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グラビア写真Ⅰ

消防研究センター

平成 27 年度の研究活動より

●再生資源物質（単一物質の場合）
の消火性能評価

窒素付加空気を用いた再生資源
物質の消火実験

●再生可能エネルギー関連
設備 ・装 置 の火 災危 険 性
把握

遮光 剤噴 射 装置 （背 負 い
式）による噴射状況

●災害対応のための消防ロボット研究開発

走行型偵察ロボットの走行機構

放水砲ロボットの走行機構

グラビア写真Ⅱ

消防研究センターの研究発表・啓発活動

一般公開

一般公開

（平成 27 年 4 月）

（平成 27 年 4 月）

平成 27 年度

消防防災科学技術賞表彰式

（平成 27 年 11 月）

第 63 回全国消防技術者会議

（口頭発表）

（平成 27 年 11 月）

平成 27 年度

消防防災科学技術賞表彰式

（平成 27 年 11 月）

第 63 回全国消防技術者会議

（展示発表）

（平成 27 年 11 月）

グラビア写真Ⅲ

消防研究センターの関連業務

調査技術会議（東京）

川崎市簡易宿泊所火災調査

（平成 27 年 5 月）

（平成 27 年 5 月）

広島市飲食店火災

鑑識支援

（平成 27 年 10 月）

（平成 27 年 11 月）

簡易宿泊所火災実験

簡易宿泊所火災数値シミュレーション

（平成 27 年 12 月）

（平成 27 年 12 月）

グラビア写真Ⅳ

消防防災科学技術賞

平成 27 年度受賞作品（抜粋）

「ほねプロン」

実験動画にアクセスできる QR コード

透明樹脂製蓄圧式消火器の開発

焼損した在宅酸素療法の酸素濃縮装置

打ち込み用ビット金具の開発

無煙ロースターに起因する火災の再現実験

車両からの出火事例調査

簡易温度算定モデル妥当性の模型による実験
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研 究 業 務

消防活動の安全確保のための研究開発
研究期間：平成 23 年 4 月～平成 28 年 3 月

技術研究部

久保田勝明、新井場公徳、佐伯一夢 *2) 、土志田正二 *5)

地震等災害研究室

火災災害調査部

若月薫 *4)、尾川義雄

原因調査室

火災災害調査部長

天野久徳 *3)

消防庁

内藤浩由

消防技術政策室

技術研究部

1.

森井統正 *1)

大規模火災研究室
*1)

平成 23 年 4 月～平成 25 年 3 月

*2)

平成 24 年 10 月～

*3)

平成 23 年 4 月～平成 26 年 3 月

*4)

平成 23 年 4 月～平成 27 年 12 月

*5)

平成 26 年４月〜

目的

サブテーマⅠ

東日本大震災では、津波によって浸水した地

消防ヘルメット等の装備及び

個人防護技術の研究

域で火災や救助事案が生じたが、消防隊員が進

急激な火災現象に見舞われた場合であっても

入することが極めて困難であったことなどから、

必要最低限の安全性を確保するために適切な個

そのような地域における消火・救助活動が難航

人装備品を開発し、適切に運用することを目的

した。また、震災や台風など豪雨に伴うがけ崩

として、既に開発済みの消防服に加えて、消防

れなどの土砂災害地での二次災害のおそれ、省

隊員が着用した条件における消防ヘルメット等

エネ指向に伴う高気密・高断熱建築物の増加に

の防護装備に求める性能を具体的に示すととも

より消火活動中に急激な火災の拡大に巻き込ま

に、個人防護技術の研究を行う。

れるおそれ、AED の動作不具合など、消防活動

サブテーマⅡ

を安全、迅速、着実に実施するために解決すべ

用車両等の研究

津波浸水域における消防活動

き課題が存在する。本研究課題では、消防活動

津波により浸水しかつガレキが堆積した地域

の安全性や効率性を阻害する要因を除くための

で安全かつ効率的に消防活動を行うことを可能

技術的解決策について研究開発し、消防活動に

とすることを目的として、現場での活動方針を

おける安全性を確保することにより効率的な活

決定するために必要な情報を得るための無人ヘ

動を実現し、一人でも多くの命を救うことを目

リ等による偵察技術の開発並びに当該地域に進

的として、次の 4 つのサブテーマの研究を行う

入して消火や救助、人員収容等の活動が可能な

（図 1-1、表 1-1）。

消防用車両等の仕様策定及び要素技術を研究開

-3-

消研輯報

69（平成 27 年度）

発する。
サブテーマⅢ

開発する。
がけ崩れでの活動における二

サブテーマⅣ

次災害防止機器の研究

AED の不具合の原因調査と

対策検討

土砂崩れによる生き埋め者の救助活動中に更

救急活動において使用中の AED に発生して

なる土砂崩れが起きる前兆がないか監視するシ

いる不具合が疑われるような動作について、そ

ステムを緊急時対応に活用することを目的とし

の発生要因を調査分析し、対応策について検討

て、無人ヘリ等を活用した監視システムを研究

する。

図 1-1
表 1-1
平成 23 年度

本研究の全体概要

5 か年の各サブテーマの研究計画概要
平成 24 年度

平成 25 年度

サブテーマⅠ
消防ヘルメ
ット等の装
備及び個人
防護技術の
研究
サブテーマⅡ
津波浸水域
における消
防活動用車
両等の研究

・海外におけるヘルメット・手
袋・靴の基準の把握
・国内製品と海外製品の性能比較
・ヘルメット・手袋・靴の耐熱試
験の立案・開発

サブテーマⅢ
がけ崩れで
の活動にお
ける二次災

・計測方法の全
体構想の検
討
・無人ヘリの飛

・ガレキの調査
・無人ヘリ等に
よる探索技
術の調査

・ガレキ踏破技
術及びガレ
キ中での活
動に必要な
技術研究
・無人ヘリ等に
よる探索技
術の試作
・無人ヘリの制
御精度向上
・傾斜・位置が
変化する条

平成 26 年度

平成 27 年度

・試作防護装備
・素材の検討
単品・組み合
・素材の耐熱、
わ せ の 耐
耐久性試験
熱・耐久試験
の実施

・消防本部にお
けるフィー
ルド試験

・津波ガレキ中
での消火、救
助、救急搬
送・技術の開
発
・無人ヘリ等の
試験運用

・開発した技術
を車両に実
装するため
の研究
・無人ヘリ等の
試験運用

・模擬実験によ
る検証

・ホバリング条
件で計測を
行うための
解析方法の

・飛行条件で地
形の計測を
行う方法の
開発

・精度向上に関
する研究及
び運用試験
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害防止機器
の研究

行及び姿勢
制御性能に
関する調査

サブテーマⅣ
AED の 不 具
合の原因調
査と対策検
討

・不具合事例の
調査

2.

69（平成 27 年度）

件での地形
計測の方法
の研究

・計測精度を向
上させる測
定方法の研
究

・不具合事例の調査及び解決策の
検討

平成 24 年度の研究計画と成果

2-I

開発

験機関との情報交換を実施し、試験規格提案に

消防ヘルメット等の装備及び個人防護技

向けた議論を主導することを目的として研究を

術の研究

行った。主な成果は以下のとおり。

(1) 海外におけるヘルメット、手袋、靴の基準

→平成 23 年度に完成したヘルメット耐熱性

調査・試験所における評価方法の調査実施及

試験装置を使用し、現在国内での耐熱試験

び技術的問題点の把握

と同じ加熱条件で海外品 2 種国内品 4 種の

平成 23 年度に得られた成果を更に深く掘り

防火帽（消防隊員が使用するヘルメット）

下げ、海外の消防装備の性能基準として主に用

の耐熱性試験を実施した。防火帽をかぶせ

いられている EN 及び NFPA 規格をより詳細に

た人頭模型の温度上昇は現在の耐熱基準

分析し、装備ごとの性能基準・試験規格との関

をクリアしていたが、国内品は衝撃吸収材

係、性能的整合性の問題等を検討し、以下のこ

が溶融・収縮していることが確認できた。

とが明らかになった。

海外品は、帽体が高度な自己消火性を有し

→米国防火協会 NFPA 規格と欧州 EN 規格で

ていることや衝撃吸収材が硬質ポリウレ

規格への考え方が異なり、NFPA 規格はす

タン製であり、帽体に接している部分がわ

べての装備を一つの規格（アンサンブル規

ずかに収縮した程度であった。日本の防火

格）に、EN 規格は欧州における各国の消

帽は、今後は耐熱性が高く、衝撃から頭部

防活動の違いに配慮して装備ごとに性能

を確実に保護する素材を選定する必要が

基準が作成されている（パーツ規格）。防

あると考えられる。

火帽の耐熱規格は消防用防火服との性能

試 験 規 格 の 提 案 に 向 け 、 米 国 ASTM、

の整合性が図られていない。装備ごとの性

ISOTC94SC13（防護服）及び ISOTC94SC14

能規格も必要であるが、装備品同士の耐熱

（消防用個人装備）のワーキンググループ

性能の整合性、動きやすさを担保するため

メンバーに、本プロジェクトで製作したヘ

の装備品質量の設定の必要性、装備品同士

ルメット耐熱性試験装置について情報提供

の干渉など潜在する問題があることが明

を行い、規格文書化への足がかりを作った。

確になった。

(3) 活動中に装備同士で生じる隙間から起因す

(2) ヘルメットを重点とした耐熱性試験装置の

る熱傷の調査

開発

消防活動時に発生した負傷事故について、公

日本をはじめ欧州・米国のヘルメットの製品

務災害に係る実態調査を実施し、主として熱傷

における耐熱性試験を実施し、製品を構成する

を受けた個所、負傷した際の状況など事故に係

素材及び完成品の性能を比較する。また、より

る要素を抽出する。

耐熱性を上げるために今後必要な要素研究を実

→着用時に皮膚が熱に対して無防備になっ

施する。さらに平成 23 年度に引き続き、海外試

ている喉部や耳下など防火帽と面体との
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間に発生する熱傷の検証及び対応策につ

研究

いてサーマルマネキン試験装置にて実施

(1) 津波ガレキを走破するために必要な条件の

した。活動中の動作によっては、防火帽・

検討と津波ガレキ中での消火、救助、救急搬

呼吸器面体・しころの装着時に空間が発生

送に必要な要素技術の基礎的研究

し、皮膚が露出することが確認できた。対

平成 23 年度に得られた消防職員の意見を踏

応策として防火帽の下に防火マスクを着

まえたプロトタイプ車両（水上も運行可能な既

用することは、皮膚の熱傷防止に加え、呼

存の不整地走行車を改良したもの）を製作し、

吸器面体の素材の遮熱にも効果があると

津波ガレキ等を想定した走破実験を行い、津波

確認できた。

ガレキ等を走破するために必要な条件の検討を

(4) 防火服内に潜在する熱傷危険性に関する研

行う。また、消火、救助、救急活動に必要な目

究

標仕様を設定し、その仕様を満足するプロトタ
建物内部で検索救助、消火活動を行う際に、

イプ車両の製作を行う計画のもと、以下の成果

個人防火装備はフラッシュオーバー時と比較し

を得た。

て弱い熱流束を受熱することがある。熱傷受傷

→走破実験（陸上（4 回）、水上（13 回）、雪

は総熱量に依存するため、弱い熱流束であって

上（1 回）、消火（1 回）、救急（4 回）、救

も受熱時間が長い場合には熱傷を発生する問題

助（3 回）等）を行い、津波ガレキ等を走

がある。このような熱傷危険の程度と要因を把

破するために必要な条件の把握を行った。

握するため、防火服及びその下に着用する活動

その結果、陸上、水上とも、大きさを統一

服と下着を総合した熱傷危険性について実験を

した木材上の走行性能は高いことが判明

行い、検証する。

した。また、大きさの異なる木材、金属等

→平成 24 年度では、通常の屋内進入時の熱

が混在した実際のガレキの走破性能に関

環境で現在流通している防火服の内部（活

しては、試作した走破装置の改良が必要な

動服・下着）でどのような熱伝導が生じて

ことが判明した。また、来年度の実証検証

いるのか、また活動中に活動服・下着生地

に向けて消火、救助、救急、無線のプロト

が吸水した際に、熱傷の促進に影響を与え

タイプ車両の製作を行った。

るか、防火服生地加熱装置を製作し検証し

(2) 無人ヘリ等から取得したデータから、偵察

た。

要素を抽出又は推定するための解析方法の検討

実験では、屋内進入時に消防隊員が受け

2-II

画像から無人ヘリ等の位置及び姿勢並びに地

ていると思われる熱強度（約 12～20kW/m2 ）

形を解析する装置を試作して無人ヘリ等に搭載

に対して、活動服と下着の含水率をそれぞ

し、実際の運用に即した時間及び人手で偵察要

れ最大・最小（計 4 種類）の条件で実施し

素を抽出できるかどうか検討する研究を行った。

た。その結果、活動服が最大に含水しかつ

→平成 24 年度では、現場運用を考慮した時

下着が乾燥した条件では、活動服及び下着

間及び人手で飛ばせる機体の性能及びデ

がともに乾燥している条件と比べ、加熱条

ータ解析方法についての技術調査を行い、

件によらず単位時間あたりの温度上昇が約

試作機の仕様を策定し導入した。

1.5 倍になり、痛みを感じた後、可能な限

2-III

り速く退避しないとより高い熱傷リスクが

機器の研究

あることが明らかになった。

(1) 無人ヘリ等の飛行制御及び姿勢制御の向上

津波浸水域における消防活動用車両等の

がけ崩れでの活動における二次災害防止

無人ヘリの位置及び姿勢の安定性の向上とそ
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れらの計測精度の向上のための技術を開発し、

衝撃吸収用途の発泡スチロール材料の熱溶融防

搭載機器を試作する計画のもと、以下の成果を

止を目的に、発泡スチロールの密度、耐熱コー

得た。

ティング、空気層の効果の検証を実施中。素材

→無人ヘリへ搭載する地形計測装置に対し

及び空気層の最適配置に関する数値計算プログ

て、室内での振動実験及び無人ヘリによる

ラムを開発し、ヘルメット内部における熱伝導

飛行実験を行い、当該装置が受ける振動及

計算を実施した。

び傾斜の特性並びに地形計測結果に対す

(2) 活動中に装備同士で生じる隙間で発生する

る振動及び傾斜の影響度合いを把握した。

熱傷を防護するための試験方法の開発

試験結果を受けて、傾斜を抑えつつ発生し

活動中における全体的な装備の耐熱性能を担

ている周期の振動を吸収できる防振ゴム

保することを目的とし、試験評価機関等との議

に選定し直した。防振の更なる改善方法並

論を実施し、実際の着用状態を再現することを

びに搭載機器の振動及び傾斜を計測する

想定した、実現可能な耐熱評価試験方法の立案

センサーについて検討した。

を実施した。

(2) 無人ヘリ等の傾斜及び位置が変化する条件

現状のサーマルマネキン装置では火炎曝露分

における地形計測の方法の研究

布が再現できないため、全体的な装備の耐熱性

無人ヘリの位置及び姿勢に係るデータと地形

能を検証するためには、身体部位毎に切り分け、

計測装置のデータを同期する手法を検討して試

評価することが目的達成への近道であるとした。

作し、実験により精度を検証する。

平成 25 年度は、手部・手首部の評価を実施する

→把握した振動及び傾斜の特性を踏まえ、地

2-IV

試験装置を開発した。手袋を介した熱傷事故の

形計測装置が 10Hz 程度の周波数で振動し

検証に試験装置を活用した。

傾斜する環境下でも正しく地形計測を行

(3) 防火服内に潜在する熱傷危険性及び快適性

うためのソフトウェアを試作した。

に関する研究

AED の不具合の原因調査と対策検討

防火服内の衣服（活動服及び下着）の生地に

→横浜市消防局で発生した不具合事例の調

含まれる水分量の条件をより細かく設定し、ど

査を行い、その解決策の検討として、不具

のような含水率条件が熱傷の促進に影響がある

合の再現実験（振動及び電磁波）を行った。

のかを明確にするとともに、防火服内衣服にお

ただし、現状では不具合の再現ができてい

ける熱伝導における水の拡散の寄与についてモ

なく、今後、皮膚の乾燥による影響等の検

デル化を実施した。

証実験を追加して実施する予定。

防火服用耐熱シミュレーションソフトを防火
服生地各層・空気層の温度情報が出力できるよ

3.

平成 25 年度の研究計画と成果

3-I

う改良した。既存の研究データ及び平成 24 年度

消防ヘルメット等の装備及び個人防護技

に実施した実験データとの相関を検証した。

術の研究

3-II

(1) 軽量・高機能素材の導入に関する検討及び

研究

耐熱・耐久性試験の実施

(1) 平成 25 年度は、消防車両の開発は、平成 24

津波浸水域における消防活動用車両等の

平成 24 年度に実施した耐熱性向上のための

年度に製作したプロトタイプを用いて、消防

要素研究の成果を活用し、国内外で開発され、

現場等において実証実験を行い、津波ガレキ

消防装備に転用可能な軽量・高機能素材の耐

中での消火、救助、救急搬送のために必要な

熱・耐久性試験を実施する。

技術の検討を行う。また、新たな課題として
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3-IV

見つかった、水上操作性の向上、タイヤのパ
ンク対策、波対策を行う。

AED の不具合の原因調査と対策検討

平成 24 年度に行った不具合再現実験の結果

→プロトタイプ車両の消火及び救急タイプ

を踏まえ、その解決策の検討及び解決策の効果

については、実用化も可能となり、実用

に関する検証を実施し、その結果を踏まえ必要

化に必要な仕様を製作した。また、水上

に応じてガイドラインの作成を行う。現段階で

操作性の向上と波対策に関しては、検証

は不具合要因の解明には至っていない。

実験を踏まえた技術的な検討を実施し、

なお、消防庁救急企画室による AED の不具

試作機を作成した。パンク対策は、ウレ

合事例の収集は、件数が減少したことにより平

タン充填、タイヤボール、エアレスタイ

成 24 年 3 月で終了したことから、本サブテーマ

ヤの３種類の対策を検証した。

は平成 25 年度で終了した。

(2) 試作した偵察装置を用いて実際の運用を想
4.

定した実験を行い、装置の改良を行う。

4-I

→所内及び（独）ＪＡＸＡの実験施設で偵

消防ヘルメット等の装備及び個人防護技

察装置の飛行試験を行った。バッテリー

術の研究

低下時の挙動、風に対する挙動及び運用

(1) 軽量・高機能素材の導入に関する検討及び

しやすさを調べた。結果を受けて、機体

耐熱・耐久性試験の実施

状況データの伝送及び画像の伝送の２つ

平成 25 年度に得た耐熱素材及び構造に関す

の無線装置の信頼性の向上、持ち運びや

る知見を利用し、試作消防用ヘルメットを作成

離着陸を容易にする機体形状の変更、電

し、耐熱・耐久試験を実施する。

源の変更などを行った。
3-III

平成 26 年度の研究計画と成果

→試作消防用ヘルメットは、ヘルメットの外

がけ崩れでの活動における二次災害防止

側シェルとその内側にある衝撃吸収用の

機器の研究

発泡スチロールとの間の空気層（高さ約

(1) 平成 24 年度の防振の更なる改善方法並び

5mm）に、遮熱用にメラミンフォームをア

に搭載機器の振動及び傾斜を計測するセン

ル ミ シ ー ト で サ ン ド イ ッ チ し た 部 材(以 下

サーについての検討をふまえ、無人ヘリの

遮熱複合材料)を挿入したものとした。耐熱

位置及び姿勢が変化する中で行う地形計測

試験の結果、最も構造的に熱に弱い発泡ス

の精度を向上させる技術の検討を行い、試

チロールの溶融長さが 5mm 程度と、消防

作する。

現場で使用するには十分耐熱性があるこ

→地形計測装置と同期して、20Hz で装置の位

とが判明した。また、予備実験として遮熱

置及び姿勢を測定する装置を作成し、飛行

複合材料の材質及び厚さの構成を検討し

中のデータ計測を行った。現在、計測精度

た結果、アルミシートの厚さは耐熱性には

について解析をし、計測システムの改良を

影響せず薄いものでも十分耐熱性がある

行った。

ことが判明した。

(2) 無人ヘリをホバリングさせた条件で地形計

この結果、現行の消防ヘルメットに対して

測を繰り返し行い、変形の有無を検知可能と

安価に遮熱性の改良を図れる知見が得られ

するための解析方法を開発する。

た。

→（1）の装置の出力を受けて補正する仕組

(2) 活動中に装備同士で生じる隙間で発生する

みを設計し、ソフトウェアを製作した。今

熱傷を防護するための試験方法の開発
活動中に装備同士で生じる隙間を想定した

後、補正の精度について検討する。
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耐熱試験基準の開発を行う。関節の動きを再現

策の試作機の性能検証を行ったが、試作機

できる手部の改良及び頸部の耐熱試験装置を開

のみでは性能を担保することが出来ず、再

発する。

検討が必要となった。水上ガレキ登坂性能

→手部を模擬した耐熱試験装置の検討を行

を向上させる試作機を製作し検証実験を

ったが、手部における親指付け根の関節の

行った。その結果、まだ完成にはいたらず

横の動きを踏まえた試験装置にする必要

検証を続ける必要があることとなった。

があることが判明した。今回実験に用いた

消火タイプ、救急タイプの一部に関しては、

手部ではこれらの機能を有しておらず実

実用化の検討を行い、平成 27 年夏ごろには実用

験を行えなかった。今後手部の試験装置作

化になることとなった。

成には、この可動域の動きが再現可能な構

(2) 試作した偵察装置を用いて実際の運用を想

造が必要である。

定した実験を行い、装置の改良を行う。

(3) 防火服内に潜在する熱傷危険性及び快適性

→3 回の運用試験（長野県南木曽町土石流災

に関する研究

害現場、和歌山県田辺市深層崩壊現場及び

現在流通している防火服の耐熱・快適性試験

横浜市消防局）を行った結果、機体モニタ

を実施、データベースを作成する。

リング機能の長距離化、電源の強化、トラ

→現在、自治体消防で使用されている防火服

ブル時の対策及び飛行経路設定の簡便化

製造者の防火服生地の耐熱性及び快適性

が必要であることが明らかとなった。この

（代謝熱放出量）試験を行い、データの蓄

うち、機体モニタリング機能の長距離化及

積を行った。

び電源の強化を行った。トラブル時の対策

4-II

津波浸水域における消防活動用車両等の

方法及び飛行経路の簡便化について、検討

研究

している（平成 27 年度に継続）。

(1) 平成 25 年度に作成した水上操作性の向上、

4-III

タイヤのパンク対策、波対策の試作機の性能検

機器の研究

証及び改良を実施する。また、水上ガレキ登坂

(1) 室内試験を行い、地形計測装置の位置及び

性能を向上させる試作機を製作し、検証実験を

姿勢を計測する装置の精度向上方法を検討

行う。

し、装置の改良を行う。

→水上操作性の向上策として市販のカヤッ

がけ崩れでの活動における二次災害防止

→姿勢角度精度 0.05°を目標として屋内試験

クを使った装置を作成した。その結果、安

を行い、数値フィルター処理を試みたが、

定性を向上させるには十分な性能を担保

現在使用している装置では目標精度の達

することが判明した。タイヤのパンク対策

成が困難であることが明らかとなり、装置

に関しては、空気が入っていないエアレス

を変更した。

タイヤ、タイヤの中に プロピレングリコー

(2) 屋外試験を行い、地形計測装置の測定範囲

ルを主体とした ゼ リ ー を タ イ ヤ の 中 に事

及び測定密度の最適な決め方や精度の向上

前に入れておくパンク防止剤、ゴムボール

方法について検討し、変位の検出手法の改

を入れるタイヤボール、ウレタンをタイヤ

良を行う。

の中に入れたタイプの性能試験を実施し

→地形計測装置のデータを位置及び姿勢の

た。その結果、津波ガレキを走破するには

データを用いて補正する方法について屋外

性能コストを踏まえウレタンを入れるの

実験を行い、データ同期できることを確認

が最も効果的であることが判明した。波対

したが、位置及び姿勢の測定値のばらつき
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の影響が大きいことからばらつきの圧縮の

→前年度に引き続き、機体の安全性及び機能

ためのフィルター処理について検討した

性向上のため、電源の冗長化、ガス検知器

（平成 27 年度に継続）。

の発報時の伝達方法の改良及び飛行経路
設定方法の簡便化を行った。運用試験（3

5.

平成 27 年度の研究計画と成果

5-I

回）及び消防機関における意見聴取（7 回）

消防ヘルメット等の装備及び個人防護技

の結果を元に、消防活動における偵察用途

術の研究

に必要と考えられる仕様及び運用方法に

(1)消 防 ヘ ル メ ッ ト に 関 す る 遮 熱 複 合 材 の 遮 熱

ついてまとめているところである。この研

メカニズムを明らかにするために、耐熱シミュ

究で得られた知見を活用して、緊急消防援

レーションを行う。また、この結果をまとめた

助隊用無人偵察システムの仕様書の作成

報告書を作成する予定。

及び配備先における運用要綱の策定に協

→簡易なモデルで上記耐熱シミュレーショ

5-II

力した。

ンを行い、挿入したアルミシートの熱拡散

5-III

による遮熱メカニズムの基礎的な傾向把

機器の研究

握を行った。

(1) 位置及び姿勢の測定装置の計測値を目標精

がけ崩れでの活動における二次災害防止

度とするための処理方法を実現する。

津波浸水域における消防活動用車両等の

→試作した位置及び姿勢の測定装置を用い

研究
(1) 実用化にむけて導入コストも踏まえた、水

て地上における精度試験を行い、位置、ロ

上ガレキ登坂装置、防振ストレッチャー、

ール及びピッチ角の測定は、地形計測装置

水上安定性装置、パンク対策、放水装置等

の稼働に起因する振動により確定的な値

の改良及び性能検証を消防本部等で行い、

が得られないものの、目標精度を確保して

最終的な仕様及び運用マニュアルを作成す

いると評価できた。ヨー角については装置

る。

の特性上目標精度までは得られないもの
の、誤差収束のための事前飛行を行う事に

→上記検討を行い、放水装置は実用化し既に

より圧縮できることが明らかになった。

配備済み。パンク対策は研究を終了し平成
28 年度中に配備予定。防振ストレッチャー

(2) 地形計測装置の測定密度と変形量の測定誤

は、これまでの最大加速度を３割程度低減

差について実験し、後処理による精度向上

する効果が得られているが、水陸両用バギ

手法について検討する。

ーへの取り付け部分においてまだ課題が

(3) 上記 2 つの結果を実装して飛行実験を行い、
誤差の評価を行う。

あり、平成 28 年度研究を継続。水上ガレ
キ登坂装置、水上安定装置は現在基礎研究

→(1)の結果を踏まえ、事前飛行、監視中の飛

中で更なる研究が必要なため、平成 28 年

行方法及び測定密度を変化させて実験を

度以降継続して研究を行う予定。実用化に

行い、次の結果を得た。

至った技術に関しては順次報告書をまと

・ターゲット（9 個）の絶対座標の精度は
5 回の測定で平均 124mm であり、初期

める予定。

値からの差分（再現性）は、平均 74.8mm

(2) 試作した偵察装置を用いて実際の運用を想

であった。

定した実験を行い、消防活動における偵察用

・20cm メッシュ（40 個）の中の測定値を

途に必要と考えられる仕様及び運用方法に

平均した値の初期値からの差分（再現性）

ついてとりまとめる。
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は、８回の測定で 66.3mm であった。こ

5) 森川泰、松本治、神村明哉、新井場公徳、天

の値に対する測定の点密度の影響は見ら

野久徳：消防防災用無人ヘリコプタによる観

れなかった。

測飛行実験、第 13 回計測自動制御学会シス

・壁を変位させる実験において、10cm 程

テムインテグレーション部門講演会、

度の移動は検知できると判定できた。

pp.1605-1606、平成 24 年 12 月 19 日

・誤差要因を分析したところ、ヨー角の測

6) 新井場公徳：崩壊が発生した斜面で再度崩壊

定精度が不十分であった。

が発生する条件、第 51 回日本地すべり学会

以上の結果から、開発した資機材は、表層崩

研究発表会、pp.49-50、平成 24 年 8 月 29 日

壊を危険になる前に検知するために必要な

7) 王功輝、黄潤秋、釜井俊孝、古谷元、新井場

精度（2cm 程度）には到達できなかったが、

公徳：地震・降雨により発生した天然ダムの

大規模な崩壊の直前検知の可能性があると

内部構造と安定性評価について、第 51 回日

結論づけた。

本地すべり学会研究発表会、pp.123-124、平
成 24 年 8 月 29 日

6.

共同研究等外部との協力

8) 王 功 輝 、 新 井 場 公 徳 、 謬 海 波 、 William H.

・一般財団法人カケンテストセンター

Schulz：平成 23 年台風 12 号により紀伊半島

・公益社団法人日本保安用品協会（ISO TC94

で発生した天然ダムの内部構造と安定性評

国内対策委員会）

価について、平成 24 年 5 月 23 日

・独立行政法人産業技術総合研究所

9) 佐伯一夢：災害監視を目的とした自律型飛行

・国立大学法人神戸大学

船ロボットの研究、徳島大学「次世代スーパ

・国立大学法人鹿児島大学

ーサイエンティスト育成講座」特別講演会、
平成 24 年 11 月 10 日

7.

その他

10) 佐伯一夢、深尾隆則、浦久保孝光、河野敬：

(1) 口頭発表・解説

屋外型飛行船ロボットによる災害監視の実

1) 森井統正、尾川義雄、若月薫：防火衣生地を

現性、第 13 回計測自動制御学会システムイ

用いた熱防護性能に関する検証、日本火災学

ンテグレーション部門講演会、pp.1607-1610、

会研究発表会概要集、pp.32-33 (2012.5.21-22)

平成 24 年 12 月 19 日

2) 森井統正、若月薫、尾川義雄：現在の防火服

11) “Evaluation of Functional Underwear for

に求められている性能と潜在する熱傷危険、

Firefighter Clothing by Total Heat Loss”,

第 60 回全国消防技術者会議、消防庁消防研

Advanced Materials Research Vol. 796, 2013,

究センター、2012.10

pages 617-622, K. Wakatsuki, H. Tsuji, T. Kato

3) 森井統正、若月薫、尾川義雄：大規模災害活

and Y. Ogawa

動時の防火服内衣服の水濡れが引き起こす

12) “Influence on Skin Burns by Water Absorbed

危険性について、第 16 回消防防災研究講演

Station Wear and Underwear in Firefighter

会、消防庁消防研究センター、2013.2

Clothing”, Advanced Materials Research Vol.

4) 新井場公徳：大規模災害時の消防の活動現場

796, 2013, pages 623-629, K. Wakatsuki, N.

の安全管理に係る課題－東日本大震災、平成
23 年台風 12 号災害－、第 13 回計測自動制

Morii, Y. Ogawa and H. Tsuji
13) 消防隊員用個人防火装備に関する性能基準

御学会システムインテグレーション部門講

及び潜在する問題点に関する研究、若月

演会、pp.1581-1586、平成 24 年 12 月 19 日

検定協会だより
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14) 新井場公徳・酒井直樹：地表変形に基づく

23) 森川泰、佐伯一夢、新井場公徳、天野久徳、

斜面の崩壊時間予測手法の検討、第 52 回日

松本治、神村明哉：ステレオビジョンによる

本 地 す べ り 学 会 研 究 発 表 会 、pp. 134-135、

位置姿勢計測技術の研究開発、第 14 回計測

2013.8.

自動制御学会システムインテグレーション

15) 古谷元、末峯章、高野祐典、王功輝、新井

部門講演会、2013.12.

場公徳：結晶片岩地すべりにおける連続地温

24) 久保田勝明：津波被害現場に対応した消防

計測による流動地下水脈の動態観測、第 52

車両の開発、検定協会だより、第 397 号、

回日本地すべり学会研究発表会、pp. 143-144、

pp.14-19 (2014.1)
25) Kiminori Araiba and Naoki Sakai: “ Laser

2013.8.
16) 浅野志穂、清水晃、吉永秀一郎、新井場公

Scanner Application in Monitoring Short-Term

徳：阿蘇カルデラ内壁斜面の崩壊地周辺の浸

Slope Deformation”, Landslide Science for a

透能、第 52 回日本地すべり学会研究発表会、

Safer Geoenvironment (Proc. World Landslide

pp. 219、 2013.8.

Forum 3), Vol. 2, pp. 5-11, 2014.6.

17) 王功輝、末峯章、松浦純生、新井場公徳：

26) 新井場公徳・佐伯一夢：2013 年台風 26 号

異常気象時の斜面変動現象：二畝ノ谷地すべ

による伊豆大島における土石流災害の被害

り地における観測結果、第 52 回日本地すべ

状況と消防活動への影響、消防科学と情報、

り学会研究発表会、p.229、2013.8.

No. 118、2014.11.

18) 汪発武、桑田庸平、新満亮介、田坂郁夫、

27) 新井場公徳：地上型レーザースキャナの災

新井場公徳、遠藤真：平成 25 年７月山口・

害対応への活用〜大規模な土砂災害後の地

島根豪雨に伴って発生した地すべりの事例、

形の把握及び小規模な斜面崩壊における変

日本地すべり学会誌、Vol.51、No.2、pp.30-33

形の監視〜、高解像度地形情報シンポジウム

(2014.3)

2014 論文集、pp. 7-10、 2015.3.

19) 佐伯一夢、深尾隆則、村上則幸：全方位カ

28)

Hitomu

SAIKI,

Taisuke

KOBAYASHI,

メラを用いた農業用クローラ型車両の画像

Takanori

に基づく制御、第 57 回システム制御情報学

Kiminori ARAIBA and Hisanori AMANO ：

会研究発表講演会 (2013.5)

Control for Suppressing Roll Motion of Outdoor

FUKAO,

Takateru

URAKUBO,

20) 佐伯一夢：大規模災害時における消防活動

Blimp Robots for Disaster Surveillance, AIAA

のための無人航空機の研究開発、日本航空宇

Science and Technology Forum and Exposition

宙 学 会 関 西 支 部 第 443 回 航 空 懇 談 会 、

2015, 6th January 2015
29) 佐伯一夢：火炎上昇気流中における無人航

2013.9.

空機の飛行制御、第 58 回システム制御情報

21) 佐伯一夢、小林大介、深尾隆則、浦久保孝

学会研究発表講演会、平成 26 年 5 月 23 日

光、新井場公徳、天野久徳：災害監視を目的
とした屋外型飛行船ロボットのロール抑制

30) 佐伯一夢、深尾隆則、浦久保孝光、新井場

制御、第 51 回飛行機シンポジウム (2013.11)

公徳、天野久徳：災害監視を目的とした自律

22) 佐伯一夢、深尾隆則、浦久保孝光、新井場

型飛行船ロボットによる画像計測、ロボティ

公徳：災害監視を目的とした屋外型飛行船ロ

クスメカトロニクス講演会 2014、平成 26 年

ボットの縦系制御、第 14 回計測自動制御学

5 月 27 日

会システムインテグレーション部門講演会、

31) 佐伯一夢、新井場公徳、森川泰、天野久徳：
がけ崩れ現場での消防活動における二次被

2013.12.
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害防止機器の開発-３次元レーザスキャナと

日

GPS/IMU を用いた上空からの地形計測-、ロ

40) 新井場公徳：消防研究センターにおけるド

ボティクスメカトロニクス講演会 2014、平

ローンの開発について、第１回自治体ドロー

成 26 年 5 月 28 日

ン利活用研究会、平成 27 年 10 月 29 日

32) 佐伯一夢：トリムを考慮した屋外型飛行船

41) 佐伯一夢、菅野貴皓：全方位カメラの画像

ロボットの縦系制御、第 15 回計測自動制御

に基づく救急搬送ロボットの走行制御、第

学会システムインテグレーション部門講演

16 回計測自動制御学会システムインテグレ

会、平成 26 年 12 月 16 日

ーション部門講演会、平成 27 年 12 月 14 日

33) 新井場公徳、土志田正二：土砂災害研修、

42) 佐伯一夢、新井場公徳、土志田正二：消防

横浜市消防局研修会、平成 27 年 3 月 18 日

活動用小型無人偵察ヘリコプタの運用の課

34) 新井場公徳、佐伯一夢、土志田正二：消防

題について、第 16 回計測自動制御学会シス

活動用ヘリのデモ飛行及び意見交換会（佐倉

テムインテグレーション部門講演会、平成

市八街市酒々井町消防本部）、平成 27 年 4 月

27 年 12 月 16 日

27 日

43)

35) 新井場公徳：土砂災害について、平成 27 年

Hitomu

SAIKI

： Longitudinal

Control

Considering Trim of Outdoor Blimp Robots for

度神戸市消防局土砂災害に関する研修会、平

Disaster

成 27 年 5 月 14 日

Technology Forum and Exposition 2016, 4th

36) 新井場公徳、佐伯一夢、土志田正二：消防
活動用ヘリのデモ飛行及び意見交換会（船橋

AIAA

Science

and

January 2016
44) 新井場公徳、佐伯一夢、土志田正二：UAV
（ドローン）の消防機関における活用につい

市消防局）、平成 27 年 5 月 21 日

て、千葉県消防長会警防防災委員会研修会、

37) 新井場公徳、佐伯一夢、土志田正二：消防

平成 28 年 2 月 5 日

活動用ヘリのデモ飛行及び意見交換会（横浜
市消防局）、平成 27 年 8 月 6 日

Surveillance,

45) 新井場公徳、土志田正二：土砂災害研修、

38) 新井場公徳：台風に備えて〜土砂災害から

相模原市消防局研修会、平成 28 年 2 月 25 日

身を守る〜、平成 27 年度横浜市金沢区防災

46) 新井場公徳、佐伯一夢、土志田正二：UAV
（ドローン）の消防機関における活用につい

講演会、平成 27 年 9 月 26 日
39) 新井場公徳、土志田正二：土砂災害の後は、

て、岡山市消防局消防教育訓練センター、平

何に、いつまで警戒すべきか、日本地すべり

成 28 年 3 月 23 日

学会第 54 回研究発表会、平成 28 年 8 月 26
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危険性物質と危険物施設の安全性向上に関する研究
研究期間：平成 23 年 4 月～平成 28 年 3 月
火災災害調査部

原因調査室

西晴樹

技術研究部

施設等災害研究室

畑山健、徳武皓也 *3)

技術研究部

危険性物質研究室

岩田雄策

技術研究部

佐宗祐子

消防庁

廣川幹浩 *2)、内藤浩由

総務課

座間信作 *1)

火災災害調査部長

1.

*1)

平成 23 年 4 月～平成 25 年 3 月

*2)

平成 24 年 1 月～平成 24 年 3 月

*3)

平成 26 年 4 月～

目的

傷メカニズムを解明し、現行の消防法令には規

東日本大震災においては、津波による石油タ

定がない津波に対する石油タンクの強度につい

ンクの流出、損傷及び危険物流出事故が発生し

て検討を行い、補強など損傷発生防止策の有効

た。中には、津波時に石油タンクから危険物が

性を確認する。

流出し、石油コンビナート火災に発展した事例

サブテーマⅡ

巨大地震による石油コンビナ

もあり、石油タンクの安全性の確保や被災地の

ート地域における強震動予測及び石油タンク被

復旧・復興における石油類などのエネルギー確

害予測の研究

保の重要性が改めて認識されたところである。

我が国観測史上初の M9 クラスの地震である

我が国では、南海トラフや首都圏直下などでも

2011 年東北地方太平洋沖地震の際に観測され

大地震の発生が危惧されており、石油タンクの

た強震動の特性とその強震動が石油タンクに及

津波・地震動被害の予防・軽減対策は、なお一

ぼした影響の分析を行うことなどにより、強震

層その重要性を増している。

動及び強震動による石油タンクの被害の予測・

一方、震災後の石油類の需要増加、環境保護

推定精度の向上を目指した研究を行う。

の観点及び資源の再利用に関する社会的要請に
呼応して、再生資源燃料や金属スクラップなど

サブテーマⅢ

再生資源物質の火災危険性評

価方法及び消火技術の開発

の利用がさらに増加することが予想される。こ

現状では総合的で適正な危険性評価手法がな

れらの背景のもと、本研究課題では、危険性物

い再生資源物質に対して、再生資源物質の火災

質と危険物施設の安全性の向上のために、次の

を予防するために、蓄熱発火危険性に関する評

4 つのサブテーマの研究を行う（表 2-1）。

価手法を研究する。また、金属スクラップなど

サブテーマⅠ

石油タンクの津波による損傷

メカニズム及び発生防止策の研究
巨大な地震に伴う津波による被害への対応を

の再生資源物質は、消火が困難なものが少なく
ないため、火災予防対策の研究を行うとともに
消火技術の研究を行う。

的確に行うために、津波による石油タンクの損

サブテーマⅣ
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消火薬剤の消火性能に与える影響評価と対応策

た場合に、泡消火薬剤の消火性能がどのような

に関する研究

影響を被ることとなるかを予測・評価するとと

泡消火薬剤へのフッ素化合物添加が禁止され

表 2-1
サブテーマⅠ
石油タンク
の津波によ
る損傷メカ
ニズム及び
発生防止策
の研究
サブテーマⅡ
巨大地震に
よる石油コ
ンビナート
地域におけ
る強震動予
測及び石油
タンク被害
予測の研究

平成 23 年度
・東北地方太平
洋沖地震に
おける石油
タンクの津
波被害の調
査、分析

もに、その対応策について検討を行う。

5 か年の各サブテーマの研究計画概要

平成 24 年度
・津波がタンク
本体及び基
礎に及ぼす
影響の解明
・タンク本体及
び基礎の損
傷メカニズ
ムの解明
・石油コンビナ ・石油コンビナ
ート地域に
ート地域に
おける強震
おける強震
観測［継続］
観測［継続］
・2011 年東北地 ・2011 年東北地
方太平洋沖
方太平洋沖
地震の際に
地震の際に
石油コンビ
石油コンビ
ナート地域
ナート地域
等で観測さ
等で観測さ
れた地震動
れた地震動
の特徴の分
の特徴の分
析［継続］
析
・大地震の震源 ・大地震の震源
から放射さ
から放射さ
れる長周期
れる長周期
地震波の特
地震波の特
性（コーナー
性（コーナー
周期）の再分
周期）の再分
析に基づく
析
長周期帯域
・長周期地震動
の加速度ス
特性と地下
ペクトルの
構造の関係
半経験的表
の検討を目
現式の改定
的として、テ
ス ト サ イ ト ・巨大地震発生
時の石油コ
として選ん
ンビナート
だ石油コン
地域におけ
ビナート地
る強震動予
域における
測
地下構造の
・長周期地震動
予備的調査
特性と地下
構造の関係
の検討を目
的として、テ
ストサイト
として選ん
だ石油コン
ビナート地
域における
地下構造の

平成 25 年度
・タンク、基礎
などの損傷
発生防止策
の検討

平成 26 年度
・危険物漏洩防
止策の検討

平成 27 年度
・石油タンクの
津波損傷防
止策の有効
性の検証

(1) 石油コンビ
ナート地域
における強
震観測［継
続］
(2) 短周期地震
動と石油タ
ンクの被害
に関する研
究
① 加速度応
答距離減衰
式の作成の
ためのデー
タ収集及び
地盤種別分
類方法につ
いての予備
的検討
② 最大地動
加速度値、震
度等の地震
動最大指標
から加速度
応答を推算
できるよう
にするため、
地震動最大
指標と加速
度応答の関
係を整理
③ 平成 23 年
東北地方太
平洋沖地震
の際に観測
された短周
期地震動が
石油タンク
本体に及ぼ
した影響を
評価し、被害
が発生しな

(1) 石油コンビ
ナート地域
における強
震観測［継
続］
(2) 短周期地震
動と石油タ
ンクの被害
に関する研
究
① 加速度応
答距離減衰
式作成のた
めのデータ
収集及び地
盤種別分類
［継続］
(3) 長周期地震
動と石油タ
ンクの被害
に関する研
究
① 震源から
射出される
長周期地震
動の予測精
度を検証し、
向上させる
ための岩盤
上等で観測
された長周
期地震動の
再現実験［継
続］
② 岩盤観測
点に対する
石油タンク
サイトの長
周期地震動
の増幅特性
の評価に関
する手法の

(1) 石油コンビ
ナート地域
における強
震観測［継
続］
(2) 短周期地震
動と石油タ
ンクの被害
に関する研
究
① 加速度応
答距離減衰
式の作成の
ためのデー
タ収集及び
地盤種別分
類［継続］
(3) 長周期地震
動と石油タ
ンクの被害
に関する研
究
① 震源から
射出される
長周期地震
動の予測精
度を検証し、
向上させる
ための岩盤
上等で観測
された長周
期地震動の
再現実験［継
続］
② 岩盤観測
点に対する
石油タンク
サイトの長
周期地震動
の増幅特性
の評価に関
する手法の
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調査［継続］
・石油タンクの
強震動被害
推定システ
ムの実用性
向上に向け
た改良

サブテーマⅢ
再生資源物
質の火災危
険性評価方
法及び消火
技術の開発
（火災危険
性評価）

・熱量計を用い
た固体系再
生資源物質
の蓄熱発火
危険性評価
方法の検討
及び提案
・熱量計を用い
た液体系再
生資源物質
の蓄熱発火
危険性評価
及び提案

・熱量計を用い
た液体系再
生資源物質
の蓄熱発火
危険性評価
及び提案［継
続］
・種々の固体系
及び液体系
再生資源物
質について
熱量計を用
いた危険性
評価
・再生資源物質
の蓄熱発火
試験装置の
検討及び開
発

サブテーマⅢ
再生資源物
質の火災危
険性評価方
法及び消火

・消火性能評価
装置の開発
及び改良

・消火性能評価
装置の開発
及び改良［継
続］

かったこと
との関連の
検討
(3) 長周期地震
動と石油タ
ンクの被害
に関する研
究
① 震源から
射出される
長周期地震
動の予測精
度を検証し、
向上させる
ための長周
期地震動再
現実験を行
う上でのデ
ータ収集と
予備的解析
② 長周期地
震動の短距
離間空間較
差の評価の
ための地下
構造調査の
実施
・熱量計を用い
た液体系再
生資源物質
の蓄熱発火
危険性評価
及び提案［継
続］
・種々の固体系
及び液体系
再生資源物
質について
熱量計を用
いた危険性
評価［継続］
・再生資源物質
の蓄熱発火
試験装置の
検討及び開
発［継続］
・熱量計及び試
作装置を用
いた体系的
な蓄熱発火
危険性評価
方法の検討
及び提案
・再生資源物質
（単一物質）
による消火
性能評価
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予備的検討
③ 長周期地
震動の短距
離間空間較
差の評価の
ためのシミ
ュレーショ
ン技術の検
討

検討
③ 長周期地
震動の短距
離間空間較
差の評価の
ためのシミ
ュレーショ
ン技術の開
発

・熱量計を用い
た液体系再
生資源物質
の蓄熱発火
危険性評価
及び提案［継
続］
・種々の固体系
及び液体系
再生資源物
質について
熱量計を用
いた危険性
評価［継続］
・再生資源物質
の蓄熱発火
試験装置の
検討及び開
発［継続］
・熱量計及び試
作装置を用
いた体系的
な蓄熱発火
危険性評価
方法の検討
及び提案［継
続］
・再生資源物質
（混合物質）
による消火
性能評価

・固体系再生資
源物質等に
ついて、本研
究で提案し
た熱量計等
を用いた危
険性評価例
の充実
・液体系再生資
源物質等の
危険性評価
方法の提案
と妥当性の
検証
・熱量計等およ
び試作した
蓄熱発火試
験装置を用
いた体系的
な蓄熱発火
危険性評価
方法の提案

・再生資源物質
（混合物質）
による消火
性能評価［継
続］

消研輯報

技術の開発
（ 消 火 技
術）
サブテーマⅣ
フッ素化合
物の使用禁
止が泡消火
薬剤の消火
性能に与え
る影響評価
と対応策に
関する研究

2.

