


グラビア写真Ⅰ． 消防研究所 平成 15 年度の研究より 

 
 

●斜面崩壊現場の二次崩壊危険度予測手法に関する研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然斜面崩壊実験 

 

●原子力施設における救助活動支援ロボット開発のための研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護壁ロボットによる防護壁の構成            牽引実験 

 

●地下鉄車両の燃焼性に関する実験研究 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

実大実験車両                       キオスク燃焼実験 
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グラビア写真Ⅱ． 消防研究所の研究発表・啓蒙活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●一般公開（平成 15 年 4月）              ●FORUM2003（平成 15 年 10 月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●第 7回消防防災研究講演会（平成 16 年 1 月）      ●消防防災機器の開発等・改良及び消防防災科学論文に 

                           関する消防庁長官表彰（平成 16 年 3 月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●消防防災科学技術研究促進制度中間報告会       ●第 3 回消防研究所シンポジウム（平成 16 年 3月） 

（平成 16 年 3月）                
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グラビア写真Ⅲ． 消防研究所の関連業務 
 
[火災原因調査への参加] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●三重県ごみ固形燃料発電所 RDF 貯蔵槽火災（平成 15 年 8 月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●出光興産㈱北海道製油所屋外タンク貯蔵所火災（平成 15 年 9月） 

 

消研輯報　57



－ 目 次 －

Ⅰ 研究業務

1 重点研究 4

〔災害対応への情報化促進〕

(1) 林野火災の発生危険度と拡大を予測 4

するシステムの開発

(2) 地震時の防災情報の創出とシステム化 5

に関する研究

(3) 斜面崩壊現場の二次崩壊危険度予測 9

手法に関する研究

〔高齢者等災害弱者の災害時における安全確保

対策の推進〕

(4) 災害弱者の火災時避難安全のための 12

警報・通報手法の開発

(5) 建物火災に関する研究成果を有効に 14

活用する技術の開発

〔消火・救急・救助活動に係る技術の高度化の

推進〕

(6) 救急システムに関する研究 17

(7) 消防用防護服の総合的な性能評価 20

手法に関する研究

(8) 原子力施設の消防防災技術に関する研究

① 原子力施設における救助活動支援 23

ロボット開発のための研究

② 原子力施設に利用される物質の消火 25

困難性解明のための研究

(9) ガレキ下に取り残された要救助者探 26

査に必要な要素技術に関する研究

〔危険性物質と危険物施設に対する安全性評価〕

(10) 危険性判定試験方法の適正化に関 28

する研究

(11) 石油タンクの経年劣化に伴う危険度 30

予測手法の確立に関する研究

(12) 廃棄物及びその処理施設の火災安 32

全技術に関する研究

2 基盤研究 35

<<火災研究グループ>>

(1) 一般住宅における初期火災時の燃 35

焼特性に関する研究

(2) くん焼から可燃性蒸気への引火 37

(3) 有風下の火炎風下に発生する旋風の 37

構造に関する研究

<<特殊火災研究グループ>>

(4) 燃料電池等大容量蓄電装置を有する 40

車両の火災危険に関する研究

(5) 燃焼時における固体の内部構造に関 41

する研究

<<物質安全研究グループ>>

(6) 大規模石油タンクの防災対策に関す 42

る研究

<<施設安全研究グループ>>

(7) 防火水槽の経年変化に関する研究 42

(8) ウォーターミストノズルの消火能力の 43

評価方法に関する研究

<<消火研究グループ>>

(9) 着火・消炎と燃焼排出物生成の反応 45

解析

(10) 二酸化炭素消火剤に添加した鉄化 46

合物の消火性能に関する研究

<<建築防火研究グループ>>

(11) 地下施設の火災特性に及ぼす深さの 47

影響に関する実験研究

(12) 深層地下駅舎火災の数値シミュ 49

レーションによる煙流動に関する研究

(13) 粒子画像計測法による火炎・熱気流 50

の流れ場の測定に関する実験研究

(14) 地下鉄車両の燃焼性に関する実験 52

研究

消研輯報　57

- 5 -



(15) 地下施設火災の数値シミュレーシ 55

ョンに関する研究

(16) 既存建築物の業種別火災リスクに 56

関する研究

<<消防機械研究グループ>>

(17) 閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱 58

体の経年挙動に関する基礎研究

(18) 屋外タンク貯蔵所のリスク解析 59

<<感知通報研究グループ>>

(19) 室内環境データの収集と火災感知 59

のための統計分析に関する研究

(20) 感知器に対する電磁波シールド研究 61

(21) 災害現場における効率的な通信シ 62

ステムの構築に関する研究

<<防災研究グループ>>

(22) 長周期地震動特性から見た地震地 63

体構造区分

(23) 住家・危険物施設の被害評価の 65

ための短周期地震動の予測/推定に関

する研究

(24) 地すべり移動土塊の歪みに関する 69

研究

Ⅱ 研究発表等

1 所外研究発表状況 70

(1) 口頭発表 70

(2) 論文発表 83

(3) 解説、その他 86

(4) 著書、所外報告書 89

2 一般公開 90

3 全国消防技術者会議 94

4 消防防災研究講演会 98

5 消防防災機器の開発・改良及び 101

消防防災科学論文に関する消防庁長官表彰

6 消防研究所シンポジウム 151

7 研究懇話会 157

8 火災原因調査基礎講座 169

9 原子力施設の消防防災技術に 171

に関する研究成果報告会

Ⅲ 関連業務

1 研究交流 172

(1) 派遣 172

ア．国際研究集会等出席

イ．調査・共同研究等

(2) 受け入れ 174

ア．実務研修員

イ．研究生

ウ．客員研究員

エ．JSPS外国人特別研究員

オ．招へい外国人研究者(共同研究等)

カ．招へい外国人研究者(その他)

(3) 共同研究 175

ア．国際学術交流

イ．その他

2 所外講師派遣及び所外委員会等参加状況 179

(1) 所外講師派遣状況 179

ア．大学教授等

消研輯報　57

- 6 -



イ．大学非常勤講師

ウ．その他講義

(2) 所外委員会、研究会への参加状況 183

3 災害調査等 193

(1) 災害調査 193

(2) 鑑定 197

4 受賞・学位 198

(1) 受賞 198

(2) 学位 198

5 工業所有権 199

(1) 特許 199

ア．特許取得

イ．特許出願

(2) 商標 199

ア．商標出願

6 視察・見学 200

(1) 国内 200

(2) 国外 202

付 録

1 研究体制 203

(1) 組織 203

(2) 常勤役職員数 205

(3) 役職員 205

(4) 人事異動 207

(5) 委員会 210

ア．消防研究所研究評価委員会

イ．消防防災機器の開発等及び消防防

災科学論文に関する表彰選考委員会

2 会計 211

(1) 決算報告書 211

(2) 損益計算書 212

(3) 貸借対照表 213

(4) キャッシュ・フロー計算書 215

(5) 行政サービス実施コスト計算書 216

(6) 利益の処分に関する書類 217

(7) 重要な会計方針 218

(8) 附属明細書 219

3 施設設備 224

(1) 土地、建物の現況 224

ア．土地

イ．建物

(2) 主な研究施設の概要 226

(3) 主な研究設備・機器の整備状況 227

ア．平成 15 年度に整備された主な設

備・機器

イ．その他の主な設備・機器

(4) 図書 227

ア．蔵書数

イ．平成 15 年度に購入した単行本冊数

ウ．定期購入刊行物

エ．定期購読の外国雑誌

4 年表 229

(1) 昭和 23年～平成 15年度略年表 229

5 平成 15年度刊行物 231

(1)「消防研究所報告」要旨 231

ア．通巻 96号（2003年 9月）

イ．通巻 97号（2004年 3月）

(2)「消防研究所研究資料」の紹介 234

ア．第 61号（2003年 11月）

イ．第 62号（2004年 1月）

ウ．第 63号（2004年 3月）

消研輯報　57

- 7 -



Ⅰ 研 究 業 務

1 重点研究 *

〔災害対応への情報化促進〕

(1) 林野火災の発生危険度と拡大を予測するシステムの開発

Development of a System to Predict Forest Fire Danger and Fire Spread

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

佐藤晃由、寒河江幸平、新井場公徳

目的

林野火災は環境破壊原因の一つとしても国際的

に重要な問題であり、我が国においては、年間 2000

～ 3000ha の山林が破壊されている。さらに、近

年、山村の過疎・高齢化が進行し、林野火災に

対応すべき消防団の活動に制約が生じつつある。

また、種々の理由による山林荒廃が進行し、森林

の林野火災に対する抵抗力が低下している。この

ため、これらの地域の林野でいったん火災が発生

した場合、火災が大規模に拡大する可能性が増

大している。従って、これらの地域における火災

の発生危険度を予測し、効率的なパトロール体制

を整備することが緊急に求められている。

本研究は、このような森林の荒廃や過疎・高齢

化している山村の実態に対応し、最近利用が可能

になりつつあるオンライン気象データベース、林

野火災データベース、地形データベース等に基

づく IT 技術を利用して、林野火災の発生しやすい

状況を予測する手法と、少ない消防力を有効に活

用するため火災拡大防止手法を開発することを目

的にする。

成果

(1) 林野火災の発生危険度予測手法の精度向上に

関する研究

・過去の火災情報と実効湿度、実効雨量、植生

水分、人口密度、植生などの情報について、火

災発生危険度に関する重回帰分析を行い、各種

要因の寄与度の情報を得た。

・実際の林野において土壌・落葉等の水分量の

変動を測定し、水分量と火災発生危険度との関係

を得た。

・我が国の林野火災はほとんどが人為的要因で

あり、火災発生危険度は気象要素のほか、人口

密度や森林率と関連している。老齢人口密度の高

い地域では火災発生密度は低い。さらに、ニュー

ラルネット手法に基づく火災発生危険度予測手法

も開発した。

＊ 重点研究は、社会的要請を踏まえて課題を選定し、重点的に研究資源を投入して実施される研究です。
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危険度予測の結果、実際に火災が発生した箇所

は火災発生危険度の高い場所と概ね一致した。

(2) 林野火災の延焼防止手法に関する研究

・室内実験の結果と火災統計の分析から、降雨に

よって火災の発生と延焼は大きく抑制されるため、

前年度までの火災拡大予測手法に加えて、火の粉

による着火を防止することを目的とし、空中散水に

よる延焼防止をシミュレーション手法により調べた。

散水時期が遅い場合や散水が少ない場合には、

延焼防止は困難で、早期かつ大量に空中散水を

行った場合、火の粉の飛散による火災延焼は抑制

された。

(2) 地震時の防災情報の創出とシステム化に関する研究

Creation and Utilization of Disaster Prevention Information for a Large Earthquake

研究期間：平成 14年 4月～平成 19年 3月

座間信作、細川直史、畑山 健、田村裕之、

高梨健一、関沢 愛、久保田勝明、

新井場公徳、鄭 炳表、遠藤 真

目的

兵庫県南部地震のような同時多発火災、甚大

かつ広域にわたる被害に対して、限られた消防防

災力を合理的・効率的に運用することにより、住

民の生命・財産を守り、安全を確保することは、

消防にとって重大な使命であることはいうまでもな

い。地震等大規模災害時の円滑な緊急・応急活

動が実施されるためには、まずもって発生した災

害種別・内容、空間的分布とを迅速に把握し、こ

れらの被害情報に基づく災害の拡大予測と最適対

応のための支援情報を創出することが求められる。

本研究では、災害直後対応のための支援情報

創出に必要となる基盤データの構築に関する検

討、それらを用いた全国展開可能で簡易な被害拡

大予測手法の開発を実施するとともに、災害発生

時にこれらのデータ、手法および収集された実被

害情報とに基づきリアルタイムに災害の拡大予測

を行い、所轄地域消防力のみならず広域応援消

防力を最適運用し、被害を極小化するためのシス

テムの構築を目指す。

平成 15年度の研究成果

Ⅰ 被害情報の早期取得と共有

(1) リモートセンシングに基づく広域災害情報の抽

出(継続)

地震の前後で観測された 2 つの SAR データを

もとに建物被害による地表の変化量を抽出し、そ

の変化量と建物被害との関係のモデル化を試み

た。

(2) 情報収集端末の高度利用(継続)

災害時即時被害収集を可能とするため、ベクト

ル、ラスター両地図を扱うことのできる Windows

PC 版被害収集端末を試作した。更に、北区防災

訓練の場を利用して、工学院大学と共同で情報収

集実験を企画し、既開発の PDA ベースの収集端

末と共にその有効性確認を行い良好な結果を得

た。

(3) 消防庁広域応援支援システムとのリンクによる

被害情報の共有(継続)

情報収集端末で電子化された被害情報を広域

応援支援システムに自動的に送ることができるシス

テムを構築した。また、火災情報が入力された場
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合には、延焼シミュレーションが実施され、その

結果を当該消防本部で確認できるようにした。こ

れによって、現場で入力された情報がほぼリアル

タイムに消防関係機関で共有できることが示され

た(図 1)。

(4) 統合化消防無線(FiReCOS)の広域通信化(継続)

有線による通信範囲の拡大:建物内で階をまたい

だ通信や鉄の防火戸の裏側への通信などを確実

なものとするため、建物内に敷設されている消防

隊用の電話(インターフォンのようなもの)回線を利

用した VDSL 通信可能な通信システムを試作。通

信速度の検証は現在行っているところである。仕

様では 2～ 39Mbpsの通信速度が得られる。

無線による通信範囲の拡大：FiReCOS と無線

LAN を一体化した中継機を試作。無線 LAN でア

ドホックに LAN を延長させながら、同時に音声や

データの通信ができるよう検討中。最大 11Mbps

の通信速度が得られる。

260MHz 帯の消防ディジタル無線機によるデー

タ通信を可能とするインターフェイスの設計・製作

：製品化が進んでいる消防ディジタル無線機を利

用し、災害現場と本部等の間で音声だけではなく

データの通信が行えるインターフェイスの設計を

行った。

図 1 消防庁広域応援支援システムとのリンクによる被害情報の共有

消防庁

防災情報システム

広域応援支援
システムサーバ

基盤
データ

被害
情報

現地活動
情報

延焼シミュレーション
システムサーバ 延焼経路

情報

家屋
情報

延焼エンジン

火点情報
送受信モジュール

コンタ作成

ホストＰＣ

ＰＣ端末

ＰＤＡ端末

ＦｉＲｅＣＯＳ

被害情報収集システムの概要

　WindowsCE上で作動する携帯型情報端末
（PDA）またはPC端末とホストPCからなる。
情報収集端末はGPS、地図を搭載しており、
調査員は被害状況を確認しながら地図上
の被害個所をペンでタップするだけで、
位置座標，被害程度などの被害情報（消
防庁まとめに準拠）を簡単に入力できる.
ホスト側では、PHS技術を基盤に用いた独
自の通信システム（FiReCOS）6)を介して
送られた情報の統合処理の他、火災情報
があった場合には延焼予測を行い、その
結果を端末に送信することができる。

被害情報収集システムの概要

　WindowsCE上で作動する携帯型情報端末
（PDA）またはPC端末とホストPCからなる。
情報収集端末はGPS、地図を搭載しており、
調査員は被害状況を確認しながら地図上
の被害個所をペンでタップするだけで、
位置座標，被害程度などの被害情報（消
防庁まとめに準拠）を簡単に入力できる.
ホスト側では、PHS技術を基盤に用いた独
自の通信システム（FiReCOS）6)を介して
送られた情報の統合処理の他、火災情報
があった場合には延焼予測を行い、その
結果を端末に送信することができる。
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広域応援システムと被害情報収集シ
ステムとの連携

被害情報収集システムで収集した被
害情報の内、置き換えることができ
るデータを共通フォーマットに変換
し、広域応援システムに登録するも
のである。
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ステムとの連携
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広域応援システムと被害情報収集シ
ステムとの連携

被害情報収集システムで収集した被
害情報の内、置き換えることができ
るデータを共通フォーマットに変換
し、広域応援システムに登録するも
のである。

広域応援システムと被害情報収集シ
ステムとの連携

被害情報収集システムで収集した被
害情報の内、置き換えることができ
るデータを共通フォーマットに変換
し、広域応援システムに登録するも
のである。

Ⅱ 地震被害想定のための基盤情報の取得とシス

テム構築

(1) リモートセンシングに基づく面的基盤データの

抽出と被害想定への適用(継続)

横浜市を対象として標高データから地盤分類を

行い、増幅度マップを作成した。これと国土数値

情報、横浜市独自調査結果、横浜市立大学によ

る震度に基づく増幅度と比較したところ、一部を除

き一致の良いことが分かった。また、M>5 程度の

地震で得られた震度の相対的な大きさ分布との相

関が高いことが分かった。更にこの手法を関東地

方全域に適用し増幅度マップを作成した。

(2) 土地条件図等の詳細地盤分類と地盤の増幅度

特性(継続)

地震毎に距離減衰式の震度データへの当ては

めを行い、それからの偏差を地盤分類図と比較し

たがばらつきが大きかったため、その原因と考え

られる深部減衰構造の影響を避けるため、100k
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㎡程度の領域ごとに分けて震度に基づく増幅度の

見直しを行っている。

(3) アジア地域を対象とした地震被害想定システム

の開発(継続)

基盤データのない地域を対象として、データ取

得の容易性を考慮し、リモートセンシングに基づく

標高データを用いた地盤分類、ボーリングデータ

や微動アレイ測定に基づく増幅度の推定、および

人口、建物データベース構築等から、インタラク

ティブに被害想定を行うことのできるプロトタイプ

システムを開発した(図 2)。

図２ リモートセンシングに基づく地震被害想定システム構築（ソウル市を対象として）

左：標高データから求めた地盤分類 右：地盤の増幅度分布

Ⅲ 実情報に基づくリアルタイム地震被害推定シ

ステムの構築

(1) 実地震被害情報に基づく被害関数の更新方法

(継続)

兵庫県南部地震による神戸市の建物被害率は、

町丁目単位までほぼ正規分布で表せることを示

し、逐次収集される町丁目単位の被害状況(率)か

ら、市全体の被害数を推定・更新する手法を提案

した。

Ⅳ 消防力最適運用システムの開発

(1) リアルタイム火災延焼予測システムの構築(モ

デルケース)と標準化のための指針策定(継続)

広域応援システムの拡張のため、延焼予測シス

テムを適用する都市の追加に伴う作業、およびリ

アルタイム火災延焼予測システムの汎用化の改良

を行った。

(2) 最適運用システムの構築(モデルケース)と標準

化のための指針策定(継続)

消防力最適運用支援システムの 1 次運用モデル

の精度向上、および消防力 2 次運用の試作を行

った(図 3)。

消防力 1 次運用の最適化システムの改良検討と

ケーススタディを実施した。

①消防力の初期配置ルール(大規模火災への集中

防御優先 or 多数への火災防御優先など)の選択

機能の追加をはじめ、種々の計算結果出力機能

の改善などシステムの改良を行った。

②同時多発火災件数の大小、消防車走行速度、

使用可能筒先数などのパラメータを変更してケー

ススタディを実施し、これらの要素が最適消防効

果に与える影響の分析を行った。
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③ 1 火点内筒先部署移動のアルゴリズムを作成

し、システムに搭載して筒先移動モデルと既存モ

デルとの選択的利用を可能とするように改良を行

った。

消防力 2 次運用の最適化システムの検討と試作

を行った。

火災１  放任3時間後 火災１  運用3時間後

火災２  放任3時間後 火災２  運用3時間後

火災３  放任3時間後 火災３  運用3時間後 

火災４  放任3時間後 火災４  運用3時間後 

図 3 所沢市を対象とした最適消防力運用システム（ケー

ススタディー）

上：各火災の 3時間後の延焼状況の放任火災と比較

左：4点同時出火に対する部隊配備結果

(3) 応援部隊の最適配備のモデル化に関する検討

(継続)

消防力広域応援部隊の最適配備支援システム

は、広域応援部隊の集結場所の特定と応援部隊

の期待到着分布を基に出場可能消防隊の追加を

考慮することにより、消防力 2 次運用の応用として

開発が可能である。したがって、本年度は消防力 2

次運用モデルの設計と並行してプロトタイプの基

本仕様を検討した。

Ⅴ 地方自治体の災害対策本部における応急対

応支援システムの開発

(1) システムが提供すべき応急対応支援情報の整

理(継続)

昨年度に引き続き、被害想定結果から算出可能

な応急対応需要量のほか、システムが扱う支援情

報項目についての整理を行った。

(2) 1 次、2 次被害予測や応急支援需要予測に関

するアルゴリズム、経験則等の収集・開発(継続)

昨年度に引き続き、被害・需要量の推測のた

めのアルゴリズムの収集、整理を行った。

(3) 応急対応支援システムの構築

地震被害想定結果に基づく応急対応需要量提

示システム(予測対応型)を開発中(継続)
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Ⅵ 防災情報システムの現状調査とそれに基づく

システムのあり方に関する検討

昨年度調査、今年度調査 (三重県、尾鷲市 )を

踏まえて、従来の防災情報システムの問題点を整

理し、システムのあり方およびそれを実現するた

めの諸機能について具体的かつ詳細に提示した。

平成 16年度の研究計画

Ⅰ 被害情報の早期取得と共有

(1) リモートセンシングに基づく広域災害情報の抽

出(継続)

(2) 統合化消防無線(FiReCOS)の広域通信化(継続)

Ⅱ 地震被害想定のための基盤情報の取得とシス

テム構築

(1) リモートセンシングに基づく面的基盤データの

抽出と被害想定への適用(継続)

(2) 土地条件図等の詳細地盤分類と地盤の増幅度

特性(継続)

(3) アジア地域を対象とした地震被害想定システム

の開発(継続)

Ⅲ 実情報に基づくリアルタイム地震被害推定シ

ステムの構築

(1) 実地震被害情報に基づく被害関数の更新方法

(継続)

(2) 震度情報に基づく簡易型地震被害想定システ

ムの開発およびインターネットを利用したリアルタ

イム地震被害推定結果の公開

Ⅳ 消防力最適運用システムの開発

(1) 最適運用システムの構築(モデルケース)と標準

化のための指針策定(継続)

(2) 広域応援部隊の最適配備のモデル化に関する

検討(継続)

Ⅴ 地方自治体の災害対策本部における応急対

応支援システムの開発(大大特)

(1) 1 次、2 次被害予測や応急支援需要予測に関

するアルゴリズム、経験則等の収集・開発(継続)

(2) 応急対応支援システム(実被害対応型)の構築

Ⅵ 防災情報システムの現状調査とそれに基づく

システムのあり方に関する検討

次年度以降の研究計画

上記に掲げる項目を継続するほか、以下の項

目について研究を行う。

Ⅲ 実情報に基づくリアルタイム地震被害推定シ

ステムの構築

(1) 実被害情報に基づく被害推定システムの構築

Ⅳ 消防力最適運用システムの開発

(1) 消防力効果を取り入れた市街地火災のリアル

タイム延焼予測に基づく避難誘導指示支援システ

ムに関するモデル化

(2) 広域応援部隊の最適配備支援システムの精度

向上と標準化のための指針策定

(3) 消防力効果を取り入れた市街地火災のリアル

タイム延焼予測に基づく避難誘導指示支援システ

ムに関するモデル化

(4) 消防力最適運用支援システムおよび避難誘導

指示支援システムについての稼働試験とケースス

タディによるモデルの検証

Ⅴ 地方自治体の災害対策本部における応急対

応支援システムの開発

(1) 応急対応支援システムの試験運用と改良

Ⅶ 防災技術や通信技術の展望と防災情報システ

ムの将来についての検討

(3) 斜面崩壊現場の二次崩壊危険度予測手法に関する研究

Study of Methods to Estimate the Possibility of Secondary Slope Collapse

研究期間：平成 15年 4月～平成 18年 3月

新井場公徳
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目的

斜面崩壊は毎年多数発生し年間約 50 人の方が

亡くなる我が国の主要な災害の一つである。斜面

崩壊現場では、救助や避難誘導などが行われる

が、これらの活動は安全が確保されなければなら

ない。しかし、崩壊現場活動中に二次崩壊に巻き

込まれそうになった事例が複数報告されている。

また、都市域の消防隊員には安全の確保方法が

分からないこともある。

安全の確保には崩壊面を監視して、崩壊の前

兆となる変形や地下水の流出状況の変化を感知し

なければならない。しかし、既存手法は緊急対

策に用いるうえで十分ではない。本研究では、崩

壊面形状と地下水流出状況を遠隔監視し、その変

化を抽出して崩壊面の状態の変化を感知する手法

の開発を目的とする。

平成 15年度の研究成果

(1) 斜面の変形測定における精度の向上方法の研

究

基礎的な実験を行い、レーザースキャナの誤差

要因及びその除去手法について検討を行った。

①予備実験:精度の検証

レーザースキャナの計測精度特性を把握するた

めに各種の予備実験を行った。絶対距離の測定

精度は対象物によって異なるが、平均化によって

空間分解能を犠牲にすれば、差分(変位量)ではよ

い精度が出る。スタッキングとの組み合わせ、草

が揺れるなど不連続的で大きな誤差に対する対処

方法などを検討中(来年度継続)。

②防災科学技術研究所における模型実験 :傾斜地

地盤への適応、精度検証

崩壊には至らなかったが斜面の変形をとらえる

ことはできた。時間雨量 100mm でも計測が可能

であった。(写真 1)

写真１

 

(2) 変形領域抽出のアルゴリズムの研究

精度の向上手法と密接に関連するため同時に行

っており、来年度継続としたい。

(3) 模型実験、現位置試験への試験適用

・防災科学技術研究所の降雨崩壊実験 (8 月 13

日)

・茨城県真壁町における自然斜面崩壊実験(11 月

14日)

(4) 赤外画像による崩壊面温度変化測定に関する

予備実験
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・茨城県真壁町における自然斜面崩壊実験

平成 16年度の研究計画

(1) レーザースキャナによる変位計測精度の向上

方法の研究(継続)

(2) 変形や温度変化の観測結果の蓄積

(3) 観測値の変化領域を抽出するアルゴリズム検

討

次年度以降の研究計画

(1) 観測値の変化領域を抽出するアルゴリズム開

発(追加)

(2) 地表変形・温度変化と崩壊機構の関係の研究

(3) 二次崩壊危険度・崩壊猶予時間の算出方法の

研究

自然斜面崩壊実験：傾斜地地盤への適応、精度検証、実用性の検証

距離：40 ～ 70 ｍ、水平角度範囲約７゜上下角度範囲約 27 ゜、角度ステップ 0.054 ゜測定時間約 100 秒／回、データ密度

：150～ 350点／㎡

冬季であるので地温は地表より高い。また、地表はわらが敷かれており低温。崩壊後、高温の地下が露出した。最終的に２

カ所に高温部が残った。地下深部からわき出す地下水が移流によって熱を運んでいるものと考えられる。

 写真矢印の筒、上下１，左

右４の範囲（27 点）平均

化処理 

14：12～16：00～16：11

  → 
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崩壊後の温度変化

・空の部分の放射温度と崩壊面の中の低温部は直後をの

ぞきほぼ等しい。→冷却の早さ

・高温部は初期には低温部との相関がない(→地下水流出

量が多い？(その後冷却が進行するが、比較的高い温度を

維持(→地下への冷却よりも移流による熱輸送が強い？)

高温部周辺の温度場の形状

横断断面図から地盤の熱伝導に関する情報、縦断断面図

から地表流水量の情報が取り出せないか検討中（パイプ

の存在が誤差要因）

〔高齢者等災害弱者の災害時における安全確保対策の推進〕

(4) 災害弱者の火災時避難安全のための警報・通報手法の開発

Development of Alarm and Communication Technologies for the Safety of Fire-Vulnerable People

研究期間：平成 14年 4月～平成 17年 3月

河関大祐、田村裕之、高梨健一

目的

建物火災死者全体の約 85%以上を占めている

住宅火災においてその半数以上が 65 歳以上の高

齢者である。また、住宅火災で逃げ遅れによる死

者の約 27%が病気・身体不自由によるものであ

る。このように、建物火災死者の低減のためには、

高齢者、身体障害者あるいは病人等を火災から守

る機器の開発と普及が不可欠である。本研究では

自力避難可能だが警報音の覚知が困難な高齢者

や聴覚障害者(障害等級 3 級程度)の聴覚を含む

感覚諸機能を調査・把握し、様々な住環境に適

応して効果的に警報を伝える手法を開発する。さ

らに、自力避難が困難な人を救助するために、デ

ーター通信技術を用いて同居人、近隣協力者、

在宅介護事業者、消防機関に迅速に火災の警報

・通報をおこなえる手法を開発する。なお、開発

機器の普及を促進するための調査もあわせて行

う。主な研究項目は次のとおり。

(1) 高齢者、聴覚障害者ならびに寝たきり老人等

のための福祉機器調査および火災安全ニーズ調

査

(2) 高齢者、聴覚障害者の聴覚特性ならびに感覚

諸機能調査

(3) 警報音響の工夫および音響以外の警報伝達方

法の研究

(4) 同居人、消防機関、在宅介護事業者、近隣協

力者への通報システムの研究

(5) 災害弱者の火災時避難安全のための火災警報
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・通報システムの試作および性能評価

平成 15年度の研究成果

(1) 警報音響の工夫および音響以外の警報伝達方

法の研究

難聴者を含む聴覚障害者の火災警報に対する

意識調査および要望調査を基に、振動(腕時計、

マット)、光(フラッシュランプ)、におい(におい噴霧

装置 )の各種手段による警報のあり方及び技術的

方法について検討した。

(2) 同居人、消防機関、在宅介護事業者、近隣協

力者への通報システムの研究

要介護者宅で火災が発生した際に、インターネ

ット通信網を用いて近隣介護者、介護事業所等に

警報・通報するシステムに必要な用件を整理し、

以下の結果を得た。

①住警器、防犯センサ、手動ボタン等の起動信号

に応じて第 1 通報先ならびに自動メッセージを指

定可能

②第 1 通報先を家族や親族とし、第 2 通報先を火

災が発生している住宅を管轄する消防署への 119

とすることができ、自治体の協力や介護事業者へ

の委託等が不要である。

③相談等の緊急時以外の目的で自動通報を行う

場合も発信側、受信側に気兼ねや負担が生じにく

い。

(3) 災害弱者の火災時避難安全のための火災警報

・通報システムの機能別設計およびプロトタイプ

試作

(1)(2)の結果を受け、以下のプロトタイプ試作器

を作成した。

・聴覚障害者を考慮した火災警報通報装置の試

作

難聴者を含む聴覚障害者の火災警報に対する

意識調査および要望調査を基に、聴覚障害者に

対して効果的に警報を伝える装置を試作した (図

1)。本装置の主な特徴は次のとおりである。

①振動 (腕時計、マット )、光 (フラッシュランプ )、

におい (におい噴霧装置 )の各種手段による警報に

対応。

②ブロードバンド・インターネット常時接続の普及

を見据えた、高速データ通信による通報機能およ

び地域防災情報受信機能の付与。

・電話転送機能を有する火災通知装置の試作

火災発生の際、自力避難が困難な人を救助す

るために第 1 通知先として家族や親族に自動的に

通知し、その家族や親族から第 2 通知先として火

災が発生している住宅を管轄する消防署に 119 番

通報することができる電話転送機能を有する火災

通知装置の試作を行った (図 2)。 本装置の主な

特徴は次のとおりである。

図１ 聴覚障害者を考慮した火災警報通報装置試作機

図２ 電話転送機能を有する火災通知装置試作機

図３ 地域防災情報受信用グラフィック端末

 

  
新着メッセージ 

市役所

地域センタ

学校

各種情報

ラジオ

設定（長押し）

2003年1月24日（月） 正常受信中 ♪06：30 

 １３：４７ 
三鷹の天気：（昼間）晴れのちくもり、降水確率５０％

新着情報：市町村合併に関して市民の皆様のご意見を

直 接市長が伺う対話集会が2月24日（水）午後7時半か

ら市民体育館で行われます。是非とも多くの市民の参

加をお待ち申し上げます。（24日10：52）

警報・注意報：現在発令中の警報・注意報はありません

音声読上

初 期 画 面

緊急 
（押続け）

中央線運行状況：中央快速線、人身事故、30分遅れ

地域防災情報送受信端
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①住警器、防犯センサ、手動ボタン等の起動信号

に応じて第 1 通報先ならびに自動メッセージを指

定可能

②第 1 通報先を家族や親族とし、第 2 通報先を火

災が発生している住宅を管轄する消防署への 119

とすることができ、自治体の協力や介護事業者へ

の委託等が不要である。

③相談等の緊急時以外の目的で自動通報を行う

場合も発信側、受信側に気兼ねや負担が生じにく

い。

・地域防災情報受信及び緊急通報送信装置の試

作

ポケベルのインフラを使った地域防災情報受信

装置に緊急通報送信機能を付与し火災発生の通

報が可能で確認可能な地域防災情報受信及び緊

急通報送信装置の試作を行った。 本装置の主な

特徴は次のとおりである。

①手動発信または感知器信号入力で家族、介護

事業者、近隣者等へ通報可能

②地域防災情報等の受信および通常時のニュー

ス、天気予報等の受信が可能

・臭気による火災警報に関する実験の実施

におい噴霧装置を試作し、居室および廊下での

香料拡散実験を実施した。

③香料噴霧後 60 秒以上経過しても臭気を感じな

い事象が存在することを確認した。

平成 16年度の研究計画

主な研究項目は以下の通りである。

(1) 試作機の性能評価

平成 15 年度に試作した機器を試用し性能評価

を行うとともに要改善点を明らかにする。

①聴覚障害者用火災警報装置の性能評価

火災発生時に光、振動または臭気により在室者

に火災を知らせる機器(図 1)を聴覚障害者を対象と

したモニター調査により性能評価する。(調査実施

予定場所は消防研究所内または聴覚障害者関連

施設)

②緊急通報システムの性能評価

要介護者宅で火災が発生した際に、インターネ

ット通信網を用いて近隣介護者、介護事業所等に

警報・通報する緊急通報システム(図 1)を消防研

究所内に設置し、モニター試験を行う。

③電話自動転送装置の性能評価

自力避難困難な災害弱者が在宅の住宅で火災

が発生した場合に外出中の家族等に火災を通報

し、外出先から自宅を管轄する消防へ通報する電

話転送装置(図 2)についてモニター調査により性能

評価する。(調査実施予定場所は消防研究所内)

④地域防災情報受信及び緊急通報送信装置の性

能評価

ポケベルのインフラを使った地域防災情報受信

及び緊急通報送信装置(図 3)を聴覚障害者の住宅

に設置しモニター調査により性能評価する。

(2) 性能評価に基づく試作機改良

上記 (1)により得られる要改善点について改良を

行う。

(3) 報告書作成

(5) 建物火災に関する研究成果を有効に活用する技術の開発

Development of a Virtual Fire System Which Utilizes the Building Fires Data Base

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

山田常圭、阿部伸之、飯田明彦
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目的

火災実験・火災調査等、種々の火災性状のデ

ータ収集には、経済的にも労力的にも多大な負担

がかかり、また、安全上、機会も限られている。

こうした非常に貴重な火災性状をデータベースと

して整備し、例えば、火災性状予測モデル開発時

の妥当性検証のための比較データとして、あるい

は防火安全設計時の火災の入力データ等として有

効な活用を図る事は、火災研究の促進・防火安

全性の向上において不可欠である。最近の情報技

術(IT)は、既往のデータベース利用を根本から変

えつつあり、映像等従来あまり利用されてこなかっ

たメディアデータをデジタル化し web 上で共有し

あうことができるようになってきている。

本研究では、各種火災の中で重要な位置を占

める建物火災を対象に、研究者・技術者・消防

吏員等が火災性状の技術情報を容易に得られる

火災データベースの共通フォーマットの検討・構

築を主要な目的としている。また、作成された火

災データベースの将来の広範囲な活用性を見い

だすため、ゾーンモデル等の火災予測性状モデ

ルに適用し、仮想現実空間(VR: Virtual Reality)に

おいて火災の擬似体験可能なモデルの開発も併

せて実施する。また、当該モデルを用いた火災、

煙、熱等の極限環境を再現できる装置の整備を行

う。これは、今後とも整備される科学的根拠に裏

付けされた実用的な教育、訓練に適用可能なシス

テム技術開発に資することを念頭においている。

平成 15年度の研究成果

当初の年度計画では、前年度までに開発してき

たデータベースの内容を、VR システムで使用で

きるようなインターフェースを作成するとともに、

体験者がより現実感、没入感のある火災空間を体

験できるよう、シミュレーションと体験者の相互依

存 (インタラクティブ)性のあるシステムの改良を中

心とした研究開発を行うことを主要な課題として掲

げた。

それに基づき設定した研究項目毎の成果は以

下のとおりである。

(1) 空間に依存する各種火災実験等のデータベー

スの整備

昨年度では材料の燃焼データベースが中心で

あったが、VR システムに導入できるデータとして

各種ゴミ類の燃焼データベースを加え、データベ

ースの充実を図った(図 1)。また web のコンテンツ

に対する意見を収集するためおよびインターネット

上でのセキュリティー向上のためのソフトウェアー

の改良を行った他、多種多様なメディア、大規模

データが取り扱えるようハードウェアの再構築 (図

2)を実施した。

図１ 燃焼データベースの追加およびシステムの改良

図２（右）大容量、他種類メディアに対応したシステムハー

ドウェアーの拡張
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なお、当初目標とした、多様な空間に依存した各

種火災実験のデータベース化については、空間

データの共通フォーマットが定まらなく、既往の実

験データの収集・整理にとどまった。

(2) 火災データベースを用いた火災性状予測モデ

ルおよび VR とのインタラクティブ可能なシステム

開発およびそのための入力デバイスの導入

昨年度開発した VR システムに以下の改良を加

え、体験者が VR 建物内を自由に視点移動するこ

とができるとともに、火災現象とのインタラクティ

ブ(相互作用)な体験ができるように改良を行った。

これによって、例えば被験者が VR 空間での扉を

開けると VR の画像も、体験室内の煙も増減させ

ることが可能となった。(図 3)

・体験者が建物内で視点移動できる無線のゲー

ムパッド(ジョイスティック)の追加。

・体験者の行動 (イベント )に対して煙・熱発生装

置、音響、煙シミュレーション(BRI20023)。

また、データベースからオンラインでの取り込み

は課題として残されているが、火災データを CSV

ファイルで与えることで、火災データベースの内

容を fire cube で与える事ができるようになった。

(3) 仮想現実空間における建物火災時の避難状況

・煙伝播状況等の予測手法の今後の適用可能性

についてのケーススタディによる検討

インタラクティブなシステムのケーススタディとし

て、事務所ビル内で、煙が降下する状況下での

避難時の経路選択ができる事例(図 4、5)を構築し

た。研究者のみならず一般の人による本モデル内

で火災時の避難行動の擬似体験を通じ、今後、

避難誘導効果の評価等応用研究時に要求される

操作性や描画の改良点について基礎となる情報を

収集した。

図３ インタラクティブな VR システムの構築
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図４ システム動作状況

図５ ケーススタディとして作成した事務所ビル火災事例

〔消火・救急・救助活動に係る技術の高度化の推進〕

(6) 救急システムに関する研究

Study on an Effective Ambulance Service System

研究期間：平成 14年 4月～平成 17年 3月

金田節夫、久保田勝明、吉原 浩、関沢 愛

 
 
 

目的

本研究では、安心で住み良い地域社会づくりに

消防が寄与する視点から、救急救命率の向上を

はじめ、市民から期待される救急サービスの維持

・向上を図ることを目的としている。その手段とし

て、今後とも増加し多様化することが予測される

救急要請の実態や、消防機関における救急隊の

運用状況を調査分析し、救急業務における改善課

題を見いだす。さらに、この結果を用い、消防力

の基準の見直しへの提言や、限られた救急隊等
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消防力資源を効果的に運用する救急システムの構

築を目指すものである。

そこで、本研究テーマの最終年度である 16 年

度は、諸外国の最新の救急運用体制を参考に、

日本版の効率的な救急運用体制の開発を行う。

救急隊の効率的な運用体制として、重症度緊急

度に応じ出場する救急隊を選定する方法の開発、

及びこの効率的な運用体制をコンピューター上で

シミュレーションするプログラムの開発を行う。ま

た、「消防力の基準」の見直しのため消防庁救急

救助課と協力し、データ分析などを実施する。

平成 15年度の研究成果

(1) 地域特性、時代変化と救急出場需要の関係に

関する分析、予測

様々な救急統計データの詳細な分析(図 1 など

多数)や、約 20 の消防本部へのヒヤリング、全国

の消防本部や一般市民を対象としたアンケート調

査を実施し、地域に応じた救急業務における改善

課題を把握した。これらの結果は、マスコミへの

掲載(図 2 福井新聞他多数)や消防本部での議会

説明用資料として使用された (千葉県八千代市消

防本部など)。

これらの調査結果より、消防本部では以下の問

題を抱えていることが判明した。

・救急業務増大に関する課題

大都市部･･･救急隊員の労務管理、現場到着時

間の遅延

中小都市部･･･高度医療機関が管内に無い事に

よる搬送時間の増大

→現状の救急隊運用体制では、要請者の重症度

緊急度に関係なく全ての救急要請に対して同じレ

ベルの救急隊が出場している。そこで、要請者の

重症度緊急度に応じた救急隊の効率的な運用が

必要である。

       ～250未満  (7)
250以上～300未満  (21)
300以上～350未満  (14)
350以上～   (5)

       ～250未満  (7)
250以上～300未満  (21)
300以上～350未満  (14)
350以上～   (5)

学会発表が

新聞に掲載

される 

図 1 人口一万人当たりの出場件数（都道府県別）

（日本救急医学会で発表）

図 2 救急出動率 東京の半分以下

福井新聞、2003.12.5号 17面 他 5新聞掲載

・救急戦略上の課題

運用体制の変更(救急隊増隊など)による、現場

到着時間短縮などの改善効果を客観的に予測する

手法がない。

→ 客観的な予測を行えるツールが必要。

そこで、これらの問題点解決と、分析結果の国

政への反映を目的として、以下の 3 つの課題を検

討することとした。

「救急業務シミュレーションの開発」･･･将来の救

急件数予測や救急隊の運用、病院の新設などを

行った場合の改善効果を予測する。

「救急隊の効率的な運用体制の開発」･･･欧米の

救急体制を参考に、日本版の効率的な救急運用

体制の開発。

「消防力の整備指針」･･･救急統計データを分析

し、その結果を消防力の整備指針の見直しに係わ

る資料として提供する。

(2) 救急隊の配置・運用状況と救急隊到着時間、
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病院搬送時間、救急救命効果等に関する分析

救急隊の効率的な運用方法の開発

①米国の救急体制調査

調査先：救急業務実施機関(カリフォルニア州、

ニューヨーク州、ニュージャージー州、ユタ州)

主な調査内容：救急業務実施の主体組織、救

急車の有料システム、緊急通報対応システム、重

症度緊急度に応じた救急車の出場システム、救急

需要に応じた救急車配備システム

この調査により、米国における先進的な救急運

用体制を把握した。

救急車の配置場所

消防車と救急車の連携出場例

救急研究グループ 米国における救急業務（ＥＭＳ）調査の報告米国における救急業務（ＥＭＳ）調査の報告 NRI FD

救急車の配置場所救急車の配置場所

ある時間待機したら
移動する

救急ｽﾃー ｼｮﾝ

A消防署

B消防署

日本日本 ニューヨークなどニューヨークなど

街角待機

街角待機

救急研究グループ 米国における救急業務（ＥＭＳ）調査米国における救急業務（ＥＭＳ）調査 NRI FD

消防車と民間救急車の連携出場消防車と民間救急車の連携出場
((ソルトレイク、サンノゼなど）ソルトレイク、サンノゼなど）

消防署民間救急会社

緊急度重症度に応じた指令システム

ニュージャージー州のディスパッチカード

救急研究グループ 米国における救急業務（ＥＭＳ）調査米国における救急業務（ＥＭＳ）調査 NRI FD

緊急通報対応システム（指令台での対応）緊急通報対応システム（指令台での対応）
重傷度緊急度別の救急車の出場システム重傷度緊急度別の救急車の出場システム

「「NAEDNAED方式」・・・欧米の多くの国で採用方式」・・・欧米の多くの国で採用

全米緊急指令協会全米緊急指令協会 （（NNational ational AAcademies cademies EEmergency mergency DDispatch)ispatch)
「ニュージャージー方式」・・・一部地域で採用「ニュージャージー方式」・・・一部地域で採用
「大都市方式」・・・ニューヨーク市、シカゴ市などが独自に作成「大都市方式」・・・ニューヨーク市、シカゴ市などが独自に作成

②消防力の整備指針適用(消防庁救急救助課共同

作業)

消防力の整備指針の見直しに寄与するため、現

状の救急活動に関する分析を行った。さらに、救

急業務シミュレーションで予測した、救急需要予

測を基にして、現有あるいは所与の救急隊運用を

前提とした場合の救急車出場頻度、救急車現場

到着所要時間や、救急実務従事時間合計等の予

測評価手法のプロトタイプを開発し提案した。

独立行政法人消防研究所 救急研究グループ NRI FD

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

6 .0

7 .0

8 .0

9 .0

10 .0

11 .0

12 .0

4 .0 5.0 6 .0 7.0 8 .0

平 均 現着 時 間(分 )

一
日

当
た

り
の

平
均

出
場

件
数

(件
)

A隊

B隊

C隊

D隊

E隊

F隊

G隊

H隊

I 隊

J隊

G隊

D隊

F隊
J隊

B隊

A隊

H隊E隊

Ｉ 隊

C隊

1997年1998年1999年2000年2001年2002年

２）消防力の整備指針に関する提案２）消防力の整備指針に関する提案

(3) 前記、分析及び予測結果に基づいた救急シミ

ュレーションソフトの検討および試作

救急業務シミュレーションシステムは、現在ある

いは将来の救急要請に対して、より効率的に救急

隊の運用をするには、何が効果的かを評価するた

めの検証ツールである。

15 年度はこのシミュレーションのプロトタイプを

開発した。

平成 16年度の研究計画

(1) 救急業務シミュレーションの開発

・救急業務シミュレーションのプロトタイプの改

良。

・ケーススタディ実施

種々の条件下での運用状況(病院での待ち時間

短縮、緊急度重症度に応じた体制など )のケース
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スタディを実施。

・横浜市、仙台市で消防局の戦略に従った実際

のデータを用い検証(現状運用体制との比較、救

急隊過不足状況、救急隊別出場頻度状況の予測

評価)

・集団災害対応に関する改良

・救急隊の効率的な運用方法の開発に関する改

良

(2) 救急隊の効率的な運用体制の開発

・救急活動と患者の予後との関係に関する調査

(共同研究:長崎医療協議会、長崎市消防本部)

・欧州(フランスなど)の事例の調査

・重症度緊急度に応じた出場体制マニュアルのプ

ロトタイプ開発 (共同研究 :横浜市立大付属病院、

横浜市消防局)

・救急隊運用方法のプロトタイプの開発 (横浜市

消防局対象)

・救急業務シミュレーションを用いた効果検証

(3) 消防力の整備指針適用(消防庁救急救助課共

同作業)

・救急車の出場頻度分布と出場頻度限界を基にし

た分析により、種々の消防本部内における必要救

急隊数算定や過不足状況を簡易に評価できる方法

を検討。

・救急需要増加に係わる分析・検討

救急業務シミュレーションの使用例（救急隊増隊の場合）

(7) 消防用防護服の総合的な性能評価手法に関する研究

Technical Method to Evaluate the Heat Ressistance, Comfort and Functionality of Protective Clothes

for Fire Fighting

研究期間：平成 14年 4月～平成 17年 3月

箭内英治、篠原雅彦

独立行政法人消防研究所 救急研究グループ NRI FD

消防署

病院

救急業務シミュレーションの使用例救急業務シミュレーションの使用例

結 果

現場駆付平均時間

署新設前 署新設後

7分 5分
総出場平均時間

署新設前 署新設後

55分 45分

現場駆付け時間も
総出場時間も短縮
出来たぞ！

これを根拠に新設手
続きだ！！

独立行政法人消防研究所 救急研究グループ NRI FD

消防署

病院

救急業務シミュレーションの使用例救急業務シミュレーションの使用例

計 算

実際に計算してみ
よう！

独立行政法人消防研究所 救急研究グループ NRI FD

消防署

病院

救急業務シミュレーションの使用例救急業務シミュレーションの使用例

消防署新設

ここにしたら、効果
がありそうだけど…

独立行政法人消防研究所 救急研究グループ NRI FD

消防署

病院

救急業務シミュレーションの使用例救急業務シミュレーションの使用例

例えば

消防署を新設したいけ
ど何処がいいかな？

目的

現在の消防用防護服は、主に耐熱性能の観点

から評価がなされている。しかし、最近の ISO 火

災防護服関係の会議では、耐熱性能だけではな
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く防護服を消防隊員が着用した際の快適性、機能

性の観点からの論議がなされてきている。これは、

まさに現在の防護服は耐熱性能を強く求めるあま

り、生地自体がごわごわとしたものとなり、防護

服を着た際の消防隊員の快適性や機能性が損な

われているからと考えられる。また、米国やオー

ストラリアでは火災用の防護服に対する性能評価

に快適性や機能性を含めた評価をしようとする動

きがある。一方、日本においては近年になって、

全国統一の耐熱性能評価基準の作成作業が進め

られているが、快適性や機能性についての評価基

準は定められていないのが現状であり、消防用防

護服の性能として、実際の消防隊員から快適性、

機能性の面からの要望が大きい。消防用防護服

の快適性や機能性は防護服自体の性能以外に消

防隊員の生理学的な問題を含むため、消防隊員

が活動する地域の気候風土、年齢、男女の別な

ど種々な観点から検討を行う必要がある。

本研究では、消防用防護服の耐熱性能以外に

も快適性に関する着心地、熱感覚、湿度感、柔

軟性、重量感など、機能性に関する着易さ、脱ぎ

易さ、動き易さなどを実際の消防隊員に対して測

定し、日本の気候風土に適した耐熱性能(サーマ

ルマネキンなどにより評価 )を含めた防護服のトー

タルな性能評価をするために必要な基礎資料を得

ると共に防護服の総合的な性能基準値を提案する

ことを目的とする。

平成 15年度の研究成果

執務服、快適性能の異なる 4 種類の防火服を

作成し(1 つは現用仕様、表 1 参照)、それらにつ

いて、アンケート調査、サーマルマネキン試験、

発汗マネキン試験、環境室内での消防隊員による

快適性、機能性に関する実験、消防隊員による実

作用を模擬したフィールド実験などを行った。これ

までのそれらの結果の概要は、次の通りである。

(1) 消防隊員による消防用防護服に関する快適性、

機能性に関する調査

表１ 実験に用いた快適性能の異なる防護服

防火服 表地 防水層 断熱層 備考

防火服 1 アラミド(280g/㎡) 透湿性防水フィルム ストライプ状 Ｔ都市用防火服の現行仕様

(100～ 140g/㎡) (200g/㎡)

防火服 2 銀面アルミ蒸着 同上 同上 透湿性無し 快適性最悪

(280g/㎡)

防火服 3 アラミド(240g/㎡) 同上 ワップル Ｔ都市の指揮隊用

(150g/㎡)

防火服 4 同上 なし 同上 （最も軽い）

執務服 ‐ ‐ ‐ 執務服

4 人の消防隊員に実作用を模擬したフィールド

実験を行った後に快適性や機能性に関するアンケ

ート調査を行った結果、重量の軽いほど快適性や

機能性が良い結果となった。

(2) サーマルマネキンによる耐炎性能実験

①暴露後の損傷程度は、防火服 1、防火服 2<防

火服 3、防火服 4<執務服の順となった。

②執務服を除く快適性能の異なる 4 種の防火服で

大きな耐炎性能の差はない。順位をつけるとすれ

ば、耐炎性能のよい順に防火服 3>防火服 1>防火

服 2>防火服 4 となる。

③ 執 務 服 以 外 の い ず れ の 防 火 服 も 熱 流 束

80±4kW/㎡、暴露時間 5 秒程度の火災環境に曝

されたとしても、火傷の重症度は軽症程度ですむ。

(3) 発汗マネキン実験

消防用防護服 4 種は執務服に比較すると、いず

れも顕熱・潜熱抵抗が高く、中でも表面に銀面ア

ルミ蒸着が施された防護服が最も熱抵抗が高い。
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したがって、アルミ蒸着の防火服 2 は熱や汗がこ

もりやすく、最も快適性が悪いことが明らかとなっ

た。その他の防火服は大きな違いはなかった。

図 1 各防火服と火傷割合の関係

(4) 環境室内での消防隊員による快適性、機能性

に関する実験

①アルミコーティングタイプ(水準 2)の防火服は、

通気性、透湿性、熱放散性が極めて劣り、人体

に与える温熱負荷が著しく大きくなる。

②防水層がないタイプの防護服は通気性、透湿

性があるものに比較して少しだけ優れ、人体に与

える温熱負荷がいくぶん小さくなる。

③防火服 2>>防火服 1>防火服 3 ≒防火服 4 の順

に人体に与える生理的･心理的負担は大きくなっ

た。

④暑熱環境下において防火服を着用しての運動

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

防火服１

防火服２

防火服３

防火服４

執務服

防
火

服
の

種
類

火傷割合（％）

第２度+第３度火傷割合（％）

第３度火傷割合（％）

第２度火傷割合（％）

第一度火傷割合（％）

は、人体の深部温を著しく上昇させるため、でき

るだけ熱を逃がすような防火服の開発が求められ

る。

(5) 消防隊員による実作用を模擬したフィールド実

験

実作業を模擬したフィールド実験を行う際の外

気の温度、湿度などが活動時に作用したため、快

適性の異なる防護服の性能を適切に評価ができな

かった。

平成 16年度の研究計画

(1) 消防用防護服の耐熱性能、快適性能、機能性

能を含めた総合的な性能評価手法の検討

前年度までに研究して得られた耐熱性能、快適

性能、機能性能に関するデータを解析し、耐熱性

能、快適性能、機能性能を客観的で適切に評価

できる手法を提案する。

(2) 我が国における防護服の耐熱性能、快適性能、

機能性能などの総合的な性能基準値の検討

日本の代表的な都市の防火衣について、 (1)で

提案した評価手法により耐熱性能、快適性能、機

能性能について評価し、日本の実情に適したそれ

ぞれの性能基準値を提案する。

図２ 防火服と体重減少の関係

(8) 原子力施設の消防防災技術に関する研究

Project on Technology against Nuclear Plant Fire and Accidents

消研輯報　57

- 26 -



① 原子力施設における救助活動支援ロボット開発のための研究

Development of a Rescue Robot for Nuclear Plant Accidents

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

天野久徳

目的

原子力施設は、高速増殖炉、商業用発電原子

炉の燃料棒加工処理や使用済み核燃料処理など

の幅広い分野を含み発展してきた。燃料棒加工処

理は、比較的安全性が高いと思われていた作業

であったが、臨界事故が発生し、死亡にいたる重

度の被ばくを受けた作業員が、臨界との情報を受

ける前に地元消防署職員によって救急搬送される

事例が起きている。そのとき、被ばくした被災者

を救急搬送するために消防職員が被ばくすること

になってしまった。使用済み核燃料処理施設では、

硝酸塩類を含むアスファルト固化体の発火・火災

・爆発事故が発生し、爆発発生前に地元消防署

職員が、火災現場へ調査に訪れながらも爆発時

には退出し被災をまぬがれた事例がある。原子力

施設内において災害が発生し被災者が出た場合、

事業者の組織した自衛消防隊が被災者を救助し、

消防職員の被ばく危険がないことを確認の上、公

設消防機関が救急搬送することとされている。こ

のとき、被災者を救助する際の救助隊員の被ばく

を防止するために、遠隔操作ロボット等による救

助システムの構築が望まれている。

本研究では、要救助者を被ばくから守る防護壁

ロボットに必要な要素技術、および自力避難がで

きない要救助者を牽引し安全な場所へ移動させる

牽引ロボットに必要となる要素技術の開発研究を

行う。

成果

国内、海外の関連技術調査を、また、関連研

究について文献調査を行い報告書にまとめた。調

査結果に基づき、ロボットの形態を検討した結果、

小型移動ロボット群を利用したシステムが防護壁

ロボットおよび牽引ロボットに対して有効な手法の

一つであることがわかった。そこで、2 つのロボッ

トを小型移動ロボット群で構成するシステムとして

開発することとした。小型移動ロボットの製作にお

いては、システムを構成する種々の機能を受け持

つ移動機構およびコンピュータを共通化したユニ

ットとして製作した。ユニットの概要を表 1 に示す。

共通化したユニットに、各システムを構成する小

型移動ロボットにおいて必要な機能を付加して製

作した。また、各ロボットシステムが災害発生室

外から、災害発生室内で作業する場所までの移動

手段として、先行するロボットの移動経路をトレー

スして追従移動する一方法を提案した。提案した

方法の有効性を数値シミュレーションで確認し、

数値シミュレーションの結果を基に、トレース追従

移動を実現した。防護壁ロボットシステムは、リ

ーダーロボット、ブロックロボット、ホースロボッ

トで構成した。リーダーロボットは、共通ユニット

に操縦装置を付加し、操縦者によってコントロー

ルされる。共通ユニットに連結装置および展開ブ

ロックを付加し、4 台のブロックロボットを製作し

た。おのおのはマーカの色によって識別される。

平成 15 年度では、基本システムを実用化に一

歩近づけるための以下の拡張機能の開発、改良

を行った。

(1) 防護壁ロボットのエアバック拡張機構の設計、

製作

遮蔽体となるエアバックおよびその拡張機構を

設計製作した。エアバックは壁を構成するブロッ

クロボットに取り付けられる。ロボットが連結した

後、エアバックを拡張し、壁を構成した状態のブ
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ロックロボットが、図 1 中央に示されている。図 1

では 4 台のブロックロボットが連結し壁を構成した

状態が示されている。オレンジ色の部分がエアバ

ックであり、エアバック側面に X 字状に見えている

物が拡張機構の一部である。エアバッグ自身はホ

ースロボットから送られてくる空気により拡張し、

拡張機構はエアバック拡張する空間を確保してい

る。また収納時、移動等の障害にならないように、

エアバックを保持する事ができている。各機能の

動作の有効性は実験により確認されている。

(2) 防護壁ロボットホース延長部の設計、製作

ホース延長部を設計試作した。図 1 中、右端に

連結しているロボットがホース延長部を備えたホ

ースロボットである。ホースを円滑に延長するた

めに、ホースロボとの走行距離に応じて自動的に

ホースを繰り出すようホースリールを制御してい

る。また、移動するロボットにホースリールを積載

し、移動量に応じてホースを繰り出しつつ、移動

することにより曲がり角を曲がった後も、曲がり角

にホースが引っかかることがない。 実験において

も円滑なホースの繰り出しおよび移動が確認され

た。

(3) 牽引ロボットの協調連係動作の改良

牽引ロボットシステムは、2台のカメラロボット、2

台のハンドロボット、1 台の担架ロボットで構成し

た。牽引ロボットシステムにおいても、防護壁ロボ

ットシステムと同様に、共通ユニットに必要となる

機能を付加し、各ロボットカメラロボットは共通ユ

ニットの先端にカメラを取り付けたアームを付加し

た。ハンドロボットには人間の手足を把持するハン

ドを付加した。要救助者を牽引するためには、ま

ず要救助者を牽引しやすい姿勢に変換し、牽引作

業を行うことが有利であることがわかった。姿勢変

換のためには要救助者の姿勢を認識する必要があ

る。要救助者の姿勢の認識を、画像と簡単なマウ

ス操作によって実現した。さらに、姿勢変換のア

ルゴリズムを検討し、ボロノイ図を利用した方法を

採用した。要救助者の姿勢変換の後、要救助者

をけん引する実験の様子を図 2 に示す。さらに、

これらのロボットが協調して動作することにより、

35kg の質量の救助訓練用のダミーを牽引できるこ

とが実験的に確認された。これは、研究開始時に

策定した、数値目標を満足する性能である。

表１ ユニットの概要 

寸法  306(幅)×385(奥)×142(高) mm 
質量  3.54kg 
アクチュエータ  2 DC motors, 12W 
減速比  21.0 : 1 

モータドライバ
 450W(最大) 
 入力–10V to +10V 

無限軌道  幅 90 mm 
CPU  Crusoe 533MHz 
メモリー  128MB 
OS  Linux (kernel 2.2.16) 
インター 
フェイス 

 エンコーダカウンタ 24bit 2ch, 
 DIO 2bit, DA 12bit 2ch 

画像プロセッサ
 日立製作所 IP5005 
 (追従機のみ) 

CCD カメラ 
1/3inch Dual CCD, 410kpixel, 

 2.8mm レンズ 
エンコーダ  100 パルス / 回転 

ターゲット 
 24LED + 光拡散球 
 赤, 白, 橙, 青, 緑 
 (先行機のみ) 

電源 
ニッケル水素バッテリ,  
14.4V, 3.0Ahour 

図１ 防護壁ロボットによる防護壁の構成 図２ 牽引実験
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② 原子力施設に利用される物質の消火困難性解明のための研究

A Study of Fire Safety and Loss Prevention in Sodium Nuclear Facilities

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

鶴田 俊、鈴木 健、廖 赤虹

目的

原子力施設は、高速増殖炉、商業用発電原子

炉の燃料棒加工処理や使用済み核燃料処理など

の幅広い分野を含み発展してきた。高速増殖炉の

開発は、禁水性物質であるナトリウムの漏洩火災

事故を契機に安全性を再確認する作業が地道に継

続している。

ナトリウムの漏洩火災事故後、平成 10年以降、

自治省消防庁消防研究所においてナトリウムの燃

焼挙動を詳細に観察し、消火の条件、消火残さの

高速増殖炉運転時の環境温度における発火現象、

低酸素条件下における特異的な酸化反応を見出し

ている。この研究結果からナトリウム漏洩火災の消

火を確実に行うためには、消火残さの高速増殖炉

運転時の環境温度における発火機構の解明と不

活性ガス系以外の消火剤の探索が必要となってい

る。

本研究では、原子力施設において使用されるア

ルカリ金属類について、小規模消火実験により消

火残さの発火機構の解明を行い、中規模実験によ

り粉末消火剤による消火と消火残さの発火抑制機

能の評価を行う。

成果

(1) 粉末消火剤による消火実験 および

(2) 粉末消火剤による消火残さの発火抑制機能の

評価実験

中規模実験によりナトリウム消火残さの発火抑制

機能の評価実験を実施した。粉末消火剤として金

属火災用ナトレックス M とその主成分炭酸ナトリウ

ム試薬を用いた。粉末消火剤を散布したのち、空

気に暴露し発火の様子を観察した。実験では、同

一条件で生成した未処理のナトリウム消火残さを

空気に暴露した状況と比較し、検討を行った。金

属火災用ナトレックス M を乾燥させた場合、ナトリ

ウム消火残さの発火抑制機能が損なわれた。この

ことからナトリウム消火残さの発火抑制は、金属消

火用ナトレックス M に含まれる水分の寄与による

ことがわかった。

(3) アルカリ金属類の消火残さ発火機構の解析

実験後回収したナトリウム消火残さを化学分析、

電子顕微鏡表面観察、X 線回折分析で比較を行

った。発火を起こすナトリウム消火残さと発火を起

こさないナトリウム消火残さの化学分析によると過

酸化ナトリウムは、いずれの残さにも存在していた。

表面観察の結果からも大きな差異は認められなか

った。わずかに、発火を起こさない消火残さの表

面の空隙が少なくなっているように見えるのみであ

る。また拡大赤外カメラを用い、数 mm 程度の微

小範囲内の発火現象観察実験を行った。空気に

消火残さが暴露されるとナトリウム酸化物が全体

的に発熱する様子が観察された。

ナトリウム消火残さの発生抑制を行った場合、

過酸化ナトリウムとナトリウムが共存することがあ

る。このような混合物は、燃料と酸化剤の混合物

となっている。そのため、今回用いた発火抑制を

行っても大量のナトリウム消火残さを取扱う前に、

このような消火残さの反応について検討する必要

があることがわかった。
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(9) ガレキ下に取り残された要救助者探査に必要な

