで観測する熱気流は 100℃以上の温度を
持った熱気流である。着火 7 分後に階段室で上昇する熱気流が観測でき、2 階廊下天井に 2m の
高温層を形成する。着火 7 分以降、高温層の高さは 2m と変わらないが、時間が経過するにつれ
てより高温になっていく様子が見られる。
図 16 は、建物 2 階天井から 10cm 下のガス温度の水平断面分布である。2 階客室天井に設置し
てある換気口のルーバーは ABS 樹脂製であり、調査において複数あるそれらのうち一部が溶融し
ていたことから、ルーバーが設置されていた天井付近のガス温度を調べたものである。ABS 樹脂
の融点は不明であることが多いが、313℃(14)であるとすると、本シミュレーションで行った計算
時間（着火 12 分後まで）よりもルーバーが溶融した時間はさらに先の状況であると考えられる。
本シミュレーションは火災の途中経過までを示していることになり、さらに火災は進展すること
になる。
3.2.3 建物全体にわたる煙流動性状
減光係数で見ると（図 14）、着火 1～2 分後では建物 1 階の煙の伝播が顕著であるが、着火 3 分
以降は、1 階よりも 2 階の方が煙層の降下が速くなることがわかる。これは、建物 2 階に上昇し
た煙は周囲空気を巻き込みながら伝播するので、1 階に比べて煙濃度は薄くなるためである。
一方、ガス温度を見ると（図 15）、着火 6 分後までは建物 1 階の熱気流の移流拡散が顕著である
が、着火 7 分以降、2 階に熱気流が上昇した後でも、1 階の高温層は 2 階よりも厚く、温度も高
い。これは、熱気流が 2 階に移流拡散するときに、周囲空気を巻き込みまた周囲の壁等による失
熱の影響から、1 階よりも 2 階の温度は低くなる。
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おわりに

4.

実大規模模型を用いた火災実験では、実際に実大規模で物を燃やすことにより得るところは多
い。つまり、燃やしてみなければわからないことも多いのである。ただし、データを収集するた
めの資機材、可燃物、人手等のコスト面や実験時の二酸化炭素の排出による環境負荷の問題から、
多くの実験は出来ない。よって、得られる結果の信頼性については常に議論の的となるが、基礎
研究の知見やデータに基づき信頼性を保持しているところである。
一方、シミュレーションについては、実験や理論による研究の発展なしには成立しない技術で
あり、それら三位一体となった研究は極めて重要である。現時点ではシミュレーションは未だ発
展途上の技術であり、現時点での技術水準で適用可能なモデル等を用いている段階である。シミ
ュレーションを実行する際に、個々の可燃物や火点近傍の延焼の再現も実験に頼るところが大き
く、消防研究センターでは燃焼実験データベースを整備しているところである（URL
http://firedb.fri.go.jp/）。
以上、実大規模模型を用いた火災実験及びシミュレーションについては課題も多いが、ともに
火災進展の再現、予測をする方法として消防研究センターではそれらを利活用していきます。
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消防用防火服の現状と展望
財団法人日本防炎協会（前消防研究センター）

1.

箭内英治

はじめに
近年、日本において雑居ビル火災、タンク火災、RDF 火災など大規模な、また多くの犠牲者

を出した火災が起きている。例えば、平成 15 年の神戸市西区伊川谷で発生した火災では、4 人
の消防職員が殉職し、9 人が重軽傷を負った。この火災は要救助者を救出するための活動中に二
階が崩落して起きたもので、消防活動が危険と隣り合わせであることが改めて認識させられた事
故であった。平成 19 年の消防年報によると平成 18 年の消防本部・消防署が火災や風水害等災
害に出場した件数は、約 7 万件と非常に多い。このような火災や災害時の消防活動において、消
防隊員の身を守る最後の砦となる防護装備の 1 つに消防用防火服があげられる。優れた防火服を
開発することは、消防隊員の安全性の観点からも重要である。
消防用防火服の性能開発は、初めは如何に耐熱性能を与えるかが主目的であったが、訓練など
の活動時に不快感を訴える消防隊員は快適性能、機能性能に関して強く要望することから、現在
は快適性能、機能性能と耐熱性能の相反する性能をいかにして両立させるかが課題となっている。
本稿では、筆者が消防研究センターに在籍していた当時に実施した研究を主体として、消防用
防火服の現状と今後の展望につて紹介する。

2.