・フッ素フリー
泡消火薬剤
の試作
・泡性状コント
ロールノズ
ルの試作
・消火実験時に
使用する泡
性状のデー
タベース作
成

69（平成 27 年度）

・泡性状コント
ロールノズ
ルの試作及
び改良
・消火実験時に
使用する泡
性状のデー
タベース作
成［継続］
・泡性状の違い
によるフッ
素含有及び
フッ素非含
有泡消火薬
剤の消火性
能の検討
・燃焼油面中に
おけるフッ
素含有及び
フッ素非含
有泡の挙動
解析

研究成果

2-I

石油タンクの津波による損傷メカニズム

・規模効果評価
時の泡性状
コントロー
ルノズルの
試作及び実
験装置の改
良
・燃焼油面中に
おけるフッ
素含有及び
フッ素非含
有泡の挙動
解析［継続］
・規模効果評価
時の消火実
験時に使用
する泡性状
のデータベ
ースの作成

・フッ素非含有
泡消火薬剤
の規模効果
の検討
・フッ素含有泡
消火薬剤の
規模効果の
検討

・再生資源物質
等の消火技
術の開発
・フッ素非含有
泡消火薬剤
の規模効果
の検討［継
続］
・フッ素化合物
の使用禁止
が泡消火薬
剤の消火性
能に与える
影響評価と
対応策

曲線を作成・提案した（図 2-1）。この曲線によ
れば、最大浸水深 2m では被害率は約 25%であ

及び発生防止策の研究

るが、これが 4ｍになると被害率は約 80%に急

(1) 2011 年東北地方太平洋沖地震の津波により

増する。仮に津波浸水深を低く抑えることによ

移動の被害を受けたタンクの詳細調査

って配管被害を軽減するという対策を考える場

宮城県、岩手県、青森県、福島県、茨城県の
各県で津波の移動被害を受けたタンクの詳細調

合には、目標として浸水深 2m 程度以下という
のが一つの目安となる。
(2) タンク・基礎の損傷防止策及び損傷時の危

査を行った。その結果、消防庁石油タンク津波
移動被害予測式の予測精度が高いことを確認し

険物漏洩防止策の検討

た。当該予測式が、南海トラフ地震等の将来の

現地調査の結果に基づき、津波で動いた屋外

地震津波にも適用可能な予測手法であることを

タンクの数を精査し、それらの諸元や津波時の

示し、予測式の確立に寄与した。なお、当該予

原位置及び移動先を把握した。また、福島県内

測式は、消防庁 HP で公開され、
「屋外貯蔵タン

において容量 9800kL タンク（1 万 kL クラス）2

クの津波被害シミュレーションツール」
（ ソフト

基が移動したという事例について、貯油量は

ウェア）として全国の消防本部や事業者等で広

6000kL と 7400kL もあったことが分かった。最

く利用されている。

も遠くまで動いたタンクは気仙沼の 2km では

また、石油タンクの配管の被害率（津波最大
浸水深の 1m 間隔の階級毎の［配管に被害が生

なく、女川にあった 980kL タンクで、移動距離
約 5km である。

じたタンク基数］／［当該階級に含まれるタン

貯油量が多かった故に移動被害を免れたと思

ク基数］）と津波最大浸水深の関係を求め、これ

われる実例（ほぼ同じ場所で貯油量が多かった

を対数正規累積分布関数でモデル化して被害率

タンクは動かなかった、少なかったタンクは動
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いたという実例）をいくつか把握。また、小規
模なタンクについて、アンカーボルトが設置さ
れていたが故に移動被害を免れたと思われる実
例（ほぼ同じ場所でアンカーボルトが設置され
ていたタンクは動かなかった、設置されていな
かったタンクは動いたという実例）を数例把握
した。これらのデータは、津波シミュレーショ
ンの基礎データとして活用されると伴に、石油
タンクの津波被害を後世に伝えるための記録と
する。
タンク津波被害シミュレーションや一部現

図 2-2

2011 年東北地方太平洋沖地震の際の石

地調査結果によると、石油タンクの津波移動被

油タンク付属配管津波被害率（■）と被害率曲

害を防止するためには、タンク底板直下への海

線（実線）

水の侵入を防止し、鉛直波力（浮力）の影響を
低下することが重要であることが示唆された。
損傷防止策として、雨水侵入防止シールやアン
カーボルトの設置などが考えられる。

図 2-1

2011 年東北地方太平洋沖地震の際の石

油タンクの津波浸水深と移動被害との関係（タ
ンク容量別）

図 2-3

2011 年東北地方太平洋沖地震の際の石

油タンクの滑動・浮き上がり被害の予測結果と
実際の被害との関係
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図 2-4

69（平成 27 年度）

2011 年東北地方太平洋沖地震の際の石巻市における石油タンクの移動被害

調査結果の一例

図 2-5

2011 年東北地方太平洋沖地震の際の名取市における石油タンクの移動被害

調査結果の一例
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69（平成 27 年度）

巨大地震による石油コンビナート地域に

は、①国立研究開発法人防災科学技術研究所の

おける強震動予測及び石油タンク被害予測の研

強震観測網 K-NET のデータに加え、同強震観測

究

網 KiK-net のデータも利用することにより石油

(1) 石油コンビナート地域における強震観測

コンビナート地域における強震動をより正確に

石油コンビナート地域における強震観測を継

把握できるようにしたこと（これは防災科学技

続し、今研究期間中に、2011 年東北地方太平洋

術研究所との共同研究によるもの）、②長周期地

沖地震の多数の規模（マグニチュード）の大き

震動に関する情報をユーザに対して速やかに電

な余震、2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震

子メールで配信できるようにするための改修を

（M6.7）、2015 年 5 月 30 日の小笠原諸島西方沖

行ったこと、③消防機関等が地震時応急対応を

の地震（M8.1）等から良好な強震記録を取得し、

行う上でとっさに必要となる情報をよりわかり

石油コンビナート地域における強震観測記録の

やすく簡潔に伝達できるようにするために、短

蓄積を行った。これらの記録は次期研究課題に

周期地震動、長周期地震動それぞれについて揺

おいて、石油コンビナート地域における詳細な

れが大きかった順に石油コンビナート地域を並

長周期地震動特性の検討に利活用する予定であ

べその観測値等を列記したリストを作成する機

る。

能を追加する改修を行ったこと等である。

石油コンビナート地域における強震観測の利

「石油コンビナート等特別防災区域地震動観

用方法の一つとして開発を進めてきている「石

測情報システム」は、消防庁における地震時の

油コンビナート等特別防災区域地震動観測情報

応急体制の現場において実際に利活用されてい

システム」（図 2-6）について、高機能化・利便

る。

性の向上を図るための改良を行った。具体的に

図 2-6 「石油コンビナート等特別防災区域地震動観測情報システム」の画面表示例
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(2) 短周期地震動と石油タンクの被害に関する

でも、計算による被害予測と実際がくいちがう

研究

（計算では被害発生の可能性ありと予測される

2011 年東北地方太平洋沖地震の際に石油タ

が実際には無被害）ものがあり、この原因・理

ンクに関する消防法令上の技術基準で定められ

由については検討・考察の余地がある。これら

ている地震動レベルを大きく上回る強震動が観

については今後の課題である。

測された石油コンビナート地域（図 2-7、広野、
小名浜等）に立地していた容量千 kL 以上の大
型石油タンクについて、構造に関するデータを
収集し、短周期地震動が石油タンク本体に及ぼ
した影響を評価し、タンク本体に被害が発生し
なかったことが説明できるかどうか検討した。
短周期地震動による石油タンク本体に対する影
響は、側板に発生する引張応力、圧縮応力及び
アニュラ板の保有水平耐力を計算することによ
り評価し、計算は消防法令上の技術基準及び消
防法令上の技術基準の運用通知である昭和 58
年消防危第 44 号及び平成 6 年消防危第 73 号に
示されているもの（消防庁安全性照査算定式）
図 2-7

によった。

2011 年東北地方太平洋沖地震

の際に石油コンビナート地域付近で観

その結果、一部のタンクを除き、計算結果は

測された短周期地震動のレベル

タンク本体に被害がなかったことが整合するこ
とがわかった。消防庁安全性照査算定式は、1995
年兵庫県南部地震における被害実例に照らし、

(3) 長周期地震動と石油タンクの被害に関する

容量数百 kL 程度の小型のタンクに対する本体

研究

被害発生予測に適用性があることが確かめられ

(3-1) 大地震の震源から放射される長周期地震

ているが、容量千 kL 以上の大型石油タンクに

波の特性（コーナー周期）の再分析

対する本体被害発生予測にも適用性がある可能

観測史上これまでに我が国では経験したこ

性があることがわかった。これは、地震時に石

とのなかった M9 クラスの巨大地震の長周期地

油タンク本体の被害を迅速に推定し、応急対応

震動の経験的予測手法の予測精度を上げること

等に活用しようとするシミュレーション技術の

を目的として、震源から放射される地震波のス

開発・運用において重要な知見となるものであ

ペクトルのコーナー周期（加速度震源スペクト

る。

ルのモデルにおいて、それより短い周期ではス

ただし、2011 年東北地方太平洋沖地震では短

ペクトル形状がほぼ平坦であるが、それより長

周期地震動による石油タンク本体の被害は発生

い周期ではおおむね周期の 2 乗に反比例してレ

していないことから、消防庁安全性照査算定式

ベルが下がることとなる境界にあたる周期）に

が容量千 kL 以上の大型石油タンクについて本

着目して、2011 年東北地方太平洋沖地震を含ん

体被害が発生することを予測しうるものである

だ強震観測記録データセットの再分析を行った。

かという点については確かめられていない。ま

その結果、2011 年東北地方太平洋沖地震の長周

た、平成 23 年東北地方太平洋沖地震の検討事例

期地震動をよりよく再現できるコーナー周期
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Tc (s)と マ グ ニ チ ュ ー ド M

69（平成 27 年度）

提案式よりも既往の式を使ったほうが予測結果

の経験的関係式と

して、

と観測事実の一致度が高くなるとも考えられ、
M8 クラス以下の地震については既往の式を、

Tc  0.5M  2.96

M9 クラスの地震については提案式を使うとい
う使い分けを行うことが妥当とも考えられる。

を提案した。既往のコーナー周期－マグニチュ

(3-2) 石油タンクスロッシング及び長周期地震

ード経験的関係式では、2011 年東北地方太平洋

動の短距離間空間較差の原因の究明

沖地震の Tc は 9.4(s)と評価されるが、この提案

2011 年東北地方太平洋沖地震の際、新潟東港

式によれば 34.7(s)と評価される。これにより、

の石油コンビナート地域の西地区と東地区では、

2011 年東北地方太平洋沖地震については、例え

その距離たかだか約 2km にもかかわらず、また

ば東京大手町では周期 7 秒以上の長周期地震動

両地区の石油タンクに発生したスロッシング高

の予測結果が大幅に改善されるようになった

さは、西地区のほうが東地区よりも系統的に大

（図 2-8）。すなわち、既往のコーナー周期－マ

きく最大 1.5 倍程度の差が見られた（図 2-9）。

グニチュード経験的関係式では、周期 7 秒以上

新潟東港の石油コンビナート地域は石油備蓄基

の周期帯域では予測されるレベル（図 2-8 の黒

地であり、石油備蓄タンクの大きさはほぼ同じ

線）が観測されたレベル（図 2-3 の細い赤線と

で、貯蔵量も通常は満液である。このため、当

青線）を大きく下回るが、提案式に基づいて予

該石油備蓄基地の石油備蓄タンクのスロッシン

測されるレベル（図 2-8 の太い赤線）は観測さ

グ 1 次固有周期はどのタンクも約 10 秒である。

れたそれとほぼ一致する。

当該石油コンビナート地域東地区における
強震観測の継続及び西地区近隣の他事業所から
の地震記録の収集結果、2011 年年東北地方太平
洋沖地震の余震観測記録は、本震時に発生した
長周期地震動レベルが東地区よりも西地区のほ
うが大きかったこと、すなわち両地区のスロッ
シング高さの違いは長周期地震動レベルの違い
によるものであることを示唆することがわかっ
た（本震の地震記録は東地区にはあるが西地区
にはない）。これは、周期 10 秒程度という長周
期の地震動の大きさの場所による違いが、近い
距離であるにもかかわらず意外に大きいかもし
れないことを意味する。
図 2-10 に西地区と東地区で実施した常時微

図 2-8

2011 年東北地方太平洋沖地震

動アレイ観測から推定された地下構造モデル

の際に大手町において観測された長周

（地震波速度構造モデル）の比較を示す。東地

期地震動の疑似速度応答スペクトルと

区では西地区に比べて、全体的に堆積層が薄く、

経験的予測手法により予測されたそれ

とくに S 波速度 1.2km/s 程度の堆積層が薄いこ

との比較

とがわかった。この地下構造の違いが両地区で
の長周期地震動レベル及びスロッシング高さの

ただし、M8 クラス以下の地震については、

差異をもたらした可能性が高いと考えられる。

- 22 -

消研輯報

69（平成 27 年度）

この結果は、周期 10 秒程度という長周期の地震

定量的に説明しうるものであるかの検証はでき

動といえども、その高精度の評価には、全体的

ていない。これは今後の課題であるが、それに

な堆積層の厚さにとどまらずより詳細な地下構

はタンクヤード等サイト直下の地下構造の違い

造情報が必要であることを意味している点で重

から、簡便・実用的に長周期の地震動の大きさ

要である。

の違いを予測する手法が必要であり、その手法

この微妙な地下構造の違いが、両地区に生じ

の研究開発が必要である。

たスロッシング高さ（長周期地震動）の違いを

Sloshing Wave Hight at Shibata
250

200

Wh(cm)

150

100

Niigata‐E
50

Niigata‐W

0
5

図 2-9

6

7

8

9

10
Ts(sec)

11

12

13

14

15

2011 年東北地方太平洋沖地震の際に新潟県内の石油備蓄基地においてで観測された

スロッシングのレベル

図 2-10

新潟東港の石油コンビナート地域における常時微動アレイ観測から推定された地

下構造モデル
2-III

再生資源物質の火災危険性評価方法及び

消火技術の開発

である。
（火災危険性評価）

現在、火災危険性評価手法が定まっていない

適正な危険性評価手法がない種々の再生資源

種々の再生資源物質について、種々の測定装置

物質（図 2-11）について、その火災危険性の評

で火災危険性（蓄熱発火の危険性）の評価を行

価手法を開発し、火災危険性に関する知見の蓄

い、各物質の蓄熱発火の危険性を適正に把握で

積を図るものである。平成 23 年度において得ら

きる評価手法を開発するものである。平成26年

れた主な成果は次のとおりである。

度の研究目的と得られた主な成果は次のとおり

(1) 固体系再生資源物質について、双子型高感
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度熱量計、等温型高感度熱量計及びガス分析

は次のとおりである。

を組み合わせた蓄熱発火の危険性評価方法

(1) 固体系再生資源物質について、平成 23 年度

を提案した。

に提案した蓄熱発火の危険性評価手法を

(2) 液体系再生資源物質について、等温型高感

種々の試料に適用し、蓄熱発火の危険性につ

度熱量計を用いた蓄熱発火の危険性評価方

いて相対評価を行った。その結果、多くの試

法を検討し、基礎的資料を得た。

料で水の添加によって蓄熱発火の危険性が
増加することがわかった (図 2-13)。また、
双子型高感度熱量計を用いて、微生物の活動

科学技術の発展・環境保護意識の高まりにより、
種々の化学物質が開発され、使用形態も多様化

に起因して蓄熱発火を起こす試料を測定し
たところ、常温から発酵発熱した後、酸化発
熱し燃焼に至ることがわかった(図 2-14)。特

蓄熱発火危険性を評価する適正
な方法が無い

問題点

に、発酵発熱が約 15J/g 以上の場合、蓄熱発
火を起こす危険性が高い。

再生資源物質の蓄熱発火危険性評価方法の必要性

(2) 液体系再生資源物質について、試料として
バイオディーゼル等を使用して、窒素および

熱電対

空気中で等温型高感度熱量計による等温実

試料容器
熱電対

恒温槽
試料容器

高感度熱量計

験を行い、蓄熱発火の危険性を評価する手法

評価手法の妥当
性の検証

を検討した。その結果、バイオディーゼルは

蓄熱発火評価装置

空気中において自己触媒的に酸化発熱する

蓄熱発火危険性評価方法

ことがわかった(図 2-15)。窒素中では容器空
蓄熱発火危険性評価方法の提案

図 2-11

間の酸素が消費された後に急激に熱流束は

再 生資源物質 の火災危険 性評価方法

減少した。また、空気中では容器空間の酸素

の開発の概要

が消費された後熱流束は減少するが、試料中
の酸素によって継続的に酸化発熱すること
がわかった。
(3) 再生資源物質の蓄熱発火試験装置の検討を
行い、温度および圧力を同時に測定できる試
験装置を試作した。またこの試作装置を用い
た昇温試験及び等温試験を実施し測定方法
について検討している。
その他、金属スクラップ等の再生資源物質の
消火技術の開発について、得られた主な成果は
次のとおりである。
(4) 再 生 資 源 物 質 の 火 災 の 消 火 性 能 を 詳 細 に
評価するために、燃焼時及び消火時の挙動観

図 2-12

再生資源物質の例（上：RPF、下：木

察や生成ガスの採取や温度計測を可能とす

材ペレットの幹部）

る消火性能評価装置の改良を行う。
これについては、平成 23 年度に作成した作成し

平成 24 年度の研究目的と得られた主な成果

た消火性能評価装置を改良し、消火時の再生資
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源物質内の温度計測および消火時の生成ガスを

性評価が可能となった。また、再生資源物質の

採取可能な構造とした。これにより、消火時の

消火性能を定量的に評価することが可能となっ

発熱温度の変化や発生ガス濃度が計測でき、再

た。

燃危険性の評価や消火時の発生ガスによる危険

7

7
6

5

5

発熱量の危険性

発熱量の危険性

水添加無し
6

4
汚泥燃料
3

腐食畳

2

1

2

4

汚泥燃料

腐食畳

3
石炭

ＲＰＦ

3

4

5

木材ペレット

1

石炭
ＲＰＦ
ＲＤＦ
0

ＲＤＦ

2

木材ペレット

1
0

水添加有り

0
6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

発熱開始温度の危険性

発熱開始温度の危険性

図 2-13 種々の再生資源燃料の蓄熱発火危険性評価結果
発熱開始温度、発熱量および可燃性ガス発生量でもって相対的に蓄熱発火の危険性評価する。左図が
水添加無しの結果、右図が水添加した結果。グラフ右上に位置し、円の面積が大きい試料ほど蓄熱発
火による火災危険性険性が高いことを示す。

2

C80による発酵発熱の測定

受け入れ木材チップ（水を含む）
乾燥木材チップ

酸化発熱

熱流束(mW)

1
発酵発熱
0

酸化発熱

-1

-2

40

60

80

100

120

温度（℃）
図 2-14

双子型高感度熱量計に測定された蓄熱発火を起こした試料の測定結果

水分を添加した場合、常温から発酵発熱が観察され、酸化発熱に移行することがわかる。
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-6

BDF 空気
800mg
500mg
200mg
100mg

800mg,Air

熱流束(W)

4
500mg,Air

3
2

200mg,Air

1
100mg,Air
0
0

100

200x10

時間(s)

3

図 2-15 等温型熱量計によるバイオディーゼルの空気中における測定結果
雰囲気温度：50℃、熱流束の挙動は自己触媒的に酸化発熱することを示している。試料量 800mg の
試料は容器内の酸素が消費されたため熱流束が低下したと考えられる。

平成25年度の研究目的と得られた主な成果は

がわかった。

次のとおりである。

1.5

束

Heat Flow (mW)

(1) 固体系再生資源物質について、本研究で提案

Air

-0.5

流

した蓄熱発火の危険性評価手法を種々の試料

BDF

0.5

熱

に適用し、蓄熱発火の危険性について相対評
価を行った。その結果、これまでの結果と同
様、水の添加によって蓄熱発火の危険性が増

-1.5

Ar

-2.5

加することがわかった。また、双子型高感度

0

50

100

温

熱量計(C80)を用いた結果でも、発酵による発

200

度

熱量が10J/g 以上の場合、蓄熱発火を起こす危

図 2-16

険性が高いことがわかった。

における BDF の熱流束曲線

(2) 液体系再生資源物質について、試料としてバ
イオディーゼル（BDF）及びスクワレン等を使

150

Temp (℃)

C80 による空気中およびアルゴン中

試料量：200mg、試料容器：ステンレス製容
器、昇温速度：0.1K/min

用して、窒素及び空気中でC80による昇温実験

BDF の C80 の結果から、アルゴン中の発熱

を行い、蓄熱発火の危険性を評価する手法を

量は、空気中の発熱量よりも約 1/5 以下程度

検討した。その結果、BDFおよびスクワレンが

に 小 さ く な っ た 。 BDF の 発 熱 検 知 温 度 が

空気中において酸化発熱することを測定で明

65.5℃であることも考え合わせると酸化発熱

らかにした（図2-16）。また、自然発火温度測

していることを示している。

定装置（SIT）との比較によって、SITによっ

(3) 平成 24 年度に試作した蓄熱発火試験装置を

て得られた自然発火温度とC80によって測定

用いてごみ固形燃料(RDF)について測定を行

された発熱検知温度に良い相関性があること

った。昇温試験によって酸化発熱及び等温試
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験を実施した結果、発酵による発熱は微少で
あるため、検知できないが、酸化発熱は検知
することができた。また、RDF の熱分解は発
熱よりも発生した分解ガスによる圧力上昇
による危険性が高いことがわかった（図 2-17）。

図 2-18

等温型高感度熱量計（TAM）による

バイオディーゼル（BDF）の熱流束曲線
試料量：0.5g、周囲温度：70℃
バイオディーゼルの発熱量は 72 時間で 14.7J/g
であった。この値は酸化発熱が蓄熱して火災に
至る危険性があることを示している。
図 2-17

試作した蓄熱発火測定装置による

RDF の圧力挙動

(2) 固体系再生資源物質について、本研究で提

試料量：10g、昇温速度：4.0K/h

案した蓄熱発火の危険性評価手法を有機系の

RDF は 170℃付近から急激に分解ガスを発生

燃料および石炭等に適用し、蓄熱発火の危険

させることがわかる。

性について調べた。その結果、有機系の試料
は水の添加によって常温からの微少な発酵発

平成26年度の研究目的と得られた主な成果は

熱、石炭については常温からの微少な酸化発

次のとおりである。

熱が検出され、蓄熱発火を起こすことがわか

(1) 液体系再生資源物質について、試料としてバ

った。

イオディーゼル（BDF）、亜麻仁油およびスク

(3) 試作した蓄熱発火試験装置(CPVT)によって

ワレンを使用して、熱量計等を用いて蓄熱発

液体系および固体系試料について酸化発熱

火の危険性を評価する手法を検討した。その

による危険性について測定を行った。液体系

結果、双子型熱量計(C80)によって測定された

試料について、試料を脱脂綿にしみ込ませて

発熱検知温度（Ta）が自然発火温度測定装置

測定することにより発熱検知温度（Ta）を測

（SIT）によって得られた自然発火温度と良い

定することができた（図 2-19）。固体系試料

相関性があることがわかった。また、周囲温

について、圧力を指標とすることで、発熱を

度70℃でTAMを使用して熱流束を測定するこ

開始する温度（Tb）を測定することができた。

とによって、BDF等が空気中において酸化発熱

Ta および Tb は高感度熱量計の発熱検知温度

し、火災に至る危険性があることを明らかに

等と良い相関性があることがわかった。

した（図2-18）。
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2-21）。また、CPVTのTaとSITによる自然発

150

火温度には相関があることから、CPVTによ

Temperature（℃）

BDF

Ta=88℃

100

るTaからSITによる自然発火温度を推定す
ることができた。

50

100
0

2

4

6

8

H-TAM(J/g)

0
10

Time（hr）

図 2-19

蓄熱発火測定装置（CPVT）によるバ

イオディーゼル（BDF）の温度上昇曲線

80

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

60
40
20
0

試料（300mg）を脱脂綿に含浸させて測定。昇

Ⅰ

30

温速度：0.12K/min

50

70

90

110 130 150

Ta-C80(℃)

蓄熱発火測定装置（CPVT）によると BDF によ
る酸化発熱の発熱検知温度は 88℃であった。

図 2-20

CPVT によって得られた発熱検知温度は自然発

による発熱検知温度（Ta）と 70℃における等温

火温度測定装置(SIT)による自然発火温度と良

型高感度熱量計（TAM）による発熱量（H）を

い相関性があった。

用いる酸化発熱の火災危険性評価法

双子型等温型高感度熱量計（C80）

領域Ⅳ＜Ⅲ＜Ⅱ＜Ⅰの順に火災危険性が高
平成27年度の研究目的と得られた主な成果は

いことを示している。

次のとおりである。

130

(1) 液体系再生資源物質等について、種々の試料

110

C80 Ta(℃)

に対して熱量計等を用いて蓄熱発火の危険性
を評価する手法を検討した。その結果、双子
型高感度熱量計(C80)によって測定された発熱
検知温度(Ta)が自然発火温度測定装置（SIT）

y = 0.976x ‐ 24.813
R² = 0.8132

90
70
50

によって得られた自然発火温度と良い相関性

80

100

があることが確認された。また、周囲温度70℃

120

140

CPVT Ta(℃)

160

で等温型高感度熱量計（TAM)を使用して得ら

図 2-21

れた発熱量とC80によって測定された発熱検

発熱検知温度（Ta）と双子型高感度熱量計（C80）

知温度を基に酸化発熱による火災危険性を分

による Ta の関係

類する手法を提案した（図2-20）。

酸化による蓄熱発火の危険性を表す指標である

密閉式圧力容器装置（CPVT）による

Ta について、試作した CPVT を用いて、高感度
(2) 液体系再生資源物質等について、試作した密
閉式圧力容器試験装置(CPVT)によって、蓄熱

熱量計である C80 による Ta を推定することが
できた。

発火危険性の指標となる酸化発熱による発熱
検知温度について測定を行った。CPVTによっ

（消火技術）
【平成 23 年度研究計画及び成果】

て測定されたTaとC80によるTaとは良い相関

消火方法が確立されていない図 2-22 に示す

性が見られたことから、CPVTによるTaを基に
C80によるTaを推定することができた（図

ような金属スクラップ等の再生資源物質につい
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て、その火災の性状に応じた泡消火剤の消火作

生する水蒸気の凝縮過程を数値計算プログ

用の最適化を研究する等、有効な消火技術を開

ラムに組み込みが可能か検討を行った。

発する。図 2-23 に水系消火薬剤を用いた金属ス

震災後のガレキの火災については、蓄熱発火

クラップ火災の消火のイメージを示す。平成 23

した内部が広範囲でくん焼（無炎燃焼）してい

年度において得られた主な成果は次のとおりで

る場合が多く、消火活動が長期にわたり、鎮火

ある。

後も白煙が発生し再び火災に発展する場合が多

(1) 消火性能評価装置の開発においては、再生

い。このため、平成 23 年度においては仮置場や

資源物質（木質系、樹脂系、金属系、混合系）

集積場での保管時に発生した火災を早期に収束

を安定に燃焼させ、また、燃焼している再生

させるための、消火活動上の留意点を取りまと

資源物質へ水系及びガス系の消火剤を均一

め、関連消防本部等へ連絡した。また、消防研

に散布できる機構を有する装置を開発した。

究センターのホームページ（http://www.fri.go.jp）

(2) 消火効果予測プログラムの開発においては、

で公開した。これらの知見を踏まえ、ガレキの

再生資源物質の火災に対する消火剤の性能

火災の予防対策とともに、より迅速な消火を実

を総合的に評価するため、消火活動により発

現するために研究を継続する必要がある。

図 2-22

再生資源物質の消火の例（2009 年 9 月

図 2-23

金属スクラップ火災）

水系消火剤を用いた金属スクラップ火災の消火のイメージ
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【平成 24 年度研究計画及び成果】

（木質系燃料）の形状や空隙率をパラメーター

再生資源物質の蓄熱発火試験装置の検討を

にした時の燃焼性状を調べ、燃焼室内への酸化

行い、試作を実施した。

剤流入量に対する、可燃物質量減少率から発熱

また、金属スクラップ等の再生資源物質の消火

速度の変化を調べ、ほぼ完全燃焼可能な酸化剤

技術の開発について、平成 24 年度の研究項目と

流量の関係の一部を実験的に明らかにした。更

得られた主な成果は次のとおりである。

に、各燃焼条件における発熱速度の分布から、

(1) 再生資源物質の火災の消火性能を詳細に評

消火剤等（窒素付加空気、水、泡水溶液、泡）

価するために、燃焼時及び消火時の挙動観察

の投入時期の検討（発熱速度の経時変化より同

や生成ガスの採取や温度計測を可能とする

じ投入方法、投入量でも消火性能が違うため）

消火性能評価装置の改良を行う。

を行った。

これについては、平成 23 年度に作成した

(2) 再生資源物質（混合物質の場合）の消火性

消火性能評価装置を改良し、消火時の再生資

能評価

源物質内の温度計測および消火時の生成ガ

消火性能評価装置を使用し、再生資源物質

スを採取可能な構造とした。これにより、消

（混合燃料）の燃焼性状を調べるための予備実

火時の発熱温度の変化や発生ガス濃度が計

験を実施し、燃焼時間及び有炎燃焼開始時の温

測でき、再燃危険性の評価や消火時の発生ガ

度計測等を行った。
【平成 27 年度研究計画及び成果】

スによる危険性評価が可能となった。また、
再生資源物質の消火性能を定量的に評価す

(1) 再生資源物質（単一物質の場合）の消火性

ることが可能となった。

能評価［継続］
消火性能評価装置を使用し、空隙率 46 %の再

(2) 消火効果予測プログラムの改良
消火効果予測プログラムの改良に必要な、プ

生資源物質（木質系燃料）を空気流量一定条件

ログラム検証用のデータ取得のための、水蒸気

（酸素濃度 21 %（空気）、流量 80 L/min）で燃

プルーム(温度の高い水蒸気は、浮力を生じ、上

焼させ、燃焼前の質量に対し 50 %減少した時点

昇気流が生成され、水蒸気と周囲から連行され

（最大発熱速度となる点）で、窒素付加空気に

た空気の混合体)の実験を実施し、プルーム発生

切り替え、酸素濃度に対する燃料残存割合から、

時の映像情報とプルーム中の軸方向の温度分布

消火性能の検討を行った（図 2-24）。なお、空

を取得した。

気流量 80 L/min の設定は、開放空間中で再生資

【平成 25 年度研究計画及び成果】
(1) 再生資源物質（単一物質の場合）の消火性

源物質を自由燃焼させた時の重量減少速度勾配
に合わせて設定した。またパラメーターとして、

能評価

燃焼前の質量に対し 50 %減少した時点で、窒素

燃焼時及び消火時の挙動観察や生成ガスの採

付加空気に切り替え酸素濃度を変化させてから

取や温度計測を可能とする消火性能評価装置を

5 分後と 10 分後の再生資源物質燃料の残存割合

使用し、再生資源物質（木質系燃料）の燃焼性

を示している(図 2-25)。
その結果、自由燃焼時と同じ酸素濃度 21％

状を調べ、燃焼時間及び有炎燃焼開始時の温度
計測等を行った。

（空気）では、50%質量減少時刻から 5 分後で、

【平成 26 年度研究計画及び成果】

残存割合は、約 19%となり、更に 10 分後では、

(1) 再生資源物質（単一物質の場合）の消火性

約 10%まで減少している。酸素濃度 15%では、

能評価［継続］

5 分後で、残存割合は、約 27%となり、10 分後

消火性能評価装置を使用し、再生資源物質

では、約 21%まで減少している。また、酸素濃
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度 10%では、5 分後で約 30%となり、更に 10

災に対し、圧縮空気泡（CAFS）による、消火効

分後では、約 24%まで減少しており、酸素濃度

果が確認されてきた。この様な、再生資源物質

15%の残存割合の差分とほぼ同じになっている。

の堆積物火災が発生した場合も、泡の封鎖効果

しかしながら、酸素濃度が 5%になると、5 分後

を用いた消火方法が有効であると考えられる。

で約 37%、10 分後で約 36%となり、燃料残存割

堆積物全体を泡で被覆し、外気からの空気流入

合は、ほぼ変化せず、酸素濃度 5%の窒素付加

を封鎖することで、燃えている堆積物は、自ら

空気であれば、一定条件の基であるが、消火可

の燃焼により堆積物内部の酸素を消費すること

能であることを示している。更に、酸素濃度 1%

になる。また、泡の封鎖による消火時間は、火

では、5 分後、10 分後で各々約 43%の燃料残存

災規模に依存するが、堆積物内部の酸素濃度が

割合となり、窒素付加空気投入後、直ぐに消火

5%以下になるまで、堆積物全体を泡で被覆する

できることを示している。

ことで、消火できる可能性があることが、一連

従って、消火剤として窒素付加空気を用い、

の結果から確認できた。

消炎酸素濃度を調べた結果、酸素濃度 5%以下

引き続き、発熱速度の異なる再生資源物質を

であれば、消火可能であることを図 2-25 は示し

可変した場合の検討も併せて行う必要があるが、

ている。

今後の検討課題である。

これまで、金属スクラップ等の堆積可燃物火

図 2-24

窒素付加空気を用いた再生資源物質の消火実験の様子
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50%
経過時間:5分
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【燃料残量/燃焼前の質量】
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図 2-25

2-IV

再生資源物質の酸素濃度と燃料残存割合

フッ素化合物の使用禁止が泡消火薬剤の

したフッ素フリー泡消火薬剤を発泡させる

消火性能に与える影響評価と対応策に関する研

ための泡性状コントロールノズルの試作も

究

並行して行い、泡の消火性能を評価する時に

【平成 23 年度研究計画及び成果】

重要となる、起泡性（発泡倍率）や保水性（還

フッ素化合物が使用禁止された場合の泡消

元時間）を制御できるようにノズルの改良を

火薬剤の消火性能に与える影響についての評価

行った。これら試作した泡消火薬剤と泡性状

研究を実施する。図 2-26 に本研究の背景を示す。

コントロールノズルを使用し、様々な、起泡

平成 23 年度は以下の課題に取り組む。

性（発泡倍率）、保水性（還元時間）の泡を

(1) フッ素フリー泡消火薬剤の試作

生成させるための条件（泡水溶液量、空気流

(2) 泡性状（起泡性、保水性、流動性）コント

量、泡性状コントロールノズルの管路抵抗等）

ロールノズルの試作及び改良

を明らかにして、泡性状のデータベースを作

(3) 消火実験時に使用する泡性状のデータベー

成した。これらデータは、フッ素フリー泡消

ス作成

火薬剤の消火性能を適正に評価するために

平成 23 年度においては、石油タンク火災

必要（同じ泡消火薬剤、同じ泡供給量でも泡

に有効とされる、フッ素化合物含有の 2 種類

の性状を可変することで消火性能が大きく

の泡消火薬剤（粘性付与水成膜泡消火薬剤、

変化するため）となり、今後実施する泡消火

フッ素たん白泡消火薬剤）から、フッ素化合

実験で使用する。

物を抜いた泡消火薬剤の試作を行った。試作
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残留性有機汚染物質フッ素化合物(PFOS)の使用禁止
● ス ト ッ ク ホ ル ム 条 約 （ POPs 条 約 ） 第 ４ 回 締 約 国 会 議
(COP4)
●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

【世界の動向】

フッ素化合物規制の拡大
フッ素化合物を添加しない泡消火薬剤や代替品へ
の移行が不可欠

危険物用消火泡薬剤の多く
はフッ素化合物を添加

フッ素化合物を添加しない泡消火薬剤の
性能評価に関する研究
【研究成果】

【フッ素フリー泡消火実験（イメージ）】

法令上必要となる基礎となるデータを提供し対応策等の基準化に貢献

図 2-26

フッ素化合物が使用禁止された場合の泡消火薬剤の消火性能に与える影響評価研究の背景

率近傍の 0.75[L/min/m2 ]の条件で、消火実験
【平成 24 年度研究計画及び成果】

を実施した。
泡供給率 0.75[L/min/m2 ]の条件では、泡の

平成 24 年度の研究計画とその成果を以下に示
す。

性質となる起泡性（発泡倍率：E）、保水性（還

(1) 泡性状（起泡性、保水性、流動性）コン

元係数：C）を最適化することで、フッ素フ
リー泡消火薬剤である N-FP（フッ素たん白

トロールノズルの試作及び改良［継続］
(2) 消火実験時に使用する泡性状のデータベ

泡：フッ素フリー）においても、火炎抑制の

ース作成［継続］

効果（積算放射熱量抑制効果：γ）を向上でき

(3) 泡性状（起泡性、保水性、流動性）の違

る可能性を示した（図 2-27）。また、フッ素

いによるフッ素含有及びフッ素非含有泡消

化合物を添加しない N-AR-AFFF（粘性付与水

火薬剤の消火性能の検討

成膜泡：フッ素フリー）においては、泡性状

(4) 燃焼油面中におけるフッ素含有及びフッ

を可変し最適化を試みたものの、火炎抑制が
ほぼ出来ないことを示している（図 2-28）。

素非含有泡の挙動解析
試作したフッ素フリー泡消火薬剤と泡性状

すなわち、AR-AFFF（粘性付与水成膜泡：フ

コントロールノズルを使用し、所与の起泡性

ッ素化合物含有）では、フッ素化合物の添加

（発泡倍率）、保水性（還元時間）の泡を生

の有無が火炎抑制の効果に大きく影響し、泡

成させるための条件（泡水溶液量、空気流量、

の消火性能を担保する上で、フッ素化合物の

泡性状コントロールノズルの管路抵抗等）を

添加は重要であることを示している。

明らかにして、泡性状のデータベースを作成

また、燃焼油面中の泡の挙動解析について

した。この泡性状データベースを用いて、フ

は、泡消火過程を可視化できるガラス製のタ

ッ素化合物含有及びフッ素フリー泡消火薬

ンクを作製し（図 2-34）、泡の被覆面積や放

剤の消火性能比較実験を行った。また実験的

射熱の解析を行うことが出来る構造とした

に、泡性状（起泡性、保水性）が、消火性能

（図 2-30）。泡供給率 0.75[L/min/m2 ]の条件で、

に及ぼす影響が最も大きくなる、限界泡供給

各泡消火薬剤の泡の油面被覆率に対する火
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ー泡消火薬剤である N-FP の場合、被覆率と

炎抑制効果の検討を行った。
その結果、フッ素含有泡である泡消火薬剤

放射熱抑制効果の結果から、被覆率が 70[%]

AR-AFFF の場合、被覆率と放射熱抑制効果の

以上であれば、放射熱抑制効果は 60[%]程度

結果から、被覆率が 80[%]程度になれば、泡

となり、火炎抑制できることがわかった（図

性状を最適化することで、放射熱抑制効果が

2-33）。特に N-AR-AFFF は、被覆率が最大で

60～90[%]程度まで増加することがわかった

も 35[%]に留まり、泡が消泡し燃焼油面を被

（図 2-30）。また FP（フッ素たん白泡：フッ

覆出来ないことを示し、また放射熱抑制効果

素化合物含有）の場合、被覆率が 70[%]程度

は、最大でも 20[%]程度となる。これは、火

になれば、泡性状を最適化することで、放射

炎抑制がほぼ出来ないことを示しており、泡

熱抑制効果が 40～70[%]程度まで増加するこ

消火薬剤の種類によっては、フッ素化合物の

とがわかった（図 2-32）。また、フッ素フリ

添加が重要であることを示している（図 2-31）。

図 2-27 フッ素たん白泡のフッ素含有泡(上段：FP)及び
フッ素フリー泡（下段：N-FP）の火炎抑制効果の違い
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の火炎抑制効果の違い
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放射 計

ノズル及びグースネッ

2840
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カメ ラ
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モニター
ノズル

タンク
中心

20
[mm]
100
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レコーダ

カメ ラ

ロー ドセ ル

泡水 溶液 コン プレ ッ サー

図 2-29 燃焼油面中の泡の挙動解析実験装置
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図 2-32 FP の被覆率と放射熱抑制効果

図 2-33 N-FP の被覆率と放射熱抑制効果

図 2-34 燃焼油面中を泡が被覆している様子を横方向（左）とタンク模型の下から見た写真（右）

【平成 25 年度研究計画及び成果】

テストを実施した。低流量時の発泡不安定性

(1) 規模効果を評価可能な泡性状コントロール

を改良するため、ノズル内部構造を変更した

ノズル（起泡性、保水性）の試作及び改良

試作品を製作し、安定した泡性状が得られた。

(2) 規模効果を評価する消火実験で使用する泡

規模効果検討時に必要となる泡性状データ

性状のデータベース作成
平成 26 年度実施予定の、泡消火時の規模効

ベースのデータを取得した。
(3) 燃焼油面中における泡の挙動解析［継続］

果を検討するために必要となる大流量用泡

泡消火時のシール性に寄与すると考えられ

性状コントロールノズルの試作を行い、発泡

る泡厚さが、泡性状の違いによって、どのよ
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うに変化するのか、実験的に考察を行った。

づくことが観測される。これら泡厚さ計測及

2

実験条件は、泡供給率 0.75[L/min/m ]とし、

び泡の油面被覆率の関係から、効果的に火炎

泡消火薬剤は、粘性付与水成膜泡（AR-AFFF）、

抑制可能な条件は、AR-AFFF の場合、被覆率

フッ素たん白泡（FP）を使用した。また、泡

が 80[%]以上、FP の場合、被覆率が 70[%]以

性状として保水性の高い条件と低い条件で

上で、油面中心付近の見かけ泡厚さが 25[mm]

の泡厚計測を実施し比較検討を行った。

以上確保される条件であれば、効果的な火炎

その結果、各泡消火薬剤共に、泡投入直後

抑制が可能であることが示唆された。
【平成 26 年度研究計画及び成果】

から、泡厚さが急激に増加し、その後、消火
開始 60～80[s]後において、急激な泡厚さの減

小規模石油タンク模型(1[m2 ]タンク)の泡消火

少が観測された。保水性の条件によって泡厚

実験で得られた泡性状（発泡倍率、還元係数）

の増減の傾向は異なるが、泡投入直後、燃焼

毎の消火限界泡供給率から（図 2-35）、最も消

油面上から発生する可燃性蒸気を内包した

火性能の高い泡性状の条件をピックアップし、

凹凸状の泡層が形成され、見かけの泡厚さは

4[m2 ]タ ン ク 模 型 で の 泡 消 火 実 験 条 件 と し た 。

増加している。その後、泡が油面を被覆する

4[m2 ]タ ン ク 模 型 用 の 大 流 量 用 型 泡 性 状 コ ン ト

ことによる油面冷却効果により、燃料蒸気圧

ロールノズルを使用し、泡性状の条件決め（泡

が低下することで、泡層の凹凸が抑えられ、

水溶液量、空気流量、ノズル管路抵抗）を行い、

急激に泡厚さが減少すると考えられる。また

規模効果を評価するための泡性状データベース

泡厚さの減少後は、小規模タンクノズル下流

の作成を行った。

側において、非燃焼時に計測した泡厚さに近

図 2-35

小規模石油タンク模型（1[m 2 ]タンク）のフッ素含有泡およびフッ素フリー泡の各泡性状(発

泡倍率:E, 還元係数:C)に対する消火限界泡供給率:Qc の関係

(1) フッ素含有泡消火薬剤の規模効果の検討

有泡である粘性付与水成膜泡(AR-AFFF)の場合、

燃焼規模が消火限界泡供給率に及ぼす影響

4[m2] タンクにおける γ は、1[m2] タンクに対して

の評価を目的とし、スケールアップした石油タ

約 50～70[%]減少した。AR-AFFF の場合、燃焼

2

ンク模型（4[m ]タンク）を用いた泡消火実験を

規模の大きさにより、γ の低下が顕著となり、

おこない、小規模石油タンク模型（1[m2 ]タンク）

規模効果の大きい泡消火薬剤であることがわか

との比較を、積算放射熱量抑制効果:γ[%](=1－

った。また、フッ素含有泡であるフッ素たん白

( 泡 消 火 時 の 600 秒 間 に お け る 積 算 放 射 熱

泡(FP)の場合、4[m2 ]タンクにおける γ は、1[m2 ]

量)/(自由燃焼時 600 秒間における積算放射熱

タンクに比べ、約 15[%]ほど減少した。燃焼規

量)×100)を用いて行った。その結果、フッ素含

模の変化において、γ の低下は、AR-AFFF 程大
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きくなく、規模効果が比較的少ない泡消火薬剤

取 る 条 件 が 2 条 件 あ り 、 更 に 、 Δγ は 、

である事が定性的に明らかとなった。

AR-AFFF-Q1.2-E4.1-C0.0060 の Δγ=44[%]を除

(2) フッ素非含有泡消火薬剤の規模効果の検討

き、各条件で、+10[%]程度となる。1[m2 ]タン

ス ケ ー ル ア ッ プ し た 石 油 タ ン ク 模 型 （ 4[m2 ]

クでの γ は、4[m2 ]タンクに比べ、同等または

タンク）を用いた泡消火実験をおこない、小規

高くなる結果となった。このことは、フルー

2

模石油タンク模型（1[m ]タンク）との比較を、

ド 相 似 側 に よ る 流 量 を 考 え る と 、 0.2 ～

積算放射熱量抑制効果:γ[%]を用いて行った。そ

0.4[L/min]程度、流量の多い条件で、消火実験

の結果、フッ素フリー粘性付与水成膜泡

を実施しており、Δγ が正となる傾向は、スケ

(N-AR-AFFF)の場合、4[m2]タンクにおける γ は、

ール則に合った結果と言える。しかしながら、

2

1[m ]タンクに比べ約 20[%]ほど増加し、またフ

フッ素フリー泡（N-AR-AFFF、N-FP）の場合

ッ素フリーたん白泡(N-FP)の場合も同様、γ は、

は、N-FP-Q1.8-E4-C0.0050 の Δγ=14[%]を除け

2

1[m ]タンクに比べ約 8[%]ほど増加する結果と

ば、各条件とも Δγ は負となり、その差は、

なった。これは、燃焼規模の大きいタンクの方

泡 性 状 に よ り 異 な る が 、 -3[%] か ら 最 大 で

が、消火性能が高くなることを示しており、こ

-17[%]となった。スケール則の傾向とは異な

れはフッ素含有泡の規模効果の検討結果と大き

り、Δγ の正負が逆転する結果となった。これ

く異なる結果となった。消火限界泡供給率近傍

は、消火限界泡供給率近傍での検討であるた

での実験結果であり、消火不安定性が生じるた

め、消火不安定性や、またフッ素フリー泡は

め、結果の再現性を含め、引き続き検討する必

耐熱性がフッ素含有泡に比べ劣ること、更に、

要がある。

1[m2 ]タンクと 4[m2 ]タンクで、泡の被覆速度
が大きく異なっている可能性も考えられる。

【平成 27 年度研究計画及び成果】

引き続き、油面被覆速度を可変した場合の消

(1) フ ッ 素 非 含 有 泡 消 火 薬 剤 の 規 模 効 果 の 検

火性能の違いや、泡の動粘性係数をパラメー
ターにした場合の消火実験を通し、スケール

討［継続］
2

小規模石油タンク模型（1[m ]タンク）とス

則に沿った、燃焼規模効果の検討を行う必要

ケールアップした石油タンク模型（4[m2 ]タン

があると考えられる。

2

ク）を用いた泡消火実験を行い、1[m ]タンク
表 2-1 1[m 2 ]及び 4[m 2]タンクの積算放射熱量抑
制効果

で得られた、最も消火効率の高い泡性状と消
火効果の最も低い泡性状に対する消火限界

実験条件
（Q:泡供給率-E:発泡倍率-C：還元係数）
Q0.7-E8-C0.0011
Q0.7-E8-C0.0021
AR-AFFF
Q0.7-E10.4-C0.0013
Q1.2-E4.1-C0.0060
Q0.8-E4-C0.0022
FP
Q1.2-E12-C0.0039
Q1.7-E8-C0.0011
Q1.7-E12.1-C0.00097
N-AR-AFFF
Q1.7-E9.5-C0.0014
Q2.2-E8-C0.0032
Q1.0-E10.2-C0.0027
N-FP
Q1.8-E4-C0.0050

泡供給 率[L/min/m2 ]のも と、積 算放 射熱量抑
制効果:γ[%]により、泡消火に対する規模効果
の検討を行った。消火限界泡供給率近傍での
泡消火実験のため、消火不安定性も加味し、
γ[%]の変動が大きく、再現性の確認実験を主
として行ったが、昨年度行った結果とほぼ同

積算放射熱量抑制効果γ[%]
1[㎡]
4[㎡]
1[㎡]-4[㎡]
76
76
0
81
74
7
78
69
9
74
30
44
47
34
13
81
81
0
70
77
-7
65
82
-17
68
83
-15
68
71
-3
65
72
-7
68
54
14

じ結果となった。
表 2-1 に、1[m2]と 4[m2 ]タンクにおける γ[%]
と、1[m2 ]と 4[m2 ]タンクの γ[%]の差 Δγ[%]を

(2) フッ素化合物の使用禁止が泡消火薬剤の消
火性能に与える影響評価と対応策

示す。フッ素含有泡（AR-AFFF、FP）である
1[m2 ]と 4[m2 ]タンクの γ において、同じ値を

本研究の目的は、固定泡消火設備等で現在使
用されているフッ素含有の泡消火薬剤が規制さ
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れ、フッ素フリー泡消火薬剤で消火対応する場

N-AR-AFFF においては、2.5～3.2 倍となる。フ

合の泡供給率を示すことにある。現行の消防法

ッ素含有の AR-AFFF においても泡性状の変化

で規定されている、
「 製造所等の泡消火設備の技

により、最大で 1.8 倍の泡供給率で消火対応し

術上の基準の細目を定める告示（総務省告示第

なければならないことを示し、またフッ素フリ

559 号）」内で定められている、上部泡放出口（Ⅰ

ー泡の N-AR-AFFF においては、泡性状を最適

2

型、Ⅱ型） に対する泡 供給率は、4 [L/min/m ]

化しても 2.5 倍以上の泡供給率で対応する必要

と規定されているが、フッ素フリー泡消火薬剤

があることを示している。同様に、FP の Qc min

で消火対応する場合、同等な消火性能を得よう

に対する FP 及び N-FP の増加係数を見ると、FP

とした場合、各泡性状に対する増加係数を乗じ

は、泡性状に対し 1.0～1.7 倍の範囲となり、N-FP

た泡供給率で対応する必要があると考えられる。

においては、1.3～2.4 倍の範囲となる。FP にお

増加係数算出においては、最も消火効率の高い

いても泡性状の変化により、最大で 1.7 倍の泡

泡性状で得られる、粘性付与水成膜泡（以下

供給率で消火対応しなければならないことを示

AR-AFFF）、フッ素たん白泡（以下 FP）の最小

し、また、N-FP においては、1.3 倍以上で対応

2

消火限界泡供給率（以下 Qc min[L/min/m ]）を用

する必要があることを示している。

い、各泡性状の消火限界泡供給率（以下
2

今後、フッ素フリー泡消火薬剤代替時の泡供

Qc[L/min/m ]）との比を、泡供給率増加係数と

給率を厳密に考える場合は、泡性状に対する増

した。その結果を表 2-2 に示す。AR-AFFF の

加係数だけではなく、油種の違いや泡の投入方

Qc min に対する AR-AFFF 及び N-AR-AFFF の増

法、また火災規模による増加係数の検討も併せ

加係数を見ると、AR-AFFF も、泡性状の変化に

て行う必要があり、今後の検討課題である。

よ り 、 1.0 ～ 1.8 倍 の 増 加 係 数 と な り 、 ま た

表 2-2
AR-AFFF
4
8
12

E[-]

各泡消火薬剤の泡供給率増加係数
-1

C[s ]
0.001
1.1
1*
1*

0.002
1.1
1*
1.0

0.003
1.3
1.3
1.2

0.004
1.3
1.3
1.3

0.005
1.4
1.3
1.4

0.006
1.8
1.7
1.4

0.004
3.2
2.9

0.005
-

0.006
-

0.004
1.6
1.6
1.4

0.005
1.6
1.6
1.5

0.006
1.7
1.6
1.7

0.004
2.1
1.7
1.4

0.005
2.4
1.9
1.7

0.006
2.0
2.1

-1

N-AR-AFFF
4
8
12

E[-]

0.001
2.5
2.5
2.5

0.002
2.6
2.5
2.5

0.003
3.0
2.8
2.7
-1

C[s ]

FP
E[-]

C[s ]

4
8
12

0.001
1.1
1.3
1*

0.002
1.3
1.3
1.2

0.003
1.3
1.3
1.3
-1

N-FP

0.001
4
2.0
E[-]
8
2.1
12
2.1
*：Qcminにおける増加係数

C[s ]
0.002
2.2
1.7
1.5

0.003
2.1
1.4
1.3
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(2) 口頭発表・解説

ンク火災用の泡消火薬剤について（第 11 報）

1) 村沢直治、長谷川和俊、岩田雄策、古積

博：

－フッ素フリー泡消火薬剤における泡供給

醤油かす等の微小発熱挙動に関する研究、平

率の影響－、平成 25 年度日本火災学会研究

成 23 年日本火災学会研究発表会、2011.5

発表会 (2013.6)

2) 岩田雄策：高感度熱量計を用いた金属粉の微

13) 石川 亮（深田工業）他 2 名、内藤浩由、遠

少発熱挙動、平成 23 年日本火災学会研究発

藤千秋（第一化成産業）、佐宗祐子：石油タ

表会、2011.5

ンク火災用の泡消火薬剤について（第 12 報）

3) 岩田雄策：化粧油の蓄熱発火危険性に関する

－泡消火における消火過程の実験的考察－、

研究、平成 23 年安全工学研究発表会、2011.12

平 成 25 年 度 日 本 火 災 学 会 研 究 発 表 会

4) 村沢直治、古積 博、岩田雄策、池田光美：

(2013.6)
14) 柏昂希（東京電機大）他 1 名、内藤浩由、

醤油かすの酸欠事故と自然発火の危険性に
ついて、安全工学、1、pp.35-40 (2012.2)

佐宗祐子：対向流拡散火炎の消炎に及ぼすウ
ォーターミスト粒径の影響、平成 25 年度日

5) 岩田雄策：再生資源燃料の熱的危険性とその

本火災学会研究発表会 (2013.6)

評価方法、セイフティエンジニアリング、

15) 廖赤虹（モリタホールディングス）他 3 名、

Vol.39(1)、pp.21-25 (2012.3)
6) 岩田雄策：熱量計等を用いた蓄熱発火の危険

内藤浩由：ウォーターミストによる爆発抑制

性評価方法、火災学会研究発表会、pp.306-309

効果の実験的研究、平成 25 年度日本火災学

(2013.6)

会研究発表会 (2013.6)

7) 岩田雄策：液体化学物質の酸化発熱の危険性

16) A. Yoshida (Tokyo Denki Univ.) 他 1 名, H.

