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田村裕之

木造密集地域は、道路幅が狭い、行き止まり道路が多い、老朽化した建物が多い、敷地が狭い、
居住者が高齢化しているなどの特徴を有している。このため、火災が発生したとき、消防車両や
消防隊員の進入がしにくく、消火活動や避難において障害となる要因が多く存在している。これ
に加え、火災発生時には、建物及び建物間の延焼拡大も速く広域の市街地火災になり人的・物的
被害が大きくなる可能性が高くなる。また、南海トラフ地震や首都直下地震などの大地震が発生
した際には建物倒壊等により出火のリスクも高まる。過去に、阪神淡路大震災（1995 年）のとき
の神戸市内の旧市街地での火災を始め、最近においても、城崎温泉街（2015 年）、北九州市の商
店街・市場（魚町銀天街（2014 年）、八幡中央町商店街（2013 年）、あやどり市場（2012 年）、富
野市場（2011 年））、尼崎市塚口中央市場（2011 年）、新潟市小須戸商店街（2010 年）などで延焼
火災が発生している。
木造密集地域の火災安全対策を考える上では、木造建物火災の出火・拡大機構の解明、建物間
の延焼から市街地火災に至る延焼拡大予測、広域市街地火災で発生が懸念される火の粉による飛
び火や火災旋風等、特殊な事象の理解が必要である。また、実際に起きた市街地火災時の消防活
動やその後の対策事例について情報を共有することは、消防機関が木造密集地域での火災の予防、
警防等の備えを検討する上で非常に有意義である。
本講演会では、木造建物火災における平時と震災時での出火原因等の特徴、出火したときの木
造建物の火災事例や火災拡大時の危険性、実際に延焼拡大した火災の事例と消防本部のその火災
への対応やそこから見えてきた問題点、市街地火災の延焼シミュレーションによる被害予測、市
街地火災に拡大した際に被害を増大させる火災現象としての火の粉による飛び火や火災旋風に関
する情報を提供し、討論を行う。
今回の講演会によって、木造密集地域での火災危険性について理解が深まり、さらに木造密集
地域での火災に対する予防対策や警防対策を策定する際の参考となれば幸いである。
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木造建物火災の現況
消防研究センター

1.

鈴木恵子

はじめに
消防白書では、建物の焼損面積が 33,000m2（1 万坪）以上の火災を「大火」としているが、平

常時の市街地延焼火災としての大火は、昭和 51 年（1976 年）の酒田大火を最後に発生していな
い。しかし、木造建物の火災は無くなったわけではなく、殊にここ数年は小規模な延焼火災の報
道に接する機会が増えているように感じられる。
社会の成熟化に伴い、高齢化や過疎化、市街地の空洞化、空き家の増加、老朽木造建物の更新
停滞など、現在の社会状況は「大火」を克服した時期のそれとは対極にある。大火を克服した成
功体験をそのまま踏襲するのではなく、新しい考え方や対処方法が求められているのではなかろ
うか。
本報では、このような視点から、主に火災報告を基に、木造建物の火災の現況を示していきた
い。また、震災時の木造建物の火災についても若干触れることとしたい。
2.

木造建物火災

2.1 火災件数
1 年間に発生する火災の件数は、昭和 30 年以降の記録をみると[1]、平成 6 年（1994 年）の 64,066
件が最も多く、この 10 年ほどは減少傾向にあり、平成 26 年（2014 年）は 43,741 件である。建物
火災はこのうち 23,641 件で、54%（2014 年）を占めている（図 1）。
さらに、建物火災を火元建物の構造別に見ると、平成 26 年（2014 年）は、木造が 9,765 件（41%）
、
防火木造が 2,121 件（9%）
、木造準耐火が 297 件（1%）、非木造準耐火と耐火造が 9,086 件（38%）、
その他の構造が 2,372 件（10%）であり、全ての火災に占める木造建物火災の割合は 22%である
（図 2）。
建物火災の中で、火元が木造と防火木造である割合は、1981 年以降、減少傾向にあり、非木造
準耐火と耐火造の割合が増えているが、それでも平成 26 年（2014 年）において、木造建物から
の火災が約 4 割、防火木造建物からの火災が約 1 割を占めており、これらをあわせると建物火災
の半分を占めている（図 3）。
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図 1 火災種別別火災件数の推移

図 2 建物火災の構造別火災件数の推移

図 3 建物火災の構造別火災件数割合の推移
2.2 死者数
一方、火災による死者数は、昭和 30 年以降、阪神・淡路大震災の影響で平成 7 年（1995 年）
が 2,356 人で最も多く特異年となっているが、この年を除くと平成 15 年（2003 年）の 2,248 人が
最も多く、その後この 10 年ほどは減少傾向にあり、平成 26 年（2014 年）は 1,678 人である。建
物火災による死者はこのうち 1,269 人で、76%（2014 年）を占めている（図 4）。
建物火災による死者数を火元建物の構造別に見ると、平成 26 年（2014 年）は、木造が 840 人
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（66%）、防火木造が 150 人件（12%）、木造準耐火が 9 件（1%）、非木造準耐火と耐火造が 209
人（16%）、その他の構造が 62 人（5%）である（図 5）。木造と防火木造建物の件数と割合が減少
しているのに対して、死者数はほぼ一定で、建物火災による死者の約 8 割を占めている（図 6）。

図 4 火災種別別死者数の推移

図 5 建物火災の構造別死者数の推移

図 6 建物火災の構造別死者数割合の推移

すなわち、木造と防火木造建物から出火した火災では、火災 1 件あたりの死者数が増加傾向に
ある。この 30 年間に、木造建物では約 0.04 人/件から約 0.08 人/件、防火構造も約 0.035 人/件か
ら約 0.07 人/件にほぼ倍増している。一方、非木造準耐火と耐火構造では、0.02 人/件でほぼ一定
である（図 7）。
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木造、防火木造の火災の多くは住宅火災であろうことは想像に難くない。構造別に住宅火災が
占める割合をみると、平成 26 年（2014 年）では木造建物の火災の 72.0%、防火木造では約 74.4%
を住宅火災が占める一方、耐火造と非木造準耐火では 39.7%が住宅火災である。
住宅火災による死者の増加は高齢化との関連が強いことが知られているが、火元構造別の死者
の年齢構成の推移を示したのが図 8 である。いずれの構造も高齢者の割合が増加しているが、こ
の 30 年間に、木造建物火災による死者のうち 75 歳以上の割合が約 20%から約 50%と増加し、半
数を占めるに至っている。防火木造では約 15%から約 40%への増加である。非木造準耐火・耐火
造でも 75 歳以上の割合は約 10%から約 40%に増加している。

図 7 建物火災の構造別火災 1 件あたり死者数の推移

図 8 建物火災の構造別死者の年齢構成の推移
2.3 延焼
次に、建物火災の延焼についてみてみたい。火元建物の構造別に、1 火災あたりの全焼棟数の
推移を示したのが図 9 である。木造が最も延焼棟数が多く、0.5 棟/件程度を推移してきたが、2005
年以降に着目すると、増加傾向にあるようにもみえる。2014 年の値は 0.58 棟/件である。
防火構造と準耐火構造（木造/非木造）は、ほぼ同じ値を推移し、平成 26 年(2014 年)は 0.13～
0.15 棟/件を示した。耐火構造は 0.01 棟/件である。
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図 9 建物火災の構造別 1 火災あたり全焼棟数の推移

3.

延焼火災
消防白書では、大火は「建物の焼損面積が 33,000m2（1 万坪）以上の火災」と定義している。

阪神・淡路大震災と東日本大震災の延焼火災を除くと、平常時の市街地火災としての大火は、昭
和 51 年（1976 年）の酒田の大火を最後に発生していない。
ここでは、平成 21 年（2009 年）～平成 26 年（2014 年）の 6 年間に発生した建物火災のうち、
焼損棟数が 10 棟以上で、延焼建物の 4 棟以上が全焼となった火災 111 件を仮に「延焼火災」とよ
び、傾向をみていきたい。
3.1 木造建物から出火した延焼火災
延焼火災の火元建物の構造別の内訳を示したのが図 10 である。火元の 8 割が木造となっている。
延焼火災の出火月別の火災件数をみると、8 月が最も多く、次いで 5 月、2 月と 4 月が多い。木
造建物からの出火に限っても傾向は同様で、多い方から、8 月、2 月、4 月と 5 月である（図 11）
。
次に、出火時間帯別に延焼火災の発生件数を示したのが図 12 である。深夜 1 時台と昼の 12 時
台、夜の 9 時台に木造建物からの出火のピークがある。

図 10 延焼火災の火元建物の構造の内訳
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図 11 延焼火災の出火月別件数

図 12 延焼火災の出火時間帯別件数

図 13 木造建物から出火した延焼火災の出火原因
木造建物から出火した延焼火災の出火原因の内訳と、1 時台、12 時台、21 時台に発生した火災
の出火原因の内訳を示したのが図 13 である。出火原因は、不明・調査中が最も多く、全体の半数
を占めている。次いで、放火とその疑いが多い。
深夜 1 時台の出火原因の約 9 割は不明・調査中である。12 時台はこんろが 2 件、たばこ、たき
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火、放火が各 1 件、その他が 3 件ある。21 時台は電気装置と配線類からの出火が 2 件と、こんろ
とストーブが各 1 件である
3.2 延焼火災の地域の状況
本報における延焼火災 111 件の発生した場所は、全て常備消防の地域である。
また、消防力の整備指針に定める市街地等の区分別にみると、市街地が 57%、準市街地が 11%
であった。都市計画法に定める防火地域区分は、防火地域が 5%、準防火地域が 16%であった。
市街地等の区分と防火地域の区分の指定状況の組み合わせは表 1 のとおりである。
表 1 市街地区分と防火地域区分による延焼火災件数の内訳

市街地及び準市街地は建物が密集した地域であり、防火地域及び準防火地域は市街地における
火災の危険を防除するため定められる地域である。防火地域・準防火地域では、建物の規模に応
じて、耐火、準耐火、又は防火構造とする必要があるが、防火地域で発生した 6 件の延焼火災の
全てが木造建物から出火していることから、火元建物は恐らく建築基準法上の既存不適格に該当
する建物であり、古い建物であろう事が推測される。
市街地の区分と、防火地域の区分毎に延焼規模を比較する。延焼の規模は、焼損床面積で示さ
れることが多いが、焼損した建物の床面積の影響が大きく受けることから、ここでは延焼下かど
うかに着目することとし、次式に示す延焼規模指数を用いる。
延焼規模指数=全焼棟数×1＋半焼棟数×0.5＋部分焼×0.2＋ぼや×0.1 ……(1)

図 14 出火場所の地域の種類別の延焼規模
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防火地域指定され、市街地に該当する場所での火災が最も延焼規模指数の平均値が高い。市街
地区分と防火地域区分のいずれも該当しない「その他」のグループは延焼規模指数が最も低く、
建物の密度の低さが影響しているものと思われる（図 14）
。
3.3 延焼火災と気象
気象条件によっても火災は延焼しやすくなる。
まず、本報における延焼火災 111 件のうち、火災警報発令中の火災は 1 件のみであった。この
1 件は相対的に延焼規模指数が大きいということはなかった。
次に風速と延焼規模指数の関係を図 15 に示す。風速と延焼規模指数は、緩やかな正の相関があ
るように見える。
湿度との関係をみると、湿度が低い方が延焼規模指数が大きくなる傾向がみられる（図 16）。

図 15 風速と延焼規模指数

図 16 湿度と延焼規模指数
3.4 延焼火災と消防活動
本報の延焼火災 111 件については、平均 59.3 名の消防吏員と平均 95.4 名の消防団員が消防活動
に従事し、平均 6.5 台の常備消防ポンプと 6.5 台の消防団ポンプが放水した。
火災発生から放水開始までに要した時間と延焼規模指数の関係をみると、延焼全焼棟数 4 以上
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の火災の中では相関は見られなかったが、延焼全焼棟数 1 以上に対象火災を拡大すると、放水ま
での時間が短い程、延焼規模指数が小さくなる傾向が見られた（図 17）。

図 17 放水開始までに要した時間と延焼規模指数
4.

