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昭和 23（1948）年、自治体消防設立と時期を同じく、
『自治体消防を補完するものとして、中央に消防技術の向上、機器資
材の改善、検定、火災予防の科学研究等を目途とする消防研究所』が設立され、本年度で 70 年を迎える。この間、平成 13（2001）
年度から平成 18（2006）年度まで、行政組織の合理化の時代の流れをうけ、独立行政法人として、いったん国の組織から離れ
ることとなったが、消防研究センターとして組織改変となった今日までに、着実にその使命を果たして来られたと思っている。
消防研究センターでは、消防研究所の時代から、十年ごとの節目に調査研究活動を記録として取りまとめている。この作業
は、研究官にとって通常業務に付加的に加わる地味で労力のかかる作業ではあるが、各所員が、また消防防災に携わる関係者
が消防研究センターの来し方、行く末を俯瞰し、新たな方向付けをするうえで非常に貴重なものである。そうした事情を理解
し、限られた時間を割いて、本年史作成に協力いただいた所員一同には心より感謝申し上げたい。
さて、私事になるが、消防研究所に入所して今年で 35 年目、本研究所 70 年の半分にあたる期間、奉職させていただいたこ
とは感慨深く、入所当時から今日に至る様々な思いが脳裏に去来する。消防研究センターの果たすべき役割について、もっと
も根底にある部分、
『消防の科学技術の向上を通して国民の安心安全を守る』という点では、いささかの揺るぎもないが、折々
の時代ごとに、消防研究センターが果たすべき社会的要請、守備範囲が変遷してきた。特に、以下の 2 つの歴史的潮流の大き
な変化は、今後の研究センターの持続可能性を見据えた場合、無視して通ることができないものである。
第 1 点目は、建物や危険物施設といった社会基盤の火災・爆発等の安全対策から、大地震、土砂災害などの自然災害に対す
る防災対策への研究領域の軸足の移動である。平成 7（1995）年の阪神淡路大震災が一つの大きな転機であり、現代都市が、
直下型地震の前に、かくも無残に破壊され、また常備消防力が無力であるか思い知らされることとなった。この震災を契機に、

消防研究センターの英語表記が、“Fire Research Institute” から、“National Research Institute of Fire and Disaster”に、消防庁も
“Fire and Disaster Management Agency” に変更となった。名は体を表すというが、消防研究所が、消防庁の施策に併せ、多種多
様な自然災害時への対策に大きく舵をきった転換点といってもよい。この大きな流れは、この 10 年間に限っても明らかであ
る。
平成 23（2011）年 3 月に発生した東日本大震災では、未曽有の大震災で多くの死傷者が出た。浸水域等では、従来想定して
いない状況下での困難な消防活動を強いられ、目の前の要救援者を救えずに悔しい思いをし、また犠牲になった消防職団員も
数多くいた。消防研究センターでは、年度替わりで新たな研究計画がスタートする時期であったが、震災の甚大な被害と緊急
性に鑑み、急きょ研究計画を短期間で組み替え、災害調査や機器開発に取り組んだ。震災後も、熊本地震をはじめ、広島・東
北さらには九州北部豪雨の水害・土砂災害事案が相次いで発生し、消防研究センターでは、研究官を現地に派遣して消防活動
支援を行ってきた。東日本大震災後、津波浸水域での消防活動の改善目的に開発・改良をしてきた水陸両用バギー車がこうし
た災害現場に投入された。また社会的要請をうけ、消防用ロボットの開発等、従来の消防研究センターではなかったような研
究資源の集中を行い、研究成果の社会実装を念頭にした研究開発をこの 10 年間行ってきた点が特筆される。
第 2 点目は、火災等原因調査支援の業務拡大・調査技術向上が挙げられる。今や研究開発業務以上に、全国の消防本部にと
っても認知度が高い業務となっている。この調査業務は、独立行政法人時代に、長官調査のための制度改革が行われ、火災災
害調査部が設置されたことが始まりであり、国に再び業務移管がされる際にも、本調査業務の有無が大きな判断基準の一つに
なったと聞き及んでいる。実際、調査技術支援件数は、年を追うごとに増え、現在、年間百数十件に上のぼる。また原因調査
事案も、車両火災や家電等の製品火災等、多岐にわたる。出火原因も ITC の集積化等、新技術開発に伴い複雑多様化しており、
高度な科学的知見や分析機器を駆使しなければ、原因特定に至らない事案も増えてきている。原因調査業務には、現場での調
査能力の高い消防本部からの研修生と、専門知識の豊富な研究官の共同で実施している態勢を組んで進めているが、今後、両
者間のより緊密な協力関係を推進し、幅広くかつ高度な調査研究の発展を期待したい。
消防研究センターのこの 10 年は、独立行政法人から消防大学校の内部組織として設置された直後の混乱から脱し、社会的
責務に応える態勢整備が行われ、軌道に乗った時期と位置付けられる。前述したように、東日本大震災をはじめ、数々の自然
災害が多発し、その折々に消防研究センターが社会的要請に対応してきたことは、本年史から読み取っていただけるのではな
いかと思っている。また、この 3 年間、所長として舵取りをまかされたが、既に歴代所長の時宜的確なマネージメントにより
走るべき路線が敷かれおり、その上でその時々の社会的要請にいかに応えるか、研究成果の社会への還元・実装への旗振り役
が小生の職務となった。もちろん消防研究センターを取り巻く環境は、予算・人事さらには施設の老朽化問題等々、日々悩み
は絶えないが、後進が消防研究センターの社会的責務を認識し、日々の職責を果たして頂ければ、消防研究センターは社会の
公器として久しく国民の期待に応えられるものと信じている。
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消防研究センターの前身である消防研究所は、消防技術の向上、消防機械、資材の改善、検定、火災予防の科学的研究等を
目途として、昭和 23（1948）年 3 月 7 日に創立された。以来、国民の生命、身体、財産を災害から守るという理念のもとに研
究開発に取り組み、今年満 70 年が過ぎた。この間、平成 13（2001）年には独立行政法人化され、その 5 年後の平成 18（2006）
年には独立行政法人消防研究所が解散し、その業務を消防大学校の下に新設された消防研究センターに移すなど、大きな組織
改変の歴史があった。
消防研究センターは、消防の科学技術に関する研究を行う我が国唯一の国立研究機関として、燃焼や消火技術、消防機械に
関する研究開発を行ってきた。なかでも、平成 15（2003）年に制度化された火災や危険物漏えいの原因調査に関する長官調査
の業務では、国民の安心・安全の確保という社会的要請及び消防行政の課題に対して直接的に応えており、その期待はますま
す高まっている。この 10 年間のうちに発生した平成 23（2011）年東日本大震災においては、広範囲に及んだ津波火災や石油
タンクの被害発生状況調査を綿密に行い、さらに千葉県市原市のガスタンク爆発火災や宮城県塩竃（しおがま）市の大規模タ
ンク火災では、その後の安全対策の施策立案上、欠くことのできない調査・研究を実施した。また、平成 28（2016）年の新潟
県糸魚川市大規模火災や、平成 29（2017）年埼玉県三芳町大規模倉庫火災においては、現場での緻密（ちみつ）な調査と科学
的手法に基づいた分析結果を、今後の対策のための検討会へ提出すことで、その役割を十分に果たしてきた。
さて今日、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの巨大地震の発生が危惧されており、さらに地球温暖化よる気象災害が、
今後頻発・激化するといわれている。さらに、社会インフラの老朽化や少子高齢化など、我が国の社会構造の変化により、大
規模災害発生時の被害リスクの増大、さらには、消防団員の減少などによる地域の対応力の低下が深刻な問題になる可能性が

ある。
これら少子高齢化などによる社会構造の変化に柔軟に適応し、今後発生する大規模災害に対応するためには、情報通信技術
などの先進技術を取り込むなど、消防防災分野における科学技術を高度化し、消防をさらに充実強化することが求められる。
特に近年においては、その進展がめざましい ICT や AI を用いたロボット技術や新素材技術などを用いた、最新科学技術に
よる災害対応力の向上が期待されるものである。
今後も、消防研究センターにあっては、研究環境の整備と研究者の確保、育成に努め、我が国の消防防災研究の中心として、
消防科学技術の向上とその成果を社会に還元し、国民の安心安全の期待に応えることを念願している。
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第Ⅰ章

総

説

Ⅰ. 総

説

消防研究センターの概要
(1) 沿革
消防研究センターは、昭和 23 年 3 月の国家研究所である消防研究所の発足から、制度、組織及び業務における大きな変革を経
て現在に至っている。
消防研究所は、昭和 23 年 3 月 7 日の消防組織法（昭和 22.12.23 法律第 226 号）の施行によって国家消防庁（現在の総務省消防
庁）の内部組織として発足し、当初においては、消防の科学技術に関する試験研究業務の外に広く技術行政面もあわせて行って
いた。
昭和 25 年 5 月 17 日の消防法一部改正（法律第 186 号）により「消防の用に供する機械器具及び設備並びに防火塗料、防火液
その他の防火薬品に関する規格」の勧告とともに検定も行うこととされた。これにより検定業務は消防研究所の主要業務の一つ
となり、検定を通じて消防機械の改善に資するところが大きかった。
このように初期の頃においては、消防研究所は幅広い業務に関与し、研究業務、検定業務、技術行政業務を一体として遂行し
ていたが、昭和 34 年 4 月 1 日の消防組織法の一部改正（法律第 98 号）により消防研究所の業務は研究と検定業務に限定され、
「消防に関する市街地の等級化」
（都市等級）や「消防水利の基準の勧告」
、その他行政的業務は国家消防本部の各課に移された。
さらに、昭和 38 年 4 月 15 日の消防法の一部が改正（法律第 88 号）されて、消防設備及び機械器具の検定が任意検定から強制
検定制度に改正されたことに伴い、検定業務（試験業務）は昭和 39 年 1 月 1 日から特殊法人日本消防検定協会に移され、消防研
究所は機構を 2 研究部 1 課に改組し、研究業務に専念することとなった。
その後、昭和 44 年には研究部を 3 部とし、特別研究員を設置して組織の強化が図られ、昭和 57 年には特別研究員制度が研究
企画官制度に改められた。
平成 9 年 12 月の行政改革会議最終報告、
平成 11 年 4 月の中央省庁等改革の推進に関する方針
（中央省庁等改作推進本部決定）
等の策定過程において、消防研究所を独立行政法人とすることとされた。独立行政法人消防研究所法（平成 11 年法律第 163 号）
が制定され、平成 13 年 4 月 1 日、消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を総合的に行うとともに、その成果を普及するこ
と等により、消防の科学技術の水準の向上を図り、もって国民の生命、身体及び財産を保護することに寄与することを目的とし
て、公務員型の独立行政法人消防研究所が設置された。
「骨太の方針 2004」
（平成 16 年 6 月 4 日閣議決定）において、平成 17 年度末までに中期目標期間が終了する 56 法人の組織・
業務全般の見直しの方針が打ち出され、公務員型の独立行政法人としての存続に関し、非公務員型法人への移行・他法人との統
合等について検討された。平成 16 年 12 月 24 日に自由民主党行政改革推進本部によって、消防研究所の事務及び事業については
危機管理機能の強化及び行政の効率的実施の観点から消防庁に統合･吸収すること、
その際に公務員が担うことが真に必要な業務
について厳しく精査し要員数については 5 割を目途に削減することが決定され、
「今後の行政改革の方針」
（同日閣議決定）にお
いて独立行政法人消防研究所の廃止が確定した。その後、平成 18 年 3 月 31 日に独立行政法人消防研究所の解散に関する法律（法
律第 22 号）が制定され、平成 18 年 4 月 1 日に独立行政法人としての消防研究所は廃止された。
平成 18 年 4 月 1 日、総務省消防庁消防大学校の内部組織として、消防研究センターが設置された。その際、組織を、消防研究
センター所長、研究統括官及び 3 部（定数 26）とし、消防の科学技術に関する研究業務を遂行してきている。
以上の消防研究所・センターの沿革を表 1 に概要として示す。
表 1 沿革の概要
年
昭和 23 年

1948

26 年
27 年

1951
1952

34 年
35 年
36 年
38 年

1959
1690
1961
1963

42 年

1967

事
項
消防研究所設置（国家消防庁内局）
書記室、技術課及び査察課を置く
書記室を庶務課に改める
国家消防本部の附属機関となる
検定課を新設
技術課の係を研究室に改め、7 研究室を置き、庶務課に課長補佐を置く
自治省設置。消防庁はその外局となり、消防研究所はその附属機関となる
技術課を研究部に昇格、9 研究室を置く
査察課を廃止（消防庁へ事務移管）、研究部を増設、第一研究部及び第二研究部とし、10 研究室を置く
特殊法人日本消防検定協会設置により、検定業務を同協会に移管し、検定課を廃止
第一研究部に危険物研究室を新設

-1-

年
44 年
48 年
51 年
54 年
57 年

1969
1973
1976
1979
1982

58 年
59 年
平成 3 年
13 年

1983
1984
1991
2001

14 年
15 年
18 年

2002
2003
2006

20 年
21 年
28 年

2008
2009
2016

事
項
第三研究部を新設し、これに新たに避難器具研究室を設け、12 研究室とするとともに特別研究員を置く
各研究部の研究室を改廃、再編成
第一研究部に安全研究室を設置
各研究部に主任研究官、庶務課に主任を置く
研究企画官を新設、特別研究員を廃止
第三研究部に地震防災研究室を新設、特殊機材研究室を廃止
1 課 3 研究部（13 研究室及び主任研究官）と研究企画官となる
庶務課の主任を主幹に名称変更
消防庁の施設等機関となる
庶務課に工務専門官を置く
総務省設置、総務省消防庁の施設等機関となる
独立行政法人消防研究所設置
総務課及び研究企画部、基盤研究部、プロジェクト研究部を置く
研究企画部に火災原因調査室を置く
火災原因調査室を部並びに昇格
独立行政法人消防研究所廃止
総務省消防庁消防大学校に消防研究センターを置く
火災災害調査部（1 室）、技術研究部（5 研究室）、研究企画部を置く
管理部門（総務課）を消防大学校庶務課に統合
危険物の流出等事故原因調査事務の追加を受け、火災原因調査室を原因調査室に変更
研究企画部を振替廃止し、火災災害調査部に地域連携企画担当部長及び研究企画室を設置
地域連携企画担当部長を振替廃止し、研究企画部及び研究企画室を設置

(2) 組織
現、消防研究センターに至るまでの組織の概要については以下のとおりである。
平成 20 年の消防法改正による危険物の流出等事故原因調査事務の追加を受けて、同年 4 月に、火災原因調査室が原因調査室に変更
された。平成 21 年 4 月に、研究企画部を振替廃止し、火災災害調査部に地域連携企画担当部長及び研究企画室を設置した。平成 28 年 4
月に、地域連携企画担当部長を振替廃止し、研究企画部及び研究企画室を設置した。組織区分ごとの組織及び所掌事務は図 1 のとお

りである。
所

長

研 究 統 括 官

命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括すること。

火災災害調査部

消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。
原 因 調 査 室

火災原因調査及び危険物流出等事故原因調査に関する事務、並びに災害時における消防活動に係る
科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。

消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。
消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は
同条第三項に規定する個別検定を行うこと。
消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと（火災災害調査部の所掌に属するものを除く）。
技 術 研 究 部

大規模火災研究室

過密都市空間における火災時の安全確保に関する研究、調査及び試験を行うこと。

危険性物質研究室

化学物質の火災爆発防止及び消火に関する研究、調査及び試験を行うこと。

施設等災害研究室

危険物施設等の安全性向上に関する研究、調査及び試験を行うこと。

地震等災害研究室

地震などの大規模自然災害時の消防防災活動に関する研究、調査及び試験を行うこと。

特殊災害研究室

特殊災害に対する安全確保に関する研究、調査及び試験を行うこと。

研 究 企 画 部

消防の科学技術に関する研究、調査及び試験の実施に係る企画及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並びに
成果の普及に関すること。
火災災害調査部及び技術研究部の所掌事務に関する企画及び立案、消防本部その他の関係機関との
研 究 企 画 室
調整、評価並びに成果の普及に関する事務を行うこと。

特別上席研究官

命を受けて、消防科学技術の発展に資する将来的な技術戦略を立案、消防防災ロボットをはじめとした技術の研究開発、消
防活動の現場における成果の実用化を行うこと。

図 1 総務省消防庁消防大学校消防研究センター組織図（平成 30 年 3 月 31 日現在）
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(3) 定員
消防研究所の定員は、当初 87 人で発足した。その後何回かの機構改正や部、室の増減、又は行政整理による削減及び節減等を
通じて、平成 10 年度には 49 人となり、平成 12 年度には 48 人となった。
独立行政法人となった平成 13 年度は、常勤役職員 48 人、非常勤役員 2 名で、その後平成 15 年度には常勤役職員は 50 人とな
った。
国に復帰した平成 18 年度以降は 26 人となっている。
表 2 年度別組織別定数推移表
年 度

平 成
20 年度

平 成
21 年度

平 成
22 年度

平 成
23 年度

平 成
24 年度

平 成
25 年度

平 成
26 年度

平 成
27 年度

平 成
28 年度

平 成
29 年度

26

26

26

26

26

26

26

26

定数
26
26
（人）※
※所長以外はすべて研究職

(4) 予算
消防研究センターの予算の平成 20 年以降の推移を見ると、平成 24 年の東日本大震災関連の特別会計予算や補正予算によって
一時的に増加したが、全体として減少傾向にあった。一方、平成 26 年から消防ロボットの研究開発がスタートしたことから、研
究開発予算に関しては飛躍的に増加に転じた。しかしながら、一般事務経費や施設整備費、原因調査に必要な経費は、依然とし
て減少傾向にある。特に、消防ロボットの研究費以外の「消防防災技術の研究開発の推進に必要な経費」の減少は著しいと言え
る。
表 3 消防研究センター予算の推移
消防研究センター予算の推移
年度
事項

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

144,305

149,749

145,834

146,462

135,848

144,121

133,057

121,587

122,365

124,451

21,025

29,451

22,353

20,250

21,455

19,310

17,799

16,764

23,469

28,102

2,635

1,951

511

511

511

430

439

420

397

397

256,302

213,038

200,128

176,618

174,840

150,484

131,263

98,992

108,714

95,815

18,939

28,329

26,913

22,486

-

-

-

-

-

10,989

10,222

8,741

-

-

-

-

-

（項）消防庁
消防研究センター一般事務経費
施設等の整備に要する経費
大規模災害等の緊急事態への対応に要する経費
消防防災技術の研究開発の推進に必要な経費
火災原因調査に必要な経費
危険物に係る流出等の事故原因の調査に必要な経費

-

火災・危険物流出事故原因調査に必要な経費

-

-

-

-

29,157

東日本大震災復旧・復興消防防災体制等整備費

-

-

-

-

88,452

-

-

-

-

エネルギー・産業基盤災害対応のための消防ロボッ
トの研究開発に要する経費
補正予算
合計

-

-

-

-

443,206

433,507

405,961

375,068

633,932
1,084,195

28,818

26,529

20,295

-

-

-

-

205,301

225,000

-

-

-

343,163

514,388

483,058

17,863
259,401
532,209

15,938
347,377
612,080

(5) 施設･設備
消防研究センターは、旧中央航空研究所の一部 77,530 m2 の移管を受けて、消防研究所として開所した｡その後､幾多の変遷を経
たが､平成 9 年度以降については､平成 13 年 3 月の実測による増､平成 13 年 4 月の独立行政法人化に伴う用途廃止
（関東財務局へ
の引継）による減及び平成 18 年 4 月の消防庁への統合･吸収に伴う関東財務局からの帰属による増を経て､平成 29 年度現在では
42,082 m2 となっており､研究所設立当初に比べて､35,448 m2 減少し、現在に至っている｡
建物については､平成 29 年度現在で 20 棟､延面積 17,593m2 となっている｡平成 9 年度以降については､平成 12 年度に本館、車
庫棟、燃焼実験棟、非破壊検査棟等を新築し、老朽化した本館、消火器実験棟、燃焼ガス実験施設、車庫、排煙救命実験棟、東
倉庫、変電室を取り壊した｡平成 26 年度、鎌倉街道の東側の敷地内に、防災危機管理棟が新築された。
以上、土地、建物、機械器具整備の変遷、状況と現況は次のとおりである｡
(a) 土地
表 4 及び図 2 のとおり､開所時 77,530 m2 が漸減して､現在は 42,082 m2 となっている｡
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異動年月日
昭 23 （当初）
25. 11. 3
32. 7. 11
34. 1. 31
34. 6. 17
35. 1. 16
35. 8. 31
38. 12. 14
39. 2. 6
40. 4. 1
40. 7. 9
41. 8. 18
48. 11. 2
61. 10. 29
63. 1. 14
平 9. 2. 21
12. 4. 21
12. 5. 1
13. 3. 16
計

面積（m ）
77,530
2

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

867
19,647
402
947
1,607
8,780
1,005
1,156
453
167
100
3,715
184

表 4 土地推移表
異
動
事
由
国有財産一時使用：当時北多摩郡三鷹町新川 700
三鷹市制施行により三鷹市新川 700 となる。
関東財務局より所管換え
公務員宿舎へ用途変更
消防大学校へ整理替え
公務員宿舎へ用途変更
〃
公務員宿舎より用途変更
日本消防検定協会へ出資のため大蔵省へ引継ぎ
住居表示変更により三鷹市中原三丁目 14 番 1 号となる。
公務員宿舎へ用途変更
〃
消防大学校へ整理替え
三鷹市道路拡張工事のため大蔵省へ引継ぎ
調布市道路拡張工事のため大蔵省へ引継ぎ
三鷹市・調布市道路拡張工事及び公務員宿舎への用途変更のため大蔵省へ引継ぎ
土地登記のため構内測量（42,082m2）
三鷹市側土地登記（15,225m2）
調布市側土地登記（26,857m2）

42,082

図 2 開拓後からの土地整備替等
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(b) 建物等
平成 12 年度に昭和 63 年 3 月までに建築され､老朽化した建物の大部分を取り壊し､情報化社会に対応し環境に配慮した研究施
設を整備した｡
平成 30 年 3 月 31 日現在の建物等の現況は､図 3 及び表 5 のとおりとなっている｡

防災危機
管理棟

図 3 消防研究センター建物配置図
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表 5 建物の明細表
建 物 等 名 称
本
燃

焼

車

実

験

面 積（m2） 床面積（m2）

構 造
館 RC-3

1,421.86

棟 RC-2

301.6

507.58

〃

〃

297.97

248.78

〃

〃

棟 S-1

庫

備

非 破 壊 検 査 棟 RC-1
自

転

車

置

場 S-1

廃

棄

物

置

場 RC-1

総 合 消 火 研 究 棟

3,968.11 平成 13 年 1 月竣工

77.65

77.65 平成 13 年 3 月竣工

18.51

18.51 平成 13 年 3 月竣工

52.5

RC-4-1

52.5

1,251.87

S-1

〃

〃

2,503.00 平成 8 年 3 月竣工

物 質 安 全 研 究 棟 RC-2-1

663.62

1,515.34

〃

〃

建 築 防 火 研 究 棟 RC-3

718.55

1,742.22

〃

〃

棟 RC-2
RC-3
棟
S-1

488.33

772.11

〃

〃

643.35

1,143.33

〃

〃

棟 RC-1

101.63

83.07

〃

〃

情

報

管

理

機

械

研

究

守

衛

危

険

物

倉

庫 CB-1

防

災

実

験

棟 S-1

ボ

ン

庫 CB-1

ベ

79.4

79.4 昭和 29 年 3 月竣工

575.57

575.57 昭和 56 年 3 月竣工

10.5

大 規 模 火 災 実 験 棟 SRC-2

10.5 平成 8 年 3 月竣工

1,284.30

2,128.30 昭和 59 年 11 月竣工

棟 RC-3

759.18

2,087.61 平成 3 年 8 月竣工

フ ァ ン ル ー ム ( 1 ) RC-1

18

18 平成 8 年 3 月竣工

フ ァ ン ル ー ム ( 2 ) RC-1

42

42

〃

〃

ガ ス ガ バ ナ ー 室 RC-1

20

20

〃

〃

8,826.39

17,593.58

材

料

研

究

合

計

考

(c) 主要研究設備及び機器
研究に必要な設備及び機器等の整備は、研究活動の拡充に伴って逐次整備されてきている｡
平成 20 年度から平成 29 年度までの整備状況は、表 6 のとおりとなっている｡平成 24 年の一次補正予算により、大規模火災実
験棟の排煙処理設備が更新された。平成 13 年非破壊検査棟に設置した X 線 CT 装置は、老朽化により平成 28 年に廃棄された。
表 6 主要研究設備及び機器等
購入年度
平 成
20 年度
21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

設備及び機器名
大画面映像システム一式
気流可視化計測システム
ポータブルラマン分光光度計一式
移動型ファニチャーカロリーメーター
X 線透過装置
機動鑑識車両（2 台）
赤外線カメラ一式
示差断熱型熱量計
消火実験用火皿
自動微小硬度計
石油タンク損傷被害推定システム
酸素可変型燃焼ユニット一式
イオンクロマトグラフィーシステム
燃焼熱量計
石油タンク損傷被害推定システム
ポータブルガス分析装置一式
地震被害想定 Web システム
熱画像投影装置一式
恒温恒湿室の製作一式

購入年度
25 年度
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設備及び機器名
津波浸水域用消防車両（防水仕様）のベース車両
気象情報を活用した災害対応意思決定支援システム
無人ヘリと地形計測装置の協調制御システム

26 年度

三次元部品製作装置
石油タンク液状化振動実験用実体顕微鏡
ガレキ登坂装置

27 年度

防爆仕様堅牢型タブレット PC
携帯型熱画像カメラ

28 年度

温度圧力同時測定熱量計
レーザー及び制御解析システム
ガスクロマトグラフ分析装置

29 年度

赤外線サーモグラフィー

第Ⅱ章

最近 10 年の研究

Ⅱ.

最近 10 年の研究
1.

燃焼と火災

1.1 燃焼

固体の種類、固体の性状、可燃性液体の気化特性と、固体表

(1) 固体の気化によらない可燃性気体が関与した固体表面

面上の燃え拡がりの関係について実験的に調べた 1～6)。

に沿った燃え拡がり

② 可燃性気体を発生させる固体が付着した固体表面に沿

火災は多くの要因が絡み合った複雑な現象である。火災の

った燃え拡がり

過程を大別し、順序に従って記すと以下のようになる。

可燃性液体を含んだ細かい繊維を固体表面に付着させ、燃
え拡がりについて実験的に調べた 7，8)。
(2) 固体内部のくん焼による燃え拡がり

物質の一部に着火
↓
火炎の拡大（燃え拡がり）
↓
物質の全面的な燃焼

固体の一部は、くん焼という火炎を伴わない燃焼形態を示
す。くん焼は固体の表面に沿って拡がる場合もあれば、内部
に進行する場合もある。固体の内部を進行するくん焼を直接
観察するのは困難であった。X 線 CT 法を用いて、固体内部

中間の過程である燃え拡がりを抑制できれば、火災による損

をくん焼が進行する様子を、直接観察した 9)。

害を低減できることが期待される。燃え拡がりは多くの要因

(3) がん具花火による薄い可燃性固体への着火

が絡み合った複雑な現象であり、次のような過程に大別でき

主に夏季において、日本各地でがん具花火が消費される。

る。

物販店等で自由に購入でき、子供でも消費できるがん具花火
であっても、火薬を燃焼させるものであるので、条件によっ

物質が加熱をうける
↓
温度が上昇し、熱分解、溶融、蒸発、解重合、
昇華などによって気化する
↓
気化によって発生した可燃性気体が気相中で
酸素と化学反応し、発熱反応を起こす
↓
発生した熱の一部が、前方の物質を加熱する

ては火災の原因となりうる。がん具花火による着衣着火では、
子供が火の着いたがん具花火を手に持って遊んでいる内に、
着衣を着火させた事例がよくみられる。がん具花火による着
衣着火の件数は少ないが、負傷者は子供であるため、重要な
問題である。夏季の着衣のような薄い可燃性固体が、どのよ
うに着火するのかについて実験により調べた 10)。薄い可燃性
固体として、ろ紙を使用した。

このような一連の過程が進行することにより、燃え拡がりが

花火の炎の部分がろ紙に接することにより着火し、有炎燃

起こる。

焼になった。花火の発する火花が狭い場所に集まると、火花

固体が加熱をうけても、可燃性気体が発生しない、または、

が発する熱によりろ紙が着火し、有炎燃焼になった。線香花

可燃性気体の発生量が非常に少なければ、固体は燃え拡がら

火の火球をろ紙の表面に付着させたが、有炎燃焼は起きなか

ない。しかし、固体の表面上に、固体の気化によらない可燃

った。

性気体があれば、固体の表面上で燃え拡がりが起こりうる。

(4) 小型燃焼実験装置を用いた高分子材料の燃焼・有毒ガス

固体の気化によらない可燃性気体を形成させるには、以下の

の特性の把握

ような方法が考えられる。

火災時に消防活動の困難が予測される空間内の可燃物を

・固体の表面に、少量の気化しやすい可燃性液体を付着させ

対象に、代表的な素材の燃焼特性を把握するための試験装置

ることにより、固体の表面上に可燃性気体の層を形成させ

を開発した 11～15)。この装置は、任意の酸素濃度の雰囲気ガス

る。

を供給できる小規模燃焼実験装置及び発生した燃焼生成ガ

・固体の表面に、外部から熱をうけると容易に気化し、可燃

ス（有毒ガス）の分析システムから構成される。

性気体を発生させる固体を付着させる。外部から熱をうけ

① ポリメチルメタクリレート（PMMA）の燃焼性状

ると容易に気化し、可燃性気体を発生させる固体としては、

この装置を用いて、ポリメチルメタクリレート（PMMA）

可燃性液体を含んだ細かい繊維、粒径が非常に小さい粉な

を代表的な高分子材料として選択し、建築物における不燃材

どがあげられる。

料の試験方法で定義されている熱流束 50 kW/m2 を材料に与

① 可燃性液体が付着した固体表面に沿った燃え拡がり

え、酸素濃度が燃焼性状に与える効果などを調べた。雰囲気

固体の表面に可燃性液体を付着させることとした。固体表

ガスの酸素濃度が減少するにつれ、着火までの時間は長くな

面への付着の状態は、固体の種類、固体表面の粗さ、固体表

る傾向があり、一酸化炭素の生成量は酸素濃度の減少につれ、

面の汚染の状態、付着するものと固体の親和性に影響される。

増加する傾向が確認された。着火時間、一酸化炭素生成量と

そこで、固体の種類を変えながら、小規模な実験を行った。
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ドイッチパネルは気密性が高く、断熱性に優れているため、

もに設定した雰囲気ガス流量の違いには、影響を受けていな
いことが確認された

14，16～19)

多くの建物で使用されているが、火災時の燃焼性状が不明で

。

ある。

② 米マツの燃焼性状

そこで、高分子発泡体を芯材に使用したサンドイッチパネ

同様にこの装置を用いて、天然高分子材料の一つである木
材（米マツ）の燃え方や発生するガス量について分析した。

ルの芯材実験、面材実験、嵌合（かんごう）部実験を行った。

その結果、有炎燃焼時は二酸化炭素の生成が支配的であり、

その結果、芯材の燃焼性状、パネル構造や嵌合部の形状が、

有炎から無炎（炭）の燃焼へと移行すると、一酸化炭素の生

火災危険性に影響を及ぼすことを明らかにした。火災熱によ

成が支配的となることが分かった 20，21)。無炎燃焼時は、人間

り嵌合部が破壊されることで延焼が進むことや、火災により

が数分で致死に達する一酸化炭素濃度 5000 ppm にほぼ近い

面材が剥離・脱落することで消防隊が危険に曝されることが

値が計測された。これらの結果から、消防隊員が木造建物で

確認された 26)。

活動し、消火あるいは自然鎮火した直後は、一酸化炭素が多

サンドイッチパネルは鋼板と樹脂製の芯材が、芯材の自己

量に生成することが推察されるため、消火後も必要に応じて

溶着もしくは接着剤で固定されている。火災時の熱で鋼板が

呼吸器等の防護装備を常に装着する必要があることが示唆

芯材と剝離し、可燃性の芯材が火炎に対して無防備になるた

された。

め急激な燃焼へ発展する。鋼板と芯材との剝離原因を明らか

③ 中密度繊維板の燃焼性状

にするため、両者の接着力の加熱依存性について検証した。

建物内装材に使用される素材である MDF（中密度繊維板）

サンドイッチパネルに使用される芯材としては、同じ原料か

の着火・燃焼挙動をコーンカロリメーターを用いて測定した。

ら合成されるが異なった燃焼性を有するポリウレタンとイ

その結果、コーンヒーターで与える入射熱流束が大きいほど、

ソシアヌレートを使用した。イソシアヌレートはポリウレタ

燃焼中の最大発熱速度は大きくなったが、煙濃度と一酸化炭

ンと比較して難燃性が高い素材で、不燃パネルとして用いら

素濃度は、入射熱流束が小さく、着火に至らない状態及び有

れる。加熱強度及び加熱時間を変化させたサンドイッチパネ

炎燃焼が終了した消火後においても、高い数値が観測された。

ルのサンプルを作成し、引張試験装置を用いて鋼板と芯材の

(5) 同時多成分定性・定量フーリエ変換型赤外分光装置を用

接着力を測定した。その結果、芯材の難燃性の違いに拘わら

いた有毒ガス分析

ず、ポリウレタンとイソシアヌレートを使用したサンドイッ

ISO/TC92/SC3（火災時に発生するガスの人体及び環境への

チパネルは、加熱強度、加熱時間の増加に伴い、芯材と鋼板

影響）で提案されている測定ガス種 10 種を、同時に定性・

との接着力が失われ、剝離してしまうことが明らかになった。

定量分析が行えるフーリエ変換型赤外分光装置を製作し、既

最後に、サンドイッチパネル等の建物内装材に使用される

設の燃焼生成ガス分析装置と接続し、高分子素材の有毒ガス

素材及び収容可燃物に関する燃焼性状の把握を行い、火災か

計測システムを稼働させた。

ら発生した煙が天井に対して伝える熱と剥離条件とを組み

これを用いて、ポリ塩化ビニルの燃焼時に発生する有毒ガ

合わせ、火災時におけるサンドイッチパネルの剥離予測モデ

ス（主として塩化水素）の分析を行った。その結果、塩化水

ルを作成した 27)。

素は加熱初期から発生し、これが、熱分解した可燃性蒸気の

(8) 火災室から発生する燃焼生成ガス

有炎燃焼を抑制していることが再確認された。また、熱分解

火災時に部屋に流入する空気の量が、家具や建材などから

終期においては、ポリ塩化ビニルのガスとは別に、燃焼副産

発生する熱分解ガスの量に対して不足すると、燃焼時に一酸

物である炭化物が無炎燃焼するため、塩化水素の濃度が減少

化炭素を多く生成する。火災室から火災室以外へ流出するガ

するにつれて、一酸化炭素が逆に増加する傾向が確認された。

ス量を把握するため、小型の模型箱による火災実験を東京理

しかし、熱分解時の塩化水素収率は酸素濃度にあまり依存し

科大学と共同で行った。開口ドアの大きさを変えることで箱

ていない 15，22)。

に流入する空気を増減し、有炎火災時における可燃物からの

(6) ファニチャーカロリメーターによる大型可燃物の燃焼

熱分解ガス生成量と一酸化炭素生成量との関係を調べた 28，29)。

特性把握

また、小型実験から実火災へのスケール効果を検討するため、

家具などの大型可燃物が火災時に発生する熱（発熱速度）

小型の 2 倍の寸法にしたものを作成し、実験した。
火災室以外の場所で人が亡くなる条件について、一酸化炭

や有毒ガス濃度の測定を行うために必要なファニチャーカ

素燃焼生成ガスの発生状況を基に、より詳細な検討を行った。

ロリメーターを製作した。

発生した燃焼生成ガスを測定するために必要なスス・水分な

これを用いて、ネットカフェブースの火災と、高齢者の住
環境における火災時のデータを取得した。

どの効果的な除去方法の検討を進めた。小型試験だけでなく、

(7) 発泡プラスチック断熱材（サンドイッチパネル）の燃焼

大型試験まで適応可能な除去装置の開発を行い、実大火災実
験を用いて検証を実施し、有効性を確認した。

性状
平成 21（2009）年に発生した神戸市倉庫火災では、使用さ

さらに、マンション等の気密性の高い小区画を想定した火

れていた発泡プラスチック断熱材（サンドイッチパネル）の

災実験において、消防隊の注水状況が火災区画内の雰囲気に

延焼拡大が非常に速く、消防職員 1 人が殉職した 23～25)。サン

どのように影響するかを検証するため、消防大学校と協力し、
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区画内の雰囲気温度と煙層内のガス濃度の変化を測定した。

隊員の安全をおびやかす。そこで、CVP の形成メカニズムを

注水が高温部分の冷却に寄与する場合、注水に伴って床面付

調べることを目的に、数値シミュレーションを行った。計算

近の温度が 150℃近くまで上昇する場合などを確認すること

では、水平な地表面に正方形の熱源を配置し、有風下でその

ができ、効果的で消防隊の安全に配意した注水方法について

熱源からの上昇気流内にできる CVP の形成メカニズムを調

有用な情報が得られた。

べた。その結果、以下のことが分かった 35～37)。

(9) 個室型店舗火災で発生する燃焼ガス

1) CVP の渦の源は、
地表面に沿って形成される速度境界層内

大きな人的被害が発生した個室型店舗火災について、小規

の渦度ではない。
2) CVP は無風下で熱源上に発生する渦輪が横風に流されて

模区画内における家具の燃焼実験を行い、区画の燃焼に至ら
なくても大量の煙と高濃度の一酸化炭素の発生により、内部

できる訳ではない。

30)

3) CVP は熱源の両側面上に発生する横風方向に回転軸を持

は生命に危険が及ぶ状況になることがわかった 。
(10) 車両排気による周囲可燃物への着火

つ水平渦度が成長して発生する。

運転者が車内で仮眠中に、誤ってアクセルペダルを踏み込

4) 無風下の熱源上に発生した直立したプリューム（渦輪

むことにより、空ふかし状態が長時間続き、高温の排気ガス

（Cap）や Stem）に横風をあてた場合、横風によってプリ

が可燃物を加熱し、着火させることがある。この現象につい

ュームが熱源の風下部分まで流された頃から、熱源の両側

て調べるため、コーンカロリメーターによる実験と、実際に

面上に横風方向に軸を持つ水平渦度が現れ、それが CVP

車両を用いた実験を行った。その結果、車からの排気ガスは

に成長する。

外装用木質繊維板を自然着火させる可能性があること、さら

5) 熱源上に Cap や Stem がある間は、これらへのエントレイ

にその近傍にある可燃物に燃え移って火災が拡大すること

ンメントが、CVP の源となる水平渦度の形成を妨げるため

を確認した

31，32)

に、CVP が形成されないのかもしれない。

。

関東大震災では、避難場所に一つの火災旋風が約 20 分間

(11) 火災実験データベース
試験運用中であった火災実験データベースシステムの移

停滞したと読める記録がある。このような性質を持つ火災旋

設調整を行い、消防研究センターのホームページ上に、過去

風の解明は防災上重要である。そこで、火源風下に定在する

に行われた実験のデータ及び映像等を登録した。データベー

火災旋風の発生メカニズムについて、
1～2 m 規模の乱流火炎

スプログラムの改良により、発熱速度の数値データを CSV

を用いて調べた。燃料にはガソリンを用い、火炎から発生す

形式でダウンロード可能にし、消防機関、研究者などが活用

る煙によって火炎から発生する上昇気流の流れを可視化し、

できるようにした。また、他機関で公開されている火災実験

上昇気流と定在火災旋風との関係を調べた。その結果、火炎

データベースのリンク集を作成した。

風下直後に定在する、火炎を含まない火災旋風は、火炎から
発生する上昇気流中に生じる CVP の最下部である可能性が

1.2 大規模火災時の諸現象

高く、火炎を含んだ火災旋風は CVP の最下部に火炎が巻き

(1) 火災旋風

込まれることで発生している可能性が高いということが明
らかになった 38，39)。

林野火災や大規模な市街地火災などで発生することがあ
る火災旋風の現象解明を目指して、有風下で火災域の風下に

② 火災域に対する風向きが火災旋風の性質・火災域周辺気

発生する火災旋風の発生メカニズムと、火災域に対する風向

流に及ぼす影響

きが火災旋風の性質に与える影響について、実験や数値シミ

火災域にあてる風の向きの変化が、旋風や火災域周辺の風

ュレーションによる研究を行った。

の場にどのような影響を及ぼすのかを知ることを目的とし

① 発生メカニズム

て、7 mm×30 mm の長方形の領域を占めるヒーターを用い
て実験を行った。その結果、以下のことが明らかになった 40，

火炎風下に発生する火災旋風の発生メカニズム解明を目
的に、横風中で、内径 30 mm の円形バーナー上にメタンを

41)

燃料とする層流火炎を形成させ、火炎周辺の気流を可視化し

1) 横風が熱源の長辺に平行に吹く場合、床面付近の最大風

。

て高速度カメラで調べた。その結果、周期的に発生して風下

速域は、熱源直近の熱源両側に現れる。
2) 横風が熱源の長辺に直交して吹く場合、床面付近の最大

に流れ出す鉛直渦とは別に、火炎の風下に定在する渦が不定
期に流れ出す様子を観察した。この渦が、CVP（Counter-

風速域は熱源風下に現われる。

rotating vortex pair）－横風で傾いた火炎からの上昇気流が二

3) この最大風速域の位置の違いは、横風で傾いた上昇気流

股に分かれて互いに逆回転する渦対－であることを実験で

内に現われる CVP の形成位置の違いによって生じている

明らかにした。したがって、CVP が火炎風下に流れ出す旋風

可能性が高い。

の一つの形態である可能性が高いことが明らかになった 33，34)。
林野火災などの大規模火災で発生する CVP は、旋風にな

この結果は、有風下での地上付近の火事場風の発生機構を示
唆するものであり、林野火災時に風向の変化が起きた直後に、

って流れ出す可能性があるだけでなく、飛び火を発生させる

飛び火が発生して延焼拡大したといわれる災害の原因の一

こと、延焼性状に影響を与えることなどから、避難者や消防

つである可能性があるということを指摘した 41)。
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同様の実験を火炎を用いて行い、長方形の火源にあてる風

間が少なくなることも分かった。
ウッドデッキは近年よく見られるようになってきており、

の向きによって、火炎風下に発生する火炎を含まない火災旋
風の移動形態などが、どのように変わるのかを調べた。実験

木製であることも多い。木製ウッドデッキを対象とした実験

では、1.5 m×0.6 m の長方形燃焼容器上にメタノール火炎を

50)

形成させた。その結果、横風風速 0.8～0.9 m/s の場合につい

ドデッキ上に火の粉が堆積する様子が変化し、堆積量が少な

て、以下のことが明らかになった 42～44)。

くなったが、風速 6 m/s と 8 m/s の両方で着火に至る様子が

1) 横風が燃焼容器の長辺に直交して吹く場合、火災旋風は

確認された。着火にかかる時間は木材によって異なるものの、

風下に流出せず渦対としてほぼ定在する。

ではウッドデッキの着火が見られた。風速をあげるとウッ

密度が大きくなると着火にかかる時間が長くなることが分

2) 横風が燃焼容器の長辺に平行に吹く場合、火災旋風は一
つずつ風下に流出する。

かった。風速 8 m/s の場合は特にウッドデッキの隙間に火の
粉が堆積して着火に至る様子が確認された。
風速を変化させつつ、壁面周囲での火の粉の挙動 51，52)を観

3) これらの挙動の違いは、火炎へのエントレインメント速

察した。2.44 m（幅）×2.44 m（高さ）
、2.44 m（幅）×1.32 m

度、渦の誘導速度、横風のバランスで説明できる。
4) 無風下で火源の長辺に向かうエントレインメント速度は、
火源の短辺に向かう同速度よりも大きい。

（高さ）の壁を対象としたところ、風速が 4 m/s では火の粉
は集積することなく、風速が上がるほどより一か所に集積す

5) 火災旋風は風上に向かって上昇したが、この動きは CVP

るようになったが、風速 10 m/s では集積することができな

を構成する各渦に挟まれた領域の運動方向が風上上方方

くなった。簡単な摩擦力と風速の計算を行ったところ、風速

向のためである可能性が高い。

2.3 m/s が境目となることが分かったため、壁付近での風速

実際の火災旋風の調査結果については、第Ⅱ章 6 節「6.1

を模したシミュレーションを実施したところ、実験結果と一

地震火災」(1)を参照されたい。

致する傾向が見られた。また、ウッドフェンスを用いた実験

(2) 飛び火

を行い、壁材のどのようなところに火の粉が堆積しやすいか

大規模屋外火災（市街地火災、地震火災、林野火災等）で
は、火の粉による飛び火によって延焼速度を加速させる

45)

に関しても検討を行ったところ、フェンスの繋目の部分に火
の粉が堆積し、着火に至る様子が確認された 53)。

ことから、火の粉の発生・建物への着火のメカニズムに関し
て研究を行った。

大規模火災現象を模すことのできる中規模実験手法を開
発することは、実験しやすさからも重要である。そこでベン

大規模な火災を対象とするため、まずは家屋の一部を切り

チスケールサイズの火の粉発生装置と送風機を用いて、再現

取った形で実験を行った。対象とする家屋部位は、既往の災

性のある実験手法を確立した 54，55)。実験の再現性を確認する

46)

害調査・文献等 で指摘されている屋根、近年家屋周囲に利

ために、屋根を対象として実験を行い、火の粉の挙動の再現

用されることの多いウッドデッキ、家屋に対する面積割合の

性に関して検討した。その結果、火の粉の瓦の下への潜り込

大きい壁、家屋周囲のその他の可燃物とした。火の粉の飛散

み現象に関して再現できたほか、瓦の種類・風速の違いによ

に関しては有風下で顕著なこと

45)

から風洞施設での実験を

実施した。火の粉の発生に関しては、米国国立標準技術研究

る火の粉の潜り込みやすさの違いに関しても、再現すること
が可能となった 55)。

所で開発された火の粉発生装置を利用し、再現性のある実験

火の粉による着火実験を行うには、現実的な大きさの火の

を行った。風速による影響を確認するために、風速を変化さ

粉を利用するべきであるが、実際の災害は限られており、実

せて実験を行った。

験による検討も必要である。そのため、建材の一部を燃やし
47)

屋根を対象とする実験 では、コンクリート製とテラコッ

て発生する火の粉の採取を行った。T 字バーナーを用いて実

タ製、波形とフラット形の屋根を対象として実験を行い、20

験を行い、無風下で建材に着火した後、有風状態にして実験

分間火の粉を当てて火の粉の挙動、着火の有無を確認した。

を行った。採取した火の粉は平たいものが多く、ほとんどの

火の粉が屋根瓦の隙間から瓦の下に潜り込む様子が全ての

火の粉は投影面積 10 cm2 以下、質量 1 g 以下であった 56)。

実験条件において観察された。風速をあげるほど、潜り込む

このデータをもとに、着火実験で用いる火の粉の大きさを調

火の粉の数は少なくなった。
20 分間の実験では有炎燃焼は確

整した 57)。

認しなかったが、桟木（さんぎ）への焦げが確認され、実験

着火実験においては適切な大きさの火の粉を使用するこ

時間の延長、もしくは経過観察により、着火に至る可能性が

とが非常に重要であり、上記の実験的な試みだけではなく、

あると考えられる。

実際の火災からデータを採取することが必要である。そこで

可燃物を対象とした実験 48，49)ではウッドチップを用いて実

複数家屋火災（燕市）
、単家屋火災、アパートメント火災（熊

験を行い、火の粉によって着火に至るためには火の粉が「集

本地震）の 3 件において火の粉の採取を行い、検討した。採

積する」ことが重要であることが分かった。可燃物が乾燥し

取された火の粉は、平たいものが多く、若干大きいものも見

ている状態で着火に至るだけではなく、含水率（含水状態で

られたものの、ほとんどの火の粉は投影面積 10 cm2 以下、

の質量×100 / 乾燥状態での質量）が 80%程度でも火の粉が

質量 1 g 以下であり、着火実験で用いている火の粉の大きさ

集積することで着火に至った。風速が上がると着火に至る時

とほぼ同じであった 58)。
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糸魚川市大規模火災、別府市火災での飛び火に関しては、
第Ⅱ章 3 節「3.3 市街地火災」を参照されたい。
(3) 市街地火災の性状
① 地震後の市街地火災における燃焼性状
地震後の市街地火災において、風速と火災家屋の倒壊が、
火災家屋の燃焼性状に与える影響を明らかにすることを目
的として、燃焼実験を行った。火災家屋は木材クリブで模擬
し、倒壊状況はクリブのかさ密度を変え、風速とかさ密度の
違いがクリブの燃焼に与える影響を調べた。実験の結果、以
下のことなどが分かった 59，60)。
1) クリブのかさ密度が小さいほど、最大重量減少速度は大
きい。
2) かさ密度最大のクリブは、かさ密度が最小および中程度
のクリブにくらべて、最大重量減少速度に到達するまでの
時間が長く、着火から最大重量減少速度にいたるまでの発
熱量が大きい。
3) クリブのかさ密度が小さいほど、風速増大によって、重
量減少速度が増加する効果が大きい。
4) 火炎の長さは、風速が速く、クリブのかさ密度が小さい
ほど、時間経過とともに短くなりやすい。
② 屋外市街地火災模擬実験
1/3 スケールの木造住宅19 棟を用いて木造密集市街地を模
擬し、テレビ番組制作の一環として野外実験を行った。一般
風の風速が低下した時間帯に、小規模な火災旋風と上昇気流
の大規模な旋回気流が火災域の風下で発生した。火災旋風は
直径約 16 cm、高さ約 3 m 、旋回速度が平均 4.0 m/s 、上昇
速度は平均 3.3 m/s であった 61)。火災風下地上部の風速は、
風上から風横の風速よりも大きく、火災からの上昇気流の傾
きの増加に伴って増加する傾向があった。火災風下地上部の
風向は、火災気流中心軸から遠い場所よりも、火災気流中心
軸に近い方が火災気流中心軸に直交する向きにそれており、
上昇気流の傾きが変化しても変動が少なかった。これらの火
災風下の風向、風速の特徴は、火災上昇気流内の旋回気流の
影響と考えられる 62)。
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Test Methods，
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Conference，Vol. 1，pp．281-292 (2016)
55) Suzuki，S. and Manzello，S. L.：Experiments to Prove the Scientific-Basis
for Laboratory Standard Test Methods for Firebrand Exposure’， Fire Safety
Journal，Vol．91，pp．784-790 (2017)
56) Suzuki，S.，and Manzello，S.L.：Firebrand Production from Building
Components Fitted with Siding Treatments, Fire Safety Journal，Vol．80，pp．
64-70 (2016)
57) Manzello，S.L.，and Suzuki，S.：Generating Wind driven firebrand showers
characteristics of burning structures，
Proceedings of Combustion Institute，
Vol．
36，pp．3247-3252 (2017)
58) 鈴木佐夜香：3 件の火災から発生した火の粉の性状に関する研究、
消防研究所報告、123 号、pp．1-9、(2017)
59) 推名知明、篠原雅彦、松島早苗：地震後の市街地火災における燃焼
性状の研究 －有風下におけるクリブを用いた実験－、消防技術安全
所報、第 51 号、pp．166-171 (2014)
60) 推名知明、篠原雅彦、松島早苗：地震後の市街地火災における燃焼
性状の研究 －有風下におけるクリブを用いた実験－、平成 26 年度日
本火災学会研究発表会概要集、pp．244-245 (2014)
61) 篠原雅彦、高梨健一、佐伯一夢、樋本圭佑、関澤愛：中規模模型家
屋群を用いた火災拡大実験 その 2 火災旋風と旋回気流、平成 28 年度
日本火災学会研究発表会概要集、pp．236-237 (2016)
62) 篠原雅彦、高梨健一、佐伯一夢、樋本圭佑、関澤愛：中規模模型家
屋群を用いた火災拡大実験 その 3 火災風下の風、平成 29 年度日本火
災学会研究発表会概要集、pp．174-175 (2017)
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2.

消火・消火技術及び消火機器

2.1 水による消火・ミストによる消火

の泡消火薬剤において、還元係数の高い泡（保水性の低い泡）

従来から水は火災の消火に使われてきたが、火災形態に対

と低い泡（保水性の高い泡）では、ガソリン油面のシール性

する水の必要量が科学的に分析された例は少なく、経験的に

能に大きな違いがあることが分かった。また、油温をパラメ

必要以上に大量の水を散布するため、大部分の水が蒸発しき

ータにとり、評価した場合も、その傾向は同様になり、還元

れず、火災現場等に残り、これが二次的被害をもたらしてい

係数の低い泡はシール性能に優れ、逆に還元係数の高い泡は

る。また現在でも、特定防火対象物に設置されているスプリ

シール性能に劣る結果となった 60)。

ンクラー等は、主に経験的に設計されており、効率的な消火、

さらに、還元係数の異なる泡を顕微鏡で観察し、泡粒径を

または水損防止の観点からも、科学的根拠のある最適設計が

統計処理することにより、泡粒径とガソリン蒸気のシール性

望まれている。微細化された水粒子による拡散火炎・予混合

能の関係を調べた。保水性が高く、泡粒径が揃っているほど

火炎の消炎現象を支配する物理的な要因としては、運動量、

シール性能が高くなる傾向を、定性的であるが捉えることが

物質および熱の輸送現象と水の相変化（蒸発）が考えられ、

できた 61)。

また化学的要因としては、化学反応速度を考慮する必要があ

② 泡の消火性能と泡性状の関係

る。微細水粒子（ウォーターミスト）による消火研究は、こ

泡性状コントロールノズルと小規模プール燃焼消火実験

れまで数多く行われているが、様々なパラメータが複合的に

装置を開発し、泡性状（起泡性、保水性）に対する消火性能

関与するため、微細水粒子（ウォーターミスト）による拡散

を定量化するための研究を進めた。各泡消火薬剤（AR-AFFF、

火炎・予混合火炎の消炎現象の物理的・熱的・化学的機構の

FP）に対し、発泡倍率一定のもと、保水性が大きく異なる 2

1～

種類の泡を使用し、泡供給率をパラメータとして消火実験を

59)

では、従来必ずしも明確ではなかった微細水粒子（ウォー

実施した。その結果、放射熱および発熱速度を低減させるた

ターミスト）の特性を正確に把握すると同時に、それを制御

めには、泡供給率を 0.5～0.75（L/min/m2）にする必要がある

する技術を確立し、また微細水粒子（ウォーターミスト）に

こと、この消火限界泡供給率付近では、泡消火薬剤の種類と

よる消炎機構を定量化することができた。

保水性が消火性能に大きく関係すること、それ以上の泡供給

詳細はいまだに不明な点が多い。ここ 10 年間の研究成果

率では、保水性の違いは消火性能にあまり関係しないことな
どが分かった 62～64)。

2.2 泡消火薬剤による消火
(1) 石油タンク火災の泡消火薬剤による消火

さらに泡性状の違いで大きく消火性能が変化する消火限

石油タンク火災や流出油火災時の消火対応としては、泡消

界泡供給率近傍の泡供給率 0.75（L/min/m2）
の条件において、

火が最も有効である。その泡消火過程は、燃料の種類、泡の

発泡倍率と還元係数を変化させ、放射熱、発熱速度の解析か

投入方法、泡消火薬剤の種類、泡性状（起泡性、保水性、流

その結果、
AR-AFFF とFP 共に、
ら泡消火性能を評価した 65)。

動性）が関与する極めて複合的な現象であるため、泡の性能

泡消火において最適な泡性状が存在することを示した。これ

を定める「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」におい

ら泡性状で石油タンク火災等に対応することにより、効果

ても、消火性能評価試験の実験条件等は、海外の規格の条件

的・効率的な泡消火性能を得ることができると考えられる 66

を参考にしたり、また経験的に取り決められているのが現状

～68)

。

である。そのため、泡消火性能の定量的な評価は、極めて難

さらに、泡消火薬剤、発泡倍率、還元係数の違いによる泡

しく、大規模石油タンク火災等に対する詳細な消火戦術や、

の消火性能に加え、泡の流動性の違いが泡消火性能に及ぼす

より効率的な泡消火技術の提案までには至っていない。そこ

影響を検討した。その結果、消火限界泡供給率付近では、放

で、消防研究センターでは、2006 年度より「化学物質の消火

射熱抑制効果を支配するパラメータは、流動性よりも保水性

に関する研究」を行い、その中で、泡消火薬剤によるタンク

が支配的であることが明らかとなった 69～71)。

火災の消火技術の高度化研究や、大容量泡放水砲のシミュレ

③ 大容量泡放水砲による放水挙動のシミュレーション

ーション開発等を進めてきた。これら研究成果を以下にまと

泡放射のシミュレーション開発の前段階として、放水シミ

める。

ュレーションの開発を行い、水滴の分裂過程の簡易モデルに

① 泡性状に対する泡のシール性能評価

よる放水粒子解析と、粒子周囲の空気の流れとの干渉を考え

石油タンク火災の消火に適しているフッ素たん白泡（以下

た 2-way の手法を提案し、実大規模の放水実験との比較を行

FP）
、粘性付与水成膜泡（以下 AR-AFFF）
、水成膜泡（以

った 72～78)。その結果、水流の中心部では水滴径が大きく、水

下 AFFF）について、ガソリン油面のシール性能を調べた。

流の外側では水滴が小さくなっており、水流の外側から徐々

パラメータとして、油温、発泡倍率（起泡性の指標）
、還元

に減速、分裂していることが分かった。また、縦方向の渦度

係数（泡の保水性の指標）を変化させて、泡のシール性能の

の解析結果から、放射流の周囲に渦度が生成され、その渦度

評価を実施した。その結果、FP、AR-AFFF、AFFF の、全て

が水流に沿って運ばれ、水流の減速を防ぎ、放物線状の軌跡

- 13 -

を維持するメカニズムがあることが分かった。放水初速度は

近まで撥水剤や紙の防水剤及び泡消火薬剤等の製品に使用

一定で流量のみを増加させさた場合、水滴はより遠くまで飛

されてきた。
また、
PFOS は安定な化学構造をしているため、

78)

環境中で分解されにくく、高い蓄積性も有するため、近年、

ぶことが分かった 。
次に、泡の放射軌跡のシミュレーション手法を開発するた

野生動物や環境中に広範囲に存在していることが報告され

め、小規模泡放射実験を実施し、解析に必要な初期条件及び

ている。難分解性、生物蓄積性、長距離移動性、人の健康又

放射特性（初速度、泡放射時の粒子画像速度計測法（PIV）

は環境への悪影響を有する化学物質である。しかしながら、

による解析、分散分布密度、放水砲ノズル元圧）を測定した。

石油タンク火災時に使用される泡消火薬剤のほとんどは、消

泡消火薬剤は、主に泡消火薬剤の液滴が分裂する際に、周囲

火性能を担保するために、フッ素化合物（PFOS やペルフル

空気を巻き込んで発泡する。この過程を取り込んだ分裂モデ

オロオクタン酸：PFOA）が含有されている。現在、規制対

ルを構築して、シミュレーション手法を開発した。本手法を

象となっていない PFOA の使用禁止も、近い将来、危惧され

用いて、水放射と泡放射についてシミュレーションを実施し、

ている。このような状況を踏まえ、現在、国家検定品として

その結果を比較したところ、最大射程、最大射高においては

販売されている泡消火薬剤に添加されているフッ素化合物

ほとんど変化がないが、分散分布密度の高い領域を見ると、

が、将来、使用禁止になった場合を想定し、その使用禁止が

水放射と泡放射では約 10 m 程度、泡放射の方が後方にピー

消火性能に与える影響評価と、フッ素フリー泡消火薬剤で消

クが存在すること、泡放射の場合は水放射に比べて、特に風

火対応する場合の具体的な泡供給率等の対応策を検討した。

向風速の影響が大きくなることなどが分かった

74～78)

これら成果を以下にまとめる。

。

① 燃焼油面中におけるフッ素含有及びフッ素フリー泡の

④ 石油タンク火災時の効率的、効果的な消火戦術の検討

挙動解析及び消火性能の比較

石油タンク火災時の効率的、効果的な消火戦術の提案を行
うため、平成 15（2003）年 9 月の十勝沖地震後に発生した苫

試作したフッ素フリー泡消火薬剤と泡性状コントロール

小牧でのナフサタンク全面火災時の消火活動記録を基に、放

ノズルを使用し、所与の起泡性（発泡倍率）
、保水性（還元

射された泡消火薬剤の収支について見積もり、消火困難性に

時間）の泡を生成させるための条件を明らかにして、泡性状

ついて考察を行った。その結果、1) 泡の油面到達割合の向

のデータベースを作成した。この泡性状データベースを用い

上と、2) 泡放射以外の放射熱低減技術の導入が、泡消火効

て、フッ素含有及びフッ素フリー泡消火薬剤の消火性能比較

84)

率の改善に重要であることが示された 。そこで、タンク全

実験を行った。その結果、泡消火薬剤の種類により消火性能

面火災に対し、タービンエンジン等を利用した大出力二流体

は異なるが、フッ素化合物の添加の有無が火炎抑制の効果に

水噴霧を活用することにより、放射熱を低減し、泡消火効率

大きく影響し、泡の消火性能を担保する上で重要であること

を改善することを目的として、小規模タンク火災基部への空

を、実験的に明らかにした 87～90)。

気流入挙動に及ぼすタンクの高さの影響と、基部への減酸素

また、燃焼油面中の泡の挙動解析については、泡消火過程

気流噴射時の火炎抑制効果および泡保護効果を、実験的に調

を可視化できるガラス製のタンクを作製し、泡の被覆面積や

べた 79～85)。泡保護効果については、水噴霧による放射熱低減

泡の厚さの解析を行った。その結果、効果的に火炎抑制可能

作用と、泡消火薬剤の消泡速度に及ぼす放射熱の影響を、

な条件は、AR-AFFF の場合、
被覆率が 80 %以上、FP の場合、

各々個別に検討してきた。水噴霧による放射熱低減実験を行

被覆率が70 %以上で、
油面中心付近の見かけ泡厚さが25 mm

い、水滴の遮へい効果に関する二流束モデルの妥当性を検証

以上確保される条件であれば、効果的な火炎抑制が可能であ

するとともに、先に実施した泡消火薬剤の消泡実験の結果を

ることが示唆された 91，92)。

用いて、タンク火災の泡消火効率に及ぼす水噴霧の効果を見

② 泡性状と消火限界泡供給率の関係の検討

積もった。その結果、タービン水噴霧を活用した場合の泡保

各泡消火薬剤（AR-AFFF、FP、フッ素フリー粘性付与水

護効果は、仮定条件の基ではあるが、泡の蒸発速度を約 3 割

成膜泡（以下 N-AR-AFFF）
、フッ素フリーたん白泡（以下

低減することが推定された 86)。

N-FP）
）に対する、各泡性状（発泡倍率：E、還元係数：C）

(2) フッ素化合物の使用禁止が泡消火薬剤の消火性能に与

の消火限界泡供給率：Qc の検討を行い、以下のことが明ら

える影響評価と対応策に関する研究

かとなった。

平成 21（2009）年に開催された、ストックホルム条約（POPs

1) AR-AFFF の場合、泡消火性能の指標である積算放射熱量

条約）の第 4 回締約国会議（COP4）で、残留性有機汚染物

抑制効果（以下 γ）を、γ＝70％を達成するための泡性状毎

質である、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）とそ

の消火限界泡供給率：Qc70 は、0.7～1.2（L/min/m2）となり、

の塩類を含む 9 種類の物質が、同条約の付属書 B に追加され

N-AR-AFFF の場合、Qc70 は、1.7～2.2（L/min/m2）となる。

た。このことを受け、2010 年の化学物質の審査及び製造等の

また、AR-AFFF の最小消火限界泡供給率：Qc70min は、0.69

規制に関する法律（化審法）改正時に、第一種特定化学物質

（L/min/m2）となり、N-AR-AFFF は、1.71（L/min/m2）と

に指定され、日本国内においても、PFOS 含有の泡消火薬剤

なる。これより、フッ素フリー泡消火薬剤の N-AR-AFFF

は、事実上使用禁止となった。PFOS とその塩類は、水にも

で消火対応する場合、AR-AFFF に比べ、約 2.5 倍以上の泡

油にも溶けやすいため、主に界面活性剤として利用され、最

供給率で対応する必要があることが明らかとなった。
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2) FP の場合、
γ＝70 ％を達成するための泡性状毎のQc70 は、
2

0.8～1.2（L/min/m ）となり、また、N-FP の場合、Qc70 は、

1.3 倍以上の泡供給率で対応する必要があることが分かった
97，102)

。

2

1.0～1.8（L/min/m ）となる。さらに、FP の Qc70 min は、

今後、フッ素フリー泡消火薬剤代替時の泡供給率を厳密に

0.81（L/min/m2）となり、N-FP は、0.97（L/min/m2）となる。

考える場合は、泡性状に対する係数だけではなく、油種の違

これより、フッ素フリー泡消火薬剤の N-FP で消火対応する

いや、泡の投入方法、燃焼規模による各係数の検討も併せて

場合、FP に比べ、約 1.3 倍以上の泡供給率で対応する必要

行う必要がある 103～105)。

があることが明らかとなった 93～99)。

その他にも、フッ素フリー泡消火薬剤の消火効率を上げる
ための泡消火補助剤等の研究開発も現在、進めている 106，107)。

③燃焼規模と消火限界泡供給率の関係の検討
燃焼規模が消火限界泡供給率に及ぼす影響の評価を目的
とし、スケールアップした石油タンク模型（4 m2 タンク）を

2.3 ガス系消火剤による消火：窒素富化空気による再生資

用いた泡消火実験を行い、小規模石油タンク模型（1 m2 タン

源物質の消火方法

ク）との比較を、泡消火性能の指標である積算放射熱量抑制

再生資源物質（木質系、樹脂系、金属系、混合系）を安定

効果（以下、γ）により評価した。その結果、フッ素含有泡

に燃焼させ、また、燃焼している再生資源物質等へ水系及び

である AR-AFFF の場合、4 m2 タンクにおける γ は、1 m2 タ

ガス系の消火剤を均一に散布できる機構を有する消火性能

ンクに対して約 50～70 %減少した。また、FP の場合、4 m2

評価装置の開発を行い、再生資源物質（木質系燃料）の消火

2

タンクにおける γ は、1 m タンクに比べ、約 15 %減少した。

性能の検討を行った。その結果、酸素濃度 5 %の窒素富化空

燃焼規模の変化において、γ の低下は、AR-AFFF ほど大きく

気であれば、一定条件の下であるが、消火可能であることが

なく、規模効果が比較的少ない泡消火薬剤であることが定性

分かった。さらに、酸素濃度 1 %では、窒素富化空気投入後、

2

的に明らかとなった。一方で N-AR-AFFF の場合、4 m タン

すぐに消火できることが分かった 108)。

2

クにおける γ は、1 m タンクに比べて約 20 %増加し、N-FP
の場合も同様に、γ は 1 m2 タンクに比べて約 8 %増加する結

2.4 金属火災の消火：金属スクラップの CAFS による消火

果となった。これは、燃焼規模の大きいタンクの方が消火性

金属スクラップ堆積物火災の特徴を備えた火災模型の開

能が高くなることを示しており、フッ素含有泡の規模効果の

発を行い、水、泡水溶液、CAFS（圧縮空気泡システム）で

検討結果と大きく異なる結果となった。しかし、消火限界泡

発生させた気水比 20 倍の泡（以下、Dry 泡）の 3 種類の消

供給率近傍での検討であるため、消火不安定性や、フッ素フ

火剤で、消火実験を実施した。その結果、水および泡水溶液

リー泡は耐熱性がフッ素含有泡に比べて劣ること、さらに、

は、模型内部の消火が困難であることが分かった。また Dry

1 m2 タンクと 4 m2 タンクで、泡放出口の構造の違いにより、

泡の封鎖効果による消火手法は、消火剤が火源に到達しなく

泡の被覆速度が大きく異なっている可能性も考えられる。引

ても消火効果を示し、また、溶融プラスチックを飛散させな

き続き、油面被覆速度を可変した場合の消火性能の違いや、

いこと、空気の流入を阻止し、火炎温度を低下させること、

泡の動粘性係数をパラメータにした場合の消火実験を通し、

さらに、延焼阻止性能を有することが分かった 109～116)。

スケール則に沿った、燃焼規模効果の検討を行う必要がある
と考えられる 100，101)。

2.5 消火器

④ フッ素フリー泡消火薬剤代替時の泡供給率の検討

火災は、時間の経過とともに拡大する。火災の規模が小さ

現行の消防法のうち、
「製造所等の泡消火設備の技術上の

いうちに対応すれば容易に消火することができるが、対応が

基準の細目を定める告示（総務省告示第 559 号）
」では、上

遅れるほど消火は困難になる。火災を発見したら、初期のう

2

部泡放出口（Ⅰ型、Ⅱ型）に対する泡供給率は、4（L/min/m ）

ちに確実に消火することが重要である。消火器の使用は、こ

と規定されているが、フッ素フリー泡消火薬剤で消火対応す

の初期消火に有効な方法の一つである。日本で販売されてい

る場合、同等な消火性能を得ようとすると、各泡性状に対す

る消火器には、
「1 安全栓を引き抜く；2 ホースをはずし火元

る係数を乗じた泡供給率で対応する必要がある。泡性状係数

に向ける；3 レバーを強く握る」という起動方法が表示され

の算出においては、最も消火効率の高い泡性状で得られる、

ているが、消火剤をどのように放射するかなどの消火方法は

AR-AFFF、FP の最小消火限界泡供給率（以下 Qc70 min

示されていない。Shoub ら（1957）によると、液体火災の最

2

（L/min/m ）
）を用い、各泡性状の消火限界泡供給率（以下
2

も効果的な消火方法は、一度に全面を覆うように消火剤を放

Qc70（L/min/m ）
）との比を、泡性状係数とした。その結果、

射することとされているが、消火剤をどのように放射するか

AR-AFFF は、泡性状の変化により、最大で 1.8 倍の泡供給率

という消火方法は述べられていない。そこで、消火方法を明

で消火対応しなければならないことを示し、また、

らかにすることを目的として、人が消火器を操作してヘプタ

N-AR-AFFF においては、泡性状を最適化しても 2.5 倍以上の

ン火皿の火炎の消火を試みる実験を行い 117，118)、消火剤の散

泡供給率で対応する必要があることが分かった。また、FP

布状況と消火成否の関係を分析した。その結果、消火薬剤が

は、泡性状の変化により、最大で 1.7 倍の泡供給率で消火対

燃焼面の全面を横切って散布される；消火剤噴流の一部が火

応しなければならないことを示し、また、N-FP においては、

皿手前の壁に連続的に衝突する；燃焼面の最も遠い点までの
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距離が限界値より小さい；の三つを同時に満たすことが、消
火成功条件であることを明らかにした

118)

。
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3.