要素技術に関する研究

Technological Element Development for Robots to Rescue Victims under Debris and Rubbles

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

天野久徳

目的

大規模な震災発生時には家屋の倒壊等が発生

し、ガレキ下に多くの要救助者が取り残されること

がある。ガレキ下に取り残された要救助者の救助

には多くのマンパワーが必要とされる。また、救

助活動において隊員が危険な状況に直面すること

も考えられる。一方、近年のロボット技術の進歩

には著しいものがあり、ガレキ下に取り残された

要救助者を救助するロボットの研究開発に対して

社会的期待が高まってきている。しかしながら、

ガレキ下に取り残された要救助者を探索し救出す

るロボットの研究開発を行うためには、未だに多く

の研究課題が残されており、個々の要素技術を確

立することが救助ロボットを実現するための第一条

件となっている。そこで本研究では以下に示す 4

つのサブテーマに着目し ,関連する 5 つの要素技

術に関する研究を行う。

(1) ガレキ内移動型探索ロボットに必要となる要素

技術に関する研究

①物体表面の硬さを利用した人体認識センサに関

する研究

WTC のテロ災害にてロボットを用いてガレキ下

に取り残された要救助者探索を行った事例が報告

されている。その際、人体が埃まみれになってい

たため画像による人体の識別が難しかったと報告

されている。一方、二酸化炭素センサ、温度セン

サも人体認識センサの一つとして利用することが

できるが、耐環境性という観点から考えると必ずし

も災害環境で使いやすいセンサとはいえない。そ

こで、触手を接触させることにより、対象物の柔ら

かさを測定し、人体を認識するメカニカルセンサ

の試作研究を行う。

②ガレキ内を移動するロボットの位置同定に関す

る研究

ロボットがガレキ内の探索を行い、要救助者を

発見できてもロボットの位置を同定できないと効率

的に要救助者の救助活動を行うことが難しい。そ

こで、レーダー技術、ジャイロ技術等を利用し ,三

次元的に移動する探索ロボットの位置を同定する

技術開発に関する研究を行う。

③形状変化機能を有し、全面に駆動機構を有する

多面体移動機構に関する研究

半壊状態の家屋を想定し、比較的隙間が大き

いガレキに対して、ロボットがガレキ内に進入して

要救助者を探索するロボットに有効な移動機構に

関する研究を行う。形状変化機能を有し、全面に

駆動機構を有する多面体移動機構のプロトタイプ

を開発し、その機構の特徴を生かした不整地移動

手法を研究する。

(2) 空中移動型探査ロボットと地上・地中型探査

ロボットの情報統合による協調探索法に関する基

礎研究

一般に、マクロな災害情報を空から航空機を利

用して収集し、ミクロな情報収集や救助活動は地

上移動型の機器を使用することとなる。そこで、

空中移動型情報収集ロボットと地上移動型情報収

集ロボットおよび救助活動支援ロボットの情報を

統合し、より迅速な救助活動実現のための基礎研

究を行う。

(3) 探査プローブの機能に関する実験的研究

比較的隙間が小さなガレキを想定すると、ロボ

ットがガレキ内に進入することが難しい場合が考え
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られる。このような場合においては、ロボットがガ

レキ上を移動し、ロボットから探索プローブをガレ

キ内に進入させて探索を行うことが一つの有効な

方法と考えられる。そこで、最低限の探索機能を

有する探索プローブに各種の運動機能を付加し、

そのガレキ内進入性能を比較する。

成果

(1) ガレキ内移動型探索ロボットに必要となる要素

技術に関する研究

①物体表面の硬さを利用した人体認識センサに関

する研究

人体を認識するための硬さを検討するために、

実験装置を試作し、人体の硬さを計測した。その

結果、直径 10[mm]、円形の断面形状、先端が

平坦な触子を用いた場合 10.0[mm]～ 15.0[mm]の

表面の変位が人体では認められることがわかっ

た。この仕様を満たすセンサ装置を試作し、実験

にて性能を確認した結果良好な結果が得られた。

②ガレキ内を移動するロボットの位置同定に関す

る研究

ガレキ内を移動するロボットに電波発信装置を

取り付け、この電波を利用して位置を同定する方

法の検討を行った。まず、電波強度による位置同

定の可能性を検証するために、既存の機器を利用

して実験を行ったが、電波強度は環境に左右され

やすく、位置同定が難しいことが明らかになった。

次に電波の指向性を利用した位置同定法を実験的

に検討した。実験では(株)国際電気通信基礎技術

研究所が開発を進めている ESPAR アンテナ(図 1)

を利用して行った。計測結果に対して、簡単なデ

ータ処理を行う事によって、表 1 に示すように、距

離 7[m]まで誤差 250[mm]程度で位置を推定でき

ることがわかった。

③形状変化機能を有し、全面に駆動機構を有する

多面体移動機構に関する研究

各面を開閉できる立方体の各面にクローラ機構

を取り付けた移動機構を提案し試作を行った。試

作したロボットを利用して、階段、窪地からの脱

出、溝のまたぎ超え、不整地走行などの実験を行

った結果、当初の目標通りの良好な走破性能を得

ることができた。

(2) 空中移動型探査ロボットと地上・地中型探査

ロボットの情報統合による協調探索法に関する基

礎研究

空中移動型ロボットが撮影する動画像に、リア

ルタイムでガレキ内移動ロボットの位置、ロボット

から得られた情報を表示する手法について基礎的

な研究を試みることとした。移動するカメラ映像中

に、絶対的な位置座標が既知の物体や生物の動

き等を表示する手法の研究を応用し、三菱電機先

端総研の協力の下、研究を進めた。まずシステム

設計を行い、使用する機器の選定を行い、実験

室内の疑似環境下での実験の結果、移動する空

中ロボットの撮影画像上に、ロボットの軌跡およ

び、要救助者発見や危険位置情報などのサイン

のリアルタイム表示が可能であることが確認され

た。

図１ ESPAR アンテナ

図２ 移動機構付きプローブ
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(3) 探査プローブの機能に関する実験的研究

プローブに積載する機能を検討し、カメラ、距

表１ 位置同定誤差 

距離 誤差[°] 誤差[mm] 

1.00 -2.96 -25.79 

2.00 -0.66 -11.56 

3.00 -4.31 -112.86 

4.00 4.79 167.06 

5.00 -0.80 -34.70 

6.00 1.56 81.59 

7.00 -3.97 -242.43 

8.00 -16.83 -1166.39

離センサとした。カメラおよび距離センサの選定

を行い、プローブの試作を行った。さらに移動機

構を設計試作した。試作した移動機構付きプロー

ブの写真を図 2 に示す。通過能力に関する実験を

行った結果、直径 185[mm]の円断面を通過するこ

とができた。プローブ本体の直径 50[mm]に対し

て、機構を取り付けたことにより、3.5 倍程度の半

径が必要となっている。今回のプローブ製作では、

距離センサの取り付けを行ったため、プローブ自

身が大きくなり、当初の目的とした、種々な移動

機構の付加による実験について、一部検討する余

地が無いことが問題点として判明した。

〔危険性物質と危険物施設に対する安全性評価〕

(10) 危険性判定試験方法の適正化に関する研究

Suitable Methods for the Risk Evaluation of Hazardous Materials

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

古積 博、岩田雄策、李 新蕊

目的

危険物判定試験方法の国際標準化に対応し、

及び消防法に基づく試験方法の効率的な施行の

ために行うものである。

国際間の危険物輸送の基準である国際連合危

険物輸送勧告書に規定する試験方法と消防法令で

定める試験方法の問題点を見出し、整合性を図る

ために両方法及びそれらの結果の比較検討を行

う。両方法で整合性がとれない場合には、両方法

によって行われる危険物の範ちゅうに違いが生じ

る。その結果、国際的な危険物輸送に悪影響を

及ぼし、貿易摩擦の原因の一つとなる可能性が

ある。そのために、国際標準となるような試験方

法を作成するための基礎資料を得、国際連合、

OECD(経済協力開発機構)等の専門家会議及び消

防庁あてに提出しこれらの改正に資する。

成果

(1) 消防法第 2類の危険物に対する小ガス炎着火

試験について、火炎を生じない金属粉類の着火の

有無及び燃焼継続の判定について検討。

(2) 有機過酸化物の危険性評価試験について、各

種の試験方法によって SADT(自己加速分解温度)

を測定し、それらの結果から SADT を得る最適な

試験方法を見出す。

自己加速分解温度(SADT)は、自己反応性物質
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の熱安定性を評価するための重要な指標で国際

的にも取り入れられている。等温型熱量計を用い

て、自己反応性物質の分解機構を考慮した SADT

の推算方法に関する基礎データを得た。

(3) MCPVT(小型密閉式圧力容器試験)等の試験方

法について国際共同研究を進め、結果を国連あて

に報告する。

自己反応性物質の危険性を評価するための圧

力容器試験器に関して試験実施者によるデータの

バラツキが大きいこと、定量的な結果が得られな

いことのため、国際的に改良が求められている。

日蘭が提案している小型密閉式圧力容器試験

の良否に関する検討結果を OECD-IGUS の場で報

告した。また、2002 年 9 月にフランスで発生した

肥料工場の爆発事故に関連して、小型密閉式圧

力容器試験を用いて硝酸アンモニウムの危険性評

価を実施した。硝酸アンモニウムに不純物として

2%程度の塩化物が混入すると、発熱開始温度が

約 30 ℃以上低下し、圧力上昇速度が数十倍に増

加することが定量的に確認された。

(4) 消防法上、指定可燃物に該当する可能性のあ

る活性炭、天かす、肉骨粉等は国連勧告書では、

自然発火性物質として輸送上の規制が係る場合が

あることから、その危険性評価試験方法について

検討する。

・狂牛病発生に伴い、肉骨粉の大量保管とそれ

による火災が問題となったため、農林水産省から

の依頼もあって、その発火危険性について実験的

に調べた。実験から得られた活性化エネルギー等

の結果を基に、肉骨粉の蓄熱発火の危険性を解

析し堆積量と発火温度の関係を調べた。解析結果

から、発火温度が堆積条件等によって約 100 ℃ま

で低下することが推定された。

(5) エアバッグ用のテトラゾール類、アジ化物や各

種発泡剤は消防法第 5 類の危険物に該当する場

合があるが、大量にガスを発生する性状は現行消

防法の試験方法だけでは把握できない。そこで、

これらについての危険性についても検討する。

・熱分解時に大量にガスを発生する自己反応性物

質に対して分解の激しさを定量的に測定する手法

を断熱式圧力追従型熱量計を用いて調べた。標

準物質として di-tert-ブチルパーオキサイドを用い

て実験を行った結果、試料量に対して指数関数的

に圧力上昇速度が増加することが判った。

(6) その他(計画外)

社会的ニーズにより、本研究課題に関連して要

請があり実施したものとして以下の課題がある。

・ヒドロキシルアミン水溶液について、断熱式圧

力追従型熱量計を用いて分解の激しさの指標であ

る圧力上昇速度及び発熱速度を調べた。ヒドロキ

シルアミン 50wt.%水溶液に 1ppm の鉄イオンを添

加することによって、分解の激しさの指標である圧

力上昇速度及び発熱速度の最大値は、鉄イオン

を添加しない場合と比較して 2-3 倍に増加すること

が判った。

・2003 年 9 月に発生したタイヤ工場火災の火災原

因調査の一環として、発泡剤の危険性評価を行っ

た。小ガス炎試験、燃焼試験及び自己反応性に

関する危険性試験を実施した。その結果、発泡剤

が自己反応性物質に該当することを明らかにした。

・神奈川県横浜市で合成色素による火災が発生

し、横浜市消防訓練センターから消防研究所にナ

フトールエロー S に関する危険性評価依頼があっ

た。これを受けて、消防研究所において合成色素

の粒径と熱的危険性に関する評価を行い、評価結

果を回答した。合成色素は自己反応性物質に該

当すること及び発熱開始温度、発熱速度及び圧

力上昇速度等に粒径の影響はなかった。
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(11) 石油タンクの経年劣化に伴う危険度予測手法の確立

に関する研究

Research on Establishment of Risk Evaluation Methods

for Age-Deteriorated Aboveground Oil Storage Tanks

研究期間：平成 15年 4月～平成 18年 3月

山田 實、西 晴樹、廣川幹浩、座間信作、畑山 健

目的

石油タンクの損傷による危険物の漏洩は、漏洩

拡散による火災危険だけでなく環境汚染の増大を

もたらす。危険物の漏洩が大きな社会問題となっ

た過去の事例(1978 年宮城県沖地震あるいは 1983

年日本海中部地震)をみると、石油タンクの損傷は、

経年劣化と地震動に起因するものであることがわ

かる。このことから、危険物の漏洩を防止するた

めに、石油タンクにおける経年劣化および耐震性

の評価が最も重要視すべき課題とされ、現在もそ

の方策が論議されている。

石油タンクの経年劣化について、長期間に及ぶ

開放検査結果から判断すると、同じ事業所内の同

じ構造のタンクであっても、その損傷度合いが大

きく異なることが少なくない。石油タンクの構造は、

他の構造物のそれに比べて比較的単純であるが、

石油タンクを取り巻く腐食環境は、複雑である。

また、石油タンクの地震被害の大きさは、必ずし

も地震動の強さだけでなく、地震波形や石油タン

クが設置されている基礎・地盤あるいはタンクの

構造や内容物の量などにも大きく影響される。

この様なことから、石油タンクの経年劣化およ

び耐震性の評価は、個々の石油タンクの状況に

応じて個別に行うことが重要であるとともに、従来

単独で扱われてきた経年劣化および耐震性の評

価を、同時に考慮することがきわめて重要となる。

本研究では、供用中の危険物施設の安全性評

価手法を確立するため、仮想巨大地震の震源域

付近に立地している石油コンビナート等の危険物

施設を対象として、石油タンク底板の経年劣化の

非開放検査手法(AE 法)による評価、ごく短周期領

域までの強震動の予測、予測した地震動を入力と

した場合の経年劣化を考慮した石油タンクの応答

解析等について検討を行う。

平成 15年度の研究成果

(1) 非開放検査手法(AE 法)による石油タンク底板

の腐食劣化の評価

1-1 模型タンクにおける AE波の伝播特性

直径 5m の模型タンクの側板および底板に

10cm 間隔でセンサを設置し、タンク底板で発生し

た疑似 AE 波の伝播経路を詳細に調べた。鋼板お

よび水中を伝播する各モード波(P波、S波、板波)

の振幅分布やモード変換の状況が把握できた。

1-2 実タンクにおける AE 波の伝播特性と位置標

定

直径 7.6m および 13.6m の実タンクを用い、側

板および底板で発生した疑似 AE 波の伝播特性実

験を実施した。その結果、疑似 AE 波の減衰は、

水中より鋼板の方が大きいことがわかった。これ

は、模型タンクでは得られない結果である。また、

伝播経路を水中とした場合の底板での AE 源位置

標定誤差は、実用上問題にならない程度であった。

(2) 仮想巨大地震発生時の石油タンクにおける強

震動波形予測

2-1 震源域で発生する中小地震の観測記録を用

いた強震動予測のための対象危険物施設での地

震観測

消研輯報　57

- 34 -



2003 年 7 月に仙台市内にある新日本石油精製

(株)仙台製油所敷地内において広帯域速度型強震

計による観測を開始した。経験的グリーン関数法

による強震動予測において用いる中小地震記録

は、想定震源断層近傍で発生した地震によるもの

が望ましい。これまでに、この条件を満たす良好

な記録が取得された。

2-2 浅部地下構造モデルの構築

製油所構内のボーリングデータと石油タンク諸

元(危険物保安技術協会による新基準適合確認作

業の報告書)を入手した。

2-3 震源域から危険物施設までの地下構造に基

づく強震動予測手法の検討

汎用のコンピュータであるエンジニアリングワー

クステーションでも演算可能なように差分法と離散

化波数法を組み合わせた 3 次元地震波動場計算

コードを作成し、計算結果の精度を確認した。さ

らに境界処理について改良の必要性があることが

わかった。

平成 16年度の研究計画

主な研究項目は以下の通りである。

(1) 非開放検査手法(AE 法)による石油タンク底板

の腐食劣化の評価

①石油タンク底部の腐食劣化状況と AE 計測パラ

メータの関係

実タンクから採取した腐食底板を用いて、タンク

底部の腐食劣化の度合いを示す因子(例えば腐食

生成物量あるいは腐食速度など)と AE 波の特性

(振幅、継続時間、エネルギーなど)との対応関係

を明らかにする。

② AE源の位置標定システムの確立

一般に用いられている時間差による位置標定手

法と比較して、より精度の高い位置標定手法(ここ

ではニューラルネットワークを考えている )を確立

する。

(2) 仮想巨大地震発生時の石油タンクにおける強

震動波形予測

①強震動波形予測の対象石油タンクでの地震観測

平成 15 年度に仙台市内の製油所で開始した強

震観測を継続するとともに、現在携帯電話回線で

行っている地震波形データ回収について、その高

速化を図る。

②経験的グリーン関数法による仮想宮城県沖地震

に対する強震動波形予測

①で得た中小地震の地震波形記録から、仮想

宮城県沖地震発生時の対象石油タンクでの地震動

予測波形を合成する。

③理論的手法による仮想宮城県沖地震に対する強

震動波形予測のための地下構造モデルの検討

①で得た中小地震の地震波形記録の理論的手

法による再現を通して、想定される宮城県沖地震

に対する強震動波形予測に対して妥当な地下構造

モデルを探求する。

(3)その他(計画外)

平成 15 年十勝沖地震においては苫小牧市の石

油タンクで地震発生直後にリング火災が発生し、

さらに、その二日後には全面火災が発生したほか、

多数の浮き屋根式タンクで浮き屋根が沈没し、内

容物が大気に曝されるという被害が生じた。想定

される宮城県沖地震でも長周期地震動を強く励起

すると予想されており、十勝沖地震における被害

と同様の被害となることが懸念されるため、地震

時の大型石油タンクの被害発生機構と安全確保技

術の確率が喫緊の課題となっている。

平成 16年度は以下の項目について研究を行う。

①平成 15 年十勝沖地震で沈没した浮き屋根、破

損した附属設備などの変形損傷形態の詳細調査。

②浮き屋根及び内容物の連成を考慮したスロッシ

ング解析モデルの作成。

③模型タンク(内径 1m)による浮き屋根がスロッシ

ングに与える影響評価。

④浮き屋根式タンク(容量 1500kl)を用いたスロッシ

ング時の浮き屋根の変形挙動実験。

次年度以降の研究計画

本年度検討課題を継続するとともに、以下の項

目について検討する。
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(1) 非開放検査手法(AE 法)による石油タンク底板

の腐食劣化の評価

・実タンク底部における腐食損傷の総合評価手法

の確立

(2) 仮想巨大地震発生時の石油タンクにおける強

震動波形予測

・震源域から石油タンクまでの地下構造に基づく

強震動波形予測

・震源域で発生する小地震の観測記録を用いた

強震動予測

(3) 経年劣化を考慮した石油タンクの地震応答解

析および評価

・現行基準の観点からの応答評価

・FEM等による 3次元地震応答解析

(12) 廃棄物及びその処理施設の火災安全技術に関する研究

Research on Safety Technology for Solid Waste Fires and Solid Waste Treatment Facilities

研究期間：平成 15年 4月～平成 18年 3月

古積 博、尾川義雄、佐宗祐子、鶴田 俊、岩田雄策、廖 赤虹、高 黎静

目的

産業の発展に伴い、大量の廃棄物が発生し、

技術的、経済的な理由でその処理が困難なため

に大量に屋内外に放置されている例がみられる。

例えば、自動車シュレッダーダスト、古タイヤ、

廃プラスチック、廃棄物処理用活性炭等である。

これらの廃棄物は複雑な組成を有する有害物質の

混合物であるが、大部分が可燃物であるために出

火危険度が高く、自然発火や雨水との反応による

発熱、発火が起こる。そのため、その防火対策

が問題となっている。また、消火にあたっても、

大量の煙や有害物質が生じるとともに、消火まで

長時間を有する場合があるために消防機関でも対

応に苦慮している。

一方、廃棄物処理施設は出火危険度が高く、

その防火対策が問題となっている。廃棄物施設で

は分別、焼却、減容の処理が行われているが、

処理中の災害を防ぐためそれぞれの段階で適切

な対策が取られなければならない。廃棄物のうち、

プラスチック類は不燃物に分類されているが大き

な発熱量を持つ。また破砕を伴う工程では衝撃火

花などの着火源が常に存在することになるため、

これらの火災対策として適切な消火設備が必要で

ある。

本研究は、主として廃棄物及び廃棄物処理施

設における火災について、消火剤の有効な適用方

法を検討し、出火防止または消火をはかる技術の

確立を目的とする。

平成 15年度の研究成果

(1) 大量に集積されている廃棄物及び廃棄物処理

施設の現状調査

・木材チップ等野積みの廃棄物、ゴミ処理場等廃

棄物処理施設における現状調査および文献調査

を実施し、火災の起こりやすい場所・工程につい

てまとめた。

・廃棄物の火災事例調査より、大量集積されてい

る廃棄物から多くの火災が発生していることを明ら

かにした。

(2) 廃棄物の物性の把握及びその状況に応じた火

災防止対策の検討

・木材チップの熱分解による発火機構を調べるた

めに各種の熱量計による熱量測定を行い、その結

果を基に熱発火理論等でもって火災発生メカニズ
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ムを検討した。

・シュレッダーダストの発火機構を調べるために

各種の熱量測定及び危険性評価試験を行った。

・固体可燃物である RDF(Refuse Derived Fuel)に

ついて性状分析と熱分析を実施し比熱、熱伝導率

および活性化エネルギー等の物性を明らかにし

た。等温型熱量計を用いて発熱開始時の微弱な

反応熱に関してデータを得た他、熱発火理論を用

いて固体可燃物である RDF の自然発火温度を解

析し、大量集積した場合は室温程度でも自然発火

する可能性があることを示した。

(3) 廃棄物からの火災発生機構把握のための小規

模燃焼実験

RDF の小片を容器内で燃焼させ X 線 CT 装置

による断層画像を撮影した。RDF は見かけの形状

を保ったまま燃焼すること、また内部に金属が含ま

れることが分かった。紙シュレッダーダストおよび

RDF について数キログラム程度の小規模な燃焼実

験を行い、燃焼性状と水噴霧による消火状況を観

測した。

(4) 廃棄物処理施設の形態に応じた火災予防及び

消火システムの適用性の検討

ウォーターミスト消火ノズルによる可燃物火災の

消火性能について木材クリブ、可燃性液体を用い

て検証した。閉鎖空間における消防活動支援のた

め、赤外線カメラを利用した火災性状と区画内状

況の把握について検討した。窒素富化空気 (窒素

ガス濃度を高めた空気)を用いた消火システムにつ

いて試作し小規模な消火実験を実施した。また中

規模区画において窒素富化空気の注入実験を実

施し模擬火災の消火状況について観測した。

(5) 廃棄物処理施設における有効な消火システム

の試作及び小規模実験

火災時の室内酸素濃度と一酸化炭素濃度生成

量の関係について調査し一酸化炭素生成量を支配

するパラメータについてまとめた。低酸素濃度環

境においてバーナー火炎から発生する燃焼ガスに

ついて予備的実験を実施した。窒素富化空気を用

いた防火技術研究会を実施し、窒素富化空気技

術の利用に関して広く意見交換を行った。

(6) その他 (計画外)

平成 15 年 8 月に発生した三重ごみ固形燃料発

電所における爆発事故に関係して調査の一部に従

事するとともに、総務省消防庁における調査検討

委員会に協力し、検討に必要な調査および RDF

熱発火に関する実験を実施した。

平成 16年度の研究計画

平成 16 年度以降は、以下の二つのプロジェク

ト研究において、内容を整理し研究を行う。

・新規化学物質等の危険性を把握するための研

究

(1) 熱分解の危険性評価方法

圧力追従型断熱熱量計及び高感度熱量計等を

用いて「分解の激しさ」及び「熱安定性」を適正

に評価するための危険性評価方法に関して基礎デ

ータを得る。

(2) 混合危険の評価方法

不純物の混入及び水等と反応することにより、

可燃性気体を発生したり、大量の反応熱を放出す

る化学物質の危険性を適正に把握するための危険

性評価方法に関して基礎データを得る。

(3) 廃棄物放置の現状の調査

新規化学物質等について国内の廃棄物放置の

現状について数カ所程度実態を調査し、問題点を

明らかにする。

(4) RDF等による火災発生メカニズムの解明

RDF 及びシュレッダーダスト等の熱分解による

発火機構を調べる。小型燃焼実験及び発熱開始

温度等の決定のための熱量測定実験を行い、そ

の結果を基に熱発火理論等でもって火災発生メカ

ニズムを解明する。

(5) バイオマスの危険性評価

バイオマスの危険性について適正な危険性評価

方法を提案するための基礎データを得る。

・廃棄物の貯蔵・取扱における火災安全に関する

研究

(1) 廃棄物処理施設の形態に応じた火災予防及び
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消火システムの検討と構築

火災危険の高い場所における火災シナリオに適

した対応方法を検討する。

(廃棄物が積み上げられるゴミピットのような場所、

ベルトコンベアのような場所、および衝撃火花に

よる着火の恐れのある破砕機のような場所を念頭

にしている。)

(2) 廃棄物の燃焼性状把握と防消火システムの適

用性確認のための中規模実験

模擬ゴミ (処理施設で扱われる廃棄物を模擬し

たもの)の燃焼実験、水系消火およびガス系消火

の実験を行う。

(3) 試作するシステムの安全な利用に関する基礎

的な検討

システム利用時の周辺雰囲気の安全性について

ガス濃度と温度の変化に着目し検討する。

(4) RDFの物理化学的特性に関する調査

RDF 標本の収集を行い、X 線 CT による三次元

計測、熱分解特性の調査、蓄熱実験を実施する。

(5) RDF火災の燃焼特性の検討

小規模集積 RDFの燃焼実験を行い、画像計測、

温度計測と X 線 CT による連続計測を実施する。

(6) RDF火災の消火・抑制挙動に関する検討

小規模集積 RDF の消火実験、水系消火剤によ

る消火とガス系消火剤による消火を実施する。

(7) RDF等の生成気体の燃焼特性に関する検討

小規模ガス爆発実験装置による爆発実験を実施

する。水素などの可燃性気体、熱分解ガス、凝

縮した可燃性ミストの爆発時の燃焼特性を検討す

る。

(8) RDF に関連した災害に関する海外事情の調査

(9) 成果を消防機関等へ周知するための講演会開

催

年 1 回程度を予定、危険物保安技術協会に共

同で開催することを提案することを予定している。

次年度以降の研究計画

・廃棄物の貯蔵・取扱における火災安全に関する

研究

(1) 平成 16 年度に引き続き、廃棄物処理施設の

形態に応じた火災予防及び消火システムの検討と

構築を行う。

(2) 廃棄物処理施設における総合的な火災安全技

術に関する提言を行う。

(3) 平成 16年度に引き続き、得られた消火・抑制

挙動の確認と RDF 等の生成気体の燃焼特性確認

を行う。

(4) RDF貯蔵時の爆発火災の消火活動を行う場合

に必要な消火方法と爆発災害による被害軽減方法

に関する提言を行う。
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２ 基盤研究 *

(1) 一般住宅における初期火災時の燃焼特性に関する研究

Fire Behavior of Ordinary Residence in an Early Stage

研究期間：平成 14年 9月～平成 17年 3月

箭内英治、篠原雅彦、関沢 愛

目的

住宅火災により毎年多くの死傷者を出している。

火災による死傷者を減らす方策の 1 つは、早期に

火災感知を行い、火災が拡大する以前に安全に

住民を避難させることである。しかし、一般住宅

の居室などへの火災感知器の設置は余りなされて

いないのが現状である。その理由の一つとして、

安価で一般住宅に適した火災感知器がないことが

挙げられる。

一般住宅に適した火災感知器を作製するには、

一般住宅の火災性状を知る必要がある。しかし、

一般住宅の火災感知の観点からの発煙量、発熱

量、ガス濃度(CO)に関するデータはほとんどない

のが現状である。

本研究では、先ず火災統計データを用いて、

着火物、着火源、着火場所などについて解析し火

災モデルを構築する。次にそのモデルにしたがっ

て、可燃物を燃やした際の燃焼特性である発煙量、

発熱量、ガス濃度を測定し、基礎的データを得る

と共に火災モデルの標準化を行う。得られた標準

火災モデルを用いることにより、最適な設置場所

や一般住宅に適した火災感知器の種類、開発、

感度試験などに適用することが可能となる。

表１ 初期火災の典型パターンから抽出した火災モデルとその再現方法

＊ 基盤研究は、研究ポテンシャルの維持及び向上を目的として継続的に実施される研究です。

火源の大きさ 着火源 着火物 着火の方法 燃焼の状況

微小火源 たばこ ふとん ふとん上に置き、無炎燃焼させる くん焼

ふとん ふとんに夾んで置き、無炎燃焼させる くん焼

紙類 ゴミ箱に捨て、内部の紙類に着火させる くん焼→発炎

床 畳と畳の間に置き、無炎燃焼させる くん焼

小火源 灯火 仏壇 仏壇内の可燃物（紙類等）に炎を接する 加熱（くん焼）→発炎

　 （ローソク） 紙類 火がついたローソクを倒して置く 加熱（くん焼）→発炎

障子・ふすま 火がついたローソクを倒して置く 加熱（くん焼）→発炎

中火源 コンロ 動植物油 コンロ上に放置 加熱（発火・引火）→発炎

石油ストーブ 衣類 ストーブの火炎に接する 加熱（くん焼）→発炎

ふとん ストーブの火炎に接する 加熱（くん焼）→発炎

紙類 ストーブの火炎に接する 加熱（くん焼）→発炎

灯油 火炎が接し着火する、引火する 接炎（引火）→発炎

電気ストーブ 衣類 ストーブを衣類で覆う 加熱（くん焼）→発炎

ふとん ストーブをふとんで覆う 加熱（くん焼）→発炎

紙類 ストーブを紙類で覆う 加熱（くん焼）→発炎
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平成 15年度の研究成果

(1) 火災統計データの分析

火災統計分析によって得られた住宅火災の初期

火災の典型的パターンから、住警器の感知性能を

評価するための火災モデルとしてふさわしい発火

源・着火物パターンとその再現方法を考察した。

その結果を表 1 に示す。

(2) 小規模実験での可燃物の燃焼特性の把握

平成 14 年度に引続き、流動層型燃焼炉を用い

て、木材、綿について、温度と雰囲気の酸素濃度

を変化させた際の CO2、CO の生成量を求めた。

試験装置の概要を図 1 に示す。これらのデータは、

半実規模実験で観測された値とも相関があること

がわかった。

図 1 流動層型燃焼炉実験装置

(3) 半実規模実験での可燃物の燃焼特性の把握

(1)で抽出した火災の典型的パターンの内、1)火

源：たばこ、可燃物：ふとん、2)火源：コンロ、

可燃物：油の組み合わせである 1)ふとんくん焼火

災、2)天ぷら油火災の再現実験を行い、これらの

火災の標準化を行った。また、これらの標準化の

データを用いて住宅初期火災の火源データとして

計算モデルに入力すれば、住宅用火災警報器が

室外に排気

O2計

CO/
CO2

計

N2 O2
CO2

電気炉

電気炉制御装置

試料投入口

ガス混合装置

開閉弁A

Air

ガスバック ガスバック

燃焼炉

有効に作動するかの予測に応用できる可能性を示

した。表 2 に天ぷら火災、ふとんのくん焼火災の

標準モデルを示す。

(4) 実大予備実験

二階建て住宅を模擬した火災実験室を用い、住

宅火災の代表的な火災パターンとして、天ぷら油

火災およびふとんくん焼火災の再現実験を行い、

煙流動性状を調べた。火災室の煙性状は扉の開

閉条件により大きく変わらなかった。また、扉を閉

めた場合に、隣接空間への煙の流出はほとんど起

こらないことがわかった。扉が開いている場合、

火災室に煙層が形成された後に煙が隣接空間に

流出するため、隣接空間の煙濃度や CO 濃度が

上昇を始める時間に遅れが生じることがわかった。

さらに、1 階から 2 階天井付近まで上昇する間に

煙は大幅に希釈され、2 階で観測される煙濃度や

CO 濃度は火災室よりも低くなることがわかった。

平成 16年度の研究計画

(1) 小規模実験での可燃物の燃焼特性の把握

木材、綿以外の可燃物を流動層型燃焼炉を用

いて、温度、酸素濃度をパラメータとして変化さ

せた際の CO2、CO発生量を求める。

(2) 半実大規模での可燃物の燃焼特性の把握

火災統計分析により抽出した典型的な火災モデ

ルに基いた着火源と可燃物の組み合わせの再現

実験を実施し、発熱速度、煙濃度、ガス濃度など

を調べる。

(3) 実大燃焼実験

二階建て住宅を模擬した火災実験室を用い、(2)

で行った火災モデルの代表的なものについて燃焼

実験を実施し、発熱速度、煙濃度、ガス濃度など

を調べる。また、一般住宅火災における火災モデ

ルごとの火災感知器の感知レベルの設定を行い、

火災感知の確認実験を行う。
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表 2 天ぷら火災、ふとんのくん焼火災の標準モデル

単位面積あたりの 煙発生量 CO発生量 単位重さあたりの火災の種類 火災の発達段階
発熱速度〔ＭＷ/㎡〕 〔ｇ/ｇ〕 〔ｇ/ｇ〕 発熱量〔ｋＪ/ｇ〕

発炎直前 0～ 0.3 0.14±0.04 0
発炎初期 2.4±0.3 0.04±0.01 0.01～ 0.02天ぷら火災
発炎中期 1.0±0.2 0.06±0.02 0.02～ 0.03

22±5

発炎後期 0.4±0.1 0.13±0.04 0.03～ 0.05
綿布団のくん焼火災 － 0.07 0.11 －

(2) くん焼から可燃性蒸気への引火

Ignition of Combustible Vapor Caused by Smoldering

研究期間：平成 14年 4月～平成 16年 3月

那波英文

目的

可燃性液体の蒸気への引火の研究は、熱面、

裸火、電気火花など各種の火源に対して多くの研

究が行われているが、くん焼燃焼は燃焼の重要な

形態であるにも拘らず、くん焼からの引火の研究

はあまり行われてない。くん焼は火源としては酸

素を消費し、燃焼生成物を生成している点で、熱

面と異なり、炎が存在しない点で、通常の裸火と

異なる。

また、タバコの吸い殻から引火性液体への引火

がきわめて起こりにくいことが知られているが、着

火源として熱源の大きさが充分かという視点で研

究がなされている。

本研究の目的は、着火源として十分に大きなも

のであっても、燃焼の種類がくん焼燃焼であるが

ために引火しないという実例を探し、その際の現

象について検討を行い、火災原因調査に役立てる。

(3) 有風下の火炎風下に発生する旋風の構造に関する研究

Flow Structure of Whirlwinds in the Downwind Side of Flame

研究期間：平成 15年 4月～平成 17年 3月

篠原雅彦、箭内英治

目的

大火災時には旋風(下層大気中に発生する小規

模の激しい円柱状渦巻きの総称 )が発生すること

がある。火の粉を含んだ旋風である火災旋風は、

火災を拡大し、大規模な人的被害を引き起こすこ

とがある。火災時に発生する旋風と火災旋風は、

これまで大地震や都市爆撃による都市火災、森林

火災、石油基地火災など大規模火災時に発生し

たことが知られている。とくに関東大震災で被服廠

跡をおそった火災旋風は、約 3 万 8 千人の死者を
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出した。この時の火災旋風は単なる旋風とも火炎

を含んだ火災旋風とも言われているが、事実は不

明である。また、その発生原因の究明を目的とし

た研究も行われ、様々な仮説が立てられてきたが、

真相はいまだ明らかになっていない。

関東大震災で発生した火災旋風に限らず、旋風、

火災旋風は、その発生メカニズムはおろか発生条

件すら明らかにされてない。したがって旋風、火

災旋風に対する防災対策を立てることは非常に困

難である。今後、大都市部を大地震が襲い大規

模な火災が発生した際などに、火災旋風が発生し

たとしたら、関東大震災と同様の被害を引き起こ

す可能性がある。そこでまずは、旋風、火災旋風

の発生メカニズム、発生条件の解明を目的とした

研究を行うことが急務であると考えている。

本研究で取り上げるのは、これまで火災時に発

生した旋風のうち最も報告の多い、有風下で火災

域の風下に発生する旋風である。これについては

実験でも火炎風下に旋風が発生することが確認さ

れており、発生メカニズムの仮説も出されている

が、これらの仮説は実証されておらず、旋風の発

生条件や旋風の構造についての系統的な研究もな

されていない。

本研究の目的は、有風下での火災域風下に発

生する旋風の発生条件、発生メカニズムの解明の

ための前段階として、風洞実験により有風下での

火炎風下の気流の可視化、速度場の測定を行い、

火炎が受ける横風の風速、火炎の規模および発

熱量が、火炎風下に発生する旋風の発生状況と

旋風の構造に与える影響および、旋風の周辺の

気流構造に与える影響を解明することである。

平成 15年度の研究成果

(1) 火炎風下床面付近の流れ場、特に壁面渦につ

いての速度場解析

横風中のメタノールプール火炎風下の床面上に

発生する壁面渦(図 1、図 2 参照)の構造について

PIV解析を行い、下記のことが分かった。

①壁面渦は、火炎の上昇気流内に形成される

CVP(Counter-rotating Vortex Pair )の下、床面の

上に存在し、CVP とは逆向きに回転する渦対であ

る。

②渦中心部は剛体回転で、その外側は渦なし渦

である。

③風下に行くにしたがい、渦の直径は大きくなり、

壁面渦間の距離は長くなり、回転速度は小さくな

る。

④主流速度が大きくなるにしたがい、渦の直径は

小さくなり、壁面渦間の距離は短くなり、回転速

度は大きくなる。

(2) バーナーの設計・製作

ステンレス焼結金属製バーナーを設計作成し

た。予備実験の結果、横風中で安定したメタンガ

スの火炎を作ることができた(図 3)。

平成 16年度の研究計画

燃料流量を制御できる利点をもつガス火炎を用

いて、横風の風速、火炎の規模および発熱量が、

旋風と壁面渦対の発生状況と構造に与える影響な

らびに、旋風の周辺の気流構造に与える影響を

PIV、スモークワイヤ法等を用いて調べる。
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図 1 有風下の火炎風下の空気の流れ a：鳥瞰図 b：風下側から見た垂直断面図 壁面渦 Wall vortex pairは、CVP

(counter-rotating vortex pair：横風で風下にたなびく火炎の上昇気流内に形成される) の下、床面に沿う速度境界層内に形

成される。2本の逆流（Reverse flow）は，床面上を横風に逆らって火炎に向かって流れる。火炎風下の床面上には、火炎

の側面を通り過ぎた流れが入り込めない V 字型の領域（V-shaped area）が存在する。旋風（Whirlwinds）は交互に逆回

転する渦対で、床面に沿う速度境界層内から発生し、上方に伸びながら風下に流されていく。

Flame
Whirlwinds 

CVP(Counter-rotating  Vortex Pair)

Reverse flow 
 V-shaped area 

Wall vortex pair

Whirlwinds

V-shaped area

CVPReverse flow

Floor

a

b

Wall vortex pair

CVP

Fuel pool

The crossflow  
in the floor 
boundary layer 

The crossflow 
on the floor level 

Cross-wind
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図 2 PIV によって求めた火炎風下の横風に垂直な x=6.5d

の断面の速度場。横風風速 U=0.55ms-1、燃料容器の直径

d=30mm。x, y, z は燃料容器の中心を原点としたときの横

風方向、垂直方向、スパン方向の座標。
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図 3 横風中に置いたメタンガス火炎の写真

a：上方斜め風下から b：上方風下から c：上方から
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(4) 燃料電池等大容量蓄電装置を有する車両の火災危険

に関する研究

A Study on the Fire Hazards of Fuel Cell and Battery Powered Vehicles

研究期間：平成 15年 4月～平成 16年 3月

鶴田 俊

目的

高効率クリーンエンジン自動車の実用化の研究

が進められている。乗用車用として新たに検討さ

れる駆動系には、1)内燃機関と二次電池を組み合

わせたハイブリッド、2)燃料電池と二次電池、が

対象とされている。乗用車用二次電池は、ニッケ

ル水素二次電池、リチウムイオン二次電池、リチ

ウムポリマー二次電池がある。燃料電池用の燃料

としては、圧縮水素、液体水素、ガソリン、メタ

ノール、液化石油ガス、圧縮天然ガスが検討さ

れている。

ところが、エネルギーを一時的に蓄える二次電

池は、火災よリ高温状態に置かれると熱的な暴走

反応を引き起こし急激なエネルギー放出を引き起

こすおそれがある。これに加え、現在検討されて

いる圧縮水素は一台でおよそ 20Nm3 の水素を積

載する予定である。一台あたりの総発熱量は、水

素が 11MJ/Nm3 の燃焼熱を発生させるとした場

合、220MJ となる。火災時に圧縮水素容器の安全

弁が作動するとおよそ 30 秒で内部の水素が放出

される。このときの平均発熱速度は、およそ 7MW

となる。

このように、高効率クリーンエンジン自動車が、

火災に遭遇すると急激なエネルギー放出が起こる

おそれがある。このような背景の下、水素エネル

ギー利用の安全性検討の目的で多くの研究が提

案されている。ところが、二次電池の暴走反応、

水素火災・爆発に関する資料を整理し、提供でき

る体制が整備されていない。このままでは、水素

エネルギーの持つ潜在危険が研究段階で顕在化

するおそれがある。この研究では、貴重な研究資

源の損傷を可能な限り小さくする目的で、水素火

災・爆発に関する公開情報を収集・整理し、消防

庁の水素エネルギー利用安全の検討委員会等に

提供する。

成果

(1) 燃料電池自動車の地下駐車場等における防火

安全対策検討会

対策検討委員会の実験の一部分担と報告書作

成作業協力を行った。

(2) 「自動車用固体高分子形燃料電池システム普

及基盤整備事業」委員会

自動車研究所の実施した実験結果の検討に参

加した。

(3) 燃料電池自動車用水素スタンドを給油取扱所

に併設する場合の安全性に関する調査検討委員会

給油取扱所に対する水素火災の影響について検

討した。

(4) 定置用燃料電池に係る安全対策に関する調査

検討委員会

水素を改質器により製造するプロセスについて

検討した。

(5) 中部電力浜岡原子力発電所 2号機タービン建

屋火災調査

水素噴出時の火災発生機構について調査し、

地元消防本部に情報提供を行った。内部にほこり

やさびなどの付着した配管から水素を大気中に放

出した場合、5気圧程度の圧力でも容易に着火し、

大きな被害が生じていた。また、火災現場周囲に

は水素による金属材料表面の還元痕が見られた。
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(5) 燃焼時における固体の内部構造に関する研究

A Study on the Internal Structure of Burning Solid Materials

研究期間：平成 15年 4月～平成 18年 3月

鈴木 健、鶴田 俊

目的

可燃性固体の燃焼時には、熱分解領域は表面

に沿った方向だけでなく内部にも拡がる。これま

で、燃焼の様子を観察する際には、表面に沿った

方向への拡大に関するものが多かった。しかし、

内部への拡大が重要となるような場合もある。例

えば、壁の中にある可燃性の断熱材の燃焼、厚

いクッションのついたソファーやマットの燃焼、茅

葺き屋根のような厚い可燃材からなる屋根の燃

焼、多孔性ポリマーのブロックの燃焼などでは、

燃焼は内部へ向かって拡大していく。このような

場合、着火したかどうか、または、消炎したかど

うかの確認が困難となることがある。火災初期に

おける、固体内部への燃焼の拡大に関することが

わかれば、防災、消防活動にも有用であると思わ

れる。

本研究では、固体内部への燃焼の拡大につい

て観察し、その結果を解析し、可燃性固体の物性、

可燃性固体の内部の構造、可燃性固体の周囲の

条件などと、燃焼の拡大の関係について考察する。

平成 15年度の研究成果

(1) 備長炭とキャンプ用固形燃料の燃焼する様子

を X 線 CT 装置で観察した。燃焼容器として、実

績のある七輪を使用した。時間をおいて断層像を

撮影することにより、備長炭とキャンプ用固形燃料

が表面から熱分解していき小さくなっていく様子、

内部の割れ目の状態が変化する様子を調べること

ができた。

(2) RDF を燃焼させ、その燃焼の様子を X 線 CT

装置で観察した。RDF は表面だけでなく、内部か

らもガス化した。RDF の残さは、外見上、その形

状を維持していた。

平成 16年度の研究計画

主な研究計画は以下の通り

(1) 固体内部の構造を非破壊、非接触で測定可能

な装置である X線 CT装置を利用する。

(2) 試料として、発泡ポリウレタン板、プラスチック

ビーズを詰めた容器など、クッションや寝具を想

定したものを使用する。熱分解領域が内部へ拡大

する様子(燃焼の拡大する速度、内部の形状の変

化、外部の形状の変化、内部の空隙の成長など)

を観察し、解析する。観察が容易となるように、

拡大する速度が小さくなるような条件で可燃性固

体を燃焼させる。

次年度以降の研究計画

(1) 固体の内部構造の X 線 CT 装置による観察と

その結果の解析を行う。

(2) 可燃性固体の物性、可燃性固体の内部の構造、

可燃性固体の周囲の条件などと、燃焼の拡大の

関係について考察する。

(3) 実際の各種可燃物の燃焼性状の予測
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(6) 大規模石油タンクの防災対策に関する研究

Study on Loss Prevention of Large-scale Oil Tanks

研究期間：平成 14年 4月～平成 16年 3月

古積 博、岩田雄策

目的

大規模石油タンクが火災を起こした場合、長時

間にわたって火災が続くことが多く、その社会的

な影響は大きい。そのため、火災の状況、気象

条件等に応じた安全かつ効率的な消火活動を行う

ために、大規模石油タンクの防災対策について研

究することが望まれる。

大規模石油タンクの防災対策として、火災から

の放射熱から消防隊や周辺施設を防御するため

に、事前に放射熱を推定することが必要である。

さらに、長時間の火災が続いた後、確率が小さい

が爆発的な燃焼であるボイルオーバーが起こる可

能性がある。一度ボイルオーバーが起こると大き

な災害になることが多いため、前もってボイルオ

ーバーの起こり易さや激しさについて予測すること

も必要である。一方、消防本部等が火災に対して

安全かつ効率的な消火活動を行うために、日常的

に火災訓練を行うことも防災対策上重要である。

しかし、訓練用の火災から発生する煙のために、

天候、風向等の気象条件によって、訓練の実施

が限定される場合がある。そのため、日常の火災

訓練を実施する上で煙を抑制することが望まれる。

従って、本研究において、火災からの放射熱の予

測、ボイルオーバーの起こり易さ、火災訓練にお

ける煙対策等について研究を行い、得られた研究

結果を大規模石油タンクにおける防災対策の立案

に資する。

成果

(1) 放射分率等を組み入れた一様火炎モデルでも

って石油火災からの放射熱が簡便に推定できる。

(2) ボイルオーバーの起こりやすさと激しさは、燃

焼速度 (液面降下速度 )と高温層 (ホットゾーン )降

下速度の差、及び高温層の温度でもって推定でき

る。その結果、中軽質の原油、例えば、アラビア

ライト原油等が最もボイルオーバーを起こしやす

いことを明らかにした。

(3) フェロセンを 0.5%程度燃料に添加することで、

煙の発生量は大きく減少する。一方、煙の大きさ、

初期粒子の大きさにはほとんど変化が見られない。

(7) 防火水槽の経年変化に関する研究

Study on the Long-term Deterioration of Fire Cisterns

研究期間：平成 14年 4月～平成 17年 3月

吉原 浩

目的

防火水槽は、地震等により損傷を受けた場合や、

移設の必要が生じる等の特別な理由が無い限り長

期間使用され、第二次大戦以前に建設されたもの

も、未だに多く使用されている。全国で約 47 万基

設置されている防火水槽について、今後の設置計
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画や補修計画を検討するためには、全国的な規

模で劣化がどのように進行しているかについての

推計手法を検討する必要がある。

本研究は、設置後長期間経過した鉄筋コンクリ

ート製の防火水槽から試料を採取し、その強度等

と設置環境との関係を調べることにより、全国的な

規模で劣化がどのように進行しているかについて

の推計手法を検討するための基礎的な資料を得る

ことを目的とする。

平成 15年度の研究成果

現場打ち鉄筋コンクリート製防火水槽(11 基)より

コンクリートコアを採取し、圧縮強度試験及び中

性化深さ試験を行い、次の結果を得た。

(1) 圧縮強度にはばらつきがみられ、昭和 30年代

以前に設置された防火水槽では、現行の基準で

ある 24N/mm2 を下回る場合がある。(右図参照)

(2) コンクリート表面の中性化が認められる場合が

あるが、いずれも鉄筋コンクリートの強度に影響

を及ぼさない範囲内である。

(3) 頂版よりコンクリートートブロックを採取し (3

基)、配筋量を調べた結果、いずれも現行の基準

より少ない。

平成 14、15 年度にコンクリートコアを採取した

防火水槽は、植樹帯や宅地内の駐車場に設置さ

れたものであり、設置環境との関係を検討するた

めには、立地条件の異なる事例についてさらに検

討する必要がある。

コンクリートコアの圧縮強度と設置年の関係

平成 16年度の研究計画

(1) 平成 15年度までに調査した防火水槽とは、構

造、設置条件等が異なる防火水槽について、試

験用試料を採取し、圧縮強度試験及び中性化深

さ試験を行い、コンクリートの劣化状況を調べる。

(2) 劣化状況と設置環境、設置年等との関係を検

討する。

(3) 全国の主要都市について防火水槽の設置及び

補修状況の調査を行う。

(4) これらの結果を基に、長期間使用された防火

水槽について、今後調査すべき課題を検討する。

(8) ウォーターミストノズルの消火能力の評価方法に関する研究

Evaluation Method of Fire Extinguishing Ability by Water Mist Nozzles

研究期間：平成 15年 4月～平成 18年 3月

竹元昭夫、内藤浩由、金田節夫

目的

小規模閉空間 (約 16 ㎡、高さ約 2.6m)では

8L/min ノズル 1 個によるノズル真下及び室内に

充満したウォーターミストの消火効果、並びに中

規模閉空間(約 144 ㎡ 、高さ約 15m)においては 4

個同時放水により火炎を包み込む方式で、ノズル

の取付間隔、火皿サイズ、放水量等を変えて消火

実験を行ってきた。これらの実験と平行して実施

した散水密度分布及びミストの粒子速度の測定結

果から消火条件を把握した。
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これらの成果において、散水密度及び粒子速度

は消火条件を満たしているのに消火に要する時間

が長くなること、同一型式のノズルであっても散水

分布が不均一になること、あるいは小規模閉空間

ではノズル取付位置を変えた場合に粒子速度が変

化すること等があり、単純に火炎直上を想定した

位置における粒子速度と散水密度測定からノズル

の消火能力を評価できないことが判った。

そこで、本研究では、これらの諸条件を明確に

し、消火実験を行わずにウォーターミストノズルの

評価を行うための設計指針を得ることを目的とす

る。

平成 15年度の研究成果

種々の消火実験で使用したノズルはヘッダーの

4 箇所に放水孔(放水チップ)が取り付けられ、この

放水チップを交換することにより放水量を変えるこ

とができる。このノズルはヘッダーのみを国内で

作成し、放水チップは輸入したものを各ヘッダー

専用として使用した。

図(a)及び(b)は 2L/min 放水チップを取り付けた

ノズルによる仮設天井の有無による散水密度分布

を示す。図(c)は 1.5L/min 放水チップを取り付け

た同一ノズルで仮設天井が有る場合の散水密度

分布を示す。このような散水密度分布の測定とこ

の原因を究明するため、各放水チップの流量の測

定、及びヘッダーの円錐面からの放水チップの飛

び出し量を測定し、次の結果を得た。

(1) この種のノズルは天井直付けの場合は散水密

度分布で指向性が出る傾向にあると判断していた

が、図(a)と(c)の結果から判断すると、放水チップ

の流量の多少が影響を与えている可能性が考えら

れる。

(2) 散水密度分布が同心円状にならない原因は放

水チップの型式に伴う流量の違い、ヘッダーに取

り付けられた放水チップ間の流量及び放水チップ

の飛び出し量がアンバランスである影響の可能性

が大きいのではないかと思われる。

(3) 仮設天井の有無にかかわらず散水密度分布が

ほぼ同心円状になるノズルは仮設天井が無い場

合の方が 0.5L/min・㎡分布面積は小さくなる。

従って、ウォーターミストノズルの放水特性を評価

するには、天井の影響を受けない状態で測定する

事が必要であることが判った。

(4) 散水密度分布図が変形していると放水パター

ンも紡錘形にはならず、どの方向から見るかによっ

ても変わる。従って、放水パターンのみからノズ

ルを評価することは好ましくない。

推定される結果については、輸入ノズルのヘッ
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ダーに各種実験で使用していたノズルの放水チッ

プを取り付けて再度確認実験を行う予定である。

平成 16年度の研究計画

(1) 平成 15年度の結果のうち推定される事項に対

する確認実験を行う。

(2) 放水パターン内の半径方向の粒子速度分布等

のミストの粒子特性を把握し、消火時間の遅れに

対する考察を行う。

(3) 3次元計測法による粒子測定装置で得た空間ミ

スト濃度は実際の値より小さいため、1 次元及び 3

次元計測法により計測し、補正方法に関する検討

を行う。

(4) 個体差を確認したノズルによる小規模実験室と

同規模の室内中央の散水密度分布を測定し、中

規模閉空間で仮設天井を設けた場合との比較検

討を行う。

次年度以降の研究計画

(1) 平成 16年度と同じ室内で粒子測定装置による

ミストの粒子特性を計測し、中規模閉空間で仮設

天井を設けた場合との比較検討を行う。

(2) 小規模閉空間でノズルの取付位置を変えた場

合の消火実験及び予燃時間を変えた消火実験を

行う。

(3) 設計指針に基づく消火確認実験を行う。

(9) 着火・消炎と燃焼排出物生成の反応解析

Analysis on the Chemical Processes of Ignition, Extinction and Combustion Product Formation

研究期間：平成 14年 4月～平成 17年 3月

佐宗祐子

目的

ハロンの生産禁止にともない、新しいタイプの

消火剤や消火技術が開発されるとともに、消火剤

の諸作用に関する知見も蓄積されつつある。高性

能消火剤の中には、着火を促進する性質を有する

ものがあること、消火効果が火炎の形状に依存す

る場合があること、また、消火剤が人体に有毒な

燃焼排出物の生成を促進する場合があることなど

が報告されているが、これらの現象を引き起こし

ているメカニズムは充分に解明されていない。消

火剤を安全に使用するためには、これら消火剤の

諸作用を明らかにすることが重要である。

本研究は、着火・消炎現象と燃焼排出物生成

過程の反応解析を行い、消火剤が可燃性混合気

の着火過程に及ぼす影響、火炎の形状と消火効

果の関係、ならびに消火時の燃焼排出物生成の

詳細を明らかにすることを目的とする。

平成 15年度の研究成果

燃焼排出物生成の反応シミュレーションを行う

ための物理モデルを構築するため、不活性ガス消

火剤を添加した同軸流火炎の一酸化炭素生成量

を測定し、以下の知見を得た。

(1) メタン火炎の場合、酸素濃度の低下とともに、

火炎面に供給される酸素流量が低下し総括当量

比(燃料/酸素比)が増加する結果、一酸化炭素の

生成量は増加する。一方、メタノール火炎では、

酸素濃度の低下に伴って燃料の蒸発速度が低下

し、総括当量比が減少する結果、一酸化炭素の

生成量は減少する。図 1 に、メタン火炎とメタノ

ール火炎の酸素濃度低下に対する応答の違いを

示した。メタン火炎では、酸素濃度の低下により

火炎長が増大しているのに対し、メタノール火炎

では、酸素濃度の低下により火炎長が短くなって
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いる。このことからも、酸素濃度低下による両火炎

の総括当量比の変化が逆転していることがわか

る。

図 1 不活性ガス消火剤を添加した同軸流火炎の挙動

(2) 不活性ガス消火剤を添加した同軸流火炎の、

酸素濃度 21 % 酸 素 濃 度
メタン火炎 

酸素濃度 17 % 酸素濃度 15 % 

メタノール火炎 

低酸素環境下での一酸化炭素の生成量は、総括

当量比を用いることにより定性的に整理することが

可能であることがわかった。

平成 16年度の研究計画

平成 15 年度までに得られた知見を物理モデル

に組み込むことにより、低酸素濃度の影響を中心

とした解析を行う。

主な研究項目は以下の通り。

(1) 消火剤を添加した可燃性混合気の着火シミュレ

ーション

(2) 燃焼排出物生成の反応シミュレーション

(3) 消火剤を添加した同軸流火炎のシミュレーショ

ン

(4) 消火剤の着火促進効果の低減方法に関する検

討

(5) 消火剤の燃焼排出物生成促進効果の低減方法

に関する検討

(10) 二酸化炭素消火剤に添加した鉄化合物の消火性能に関する研究

Study on fire suppression efficiency of iron compound with added carbon dioxide

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

尾川義雄

目的

ハロン消火剤の生産全廃後、新しいガス系消火

剤が代替消火剤として用いられているが、それ以

外の消火剤もハロン代替の選択肢として考慮され

るようになってきている。燃焼抑制効果の優れた

物質として鉄を含む化合物があり、数百 ppm 程

度添加することで層流燃焼速度を大幅に低下させ

ると報告されている。しかし消火に必要な物質濃

度の報告は見当たらず、消火剤としての有効性に

は未知の部分がある。

本研究では固体化合物を溶解させ火炎までの化

合物の輸送を容易にするため、消火剤の一種であ

る二酸化炭素を溶媒として用いて二酸化炭素に溶

解させた物の消火性能について測定と解析を行

い、燃焼抑制効果を持つ鉄系化合物の消火に対

する有効性を明らかにすることを目的とする。

成果

(1) 化合物を水溶液にすることで、カップバーナー

火炎を用いた消火性能試験が行える装置を作成し

た。空気流中に添加した化合物量の調整が容易

に行うことができる。
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(2) 鉄の持つ消火性能の解明のため消火実験を行

った。化合物濃度の調整を容易にするため、鉄化

合物を水溶液として用意した。図 1 に示す装置を

実験に使用し、カップバーナー火炎に鉄水溶液微

粒子を含んだ空気を供給し、鉄水溶液濃度を変え

て消火に必要な水量を測定した。鉄化合物が含ま

れる水溶液で消火をしたところ、水のみに比べて

消火に必要な水量が 32ppm で約 1 割、326ppm

で約 2割それぞれ低減する結果が得られた。

図 1 実験装置

図２ 鉄を含む水溶液を気流中に添加し n-heptane火炎が消火する様子

(11) 地下施設の火災特性に及ぼす深さの影響に関する実験研究
Experimental Study on the Effect of Depth Affecting Characteristics

of Fire phenomena in Underground Facilities

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

松島早苗、渡部勇市
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目的

地上施設では、熱により出火階の窓が破壊され、

その窓が煙の排出口となり、煙が外へ排出される

場合が多い。しかし、地下施設は、外気と接する

窓がないので、煙の排出口は地上に限られ、煙

が階段等の竪抗を通じて地上に排出される。その

ため、地下施設は、地下 1 階から地下 2 階以下

へと深くなるにともない、地上施設と比較し閉鎖

性の高い空間となる。地下施設では、竪坑の深さ

・形状が、竪坑からの流入空気、煙の排出量等

に大きな影響を及ぼすものと考えられ、地下階数

によって地下施設内の火災特性が異なることが予

想される。

本研究では、中型基本地下模型を用いて火災

階の深さによる階段内の熱気流性状を測定し、地

下階数による火災特性の違いについて研究する。

成果

地下施設の多くは、地上階に複数の出入り口が

あるが、火災発生時には防火扉等により出入り口

の 1 箇所が開口部となる場合もある。地上階の開

口部が 1 箇所の場合にはこれに通じる階段室内に

おいて、空気の流入と熱気流の流出が同時に行

われ複雑な流れとなり、燃焼に関連する階段内の

熱気流性状について不明な点も多い。本研究では、

地上階開口部が 1 箇所の地下施設について火災

特性に及ぼす深さの影響を調べた。

(1) 中型基本地下模型の製作

2/5 縮尺の中型基本地下模型を製作した。本模

型は、地上 1 階、地下 3 階層の階段を有する 4

層分の階段室模型(長さ 3.0m、幅 1.2m、高さ 2.8m)

と最下階の火災室模型(長さ 3.6m、幅 2.7m、高さ

1.18m)からなる。地上階に出入り口の開口部 (幅

0.36m、高さ 0.88m)を 1 箇所設けた。この模型を

用いて地下 2階、地下 3階の火災実験を行った。

最下階に火源として都市ガスバーナーを使用し、

発熱速度は一定で 7KW～ 42KW とした。

(2) 地上階の階段内の温度からの流入空気量の推

定方法

図 1 地下 2階,地下 3階の地上階の階段内温度の違い

図 2 地下 2階,地下 3階の地上階出入り口からの

流入空気量の違い

地上階の階段内の熱気流温度が一様温度分布

として、地上階出入り口からの流入空気量を室内

温度を基にした流量の式で計算し、計算で求めた

流入空気量と地下 2階、地下 3階の火災実験によ

る測定値を比較した。その結果、計算で求めた流

入空気量と測定による流入空気量がほぼ一致し

た。地上階開口部からの流入空気量は、地上階

の出入り口 1 箇所の場合には地下階数によらず地

上階階段内の温度から推定できることが分かった。

(3) 地下 2階、地下 3階の地下模型による地上階

の階段内温度の違い

地上階の階段内の温度は、図 1 に示すように地

下 3 階の方が地下 2 階より低くなった。地下階数

が深くなるに従い壁面への失熱により低くなる傾向

を示した。また、地上階の階段内の温度は、発熱

速度にほぼ比例し上昇した。

(4) 地下 2階、地下 3階の地下模型による地上階

からの流入空気量の違い
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地上階からの流入空気量を出入り口に設置した