震災時の木造建物からの出火
震災時の火災については、発火源と着火物に地震の揺れがどのように関与したかに着目し、延

焼火災の場合は延焼範囲（やけ止まり）と延焼動態に関心が寄せられる。地震時の火災は建物の
構造自体に起因して出火するものではないので、記録が少ない。そこで、ここでは、阪神・淡路
大震災、新潟県中越地震、東日本大震災の 3 つの地震で発生した火災について、木造建物に関連
することをそれぞれ触れておきたい。
4.1 阪神・淡路大震災
平成 7 年（1995 年）1 月 17 日 5 時 46 分に発生した兵庫県南部地震では、285 件の火災が発生
した[2]。市街地延焼火災も同時多発し、焼損棟数 7,483 棟、焼損床面積は 83 万 4,663m2 の損害を
もたらした。火災による死者は 559 名に上った。これらの市街地火災の出火原因はほぼ不明とな
っている。
延焼火災の発生した地域の市街地特性については、いくつかの傾向が指摘された[3]。
①震災前における緑被率が概ね 1%以下の極めて緑の少ない地域で発生したこと
②戦前住宅比率の高い地区で発生したこと
③木造率(延べ床面積ベースで防火造を含む)の高い地域で、大規模火災となる可能性が高いこ
と
④1 棟あたりの宅地面積が概ね 100 ㎡以上では大規模火災が発生していないこと
⑤地震によって建物に、モルタル剥離などの軽微なものを含め、何らかの構造的被害が及んだ
割合が高い地域では火災が発生した場合に延焼火災が生じやすいこと
などである。
4.2 平成 16 年(2004 年)新潟県中越地震[4]
平成 16 年 10 月 23 日 17 時 56 分に新潟県中越地方を震源として発生したマグニチュード 6.8 の
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地震では、火災が 9 件発生した（表 2）。これらの火災の原因は、ストーブや線香などの火気を発
火源とするものが 3 件、電気火花や配線等の電気を発火源とするものが 3 件、高温の溶融金属に
よるものが 1 件、残る 2 件が不明である。
このうち 1 件の火災は、昔は住宅として使用していた古い木造建物で、地震発生時に物置や作
業場として使用していた建物が倒壊し、建物内で火を入れ使用していた薪ストーブから出火した
事例である。出火建物が全焼した。隣棟間隔が広く、母屋への延焼は免れた。
表 2 新潟県中越地震で発生した各火災の概要[4]
火災
No

出火時刻※

覚知時刻

鎮火時刻

所管
消防本部

出火場所※

火災 火元の
種別 用途※

出火
箇所※

焼損
程度※

1

10/23 17:57 10/23 18:03 10/23 18:48

長岡市東新町
３丁目

工場

工場

ぼや1棟

2

10/23 18:25 10/23 18:29 10/23 18:53

長岡市西新町
２丁目

工場

工場

ぼや1棟

3

10/23 18:25 10/23 18:29 10/23 18:50

長岡市城内町
1丁目

ホテル

ボイラー
室

部分焼
1棟

4

10/23
10/23 18:31 10/24 13:30
調査中

5

10/23 18:24

6

10/23 18:04

7

10/23 18:00

8

10/23 18:03

9

10/24 12:43

長岡市
消防本部

長岡市濁沢町

長岡市千手
10/23 19:26 10/23 21:10
３丁目
三島郡越路町
10/23 20:20 10/23 20:22
大字岩野
川口町
小千谷地域 大字武道窪
消防本部 小千谷市
南荷頃
十日町地域 十日町市春日
10/24 12:45 10/24 13:00
消防本部
1丁目

建物
火災

住宅

調査中

6棟焼損

共同
住宅

居室

半焼1棟

住宅

居室

ぼや1棟

物置

洗濯場

全焼1棟

住宅

居室

全焼2棟

住宅

居室

ぼや1棟

死傷者
数※

出火原因※

電気配線からの出火と推
定
高温溶融金属が水分と混
ざり飛び散ったことによ
り出火
ガス爆発による出火と推
定
出火後、地滑りが発生し
たため、詳細不明
負傷者 ガス爆発による出火と推
4人
定
仏壇の線香からの出火と
推定
物置の倒壊に伴い、使用
していた薪ストーブから
薪ストーブに食器棚が倒
れ出火
転倒した暖房機の熱によ
り畳に着火
※の項目は、新潟県資料3)による

4.3 東日本大震災[5]
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では、330 件の火
災が発生した。このうち建物火災は 2/3 の 218 件であり、木造建物からの出火は 59 件であった。
このうち、21 件（36%）が延焼した（火元建物の構造不明の火災を除く）。
建物火災の出火原因を多い方から 5 つ挙げたのが表 3 である。
通常、消防白書などで出火原因を分類する際には、建物内配線・配線器具・交通機関内配線は
それぞれ別に集計されるが、ここでは電気配線として集約している。
筆者らは、
被災地域の消防機関の協力を得て、
地震発生から 3 月 31 日迄に発生した火災のうち、
地震や津波に起因する火災、避難所・仮設住宅の火災、震災で生じたがれきや津波に冠水した車
両の火災など、東日本大震災に関連して発生したと考えられる火災を幅広く調査した。この結果、
507 件の火災に関する回答を得たが、地震からしばらく時間が経過してから発生した火災で、地
震の揺れで古い建物が大きく変位した際に、屋内配線が損傷し、通電後に発熱し火災に至ったも
のと考えられるものが複数見られた。
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表 3 東日本大震災で発生した建物火災の出火原因の内訳[5]
件数

(割合)

1. 電気配線（建物内配線・配線器具・交通機関内配線）

37

(17%)

2. ストーブ

31

(14%)

3. 電気装置

23

(11%)

4. 灯火

15

(7%)

5. 電気機器

10

(5%)

上記以外の出火原因

67

(31%)

不明・調査中

35

(16%)

出火原因

5.

おわりに
木造建物からの出火件数は減少しているものの、死者の発生率は 30 年間で倍増していた。また、

延焼火災（全焼 4 棟以上）の火元の 8 割が木造であった。建物が密集し防火地域指定されている
地域で、既存不適格等として存続する木造建物から出火した場合に、他よりも延焼の規模が大き
く、延焼の規模は気象の影響も受けるが、出火から放水開始までの時間が短いほど小さい傾向に
あった。
従って、より早期に火災を覚知し、より早く救助し放水開始できる体制を整えることが重要で
あるが、建物の燃えやすさや市街地の燃え拡がりやすさは、平常時、震災時の別を問わず火災の
延焼拡大に影響するものであり、より安全な環境の実現のための両輪として意識する必要がある
だろう。
参考文献
[1] 消防庁『平成 26 年版 消防白書』
[2] 消防庁『平成 9 年版

消防白書』

[3] 日本火災学会：1995 年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書, 1996.11
[4] 鈴木ほか：平成 16 年(2004 年)新潟県中越地震の際発生した火災について, 消防研究所報告,
No.99, pp.84-89, 2005.3
[5] 消防庁防災情報室『平成 23 年火災年報別冊』, 2013
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【第 19 回消防防災研究講演会】

木造建物火災事例と危険性
消防研究センター

1.

山田常圭

はじめに
我が国の伝統的な建物は、木と紙と土でつくられた火災に脆弱な構造でできている。特に主要

構造部材が露出した真壁構造の在来工法の住宅は開口部が大きく、いったん屋根が燃えぬけると
短時間で火勢が増し、隣接建物への延焼拡大危険性も高い。また倒壊によって消防隊員が危険に
さらされるリスクも大きい。実際、木造建物の火災現場では、全て倒壊し跡形もない惨状を目に
することがしばしばである。しかしながら、最近では木造といってもその構法は多種多様で、木
造建物だから火災危険が高いと必ずしも言えない状況になってきている。住宅等の小規模建築で
は、ツーバイフォーや石膏ボード等で構造部材を覆う大壁タイプの防火木造が主流になってきて
いる。また大規模建築物においても大断面集成材を用いた燃え代設計による建築物が普及してき
ているほか、海外では CLT（Cross-Laminated-Timber）という新しい構法を用い、7～10 階程度の
中高層ビルが建設されてきている。
平成 22 年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行された。公共建築
物にターゲットを絞り国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者に
も主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大するこ
とをねらいとしたものである。こうした環境保全・自然回帰への動き自体は望ましいが、都市の
不燃化を推進してきた都市計画や消防の関係者にとっては、市街地域内の可燃物総量が増え大地
震等大規模災害時の潜在的火災危険性が高くなるおそれがあり、その動向は気がかりある。
筆者は、消防研究所（消防研究センター前身）に籍を置いて 30 余年になり、この間多くの火災
現場に立ち会う機会があった。本稿では、それらの中から特に印象深かった木造建築および木造
密集地域の市街地火災事例紹介を通してその危険性を述べる。
2.