消防隊員の活動状況と死傷者数
平成 10 年から平成 19 年までの 10 年間の消防白書を基に、火災などの出動回数の年推移を図

1 に示す。平成 9 年から平成 13 年までの出動回数は年 6 万件前後でほとんど横ばいであるが、
平成 14 年から出動回数は上昇傾向にあり、平成 18 年には、約 8 万 5 千件にも出動回数が増え

図 1 消防隊員の火災などへの出動回数
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ている。それだけ、消防隊員は危険にさらされる機会が増えていると言ってよい。
次に、消防隊員の死傷者数を調べたのが図 2 である。火災による消防隊員の死者数は平成 15
年が最も多く 8 人であるが、傾向はみられない。平成 15 年に死傷者が多かったのは、冒頭にも
述べたように要救助者を救出するための活動中に二階が崩落し、消防隊員が殉職した火災などが
重なったためである。負傷者数は平成 13 年が最も多く 382 人であるが、その年以降は減少傾向
にある。消防隊員の出動回数が増えているのに対して、死傷者数が増えていないことは、安全な
消防活動が徹底されていることが 1 つの要因と考えられる。

図 2 消防隊員の死傷者数
3.

消防防火服の現状
約 10 年前までは消防隊員の着用する防火服の日本における国内の統一基準は存在しなかった。

そのため、ISO 11613：1999（アプローチ A、欧州仕様、以後 ISO 性能基準とする。）に定める
防護服の基準に対応した日本国内の消防隊員用防火服の性能に関する基準を検討するために、財
団法人日本防炎協会内に「防護服性能基準検討委員会」が 2000 年 6 月に置かれた。委員は学術
経験者、消防庁及び消防機関の職員、全国消防服装協会の会員、全国消防服装協会が推薦する消
防服メーカー及び素材メーカー、防炎協会の役職者から構成され、その結果として、財団法人日
本防炎協会から「防火服の性能基準」が 2003 年 12 月 19 日付で発表された。この基準は、強制
力のある基準ではないが、ISO 規格に準じて作成したものであり、日本中の自治体消防が防火服
の仕様を作成する際に参照できる日本の統一基準とみなすことができる。最近、この基準に適合
した防火服が提供されるようになり、55 の消防本部で採用され、納品されている。今後、さら
に増えていくものと予想される。また、この性能基準は消防吏員が着用する防火服の性能基準で
あるが、消防団員が着用するような低い性能レベルの防火服に対する基準も含むように平成 19
年 12 月に改正された。これによって、2 レベルの防火服の性能基準が定められたことになる。
消防防火服の性能を大きく分けると、難燃性、遮炎性などの炎・熱に対する防護性能、引張強
度、引裂強度、耐摩耗性などの機械的な性能、主要な化学薬品 NaOH、HCL、H2SO4、p－キシ
レンの耐浸透性の化学薬品に対する防護性能、透湿性、通気性、柔軟性などの快適、機能性能、
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耐水性、耐洗濯性、静電気暴政性能などのその他の性能を併せ持つことが必要である。これを模
式的に表すと図 3 となる。

消防防火服
相反する
性能

機械的な性能
● 引張、引裂強度
● 耐摩耗性
火炎・熱からの防護性能
● 難燃性
● 遮熱性（火炎、放射熱、
対流熱）

その他の性能
● 耐水性
● 静電気防止
● 耐洗濯性
快適、機能性能
● 軽量化
● 透湿性、通気性
● 柔軟性

化学薬品に対するの防護性能
● ＮａＯＨ、ＨＣＬ、Ｈ２ＳＯ４
● ｐ－キシレン

図 3 現有の消防防火服の性能

日本における北海道などの寒い所から九州などの暑い所の主要 10 都市の各消防本部で使用し
ている防火服の仕様書を集め、防火服の性能比較をしてみた。その結果、日本の防火服は、都市
毎に独自の性能を仕様に入れているものの、大きな違いは見られなかった。主要 10 都市の防火
服の中から代表的な仕様書を抜き出し、その性能について（財）日本防炎協会制定基準、ISO 性
能基準と比較したものを表 1 に示す。この表からも分かるように、防火服は外衣生地、透湿防水
層生地、断熱層生地（裏地）の 3 層から構成されているのが一般的である。
日本の代表的な防火服がどの程度の性能を持つのかを米国の NFPA 防火服の性能と比較して
見てみる。図 4 は生地重量、快適性能、放射熱に対する防護性能、火炎暴露に対する防護性能、
火炎と放射の両方暴露に対する防護性能の 5 つの性能について、ISO 性能基準を 1 として、
レーダチャートで示したものである。1 より大きければ ISO 性能基準より優れていることを示し、
1 より小さければ性能が ISO 性能基準より劣ることを示している。日本の大都市防火服は火炎と
放射の両方の暴露に対する防護性能のみ ISO 性能基準より劣るが、他の性能は ISO 性能基準と
ほぼ同程度の性能を持っている。しかし、NFPA 防火服と比較すると、大都市防火服の快適性能
と生地重量は優れているが、逆に熱に対する防護性能は劣る結果となっている。これは、NFPA
防火服は、生地が重いだけに生地の厚みがあり、そのため熱防護性が良い結果となっており、体
内で発生した熱や汗を外部に逃がし難いため快適性が劣る結果となったものである。したがって、
日本人の消防隊員は米国人の消防隊員と比較して体格的に劣るため、日本の消防隊員が米国仕様
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の防火服を着ることには無理がある。生地重量を日本の現有防火服程度で動き易い、快適性に優
れたしかも熱的な防護性能は米国防火服程度以上の性能を持つ防火服の開発が望まれる。
表 1 日本の代表的な防火服の性能