熱線風速計により測定した。図 2 に示すように同じ

発熱速度では、地下 2 階に比べ地下 3 階の方が

地上階出入り口から階段室への流入空気量は小さ

くなった。この結果から地下階数が深くなるに従い

流入空気量が少なくなり、換気支配による燃焼速

度は小さくなることが推定される。

(5) 階段内の熱気流温度の推定方法

地下 3 階での火災実験の各階段室内の代表温

度の測定結果を○■△で図 3 に示す。階段内の

熱気流温度は、上階へ行くに従い指数関数的に減

少した。階段内の温度分布を熱収支による基礎式

により計算し、その結果を図 3 に点線で示した。

熱通過率と熱気流と壁との接触面積を正確に推定

することにより良い一致が得られた。本計算方法

で階段内の温度が推定でき、(2)により流入空気量

が推定できるようになった。

図 3 各階段室内の代表温度の測定結果と計算結果
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(12) 深層地下駅舎火災の数値シミュレーションによる

煙流動に関する研究

Study on Smoke Behavior of Deep Underground Station by Numerical Simulation

研究期間：平成 15年 4月～平成 17年 3月

渡部勇市、松島早苗

目的

社会経済活動の場が大都市に集中し、土地の

高度利用の観点から既に都営大江戸線に深層地

下駅舎が建設されている。今後も、これら深層地

下駅舎等の地下施設が増加し、深層化ならびに

大規模化することが予想される。平成 15 年 2 月

には韓国地下駅舎火災で 192 名が死亡し、煙によ

り消防士の救助活動も困難を極めた。多数の死亡

者が発生した原因は、車両の延焼拡大、車両扉

の閉鎖による避難障害等があるが、煙の大量発生

による逃げ遅れも大きな要因として上げることが

できる。

このように深層地下駅舎で一旦火災が発生する

と地上施設と異なり煙が充満し易く、乗客の安全

な避難、消防士による救助活動が困難になる恐れ

がある。深層地下駅舎火災に対して車両等の不燃

化対策だけでなく駅舎内への煙の拡散という問題

がある。多くの階段を有する深層地下駅舎内の複

雑な煙流動の解明が重要な課題となっている。

本研究は、地下駅舎火災の事例解析および車

両を含む地下駅舎を模擬した数値シミュレーショ

ンにより駅舎部での自然換気および機械排煙時の
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煙流動を把握し、避難安全および消防防災対策

上の基礎資料とすることを目的とする。。

平成 15年度の研究成果

計算コードは、有限体積法を計算手法としてい

る汎用熱流体解析コード PHOENICS の k-ε モデ

ルを使用し、状態方程式を組み入れた簡易圧縮

モデルとした。中央路地下駅構内の現地調査を参

考に地下形状を決定し、数値シミュレーションを行

った。排煙設備は不作動、電車によるピストン効

果は無いものと単純化し、自然換気状況の下で

CFD による煙流動の数値シミュレーションを行っ

た。地下 3 階層の中央路駅構内の寸法は、長さ

190m、幅 17.2m、高さ 16.8m とし、駅構内の両側

に延びるトンネルの寸法は、長さ 290m、幅 6.3m、

高さ 5.3m とした。地下駅構内の地上出口、トンネ

ル端部の外側は、自由空間領域とし、煙は外側

に上昇するようにした。格子分割数は、計算領域

全体で 690×34×45 とした。

火災初期を対象に出火から 10 分間を時間間隔

2 秒で非定常計算を行った。ホーム階の地下鉄車

両は、上り電車のみで計算し、先頭車両から出火

したものとした。先頭車両からの発熱源としてホ

ーム側の車両の出入り口の上半分から発熱速度、

発煙速度に相当する熱気流を噴出させた。先頭車

両の発熱速度、発煙速度は、地下鉄火災の 1 例

として 3(MW)、90(㎡/s)とした。発煙速度は、ト

ンネル内の乗用車の発熱速度 1MW で発煙速度

が約 30(㎡/s)であったので、発熱速度に比例する

ものとした。

CFD による数値シミュレーションの結果を図 1

に示すように、煙は約 1 分で地下 3 階のホーム階

の階段を上昇した。地下 2 階の駅コンコースに流

れた煙は、更に階段を上昇し地下 1 階の通路まで

約 3分で上昇した。

(発熱速度 3MW、発煙速度 90㎡/s)

平成 16年度の研究計画

(1) 深層地下駅舎火災における機械排煙時の煙流

動特性と排煙効果の把握

(2) 深層地下駅舎火災時の有効な機械排煙量の把

握

出火 0.5 分

3.0 分

1.0 分

5.0 分 

7.0 分 

(13) 粒子画像計測法による火炎・熱気流の流れ場の測定

に関する実験研究

Experimental Study Flow-field Measurement of Fire Flame and Hot Current

by using Particle Image Velocimetry
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研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

山田常圭、飯田明彦

目的

熱および物質の移動の双方を伴う火災現象を正

確に理解する上では、比較的計測が容易な温度

・熱流束のみならず、風速の計測が不可欠であ

る。本研究では、局部的な燃焼領域や液体の流

れ場に利用されてきた粒子画像計測法 (PIV :

Particle Image Velocimetry)という可視化測定技術

を用いて、火災室の開口部から噴出する火炎や熱

気流等の風速分布を計測する技術的検討を行う。

なお、以前に火災から発生する熱気流に粒子を混

入し、流れの可視化と流れ場の計測を行ってきた

が、本研究は、それを発展させ、火炎域とその

近傍においても計測できるようなバーナーを作成

するとともに、実物の約 1/10 ～ 1/5 の縮尺模型

を対象に異なった粒子混入方法による火災実験を

実施することを目的とする。

成果

(1) 粒子装置付きガスバーナーの粒子発生条件の

検討

ガスバーナーを 2 種類作成するとともに、固体

(ガラスバルーン系フィラー)と液体(四塩化チタン)

の粒子を燃焼ガス中に均等に混入させる装置の作

成と、混入条件について検討を行った。その結果、

以下のことが判った。

・燃焼研究でしばしば用いられる四塩化チタンに

よる粒子の発生では、水蒸気の添加を必要とする

までもなく、雰囲気中あるいは燃料ガスの燃焼に

よる水蒸気で可視化が可能となる。

・四塩化チタンは、粒子発生時に強酸性(HCL)の

水滴ができること、また粒子以外の析出物が管路

を閉塞させるため、腐食防止等を含め実用的には

克服すべき課題は多い。

(このような技術的部分は論文、報告書では殆ど

記載されていない)

・PIV で用いられるセラミック系の粒子は、燃焼

バーナーにおいても推奨される。ただし、安定的

に混入するには、途中の管路で粒子が滞留するこ

とがないように、管路内の流速を高めるおよび乾

燥させるためにシリカゲルを混入装置に混ぜる等

の工夫が必要となる。

図１ 粒子混合機能付きバーナー（大）

左：円形 10cmφ

中：10cm角

右：粒子混合装置

図２ 粒子混合機能付きバーナー（小）

左：火源 8mmφ、炎の外部からも粒子が出るような構造。

右：四塩化チタン混入装置
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(2) 前記バーナーを用いた火炎バーナー、縮尺模

型実験での火災室開口部からの噴出火炎および

熱気流の平均的風速測定の実施

粒子装置発生装置付きバーナーで火炎に粒子

を混入し、火炎内部及び近傍の PIV 計測を試み

た。特に、輝炎によるバックグランドノイズによる

粒子の撮影障害を除去するため、YAG レーザー

の 波 長 の み を 選 択 的 に 透 過 す る フ ィ ル タ ー

(532nm)を用い、その効果を調べた。

その結果以下の点が判った。

・火炎面を介しての粒子の移動は非常に限られて

いるため、火炎内外の気流を PIV で同時撮影する

には、燃料だけではなく、周囲への粒子混合が

別途必要である。なお開発したバーナーでは両者

への混入が可能である。

・フィルター装着はノイズを減らす反面、減光が

非常に大きく、レーザー光の強度をあげるか、計

測範囲を狭くする、あるいはイメージインテンシフ

ァイアーを用いる等、特別な対策が不可欠である。

フィルター装着により、これらの対策を講じるより

は、輝炎の弱い熱源の燃料条件を考慮することが

火災の研究においては実用的であると考えられる。

火炎バーナーでの撮影による技術的課題が解

決できず、それ以降の縮尺模型実験にはいたって

いない。

(3) 火災の熱気流の PIV測定に関する技術資料の

作成

火炎を含めた熱気流の PIV 計測が技術的に困

難であったため、次期新規経常テーマ「密度流を

用いた竪穴空間内の煙挙動把握に関わる研究」

の中で、整理したい。

(14) 地下鉄車両の燃焼性に関する実験研究

Experimental Study of Burning Behavior of Materials used for Subway trains

研究期間：平成 15年 4月～平成 16年 3月

山田常圭、飯田明彦、箭内英治、那波英文、篠原雅彦

図２ 粒子混合機能付

きバーナー（小）での

PIV計測

左：固体粒子噴出状況

（火源なし）

中：PIV測定例（火源な

し）

右：燃焼時（プロパン）

の状況

目的

韓国大邱市で発生した地下鉄車両火災では多く

の乗客が犠牲となった。我が国では昭和 43 年の

日比谷線地下鉄車両火災以降車両の不燃化が進

められてきた。しかしながら、当時定められた燃

焼試験法は、小火源の口火による着火性・展炎

性の燃焼性評価に適しているが、ガソリン散布等

による放火時の比較的大きな外部着火源での各種

材料の燃焼挙動を把握するには十分ではない。そ

の後燃焼性試験では、コーンカロリメータ試験
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(ISO5556)、ルームカロリメータ試験(ISO8867)等国

際規格に基づく試験法が確立されてきており、こ

れらを使うことによって、現在、我が国の地下鉄

車両で使用されている各種材料の燃焼性状をより

的確に把握することが可能となってきた。

本研究では、現行の地下鉄車両で用いられて

いる各種材料、固定可燃物の燃焼性状をこれらの

試験法を用いて定量的に明らかにするとともに、

実大車両実験を実施し、今後の我が国における

材料試験法等、鉄道車両防火安全対策を推進す

る上で必要となる基礎的燃焼データを収集するこ

とを目的としている。

成果

我が国の地下鉄車両で用いられている代表的な

材料を対象に、ISO 国際規格に則したコーンカロ

リメータによる燃焼性試験を実施し、各種加熱状

況下での燃焼性状 (発熱速度、着火時間等 )を定

量的に明らかにした。

主な研究項目と成果は以下のとおり。

(1) コーンカロリメータによる各種車両材料の燃焼

試験の実施

地下鉄等旅客車の材料の内、表 1 に示す材料

について、コーンカロリメータを用いた燃焼性試

験を行った。なお、本試験の実施にあたっては、

表中に示すように、座席、断熱材料等を東京消防

庁消防科学研究所で、また天井床材等の内装材

料については消防研究所で分担して実施した。

表 1 コーンカロリメータによる主な検討部位別材料一覧

1. 座席 (東京消防庁担当)

旧車両用(表布+中綿:プラスチックフォーム＋動物繊

維)

新車両用(表布 :アラミド、テトロン／レーヨン混紡＋

中綿：炭素繊維)

2. 床材 (消防研究所担当)

軟質塩化ビニール

3. 天井材 (消防研究所担当)

各種アルミ板。表面はメラミン塗装各種、塩ビなど

4. 連結部ほろ布 (東京消防庁担当)

5. 断熱材 (東京消防庁担当)

グラスウール、炭素繊維

6. その他 (消防研究所担当)

(天井ダクト：FRP、口調噴き出し口、扇風機ファン)

今回実施した一連の試料の各種加熱条件下で

の燃焼状況を表 2 に示す。難燃レベルの一般的

な座席、幌材では、10kW/㎡で着火するが、高

度の難燃処理を行った不燃レベルの素材では、

20kW/㎡以上加熱がないと着火しない結果となっ

ている。また、新素材である炭素素材においては、

50kW/㎡の強い加熱下にあっても分解するが、着

火・発熱は計測されなかった。

表２ 各種資料の加熱状況下での着火・燃焼状況

10kＷ/m2 15kＷ/m2 20kＷ/m2 30kＷ/m2 40kＷ/m2 50kＷ/m2

s1 座席部（座る部分） 燃焼 ----------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼
ｓ2 座席部（背もたれ部分） 燃焼 ----------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼
ｓ3 座席表地（アラミド） 不着火 燃焼 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼
ｓ4 座席表地（T/R） 不着火 不着火 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼
ｓ5 座席詰め物（炭素繊維系） ------------------------------------------------------- 不着火

ｓ6
座席表地（アラミド）＋中綿（炭素繊
維） 不着火 燃焼 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼

ｓ7 座席表地（T／R）＋中綿（炭素繊維）
不着火 燃焼 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼

ｃ1 メラミン塗装アルミ板 不着火 ----------- 燃焼 燃焼 燃焼 燃焼
ｃ2 印刷アルミ板 --------------------------------- 不着火 燃焼 燃焼

ｃ14-1 塩ビシート張りアルミ板（薄）2回 ---------------------- 1/2燃焼 燃焼 ----------- 燃焼
ｃ14-2 塩ビシート張りアルミ板（厚）1回 ---------------------- 不着火 燃焼 ----------- 燃焼
ｃ15 アルミ箔付塩ビシート張りアルミ板 不着火 ----------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼
ｃ16 高硬度表面処理Al板 ---------------------- 不着火 ---------------------- 不着火
ｃ17 最新MPAL板（樹脂層厚さ削減） ---------------------- 不着火 不着火 燃焼 燃焼
ｃ18 最新MPAL板（燃焼性の低い材料） ---------------------- 不着火 不着火 不着火 燃焼
ｃ3 ＦＲＰ（5000系） 不着火 ----------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼
ｃ4 フェノールＦＲＰ１回 不着火 ----------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼

ｃ4-2 ＦＲＰ（最近の車両） 不着火 ----------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼

床 f1 床材 燃焼 ----------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼

e5 ポリカ吹き出し口（5000系）１回 ---------------------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼
e6 扇風機のファン（5000系） １回    ---------------------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼
e1 ほろ布 燃焼 ----------- 燃焼 燃焼 ----------- 燃焼

そ
の
他

天
井
・
壁
等
内
装
材

加熱条件試料番
号

試料名称

座
席
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最大発熱速度 総発熱量 着火時間

表 3 50kW/㎡加熱時の主要な材料の燃焼特性 座席(旧) 360 kW/㎡ 87 MJ/㎡ 7秒
座席(新) 420 kW/㎡ 16 MJ/㎡ 15

*注）天井材は不着火を含む。 床材 260 kW/㎡ 52 MJ/㎡ 14
ＦＲＰの値の幅は新旧の素材の差による。 天井材 0～ 220kW/㎡ 0～ 6 MJ/㎡ 23～ 112
ただし厚さはサンプルごとに違う。 ほろ布 180 kW/㎡ 14 MJ/㎡ 8
100x100mmで 35-40gおよび 45-50g。 断熱材 不着火

ＦＲＰ 240-480kW/㎡ 26-51 MJ/㎡ 25-68
その他 850-1200kW/㎡ 120-160 MJ/㎡ 9-27

一連の試験を通じて、実火災時に近い強い加熱

条件下での各種材料の燃焼性状について、発熱

速度や着火時間についての値を得ることができた。

(表 3)

(2) ルームカロリメータによる座席の燃焼実験の実

施

ルームカロリメータを用いて、現行地下鉄の座

席 (3 人がけ )に、ガソリンをかけた状況での燃焼

実験を実施した。その結果、2 リットルのガソリン

を散布して着火した場合の最大発熱速度は、概ね

50cm 角のヘプタン燃焼に相当することが判った。

(3) 実大車両(部分)の火災実験の実施

鉄道総合技術研究所の委託により、鉄道車両の

1/2の部分実験を実施した。一連の実験によって、

ガソリン散布時の、車両内での延焼拡大状況、煙

熱気流の車両外部への流出量状況等、技術デー

タが収集できた。この実験結果は国土交通省にお

ける鉄道車両構造および駅舎の防火安全対策の

技術基準の見直しに反映される予定である。

(4) その他

鉄道総合技術研究所から、既存の KIOSK の提

供を受け、ガソリン散布時の燃焼性状を重量変化

の測定によって推定した。その結果、最初の 10

分は、1MW以下であるが、それ以降では、12MW

と非常に激しい燃焼状況となることが判った。

図１ ルームカロリメータでの座席の燃焼状況

写真１ 実大実験車両
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写真２ キオスク燃焼実験
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ガソリン燃焼時を除く最初の約８分
2.04kg/分　約640KW

火盛り期の10分から13分の
平均燃焼速度41.7kg/分、約12MW
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(15) 地下施設火災の数値シミュレーションに関する研究

Study on the Numerical Simulation of Underground Facility Fire

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

渡部勇市、阿部伸之

目的

CFD(数値流体力学)による火災性状の予測は、

コンピュータの進歩と熱流体商用コードの普及に

伴い数多く行われるようになってきた。消防研究

所では、トンネルおよび地下駐車場等の模型火災

実験に関する CFD による数値シミュレーションを

行い、実験データと計算結果を比較してきた。し

かし、 地下施設等の閉鎖空間での火災という複

雑な現象を CFD により予測する上では、まだ、予

測精度等で解決すべき問題点も多い。

本研究では、閉鎖系空間における火災現象の

CFD によるシミュレーションの現状を把握し問題

点を整理するとともに、トンネル内の火災性状につ

いて CFD によるシミュレーションを行い、熱・煙

流動特性について調べ、地下施設の安全性評価

や火災現象の数値シミュレーションの実用化に資

する。

成果

(1) トンネル火災での避難障害は、燃焼生成物の

中で煙が最も重要な因子となる。煙濃度の移流・

拡散方程式をシミュレーションに加え、火源の発

煙速度を煙の発生項として与え煙流動性状を計算

できるようにした。また、トンネル火災に関する CFD

の現状について調査するとともに予測精度等につ

いての問題点を整理した。

(2) 半円筒形(半径 8.5m)の大断面トンネル火災の

自然換気時での熱・煙流動性状について LES、k-ε

モデルで数値シミュレーションを行い、比較した。

その結果、熱気流・煙は、k-ε モデルの方が LES

に比べトンネル下方に拡散し異なる分布となり、

LESの方がより実験に近い分布を示した。

(3) 半円筒形の大断面トンネル火災における縦流

換気時の熱・煙流動性状について数値シミュレー

ションを LES により行い、図 1 に示すように点火 1

分後の火源風上側への煙遡上および火源風下側

の煙層形成について調べた。風上側への遡上距

離は、縦流換気風速 2m/s より 3m/s の方が短く

なっているが、風下側の熱気流の厚みは逆に増加

した。

(4) 長方形断面(幅 12m、高さ 6m)と半円筒形断面

(半形 6m)のトンネル断面形状による遡上阻止風速

の違いを調べるため、縦流換気時の煙流動性状

について数値シミュレーションを LES により行った。

その結果、図 2 に示すように同じ縦流換気風速で

も風上側の煙遡上距離は断面形状で異なり、半

円筒形の方が長くなった。風上側への遡上阻止の

ためには、半円筒形断面の方が長方形断面より若

干強い縦流換気風速が必要であることが分かっ

た。

(5) 以上のことから、CFD による数値シミュレーシ

ョンはトンネル火災での煙流動予測には実用的に

は十分利用可能であることを確認した。
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縦流換気風速 2m/sの場合

縦流換気風速 3m/sの場合

図１ 大断面トンネルにおける縦流換気風速による煙流動性状の数値シミュレーション結果の違い

（発熱速度 10MW、点火１分後）

長方形断面(幅 12m、高さ 6m)の場合

半円筒形断面(半径 6 ｍ)の場合

図２ 縦流換気時のトンネル断面形状による煙流動性状の数値シミュレーション結果の違い

（縦流換気風速 2m/s、発熱速度 5MW、点火６分後）

(16) 既存建築物の業種別火災リスクに関する研究

Fire-risk of Existing Buildings by Industrial Classification

研究期間：平成 12年 7月～平成 16年 3月
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目的

既存建築物に関する全国規模の統計情報は存

在しない。このため一部の地域を除き、建物火災

については建物棟数や床面積あたりの出火率など

の統計値を算出することが困難である。そこで、

事業所・企業統計調査により把握されている全国

の事業所数を用いて事業所を単位とした出火率や

年間焼損期待面積等の統計値を算出することによ

り、建物火災の状況を統計的に把握する。また、

日本標準産業分類に基づく詳細な産業分類ごとに

火災の傾向を検討し、特異な火災の傾向を示す

業種について、火災低減のための方策を提案する。

成果

既存建築物に関する全国規模の統計情報が存

在しないため、事業所・企業統計調査から得られ

る事業所数および従業者数を用いて建物火災に関

する統計値を算出し、産業分類別の火災の状況を
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比較検討した。

出火率(火災件数/事業所/年)と 1 事業所あたり

年間焼損面積期待値、従業者あたり年間火災死

者数期待値を用いて産業大分類(9 分類 )のクラス

ター分析を行ったところ、製造業がいずれの値も

最も大きく、他の業種と傾向が大きく異なる分類

として抽出された。次いで出火率は製造業と同程

度に高いが焼損面積期待値は比較的小さく死者数

期待値も大きくない群として電気・ガスなど供給

事業所と公務の事業所が抽出された。建設業、

サービス業、卸売小売業等は、公務等の群に比

べ出火率は低いが死者数期待値は高い値を持つ。

いずれの値も低い群としては、運輸通信業、不動

産業、金融保険業が抽出された。

次に、産業中分類(89 分類)について出火率、1

事業所あたり年間焼損面積期待値、従業者あたり

従業者 (消防義務者 )の年間損失日数期待値、事

業所あたり年間放水ポンプ車台数、事業所あたり

消防吏団員の年間損失日数期待値を算出してクラ

スター分析を行った。この結果、特異な火災の傾

向を示す業種がクラスターとして抽出され(図)、各

クラスターの特徴に基づき、対策を検討した(表)。

これらの分析に先立ち、火災報告に基づくデー

タをパソコン上で自在に集計できる環境を整える

ため、広く普及しているソフトウェアを用いてデー

タベースアプリケーションを構築した。また、平成 15

年度にはデータ量の増加に対応するためデータベ

ースサーバを導入し、分析環境の充実を図った。

このデータベースアプリケーションは、消防庁各

課で実務に活用されている。

図 火災傾向のクラスター(産業中分類)

これらに加え、産業安全分野で開発されたリス

クの統計分析手法を火災統計分析に導入するため

の基礎的検討を行った。平成 16 年度以降は、経

常研究「火災リスクのモデル化と分析への統計的

手法の適用に関する研究」の中で統計分析手法

に関する検討を行うとともに、引き続き業種に着目

した火災の分析を行う予定である。

33 武器製造業(製造業)

43 航空運輸業(運輸・通信業)

93 宗教(サービス業)

54 各種商品小売業(卸売・小売，飲食)

16 木材・木製品製造業(製造業)

17 家具・装備品製造業(製造業)

87 廃棄物処理業(サービス業)

20 化学工業(製造業)

21 石油製品・石炭製品製造業(製造業)

22 プラスチック製品製造業(製造業)

26 鉄鋼業(製造業)

27 非鉄金属製造業(製造業)

44 倉庫業(運輸・通信業)

48 各種商品卸売業(卸売・小売，飲食)

14 繊維工業(製造業)

その他の中分類(74)

33 武器製造業(製造業)

43 航空運輸業(運輸・通信業)

93 宗教(サービス業)

54 各種商品小売業(卸売・小売，飲食)

16 木材・木製品製造業(製造業)

17 家具・装備品製造業(製造業)

87 廃棄物処理業(サービス業)

20 化学工業(製造業)

21 石油製品・石炭製品製造業(製造業)

22 プラスチック製品製造業(製造業)

26 鉄鋼業(製造業)

27 非鉄金属製造業(製造業)

44 倉庫業(運輸・通信業)

48 各種商品卸売業(卸売・小売，飲食)

14 繊維工業(製造業)

その他の中分類(74)

33 武器製造業(製造業)

43 航空運輸業(運輸・通信業)

93 宗教(サービス業)

54 各種商品小売業(卸売・小売，飲食)

16 木材・木製品製造業(製造業)

17 家具・装備品製造業(製造業)

87 廃棄物処理業(サービス業)

20 化学工業(製造業)

21 石油製品・石炭製品製造業(製造業)

22 プラスチック製品製造業(製造業)

26 鉄鋼業(製造業)

27 非鉄金属製造業(製造業)

44 倉庫業(運輸・通信業)

48 各種商品卸売業(卸売・小売，飲食)

14 繊維工業(製造業)

その他の中分類(74)

表 特異な火災傾向を示すクラスターの特徴と対策

CL 　　産　業　分　類 　　特　徴 　　対　策

1 33 武器製造業(製造業)
1事業所あたりの焼損期待値が大きく、消防負荷

※

が大きい

2 43 航空運輸業(運輸・通信業) 消防吏団員の負傷が顕著 消防装備の充実と訓練

3 93 宗教(サービス業) 従業者の損失日数期待値だけが著しく大きい 関係者への啓発と居住部分への消防用設備等の設置

4 54 各種商品小売業(卸売・小売業，飲食店)
出火率が著しく高いため消防負荷も若干大きい
が、人的損害は少ない

放火対策

16 木材・木製品製造業(製造業)

17 家具・装備品製造業(製造業)

87 廃棄物処理業(サービス業)

20 化学工業(製造業)

21 石油製品・石炭製品製造業(製造業)

22 プラスチック製品製造業(製造業)

26 鉄鋼業(製造業)

27 非鉄金属製造業(製造業)

44 倉庫業(運輸・通信業)

48 各種商品卸売業(卸売・小売業，飲食店)

14 繊維工業(製造業)

5

6

※ここでは放水ポンプ台数や出動人員数など、消防機関が当該火災に費やす物理的人的資源の大きさを表現したもの

出火率・焼損期待値および消防負荷が高めである
が、特に従業者の損失日数期待値が大きい

中小企業が想定される

関係者への啓発、初期消火訓練,避難訓練
消防用設備等の設置

出火率・焼損期待値および消防負荷は5のクラス
ターと同程度であるが、従業者の損失日数期待値

は比較的小さい

大企業が想定される

出火防止対策、初期消火対策、消防用設備の設置など
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(17) 閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体の経年挙動

に関する基礎研究

Fundamental Research on the Secular Behaviou of a Soldered Joint in an Automatic Sprinkler Head

研究期間：平成 14年 4月～平成 17年 3月

山田 實、真家敦子、廣川幹浩

目的

閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体は、低融

点合金(Pb、Sn、Bi、Cd:融点 72 度)により融着し

たものが感熱により融解して開放する機構を備え

ている。この閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体

は、規格等で規定の試験を満足すれば一定の年

数について設置後火災以外において作動しないこ

とが保証されている。しかし、設置後の閉鎖型ス

プリンクラーヘッドの経年挙動は、設置場所の環

境に大きく影響を受けると考えられる。特に、気

温の寒暖の繰返しは、閉鎖型スプリンクラーヘッ

ドの感熱体挙動に大きく関与する可能性がある。

本研究は、気温による寒暖の繰返しが低融点

合金で融着された感熱体のクリープ強度に与える

影響を実験等により明らかにし、閉鎖型スプリンク

ラーヘッドの経年挙動を行うことを目的とする。

平成 15年度の研究成果

感熱体はんだの融点は摂氏 70 度程度のため、

室温付近でのクリープ損傷を想定した試験を中心

にデータ収集を行った。試験方法は、実際のスプ

リンクラーヘッドに使用されている感熱体を用い

て、日本消防検定協会規定の圧縮型クリープ試験

を 10 日間行った。図 1 に温度 20 度でのクリープ

試験結果の一部を示す。図中の変位曲線より、は

んだの変位は 10 日間で 1/100mm 程度変位して

いる。しかし、想定している経年劣化のスパンは 30

年程度のため、数値シミュレーションによる予測

が重要となる。そのためには、図中の Ch.2 の近

似曲線に示すように、実験データからクリープモ

デルの検討および各種係数を同定し、有限要素

法を用いて詳細に計算を行う手順となる。

図１ クリープ試験結果
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平成 16年度の研究計画

平成 16年度は下記の研究内容を計画している。

(1) 平成 15年度までに得られた数々のクリープ試

験のデータの整理

(2) クリープモデルおよび各種係数の同定

(3) FEM モデルの作成および計算

(4) 実験結果と数値シミュレーション結果の比較検

討

(5) 現在設置済みである閉鎖型スプリンクラーヘッ

ドの温度環境を測定し、FEM により数値計算

(18) 屋外タンク貯蔵所のリスク解析

Risk Analysis of Aboveground Oil Storage Tanks

研究期間：平成 15年 4月～平成 18年 3月

西 晴樹

目的

屋外タンク貯蔵所の検査については、タンクの

規模に応じて種々のものが消防法において定めら

れている。しかしながら、屋外貯蔵タンクは、貯

蔵油種の違い、受入・払出の頻度、周辺の自然

環境の違いなどタンク固有の環境の中に置かれ、

また、貯油が漏洩した場合の影響の大きさも一様

ではない。

このため、消防法令で定められている現行の検

査が、各タンクについてどの程度の安全性を確保

しているのかは必ずしも明らかではなく、また、屋

外タンク貯蔵所の規模によって漏洩事故の発生頻

度やその影響度などのリスクがどのように異なって

くるのかを、損傷発生部位及び当該部位に適用さ

れる検査手法と絡めて詳細に分析した事例は少な

い。

本研究では、屋外タンク貯蔵所の漏洩事故に関

して、施設区分・損傷発生部位ごとの漏洩事故発

生頻度及び被害の影響を分析し、個々のタンクに

固有のリスクを明らかにし、屋外タンク貯蔵所の漏

洩事故防止に効果的な保守管理に有用な知見を

得ることを目的とする。

平成 16年度の研究計画

主な研究項目は次のとおり

(1) 屋外タンク貯蔵所の点検・検査記録等の収集

(2) 屋外タンク貯蔵所に発生する損傷の種類の同

定

(3) 屋外タンク貯蔵所に発生する損傷のリスク分析

次年度以降の研究計画

(1) 屋外タンク貯蔵所に発生する損傷のメカニズム

の調査

(2) 屋外タンク貯蔵所に適用される検査手法の精

度、信頼性の調査

(3) 屋外タンク貯蔵所に係る漏洩事故における被

害の影響度の評価

(4) 現行の屋外タンク貯蔵所の安全性の分析

(19) 室内環境データの収集と火災感知のための

統計分析に関する研究

Gathering and Statistical Analysis of Environmental Data in Rooms for Fire Detection
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研究期間：平成 15年 4月～平成 18年 3月

河関大祐、田村裕之

目的

火災発生時に室内環境で影響を受ける、温度、

湿度、煙濃度、二酸化炭素濃度、一酸化炭素濃

度、炭化水素濃度データを継続的に計測し長期

データを得る。更に収集したデータを用いて段階

回帰分析、分散分析、判別分析等の各種統計分

析を行い火災感知応用に資する知見を得る。また、

既往研究である「統計分析に基づく異常判定手法」

の精度向上および適用限界等の検証を行う。

主な研究項目は次のとおり。

(1) データ計測、収集、データベース作成

(2) 段階回帰分析、分散分析、判別分析等の各種

統計分析

(3) 統計分析に基づく異常判定手法への適用

平成 15年度の研究成果

(1) 室内環境データ収集装置の各センサのキャリ

ブレーション等を行い住宅火災実験室に設置した。

(写真 1)

(2) 室内環境の常時測定を開始した。

(3) 時系列データを複数の任意の期間(例;1時間、1

日、1 ヶ月)を指定して可視化できるソフトウエアシ

ステムの構築を行った。

(4) 室内環境データ収集装置を設置した部屋にお

いてパンヤクッションおよびミニクリブの燃焼実験

を行い(写真 2)、初期火災データを得た。(グラフ 1)

写真１ 室内環境データ収集装置

写真２ 火災実験

(5) 収集したデータを用いて統計分析用パッケー

ジソフトウエアの操作方法を習得した。

平成 16年度の研究計画

温度、湿度、煙濃度、二酸化炭素濃度、一酸

化炭素濃度、炭化水素濃度センサーのキャリブレ

ーション等データ収集装置の保守を行う。室内環

境データの計測場所を追加する。そのデータ収集

装置による平常時の環境データならびに初期火災

実験データおよび非火災状況実験データを収集し

データベース化する。さらに、収集したデータに

対して各種の統計分析を行い異常判定に有効な手

法の検討を行う。

主な研究項目は次のとおり。

(1) データ計測、収集ならびにデータベース化

(2) 実験室における初期火災および非火災実験

(3) 段階回帰分析、分散分析、判別分析等の各種

統計分析

(4) 統計分析に基づく異常判定手法への適用
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グラフ 1

くん焼（クッション）サンプリング間隔（赤２秒、黒２０秒） 発炎燃焼（ミニクリブ）サンプリング間隔（赤１秒、黒１０秒）

(20) 感知器に対する電磁波シールドの研究

Study on Electromagnetic Shield for Fire Detectors

平成 15年 4月～平成 18年 3月

田村裕之
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目的

電磁波を利用した様々な機器が開発され、自

動火災報知設備が電磁波に曝される機会が増加

しており、実際、高出力の電磁波を用いる医療機

器により自動火災報知設備が誤動作をすることが

報告されている。
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また、過去の研究において、曝露する電磁波の

周波数や強度の条件により、感知器が誤動作等の

影響を受けることが分かってきた。この誤動作に

対し、感知器にシールド加工を施すことにより、電

磁波の影響を軽減させることがある程度分かって

きた。

一方、導電性塗料やシールド繊維などのシール

ド効果は、導波管路に板状にした試料を挿入する

方法で測定されているが、国際的な測定方法は

決められていない。また、製品へシールドを応用

した場合、さまざまな形状の製品に合わせてシー

ルド加工が行われるが、実際の形状においては計

測する方法は確立されていないのが現状である。

そこで、実際の製品形状に近い状態でのシール

ド性能の測定方法の考案と、その測定で得られる

シールド効果から効率良く感知器をシールドする

方法について明らかにする。

平成 15年度の研究成果

シールド加工の効果を数値的に確認するため、

感知器内部での電界強度を計測できる微小プロー

ブを調査し準備した。

スポット型煙感知器のベース側筐体または煙室

側筐体の内面に導電性塗料を塗った感知器を試作

し、電磁波に対するシールド効果を確認した。煙

室側筐体に塗料を塗布した場合、大きなシールド

効果が確認できた。ベース側筐体に塗布した場合

は、シールド効果のある周波数域と電磁波の影響

を増大させてしまうと思われる周波数域があること

が分かった。

導電性塗料のシールド効果を確認するため、時

間領域差分法により塗料面を通過する電磁波の強

度変化をシミュレートした結果、電界強度で約 5

分の 1 に低減している試算を得た。また、実際に

塗られていた塗料膜の厚さが、1.5GHz の周波数

に対して表皮厚さ以上の厚さがあり、シールド効

果を得るのに十分であったことが分かった。

(21) 災害現場における効率的な通信システムの構築に関する研究

Construction of Efficient Communication Systems in a Disaster-Stricken District

研究期間：平成 15年 4月～平成 18年 3月

高梨健一

目的

通常時において、各消防本部の通信が混信す

る事を防ぐことを目的として、近隣の消防本部は

互いに異なる周波数が割り当てられている。その

ため、阪神淡路大震災の際には多数の消防本部

から送り込まれた応援部隊等の通信が共通波に集

中し、輻輳により情報伝達が効率的に行われず活

動に支障をきたしたといわれている。

消防研究所では、この問題点を解決するために、

輻 輳 に 強 く 使 い 勝 手 の 良 い 通 信 シ ス テ ム

(FiReCOS)の開発をおこなった。当該システムでは、

通信を拠点間通信と拠点周辺での通信に分け、そ

れぞれ無線 LAN 装置を利用して TCP/IP 網を形

成しているが、この方式では、通信拠点が壊滅し

た場合に、その拠点周辺での通信が確保できなく

なるおそれがある。

この問題点を解消するために、災害現場に多数

の可搬式無線 LAN 中継装置を投入し、通信ネッ

トワークを構築する事が一つの手法として考えられ

る。
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本研究では、このような動的に配置される無線

LAN 中継装置を用いてアドホックにネットワークを

構成するための手法を検討する。特に、中継装置

間の経路を確立するためのルーティングプロトコ

ルの設計、既存端末・ネットワークを収容するた

めの方式、中継装置間の相互干渉による通信品

質劣化を防ぐための制御方式などについて検討す

る。さらにこの検討の成果を車載型 FiReCOS へ適

用することを考え、FiReCOS をより柔軟なシステム

とすることを目指す。

平成 15年度の研究成果

(1) 現行の通信プロトコル、通信技術等に関する

調査・検討

現在、IETF等で研究が盛んに進められている、

アドホックルーティングプロトコル (AODV, DSR,

OLSR, TBRPF)のうち、AODV と OLSR について調

査を行った。また、通常のインターネットで用いら

れている各種プロトコル(OSPF, RIP, ARP等 )につ

いて調査を行った。また、通信技術については、

現在普及の進んでいる IEEE802.11 のプロトコルに

ついて調査を行った。

(2) 無線通信ネットワーク構築アルゴリズムに関す

る検討

無線通信ネットワーク構築アルゴリズムについ

て、現在インターネットで主に用いられているルー

ティングプロトコルである OSPF を基本プロトコル

として、検討を行った。

IP 通信を行うためには、ルーティングテーブル

を構築する必要がある。OSPF では、隣接ルータ

の検出、データベースの同期、フラッディングの

三つの手続きによって、ネットワークに属するすべ

てのルータが、トポロジ(ネットワーク構成)に関す

る情報を共有し、ルーティングテーブルを構築す

ることとなるが、それぞれの手続きについて効率

化の手法を検討し、学会発表を行った。

(3) 現行の無線 LAN 装置を利用して中継装置の

試作

現行の無線 LAN 装置を用いて、中継装置の試

作を行った。

平成 16年度の研究計画

(1) 計算機上でのシミュレーションシステムの作成

(2) 試作中継装置による通信効率等の検証

次年度以降の研究計画

(1) 計算機上でのシミュレーションシステムの作成

(2) 試作中継装置による通信効率等の検証(続き)

(22) 長周期地震動特性から見た地震地体構造区分

Seismotectonics from the View Point of Characteristics of Long-Period Strong Ground Motions

研究期間：平成 14年 4月～平成 18年 3月

座間信作、細川直史

目的

石油タンクのスロッシング等に影響を及ぼす長

周期地震動の予測精度の向上を図ることを目的と

して、地震記録から得られる長周期地震動の地域

特性のばらつきを最小とする地震発生区域 (地震

地体構造区分)を、分類手法を援用することによっ

て求め、更にその結果をリアルタイム・スロッシン

グ予測システムに反映させる。

平成 15年度の研究成果
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石油タンクのスロッシング危険度評価は周期数

秒から十数秒のやや長周期地震動予測の問題に

帰着される。やや長周期地震動は震源及びサイト

毎に大きくその特性が異なることから、観測記録

毎にある標準のスペクトルモデルからの隔たり

(R(T):T は周期)を求め、その R(T)を震源とサイト

との組み合わせのなかで抽出することを試みてい

る。平成 15 年度はこの R(T)に対して自己組織化

マップ (SOM)を適用し、類似の特徴をもつ地震を

地図に表現することを試みた。また、2003年 9月 26

日に発生した十勝沖地震による石油タンクのスロ

ッシング被害への対応として、今後発生するであ

ろう地震によるやや地震動を予測し、その結果に

基づき空間余裕高さを定める液面揺動の水平設計

震度の検討を行った。

結果は以下のとおりである。

図１ 苫小牧での SOM適用結果の地図上への表現

(1) 周期 2-20秒の観測スペクトルと標準スペクトル

(座間,2000)との比に対して SOM を適用し、スペク

トル比の特徴を地震毎に色分けをして地図上に表

現した。図 1 は 2003 年十勝沖地震で石油タンク

に甚大な被害が生じた苫小牧を対象としたもので、

北海道東方沖では様々な色が混在しており、地

震によって R(T)が相当ばらついていることが分か

る。一方、宮城県・福島県・茨城県沖では近い

色合いに表現されており、この区分でも大凡良い

と判断できる。ただし、その他の観測点について

は必ずしも上述のような特徴にはならず、個々の

観測点毎にみていく必要がある。また、酒田のよ

うに震源深さで区分すると纏まりの良い場合も確認

でき、SOMの有用性が認識された。

(2) 従来の 13の震源区分に基づいた地域特性(上

記スペクトル比 R(T)の平均 )を用いて、その区分

内の最大期待地震規模の地震に対するやや長周

期地震動予測を 33 地点に対して行い、やや長周

期地震動の揺れやすさの地点を次の判断基準に

基づき 3地域に分類した。

地域 1：広い周期帯域、特に数秒以上の長周期

側で 100kine を越える。

苫小牧、秋田、酒田、新潟、東京、横浜、大阪、

名古屋

地域 2：周期数秒以下で 100kine を越える。

青森、仙台、富山、金沢、浜松、津、高知、熊

本、大分、鹿児島

地域 3：100kine に満たない。

釧路、室蘭、八戸、大船渡、石巻、高田、福井、

鳥取、米子、岡山、徳島、福岡、延岡、名瀬等

更に、特にタンク火災、屋根沈没等の甚大な被

害の恐れのある地域 1 について、次のように現行

の液面揺動の水平設計震度に対する補正係数を

類型化し、図 2のように提案した。

図 2(a) 地域 1-1(苫小牧、酒田、新潟)の補正係数
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図 2(b) 地域 1-2(東京、横浜)の補正係数

図 2(c) 地域 1-3(秋田、大阪、名古屋)の補正係数
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平成 16年度の研究計画

(1) 気象官署の 1倍強震計記録等の収集・数値化

(2) 各地点での長周期地震動特性のばらつきと震

源位置との関係に関する検討

(3) 気象官署とタンクサイトのやや長周期地震動特

性の違いの定量化

次年度以降の研究計画

上記 3 に掲げる項目のほか、以下の項目につ

いて研究を行う。

(1) 分類手法に基づく長周期地震動特性のばらつ

きを最小にする地震地体構造区分の提案

(2) 新しい地震地体構造区分に基づくリアルタイム

・スロッシング予測システムの構築

(3) 新しい地震地体構造区分に基づく長周期地震

動予測図の作成

(23) 住家・危険物施設の被害評価のための短周期地震動の

予測/推定に関する研究

Prediction of Short-Period Seismic Ground Motion for Estimating Damage

to Housing and Hazardous Material Facilities

研究期間：平成 13年 4月～平成 16年 3月

畑山 健、座間信作

目的

(1) 現存する地盤ボーリングデータの地震動予測

モデルとしての有効性の検討

地震時に住家・危険物施設が受ける被害と密

接に関係する短周期地震動を精度良く予測/推定

するには、地点毎に表層地盤の影響を忠実に考慮

する必要がある。地盤ボーリングデータは、表層

地盤の影響を考慮するための最も有力な情報の一

つであるが、その有効性の定量的評価は十分なさ

れているとは言えない。本研究では、最近あるい

は研究期間中に発生した大きな地震について、現

存する地盤ボーリングデータでどの程度まで短周

期地震動が再現できるかを調べる。

(2) 海の存在が地震動に及ぼす影響の評価

近年盛んに行われている地震動シミュレーショ

ンでは、計算対象となる空間領域に海が存在して

いても、それを考慮しないことが殆ど全てと言って

よい。この背景の一つには、海が地震動に及ぼす
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影響の度合いが明らかになっていないということが

ある。日本においては、近い将来、プレート境界、

即ち海域で M7 ～ 8 程度の巨大地震が発生するこ

とが危惧されており、地震動予測において、海が

地震波伝播へ与える影響を評価することは喫緊の

課題である。本研究では、海の存在が地震動に

及ぼす影響を定量的に評価し、地震動シミュレー

ションに海を考慮すべきか否かについて検討する。

成果

(1) 現存する地盤ボーリングデータの地震動予測

モデルとしての有効性の検討

地盤ボーリングデータを用いて地震動の予測/

推定を行う場合、まずボーリングデータに基づい

て表層地盤を表現する水平成層構造を仮定し、次

にそれに対して計算される伝達関数を表層地盤へ

の入射波にたたみこむ(地盤応答解析)ということが

行われる。その際、結果の精度を危うくする要因

として次のことが懸念される。(a)表層地盤の増幅

特性をどの程度忠実に表しているかという意味で

のボーリングデータの品質。(b)たいていの地盤ボ

ーリングは深さ数十 m までしかデータがないた

め、それより深い地下構造に何らかの仮定を置か

なければならないこと。(c)表層地盤への地震動の

入力を平面波鉛直入射と仮定すること。(b)と(c)に

ついては、得られる地下構造の情報に応じてより

妥当な処置が施され得るが、それが可能な場合

は多くない。以上の背景から、 (b)、 (c)の仮定を

付帯した地盤応答解析が、短周期地震動の予測

にどの程度有効であるかを評価することは有意義

であると考える。このため、2000 年鳥取県西部地

震で観測された最大地動速度(PGV)の再現を、震

源近傍の K-NET 観測点 20 地点について地盤応

答解析により試み、観測値と照合した(図 1)。その

結果、再現値は平均的には観測値にほぼ一致し、

それらは観測値の 2/3 倍から 1.5 倍の範囲にほぼ

収まるということがわかった。図 2 には比較のため、

深さ 30m までの平均 S 波速度に基づく PGV 増幅

率(Midorikawa, 1994)を用いる方式(平均 S波速度

評価方式)から得た PGV 再現値と観測値の照合結

果を示す。この場合、再現値は平均的には観測

値を下回り(再現値の平均は観測値のほぼ平均の

0.75 倍)、ばらつきは地盤応答解析の場合に比べ

て大きい。以上の検討により、PGV 予測ひいては

住家・危険物施設の被害予測の精度向上に、地

盤ボーリングデータが大きく貢献することを定量的

に示すことができた。

図 1 PGV 観測値に対する地盤応答解析による PGV 再現

値の比。2000 年鳥取県西部地震の震源近傍の K-NET 観

測点 20 地点についての結果。（太線）再現値／観測値の

平均。（破線）再現値／観測値の標準偏差。

図 2 PGV 観測値に対する平均 S 波速度評価方式による

PGV再現値の比。以下、図１に同じ。
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(2) 海の存在が地震動に及ぼす影響の評価

海を考慮した単純な地下構造モデルとそうでな

いモデルに対して地震動を計算し、地動速度波形

を比較することにより、海が地震動に及ぼす影響

を評価した。地震動波形は、図 3 に示すような地

下構造モデルに対する 2 次元面内波動場を直接

境界要素法で解くことにより計算した。海水は完

全流体と仮定した。検討対象とした海の深さは、

最も浅いもので 25m、最も深いもので 800m とし

た。地震波動場の計算は周波数領域で行うもので

あったが、浅い海の場合、その影響は高周波数

の地震動に現れることが見込まれたので、計算範

囲は 16Hz までとした。また、本研究では Rayleigh

波とそれ以外の波を別々に計算するための独自の

計算手法を開発した。

海底及び陸地を形成する媒質の S 波速度(Vs)を

3km/s とした場合の計算例を図 4 に示す。この図

から、海水は地震動に大きな影響を及ぼし得るこ

と、海が浅くなるとともに海水の影響を受ける周

波数範囲 (紫色の領域 )の下限が高周波数側に移

動することがわかる。ここでは、海水を考慮したモ

デルからの地震動と海底地形のみを考慮したモデ

ルからの地震動の差が、海水起因であると見なせ

ると考え、その差に基づいて地震動が海水から受

けた影響を指標化した。この指標を、海底及び陸

地を形成する媒質の Vs、海の深さ、地震動周期

が異なる様々な場合について求めた。また、指標

は Rayleigh 波とそれ以外の波(実体波が優勢であ

ると考えられる)について別々に求めた。結果を図 5

に示す。この図には以下の特徴が見出せる。

(1) 長周期の範囲では(図 5左側の領域)、海水の

影響は Rayleigh波に対して大きい。

(2) 短周期の範囲では(図 5右側の領域)、海水を

取り囲む媒質が柔らかい場合には(図 5 右下の領

域)、海水の影響は実体波に対して大きい。

(3) 短周期になるにつれ、浅い海が地震動に与え

る影響の度合いが増加するという一般的傾向があ

る。

この他、2 層の堆積層と岩盤の半空間からなる

水平成層構造の一部が海であるような地下構造モ

デルについての検討も行った。その結果、海を堆

積層に置き換えてしまうことは多くの地震動シミュ

レーションで行われているが、その悪影響は特に

上下動成分に大きく現れる恐れがあること、海の

部分を堆積層としてしまうくらいならば、何も置か

ないほうがよいことがわかった。

以上は、地震動シミュレーションにおける海考

慮の必要性を強く示唆しているが、さらになお 3

次元地下構造における波動場の検討が必要であ

る。

(a) Sea model (b) Half-space model (c) Cliff model

図 3 海を考慮した地下構造モデルの一例
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図 4 海を考慮した地下構造モデルとそうでないモデルからの地動速度波形の比較。各パネルの中の 3 本のトレースは上か

ら順に、海考慮モデル（図 3(a)のようなモデル）、岩盤（Vs=3km/s）の半空間モデル（図 3(b)のようなモデル）、海を真空

に置き換えた海底地形のみのモデル（図 3(c)のようなモデル）から得られる速度波形。赤色のトレースは Rayleigh波のみを

計算したもの。

図 5 海水が地震動に及ぼす影響を表現する指標。指標値は、各パネルに対応する場合において、全波動場の地震動波形

水平成分の最大振幅を基準としている。
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(24) 地すべり移動土塊の歪みに関する研究

Study of strain in landslide mass

研究期間：平成 15年 4月～平成 18年 3月

新井場公徳

目的

間欠的に活動する地すべり地は、山間地にあっ

て平坦地を形成することや、水が豊富なことから、

我が国においては伝統的に高度に利用されてき

た。そのような場所においては、通常時は土地利

用を行い、活動が発生すると考えられる場合に避

難を行うような防災対策が重要である。そのため

には、誘因分析によって外的条件を基準とする(例

えば、基準降雨量の設定)事が多いが、正確な基

準設定のためには、地すべりの移動機構が明らか

である必要がある。本研究では、移動前後及び

移動中の歪み分布を計測してその他の計測項目と

の関連を検討し、地すべりの移動機構解明に資す

ることを目的とする。

具体的には、地すべり地において、精密測量を

繰り返し行い、活動時に地表面に現れる歪みを観

測する。ボーリング孔を用いてすべり面の相対変

位、土圧、水圧等を高密度に計測する。地下の

物理量と地表の歪みの関係について検討を行い、

歪みの現れる機構について検討を行う。これらの

観測は、台風や梅雨前線の活発化など強い降雨

が見こまれるときに機動的、集中的に実施する。

平成 15年度の研究成果

(1) 自動精密測量装置及び気象観測装置を地すべ

り地へ設置し試験観測を行った。測定の安定性や

精度に影響を与える因子について検討を行った。

平成 16年度の研究計画

(1) 本格的な測量観測の実施と気象観測データに

よる精度向上手法の検討

(2) 伸縮計等他の観測結果との比較による結果の

次年度以降の研究計画

(1) 観測の継続

(2) 観測結果に基づく地すべり移動機構の検討

検証
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Ⅱ 研 究 発 表 等

１ 所外研究発表状況

(1) 口頭発表

題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

1 Fire Detection at Cultural Heritage H. Tamura I n t e r n a t i o n a l 15. 4

OLD Buildings with Botanical Roofs D. Kozeki S ymp o s i um o n

P r o t e c t i o n o f

Cultural Heritage

Buildings from Fire

2 重油直接脱硫装置火災の火災原因調 西 晴樹 日本高圧力技術 15. 4

査について 山田 實 協会平成 15 年度

春季講演会

3 海溝型地震の地震動シミュレーション 畑山 健 京都大学防災研 15. 5

に海は考慮すべきか？ 田中宏樹(九大理学府) 究所研究発表講

竹中博士(九大) 演会

岩田知孝(京大防災研)

4 小型けん引ロボット群による救助活動 岩野裕樹 (京大大学院 )他 第 47 回システム 15. 5

のための動作計画について 一名 制御情報学会研

天野久徳 究発表講演会

菊地孝司(日立製作所)

5 救急自動車による救急出動件数の増 久保田勝明、関沢 愛 第 6 回日本臨床 15. 5

加傾向の分析―全国的に見た搬送人 吉原 浩、金田節夫 救急医学会総会

数の事故種別、傷病程度別検討―

6 GPS 搭載の携帯型被害情報収集端 田村裕之、座間信作 電気学会産業シ 15. 5

末の開発 細川直史、畑山 健 ステム情報化研

遠藤 真、新井場公徳 究会

高梨健一、関沢 愛

7 形状変化機構を有する多面体異動機 田畑克彦 (岐阜県生産研 ) 日本機械学会ロ 15. 5

構の開発 他二名 ボティクス・メカ

天野久徳 トロニックス部門

8 災害対策小型ロボット群の追従異動 天野久徳 講演会 2003

軌道計画(実験的研究) 大須賀公一 (京大大学院)

他一名

菊地孝司(日立製作所)
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

9 小型けん引ロボット群による救助活動 岩野裕樹 (京大大学院 )他 日本機械学会ロ 15. 5

のための動作計画について(人体姿勢 一名 ボティクス・メカ

マニピュレーションハンドの試作) 天野久徳 トロニックス部門

菊地孝司(日立製作所) 講演会 2003

10 表面硬さをを利用した人外センサの 天野久徳

実験的検討 田畑克彦 (岐阜県生産研 )

他一名

11 東南海地震に対する名古屋での長周 座間信作 日本高圧力技術 15. 5

期地震動とスロッシング予測 久田嘉章(工学院大) 協会春季講演会

12 2 流体ノズルを用いた PAG 消火シス 野口真太郎 (三菱重工)他 平成 15 年度日本 15. 5

テムの開発 二名 火災学会研究発

鶴田 俊、尾川義雄 表会

13 CFD による中高層建物火災時の熱気 阿部伸之、飯田明彦

流の数値シミュレーション 中高層建 山田常圭、鈴木 健

物の噴出火炎性状に関する実験的研 箭内英治、関沢 愛

究 その 20 栗岡均(鹿島技研)他一名

14 ウォーターミストによる閉空間内火災 竹元昭夫、金田節夫

の消火実験 －その 5 室内容積が 入江健一 (ニッタン )他一

異なる場合の消火について－ 名

15 コンテナ容器内の可燃物の燃焼性状 飯田明彦、阿部伸之

鈴木 健、山田常圭

箭内英治、関沢 愛

栗岡均(鹿島技研)他一名

16 スプリンクラー作動時の避難安全に 池畠由華 (大成建設)他一名

及ぼす影響 事務所の避難安全設 佐藤博臣(鹿島技研)他一名

計火源に関する研究－その 8 － 矢代嘉郎(清水建設)他一名

稲村勝正(能美防災)他一名

辻 利秀(ホーチキ)

鶴田 俊、尾川義雄

17 ナトリウム酸化物の火災危険評価 廖 赤虹

－ナトリウム酸化生成物の成分分析に 鶴田 俊

ついて

18 バーチャルリアルティ－技術を用いた 飯田明彦、山田常圭

体験型火災シミュレータ装置の開発 阿部伸之

山田 茂(フジタ)他四名
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

19 バルコニー空間を有す火災室温の予 仲丸昌吾(武蔵工大)他二名 平成 15 年度日本 15. 5

測 中高層建物の噴出火炎性状に関 栗岡均(鹿島技研)他一名 火災学会研究発

する実験的研究 その 18 関沢 愛、箭内英治 表会

山田常圭、鈴木 健

阿部伸之、飯田明彦

20 バルコニー空間を有す火災室上階の 栗岡均(鹿島技研)他一名

放射受熱量 中高層建物の噴出火炎 沖津純平(武蔵工大)他二名

性状に関する実験的研究-その 19- 関沢 愛、箭内英治

山田常圭、鈴木 健

阿部伸之、飯田明彦

21 一般住民の救急要請に関する研究 吉原 浩、金田節夫

その 1 救急車利用時の状況 久保田勝明

関沢 愛(東大大学院)

22 一般住民の救急要請に関する研究 金田節夫、吉原 浩

その 2 救急車要請の判断基準及び 久保田勝明

救急サービスへの期待 関沢 愛(東大大学院)

23 加圧防排煙時の発熱速度と臨界風速 渡部勇市

の特性

24 開口部噴出火炎の熱画像分析と上階 山田常圭、箭内英治

壁面への熱流束 中高層建物の噴出 鈴木 健、阿部伸之

火炎性状に関する実験的研究 その 飯田明彦、関沢 愛

17 栗岡均(鹿島技研)他一名

25 感知器における導電塗料の電磁波シ 田村裕之

ールド効果

26 救急出場件数の増加傾向に関する研 関沢 愛(東大大学院)

究(その 1) -事故種別、傷病者の属 久保田勝明、吉原 浩

性別等の分析- 金田節夫

27 救急出場件数の増加傾向に関する研 久保田勝明、金田節夫

究(その 2) -都道府県別の検討- 吉原 浩

関沢 愛(東大大学院)

28 区画火災消火時の熱挙動 尾川義雄、鶴田 俊

安藤行雄 (横浜市消防局 )

他二名

宮坂政司 (三菱重工業 )他

二名

29 災害弱者に対する火災警報技術に関 田村裕之

する調査 河関大祐
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

30 事務所の避難安全設計火源に関する 浅見高志(能美防災)他一名 平成 15 年度日本 15. 5

研究 スプリンクラーによる火災抑制 鶴田 俊、尾川義雄 火災学会研究発

における衝立の影響－その 7 － 佐藤博臣(鹿島技研)他一名 表会

矢代嘉郎(清水建設)他一名

笠原勲(大成建設)他一名

辻利秀(ホーチキ)他一名

31 実大規模燃焼実験による難燃杉材の 箭内英治

燃焼性状

32 初期火災における事務室机ユニット 掛川秀史(清水建設)他一名

間の延焼拡大性状 事務所の避難安 佐藤博臣(鹿島技研)他一名

全設計火源に関する研究－その 6 － 笠原勲(大成建設)他一名

鶴田 俊、尾川義雄

稲村勝正(能美防災)他一名

菊池正道(ホーチキ)他一名

33 消火作業へのウォーターミストの適 鶴田 俊

用方法に関する研究

34 焼損面積の分布特性に関する考察 村井裕樹(ERS)

防火対策の火災損害抑止効果に関す 鈴木恵子

る統計分析 その 1 栗岡均(鹿島技研)他一名

志田弘二(名古屋市立大)

35 焼損面積へ影響する日常管理・消防 鈴木恵子

用設備等の要因分析 防火対策の火 村井裕樹(ERS)

災損害抑止効果に関する統計分析 栗岡均(鹿島技研)他一名

その 2 志田弘二(名古屋市立大)

36 水/空気 2 流体混合噴霧消火システ 杉山 章 (横浜市消防局 )

ムの研究開発 －閉鎖空間における 他二名

消火実験結果－ 鶴田 俊、尾川義雄

37 大規模郵便局における積載可燃物の 南東君(早大)他二名

時間変動と燃焼性状 (その 2)代表的 鍵屋浩司(国総研)他一名

な積載可燃物の燃焼実験 山田常圭、箭内英治

阿部伸之、飯田明彦

38 大断面トンネル火災における縦流換 渡部勇市

気時の煙流動性状 － LES による風 阿部伸之

上、風下側の流れの数値シミュレー

ション－
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

39 地下施設における階段内の温度分布 松島早苗 平成 15 年度日本 15. 5

に関する実験研究 －地上階扉開 渡部勇市 火災学会研究発

放、地下 3階火災の場合－ 表会

40 中規模空間における複数個数のウォ 入江健一 (ニッタン)他三名

ーターミストノズルによる消火実験(そ 竹元昭夫

の 3) 金田節夫

41 中規模閉空間におけるウォーターミ 金田節夫

ストノズルの散水分布特性 竹元昭夫

入江健一(ニッタン)他一名

42 聴覚障害者に対する火災警報意識調 河関大祐

査 田村裕之

43 燃料の種類が噴出気流の温度分布に 鈴木 健、箭内英治

及ぼす影響 中高層建物の噴出火 阿部伸之、山田常圭

炎性状に関する実験的研究 その 16 飯田明彦、関沢 愛

栗岡均(鹿島技研)他一名

44 北海道苫小牧市で発生した重油直接 西 晴樹

脱硫装置火災原因調査について 山田 實

45 林野火災の発生危険度と拡大予測シ 佐藤晃由

ステムに関する研究 －その 3 過 寒河江幸平

去の火災事例の解析と拡大予測－ 佐野俊和 (広島県立林業

技術センター)

46 林野火災発生率と実効湿度及び最小 寒河江幸平

湿度との関係

47 Should We Consider Sea in K. Hatayama X X I I I G e n e r a l 15. 7

Simulating Seismic Ground Motion? Assembly of the

International Union

of Geodesy and

Geophysics

48 AE 法による石油タンク底部のグロー 山田 實 第 33 回安全工学 15. 7

バル診断技術について －海外の状 湯山茂徳 (日本フィジカル シンポジウム

況と我が国の現状－ アコースティクス)

49 Results of Mini Round Robin Tests of X. Li, Y. Iwata, H. Koseki

MCPVT K. Masugi(NKKK)

J. Ohishi(Kayatech co.Ltd.)他

一名

50 高感度反応熱量計によるヒドロキシル 岩田雄策

アミン水溶液の熱的危険性評価 古積 博
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

51 林野火災の発生危険度と拡大予測シ 佐藤晃由 第 33 回安全工学 15. 7

ステムに関する研究 その 4 広島 佐野俊和 (広島県立林業 シンポジウム

県の火災事例の解析と拡大予測 技術センター)

北村史郎(icfd)

桑原邦郎(宇宙研)

52 Tracking Trajectory Planning for H. Amano The Soc i e ty o f 15. 8

Disaster Response Multiple Mobile K. Osuka(Kyoto Univ.) I n s t rumen t and

Robots-Numerical Simulation Study - Y. Iwano Control Engineers

Annual Conference

2003

53 地すべり活動時の土塊内応力測定に 新井場公徳 日本地すべり学 15. 8

ついて 会研究発表会

54 CFD による地下鉄火災時の駅構内に 阿部伸之 2003 年度日本建 15. 9

おける熱気流の数値シミュレーション 山田常圭 築学会大会学術

55 バーチャルリアリティー技術を用いた 飯田明彦、山田常圭 講演会

火災擬似体験システムの開発 阿部伸之

山田 茂(フジタ)他二名

56 火災データベースの WEB構築事例 山田常圭

鈴木 修(フジタ)他二名

阿部伸之、飯田明彦

57 火災初期における階段内の熱気流先 渡部勇市

端部の上階への移動時間 －地上 1 松島早苗

階、地下 3階層の場合－

58 広域の地盤増幅度の推定に向けた 鄭 炳表、細川直史

DEM による地形分類に関する研究 座間信作

59 産業分類に着目した建物火災の損失 鈴木恵子

期待値

60 死者発生リスク低減に及ぼす火災感 関沢 愛

知器の効果に関する統計的分析 -住 野竹宏彰

宅火災による死者発生リスクの実態と

リスク低減対策に関する研究(その 2)