木造単体建物の火災事例と危険性

2.1 増改築の木造旅館火災

[1]

今から約 30 年前になるが、伊豆の熱川温泉（大東館 1986）
、河津峰温泉（菊水館 1987）で相次
いで旅館火災が起き多くの方が亡くなった。古くからの旅館では、創業当時、木造低層建物（旧
館）を建て、その後経営が軌道にのると、隣接して耐火造の中層建物（新館）を増築し空間的に
一体化して使用するものが多くみられる。こうした旅館では、設備の老朽化等が原因により木造
建物で火災が起き新館を含めて被害が拡大しがちでありこの二つも例外ではない。
こうした建物で火災が発生すると、低層木造部分で発生する煙は、中高層の耐火建物の階段室
に流れ込む。見方を変えれば、竈に煙突を立て火勢をあおるようなもので、延焼拡大が加速され、
避難も困難となる。大東館では、幸い新館と旧館の連絡通路が道路を隔て地下でつながっており
防火戸も閉められたため新館への影響はなかったが、菊水館（写真 1）では、新館への階段扉が
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開放されたままで上階の宿泊者が避難できなく消防隊員によって救出されることとなった。
これ以外にも、増改築を繰り返した木造旅館で火災が発生し多くの死傷者を出した事例は、池
坊之防満月城（1968）、寿司由楼（1971）、最近では福山ホテルプリンス（2012）等、我が国の火
災史上少なからずある。木造建物は防火区画が不十分で火勢も強く、加えて増改築した館内は複
雑な平面計画となっており、火がでたら避難も消火も困難を極めるのがこの類の建物の共通の弱
点である。

(a) 外観：左側焼損部分が木造旧館

(b) 新館階段室への煙流入

写真 1 火災のあった伊豆河津峰温泉菊水館
2.2 木造建築の消防活動時の危険性
木造建物は鉄骨や鉄筋コンクリート造の耐火建物と異なり、柱梁等の主要構造部材が可燃のた
め、火災時には耐火建物より早く建物の倒壊が起きる。特に、住宅のような軸組工法では、部材
が燃え細る以前に、ほぞ等の接合部分が損傷を受け、急速な床の崩落、壁の倒壊が生じ消防活動
中の消防隊員の生命の危険が脅かされる。
神戸市伊川谷の木造住宅火災（2003）では、建物内部に取り残された人を救出活動中、2 階部
分が崩落し下敷きとなった 4 名の消防隊員が殉職した。この事案では建物の損傷状態がみる場所
によってかなり異なっていた。北側から見る限り外壁はしっかりとしており倒壊しそうもなく見
えたが、この壁以外の建物本体は全層崩落が発生した（写真 2）。木造建物火災では、短時間での
倒壊はしばしば起こるため、消防活動時における多方向からの構造的安定性の監視は安全確保上、
極めて重要であることを示す教訓となった事案である。

(a)

(b)

自立した北側外壁

倒壊した建物本体（南側）

写真 2 火災のあった木造住宅
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3.

木造密集地域における市街地火災の危険性
戦後、全国の都市には駅前を中心に急ごしらえの木造バラックが多数つくられ、こうした防火

上脆弱な場所で市街地火災が多発した時期があった。やがて都市整備が進み、防火木造や耐火建
物が増大し市街地火災は少なくなっていったが、市街地火災の危険性がなくなった訳ではない。
図 1 は、阪神淡路大震災時の市街地火災消失地域と空襲で焼けた戦災復興地域を重ね合わせた
ものであり、両者はジグソーパズルのように補完関係にある。つまり空襲で焼け残った防火上脆
弱な地域（主に木造密集地域）は、大地震等に見舞われると、市街地大火となってしまう危険性
が高い。市街地火災は、地震に限らず強風でも発生する。筆者が現場調査に関わった平成 14 年 6
月、稚内市で強風時下発生した市街地火災の事例紹介を通じて、木造密集地域の火災危険につい
て紹介する。

図 1 神戸市西部の焼失区域と戦災復興区画整理：黒が阪神淡路第震災時の市街地火災焼失地域
（神戸大学 北後教授作成）

3.1 稚内市街地火災

[2, 3]

(1) 火災の概要（表 1）
本火災は稚内市の中央に位置する街区（中央 2 丁目 14 番）内の南側に位置する生鮮食料品市場
（通称、中央レンバイ）から出火し、折からの南西方向からの強風（約 9m/秒）にあおられ、当
該街区全域及び、東（同丁目 13 番）及び北東（同丁目 7 番地）の街区の一部が焼失した（写真 3）。

中央２丁目 13 番

中央２丁目 14 番

中央２丁目７番

写真 3 稚内市市街地火災延焼地域全景：北西方向より撮影

- 33 -

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

本火災の発見通報及び消火は速やかに行われたが、出火後の火災拡大が早く、強風という悪天候
に火勢抑制が阻まれ、鎮圧までに 6 時間あまり、鎮火まで 11 時間を超える消防活動を要した。市
街地火災地域は、図 2 に示す枠内部、町丁目でいえば、稚内市中央 2 丁目 14 番が出火街区である。
そして、その風下に当たる、同丁 13 番地、9 番地に延焼拡大していった。各被災建物の構造およ
び延焼状況を図 2 に示す。主として木造建物が延焼経路となっていることがわかる。
表 1 火災状況報告（中央地区稚内市災害対策本部資料[2]による）
(1) 日時

(2) 出火場所
(3) 焼損程度

覚知

平成 14 年 6 月 29 日（土）

18 時 17 分

鎮圧

30 日（日）

0 時 30 分

鎮火

〃

5 時 25 分

住所

北海道稚内市中央 2 丁目 14 番 17 号

出火建物

中央レンバイ（4 項、16 項イ）

火災棟数

23 棟（うち専用住宅は 1 棟）

消失床面積

8,845 m2（火災区域面積

木造 2 階建て

5,640m2）

(4) 死傷者

死者 0 名、負傷者 19 名（消防職員：3 名、消防団員：16 名）

(5) 気象状況

天気：晴れ、風速

(a) 建物構造：図中黒が耐火建築

西南西

9.1m/秒、湿度

60%（火災発生当時）

(b) 焼損状況：図中破線で囲った部分が全焼

図 2 延焼区域の被災状況
(2) 火元となった木造建物(中央レンバイ)の火災概況
火元となった建物は、稚内市小売市場「中央レンバイ」
（図 2 中 A-1）の建物である。本建物は、
木造モルタル２階建て（一部 3 階建て）延べ床面積約 2,000m2、T 字形の平面計画で、中央に 2
階層吹き抜けのアーケード状通路があり、それに沿って狭い間口の店舗が連なっている（図 3）。
昭和 6 年に建築されたものであり、その後、増改築が繰り返して行われている。
出火場所・原因については、住人の証言や先着消防隊の目視等より、建物南側の西寄りの部分
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と推定され、調理器具・電気配線等中心に原因究明が行われたが特定には至っていない。
消防本部への 119 番通報は 18 時 17 分、先着隊は 3 分後にレンバイ南側から消火活動にあたっ
た。現着時『南側正面開口部からは火炎が噴出していなく、煙に関しては各開口部より少量の噴
出がみられた』[3]という（写真 4）。先着隊は数 m 入ったが内部は炎が立ち上がっており消火活
動を行ったが、しばらくして内部が崩落する危険性があったため、内部からの消火は困難となっ
た。この頃には東側の開口部からは大きな火炎が噴出し（写真 5）、路地を隔てた隣接建物への延
焼阻止が重要な課題とされた。当時、南西からの風が強く、アーケード状の空間構造という延焼
しやすい空間構造であったため、南側から北東側への建物の延焼拡大が急速に進んだ。

風上
窓
吹 抜

住 居
店舗

住 居
通路

店舗

断 面
風上

風下
北
図 3 火元建物中央レンバイ概観図

写真 4 中央レンバイ、南側の放水状況

と出火当時の風向き

（写真は稚内市消防本部提供による）

(3) 隣接市街地への延焼拡大概況
火炎は周辺の建物に急速に拡大し市街地火災となった。延焼していった状況を、ヒアリング調
査、入手した写真、ビデオ等から分析すると、大きく 3 つのステージに分けられる（図 4）。
(i) 出火した建物（中央レンバイ）の一画での火災拡大時期
出火した建物がある街区内では、木造建物が密接しているために、折からの強風にあおられ
急速に延焼拡大（写真 5）。
(ii) 北側および東側への延焼拡大
南側の一体が燃え広がることにより、北側の耐火建物 （A-6）を乗り越えるような火炎が生
じ（写真 6）、この建物も短時間に火炎に包まれ、その後、北側の建物に延焼拡大。風向きから、
北東部分の延焼が先で、その後西側の建物が燃えていく。東側隣接街区も中央レンバイ東側よ
り噴出した火炎により延焼拡大。
(iii) 東側街区への延焼拡大
北東側への延焼拡大は 14 番地の街区からの飛び火によると考えられている。この街区南側の
中程の建物に延焼した後、東西両隣の建物にも延焼した。
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①

②

③

延

(i) 第 1 ステージ（①、②、③）
・出火元である中央レンバイ南側が南から北へ向かって燃える。
・中央レンバイの東側も燃える。
・中央レンバイ東側から噴出火炎により東側区画に接炎する。
・このときにはまだＹビルは燃えていない。
・中央レンバイ西側の店舗も燃える。
・その後、レンバイ南西側の後藤薬局付近
が燃える。

④

⑤

延焼？

(ii) 第 2 ステージ（④）

(iii) 第 3 ステージ（⑤）

・ 耐火建物である与年久ビルの窓から火が入り、Ｙビルが燃える。 ・北東延焼区画に飛び火し火災拡大する。
・ Ｙビルから北方向に火災拡大が起こる。
・東側延焼区画の火勢が強くなる
・ 火災発生区画北東隅にある O クリーニングが燃える。
・ 火災発生区画北側の道路に沿って西側に延焼拡大する。
このとき、北東延焼区画はまだ燃えていない。

図 4 稚内市街地火災・火災拡大推定図

[3]

本市街地火災の拡大においては、南西からの強風が延焼拡大に極めて大きな影響を及ぼしてい
る。当日は午前中から風速 10 m/秒以上の強風が長時間にわたり吹いており、図 5 に示すように
火災発生当時も多少の強弱はあるがほぼ 9 m/秒の南西の風が吹き荒れ、火災盛期の 21 時頃まで
徐々に強くなる状況にあった。21 時以降になると風は徐々に弱まり、鎮圧状況の深夜 0 時頃には
2～3 m/秒に、また、明け方の 3 時には 1 m/秒以下の弱い状態にまで凪いできている。気象条件か
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写真 5 東側への中央レンバイからの噴出炎状況
（稚内市消防本部提供）