性
能

要求事項

難燃性

耐
熱
・
耐
炎
性
能

熱伝達
（火炎暴露）
熱伝達
（放射熱
照射）

耐熱性

放射熱照射後の
素材の残留強度
機
械
的
強
度
の
性
能

耐
化
学
薬
品
性
能
耐
水
性
能
静
電
気
性
能
そ
の
他
の
性
能

(財)日本防炎協会防火服性
能基準
ISO15025
残炎・残じん≦2s
全焼穴あき着炎溶融不可
ISO9151
HTI24≧13
HTI24-HTI12≧4ｓ
ISO6942：2002のB法
t24≧18ｓ
t24-t12≧4ｓ
TF≦50%
180℃のオーブン中で 5 分
試験
溶融、滴下、分離、発火は
不可
収縮率≦5％
ISO6942 A法
10ｋW/m2
ISO5081
≧1200N

引張強さ

ISO5081
≧1200N
ISO13934Part1
≧450N
（銀面編地）

引裂強さ

ISO4674 A2法
≧40N
ISO4674 A1法
≧25N
（銀面編地）

液体化学
薬品の
耐浸透性

ISO6530
防火服生地全体に対して
40%NaOH,36%HCl,30%
H2SO4,ｐ-ｷｼﾚﾝ100％
流失＞80％
裏面への浸透なし

表面の濡れ性能

帯電性

洗濯収縮
耐性

ISO4920
撥水度≧4級

JIS L 1094 C法
帯電電荷量≦７μC/m2

ISO5077
寸法変化率≦3％

ISO11613:1999年版
（アプローチA、欧州仕
様）
EN532
残炎・残じん≦2s
全焼穴あき着炎溶融不可

外衣生地
JIS L1091A-1
残炎・残じん＝0s
炭化面積＝0c㎡

代表的な防火服
上衣/ズボン
透湿防水層生地
JIS L1091A-1
残炎・残じん≦1s
炭化面積≦15c㎡

裏地
同左

同左

同左（外衣+透湿防水層+裏地）

ISO 6942：1993 の B
法
t2≧22ｓ
t2-t1≧6ｓ
TF≦60%

同左（外衣+透湿防水層+裏地）

同左

同左

同左

同左

ISO6942A法
10ｋW/m2
ISO5081
≧450N

同左

－

－

ISO5081
≧450N

JIS L1096A法
(ﾗﾍﾞﾙﾄﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ法）
≧1960N/50mm
(縦）
≧1600N/50mm
(横）

JIS L1096A法
(ﾗﾍﾞﾙﾄﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ法）
≧196N/50mm
(縦、横）

JIS L1096A法
(ﾗﾍﾞﾙﾄﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ法）
≧196N/50mm
(上衣）
≧490N/50mm
(ｽﾞﾎﾞﾝ）

ISO4674 A2法
≧25N

JIS L1096A-1法
(ｼﾝｸﾞﾙﾀﾝｸﾞ法）
≧100N(縦、横）

JIS L1096A-1法
(ｼﾝｸﾞﾙﾀﾝｸﾞ法）
≧19.6N(縦、横）

JIS L1096A-1法
(ｼﾝｸﾞﾙﾀﾝｸﾞ法）
≧19.6N（上衣）
≧49N（上衣）

ISO6530
防火服生地全体に対して
40%NaOH,36%HCl,30
%H2SO4, ﾎﾜｲﾄｽﾌﾟﾘｯﾄ
（白灯油）
流失＞80％
裏面への浸透なし
同左

－

同左

ISO6530
40%NaOH,36%HCl,30
%H2SO4, ﾎﾜｲﾄｽﾌﾟﾘｯﾄ
（白灯油）、人工血液
（ASTM F 1670)
流失＞80％
裏面への浸透なし

－

JIS L1092(ｽﾌﾟﾚｰ法）
≧5級（初期）
≧2級
（10回洗濯後）

－

－

ISL1094 C法
≦７μC/ｍ２
（縦、横）

－

－

同左

同左

－

同左
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生地重量
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

快適性能

火炎と放射の両方の
暴露に対する防護性能

放射熱に対する
防護性能

火炎暴露に対する
防護性能
性能基準、ＩＳＯ 11613:1999
ＮＦＰＡ防火服
大都市防火服（上着）

図 4 大都市防火服と NPPA 防火服（米国）の各種性能の比較

4.