建物火災と避難技術

3.1 建物火災
(1) 統計分析
住宅火災による死者の発生状況とその背景要因を明らか
にするため、次のような分析を行った。
住宅火災による死者は平成17（2005）年に急増して過去最
大の1,220人に上ったが、これについて年齢・性別別の推移を
分析した結果、50歳代の男性の死者および死亡率の上昇が顕
著であることが判った。また、火災による死者の人的属性、
すなわち年齢、性別、職業の有無や一人暮らしか否か、火災
時の飲酒の有無等を用いてクラスター分析を行い、グループ
化した結果、50代男性が多く含まれるグループは一人暮らし、
無職、飲酒あり等の傾向が強いことが明らかになった1～3)。
そこで、類似の状況が指摘される孤独死者の検案情報の分
析を行い、社会的状況の類似性を確認するとともに、付加的
な情報を得た4，5)。
1件の住宅火災で複数の死者が発生した事例について分析
を行い、1980年代は子供のみ複数死亡する場合や、子供とそ
の親世代の組み合わせが多かったのに対し、近年は高齢者の
みが複数死亡する事例が多いのに加え、高齢者とその子供世
代の組み合わせが多く見られることを明らかにした6)。
疾病や不慮の事故等の死因に占める火災の割合が大きい
子供について、統計分析を行った。出火原因としては火遊び
が多く、発火源としてはマッチが減り、ライターが増加して
いた。死者は女児より男児が3倍多く、出火原因となる火遊
びをして亡くなった子供の年齢は3歳が最も多いことが判っ
た。出火時間帯としては夜間が多く、子供のみで在宅してい
る間の出火が多かった。
この結果を受け、A市における火遊び火災（死者はなし）
について、火災原因調査報告書の記録を調査した結果、統計
分析結果と同様の結果が得られた。さらに、事例の多くで保
護者に喫煙習慣があったこと、深夜や早朝の時間帯に子供の
みで在宅していた事例があったこと、家族構成から推定した
母親の第一子出産時の年齢の分布が、一般的なそれと比べて
若い傾向にあること等が明らかになった7～11)。
住宅火災による死亡率の高い一人暮らしの高齢者につい
て、住まい方調査の結果から住宅の火災危険要因について分
析を行った12)。
住宅用火災警報器（以下「住警器」という）の設置義務化
が始まったことから、住警器が設置されていた住宅の火災に
ついて、統計分析およびアンケート調査を行い、実際の火災
で住警器がどのように働き、在宅者の行動と火災との関わり
がどのようであったかについて把握を試みた13)。出火室に住
警器ありの場合､焼損床面積の分布は住警器なしの場合と比
較して小さかった。在宅者が火災に気づいたきっかけは､住
警器の発報が年齢を問わず最も多く、就寝中は「煙・炎・熱
や音など」物理現象で気付く者はきわめて少なかった。住警
器の鳴動が「在宅者等が火災に気付いた後だった」事例では、
熱式の割合が多かった。
住宅火災による死者数や死亡率の増減14)は、人口構造の変

化やコウホート（同時出生集団）の傾向等の影響を受けるこ
とから、これらの影響を考慮せず単純にその推移を見ただけ
では、社会全体としての住宅火災死亡リスクの傾向を把握す
ることは困難である。そこで同様の課題を抱える疫学分野等
で用いられるコウホート分析法を用いて、住宅火災による死
亡率の推移を年齢効果、時代効果およびコウホート効果の3
つに分離することを試みた15)。この結果、時代効果には、昭
和56（1981）年から平成17（2005）年までは社会全体として
のリスクは横ばいか、微減の状況であったが、平成18（2006）
年を境に推移の傾向が転化し、減少傾向が強まっていた。ま
た、戦前生まれの世代のリスクは低く、1940～1950年生まれ
の世代のリスクが高かった。
(2) 実大規模火災実験と火災シミュレーション
実大規模火災実験16，17)は、建物や可燃物を実物の大きさの
スケールで火災実験を行うものである。その際、建物全体を
再現することはまれで、建物の一部を再現するものも実大規
模火災実験に該当する。実大規模火災実験では、小規模な縮
尺模型を使った火災実験と比べてコストがかかる反面、スケ
ール効果を考慮する必要がないことは、実験データを取り扱
う上で利点は大きい。
火災シミュレーション18～24)は、火災を再現する技術として、
近年の計算機の高性能化により身近に実施できる環境が整
っている。コスト面から数多く実施できない実大規模火災実
験に対して、火災シミュレーションを実施することで、火災
実験を実施するための実験条件の絞り込みの事前検討や、建
物の一部を用いた火災実験のデータから建物全体への火災
進展を予測することが可能となる。
① 実大規模火災実験と火災シミュレーションの火災原因
調査への適用
具体的な実施事例は、消防庁長官による火災原因調査（長
官調査）と関連したものが多い。
宝塚市カラオケボックス店火災25～29)では、出火室となった
調理室を再現し、天ぷら油火災を出火元に、調理室内にどの
ように火災進展していくかを調べるための実大火災実験を
実施した。その火災実験で得られたデータを入力条件として、
調理室から建物全体に火災進展する火災シミュレーション
を実施した。
そのほかに、物販店舗火災30，31)や認知症高齢者グループホ
ーム火災32，33)に係る実大規模火災実験や、火災シミュレーシ
ョンも実施した。
また、消防本部の火災原因調査に対して、共同で実大規模
火災実験や火災シミュレーションを実施することもあり、船
橋市消防局と車両排気による周囲可燃物への着火に関わる
研究34，35)を実施した。
② 消防活動支援のための火災進展等の予測手法の開発
地下施設や超高層ビルの大規模な空間で火災が発生した
際、煙の拡散性状等の火災環境の変化や給排気等の各種消防
対策の効果が平易に予測できる、消防活動支援のための火災
進展等の予測手法の開発36～39)を実施した。
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火災シミュレーションを扱うには、条件設定や計算実行に
技術的知識が必要になるため、一般の消防隊吏員には敷居が
高いことが多い。本研究では、短時間で計算可能な二層ゾー
ンモデルに、入出力が視覚的に平易に行えるグラフィカルユ
ーザーインターフェースを加えたプログラムを開発し、消防
機関での試用を通じてニーズを含めた課題の整理を行った。
③ 火災シミュレーションの計算精度の向上
火災シミュレーションを実施する上で、計算精度を向上さ
せることは、信頼性向上のため、非常に重要である。その基
盤となる基礎研究として、火災シミュレーションで必須の乱
流モデルや計算ソフトウェアの検証等40～48)について、プルー
ム等を計算対象として実施した。
(3) スプリンクラー設備の性能評価ツール
消防用設備等の性能規定化の流れにおいて、スプリンクラ
ー設備の性能を評価することを試みた。スプリンクラー設備
による消火実験を繰り返し、そのデータを分析した結果を成
果としてパソコンソフトで利用できるようにした49)。
3.2 感知・通報設備
(1) 生活に密着した建物等での警報伝達手段に関する研究
木造・老朽・密集住宅地域での火災被害を低減するために、
火災警報を近隣世帯間で共有することは、避難安全の確保や
延焼拡大の防止に資する方策となる。そこで、地域ぐるみの
共助体制を構築するためのハード／ソフト両面のノウハウ
の蓄積を目的として、安価な無線連動型住宅用火災警報器を
活用したフィールド実験を、北九州市の黄金市場とよばれる
木造市場で行った。また併せて、市場関係者で火災警報を共
有する等の、地域ぐるみの共助体制構築に関するヒアリング
調査を行った。フィールド実験の結果、無線通信障害による
誤作動が生じると、復旧の負担が大きいことから、複数店舗
間での火災警報共有には、通信障害の防止策が必要であるこ
とが分かった。また、住宅用火災警報器と消火装置の設置や、
自店舗での火災対策の実施が安心感を向上させ、さらに過去
の市場火災の記憶が希薄化することで、防火意識に変化が見
られたことから、防火に対する油断を生じさせないための工
夫が必要である等の知見が得られた 50～54)。
一方で、新潟県燕市で発生した木造密集地域火災や、兵庫
県豊岡市城崎温泉の木造密集地域火災の調査を行い、住宅用
火災警報器による地域警報ネットワークの普及に資する検
討資料の収集を行った 55，56)。さらに、住宅内や宿泊施設内で
様々な方法（例えば、振動や臭い、光など）による火災警報
の伝達を実現することを目的とした、火災警報用機器を接続
するための信号コンセントの仕様について検討を行った 57)。
(2) 災害時のセンサーネットワークによる情報収集
GPSが利用できない屋内など、閉空間からの緊急通報につ
いては、発信位置の把握が困難であることから、電子タグを
利用した屋内測位により、正確な発信位置の通知が可能な通
報システムの研究開発を行った結果、通知された発信位置の
精度が向上することを確認した58，59)。
火災が発生した建物の在館者が早期避難など適切な防災
行動をとれるように、火災警報が、IPネットワーク、携帯電

話、電子メール、ブルートゥースなどの無線通信を活用して
伝達される、ユビキタス機能を利用した火災報知システムを
試作した60)。さらに、地域や現位置でのリスクコミュニケー
ションを支援するためのツール開発を目的として、拡張現実
（AR：Augmented Reality、以下「AR」と呼ぶ。
）技術を用い
て、現実環境を表示した携帯電話のディスプレイに防災情報
を付加提示できる可視化ツールを試作した。防災マップの拠
点情報や災害時要援護者の位置などの防災情報をこのツー
ルに登録し、防災訓練時に現位置で情報提示することによっ
て、行政と地域住民とのリスクコミュニケーションや救助活
動を支援するツールとしての精度・有効性について検証した
61)
。
(3) 自動火災報知設備の耐電磁波ノイズ性能の向上
携帯電話の普及により、電磁波の影響が自動火災報知設備
の感知器に誤動作を引き起こす懸念が広がった。感知器の電
子回路を電磁波から守る技術として、電磁波の影響を抑える
ことを目的に、導電性塗料によるシールド効果について実験
を行った。電磁波の影響を受けやすい光電式煙感知器を対象
とし、感知器筐体（きょうたい）の裏面に3種類（銀粉末、
銅粉末、銀＋銅の粉末）の導電性塗料を塗り、シールド効果
を確かめた。各塗料の膜厚は、17～19 μmで、抵抗値は2点
間測定で0.05～0.4 Ωであった。電界強度が100 V/m までの
範囲で誤動作を起こさないシールド効果が確認された62)。
3.3 市街地火災
(1) 市街地小規模延焼火災
糸魚川市大規模火災以前には、酒田の大火以降、大火又は
それに類するような大規模な市街地延焼火災は地震災害時
を除き、発生していなかった。しかし、10棟程度の住宅や店
舗が焼損する小規模な延焼火災が少なからず発生していた
ことから、機会を捉えて現地調査を行った。兵庫県豊岡市の
城之崎温泉街の火災、平成27（2015）年と平成28（2016）年
に同じ町内で発生した新潟県燕市の火災、および兵庫県明石
市の木造市場の火災である。これらの調査の詳細については
第Ⅳ章3節「3.4 市街地火災」に記した。
このような状況を明らかにするため、統計分析を行った結
果、木造建物からの出火は減少しているものの、死亡者の6
割が木造建物から出火した火災で生じており、火災1件あた
りの死者数が上昇していること、木造建物から出火した場合
に延焼する建物棟数が、防火木造等の木造以外の建物からの
出火に比べて大きいこと等が明らかになった63)。
また、延焼の程度に着目して分析を行い、延焼せずに火元
建物のみが焼損した火災の割合は増えているものの、延焼し
た場合の被害が増加傾向にあることを示した64)。
(2) 平成 28（2016）年糸魚川市大規模火災
① 火元付近建物の概要
糸魚川市大規模火災の火元およびその周辺の建物につい
て、居住者から聞き取りを行い、被災前の建物の間取りや開
口部の位置と仕様、外壁や軒の仕上げ等について復元図を作
成するとともに、建築と増築経過を明らかにした。
火元付近は昭和7（1932）年の惣兵衛の火事で焼失してお
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り、昭和8（1933）年から建築が始まっている。この地域一
帯が準防火地域に指定された昭和35（1960）年の直前に、火
元を含む並びの4件で増築が行われていて、これらを含む増
築により、火元の裏手の路地が狭まっていた。路地を挟んで
比較的大きな開口部が向かいあっていた場所が少なくなく、
窓ガラスは普通ガラスであった。路地に面する外壁は、木か
トタン張りであった65～67)。
② 火災初期の出火現場付近の風速
火災初期の出火現場付近の風速を、写真に写った煙の傾き
と火炎性状から推定した。火災初期の現場の風速は、消防の
活動方針に影響を与える可能性があるが、消防隊は現場到着
時には風がそれほど強いとは思わなかったという記録があ
り、住民への聞き取り調査でも同様の証言が得られたため、
本推定を行った。その結果、火災初期の出火現場付近では、
人が強風とは感じない数m/s の風の時間帯もあった可能性
があり、このことが、飛火警戒の有無、応援要請の時期、規
模を左右する一因となった可能性があることを指摘した68)。
③ 延焼動態
この火災では消防の記録、住民証言だけでなく、空撮映像
や写真が複数得られたため、それらも用いて延焼状況や飛び
火の位置・時刻を推定した。その結果わかった主な点は以下
の通りである67)。
1) 本火災は、各街区に飛び火して、それぞれの街区内で延
焼したものが多かった。
2) 街区内での延焼方向は、判明した範囲では、風下に向か
うものは少なく、風横、風上に向かうものが多かった。こ
れは、各街区での出火の多くが飛び火によるもので、延焼
方向が飛び火地点に依存したからである。
3) 風横方向である東西方向の延焼速度は約40～60 m/h なの
に対し、風上方向である南方向の延焼速度は約30～50 m/h
と、風横方向の延焼速度の方が風上方向よりも大きい傾向
にあった。この傾向は、過去の大火の傾向と一致している。
4) 風上方向の延焼速度は、同じ風速付近でみると関東大震
災時の火災と大差ない。風横方向の延焼速度は、関東大震災
時の値よりも小さい。
5) 延焼領域の北西部の延焼速度は、東向きの方が西向きよ
りも大きかった。このことは、火災から発生する上昇気流
が二股に分かれて互いに逆方向に回転する渦対が地上付近
で起こす風の影響と考えるとつじつまが合う。
6) 消防の記録、証言、写真、映像を基に、14件の飛び火の
位置、時刻を確認した。
7) 飛び火地点は、出火地点から見て北から25度東方向（北
北東）から30度西方向（北北西）の55度の範囲に分布して
いた。北方向から若干西向きに偏っていることは、風向が
南から南東であったことと一致する。
8) 飛び火地点は延焼範囲の北側半分をU字型に囲むような
位置にあり、延焼範囲の東西の縁に位置するものが、延焼
範囲の中央部に位置するものよりも多かった。ただこれは、
中央部の飛び火の情報が得られなかったためかもしれない。
9) 飛び火をもたらした火の粉の発生街区がほぼ特定できる
飛び火について、火の粉の最大飛散距離は少なくとも150 m

であった。
10) 出火推定時刻から約1時間後には最初の2件の飛び火が
あった。このころには、この2件の飛び火の原因となった火
の粉の発生源と考えられる出火街区では、約10軒に延焼し
ていた。
11) 出火推定時刻から約3時間後の30分間に飛び火が集中し
ており、合計6件発生した。
12) 飛び火の位置は、上空の煙の輪郭近傍に多い。ただ、延
焼範囲の中央部は飛び火の情報が得られていないだけで、
中央部にももっと多くの飛び火があった可能性はある。
13) 1分間最大瞬間風速の風向の変動幅が大きくなった時期
が飛び火の開始時期と一致した。これは証言ともある程度
一致する。しかし、風向変動幅の増大と飛び火の間に因果
関係があるのかどうかは不明である。
14) 飛び火の原因となった火の粉の発生源がほぼ特定でき
る最初の2つの飛び火の位置は、飛び火時刻頃の火災域中央
部から見た1分間最大瞬間風速の風向の変動範囲内および
近傍にあった。
④ 飛び火による被害と火の粉の性状67，69，70)
糸魚川消防本部による報告より、飛び火によって被害を受
けた家屋は 10 軒に上ると考えられる。現地調査と Google
earth での確認の結果、被害を受けた家屋はほとんどが木造で
あり、屋根は瓦屋根であったと思われる。飛び火被害を受け
た家屋のうち、
3 軒は半焼であり、
残り 7 軒が全焼であった。
半焼家屋のうち、1 軒の瓦はコンクリート製であったが、残
りの 2 軒は粘土製であったと思われる。全焼家屋に関しては
情報が多くはないが、屋根に被害を受けたものが多かったよ
うであり、半焼家屋に関しては屋根に着火したことは明らか
であった。また、住民の許可を得て内部を確認したところ、
野地板の燃焼は見られたが、屋根等の断熱材への着火は認め
られなかった。
災害現場で火の粉の採取を行い、既往の調査研究で得られ
たデータと比較した。災害現場からは 300 弱の火の粉を計 11
か所から採取し、乾燥させたのち、投影面積と質量を測定し
た。その結果、採取した火の粉の 60%以上が 0.10 g 以下であ
り、その一方で、最大 114 g のものも含めて 4%程度（12 個）
が 1g 以上であり、それなりの大きさのものも飛散していた
ようである。既存の知見 71～73)からは多くの火の粉が投影面積
10 cm2 以下、質量 1 g 以下であると考えられる。今回採取し
た火の粉の 90 %以上がこの範囲に該当する。建物火災から
発生したと考えられる火の粉の大きさとしては、この範囲が
一般的だと考えられ、本火災も例外ではないことが分かった。
(3) 別府市火災
平成22（2010）年1月13日に大分県別府市で発生した火災
は、平均風速10 m/s以上の強風下、1街区のほぼ全てにあたる
22棟、約2,900 m2が焼失した。この火災の延焼状況と消防活
動74，75)、飛び火76，77)、住民避難行動78)を明らかにすることを
目的として現地調査を行った。
調査の結果、強風と通報の遅れによって、消防隊の到着と
包囲隊形の構築に対して、延焼範囲の拡大速度が大きく上回
っていたことがわかった。これが、大規模な延焼火災となっ
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た主要因であると考えられる。代表的な延焼速度は53.5 m/h
であった。出火建物から風下側には「風の通り道（火流）
」
が形成され、特異な噴出火炎、すなわち1階床面レベルから
強風にあおられた火炎が長く伸びる現象が生じていた模様
である。これは、6 m道路をまたいで、さらに風下の隣接街
区を強く加熱したと考えられるが、困難な活動条件のもと、
消防機関は隣接街区における炎上を阻止することに成功し
た74，75)。
この火災では飛び火による出火が 2 件あった。そこで、火
の粉の飛散状況を現地で調査し、火の粉の飛散分布、火の粉
の性状と飛距離の関係、火の粉の各種性状間の関係を調べた。
その結果、火の粉の最長飛散距離は 1,160 m、飛散幅は 300
～400 m であった。風上側への飛散はなかった。火災現場付
近では、現場の風下側ほぼ 180 度の範囲に対して火の粉が飛
散した。火の粉の厚さと飛距離の間には、弱い負の相関があ
った。立川数に含まれる「火の粉の最大投影面積／質量」と
飛距離の間には、関係は見られなかった。これは、最大投影
面積と質量の間に強い正の相関があったことから説明でき
た。これらのことから、火の粉の厚さは、その抗力係数・揚
力係数を介して飛距離に影響を与えている可能性が示唆さ
れた。木の火の粉の最大投影面積と最大辺長さの間の正の相
関が強かった 76，77)。
火災現場近くの住民に対してのヒアリングと紙面による
アンケート調査を実施した。煙や火の粉の状況からから早期
に避難した住民がいる一方、自宅に降った火の粉に水をかけ
ながら自宅にとどまっていた住民がいた。また、消防や警察
からの避難の呼びかけがなければ避難するつもりはなかっ
た住民や、隣家が燃え始めてから避難を始めた住民がおり、
火災の延焼リスクに関する判断にばらつきがあることが分
かった 78)。
3.4 住宅用太陽光発電システム火災
(1) 太陽光発電システムの火災時危険性
平成23（2011）年の東日本大震災をきっかけに、再生可能
エネルギーを活用する気運が高まり、自然エネルギーのなか
で太陽光発電が注目を集めた。電力会社による電気の定額買
い取り制度や導入時の補助金などにより、住宅用をはじめ、
メガソーラーと呼ばれる発電所の太陽光発電システムが急
速に普及した。しかし、屋外という厳しい環境で使用する電
気機器であり、さらには発電設備でもあるので、出火の危険
性や消防隊員の感電危険性が懸念された。そこで、システム
からの出火の危険性や火災時の感電危険性について、実験的
に確認する研究を行った。
① 太陽光発電システムからから出火した火災事例や消火
活動中における消防隊員の感電事例の収集
火災統計の発火源、経過、着火物の中に「太陽光発電シス
テム」に関連した項目がないため、国内で発生している太陽
光発電システムの火災件数を統計的に入手することは困難
である。消防研究センターの原因調査室に製品火災の事例と
して、消防本部から上がってきた件数をカウントすると、平
成17（2005）年～平成29（2017）年10月で89件となり、平成

25（2013）年以降は年間10件以上である。以前は住宅用太陽
光発電システムが多かったが、近年はメガソーラーの火災も
目立つようになった。消防隊員の感電事案として把握してい
るのは3件である。消火活動後の残火の確認時に、太陽電池
モジュールや建材（断熱材、屋根材）に触れたときに感電し
ていた79～81)。
火災等事例を収集するのに併せ、太陽光発電システムに関
する国内外の規格や法規について調査した82)。主な規格は、
JIS (Japanese Industrial Standards)、IEC (International Electrotechnical
Commission)、UL (Underwriters Laboratories Inc.)、EN (European
Norm)である。
② 太陽電池モジュールの火炎光受光及び火炎曝露による
出力電圧特性
太陽電池モジュールは太陽光を受け発電するが、太陽電池
そのものの特性では、可視光領域から近赤外領域までの光で
発電特性を有するものが多い。従って、近赤外領域の波長成
分を多く含む火炎光でも発電することが考えられる。ｎ-ヘ
プタン、メタノール、エタノール、灯油、木材クリブを燃焼
させたときの火炎光に太陽電池モジュールを曝露させ、太陽
電池モジュールの発電と光のスペクトル（波長分布）を記録
した。可視及び近赤外の成分の少ないメチルアルコールの炎
では発電がほぼなかったが、可視及び近赤外の成分の多い他
の炎では、太陽電池モジュールが発電することが分った。夜
間の火災の時、昼間と同等の発電をする可能性があることを
示した83～91)。
③ 損傷した太陽電池モジュールの発電特性
太陽電池モジュールが火災の被害や破壊器具による殴打
により損傷したとき、発電がどのようになるかを確認した。
火災により一部が脱落したり、破壊器具により太陽電池モジ
ュールの何か所かを破ったりしても、バイパスダイオードな
どの太陽電池モジュール側の工夫により、出力を継続してい
た。損傷が一見激しい太陽電池モジュールであっても、感電
のリスクはなくならないことを示した92～95)。
④ 太陽電池モジュール燃焼時の生成ガス
太陽電池モジュールには、ガラスやシリコン素材の他に樹
脂材が使われている。燃えにくい素材を使用しているが、火
炎曝露が続くと燃焼するため、そのときにどのようなガスが
生成されるかを確認した。使われている樹脂に対し、温度の
みを上昇させたときの生成ガスと、燃焼させたときの生成ガ
スの成分を分析した。温度のみを上昇させたときは、フッ化
ケイ素、酢酸、カルボニル化合物、直鎖炭化水素などを検出
した。燃焼させたときは、メタン、アルデヒド類、プロピレ
ン、ベンゼンなどを検出した96～99)。
(2) 太陽電池モジュールの発電抑制技術の開発
太陽電池モジュールは損傷が進んでいても、日射さえあれ
ば発電を停止することがない。しかし、太陽光発電システム
が火災にあうと、太陽電池モジュールや配線が損傷し、建物
部材に触れることになる。そのため、残火の確認などで建物
内に入った消防隊員が思わぬところで感電する場合がある。
感電および再出火を防止するための発電抑制について検討
した。
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① 消防隊員の装備品の導電性確認
消防隊員が感電する事例は、防火衣、長靴、手袋、ヘルメ
ットなどを装着して活動中に発生しているため、手袋、長靴、
破壊器具の導電性について確認した。手袋の手のひらの表裏
間、長靴の靴底と中敷き間、破壊器具の先端と握り間の抵抗
値を測定した。手袋と破壊器具は、濡れた状態も測定した。
測定結果は次のとおりである。手袋は、濡れた状態では絶縁
性がなくなり、感電危険がある。長靴は、水のしみこみがな
ければ、絶縁性に問題はない。破壊器具は、濡れた木製の柄
では感電危険があり、ゴムの握りには電気抵抗の小さいもの
があるため、見た目がゴムだから安心、という過信は禁物で
ある100～103)。
② 遮光物による太陽電池モジュールの出力抑制
太陽電池モジュールは損傷していても、日射があると発電
を継続するため、感電や再出火の要因となり得る。太陽電池
モジュールの発電を停めるには、遮光するか電池自体を粉砕
するしかない。火災現場で消防隊が行えることは、遮光する
ことと考え、シート状のもので太陽電池モジュール表面を覆
うことを試した。作業用のブルーシート、水ガラスの防火フ
ィルム（加熱により発泡する）を用いて太陽電池モジュール
表面を覆い、太陽電池モジュール出力を計測した。その結果、
感電しないレベルまで電流値を下げるにはこれらの遮光方
法では不十分であった104～108)。
③ 遮光剤噴射装置の開発
暗幕等の厚手のシートで太陽電池モジュールを覆えば、出
力は安全なレベルまで下げられる。しかし、火災後の柱や壁
が脆弱になっている建物の屋根上で、重たいシートを展開す
る作業は、非常に危険である。そこで、太陽電池モジュール
表面に遮光剤を噴射して、発電を抑制する装置を開発した。
遮光剤噴射装置は企業との共同研究で開発し、試作段階で研
究連携した6つの消防本部と意見交換をして仕様を決定した。
遮光剤は、チキソトロピー流体に顔料を混ぜたもので、地面
に垂直な太陽電池モジュール面にも付着する性能を有し、不
燃物である。遮光剤は乾いた後でも、水で洗い流すことがで
き、環境への負荷はない。ガンタイプノズルを有し、遮光剤
のタンクとノズルは10 mのホースでつながれていて、タンク
のノズルの高低差は7 mまで許容できる。遮光剤を0.5 mm厚
に塗れば、太陽光を3,000分の1に低減させることができ、感
電しても危険のないレベルに太陽電池モジュールの出力を
下げられる109～114)。
太陽光発電システムが火災となると、消火活動をする隊員
に感電の危険性が及んでくる。その危険性を消防隊員や消防
団員に伝えるために、消防学校や消防本部で講義や研修を行
った。また、太陽光発電システムに対して消防が抱く懸念を
製造メーカや施工業者に伝えるために、学会や講演会に参加
した115～127)。
3.5 避難技術
(1) 高齢者福祉施設の避難訓練調査
社会の高齢化に伴い、高齢者や要介護者の居住する施設が
増加している。そのような施設で火災が発生すると、運動機

能低下による逃げ遅れ、特に夜間では介助要員の不足等の要
因により多くの死傷者を伴う事故に発展することが多くあ
る。この10年間においても、平成21（2009）年に渋川市内で
発生した介助福祉施設火災、平成22（2010）年に札幌市内で
発生したグループホーム火災、平成25（2013）年発生の長崎
市内グループホーム火災、福岡市内有床診療所火災等、多数
の死傷者を生じる火災が数年に一度発生している。そのため、
高齢者福祉施設の避難訓練を調査し、特に介助者の動きに着
目し、避難時間を短縮できることが可能であるかの課題を抽
出した。その結果、以下のような点が明らかとなった。
1) 入居者が避難した後、空室の表示をすることで、介助者
が無駄に入居者を検索する時間が短縮できるのではないか。
2) 支援が必要な入居者のそれぞれの運動特性を解析するこ
とにより、ベッドから起こす、車いすに乗せる等の動作の
時間が短縮できるのではないか。
3) 歩行困難な入居者を担送する場合に、入居者を布団に乗
せたまま引きずっている例がみられる。入居者を担送する
シートなどを使用し、床との抵抗を少なくすることで、小
さい力で迅速に避難させることができるのではないか。
1)は、各居室の扉付近にランプを設置し、火災信号が入っ
た時点で、在室のランプを点灯させ、避難後にスイッチを押
すことで在室ランプが避難済みに変わり、空室であることを
示すことができる。この方法は、既存の無線連動型住宅用火
災警報器の技術を応用できるものと思われた128)。
2)は、避難訓練を調査した施設に協力を求め、入居者をラ
ンダムに抽出した運動能力調査を行い、避難訓練状況を併せ
て考察を行った129，130) 。
3)については、後節で述べる。
(2) 安全で迅速な水平避難に関する研究
(1)で述べたように、特別養護老人ホーム、グループホーム
等の避難訓練を調査したところ、様々な課題が挙がった。建
物や消防設備に関しては、建築基準法や消防法等でそれぞれ
の用途の建物について規制があり、ハード面での対策はなさ
れている。また、介助職員も介護関係法令により、介護職員
の入居者に対する比率が定められている。一方、入居者の避
難行動には介助が必要であり、健常者の避難行動とは異なり、
要介助者の避難方法等のソフト面に関しては必ずしも十分
とは言えない面がある。そこで、施設、消防設備は規定を満
たしていることを前提に、歩行困難な要介助者を防火区画内
まで安全・迅速に避難させる方法で、避難時間の短縮が図れ
ないかを考察した。
介助職員の講習会などで紹介される、布団に入居者を乗せ
て、床面を引きずることにより担送を行う（ここでは「引き
ずり避難」と呼ぶ）ことは、廊下をベッド等の大型設備を通
すことができない小規模施設において行われている。この引
きずり避難は、床や廊下との抵抗を少なくし、小さい力で引
くことにより、避難時間の短縮を図ることができ、介助職員
の負担を軽減できるものと考えられた。そこで、実際の布団
による引きずり避難では、介助職員の引っ張り力にどの程度
の力が必要となるかの実測を行った131)。
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(3) 群集行動に関する研究
施設に対する避難安全性評価の手法として、避難シミュレ
ーションなどの解析手法が発展、実用化されており、解析手
法の妥当性を検証するためのデータの重要性は高い。特に、
歩行者や空間の条件が統制された実験による結果は、効率的
な妥当性の検証と精度向上において有用である。一方で、室
空間や公共通路などの幅員の広い空間から、開口部を通過す
る避難群集の流動特性を詳細に検討した例は少ない。そこで、
広幅員空間の開口幅を変化させた群集流動実験を実施した。
開口部の流動係数、歩行速度、密度、軌跡に基づき、平面空
間における開口幅が避難群集の流動に対して与える影響を
把握した132～134)。
避難経路であり、混雑が予想される避難階段における消防
活動と避難行動について、お互いの行動とその時間に与える
影響を把握するため、避難者と消防隊を実大規模の空間で行
動させる群集避難実験を実施した。この前段として、高層建
築物の避難時に消防隊が行う消防活動の現状を把握するた
め、避難状況下における移動方法や避難誘導方法、救助方法
等の消防活動実態について、消防局に対するヒアリング調査
を行った135)。加えて、実際の高層建築物における避難訓練調
査を通じて、階段室内における滞留状況の実態を把握した136
～142)
。
誘導灯や照明も避難行動に影響を与える要因となるため、
研究を行ってきた。他の防火・避難関係の規程同様、誘導灯
についても、日本と他国ではその規程が異なる。日本におけ
る今後の避難安全対策の向上に資するため、英国に赴き、現
地の販売企業に対するヒアリング及び施設における設置状
況確認等のフィールド調査を行うことで、英国における誘導
灯の形態や性能、設置状況及びこれに関する規程を把握する
とともに、日本との違いについて明らかにした143)。また、実
火災時や設置状況を鑑みると、誘導灯を煙中や斜め方向から
視認する可能性が考えられる。実験に基づき作成した煙濃度
と視認角度から、誘導灯の表示内容が把握可能な距離を求め
る重回帰式の改良を行った144)。停電時に避難経路上の照度を
確保する非常用照明下における避難行動を検証するため、実
大規模の実験空間を作成し、暗闇から通常照明下まで照度レ
ベルを変化させ、避難行動及び歩行速度の把握を行った145)。
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4.

消防資機材の研究開発
究を行った 58～84)。

4.1 消防ロボット
(1) 災害対応のための消防ロボットシステムの研究開発

また、消防防災ロボットは最終的に実戦配備され、緊急時

平成 23（2011）年、東日本大震災ではガスホルダーヤード

などの消防防災活動に活用されて初めてその価値が認めら

において火災・爆発が発生した。現在、南海トラフ地震や首

れるものである。そこで、既に技術研究がなされた技術に関

都直下地震の発生が懸念される中、自然災害によって石油コ

連したロボットについて、研究機関、企業と連携し、実用化

ンビナートや化学プラントといったエネルギー・産業基盤施

に向けた開発を行なった 85～154)。

設において大規模な火災が発生することも考えられる。自然
災害ばかりでなく、平成 24 年に発生した姫路市における化

4.2 個人防火装備

学プラントの爆発事案においては、消防隊員 1 名が殉職し、

消防隊員の安全な活動に寄与する防火服には、①消火活動

また多数の負傷者を出した。ここ数年間は事故件数も増加傾

時に火災から発生する炎・熱から身を守る遮熱性、②消火活

向にある。

動中の疲労や熱中症防止などの身体的負担を軽減させるた

これら基盤施設の火災・爆発は市民生活に大きく影響を与

めの快適性、という主に二つの機能が求められる。これまで

え、市民の日常生活に支障をきたす。自然災害や事故時に避

の防火服は、北米では遮熱性、日本や欧州では快適性に重点

難を強いるばかりでなく、その後の地域の復興や市民生活の

が置かれるなど、これらの機能を高いレベルで両立すること

復旧には、エネルギー・産業基盤が不可欠である。したがっ

は困難であった。

て、災害を早期に抑制することが重要である。

ナノテク消防防火服の要素開発・評価方法の開発（研究期

しかしながら、これらの火災・爆発発生現場は特殊な状況

間：2006 年 4 月～2009 年 3 月）において、開発すべき防火

であるため、消防隊員が火炎に近接して活動することは危険

服のニーズ調査およびニーズを達成するための技術ロード

で困難をともなう。遠隔操作機器での対応にも通信距離の限

マップの策定

界が、また、単体のロボットでは大規模な災害に有効な対応

能目標を設定した。その内容は、
「遮熱性は北米の防火服と

が難しいと考えられる。一方で、自律的に動作し、互いに協

同等、重量は日本や欧州の防火服と同等か、より軽く」とい

調連携ができる複数のロボット等でロボットシステムを構

うものである。

155~157)

を行うとともに、開発すべき防火服の性

成し、対応することが有効と考えられる。そこで、平成 26

研究の効率化を目的として、防火服の積層された生地を通

（2014）年度から 5 年計画で、消防ロボットシステムの研究

した熱の流れを予測できるシミュレーションプログラムを

開発を進めている。まず、平成 26 年度にコンセプト設計及

開発した

び詳細設計を行い

1～3)

、平成 27 年度に部分試作をし

4～5)

、平

成 28 年度に消防ロボットシステムを構成する各単体ロボッ
トの一次試作機を完成させ、実演公開を行った

6～9）

。平成 29

158)

。このプログラムは、マネキンに防火服を着用

させ、外部の火災環境や防火服生地の物性値を入力すると、
防火服の遮熱性能を評価できるものである。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

年度には、一次試作機を消防本部において試験評価を行い、

の物性値、外部の火災環境などを入力すれば、遮熱性能を予

試験評価結果を基に実戦配備型の研究開発に着手した 10～17)。

測することが可能となった。
NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

一方で、消防ロボットには多くの技術要素が必要となる。
そこで、消防ロボットに応用可能なロボット技術、制御等技

発機構）プロジェクト「ナノ構造ファイバーを適用した遮熱、

術について研究 18～52)を進めるとともに、実態調査 53)、技術の

耐熱、快適性に優れる先進消防服の開発」159)に技術的助言を

啓発

54～57)

行った。このプロジェクトにおいて開発した素材は、
「最外

を行った。

層」
「中間層」
「
（最内）遮熱層」と呼ばれる 3 層構造の防火

(2) 消防防災ロボットの活用を促進するための技術的研究
特殊災害の緊急対応時においては、効率的に活動を遂行す

服生地のうち、一番肌に近い場所で熱を遮蔽（しゃへい）す

るために、消防隊員の負担を軽減することが有効と考えられ

る、遮熱層に相当する裏地に使用される繊維である。これは、

ている。そのためにロボット技術を利用し、機械力によって

従来のアラミド繊維内に、民間企業および大学が持つ高度な

効率化することが一つの方法として考えられる。さらに、消

粒子表面処理技術と混練・製糸技術を用いて、ナノサイズの

防隊員が進入不可能な環境下に進入できると、有効な消火活

炭素系超微粒子を均一分散させ、熱伝導性を通常のアラミド

動、救助活動を遂行できることがある。このように、消防活

繊維よりも大幅に高め、熱拡散（高い熱部分を低い熱部分へ

動を行うロボットの開発が期待されており、一部では配備活

逃がす）機能を付与することで、遮熱性能の向上を図ったも

用が始まってきている。しかしながら、消防防災ロボットが

のである。

必ずしも十分に活用されている状況に有るとはいえない。そ

消防服に加えて、消防隊員が着用した条件における、消防

こで、本研究では、特殊災害の状況、原因調査と連携し、よ

ヘルメット等の防護装備に求められる性能を具体的に示す

りロボットが活用されることを目標として、ロボット技術研

とともに、個人防護技術の研究を行うこととした（消防活動
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の安全確保のための研究開発、研究期間：2011 年 4 月～2016

発 163)した。

年 3 月）
。

東日本大震災の津波被害現場では、救助を必要とする多く

最初に、海外における規格等（欧州規格（EN）
、北米規格

の被災者が取り残されると同時に、多数の火災が発生した。

（NFPA、ASTM）
、国際標準化機構（ISO）
、その他中国等の

この津波被害現場では、水が引いた陸上にがれきが散乱して

海外規格・地域ガイドライン）を収集した。それぞれの内容

いる場所と、海水に浸水しかつがれきが浮遊している場所が

を調査した結果、必ずしも防護装備の形状を考慮した基準で

広範囲に混在し、陸上走行を想定している多くの消防車両で

はなく、素材単体を試験する基準が主であること、ヘルメッ

は進入が困難な状況であった。

ト等の防護装備の基準が防護服の基準より低くなっている
ことなどが明らかになった。

そこで、ゴムボートや民間の方が保有しているジェットス
キーなどが利用されたが、これらの資機材の動力となる船外

海外規格の調査結果を踏まえて、ヘルメットの遮熱性を評

機やウォータージェットは、がれきが浮遊している水域での

価する試験装置を開発した。この装置により、消防服と同じ

使用は故障の原因になるため、使用するには困難な場面であ

レベルで遮熱性を評価することが可能となった。頭頂部、側

った。また、陸上にがれきが散乱している場所では、これら

頭部などに熱センサを配置し、ヘルメットが加熱を受けたと

水上用の資機材を浸水している場所まで搬送するのも困難

きに、人間の頭の温度がどのくらい上がるのか調べることが

な状況になった。

できる。この装置を使って、日本をはじめ欧州・米国のヘル

これらの課題を解決する津波被害現場用の消防車両開発

メットの遮熱性試験を実施した。その結果、熱を受けること

を東日本大震災直後の平成 23（2011）年の夏より始めた。開

により、ヘルメット外側のシェルが健全でも、衝撃吸収のた

発にあたり、被災地及び緊急消防援助隊で活動した消防本部

めに用いられているプラスチック発泡体（30 mm 厚の発泡ス

に現場活動時の状況や開発車両に対する要望のヒアリング

チロール）が溶融して穴が空くなど（溶融長さ 30 mm）
、耐

を行い、小型で取り回しがしやすく、がれき走行が可能な水

熱性に問題があることが確認された。

陸両用車が望ましいとの要望があった。

ヘルメットの衝撃吸収用プラスチック発泡体の耐熱特性

水陸両用車をその基本構造から開発するには、多くの手間

を改善するため、ヘルメット外側のシェルとその内側にある

と時間が必要になり、今後発生が予測されている巨大地震ま

衝撃吸収用の発泡スチロールとの間の空気層（厚さ約 5 mm）

でに間に合わない可能性がある。そこで、ベースとなる水陸

に、メラミンフォームをアルミシートでサンドイッチした部

両用車は、縦 3.23 m 、横 1.53 m 、高さ 1.30 m 、重量 641 kg

材（遮熱複合材料）を挿入したものを試作した。耐熱試験の

と軽四輪と同程度大きさの小型車で、その場で 360 度回転が

結果、最も熱に弱い発泡スチロールの溶融長さが 5 mm 程度

可能と小回りが利き、左右計 8 本のタイヤで悪路走行も可能

にとどまり、消防現場で使用するには十分な耐熱性が確保で

な水陸両用車（カナダ製）を活用することにした。

きることが分かった。現行の消防ヘルメットに対して、安価
に耐熱性を改善できる知見が得られた。

研究開発では、ベース車両を用いて消防機関での津波被害
現場を想定した実証検証等を行い、現場活動に必要な性能を

建物内部で検索救助や消火活動を行う際に、個人防火装備

明らかにして、平成 24 年度までに各種のプロトタイプを完

はフラッシュオーバー時に比べて、比較的弱い熱流束の環境

成させた。プロトタイプは、消防ポンプ自動車（可搬ポンプ

にさらされることがある。熱傷受傷は総熱量に依存するため、

B-2 級、
放水銃 4 本搭載）
、
救助工作車
（水上がれき登坂装置、

弱い熱流束であっても、受熱時間が長い場合には熱傷を発生

水上がれき用足場、バックボード搭載）
、救急車（免振スト

する危険性がある。このような熱傷危険の程度と要因を把握

レッチャー搭載）等である。また、ベース車両の弱点である

するため、防火服およびその下に着用する活動服と下着を総

水上推進力や防水機能の向上、パンク対策等の研究も行った。

合した熱傷危険性を実験により評価した。実験の結果、活動

開発した水陸両用車を搭載した「津波・大規模風水害対策

服および下着がともに乾燥している場合に比べ、活動服が最

車」については、平成 26（2014）年から研究成果の一部の機

大に含水し、かつ下着が乾燥した条件では、加熱条件によら

能を搭載したものの配備が始まり 164)、平成 29（2017）年４

ず単位時間あたりの温度上昇が約 1.5 倍になることが分かっ

月時点において、全国 22 消防機関（道府県）に緊急消防援

た。このような場合、痛みを感じた後、可能な限り速く退避

助隊車両として配備 165)されている。

しない状況では、より高い熱傷リスクがあることが明らかに
なった

160～162)

。

水陸両用車は、泥濘地や傾斜がきつい車路等の悪路走水上
走行が可能で、今までの消防車両が走行不可能であった被災

そのほか、自治体消防で使用されている防火服製造者の防

地での活動が可能である。しかしその反面、走行不可能な場

火服生地の遮熱性および快適性（代謝熱放出量）試験を行い、

所や不適切な運転を行うと横転する可能性がある。そこで、

データの蓄積を行った。

平成 26 年 6 月に水陸両用バギーの使用方法、安全管理の訓
練

4.3 津波被害現場用消防車両の開発

166)

を実施した。また、この訓練結果を踏まえ、岡山市消

防局では、独自の専用訓練施設を造成し、近隣の消防本部と

津波被害現場において消防活動を行うことが可能な小型

共同で訓練を行っている。

の消防車両（消防ポンプ自動車、救助工作車、救急車）を開
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水陸両用車は、配備された後の「平成 26 年 8 月豪雨によ

る広島市の土砂災害 167)」
「平成27 年9 月関東・東北豪雨 168)」
、
、
「平成 29 年７月九州北部豪雨

ことは今も記憶に新しいところである。

169)

したがって、消防部隊に最悪の事態にも対応できる装備を

」等で緊急消防援助隊とし

て活動している。また、通常勤務の中でも、砂浜や積雪地に

備えさせるために、今後とも一層 NBC 災害を中心としたテ

おける救急搬送に使用されている。

ロ災害対応資機材の開発に力を入れる必要がある。

4.4 消防資機材のニーズの調査・検討

防災機器メーカに対してアンケート及びヒアリングを行っ

消防本部からの消防資機材の開発・改善要望をもとに消防
多くの消防隊員は、訓練や事故・災害現場で扱っている資

た結果、消防資機材の開発と供給に関する意見が出された。

機材について「もう少し使い勝手の良い資機材が欲しい」
、

主なものは以下のとおり。

「もう少し小型化、軽量化できないのだろうか」
、
「もっと機

〇 大部分の消防資機材の改良要求には技術的に応じられ
るが、需要がなければ生産が困難。経費をかければどんな

能を向上すべきだ」と感じている。
こうした中、米国では、国土安全保障省において、国内の

製品でもできるが、コストとの見合いがある。各消防本部

ファーストレスポンダー（消防、警察等）が現場活動を行う

から求められる消防資機材を製造すると、多品種少量生産

に当たって感じている能力ギャップ「こうしたい」や、能力

でコストが高くなる。

ニーズ「こうありたい」について、全米的に調査・検討が行

〇 基本的な性能に関係ない部分での独自要求も多い。例え
ば、携帯無線機のマイクのハンガーの位置が異なるなど。

われ、問題解決に向けての取り組みがなされていた。
検討に当たっては、最前線で活躍するファーストレスポン

この部分を変えたものを製造すると、それだけでも単価が

ダーの意見を集約し、また、科学技術に詳しい専門家での検

アップし納期が長くなる。消防だけだと産業のパイが小さ

討を行い、資機材の研究・開発について優先的に取り組むべ

い。安全が重視される工場等の生産現場、医療現場等で使
用される器具等へも仕事を広げて行きたい。

きテーマを決めていくとされている。
さらに、そのような課題は、米国内にとどまらず世界的に

〇 救助資機材の標準化、規格化が求められる。資機材の性

取り組むことにより促進されると考えられたことから、米国

能、サイズ、重量について規格を定める。これによってコ

国土安全保障省から、日本をはじめ数ヶ国に対して当該事業

ストの低減、納期の短縮化が図られる。メーカが異なって

について参画を求める提案がなされた。

もパーツに互換性を持たせることも可能である。消防本部

そこで、平成 27 年に消防庁では、この提案に協力するこ

の仕様書には、求める性能、安全性などについて具体的に

ととし、日本国内のファーストレスポンダー、特に消防本部

記載してほしい。記載していない消防本部もある。これが

が事故や災害対応、訓練等を通じて感じている能力ギャップ

記載されていないと価格だけが選定基準になって品質の

や能力ニーズについて整理を行うための委員会を設置し、調

良くない製品が落札され、品質向上に取り組んだメーカの

査・検討を行った

170)

努力が報われない。

。

消防本部へのアンケート及びヒアリングから、主に以下の

〇 救助資機材はほとんど輸入している。海外メーカに対し

意見が出された。

て輸入資機材の改良を要望するが、実現されるとは限らな

〇 消防資機材の小型・軽量化

い。彼らは世界を相手に輸出しているので、要望が多数で
ないと受け入れられないことが多い。

消防資機材に対する要望として、特に救助資機材の分野に
おいて小型・軽量化を求める声が多い。今後の女性隊員の登

〇 資機材の軽量化の要望があるが、軽くなると壊れやすい。

用も踏まえた声もある。破壊資機材など一部の資機材には一

強度などについては、一定の法律制限があり難しい。例え

定以上の重量がないと効力を発揮しないものもあるが、全体

ば防火衣に防火性能、強度、耐薬品性、対磨耗性等あらゆ

として小型・軽量化を求める声は強い。

る性能を持たせようとするよりも、1 枚 1 枚の防火衣に異
なった性能を持たせて災害の態様に応じて必要な性能の

これは、現在の救助資機材の大部分が欧米からの輸入品で

ものを選択するという方法もある。

あることに起因しているが、今後とも、日本人の体格に合い、
また、日本の消防活動特性に合う使いやすい消防資機材の開
発、供給体制の整備が望まれる。
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5. 危険物等の災害と防災技術
5.1 危険物等の危険性
(1) 化学物質等の危険性を把握するための研究
現代社会で使用されている化学物質の数は膨大で、かつ、
新規に開発された化学物質が登場しているため、化学物質
等の火災を予防するための危険性評価法、安全技術、消火
技術が必要とされており、その開発が本研究の主たる目的
である。高度な熱分析・熱量計技術を用いて、化学物質の
火災危険性を評価する。化学物質の危険性は、発熱の有無
とその温度依存性に支配されるため、これらの情報を適正
に把握するための危険性評価法を検討した 1～4)。
① 熱分解の危険性評価方法
消防法第五類危険物（自己反応性物質）の熱分解反応に
関する危険性評価方法について、検討を行った。自己反応
性物質は、熱分解型（温度上昇に伴い、徐々に発熱分解す
る物質）および自己触媒型（発熱の仕方が突発的で急激な
反応性を有する物質）に大別できる。
火災予防の観点から、暴走反応前の化学種の変化を捕捉
することは重要である。FT-IR（赤外分光光度計）を用いて、
密閉式圧力容器中の熱分解の経時変化を測定する危険性評
価手法を提案した 5～8)。試料として熱分解型である過酸化ジ
ターシャリブチル（DTBP）および自己触媒型である過酸化
クミルを用いた 9)。また、ラマン分光法による危険性評価手
法を用いて温度と化学種の変化を測定することにより、自
己反応性物質の熱分解を早期に検知するための手法を提案
した。赤外分光法およびラマン分光法を用いて、原料であ
る過酸化物の減少と分解生成物の増加を反応初期から捉え
ることができた。
従来の危険性試験法では、発熱量が大きく、分解物を大
量に発生させる化学物質の熱分解および混合反応に対する
定量的な危険性評価は困難であった。そこで、激しい熱分
解および混合反応に適用できる定量的な危険性評価方法と
して、暴走反応測定装置（ARSST）を用いた、疑似断熱条
件における危険性評価方法を検討した。液体試料の代表例
として DTBP を用い、固体試料の代表例としてジニトロソ
ペンタメチレンテトラミン（DPT）を使用した。暴走反応
測定装置を用いた熱分解時の発生ガスの圧力上昇速度およ
び発熱速度等を測定した結果、妥当な結果が得られた 10)。
DTBP のトルエン溶液を試料として、熱量計を用いた実
験を行った。各濃度における DTBP の発熱量はある試料量
までは減少し、それ以上ではほぼ一定となった。実験結果
を基に、発熱量に対する試料量および空間体積の関係を考
慮した分解危険性評価法を提案した 11～19)。
② 混合危険の評価方法
空気中の水分との混合によって微少な発熱を発生させる
化学物質等に対して、等温型高感度熱量計（TAM）を用い
た混合危険性評価を実施した。代表例としてマグネシウム
粉およびアルミニウム粉を対象として、湿度が自己発熱に
及ぼす影響について検討した 20～25)。発熱速度の経時変化お

よび反応熱を指標とすることで、微少な混合熱を発生させ
る金属粉等に対して定量的危険性評価が可能であることを
示した。マグネシウム粉は湿度および温度が高いほど熱流
束が大きくなり、反応熱から蓄熱発火する可能性があるこ
とが分かった。湿度下のアルミニウムの発熱反応について
は、マグネシウム粉よりも酸素の影響が大きいことが分
かった。また、水とカルシウムおよび炭化カルシウム等の
反応について、圧力追従式断熱熱量計（APTAC）および
ARSST を使用して、危険性評価が可能であることを示した
26)
。
③ その他
実大規模の燃料油の火災事例を集め、ボイルオーバー現
象について解説した 27～32)。その他、化学工場等の火災事故
に関して調査を行い、解説した 33～36)。また、化学物質等に
着目して、セルロース、テトラヒドロフランおよび合成色
素等の火災・反応危険性について、実験・解析結果をまと
め 37～42)、硫化水素事故についても解説した 43， 44)。
火災現場において、灯油、ガソリンなどが助燃材として
使用された場合、延焼拡大の一因となる。このため、火災
原因調査では、助燃材の検出が重要である。火災原因調査
技術の高度化を目的とし、ガスクロマトグラフ分析におい
て、灯油濃度の検出への影響、燃焼した灯油の成分組成変
化について検討した 45)。その結果、灯油の検出できる最低
限度の濃度は 0.01 g/L 程度であり、0.01～100 g/L の濃度範
囲で安定したピーク面積比を与えることが分かった。また、
同一灯油量の条件では燃焼による灯油の変化は燃焼時間の
影響が大きく、燃焼時間が長いほど、ガスクロマトグラム
のピーク面積の最大値は、大きく高沸点成分側にシフトし
た。
(2) 再生資源燃料等の危険性を把握する研究
現在、火災危険性評価手法が定まっていない再生資源物
質について、種々の測定装置を用いて火災危険性（蓄熱発
火の危険性）の評価を行った。各物質の蓄熱発火の危険性
を適正に把握できる評価手法を開発し、火災危険性に関す
る知見の蓄積を行った。
① 固体系再生資源物質
固体系再生資源物質について、双子型高感度熱量計
（C80）
、TAM およびガス分析を組み合わせた、蓄熱発火の
相対的な危険性評価方法を提案した。本方法によって水添
加有無の条件で測定を実施し、各種試料の火災危険性を評
価した。また、C80 の測定結果から、微生物の活動に起因
して蓄熱発火を起こす試料を測定したところ、常温から発
酵発熱した後に酸化発熱し、燃焼に至ることが分かった。
特に、発酵発熱が約 10 J/g 以上の場合、蓄熱発火を起こす
危険性が高いことも分かった 46～62)。
本研究で提案した蓄熱発火の危険性評価手法を有機系の
燃料および石炭等に適用し、蓄熱発火の危険性について調
べた。その結果、有機系の試料は水の添加によって常温か
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らの微少な発酵発熱が生じ、石炭については常温からの微
少な酸化発熱が検出され、蓄熱発火を起こすことが分かっ
た。
② 液体系再生資源物質
液体系再生資源物質について、TAM を用いた蓄熱発火の
危険性評価方法を検討し、基礎的資料を得た。試料として
バイオディーゼル等を使用して、窒素および空気中で TAM
による等温実験を行い、蓄熱発火の危険性を評価する手法
を検討した 63～71)。その結果、C80 によって測定された発熱
検知温度（Ta）が、自然発火温度測定装置（SIT）によって
得られた自然発火温度と良い相関性があることが確認され
た。また、周囲温度 70℃の環境下で、TAM を使用して得ら
れた発熱量と、C80 によって測定された発熱検知温度を基
に、酸化発熱による火災危険性を分類する手法を提案した。
その結果、バイオディーゼルは空気中において自己触媒的
に酸化発熱することが分かった。窒素中では、容器空間の
酸素が消費された後に急激に熱流束が減少した。また、空
気中では容器内の酸素が消費された後、熱流束は減少する
が、試料に含まれる酸素によって継続的に酸化発熱するこ
とが分かった。さらに、バイオディーゼルおよびガソリン
に ethyl tert-butyl ether（ETBE）を添加したバイオガソリン等
の小規模燃焼実験を行った 72～74)。
③ 蓄熱発火試験装置（CPVT）
試作した蓄熱発火試験装置（CPVT）によって、液体系お
よび固体系試料の酸化発熱による危険性について測定を
行った 75～79)。液体系試料は、試料を脱脂綿にしみ込ませて
測定することにより、発熱検知温度を測定することができ
た。固体系試料は、圧力を指標とすることで、圧力上昇を
開始する温度を測定することができた。液体系試料の
CPVT による発熱検知温度と、C80 の発熱検知温度等に良
い相関性があることが分かった。
(3) 金属スクラップの危険性
廃金属を岸壁で船舶に積み込む作業中や、それらの船舶
等での移送中における火災が、大阪府内、北九州等で相次
いで発生した。そのため、廃金属火災に関連して、環境省、
海上保安庁と共同で、廃金属の出荷作業および火災現場の
調査を行い、火災の原因となり得る可能性について検討し
た。特に、鉛蓄電池が複数の火災の出火原因に関係するこ
とが明らかとなった 80～84)。
金属スクラップ火災の原因の一つして考えられてきたテ
ルミット反応について、TG-DTA(熱重量示差熱測定装置)
等を用いた実証実験を行った。テルミット反応とは、アル
ミニウムと金属酸化物の酸化還元反応の一種である。その
結果、アルミニウムは酸化鉄と少なくとも 900℃までテル
ミット反応を起こさなかったことから、火災の原因となる
可能性は低いことが分かった。一方、マグネシウムと酸化
鉄は 600℃付近で急激な酸化還元反応による発熱ピークが見
られた。また、金属スクラップ中に混入することもあるト
ナーの燃焼および粉じん爆発危険性等について検討した 85,
86)
。
(4) 大豆かすの発酵の危険性