評 価 法 、 安 全 工 学 研 究 発 表 会 、 pp.41-42

Naito, Y. Saso: Effect of water mist on

(2013.11)

temperture and burning velocity of stretchid

8) 岩田雄策：再生資源燃料等の危険性評価方法、

propane-air premixed flames, 7th International

検定協会だより、第392号、pp.23-33 (2013.8)

Conference on Computional and Experimental

9) 岩田雄策：東日本大震災で発生した瓦礫の蓄

Methods in Multiphase and Complex Flow
(2013.7)

熱発火危険性、消防試験研究センターだより

17) 内藤浩由、佐澤 潔（深田工業）他 2 名、遠

Voice、Vol.335、pp.6-8 (2013.9)
10) 古積 博、岩田雄策、山﨑ゆきみ（海上保安

藤千秋（第一化成産業）、佐宗祐子：石油タ

庁）、寺園淳（国立環境研）：金属スクラッ

ンク火災の泡消火効率の改善に関する検討

プ堆積物の火災事例と問題点、安全工学、

－フッ素フリー泡消火薬剤における消火性

Vol.52、No.2、pp.113-120 (2013.4)

能－、第 51 回燃焼シンポジウム (2013.12)

11) Naoharu Murasawa (Chiba Institute of Science),
Hiroshi

Koseki,

Yusaku

Iwata,

18) 柏昂希（東京電機大）他 2 名、内藤浩由：

Takabumi

ウォーターミストの特性が対向流拡散火炎

Sakamoto (Chiba Institute of Science): Causes of

の消炎へ及ぼす影響に関する実験的研究、第

spontaneous ignition by disaster waste generated

51 回燃焼シンポジウム (2013.12)

after Great East Japan Earthquake, Recycling:

19) 内藤浩由：石油タンク火災時の泡消火のメ

Technological Systems, Management Practices

カニズム、検定協会だより、第 396 号、pp.16-28

and Environmental Impact, pp.225-240 (2013)

(2013.12)

12) 内藤浩由、佐澤潔（深田工業）他 2 名、遠

20) K. Hatayama: Spatial variation of long-period

藤千秋（第一化成産業）、佐宗祐子：石油タ

(3 to 10 s) spectral amplification factors in the
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Los Angeles basin observed during the Mw7.2 El

31) 村沢直治（千葉科大）、古積 博（千葉科大）、

Mayor-Cucapah earthquake of April 4, 2010,

岩田雄策、池田光美（苫小牧消防本部）、食品

IAHS – IASPO – IASPEI Joint Assembly

廃棄物等を起因とした自然発火と酸欠事故、都

(2013.7)

市清掃、Vol.68、No.324、pp.177-187、(2015.3)

21) 畑山 健：消防研究センターにおける危険物

32) K. Hatayama: Damage to oil storage tanks due

施設の地震防災に関する研究開発、検定協会

to tsunami of the Mw9.0 2011 off the Pacific

だより、第 393 号、pp.3-7 (2013.9)

coast of Tohoku, Japan earthquake, 10th U.S.

22) K. Hatayama: Sloshing damage to oil storage

National Conference on Earthquake Engineering

tanks due to long-period strong ground motions

(2014.7)

during the 2011 Tohoku, Japan earthquake, 10th
International

Workshop

on

33) 畑山 健、座間信作（横国大）：新潟東港の

Seismic

石油備蓄基地内における長周期地震動特性

Microzonation and Risk Reduction (2013.9)
23) 畑山 健、座間信作（横国大）、西

の短距離での相違について、日本地震学会
(2014.11)

晴樹：

2011 年東北地方太平洋沖地震と 2003 年十勝

34) 大川統一朗、内藤浩由、吉田 亮：よどみ流

沖地震の際の石油タンクのスロッシング被

中に形成されるプロパン －空気予混合火炎

害・長周期地震動の比較、日本地震工学会

の燃焼速度に及ぼすウォーターミストの影

(2013.11)

響 － 、 平 成 26 年 度 火 災 学 会 研 究 発 表 会
(2014.5)

24) 畑山 健、西 晴樹：2011 年東北地方太平洋

35) 内藤浩由、佐澤 潔（深田工業）他 2 名、遠

沖地震の際の津波による石油タンクの被害
（その 2）、日本地震工学会 (2013.11)

藤千秋（第一化成産業）：石油タンク火災用

25) 畑山 健：石油タンクの地震・津波被害予測

の泡消火薬剤について（第 13 報）－フッ素

－何がどこまでできるか？－、消防研究セン

フリー泡消火薬剤における限界泡供給率の

ター第 17 回消防防災研究講演会 (2014.1)

検討－、平成 26 年度日本火災学会研究発表
(2014.5)

26) 岩田雄策、安全工学密閉式圧力容器試験装置

36) 石川 亮（深田工業）他 2 名、内藤浩由、遠

を用いた危険性評価手法、安全工学シンポジウ
ム、pp. 360-361、(2014.7)

藤千秋（第一化成産業）：石油タンク火災用

27) Hazard evaluation with close pressure vessel test,

の泡消火薬剤について（第 14 報）－Ⅱ型泡

th

the 5 International Symposium on Energetic

放出口によるフッ素フリー泡の消火特性に

Materials and their Applications (ISEM2014), p.42,

つて－、平成 26 年度日本火災学会研究発表

2014.11

会(2014.5)

28) 岩田雄策、密閉式圧力容器試験装置を用いた

37) 花井佑一郎（深田工業）他 2 名、内藤浩由：

火災危険性評価手法、安全工学研究発表会、

泡消火補助剤の火災抑制効果に影響を及ぼ

pp.109-110、(2014.12)

す因子の評価、平成 26 年度日本火災学会研

29) 岩田雄策、再生資源燃料等の火災危険性評価

究発表会(2014.5)

方法、安全工学、Vol.53、No.6、pp.410-417、2014

38) 内藤浩由、佐澤 潔（深田工業）他 3 名、遠

30) 古積 博（千葉科大）、坂本尚史（千葉科大）、

藤千秋（第一化成産業）：石油タンク火災の

遠藤和人（国環研）、岩田雄策、分別土の火災・

泡 消 火 効 率 の 改 善 に 関 す る 検 討 –各 泡 消 火

爆発危険性の評価、安全工学研究発表会、

薬剤の消火限界泡供給率について－第 52 回

pp.83-86、(2014.12)

燃焼シンポジウム(2014.12)
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39) 大橋直人（東京電機大）他 2 名、内藤浩由：

ーターミストの影響、平成 27 年度火災学会研

ウォーターミストによる同軸流拡散火炎の

究発表会、pp.104-105、(2015.5)
47) 橋爪脩平（東京電機大）他 2 名、内藤浩由、

リフト火炎の消炎現象に及ぼすリム厚さの
影響、第 52 回燃焼シンポジウム(2014.12)

ウォーターミストによる対向流拡散火炎の

40) Ohashi, N., Naito, H., and Yoshida, A.,

消炎―ミスト粒径および質量分率の影―、平

Experimental

Study

of

Extinguishment

of

成 27 年度火災学会研究発表会、pp.106-107、

Confined Propane/Air Diffusion Flame by Water
Mist,

35th

International

Symposium

(2015.5)

on

48) Ebina, W., Liao, C., Naito, H., and Yoshida, A.,

Combustion, San Francisco, (2014.8).

Influence

of

Water

Mist

on

Ignition

of

41) Hashizume, S., Naito, H., and Yoshida, A.,

Propane/air Mixture, Proceedings of the 10th

Measurement pf Suppression Effectiveness of

Asia-Pacific Conference on Combustion (USB),

Water

Beijing, China, (2015.7).

Mist

Counterflow

with

Varying

Methane/Air

Diameter
Diffusion

Using
Flames,

49) Hashizume, S., Naito, H., and Yoshida, A.,

35th International Symposium on Combustion,

Extinguishment of Counterflow Diffusion Flame

San Francisco, (2014.8).

by Water Mist with Various Diameters and Mass

42) Okawa, T., Ebina, W., Naito, H., and Yoshida,

Fractions, Proceedings of the 10th Asia-Pacific

A., Experimental and Numerical Study of

Conference on Combustion (USB), Beijing,

Laminar Flame Speed Retardation by Water Mist,

China, (2015.7).

35th International Symposium on Combustion,

50) Okawa, T., Ebina, W., Naito, H., and Yoshida,

San Francisco, (2014.8).

A., Inhibition of Propane/Air Premixed Flame by

43) 内藤浩由、花井佑一郎（深田工業）他 3 名、

Water Mist, 10th Asia-Oceania Symposium on

遠藤千秋（第一化成産業）：石油タンク火災

Fire Science and Technology, Tsukuba, (2015,

用の泡消火薬剤について（第 15 報）－フッ

10).

素フリー泡消火薬剤における泡供給率増加

51) 蝦名 航（東京電機大）、廖 赤虹、内藤浩由、

係数の検討－、平成 27 年度日本火災学会研

吉田 亮、プロパン‐空気予混合気の最小着

究発表、pp. 252-253、(2015.5)

火エネルギーに及ぼすウォーターミストの
影 響 、 第 53 回 燃 焼 シ ン ポ ジ ウ ム 、 pp.

44) 花井佑一郎（深田工業）他 3 名、内藤浩由、

552-553 、(2015.11)

遠藤千秋（第一化成産業）：石油タンク火災

52) 大川統一朗、内藤浩由、吉田

用の泡消火薬剤について（第 16 報）－燃焼

亮、ウォー

規模が限界泡供給率に及ぼす影響について

ターミスト粒径がプロパン空気予混合火炎

－、平成 27 年度日本火災学会研究発表会、 pp.

の層流燃焼速度に及ぼす影響、第 53 回燃焼

254-255、 (2015.5)

シンポジウム、 pp. 554-555 、(2015.11)

45) 大川統一朗（東京電機大）他 1 名、内藤浩

53) 内藤浩由、天野久徳、石油タンク火災時の

由、プロパン-空気予混合火炎の燃焼速度と火

泡消火技術、第 16 回計測自動制御学会シス

炎温度に及ぼすウォーターミストの影響、平

テムインテグレーション部門講演会、

成 27 年度火災学会研究発表会、 pp. 102-103 、

(2015.12)

(2015.5)

54) 畑山 健、座間信作（横国大）：新潟東港の

46) 蝦名 航（東京電機大）他 2 名、内藤浩由、

石油備蓄基地内における長周期地震動特性

プロパン‐空気予混合気の着火に及ぼすウォ

の短距離での相違について-その２：微動観
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測から推定された地下構造の比較、日本地震

56) 岩田雄策、熱量計を用いた酸化発熱の危険性

学会 (2015.10)

評価法、日本火災学会研究発表会、(2016.5)

55) 岩田雄策、酸化発熱の危険性評価方法による
研究、安全工学研究発表会、pp.69-70、(2015.12)
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大規模災害時の消防力強化のための情報技術の研究開発
研究期間：平成 23 年 4 月～平成 28 年 3 月

技術研究部

上席研究官

細川直史、河関大祐

技術研究部

地震等災害研究室

高梨健一、新井場公徳、土志田正二 *2)

技術研究部

施設等災害研究室

畑山健
座間信作 *1)

火災災害調査部長

1.

*1)

平成 23 年 4 月～平成 25 年 3 月

*2)

平成 26 年 4 月～

目的
東北地方太平洋沖地震は、我が国観測史上最

大の規模であり、想定を超える大津波を伴い多

まえ、大規模自然災害時の消防力を支援・強化
することを最終的な目的として、次の 3 つのサ
ブテーマの研究を行う（表 3-1）。

くの被害をもたらした。本研究では、消防及び
市町村の職員がこのような未経験かつ未曾有の

サブテーマⅠ

広域版地震被害想定システム

の研究開発

大規模災害に直面することとなった場合でも、

巨大地震が発生した場合に、緊急消防援助隊

適切な意思決定とそれに基づく迅速・的確な応

の派遣指示などの意思決定を支援することを目

急対応を可能とすることを目指し、対応力の向

的として、図 3-2 に示すような被害規模や被災

上支援のための情報提供手段に関する研究開発

分布を予測・提示することが可能な地震・津波

を行う（図 3-1）。

被害予測システムを開発する。

まず、①大規模地震や大津波発生時の対応状
況の現地調査に基づく、意思決定・判断支援要

サブテーマⅡ

水害時の応急対応支援システ

ムの開発

件の分析・整理を行い、災害対応の時系列とな

大規模水害時において災害対策本部の要員が

る電子防災マニュアル構築の基礎データを構築

行うべき避難勧告発出などの意思決定が適切な

する。②地震や津波による被害を発災直後に予

タイミングでなされることを目的として、図 3-3

測・把握する広域被害シミュレーションシステ

に示すような水害対応の意思決定を支援するこ

ムの開発を行い、このシステムによる被害予測

とが可能なシステムを開発する。

と再現・可視化機能と電子防災マニュアルに基
づく、③意思決定・判断支援機能を持つ模擬訓

サブテーマⅢ

同時多発火災への対応を訓練

するためのシミュレーターの開発

練技術を開発する。さらに、④これらのシステ

震災後の同時多発火災への対応力強化を目的

ム・技術による効果的な応急対応と模擬訓練を

として、図 3-4 に示すような部隊運用や消火戦

可能とするために、システム操作や情報の入力

術の検討とそれらの訓練が可能なシステムの研

を簡単に行うことができるユーザインターフェ

究開発を行う。

ース機器を開発し、システムの機能向上と有効
活用を図る。本研究課題では、以上のことを踏
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図 3-2
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本研究の全体概要

広域版地震被害想定システムの概要

水害時の応急対応支援システム
警報伝達システム
水害情報収集表示サブシステム

気象庁
①氾濫注意・
避難判断水位情報

1.広報基準地点を指定

④避難勧告区域指定
広報文作成

取得

水害対応意思決定支援システム
2.広報基準地点の水位予測，広報ガイドを表示
大雨、洪水警報発令
避難準備情報

連
携
指
示

内水ポンプ停止
避難勧告
避難指示

建物２階へ避難

②避難判断に係
わる項目を追加
災害情報等
共有

災害対策本部
③避難勧告決定

3.避難勧告広報を指定
避難勧告広報文作成

音声合成システム

警報伝達システム
防災情報文章作成支
援サブシステム

こちらは防災○○で す．
△△橋の水位が■時間後に橋から▲mに達
する見込みです．
次の地域の人は，直ちに指定の避難所に避
難してください．
・・・・・
・・・・・

⑤広報

図 3-3

水害時の応急対応支援システムの概要
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図 3-4

同時多発火災対応訓練シミュレーターの概要

表 3-1
サブテーマⅠ
広域版地震
被害想定シ
ステムの研
究開発

サブテーマⅡ
水害時の応
急対応支援
システムの
開発

69（平成 27 年度）

平成 23 年度
(1) 東日本大震
災における
震度情報の
集約状況の
調 査 と 、 M9
クラスの地
震被害想定
を実施する
ための仕様
検討
(2) 国際版地震
被害想定シ
ステムの開
発と試験運
用の開始

(1) 警報伝達サ
ブシステム
と水害対応
意思決定支
援システム
の機能強化
とそれらの
連携機能の
開発
(2) 防災広報文
の生成手法
の開発
(3) 緊迫感のあ

5 か年の各サブテーマの研究計画概要
平成 24 年度
(1) 震源、震度、
津波等の情
報をこれら
の提供機関
からオンラ
インで取得
し、データベ
ース化可能
なサーバの
構築
(2) 国際版被害
想定システ
ムの地形デ
ータの更新、
操作インタ
ーフェース
の改良と試
験運用の実
施
(3) 簡易型津波
被害予測手
法の検討
(1) 水害の対応
状況調査結
果に基づく、
水害対応意
思決定支援
システムの
検証と改良
(2) 洪水時の防
災広報文章
に関するア
ンケート調
査
(3) アンケート

平成 25 年度
(1) 簡易型地震
被害想定シ
ステム（国内
版）の WEB
環境版の開
発と想定結
果の詳細メ
ッシュ化
(2) 広域版被害
想定システ
ムとしての
国際版と国
内版の統合
運用の検討
(3) 簡易型の津
波被害予測
手法の検証

平成 26 年度
(1) 広域版被害
想定システ
ムのプロト
タイプ開発
と試験運用
(2) 簡易型津波
被害予測手
法の実装

平成 27 年度
(1) 簡易型津波
被害予測機
能を取り込
んだ広域版
被害想定シ
ステムの開
発、及び試験
運用と改良

(1) 水害時の応
急対応支援
システムの
水害事例に
基づく検証
と改良

(1) 水害時の応
急対応支援
システムの
普及と、水害
事例に基づ
く検証と改
良

(1) 水害時の応
急対応支援
システムの
普及と、水害
事例に基づ
く検証と改
良
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る音声合成
手法の検討
(4) 土砂災害対
応機能の検
討

サブテーマⅢ
同時多発火
災への対応
を訓練する
ためのシミ
ュレーター
の開発

2.

(1) 東日本大震
災における
火災の出火
状況の調査
(2) 操作用のユ
ーザインタ
ーフェース
の開発
(3) 火災延焼シ
ミュレーシ
ョンプログ
ラ ム の DLL
化の実施

69（平成 27 年度）

調査結果等
の検討に基
づく、防災情
報文章作成
支援サブシ
ステムの高
度化
(4) 緊迫感のあ
る広報のた
めの音声合
成システム
の発声制御
方法の検討
並びにシス
テムの試作
(1) 東日本大震
災における
火災の出火
状況の調査
(2) 横浜市消防
局との震災
初動期の消
防力評価に
関する共同
研究
(3) 同時多発火
災対応訓練
シミュレー
ターの要素
機能の開発
(4) 火災延焼シ
ミュレーシ
ョンプログ
ラムの利用
促進

平成 25 年度までの成果

2-I

広域版地震被害想定システムの研究開発

(1) 横浜市消防
局との震災
初動期の消
防力評価に
関する共同
研究とその
成果のとり
まとめ
(2) 同時多発火
災対応訓練
シミュレー
ターの要素
機能の開発
(3) 火災延焼シ
ミュレーシ
ョンプログ
ラムの利用
促進

2-II

(1) 震災初動時
の消防力評
価システム
の開発
(2) 同時多発火
災対応訓練
シミュレー
ターの開発
(3) 火災延焼シ
ミュレーシ
ョンプログ
ラムの利用
促進

(1) 震災初動時
の消防力評
価システム
の開発
(2) 同時多発火
災対応訓練
シミュレー
ター改良
(3) 火災延焼シ
ミュレーシ
ョンプログ
ラムの利用
促進

水害時の応急対応支援システムの開発

(1) 2012 年 7 月九州北部豪雨における阿蘇市並

(1) 簡易型地震被害想定システムの Web 環

びに熊本市、2013 年 9 月台風 18 号における

境版として、震源、震度、津波等の情報

京都市並びに福知山市の消防活動に関する

をこれらの提供機関からオンラインで取

情報や災害対策本部の活動と気象や河川に

得し、想定結果の詳細メッシュ化を実施

関する注意報・警報等を時系列で整理し、水

するとともに、データベース化が可能な

害時の気象や河川情報と防災機関の動きと

広域版地震被害想定システムのプロトタ

の関連性や具体的な指示にかかった時間等

イプを構築した。

の分析や、災害図上訓練を行う際の資料とし

(2) 国や自治体による地震被害想定などで

て活用する水害対応データを蓄積した。

算出される津波浸水予測エリアの GIS デ

(2) 兵庫県豊岡市で実施した洪水時の防災広報

ータを収集し、これらのデータに基づい

文章に関するアンケート調査結果の整理・分

て津波による被害予測が可能な簡易型の

析を行い、馴染みの薄い用語が誤認されるこ

被害推計手法を採用することとした。

と、避難準備情報の認知度が低いこと、避難
命令が発令されると思っている人が多いこ
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69（平成 27 年度）

(4) 流山新市街地地区 安心・安全まちづくり協

と等がわかった。
(3) 前年度までに作成した、防災情報文章作成

議会、東京都町田市の自主防災組織などにお

支援サブシステムに対して、①特別警報への

いて、火災延焼シミュレーションプログラム

対応、②外部データの受信やデータベースの

を使った防災講習を実施し、その利用促進を

更新を待たずに任意のタイミングで広報文

図った。

を出力する機能、③Web 版応急対応システム

(5) 火災延焼シミュレーションプログラムの簡

との連動機能、④気象情報配信サービス並び

易版（DLL 版）を、横浜市消防局管内の全署

に河川水位情報配信サービス対応機能等の

に配備して、図上訓練や防災講習に活用する

ソフトウエア改良を行った。

取り組みを開始した。

2-III

同時多発火災への対応を訓練するための

シミュレーターの開発

3.

(1) 東日本大震災における出火状況調査を郡山

3-I

などで行い、出火地点と最寄りの地震記録、

平成 26 年度の成果
広域版地震被害想定システムの研究開発

(1) 簡易型津波被害予測手法の検証のために、

地盤の増幅度、応答スペクトルを調査し、家

津波の想定浸水マップ（内閣府想定）をデー

屋の固有周期と被害率、出火率などの関係に

タレイヤに追加し、被害想定結果の画面に表

ついて検討を行った。

示できるようにした。

(2) 横浜市消防局との震災初動期の消防力評価

(2) 地盤災害危険度マップ（地すべり、液状化、

に関する共同研究については、横浜市の地震

斜面崩壊）をデータレイヤに追加した。

被害想定における火災出火件数と延焼棟数

(3) 広域版被害想定システムのプロトタイプの

及び消防力の効果について検討するととも

試験運用を行った。平成 26 年度はシステム

に、試験地域として、横浜市南区における消

動作検証において、震度 5 強以上の地震 2 件

防力評価を行った。

を記録したため、その被害想定精度を検証し

(3) 同時多発火災対応訓練シミュレーターの要

た。

素機能開発においては、家屋外形に加え、街

(4) 消防庁の防災情報システム“初動対応基盤

区データも表示可能とし、さらに、家屋デー

ツール”の被害想定機能としての試験運用を

タをシステムに登録することによって自動

開始した。

的に延焼経路の生成を可能とするシステム
開発を行った。

平成 26 年 11 月に発生した「長野県北部
を震源にした地震」における推定結果

図 3-5

広域版地震被害想定システムの推定結果例
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3-II

69（平成 27 年度）

水害時の応急対応支援システムの開発

きた。
3-III

(1) 洪水時の避難に関する調査
神奈川県平塚市で実施した洪水時の防災広報
文章に関するアンケート調査結果の整理・分析

同時多発火災への対応を訓練するための

シミュレーターの開発
(1) 横浜市消防局との震災初動期の消防力評価

を行った。
「避難準備情報」が避難に時間のかか

に関する共同研究

る人へ避難開始を促していることを知らない人

横浜市全域の消防力評価に関する計算を実

が多いこと、
「避難勧告」と「避難指示」の用語

施、一次運用（署所運用）と二次運用（広域運

の区分に関心が低いと考えられること、実際に

用）における消防力の投入効果を評価した。

はない「避難命令」が発令されると思っている

(2) 同時多発火災対応訓練シミュレーターの開

人が多いこと等がわかった。これらの特徴は、

発

新潟県三条市や兵庫県豊岡市の調査においても

火災延焼シミュレーションの利用可能地域

同様の傾向が見られた。平成 25 年と平成 26 年

を広げるために、シェープ形式の木造家屋デー

に洪水のあった山形県南陽市の住民を対象に避

タから延焼経路を生成するプログラムを作成し

難に関するアンケート調査をした結果、区長・

た。また、出火点ごとに出火時刻を指定できる

近隣知人等からの避難の誘いや、役所・消防・

機能などを追加し、プログラムの使いやすさを

警察等の戸別訪問で避難を決心した世帯が多い

改善するためのシステム改良を行った。

ことがわかった。

(3) 火災延焼シミュレーションプログラムの利

(2) 水害時応急対応支援システムの普及と水害

用促進

事例に基づく検証・改良

平成 27 年 3 月 1 日、町田市の自主防災組織

Web 版の応急対応支援システムの動作を安定

のあつまりである「南地区連合会」において、

させるためのシステム改良を実施し、2013 年 9

講演会を開催し、火災延焼シミュレーションの

月台風 18 号における京都市の災害発生や対応

機能紹介に基づき、地域の火災リスクと地震時

の時系列を検証用データとして用いて検証を行

の防災行動についての講演を行った。

った結果、良好な動作環境を構築することがで

図 3-6

火災延焼シミュレーションの動作例
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4.

69（平成 27 年度）

平成 27 年度の成果

4-I

平成 27 年 6 月に京都市消防局の指令システムへ

広域版地震被害想定システムの研究開発

導入されたほか、さいたま市都市計画部都市総

(1)

プロトタイプ試験運用を継続して行った。

務課や横浜市都市整備局により都市計画を市民

(2)

簡易型津波被害予測機能を取りこんだ広

に説明する活動の一環として利用された。

域版被害想定システムを開発し、消防庁職員
5.

全員が、総務省の省内 LAN 端末から閲覧可

共同研究等外部との協力

能となるように、消防庁システムに導入され

次の相手先と共同研究を実施している。

た。

・独立行政法人情報通信研究機構

4-II

水害時の応急対応支援システムの開発

・独立行政法人宇宙航空研究開発機構

(1)近隣市町村への気象注意報・警報等の発令

・横浜市消防局

状況表示、雨量グラフの自動更新、時間軸操

次の相手と協力し、研究を実施している。

作性向上等の改良を行った。さらに、水位情

・東京理科大学

報を取得し、Web 版応急対応支援システムに

・京都市消防局

表示する機能の追加を、河川情報センターか

・尼崎市消防局

らの研究費助成をうけて平成 28 年度に実施

・神戸市消防局

することとなった。

・江別市消防本部

(2)平成 27 年 9 月関東・東北豪雨における 7 市

・茅ヶ崎市消防本部

町（常総市、境町、小山市、栃木市、鹿沼市、
大崎市、栗原市）の自治体対応に関して、内

6.

閣府水害対応 WG ヒアリング調査団に加わ

(1) 論文発表

りデータ収集を行い、自治体の会型対応にお

1） 新井場公徳、河関大祐、高梨健一、細川直
史、座間信作：東北地方太平洋沖地震時の

ける問題点の抽出を行った。
4-III

その他

消防活動に関する調査、消防研究所報告、

同時多発火災への対応を訓練するための

第 115 号、pp.18-28 (2013.9)

シミュレーターの開発
横浜市消防局との震災初動期の消防力評価

2） 河関大祐、座間信作、高梨健一：水害時の

に関する共同研究では、
「 同時多発火災対応訓練

住民向け防災広報に関する研究、消防研究

シミュレーター」の改良を行った。具体的には、

センター報告、第 113 号、pp.37-44、 2012.

出火点の保存機能を追加して同じ条件での訓練

3） Shingo Suzuki, Haruo Hayashi, Masafumi

を繰り返し行うことが可能となった。また、延

Hosokawa: Development of Urban Resilience

焼状況の推移について 1 時間ごとの表示やアニ

GeoPortal Online for the Better Understanding

メーション表示を可能としたほか、簡易に全体

of Disaster Scenarios, Journal of Disaster

及び火点ごとの累積炎上棟数等のグラフ表示を

Research, Vol.9, No.2, pp.128-138 (2014.3)
4） LAI, J., DING, L., ZHANG, Y., WU, W.,

行えるようにするなど、ユーザインターフェー

HAYASHI, H., KIMURA, R., HOSOKAWA,

スに改良を加えた。
横浜市南区井土ケ谷上町第一町内会地区防災

M. and SAKURADA, Y. "Development of

まちづくり勉強会や町田市つくし野の自主防災

NERSS Training Program for Earthquake

組織の防災訓練において、火災延焼シミュレー

Emergency Response Capacity Building of

ションプログラムを活用した防災講習を行った。

Local Governments", Journal of Disaster

また、火災延焼シミュレーションプログラムは、

Research, Vol.10, No.2, pp.263-269, 2015.4.
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69（平成 27 年度）

彦（ハレックス）他 1 名：気象 API をトリ

5） DU, X., ZHANG, J., XU, J., HE, Z., LAI, J.,
LI,

Y.,

KIMURA,

R.,

HAYASHI,

H.,

ガーとして用いた WEB 版応急対応支援シ

SAKURADA,

Y.

ステムの開発－2013/7/28 山口島根豪雨災

Earthquake

害の事象に基づいた面的情報把握の重要

Emergency Response in China and Japan

性－、日本災害情報学会第 15 回学会大会

Based on Timeline: 311 Earthquake vs 512

(2013.10)

HOSOKAWA,

M.

and

"Comparative

Analysis

of

Earthquake", Journal of Disaster Research,

8） 鈴木恵子、田村裕之、細川直史、遠藤真：

Vol.10, No.2, pp.276-287, 2015.4.

東日本大震災に関連して発生した火災に
関する調査、検定協会だより、第 394 号、

6） ZHOU, B., SUN, G., ZHANG, X., XU, J., LAI,

pp.3-9 (2013.10)

J., DU, X., HOSOKAWA, M., HAYASHI, H.,
KIMURA,

R.

Y.

9） 原田賢哉（JAXA）他 3 名、細川直史、田

Tabletop

村裕之：災害監視無人機システムの研究開

Emergency Earthquake Exercise System",

発－システムコンセプトと実証実験－、第

Journal of Disaster Research, Vol.10, No.2,

51 回飛行機シンポジウム (2013.11)

"Development

and
of

SAKURADA,

Web-Based

pp.217-224, 2015.4.

10） 細川直史、遠藤真：災害対応や防災訓練を

(2) 口頭発表・解説

支援するための災害シミュレーション技

1） 河関大祐（分担執筆）：津波被害に関する

術の研究開発、検定協会だより、第 395 号、
pp.3-10 (2013.11)

市町村調査報告書、日本災害情報学会東日
本大震災調査団調査報告書 (2013)

11） 細川直史：消防防災分野における拡張現実
の 活 用 、 月 刊 画 像 ラ ボ 、 Vol.24、 No.11、

2） 都 市 の 脆 弱 性 が 引 き 起 こ す 激 甚 災 害 の 軽

pp.68-74 (2013.11)

減化プロジェクト、平成 24 年度成果報告
書 (2013.5)

12） 細川直史：広域版地震被害想定システムと

3） 細川直史：地震時の応急対応を支援するた

防災情報のマッシュアップ、文部科学省委

めの地震被害想定システムの開発、第 9 回

託研究「都市の脆弱性が引き起こす激甚災

GIS コミュニティフォーラム (2013.5)

害の軽減化プロジェクト」サブプロ③「都

4） 細川直史、河関大祐：2010 年 1 月別府市強

市災害における災害対応能力の向上方策

風下市街地火災における住民行動に関す

に関する調査･研究」第 5 回全体ワークシ

る調査、平成 25 年度日本火災学会研究発

ョップ、2014 年 8 月 18 日

表会 (2013.6)

13） 片山典彦、鄭

炳表、大和田泰伯、高橋

卓

5） 細川直史：消防防災の応急対応を支援する

（NICT）、高梨健一、細川直史（NRIFD）：

情報通信、第 3 回安全・安心な生活のため

WINDS を用いた移動体衛星通信と緊急車

の情報通信システム研究会、芝浦工業大学

両向け通信システムのネットワーク特性

豊洲キャンパス (2013.6.13)

に関する一検討、電子情報通信学会信学、
衛 星 通 信 研 究 会 (SAT) 、 SAT2014-36 、

6） 河関大祐、高梨健一、遠藤真、座間信作：

pp.63-68、2014 年 8 月 20 日(高知市)

水害時の住民向け防災広報に関するアン
ケート調査、日本災害情報学会第 15 回学

14） 細川直史、高梨健一、遠藤真（消防研究セ

会大会、pp.346-349 (2013.10)

ンター）、鄭炳表（NICT）：WEB 型地震

7） 遠藤真、細川直史、河関大祐、新井場公徳、

被害想定システムの開発と運用、電子情報

伊藤晃（インフォグラム）他 1 名、北村和

通信学会 2014 年ソサイエティ大会、シン
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安全・安心な生活の

18） 河関大祐、高梨健、細川直史、遠藤真：洪

ための情報通信システム、AS-2-5、2014 年

水時の避難に対する住民意識調査、日本災

9月

害 情 報 学 会 第 17 回 学 会 大 会 予 稿 集 、

ポジウムセッション

15） 大和田泰伯、鄭

炳表、片山典彦、浜口

pp.210-211 (2015.10)

清

（NICT）、高梨健一、細川直史（消防研究

19） 細川直史：広域版地震被害想定システムと

センター）：隊列走行緊急車両間の情報共

防災情報のマッシュアップ、第 15 回比較

有を可能とする衛星通信とアドホックネ

防災学ワークショップ、pp.85-97、2015 年

ットワークの連携システム、電子情報通信

1 月 23 日

学会 2014 年ソサイエティ大会、B-15-11、

20） 大和田泰伯、鄭炳表、片山典彦、服部聖彦、

2014 年 9 月

浜口清(NICT)、高梨健一、細川直史(消防研

16） 河関大祐、高梨健一、遠藤真、座間信作：

究センター)：消防車両と WINDS 移動衛星

水害時の住民向け防災広報に関するアン

地球局によるマルチチャネル－マルチイ

ケート調査、日本災害情報学会第 15 回学

ンターフェース MANET の移動通信実験、

会大会予稿集、pp.346-349 (2013.10)

電 子 情 報 通 信 学 会 信 学 技 報 、

17） 河関大祐、高梨健一、遠藤真、座間信作：

MoNA/ASN/MICT 研究会、MoNA2014-89、
pp.147-152、2015 年 1 月 19 日

水害時の住民向け防災広報に関するアン
ケート調査(2)、日本災害情報学会第 16 回
学会大会、pp.108-109 (2014.10)
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多様化する火災に対する安全確保に関する研究
研究期間：平成 23 年 4 月～平成 28 年 3 月

技術研究部

大規模火災研究室

田村裕之、篠原雅彦、鈴木恵子
鈴木佐夜香 *8)、藤井皓介 *11) 、森井統正 *2)
推名知明 *5) 、小野美沙登 *1)

火災災害調査部
消防庁

松島早苗 *4)

研究企画室

総務課

高梨健一
山田常圭 *9)

技術研究部長
技術研究部

上席研究官

河関大祐、細川直史 *2)

技術研究部

危険性物質研究室

尾川義雄

技術研究部

地震等災害研究室

佐伯一夢 *7)

技術研究部

特殊災害研究室

塚目孝裕 *6) 、佐藤康博 *11) 、志水裕昭 *10)

火災災害調査部

*1)

1.

鈴木健、阿部伸之、若月薫 *3)

原因調査室

平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月

*2)

平成 23 年 4 月～平成 25 年 3 月

*3)

平成 23 年 4 月～平成 26 年 12 月

*4)

平成 23 年 4 月～平成 27 年 3 月

*5)

平成 24 年 4 月～平成 26 年 3 月

*6)

平成 24 年 4 月～

*7)

平成 25 年 1 月～

*8)

平成 25 年 2 月～

*9)

平成 25 年 2 月～平成 26 年 3 月

*10)

平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月

*11)

平成 27 年 4 月～

目的

災が多様化し、人的被害も大きいことから、消

東日本大震災では、地震直後や津波被害を受

火活動を支援する知見の蓄積と技術・手法の確

けた後に多くの火災が発生した。これらの火災

立、実効性のある警報伝達技術の確立により、

には、津波に流された車両や建物からの出火な

国民及び消防隊員の安全確保を実現する。

ど多様な状況が見られ、中には広域の市街地火

これらの目的を達成するために、ここでは次

災となった地域もある。また、被災地の復興や

に示すⅠ～Ⅴのサブテーマに着目し研究を進め

電力不足対応などで、再生可能エネルギー発電

る。

技術を活用する動きも見られる。これら課題に
対応した防火安全対策が急務である。また、グ

サブテーマⅠ

東日本大震災における火災

分析と防火対策

ループホーム、小規模雑居ビル等の建物での火

東日本大震災における地震・津波火災では、
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実態がよくわからないものがある。今後の地

住宅の火災において、消火活動中に隊員が感電

震・津波火災の防止や、延焼・拡大を抑制する

するという事例が報告されている。そこで、再

ための技術的方策を見出すため、発生原因や延

生可能エネルギー関連設備・装置の火災予防上

焼要因を究明する研究を行う。

の安全な使用方法と、設備・装置が設置されて

また、震災の影響もあり、太陽光など再生可

いる火災現場での活動基準を作成する。
以上の研究概要を図 4-1 に示す。

能エネルギーを利用した家庭内発電装置やメガ
ソーラーなどの発電所の数が増加している。し
かしながら、太陽光発電システムが設置された

図 4-1

サブテーマⅡ

東日本大震災における火災分析と防火対策の研究概要

火災の実態把握と課題抽出

災全体を対象とし刻々と変化する火災実態との

社会が急速に変化する中で、法令上想定され

フィードバックを繰り返していく必要がある。

ていない業態や新しい用途、環境、物質、人的

社会的要因を考慮して多様化する火災の実態を

及び社会的要因等に関連する火災が発生してい

分析し、他のサブテーマへの情報提供とフィー

る。これらの多様化する火災に対応するための

ドバックを行い、テーマ全体としてより実態に

研究は、これまでとは異なる火災の実態を把握

即した有効な研究成果の実現を目的として行う。

し、適切な火災モデルを基に実験や研究を進め、
場合によっては新しく研究テーマを設定し、火
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図 4-2

サブテーマⅢ
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火災の実態把握と課題抽出の研究概要

火災の促進要因と燃焼性状の

大規模市街地火災、林野火災、石油基地火災

実験と数値計算による分析

などでは、
「火災旋風」と呼ばれる竜巻状の渦が

近年の小規模建物や気密・断熱性を高めたエ

発生して、多くの人的・物的被害が引き起こさ

コ住宅では、火災に伴って大量に発生する可燃

れることがある。これまで行ってきた研究によ

性ガスがフラッシュオーバーや突然のバックド

り、火炎に対して一様な横風をあてるという単

ラフトを生じさせ、住民に加え、消火活動にあ

純な状況下であっても、火炎の風下には再現性

たる消防隊員が危険にさらされる可能性がある。

よく旋風が発生し、その旋風の発生形態は数種

一方、火災感知や消火、避難、消火活動等を考

類ありそうなことがわかり、さらにそれらの発

えた時、燃焼性状や燃焼中・消火中の危険性を

生メカニズム、構造も徐々に明らかになってき

把握することは、社会の多様化に伴う火災時の

た。本研究では、旋風に対する防災対策の立案

安全な避難や効果的な消防活動に対して必須の

に資するため、横風の風速、火災の燃焼性状、

課題である。寝具等の低反発素材、炭素繊維や

火災域の形状などが旋風の発生に及ぼす影響に

金属混合プラスチック、建物内外の断熱材（サ

ついてさらに広範囲に調べ、旋風の発生条件、

ンドイッチパネル等）など、普及拡大が予想さ

発生メカニズムを解明する。また、無風下で発

れるが、火災時の燃焼性状が不明である。ここ

生する火災旋風の発生条件についても解明する。
以上の研究概要を図 4-3 に示す。

では、様々な可燃物の燃焼・消火に伴う生成物
及び燃焼に伴う諸現象を把握する。
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図 4-3

サブテーマⅣ
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火災の促進要因と燃焼性状の実験と数値計算による分析の研究概要

生活に密着した建物等での警

地域ぐるみの共助体制を構築するためのハード

報伝達手段に関する研究

／ソフト両面のノウハウをモデル実験を通して

木造・老朽・密集住宅地域では、火災の初期

蓄積し、発信する。具体的には、小規模店舗が

拡大の速さや延焼危険が高い。これらの地域で

密集した木造市場に無線連動型住宅用火災警報

は高齢者のみ・高齢単身世帯の増加により自力

器を設置し、火災リスクの高い建物で効果的に

避難や通報・初期消火が困難な住民が多く、火

住宅用火災警報器を導入するための技術的要件

災時のリスクが増大している。このような地域

の検討や、確実な 119 番通報や避難支援の助け

の火災被害を低減するために、火災警報を近隣

となる近隣世帯への警報伝達の手法を検討し、

世帯間で共有し、避難安全の確保や延焼拡大の

実効性の高い警報伝達手法を確立する。

防止に資する方策を考える必要がある。そこで、
安価な無線連動型住宅用火災警報器を活用し、
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警報伝達手段の活用に関する研究概要

熱画像を活用した再燃火災の

再燃火災の要因となる残火を探す作業におい

発生防止に関する研究

て利用可能と思われる赤外線カメラの火災現場

消火活動により鎮火した後に再出火する再燃

での適切な使い方を示す必要がある。

火災は、住民の財産を損なうだけでなく、市民

再燃した火災の事例分析により、残火がのこ

の消防機関に対する信頼を失わせることになる。

りやすい建物構造や建材などを把握するととも

したがって、鎮火後の再燃火災は、消防本部に

に、再燃火災の模擬実験などに基づき、再燃火

おいては、絶対に防止しなければならない現象

災の要因となる残火の発生要因を分析する。そ

である。そのため、鎮圧後の火災現場において、

れらの結果から、鎮圧後の火災現場において再

長時間にわたり監視のための人員を配置したり、

燃火災の要因を効率的に発見する手法を提案す

定期的に確認したりする必要があり、消防の負

ることを目的とする。
以上の研究概要を図 4-5 に示す。

担になっている。
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再燃火災の発生防止に関する研究概要

表 4-1 に各サブテーマの年度計画を示す。

表 4-1
平成 23 年度
サブテーマⅠ
東日本大震
災における
火災分析と
防火対策

サブテーマⅡ
火災の実態
把握と課題
抽出
サブテーマⅢ
火災の促進
要因と燃焼
性状の実験

5 か年の各サブテーマの研究計画概要
平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

・火災情報収集 ・火災情報の分 ・太陽電池モジュールの種類によ
る個別の燃焼生成物等の把握
析、まとめ
のための調査
票の配布と回 ・自動車火災の ・太陽電池モジュールの発電抑制
技術の開発
出火原因検討
収
についてのま
・自動車火災の
とめ
出火原因検討
の基礎実験の ・太陽電池モジ
ュールの発電
実施
特性と火災時
・太陽電池モジ
活動安全に資
ュールの火災
するガイドラ
危険性と活動
インの作成
困難性の把握
社会的背景を考慮した居住環境における火災の実態把握
社会的背景を
考慮した多様
化する火災の
実態把握と公
表
新 た な 可 燃 物 新たな可燃物や 燃焼条件を考慮 燃焼条件を考慮 実 火 災 に お け
の 燃 焼 デ ー タ 種々の環境条件 した小規模実験 した小規模実験 る 燃 焼 現 象 と
や 種 々 の 環 境 が要因となるリ による燃焼デー による燃焼デー 適 切 な 消 防 活
タの把握・蓄積 タの把握・蓄積 動 に 資 す る 技
条 件 に お け る スク予測
・震災関連火
災情報の収
集のための
準備
・火災目撃情
報の収集
・再生可能エ
ネルギー活
用に関する
情報収集
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と数値計算
による分析

可燃物の燃焼
デ ー タ の 獲
得・蓄積

サブテーマⅣ
生活に密着
した建物等
での警報伝
達手段に関
する研究

警報伝達に利
用可能な通信
技術の絞り込
み

警報伝達に利用
可能な要素技術
の検証

サブテーマⅤ
熱画像を活
用した再燃
火災の発生
防止に関す
る研究

火災現場の温
度等情報獲得
手法の絞り込
み

火災現場の温度
場計測手法の検
証

2.