61 住宅火災における死者発生リスクの 野竹宏彰

実態分析-住宅火災による死者発生リ 関沢 愛

スクの実態とリスク低減対策に関する

研究(その 1)
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

62 焼損面積の分布特性に影響する日常 志田弘二(名古屋市大) 2003 年度日本建 15. 9

管理・消防用設備等の要員分析 村井裕樹(ERS) 築学会大会学術

防火対策の火災損害抑止効果に関す 鈴木恵子 講演会

る統計分析 その 2 栗岡均(鹿島技研)他一名

63 焼損面積の分布特性値の提案 防火 村井裕樹(ERS)

対策の火災損害抑止効果に関する統 志田弘二(名古屋市大)

計分析 その 1 鈴木恵子

栗岡均(鹿島技研)他一名

64 地下施設の火災特性に及ぼす深さの 松島早苗

影響に関する実験研究 その 2 地 渡部勇市

上 1 階、地下 3 階層の階段内の温度

分布

65 中高層建物の噴出火炎性状に関する 鈴木 健、箭内英治

実験的研究 その 6 燃料の種類が 阿部伸之、山田常圭

噴出気流の温度に及ぼす影響 飯田明彦、関沢 愛

栗岡均(鹿島技研)他一名

66 都道府県別に見た救急出場頻度に関 久保田勝明

する研究 関沢 愛(東大大学院)

67 AE 法によるタンク底部の腐食損傷評 山田 實 M&M 2003 日本 15. 9

価(AEパラメータと板厚との相関) 湯山茂徳(NPA) 機械学会材料力

関根和喜(横浜国大) 学部門講演会

橘川重郎(HPI)

丸山裕章(石油公団)

紺野臣郎(石油連盟)

68 熱弾性効果の非線形性を利用した残 紅林弘太郎(東工大院)

留応力同定法の検討 廣川幹浩

井上裕嗣(東工大)他一名

69 Development of Sodium Fire T. Tsuruda 第 4 回火災と爆 15. 9

Research after Monju Fire 発災害に関する

国際セミナー

70 地震による石油の漏洩事例と予防対 吉原 浩 第 9 回地質汚染 15. 9

策 シンポジウム

71 OSPF を用いた無線 IP ネットワークの 加藤聰彦(電通大)他一名 電子情報通信学 15. 9

構築に関する検討 高梨健一 会 2003 年度ソサ

菅田明則(通総研)他二名 イエティ大会

72 無線 IP ネットワークに適した OSPF 高梨健一

機能に関する検討 加藤聰彦(電通大)他一名

菅田明則(通総研)他二名
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

73 Temperature Distribution of Solid X. Li 2003 Symposium at 15.10

Unstable Substances near SADT D. Yang Mary Kay O'Connor

H. Koseki P r o c e s s S a f e t y

Center of Texas

A&M University

74 やや長周期地震動特性からみた地震 座間信作 日 本 地 震 学 会 15.10

地体構造区分 -その 1．自己組織 細川直史 2003 年度秋季大

化マップの適応可能性について- 会

75 地震動シミュレーションに海は考慮す 畑山 健

べきか？ (3) -深さ数十 m の浅い海

の影響-

76 苫小牧における石油タンクのスロッシ 畑山 健、座間信作

ングと地震動 -2003年十勝沖地震- 西 晴樹

77 南海トラフ沿いの地震によるやや長周 座間信作

期地震予測 -気象庁 1 倍強震計記 遠藤 真

録に基づく経験的予測-

78 An Intelligent System to Predict K . S a t o h , K . T . APSS 2003 15.10

Forest Fire Danger and Fire Spread Yang(Univ. of Notre

Dame)

79 The effect of Chlorides on the X. Li

thermal stability of ammonium K. O. Kwon(KFEIC)

nitrate H. Koseki

80 Thermal Risk Evaluation Using Y. Iwata, H. Koseki

Adiabatic Calorimeter M. Momota

81 煙火原料火薬の各種危険性評価試験 鈴木康弘(日本カーリット) 火薬学会 2003 年 15.10

古積 博 度秋期研究発表

82 各種自己反応性物質への MCPVT 試 X. Li、古積 博 講演会

験の適用 間杉健二 (日本海事検定

協会)

讃岐文夫(カヤテック)他一名

83 一般住民の救急要請に関する研究 金田節夫、吉原 浩 第 31 回日本救急 15.11

－救急車利用時の状況と救急サービ 久保田勝明 医学会総会

スへの期待－

84 都道府県別に見た人口 1 万人当たり 久保田勝明、金田節夫

の救急出場件数 吉原 浩

85 APTAC を用いた化学物質の危険性 桃田道彦、岩田雄策 第 39 回熱測定討 15.11

評価 古積 博 論会
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

86 Hazard Evaluation of Unstable X. Li 第 39 回熱測定討 15.11

Substances by the Combination of H. Koseki 論会

P r e s s u r e a n d H e a t F l u x Y. Iwata

Measurements

87 高感度熱量計を用いた熱分解に関す 岩田雄策、古積 博

る危険性評価 桃田道彦

88 林野火災の発生危険度・拡大予測シ 佐藤晃由 第 54 回日本林学 15.11

ステムの開発に関する研究 -その 6 佐野俊和 (広島県林技セ 会関西支部・日

過去の大規模森林火災事例に対す ンター) 本林業技術協会

る延焼抑止シミュレーション- 北村史郎(icfd) 関西・四国支部

桑原邦郎(宇宙研) 連合会合同大会

89 林野火災の発生危険度・拡大予測シ 佐藤晃由

ステムの開発に関する研究 -その７

火の粉の落葉への着火性の実験-

90 ブロードキャスト型無線 IP ネットワー 高梨健一 電子情報通信学 15.11

クを指向した OSPF の拡張に関する 加藤聰彦(電通大)他一名 会通信ネットワー

検討 菅田明則(通総研)他二名 ク研究会

91 日本の火災、消防､防災等のホットピ 河関大祐 日韓火災学会情 15.11

ックについて 報交換会

92 非線形熱弾性効果を利用した残留応 廣川幹浩 日本機械学会第 15.11

力の同定 井上裕嗣 (東工大 )他一名 16 回計算力学講

紅林弘太郎(東工大院) 演会講演論文集

93 リモートセンシングに基づく面的基盤 鄭 炳表 日本地震工学会 15.11

データの抽出と地震被害想定への適 畑山 健 大会 2003

用に関する研究 -広域の地盤増幅 細川直史

度の推定に向けた DEM による地形 座間信作

分類の試み-

94 気象庁 1倍強震計記録とその活用 座間信作

95 バイスタンダーによる応急手当実施 吉原 浩、金田節夫 平成 15 年度地域 15.11

状況と応急手当法講習経験 久保田勝明 安全学会研究発

関沢 愛(東大大学院) 表会

96 リモートセンシングに基づく面的な基 鄭 炳表

盤情報の抽出と地震被害想定への適 細川直史

用に関する研究－その１広域の地盤 畑山 健

増幅度の推定に向けた DEM による 座間信作

地形分類－
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

97 救急出場件数の増加傾向と地域別頻 久保田勝明 平成 15 年度地域 15.11

度分布の分析 関沢 愛(東大大学院) 安全学会研究発

金田節夫、吉原 浩

98 地震被害情報の共有と活用への 1 つ 座間信作、遠藤 真

の試み 細川直史、関沢 愛

高梨健一、渡邉洋己

99 同時多発火災に対する初動時の最適 関沢 愛，遠藤 真

消防力運用効果の評価 座間信作

山瀬敏郎 (消防科学総合

センター)

篠原秀明(応用地質)他一名

川村 聡(東大大学院)

100 Should We Consider Sea in K. Hatayama A m e r i c a n 15.12

Simulating Strong Groung Motion? - Geophysical Union

Numerical Examination of Effects of Fall Meeting 2003

Sea in the 2-D P-SV Wave Field -

101 The 2003 Tokachi Oki Japan, K. Koketsu(ERI, Tokyo

Earthquake: Source Process and Univ.)他三名

Strong Ground Motions K. Hikima(応用地質)

K. Hatayama

102 宮城県北部地震における防火水槽の 吉原 浩 第 13 回環境地質 15.12

被害と設置環境 学シンポジウム

103 Study on Decomposition Mechanism X. Li 第 36 回安全工学 15.12

of Organic Peroxides Using TAM H. Koseki 協会研究発表会

104 Study on the Contamination of X. Li

Ammonium Nitrate K. O. Kwon(KFEIC)

H. Koseki

105 シュレッダーダストの自然発火現象 清水芳忠 (神奈川産総研 )

他一名

古積 博

106 圧力追従式断熱型熱量計による熱的 岩田雄策、古積 博

危険性評価 桃田道彦

107 堆積廃棄物の蓄熱発火危険性評価 清水芳忠 (神奈川産総研 )

他二名

古積 博
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

108 廃プラスチック再生燃料の危険性評 古積 博 第 36 回安全工学 15.12

価試験 清水芳忠 (神奈川産総研 ) 協会研究発表会

他一名

109 林野火災の発生危険度・拡大予測シ 佐藤晃由

ステムの開発に関する研究 佐野俊和 (広島県立林技

-その 8 火災の発生と拡大に関わる センター)

情報の分析(山梨県・長野県地方)- 北村史郎(icfd)

桑原邦郎(宇宙研)

110 林野火災の発生危険度・拡大予測シ 佐藤晃由

ステムの開発に関する研究 大井田淳一(icfd)

-その 9 空中からの散水による火災 前田 巌(新明和工業)

拡大防止- 桑原邦郎(宇宙研)

111 火炎抑制種の再結合速度定数と結合 佐宗祐子 第 41 回燃焼シン 15.12

解離エネルギー ポジウム

112 高速度カメラ画像を用いた乱流拡散 鶴田 俊

火炎の構造解析に関する研究

113 赤外線映像によるトンネル状空間の 尾川義雄、鶴田 俊

天井付近における熱気流の観測 鈴木 健

天野玲子(鹿島建設)他一名

栗岡均(鹿島技研)他三名

114 燃焼時における固体の内部構造に関 鈴木 健

する研究

115 粉末消火剤によるナトリウム燃焼残渣 廖 赤虹

の安定化効果 鶴田 俊

116 有風下の火炎風下床面上に発生する 篠原雅彦

渦対の構造 工藤一彦(北大)

117 レスキューとコンテスト レスキュー 天野久徳 第 4 回計測自動 15.12

ロボットコンテスト規定の困難さ 大西規雄(津山高専) 制御学会システ

染谷美枝(長岡科技大) ムインテグレーシ

レスキューロボットコン ョン部門講演会

テスト実行委員会

118 実戦配備されている消防防災ロボッ 天野久徳

ト

119 防護壁を構成する小型ロボット群の 天野久徳

開発 トレース追従移動に関する実 大須賀公一 (京大大学院)

験的検討 他一名
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

120 地震時の消防活動を支援するシステ 座間信作 1.17 ひょうごメモ 16. 1

ムの開発 リ ア ル ウ ォ ー ク

2004

121 全国の救急搬送人数の増加傾向に関 久保田勝明、金田節夫 第 12 回全国救急 16. 1

する分析 吉原 浩 隊員シンポジウム

関沢 愛(東大大学院)

122 転院搬送に対する消防本部の負担感 金田節夫、久保田勝明

についての調査結果 吉原 浩

関沢 愛(東大大学院)

123 ガレキ下に取り残された要救助者探 稲葉昭夫 (岐阜県生産研 ) 文部科学省 大都市大 16. 1

査に必要な要素技術に関する研究 他二名 震災軽減化特別プロジ

天野久徳 ェクト「被害者救助等

124 ガレキ下に取り残された要救助者探 天野久徳 の災害対応戦略の最適

査に必要な要素技術に関する研究 稲葉昭夫 (岐阜県生産研 ) 化レスキューロボット等

他一名 次世代防災基盤技術の

開発」第２回国際シン

ポジウム

125 海が地震動に及ぼす影響 -数値実 畑山 健 京都大学防災研 16. 2

験による評価- 岩田知孝(京大防災研) 究所研究発表講

竹中博士(九大) 演会

大島光貴(九大理学府)

126 都市型水害時の災害対応について 新井場公徳 都市型水害国際 16. 2

シンポジウム

127 Results of MCPVT H. Koseki OECD-IGUS-EOS 16. 3

X. Li

128 Development of the Earthquake B-P. Jeong The 8th Annual 16. 3

Damage Estimation System of S. Zama Conference of

Seoul-city -Part1. A Study on M. Hosokawa EESK

Classification of Topography using K. Hatayama

DEM and Estimation of Soil

Amplification Factors-

129 Development of the Earthquake Damage B-P. Jeong

Estimation System of Seoul-city -Part2. A S. Zama

Study on Development of the Earthquake M. Hosokawa

Damage Estimation System- M. Endo
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題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

130 無線 IP ネットワーク構築のための 高梨健一 電子情報通信学 16. 3

OSPF のデータベース同期手続きに 加藤聰彦(電通大)他一名 会 2003 年度総合

関する一検討 菅田明則(通総研)他二名 大会

131 有線リンクと無線リンクの双方を用い 加藤聰彦(電通大)他一名

る AODV ネットワークの構築に関す 高梨健一

る検討 菅田明則(通総研)他二名

132 The rail road fire history of T. Yamada The international 16. 3

Japan and technical reviews of symposium of 2. 18

the fire safety Daegu subway fire

133 Numerical Simulation of Thermal N. Abe disaster for the

Plume in a Subway Fire memorial of one

year aniversity

消研輯報　57

- 86 -



(2) 論文発表

題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

1 Combustion Science for Safety T. Hirano Proceedings of the Vol.29,pp.167-1

Combustion Institute 80 (2002)

2 Characteristics of Spreading Flame T. Hirano Combus t i on and pp.262-264

Edges Atmospheric Pollution (2003)

3 A c c i d e n t a l e x p l o s i o n s o f T. Hirano Journa l of Loss 17, pp.29-34

semicounductor manufacturing gases Prevention in the (2004)

in japan Process Industries

4 Study on Feasibility of Evacuation A. Sekizawa P r o c e e d i n g s o f 2004.3

using Elevators in a High-rise S. Nakahama Workshop on the Use

Building -- Is Use of Elevator in H. Notake of Elevators in Fires

Evacuation Really Effective for M. Ebihara a n d O t h e r

General People? -- Y. Ikehata(大成建設) Emergencies (ASME)

5 Feasibility Study of Use of Elevators A. Sekizawa 6th Asia-Oceania pp.235-246

in Fire Evacuation in a High-rise S. Nakahama Symposium (2004. 3)

Building H. Notake

M. Ebihara

Y. Ikehata(大成建設)

6 Study on Measures for Mitigating the H. Notake 6th Asia-Oceania pp.500-511

Risk of Residential Fires and Fire A. Sekizawa Symposium 2004. 3

Fatalities M. Kobayashi

A. Mammoto

M. Ebihara

7 Visibility of Emergency Exit Sign and T. Yamada, K. Kubota 6th Asia-Oceania

Emergency Light through Smoke N. Abe, A. Iida Symposium

8 A Study on Ejected Flames T. Suzuki, T. Yamada 6th Asia-Oceania

K. Takanashi, E. Yanai Symposium

N. Abe, A. Iida

A. Sekizawa

H. Kurioka(KTRI) 他一名

9 東南海地震による名古屋での長周期 座間信作 圧力技術 Vol.42, No.1,

地震動とスロッシング予測 久田嘉章(工学院大) pp.4-13 (2004.2)

津野靖士 (東大地震研 )他

一名

10 An Analysis to Predict Forest Fire K. Satoh Proceedings of 2003 2003. 7

Danger and Fire Spread S. Kitamura(icfd) ASME Summer Heat

K. Kuwahara(Jaxa) Transfer Conference

K.T.Yang(Notre Dame Univ)
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題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

11 Distribution analysis of forest fire WG. Song(USTC)他一名 中 国 Fire Safety

related data in Japan K. Satoh Science

12 Forest Fire Characteristics and 佐藤晃由 2004 Workshop on 2004

Suppression Technique in Japan Forest Fire at Korean

F o r e s t R e s e a r c h

Institute

13 Experimental Study of the Flow M. Shinohara 6th Asia-Oceania 2004. 3

Structure Including Whirlwinds in K. Kudo(Hokkaido Univ.) Symposium

the Wake Region of a Flame in a

Cross-Wind

14 Space-time correlation function for T. Tsuruda 第 30 回国際燃焼シン

the pixel brightness fluctuation of a ポジウム

buoyancy driven diffusion flame

15 Possibility of Refuse Derived Fuel L. Gao 6th Asia-Oceania pp.102-107

Fire Inception by Spontaneous T. Tsuruda Symposium on Fire (2004)

Ignition T. Suzuki, Y. Ogawa S c i e n c e a n d

C. Liao, Y. Saso Technology

16 Decomposition of Hydroxylamine / Y. Iwata Journal Hazardous 104, pp.39-49

Water Solution with Added Iron Ion H. Koseki Materials (2003)

17 Evaluation on thermal hazard of Fu Zhi-min(DFPE) J. of Loss Prevention 16, pp.389-393

methl ethyl ketone peroxide by using X. Li i n t h e P r o c e s s (2003)

adiabatic method H. Koseki Industries

Y-S Mok(Pukyong National

Univ)

18 Study on the Thermal Stability of K. Kwon(KFEIC) 6th Asia-Oceania 2004.3

Impurity Ammonium Nitrate X. Li, H. Koseki Symposium

S. So, J. Kim

19 The effect of chlorides on the thermal K. O. Kwon(KFEIC)他一名 6th Asia-Oceania 2004.3

stability of ammonium nitrate X. Li, H. Koseki Symposium

20 Risk evaluation of hydroxylamine M. Wakakura(KITRI) Center for Chemical 18, pp.343-352

water solution H. Koseki, T. Uchida Process Safety (2003. 9)

Y. Iwata

21 Hazard Evaluation of Organic X. Li Center for Chemical 18, pp.455-465

Peroxides and Self-reactive Materials H. Koseki Process Safety (2003. 9)

by the Combination of Pressure and

Heat Flux Measurements
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題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

22 Study on Spontaneous Ignition of L. Gao 2003 International 2003.10

Meat Bone Meal Y. Iwata Symposium on Fire

M. Momota S c i e n c e a n d

H. Koseki F i r e - P r o t e c t i o n

Engineering

23 Results of Mini Round Robin Tests of X. Li, H. Koseki 中国科学技術大学「火 13(1), 11-17

MCPVT D. Liu, M. Tamura 災科学」 (2004.1)

24 Decomposition of Methyl Ethyl X. Li, H. Koseki J. of Loss Prevention 17(1), 23-28

Ketone Peroxide and Mixtures with Y. Iwata i n t h e P r o c e s s (2004. 1)

Sulfuric Acid Y-S Mok (Pukyong Industries

National Univ)

25 Stress Separation in Thermoelastic H. Inoue(Tokyo Institute I n t e r n a t i o n a l CD-ROM

Stress Analysis Using Nonlinearity of of Technology)他一名 C o n f e r e n c e o n

the Thermoelastic Effect Y. Hirokawa A d v a n c e d

T e c h n o l o g y i n

E x p e r i m e n t a l

Mechanics 2003 (2003)

26 熱弾性効果の非線形性を利用した熱 井上裕嗣(東工大)他一名 非破壊検査 Vol.52, No.4

弾性応力測定のための主応力分離法 早房敬祐(荏原総研) pp.201-207

廣川幹浩 (2003)

27 熱弾性効果を利用した残留応力同定 廣川幹浩 計算数理工学論文集 Vol.3, pp.1-6

に関する逆問題解析 井上裕嗣(東工大)他一名 (2003)

28 Suppression Effect of Water Vapor N. Saito 6th Asia-Oceania 2004..3

o n F l ammab i l i t y L im i t s o f C. Liao Symposium

Hydrocarbon Fuels

- A Study on Fire Suppression by

Water Mist -
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(3) 解説、その他

題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

1 同時多発火災に対する最適消防力運 関沢 愛 (東大大学院 )他 東 京 法 令 出 版 ㈱ Vol.3, No.1

用効果の評価－消防活動支援情報シ 一名 「消防防災」 通巻第 7号

ステムを用いたケーススタディ－ 遠藤 真、座間信作 pp.94-101

山瀬敏郎 (消防科学総合 (2004冬)

センター)

2 韓国における防火技術者の国家資格 関沢 愛 日本火災学会「火 Vol.54, No.1

制度とその職能 李 義平 (韓国光州広域 災」 通巻 268号

市消防安全本部)

3 大邱地下鉄中央路駅火災の概要 山田常圭 日本火災学会「火 pp.32-37

鄭 炳表 災」 (2004. 2)

4 大邱地下鉄中央路駅火災の概要 山田常圭 近代消防社「近代 Vol.53, No.2

鄭 炳表 消防」 通巻 263号

pp.1-8

(2003. 4)

5 韓国における地下鉄火災について 山田常圭 日 本 地 下 鉄 協 会 第 41巻, 5号

「SUBWAY」 pp.18-25

(2003. 5)

6 諸外国における火災事例と防火上の 山田常圭 建築設備＆昇降機 第 141号

問題点 pp.54(2003. 5)

7 WTC テロ事件に関わる海外の技術 山田常圭 日本火災学会「火 No.45

的研究・調査動向の紹介 災」 pp.29-35

(2003. 9)

8 石油備蓄タンクのリアルタイム地震被 座間信作 「月刊エネルギー」 Vol.53, No.4

害評価システムの構築 通巻 265号

pp.45-48

(2003. 8)

9 トルコ・コジャエリ地震、台湾・集集 座間信作 C I W 通 信 Vol36, No.9

地震による石油タンク被害 (RUMPES) pp.51-54

(2003)

10 2003 年十勝沖地震被害報告－石油タ 座間信作 (財 )震災予防協会 Vol.17, No.4

ンクの被害－ 「震災予防」 pp.4-6 (2003)

11 石油タンクのスロッシング被害～十勝 座間信作 日 本 工 業 出 版 ㈱ No.194

沖地震から学ぶ～ 「検査技術」 pp.16-21

(2004)

12 消防隊用防火衣の耐熱性能試験と 箭内英治 繊維機械学会誌(繊 Vol.9, No.3

ISOの動向 維工学) pp.28-37

(2004. 3)
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題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

13 燃え拡がり現象に影響を及ぼす因子 鈴木 健 日本火災学会「火 Vol.56、No.7

について 災」 pp.293-298

(2003)

14 気体分離膜を用いるガス系防消火シ 廖 赤虹 日本火災学会「火 Vol.53, No.2

ステムの実用可能性 災」 通巻 263号

pp.40-45

(2003. 4)

15 火災と輻射 古積 博 日本燃焼学会誌 Vol.54, No.1

通巻 268号

pp.38-43

(2004. 2)

16 石油のボイルオーバー 古積 博 セイフティエンジニ 127, pp.13-17

アリング (2003)

17 フランスツールーズでの硝酸アンモニ X. Li 中国南京理工大学 Vol32, No.4

ウムの事故とその調査(日本語訳) H. Koseki 「爆破器材」 pp.31-36

(2003. 8)

18 2003 年 7 月 26 日宮城県北部の地震 吉原 浩 日本火災学会「火 Vol.54, No.1

及び平成 15 年十勝沖地震における 災」 通巻 268号

防火水槽の被害について pp.26-31

(2004. 2)

19 小規模閉空間におけるウォーターミ 竹元昭夫 検定協会だより 第 270号

ストの消火能力 金田節夫 pp.5-17

入江健一 (ニッタン )他一 (2003. 6)

名

20 女性科学者と防災研究 佐宗祐子 日本女性科学者の No. 93, p.7

会 NEWS (2003. 9)

21 「日韓火災学会情報交換会」概要報 佐宗祐子 (日本火災学会 日本火災学会「火 Vol. 54, No. 1

告 国際対応専門委員会) 災」 通巻 268号

pp. 56-57

(2004.2)

22 地下鉄火災における駅構内の煙流動 渡部勇市 山海堂㈱「土木施 2004. 2

シミュレーションの試み -韓国大邱市 工」

地下鉄中央路駅の場合-

23 火災統計からみた防炎物品の状況 鈴木恵子 日本防炎協会「防 No.157

炎ニュース」 pp.32-37

(2004. 1)
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題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

24 高齢化と火災 鈴木恵子 (社 )日本保安用品 2004. 1

協会「セイフティダ

イジェスト」

25 消防防災ロボット 天野久徳 (社 )日本機械学会 Vol.106

「日本機械学会誌」 No.1019

pp.54

(2003.10)

26 屋外タンク貯蔵所の漏洩事故 西 晴樹 総合安全工学研究 第 30巻第 2号

所「セイフティエン 通巻 125号

ジニアリング」 pp.7-12

(2003. 8)

27 屋外タンク貯蔵所の火災貯蔵所の火 西 晴樹 東 京 法 令 出 版 ㈱ 第 6号

災原因調査について 「消防防災」 (2003秋)

28 重油直接脱硫装置火災の事故事例 西 晴樹 日本火災学会「火 Vol.54, No.1

災」 通巻 268号

pp.23-25

(2004. 2)

29 北海道苫小牧市において発生したタ 西 晴樹 安全工学協会「安 Vol.43, No.1

ンク火災について 全工学」 pp.54-55

(2004. 2)

30 北海道苫小牧市において発生した重 西 晴樹 安全工学協会「安 Vol.42, No.2

油直接脱硫装置火災 全工学」 pp.113-116

(2003. 4)

31 高齢化社会と火災危険 田村裕之 農業共済新聞 9月第 4週

河関大祐 (2003. 9)

32 災害弱者へ火災を知らせたい 田村裕之 農業共済新聞 10月第 4週

河関大祐 (2003.10)

33 効果的な火災警報装置の開発 田村裕之 農業共済新聞 11月第 4週

河関大祐 (2003.11)

34 日常での防火 田村裕之 農業共済新聞 1月第 4週

河関大祐 (2004. 1)

35 米国における林野火災対策の現状 新井場公徳 日本火災学会「火 Vol.53, No.3

災」 通巻 264号

pp.28-33

(2003. 6)

36 林野火災発生危険度予測及び延焼シ 新井場公徳 東 京 法 令 出 版 ㈱

ミュレーションシステムの概要 高梨健一 「月刊消防」
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題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

37 消防研究所における航空機による空 金田節夫 林野弘済会「森林 第 23号

からの消火の研究 火災対策協会報」 (2003. 5)

38 WTC テロ事件時の建物内状況及び 久保田勝明 日本火災学会「火 Vol.53, No.4

避難者の行動 災」 通巻 265号

pp.22-28

(2003. 8)

(4) 著書、所外報告書

題 名 執筆者名 発行元 発行月

1 防災指針 No. 120 二酸化炭素(CO2) 佐宗祐子 日本化学会 15. 7

(一部執筆)

2 建築設備士(シニア)認定講習テキスト 竹元昭夫 建築設備技術者協 15.12

(一部執筆) 会

3 安全・安心の基礎知識(一部執筆) 関沢 愛 全国危険物安全協 16. 3

会
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２ 一般公開

消防研究所では、平成 15 年度科学技術週間(4

月 14 日から 20 日)における行事の一環として、4

月 18日金曜日に消防研究所一般公開を開催した。

科学技術週間とは「科学技術に関し、ひろく国民

の関心と理解を深め、もって我が国の科学技術の

振興をはかることを目的」として設けられたもので、

消防研究所ではこれにあわせて毎年一般公開を行

っている。

平成 13年度、平成 14年度と 600名以上の方に

来場いただいているが、今年度は 787 名という、

平成 14 年度と比べても 150 名以上も多い大勢の

方が来場され、消防研究所が現在行っている研

究の紹介を見学された(表 1)。

公開された研究項目数は、平成 14 年度より三

つ増えた 15 で、「研究紹介コーナー」ではこれま

でに消防研究所が開発した機器や、国内外の学

会で発表された論文などすでに成果となっている

ものを中心に紹介した。また、平成 15 年度より体

制が充実した火災原因調査室の業務などを「消

防研究所の火災原因調査業務」として紹介した。

研究紹介では、現在取り組んでいる研究を中心

に、パネルの展示や説明資料の配付、実験風景

のビデオ映像の放映などを行い、研究員自らが来

場者に解説を行った。例年、実演の増加を希望さ

れる声が多いことから実演を伴う研究紹介数を増

やし、また実演の回数も多くの方にごらんいただ

けるよう柔軟に対応した。(表 2)。

公開項目「ウォータミストによる消火 (1)、 (2)」

は平成 14 年度同様、来場者から多くの良い評価

を受けた。現在消防研究所では水を霧状にして(ウ

ォーターミスト)噴霧する消火方法を研究しており、

スプリンクラーのように室内の天井からウォーター

ミストを放出するタイプと、消防隊が使用する消火

ノズルからウォーターミストを放出するタイプをそ

れぞれ紹介した。（写真 1）

消防研究所では、将来の実用化や開発に向け

た基礎研究にも力を入れている。基礎研究につい

てはアンケートの中でもその充実を期待する声が

多く、目立たない分野であっても着実な研究が必

要であり、同時に期待されていることが分かる。

たとえば、公開項目「動物性飼料(肉骨粉)の自然

発火に関する研究」では、BSE 問題に関連して大

量に貯蔵することが必要になった肉骨粉の自然発

火の危険性を紹介した。この研究紹介は主にパネ

ルの展示と研究員による説明だけであったが、ア

ンケート結果によれば来場者の方から高い評価を

得たことが分かった。

平成 14 年度の一般公開時のアンケートに寄せ

られた要望の一つに「事前の広報体制の充実」

があった。これを受けて、今年度はこれまでの案

内に加えて近隣の自治会にも個別に案内を配布し

広報の充実に努めた。全体として平成 14 年度より

も 150 名以上の多くの方が、しかも一般の方に限

れば平成 14 年度と比べて 80 名以上もの方が来

場されたことはこうした広報の充実と関係があると

思われる。特に近隣住民の方には日頃から消防

研究所の業務にご協力いただいていることもあり、

こうした場を通してより一層消防研究所の業務と役

割をご理解いただいたのではないかと思う。加え

て、一般の方に広く消防研究所を知っていただく

ことは、消防研究所そのものに対する理解だけで

なく、消防防災全般への関心につながるという意

味でも、引き続き広報の充実に努めていきたい。

もちろん、多くの方々においでいただくだけで

満足するのではなく、どのような方にも満足してい

ただけるよう、研究紹介の質の向上にも引き続き

目を向けていかなければならない。今回のアンケ

ートでも、あまりに専門的すぎるとの声も聞かれた

ことから、よりわかりやすい説明を心がける必要が

ある。
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今回の一般公開でも、消防研究所の研究業務

に対する温かい励ましの言葉や、厳しいご意見を

お聞きすることができた。引き続き来場者の方々

の声を真摯に受け止め、日頃の研究業務、なら

びに一般公開の充実に努力していきたい。

表 1 一般公開来場者数

区分 H10 H11 H12 H13 H14 H15

総務省・消防庁 21 12 14 13 5 13

消防大学校学生等 7 116 172 201 210 153

地方公共団体(消防本部等) 42 86 47 110 102 114

国立研究機関等 7 0 2 14 8 19

関係協会等 47 21 44 32 48 59

企業 166 201 152 156 198 286

報道関係 3 3 3 7 6 7

一般 28 53 16 93 48 136

外国 0 － － － － －

合計 321 492 450 626 625 787

写真 1 ウォーターミストによる消火(1) 写真 2 救急システムに関する研究、心配蘇生

(公開番号⑫) 法の実演(公開番号⑮)

表 2 一般公開プログラム

(公開番号 1～ 10は同日開催の日本消防検定協会が使用)

番号 公開項目 公開方法 概 要

11 消防研究所紹介コーナー 展示 タッチパネルによる消防研究所の研究体制等の紹

介や、ポスター等での研究紹介、開発した機器の

実物展示を行う。

12 ウォーターミストによる消火 実演 散水密度分布測定装置の実演と中規模実験におけ

(1) る消火に関するウォーターミストの消火条件等につ

いてパネル展示。

消研輯報　57

- 95 -



番号 公開項目 公開方法 概 要

13 (財 )消防科学センターの災 展示 地震時の応急対応支援のためのマニュアルシステ

害対応システム等 実演 ム、インターネットを活用した被災情報の収集・提

供システム、一般市民や消防・防災職員向けの

消防防災博物館(バーチャルミュージアム)

消防研究所の火災原因調査 展示 特異火災における火災原因調査業務及び、各消防

業務 本部・消防学校の火災調査・研修業務に対する各

種支援業務を紹介する。

14 火災の統計分析 展示 火災統計データをパソコンで簡易に分析できる火災

実演 データベースシステムの実演紹介と、火災リスクの

分析事例の展示。

15 救急システムに関する研究、 展示 救急要請の増加要因に関する分析結果展示、心臓

心肺蘇生法の実演 実演 マッサージや人工呼吸の実演、救急要請等につい

てのアンケート調査実施。

災害弱者の火災安全のため 展示 聴覚障害者の火災安全意識に関するアンケート調

の警報・通報システム 査結果ならびに災害弱者用の警報・通報装置の紹

介。

原子力施設救助活動支援ロ 展示 原子力施設における災害発生時に有用と考えられ

ボットに関する研究 る、ロボットシステム開発をするための要素技術研

究を紹介する。

16 リアルタイム地震防災情報 実演 地震直後の合理的な応急対応を情報面から支援す

システム る様々な地震防災情報システムを紹介する。

17 走査型電子顕微鏡によるミ 実演 走査型電子顕微鏡ではミクロの世界を簡単に高倍

クロの世界 率で立体的に観察することができる。身近な物体

のミクロの世界を紹介する。

18 林野火災発生危険度・拡大 展示 林野火災による被害の軽減を目的として開発してい

予測システム る林野火災の発生危険度と拡大を予測するシステ

ムについて展示する。

19 サーマルマネキンによる消 実演 防火服を着せたサーマルマネキンに火炎暴露し、

防用防火服の耐熱性能 マネキンに埋め込んだ熱センサーから火傷程度、

範囲を求め耐熱性能を調べる。

20 地下施設における階段室内 展示 地下 3 階層の建物を想定した中規模地下模型を展

の煙流動に関する研究 示し、地下 3 階出火時の階段室内の煙流動性状に

ついて紹介する。

21 仮想現実災害体験シミュレ 実演 バーチャルリアリティー技術を利用した火災を擬似

ータ装置の紹介 体験できる装置を紹介する。また、ホテル火災を

計算で再現した実演を行う。

22 動物性飼料 (肉骨粉 )の自然 展示 動物性飼料 (肉骨粉 )の自然発火に関する火災危険

発火に関する研究 性を把握するために、各種の危険性評価実験を行

ったので紹介する。
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番号 公開項目 公開方法 概 要

23 ウォーターミストによる消火 展示 ウォーターミストによる消火について、小規模実験

(2) の概要および消防隊用ミストノズルによる大規模実

験について紹介する。

24 アルカリ金属の火災安全技 展示 エネルギーや熱の貯蔵媒体として使用が拡がりつ

術 つあるアルカリ金属の燃焼性状と火災時の対処法

について紹介する。

25 X線 CT検査装置 展示 物体の内部構造を非破壊かつ非接触で調べること

のできる装置である X 線 CT 検査装置の概要につ

いて紹介する。
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３ 全国消防技術者会議

1. はじめに

消防研究所と自治体消防との交流と技術向上を

図るため、消防研究所主催で第 51 回全国消防技

術者会議を、平成 15 年 10 月 30、31 日に、東京

都内のニッショーホールにおいて開催した。この

全国消防技術者会議は、昭和 28 年に第 1 回を開

催してから毎年開催し今回で第 51回を迎えた。

今回も、例年と同様に、特別講演、消防職員

などによる研究発表、研究開発品の展示発表を行

った。全体のプログラムを章末に示す。参加者は

全国の消防職員や消防防災関係者であり、参加

者数は前年を大きく上回る延べ 1050 人であった。

2. 特別講演

特別講演とは、毎回消防職員の研究発表とは

別に、さまざまな分野の専門家に、消防に関連す

る内容を講演していただく企画である。

今回は、今年の初めより東南アジア地域を中心

として、カナダなどで発生した SARS(重症急性呼

吸器症候群 )について、「SARS －東南アジアにお

ける実態とわが国における今後の対応」と言うタ

イトルで、この分野の第 1 人者である杏林大学医

学部長の小林宏行先生に講演していただいた。

主な公演内容は以下の項目であり、多くの写真

やわかりやすい解説を交えながら講演いただいた。

また、この他にも救急活動に関連する類似の感

染症対策なども講演された。

(1) SARS流行の実態

(2) 香港での対応

(3) SARS という感染症について

(4) わが国における問題点と今後の課題

3. 研究発表

研究発表として、2 日間で 23 編の発表が行わ

れた。研究発表の分野は、火災原因、建築火災、

防災一般、機器開発である。発表内容は、やはり

消防職員の研究発表であるため、出火原因、消

防職員の疲労、消防車両に関する研究など、現

場に密接した内容が多かった。

発表方法は消防分野の IT 化が進み、前回まで

は OHP による発表者が何人かいたが、今回は全

員がコンピュータを用いたプレゼンテーションにな

った。また、燃焼や消火実験に関しては、ビデオ

撮影したものをパソコンの動画でプレゼンテーショ

ンした発表者が多く、わかりやすい発表であった。

消防庁長官挨拶 小林宏行氏による特別講演

また、前回までは発表時間を大幅に超過する発
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表者が多かったが、今回は多くの発表者は事前に

十分練習されたようで、発表時間も予定通り終了

し、さらに発表内容も背景、目的、方法、結果と

きちんとまとめられている発表が多くわかりやすか

った。消防関係者のプレゼンテーション能力の向

上を感じた。

4. 展示発表

展示発表とは、研究発表とは異なり、開発した

製品などを直接聴講者に説明したり、使ってもらっ

たりすることが可能なように、研究開発品を展示す

るプログラムのことである。これは、2 日目の昼休

みに行った。

今回の展示発表は全部で 4 件あり、2 件は消防

車両に関する研究、もう 2 件は消火に関する研究

であった。この展示発表では、多くの参加者が実

際に開発品を触ったり、開発者に対して質問を行

ったりし、活発な議論が行われた。

5. おわりに

会議終了後に、参加者に対して本会議について

のアンケート調査を実施し、179 名の方々からの

意見を頂いた。この会議への来場回数については

72%の方が始めての参加であった。また、講演内

容に対しては聴講した方の中で、特別講演では

88%、研究発表は 82%、展示発表は 76%の方が、

大変興味深かったと解答し、非常に有意義なもの

であったことがわかった。また最も興味深かった

講演内容としては、やはり、火災原因関係が関心

を集めていた。

その他の意見として、もっと分野別に会場を分

けて、1 題あたりの発表時間を長くし議論を深めた

いなどの意見があった。

これらの意見を参考に、今後の全国消防技術者

会議の運絵方針に関して、検討を行っていきたい

と考えている。

研究発表

展示発表

◆会議概要

第１日 10月 30日(木)

１ 消防研究所理事長挨拶

消防研究所理事長 平野 敏右

２ 消防庁長官挨拶

消防庁長官 石井 隆一

３ 特別講演

「ＳＡＲＳ－東南アジアにおける実態とわが国に

おける今後の対策」

杏林大学医学部長 小林 宏行

４ 研究発表

セッション１：（火災原因１）

(1) 電磁調理器使用時における天ぷらなべ火

災の発生条件

京都市消防局 奥谷 博司

(2) 防水用塗料の重合熱による火災について

東京消防庁 小清水雄二

(3) アルコール成分を含有する自動車燃料の

石油ストーブへの誤給油に関する研究
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東京消防庁 鈴木 健司

(4) センサライトに起因する火災について

東京消防庁 上田 和功

(5) 出火原因の究明がリコールに結びついた

外国製乗用車の火災（オイル漏れから出

火した火災）

東京消防庁 溝呂木 豊

５ 研究発表

セッション２：（火災原因２）

(1) 屋外タンク火災の火災原因調査について

横浜市消防局 星野 秀夫

齋藤 真

(2) ベルトコンベアの燃焼性状に関する委託研

究結果について

東京消防庁 佐田 立郎

平山 浩美

立川 克

(3) 揚げ玉の自然発火に関する調査研究

川崎市消防局 石田 純

佐藤 清仁

(4) 自然発火の原因となる油類の熱分析によ

る発熱特性とその生成物(アクロレイン)の検

出について

名古屋市消防局 柴田 靖史

(5) 動物性飼料の自然発火

消防研究所 高 黎静

岩田 雄策

古積 博

第２日 10月 31日(金)

１ 研究発表

セッション３：建物火災

(1) 小規模雑居ビルにおける延焼拡大事例

名古屋市消防局 高見 善幸

北折 友幸

安藤 肇

田中 稔

近藤 守

(2) 小規模耐火建築物における煙流動と中性

帯の管理について

東京消防庁 苫米地 守

(3) 消防署における火災シミュレーションの利

用方策について

東京消防庁 森尻 宏

苫米地 守

２ 研究発表

セッション４：防災一般

(1) ヒューマン・ファクターから見た消防活動

と受傷危険に関する研究

東京消防庁 落合 博志

(2) 防火設備対策の耐震信頼性を考慮した地

震火災リスクの評価手法

東京大学大学院消防防災科学技術寄付講座

海老原 学

清水建設株式会社技術研究所 野竹 宏明

消防研究所 併任：東京大学大学院

消防防災科学技術寄付講座

関沢 愛

(3) スクープストレッチャーの冷たさが傷病者

に与える影響についての一考察

京都市消防局 山本 祥司

３ 展示発表

(1) サイレンアンプ現場広報機能の考案につい

て

四街道市消防本部 安原 秀明

高梨 光彦

(2) 後部補助警光灯を活用した進行方向指示

の考案について

四街道市消防本部 安原 秀明

高梨 光彦

(3) 水/空気２流体混合噴霧消火システムを用

いた放水装備の開発（可搬ユニット放水装

備の試作）

横浜市消防局 本所 正泰
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(4) ２流体ノズルを用いた PAG 消火システム

の性能について

三菱重工業㈱ 宮坂 政司

４ 研究発表

セッション５：機器開発 1

(1) 住宅用火災警報器に関する研究

東京消防庁 長谷川忠大

(2) 小型ガスクロマトグラフィーの開発につい

て

東京消防庁 阿部 敏彦

(3) 消防ポンプ自動車のポンプ稼働時間と燃

料消費量について

箕面市消防本部 中村 保

上田 弘文

井戸 正郎

赤阪 浩二

(4) 聴覚障害者に対する火災警報意識アンケ

ート調査

消防研究所 河関 大祐

田村 裕之

５ 研究発表

セッション６：機器開発２

(1) 水／空気２流体混合噴霧消火システムの

研究開発（閉鎖空間における消火実験結

果）

横浜市消防局 杉山 章

(2) 液体可燃物に対するウォーターミスト消火

設備の消火能力と適用性

ニッタン㈱ 入江 健一

富田 悦次

白山 宣弘

沖野 洋平

消防研究所 竹元 昭夫

金田 節夫

(3) ２流体ノズルを用いた PAG 消火システム

の開発について

三菱重工業㈱ 野口真太郎

６ 閉会の辞

消防研究所理事 長澤 純一
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４ 消防防災研究講演会

第 7回消防防災研究講演会

消防防災研究講演会は、消防防災に関する消防研究所における研究成果および時宜にかなったトピッ

クス等をまとまった形で公開の場で発表し、あわせて、参加者と討論する場として平成 9 年度より始めら

れたものである。研究講演会の主要な目的は、特定の課題に関係する専門的な知識を有する技術者およ

び研究者との討議を通じて、課題に関する解決策を模索し、その糸口を見出すことにあるが、あわせてこ

れらの討論をふまえ、将来に向けた研究計画の糧を得ることへの利用も期待されている。今年度、第 7

回消防防災研究講演会は「産業施設における最近の火災事故」のテーマで下記のように開催された。

1. はじめに

第 7 回消防防災研究講演会は、平成 16 年 1 月

30 日(金)、消防研究所において、約 385 名の参

加者を集めて開催された。今回のテーマは、産

業施設において平成 15 年中に特異な火災・爆発

事故が相次いで発生したことから、「産業施設にお

ける最近の火災事故」とした。講演に先立ち、消

防研究所理事長平野敏右より開催の趣旨を含め挨

拶を行い、消防庁予防課長小林恭一様より予防行

政の立場からみた最近の事故事例についてお話し

いただいた。その後、それぞれの火災・爆発事

故事例について、現地調査及びその後行われた

検証実験結果等についての報告及び総合討論が

なされた(表 1)。

今回の参加者は消防本部の方々が全体の 82%

と最も多く、次いで防災機器メーカーの方々が

16%と、火災・爆発に関する専門の方がほとんど

を占めた。そのためか、各講演及び総合討論で

は、火災・爆発事故の消火及び予防方法、人身

事故の防止方法等について活発な意見の交換が

行われた。

表 1 プログラム

主テーマ：産業施設における最近の火災事故

◇開会の辞（消防研究所理事長 平野敏右）

◇来賓挨拶（消防庁予防課長 小林恭一）

◇午前の部（司会 山田常圭） 10:25-11:55

(1) 神奈川県横浜市で発生した石油タンクの爆発火災事故の概要について（消防研究所 西 晴樹）

(2) 不燃ゴミ処理施設の火災事例とベルトコンベアの燃焼性状に関する委託研究結果について（東京

消防庁 久保田幸雄）

(3) RDF施設の火災爆発事故（消防研究所 鶴田 俊）

◇午後の部（司会 箭内英治） 13:15-14:15

(4) タイヤ製造工場における火災概要について（消防研究所 高橋厚裕）

(5) 鹿児島市南国花火工場爆発事故（消防研究所 古積 博）

◇総合討論（司会 山田 實） 14:15-14:45

◇閉会の辞（消防研究所理事 長澤純一）

◇消防研究所・日本消防検定協会見学会
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2. 発表概要

以下、各発表概要について紹介する。

[神奈川県横浜市で発生した石油タンクの爆発火

災事故の概要について]

平成 14 年 11 月に神奈川県横浜市で発生した

屋外タンク貯蔵所の爆発火災事故について、消防

研究所の西より、事故の概要と、火災事故につい

て消防研究所が行った調査検討結果の概要が報

告された。

本件において、内部浮き屋根の焼きの状況、

周辺への飛散物の飛散状況およびその焼損状況

から、当該タンクの内部浮き屋根の焼損の程度が

著しい付近の、タンク側板と内部浮き屋根との間

が出火場所と推定されることが述べられた。また、

火災の拡大要因については、まず当該タンクの内

部で発生した火災により、内部の浮き屋根の焼損

が進み、ガソリン液面の露出部分の面積が拡大し

たこと。これにより火炎も拡大し、タンク内の内部

浮き屋根上部の空間の空気が熱膨張を起こしたこ

と。この熱膨張によりタンク内の圧力が高まり、タ

ンクが変形したが、放爆構造が働き、タンクの屋

根板と側板との溶接接合部の一部が破断し、開口

したこと。このタンクの変形により、屋根のラフタ

ーが落下し、デッキスキンを破ったことから、さら

に、ガソリン液面の露出面積が拡大し、火災がタ

ンク内部全面に拡がったものと考えられていること

が述べられた。

さらに、着火源に関する様々な角度からの検討

結果が報告され、着火源としては「静電気による

火花」の可能性は低く、また、「屋根のラフター

が落下し、内部浮き屋根またはタンク側板と接触

したときの火花」よりは「内部浮き屋根とタンク側

板との接触による火花」の方が有力と考えられる

ことが述べられた。

[不燃ゴミ処理施設の火災事例とベルトコンベアの

燃焼性状に関する委託研究結果について]

平成 14 年 5 月に発生した「京浜島不燃ゴミ処

理センター」の火災について、東京消防庁の久保

田より、この事故の概要と、この事故を受けて東

京消防庁が東邦大学の佐藤研二教授に委託して

実施したベルトコンベアの燃焼性状に関する調査

研究の研究結果が報告された。

前半では火災事例が紹介され、火災の概要、

焼損状況、出火箇所、出火原因、延焼拡大の要

因、また、火災後の対策などが述べられた。

後半には、この火災のメカニズム、特に燃焼性

状と煙層の挙動を科学的に究明するために東京消

防庁が東邦大学理学部の佐藤研二教授に委託し

て実施したベルトコンベアの燃焼性状の解明に関

する調査研究結果が報告された。

[RDF施設の火災爆発事故]

平成 15 年 8 月に消防職員の殉職者二名を出し

た三重県多度町の RDF 施設の火災爆発事故につ

いて、消防研究所の鶴田より報告があった。

まず、RDF の施設が用いられるようになった背

景と施設の役割についての説明がなされた。その

後、今回の火災爆発事故の事例紹介ならびに講

じられた対策についての説明がなされた。また今

回の爆発火災を教訓としてとるべき再発防止策に

ついて提案がなされた。

[タイヤ製造工場における火災概要について]

平成 15 年 9 月に栃木県黒磯市で発生したタイ

ヤ製造工場の火災概要について消防研究所の高

橋より報告があった。この火災は工場 1 棟の全焼

ならびに屋外に保管していた製品タイヤにも延焼

するという大規模なものであった。

消防庁は火災発生の翌日に、火災が鎮火して

いない段階で、改正消防法における長官の自主

的な判断による火災原因調査の実施を決定し、消

防研究所の二人の職員を派遣した。

タイヤの製造は我が国の基幹産業である自動車

産業の一部をなしており、今回の火災は自動車メ

ーカーの生産ラインにも大きな影響が出た。高橋

からは火災の概要、工場の概要、タイヤの製造工

程ならびにゴム練り行程棟における作業工程など
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が説明された。出火原因については調査中という

ことで詳しい説明はなされなかった。

[鹿児島市南国花火工場爆発事故]

平成 15 年 4 月、鹿児島県鹿児島市で花火の製

造中に爆発が起こり、死者 10 人を出す惨事となっ

た。消防研究所では、鹿児島市の技術支援の依

頼を受けて爆発原因に関連して調査を行った。消

防研究所の古積は、爆発火災事故の概要と原因

究明に関連した活動の概要を紹介した。

まず鹿児島地方気象台の空振計データ、現地

調査、目撃証言などから爆発のシナリオが示され

た。さらに、原因物質の究明のために行われた各

種の実験・分析について説明が行われ、仕掛け

花火の「ナイアガラ」が発災原因物質の可能性

が高いことが示された。

講演会場 質疑応答
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５ 消防防災機器の開発・改良及び

消防防災科学論文に関する消防庁長官表彰

自治体消防制度 50 周年を記念して、消防庁は平成 9 年度から消防科学・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開発・改良及び消防防災科学に関する論文を募集

し、優秀な作品を消防庁長官が表彰する制度を創設した。平成 13 年度からは、平成 13 年 4 月に消防研

究所が独立行政法人化されたことに伴い、消防庁と独立行政法人消防研究所の共催で行われることとな

った。

応募作品は、応募者の所属(「消防吏員・消防団員等」もしくは「それ以外の個人・団体」)と作品内

容(「機器の開発・改良」もしくは「消防防災科学論文」)に応じて四つに区分されて審査される。「優秀

賞」はそれぞれの区分の中から、「奨励賞」はすべての応募作品の中から選考される。

平成 15 年度には第 7 回が実施され、文書による募集案内、消防紙誌、各種消防関係団体の機関誌へ

の募集広告及びインターネットへの掲載等により広く作品を募った結果、86 編の作品の応募があった(機

器の開発・改良：69 件、科学論文：17 件)。応募作品は、学識経験者及び関係行政機関並びに関係団

体を代表する者からなる表彰選考委員会において審査され、11 編(入選 9 作品、奨励賞 2 作品)が表彰作

品となった。

表彰作品

1. 優秀賞(9編)

消防吏員及び消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部(6編)

傾斜矯正付小型動力ポンプ用台座の開発

西京消防団 河原靖尚

クラス A泡消火薬剤バッチ式混合装置の開発

上浮穴郡生活環境事務組合消防本部 山本賢司

ジェット放水推進装置の開発

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部 中村 仁

一拍毎の脈圧を 4色の LED と音で表示する BP チェッカーの開発

呉市消防局 大下工蔵

ダンプカー等から土砂を直接投入できる土のう作成機の試作について

京都市消防局 西松邦明

木田哲次

岩城久義

吉原満洋

谷川健一
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低水位対応給水装置クイックキャッチャーと、超小型高圧送水装置 WICKMAN-100 を組み合わせ

た住宅密集地、狭隘路、林野火災用可搬型消防ポンプの開発

芦屋市消防団 岸本昌泰

ライト洋菓子店 林田高明

林田伸夫

消防吏員及び消防団員等による消防防災科学論文の部(1編)

口頭指導に関する検証とわかりやすい口頭指導プロトコールの作製

福岡市消防局 岡 賢一郎

溝口竜次

一般による消防防災機器の開発・改良の部(1編)

火薬類を用いた燃料用ガス緊急遮断弁の開発

日本油脂株式会社 井口久史

越智弘二

堀田佐吉

高橋勝彦

一般による消防防災科学論文の部(1編)

災害救助に活用できる空気圧ポンプの開発

東京工業大学 広瀬茂男

神奈川県産業技術総合研究所 阿部顕一

2. 奨励賞(2編)

視覚障害者用、手の平感覚による避難誘導装置の考察

京都市消防局 杉山 久

小学生を対象とした普通救命講習について

京都市消防局 大西貞安

山下秀幸

植西安夫

福田真由子

尾上省三
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平成 15年度 優秀賞 消防吏員等による消防防災機器の開発・改良

「傾斜矯正付小型動力ポンプ用台座の開発」

西京消防団松尾分団

河原 靖尚

平成 14 年 6 月 4 日の夕刻管内の山の斜面より

出火、14 ア-ルの竹林等を焼失する火災が発生し

たため、隣接分団とも動力ポンプを現場に搬送し

消防隊の支援をうけ消火活動に当たった。当分団

は第二中継に入る、しかし設置位置が水平でない

ため、動力ポンプの斜面、方向等に苦労。

また傾斜地での動力ポンプの稼働は、振動によ

るポンプ自体の転倒や低地への転落など、非常に

危険性が伴い、ポンプの姿勢復元への送水の停

止等活動への障害もでる。

そのため地面を水平に削ったり、動力ポンプの

取手にロープをかけ回りの立木等に固定を行うが、

長時間の活動では、地面の崩落ゃロープの緩み

が出来て、火災現場でない民地を削れないことや、

ロープを固定する立木がない場合もあり、傾斜地

での動力ポンプの設置には今まで苦労してきた。

農機具等動力エンジンは、長時間活動させる場

合、出来る限り水平に設置しなければ、ピストン、

潤滑油、又燃料に必ず支障が出る。そのため当

分団では、いかに早く吸管、及び送水ホースの設

置が出来、そして、動力ポンプの設置に気を使う

事の無いものはないかと、全員で考え、台座を作

った。

最初にこの計画を発案したのは、斜面に動力ポ

ンプを設置する場合に二人必要でした。一人は給

水、送水のメーターを見ていなければいけない。

もう一人は、動力ポンプが振動するため、立木に

ロープで固定しているのを、見ていなければいけ

ない。ロープを取り除き、一人で送水メーターを

見ておられる様に出来ないものか、また設置場所

を選定することなくどこにでも設置出来るようにな

らないものか、この様な観点から開発に取りかか

った。

「四点を水平に保ちたい」、「斜面からずり落ち

ない」、「持ち運びが簡単に出来る」、「制作が簡

単にできる物」、以上のことを全員で協議し開発に

とりかかる。

「四点を水平にする」、それにはジャツキが最

も適しているのではないかという意見が多く自動

車の修理工場に行き、軽四輪の処分用のジャツキ

を手に入れた、次に枠作りを始め、協議の結果、

ポンプの手摺に付いているアングルが最も適して

ると言うことになった。そしてジャツキを下の枠に

固定し、上側の枠をスライドさせ、上部の動力ポ

ンプを水平にするということになり、制作に入った。

しかしジャツキの下方を上げると、上部の枠がは

ずれ、これではうまく水平に保つことが出来ない

ので、ジャツキの受けがねを長くしたり、色々と創

意工夫し、完成迄に試行錯誤を繰り返した。

完成後さっそく近くの傾斜地で訓練を行った。ま

ず動力ポンプを台座に取り付け、上部金具を水平

に設置した。手でジャツキも回り、うまく地面に震

動も吸収し、ずり下がることもなく、放水する事が

出来非常に満足した。その後西京消防署に報告、

消防隊と共に、秋の訓練に参加。これを地元京都

新聞に掲載され、その後、京都市消防局の月刊

誌「京都消防」にも取り上げていただいた。また

本年 6 月号、「近代消防」の取材も受け、再度西

芳寺谷の奥において、山林火災の訓練を行った。

最初は台座に付けずにロープで固定して行うと、
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ドレンから不凍液等が洩れ出し、圧力が掛からず、

放水出来なかった。しかし台座に乗せると、ロー

プもいらず、すぐに圧力も上がり、一人で放水出

来すばらしい結果が出た。

本日「独立行政法人消防研究所」様に報告申

し上げますが、全国の、山林をかかえておられる

消防団の皆様もお困りの事と思います。是非、台

座を使用される事をお勧めし、報告とさせていた

だきます。
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平成 15年度 優秀賞 消防吏員等による消防防災機器の開発・改良

「クラス A泡消火薬剤バッチ式混合装置の開発」

上浮穴郡生活環境事務組合消防本部・消防署

山本 賢司

はじめに

この装置は、水槽付消防ポンプ自動車用として

作成したものであり、建物・林野・車両等の各種

火災において、消火能力が高いクラス A 泡消火

薬剤の特性を効率よく活用するため、バッチ式に

て素早く簡単で、かつ確実に利用することを目的

として開発し、平成 15 年 8 月に実用新案登録さ

れた「クラス A 泡消火薬剤バッチ式混合装置」で

ある。

本装置の構成および使用方法

1. 構成

本装置は、水槽付消防ポンプ自動車に設置す

るもので、消火薬剤タンク設置位置としては水槽

ハッチ上とした。これはハッチのみの加工でよい

ため、既存車両への取付けにあっても休止するこ

となく設置が簡単で低コストで行え、後のメンテナ

ンスも簡単に行なえるというメリットがある。

積載水量 2,000 リットルの水槽付消防ポンプ自

動車で、0.3%または 0.6%の混合液の利用を選択

可能とするため、消火薬剤タンクの容量を 6 リット

ルとしこれを 2 槽設置することにより 1 槽分(6 リッ

トル)の投入で 0.3%、2 槽分(12 リットル)の投入で

0.6%の混合液とすることができる。なお腐食防止

のためタンクはステンレス製とした。

各タンクから水槽へ、電磁バルブを組み込んだ

配管をそれぞれに設け、現場の火災状況、燃焼

物等により容易に選択できるよう運転席に消火薬

剤投入スイッチ(電磁バルブの開閉操作 )を設置し

たものである。

2. 使用方法

まず、車両上に設置した 2 槽の消火薬剤タンク

には、常に各 6 リットルの「クラス A泡消火薬剤」

を入れた状態にしておく。

出場する際、または出場中に状況に応じた混合

比率(0.3%・0.6%)を選択し、車内にある消火薬剤

投入スイッチを操作するだけで、水槽内へ消火薬

剤が投入される。

車両が走行する際に発生する積載水の揺れによ

り攪拌され、現場到着時には即使用可能な状態と

なっている。

なお、積載水を使用してクラス A 泡消火薬剤を

放水中に積水口へラインプロポーショナーを接続

して中継送水を受けることによって消火薬剤を混

合して水槽に送ることで継続してクラス A 泡消火

薬剤の放水を行うことができる。
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車両右側面から撮影

ハッチ上に設置した状況

車両左後方から撮影

消火薬剤タンクの状況

車内に設置した消火薬剤投入スイッチ

本装置の特徴

本装置は、車内からのスイッチ操作により電磁

バルブを開放するだけで消火薬剤を水槽内へ投

入することができるという特徴がある。

また車両が走行することによって発生する積載

水の揺れにより攪拌されるため、車両上での作業

を必要とせず、安全でなおかつ現場到着後は迅

速な展開ができ「クラス A 泡消火薬剤」による効

果的な泡消火活動が期待できる混合装置である。

なお、消火薬剤タンクの容量調整や、タンクの

数を増やすことで状況に応じた最適な混合比を任

意により選択可能であるということを特徴とする。

おわりに

本装置を実際に使用したところ車内のスイッチ操

作から消火薬剤 1 槽分 6 リットルを約 10 秒で投入

完了(2 槽分、両方のスイッチを同時に操作すれば

時間は同じである。 )し、攪拌については、消火

薬剤投入中すでに攪拌されるため消火薬剤投入開

始から約 10~20 秒で、放水開始直後に泡放水が

できる状態となっている。

以上のようなことから本装置の効果は、安全・

確実にクラス A 泡消火薬剤の再燃防止効果等の

特性を、少量の水で迅速に、効果的に利用するこ

とによって火災による損害を最小限に納めるために

「クラス A 泡消火薬剤バッチ式混合装置」を開発

したものである。
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平成 15年度 優秀賞 消防吏員等による消防防災機器の開発・改良

「ジェット放水推進装置の開発」

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部藤岡消防署

中村 仁

1 考案理由

台風や集中豪雨による水害発生時、被災者の

避難救出にはボートが使用されている。

当消防本部でも水難・水防事案に備え、グラス

ボート 2 艘、ゴムボート 1 艘を保有しているが、

船外機は保有していない。構成市町村でもグラス

ボート 2 艘、ゴムボート 1 艘を保有している。管

内のダムを持つ町の消防団は、火災時の水利確

保を主目的として船外機と可搬消防ポンプを装備

した小型消防艇を保有している。しかし、メンテナ

ンスを消防団にゆだねているため、エンジンの始

動信頼性が乏しいのが現状である。

船外機やジェットボートを装備している消防本部

は多々あろう。しかし、船外機のエンジンは自吸

水冷式で、吸水ポンプのインペラー部が樹脂製の

ため、水中か専用の水道ホースを取り付けて始動

しないと熱破損する、という特性から始動点検が

疎かになりがちで、メンテナンスに苦慮していると

聞いている。

また、ほとんどの船外機のスクリューは樹脂製

で、水深の浅い場所や流木等の浮遊物のある場

所では、スクリューが破損してしまう。

そこで、当消防本部で装備しているゴムボート

を利用し、

(1) 多少の浮遊物や流木等があっても使用可能。

(2) 水深 30㎝程度まで使用可能。

(3) 故障箇所が少なく、メンテナンスが不要。

(4) ポンプ車が進入できない河川や湖沼の対岸で

火災が発生した場合、進入消火活動可能。

という条件で、通常業務で使用している可搬式消

防ポンプを利用したボート推進装置の開発に取り

組みました。

2 構造・外観

基本的にはゴムボートに可搬式消防ポンプを積

載し、後部に放水して推進する構造である。

当初、地下式消火栓用スタンドパイプと管槍を

利用して実験を重ね、推進することを確認した。

しかし、組み立てや取り付けやすさ、舵取り装置

と推進効率、重量を考え試行錯誤の結果、添付

写真および図面に示すように鉄製角パイプとアル

ミ製パイプを組み合わせた構造となった。

取り付けベースは、船尾板に直接負担のかから

ないよう鉄製角パイプでトラス構造とし、取り付け

ステーを作成した。

プレイパイプ及びジェットポンプ推進装置本体

は、口径 50mm・60mm・70mm・90mm・130mm

のアルミ製パイプを使用した。このアルミパイプは、

モータースポーツ部品製造会社がインタークーラ

ーのパイピング用に曲げ加工したものや、タンク

ローリーの配管用に使用するものを分けていただ

き使用した。ジェットポンプ推進装置本体は、こ

のパイプを油圧プレス加工機でフレア加工、絞り

加工して溶接やボルト止めして本体を製作し、口

径 20mm のスムースノズルを取り付けてジェットポ

ンプを製作した。ジョイント部は口径 65mm の町

野式ホース結合金具を溶接し、取り付けベースに

ステンレス製ホースバンドを使用して固定した。

舵取り装置は、ジェットボートの舵取り装置と自

動車のユニバーサルジョイント (自在継ぎ手 )の構
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造を参考とし、自動車用シフトワイヤーと自転車