大豆かす（醤油かす）や魚粉は、廃棄物や再生資源化品
として排出される。この大豆かすと魚粉は、発酵熱や酸化
熱によるものと推定される自然発火火災や、窒息事故を発
生させている。そのため、貯蔵時や輸送時における自然発
火火災等の予防策を含む、安全対策の立案が望まれている。
そこで、大豆かすおよび魚粉を含む試料について、数種類
の高感度熱分析装置を用いて、主に発酵熱や酸化熱の観点
から自然発火および発酵ガスの発生に関わる危険性評価試
験を行った 87 ～ 94) 。得られた実験データより、FrankKamenetskii の熱発火理論式を用いて、自然発火温度と堆積
の高さとの関係についても数値計算を行った。その結果、
30℃以下で貯蔵されていても、貯蔵場所の断熱状態が良い
場合には、発酵熱や酸化熱により自然発火に至る可能性が
高く、この自然発火を防止していくためには、貯蔵場所で
の堆積の高さにも配慮する必要性があることを明らかにし
た。
5.2 危険物施設等の安全
(1) 強風時における浮き屋根の強度評価
シングルデッキ型浮き屋根において、デッキ板厚を貫通
する割れが発生したという事例が複数件報告された。調査
の結果、台風等の強風を受けて浮き屋根に大きな力が発生
したために、割れが生じたものであるということが推定さ
れた。強風時に石油タンクが受ける強度的影響を明確にす
るため、実機の石油タンクに風速風向計、デッキの変形観
測用ビデオカメラ及びデッキに発生する歪み計測等の装置
を設置し、観測体制を整備した。無風時とやや風が強い場
合について、データを収集した 95)。台風等により強風が浮
き屋根に作用すると、デッキ上に高次の振動モードが発生
することが示唆された 96)。
(2) 浮き屋根式石油タンクの浮き屋根の熱応力による損傷
可能性に関する研究
国内南部に設置されている容量 10 万 kl（直径 80m、高さ
22m）の浮き屋根式石油タンクの浮き屋根表面に、複数の
き裂が発見された 97)。亀裂の発生原因は、日中の寒暖で生
じる繰り返しの熱応力であると仮説を立て、実験的および
数値的解析の両面から検証を行った。その結果、日中に生
じる熱応力だけでは、浮き屋根に損傷が生じることはない
ものの、何らかの原因で発生した初期亀裂は、熱応力の繰
り返しで進展する可能性があることを示した 98、99)。
(3) AE 法による配管の腐食損傷評価
危険物施設における腐食の問題は、施設を健全な状態で
維持管理する上で、最も重要な課題の一つである。危険物
施設を構成する材料には主に鋼が使用されており、これら
に生じた腐食生成物が腐食の進行により素地鋼板から剥離
したり、破壊したりする際に弾性波（AE 波：Acoustic
Emission）が生じることが知られている。この弾性波を利用
して、石油タンク底部の腐食損傷を評価する技術について、
これまで検討してきた（消防研究センター：最近 10 年の歩
み －消防研究所 60 周年－、pp．78-79（平成 21 年 3 月）
、
山田實、橘川重郎、湯山茂徳、神谷篤志、関根和喜、丸山
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裕章：AE 法による石油タンク底部の腐食損傷評価、圧力技
術、第 40 巻、第 4 号、pp．50-55 (2002)）
。これらの結果
の一部が技術指針に採用されている（日本高圧力技術協
会：AE 法による石油タンク底部の腐食損傷評価手法に関す
る技術指針、HPIS G 110(2005)、一般財団法人石油エネル
ギー技術センターのガイドライン:JPEC-2011TS-03 屋外石油
タンクの底部腐食損傷の AE グローバル診断法に関するガ
イドライン）
。
この検査技術を配管について適用し、配管に発生した腐
食を原因とする AE 波発生源の位置標定及び AE 波の伝播特
性について検討した。
配管における AE 波発生源の位置評定について、石油タ
ンク底部の AE 発生源の位置評定（真家敦子、山田實、本
間恭二：ニューラルネットワークを用いた AE 原位置評定
－石油タンク底板への適用について－、消防研究所報告
第 89 号、pp．26-34 (2001)）に活用したニューラルネット
ワーク（N-N 法）のパターン認識機能を配管にも適用して、
AE 波の位置評定誤差を検討した。実験では、呼び径が
200A（SGP JIS G 3452）
、長さ 5 m の直配管を使用した。な
お、AE 波の発生には、簡便で再現性のあるシャープペンシ
ルの芯の圧折を採用した。また、周波数解析にはウェーブ
レット変換を用いた。
その結果、200 A の配管を伝播する円筒波の縦波は、伝播
距離が 4.5 m でも 50 kHz 以下の周波数成分の AE 波の減衰
は小さく、振幅の大きな波形が得られることが分かった。
このことは、AE 波到達時刻の自動検出の可能性を示してい
る。また、30 kHz 共振型センサーを使用することで、AE 波
の波頭の位置をとらえることができ、さらに、ウェーブ
レット変換を用いた N-N 法において、AE 波の波頭の到達
時間差から求めた 1 次元（配管の長さ方向）位置評定誤差
は、平均で 3 ％未満であり、実用的には十分な精度を有し
ていることが分かった。
(4) インピーダンス法による石油タンク底板内面コーティ
ング経年劣化の定量的評価
石油タンク内面の底部は、活性な腐食を引き起こすイオ
ンを多量に含んだ水溶液に曝される、厳しい環境である。
そこで、当該水溶液と母材である鋼板の接触による金属の
腐食を抑制するため、石油タンク底板内面には、極めて耐
久性に優れる有機コーティングが施されるようになった。
一般的に有機コーティングが施工される鋼材の寿命は、未
塗装のものと比べ、長くなる。ただし、コーティングの環
境遮断性は経年劣化により年々低下するので、仮にその機
能が損なわれ、最終的に塗膜下での鋼材の腐食が発生・進
行すれば、母材貫通による危険物流出事故につながりかね
ない。そのため、開放検査時にコーティングの健全性を正
確に評価することは、未然の事故防止のために極めて重要
と考えられる。現状のコーティング健全性評価は、ふくれ、
傷のような不具合の目視による外観検査が主流である。こ
の方法は、簡易に広範囲を検査可能であるものの、スキル
依存性が高く、定性的といえる。このような目視検査に加
えて、定量的な評価手法を併用することで、コーティング

の健全性診断がより高度化できると期待される。電気化学
インピーダンス法は、非破壊かつ現場適用可能な有望な定
量的評価技術の一つであるが、タンク底板内面に適用され
るような耐久性の高いコーティングの電気的特性を詳細に
扱った研究は、ほとんど報告されていなかった。そこで、
石油タンクの底板内面に施される有機コーティングの基礎
的な電気的特性を評価するとともに、実タンクに適用可能
な健全性および劣化診断方法について検討した。
タンク底板内面用のコーティングとして主流である、ビ
ニルエステル樹脂系ガラスフレーク塗装鋼板の 3 wt.% NaCl
水溶液への浸漬試験および 20 年以上もの長期にわたって供
用された塗膜の評価を通じて、コーティングの電気の流れ
にくさに対応するインピーダンスの基礎的特性を検証した
100)
。インピーダンス測定では、測定対象で起こる物理現象
を電気回路素子に置き換えて評価する、等価回路解析とい
う手法がよく行われる。当該解析の結果、コーティングの
インピーダンスは、初期から長期供用段階に至るまで、
Constant-phase-element(CPE)なる分布定数回路素子の特徴を
有していることが分かった。CPE のインピーダンス式は、
それを特徴付ける 2 つのパラメータとして、CPE 定数及び
乗数の T と n を有するが、これらの CPE パラメータ値に
よってコーティングの長期的劣化をモニタリングできる可
能性を、各種実験を通じて示した。さらに、コーティング
内部で水が不均一に分布するという理論モデルに基づけば、
CPE のパラメータが持つ物理的意味も説明できると期待さ
れる 101～103)。
コーティングの基礎的なインピーダンス特性の検証と同
時に、実石油タンクのフィールド調査を通じて採取した数
十点の定点インピーダンスデータの詳細な分析を行った 104、
105)
。その結果、コーティングのインピーダンス挙動は、2
つの CPE を並列に接続する等価回路モデルによって、正確
に表現できることを示した。また、CPE パラメータ T と n
を散布図としてプロットし、その分布傾向からタンクの健
全性を把握する手法を提案した。
また、極値解析なる統計的手法を広大なタンクからサン
プリングしたコーティング電気的特性値に適用し、その劣
化診断への活用可能性を検討した 106～108)。検討の結果、測定
領域にグルーピングされた採取データ群から抽出したコー
ティング電気的特性の最大値データ群は、代表的な極値分
布である Gumbel 分布、Frechet 分布に従うと考察された。
この特徴を利用することで、異なる石油タンクにおける劣
化特性の比較評価や広大な底板内面コーティングの最大劣
化値を推定できることを示唆した。
これらの研究成果がより社会に普及するよう、石油タン
ク底板が遭遇する腐食やその評価および極値解析に関する
解説記事を執筆した 109，110)。
5.3 静電気防災技術
静電気に起因する火災は、静電気放電により、可燃性の
雰囲気が着火して起こる。出火の原因を明らかにすること
で、再び火災を起こさないための対策技術が明確になる。
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主に実際に起こった火災に対し、火災原因を検証する実験
や安全への対策に関する研究を行ってきた。
(1) エチレン製造プラントの火災事故
エチレン製造プラントで、メンテナンス作業を行ってい
る時に、配管内の炭化水素混合油が配管のつなぎ目より漏
えいし、その油に着火して火災となった。この火災で 4 人
が亡くなり、複数の分解炉が焼損した。配管から炭化水素
混合油が漏えいした際に油が帯電し、この帯電により放電
が発生したのではないかと考えられた。そこで、配管のバ
ルブ部分から水を噴出させたときの帯電量を測定し、油で
あった場合の帯電量を推定する実験を実施した。その結果、
噴出した油だけの帯電では、油に着火させるだけの放電エ
ネルギーにならないことを示した 111～113)。
(2) 加熱温度によるフィルター素材の導電率変化
小麦粉を焙煎する装置の集塵機内で爆発が起こり、工場
内を焼く火災となった。集塵機内での静電気放電が火災原
因のひとつと考えられたため、集塵機内で帯電が発生しう
る部分の検討を行った。帯電物のひとつとして集塵フィル
ターが存在した。このフィルターの素材は、導電性繊維を
混ぜたポリエステル繊維であるが、常用使用温度 130℃の表
示があるため、温度により導電性の変化が懸念された。
フィルターの一部を切り出し、恒温槽で 110～190℃の環境
に 90 分入れた後、導電率の測定を実施した。常用使用温度
を超える 150℃以上になると導電率低下が始まり、電荷の緩
和が期待できないレベルになってしまうことが分かり、使
用温度を守ることの重要さを示した 114，115)。
(3) 浮き屋根式原油タンクの清掃作業中に発生した火災事
故
原油タンクの内容物入れ替えのために、タンク内に作業
員が入り、清掃作業を行っている際にタンク内で出火し、
死者 5 人、負傷者 2 人の災害となった。出火原因のひとつ
として、静電気放電が考えられた。清掃時の作業動作を再
現し、帯電が起こりそうな場面を想定すると、トンボとタ
ンク底板との間の摩擦帯電、作業員の衣服の摩擦による摩
擦帯電、トンボの握り部分を握って放すことによる剥離帯
電が考えられた。タンク底板を１畳の大きさで再現し、そ
の上でトンボによる清掃作業を模擬した動きを 20 分間続け、
帯電状況を確認したが、人体や作業服の帯電はほとんどな
かった。トンボの握り部分を握って放すことによる剥離帯
電は、トンボ先端の金属部分に約 4 kV の帯電を生じさせる
ほどの帯電量であった。この電位があれば放電が起こり、
原油残渣成分由来の可燃性ガスに着火するエネルギーを有
していたことが分かった 116)。
(4) 重合釜内で発生した火災
接着剤を製造する重合釜を清掃中に火災が発生し、釜内
で作業をしていた作業員が亡くなった。重合釜の清掃では、
作業員がトルエンを用いて釜の壁に付着した接着剤の残渣
を溶かしたり、そぎ落としたりする。この作業中にトルエ
ンに着火した。帯電する物として、工具、トルエン、ペー
ル缶、縄梯子、ウエスなどを想定し、帯電に関する実験を
実施した。袋から引っ張り出したウエスや、ウエスを揉み

洗いするとトルエンが強く帯電することが分った。放電し
た場合のエネルギーは、トルエンの最小着火エネルギーを
超えた 117)。ウエスを揉み洗いする、ウエスを引っ張り出す、
などの何気ない作業で帯電が起こり、放電した際に火災に
なる可能性があることを示した。
(5) ドラム缶から給油設備のタンクへガソリン移し替え中
に発生した火災
事業所内の給油設備に、ドラム缶からガソリンを移し替
えているとき、ドラム缶の口付近で着火し、作業員が受傷
した。吸い上げパイプはステンレス製で、長さ約 1 m であ
る。パイプはドラム缶の口に差し込み、底に着くように設
置されていた。ドラム缶からのガソリンの吸い上げが終了
し、パイプを隣のドラム缶に移すためにパイプを持ち上げ
たときに着火した。ガソリンの可燃性蒸気が静電気放電に
よって着火したと考えられた。帯電機構は、ウエスでパイ
プをこする摩擦帯電、帯電した作業員や作業服によるパイ
プの誘導帯電が考えられた。再現実験をした結果、帯電し
た作業員が持ち上げられたパイプに片方の手を近づけると、
パイプに誘導帯電が現れた。この帯電電位で放電を起こす
と、ガソリンの最小着火エネルギーを超えることが分った。
火災原因として、作業員の除電が不十分であったことを明
らかにした 118)。
(6) 指洗浄中にアセトンに着火した火災
木材製品の塗装を行う工場で、手の指に着いた塗料を洗
浄しようとアセトンに指を入れようとした際に、アセトン
蒸気に着火した。工場では、絶縁性の高いポリ容器にアセ
トンを約 3 L 入れ、ポリ容器内にアセトンに漬けるように
金属のスプレーノズルやブラシが入っていた。出火場所付
近には火気や電気の使用がなかったため、静電気放電が疑
われたため、洗浄作業によるアセトンの帯電、人体の帯電
に関する実験を行った。アセトンそのものの帯電はわずか
であった。エアーブラシにより、衣服に着いたほこりの除
去を行うと、人体に-5 kV 以下の帯電があることが確かめら
れた。-9.2 V 以下の帯電があると、アセトンの最小着火エネ
ルギー以上の放電となることが確かめられた。作業員の帯
電を防止するために、靴から除電することの重要性を示し
た 119)。
静電気が起因する火災の多くは危険物施設で発生してい
るため、どのような条件で放電着火が起こるのか、またそ
れを予防するための対策を、消防関係者、危険物施設関係
者に伝える活動として、機関誌や学会誌への投稿、講演を
継続して行った 120～125)。
5.4 危険物施設等の地震防災
(1) 平成 23（2011）年東北地方太平洋沖地震の際の石油タ
ンクの被害等調査
平成 23（2011）年東北地方太平洋沖地震（M9.0）では、
各地において石油タンクをはじめとする危険物施設も甚大
な被害を受けた。この地震による 2 万 2,000 人余りというお
びただしい数の死者・行方不明者は、主として最大遡上高
40m にも達した津波によるものであったが、石油タンクに
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も津波による甚大な被害が数多く発生した。また、このよ
うな大地震に特有の大振幅の長周期地震動によって、各地
の大型石油タンクにはスロッシング被害も生じた。消防研
究センターでは、このような石油タンクの被害について、
地震発生直後から現地調査を数次にわたって行った。これ
らの調査の速報的な結果は文献 126)にまとめられている。
以下、被害原因別の被害調査結果と地震動に関する調査
結果について記す。
① 津波による被害
消防庁及び消防研究センターが 2011 年 6 月から 7 月にか
けて、北海道、東北地方、関東地方及び中部地方の一部地
域を対象として実施したアンケート被害調査結果を再集計
したところ、この津波によりタンク本体、配管、防油堤、
基礎・地盤等のいずれかに何らかの被害（浸水による設備
等の故障を含む）が生じた危険物屋外タンク貯蔵所は、北
海道及び青森県から千葉県にかけての太平洋沿岸の道県で
418 基あった。このうちタンク本体が流失、移動、転倒する
などの被害、すなわちタンク本体の移動被害は、青森県か
ら福島県にかけての太平洋沿岸の各県にある合計 157 基で
発生したことが分かった 127～129)。このような大規模な石油タ
ンクの津波被害は、我が国ではこれが初めてのことであり、
世界的にも初めてのことと思われる。
これらの被害状況と津波浸水深の関係を整理した結果、
浸水深が 5 m 以上の場合は、タンク本体が移動するなどタ
ンク本体及び附属配管に被害が生じるおそれが大であるこ
と、浸水深が 2.5～5 m の場合は、空に近い小さなタンクを
除きタンク本体は移動しないものの附属配管には被害が生
じるおそれが大であることなどの経験則が見出された。ま
た、今回の被害事例により、消防庁が平成 21（2009）年に
提案した石油タンク津波移動被害予測式（津波を受けた円
筒形縦置き型タンクに滑動、浮き上がりなどの被害が発生
するおそれの有無を簡便に評価できる方法）の精度検証を
行った。その結果、実際の被害発生状況と予測結果が照合
できたタンク 197 基のうち、移動被害の有無について予測
結果と実際が合致したものが 147 基あり、的中率は約 76 %
と高いことが分かった。本予測式は水理模型実験に基づい
て提案されたものであって、その予測精度は未検証であっ
たが、この検討により、予測式の有効性が確認された 127～129)。
なお、本予測式は、容量 5 万 kL 以上といったとくに大型の
石油タンクに対しては、鉛直津波波力を過大に評価するき
らい、すなわち移動被害を過大に評価するきらいがあるこ
とも分かった。このことは、石油タンクの津波移動被害を
防止するためには、鉛直波力の影響を低下させることが重
要であることを示唆するものでもある 128～130)。
消防庁では、平成 24（2012）年に本予測式を用いたソフ
トウェア「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーション
ツール」を消防庁 HP で公開した（平成 24 年 8 月 21 日消
防危第 197 号）
。これは、全国の消防本部や事業者等で広く
利用されている。
再集計した被害データに基づいて、石油タンクの配管の
被害率（津波最大浸水深の 1 m 間隔の階級毎の［配管に被

害が生じたタンク基数］／［当該階級に含まれるタンク基
数］
）と津波最大浸水深の関係を求め、これを対数正規分布
関数でモデル化して、被害率曲線を作成・提案した 129，130)。
この曲線によれば、最大浸水深 2 m では被害率は約 25 %で
あるが、これが 4 ｍになると被害率は約 80 %に急増する。
仮に津波浸水深を低く抑えることによって、配管被害を軽
減するという対策を考える場合には、目標として浸水深 2 m
程度以下というのが一つの目安となるといえる。
平成 26（2014）年に、津波で動いた石油タンクの諸元や
津波時の原位置及び移動先を把握することを目的として、
改めて現地調査を実施した。その結果、福島県内において
容量 9,800 kL タンク（1 万 kL クラス）2 基が移動したとい
う事例については、貯油量は 6,000 kL と 7,400 kL もあった
こと、最も遠くまで動いたタンクは女川にあった 980 kL タ
ンクで、移動距離約 5 km であったことなどが分かった。ま
た、貯油量が多かったゆえに移動被害を免れたと思われる
実例（ほぼ同じ場所で貯油量が多かったタンクは動かず、
少なかったタンクは動いたという実例）や、容量数十 kL ク
ラスの小規模なタンクではあるが、アンカーボルトで留め
られていたがゆえに移動被害を免れたと思われる実例（ほ
ぼ同じ場所でアンカーボルトが設置されていたタンクは動
かず、設置されていなかったタンクは動いたという実例）
を数例把握した 131)。
② 石油コンビナート等特別防災区域等で観測された地震
動 132)
2011 年東北地方太平洋沖地震（M9.0）では、
「東日本大
震災」の名のとおり、東北地方の全ての県と関東地方の全
ての都県で震度 5 強以上の揺れが観測される（うち宮城県
栗原市内では震度 7 が観測される）など、極めて広い範囲
が強震動に見舞われた。消防研究センターでは、全国に 83
ある石油コンビナート等特別防災区域（特防区域）のうち、
20 の特防区域内における 23 地点と、特防区域以外の 2 地点
で速度型強震計による観測を行っているが（(3)参照）
、連続
観測を行っていたことにより、仙台を除く全地点で記録長 1
時間にも及ぶ良好な観測記録が得られた。震度 6 弱ないし 6
強の揺れに見舞われたであろう仙台特防区域内の観測点は、
地震直後の通信障害、収録装置が津波で流されてしまった
こと等により、まことに残念ながら記録を回収することが
できなかった。
これらの消防研究センター特防区域内強震観測点及び特
防区域周辺の他研究機関強震観測点で記録された強震動の
分析を行った結果、その特徴は、次のように整理された。
(a) 周期 3～15 秒の長周期帯域の強震動の特徴
○ 特防区域の中で、最も大きな長周期の揺れが観測され
たのは酒田であった。新潟西港、新潟東港、東京湾岸の
特防区域の長周期の揺れも酒田に準じて大きかった。
○ いずれの特防区域内の強震観測点（または特防区域周
辺の強震観測点）で観測された長周期の揺れも、平成 15
（2003）年十勝沖地震の際の苫小牧市内の製油所（数基
の石油タンクに火災、浮き屋根沈没等の甚大なスロッシ
ング（液面揺動）被害が発生した製油所）で観測された
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揺れのレベルを超えなかった。
○ 平成 17（2005）年の消防法令及び技術基準の改正にお
いて、
「液面揺動の設計水平震度（Kh2）
」の引き上げが行
われた特防区域において今回観測された長周期の揺れは、
各特防区域に対する引き上げ後の Kh2 相当のレベルを超
えることはなかった。
(b) 周期 0.1 から 1 秒の短周期帯域の強震動の特徴
○ 東北地方太平洋沿岸南部と茨城県沿岸の特防区域（仙
台から鹿島にかけての特防区域）の周辺の強震観測点で
の揺れがとりわけ大きかった。
○ これらの強震観測点における揺れは、危険物告示で定
める「設計水平震度（Kh1）
」相当のレベルを上回った。
その他の特防区域内の強震観測点（または特防区域周辺
の強震観測点）で観測された揺れは Kh1 相当のレベルを
上回らなかった。
東北地方、関東地方、新潟地域の特防区域のうち、消防
研究センターが地震計を置いて観測を行っているのは、仙
台、秋田、酒田、京浜臨海、京葉臨海北部、京葉臨海中部、
京葉臨海南部、新潟東港、新潟西港の 9 区域である。上記
(a)、(b)で述べた強震動の特徴は、これら 9 区域については、
特防区域内の消防研究センターの地震計の記録の分析結果
であるが、その他の特防区域については、特防区域周辺の
他研究機関強震観測点（国立研究開発法人防災科学技術研
究所の K-NET、KiK-net 等）での記録の分析結果である。
特防区域周辺の観測点は特防区域に近いところにあるとは
いえ、そこでの強震動特性が、特防区域内のそれとは大き
く異なることも考えられる。その点への留意が必要であり、
また今後検討・検証すべき課題の一つである。
③ 長周期地震動によるスロッシング被害
長周期地震動による石油タンクのスロッシング被害発生
地区の確認と、被害の内容・程度を知るために、従来から
用いている調査票によるアンケート調査を実施した（調査
主体は消防庁）
。その結果によれば、スロッシング被害は、
北海道、秋田、宮城、福島、山形、新潟、茨城、千葉、東
京、神奈川の 10 都道県の 64 基で生じている 133)。消防研究
センターでは、平成 15（2003）年の十勝沖地震を受けて実
施された設計地震動の見直し、浮き屋根の補強等の対策の
検証という観点も併せ、石油タンクのスロッシング被害に
関する現地調査を行った 126，133)。
それによると、酒田地区では、アルミニウム製内部浮き
蓋のデッキスキン、フロートチューブの破断が認められた。
また、当該事業所に設置された消防研究センター地震観測
点での地震動の速度応答スペクトルは、このタンクのス
ロッシング固有周期 4.17 秒付近では約 200 cm/s と大きな値
となっていること等から、フロートチューブに対して許容
を超える歪みとなり、破断に至ったものと推定された 133)。
新潟・新発田地区では、最大 2 m のスロッシングが発生し、
ポンツーン内の滞油、アルミニウム製内部浮き蓋の破損、
ゲージポールの変形、浮き屋根上への油の流出などが認め

られた。川崎地区では、ポンツーンの破損に起因する浮き
屋根の沈没、ガイドポール固定ボルトの破損、内部浮き蓋
上への滞油、ポンツーンでの滞油等が認められた。浮き屋
根が沈没したタンクサイト近傍にある消防研究センター水
江観測点での地震記録を入力とするスロッシング応答を解
析すると、最大波高は 1.3 m で側板の油痕から測定された値
（1.0~1.5 m）と整合することから、この強震動データを用
いた浮き屋根損傷評価を行ったところ、発生応力は許容力
の約 1/3 程度であり、ポンツーンは破損しない結果となった。
これに対し、その後の調査で、破損ポンツーンの補強リン
グが下部デッキから外れていたこと、および初期浮力の影
響を考慮すると被害を説明できることを指摘した 134)。
④ 短周期地震動による被害
石油コンビナート最寄りの強震記録から、設計震度と相
関すると考えられる減衰 10％加速度応答値を求めてみると、
仙台、広野、いわき、鹿島臨海地区で設計震度相当値を上
回っており、何らかの被害があってもおかしくないことに
なるものの、短周期（約 0.1～1 秒）の地震動そのものによ
る石油タンク本体の被害は認められていない 126)。
一方、千葉県の LPG 球形タンク群で、水張り中のタンク
の倒壊を機に、火災・爆発（BLEVE）が発生し、負傷者 6
人（重傷者 1 人、軽傷者 5 人）、隣接するアスファルトタ
ンクの損傷、漏えい、飛散物・爆風等の影響による隣接事
業所での火災、一般住宅地区等での爆風による窓ガラス、
シャッター、スレート等への破損及び保温材等の軽量飛散
物による車両の汚損を生じた。BLEVE に伴って発生した
ファイヤーボールの直径は、映像の解析から約 600 m と推
定された 131)（第Ⅱ章 6.1(1)⑦も参照）。なお、この火災・
爆発は、消防法第 35 条の 3 の 2 に基づく火災原因調査の対
象となった。
いわき地区では、強震動による液状化などの地盤の変状
によるタンク本体の被害が認められた。タンクサイトは河
口付近の埋立て地にあり、地盤の固さを表す N 値には相当
のばらつきがある。被害としては、タンクたらい回り付近
下での側方流動と思われる地盤変状に伴い、タンク底板が
傘型に変形し（最大不等沈下率 1 / 61）、底板溶接部に亀裂
が発生して、若干の油の滲み出しがあったものである。ま
た鹿島地区では、極めて大きな地盤変状の発生に伴い、防
油堤の目地部分が大きく開口するといった被害が認められ
た 126)。
消防庁が行ったアンケート調査結果によれば、鹿島地区
では、200～950 kL のタンク 11 基に、アンカーボルトの破
断、伸び、変形、浮き上がり等が発生した。これらは、タ
ンク本体が浮き上がったことを示唆するものであるが、こ
れらのうちの 9 基は地震が原因であるとの回答があり、2 基
は地震によるものか津波によるものか判別不明との回答で
あった。消防研究センターでは、後日、鹿島地区において
これらタンクの浮き上がりに関する調査・データ収集も
行った。
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(2) 平成 28（2016）年熊本地震の際の危険物施設の被害
等調査
① 大分地区の石油コンビナート等特別防災区域における
スロッシング被害 135，136)
平成 28（2016）年 4 月 16 日に発生した熊本地震本震
（M7.3）の地震の際、大分地区の特防区域を擁する大分県
中部地域では「長周期地震動階級 3」の大振幅の長周期地震
動が観測され、同特防区域内では浮き屋根式石油タンクに
おいてスロッシングによるものとみられる被害が発生した
との一報がもたらされた。
このため、同年中に三度にわたって現地調査を行った。
その結果、同特防区域では、消防法令により同特防区域に
対して定められている「液面揺動の設計水平震度（Kh2）
」
相当の速度応答を一部の周期で上回る大振幅の長周期地震
動が観測されたことがわかり、浮き屋根式石油タンクでは、
液面上昇量 0.3～1.9 m のスロッシングの痕跡が確認された。
これらのスロッシング高さの実測値と、同特防区域内の
強震観測記録に基づいて推計したスロッシング高さを比較
したところ、推計値は実測値とおおむねよく合っているが、
実測値が推計値を若干上回る傾向が見られた。これは、地
震計設置位置よりも、タンクサイトのほうが長周期地震動
が大きかった可能性を示唆しているかもしれない。
被害については、同特防区域内では、2 基のタンクの浮き
屋根のポンツーンが損傷して油が室内に滞留したり、25 基
のタンクで液面計に故障・不具合が生じたりするなどの被
害が発生したことが分かった。浮き屋根のポンツーンが損
傷したタンクは、容量 10 万 kL 原油タンク 1 基（1 室破損）
と容量 2 万 kL ガソリンタンク 1 基（2 室破損）であった。
損傷はいずれも外リムとポンツーン下板の接続部に開口が
生じたものであった。
浮き屋根のポンツーンが損傷したタンク 2 基について、
同特防区域内の強震観測記録に基づいて、平成 17 年 1 月 14
日消防危第 14 号及び平成 18 年 6 月 30 日消防危第 157 号で
示されている浮き屋根外周部ポンツーン発生応力算定式の
基になっている方法により、浮き屋根外周部ポンツーンに
発生した応力を推計したところ、発生応力は降伏応力を上
回らなかった。この原因としてさまざまなことが考えられ
るが（例えば、タンク固有の問題、地震動の問題、当該浮
き屋根がローデッキタイプであることによる応力集中等）
、
解明に至っておらず、今後の課題とすべきものである。
② 大分特防区域以外の各地の特防区域において観測され
た長周期地震動 135, 136)
気象庁発表の長周期地震動に関する観測情報によれば、
2016 年熊本地震本震（M7.3）では、震源域である熊本県阿
蘇、熊本地域において長周期地震動階級 4 の長周期地震動
が観測されたほか、関東地方の諸地域及び新潟県下越地域
でも同階級 1 または 2 の長周期地震動が観測されるなど、
関東・新潟地方以西の広い範囲で大振幅の長周期地震動が
観測された。堺泉北臨海地区の特防区域では、液面計によ
り約 0.4 m の液面変動が捉えられたタンクがあった。
消防研究センターが大阪湾岸、伊勢湾岸、東京湾岸、新

潟地域等の長周期地震動が発達しやすいとされる地域に存
する特防区域に設置している速度型強震計でも、発達した
大振幅の長周期地震波群は観測された。これらのスペクト
ルのレベルは、既存の長周期地震動経験的予測（座間、
2000）による予測結果を大きく上回った。用いた長周期地
震動経験的予測式の本地震に対する適用性を精査しつつ、
予測と観測の乖離の原因、予測式の改良方策についての検
討は今後の課題である。
③ 八代特防区域における短周期地震動による影響 137)
2016 年熊本地震本震（M7.3）の際、直近の震度観測点
（八代市松江城町）で震度 5 強の揺れが観測された八代特
防区域からは、同特防区域内において道路に若干の液状化
が発生との一報がもたらされた。このため地震発生後間も
なく、現地調査を一度行った。その結果、同特防区域内の 1
事業所が設置している地震計では、本震時に最大地動加速
度 253 cm/s2、計測震度 5.1 相当の揺れが観測されていたこ
とが分かった。同特防区域内施設等への影響等については、
液状化の発生を示す噴砂が公道上 2 か所及び事業所敷地内 4
か所で発生したが、いずれも小規模なもので、地盤面に大
きな変状をきたすものではなかったこと、3 基の危険物屋外
貯蔵タンクの基礎にひび割れ等の異常が発生したこと、と
ある危険物屋外タンク貯蔵所一群を取り囲む防油堤の目地
部 3 か所にひび割れが発生したこと等が分かった。
(3) 石油コンビナート等特別防災区域等における強震観測
2003 年十勝沖地震後の取組として、特防区域で強震観測
を行ってきている。2003 年十勝沖地震において浮き屋根式
石油タンクに甚大なスロッシング被害が発生したことを受
けて行われた 2005 年の消防法令及び技術基準改正では、将
来の大地震でとくに大きな長周期地震動が予測される地域
に存する 20 の特防区域に対して「液面揺動の設計水平震度
（Kh2）
」が引き上げられた。この引き上げは、これらの特
防区域には強震観測点がなかったことから、主として特防
区域直近の気象官署等にある既存の強震観測点における過
去の地震記録の分析から、将来の地震による長周期地震動
を予測した結果（(4)①参照）に基づいて行われた。しかし
ながら、波長の長い地震波からなる長周期地震動といえど
も、短い距離でその特性が大きく異なることがありえる
（(4)②参照）ことから、特防区域内における詳細な長周期
地震動特性の把握が必要であるとされ、Kh2 が引き上げら
れた 20 の特防区域を対象として消防庁が速度型強震計を設
置し、地震観測を開始したという経緯がある。また、これ
とは別に、消防研究センターでは、近い将来における発生
確率が高いと評価された大地震の震源域近くに立地する特
防区域の強震動予測を目的として、数ヶ所の特防区域にお
いて速度型強震計による強震観測を開始したという経緯が
ある。
これらの 2 つの異なる経緯からの特防区域における強震
観測点を合わせると、現在、全国に 83 ある特防区域のうち
の 20 の区域に 23 地点ある。他に特防区域以外の場所にも 2
地点ある。1 地点は消防研究センターにあり、もう 1 地点は、
設置当初は特防区域だったものの現在は特防区域の指定が
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解除された石油タンクサイトにある。
現在、これら 25 の強震観測点は、消防研究センターによ
り、一体的に管理・運用されている。
この強震観測によるデータは、2011 年東北地方太平洋沖
地震（M9.0）のものを含めて蓄積が進んでおり、近年では、
新たに特防区域に指定される可能性のある地域に対して、
定めるべき Kh2 の検討に活用されたり、特防区域を抱える
道府県の防災本部による特防区域の防災アセスメントにお
ける長周期地震動の想定のための参考データとして活用さ
れたりしている。また、地震時の石油タンクの被害等を予
測・推定するシステムの入力データとしても利用されてお
り、地震発生時の消防防災活動にも役立てられている。
(4) 長周期地震動の予測
① 長周期地震動スペクトルの経験的手法による予測
石油タンクのスロッシングによる貯液の溢流や浮き屋根
ポンツーンの損傷などの被害は、石油タンクの直径と液高
から求まるスロッシング固有周期（概ね 3 秒から 10 秒程度
の長周期帯域）での地震動強さ（擬似速度応答スペクトル）
によってほぼ推定できる。上述の Kh2 の見直しに用いられ
た経験的予測手法（座間、2000）の適用性について、2011
年東北地方太平洋沖地震を対象として検証したところ、遠
方近似で点震源を仮定している手法であるにもかかわらず、
気象官署での観測スペクトルのレベルや形状を比較的よく
表すことが分かった。ただし、周期 10 秒以上での観測値と
予測値との間に乖離（かいり）が認められたことから、原
因と考えられる震源スペクトルのスケーリング則について、
2011 年東北地方太平洋沖地震の震源域とその周辺で発生し
た地震規模Ｍの異なる 3 つの大きな地震（1933 年三陸地震、
1978 年宮城県沖地震、2011 年東北地方太平洋沖地震）を東
京大手町での観測記録により検討した。その結果、特にこ
れら 3 地震のスペクトルから求まる、みかけのカットオフ
周期とＭとの関係が、従前と大きく異なる可能性があるこ
と、それがスペクトルの予測性に与える影響は大きいもの
であることを示した 134)。
② 長周期地震動振幅の短距離間空間較差の発生要因の理
解と簡易的予測
石油タンクのスロッシングの原因ともなる、堆積盆地で
観測される周期数秒から十数秒の長周期地震動の主成分を
表面波であるとした場合、その波長は水平方向におおむね
数 km から 20 ないし 30 km と見積もられる。しかし、この
波長に比べて 1 波長にも満たないような短い距離で、長周
期地震動のスペクトル振幅が大きく異なる（例えば 1.5 倍と
か）事例、またはそれを示唆するような事例が観測され得
ることは、2003 年十勝沖地震（M8.0）の際に、石油タンク
に甚大なスロッシング被害が生じた苫小牧周辺及び同地域
を擁する勇払平野での観測事例や、苫小牧東部の石油備蓄
基地内の石油タンクにおけるスロッシング高さの計測事例
（約 2 km 四方の基地内において、スロッシング 1 次固有周
期が約 11 秒のタンクに発生したスロッシングの高さが、南
側の地区のほうが北側の地区よりも系統的に 1.5 倍程度大き
かった）により、以前から認識・指摘されていた。

同一の石油備蓄基地内の石油タンクにおけるスロッシン
グ発生高さが系統的に異なるという事例は、2011 年東北地
方太平洋沖地震（M9.0）の際に大きな長周期地震動に見舞
われた新潟東港地域（容量 6～11 万 kL の大型石油タンクが
17 基ある）の石油備蓄基地でも観測された。新潟東港地域
の石油備蓄基地は、港をはさんで東地区と西地区に分かれ
ており、両地区は 2 km 程度離れている。両地区では、立地
している石油タンクの大きさがほぼ同じ、すなわちスロッ
シング固有周期がほぼ同じ（地震発生時の液面高さでのス
ロッシング 1 次固有周期は 10.8 秒程度）であるにもかかわ
らず、西地区で発生したスロッシングの高さ（実測値）は 2
m 程度であるのに対し、東地区では 1.5 m 程度と系統的な
差違が見られた。これは、東西両地区の石油タンクのス
ロッシング 1 次固有周期である周期 11 秒程度の長周期地震
動のレベルが、2 km というその波長に比して、かなり短い
距離しか離れていない場所で、1.3 倍程度異なっていた可能
性を示唆している 126)。
2011 年東北地方太平洋沖地震の際、東地区では消防研究
センターの強震計により地震記録が得られたが、西地区に
は強震計はなかったため、この地震の際の実際の揺れを実
記録から比較することはできない。しかし、この地震の後、
西地区に隣接する事業所が強震計を設置したため、両地区
で得られた 2011 年東北地方太平洋沖地震の余震等の記録を
比較できるようになった。Mw5.8～7.3 の 5 つの余震につい
て比較を行った結果、問題となる周期 11 秒付近の疑似速度
応答（減衰 0.5%）は、西地区のほうが大きく、平均して東
地区の 1.1 倍程度、+σ で 1.2 倍程度のものが観測されるこ
とが分かった 138)。地震動の観測結果は、2011 年東北地方太
平洋沖地震の際に発生したスロッシングの高さの東西両地
区間の相違と調和的である。
この東西両地区の長周期地震動特性の相違を、地下構造
の観点から解釈することを目論んで、新潟東港地域の石油
備蓄基地の東西両地区において、微動アレイ観測による１
次元地震波速度構造の推定を行った。東地区では西地区に
比べて、全体的に堆積層が薄く、とくに S 波速度 1.2 km/s
程度の堆積層が 200 m 程度薄いことが分かった 139)。これは、
2011 年東北地方太平洋沖地震の余震記録に見られた東西両
地区の長周期地震動特性の相違と、定性的には調和的であ
る。実際に、この地下構造の違いが、両地区での長周期地
震動レベル及びスロッシング高さの差異をもたらした要因
となり得るものであるかは、定量的な検討を行いながら考
察していく必要があるが、仮にそうであるとすると、周期
10 秒程度という長周期の地震動といえども、その高精度な
予測には、堆積盆地の全体的な堆積層の厚さにとどまらず、
より詳細な地下構造情報が必要であることを意味するもの
として銘記すべき事例といえる。
また、堆積盆地内における長周期地震動特性の短距離間
での空間較差に関する事例研究として、2010 年 4 月 4 日に
米国・メキシコ国境付近で発生した El Mayor-Cucapah 地震
（Mw7.2）の地震の際の Los Angeles（LA）盆地の長周期地
震動の増幅特性を調べた。この地震では、LA 盆地の周辺に
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ある約 250 もの観測点で強震記録が得られ、長周期地震動
増幅特性の空間較差を、観測記録から明らかにした。この
データセットを用いて、LA 盆地周辺岩盤に対する盆地内部
の長周期地震動増幅率を、観測記録の解析から求め、同盆
地に対する実測に基づく周期別長周期地震動増幅率の地図
を初めて提示した 140)。これにより、長周期地震動の増幅率
は、LA 盆地中央部と大型石油タンクが数多く立地する盆地
西部（Manhattan Beach）で最大級であり、高層ビルが林立
する LA ダウンタウンでは大きくないことなどの特徴、す
なわち短距離間での空間較差が大きいことが示された。
3 次元地震波動伝播シミュレーションによる検討の結果、
LA 盆地中央部の大きな増幅は、その部分で地震基盤が最深
となるとされていることで説明できるが、LA 盆地西部の大
きな増幅は、これまでに LA 盆地に対して提案されている
地震波速度構造モデルでは説明困難であることが分かった
141)
。
この原因を探るため、LA 盆地内で 2 点 SPAC 法常時微動
観測による地下構造調査を行った。その結果、Manhattan
Beach では他の場所と比べて、地下深さ 100 m から 700 m
の部分に比較的軟らかい地層が堆積しており、この地層は
提案されている地震波速度構造モデルでは表現されていな
いことが分かった 142)。この地表付近にある厚く軟らかい地
層の存在が、Manhattan Beach で大きな長周期地震動が観測
されたことの一因と考えられる。この事例もまた、長周期
地震動といえども、その高精度な予測には、堆積盆地の全
体的な堆積層の厚さにとどまらず、より詳細な地下構造情
報が必要であることを意味するものといえる。
以上のような短距離間での大きな振幅較差が生じる仕組
み・要因を理解することを目的として、2 次元面内地震波動
場を検討対象とした簡単な数値実験により、横方向に不規
則な地下構造の中を伝播する表面波について、短距離でそ
のスペクトル振幅がどの程度変化するかを調べるとともに、
不規則な地下構造の中でどのような波動場が形成されてい
るかを調べた 143，144)。その結果、観測されるような短距離間
での大きな振幅較差が生じうることは理論的な計算から確
認された。また、短距離間での大きな振幅較差は、地表近
くの低速度の媒質が形成する細かな構造の違いが原因であ
る可能性があることが分かった。横方向に不規則な地下構
造において形成される長周期地震動の波動場の深さ方向の
フーリエスペクトル振幅分布は、入射波の条件や周期に
よっては、その地点直下の 1 次元地下構造から計算される
表面波基本モードの固有関数の形状と概ね一致する場合が
あることも分かった。この性質をうまく利用すれば、対象
地点直下の 1 次元地下構造モデルから、長周期地震動の増
幅特性を粗くではあるかもしれないが簡易な方法で推定す
ることが可能かもしれない。
(5) 地震時における石油タンクからの溢流量推定の高精度
化
発生が懸念されている大地震に対して、適切な消防力を
算定するために、防油堤内火災の規模に関する漏えい危険
物の量の把握が重要となる。溢流量の算定に関して、直径 4

m や直径 7.6 m の模型タンクを用いた実験を行い、タンク
近傍で記録された水平 2 成分の地震記録があれば、高精度
で溢流量を推定できることが分かった 145)。
(6) 石油タンクの内部浮き蓋に関する検討
長周期地震動を受けた石油タンクの内部浮き蓋上に、ど
の程度の量の危険物が溢流するかという点について、大規
模振動台を用いて実験的検討を行った。スロッシングに伴
い、浮き蓋が最も下降したところから上昇に転ずるときに
溢流が発生することが確認できた 146)。浮き蓋上への溢流量
は換算速度応答と比例関係にあり、代表的な石油タンクの
浮き蓋を想定した場合、消防法令で想定されている地震動
では浮き蓋は沈没しないという結果になった 147)。
アルミニウム製の簡易フロート型内部浮き蓋は、内容液
の揮発の抑制を目的として、石油タンク内に設置されるも
のであるが、耐震性については明確に定められていなかっ
た。そこで、アルミニウム製の簡易内部浮き蓋のスロッシ
ング時の挙動について、大規模振動台を用いて検討を行っ
た 148)。スロッシング時の減衰定数や、浮き蓋各部に発生す
る歪みと地震動の大きさとの関係が求められた。
(7) 地震時の石油タンクの被害等を予測・推定するシステ
ムの開発
消防研究センターでは、石油コンビナート等特別防災区
域等における強震観測（(3)参照）を活用して、特防区域等
における地震時応急対応を支援するためのものとして、①
～③のような石油タンクの地震時の被害等を予測・推定す
るシステムの開発してきている。また、④のように、緊急
地震速報を利用して、揺れに見舞われる前に長周期地震動
による石油タンクへの影響を予測する研究開発も行った。
① 「石油コンビナート等特別防災区域地震動観測情報シ
ステム」の開発 149)
このシステムは、地震後すみやかに特防区域の揺れの情
報を自動的に収集・処理し、どの特防区域の震度・長周期
地震動レベルが大きいかをわかりやすく表示するものであ
る。現在、全国に特防区域は 83 あるが、消防研究センター
が強震計を設置していない 63 の特防区については、国立研
究開発法人防災科学技術研究所との共同研究により、同研
究所の強震観測網 K-NET 及び KiK-net の観測点のうち、特
防区域直近にあるものの強震記録を利用して全国の特防区
域をカバーするようにしている。
消防庁では、大地震発生時に全職員が参集して、被害情
報等の収集や緊急消防援助隊の派遣に関する任務にあたる。
実際に、このシステムの情報が、どの特防区域の情報を優
先して収集すべきかといったことの判断の参考にされるな
ど、迅速・的確な情報収集活動に役立てられている。
② 「石油コンビナート地震・液状化危険度統合シミュ
レータ（全国版）
」の開発
このシステムは、①の「石油コンビナート等特別防災区
域地震動観測情報システム」で収集された特防区域内また
はその付近で取得された地震動データに基づいて、全国の
特防区域について、長周期地震動の影響により各石油タン
クに発生するスロッシング高さ、短周期地震動の影響によ
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り各石油タンクの側板に発生する円周方向引張応力、軸方
向圧縮応力及びアニュラ部についての必要保有水平耐力を
計算し、地震動によるタンクへの影響・被害を地震発生後
すみやかに推定できるものである。計算・出力の仕組みの
根幹ついてはほぼできあがっており、全国的なタンクの
データ整備が目下の課題となっている。
また、本システムは、特防区域ごとに代表的な微地形区
分をあらかじめ与えておくことにより、計測震度と微地形
区分から液状化発生確率を推定する既存の簡便な式により、
各特防区域の液状化危険度も地震発生後すみやかに推定で
きる機能を有している。
③ 「石油タンク地震被害推定システム」の開発 150)
このシステムは、主として事業所を対象として、大規模
地震発生時の石油タンクの多様な被害を評価することので
きるものである。タンクの経年劣化等の影響を考慮に入れ
ることができるなど、②の「石油コンビナート地震・液状
化危険度統合シミュレータ（全国版）
」よりもきめ細かい評
価ができることが特徴である。
④ 緊急地震速報に基づくリアルタイムスロッシング予測
石油タンクのスロッシング被害の軽減を図るための方策
としては、浮き屋根の耐震強度向上等の予防的方法と併せ、
効率的なパトロールの実施、人員・資機材の効率的運用、
引火防止、溢流危険物の拡散防止等を図るための可燃性蒸
気の濃度測定、泡放射による流出油面の被覆、土嚢積み等
の措置応急対応を効率的に行うことによって、被害を極小
化することが考えられる。このような措置をできるだけ迅
速・的確に行うためには、まず地震直後にどのタンクでど
のような被害が発生し得るのかを即時的に判断し、それに
基づいた効率的な点検、対応を行うことが重要である。こ
の目的のために、地震動観測記録に基づくリアルタイムシ
ステムが構築されてきている｡しかし、地震記録が得られた
後での情報周知には通信の輻輳による遅延が考えられる。
より確実な周知のためには、大地震直後に懸念される通信
の輻輳が始まる前のより早い段階で、情報の受発信ができ
ることが望ましい。そこで、2007 年から運用が開始された
緊急地震速報を用いたスロッシング評価手法について検討
してきた 151，152)。さらに、このスロッシング評価手法とイン
ターネット配信された緊急地震速報の震源情報に基づく
種々の演算結果をメール配信できるシステムを、市販の手
のひらサイズの Linux サーバーで構築した 153)。12 基の石油
タンクを対象としたシステム性能評価では、溢流危険度、
浮き屋根損傷度の評価を緊急地震速報取得後 0.4 秒以下とい
う短時間で行うことができることを確認した。2011 年東北
地方太平洋沖地震の際、六ヶ所、男鹿、大分において受信
された緊急地震速報の情報を入力し、システムの有用性に
ついての検証を行った結果、スロッシング最大波高の計算
値は測定値と比較すると過小評価となってはいるものの、
地震発生後極めて早い段階でおよそのスロッシング状況を
把握することができ、初動体制の確立に寄与できるものと
考えられた 154)。

文献
1) 岩田雄策：熱分析を用いた危険性評価方法と研究例について、消防
の動き、457 号、pp．23-24 (2009)
2) 古積博：危険性物質の試験法等に関する国際会議（IGUS－EOS）と
国際的な危険性物質の試験方法に関する動き、消防研究所報告、106
号、pp．45-49 (2009)
3) 水田亮：自己反応性物質の危険性に関する各種評価試験法、消防研
究所報告、107 号、pp．13-19 (2009)
4) 岩田雄策：消防法による危険性評価と最近の危険性評価技術、化学
工学、78(4)、pp．268-270 (2014)
5) 岩田雄策、古積博：FT-IR を用いた有機過酸化物の熱分解挙動の把
握、安全工学シンポジウム 2008、pp．433-434 (2008)
6) Yusaku Iwata and Hiroshi Koseki：Thermal decomposition behavior of
cumyl peroxide measured by FT-IR，Mary Kay O' Connor Process Safety
Center Annual Symposium 2008，pp．153-167 (2008)
7) Yusaku Iwata and Hiroshi Koseki：Thermal decomposition behavior of
organic peroxides by FT-IR，Asia Pacific Symposium on Safety (APSS2009)，
pp．380-383 (2009)
8) 岩田雄策、FT-IR を用いた DTBP の熱分解に関する研究、安全工学
シンポジウム 2010、pp．408-409 (2010)
9) 岩田雄策：分光学的手法を用いた過酸化物の分解挙動に関する研究、
第 43 回安全工学研究発表会、pp．31-32 (2010)
10) 岩田雄策、古積博：暴走反応熱量計を用いた危険性評価、第 41 回
安全工学研究発表会、pp．31-32 (2008)
11) Yusaku Iwata and Hiroshi Koseki：Risk evaluation on the basis of pressure
rate measured by automatic pressure tracking adiabatic calorimeter，Journal of
Hazardous Materials，Vol．159(1)，pp．35-41 (2008)
12) Yusaku Iwata：Thermal decomposition behavior of di-tert-butyl peroxide
measured with differential adiabatic calorimeter ，Chemical Engineering
Transaction，Vol．31 Part 2，pp．835-840 (2013)
13) Yusaku Iwata： Evaluation of thermal decomposition hazards by
differential adiabatic calorimeter ，The 4th International Symposium on
Energetic Materials and their Applications (ISEM2011)，p．29 (2011)
14) Yusaku Iwata：Evaluation of thermal decomposition hazards by differential
adiabatic calorimeter，Science and Technology of Energetic Materials，Vol．
74(5-6)，pp．160-165 (2013)
15) 岩田雄策：有機過酸化物の熱分解における溶媒効果、火薬学会
2012 年度秋季研究発表会、pp．23-24 (2012)
16) 岩田雄策：熱分析を用いた有機過酸化物の分解に関する研究、第
45 回化学工学会秋季大会、p．462 (2013)
17) 岩田雄策：ジ-tert-ブチルパーオキサイドの反応熱、火薬学会 2013
年度秋季研究発表会、pp．3-6 (2013)
18) 岩田雄策：熱量計によって測定される発熱量に対する試料量の影響、
平成 29 年度日本火災学会研究発表会，pp．48-49 (2017)
19) Yusaku Iwata：Thermal decomposition of di-tert-butylperoxide measured
with calorimeter，The 6th International Symposium on Energetic Materials and
their Applications (ISEM2017)，p.81 (2017)
20) Yusaku Iwata and Hiroshi Koseki：Characteristics of heat flow of
magnesium particles measured with high sensitivity calorimeter，The 3rd
International Symposium on Energetic Materials and their Applications
(ISEM2008)，p．55 (2008)
21) Yusaku Iwata and Hiroshi Koseki：Characteristics of heat flow of
magnesium particles measured with high sensitivity calorimeter，Science and
Technology of Energetic Materials，Vol．69(5)(6)，pp．169-172 (2008)
22) 岩田雄策：マグネシウム粉の発熱挙動に対する湿度の影響、安全工
学シンポジウム 2009、pp．110-111 (2009)
23) 岩田雄策：湿度下におけるマグネシウム粉の発熱挙動、平成 22 年
度日本火災学会研究発表会、pp．272-273 (2010)
24) 岩田雄策：高感度熱量計を用いた金属粉の微少発熱挙動、平成 23
年日本火災学会研究発表会、pp．68-69 (2011)
25) 岩田雄策：金属粉の微少発熱挙動に与える湿度の影響、消防研究所
報告、112 号、pp．13-20 (2012)
26) Yusaku Iwata，Lim Woo-sub and Hiroshi Koseki：Risk evaluation method
for intense mixture reaction using calorimeter，Loss Prevention 2010，
Belgium，pp．439-442 (2010)
27) 古積博：海外における内部浮き蓋付き屋外タンク貯蔵所の火災事例、
安全工学、Vol．47(4)、pp．218-222 (2008)
28) 古積博：内部浮き蓋付き屋外タンク貯蔵所の火災事例、配管技術、
Vol．51(6)、pp．22-26 (2009)

- 45 -

29) 古積 博：国内外の石油タンク等の火災爆発事例、安全工学シンポ
ジウム 2009、pp．116-119 (2009)
30) 古積博：国内外の石油タンク等の火災爆発事例、消防研究所報告、
107 号、pp．20-27 (2009)
31) 古積 博：ボイルオーバーの事例解析、第 42 回安全工学研究発表会、
pp．109-112 (2009)
32) Hiroshi Koseki，Gilles Dusserre and Yusaku Iwata：Multi-boilover
incidents in oil and chemical complexes in the 1964 Niigata earthquakes，Issue
231，pp．11-14 (2013)
33) 岩田雄策：平成 17 年いわき市で発生した化学工場火災の概要、近
代消防、Vol．47(7)、582 号、pp．86-89 (2009)
34) Xin-Rui Li，Hiroshi Koseki and Yusaku Iwata：Risk assessment on
processing facility of raw organic garbage，Journal of Hazardous Materials，
Vol．154(1)(2)(3)，pp．38-43 (2008)
35) 古積博：生ごみ処理施設の爆発火災事故について、近代消防、Vol．
47(5)、580 号、pp．86-89 (2009)
36) 水田亮：有機過酸化物の火災・爆発事故事例と異常発生後の経過分
析、消防研究所報告、106 号、pp．50-56 (2009)
37) Woo-Sub Lim，Jae-Wook Choi，Yusaku Iwata and Hiroshi Koseki：
Thermal characteristics of hydropropyl methyl cellulose，Journal of Loss
Prevention in the Process Industries，Vol．22(2)，pp．182-186 (2009)
38) Xin-Rui Li and Hiroshi Koseki：Study on the oxidation of tetrahydrofuran，
The 3rd International Symposium on Energetic Materials and their Applications
(ISEM2008)，p．53 (2008)
39 ) Xin-Rui Li ， Xin-Long and Hiroshi Koseki ： Study on thermal
decomposition characteristics of AIBN，Journal of Hazardous Materials，Vol．
159(1)，pp．13-18 (2008)
40) Zhi-Min Fu，Hiroshi Koseki and Yusaku Iwata：Investigation on thermal
stability of flavianic acid disodium salt，Journal of Loss Prevention in the
Process Industries，Vol．22(4)，pp．477-483 (2009)
41) Zhi-Min Fu，Yusaku Iwata and Hiroshi Koseki：Thermal stability of
flavianic acid disodium salt，Science and Technology of Energetic Materials，
Vol．70(5-6)，pp．128-133 (2009)
42) 柴田靖史、村沢直治、古積博、岩田雄策、多賀圭次郎：RDF に含
まれるポリプロピレンの発熱・発火に関する検討、都市清掃、Vol．69、
pp．74-294，No．331 (2016)
43) 古積博：硫化水素による自殺事件の多発とその対策、消防の動き、
450 号、pp．15-16 (2008)
44) 古積 博：硫化水素による自殺・殺人事件の多発とその対策、近代
消防、Vol．46(12)、574 号、pp．46-47 (2008)
45) 長谷川巧、佐藤康博、塚目孝裕：燃焼条件に応じた灯油の GC によ
る検出に関する研究、平成 29 年度日本火災学会研究発表会、pp．5253 (2017)
46) Xin-Rui Li，Woo-sub Lim，Yusaku Iwata and Hiroshi Koseki：Thermal
behavior of sewage sludge derived fuels，Thermal Science，Vol．12(2)，pp．
137-148 (2008)
47) Xin-Rui Li，Hiroshi Koseki and Yusaku Iwata：Risk assessment on
processing facility of raw organic garbage，Journal of Hazardous Materials，
Vol．154(1)(2)(3)，pp．38-43 (2008)
48) 古積博、岩田雄策、李新蕊、桃田道彦：バイオマス・再生資源燃料
の危険性評価、安全工学シンポジウム 2008、pp．403-406 (2008)
49) Xin-Rui Li，Hiroshi Koseki and Yusaku Iwata：Evaluation test method of
various solid biomass fuels，ISST2008，pp．977-982 (2008)
50) 李 新蕊、岩田雄策､古積 博：汚泥固化バイオマス燃料の発熱に関
する研究、安全工学研究発表会、pp．153-156 (2008)
51) 古積博：最近の廃棄物、再生資源の物性からみた火災危険、環境技
術会誌、Vol．132、pp．57-61 (2008)
52) 古積博、金井朋子、岩田雄策、李新蕊、近 義彦、新堀清正：各種
再生資源燃料の危険性評価方法とその評価結果、安全工学シンポジウ
ム 2009、pp．112-115 (2009)
53) 李新蕊、古積博、岩田雄策：Ignition of biomass fuels、安全工学シン
ポジウム 2009、pp．100-101 (2009)
54) Xin-Rui Li，Hiroshi Koseki and Yusaku Iwata：A study of spontaneous
ignition of bituminous coal，Thermal Science，Vol．13(1)，pp．105-112
(2009)
55) 岩田雄策：再生資源燃料の熱的危険性とその評価方法、セイフティ
エンジニアリング、Vol．39(1)、pp．21-25 (2012)
56) Naoharu Murasawa，Hiroshi Koseki，Xin-Rui Li，Yusaku Iwata and
Takabumi Sakamoto：Study on thermal behaviour and risk assessment of
biomass fuels，International Journal of Energy Engineering，Vol．2(5)，pp．

242-252 (2012)
57) 岩田雄策：蓄熱発火に関する危険性評価方法、消防試験研究セン
ターだより Voice、Vol．323、pp．5-7 (2012)
58) 岩田雄策：蓄熱による自然発火に関する調査技術と応用例について、
消防研修、第 92 号、pp．68-74 (2012)
59) 岩田雄策：熱量計等を用いた蓄熱発火の危険性評価方法、平成 25
年度火災学会研究発表会、pp．306-309 (2013)
60) 岩田雄策：再生資源燃料等の危険性評価方法、検定協会だより、第
392 号、pp．23-33 (2013)
61) 古積博、坂本尚史、遠藤和人、岩田雄策：分別土の火災・爆発危険
性の評価、第 47 回安全工学研究発表会、pp．83-86 (2014)
62) 岩田雄策：再生資源燃料等の火災危険性評価方法、安全工学、Vol．
53、No.6、pp．410-417 (2014)
63) 岩田雄策：植物油の蓄熱による自然発火危険性について、消防研究
所報告、109 号、pp．37-42 (2010)
64) 岩田雄策：植物油の自然発火性について、月刊フェスク、341 号、
pp．26-30 (2010)
65) 岩田雄策：植物油の自然発火による火災について、近代消防、
Vo.48(4)，591 号、pp．94-97 (2010)
66) 岩田雄策：化粧油の蓄熱発火危険性に関する研究、第 44 回安全工
学研究発表会、pp．91-92 (2011)
67) 岩田雄策：高感度熱量計を用いた酸化発熱の危険性評価手法、平成
24 年度日本火災学会、pp．304-305 (2012)
68) 岩田 雄策：液体化学物質の酸化発熱の危険性評価法、第 46 回安
全工学研究発表会、pp．41-42 (2013)
69) 岩田雄策、酸化発熱の危険性評価方法に関する研究、第 48 回安全
工学研究発表会、pp．69-70 (2015)
70) 岩田雄策：熱量計を用いた酸化発熱の危険性評価法、平成 28 年度
日本火災学会研究発表会、pp．130-131 (2016）
71) 岩田雄策：液体試料による酸化発熱の危険性評価方法に関する研究、
第 49 回安全工学研究発表会、pp．197-198 (2016)
72) 水田亮、古積博、岩田雄策：バイオガソリンの小規模容器での燃焼
実験、第 41 回安全工学研究発表会、pp．89-90 (2008)
73) 古積博、岩田雄策、内藤浩由：ETBE の火災性状について、平成 20
年度日本火災学会研究発表会、pp．264-265 (2008)
74) 古積博、岩田雄策、内藤浩由：バイオガソリンの火災危険性につい
て、日本火災学会誌、Vol．58(6)、pp．45-50 (2008)
75) 岩田雄策：安全工学密閉式圧力容器試験装置を用いた危険性評価手
法、安全工学シンポジウム 2014、pp．360-361 (2014)
76) Yusaku Iwata：Hazard evaluation with closed pressure vessel test，The 5th
International Symposium on Energetic Materials and their Applications
(ISEM2014)，p．42 (2014)
77) 岩田雄策：密閉式圧力容器試験装置を用いた火災危険性評価手法、
第 47 回安全工学研究発表会、pp．109-110 (2014)
78) Yusaku Iwata： Hazard evaluation with close pressure vessel test，The
5th International Symposium on Energetic Materials and their Applications
(ISEM2014)，pp．42 (2014)
79) Yusaku Iwata：Hazard evaluation with closed pressure vessel test，Science
Technology Energetic Materials，Vol．77(3)(4)，pp．72-77 (2016)
80) Hiroshi Koseki，Yukimi Yamazaki，Masahide Wakakura and Atsumi
Terazono：Lessons learned from scrap-metal fires and accidents，ISST2008，
pp．1964-1967 (2008)
81) Hiroshi Koseki，Yukimi Yamazaki，Masahide Wakakura and Atsushi
Terazono：Case investigation of scrap metal fires during transport and storage，
2009 International Autumn Seminar on Propellants ， Explosives and
Pyrotechnics，pp．576-579 (2009)
82) Hiroshi Koseki，Yukimi Yamazaki，Masahide Wakakura and Atsushi
Terazono：Scrap metal fires and accidents during transport and storage，Asia
Pacific Symposium on Safety (APSS2009)，pp．452-455 (2009)
83) 古積博、山﨑ゆきみ、寺園淳：金属スクラップ堆積物の火災事例、
都市清掃、Vol．66、No．314 (2013)
84) 古積博、岩田雄策、山﨑ゆきみ、寺園淳：金属スクラップ堆積物の
火災事例と問題点、安全工学、Vol.52(2)、pp．113-120 (2013)
85) 寺園淳、中島謙一、吉田綾、村上進亮、古積博、佐宗祐子、岩田雄
策、山﨑ゆきみ、若倉正英、和田有司、鶴田順：平成 20～22 年度循
環型社会形成推進科学研究費補助金総合研究報告書 有害物質管理・
災害防止・資源回収の観点からの金属スクラップの発生・輸出状況の
把握と適正管理方策（K2015，K2179，K22049）
，pp．105-108 (2011)
86) 古積博、岩田雄策、西村浩次郎：トナーカートリッジ粉の火災爆発
危険性について、消防研究所報告、108 号、pp．23-28 (2010)

- 46 -

87) 村沢直治、長谷川和俊、岩田雄策、古積博：醤油かす等の微小発熱
挙動に関する研究、平成 23 年度日本火災学会研究発表会、pp．204205 (2011)
88) Naoharu Murasawa ，Hiroshi Koseki ，Yusaku Iwata and Yasuhito
Shibata：Determination of spontaneous ignition of SSSR and fish meal during
transport and storage，Journal of Food Research，Vol．1，pp．320-329
(2012)
89) 村沢直治、古積博、岩田雄策、池田光美：醤油かすの酸欠事故と自
然発火の危険性について、安全工学、Vol．51(1)，pp．35-40 (2012)
90) Naoharu Murasawa，Hiroshi Koseki，Yusaku Iwata and Lijing Gao：
Study on spontaneous ignition of stored food waste to be used for recycling，
Fire and Materials，Vol．37(7)，pp．520-529 (2013)
91) Naoharu Murasawa，Hiroshi Koseki，Yusaku Iwata：Lessons learned
from accidents of soy sauce squeezing residue-risks of spontaneous ignition and
oxygen deficiency ，Loss Prevention Bulletin ，Issue 224 ，pp ．14-17
(2012)
92) Naoharu Murasawa，Hiroshi Koseki and Yusaku Iwata：Causes of
accidents by soy sauce squeezing residue and fish meal，Journal of Material
Cycles and Waste Management，Vol．15(1)，pp．42-48 (2013)
93) 村沢直治、古積博、岩田雄策、池田光美：食品廃棄物等を起因とし
た自然発火と酸欠事故、都市清掃、Vol．68、No．324、pp．177-187
(2015)
94) 村沢直治、古積博、高黎静、岩田雄策、坂本尚史：醤油かすと魚粉
の自然発火危険性について、都市清掃、Vol．70、No．338、pp．76-86
(2017)
95) 西晴樹、廣川幹浩、山田實、座間信作；経年劣化および地震動によ
る石油タンク損傷被害推定システムの開発、消研輯報、 第 62 号、p．
20 (2008)
96) 山田實、西晴樹、廣川幹浩、座間信作、畑山健：光ファイバーによ
る浮き屋根のひずみ計測結果について，日本高圧力技術協会平成 21
年度秋季講演会講演論文集，pp.50-53, (2009)
97) 廣川 幹浩、山田 實、西 春樹、座間 信作、畑山 健：消防研
究所報告、第 109 号、pp．29-36 (2010)
98) Y. Hirokawa，M. Yamada，H Nishi，S Zama，and K Hatayama：Study
on Damage of a Floating Roof-type Oil Storage Tank due to Thermal Stress：
2012 International Conference on Mechanics, Simulation and Control (ICMSC
2012)，June 2012，CD-ROM.
99) Y. Hirokawa，M. Yamada，H Nishi，S Zama，and K Hatayama：
Fracture Probability Analysis of Crack Occurrence on a Floating Roof due to
Thermal Stress：2012 International Conference on Civil Engineering and
Materials Science (ICCEMS 2012)，July2012，CD-ROM.
100) 徳武皓也、西晴樹、伊藤大輔、岡崎慎司、芹沢礼孝：石油タンク
底板内面コーティングの電気的特性評価 －CPE を用いたインピーダ
ンススペクトルの解釈－、材料と環境、第 65 巻 1 号、pp．24-29
(2016)
101) 徳武皓也、西晴樹、岡崎慎司：重防食塗膜インピーダンスで生ず
る CPE 挙動の物理モデルに基づく解釈、材料と環境 2016 講演集、pp．
87-88 (2016)
102) K.Tokutake，H. Nishi，D. Ito，S. Okazaki and Y. Serizawa：ConstantPhase Element Characteristics Caused by Resistivity Distribution in High
Performance Anti-Corrosion Organic Coating Applied to Oil Storage Tank，
ECS Trans.，Vol.69(26) (2015)，doi:10.1149/06926.0001ecst
103) K.Tokutake，H. Nishi，D. Ito，S. Okazaki：Impedance analysis of
Constant-phase element behavior of heavy-duty coating for evaluating its aging
degradation，ECS Trans.，Vol.80, In press (2017)
104) K.Tokutake ，H. Nishi ，D. Ito ，S. Okazaki and Y. Serizawa ：
Relationship between degradation characteristics of organic coating on internal
bottom plate of oil storage tank and constant-phase element parameter values，
Prog. Org. Coat.，Vol．87，pp．69-74 (2015)
105) 徳武皓也、西晴樹、笠井尚哉、岡崎慎司、関根和喜：石油タンク
底板内面コーティングの健全性診断方法、一般財団法人日本高圧力技
術協会平成 28 年度春季講演会概要集、pp．7-8 (2016)
106) 徳武皓也、西晴樹、笠井尚哉、岡崎慎司：極値解析適用による石
油タンク底板内面コーティングの劣化特性評価、圧力技術第 53 巻 5
号、pp．274-281 (2015)
107) 徳武皓也、西晴樹、笠井尚哉、岡崎慎司：極値統計を適用した石
油タンク底板内面コーティングの劣化診断手法、第 63 回材料と環境
討論会講演集、pp．177-178 (2016)
108) 徳武皓也、西晴樹、笠井尚哉、岡崎慎司：重防食コーティング電
気的特性値への極値統計適用による最大値推定、第 64 回材料と環境