写真 6 北側の耐火建物 3 階を乗り越える
激しい火炎状況 （稚内市消防本部提供）

らみる限り、出火から 21 時頃までは強風が市街地火災拡大を助長する状況にあり、強風下での消
火活動の難しさを物語っている。
なお、過去において稚内市は、3 度大火に遭遇しており今回の延焼街区もその中に含まれてい
る。昭和 5 年のものを除く過去 2 回の火災は、南西あるいは北東の強風によって延焼拡大してお
り、当地域が地勢的に市街地火災の発生危険の高いことを示している。

12
1８:17 覚知

10

5:25 鎮火

風速, m/s

8

0:00 鎮圧

6

4

2

2002年6月29日

200２年6月30日

0
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

時間 (2000年6月29日0時基準)

図 5 市街地火災発生時の稚内市の風速の時間変化：稚内地方気象台による

3.2 木密市街地火災の今日的な課題
先にも述べたが、神戸市市街地火災で見られたように、都市域における防火上脆弱な木造密集
住宅地は、いったん大地震のような自然災害が発生すると大規模市街地火災を誘発する危険性が
高い。さて、現在の首都圏においては、山手通りと環状 7 号線の間で都心を取り囲む、いわゆる
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木賃ベルトの存在が来るべき首都圏での大規模地震時の大きな防火安全上の課題として認識され
ている。これらの地域で火災が発生すること自体は問題であるが、東日本大震災（2011）を契機
に別な視点からの問題も浮かんできた。
地震時から翌日にかけて、多くの人々が都心から郊外の自宅に家路を急ぎ、帰宅難民という課
題が顕在化した。この際、遠距離でも徒歩帰宅できた人が多く、これに自信を得て次回の大地震
時にも同一の行動をとるという人が多いことがアンケート調査[4]で得られている。しかしながら、
大規模地震発生時に、火災危険の高いこの木賃ベルト地帯が防火上安全である保証はない。市街
地火災隊を超えなくては帰宅できない人が多々いることを視野に入れた広域的な防災対策につい
て今後の検討余地があろう。
4.

おわりに
木造建物と聞くと、古い下見板張りの裸木造を連想し、防火安全上危険であるという先入観を

持つ人は多い。実際そのような老朽ストック建物が未だなお市街地に多く存在し、本稿で紹介し
た事例のように、時として火災被害を拡大しているのは確かである。一方、大規模あるいは中高
層木造建築物の防火安全性能の向上は、カーボンオフセットの環境問題、国内林業の振興さらに
はアメニティー向上等、多方面からの便益が期待され検討が進められている。具体的には木造 3
階建校舎の防耐火性能技術のように、実験研究開発を通じて実現化にむけて一歩踏み出したもの
もあるし、CLT 工法の開発研究も進行中で、木造高層建築物が国内に出現する日も遠くないかも
しれない。このように単体の建物の火災安全については、従来の木造建築＝危険 という考えは払
拭されつつある。
しかしながら、防耐火性能の向上を図り燃焼速度を抑制することはできても、潜在的な可燃物
総量は確実に増大する。阪神淡路大震災や東日本大震災時のように、広域災害時に消防力が極端
に低下した状況下では、いったん炎上した木造建築物が多い市街地火災の被害拡大を抑制するの
は著しく困難となる。関東大震災や第二次大戦の空襲と、四半世紀の間に二度も首都が壊滅的な
焼野原になった国は、世界的にもきわめて稀で、こうした苦い経験をもとに、先人たちが都市の
不燃化を進めようとしてきた。今一度、過去の経緯をふまえ、将来の市街地における防火安全な
木造建築のあり方について、建築、都市計画の関係者だけでなく、いざという時に市民の生命を
守る消防関係者を交えた議論が必要であると考えている。
参考文献
[1] 山田常圭：最近の火災事例にみる煙の問題（伊豆の旅館火災に鑑みて）、消防研究所

第 34

回全国消防技術者会議資料、pp.7-12 (1986.10)
[2] 中央地区火災稚内市災害対策本部：火災状況報告 (2002.6)
[3] 阿部伸之：火災速報

北海道稚内市における市街地火災の概要、火災、Vol.52、No.4、pp.5-6

(2002.8)
[4] 廣井悠ほか：東日本大震災における首都圏の帰宅困難者について －社会調査と分析－、地域
安全学会論文集、No.15（2011.11）
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【第19回消防防災研究講演会】

北九州市の市場・商店街火災から見える
教訓と問題点

北九州市消防局
予防課長 尾花 博幸

Ｈ２７．１１．２５

福岡県北九州市の概況
➢ 北九州市は、九州の最北端、本州との接点
に位置し、１９６３年（昭和３８年）に５市（門司市
小倉市、戸畑市、八幡市、若松市）の合併によ
り全国６番目の政令指定都市として誕生した。
➢ また、九州の玄関口に位置し、九州における
主要な国道、鉄道路線の起点、さらに関門海
峡に面することから海上交通の要衝となってい
る。
- 39 -

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

北九州市の位置・地形

北九州市の特性について
➢ 北九州市は、戦前、戦後を通じて、旧八幡
製鐵所（現新日鐵住金）等の鉄鋼業を中心に
日本の４大工業地帯として発展し、人口増に
伴って旧五市に市街地が形成され、その周辺
に多くの市場・商店街が誕生した。
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世界遺産のある街
➢官営八幡製鐵所（現：新
日鐵住金株式会社八幡製
鐵所）の関連施設が、幕末
から明治時代にかけて日本
の近代化に貢献した産業遺
産郡の一つとして世界文化
遺産として登録が決定した。

官営八幡製鐵所旧本事務所

北九州市の市場・商店街等の現状
平成２７年３月現在
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北九州市の市場の特徴
➢ 北九州市の市場・商店街は、古くからの
木造密集建築物が多く、夜間無人となる店
舗が大半である。
➢ 市場関係者の高齢化及び後継者不足か
ら、近年は減少傾向にある。

北九州市の市場・商店街に潜む課題
➢構造的な課題
・ 戦前、戦後まもなく建てられた歴史的にも古
い市場・商店街が多く、老朽化が進んでいる。
・ 特定消防区域に指定されているものが多い。
・ 狭い通路、店舗は長屋形式で屋根等で接続。
・ 屋根が延焼経路となり、延焼拡大の要因。
・ 夜間はシャッターで閉鎖しているため、消火活動
の障害となる。
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特定消防区域
➢ 延焼拡大及び人的被害の危険度が高い
○
○
○
○
○
○

木造住宅密集地域
大型店舗集合地域
木造商店街密集地域
傾斜地域
沿岸・沿線地域
遠隔地域
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木造市場等の実態調査結果
平成２４年実施

木造
６６％

建築時期と延べ面積別市場数
建築時期（年代）

延面積（㎡）
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北九州市内の主な市場・商店街火災（焼損面積５００㎡以上）
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マッチ・ライ
ター, 1

参 考

火災原因の内訳
６３件中

平成２６年 火災原因

ボイラー, 1
内燃機関, 1

灯火, 1

炉, 1

電気機器, 1

１ 放火

３１％

２ たばこ

１１％

３ こんろ

８％

４ たき火

６％

放火（疑い含
５ 配線器具
む）, 17

配線器具, 1

４％

・

ストーブ, 2

・

２７％

溶接機・溶断
機, 3

９ 電気配線

その他, 4
１７．５％
８％

１４％

電気配線, 11

不明, 5

こんろ, 9

たばこ, 5

発見者の内訳
６３件中

行為者の
家族, 2

火元物件
所有者, 1
近隣者, 17

外来者, 3
火元物件
関係者, 7

勤務者, 6
通行人, 14
行為者, 13
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発見の動機の内訳
６３件中

行為中, 1
鎮火後の発
見, 3
自火報設備,
3

物音, 6
臭気, 8

火煙, 42

火災発見後の３大行動

発見後の行動の内訳
６３件中

報知（他の人に知らせる）

１１９通報（消防へ通報する）

初期消火（消火器で消火する）

何もせず, 2

警察に通報,
1

避難する, 2
報知する, 23

その他, 3
鎮火後の発
見, 3

消火する, 14

消防へ通報,
15
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木造市場等防火安全対策モデル事業
➢ 平成２３年度４件の大規模市場火災が発生したこと
を受け、木造市場等の「火災予防」及び「被害の低減」
を目的に有識者による「木造市場等の防火安全に関
する検討会」開催、その意見を踏まえ行っている事業。
➢ 市内６箇所をモデル市場に指定し、市場と近隣住民
との共助体制を構築する全国初の取り組みである。
※ １箇所は消防研究センターとの共同研究

木造市場等防火安全対策モデル事業
➢市場火災が大火となりやすい要因
・古い木造建築物で小規模店舗の集合体
（延焼速度が速い）
・閉店後シャッターで閉鎖される
（火災発見の遅れ、消火活動が困難）
・夜間無人となる店舗が大半
（火災発見の遅れ、初期消火の遅れ）
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モデル事業の目的
➢「無線連動型火災警報器」、「簡易水道消火装置」
を設置し、訓練を通じて
○ 「住民相互の共助精神を芽生えさせること」
○ 「地域ネットワークを醸成させ、地域の一体感を増
加させること」
○ 「地域活性化の機運を高め、市場を介した元気な
まちづくりへと発展させること」

モデル事業イメージ図
簡易水道消火装置

無線連動型火災警報器
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モデル事業のまとめ
○ 設置機器を活用した消防訓練
○ 九州電力、西部ガスとの連携
○ 意識調査結果について
・ 火災予防に対する意識向上（７６％）
・ 機器を活用した初期消火（７０％）
・ 近隣住民との連携(２７％）
※ モデル事業の結果を他の市場商店街へ
反映する
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【第 19 回消防防災研究講演会】

消防研究センターにおける市街地火災延焼シミュレーションの開発
消防研究センター

高梨健一、遠藤

東京理科大学

1.

真、細川直史

佐々木克憲、関澤

愛

はじめに
近年、首都直下地震や南海トラフ地震の発生確率が高まり、その対策が急務とされている。阪

神・淡路大震災や東日本大震災でも見られたように、巨大地震が発生した際には同時多発火災の
発生が予想されている。
現在、首都直下地震や南海トラフ地震の被害想定では、メッシュ方式やクラスター方式の市街
地火災延焼シミュレーションが用いられており、統計的に算出される火災件数と消火件数の差か
ら放任火災の件数が計算され、それらの放任火災を対象地域に確率的に分散させることで全体の
焼失建物数が推定されている。この中で、消防力は、車両と消防水利数に基づいて消火件数を求
めるファクターとして取り扱われている 1,2)。
一方、消防研究センターでは、従来から、消防力を火災に割り当てることのできる市街地火災
延焼シミュレーションの開発に取り組んでおり、その発展として消防力最適運用システムや同時
多発火災対応訓練シミュレータの開発を行ってきた

3,4,5)

。その成果は、幾つかの消防本部や地域

での防災講演会などの場において活用されている。
本稿では、消防研究センターにおいて行ってきた市街地火災延焼シミュレーションの開発につ
いて紹介する。
2.