用ブレーキ部品を利用して、ジェットポンプ推進装

置本体のエンドパイプを上下、左右に操作するこ

とにより放水方向を変換し舵が取れる構造とした。

吸水ストレーナーは、浅瀬を航行しても空気を

吸い込まないようアルミパイプで船底に進行方向

を向くように配置し、ボート上から脱着可能な方法

として口径 65mm の町野式結合金具を溶接した。

アルミパイプは、フレア加工して、ストレーナー部

分と口径を合わせ、ねじ止めした。

積載する可搬式消防ポンプの固定は、エアポケ

ット対策として船尾板に近い高さとし、振動による

移動や転倒防止対策として船底の大きさに合わせ

た合板と鉄製角パイプで製作した。

ホースと吸管は、操作スペースを必要最低限確

保できる長さとし、カットして使用した。

可搬式消防ポンプは電源(直流 12 ボルト)を供給

できる構造となっているので、赤色回転灯を加工

し、内部回転機構を取り外して、市販の自動車用

ストロボライトを内蔵、点滅させる構造とした。取

り付けステーを作製し、ステンレス製ホースバンド

を使用してプレイパイプに固定し、赤色灯を取り付

けた。(別添写真及び図面参照)

3 実験結果

実験はゴムボートに C1 級可搬式消防ポンプを

使用し、湖面で 4名乗船し実施した。

航行可能な水深は、吸水ストレーナーより最低

5cm 程深めな水深であればよく、水深が 30 ㎝以

上あれば使用可能である。

多少の浮遊物があっても航行可能で、連成圧

力計と放水圧力計を監視することでストレーナー

のつまりを判断することができる。ストレーナーに

ゴミ等がつまった場合でも船上から取り外し、つま

ったゴミを取り除くことで航行は可能である。また、

ジェットポンプ本体にゴミ等がつまった場合、推進

力は弱くなるが航行可能である。

舵取りは、最低旋回半径は 5m 程で自由にコン

トロールすることが可能である。また、エンジン出

力を上げていた方が旋回半径が小さいことがわか

った。放水方向は、やや下向きにした方が加速性

がよく、巡航中は水平よりやや上向きの方が効率

がよい。

航行速度は計測した結果、0.5 メガパスカルの

放水で 100m を 40 秒で航行することができ、時速

9km 程の能力が実証された。アルミボートやグラ

スファイバーボートはゴムボートと違い、船体のた

わみがないため、もう少し高速航行が可能になる

と思われる。

ストロボライトは赤色回転灯より軽量で、昼間で

も視認性がよいことがわかった。

分水器を使用して船上からの放水を実験した結

果は、推進力と放水反動力のバランスをとるのが

難しく、水平方向に回転してしまうが、船体を固

定しての放水や接岸後ホース延長しての放水は、

可搬式消防ポンプの性能をフル活用できる。

使用した町野式ホース結合金具のパッキンは、

放水圧力により密着する構造となっているため、

負圧により空気を吸い込んでしまうが、空気吸い

込み対策として結合部分のパッキン部分にグリス

を塗布する等の負圧対策をすれば十分使用に耐え

られる。

ゴムボート船尾の凹部では乱水流が発生するの

で、旋回半径は大きくなるが、キャビテーション

ボードとして合板を船底に合わせ整流板を付加し

た。

欠点としては、エンジン音が大きく、船上で会

話するには消音器の改良が必要である。

当初、船体を後退できるよう後方にバック用プ

レートを取り付けた。しかし、後退させるには大

型化しなければ効果がないこと、ボート取り付け

ステーに負担がかかること、必要性があまりない

ことから、撤去した。

4 特徴・利点

(1) 多少の浮遊物があっても船上で処置することに

より航行可能。

(2) 機関部以外はメンテナンス不要。
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(3) 機関部は、通常、職場で使用し、メンテナン

スしている可搬式消防ポンプを使用するため信頼

性が高く、緊急時にエンジン不調となることが少な

い。

(4) 洪水時、要救助者が自力歩行可能な水深まで

進航可能。

(5) 河川湖沼の対岸や、ポンプ車が進入困難な場

所、道路から吸水不可能な地形的条件の場所に

水面から進入し、送水部署することが可能である。

(6) 長時間、広範囲に及ぶボート航行時、騒音に

よるストレスはあるが、隊員の疲労は大幅に軽減

できる。

5 おわりに

今回開発したジェット放水推進装置は、特別な

メンテナンスは必要なく、近年多発している広範

囲が冠水する都市水害時、長時間に及ぶ溺者検

索時や長距離航行時に隊員の疲労を軽減する補

助救助機材として、河川湖沼からの吸水・送水・

放水部署機材として有効である、と確信していま

す。

船体取り付けステー

船体取り付けステーのねじ部分は市販シャコマ

ンのねじ部を溶接取り付け使用した。

鉄パイプは 25 ㎜角パイプを使用し、水抜き用

の穴があけてある。

プレイパイプ

内径 60 ㎜のアルミパイプを使用し、65 ㎜町野

式ホース金具を溶接した。

部屈曲部から 120 ㎜の位置に上下シフトワイヤ

ー取り付け用ステーを溶接した。

先端部分は、内径 50 ㎜のモータースポーツ専

用部品、車高調整用ストラットシェルケースのねじ

山がほぼ一致するのでこれを使用した。

ジェット推進ポンプ本体

推進用噴き出し口は、自在継ぎ手を参考に作

成した。

ハンドル操作により自転車用ブレーキワイヤーを

介してコントロールすることにより左右にシフト可

能。また、レバー操作により自動車用シフトワイヤ

ーを介して上下シフト可能である。
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操作ハンドル、上下シフトレバー

組立状況

完成図

船体取り付けステーとプレイパイプ、ハンドル操

作部はステンレス製ホースバンドで固定した。

ワイヤー類はタイラップで固定した。

舵取り用に使用するブレーキワイヤーは、その

まま取り付けると逆位相となるので、途中で左右

を交差させ固定した。

可搬式消防ポンプには 12V 出力があるので赤

色点滅ストロボライトを取り付けた。

船体設置状況

堤防方面から直接乗船して出船可能
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船上からの放水実施状況 航行中の圧力ゲージ、連成ゲージ
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平成 15年度 優秀賞 消防吏員等による消防防災機器の開発・改良

「一拍毎の脈圧を 4色の LED と音で表示す BP チェッカーの開発」

呉市消防局東消防署

大下 工蔵

1 はじめに

病院の集中治療室の中では、血圧を測定する

ために、状態の悪い患者さんの手首の動脈に直接

注射針を留置するなどして、一拍一拍の脈圧から

血圧を測定し監視されています。

私達、救急の現場でも同じように連続的に血圧

が測定できたなら、さぞ傷病者の状態が、より正

確に把握できるだろうなとの思いから、この「BP

チェッカー」を考案しました。(写真 1)

勿論、私たちには ICU で行われているように、

手首の動脈に針を留置することはできません。

現在、救急の現場では、上腕にマンシェットを

巻き付けて空気を送気し圧迫することで血圧を測

定するオシロメットリック方式の機器が主流です

が、血圧がとても低い場合、圧迫を繰り返した後、

エラーということも少なくありません。このことは、

血圧が正確に測定しにくいことは勿論、傷病者に

大きな侵襲を繰り返し与えてしまうことになります。

そこで、非観血的に連続して血圧を測定できる

トノメトリ法や容積補償法を用いた機器に注目して

みました。

2 構造及び使用方法

BP チェッカーは、トノメトリ法や容積補償法を

用いた機器の機能を応用してセンサーで感知した

信号をデジタル信号に変え、一拍一拍の血圧の強

弱にあわせて、4 種類の LED を警報音とともに、

発光し、表示させるという機器なのです。

では、どのように作動させるかというと

(1) 生命に危険が及ぶ血圧(60mmHg以下)になっ

た場合には、赤色の連続表示と連続警報音を吹

鳴させます。

(2) 安全と危険の間(60mmHg～ 90mmHg)では、

黄色が点減してアラーム音が同調します。

(3) 安全(90㎜ Hg～ 140㎜ Hg)な場合では、青色

が点減しアラーム音が同調します。(写真 2)

(4) 安全なゾーンを超える(140㎜ Hg以上)場合に

は、赤・青の 2 色が点減し、アラーム音が同調し

ます。

このように、心臓の一拍一拍の状態が色で確認

できるのです。

3 利点

(1) ディスブレイの画面が見られなくても、視覚に

より確認できます。

慌ただしく他の観察や処置等を行うと同時に、

血圧の変化がリアルタイムで、しかも隊員全員が

傷病者の情報を共有化できます。

(2) 心肺機能が停止してしまった CPA状態の傷病

者に対しては、さらに強い威力を発揮できます。

私たちは、心肺停止を確認した時点から即、心

肺蘇生法 (CPR)を実施します。しかし、本当に胸

が 4cm 前後沈めば血液は脳にとどいているのでし

ょうか。当然、個人差があるわけですから答えは?

(疑問)です。

現在のところ、CPR の効果については、救急車

に収容後、抹梢血の酸素濃度を測定して初めて、

確認ができている救急隊も多いものと思慮されま

す。

これに対して「BP チェッカー」なら、傷病者の
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元へ携行、装着した時点から無脈が確認できると

ともに、一回一回の心臓マッサージによって確実

に脳血流が確保できているということが確認できる

アイテムになりうると思慮します。

従って、CPR 対象者毎に最も適した心臓マッサ

ージが可能であるということが期待できるのです。

4 終わりに

最近ある総合病院での悲しい事故のニュースが

伝えられていました。

心電図の異状に気づいていながら、たった 5 分

間、指で脈圧を確認しなかったばかりに、小さな

男の子が脳死状態になったというニュースです。

脈を触知する行為は、バイタルサインの基本中

の基本であると私達は厳しく指導されてきました。

傷病者を医師に引き継いでもらうまで、この「BP

チェッカー」なら確実に、血圧の観察作業を補完

してくれることでしょう。

医師が患者さんの生活の質を回復・向上させよ

うと努力されているその大切な前段階で、私達が

他の観察処置等に注意を奪われるあまり、総体的

な傷病者の急変に対応が遅れることで傷病者に対

して不可逆的なダメージを与えてはならないので

す。脈に触れるということは、すなわち心臓の拍

動を確認していることなのです。たかが「脈圧」

ではないことをこの「BP チェッカー」に願いを込

めて、私の研究発表を終わります。

写真 1（すべて発光している状態）

写真 2（安全域を示している状態）
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平成 15年度 優秀賞 消防吏員等による消防防災機器の開発・改良

「ダンプカー等から土砂を直接投入できる

土のう作成機の試作について」

京都市北消防署大徳寺出張所

西松 邦明、木田 哲次、岩城 久義、吉原 満洋、谷川 健一

1 はじめに

台風、集中豪雨等による水害は、毎年のように

我が国の広い地域で大きな被害をもたらしていま

す。消防機関は、市長村に属する唯一の実動的

防災行政機関であり、水防活動の実施にあたって

は、水防資器材を活用し水害現場に即した各種水

防工法を行い事態に対応しなければなりません。

水防資器材のうち最も多くの水害現場で使用さ

れ、各種水防工法を行う上でも基本となる「土の

う」に視点を置き、その作成活動の迅速効率化、

労力の省力化を図るとともに、水防工法に適した

均一的な土のうを作成することを目標に簡易な機

器を試作したものです。

2 現状における土のう作成要領

土のうの作成は、地上に搬入された土砂をスコ

ップにより、化繊土のう袋に詰めていますが、そ

の活動は人力で行っているため、相当の時間と人

員を要し、長時間作業では、疲労からの能率低下

は避けられません。また、土のう重量は、スコッ

プ何杯等を目安にしている現状から、活動員の個

人差により作成された土のう個々に相当の差が生

じています。

3 機器試作の前提条件

(1) 上部にホッパーを設け、土砂を搬送する車両

(以下「普通ダンプカー」という。 )から直接土砂

を投入できるものとする。

(2) ホッパー下部に一定量の土砂を吐出させる装

置(以下「土砂処理装置」という。)を考案する。

(3) 前記(2)の装置は、機器本体から取り外せ、ホ

ッパーをコンテナー化した場合、他のホッパーに

移設できるものとする。

(4) 完成した機器を開発するには、電動力による

自動化や強度のある素材が必要であり高価となる

ため、簡易な素材で構造・原理を紹介できるもの

を試作する。

(5) 考案装置や機器の有効性を検証するため、土

のう約 10 個以上を作成することができる形状とす

る。

(6) 機器を活用した土のう作成活動は消防署等で

行うものとし、水害現場には作成されたものを搬

送する。

(7) 土のう 1個の重量は、通常 30から 50kgが標

準的な重量となるが、人力による搬送負担を軽減

させるため、約 2 分の 1 の 15 から 25kg を機器の

基準とし、使用目的に応じ選定することができるも

のとしました。

4 事前の調査

普通ダンプカーの荷台高は 1.04m であり、機器

の土砂投入口高をそれ以下とする必要がありまし

た。また、土砂体積と重量比を調査した結果、備

蓄土砂では 10L で約 15.8から約 16.8kg であったこ

とから、以後の重量目安を容量の 1.6 倍とすること

にしました。(別表 1 京都市建設局北部土木事務

所車両状況表及び別表 2 土砂体積と重量比表

参照)

消研輯報　57

- 121 -



5 機器の概要

(1) 機器全体の形状は立方体で、その大きさを幅

1.2m、奥行 0.9m、高さ 1.2m としました。また、

総重量は約 78kg となりました。(写真 2 参照)

(2) ホッパーは、最大容量が約 210L(約 336kg)の

逆四角すい状型とし、普通ダンプカーから土砂を

投入する箇所の地上高を 1m としました。(写真 1

参照)

(3) 土砂処理装置は、ホッパーの下部に設け、取

り外し可能としました。(写真 3～ 6参照)

なお、土砂処理装置の主な構成部品は、次の

とおりです。

ア 貯蔵槽

容量約 9L(約 14.4kg、以下「大槽」という。)及

び約 4.5L(約 7.2kg、以下「小槽」という。)の土

砂を蓄える二槽で構成し、円柱槽を横方向に固定

し、上下にホッパー内の土砂を取り入れ吐出すた

めの開口部を設けたもの。

イ 開閉誘導筒

大槽及び小槽の上下開口部を開閉する円柱槽

状の装置で、円周部を 180 度切り取った箇所を 90

度回転又は反転させることにより、土砂を貯蔵槽

に取り入れ吐出させるもの。

ウ 装置枠

貯蔵槽及び開閉誘導筒を貫通する鉄芯軸を固

定する枠で、土砂処理装置の外形となるもの。

エ 流出防止用袋

土砂処理装置の上部から貯蔵槽内に入れ込ん

だ布袋で、各構成部品間の隙間から土砂が流出

するのを防止するもの。

オ 作動装置

ペダル、ワイヤー及び引きゴム等の簡易な装置

で、大槽及び小槽の開閉誘導筒を個別に又は二

槽同時に作動させるもの。 (別表 3 各装置の形

状表参照)

6 検証及び結果

活動の迅速効率性及び土のうの均一性を検証

するため、次の方法により土のうを作成し、それ

に要した時間及び土のう個々の重量を測定すると

ともに、機器の作動状況を検証しました。(化繊土

のうの結び紐は結索せず。)

(1) 検証要領

ア 機器を活用した活動

(ア) 操作要員 2 名により大槽を作動させ、土のう

を 10 個作成しました。(以下「検証 1」という。)

(イ) 操作要員 2名により大槽及び小槽の二槽を同

時に作動させ、土のうを 10 個作成しました。(以

下「検証 2」という。)

イ 現状の活動

操作要員 2 名によりスコップを活用し、20kg の

土のうを 10 個作成する活動を延べ 4 回実施しまし

た。(操作要員に対し事前に 20kg の土のう作成を

体験する機会を設け、その後に検証したもの。)(以

下「検証 3」という。)

(2) 検証結果

ア 迅速効率性について

作成時間等を計測した結果、機器を活用した検

証 1 では 66 秒、検証 2 では 75 秒、また、現状

の活動の検証 3 では、平均時間が約 200 秒であ

ったことから、機器を活用した場合は、現状の活

動より約 3 倍のスピードで作成することができ、迅

速効率性が認められました。 (別表 4 検証結果

表 1 土のう作成時間の比較参照)

イ 土のうの均一性について

個々の土のうを重量計で測定した結果、現状の

活動の検証 3 では、最大重量差は 5.6kg で、相

対的にばらつきが認められました。一方、機器を

活用した検証 1 及び検証 2 では、最大重量差が

1.4 と 1.8kg とわずかであり、均一性を確保するこ

とができました。(別表 4 検証結果表 2 土のう

個々の重量一覧表参照)

ウ 機器の作動状況

検証 2 では、容量の異なる二槽を同時に作動さ

せるため、両作動ペダルを接続した踏み台を均一

に踏むことが必要であり、その操作性が悪く、作

動ペダルを使用せず直接ワイヤーを引き操作しま

した。(写真 2参照)
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作動装置の構成部品は、量販店で取扱ってい

る簡易なものを使用したもので、素材や操作性に

優れたものに改良する必要がありました。

エ 労力の省力化

活動疲労については、短時間作業での検証で

あったため、測定することができませんでしたが、

機器を活用した活動では、作動ペダルを足で踏み

(ワイヤーを引き )、土砂を化繊土のう袋に受け、

機器外に取り出す労力のみであることから相当効

果があると判断します。

7 おわりに

近年は、吸水性ゲル水のう等も開発されていま

すが、土のうを活用することが主流となっています。

しかしながら、その作成活動は、旧態依然として

人力とスコップを活用した非合理的な要領で行っ

ています。

今回の取組では、自作可能な範囲において、

現状の活動を打破し、「スピーディーに」、「楽に」、

「均一な」土のうを作成する方法を求め、試行錯

誤のうえ簡易な機器を試作することができました。

土のうを作成する機器として実用化するには、土

砂の処理容量、機器強度及び単純な作動装置等

の改良など多くの課題がありますが、考案した土

砂処理装置の構造・原理を基に、試作から開発に

発展できると考えています。
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別表 1 京都市建設局北部土木事務所車両状況表

別表 2 土砂体積と重量比表

別表 3 各構造の形状表
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別表 4 検証結果表

1 機器を使用した活動（検証 1 及び 2 各 1 回

実施）

ホッパーに約 180L（約 288kg）の土砂を入れ

た状態で、操作要員 2 名により、土のう 10 個を作

成するのに要した時間及び土のう個々の重量を測

定した。

2 スコップ活用した現状の活動（検証 3 延べ 4

回実施）

地上に約 320L（約 512kg）の土砂を搬入した

状態で，操作要員 2 名により、20kg の土のうを作

成することを目標とし、土のう 10 個を作成するの

に要した時間及び土のう個々の重量を測定した。

（操作要員に対し、事前に 20kg の土のうを作成

する体験機会を与え、各員が目安を十分会得した

後に実施したもの。）

1 土のう作成時間の比較

2 土のう個々の重量一覧表

（検証実施日の湿度 81%，10Lの重量 16.8kg） 単位 kg
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写真 1 土のう作成機を普通ダンプカー荷台部に

付け、ダンプカーの荷台を上げた状態

ダンプカーから土のう作成機に直接土砂を投入しているイメ

ージ写真

写真 2 機器の全景及び「検証 2」の風景

検証 2 では作動ペダルを使用しないで，直接ワイヤ―を引

き操作した。

写真 3 砂処理装置の外観 写真 4 土砂処理装置の内部

写真 5 開閉誘導筒を撮影

大槽の開閉誘導筒は土砂取り入れ口「開、土砂吐出口「閉」

の状態、小槽の開閉誘導筒は土砂取り入れ口「閉」、土砂

吐出口「開」の状態

（各槽の開閉誘導筒は、円柱層の円周部を１８０度分切り取

ったもので、９０度回転させることにより、貯蔵槽の上下開

口部を開閉する。）

写真 6 貯蔵槽を撮影

土砂取り入れ口（上部の開口部）は円角 90度で開口

土砂吐出口（下部の開口部）は円角 60度で開口
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平成 15年度 優秀賞 消防吏員等による消防防災機器の開発・改良

「低水位対応吸水装置クイックキャッチャーと、

超小型高圧送水装置 WICKMAN-100 を組み合わせた住宅密集地、

狭隘路、林野火災用可搬型消防ポンプの開発」

芦屋市消防団岩園分団

岸本 昌泰

ライト洋菓子店

林田 高明、林田 伸生

開発のきっかけ

私たちは、平成 12 年度に「低水位対応吸水装

置クイックキャッチャー」を開発、発表して以来、

大規模林野火災を想定した放水訓練、中継送水

訓練に参加してきました。

そして実際に発生した林野火災の跡地や、その

近辺の住宅地や消火栓の位置、自然水利の状況、

林野内の河川や沢が林野火災発生時の水利とし

て使用できるかどうか現場に足を運んで調査して

きました。

その中で 1つの問題点に気がつきました。

林野火災の中継送水訓練では事故の発生が無

いように綿密な計画と充分な準備のもとに行われ

ます。

言い換えますと「安全なホース延長区域」「安

全に水利を確保できる水源」これをもとに火点が

設定されます。

このなかに可搬型ポンプの長距離人力輸送 (担

いで沢に下りる作業も含む )は想定されていませ

ん。

可搬型ポンプを小型軽量化し、低水位対応吸

水装置クイックキャッチャーと組み合わせることに

よって次のようなメリットが生まれます。

・今までの籐カゴ式吸管では取水できなかった小

さな沢でも、背負って運べるポンプシステムによっ

て水利として活用できる。

・ポンプと吸管を一人で運ぶことができる。

・背中に背負えるので両手が自由になり、安全に

行動できる。

・水利の近くでポンプを稼動できるので吸水抵抗

を減らして(短い吸管)送水量をアップできる

・より火点に近い水利を利用できる。

・現場到着から放水開始までの時間を短縮でき

る。

・臨機応変に移動して、火点に一番近い所で水利

を確保する

・撤収、避難がすばやく出来る。

構成と仕様

低水位対応吸水装置クイックキャッチャー

これは平成 12 年度に開発、発表した装置で籐

カゴでは吸水出来ない浅い川でも水利として活用

できる吸水装置です。

クイックキャッチャーのしくみ

クイックキャッチャーは 3 個の部品から成り立っ

ています。

まず本体サクションボックス部分ですが、底の

無いステンレス製の箱の内部に異物の侵入を防ぐ

ステンレス製のパンチングメタルが取りつけてあり
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ます。これは表面積を稼ぐためロール状に成形し

ています。そして上部に頑丈なハンドルがついて

います。

つぎはステンレス製の底板ですが、本体サクシ

ョンボックスの底部分から数十ミリの隙間をあけて

固定されています。そしてサクションボックスより

一回り大きい底板の縁は斜めに持ち上げて、本体

が動いたときに川底にめり込むのを防いでいます。

吸管との接続は O リングタイプの差込み継ぎ手

(町野式)です。

タービンポンプ

これは、カナダ･メルセデステキスタイル社製、

WICKMAN‐ 100 を使用しています。

最大吐出 260 ﾘｯﾄﾙ/分 最大吐出圧 7 キロ ホー

ス延長 200 ﾒｰﾄﾙ以上可能 プライマリーポンプ付

きのバタフライキャブレター式で、縦置きでも横置

きでも運転可能です。また、増設タンクによって長

時間運転が可能です。ポンプ本体に真空ポンプは

装備せず、手動のプライマリーポンプを使います。

ポンプ駆動は遠心クラッチを使用しているので、ア

イドリング状態ではポンプは停止します。

吸管先端にはハイフロー逆止弁を使用していま

す。放水コックは軽量化のためありません。

軽量フレーム

ポンプ本体、吸管、クイックキャッチャー、プラ

イマリーポンプ、高吸水性ポリマーを利用した土

のうをセットするための軽量パイプフレームです。

16mm と 19mm のチタンパイプをベンダーで曲

げて、アルゴン熔接で組み立てます。

ポンプとクイックキャッチャーを接続するのは、

気泡の混入を発見しやすい透明吸管です。

そしてポンプ側とクイックキャッチャーは町野式

オスカップリング、透明吸管は両側とも町野式メス

カップリングです。これは一刻を争う火災現場で

の作業をスムーズにする為の工夫です。消防ネジ

式結合よりもはるかに早く作業が出来ます。

高吸水性ポリマーを利用した土のう

高吸水性ポリマー (紙オムツに入っている吸収

剤)を使用した 400 グラム程の麻袋ですが水を吸収

して膨張して 14 キロ程になります。浅い川にクイ

ックキャッチャーをセットしたあと補助的に使用しま

す。

防災資機材の軽量化について

過酷な作業の連続である林野火災において装備

の軽量化は重要な課題だと思います。

従来のポンプでは D ‐ 1 級でも本体と吸管を合

わせると 32 キロを超えます。険しい山道を歩いて

沢まで運ぶ事を考えると「軽くて持ちやすい型」、

更に進化させて、「背負って安全に搬送する型」

へと変わって行く必要があると思います。

背負った状態

基本的なセットアップ
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パイプ溶接

標準セット（14kg）
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平成 15年度 優秀賞 消防吏員等による消防防災科学論文

「口頭指導に関する検証とわかりやすい口頭指導プロトコールの作製」

福岡市消防局警防部指令課

岡 賢一郎、溝口 竜次

1 はじめに

「あなたは CPA 受信時の口頭指導が自分の思

うようにできていますか?」指令課の職員にこんな

質問をしたところ、実に全体の 8 割が自らの指導

に満足できていないという結果が出ました。

心肺停止事案の 119 番通報時における口頭指

導訓練は、日頃から積極的に行っているにもかか

わらず・・・

では、なぜ指導に満足できていないのか。

「相手の顔が見えない電話越しの指導であるた

め」。指令課職員に詳しく話を聞くとこれだけが原

因ではないようです。

それぞれの指令課職員は、電話の向こう側で

バイスタンダーがどのように行動しているかを直感

的に感じて様々な指導を行ってはいるものの、こ

れまでにどのような指導法が効果的にバイスタン

ダーを導くことができるのかについては、

・電話越しの指導であるため、バイスタンダーの

実際の動きが把握できない。

・バイスタンダーの比率が高い家族に対して、病

院搬送後に口頭指導に関する聞き取り調査を行う

ことは、日本人の感覚からすると感情的に馴染ま

ない。

といった理由から、十分な検証が行われていま

せんでした。このような状況から、心肺蘇生法の

口頭指導は、専門的な救急医療の分野を除いて

は先任が後任に受け継ぐ、いわゆる徒弟制のよう

な制度でスキルアップが図られてきたのが実情で

した。

今回の取り組みは、口頭指導を受けるバイスタ

ンダーの行動傾向を分析し、指導に際して曖昧な

部分を極力排除した口頭指導プロトコールを作製

し、より有効な口頭指導を実現しようというもので

す。

2 指令課職員の意識調査

前述したとおり、多数の指令課職員が自分の口

頭指導が思うようにできていないと感じている。で

は、それは具体的にどの部分の指導を行う際に感

じているのか。

すべての指令課職員に「口頭指導に関するアン

ケート」(別添 1)を行った結果は次のとおりです。

【できていない具体的な原因】

・バイスタンダーに高齢者が多いため意志がうま

く伝わらない。

・相手が見えないので正確に伝えきれない。

・結果的(統計上)に蘇生できていない。

【質問】

口頭指導時に電話から聞こえてくる通報者の状況

を推察したとき、通報者は CPR のどの部分が特

にできていないと思いますか。

消研輯報　57

- 131 -



【回答】

・気道確保がうまくできていない。

・吹き込みの漏れが聞こえるので、人工呼吸がで

きていない。

生法の全体像を理解させることができない。

・パニック通報の場合、バイスタンダーが電話口

から離れてしまうことが多い。

なぜうまく指導できないと感じるのか。

心肺蘇生法の口頭指導は、プロトコールを作製

するとともに定期的に反復訓練を実施しており、訓

練は特に問題なくできている。しかし、実際の口

頭指導時には満足できる指導が行えていない。何

故か・・・・・・

指令課職員一人ひとりに詳しく聴取していくと、

問題は「訓練は特に問題なくできている。」という

部分に隠されていることがわかってきた。

私たちは知らず知らずのうちに私たちの目線で

プロトコールをつくり、自分たちの目線で作った口

頭指導プロトコールを基に口頭指導訓練をやって

いたのでは?

この問題を解決するために、いままで難しいと

考えて行ってこなかった口頭指導に関する検証を

別の角度から行えないかと検討を重ね、

・職員自身が被験者となり、職員の家族に口頭指

導に関するアンケート及び心肺蘇生法に関する実

技を行い、その行動傾向を検証する。

・救命講習の受講者に対して、心肺蘇生法の知

識がない段階(講習実施前)に心肺停止事案を想定

した検証を行い、口頭指導のどの部分の指導表現

がバイスタンダーに伝わりにくいのかを分析する。

以上の 2 項目について大規模なデータ収集及

び検証を行うこととしました。

3 口頭指導に関するアンケート及び実技に関する

検証結果

今回実施した口頭指導に関するアンケート(別添

2)及び実技に関する検証(別添 3)の実施は、平成

14 年 12 月から半年間にわたって行い、年齢層は

小学校 4 年生から 70 歳代までの総計 600 名余り

からのデータ収集を行いました。

以下、項目別の検証結果及び、新たな口頭指

導プロトコールを作製する際における留意事項に

ついての分析結果を記載します。

(1) 心肺蘇生法等に関する知識等について

ア 心肺蘇生法等の知識

(ア) 心肺蘇生法

※「心肺蘇生法」を知っていると答えた方のみに

質問。

(イ) 人工呼吸

※「人工呼吸」を知っていると答えた方のみに質

問。

「心肺蘇生法を知っていますか?」「人工呼吸を

知っていますか?」の設問に、心肺蘇生法は 82%、

人工呼吸は 92%もの方が、「知っている」と回答

しているが、引き続く「実際にすることができます

か?」の設問では、心肺蘇生法では 56%、人工呼

吸では 50%、約半数程度しか「できる」と答えて

いない。

心肺蘇生法や人工呼吸をテレビ等のメディアの

知識として頭の片隅に覚えているが、実際にする
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のは難しいと感じている人が多数いることが伺え

る。

(2) 感染の恐れがあると言われた場合の心肺蘇生

法の実施について

心肺蘇生法を行うことにより感染の恐れがあると

言われた場合、相手が家族であれば 89%が実施

すると回答しているが、他人の場合では実施率が

15%と急激に低下する。

この検証結果で注目する点は、家族でも 11%が

「しない」と回答していることで、このことを踏ま

えると、今後、口頭指導時に応急処置の協力依頼

を行う場合には、感染症への罹患の危険性につい

てもあわせて説明を行い、応急手当協力者の実施

意志を尊重していく必要があると考えられる。

(3) 体位、体の部位の知識ついて

体位及び体の部位名については、概ね知識を

持っていると考えられる。しかし、異物誤飲時の

背部叩打法指導で使用する「肩甲骨」について

は認識不足が見られるため、口頭指導実施時に

は「背中の真ん中」という表現による方が確実な

口頭指導につながるものと考えられる。

(4) 心肺蘇生法実施時の実施者の行動について

ア 倒れている傷病者の体位変換

(ア) 「横向き」、「うつぶせ」の人を「仰向け」に

できるか

それぞれ 74%の人が、できると回答しており、

特に老若男女差異はない。

(イ) 傷病者の移動

それぞれ半数弱の人ができないと回答してお

り、意識のない人を移動させる事が容易でないこ

とがわかる。また、

60歳以上の年齢層に限定したデータでは、

全年齢層データで半数程度の人が実施できたも

のがさらに低下し、10 人中 3 名弱しか傷病者を移

動することができない状況であり、加齢による実

施可能率の急激な低下が見られる。

(エ) 着座位置の指導

着座位置の指導は、概ね適切な位置に着座し

ている。また、不適正の場合でもほとんどが頭の

横に着座しており、後述の気道の確保及び心臓マ

ッサージの指示により、適正位置へ修正可能であ

ると考えられる。

イ 気道確保

「肩の下に枕を入れてください」と言う指示が

最も適正実施率が低い。
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この表現では肩の下ではなく、普段枕を使用し

ている首の下に挿入してしまい、頭部の前屈によ

る気道閉塞状態となる危険性が高い。また、上半

身を持ち上げながら肩の下に枕を入れるという動

作はかなりの体力を要するため、バイスタンダー

が高齢者の場合、適切な位置(肩の下)に枕を挿入

させ、効果のある気道確保を実現させることは非

常に困難であると考えられる。

次に「鼻の穴が天井を向くように、頭を後ろに

反らしてください。」という指示表現についてであ

るが、前述の表現と適正実施率に差違は見られな

いが、この表現による気道確保の指示は、適正に

実施しても舌根沈下による気道閉塞を改善させる

ことが困難な場合もある。

最後に適正実施率が最も高かった「おでこを押

さえながら、顎を持ち上げてください。」と言う表

現であるが、他の表現より 10 ポイント以上高い。

理由として、表現が理解し易く、指示された内

容をスムーズに行いやすいためであると考えられ

る。また、実施効果では顎を持ち上げる下顎挙上

により、舌根沈下による気道閉塞の解消効果も高

いため、気道確保の口頭指示としては最適な表現

であると考えられる。

ウ 呼吸の確認

実際の救急事案時において適正な聴取が困難

な代表として、この「呼吸の確認」があげられる。

口頭指導を開始するか否かを判断する重要な要

素であることから、通信員は繰り返しの聴取や角

度を変えた聴取により確実を期しているが、焦燥

しているバイスタンダーが、現実逃避的な思考か

ら「呼吸をしています。」と答えることが非常に多

く、聴取段階では「呼吸あり」救急隊確認時 CPA

という事案が少なからず発生している。

今回の検証結果は、良好な環境下で行ったにも

かかわらず、双方とも 22%が適正に実施できてい

ない。

「頬」と「耳」の確認では、従来、口頭指導

で行っていた「頬」による確認よりも「耳」の方

がわかりやすいと答えた人が高率であった。

エ 人工呼吸

(ア) 人工呼吸時の鼻からの漏れ防止

「おでこを押さえている手で鼻をつまんで下さい」

という言葉の方が、単に「鼻をつまんで」より理

解しやすいと多数の人が回答した。

さらに「おでこを押さえている手で鼻をつまんで

ください」と指示した時の効果として、「どちら側

の手をどこに」と指示することなく、自然に良好な

位置に手を置き易くなると考えられる。

(イ) 吹き込み

「フーというような感じで」の表現のように、簡

単でイメージしやすい表現の方が理解度が高く、

両者を比較すると 20ポイントの差が見られる。

オ 心臓マッサージ

(ア) 心臓マッサージ時の胸に置く手の位置

いずれもおおむね良好な位置に手を置くことが
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できたが、心臓と言う文言を入れた場合、左胸に

手を置く傾向が強い。

(イ) 手のどの部分で心臓マッサージを実施するか

多くの人が手首から指先までを手のひらと考え

ており、口頭指導の際に「手のひらで押してくだ

さい」とした場合、指先で心臓マッサージを行う

可能性が高い。これは、救命講習時の検証でも

比較的高い割合で見受けられ、口頭指導による蘇

生効果が低い大きな要因であると考えられる。

前検証結果を踏まえ、「手ひらの付け根のところ

で押してください」という指導表現でさらに検証を

行ったところ、94%の人が手首から上部分の最も

適した位置で心臓マッサージを実施した。

(ウ) 効果的な心臓マッサージを行うための姿勢等

手の重ね方については、指示表現に対して 92%

の人が良好に手を重ねることができ、表現内容は

適切であるといえる。

次に「背中に向かって、まっすぐ下に押してくだ

さい」と指示した場合、ほぼ全員が押す動作はで

きているものの、実際には 38%の人がまっすぐ下

に押さずに、斜め方向に胸を押しているため、有

効な心臓マッサージができていない。

前検証結果を踏まえ、「腰を上げて、まっすぐ

下に」という指導表現で検証を行ったところ、肘

の曲がりによる不適正が若干見受けられたが、概

ね良好な結果が得られた。

プロトコールの指導表現としては、「肘を伸ばし

て」を加えるなど、さらに表現内容について検討

を要する。

(エ) 心臓マッサージの強さ

この検証は、口頭指導を行う際に指令課職員が

言葉に強弱をつけてバイスタンダーを誘導しようと

いうものである。
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検証結果から「強い力で」という部分を強調す

ることで、明らかに心臓マッサージの強さが向上

している。

(5) 検証結果のまとめ

今後、より高いレベルで口頭指導プロトコール

の作成及び 119 番通報受信時の口頭指導を実現

させるためには、次の項目について考慮すべきで

ある。

①ちょっとした指導表現の違いがバイスタンダー

の行動に大きな影響を与えるため、口頭指導プロ

トコールを作製する際には、心肺蘇生法の全体像

がイメージできるような指導表現とすること。

②口頭指導を行う際の口調に強弱をつけることで、

バイスタンダーを比較的容易に誘導することが可

能であるため、口頭指導員はこの特性を熟知して

有効な口頭指導の実施に努めること。

③高齢者は、加齢により体力や理解力が低下傾

向にあるため、倒れている人の体位変換はもとよ

り、短時間のうちに通常の心肺蘇生法を理解する

ことは非常に困難である。したがって、バイスタン

ダーが高齢者の場合には、より実現可能な心臓マ

ッサージのみの指導についても考慮すること。

④バイスタンダーが行う心肺蘇生法により、感染

症等への罹患の危険性があることについては、協

力要請に付随する行政側の説明責任としてプロト

コールに明記すること。

4 新たな「わかりやすい口頭指導プロトコール」

の作製

半年間におよぶ検証とこれまでの通信員個々の

経験則をもとにつくりあげた新たな「わかりやすい

口頭指導プロトコール」(別添 4)は、

・心肺蘇生法の知識がない市民でも心肺蘇生法

の全体像がイメージできるように市民の目線で一

つひとつの指導表現を考えた。

【例】

気道確保 :呼吸がしやすいように空気の通り道をつ

くります。

人工呼吸 :胸をふくらませるように「ふー」という感

じで・・・

・指導表現はバイスタンダーの動きを考慮して具

体的なものとした。

【例】

着座位置 :倒れている人の肩の横に膝をついて座

って下さい。

心臓マッサージ :片方の手を「パー」にして手の

ひらのつけ根の部分

:肘を伸ばしておしりを上げて !あ

なたの体重を乗せるような感じで・・・まっすぐ

下に 15回

・指導する際の声の強弱をつけることで、バイス

タンダーを指導する。

【例】

心臓マッサージ:胸が 5 ㎝ぐらい沈むぐらいの強い

力で・・・・

・加齢による体力不足や理解力が低下傾向にある

高齢者や身体障害者がバイスタンダーの場合、

一連の心肺蘇生法を期待することができないため、

心臓マッサージのみの指導についても積極的に行

っていく。

・感染症への罹患危険について説明を行い、バイ

スタンダーが協力を拒んだ場合には代替処置 (心

臓マッサージのみ )の協力依頼も行うが、実施意

志を尊重することとした。

これまでの口頭指導プロトコールから大きく変更

した部分は以上のとおりである。

新たな口頭指導プロトコールの作製思想は、バ

イスタンダーを「指導する。」という考え方から指

令課職員の言葉の表現や声の強弱で導いていく。

「誘導していく。」という考え方に重点を置いてい

る。

5 おわりに

今回の取り組みは、一般的に使われているプロ

トコールを使って反復訓練を行っているにもかか

わらず、「実際の口頭指導実施時に納得できる指

導ができていない」とそれぞれの職員が少なから
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ず抱いていたものを何らかの方法で解決しようと始

めたものです。

前述したように、小学校 4 年生から 70 歳代まで

の方にアンケートや実技に関する検証を行うことだ

けをとらえても指令課職員のこれまでの口頭指導

に関する考え方に変化が見られました。

それぞれの指令課職員が知識のない数多くの

市民と相対して、そして市民の目線に立って指導

してみる。上手く指導できなければすぐに違った

言い回しを考えて指導してみる。

指令課職員一人ひとりの取り組みが、この「わ

かりやすい口頭指導プロトコール」の作製につな

がりました。

新たな「わかりやすい口頭指導プロトコール」

の運用を開始して 1 ヶ月、統計がとれるほど十分

なデータの蓄積はありませんが、感覚的には通報

時の呼吸の有無、意識の確認に対し迅速且つ効

果的に対応できるなど、119 番通報の受信→心肺

蘇生法の口頭指導(応急処置)→救急隊にバトンタ

ッチという救命の連鎖が高いレベルで実現できて

いると感じています。
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平成 15年度 優秀賞 一般による消防防災機器の開発・改良

「火薬類を用いた燃料用ガス緊急遮断弁の開発」

日本油脂株式会社

井口久史、越智弘二、堀田佐吉、高橋勝彦

火災発生時、都市ガスやプロパンガス等の燃

料ガスが、配管やガスメーター部位において発火

することで被害の拡大を招く恐れがあるとされ、

問題視されている。実際、2001 年 09 月新宿歌舞

伎町の雑居ビルで発生した火災による被害が拡大

した原因の一つが、ガスメーター本体が火災時

の高温により溶融して落下し、漏れたガスに引火

したことであるとされている。しかし、いかなる火

災においてもガス流路を緊急遮断して破断した配

管からのガス漏れによる引火を防止し、被害の拡

大を阻止しなければならない。

従来のガスメーターには火災報知機からの信号

によって駆動する流路緊急遮断弁が付帯しており、

火災時にそれが作動してガスの流路を遮断する方

法が知られている。しかし火災の状況によっては

アルミダイキャスト製のガスメーター本体が溶融し

てガス漏れを起こし、発火して 2 次災害を引き起

こす可能性がある。また、電気回路式熱センサー

を備えた遮断弁の場合、火災時の高熱によって装

置の機能が故障する危険性が危惧される。さらに

大型配管用には空気圧縮式の緊急遮断弁も存在

するが、その駆動力を得るために装置全体が大型

化しているのが現状である。

本開発は、高熱による火薬の自然分解特性を

利用したものである。火災時の高熱によって火薬

を自然分解させ、大量の分解ガスを瞬時に発生さ

せることで大きな動力を得ることができる。本装置

は、上述のガス発生による急激に上昇する圧力を

駆動力として可燃性ガスの流路を自動的に緊急遮

断するものであり、これを使用することで、従来は

消火作業者の人力または電気的、或いは機械的

な遠隔操作によって閉鎖していたガス配管を、遠

隔操作なしで自動遮断することを可能としたもので

ある。また、電気回路センサーの様に熱や火炎に

対して比較的脆弱なセンサーではないため、火災

時の高熱による機能故障の危険性が低いことから

も高い信頼性をもって作動する装置であるといえ

る。さらに、本装置の駆動部を取り外すことで通

常の手動式弁として使用することを可能にするもの

である。また、大型配管用として従来から存在す

る大掛かりなエアーコンプレッサー式圧縮遮断方

法も、火薬を用いることでその発生ガス量や圧力

の大きさから、装置の小型化が期待できる。更に

は、電気配線を通して点火玉等の着火装置を用い

て、遠隔より強制的に火薬を分解して装置を作動

させることも可能である。また、配管に既設された

ボールバルブに本装置の駆動部を取付けること

で、既存の遮断弁に自動緊急遮断装置としての機

能をもたせることも可能である。

今回、開発したガス緊急遮断弁の装置外観の

一例を図 1 に示す。市販されているボールバルブ

の動力伝達部に火薬を密閉した薬室 (火薬を封入

する部分をいう)を設け、火薬の分解と同時に薬室

内の圧力が急激に上昇して弁を閉鎖する。表 1 に

用いる代表的な火薬の諸特性を示す。表中にある

火薬の分解開始温度からみて、装置は火災によっ

て上昇する温度範囲内で、十分に作動するといえ

る。さらに図 2 には、火薬の密閉容器内での分解

特性(容積 70cc、薬量 4.0g)を時間/圧力曲線とし

て示しており、数 100kgf/cm2 程度の高圧を分解
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開始後、数十ミリ秒スケールで発生させることが

可能である。さらに、火薬の種類及び使用量を変

えることで任意の圧力勾配を発生させることがで

き、装置性能や適用用途を多様化することが可能

である。

次に代表的な装置の内部構造を図 3 に示す。

図より作動機構を以下に述べる。まず、装置の伝

達機能部①は、駆動部②である回転レバー③の

回転動作を伝達軸④を介して流体閉鎖弁機能部

⑤のボール⑥に伝達させる。図中⑦は火薬分解

ガスの漏れを無くすためのパッキングであり、⑧

は流体閉鎖弁機能部⑤と伝達機能部①を連結す

るための支持組立用ボルトである。本装置を例え

ば都市ガスの配管に取り付けた場合、火災により

周辺温度が上昇すると火薬⑨が自動的に分解して

多量のガスを瞬時に発生させる。この瞬間的な体

積膨張によって回転レバー③を動かすことで圧力

を回転動作に変換できる。回転レバー③は、スト

ッパー⑨によって 90 度回転した位置で停止する。

回転レバー③に連動するボールの回転によって流

路が遮断されて配管内の流体(燃料ガス)が緊急遮

断される。なお、図 4 には装置が作動する様子を

模式図として示す。

装置仕様の一例を表 2 に示す。23mm 配管に適

用される市販バルブに直径 85mm、高さ 61mm の

円柱型の鋼製容器を取り付け、その中に無煙火薬

2.0g が設置されている。また薬室体積は初期状態

で 15cc であり、火薬が分解した後には最大 40cc

まで増加する。作動温度誤差は ±20℃程度あるが、

火災用の緊急遮断装置としては温度感度的に十分

に機能を果たす。

次に装置に関する機能確認実験の結果を示す。

まず火薬分解時の薬室内圧力を測定した。装置

上部にピエゾ型圧力センサーを設置して薬量 2.0g

の火薬を意図的に分解させた時の薬室内部の圧

力挙動を時間/圧力曲線(図 5)として測定したとこ

ろ、圧力ピークが観測された。この圧力プロファ

イルから、以下の事象が連続的に発生していると

説明できる。即ち、火薬の分解開始と同時に圧力

が急激に上昇し、あるレベルの圧力を超えた段階

でバルブの静摩擦力を上回って回転レバーが作

動し始める。一旦、レバーの作動が開始されると

動摩擦力を上回る圧力で回転が最後まで進行して

配管は完全に遮断される。さらに、回転トルクの

異なる複数個の同型装置を使って同様の圧力プロ

ファイルをとり、バルブ作動最大圧力と回転トルク

の関係を調べ、結果を図 6 に示した。バレル作動

圧力と回転トルクの間に相関性がみられた。即ち、

回転トルクを予め見積ることで種々の配管サイズ

でのガス遮断を可能とする。

次に、火災状況下での装置の作動確認を行な

った。2.0g の火薬(無煙火薬)を入れた装置を配管

と繋ぎ、エアーコンプレッサーを用いて空気を流

した状態でプロパンガスバーナーの火炎雰囲気下

に装置を曝して作動確認を行なった。図 8 に作動

前の状況を示す。図 7 にバーナー着火からの経過

時間と温度(①薬室内、②火炎)の関係を示す。図

より、火炎温度 800 ℃～ 850 ℃の雰囲気下で装置

薬室内部では温度が穏やかに上昇して、129 秒、

178 ℃の時点で火薬が急激に分解ガスを放出し

て、バルブが作動して配管を遮断することが確認

されたことで(図 9 に作動後の状態を示す)、本装

置が遮断弁として有効な機能を果たすことを実験

的に検証することができた。また、作動温度 (178

℃)も、使用した火薬の分解開始温度(180 ～ 190

℃)と近似しており、火薬の熱センサーとしての精

度の良さも明らかとなった。なお、表 3 には 2 回

の実験結果を示す。装置仕様である作動温度範

囲内で装置は作動し、作動能力も十分に再現され

ることが分かった。

本開発では、火災時に可燃性ガスの配管を自

動的に緊急遮断する装置として火薬を用いた手法

を考案し、実験的にその機能を確認することがで

きた。なお、本文は実施例として 23mm 径の配管

への適用事例を示したが、前述のとおり薬量や薬

室容積などを変化させることで圧力を任意に変化

させて、大小多様な配管への応用を可能とする開

発品である。
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図１ ガス緊急遮断弁の概観（一例）

図 2 火薬の密閉容器内における圧力曲線

図 3 装置内の機構図（一例）

図 4 装置作動の様子（模式図）

図 5 薬室内圧力と時間の関係

図 6 作動最大圧力と装置回転トルクの関係

図 7 作動確認実験における温度と時間の関係

図 8 火炎雰囲気下に置かれた装置（作動前）
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図 9.火炎雰囲気下に置かれた装置（作動後）

表 1.火薬の種類と諸特性

表 2.装置仕様の一例

表 3.作動確認試験の結果
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平成 15年度 優秀賞 一般による消防防災科学論文

「災害救助に活用できる空気圧ポンプの開発」

東京工業大学

広瀬 茂男

神奈川県産業技術総合研究所

阿部 顕一

1 はじめに

多数の被災現場が同時多発する広域災害での

救助作業としては、高度な救助技術を習熟してい

ない人でも活用でき、人力で駆動でき、しかも日

常生活で広範に使用される軽便で道具感覚で使用

できる効率の良い機器の導入が威力を発揮すると

考えられる。

本研究では、人間が生み出す機械的な運動エ

ネルギーを効率良く抽出して、利用しやすいよう

に蓄積し、簡便な機器を駆動する動力源として使

用できるようにする「装着型足踏み空気圧ポンプ」

の開発を行った。

開発した「装着型足踏み空気圧ポンプ」は、

人間の運動エネルギーを圧縮空気のエネルギー

に変換するものであり、基本的には自転車用の空

気入れのような空気圧ポンプであるが、

・機構を出来るだけシンプルで安価とし、在来の

自転車の空気入れの発展型機器として各家庭に常

備される機器としての開発を目指す。

・最も疲れにくい足踏み運動を利用して、しかも

人体に装着できる装置にする。それにより、作業

者が別の作業をしながらも違和感なくエネルギー

蓄積を可能とし、自転車の空気入れ作業だけでな

く、日常生活でのほかの作業にも利用可能とする。

・さらに、安価で作業性を良くして各家庭に広く普

及させると同時に、大震災などの非常時に、この

機器で得られる空圧エネルギーを蓄積し、それを

利用した救助機器の開発も並行して実施する。そ

れにより、災害現場に集まった群集からエネルギ

ーを集め、被災者を救助するための空圧バッグや

空圧ジャッキ、さらに空圧駆動チェーンソーなどの

救助機器を駆動できる機器としての機能性も追及

する。

2 想定する救助活動

作業現場には 1 台以上のアキュムレータ(空圧リ

ザーブタンク )を配置する。作業者は通常、救助

用空気圧ポンプを装着して作業する。複数の空気

圧ポンプをアキュムレータに接続しておくことで、

作業者が救助作業中に歩行運動をする度に空気

圧に変換、保存されていく。また、作業現場が空

間的に限定(倒壊家屋内等の大人数での進入が不

可能な環境)されてしまっている場合、周辺に傍観

者がいれば傍観者に装着してもらうことで、人的

資源を有効に利用できる。アキュムレータに蓄えら

れた空気圧は、空気圧ジャッキやカッタに利用す

る。(図 1)

3 災害救助用空圧ポンプの開発

3.1. 踏み込み機構の構造

開発した救助用ポンプを写真 1 に表す。

通常のポンプでは圧縮開始時と終了時では圧縮

された空気の圧力により、必要とする押し込み力

が変化してしまう。この特性をリンク機構を用いる
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事によって平滑化し踏み込み力の変化を減少さ

せ、使用者はあたかも坂道や階段を登り続ける感

覚で使用できる。

3.2. 空圧機構

アキュムレータに空気を送出するために、足踏

み機構に連動したピストンを、歩行の邪魔になら

ないように、使用者の足の甲の上部に位置するよ

うに配置した。踏み込み機構によって空圧シリンダ

を駆動し、エアチューブを通してアキュムレータに

空気を送るが、直接接続するとアキュムレータ内

の圧力上昇に伴って、エアシリンダの開放に必要

な圧力も上昇、よって踏み込みに必要な力も上昇

してしまう。そこで、アキュムレータ内の圧力 (排

出側圧力 )に関わらず、常に一定圧力で開放する

「定圧開放弁」を用いることで開放圧力を一定化

させ、踏み込み力も一定化させる。

定圧開放弁の特徴は本体構造にベローズを用

いた弁である。(図 2)通常、開放側圧力が上昇す

ると開放に必要な圧力も上昇してしまうが、開放

側圧力により本体 (ベローズ)が伸縮する。そのた

め、吸入口を閉鎖している球を保持するバネ力も

変化することで、開放側圧力の変化に対する開放

圧力の変化を一定に保つことができる。図 3 は定

圧開放弁の特性で、ピストンを押し込んだ時のシ

リンダ内圧を表したものである。アキュムレータの

圧力が違っていても (0.2、0.3、0.4MPa)、設定圧

で開放できる。

ただし構成部品にベローズを用いていることに

より量産品には不向きである。そこで、より安価な

物を目指すため定圧開放弁をベローズ構造からシ

リンダ構造の定圧開放弁を開発した。(図 4、5)

式 1 は定圧開放弁の力の釣り合いの式であり、

式 2、3 を満たす設定値を用いることで任意の開

放圧力を設定できるようになる。

(1)

(2)

(3)

3.3. 使用方法

・エネルギーの保存

作業現場には 1 台以上のアキュムレータ(空圧リ

ザーブタンク )を配置する。作業者は通常、救助

用空圧ポンプを装着して作業する。複数の抽出機

をアキュムレータに接続しておくことで、作業者が

救助作業中に歩行運動をする度に空圧エネルギー

に変換、保存されていく。

・力の集中

また、作業現場が空間的に限定(倒壊家屋内等

の大人数での進入が不可能な環境 )されてしまっ

ている場合、周辺に傍観者がいれば傍観者に装

着してもらうことで、人的資源を有効に利用できる。

・空圧機械のエネルギー源

アキュムレータに蓄えられた空圧エネルギーは、

空圧ジャッキやカッタに利用する。また、直接エア

マットジャッキに接続することで足踏み式ジャッキと

して使用できる。

4 おわりに

以上のような家庭用の汎用空気圧ポンプを多数

配備しておくことができれば、災害時において集

中利用ができ、電力が得られないような状況にお

いても効果的な救助作業が可能になる。

参考文献

・広瀬茂男、松下昇平 ;“ 災害救助機器のための

人間エネルギー出力機構の開発"、ロボティクス･

メカトロニクス講演会 '97 講演論文集

・広瀬茂男、入内島正之 ;“ 災害救助用人力空圧

ポンプの設計に関する基礎的研究"、ロボティクス
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･メカトロニクス講演会 '98 講演論文集

図 1 想定する救助活動

図 2 定圧開放弁の原理

写真 1 開発した救助用空圧ポンプ

図 3 定圧開放弁の特性

図 4 シリンダ型定圧開放弁

図 5 定圧開放弁内蔵型
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平成 15年度 奨励賞

「視覚障害者用、手の平感覚による避難誘導装置の考察」

京都市伏見消防署淀消防出張所

杉山 久

1 はじめに

視覚障害者の不自由さを実際に体験する障害体

験学習として、アイマスクをつけ介添え者を伴って、

職場を一周する機会がありました。自分の肘に背

後から介添え者の手を添えてもらい用意万端、歩

道に立ったのですが周囲の音に対して非常に敏感

になり、車のクラクションに驚いて立ち往生しまし

た。何とか歩き出したものの、日ごろ知っている

はずの道が、方向と距離感の喪失から、全く知ら

ない場所になってしまいました。

この僅か数 10 分の体験から、もし視覚障害者

の身辺で火災が起こり、介添え者がいないとすれ

ば、その恐怖は計り知れないだろうと感じました。

この体験から視覚障害者が、介添え無しに円滑

に避難できる誘導装置の必要性を感じ、視覚に頼

らない避難誘導装置について考察しました。

まず、視覚障害者の施設内での避難行動を観

察した上で、仮にこうした誘導装置があるとすれ

ば、それはどこに設置して、どのようなものなの

かを考察します。そしてこの考察に基づき試作品

を作製し、視覚障害者を被験者とした検証を行い、

同装置を使用した避難誘導システムとしての展望

を述べます。

2 視覚障害者の避難行動

京都は日本の視覚障害者教育発祥の地です。

社会福祉法人京都ライトハウスの発行した「視覚

障害者とともに」というブックレットがあり、視覚

障害の定義が記載されています。視覚障害者の

持つ不自由として、次の 2点が掲げられています。

それは、一人で自由に移動すること、そして普通

文字(点字に対し墨字ともいう)を読み書きすること

の 2つです。

視覚障害者は自由に行動できないとされていま

すが、使い慣れた施設で行動するならば、記憶さ

れた建物見取図によって、避難行動は円滑です。

実際の視覚障害者用施設の避難訓練に立ち会い

その結果、明らかになった視覚障害者の避難行動

の特徴は、概ね次のとおりです。

①避難行動時、片手が常に手すりなどガイドとな

るものに触れています。

②部屋内部にいる場合、出口が分からなくなった

ら、壁の内側を時計廻りなどの一方向に進み出口

を探しだします。

③慣れた施設内では白杖は必要ありません。

④避難方向が分からなくなったら、手掛りになるも

のを触れたり音声誘導で位置関係を把握します。

要約しますと、記憶の中の平面図に基づき、自ら

の手の平感覚と聴覚を頼りに現在地から出口まで

の避難行動を取ります。

3 避難誘導の問題点について

視覚障害者施設の避難訓練において、視覚障

害者が避難を開始し、避難完了までの経路につい

て考えます。

(1) 火災覚知方法と避難経路を選択するための

情報取得

視覚障害者が、避難する場合は誰かの「火事

だー」という肉声、また消防設備の警報音等で火

災を知ります。覚知は聴覚によるものなので、視
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覚障害者にとって不自由ではありません。

次に避難を開始します。避難経路を選択するた

めの情報は音声装置付誘導灯が設置されていれ

ば、「非常口はこちらです」等の音声が反復し、

この間に警報音が鳴ります。これで、出口が分か

るものと考えていましたが、ここに問題がありまし

た。

(2) 音声による避難誘導について

平成 14 年 11 月下旬、京都府立盲学校高等部

において避難訓練を実施した際、参加者に点滅形

誘導音装置付き誘導灯についての意見を求めたと

ころ文書で回答をいただきました。誘導方法とし

て良いと答えた方は 3割、悪いと答えた方 4割強、

どちらとも言えない 1 割、その他 2 割弱でした。

悪いと答えた方のコメントとして「いろんな所から

一斉に非常口はこちらですと流れるけど、どこから

聞こえてくるのかが、音が大きすぎて出口が分か

らなかった。」、「非常ベルや音声誘導の音が、大

きくてわからなかった。」、「非常ベルと同時に放送

が流れたので聞き取りにくかった。」などがありま

した。

つまり、自動火災報知機のベル音、非常放送

装置の音声、誘導灯からの音声、この 3 種類の音

が同時に一つの施設で鳴り響きます。さらに誘導

音声装置付き誘導灯の設置された出口が、複数

あり各階の階段の降り口にも設置され、それぞれ

の装置から同様の音声が出るため、避難方向を判

断できなくなるということです。実際、特に階段や

吹抜けが設けられた場所では、反響によりこの傾

向が顕著です。また、これに加え自動火災報知設

備のベル音と非常放送の音声が、輻輳し大変な

騒音となります。現行の避難誘導設備が完備した

状態で、聴覚だけを頼りに行う避難は、視覚障害

者が出口付近に位置し、ごく近距離に音声装置付

き誘導灯がある好条件の場合に限られます。音声

装置は、火災を知らせるのに効果的ですが、避難

誘導には的確性に欠けると考えます。

この問題点から音声誘導に頼らず、視覚障害者

が単独で自力避難できる避難誘導装置の可能性

を考えます。

4 視覚・聴覚に頼らない誘導装置の可能性

(1) 避難方向を伝達する方法

感覚は視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感

で構成されています。視覚・聴覚を除いた他の感

覚に避難誘導の活路を求めるとすれば何が有効

なのでしょうか。

方向性の把握は、眼、耳など一対の感覚器官

からの刺激の強弱、差異、またはズレの情報を処

理した上で覚知されます。これを踏まえた上で避

難方向を伝達する方法を模索します。

まず、「ヒト」は嗅覚及び味覚によって正確な方

向を認識できる程、感覚器官が発達していません。

有効と予想される感覚は触覚だけです。そこで、

触覚による避難誘導装置の開発が可能かどうかを

検討しました。

触覚による機器というと、まずバイブレーター利

用機器が挙げられます。例えば、バイブレーター

を枕につけた目覚まし時計、または携帯電話のマ

ナーモードとしてのバイブレーターによる着信通知

機能などがそれです。ただ、これはある事柄が起

こったという情報だけを知らせる限定された機能と

して使われています。

そこで触覚によって方向を示すことが可能と仮

定して、触覚による避難誘導装置のあるべき条件

を考えます。

それは、同装置に触れる者が触覚刺激を感知

でき、その刺激が一方向に移動し、それを方向と

して認識できるものという条件が考えられます。

(2) 触覚による誘導装置の設置場所

触覚による避難の方向を伝える装置があると仮

定すれば、どこに設置するのが有効なのでしょう

か。前述 2 の視覚障害者の避難行動から、建物

に設置の手すりを伝って行動するので、避難経路

の通路や階段の手すりに誘導装置を設置すること

が有効と考えました。

5 触覚による誘導装置の形式の選択
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(1) ベルト走行式誘導装置

手すりに設置し、触覚の刺激によって方向を伝

える機器として考えられられるものとして、エスカ

レーターの手すりのように手すり上部がスライドし

てゆくものを想定しました。ところがこの方法は、

床面も手すりと同調して移動する必要があります。

手すりだけが移動すると、歩調を合わせることが

要求され、遅れればつんのめり、体をもたれさせ

たりするだけで、転倒しますから、手すり上方の

一部のみスライドする形式が適当ではないかと検

討しました。

ところが、エスカレーター利用者がベルト部分

に指先を挟む事故が絶えず、欠点になっています。

エスカレーターには実際に、この主旨の注意書が、

乗り口に貼付されています。安全に避難するという

前提から、この方式を断念しました。

(2) 刺激走行式誘導装置

手すり上にベルトを走行させる代わりに、触覚

の刺激が移動走行することにより避難口の方向を

知らせる方法が可能ではないでしょうか。手すり

表面に接する手の平、指先等の触覚に刺激を伝え、

方向を知らせるためには、次のような方法が考え

られます。

手すり表面に触覚刺激の発生源としての点を設

け(以下、刺激点と記します )指先等に刺激が感じ

られる間隔に配置すれば、刺激点の起動を順次

移動させることで方向を感知することができると考

えました。

(図 1 作動想定図)

この考え方を現実的な装置にするための方法を

模索し、有効性を検証するために試作品を作製し

ます。

6 試作品の概要

(1) 振動モーター

試作品の要とも言える刺激点は、電気による作

動を念頭にモーター駆動とします。モーターは、

直径約 4 ミリ、長さ約 15 ミリ、重さ約 1.2 グラムの

携帯電話に使用される振動モーターと呼ばれるも

のを使用します。このモーターの回転軸の先端に

刺激点として、棒状軟質ゴムを付けたものを 32 個

作製します。この刺激点の先端を僅かに手すり表

面に出し、手の平をくすぐる程度にモーターを回

転させます。この点に注意して手すりの穴へモー

ターを埋め込みます。固定はシリコン充填剤を使

用しました。

(写真 1 刺激点)

(2) 手すり本体

本体はホームセンターなどで入手できる手すり

を使用します。

加工の容易さから木製を選択しました。長さ約 60

センチメートル、直径約 3 センチメートルの木製

手すり棒に支持金具を取り付けたものを本体としま

す。手すりには 1.5 センチメートル間隔で直径 6～

8 ミリメートル、深さ 25 ミリメートルの穴(小型モー

ターを埋める穴です。)を、手すり表面の直線上に

軸中心へ向かって 32 カ所にあけます。また、割

見本を同時に作製しました。これは視覚障害者に

この装置の仕組を説明する際、必要となります。

割見本は手で触読する図面として使用しました。

(写真 2 手すり側面と割見本)

(3) 起動装置

各モーターを順次作動させ、刺激点の起動を

一定方向に移動させるための装置です。そして、

手すりを握っている間、波のように繰り返し刺激が

一方向へ移動したかのように感じられるように操作

できる装置が必要です。

今回、起動装置は研究の本題ではありませんの

で、簡単な 32 個の接点をもつ手動式円形スイッ

チを作製しました。このスイッチと本体に取り付け

られた 32 個のモーターを操作のための離隔距離

をとって結線します。

(写真 3 装置全体)

7 誘導装置の検証

平成 15 年 3 月 7 日、京都府立盲学校 高等部

の校舎内で試作品の検証を行いました。視覚障害

者が試作品の手摺を握った時に、避難方向を認識
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できるかどうかを検証してもらいます。

被験者に試作品の手すりを軽く握ってもらい、

手すりの刺激点が、約 1 秒間隔で順次一方向へ

流れるように作動させます。

被験者は盲学校の教諭 8名です。「手すりには、

刺激するポイントが一列に並んでいます。この働き

で方向を知らせます。手すりに伝わる刺激は、前

後どちらの方向へ向っていますか?」と伝えた後に

一方向へ起動させます。これを 8 名に検証してい

ただきました。

各被験者の感想をまとめると、「手すりからくす

ぐったい感じがやってきて、移動してゆきます。こ

れなら方向が分かります。」というものでした。移

動方向が分るのに数秒かかるものの、7 名が確実

に手すりを握って、意図する一定の方向を認識す

ることができました。残念ながら残る 1 名の方は

強く握り過ぎるため、モーターの先端が回転する

ことができずに作動しなかったためです。対策とし

てはモーターのトルクを増す、またはモーターの

軸出力を回転運動からタッピング運動に変換し、

直接手を突ついて刺激する等の改善策があると考

えられます。(写真 4 検証風景)

8 おわりに

視覚障害者が利用中の建物の内部で、火災に

遭遇し、ベルや放送が鳴り響く中、出口が分から

ないまま、誰も誘導に来なかったら、不安は計り

知れないものでしょう。この不安を軽減し確実に

単独自力で避難誘導するための対策として、今回

触覚によって避難方向を伝達することが可能であ

ることを検証するために、手すりに設置できる刺激

走行式誘導装置を開発しました。当初は振動に注

目して、振動走行式の装置で検証しましたところ、

手すり全体が振動してしまい刺激点の特定が容易

ではありませんでした。この失敗を生かし、軟質

ゴムの回転によって直接手をくすぐる方法を取りま

した。この方法以外にも前述のタッピング運動を

利用した小さな突起が手すり表面を出入りする方

法、あるいはマッサージなどの用途で使用される

小型低周波発生装置を埋め込むなど、手の平の

感覚を刺激する方法はいろいろ考えられます。

今回の研究は、手の平の感覚による避難誘導

が可能であることを示すことが目的です。検証結

果からこの方法の可能性が十分示されたと考えま

す。この方法を使えば、手すりを握った人は、自

ずと避難方向を知ることが出来るのです。

この刺激走行式の避難誘導装置は、自動火災

報知機の出火室情報にリンクさせ安全な方向へと

避難誘導できるシステムを構築できます。このシス

テムは各種公共施設、宿泊施設はもとより様々な

用途に対応できます。また、視覚障害者はもとよ

り文字や言葉が不要なので国際化にも対応するこ

とができます。

この試作品がきっかけとなって完成された装置

が、ユニバーサルデザインに沿って、できるだけ

多くの方々が利用できる安全な避難誘導システム

として普及推進することを願うものです。

図 1 作動想定図

並んだ拍子木は手すりに設けられた刺激点を表

し、黒いものが刺激を発生していると想定します。

時間経過とともに刺激の発生点が一方向へ移って

行きます。この刺激の移動によって避難方向を伝

えます。
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写真 1 刺激点

携帯電話用振動モーター軸先端に軟質ゴムを取り

付けたものと 10円銅貨です。

写真 2 手すり側面と割見本

刺激点が埋め込まれた手すり側面と、その様子を

示す割見本です。

写真 3 試作品の装置全体

上方の棒状のものが長さ約 60 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙの手すり本

体です。中央の箱状のものが手動の起動装置で、

いわば円形の回転スイッチです。ハンドルを回す

ことで、繰り返し刺激点を起動します。

写真 4 検証風景

「おおっ、分る、分る。」という白衣の男性の表

情がご理解いただけますか。
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平成 15年度 奨励賞

「小学生を対象とした普通救命講習について」

京都市西京消防署

大西 貞安、山下 秀幸、植西 保夫、福田 真由子、尾上 省三

1 はじめに

現在、京都市消防局では、中学生以上を対象

に普通救命講習を実施しているが、応急手当普及

の更なる推進のためには、受講対象の拡大(低年

齢化)が重要な要素の一つと考えられる。

そこで、小学生を対象とした普通救命講習を実

施し、小学生に対する指導の課題や問題点を探り、

受講対象を小学生にまで拡大することが可能かど

うか、あるいは、より効果的な指導方法について

研究した。

2 小学生でも応急手当の習得が可能かどうか?