討論会講演集、pp．429-432 (2017)
109) 徳武皓也、西晴樹、笠井尚哉、岡崎慎司：大型鋼構造物に施工さ
れた重防食コーティングの電気的特性に対する極値統計の適用方法、
防錆管理、第 61 巻 6 号、pp．228-235 (2017)
110) 徳武皓也：石油タンクで生ずる腐食・劣化及びその評価方法、消
防研究所報告、第 122 号、pp．1-10 (2017)
111) 田村裕之、北島良保：配管弁から噴出する炭化水素混合油の電荷
発生量の推定、第 33 回静電気学会全国大会、pp．225-228 (2009)
112) 田村裕之：炭化水素混合油が配管弁から噴出した際の帯電量の推
定、平成 22 年度日本火災学会研究発表会、pp．126-127 (2010)
113) 田村裕之：エチレン製造プラントの火災事故について、Safety &
Tomorrow、134 号、pp．23-30 (2010)
114) 田村裕之：環境温度の影響によるフィルターバッグの導電性の変
化、第 34 回静電気学会全国大会、pp．115-118 (2010)
115) 田村裕之：加熱温度によるフィルター素材の導電率変化、平成 23
年度日本火災学会研究発表会、pp．72-73 (2011)
116) 田村裕之：浮き屋根式原油タンクの清掃作業中に発生した火災事
故、Safety & Tomorrow、135 号、pp．16-21 (2011)
117) 田村裕之、渡会俊幸：重合釜内で発生した火災の原因調査、第 38
回静電気学会全国大会、pp．181-186 (2014)
118) 田村裕之：ドラム缶から給油設備のタンクへガソリン移し替え中
に発生した火災の原因調査、第 39 回静電気学会学術講演会、pp．169172 (2015)
119) 田村裕之：指洗浄時にアセトンに着火した火災の原因調査、第 40
回静電気学会学術講演会、pp．115-116 (2016)
120) 田村裕之：危険物施設での静電気災害について、消防試験研究セ
ンターだより Voice、No．317、pp．7-9 (2012)
121) 田村裕之：静電気火災の原因調査と安全対策、消防試験研究セン
ターだより Voice、Vol．350、pp．11-12 (2015)
122) 松原美之：静電気による障災害の研究について思うこと、静電気
学会誌、第 32 巻、第 2 号、p．57 (2008)
123) 田村裕之：静電気学会における安全への取組み、安全工学、Vol．
、pp．358-361 (2010)
49、No．6（通巻 279 号）
124) 田村裕之：静電気火災について思うこと、静電気学会誌、第 38 巻、
第 3 号、p．117 (2014)
125) 田村裕之、尾川義雄：電気火災調査における分析機器の活用例と
消防機関の取り組み、日本火災学会講演討論会テキスト、pp．21-31
(2011)
126) 消防庁消防研究センター：平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋
沖地震の被害及び消防活動に関する調査報告書（第 1 報）
、消防研究
技術資料、第 82 号 (2011.12)
127) 畑山健：2011 年東北地方太平洋沖地震の際の津波による石油タン
クの被害、日本地震工学会年次大会 (2012)
128) 畑山健：2011 年東北地方太平洋沖地震の際の津波による石油タン
クの被害、第 14 回日本地震工学シンポジウム論文集、pp.2885-2894
(2014)
129) Ken Hatayama：Damage to oil storage tanks due to tsunami of the Mw9.0
2011 off the Pacific Coast of Tohoku，Japan earthquake，Earthquake Spectra，
Vol．31，No．2，pp．1103-1124 (2015)
130) 畑山健、西晴樹：2011 年東北地方太平洋沖地震の際の津波による
石油タンクの被害（その 2）
、日本地震工学会 (2013)
131) 畑山健：東日本大震災における石油タンクの津波被害について－
、消防研究センター研究懇話会
その 2：被害現場を訪ねて（中間報告）
（2015 年 11 月 10 日）
、消研輯報、第 69 号（平成 27 年度）
、p．301
(2017.3)
132) 消防庁：東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策
のあり方に係る検討報告書 (2011)
133) 座間信作、畑山健、西春樹、山田實：石油タンクのスロッシング
による被害、第 15 回消防防災講演会資料、pp．71-84 (2012)
134) 座間信作：長周期地震動と石油タンクのスロッシングに関する幾
つかのこと、第 16 回消防防災講演会資料、pp．39-51 (2013)
135) 畑山健、西晴樹、徳武皓也、座間信作：2016 年熊本地震の際に観
測された長周期地震動と石油タンクのスロッシング、日本地震工学会
年次大会 (2016)
136) 畑山健：2016 年熊本地震の際に観測された長周期地震動と石油タ
ンクのスロッシング被害、第 17 回エネルギー貯槽セミナー、日本高
圧力技術協会、pp．27-55 (2017.2)
137) 西晴樹、畑山健、篠原雅彦、佐伯一夢、鈴木佐夜香、徳武皓也：
2016 年熊本地震現地調査（速報）、消防研究センター研究懇話会
（2016 年 4 月 26 日）
、消研輯報、第 70 号（平成 28 年度）
、p．260

- 47 -

(2018.1)
138) 畑山健、座間信作：新潟東港の石油備蓄基地内における長周期地
震動特性の短距離での相違について、日本地震学会秋季大会 (2014)
139) 畑山健、座間信作：新潟東港の石油備蓄基地内における長周期地
震動特性の短距離での相違について －その 2：微動観測から推定さ
れた地下構造の比較、日本地震学会秋季大会 (2015)
140) Ken Hatayama and Erol Kalkan：Long-period (3 to 10 s) Ground Motions
in and around the Los Angeles Basin during the Mw7.2 El Mayor-Cucapah
Earthquake of April 4, 2010, Effects of Surface Geology on Seismic Motion
(2011)
141) Ken Hatayama and Erol Kalkan：Long-period (3 to 16 s) ground motions
in and around the Los Angeles basin during the Mw 7.2 El Mayor-Cucapah
earthquake of April 4，2010，Proceedings of the 15th World Conference on
Earthquake Engineering，Paper No．0770，CD-ROM (2012)
142) Koichi Hayashi，Antony Martin ，Ken Hatayama ，and Takayuki
Kobayashi：Estimating deep S-wave velocity structure in the Los Angeles
Basin using a passive surface-wave method，The Leading Edge，Vol．32,
No．6，pp．620-626 (2013)
143) 畑山健：長周期地震動振幅の短距離間空間較差の発生要因の理解
と簡易的予測に向けた数値実験による予備的検討、日本地震学会秋季
大会 (2017)
144) Ken Hatayama：Short-Distance Variation of Long-Period Strong Ground
Motion Amplitudes
－ Preliminary Numerical Experiments toward
Understanding of Cause and Simplified Prediction，American Geophysical
Union Fall Meeting (2017)
145) 山田實、西晴樹、座間信作、廣川幹浩：石油タンクのスロッシン
グによる内容液の溢流量算出に関する実験的研究その 2 直径 7.6m 模

型タンク、日本高圧力技術協会平成 20 年度秋季講演会講演論文集、
pp．44-49 (2008)
146) 西晴樹、廣川幹浩、山田實、御子柴正：地震時の石油タンク内部
浮き蓋への溢流実験、安全工学、Vol．49、No．3、pp．161-168
(2010)
147) 総務省消防庁危険物保安室：内部浮き蓋付き屋外貯蔵タンクの安
全対策に関する調査検討報告書 (2009)
148) 西晴樹、廣川幹浩、山田實、御子柴正：アルミ製簡易フロート式
内部浮き蓋の地震時の挙動、日本高圧力技術協会平成 22 年度秋季講
演会講演論文集、pp．31-38 (2010)
149) 畑山健：消防研究センターにおける大型石油タンクの地震防災に
関する研究開発、消防試験研究センターだより Voice、Vol．357，pp．
10-12 (2016)
150) 西晴樹、山田實、座間信作、廣川幹浩：地震時の石油タンク溢流
量推定システム、安全工学、Vol．48、No．3、pp．161-168 (2009)
151) S．Zama，H．Nishi，M．Yamada，Y．Hirokawa ：Real-Time
Prediction of Liquid Sloshing of Oil Storage Tank Based on Earthquake Early
Warning，ASME Pressure Vessels & Piping Conference (2009)
152) 座間信作、西晴樹、山田實、廣川幹浩、遠藤真：緊急地震速報に
基づくリアルタイムスロッシング予測、圧力技術、Vol．48、No．6、
pp．3-10 (2010)
153) 大保直人、座間信作、佐藤正幸、高田史俊：
“地震の震源情報を用
いたタンクの安全評価システムの開発”
、地域安全学会梗概集、No．
26、pp．3-4 （2010）
154) Ohbo，N.，S. Zama，T. Tsuchida，F. Takada : Development and
verification of tank damage evaluation system using Earthquake Early Warning
information，15th World Conf. Earth. Eng.，WCEE2012_1198 (2012)

- 48 -

6.

地震・風水害・土砂災害等の自然災害と防災

6.1 地震火災

気ストーブや電気トースターなどが、地震による落下物等で

(1) 東日本大震災（平成 23（2011）年東北地方太平洋沖地

スイッチが入り、火災に至った事例は 29 件あり、これらの

震）

多くが首都圏で発生していた。太陽光発電設備からの出火 5)

消防庁のとりまとめによれば、東日本大震災においては、

は 4 件あった。蓄熱式暖房機が地震で転倒し、地震後しばら

330 件の火災が発生し、市街地等における広域火災も複数発

くしてタイマーがセットされていた時間に過熱出火した火

生した。これらの広域火災をはじめ、多くの火災は津波浸水

災は、1 件であるが確認されている。同様の火災は平成 16

域で発生した。気仙沼市の市街地火災では、火災旋風が目撃

（2004）年新潟県中越地震でも発生している。

された。気仙沼では、市街地火災のほか、気仙沼湾内で海上

このほか、避難生活中の火災は 67 件あり、停電中の明か

火災が発生した。気仙沼漁港では、港頭付近に設置されてい

り取りに使われたローソクからの出火が 23 件と多く見られ

た屋外タンク貯蔵所 23 基のうち、円筒縦置き型タンク 22 基

た。計画停電に関係した火災も 4 件確認された。

が津波で流され、合計 1 万 1,521 kL（推計値）の危険物が流

② 火災延焼範囲の調査

出した。この流出した危険物と海上火災、市街地火災の関連
が取りざたされた。

今次震災における市街地等での広域火災は、津波浸水域で
発生した。消防研究センターでは、火災学会や大学等、他の

今次震災では、大量の災害廃棄物（がれき）が発生し、各
地にがれきの仮置き場が数多く設けられたが、これらのがれ

研究機関と協力しながら情報共有しつつ、地震発生直後から
火災延焼範囲等に関する調査を行った。

き仮置き場で 40 件以上の火災が発生した。

津波に起因する市街地火災は、阪神淡路大震災の時のよう

また、石油コンビナート地域でも大きな火災・爆発が発生

に、家屋が建っていた場所で倒壊・延焼した状況とは大きく

した。京葉臨海中部地区では、液化石油ガス出荷装置及び貯

異なり、延焼範囲を記録するときの目印となる建物や道路等

槽設備（LP ガスタンク）において、火災が発生し、隣接タ

が津波に流されたり埋まったりしていたことから、住宅地図

ンクで計 5 回の爆発が発生した。仙台地区では、ガス充填施

を使った記録が困難な場所が多々あった。そこで、GPS ロガ

設、ガソリンタンク、アスファルトタンク、硫黄タンクにお

ーを持って火災延焼範囲の外周を歩くことで、トラックログ

いて、火災が発生し、4 日後に鎮火した。この火災は津波に

データとして火災の延焼範囲を測定・記録することを試みた。

起因して発生したものとみられる。

ただし、現場によっては立ち入れない場所があり、そのよう

消防研究センターでは、これらの火災について次のような
調査を行った。
① 出火に関する調査

な場合はその場で記録した写真やメモ、さらには航空写真や
衛星画像などをもとに情報を補うことで、GIS の地図データ

1～3)

として延焼範囲を特定した。現地調査を行った結果、得られ

2011 年東北地方太平洋沖地震に関連して発生した火災を

た火災延焼範囲と津波遡上範囲の関係を分析し、1 ha 以上の

網羅的に把握することを目的として、地震発生から約 1 年間

大規模延焼火災の 98%以上が津波遡上範囲で発生したこと

に発生した火災のうち、地震に関連すると考えられる火災に

を明らかにした 6)。

ついて調査を実施した。調査時点までに被害報等で火災の発

併せて、津波火災発生にいたる発生パターン、地域特性に

生が把握された北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

ついて分析し、三陸沿岸地域と宮城県以南平野部における津

山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

波火災の様相についての差がみられることが明らかになっ

神奈川県の 13 都道県内を対象地域とし、該当する火災を所

た 7)。

管する消防機関において、火災 1 件につき 1 葉の調査票に記

③ 火災旋風調査 8，9)
津波の被害を受けた気仙沼市「内の脇 1 丁目」では、3 月

入するアンケート調査を行った。
調査の結果、495 件の火災の情報を得た。このうち、42 %

14 日の夜に市街地火災が発生し､翌 15 日の午前 3 時台から 4

が火災当日に発生しているが、1 か月が経過して以降に発生

時台にかけて、火災旋風が目撃された。この火災旋風の性状、

した火災も 20 %ある。中でも被災現地のがれきや廃棄物集

発生時の状況を明らかにすることを目的に、現地調査、聞き

積場の火災 4)は、41 件のうち約半数が 6 月下旬から 9 月の夏

取り調査を行った結果、以下のことが分かった。

場に発生していた。

1) 火災旋風は炎を含んだ火柱状の渦柱で、移動はしなかっ

津波で浸水した地域で発生した火災 171 件と、津波被害に
遭った車両の火災 63 件を合わせると、全体の半数近くに上

た。
2) 2 名の目撃証言から、火災旋風の高さは約 230 m あるいは
約 230 m 未満、直径は約 55 m あるいは約 130 m と推定

る。電気関係の火災としては、通電火災が 45 件あった。
津波被害と地震直後の停電のいずれも無かった地域でも、

された。直径 55 m の円は延焼範囲の中心部の街区に収ま

電気火災は約 100 件発生しており、このうち 44 件が配線・

る程度の大きさに相当し、
直径 130 m の円はこの街区およ

分電盤・変圧器等からの出火であったのは特徴的である。電

び隣接する公園の街区をほぼ覆う大きさに相当する。
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3) 火災現場から約 1.4 km 離れた消防本部における 3 月 15
日の平均風速は、午前 3 時が 1.7 m/s、4 時が 0.2 m/s、5 時

統にどのような現象が出るかを確かめるため、水槽に貯めた
海水に車両を沈める実験を行った。2.5×6×1.5 m の水槽に、

が 0.4 m/s であり、火災旋風が目撃された当時の現場は弱

海水を 1 m の深さに入れ、そこへガソリン乗用車を沈めた。

風下であった可能性が高い。一方、目撃された火災旋風の

満充電のバッテリーを通常通りに接続し、5 L のガソリンを

映像や写真を見つけることはできず、火災旋風が発生した

燃料タンクに入れた。バッテリーのマイナス極に流れ込む電

という物的証拠や火災旋風による被害は見つけられなか

流量をクランプメータで測定し、電流の時間経過を記録する

った。

とともに、異常動作がないか観察した。電流量は水没後すぐ

④ 気仙沼海上火災 8，10)

に最大の59.4 Aを示したが、
1時間後には12 A程度であった。

3 月 11 日に気仙沼湾で発生した海上火災については、津波

水没中、電動アンテナが上下したが、他に目立った異常は見

で押し流される等の被害を受けた、気仙沼漁港の屋外タンク

られなかった。水没させた車両を海水から引揚げ、地上で、

貯蔵所から流出した石油との関連が取りざたされた。

バッテリーを新品と交換した。すると、ワイパーの駆動、ホ

この火災について、調査、解析を行い、以下のことが分か

ーンの鳴動、ラジオの鳴動、ランプの点灯、ステアリングコ

った。

ラム付近やダッシュボードの内側から発煙などが起こった。

1) 3 月 11 日の夜、
陸上自衛隊が撮影した気仙沼の空撮映像の

バッテリーに 30 A 程度を流す能力が残っていれば、異常動

中央部に映った大規模な火災は、気仙沼湾の海上である。
2) 自衛隊の空撮映像、火災時の写真、映像、証言、気仙沼

作を起こさせることができる。この能力は、海水への水没時
間で 20 分より短い場合であった。短時間の水没が、異常動

湾周辺の地上に落ちていた材木の焼け方から、気仙沼湾で

作を起こしやすい条件と考えられる 12)。

は固体が海上で燃えながら移動して広がった可能性が高

⑥ がれき火災

い。

今次震災では、大量の災害廃棄物が生じた。このため、一

3) 証言、採取した木片の油分分析の結果から、海上を燃え

時的に災害廃棄物を堆積し、分別後に処理するための仮置き

ながら移動した固体に油が付着していた可能性はある。

場が数多く設置された。この災害廃棄物の仮置き場で 40 件

4) 油そのものが海面で燃えていたという証言はあったが、

以上の火災が発生し、特に、平成 23（2011）年の初夏から晩

物的証拠は得られなかった。

夏にかけての出火件数が多く、微生物発酵等を起因とした自

5) 気仙沼湾周辺の 2 つの建物の焼けた壁と、湾周辺の地上

然発火であることが予想された。そこで、災害廃棄物に起因

に落ちていた複数の焼けた木片から、
軽油または A 重油を

する火災が発生した東北地方の様々な仮置き場で現地調査

含むと考えられる成分が検出された。しかし、タンクから

を行い、発酵する可能性のある災害廃棄物の採取を行った後、

流出した重油類が気仙沼の火災に及ぼした影響について

種々の熱分析装置やガス分析装置を組み合わせて実験を行

は、本研究では分からなかった。

い、発酵発熱によって引き起こされる自然発火について検討

一方、海上流出した油の火災危険については、研究事例が

を行った。その結果、腐食が進行した畳や木材チップ等が自

少なかったため、次のような研究を実施した。原油（イラニ

然発火の引き金となりやすいことを明らかにした 4，13～22)。

アンヘビーおよびアラビアンライト相当）
、A 重油、ガソリ

⑦ 製油所の火災

ンの 4 種類の試料を用いて、各種試料が海上に流出した場合

仙台地区では、津波の被害を受けた製油所が、津波の後火

を想定し、風および波が燃焼点および蒸発量の変化にどのよ

災となった 23)。
地震発生から1 時間くらいの後津波が到達し、

うに影響するか検討した。燃焼点測定はクリーブランド開放

その後21 時25 分頃、
出荷設備の方向に赤い炎が確認された。

式引火点試験器により行った。燃焼点の経時変化に及ぼす風

3 月 13 日になっても出荷設備に至る配管で炎が一向に収ま

および撹拌（かくはん）の影響を調べた結果、主な研究成果

らないので、3 月 14 日にタンクの送油バルブを閉めると、や

として、原油およびガソリンについて、油厚 2 mm を維持し

がて 3 月 15 日に鎮火した。ガソリンタンクは底板と側板の

た場合に、原油で 10 分程度以降、ガソリンで 30 分程度以降

溶接線が破断していた。また、いくつかの危険物の配管で顕

は、風または撹拌の影響により、燃焼点が 100℃以上になる

著な破断が認められた。出荷場付近にはアスファルトタンク

ことが測定された。重油の場合では、流出後から燃焼点が約

の屋根が衝突していたり、タンクローリーが横転して焼損し

100℃以上であることが測定された。また、経時変化により

たりしており、これらが着火源となり、漏えいした危険物に

燃焼点上昇に寄与する要因は、撹拌、風よりも油厚の影響が

着火し火災となったものと考えられる。

11)

また、京葉臨海中部地区の LPG タンクにおいて、3 月 11

大きいことがわかった 。

日 15 時 47 分頃火災が発生し、鎮火までかなりの時間を要し

⑤ 津波で浸水した車両の火災の調査
2011 年の東日本大震災のあと、被災した地域の消防本部に、
火災の内容に付いてのアンケート調査を依頼したところ、車
1)

た 24)。爆発の際には大きなファイヤーボールが発生している。
地震動の影響によりガスタンクの支柱が座屈しタンクが倒

両火災が 63 件報告された 。多くの火災が津波の被害を受け

壊したためガス配管が破断した。ガス配管の緊急遮断弁を開

ていた車両である。出火日時を見ると、津波被害の直後から

固定していたため遮断弁を閉鎖できず大量の LPG が漏えい

数日後と幅が広い。車両が海水に沈んだ場合、車両の電気系

した。漏えいした LPG に何らかの原因により引火し、出火
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に至った。

な、活動場所の危険性評価や活動方針決定に役立つ情報を、

(2) 平成 28（2016）年熊本地震（4 月 14 日の MJ6.5 の地
震と 4 月 16 日の MJ7.3 の地震）

消防活動に即した時間・空間的尺度で作り出すことを目的と

① 出火に関する調査 25)

救助活動事例の収集を行った。ただし、本研究課題は、担当

熊本地震後に発生した 16 件の火災について、所管消防本
部から情報提供を受けるとともに、2 件の工場を含む現地調

して、二次的崩壊を予測する手法の研究及び斜面災害現場の
者の人事異動のため2009 年度及び2010 年度は実施されなか
った。
斜面崩壊実験における前兆変形を遠隔から捉えるシステ

査を行い、情報収集を行った。
地震後に発生した 16 件の火災のうち、4 月 14 日 21 時 26

ムの開発を行い、地上に設置したレーザースキャナによる繰

分の地震後に発生した火災が 5 件、4 月 16 日 1 時 25 分の地

り返し測量により、崩壊前の前兆変位の検出が可能であるこ

震後に発生した火災は 11 件である。

とを示し、その前兆変位が発現する機構について検討を行っ

電気関係からの出火は 8 件あり、このうち通電火災と考え

た 27～29)。また、この課題の実施中に発生した岩手・宮城内陸
30～32)

られる火災は2件であった。
また、
消防本部の調査によると、

地震による土砂災害現場において技術支援を実施

商用電源の停電は発生したものの、無停電電源装置（UPS）

際に、熊倉崩壊地において開発中の機材を運用したものの、

又は非常用電源から電力供給が継続し、地震で損傷した電気

倒木等による視界不良、機材の測定距離の不足及び軟弱地盤

配線から出火した工場火災が 1 件あった。同様の火災は東日

に設置したことに起因する機材の傾斜のため、監視が出来な

本大震災でも発生している。

いという課題を見いだした。

アルミ鋳物工場では、地震の揺れで高温の溶融アルミニウ

した

(2) がけ崩れ現場における二次災害防止機器の研究

ムがダイカストマシンのピット内に溢れ出し、ピット内に溜

(1)で述べた熊倉崩壊地における教訓、計測技術の進展及び

まっていた作動油や塵に着火して、マシンの一部と配線を焼

無人航空機の技術進歩を背景として、無人航空機にレーザー

損した火災があった。同様の火災は、過去の火災でも溶融亜

スキャナを搭載して、崩壊面を繰り返し測量する技術の開発

鉛メッキ工場等で複数発生している。

を行った。また、土砂災害や津波災害等により、広い範囲が

繰り返し発生している既知の地震時の出火危険に対して

被害を受けかつ移動が困難となる災害において、被災状況を

は、事業継続の観点から及び消防活動の確保の観点からも十

早期に把握するための無人航空機の機能及び活用方法に関

分な対応がなされることが望ましいことを指摘した。

する研究を行った。

② 出火件数・出火率と震度の関係に関する検討 26)

産業用の遠隔操縦ヘリコプターに、GPS/IMU、高速で長距

熊本地震では前震、本震の後に合計 15 件の火災が発生し

離計測が可能なレーザースキャナ及びコンピュータを搭載

た。この地震での前震後、本震後それぞれ 24 時間以内の出

した。レーザースキャンの結果を、機体の位置及び姿勢デー

火件数、出火率を、この 2 つの地震と同じく最大震度 7 を記

タを基に20 Hz で補正して地上へ電送するシステムを開発し、

録した、2011 年東北地方太平洋沖地震での津波浸水範囲外と

その精度を検証した 33～36)。その結果、大規模な崩壊の前兆と

2004 年新潟県中越地震の両地震後 24 時間以内の出火件数、

して想定される 10 cm 程度の変形は検出可能であるが、表層

出火率と比較した。その結果、以下のことがわかった。

崩壊の検知に必要な 2 cm 程度の変形の検出は困難であると

1) 熊本地震の前震、本震、新潟県中越地震の震度 5 強以上

結論づけた。
近年の無人航空機の技術進展を背景として、消防機関が広

の市区町村の出火件数は、東日本大震災の出火件数のそれ
ぞれ 4 %、10 %、9 %であった。

範囲の災害状況を把握する目的で無人航空機を活用するた

2) 震度 5 強以上の市区町村の出火率（1 万世帯あたりの出火

めに必要な仕様や機能について調べるため、土砂災害地おけ

件数）を比べると、熊本地震の前震、本震、東日本大震災

る試験運用、機材改良及び消防隊員からの意見聴取を行った

の津波浸水範囲外はほぼ同程度で約 0.1 となり、これは新

37，38)

潟県中越地震の約 0.5 よりは低かった。

度良く飛行させるための制御技術を向上した 39～43)。本研究期

3) 出火率を震度ごとに分類して比較する際、震度幅を変え
ると、4 つの地震の出火率の順位までも変わった。

。また、無人飛行船の飛行制御に関する実験を行い、精

間中に広島市で大規模な土石流災害が発生し、その技術支援
時に「山が動いている」という情報があったため、ヘリコプ

4) 4 つの地震については、世帯数が少ない市区町村ほど出火
率が大きくなる傾向があった。

ターからの目視調査を行った（目に見える異常及び懸念され
る事象は無かった）
。また、この災害時に発生した消防隊員

③ 飛び火の調査

の殉職事故現場の調査を行い、過去の二次災害事例と併せて、

熊本地震により発生した火災では、飛び火は起こらなかっ

発生要因及び監視上の着目点について整理した 44～46)。
(3) 地形・地質的要因を考慮した斜面災害発生危険度評価と

たが、2 件の火災に関して火の粉を採取した。

被害範囲の推定に関する研究
6.2 土砂災害

土砂災害は、地形・地質など地域の持つ特性に強く影響を

(1) 斜面崩壊現場の消防活動の安全性向上に関する研究

受けることが知られている。しかし、斜面災害の発生危険度

斜面崩壊現場での消防活動を安全に実施するために必要

評価や、被害範囲の推定に地域的な地形・地質特性を十分に
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活用しているとは言い難い。本研究では過去の災害事例を調

6.3 災害発生時の応急対応・防災体制

査・解析することで、地形・地質の特性を明らかにし、今後

地方自治体の災害対策本部が、地震発生直後に行うべき応

の斜面災害の発生危険度評価や被害範囲の推定に活用する

急対策の内容は多岐にわたり、その際必要となる物資や機材

ことを目的とした。

は多種多様となる。またこれらは、発災期・避難誘導期・避

日本全国の地すべり地形が、どのような地質に分布してい

難生活期と時間の経過に伴って時々刻々変化することから、

るかについて定量的な評価 47)を行ったほか、同じ降雨イベン

このような極めて複雑でめったに発生しない事態への応急

トでありながら、異なった地質で発生した斜面崩壊の分布・

対応を、情報面から支援するための応急対応支援システム

形状の比較（2011 年 9 月紀伊半島豪雨 48～50)、2012 年 7 月九

（ガントチャートシステム）の開発を行った 70)。さらに、雨

州北部豪雨

51)

）
、および降雨・地震と異なった誘因によって

量情報や気象庁が発令する注意報・警報をトリガーとして、

発生した近傍地域（同地質）における斜面崩壊の分布・形状

応急対応情報（災害行動計画：タイムライン）の提示が可能

の比較（2012 年 7 月九州北部豪雨、2016 年熊本地震におい

な水害版応急対策支援システムを開発し、水俣市における対

52)

71)

。また、2015 年 9

て発生した阿蘇地域の斜面崩壊 ）を行い、それぞれの地域

応マニュアルをシステムに取り込んだ

における地形・地質特性を明らかにした。

月に発生した常総豪雨により、鬼怒川が越水・破堤した常総

本研究の結果、表層崩壊が多く発生した地形・地質、規模

市における災害対応事例を整理し、上流側の水位情報、特に

の大きな斜面崩壊（地すべり・深層崩壊）が多発した地形・

他府県の水位情報を応急対応情報のトリガーとして活用で

地質が明らかになり、今後起こりやすい斜面災害の種類を推

きるかの検証を行った 72)。

定することができるようになった。一方、地形・地質のみな

地震災害発生直後の情報把握については、通信の輻輳や防

らず降雨の降り方といった誘因の違いによっても、斜面崩壊

災担当者数の不足などにより、被害情報のとりまとめを早期

は強く影響を受けるといった課題も見いだした。

に行うことができず、適切な判断を行うことが困難である。

(4) 安全で迅速に土砂災害現場で救助活動をするための研

消防庁では、地震発生直後の情報不足の課題を解決するため

究

に、地震発生後約 3 分～5 分で気象庁から発表される震源や

無人航空機に関する技術、画像解析技術及びセンサー技術

震度の情報から、被害推定結果を速やかに防災関係者へ提供

の進歩を背景として、土砂災害現場における救助活動が安全

することが可能な簡易型地震被害想定システムを開発・運用

かつ迅速に行えるように、災害の全体像の把握と資源配分及

している。しかし、東日本大震災においては、応急対応の意

び要救助者の存在確率の高い場所の絞り込みを目的とした

思決定に有効な被害推定結果を提供することができなかっ

俯瞰的情報の収集・分析の方法の研究

53～55)

を行っている。ま

た。そこで、地震発生直後の意思決定支援情報の提供を目的

た、要救助者に悪影響を与えないように、岩石やがれきを取

として、気象庁などから発表される地震情報から、地震によ

り除く手法の確立を目的とした、岩石の相互関係を現場で推

る被害を推定し、その結果を電子メールや WebGIS のポータ

察するための技術開発を行っている。本研究期間中、2016

ル機能で共有することが可能な広域版地震被害推定システ

年熊本地震により発生した土砂災害現場における捜索救助

ムの開発を行った 73)。

活動に対して、技術支援を実施した 56)。その際に、無人航空
機による状況把握、軽快な監視器具及び効率的な土砂排除方
法が必要と考えられた

56～61)

。さらに、この時の土砂災害と、

この地域における降雨による土砂災害との特徴の違いを比
較している。
(5) 消防活動支援のための無人航空機の飛行制御技術の精
度向上に関する研究開発
無人航空機を用いて、土砂災害現場や火災上空から安全に
偵察活動を行い、消防活動の支援を行うために、風向風速の
変動に対してロバストな飛行制御技術の研究開発を行って
いる。輸送効率が高く、地上にいる人に対しての安全性や視
認性が高いという特徴を持つ無人飛行船 62，63)や、
「ドローン」
と呼ばれる小型の無人ヘリコプター64)を対象に、風速 8 m/s
以上の状況下において、機体の位置と姿勢を従来よりも高い
精度で目標値に保つ制御技術 65)や、上昇気流のような鉛直方
向の風の変動に対しても、機体の高さを一定に保つための制
御技術を開発した 66，67)。制御技術の開発にあたり、火炎上空
を飛行させた場合に、それらの無人航空機がどのような影響
を受けるかについての検討を進めている 68，69)。
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pp．
118-130
(2017)
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7.

消防活動及び消防水利

7.1 消防活動

れた 7)。

(1) アドホックネットワーク技術を用いた緊急消防援助隊

(3) 円滑な消防活動を支援するためのシステムの開発

用災害情報共有システムに関する研究開発

甚大かつ広域に渡る被害に対しては、地域内の消防機関は

アドホックネットワーク技術は、ある時、ある場所に集ま

もちろんのこと、広域の応援消防部隊などを最大限効率的に

った情報端末のみで無線通信ネットワークを構築する技術

運用することが、少しでも多くの住民の生命や財産を守るこ

である。通信インフラを必要とせず、また、端末間で直接通

とにつながる。そのため、広域対応の消防力最適配備支援シ

信ができない場合でも、中間に存在する端末が中継すること

ステムを開発した。

で通信が可能となる等の、災害時に有用な特徴を持っている。

複数市町村にまたがった広域の同時多発火災に対しても、

そこで、アドホックネットワーク技術により緊急消防援助隊

延焼予測と結果表示が迅速にできるシステムを開発した。大

への情報提供と共有を可能とすることを目的として、車々間

規模な被害が予想される想定（当時）南関東地震時の横浜市

通信などを用いた災害情報共有システムに関する検討・開発

及び川崎市 8)並びに木造家屋が密集している京都市を対象と

を行い、標準システムの提案を行った 1，2)。

してケーススタディーを行い、延焼予測を基にその後の被害
を最小とするための部隊配備を決定するアルゴリズムを開

(2) 同時多発火災への対応を訓練するためのシミュレータ

発した。
(4) 地震火災時の消防活動の高度化に関する研究

ーの開発

京都市を対象として、地震後の同時多発火災への対応を高

大規模地震時の同時多発火災に対する消防力（消防車両、
消防水利等）の効率的な運用に資する、消防活動支援情報の

度化するため、通信や通報の混乱を前提として、地震直後に

出力を目的として、延焼予測と消防力運用から成る消防力最

火災覚知を行う方法及び限られた消防職員で対応を行うた

適運用支援システムの研究開発を行った

3～5)

。このシステム

めの、地震直後の部隊運用の考え方について検討した。

を用いて、出火点数や出火位置などの災害情報に基づいてリ

過去の大規模な地震災害を分析し、119 番通報だけでは、

アルタイムに延焼予測や消防隊配備のシミュレーションを

延焼阻止に有効な数十分程度以内に全ての火災の発生を覚

行うことで、一定時間経過後の延焼状況の予測、その延焼予

知することが困難であることを明らかにし、レーザー測距双

測に基づく消火可否判定や必要消防力算定、さらには同時多

眼鏡を用いた高所からの見張りが有効であることを示した。

発火災に対する最適消防力運用方法などの情報を迅速に出

また、覚知した火点に対してどのように部隊を配備するか、

力可能とした。一方、このシステムは発災時における利用だ

政令指定都市レベルの消防本部を対象としてアンケート調

けでなく、平常時にも市街地条件や消防力配備条件、あるい

査、聞き取り調査を行い、部隊配備計画を収集し、火災延焼

は出火件数や風向、風速の条件を種々変化させて、多数のケ

シミュレーションを用いて効果を調べ、ブロック内部の火災

ーススタディーを行うことにより、地域の火災延焼ポテンシ

消火は極めて困難であり、ブロック間の延焼を阻止すること

ャルの評価や対策効果の事前検討を行うことが可能であり、

が重要であり、その限界時間を考慮して当務部隊を極めて早

いくつかの中規模都市を対象地域として、地震火災による延

期に投入することが必要であることを示した 9)。

焼ポテンシャルのリスク評価を行った。

(5) 化学災害における現場分析技術の研究

大地震が発生した後の同時多発火災への対応において、消

消防活動の一つに、不明な液体を現場分析し、危険排除を

防本部の指揮指令担当者には、限られた消防隊を被害が最小

行う業務がある。不明液体の特定には、可搬型 1 回反射 ATR

になるように火災現場へ出動させることが求められるが、未

測定を用いた赤外分光光度計が一般的に用いられている。し

経験の同時多発火災に対応し、判断・指示を的確に行うこと

かし、赤外分光分析の原理上、水の影響を受けやすく、含水

は必ずしも容易ではない。そこで、地震時の同時多発火災に

資料では物質同定が著しく困難になる。そこで、水が測定に

対する消防活動を図上で演習することを可能とするために、

与える影響や、現場で行われ得る改善手段を検討した。
農薬製剤の含水率が 0.00 %～99.99 %になるように水で希

市街地火災延焼シミュレーションを基にした同時多発火災
6)

対応訓練シミュレーターの研究開発を行った 。

釈したものを試料として、各濃度で得られた赤外吸収スペク

平成 28 年 12 月 22 日に糸魚川市大町 1 丁目で発生した火

トルが含水率によりどのように変化し、その変化が解析へど

災に対して、市街地火災延焼シミュレーションを適用した結

のように影響するかを評価した。次に、含水率が高く、解析

果、消防活動によって延焼範囲の東側、南側、避難所の置か

が不能な含水率に対して、良好なスペクトルを得る改善手段

れていた糸魚川地区公民館に近い北西側の延焼が抑えられ、

の検討を行うため、次の 4 通りの手法を試みた。

延焼被害がおよそ 2/3 に軽減された可能性があることが示さ

(1) 含水している試料のスペクトルから、水スペクトルを機
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7.2 消防水利：東日本大震災における防火水槽の減水被害

械的に差し引く。
(2) 測定面の ATR クリスタル上で水分を蒸発させ、濃縮・乾

に関する調査
東日本大震災における防火水槽の減水等の被害について

燥させる。
(3) 試料を溶媒抽出操作により精製する。

アンケート及び現地調査を行った。岩手、宮城、福島、茨城、

(4) 試料を固相抽出法により精製する。

栃木及び千葉県内の、公設の容量 20 m3 以上の防火水槽を対

これらの 4 通りの処理を行い、得られたスペクトルに対して

象に地震動による被害を調べたところ、減水率は全体では

機器付属のライブラリー検索を行い、標準スペクトルとの合

0.47 %で、震度が大となるに従い減水率が大きくなる傾向が

致状態を評価した。

見られた。特に震度 6 弱以上で大きかった。2 か所で現地調

マラソン乳剤を試料とした場合、含水率が 40 %以上にな

査を行ったところ、底設ピットと底版の接合部のずれ並びに

ると、得られたスペクトルそのままでの同定ができなかった。

中間部材のずれが認められ、周辺地盤にすべりや沈下が見ら

そこで、上記 4 通りの処理を行い再度測定した結果、(1)の方

れることから、すべり等を起因として底設ピットに過大な土

法では含水率 97.00 %まで、(3)及び(4)の方法では含水率

圧が作用したことが原因として考えられた。

99.90 %まで、同定が可能となった。スミチオン乳剤につい
ては、同定限界含水率に違いはあるが、マラソン乳剤と同様
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サンによる溶媒抽出での濃縮効果は見られなかった。これは、
オルトラン乳剤が親水性化合物のため、ヘキサン層に十分に
抽出されなかったことが原因と考えられる。マラソン乳剤は
含水率 99.90 %～99.95 %で使用することから、マラソン乳剤
を現場において特定するには、抽出操作が必要となる 10)。
隊員の熟練度、資機材の制約、防護衣を着装することによ
る動作の不自由を考えると、測定装置のみで行える(1)の手法
最も実用的であるが、機器操作に習熟している必要がある。
そこで、消防庁が無償貸与している装備資機材（可搬型赤外
分光光度計）向けに、通常の訓練時に測定から解析まで行え
る化合物を選び、セットとした物質同定トレーニングキット
を試作した。化合物は、毒性がないものを次の観点で選定し
た。
(1) 機器操作に慣れるための試料。
(2) 液体・固体の機器操作に慣れるための試料。
(3) 解析結果の評価に慣れるための試料。
(4) 実際の現場試料測定の際に混在しやすい試料。
(5) 実践的な訓練に使用可能な試料。
このキットを用いて、実際にテロ災害の救助に当たる救助隊
員の実践訓練に使用した 11)。
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8.

特殊災害

8.1 放射性物質災害等

や屋内型廃棄物処理施設などの建物には、監視用のビデオカ

(1) 原子力発電施設または屋内型廃棄物処理施設のような

メラ（いわゆる、I. T. V.設備など）が設置されていることが

大規模な空間内で発生した火災の性状に関する実験的研

多いので、監視用のビデオカメラから送られてくる映像を、

究

消防隊員に知らせ、消防隊員の安全に役立てることは有用で

産業用大型機器の設置された大規模な空間内では、作業者

あると考えられる。そのような場合、監視用のビデオカメラ

の人数を必要最小限にし、空間内に持ち込まれる可燃物も必

の映像を伝送するケーブルが火災にどこまで耐えられるか

要最小限に維持管理し、火災の発生と拡大を防止している。

が重要となってくる。そのため、映像を伝送するケーブルが、

定期点検等の補修作業時には、可燃性流体の付着した部品を

熱と炎によりどの程度損傷すると、映像の伝送ができなくな

洗浄する作業が行われる。このような作業時には、通常運転

るかを調べることとし、小規模な実験を行った 7)。

時と比べ多数の作業者により様々な可燃物が持ち込まれる。

監視用のビデオカメラの映像を伝送するためのケーブル

この場合、溶断、溶接、切断、破砕等の着火源となりうる作

は 1 種類ではない。従来から用いられている同軸ケーブルの

業が行われる。施工後、可燃性液体を用いた拭き取り作業、

他に、LAN ケーブルも用いられてきている。本報告では、

加工面を保護する塗装作業、設置された機器類への注油作業

同軸ケーブルとカテゴリー5 の LAN ケーブルを試験体とし

も行われる。このような可燃性流体が漏えいし、万が一火災

て使用した。映像を伝送するためのケーブルが実際の建物内

が発生した場合、小規模の漏えい火災については、初期消火

に敷設されている場合、むきだしで敷設されている場合より

によって対応が可能であるが、大流量の可燃性流体の漏えい

も、金属管の中を通っている場合の方が多いと想像される。

火災については、その影響が空間内に強く及ぶことになる。

炎のケーブルへの影響を観察するために、ケーブルを炎で直

大規模な空間内で火災が発生した場合、天井や壁面と火源

接加熱した。加熱用の炎として、一般的であるアルコールラ

との距離が大きいので火災による熱による直接的な影響は

ンプの炎を用いた。金属管の中を通っているケーブルが、金

少ないが、空間内に封じ込められた燃焼生成物（煙、有毒ガ

属管の外から加熱される場合を想定し、ケーブルを加熱され

スなど）が空間内部の拡散や混合に伴い、下部に降下するこ

た平板に接触させた。

とが予測され、場合によっては、消火活動を行っている消防

ケーブルが加熱された場合に、どのように影響を受けるか

隊にその影響が及ぶことも考えられる。また、通常の区画火

を、肉眼で観察するだけでなく、通常のビデオカメラと熱画

災と大規模な空間における火災時の流動を支配する浮力の

像カメラを用いて記録し、解析した。

大きさは、空間高さ比の 3 乗に比例するため、空間内の速度

炎のケーブルへの影響を観察するために、ケーブルを炎で

勾配が小さくなる一方で浮力の大きさが急激に増加するの

直接加熱した。本実験に使用したビデオケーブルと LAN ケ

で、通常の区画火災に比べると大規模な空間での火災は、浮

ーブルは、何らかの難燃化処理が施されていたらしく、炎に

力の大きさが流動に大きな影響を与えることを示している。

さらされると、外側の被覆が溶融し、炭化し、断熱層のよう

通常の区画火災と比べ浮力の大きさが流動に大きな影響

なものを形成し、ある時間まで伝送を継続できた。金属管の

を与えると考えられる大空間内の火災において、発生した熱

中を通っているケーブルが、金属管の外から加熱される場合

や燃焼生成物がどのように輸送されるかを初期火災から消

を想定し、ケーブルを熱面に接触させた。熱面に接した際に

防隊放水まで火災の特性を検討し、その問題点を整理した。

は、外側の被覆と、内側の絶縁体が溶融し、短絡が起きた。

換気装置を備えた大規模な空間内で、木材クリブ、ヘプタン

活性炭はその吸着能力の高さから空気浄化、溶剤の吸収な

等の可燃性液体を燃焼させ、消火活動を行った。火炎、煙、

どのためのフィルターとして用いられている。放射性物質を

高温の気流の動きを撮影すると共に、高さ方向の温度分布を

扱う施設でも使用されている。活性炭は温度が上昇すると自

測定し、解析した

1～4)

。モデルによる解析

5，6)

然発火する可能性があることが以前から指摘されてきた。活

も行った。

原子力発電施設や屋内型廃棄物処理施設などの建物内で
火災が発生した場合、現場に駆けつけた消防隊員は建物内に

性炭フィルターの自然発火に関する海外事例、消火のための
対策について紹介した 8)。

進入し、救助、消火などの消防活動を行うことが予想される。

水を炉心の冷却に用いる原子炉では、水が放射線により分

原子力発電施設や屋内型廃棄物処理施設は、その性格上、密

解し、水素が生じることがある。何らかの理由により炉心が

閉性が高く、内部が複雑な構造をしていることが多い。消防

高温になると、金属材料と水が反応し、水素が生成すること

隊員の身の安全を図るためには、外部から建物内の火災の状

がある。水素が可燃範囲に入らないようにするために、固体

況を監視し、内部に進入して消火活動を行う消防隊員に情報

触媒を用いた反応器が設置されている。触媒周囲の流れ場を

を知らせることが有効であると考えられる。原子力発電施設

検討した 9)。
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消火方法の効率化について検討するために、木材クリブを

獲（Non-materialist Capture）
」の危険性が存在すること、2) 事

水噴霧で消火する際の水粒子の動き、可燃性液体を泡薬剤で

件・事故などの失敗事象を安易に規制の虜と関連づけること

消火する際の泡の粒子の動きをハイスピードビデオカメラ

によって、問題が規制当局と事業者の間の関係に矮小化され

で撮影し、解析した

10，11)

てしまい、根本的な問題を覆い隠すおそれが存在すること等

。

が分かった 17)。

(2) グリーンハウス火災に関する実験
原子力施設において、放射能汚染のある設備または機器の

次に、人の無意識の認知プロセスを理解するのに重要であ

解体、除染作業等を行う際、汚染の拡大防止のために作業エ

ると考えられる社会心理学の文献を調査した。その結果、以

リアに設置される仮設の囲いをグリーンハウスという。解体

下のこと等が分かった 18)。

作業に伴う切断作業、除染作業において発生する粉じん等の

1) 人は有限の情報処理能力を自動的に節約することによっ

飛散による周囲への汚染の拡大を防止するために、パイプ等
を用いたフレームをビニールシート等で覆った構造である。

て避けることのできない様々なエラーを生じること。
2) 特に頑強で普遍的なエラーの一つが、他者の行動の原因

グリーンハウス内で火災が発生したという想定で、小型のグ

を外的要因（状況の力）よりも内的要因に帰属しやすいと

リーンハウス（幅 1.8m、奥行 1.8m、高さ 2.1m）を作り、内

いう「基本的な帰属のエラー」であること。

部に熱源を設置し、火災実験を行うことにより、グリーンハ

3) 人は環境から発信される刺激によって自動的に駆動され

ウス火災の特徴を調べた 12)。

判断や行動をする「駆動される行為者」であること。
4) 愚かな意思決定を下す集団には「集団浅慮」と呼ばれる

(3) 活線電気設備への注水時における漏れ電流の計測
A 火災及び B 火災について、水 / 空気 2 流体混合噴霧消

合理的な決定を妨げる共通した思考形態が生じているこ

火システムによる消火実験を行った。A 火災、低引火点油を

と。

除く B 火災に対して、有効な消火ができることが分かった。

これまでに規制の虜や集団浅慮であると指摘された事件

C 火災に対しても有効な消火ができるかどうかを確認する

や事故は、新たな病原体の出現や新技術の導入など、不確実

ため、通電状態の電気設備への注水を想定し、漏れ電流の計

な要素が状況要因として絡んでいる場合が少なくない。そこ

13，14)

。一般家庭を想定し、交流 100V による実験

測を行った

で次に、不確実性下の意思決定と状況認識に関わる諸分野の

を行ったところ、有効な漏れ電流は測定されなかった。地下

文献を調査した。その結果、以下のこと等が分かった 19)。

鉄を想定し、750V による実験を行ったところ、海水を使用

1) 組織の意思決定では個人の選択力が過大視されやすいこ

する場合、距離をとる必要があることが分かった。水、泡消

と。
2) 社会の重要な意思決定の失敗には、個人と組織や社会の

火薬剤を使用する場合、危険性は見られなかった。
(4) アルカリ金属火災の消火実験

間の相互作用のあり方が深く関わっていること。

公設消防機関がリチウム、ナトリウムの火災に対処する際

3) 合理性を重視する科学者も、認知的、組織的、政治的要

に参考にするための情報を得るために、小規模な火災実験を

因によって無意識のうちに主観的な満足化を図っている

行った

15，16)

こと。

。水は、リチウムとナトリウムに対する消火手段

として不適当であった。パーライトのように、ナトリウムに

4) リスクに関わる意思決定において系統的に見られる合理

対しては使用可能であっても、リチウムに対しては不適当と

性からの逸脱は、評価可能性と心理的距離によって説明で

なることもあった。ナトリウムに有効な消火手段が、リチウ

きること。
5) 個人、組織、社会の各レベルで、学習の経路依存性が意

ムにも有効とは限らなかった。
(5) 防災対策に影響を与える社会的要因と心理的要因

思決定の主要な制約要因となっていること。

東日本大震災に伴い発生した福島原子力発電所事故を契

6) 人とシステムの調和を図るための対策の基本は状況認識
の共有であること。

機として、社会的意思決定（ガバナンス）のあり方が問われ
ている。原発事故の教訓を今後の消防行政に活かしていく必

これら一連の調査の結果から、災害と集団浅慮に共通する自

要があると考え、政官財界が複雑に絡まった「規制の虜

己組織化現象、ならびに社会学習と文化の進化の関係を、社

（Regulatory Capture）
」
による政府の失敗への対策を検討する

会全体が理解する必要性が導かれた。
現代の災害は複合化・大規模化が進み、特殊災害と一般災

ため、防災対策に影響を与える社会的要因と心理的要因に関
わる諸分野の文献を調査した

17～19)

害との間に明確な線引きを行うことが困難になりつつある。

。

まず、規制の虜を生み出すメカニズムを説明する「規制の

さらに急速な少子高齢化を背景として、年少者に対する体系

経済学」および規制の虜のモデル研究と事例研究について調

的・継続的な防災教育の必要性が高まっている。大震災を経

査した。その結果、1) 利益相反への対処によって規制の虜

て、自然災害に関する防災知識は関係機関等から豊富に提供

を表面的に克服しても、規制者の物の見方・考え方が外部の

されるようになったが、火災・爆発事故に関する基礎知識の

利益集団によって認知的・文化的に捕獲される「非物質的捕

提供は、原発事故を経てもなお圧倒的に不足している。広く
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一般に向けた防火の知識の普及と、専門知識の提供および社

た。このことより、換気のある送電トンネルでの火災（洞道

会の情報共有の促進を図ることを目的として、教育工学の知

火災）時には、ドライアイス単独での消火は困難であること

見を取り入れた防火教育コンテンツの開発に取り組み、2016

が推測された 21，22)。

年 9 月、消防研究センターの公式ウェブサイト上にキッズペ

さらに、OF ケーブルが敷設された洞道火災の消火に効果

ージを開設した。また、適切な防災ガバナンスを備えるため

的な方法を調べることを目的とし、まず、消防隊の活動が制

の社会基盤の一つとして、小学校理科におけるエネルギー概

限される火災初期と、延焼した場合とに分けて消火手法を考

念の理解を深める体系的な防火教育の枠組みを提案した。

えることとした。前者にあっては、①固定設備（放射ヘッド）
により防護対象に直接消火剤を噴射する方法、後者にあって

8.2 トンネル及び地下施設

は、②消防隊機材（中・高発泡器)）より洞道内を泡で冠泡

(1) 工事中のトンネルで発生した爆発事故について

させて冷却・窒息消火する方法を実規模の洞道模型を製作し

平成 24（2012）年 5 月 24 日に発生した新潟県南魚沼市の

て実験的に検証した。
その結果、1) 固定の放射ヘッドは初期消火に有効であり、

八箇峠トンネルの爆発事故後の救助活動が示すように、工事
中のトンネル内で爆発事故が起きた場合、消防活動が困難と

特に洞道側面に放射ヘッドを設置し、ケーブルに対して横か

なることが予想される。公設消防機関の職員が消防活動を行

ら放射する側面放射のヘッド配置が効果的であることが分

う際の参考にするために、トンネル工事における注意点、過

かった。2) 中・高発泡器は、洞道火災に対して有効であり、

去に発生した工事中のトンネル内での爆発事故の事例を調

ある程度、高さや空間の限られる洞道に対しては高発泡泡だ

20)

けでなく中発泡泡でも十分に洞道内部を冠泡できることを

べて、まとめた 。
本爆発事故に対して実施した対応については、第Ⅳ章「3.6

実験的に示した 23)。

八箇峠トンネルで発生した爆発事故」を参照されたい。

本火災に対して実施した対応については、第Ⅳ章「3.8 埼

(2) 洞道火災について

玉県新座市で発生した洞道火災」を参照されたい。

2016 年 10 月 12 日、
埼玉県新座市の東京電力パワーグリッ
ト株式会社の送電トンネルで発生した火災は、都内で約 58

8.3 リチウムイオン電池の火災危険性

万軒が停電し、交通機関はもとより、政府施設にも影響が出

(1) リチウムイオン電池等の火災危険性と安全対策

た。当該火災は、水系消火剤での消火活動が難航し、ドライ

近年、廃金属の火災が多いことから、国立環境研究所およ

アイスが使用されたが、その効果は不明とされている。今後

び海上保安試験研究センターと共同でその防災対策の研究

も発生しうる洞道火災への備えとして、ドライアイスの消火

を実施した。原因調査から電池に起因する火災が多いことが

効果を検証し、より有効な消火方法を確立する必要がある。

分かった。リチウム電池を含む数種類の電池について、その

そこで、ドライアイスの消火条件を明らかにすることを目的

火災危険性を小型密閉式圧力容器試験（MCPVT）を用いて

に、OF ケーブル絶縁油（アルキルベンゼン）の消炎濃度の

調べた 24～28)。MCPVT 法は小型の密閉式圧力容器を使用した

測定とドライアイスの昇華速度に影響する要素を調べ、さら

試料温度および圧力の測定が可能な試験法である。その結果、

に、埼玉県新座市で発生した洞道火災を模擬した小規模消火

リチウム電池は、酸化銀電池およびアルカリ電池と比較して

実験を実施し、そのドライアイスの消火効果を調べた。

急激にガスを発生し、危険な状態になることが分かった。ま

その結果、OF ケーブル絶縁油の CO2 消炎濃度は 19.7％で

た、落つい感度試験（高さ 80cm）を用いて、衝撃による火

あり、洞道内の風速が 0.6m / s までの常温常圧の低速気流に

災危険性を調べた。リチウム電池では爆発現象が起こったが、

おいては、ドライアイスの単位表面積あたりの CO2 発生流量

酸化銀電池およびアルカリ電池では爆発現象は起こらなか

3

2

は 0.1m / (min・m ）以下であることが分かった。また、洞道

った。示差走査熱量計（DSC）は試料からの熱流束を測定し

内の風速を 0.5m / s と仮定し、ドライアイスが火源から離れ

て発熱挙動を調べる装置である。DSC を用いてリチウム電池

た場所に投下された場合、気流中の CO2 が OF 絶縁油の消炎

の電解液について、火災危険性を調べた。電解液組成の試料

濃度に達するには、ドライアイスの表面積と洞道断面積との

について熱分析等から熱流束のピークが測定されたことか

比が、60 倍以上必要であることが分かった。そして、強制換

ら、発熱危険性があることを示した。このような危険性は、

気あるいは燃焼による自然換気が発生するとき、ドライアイ

他の電池類では見られなかった。

スが火源近傍に投下されても消炎には至らないが、ある程度

リチウムイオン電池について、MCPVT よりも大きな試料

の燃焼抑制効果があることも分かった。さらに、ドライアイ

が測定可能な密閉式圧力容器試験器（CPVT）を用いて、そ

スが火源上方に置かれて直接炎にさらされても、急激に昇華

の加熱分解の危険性について調べた。リチウムイオン電池を

することはなく、火炎抑制効果や消火効果は低いことが分か

加熱していくと 150℃付近でガス排出弁が作動し、約 180℃

り、逆にドライアイスが燃焼中の OF ケーブル絶縁油に落下

から熱暴走による急激な温度上昇および圧力上昇が測定さ

することにより、火勢を拡大させる恐れがあることが分かっ

れた。リチウムイオン電池の充電率が高いほど激しい熱暴走
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を起こすことが分かった。また、水の共存下では満充電の場

ある。このように、小規模な爆発が発生し、施設の一部のみ

合、水蒸気圧の影響を考慮すると最大圧力が 20%程度大きく

が破壊されると、爆発があったかどうか容易に判断できない

なった。その他、再加熱した実験結果から、電池内で充電に

ことがある。爆発があったかどうかを判断し、爆発があった

よって反応性が高い物質が生成し、熱暴走することが推定さ

としたらどの程度の規模かを推定するためには、何を見たら

れた 29)。

よいか、どこを見たらよいかを示す消防機関向けのガイドラ

(2) 火災実験

インを作成するために、以下のことを行った。

リチウムイオン電池が集積された場所が火災になると、消

・ 爆発を伴った燃焼の実験を行った。実験装置は、金属ア

火活動が困難になることが、火災事例などから指摘された。

ングルで枠を組み、6 面に透明なプラスチックシートを貼

火災時におけるリチウムイオン電池の挙動について知るた

ることにより、製作した。大きさは、容積約 200L

30)

めに、リチウムイオン電池を加熱する実験を行った 。市販

（0.7m×0.7m×0.4m）
、容積約 400L（1m×1m×0.4m）とした。

のビデオカメラ用またはノートパソコン用のバッテリーパ

燃料には、揮発性の高い溶媒であるヘキサンを用いた。ヘ

ックを解体し、18650 等のリチウムイオン電池の単体を取り

キサンの蒸気と空気からなる可燃性予混合気に着火する

出した。加熱の手段としては、裸火、固体ヒーターを用いた。

と、装置内を火炎が伝ぱし、内圧の上昇により、装置の一

充電したリチウムイオン電池を加熱すると、内部の電解液が

部が壊れ、火炎が外部に噴出した。その様子を撮影し、解

噴出する、噴出した電解液に着火し火炎が形成される、破裂

析した。

する、ロケットのように飛翔する等の現象が観察された。リ

・ 化学工場等で発生した小規模爆発事故の事例を集め、分
析した。

チウムイオン電池を貯蔵している倉庫内で火災が発生した
場合における、リチウムイオン電池の挙動について調べるた

(3) 予混合火炎の火炎面の乱れ

めの実験を行った。リチウムイオン電池を販売用のパッケー

都市ガスや液化石油ガスなどは、様々な安全装置や適切な

ジごと段ボール箱またはプラスチックケースに収納し、プラ

管理によって、居住空間におけるガス爆発によるリスクを小

スチックパレット上に載せた。プラスチックパレットを着火

さく保って利用している。しかし、発生件数は少ないがガス

し、プラスチックパレットの火炎により、リチウムイオン電

爆発事故が発生し、被害が生じている。
閉囲空間内に滞留した可燃性気体の爆発被害は、圧力上昇

池を加熱した。その結果、ロケットのように飛翔する等の現

速度に依存する。圧力上昇速度は、伝ぱする火炎面の面積と

象が観察された。

燃焼速度に依存する。火炎が伝ぱする過程で、火炎面に乱れ
8.4 特殊火災

が生じ、火炎面積が増加すると、圧力上昇速度が大きくなる。

(1) アルキルアルミニウム火災の消火実験

火炎面は、高温の燃焼生成気体と常温の予混合気体の接する

アルキルアルミニウムが漏えいし、火災になった場合の対
31)

密度境界面である。ガス爆発や爆ごう転移等の際には、火炎

処法に関する知見を得るため、消火実験を行った 。実験に

面が加速を受ける。密度境界面が不安定になる方向に加速を

は、トリエチルアルミニウムとエチルアルミニウムセスキク

受けると、火炎面に乱れが成長する現象が起こる。加速場で

ロライドを使用した。水を使用すると、アルキルアルミニウ

の浮力の影響による火炎面の不安定は、燃焼生成気体と未燃

ムと水は激しく反応した。パーライトは比較的少ない量で被

焼気体の境界のレーリー･テーラー不安定と、温度勾配の生

覆できたが、被覆後に再出火した場合があった。アルキレッ

じている火炎帯の熱流体不安定性の二つである。火炎面の乱

クスを使用した場合、AC ライト、ABC 消火薬剤、乾燥砂よ

れの振幅が、火炎帯の厚みと同程度であれば、温度勾配のあ

りも少ない量で被覆できた。

る温度境界領域中の流体の不安定として取り扱う。

(2) 火災原因調査における爆発現象判断のための実験的研

熱対流不安定を仮定して、加速を受けた予混合火炎面に生

究

じた乱れの空間長さを計算すると、実験で観察された火炎の

公設消防機関が、化学工場で爆発があったらしいという通

乱れのスケールとほぼ一致した。この解析では、火炎面の擾

報を受けて出動し、現場に到着した際に、施設が激しく壊れ

乱が十分に小さいと仮定しているが、実験では有限の乱れが

ており大きな音がしたという証言があれば、爆発があったと

発生しているので、火炎面の乱れの成長については、有限の

判断できる。しかし、現場に到着したときには火災が見えず、

変位を考慮する必要がある 32)。

施設の一部に破壊の跡が発見されたのみであった場合、破壊

(4) RDF 火災
2003 年 8 月に三重県の RDF を燃料とする発電所で爆発が

の原因は爆発かどうかの判断が容易にできないことがある。
また、現場に到着したときには火災を発見したが、火災のみ

発生し、消防隊員 2 名が死亡した。RDF に関連した火災の事

では説明できない破壊の跡が施設の一部にあった場合、爆発

例を調べたところ、2003 年以前にも発生しており、対策をと

を起点とする火災なのかどうか容易に判断できないことが

った後も発生したことが分かった 33)。
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9.