消防研究センターにおける市街地火災延焼シミュレーション開発の状況

2.1 街区延焼方式の延焼予測を用いた消防力運用の最適化システムの開発
昭和 50 年代後半から 60 年代初頭にかけて、自治省消防庁消防研究所（当時）では、建築研究
所（現

国土技術政策総合研究所）や国立防災科学技術センター（現

防災科学技術研究所）な

どと共同で、
「首都圏における直下型地震の予知及び総合防災システムに関する研究」の一環とし
て、地震時における消防力運用の最適化システムに関する研究を実施した。
当該研究で開発されたシステムは、街区内延焼、街区間延焼を対象とした延焼予測に基づいて
(1) 発災直後の段階において、同時多発火災の初期鎮圧または延焼阻止を目的として、各消防署
単位にその管轄区域内において行う消防力運用
(2)

(1)で消火しきれなかった火災が拡大した段階において、避難路、避難地の安全確保を目的と
して、広域で行う消防力運用

について出動パターンを提示するシステムであり、発災直後のリアルタイムシミュレーションモ
デルとしての利用と、事前評価モデルとしての利用を目指して開発が行われた。
システムの実行例を図 1 に示す。
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左上：延焼予測モデルによる出火後 4 時間の延
焼状況（検証用出火パターン 1、西の風
10m/s）
右上：消防車の出場形態（検証用出火パターン 1、
西の風 10m/s）
左下：町別消防効果（消防力による火災 1 件あ
たりの焼失面積の減少分、西の風 5m/s、
テストデータ）

図 1 地震時における消防力運用の最適化システムの実行結果例
本システムは、発災時の利用を想定してリアルタイムシミュレーションモデルとして開発がす
すめられたため、最適な運用方法とその効果を約 1 分程度で出力させることができた。
2.2 各棟延焼方式の市街地火災延焼シミュレーションシステムの開発
平成 10 年代に入り、消防研究センターでは、建物一棟一棟の延焼を予測することができる市街
地火災延焼シミュレーションシステムの開発を開始した。
本システムは、出火建物、風向、風速、計算終了時刻等を入力することで、計算終了時刻まで
の延焼状況を予測することが可能なシステムである。
本システムでは、火災は延焼経路に従って延焼し、必ず建物重心を経由するものとした。また、
火災が建物の重心まで延焼した時点を全焼とし、全焼した建物からのみ延焼するものとした。ま
た、全焼の状態が継続する時間（燃え落ち時間）を設定し、全焼に至った時刻から燃え落ち時間
が経過した時点で隣棟に延焼しなくなるものとした。
本システムの計算の流れは下記のとおりである。

- 53 -

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

(1) 出火建物（初期の延焼中建物）と風向・風速を入力として与える。
(2) 延焼経路と風向・風速に基づいて延焼中建物から隣接する木造建物への延焼速度を求め、延
焼中建物の重心から壁面までの屋内延焼時間、延焼中建物から隣接建物への屋外延焼時間、隣
接建物の着火箇所から隣接建物の重心までの屋内延焼時間をそれぞれ計算する。延焼中建物の
重心から壁面までの屋内延焼時間と延焼中建物から隣接建物への屋外延焼時間の和が、設定さ
れた燃え落ち時間以内だった場合には、隣接建物へ延焼するものとする。また、隣接建物に別
な建物経由での全焼時間が既に計算されていた場合には、新たに計算した全焼時間と比較し、
早いほうの建物経由で延焼するものとする。
(3)

(2)で新たに延焼するものとした隣接建物を延焼中建物とする。

(4) 全ての延焼中建物の着火時間が計算終了時間を超えていなければ、(2)に戻る。
(5) 結果を出力する。なお、本システムでは、発災時の利用を想定してリアルタイムで結果を表
示するために、計算条件を簡略化・単純化して高速化を図っている。
まず、第一に地図上に存在する全ての建物は同一平面上に建てられているものと仮定し、階数
を 2 階建てに限定するとともに、建物種別を木造（防火木造）と耐火造建物の 2 種類に単純化し
ている。なお、地図データから建物データを作成する際には、床面積 500m2 以上の建物を耐火造
建物に分類することとした。
第二に、本システムでは風速 0m の際の延焼速度を用いて、異なる建物の重心間の延焼時間が
最短となる経路を延焼経路として事前に計算し、実行時の結果表示までの時間を短縮している。
建物 A と建物 B の間の延焼経路計算のイメージを図 2 に示す。

図 2 延焼経路計算のイメージ（太線が最短経路）
これらの簡略化の結果として得られる建物データと延焼経路の例を図 3 に示す。
屋内延焼経路
（破線）
建物重心
屋外延焼経路
（実線）

耐火造建物
木造建物

図 3 建物データと延焼経路の例
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2.3 消防活動支援機能の開発
2.2 で述べた市街地火災延焼シミュレーションシステムを消防活動に資するため、様々な消防活
動支援機能を加えて開発したのが図 4 に示す消防力最適運用情報システムである。本システムは、
下記のような機能を持っている。
(1)

市街地火災延焼シミュレーションの結果から同時炎上建物数や累積延焼建物数の推移を表
示する機能（図 5）

(2) 市街地火災延焼シミュレーションの結果から炎上中建物を囲む線（火面長）を求め、消火に
必要な部隊数を算定して表示する機能（図 5）
(3)

市街地火災延焼シミュレーションと、消防署所の位置、車両の配備状況、消防水利の位置、
道路ネットワークを組み合わせることによって、運用効果の高いと考えられる部隊の割り当て
方法を示すとともに、放任火災の場合と比較した運用効果のグラフを示す機能

(4) 消火活動の効果を延焼予測に盛り込むために、延焼阻止線を入力する機能（図 6）

図 4 消防力最適運用情報システム

図 5 火面長などの推移のグラフ表示

延焼阻止線を
設定したこと
で延焼しなか
った範囲

延焼阻止線

(a)

(b)

延焼阻止線なし
図 6 延焼阻止線の効果
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2.4 研究成果の普及に向けた活動
消防研究センターでは、開発した市街地火災延焼シミュレーションの普及に向けた活動も行っ
ている。
2.4.1 消防本部の活動や市民向け防災講演会での利用
現在、複数の消防本部の指令台で利用していただいており、一部の消防本部では、指令システ
ムと連動し、火災の通報が届くのと同時に計算が開始され、放任火災の延焼シミュレーション結
果が提示されるようになっている。
また、消防研究センター職員が市民向けの防災講演会に出向いて実演を行っているほか、共同
で研究を実施している横浜市消防局では、市内の 18 消防署に市街地火災延焼シミュレーションを
インストールしたパソコンを準備し、希望があれば市民向けの防災講演会で利用していただいて
いる。
2.4.2 ユーザインターフェイスの開発
市街地火災延焼シミュレーションを利用す
る際に、複数名で条件設定内容や計算結果を
共有し、議論を行うことができるようなユー
ザインターフェイス（図 7）の開発を行った。
本インターフェイスは、マウスによるクリ
ックやドラッグ操作を電子ペンで実行できる
ようにしたもので、延焼阻止線設定などに求
められる精度の高い座標入力と，机上へ投影
した地図画面への操作を可能としている。

図 7 ユーザインターフェイスの操作の様子

2.4.3 システム連携に向けた DLL 版市街地火災延焼シミュレーション及びツールの開発
市街地火災延焼シミュレーションの導入にあたって、既存システムとの連携が必要になる場合
があるが、それらのシステムを改修することは困難な事が多い。そのため、消防研究センターで
は、DLL 版の市街地火災延焼シミュレーションを開発している。
DLL 版の市街地火災延焼シミュレーションでは、地図データの保存フォルダや出火条件、気象
条件などを与えると、延焼計算を行いその結果をファイルとして出力する。この出力ファイルを
既存システムに取りこむことにより、連携を図ることが可能である。
また、市街地火災延焼シミュレーションの実施にあたって、現実的な問題になりやすいのが地
図データの入手である。前述のとおり、消防研究センターで開発した市街地火災延焼シミュレー
ションシステムでは、建物の外形線及び重心座標により延焼経路を作成しているほか、建物の床
面積によって建物種別を判定している。これらの属性を持つ市販の建物データは高価な場合もあ
ることから、消防本部等が安価に市街地火災延焼シミュレーションを利用するためには、市町村
の保有する都市計画図や国土地理院で公開されている地図などを利用できるようにすることが有
効であると考えられたため、簡易なデータ作成ツールの開発を行った。本ツールでは、属性デー
タ付きの Shape ファイルから建物データ、延焼経路データを作成することが可能である。
さらに、DLL 版市街地火災延焼シミュレーションの開発にあわせ、サンプル版インターフェイ
スも開発しており、簡易な操作により市街地火災延焼シミュレーションを実行して、DLL 版の内
容を確認することができる。その表示画面の例を図 8 に示す。
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地図表示部

操作部

図 8 サンプル版インターフェイスの画面例
表示画面は地図表示部と操作部からなっており、地図表示部は対象地域の地図や建物間の延焼
経路等を表示するとともに、入力モードに応じて火点を入力したり建物種別を変更したりするた
めのものである。また、消火活動を反映するための延焼阻止線も入力が可能である。なお、地図
操作部の右側のスクロールバーは、市街地火災延焼シミュレーション実行後に表示され、バーを
動かすことで表示時刻を操作できる。
操作部は、市街地火災延焼シミュレーションの設定を行うための入力モード切替ボタンや計算
開始ボタンなど各種ボタンと、風向・風速や燃え落ち時間を設定するためのダウンリストから構
成されている。
3.

おわりに
消防研究センターで行っている市街地火災延焼シミュレーションの開発状況について紹介した。

今後も、高速性を維持しつつ、消防力の要素を盛り込み、消防活動を支援できる市街地火災延焼
シミュレーションの開発を継続していく予定である。
なお、本稿で紹介した DLL 版市街地火災延焼シミュレーションのソフトウェア、延焼計算用デ
ータ作成ツール、サンプル版インターフェイスは、サンプルの地図データとともに、消防本部に
対して無償で提供をしている。試用してみたいとお思いのかたは、消防研究センターまでご連絡
をいただければ幸いである。
参考文献
1) 内閣府、首都直下地震モデル検討会
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/shutochokkajishinmodel/index.html
2) 内閣府、南海トラフの巨大地震モデル検討会、http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/model/index.html
3) 地震時における消防力運用の最適化システムに関する研究開発報告書、消防庁消防研究所、昭和61年3月
4) 消防活動支援システムの開発に関する研究報告書、独立行政法人消防研究所、2003年3月
5) 細川直史、座間信作、遠藤真、新井場公徳、高梨健一、杉井完治、佐々木克憲、関沢愛、“市街地における同
時多発火災対応訓練シミュレータの開発”、地域安全学会梗概集、NO.31、2012年11月
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【第 19 回消防防災研究講演会】

大規模火災における火の粉による火災のリスク
消防研究センター

1.