小学生の応急手当に対する理解力、実技力を

知るために、京都市西京少年消防クラブ(以下｢西

京 BFC ｣)のクラブ員(小学 4～ 6 年生)31 名を対象

に、約 90 分の応急手当講習を実施した。講習で

は、クラブ員を 3 班に分けて、3 名の応急手当指

導員が指導にあたった。実技レベルの確認は、「効

果確認表」を用いて個別に記録した。また、講習

の効果を確認するために、クラブ員へのアンケー

ト調査を実施した。

その結果、応急手当の必要性については、ほ

ぼ全員が理解できたものの、人体のしくみそのも

のを授業で習っていないことから、心臓や血液は

どのような働きをしているのか、あるいは意識が

なくなるというのはどういう状態なのか等への理解

が十分でないと思われた。小学生に対する講習で

は、人体のしくみについての解剖学的な基礎知識

を含めた指導が必要であると感じた。

実技では、主に 4 年生のクラブ員で、力不足の

ため心臓マッサージの圧迫が十分にできなかった

者を除いて、ほぼ的確に実施できた。

アンケート調査では、ほぼ全員が応急手当の必

要性を理解しており、感想の中でも、できることは

やっていきたい、倒れている人がいたら助けてあ

げたいという積極的な意見が多く見られた。一方

で、心臓マッサージについては、難しかった、力

がいるので疲れたという意見が多かった。また、

女子児童を中心に恥ずかしかったという意見が目

立った。

これらの結果から、いくつかの課題はあるもの

の、小学生高学年であれば応急手当の習得は十

分可能であると判断できた。そこで、従来の講習

にいくつかの工夫を加え、小学 6 年生を対象とし

た普通救命講習を実施することにした。

3 講習の工夫点

西京 BFC 対象の指導結果をもとに、小学 6 年

生に対する指導に向けて、従来の講習に次のよう

な工夫を加えた。

(1) 指導内容

小学校教諭に確認したところ、人体のしくみに

ついては、6 年生の 2 学期後半に授業を行ってお

り、普通救命講習の実施時期によっては未習得で

あることが判明した。そこで、従来の講習内容に

入る前に、人体のしくみについての解剖学的な指

導項目を加えることにした。教材として、小学校の

授業で使う人体モデルを活用した。

(2) 教材

従来のテキスト内容を小学校教諭に確認したと
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ころ、補足的な説明があれば内容は十分理解で

きるとの回答が得られた。ただし、まだ学習して

いない漢字があることから、今回の指導では、従

来のテキストにルビを付けて使用した。

(3) 時間配分

成人に対する普通救命講習と比較するため、3

時間の講習とした。ただし、今回の指導は授業の

一環として実施することから、連続した 3 時間の

講習を行うことは難しく、また、小学生の集中力も

続かないのではないかと考え、毎週金曜日の授業

(45 分間)を 4 週間にわたり 4 回、合計 180 分(3 時

間)の講習を行うことにした。

4 6年生に対する普通救命講習の実施

救急救命士を中心とした応急手当指導員が講

師となり、京都市立川岡小学校(以下「川岡小」)

の 6 年生 86 名を対象に、クラス単位(計 3 クラス)

で、4 回に分けて普通救命講習を実施した。各回

の講義内容は、次のとおりであった。

1回目[H14.11.22]

「からだのしくみ」教材として、人体モデル『か

らだってすばらしい !!』を活用した。人のからだに

はどのような臓器があるのかを説明し、特に、心

臓と血液のはたらきや脳の大切さについて詳しく説

明した。

「応急手当の必要性」からだのしくみと合わせて、

救急出動のしくみを説明した後、もしも心臓が止

まった場合、救急車が到着するまでに、なぜ応急

手当が必要なのかを説明した。

2回目[H14.11.29]

「応急手当の基礎」友だちが急に倒れたらどうな

るか?意識がなくなればどうなるか?などをみんな

で考えた後、息をしているかどうか、心臓が動い

ているかどうかを友だち同志で確認させた。(確認

したこと …1分間に何回呼吸しているか。耳、目、

肌での息の感じ方。脈拍を数えてみる。)

更に、倒れた人に対する応急手当の方法を説明

した後、何人かの児童に、訓練人形を用いた応急

手当の実技を体験させた。

3回目[H14.12.6]

「応急手当の実技」一人ずつ訓練人形を使って

実技を体験させた。指導員が児童一人ひとりの実

技レベルについて、実施できているかどうかをそ

の都度確認し、その結果を「効果確認表」に記

録した。

4回目[H14.12.13]

「応急手当を行う場合の注意点」血に触らないこ

と、口から血が出ている場合は人工呼吸をしない

こと、元気な人に心臓マッサージをしてはいけな

いことなどを中心に、応急手当を行う場合の注意

点について説明し、止血、やけど、骨折などに対

する応急手当の方法について指導した。

授業の最後に、4 回分の内容をまとめて、アン

ケート調査を行った。

5 指導結果からの考察

指導員により作成された「効果確認表」、指導

した感想や意見、児童へのアンケート調査をもと

に、小学 6 年生に対する普通救命講習について考

察した。

(1) 6年生の実技レベル

実技の各項目については、何度か練習している

うちに、ほぼ全員が的確に実施できるようになっ

た。指導員が実技指導を行いながら児童の実技レ

ベルを確認した効果確認表の集計によると、最終

的には全体の 96.4%が正確な手順で実施できたと

判定された。

(2) 6年生の理解力

毎回、授業のはじめに、先週の学習内容をど

れだけ覚えているかを確認したところ、ほとんどの

児童がしっかり覚えていた。

4 回に分割した講習では指導効果が薄れるので

はないかとの心配もあったが、結果として、一度

に行うよりも効果的であったと言える。これは、小

学生の記憶力が優れている点や、一週間という復

習期間が与えられたことによるものと考察できる。

一度習ったことに対する小学生の記憶力や、習っ
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たとおりに実技ができるといった適応力は、成人

よりもむしろ優れているように思えた。

(3) 解剖学的な説明を加えた効果

アンケート項目の一つである「意識の確認がで

きると思うか」について、西京 BFC クラブ員が「で

きる」と答えたのは約 42%であったのに対し、川

岡小では約 88%の児童が「できる」「ほぼできる」

と答えた。アンケート形式に若干の差異があるも

のの、川岡小での指導内容に解剖学的な説明を

加えたことが、人体のしくみに対する児童の理解

につながったのではないかと考えられる。

(4) 特に考慮すべきこと

2 回目の講習時に、友だち同志で脈拍や呼吸の

確認をさせた後、人工呼吸の説明をしたところ、

女子児童を中心に「恥ずかしい!」と騒ぎ出した。

その後、何人かの児童に訓練人形を使って人工呼

吸と心臓マッサージを体験させたところ、男子児

童は比較的まじめに取り組んでいたものの、女子

児童は恥ずかしい !こわい !と騒ぎ、なかなか体験

に移ることができなかった。友だち同志での確認

作業は、人体のしくみを知るうえで効果的であっ

たものの、恥ずかしさを助長する要因になったとも

考えられる。また、効果確認表の集計によると、

十分な声を出せていない児童が多く見られた。小

学校高学年という年齢では、応急手当の内容に対

する恥ずかしさと、人前で実技を行うことに対する

恥ずかしさという、両方の恥ずかしさへの意識が

特に強いように思われる。

一方で、訓練人形を使った実技体験では、児

童は、付属モニターに高い興味を示し、その様子

からは、倒れた人に対する手当というよりもゲーム

的な感覚で捉えているのではないかとの危惧さえ

感じられた。小学生に対しては、応急手当の重要

さと共に、決してふざけて行うものではないという

ことを十分に指導する必要があると思われる。

6 おわりに

今回の講習結果から、小学 6 年生であれば応

急手当に関する知識や技術を正しく身に付けるこ

とが十分可能であり、普通救命講習の受講対象に

なり得ると判断できた。小学生のうちに応急手当

についての知識や技術を身に付けるということは、

いざというときに役に立つばかりでなく、将来に向

けて応急手当に対する認識を高めることにつなが

り、中学生あるいは成人となってからの受講の基

礎となることからも、指導の意義は大きいと考えら

れる。

更に、45 分 ×4 回という分割講義の指導効果が

高かったことも合わせて考えると、今回の研究から

は、「小学 6 年生の授業に普通救命講習を導入す

ること」が、応急手当の更なる普及啓発のために

大変有効な手法であるとの結論に至った。

今後、より効果的な指導を行うためには、小学

生にも理解しやすい表現を用いて、人体のしくみ

に関する解剖学の基礎的な内容を加えたテキスト

の作成が必要である。また、決してふざけた気持

ちで行ってはならないという指導内容も含めるべき

であろう。小学生にふさわしい教材の開発は、新

たな研究課題でもある。

普通救命講習の受講対象の更なる低年齢化に

ついて、あるいは、低学年であればどの程度の内

容が理解できるのかなども含めて研究を進めてい

き、小学生に対する応急手当指導の充実を図って

いきたい。

消研輯報　57

- 152 -



消研輯報　57

- 153 -



消研輯報　57

- 154 -



６ 消防研究所シンポジウム

第 3回消防研究所シンポジウム

ー危険物の製造、貯蔵、取扱、輸送及び廃棄に

おける安全に関する国際シンポジウムー

1. はじめに

平成 16 年 3 月 10日-12 日、第 3回消防研究所

シンポジウムが開催された。本シンポジウムは、

消防研究所が独立行政法人化後に始めたもので、

今回が 3 度目である。会議の副題名として、危険

物の製造、貯蔵、取扱、輸送及び廃棄における

安全に関する国際シンポジウム (Third NRIFD

Symposium, -International Symposium on Safety

in the Manufacture, Storage, Use, Transport, and

Disposal of Hazardous Materials-)とし、危険物の

安全・防災に主眼を置いて、講演、討論が行わ

れた。

2. シンポジウムの概要

シンポジウムは、消防研究所内において約 160

名の参加者により行われた (国外からの参加者約

30名(講演者 10 カ国 19人を含む))。プログラム概

要を表 1 に示す。内容は、合計 27 の講演、関連

企業等によるエキジビション及び技術ツアーから成

る。主催は、消防研究所で、総務省消防庁、日

本火災学会、地域安全学会、安全工学協会、危

険物保安技術協会、日本消防検定協会、全国消

防長会、日本化学工業協会の後援を得た。

本シンポジウムは、最近の国内外での危険物火

災、事故の多発を考え、その背景、原因、教訓

を知り、今後の防災体制、行政へ活かすことを目

的とした。また、これらの情報をデータベース化

するに当たって、現在あるデータベースの紹介、

情報の共有化の問題点についても討論がなされ

た。このほか、特異な事故例についても紹介し、

教訓について討論した。

危険物に関する最近の課題として、国際的な流

通における規制の調和の必要性が指摘されてい

る。各国内の製造、貯蔵、取扱、輸送は、各国

の国内法に基づく一方、国際間の危険物輸送は、

国際連合危険物輸送勧告書 [1]に従って行われる

ので、本勧告書について、講演・議論があった。

このほか、廃棄物の火災・事故の多発化対策

とその発災機構、各種ガスエネルギーの使用に当

たっての防災対策、プロセス安全対策等について

も講演がなされた。

写真 1 シンポジウム参加者の集合写真（消防研究所本館ロビーにて）
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3. 基調講演

上原陽一横浜国立大学名誉教授により、「最近

頻発する危険物事故に思う」と題して基調講演が

行われた。同講演では、最近の火災・事故例と

して、昨年 8 月の三重県での RDF 火災、9 月の

苫小牧市での原油及びナフサのタンク火災を例に

事故の背景、原因、消防対策の問題点が指摘さ

れた。特に、日本のタンク火災に対する消防戦術

の遅れが指摘された。また、消防法改正による高

引火点液体の規制緩和に関連して、事業者の安

全に対する認識の不足についても言及された。従

来日本では、社会全体が安全であり、その上、タ

ンク火災を含めて危険物火災がもともと少なく、か

つ、減少傾向であったため、安全対策、消防戦

術等の研究、開発が遅れ気味であったことが考え

られるという指摘があった。

写真 2 上原横浜国大名誉教授による基調講演

4. その他の講演

危険物の安全防災、危険性評価等に関連して

講演がなされた。その内容を簡単に紹介する。

4.1 事故データベース等

長谷川和俊博士(危険物保安技術協会(KHK))に

より、KHK の危険物事故データベースとその解

析の紹介があった。外国の例として、Duffield 博

士(イタリア JRC)によるヨーロッパ(EU)の事故デー

タベース(MARS及び SPIRS)とその解析について、

また、Rosenthal 博士(米国､元米国 CSB)による米

国 CSB による反応危険調査と解析の紹介があっ

た。Allford 博士(イギリス EPSC)は、EPSC(ヨーロ

ッパプロセス安全センター )の事故情報収集及び

CCPS(米国 )、 IPSG(イギリス )との連携について紹

介を行った。

4.2 危険物評価試験

Ke 博士 (米国運輸省)によって、GHS(グローバ

ルハーモナイゼイションシステム )に関する国際的

な動きを紹介する講演が行われた。GHS とは、

危険物の表示、定義(試験方法を含む)を国際的に

統一しようという考え方である。また、個別の試験

方法のうち、特に、国際的に問題となっているも

のについて紹介があった。Wehrstedt 博士(ドイツ

BAM)は、各種危険物に対して、国際連合危険物

輸送勧告書を基に BAM が行っているエネルギー

物質に対する評価試験について紹介した。同勧告

書の考え方は、出来るだけ輸送形態に応じた試験

を行うというもので、場合によっては大規模な爆発、

燃焼実験が必要となる。Wildner 博士 (ドイツ

Degussa 社 )によって、国際連合危険物輸送勧告

書での酸化性固体の試験方法 (燃焼試験 )上の問

題点について講演が行われた。 Mak 氏(オランダ

TNO)、Whitmore 氏 (イギリス )によって圧力試験

の問題点の指摘がなされた。また、日本、オラン

ダ等が共同で国際連合に提案しようとしている

MCPVT(小型密閉式圧力容器試験 )の利点、問題

点についても言及があった。

Qian 教授(中国北京理工大学)は、反応熱量計

ARC の測定とその結果の解析をとおした危険性評

価試験を紹介した。ARC のような高感度熱量計を

使った危険性評価法は、試料が少なくて済み安全

なため、国際的な流れになっている。

Ni 教授(中国南京理工大学)は、各種爆薬に対

する評価試験結果を紹介し、中国では、国際連

合危険物輸送勧告書とも異なる試験方法を開発し

て危険物評価に使用しているとのことであったが、

考え方に大きな差異はないようである。

岩田(消防研究所)は、ヒドロキシルアミンの事故

の紹介と国際連合危険物輸送勧告書に従って行っ
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た危険性評価試験結果について紹介を行った。

4.3 ガス爆発技術

Lee 教授(カナダ McGill 大学)は、水素の爆発

現象とその防止対策について講演し、水素－空気

混合気中の化学量論比、不均一状態が DDT(爆

ごう (デトネーション )への移行 )に及ぼす影響につ

いて述べた。Presles 博士(フランス CNRS)は、水

素/酸化窒素の混合気中の化学量論比の DDT に

及ぼす影響についての CNRS での研究の紹介を

行った。Kopylov博士(ロシア全ロシア火災研究所)

は、爆発抑制剤添加によるガス爆発防止技術につ

いて紹介した。

4.4 プロセス安全対策

中川昌樹氏(三菱化学科学技術研究センター㈱)

により、同社の災害防止対策(HAZChart)とその応

用例の紹介があった。Yoon教授(韓国ソウル大学)

から、韓国でのコンビナート災害防止対策の紹介

があった。また、Rogers博士(米国 TEXAS A&M

大学)により、米国でのプロセス安全教育の紹介が

あった。

4.5 廃棄物と蓄熱発火研究

若倉正英氏(神奈川県産業技術総合研究所)によ

り、最近国内で多発する廃棄物火災についてその

概要、問題点について講演が行われた。Shuurman

氏(オランダ AkzoNobel 社)、Kossoy 博士(ロシア

CISP)らにより蓄熱発火の理論的な解析手法につい

て講演が行われた。後者の講演では、蓄熱発火

研究上、重要な SADT の推定方法についての紹

介があった。Li 博士(消防研究所)は 高感度熱量

計及び MCPVT のデータを使った SADT の推定

方法について述べた。SADT は、物質を安全に貯

蔵、取り扱う上での目安となる温度と考えられてい

るが、SADT の考え方は、日本の国内法ではまだ

取り入れられていない。

4.6 事故例その他

小川輝繁教授 (横浜国立大学 )により、平成 15

年 4 月、鹿児島市で起きた花火製造中の爆発事

故と爆発の激しさ等の解析の紹介があった。

Heitkamp 博士(ドイツ BAYER)、Kwon 博士(韓国

消防検定公社 )からは、それぞれ、ドイツ、韓国

の事故例の紹介があった。また、Kersten 氏(オラ

ンダ TNO)は、フランスでの硝酸アンモニウムの爆

発事故(死者 30 人、平成 13 年 9 月、Toulouse)と

硝酸アンモニウムに対する法規制の強化、工場で

の防災対策について講演した。

写真 3 会場風景

5. エキジビション(技術紹介)等

合計 8 社の協力を得て 2 日目午後に行った。消

防法及び国際連合危険物輸送勧告書に基づく危

険物評価試験の概要紹介、試験機器の紹介等が

行われた。この中の静電気帯電のデモンストレー

ションは、静電気の危険性について紹介したもの

で、注目を浴びた。同時に、消防研究所基盤研

究部物質安全研究グループの研究室(危険性評価

試験、熱分析、熱量測定機器等)が公開された。

6. 技術ツアー

三菱化学科学技術研究センター㈱ 環境安全工

学研究所(横浜市)の協力を得て、3 日目午後、同

社の研究所への技術ツアーが開催された。同所

では、物質安全、プロセス安全に関連した研究が

なされており、熱分析、熱量測定関連の実験室、

化学反応関連の高圧ガス取扱施設の見学がなさ

れた。
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写真 4 エキジビジョン風景

写真 5 懇親会風景（平野理事長挨拶）

7. 終わりに

本シンポジウムでは、最近の危険物災害の増加

に対応するために、その防災対策にテーマの主眼

を置き、国内外のデータベース、最近の危険物

関連の情報提供に努めた。熱心な講演、討論が

行われ、参加者の熱意が感じられた。これらの講

演、討論をとおして、今後、少しでも国内外の危

険物災害が減少することを願っている。

8. 謝辞

講演、司会等を引き受けて頂いた方々及びそ

の他会議運営に際し協力頂いた方に感謝致しま

す。また、技術ツアーでは、三菱化学科学技術

研究センター㈱の協力を頂きました。ここに記して

感謝致します。
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平野敏右 (消防研究所理事長)

基調講演「最近頻発する危険物事故に思う」

上原陽一(横浜国立大学)

セッション 1 最近の危険物事故の多発を考え、その防止対策について､国内外の事故デー

タベース紹介､最近の事故の傾向について
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Stuart Duffield(イタリア、JRC)
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プロセスの安全研究に対する実験的及び計算手法

William Rogers(米国、TEXAS A&M大学)

韓国の石油化学/化学コンビナートの火災安全管理の状況

En Sup Yoon(韓国、ソウル大学)

製造現場における安全性評価

中川昌樹(三菱化学科学技術研究センター㈱)

安全の専門家のネットワーク化

Lee Allford(イギリス、EPSC)

最近のエネルギー物質の事故

小川輝繁(横浜国立大学)

KHK危険物事故データベースの紹介とデータ解析

長谷川和俊(KHK(危険物保安技術協会))

フランス硝安事故の原因調査と法規制

Ronald Kersten(オランダ、TNO)

ヒドロキシルアミン/水混合物の熱安定性

岩田雄策(消防研究所)

3月 11日(木)

セッション 2 危険物試験方法、特に国際連合の試験方法の問題点と最近の危険性試験方

法の標準化における問題の紹介

国連危険物危険性試験方法と GHS

Charles Ke(米国、運輸省)

危険物の危険性のスクリーニング試験―圧力容器試験

Wim Mak(オランダ、TNO)

国連の試験方法での圧力容器試験の標準化

Martyn Whitmore(イギリス)

酸化性固体の試験方法の歴史と将来

Werner Wildner(ドイツ、Degussa)

エネルギー物質と混合物の危険性評価試験

Klaus-Dieter Wehrstedt(ドイツ、BAM)

国連の蓄熱試験方法による固体物質の SADT決定方法

Peter Shuurman(オランダ、AkzoNobel)

セッション 3 ガス爆発事故事例・対策その他の紹介

水素/二酸化窒素混合物のデトネーション

H-N. Presles(フランス、CNRS)

水素空気混合ガスの爆発性状

John Lee(カナダ、McGill大学)
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抑制剤添加によるガス爆発防止

Sergey Kopylov(ロシア、全ロシア火災研究所)

断熱測定の圧力データによる活性化エネルギーの新しい計算方法

XinMing Qian(中国、北京理工大学)

エキシビション、消防研究所施設見学

3月 12日(金)

セッション 4 廃棄物等の事故と蓄熱発火メカニズムその他安全についての紹介

日本での廃棄物の火災・爆発危険性評価

若倉正英(神奈川県産業技術総合研究所)

1999年に起きたドイツ BAYER社での爆発事故の紹介とその解析

Dieter Heitkamp(ドイツ、BAYER)

韓国での可燃性物質の事故のケーススタデイ

Kyungok Kwon(韓国、消防検定公社)

熱爆発へのシミュレーションの応用

Arcady Kossoy (ロシア、CISP)

高感度熱量計による SADT(自己発火開始温度)の推定

Li(消防研究所)

粉末状エマルジョン爆薬の安定性評価

Ouqi Ni(中国、南京理工大学)

閉会のあいさつ

長澤純一 (消防研究所理事)
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7 研究懇話会

研究懇話会は、消防研究所における研究の活性化、研究の効率的推進、研究員の資質の向上等を図

るため、研究成果や事故等の調査結果に関する報告、また海外事情の報告などの発表、講演または話題

の提供により、意見の交換、討論、質疑応答を行う場として設けられている。

会は毎月(2 月と 8 月を除く)一度開催されており、加えて、海外からの招へい研究者による発表など理

事長が必要と認めた場合には臨時に開催されている。

[平成 15年 4月 11日]

消火作業へのウォーターミストの適用方法に関す

る研究

鶴田 俊

水噴霧を区画の天井付近から供給した場合、1)

区画換気速度よりも沈降速度の小さい小粒子径の

水粒子は区画外に排出される。2) 区画換気速度

よりも沈降速度がわずかに大きい水粒子は、区画

内に長時間滞留し、ゆっくりと床面へ降下する。

床面近傍の水粒子濃度が上昇するまで火災が拡

大することを考慮し、想定した時間内に床面に水

粒子が到着するように粒子径を管理する必要があ

る。3) 火源近傍では、火災規模に応じ、上昇気

流が発生している。区画火災の実験で観察された

上昇気流中を降下できる水粒子は 200μm 以上の

半径の水粒子である。火源に流入する気流によっ

て火源に水粒子を供給できるのは半径 113μm 以

下の水粒子である。上記の点を考慮すると低速の

水粒子を区画内の天井付近に注入し、床面付近

の火源を消火するためには、上昇気流速度がきわ

めて小さい段階では、ウォーターミストを用いる可

能性がある。低速の水粒子を火源の下部に供給し、

上昇気流速度がある程度大きければ、水粒子は

火源を消火できる。区画火災を区画外から消火す

る場合には、火源の下部付近にウォーターミスト

を供給し、火源の上昇気流が弱まった段階では火

源に直接水粒子を供給する必要がある。

ナトリウム酸化物の火災危険評価 -ナトリウム酸化

生成物の成分分析について

廖 赤虹、鶴田 俊

ナトリウム漏洩火災の危険性評価を行う場合、

ナトリウムだけでなく、ナトリウム酸化物による危

険も評価の対象にする必要がある。そのため、燃

焼残渣中の酸化物の成分を正確に把握しなけれ

ばならない。本研究では、過酸化ナトリウムに対

して、JIS で定めた過マンガン酸カリウム酸化還元

滴定法による分析値が加水分解法より低くなる詳

細な原因を調べ、分析時の可能な改善策を検討

するために、ナトリウム酸化物および過酸化ナトリ

ウム試薬が水に溶けるときの発熱状態を赤外放射

温度計で観測し、また、滴定法による分析時の条

件および操作方法を変えた分析結果を検討した。

その結果、ナトリウム燃焼残渣中の過酸化物の含

有量を正確に求めるには、加水分解法が望ましい。

また、過マンガン酸カリウム酸化還元滴定法を用

いて分析する場合、 JIS の分析方法ではなく、液

温の上昇が抑えられる ISO で定めた操作方法で分

析することが望ましい。

一般住民の救急要請に関する研究 その 1 救急

車利用時の状況

吉原 浩、金田節夫、久保田勝明、関沢 愛

我が国における救急出場件数は、近年におい

て急激に増大している。この救急要請の増加要因

を検討するため、119 番通報による救急要請時の

状況、バイスタンダーとしての応急手当及び消防

機関の救急サービスに関する意識に関するアンケ
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ート調査を、横浜市及び館林市の一般住民を対

象として行い、次の結果等が得られた。

1) 応急手当として実施されているのは、意識や呼

吸・脈拍の確認、保温措置など、とくに高度な応

急手当法の知識を要しないものが多かった。

2) 「応急手当を行った人」に応急手当ができた

理由を聞いた結果、何らかの予備知識を持ってい

た人は 43%にすぎず、講習等による応急手当の普

及の余地が大きい。

3) 応急手当をしなかった理由は、「やり方が分か

らなかった」という理由が最も多く、119 番指令員

による口頭指導や応急手当の講習による普及によ

り、応急手当実施率の向上が図れる可能性が大

である。

今後、地域差や家族構成等の要因をふくめ、救

急要請時の状況についてさらに検討する必要があ

る。

林野火災発生率と実効湿度及び最小湿度の関係

寒河江幸平

林野火災の発生には気象要素が関係していると

云われる。火災全般についてではあるが、乾燥注

意報等は、実効湿度、日最小湿度と風速によって

発令される。地域によって異なるが概ね実効湿度

60%±5%、日最小湿度 35%±5%以下になると発令

される。ここでは実効湿度と日最小湿度を取り上

げ、それらと火災発生の関係を述べる。火災の発

生し易さは火災発生確率という概念により求めると

した。

実効湿度、日最小湿度を 5%刻みでクラス分け

し、それらの湿度の発現日数及び火災発生件数

を集計し、火災発生率 (件/日 )を求め、その火災

発生率を平均値とするポアソン分布で 1 件以上の

火災が発生する確率を求め、火災発生確率とした。

これを件数による発生確率とし、湿度の発現日数

で火災が発生した日数を除したのを日数による火

災発生確率とした。

結果として、日数による火災発生確率は件数に

よる火災発生確率より値が低くなる傾向がある。

件数による火災発生確率によると、地域あるいは

火災件数の多寡により異なるが概ね実効湿度

60%±5%、日最小湿度 35%±5%は火災発生確率 0.4

～ 0.5 に対応することが分かった。分析は都道府

県単位で行い、データは平成 7 年から平成 12 年

までのを用いた。

有風下の火炎風下に発生する旋風の構造に関す

る研究

篠原雅彦、箭内英治

本発表は基盤研究の構想発表を兼ねたもので

ある。最初に本研究の背景として、火災時に発生

する「旋風」と「火災旋風」が、過去にどこで、

どういう風に発生したか、特に関東大震災で発生

した火災旋風の発生と移動についてその発生機構

の仮説をまじえて説明した。つづいて、本研究テ

ーマの選定理由、目的および意義について述べ、

これまでに行った研究の結果を述べた。これまで

の研究では、横風中のメタノール円形プール火炎

の風下の気流を可視化することで、1) 旋風は逆回

転する渦対であり、火炎風下の床面付近で発生し、

上方に伸びながら風下に流されること、2) その発

生周期を表すストローハル数 St は、円柱後流の

カルマン渦や噴流後流の St に比べてはるかに大き

いこと、3) 火炎風下の床面上には、床面に沿う逆

回転する円柱状渦対、主流が入り込まない V 型

の領域および主流と逆行する 2 本の流れが存在

することが分かった。最後に、今後 2 年間の研究

計画について述べた。今後は、1) 床面に沿う円柱

状の渦対について取得済みの画像の PIV 解析を

行い、2) 実験装置を製作し、3) 横風の風速、火

炎の規模および燃料の種類が、旋風、円柱状の

渦対、および火炎風下の気流に与える影響を調べ

る。

[平成 15年 4月 18日]

Smoke Component Yields from Room-scale Fire

Tests（室内火災試験における煙の生成量）
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Richard G. Gann, Ph.D.

(Senior Research Scientist, Building and Fire

Research Laboratory, National Institute of Standards

and Technology, Gaithersburg, MD USA)

リチャード ギャン 博士

(米国国立標準技術研究所 建物・火災研究所

上席研究員)

Estimation of the time people will have to

escape or find a place of refuge is a principal part

of fire hazard or risk assessment. Such a

computation involves the building design, the

capabilities of the occupants, the potential growth

rate of a fire, the spread rate of the heat and

smoke, and the impact of the fire effluent (toxic

gases, aerosols, and heat) on people in the fire

vicinity and on responders to the fire.

Data on fire effluent typically come from one of

several, very different bench-scale combustors,

and only one of these has been validated against

real-scale fire test data. A standard methodology

for establishing the degree of accuracy of these

methods is critical to the credibility of fire hazard

and risk assessments.

Here, we present the results from a series of

room-scale fire tests to produce data on the yields

of toxic products in both pre-flashover and

post-flashover fires. The combustibles examined

were: a sofa made of upholstered cushions on a

steel frame, particleboard bookcases with a

laminated finish, polyvinyl chloride sheet, and

household electric cable. The yields of CO2, CO,

HCl, HCN, and soot were determined, along with

the uncertainty in the results. Other toxicants

(NO2, formaldehyde and acrolein) were not

found; concentrations below the detection limits

were shown to be of limited toxicological

importance relative to the detected toxicants. The

losses of CO, HCN, and HCl as they flowed down

the corridor were found to be dependent on the

combustible.

A future effort is being planned in which the

same fuels are combusted in typical bench-scale

apparatuses under combustion conditions

a p p r o p r i a t e t o w e l l - v e n t i l a t e d a n d

ventilation-limited burning. The information

generated in these room-scale fire tests then

becomes the basis for assessing the accuracy of

the yields from the various bench-scale devices.

（訳）

人々が避難しなければならない、あるいは避難

場所を見つけねばならない時間を推定することは、

火災危険度評価において重要である。このような

推定には、建物の設計や、在館者の能力、火災

の推定成長速度、熱および煙の拡がり速度、そし

て火災からの放出物 (毒性ガス、エアロゾルおよ

び熱)が人々に及ぼす影響などに関する情報が必

要である。

一般的に、火災からの発生物に関する情報は、

様々な燃焼試験装置で測定された結果のひとつを

取り上げているに過ぎない。しかも、これらの情

報のうち、実大火災試験により妥当性が確認され

ているのは、ただ 1 点のみである。これらの方法

の妥当性を立証するための標準的な方法論は、

火災危険度評価の信頼性にとって極めて重要であ

る。

本講演では、フラッシュオーバー前およびフラ

ッシュオーバー後の室内火災試験における有毒生

成物の生成量に関する測定結果を紹介する。火災

試験に用いた可燃物は、鋼製の枠と布張りのクッ

ションでできたソファー、パーティクルボード製の

書棚、塩ビ製シート、そして電気ケーブルである。

測定した化学物質は、二酸化炭素、一酸化炭素、

塩化水素、シアン化水素、およびススである。二

酸化窒素、ホルムアルデヒド、およびアクロレイン

は、検出されなかった。検出された有毒物質と比

較すると、これら検出限界以下の物質は、毒性学

的に重要性が低い。一酸化炭素、シアン化水素、

塩化水素が廊下に流出したときの濃度の低下は、
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可燃物に依存することがわかった。

今後の研究計画は、典型的な標準規模の装置

を用い、良く換気された燃焼および換気が制限さ

れた燃焼に相当する燃焼条件下で、同じ燃料を燃

やしてみることである。本講演で述べる室内火災

試験の結果は、様々な標準規模の装置で測定さ

れた結果の妥当性を評価する基礎となるであろう。

[平成 15年 5月 9日]

実大規模燃焼実験による難燃杉材の燃焼性状

箭内英治

放火を想定した火源として、ライター程度の火

源に比較して大きい火源を用いて、難燃化を行っ

た木質杉材料の実大燃焼実験により、どの程度の

火源までこれらの難燃化処理杉木材が火災拡大抑

止性能を持つかを実験的に調べた

区画火災消火時の熱挙動

尾川義雄、鶴田 俊

ドア 1 枚程度の開口部を有するモデル区画内で

消火実験を行った。区画火災では温度分布が二

層になり下層から新鮮空気が流入するため区画内

部を見通せることが知られているが、消火作業を

することでこれが崩れ天井付近の高温層が無くな

り区画全体の視界が失われる現象が見られた。

防火対策の火災損害抑止効果に関する統計分析

鈴木恵子､志田弘二(名古屋市立大)

佐藤博臣(鹿島建設)他一名、村井裕樹(ERS)

火災報告の建物火災データを用いて、火災損

害規模(本報では焼損床面積)を目的変数に、防火

対策(日常管理、建物構造。消防用設備の設置使

用状況 )を説明変数として重回帰分析を行い、焼

損床面積の大小に影響する防火対策を抽出すると

ともに、焼損床面積の累積確率分布の特性値を用

いて焼損床面積と防火対象物区分、建物構造及

び防火対策の状況の関係を分析した。本件は H14

年度に実施した鹿島建設、名古屋市立大学との共

同研究成果である。

[平成 15年 6月 13日]

ウォーターミストによる閉空間内火災の消火実験-

その 5 室内容積が異なる場合の消火について

竹元昭夫､金田節夫､入江健一(ニッタン)他一名

昨年報告した中規模閉空間での局所放水による

消火実験の際に、33cm 角火皿の n-ヘプタン火炎

に対して 12.3L/min ノズル 1 個による消火実験を

行ったが、消火することはできなかった。一方、

昨年報告した小規模閉空間での消火実験では同

一火皿・燃料で放水量は 8L/min と少ないのにも

関わらず 8～ 13秒で消火できている。

なぜこのような現象が起こるのか把握するため

に、中規模空間においてノズルの取付高さを小規

模閉空間にあわせ、仮設天井の有無による消火実

験を実施すると共に、散水密度の測定並びに粒子

速度の測定を実施して比較検討を行った。

小規模閉空間に対して中規模閉空間で n-ヘプ

タンが消えにくいことに対する明確な回答は得られ

なかったが、4 個同時放水の結果からすると基本

的には n-ヘプタン火炎が消えにくい散水密度及び

粒子速度なのかも知れない。

また、ノズルがどのような条件で設置されるか

によって、放水パターンが変わり、その結果、散

水密度及び粒子速度も変わるので、設備設計を

行う上で重要な因子となる可能性があることが判

った。これらの結果については次年度に確認実験

を行う。

屋外タンク貯蔵所火災の火災原因調査の概要に

ついて

西 晴樹、山田 實

平成 14 年 11 月、神奈川県横浜市の油槽所で

屋外タンク貯蔵所の受入れ作業時に、当該タンク

の爆発火災事故が発生した。所轄の消防局では、

この火災に対して、精力的に火災原因調査を行い、

火災に至るまでの想定シナリオを早期に策定した。

そのシナリオにおいてポイントとなる着火可能性な

どの具体的項目の検証について、所轄の消防局よ

り消防研究所に調査協力の依頼があった。

消研輯報　57

- 164 -



これを受けて、消防研究所においては、これま

での調査結果を踏まえ、本件の屋外タンク貯蔵所

の火災事故について調査検討を行った。

本火災事故の概要および当該火災事故につい

て消防研究所が行った調査検討結果の概要を述

べた。

ソウル市を対象とした地震被害想定システムの構

築 その 2.地盤増幅度の推定に向けた DEM を用

いた地形分類に関する研究

鄭 炳表、座間信作、細川直史、畑山 健

自然被害を防止・軽減するためには、事前に災

害危険度を把握し、その結果を都市計画、地域

防災計画、消防計画などに反映させる必要がある。

地震被害想定は、代表的なものであり、広範囲を

把握する手法として国土数値情報を用いた松岡・

翠川の方法)があり、「簡易型被害想定システム」、

「地震被害想定支援ツール」などは、この提案

手法に基づいている。

しかし、ベースとなる国土数値情報は、もとも

と国土レベルの情報であり、面積が狭い市町村単

位での適用は限界があるため、空間的により詳細

な情報が必要とされる。

ここでは、GISの空間データ分析機能を活用し、

日本全国に亘り整備されている 50m メッシュの数

値標高データモデル(Digital Elevation Model :

DEM)を用いた地形分類手法を提案し、横浜市を

対象として提案した手法による地形分析及びそれ

に基づく地盤増幅度の推定した結果の発表が行わ

れた。

5 月 26 日の宮城県沖地震災害の調査報告ー石巻

市、築館町の災害概要についてー

新井場公徳、鄭 炳表

2003 年 5 月 26 日に発生した宮城県沖を震源と

する地震による斜面災害の実地調査結果を報告し

た。築館町における流動性の地すべり災害、石巻

市湊鹿妻地区の岩盤崩落災害の現地を調査し、

地形・地質についての調査を行うとともに管轄す

る消防本部を訪問して、地震時の斜面災害に対す

る時系列等対応状況について聞き取りを行った。

築館町の地すべりは約 30 年前に造成された農

地で発生したものである。地すべり土塊は農地の

斜面下にあった住宅のすぐ横を通過し、水田に広

範囲に堆積した。住宅の住民 1 名の方が地震直

後に家を出たところで土砂に腰まで埋まったとのこ

とであった。幸いに配偶者の方に助け出され、軽

傷ですんだ(救急搬送)。

石巻市街地の東側に位置する丘陵の南東端に

ある急崖では、石切場の跡地と思われる節理の発

達した粘板岩の一部にゆるみが発生して、一部が

落石となった。この急崖のそばにある集合住宅に

対して避難勧告が発出された。市災対本部・警

察・消防によって警戒体勢がとられた。

[平成 15年 7月 11日]

中規模閉空間におけるウォーターミストノズルの

散水分布特性

金田節夫、竹元昭夫

入江健一(ニッタン)他一名

実大規模のウォーターミスト消火設備を想定し、

ノズルから放水するミストの床面における散水分布

特性を比較的精度高く測定した。単体ノズルによ

る小規模閉空間における結果から、散水密度の領

域は壁面に沿って拡がる傾向があるが、ある散水

密度における面積は測定範囲の全面積との比率で

見ると、殆ど変わらずノズル位置及び壁面による

差は観られなかった。中規模閉空間においては、

小さな領域ではあるが高い散水密度の領域があ

り、散水密度分布の広がりは、小規模閉空間に比

べ急激となることが判った。4 個のノズルから同時

に放水した結果から、散水密度と、放水された床

面で 0.25(L/min･m2)毎の散水密度の占める面積

と採水枡の配置された測定区画の面積との比率を

示す面積比率との関係を見ると、その傾向を示す

近似曲線において極大値が生じ、ノズル個数の増

加に伴う放水流量の増加で、高い散水密度の領

域が拡大した。さらに、ノズルを 4 個にすることで

消研輯報　57

- 165 -



小規模閉空間における単体ノズル以上の散水密度

分布を、体積比率が 90 倍以上の中規模空間でも

得られることが分かった。ノズルの取付間隔を 1.6

(m)から 1.2(m)にすると、その散水密度が 1 から 2

(L/min･㎡ )の間では面積比率が上回り、散水密

度分布が一体化されて、均一化されたことが分か

った。比較的容易に測定できる散水密度分布によ

り、ミストノズルの特性を、今後は散水密度との

関係に反映させて行く必要がある。

初島海底ケーブル切断事故の鑑定

山田 實

平成 15 年 4 月中頃に発生した電力用海底ケー

ブル切断事故において、担当海上保安部から海底

ケーブル破断面観察の鑑定が当研究所に依頼さ

れた。

電子顕微鏡等による海底ケーブル破断面観察

の結果、ケーブルを保護している鉄線は、激しい

腐食を受けており、その減肉量は約 70%で、引っ

張り荷重を受けた延性破断であることが判明した。

他の機関に依頼した鑑定結果を併せて、担当海

上保安部では、「海底ケーブルの破断はケーブル

の周囲を防護している鉄線と内部の電線が接触し

てショートするなど複数の要因が重なって切れた」

との発表を行い、人為的切断説を否定した。

[平成 15年 9月 12日]

熱弾性応力測定に関する研究

廣川幹浩、井上裕嗣(東工大)他一名

近年、実験応力解析の一手法として弾性体の

熱弾性効果により生じる温度変化を利用して応力

を測定する熱弾性応力測定法が注目されている

が、応力テンソルの第 1 不変量である主応力和の

分布が非接触的に画像形式で得られるという利点

がある反面、個々の応力成分や静的応力が測定

できないという難点もあり、その解決が望まれて

いることを述べた。次いで、通常の熱弾性応力測

定法では熱弾性効果による温度変化と主応力和変

化とが比例するとしているのに対し、弾性係数の

温度依存性を考慮すれば熱弾性効果による温度

変化が個々の応力成分や静的応力にも依存するこ

とが Wong らによって示されていることを述べた。

さらに、Wong らが導出した非線形熱弾性効果の

基礎式を利用すれば上述の難点が解決できる可

能性を指摘するとともに、現状では未だ実用的な

手法が確立されていないことを述べた。以上の背

景を踏まえて、本研究では、非線形熱弾性効果を

利用して熱弾性応力測定法の高度化を図ることを

目的として、個々の応力成分を測定するための主

応力分離および静的応力測定の中でも特に重要

である残留応力の同定に着目し、それらのための

実用的手法を開発していることを述べた。

1 ～ 18GHz の電磁波が及ぼす火災感知器への影

響と導電性塗料によるシールド効果

田村裕之

電磁波を利用した様々な機器が開発され、火

災感知器が 1 ～ 18GHz のマイクロ波に曝される

機会が増加している。そこで、感知器にこのマイ

クロ波帯の電磁波を曝露させ、マイクロ波がどの

ような影響を感知器に与えるかを実験的に確かめ

るとともに、マイクロ波の影響から感知器を保護す

る対策について検討した。

1GHz ～ 18GHz の周波数帯で種々の形式・強

さの電磁波をホーンアンテナより放射して感知器に

曝露させ、感知器の動作を確認した。また、シー

ルド加工を施した感知器に対する電磁波曝露実験

を行いその効果を確認した。

(1) P型の赤外線式炎感知器と、P型及び R型の

光電式煙感知器は誤動作を起こす周波数帯がある

ことが分かった。イオン化式煙感知器とサーミスタ

ーを用いた熱感知器は、日常環境の電磁波ノイズ

レベルでは誤動作しないことが分かった。

(2) 銅粒子、銀粒子、銅と銀の混合粒子の 3種類

の導電塗料を塗ったアナログ式(R 型)の光電式煙

感知器を試作し、電磁波曝露実験を行った。通常

の感知器では 1GHz ～ 1.7GHz の範囲で伝送エラ

ーを起こしたが、導電塗料を塗りシールド加工を
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施した感知器はわずかな煙濃度変化を受信機に

送信してくるだけで、シールド加工の大きな効果

を確認できた。

火災データベースの WEB構築事例

山田常圭､阿部伸之､飯田明彦

鈴木 修(フジタ)他一名

所内で実施した実験データの一部を web 上で

データベース (DB)として公開を前提にシステム構

築を図っている。web 上に構築したプロトタイプシ

ステムの概要を紹介するとともに、開発過程での

検討事項および今後の課題について報告した。本

システムでは、1) webサーバー、2) DBサーバ

ー、3) データファイル共有サーバーの 3 つのサ

ーバーから構成される。

この内、データベースシステムは今後の拡張性、

ランニングコストを含めた経済的な理由から、フリ

ーウェアである Linux ベースの PostgreSQL を用

いた。また、web サーバーには、windows2000

の OS を用い、Linux 上 DB サーバーにおいた

CSV、静止画、動画、音等各種のサーバーを仮

想ディレクトリで共有するために Samba のプロトコ

ルを使用した。こうしたシステムによって、過去の

ルームカロリメータ、ルームカロリメータの実験

データをグラフ、映像データとして参照することが

可能となった。

気体分離膜を用いた防火システムの検討

ーガス注入方法に関する予備的な実験ー

廖 赤虹、尾川義雄、鶴田 俊、佐宗祐子

窒素分離膜は大気から窒素と酸素を分離し、窒

素または大気より窒素濃度の高い窒素富化空気を

供給できる高分子材料の膜であり、それを用いた

窒素発生器はすでに多くの分野に実用されている。

本研究では、密閉された無人空間に設置される窒

素分離膜を用いた防火システムを検討するための

予備的な研究として、窒素分離膜を用いた窒素富

化空気供給システムを試作した。発生させた窒素

富化空気を約 7m3 の区画に注入し、注入ガスの

酸素濃度と流量および設定酸素濃度に到達するま

での注入時間を測定し、自由流出の式による計算

値と比較した。また、窒素富化空気の注入方法を

変えて、注入効率を向上する方法を検討した結果、

区画から排出される濃度未到達の窒素富化空気を

再び窒素分離膜に戻し循環利用すれば、非循環

のときに比べガスの注入時間を短縮できることが

わかった。それによって、ランリングコストを低減

することができる。この防火システムは、現在ガ

ス系固定消火設備で防護されている通信施設、文

化財等の収蔵庫、データ保管庫、および危険物

倉庫などに適用することが検討されている。

[平成 15年 10月 17日]

救急シミュレーションの概要

金田節夫、久保田勝明、吉原 浩、関沢 愛

本研究では、限られた消防力資源を効率的に

運用する救急システムの構築を実現させるための

検証ツールとして、「救急シミュレーション」の開

発を行っている。ここでは、その概要について報

告した。

救急シミュレーションは、需要・発生予測シミュ

レーションと、救急隊運用シミュレーションの 2 つ

から構成されている。需要予測シミュレーションで

は、救急統計データから年代毎の救急出場件数

に、年代毎の将来予測人口をかけて、その出場

件数を予測する。発生予測シミュレーションは、

需要予測シミュレーションから導き出した予測出場

件数の属性、緊急度、重傷度等の分類項目毎の

発生確率より、一件毎の救急患者発生(住所、属

性、時刻、重傷度など)を予測するものである。

救急隊運用シミュレーションは、発生予測シミュ

レーションのデータを用いて、一件毎の救急要請

に対して、コンピューター上で救急隊選定、病院

選定とその間のルート検索を行うことによりある期

間内の救急隊運用を予測するものである。

この救急シミュレーションでは、現用の救急隊

運用システムや体制を変更した場合、救急病院が

新設された場合などの、救急隊運用状況予測(現
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着時間平均、活動時間など)を行うことにより将来

の救急隊運用状況の評価も可能となる。

今後、この救急シミュレーションは、運用状況

の異なるさまざまな消防本部(局)と共同して開発を

進めてゆく予定である。

聴覚障害者に対する火災警報意識アンケート調査

河関大祐、田村裕之

現在の火災警報伝達はベル等の音響が主に用

いられているため、音の覚知が困難な高齢者や聴

覚障害者へは火災警報が有効に伝わらない可能

性がある。そこで、聴覚障害者に有効に火災警報

を行うシステムの開発を行うため、聴覚障害者の

火災安全に関するアンケート調査を行い以下の結

果を得た。

1) 自宅で就寝するとき(68.2%)、ホテル等に宿泊す

るとき(54.0%)など、就寝中の火災が心配との回答

が多かった。

2) 回答者の 37.6%が火災やボヤの経験(近くで見

た場合も含む)があり、火災を知った方法は、38.0%

が煙や炎、25.4%が消防車のライトやサイレン、

23.3%がにおい、21.4%が戸外の雰囲気の違いで

あった。

3) 警報装置購入希望については、自治体等で給

付すべき (給付されない場合は我慢する )が約

50%、あまり高くなければ購入するが 21.8%であっ

た。

4) 電池交換など火災警報装置の負担可能な年間

維持費は、1000 円以下と 3000 円以下がそれぞれ

30%程度であった。また、負担がかかるなら不要

が 18.4%であった。

地震動による小規模タンク底部の浮上り挙動につ

いてー浮上り挙動解析と溶接部の疲労強度ー

西 晴樹、山田 實、畑山 健

大塚尚武(龍谷大)、吉田聖一(高知高専)

容量が 1,000kl 未満の小規模タンクについて、

タンク本体と内容物との連成を考慮した三次元有

限要素モデルを用いて、三次元非線形時刻歴応

答解析を行い、実際の地震動が加えられたときの

タンク底部の浮き上がり回数、最大浮き上がり高

さなどの浮き上がり挙動について検討を行った。

さらに、小規模タンクが地震動を受けて底部の

一部が基礎から浮き上る場合について、側板と底

板の隅肉溶接部に発生するひずみを材料の非線

形性を考慮した軸対称有限要素法により解析した。

また、隅肉溶接部を模擬した L 型試験片を用いて

低サイクル疲労強度実験を行い、溶接止端部のき

裂の有無が破断までの疲労寿命に及ぼす影響等

を調べた。

これら小規模タンクの浮き上がり挙動を実験的

及び解析的に調べ、底部破口のメカニズムを解明

することで、小規模タンクの安全性を確保するた

めの 強度評価システムの構築を目指したものであ

り、強度評価の流れとしては確立できたものと考

えている。

[平成 15年 11月 14日]

三重県 RDF発電所貯槽爆発火災調査概要

吉野 薫

三重県桑名郡多度町にある「三重ごみ固形燃

料発電所」において、平成 15 年 8 月 14 日及び

同月 19 日の 2 度にわたりごみ固形燃料(RDF)貯槽

内で爆発があり、消火活動中の消防職員 2 名が

殉職、作業員 5 名が負傷する火災が発生した。

消防研究所は消防法に基づく桑名市消防長から

の要請を受けた消防庁長官からの指示により、火

災原因調査の支援を行うため 8 月 19 日に 3 名を

現地に派遣、その後数度にわたり現地調査を実施

するとともに、採取した RDF の分析等を行ってい

るところである。事故の発生メカニズムとしては、

微生物の発酵による発熱や有機物の酸化反応等

が考えられる。

現地調査での見分結果、関係資料及び関係者

の供述等から、事故経過ならびにこれまでの調査

概要について途中経過を報告した。

出光興産㈱北海道製油所火災調査概要
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高崎純治

2003 年 9 月 26 日 4 時 50 分頃、十勝沖を震源

としてマグニチュード 8.0 の地震が発生、その直

後、震度 5 弱を観測した北海道苫小牧市では出

光興産㈱北海道製油所の 30006 原油タンクで火災

が発生した。

さらに、1件目の火災鎮火から 2日後の 28日 10

時 45 分頃、地震により浮き屋根が損傷し液面が

露出していた同製油所の 30063 ナフサタンクから、

2件目の火災が発生した。

この 2件の火災について、いずれも平成 15年 6

月に改正され、同年 9 月 1 日に施行された消防法

第 35 条の 3 の 2 の規定に基づき、消防庁長官の

主体的な判断により火災原因調査を実施すること

となり、これを受けて同法 35 条の 3 の 3 の規定に

基づき消防研究所が火災原因調査を実施すること

となった。

本報告では 2 件の火災の概要をはじめ、消防

研究所が行った現地調査を基に、中間報告として

現時点で考えられる火災原因等を挙げ、今後の原

因究明の方針を示した。

大和市イオンショッピングセンター爆発火災調査

概要

吉野 薫

平成 15 年 11 月 5 日、神奈川県大和市にある

大規模小売店舗「イオン大和ショッピングセンタ

ー」の生ごみ処理室において、消火活動中の消

防職員等 11 名が爆発により負傷する火災が発生

した。

消防研究所では、大和市消防長から消防庁長

官経由で火災原因の調査要請がなされたことか

ら、11 月 5 日と 6 日、4 名を現地に派遣し事故現

場及び生ごみ処理機の見分を実施するとともに、

処理機内から処理物及びガスを採取、分析を進

めているところである。

懇話会においては、現地での見分状況及び関

係者の供述等から、事故の概略、考えられる発災

原因、ならびに調査状況について速報として報告

した。

[平成 15年 12月 12日]

2003 年 7 月 26 日に発生した宮城県北部の地震及

び平成 15 年(2003 年)十勝沖地震による防火水槽

の被害

吉原 浩

地震時においては、通常時に比べて火災の発

生および拡大の危険性は大きく、水道施設の被害

の影響を受けない防火水槽は、地震時において

は通常時に増して重要な消防水利である。しかし、

過去の地震では漏水に至る被害が発生しており、

防火水槽の被害に至る条件について検討する必要

がある。

「2003 年 7 月 26 日に発生した宮城県北部の地

震」及び「平成 15 年(2003 年)十勝沖地震」にお

いて防火水槽の被害が発生した。これらの地震に

よる被害事例について調査・検討した結果次のこ

とが分かった。

2003 年 7 月 26 日に発生した宮城県北部の地震

では、集水ピットと底版の接合部の破損により漏

水した事例があり、この部分の漏水防止対策につ

いて検討する必要がある。また、震央付近の地域

では、土かぶりが少ない防火水槽が多く設置され

ており、防火水槽の上部の舗装面に段差が発生し

た発生した事例が多く発生した。

平成 15 年(2003 年)十勝沖地震では、液状化に

より鋼製の二次製品耐震性貯水槽が浮き上がった

事例が 1 件あったが、この水槽は漏水には至らな

かった。その他の被害としては吸管投入孔の損傷

などの軽微なものにとどまった。

粉末消火剤によるナトリウム燃焼残渣の安定化効

果

廖 赤虹、鶴田 俊

窒素で消火したナトリウムの燃焼残渣を大気中

で安全に処理する方法を検討する目的で、ナトリ

ウムの燃焼残渣に金属火災消火用の粉末消火剤

をかけたときの安定化効果を調べ、以下の結果を
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得た。

1) 金属火災消火用の粉末消火剤は、窒素ガスで

消火したナトリウムの燃焼残渣を安定化する効果

がある。

2) 粉末消火剤をかけた燃焼残渣を大気雰囲気で

かき回しても着火しないため、燃焼残渣の安全な

後処理に役に立つ。

3) 粉末消火剤による安定化効果は、物理的な空

気遮断作用ではなく、燃焼残渣を失活させる化学

的な作用によるものである。

地下鉄車輌の燃焼実験報告

山田常圭､飯田明彦､箭内英治

那波英文､篠原雅彦

韓国大邱市での地下鉄車両火災を受け、ガソリ

ン散布着火された状況下での我国の地下鉄車両

燃焼性状を確認するために、実大の地下鉄車両

火災実験を行った。実験では、車両を長手方向

の半分で切断した 1/2 の部分車両を用い、最大 4

リットルのガソリンを床面に散布着火した。扉開口

条件、火源位置、その他車両の内装材料等を実

験のパラメータとして燃焼性状に及ぼす影響を調

べた。その結果、窓を全閉にした状態では窓ガラ

スが破損する以前に自然鎮火することが確認され

た。また扉が開放された状態では、着火直後、

非常に激しい燃焼が車両全体で観察されるが、そ

の後、天井部分に可燃物がない条件では、火災

はガソリン散布の部分に局限化され延焼拡大が継

続し難い事が観測された。

地下鉄車輌内装材料の燃焼性状

那波英文､山田常圭､飯田明彦、箭内英治

篠原雅彦､木田清春(東京消防庁)他一名

東京消防庁と共同研究で行った地下鉄等車両

の座席、床、天井の内装材料や連結部分の幌材

等についてのコーンカロリメータ燃焼性試験の結

果を報告した。その結果、難燃レベルの一般的な

座席、幌材では、10kW/㎡で着火するが、高度

の難燃処理を行った不燃レベルの素材では、

20kW/㎡以上加熱がないと着火しない結果となっ

た。また、新素材である炭素素材では、50kW/㎡

の強い加熱下にあっても分解するが着火・発熱は

計測されなかった。また、一部の難燃処理のない

プラスチックは低加熱下においても高い発熱速度

を示したが、総じて、難燃処理済み内装材の殆ど

は、建築材料に比して発熱速度は低く抑えられた

結果となった。

[平成 16年 1月 16日]