救

9.1 救急需要対策

急
9.4 外国人対応

(1) 救急需要の予測

近年の訪日外国人観光客の増加に伴い、救急隊が外国人と

我が国の救急出場件数は、平成 29（2017）年において約

接する機会も多く、救急現場では一刻も早い対応が必要なた

634 万件と過去最多となっており、
この 10 年間増加し続けて

め、外国人との円滑なコミュニケーションが求められている。

いる。この救急需要対策は、喫緊の課題である。そこで、こ

総務省では、平成 28（2016）年に災害時に情報が十分に届い

の課題の今後の継続性に関して明らかにするために、救急需

ていないとされる外国人や高齢者に、確実に情報伝達する環

1)

要の将来推計 を行った。その結果人口は減少していくが、

境整備を図ることを目的として「情報難民ゼロプロジェクト」

高齢化の影響もあり、救急需要は今後も増加していくことが

8)

判明した。

開発法人情報通信研究機構との共同研究にて、救急隊用の多

(2) 救急搬送における緊急度体系

言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」を開発 8，9)した。2017

救急需要対策の一環として、緊急性が高い傷病者について、
より優先的に搬送資源を投入し、医療機関へ直ちに搬送する

を立ち上げた。このプロジェクトの一環として、国立研究

年度末時点で 278 消防本部への導入及び 1,200 件程度の使用
実績があった。

ことを目的として、救急企画室と共同で緊急度判断体系に関
する分析 2，3)を行った。
その結果
「救急受診ガイド 2014 年版」
、

9.5 ファーストレスポンダー体制の開発

「家庭自己判断プロトコル Ver.1」、「電話相談プロトコル

ファーストレスポンダー体制とは、
「消防機関から十分な

Ver.1」
、
「119 番通報プロトコル Ver.1」
、
「救急現場プロトコル

訓練を受けた一般人等を現場に派遣し、応急手当を行っても

Ver.1」を刊行した。

らう体制」のことをいい、ファーストレスポンダーが救急隊

(3) 救急隊の適正配置

より先に現場に到着することによって、応急手当の質を高め

今後の高齢化や観光客の増加等に伴い、救急需要が増大す

ることを目的としている。救急隊が早期に到着できない地域

ることが予想される中、限られた財源や人員の中で、救急資

や、高層ビルや大型ショッピング施設等の現場、また救急隊

源を効率的に活用し、市民に対する救急サービスの維持・向

が出動中の場合等には、特に必要性が高いと考えられる。
この体制をわが国で実施するために、諸外国の実態調査、

上を図るため、本研究では将来的な救急隊の適正配置等につ
4)

いて札幌市消防局と共同で検討 を行った。その結果、札幌

わが国で実施するための課題や資機材の開発、これらを踏ま

市消防局における救急隊の労務管理を含めた最適配置案の

え試験運用及び全国展開の研究を実施 10～32)した。その結果、

提示や、消防局全体の救急出場件数と出場から現場到着の距

石川県加賀市、島根県出雲市、神奈川県厚木市等複数の都市

離に関して相関がかなり高いことを示した。この結果は、現

で運用が始まっている。

状での札幌市消防局の運用に活用されている。
文献

9.2 救急搬送時の受入医療機関の選定困難事案対策
救急搬送時の受入医療機関の選定困難事案対策として、救
急隊の応需情報を救急隊及び医療機関と共有して、受け入れ
の効率化を図る「病院照会サポートシステム」を仙台市消防
局と共同で開発し、平成 22（2010）年から運用を開始した。
このことは報道でも取り上げられた（朝日新聞 WEB（平成
22 年 9 月 1 日）
「救急搬送にスマートフォン活用、瞬時に情
報共有」
）
。
9.3 救命率の向上
バイスタンダーによる応急手当の質の向上を目指し、携帯
電話の画像伝送機能を使い、CPR 実施時の胸骨圧迫や人工呼
吸の仕方を映像で指令室からバイスタンダーに送信し、口頭
指導を行った場合の効果

6，7)

に関して検討を行った。その結

果、十分効果があることが判明した。
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第Ⅲ章
火災・危険物流出事故調査

Ⅲ. 火災・危険物流出事故調査

1.1 火災原因調査制度・組織

防法上規制対象となる建物等で、死者を伴う火災が発生し

火災原因調査は、調査の結果判明した事項を同種の事故

た場合、出火原因、被害拡大要因の調査を詳細に行ってお

を未然に防止する、消防施策に反映するという目的により、

り、再発防止策を講じるための法令改正などが必要に応じ

消防の固有事務として市町村消防が法令に従い、実施して

て行われてきた。主な長官調査の概要は以下に示すとおり

いる。その中で、消防研究センターは、消防法第 35 条の

である。

3 の 2 に規定された、消防庁長官が自ら行う火災原因調査

(1) 平成 20（2008）年大阪市内発生店舗火災

（以下長官調査）を実施している。現在は、火災災害調査

個室ビデオ店の個室エリアから出火したものであり、逃

部原因調査室が中心となって、事案に応じて発災原因に関

げ遅れで死者 15 人が発生したものである。フロアーを壁

連する分野を専門とする研究官が加わり、調査体制を組ん

で仕切り、多数の個室を形成する構造を持った新しい形態

で調査を実施している。

の建物であり、通路が狭隘（きょうあい）で、多数の人が

平成 10（1998）年から平成 19（2007）年の間は、独立

逃げ遅れてしまった火災である。
(2) 平成 22（2010）年札幌市内発生グループホーム火災

行政法人化等の組織改正に伴う法令の改正等が行われ、体
制の充実が図られてきたが、平成 20（2008）年度以降は、

数年に一度、要介助者が多数入居している施設で火災が

平成 18（2006）年 4 月に整備された体制を現在まで継続

発生しているが、被害拡大要因が建物や設備に起因するも

し、業務を行っている。その間、平成 20 年に市町村長等

のか、日常の注意義務を怠ったこと等に起因する一過性の

からの求めがあった場合に、消防庁長官が危険物流出事故

原因によるものなのかを特定することが重要となる。この

調査を行うことができる法令改正が行われ（消防法第 16

火災は後者で、ストーブ付近に置かれた可燃物に着火した

条の 3 の 2）
、火災原因調査のほかに危険物流出事故調査

ものと判断された。

が事務に加わった。このため、平成 18（2006）年に設置

(3) 平成 24（2012）年福山市内発生ホテル火災
建築物、消防設備に不備が認められ、それを指摘されて

された火災原因調査室は原因調査室と名称が変更され、現
在に至っている。原因調査室は、火災災害調査部に属し、

いたにもかかわらず放置されたことから、被害が拡大した

部長、室長、火災災害調査官、調整官と調査官から構成さ

と認められた。出火原因は最終的に絞り込むことができな

れており、火災、化学、爆発、電気、危険物、鑑識、鑑定、

かったが、建物の管理者が過失責任を問われた。

現場見分など様々な分野の専門家を擁している。

(4) 平成 25（2013）年福知山市内発生花火大会火災
花火大会に出店していた露天商が、発電機に給油するガ

1.2 消防庁長官による火災原因・流出事故原因調査

ソリン携行缶の取り扱いを誤り、引火したものと認められ
た。ガソリン携行缶は発電機の排気口付近に置かれており、

近年、生活様式の複雑多様化に伴って、発生する事故も
多様な形態となっている。その中でも、積極的に消防庁が

携行缶内のガソリンが温まり、内圧が上がっていたことが

携わる必要があり、法令改正等の必要が生じると思われる

明らかにされ、一般でも用いられるガソリン携行缶の適切

事案、社会的影響が大きいと思われる事案に関しては、発

な使用法について注意喚起がなされた。

災現場を管轄する消防本部と共同で、火災原因・危険物流

(5) 平成 25（2013）年福岡市内発生有床診療所火災

出事故原因の調査を行うこととなっている。
平成20（2008）

スプリンクラーの設置義務のない有床診療所で発生し

年から平成 29（2017）年までに取り扱った火災に関する

た火災である。この事故により、検討会が設置され、従来

長官調査は、表 1、表 2 に示すとおりである（危険物流出

設置が不要であった医療機関に対し、スプリンクラーの設

事故に関する長官調査の事例はない）
。長官調査では、消

置を強化する法令改正に至っている。

表1

長官調査（主体）：消防法第 35 条の 3 の 2 の規定に基づき、消防庁長官が特に必要と認めた火災の原因調査

発災日
2008.10.1
（平成 20 年）
2010.3.13
（平成 22 年）
2012.5.13
（平成 24 年）
2013.2.8
（平成 25 年）

場所 / 管轄消防本部
大阪府大阪市/
大阪市消防局
北海道札幌市/
札幌市消防局
広島県福山市/
福山地区消防組合消防局
長崎県長崎市/
長崎市消防局

施設等名称
店舗火災
グループホーム火
災
ホテル火災
グループホーム火
災

- 65 -

概 要
個室ビデオ店の個室エリアから出火し、逃げ遅れによ
り死者 15 人、負傷者 10 人が生じたもの。
認知症高齢者グループホームから出火し、死者 7 人、
負傷者 2 人生じたもの。
RC 造一部木造の 4 階建てのホテルで火災が発生し、死
者 7 人、負傷者 3 人が生じたもの。
鉄骨造一部木造の 4 階建てのグループホームで火災が
発生し、死者 5 人、負傷者 7 人が生じたもの。

発災日
2013.8.15
（平成 25 年）
2013.10.11
（平成 25 年）
2014.9.3
（平成 26 年）

場所 / 管轄消防本部
京都府福知山市/
福知山市消防本部
福岡県福岡市/
福岡市消防局
愛知県東海市/
東海市消防本部

施設等名称
花火大会火災

2015.5.17
（平成 27 年）
2015.10.8
（平成 27 年）
2017.2.16
（平成 29 年）

神奈川県川崎市/
川崎市消防局
広島県広島市/
広島市消防局
埼玉県三芳町/
入間東部地区消防組合消
防本部
北海道札幌市/
札幌市消防局

簡易宿泊所火災

2018.1.31
（平成 30 年）

表2

有床診療所火災
製鉄所の爆発火災

飲食店火災
大規模倉庫火災
下宿火災

概 要
露天商店舗が発電機に使用していたガソリンの火災に
より、死者 3 人、負傷者 56 人が生じたもの。
鉄筋コンクリート造地上 4 階・地下 1 階の有床診療所
から出火し、死者 10 人、負傷者 5 人が生じたもの。
コークス炉上部に設置された石炭塔内に取り付けられ
ているホッパー内で爆発が発生し、負傷者 15 人が生じ
たもの。
木造の簡易宿泊所 2 棟が全焼し、死者 11 人、負傷者 17
人が生じたもの。
木造 2 階建ての飲食店が全焼し、死者 3 人、負傷者 3
人が生じたもの。
鉄筋コンクリート造・鉄骨造 3 階建て倉庫からの出火
により、負傷者 2 人が発生し、約 45,000m2 が焼損した
もの。
木造 2 階建ての下宿から出火し、死者 11 人、負傷者 3
人が生じたもの。

長官調査（要請）：消防法第 35 条の 3 の 2 の規定に基づき、消防長又は都道府県知事から消防庁長官に対し
ての求めによる火災の原因調査

発災日
2009.3.19
（平成 21 年）
2011.3.11
（平成 23 年）

場所 / 管轄消防本部
群馬県渋川市/
渋川広域消防本部
千葉県市原市/
市原市消防局

施設等名称
介護福祉施設火災

2012.4.22
（平成 24 年）

山口県玖珂郡/
岩国地区消防組合消防本
部

化学プラント火災

2012.9.29
（平成 24 年）

兵庫県姫路市/
姫路市消防局

化学プラント火災

2014.1.9
（平成 26 年）

三重県四日市市/
四日市市消防本部

化学プラント火災

2017.1.22
（平成 29 年）

和歌山県有田市/
有田市消防本部

化学プラント火災

概 要
介護施設で火災が発生し、死者 10 人、負傷者 1 人が生
じたもの。
平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴い、LPG タンクか
ら大量のガスが漏えいし、何らかの原因により着火し
て多数のガスタンクが爆発したもの。11 日間燃え続け
た。負傷者 6 人。
緊急シャットダウン中に、何らかの原因により反応釜
が爆発し、周辺プラントが火災となり、飛散物や爆風
により周辺にも多大な被害が生じたもの。死者 1 人、
負傷者 22 人。
アクリル酸の廃液タンクが何らかの原因により爆発
し、周辺プラントが火災となり、飛散物により周辺に
も多大な被害が生じたもの。消防職員 1 人殉職、負傷
者 36 人。
トリクロロシランを生成させるプラントから取り外し
た熱交換器の洗浄作業中に、何らかの原因で爆発が発
生し、爆風などを受けた作業員が吹き飛ばされるなど、
多大な被害が生じたもの。死者 5 人、負傷者 13 人。
潤滑油製造装置の一部から、何らかの原因により出火
したもの。

製油所火災

(6) 平成 29 年（2017）三芳町内発生大規模倉庫火災

発生した。化学プラントは石油コンビナート地域に設置され

物流の進歩に伴い、従来想定されていなかった大型倉庫で

ることが多く、一度災害が生じると、産業各方面にわたるサ

出火し、収納物の燃焼から十数日にわたって燃焼し続けた火

プライチェーンの切断、危険物を大量に使用する石油コンビ

災である。このような大型倉庫の火災予防策として、初期消

ナート内の安全、周辺住民の避難措置等、影響が多方面にわ

火、防火区画の確実な構成等が必要なことが、消防庁・国土

たるものである。直接の発災原因となっている化合物は異な

交通省が設置した検討会から提言された。

るが、複数生じている化学プラントの事故原因を詳細に調査

(7) 平成 23（2011）年市原市内発生製油所火災

し、共通する人的要因や安全管理要因を明らかにしていくこ

東北地方太平洋沖地震の発生で、タンクから漏えいした

とで、今後の災害をどのように防止するかに関して水平展開

LPG ガスに着火し、エリア内の多くのガスタンクが燃焼した。

を行い、大規模な化学プラントでの事故を未然に防ぐ重要な

直接の原因は、地震による揺れから生じたものであるが、タ

指針となるものである。
平成 24（2012）年 4 月発生の事故（山口県玖珂郡）では、

ンクの構造や強度等について、調査が行われた。
(8) 化学プラント火災

緊急停止時の安全管理の徹底、プラント内の各部門の連携、

平成 24（2012）年に 2 件、平成 26（2014）年 1 件、平成

平成 24 年 9 月発生の事故（兵庫県姫路市）では、取扱い物

29（2017）年に 1 件の化学プラント火災が発生している。死

質の確実な管理、平成 29（2017）年 1 月発生の事故（和歌山

傷者を伴う化学プラント火災は、平成 20 年代に入って減少

県有田市）では、脱硫で生じるサワーウォーターによる劣化

傾向であったが、平成 24 年頃から立て続けに数件の事故が

の防止等の各事項の改善を指摘した。
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1.3 実大建物火災実験による検証

消防用設備等が現行消防法に則り適切に設置され、さらに自
動火災報知設備が正常作動したにもかかわらず、多数の死傷

長官調査で行った火災原因調査においては、出火原因、ま

者が発生した。

た被害拡大要因を明らかにするために、必要に応じて実大建
物火災実験を行った。この 10 年の間では、以下の 2 例につ

本火災は、出火後まもなく火炎が拡大、建物内に延焼し、

いて火災の実大建物実験を行った。いずれの例においても、

感知器が発報した時点で激しい燃焼状況に至っていた可能

火炎の伝播、煙の拡散により被害が拡大したと考えられ、実

性がある。予備実験として、本火災の出火場所と考えられる

大建物実験から得られたデータにより数値計算を行い、煙拡

玄関ホールの床材である「クッションフロア」や付近の可燃

散状態等を解析した。

物について、各発火源に対する着火状況及び燃焼状況を確認

(1) 長崎市グループホーム火災

した。さらに火元建物の自動火災報知設備のベル鳴動が、感

平成 25（2013）年 2 月 8 日に長崎市内グループホームで発

知器発報後まもなく停止した要因の一つとして、1 階玄関ホ

生した火災では、入所者 5 人が死亡し、7 人の重軽傷者が発

ール付近で発生した火災が、受信機が設置されていた帳場に

生した。本火災はリコール対象となっていた加湿器から出火

まで延焼拡大したためと考えられた。それらを踏まえ、可燃

したもので、短時間の内に出火室内全体に火が回り、火煙が

性液体（ガソリン）を使用した火災実験（本実験）を実施し、

廊下に噴出し、避難が困難になったと推察された。多くの建

出火時刻や出火原因のより詳細な推定に結びつけるととも

物火災では、火災時に発生する高温かつ有毒な煙が浮力で建

に、多数の死傷者が発生した原因究明のための資料とした。

物内を上昇するため、火災階及びその上階において死傷者が

また、出火から 3 分までの初期の火災進展について、時間経

発生するが、本火災のように火災階より下の階で死傷者が出

過とともにどのように建物内に煙が伝播するかを調べるこ

ることは稀である。このように下階への煙伝播は特殊な事例

とを目的に、CFD（Computational Fluid Dynamics、数値流体

であり、伝播状況は現場見分での煙の痕跡や証言からある程

力学）を用いた計算機による数値シミュレーションを実施し、

度推察できるが、物理的なメカニズムに基づく現象を理解す

結果を解析した。

るには限界がある。そのため、本火災調査の一環として現地
1.4 技術支援対応

調査と併せて、実大規模の火災室及び廊下の一部を用いた火
災実験を実施し、室内での火災拡大および廊下への火煙の噴

原因調査室においては、消防法に定められた火災原因調査

出状況について屋内の温度、出入口の風速、内外差圧の計測

の業務のほかに、各消防本部から要請される技術支援に応じ

を行った。さらに建物内における煙・熱環境の経時変化を把

ている。技術支援の種類は、現場見分、鑑識・鑑定、その他

握することを目的として、測定データを基に当該建物火災を

の業務である。鑑識・鑑定には、原因調査体制の強化のため

模擬した計算機による数値解析を行った。

に導入された高性能分析機器、各研究官の保有する機器によ

(2) 川崎市簡易宿泊所火災

る分析、結果や知見に基づき、依頼本部へ回答している。現

平成 27（2015）年 5 月 17 日、神奈川県川崎市の簡易宿泊

場見分、一部の物件移動が困難な鑑識支援は、それぞれ発災

所において火災が発生し、死者 11 人、負傷者 17 人が発生す

現場や管轄消防本部等に出向いて支援を実施している。平成

る大惨事へと発展した。深夜に 1 階玄関付近から出火し、高

20（2008）年度から平成 29（2017）年度までに取り扱った技

齢者が多数宿泊していた1 階及び2 階に延焼拡大していった。

術支援数は、以下の表 3 に示すとおりである。

表3
年度（平成）
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
計

各年度中の技術支援扱い数

現場調査
8
15
10
9
7
2
5
3
11
2
72

鑑識
39
85
73
70
79
66
86
82
86
57
723

ここ 10 年間で、技術支援の依頼数が飛躍的に増加してい

鑑定
8
8
36
32
28
43
48
65
60
49
377

その他
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
5

計
55
108
119
111
114
111
139
151
158
110
1177

の向上が図られていることによるものと考えられる。

る。これは、後述する調査技術会議の開催等や消防大学校に

鑑識支援は主に製品火災によるものであり、鑑定支援はガ

おける火災調査科を修了した学生等により、火災予防におけ

スクロマトグラフによる油類検査を主とした機器分析依頼

る調査の重要性の認識が高められ、火災調査に関しての技術

である。
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この 10 年間で特記される技術支援の内容を以下に記す。

原油運搬タンカーが積み荷を降ろした後、沖合で錆取など

(1) 平成 20（2008）年北九州市内発生の工場火災

のメンテナンス作業中に出火した事案である。発災現場がタ

コークス運搬用のベルトコンベアが約 200m 崩落した状態

ンカー上という特殊な環境であり、姫路市消防局が海上保安

で破損し、さらにコークスガス配管 2 系統を破損して、漏れ

庁と行った調査に関して、現場見分支援、原因調査支援を実

た COG（コークス・オーブン・ガス）に着火した。着火し

施した。

た COG の供給用配管の元弁を閉止したが、コークス路内に

(7) 平成 28（2016）年伊勢市内発生の手荷物検査機火災

残っている COG については、消火することにより有毒なガ

伊勢志摩サミット開催中に、賢島チェックポイント保安検

スの発生が予測されるため、コークスを燃え尽きさせる方法

査棟内の X 線検査機から出火した事案である。
発災後即時に

で監視体制を続けていた。その後、4 号コークス炉、5 号コ

対応し、原因が電源トランスの不良から生じたもので、人為

ークス炉において数回の爆発が発生した。高温で稼働してい

的原因ではない製品由来の火災であることが判明した。

たコークス炉の今後の対応に関して技術支援を実施した。

(8) 平成 28（2016）年静岡市内発生の工場爆発火災

(2) 平成 21（2009）年神戸市内発生の工場火災

カーボン電極製造工場で、焼成炉で高温通電中に爆発火災

鉄筋準耐火構造の工場から出火し、天井、内壁のサンドイ
ッチパネルに延焼した結果、サンドイッチパネルが落下し、

となった事案である。延べ十数日にわたり、見分支援、原因
調査支援を実施した。

活動に当たっていた消防隊員が殉職した。見分の技術支援を
実施した。サンドイッチパネルの燃焼性状については、第Ⅱ
章 1 節「1.1 燃焼」(1)を参照されたい。

1.5 火災調査技術会議
全国の消防本部の調査技術向上と情報交換のため、全国各
地で火災調査技術会議を行っている。平成 20 年から平成 29

(3) 平成 22（2010）年横浜市内発生の工場火災
火薬・爆発原料となる過塩素酸塩を製造・加工している工

年までの開催地は表 4 に示すとおりである。
各会場では、火災調査事例、危険物流出事例について、各

場で爆発火災が生じた事案であり、爆発火災の原因調査につ
いて技術支援を行った。

消防本部から 5 題から 7 題の発表を行い、消防研究センター

(4) 平成 23（2011）年横浜市内発生の火力発電所火災

からも、研究報告、原因調査手法等の発表を行っている。平

火力発電で、燃料の石炭を運搬するベルトコンベア付近か

成 22 年度までは北海道・東北、東京、中部、近畿・中国・

ら出火し、その後爆発が発生した事案であり、爆発火災原因

四国、九州のブロックで行っていたが、北海道と東北を分離

について技術支援を行った。

し、平成 28 年からは富山会場が加わり、現在は 7 会場で実

(5) 平成 25（2013）年野田市内発生の廃油処理施設の爆発

施している。

火災
廃油を燃料油に再生する工場で発生した爆発火災事案に

1.6 火災調査担当者会議

対して現場見分、原因調査の技術支援を行った。使用が許可

毎年 1 回、東京消防庁、各政令指定都市消防局（本部）
、

された第 4 類第 3 石油類以外に、第 1 石油類を再生設備に入

中核市消防局（本部）の調査担当者を集め、火災調査担当者

れたために爆発が発生したものと判明した。

会議を実施している。この会議では、調査業務に関して各本

(6) 平成 26（2014）年姫路市沖合発生のタンカー火災

部での課題を参加者で討論し、調査業務の向上を図っている。

表 4 各年度の開催地
年度（平成）
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

名古屋
名古屋
名古屋
名古屋
名古屋
名古屋
札幌
札幌
名古屋
名古屋

新潟
仙台
札幌
札幌
仙台
仙台
名古屋
名古屋
富山
富山
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実施会場
大阪
大阪
大阪
仙台
大阪
大阪
仙台
仙台
仙台
仙台

福岡
高松
福岡
大阪
熊本
福岡
大阪
大阪
札幌
札幌

北九州
北九州

北九州
熊本
大阪
大阪

福岡
北九州

第Ⅳ章

災害対応・調査

Ⅳ. 災害対応・調査
本章には、主として技術研究部が実施した災害対応と、同じく技術研究部が実施した災害調査のうち、単に調査が実施
されたのみで、その結果についての分析・考察が深まらなかった等の理由から論文・学会発表等の形式で研究成果として
発表されておらず、
「第Ⅱ章 最近10年の研究」の章に記載することがふさわしくないと考えられたものについて記す。ま
た、災害に関連して、主として技術研究部が実施した技術支援及び文献調査についても記す。
研究成果として発表されるに至った災害調査結果は、第Ⅱ章に記載されているが、東日本大震災と平成28（2016）年熊
本地震など、複数の種別の災害が発生し、多岐にわたる調査が行われた結果、第Ⅱ章における調査結果の参照箇所が複数
の節に散在するものについては、災害の概要と参照箇所を本章に記した。
主として火災災害調査部によって実施された火災・危険物流出事故の調査については、
「第Ⅲ章 火災・危険物流出事故
調査」を参照されたい。

1. 地震災害
平成20（2008）年度から平成29（2017）年度の期間に、消防研究センターが地震災害に関して実施した災害対応・調査
を表1-1に掲げる。平成19（2007）年新潟県中越沖地震は、上記の期間中に発生したものではないが、その調査結果の一部
が上記期間中に発表されたため、ここでも記載した。
以下、各地震災害における災害対応・調査について述べる。
1.1 平成 23（2011）年東北地方太平洋沖地震
平成 23（2011）年 3 月 11 日 14 時 46 分頃、三陸沖を震源
とする Mw9.0 の我が国観測史上最大規模となる 2011 年東北
地方太平洋沖地震が発生した。気象庁の解析によれば、震
源断層は、三陸沖から茨城県沖にかけての日本海溝沿いに
長さ南北約 450 km、幅東西約 150 km という広大な広がり
を持ち、最大すべり量は 37 m と推定された。この地震の際、
宮城県栗原市で震度 7 の揺れが観測されたほか、宮城県、
福島県、茨城県、栃木県の 38 市町で震度 6 強の揺れが、東
北地方の全ての県と関東地方の全ての都県のいずれかの地
点で震度 5 強以上の揺れが観測されるなど、極めて広い範
囲が強震動に見舞われた。この地震では津波も発生し、東
北地方から茨城県、千葉県沿岸にかけての太平洋沿岸は大
きな津波に見舞われた。なかでも岩手県宮古市重茂姉吉地
区では、最大遡上高が 40.4 m にも達するなど、特に岩手県、
宮城県、福島県沿岸には巨大な津波が押し寄せた。
この地震の後には、大きな余震・誘発地震が相次いで発
生した。最大震度 6 弱以上の揺れが観測された余震は、こ
れまでに 5 回発生している（本震同日 15 時 15 分頃の茨城
県沖を震源とする地震（MJ7.6；最大余震）
、2011 年 4 月 7
日 23 時 32 分頃の宮城県沖を震源とする地震（MJ7.2）
、
2011 年 4 月 11 日 17 時 16 分頃の福島県浜通りを震源とする
地震（MJ7.0）など）
。また、最大震度 5 弱以上の揺れが観
測された誘発地震とみられる地震も、これまでに 4 回発生
している（2011 年 3 月 12 日 3 時 59 分頃の長野県・新潟県
県境付近を震源とする地震（MJ6.7）
）
、2011 年 3 月 15 日 22
時 31 分頃の静岡県東部を震源とする地震（MJ6.4）など）
。
これらの地震により、死者 1 万 9,630 人、行方不明者
2,569 人、住家全壊 12 万 1,781 棟、火災 330 件という極めて
甚大な人的・物的被害が生じた（2018 年 3 月 7 日消防庁

「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震
災）について（第 157 報）
」
）
。被害の多くは、津波によるも
のだった。
さらに、この地震・津波に起因して、東京電力福島第一
原子力発電所では、1 号機から 4 号機で炉心溶融や原子炉建
屋爆発事故などが連続的に発生した。最初の原子炉建屋爆
発は、3 月 12 日 15 時 36 分頃に 1 号機で発生し、続いて 14
日 11 時 1 分頃に 3 号機建屋が爆発した後、15 日 6 時 10 分
頃には 4 号機建屋が爆発した。政府は、3 月 11 日 19 時 3 分
に、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣
言を発し、それ以後、国や県により広範囲にわたって「避
難指示」等の措置がとられた。一連の事故の結果、大量の
放射性物質が放出され、広範囲に拡散した。2011 年 4 月 22
日には、発電所から 20 km 圏内の福島県富岡町、大熊町、
双葉町及び田村市、南相馬市、楢葉町、川内村、浪江町、
葛尾村のそれぞれ一部地域は、例外を除き、立ち入りを禁
止する「警戒区域」に指定されるなどの措置がとられた。
2018（平成 30）年 3 月現在もなお、富岡町、大熊町、双葉
町、南相馬市、浪江町、葛尾村、飯舘村の一部が「帰還困
難区域」
（放射線量が非常に高いレベルにあることから、バ
リケードなど物理的な防護措置を実施し、避難を求めてい
る区域）に指定されるなどの「避難指示」の措置が継続さ
れている。
以上のように、2011 年東北地方太平洋沖地震は、まさに
国難とも言うべき震災となった。政府はこの震災を「東日
本大震災」と命名した。
消防研究センターでは、地震発生後、間もない頃から次
のような被害調査を行った。2011 年中のおもだった調査結
果は、速報として文献 1)にまとめられている
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(1) 市街地等における火災
消防庁とりまとめでは、330 件の火災が発生した。これら
の火災の実態を漏れなく把握するため、アンケート調査を
行った。
市街地等では広域火災が複数発生した。消防研究セン
ターでは、延焼範囲の正確な把握と、焼け止まり要因の分
析等を目的とした現地調査を行った。これらの広域火災を
はじめ、多くの火災は津波浸水域で発生した。そこで、津
波浸水域における火災の特徴や、津波で浸水した車両の火
災発生危険性など、津波との関連に焦点をあてた調査・研
究を行った。
また、気仙沼市の市街地火災では、火災旋風が目撃され
たとの情報を得たことから、火災旋風の調査を行った。
気仙沼では、市街地火災のほか、気仙沼湾内で海上火災
が発生した。気仙沼漁港では、港頭付近に設置されていた
屋外タンク貯蔵所 23 基のうち、円筒縦置き型タンク 22 基
が津波で流され、合計 1 万 1,521 kL（推計値）の危険物が
流出した。この流出した危険物と海上火災、市街地火災の
関連が取りざたされたため、流出した危険物と気仙沼の火
災の関連に関する調査・検討を行った。
震災により、大量の災害廃棄物（がれき）が発生し、各
地にがれきの仮置き場が数多く設けられたが、これらのが
れき仮置き場で、40 件以上の火災が発生した。このため、
これらの火災の原因を明らかにするための調査・研究を
行った。
以上の調査・研究結果については、文献 1)のほか、第Ⅱ
章 6 節「6.1 地震火災」(1)を参照されたい。
(2) 石油コンビナート等特別防災区域における火災
京葉臨海中部地区の石油コンビナート等特別防災区域
（特防区域）内にある、特定事業所（千葉県市原市内にあ
る製油所）の液化石油ガス出荷装置及び貯槽設備（LP ガス
タンク）において、3 月 11 日 15 時 47 分頃に火災が発生し、
隣接タンクで計 5 回の爆発が発生した。鎮火は 21 日 10 時
10 分だった。この火災・爆発により、6 人が負傷した。ま
た、周辺施設への延焼、爆発飛散物・爆風による被害も発
生した。
仙台地区特防区域内にある特定事業所（製油所）では、
ガス充塡施設、ガソリンタンク、アスファルトタンク、硫
黄タンクにおいて、3 月 11 日に火災が発生し、3 月 15 日に
鎮火した。この火災は、津波に起因して発生したものとみ
られる。
消防研究センターでは、これらの火災・爆発について調
査を行った。調査結果については、文献 1)のほか、第Ⅱ章
6 節「6.1 地震火災」(1)及び第Ⅲ章「1.2 消防庁長官による
火災原因・流出事故原因調査」を参照されたい。
(3) 危険物施設の被害
消防庁危険物保安室・特殊災害室のとりまとめによれば
（
「東日本大震災を踏まえた危険物施設の等の地震・津波対
策のあり方に係る検討報告書」消防庁危険物保安室・特殊
災害室 2011 年 12 月）
、2011 年東北地方太平洋沖地震では、
全国で 3,341 の危険物施設が地震または津波により被害を受

けた。うち、1,821 施設は津波により被害を受け、1,409 施
設は地震により被害を受けたもので、残り 111 施設は地震
によるか津波によるか不明だった。
消防研究センターでは、主として危険物屋外タンク貯蔵
所（石油タンク）の地震・津波被害について現地調査を
行った。また、津波被害については、消防庁危険物保安室
が「東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対
策のあり方に係る検討会」における検討の一環として実施
した、危険物施設被害に関するアンケート調査に併せて、
消防研究センターからも調査票を配付し、アンケート調査
を行った。
石油タンクの被害は、主として津波による被害か、長周
期地震動によるスロッシング被害であった。短周期地震動
による石油タンク本体への被害はあまり見られず、被害が
あったとしても危険物の大量流出には至らない程度のもの
であった。
津波による石油タンクの被害は、タンク本体の滑動・転
倒・流失等のタンク本体の移動、タンク本体の変形、タン
ク基礎・地盤の洗堀、基礎・犬走りの土砂流出、配管の流
失・移動・折損・屈曲等、防油堤の亀裂・破損・基礎の洗
堀、雨水浸入防止シールの剥がれ、ポンプ等附属設備の流
出・故障、防油提内へのがれき等の流入等、津波浸水に
よって発生しうるものと考えられるあらゆるものが発生し
た。消防研究センターの調査・集計によれば、津波により
何らかの被害が生じた石油タンクは、全国に 418 基あり、
このうちタンク本体の移動被害は、157 基で発生した。特防
区域では、久慈地区、塩釜地区、仙台地区、広野地区、い
わき地区、鹿島臨海地区の各地区の石油タンクが津波で浸
水し、久慈地区、仙台地区、いわき地区では、タンク本体
が移動する被害が発生した。タンク本体の移動被害は、特
防区域以外でも沿岸部に立地していた石油タンクに数多く
発生した。気仙沼漁港では、港頭付近に設置されていた屋
外タンク貯蔵所 23 基のうち、円筒縦置き型タンク 22 基が
津波で流された。福島県南相馬市にある東北電力原町火力
発電所では、容量約 1 万 kL の重油タンク 2 基が滑動した。
2011 年東北地方太平洋沖地震では、大地震に特有の大振
幅の長周期地震動によって、各地の大型石油タンクにス
ロッシング被害も生じた。川崎市内の事業所では、容量約 2
万 kL の重油タンクで浮き屋根が沈没し、酒田市内の事業
所では、容量約 2,700 kL のガソリンタンクのアルミニウム
製内部浮き蓋が全壊した。酒田地区、新潟東港地区、新潟
西港地区、京浜臨海地区、京葉臨海中部地区、鹿島臨海地
区、いわき地区、仙台地区の各特防区域では、ポンツーン
内の滞油、浮き屋根・内部浮き蓋上への油の溢流などの被
害が発生した。
いわき地区特防区域では、短周期地震動の影響により、
地盤の等沈下または不等沈下が発生し、タンク本体または
附属配管が損傷するなどの被害が発生した。また、鹿島臨
海地区特防区域では、タンク本体を留めていたアンカーボ
ルトの引き抜けが発生した。これは短周期地震動の影響に
よって、タンク本体に浮き上がりが発生したことによるも
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のとみられる。
以上の被害についての調査・研究結果は、文献 1)のほか、
第Ⅱ章 5 節「5.4 危険物施設の地震防災」を参照されたい。
(4) 消防活動及び消防防災施設・設備の被害
東日本大震災では、県内の広域応援を含め、地元消防本
部・消防団が協心戮力（りくりょく）して懸命の消防活動
に当たった。緊急消防援助隊は、3 月 11 日から 6 月 6 日ま
での 88 日間にわたって被災地で活動し、その延べ派遣人員
は 10 万 9,919 人、延べ派遣部隊数は 3 万 1,166 隊に及んだ。
地元消防本部、緊急消防援助隊及び消防庁から協力要請を
受けた消防本部は、東京電力福島第一原子力発電所におけ
る事故への対応にも当たった。
この震災では、消防職員に 27 人、消防団員に 254 人の死
者・行方不明者が生じるなど、消防機関も極めて甚大な人
的・物的被害を受けた。物的被害は、143 棟の消防本部・消
防署、161 棟の分署又は出張所等が建物被害を受けた。車両
等にも被害が生じ、常備消防、消防団合わせて 341 台の車
両が被害を受けたほか、消防艇 2 艇、防災航空隊のヘリコ
プター1 機も被災した。
消防研究センターでは、被災地の地元消防本部及び緊急
消防援助隊等被災地に派遣された応援消防隊について、消
防活動に関する聴き取り調査を行うとともに、119 番回線、
消防救急無線等消防機関の通信に関する状況・被害につい
ても調査を行った。また、主として消防本部及び消防署所
をはじめとする消防防災に関する施設・設備の被害調査を
行った。
以上の調査・研究結果については、文献 1，2)を参照され
たい。
(5) 土砂災害
2011 年東北地方太平洋沖地震では、斜面の崩壊や住宅地
の変状（沈下、傾斜及び地すべりなど）
、落石などの土砂災
害が発生した。また、4 月 11 日に発生した福島県浜通りを
震源とする地震では、福島県南部で斜面の崩壊や地すべり
が発生した。
消防研究センターでは、これらの土砂災害について現地
調査を行った。3 月 11 日の地震により、白河市周辺の火山
灰由来土の斜面で崩壊が多発し、これらの崩壊土砂が長距
離流動した。また、仙台市から福島県南部にかけて、住宅
地の人工地盤における地すべりや亀裂、不等沈下が発生し
た。さらに、4 月 11 日の地震により、震源近傍で大規模な
地すべりが複数発生した。この中で、いわき市田人石住才
鉢では、県道の山側で地すべりが発生し、通行中の車両が
巻き込まれ、地震後に地すべりが継続して移動する中での
救助活動が行われた（1 人救出（死亡）
）
。調査結果について
は、文献 1，3)を参照されたい。
(6) その他
東北電力女川原子力発電所で、地震により発生したター
ビンビルの電源盤での火災（3 月 11 日 22 時 55 分鎮火）の
調査を行った。
静岡県富士宮市において、市災害対策本部の対応状況に
関するヒアリング調査を行った。

1.2 平成 19（2007）年新潟県中越沖地震
平成 19（2007）年 7 月 16 日 10 時 13 分頃、新潟県上中越
沖を震源とする MJ6.8 の 2007 年新潟県中越沖地震が発生し、
新潟県益長岡市、柏崎市、刈羽村及び長野県飯綱町で震度 6
強の揺れが観測された。この地震により、死者 15 人、住家
全壊 1,331 棟、火災 3 件等の被害が発生した（2013 年 5 月
17 日消防庁「平成 19 年（2007 年）新潟県中越沖地震（確
定報）
」
）
。3 件の火災のうち 1 件は、東京電力柏崎刈羽原子
力発電所 3 号機の変圧器におけるものだった。
消防研究センターでは、これらの被害状況を調査すると
ともに、地震発生時の消防機関の初動について資料を収集
した 4)。柏崎刈羽原子力発電所の被害調査の結果、危険物施
設、消火に関わる施設等に被害が出ていたことが分かった 5)。
3 号機の変圧器の火災は、ダクト内で絶縁油が燃焼したもの
だった。変圧器につながるステンレスダクトには、溶融穴
が 2 か所に開いていた。ダクト内の電極にも溶融の跡が
あったため、放電の発生が考えられた。変圧器一次側の電
流値の変化から求まる電気量、ダクトのステンレスの溶融
量、電極の銅の溶融量などから、ダクトと電極の接触によ
るアーク放電の発生により、火災へと進展したことを明ら
かにした 6～9)。
註）一般的な被害状況の調査、消防機関の初動について資料収集につい
ては、
「最近 10 年のあゆみ－消防研究所 60 周年－」にも記述があ
るが、本書においても改めて記述した。

1.3 平成 20（2008）年岩手・宮城内陸地震
平成 20（2008）年 6 月 14 日 8 時 43 分頃、岩手県内陸南
部を震源とする MJ7.2 の 2008 年岩手・宮城内陸地震が発生
し、岩手県奥州市及び宮城県栗原市で震度 6 強の揺れが観
測された。この地震により、死者 17 人、住家全壊 30 棟、
火災 4 件等の被害が発生した（2010 年 6 月 18 日 消防庁
「平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震（第 79 報）
」
）
。
この地震では土砂災害が多発し、行方不明者の捜索が広
範囲で行われた。土砂災害地での活動における安全管理に
係る技術支援のため、消防研究センターから、当初 2 人、
続いて 2 人の研究官が派遣され、ヘリコプターによる広域
調査を行うとともに、
「熊倉」及び「行者の滝」の捜索救助
現場において、緊急消防援助隊に対して、注意すべき事象
及び立ち入りが危険な範囲等を示した。
「熊倉」では、活動
中に地下水の流出量が増えたことから、二次的な崩落の危
険があり、撤退した方が良いとの助言を行った。この技術
支援を通して、二次崩壊危険に対しては、上空からを含め
て多角的な観察が有効であること及び耐環境性のある簡易
な斜面の監視技術が望まれること、並びに上流の土砂ダム
の決壊に伴う土石流発生のおそれに対しては、地上からの
踏査では対応が難しく俯瞰的な情報が必要であることが明
らかになった 10)（第Ⅱ章 6 節「6.2 土砂災害」参照）
。
1.4 平成 26（2014）年長野県北部を震源とする地震
平成 26（2014）年 11 月 22 日 22 時 8 分頃、長野県北部を
震源とする MJ6.7 の地震が発生し、長野県長野市、小谷村
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及び小川村で震度 6 弱の揺れが観測された。この地震によ
る死者及び火災は発生しなかったが、住家全壊 77 棟等の被
害が発生した（2015 年 1 月 5 日消防庁「長野県北部を震源
とする地震（第 21 報）
」
）
。この地震では、白馬村神城地区
を中心に、家屋倒壊が多く発生した。地震直後の消防機関
への通報及びその対応状況について調べるため、消防本部
へ聞き取り調査を行った。地震から 10 分程度たってから、
取り切れないほどの通報があったこと及び火災通報があり、
2 件に確認出動を行った（結果いずれも誤報）とのことで
あった。家屋倒壊が集中して発生した地域では、住民（建
設会社の重機含む）
、救急隊員及び非番中の他本部の消防職
員が協力して、下敷きになった住民の救出を行ったこと、
その後の安否確認も地域の防災組織により早期に行われた
とのことであった。
1.5 平成 28（2016）年熊本地震
平成 28（2016）年 4 月 16 日 1 時 25 分頃、熊本県熊本地
方を震源とする MJ7.3 の 2016 年熊本地震が発生し、熊本県
益城町及び西原村で震度 7、熊本市をはじめ熊本県内の 8 市
町村で震度 6 強の揺れが観測された。また、この 2 日前の 4
月 14 日 21 時 26 分頃には、同じく熊本県熊本地方を震源と
する MJ6.5 の地震が発生し、益城町ではこの時も震度 7 の
揺れが観測された。同一地点で立て続けに震度 7 の揺れが
観測されたのは、これが初めてのことであった。また、当
初 4 月 14 日の地震が発生した際には、この地震が本震であ
ると考えられた。4 月 16 日の地震は、余震への警戒がなさ
れるなかで発生したさらに大きな地震であった。
これらの地震により、死者 258 人（市町村において災害
弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害が原因で死亡
したものと認められた者 203 人及び 6 月 19 日から 6 月 25
日に発生した豪雨による被害のうち、熊本地震との関連が
認められた死者数 5 人を含む）
、住家全壊 8,667 棟、火災 15
件等の被害が発生した（2018 年 2 月 14 日消防庁「熊本県熊
本地方を震源とする地震（第 111 報）
」
）
。これらの被害は、
4 月 14 日の地震と 4 月 16 日の地震によるものの合計である。
また、4 月 16 日の地震直後には、熊本県内の八代地区の特
防区域において道路に若干の液状化が発生したこと、また、
大分県内の大分地区特防区域では浮き屋根に油のにじみが
発生したとの情報が、消防庁被害報によりもたらされた。
このようなことから、消防研究センターでは、火災、特
防区域における被害・影響等、救急活動について調査を

行った。火災の調査については第Ⅱ章 6 節「6.1 地震災害」
(2)を、特防区域における被害・影響等の調査については第
Ⅱ章 5 節「5.4 危険物施設の地震防災」(2)を参照されたい。
4 月 16 日の地震により、南阿蘇村の複数の地区で土砂災
害が発生し、行方不明者が発生した。消防研究センターで
は、このうちの河陽高野台、立野、河陽 2064 における捜索
救助活動において技術的助言を行った。それぞれの現場の
地形・地質的特徴及び崩壊土砂の形態などから、注意すべ
き事象、その警戒の方法及び異常発生時の対応方法につい
て、緊急消防援助隊に助言を行った。また、4 月 21 日の降
雨による中断後の活動再開について、上空からの観察、消
防庁危機管理センター及び熊本県からの情報及び現地踏査
を行い、安全性に懸念が無いと評価し、緊急消防援助隊及
び自衛隊に対して伝達した。
この地震による土砂災害に対しては、その発生地点の地
形的特徴を分析するため、後日詳細な地形調査を行い、地
震による崩壊の発生条件の検討を行っている 11)。
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における斜面災害地での技術支援について、消防研究所報告、第106
号、pp．6-16 (2009)
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表1-1 地震災害に関する災害対応・調査一覧
発災日
2007.7.16
（平成 19 年）

場所
新潟県柏崎市、刈羽村

2008.6.14
宮城県栗原市熊倉及び
（平成 20 年） 行者の滝
2011.3.11

東日本大震災被災地

施設等名称
一般住宅等市街地
東京電力柏崎刈羽原子力発電所
地元消防本部

－
－
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災害及び災害対応・調査の概要
平成 19（2007）年新潟県中越沖地震（MJ6.8）によ
る柏崎市街及び周辺地域の建物等の被害状況の調
査、東京電力柏崎刈羽原子力発電所における火災及
び危険物施設・消火設備の被害の調査並びに消防機
関の初動についての調査
平成 20（2008）年岩手・宮城内陸地震（MJ7.2）の
際の土砂災害現場での緊急消防援助隊による行方不
明者捜索救助活動に対する技術支援
平成 23（2011）年東北地方太平洋沖地震（MW9.0）

発災日
（平成 23 年）

場所

2014.11.22
長野県白馬村
（平成 26 年）
2016.4.16
熊本県熊本市、八代
（平成 28 年） 市、益城町、南阿蘇村
大分県大分市

施設等名称

－
熊本市及び益城町市街地
八代地区及び大分地区の石油コ
ンビナート等特別防災区域内事
業所
南阿蘇村内土砂災害現場（河陽
高野台、立野、河陽 2064）
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災害及び災害対応・調査の概要
による被害状況及びその際の消防活動等に関する調
査
平成 26（2014）年長野県北部の地震（MJ6.7）の際
の消防機関への通報及びその対応状況に関する消防
本部に対する聞き取り調査
平成 28（2016）年熊本地震（MJ7.3）の際の火災及
び石油コンビナート等特別防災区域における被害・
影響の調査並びに南阿蘇村内土砂災害現場における
行方不明者捜索救助活動に対する技術支援

2. 風 水 害
平成 20（2008）年度から平成 29（2017）年度の期間に、消防研究センターが風水害に関して実施した災害対応・調査を
表 1-2 に掲げる。以下、各風水害における災害対応・調査について述べる。
2.4 平成 25（2013）年の山口県と島根県の大雨災害

2.1 平成 22（2010）年可児市、八百津町水害
平成 22（2010）年 7 月、梅雨前線の活発な活動により、広

平成 25（2013）年 7 月 28 日、島根県と山口県との県境付

い範囲で豪雨災害が発生し、全国で死者行方不明 21 人とい

近で大雨があり、洪水及び土砂災害が発生し、死者・行方不

う被害を生じた（消防庁：平成 22 年梅雨期（6 月 11 日から

明者 4 人、住家全壊 49 棟の被害を生じた（消防庁：島根県

7 月 19 日まで）における大雨による被害状況等について（9

及び山口県の大雨の被害状況等について（最終報）
（2013）
）
。

月 9 日 17 時現在）
（2010）
）
。このうち岐阜県可児市及び八百

消防研究センターでは、島根大学と合同で、萩市須佐におけ

津町においては、7 月 15 日から 16 日にかけて洪水、土砂災

る洪水及び土砂災害、山口市阿東嘉年下における土砂災害

害が発生し、死者 4 人、行方不明者 2 名となった。この災害

（生き埋め 1 人、約 3 時間後に自衛隊により生存救出）
、同

について、可児市役所の対応を調査した。過去の水害事例が

市阿東徳佐における JR 線路、鉄橋の洪水被害の調査を行っ

少なく、経験、訓練ともあまりなかったために対応に困難が

た。調査結果については文献 7，8)を参照されたい。

あったこと、避難所を開設した旨の広報を行って自主避難を
促したこと、急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険区域に指

2.5 平成 25（2013）年台風 26 号による伊豆大島土石流災

定されている地区に避難勧告を出し、消防団による呼びかけ

害
平成 25（2013）年台風 26 号は、10 月 15 日から 16 日にか

も行ったが応じる人が少なかったこと等を聴取した。

けて日本列島の広い範囲に影響を与えたが、特に伊豆大島で
2.2 平成 23（2011）年台風 12 号災害

は、
大島元町で 1 時間に 122.5 mm、
24 時間降水量で 824.0 mm

平成 23（2011）年 8 月 30 日から 9 月 6 日にかけて、台風

という観測史上 1 位を更新する大雨となった。このため元町

12 号により広い範囲に大雨が降り、
特に紀伊半島では記録的

地区を中心に土石流が発生し、死者・行方不明者 39 人（消

な豪雨となったため、三重県、奈良県、和歌山県で洪水と土

防庁応急対策室：平成 25 年台風 26 号による被害状況等につ

砂災害が多発した（3 県の死者 73 人、行方不明者 15 人（消

いて（第 37 報）
（2014）
）という被害が発生した。消防研究

防庁：平成 23 年台風 12 号による被害状況及び消防機関の活

センターでは、災害状況の調査を行った。
その結果、発生した現象は、山腹で 1 m 程度の火山灰層が

動状況等について（最終報）
（2017）
）
。
消防研究センターでは、三重県紀宝町、和歌山県新宮市、

広い範囲ですべり落ちて、土石流となって流れ下り、集落に

1，2)

、奈良県及び和歌山県で発

襲来したものであること、土砂の流れは地盤をわずかにしか

那智勝浦町の被害状況の調査

3，4)

を行った。また、内閣府及び

浸食していないが、集落では家屋が基礎を残して完全に押し

国土交通省と合同で、被災自治体及び消防本部に対する聞き

流されていることが観察された。土砂が流れ下った後の道路

取り調査に参加した（内閣府及び国土交通省との合同「平成

は、流れの側方を除いて堆積物がほとんど無く、泥流のよう

23 年台風 12 号に関する現地ヒアリング調査概要」中央防災

に流れたことが想像された。以上のこと及び地形条件から、

会議「災害時の避難に関する専門調査会」
（第 6 回）資料

二次的な崩落の危険性はほとんど無いこと及び被災者は長

（2012）
）
。

距離流されている恐れがあり、また窒息のおそれも高いこと

生した土砂ダムの構造調査

が示唆されると考察した 9)。
2.3 平成 24（2012）年九州北部豪雨災害
平成 24（2012）年 7 月 11 日から 14 日、梅雨前線により日

2.6 平成 26（2014）年台風 8 号による南木曾町土石流災害

本各地で大雨があり、
熊本県阿蘇市乙姫で 6 時間に 459.5 mm

平成 26（2014）年 7 月 9 日、台風 8 号により広範囲で大雨

の雨が降るなど、九州北部では大規模な災害となった。

が降った。長野県内では所々で非常に激しい雨が降り、南木

この災害に対して、日本地すべり学会の調査グループの一

曾では 1 時間に 70 mm の降雨が観測された。
この雨により、

員として職員 1 人を派遣し、中央火口丘等の山麓草地斜面の

南木曽町で土石流が発生し、1 人が亡くなった（消防庁：台

表層崩壊、外輪山斜面上部の崩壊及び土石流、外輪山の山麓

風 8 号及び梅雨前線の影響に伴う 7 月 6 日からの大雨等によ

部の地すべりを調査した。調査結果については、文献 5，6)

る被害状況等について（第 15 報）
（2014）
）
。消防研究センタ

を参照されたい。

ーでは、災害発生場所の地質及び地形条件の把握のため、開
発中の無人航空機による偵察システムの試験運用を含む調
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査を行った。その結果、山麓で発生した崩壊が花こう岩の巨

た。

礫（きょれき）を多く含む土石流となって流下し、河川の屈

消防研究センターでは、
内閣府水害対応 WG ヒアリング調

曲部で曲がりきれず河道からあふれて集落に襲来したこと

査団に職員を派遣して、大規模な水害時の市町村の対応に係

が明らかになった。また、飛行中に無人航空機との通信が途

る実態及び課題について調べるとともに、危険物屋外貯蔵タ

切れたことや、着陸時に制御が困難になったことから、離着

ンクが洪水によって受けた影響についての調査を実施した。

陸場所の慎重な選定が必要であること及び安全対策につい

市町村の対応に係る調査では、洪水時の災害対策本部の設
置場所、処理すべきことが多くなってきた時の河川水位など

て多重の配慮が必要であることを認識した。

の情報の監視と共有、自動車による避難による渋滞・避難先
2.7 平成 26（2014）年広島市土石流災害

スペース・水没事故危険などについて、課題があることが分

平成 26（2014）年 8 月 19 日から 20 日にかけて、広島市を

かった。

中心に猛烈な雨となり、広島市安佐北区三入では 1 時間降水

常総市新井木町に所在する油槽所では、この洪水により、

量の日最大値 101.0 mm、
3 時間降水量の日最大値 217.5 mm、

危険物屋外貯蔵タンク（石油タンク）が移動するなどの被害

24 時間降水量の日最大値 257.0 mm を観測した。この雨によ

が生じたので、調査を行った。調査の結果、同油槽所にある

り、広島市安佐南区・安佐北区で土砂災害が多数発生し、死

8 基の石油タンクのうち、3 基（許可容量 188 kL、100 kL、

者 77 人、全壊住家 179 棟の被害を生じた（消防庁：8 月 19

49 kL）の石油タンクで、タンクが基礎ごと浮上、横ずれ、

日からの大雨等による広島県における被害状況及び消防の

傾斜するなどの被害が生じたことがわかった。これらのタン

活動等について（第 47 報）
（2015）
）
。また、安佐北区可部東

クの洪水時の貯蔵量は、順に、1 kL、14 kL、1 kL で空に近い

6 丁目では、救助活動中の消防隊員が住民と共に土石流に巻

状態だった。残り 5 基の移動被害を免れたタンク（許可容量

き込まれて死亡した。消防研究センターでは、災害現場の安

49～967 kL）の貯蔵量は 25～190 kL であった。被害発生後、

全管理に係る技術支援のため、職員 2 人を派遣した。現地で

間もなくタンクに残った浸水痕の高さを測定したところ、こ

は、殉職現場の状況を調査し、発生した現象を理解するとと

の油槽所の洪水時の最大浸水深は 2.5 m 程度と推定されたと

もに、
「山が動いている」という情報の確認のため、国立研

のことであった。

究開発法人土木研究所職員とともにヘリコプターからの視
察調査を行い、目に見える異常及び気になる事象はないこと

2.9 平成 29（2017）年 7 月九州北部豪雨による土砂災害

を確認した。また後日、地質調査及び地形調査を行った。偵

平成 29（2017）年 6 月 30 日から 7 月 10 日にかけて、梅雨

察用無人航空機を用いて撮影を行い、詳細な地形データを得

前線や台風3号の影響により西日本から東日本で大雨が降っ

た。この災害に関する調査結果及び関連研究については、文

た。7 月 5 日から 6 日には、島根県浜田市波佐、福岡県朝倉

献 10～15)の他、第Ⅱ章 6 節「6.2 土砂災害」を参照されたい。

市朝倉、大分県日田市日田などで、最大 24 時間降水量が観
測開始以来 1 位を更新する記録的な大雨となった。それに伴

2.8 平成 27（2015）年 9 月関東・東北豪雨

い、福岡県及び大分県を中心に洪水、土砂災害が発生し、福

平成 27（2015）年 9 月 9 日 10 時過ぎに、愛知県知多半島

岡県で死者行方不明 39 人、大分県で死者 3 人という被害と

に上陸した台風 18 号は、その後、日本海に進み、同日 21 時

なった（消防庁応急対策室：平成 29 年 6 月 30 日からの梅雨

に温帯低気圧に変わった。台風第 18 号や台風から変わった

前線に伴う大雨及び台風3号の被害状況及び消防機関等の対

低気圧に向かって南から湿った空気が流れ込んだ影響で、西

応状況等について（第 75 報）
（2018）
）
。消防研究センターで

日本から北日本にかけての広い範囲で大雨となり、特に関東

は、災害状況の調査を行った。その結果、土砂災害は朝倉市、

地方と東北地方では記録的な大雨となった。9 月 9 日から 11

東峰村など約東西 15 km×南北 10 km の範囲で集中して発生

日に関東地方及び東北地方で発生した豪雨については、
「平

しており、崩壊のほとんどは表層崩壊であること、流木が発

成 27 年 9 月関東・東北豪雨」と命名された。

生したことが観察された。この範囲外の日田市小野地区では、

この豪雨により、土砂災害、浸水、河川のはん濫等が発生

大規模な深層崩壊が発生していた。この崩壊は、雨がやんで

し、茨城県、栃木県、宮城県において合計 20 人の死者が発

から発生したことが分かっている。二次災害防止のためには、

生したほか、上記 3 県及び福島県において住家全壊 81 棟な

降雨後に遅れて発生するこのような崩壊をいかに予想する

どの被害が生じた。

かが重要であると考えた。無人航空機を用いた詳細な地形計

茨城県常総市付近では、
10 日早朝より鬼怒川の数か所で越

測を行った。

水や堤防からの漏水が発生し、12 時 50 分には同市三坂町で
堤防 1 か所が決壊した。これにより、鬼怒川と小貝川に挟ま

文献

れた広範囲が水没し、死者 2 人、負傷者 40 人以上の人的被

1) 新井場公徳、久保田勝明、若槻薫：平成23年台風12号による三重県南
部及び和歌山県東部における土砂災害の現地調査、消防研究所報告、
第112号、pp．27-36 (2012)

害のほか、全半壊家屋 5,000 棟以上という甚大な被害を受け

- 75 -

2) 新井場公徳：平成23年台風12号による災害の概要と消防機関の対応、
消防科学と情報、第109号 (2012)
3) 王功輝、黄潤秋、釜井俊孝、古谷元、新井場公徳：地震・降雨により
発生した天然ダムの内部構造と安定性評価について、第51回日本地す
べり学会研究発表会講演集、pp．123-124 (2012)
4) 王功輝、新井場公徳、繆海波、William H. Schulz.：平成23年台風12号
により紀伊半島で発生した天然ダムの内部構造と安定性評価について、
平成24年度砂防学会研究発表会論文集（T1-05）
、pp．10-11 (2012)
5) 浅野志穂、土砂災害調査グループ：平成24（2012）年7月九州北部豪
雨に伴って阿蘇カルデラ内の斜面で発生した地すべりや土石流の事例、
日本地すべり学会誌、第49巻、5号、pp．290-291 (2012)
6) 浅野志穂、清水晃、吉永秀一郎、新井場公徳：阿蘇カルデラ内壁斜面
の崩壊地周辺の浸透能、第52回日本地すべり学会研究発表会、pp．219
(2013)
7) 新満亮介、新井場公徳、汪発武、桑田庸平、遠藤真：平成25年7月28
日に発生した山口・島根豪雨における災害の状況について、島根県地
学会誌、第29号、pp．35-38 (2014)
8) 汪発武、桑田庸平、新満亮介、田坂郁夫、新井場公徳、遠藤真：平成
25年7月山口・島根豪雨に伴って発生した地すべりの事例、日本地すべ
り学会誌、Vol．51、No．2、pp．30-33 (2014)
9) 新井場公徳、佐伯一夢：2013年台風26号による伊豆大島における土石

流災害の被害状況と消防活動への影響、消防防災の科学、第118号、pp．
38-44 (2014)
10) 土志田正二・新井場公徳：2014年8月20日の豪雨による広島市の土石
流災害の被害状況とその特徴、季刊「消防科学と情報」
、119（冬季号）
、
pp．39-45 (2015)
11) Shoji Doshida and Kiminori Araiba: The geographical features of the valley
which the debris flow occurred – The Hiroshima landslide disaster on August 20,
2014. Gravel Bed Rivers 8 (2015)
12) Shoji Doshida and Kiminori Araiba: The geographical features of the
Hiroshima landslide disaster triggered by heavy rainfall on August 20, 2014. 10th
Asian Regional Conference of IAEG (2015)
13) 土志田正二、新井場公徳、斎藤眞、川畑大作：2014年8月に発生した
豪雨による広島市の斜面崩壊の事例、日本地すべり学会誌、51(6)、pp．
38-41 (2014)
14) 斎藤眞、川畑大作、佐藤大介、土志田正二、新井場公徳：2014年8
月20日広島豪雨による土石流発生地域の地質、地学雑誌、121(9)、pp．
339-346 (2015)
15) 土志田正二：平成26年8月20日広島豪雨における土砂災害について、
安全工学、Vol．57、No．1、pp．22-27 (2018)

表2-1 風水害に関する災害対応・調査一覧
発災日
2010.7.15
（平成 22 年）
2011.9.3.
（平成 23 年）
2012.7.12
（平成 24 年）
2013.7.28
（平成 25 年）
2013.10.15
（平成 25 年）
2014.7.9
（平成 26 年）
2014.8.19
（平成 26 年）
2015.9.9
（平成 27 年）

場所
岐阜県可児市、八百津町

災害及び災害対応・調査の概要
岐阜県中南部で発生した洪水及び土砂災害に対する消防活動の調査

三重県紀宝町、和歌山県新宮市、那智勝
浦町、田辺市、奈良県十津川村
熊本県阿蘇市、南阿蘇村、熊本市

平成 23（2011）年台風 23 号により紀伊半島で発生した洪水及び土砂
災害の被害状況の調査並びに消防機関及び市町村の災害対応の調査
土砂災害及び洪水の状況調査

島根県津和野市、山口県萩市、山口市

島根県と山口県の県境付近で発生した洪水及び土砂災害の状況の調査

東京都大島町

平成 25（2013）年台風 26 号により伊豆大島で発生した洪水及び土石
流災害の被害状況の調査
平成 26（2014）年台風 8 号により長野県南木曽町で発生した土砂災害
の被害状況の調査
広島市で発生した土砂災害に対する消防活動への技術支援及び被害状
況の調査
平成 27（2015）年 9 月関東・東北豪雨により発生した洪水災害への市
町村の災害対応の調査及び危険物屋外貯蔵タンクが洪水によって受け
た影響の調査
平成 29（2017）年 7 月九州北部豪雨により発生した土砂災害の被害状
況の調査

長野県南木曽町
広島県広島市
茨城県常総市、宮城県大崎市、栗原市、
栃木県栃木市、茨城県境町、常総市

2016.7.5
福岡県朝倉市、東峰村、大分県日田市
（平成 28 年）
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3. 火 災・爆 発
平成 20（2008）年度から平成 29（2017）年度の期間に、消防研究センターが火災・爆発に関して実施した災害対応・調
査を表 3-1 に掲げる。以下、各火災・爆発における災害対応・調査について述べる。この他の火災・爆発に関する調査は、
第Ⅱ章と第Ⅲ章に記されている。糸魚川市大規模火災、別府火災の調査は第Ⅱ章 3 節「3.3 市街地火災」
、東日本大震災、熊
本地震での火災に関する調査は第Ⅱ章 6 節「6.1 地震火災」を参照されたい。また、火災の原因調査については、第Ⅲ章を
参照されたい。
3.1 城崎温泉街火災

あった。昼間は親族が世話をしたり、デイサービスに通って

平成 27（2015）年 1 月 3 日午前 5 時 50 分頃、城崎温泉の

いたが、夜間は一人であった。親族が同居を勧めるも、同意

温泉街にある店舗併用住宅から発生した火災は、全焼 8 棟、

は得られなかったという。高齢者の出火リスクを地域が引き

2

半焼 4 棟の計 12 棟、約 2,700 m を焼損し、火元とその隣棟

受けている可能性を示唆する火災であった。

でそれぞれ 1 人、計 2 人の死者を生じた。いずれも一人暮ら
3.3 燕市内の小規模延焼火災（平成 28 年）

しの高齢者であった。

平成 28（2016）年 4 月 2 日午前 4 時過ぎ、新潟県燕市内の

火元は町屋式に連なる古い木造建物の一つである。焼損し
た建物の界壁の多くは、土壁をトタン板で被覆したものであ

木造住宅が密集する地域で発生した住宅火災は、全焼 3 棟、

ったが、小屋裏はトタン板のみが張られたものが多く、小屋

半焼 1 棟、部分焼 7 棟、ぼや 2 棟の計 13 棟を焼損し、死者 1

裏を介して延焼拡大したものと考えられた。建物の間口が狭

人を生じた。この約半年前の平成 27（2015）年 10 月 21 日に

く、奥行きの深い敷地が集まった街区であり、消防隊の進入

発生した燕市内の火災とは同町内にあり、直線距離で約 200

や放水活動には多大な困難が伴った。この火災では、付近の

m 東に位置している。付近一帯は昭和 30 年代に開発された

旅館の宿泊客が別の旅館に避難するなど、多数の者の避難が

住宅地で、火元に面する道路幅員は約 2.4 m であり、隣棟同

1)