平成 26 年度までの主な成果

2-I

と計算機による
現象予測技術の
向上

術提供

無線連動型住警
器による地域警
報ネットワーク
の検討

無線型住警器の
連動通報実験、
防火共助意識調
査

火災現場の温度
場計測手法の確
立

火災現場情報を
把握するための
技術・手法の検
証

無線型住警器
の連動通報実
験、地域防火用
無線連動住警
器の技術的検
討と機能設計、
防火共助意識
調査
火災現場情報
を把握するた
めの技術・手法
の確立

るかの確認を行った結果、5×5cmの電極板で電

東日本大震災における火災分析と防火対

流値が2～7Aであった。この電流では発火に至る

策

ケーブルの加熱は起こらないことが確認できた。

平成 23 年度

③ 気仙沼市の海上火災

(1) 東日本大震災において発生した火災の発生

東北地方太平洋沖地震が発生した夜、陸上自

原因や延焼要因の究明

衛隊東北方面隊が気仙沼上空から撮影した火災

被災地において発生したすべての火災情報を収

の映像がテレビで放映された。映像は一面の大

集し、出火原因、被害程度等の情報を得るため

火災を映し出してはいたが、夜のため、燃えて

に被災地域の現場調査を行うとともに消防本部

いるのが町なのか山なのかまったく分からなか

や住民への聞き取り調査を実施した。

った。どこが燃えているにしろ、火炎を上げて

① 東日本大震災に関連して発生した火災に関

燃え盛っている所が一様に広がっているように

するアンケート調査

見え、仮に同時多発火災だとしても、火災の空

東日本大震災に関連して発生した火災につい

間密度が高すぎるように思えた。一方、気仙沼

て、地震の揺れや津波に起因する火災にとどま

湾に面した気仙沼市朝日町に設置されていた屋

らず、避難生活中の火災など、幅広く発生と被

外タンク 22 基が津波で流された。これらの屋外

害の実態を網羅的に把握するとともに、地震に

タンクの中には重油、軽油、灯油、ガソリンが

よる火災被害低減のための研究に資する知見を

入っていた。この空撮映像に映った火災は気仙

得ることを目的として、被災地域の消防機関を

沼のどこだったのか、何が燃えていたのか、な

対象としたアンケート調査を行った。このうち、

ぜ密集した火災が広範囲に広がったような燃え

被災現地のがれき及びがれき集積場の火災につ

方をしていたのか、この火災と流されたタンク

いて集計を行った。

から流出した油とは関係があったのか、を知る

② 津波による自動車火災の出火原因について

ことを目的として現地調査と分析を行った。

津波で水没した自動車の火災の出火原因のひ

その結果、上記空撮映像の中央部に写った大

とつと考えられるバッテリーの通電部分からの

規模な火災は、気仙沼の海上であることが分か

出火可能性を検証するために、人工海水を用い

った。この海上火災について、この空撮映像と

て、銅や真鍮の電極でどのくらいの電流が流れ

地上から撮影された映像、写真、証言、気仙沼
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湾周辺の地上に落ちていた材木の焼け方から、

ものが火の粉以外に大きく移動することのない

気仙沼湾では固体が海上で燃えながら移動して

市街地火災や林野火災の燃え拡がりの様子とは

広がった可能性が高いことを示した。さらに、

異なり、火炎を上げている場所が高密度にしか

証言と、気仙沼湾周辺の地面に落ちていた複数

も広範囲に広がっているように見えることも可

の焼けた木片には油分が含まれていたという分

能に思える。油そのものが海面で燃えていたと

析結果（図 4-6）から、海上を燃えながら移動

いう証言はあったが、物的証拠は見つけられな

した固体には油が付着していた可能性があるこ

かった。タンクから流出した油がこの火災に及

とを示した。固体が海上で燃えながら移動して

ぼした影響については、本研究では分からなか

広がったとすれば、その様子は、燃焼媒体その

った。

図 4-6

気仙沼湾周辺の陸上で採取した木片等の油分の分析結果：地面に落ちた焼けた木片、

焼けた建物の壁の一部、樹木の枝などを採取した。A2、A3 は火災のあった建物の壁である。
A10、A11 以外の固体の採取物は明らかに焼けていた。

（©2011 Google-地図データ ©2011 ZENRIN）
(2) 再生可能エネルギー関連設備・装置の火災危

ジュールの多層構成を顕微鏡観察により確認し、

険性把握

各層について赤外分光光度計、熱分解ガスクロ

再生可能エネルギーのひとつである太陽光に

マトグラフにより材質を確認した結果、モジュ

よる発電装置における、火炎曝露等による出力

ールの種類により構成部材が違うこと、燃焼す

電圧の特性や太陽電池モジュールの燃焼性状に

る素材が含まれることがわかった。

ついて確認するための実験を行った結果、炎に

平成 24 年度

より装置が発電するという現象が生ずることや、

(1) 東日本大震災において発生した火災の発生

太陽電池モジュールの構造によっては燃焼する

原因や延焼要因の究明

ものがあることがわかった。また、太陽電池モ

① 東日本大震災に関連して発生した火災に関
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するアンケート調査

電極間距離5cm、浸水深さ5cm

東日本大震災に関連して発生した火災につい

7.0
6.0

て、地震の揺れや津波に起因する火災にとどま
電流値 [A]

5.0

らず、避難生活中の火災など、幅広く発生と被
害の実態を網羅的に把握するとともに、地震に
よる火災被害低減のための研究に資する知見を

海水 銅

4.0

海水 真鍮
3.0

塩水 銅

2.0

塩水 真鍮

1.0

純水 銅

約500件の火災に関する情報が得られ、内容の精

図4-7

査と集計分析に着手した。これらの火災のうち、

120秒後

110秒後

90秒後

100秒後

80秒後

70秒後

60秒後

50秒後

40秒後

対象としたアンケート調査を行った。この結果、

30秒後

印加開始

得ることを目的として、被災地域の消防機関を

20秒後

0.0

10秒後
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自動車バッテリーを用いた人工
海水、塩水、純水での通電量測定

津波による浸水被害を受けた場所や車両の火災

（電極は銅と真鍮を用いた。）

は約230件と半数程度を占めている。また、避難
生活中の火災約70件、計画停電に関連した火災4

(2) 再生可能エネルギー関連設備・装置の火災危

件、廃棄物集積場の火災約40件などの情報が得

険性把握

られている。

再生可能エネルギー設備の中で太陽電池モジ

また、得られた火災情報をもとに、太陽光発

ュールに対して実験を行った。太陽電池モジュ

電システムから出火した火災と、自動車から出

ールが火炎に曝露されたとき、太陽電池モジュ

火した火災（疑いを含む）について、追加調査

ールを構成するバックシートの材質により燃焼

による詳細な情報収集を行った。

性状が異なることがわかった。PET（Polyethylene

② 津波による自動車火災の出火原因について

terephthalate）やPVF（Polyvinyl fluoride）などの

東日本大震災で津波被害を受けた自動車から

樹脂のみでバックシートが構成されている場合、

出火するという目撃情報が報告されている。出

樹脂は焼失し、太陽電池モジュールの破壊が大

火メカニズムを解明する実験のひとつとして、

きく進む。しかし、バックシートにアルミシー

バッテリーが水没したときに海水を通じて流れ

トが含まれていた場合、アルミシートが焼け抜

る電流を測定する実験を行った。12Vの直流電源

けるまでは太陽電池モジュールの大きな破壊に

の両極に銅板または真鍮(しんちゅう)板を取り

は至らないことがわかった。

付け、純水、食塩水、人工海水に両極を沈め、

平成23年度の実験により火炎からの放射光で

流れる電流を計測した。そのときの結果の一例

太陽電池モジュールは発電することが確かめら

を図4-7に示す。電流は、純水ではほぼゼロ、食

れたので、平成24年度では、燃料の違いによる

塩水では浸けた直後に数アンペア（A）流れるが

火炎の分光特性が発電特性に及ぼす影響を実験

1分後には0.2A に低下、人工海水では浸けた直

で明らかにした。n-ヘプタン、灯油、エタノール、

後に数アンペア流れ、その後低下するが2分後く

メタノール、木材クリブを燃焼させた時の放射

らいには最初の電流に戻る。電流の変化は、電

スペクトルを280～2500nmの波長範囲で計測し

極の種類による違いは顕著ではなく、液体の種

た。メタノール以外の橙色の炎では、可視光域

類による違いの方が大きかったが、ケーブル被

よりも近赤外線域の成分が多い。結晶シリコン

覆を加熱するほどの大電流は流れなかった。小

系太陽電池は約1130nmまでの波長に感度を有す

型のプールを作り、実車を海水に沈め、バッテ

ることから、炎では可視光照度に比べ高い電圧

リーからの電流、ガスの発生状況、高温部分の

になる。近赤外域までの成分が強いn-ヘプタン、

計測を実施した。

灯油は出力電圧が高いが、近赤外域までの成分
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がほとんどないメタノールは出力電圧がほぼゼ

よる火災被害低減のための研究に資する知見を

ロであった。

得ることを目的として、被災地域の消防機関を

鎮火後に屋根に残った太陽電池モジュールは

対象としたアンケート調査を行った。このうち、

日射により発電を継続するため、残火確認等で

被災現地のがれき及びがれき集積場の火災につ

消防隊員が活動する際の感電要因となる。太陽

いて集計を行った。

電池モジュールの発電抑制手法について、工事

②津波による自動車火災の出火原因について

現場などで使用するブルーシート、熱により発

東日本大震災で津波被害を受けた自動車から

泡する防火フィルムの遮光効果を検討した。太

出火するという目撃情報が報告されている。出

陽電池モジュールの出力電圧の低下を指標とす

火メカニズムを解明する実験のひとつとして、

ると、ブルーシートで約1/6に、発泡した防火フ

エンジンを停止した自動車を海水に沈める実験

ィルムでも約1/6に低下した。

を行った。バッテリーのマイナス端子に流れ込

また実際に感電した消防隊員のいる消防本部

む電流量の経時変化を図4-8に示す。その時の、

を訪問し、状況の聞き取りを実施するとともに、

時間経過に伴う発生事象について整理した。

消防活動時の装備品である、手袋、長靴の電気

水没直後はバッテリーのマイナス端子側で 50A

抵抗を測定した。手袋は、乾いた状態では数百

以上の電流が記録されたが、1 時間後には 12A、

～数千MΩで絶縁性が高いが、水濡れの場合は

2 時間後には 0.5A まで低下した。エンジンルー

1kΩ以下となり、痙攣(けいれん)などを起こしう

ム内では水素の発生を確認できた。海水による

る電流が流れる抵抗値に下がった。

リレーの導通により、ラジオアンテナの上下動、

その他太陽電池モジュールに使用されている樹

ホーン鳴動、ワイパー駆動、ヘッドランプ点灯、

脂材は製品により素材が異なり、燃焼生成ガス

パワーウィンド駆動、ラジオ鳴動などが発生し

や燃焼性状を推定するためには材質の確認が必

た。これらは 15A 以上流せるバッテリー残量の

須となる。製品の構成部材の中に材質が明らか

時に起こっており、水没から約 46 分でこの残量

でないものがあったため、材質の分析を行い、

を下回る。水没後に引き上げた自動車のバッテ

燃焼実験に使用した太陽電池モジュールのバッ

リーを満充電品に付け替えたとき、メーターと

クシートが PVF であることを確認した。

ダッシュボードの隙間やステアリングの付け根

各種実験から得られた成果をまとめ、消防・
救急課と連名で事務連絡として「太陽光発電シ

水没開始

ステムを設置した一般住宅の火災における消防

引き上げ

陸上で静置

70

活動上の留意点等について」（平成 25 年 3 月

60

26 日）を発出した。

40

電流（Ａ）

50

平成 25 年度
(1) 東日本大震災において発生した火災の発生

30
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0

原因や延焼要因の究明

‐10
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時間（分）

‐20

① 東日本大震災に関連して発生した火災に関

海水の撹拌

するアンケート調査
東日本大震災に関連して発生した火災につい

図4-8

満充電バッテリーに載せ替え

自動 車 を水 深1mの 海水 に 水 没 させ た

て、地震の揺れや津波に起因する火災にとどま

ときのバッテリーマイナス端子側電流量の変化

らず、避難生活中の火災など、幅広く発生と被

（ 車 両 は 約 130分 ま で 水 没 さ せ そ の 後 引 き 上 げ

害の実態を網羅的に把握するとともに、地震に

て陸上に静置した。）
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からの発煙を確認できた。短時間の水没後に水

原因や延焼要因の究明

が引いた際、発煙する可能性を示した。

① 東日本大震災に関連して発生した火災に関

(2) 再生可能エネルギー関連設備・装置の火災危

するアンケート調査

険性把握

東日本大震災に関連して発生した火災につい

太陽光発電システムにおける消防隊員の感電

て詳細な情報を得るため、消防機関を対象とし

を考慮し、手袋や長靴、破壊器具などの個人装

たアンケート調査を実施した。地震発生から約

備品の電気導電性を検証した。また、太陽電池

1 年間に発生した火災のうち、東日本大震災に

モジュール（以下、モジュール）のバックシー

関連して発生したと考えられる火災について、

トや充填材の材質の分析を実施するとともに太

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山

陽光発電設備の火災危険性と消火活動における

形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉

危険性の把握と、活動マニュアルの作成に向け

県、東京都、神奈川県の 13 都道県内で発生した

て検討を行った。

ものを対象とし、避難所等での生活中の火災も
含んでいる。調査の結果 492 件の火災について

消防本部が実際に使用している手袋を、乾い
た状態と湿った状態で電気抵抗を測定した結果、

情報を得た。

乾いた状態では感電しないレベルの抵抗を示し

津波浸水地域で発生した火災は、車両の火災

たが、湿った状態では、ほぼ水と同じ抵抗にな

を含め調査火災の 47%を占め、津波来襲時に発

ることがわかった。長靴は水の浸み込む穴がな

生した延焼火災のほとんどは、出火原因不明と

ければ、感電するほどの電流が流れ込まないこ

なっている。電気に関連した火災は 159 件あり、

とがわかった。

この内、通電火災は 46 件、津波浸水地域の火災

数種類のモジュールについて構造と構成部材

が 38 件であった。機器の別では、配線・分電盤・

を明らかにし、燃焼形態と構成部材の関係につ

変圧器等からの出火が 69 件、電気ストーブが

いて検討した。発電セルを包埋している樹脂は、

30 件(うち地震による落下物等でスイッチが入

共通してエチレン－酢酸ビニル共重合体が用い

った事例が 22 件)、観賞魚用ヒーター8 件など

られており、バックシートは数層にラミネート

である。通電火災は 46 件あり、これとは別に計

されたPETが使用されているものが多かった。一

画停電後の電気火災が 2 件発生している。

部の製品には、耐候性の良いポリフッ化ビニル

避難生活中の火災は 67 件あった。このうち

や、気密性の良いアルミニウムシートが使用さ

ローソク(28 件)や炭などの裸火が発火源とな

れているものもあり、これらの素材が使用され

ったものが 33 件あり、他に石油ストーブへのガ

ているモジュールは、独立燃焼を起こさず、破

ソリンの誤注油や、煙突が破損したまま薪スト

壊形態も他の製品と比べ大きくならなかった。

ーブや風呂釜を使用したことによる小屋裏への

燃焼の際に生成するガスは、モジュールを構

着火、カセットコンロのガスボンベの爆発など

成している樹脂に由来するものが検出されたが、

があった。

フッ素を含有するポリフッ化ビニルをバックシ

震災がれきの廃棄物集積場で発生した火災

ートに使用している製品では、毒性のあるフッ

は調査火災中 22 件あり、この半数が 8 月～9 月

化水素酸が発生しているのが確認された。

に発生していた。亜鉛メッキ工場の火災は 3 件

実験の結果をまとめ、報告書と消防活動

あったが、東日本大震災以前に、地震時の亜鉛

における活動マニュアルを作成した。

メッキ工場の火災は 4 件発生しており（阪神・

平成 26 年度

淡路大震災以降）、メッキ槽でスロッシングが発

(1) 東日本大震災において発生した火災の発生

生したと考えられる。
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観賞魚用ヒーターの火災 8 件のうち 6 件は地

部の材質では毒性のあるガスの生成が認められ、

震でヒーターが空気中に露出して過熱した、従

消火活動中は空気呼吸器を着装する必要性を示

来型の火災事例であるが、残り 2 件は、地震直

した。

後で混乱する中、出火を防止しようとヒーター

太陽電池モジュールの発電抑制技術の開発で

を水槽から取り出したことが、かえって火災に

は、モジュール表面に無機物を吹き付けて遮光

つながった事例であり、観賞魚用ヒーターの特

する装置の開発を行っている。一次試作機を用

殊性と安全設計の課題を呈示した。

い、研究協力の得られた4つの消防本部でデモン

電気火災では、タイマーを設定していたこと

ストレーションを行い、改良点等についての要

で地震発生から時間を経過して発生した火災も

望を抽出した。要望としては、塗布物を洗い流

あり、新しい種類の出火として警戒する必要が

したときに汚れが目立たないこと、隊員一人で

ある。

容易に操作できる使い勝手と重量であることな

避難生活中は疲れもあり、裸火への十分な注

どが出された。これらの要望を盛り込んだ仕様

意が行き届かないこともあることから、停電時

で、二次試作機の製作を行った。

の明かり取りとしてのローソクの使用は控える

太陽光発電システムの安全性を高める活動と

べきであり、非常用の備蓄や持ち出し品として

して、国立研究開発法人産業技術総合研究所を

ローソクをやめ、LED ライトなどに置き換える

中心とした太陽光発電の直流電気安全基準策定

べきである。

委員会に参加し、消防隊員向けの技術資料と太

なお、平成26年11月22日に発生した長野県北部

陽光発電設備の製造者や施工者向けの技術資料

地震の際には、本研究によって得た知見を基に、

の策定に貢献している。

消研HPにて地震後の火災防止に関する注意喚起

2-II

を行った。

平成 23 年度～平成 25 年度

(2) 再生可能エネルギー関連設備・装置の火災危

(1) 分析環境の整備

険性把握

火災の実態把握と課題抽出

分析を行うためのデータを収集し、分析環境

各種製品の充填材、バックシートの材質と生

の整備を行うとともに、随時データをアップデ

成ガスの関係について、引き続き検討するとと

ートし、分析環境の維持管理に努めた。

もに、有炎燃焼の際の生成ガス種の検討及び生

(2) 火災の実態把握と課題抽出

成メカニズムの考察を重点的に実施する。また、

網羅的な集計分析を行い、詳細な分析を実施

消防隊員の感電を予防する手段として、太陽電

すべき課題の探索を行った。

池モジュールの発電を抑制する技術の開発に着

(3) 施策立案に必要な分析の実施

手する。
各種太陽電池モジュールに使われている充填

たばこ火災や防火管理等に関する分析を実施
し、施策検討用資料として提供した。

材やバックシートの材質を調査し、これら部材

平成 26 年度

が加熱されたときと火炎曝露されたときの生成

(1) 分析環境の整備

ガスを分析した。加熱時に生成するガスは、モ

データのアップデートを行い、分析環境の維

ジュールを構成している樹脂の分解に由来する

持管理に努めた。

ものが検出され、火炎曝露された際には、樹脂

(2) 火災の実態把握と課題抽出

由来の分解物が空気中の酸素により酸化された

網羅的な集計分析を行い、詳細な分析を実施

分解物の生成が認められた。使用されている樹

すべき課題の探索を行った。

脂の違いにより生成するガス種は異なるが、一

(3) 施策立案に必要な分析の実施
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消防本部からの依頼を受け、警防計画に必要

られる。加熱強度及び加熱時間を変化させた

な集計データを提供した。

SWP のサンプルを作成し、引張試験装置にて鋼

2-III

板と芯材の接着力を測定した。芯材の難燃性の

火災の促進要因と燃焼性状の実験と数値

計算による分析

違いに関わらず、ポリウレタンとイソシアヌレ

(1) 様々な可燃物の燃焼・消火に伴う生成物及

ートを使用した SWP は、高い加熱や加熱時間

び燃焼に伴う諸現象の把握

が長くなると芯材と鋼板との接着力は失われ、

平成 23 年度

剝離してしまうことが明らかになった。

① サンドイッチパネル等の建物内装材に使用

② 燃焼条件を考慮した小規模実験による燃焼

される素材及び収容可燃物に関する燃焼性

データの把握・蓄積

状を把握する装置を試作し、データ収集を開

火災時に部屋に流入する空気の量が家具や

始した。

建材などから発生する熱分解ガスの量に対して

② 大きな人的被害が発生した個室型店舗火災

不足すると燃焼時に一酸化炭素を多く生成する。

について、小規模区画内における家具の燃焼

本年は、火災室から火災室以外へ流出するガス

実験を行い、区画の燃焼に至らなくても大量

量を把握するため、小型の模型箱による火災実

の煙と高濃度の一酸化炭素の発生により、内

験を東京理科大学と共同で行った。開口ドアの

部は生命に危険が及ぶ状況になることがわ

大きさを変えることで箱に流入する空気を増減

かった。

し、有炎火災時における可燃物からの熱分解ガ

③火災時におけるサンドイッチパネルの挙動、

ス生成量と一酸化炭素生成量との関係を実験に

および建物内装材にサンドイッチパネルが

て測定した。

用いられている建物火災時の留意事項等に

平成 25 年度

ついて、各地区の消防長会実務講習会や消防

① サンドイッチパネル等の建物内装材に使用

本部での研修会で情報提供を行った。

される素材及び収容可燃物に関する燃焼性状の

平成 24 年度

把握を行い、火災から発生した煙が天井に対し

① サンドイッチパネル等の建物内装材に使用

て伝える熱と平成 24 年度に実施した剥離条件

される素材及び収容可燃物に関する燃焼性状の

とを組み合わせたモデルを組み合わせ、火災時

把握

におけるサンドイッチパネルの剥離予測モデル

金属鋼板サンドイッチパネル(SWP)の火災

を作成した。

時の剥落モデル化を行った。金属鋼板サンドイ

② 燃焼条件を考慮した小規模実験による燃焼

ッチパネル(SWP)は鋼板と樹脂製の芯材が、芯

データの把握・蓄積を行うとともに、過去に実

材の自己溶着もしくは接着剤で固定されている。

施した火災実験のデータベース化を図る。火災

火災時の熱で鋼板が芯材と剝離し、可燃性の芯

室以外の場所で亡くなる条件について、一酸化

材が火炎に対して無防備になるため急激な燃焼

炭素燃焼生成ガスの発生状況をもとに、より詳

へ発展する。鋼板と芯材との剝離原因を明らか

細な検討を行う。発生した燃焼生成ガスを測定

にするため、両者の接着力の加熱依存性につい

するために必要なスス・水分などの効果的な除

て検証した。SWP に使用される芯材としては、

去方法の検討を進めた。小型試験だけでなく、

同じ原料から合成されるが異なった燃焼性を有

大型試験まで適応可能な除去装置の開発を行い、

するポリウレタンとイソシアヌレートを使用し

実大火災実験を用いて検証を実施し、有効性を

た。イソシアヌレートはポリウレタンと比較し

確認した。

て難燃性が高い素材で、不燃パネルとして用い

平成 26 年度

- 65 -

消研輯報

69（平成 27 年度）

① 建 物 内 装 材 に 使 用 さ れ る 素 材 で あ る MDF

火災で発生する大規模な火災旋風は観測事例が

（中密度繊維板）の着火・燃焼挙動をコーンカ

少ないため、火災旋風の現象解明、ひいては今

ロリーメータを用いて測定した。コーンヒータ

後の市街地火災の対策を立てる上でも、できる

で与える入射熱流束が大きいほど燃焼中の最大

限り詳細に事実を明らかする必要がある。その

発熱速度は大きくなったが、煙濃度と一酸化炭

ため、この火災旋風の性状、発生時の状況を明

素濃度は、入射熱流束が小さく着火に至らない

らかにすることを目的として、現地調査、聞き

状態及び有炎燃焼が終了した消火後においても、

取り調査を行い、この火災旋風の発生時の状況

高い数値が観測された。

と性状について調べた。
その結果、火災旋風の高さは、約 230m ある

② マンション等の気密性の高い小区画を想定
した火災実験において、消防隊の注水状況が火

いは約 230m 未満、直径は約 55m あるいは約

災区画内の雰囲気にどのように影響するかを検

130m と推定された。値のばらつきは、目撃者

証するため、消防大学校に協力し、区画内の雰

による証言の違いによるものである。この直径

囲気温度と煙層内のガス濃度の変化を測定した。

は火災範囲の 1～2 街区の幅に相当する（図 4-9）。

注水が高温部分の冷却に寄与する場合、注水に

火災旋風が目撃された時刻は 3 月 15 日の午前 3

伴って床面付近の温度が 150℃近くまで上昇す

時台から 4 時台である。火災現場から約 1.4 km

る場合などを確認することができ、効果的で消

離れた地点での平均風速は、午前 3 時が 1.7 m/s、

防隊の安全に配意した注水方法について有用な

4 時が 0.2 m/s、5 時が 0.4 m/s であり、火災旋風

情報が得られた。

が目撃された当時の現場も弱風下であった可能

(2) 火災旋風の発生メカニズム・発生条件の解

性が高い。家屋がそれほど密集せず、道路幅も

明

それほど狭くないこの地区で延焼火災が発生し

平成 23 年度

た要因としては、津波によって家屋間、道路、

① 実験研究

空き地、公園にまで多くの瓦礫が流れ着いてい

吸い込み式超低速小型風洞と、低速下での気

たため、瓦礫を通じて延焼しやすかったこと、

流の可視化方法の開発、熱源の製作を行った。

火災は津波後 3 日経ってから発生しており、し

② 災害調査研究
東北地方太平洋沖地震で津波の被害を受けた
気仙沼市「内の脇 1 丁目」では、3 月 14 日夜に

かも、火災前日の朝から気温が急上昇し、相対
湿度が低くなり、瓦礫、家屋は延焼しやすい状
態であったことが挙げられる。

市街地火災が発生し､翌 15 日未明に、竜巻状の
火柱である「火災旋風」が目撃された。市街地
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気仙沼市「内の脇 1 丁目」の火災で目撃された火災旋風：図中の円は、分析によって

推定した火災旋風の直径を、街区大きさとの比較のために仮に延焼範囲内に記入したものであり、
延焼範囲内での火災旋風の位置は確定できていない。

平成 24 年度

性が高い CVP（Counter-rotating Vortex Pair：有

① 実験研究

風下で地表面に熱源があるとき、その上昇気流

火災域風下に発生する火災旋風の挙動、発生

が風下に流されながら二股に分かれて形成する

メカニズム、発生条件を調べるために、吸い込

渦のペアー）が発生した。可視化実験により、

み式超低速小型風洞の測定部の床面に、熱源と

CVP の渦の 源がヒ ータ ー近く にあ ること がわ

して 7mm×30mm の長方形の領域を占めるヒー

かったが、場所・渦の向きまでは特定できてい

ターを設置した。この装置を用いて、流れの可

ない。

視化及び速度場の測定を行った結果、以下のこ

主流に対して長方形の熱源の向きを変えると、

とが明らかになった。

床面付近で最大風速が現れる位置が大きく変化

主流風速 1～9cm/s の下で、熱源の発熱速度を

することがわかった（図 4-10）。長方形の熱源

2

1.6～320kW/m の範囲で変化させたところ、火

の長軸が主流と直交している場合、床面付近の

炎を用いたこれまでの実験で見られたような、

最大風速は熱源の風下に現れた。しかし、熱源

熱源風下で発生してその風下に流れ出す旋風の

の長軸が主流と平行な場合には、床面付近の最

発生は確認できなかった。床面上の速度境界層

大風速は熱源直近の熱源両脇に現れた。この最

内の流れに乱れを加えても、熱源風下に流れ出

大風速の位置の違いは、CVP の形成位置の違い

す旋風の発生は確認できなかった。この結果は、

によって生じている可能性が高いことを可視化

火炎のフリッカリング（振動）現象が、旋風の

実験で明らかにした。この実験結果は、有風下

発生、流出に影響を与えている可能性を示唆す

での地上付近の火事場風の発生機構を示唆する

るが、まだこのことは実証できていない。

ものであり、林野火災時に風向の変化が起きた

上述の実験では、旋風の源の一つである可能

直後に飛火が発生して、延焼拡大したと言われ
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る災害（呉市 昭和 46 年（1971 年）、阿蘇市 平

もある。

成 24 年（2012 年））の原因の一つである可能性

図 4-10

火災域を模擬した熱源を風洞内の床面に設置して横風をあてた時の床面付近の速度場

② 災害調査研究

は、一つの火災旋風が長時間持続したことが記

平成 23 年（2011 年）の東日本大震災で、気

録されている。このような性質を持つ火災旋風

仙沼市内の津波で襲われた地区で目撃された火

の解明は防災上重要である。そこで、火源風下

災旋風について、聞き取り調査を継続して行っ

に定在する火災旋風の発生メカニズムについて、

た。火災旋風による風害の可能性があると考え

実験により調べた。火源として 1～2m 規模のガ

ていた、複数の樹木の枝が折れた現象は、火災

ソリン火炎を用い、火炎から発生する煙によっ

旋風によるものではなく、人為的な理由だとい

て、火炎から発生する上昇気流を可視化し、上

うことが聞き取り調査でわかった。火災旋風の

昇気流と定在火災旋風との関係を調べた。その

物的証拠（映像・写真・被害）は得られなかっ

結果、火炎風下直後に定在する火炎を含まない

た。

火災旋風は、火炎から発生する上昇気流中に生

③ 野外観測研究

じる渦対（Counter-rotating Vortex Pair、CVP）で

野焼き時に発生する旋風の観測を試みた。

ある可能性が高く、火炎を含んだ火災旋風は、

平成 25 年度

CVP の各渦の中に火炎が巻き込まれることで

① 実験研究

発生している渦である可能性が高いということ

関東大震災時の被服廠跡(ひふくしょうあと)で

が明らかになった（図 4-11）。

a)

図 4-11

b）

火源風下に発生する火災旋風：a)火炎を含まない火災旋風、b)火炎を含む火災旋風
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② 観測研究
より規模の大きい火災旋風の発生状況を調べ
るために、野焼き時に発生する火災旋風の観測
を実施したが、植物の水分量が多かったためよ
く燃えず、途中で中止になった。
平成 26 年度
実験研究

風
風

火災域風下では、火災旋風が発生しやすいこ

風

とが分かっているが、帯状に拡がった火災域に

図 4-12

対して、火災旋風はどの位置に発生し、移動す

含まない火災旋風の性状が大きく異なることが

るのかしないのか、風向きが変わった場合その

分かった。

風に対する火源の向きによって，炎を

発生位置はどう変わるのか、さらに、どの位置
で発生する火災旋風が人々にとって危険なほど

(3) 火災シミュレータ（FDS）の GPGPU による

強い風を巻き起こすのかということは明らかに

高速化

なっていない。これらのことは、地震後の市街

計算機で火災を再現する火災シミュレータ

地火災や林野火災のような広域火災時の避難、

FDS を火災原因調査（例えば、長崎グループホ

消防活動を考える上で、明らかにしておく必要

ーム火災、大阪ビデオ店火災など）で活用して

がある。

いる。現状ではシミュレーション 1 ケースあた

長方形の火源にあてる風の向きによって、火炎

り数週間～1 ヶ月程度の計算時間を要し、効率

風下に発生する「火炎を含まない火災旋風」の

的な運用が困難である。本研究では、その計算

移動形態、旋回速度がどのように変わるのかを

時間をいかに低コストで短縮するかを試みるも

実験によって調べた。実験では、1.5m×0.6m の

のである。計算時間が短縮されれば、多くの火

長方形燃焼容器上にメタノール火炎を形成させ、

災条件で計算が実行できることになり、火災シ

燃焼容器の長辺を風に直交させて配置した場合

ミュレーションの精度向上に寄与する。

と、平行に配置した場合を比較した。その結果、

近年、画面処理を担う GPU を汎用的な処理に

横風風速 0.8～0.9m/s の場合について、以下のこ

用いて計算を高速化する技術（GPGPU）が発達

とが分かった。

してきている。GPGPU を活用することにより火

(ⅰ) 燃焼容器の長辺が風と直交する場合、火災

災シミュレータ FDS を効率的に運用する可能

旋風は風下に流出せず渦対としてほぼ定在し、

性が出てきた。火災シミュレータ FDS が GPGPU

燃焼容器の長辺が風と平行な場合、火災旋風は

で高速化するためには、GPGPU ハードウェア環

一つずつ風下に流出する（図 4-12）。

境に適合したプログラムを改良することになる。

(ⅱ)渦の風下方向に向かう最大速度は、火源が

平成 23 年度

風に直交する場合約 1.4m/s であり、平行な場合

図 4-13 に示す計算区画を対象に火災シミュレ

は約 0.4m/s 小さかった。 ただし、これについ

ータ FDS のソースプログラムを分析調査した

てはさらに精度の高い測定が必要である。

結果、GPGPU 計算高速化手法を適用すると計算
が 10 倍速くなることを試算した。
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モデル A
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試算に用いた計算区画

CPU へのデータ転送が不要な場合：

全体の GPU の計算時間見積り＝78.86[s]
GPU による加速倍率＝1348.74[s]÷78.86[s]≒17.1[倍]
モデル B

CPU へのデータ転送が必要な場合：

全体の GPU の計算時間見積り＝78.86[s] + 56.28[s] ＝135.14[s]
GPU による加速倍率＝1348.74[s]÷135.14[s]≒9.98[倍]

平成 24 年度

平成 25～26 年度

火災シミュレータ FDS の最も高速化に効果的

火災シミュレーションの計算結果を検証す

なサブルーチンに対して GPU 計算高速化手法

るための実験環境を整備した（図 4-14）。

を適用した結果（表 4-2）、CPU･GPU 間の通信
処理に大きな時間のロスがあることがわかった。

表 4-2
ファイル名

サブルーチン名

MASS_FINITE_DIFFERENCES
mass.f90 DENSITY
CHECK_DENSITY
COMPUTE_VELOCITY_FLUX
COMPUTE_VISCOSITY
NO_FLUX
velo.f90
VELOCITY_PREDICTOR
VELOCITY_CORRECTOR
VELOCITY_BC
pres.f90 PRESSURE_SOLVER

処理時間計測結果

call回数 CPU time [s] GPU time [s]

270
281
281
551
270
281
146
135
271
1

2.033
3.453
0.319
8.171
3.443
0.183
0.283
0.138
4.119
0.905

5.755
7.348
0.724
9.767
2.866
2.430
1.150
0.954
5.499
2.293
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CPU time
/ (GPU time - (ALLOCATE
+ DEALLOCATE + CUDAMEMCPY)) [%]

CPU time
/ GPU time [%]

35.3
47.0
44.1
83.7
120.2
7.5
24.6
14.5
74.9
39.5

898.4
122.3
106.8
570.5
396.1
76.2
170.3
339.4
115.6
111.1
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実験環境（上昇気流の速度温度同時計測）

(4) 地震後の市街地火災における燃焼性状の研

よって、重量減少速度が増加する効果が大きか

究

った。

平成 24～25 年度

2-IV

地震後の市街地火災において、風速と火災家

生活に密着した建物等での警報伝達手段

に関する研究

屋の倒壊が、火災家屋の燃焼性状に与える影響

平成 23 年度

を明らかにすることを目的として、燃焼実験を

(1) 住警器による地域警報ネットワークの検討

行った。火災家屋は木材クリブで模擬し、倒壊

既存住警器の無線通信機能を調査・整理し、

状況はクリブのかさ密度を変え、風速とかさ密

住警器による地域警報ネットワークの検討を行

度の違いがクリブの燃焼に与える影響を調べた。

った結果、無線連動のための通信方式として、

実験の主な結果は以下の通りである。

親器・子器方式または数珠つなぎ方式が用いら

(1)クリブのかさ密度が小さいほど、最大重量減

れていることを確認した。また、建物間の無線

少速度は大きかった。

連動を行う際、建物の壁を通しての無線通信が

(2)かさ密度最大のクリブは、かさ密度が最小お

必要となるため、建物の内壁素材や外壁素材を

よび中程度のクリブにくらべて、最大重量減少

用いた電波伝播実験が行える実験環境を整えた。

速度に到達するまでの時間が長く、着火から最

(2) 火災警報用信号コンセントの検討

大重量減少速度にいたるまでの発熱量が大きか

建物の特性や警報の受け手側の特性に適した

った。

警報伝達機器への火災信号伝達を容易に行える

(3)クリブのかさ密度が小さいほど、風速増大に

ようにするための火災警報用信号コンセントの
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仕様について検討を行った結果、火災警報信号

回発生した。この通信障害の発生原因は、昼間

用コンセントで扱う信号として、警報装置が機

に実施する自動通信確認動作の際に多くの店舗

能的に安全な装置であるかの認証信号、取付（認

が休業でシャッターを閉じていたためと考えら

証情報）信号、警報の種別を表す信号、警報装

れ、対策として中継器を増設した。本件以外の

置が作動した時のアンサーバック信号、定期的

通信障害は発生していない。共助意識の向上に

な動作試験を要求する信号等が含まれている必

関する調査及び分析に必要な、実験開始当初の

要があることがわかった。

防火意識のデータを得るためのアンケート調査

平成 24 年度

を実施した。

(1) 住警器による地域警報ネットワークの検討

平成 26 年度
(1)住 警 器 に よ る 地 域 警 報 ネ ッ ト ワ ー ク の 検 討

住警器による地域警報ネットワークのフィー
ルド実験を実施し、電波伝搬障害や非火災報発

及び防火共助意識調査
平成 25 年度に引き続き、北九州市消防局予防

生等の問題点とその対応方法の検討を行う。
北九州市内の老朽化した木造市場を対象とし

課との共同研究により実施している木造市場を

て、市場関係者と市場周辺住民とが参加する防

対象とした、無線連動式住宅用火災警報器によ

火の共助体制の構築を目的として、市場内の各

る地域警報ネットワーク構築のフィールド実験

店舗に無線連動式住宅用火災警報器を設置して、

を継続実施するとともに、火災警報器の作動を

電波伝搬障害や非火災報の発生等の問題点や対

電子メールで自動通知する装置を設置して、市

応のための課題を明らかにするための火災感知

場外住民等への連動通報が行えるようにした。

警報フィールド実験実施の準備を進めた。本件

実験期間中、惣菜店に設置した火災警報器が調

は北九州市消防局予防課との共同研究を実施す

理の煙で作動し非火災報が発生した。また、通

ることとなった。

信障害の発生はなかった。さらに、本フィール

(2) 火災警報用信号コンセントの検討

ド実験による市場関係者の防火意識の変化を調

昨年度に引き続き、火災警報用信号コンセン

査及び分析するため、第 2 回アンケート調査を

トの仕様について、機能を絞った火災警報機器

実施した。第１回アンケート調査との比較から、

から高機能の火災警報機器まで、複数の等級分

出火危険や夜間に火災が発生した場合の延焼拡

けの検討を行った。

大を小さく考える傾向が見られた。

平成 25 年度

木造密集地域で無線連動式住警器を用いた地

(1)住 警 器 に よ る 地 域 警 報 ネ ッ ト ワ ー ク の 検 討

域警報ネットワークを構築する場合のニーズと

及び防火共助意識調査

問題点の把握等のために平成 27 年 1 月 3 日に発

北九州市内の古い木造市場を対象に、市場関

生した城崎温泉火災の現地調査を行った。木密

係者と市場周辺住民とが参加する防火の共助体

地域では出火建物をすばやく見つけるために 3

制の構築を目的として、市場内の各店舗に無線

世帯程度の小規模なグループで火災警報を共有

連動式住宅用火災警報器を設置して、電波伝搬

する、多数グループに対応できる無線連動式住

障害や非火災報の発生等の問題点や対応のため

宅用火災警報器が必要であることがわかった。

の課題を明らかにするための火災感知警報フィ

2-V

ールド実験を開始した。各店舗に設置した住宅

関する研究

用警報器は、単独運転で運用を開始して非火災

平成 23 年度

熱画像を活用した再燃火災の発生防止に

報が発生しないことを確認した。次に連動運転

座布団、布団、重ねられた段ボール、積み重

に切り替えたところ、旧盆時期に通信障害が 1

ねられた新聞は、残火がのこりやすいと経験的
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に言われている。座布団に残火がある状況を模

熱終了から 40 分経過すると、少量の煙が発生し

擬するために、水で十分に濡らした座布団の下

ていたが、火炎は見えず、通常のビデオカメラ

方から ヒー ター(出力 300W)で加熱 し､熱画像

と通常のデジカメで外観を見ても、赤熱してい

カメラで観察した。

る部分は発見されなかった。熱画像カメラで観

小さな熱源が座布団のような断熱性のある

察すると、接合部のすきまに 200℃を超える高

もので覆われていても、時間が経過すれば、熱

温の部分があることを容易に見つけることがで

が透過し、座布団の外面の温度が上昇した。継

きた。

続して観察すれば、温度上昇を熱画像カメラで

平成 26 年度

確認することができた。また、残火を探すには、

木造家屋において、木組みの接合部に残火が

1 度だけでなく、何度でも見に行く必要がある

残りやすいといわれている。木組みが火災によ

ことが示唆された。

り、火炎で長時間あぶられたという想定で実験

平成 24 年度

を行った。実際の火災に近づけるため、解体家

壁体内､天井裏の構造材に残火がのこりやす

屋から木組みを入手した。

く、壁体内､天井裏の残火は、見つけにくいと経

燃焼する木材クリブの上に木組みを置くことに

験的に言われている。天井裏に残火がある状況

より、木組みを 20 から 30 分程度加熱した。そ

を模擬するために、2 枚の断熱板の間に電気ヒ

の後放置し、火炎に曝された後の木組みの接合

ーターを設置し、熱画像カメラで観察した。消

部の隙間に残火がのこった状態を実験的につく

防隊は､鎮圧後の火災現場において、壁体内、天

った。外見では残火が見えなくても、熱画像カ

井裏にある残火を探すために､素手で触れるこ

メラでは、高温の部分を見つけることができた。

とにより、高温の場所を探している。天井裏に
ある残火を探す作業を模擬し、消防職員が素手

3.

で断熱板の下面に触った。

3-I

東日本大震災における火災分析と防火対

策

～再生可能エネルギー関連設備・装置の火

電気ヒーター(出力 100W)で加熱を開始して
から 21 分後に、断熱板の下面の温度は 33℃に

平成 27 年度の主な成果

災危険性把握～

上昇した(加熱開始前の温度は 17℃)。熱画像カ

太陽電池モジュール構成部材の分析及び燃

メラで撮影した熱画像では、周囲より温度の高

焼時発生ガスに対する化学分析の実施と太陽電

い場所があるのが容易にわかった。素手で断熱

池モジュールの発電抑制技術の開発を行う。

板の下面に触っても、温度の高い場所はわから

太陽電池モジュール構成部材の分析及び燃

なかった。

焼時発生ガスに対する化学分析では、各種モジ

平成 25 年度

ュールに使用される充填材やバックシートを加

木組みの接合部に残火がないか注意する必

熱や燃焼をさせたときに生成するガスの分析を

要があると経験からいわれている。木組みが火

行う。加熱時に生成するガスは、モジュールを

災により火炎で長時間あぶられたという想定で

構成している樹脂の分解に由来するものが検出

実験を行った。新品の木組みを製作し、接合部

され、火炎曝露された際には、樹脂由来の分解

を電気ヒーターで加熱した。

物が空気中の酸素により酸化された分解物の生

加熱を継続している間は、時々、火炎をあげ

成が認められた。これらの構成部材が燃焼した

ながら、木の焼けが進んだ。加熱を終了した後

際 に 生 成 す る ガ ス は 、 封 止 材 の

は、火炎は見えなくなった。また、煙は出てい

EVA(Ethylene-Vinyl Acetate)では酢酸や炭化水

たが、時間とともに発生量は減っていった。加

素、アルデヒド等が検出した。古いモジュール
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の バ ッ ク シ ー ト に 使 用 さ れ て い た
PVF(Polyvinyl fluoride)からは、フッ化水素、炭
化水素等が、新しいモジュールのバックシート
に 使 用 さ れ て い た

PET(Polyethylene

terephthalate)からは、芳香族化合物や炭化水素
等を検出した。EVA や PET が燃焼した際は、
少量でも有害なガスの生成はほとんどなかった
が、PVF から生成したフッ化水素は少量でも有
害であるため、活動時には注意を要することを
示した。
消防隊員が消防活動中に感電することや、放
電や漏電により再出火することの危険性を排除
するために太陽電池のジュールの発電を抑制す
る技術の開発を行う。ここでは、試作機を 6 つ
図 4-15

試作した遮光剤噴射装置（背負い式）

盛り込んだ試作機（図 4-15、図 4-16 参照）を作

図 4-16

試作した遮光剤噴射（背負い式）で遮

製し、次年度に、地上置きへの対応を盛り込み、

光剤を噴射している状況

の消防本部で試用してもらい、要望等を聞き取
り、出てきた改良点を盛り込み、最終の試作機
を製作した。試作機は、無機物の遮光剤を噴射
して太陽電池モジュール表面を覆い、発電を抑
制する装置である。消防本部での試用で出され
た主な仕様は、片手操作ができるガンタイプの
ノズルであること、できるだけ軽量であること、
遮光剤タンクを地上置きにしてホースを延長す
る方式で放射できること、等の意見が出された。
平成 27 年度では、ガンタイプノズルの採用、二
酸化炭素高圧ガスカートリッジの使用の仕様を

より実用に近い試作機を作製する。
太陽光発電システムの安全性を高める活動と
して、国立研究開発法人産業技術総合研究所を

3-II

火災の実態把握と課題抽出

(1) 分析環境の整備

中心とした太陽光発電の直流電気安全基準策定

データのアップデートを行い、分析環境の維

委員会に参加し、消防隊員向けの「太陽光発電

持管理を行った。

火災発生時の消防活動に関する技術情報」と、

(2) 火災の実態把握と課題抽出

太陽光発電設備の製造者や施工者向けの「太陽

網羅的な集計分析を行い、詳細な分析を実施

光発電の直流電気安全のための手引きと技術情

すべき課題の探索を行い、住宅火災件数が減少

報」を策定した。

する中で、半焼以下の小規模な火災の割合は増
加し、10 棟程度が焼損する小規模な延焼火災の
占める割合が増加していることを確認した。
(3) 抽出された課題に関する詳細分析
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高齢者の居住環境に関する情報収集を行った。

の結果に基づき行うとともに、実火災におけ

木造密集住宅地や市場における火災につい

る燃焼現象と適切な消防活動に資する技術

て分析を行い、情報共有を行った。

提供を消防本部へ行った（火災時に発生する

小規模な延焼火災について火災報告の分析

一酸化炭素濃度と火災室隣室への影響、区画

を行うとともに、兵庫県及び新潟県内で発生し

火災時にフラッシュオーバーの可能性が生

た小規模延焼火災の現地調査を行った。

じる熱環境の例）。
(2) 火災旋風の発生メカニズム・発生条件の解

データから、小規模な延焼火災は、防火地域
指定された市街地(建物が密集した地域が指定

明

される)で発生した場合にその延焼拡大規模が

① 実験研究

大きいこと、防火地域であることから耐火建築

前年度の解析の続きを行い、火災旋風内の上

物等であることが求められるが、火元は木造住

昇速度、上昇時の旋風の傾斜の原因、旋風の形

宅であることなどを明らかにした。

成過程を調べ、以下の結果が得られた。

現地調査を行った 2 件の火災は、いずれも出

(ⅰ) 燃焼容器の長辺が風と平行な場合、上空

火原因は不明であったが、火元は高齢者の一人

で の 火 災 旋 風 の 渦 中 心 部 の 上 昇 速 度 は 1.0 ～

暮らし世帯であり、一例は認知症者の一人暮ら

1.6m/s で、床面近くでの渦内の水平断面内の最

しであった。また、防火地域が指定され、本来

大速度より大きかった。

は延焼防止性能を備えた建物が建つべき地域に、

(ⅱ) 旋風は風上に向かって上昇した。この動

更新されずに残った木造住宅から出火しており、

きは、Counter-rotating Vortex Pair を構成する各

火元の住人は何十年もその住宅に居住してきて

渦に挟まれた領域の運動方向が、風上方向のた

いた。周囲の住宅も火元と同じ時期に建てられ

めである可能性が高いことを明らかにした。

た木造建物であり、密集して住宅が建てられて

(ⅲ) 燃焼容器の長辺が風と平行な場合は、火

いる地域であることから消防活動も困難であっ

源内の風下部に火炎を含む旋風が 1～2 個発生

た。罹災世帯はそれぞれ 10 以上に上った。

したが、焼容器の長辺が風と直交した場合は発

居住者の加齢に伴う身体能力の低下は、失火
の可能性を増加させ、住宅の経年劣化は漏電な

生しなかった。この原因について、火炎側面へ
のエントレインメントの違いから考察した。

どの出火危険を増大する。また、更新されずに

(ⅳ ) 燃 焼 容 器 の 長 辺 が 風 と 平 行 な 場 合 の 旋

延焼防止性能が低いまま残る木造住宅は、延焼

風の形成過程である可能性がある様子を観察す

拡大のリスクも大きい。一旦出火すると、高齢

る事ができた。

の居住者自身による初期消火が困難であること

② 観測研究

も延焼拡大危険を増長する。このようなことか

木造密集市街地を模擬した 1/3 スケールの木

ら、今後超高齢社会を在宅介護など地域で支え

造住宅 19 棟用いた野外実験をテレビ局の番組

ていくにあたり、地域が引きうける火災リスク

制作の一環として行い、火災旋風の観測を試み、

についても考慮する必要性を指摘した。

火災周辺気流・温度、放射量、家屋の重量減少

3-III

速度などの測定も行った。小規模な火災旋風（図

火災の促進要因と燃焼性状の実験と数値

計算による分析

4-17）、上昇気流の大規模な旋回が火災の風下領

(1) 様々な可燃物の燃焼・消火に伴う生成物及

域で観察できた。火災旋風、旋回気流は、一般

び燃焼に伴う諸現象の把握

風の風速が低下した時間帯に，火災域風下に発

燃焼条件を考慮した小規模実験・大型実験

生した。直径約 16cm、高さ約 3m 程度の火災旋

による燃焼データの把握・蓄積を前年度まで

風は、旋回速度が平均 4.0m/s、上昇速度が平均
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3.3m/s であった．火災域の風横は風上に比べて

(3) 火災シミュレータ（FDS）の GPGPU によ

風速が大きい傾向があった。現在解析を継続中

る高速化
火災シミュレータ FDS がアクセラレータ

である。

GPGPU で高速化するように、GPGPU ハード
ウェア環境に適合したプログラムの改良が
必要であったが、コスト面からプログラムの
改良が困難となった。そこで、コプロセッサ
MIC（Many Integrated Core）によりネイティ
ブ実行することでプログラムを改良しなく
ても高速化できる可能性があるので、それを
試した。MIC を図 4-18 に示す。

図 4-17

火災家屋の風下側に現れた火炎を含

まない火災旋風

図 4-18

検証に使用したコプロセッサ MIC（Many Integrated Core）

検証に用いた計算機は、表 4-3 に示す CPU

動小数点演算性能＝動作周波数×1 サイクル

及び MIC を 1 基ずつ搭載したワークステーシ

で実行可能な浮動小数点演算回数）として、

ョンである。理論ピーク性能（コア単体の浮

MIC は CPU の約 2.9 倍計算が高速である。
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理論ピーク演算性能

火 災 シ ミ ュ レ ー タ FDS （ Fire Dynamics

ルドし、実行ファイルを生成した。OpenMP

Simulator Ver. 6.3.2）の Fortran で記述された

によるサーマルプルーム（上昇気流）の並列

ソースプログラムを MIC でネイティブ実行

計算をネイティブ実行した結果、CPU に比べ

するためにワークステーションにおいてビ

て速度が低下した（図 4-19）。

図 4-19

FDS での実行時間（MIC と CPU の比較）

列計算を実行した（図 4-20）。その結果、CPU

速度低下の原因を検証するために、サーマ

に比べて速度が向上した（図 4-21）。

ルプルームのプログラムを自作し、同様に
MIC でネイティブ実行するためにビルドし並
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自作プログラムによるサーマルプルーム（上昇気流）の速度及び温度の計算結果
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自作プログラムでの実行時間（MIC と CPU の比較）

計算速度に影響を与える要因として、メモ

報器による地域警報ネットワーク構築のフィー

リアクセスの効率という点が挙げられる。自

ルド実験を継続実施し、市場関係者の防火意識

作プログラムでは、OpenMP で各コアが計算

の変化に関するヒアリング調査を行い、火災警

する並列部分で使われる変数をグルーバル

報の共有等の地域ぐるみの共助体制構築に関す

で宣言して使用していたが、その変数のメモ

る知見の収集を行った。兵庫県城崎温泉街、新

リアクセスが各コア（スレッド）に対して排

潟県燕市で発生した木密地域火災の調査を行い

他制御（同時アクセス競合の整合性）となる

住警器による地域警報ネットワーク普及に資す

ため、多くの時間を要していた。その変数を

る検討資料の収集を行った。

ローカル（private）と宣言することでそれを

(2) 地域防火用無線連動住警器の技術的検討と

回避、計算が速くなった。火災シミュレータ

機能設計

FDS では最近 OpenMP の実装が行われたばか

複数世帯間での運用に適した地域防火用無線

りなので、その点の成熟度の低さが計算速度

連動住警器の技術的検討及び機能設計として、

低下につながっているものと推察される。

地域防火用無線連動住警器に要求される性能、

今後は新しい高速化技術の進展を注視し

法令で無線連動式住宅用火災警報器に用いるこ

つつ、消防本部でも活用できそうな低コスト

ととされている小電力セキュリティシステムを

で高速化する方法を火災シミュレータに取

使った場合のネットワーク構築手法、更にネッ

り入れるべく模索していきたい。

トワーク上で警報を伝達させる手法について、

3-IV

生活に密着した建物等での警報伝達手段

検討を行った。

に関する研究

3-V

(1) 住警器による地域警報ネットワークの検討

関する研究

及び防火共助意識調査

熱画像を活用した再燃火災の発生防止に

木組みが火災により、火炎で長時間あぶられ

火災警報器作動を電子メールで通知する火災

たという想定で実験を行った。解体家屋から木

信号連動式電子メール自動配信装を設置して、

組みを入手した。入手したのは、全てほぞ継ぎ

木造市場を対象とした無線連動式住宅用火災警

で、ほぞとほぞ穴の間に隙間があった。燃焼す
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る木材クリブの上に木組みを置くことにより、

火炎近傍の樹木による背後での受熱量の低

木組みを 20 から 30 分間程度加熱し、その後放

減効果に関する実験研究、日本緑化工学会誌、

置した。ほぞとほぞ穴の間に､高温の空気が通り

Vol.38、No.1、(2012.8)

抜けるのに十分な隙間があれば、ほぞ穴の内部

3) Manzello, S. L., and Suzuki, S.: Experimentally

が加熱され、燃焼を開始した。ほぞ穴の内部で

Simulating Wind Driven Firebrand Showers in

燃焼が継続すれば、ほぞ穴の近くの温度が高く

Wildland-Urban Interface (WUI) Fires,

なるので、熱画像カメラにより、燃焼が継続し

Overview of the NIST Firebrand Generator

ている部分を探すことができた。

(NIST Dragon) Technology, Procedia
Engineering, Vol. 63 (2013), pp. 91-102.