米国カリフォルニア州南部林野火災調査報告

佐藤晃由、吉野 薫、篠原雅彦

昨年 10 月 21 日から 11 月 1 日にかけて、米国

カリフォルニア州南部において、合計焼失面積が

約 30 万ヘクタールに及ぶ大規模林野火災が発生

したので調査した。この火災では、サンタアナ風

という砂漠を越えて吹き込んでくる乾燥した熱風に

よって、各所で火災が大規模に拡大した。特に、

「CEDAR FIRE」という火災では 11万 haが焼失

し、20 数名もの犠牲者が発生した。この地域の山

間部における植生は、Chaparral と呼ばれる高さ

約 2m、油分を多く含む葉を持つ低木草類が多く、

また、虫害で枯れた松林が各地で見られた。カリ

フォルニア州では、防災機関同士が協力して業務

を遂行する制度 (SEMS)が制定され、広域的空中

消火協力システムも構築されていた。さらに、訪

問した消防防災機関や地域で、大規模火災で発

生した火災旋風についての情報を収集したところ、

Simi Valley 山際に住む元警察官による火災旋風

目撃の証言を得た。

サーマルマネキンの研究所間試験について

箭内英治､鈴木 健

サーマルマネキン試験のラウンドロビン試験に

ついて検討した結果を発表した。

サーマルマネキンを用いた主要都市防火服の耐炎

性評価

畑野 崇､箭内英治､篠原雅彦
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サーマルマネキンを用いて、主要都市防火衣の

耐炎性能について考察し、検討した結果を発表し

た。

地方自治体の災害対策本部のための応急対応支

援システムの開発構想

胡 哲新､遠藤 真､座間信作､関沢 愛

新井場公徳､鄭 炳表､久保田勝明

阪神・淡路大震災では、災害対応の初動体制

の確立が大幅に遅れたとの問題が指摘され、発

災直後に発生する情報空白期において、防災担当

機関が迅速に被害情報を把握し、即時的に初動

体制を確立できるように支援する防災情報システ

ムが構築されてきている。これらのシステムの殆ど

が情報把握に主眼を置き、防災担当者などが行う

意思決定は自動的に状況把握さえできればできる

ものと考えられている。しかし、災害対応の現場

で要求される様々な意思決定を迅速かつ的確に行

うには、状況把握はあくまでも必要条件であり、

それだけでは、適切な意思決定ができない。従

って、意思決定を含めた応急対応を支援するため

のシステム構築が必要である。発表では地方自治

体の災害対策本部を対象とし、応急対応業務を実

施するための意思決定支援システムのコンセプト

及び機能に関する構想を述べながら、それらの機

能を実現するための手法及びインタフェースの設

計を紹介した。

半開放空間における加重された窒素富化空気の

挙動

廖 赤虹、尾川義雄、佐宗祐子、鶴田 俊

水系消火システムで消火困難な閉囲空間内の

防火および消火において、窒素富化空気を防護

空間に全域的に充満させ、火災発生の防止、また

は火災を抑制、消火することができる。しかしな

がら、窒素富化空気は空気より比重が小さいため、

天井のない区画には使えない。本研究は、窒素

のように人と環境に悪影響を与えず、かつ二酸化

炭素のように空気より重く、天井のない区画でも

使える防火・消火方法を検討する目的で、供給さ

れる窒素富化空気にウォーターミストや二酸化炭

素を加え、ガス/水滴集団または混合ガスを形成

させることにより窒素富化空気に重りをつけ、それ

を天井のない区画に吹き込み、区画内の酸素濃

度の変化および消火の挙動を調べた。その結果

により、窒素富化空気に粒子の小さいウォーター

ミストを加えた場合、粘性により比重の大きいガス/

水滴集団が形成され、よって、本来空気より軽い

窒素富化空気を沈降できることが確認された。ま

た、人に無害の 4%の二酸化炭素を含む窒素富化

空気も天井のない区画に沈降・滞留できるため、

これらの技術を使えば、窒素富化空気の利用でき

る場所は天井のない区画に広げることができる。

[平成 16年 3月 19日]

ナトリウム冷却ループ漏洩火災の消火方法につい

て

廖 赤虹､鶴田 俊

原子力施設におけるナトリウム冷却ループ漏洩

火災ついて、現在区画に窒素を封入することによ

る消火方法と粉末消火剤による消火方法が検討さ

れているが、いずれも実用されていない。発表で

は実用の角度からそれらの欠点を議論したうえで、

床冷却による新たな消火方法を提案した。

2004 林野火災ワークショップの概要と林野火災発

生危険度及び拡大予測システム

佐藤晃由

韓国ソウル市韓国林業研究院において、韓国

・日本・中国・ロシア・ドイツ・オーストラリア・

フィンランドの研究者及び韓国の関係者約 100 名

が参加し、2004 林野火災ワークショップが開催さ

れた。近年、韓国では 2000ha から 10000ha に及

ぶ大規模森林火災が相次いでおり、周辺諸国の

状況を参考に、韓国の森林防災体制を研究したい

との趣旨であった。韓国、中国、ロシアのそれぞ

れの研究者が各国の森林火災の状況と研究成果

について報告を行った。ドイツの研究者は国連の
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活動と国際的ネットワークについて述べた。日本

の火災の状況と研究中の林野火災発生危険度及

び拡大予測システムについて報告した。特に、日

本の火災発生危険度は人為的要因を加味する必

要があること、日本と中国の森林焼失面積のグラ

フが両対数の直線になること、及び人口密度と火

災発生密度が強い相関があることを説明したとこ

ろ、興味深い結果であるとの意見が寄せられた。

[平成 16年 3月 26日]

サーマルマネキン試験方法

ダグ・デール教授

(カナダ、アルバータ大学機械工学科)

1) ダグ・デール教授の研究紹介

2) サーマルマネキンの装置を作成するに至った経

緯

3) 人間の皮膚構造とサーマルマネキンの熱流束セ

ンサーの詳細

4) サーマルマネキンの内部構造

5) 防護服の評価として火傷範囲と、火傷程度を用

いるに至った経緯

6) 熱流束センサーの較正の仕方及びその方法

7) 作成したサーマルマネキン試験装置を用いての

防護服の試験結果
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8 火災原因調査基礎講座

第１回

日 時：平成 15年 5月 21～ 22日

会 場：名古屋国際会議場

参加者：143名

プログラム：

<一日目>

訓話

名古屋市消防局消防課長 棚橋 恒雄

火災調査概論

火災原因調査室室長 上原 一雄

火災調査を取りまく動向について

火災原因調査室長補佐 行川 勝義

現場調査技術論

名古屋市消防局調査係 森田 聖二

<二日目>

調査書類の作成要領

名古屋市消防局調査係 山本 彰弘

事例研究

火災原因調査室 高崎 純治

第 2回

日 時：平成 15年 7月 9～ 10日

会 場：消防研究所

参加者：195名

プログラム：

<一日目>

火災調査を取りまく動向について

火災原因調査室長補佐 行川 勝義

火災調査概論

火災原因調査室室長 上原 一雄

訓話

東京消防庁予防部調査課長 寺本 利文

現場調査技術論

東京消防庁予防部調査係調査主任 佐田 立郎
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<二日目>

調査書類の作成要領

横浜市消防局警防部調査主任 星野 秀夫

事例研究

火災原因調査室 高崎 純治

第 3回

日 時：平成 15年 9月 10～ 11日

会 場：クレオ大阪中央

参加者：108名

プログラム：

<一日目>

訓話

大阪市消防局警防課長 和田 敏章

火災調査概論

火災原因調査室室長補佐 坂巻 保則

現場調査技術論

大阪市消防局警防課調査係 下川 博史

<二日目>

調査書類の作成要領

大阪市消防局警防課調査係 上村 雄二

事例研究

火災原因調査室 吉野 薫

第 4回

日 時：平成 16年 2月 19～ 20日

会 場：福岡市民防災センター

参加者：137名

プログラム：

<一日目>

火災調査概論

火災原因調査室室長補佐 坂巻 保則

訓話

福岡市消防局警防部警防課長 下川 純一

現場調査技術

北九州市消防局警防部調査係長 池田 直幸

<二日目>

調査書類の作成要領

福岡市消防局警防部調査係長 楢橋 健男

事例研究

火災原因調査室 高橋 厚裕
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9 原子力施設の消防防災技術に関する

研究成果報告会

原子力施設の消防防災技術に関する研究成果報告会

開催日時：平成 16年 3月 23日

会 場：独立行政法人消防研究所

プログラム：

13:30-13:40 開会の挨拶

消防研究所理事長 平野 敏右

1.原子力施設に利用される物質の消火困難性解明のための研究

13:40-14:00 ナトリウム消火困難性解明のための研究のまとめ

消防研究所 鶴田 俊

14:00-14:20 ナトリウム燃焼残渣の着火機構と粉末消火剤による安定化効果

消防研究所 廖 赤虹

14:20-14:40 ナトリウム落下液滴の着火・燃焼挙動

宇宙航空研究開発機構 牧野 敦

14:40-15:00 サイクル機構におけるナトリウム燃焼関連研究

(1) 空気流中の静止ナトリウム液滴の着火挙動

東邦大学 佐藤 研二

15:00-15:20 サイクル機構におけるナトリウム燃焼関連研究

(2) ナトリウムプール燃焼現象の考察

核燃料サイクル開発 山口 彰

2.原子力施設における救助活動支援ロボット開発のための研究

15:35-15:55 救助活動支援ロボット開発のアウトライン

消防研究所 天野 久徳

15:55-16:15 防護壁ロボットの開発

消防研究所 天野 久徳

16:15-16:35 小型牽引ロボット群による人体救助活動

神戸大学 大須賀公一

16:35-16:55 人体姿勢変換ロボット用ハンドの改良と担架構成ロボットの製作とその評価

京都大学 岩野 優樹

消研輯報　57

- 175 -



Ⅲ 関 連 業 務

１ 研究交流

(1) 派遣

ア．国際研究集会等出席

派遣者名 期 間 派遣先 国際研究集会の名称等 経費負担方法

箭内英治 15. 4. 6 カナダ ISO/TC94/SC14及び関連 WG国際 依頼出張

～ 15. 4.13 会議

平野敏右 15. 7. 7 ロシア International Symposium on 運営費交付金

～ 15. 7.13 Combustion and Atmospheric

Pollution

佐藤晃由 15. 7.19 米国 2003 Summer ASME Heat Transfer 運営費交付金

～ 15. 7.25 Conference

平野敏右 15. 9. 5 英国、米国、 第 4 回火災と爆発危険に関する国際 運営費交付金

～ 15. 9.23 中国 会議、第 4 回スケールモデリングに

関する国際シンポジウム、中国国家

技術奨励大会

鶴田 俊 15. 9. 6 英国 4th International Seminar on Fire and 運営費交付金

～ 15. 9.15 Explosion Hazards

古積 博 15. 9.20 米国 CCPS会議 運営費交付金

～ 15. 9.27

平野敏右、 15.10.12 中国 2003 International Symposium on 運営費交付金

鶴田 俊 ～ 15.10.15 Fire Science and Fire-protection

高 黎静 Engineering

李 新蕊 15.10.26 米国 Mary Kay O'Connor Process Saety 運営費交付金

～ 15.11. 2 Center Annual Symposium

佐藤晃由 15.11.17 台湾 2003 Asia Pacific Symposium on 運営費交付金

岩田雄策 ～ 15.11.21 Safety

畑山 健 15.12. 7 米国 米国地球物理学連合秋季大会 依頼出張

～ 15.12.14

山田常圭 16. 2.16 韓国 The international symposium of 2. 18 依頼出張

阿部伸之 ～ 16. 2.18 Daegu subway fire disaster for the

memorial of one year anniversity

関沢 愛 16. 3. 1 米国 Workshop on the Use of Elevators in 依頼出張

～ 16. 3. 6 Fires and Other Emergencies
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派遣者名 期 間 派遣先 国際研究集会の名称等 経費負担方法

佐藤晃由 16. 3. 3 韓国 2004 Workshop on Forest fire - Forest 依頼出張

～ 16. 3. 7 Fire Suppression Techniques

Northeast Asia Region International

Symposium

平野敏右 16. 3.14 韓国 第 6 回アジアオセアニア火災科学シン 運営費交付金

三浦 宏 ～ 16. 3.22 ポジウム

鄭 炳表

関沢 愛 16. 3.17 韓国 第 6 回アジアオセアニア火災科学シン 運営費交付金

山田常圭 ～ 16. 3.21 ポジウム

鈴木 健

篠原雅彦

高 黎静

座間信作 16. 3.19 韓国 2004 年度春季韓国地震工学学会学 運営費交付金

鄭 炳表 ～ 16. 3.22 術発表会

鶴田 俊 16. 3.25 米国 GDIN2004, 第 6回世界災害情報ネッ 運営費交付金

～ 16. 3.31 トワーク年次会議

イ．調査・共同研究等

派遣者名 期 間 派遣先 目 的 等

渡部勇市 15. 7.14 韓国 韓国大邱市の地下鉄火災の調査

鄭 炳表 ～ 15.7.18

西 晴樹 15. 7.19 パプアニュ 国際協力事業団が行うパプアニューギニア国への消防機

～ 15. 7.26 ーギニア国 材整備計画フォーローアップ調査

佐藤晃由 15.12. 8 米国 2003 年 10 月 21 日以降に発生したカリフォルニア州の大規

吉野 薫 ～ 15.12.17 模山林火災の調査

篠原雅彦 (～ 12.16 佐

藤)

金田節夫 16. 2.21 米国 米国における救急システムの調査

久保田勝明 ～ 16. 3. 3

天野久徳 16. 2.22 米国 米国におけるテロ対策ロボット開発の現状調査

～ 16. 2.28
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(2) 受け入れ

ア．実務研修員

研修員名(国籍、所属等) 期 間 研 修 部 局 研修担当官

高崎純治(仙台市消防局) 14. 4. 1 研究企画部(14. 4. 1～ 15. 3. 31) 研究企画部長

～ 16. 3.31 火災原因調査室(15. 4. 1～ 16. 3.31)

高橋厚裕(川口市消防局) 15. 4. 1 火災原因調査室 火災原因調査室

～ 17. 3.31 長

吉野 薫(横浜市消防局) 15. 4. 1 火災原因調査室 火災原因調査室

～ 17. 3.31 長

イ．研究生

研究生名(国籍、所属等) 期 間 研 究 課 題 指導担当官

飯田明彦(東京消防庁) 14. 4. 1 建築物の火災、延焼特性等の基 第五プロジェク

～ 16. 3.31 礎研究 トリーダー

ウ．客員研究員

研究員名(国籍、所属等) 期 間 研 究 課 題 受入研究 G

シリラット・チャルンチンダ 16. 3. 8 Investigation of the mechanism 特殊火災研究 G

(タイ、チェラロンコン大学) ～ 16. 5.29 of flame retardancy on textile

materials

エ．JSPS外国人特別研究員

研究員名(国籍、所属等) 期 間 研 究 課 題 受入研究 G

鄭 炳表 14. 4. 1 リモートセンシングデータを用い 防災研究 G

～ 16. 3.31 た地震災害危険度評価に関する

研究

オ．招へい外国人研究者(共同研究等)

研究員名 期 間 研 究 課 題 受入研究 G

Dr. Yen-Shan Liu 16. 1. 6 エネルギー物質の危険性評価に 物質安全研究 G

(米国 テキサス A&M大学) ～ 16. 1.16 関連して、各種熱量測定装置の

組合せによる研究

カ．招へい外国人研究者(その他)

研究員名 期 間 目 的 受入研究 G

Stuart Duffield(イタリア､ JRC) 16. 3. 9 第三回消防研究所シンポジウム 物質安全研究 G

Isadore Rosenthal(米国､元米国 CSB) ～ 16. 3.13 「危険物の製造、貯蔵、使用、

William Rogers 輸送及び廃棄における安全に関

(米国､ TEXAS A&M大学) する国際シンポジウム」出席
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研究員名 期 間 目 的 受入研究 G

En Sup Yoon(韓国､ソウル大学) 16. 3. 9 第三回消防研究所シンポジウム 物質安全研究 G

Lee Allford(英国､ EPSC) ～ 16. 3.13 「危険物の製造、貯蔵、使用、

Ronald Kersten(オランダ､ TNO) 輸送及び廃棄における安全に関

Charles Ke(米国、運輸省) する国際シンポジウム」出席

Wim Mak(オランダ､ TNO)

Martyn Whitmore(英国)

Werner Wildner(ドイツ､ Degussa)

Klaus-Dieter Wehrstedt

(ドイツ､ BAM)

Peter Shuurman

(オランダ､ AkzoNobel)

H-N. Presles(フランス､ CNRS)

John Lee(カナダ､McGill大学)

Sergey Kopylov

(ロシア､全ロシア火災研究所)

XinMing Qian(中国､北京理工大学)

Dieter Heitkamp(ドイツ、BAYER)

Kyungok Kwon

(韓国、消防検定公社)

Ouqi Ni(中国、南京理工大学)

(3) 共同研究

ア．国際学術交流

機関名 国名 実施期間

Building and Fire Research Laboratory, NIST 米国

(標準技術研究所 建築火災研究所)

Health and Safety Laboratory, HSE 英国

(安全健康庁爆発火災研究所)

中国科学技術大学火災科学研究所 中国

Samcheok National University 韓国 16. 3.15～ 21. 3.14

Texas Engineering Experiment Station, Texas A&M Univ 米国 16. 1.26～ 21. 1.25
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イ．その他

共同研究課題名 共同研究相手先 担当研究室 実施期間

長距離無線 LAN と PHS を用いたネ 通信総合研究所 防災研究 G ～ 17. 3.31

ットワーク対応型消防無線システムに 感知通報研究 G

関する研究

原子力施設の消防防災技術に関する 京都大学大学院情報学研究 第二プロ G 13. 4. 2

研究－原子力施設における救助活動 科システム科学専攻 大須 ～ 16. 3.31

支援ロボット開発のための研究－ 賀公一助教授

原子力施設の消防防災技術に関する 日立製作所 第二プロ G 13. 4. 2

研究－原子力施設における救助活動 ～ 16. 3.31

支援ロボット開発のための研究－

水/空気混合噴霧の消火性能に関す 三菱重工業株式会社 第二プロ G 13. 7. 1

る研究 ～ 16. 3.31

バーチャルリアリティ(VR)技術を用い 株式会社フジタ 第五プロ G 13. 7. 1

た防火安全技術に関する研究 ～ 16. 6.30

金属ナトリウムの燃焼と消火に関する 静岡大学工学部機械工学科 第二プロ G 13. 7. 2

基礎的研究 牧野 敦 ～ 16. 3.31

火炎中における消火剤の挙動に関す 筑波大学機能工学系 西岡 消火研究 G 13. 7. 2

る研究 牧人助教授 ～ 16. 3.31

地震災害予測のための大都市圏強震 科学技術振興事業団 防災研究 G 13.12. 1

動シミュレータの開発 ～ 16.11.30

閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体 日本消防検定協会 プロ研究部長 14. 5. 1

の経年挙動に関する基礎的研究 消防機械研究 G ～ 17. 3.31

危険物の危険性評価に関する研究 プキャン国立大学(韓国) 物質安全研究 G 14. 7. 1

～ 17. 3.31

消防用防護服の総合的な性能評価手 日本防炎協会 火災研究 G 14. 7. 1

法に関する研究 ～ 17. 3.31

エネルギー物質の危険性評価に関す 南京理工大学(中国) 物質安全研究 G 14. 9.

る研究 ～ 17. 3.31

ソウル市を対象とした地震被害想定 ソウル市立大学地震防災研 防災研究 G 14.10.

システムの開発 究所 Myong-O Yoon教授 ～ 16. 3.31

一般住宅における初期火災時の燃焼 東京ガス株式会社 火災研究 G 14.10. 1

特性に関する研究 ～ 17. 3.31

一般住宅における初期火災時の燃焼 ホーチキ株式会社 火災研究 G 14.10. 1

特性に関する研究 ～ 17. 3.31
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共同研究課題名 共同研究相手先 担当研究室 実施期間

消防用防護服の総合的な性能評価手 東京消防庁消防科学研究所 火災研究 G 14.10. 1

法及び総合的に優れた防火衣の開発 ～ 17. 3.31

に関する研究

火災時における臭い警報システムに 株式会社ピクセン 感知通報研究 G 14.11. 1

関する研究 ～ 17. 3.31

危険物の危険性評価に関する研究 中国人民武装警察付属学院 物質安全研究 G 15. 3. 1

～ 17. 3.31

石油タンク火災に関する研究 ポアチエ大学(フランス) 物質安全研究 G 15. 3. 1

～ 17. 3.31

水幕式火災防災システムの設計法の 鹿島建設株式会社 特殊火災研究 G 15. 4. 1

開発に関する研究 消火研究 G ～ 16. 3.31

ガレキ内探査ロボットに必要となる要 岐阜県生産情報技術研究所 消防機械研究 G 15. 5.30

素技術に関する研究 ～ 16. 3.31

地下鉄車両の燃焼性状に関する研究 東京消防庁消防科学研究所 基盤研究部 15. 6. 3

上席研究官 ～ 16. 3.31

火災研究 G

第五プロ G

地下鉄の火災安全性に関する研究 慶北大学建築工学科 洪元 基盤研究部 15. 7. 1

和教授(韓国) 上席研究官 ～ 17. 3.31

建築防火研究 G

火災研究 G

防災研究 G

室内環境データの収集と火災感知の 新コスモス電機株式会社 感知通報研究 G 15. 7. 1

ための統計分析に関する研究 ～ 18. 3.31

AE 法による石油タンク底部の腐食劣 電気通信大学電気通信学部 プロ研究部長 15. 7. 1

化評価に関する研究 知能機械工学科 本間恭二 消防機械研究 G ～ 18. 3.31

教授

AE 法による石油タンク底部の腐食劣 旭エンジニアリング株式会社 プロ研究部長 15. 7. 1

化評価に関する研究 消防機械研究 G ～ 18. 3.31

AE 法による石油タンク底部の腐食劣 石川島検査計測株式会社 プロ研究部長 15. 7. 1

化評価に関する研究 消防機械研究 G ～ 18. 3.31

AE 法による石油タンク底部の腐食劣 日本フィジカルアコースティ プロ研究部長 15. 7. 1

化評価に関する研究 クス株式会社 消防機械研究 G ～ 18. 3.31

AE 法による石油タンク底部の腐食劣 株式会社レーザック プロ研究部長 15. 7. 1

化評価に関する研究 消防機械研究 G ～ 18. 3.31

斜面崩壊現場の二次崩壊危険度予測 独立行政法人防災科学技術 防災研究 G 15. 7.23

手法に関する研究 研究所 ～ 16. 3.31

大規模閉鎖空間における消防活動に 横浜市消防局消防訓練セン 第二プロ G 15. 7.25

関する研究 ター ～ 18. 3.31
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共同研究課題名 共同研究相手先 担当研究室 実施期間

震災時の救助活動を想定したガレキ 株式会社テムザック 消防機械研究 G 15.10. 1

探削可能な大型ロボット開発可能性 ～ 16. 3.31

に関する研究

窒素富化空気を用いた防火技術の開 株式会社モリタ 第二プロ G 15.10. 1

発と評価に関する研究 ～ 18. 3.31

ナトリウム燃焼挙動に関する研究(Ⅳ) 核燃料サイクル開発機構 第三プロ G 15.10.31

～ 17. 3.31

災害弱者を含む広域住民への火災／ 株式会社鷹山 感知通報研究 G 15.11. 1

避難に関する情報伝達手法の開発 ～ 17. 3.31

多様な火災に対応するための消火手 東京大学大学院工学系研究 第二プロ G 15.12. 1

法に関する研究 科機械工学専攻 松本洋一 ～ 17. 3.31

郎教授

AE 法による石油タンク底部の腐食劣 三菱化学株式会社 プロ研究部長 15.12. 1

化評価に関する研究 消防機械研究 G ～ 18. 3.31

救急活動記録データの分析 (救急要 仙台市消防局 救急研究 G 16. 1

請を行っている市民ニーズの把握、 ～ 17. 3

救急件数の増加要因分析など)他

海の考慮による強震動予測の高精度 京都大学防災研究所地震災 防災研究 G 平成 15 年

化に関する研究 (京都大学防災研究 害研究部門 岩田知孝助手 度

所一般共同研究採択課題) 九州大学大学院理学研究院

地球惑星科学部門 竹中博

士助教授 ほか
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２ 所外講師派遣及び所外委員会等参加状況

(1) 所外講師派遣状況

ア．大学教授等

派遣先機関 講 義 題 目 氏 名

東京大学大学院 関沢 愛

イ．大学非常勤講師

派遣先機関 講 義 題 目 氏 名

長岡科学技術大学大学院 燃焼火災安全持論 鈴木 健

千葉大学 燃焼学 鶴田 俊

長岡科学技術大学 ロボット工学 天野 久徳

名古屋工業大学 防火論 山田 常圭

ウ．その他講義

年月日 派 遣 先 機 関 講 義 題 目 氏 名

15. 5. 7 消防大学校予防科第 74期 地震のメカニズム 畑山 健

15. 5.13 消防大学校本科第 63期 地震現象 畑山 健

15. 5.20 消防大学校上級幹部科第 66期 消防における技術開発 平野 敏右

15. 5.28 日本火災学会研究発表会 特別講演「大邱地下鉄中央路駅火災 山田 常圭

の概要」

15. 6. 3 人と防災未来センター主催「災 初動特定課題②「市街地火災」 関沢 愛

害対策専門研修(春期)」

15. 6.10 東京防災指導協会危険物安全管 危険物施設における静電気火災等の 松原 美之

理研修会 事例分析

15. 6.11 危険物安全週間推進協議会 重油直接脱硫装置火災事故原因調査 西 晴樹

について

15. 6.12 大阪市消防局「危険物の安全管 事故事例から学ぶ、危険物の安全対 古積 博

理に関する講演会」 策

15. 6.13 消防大学校火災調査科第 5期 講話 平野 敏右

15. 7. 2 埼玉県消防学校第 53 期予防科 鑑識 高橋 厚裕

予防過程

15. 7. 7 消防大学校火災調査科第 5期 火災の性状(建物火災) 山田 常圭

15. 7. 9 総合安全工学研究所「システム 原油のボイルオーバー 古積 博

安全セミナー」

15. 7. 9 第 24 回原子力発電所等所在市 ナトリウム酸化物の火災危険性につい 鈴木 健

町村消防情報連絡会議総会 て
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年月日 派 遣 先 機 関 講 義 題 目 氏 名

15. 7. 9 第 24 回原子力発電所等所在市 核燃料サイクル開発機構人形峠環境 鈴木 健

町村消防情報連絡会議総会 技術センターで分析作業中に発生し

た負傷事故について

15. 7.18 建設ロボットフォーラム 2003 消防防災ロボットの現状と課題、そし 天野 久徳

～維持保全・防災と環境への対 て最近の動向

応～

15. 8. 1 神奈川県産業技術総合研究所化 ヒドロキシルアミンの事故解析と消防 古積 博

学安全技術フォーラム 法改正について

15. 8. 5 消防大学校警防科第 73期 燃焼理論 佐宗 祐子

15. 9. 3 計測自動制御学会システムイン 三陸南部地震土砂災害の概要 新井場公徳

テグレーション部門レスキュー工

学部会シンポジウム「アルジェリ

ア地震、三陸南部地震、災害の

状況と救助活動」

15. 9. 3 計測自動制御学会システムイン 三陸南部地震の概要 畑山 健

テグレーション部門レスキュー工

学部会シンポジウム「アルジェリ

ア地震、三陸南部地震、災害の

状況と救助活動」

15.10. 3 新潟県消防長会火災原因調査研 現場調査技術 吉野 薫

修会

15.10.24 消防大学校火災調査科第 6期 講話 平野 敏右

15.10.24 消防大学校火災調査科第 6期 火災の性状(建物火災) 山田 常圭

15.10.29 (社)日本高圧力技術協会・石油 出光興産 (株 )北海道製油所における 西 晴樹

学会装置部会主催緊急技術討論 屋外タンク貯蔵所における被害の概 山田 實

会 要とその現状

15.11.11 人と防災未来センター主催「災 初動特定課題②「市街地火災」 関沢 愛

害対策専門研修(秋期)」

15.11.11 消防大学校予防科第 74期 新しい消火設備 (消防設備の研究開 竹元 昭夫

発)ウォーターミストによる消火設備

15.11.17 消防大学校予防科第 74期 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子

15.11.18 消防大学校予防科第 75期 避難対策 山田 常圭

15.11.20 東日本旅客鉄道株式会社安全フ 地下トンネル内での列車火災の恐ろ 山田 常圭

ォーラム しさ等について

15.11.20 消防大学校予防科第 75期 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子

15.11.20 消防大学校幹部研修科第 36期 地震現象(地震現象と予知) 畑山 健
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年月日 派 遣 先 機 関 講 義 題 目 氏 名

15.11.28 消防大学校第 6 回緊急消防援助 地震のメカニズム 畑山 健

講習会

15.12. 2 徳島県消防学校消防職員専科教 現場調査の進め方・現場写真の撮り 坂巻 保則

育「火災調査課程」 方 高崎 純治

吉野 薫

15.12. 3 横浜国立大学大学院工学研究院 地震による危険物施設の損傷事例 山田 實

公開講座

15.12. 9 静岡県消防学校消防職員専科教 火災調査概論 上原 一雄

育予防課第 28期火災調査課程

15.12.11 日本高圧力技術協会エネルギー 十勝沖地震における北海道苫小牧地 西 晴樹

貯槽等安全性研究委員会 域の屋外タンク貯蔵所の被害の概要 山田 實

15.12.16 静岡県消防学校消防職員専科教 現場調査の進め方 坂巻 保則

育予防課第 28期火災調査課程

15.12.16 静岡県消防学校消防職員専科教 実況見分要領(建物火災) 高橋 厚裕

育予防課第 28期火災調査課程 吉野 薫

15.12.24 危険物保安技術協会特別セミナ 平成 15 年(2003 年)十勝沖地震の概 座間 信作

ー (十勝沖地震被害調査緊急報 要について

告会)

16. 1. 9 東京労働安全衛生教育センター 静電気演習 松原 美之

安全衛生専門講座

16. 1.13 危険物保安技術協会特別セミナ 平成 15 年(2003 年)十勝沖地震の概 座間 信作

ー (十勝沖地震被害調査緊急報 要について

告会)

16. 1.20 危険物保安技術協会特別セミナ 平成 15 年(2003 年)十勝沖地震の概 座間 信作

ー (十勝沖地震被害調査緊急報 要について

告会)

16. 1.21 日本火災学会講演討論会 火災時の避難行動とヒューマンファク 関沢 愛

ター

16. 1.27 高圧ガス保安協会保安情報セミ 大規模火災からの教訓 －化学工場 山田 實

ナー 火災等から学ぶこと－

16. 1.29 消防大学校警防科第 74期 燃焼理論 佐宗 祐子

16. 2. 5 日本高圧力技術協会技術セミナ 屋外貯蔵タンク火災の火災原因調査 西 晴樹

～ 16. 2. 6 ー第 4 回「エネルギー貯槽等技 結果について

術基準と安全性」

16. 2.10 高圧ガス保安協会保安情報セミ 大規模火災からの教訓 －化学工場 鶴田 俊

ナー 火災等から学ぶこと－
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年月日 派 遣 先 機 関 講 義 題 目 氏 名

16. 2.12 岐阜県消防学校平成 15 年度消 火災調査概論 上原 一雄

防職員専科教育予防課火災調査

課程

16. 2.13 消防大学校予防科第 74期 避難対策 山田 常圭

16. 2.16 危険物保安技術協会危険物事故 平成 15 年 (2003 年 )十勝沖地震と地 西 晴樹

事例セミナー 震による被害状況について

16. 2.16 岐阜県消防学校平成 15 年度消 事例研究 吉野 薫

防職員専科教育予防課火災調査

課程

16. 2.27 消防大学校予防科第 74期 新しい消火設備 (消防設備の研究開 竹元 昭夫

発)ウォーターミストによる消火設備

16. 3. 5 北海道大学大学院 2003 年十勝 石油タンク等危険物貯蔵施設への影 座間 信作

沖地震研究成果報告会 響

16. 3. 8 危険物保安技術協会新技術等情 RDF貯蔵槽等に関する事故の概要 鶴田 俊

報セミナー 鈴木 健

16. 3. 8 危険物保安技術協会新技術等情 サイロの爆発・火災事例について 鈴木 健

報セミナー

16. 3. 2 消防大学校幹部研修科第 35期 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子

16. 3. 5 消防大学校予防科第 75期 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子

16. 3. 9 東京理科大学 21 世紀ＣＯＥプロ 火災安全対策におけるヒューマンファ 関沢 愛

グラム第 1回シンポジウム クター

16. 3.19 千葉市消防学校予防科火災調査 火災事例 坂巻 保則

課程

原子力安全技術センター 原子力防災基礎講座(消防) 鶴田 俊

原子力安全技術センター 原子力防災実務講座(消防) 鶴田 俊

原子力安全技術センター 原子力防災専門講座(消防) 鶴田 俊
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(2) 所外委員会、研究会への参加状況

団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

消防庁 石油コンビナート等防災体制検討会 委 員 長 平野 敏右

消防庁防災情報室 消防防災関係通信に関する懇談会 委 員

消防庁予防課 防火対象物の総合防火安全評価基準のあり 委 員

方検討会

厚生労働省労働基準局 今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検 委 員

討会

経済産業省原子力安全・保 総合資源エネルギー調査会 臨時委員

安院

銚子市 銚子市危機管理懇談会 委 員

日本消防協会 防火対象物の総合防火安全評価基準のあり 委 員

方検討会

日本消防設備安全センター 認定制度審議会 委 員

危険物保安技術協会 危険物事故防止対策論文審査委員会 委 員

核燃料リサイクル機構 運営審議会 委 員

高圧ガス保安協会 第 9期技術委員会 委 員

日本鉄鋼連盟 中国鉄鋼業環境保護技術向上プロジェクト 委 員 長

国内委員会

日本電気協会澁澤委員会 第 48回（H15）澁澤委員会 受賞者選

考 委 員

日本燃焼学会 日本燃焼学会論文審査委員会 委 員

人事院 人物試験官 長澤 純一

日本消防設備安全センター 国際消防協力推進委員会 委 員

消防科学総合センター 平成 15年度防災まちづくり大賞選定委員会 委 員

消防庁 消防審議会 幹 事 鈴木 和男

内閣府 中央防災会議 専門委員 関沢 愛

消防庁予防課 防火対象物の総合防火安全評価基準のあり 委 員

方検討会

高齢者施設における火災予防のあり方検討 委 員

委員会

消火器・防炎物品リサイクル推進員会 委 員

消防庁特殊災害室 石油コンビナート等防災体制検討会第 3 部 委 員

会

消防庁消防課 消防力の整備指針に関する調査検討会幹事 幹 事

会

日本消防検定協会 初期拡大抑制性能のあり方検討作業部会 部 会 員

避難安全支援性能のあり方検討作業部会 部 会 員
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団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

日本消防検定協会 防火対象物の総合防火安全評価基準のあり 委 員 関沢 愛

方検討会

日本消防設備安全センター 消防活動支援性能のあり方検討作業部会 部 会 員

消防防災システム評価委員会 委 員

損害保険料率算出機構 災害科学研究会 委 員

国土技術研究センター 水系を活かした都市防災水環境ネットワーク 委 員

検討委員会

都市居住評価センター 避難・耐火性能評価委員会 委 員

日本建築学会 都市防火小委員会 幹 事

奨励賞選考委員会 委 員

防火委員会 委 員

エレベータ避難特別研究委員会避難計画 委 員

WG

国際火災安全科学学会 理事会 理 事

Fire Safety Journal誌編集委員会 委 員

米国防火協会(NFPA) Fire Technology誌編集委員会 委 員

日本火災学会 火災誌編集委員会 委 員

火災時の避難行動専門委員会 主 査

刊行委員会 副委員長

消防庁防災情報室 携帯電話等を用いた 119 番通報のあり方に 委 員 松原 美之

関する研究懇談会

消防庁予防課 消火器・防炎物品リサイクル推進委員会 委 員

消防庁救急救助課 消防・防災ロボット技術のあり方研究会 委 員

消防庁消防課 消防活動における安全管理に係る検討会 委 員

消防庁特殊災害室 石油コンビナート等防災体制検討委員会第 1 委 員

部会

東京地方裁判所 専門委員

日本消防検定協会 消防機器等評価委員会 委 員

日本消防設備安全センター 消防活動が困難な空間における消防活動支 委 員

援情報システムの開発検討会

総合操作盤評価委員会 委 員

電子タグの仕様書作成及び情報通信システ 委 員

ムに関するワーキンググループ

全国危険物安全協会 判定委員会 委 員 長

静電気学会 理事会 理 事

消防庁特殊災害室 石油コンビナート等防災体制検討会第 2 部 委 員 座間 信作

会
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団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

愛知県 愛知県石油コンビナート等防災アセスメント 委 員 座間 信作

調査検討委員会

東京大学地震研究所 科学技術振興調整費「十勝沖地震に関する 委 員

緊急調査研究」研究運営委員会

危険物保安技術協会 屋外タンク貯蔵所浮屋根審査基準検討会 委 員

日本防炎協会 防炎審議委員会 委 員

リアルタイム地震情報利用 分野別リアルタイム地震情報利活用の調査 委 員

協議会 研究ワーキンググループ（LPG対応 WG）

同（消防署対応 WG） 委 員

日本高圧力技術協会 平成 15 年度経年タンクの供用中グローバル 幹 事

診断技術と開放検査の最適化に関する調査

・研究委員会

日本地震工学会 強震動データの共有化及び活用法に関する 委 員

研究委員会

消防庁予防課 消火器・防炎物品リサイクル推進委員会防 委 員 箭内 英治

炎物品専門部会

日本防炎協会 「防炎ニュース」編集委員会 委 員

防炎製品認定委員会防炎基準検討分科会 委 員

防護服性能基準検討委員会 委 員 長

消防用防護服性能評価手法研究会 委 員

ISO/TC94/SC14国内対策委員会作業部会 委 員

建築・住宅国際機構 ISO/TC92/SC1,3WG 委 員

日本保安用品協会 ISO/TC94/SC13/WG2作業部会 主 査

熱と炎に対する防護服-火炎暴露による熱伝 委 員 長

導性の測定他 2件の改正原案作成本委員会

同分科会 委 員 長

日本火災学会 日本火災学会企画委員会 委 員

日本防炎協会 消防用防護服性能評価手法研究会 委 員 篠原 雅彦

消防庁危険物保安室 ごみ固形化燃料等関係施設の安全対策調査 委 員 鶴田 俊

検討会

危険物等事故防止対策情報連絡分科会 会 員

消防庁特殊災害室 原子力施設等における消防活動検討会 委 員 長

石油コンビナート等防災体制検討会第 3 部 委 員

会

消防庁危険物保安室 新規危険物性物質情報連絡分科会 会 員

三重県 ごみ固形燃料発電所事故調査専門委員会 委 員
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団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

石川県・石川 RDF 広域処 RDF事故防止対策評価委員会 委 員 鶴田 俊

理組合

日本消防設備安全センター ガス系消火設備等専門委員会 委 員

危険物保安技術協会 単独荷卸しに係る仕組みの評価検討委員会 委 員

定置用燃料電池に係る安全対策に関する調 委 員

査検討委員会

原子力安全技術センター 平成 15 年度原子力防災研事業教材作成ワ 委 員

ーキンググループ

平成 15年度原子力防災研修部会 委 員

日本自動車研究所 自動車用固体高分子形燃料電池システム普 委 員

及基盤整備事業安全評価ワーキング

消防・危機管理用具研究協 ろ過式呼吸用保護具分科会

議会

化学防護服分科会

吸気式呼吸用保護具分科会

産業廃棄物処理事業振興財 PCB廃棄物収集運搬技術調査検討委員会 委 員

団

日本ガス機器検査協会 燃料電池研究会 委 員

日本火災学会 日本火災学会刊行委員会ホームページ小委 幹 事

員会

日本燃焼学会 日本燃焼学会先進的燃焼技術の調査研究委 委 員

員会小委員会

日本燃焼学会平成 15 年度炎の写真展実行 委 員

委員会

電源開発株式会社 RDF 貯蔵槽希薄酸素環境による安全対策の 委 員

有効性評価委員会

日本消防設備安全センター 防火安全機器等専門委員会 委 員 鈴木 健

高圧ガス保安協会 LPガス事故調査検討委員会 委 員

LPガス事故解析支援システム検討分科会 委 員

日本建築学会 火災性状小委員会 委 員

火災モデル WG 委 員

火災性状データベース WG 委 員

日本燃焼学会 日本燃焼学会先進的燃焼技術の調査研究委 委 員

員会小委員会

日本燃焼学会平成 16 年度炎の写真展実行 委 員

委員会
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団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

消防庁特殊災害室 石油コンビナート等防災体制検討委員会第 1 委 員 古積 博

部会

日本消防設備安全センター 可撓管継手等専門委員会 委 員

危険物保安技術協会 危険物保安に係る技術基準の性能規定化調 委 員

査検討委員会

技術基準の性能規定化に関する全体フレー 委 員

ムに関する専門委員会

宇宙開発事業団 安全技術委員会 委 員

宇宙航空研究開発機構 安全技術委員会 委 員

日本海事検定協会 平成 15年度「危険性評価部会」 委 員

日本高圧力技術協会 平成 15 年度「備蓄タンクに係わる新安全防 委 員

災手法（大容量泡放射砲の適用技術）に関

する調査委員会

安全工学協会 平成 15年度安全工学協会企画委員会 委 員

平成 15 年度安全工学協会特別委員会（安 委 員

全情報センター設立委員会）

日本化学会 日本化学会環境・安全推進委員会防災小委 委 員

員会

化学工学会人材育成センタ 平成 15年度下 WEB教材制作委員会 委 員

ー

危険物保安技術協会 平成 15年度教育用ビデオ制作委員会 委 員 岩田 雄策

日本火災学会 日本火災学会学術委員会化学火災専門委員 委 員

会

危険物保安技術協会 大型化学消防車等評価委員会 委 員 長 吉原 浩

日本消防設備安全センター 二次製品防火水槽等認定委員会 委 員

二次製品防火水槽等認定基準審査委員会 委 員

消防庁特殊災害室 石油コンビナート等防災体制検討委員会第 1 委 員 竹元 昭夫

部会

ISO/TC21委員会 ISO/TC21/SC2 委 員

日本消防検定協会 放水型ヘッドと SP設備評価委員会 委 員

消火栓等操作性評価委員会 委 員

消防機器等評価委員会専門部会 委 員

日本消防設備安全センター 消防防災システム第一専門委員会 委 員

消防防災システム第二専門委員会 委 員

国土交通省 危険物運送要件査定検討委員会 委 員 佐宗 祐子

危険物海上運送基準検討委員会 委 員

日本消防検定協会 消火器用消火薬剤規格研究委員会 委 員
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団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

日本消防設備安全センター ガス系消火設備等評価委員会 委 員 佐宗 祐子

高圧ガス保安協会 DME 燃料の安全性を確保する技術開発委 委 員

員会

男女共同参画学協会連絡会 男女共同参画学協会連絡会運営委員会 運営委員

The Combustion Institute The 30th International Symposium on Reviewer

Combustion Review Committee

日本化学会 日本化学会環境・安全推進委員会 委 員

同幹事会 幹 事

同防災小委員会 委 員

日本火災学会 日本火災学会理事会 理 事

日本火災学会学術委員会 委 員

日本火災学会総務委員会 委 員

同国際対応専門委員会 委 員

日本燃焼学会 日本燃焼学会理事会 理 事

日本消防設備安全センター ガス系消火設備等評価専門委員会 委 員 尾川 義雄

消防庁特殊災害室 地下駅、トンネルの火災対策分科会 委 員 渡部 勇市

地下鉄道の火災対策検討会 委 員

日本消防検定協会 特定避難機器評価委員会 委 員

日本消防設備安全センター 消防防災用設備機器性能評定委員会 委 員

高速道路調査会 トンネル研究委員会 委 員

日本照明器具工業会 誘導灯認定委員会 委 員

日本消防設備安全センター 防火材等専門委員会 委 員 松島 早苗

内閣府 住宅における地震被害軽減方策検討委員会 委 員 鈴木 恵子

消防庁予防課 大都市における放火対策検討会 委 員

消防科学総合センター 防災・危機管理 e-カレッジ開発協力者会議 開発協力者

日本建築設備・昇降機セン エレベーター避難時利用検討委員会 委 員

ター

日本建築防災協会 地下街等浸水時避難計画策定手法検討委員 委 員

会

日本建築学会 エレベータ避難特別研究委員会避難計画 委 員

WG

関東支部防火専門研究委員会 委 員

日本火災学会 地震火災専門委員会 委 員

日本火災学会普及委員会 委 員

消防庁救急救助課 消防・防災ロボット技術のあり方研究会 委 員 天野 久徳
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団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

文部科学省研究開発局 大都市大震災軽減化特別プロジェクト・レス 委 員 天野 久徳

キューロボット等次世代防災基盤技術の開

発の評価に関する作業検討会

岐阜県 岐阜県デジタル空路研究会 アドバイザー

日本消防設備安全センター 避難設備等専門委員会 委 員

日本原子力研究所 安全評価研究委員会 専門委員

原子力安全技術センター 平成 15 年度緊急時対策総合支援システム 委 員

調査モニタリング技術部会

同遠隔モニタリング技術検討ワーキンググル 委 員

ープ

計測自動制御学会 システムインテグレーション部門 運営委員

同レスキュー工学部会 主 査

システムインテグレーション部門講演会プロ 委 員

グラム委員会

レスキューロボットコンテス レスキューロボットコンテスト組織委員会 幹 事

ト組織委員会

レスキューロボットコンテス レスキューロボットコンテスト実行委員会（第 委 員

ト実行委員会 4期）

日本機械学会 会誌出版部会企画小委員会（2003年 10月号） 委 員

静岡市 清水駅北東周辺地区に係る防災計画策定調 委 員 西 晴樹

査委員会消防・防災ワーキンググループ

危険物保安技術協会 タンクカルテの有効活用方策に関する調査 委 員

検討委員会

移動タンク貯蔵所の技術基準に関する専門 委 員

委員会

屋外タンク貯蔵所浮屋根審査基準検討会 委 員

石油コンビナートに係る防災対策調査検討 委 員

委員会

石油コンビナート等防災本部機能の充実強 委 員

化に関する調査検討委員会

地下タンク貯蔵所等の技術基準に関する専 委 員

門委員会

安全工学協会 第 36回安全工学研究発表会実行委員会 委 員

平成 14 年、15 年度安全工学協会編集委員 委 員

会
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団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

日本高圧力技術協会 平成 15 年度「経年タンクの供用中グローバ 委 員 西 晴樹

ル診断技術と開放検査の最適化に関する調

査・研究委員会第一分科会

山口県 消防防災分野研究開発事業検討委員会 委 員 河関 大祐

日本消防設備安全センター 警報設備等専門委員会 委 員

旅館・ホテルにおける聴覚障害者に対応し 委 員

た警報設備等のあり方検討委員会

日本火災学会 日本火災学会理事会 理 事

日本火災学会学術委員会 副委員長

消防庁防災情報室 災害映像情報の効果的活用に係る検討懇談 委 員 田村 裕之

会

ISO/TC21委員会 ISO/TC21/SC3/WG2 委 員

ISO/TC21/SC3/WG6 委 員

ISO/TC21/SC3/WG7 委 員

ISO/TC21/SC3/WG10 委 員

日本消防設備安全センター 3 次元数値地図の構築に関するワーキング 構 成 員

グループ

位置特定センサ部の小型軽量化等の開発に 構 成 員

関するワーキンググループ

消防活動が困難な空間における消防活動支 委 員

援情報システムの開発検討会

保守用機器等専門委員会 委 員

電子タグの仕様書作成及び情報通信システ 構 成 員

ムに関するワーキンググループ

リアルタイム地震情報利用 分野別リアルタイム地震情報利活用の調査 委 員

協議会 研究ワーキンググループ（情報家電対応

WG）

同（防災端末対応 WG） 委 員

同（防災無線 WG） 委 員

日本内燃力発電設備協会 自家発電設備認証委員会 委 員

電気学会 次世代位置情報技術調査専門委員会 委 員

日本火災学会 日本火災学会学術委員会 委 員

日本火災学会 日本火災学会刊行委員会ホームページ小委 幹 事 高梨 健一

員会

日本建築学会 次世代システム検討 WG 委 員 畑山 健

日本地すべり学会 地すべり学会誌編集委員会 委 員 新井場公徳
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団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

日本消防設備安全センター 屋内消火栓設備等に使用する管及び管継手 委 員 金田 節夫

等性能基準検討委員会

消防用設備等認定委員会 委 員

水系消火設備等専門委員会 委 員

リアルタイム地震情報利用 分野別リアルタイム地震情報利活用の調査 委 員 久保田勝明

協議会 研究ワーキンググループ（災害医療対応

WG）

日本火災学会 火災時の避難行動専門委員会 委 員

日本建築学会 既存ビルの連結による街並み再生特別研究 委 員

委員会

建築計画委員会安全計画小委員会 委 員

消防庁予防課 ハロン等抑制対策検討会 委 員 山田 實

同幹事会 委 員

消防庁危険物保安室 屋外タンク貯蔵所の安全性評価に関する調 委 員

査検討会

地下に埋設される危険物施設の安全・環境 委 員

対策に係る調査検討会

消防庁特殊災害室 石油コンビナート等防災体制検討会第 2 部 委 員

会

秋田県 石油コンビナート防災アセスメント調査検討 委 員

委員会

日本消防検定協会 消防団の新しい装備に関する検討会 委 員

日本消防設備安全センター 消防防災活動用資機材等専門委員会 委 員

危険物保安技術協会 バイオマス燃料供給施設の安全性に関する 委 員

調査検討委員会

屋外タンク貯蔵所浮屋根審査基準検討会 委 員

危険物施設に係る新技術等の活用に関する 座 長

懇話会

危険物保安に係る技術基準の性能規定化調 委 員

査検討委員会

強化プラスチック製二重殻タンクに係る性能 委 員

評価委員会

地下埋設危険物施設の健全性評価に関する 委 員

専門委員会

地下タンク等の点検方法等の性能評価委員 委 員

会

日本高圧力技術協会 GAF システム実用化試験評価委員会 委 員
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団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

日本高圧力技術協会 平成 15 年度経年タンクの供用中グローバル 主 査 山田 實

診断技術と開放検査の最適化に関する調査

・研究委員会

同第三分科会 主 査

消防庁予防課 防火対象物の総合防火安全評価基準のあり 委 員 山田 常圭

方検討会

建造中の船舶及び工事中の建築物等の防 委 員

火管理に係る検討会

消防庁特殊災害室 地下駅、トンネルの火災対策分科会 委 員

地下鉄道の火災対策検討会 委 員

東京地方裁判所 専門委員

日本消防検定協会 防火対象物の総合防火安全評価基準のあり 委 員

方検討会

日本消防設備安全センター 消防活動支援性能のあり方検討作業部会 部 会 員

消防防災システム第一専門委員会 委 員

建築研究所 独立行政法人建築研究所研究評価委員会防 委 員

火分科会

東京消防庁 地下鉄道火災に関する検討委員会 委 員

首都高速道路技術センター 首都高速道路における都市内長大トンネル 委 員

の防災安全に関する調査研究(平成 15 年度)

委員会

建築・住宅国際機構 ISO/TC92/SC4 委 員

都市居住評価センター 避難・耐火性能評価委員会 委 員

日本建築センター 平成 15 年度大深度地下利用において配慮 委 員

すべき安全の確保に関する調査検討委員会

防災性能審査委員会 評 価 員

防災性能審査委員会 評定委員

日本火災学会 地震火災専門部会 委 員

日本建築学会 防火安全設計小委員会 委 員

防火委員会 委 員

煙・避難安全小委員会 委 員

東京大学生産技術研究所 研 究 員

製品評価技術基盤機構 家電製品等発火解析技術委員会 委 員 上原 一雄

事故動向等解析専門委員会 委 員

消防科学総合センター 平成 15 年度火災原因調査教育用(ビデオ)制 委 員 坂巻 保則

作委員会
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３ 災害調査等

(1) 災害調査

派遣期間 災害及び調査の概要 派 遣 先 被派遣職員

15. 4.11 鹿児島市南国花火製造所の火災原因調査及び現地 鹿児島県鹿児島市 高橋厚裕

～ 15. 4.13 状況調査

15. 5.29 地震による斜面災害現場の現地調査 宮城県石巻市、宮 鄭 炳表

～ 15. 5.30 城県築館町 新井場公徳

15. 7. 8 「宮城県沖を震源とする地震」における消防用設備 仙台市消防局、大 吉原 浩

～ 15. 7. 9 等の被害状況調査 崎地域広域行政事

務組合消防本部、

盛岡地区広域行政

事務組合消防本部

15. 7.22 鹿児島市南国花火製造所爆発火災調査 鹿児島市消防局 上原一雄

～ 15. 7.24 鶴田 俊

15. 7.29 宮城県北部の地震の発生を受けての強震記録に関 宮 城 県 危機対 策 畑山 健

する状況調査と地震記録の回収 課、新日本石油精 高崎純治

製㈱仙台製油所

15. 8. 6 宮城県北部の地震による被害等の調査 新日本石油精製㈱ 座間信作

～ 15. 8. 7 仙台製油所、㈱ジ 山田 實

ャパンエナジー塩 西 晴樹

釜油槽所他 新井場公徳

畑山 健

(～ 15. 8. 8

まで)

15. 8. 6 宮城県北部の地震による余震観測のための強震計 新日本石油精製㈱ 畑山 健

～ 15. 8. 8 設置等 仙台製油所、㈱ジ

ャパンエナジー塩

釜油槽所

15. 8.19 三重ごみ固形燃料(RDF)発電所における爆発火災調 三重ごみ固形燃料 高橋厚裕

～ 15. 8.22 査 (RDF)発電所 吉野 薫

鶴田 俊

尾川義雄

15. 8.25 三重県多度町 RDF 発電所爆発火災事故調査・消火 三重ごみ固形燃料 鶴田 俊

～ 15. 8.29 活動支援と第 2 回三重県ごみ固形燃料発電所事故 (RDF)発電所

調査専門委員会
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派遣期間 災害及び調査の概要 派 遣 先 被派遣職員

15. 8.27 三重県 RDF発電所爆発火災事故対応支援 三重ごみ固形燃料 山田 實

～ 15. 8.28 (RDF)発電所

15. 9. 4 火災原因調査及び現地状況調査 三重ごみ固形燃料 坂巻保則

～ 15. 9. 5 (RDF)発電所、新 古積 博

日本製鐵㈱名古屋 高橋厚裕

製鐵所

15. 9. 9 ブリヂストン栃木工場火災現場 栃木県黒磯市ブリ 上原一雄

～ 15. 9.11 ヂストン栃木工場 高橋厚裕

15. 9.17 宮城県北部地震における防火水槽の被害状況調査 石巻地域広域行政 吉原 浩

事務組合消防本部

15. 9.26 出光興産㈱において発生したタンク火災事故に関す 苫 小 牧 市消防 本 西 晴樹

～ 15. 9.29 る火災原因調査 部、出光興産㈱北 坂巻保則

海道製油所 高崎純治

15. 9.27 2003 年十勝沖地震による余震観測のための強震計 出光興産㈱北海道 畑山 健

～ 15. 9.28 設置と被害調査 製油所、苫小牧東

部石油備蓄㈱苫小

牧事業所

15. 9.28 ナフサタンク火災調査 出光興産㈱北海道 古積 博

～ 15. 9.30 製油所

15. 9.30 出光興産㈱において発生したタンク火災事故に関す 苫 小 牧 市消防 本 西 晴樹

～ 15.10. 3 る調査及び安全確保対応 部、出光興産㈱北 坂巻保則

海道製油所

15.10. 3 出光興産㈱北海道製油所災害予防対策現地本部へ 出光興産㈱北海道 山田 實

～ 15.10. 6 の派遣 製油所

15.10. 5 出光興産㈱において発生したタンク事故に関する火 出光興産㈱北海道 高崎純治

～ 15.10. 9 災原因調査及び災害予防対策 製油所

15.10. 6 三重ごみ固形燃料(RDF)発電所現地確認 三重ごみ固形燃料 尾川義雄

(RDF)発電所

15.10. 6 消防庁長官命による火災原因調査 栃木県黒磯市ブリ 上原一雄

～ 15.10. 7 ヂストン栃木工場 箭内英治

坂巻保則

岩田雄策

高橋厚裕

15.10. 6 出光興産㈱北海道製油所火災対応 苫小牧市消防本部 座間信作

～ 15.10. 8

15.10. 6 出光興産㈱北海道製油所火災対応 出光興産㈱北海道 鈴木 健

～ 15.10.10 製油所
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派遣期間 災害及び調査の概要 派 遣 先 被派遣職員

15.10. 9 出光興産㈱北海道製油所火災対応状況調査 出光興産㈱北海道 渡邉洋己

～ 15.10.10 製油所

1 5 . 1 0 . 1 0 石油タンク防災活動及び火災調査 出光興産㈱北海道 古積 博

～ 15.10.13 製油所

15.10.15 出光興産㈱北海道製油所災害予防対策現地本部へ 出光興産㈱北海道 山田 實

～ 15.10.18 の派遣 製油所

15.10.16 十勝沖地震による防火水槽の被害調査 釧路市消防本部、 吉原 浩

～ 15.10.17 釧路西部消防組合

消防本部

1 5 . 1 0 . 1 8 出光興産㈱北海道製油所において発生したタンク火 出光興産㈱北海道 岩田雄策

～ 15.10.22 災事故に関する火災原因調査 製油所

1 5 . 1 0 . 2 2 出光興産㈱北海道製油所火災対応 出光興産㈱北海道 竹元昭夫

～ 15.10.24 製油所

15.10.23 上越新幹線空調装置発煙事故に関する調査 JR 東日本旅客鉄 上原一雄

～ 15.10.24 道㈱新潟新幹線第 坂巻保則

一運転所 吉野 薫

15.10.27 出光興産㈱北海道製油所において発生したタンク火 出光興産㈱北海道 松原美之

～ 15.10.29 災事故に関する火災原因調査 製油所 坂巻保則

吉野 薫

15.11. 4 十勝沖地震による屋外タンク貯蔵所の被害状況調査 北海道苫小牧地区 西 晴樹

～ 15.11. 7 の 8つの事業所 廣川幹浩

15.11. 5～ 三重県ゴミ固形燃料発電所事故調査専門委員会によ 石川北部アール・ 鶴田 俊

15.11. 8 る RDF施設の調査 ディ・エフ広域処 鈴木 健

理組合、大牟田リ

サイクル発電株式

会社

15.11.10 千葉県佐倉市木材チップ火災 佐倉市八街市酒々 岩田雄策

井町消防組合 古積 博

15.11.13 出光興産㈱北海道製油所火災原因調査 出光興産㈱北海道 坂巻保則

～ 15.11.15 製油所 高橋厚裕

15.11.25 平成 15 年科学技術振興調整費緊急研究に係る平成 石狩消防署及び 座間信作

～ 15.11.26 15 年十勝沖地震における釧路市消防本部管内の危 消防署管内の危険 西 晴樹

険物物質(屋外タンク貯蔵所)の被害の実態調査 物施設、出光興産 廣川幹浩

㈱北海道製油所

15.12. 3 出光興産㈱北海道製油所の 40061 タンクの損傷調査 出光興産㈱北海道 渡邉洋己

～ 15.12. 4 製油所 山田 實

廣川幹浩
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派遣期間 災害及び調査の概要 派 遣 先 被派遣職員

15.12.10 炭焼小屋火災原因調査及びその原因究明検討会出 兵庫県笠形千が 箭内英治

席 峯県立自然公園、

ネイチャーパーク

かさがた他

15.12.16 平成 15 年科学技術振興調整費緊急研究に係る十勝 石狩消防署及び 座間信作

～ 15.12.18 沖地震における危険物施設(屋外タンク貯蔵所)のス 消防署管内の危険 西 晴樹

ロッシング被害の実態調査 物施設並びに出光 廣川幹浩

興産㈱北海道製油 畑山 健

所

15.12.19 平成 14 年 3 月 17 日伊具郡丸森町廻倉 10 番地で発 仙南地域広域行政 寒河江幸平

生した林野火災の調査 事務組合消防本部

16. 1.13 十勝沖地震における亜鉛めっき工場火災の現地調査 ㈱双葉工業社石狩 鈴木恵子

工場、石狩北部地

区消防事務組合消

防本部石狩消防署

16. 1.28 出光興産株式会社北海道製油所において発生したタ 出光興産㈱北海道 坂巻保則

～ 16. 1.29 ンク火災事故に関する火災原因調査 製油所、苫小牧市 高碕純治

消防本部

16. 2.23 平成 15 年科学技術振興調整費緊急研究に係る十勝 出光興産㈱北海道 山田 實

～ 16. 2.25 沖地震における屋外タンク貯蔵所のスロッシング被 製油所 西 晴樹

害の実態及び危険物漏洩事故の調査

16. 2.24 山形県消防学校で実験中に発生した負傷事故に関す 山形県三川町横山 坂巻保則

～ 16. 2.25 る情報収集 鈴木 健

16. 2.25 中部電力浜岡原子力発電所 2 号機タービン建屋火 中部電力浜岡原子 上原一雄

～ 16. 2.26 災調査 力発電所 鶴田 俊

16. 3.16 平成 15 年科学技術振興調整費緊急研究に係る十勝 苫東石油備蓄、出 座間信作

～ 16. 3.18 沖地震における屋外タンク貯蔵所のスロッシング被 光興産㈱北海道製 山田 實

害の実態調査および地震記録収集等 油所 畑山 健

16. 3.16 平成 15 年科学技術振興調整費緊急研究に係る十勝 苫東石油備蓄、出 吉原 浩

～ 16. 3.19 沖地震における屋外タンク貯蔵所のスロッシング被 光興産㈱北海道製 西 晴樹

害の実態調査および地震記録収集等 油所 廣川幹浩

16. 3.24 平成 15 年科学技術振興調整費緊急研究に係る十勝 むつ小河原石油備 山田 實

～ 16. 3.25 沖地震における屋外タンク貯蔵所のスロッシング被 蓄㈱六ヶ所事業所 西 晴樹

害の実態調査および危険物漏洩事故の調査
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(2) 鑑定

年月 鑑定依頼先 鑑定の概要 鑑定者

15.5 海底ケーブルの破断部分 下田海上保安部 山田 實

付近の鑑定

13.12～ 大阪地方裁判所 商業用オフセット印刷機爆発事故原因鑑定 田村裕之

他一名
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４ 受賞・学位

(1) 受賞

受賞者名 受賞年月 賞の種別 受賞内容

佐宗 祐子 15. 6.15 第 8 回日本女性科学者の 地球環境保全を指向した消火の基礎研究

会功労賞

関沢 愛 15. 9.29 2003 Hats Off Award Efforts and Service to the Scoiety of Fire

Protection Engineers

Lijing GAO 15.10.13 最優秀論文賞 Study on Spontaneous Ignition of Meat Bone

Meal

平野 敏右 15.11.11 (財 )谷川熱技術振興基金 燃焼工学 (特に、火災、爆発及び防災に関す

(熱技術賞) る基礎的研究)