行われた 。

士及び裏手同士は人一人が通れるかどうかという程度に密

豊岡市は、城崎温泉の景観形成重点地区内の木造 3 階建て

集している点、建物のほとんどは木造で、壁は土壁、下見板

建築物の保存を目指して、建築基準法の適用を除外する条例

張り、トタン板張りか、その組み合わせで、軒の垂木と野地

の制定を目指しており、本火災後、街区火災対策として、消

板は被覆されていなかった点も、半年前の火災と同様であっ

防研で研究を行っていた無線連動式住宅用火災警報器によ

た。

る地域警報ネットワークについて、情報提供が求められた。
このため、本火災調査においては、火災に関する調査の他に、

3.4 神奈川県内木造校舎火災

被災現地における電波伝搬状況の調査も併せて実施した 2)。

平成28（2016）年4月3日、木造2階建ての小学校が焼失し
た。この火災の現地を調査し、関係機関から聞き取り調査及

3.2 燕市内の小規模延焼火災（平成 27 年）

び建物について情報収集を行った。

平成 27（2015）年 10 月 21 日午前 1 時頃、新潟県燕市内の
木造住宅が密集する地域で発生した住宅火災は、全焼 5 棟、

先着消防隊は、集落内にある出張所から出場したが、到着
時には校舎西側から高さ約20 mの火柱が確認されている。応

部分焼 4 棟、ぼや 1 棟の計 10 棟を焼損し、死者 1 人を生じ

援隊の到着には約30分を要した。裏山の下草と樹木の表皮を

た。

焼いたが、林野への延焼や飛び火による出火は無かった。

大規模な延焼火災は、震災時を除き、発生していなかった

約25 m離れた校庭の樹木の葉に、輻射熱による変色が認め

が、焼損棟数 10 棟程度の小規模な延焼火災が増える傾向が

られており、活動中の隊員の安全確保にも課題があった。ま

見られていた 3)ことから、被災状況、焼け止まり状況、周囲

た、校内に人がいる時間帯に出火した場合には、要救助者の

を含む建物の状況、消防活動等及び火の粉の飛散状況につい

探索のための進入が、比較的早い段階で困難になっていたも

て調査を行った 1)。

のと考えられた。

付近一帯は昭和 30 年代に開発された住宅地で、
火元は幅 4

建物は昭和18年の戦時中の物資が不足する中、地元の棟梁

m の道路に面するが、平行する東側の道路は幅 2 m 程度であ

と集落の人々の手によって建築され、校舎の中央付近には防

り、それぞれの道路に面する住宅の裏手同士は人一人が通れ

火壁が設置されていた。この防火壁は、柱割りや建設途中の

るかどうか、という程度に密集していた。建物のほとんどは

写真から、建築当初に設置された可能性が高く、耐震改修時

木造で、壁は土壁、下見板張り、トタン板張りか、その組み

の調査で小屋裏まで立ち上がっていたことが確認されてい

合わせで、軒の垂木と野地板は、被覆されていなかった。

る。火災時の写真から、防火壁は延焼拡大の遅延に寄与して

火元住宅の居住者は一人暮らしの高齢者であり、認知症が

いたと考えられた。階段も校舎の両端に設けられており、防
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火に関する深い理解の下、避難安全に十分配慮して設計され

出しそうな地質の地域における爆発事故等の資料を提供し

た建物であったと考えられる。

た。
② 測定されるガス濃度に関する助言

3.5 大蔵市場火災

可燃性ガス、一酸化炭素濃度の数値の解釈について以下の

平成 29 年（2017 年）10 月 25 日午後 4 時前、兵庫県明石

ように現地指揮本部で説明した。

市内の木造市場から出火した火災について、現地調査と聞き

・ガス濃度計でメタン濃度を測った場合、読み上げた濃度の

取り調査を行い、火の粉片を収集した。火災は延面積約 2,400

値が、空気中の vol%なのか、それとも空気中の燃焼下限

2

m の市場（33 戸）と隣接する 3 棟および飛び火により 1 棟
の住宅を全焼し、部分焼が 11 棟である。死傷者はなかった。

界に対する%LEL なのかを明確にしないと混乱する。
・ガス濃度計で一酸化炭素濃度を測定し、レンジオーバーと

南北に延びる市場建物の焼け跡の状況から、東西の両側に増

なった場合、そのときの濃度は機種によって異なる。また、

築されていた可能性があり、延焼した 3 棟の住宅との隣棟間

止むを得ない緊急時に許容できるガス濃度について、見解

隔が最小で 10 cm 程度であった。昭和 30 年代に新築された

を示した。

際は建築基準法上特殊建築物（マーケット）に該当したが、

③ 助言等

空き家の増加や市場組合の解散により市場としての機能が

会議において、実施可能な作業項目の提示をした。

失われたとして、平成 19 年に定期報告の対象外となってい

安全が確保できる範囲内でトンネル内に進入し、状況を把

た。増改築や用途変更ではなく、空き家や空き店舗の増加に

握した。その際、空気呼吸器を装着しなかったので、小型の

よって法令上の位置づけが変わり得ること示した事例であ

ガス濃度計を持参し、一酸化炭素濃度が 50 ppm 以下である

り、今後空き家の増加が懸念される市街地の防火対策を考え

ことを常時確認した。

る上で新しい課題が示唆された。

本爆発事故については、第Ⅱ章「8.2 トンネル及び地下施
設」も参照されたい。

3.6 八箇峠トンネルで発生した爆発事故
平成 24（2012）年 5 月 24 日 10 時 25 分頃に、新潟県南魚

3.7 町田マグネシウム火災

4～6)

。場所は、南魚沼市か

平成 26（2014）年 5 月に、マグネシウムを取り扱っている

ら十日町市へアクセスするために工事中の、八箇峠道路の一

作業所（東京都町田市）において火災が発生した。作業所内

部である八箇峠トンネル内であった。八箇峠トンネルの全長

に置かれていた切削屑中のマグネシウムは、水と反応すると

は 2,840 m で、発災日である 5 月 24 日の段階では、南魚沼側

激しく燃焼する性質を有していたため、この火災では放水を

から 1,434 m、十日町側から 601 m 掘削されていた。すなわ

行えなかったことから、鎮火までに長時間を要した。

沼市欠之上で爆発事故が発生した

この火災を契機に、消防庁危険物保安室と共にマグネシウ

ち、爆発事故が発生したのは山間部のトンネルで、工事中で
あるために進入口が1か所しかないトンネルの内部であった。

ム等（マグネシウムおよびその合金）を安全に取り扱う対策

119 番通報を受けた南魚沼市消防本部の部隊が現場に到着し

マニュアルを作成するために、マグネシウム等の燃焼実験を

たところ、トンネルの外で 3 人の負傷者を確認した。トンネ

実施した。実験において、高温の状態にあるマグネシウム等

ルの外には様々なものが散乱していた。また、トンネル内で

について水との反応性や温度変化、注水時に起こる物理的な

作業していた 4 人が行方不明だという情報を入手した。そこ

現象等を調べた。実験結果を基に「マグネシウム等の安全対

で、トンネル内での要救助者の捜索が始まった。トンネル内

策マニュアル」が作成された 7)。

に進入した部隊がガス濃度計測を行ったところ、可燃性ガス
と有毒ガスの濃度が高かった。南魚沼市消防本部から消防庁

3.8 埼玉県新座市で発生した洞道火災

に対し、可燃性ガスの対応方法に関する助言のための専門家

平成 28（2016）年 10 月 12 日 15 時頃に、東京電力パワー

の派遣要請があり、消防庁職員と消防研究センターの職員が

グリッド株式会社の新座変電所から練馬変電所及び豊島変

派遣された。可燃性ガスと有毒ガスの濃度が高いと、トンネ

電所までを結ぶ洞道内で火災が発生した。出火原因は、地中

ル内で捜索を行うのが困難になる。そこで、換気を行うこと

送電用ケーブルの経年劣化による地絡と推定された。このケ

になった。トンネルの進入口は一か所だけであるので、そこ

ーブルは OF ケーブルと呼ばれるもので、導体の内部に油通

から空気を押し込んでも奥まで換気できないことから、トン

路を設けて、ケーブルに絶縁油（アルキルベンゼン）を充塡

ネルの内部に送風管を設置することになり、送風管を人力で

し、導体に巻いた絶縁紙に絶縁油を含浸させている。埼玉県

搬送した。換気を行った後に内部に進入し、要救助者を発見

南西部消防本部によれば、以下により長時間の活動が強いら

して、トンネルの外に搬送した。

れたため、鎮圧は 13 日午前 0 時頃であった。
・洞道は進入口が少なく、内部は狭隘（きょうあい）で、暗

現地では、以下のような情報を提供し、助言を行った。

闇であった。高低差があり、進入は垂直はしごのため、転

① 情報提供
調整本部に、過去の工事中のトンネル事故、天然ガスが湧
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落の危険があった。

3.11 その他

・濃煙、熱気が充満しやすく、換気が困難であった。

平成 22（2010）年 6 月にバングラデシュのダッカ市で建物

・内部の構造が複雑で、配管ラックやケーブルにより足下に

火災が発生し、100 人以上の死傷者が発生した。建物に保管

障害があった。
・酸欠等になることを考慮して、面体を着装し、ガス検知器

されていた有機発泡剤が、被害を拡大させた原因の一つであ
ろうと推定された。有機発泡剤の災害事例について調査し、

を携行した。
・地下での活動のため、隊員の活動時間と活動人員を制限し

まとめた 9)。
平成 23（2011）年 11 月 24 日に、横浜市磯子区の磯子火力

た。
この火災により、豊島区、練馬区を中心に都内で約 58 万

発電所で火災が発生した。この火災では、石炭を運ぶための

6,000 戸が一時停電した。また、約 200 か所の信号機が一時

ベルトコンベヤが広い範囲で焼損した。ベルトコンベヤの火

機能しなくなり、鉄道機関も麻痺し、約 9 万 1,000 人に影響

災事例 10)、火力発電所の火災事例 11)、漏えい事例 12)について

を与えた。

調べた。

管轄する消防本部を訪問し、当日の活動状況等について聞

各地の公設消防機関から届く問い合わせの中に、小中高校

き取った。この際、過去の洞道火災の事例、電線火災に関す

での理科実験が関係する火災が散見された。理科実験が関係

る情報、電線火災についての過去の研究などの提供を行った。

する火災についてまとめた 13)。
各地の公設消防機関の火災調査の参考とするために、火災

本火災に関する研究については、第Ⅱ章「8.2 トンネル及
び地下施設」も参照されたい。

の着火源としてどのようなものがあるかをまとめた 14)。

3.9 大分県由布市野焼き事故

文献

平成 21（2009）年 3 月 17 日、大分県由布市での野焼きの
最中に参加者が火に巻かれ、4 人が死亡、3 人が負傷した。
報道では火災旋風の発生が示唆されており、現地調査を行っ
たが、真相は不明のままである。ただ、当時は 3～5 m/s 程度
の風が吹いた可能性があり、火災旋風が発生したとされる場
所は風下斜面であり、過去の事例や実験から発生しやすい状
況であったとはいえる。
3.10 熊本県阿蘇市野焼き事故
平成 24（2012）年 4 月 7 日、熊本県阿蘇市での野焼きの最
中に参加者 1 人が死亡した。野焼きが燃え拡がって火災とな
った状況と、参加者が死亡した状況について、聞き取り調査
と現地調査を行った。現場はススキが優占するなだらかな丘
陵地である。まず、火入れ中に野焼き対象外の場所に飛び火
した。この火の消火が試みられたが、すでに火は大きくなっ
ており、延焼を始めた。この延焼を食い止めようと風下側か
ら迎え火が行われている最中に、延焼して来た炎に参加者が
飲みこまれた。事故につながった問題点として、飛び火の前
の風向の変化、野焼きを風の強い時間帯に実施せざるを得な
い事情、野焼きをボランティアに頼らざる得ない事情などが
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活動状況、第 60 回全国消防技術者会議資料、pp．146-149 (2012)
5) 尾川義雄、鈴木健：新潟県南魚沼市で発生したトンネル爆発事故の現
場活動支援、第 17 回消防防災講演会資料、pp．41-49 (2014)
6) 尾川義雄：新潟県南魚沼市で発生したトンネル爆発事故の現場活動支
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11) 鈴木健：火力発電施設の火災事例について、消防研究所報告、第117
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13) 鈴木健：小中高校における理科実験で発生した火災、爆発について、
消防研究所報告、第121号、pp．38-87 (2016)
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浮かび上がった 8)。

表3-1 火災・爆発に関する災害対応・調査一覧
発災日
場所
2009.3.17
大分県由布市
（平成 21 年）
2012.4.7
熊本県阿蘇市
（平成 24 年）
2012.5.24
新潟県南魚沼市
（平成 24 年）

管轄消防本部
由布市消防本部

施設等名称
林野

阿蘇広域行政事務
組合消防本部
南魚沼市消防本部

林野
八箇峠トンネル
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災害及び調査の概要
草原の野焼き中に、参加者が火に巻かれ死傷。死者 4
人、負傷者 3 人。現地調査、聞き取り調査を行った。
草原の野焼き中に延焼し、参加者が火に巻かれ死亡。
死者 1 人。現地調査、聞き取り調査を行った。
工事中のトンネル内で発生した爆発火災。救助活動支
援のため、可燃性ガス、有毒ガス検知方法及び救助活
動の実施にあたっての留意事項等のアドバイスを行
った。

発災日
場所
2014.5.13
東京都町田市
（平成 26 年）

管轄消防本部
東京消防庁

施設等名称
作業所

2015.1.3
兵庫県豊岡市
（平成 27 年）

豊岡市消防本部

市街地

2015.10.21
新潟県燕市
（平成 27 年）

燕・弥彦総合事務
組合消防本部

市街地

2016.4.2
新潟県燕市
（平成 28 年）

燕・弥彦総合事務
組合消防本部

市街地

2016.4.3
神奈川県相模原
（平成 28 年） 市
2016.10.12
埼玉県新座市
（平成 28 年）

相模原市消防本部

小学校校舎

埼玉県南西部消防
本部

東京電力パワー
グリット株式会
社 新座洞道

明石市消防本部

市街地

2017.10.25
兵庫県明石市
（平成 29 年）
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災害及び調査の概要
切削屑中のマグネシウムの火災。放水が行えず鎮火ま
でに長時間を要した。技術支援および実験、対策マニ
ュアルの作成を行った。
城崎温泉の温泉街で発生した火災。全焼 8 棟、半焼 4
棟、計 12 棟、約 2,700 m2 を焼損。死者 2 人。現地調
査、聞き取り調査、無線連動式住宅用火災警報器に関
する電波伝搬状況調査を行った。
木造住宅密集地域で発生した住宅火災。全焼 5 棟、部
分焼 4 棟、ぼや 1 棟、計 10 棟焼損。死者 1 人。現地
調査、聞き取り調査を行った。
木造住宅密集地域で発生した住宅火災。全焼 3 棟、半
焼 1 棟、部分焼 7 棟、ぼや 2 棟、計 13 棟焼損。死者 1
人。現地調査、聞き取り調査を行った。
昭和18 年に建てられた木造2 階建て校舎が全焼した。
現地調査、聞き取り調査を行った。
新座変電所から練馬変電所及び豊島変電所までを結
ぶ洞道内で発生した火災。都内で一時大規模な停電。
現場調査、聞き取り調査を行い、洞道火災、電線火災
についての情報提供を行った。
空き店舗の多い古い木造市場から発生した火災。市場
（33 戸）と近隣住宅 4 棟全焼（うち 1 棟は飛び火によ
る）、部分焼 11 棟。現地調査、聞き取り調査を行い、
火の粉片を収集した。

4. 危険物施設・危険物等の災害
4.1 浮き屋根沈没事故対応
平成 24（2012）年 11 月に、地震時ではなく平常時に、
屋外貯蔵タンクの浮き屋根のポンツーンの維持管理が十
分なされなかったことが要因と考えられる、浮き屋根の
沈没事故及び危険物漏えい事故が発生し、露出した原油
による火災の危険性が生じるとともに、揮発成分等によ
り、周辺住民等にも影響を及ぼした 1)。消防庁では、所
轄消防本部からの要請を受け、応急対策に関する助言の
ために、消防研究センター等から石油タンク構造に関す
る専門家を現地に派遣した。派遣期間は約 40 日間と長期
にわたった。消防庁の職員は主に指揮本部に常駐し、被
害状況や事故対応状況の聴取、対処方針の確認などを
行ったが、発災タンクの損傷状況や浮き屋根の状況、あ
るいは危険物の漏えい状況など、現地でしか得られない
一次情報の取得にも努め、可能な限り正確な判断を行う
ために必要な現地確認も実施した。幸いなことに、原油
タンクの全面火災も発生することなく、全ての原油は他
のタンクに移送され、事態は成功裡に収束した。
4.2 岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案
岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案に対し、特定
支障除去等事業が平成 20（2008）年 3 月に開始され、平
成 25（2013）年 3 月 31 日に終了した。この間に、現地
を訪問し、助言を行った。

4.3 その他
平成 23（2011）年 3 月 11 日に発生した東北地方太平
洋沖地震（東日本大震災）では、津波により多くの石油
タンクが被害を受けた。津波以外でも、これまでに台風、
大雨などが、石油タンク、高圧ガス容器等に被害を与え
たことがある。公設消防機関の活動の参考とするために、
大雨により石油タンク等が被害を受けた事例をまとめた
2)
。
平成 25（2013）年 11 月に、千葉県内の廃油から再生
油を製造する事業所で爆発が発生した。調べてみたとこ
ろ、再生油が関係した火災、爆発、漏えい事故は以前か
ら発生していた 3)。
高速道路と長大道路トンネルを所管する公設消防機関
から相談を受けた。高速道路での危険物等の災害につい
てまとめた 4)。
文献
1) 西晴樹：屋外貯蔵タンクからの危険物漏洩事故調査について、危
険物保安技術協会、Safety and Tomorrow、No．155、pp．12-18
(2014)
2) 鈴木健：大雨により発生した石油タンク等の事故について、消防
研究所報告、第114号、pp．26-33 (2013)
3) 鈴木健：再生油に関係した火災、漏洩について、消防研究所報告、
第123号、pp．41-65 (2017)
4) 鈴木健：高速道路で発生した危険物等の災害の事例について、消
防研究所報告、第120号、pp．24-69 (2016)
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我が国の国策としての研究交流への取組は、昭和 61 年 5 月に産学官及び外国との研究交流の促進を図るために制
定された研究交流促進法が始まりである。また、諸制度の運用により対処すべき事項については、昭和 62 年 3 月に
「産学官及び外国との研究交流の促進に関連する諸制度の運用に関する基本方針について」が閣議決定され、制度
面での改善が図られた。さらに、平成 20 年に「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研
究開発等の効率的推進等に関する法律」（研究開発力強化法）が、我が国の国際競争力の強化等を主な目的として
制定され、従来の研究交流促進等の規程もその中に盛り込まれた。
一方、平成 7 年に制定された「科学技術基本法」により、政府は「科学技術基本計画」（以下基本計画という。）
を策定し、長期的視野に立って体系的かつ一貫した科学技術政策を実行することになった。これまで、第 1 期（平
成 8～12 年度）、第 2 期（平成 13～17 年度）、第 3 期（平成 18～22 年度）、第 4 期（平成 23～27 年度）、第 5
期（平成 28～32 年度）の基本計画が策定されており、産学官連携や国際化など研究交流の必要性がこれら基本計画
において常に謳われている。
消防研究センターにおいても、国際研究集会への参加はもとより、企業や大学、外国研究機関との共同研究実施
に関する規程の整備を行い、研究交流の活発化を図ってきている。

1. 国際交流
1.1 消防研究センターの国際交流の推移
外国の消防機関、火災研究所や火災に関連した大学等への職員の派遣あるいは海外調査などは、昭和 42 年度まで
の創立後の 20 年間は、幹部職員による視察が 2、3 年に 1 度行われ、国際研究集会への参加は 1 回、約半年の留学
が 2 回程度にとどまっている。
昭和 40 年代中頃からは研究員の国際研究集会への参加が年 1 回程度行われるようになった｡ また、昭和 40 年代
後半からは研究者による 1 年程度の海外留学が行われるようになったが、留学先は火災研究機関というよりは、む
しろ大学の研究室への留学が殆どであった。
昭和 50 年代に入ると、日米間の火災研究に対する協調意識が高まり、UJNR（天然資源の開発利用に関する日米
会議）に防火専門部会が設置され、昭和 51 年 3 月には第 1 回の国際会議が米国で開催された。消防研究所は建築研
究所等とともに日本政府を代表するメンバーとして参加し、米国の火災研究所と協力して火災研究を行っていくこ
ととなった。UJNR の防火専門部会は日米 2 国間の火災研究の協力を目的として設立されたものであったが、昭和
63 年には世界各国が火災の研究を協力して行おうという目的で、各国を代表する火災研究機関の火災部門の責任者
による会合、通称「フォーラム（FORUM）」が 1 ないし 2 年に 1 回開催されるようになった。
また、平成にはいると、学術部門だけでなく発展途上国の技術援助のため研究員を海外に派遣し、国際社会に貢
献できる機会が増加した。「海外特別研究員」、「JSPS 外国人特別研究員」、「国際共同研究推進」制度などの国
際協力のための各種制度が充実整備され、研究者の海外派遣及び外国人研究者の招聘も飛躍的に増加した。
しかしながら、独立行政法人の時期を含んだ平成 10 年度～平成 19 年度と比較して、最近では、研究者の海外派
遣及び外国人研究者の招聘の実績が減少傾向にある。独立行政法人から国の施設等機関へ戻ったことによる海外旅
費の制約などが理由として考えられる。最近の 10 年で海外での国際研究集会に延べ 95 名を派遣する一方、15 名の
外国人研究者を招聘している。
1.2 最近の国際交流
(1) 国際共同研究
表 1 に平成 20 年度から平成 29 年度までの 10 年間の国際交流にかかわる実績を示す。
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表 1 国際学術交流（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
機関名

国名

実施期間

Texas Engineering Experiment Station, Texas A&M University

米国

2004.1.26～2009.1.25

Samcheok National University（サムチョク国立大学）

韓国

Institute of Chemical Processes, Seoul National University （ソウル国立大学工学
部化学プロセス研究所）

韓国

Nanjing University of Science and Technology（南京理工大学）

中国

Fire Technology Institute of Korea Fire Equipment Inspection Corporation

韓国

National Institute of Standards and Technology / Engineering Laboratory（米国国立
標準技術研究所／工学研究所）

米国

2004.3.15～2009.3.14
2004.9～（期間の定め
無し）
2007.11～2012.11
2007.12～（期間の定
め無し）
2014.7.24～2019.7.23

(2) 情報及び研究者等の交流
外国の火災研究所や火災に関連した研究を行っている大学や学会等との交流として、現在、海外の火災研究機関
及び消防機関と刊行物の相互交換を行っている。これら機関を含め 15 か国 40 以上の機関に当センターの定期刊行
物を送付している。若手研究者の育成のために、日本学術振興会優秀若手研究者海外派遣事業を利用した研究留学
を行っている。また、外国人研究者の招へいや、実習生、インターンシップ等の受け入れも行っている。
表 2、3 に平成 20 年度から平成 29 年度までの 10 年間の研究者の国際交流等の実績を示す。

表 2 海外長期派遣（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
派遣者名
畑山 健（日本学術
振興会優秀若手研究
者海外派遣事業）

派遣先
United States
Geological Survey,
Western Region
Earthquake Hazards
(California, USA)

研究課題

長周期地震動予測の高精度化に関する研究

期 間
2010.3.31
～2011.3.30

表 3 受け入れ外国人共同研究者一覧（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
招へい外国人研究者（共同研究等）
研究員名
Vasily Novozhilov
Eren Uckan

Eren Uckan

国籍、所属等
UK, Ulster Univ.
Turkey, Boğaziçi
Univ.
Turkey, Boğaziçi
Univ.

研究課題
バイオマス燃料に対して高感度熱量計を用いた
危険性評価及びその火災性状に関する研究
地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム
（SATREPS）「マルマラ海域の地震・津波災害軽
減とトルコの防災教育」
地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム
（SATREPS）「マルマラ海域の地震・津波災害軽
減とトルコの防災教育」

期間

2014.12.16～12.19

研究課題

期間

2008.4.15～4.27

2015.12.7～12.12

実習生、インターンシップ等
研究員名
Laurent Max
羅

郁政

Pierre Lauret

国籍、所属
France, Ecole des
Mines d'Ales
Na WookJung
France, Ecole
Mines d'Ales

des

Study on fire dynamics of biomass gasoline

2008.3.17～8.1

An Analysis on the Factors Decreasing of Fire
Safety Performance in aged building

2009.1.9～2.19

バイオマス燃料の危険性評価に関する共同研究

2009.5.11～7.15
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研究員名

国籍、所属
France, Ecole des
Mines d'Ales
France, Ecole des
Mines d'Ales
France, Ecole des
Mines d'Ales
France, Ecole des
Mines d'Ales
中国、上海化工研究
院
France, Ecole des
Mines d'Ales
France, Ecole des
Mines d'Ales
France, Ecole des
Mines d'Ales
Brazil, Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

Mlle Julie Bec
Jose Granados
Alleg Thibault
Deal Joseph
Xiao Qiuping
Guillaume Doare
Deschamps Joris
Charline Fouchier
Pessanha Laport
Gabriela C.

研究課題

期間

バイオマス燃料の危険性評価に関する共同研究

2009.5.11～7.15

バイオマス燃料の危険性評価に関する共同研究

2009.6.25～9.15

バイオマス燃料（個体、液体）の危険性評価に関
する共同研究
バイオマス燃料（個体、液体）の危険性評価に関
する共同研究

2010.3.3～7.15

化学物質の危険性評価に関する研究

2011.5.16～7.15

バイオマス燃料の燃焼性状

2012.5.17～8.5

バイオマス燃料の燃焼性状

2012.5.17～8.5

バイオマス燃料等の燃焼性状と蓄熱発火危険性
評価に関する研究

2013.5.7～8.3

バイオマス燃料等の燃焼性状と蓄熱発火危険性
評価に関する研究

2013.5.7～8.3

2010.3.3～7.15

(3) 海外の災害調査
海外で発生した災害の現象や対応の事例から、日本国内で今後発生するかもしれない潜在的な危険性やそれへの
対策が得られる可能性があり、今後の日本の消防防災の高度化を推進する上で参考となると考えられる。そのこと
から、海外の特異な災害の調査や情報収集のため研究者の派遣を行っている。
平成 20 年度から平成 29 年度までの海外の災害の調査及び消防防災関連の技術支援状況を表 4 に示す。

表 4 海外の災害調査（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
発災日

派遣者

2008.1.12

廣川幹浩

2010.6.3

鈴木 健

災害及び調査の概要
2008 年 1 月 12 日にユタ州ウッズクロスの石油精製所で生じ
た内部浮き屋根式タンク爆発事故の調査、及び、自治体消防
が実施するショアリング研修の情報収集
ダッカ市内で発生し、死者 123 名を出した火災調査

派遣期間
2009.3.22～3.29
2010.7.22～7.27

(4) 見学者
海外からの来訪者としては、国際共同研究者のほか、近隣の韓国や中国をはじめ、東南アジア諸国、米国、カナ
ダ、ヨーロッパ諸国、中東、中南米等世界各地の消防職員など消防防災に係る行政関係者、政府機関及び大学の研
究者等が挙げられる。平成 20 年度から平成 29 年度までの外国からの来訪者総数は 772 名となっている（表 5）。

表 5 海外からの見学者（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
年度

件数

人数

平成 20 年度

19

135

平成 21 年度

13

131

平成 22 年度

9

64

平成 23 年度

5

56

平成 24 年度

4

30
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年度

件数

人数

平成 25 年度

5

48

平成 26 年度

6

72

平成 27 年度

8

68

平成 28 年度

7

56

平成 29 年度

9

112

1.3 国際学会での活動
平成 18 年 4 月に独立行政法人から消防庁の施設等機関に戻って以降、国際研究集会に出席するための海外旅費は
年度ごとに予算要求し、計画的に海外出張を行うことになっている。そのことから、最近では 1 年間に十人程度の
研究官が国際研究集会に参加しており、さらに、各種受賞する事例が増え、質的にも着実に実績をあげてきている。
平成 20 年度から平成 29 年度までの海外で開催された研究集会の参加状況を表 6 に、また国際的学会等での受賞
実績を表 7 に示す。

表 6 国際研究集会等への参加者数の状況（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
年度

米国

欧州

アジア

オセアニア

その他

合計

平成 20 年度

2

4

2

0

0

8

平成 21 年度

0

5

4

0

2

11

平成 22 年度

6

1

1

0

0

8

平成 23 年度

9

1

1

1

1

13

平成 24 年度

1

3

5

0

1

10

平成 25 年度

0

5

2

1

0

8

平成 26 年度

9

3

4

0

0

16

平成 27 年度

4

4

2

0

0

10

平成 28 年度

1

4

2

0

1

8

平成 29 年度

2

0

1

0

0

3

※ 一度の出張で複数会議に参加している場合は別々にカウントしている。

表 7 海外の学会賞等受賞者（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
氏名
T. Haji (Okayama Univ. of
Science), Tetsuya Kinugasa,
Koji Yoshida,
Hisanori Amano,
Koichi Osuka (Kobe Univ.)
Yoshihiro Hirokawa,
Haruki Nishi,
Minoru Yamada,
Shinsaku Zama and
Ken Hatayama
Hisanori Amano
Kuibin Zhou
(Nanjing Tech University),
Sayaka Suzuki,

賞の種別
12th International
conference on climbing
and walking robots and
the support technologies
for mobile machines にお
ける優秀賞
2012 International
Conference on Civil
Engineering and
Materials における最優
秀論文賞
CLAWAR Association
CLAWAR2013 優秀論文
賞
Tibor Z. Harmathy
Award from Fire
Technology and Springer

受賞内容

受賞年月

Experiment of meneuverability of flexible
mono-tread mobile track and differential-type
tracked vehicle

2009.9.9～9.11

Fracture Probability Analysis of Crack
Occurrence on a Floating Roof due to Thermal
Stress

2012.7.8

論 文 「 Covered area detection based on
brightness change of inner camera images for
crawler robot」
論文「Experimental Study of Firebrand
Transport, Fire Technology, Vol 51, Issue 4,
pp.786-799(2015)」
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2013.7.17

2016.5.30

氏名
Samuel L.Manzello
(National Institute of
Standards and Technology )
Masafumi Hosokawa,
Makoto Endo,
Shoji Doshida,
Ken-ich Takanashi,
Byeong-pyo JEONG
(National Institute of
Information and
Communications)
Masayuki Mizuno
(Tokyo Univ. of Science),
Kosuke Fujii
Hiroyuki Kadokura,
(Tohoku Gakuin Univ.),
Fuqiu Wang
(Tokyo Univ. of Science),
Tomonori Sano
(Waseda Univ.),
Ai Sekizawa
(Tokyo
Univ. of Science)

賞の種別

受賞内容

受賞年月

Nature

2016 Special
Achievement in GIS
Award

Development of the Wide-Area Earthquake
Damage Estimation System

2016.6.27

Development of
mathematical model of
evacuation flow in
a staircase based on
a survey result of a real
evacuation drill in
a high-rise office building

12th International Symposium on Fire Safety
Science: Judges Choice Outstanding Poster

2017.6.15
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2．国内の研究機関等との研究交流
消防防災に関する研究開発は基礎から応用、開発に及ぶ広範な分野にわたるものであることから、大学、自治体
消防機関、民間企業が各々の役割、分担に応じた研究を進めるとともに相互に有機的に連携し、総合的、効率的に
進めることが必要である。その観点から、自治体・消防機関との共同研究、自治体消防機関からの研究生や実務研
修員の受け入れ、大学や国立研究機関、公益法人や民間企業との共同研究を数多く実施することで、消防防災科学
技術に関する研究開発の効果的な推進を図っている。
昭和 28 年以来、毎年全国の消防技術者を対象に全国の消防機関と消防研究所による消防科学技術等に関する研究
発表、情報交換を目的とした「全国消防技術者会議」を行い、平成 29 年度は 65 回目を開催した。平成 10 年には消
防研究所創立 50 周年を記念して、
消防研究所における消防防災に関する研究成果及びトピックス等をまとめた形で
公開の場で発表するため「消防防災研究講演会」を、また、消防科学技術の高度化と消防防災活動の活性化に資す
るため、消防防災機器の改良・開発及び消防防災科学に関する論文への消防庁長官表彰を行う「消防防災機器の開
発及び消防防災科学論文に関する表彰」を開始した。消防庁長官表彰の制度は、平成 26 年に「消防防災科学技術賞」
と名を改め現在に至っている。さらに、自治体消防機関の研究部門の連絡会である「大都市消防防災研究機関連絡
会」にも参加し、消防防災の科学技術について意見の交換を行っている。
2.1 自治体消防機関との連携
(1) 自治体消防機関との共同研究
平成 20 年度から平成 29 年度までに自治体消防機関と行った共同研究は表 8 のとおりである。

表 8 自治体・消防機関との共同研究（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
研究課題
大規模閉鎖空間における消防活動に関する研究
中高年男性の住宅火災死者増加の背景要因解明のため
の火災と検案・解剖情報を用いた統計的分析研究
救急搬送時間短縮支援システムの設計等に関わる共同
研究
火災時における効果的な消防戦術実現のための延焼シ
ミュレーションに関する共同研究

相手先
横浜市消防訓練センター、
横浜市安全管理局、横浜市
消防局

実施期間
2006.8.1～2009.3.31

東京都監察医務院、
消防庁予防課技術政策室

2007.5.1～2014.3.31

仙台市消防局

2009.7.1～2012.3.31

尼崎市消防局

2010.4.1～2011.3.31

火災発生時における一酸化炭素拡散状況の研究

横浜市

2011.11.28～2012.5.31

再燃火災の危険性を把握するための手法

横浜市

2011.7.1～2012.3.31

北九州市消防局

2012.12.1～2016.3.31

横浜市消防局

2012.3.27～2016.3.31

再燃火災の危険性を把握するための手法

横浜市

2012.6.18～2013.3.31

熱画像を活用した再燃火災の発生防止に関する研究

横浜市消防局

2013.7.22～2016.3.31

大規模地震災害時の同時多発火災対応に関する共同研
究

横浜市消防局

2016.4.1～2021.3.31

木造市場等の火災被害低減のための共助体制の構築に
関する研究
大規模災害時の消防力強化のための情報技術の研究開
発事業に関する共同研究
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(2) 自治体消防機関からの受け入れ
自治体消防機関における研究は、地域特性に即した消防機器の開発改良、事故原因究明等第一線の消防活動の場
での要望に即応することを目指している。このような業務を支援するため、当センターでは、自治体消防機関から
の研究生や実務研修員の受け入れを行っている。これら研究生等の平成 20 年度から平成 29 年度までの受け入れ状
況は、表 9 のとおりとなっている。

表 9 自治体消防機関からの受け入れ（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
連携研究員
研究員名

所属

小野美沙登

東京消防庁

森井統正

東京消防庁

推名知明

東京消防庁

志水裕昭

東京消防庁

崎山剛典

東京消防庁

池田耕平

東京消防庁

長谷川巧

東京消防庁

松﨑崇史

東京消防庁

研究課題
小規模建築物（雑居ビル）火災における煙・
有毒ガスに関する研究
建物火災時における消防隊員の活動環境に関
する研究
地震火災の延焼性状に関する研究、地震後の
市街地火災における燃焼性状の研究
NBC 災害現場における検知技術高度化に関す
る研究、化学災害における現場分析技術の研
究

期間
2010.4.1～2012.3.31
2011.4.1～2013.3.31
2012.4.1～2014.3.31
2013.4.1～2015.3.31

蓄熱発火の危険性に関する研究

2014.4.1～2016.3.31

マグネシウム粉の発火・燃焼危険性に関する
研究
公判を見据えた調査技術の高度化に関する研
究
振動の影響に着目した電気機器設備等の出火
危険の研究

2015.4.1～2016.3.31

研究課題

期間

2016.4.1～2018.3.31
2017.4.1～2019.3.31

研究生
研究員名

所属

杉井完治

京都市消防局

水田 亮

東京消防庁

益村宏児

東京消防庁

地震火災時の消防活動の高度化に関する研究

2007.4.1～2009.3.31

化学物質等の火災を予防するための危険性評
価の研究
火災時における高分子材料の燃焼性状、発泡
高分子材料を断熱材として使用した建物の火
災に関する研究

2008.4.1～2010.3.31

実務研修員
研修員名

所属

期間

北島良保

船橋市消防局

2007.4.1～2009.3.31

瀬沼雅人

藤沢市消防本部

2008.3.1～2010.3.31

塩谷 誠

所沢市消防本部

2008.4.1～2010.3.31

内山明英

千葉市消防局

2008.4.1～2010.3.31

蘆川穂積

さいたま市消防局

2008.4.1～2010.3.31

林大二郎

静岡市消防防災局

2008.4.1～2010.3.31

鈴鹿竜也

堺市消防局

2008.10.1～2010.9.30

柴田敬吾

船橋市消防局

2009.4.1～2011.3.31

渡邉俊之

横浜市安全管理局

2009.4.1～2011.3.31

鈴木幸太

川崎市消防局

2009.4.1～2011.3.31

藤井一徳

さいたま市消防局

2010.4.1～2012.3.31
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2009.4.1～2011.3.31

研修員名

所属

期間

下田直史

千葉市消防局

2010.4.1～2012.3.31

石垣秀巳

静岡市消防局

2010.4.1～2012.3.31

三浦 大

横浜市消防局

2011.4.1～2013.3.31

熊倉 貴

川崎市消防局

2011.4.1～2013.3.31

嶌津晃二

船橋市消防局

2011.4.1～2013.3.31

武田正瑞

藤沢市消防本部

2011.4.1～2013.3.31

渡会俊幸

さいたま市消防局

2012.4.1～2014.3.31

佐藤周一

所沢市消防本部

2012.4.1～2014.3.31

小関啓介

富山市消防局

2012.4.1～2014.3.31

渡邉洋介

佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部

2012.4.1～2014.3.31

秋田勇紀

川崎市消防局

2013.4.1～2015.3.31

有田辰哉

船橋市消防局

2013.4.1～2015.3.31

上田敏之

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部

2013.4.1～2015.3.31

大場直人

磐田市消防本部

2013.4.1～2015.3.31

矢島政行

比企広域消防本部

2013.4.1～2015.3.31

牧野 豊

横浜市消防局

2014.4.1～2016.3.31

中村幸司

さいたま市消防局

2014.4.1～2016.3.31

関口裕治

藤沢市消防本部

2014.4.1～2016.3.31

樋田一也

佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部

2014.4.1～2016.3.31

山口雄太

川崎市消防局

2015.4.1～2017.3.31

川守良和

静岡市消防局

2015.4.1～2017.3.31

渡邉卓也

船橋市消防局

2015.4.1～2017.3.31

倉持 満

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部

2015.4.1～2017.3.31

藤崎草多

佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部

2016.4.1～2018.3.31

髙垣克樹

さいたま市消防局

2016.4.1～2018.3.31

市橋洋佑

新潟市消防局

2016.4.1～2018.3.31

草薙和幸

横浜市消防局

2016.4.1～2018.3.31

三浦光司

川崎市消防局

2017.4.1～2019.3.31

青野肇範

磐田市消防本部

2017.4.1～2019.3.31

近江達彦

静岡市消防局

2017.4.1～2019.3.31

花井真実

船橋市消防局

2017.4.1～2019.3.31

2.2 その他の研究機関等との研究交流
(1) 国内の研究機関等との共同研究
平成 20 年度から平成 29 年度までに大学及び国立研究機関と行った共同研究は表 10、11 のとおりである。
また、平成 20 年度から平成 29 年度までに公益法人及び民間企業と行った共同研究は表 12、13 のとおりである。

表 10 大学等との共同研究の概要（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
研究課題

相手先

実施期間

大容量放水砲による放水挙動の予測技術に関する研究

金沢大学 川端信義教授

2006.12.1～2011.3.31

特殊災害に対する安全確保－消防活動支援要救助者自律
搬送に関する研究－

大阪大学大学院 工学研
究科機械工学専攻 大須
賀公一教授

2006.6.1～2011.3.31
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研究課題

相手先

実施期間

拡散火炎の挙動に及ぼす水噴霧の影響に関する研究

東京電機大学

2007.4.1～2011.3.31

住宅用火災警報器による効果的な損失低減方策に関する
研究

東京理科大学 辻本 誠
教授
加計学園、岡山理科大学
工学部

2007.9.1～2009.3.31
2008.4.28～2010.3.31

工学院大学

2008.9.1～2010.3.31

北海道大学

2009.4.27～2011.3.15

工学院大学

2009.5.1～2015.3.31

鹿児島大学工学部機械工
学科 林 良太準教授
首都大学東京都市教養学
部理工学系機械工学コー
ス 田代伸一教授
東京大学消防防災科学技
術寄附講座特任教授、株
式会社モリタホールディ
ングス技術研究所

2009.5.11～2011.3.31

住宅火災における死者発生メカニズムの分析に関する研
究

東京理科大学

2011.11.1～2015.3.31

ポリマー燃焼特性に関する研究に関わる共同研究

北海道大学

2011.8.1～2012.2.22

災害時に有効な移動機構に関する基礎的研究

鹿児島大学

2011.9.12～2014.3.31

電気設備火災に関する基礎研究

北海道大学

2012.6.18～2014.3.31

災害時の情報収集を目的とした無人航空機の自律制御に
関する研究

神戸大学

2013.7.30～2015.9.30

廊下における避難行動特性に関わる実験的研究

東京理科大学、早稲田大
学、芝浦工業大学、株式
会社明野設備研究所、株
式会社エフディーエム、
株式会社大林組、鹿島建 2015.10.14～2016.3.31
設株式会社技術研究所、
清水建設株式会社技術研
究所、大成建設株式会社、
株式会社竹中工務店

火災時における自力避難困難者の安全確保に関する研究

北海道科学大学

地震動による石油タンクの浮き上がり挙動の予測に関す
る研究

鳥取大学

避難行動特性に関わる実験的研究

東京理科大学、早稲田大
学、芝浦工業大学、株式
会社明野設備研究所、株
式会社エフディーエム、
株式会社大林組、鹿島建 2017.6.15～2018.3.31
設株式会社技術研究所、
清水建設株式会社技術研
究所、大成建設株式会社、
株式会社竹中工務店

石油タンクの内面コーティングの劣化評価技術にかかわ
る基盤研究

横浜国立大学

瓦礫内探索レスキューロボット用移動機構の開発
地震時における効果的な被害情報の収集・伝達に関する実
証的研究
平成 21～22 年度 火災時電気設備に関わる燃焼モデル整
備
首都圏震災時における効果的な被害情報の収集・伝達とそ
の活用に関する実証的研究
災害時に有効な移動機構に関する基礎的研究
火災時における煙流動を模擬した流れ場の数値解析に関
する研究

再生資源物質火災の消火技術に関する研究
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2010.1.4～2011.3.31

2011.10.1～2013.1.30

2017.3.10～2019.3.31
2017.4.1～2020.3.31

2017.10.1～2020.3.31

表 11 国立研究機関等との共同研究（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
研究課題
全国強震観測ネットワークの石油コンビナート地域を対
象とした準リアルタイム地震防災情報システムへの利活
用に関する研究
ETBE の危険性評価に関する研究
斜面崩壊現場の二次崩壊危険度予測手法に関する研究
地震時における石油タンク内部浮き屋根への溢流実験
災害対応のためのセンシング・ユビキタス時空基盤技術
の研究開発
地震時における実規模石油タンク内部浮き屋根の揺動挙
動実験
航空機を活用した最適消防力運用に関する研究
消防防災無人ヘリコプタの高精度飛行制御技術の研究開
発

災害監視無人機システムの有用性評価

全国強震観測ネットワークの石油コンビナート地域を対
象とした準リアルタイム地震防災情報システムの実用化
に向けた研究
高温における限界酸素指数の取得および評価、並びに酸
素濃度が発熱速度に及ぼす影響評価

相手先

実施期間

独立行政法人防災科学技
術研究所

2007.2.28～2011.3.31

独立行政法人産業技術総
合研究所
独立行政法人防災科学技
術研究所
独立行政法人防災科学技
術研究所
独立行政法人情報通信研
究機構
独立行政法人防災科学技
術研究所
独立行政法人宇宙航空研
究開発機構
独立行政法人産業技術総
合研究所
独立行政法人宇宙航空研
究開機構調布航空宇宙セ
ンター飛行場分室、独立行
政法人宇宙航空研究開発
機構大樹航空宇宙実験場

2007.8.28～2010.3.31
2008.7.2～2009.3.31
2009.1.5～2009.3.31
2009.10.26～2016.3.31
2009.7.14～2010.3.31
2009.8.11～2012.3.31
2011.12.1～2016.3.31

2011.3.10～2013.3.31

国立研究開発法人防災科
学技術研究所

2011.4.1～2016.3.31

独立行政法人宇宙航空研
究開発機構

2012.10.1～2014.3.31

火の粉の加害性に関する研究

独立行政法人建築研究所

2013.4.1～2014.3.31

火の粉の建築部材への着床・着火に関する研究

独立行政法人建築研究所

2014.10.14～2016.3.31

戦略的イノベーション創造プログラム「レジリエントな
防災・減災機能の強化」のための研究

E-ディフェンスを活用した液状化対策技術の研究開発
地震時の液状化を考慮した石油タンク周辺施設の損傷評
価技術等の研究開発
消防用多言語音声翻訳システムの実用化に関する共同研
究
消防用設備及び消防活動を考慮した防火基準の要求性能
の明確化に関する共同研究

独立行政法人港湾空港技
術研究所、独立行政法人土
木研究所
独立行政法人防災科学技
術研究所独立行政法人港
湾空港技術研究所独立行
政法人土木研究所
独立行政法人防災科学技
術研究所
先進的音声翻訳研究開発
推進センター
国立研究開発法人建築研
究所

2015.2.6～2019.3.31

2015.3.2～2016.3.31

2015.7.1～2016.3.31
2016.4.1～2018.3.31
2016.8.22～2019.3.31

表 12 公益法人との共同研究（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
研究課題
道路トンネル火災事故事例の調査と対応策の調査研究
都市域における防火植栽、樹種の組み合わせ効果に関す
る研究
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相手先
財団法人消防科学総合セ
ンター
財団法人地球環境戦略研
究機関国際生態学センタ
ー

実施期間
2007.4.1～2011.3.31
2008.8.1～2011.3.31

研究課題
放火火災による被害軽減に関する研究
非常用照明器具の非常時照度による避難行動検証実験に
関する共同研究

相手先
財団法人消防科学総合セ
ンター、財団法人社会安全
研究財団、消防庁技術政策
室、大阪市消防局
一般社団法人日本照明工
業会

実施期間
2009.9.1～2012.3.31

2017.1.18～2019.3.31

表 13 民間企業との共同研究（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
研究課題
減酸素雰囲気を利用した火災安全技術に関する研究
ナノテク消防服の開発に関する研究（変更契約書）
ナノ構造ファイバー技術を用いた消防服の開発に関す
る研究
泡消火の高度化に関する研究
FRIGO-D の実用性能向上型の製品化に関する研究
重作業支援パワーアシスト機の開発に関する研究

相手先
株式会社モリタホール
ディングス
帝人テクノプロダクツ
株式会社
帝人テクノプロダクツ
株式会社
深田工業株式会社、第一
化成産業株式会社
三菱電機特機システム
株式会社
アクティブリンク株式
会社

実施期間
2006.10.2～2011.3.31
2006.6.21～2009.9.30
2006.6.7～2009.9.30
2007.4.1～2016.3.31
2007.5.7～2010.3.31
2009.11.20～2011.2.28

太陽電池発電抑制技術の開発

能美防災株式会社

2014.4.1～2017.3.31

消防ロボットシステムの放水砲ロボットに搭載する放
水・泡放射併用タイプノズルの研究開発

深田工業株式会社

2015.9.1～2016.3.31

大容量ホースの耐熱性向上に関する研究

帝国繊維株式会社

2016.1.19～2016.3.31

泡消火技術の高度化に関する共同研究

深田工業株式会社、第一
化成産業株式会社

2016.4.28～2021.3.31

三菱重工業株式会社

2016.9.1～2017.3.31

株式会社モリタホール
ディングス

2017.1.16～2021.3.31

消防用ホース延長ロボットのホース敷設制御に関する
研究開発
液体・固体可燃物に対する各消火剤の消火性能評価に関
する共同研究

(2) 国内の研究機関等からの受け入れ
消防防災科学技術の研究領域に、新たな理論や新技術を取り入れるためには、大学等の研究者の基礎的分野にお
ける高度な専門知識、研究成果を活用することも重要である。このため、大学等との連携を密にして消防防災研究
を推進していくことが必要であることから、大学等からの実習学生等の受け入れを行っている。平成 20 年度から平
成 29 年度までの実習学生・インターンシップ等の受け入れ状況は、表 14 のとおりである。

表 14 国内の研究機関等からの実習学生・インターンシップ等の受け入れ
（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
研究員名

所属

研究課題

期間
2009.8.5～8.31

山下 良

電気通信大学

火災シミュレーションソフトウェアの並列化

小張玲奈

東京理科大学

火災時における可燃物から発生する有毒ガスに
関する研究

2009.4.1～2012.3.31

巖上純也

北海道大学

火災時電気設備に関わる燃焼モデル整備

2009.9.1～2012.3.31
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研究員名

所属

研究課題
電線被覆材ポリエチレンの燃焼量に対する周囲
雰囲気圧力変化の影響
代替燃料としてのバイオコークスの熱分解ガス
特性に関わる研究

期間
2010.4.1～2011.3.31

中岡龍也

東京理科大学

酒井雄人

北海道大学

村沢直治

千葉科学大学

廃棄物・バイオマス燃料の蓄熱発火に関する研究

2010.7.10～2013.9.30

中野多聞

北海道大学

火災時電気設備に関わる燃焼モデル整備

2011.9.1～2012.3.31

薄木太一

北海道大学

火災時電気設備に関わる燃焼モデル整備

2011.9.1～2012.3.31

伊藤遼太朗

東京大学

水との混合による金属粉の危険性評価

2010.7.1～2011.8.31

2013.6.1～10.31

2.3 防災技術の普及・振興
(1) 一般公開
毎年 4 月の科学技術週間には、当センターの研究内容と日ごろの成果普及を行うために施設等の一般公開を行っ
ている。平成 20 年度から平成 29 年度までの一般公開への来場者の数は、表 15 のとおりである。

表 15 一般公開の開催日と来場者数（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
年度

開催日

来場者人数

平成 20 年度

2008.4.18

581

平成 21 年度

2009.4.17

674

平成 22 年度

2010.4.16

588

平成 23 年度※

－

－

平成 24 年度

2012.4.18

478

平成 25 年度

2013.4.19

499

平成 26 年度

2014.4.18

550

平成 27 年度

2015.4.17

611

平成 28 年度

2016.4.22

517

平成 29 年度

2017.4.21

722

※平成 23 年度は東日本大震災により中止

(2) 全国消防技術者会議
全国の消防防災関係の技術者との意見交換を行い、その技術レベルの向上を図るため、昭和 28 年以来、全国の消
防機関関係者を主体とし、あわせて全国の消防機器開発等に係る技術者を含め毎年 1 回、全国消防技術者会議を開
催している。この会議は、消防防災技術向上の場であるので、消防研究センターにおける成果の発表、消防機関に
おける消防防災に関する技術開発、事故調査研究、災害事例の報告等を行っている。なお、この会議には、毎年多
数の関係者が参加しており、平成 20 年度から平成 29 年度までの同会議の参加者の状況は、表 16 のとおりである。

表 16 全国消防技術者会議の開催日と来場者数（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
年度

回数

開催日

参加延べ人数

平成 20 年度

第 56 回

2008.10.23～10.24

730

平成 21 年度

第 57 回

2009.11.25～11.26

570

平成 22 年度

第 58 回

2010.10.21～10.22

748
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年度

回数

開催日

参加延べ人数

平成 23 年度

第 59 回

2011.10.20～10.21

781

平成 24 年度

第 60 回

2012.10.25～10.26

527

平成 25 年度

第 61 回

2013.10.24～10.25

740

平成 26 年度

第 62 回

2014.11.20～11.21

1184

平成 27 年度

第 63 回

2015.11.25～11.26

1093

平成 28 年度

愛 64 回

2016.11.16～11.17

1012

平成 29 年度

第 65 回

2017.11.29～11.30

1051

(3) 消防防災研究講演会
消防研究所創立 50 周年を記念して、消防研究センターでの研究成果をまとまった形で、公開の場で発表・議論す
るため、平成 10 年 1 月に第 1 回講演会が開催されて以降、毎年テーマを掲げ、実施されている。この研究講演会は、
特定の課題に関係する、より専門的な知識を有する技術者及び研究者との討議を通して、課題に関する解決策を模
索し、その糸口を見出すことを目的としている。平成 20 年度から平成 29 年度までの消防防災研究講演会のテーマ
は、表 17 のとおりである。

表 17 消防防災研究講演会の開催概要（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
年度

回数

開催日

参加者人数

平成 20 年度

第 12 回

2009.1.30

162

地震等災害情報の収集・伝達・活用

テーマ

平成 21 年度

第 13 回

2010.1.29

213

都市型空間での火災に対する安全確保に向けて

平成 22 年度

第 14 回

2011.1.28

192

石油タンクの保守対策と消火技術

平成 23 年度

第 15 回

2012.1.27

225

消防の視点からみた東北地方太平洋沖地震

平成 24 年度

第 16 回

2013.2.1

233

平成 25 年度

第 17 回

2014.1.31

364

平成 26 年度

第 18 回

2014.11.20

619

東日本大震災を受けての消防防災研究
大規模・特殊災害時における現場対応と消防科学
技術の役割 ～今後の首都直下・南海トラフ地震
への対応について～
火災原因調査への取り組みと調査技術の高度化

平成 27 年度

第 19 回

2015.11.25

603

木造密集地域での火災と安全への備え

平成 28 年度

愛 20 回

2016.11.16

573

土砂災害・水害における消防活動

平成 29 年度

第 21 回

2017.11.30

615

2016 年糸魚川市大規模火災

※第 18 回より、全国消防技術者会議と同時開催

(4) 消防防災科学技術賞に関する表彰
自治体消防制度 50 周年を記念して、消防科学・技術の高度化と消防防災活動の活性化に寄与することを目的に消
防防災機器の改良・開発作品及び消防防災に関する科学論文を募集し、優秀な作品を消防庁長官が表彰する制度を
平成 9 年度に発足させた。以降、消防防災技術への関心の高まりから、本制度に関する応募が増加している。なお、
平成 26 年度から制度名が「消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学論文及び原因調査事例報告に関する表彰」
から「消防防災科学技術賞」へ変更された。平成 20 年度から平成 29 年度までの消防防災科学技術賞に関する表彰
編数は、表 18 のとおりである。
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表 18 消防防災科学技術賞に関する表彰編数（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
優秀賞（編）
応募
入選
年度
総数
消防職員等
消防職員
消防職員
一般
一般
（編）
（編）
開発・改良
等論文
原因調査
開発・改良
論文
63
14
5
3
2
2
平成 20 年度
－

奨励賞
（編）
2

平成 21 年度

78

21

5

3

6

3

2

2

平成 22 年度

61

17

5

3

5

1

1

2

平成 23 年度

65

17

3

2

6

2

1

3

平成 24 年度

56

23

4

5

7

3

1

3

平成 25 年度

90

27

5

4

9

5

1

3

平成 26 年度

72

27

5

5

10

4

0

3

平成 27 年度

93

24

5

4

10

2

0

3

平成 28 年度

87

23

5

3

9

3

1

2

平成 29 年度

90

29

5

5

9

4

3

3

(5) 見学者
広く国民に消防防災の科学技術に対する関心を持ってもらうため、
毎年 4 月に実施される科学技術週間にあわせ、
研究施設を公開している。また、自治体消防機関の職員や民間企業等の消防防災関係者の見学を受け入れている。
平成 20 年度から平成 29 年度における見学者の受け入れ状況を表 19 に示す。

表 19 国内諸機関・団体等からの見学者数（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
年度

申込件数

見学者人数

平成 20 年度

48

1241

平成 21 年度

54

1565

平成 22 年度

51

1281

平成 23 年度

48

1526

平成 24 年度

46

969

平成 25 年度

38

1163

平成 26 年度

46

1728

平成 27 年度

56

1709

平成 28 年度

47

1702

平成 29 年度

68

2628
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第Ⅵ章
研究活動の社会への寄与

Ⅵ. 研究活動の社会への寄与
1. 所外防災関係委員会等への研究者の派遣
研究によって得られた成果は、我が国の消防行政に反映されているほか、地方自治体や地方消防機関における消
防防災体制の整備、消防資機材の改良のための指針、他省庁における安全に関する基準・指針、ISO（国際標準化
機構）における国際規格をはじめ各種機関における規格基準・指針等で活用されている。また、研究によって得ら
れた技術や知識は、所外の消防防災に係る委員会活動、消防防災関連団体などにおける講演を通じても広く行政や
社会に反映されている。
専門委員会としては、主に消防庁及び消防防災関連の諸団体、他省庁主催の防災関係の委員会があり、消防防災
に関する技術的検討を行っている。また、所外講師は、地方公共団体主催の消防防災研修会、学会主催の防災セミ
ナー等への派遣依頼に応じるもので、消防防災に関する知識の普及等に重要な役割を果たしている。平成20年度か
ら平成29年度までの研究員の派遣状況は表1のとおりで、この10年間の派遣者は延べ2,257人となっている。なお、
この表には含めていないが、毎年消防大学校での講義を引き受けている。このほかに連携大学院教員等として、大
学における防災に関する講義も行っている。

表 1 講師及び委員として派遣した延べ人数
（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
年度

講師（人）

委員会（人）

平成 20 年度

53

185

平成 21 年度

63

205

平成 22 年度

57

175

平成 23 年度

55

172

平成 24 年度

55

162

平成 25 年度

68

165

平成 26 年度

60

153

平成 27 年度

64

162

平成 28 年度

42

175

平成 29 年度

28

158

計

545

1712
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2. 消防防災に関する科学技術の振興
2.1 研究者の学位取得
得られた研究成果は、消防研究所報告や国内外の専門学会誌等に論文として発表されている。これらの個々の論
文をまとめることにより、多くの人が消防防災の研究成果を共有することができ、さらなる研究の進展が期待でき
る。また研究者には、研究の集大成として、研究成果を学位論文としてまとめ、学位を取得するよう奨励している。
平成 20 年度から平成 29 年度までの最近 10 年間で授与された学位は、表 2 のとおりである。

表 2 学位取得者（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
氏名
西 晴樹
鈴木恵子
岩田雄策

徳武皓也

佐藤康博

学位論文
地震時における石油タンク浮き屋根の揺動挙
動と安全性に関する研究
住宅火災による死者発生の社会的要因構造に
関する研究
化学物質等の発熱・発火による熱的危険性に
関する研究
重防食コーティングの劣化メカニズムと電気
化学的健全性診断手法(Degradation mechanism
of heavy-duty coating and its electrochemical
health diagnosis method)
プロティックアミン部位をもつ C-N キレート
イリジウムおよびロジウム錯体の合成と水素
移動触媒系の開発

種別

授与年月

授与大学

博士（工学）

2008.3

横浜国立大学

博士（工学）

2009.3

神戸大学

博士（工学）

2013.3

東京大学

博士（工学）

2016.3

横浜国立大学

博士（工学）

2017.3

東京工業大学

2.2 国内学会での活動
消防防災に関する研究は、非常に広い領域にわたっており、学際領域の研究も多い。そのため、研究者は学会活
動のなかで、研究成果の普及とともに、最新の研究動向の情報収集を行っている。学会活動を通じて、研究者が最
近10年間に受賞した国内の学会賞を表3に示す。

表 3 国内の学会賞等受賞者（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
氏名

受賞年月

賞の種別

2008.5.21

日本火災学会 内田奨励賞

西 晴樹、山田 實、
廣川幹浩、畑山 健、 2008.5.30
箕輪親宏、御子柴正

一般社団法人日本高圧力技
術協会 科学技術賞

鈴木恵子

尾川義雄

2010.5.17

三菱電機特機システ
ム株式会社、消防研
究センター

2010.11.26

天野久徳

2012.12

山田 實

2013.5.24

佐伯一夢

2014.2.18

受賞内容

平成 22 年度日本火災学会
内田奨励賞
第 4 回ロボット大賞 公
共・フロンティア部門優秀
賞
優秀講演賞受賞「柔軟全周
囲クローラ RT04-NAGA の
高速走行特性」
一般社団法人日本高圧力技
術協会 特別功労賞
一般社団法人日本機械学会
2013 年度日本機械学会賞
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社会的要因に着目した住宅火災に関する研究
小規模タンクを用いたスロッシング時の浮き屋
根の揺動に関する実験的研究スロッシングにお
ける浮き屋根の挙動 －直径 7.6m 模型タンクに
よる実験（2 次モードの影響）－
新しく出現する火災危険に対応した消防活動支
援のための消火技術に関する研究
消防用偵察ロボット FRIGO-M（フライゴー・エ
ム）
公益社団法人計測自動制御学会、第 13 回システ
ムインテグレーション部門講演会、SI2012
協会の事業に対する顕著な功績
論文「災害監視を目的とした屋外型飛行船ロボッ
トの経路追従制御」

氏名

受賞年月

賞の種別

西 晴樹、畑山 健

2014.5.23

一般社団法人日本高圧力技
術協会 科学技術特別賞

佐伯一夢

2015.12.16

SI2015 優秀講演賞

徳武皓也、西 晴樹
岡崎慎司、笠井直哉
（横浜国立大学）

2016.5.20

一般社団法人日本高圧力技
術協会 平成 28 年度科学
技術振興賞

論文「極値解析適用による石油タンク底板内面コ
ーティングの劣化特性評価」

田村裕之

2016.9.29

一般社団法人静電気学会
功績賞

危険物施設等における静電気放電による着火原
因の究明と予防対策、および学会理事としての学
会発展への寄与に対する功績

鈴木佐夜香、
Samuel L.Manzello
(National Institute of
Standards and
Technology )、林 吉
彦（国土技術政策総
合研究所）

2016.11.24

平成 28 年度日本燃焼学会
論文賞

論文「The size and mass distribution of firebrands
collected from ignited building components exposed
to wind Proceedings of the Combustion Institute,
34(2):2479-2485 (2013).」

鈴木佐夜香

2017.11.14

日本燃焼学会奨励賞

Pioneering Firebirebrand Research for Large Outdoor
Fire Mitigation の研究の顕著な功績
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受賞内容
論文「東北地方太平洋沖地震による石油タンクの
スロッシング被害と長周期地震動」（圧力技術第
51 巻 1 号）
「全方位カメラの画像に基づく救急搬送ロボッ
トの走行制御」

3. 知的財産権
消防防災に関する研究活動は、基礎研究から応用開発研究まで広範な分野に及んでいる。特に、消防資機材や消
防防災機器の開発にも力を入れており、その成果のうち特許や実用新案の取得に結びついたものもある。
平成 20 年度から平成 29 年度までの特許及び実用新案の取得の状況は、表 4 のとおりである。

表 4 特許権一覧（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度に出願し、特許権を取得したもの）
登録番号

発明の名称

発明者
若月 薫、
伊澤 一、
石原 繁、
矢倉靖重

単独/共同出願

出願日

出願番号

共同（帝人テクノプロダ
クツ株式会社）

2010.1.18

特願
2011-550035

特許第
5620412 号

防護服用積層布帛および
それを用いた防護服

ZL
201180005826.1
（中国）

防護服用積層布帛および
それを用いた防護服

若月 薫、
伊澤 一、
石原 繁、
矢倉靖重

共同（帝人テクノプロダ
クツ株式会社）

2010.1.18

201180005826.1

防護服用積層布帛および
それを用いた防護服

若月 薫、
伊澤 一、
石原 繁、
矢倉靖重

共同（帝人テクノプロダ
クツ株式会社）

2010.1.18

2012-7017563

登録番号
2527138
（欧州）

防護服用積層布帛および
それを用いた防護服

若月 薫、
伊澤 一、
石原 繁、
矢倉靖重

共同（帝人テクノプロダ
クツ株式会社）

2010.1.18

11732995.3

特許番号：
I532443

防護服用積層布帛および
それを用いた防護服

若月 薫、
伊澤 一、
石原 繁、
矢倉靖重

共同（帝人テクノプロダ
クツ株式会社）

2010.1.18

100101702

特許第
10-1816502 号

表 5 意匠権一覧（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度に出願し、意匠権を取得したもの）
登録番号
意匠第
1347950 号

意匠に係る物品
クローラーベルト用プー
リ

創作者
天野久徳
他2人

単独/共同出願
共同（三ツ星ベルト、三
菱電機特機システム）
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登録日
2008.12.5

出願番号
意願
2007-033142

4. 研究所刊行物による研究成果等の提供
研究成果の効率的・効果的活用を図るため、研究成果の各種学会での論文の発表、研究の過程で得られた技術、
知識の所外委員会への提供等を行っているが、その他として、研究センターの定期、不定期の各種刊行物を発行し、
関係機関等に送付するとともに、ホームページへ掲載することによる公表も行っている。定期刊行物としては年2
回発行する研究論文等を掲載した「消防研究所報告」、年1回発行する消防研究センターの研究活動状況を総合的
に編さんした「消研輯報」がある。また、不定期刊行物には「消防研究技術資料」、「災害調査報告書」等がある。
これらの刊行物は、全国自治体の消防関係機関、消防防災研究に関係する主要な研究機関、大学等に送付している。
なお、「消防研究所報告」は米国、英国をはじめ15か国の防災関係研究機関等に送付されている。
平成20年度から平成29年度までに発行した刊行物は、表6～9のとおりである。