実験結果をもとに、再燃火災防止のためのガ
イドラインを作成した。概要を消防研究所報告

4) Naoharu Murasawa, Hiroshi Koseki, Yusaku
Iwata,

に投稿する予定である。

Keiko

Suzuki,

Hiroyuki

Tamura,

Takabumi Sakamoto：Investigation of the heat
4.

generation and spontaneous ignition of disaster

共同研究等外部との協力
・国立大学法人北海道大学大学院

waste generated after the 2011 Great East Japan

・東京理科大学大学院国際火災科学研究科

Earthquake Original

・一般財団法人日本火災報知機工業会

Safety Journal, Volume 59, July 2013, pp.

・横浜市消防局

178-187

Research Article,

Fire

5) Suzuki, S., Brown, A., Manzello, S. L., Suzuki,

・秋田県立大学
・国立大学法人静岡大学

J., and Hayashi, Y.:Firebrands Generated from a

・能美防災株式会社

Full-Scale Structure Burning Under

・静岡市消防局

Well-Controlled Laboratory Conditions, Fire

・京都市消防局

Safety Journal, Vol. 63 (2014) ,pp. 43-51.
6) Manzello, S. L., and Suzuki, S.: Exposing

・堺市消防局
・岡山市消防局

Decking Assemblies to Continuous Wind-Driven

・北九州市消防局

Firebrand Showers, Fire Safety Science, Vol. 11,

・さいたま市消防局

(2014) , pp.1339-1352.

・国立大学法人豊橋技術科学大学

7) Zhou, K., Suzuki, S., and Manzello, S.
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L. :Experimental Study of Firebrand Transport,
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J., and Hayashi, Y. : Ignition of Mulch Beds

5.

Exposed to Continuous Wind-Driven Firebrand

その他

(1) 論文発表
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a possible origin of fire whirls, Fire safety

siding treatments, Fire Safety Journal, Vol. 80
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104) 塚目孝裕、阿部伸之、田村裕之、松島早苗、

太陽光発電システムの火災時における感電

尾川義雄、高梨健一、河関大祐、志水裕昭：

を考慮した手袋、靴、破壊器具の電気抵抗測

太陽電池モジュール燃焼時の生成ガスにつ

定、平成 26 年度日本火災学会研究発表会概

いて、消防研究所報告、第 116 号、pp.1-10

要集、pp.270-271 (2014.5)

(2014)

97) 松島早苗、阿部伸之、田村裕之、塚目孝裕、

105) 松島早苗、田村裕之、阿部伸之、高梨健一、

高梨健一、河関大祐、尾川義雄、志水裕昭：

塚目孝裕、河関大祐、尾川義雄、志水裕昭：

破壊器具による太陽電池モジュール破壊時

消防活動時の太陽電池モジュールの感電危

の発電特性、平成 26 年度日本火災学会研究

険性、消防研究所報告、第 116 号、pp.11-22

発表会概要集、pp.272-273、(2014.5)

(2014)

98) 塚目孝裕、阿部伸之、田村裕之、松島早苗、

106) 松島早苗、田村裕之、塚目孝裕、阿部伸之、

尾川義雄、高梨健一、河関大祐、志水裕昭：

高梨健一、河関大祐、尾川義雄、志水裕昭：

太陽電池モジュール燃焼時の生成ガスにつ

火災時における太陽電池モジュールの発電

いて、平成 26 年度日本火災学会研究発表会

特性（その 5

概要集、pp.274-275 (2014.5)

2014 年度日本建築学会大会(近畿）学術講演

99) Manzello, S.L., and Suzuki, S.: Experimental

モジュール破壊時の発電特性）、

会 防火 3081、pp.185-186 (2014)

Study of Firebrand Transport, 平成 26 年度日本

107) 田村裕之、松島早苗、塚目孝裕、阿部伸之、

火 災 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集 、 pp.298-299

高梨健一、尾川義雄、河関大祐、志水裕昭：

(2014.5)

太陽光発電システムの火災時における感電

100) Suzuki, S. Manzello, S. L., Kagiya, K., Suzuki,

を考慮した消防隊員の手袋、靴、破壊器具の

J., and Hayashi, Y.: Ignition of Fine Fuels

電気抵抗測定、日本建築学会大会学術講演梗

Exposed to Firebrand Showers, 平成 26 年度日
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118) 細貝亜樹（JAXA）、中村祐二（豊橋技科大）、

概集（防火）、2014 年度（近畿）、pp.187-88
(2014)

若月

108) 塚目孝裕、田村裕之、松島早苗、阿部伸之、

薫：限界酸素指数に与える燃え拡がり

モードの影響、日本機械学会 熱工学コンフ
ァレンス 2014、(2014.11)

高梨健一、尾川義雄、河関大祐、志水裕昭：

119) 中村祐二（豊橋技術科学大）、 細貝亜樹

太陽電池モジュール燃焼時の生成ガスにつ
いて、日本建築学会大会学術講演梗概集（防

（JAXA）、若月

火）2014 年度（近畿）、pp.189-190 (2014)

での燃焼限界時の燃焼形態に関する一考、第

109) 田村裕之、渡会俊幸：重合釜内で発生した

薫：キャンドル型燃焼試験

58 回宇宙科学技術連合講演会、(2014.11)

火災の原因調査、第 38 回静電気学会全国大

120) 若月

会 (2014.9.8～9.9)

薫、細貝亜樹（JAXA）、中村祐二（豊

橋技術科学大）：高分子材料の燃焼性を評価

110) 田村裕之：太陽光発電システムの火災危険

する国際試験規格（ISO）について、第 58 回

性と消防活動上の対策、第 18 回消防防災研

宇宙科学技術連合講演会、(2014.11)

究講演会資料、pp.85-98 (2014.11)

121) 志水裕昭、塚目孝裕：可搬型 1 回反射 ATR

111) 田村裕之：太陽光発電システム火災と消防

装置を用いた水試料測定における前処理法

活動における安全対策、安全工学、Vol.53、

の検討、日本分析化学会第 63 年会講演要旨

No.6 (通巻 303 号)、pp.438-444 (2014.12)

集、p395 (2014)

112) 推名知明、篠原雅彦、松島早苗：地震後の

122) 塚目孝裕：より安全な太陽光発電へ(2) 特

－有

別報告 B 消防活動における安全性、AES 太

風下におけるクリブを用いた実験－、消防技

陽光発電システム研究発表会（第 16 回）(2014)

市街地火災における燃焼性状の研究

術安全所報、第 51 号、pp.166-171 (2014.9)

123) 塚目孝裕：姫路市内化学工場で発生した爆

113) 篠原雅彦：火災旋風の危険性と心構え、第

発事故概要と工場災害事故防止方策、第 15

53 回 火 災 科 学 セ ミ ナ ー テ キ ス ト 、 pp.43-54

回計測自動制御学会システムインテグレー

(2014.11)

ション部門講演会 (2014)

114) 篠原雅彦、松島早苗：有風下で火炎風下直

124) 田村裕之、塚目孝裕、阿部伸之、高梨健一、

後に定在する火災旋風の発生メカニズムに

河関大祐：太陽光発電システムから出火した

関する実験研究、日本流体力学会年会

住宅火災について、日本建築学会大会学術講

(CD-ROM) (2014.9)

演梗概集（防火）、2015 年度（関東）、pp.207-208
(2015)

115) 篠原雅彦、松島早苗：有風下で火炎風下直

125) 篠原雅彦（共著）：2011 年東日本大震災

後に定在する火災旋風の発生メカニズムに
関する実験研究、日本流体力学会誌「ながれ」

火災等調査報告書【要約版】、日本火災学会

第 33 巻 6 号、pp.503-507 (日本流体力学会年

(2015.3)

会 2014 予稿の転載) (2014.12)

126) 宮坂智哉、田中勇治、川嶋恵子、棚橋嘉美、

116) Manzello, S.L., and Suzuki, S.: Firebrand

難波志帆、塚目孝裕、田村裕之、阿部伸之、

Accumulation in Front of Structures in Large

高梨健一、松島早苗、河関大祐、齋藤貴幸、

Outdoor Fires, 第 52 回燃焼シンポジウム

田澤了、伊藤潤、宮下典之：高齢者施設入所

(2014.12)

者の避難能力の検討、 日本火災学会研究発

117) Suzuki, S., and Manzello, S. L.: Ignition of
Wood Mulch beds exposed to firebrand showers,

表会概要集、pp.44-47 (2015)
127) 塚目孝裕、阿部伸之、田村裕之、松島早苗、

第 52 回燃焼シンポジウム (2014.12)

高梨健一、河関大祐、志水裕昭、太陽電池モ
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ジュール燃焼時の生成ガスについて（第 2 報）、

135) 塚目孝裕：高分子の重合反応と事故事例、
消防研究所報告、第 118 号、pp.1-11 (2015)

日本火災学会研究発表会概要集、pp.72-73
(2015)

136) 阿部伸之：シミュレーション技術を火災原

128) 鈴木恵子、河関大祐、田村裕之、尾花博幸、

因調査に活用するための取り組み、消防研究
所報告、第 119 号、pp.8-15 (2015)

田中孝幸、笹倉正樹：防火意識調査の結果 －

137) 塚目孝裕、志水裕昭：現場検知用可搬型赤

無線連動式住宅用火災警報器による地域警
報ネットワーク構築のモデル実験－ その 2、

外分光光度計の物質同定トレーニング用キ

平成 27 年度日本火災学会研究発表会概要集、

ットの試作 、消防研究 所報告、第 119 号、

pp.282-283 (2015.5)

pp.16-24 (2015)

129) 河関大祐、鈴木恵子、髙梨健一、田邊光之、

138) 田村裕之：太陽光発電システムの火災と消

後龍彦、岸本喜朗：木造密集地域における地

防活動上の危険性、京都消防、第 69 巻第 2

域警戒ネットワークの検討、平成 27 年度日

号 (通巻第 796 号)、pp.12-20 (2015.2)
139) 田村裕之：ドラム缶から給油設備のタンク

本 火 災 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集 、 pp.284-285
(2015.5)

へガソリン移し替え中に発生した火災の原

130) 鈴木健：熱源の発見のための熱画像カメラ
の利用について

因 調 査 、 第 39 回 静 電 気 学 会 学 術 講 演 会
(2015.9.24～9.25)

－ 継手の接合部に熱源が

ある場合を想定した模擬実験－、平成 27 年

140) 田村裕之：研究室リレー

消防庁消防研究

度日本火災学会研究発表会概要集、pp.

センター

310-311 (2015)

室、地震等災害研究室、火災、Vol.65、No.2 (通

131) 田村裕之、今村 智、阿部伸之、松島早苗、

大規模火災研究室、特殊災害研究

巻 335 号)、pp.47-50 (2015.4)
141) 田村裕之：静電気火災の原因調査と安全対

塚目孝裕、河関大祐、高梨健一、志水裕昭：
太陽光発電システムから出火した住宅火災、

策 、 消 防 試 験 研 究 セ ン タ ー だ よ り Voice 、

平成 27 年度日本火災学会研究発表会概要集、

Vol.350、pp.11-12 (2015.9)

pp.318-319 (2015)

142) 田村裕之：木造密集地域での火災と安全へ

132) 篠原雅彦、松島早苗：有風下での長方形火

の備え －趣旨説明－、第 19 回消防防災研究
講演会資料、pp.19 (2015.11)

源の方向が火炎風下に発生する火災旋風の
ふるまいに与える影響、平成 27 年度日本火

143) 鈴木恵子：木造建物火災の現況、第 19 回

災学会研究発表会概要集、pp.342-343 （2015.5）
133) Suzuki, S., and Manzello, S. L.:

消防防災研究講演会資料、pp.20-30 (2015.11)
144) 田村裕之：太陽光発電システムの火災と消

DEVELOPMENT OF REDUCED-SCALE

防活動における問題点、電気評論、第 100 巻

EXPERIMENTAL FACILITY TO STUDY

第 11 号 (通巻 620 号)、pp.52-56 (2015.11)

FIREBRAND IGNTION, 平成 27 年度日本火災

145) 田村裕之：消防研究センターの消火活動安

学会研究発表会概要集、pp.230-231 (2015.5)

全への取組、エネルギー・資源、第 36 巻第 6

134) Manzello, S. L., Suzuki, S., and Nii, D.:
BUILDING COMPONENT IGNTION FROM

号 (通巻 214 号)、pp.27-31 (2015.11)
146) 篠原雅彦、松島早苗：長方形火源の風下に

MULCH BEDS IGNITED BY FIREBRAND

発生する火災旋風、日本流体力学会年会 2015

SHOWERS, 平成 27 年度日本火災学会研究発

(2015.6)

表会概要集、pp.232-233 (2015.5)

147) Shinohara, M. Matsushima, S.：Laboratory
experiments on the effects of wind direction on
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behavior of fire whirls downwind of fire, 11th

and Large Outdoor Fires, Operation Tomodachi-

Symposium on Fire and Forest Meteorology，6.6，

Fire Research, Gaithersburg, USA, March 16th

(2015.6)

2015

148) 篠 原 雅 彦 ： 市 街 地 火 災 で の 被 害 拡 大 要 因

156) Manzello, S.L, and Suzuki, S.: FIREBRAND

－火災旋風－、第 19 回消防防災研究講演会、

ACCUMLATION ZONES IN FRONT OF

第 63 回全国消防技術者会議資料、pp.66-75

STRUCTURES IN WILDLAND-URBAN

(2015.11)

INTERFACE (WUI) FIRES’ Fire and Materials

149) 篠原雅彦：関東大震災における火災旋風に
よ る 被 害 の 再 検 討 、 The 7th Asia-Oceania

Conference 2015, San Francisco, USA, 2015
157) Suzuki, S., and Manzello, S. L.: EFFECT OF

Symposium on Wind and Fire, pp.1-58, (2015.9)

SIDING TREATMENT ON FIREBRAND

150) Suzuki, S., and Manzello, S. L.:

PRODUCTION FROM BUILDING

Reduced-scale experimental facility to

COMPONENTS,

characterize firebrand ignition, 第 53 回燃焼シ

Conference 2015, San Francisco, USA, 2015

ンポジウム (2015.11)

Fire and Materials

158) Takeshi SUZUKI: An Experimental Study on

151) Manzello, S.L, and Suzuki, S.: Towards

Prevention of Rekindling by Using Thermal

Generating Wind-Driven Firebrand Showers

Imaging Camera -Model Experiments Assuming

Characteristic of Burning Structures’, 第 53 回燃

that Heat

焼シンポジウム (2015.11)

Ceilings-, The 10th Asia-Oceania

152) Suzuki, S., and Manzello, S. L.: Firebrand
Production from Building Components with

Source Was Hidden Inside Walls or
Symposium

on Fire Science and Technology, Tsukuba, 2015
159) 宮坂智哉、田中勇治、川嶋恵子、棚橋嘉美、

Siding Treatments Applied, Workshop on

細谷志帆、塚目孝裕、田村裕之、阿部伸之、

Structure Ignition in Wildland-Urban Interface

高梨健一、松島早苗、河関大祐、齋藤貴幸、

(WUI) Fires, (under E05 Fire Standards)

田澤 了、伊藤 潤、宮下典之：障害者支援施

Anaheim, USA 2015

設入所者の火災時避難能力の検討、北海道科

153) Manzello, S.L, Suzuki, S., and Nii, D.:

学大学研究紀要、第 40 号、pp.23-28 (2016)

Experimental Investigation on Building

160) 田村裕之：太陽光発電システムの火災と消

Component Ignition by Mulch Beds Ignited by

防からみた問題点、月刊消防、第 38 巻第 2

Firebrand Showers, Workshop on Structure

号 (通巻 440 号)、pp.38-43 (2016.2)

Ignition in Wildland-Urban Interface (WUI)

161) 田村裕之：太陽光発電システムの火災と消

Fires, (under E05 Fire Standards) Anaheim, USA

防活動上の対策、月刊消防、第 38 巻第 3 号 (通

2015

巻 441 号)、 pp.38-43 (2016.3)

154) Suzuki, S.: Overview of NRIFD Fire

162) 篠原雅彦（共著）：2011 年東日本大震災火

Research/Development of Evaluation Methods

災 等 調 査 報 告 書 【 完 全 版 】、 日 本 火 災 学 会

for Firebrand Ignitions, Workshop for

(2016.3)

Fire-Structure Interaction and Large Outdoor

163) 篠原雅彦、松島早苗、推名知明：東日本大

Fires, Operation Tomodachi- Fire Research,

震災において津波被害を受けた気仙沼市の

Gaithersburg, USA, March 16th 2015

市街地で目撃された火災旋風、消防研究所報

155) Suzuki, S.: Overview of Research Facilities at
NRIFD, Workshop for Fire-Structure Interaction

告、通巻 120 号、(2016.3)
164) 河関大祐、鈴木恵子、田村裕之、髙梨健一、
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尾花博幸、田中孝幸、笹倉正樹、田中広樹：

度 日 本 火 災 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集 、 pp.

無線連動式住宅用火災警報器による地域警

242-243 (2016)

報ネットワーク構築のモデル実験 その 3－

166) 鈴木恵子：住宅の小規模延焼火災に関する

火災信号連動式電子メール自動配信装置の

基礎的検討、平成 28 年度日本火災学会研究

導入－、平成 28 年度日本火災学会研究発表

発表会概要集、pp.325-326 (2016.5)

会概要集、pp.106-107 (2016. 5)

167) 鈴木健：畳の燃焼性状に関する実験的研究、

165) 鈴木 健：熱源の発見のための熱画像カメ
ラの利用について －ほぞ穴の内部に残火が

第 54 回燃焼シンポジウム、(2016)
168) 鈴木恵子：成熟化社会の住宅防火、消防研

ある場合を想定した模擬実験－、平成 28 年

修、第 99 号、pp.28-34 (2016.3)
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災害対応のための消防ロボットの研究開発
研究期間：平成 26 年度〜平成 30 年度（5 年間）

1.

特別上席研究官

天野久徳

火災災害調査部長

西 晴樹

技術研究部

危険性物質研究室

内藤浩由

技術研究部

地震等災害研究室

佐伯一夢

目的

できない、あるいは、遠隔操作機器では進入で

十勝沖地震では石油タンクの全面火災が発生

きない、火源に近接し、高熱な領域での消防活

し、東日本大震災ではガスホルダーの火災・爆

動を可能とし、より効率的な消防活動を実現す

発が発生した。現在、南海トラフ地震や首都直

ることを第 1 の目的とする。

下地震の発生が懸念される中、自然災害によっ

対応を想定している事案は以下の通り。

て石油コンビナートや化学プラントといったエ

(1) 石油タンクの防油堤内火災や可燃性ガスホ

ネルギー・産業基盤施設において大規模な火災

ルダーの防液堤内火災の発生時において、隣

が発生することも考えられる。自然災害ばかり

接する石油タンク等周辺施設への延焼を阻

でなく、石油コンビナートや化学プラントにお

止するため、周辺施設を冷却する活動。
(2) 大型の浮き屋根石油タンク全面火災が発生

ける火災・爆発事故も発生しており、ここ数年
間は事故件数も増加傾向にある。

した状況下において、火災燃焼中の石油タン

これらエネルギー・産業基盤施設の火災は市

ク側板を冷却し石油タンクの倒壊を防ぐこ

民生活に大きく影響を与え、市民の日常生活に

とができること。

支障をきたす。自然災害や事故後、地域の復興

(3) 中型の浮き屋根石油タンク全面火災が発生

や市民生活の復旧には、エネルギー・産業基盤

した状況下において、火災を抑制できる（鎮

が不可欠である。したがって、自然災害や事故

圧まではできなくても、火炎の拡大をコント

に対して強靱な社会を実現するために、これら

ロールできる）こと。
(4) 上記(1)〜(3)の活動に伴う偵察・情報収集活

の火災を早期に抑制することが重要である。
しかしながら、これらの特殊な環境下の大規

動。

模火災において、消防隊員が火炎に近接して活

とし、開発する消防ロボットシステムの全部ま

動することは危険であり、難しい。遠隔操作機

たは一部を複数セット用いることにより対応で

器などでの対応によっても、通信条件の影響な

きることとする（参考：石油コンビナートの防

どもあり、有効な活動を行うための限界もある。

災アセスメント指針（平成 25 年 3 月

そこで、より遠方から消防隊員の判断および指

殊災害室））。この他、大規火災対応可能とする

定に基づき、半自律的に火災抑制、消火活動を

汎用性、また、システム全体ではなく単体で機

行うことができる消防ロボットシステムを開発

能することも考慮し開発を進める。

消防庁特

する。開発する消防ロボットシステムのイメー

一方で、消防ロボットには多くの技術要素が

ジを図 1 に示す。開発する消防ロボットシステ

必要となる。そこで、消防ロボットに応用可能

ムに自律的な機能を取り入れ、消防隊員が進入

なロボット、制御等技術について研究を行う。
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開発する消防ロボットシステムのイメージ

図3

消防ロボットシステムの構成

平成 27 年度の研究計画と成果

消防ロボットシステムの活動イメージ

動イメージを図 3 に示す。平成 26 年度の成果に

(1) 消防ロボットシステムの部分試作、性能検

基づき、飛行型偵察ロボット、走行型偵察ロボ

証を行い、単体ロボット試作機の仕様を確定す

ット、放水砲ロボット、ホース延長ロボットに

る。

ついて単体ロボット試作に必要な部分試作を行

災害想定を基に平成 26 年度に検討を行い、

った。

飛行型偵察ロボット、走行型偵察ロボット、放

飛行型偵察ロボットについては、バッテリィ

水砲ロボット、ホース延長ロボット各 1 台とマ

の充放電サイクルを基に、仕様に適合するセル

ンマシンインターフェースで構成することとし

の選定、バッテリィパックの試作（図 4）、また、

た。消防ロボットシステムの構成を図 2 に、活

搭載カメラ性能を基に、カメラ搭載用ジンバル
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を検討し選定等を行った。走行型偵察ロボット
については、移動機構（図 5）の試作し、その
性能を確認した。放水砲ロボットについては、
小型ノズル（図 6）を試作し実験的検証を基に
機構を決定、走行機構（図 7）を試作し性能検
証を行い、機構を決定、耐熱機構について実験
的に検証を行い、機構を決定する等行った。ホ
ース延長ロボットについては、ホース延長機構
図6

（図 8）を試作し実験にて有効性を確認する等

ノズルの性能検証実験

を行った。
これら部分試作及び性能検証を基に、単体ロ
ボットの試作に検討が必要な項目を整理し、試
作する単体ロボットの仕様を確定した。

図7

図4

放水砲ロボットの走行機構

バッテリィパックの概観

図8

ホース延長実験

(2) 自律動作のための画像認識等による原理的
な検討を行う。
図5

放水軌跡を自動的に認識するための実験を

走行型偵察ロボットの走行機構

行い、熱画像カメラの画像を用いた原理的な検
討を行った。
用途廃止された危険物施設敷地内において、
電子地図を利用した位置指示による自律移動の
検証実験を行い、晴天時及び GPS 信号の劣化す
る雨天時においても実現が可 能であることが
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(2) ロボットの自律化のための検討を行い、

確認された。
(3) 複数のロボットの協調連携について、技術

消防ロボットシステムへ実装する。
(3) ロボットの機能の協調連携化について、

の応用について検討を行う。
ロボットの協調連携のために必要となる画
像情報の共有について、複数の手法を検討し、

基礎的な実証を行う。
平成 30 年度
(1) ロボット協調連携化について検討を行い、

それぞれの有利さ等を整理した。
(4) 消防防災ロボットに応用可能な技術の基盤

消防ロボットシステムへ実装する。
(2) 実戦配備可能な半自律消防ロボットシス

的研究を進める。（継続）
消防隊員が侵入不可能な高放射熱環境下で

テムの製作をする。

使用可能なホースについて、企業と共同で開発
を行った。この他、消防防災ロボットに応用可

5.

能な技術、
「不整地走行に関する移動機構」等の

(1) 仕様策定等協力

共同研究等外部との協力（一部予定）

研究を進め、論文発表等を行った。

・東京消防庁

(5) 消防本部におけるロボット技術の活用調査

・さいたま市消防局

を行う。

・川崎市消防局

政令指定都市、中核市を所管する消防本部等

・横浜市消防局

73 消防本部を対象に消防用ロボット装置配備

・神戸市消防局

状況について調査を行い、総計配備台数が 71

・名古屋市消防局

台等その結果をまとめた。また、既に配備され

(2) 共同研究等

ている検知型遠隔探査装置を実際に配備されて

・大阪大学

いる消防隊によって、事案想定にも続き、検証

・埼玉大学

実験を行った。

・神戸大学
・立命館大学

3.

平成 28 年度の研究計画

・岡山理科大学

(1) 消防ロボットシステムを構成する各ロボ

・明石高専

ットの試作機を製作する。

・松江高専

(2) 複数のロボットの協調連携について、原

・深田工業株式会社

理的な検討を行う。

・帝国繊維株式会社 等

(3) ロボット自律動作について、基礎的な検
証行う。
(4) 消防防災ロボットに応用可能な技術の基
盤的研究を進める。（継続）

6.

その他

(1) 論文発表
1) Ken-ichi Tokuda(Wakayama Univ.)他２名,
Tetsuya Kinugasa(Okayama Univ. of Sci.),

(5) 消防本部におけるロボット技術の活用調

Takafumi Haji(Matsue Natl. Coll. of Tech),

査を行う。（継続）

Hisanori Amano; Complement method for
4.

obstructed area on images of multiple cameras

次年度以降の研究計画

平成 29 年度

mounted behind crawler shoe, Journal of Robotics
and Mechatronics, Vol.27 No.2, p.146-155, Apr.

(1) ロボットの機能検証、改良および単体で

2015

の実用化の可能性の検討を行う。
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(2) 口頭発表・解説

制御学会システムインテグレーション部門

1) 天野久徳、佐伯一夢；日本の消防におけるロ

講演会(SI2015)、pp.2534-2539、2015.12

ボット技術の活用、第 16 回計測自動制御学

7) 平田敦士(和歌山大)他１名、衣笠哲也(岡山

会システムインテグレーション部門講演会

理科大)、土師貴史(松江高専)、天野久徳；

(SI2015)、p.2532-2534、2015.12

柔軟全周囲クローラの機構情報を援用した

2) 中谷晃生(和歌山大)他 1 名、衣笠哲也(岡山

視覚処理 －履板の幾何学関係を用いた遮蔽

理科大)、天野久徳；触環境地図上における

領域検出－、第 16 回計測自動制御学会シス

地 盤 沈 下 挙 動 表 現 －ロボットによるセンシ

テムインテグレーション部門講演会(SI2015)、

ングデータの物理シミュレータへの表現－、

pp.2551-2554、2015.12

第 16 回計測自動制御学会システムインテグ

8) 天野久徳；災害対応のための消防ロボットの

レ ー シ ョ ン 部 門 講 演 会 (SI2015) 、

研究開発、日本工業出版、検査技術、Vol.20、

pp.0697-0702、 2015.12

No.12、pp.1-5、2015.12

3) 寺本 壮(松江高専)他１名、衣笠哲也(岡山理

9) 佐伯一夢、天野久徳；第 15 回レスキューロ

科大)他１名、徳田献一(和歌山大)、天野久

ボットコンテストにおける特別共催と表彰、

徳；受動的走行能力を高めた柔軟全周囲クロ

日本消防検定協会、検定協会だより、pp.14-22、

ー ラ －ガイドにベアリングを用 い た 円 弧 形

No.419、2015 年 11 月

状椎体による走行能力の変化－、第 16 回計

10) Tetsuya Kinugasa (Okayama Univ. of Science)

測自動制御学会システムインテグレーショ

他 2 名, Thomas W. Leadbeaterb (Univ. of

ン 部 門 講 演 会 (SI2015) 、 pp.0706-0710 、

Birmingham)他 2 名, P. K. Sevillec (Univ. of

2015.12

Surrey), and Hisanori Amano; VALIDATION OF
3-D VISUALIZATION TECHNIQUE FOR

4) 松山元気(鹿児島大)他 3 名、天野久徳、佐伯
一夢、衣笠哲也(岡山理科大)、徳田献一(和

SAND PARTICLE MOVEMENT VIA

歌山大)、入部正継(大阪電通大)；水陸両用

POSITRON EMISSION PARTICLE TRACKING,

レスキュー車の浮行時における操縦支援シ

the International Society for Terrain-Vehicle

ス テ ム －外乱および推 進 力 の 制 限 に よ る 操

System 13th European Conference 2015,

縦性能への影響－、第 16 回計測自動制御学

pp.416-424, 2015.10

会システムインテグレーション部門講演会

11) 衣笠哲也(岡山理科大)他 2 名、Leadbeater
Thomas(Univ. of Birmingham)他 2 名、Seville

(SI2015)、pp.1005-1010、2015.12
5) 内藤浩由、天野久徳；石油タンク火災時の泡

Jonathan(Univ. of Surrey)、天野久徳；滑り角

消火技術について、第 16 回計測自動制御学

を持つ車輪下における砂粒の 3 次元軌跡の可

会システムインテグレーション部門講演会

視化、第 33 回日本ロボット学会学術講演会、

(SI2015)、pp.2534-2539、2015.12

2C2-05、2015.09

6) 衣笠哲也（岡山理科大）他 5 名、栗栖正充（東

12) 松山元気(鹿児島大)、林

良太(鹿児島大）、

京電機大）、奥川雅之（愛知工大）、片山雄二

余

（サンリツオートメイション）、天野久徳、

笠哲也(岡山理科大）、徳田献一(和歌山大）、

林良太（鹿児島大）、土師貴史（松江高専）；

入部正継(大阪電気通信大）；水陸両用レスキ

柔軟全周囲クローラ RT05-COBRA の性能評

ュー車の浮行時における操縦支援システム

価

－推進力の制限による操縦性能への影響－、

－ロボカップレスキューリーグにおける

遠隔操作の実現と評価－、第 16 回計測自動

永(鹿児島大）、天野久徳、佐伯一夢、衣

日本機械学会ロボティクスメカトロニクス
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講演会 2015、1A1-U06、2015.05

構 造 を 持 つ 柔 軟 全 周 囲 ク ロ ー ラ

13) 岩藤竜飛(岡山理科大）、衣笠哲也(岡山理科

RT05-COBRA の開発 －NIST 規格に 基づく

大）、吉田浩治(岡山理科大）、土師貴史(松江

フィールドなどにおける走行性能評価－、日

高専）、栗栖正充(東京電大）、奥川雅之(愛知

本機械学会ロボティクスメカトロニクス講

工大）、天野久徳、林

演会 2015、1A1-T04、2015.05

良太(鹿児島大）
；外殻
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研 究 発 表 等
1

所外研究発表状況

(1) 口頭発表

題
1

名

発

表

者

名

発

表

会

名

発表日

Microtremor Array Measurement

Seckin Ozgur CITAK

European

2015.4.12 ～

Survey and Strong Ground Motion

（JAMSTEC）、Ozlem

Geosciences Union

4.17

Observation Activities of the

KARAGOZ、Kosuke

General Assembly

MarDiM (SATREPS) Project

CHIMOTO（東工大）、

2015

Oguz OZEL（イスタン
ブール大）、Hiroaki
YAMANAKA（東工
大）、Bengi AKSAHIN、
Safa ARSLAN（イスタ
ンブール大）、Ken
HATAYAMA、Michihiro
OHORI（福井大）、
Muneo HORI（東大）
2

Laboratory experiments on the

Masahiko Shinohara and

11th Symposium on

2015.5.4 ～

effects of wind direction on behavior

Sanae Matsushima

Fire and Forest

5.7

of fire whirls downwind of fire

Meteorology（アメ
リカ気象学会）

3

宮坂智哉（北海道科学

討

大）他 4 名、塚目孝裕、 災学会研究発表会
田村裕之、阿部伸之、
高梨健一、松島早苗、
河関大祐、齋藤貴幸（札
幌市消防局）他 3 名

4

平成 27 年度日本火

高齢者施設入所者の避難能力の検

太陽電池モジュール燃焼時の生成

塚目孝裕、阿部伸之、

ガスについて（第 2 報）

田村裕之、松島早苗、
高梨健一、河関大祐、
志水裕昭
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プ ロ パ ン -空 気 予 混 合 火 炎 の 燃 焼

大川統一朗（東京電機

速度と火炎温度に及ぼすウォータ

大）他 1 名、内藤浩由

ーミストの影響
6

プ ロ パ ン -空 気 予 混 合 気 の 着 火 に

蝦名

及ぼすウォーターミストの影響

他 1 名、廖

航（東京電機大）
赤虹 （モ

リタホールディング
ス）、内藤浩由
7

ウォーターミストによる対向流拡

橋爪脩平（東京電機大）

散火炎の消炎－ミスト粒径及び質

他 1 名、内藤浩由

量分率の影響－
8

9

海上に流出した油の着火性につい

崎山剛典（東京消防

ての研究

庁）、岩田雄策

Development of Reduced-Scale

Sayaka Suzuki, Samuel

Experimental Facility to Study

L. Manzello (NIST)

Firebrand Ignition
10

11

12

Building Component Ignition from

Samuel L. Manzello

Mulch Beds Ignited by Firebrand

(NIST), Sayaka Suzuki,

Showers

Daisaku Nii (BRI)

石油タンク火災用の泡消火薬剤に

内藤浩由、花井佑一朗

ついて（第 15 報）－フッ素フリー

（深田工業）他 3 名、

泡における泡供給率増加係数の検

遠藤千秋（第一化成産

討－

業）

石油タンク火災用の泡消火薬剤に

花井佑一朗（深田工業）

ついて（第 16 報）－燃焼規模が限

他 3 名、内藤浩由、遠

界泡供給率に及ぼす影響について

藤千秋（第一化成産業）

－
13

防火意識調査の結果

無線連動式

鈴木恵子、河関大祐、

住宅用火災警報器による地域警報

田村裕之、尾花博幸（北

ネットワーク構築のモデル実験

九州市消防局）他 2 名

その 2
14

木造密集地域における地域警戒ネ

河関大祐、鈴木恵子、

ットワークの検討

高梨健一、田邊光之（豊
岡市消防本部）他 2 名

15

熱源の発見のための熱画像カメラ

鈴木

健

の利用について－継手の接合部に
熱願がある場合を想定した模擬実
験－
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太陽光発電システムから出火した

田村裕之、今村

智（相

住宅火災

模原市消防局）、阿部伸
之、松島早苗、塚目孝
裕、河関大祐、高梨健
一、志水裕昭

17

密閉式圧力容器試験を用いた電池

岩田雄策

の熱分解の危険性評価
18

有風下での長方形火源の方向が火

篠原雅彦、松島早苗

炎風下に発生する火災旋風のふる
まいに与える影響
19

誘導灯及び照明の有無が煙中の歩

藤井皓介、遠田

敦（東

行速度に与える影響

京理科大学）、畠山雄豪
（早稲田大学）、佐野友
紀（早稲田大学）、大宮
喜文（東京理科大学）

20

高層事務所ビルの全巻避難訓練時

門倉博之（東京理科大

における階段歩行に関する実測調

学）、関沢

査とその分析

科大学）、佐野友紀（早

愛（東京理

稲 田 大 学 ）、 水 野 雅 之
（東京理科大学）、藤井
皓介、和田哲也（東京
理科大学）
21

応急対応支援システムを用いた災

遠藤

真、細川直史、

害時の応急対応の視覚化について

河関大祐

第 36 回（2015 年度） 2015.5.29 ～
地域安全学会研究

5.30

発表会（春季）
22

23

安全工学シンポジ

2015.7.2 ～

火安全確保に関する建築学会の取

ウム、連携パネル

7.3

り組み

ディスカッション

ライフサイクルに係る建築物の防

Tsunami Damage to Oil Storage

山田常圭

Ken Hatayama

The ASME 2015

2015.7.19 ～

Tanks in the Mw9.0 2011 Tohoku,

Pressure Vessels and

7.23

Japan Earthquake

Piping Conference
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24

広域版地震被害想定システムと防

69（平成 27 年度）

細川直史

都市の脆弱性が引

災情報のマッシュアップ

2015.8.25

き起こす激甚災害
の軽減化プロジェ
クト「都市災害に
おける災害対応能
力の向上に関する
調査・研究」第 7
回全体 ワークシ
ョップ

25

26

27

斜面崩壊の種類の違いによる被害

土志田正二、新井場公

公益社団法人日本

2015.8.25 ～

範囲の差異

徳

地すべり学会第 54

8.28

土砂災害の後は、何に、いつまで

新井場公徳、土志田正

回研究発表会

警戒すべきか

二

没入型仮想環境における体積感と

遠田

表示視野角との関係

その 1

表

示視野角と調整誤差との関係

敦（日本大）、藤

井皓介、馬淵大宇（釧
路工業高専）、吉岡陽介
（千葉大大学院）、佐野
友紀（早稲田大）

28

没入型仮想環境における体積感と
表示視野角との関係

その 2

藤井皓介、遠田

敦（日

表

本大）、馬淵大宇（釧路

示視野角と調整時間および調整回

工 業 高 専 ）、 吉 岡 陽 介

数との関係

（千葉大大学院）、佐野
友紀（早稲田大）

29

園児の年齢に応じた保育士の避難

佐野友紀（早稲田大）

介助行動の実態調査

高層建築物

他 6 名、古川容子（日

内保育所における避難行動に関す

本建築センター）、藤井

る研究
30

皓介

0、1 歳児に対する保育士の避難介

大崎萌子（早稲田大）

助行動の実態調査

高層建築物内

他 6 名、古川容子（日

保育所における避難行動に関する

本建築センター）、藤井

研究
31

その 1

その 2

皓介

没入型仮想環境における距離感と
表示視野角との関係

その 1

吉岡陽介（千葉大大学

実

院）、馬淵大宇（釧路工

験手法の開発および表示視野角が

業高専）、藤井皓介、遠

距離評価の精度に与える影響

田

敦（日本大）、佐野

友紀（早稲田大）
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32

没入型仮想環境における距離感と
表示視野角との関係

その 2

周

69（平成 27 年度）

馬淵大宇（釧路工業高
専）、吉岡陽介（千葉大

辺環境の状態把握の違いによる距

大学院）、遠田

離精度の比較

本大）、藤井皓介、佐野

敦（日

友紀（早稲田大）
33

太陽光発電システムから出火した

田村裕之、塚目孝裕、

住宅火災について

阿部伸之、高梨健一、
河関大祐

34

（ポスター発表）The geographical

Shoji Doshida and

The 8th

2015.9.14 ～

features of the valley which the

Kiminori Araiba

International Gravel

9.18

debris flow occurred - The

Bed Rivers

Hiroshima landslide disaster on

Workshop (GBR8)

August 20, 2014 35

ドラム缶から給油設備のタンクへ

田村裕之

ガソリン移し替え中に発生した火

第 39 回静電気学会

2015.9.24 ～

学術講演会

9.25

日本流体力学会

2015.9.26 ～

年会 2015

9.28

災の原因調査
36

長方形火源の風下に発生する火災

篠原雅彦、松島早苗

旋風
37

The Geographical features of the

Shoji Doshida, Kiminori

10th Asian Regional

2015.9.26 ～

Hiroshima landslide disaster

Araiba

Conference of IAEG

9.29.

Takeshi Suzuki

第 10 回アジアオセ

2015.10.5 ～

Study on Prevention of Rekindling

アニア国際火災科

10.7

by Using Thermal Imaging Camera -

学技術シンポジウ

Model Experiments Assuming that

ム

triggered by heavy rainfall on August
20, 2014
38

（ポスター発表）An Experimental

Heat Source Was Hidden Inside
Walls or Ceilings 39

（ポスター発表）Constant-Phase

K. Tokutake, H. Nishi,

228th ECS meeting

2015.10.11

Element Characteristics Caused by

D. Ito (Yokohama

（第 228 回 電気化

～10.15

Resistivity Distribution in High

National Univ.), S.

学会）

Performance Anti-Corrosion Organic

Okazaki (EST

Coating Applied to Oil Storage Tank

committee, High
Pressure Institute of
Japan) and Y. Serizawa
(Japan Oil, Gas and
Metals National
Corporation)

- 101 -

消研輯報

40

41

69（平成 27 年度）

洪水時の避難に対する住民意識調

河関大祐、高梨健一、

日本災害情報学会

2015.10.23

査

遠藤

真

第 17 回学会大会

～10.25

新潟東港の石油備蓄基地内におけ

畑山

健、座間信作（横

日本地震学会 2015

2015.10.26

る長周期地震動特性の短距離での

浜国立大）

年度秋季大会

～10.28

新井場公徳

第１回自治体ドロ

2015.10.29

相違について－その 2：微動観測
から推定された地下構造の比較
42

消防研究センターにおけるドロー
ンの開発について

43

可燃性液体を付着させた固体の燃

ーン利活用研究会
鈴木

健

え拡がり挙動
44

Towards Generating Wind-Driven

Samuel Manzello

Firebrand Showers Characteristic of

(NIST), Sayaka Suzuki

第 53 回燃焼シンポ

2015.11.16

ジウム

～11.18

Burning Structures
45

46

Reduced-scale experimental facility

Sayaka Suzuki, Samuel

to characterize firebrand ignition

Manzello (NIST)

プ ロ パ ン -空 気 予 混 合 気 の 最 小 着

蝦名

火エネルギーに及ぼすウォーター

他 1 名、廖

ミストの影響

リタホールディング

航（東京電機大）
赤虹（モ

ス）、内藤浩由
47

ウォーターミスト粒径がプロパン

大川統一朗（東京電機

－空気予混合火炎の層流燃焼速度

大）他 1 名、内藤浩由

に及ぼす影響
48

Estimation of deep S-wave velocity

Kosuke Chimoto、Ozlem

The 12th SEGJ

2015.11.18

structures from microtremor array

Karagoz（東工大）、

International

～11.20

measurements in Zeytinburnu and

Seckin Citak

Symposium

Tekirdag, Turkey

（JAMSTEC）、Oguz
Ozel（イスタンブール
大）、Hiroaki Yamanaka
（東工大）、Ken
Hatayama

49

50

触環境地図上における地盤沈下挙

中谷晃生（和歌山大）

第 16 回計測制御学

2015.12.14

動表現

他 1 名、衣笠哲也（岡

会システムインテ

～12.16

山理科大）、天野久徳

グレーション部門

受動的走行能力を高めた柔軟全周

寺本

講演会

囲クローラ

他 1 名、衣笠哲也（岡

壮（松江高専）

山理科大）他 1 名、徳
田献一（和歌山大）、天
野久徳
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51

52

69（平成 27 年度）

全方位カメラの画像に基づく救急

佐伯一夢、菅野貴皓（東

搬送ロボットの走行制御

京医科歯科大）

水陸両用レスキュー車の浮行時に

松山元気（鹿児島大）

おける操縦支援システム

他 2 名、天野久徳、
佐伯一夢、衣笠哲也（岡
山 理 科 大 ）、 徳 田 献 一
（和歌山大）、入部正継
（大阪電気通信大）

53

日本の消防におけるロボット技術

天野久徳、佐伯一夢

の活用
54

石油タンク火災時の泡消火技術に

内藤浩由、天野久徳

ついて
55

56

消防活動用小型無人偵察ヘリコプ

佐伯一夢、新井場公徳、

タの運用の課題について

土志田正二

柔軟全周囲クローラ RT05-COBRA

衣笠哲也（岡山理科大）

の性能評価

他 4 名、栗栖正充（東
京 電 機 大 ）、 奥 川 雅 之
（愛知工業大）、片山雄
二（サンリツオートメ
イション）、天野久徳、
林

良太（鹿児島大）、

土師貴史（松江高専）
57

柔軟全周囲クローラの機構情報を

平田敦士（和歌山大）

援用した視覚処理

他 1 名、衣笠哲也（岡
山 理 科 大 ）、 土 師 貴 史
（松江高専）、天野久徳

58

Experimental Investigation on

Manzello, S.L（NIST),

Workshop on

Building Component Ignition by

Suzuki, S., and Nii,

Structure Ignition in

Mulch Beds Ignited by Firebrand

D.(BRI)

Wildland-Urban

Showers

2015.6.18-19

Interface (WUI)
Fires, (under E05
Fire Standards)

59

Firebrand Production from Building

Suzuki, S. and

Workshop on

Components with Siding Treatments

Manzello, S.L.(NIST)

Structure Ignition in

Applied

Wildland-Urban
Interface (WUI)
Fires, (under E06
Fire Standards)
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60

69（平成 27 年度）

Influence of Water Mist on Ignition

Ebina, W. (Tokyo Denki

the 10th

2015.7.19 ～

of Propane/air Mixture

Univ.), Liao, C.