鈴木佐夜香

はじめに
地震後の市街地火災や林野火災のような大規模火災では、その火災拡大を引き起こす大きな要

因として「火の粉による飛び火」がある。特に地震火災においては、建物崩壊により防火性能が
低下することや、消防活動に遅れが出ることから、飛び火が延焼拡大の支配的要因となる可能性
が高い。また、これまでに建てられた木造家屋に加え、今後木材利用が促進されていく現状を考
えれば、いったん火災が起これば火の粉による飛び火・延焼の被害はさらに増大する傾向にある
と考えられる。
飛び火に関する既往研究としては、火の粉の飛距離に焦点が置かれたものがほとんどである。
もちろん、火災からどの程度の距離において飛び火の危険性があるのかという点は防災上重要で
あるが、特に木造家屋は火の粉によって着火する可能性が高いだけではなく、実際に火災になっ
た際には火の粉の発生源となることから、どのような火の粉が発生するのか、火の粉が降りかか
った際に、どういう場所で着火するのかということについては、詳細に研究を行う必要があると
考えられる。火の粉の建物への着火の試験法に関しては、現在、屋根に関する試験法しかない。
そこで、本研究では、建築物やその周囲の可燃物に火の粉が降りかかった際に、どのような場
所が着火しやすいのか、どのようにして着火するのか、といった問題を解決することを目的とす
る。この研究により、飛び火による着火を防止する条件、飛び火の効率的な延焼防止策、消火方
法、再燃防止方法を提言することができる。
2.

発生する火の粉に関して
火の粉による被害を知るうえで欠かせない情報の一つが「一般的な火の粉の大きさ」である。

発生する火の粉の大きさは火災の大きさ・建物の原材料等で変化するが、一般的にどの程度の大
きさの火の粉が発生するのか知ることは、どの大きさの火の粉が建物等を着火できるのかという
点を考慮する際に重要な情報である。また、着火実験を行う際に使用する火の粉は現実的なサイ
ズであることが望ましい。そのために既往のデータを参考にしつつ、実際に実験を行うこととし
た。
災害後に火の粉が回収されることは少ないが、火災後に事後調査で回収されたものもあり、ま
た、いくつかの実験が行われている（表 1）。表 1 では一般に大災害（関東大震災・酒田大火）と
呼ばれるようなものではなく、一般的な火災や、一家屋を対象とした実験のデータをまとめた。
表 1 から回収方法の違いはあるものの、発見された火の粉のほとんどは小さいもの、特に面積が
10 cm2 以下、質量 1 g 以下のものであることがわかる。
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表 1 火災後・実験後に回収された火の粉の大きさとその条件
家屋の原材料

風速

回収方法

結果

木造家屋/セメ
ント・レンガ家
Vodvarka［1］

ポリウレタン

―

屋（木製床・ア

シート

スファルト屋

85% が 0.23 cm2 以下

根）

簡易日本家屋
実験［2］

トレー（水

4 m/s

防火木造家屋

有・水無）

水有トレーの 83% が 0.25 - 1 cm2

平均
7.2 – 12.1
別府火災［3］

事後調査

ほとんどが 10 cm2 / 0.5 g 以下

聞き取り調査

ほとんどが最大長さ 5 cm 以下

m/s

―

最大 20.1
m/s
和歌山ホテル
火災［4］
実大家屋実験
［5］
簡易家屋実験
［6］
木三学［7］
アンゴラ火災
（米国）［8］

平均

―

7 m/s

木製・レンガ製

6 m/s

水有トレー

合板と 2x4

6 m/s

水有トレー

木材・石膏ボー

平均

ド

4.6 m/s

―

消火後回収

4.5 m/s - 6.7

トランポリン

m/s

家具

全てが 1 g 以下
ほとんどが 10 cm2 以下
90% 以上が 1 g 以下
90% 以上が 10 cm2 以下
ほとんどが 1-3 cm
90% 以上が 0.5 cm2 以下

火の粉の大きさと重さの関係を調べるために、家屋実験も行われている。ひとつはカルフォル
ニア州で消防隊員の訓練の一環として行われたもので、木とレンガで作られた家屋を対象として
実験が行われた（実大家屋実験）。この実験の特筆すべき点は実際に使用されていた家屋を用いて
実験が行われた点と、消防隊員の訓練の一環であったため放水作業が適宜行われており（図 1）、
燃焼状態がコントロールされていた点である。火の粉は家屋から 4 m 、18 m の点で回収されて
おり、平均風速は 6 m/s であった。
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図 1 カルフォルニア州の実大家屋実験の様子［5］
また、有風下で合板・2×4 のみで建設された簡易家屋を対象として実験を行ってもいる（図 2）
（簡易家屋実験）。よりコントロールされた環境下で実験を行うことで、火の粉の発生メカニズム
や発生する火の粉の大きさ等の火の粉に関する情報を、実際の家屋を燃やすことなく得ることが
出来るのか確認することが目的である。風速 6 m/s 下で簡易家屋をそのまま燃焼させてその際に
発生する火の粉を回収した。

図 2 風洞での簡易家屋実験の様子［6］
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×

簡易家屋実験

○

実大家屋実験（4m）

□

実大家屋実験（18m）

25

15

投影面積

2

[cm ]

20

10
5
0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

火の粉の重さ [g]
図 3 発生した火の粉の質量と投影面積の分布
図 3 に実大家屋実験と簡易家屋実験で回収した火の粉の質量と投影面積の分布を示した。中に
は質量 2 g、投影面積 20 cm2 を超える大きなものも簡易家屋実験からは見つかったが、90%以上
の火の粉は質量 1 g 以下、投影面積 10 cm2 以下である。簡易家屋実験で回収された火の粉と比較
して実大家屋実験で回収された火の粉の質量に対する投影面積はばらけており、建築資材の違い
が影響を及ぼしていることが示されている。
3.

火の粉による着火に関して

3.1.

火の粉発生装置

火の粉による着火の実験を行うためには、「再現性があること」「火の粉が風の中を飛散してい
る状況を模擬すること」が非常に重要である。NIST が開発した火の粉発生装置（NIST Dragon）
（図 4）は、上記 2 点を可能にした装置である［9］。火の粉発生装置の仕組みを以下に記す。
一定量の試料（火の粉の素）を、一定間隔で、供給部より火の粉発生装置本体へ導入する。こ
の際、2 つのゲートをひとつひとつ開け閉めすることで火の粉発生装置本体からの火炎の試料部
への導入を防ぐ。プロパンバーナーで試料を燃焼させていく中で試料は火の粉になり、燃焼によ
って軽くなるため、下部より導入する空気によって火の粉は浮き上がっていき、最終的に出口よ
り飛散する。一回に導入する試料の量・導入間隔に関して変更が可能であり、それによって火の
粉の発生量を変化させることが可能である。供給する試料（火の粉の素）の素材や大きさ・形状
を変化させることで様々な大きさ・形状の火の粉を、また燃焼状態を一定に保つことで再現性の
ある火の粉を発生させることが可能である。本研究で発生させる火の粉は上記 2. で回収された火
の粉の大きさを参考にして決定した。
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図 4 火の粉発生装置（左：図、右：写真）
3.2.

植物性被覆材を対象とした実験

植物性被覆材はガーデニングやドッグラン等に近年利用されることが多い。建物の周囲に存在
することが多く、また性質を一定に保つことが可能なため、本実験では建物周囲の可燃物の代表
として利用した。着火対象物の湿度と火の粉による着火のしやすさを調べるために植物性被覆材
の湿度を乾燥状態（乾燥機から出してすぐのもの）、湿潤状態（湿度 9-25%）、高湿潤状態（湿度
71-83%）の 3 種類で実験を行った。湿度の計算方法は以下の方法で行った。

湿度=（湿潤状態の質量―乾燥状態の質量）/乾燥状態の質量×100
また、風速の影響を観察するために風速は 6 m/s と 8 m/s の 2 種類で実験を行った。この際発生
させた火の粉の平均質量は 0.05 g であり、火の粉の中でも特に小さいものを対象として実験を行
った。風速 6 m/s と 8 m/s 下での単位面積単位時間あたりに実験対象に到達する火の粉の個数は
各々7.36 /m2 s と 6.18 /m2 s 、単位面積単位時間あたりに実験対象に到達する火の粉の質量は各々
0.368 g /m2 s と 0.309 g /m2 s である。
火の粉による有炎燃焼までにかかった時間（最初の火の粉が植物性被覆材に到達してから有炎
燃焼までにかかった時間）と風速、湿度を図 5 に示した。乾燥状態と湿潤状態では風速による着
火時間への違いはほとんど認められなかった。高湿潤状態では風速 6 m/s では見られなかった有
炎燃焼が風速 8 m/s では観察された。風速 6 m/s では有炎燃焼には至らなかったものの、無炎燃
焼は観察された（その後継続した有炎燃焼に遷移することはなかった）。
有炎燃焼に至る過程を詳細に観察したところ、単体の火の粉が有炎着火を起こすことはほとん
どなく、火の粉が集積することによって、火の粉同士の相互作用が起こり着火に至ることが分か
った（図 6）
。植物性被覆材上には乾燥状態でも吹き飛ばされることなく火の粉が一定の場所に滞
在することが可能ではあるが、集積しやすいわけではないため、偶然近くに着床した火の粉同士
が相互作用を起こして着火に至ったと考えられる。
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図 5 有炎燃焼までにかかった時間と風速
乾燥状態・湿潤状態で有炎燃焼までに必要な火の粉の個数は数個であり、無炎燃焼から有炎燃
焼に遷移する際に火の粉が植物性被覆材の表面にとどまるのではなく、被覆材の中に潜ったよう
な状態になることで熱を保存し、周囲の植物性被覆材を巻き込みながら着火に至る様子が確認さ
れた［10］。

図 6 2 つの火の粉が相互作用により有炎燃焼に至る様子
3.3.