表 6 消防研究所報告（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
発表名

発表者

東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所内で発生した変圧器火災の
調査結果

田村裕之、藤原正人
（川崎市消防局）、
笠原孝一（東京消防
庁）

佐渡市相川の木造密集地における延焼火災の調査

杉井完治、篠原雅彦

米国における緊急事態対応について

廣川幹浩

ガソリンのポリタンク容器貯蔵の火災危険性
気の漏えいとタンクの転倒－
ガソリンのポリタンク容器貯蔵の火災危険性
ブにガソリンを誤注油した場合の危険性－

－ガソリン蒸
－石油ストー

第 105 号

2008.9

第 106 号

2009.3

第 107 号

2009.9

松島早苗
鶴田 俊

岩手・宮城内陸地震における斜面災害地での技術支援につい
て

新井場公徳、田村裕
之、杉井完治、喜多
洋樹

緊急地震速報に基づくリアルタイムスロッシング予測

座間信作、遠藤 真

石油タンクへの入力地震動としてのやや長周期地震動の地域
特性に関する検証 ―志布志地区－

座間信作、野澤 貴
（鹿島技術研究所）、
畑山 健（消防庁予
防課）、岩田克己（石
油天然ガス・金属鉱
物資源機構）

長周期地震動の卓越周期について

座間信作

高所見張による震災時火点決定手法の高度化
実性の高い情報収集手法として

杉井完治、田野慎介
（元株式会社総合シ
ステムサービス）、
近藤紀子（株式会社
総合システムサービ
ス）

危険性物質の試験方法等に関する国際会議（IGUS-EOS）と国
際的な危険性物質の試験方法に関する動き

古積 博

有機過酸化物の火災・爆発事故事例と異常発生後の経過分析

水田 亮

安全な消防活動を目指して －第 56 回全国消防技術者会議に
おける討論から－
地震火災発生時における活動目標の具体的検討 －「ブロッ
ク内封じ込め」の提案

佐宗祐子、若月 薫、
箭内英治
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発行年月

田村裕之

新潟県中越沖地震直後の柏崎刈羽原子力発電所被害調査

－迅速性・確

号数

杉井完治

発表名

発表者

自己反応性物質の危険性に関する各種評価試験法

水田 亮

国内外の石油タンク等の火災爆発事例

古積 博

インフレータ／エアバッグの開発と安全性に関する課題

星野 崇、岩田雄策、
古積 博

古典的数値計算法を用いた区画内熱対流に関する研究

鶴田 俊

号数

内藤浩由（消防庁）、
萩原由梨（東京電機
大学）、上戸 徹（東
京電機大学）、佐宗
祐子、小谷良信（東
第 108 号
京電機大学）、吉田
亮（東京電機大学）
古積 博、岩田雄策、
西村浩次郎（産業安
全技術協会）

微細水粒子による対向流拡散火炎の消炎

トナーカートリッジ粉の火災爆発危険性について
聴覚障害者への火災警報伝達

発行年月

2010.3

河関大祐、田村裕之
久保田勝明、坂本哲
也（帝京大学医学部
救急医学講座教授）、
安田康晴（京都橘大
学現代ビジネス学部
准教授）、豊國義樹
（自治医科大学大学
院医学研究科後期博
士課程）
佐宗祐子、内藤浩由、
廖 赤虹（株式会社
モリタホールディン
グス）、山野光一（株
式会社モリタホール
ディングス）、坂本
直久（株式会社モリ
タホールディング
ス）
第 109 号
阿部伸之、田村裕之、
細川直史、内藤浩由
（消防庁消防技術政
策室）、浅見高志（能
美防災株式会社）、
竹内 孝（千住スプ
リンクラー株式会
社）、菊池正勝（千
住スプリンクラー株
式会社）
廣川幹浩、山田 實、
西 晴樹、座間信作、
畑山 健

救急現場活動時間短縮等への PA 連携の効果

減酸素気流による小規模タンク火災の抑制

スプリンクラー設備の性能評価手法に関する一提案

熱応力による浮き屋根の損傷可能性の検討
植物油の蓄熱による自然発火危険性について

岩田雄策

ユビキタスセンサーネットワークによる災害情報の収集と伝
達に関する研究－ユビキタス機能を利用した火災報知システ
ムの試作－

細川直史、高梨健一
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2010.9

発表名

発表者

消防用防火衣の洗浄汚水の分析

佐宗祐子

ユビキタスセンサーネットワークによる災害情報の収集と伝
達に関する研究—屋内測位システムの検討—

細川直史、高梨健一

国際消防防災展“インターシュッツ 2010”について

天野久徳

拡張現実（AR）を用いた現位置における防災情報可視化の試
み

2011 年東北地方太平洋沖地震及び 4 月 11 日の福島県浜通りを
震源とする地震による土砂災害

号数

発行年月

第 110 号

2011.3

細川直史、武原 靖
（日本総合システム
株式会社産業ソリュ
ーション部）、柴山
明寛（東北大学災害
制御研究センター）、
秦 康範（山梨大学
工学部土木環境工学 第 111 号
科）、高梨健一
新井場公徳、吉原
浩、天野久徳、座間
信作、河関大祐、高
梨健一

将来に向けた大規模建物内火災シミュレーションのあり方に
ついて

阿部伸之

地図情報を活用した防災情報の収集共有サイクルに関する研
究 ～情報収集方法と EMT 江別体制構築の検証～

目黒茂樹（江別市消
防本部）、小川健太
（酪農学園大学）、
鄭 炳表、遠藤 真、
細川直史

金属粉の微少発熱挙動に与える湿度の影響

岩田雄策

各種金属類の事故事例と消防法による危険性評価

古積 博、岩田雄策

平成 23 年台風 12 号による三重県南部及び和歌山県東部にお
ける土砂災害の現地調査

新井場公徳、久保田
勝明、若月 薫
杉井完治（京都市消
防局（調査当時、消
防研究センター連携
研究員）、篠原雅彦、
細川直史
篠原雅彦、杉井完治
（調査当時、消防研
究センター連携研究 第 113 号
員）、細川直史

2010 年 1 月別府市強風下市街地火災の調査 －延焼動態、延
焼速度および消防活動と、強風による特異な火炎噴出－

火の粉の性状が飛距離に及ぼす影響 －2010 年 1 月別府市強
風下市街地火災の現地調査に基づいて－
2010 年 1 月別府市強風下市街地火災における住民行動に関す
る調査

細川直史、河関大祐

水害時の住民向け防災広報に関する研究

河関大祐、座間信作、
高梨健一

トンネル工事中の爆発事故について

鈴木 健

火災時における太陽電池モジュールの発電特性

模擬家屋の屋根に設置した太陽電池モジュールの火災時発電
特性
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第 112 号

阿部伸之、塚目孝裕、
田村裕之、松島早苗、
尾川義雄、河関大祐、
森井統正
第 114 号
阿部伸之、松島早苗、
田村裕之、塚目孝裕、
尾川義雄、高梨健一、
河関大祐

2011.9

2012.3

2012.9

2013.3

発表名

発表者

太陽光発電システムの火災と消防活動上の問題点

田村裕之、阿部伸之、
河関大祐、松島早苗、
塚目孝裕、尾川義雄、
高梨健一

大雨により発生した石油タンク等の事故について

鈴木 健

コンベヤ火災について

鈴木 健

遮光物による太陽電池モジュールの発電抑制効果の検討

種々の火炎光の分光スペクトルと太陽電池モジュールの発電
特性

東北地方太平洋沖地震時の消防活動に関する調査

太陽電池モジュール燃焼時の生成ガスについて

消防活動時の太陽電池モジュールの感電危険性

阿部伸之、尾川義雄、
田村裕之、塚目孝裕、
松島早苗、高梨健一、
河関大祐
田村裕之、阿部伸之、
松島早苗、河関大祐、 第 115 号
塚目孝裕、高梨健一、
尾川義雄
新井場公徳、河関大
祐、高梨健一、細川
直史、座間信作
塚目孝裕、阿部伸之、
田村裕之、松島早苗、
尾川義雄、高梨健一、
河関大祐、志水裕昭
（東京消防庁（研究
実施当時、消防研究
センター連携研究
員）
松島早苗、田村裕之、 第 116 号
阿部伸之、高梨健一、
塚目孝裕、河関大祐、
尾川義雄、志水裕昭
（東京消防庁（研究
実施当時、消防研究
センター連携研究
員）

火災の着火源について

鈴木 健

ボイルオーバーの事例と最近の研究

古積 博（千葉科学
大学）、岩田雄策、
Gilles Dussere
(Ecoledes
Minesd’Ales, France)

火力発電施設の火災事例について

鈴木 健

平野敏右消防研究所元理事長の業績について

鈴木 健

高分子の重合反応と事故事例

塚目孝裕

火力発電施設における油類等の漏洩事例について

鈴木 健

屋外貯蔵タンクの浮き屋根沈没事故への対応及び調査

西 晴樹

シミュレーション技術を火災原因調査に活用するための取り
組み

阿部伸之
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号数

発行年月

2013.9

2014.3

第 117 号

2014.9

第 118 号

2015.3

第 119 号

2015.9

発表名

発表者

現場検知用可搬型赤外分光光度計の物質同定トレーニング用
キットの試作

塚目孝裕、志水裕昭
（東京消防庁（研究
実施当時、消防研究
センター連携研究
員）

分析機器の活用による火災原因調査の支援

尾川義雄

災害への備えと「規制の虜」について

東日本大震災において津波被害を受けた気仙沼市の市街地で
目撃された火災旋風

野村祐子、岸本充生
（東京大学公共政策
大学院／政策ビジョ
ン研究センター）
篠原雅彦、松島早苗、
推名知明（東京消防
庁（調査当時、消防
研究センター連携研 第 120 号
究員））

高速道路で発生した危険物等の災害の事例について

鈴木 健

2014 年 8 月広島市において発生した降雨停止後の土砂災害の
要因と土砂災害時の活動の安全確保に関する考察

新井場公徳、土志田
正二、佐伯一夢
新井場公徳、土志田
正二、尾川義雄
野村祐子、岸本充生
（東京大学公共政策
大学院／政策ビジョ
ン研究センター）東
京大学公共政策大学
院/政策ビジョン研究
センター）

2016 年熊本地震時の土砂災害現場における技術支援

防災対策と「基本的な帰属のエラー」について

小中高校における理科実験で発生した火災、爆発について

鈴木 健

石油タンク底板で生ずる腐食・劣化及びその評価方法

徳武皓也

平成 28 年（2016 年）熊本地震後に発生した火災の概要

鈴木恵子、篠原雅彦

平成 28 年（2016 年）熊本地震での出火件数と出火率

篠原雅彦

熱画像を活用した再燃火災の発生防止に関する研究

鈴木 健

3 件の火災から発生した火の粉の性状に関する研究

鈴木 佐夜香

石油タンク火災時のフッ素フリー泡消火薬剤の泡消火効率改
善に関する検討

内藤 浩由

不確実性下の意思決定と状況認識

野村 祐子

再生油に関した火災、漏洩について

鈴木 健

消防救助活動における無人航空機(UAV)の利活用方法につい
て

土志田正二、新井場
公徳、佐伯一夢

アルカリ金属火災の消火に関する実験

鈴木 健

高感度熱量計とガス分析を用いた再生資源燃料等の火災危険
性評価方法

岩田雄策
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号数

発行年月

2016.3

第 121 号

2016.9

第 122 号

2017.3

第 123 号

2017.9

第 124 号

2018.3

表 7 消研輯報（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
発行年度

号数

発行年月

平成 20 年度

第 62 号

2009.10

平成 21 年度

第 63 号

2010.12

平成 22 年度

第 64 号

2012.3

平成 23 年度

第 65 号

2013.3

平成 24 年度

第 66 号

2014.1

平成 25 年度

第 67 号

2015.1

平成 26 年度

第 68 号

2016.2

平成 27 年度

第 69 号

2017.3

平成 28 年度

第 70 号

2018.1

表 8 消防研究技術資料（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
資料名

号数

発行年月

中華鍋に入れた食用油の加熱・着火・燃焼性状に関する天ぷら油火災実験報告書

第 81 号

2010.1

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の被害及び消防活動に関する調査報告書（第
1 報）

第 82 号

2011.12

太陽光発電システム火災と消防活動における安全対策

第 83 号

2014.3

表 9 その他の主な報告書（平成 20(2008)年度～平成 29(2017)年度）
資料名

発行者

発行年月

防火服に必要な性能を担保するための有望な技術の調査
報告書

消防研究センター

2009.2

ファーストレスポンダーに係る能力ギャップに関する調
査検討報告書（平成 28 年 3 月 1 日版）

ファーストレスポンダーに係る能力
ギャップに関する調査検討委員会

2016.3
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第Ⅶ章

資

料

Ⅶ.
1.

資

料

年度別研究課題
10 課題

年
度
平成 20 年度

(1)

過密都市空間における火災安全確保

2008.4.1～

(2)

ナノテク消防防護服の要素開発及び評価手法の開発

2009.3.31

(3)

化学物質の火災爆発防止と消火
サブテーマⅠ 化学物質等の危険性を把握するための研究
サブテーマⅡ

廃棄物、リサイクル物及びその処理施設の火災安全技術に関する研究

サブテーマⅢ

化学物質の消火に関する研究

(4)

経年劣化および地震動による石油タンク損傷被害推定システムの開発

(5)

大規模自然災害時等の消防防災活動を支援するための総合システムの研究開発
サブテーマⅠ

災害時要援護者等も考慮した警報伝達システムの開発

サブテーマⅡ

円滑な消防活動を支援するためのシステムの開発
①

広域応援部隊消防力最適配備支援システムの開発

②

アドホックネットワーク技術を用いた緊急消防援助隊用災害情報共有
システムに関する検討

(6)

サブテーマⅢ

斜面崩壊現場の消防活動の安全性向上に関する研究

サブテーマⅣ

119 番通報に対する救急業務の高度化に関する研究

サブテーマⅤ

災害対策本部における応急対応支援システムの構築

サブテーマⅥ

地震火災時の消防活動の高度化に関する研究

特殊災害に対する安全確保
サブテーマⅠ

リサイクル資源化施設の爆発対策研究

サブテーマⅡ

大規模空間での火災における消火活動の安全確保

サブテーマⅢ

消防防災ロボットの活用を促進するための技術的研究

(7)

火災原因調査技術の高度化に関する調査研究

(8)

ユビキタスセンサーネットワークによる災害情報の収集と伝達に関する研究

(9)

スプリンクラー設備の性能評価ツールの開発

(10)

火災報告等消防統計データの戦略的分析

10 課題

年
度
平成 21 年度

(1)

過密都市空間における火災安全確保

2009.4.1～

(2)

化学物質の火災爆発防止と消火
サブテーマⅠ 化学物質等の危険性を把握するための研究

2010.3.31

サブテーマⅡ

廃棄物、リサイクル物及びその処理施設の火災安全技術に関する研究

サブテーマⅢ

化学物質の消火に関する研究

(3)

経年劣化および地震動による石油タンク損傷被害推定システムの開発

(4)

大規模自然災害時等の消防防災活動を支援するための総合システムの研究開発
サブテーマⅠ

災害時要援護者等も考慮した警報伝達システムの開発

サブテーマⅡ

円滑な消防活動を支援するためのシステムの開発
①

広域応援部隊消防力最適配備支援システムの開発

②

アドホックネットワーク技術を用いた緊急消防援助隊用災害情報共有
システムに関する検討

サブテーマⅢ

斜面崩壊現場の消防活動の安全性向上に関する研究

サブテーマⅣ

119 番通報に対する救急業務の高度化に関する研究

サブテーマⅤ

災害対策本部における応急対応支援システムの構築
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サブテーマⅥ
(5)

サブテーマⅠ

リサイクル資源化施設の爆発対策研究

サブテーマⅡ

大規模空間での火災における消火活動の安全確保

サブテーマⅢ

消防防災ロボットの活用を促進するための技術的研究

(6)

火災原因調査技術の高度化に関する調査研究

(7)

危険物に係る流出等の事故原因の調査技術の高度化に関する調査研究

(8)

ユビキタスセンサーネットワークによる災害情報の収集と伝達に関する研究

(9)

スプリンクラー設備の性能評価ツールの開発

(10)

年

地震火災時の消防活動の高度化に関する研究

特殊災害に対する安全確保

火災報告等消防統計データの戦略的分析

11 課題

度

平成 22 年度

(1)

ナノテク消防防火服の要素開発・評価方法の開発

2010.4.1～

(2)

過密都市空間における火災安全確保

2011.3.31

(3)

(4)

(5)

(6)

サブテーマⅠ

消防活動支援のための火災進展等の予測手法の開発

サブテーマⅡ

火災実験データベースの構築と整備

サブテーマⅢ

大規模市街地火災における旋風・火災旋風の実験的解明

化学物質の火災爆発防止と消火
サブテーマⅠ

化学物質等の危険性を把握するための研究

サブテーマⅡ

廃棄物、リサイクル物及びその処理施設の火災安全技術に関する研究

サブテーマⅢ

化学物質の消火に関する研究

経年劣化および地震動による石油タンク損傷被害推定システムの開発
サブテーマⅠ

石油タンク損傷被害推定システムの開発

サブテーマⅡ

強風時における浮き屋根の強度評価

サブテーマⅢ

石油タンクの内部浮き蓋に関する検討

サブテーマⅣ

石油コンビナート地域における強震動の予測・推定に関する研究

大規模自然災害時等の消防防災活動を支援するための総合システムの研究開発
サブテーマⅠ

災害時要援護者等も考慮した警報伝達システムの開発

サブテーマⅡ

円滑な消防活動を支援するためのシステムの開発
①

広域応援部隊消防力最適配備支援システムの開発

②

アドホックネットワーク技術を用いた緊急消防援助隊用災害情報共有

サブテーマⅢ

システムに関する検討
斜面崩壊現場の消防活動の安全性向上に関する研究

サブテーマⅣ

119 番通報に対する救急業務の高度化に関する研究

サブテーマⅤ

災害対策本部における応急対応支援システムの構築

サブテーマⅥ

地震火災時の消防活動の高度化に関する研究

特殊災害に対する安全確保
サブテーマⅠ

大規模空間での火災における消火活動の安全確保

サブテーマⅡ

消防防災ロボットの活用を促進するための技術的研究

(7)

火災原因調査技術の高度化に関する調査研究

(8)

危険物に係る流出等の事故原因の調査技術の高度化に関する調査研究

(9)

ユビキタスセンサーネットワークによる災害情報の収集と伝達に関する研究
サブテーマⅠ
サブテーマⅡ

(10)

電子タグ測位に基づく高精度位置情報を通知可能な携帯電話緊急通報システ
ムの開発
災害センサーネットワークプロトタイプの開発

スプリンクラー設備の性能評価ツールの開発
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(11)

年

火災報告等消防統計データの戦略的分析

7 課題

度

平成 23 年度

(1)

2011.4.1～
2012.3.31

(2)

消防活動の安全確保のための研究開発
サブテーマⅠ

消防ヘルメット等の装備及び個人防護技術の研究

サブテーマⅡ

津波浸水域における消防活動用車両等の研究

サブテーマⅢ

がけ崩れでの活動における二次災害防止機器の研究

サブテーマⅣ

AED の不具合の原因調査と対策検討

危険性物質と危険物施設の安全性向上に関する研究
サブテーマⅠ

石油タンクの津波による損傷メカニズム及び発生防止策の研究

サブテーマⅡ

巨大地震による石油コンビナート地域における強震動予測及び石油タンク被
害予測の研究
再生資源物質の火災危険性評価方法及び消火技術の開発

サブテーマⅢ
サブテーマⅣ

(3)

(4)

年

フッ素化合物の使用禁止が泡消火薬剤の消化性能に与える影響評価と対応策
に関する研究
大規模災害時の消防力強化のための情報技術の研究開発
サブテーマⅠ

広域版地震被害想定システムの研究開発

サブテーマⅡ

水害時の応急対応支援システムの開発

サブテーマⅢ

同時多発火災への対応を訓練するためのシミュレーターの開発

多様化する火災に対する安全確保に関する研究
サブテーマⅠ

東日本大震災における火災分析と防火対策

サブテーマⅡ

火災の実態把握と課題抽出

サブテーマⅢ

火災の促進要因と燃焼性状の実験と数値計算による分析

サブテーマⅣ

生活に密着した建物等での警報伝達手段に関する研究

サブテーマⅤ

消火活動のための火災現場情報把握技術に関する研究

(5)

リチウムイオン電池の危険性評価と安全対策

(6)

東日本大震災における防火水槽の減水被害に関する調査結果

(7)

津波減衰技術に関する研究

4 課題

度

平成 24 年度

(1)

消防活動の安全確保のための研究開発

2012.4.1～

サブテーマⅠ

消防ヘルメット等の装備及び個人防護技術の研究

2013.3.31

サブテーマⅡ

津波浸水域における消防活動用車両等の研究

サブテーマⅢ

がけ崩れでの活動における二次災害防止機器の研究

サブテーマⅣ

AED の不具合の原因調査と対策検討

(2)

危険性物質と危険物施設の安全性向上に関する研究
サブテーマⅠ

石油タンクの津波による損傷メカニズム及び発生防止策の研究

サブテーマⅡ

巨大地震による石油コンビナート地域における強震動予測及び石油タンク被
害予測の研究
再生資源物質の火災危険性評価方法及び消火技術の開発

サブテーマⅢ
サブテーマⅣ

(3)

(4)

フッ素化合物の使用禁止が泡消火薬剤の消化性能に与える影響評価と対応策
に関する研究
大規模災害時の消防力強化のための情報技術の研究開発
サブテーマⅠ

広域版地震被害想定システムの研究開発

サブテーマⅡ

水害時の応急対応支援システムの開発

サブテーマⅢ

同時多発火災への対応を訓練するためのシミュレーターの開発

多様化する火災に対する安全確保に関する研究
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年

サブテーマⅠ

東日本大震災における火災分析と防火対策

サブテーマⅡ

火災の実態把握と課題抽出

サブテーマⅢ

火災の促進要因と燃焼性状の実験と数値計算による分析

サブテーマⅣ

生活に密着した建物等での警報伝達手段に関する研究

サブテーマⅤ

熱画像を活用した再燃火災の発生防止に関する研究

4 課題

度

平成 25 年度

(1)

消防活動の安全確保のための研究開発

2013.4.1～

サブテーマⅠ

消防ヘルメット等の装備及び個人防護技術の研究

2014.3.31

サブテーマⅡ

津波浸水域における消防活動用車両等の研究

サブテーマⅢ

がけ崩れでの活動における二次災害防止機器の研究

サブテーマⅣ

AED の不具合の原因調査と対策検討

(2)

危険性物質と危険物施設の安全性向上に関する研究
サブテーマⅠ

石油タンクの津波による損傷メカニズム及び発生防止策の研究

サブテーマⅡ

巨大地震による石油コンビナート地域における強震動予測及び石油タンク被
害予測の研究
再生資源物質の火災危険性評価方法及び消火技術の開発

サブテーマⅢ
サブテーマⅣ

(3)

(4)

年

フッ素化合物の使用禁止が泡消火薬剤の消化性能に与える影響評価と対応策
に関する研究
大規模災害時の消防力強化のための情報技術の研究開発
サブテーマⅠ

広域版地震被害想定システムの研究開発

サブテーマⅡ

水害時の応急対応支援システムの開発

サブテーマⅢ

同時多発火災への対応を訓練するためのシミュレーターの開発

多様化する火災に対する安全確保に関する研究
サブテーマⅠ

東日本大震災における火災分析と防火対策

サブテーマⅡ

火災の実態把握と課題抽出

サブテーマⅢ

火災の促進要因と燃焼性状の実験と数値計算による分析

サブテーマⅣ

生活に密着した建物等での警報伝達手段に関する研究

サブテーマⅤ

熱画像を活用した再燃火災の発生防止に関する研究

5 課題

度

平成 26 年度

(1)

消防活動の安全確保のための研究開発

2014.4.1～

サブテーマⅠ

消防ヘルメット等の装備及び個人防護技術の研究

2015.3.31

サブテーマⅡ

津波浸水域における消防活動用車両等の研究

サブテーマⅢ

がけ崩れでの活動における二次災害防止機器の研究

サブテーマⅣ

AED の不具合の原因調査と対策検討

(2)

危険性物質と危険物施設の安全性向上に関する研究
サブテーマⅠ

石油タンクの津波による損傷メカニズム及び発生防止策の研究

サブテーマⅡ

巨大地震による石油コンビナート地域における強震動予測及び石油タンク被
害予測の研究
再生資源物質の火災危険性評価方法及び消火技術の開発

サブテーマⅢ
サブテーマⅣ

(3)

フッ素化合物の使用禁止が泡消火薬剤の消化性能に与える影響評価と対応策
に関する研究
大規模災害時の消防力強化のための情報技術の研究開発
サブテーマⅠ

広域版地震被害想定システムの研究開発

サブテーマⅡ

水害時の応急対応支援システムの開発

サブテーマⅢ

同時多発火災への対応を訓練するためのシミュレーターの開発
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(4)

(5)

年

多様化する火災に対する安全確保に関する研究
サブテーマⅠ

東日本大震災における火災分析と防火対策

サブテーマⅡ

火災の実態把握と課題抽出

サブテーマⅢ

火災の促進要因と燃焼性状の実験と数値計算による分析

サブテーマⅣ

生活に密着した建物等での警報伝達手段に関する研究

サブテーマⅤ

熱画像を活用した再燃火災の発生防止に関する研究

災害対応のための消防ロボットの研究開発

5 課題

度

平成 27 年度

(1)

消防活動の安全確保のための研究開発

2015.4.1～

サブテーマⅠ

消防ヘルメット等の装備及び個人防護技術の研究

2016.3.31

サブテーマⅡ

津波浸水域における消防活動用車両等の研究

サブテーマⅢ

がけ崩れでの活動における二次災害防止機器の研究

サブテーマⅣ

AED の不具合の原因調査と対策検討

(2)

危険性物質と危険物施設の安全性向上に関する研究
サブテーマⅠ

石油タンクの津波による損傷メカニズム及び発生防止策の研究

サブテーマⅡ

巨大地震による石油コンビナート地域における強震動予測及び石油タンク被
害予測の研究
再生資源物質の火災危険性評価方法及び消火技術の開発

サブテーマⅢ
サブテーマⅣ

(3)

(4)

(5)

年

フッ素化合物の使用禁止が泡消火剤の消化性能に与える影響評価と対応策に
関する研究
大規模災害時の消防力強化のための情報技術の研究開発
サブテーマⅠ

広域版地震被害想定システムの研究開発

サブテーマⅡ

水害時の応急対応支援システムの開発

サブテーマⅢ

同時多発火災への対応を訓練するためのシミュレーターの開発

多様化する火災に対する安全確保に関する研究
サブテーマⅠ

東日本大震災における火災分析と防火対策

サブテーマⅡ

火災の実態把握と課題抽出

サブテーマⅢ

火災の促進要因と燃焼性状の実験と数値計算による分析

サブテーマⅣ

生活に密着した建物等での警報伝達手段に関する研究

サブテーマⅤ

熱画像を活用した再燃火災の発生防止に関する研究

災害対応のための消防ロボットの研究開発

10 課題

度

平成 28 年度

(1)

災害対応のための消防ロボットシステムの研究開発

2016.4.1～

(2)

次世代救急車に関する研究開発

2017.3.31

(3)

安全で迅速に土砂災害現場で救助活動をするための研究

(4)

大規模地震災害時等の同時多発火災対応に関する研究

(5)

広域火災における火災旋風･飛火による被害の防止に向けた研究

(6)

石油タンクの入力地震動と地震被害予測の高精度化のための研究

(7)

泡消火技術の高度化に関する研究

(8)

化学物質の火災危険性を適正に把握するための研究

(9)

火災原因調査の能力向上に資する研究

(10)

火災時における自力避難困難者の安全確保に関する研究
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年

10 課題

度

平成 29 年度

(1)

災害対応のための消防ロボットシステムの研究開発

2017.4.1～

(2)

次世代救急車に関する研究開発

2018.3.31

(3)

安全で迅速に土砂災害現場で救助活動をするための研究

(4)

大規模地震災害時等の同時多発火災対応に関する研究

(5)

広域火災における火災旋風･飛火による被害の防止に向けた研究

(6)

石油タンクの入力地震動と地震被害予測の高精度化のための研究

(7)

泡消火技術の高度化に関する研究

(8)

化学物質の火災危険性を適正に把握するための研究

(9)

火災原因調査の能力向上に資する研究

(10)

火災時における自力避難困難者の安全確保に関する研究
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2.

全国消防技術者会議

開催日、場所、参加者数

第 56 回（平成 20 年度）
2008.10.23～10.24
ニッショーホール
730 名

会議概要

第 1 日目
1. 消防防災機器の開発等及び消防防災科学論文に関する消防庁長官表彰
受賞記念講演
(1) 吸管延長器具の開発について
備北地区消防組合
(2)

森

誠
他2名

背負い式手動ポンプの給水器具（マルチ給放水アタッチメント）の開発について
備北地区消防組合 若林孝紀
(3) サバイバーネットの開発について
呉市消防局 奥迫正康
他1名
(4) ゲーム感覚を取り入れたタウンウォッチングについて
京都市消防局 杜若一郎
他5名
(5) より迅速かつ的確な放水活動を行うための『トレーニングシートの作成』について
京都市消防局 井上博之
2. 展示発表 1（消防庁長官表彰受賞作品）
(1) 自己完結型バイオリサイクルトイレ『オーガニックビュー』の開発
株式会社地球環境秀明 髙嶋康豪
(2) 閉止機構付減圧型消火栓弁の開発
株式会社北浦製作所 奥田忠裕
(3) 吸管延長器具の開発について
備北地区消防組合 森
誠
他2名
(4) 背負い式手動ポンプの給水器具（マルチ給放水アタッチメント）の開発について
備北地区消防組合 若林孝紀
(5) サバイバーネットの開発について
呉市消防局 奥迫正康
他1名
3. 研究発表・セッション 1
(1) 漏洩事故から見た腐食・防食
(2) ワインクーラーから出火した火災
(3) 活線電気設備への注水時における漏れ電流の計測
(4) 陶芸用粘土をオーブントースターで焼成中に出火した火災
(5) ホース搬送器具の開発に伴う高層建物火災戦術の効率化について

堺市消防局
東京消防庁
横浜市安全管理局
東京消防庁
小田原市消防本部

東野郁夫
江口秀夫
井野幸夫
賀持健市
関 英治
他2名

4. 研究発表・セッション 2
(1) 消防防災と地球温暖化防止への取組みについて
南信州広域連合飯田広域消防本部 北沢 拓
(2) 理科実験終了後の廃棄物から出火した火災
東京消防庁 北村洋三
(3) 業務用ガスフライヤーの火災
枚方寝屋川消防組合 奥田一男
(4) メタルハライドランプから出火した火災
東京消防庁 小笠原敬之
(5) 自動車リコール部品交換時の整備不良により発生した火災について
川崎市消防局 谷口大介
第 2 日目
1. 特別講演
必ず出会う大地震を前にした災害被害軽減のための地域防災活動の活性化

名古屋大学

福和伸夫

2. 研究発表・セッション 3
(1) 地震火災防御の“勝機”を見据えた具体的な震災時消防活動計画の必要性について
消防研究センター 杉井完治
(2) 北九州市における有効先行降雨量と斜面災害との関係
西日本工業大学 玉田文吾
他2名
(3) 最先着の消防隊による水面救助活動について
鳥取県西部広域行政管理組合 吉木和宏
3. 展示発表 2（安全な消防活動を目指して）
(1) 町野式結合金具の改良
川越地区消防局 天田 豊
(2) 東消式簡易発泡器具の改良について
川越地区消防局 駒谷正樹
(3) 安価で作成できる転落事故防止用のふた（地下式防火水槽用及び消火栓用）の開発
海老名市消防本部 郷上美津男
(4) 硫化水素除去装置の開発とその効果について
大阪市消防局 北口 正
(5) ガンタイプノズルのノズル圧力と放水量の関係について
東京消防庁 佐藤建司
(6) 地中等に漏えいした危険物の特定方法の検証について
東京消防庁 海和晋史
他1名
4. 特別セッション（安全な消防活動を目指して）
(1) 木造建築物の火災現場における建物倒壊等の危険度判定及び安全管理対策について
東京消防庁 今野利弘
(2) 流水域における安全な活動について
南信州広域連合飯田広域消防本部 林 崇司
(3) 防火衣の熱防護性に関する検証について
東京消防庁 小川浩由
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(4)

消防活動時における発汗と水分補給の重要性について

横須賀市消防局

(5)

第 57 回（平成 21 年度）
2009.11.25～11.26
ニッショーホール
570 名

飯島和彦
他1名

火災室内の検索救助活動における消防隊員の生理的・心理的変化に係る検証
東京消防庁 三野正浩
第 1 日目
1. 特別講演
解剖医からみた火災による死者の発生要因について
獨協医科大学 徳留省悟
2. 展示発表 1
[平成 20 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器の開発等]
(1) ストレート筒先の無反動変換器具の開発について
備北地区消防組合庄原消防署
(2)
(3)

マンシェットの改良について
崩壊危険感知器「要信棒」の開発

(4)

応急担架に転用できるベッドパッドの開発

上野芳彦
他1名
備北地区消防組合三次消防署 小川靖太郎
呉市消防局 平岩弘次
他1名
愛知郡広域行政組合消防本部 青西勝也

3. 研究発表 1
[平成 20 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器の開発等]
(1) ストレート筒先の無反動変換器具の開発について
備北地区消防組合庄原消防署
(2)
(3)

マンシェットの改良について
崩壊危険感知器「要信棒」の開発

(4)
(5)

応急担架に転用できるベッドパッドの開発
ユニバーサルデザイン対応避難器具の開発

上野芳彦
他1名
備北地区消防組合三次消防署 小川靖太郎
呉市消防局 平岩弘次
他1名
愛知郡広域行政組合消防本部 青西勝也
ナカ工業株式会社 庄司辰夫

4. 研究発表 2
[平成 20 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災科学論文]
(1) 潜水検索時の安全策の考察について

京都市上京消防署

第 2 日目
1. 研究発表 3
[平成 21 年度消防庁長官表彰受賞作品：原因調査事例報告]
(1) 低圧進相コンデンサ火災の原因判定に関する一考察

大阪市消防局

坂田康二
他4名
(2) 文化財の搬出計画に関する考察 －文化財セーフティカードと文化財トリアージタッグを活用し
た搬出活動－
京都市南消防署 渡辺隆司
他8名
(3) 「充電接触部の過熱」を未然に防ぐ検出技術の確立
河村電器産業株式会社 吉田敦至
(4) レーザ誘起爆風を用いた消火法の実験的検討
弘前大学 鳥飼宏之
(5) 泡による火災の延焼阻止効果について
株式会社モリタホールディング 廖 赤虹
他1名

(2)

リチウムポリマー電池から出火した火災の調査活動

神戸市消防局

(3)

保税蔵置中のコンテナ火災の調査について

大分市消防局

髙井伸一
他1名
山本忠昭
他1名
後藤恒雄
他1名
松田悟志

(4) 配線からの出火事例の調査について
姫路市消防局
(5) ガスヒーターエアコンの鑑識とセンサーライトの出火再現実験について
新潟市消防局 伏見栄浩
(6) 煙草によるトラックの吸気系統からの出火の調査について
浜松市消防局 桑原輝之
2. 展示発表 2
[平成 21 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器の開発等]
(1) 消防三輪自転車の開発 －三輪自転車の消防器材積載車－
(2) 消火器放射訓練用標的器
(3) AED 用絶縁プライバシーシートの開発
(4) 防火水槽耐震補強（リニューアル）工法
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

尾久消防団 福田清一
上山市消防本部 佐藤恭久
東近江行政組合消防本部 安田英樹
堺市消防局 新開 実
他3名
コンパクト型膿盆「NO 盆」の開発
呉市消防局 平岩弘次
他1名
リンク機構式マルチ器具の考案について
愛知郡広域行政組合消防本部 藤居隆治
携帯型端末機による防災教育用ゲーム「地震 DS72 時間」の開発
株式会社イオタ 藤岡正樹
エゼクタを用いた消防車用呼び水装置の開発
株式会社モリタホールディングス 廖 赤虹
他4名
瓦礫重量物をこじ開けながら移動するジャッキアップ移動式探査機：Bari-bari-IV
東京工業大学 塚越秀行
他2名
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3. 研究発表 4
[平成 21 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器の開発等]
(1) 消防三輪自転車の開発 －三輪自転車の消防器材積載車－
(2) 消火器放射訓練用標的器
(3) AED 用絶縁プライバシーシートの開発
(4) 防火水槽耐震補強（リニューアル）工法
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

尾久消防団 福田清一
上山市消防本部 佐藤恭久
東近江行政組合消防本部 安田英樹
堺市消防局 新開 実
他3名
コンパクト型膿盆「NO 盆」の開発
呉市消防局 平岩弘次
他1名
リンク機構式マルチ器具の考案について
愛知郡広域行政組合消防本部 藤居隆治
携帯型端末機による防災教育用ゲーム「地震 DS72 時間」の開発
株式会社イオタ 藤岡正樹
エゼクタを用いた消防車用呼び水装置の開発
株式会社モリタホールディングス 廖 赤虹
他4名
瓦礫重量物をこじ開けながら移動するジャッキアップ移動式探査機：Bari-bari-IV
東京工業大学 塚越秀行
他2名

4. 研究発表 5
[平成 21 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災科学論文]
(1) 畳の燃焼形態及び水の浸透性について

第 58 回（平成 22 年度）
2010.10.21～10.22
ニッショーホール
748 名

北九州市消防局

永友義夫
他2名
(2) 観光ガイドによる文化財の震災対策に関する考察 －観光ガイドは文化財のバイスタンダー－
京都市消防局 谷村良明
他1名
(3) 救急活動における接遇についての一考察
京都市消防局 森岡一樹
他4名
(4) 救急活動時の身体負担の検討と負担軽減の方策について －ボディメカニクスの検討－
京都橘大学 安田康晴
第 1 日目
1. 特別講演
地震と防災：過去を知り明日に備える
株式会社小堀鐸二研究所 武村雅之
2. 展示発表
[一般発表］
(1) PDCA サイクル理論に基づいたトリアージタッグの改訂
出雲市消防本部
(2) 皮手袋の改良について
大垣消防組合消防本部
(3) 放水反動力の低減を図ったガンタイプノズルについて（低反動力型ガンタイプノズル）
四街道市消防本部
(4) 給油取扱所におけるガソリンの荷卸し時の安全対策について
東京消防庁
［消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告］
(1) 高層建築物に設置する消火設備配管等の耐震基準に関する研究
日本消防設備安全センター
(2) 自律分散協調型避難誘導システムの開発
山口大学大学院
3. 口頭発表 1
［セッション 1・原因調査］
(1) 塗料を拭き取ったウエスからの自然発火
(2) 高圧反応装置の爆発火災事例について
(3) ファーストフード店のガスグリルから出火した火災

豊橋市消防本部
横浜市消防局
東京消防庁

(4)

田中 淳
横山裕一
髙梨光彦
志村勇樹

木内俊明
瀧本浩一
他1名

石黒宏樹
中田雅之
江良圭造
他2名

大手コンビニエンスストアチェーンに設置された情報端末から出火した火災
東京消防庁 猪狩英清
(5) 公園の複合遊具から出火し建物 12 棟が焼損した火災
東京消防庁 関口伸弘
(6) 腐食による伸縮管継手からの原油漏洩
消防研究センター 西 晴樹
［セッション 2・安全対策 1］
(1) 消防隊員の疲労度判定方法の検討
(2)

横浜市消防局

三浦 大
他2名

東京消防庁

山本陽太
他2名
藤馬千典
他4名

消防活動における効果的な暑熱順化の方策に関する検証

(3)

無炎燃焼時における一酸化炭素の拡散に関する研究

(4)

ナノテク防火服の開発報告

横浜市消防局

－将来の消防用防火装備を見据えて－
消防研究センター

［セッション 3・安全対策 2］
(1) 援護放水による隊員の安全性に関する検証
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東京消防庁

若月

薫

木田哲夫

(2)

残火処理活動現場等に存在する粉塵等の検証と防護方策

(3)

ショアリング技術の向上に向けて

東京消防庁
消防研究センター

他3名
五味正光
他2名
廣川幹浩

第 2 日目
1. 口頭発表 2
［平成 22 年度消防庁長官表彰受賞作品：原因調査に関する事例報告 優秀賞］
(1) PP ロープ火災の調査について
福島市消防本部 七島真司
(2) 収れん火災の調査について
北九州市消防局 福﨑 悟
(3) 栓刃可動式プラグからの出火機構の解明と対策
神戸市消防局 佐藤 孝
他6名
(4) 車両排気による周囲可燃物への着火に関わる検証実験について
船橋市消防局 片岡俊明
2. 展示発表 2
［平成 22 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器等の開発・改良 優秀賞］
(1) 火災鑑識用～ガス採取による油分検出法の考案
兵庫県広域防災センター兵庫県消防学校
(2)
(3)

マルチアタック消火システムの開発
廃品可搬式ポンプの活用と改良

名古屋市消防局
大阪市消防局

塚原昌尚
他1名
浜口 明
溝口達夫
他3名
五十嵐努
松木大輔

(4) オートロックドアのラッチボルト固定バンド
札幌市消防局
(5) ワンタッチ式臍帯クリップカートリッジの開発
川越地区消防局
(6) 心肺蘇生時に気道確保と脳低温療法が同時にできるエアウェイと可搬型灌流装置の開発
岡山大学病院 武田吉正
他6名
［平成 22 年度消防庁長官表彰受賞作品：奨励賞］
(1) マルチウェッジの開発
東近江行政組合消防本部 久田真也
他1名
(2) 逆止弁ジョイント金具の開発
宍粟市消防団 守本達由
3. 口頭発表 3
［平成 22 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災科学に関する論文 優秀賞］
(1) 信頼性解析手法を用いた消防活動時の事故未然防止に関する研究
(2) 電源供給装置を搭載した救急自動車の省エネルギー性能について
(3)
(4)

東京消防庁
横浜市消防局

本田 航
佐藤孝年
他1名
事業所における住宅用火災警報器の設置促進に関する考察 －住宅用火災警報器の 100%設置を
目指して－
京都市消防局 谷村良明
他1名
特別養護老人ホームにおける個別避難介助のために避難リスク・スコアシートを開発して取組ん
でいる防災対策について
荏原特別養護老人ホーム 鈴木貴文

4. 口頭発表 4
［消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告］
(1) 大容量泡放射砲のシミュレーション技術の構築
金沢大学 川端信義
(2) 蛍光ナノ粒子を用いた放射線センシング機能を有する軽量耐熱服の研究開発
慶應義塾大学 大宮正毅
他5名
第 59 回（平成 23 年度）
第 1 日目
2011.10.20～10.21
1. 特別講演
想定外を生き抜く力 ～大津波から生き抜いた釜石市の児童･生徒の主体的行動に学ぶ～
ニッショーホール
群馬大学大学院 片田敏孝
781 名
2. 展示発表 1
[一般発表］
(1) 消火栓の雨水排出のための三角バケツ作成
豊田市消防本部
(2) 搬送困難例における小型軽量胸骨圧迫心臓マッサージ機の開発について
福岡市消防局
(3) ストレッチャー上での胸骨圧迫を有効にするために
横浜市消防局
(4) 救助活動用アンカーマットの開発について
愛知郡広域行政組合消防本部
(5) 消防活動用安全帯の改良
愛知郡広域行政組合消防本部
(6) 安全な消火活動のためのショアリング技術の開発
北九州市立大学
3. 口頭発表 1
［セッション 1・安全対策］
(1) 残火処理活動現場等に存在する粉塵等の検証と防護方策（その 2）
(2) 交通事故防止に有効なコミュニケーション醸成方策に関する検証
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荘田和也
山本寛明
藤本賢司
渡瀬賢太
藤田隆行
城戸將江

東京消防庁 中西智宏
東京消防庁 新藤貴久
他3名

(3)
(4)

震災倒壊建物に対して安定化技術を導入した救出活動要領について
無炎燃焼時における一酸化炭素の拡散に関する研究

東京消防庁
横浜市消防局

(5)

消防隊員の疲労度判定方法の検討について（その 2）

横浜市消防局

［セッション 2・機器開発改良］
(1) 火災調査結果に基づく出火防止対策

今野利弘
藤馬千典
他4名
角津光憲
他7名

東京消防庁

森尻 宏
他3名
(2) 21 型ノズルとガンタイプノズルを併用できる定流量器の検証
東京消防庁 持田春人
他2名
(3) 新たな消防資機材の装備と検証〔消火栓自己圧力による給水〕
横浜市消防局 池田盛雄
(4) より迅速安全な応急はしご
大垣消防組合消防本部 後藤洋志

［セッション 3・原因調査、消防戦術］
(1) ペットボトルが太陽光を収束し発生した収れん火災
(2) 飲食店舗の消毒用エタノールに引火した火災事例
(3) 可搬式消防ポンプの燃料連続漏洩を要因とした火災事例
(4) 小屋裏等への放水による散水状況の把握について
(5)
(6)

水面上を漂う微量油分の分析方法の検証
放火からみた火災の実態

東京消防庁
北九州市消防局
横浜市消防局
東京消防庁
東京消防庁
東京消防庁

廣田 勲
髙艸嘉文
倉林義一
根本昌平
他2名
黒田裕司
河西進一

第 2 日目
1. 口頭発表 2
［セッション 4・平成 23 年度消防庁長官表彰作品：消防防科学論文］
(1) 住宅用太陽光発電システムが設置された建物火災の消防活動について 東 京 消 防 庁 小 室 修
(2) ヘリコプター空中散水による市街地火災時の延焼遅延効果に関する研究
東京消防庁 富塚伸一郎
(3) 電線延焼現象に対する理論予測法の提案
北海道大学大学院 中村祐二
他2名
2. 展示発表 2
［平成 23 年度消防庁長官表彰作品：消防防災機器等の開発・改良］
(1) 小型移動式地震体験装置の製作について
(2) つかみ帯
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

後藤裕一
奥迫正康
他1名
水難検索棒の試作について
京都市消防局 本山友宏
他5名
ポータブルな体幹装着型遠隔超音波診断システムの世界初の具現化に向けた改良と移動体搬送下
における診断試験結果の報告
早稲田大学大学院 伊藤慶一郎
他5名
心肺蘇生中の心電図解析に基づく抽出波形の早期認知システムの開発、および検証
杏林大学 山口芳裕
他4名
ストレッチャー・スノー・アタッチメント（SSA）の開発 富良野広域連合消防本部 赤平正淑
他2名
カーナビを活用した消防水利情報表示システムの開発
四日市市消防団 加藤芳男
傾斜感知警報器
東近江行政組合消防本部 西川義起

3. 口頭発表 3
［セッション 5・平成 23 年度消防庁長官表彰作品：原因調査事例］
(1) 差込みコネクターからの出火メカニズムと再発防止対策
(2) オルタネーターから出火した車両火災について
(3) 自動車用緊急保安炎筒からの出火事例
(4) 着火剤（メタノール）の検知方法に関する一考案
(5) 防爆型照明器具の地絡による爆発火災について
(6)

IH クッキングヒーターに起因する火災について

生駒市消防本部
呉市消防局

林大二郎
他4名
福岡市消防局 石川理一郎
大阪市消防局 菊池栄祐
大阪市消防局予防部予防課（調査鑑識）
鹿島地方事務組合消防本部 荒沼 健
他1名
枚方寝屋川消防組合消防本部 西中宗弘

［セッション 6・消防防災科学技術研究推進制度研究成果報告］
(1) 消防職員のストレスマネジメントシステムの開発と利用

静岡市消防局

松井 豊
他4名
(2) 火災旋風の発生予測ソフトウェアの開発
山形大学大学院 桑名一徳
(3) 災害時の倒壊構造物の安定化のためのショアリング基本構造の理論的検討 山形大学 森本卓也
他2名
(4) 圧縮空気泡を用いたアルミニウム火災の消火に関する研究
株式会社モリタホールディングス 山野光一
他8名
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筑波大学

第 60 回（平成 24 年度）
2012.10.25～10.26
ニッショーホール
527 名

［セッション 7・消防研究センター研究報告］
(1) 消防研究センターにおける過去 5 年間の研究開発成果
消防研究センター 天野久徳
(2) 2011 年東北地方太平洋沖地震による被害に関する消防の視点からの第一次調査結果について
消防研究センター 座間信作
第 1 日目
1. 特別講演
福島原発事故対応を踏まえた放射線被ばく医療の基礎知識と留意点
杏林大学医学部救急医学教室 山口芳裕
2. 展示発表 1
［一般発表］
(1) 遠隔操縦式無人小型舟艇による曳航救助システムの理論と実際
西置賜行政組合消防本部 情野智一
(2) 空気呼吸器の改良について
川越地区消防局 斉藤信行
他1名
(3) レインシートの考案試作について
川越地区消防局 船橋俊博
(4) ドア開放がもたらす区画内火災性状の変化に関する検証
東京消防庁 湯浅弘章
他2名
［消防研究センター研究報告］
(1) 市街地における同時多発火災対応訓練シミュレーターの開発
3. 口頭発表 1
［セッション 1 安全対策・消防戦術］
(1) 高速道路等における消防活動の安全管理体制について

消防研究センター

細川直史
他6名

豊田市消防本部

宇野誠司
他7名
(2) オイルエレメントが起因する車両火災について
枚方寝屋川消防組合消防本部 小椋幸浩
(3) 電子レンジ使用中の火災に係る再現実験及び注意喚起について
東京消防庁 星野嘉彦
(4) 布団等の一部に防炎品を用いた時の延焼防止効果に関する検証
東京消防庁 飯田明彦
他3名
(5) 消防活動時の防火衣内の温度及び湿度等に関する検証
東京消防庁 久保善正
他6名
［セッション 2 機器開発改良］
(1) 圧迫止血固定器具の開発について
川越地区消防局 小林裕幸
(2) ホースカー積載 BOX の開発について
川越地区消防局 矢角利之
(3) N コード山岳救助用マップの開発と要救助者発見の時間短縮について 神戸市消防局 福田一德
他1名
(4) 傷病者搬送時における、搬送補助器具の使用について
神戸市消防局 宮﨑靖子
他2名
(5) オープンソース LMS「ムードル」による学習環境の構築
横浜市消防局 藤田 豊
(6) 傷病者固定ベルトの有効性に関する検証について
横浜市消防局 藤本賢司
(7) 「複合センサによる消防隊員の携帯型位置特定システム」について
多摩川精機株式会社 熊谷秀夫
他4名
［セッション 3 原因調査］
(1) 充電中の携帯電話からの出火が疑われた火災調査事例について
東京消防庁 石田晴義
(2) 天ぷら油過熱防止機能付きガステーブルから出火した火災－天ぷら鍋の清掃不良に起因するもの
－
東京消防庁 小川貴之
他1名
(3) 船舶用救難信号の着弾によって発生した車両火災について
横浜市消防局 濵田 毅
他4名
(4) 海上コンテナ内で発生した燃料用木材チップの自然発火について
横浜市消防局 新野夏樹
他4名
第 2 日目
1. 口頭発表 2
［セッション 4 消防研究センター研究報告］
(1) 2011 年台風 12 号による災害における消防活動
(2)

現在の防火服に求められている性能と潜在する熱傷危険

(3)

「新潟県南魚沼市欠之上

八箇峠トンネル爆発事故」活動状況

消防研究センター

新井場公徳
他3名
消防研究センター 森井統正
他2名
消防研究センター 鈴木 健
他1名

［セッション 5 消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告］
(1) 能動スコープカメラの実用化のための改良開発と実地試験
東北大学／国際レスキューシステム研究機構
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田所 諭

(2)
(3)
(4)

他3名
塚越秀行
他3名
効果的戦術実現のための震災時消防活動統合支援システムの開発 防災・情報研究所 坂本朗一
他3名
疲労度指標に基づくストレス判断システムの構築 ～消防隊員の疲労度判定方法の検討（その
3）～
横浜市消防局 大場淳一
他4名
危険建物内の迅速安全な情報収集を目指した流体ロープウェイ

東京工業大学

2. 展示発表 2
［平成 24 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器等の開発・改良］
(1) ホースガイドローラーの開発
東近江行政組合消防本部
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

川村太平
他1名
面体着装時の漏気に対する改良策
東近江行政組合消防本部 東森祐介
他1名
狭所巻きホース作成器の開発
東大阪市消防局 花谷忠司
他1名
簡易式万能ジャッキの改良
宍粟市消防団 守本達由
地震自動解錠補助装置の開発
三愛物産株式会社 小掠 伸
他1名
双腕仕様機（ZX70TF-3）の開発
日立建機株式会社 奥田一晶
他3名
生存者探査を目的とした半円形二重構造マニピュレータの開発
法政大学 伊藤一之
他1名
乳幼児救助用縛帯の開発
仙台市消防局 小山幸志

3. 口頭発表 3
［セッション 6 平成 24 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災科学論文］
(1) ホースの曲折が放水量に及ぼす影響に関する実験と考察
京都市消防局

岡田雄太
他7名
(2) 防災管理義務対象物における容易性・実効性を高めた防災訓練の開発とその実施結果～スーパー
DIG～
京都市消防局 高橋俊史
他2名
(3) 共同住宅等の灯油供給施設における小口径配管の漏れの点検に関する評価
札幌市消防局 野村耕一
他1名
(4) 火災防止を目的としたヒューズ機能付き IH 対応容器の開発
東洋製罐株式会社 藤田萩乃
(5) 棒状放水時における放水軌跡の簡易予測式の提案
東京理科大学大学院 宮下達也
他4名
［セッション 7 平成 24 年度消防庁長官表彰受賞作品：原因調査事例報告］
(1) 雨漏りにより照明器具から出火したと推定される火災の調査報告
相馬地方広域消防本部

第 61 回（平成 25 年度）
2013.10.24～10.25
ニッショーホール
740 名

(2)

石油ストーブにおける吹き返し現象の検証と火災予防広報

(3)

特定屋外タンク貯蔵所からの危険物漏洩事故

(4)

加熱式加湿器から出火した火災の調査報告

高倉健一
他2名
北九州市消防局 平井 武
他2名
富山市消防局 石井 誠
他2名
名取市消防本部 江川 圭
他1名
神戸市消防局 藤野聡一郎
京都市消防局 藤岡俊介
所沢市消防本部 塩谷 誠

(5) 携帯電話の電池パックからの出火
(6) 微小なスパークで引火した危険物火災の調査活動について
(7) 電気フライヤー火災の原因調査について
第 1 日目
1. 特別講演
巨大地震時の火災リスクをいかに低減させるか
神戸大学・兵庫県立大学

2. 展示発表 1
［平成 25 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器等の開発・改良］
(1) 空気呼吸器の圧力を利用した消防ホースの救助器具としての使用方法と機器の改良
印西地区消防組合消防本部
(2)

ワンタッチ骨盤固定傷病者搬送器具（PELVIS LOCK CARRY）の開発

(3)
(4)
(5)

廃棄消防ホース等による救助訓練用人形の開発
豊田市消防本部
可搬式消火薬剤混合器具の開発（クイックミキサーの開発）
名古屋市消防局
救助活動用の磁石付き当て木の開発
東近江行政組合消防本部

(6)

消防ホースにおける不意離脱防止結合金具の開発
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呉市消防局

株式会社モリタホールディングス

室﨑益輝

田代賢司
他1名
平岡 卓
他3名
村山寛二
浜口 明
下村武司
他1名
廖 赤虹

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

他4名
トヨタ自動車株式会社 鈴木 純
他1名
震災時の倒壊家屋に埋もれた生存者や雪崩の遭難者の発見とその存在位置が分かるマイクロ波探
査装置の開発
荒井電波研究所 荒井郁男
他2名
消防ホースのよじれおよびキンク解消金具の開発
株式会社岩崎製作所 岩﨑博己
防排煙設備稼働時に生じる差圧環境下で開放容易性・閉鎖確実性を有する防火扉の開発
鐵矢工業株式会社 今林哲也
他4名
自然水利堰止め資機材「すのこ」
鳥取県西部広域行政管理組合消防局 松本 光
滝野川消防団 菊川俊弘
可搬ポンプ用ワンタッチ吸管ストレーナー
越前市消防団 倉谷道治
救命扉の開発
消防車

吸管詰まり防止器具の開発

3. 研究発表 1
［セッション 1 平成 25 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災科学論文及び 消防防災科学技術研究
推進制度の研究成果報告］
(1) 水深が浅く狭小な用水路におけるホースバッグを活用した吸水活動及び表面流速の簡易計測によ
り流量を導出する方法について
京都市消防局 米田貴志
他8名
(2) 水流式排煙装置を活用した文化財保護戦術の構築
京都市消防局 溝部 俊
他4名
(3) 火源の燃焼予測を考慮した上・下部層物理量連成による区画火災性状予測モデルの構築
(3) 火源の燃焼予測を考慮した上・下部層物理量連成による区画火災性状予測
モデルの構築
東京消防庁 後藤大輔
他2名
(4) 津波による車両火災に関する研究
名古屋市消防局 井澤義仁
(5) 微量のエタノール添加によるウォーターミスト消火性能の向上
弘前大学大学院 後藤麻友
他1名
(6) 精神科救急における搬送・受入れの負担要因の調査、および精神科患者の緊急度判定プロトコル
の開発とタブレット型端末を用いた緊急度判定の有用性の研究 北九州市立八幡病院 伊藤重彦
他4名
(7) 石油タンク底部鋼板の腐食劣化状態をタンクの外部から評価する手法の開発
千代田化工建設株式会社 日置輝夫
他8名
［セッション 2 平成 25 年度消防庁長官表彰受賞作品：原因調査事例報告］
(1) 太陽光発電システムからの出火事例について
船橋市消防局 柴田敬吾
(2) 渦巻線香による火災事例に係る検証について
名古屋市消防局 池田悟司
他4名
(3) 自動車リサイクルの破砕工程における発炎筒からの出火事例
姫路市消防局 東良省吾
(4) リコールへ発展した車両火災
神戸市消防局 髙村憲生
(5) 冷陰極蛍光ランプが起因する車両火災
神戸市消防局 厚 貴則
(6) ローソクが起因する火災事例（火の点いた芯が飛ぶ現象）
枚方寝屋川消防組合消防本部 梶井 一
他4名
(7) セルフスタンドで発生した静電気に起因する火災の調査報告
大阪市消防局 西田秀光
他1名
(8) 硫酸貯蔵タンク爆発火災調査
千葉市消防局 川島 彰
他1名
第 2 日目
1. 研究発表 2
［セッション 3 安全対策・機器開発改良］
(1) 「災害情報に関するグレシャムの法則と対策」から考案した災害対応
(2) 住宅の外壁構造と小屋裏延焼の関係に関する検証
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

神戸市消防局 表原靖史
東京消防庁 佐藤 歩
他2名
防火衣の受熱に関する検証
東京消防庁 徳永敦司
他2名
ストップ、ドロップ アンド ロールに関する検証
東京消防庁 佐藤良行
他5名
東日本大震災において緊急消防援助隊の摂取した活動食に関する調査
東京消防庁 赤野史典
他5名
一般市民用応急手当キットの改良について
川越地区消防局 榎本郷史
40 ミリホースの新収納方法（仮称：万能島田）の発案について
北九州市消防局 河﨑 優
他3名
マルチ型スピンドルドライバーの開発
北九州市消防局 片山和彦
他3名
漏油対処資器材の開発について
大垣消防組合消防本部 小島隆宏

2. 展示発表 2
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［一般発表］
(1) 消防ホース結合回転金具の考案について
(2)
(3)
(4)

安原秀明
他4名
水難救助現場で、要救助者が浮いて救助を待つための補助浮力を得ることができる器具の開発に
ついて
大垣消防組合消防本部 水谷佑典
延焼防止装置の開発に関する研究
北九州市消防局 鶴留隆馬
他4名
新ガス消火装置を活用した消火方法の開発に関する研究
北九州市消防局 鶴留隆馬
他1名

3. 研究発表 3
［セッション 4 原因調査 1］
(1) ベルトコンベアの火災原因調査について
(2)

蟻が引き起こす電気火災

(3)

ステアリング交換に伴う出火について（過電流）

(4)

側方灯のスイッチから出火（突入電流）した火災事例について

(5)

たばこの火種が漏洩したアセチレンガスに引火した火災

四街道市消防本部

北九州市消防局

梅田智之
他5名
北九州市消防局 双田 崇
他3名
北九州市消防局 秦 智行
他4名
北九州市消防局 三村哲博
他3名
東京消防庁 斎藤裕司
他1名

［セッション 5 原因調査 2］
(1) 電気瞬間湯沸器から出火した火災調査事例－熱源がガスではなく、電気で爆発？－
東京消防庁

第 62 回（平成 26 年度）
2014.11.20～11.21
ニッショーホール
1184 名

佐藤和広
他3名
(2) 一酸化炭素中毒事故に関する検証－寝たばこ火災を想定した無炎燃焼による一酸化炭素の流動拡
散－
東京消防庁 飯田明彦
他3名
(3) トレーラの駐車ブレーキ引きずりによる車両火災事例
東京消防庁 千葉岳大
(4) 焼損した合成樹脂等の材質を特定する手法 に関する検証
東京消防庁 水田 亮
他3名
(5) ハイブリッドシステムを搭載したトラックから出火した車両火災－車の悲鳴に気付くため－
東京消防庁 老沼康弘
第 1 日目
1. 第 18 回消防防災研究講演会 1
［基調講演］
火災・爆発災害の燃焼現象としての理解 －発生過程と被害拡大過程－
東京大学大学院 土橋 律
［調査体制］
消防研究センターの原因調査の実績と消防本部技術支援体制の紹介
2. 展示発表 1
［平成 26 年度消防防災科学技術賞受賞作品 展示発表］
(1) 多機能型乳幼児救助用担架兼用縛帯の開発
(2) 「改良型フェイスマスク」について
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

消防研究センター

二村勝彦
佐藤香美
他3名
防火帽用防爆型 LED ライトの開発
横浜市消防局 大場淳一
他3名
ヘドロの巻き上げを防止する台座の開発
神戸市消防局 水門浩一
剥離可能な遮光塗料での太陽光発電システムの遮光手法の研究
北九州市消防局 松本龍一
他2名
道路狭あい地域における消防戦術について ～逆引きによる消火栓への水利部署に関する検証～
京都市消防局 眞野恭輔
他4名
予防業務における人材育成の変革：新任建築検査員が的確に検査を実施するためのチェックリス
トを核とした教育ツールの構築
京都市消防局 奥田里衣子
他2名
NF システム（閉鎖型水噴霧設備）の開発
株式会社三菱地所設計 藤野健治
他5名
ペットボトルを利用した訓練用人形の開発
特定非営利活動法人ライフ・コンセプト 100 齊藤智夫
他1名
静電気障災害を防止する「防爆構造の接地確認装置」の開発
春日電機株式会社 野村信雄
他4名
消防用ホース固定金具の開発
豊橋市消防本部 鈴木雅也
他3名
片手操作できる聴診器アタッチメントの考案
湖南広域消防局 前田健人
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松本広域消防局
呉市消防局

山田常圭

山形大学

他1名
桑名一徳
他3名

3. 第 18 回消防防災研究講演会 2
［最近の調査事例報告］
(1) 福知山花火大会におけるガソリン携行缶に関する火災調査
(2) 姫路市の化学工場爆発事故調査（2012）

消防研究センター
消防研究センター

西 晴樹
塚目孝裕

［調査結果の消防施策、消防活動への反映］
(1) 最近の化学プラント事故を受けての消防庁の対応について
(2) 太陽光発電システムの火災危険性と消防活動上の対策

消防庁特殊災害室
消防研究センター

白石暢彦
田村裕之

［調査手法の多様化と技術の高度化］
(1) 分析機器の活用による火災原因調査の支援
(2) 素材の燃焼および火災実験による火災現象の解明
(3) 火災再現シミュレーションを活用するための取り組み

消防研究センター
消防研究センター
消防研究センター

尾川義雄
若月 薫
阿部伸之

(13)

可燃性固体の燻焼試験法に関する研究

第 2 日目
1. 全国調査技術会議 1
［事例報告 1：電気設備・器具］
(1) エアコン室内機からの出火事例について
福岡市消防局 平川康行
(2) 亜酸化銅増殖発熱現象による火災を生じさせた製品欠陥（不良）の追究
神戸市消防局 池田雅孝
他1名
(3) リンに起因するトラッキング火災
枚方寝屋川消防組合消防本部 北東昭人
他7名
(4) 耐熱ガラスも溶かす電子レンジの調査報告
名古屋市消防局 村田雄二
他1名
(5) 電気による出火メカニズムについて
名古屋市消防局 井澤義仁
(6) 電子レンジから出火した火災について
郡山地方広域消防組合消防本部 畑三喜男
(7) リコールにつながった食器洗い乾燥機の調査報告
太田市消防本部 中島資朗
(8) 製品の火災事例による安全装置の考察
埼玉西部消防局 塩谷 誠
他2名
(9) 自動販売機に設置された広告用 LED から出火した火災
東京消防庁 遠藤由美子
［事例報告 2：建物火災］
(1) 小型模擬火災室を使用した出火原因等の究明事例について