Asia-Pacific

22

(MORITA HOLDINGS),

Conference on

Naito, H., and Yoshida

Combustion (USB)

(Tokyo Denki Univ.),
61

62

Extinguishment of Counterflow

Hashizume (Tokyo

Diffusion Flame by Water Mist with

Denki Univ.), S., Naito,

Various Diameters and Mass

H., and Yoshida (Tokyo

Fractions,

Denki Univ.),

Inhibition of Propane/Air Premixed

Okawa, T. (Tokyo Denki

10th Asia-Oceania

2015.10.5 ～

Flame by Water Mist

Univ.), Ebina, W.

Symposium on Fire

10.7

(Tokyo Denki Univ.),

Science and

Naito, H., and Yoshida

Technology

(Tokyo Denki Univ.),
63

滑り角を持つ車輪下における砂粒

衣笠哲也（岡理大）他

第 33 回日本ロボッ

2015.9.3 〜

の３次元軌跡の可視化

2 名，Leadbeater

ト学会学術講演会

9.5

Thomas (Univ. of
Birmingham) 他 2 名 ，
Seville Jonathan (Univ.
of Surrey) ，天野久徳
64

水陸両用レスキュー車の浮行時に

松山元気（鹿児島大）

日本機械学会ロボ

2015.5.17 〜

おける操縦支援システム－推進力

他 2 名，天野久徳，佐

ティクスメカトロ

5.19

の制限による操縦性能への影響－

伯一夢，衣笠哲也（岡

ニクス講演会 2015

山 理 科 大 ）， 徳 田 献 一
（和歌山大），入部正継
（大阪電気通信大）
65

外殻構造を持つ柔軟全周囲クロー

岩藤竜飛（岡理大）他

ラ RT05-COBRA の開発

2 名，土師貴史（松江
高専），栗栖正充（東電
大 ）， 奥 川 雅 之 （ 愛 工
大），天野久徳，林

良

太（鹿児島大）
66

Effect of Emergency Sign and

Kosuke Fujii, Tomonori

6th International

Illumination on Walking Speed in

Sano (Waseda Univ.) &

Symposium Human

Smoke-Filled Corridor

Yoshifumi Ohmiya

Behaviour in Fire

(Tokyo University of
Science)
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67

69（平成 27 年度）

VALIDATION OF 3-D

Tetsuya Kinugasa

The International

2015.10.21

VISUALIZATION TECHNIQUE

(Okayama Univ. of

Society for

〜10.23

FOR SAND PARTICLE

Science) 他 2 名,

Terrain-Vehicle

MOVEMENT VIA POSITRON

Thomas W. Leadbeaterb

System 13th

EMISSION PARTICLE TRACKING

(Univ. of Birmingham)

European

他 2 名, P. K. Sevillec

Conference 2015

(Univ. of Surrey), and
Hisanori Amano
68

酸化発熱の危険性評価方法に関す

第 48 回安全工学研

岩田雄策

る研究
69

Longitudinal

2015.12.3

究発表会（新潟）
Control

Considering

H.Saiki

AIAA Science and

Trim of Outdoor Blimp Robots for

Technology Forum

Disaster Surveillance

and Exposition

2016.1.4

(SciTech) 2016

(2) 論文発表

題
1

名

発

表

者

名

Full-Scale Experimental

Samuel L. Manzello

Investigation to Quantity

(NIST), Sayaka

Building Component Ignition

Suzuki, Daisaku Nii

Vulnerability from Mulch Beds

(BRI)

掲載誌名等
Fire Technology

巻号
pp.1-17, First online:
08 October 2015

Attacked by Firebrand Showers
2

地すべり地形分布と地質との

土志田正二

関係
3

4

日本地すべり学

Vol.52, No.6,

会誌

pp.271-281 (2015.11)

Firebrand production from

Sayaka Suzuki,

Fire Safety

Vol.80, pp.64-70

building components fitted with

Samuel L. Manzello

Journal

(2016.2)

siding treatments

(NIST)

石油タンク底板内面用重防食

伊藤大輔（横浜国立

圧力技術

Vol.54, N0.1, pp.25-34

塗膜の劣化プロセス追跡

大）他 1 名、徳武皓

－

温度勾配下におけるふくれ成

(2016.2)

也

長の定量的評価－
5

石油タンク底板内面コーティ

徳武皓也、西

ングの電気的特性評価

伊藤大輔（横浜国大）

－CPE を用いたインピーダン

他2名

晴樹、 材料と環境

ススペクトルの解釈－
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6

高層建築物での順 次 避 難 に お

門倉博之（東京理科

日本建築学会環

第 80 巻 第 716 号,

ける階段室内の流動状況と滞

大学）、関沢

境系論文集

pp.849-856,2015

留発生に関する研究

7

69（平成 27 年度）

–全館

愛（東

京理科大学）、佐野友

避難訓練時の行動実態観測に

紀（早稲田大学）、藤

基づく分析と考察–

井皓介

Experimental and Numerical

Yoshida, A. (Tokyo

Combustion and

Vol. 162 ,

Investigation of Flame Speed

Denki Univ.), Okawa,

Flame

pp.1772-1777,(2015.5)

Retardation by Water Mist

T. (Tokyo Denki
Univ.), Ebina, W.
(Tokyo Denki Univ.),
and Naito, H.,

8

Complement method for

Ken-ichi Tokuda

Journal of

Vol.27 No.2,

obstructed area on images of

(Wakayama Univ.)

Robotics and

pp.146-155, (2015.04)

multiple cameras mounted

他 2 名, Tetsuya

Mechatronics

behind crawler shoe

Kinugasa (Okayama
Univ. of Sci.),
Takafumi Haji
(Matsue Natl. Coll. of
Tech), Hisanori
Amano

9

10

The Geographical features of

Shoji Doshida,

10th Asian

the Hiroshima landslide disaster

Kiminori Araiba

Regional

triggered by heavy rainfall on

Conference of

August 20, 2014

IAEG

Damage to Oil Storage Tanks

Ken Hatayama

from the 2011 Mw 9.0

Earthquake

Vol. 31, No. 2,

Spectra

pp.1103–1124, May

Tohoku-Oki Tsunami
11

Tp2-02, pp.1-7

2015

Estimation of shallow S-wave

Ozlem Karagoz（東工

Earth, Planets and

December 2015,

velocity structure and site

大）、Kosuke Chimoto

Space

67:176

response characteristics by

（東工大）、Seckin

microtremor array

Citak（JAMSTEC）、

measurements in Tekirdag

Oguz Ozel（ イスタン

region, NW Turkey

ブール大）、Hiroaki
Yamanaka（東工大）、
Ken Hatayama
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(3) 解説

題
1

名

発

研究室リレー：消防庁消防研
究センター

表

者

名

田村裕之

掲載誌名等
火災

巻号
Vol.65, No.2 (通巻
335 号), pp.47-50

大規模火災研究

(2015.4)

室、特殊災害研究室、地震等
災害研究室
2

東日本大震災後の石油コンビ

畑山

JAEE

健

第 11 号, p.7 (2015.4)

NEWSLETTER

ナートにおける地震・津波対
策
3

Fire and Materials 2015 参加報

鈴木佐夜香

火災

Vol.65, No.3 (通巻
336 号), pp.38-40

告

(2015.6)
4

研究室リレー：消防庁消防研
究センター

岩田雄策、内藤浩由

火災

336 号), pp.41-44

危険性物質研究

(2015.6)

室
5

多様な災害に備える消防研究

Safety &

山田常圭

No162, p1. (2015.7)

Tomorrow

センターのあり方一考
6

Vol.65, No.3 (通巻

Research and Development

Masafumi Hosokawa

Efforts in Fire Safety and

Journal of Disaster

Vol.10, No.4,

Research

pp.584-585 (2015.8)

消防試験研究セン

Vol.350, pp.11-12

ターだより

(2015.9)

Disaster Preparedness
7

静電気火災の原因調査と安全

田村裕之

対策

Voice.
8

9

新しい技術・設計を反映した

山田常圭

建築雑誌

Vol.130, No.1675,

建築物の防火安全設計ガイド

p.44

ブックの改訂にむけて

(2015.9)

災害廃棄物の安全対策

Vol.54, No.5 ( 通 巻

－発

村沢直治（千葉科学

酵によって引き起こされる自

大大学院）他 2 名、

308 号 ), pp.378-386

然発火の危険性－

岩田雄策、佐伯孝夫

(2015.10)

安全工学

（名取市消防本部）
10

11

消防試験研究セン

Vol.351, pp.11-13

レーションの概要とその活用

ターだより

(2015.11)

について

Voice.

市街地火災の延焼予測シミュ

第 15 回レスキューロボット

細川直史

佐伯一夢、天野久徳

検定協会だより

第 419 号, pp.14-22
(2015.11)

コンテストにおける特別共催
と表彰
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田村裕之

第 100 巻第 11 号 (通

電気評論

巻 620 号), pp.52-56

消防活動における問題点

(2015.11)
13

消防研究センターの消火活動

田村裕之

エネルギー・資源

第 36 巻第 6 号 (通巻
214 号 ), pp.27-31

安全への取組

(2015.11)
14

安全を担う研究者・技術者に

山田常圭

第 419 号, pp.1-2

検定協会だより

(2015.11)

求められる社会倫理
15

災害対応のための消防ロボッ

天野久徳

Vol.20, No.12，pp.1-5

検査技術

(2015.12)

トの研究開発
16

太陽光発電システムの火災と

田村裕之

第 38 巻第 2 号 (通巻

月刊消防

440 号 ), pp.38-43

消防からみた問題点

(2016.2)
17

太陽光発電システムの火災と

田村裕之

第 38 巻第 3 号 (通巻

月刊消防

441 号 ), pp.38-43

消防活動上の対策

(2016.3)
18

製鐵所の火災爆発事故の調査

西

晴樹

について
19

成熟化社会の住宅防火

鈴木恵子

Safety &

第 166 号, pp.22-25

Tomorrow

(2016.3)

消防研修

第 99 号 , pp.28-34
(2016.3)

20

防災科学技術研究

第 405 号，

所研究資料

pp.205-213 (2016,3)

IAFSS（国際火災

#39 - March, 2016,

Institute of Fire and Disaster

学会）ニュースレ

p.15

(NRIFD), Japan

ター

地すべり地形分布図を用いた

土志田正二

地滑り発生危険度評価 － 地
質情報を基にして－
21

News from National Research

Sayaka Suzuki

(4) 所外報告書

題
1

名

担当箇所

執筆者名

発行元

平成 27 年度 大規模地

第Ⅰ編

震に対する石油備蓄タ

備蓄基地における大規

日本高圧力技

ンクのセーフティマネ

模地震と津波の想定

術協会

ージメントに関する調

第Ⅰ編

査研究報告書

よるタンクの浮き上が

2

5.2

国家石油

津波に

りと移動予測、分析

- 108 -

畑山

健

一般社団法人

発行年月
2015.3
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平成 27 年度 大規模地

69（平成 27 年度）

第Ⅱ編(全Ⅲ編)

徳武皓也

一般社団法人

震に対する石油備蓄タ

日本高圧力技

ンクのセーフティマネ

術協会

2015.3

ージメントに関する調
査研究報告書
3

NIST Special Publication

Sayaka Suzuki

NIST

1189

（共著）

(National

Summary of Workshop

Institute of

for Fire-Structure

Standards and

Interaction and Large

Technology)

Outdoor Fires - Operation
Tomodachi: Fire Research
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一般公開

消防研究センターでは、毎年、発明の日（4
月 18 日）を含む科学技術週間に合わせて、一般

る発電制御技術の紹介もあわせて行った（写真
1）。

公開（オープンキャンパス）を実施している。
平成 27 年度は 4 月 17 日（金）に、隣接する消
防大学校、日本消防検定協会及び一般財団法人
消防科学総合センターと共同で、一般公開を開
催し、皆様を迎え入れることができた。
今年度も、日頃行っている研究成果の報告、
研究開発の紹介、日常の防火安全につながる消
火の体験コーナーに加えて、4 年前に発生した
東日本大震災の関連研究として、地震後の津波
写真 1

により生じたガレキや海水によって立入が困難
な被害現場での消火・人命救急用の消防車両（小

太陽光発電システムの火災時危険性
（公開番号

展示 3）

型水陸両用車）の実物展示・実演、このほか太
陽光発電システムの火災における消防活動時の
危険性について紹介を行った。

東北地方太平洋沖地震では、大きな津波の発
生により、これまでの消防車両で津波被害現場

研究開発の紹介や体験コーナーなど 4 機関合

に立入ることができないなどの場面に遭遇し、

同で全 23 項目にわたり公開を行った。そのうち

消防活動が阻害された。これを契機として、ガ

11 項目については、実演を行っており、来場者

レキや海水で立ち入りが困難な津波被害現場で

が体験を通じてより理解を深めていただけたと

も、消火・人命救助ができるような消防車両(小

思う。平日にもかかわらず平成 27 年度は、表 1

型水陸両用車）について研究を行ってきた。消

のように昨年度よりも約 10%増の 600 人を超す

防研究センターの敷地に設けられた屋外救助実

来場者を迎えることができた。

験場では、開発中の消防車両物の展示や車両走

表 2 に、消防研究センターと消防大学校の公開

行の実演を行った。その一つは、屋外救助実験

項目を記した。

場に水を張り、その中にガレキに見立てて木材

消防研究センターでは、平成 23 年 3 月 11 日

を入れ、その上を走行する人命救助用消防車両

に発生した東日本大震災の課題を踏まえた研究

の走行実演である（写真 2）。また要救助者の救

開発に取り組んでいる。特に東日本大震災を契

助・搬送の実演、消防用ノズルを装備した放水

機に、再生可能エネルギーが注目を浴びるよう

車両の公開・放水実演など津波の被害状況を想

になり，その一つに太陽光を電気に変換する太

定して実演した。水陸両用消防車両への来場者

陽光発電システムがある。今回は、システムが

の関心は高く、多くの方からの質問にも応対し

関連した火災時において、消防活動時の危険性

た。

の一つとして考えられる生成ガスの説明、また
安全対策面では、感電の危険性を少なくするた
め、太陽光パネルに遮光剤を塗布することによ
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さらに、多量の液体燃料が貯蔵された石油タ
ンクが火災になったとき、液体燃料の種類に
よっては、長時間続いた火災の後で、火炎が急
激に大きくなる危険な現象が生ずることがある。
そのような燃焼現象をご覧になっていただくた
め、本公開では、排煙処理装置付の火災実験場
で、軽油を直径 1m の容器で燃焼させ、燃焼の
写真 2

津波被害現場用の消防車両等の実演
（公開番号

実演

2）

終期に火炎が突然大きくなり、タンク周辺に勢
いよく飛び散る現象を体験していただいた（写
真 4）。

火災実験、消火実験の様子
消防研究センターは、火災の研究機関である
ことから、一般公開項目には、来場者に火災実
験及び消火実験など火を身近に感じていただけ
るような実験を用意しており、毎年多くの皆様
に関心を持っていただいている。消防研究セン
ターとしても、来場者に日常ではなかなか体験
できない火炎を体験できるように、毎年公開項
目には欠かさず組み入れている。
写真 4

また消防研究センターでは、大規模災害時に
発生する、大規模な火災時の対策に関係する研

軽油の燃焼性状実験

（公開番号 実演

4）

究にも取り組んでいる。
海岸沿いに石油タンクが数多く設置されてい

このほかに、消火機器の研究開発の紹介とし

ることから、地震時の石油タンクの防災研究に

ては、2 流体ノズルを用いた可燃性の液体火災

も力を入れている。特に、地震後にタンク火災

を消火する実演を行った。この実演は、横浜市

になった場合を考え、石油タンク火災の消火技

消防局の協力により行われたものである。

術の研究を行っている。本公開では、小規模な
タンク火災を泡消火剤で消火する泡消火メカニ

地震の調査報告、他の実演等

ズムに関する実験を行った。

東北地方太平洋沖地震では、津波による多数
の火災発生や石油タンク等危険物施設への被害
が生じた。このため、来場者の中には、地震被
害対応に対して、大きな関心を持っており熱心
に説明に聞き入っていた。
今回の一般公開でも、石油タンクの地震動被
害の予測・推定、大規模災害時の対応を支援す
る情報システムなども展示した。また毎年、消
防の業務に関係する原因調査室の業務紹介では、

写真 3

石油タンク火災の泡消火技術の実演
（公開番号 実演

5）

消防職員のみならず一般の方々にも調査機器の
説明を通して理解をしていただいている。
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隣接の消防大学校では、グランドにおいて消

関係者が多く、消防防災関連企業を除く一般の

防職員の教育訓練に使用する資器材の公開を

会社員（36%）や学生など全般的に幅広い職種

行った。教官による説明を聞きながら、消防資

の方にご参加を頂いた。

機材としての消防車両を近くで見学することが
でき、また消防車両にもふれることもでき、毎

またアンケート回答者の 83％の方からは、一

年、消防と一般の方とのふれあいの場となって

般公開の内容に興味が持てたとの回答であった。

いる。

消防研究センターでは、ご来場を契機に、火災
安全に理解をもっていただきたいと、実演及び

一般公開を終えて

展示を行っており、火災実験は毎年来場者から

来場者の協力のもとで、毎年来場者にアン

人気が高い。消防研究センターとしては、ご協

ケートをお願いしている。今回、来場者のほぼ

力をいただいたアンケート結果を参考にして、

1/3 から回答を得た。

次回の一般公開も、来場の方に一層の興味、理

来訪者の内訳としては、消防防災関連企業の
会社員（23%）や消防職員（12%）などの消防

表1
区分

解を持っていただけるような公開内容として開
催する予定である。

一般公開来場者数

Ｈ21

Ｈ22

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

総務省・消防庁・他

18

21

12

22

22

38

消防大学校学生等

83

2

0

0

0

14

地方公共団体 (消防本部等)

85

87

61

79

72

156

4

10

4

8

18

21

55

39

20

59

73

46

319

274

271

232

278

257

6

5

4

5

13

11

一般

104

150

106

94

74

120

合計

674

588

478

499

550

611

国立研究機関等
関係協会等
企業
報道関係

(H23 は、2011 年東北地方太平洋沖地震により、中止)

表2
番号

展示 1

一般公開プログラム

(消防研究センター、消防大学校)

公開項目

概要

消防研究センター

消防研究センターの研究紹介や、開発した

紹介コーナー

機器の実物展示をします。

公開方法

展示

地震時の石油コンビナート地域の揺れの情
報を地震後速やかに自動的に収集し、揺れ
展示 2

石油タンクの地震動

の強弱を地図上にわかりやすく表示するシ

被害の予測・推定

ステムや、大型石油タンクの地震時の揺れ
による被害を事前に予測したり、地震発生
後速やかに推定したりすることのできるソ
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フトウェアの研究開発成果を紹介します。

展示 3

展示 4

展示 5

太陽光発電システム
の火災時危険性

太陽光発電システムが火災にあった際の危
険性について、発生するガスを中心に紹介

展示

します。

火の粉の加害性の研

火の粉発生装置の仕組みと火の粉による着

究

火の様子を紹介します。

土砂災害に関する研

土砂災害における救助活動の安全性向上に

究紹介

関する研究や土砂災害の発生場所の予測に

展示

展示

関する研究を紹介します。

展示 6

展示 7

原因調査室の業務

消防大学校での教育訓練で使用している消

訓練資器材

防車両等を展示します。

を支援する情報シス
テム

実演 2

実演 3

務を紹介します。

消防大学校での教育

大規模災害時の対応
実演 1

原因調査室の調査業務、研修業務、支援業

津波被害現場用の消
防車両等開発

火災旋風の研究

軽油の燃焼性状

発生時の応急対応支援システム、地震によ
る建物や斜面被害を推定するシステムなど

東日本大震災の課題を踏まえた、津波被害
現場での消火・人命救助用消防車両（小型
水陸両用車）の研究紹介を行います。
火災旋風の発生メカニズムや危険性につい
て、簡単な実験をまじえて紹介します。

を燃料として用いて、直径1mの容器で燃焼

実演 6

石油タンク火災の泡

泡消火のメカニズムを小規模タンクの実演

消火技術

をまじえて紹介します。

可燃性液体火災の消
火実験

実演（随時）

を紹介します。

実験を行います。

実演 5

展示

市街地火災の延焼シミュレーション、水害

液体燃料の火災危険性を調べるため、軽油
実演 4

展示

2流体消火ノズルを用いて横浜市消防局と
共同で可燃性液体火災の泡消火の実演を行
います。

実演
(時間指定)

実演（随時）

実演
(時間指定)

実演
(時間指定)

実演
(時間指定)

※消防研究センター、消防大学校の公開項目のみ抜粋
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全国消防技術者会議

はじめに
3

11 月 25 日（水）及び 26 日（木）の２日間に

表彰式

わたり、第 63 回全国消防技術者会議が、東京都

1 日目午前の最後に、「平成 27 年度消防防災

港区虎ノ門のニッショーホールで開催された。

科学技術賞」の表彰式が執り行われた。表彰式

この会議は、消防防災の科学技術に関する調査

では、佐々木敦朗消防庁長官によって式辞が述

研究、技術開発等の成果を発表し、消防職員や

べられ、受賞者に対して長官から表彰状が手渡

消防団員をはじめとする消防関係者間での意見

された。その後、選考委員会委員長である亀井

交換を行う場として、昭和 28 年より毎年開催さ

浅道横浜国立大学客員教授による講評、表彰式

れているものである。また、昨年度より、
「消防

後には、長官を囲んで全体の記念写真撮影が行

防災研究講演会」と連続して開催している。

われた（写真 2）。

11 月 25 日には、「平成 26 年度消防防災科学
技術賞」の表彰式、特別講演及び消防研究セン
ターにおける研究成果等を発表する「第 19 回消
防防災研究講演会」を行い、26 日には、公募し
た研究成果の発表を行った。また、両日にわた
り展示発表を行い、2 日間で全国から延べ 1,000
人を超える方々の参加をいただいた。

2.

特別講演
写真 2

特別講演として、「阪神・淡路大震災発生か

受賞者一同の記念写真

ら 20 年を機にあらためて地震火災への備えを」
と題して、東京理科大学大学院 国際火災研究科

4.

消防防災研究講演会

の関澤愛教授にご講演頂いた（写真１）。消防の

11 月 25 日午後には、「第 19 回消防防災研究

これまでの成果と今後の課題について、現場に

講演会」が開催された（別頁の開催報告を参照）。

即して具体的に話され、大変有用な講演となっ
5.

た。

研究発表
会議 1 日目の昼休みの時間を利用し、ホール

の 2 階ロビーにおいて、平成 27 年度消防防災科
学技術賞受賞作品として、消防防災機器等の開
発改良の計 9 件の展示発表が行われた。会議 2
日目では、2 日間の展示発表 4 件に加え、一般
応募の研究発表 3 作品の計 7 件が行われた。限
られたスペースではあったが、受賞者と消防関
係者との質疑応答が活発に行われた（写真 4）。
写真 1

関澤愛教授による特別講演
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初めから技術者会議に関して広報を行っている
が、都合で参加できなかった方のために、全国
消防技術者会議の資料を消防研究センターホー
ムページ（http://nrifd.fdma.go.jp/）にて公開して
いるので、参考にしていただければ幸いである。
次回の全国消防技術者会議の開催に関しては、
決定次第、消防研究センターホームページ
写真 3

ロビーでの展示発表

（http://nrifd.fdma.go.jp/）等によりご案内させて
いただく予定です。

2 日目の 11 月 26 日には、全国の消防本部に
おける研究や開発の成果を口頭発表して頂いた。

◆プログラム

内容としては、平成 27 年度消防防災科学技術賞

第1日

受賞作品では、消防防災科学に関する論文とし

1

て 4 件、原因調査に関する事例報告で 11 件の計

開会の辞

平成 27 年 11 月 25 日（水）

開会

15 件が報告された。一般募集による研究発表の

消防研究センター所長

山田常圭

セッションでは 6 件の発表があったが、そのう
ち 1 件は、開発・改良の受賞作品ではあるが、

2

口頭でも発表されたものである（写真 4）。

阪神・淡路大震災発生から 20 年を機にあらため

［特別講演］

て地震火災への備えを
東京理科大学教授

関澤

愛

3

「平成 27 年度消防防災科学技術賞」表彰式

4

展示発表 1

［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消
防防災機器等の開発・改良］
ほねプロン
写真 4

日本橋消防団

会場内の様子

研究発表では、独自の視点から行われた調査、

防火衣等収納システムの開発
豊橋市消防本部、豊橋市消防団

研究及び開発を、全国の消防技術者と共有する
ことができた。

和田智恵子

はしごクレーン救助時の三連はしごの転倒を防
止する器具の開発

6.

東京消防庁

おわりに
平成 26 年度の全国消防技術者会議では、原因

調査関係がテーマであったため、一般からの募

豊

福井琢磨、金子聖光
打ち込み用ビット金具の開発
東近江行政組合消防本部

集はしなかった。しかし、一般発表の機会を望

川嶋伸悟
市川知史

む声があり、今年度は制約された時間ではあっ
たが、一般発表枠を設けることとした。

安永

積載型静電気拡散性オイルパンの開発について
京都市消防局

消防研究センターのホームページ等で、年度
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山本雅史、赤坂成樹、山田祐亨
窒素富化空気を用いた移動式防消火装置の開発

消防研究センター

市街地火災での被害拡大要因 －火災旋風－

株式会社モリタホールディングス
廖

赤虹、関

鈴木佐夜香

消防研究センター

篠原雅彦

修治、山村智恵

濵田貴行、山野光一、坂本直久

［総合討論（質疑応答）］

透明樹脂製蓄圧式消火器の開発
株式会社初田製作所

［閉会］

聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサ
平成 27 年 11 月 26 日（木）

ル・コミュニケーション・システム

1

沖コンサルティングソリューションズ
株式会社

細野直恒、西島

勝

研究発表 セッション 1

［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消
防防災科学に関する論文］

春日大野城那珂川消防本部
因幡敏幸、宮嶋文洋

車両における電気配線（ハーネス）火災の出火
機構に関する研究

航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火

北九州市消防局

するドロップコントロールシステムの開発

松本龍一

株式会社イルカカレッジ

髙倉誠二、松本二郎

国立大学法人鳥取大学

加圧防排煙設備に係る消防活動支援性能評価の
ための複数室の簡易温度算定モデルの構築

5

第 19 回消防防災研究講演会

東京消防庁
東京理科大学

－木造密集地域での火災と安全への備え－

田嶋一雅

大宮喜文、申

易澈

「伝える広報」から「伝わる広報」へ

趣旨説明
消防研究センター

神戸市消防局

田村裕之

上村雄二

塩谷俊行、谷池史章
［発表 1］

緊急消防援助隊等における効果的な後方支援活
動の研究

木造建物火災の現況
消防研究センター

神戸市消防局

鈴木恵子

丑子哲平、高橋賢一
山枡慶祐、澤田邦彦

木造建物火災事例と危険性
消防研究センター

山田常圭

北九州市の市場・商店街火災から見える教訓と

2

研究発表 セッション 2

［一般発表］

問題点
北九州市消防局

尾花博幸

延焼する室内に対する効果的な放水方法の検証
－間接消火の放水方法－

［発表 2］

東京消防庁

楠本直樹、町井雄一郎

消防研究センターにおける市街地火災延焼シ

積載型静電気拡散性オイルパンの開発について

ミュレーションの開発
消防研究センター
遠藤
東京理科大学

山越靖之、根本昌平

京都市消防局

高梨健一

山本雅史、赤坂成樹、山田祐亨

真、細川直史

佐々木克憲、関澤

愛

堀尾泰寛、小林知之

消防隊員が行う暑熱順化トレーニングの具体的
方策に関する検証

大規模火災における火の粉による火災のリスク
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小笠原儀彦、久保善正

東京消防庁

水田

細谷昌右、玄海嗣生、山口至孝
救急業務時の交通事故における根本的原因と抑

亮、望月

真

海和晋史、鳥谷

淳

政令用途対象物火災の実態 －特定用途建物－

制要因に関する研究

東京消防庁
東京消防庁

筑波大学

八橋弘樹

秋月万恵
4

糸井川栄一、梅本通孝
福山市立大学

研究発表 セッション 3

［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原

太田尚孝

因調査に関する事例報告 1］

病院前脳卒中スケールによる脳卒中判別に関す
る研究について

充電式カイロから出火し、リコールに至った事

京都市消防局

山岡辰朗、野々村淳

例

橋本雅徳、高橋哲也

北九州市消防局

松本二郎、小野重喜

赤壁浩一、伊藤香平

長谷川梢、吉住悠志

銅粉による亜酸化銅の容易な作製方法及び亜酸

松本龍一、髙倉誠二

化銅増殖発熱現象による燃焼実験

蛍光灯電極部からの火災事例

京都市消防局

重藤

保

京都市消防局

伊藤香平

誘導灯基板の焼損事故について
3

展示発表 2

名古屋市消防局

［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消
防防災機器等の開発・改良

／

松本

凌、中江

大橋教男、山下一博、平松幸治

一般発表］

亜酸化銅増殖発熱現象の火災調査方法
神戸市消防局

ほねプロン
日本橋消防団

和田智恵子

静電気により出火した事例の調査報告
富山市消防局

株式会社モリタホールディングス
赤虹、関

修治、山村智恵

澤田邦彦

医薬品中間体を製造する危険物一般取扱所にて

窒素富化空気を用いた移動式防消火装置の開発

廖

功

小関啓介

自主回収対象品である高圧真空遮断器からの出
火事例

濵田貴行、山野光一、坂本直久

大阪市消防局

聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサ

能地裕幸、岩中政男
黒瀬隆史、片岡

ル・コミュニケーション・システム

勉

沖コンサルティングソリューションズ
株式会社

細野直恒、西島

勝

春日大野城那珂川消防本部

5

［平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原
因調査に関する事例報告 2］

因幡敏幸、宮嶋文洋
航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火

研究発表 セッション 4

鏡面仕上げ（平面）ステンレス板による収斂火
災の調査報告について

するドロップコントロールシステムの開発

大竹市消防本部

株式会社イルカカレッジ

滝口洋介、高野純一

国立大学法人鳥取大学

車両からの出火事例の調査報告

がん具用煙火の燃焼及び消火に関する検証
東京消防庁

飯田明彦、東

中村将也

堺市消防局

優太

大滝英一、鈴木健司

内田篤志

在宅酸素療法中の患者宅で発生した火災の調査
報告

災害廃棄物の発熱及び出火危険性に関する検証
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北尻宗嗣、森下信一

無煙ロースターに起因する火災の調査報告
大阪市消防局

西田秀光

穀物貯蔵サイロの爆発火災事例に関する原因究
明手法及び消防隊活動時の危険予知につい
て
横浜市消防局

岩方清光

太田和哉、中田雅之

6

閉会

閉会の辞
消防研究センター研究統括官

長尾一郎
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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センターにおける研究成果及び時宜にかなった
トピックス等をまとまった形で発表し、参加者と議論をする場として、平成 9 年度より始められたも
ので、今回で 19 回目となる。消防防災研究講演会の主たる目的は、特定の課題に関係する専門的な知
識を有する技術者及び研究者との議論を通じて、消防防災に関する解決策を模索し、その糸口を見い
だし将来に向けた研究の糧を得ることである。

平成 27 年度第 19 回消防防災研究講演会は、

ない。しかし、近年は小規模な延焼火災の報道

平成 27 年 11 月 25 日に虎ノ門にあるニッショー

が増えているように感じられることから、火災

ホール（日本消防会館内）において、
「木造密集

報告を基に木造建物の火災の現況を報告した。

地域での火災と安全への備え」と題して、消防

また、焼損棟数 10 棟以上で内 4 棟以上が全焼し

職員・団員、企業、団体、官公庁あわせて約 600

た小規模な延焼火災を対象として、防火地域指

人の参加を得て開催された。

定と被害状況の関係などを示した。城崎温泉街

木造密集地域の火災を出火から広域市街地火

及び新潟県燕市内で発生した 2 件の小規模な延

災まで考えたときに、木造建物での火災がどの

焼火災の実例を示し、高齢化や過疎化、空き家

ように出火から建物内を拡大していくのか、建

の増加、老朽木造建物の更新の停滞などの社会

物間の延焼から市街地火災へと拡大した際の被

背景との関係を考察するとともに、高齢期の居

害の予測はどのように行えるのか、広域火災と

住施策に火災の視点を取り入れる必要性を述べ

なった場合に被害を拡大させる現象があるのか、

た。

市街地火災となったときの消防活動やその後の

【木造建物火災事例と危険性】
我が国の木造の在来工法で建てられた住宅は、

対策についての事例はどうか、といった情報を
共有することは、消防機関が木造密集地域での

火災に対して脆弱な面を持つ。いったん屋根が

火災対応を検討する上で有意義である。本講演

燃え抜けると短時間で火勢が増し、隣接建物へ

会では、木造建築物の平時と震災時での出火原

の延焼拡大危険性も高い。筆者が過去に調査し

因等の特徴、出火したときの木造建物の火災性

た火災事例を基に、木造建物火災の危険性につ

状、実際に延焼拡大した火災の事例と消防本部

いて報告した。木造単体建物の火災事例として、

のその火災への対応、市街地火災の延焼シミュ

1987 年の河津峰温泉菊水館の火災を中心に問

レーションによる被害予測、火災が拡大し被害

題点を示した。火災後に建物の主要構造部材が

を増大させる火災現象としての飛び火や火災旋

燃えたために、建物崩壊が起こる場合の危険性

風に関する講演を行った。

を指摘した。木造密集地域での火災として、2002
年に発生した稚内市の市街地火災を例にとり、

これらの講演の概要と、続いて行われた講演

延焼拡大状況及び延焼拡大の要因（建物構造、

者を交えた総合討論の概要を以下に示す。

気象、建物配置など）について示した。単体の
【木造建物火災の現況】

木造建物で捉えると近年の建物は火災危険性を
2

消防白書でいう大火（焼損面積 33,000m 以上）
は、1967 年の酒田市の大火を最後に発生してい

かなり押さえ込んでいると、考えられるが、大
地震による倒壊などを考慮すると、木造密集地
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域が持つ火災に対する危険性について、さらに

大規模火災時には、その被害を拡大する要因

検討を要することを述べた。

のひとつとして火の粉による飛び火がある。木

【北九州市の市場・商店街火災から見える教訓

造建物は、火の粉による着火の可能性が高いだ

と問題点】

けでなく、火の粉の発生源ともなり得る。飛び

北九州市には、戦前からの市場や商店街が数

火の研究では、これまで火の粉の飛距離に関す

多く存在する。これらは、木造の店舗が軒を連

る研究が多かったが、ここでは、火の粉による

ねる形で形成されている。現在、活気のある市

着火に着目し報告した。安定して火の粉を発生

場等もあるが、中にはほとんどの店舗が閉店し

させられる装置を用い、家屋周りの可燃物と仮

ている市場等も多く、どちらの市場等にしても

定した植物性被覆材（ガーデニングなどで花壇

夜間は無人となる店舗がほとんどとなっている。

に敷き詰めたりする。）や屋根の模型を用いて、

出火原因は様々であるが、近年、市場等での火

火の粉を飛ばす風速を変化させ、火の粉のたま

災が続いており、燃えやすい木造建物であるこ

りやすい条件、火の粉による着火が起こりやす

と、無人の店舗が多いこと、建物が密着してい

い条件などを見いだす実験を行った。現在も実

ることから、複数棟の延焼火災になる事例が多

験条件を変えつつ、研究を継続している。

い。庶民文化としての価値も高いことから、市

【市街地火災での被害拡大要因 －火災旋風－】

場等の存続を目指し、市が行っている対策につ

大規模な市街地火災で火災旋風が発生すると

いて紹介した。市場と近隣住民との共助体制を

人的被害・物的被害が大きくなることは、関東

構築する試みとして、無線連動型火災警報器と

大震災の例のように明らかである。現象として

簡易水道消火装置を導入した事業を立ち上げ、

の目撃情報や被害の情報はいくつもあるが、そ

市内 6 箇所の市場で実施している。

の性状や発生時の状況についての詳しいデータ

【消防研究センターにおける市街地火災延焼シ

がないため、現象の解明に至っていない。過去

ミュレーションの開発】

の火災旋風の発生事例から、発生しやすい条件

大地震が発生した際、その後に火災が発生す

や発生時の状況を知ることは、少しではあるが

ると、被害が甚大になることは過去の震災の記

対処方法の手助けになると考える。火災旋風と

録を見れば明らかである。震災時には特に、平

はどのようなものであるか、危険性は何か、発

時と違い同時多発火災となる可能性が高い。

生しやすい条件は何かを示すとともに、実験か

しかし、あらかじめどのように延焼拡大する

らわかり始めた火災旋風の発生過程、移動の有

可能性があるのかを知っておくことは、警防戦

無、速度分布について報告した。現在も様々な

略を練る際に非常に有意義である。ここでは、

条件で実験を行っており、研究は継続中である。

消防研究センターが開発してきた市街地火災延
焼シミュレーションについて報告した。建物の

講演終了後、講演者と特別講演の関澤教授を

構造、建物間距離、風速、風向等のデータから

交え、質疑応答も兼ねた総合討論を行い、次の

火災の延焼シミュレーションを行い、さらに、

ような意見が出された。

消火活動の効果、消防部隊の適正な割り当ての

・震災時の出火原因として電気によるものが多

効果等も盛り込める消防活動支援システムにし

いことから、出火防止に感震ブレーカの普及

た。なお、市街地火災延焼シミュレーションは、

が有効と思われるが、電力メーカの協力がな

現在も開発を継続している。

かなか得られない状況であるのは残念であ

【大規模火災における火の粉による火災のリス

る。

ク】

・講演の中で行われているような研究を現場の
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消防に活かせるようにするため、それぞれの
研究テーマで消防本部との意見交換を行い
ながら、実践で役立つような成果を出せるよ
うにしていく予定である。
・北九州市の木造市場でのモデル事業は、3 年
間の期限付きで、市の予算で対応しているが、
将来的にはモデル事業で得られた共助体制
を他の市場、商店街で活かしてもらうことが
写真 1

目的である。現在までに、設置した機器が有

講演会の様子

効活用された奏功事例は発生していないが、
市場関係者の火災に関する意識は高まって
いる。
なお、各講演内容は、消防研究センターホー
ムページ（http://nrifd.fdma.go.jp/publication/
kouenkai_gaiyou/index.html）に掲載されている。

写真 2
表1

総合討論

プログラム

木造密集地域での火災と安全への備え
【研究発表 1】
木造建物火災の現況
消防研究センター

鈴木恵子

消防研究センター

山田常圭

北九州市消防局

尾花博幸

木造建物火災事例と危険性

北九州市の市場・商店街火災から見える教訓と問題点

【研究発表 2】
消防研究センターにおける市街地火災延焼シミュレーションの開発
消防研究センター

高梨健一

消防研究センター

鈴木佐夜香

消防研究センター

篠原雅彦

大規模火災における火の粉による火災のリスク

市街地火災での被害拡大要因 －火災旋風－

【総合討論】
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消防防災科学技術賞受賞作品

平成 27 年度消防防災科学技術賞表彰式が、平成 27 年 11 月 25 日にニッショーホール（東京）にお
いて挙行された。本表彰制度は、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
目的として、平成 9 年度から実施されているもので、消防庁と消防研究センターの共催で行われ、今
回で 19 回目となる。
平成 27 年度は、全国の消防機関、消防団、消防機器メーカー等から総計 93 編（機器等の開発・改
良 51 編、科学論文 17 編、原因調査事例報告 25 編）の応募があった。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選考委員会（委員長：亀井浅道 元横浜国立大学特任教授）による
厳正な審査の結果、以下の 24 編を受賞作品（優秀賞：21 編、奨励賞：3 編）として決定した。

受賞作品

1

優秀賞（21 編）
5編

【消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良】
(1)

ほねプロン
日本橋消防団

(2)

和田智恵子

防火衣等収納システムの開発
豊橋市消防本部、豊橋市消防団

(3)

はしごクレーン救助時の三連はしごの転倒を防止する器具の開発
東京消防庁

(4)

安永

豊、福井琢磨、金子聖光

打ち込み用ビット金具の開発
東近江行政組合消防本部

(5)

積載型静電気拡散性オイルパンの開発について
京都市消防局

堀尾泰寛、小林知之、山本雅史、赤坂成樹、山田祐亨

【消防職員・消防団員等による消防防災科学に関する論文】
(1)

4編

車両における電気配線（ハーネス）火災の出火機構に関する研究
北九州市消防局

(2)

川嶋伸悟、市川知史

松本龍一、髙倉誠二、松本二郎

加圧防排煙設備に係る消防活動支援性能評価のための複数室の簡易温度算定モデルの構築
東京消防庁
東京理科大学

(3)

大宮喜文、申

易澈

「伝える広報」から「伝わる広報」へ
神戸市消防局

(4)

田嶋一雅

上村雄二、塩谷俊行、谷池史章

緊急消防援助隊等における効果的な後方支援活動の研究
神戸市消防局
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2編

窒素富化空気を用いた移動式防消火装置の開発
株式会社モリタホールディングス

廖

赤虹、関

修治、山村智恵、

濵田貴行、山野光一、坂本直久
(2)

透明樹脂製蓄圧式消火器の開発
株式会社初田製作所

【消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告】
(1)

充電式カイロから出火し、リコールに至った事例
北九州市消防局

(2)

10 編

松本二郎、小野重喜、長谷川梢、吉住悠志、松本龍一、髙倉誠二

蛍光灯電極部からの火災事例
京都市消防局

(3)

誘導灯基板の焼損事故について
名古屋市消防局

(4)

松本

凌、中江

功、大橋教男、山下一博、平松幸治

亜酸化銅増殖発熱現象の火災調査方法
神戸市消防局

(5)

岩方清光、太田和哉、中田雅之

在宅酸素療法中の患者宅で発生した火災の調査報告
大阪市消防局

(7)

北尻宗嗣、森下信一

無煙ロースターに起因する火災の調査報告
大阪市消防局

(8)

(10)

2

西田秀光

鏡面仕上げ（平面）ステンレス板による収斂火災の調査報告について
大竹市消防本部

(9)

澤田邦彦

穀物貯蔵サイロの爆発火災事例に関する原因究明手法及び消防隊活動時の危険予知について
横浜市消防局

(6)

伊藤香平

中村将也、滝口洋介、高野純一

医薬品中間体を製造する危険物一般取扱所にて静電気により出火した事例の調査報告
富山市消防局

小関啓介

堺市消防局

内田篤志

車両からの出火事例の調査報告

奨励賞（3 編）
(1)

聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサル・コミュニケーション・システム
沖コンサルティングソリューションズ株式会社
春日大野城那珂川消防本部

(2)

細野直恒、西島

勝

因幡敏幸、宮嶋文洋

航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火するドロップコントロールシステムの開発
株式会社イルカカレッジ、国立大学法人鳥取大学

(3)

自主回収対象品である高圧真空遮断器からの出火事例
大阪市消防局
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消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良

ほねプロン
日本橋消防団

和田智恵子
1.

現状と問題点

尊い命を救うお手伝いをしたい。」との思いから、

私は日頃から消防団員として、地域の各種防

講師も受講者もこの『ほねプロン』を使用装着

災訓練において救命講習に関するお手伝いをし

することで、
「誰にでも簡単で分かりやすく、応

ています。

急救護知識や技術を身に付けることができる。」

私達消防団員は、東京消防庁が主催する救命

と考案・開発したものです。

講習を受講するなど学習する機会もあり、人の

エプロンのように首に掛けられ、誰にでもす

身体についての知識があるものと思っていまし

ぐに覚えていただけるように、
『ほねプロン』と

た。しかしある時、人の身体について自分も知

命名しました。

らないことに気がつきました。
また町会等の防災訓練でも、
「心臓の位置」や
「胸骨の位置」など、基礎的なことを知らない
参加者が多いことに気がつきました。
訓練は、限られた時間内に終わらせなければ
ならないことを考えると、短時間でこれらの位
置を知り、効果的に分かりやすく心臓マッサー
ジができる器具が必要ではないかと思いました。

2.

開発
救命講習受講者が、少しでも分かりやすく「心

臓の位置」や「胸骨の位置」を目で見て、それ

写真 1

ベビー用と成人用の 2 種類の『ほ

ぞれ正しい位置を確認しながら実施訓練ができ

ねプロン』

るように、人体の胸骨・肋骨の形状や位置を人
体モデルを参考に、できるだけ忠実に再現し、

3.

仕様
今回考案した器具『ほねプロン』は、透明の

考案・開発した器具が『ほねプロン』です。
また講習に慣れていない教える側（講師）が、

ビニールシートと赤色のゴム風船で構成され、

大勢の受講者に説明する時、緊張のあまりスム

写真 3、写真 2 の様に、人体にもレサシアンに

ーズに話すことが難しくなったり、十分な説明

も装着でき、AED のパッドの貼り付けも可能で

ができなくなったりすることもあります。

す。講師が「心臓を挟んで AED のパッドを貼

「ひとりでも多くの方々に分かりやすく応急

ります。」と説明した時、具体的に心臓の位置が

救護の知識・技術を身に付けて貰いたい。」「い

分かるため、誰にでも視覚的にすぐに理解いた

ざという時にあわてずに自分の家族や友達など

だけるようになりました。
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対象者の心臓の大きさ（成人、子供、ベビー）
を適度に調整しやすく利便性を高くしています。
ビニールシートと風船で構成されているため、
軽量で安全に手軽に持ち運びができ、AED パッ
ドの付け外しも簡単で、また何回でも繰り返し
訓練で使用できる素材で作製しました。
これらにより救命訓練の際の学習効果を高め
ることが期待できます。
受講者が小学生等の場合も興味を示し、訓練
意欲・効果が高くなると考えます。

写真 2

レサシアンに装着時の『ほねプロン』

4.

開発による効果その検証
実際に今回開発した器具『ほねプロン』を防

災訓練等で使用してみました。訓練対象者の反
応が良く、視覚的に分かりやすい構造のため、
心臓マッサージの応急救護の指導が飛躍的に簡
単となり、受講者の理解度を高める効果があり
ました。
『ほねプロン』使用の成果として、平成 26
年 10 月に行われた区主催のイベントでは、妊婦
さんや子供、そのご両親、祖父母の方々が、ベ
ビー用の『ほねプロン』を実際にご自分のお子
様に装着して心臓の位置を確認したり、また心
臓マッサージの方法の質問等が多数あり、訓練
への意欲と向上が確認できました。

写真 3

人体に装着時の『ほねプロン』

人体模型の前胸部が見えるように透明のビニ
ールシートを採用し、いわゆるあばら骨と一般
的に言われる胸骨・肋骨の構造を表現すること
により、胸骨圧迫部位を容易に位置確認するこ
とができるようにしました。またマジックテー
プにより首の後ろで固定できるようにして、着
脱も簡単にしました。
赤色のゴム風船を心臓部位と見立て、胸骨圧
迫の際それを押圧（圧迫）させることにより、
写真 4

心臓マッサージの疑似体験訓練ができます。

中央区産業文化展での展示（平成

26 年 11 月 2 日～5 日）

また、ゴム風船を使用することにより、訓練
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結果、
「心臓の正しい位置が分かりやすい。」
「心
臓は左側だと思っていた。」「私の町会の防災訓
練でも使用したい。」等の様々な感想をいただき
まして、地域住民の救命に対する関心度と防災
訓練への高い意欲・効果が示されました。
小学校の講習の時間では、写真 6 の様に小学
生の関心の高さに驚きました。それは、去年も
行った記憶があり、子供達から「これ、覚えて
います。」
「去年もやった。」等の発言が出て、積
極的に講習に参加し学習している様子が伺え、
指導する側としてこの器具を開発した甲斐があ
ったと思いました。

5.