消防研究センターで実施した消防防火服の研究
平成 12 年から平成 20 年まで消防防火服の主に評価法に関連するテーマを扱ってきたが、こ

こでは、平成 18 年から 3 年間実施した「ナノテク消防防火服の要素開発・評価方法の開発」研
究の概要を紹介する。本研究で実施した研究項目には、①開発消防防火服の性能目標の設定、②
現有サーマルマネキン装置の改造、③開発消防防火服のロードマップの作成、④耐熱評価数値シ
ミュレーションの開発、⑤試作防火服の耐熱性能評価がある。このうち、①、③、④について説
明する。
4.1 開発消防防火服の性能目標の設定
平成 12 年から実施してきた消防防火服の研究やそのときに実施した現有防火服の性能の把握、
現在までの防火服のサーマルマネキン試験結果、ISO の消防隊員用防護装備の規格、消防隊員へ

図 5 開発消防防火服の性能目標の設定
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のアンケート調査などを勘案して、図 5 に示すような開発する消防防火服の性能目標を設定した。
4.2 開発消防防火服のロードマップの作成
防火服基準を作成している（財）日本防炎協会の方、主要大都市の装備課の方々、消防研究セ
ンターの筆者らが集まり、今後防火服が備えるべき性能などについて検討した結果、将来の防火
服が備えるべきニーズを次のようにまとめた。
第一優先ニーズ
現行の性能を維持したままでの軽量化（活動性の確保+負荷低減）
第二優先ニーズ
人体からの排熱の効果的排除（人体の負荷低減）
第三優先ニーズ
活動中の外部温度環境等の認識（危険の把握・高温物体などからの回避）
これらのニーズを実現するための調査した技術群については、紙数の関係で省略するが、今後
防火服が備えるべき性能などを実現するための技術マップを図 6 に示す。

第三優先
ニーズ

安全性・活動性
の飛躍的向上

z 熱応答性アクチュエーター

危険回避
z マテリアルリサイクル

快適性

z セルフクリーニング
z 次世代スーパー繊維 M5

第二優先
ニーズ

z ナノファイバー
z 異方性熱伝達素材
z 中空繊維
z ナノコンポジット

第一優先
ニーズ

撥水・防水性

z クールジャケット
z 空調服

耐久性・維持
z 繊維の異形化
z ナノボイド繊維

遮熱性

z 宇宙機用断熱材
z 遮熱塗料

z 示温インク

z PCM

z 遮熱塗料

z 芯鞘構造

軽量化

z 自己調節機能繊維
z スポーツ用ウェア

z 繊維の高機能化

z ストレッチ性

z 軽量素材による代替

z 無縫製技術

z 次世代スーパー繊維
M5

z 構造撥水

外衣

内衣・中間層

インナー

装備

図 6 将来の防火服のニーズを達成するための技術ロードマップ
4.3 耐熱評価数値シミュレーションの開発
防火服の耐熱性能を予測できるシミュレーションプログラムを作成し、マネキンに防火服を着
用させた状態での防火服の耐熱性能評価を外部火災環境や防火服生地の物性値を入力することに
より評価できるシミュレーションソフトの開発を実施した。図 7 は耐熱評価シミュレーションプ
ログラムの火傷計算の設定画面及び火傷計算結果の一例である。これにより、開発すべき防火服
が実際に作成されていなくても、防火服生地自身の物性値、外部の火災環境などを入力すれば、
耐熱性能を予測することが可能である。
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計算時間、計算の
刻みなどの設定

外部熱環境の設定
防火服生地の熱物
性値などの設定

火傷計算

図 7 耐熱評価シミュレーションプログラムの火傷計算の設定画面及び火傷計算結果の一例

5.

消防防火服の今後の展望
将来の消防を取巻く環境を見てみると、予知・予測の進歩、高い耐火性建築物等の普及、各種

火災感知器などの一般家庭への普及による火災早期発見、IT 技術の進歩、安全な自動車や環境
監視技術の発展などにより、火災件数は減少することが予想されるが、家庭内ロボットや分配電
源の普及、リサイクル建材などの可燃性材料の普及は、逆に火災時の消防活動時のマイナス要因
となる。
これらのことを考慮すると、火災や事故の絶対数の減少、並びに未経験の災害や大規模火災な
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どのような一端火災が発生した際に困難な消火活動や一般の通常火災時の消防活動の両方に対応
するため、消防装備の 2 極化が進むと予想される。
具体的には、①少数であるが、難易度の高い火災に対応する高機能な消防装備、と②圧倒的大
多数からなる現行防火服の延長となる装備である。
このような消防防火服を開発する際には、消防研究センターで実施してきた研究成果の「消防
防火服の技術ロードマップ」や「耐熱評価数値シミュレーション」を活用して頂けたらと思う次
第である。

6.