大阪市消防局

(2) 歯科用接着剤の自然発火事例について
稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部
(3) スプリンクラー設備に起因する爆発火災の発生に伴う現場検証について
松戸市消防局
2. 展示発表 2
［平成 26 年度消防防災科学技術賞受賞作品 展示発表］
(1) 地図検索システムの開発
(2)

留萌消防組合消防本部

永松拓也
他1名
倉持 満
柴田智崇

勝原 盛
他1名

救急車の視認性を高めるための反射材の使用についての考察

北アルプス広域消防本部 吉沢彰洋
圏外におけるスマートフォンを使った GPS 位置情報の消防活動での有効活用についての研究
姫路市消防局 中塚文博
他1名
(4) 耐外力向上スプリンクラーヘッドの開発
千住スプリンクラー株式会社 菊池哲郎
他7名
(3)

3. 全国調査技術会議 2
［事例報告 3：危険物施設火災 / 漏洩・産業施設火災］
(1) ごみ焼却施設で発生した爆発火災
(2) 一般取扱所における漏洩事故について

人吉下球磨消防組合消防本部
岡山市消防局

土肥和浩
秋山博昭

［事例報告 4：車両火災］
(1) トラックの排出ガス後処理装置が発火源となった火災
北九州市消防局 宮本義也
(2) HID が起因する車両火災について
北はりま消防組合消防本部 森脇義和
(3) 車両の前照灯（ハロゲンバルブ）の取り付け不良による出火事例
名古屋市消防局 真鍋達也
(4) シートベルト巻取り機（プリテンショナー）から出火した火災について
川崎市消防局 佐藤勇太
［事例報告 5：ガス石油設備・器具］
(1) ガステーブル内部でのトラッキング現象
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北九州市消防局

浦

宏
他3名

第 63 回（平成 27 年度）
2015.11.25～11.26
ニッショーホール
1093 名

(2)

ガスフライヤーの油漏れによる出火と機器改修事例

(3)
(4)

石油給湯器からの出火事例について
焼肉用カセットガスこんろの安全性について

京都市消防局
甲賀広域行政組合消防本部
名古屋市消防局

(5) 業務用ガス瞬間湯沸器の火災原因調査と行政反映
第 1 日目
1. ［特別講演］
阪神・淡路大震災発生から 20 年を機にあらためて地震火災への備えを

東京消防庁

東京理科大学

伊藤克成
他1名
山本弘幸
堀田晃史
他4名
金子剛久

関澤

愛

2. 展示発表 1
［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災機器等の開発・改良］
(1) ほねプロン
日本橋消防団 和田智恵子
(2) 防火衣等収納システムの開発
豊橋市消防本部、豊橋市消防団
(3) はしごクレーン救助時の三連はしごの転倒を防止する器具の開発
東京消防庁 安永 豊
他2名
(4) 打ち込み用ビット金具の開発
東近江行政組合消防本部 川嶋伸悟
他1名
(5) 積載型静電気拡散性オイルパンの開発について
京都市消防局 堀尾泰寛
他4名
(6) 窒素富化空気を用いた移動式防消火装置の開発
株式会社モリタホールディングス 廖 赤虹
他5名
(7) 透明樹脂製蓄圧式消火器の開発
株式会社初田製作所
(8) 聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサル・コミュニケーション・システム
沖コンサルティングソリューションズ株式会社 細野直恒
他3名
(9) 航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火するドロップコントロールシステムの開発
株式会社イルカカレッジ
他 1 大学
3. 第 19 回消防防災研究講演会
－木造密集地域での火災と安全への備え－趣旨説明

消防研究センター

田村裕之

消防研究センター
消防研究センター
北九州市消防局

鈴木恵子
山田常圭
尾花博幸

［発表 1］
(1) 木造建物火災の現況
(2) 木造建物火災事例と危険性
(3) 北九州市の市場・商店街火災から見える教訓と問題点
［発表 2］
(1) 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

(2)
(3)

高梨健一
他4名
消防研究センター 鈴木佐夜香
消防研究センター 篠原雅彦

大規模火災における火の粉による火災のリスク
市街地火災での被害拡大要因 －火災旋風－

第 2 日目
1. 研究発表 セッション 1
［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災科学に関する論文］
(1) 車両における電気配線（ハーネス）火災の出火機構に関する研究
北九州市消防局

松本龍一
他2名
(2) 加圧防排煙設備に係る消防活動支援性能評価のための複数室の簡易温度算定モデルの構築
東京消防庁 田嶋一雅
他2名
(3) 「伝える広報」から「伝わる広報」へ
神戸市消防局 上村雄二
他2名
(4) 緊急消防援助隊等における効果的な後方支援活動の研究
神戸市消防局 丑子哲平
他3名

2. 研究発表 セッション 2
［一般発表］
(1) 延焼する室内に対する効果的な放水方法の検証

－間接消火の放水方法－
東京消防庁

(2)

積載型静電気拡散性オイルパンの開発について

(3)

消防隊員が行う暑熱順化トレーニングの具体的方策に関する検証

(4)

救急業務時の交通事故における根本的原因と抑制要因に関する研究
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山越靖之
他3名
京都市消防局 堀尾泰寛
他4名
東京消防庁 小笠原儀彦
他4名
東京消防庁 秋月万恵
他3名

(5)

病院前脳卒中スケールによる脳卒中判別に関する研究について

(6)

銅粉による亜酸化銅の容易な作製方法及び亜酸化銅増殖発熱現象による燃焼実験
京都市消防局

京都市消防局

山岡辰朗
他5名
重藤

保

3. 展示発表 2
［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災機器等の開発・改良／一般発表］
(1) ほねプロン
日本橋消防団 和田智恵子
(2) 窒素富化空気を用いた移動式防消火装置の開発
株式会社モリタホールディングス 廖 赤虹
他5名
(3) 聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサル・コミュニケーション・システム
沖コンサルティングソリューションズ株式会社 細野直恒
他3名
(4) 航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火するドロップコントロールシステムの開発
株式会社イルカカレッジ
他 1 大学
(5) がん具用煙火の燃焼及び消火に関する検証
東京消防庁 飯田明彦
他3名
(6) 災害廃棄物の発熱及び出火危険性に関する検証
東京消防庁 水田 亮
他3名
(7) 政令用途対象物火災の実態 －特定用途建物－
東京消防庁 八橋弘樹
4. 研究セッション 3
［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原因調査に関する事例報告 1］
(1) 充電式カイロから出火し、リコールに至った事例
北九州市消防局
(2)
(3)

蛍光灯電極部からの火災事例
誘導灯基板の焼損事故について

京都市消防局
名古屋市消防局

松本二郎
他5名
伊藤香平
松本 凌
他4名
澤田邦彦

(4) 亜酸化銅増殖発熱現象の火災調査方法
神戸市消防局
(5) 医薬品中間体を製造する危険物一般取扱所にて静電気により出火した事例の調査報告
富山市消防局 小関啓介
(6) 自主回収対象品である高圧真空遮断器からの出火事例
大阪市消防局 能地裕幸
他3名
5. 研究発表 セッション 4
［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原因調査に関する事例報告 2］
(1) 鏡面仕上げ（平面）ステンレス板による収斂火災の調査報告について
大竹市消防本部

第 64 回（平成 28 年度）
2016.11.16～11.17
ニッショーホール
1012 名

中村将也
他2名
(2) 車両からの出火事例の調査報告
堺市消防局 内田篤志
(3) 在宅酸素療法中の患者宅で発生した火災の調査報告
大阪市消防局 北尻宗嗣
他1名
(4) 無煙ロースターに起因する火災の調査報告
大阪市消防局 西田秀光
(5) 穀物貯蔵サイロの爆発火災事例に関する原因究明手法及び消防隊活動時の危険予知について
横浜市消防局 岩方清光
他2名
第 1 日目
1. 特別講演
災害時の食事－危機管理は健康管理
甲南女子大学 奥田和子

2. 展示発表
［平成 28 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災機器等の開発・改良］
(1) 化学プラント火災用防火服の開発
姫路市消防局
(2)
(3)

ショアリング・トレーニングキットの開発
てこの原理を応用した自在支点器具の開発

浜松市消防局
東近江行政組合消防本部

(4)
(5)

狭所巻きホース展張補助器具の開発
簡易縛着器具

東近江行政組合消防本部
福岡市消防局

(6)
(7)
(8)

ホース巻取機の開発
薄型軽量エアージャッキの開発
接続確認機構付安全型スタンドパイプの開発

(9)

「泡サイフォン管」の開発

(10)

データ放送「救命処置ページ」
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大阪北港地区共同防災組合
株式会社横井製作所
ヨネ株式会社
堺市消防局
日本放送協会

塚原昌尚
他4名
益田英和
奥川竜次
他1名
東森祐介
熊本廣展
他2名
荻野 聡
横井 亮
米田哲三
他2名
鈴口弘樹
他2名
三瓶佑樹
他4名

3. 第 20 回消防防災研究講演会
－土砂災害・水害における消防活動

－趣旨説明

消防研究センター

河関大祐

［発表 1］
(1) 土砂災害時における消防活動上の課題
(2)
(3)

－土砂災害の基礎知識を踏まえて－
消防研究センター 土志田正二
土砂災害現場における二次災害防止
消防研究センター 新井場公徳
土砂災害現場における消防捜索活動について
大阪市消防局 徳野健司

［発表 2］
(1) 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨における常総市水害対応
茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部 片倉政実
(2) 水害時の住民向け広報
消防研究センター 河関大祐
(3) 自然災害時の救助活動に資する資機材の研究開発
消防研究センター 久保田勝明
第 2 日目
1. 研究発表 セッション 1
［平成 28 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災科学に関する論文］
(1) 統計手法を取り入れた火災原因究明について
北九州市消防局

松本龍一
他3名
(2) 消防団員への防災危機意識調査から見た今後の消防団のあり方に関する一提案 ～“消”防団か
ら消“防”団へ～
徳島市消防団 大宮佐知子
(3) 大規模災害時における救援航空機の多数運用を対象とした意思決定支援技術の開発
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 真道雅人
他2名

2. 研究発表 セッション 2
［一般発表］
(1) 放水器具の違いによる放水時の身体的負荷に関する検証
ガンタイプノズルとの比較－
(2)

(3)
(4)
(5)

Google Map とクラウドデータを活用した情報共有について
－IT モバイル器及びデータを活用した地域防災力の向上－
－Key to response, ready to anytime－

－消防団に配置されている放水器具と
東京消防庁 小笠原儀彦
他3名

佐々木友和
他1名
大雨による火災報知設備の誤作動に関する考察と提言について
神戸市消防局 安福英俊
他1名
新築工事中の超高層建築物における防火安全対策に関する検証 －可搬ポンプを活用した連結送
水管による有効な放水方法－
東京消防庁 塚原孝夫
他6名
大量に流出した塩酸及び硝酸から発生する有毒ガスの迅速な抑制方法
京都市消防局 重藤 保

3. ポスター発表
［一般発表］
(1) 活動環境危険警告に関する基礎検証
(2)
(3)

刈草の発酵熱による自然発火
火災室内の温度と収容物の熱的変化の関係に関する検証

(4)
(5)

吸引器の改良について
島田巻きと狭所巻きの特性を併せ持つ新たなホース巻きの開発

飯田広域消防本部

東京消防庁

山口敦史
他3名
豊田市消防本部 中野利昭
東京消防庁 佐藤 歩
他2名
川越地区消防局 榎本郷史
神戸市消防局 水門浩一

4. 研究発表 セッション 3
［平成 28 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原因調査に関する事例報告 1］
(1) アルミ缶リサイクル事業所内の環境集塵機から出火した事例
姫路市消防局
(2) ごみ固形燃料化施設からの出火に関する調査報告
東近江行政組合消防本部
(3)

火元から離れた場所で死者が発生した火災の調査報告

神戸市消防局

(4)

スターターの異常連続回転による車両火災について

福岡市消防局

5. 研究発表 セッション 4
［平成 28 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原因調査に関する事例報告 2］
(1) コンセントの電源線接続部の発熱による火災
北九州市消防局
(2)

ファンコンベクターからの出火と類似火災防止事例
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田中 充
福永真也
他3名
谷池史章
他2名
中村祐二
他1名

橋本勇気
他3名
神戸市消防局 岡井健策
他1名

第 65 回（平成 29 年度）
2017.11.29～11.30
ニッショーホール
1051 名

(3)

ウォーターサーバーから出火、リコールに発展した事例

大阪市消防局 辻

(4)

指定洞道におけるケーブル接続部から出火した火災について

船橋市消防局

(5)

エレベータ非常用電源装置から出火した火災について

川崎市消防局

第 1 日目
1. 特別講演
群集運動のメカニズムと対策～渋滞学の視点から～

東京大学先端科学技術研究センター

2. 展示発表 1
［平成 29 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災機器等の開発・改良］
(1) 簡易バキューム装置
飯塚地区消防本部
(2)

採水管陽圧方式による防火水槽凍結対策の開発

(3)

災害対応ピクトグラムの開発

高山市消防本部

岡山市消防局
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

明人
他1名
橋本正勝
他1名
秋田勇紀
他3名

西成活裕

伊藤博文
他1名
瀬戸正樹
他3名
渡邉敏規
他2名

ロープ展張並びに浮具等の搬送投下を実施でき、かつ車載を考慮した無人航空機の開発
春日井市消防本部 原科享介
フィン本来の持つ能力を引き出すインソールセット
大垣消防組合消防本部 水谷佑典
悪戯・テロ対策用表示機能付き取っ手の開発
株式会社横井製作所
アルキルアルミニウム類用火災抑制剤「アルキルフォーム」の開発 ヤマトプロテック株式会社
他1社
消防用ホース結合金具 簡易離脱器の開発
ヨネ株式会社 米田哲三
他3名
屋外用 AED 収納ボックスの開発
龍郷町総務課
他1社
応急手当絵本
災害に強いまち・ひとを作る会

3. 研究発表 セッション 1
［平成 29 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災科学に関する論文］
(1) 石油コンビナート等災害用訓練「バーチャル・リアリティ・シミュレーション」の検証について
大竹市消防本部 中村将也
他4名
(2) 耐火造建物の火災性状と消防活動技術に関する研究
神戸市消防局 中島明俊
(3) 火災動画等を利用した筒先部署位置研修法の一考察
京都市消防局 宮田真行
他4名
(4) 消防団員の操法訓練中における傷害発生の実態について
美濃加茂市消防団 中宿伸哉
他1名
(5) 消防団に対する訓練指導方法の検証について（消防団災害対応訓練マニュアルの作成）
名古屋市消防局 森 誠一
(6) 自衛消防隊がより安全に活動できる屋外消火栓設備の放水器具等の考察
三洋化成工業株式会社 前田利正
(7) 大規模災害発生時の活動隊員に必要な活動食の要件検討および備蓄内容の現状調査
筑波大学 小泉奈央
他4名
(8) 感温性を有する新規消火剤の消火特性と物性
三生技研株式会社 真 隆志
他3名
(9) 熊本市消防署管轄別救急需要の推計予測
熊本市消防局 一村直樹
他2名
(10) 島田巻きと狭所巻きの特性を併せ持つ新たなホース巻き（KS 巻き）の開発とホース延長法の研
究
神戸市消防局 水門浩一
4. 研究発表 セッション 2
［平成 29 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原因調査に関する事例報告］
(1) 花火の火薬製造中の収れん火災
北九州市消防局
(2) 原油タンカー爆発火災の火災調査について
姫路市消防局
(3)
(4)

トレーラ火災時の『調査教本』の作成
ポータブルブルーレイプレーヤーの出火事例から

(5)

リチウムポリマー電池内蔵エンジン始動補助器からの出火に関する調査報告
東近江行政組合消防本部

(6)

自動車エンジンの電動補助冷却ポンプの出火事例について

(7)

トラックの ABS ユニットから出火した火災事例及び調査の手順について
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神戸市消防局
大阪市消防局

名古屋市消防局

須藤嘉樹
松田悟志
他4名
塩谷俊行
辻 明人
他2名
辻 徹也
他1名
櫻井友大
他1名

新潟市消防局

(8)
(9)

クレジットカード信用照会端末からの出火事案
ホットスポットが起因した太陽電池モジュール火災について

第 2 日目
1. 研究発表 セッション 3
［一般発表］
(1) NBC テロ対応「パターンシステム」の構築について
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

白瀧一裕
他5名
千葉市消防局 亀ヶ谷雅之
川崎市消防局 秋田勇紀
他1名

鈴木譜哉
他4名
三連はしごの固定及び三連はしごを使用した救出資機材の開発 ～一般住宅等での強固な支持物
が取れない場所で～
川越地区消防局 榎本郷史
「平成 24 年 7 月九州北部豪雨」による被災経験を教訓とした災害図上訓練の充実強化と減災へ
の取り組み
八女消防本部 古庄浩平
他4名
振動実験装置を用いた地震火災予防対策に関する検証について
東京消防庁 小野哲也
他3名
実験と火災シミュレーションによる実火災体験型訓練施設の熱環境可視化に関する検証
東京消防庁 佐藤 歩
他3名
交通事故現場で活動する消防隊員の安全管理体制の推進について －車両データシステムの構築
－
小田原市消防本部 川野健司
消火用ホースの摩耗損傷に関する検証
東京消防庁 鈴木嘉明
他2名
濃度等の異なる危険物の性質に関する検証
東京消防庁 鈴木克之
他4名
緊急時の FD-CPR（ファイヤーファイター・ダウン・CPR）の習得について レスキューのゴー
ルを目指して
小田原市消防本部 真壁賢一
他1名
油脂含有物に対する酸化防止剤等の熱的影響に関する検証
東京消防庁 水田 亮
他2名
装着型パワーアシストロボット等の活用の有効性に関する検証
東京消防庁 持田春人
他2名
地域の減災に自主防災活動が与える影響に関する研究 ～2013 年台風 18 号における大津市の自
主防災組織活動分析から～
大津市消防局 木村 尚

2. 展示発表 2
［一般発表］
(1) NBC テロ対応「パターンシステム」の構築について

東京消防庁

鈴木譜哉
他4名
(2) 三連はしごの固定及び三連はしごを使用した救出資機材の開発 ～一般住宅等での強固な支持物
が取れない場所で～
川越地区消防局 榎本郷史
(3) 「平成 24 年 7 月九州北部豪雨」による被災経験を教訓とした災害図上訓練の充実強化と減災へ
の取り組み
八女消防本部 古庄浩平
他4名
3. 第 21 回消防防災研究講演会 －2016 年糸魚川市大規模火災－
［発表 1］
(1) 火元付近の建物について
(2) 飛び火による被害
(3) 火災初期の出火地点付近の風について

東京消防庁

消防研究センター 鈴木恵子
消防研究センター 鈴木佐夜香
消防研究センター 篠原雅彦

［発表 2］
(1) 糸新潟県糸魚川市大規模火災に学ぶ
糸魚川市消防本部 長野隆一
(2) 糸魚川市大規模火災への市街地火災延焼シミュレーションの適用 消防研究センター 高梨健一
(3) 糸魚川市大規模火災を踏まえた対応策
消防庁総務課（併）消防・救急課 守谷謙一
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3.

消防防災研究講演会

開催日、場所、参加者数
第 12 回（平成 20 年度）
2009.1.30

講演会概要
テーマ「地震等災害情報の収集・伝達・活用」
(1) 火点の早期覚知の必要性・困難性とその具体的手法

消防研究センター
162 名

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

消防研究センター

杉井完治

情報通信研究機構

鄭

携帯電話を用いた情報収集
住民・行政協働による被害情報の収集
消防庁消防技術政策室

細川直史

消防研究センター

高梨健一

消防研究センター

河関大祐

長距離無線 LAN による情報伝達
災害時要援護者等への情報伝達
柔軟な通信系の構築－構想と実現に向けての取組み
消防研究センター

高梨健一

消防研究センター

座間信作

消防科学総合センター

小松幸夫

災害対策本部支援システム
消防防災 GIS について
延焼シミュレーションと消防力最適運用支援システム
東京大学

(10)
第 13 回（平成 21 年度）

工学院大学

村上正浩

消防庁予防課

塩谷壮史

最近の都市型空間での火災の状況と対策について

(2)

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

(3)
(4)

若月

薫、益村宏児

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
消防研究センター

(5)

田村裕之、阿部伸之

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）

(6)

伊澤

一

テーマ「石油タンクの保安対策と消火技術」
(1)

屋外タンク貯蔵所の保安検査周期について
消防庁危険物保安室

消防研究センター
192 名

渡邉茂男

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

2011.1.28

箭内英治

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

(7)

山田常圭

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

第 14 回（平成 22 年度）

愛

情報共有に係る実証実験

消防研究センター
213 名

関沢

テーマ「都市型空間での火災に対する安全確保に向けて」
(1)

2010.1.29

炳表

鈴木康幸

(2)

屋外タンク貯蔵所の経年劣化について－平成 22 年度調査検討会の検討内容から
－
消防庁危険物保安室 新井場公徳

(3)

アルミ製簡易フロート型内部浮き蓋の揺動挙動
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消防研究センター
(4)

緊急地震速報に基づくリアルタイムスロッシング予測

(5)

泡消火技術の高度化について

西

消防研究センター

座間信作

消防庁消防技術政策室

内藤浩由

(6)

放水砲の放射シミュレーションと水噴霧によるタンク火災抑制技術

(7)

大容量泡放射システムの有効性評価手法について

消防研究センター

佐宗祐子

危険物保安技術協会
第 15 回（平成 23 年度）
2012.1.27
消防研究センター

2012.3.15（特別開催）
曳舟文化センターホール
(※通常開催において申し込
み多数であったことから、
同様の内容で追加講演会を
開催した)
420 名

杉山

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

東日本大震災における火災調査の概要
消防研究センター

田村裕之

消防研究センター

篠原雅彦

東京大学大学院

山田常圭

気仙沼での火災について
津波火災の地域特性
東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策
消防庁危険物保安室

鈴木康幸

消防研究センター

座間信作

消防研究センター

畑山

消防研究センター

西

石油タンクのスロッシングによる被害
石油タンクの津波被害について

(9)
(10)
(11)

2013.2.1
消防研究センター

晴樹

津波地震に対する消防活動計画と実際
新井場公徳

消防活動阻害要因としての被害
消防研究センター

細川直史

消防庁応急対策室

石山英顕

関西学院大学

室﨑益輝

消防庁消防・救急課

井上元次

緊急消防援助隊の活動について
震災と消防

テーマ「東日本大震災を受けての消防防災研究」
(1)

233 名

健

コンビナート火災について

消防研究センター

第 16 回（平成 24 年度）

章

テーマ「消防の視点からみた東北地方太平洋沖地震」
(1)

225 名

晴樹

(2)

大規模災害時の消防職員の活動のあり方
東日本大震災における消防団活動 ヒアリング調査による活動内容と活動事例
東京大学大学院

(3)

山田常圭

大規模災害活動時の防火服内衣服の水濡れが引き起こす危険性について
消防研究センター

(4)

森井統正

津波浸水域用の消防車両開発
消防研究センター

(5)
(6)
(7)

久保田勝明

長周期地震動と石油タンクのスロッシングに関する幾つかのこと
消防研究センター

座間信作

消防庁特殊災害室

渡辺剛英

石油コンビナート等の防災対策
東日本大震災に関連して発生した火災に関するアンケート調査の経過報告
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消防研究センター

鈴木恵子

消防研究センター

岩田雄策

(8)

震災廃棄物の自然発火

(9)

太陽光発電システムを設置した住宅の火災と消防活動の問題点
消防研究センター

田村裕之

第 17 回（平成 25 年度）
テーマ「大規模・特殊災害時における現場対応と消防科学技術の役割～今後の首都直
2014.1.31
下・南海トラフ地震への対応について～」
日本橋公会堂
(1) 大規模地震災害に対する消防防災技術のあり方
364 名
横浜国立大学 亀井浅道
(2)

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
消防庁危険物保安室

(3)

鈴木康幸

2004 年新潟県中越地震の土砂災害現場における技術支援
消防研究センター

(4)

新井場公徳

新潟県南魚沼市で発生したトンネル爆発事故の現場活動支援
消防研究センター

尾川義雄、鈴木

(5)

タンク浮き屋根沈没と全面火災への対応事例－十勝沖地震後の対応及び強風時
の対応－
消防研究センター 西 晴樹

(6)

東日本大震災におけるガスタンク火災への対応について（LPG ガスタンクの連
続爆発火災）
市原市消防局 中村康之

(7)

東日本大震災における石油コンビナート等防災区域の火災対応について－仙台
地区コンビナート等特別防災区域内－
塩釜地区消防事務組合消防本部 大友昭一

(8)

危険物施設がかかえる課題と今後
消防研究センター

(9)
(10)
(11)
第 18 回（平成 26 年度）
2014.11.20
ニッショーホール

山田

實

消防研究センター

畑山

健

消防研究センター

内藤浩由

消防研究センター

天野久徳

石油タンクの地震・津波被害予測－何がどこまでできるか？－
石油タンク火災の泡消火効率の改善に関する検討
震災時の消防活動におけるロボット技術の活用

テーマ「火災原因調査への取り組みと調査技術の高度化」
(1)

619 名

健

火災・爆発災害の燃焼現象としての理解－発生過程と被害拡大過程－
東京大学大学院

(2)

消防研究センターの原因調査の実績と消防本部技術支援体制の紹介

(3)

福知山花火大会におけるガソリン携行缶に関する火災調査

消防研究センター

消防研究センター

塚目孝裕

(5)

最近の化学プラント事故を受けての消防庁の対応について
消防庁特殊災害室

(6)

太陽光発電システムの火災危険性と消防活動上の対策

(7)

分析機器の活用による火災原因調査の支援
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山田常圭
西

姫路市の化学工場爆発事故調査（2012）

素材の燃焼および火災実験による火災現象の解明

律

消防研究センター
(4)

(8)

土橋

晴樹

白石暢彦

消防研究センター

田村裕之

消防研究センター

尾川義雄

消防研究センター
(9)
第 19 回（平成 27 年度）
2015.11.25
ニッショーホール

(2)
(3)

火災再現シミュレーションを活用するための取り組み
消防研究センター

阿部伸之

消防研究センター

鈴木恵子

消防研究センター

山田常圭

木造建物火災の現況
木造建物火災事例と危険性
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

(4)

尾花博幸

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

(5)

高梨健一

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

(6)

鈴木佐夜香

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

第 20 回（平成 28 年度）
2016.11.16
ニッショーホール

篠原雅彦

テーマ「土砂災害・水害における消防活動」
(1)

573 名

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

土砂災害時における消防活動上の課題－土砂災害の基礎知識を踏まえて
消防研究センター

土志田正二

消防研究センター

新井場公徳

土砂災害現場における二次災害防止
土砂災害現場における消防捜索活動について
大阪市消防局

徳野健司

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部

片倉政実

消防研究センター

河関大祐

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨における常総市水害対応
水害時の住民向け広報
自然災害時の救助活動に資する資機材の研究開発
消防研究センター

第 21 回（平成 29 年度）
2017.11.30
ニッショーホール
615 名

薫

テーマ「木造密集地域での火災と安全への備え」
(1)

603 名

若月

久保田勝明

テーマ「2016 年糸魚川市大規模火災」
(1)

火元付近の建物について

(2)

飛び火による被害

消防研究センター
消防研究センター

鈴木恵子

(3)

火災初期の出火地点付近の風について

(4)

新潟県糸魚川市大規模火災に学ぶ

消防研究センター

篠原雅彦

糸魚川市消防本部

長野隆一

(5)

糸魚川市大規模火災への市街地火災延焼シミュレーションの適用

(6)

糸魚川市大規模火災を踏まえた対応策
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鈴木佐夜香

消防研究センター

高梨健一

総務課（併）消防・救急課

守谷謙一

4.
年
度
平成 20 年度

年
度
平成 21 年度

長官表彰受賞者

1. 優秀賞（12 編）
A. 消防吏員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（5 編）
(1) 硫化水素除去装置の開発
大阪市消防局 北口正、橋口博之、大塚通寛、山下伸也、佐藤孝行、阪口義博
田中智也、白井誠、伊藤真一、前田祥亨、本土淳一郎、堂本昌裕
(2) ストレート筒先の無反動変換器具の開発について
備北地区消防組合庄原消防署 上野芳彦、橋本政彦
(3) マンシェットの改良について
備北地区消防組合三次消防署 小川靖太郎
(4) 応急担架に転用できるベッドパッドの開発
愛知郡広域行政組合消防本部 青西勝也
(5) 崩壊危険感知器「要信棒」の開発
呉市消防局西消防署 平岩弘次、濱岡洋平
B. 消防吏員・消防団員等による消防防災科学論文の部（3 編）
(1) AED の実技調査から操作方法等について検討～誰でも簡単に使える AED の普及を目指して～
福岡市消防局 明井忠司
(2) 潜水検索時の安全策の考察について
京都市上京消防署 坂田康二、尾本幸伸、山本直樹、嶋田貴樹、新田宜広
(3) 文化財の搬出計画に関する考察 －文化財セーフティカードと文化財トリアージタッグを活用した搬出
活動－
京都市南消防署 渡辺隆司、谷村良明、西村浩二、西村悠
京都市東山消防署 佐々木康裕、畦﨑晃義、岩船寛人、山中徹郎、加藤賢太
C. 一般による消防防災機器の開発・改良の部（2 編）
(1) ユニバーサルデザイン対応避難器具の開発
ナカ工業株式会社 庄司辰夫
(2) ダイヤル式噴霧ノズルの開発
株式会社岩崎製作所 岩崎博己
D. 一般による消防防災科学論文の部（2 編）
(1) 「充電接触部の過熱」を未然に防ぐ検出技術の確立
河村電器産業株式会社 吉田敦至
(2) レーザ誘起爆風を用いた消火法の実験的検討
弘前大学大学院理工学研究科 鳥飼宏之
2. 奨励賞（2 編）
(1) 町野式結合金具の改良
川越地区消防局 天田豊
(2) 泡による火災の延焼阻止効果について
株式会社モリタホールディングス 廖赤虹、坂本直久

1. 優秀賞（19 編）
A. 消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（5 編）
(1) 消火器放射訓練用標的器
上山市消防本部

佐藤恭久

東近江行政組合消防本部

安田英樹

(2) AED 用絶縁プライバシーシートの開発
(3) 防火水槽耐震補強（リニューアル）工法
堺市消防局 新開実、太田弘章
堺市建設局 古谷全邦
(4) コンパクト型膿盆「NO 盆」の開発
呉市消防局

平岩弘次、濱岡洋平

(5) リンク機構式マルチ器具の考案について
愛知郡広域行政組合消防本部 藤居隆治
B.消防職員・消防団員等による消防防災科学論文の部（3 編）
(1) 畳の燃焼形態及び水の浸透性について
北九州市消防局 永友義夫、天野和宏、宮本義也
(2) 観光ガイドによる文化財の震災対策に関する考察 －観光ガイドは文化財のバイスタンダー－
京都市消防局 谷村良明、渡辺隆司
(3) 救急活動における接遇についての一考察
京都市消防局 森岡一樹、森口直人、西村伸行
小堀太香揮、山本祥司
C. 一般による消防防災機器の開発・改良の部（3 編）
(1) 携帯型端末機による防災教育用ゲーム「地震 DS72 時間」の開発
株式会社イオタ 藤岡正樹
(2) エゼクタを用いた消防車用呼び水装置の開発
株式会社モリタホールディングス 廖赤虹、近藤伸一、川東誉、山野光一、筒井洋一郎
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(3) 瓦礫重量物をこじ開けながら移動するジャッキアップ移動式探査機：Bari-bari-IV
東京工業大学 塚越秀行、古知屋琢己、北川能
D. 一般による消防防災科学論文の部（2 編）
(1) 救急活動時の身体負担の検討と負担軽減の方策について －ボディメカニクスの検討－
京都橘大学 安田康晴
(2) 投てき型消火器具用消火剤に関する実験的研究
横浜国立大学 小柴佑介、大谷英雄
E. 消防職員による原因調査事例の部（6 編）
(1) 低圧進相コンデンサ火災の原因判定に関する一考察
大阪市消防局 髙井伸一、大木伸一
(2) リチウムポリマー電池から出火した火災の調査活動
神戸市消防局 山本忠昭、柏原隆志
(3) 保税蔵置中のコンテナ火災の調査について
大分市消防局 後藤恒雄
(4) 配線からの出火事例の調査について
姫路市消防局 松田悟志
(5) ガスヒーターエアコンの鑑識とセンサーライトの出火再現実験について
新潟市消防局 伏見栄浩
(6) 煙草によるトラックの吸気系統からの出火の調査について
浜松市消防局 桑原輝之
2. 奨励賞（2 編）
(1) 消防三輪自転車の開発 －三輪自転車の消防器材積載車－
尾久消防団 福田清一
(2) 身体装着型シューズカバーケースの考案
可茂消防事務組合消防本部 石井克彦、渡辺英則、伊藤太一
年
度
平成 22 年度

1. 優秀賞（15 編）
A. 消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（5 編）
(1) 火災鑑識用～ガス採取による油分検出法の考案
兵庫県広域防災センター兵庫県消防学校 塚原昌尚
信和化工株式会社 松浦壽
(2) マルチアタック消火システムの開発
名古屋市消防局 浜口明
(3) 廃品可搬式ポンプの活用と改良
大阪市消防局 溝口達夫、大塚敏弘、石原一矢、奥章男
(4) オートロックドアのラッチボルト固定バンド
札幌市消防局 五十嵐努
(5) ワンタッチ式臍帯クリップカートリッジの開発
川越地区消防局 松木大輔
B. 消防職員・消防団員等による消防防災科学論文の部（3 編）
(1) 信頼性解析手法を用いた消防活動時の事故未然防止に関する研究 -残火処理を対象に東京消防庁 本田航
(2) 電源供給装置を搭載した救急自動車の省エネルギー性能について
横浜市消防局佐藤孝年、池田盛雄
(3) 事業所における住宅用火災警報器の設置促進に関する考察 －住宅用火災警報器の 100%設置を目指し
て－
京都市消防局 谷村良明、渡辺隆司
C. 一般による消防防災機器の開発・改良の部（1 編）
(1) 心肺蘇生時に気道確保と脳低温療法が同時にできるエアウェイと可搬型灌流装置の開発
岡山大学病院 武田吉正、森田潔
釧路工業高等専門学校 麓耕二
大研医器株式会社 橋本裕志、辻秀和、國部雅誠、原祐介
D. 一般による消防防災科学論文の部（1 編）
(1) 特別養護老人ホームにおける個別避難介助のために避難リスク・スコアシートを開発して取組んでいる
防災対策について
社会福祉法人三徳会品川区立荏原特別養護老人ホーム 鈴木貴文
E. 消防職員による原因調査事例の部（5 編）
(1) PP ロープ火災の調査について
福島市消防本部 七島真司
(2) 収れん火災の調査について
北九州市消防局 福﨑悟
(3) 栓刃可動式プラグからの出火機構の解明と対策
神戸市消防局 佐藤孝、三宅亘、須多一寿、神子島啓、中川明法、林英二、糺徳雄
(4) コーヒー粕からの出火事例
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 山田功、井澤憲高
(5) 車両排気による周囲可燃物への着火に関わる検証実験について
船橋市消防局 片岡俊明
2. 奨励賞（2 編）
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(1) マルチウェッジの開発
東近江行政組合消防本部

久田真也、西村卓

(2) 逆止弁ジョイント金具の開発

年
度
平成 23 年度

宍粟市消防団

守本達由

生駒市消防本部

後藤裕一

1. 優秀賞（14 編）
A. 消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（3 編）
(1) 小型移動式地震体験装置の製作について
(2) つかみ帯
呉市消防局 奥迫正康、深谷悠平
(3) 水難検索棒の試作について
京都市消防局 本山友宏、松尾吉祐、林田昌幸、児玉真一、日髙敦雄、登島康介
B. 消防職員・消防団員等による消防防災科学論文の部（2 編）
(1) 住宅用太陽光発電システムが設置された建物火災の消防活動について
東京消防庁 小室修
(2) ヘリコプター空中散水による市街地火災時の延焼遅延効果に関する研究
東京消防庁 富塚伸一郎
C. 一般による消防防災機器の開発・改良の部（2 編）
(1) ポータブルな体幹装着型遠隔超音波診断システムの世界初の具現化に向けた改良と移動体搬送下におけ
る診断試験結果の報告
早稲田大学大学院 伊藤慶一郎、鶴田功一
横浜市立大学附属病院 中村京太
横須賀市立市民病院 竹内良平
早稲田大学 菅野重樹、岩田浩康
(2) 心肺蘇生中の心電図解析に基づく抽出波形の早期認知システムの開発、および検証
杏林大学 山口芳裕、宮内洋
徳島大学大学院 大屋英稔
株式会社 CAE ソリューションズ 桐岡茂、岡井貴之
D. 一般による消防防災科学論文の部（1 編）
(1) 電線延焼現象に対する理論予測法の提案
北海道大学大学院 中村祐二、東谷圭祐、巖上純也
E. 消防職員による原因調査事例の部（6 編）
(1) 差込みコネクターからの出火メカニズムと再発防止対策
静岡市消防局 林大二郎、池田嘉典、杉村全紀、池田一、平井裕己
(2) オルタネーターから出火した車両火災について
福岡市消防局 石川理一郎
(3) 自動車用緊急保安炎筒からの出火事例
大阪市消防局 菊池栄祐
(4) 着火剤（メタノール）の検知方法に関する一考案
大阪市消防局予防部予防課（調査鑑識）
(5) 防爆型照明器具の地絡による爆発火災について
鹿島地方事務組合消防本部 荒沼健、錦織誠司
(6) IH クッキングヒーターに起因する火災について
枚方寝屋川消防組合消防本部 西中宗弘
2. 奨励賞（3 編）
(1) ストレッチャー・スノー・アタッチメント（SSA)の開発
富良野広域連合消防本部 赤平正淑、水越敦之、八木洋幸
(2) カーナビを活用した消防水利情報表示システムの開発
四日市市消防団 加藤芳男
(3) 傾斜感知警報器
東近江行政組合消防本部 西川義起

年
度
平成 24 年度

1. 優秀賞（20 編）
A. 消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（4 編）
(1) ホースガイドローラーの開発
東近江行政組合消防本部 川村太平、中村亘孝
(2) 面体着装時の漏気に対する改良策
東近江行政組合消防本部 東森祐介、鈴木健太郎
(3) 狭所巻きホース作成器の開発
東大阪市消防局 花谷忠司、松嶋宏司
(4) 簡易式万能ジャッキの改良
兵庫県宍粟市消防団 守本達由
B. 消防職員・消防団員等による消防防災科学論文の部（5 編）
(1) ホースの曲折が放水量に及ぼす影響に関する実験と考察
京都市消防局 岡田雄太、井﨑伸雄、平田真理人、厨子満、松田康夫、丸岡峻、橋本泰彦、船元達也
(2) 救命講習会のあり方についての一考察
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京都市消防局 安田和正、山本祥司、海口直喜、関竜也、源隆一郎
(3) 連結送水管への効果的な中継体形に関する考察と実証実験
京都市消防局 福嶌晃一、藤田浩明、膳隆太朗、田中義三
(4) 防災管理義務対象物における容易性・実効性を高めた防災訓練の開発とその実施結果 ～スーパーDIG
～
京都市消防局 高橋俊史、岸本紀子、山下幸男
(5) 共同住宅等の灯油供給施設における小口径配管の漏れの点検に関する評価
札幌市消防局 野村耕一、菅原法之
C. 一般による消防防災機器の開発・改良の部（3 編）
(1) 地震自動解錠補助装置の開発
三愛物産株式会社 小椋伸、阪田邦雄
(2) 双腕仕様機（ZX70TF-3）の開発
日立建機株式会社 奥田一晶、江口隆幸、石井啓範、冨田邦嗣
(3) 生存者探査を目的とした半円形二重構造マニピュレータの開発
法政大学 伊藤一之、下舘侑弥
D. 一般による消防防災科学論文の部（1 編）
(1) 火災防止を目的としたヒューズ機能付き IH 対応容器の開発
東洋製罐株式会社 藤田萩乃
E. 消防職員による原因調査事例の部（7 編）
(1) 雨漏りにより照明器具から出火したと推定される火災の調査報告
相馬地方広域消防本部 高倉健一、上遠野敬一、烏中亮太
(2) 石油ストーブにおける吹き返し現象の検証と火災予防広報
北九州市消防局 平井武、松本龍一、髙倉誠二
(3) 携帯電話の電池パックからの出火
神戸市消防局 藤野聡一郎
(4) 微小なスパークで引火した危険物火災の調査活動について
京都市消防局 藤岡俊介
(5) 加熱式加湿器から出火した火災の調査報告
名取市消防本部 江川圭、佐藤大和
(6) 特定屋外タンク貯蔵所からの危険物漏洩事故
富山市消防局 石井誠、奥井茂、山下純
(7) 電気フライヤー火災の原因調査について
所沢市消防本部 塩谷誠
2. 奨励賞（3 編）
(1) 乳幼児救助用縛帯の開発
仙台市消防局 小山幸志
(2) 棒状放水時における放水軌跡の簡易予測式の提案
東京理科大学大学院 宮下達也
諏訪東京理科大学 須川修身、今村友彦
東京理科大学 川口靖夫
横浜国立大学大学院 上矢恭子
(3) 観賞魚用ヒーターのサーモスタットからの出火
京都市消防局 川上 敏宏

年
度
平成 25 年度

1. 優秀賞（20 編）
A. 消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（5 編）
(1) 空気呼吸器の圧力を利用した消防ホースの救助器具としての使用方法と機器の改良
印西地区消防組合消防本部 田代賢司、小倉克俊
(2) ワンタッチ骨盤固定傷病者搬送器具（PELVIS LOCK CARRY）の開発
呉市消防局 平岡卓、寺山誠司、濱野栄希、荒岡豪
(3) 廃棄消防ホース等による救助訓練用人形の開発
豊田市消防本部 村山寛二
(4) 可搬式消火薬剤混合器具の開発（クイックミキサーの開発）
名古屋市消防局 浜口明
(5) 救助活動用の磁石付き当て木の開発
東近江行政組合消防本部 下村武司、伊﨑仁
B. 消防職員・消防団員等による消防防災科学論文の部（4 編）
(1) 水深が浅く狭小な用水路におけるホースバッグを活用した吸水活動及び表面流速の簡易計測により流量
を導出する方法について
京都市消防局 米田貴志、北岡二朗、寺島徹、中嶋善貴、大西佑輔、
別所斉、村上陽介、安井伸行、岩本貴光
(2) 水流式排煙装置を活用した文化財保護戦術の構築
京都市消防局 溝部俊、村松貴久、大川雅敏、室谷和典、山下真矢
(3) 火源の燃焼予測を考慮した上・下部層物理量連成による区画火災性状予測モデルの構築
東京消防庁 後藤大輔
東京理科大学 大宮喜文
University of Ulster
Michael A. Delichatsios
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(4) 津波による車両火災に関する研究
名古屋市消防局
C.

一般による消防防災機器の開発・改良の部（5 編）
(1) 消防ホースにおける不意離脱防止結合金具の開発
株式会社モリタホールディングス
(2) 消防車 吸管詰まり防止器具の開発

井澤義仁

廖赤虹、山野光一、坂本直久、近藤伸一、黄雅雯

トヨタ自動車株式会社 鈴木純、千代川浩光
(3) 震災時の倒壊家屋に埋もれた生存者や雪崩の遭難者の発見とその存在位置が分かるマイクロ波探査装置
の開発
荒井電波研究所 荒井郁男
有限会社日本亜洲開発 井原潤也
新成物産株式会社 宮本幸宏
(4) 消防ホースのよじれおよびキンク解消金具の開発
株式会社岩崎製作所 岩﨑博己
(5) 防排煙設備稼働時に生じる差圧環境下で開放容易性・閉鎖確実性を有する防火扉の開発
鐵矢工業株式会社 今林哲也、瀧川弘幸、鐵矢匡生
株式会社日本防災研究所 油野健志、若松孝旺
D. 一般による消防防災科学論文の部（1 編）
(1) 微量のエタノール添加によるウォーターミスト消火性能の向上
弘前大学大学院 後藤麻友、伊藤昭彦
E. 消防職員による原因調査事例の部（9 編）
(1) 太陽光発電システムからの出火事例について
船橋市消防局 柴田敬吾
(2) 渦巻線香による火災事例に係る検証について
名古屋市消防局 池田悟司、田中周一、岡本茂樹、粕谷幸充、伊藤祐基
(3) 自動車リサイクルの破砕工程における発炎筒からの出火事例
姫路市消防局 東良省吾
(4) リコールへ発展した車両火災
神戸市消防局 髙村憲生
(5) 冷陰極蛍光ランプが起因する車両火災
神戸市消防局 厚貴則
(6) 普通乗用車の電動補助クーラントポンプからの出火に伴う調査活動とリコールについて
京都市消防局 西田佳則、山本雅史
(7) ローソクが起因する火災事例（火の点いた芯が飛ぶ現象）
枚方寝屋川消防組合消防本部 梶井一、生嶋唯志、小椋幸浩、日比野誠、畠中宏聡
(8) セルフスタンドで発生した静電気に起因する火災の調査報告
大阪市消防局 西田秀光、畠山裕幸
(9) 硫酸貯蔵タンク爆発火災調査
千葉市消防局 川島彰、下田直史
2. 奨励賞（3 編）
(1) 自然水利堰止め資機材「すのこ」
鳥取県西部広域行政管理組合消防局 松本光
(2) 可搬ポンプ用ワンタッチ吸管ストレーナー
滝野川消防団 菊川俊弘
(3) 救命扉の開発
越前市消防団 倉谷道治
年
度
平成 26 年度

1. 優秀賞（24 編）
A. 消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（5 編）
(1) 多機能型乳幼児救助用担架兼用縛帯の開発
松本広域消防局

二村勝彦

(2) 「改良型フェイスマスク」について
呉市消防局

佐藤香美、濱本佳幸、山城和久、中本満繁

(3) 地図検索システムの開発
留萌消防組合消防本部

勝原盛、杉本強

(4) 防火帽用防爆型 LED ライトの開発
横浜市消防局 大場淳一、松本宏芳、京屋範子
株式会社住田光学ガラス 寺嶋徹
(5) ヘドロの巻き上げを防止する台座の開発
B.

神戸市消防局 水門浩一
消防職員・消防団員等による消防防災科学論文の部（5 編）
(1) 剥離可能な遮光塗料での太陽光発電システムの遮光手法の研究
北九州市消防局 松本龍一、髙倉誠二、平井武
(2) 救急車の視認性を高めるための反射材の使用についての考察
北アルプス広域消防本部 吉沢彰洋
(3) 道路狭あい地域における消防戦術について ～逆引きによる消火栓への水利部署に関する検証～
京都市消防局 眞野恭輔、山口明、東尚志、神村善正、辻倉章人
(4) 予防業務における人材育成の変革：新任建築検査員が的確に検査を実施するためのチェックリストを核
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とした教育ツールの構築
京都市消防局 奥田里衣子、井上伸幸、大和田菜央
(5) 圏外におけるスマートフォンを使った GPS 位置情報の消防活動での有効活用についての研究
姫路市消防局 中塚文博、水野仁
C. 一般による消防防災機器の開発・改良の部（4 編）
(1) NF システム（閉鎖型水噴霧設備）の開発
株式会社三菱地所設計 藤野健治
斎久工業株式会社 柳田充
千住スプリンクラー株式会社 保戸塚昭夫、千葉亮太郎
能美防災株式会社 吉葉裕毅雄、有田靖道
(2) ペットボトルを利用した訓練用人形の開発
特定非営利活動法人ライフ・コンセプト 100 齊藤智夫、永山政広
(3) 耐外力向上スプリンクラーヘッドの開発
千住スプリンクラー株式会社 菊池哲郎、竹内孝、狩原幸典、菊池正勝
能美防災株式会社 秋本和幸、中村雅之、亀石博隆、村上匡史
(4) 静電気障災害を防止する「防爆構造の接地確認装置」の開発
春日電機株式会社 野村信雄、山田文男、鈴木輝夫、橋元文秋、廣田友樹
D. 一般による消防防災科学論文の部（0 編）
E.

消防職員による原因調査事例の部（10 編）
(1) ガステーブル内部でのトラッキング現象
北九州市消防局
(2) 小型模擬火災室を使用した出火原因等の究明事例について

浦宏、砂場浩司、上村拓矢、柳雅昭
大阪市消防局

永松拓也、古畑慎平

(3) 製品の火災事例による安全装置の考察
埼玉西部消防局

塩谷誠、渡部聡、竹内尚史

(4) リコールにつながった食器洗い乾燥機の調査報告
太田市消防本部

中島資朗

名古屋市消防局

真鍋達也

(5) 車両の前照灯（ハロゲンバルブ）の取り付け不良による出火事例
(6) 耐熱ガラスも溶かす電子レンジの調査報告
名古屋市消防局 村田雄二、松下哲也
(7) 焼肉用カセットガスこんろの安全性について
名古屋市消防局 堀田晃史、平松吉隆、山田茂、原孝一、武藤順保
(8) リンに起因するトラッキング火災
枚方寝屋川消防組合消防本部 北東昭人、小椋幸浩、樋口仁司、小寺弘之
杉山昌彦、松宮隆、多田和容、木村章成
(9) 亜酸化銅増殖発熱現象による火災を生じさせた製品欠陥（不良）の追究
神戸市消防局 池田雅孝、武田光広
(10) ガスフライヤーの油漏れによる出火と機器改修事例
京都市消防局 伊藤克成、北村正太
2. 奨励賞（3 編）
(1) 消防用ホース固定金具の開発
豊橋市消防本部 鈴木雅也、小川知也、彦坂正人
豊橋市消防団 松下直弘
(2) 片手操作できる聴診器アタッチメントの考案
湖南広域消防局 前田健人、文岡直樹
(3) 可燃性固体の燻焼試験法に関する研究
山形大学 桑名一徳、内田洋輔、飯塚洋行
愛知工業大学 櫛田玄一郎
年
度
平成 27 年度

1. 優秀賞（21 編）
A. 消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（5 編）
(1) ほねプロン
日本橋消防団

和田智恵子

(2) 防火衣等収納システムの開発
豊橋市消防本部
豊橋市消防団
(3) はしごクレーン救助時の三連はしごの転倒を防止する器具の開発
東京消防庁 安永豊、福井琢磨、金子聖光
(4) 打ち込み用ビット金具の開発
東近江行政組合消防本部 川嶋伸悟、市川知史
(5) 積載型静電気拡散性オイルパンの開発について
京都市消防局 堀尾泰寛、小林知之、山本雅史、赤坂成樹、山田祐亨
B. 消防職員・消防団員等による消防防災科学論文の部（4 編）
(1) 車両における電気配線（ハーネス）火災の出火機構に関する研究
北九州市消防局 松本龍一、髙倉誠二、松本二郎
(2) 加圧防排煙設備に係る消防活動支援性能評価のための複数室の簡易温度算定モデルの構築
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東京消防庁 田嶋一雅
東京理科大学 大宮喜文、申易澈
(3) 「伝える広報」から「伝わる広報」へ
神戸市消防局 上村雄二、塩谷俊行、谷池史章
(4) 緊急消防援助隊等における効果的な後方支援活動の研究
神戸市消防局 丑子哲平、高橋賢一、山枡慶祐、澤田邦彦
C. 一般による消防防災機器の開発・改良の部（2 編）
(1) 窒素富化空気を用いた移動式防消火装置の開発
株式会社モリタホールディングス 廖赤虹、関修治、山村智恵
濵田貴行、山野光一、坂本直久
(2) 透明樹脂製蓄圧式消火器の開発
株式会社初田製作所
D. 一般による消防防災科学論文の部（0 編）
E． 消防職員による原因調査事例の部（10 編）
(1) 充電式カイロから出火し、リコールに至った事例
北九州市消防局 松本二郎、小野重喜、長谷川梢、吉住悠志、松本龍一、髙倉誠二
(2) 蛍光灯電極部からの火災事例
京都市消防局 伊藤香平
(3) 誘導灯基板の焼損事故について
名古屋市消防局 松本凌、中江功、大橋教男、山下一博、平松幸治
(4) 亜酸化銅増殖発熱現象の火災調査方法
神戸市消防局 澤田邦彦
(5) 穀物貯蔵サイロの爆発火災事例に関する原因究明手法及び消防隊活動時の危険予知について
横浜市消防局 岩方清光、太田和哉、中田雅之
(6) 在宅酸素療法中の患者宅で発生した火災の調査報告
大阪市消防局 北尻宗嗣、森下信一
(7) 無煙ロースターに起因する火災の調査報告
大阪市消防局 西田秀光
(8) 鏡面仕上げ（平面）ステンレス板による収斂火災の調査報告について
大竹市消防本部 中村将也、滝口洋介、高野純一
(9) 医薬品中間体を製造する危険物一般取扱所にて静電気により出火した事例の調査報告
富山市消防局 小関啓介
(10) 車両からの出火事例の調査報告
堺市消防局 内田篤志
2. 奨励賞（3 編）
(1) 聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサル・コミュニケーション・システム
沖コンサルティングソリューションズ株式会社 細野直恒、西島勝
春日大野城那珂川消防本部 因幡敏幸、宮嶋文洋
(2) 航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火するドロップコントロールシステムの開発
株式会社イルカカレッジ
国立大学法人鳥取大学
(3) 自主回収対象品である高圧真空遮断器からの出火事例
大阪市消防局 能地裕幸、岩中政男、黒瀬隆史、片岡勉
年
度
平成 28 年度

1. 優秀賞（21 編）
A. 消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（5 編）
(1) 化学プラント火災用防火服の開発
姫路市消防局 塚原昌尚
兵庫県立大学 深江亮平、川月喜弘
帝国繊維株式会社 武藤拓也、鳥海直人
(2) ショアリング・トレーニングキットの開発
浜松市消防局

益田英和

(3) てこの原理を応用した自在支点器具の開発
東近江行政組合消防本部

奥川竜次、西村卓

(4) 狭所巻きホース展張補助器具の開発
東近江行政組合消防本部

東森祐介

(5) 簡易縛着器具
福岡市消防局 熊本廣展、沖野拓朗、三浦功世
消防職員・消防団員等による消防防災科学論文の部（3 編）
(1) 統計手法を取り入れた火災原因究明について
北九州市消防局 松本龍一、髙倉誠二、松本二郎、北村知春
(2) 消防団員への防災危機意識調査から見た今後の消防団のあり方に関する一提案 ～“消”防団から消“防”
団へ～
徳島市消防団 大宮佐知子
(3) 座標測量によるスプリンクラーヘッド検査システムの考案について
小松市消防本部 山﨑晋、竹山綱紀
C. 一般による消防防災機器の開発・改良の部（3 編）
B.
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(1) ホース巻取機の開発
大阪北港地区共同防災組合

荻野聡

株式会社横井製作所

横井亮

(2) 薄型軽量エアージャッキの開発
(3) 接続確認機構付

安全型スタンドパイプの開発

ヨネ株式会社 米田哲三、山本高裕、髙雄信行
一般による消防防災科学論文の部（1 編）
(1) 大規模災害時における救援航空機の多数運用を対象とした意思決定支援技術の開発
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 真道雅人、小林啓二、奥野善則
E. 消防職員による原因調査事例の部（9 編）
(1) アルミ缶リサイクル事業所内の環境集塵機から出火した事例
姫路市消防局 田中充
(2) エレベータ非常用電源装置から出火した火災について
川崎市消防局 秋田勇紀、三浦光司、鳥居幹郎、森岡伸嘉章
(3) コンセントの電源線接続部の発熱による火災
北九州市消防局 橋本勇気、入江和寿、末次廣嗣、小田茂史
(4) 火元から離れた場所で死者が発生した火災の調査報告
神戸市消防局 谷池史章、上村雄二、塩谷俊行
(5) ファンコンベクターからの出火と類似火災防止事例
神戸市消防局 岡井健策、人見篤史
(6) 指定洞道におけるケーブル接続部から出火した火災について
船橋市消防局 橋本正勝、有田辰哉
(7) ウォーターサーバーから出火、リコールに発展した事例
大阪市消防局 辻明人、竹田悟史
(8) ごみ固形燃料化施設からの出火に関する調査報告
東近江行政組合消防本部 福永真也、山田啓史、渡瀬賢太、村西大介
(9) スターターの異常連続回転による車両火災について
福岡市消防局 中村祐二、中村謙吾
2. 奨励賞（2 編）
(1) 「泡サイフォン管」の開発
堺市消防局 鈴口弘樹、竹内智哉、吉村悟
(2) データ放送「救命処置ページ」
日本放送協会 三瓶佑樹、神谷久美子、森本和彦、和田京子、貴島愛
D.

年
度
平成 29 年度

1. 優秀賞（26 編）
A. 消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部（5 編）
(1) 簡易バキューム装置
飯塚地区消防本部 伊藤博文、大里英雄
(2) 採水管陽圧方式による防火水槽凍結対策の開発
高山市消防本部 瀬戸正樹、土田靖、谷直人、渡邉卓
(3) ロープ展張並びに浮具等の搬送投下を実施でき、かつ車載を考慮した無人航空機の開発
春日井市消防本部 原科享介
(4) 災害対応ピクトグラムの開発
岡山市消防局 渡邉敏規、西山猛、髙月勇
(5) フィン本来の持つ能力を引き出すインソールセット
大垣消防組合消防本部 水谷佑典
B. 消防職員・消防団員等による消防防災科学論文の部（5 編）
(1) 石油コンビナート等災害用訓練「バーチャル・リアリティ・シミュレーション」の検証について
大竹市消防本部 中村将也、村田慎吾、瀨田直史、宇高正人、滝洋介
(2) 消防団に対する訓練指導方法の検証について（消防団災害対応訓練マニュアルの作成）
名古屋市消防局 森誠一
(3) 火災動画等を利用した筒先部署位置研修法の一考察
京都市消防局 宮田真行、児玉真一、川上晃義、山下哲平、國府和輝
(4) 耐火造建物の火災性状と消防活動技術に関する研究
神戸市消防局 中島明俊
(5) 消防団員の操法訓練中における傷害発生の実態について
美濃加茂市消防団 中宿伸哉、高井史朗
C. 一般による消防防災機器の開発・改良の部（4 編）
(1) 悪戯・テロ対策用表示機能付き取っ手の開発
株式会社横井製作所
(2) アルキルアルミニウム類用火災抑制剤「アルキルフォーム」の開発
ヤマトプロテック株式会社
日本アルキルアルミ株式会社
(3) 消防用ホース結合金具 簡易離脱器の開発
ヨネ株式会社 米田哲三、沖田祐介、掛川時由、小野寺健一
(4) 屋外用 AED 収納ボックスの開発
鹿児島県龍郷町総務課
野村特殊工業有限会社
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D.

一般による消防防災科学論文の部（3 編）
(1) 自衛消防隊がより安全に活動できる屋外消火栓設備の放水器具等の考察
三洋化成工業株式会社 前田利正
(2) 大規模災害発生時の活動隊員に必要な活動食の要件検討および備蓄内容の現状調査
筑波大学 小泉奈央
東京消防庁 赤野史典
広島大学大学院 緒形ひとみ
東京消防庁 玄海嗣生
筑波大学 麻見直美
(3) 感温性を有する新規消火剤の消火特性と物性
三生技研株式会社 真 隆志、菅原鉄治
日向市消防本部 松木嚴生
国立大学法人宮崎大学 塩盛弘一郎
E. 消防職員による原因調査事例の部（9 編）
(1) リチウムポリマー電池内蔵エンジン始動補助器からの出火に関する調査報告
東近江行政組合消防本部 辻徹也、髙岡吉彦
(2) 自動車エンジンの電動補助冷却ポンプの出火事例について
名古屋市消防局 櫻井友大、大野直也
(3) トレーラ火災時の『調査教本』の作成
神戸市消防局 塩谷俊行
(4) ポータブルブルーレイプレーヤーの出火事例から
大阪市消防局 辻 明人、村上芳郎、稲田悠哉
(5) ホットスポットが起因した太陽電池モジュール火災について
川崎市消防局 秋田勇紀、佐藤悠
(6) クレジットカード信用照会端末からの出火事案
千葉市消防局 亀ヶ谷雅之、海老根浩次、石本大起、遠藤真哉、下田直史
(7) 原油タンカー爆発火災の火災調査について
姫路市消防局 松田悟志、塚原昌尚、寺尾健一、高嶋泰裕、柳田雄貴
(8) 花火の火薬製造中の収れん火災
北九州市消防局 須藤嘉樹
(9) トラックの ABS ユニットから出火した火災事例及び調査の手順について
新潟市消防局 白瀧一裕、田辺幸大、柄澤基彬、伏見栄浩、貝瀬東一朗、中川俊
2. 奨励賞（3 編）
(1) 島田巻きと狭所巻きの特性を併せ持つ新たなホース巻き（KS 巻き）の開発とホース延長法の研究
神戸市消防局 水門浩一
(2) 熊本市消防署管轄別救急需要の推計予測
熊本市消防局 一村直樹
熊本大学 内山忠、安部美和
(3) 応急手当絵本
災害に強いまち・ひとを作る会
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編

集

後

記

消防研究センターの前身である消防研究所が、昭和 23 年の自治体消防制度創設と時を同じくして発足してから、
今年で 70 年が経過した。その間、平成 13 年 4 月 1 日に消防研究所は独立行政法人化し、その 5 年後に独立行政法
人消防研究所が廃止され、平成 18 年 4 月 1 日に消防研究センターが消防庁消防大学校の内部組織として新たなス
タートを切ることになった。
本誌は、消防研究センターにおける最近 10 年間（平成 20 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）の活動記録であり、
第Ⅱ章には、この間に実施した研究の内容が、研究官による原著論文や学会発表の文献リストとともに記されてい
る。この 10 年間は、消防庁の施設等機関として国に戻ることで組織された新体制と新規 5 か年の研究計画が、効
果的に機能し、期待された成果が得られたかを問われる期間であった。特に、大規模災害発生時の技術支援や原因
調査など危機管理に関係する対応は、以前にも増して期待された業務であった。結果として、多くの研究官や火災
調査官が大規模または特殊な火災、危険物災害、土砂災害等の現場へ派遣され、それぞれの専門性を生かした技術
支援や調査を実施することで現場活動に貢献した。そのため、原因調査、鑑識・鑑定の技術支援など原因調査室の
業務の件数が、この 10 年で激増したという結果から、「60 年史」では研究や社会での寄与を記述した章で紹介さ
れた災害対応や災害調査に関する記述を、本誌では、
「第Ⅲ章 火災・危険物流出事故調査」
「第Ⅳ章 災害対応・調
査」という 2 つの章を新たに設け、その活動実績を記すこととした。第Ⅲ章は、主として火災災害調査部によって
実施された火災・危険物流出事故の調査について、第Ⅳ章は、主として技術研究部が実施した災害対応と災害調査
のうち、第Ⅱ章に該当しないと考えられたものについて記した。
最近の 10 年間で忘れてはならないのは、平成 23 年の東日本大震災への対応である。平成 18 年 4 月以降、消防
庁の危機管理の一部を担うことを目的に、職員の一部が消防庁の応急参集要員として登録していたが、地震発生後
から消防庁の消防防災・危機管理センターへ参集し、地震に関する技術的助言や災害対応業務を行った。また、他
の政府災害対応機関への業務支援や、宮城県と岩手県の災害対策本部における緊急消防援助隊の指揮支援調整業務
の支援にも、研究官や調査官が派遣された。しかし、地震発生から約 10 日後、消防研究センターによる災害応急
対応は一区切りがつけられ、その後、多くの研究官や調査官が現地調査を実施、結果、数多くの調査報告や研究報
告を後世に残すことができた。震災当時、交通手段も寸断した時期に被災地に駆け付けて対応や調査にあたった者
には、国難とも言える大災害時に於いて、研究官といえども、少しでも役に立ちたいというそれぞれの思いがあっ
たことは想像に難くない。
南海トラフ地震や首都直下地震などの巨大災害が近い将来に発生することが指摘されている昨今、消防防災科学
技術に関する研究開発において、解決すべき課題が今なお数多く残されている。これからの国民の安全・安心の確
保に寄与できるよう、我々研究官一同、今後も日々の努力を積み重ねていきたい。
本誌の編纂にあたり、退官された消防研究センターの諸先輩には原稿の執筆や確認をしていただき、また、研究
企画室の小泉沙和子さんと脇本玲子さんには、情報の収集と整理、編集を担当していただきました。ここに職員一
同よりの感謝の意を表します。
本誌発刊にあたり、稲山博司・消防庁長官から懇篤なご挨拶を賜りました。ここに記して深甚の謝意を表します。
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