今後の課題
いつ起きるか分からない「災害や事故」、いざ

という非常時に人命救助のお手伝いができるよ
写真 5

町の防災訓練での様子

う、日頃から防災訓練、応急救護訓練への参加
が大事だと思います。

平成 26 年 11 月に行われた町の防災訓練の時

この度、考案・開発した『ほねプロン』とい

には、写真 5 の様に使用し、
「押す位置がよく分

う応急救護の器具を、多くの皆様に広く受け入

かる。」などのお声をいただきました。

れて活用していただくことが大切だと思ってい

また、平成 26 年 11 月に行われた「中央区産

ます。

業文化展」において防災コーナーのブースに展

これからも活用について多くの課題が山積し

示（写真 1・写真 2・写真 4）し、
『ほねプロン』

ていますが、一生懸命努力を重ね、解決してい

についてのアンケート調査を無作為に実施した

きたいと考えております。

写真 6

小学校での講習の様子
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消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良

防火衣等収納システムの開発
豊橋市消防本部、豊橋市消防団
1.

されました（平成 26 年 2 月 7 日公布）。

現状の問題点
平成 27 年度の豊橋市消防団は 53 分団 80 部、

地域防災の要である消防団の重要性がますま

消防団員数 1,214 名（実員）で組織されていま

す高まり、多岐にわたる活動を期待されている

す。

ため、必要となる活動用資機材や安全装備品を

消防団員（以下「団員」）の被雇用者の割合は
全国的な推移とほぼ同様であり、豊橋市消防団

充実し、消防団車両に積載しなければなりませ
ん。

も全体の 74.4％（902 名）の団員が会社勤めの
傍ら、団員としての活動を行っています。
火災が発生した場合、団員にはメールにより
指令情報が伝達され、該当する地元又は隣接校

同時に消防団にとって最も重要である消火活
動時の資機材も充実させ、さらに団員の安全性
も向上させた車両を製作していく必要がありま
した。

区の分団が出動します。ほとんどの団員は、職
場又は出先から直接火災現場に行くことになり

団員とのディスカッション及び検討を重ねた
結果、

ます。火災現場に到着し、自隊の消防団車両か

① 火災現場で迅速に消火活動ができるよう

ら防火帽・防火衣・長靴を取り出して、着装後

防火衣等を収納できる専用のスペースが必

に消火活動を実施しています。

要

現状の消防団車両には、防火衣等を機能的に

② 複数の団員が同時に防火衣を取ることの

収納するスペースがないため、荷台部分につる
すほか、キャビンの中に防火帽や長靴を収納す

できる構造とするべき
以上が団員からの要望で最も多い意見でした。

る等、各分団が着装しやすいための工夫を施し
ています。

3.

しかし、スペースの問題から複数の団員が同
時につるしてある防火衣を荷台から取り出すこ

防火衣等収納システムの開発について
車両の製作に伴い、以下の点をポイントとし

ました。

とはできず、防火帽や長靴も同一場所に収納し

① 消火・救助・安全装備品等の資機材を積載

ていないため、素早く着装し、迅速に消火活動

できること

へ移行することが困難な状況でした。このこと

② 防火衣一式（防火帽・防火衣・長靴）、4

は、団員からも指摘を受けていた問題点でもあ

式を収納する専用スペースを設けること

りました。

（通常、5 人で 1 隊を想定しているが、運
転手は既に着装して現場に来ているため、4

2.

消防団新車両の導入の検討

式とした。）

平成 25 年 12 月 13 日に公布・施行された「消

③ 消防団のイメージアップが図れる車両と

防団を中核とした地域防災力の充実強化に関す

すること
特に②については、消防団の活動用資機材を

る法律」を受け、
「消防団の装備の基準」が改正
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増強するためこれらの積載場所が必要となるた

め、今後、団員が他の携行品を収納しようと思

め、防火衣を収納することのできる部分は限ら

えば、簡単にフックも取り付けられる他、現場

れたスペースしかありませんでした。積載する

活動用記録としてホワイトボード等の取り付け

資機材の寸法を一つ一つ確認し、有効なスペー

も可能であり、変化に対応できる拡張性も持ち

スがとのくらい確保できるかを調べました。

合わせています。

また、防火帽・防火衣・長靴を一つの場所に
収納するための必要な寸法や、防火衣のつるし

4.

方、長靴の置き方等も契約業者である山佐産工
株式会社と打合せを重ねました。

開発による効果及び検証
複数の団員には、従来の車両で防火衣を着装

した場合と、開発したシステムにより着装した

最終的に完成したものは、引き出し式のスラ

場合とを比較したところ、それぞれが 1 分～2

イド棚を 2 式設け、車両の左右どちらからでも

分程従来より早く着装することができました。

引き出すことが可能で、各棚には防火衣を 2 式

実際の火災現場では、複数の団員が同時に着

収納できる構造としました。

装することが可能となるため、消火活動に移行

棚の上部から防火帽・防火衣・長靴が収まる

するための時間の短縮についてはさらに効果的

ようにしましたが、特に防火衣は丈の長さが 1m

であり、迅速な消火活動により被害軽減につい

以上もあるため、そのまま掛けるだけでは下部

ても期待ができます。

に収納した長靴と接触し、収納や取出しの際に
不具合が生じるため、防火衣を折り曲げて収納

5.

できるように、受け皿を設けるなどの工夫もし
ました。

今後の展開
サラリーマン団員が増加している現状は全国

的にどの自治体も同様です。活動状況について

これにより、防火帽・防火衣・長靴のそれぞ

も当市と差はないと思われ、消防団活動の安全

れの取出しが容易になり、引き出し式のため、

性の向上を念頭に開発した当システムが全国的

複数が同時に防火衣を手にすることができる構

に波及することを希望すると共に、総務省消防

造となっています。

庁が各自治体に無償貸与する消防団車両に対し

また、当システムは防火衣等の収納だけでは
なく、棚の裏側には筒先や金てこ棒を収納して

ても、当システムが組み込まれていくことを望
んでいます。

います。棚はパンチングメタルとなっているた
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【従来の消防団車両】
(1)

(2)

荷台に防火衣をつるしているが他の資

車両の左側は、消火資機材（吸管）等

機材もあり、取出し口のスペースが小さ

の収納場所となり、防火衣を取り出す

い。また、複数の団員が来ても、一斉に

ことができない。

取り出すことができない。

【新規消防団車両】
(3)

(4)

左右、後方の 3 面にシャッターを設け、取出しスペースを広くし、容易に資機
材を取り出せるようにした。
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【防火衣等収納システム】
「瞬着～TRANSFORM～」について
左右に収納システムを設け、団員はどちら側でも防火衣が容易に取出すことが可能です。
瞬時に着装が可能であることから機器の名称を「瞬着」と名付けました。また、サラリーマンから
消防団員に変身するという意味から「TRANSFORM（トランスフォーム）」というミドルネームも合
わせて付けています。
(5)

(6)

左右の棚に 2 式収納された防火衣等（防火帽・防火衣・長靴）が引き出される。

(7)

(8)

防火衣は丈が 1m 以上あるため、下部の長

長靴の収納

靴と接触しないように防火衣受けの棚を

2 足が左右両方の棚に収納され

設けている。これにより、防火衣と長靴の

ている。

取出しも容易になり、収納時もきれいに収
まる。
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【契約業者との打合せ】
(9)

(10)

図面上で「瞬着」の位置を検討

車両の艤装中
防火衣の収納方法について検討

(11)

(12)

「瞬着」設置部分の有効幅

(13)

引き出し式レールの採用
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【「瞬着～TRANSFORM～」のロゴデザイン】
団員により認識してもらうために下記のデザインも考案し、機器に表示しています。
(14)

(15)

【拡張性の高い収納システム】
(16)

車両左側の収納システムの棚の裏側には筒先
等が収納できる。棚はパンチングメタルのた
め、フックも簡単に設置できるため、団員が
他の携行品を収納したい場合にも対応可能で
ある。

(17)

車両右側の収納システムの棚の裏側は有
効幅 4cm 程度の隙間があるため、現場活
動時間や記録を書き込むためのホワイト
ボードを設置することが可能である。
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はしごクレーン救助時の三連はしごの転倒を防止する器具の開発
東京消防庁

安永
1.

豊、福井琢磨、金子聖光
(2) 足裏で押さえることによる不安定な体勢

現状と問題点
救助隊が救助活動現場で実施する代表的な救

での救助ロープの操作
(3) 確保体勢、確保人数が限定される。

助方法の一つに、はしごクレーン救助がある。
現在のはしごクレーン救助における三連はし

このはしごクレーン救助では、要救助者の重

ごの確保及び操作要領は、以下のとおりである。

量に比例して、三連はしごの下部滑り止めゴム

(1) 三連はしごの確保は、隊員 2 名で、三連

が浮き上がろうとする非常に大きな力が発生す

はしご側の足の裏で、上から下部滑り止め

る。また、救助ロープの操作がスムーズでない

ゴム部分を押さえる。

と、三連はしごに前後の動揺が生じ、左右の確

(2) 三連はしごを足裏で押さえている隊員 2

保ロープのバランスが悪いと、三連はしごに左

名で、救助ロープの操作をする。

右の動揺が生じる。

(3) 三連はしごの確保ロープは、三連はしご

つまり、はしごクレーン救助における三連は

の上部左右にロープを結着、展張し、隊員

しごの動揺は、隊員の片足のみで下部滑り止め

による確保、または地物を利用した確保と

ゴムを押さえていることの限界に起因するもの

なる。

であり、操作の困難性と転倒の危険性に直結し
ている救助方法と言える。（写真 3 参照）

しかし、この救助方法にはデメリットや問題
点が含まれており、それは以下のとおりである。
(1) 下部滑り止めゴムを足裏のみで押さえる

残念ながら、未だ完全にこの問題点は改善さ
れず、危険要因を抱えたまま活動しているのが

不確実な確保（写真 1 参照）

現状である。

従来の確保要領と器具を活用した確保要領の比較
確保要領の比較
写真 1

メリット・デメリット
≪従来の確保要領≫
1

三連はしごの下部滑り止めゴムから、直接力が足裏に伝わ
ってくるので、転倒危険に気づきやすく、限界がわかる。

2

足の位置が固定されるため、救助ロープの操作姿勢が限定
され、必ずしも操作者の力が十分に発揮されるとは限らな
い。

3

三連はしごの左右の動揺への対応に限界がある。

4

引揚げ対象が重量の時、下部滑り止めゴムの浮き上がりが
感じられ、救助ロープの操作に集中できない。

5

長時間活動の際、確保者の交替要領が困難である。
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≪器具を活用した確保要領≫
1

三連はしごの左右の動揺に対して、下部滑り止めゴムが器
具で抑制されるので、安全に活動できる。

2

多種多様な確保体勢で救助ロープの操作が可能である。

3

足に負担が掛からないので、長時間活動に優れる。

4

足の置き方が自在であるため、確保要員が増員できる。

5

確保者の交替が容易である。

6

力を入れやすい体勢が容易に取れるので、引揚げ対象が重
量の時も迅速、且つ安全に救助できる。

下部滑り止めゴムの浮き上がりの比較
従来の確保

器具を活用した確保

写真 3

写真 4

浮き上がりや横ずれが発生すると、足裏で押さえる
確保には限界がある。

浮き上がりや横ずれが発生しても、器具により下部
滑り止めゴムを押さえることが可能であり、器具は足
全体で押さえられるので足裏に負担がない。

2.

(6) 徒手搬送が可能であること。

開発

(7) 重量、大きさが適度なものであること。

上記の問題点を改善するために、以下の項目

(8) 設定場所の制約が受け難いものであるこ

に重点を置いて器具を開発した。
(1) 器具を設定すると、三連はしごが転倒し

と。

ないものであること。
(2) 器具の設定後の操作性が、優れたもので

3.

あること。
(3) 三連はしごの下部滑り止めゴムが浮き上

仕様
開発した器具の概要は以下のとおりである。

(1)

がらず、横ずれしないものであること。

材質等

全体的な材質は、地盤面の凹凸に極力影響を

(4) 設定が容易であること。

受けず、且つ、滑り止め効果のあるゴム製とし、

(5) 消防車両に積載が可能であること。

足部で確保する面と三連はしごの接触部は、強
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(3)

度を保持するために縞板を張り合わせたものと
した。
(2)

付属品等

器具の単独使用でも転倒防止は十分図れるが、
器具の前面に取付けた D 環と前方の地物を小綱

器具の構造

下部滑り止めゴムを包み込むようにはめ込み、

等で結着することにより、三連はしごの二重の

さらに上部から縞板を踏むことにより、浮き上

転倒防止を図ることが可能である。
（ 図 1～図 5、

がり、横ずれ等を完全に抑制できる形状となっ

写真 11 参照）

ている。

図1

上面

図2

前面

図3

側面
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底面は、滑り止め効果のあるゴムとする。

図4

底面

右

左
図5

4.

下部滑り止めゴム部

開発による検証とその効果

(1)

も優れる。

検証

オ

器具の検証の条件として、要救助者を重量ダ

設定方法は、下部滑り止めゴム部分にはめ
込むだけなので、誰にでも簡単且つ、スピー

ミー（約 75kg）、三連はしごの確保ロープは隊

ディーに設定できる。（写真 10 参照）

員による確保とし、はしごクレーン救助第一法

カ

D 環で器具を固定できるため、下部滑り止

の従来の方法による確保と、器具を使用した確

めゴムが浮き上がる力をより抑制できる。

保を同じ隊員で比較、検証した。

（写真 11 参照）

(2)

器具を使用することで得られた効果

このように、従来の三連はしごの確保要領の

ア

三連はしごの左右への動揺に対し、器具に

問題点がすべて改善されたほか、新たに効果的

より抑制されるので、安全に活動できる。絶

な要素も見受けられた。
なお、器具は三連はしごの架梯角度 75 度程度

対に転倒しないと断言できる静止力であっ
た。（写真 2、写真 4、写真 5 参照）
イ

ではめ込める形状となっているため、三連はし

多種多様な確保体勢で救助ロープの操作が

ごを使用する角度が適切であるか否かの判断指

可能であり、引き揚げ対象が重量であるとき

針にもなる。

も、力の入れやすい体勢をとれるため、安全、
確実、迅速に救助できる。
（写真 6～写真 8 参

5.

照）
ウ

エ

今後の課題
今回の器具の作製及び検証は、某メーカー1

器具の上であれば、どこに足を置いても良

社の三連はしごに適合する器具を開発し検証を

いので、確保要員を増員させたり、確保者の

行ったが、今後、各種消防機関が採用するあら

交替要領を円滑に実施できる。
（ 写真 9 参照）

ゆる種類の三連はしごに適合する器具となれば、

足に負担が掛からないため、長時間活動に

利用価値は更に高くなると考えられる。
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また、はしごクレーン救助のみでなく、三連

ものにすることが課題とされる。

はしごを使用するすべての活動にも適合可能な

器具を活用した確保要領のメリット
①安定度が良い

②多種多様な確保体勢

写真 5

その 1

写真 6

三連はしごの前後、左右の動揺に対して倒れない。

従来の確保要領と逆足での確保体勢でも可能であ
る。

③多種多様な確保体勢

その 2

④多種多様な確保体勢

写真 7

写真 8

器具に足を乗せるだけで確保ができるので、両足に
荷重をかけてより強固に固定できる。

その 3

隊員個々の力の入れやすい体勢で確保できる。隊員
の足の置き方が違っていても支障はない。
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⑤確保者を増員できる

⑥設定が容易である

写真 9

写真 10

器具に足を乗せるだけなので、確保者を増員でき
る。

下部滑り止めゴム部分に器具をはめ込むだけで設
定できる。

⑦D 環で器具を固定できる
写真 11

D 環で器具を固定できるため、下部滑り止めゴムが
浮き上がる力をより抑制できる。
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消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良

打ち込み用ビット金具の開発
東近江行政組合消防本部

川嶋伸悟、市川知史
1.

はじめに

むための金具です。

救助活動を行う上で、支点の存在は重要です。

構造は、削岩機のビット金具に単管クランプ

しかし、現場によっては、田畑や構造物のない

を取り付け、クランプと大バールとの接続には

平地もあり、思い通りの場所に支点がありませ

単管と同径のバール用スペーサーを入れ、大バ

ん。また、道も細く車両が思った場所に部署で

ールを握る構造となっています。
（写真 1～写真

きないこともあります。そのような状況下で、

4 参照）

現有する車載資器材を使用し、容易に強固な支

(1)

点の構築ができないかと考え、大バールを地中

ビット金具について

ビット金具は、削岩機との取り付け部分に、

に打ち込み支点とする器具の開発に至りました。

削岩機のブレーカー用ビットと同じ形状のビッ
トを設けることで削岩機の振動を伝える構造と

2.

しました。（写真 1 参照）

開発に当たって

(2)

消防車両に積載されている大バールを地中に

クランプ部分について

打ち込み支点とすることを目的としました。大

クランプ部分は、一般に市販されている

バールを打ち込む問題点として、1 点目に、大

φ48.6 を使用しています。ナットを 1 箇所締め

バールの先端が扁平な形状であるためハンマー

るだけのシンプルな構造なため、容易に脱着が

で直接先端を叩くことができない。2 点目に、

可能です。

長さが 1.5m あるため打ち込み作業位置が高く

また、クランプには約 500kg の滑り耐力があ

なる。3 点目に、ハンマーでの打ち込みには、

るため、削岩機の振動にも耐えることができま

時間と労力の消費が大きいといった問題点があ

す。（写真 3 参照）

げられます。

(3)

これらの問題点を解消するため、
「 救助隊の編

バール用スペーサーについて

バール用スペーサーは、大バールを挟むため

成、装備及び配置の基準を定める省令（別表第

のもので、金属製の円柱を 2 分割したものです。

二）」で積載が定められている削岩機を使用し、

スペーサーは大バールを包みきらずに、5mm の

作業位置を任意の高さに調整できる打ち込み用

隙間を空けることにより、クランプの握る力を

ビット金具を開発しました。また、金具は大バ

最大限発揮します。（写真 4、図 1 参照）

ールだけでなく単管も地中へ打ち込める構造と
しました。

スペーサー内側の大バール締め付け部分の形
状は、大バールの太さにメーカーや個体によっ
て若干の差違があるため、敢えて大バールの八

3.

器具の概要

角形状にはせず、四角形状にしました。四角形

打ち込み用ビット金具とは、削岩機の振動を

状にすることで、個体差のある大バールでも確

大バールに伝え、大バール自体を地中へ打ち込

実に握ることができ、六角形の大バールも使用
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可能な構造としました。（写真 5 参照）

り外し、直接クランプで単管を握り使用します。
（写真 6 参照）

バール用スペーサーは取り外し可能なため、
単管杭を打ち込みたい場合は、スペーサーを取

クランプ部分
ビット金具
バール用スペーサー

写真 1

写真 3

打ち込み用ビット金具全景

写真 2

削岩機･大バールを接続した状態

写真 4

クランプ部分

図1
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写真 6

バール用スペーサー内面・外面

大バールについて

単管杭を打ち込む場合

上がる、磨耗に強くなる）
・焼戻し（弾力性が上

打ち込み用のバールは、一般に市販されてい

がる）の熱処理を行ったものを使用しています。

る全長 1.5m、軸太さ 25mm の大バールと呼ばれ

なお、炭素鋼 S45C は、機械の軸など強度が求

ているものを使用しています。材質はスチール

められる所で使われることが多い材質です。
（写

製で、炭素鋼 S45C を使用し、焼入れ（強度が

真 7 参照）

写真 7
5.

打ち込みに使用する大バール全体

④ 大バールを 1m 打ち込み、打ち込み用ビット

使用手順

① 大バールに打ち込み用ビット金具を装着し
ます。

金具を大バールから取り外します。
⑤ 打ち込んだ大バールにマルチスリング等を

② 支点の必要な位置に大バールを立て、ビット

かけ、支点として使用します。
（写真 8～写真 10 参照）

に削岩機を接続します。
③ 削岩機を始動し、打ち込みを開始します。

写真 8

使用風景 1

写真 9
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写真 10

6.

ります。（図 2、写真 11 参照）

各種検証及び資料

(1)

使用風景 3

大バール支点の強度測定

ア

大バール 1 本の場合
打ち込み角度 15 度から垂直に起き上がるま

測定方法は、大バールを地中に打ち込み、支
点として使用した場合どれだけの牽引強度があ

で約 7kN 牽引可能。（写真 12、写真 13 参照）

るのかを可搬式ウインチで牽引して測定しまし

イ

大バール 2 本、2 点支持（支点角度 60 度）

た。

の場合

※バール支点の作製方法は、レスキュー3 の人

打ち込み角度 15 度から垂直に起き上がるま

工アンカー作製方法に基づきバール支点を

で約 11kN 牽引可能。（写真 14、写真 15 参照）

作製しました。人工アンカー作製方法とは、

ウ

大バール 2 本、支点補強を設定した場合
打ち込み角度 15 度から垂直に起き上がるま

地面の垂直方向から荷重のかかる方向と反
対方向へ 15 度傾け、長さの 2/3 程度打ち込む

で 14kN 牽引可能。（写真 16、写真 17 参照）

方法です。これに基づき 1.5m の大バールを

※使用した大バールに変形や損傷は認められな

打ち込む場合、地中への打ち込みは 1m とな

い。（写真 18 参照）

15°
牽引側

地面の垂直方向から荷重のかかる方向
と反対方向へ 15 度傾け、長さの 2/3 程
度打ち込む。

図2

レスキュー3

人工アンカー作製方法
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バール全長
地中打ち込み

写真 11

1.5m
1m

人工アンカー作製方法に基づき打ち込み

バール支点

張力計

写真 12

可搬式ウインチ

最大約 7kN

大バール 1 本を牽引

写真 13

60 度

写真 14

測定結果

最大約 11kN

大バール 2 本、2 点支持を牽引

写真 15
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最大約 14kN

写真 16

写真 18

(2)

写真 17

支点補強を設定し牽引

測定結果

測定後の大バール

参考資料

本数や、強固な支点作製方法を行うことで救助

① 山岳救助技術や各ロープレスキューの研修

支点としてより安全に使用することができる。

では、自然界の石や木に支点を作製する場合､
流動分散などを行い、最大支持力が 10kN 以

7.

上となるように支点構築するよう指導され

・支点となる物が何もない場所であっても、大

ている。

バールを打ち込むことができる地盤であれ

② アスファルト上で普通乗用車（セレナ、車両
重量 1600kg、FF：オートマチック）を可搬式

ば任意の場所に支点を作製できる。
・救助工作車に車載されている資器材で支点構

ウインチで牽引し、動き出し時の荷重を測定
する。なお、普通乗用車は P レンジ、サイド

築できる。
・削岩機の振動を活かすことで、容易に大バー

ブレーキあり、GL 水平。
実験結果：7kN で前後輪を引きずって動き

(3)

器具の利点

ルの打ち込みが可能。
・交通救助において、構造物等の支点方向へ事

始める。

故 車 両 の 向 き を 変 え る こ と な く 牽 引 ･拡 張 ･

検証結果

固定が可能であり、要救助者への負担軽減、

以上のことから、大バールを 1m 打ち込めば
支点として使用可能である。打ち込むバールの

救出時間の短縮が図れる。
・出動車両の大バールを集め複数使用すること
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で、支点の増加及び強化ができる。

ビット金具は非常にシンプルな構造となってい

・近年頻発している土砂災害では、単管を打ち

るため、マルゼン削岩機に限らず、メーカーの

込み土留めの作製が容易となる。

異なる削岩機に応じたビット金具を使用するこ
とで、取り付けが可能になります。また、大バ

8.

まとめ

ールを支点とする救助方法には今後、更なる検

救助活動の中で、支点の存在は必要不可欠で

証が必要ではありますが、各種検証により一定

す。今回開発した打ち込み用ビット金具は、
「救

の強度に耐えられるデータが得られました。

助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令

今回考案した打ち込み用ビット金具は、地域

（別表第二）」に規定されている削岩機を使用し、

特性に応じた救助手法を導き出す一助となり要

支点の欲しい場所に自ら支点を作製できるもの

救助者の負担軽減、迅速な救助活動に繋がると

です。今回は当消防本部の所有するマルゼン削

確信しています。

岩機を使用していますが、考案した打ち込み用
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消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良

積載型静電気拡散性オイルパンの開発について
京都市消防局

堀尾泰寛、小林知之、山本雅史、赤坂成樹、山田祐亨
1.

(2)

現状と問題点

(1)

問題点

従来のオイルパンは、金属製で、大きく、重

現状

いため、現場で使う際には、以下の問題が生じ

現在、京都市消防局では、交通事故などで、
燃料が流出している場合、必要に応じ、各署所

る。

に保有する金属製オイルパンを現場まで搬送し、

ア

常時積載できない。
サイズが大きいため、消防車両に常時積載で

流出・拡散防止のために活用している。

きない。このことから、

本来であれば、流出事故の対応は、消防組織
法第 1 条に基づき、火災危険がある場合にのみ

○

指令を受けてから車両上部に積載する

活動するものとされるが、火災危険があるか否

までに時間を要するため、通常より出動時

かの判断は、極めて困難であるほか、火災発生

間が遅くなる。
○

危険がないと判断される場合も、流出した燃料

車両上部にオイルパンを積載すれば、通

が道路上に拡大することで、後続車両がスリッ

常よりも車高が高くなっているため、走行

プするといった二次災害の発生が予測されるこ

に注意が必要となる。
○

とから、オイルパンを使った応急的な流出物の

場合、二次指令によりオイルパン搬送隊を

拡大防止についても、必要に応じて求められる。

要請しなければならない。

現在、京都市消防局が使用しているオイルパ
ンの仕様は、次のとおりである。（写真 1）

といった状況に繋がる。
イ

ステンレス製
容量

96ℓ（80×60×20（H）cm）

重量

10kg

現場でオイルパンの必要性が判明した

取扱いが困難
重量があり、サイズが大きいため、乗用車等

比較的車高の低い車両の燃料タンクの下部とい
った狭所における取扱いが困難である。
ウ

火花発生のリスク
従来のオイルパンは、ステンレスを用いた金

属製である。したがって、
20cm

① 石や金属など路面や車両と激しく擦れた
りぶつかったりすることにより、火花が発
生する可能性がある。（以下「リスク①」

60cm

という。）

80cm

② 金属製であるため、人体に蓄積された静
電気や事故車両のバッテリー等から導電

写真 1

従来のオイルパン取扱いの様子

し、火花が発生する可能性がある。（以下
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「リスク②」という。）

消防機関としても、従来からガソリンの保管

といった問題が生じる。

については、静電気防止の観点から、金属製の
ものを使用するように指導してきている。

2.

開発

国際電気標準化会議（IEC）によると、表面

上記 3 つ（ア～ウ）の問題を解決するため、

抵抗値が 1×10 5 ≦Rs＜1×10 11 Ωの場合、帯電し

新型のオイルパンには次の性能を求めることと

にくく、かつ電荷を緩やかに拡散させる材料（静

する。

電気拡散性材料）としている。（表 1）

(1)

以上のことから、新型のオイルパンについて

常時積載できる

積載品の多い緊急車両にも常時積載できるも
のとするため、積載時はダウンサイズできるも

は、静電気拡散性を有する素材を用いることと
する。

のとする。さらに、車両にコンパクトに収納さ
表1

れた状態から迅速に展開し、使用できるものと
する。

IEC による表面抵抗値の分類

分類

表面抵抗値

静電気導電性材料

1×10 2 ≦Rs＜1×10 5 Ω

従来のものより軽量で、車両下部といった狭

静電気拡散性材料

1×10 5 ≦Rs＜1×10 11 Ω

い場所においても取扱いやすく、流出物が漏れ

静電気絶縁性材料

1×10 11 ≦Rs

(2)

取扱いが容易

にくい形状のものとする。
(3)

火花が発生しない

3.

リスク①を考慮した場合、非金属のものが最

仕様
外側に折り畳み式コンテナを用いるとともに、

適と考えられる。リスク②を考慮した場合、一

内側には、漏水防止のために、シートを折り畳

般的に、蓄積された静電気が激しく放電する現

んだ状態で収納し、迅速にオイルパン状に展開

象（ESD）が発生し得る電気抵抗値は、1.0×10 5

できる状態としている。（写真 2、写真 3）

Ω未満（導電性）とされているため、1.0×10

5

なお、シートの折り方については、日本独自

Ω以上の電気抵抗を有する素材が好ましいと考

の文化である、
「折り紙」の箱の作り方を参考と

えられる。

している。

なお、従来のステンレス製オイルパンの表面

サイズ等

の電気抵抗（1cm）を測定したところ、約 1Ω（導

展開時の大きさ

65×44×25（H）cm

電性）であった。一般的なステンレスのデータ

収納時の大きさ

65×44×8（H）cm

-7

としては、7.2×10 Ωとされている。
これらのことから、リスク①及びリスク②を

3.9kg

重さ
材質等

解消するには、導電性以外の材料を使用すれば

外側ハードケース

よいということになる。

A 社製

一方、新たな問題点として、

静電気拡散性ポリプロピレン折り

畳み式コンテナ

③ 素材の電気抵抗が極端に高い（絶縁性）

65×44×24.9（H）cm

場合、燃料の流動によりオイルパン内の燃

容量

54.9ℓ

料に静電気が帯電し、他の導電性物質に対

重さ

3.45kg

して ESD が発生する可能性がある。（以下

表面抵抗値

「リスク③」という。）

10 6 Ω以下

内側シート

という問題が考えられる。

B 社製
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新型オイルパン

写真 4

写真 3

シート厚
重さ

4.

収納時の状況

0.3mm
写真 5

0.45kg

表面抵抗値

新型オイルパン取扱いの様子

1010Ω
内側シート

開発による効果及びその検証

(1)

積載状況

積載性

積載の可否は、車両ごとに仕様が異なるため、
一概には判断できないが、前述のとおり、収納
時の大きさは非常にコンパクトである。
積載器材が非常に多い、現状の救助工作車に
積載したところ、あらゆる箇所に積載が可能で
外側ケース

あった。（写真 4）

図1

以上のことから、新型のオイルパンは、当消

液面

液面の動揺が抑えられる様子

防局のあらゆる緊急車両に常時積載可能と考え
られる。さらに、収納時は非常にコンパクトで

抜き差しするといった作業についても、容易に

あるため、複数個の積載が可能である。したが

行うことができた。（写真 5）
内側に漏水防止シートを使用しているため、

って、器材のバックアップや、複数個所の流出
にも対応することができる。

抜き差しする際の、流出物の液面の動揺を軽減

(2)

することができた。（図 1）

取扱い性

従来のものより、重量が約 1/2 以下と軽量と

以上のことから、新型のオイルパンは、従来

なっている。使用者が屈んだ状態で車両下部に

のオイルパンより格段に取扱いやすさが向上し
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ている。

以上のことから、新型のオイルパンは、火花

(3)

火花発生のリスク

発生のリスクを限りなくゼロにしたものといえ

ア

リスク①について

る。

新型のオイルパンは、一部の可動部分を除き、
非金属の素材で作製しているため、石や金属に

(4)

耐久性等

ア

耐久性

激しくぶつけたとしても、火花は発生しない。

従来、消防機関がガソリンを保存する際、金

検証として、オイルパンを地面や金属等に激

属製の容器を使うように指導しているのは、静

しく擦り付けることをしても、火花は全く認め

電気の帯電防止のほかに、強度の観点もある。

られなかった。

ポリタンクのような樹脂製のものは、小さな衝

イ

撃でも損傷が生じるため、ガソリンなどを保存

リスク②について
メーカーカタログによると、外側素材の抵抗

した場合、漏れてしまうことがある。

6

値が 10 Ω以下（実際の測定では∞Ω）、内側素

なお、本開発については、金属製ではないも

材の抵抗値が 10 9 ～ 11 Ω（実際の測定では∞Ω）

のの、外側素材と内側素材を分けているため、

である。したがって、静電気を帯電した人体や

外側に多少の損傷が生じた際にも、内側素材に

バッテリー等が接触した場合であっても、急激

損傷がなければ、漏れることはない。また、内

な放電は起こりにくいものと考えられる。

側素材に損傷が生じた際にも、簡単に交換し、

ウ

漏れを防ぐことができる。

リスク③について
抵抗値については、上記イのとおり。

イ

耐油性

実際の測定結果は、各素材が∞Ωを示してい

内側素材について、ガソリン等に曝露される

るが、これは、測定器の性能及び誤差によるも

ことで、溶融や性能の劣化が生じることが考え

ので、カタログ値を参考にした場合、静電気が

られる。

溜まりにくい素材といえる。
検証として、オイルパンに約 10ℓのガソリン
を貯留した状態で横に 10cm 程度ゆらす作業を
50 回繰り返して、静電気を測定した。（写真 6）
測定結果については、表 2 のとおりで、新型
オイルパンを用いた実験では、0.01kV を示して
おり、ほぼ帯電していないことがわかる。
なお、比較として、絶縁性のポリプロピレン
コンテナ及びポリエチレンシートを用いた、同
写真 6

様の実験では、0.1kV を示している。

表2

実験の様子

ガソリンとオイルパンによる静電気発生実験

内側
外側
ステンレス製オイルパン
（内側なし）
ポリプロピレンコンテナ
静電気拡散性
ポリプロピレンコンテナ

静電気拡散性
塩化ビニルシート

ポリエチレンシート
0.00 → 0.06
0.04 → 0.10

0.03 → 0.03

0.01 → 0.01

0.00 → 0.01

1 各セルの左の数値は、ガソリンを注いだ段階での測定、右の数値は揺らした後の測定。
（単位 kV）
2 ステンレス製オイルパンについては、経年の使用により、表面に大量のすすが付着した状態となっている。
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そこで、当該シートのガソリンに対する性状
変化について実験をしたところ、溶融すること

5.
(1)

なく、フラスコ側へガソリンが染み出すことは
なかった。（写真 7、表 3）

今後の課題
内側シートについて

本開発においては、既成のシートを折り紙の
要領で折り畳み、箱状にすることでオイルパン

以上のことから、新型のオイルパンは、現場

の内張りとした。しかし、シートをハードケー

での使用に耐えうる耐久性を有しているものと

スに取り付ける際、シートを開けてしまい、上

いえる。

手く収まらないことがあった。
そこで、同質のシートを使用し、箱状に成型
したものがあれば、より確実な対応が可能とな
る。
(2)

外側ケースについて

本開発においては、外側ケースに既製品の折
り畳みコンテナを使用しているため、サイズの
選択が制限されることとなった。
事故車両の下部といった狭い場所においては、
より低い、より狭いといった状況が考えられる。
写真 7

オイルパン内側シートの耐油性実験

そこで、試作品同様の折り畳み式のもので、何
種類かの大きさのものがあれば、より様々な現

表3

オイルパン内側シートの耐油実験

0min
10min
20min
30min
60min
2h
4h

A
35.7g
35.7g
35.7g
35.7g
35.7g
35.7g
35.7g

場に対応できるものと考えらえる。

B
78.0g
77.6g
76.8g
76.2g
75.0g
73.3g
71.0g

A：フラスコ
B：フラスコ＋漏斗＋静電気拡散性塩
化ビニルシート＋ガソリン
※実験は、ドラフト内で実施
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車両における電気配線（ハーネス）火災の出火機構に関する研究
北九州市消防局

松本龍一、髙倉誠二、松本二郎
1.

はじめに

そこで、配線が直接、ボディへ短絡した場合

自動車には、ヘッドライト等の照明、エアコ

（以下、「直接短絡」という。）及び「ほこりや

ン等の空調、電子制御でコントロールされるエ

雨水等」により間接的に短絡した場合（以下、

ンジン、その他カーナビ等を作動させるため、

「間接短絡」という。）の状況を再現し、発熱状

たくさんの電気配線が搭載されている。

況等を確認することで、ヒューズの安全性やそ

普通自動車では、配線重量は約 15kg 以上、長

の作動限界等、火災危険について検証すること

さにして 2km ほどの配線が使用されている。

とする。

各電気配線は、通常、バッテリーからエンジ
表1

ンルームを経て、ダッシュボードへ、運転者が
操作する運転席周辺へ一旦集約され、その後、

ブレードヒューズの色表示

定格電流

各機器へ配線されている。

(A)

色表示

定格電流
(A)

色表示

自動車の電気配線（ハーネス）における火災

1

黒色

10

赤色

の発生要因の一つとして、ボディアースがある。

2

灰色

15

青色

自動車のボディにはバッテリーからマイナス電

3

紫色

20

黄色

流が常時流されており、一部の機器を除いてプ

4

桃色

30

緑色

ラス配線を設置機器まで延長接続し、機器付近

5

黄褐色

40

橙色

のボディからマイナス電流を取り込んで使用し

7.5

茶色

ている。経年劣化や走行時による振動でプラス
配線が擦れ被覆が損傷しボディやマイナス配線

2.

と短絡すれば火災となる場合がある。

火災実験（バッテリーは、電圧 12V・性能
ランク 80D26 を使用）

電気配線からの火災を防ぐための安全装置と

(1)

直接短絡

して、自動車にはヒューズを設置している。一

①

実験 1（直接短絡・ヒューズなし）

般的にはバッテリー付近にある「ヒュージブル

自動車用バッテリー（12V）を電源とした電

リンク（メインヒューズ）」とヒューズボックス

気配線において、後付部品を素人配線で行いヒ

内の各機器に対する「ヒューズ」を設置してお

ューズを設置せず、その後、配線の劣化・損傷

り、機器によっては機器自身にヒューズが設置

が起こったという想定で、プラス配線の途中に

されているものもある（表 1）。

傷をつけ配線を一部露出させ、マイナス（グラ

これだけのヒューズに保護されているので、

ンド）配線に接続されている鋼製の棒（自動車

安全と思われがちな電気配線であるが、実際、

のボディを想定）に直接短絡させ配線状況等を

電気配線（ハーネス）からの出火は発生してい

確認する（図 1）。

る。
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3.

短絡箇所

マイナス配線

実験結果

(1)

直接短絡

①

実験 1（直接短絡・ヒューズなし）
直接短絡直後から、一番細い配線全体の被覆

使用なし

から多量の白煙が発生し、その後、配線が赤熱
した。電流を測定したところ最大値で 85A であ

プラス配線

図1

実験 1

った。また、短絡部分を確認したところ電気痕
があった。状況を写真 1～写真 3 に示す。

実験 2（直接短絡・ヒューズあり）

②

これは、直接短絡することで、バッテリーの

①と同様の実験を各ヒューズ（20A、15A、10A、

プラス端子からプラス配線、短絡した部分から

7.5A、5A 及び 3A）を設置して行い、ヒューズ

マイナス配線へマイナス端子までの回路が形成

の作動状況及び配線状況等を確認する（図 2）。

されることで、回路内に大電流が流れ、許容電
流以上となった細い配線部分が発熱し、出火に

バッテリー

鋼製の棒

短絡箇所

至るものである。
火災調査時には、対象配線にヒューズ保護が

マイナス配線

なされていないこと、配線一本のみの焼損が激
しいこと、発熱による素線間の溶着・硬化及び

プラス配線

使用なし

短絡部分の電気痕を見分することが重要な物証

ヒューズ

となる。
図2

(2)

実験 2

実験 3（間接短絡・ヒューズあり）

自動車用バッテリー（12V）を電源とし、各
短絡箇所

ヒューズ（20A、15A、10A、7.5A、5A 及び 3A）
を設置している電気配線において、配線の劣
化・損傷が起こったという状況を再現し、隣接
するプラス配線とマイナス配線の途中に傷をつ
け配線を一部露出させ、その部分に「ほこりや
写真 1

雨水等」を想定した「食塩水」を断続的に滴下

短絡直後の状況

し、間接短絡させ、ヒューズ作動及び配線状況
等を確認する（図 3）。
バッテリー

食塩水滴下箇所

マイナス配線
プラス配線
使用なし
ヒューズ

図3

写真 2

実験 3
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ヒューズには、大きな欠損があり、一部に「す
す」の付着があった。20A のヒューズでの溶断
状況を写真 8 に示す。
マイナス配線

写真 3

鋼製の棒

短絡痕跡あり

実験 2（直接短絡・ヒューズあり）

②

全てのヒューズにおいて、直接短絡直後にヒ
ューズが作動、回路が遮断され出火には至らな
い。直接短絡部分を確認したところ電気痕もな
い。15A のヒューズでの状況を写真 4～写真 7
バッテリー

ヒューズ

に示す。

プラス配線

電球

写真 4
短絡箇所

写真 6
短絡痕跡なし

写真 7
ヒューズ作動（溶断）

写真 5

3A

20A

溶断前

写真 8

(2)

実験 3（間接短絡・ヒューズあり）

写真 9

況を写真 9 に示す。

3A のヒューズでは、食塩水滴下直後に、ヒュ
ーズが作動し溶断した。3A のヒューズの溶断状

溶断後

溶断前

溶断後

5A 以上のヒューズでは、ヒューズは作動せず、
食塩水滴下直後から、間接短絡が起こり、配線
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被覆の除去付近の配線被覆から少量の白煙が上

滴下している配線部分が黒く炭化

がり、黒く炭化（グラファイト化）が確認され
た。断続的に滴下を続けると、徐々に白煙の上
昇が激しく、炭化部分も拡大した。発火直前に
は赤熱（531.6℃）が見られ、滴下を始め約 36
分後に発火、その後マットに延焼した。15A の
ヒューズを設置した場合の状況を写真 10～写
真 16 に示す。
実験後、間接的な短絡部分を確認したところ、

写真 11

滴下開始後、約 5 分後の状況

電気痕は認められなかった。15A の短絡部分の
状況を写真 17 及び写真 18 に示す。
食塩水滴下箇所

白煙の上昇及び配線の赤熱

食塩水

写真 12

滴下開始後、約 15 分後の状況

写真 10

写真 13

発火直前の温度状況

（熱画像装置画像）
最高温度 531.6℃

写真 15
マットへ延焼

写真 16
写真 14

滴下開始後 36 分の発火直後の状況

ヒューズの作動（溶断）なし
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（クランプ）には緩衝等の目的のためのゴム被
覆等があるため、同様のことが言える。この様
な状況から「間接短絡」で火災が発生する可能
性は少なくないものと考える。実火災でヒュー
ズが作動せず、出火した事例の短絡箇所の状況
を写真 19～写真 21 に示す。
火災調査時には、一次側のヒューズが作動し
ていないからとの理由で、電気配線の短絡火災
を否定することはできない。
写真 17

時間 秒

(
)

写真 18

4.

実験結果からの考察
実験結果から、直接短絡した場合及び 3A 以

電圧 (A)

グラフ 1

下のヒューズを設置、間接短絡した場合は、ヒ

ブレードヒューズの溶断曲線

ューズが作動し、出火を防止することができる。
表 2

しかし、5A 以上のヒューズでは、グラファイ

ブレードヒューズの作動一般的特性

（周囲温度 23℃）

ト化した配線被覆等を経由した間接短絡が起こ
った場合、短絡の継続時間が短く、ヒューズが

試験電流

作動する電流が流れないため作動せず、出火に

(A)

最小時間

最大時間

定格電流の 110%

100 時間

－

当局の保有する機材では、瞬間的な電流値を

定格電流の 135%

0.75 秒

600 秒

測定することができないが、グラフ 1 及び表 2

定格電流の 160%

0.25 秒

50 秒

から発火時、最大 10A 程度の電流が流れたもの

定格電流の 200%

0.15 秒

5秒

と推察する。

定格電流の 350%

0.04 秒

0.5 秒

定格電流の 600%

0.02 秒

0.1 秒

至る場合があるということが実証された。

実際、自動車のボディには塗装があり、直接
短絡しにくい。また、ハーネスを固定する金具

溶断時間

※周囲温度 1℃当たり－0.15%変化する。
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ゴム被覆

写真 19

5.

クランプ

写真 20

写真 21

他事例ではあるが、経済産業省が平成 28 年 3

おわりに
電気配線の間接短絡からの火災の予防措置に

月 17 日から電気火災の課題であった「トラッキ

ついては、発生に際して予兆等もなく、根本的

ング現象対策」として、電源プラグ本体の耐火

な対策はないが、車検や点検等の際に電気配線

性試験を義務付けることを発表した。

を目視にて異常がないか確認することを徹底す
ることが必要と思われる。

これは、今日まで消防関係者等が「無負荷で
も発生する危険性の高いこの現象」を予防広報

根本的な予防措置を自動車業界で対応すると

し続けた結果、国や産業界を動かし、プラグ本

なると、
「束となった電気配線（ハーネス）内に

体を燃えにくい素材に変更するという究極の安

はマイナス配線を混線させないこと」及び「ボ

全対策がなされることとなったものである。

ディアースは必要最小限の部分とし、必要以外

今後も消防は、火災調査結果を予防広報に生

の部分、特にハーネスを設置する付近にはその

かすとともに、発生を未然に防ぐための情報発

部分から除外すること」となるだろう。対応を

信を続けていかなければならない。

検討することを要望する。
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加圧防排煙設備に係る消防活動支援性能評価のための
複数室の簡易温度算定モデルの構築
東京消防庁

田嶋一雅
東京理科大学

大宮喜文、申
1.

はじめに

易澈

定モデルを理論的に構築する。そして、模型実

消防法の性能規定化に伴い、消防活動拠点に

験を実施し、構築した簡易温度算定モデルの妥

おける消防隊員の安全確保のために加圧防排煙

当性を実験結果と比較し検証する。さらに、現

設備に求められる要件が整理された。その要件

行法に従った区画内温度の算出結果と本モデル

のうち、消防活動拠点の性能評価を行う上で、

による算出結果から本モデルの特徴を明らかに

消防活動拠点に隣接する室の温度を計算し、消

する。

防活動拠点への加圧給気量が算定される。現行
法において室の温度は、一定の安全レベルを確

2.

複数区画における簡易温度算定モデルの構

保するために簡易算定式が示され、建築物の用

築

途や空間の条件のうち、限定的な入力条件から

複数区画における熱収支に基づき、区画内の

求められるようになっている。すなわち、現行

簡易温度算定モデルを構築する。各区画の火源

法は、単一区画で火災が発生している状況を基

の有無により区画内温度性状が異なるため、以

にした理論がベースとなっており、複数の区画

下のとおり区分し検討する。

が同時に燃焼するなどの実火災で想定される状

①

出火から隣接室へ延焼するまで

況が考慮できない。そのため、建築物の空間個々

②

延焼から出火室が鎮火するまで

の条件を考慮した複数室の簡易温度算定モデル

③

出火室鎮火から隣接室が鎮火するまで

を構築する必要がある。複数区画の火災性状を
予測するモデルとして、佐藤等

1)

は火災室の隣

なお、本研究では複数区画として 2 区画を対象
とし、出火室を区画 A、隣接室を区画 B とする。

接室を対象とした温度算定モデルを提案してい

2.1

る。佐藤等のモデルでは、周壁材の断熱性が高

2.1.1

簡易温度算定モデルの構築
出火から隣接室へ延焼するまで

く隣接室に外部開口がある場合を除いて、コン

図 1 のとおり、準定常状態において開口部の

ピュータモデルの結果と概ね一致する結果を得

対流による熱移動及び壁への失熱を考える。各

ているが、実験による検証は実施していない。

区画の熱収支は以下のとおりとなる。

また、複数区画間の延焼を想定した区画内温度

Q A  c p m A (T A  T )  c p m AB (T A  TB )  hkA,1 ATA (T A  T )

予測については、簡易的な手法はなく、コンピ

(1)
c p m AB (TA  TB )  c p mB (TB  T )  hkB,1 ATB (TB  T )

ュータを使用した数値計算等が必要な状況にあ

(2)

る。
そこで、現行法に比べ建築物個々の詳細な条
件を考慮することが可能な複数室の簡易温度算

各区画の上昇温度である Δ T A 及び Δ T B につい
て解くと、
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TA,1 (t1 )  TA, 2 (t1 ) , TB ,1 (t1 )  TB , 2 (t1 )

X B QA
QA
TB 
cP m AB  X A X B  1 ,
cP m AB  X A X B  1

(3)

(11)
となる。式(3)～式(11)より t 1A,im、t 1B,im を求める

となる。ここで、X A 、X B 、h kA,1 、h kB,1 は、



X B  c p mB  c p m AB  hkB,1 ATB  c p m AB

(4)

X A  c p m A  c p m AB  hkA,1 ATA c p m AB

と、



(5)

hkA,1  k A  Ac A t , hkB,1  k B  B c B t ,

m  0.5 A H




ATA TA,1  T
t1A,im  t1  k A  Ac A 
 QA  c p mA TA,1  T






(6)




ATB TB,1  T
t1B,im  t1  k B  B cB 
 QB  c p mB TB,1  T


となる。本モデルでは、各開口質量流量は



2








2








(12)

(13)

0.5AH 1/2 とし、各開口で流入空気量と流出空気

となる。ここで、T A,1 、T B,1 は延焼時の各区画内

量は等しく、各区画内の質量は保存するとした。

温度である。

hkB ATB (TB  T )

TB

hkA ATA (TA  T )

（

）
温度[℃]

c p m A (TA  T )

QA

図1

単一区画

400

出火室
c p m AB (TA  TB )

隣接室

500

hkA ATA (T f  TA )・・・鎮火後

隣接室
c p m B (TB  T )

出火室

TA

300
200
100

簡易温度算定モデルの概念図の例

0
0

200

400

600

800

時間[s]

2.1.2

図 2

延焼から出火室鎮火まで

模型実験にて、各区画の発熱速度が同一であ

出火室と隣接室の発熱速度が同じ条

件及び単一区画の区画内温度の比較

る条件の区画内上昇温度は、単一区画と概ね一
致する結果（図 2）となった。そこで、各区画

2.2

出火室鎮火から隣接室鎮火まで

に火源がある場合には、内部開口 O AB を介して

火源が区画内にない場合、McCaffrey の実効

熱の移動はないものと仮定する。各区画の熱収

熱伝達率は適用できない。区画周壁への失熱の

支は以下のように表せる。

計算は総合熱伝達率を用いることが多いが、こ

Q A  c p m A (T A  T )  hkA , 2 ATA (T A  T )

(7)

こでは以下の熱エネルギーが周壁から区画内へ

QB  c p m B (TB  T )  hkB , 2 ATB (TB  T )

(8)

流入すると考える。

Δ T A 及び Δ T B についてまとめると、以下のとお

t=0 で T A になるとすると、固体内部から固体表

りとなる。
T A 

全体の温度が T A,2 である半無限固体の表面が、

面への入射熱流束 q は、次のとおりである。

QA
QB
,  TB 
c p m A  hkA, 2 ATA
c p m B  hkA, 2 ATB

q

(9)
hkA,2  k A  Ac A (t  t1A,im )

, hkB,2  k B  B cB (t  t1B,im )
(10)

延焼時には出火室の火源により区画内温度が

kc
TA, 2  TA 
t

McCaffrey の実効熱伝達率の考え方と同様
x/2( α t)

1/2

2)

に、

を熱浸透深さとみなし、温度勾配を

次のとおり近似する。

上昇している。式(3)で表される延焼前の各区画

TA , 2  TA

の温度予測式を Δ T A,1 、Δ T B,1 、式(9)で表される

x2

延焼後の温度予測式を Δ T A,2 、 Δ T B,2 、延焼時間
を t 1 とすると、

(14)



T

A, 2

 TA 

t

 TA, 2  TA 

c
kt

(15)

表面への熱流束がこの温度勾配に支配される
とすると
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画 B の実効熱伝達率に影響はないものと仮定す

(16)

る。

と表され、これを周壁から区画内への流入する
3.