おわりに
現在の防火服に使用されている生地はアラミド繊維が主に使用されている。この繊維は 1960

年代前半デュポン社で開発され、日本では 1971 年に帝人が開発した。それ以来現在まで長い間、
防火服に使用されており、それだけ防火服の生地として優れた繊維であると言える。しかし、近
年ではナノファイバー、ナノ技術などが盛んに研究されてきており、また、生態模倣技術なるバ
イオミメッテクスに関する研究も盛んに実施されるようになってきた。これら最新技術を駆使す
ることにより、将来的にはアラミド繊維に代わる優れた特性を持つ防火服生地が開発される可能
性がある。現に、研究段階であるが「M5」のような優れたスーパー繊維が開発されている。こ
れらのスーパー繊維を利用し火災中でも長時間活動でき、かつ衣服内に汗や熱が蒸れない快適で
動きやすいスーパー防火服が将来開発されることを願う次第である。
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防火衣の熱防護性能に関する検証
東京消防庁

○渡邉

茂男

宮島

敏光

荻野

恭久

加藤

久弥

１．はじめに
消防隊員が使用している防火衣は火災現場における劣悪な環境に対応するための様々な研究、
開発により飛躍的な性能の向上を遂げている。現在、東京消防庁（以下「当庁」という。）では、
外衣生地に芳香族系アラミド繊維、内衣生地に透湿防水層と断熱層等を施したジャケット及びズ
ボンからなる防火衣を採用している。防火衣の総合的な性能は、消防隊員を火災の熱から守る「熱
防護性能」
、着心地・熱感覚・湿度感・柔軟性等の「快適性能」、着易さ・脱ぎ易さ・動き易さ等
の「機能性能」の三つの性能から成り立つが、本検証は、これらのうち「熱防護性能」に着目し、
主に火災による甚大な火炎にばく露した場合の当庁が採用する防火衣の性能を把握し、消防活動
中の火炎ばく露に伴う危険性、火炎ばく露時の対応策について提案することを目的に行ったもの
である。なお、火傷の程度は温度のみならず湿度が深くかかわっていることが知られているが、
本検証では、放水や発汗に伴う防火衣内外の水分の影響は検討から除外した。
２．検証項目、方法
２.１ 火炎にばく露された場合の防火衣の損傷状況と火傷割合についての検証
当庁が採用している防火衣が、火炎にばく露された場合の熱防護性能と当該防火衣を着装して
いる人間が負うと考えられる火傷の程度を把握するため、サーマルマネキン試験機により、火炎
によるばく露時間（以下「ばく露時間」という。）と防火衣の損傷状況及び体表面積に対する火傷
面積の割合（以下「火傷割合」という。
）の関係を検証した。
２.２ 防火衣内側の服装の違いによる火炎ばく露時の熱防護性能の比較検証
火炎ばく露時、防火衣（上衣）の内側にシャツと活動服を着用していた場合と、シャツのみ着
用していた場合の熱防護性能の差異を比較検証するため、それぞれの場合についてサーマルマネ
キン試験機による火傷割合の測定及び火炎防護性測定器を使用した測定を行った。
２.３ 経年使用による防火衣の熱防護性能の変化の検証
経年使用された防火衣（以下「使用済防火衣」という。）と未使用の防火衣（以下「未使用防火
衣」という。
）のそれぞれについて、サーマルマネキン試験機による火炎ばく露後の防火衣の損傷
状況及び火傷割合の差異、火炎防護性測定器による加熱時の挙動の差異及びコーンカロリーメー
ターを使用して一定の輻射熱を照射したときの炭化状況の差異を比較検証し、経年使用による防
火衣の熱防護性能の低下の有無を確認した。試験体には、平成 13 年製の使用済防火衣と未使用
防火衣を使用した。
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３．実験方法
３.１ サーマルマネキン試験機による実験
身長 180cm の耐熱処理されたマネキンンに防火衣を着装させた状態で、バーナーで作り出した
火災時の熱環境下にばく露させ、防火衣の熱防護性能を検証した（写真 1、写真 2 参照）。
サーマルマネキンには熱流束センサーが頭部 8 個、胴体 49 個、腕部 20 個、大腿部 27 個、脚
部 18 個の合計 122 個取り付けられている。バーナーは、プロパンガスを燃料としたもので、マ
ネキンを四方から囲む配置で 4 基（1 基につき 2 本の接炎バーナーにより構成される）設置され
ている。このバーナーによりマネキ
ン全身に平均熱流束 80kW/ の火
炎を浴びせ、マネキン各部の熱流束
センサーからデータ解析装置を介し
て火傷程度とその面積を算出するこ
とで熱防護性能を評価した。
測定データの採取時間は、予備実
験により火傷の変化がばく露開始か
ら 4 分程度で安定することが確認さ
れたため、ばく露開始より 5 分間と

写真 1 (左)

サーマルマネキン(防火衣着装状態)

した。

写真 2 (右)

火炎ばく露状況

３.２ 火炎防護性測定器を使用した実験
試験体である防火衣の生地を 14cm×14cm の正方形状に裁断したものを試験片とし、写真 3 に
示す、ISO9151:1995 に基づく試験
に使用する火炎防護性測定器を用い
て、水平に設置した試験片の表面に
ガスバーナーで 15 秒間、80kW/
の入射熱流束を与えた。試験片の裏
面に設置した熱量計により、裏面の
温度を測定した。