(2) 学位

氏 名 授与年月日 種 別 授与大学 論 文 名

廣川 幹浩 15. 9.30 博士(工学) 東京工業大学 非線形熱弾性効果を利用した応力測定に

関する研究

天野 久徳 16. 1.23 博士 京都大学 消防防災ロボットの開発および機器制御

(情報学) に関する研究
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５ 工業所有権

(1) 特許

ア．特許取得

種 別 番 号 発明の名称 発明者

特 許 特許第 3533204号 車両位置特定装置およびそれを搭載し 富田正道(日立製作所)

た車両 天野久徳他四名

イ．特許出願

種 別 番 号 発明の名称 発明者

特許願 特願 2003-138718 消火装置の検査方法及び装置 宮坂政司(三菱重工業)

鶴田 俊他四名

特許願 特願 2003-149400 火災防止システム 廖 赤虹他三名

特許願 特願 2003-194279 火災の消火方法及び消火設備 廖 赤虹他三名

特許願 特願 2003-390734 火災防止システム 廖 赤虹他三名

特許願 特願 2004-072376 火災防止システム及び廃棄物処理設備 廖 赤虹他三名

(特願 2003-390734 に基づく優先権主張)

特許願 特願 2004-101131 救急業務シミュレーションシステム及び 金田節夫他三名

方法

(2) 商標

ア．商標出願

種 別 番 号 発明の名称 出願人

商標願 商願 2003-28829 fire cube 独立行政法人消防研究所

株式会社フジタ
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６ 視察・見学

(1) 国内

日付 訪 問 者 人数

15. 6.17 消防庁消防職員等実務研修 50名

6.18 佐屋中学校 5名

6.19 神代中学校 6名

6.24 上野原小学校 52名

6.26 山梨県消防学校 25名

6.27 産業技術連携推進会議メカトロニクス研究会 18名

7. 3 会計検査員 5名

7. 7 陸上自衛隊小平学校 33名

7.11 東京大学 Human Technology 12名

7.16 湘南工科大学工学部情報工学科 27名

7.16 日本防炎協会 3名

7.18 警視庁刑事部捜査一課 5名

7.24 消防大学校火災調査科 48名

7.25 宮崎県消防学校 6名

7.30 ㈱重松製作所 4名

8. 1 消防大学校本科 26名

8. 5 日本テレビ 2名

8. 6 消防大学校警防科 60名

8. 8 愛宕第 4ブロック自治会多摩市防災課職員 32名

8.13 文部科学省科学技術・学術政策局 4名

8.26 新潟県工業技術総合研究所研究開発センター 2名

8.27 石川県小松市消防本部 1名

8.29 京都大学情報学研究科 2名

9.10 消防大学校消防団長科 35名

9.17 消防大学校上級幹部科 40名

9.18 福井県消防学校 27名

9.19 志布志石油備蓄㈱ 19名

9.20 東京都行政書士会多摩地区 10支部 35名

9.24 静岡県消防学校初任科 153名

9.29 鴻巣市消防団 16名

10.14 北アルプス広域北部消防白馬小谷防火管理協議会 28名

10.16 陸上自衛隊小平学校 27名

10.23 土木学会 327委員会 15名
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11. 4 賀茂広域行政組合消防本部 13名

11.14 陸上自衛隊化学学校 4名

11.19 豊中市消防団 21名

11.19 熊本県消防協会阿蘇支部消防団 62名

11.26 全国生活協同組合連合会 2名

11.28 消防大学校第 6回緊急消防援助隊講習会 49名

12. 1 消防大学校火災調査科 49名

12. 8 消防大学校予防科 55名

12.10 消防大学校幹部研修科 68名

12.10 ㈱セガ 2名

12.19 都立日野高等学校 9名

16. 1.15 (財)全国危険物安全協会 1名

1.22 福岡市消防研究会 9名

1.22 消防庁長官・審議官 3名

1.23 中央大学教授 2名

1.30 第 7回消防防災研究講演会出席者 166名

2. 3 ㈱インターボイス 3名

2. 5 (財)埼玉県中小企業振興公社新事業支援室 2名

2. 5 陸上自衛隊補給統制本部需品部技術第 2課 8名

2. 6 栃木県小山市防火管理協会会員 58名

2.10 東京地方裁判所 6名

2.16 消防大学校警防科 66名

2.18 聯友企業(株) 1名

3. 5 東急建設(株) 4名

3. 5 陸上自衛隊小平学校 39名

3. 9 消防大学校予防科 66名

3.18 積水樹脂㈱ 3名

3.24 北九州市役所企画制作室 1名

3.26 日本防護服研究会消防防護装備研究会 ISO/TC94の委員等 57名

1652名
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(2) 国外

日付 訪 問 者 人数

15. 7.24 フィンドレー大学(米国) 1名

7.29 湖西大学(韓国) 4名

9.17 ベトナム消防行政幹部職員(ベトナム) 6名

9.25 平成 15 年度火災予防技術コース研修(ベリーズ、中国、ドミニカ、パナ 8名

マ、マレーシア)

10.10 Forum2003出席者(米国ほか) 17名

11. 4 仁済大学防災試験研究院(中国) 1名

11.12 (ドイツ) 1名

11.20 韓国建設技術研究院(韓国) 2名

11.21 韓国消防検定公社(韓国) 4名

12.10 国際建設技術協会(台湾) 5名

12.16 台湾内政部建築研究所(台湾) 5名

12.18 韓国国立三陟大学(韓国) 7名

12.18 韓国林業研究院(韓国) 3名

16. 1.20 ジャイカ(ブラジル) 4 名

68名
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付 録

１ 研究体制

(1) 組織

理 事 長

理 事 監 事

研 究 統 括 官 消防の科学技術に関する研究、調査および試験に関する事務を総括整

理すること。

事務局長

上 席 研 究 官 極めて高度な研究課題について、研究、調査および試験を行うこと。

総 務 課

課 長 補 佐 課の事務の処理について課長を助けること。

主 幹 課の庶務ならびに各係、専門官、主査および主任の事務を調整する

こと。

総 務 係 文書処理、服務その他人事、連絡調整ならびに他の部および係に属

さないものに関すること。

会 計 係 予算および決算ならびに会計に関すること。

管 理 係 財産および物品の管理ならびに警備等に関すること。

主査・主任 課の特定の事務を処理すること。
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研 究 企 画 部 研究、調査及び試験の企画、立案および総合調整等に関すること。

企 画 調 整 官 研究企画部の事務を調整すること。

開発支援専門官 機器の試作等に関する専門的な事項に関する事務を行うこと。

基 盤 研 究 部 消防の科学技術に関する研究、調査および試験に関すること。

火 災 研 究 グ ル ー プ 物質の燃焼機構および火災時の発生ガス等に関すること。

特殊火災研究グループ 原子力火災その他特殊な要因による火災等に関すること。

物質安全研究グループ 各種危険物およびこれらに類するものの危険性評価等に関

すること。

施設安全研究グループ 危険物施設の安全確保のための技術等に関すること。

消 火 研 究 グ ル ー プ 消火、消火剤、消火設備等に関すること。

建築防火研究グループ 建築物の火災ならびに延焼特性および火災時の避難等に

関すること。

消防機械研究グループ 消防用機械、器具および車両ならびに航空消防等特殊消

防の技術等に関すること。

感知通報研究グループ 火災の感知および通報ならびにこれらの情報処理等に関

すること。

防 災 研 究 グ ル ー プ 地震および自然災害時の消防防災技術に関すること。

救 急 研 究 グ ル ー プ 消防の救急技術および救助用資機材に関すること。

主 幹 研 究 官 特に高度の研究課題について、研究、調査および試験を

行うこと。

主 任 研 究 官 特定の研究課題について、研究、調査および試験を行う

こと。

プロジェクト研究部 強い社会的要請等を有する研究、調査および試験を行うこと。

第一～第五プロジェクト プロジェクトに係る研究、調査および試験を行うこと。

主 幹 研 究 官 プロジェクトの企画、調整等を行うこと。

火災 原因 調査 室 火災原因調査及び支援に関すること。

調 整 官 火災調査に係る事務を調整すること。

室 長 補 佐 室長を助けること。

専門調査員 火災原因調査に係る専門的な事務を行うこと。

主任調査員 火災原因調査に係る事務を行うこと。
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(2) 常勤役職員数

平成 15年度末の常勤役職員数は 49名である。

(3) 役職員(係長・主任研究官以上の者 H16. 3.31現在)

役員

理 事 長 平 野 敏 右

理 事 長 澤 純 一

監 事(非常勤) 大 井 久 幸

監 事(非常勤) 亀 井 浅 道

事務局

事務局長 鈴 木 和 男

上席研究官 関 沢 愛

上席研究官 山 田 常 圭

上席研究官 佐 藤 晃 由(併任)

総務課

課 長 安 藤 博 昭

主 幹 菊 地 芳 和

総 務 係 長 主 幹 事 務 取 扱

会 計 係 長 木 村 由喜夫

管 理 係 長 松 島 秋 雄

主 査 飯 野 育 子

研究企画部

部 長 松 原 美 之

企画調整官 渡 邉 明 宏

研究調整係長 畑 山 健(併任)

開発支援係長 三 浦 宏

基盤研究部

部 長 座 間 信 作

火災研究グループ長 箭 内 英 治

特殊火災研究グループ長 鶴 田 俊

物質安全研究グループ長 古 積 博

施設安全研究グループ長 吉 原 浩
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消火研究グループ長 竹 元 昭 夫

建築防火研究グループ長 渡 部 勇 市

消防機械研究グループ長 山 田 實(併任)

感知通報研究グループ長 河 関 大 祐

防災研究グループ長 部 長 事 務 取 扱

救急研究グループ長 金 田 節 夫

主 幹 研 究 官 佐 宗 祐 子

主 任 研 究 官 那 波 英 文

〃 鈴 木 健

〃 岩 田 雄 策

〃 寒河江 幸 平

〃 松 島 早 苗

〃 天 野 久 徳

〃 西 晴 樹

〃 田 村 裕 之

〃 細 川 直 史

〃 畑 山 健

プロジェクト研究部

部 長 山 田 實

第一プロジェクトリーダー 座 間 信 作(併任)

第二プロジェクトリーダー 古 積 博(併任)

第三プロジェクトリーダー 鶴 田 俊(併任)

第四プロジェクトリーダー 佐 藤 晃 由

第五プロジェクトリーダー 山 田 常 圭(併任)

火災原因調査室

調整官 松 原 美 之(併任)

室長補佐 坂 巻 保 則
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(4) 人事異動

平成 15年 4月 1日付

氏 名 新 旧

長 澤 純 一 理事(再任)

平成 15年 4月 1日付

氏 名 新 旧

松 原 美 之 併任火災原因調査室調整官 研究企画部長

座 間 信 作 免基盤研究部救急研究グループ長事務 基盤研究部長・基盤研究部防災研究グ

取扱 ループ長事務取扱・基盤研究部救急研

併任火災原因調査室専門調査員 究グループ長事務取扱

佐 藤 晃 由 併任上席研究官 プロジェクト研究部第四プロジェクトリ

ーダー併任基盤研究部

箭 内 英 治 併任火災原因調査室専門調査員 基盤研究部火災研究グループ長

山 田 常 圭 併任上席研究官 プロジェクト研究部第五プロジェクトリ

併任火災原因調査室専門調査員 ーダー併任基盤研究部

古 積 博 併任プロジェクト研究部第二プロジェク 基盤研究部物質安全研究グループ長

トリーダー

併任火災原因調査室専門調査員

鶴 田 俊 プロジェクト研究部第二プロジェクトリ 基盤研究部特殊火災研究グループ長併

ーダー併任解除 任プロジェクト研究部第二プロジェクト

併任基盤研究部消火研究グループ長 リーダー併任プロジェクト研究部第三プ

併任火災原因調査室専門調査員 ロジェクトリーダー

金 田 節 夫 基盤研究部救急研究グループ長 基盤研究部主幹研究官

竹 元 昭 夫 研究企画部企画調整官 プロジェクト研究部主幹研究官併任基

併任基盤研究部主幹研究官 盤研究部

佐 宗 祐 子 研究企画部企画調整官併任解除 基盤研究部主幹研究官併任研究企画部

企画調整官

田 村 裕 之 併任火災原因調査室専門調査員 基盤研究部主任研究官

西 晴 樹 併任火災原因調査室専門調査員 基盤研究部主任研究官

畑 山 健 基盤研究部主任研究官 基盤研究部

併任研究企画部研究調整係長

高 梨 健 一 基盤研究部 研究企画部研究調整係長

篠 原 雅 彦 基盤研究部

廣 川 幹 浩 基盤研究部

安 藤 博 昭 総務課長 消防庁長官付

(全国市町村国際文化研修所経理課長)

飯 野 育 子 総務課主査 消防庁消防大学校庶務課庶務主任
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氏 名 新 旧

児 山 文 一 消防庁総務課表彰係長 総務課主査

斎 藤 美津恵 消防庁消防大学校庶務課庶務主任 総務課

関 史 尚 総務課併任解除 総務課併任研究企画部

後 藤 勝 総務課 消防庁総務課

(公営企業金融公庫融資部融資第一課)

平成 15年 7月 1日付

氏 名 新 旧

木 村 由喜夫 総務課会計係長 研究企画部開発支援係長併任総務課会

計係長

三 浦 宏 研究企画部開発支援係長 消防庁予防課設備係長

平成 15年 8月 1日付

氏 名 新 旧

坂 巻 保 則 火災原因調査室室長補佐 東京消防庁

平成 15年 10月 1日付

氏 名 新 旧

鶴 田 俊 基盤研究部消火研究グループ長の併任 基盤研究部特殊火災研究グループ長

解除 併任基盤研究部消火研究グループ長

基盤研究部特殊火災研究グループ長 併任プロジェクト研究部第三プロジェク

併任プロジェクト研究部第三プロジェク トリーダー

トリーダー 併任火災原因調査室専門調査員

併任火災原因調査室専門調査員

竹 元 昭 夫 基盤研究部消火研究グループ長 研究企画部企画調整官

併任基盤研究部主幹研究官

渡 邉 明 宏 研究企画部企画調整官 消防庁防災課特殊災害室課長補佐

野 上 伊 織 総務省自治税務局資産評価室 総務課

冨 永 啓 治 総務課
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平成 16年 1月 6日付

氏 名 新 旧

渡 邉 洋 己 消防庁防災課防災情報室長 事務局長

鈴 木 和 男 事務局長 消防庁長官付

平成 16年 1月 31日付

氏 名 新 旧

関 史 尚 辞職 研究企画部

平成 16年 3月 31日付

氏 名 新 旧

安 藤 博 昭 消防庁に出向 総務課長

(地域活性化センター総務課長)

田 村 裕 之 消防庁に出向 基盤研究部主任研究官併任火災原因調

(東京消防庁消防科学研究所第三研究 査室専門調査員

室長)

三 浦 宏 消防庁に出向 研究企画部開発支援係長

(千葉市消防局予防部予防課主幹兼予

防部指導課主幹)
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(5) 委員会

ア．消防研究所研究評価委員会

(目的)

消防研究所が行う研究等を総合的観点から検討し、消防研究所が社会的ニーズに沿った消防防災に係

る基礎的または応用的研究及び開発研究等を効率的に推進するため、消防研究所及びその研究課題等

について評価を行う。

(構成員)

委員長 吉 村 秀 實 富士常葉大学教授

委 員 犬 伏 由利子 消費科学連合会副会長

〃 浦 野 義 頼 早稲田大学大学院教授

〃 大 内 田鶴子 江戸川大学助教授

〃 木 挽 孝 紀 全国消防長会事務総長

〃 菅 原 進 一 東京理科大学教授

〃 田 村 昌 三 東京大学大学院教授

〃 内 藤 裕 史 つくば大学名誉教授

〃 西 浦 英 次 (社)日本損害保険協会専務理事

〃 関 口 昌 夫 (社)全国消防機器協会会長

イ．消防防災機器の開発等及び消防防災科学論文に関する表彰選考委員会

(目的)

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について、応募作品から消防庁長官表彰作品を選考する。

(構成員)

委員長 上 原 陽 一 横浜国立大学名誉教授

委 員 秋 本 敏 文 日本消防協会理事長

〃 小 林 茂 昭 日本消防設備安全センター常務理事

〃 白 谷 祐 二 全国消防長会会長

〃 関 有 一 消防庁審議官

〃 長 澤 純 一 消防研究所理事

〃 橋 本 巨 東海大学教授

〃 本 間 恭 二 電気通信大学教授

〃 室 崎 益 輝 神戸大学教授
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２ 会 計

(1) 決算報告書(平成 15年 4月 1日～平成 16年 3月 31日)

（単位：円）

A B A-B

収入

運営費交付金 1,027,695,000 1,027,695,000 0

無利子借入金 494,991,000 479,495,957 15,495,043 ・不要額が生じたことによる。

受託収入 0 215,947,000 ▲ 215,947,000 ・予算額に、受託収入を計上していないことによる。

その他収入 14,752,000 24,862,056 ▲ 10,110,056
・予算額に、消費税等還付金等を計上していないこと
による。

　　　　　　　　　　計 1,537,438,000 1,748,000,013 ▲ 210,562,013

支出

人件費 512,573,000 473,256,165 39,316,835 ・定員減及び給与規程の改定等による。

一般管理費 76,060,000 69,501,455 6,558,545

業務経費 453,814,000 468,076,989 ▲ 14,262,989

経常研究費 73,426,000 69,030,900 4,395,100

　　特別研究費 210,000,000 233,848,737 ▲ 23,848,737
・前年度繰越事業の執行、ＲＤＦ等新たな災害対応緊
急課題の増加による。

　　成果普及等業務経費 155,388,000 150,713,307 4,674,693

国際会議費 15,000,000 14,484,045 515,955

施設整備費 494,991,000 451,468,500 43,522,500 ・不要額等が生じたことによる。

受託経費 0 215,947,000 ▲ 215,947,000 ・予算額に、受託経費を計上していないことによる。

　　　　　　　　　　計 1,537,438,000 1,678,250,109 ▲ 140,812,109

備　　　考区　　　分 年度計画予算額 決　算　金　額　 差　　　額
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(2) 損益計算書(平成 15年 4月 1日～平成 16年 3月 31日)

(単位：円)

科　　　目 金　　　額

Ⅰ経常費用

 　１研究業務費

　　　　人件費 487,447,824

      　業務委託費 163,076,832

      　賃借料 506,887

      　減価償却費 258,726,936

      　保守・修繕費 73,134,023

      　水道光熱費 29,437,886

      　旅費交通費 32,160,856

      　消耗備品費 122,611,573

      　諸謝金 1,582,580

      　支払手数料 1,894,690

      　その他業務経費 37,979,098 1,208,559,185

 　２一般管理費

　　　　人件費 99,583,977

      　減価償却費 1,125,764

      　保守・修繕費 29,494,552

      　水道光熱費 2,160,696

      　旅費交通費 1,523,877

      　消耗備品費 6,157,442

        諸謝金 8,160,600

      　支払手数料 568,548

      　保険料 14,672,750

      　その他管理経費 5,573,560 169,021,766

　　　　　　経常費用合計 1,377,580,951

Ⅱ経常収益

 　１運営費交付金収益 898,019,103

 　２受託収入

        政府受託研究収入 204,700,000

        その他受託収入 11,247,000 215,947,000

   ３財産賃貸収入 15,310,000

 　４資産見返負債戻入

      　資産見返運営費交付金戻入 74,933,416

        資産見返物品受贈額戻入 178,385,689 253,319,105

 　５財務収益

      受取利息 5,897 5,897

 　６雑益 1,681,868

　　　　　　経常収益合計 1,384,282,973

　　　　　　　　　　　　　　　経常利益 6,702,022

Ⅲ臨時損失

 　　固定資産除却損 317,300

Ⅳ当期純利益 6,384,722

Ⅴ当期総利益 6,384,722
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(3) 貸借対照表(平成 16年 3月 31日)

(単位：円)

科　　　目 金　　　額

資産の部

  Ⅰ流動資産

　　　　現金及び預金 397,907,785

　　　　たな卸資産 222,538

　　　　前払費用 16,957,135

　　　　未収金 171,703,063

　　　　　    流動資産合計 586,790,521

  Ⅱ固定資産

    　１有形固定資産

          建物 7,220,500,195

　　　　　　減価償却累計額 1,023,264,470 6,197,235,725

          構築物 208,915,988

　　　　　　減価償却累計額 49,977,547 158,938,441

          機械及び装置 252,575,669

　　　　　　減価償却累計額 177,597,084 74,978,585

          車両運搬具 16,956,149

　　　　　　減価償却累計額 10,589,292 6,366,857

          工具器具備品 756,520,367

　　　　　　減価償却累計額 376,237,234 380,283,133

          土地 8,293,396,024

       　      有形固定資産合計 15,111,198,765

    　２無形固定資産

　　　　 ソフトウェア 172,575,782

　　　　 電話加入権 1,390,480

       　      無形固定資産合計 173,966,262

      ３投資その他の資産

　　　　　災害補償互助会預託金 515,000

　　　　　　　投資その他の資産合計 515,000

　　　　　　　　固定資産合計 15,285,680,027

　　　　　　　　　　　　資産合計 15,872,470,548
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(単位：円)

科　　　目 金　　　額

負債の部

  Ⅰ流動負債

　　　　運営費交付金債務 200,658,651

　　　　未払金 135,431,988

　　　　預り金 380,660

       　      流動負債合計 336,471,299

  Ⅱ固定負債

　　　　長期借入金 387,765,000

　　　　資産見返負債

　　　　　 資産見返運営費交付金 374,218,154

　　　　　 資産見返物品受贈額 228,294,457 602,512,611

       　      固定負債合計 990,277,611

　　　　　　　　　　　　負債合計 1,326,748,910

資本の部

  Ⅰ資本金

　　　　政府出資金 15,268,927,137

       　      資本金合計 15,268,927,137

  Ⅱ資本剰余金

　　　　資本剰余金 △ 13,886,167

　　　　損益外減価償却累計額（△） △ 1,073,003,633

       　      資本剰余金合計 △ 1,086,889,800

　Ⅲ利益剰余金

　　　　積立金 357,299,579

　　　　当期未処分利益 6,384,722

　　　　 （ うち当期総利益 6,384,722 )

       　      利益剰余金合計 363,684,301

　　　　　　　　　　　　資本合計 14,545,721,638

　　　　　　　　　　　　　 負債資本合計 15,872,470,548
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(4) キャッシュ・フロー計算書(平成 15年 4月 1日～平成 16年 3月 31日)

(単位：円)

科　　　目 金　　額

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 425,788,033

人件費支出 △ 629,232,000

その他の業務支出 △ 67,156,556

運営費交付金収入 1,027,695,000

受託収入 96,437,000

財産賃貸収入 7,775,000

その他雑収入 858,026

　　　　小計 10,588,437

利息の受取額 6,269

        業務活動によるキャッシュ・フロー 10,594,706

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 481,170,725

無形固定資産の取得による支出 △ 57,123,190

災害補償互助会預託金差入 △ 141,000

        投資活動によるキャッシュ・フロー △ 538,434,915

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

無利子借入金の借入れによる収入 387,765,000

消費税等還付金等 7,864,291

        財務活動によるキャッシュ・フロー 395,629,291

Ⅳ資金増加額 △ 132,210,918

Ⅴ資金期首残高 530,118,703

Ⅵ資金期末残高 397,907,785
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(5) 行政サービス実施コスト計算書(平成 15年 4月 1日～平成 16年 3月 31日)

(単位：円)

科　　　目 金　　　額

Ⅰ業務費用 1,144,975,486

　　　　 損益計算書上の費用

　　　　 　 研究業務費 1,208,559,185

             一般管理費 169,021,766

             固定資産除却損 317,300 1,377,898,251

　　   　(控除)

　　　　    受託研究収入 △ 215,947,000

　　　　    財産賃貸収入 △ 15,310,000

　　　　    財務収益 △ 5,897

             雑益 △ 1,659,868 △ 232,922,765

Ⅱ損益外減価償却等相当額 363,226,656

　　　　 損益外減価償却相当額 360,575,316

　　　　 損益外固定資産除却相当額 2,651,340

Ⅲ引当外退職手当増加見積額 44,984,394

Ⅳ機会費用 206,544,311

　　　　 政府出資等の機会費用 206,116,278

　　　　 無利子による融資取引の機会費用 428,033

Ⅴ行政サービス実施コスト 1,759,730,847

消研輯報　57

- 220 -



(6) 利益の処分に関する書類

科　　　目 金　　　額

Ⅰ当期未処分利益 6,384,722

    当期総利益 6,384,722

Ⅱ利益処分額

    積立金 6,384,722 6,384,722

           （単位：円）
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(7) 重要な会計方針

     　業務のための支出額を限度として収益化する費用進行基準を採用しております。

（１）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　　１５～５０年

　　機械装置　　　５～　８年

（２）無形固定資産

　定額法を採用しております。

３．退職手当に係る引当金及び見積額の計上方法

４．たな卸資産の評価基準及び評価方法

５．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

　国債利回り等を参考にしております。

６．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

　（貸借対照表関係）

関する特別措置法による国からの施設整備資金貸付金であり、無利子貸付によるものであります。

（２）退職手当の見積額（平成16年3月31日）　　 475,113,885 円

　（キャッシュ・フロー計算書関係）

　現金及び預金勘定　　 397,907,785 円

　資金期末残高　　　　　 397,907,785 円

　（行政サービス実施コスト計算書関係）

該当事項はありません。

該当事項はありません。

重要な債務負担行為

重要な後発事象

　政府出資等の機会費用及び無利子による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

注記事項

（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

  行政サービス実施コスト計算書における政府出資等の機会費用及び無利子による融資取引の

（１）長期借入金は、日本電信電話株式会社の株式の売却収入の活用による社会資本整備の促進に

機会費用は、1.435％で計算しております。

　なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいてお
ります。

　役員及び職員の退職手当については財源措置がなされるため、退職手当に係る引当金は計上
しておりません。

　また、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職手当増加見積額は、自己都合退職
金要支給額の当期増加額に基づき計上しております。

　貯蔵品は、 終仕入原価法を採用しております。

１．運営費交付金収益の計上基準

２．減価償却の会計処理方法

　また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８６）の減価償却相当額については、損益外
減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
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(8) 附属明細書

1 ．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８６ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益

外減価償却相当額も含む。）の明細

2 ．たな卸資産の明細

   

（単位：円）

建　　物 1,121,321 0 0 1,121,321 238,384 106,164 882,937

機械及び装置 252,575,669 0 0 252,575,669 177,597,084 57,537,532 74,978,585

車両運搬具 16,956,149 0 0 16,956,149 10,589,292 3,529,764 6,366,857

工具器具備品 683,266,394 76,426,979 3,173,006 756,520,367 376,237,234 136,336,459 380,283,133

計 953,919,533 76,426,979 3,173,006 1,027,173,506 564,661,994 197,509,919 462,511,512

建　　物 6,764,859,396 465,124,784 10,605,306 7,219,378,874 1,023,026,086 344,468,263 6,196,352,788

構築物 205,485,376 3,430,612 0 208,915,988 49,977,547 16,107,053 158,938,441

計 6,970,344,772 468,555,396 10,605,306 7,428,294,862 1,073,003,633 360,575,316 6,355,291,229

土　　地 8,293,396,024 0 0 8,293,396,024 0 0 8,293,396,024

建設仮勘定 28,027,457 451,468,500 479,495,957 0 0 0 0

計 8,321,423,481 451,468,500 479,495,957 8,293,396,024 0 0 8,293,396,024

建　　物 6,765,980,717 465,124,784 10,605,306 7,220,500,195 1,023,264,470 344,574,427 6,197,235,725

構築物 205,485,376 3,430,612 0 208,915,988 49,977,547 16,107,053 158,938,441

機械及び装置 252,575,669 0 0 252,575,669 177,597,084 57,537,532 74,978,585

車両運搬具 16,956,149 0 0 16,956,149 10,589,292 3,529,764 6,366,857

工具器具備品 683,266,394 76,426,979 3,173,006 756,520,367 376,237,234 136,336,459 380,283,133

土　　地 8,293,396,024 0 0 8,293,396,024 0 0 8,293,396,024

建設仮勘定 28,027,457 451,468,500 479,495,957 0 0 0 0

計 16,245,687,786 996,450,875 493,274,269 16,748,864,392 1,637,665,627 558,085,235 15,111,198,765

ソフトウェア 266,183,089 56,970,310 0 323,153,399 150,577,617 62,342,781 172,575,782

電話加入権 1,237,600 152,880 0 1,390,480 0 0 1,390,480

計 267,420,689 57,123,190 0 324,543,879 150,577,617 62,342,781 173,966,262

災害補償互助会預託金 374,000 141,000 0 515,000 0 0 515,000

計 374,000 141,000 0 515,000 0 0 515,000

摘　　要

当 期 償 却 額

資産の種類 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額

そ の 他 の 資 産

期 末 残 高

減価償却累計額

差引当期末残高

有 形 固 定 資 産
合 計

無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産
（償却費損益内）

有 形 固 定 資 産
（償却費損益外）

非 償 却 資 産

（単位：円）

（貯蔵品）

切手 247,160 536,500 668,470 115,190

ガソリン給油券 38,461 260,400 298,861 0

高速回数券 94,786 228,400 215,838 107,348

合計 380,407 1,025,300 1,183,169 222,538

種類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高 摘要
当 期 購 入 ･ 製
造 ･ 振 替

その他 払出・振替 その他
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3 ．有価証券の明細

当事業年度は有価証券を有していないため、記載を省略しております。

4 ．長期貸付金の明細

当法人は、長期貸付を行っていないため記載を省略しております。

5 ．長期借入金及び債権の明細

6 ．引当金の明細

当法人は、引当金を計上していないため記載を省略しております。

7 ．法令に基づく引当金等の明細

当法人は、法令に基づく引当金等を計上していないため記載を省略しております。

①長期借入金の明細
（単位：円）

区分 期首残高 当期増加 当期減少 期末残高 平均利率(％) 返済期限 摘要

施設整備資金
無利子借入金 0 387,765,000 0 387,765,000 － 平成19年3月29日

合計 0 387,765,000 0 387,765,000 －

年度 金額

平成１６年度 129,255,000

平成１７年度 129,255,000

平成１８年度 129,255,000

②債券の明細

　　当法人は、債券の発行を行っていないため記載を省略しております。

注）長期借入金は、日本電信電話株式会社の株式の売却収入の活用による社会資本整備の促進に関する特別措置法による

　　国からの施設整備資金貸付金であり、無利子貸付によるものであります。

　　また、借入金返済時には、施設整備補助金の交付を受けることになっております。なお、平成１６年度以降の返済予定額は

　　次のとおりであります。
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8 ．保証債務の明細

当法人は、債務の保証業務を行っていないため記載を省略しております。

9 ．資本金及び資本剰余金の明細

10 ．積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

（単位：円）

15,268,927,137 0 0 15,268,927,137

15,268,927,137 0 0 15,268,927,137

無償譲与 1,237,600 0 0 1,237,600  電話加入権
 災害補償互助会預託金、
 電話加入権

△ 3,574,741 △ 10,311,426 0 △ 13,886,167

△ 723,957,024 △ 370,886,742 △ 7,953,966 △ 1,086,889,800

△ 5,186,341 △ 10,605,306 0

667,880374,000 293,880 0

当期増加額 当期減少額

△ 15,791,647  建物

△ 1,073,003,633

期末残高 摘要

資本金

△ 360,575,316 △ 7,953,966△ 720,382,283

区分 期首残高

資本剰余金

資本剰余金

政府出資金

計

損益外減価償却
累 計 額

差引計

計

損益外固定資産
除 却 相 当 額

運営費交付金

①積立金の明細
（単位：円）

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

通則法第４４条
第１項積立金 357,299,579 6,384,722 0 363,684,301

②目的積立金の取崩しの明細

　　当事業年度は目的積立金の取崩しがないため、記載を省略しております。
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11 ．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

12 ．国等からの財源措置の明細

当事業年度は運営費交付金以外の国等からの財源措置がないため、記載を省略しております。

①運営費交付金債務の明細
（単位：円）

平成13年度 76,826,383 0 0 0 0 0 76,826,383

平成14年度 120,334,895 0 1,460,657 5,445,300 0 6,905,957 113,428,938

平成15年度 1,027,695,000 896,558,446 120,439,344 293,880 1,017,291,670 10,403,330

合計 197,161,278 1,027,695,000 898,019,103 125,884,644 293,880 1,024,197,627 200,658,651

②運営費交付金収益の明細

　　業務等の区分を行っていないため、記載を省略しております。

期末残高
運 営 費
交 付 金 収 益

資 産 見 返
運営費交付金

資本剰余金 小計
交付年度 期首残高

交 付 金
当 期 交 付 額

当期振替額
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13 ．役員及び職員の給与の明細

14 ．セグメント情報

(平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日)

当法人は、単一セグメントによって事業を行っているため記載を省略しております。

（単位：円、人）

役員 35,125,522 13,579,178 1

非常勤役員 4,100,763 0 0

職員 391,111,207 1,963,368 1

非常勤職員 49,752,713 0 0

合計 480,090,205 15,542,546 2

注１）支給人員数は、平均人員数

注２）役員報酬基準の概要     

注３）職員給与基準の概要     

注４）役員退職手当基準の概要 

注５）損益計算書人件費の計上額には、上記の他、以下のものを含んでおります。

 　法定福利費　　　　　　       　 44,476,749 円

   派遣職員に対する費用　　 46,922,301 円

退職手当
区分

支給額

報酬又は給与

支給額 支給人員支給人員

2

2

47

87

36

　 認可法人の役員の退職金について」(平成１５年１２月１６日閣議決定)に基づいて見積未払

　 計上を行ったものであります。

　 職員の給与は俸給及び諸手当としております。

　 俸給は一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）及び人事院規則を

　 準用し、当研究所職員給与規程に基づき支給しております。

 　研究開発等を事業目的としている特殊法人の退職手当規程を準用し、当研究所役員

 　退職手当規程に基づいております。

   なお、役員退職手当「支給額」欄の金額は、研究開発等を事業目的としている特殊法人の

　 退職手当規程を準用し、当研究所役員退職手当規程及び「独立行政法人、特殊法人及び

　 理事　　 906,000円を月額として支給しております。

 　非常勤役員の報酬は、37,900円を日額として支給しております。

　 その他諸手当については、｢消防研究所役員報酬規程｣に基づき支給しております。

　 理事長　991,000円　

消研輯報　57

- 227 -



３ 施設設備

(1) 土地、建物の現況

平成 16年 3月 31日現在の土地及び建物の現況は、下記の通りである。

ア．土 地

異動年月日 面積(㎡) 異 動 事 由

昭 23(当初) 77,530 国有財産一時使用：当時北多摩郡三鷹町新川 700

25.11. 3 三鷹市制施行により三鷹市新川 700 となる。

32. 7.11 関東財務局より所管換え

34. 1.31 △ 867 公務員宿舎へ用途変更

34. 6.17 △ 19,647 消防大学校へ整理替え

35. 1.16 △ 402 公務員宿舎へ用途変更

35. 8.31 △ 947 〃

38.12.14 1,607 公務員宿舎より用途変更

39. 2. 6 △ 8,780 日本消防検定協会へ出資のため大蔵省へ引継ぎ

40. 4. 1 住居表示変更により三鷹市中原三丁目 14番 1号となる。

40. 7. 9 △ 1,005 公務員宿舎へ用途変更

41. 8.18 △ 1,156 〃

48.11. 2 △ 453 消防大学校へ整理替え

61.10.29 △ 167 三鷹市道路拡張工事のため大蔵省へ引継ぎ

63. 1.14 △ 100 調布市道路拡張工事のため大蔵省へ引継ぎ

平 9. 2.21 △ 3,715 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

12. 4.21 184 土地登記のため構内測量(42,082㎡)

12. 5. 1 三鷹市側土地登記(15,225㎡)

13. 3.16 調布市側土地登記(26,857㎡)

計 42,082
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イ．建 物

建 物 等 名 称 構 造 面 積(㎡) 床面積(㎡) 備 考

本 館 RC-3 1,421.86 3,968.11 平成 13年 2月竣工

燃 焼 実 験 棟 RC-2 301.60 507.58 〃 〃

車 庫 棟 S-1 297.97 248.78 〃 〃

非 破 壊 検 査 棟 RC-1 77.65 77.65 平成 13年 3月竣工

自 転 車 置 場 S-1 18.51 18.51 〃 〃

廃 棄 物 置 場 RC-1 52.50 52.50 〃 〃

総 合 消 火 研 究 棟 RC-4-1 1,251.87 2,503.00 平成 8年 3月竣工

S-1

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 〃 〃

情 報 管 理 棟 RC-2 488.33 772.11 〃 〃

機 械 研 究 棟 RC-3 643.35 1,143.33 〃 〃

S-1

守 衛 室 RC-1 101.63 83.07 〃 〃

危 険 物 倉 庫 CB-1 79.40 79.40 昭和 29年 3月竣工

防 災 実 験 棟 S-1 575.57 575.57 昭和 56年 3月竣工

ボ ン ベ 庫 CB-1 10.50 10.50 平成 8年 3月竣工

大 規 模 火 災 実 験 棟 SRC-2 1,284.30 2,128.30 昭和 59年 11月竣工

東 倉 庫 W-2 46.86 67.27 昭和 57年 10月竣工

材 料 研 究 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 18.00 18.00 平成 8年 3月竣工

フ ァ ン ル ー ム ( 2 ) RC-1 42.00 42.00 〃 〃

ガ ス バ ナ ー 室 RC-1 20.00 20.00 〃 〃

合 計 8,904.25 17,709.85
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(2) 主な研究施設の概要

施 設 名 概 要

本 館 管理部門の他、研究紹介コーナー、図書室、情報機器室等を有する研究開発

業務の管理中枢機能を持っている施設

情 報 管 理 棟 約 100名を収容できる大会議室、小会議室(2室)を有する施設

機 械 研 究 棟 消防ポンプ、ノズル、ホース等の流体機器に関する研究および防災技術等に関

する研究のための施設

材 料 研 究 棟 危険物施設や消防用資機材の強度を研究するための施設(試作工場を有する。)

防災実験棟 起震機により地震時の地盤、構造物の挙動を把握する研究を行うための施設

建 築防 火研 究棟 火災の感知、初期消火、煙の流動、避難誘導など建物火災に関する研究を行

う施設

大規模火災実験棟 石油タンク等の火災実験を行うための施設(主実験場は面積 576㎡、高さ 20m、

排煙処理設備を備えている。)

物質安全研究棟 危険物、防炎材料などの各種化学物質の安全性についての研究および防火服

の耐熱性能に関する研究を行うための施設

総合消火研究棟 火災・消火に関する基礎、応用研究および各種規模の模型による火災や消火

実験を行う施設(主実験場は面積 625 ㎡、高さ 22m、排煙処理設備を備えてい

る。)

燃 焼 実 験 棟 輻射発生装置、熱風発生装置およびリングバーナ等の実験装置を用い消防機

器および消防装備の耐熱性能、動作特性に関する研究および小規模火災実験

を行い、可燃物の燃焼特性について調べる施設

非 破 壊 検 査 棟 X 線透過画像記録装置により化学電池や化学物質廃棄物等の異常反応に起因

する火災発生メカニズムを非破壊検査にて解析するための施設
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(3) 主な研究設備・機器の整備状況

ア．平成 15年度に整備された主な設備・機器

○ コーンカロリメータ (火災状況に対応した材料の燃焼性状の測定が可能)

イ．その他の主な設備・機器

○ 火炎防護服評価装置 (欧州式・北米式の耐熱防護性能評価装置により測定可能)

○ 全自動圧力追従式熱量計

○ 分析装置付低真空電子顕微鏡(LVSEM) (三次元形状計測装置が取り付けられている)

○ レ－ザ－高速画像計測システム (水の微粒子群の速度や測定空間の粒子の状況を光学的な

レンズで測定でき、迅速に計測デ－タを収集することが可能)

○ 高速型Ｘ線ＣＴ検査装置 (化学物質等を非破壊検査にて解析可能)

○ 回線コントロ－ラ－間接続ソフトウェア(相互接続回線コントローラーのソフトであり、被害情報

及び災害時の防災資源情報等を総合的に把握が可能)

○ 延焼予測システム(広域応援システムを利用して、現場の消防職員が簡易に延焼シミュレーシ

ョンを行い、事前に問題点の抽出やその解決を図ることが可能)

○ 仮想現実災害体験シミュレーターシステム(火災等の災害が発生した建物内の状況を仮想現

実空間で再現し、擬似的な体験が可能)

(4) 図書

ア．蔵書数

単行本 10,209冊

製本雑誌等 8,864冊

イ．平成 15年度に購入した単行本冊数

84冊

ウ．定期購入刊行物

和 誌 55誌

洋 誌 47誌
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エ．定期購読の外国雑誌

雑 誌 名 発行国 雑 誌 名 発行国

Brandschutz ドイツ Journal of Hazardous Materials オランダ

Bulletin of Seismological of America アメリカ J ou rna l o f Geo t e ch i ca l and

Combustion and Flame アメリカ Geoenvirenmental Engineering

Corrosion アメリカ Journal of Physical Chemistry アメリカ

Disasters イギリス Journal of Physics D, Applied Physics イギリス

Engineering Fracture Mechanics イギリス Journal of Research of NIST アメリカ

Emergency Medical Service Journal of Loss Prevention in the イギリス

Fire イギリス Process Industries

Fire and Materials イギリス Loss Prevention Bulletin イギリス

Fire Engineering アメリカ Measurement Science and Technology イギリス

Fire Protection Association NFPA Journal アメリカ

Fire International イギリス Proceeding of IEEE アメリカ

Fire Safety Journal イギリス Proceedings. Matehmatical, Physical イギリス

Fire Safety Engineering イギリス and Engineering Sciences

Fire Technology アメリカ Quarterly Journal of Royal Meteoro- イギリス

Fire and Rescue イギリス logical Society

Géotechnique Seismological Research Letters

Hydrocarbon Processing アメリカ Textile Research Journal アメリカ

I&EC Research アメリカ Trans. ASME JC. Journal of Heat アメリカ

International Journal of Fracture オランダ Transfer

Journal of Applied Fire Sciences アメリカ Trans. ASME JE. Journal of Applied アメリカ

Journal of Applied Meteorology アメリカ Mechanics

Journal of Applied Physics アメリカ Trans. ASME Journal of Manufactur- アメリカ

Journal of Atmospheric Sciences アメリカ ing Science and Engineering

Journal of Chemical Physics アメリカ VFDB Zeitchrift ドイツ

Journal of Electrostatics オランダ

Journal of Fire Sciences アメリカ

Journal of Fluid Mechanics イギリス

Journal of Fire Protection Engineer- アメリカ

ing
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４ 年 表

(1) 昭和 23年～平成 15年度略年表

年月日 事項

23. 3. 7 国家消防庁の内局として消防研究所設立、初代所長に小林辰男就任、定員 87人、書

記室、技術課、査察課の 1室 2課を置く。

25. 2 消防研究所報告創刊

26. 8. 1 書記室を庶務課に改める。

27. 8. 1 行政機構改革により、消防研究所は国家消防本部の附属機関となる。

8.18 検定課(技術課検定係の昇格)を置き、4課制となる。

28. 5 消研輯報創刊

11.11 第 1回全国消防技術者会議開催、以後毎年秋期に開催

～ 12

31. 5. 1 2代所長に鈴木茂哉就任

34. 4.20 消防組織法改正、消防研究所組織規則制定により、所掌業務の明確化、機構改正によ

り、業務の一部及び技官 7人を国家消防本部に移す。

5.11 技術課の各係を研究室に改め、7研究室とする。

35. 7. 1 自治省設置、消防庁はその外局となり、消防研究所は消防庁の附属機関となる。(自

治庁設置法、消防組織法の一部改正)

36. 3.27 R.I実験棟竣工

4. 1 技術課を研究部に改め、9研究室とする。

37.10. 1 3代所長に中田金市就任

38. 4.20 研究部を 2研究部(10研究室)とし、査察課を廃止。(組織規則改正)

12.31 検定課を廃止し(検定業務を日本消防検定協会に移す。)2部 1課制となる。(組織規則

改正)定員 17人減

40. 5.20 総合消火実験棟竣工

42. 3.20 本館庁舎竣工

42. 8 消防研究所年報創刊

43. 3. 7 消防研究所創立 20周年、「消防研究所 20年史」刊行

4.25 排煙救命実験棟及び爆発実験棟竣工

44. 3.20 水力及び機械実験棟竣工

7.22 研究部を 3研究部(12研究室)とし、特別研究員を設ける。(組織規則、同規定の改正)

46. 4.16 消防研究所一般公開、以後毎年春期に公開

46.10. 1 4代所長に熊野陽平就任

48. 4. 1 組織規則の一部改正により、各研究部の研究室について改廃、再編成を行う。

51. 5.10 組織規則の一部改正により、1室新設し、13研究室となる。

53. 3. 7 消防研究所創立 30周年、｢消防研究所 30年史」刊行
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54.10. 1 各部に主任研究官を設置。(消防庁訓令の改正)

55. 5.21 5代所長に矢筈野義郎就任

57. 4. 6 組織規則等の一部改正により研究企画官を設置し、第三研究部の研究室の一部につい

て再編成を行う。(特別研究員を廃止、特殊機材研究室を地震防災研究室へ改編)

58. 5. 1 6代所長に渡辺彰夫就任

59. 7. 1 消防庁の施設等機関となる。

11. 7 排煙処理装置付消火実験棟竣工

61. 5.16 7代所長に山鹿修蔵就任

63. 3. 7 消防研究所創立 40周年、｢最近 10年のあゆみ」刊行

元.11. 6 8代所長に長谷川壽夫就任

3. 8.20 材料実験棟竣工

4. 7. 1 9代所長に佐々木弘明就任

7. 1. 1 10代所長に次郎丸誠男就任

8. 3.29 情報管理棟、機械研究棟、建築防火研究棟、物質安全研究棟及び総合消火研究棟竣工

10. 3. 7 消防研究所創立 50周年、｢消防研究所 50年史」刊行

10. 4. 1 11代所長に亀井浅道就任

13. 1. 6 総務省設置により、総務省消防庁の施設等機関となる

13. 2. 9 本館、燃焼実験棟、車庫棟竣工

13. 3.30 非破壊検査棟竣工

13. 4. 1 独立行政法人消防研究所法施行により、独立行政法人消防研究所となる。1課 3部。

初代理事長に平野敏右就任

14. 4. 1 研究企画部に火災原因調査室を設置。

15. 2. 1 上席研究官を設置。（組織規定の一部改正）

15. 4. 1 1課 3部 1室となる。（組織規定の一部改正）
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５ 平成 15年度刊行物

消防研究所で行った研究成果の一部は、「消防研究所報告」あるいは「消防研究所研究資料」として

刊行し、国内・国外の学会、研究機関、都道府県、消防学校、全国の消防本部等に配布しております。

研究の詳細についてのご希望やご意見等がございましたら、消防研究所までご連絡下さい。

(1) 「消防研究所報告」要旨

ア．通巻 96号（2003年 9月）

【論文】

リチウムの燃焼特性と消火に関する研究 （平成

15年 7月 18日受理）

鶴田 俊、廖 赤虹

リチウムは、一次電池や二次電池の電極材料に

用いられている。リチウムの火災危険を明らかに

する目的で、リチウムの空気および窒素との反応

をカップバーナー装置を改造し、液体金属の試料

を取り扱うことのできる装置を用い調べた。リチウ

ムの空気中での燃焼では炎の明るさはナトリウム

のそれより強く、固体生成物の発生は少なかった。

窒素との反応は、リチウムが残存するにもかかわ

らず終了した。窒素を用い消火する場合、酸素濃

度を 5%以下に下げれば消火できることがわかっ

た。

地下 3 階建物における火災時の階段内の温度分

布に関する実験研究 （平成 15 年 7 月 24 日受

理）

松島早苗、渡部勇市

中型の 2/5 縮尺の地上 1 階、地下 3 階層の階

段室を有する地下模型を用い、開口部として地上

階の出入り口を 1 箇所だけ開け、発熱速度を変え

て地下 3 階を出火階とした火災実験を行った。ま

た、階段内の温度分布を熱収支による基礎式によ

り計算で求め測定結果と比較検討を行った。その

結果、本実験条件では以下のことがわかった。

(1) 階段室内の熱気流温度は、上階へ行くに従い

指数関数的に減少した。また地上階出入り口を全

開、半開にした場合でも、階段室内の熱気流温度

に大きな違いはみられなかった。

(2) 階段内の温度分布を熱収支および圧力分布に

よる基礎式により計算した結果、階段内の温度分

布は熱通過率および熱気流と壁との接触面積によ

り大きく変わり、これらを正確に推定しないと実験

結果とよい一致が得られなかった。

地震動による小規模タンク底部の浮き上がり挙動

について-その 1 浮き上がり回数および高さに関

する検討- （平成 15年 7月 24日受理）

西 晴樹、山田 實、畑山 健

1995年に発生した阪神・淡路大震災の際には、

消防法上の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所の

うち、容量 500kl 以上 1000kl 未満の円筒縦置き方

タンク（小規模タンク）に被害が集中した。小規

模タンクについて、タンク本体と内容物との連成を

考慮した三次元有限要素モデルを用いて、三次元

非線形時刻歴応答解析を行い、実際の地震動が

加えられたときのタンク底部の浮き上がり回数、

最大浮き上がり高さなどの浮き上がり挙動につい

て検討を行なった。

解析の結果、代表的な地震波形を用いた場合、

小規模タンクの底板の浮き上がり回数は、概ね 1

秒に 1 回から 3 秒に 1 回となり、最大浮き上がり

高さは、30cm から 80cm の間となった。また、底

板の浮き上がり長さは、タンク底板の半径の 20%
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から 30%程度となることが分かった。

地震動による小規模タンク底部の浮き上がり挙動

について-その 2 隅角度のひずみと低サイクル疲

労強度- （平成 15年 7月 24日受理）

山田 實、西 晴樹、大塚尚武、吉田聖一

容量が 1,000kl 未満の小規模タンクが地震動を

受けて底部の一部が基礎から浮上る場合につい

て、側板と底板の隅肉溶接部に発生するひずみを

材料の非線形性を考慮した軸対称有限要素法によ

り解析した。また、隅肉溶接部を模擬した L 型試

験片を用いて低サイクル疲労強度実験を行い、溶

接止端部のき裂の有無が破断までの疲労寿命に

及ぼす影響等を調べた。

有限要素法解析の結果、隅肉溶接部近傍の発

生ひずみの挙動は、側板と底板の板厚に大きく影

響を受けることが明らかになった。側板の方が厚

い場合、底板側の止端部のひずみは、繰り返し

浮上りに対してループを描くが、側板の方が薄い

場合、その挙動は複雑となる。

低サイクル疲労強度実験において、溶接止端部

のき烈の有無が破断寿命に与える影響は、低ひ

ずみ領域ほど顕著であることが明らかになった。さ

らに、引張り試験で得られる試験片の破断時の断

面減少率である絞りを用いて Manson-Cofffin 則に

よる低サイクル疲労寿命が推定できることがわか

った。

林冠の閉塞した林内における湿度と土壌含水率の

動態に関する研究 （平成 15年 7月 28日受理）

新井場公徳、寒河江幸平

林冠の閉塞した 2 ヶ所の林野における気象・土

壌含水率の観測を 1 時間間隔で行った。2002 年

中の観測結果を用いて、林床可燃物の含水量変

化に影響を与えると考えられる地上 0.2、1.5m の 2

つの高さの湿度と、実効湿度の考え方を 1 時間間

隔に適用して求めた累積湿度及び地下 10cm の深

さの土壌含水率について検討を行い、以下のこと

が分かった。

・一般に相対湿度は地表付近の方が高く、風速

が小さいときに地表の累積湿度が高いことが多い。

また、秋季～冬季には、結露による水分供給が地

表にあり、累積湿度にもその影響が現れる。

・これらの現象は、林床可燃物の水分動態に影

響を与えると考えられるが、一般的な気象観測で

は観測できず、林野火災発生危険度を過大に評

価する可能性がある。

・地表面下 10cm の土壌水分量は、一定レベル

以上を維持する期間が長い。但し地温が高く降水

がない状態が継続すると、急激に減少する現象が

見られた。急激な減少と日射量の間には明瞭な相

関は見られなかった。

1 ～ 18GHz の電磁波が及ぼす火災感知器への影

響と導電性塗料によるシールド効果 （平成 15

年 7月 30日受理）

田村裕之

無線関連機器が数多く実用化され、自動火災

報知設備が電磁波に曝される機会が増大してい

る。また、総務省が定める「周波数の使用状況」

によると移動体通信や無線 LAN、公衆通信業務

用無線が 1 ～ 18GHz のマイクロ波に拡大してい

る。そこで、1 ～ 18GHz のマイクロ波を電界強度

や放射方法を変化させながら火災感知器（以下、

感知器とする。）に曝露し、そのときの感知器の

動作を確認する実験を行った。さらに、電磁波ノ

イズの影響を受けた感知器に対し、電磁波から回

路動作を守る方策を施し、その結果を検証した。

電磁波曝露実験の結果、光電式感知器と赤外

線感知器はマイクロ波の影響を受けやすい傾向が

確かめられた。電磁波の発生源をダイポールアン

テナと仮定すると、マイクロ波の影響を受けないア

ンテナとの距離は光電式感知機が約 55cm、赤外

線式感知器が約 80cm となり、これらの感知器を

設置した場合には、光電式感知器では 1m、赤外

線式感知器では 2m 以内に無線機を近付けない方

策をとることが望ましい。一方、サーミスタを用い

た熱感知器やイオン化式感知器は電磁波ノイズに
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強いことが分かった。

電磁波による影響を防止するための一方策とし

て、感知器匡体の内側全面に導電性塗料を塗布

した感知器を試作した。受信機とデータ通信を行

うタイプの光電式感知器の場合、シールドのない

感知器では通信エラーが頻発したが、導電性塗

料の塗布により通信エラーがほぼ解消された。1

～ 18GHz の電磁波に対するシールド方法として有

効であった。

プラスチック火災に対するガス系消火剤の消炎濃

度に関する研究 （平成 15 年 7 月 30 日受理）

茂手木剛、澁谷 徹、鶴田 俊、斎藤 直

プラスチック火災に対するガス系消火剤の性能

評価を行った。同軸流バーナーである FRI カップ

バーナーの消炎濃度測定方法に準拠した方法で

燃焼から消炎過程を観察した。試料のプラスチッ

クは燃焼時に溶融し試料外形が変形した。そこで

測定手順を検討し、再現性のある測定方法を定め、

プラスチック火災に対するガス系消火剤の消炎濃

度を測定した。ポリオキシメチレン樹脂（POM）

は、ハロン 1301濃度 5.0%では消炎できなかった。

消炎には、7.4%の濃度が必要であった。窒素を主

成分とする消火剤の消炎濃度は、酸素指数法から

単純に推定した場合、燃焼が 7 分以上継続する

例が観測された。すべての合成樹脂を一律の安

全係数により代表的な消炎濃度から求めることは

できないことがわかった。

【技術報告】

2003 年 5 月 26 日宮城県沖の地震による土砂災害

調査の速報

新井場公徳、鄭 炳表

地震被害情報の収集に関する大規模実証試験

座間信作、畑山 健、遠藤 真、

細川直史、田村裕之、関沢 愛、

高梨健一、新井場公徳、鄭 炳表

大断面トンネル火災における縦流換気時の煙流動

シミュレーション

渡部勇市、阿部伸之

近年の救急出場件数の増加傾向に関する分析

ー救急搬送人数の推移と地域毎の出場頻度の相違ー

久保田勝明、関沢 愛、金田節夫、吉原 浩

産業分類に着目した事業所火災の出火率と焼損

床面積期待値

鈴木恵子

気体分離膜を用いた防火システムの検討ーガス

注入方法に関する予備的な実験ー

廖 赤虹、尾川義雄、鶴田 俊、佐宗祐子

【研究紹介】

火災時の室内酸素濃度と一酸化炭素生成量の関

係について

後藤田浩、佐宗祐子

廃棄物処理施設等における火災に関する文献紹

介

尾川義雄

【解説】

屋外タンク貯蔵所の火災に係る調査の概要につい

て

西 晴樹、山田 實

重油直接脱硫装置火災に係る火災原因調査につ

いて

西 晴樹、山田 實

イ．通巻 97号（2004年 3月）

【論文】

粉末消火剤によるナトリウム燃焼残渣の安定化効
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果 （平成 16年 1月 30日受理）

廖 赤虹、鶴田 俊

窒素で消火したナトリウムの燃焼残渣を大気中

で安全処理する方法を検討する目的で、ナトリウ

ムの燃焼残渣に金属火災消火用の粉末消火剤を

かけたときの安定化効果を調べ、以下の結果を得

た。

(1) 金属火災消火用の粉末消火剤は、窒素ガスで

消火したナトリウムの燃焼残渣を安定化する効果

がある。

(2) 粉末消火剤をかけた燃焼残渣を大気雰囲気で

かき回しても着火しないため、燃焼残渣の安全な

後処理に役に立つ。

(3) 粉末消火剤による安定化効果は、物理的な空

気遮断作用ではなく、燃焼残渣を失活させる化学

的な作用によるものである。

【技術報告】

電子顕微鏡による海底ケーブル破断面の観察

山田 實、真家敦子

平成 15年（2003年）7月 26日に発生した宮城北

部の地震及び平成 15 年（2003 年）十勝沖地震

による防火水槽の被害

吉原 浩

平成 15 年（2003 年）十勝沖地震の際の長周期

地震動の特徴

畑山 健、座間信作

地方自治体の災害対策本部のための地震災害応

急対応支援システムの開発構想

胡 哲新、遠藤 真、座間信作、関沢 愛、

新井場公徳、鄭 炳表、久保田勝明

【解説】

出光興産㈱北海道製油所タンク火災に係る調査概

要について(中間報告)

高崎純治、西 晴樹

(2) 「消防研究所研究資料」の紹介(まえがきから引用)

ア．消防研究所研究資料第 61 号（2003 年 11

月）

ヒドロキシルアミン及びその塩類の危険性に関す

る研究報告書

岩田雄策、古積 博

2000 年 6 月に群馬県のヒドロキシルアミン（以

下、HA という。）を製造する化学工場において、

爆発火災が発生した。また、米国ペンシルバニア

州でも 1999 年 2 月に HA の製造工場において爆

発火災が発生した。HA の水溶液は半導体製造

産業において環境問題で使用禁止になったフロン

の代わりに剥離剤として使用されることから、近年

その需要が大きく伸びてきた化学物質である。ま

た、農薬及び医薬品等の原料としても使用される。

本報告では HA 水溶液の分解による危険性を検

討するために、示差熱分析（differential thermal

analysis、DTA）及び断熱式熱量計（accelerating

rate calorimeter, ARC）による測定、高感度熱量

計 (MS80)による熱流束測定、圧力追従型断熱式

熱量計（APTAC)による圧力上昇速度の測定、小

型密閉式圧力容器試験（miniclosed pressure

vessel test、MCPVT）、消防法圧力容器試験

（pressure vessel test、PVT）及び鉄管試験を行

った。これらの測定によって、HA 水溶液の熱安

定性等の熱特性、分解の激しさ、鉄との反応性等

について調べた。

イ．消防研究所研究資料第 62号（2004年 1月）
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消防用防護服の耐熱性能の評価に関する研究報

告書

箭内英治、鈴木 健、篠原雅彦、畑野 崇

現在の防火服などの耐熱性能は、各地方自治

体の消防独自の仕様に定められており、日本全国

で統一された評価基準はない。しかしながら、既

に、 ISO などでは防火服の耐熱性能の評価法が

規格化され或いは、作成されつつある状況にある。

また、日本における現状を考えると、世界調和や

規制緩和の観点から世界的な標準である ISO を基

にした防火服の耐熱性能の評価法を日本の環境に

合わせて確立することが必要である。

そのために、本研究では消防用防火服の耐熱

性能、快適性能、機能性能に関して実験的に研

究し、日本の気候風土に適した消防隊用防火服

の耐熱性能、快適性能、機能性能を明らかにし、

防火服のトータルな性能評価を行い、防火服の総

合的な性能基準を提案する。

本報告書は、平成 14 年 3 月から平成 17 年 3

月までの 3 年間、消防庁消防研究所で実施するこ

ととなっている重点研究｢消防用防火服の総合的

な性能評価手法に関する研究｣の内の初年度の

｢消防用防火服の耐熱性能に関する研究｣について

の成果をまとめたものである。

ウ．消防研究所研究資料第 63号（2004年 3月）

林野火災の発生危険度と拡大を予測するシステム

の開発に関する研究報告書

佐藤晃由、寒河江幸平、新井場公徳、

佐野俊和、Song Weiguo、小西忠司

近年、インドネシア・スマトラ島、モンゴル、ロ

シア・シベリア地方、中国大興安嶺、韓国江原道、

カナダ、米国南カルフォルニアの火災のように、

世界的に大規模山火事が頻発し、地球温暖化に

よる異常気象等との関連も指摘され、地球環境的

に重要な問題になっている。

わが国の林野火災は、 1980 年代には年間約

4,000 件以上発生していたが、最近では年間約

3,000件と火災件数としては減少している。しかし、

2002 年春、兵庫県、岐阜県などで相次いで発生

した大規模林野火災において大きな被害が生じた

ように、わが国の森林の荒廃、野外レジャー・ブ

ームなどによる入山者の増加などにより、大規模

な山火事発生の危険性はむしろ増大していると考

えられる。

すぐに米国やカナダなどでは、気象情報や衛星

画像による林野の活性度や乾燥度など多くの情報

に基づき、林野火災危険度格付システム（NFDRS）

と拡大予測システム（FARSITE）をインターネット

経由で運用しており、林野火災の発生と拡大の抑

制に大きな成果を上げている。わが国でも、林野

地域における火災発生危険度と拡大危険性を迅速

かつ的確に予測し、効率的な警戒態勢を整備する

ことが求められている。しかし、米国などとは地

形、植生、気象状況が異なるうえ、米国では雷に

よる発火など自然現象に基づく山火事も多いのに

対し、わが国の林野火災のほとんどは人為的要因

に基づくものである。従って、本研究では、わが

国に適した予測システムを開発するため、わが国

の火災特性を分析し、分析結果に基づき、オンラ

イン気象データベース、林野火災データベース、

植生・地形データベース等を利用し、火災の発

生危険性と火災の拡大性状を予測するシステムの

開発を目的とする研究を行った。

さらに、2003 年 10 月、カリフォルニア南部にお

いて 30 万 ha の林野を焼失した火災では、火災発

生危険度は予測システムによって的確に予測され

ていた。しかしながら、30 万 ha を消失するに至っ

た経緯からみると、その後の火災拡大防止対策は

十分であったとはいいがたい。従って、本研究で

は火災発生危険度と拡大の予測と併せて、火災

拡大防止対策についての研究を行った。

本報告書は、平成 13 年 4 月から平成 16 年 3

月までの研究成果をまとめたものである。
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