屋根を対象とした実験

火の粉の被害をもっとも受けやすいといわれているのが屋根である。関東大震災や酒田大火の
のち、建物に対する防火対策がなされ、屋根に関しては難燃材で作られるか、法令に従って試験
をパスした屋根材のみが使用できるようになっている。屋根飛び火試験に関しては火の粉が飛散
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している様子を模擬したものでないことから、ベンチスケールサイズの火の粉発生装置を用いて
実験を行った（図 7）。

図 7 日本瓦を対象とした火の粉のベンチスケール実験
実験は風速 6 m/s と 9 m/s で行われ、風速の影響に関しても簡単に検討を行った。
屋根瓦そのものが火の粉によって着火することはなかったが、屋根瓦の隙間から火の粉が侵入
し、屋根瓦の内側に集積する様子が観察された。いくつかの実験結果では集積した火の粉が垂木
を焦がした跡が見つかった。また、風速による影響に関しては風速 6 m/s の方がより多くの火の
粉が屋根瓦の内側で観察された。風速が 9 m/s になると、屋根の上にとどまることなく飛散して
いき様子が観察された。風速 6 m/s 程度であると多くの火の粉が屋根の上に集積し、時折有炎燃
焼に至っている様子も観察された。
4.

おわりに
火の粉による火炎拡大のリスクに関して、発生する火の粉の大きさと、その火の粉の着火性に

関して検討を行った。火災により発生する火の粉の多くは質量 1 g 以下、面積 10 cm2 以下の非常
に小さいものがほとんどであった。
着火実験では風速 6 m/s から 9 m/s を対象として行っている。最初に比較的着火しやすい植物
性被覆材を対象として実験を紹介したが、建物周囲の可燃物に関しては乾燥状態であればあるほ
ど着火しやすいことは言うまでもなく、比較的小さく見逃しがちな大きさの火の粉であっても数
個集まることで着火の可能性が非常に高まると言えることがわかった。風速が速くなると、高湿
潤状態の植物性被覆材でも着火することがわかった。屋根に関する実験では火の粉が屋根瓦の下
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に潜り込み、集積する様子が観察された。この様子は風速が 6 m/s の際の方が 9 m/s の時よりも
顕著に見られた。
強風下での火の粉による火災のリスクは火の粉がより遠くに飛散すること、また、火の粉が可
燃物近傍に集積した場合に着火に至る可能性が高くなることである。その一方で弱風の場合（本
実験における風速 6m/s の場合）には火の粉は強風の場合と比較して遠くに飛散はしないが、そ
の分火の粉が集積しやすくなる。特に既往の研究でも注目されている屋根に関しては強風の場合
は野地板等の可燃物が露出していなければ火災に至るリスクは低いといえるが、比較的被害が少
ないと考えられる弱風の場合には屋根瓦の下に火の粉が集積し着火に至る可能性があり、注意す
る必要があるといえる。
5.
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【第 19 回消防防災研究講演会】

市街地火災での被害拡大要因
－火災旋風－
消防研究センター

篠原雅彦

1 はじめに
大規模な市街地火災で火災旋風が発生すると、人的被害・延焼被害が格段に大きくなる可能性
がある。しかし、実際の火災で発生した火災旋風について、その性状や発生時の状況についての
詳しいデータが少ないことから、いまだ現象の解明が進んでいないため、発生メカニズムも発生
条件も未解明である。そのため、被害を想定することもできないし、火災発生後に火災旋風の発
生の予測をすることもできない。
現時点でできる対策はほとんどないが、あるとすれば、過去の発生事例などから、定性的では
あっても発生しやすい条件や発生時の様子を知ることで、発生に備えることや、発生時に若干の
対処をすることくらいである。そこで最初に、火災旋風とはどんな現象で、何が危険なのか、さ
らに、現時点で言える発生しやすい条件について手短にまとめ、続いて、これまで行ってきた研
究で得られた結果をいくつか紹介する。
2 火災旋風とは
2.1 火災旋風とはどんな現象か
火災旋風とは、火災時に火災域やその周辺で発生する竜巻状の渦のことである。火災旋風には、
炎を含む火柱状のもの（図 1）と炎を含まないもの（図 2）がある。炎を含まない火災旋風は、砂、
煙などを巻き上げて、黒っぽく見えることが多いようである。炎を含まない火災旋風が火災域の
上を通って、炎を含む火災旋風になったという報告もある。山火事の研究者によれば、
「多くのも
のは、煙や高温の気体、灰、塵のみを含む」1)とあり炎を含む火災旋風より含まない火災旋風の
出現の方が多いようである。

図 1 「炎を含む火災旋風」の実験

図 2 「炎を含まない火災旋風」の実験写真：風は写

写真：水平方向に風速が変化する風

真左から右方向に吹かせている。炎の風下の床面上に

の中に複数の火炎を置いている。

白煙を入れて火災旋風を可視化している。
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竜巻状の渦以外にも、火災嵐

2)

と呼ばれる状態の時に発生する火災旋風もある。火災嵐とは、

空襲による火災のように、多くの出火点が広い面積に渡って存在する場合、これらの火災が合流
して一つの大規模な火災になり、その火災域を強烈に燃やすという現象である。この火災域から
の上昇気流が大きく旋回する現象があり、これも火災旋風と呼ばれている。
火災時に火災旋風が発生する場合があることは事実であるが、大規模火災の際に必ずしも常に
発生しているとは限らない 3)。
2.2 火災旋風は何が危険なのか
火災旋風の危険性をまとめると以下の通りとなる。実際の災害事例については、参考文献 3)～
5)などに要約がある。
(1) 火災旋風の上昇気流、火災旋風内とその周囲の強風によって、火の粉を遠くに飛ばしたり、
周囲に火の粉をまき散らしたりする。これらにより、出火点が増加し、急速な延焼拡大を引き
起こす。
(2) 強風が人や物を吹きとばすため、死傷者を出す。また、強風が避難を困難にする。
(3) 予測不能な動きをする。あまり動きまわらないこともあるし、長距離移動することもある。
そのため、避難を困難にし、死傷者を出す。
(4) 炎を含んだ火災旋風は、通常の火災に比べて燃焼速度が速く、放射量が大きい。
(5) 炎を含まない火災旋風が火災域の炎を取りこんで、炎を含む火災旋風に変化する。
2.3 火災旋風の発生しやすい条件
火災旋風の対処法につながる、火災旋風が発生しやすい条件を記す。ただ、発生条件は定性的
にも定量的にも未解明な部分が多い。火災旋風から身を守るためのサバイバル術のようなものも
いくつか提唱されてはいる 6~7)が、さらなる検討が必要である。
2.3.1 発生しやすい場所
火災旋風が発生しやすい場所としては、平坦な場所では図 3 のように火災域の風下、山では図
4 のように風下側の斜面 1)と言われている。
旋風
風

旋風
風

図 3

火災

火災

平坦な場所で火災域の風下に発生す

図 4 山林火災の斜面風下で発生する火災旋
風：参考文献 1)を元に作図。

る火災旋風：図 2 と同じ状況。

関東大震災で旋風が発生した場所の特徴について、寺田

8)

は、旋風が起こりやすい場所がある

らしく見える、というふうに断定を避けながらも以下のようにまとめている。1) 例外はあるが火
災の近く、2) 火災が 2 方、3 方から進み、火流の前線が合流する場所に、燃えてないところが突
入する場所、3) 川や堀に沿って進む場合がある、4) 橋の両端付近、5) 十字路の広場。ただし 4)、
5)は遭難者が多い場所なので目撃例が多いだけかもしれない、というふうに慎重に記している。
火災が複数ある場合にも火災旋風が発生しやすい、ということも言われているが、このことは
Zhou ら 9)の研究でも確かめられている。
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2.3.2 発生しやすい風速
火災旋風は強風下でも発生しているが、むしろ風の弱い時に発生の報告が多い

7)

。一般に大火

は強風下で発生するので、強風下では誰もが火災の拡大に注意する。ところが皮肉にも、風が弱
い時に発生しやすい火災旋風が、猛烈な風を巻き起こして被害を拡大する。このことは、大規模
火災時には風が弱くても油断してはならないことを示している。
3 有風下で火災域風下に発生する火災旋風の研究紹介
図 3 で示した有風下の平坦な場所で、火災域の風下に発生する火災旋風について、その発生メ
カニズムや火災旋風のふるまい、速度分布などについてこれまで研究してきた。ここでは研究で
得られた結果をいくつか紹介する。ここで紹介する火災旋風はほとんどの場合、火炎を含まない
竜巻状の渦であるが、条件によっては火源の火炎を吸い込み火柱状の火災旋風として現れる。
自然界で発生する火炎を含まない火災旋風は、火災時には煙や土ぼこりを含んで黒い渦柱に見
えるが、実験室では目に見えないため、白煙を用いて可視化した。
3.1 火炎風下の流れの構造 10)
まず火災旋風が発生する火炎風下の流れの構造について説明する。図 5 は、床面に埋め込んだ
内径 8cm の円形容器内にメタノールを入れて形成させた火炎を用いて調べた結果である。火炎の
風下でもっとも目立つ流れは、横風で傾いた上昇気流が二股に分かれて形成する、互いに逆方向
に回転する渦対である。この渦対は古くから知られており、CVP (Counter-rotating Vortex Pair) あ
るいは HRV (Horizontal Roll Vortex)と呼ばれることが多い。この CVP の下の床面上には、CVP と
は逆方向に回転する渦対（以下、壁面渦対と呼ぶ）が現れる。床面付近を流れる横風は、火炎の
側面を通った後、火炎の風下に回り込む。しかし、この流れが入り込めない V 字型の領域が、火
炎風下の床面上に形成される。火炎のすぐ風下の床面上には、この V 字型領域の内側に沿って、
横風に逆行する火炎に向かう流れが生じる。このような複雑な流れの中で、鉛直方向に回転軸を
持つ渦である火災旋風が発生する。

CVP (Counter-rotating vortex pair)
逆回転する渦対

風

炎
旋風

壁面渦対
床面上の流れが入り込めない
V字型の領域

逆流
床面上の速度境界層内の流れ

床面に接する流れ

図 5 有風下の火炎風下の空気の流れ。
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3.2 火災旋風の発生過程 10～12)
次に、火災旋風の発生源である可能性がある鉛直渦の発生過程について調べた結果 10)を説明す
る。実験方法は 3.1 節と同じである。鉛直渦の発生場所の可視化写真を図 6 に、概略図を図 7 に
示す。両図の(a)は、床面上で火炎の側面を流れる横風と、火炎直後の床面上で火炎に向かう逆流
が合流し、火炎直後で鉛直渦を形成する様子である。(b)は、V 字型領域の境界部から鉛直渦が発
生する様子である。(c)は、壁面渦対がたまに風下で立ち上がり、鉛直渦になる様子である。ただ
し図 6(c)は床面上に寝そべっている状態である。(d)は、床面上の速度境界層が剥離して、火炎直
後の鉛直渦対につながっている様子である。さらに、CVP も風下に流れ出すことが実験で明らか
になり 11)、CVP も流出する火災旋風の源のひとつである可能性があることが示された。これはも
しかしたら、図 6、 7 の（a）と同じ現象かもしれないが、これについてはまだ明らかになってい
ない。CVP が流出しているように見えるという現象は、林野火災や野外での大規模な燃焼実験で
も報告されている。