写真 3

火炎防護性測定器（左:加熱前、右：加熱中）

３.３ コーンカロリーメーターを使用した防火衣生地表面への輻射熱照射実験
防火衣の生地を 17cm×17cm の正方形状に裁断したものを試験片とし、ISO05660 に準拠した
試験機（コーンカロリーメーター
写真 4 参照）を使用して試験片に一
定の輻射熱を照射し、試験片の炭化
状況を観察した。照射する熱流束及
び照射時間の 2 条件を変化させて実
験を行い、それぞれの場合について
観察を行った。

写真 4

コーンカロリーメーター(左:装置、右:実験状況)
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４．検証結果と考察
４.１ 火炎にばく露された場合の防火衣の損傷状況と火傷割合についての検証結果
図 1 は、サーマルマネキン試験機によるばく露時間ごとの火傷割合を示した図である。ばく露
時間 8 秒では、火傷割合が 25.90%、ばく露時間 10 秒では 40.48%、ばく露時間 15 秒では 68.09%
であった。

正面

背面

正面

正面

背面

背面

8 秒ばく露

10 秒ばく露

15 秒ばく露

(ばく露開始 5 分後:25.90％)

(ばく露開始 5 分後:40.48％)

(ばく露開始 5 分後:68.09％)

3 度の火傷

2 度の火傷

1 度の火傷

火傷なし

図 1 ばく露時間別の火傷割合測定結果（上半身:シャツ(綿 100%)＋防火衣、下半身:活動服＋防火衣）
さらに、
写真 5 及び写真 6 に示すように空気呼吸器を着装し 10 秒間のばく露を行ったところ、
ばく露開始から 5 分経過後の火傷割合は、37.06%となった（図 2 参照）。

正面
写真 5

写真 6

ばく露前

ばく露後

背面

火傷割合:37.06%
図２ 火傷割合

なお、防火衣の生地部分については、火炎ばく露後の燃焼の継続は観察されなかったが、反射
材については溶融・炭化し、一部が蒸発するまで燃焼を継続したことから、火傷の程度に悪影響
を及ぼすことが考えられる（写真 7 参照）。また、空気呼吸器を着装させて火炎ばく露を行った
実験では、空気呼吸器の背負いバンドが収縮又は溶融し、一部は溶断に至った。溶断又は溶断寸
前に至った箇所は写真 8 に示すように腰バンド及び脇バンドの金属との結合部付近で多く確認さ
れた。

上衣背面裾部分

背面の焼損状況

写真 7

ズボン背面裾部分

反射材の焼損状況

写真 8
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腰バンド及び脇バンドの損傷状況

４.２ 防火衣内側の服装の違いによる火炎ばく露時の熱防護性能の比較検証結果
４.２.１ サーマルマネキン試験機による実験
図 3 は、防火衣の下に綿 100%のシャツに活動服（上衣:アラミド繊維 80%、難燃ポリエステル
20%）を着用した場合と綿 100%のシャツのみ着用した場合のサーマルマネキン試験機による 10
秒間の火炎ばく露を行った時の火傷割合を示した図である。各々のばく露開始から 5 分経過後ま
での火傷割合は、シャツに活動服（上衣）を着用した場合は 32.43%、シャツのみの場合は 40.48%
とシャツに活動服（上衣）を着用した場合の方が火傷割合が少なかった。

正面

正面

背面

火傷割合:32.43％

背面

火傷割合:40.48％

（ｼｬﾂ(綿 100%)＋活動服＋防火衣、呼吸器なし）

図3

(ｼｬﾂ(綿 100%)＋防火衣、呼吸器なし)

火傷割合

４.２.２ 火炎防護性測定器を使用した実験
防火衣（上衣）の生地に活動服（上衣）の生地とシャツ生地を合わせたもの及び防火衣（上衣）
生地にシャツ生地のみを合わせたものの 2 種類を試験体として火炎防護性測定器を使用した実験
を行った。その結果、図 4 に示すとおり防火
衣生地にシャツ生地と活動服（上衣）生地の
両方を合わせた場合の最高到達温度は
68.1℃、シャツ生地のみを合わせた場合は
73.5℃となり、防火衣生地にシャツ生地と活
動服（上衣）生地の両方を合わせた場合は、
シャツ生地のみを合わせた場合と比較して最
高到達温度が 5.4℃低く、さらに試験体上面

90

80
試 70
験
体 60
上 50
面
温 40
度 30
（
℃ 20
） 10

73.5
68.1

ｼｬﾂ+活動服+防火衣
ｼｬﾂ+防火衣

0
0

（シャツ生地裏面）の温度上昇が緩慢な結果

10

20

30

40

経過時間（秒）

となり、体表面に与える影響が小さいことが
図4

わかった。

火炎防護性測定器による測定結果

4.2.1 及び 4.2.2 の結果から、防火衣の下にシャツと活動服（上衣）を着用した場合とシャツの
み着用した場合とでは、シャツと活動服（上衣）を着用した方の火傷の程度が軽くなると考えら
れる。
４.３ 経年使用による防火衣の熱防護性能の変化の検証結果
４.３.１ サーマルマネキン試験機による実験
写真 9 はサーマルマネキン試験機により使用済防火衣に 10 秒間の火炎ばく露を行った時の状
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況である。写真 10 は、同試験機により未使用防火衣について同様のばく露を行った後の状況で
ある。これら 2 種類の防火衣の損傷状況に大きな差異は認められなかった。また、ばく露開始か
ら 5 分経過後の両者の火傷割合を比較すると図 5 に示すとおり、使用済防火衣の場合は 32.43%、
未使用防火衣の場合は 30.87%であった。

正面
背面
火傷割合:32.43％

写真 9

使用済

写真 10

未使用

正面
背面
火傷割合:30.87％

使用済

未使用

上半身:シャツ(綿 100％)＋活動服＋防火衣
下半身:活動服＋防火衣、呼吸器なし

図5
４.３.２ 火炎防護性測定器を使用した実験

火傷割合
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実験を行った。図 6 は、各試験体の経過時間
ごとにおける試験体表面温度を示したグラフ
である。使用済防火衣の試験体裏面の最高到
達温度は 78.2℃、未使用防火衣の場合は
83.8℃と使用済防火衣の試験体裏面の最高到
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表 1 は火炎防護性測定器による試験体裏面

図6

火炎防護性測定器による測定結果

のばく露前とばく露開始から 13 秒後の温度

)

変化を表したものである。双方
の試験体はばく露開始からばく
露 13 秒後までの温度上昇は
24℃を下回っており、当庁の防
火衣の仕様書に要求されている
熱伝達性能（火炎防護性能）を

表1

火炎ばく露開始 13 秒後の試験体上面の温度変化
ばく露前
（℃）

ばく露１３秒後
（℃）

温度変化
（℃）

未使用防火衣(上衣)

22.5

43.8

21.3

使用済防火衣(上衣)

21.3

42.3

21.0

試験体

満たしていた。
４.３.３ コーンカロリーメーターを使用した防火衣生地表面への輻射熱照射実験
使用済防火衣及び未使用防火衣の生地を試験体とし、コーンカロリーメーターを使用して生地
表面へ輻射熱を照射した。照射した熱流束は 40kW/ 及び 80kW/ で照射時間は 5 秒間、10 秒
間、15 秒間・・・と 5 秒毎に設定した。表 2 は、照射後の試験体表面の状況を示したものである。
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40kW/ 及び 80kW/ ともに、照射時間ごとの各試験体表面の炭化状況に大きな差異は認められ
なかった。また、80kW/ の熱流束を 10 秒間照射した場合と 40kW/ の熱流束を 30 秒間照射し
た場合、それぞれの試験体表面の損傷状況は同程度であった。
以上 4.3.1 から 4.3.3 の実験の結果をまとめると火傷割合は使用済防火衣の方が 1.56%大きい結
果となり未使用防火衣に優位な結果となった一方で、火炎防護性測定器による実験では使用済防
火衣の方が優位な結果となった。また、サーマルマネキン試験機による火炎ばく露後の防火衣の
損傷状況の比較及びコーンカロリーメーターによる輻射熱照射実験の結果、両者の間に大きな差
は認められなかった。さらに両者とも当庁の仕様書に要求されている火炎防護性能を満たしてい
た。これらの結果から、配置から更新までの 6 年間使用した防火衣であっても、経年使用による
熱防護性能の著しい低下は認められなかった。

表 2 コーンカロリーメーターを使用した輻射熱照射実験結果
熱流束（放射熱）の大きさ
照射
時間

40kW/㎡
未使用
防火衣

使用済
防火衣

炭化状況
（損傷状況）

80kW/㎡
未使用
防火衣

使用済
防火衣

5秒

・40kW/㎡の照射では試験体がわずかに変色した。
・80kW/㎡の照射では試験体が硬化し、薄黒く変色した。

10秒

・40kW/㎡の照射では、試験体がわずかに変色した。
・80kW/㎡の照射では、試験体が硬化し、黒く炭化した。

15秒

・40kW/㎡の照射では、試験体が硬化し薄黒く変色した。
・80kW/㎡の照射では、照射中に発火し、試験体に多くのひ
び割れが生じ損傷が著しい。また収縮により破断が生じ
た。