(a)

(b)
鉛直渦

火炎

(c)

鉛直渦

火炎

逆流

V字型領域

鉛直渦

(d)

図 6 有風下で発生する火炎を含まない火災旋

図 7 有風下で発生する火炎を含まない火災

風の発生源である可能性がある 4 種類の鉛直渦

旋風の発生源である可能性がある 4 つの鉛直

の発生過程（可視化写真）。

渦の発生過程:(a)-(c)鳥瞰図、(d)上からの眺め。

さらに、有風下で火災域の風下直後に発生する火災旋風には、風下に移動せず、火炎のすぐ風
下に定在するものがある。この火災旋風は、火炎を含んだ火柱状の火災旋風になったり、火炎を
含まない火災旋風になったりを繰り返す。この火災旋風の発生メカニズムについて、長方形の火
源を用いて調べた 12)。内寸 29.7 cm×29.7 cm の 10 枚の燃料容器を 2 列に互いに接触させて設置
し、全体として 151 cm×60 cm の長方形とした。火源の長辺を風と直交するように実験ステージ
に燃料容器を埋め込み、これにガソリンを入れて火炎を形成させた。火炎には送風機から一様な
風をあてた。火炎風下に発生する火災旋風をステージの下から観察するために、火炎風下のステ
ージの床は透明なガラスで作った。実験の結果、火炎を含まない定在火災旋風は CVP の下部で
ある可能性が高く、火炎を含む定在火災旋風は CVP の各渦の下部に火炎が巻き込まれることで発
生している渦柱である可能性が高いことが分かった（図 8）。
実際の火災域風下で発生する大規模な火災旋風の発生源が、ここで示した発生過程のうちのど
れなのか、すべてなのか、これ以外にもあるのかについては、まだ分かっていない。

- 69 -

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

(a)

(b)

図 8 有風下で火炎の風下直後に定在する火災旋風：(a)火炎を含む火災旋風(V2)、(b)火炎を含
まない火災旋風(V3)。V2、V3 が同じ場所で発生を繰り返す。各画像は、A：火炎側面の斜め上か
ら、B：火炎の側面から、D：火炎風下から、F：火源風下に設置したガラス製床面の下から撮
影された。

3.3 火災旋風の移動の有無
2.2 節の火災旋風の危険性で述べたように、火災旋風は予測不能な動きをする。関東大震災時に
多くの人が逃げ込んだ東京の被服廠跡を襲った火災旋風は、この避難場所に 20 分間程度とどまっ
たという証言がある 8)。同震災の横浜では、2 時間以上かけて 2.2km を移動した火災旋風がある
と記録されている 13)。
ここでは、火源の形状によって、火源風下に発生する火災旋風の移動の仕方がどのように変わ
るかを調べた結果を紹介する。
3.3.1 火源が円形の場合 14)
火源として直径 90 ㎝の円形燃料容器を用いた場合の火災旋風の振る舞いを説明する。床面に埋
め込んだ燃料容器にメタノールを入れて火炎を形成させ、火炎に送風機からの風をあて、火炎の
風下に発生する火災旋風のふるまいを調べた。風速 0.7~1.3 m/s の範囲で竜巻状の渦が観察でき
た。渦は火炎を含むことはなく、空気の竜巻状の渦であった。図 9 は火災旋風を透明なガラス製
の床の下から撮影した写真である。この写真から分かるように、火炎風下に発生する火災旋風の
水平断面は、物体の風下に発生するカルマン渦対に似ており、しばしば交互に逆回転する渦対と
して周期的に発生し、風下に次々と流されていく。

図 9 有風下で火炎の風下発生する火災旋風を透明ガラス製の床の下から見た様子。
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火災旋風を側面から見ると、その様子はカルマン渦とは異なる。図 10 は、火災旋風が発生し、
風下に流れ去る様子を可視化した連続写真である。カルマン渦対はほぼ二次元的な運動をする渦
対であるが、火災旋風はこの写真に見られるように、火炎風下の床面付近から発生しているよう
に見え、上方に伸びながら風下に流されていくという、三次元的な運動をする。この点では、火
災域風下に発生する火災旋風は、横風中の噴流の風下に発生する竜巻状の渦 15)と非常によく似て
いる。

図 10 有風下で火炎の風下発生する火災旋風を側面から見た連続写真。
3.3.2 火源が長方形の場合 16)
長方形の火源を用いた場合の火災旋風の振る舞いを説明する。図 8（3.2 節第 2 段落で説明）と
同じ燃料容器を用いた実験である。燃料にはメタノールを用いた。ここでは風速 0.8~0.9 m/s の
結果について紹介する。
火源の長辺を風の向きと直交させて配置した場合は、火災旋風は互いに逆方向に回転する渦対
として発生し、風上側へも含めて多少の移動はするが、風下には流出せずほぼ定在した（図 11(a)、
12(a)）。火源の長辺を風向と平行に配置した場合は、火災旋風は一つずつ直線的に風下に流出し
た（図 11(b)、12(b)）。火災旋風の発生位置は、火源の長辺が風と平行な場合に比べて、風と直交
する場合の方が、渦の中心が火源からかなり離れているように見えた。
(a)

図 11 有風下で火炎風下に発生する火災旋風。各画像は a：火炎の上から、b：火炎の側面
から、c：火炎側面の斜め上から、d：火炎風下から、e、f：火炎風下に設置したガラス製床面
（e は f の風上側）の下から撮影された。(a)火源の長辺が風に直交する場合、(b)火源の長辺が
風に平行な場合。
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(b)

図 11 （続き）
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図 12 火炎風下に発生する火災旋風の移動経路の一例。図中の各点の横に記した数字は、着火か
らの経過時間(秒)を示す。(a)火源の長辺が風に直交する場合、(b)火源の長辺が風に平行な場合。

3.4 火災旋風の速度分布 14)
火災旋風の猛烈な風が引き起こす被害の領域を予測するためには、火災旋風内外の風速分布を
知る必要がある。規模は小さいが、室内実験で得られた火災旋風の水平面内の風速分布と、高さ
方向の風速分布を示す。
3.4.1 水平面内の風速分布
この実験は、3.3.1 節と同じ状況で行った実験である。図 2 はこの実験で撮影された火災旋風で
ある。この実験で、風速 0.7m/s の時に発生した火災旋風の速度場を、粒子画像流速測定法（Particle
Image Velocimetry）で測定した結果の一例を図 13 に示す。火炎はこの図の左側に位置し、風は左
から右方向である。図の左端の辺が、円形容器の風下端から 33cm 風下に位置し、床面からの高
さ 11cm における水平面内の速度ベクトルと渦度の分布を示している。
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このようにして得られた速度場から、床面からの高さ 1 cm における渦の半径方向の接線速度分
布を描いた一例を図 14 に示す。これを見ると、旋風の接線速度分布は、ランキン渦というモデル
で近似できることが分かる。ランキン渦とは、その中心部は剛体的に回転する渦（ある点での円
周方向の速度が、その点から渦の中心までの距離に比例して大きくなっていく渦）で、それより
も外側は、中心から遠ざかるに従って、中心からの距離に反比例して円周方向の速度が小さくな
っていく渦のモデルである。したがって、渦の中心から最大速度の地点（渦の剛体回転の最も外
側の地点）までの距離の 2 倍離れた地点で、最大風速の 1/2、3 倍離れた地点で 1/3 の風速となる。

1
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0
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図 13 床面からの高さ 11 cm にお

図 14 床面からの高さ 1 cm における有風下の火炎

ける火炎を含まない火災旋風の水平

風下に発生する火炎を含まない火災旋風の水平面内

面内の速度ベクトルと渦度の分布。

の接線速度分布の一例。

3.4.2 高さ方向の風速分布
日本の都市には 100 m、200 m 級の高層ビルが複数ある。火災旋風が高層ビルの近くに迫った
時の危険性を知る上では、火災旋風の高さ方向の風速分布も知っておく必要がある。
そこで、3.4.1 節で示した実験で、火災旋風内の高さ方向の風速分布を調べた。理想的には、ひ
とつの旋風について、ある瞬間のあらゆる高さの旋風内の風速を調べたいところであるが、これ
は技術的に困難である。そこで次善策として、ある高さの水平面内の二次元速度場を多数の旋風
について測定し、高さをいくつか変えて別の多数の旋風についても二次元速度場を測定すること
で、旋風内の速度場の垂直分布の特徴を調べた。
結果を図 15 に示す。横軸の渦核半径とは、3.4.1 節で述べた渦の中心の剛体回転をしている部
分の半径のことで、縦軸の最大接線速度とは、渦の円周方向の速度の最大値、つまり渦の剛体回
転の最も外側の部分での速度を意味する。この図から、炎を含まない火災旋風は、床面付近から
上空に行くにしたがい回転速度を上げ、さらに上空では、渦核が大きくなるとともに減速してい
くということが分かる。
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有風下の火炎風下に発生する火炎を含まない火災旋風の各高さにおける渦核半径と最

大接線速度の関係。横風風速は 0.7m/s。
4 おわりに
火災旋風の現代における防災上の問題点の一つではないかと危惧する点として、火災旋風とい
えば「炎の入った火柱状の渦」だというイメージを持った人が多いのではないか、という点があ
る。確かに火柱状の火災旋風もあるが、甚大な被害を引き起こす「炎を含まない火災旋風」もあ
るということを十分認識する必要がある。火災旋風に対するこの不十分なイメージ、ある意味誤
解は、火災旋風の強風という危険性を覆い隠してしまう。また、火災現場で炎を含まない火災旋
風が迫ってくるのを見ても、火災旋風だと認識できないことにつながる危険性がある。
避難場所の火災対策に火災旋風の強風対策が入っていないことも問題である。これについては、
火災だけでなく、地震、水害などの防災、都市計画などの分野の人達が共同して対策を考えて行
く必要がある。
火災旋風は頻繁に起こる現象ではないが、一旦起きれば通常の火災被害を超える壊滅的な被害
を引き起こすことがある。特に市街地火災では人的被害が大きくなる。
まずは過去の災害事例、研究結果で分かっていることからだけでも対策を考えて行く必要があ
る。しかし、現在分かっている知見だけでは根本的な対策は立てられないし、過去の災害以上の
被害をもたらす火災旋風の想定・予測もできないため、発生メカニズム、発生条件の解明を粘り
強く続けていく必要がある。
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