20秒

・40kW/㎡の照射では、試験体が硬化し薄黒く炭化した。

25秒

・40kW/㎡の照射では、試験体が硬化し黒く炭化した。

30秒

・40kW/㎡の照射では、試験体が硬化しより黒く炭化した。

35秒

・40kW/㎡の照射では、試験体が硬化し、より激しく黒く炭
化し、亀裂が観察された。

40秒

・40kW/㎡の照射では、試験体が硬化し、黒く炭化するとと
もに、数本の亀裂が観察された。
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４.４ 火炎にばく露された場合の対応についての考察
図 7 に示すとおり、火炎ばく露
後の火傷割合の変化は、ばく露直
後から増加し、ばく露開始後 4 分
（240 秒）でほぼ一定となった。
このことから、火傷割合を少なく
するためには、移動中の熱を速や
かに除去することが有効であると
考えられ、消防活動中に火炎にば
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衣の離脱が火傷割合の拡大防止に

図7

効果がある。

ばく露時間別の火傷割合の変化

(上半身:ｼｬﾂ(綿 100%)+防火衣、下半身:活動服+防火衣、呼吸器なし)

４.５ 火炎ばく露の限界についての考察
表 3 は、火傷による重症度の判断基準である。これによると、体表面積に対する 3 度の火傷割
合が 2%以上になると中等症に該
当し、入院治療を要することとな

火傷の深さと広さによる重症度の判断 1)

表3

2度面積

3度面積

る。サーマルマネキン試験機を使

軽症（外来通院治療）

成人15％未満・小児10％未満

2％未満

用した実験でばく露時間が 6 秒の

中等症（入院治療）

成人15～30％未満・小児10～20％未満

2～10％未満

場合、ばく露後そのまま放置する

重症（ＩＣＵ管理・専門施設） 成人30％以上・小児20％以上

10％以上

（出所：救急隊員標準テキスト,救急隊員用教本作成委員会,ヘルス出版,2003.10.10,p204）

と、表 4 に示すとおり 3 度の火傷
割合が 1.56%と概ね 2%に近い火
表4

傷割合となった。一方、ばく露時
間が 5 秒の場合は 0.87%であった。
このことから、火災時の突発的な
火炎ばく露を想定した 80kW/
の熱流束に 5 秒を超えてばく露さ
れた場合には、軽傷ではおさまら
ない恐れがあると考えられる。

ばく露時間と火傷割合の関係

(上半身:ｼｬﾂ(綿 100%)＋防火衣、下半身:活動服＋防火衣、呼吸器なし)

3度火傷
2度火傷
1度火傷
合計
火傷なし
2度+3度火傷

5秒
6秒
0.87 1.56
1.94 6.20
0 1.30
2.81 9.06
97.19 90.94
2.81 7.76

ばく露時間
8秒
10秒
5.61 14.59
15.82 22.04
4.47
3.85
25.9 40.48
74.1 59.52
21.43 36.63

15秒
35.75
28.50
3.84
68.09
31.91
64.25

単位:(％)

％
20秒
60.41
17.03
0.92
78.36
21.64
77.44

５．まとめ
５.１ 火炎にばく露された場合の火傷割合について
サーマルマネキン試験機を使用した今回の火炎ばく露実験によれば、平均 80kW/ の熱流束の
火炎に 8 秒間ばく露されると火傷割合は 25.90%、10 秒間では 40.48%、15 秒間では 68.09%で
あった。
５.２ 活動服（上衣）を着用した場合の火傷割合
防火衣の下にシャツと活動服（上衣）を着用した場合とシャツのみ着用した場合とでは、シャ
ツと活動服（上衣）を着用した方が火傷割合が低かった。
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５.３ 経年使用による熱防護性能の低下の有無
製造から 6 年間（更新期間）経過した防火衣は、当庁の仕様書に記載された熱伝達性能（火炎
防護性能）を満たしていたことなどから、経年使用（更新期間内の使用）による熱防護性能の低
下は認められなかった。
５.４ 火炎にばく露された場合の対応
火炎ばく露により受けた熱の移動が火傷に大きく影響することから、火炎にばく露された場合
は、速やかな防火衣の離脱が火傷割合の拡大防止に効果があることがわかった。
５.５ 火炎ばく露の限界
現行の防火衣では、火災時の突発的な火炎ばく露を想定した 80kW/ の熱流束に 5 秒を超えて
ばく露された場合には、軽傷ではおさまらない恐れがあると考えられる。
６．おわりに
この検証実験は、急激に火炎が拡大し最盛期に至るときの非常に激しい火炎に、消防隊員がば
く露された場合を想定して行ったものである。しかし、火傷は必ずしもこのような激しい火炎に
よる熱にさらされた場合だけに生じるものではない。それほどの高温でなくとも長時間ばく露さ
れていることによって火傷を負うことがある。災害現場では、火災性状や熱的成長過程などの状
況の変化を敏感にキャッチし、火傷等の受傷から身を守ることが大切である。
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ナノテクを活用した防火服の性能向上
帝人テクノプロダクツ株式会社

伊澤 一

－おことわり－
ここに掲載されている資料は、著者の意向によりインターネット上では公開しておりません。
閲覧を希望される方は消防研究センターまでお問い合わせください。
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