熱量とする。各区画の熱収支は以下のとおりと

模型実験による簡易温度算定モデルの妥当
性の検証

なる。
hkA,3 ATA (TA,2  T A )  c p m(TA  T )  c p m AB (T A  TB )

3.1

実験概要

(17)

2 つの区画から構成される模型を使用し、区

QB  c p m AB (T A  TB )  c p m(TB  T )  hkB,3 ATB (TB  T )

画 A を出火室、区画 B を隣接室とし、区画 B

(18)

の火源の着火時間を変化させることによって、

Δ T A 及び Δ T B についてまとめると
X B hkA,3 ATATA,2  QB

TA 

cP mAB  X A X B  1

 TB 

hkA,3 

3.1.1

,

区画概要

模型の概要を図 3 に示す。区画は、内寸幅

hkA,3 ATA T A, 2  QB

1800mm×奥行き 875mm×高さ 720mm の模型を

(19)

c P m AB  X A X B  1

k A  Ac A
, hkB,3 
t  t2

延焼時間を制御する。

使用し、壁材等には、セラミックボードを用い
k B  B cB
t  t1

た。外気に面した壁に開口 O A 、開口 OB を、区

(20)

画 A と区画 B の間の間仕切り壁に開口 O AB を設

となる。ここで、区画 B に火源がない場合、区

けた。

1800

144

区画A

100

150

100 100
区画B

区画A

温度

875
900

720

開口OAB

ガスバーナー

ガスバーナー

80
100

100

100 100
開口OB

開口OA

a) 平面図

b) 断面図

c) 実験の様子 1
図3
3.1.2

100

110 100
110 110

100

150

区画B

100

120 120
120 120 100

100 50

100

d) 実験の様子 2
模型概要及び測定点（単位：mm）

実験水準

あり、No.1 は区画 A と区画 B の発熱速度が同

表 1 に実験水準を示す。No.1 及び No.2 は区

一の実験水準である。No.3 は区画 B への延焼時

画 A 及び区画 B の発熱速度を変化させた水準で

間を変化させた実験水準であり、区画 A に着火
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後 100s 及び 200s 後に区画 B の火源に着火した。

O A 、開口 O B の幅を変化させた実験水準である。

No.4 は火源の燃焼時間を変化させた実験水準

また、単一火源及び単一区画の火災性状と比較

であり、各区画の火源の燃焼時間を 400s 及び

するため、No.6 及び No.7 の実験水準を実施し

500s とした。No.5 は、内部開口 O AB 、外部開口

た。

表1
No.

火源

1
2
3
4
5
6
7

都市
ガス

3.1.3

火源

出火室
発熱速度
[kW]
30～150
30～50
30
30
30
10～200
10～100

燃焼時間
[s]
300
300
300
400
300
300
300

実験水準

隣接室
発熱速度
[kW]
30～150
10,20
30
30
30
-

火源

都市
ガス

なし

燃焼時間
[s]
300
300
300
400,500
300
-

開口幅 (高さ550[mm])
OAB
OA及びOB
[mm]
[mm]
200
200
200
200
200
200
200
200
100～400
10～400
200
200
200
0





T B
Q2
 0.0525

T
 AT , A  Ai H i 
i A



火 源 は 、 幅 200mm × 奥 行 き 200mm × 高 さ
100mm のガスバーナーを各区画中央に設置し、

29

0
0
100,200
200
200
-




2
 A AB H AB

 AT , B  Ai H i
iB








13

 t 


 kc 

5 18

(22)

燃料は都市ガス（13A）を使用した。
3.1.4



延焼時間
[s]

図 4 より、区画 A では計算値が幾分高い傾向

測定項目

温度の測定位置を図 3 に示す。出火室（区画

にある。区画 B では、出火室のみ燃焼している

A）及び隣接室（区画 B）の各区画内に 2 箇所

場合は概ね一致するが、延焼後は時間経過に伴

熱電対ツリーを設置し区画内温度を測定した。

い計算値が高くなる傾向がある。図 5 は各実験

また、開口部の温度及び周壁の内部表面及び外

水準における延焼時及び区画 A が鎮火時の実験

部表面の温度を測定した。

値と計算値の比較である。図 5 より区画内温度

3.2

が低い燃焼条件では、計算値と実験値は概ね一

計算値と実験値の比較

区画 A 及び区画 B の発熱速度 30kW、各開口
幅 200mm、各火源の燃焼時間 300s、延焼時間

致するが、温度が高くなるにつれて計算値が幾
分高くなる結果となった。

200s の条件における本モデルによる計算値、佐

佐藤式と本モデルの計算値を比較すると、本

藤式による計算値及び実験値の比較を図 4 に示

モデルが実験値をより再現する結果となった。

す。ただし、佐藤式の計算において、出火室の

これは、佐藤等の式のベースとなっている

発熱速度は実験値を使用し、また、発熱速度を

McCaffrey の式が、区画内の上部層温度のデー

Q=1500AH

1/2

としない場合、提案されている周

壁材による補正がそのまま適用できないため、

タを用い回帰的に定数を求めているためである
と考えられる。

周壁材による補正を行わず以下の式を用いた。




T A
Q
 0.023

T
  Ai H i 
 i A


23

  Ai H i
 i A

AT , A









13

 t 


 kc 

16

(21)
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温度[℃]

600
③

400

600

実験値
計算値
佐藤式

①
②
③

②
①

200

温度[℃]
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0

①
②
③

400
200

100

200
300
時間[s]

400

500

0

100

a) 出火室温度の比較

600
400
計算値
佐藤式

200
0

200
400
600
温度（実験値）[℃]

800

600
400

計算値
佐藤式

200
0
0

400
200
0
800

温度（計算値）[℃]

600

200
400
600
温度（実験値）[℃]

200
400
600
温度（実験値）[℃]

800

b) 延焼時の隣接室温度の比較

800

c) 出火室鎮火時の出火室温度の比較
図5

500

800

a) 延焼時の出火室温度の比較

0

400

実験値と計算値の比較（時間経過）

800

0

200
300
時間[s]

b) 隣接室温度の比較

温度（計算値）[℃]

温度（計算値）[℃]

図4

温度（計算値）[℃]

②
①

③

0
0

4.

実験値
計算値
佐藤式

800
600
400
200
0
0

200
400
600
温度（実験値）[℃]

800

d) 出火室鎮火時の隣接室温度の比較

実験値と計算値の比較（延焼時及び出火室鎮火時）

加圧防排煙設備

拠点での消防隊員の安全確保を目的として、壁

消防法における加圧防排煙設備において、提

の上昇温度、内部の上昇度が規定されている。

案した簡易温度算定モデルと現行の区画内温度

これらを算定する過程において、加圧式消火活

の算出方法の比較及び検証を行う。

動拠点に隣接する室の温度を求めなければなら

4.1

加圧防排煙設備における隣接室温度

3, 4)

ず、隣接室が準耐火構造で区画されているなど

消防法上の加圧防排煙設備の技術上の基準は、
平成 21 年消防庁告示第 16 号に規定されており、

一定の条件を満たす場合、隣接室の温度は以下
の式（以下「告示式」という）で算出される。
T f  min(17  Ac  Hc  (830000  A f 1 )  A f 2 ,830000  A f 1 ,925 )

要求性能を算出する過程で附室等の隣接室の温

(23)

度が必要である。
4.1.1

ここで、 Δ Tf は隣接室の上昇温度、A c は出火

加圧式消火活動拠点の性能

附室等の消防活動拠点である加圧式消火活動

室と隣接室間の開口面積、H c は出火室と隣接室
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4.2

間の開口高さ、A f1 は出火室の床面積、Af2 は隣

告示式のモデルと本モデルの比較を図 6 に示

接室の床面積を表す。
4.1.2

モデルの比較

遮煙開口部の通過風速

す。告示式モデルは、まず出火室の温度を算出

遮煙開口部の通過風速は、隣接室の区画性能

し、一定温度の熱気流が隣接室に流入するとし

に応じて規定されている。これは、加圧式消火

隣接室の温度を算出している。本モデルは、出

活動拠点の隣接室の温度を 200℃、400℃、800℃

火室と隣接室が開口部を介して接続しているモ

と設定し遮煙条件を満たす遮煙開口部の通過風

デルである。

速として算出している。

隣接室

出火室

hk A f 2 (T f 2  T0 )

隣接室
hk A f 2 (T f 2  T0 )

hk A f 1 (T f 1  T0 )

c p md T f 2  T0 



c p m f 2 T f 2  T0

Q

a) 告示モデル
図6
4.3

出火室





hk A f 1 (T f 1  T0 )

c p m f 1, f 2 T f 1  T f 2


Q



c p m f 1 T f 1  T0



b) 簡易温度算定モデル
告示モデルと簡易温度算定モデルの比較

ルと本モデルの比較を図 10 に示す。隣接室の上

ケーススタディによるモデルの比較

ケーススタディの概要を図 7、設定条件を表 2

昇温度は、告示モデルより本モデルが低く、隣

に示す。出火室である売り場の床面積を 1000m2 、

接室の床面積が大きくなるに伴い漸近する結果

加圧式消火活動拠点の隣接室の床面積をパラメ

となった。これは、告示モデルは出火室及び隣

ータとし、0 から 500m2 まで変化させた。出火

接室の温度にかかわらず、簡易化のために一定

室と隣接室の内部開口を幅 1.8m×高さ 2.1m×2

の熱量が隣接室に流入すると仮定しているのに

か所とし、出火室及び隣接室の外部と面する開

対し、本モデルでは、実火災現象に近い想定で

口をパラメータとし、開口なし、幅を 1m、3m、

区画間を移動する熱量が出火室と隣接室の温度

10m と変化させた。

差に比例するとしているためである。本ケース

本モデルと告示モデルによる時間経過に伴う
区画内上昇温度を図 8 に示す。隣接室の上昇温

スタディの条件設定の範囲では、告示モデルは、
一定の安全側の評価となっていることが分かる。

度は、告示モデルでは時間経過に対して線形的
に上昇しているのに対し、本モデルでは時間経

外部開口 高さ（1m）×幅（なし、1m、3m、10m）

過に伴い上昇幅は緩やかになる。また、隣接室

加圧式消火
活動拠点

廊下 （0～500㎡）

に外部と面する開口を設定することにより低下
幅1.8m×高さ2.1m×2箇所

する結果となった。隣接室の温度が 200℃に達
する時間を図 9 に示す。出火室及び隣接室に外

出火室

部開口がない条件では、隣接室の床面積が約

耐火建築物
コンクリート造
設定火源 24MW
燃焼時間 1時間

490m2 において、3600s 時の温度が告示で想定し
売り場 1000㎡

ている 200℃となる結果となった。

図7

隣接室の床面積を変化させた場合の告示モデ
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ケーススタディ設定条件
項目
床面積

売り場

幅
高さ

外部開口
設定火源
床面積

廊下

外部開口

売り場、
廊下間

内部開口

壁等

コンクリート

幅
高さ
幅
高さ
設置数
熱慣性

設定値
1000㎡
0, 1, 3, 10m
1m
24000kW
0～500㎡
0, 1, 3, 10m
1m
1.8m
2.1m
2

①

告示式

④

火災室開口幅3m

火災室開口幅0m

②

火災室開口幅1m ③

火災室開口幅10m ⑤

1200
1000

隣接室上昇温度[℃]

表2

800

③

②

600

④

400

①

⑤

200
0

1.75kWs1/2/m2K

0

100

200

300

400

500

隣接室床面積[㎡]

a) 火災室の外部開口幅を変化
①

火災室（出火室0m,隣接室0m）

隣接室（出火室0m,隣接室0m）⑥

②

火災室（出火室10m,隣接室0m）

隣接室（出火室10m,隣接室0m）⑦

③

火災室（出火室0m,隣接室10m）

隣接室（出火室0m,隣接室10m）⑧

①

告示式

④

火災室（出火室10m,隣接室10m）

隣接室（出火室10m,隣接室10m）⑨

④

隣接室開口幅3m

火災室（告示モデル）

隣接室（告示モデル）⑩

1200

⑤

※ 凡例中の長さは、外部と面する開口部の幅を表す

⑤
①
③
②
④

800
上層温度[℃]

隣接室上昇温度[℃]

1000

⑩

1000

600

⑥
⑦

400

隣接室開口幅0m

隣接室開口幅1m ③

隣接室開口幅10m ⑤

③

800

②

600
400

④

①

200

⑧
⑨

②

⑤

0

200

0

100

200

300

400

500

隣接室床面積[㎡]

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

b) 隣接室の外部開口幅を変化

時間[s]

図8

図 10

区画内上昇温度の比較（時間経過）

告示モデルと本モデルの比較（隣接

室床面積変化）

①

隣接室（出火室0m,隣接室0m）

隣接室（出火室10m,隣接室0m） ③

②

隣接室（出火室0m,隣接室10m）

隣接室（出火室10m,隣接室10m）④

5.

本研究では、複数区画の熱収支に基づき簡易

※ 凡例中の長さは、外部と面する開口部の幅を表す
5000

上昇温度が200℃に達する時間[s]

まとめ

④
②
③
①

4000

3000

温度算定モデルを構築し、本モデルによる計算
値と実験値を比較した結果、計算値が幾分高い
結果となるものの実験値を良好に再現する結果

2000

が得られた。また、構築した簡易温度算定モデ

1000

ルと現行法の告示モデルの計算結果を比較した

0
0

100

200

300

400

隣接室床面積[㎡]

図 9
の比較

隣接室の温度が 200℃に達する時間

500

結果、隣接室の上昇温度は、告示モデルより本
モデルが低く、隣接室の床面積が大きくなるに
伴い漸近する結果となった。
本研究により加圧防排煙設備に関する告示モ
デルは安全側の評価となる傾向が確認できたが、
消防活動拠点への加圧防排煙設備による加圧給
気量を適切に算定する上で、本モデルは有用で
あると考えられる。
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から出火室鎮火, 3: 出火室鎮火から隣接室鎮火

【使用記号】
2

2

A: 開口面積[m ], A T: 周壁面積[m ], A c: 出火室
と隣接 室間 の開口面 積[m2 ], Af1 : 出火室の床面
2

2

【参考文献】

積 [m ], A f2: 隣 接 室 の 床 面 積 [m ], c: 比 熱

1) 佐藤雅史、田中哮義、若松孝旺：火災室及び

[kJ/kgK], c p : 気体の定圧比熱[kJ/kgK], H: 開口

廊下の温度の簡易予測式、日本建築学会構造

部の高さ[m], H c: 出火室と隣接室間の開口高さ

系論文集第 489 号、pp.137-145、1996.11

[m], h k: 実効熱伝達率[kW/m2 K], m: 開口部の質

2) 田中哮義：改訂版建築火災安全工学、p.209、

量流量[kg/s], Q: 発熱速度[kW], T: 区画内の平

（財）建築センター、2002

均温度[K], T ∞ : 雰囲気温度[K], t: 時間[s], t 1 : 延

3) 消防活動支援性能のあり方検討会、消防活動

焼時間[s], t 2 : 出火室鎮火時間[s], t1A,im: 区画 A

支援性能のあり方検討会報告書（平成 19 年

の仮想出火時間[s], t1B,im: 区画 B の仮想延焼時

度）、2008.2

間 [s], Δ T f : 隣 接 室 の 上 昇 温 度 [ ℃ ], ρ : 密 度

4) 財団法人日本消防設備安全センター、加圧防

[kg/m3 ]
添え字

排煙設備の設計・審査に係る運用ガイドライ
A: 区画 A（出火室）, B: 区画 B（隣接

ン、2012.12

室）, AB: 区画 AB 間, 1: 出火から延焼, 2: 延焼
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消防職員・消防団員等による消防防災科学に関する論文

「伝える広報」から「伝わる広報」へ
神戸市消防局

上村雄二、塩谷俊行、谷池史章
1.

2.

はじめに

新たな取り組みと実験動画の概要

(1)

消防の業務には消火活動とそれに伴う火災原

神戸市消防局の調査体制

因調査がある。火災原因調査とは現場見分から

神戸市消防局では、消火活動終了後に管轄消

得られる情報を集約して整理分析し、様々な状

防署の消防隊員が火災原因調査を行い、予防課

況を考察したうえで出火に至った経緯を導き出

調査係は神戸市域全域対応で「炎上火災の現場

すことである。その目的は、起こってしまった

調査」や「製品火災の鑑識」など、消防署のサ

1 件の火災を無駄にせず、市民に伝えることに

ポートを行う体制になっている。

よって、類似火災を防止することであり、火災

また、調査係が予防課にあるため、火災現場

のプロとして最も重要な業務と言っても過言で

で得られた調査結果を即座に市民に向けて発信

はない。

できるというメリットがある。
(2)

このために各消防本部では様々な予防広報を

過去の動画配信方法

行っており、その手法も様々である。古くは拍

神戸市消防局には「雪」という情報誌があり、

子木を打ちながらの夜回りも防火意識を高める

消防局の紹介や火災予防情報などを発信してい

ための広報活動と言えると思う。当然、神戸市

るが、その中に「生活あんぜん情報」というコ

消防局でも地域の訓練でのチラシ配布や、ラジ

ーナーがあり、予防課調査係では主に火災予防

オでの注意喚起の他に、市のホームページに火

に関する記事を執筆している。

災の発生状況や発生原因を掲載し、市民の方に

また、記事は市のホームページにも掲載され、

火災に関する情報発信を行ってきた。

今まではそこに実験動画のリンクを貼って情報

しかし、世の中に膨大な情報が溢れている情

提供していたのみであった。しかし、これらは

報化社会の今、市民の欲しい情報を発信しなけ

「このような火災がありました。再現実験の結

れば、受け取っても伝わらない結果となってい

果はこうです。」という文章がメインで、動画は

るのが現実である。また、消防側の目線で情報

あくまでサブ的な位置づけであり、神戸市以外

発信を行っても、受け取る側に理解していただ

の消防本部でも行っている手法である。

かなければ、意味の無いことになる。

(3)

新たな動画配信方法

そこで、神戸市消防局予防課調査係では、
「伝

文章による情報発信には伝えたい内容を詳細

える広報」ではなく「伝わる広報」を目指して、

に記すことができるメリットがあるが、知らな

平成 25 年 7 月から火災の再現実験動画（以下、

い人はイメージしにくいというデメリットがあ

実験動画と記す。）を作成し、配信している。

る。イメージしにくいということはつまり、記

本稿は、実験動画の概要や工夫、評価につい

憶に残らないということになる。

て記載し、今後の展開について報告するもので
ある。

そのため、神戸市消防局では、新たな取り組
みとして、動画専用のページを設け、まず「見
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て、イメージして、知ってもらう。」ことを目的

た、間延びしないよう、再生時間は 1 分～1 分

とした。

30 秒程度とした。さらに、動画の内容について

(4)

は「発生件数の多さ」、「季節に応じた」、「タイ

実験動画の概要

ムリーさ」の 3 つを意識して作成するようにし

動画についてはシンプルで分かりやすい内容

ている。（表 1）

とし、簡単な解説や注意点を記載している。ま

表1

神戸市消防局

実験動画一覧

No

アップロード

1

平成 26 年 11 月

電気ストーブと心の油断が導く方程式

2

平成 26 年 10 月

小さな火種が招く

3

平成 26 年 8 月

暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが・・・燃える？

4

平成 26 年 7 月

大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜む危険

5

平成 25 年 12 月

6

平成 25 年 11 月

7

平成 25 年 11 月

8

平成 25 年 11 月

9

平成 25 年 10 月

本当に怖い電気火災

10

平成 25 年 8 月

カセットボンベ破裂実験

11

平成 25 年 8 月

着衣着火は一瞬の出来事・・・これが表面フラッシュだ！

タイトル

まさか！？

アクセス数

大きな悲劇

ボンベのガス抜きを火気の近くで行う

と・・・
天ぷら油火災

最も安全で確実な消火方法

絶対にしないと誓ってください！天ぷら油火災に水を
入れると・・・
大変！！

おにぎりを電子レンジで加熱しすぎる

と・・・！！
トラッキング映像

1,162
735
373
11,320
602
3,443
3,338

854
2,036
913

平成 27 年 4 月 30 日現在の動画の累積視聴数の合計

1,629
26,405

※アクセス数は YouTube 版のものとなっています。

発生件数に応じた動画としては、住宅火災の

焼拡大している状況（動）を分かりやすく再現

原因で多い「電気ストーブ」、「たばこ」や出火

しており、爆発やパチパチと音をたてて燃えて

件数は減ってはいるものの初期消火時にやけど

いるので市民の記憶にも残りやすい。

を負うケースが多い「天ぷら油火災」等が挙げ

また、今までは再現実験という目的であった

られる。

ため、殺風景な実験室の映像であったが、より

季節に応じた動画としては、夏に「制汗スプ

リアリティさを出すために、合板に壁紙を貼り

レーの引火」、「扇風機の経年劣化による火災」、

畳も敷き、まるで家の一室のような再現映像と

バーベキューシーズンには「カセットボンベの

することで、火災を身近なものに感じてもらえ

破裂」等が挙げられる。

るような映像にしている。

タイムリーな動画としては、
「 トラッキング現

配信は市政記者クラブに記者発表資料を提供

象」、「おにぎりの発火」、「表面フラッシュ」等

するタイミングに合わせて神戸市消防局のホー

が挙げられる。

ムページや YouTube にアップしている。

これらの実験動画は出火の瞬間（静）から延
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神戸市消防局

実験動画

再生

「本当に怖い電気火災

「天ぷら油火災

トラッキング映像」

最も安全で確実な消火方法」

図1

「絶対にしないと誓ってください！天ぷら油火災に水を入れると・・・」

「大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜む危険」

実験動画一例
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実験動画の一例（図 1）

ア 「本当に怖い電気火災

埋め込まれており、スマートフォンやタブレッ

トラッキング映像」

トなどでは再生できない。

10 人が死亡した福岡市博多区の医院火災で、

そこで、市民にスマートフォンやタブレット

出火原因としてトラッキング現象の可能性が全

から手軽に観ていただけるように平成 26 年 4

国ニュースで放送された。一般家庭でもあり得

月に市民参画推進局広報部広報課（以下、広報

るためにトラッキング現象の動画をホームペー

課と記す）と調整し、YouTube の「KOBE CITY

ジにアップし、注意を呼びかけた。

CHANNEL」 内 に 「 消 防 局 実 験 動 画 」（ 以 下 、

イ 「絶対にしないと誓ってください！天ぷら油

YouTube 版と記す。）という再生リストを作成し

火災に水を入れると・・・」、「天ぷら油火災

動画をアップした。

最も安全で確実な消火方法」

(2)

Si センサーコンロの普及に伴い、天ぷら油火

QR コードの作成（図 2）

YouTube 版の QR コードを作成し、簡単にペ

災は減少したが、まだまだ、水で消火しようと

ージにアクセスできるようにした。

して火傷を負うことがある。また、濡らしたバ

ア

市政記者クラブに提供する「記者発表資料」

スタオルや鍋の蓋による初期消火が知られてい

に QR コードを添付した。これにより、資料

るが、有効に実施された事例はある反面、消火

を読んだ記者が動画にアクセスし、結果、記

できずに被害が拡大した事例や火傷を負った事

事になるケースが増えた。

例も多数発生している。水による消火の危険性

イ

消防署に実験動画を配布しており、職員は

を分かりやすく伝えることと、住宅用強化液消

地域の防災訓練などで実験動画を上映し、QR

火器などを使用した正しい消火方法を実験動画

コードを添付した広報資料で出火危険を解

により広報した。

説している。それによって広報資料から実験

ウ 「大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜

動画を簡単に何回も観ることが可能となり、

む危険」

職員と地域の方々との顔と顔のつながりと

「節電の夏」に、利用者が急増している扇風

実験動画によって、地域に予防広報が浸透す

機、しかし、家庭用扇風機には、10 年を越える

るようになった。

ほどの長期間使用されているものが多く、内部

ウ

情報誌「雪」の生活あんぜん情報の記事に

の部品や電気配線などの経年劣化による出火危

QR コードを添付した。それによって読者が

険がある。

動画を観ることができるようになった。

そこで、古い扇風機のコンデンサが「パーン」

消防局のイントラネット内に QR コードや

エ

という音とともに破裂、ゆっくりと燃えながら、

広報資料、名刺等をアップした。それによっ

布団や衣類といった周辺の物品に広がっていく

て職員がすぐさま活用できるようになった。

映像を配信した。

(3)

消防局災害情報ページへのバナーの埋め

込み
3.

消防局災害情報のページは、消防局トップペ

より多くの方に観ていただくために

(1)

YouTube に配信

神戸市消防局のホームページの「火災予防の
ための実験等動画一覧」
（以下、ホームページ版

ージよりもアクセス数が多いことから災害情報
を観た市民が容易に動画にアクセスできるよう
にした。

と記す。）はページ上にフラッシュビデオ形式で
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QR コードを読み取ると！？

QR コード

生活あんぜん・あんしん情報誌

防災訓練等の広報資料

職員個人の名刺

図2

表2

QR コード

神戸市動画ページアクセスランキング（消防局以外も含む）
平成 25 年 10 月～平成 26 年 1 月
平成25年10月

動画内容

（総アクセス回数 47,699

回／月）

アクセス数合計

1

本当に怖い電気火災

2

カセットボンベ破裂実験

3,887

3

こうべ動画館・おしごと調査隊「王子動物園・獣医さん」

1,882

4

区政・自動交付機

1,850

5

こうべ動画館・おしごと調査隊「王子動物園・飼育員さん」

1,605

6

こうべ動画館・おしごと調査隊「グリコピア神戸」

1,603

7

生活あんぜん情報 天ぷら油火災

1,258

8

区政・戸籍２

1,190

9

こうべ動画館・神戸スタイル「神戸野田高校ダンス部」

1,096

10

7,335

トラッキング映像

924

区政・戸籍１
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（表 2
平成25年11月

動画内容

つづき）

（総アクセス回数 34,530

回／月） アクセス数合計

1

こうべ動画館・神戸スタイル「第2回神戸マラソン優勝・大内唯衣さん）

3,052

2

区政 自動交付機（コンテンツ）

1,779

3

本当に怖い電気火災

1,761

4

こうべ動画館・おしごと調査隊「卸売市場・鮮魚」

1,275

5

生活あんぜん情報 ボンベ火災

1,235

6

こうべ動画館・おしごと調査隊「卸売市場・鮮魚」青果」

1,148

7

市長会見11月20日（久元市長就任）

981

8

こうべ動画館・おしごと調査隊「パン作り」

975

9

こうべ動画館・神戸スタイル「ポートタワー・森田潔さん」

934

こうべ動画館・神戸スタイル「第3回神戸マラソンダイジェスト版」

894

10

平成25年12月

トラッキング映像

動画内容

（総アクセス回数 41,858

回／月）

アクセス数合計

1

こうべ動画館・おしごと調査隊「建設事務所」

2,678

2

本当に怖い電気火災

2,509

3

こうべ動画館・おしごと調査隊「図書館」

2,463

4

大変！！おにぎりを電子レンジで加熱しすぎると・・・！！

2,454

5

カセットボンベ破裂実験

2,184

6

絶対にしないと誓ってください！天ぷら油火災に水を入れると・・・

1,995

7

天ぷら油火災 最も安全で確実な消火方法

1,966

8

区政・戸籍届（コンテンツ）

1,561

9

生活安全情報 ボンベ火災

1,478

まさか！？ ボンベのガス抜きを火気の近くで行うと・・・

1,334

10

2014年1月

トラッキング映像

動画内容

（総アクセス回数 31,984

回／月）

アクセス数合計

1

区政・自動交付機（コンテンツ）

2,363

2

こうべ動画館・おしごと調査隊「危機管理センター」

2,213

3

こうべ動画館・おしごと調査隊「建設事務所」

1,976

4

区政・戸籍２（コンテンツ）

1,171

5

本当に怖い電気火災

1,161

6

区政・戸籍１（コンテンツ）

896

7

区政・転入届（コンテンツ）

738

8

区政・婚姻届（コンテンツ）

731

9

カセットボンベ破裂実験

694

生活安全情報 ボンベ火災

663

10

トラッキング映像

平成 26 年 7 月～10 月
平成26年7月

動画内容

（総アクセス回数

47,956 回／月）アクセス数合計

1

大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜む危険

3,441

2

交通・市バス乗継割引制度

2,437

3

消費生活・ルールを決めた日

2,435

4

保福・高齢者虐待防止

1,729

5

本当に怖い電気火災

6

火が見えないからと安心してはダメ！電気ストーブから出火

1,333

7

こうべ動画館 おとな旅「サマーシュ」

1,132

8

こうべ動画館 神戸スタイル「ワケトン10周年」

1,092

9

まさか！？ ボンベのガス抜きを火気の近くで行うと・・・

1,083

カセットボンベ破裂実験

1,078

10

平成26年8月

1,460

トラッキング映像

動画内容

（総アクセス回数

36,645

回／月 アクセス数合計

1

交通・市バス乗継割引制度

3,112

2

こうべ動画館 おしごと調査隊「動物管理センター」

2,721

3

区政 自動交付機

1,863

4

保福・高齢者虐待防止

1,505

5

北区・緑の都市神戸北

1,397

6

こうべ動画館 おとな旅神戸「神戸ゴルフ倶楽部」

1,310

7

消費・ルールを決めた日

1,044

8

区政・戸籍１

989

9

こうべ動画館 神戸スタイル「神港柔道部安部一二三さん」

954

暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが・・・燃える・・・？

880

10
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（表 2
平成26年9月

（総アクセス回数 43274回／月）

交通・市バス乗継割引制度

2,999

2

暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが・・・燃える・・・？

2,162

3

区政・自動交付機

1,756

4

保福・高齢者虐待防止

1,682

5

大変！！おにぎりを電子レンジで加熱しすぎると・・・！！

1,468

6

本当に怖い電気火災

1,354

7

大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜む危険

1,304

8

こうべ動画館・おとな旅神戸元町高架下

1,233

9

区政・戸籍１

1,156

消費・ルールを決めた日

1,117

平成26年10月

トラッキング映像

動画内容

（総アクセス回数 46,339 回／月）アクセス数合計

1

小さな火種が招く 大きな悲劇

3,335

2

中央区・パンのまち散歩

3,316

3

交通・市バス乗継割引制度

2,711

4

本当に怖い電気火災

1,535

5

区政・自動交付機

1,511

6

保福・高齢者虐待防止

1,274

7

こうべ動画館・震災20年 地震学者大木さん

1,138

8

こうべ動画館・神戸スタイル ラジャさん

1,066

9

区政・戸籍１

988

こうべ動画館・おしごと調査隊 ケミカルシューズ

974

10

トラッキング映像

評価

（1,761 回、3 位）

評価の基準として「動画のアクセス回数」、
「マ

・
「生活あんぜん情報

（ウ）平成 25 年 12 月

動画のアクセス回数

ホームページ版は「月ごとの動画アクセス回

・「 本 当 に 怖 い 電 気 火 災

数」、YouTube 版は「累積視聴回数」で評価する。
ア

ボンベ火災」
（1,235 回、

5 位）

スコミの反応」、「市民の声」で評価する。
(1)

アクセス数合計

1

10

4.

動画内容

つづき）

トラッキング映像」

（2,509 回、2 位）
この月は、アクセス回数 10 位以内に実験動画

ホームページ版のアクセス回数（表 2）

が 7 本入った。

神戸市の動画ページの月ごとのアクセス回数

実 験 動 画 の ア ク セ ス 数 を 合 計 す る と 13,920

（消防局以外も含む）を広報課から提供を受け
ており、主だったものを以下に記載する。

件となり、神戸市の動画総アクセス回数の 33％

（ア）平成 25 年 10 月

を占めた。

・「 本 当 に 怖 い 電 気 火 災

トラッキング映像」

（エ）平成 26 年 7 月
・「大事にお使いの古い扇風機…そこに潜む危

（7,335 回、1 位）
この回数は平成 25 年の神戸市の動画アクセ

険」（3,441 回、1 位）
この月は、アクセス回数 10 位以内に実験動画

ス数のトップである。
・「カセットボンベ破裂実験」（3,887 回、2 位）
・「 生 活 あ ん ぜ ん 情 報

が 5 本入り、実験動画のアクセス数を合計する
と 8,395 回となった。

天 ぷ ら 油 火 災 」（ 1,258

回、7 位）

（オ）平成 26 年 8 月

実 験 動 画 の ア ク セ ス 数 を 合 計 す る と 12,480

・
「暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが…燃え

件となり、神戸市の動画総アクセス回数の 26％

る…？」（880 回、9 位）

を占めた。

これは 8 月 28 日に配信したため、4 日間のア

（イ）平成 25 年 11 月
・「 本 当 に 怖 い 電 気 火 災

クセス回数である。
トラッキング映像」

（カ）平成 26 年 9 月
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・
「暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが…燃え

イ

る…？」（2,162 回、2 位）

実験動画を配信してから新聞紙面に掲載され

アクセス回数 10 位以内に実験動画が 4 本入り、
アクセス数を合計すると 6,288 回となった。

ることが増えた。
（ア）広報誌 KOBE 12 月号

（キ）平成 26 年 10 月
・
「小さな火種が招く

新聞社等

全市版

広報誌 KOBE は、神戸市が毎月 1 回発行し、
大きな悲劇」
（3,355 回、

全戸と主な関連施設で配布している神戸市の広

1 位）

報誌である。その中の特集記事「油断が招く火

・「 本 当 に 怖 い 電 気 火 災

トラッキング映像」

の恐怖～住宅火災を防ぐ～」で、予防課の「住

（1,535 回、4 位）

宅火災を防ぐ活動」と「実験動画」と「QR コ

この動画は 1 年間コンスタントにアクセスの

ード」が掲載された。
（イ）平成 26 年 7 月 12 日読売新聞朝刊

ある、息の長い動画である。
YouTube 版のアクセス数（表 1）

イ

「気をつけて」年代物扇風機

平成 27 年 4 月 30 日現在、各動画の累積視聴

（ウ）平成 25 年 7 月 31 日産経新聞朝刊

回数は 26,405 回となっており、「大事にお使い
の古い扇風機…そこに潜む危険」が 11,320 回と

「トラッキング火災」ご注意
(3)

43%、天ぷら油火災の消火方法を動画にした「絶

市民の声

テレビ放送と広報誌 KOBE などの後に、高齢

対にしないと誓ってください！天ぷら油火災に

者から予防課に問い合わせが相次いだ。

水を入れると…」と「天ぷら油火災

ア 「私のところの扇風機は 20 年使っているが、

最も安全

で確実な消火方法」は計 6,781 回で 26％を占め

今でも普通に使用しています。買い替えた方

ている。

がいいでしょうか？」（テレビ）

(2)

マスコミの反応（図 3）

イ 「私の家に差しっぱなしの電源プラグがある。

テレビ局と新聞社等の反応で評価した。
ア

抜いて掃除した方がいいでしょうか？」（広
報誌 KOBE）

テレビ局
実験動画を観たテレビ局から「番組で特集す

ウ 「わたしのところに古いカセットボンベがあ

るので再現実験を行ってほしい」という依頼が

る。怖くてガス抜きができない。破裂するか

増えた。

もしれない。」（広報誌 KOBE）

（ ア ） 平 成 25 年 12 月 19 日 NHK

NEWS

(4)

WATCH9

4 つの評価基準からまとめてみると

「首都直下地震

想定見直し“通電火災”の

ア

危険性がわかりやすく伝わる実験動画のア
クセス回数は多い。

恐怖」
（イ）平成 26 年 3 月 28 日サンテレビ、NEWS

イ

PORT
「特報 B 班

評価のまとめ

危険性がわかりやすく伝わる動画を配信す
ると、以前からある他の動画のアクセス回数

火災の原因を探る」

（ウ）平成 26 年 7 月 15 日毎日放送

が増える。
ちちんぷ

ウ

いぷい
「節電の夏、古い扇風機の危険性」

タイムリーな実験動画を配信すると、テレ
ビ局や新聞社からの問い合わせが増える。

エ

テレビ局や新聞社等に取り上げられるとア

このほか、テレビ局から火災危険を放送した

クセス回数が増える。ネットをあまり使わな

いので、実験動画を使わせてほしいという連絡

い高齢者などから問い合わせが相次いだの

は月 1 回程度あり実験動画を提供している。

はテレビ放映や広報誌 KOBE、新聞記事で取
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り上げられたことが大きい。

増え、メディアに取り上げられることによって
大きな広報効果を得ることができた。

5.

今後の展開

今回の取り組みを基に、今後は「もっと伝わ

まず、「見て、知ってもらう。」ということを
コンセプトに実験動画を作成し配信した結果、

る広報」を目指して、
「タイムリーさ」を大事に
実験動画の充実を図っていきたい。

市民の方以外にもメディアからの問い合わせも

新聞社
テレビ局

広報誌 KOBE

図3

マスコミの反応
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消防職員・消防団員等による消防防災科学に関する論文

緊急消防援助隊等における効果的な後方支援活動の研究
神戸市消防局

丑子哲平、高橋賢一、山枡慶祐、澤田邦彦
【はじめに】

任務担当者が使用する「担当者用」、そして活動

緊急消防援助隊派遣時等に編成される後方支

で使用する「様式集」となっている。

援隊は常設・専任ではなく、
「いつ」
・
「誰が」後

チェックリスト使用時の流れは次のとおりで

方支援隊に選出されてもおかしくない状態にあ

ある。

るにもかかわらず、明確な「マニュアル」が存

(1) 派 遣 決 定 時 に 指 名 さ れ た 後 方 支 援 隊 長 が

在しない。

「隊長用」を使用する。

また、東日本大震災以後配備された車両や後

(2) 後方支援隊長は「隊長用」チェックリスト

方支援資機材についても全職員に種類や取扱い

を使用し、任務ごと担当者の指定や資機材の

方法が周知されているとは言い難い状態となっ

確認等をおこなう。
(3) 任務の指定を受けた担当者は、任務ごとの

ている。
当市消防局の後方支援車両資器材を運用し管

「担当者用」チェックリストを使用し業務を

理する立場から、これらの問題点についての解

おこなう。
(4) 活動で実施する記録や計算に必要な作業を

決方法を検討し、今後の大規模災害等に備える
ため、研究を実施した。

おこなうため、「様式集」から必要な様式を
使用する。

【実施内容】
1.

チェックリストの内容は、概ね進行が予想さ

後方支援活動チェックリストの作成

れる時系列で項目が記載されており、チェック

研究当初はマニュアルの作成を目標としてい

項目と合わせて使用する様式を併記すること、

たが、研究するにしたがって、後方支援活動と

また市後方支援隊長と県後方支援部隊長の立場

いうものは非常に多岐にわたる活動であること、

で活動が把握できるように配慮した記載方法と

また災害によって派遣規模や形態が変化するた

したこと、そして運用車両資機材の特徴や注意

め、マニュアル化にあたっては非常に多くの項

事項と使用時の所要時間を参考資料として記載

目の作成とパターン化の検討が必要であること

したことで、活動がイメージしやすいように配

が判明し、膨大な量のマニュアルは災害派遣現

慮した。（図 1～図 3）

場での使用が困難であると判断した。

また「隊長用」のものはショルダーベルト付

このため、より使いやすいものとするために、

バインダーのバインダー、
「担当者用」のものは

記載事項を最低限活動に必要な内容に抑えたチ

ポケットファイルサイズとして作成し、活動す

ェックリストの作成に変更した。

る際の邪魔にならないように配慮した。
（写真 1、

チェックリストは大きく 3 つに分かれており、

写真 2）

後方支援隊長が使用する「隊長用」のものと、
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隊長用チェックリストの抜粋①

活動時期別と目的別でもくじを作成し、検索しやすいよう工夫している。

図2

隊長用チェックリストの抜粋②

当市後方支援隊長区分と県後方支援隊長区分を分けて作成し、それぞれの立場からの確認
事項と連携内容が分かりやすくなるよう工夫している。
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隊長用チェックリストの抜粋③

巻末に各種説明事項を添付し、運用車両と資機材の特徴と注意事項、作業所要時間につい
て参考として使用できるよう工夫している。

写真 1

写真 2

隊長用チェックリスト

担当者用チェックリスト

ショルダーベルトを取付け、持ち運び

担当者は活動をおこないながらチェック

やすくしている。チェックをおこなう際

をすることから、活動の邪魔にならないポケ

にも記入しやすくなるように、ベルト取

ットに収納できるサイズのチェックリスト

付位置を工夫した。

を作成した。
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東日本大震災の教訓を生かした後方支援活
動の検証
遠隔地で長期間活動するという今まで経験し

たことのない派遣となった東日本大震災では、
特に派遣初期において後方支援活動が困難を極
めたことから、これを教訓として緊急消防援助
隊ブロック訓練において、作成したチェックリ
ストの運用に併せて次のような後方支援活動に
ついて検証を実施した。
(1)

写真 3

食事提供方法

アルファ化米による食事提供状況

迅速出動や初期派遣隊などにおいて現地での

給湯のみによる調理方法のため使用資

調達を必要とせず、搬送が容易でかつ簡易な調

機材数が抑えられ、後方支援隊の負担が軽

理方法で短時間に提供することが可能な食事を

減された。

検証した。
検証した食料は、アルファ化米、レトルト食
品（丼）、カップ麺の 3 種で、いずれもお湯を使
用するだけで提供することが可能なものである。
これらの食品は長期的に提供するには栄養が
偏る内容であるが、検証の結果、下記のとおり
混乱した状況が予想される初期の現場では非常
に効果的であることが確認され、後方支援隊の
負担軽減に大きく寄与した。（写真 3、写真 4）
ア

お湯だけを使用するため、まな板や包丁と
いった調理器具を一切必要とせず、給湯器さ

写真 4

え用意できれば現場で提供することができ

短時間で大量に用意することができ、準
備や撤収の時間が大幅に短縮された。

る。
イ

カップ麺による食料提供状況

提供する品目が少なく、準備や撤収の時間
が大幅に短縮できる。

ウ

提供品目の統一により発生する容器ごみを

油のために現場を離れる必要が無くなり、安定
した現場活動を実施することができた。（写真

重ねることが可能となり、ごみ排出量が削減

5）

される。

ii

(2)

小型の消防車両であることを活かし、道路
状況の先行偵察や情報収集に使用すること

総務省消防庁貸与車両の運用

訓練においては燃料補給車と支援車 I 型を使

ができた。

用し、後方支援活動の中心的存在となるように

イ

積極的な運用を図ったところ、次のような効果

i

支援車 I 型
車両居室部分の拡張機能を使用して、県隊の

が見いだされた。

会議室として使用したほか、エアーテントで

ア

は収容しきれなかった隊員を車内で宿泊さ

i

燃料補給車

せることができた。（写真 6）

訓練現場に赴き、長時間活動車両への燃料補
給を実施したところ、活動実施中の車両が給

ii
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電力の供給、積載している上水を使用しての
炊事活動を実施し、完全自己完結の後方支援
活動が実現された。（写真 7）
iii

県内他市消防本部に貸与された支援車と任
務分担をはかり、野営地での後方支援活動だ
けでなく、訓練現場に赴き活動隊員の後方支
援を実施するなど、今までに無い多元的な後
方支援活動が可能となった。（写真 8）

写真 7

支援車からの上水供給状況

現場での水源が確保され、安定した活動
が実施できた。

写真 5

燃料補給車による給油活動状況

活動車両が給油のために現場を離れる
ことなく活動を継続することが可能とな
った。
写真 8

支援車による現場後方支援の状況

現場での後方支援活動など、多元的な活
動が可能となった。

(3)

新しい資器材の運用

東日本大震災以後に配備した資器材として、
かご車を活用した。以前は台車やリヤカーとい
った物を使用して資器材を搬送していたが、よ
り搬送効率を上げるために購入したかご車を、
支援車と合わせて貸与されたものも含め、運用
写真 6

支援車内での会議の状況

した。

拡幅された室内を利用して、多人数とな

一度に多くの資器材を搬送できるだけでなく、

る県隊の会議を実施することができるよ

使用する場所や用途ごとに分けて資器材を積載

うになった。

することができ、資器材搬送や後方支援拠点設
営の省力化に貢献した。（写真 9）
また、支援車 I 型と共に貸与された資器材と
して、エアーテントとワンタッチテント、バル
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ーンライト、各種折畳テーブルと折畳いすなど
を運用したが、いずれも軽量かつ取扱いが容易
であり、従来の資器材に比べて少人数、短時間
で設営することが可能となった。（写真 10～写
真 12）
このほか、隊員間の交信用にトランシーバー
を人数分持参し各隊員が所持することによって、
複数の活動場所で同時平行した作業が容易とな
り、情報の共有や意思疎通が可能となったため、
写真 11

後方支援活動がスムーズに実施できた。

写真 9

テント、折畳テーブル等の使用状況

写真 12

かご車を使用した資機材搬送状況

照明、折畳椅子等の使用状況

多数の資機材が搬送可能なだけでなく、
目的別の積載をすることで活動の省力化

(4)

ごみ、排水減量の検証

東日本大震災では、発生するごみの処分が問

に貢献した。

題となった。本来的には自己完結が基本であり、
可能な限り持ち帰るべきである。
今回の訓練では、発生するごみや排水を減少
させる食事方法の提供や、ごみ回収方法の徹底
をおこなった。
まず、食器にラップをかぶせた上から食料を
載せて食事を提供すること、次に、回収するご
みの分別の徹底と、容器と食器回収方法の工夫
によりごみのかさを減らすことに成功した。
（写
真 13、写真 14）
写真 10

新しいエアーテントの設営状況

従来の資器材に比べて少人数、短時間で
設営することが可能となった。

また、カップ麺スープの飲み残しはポリタン
クに回収したところ、食器を洗う必要がなくな
ったため一切の排水を発生させないようにでき
た。
これにより最終的に発生したごみは可燃物ご
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み袋 2 袋、資源ごみ袋 1 袋、排水ポリタンク 1
箱にとどまり、被災地の負担が一切発生しない、
自己完結を実現することができ、かつ持ち帰り
時の汚損を防ぐことができた。（写真 15）

写真 15

回収方法の徹底により減少した

ごみ
回収方法の徹底により、発生ゴミの圧縮
はもとより、持ち帰り時の汚損も防ぐこと
ができる。
写真 13

器にラップをかけた食事の提供
(1)

状況
器が汚れることなく回収することがで
き、洗浄せずリユースすることができる。

アンケート設問内容（抜粋）

アンケート回答者数：15 名
【設問 1】派遣経験について、あなたは、後方
支援隊として派遣されるのは何回目です
か？

（訓練・実災害を併せて）

初めて：8

2 回目：3

／

3 回目以

／

上：4
【設問 2】後方支援隊の編成方法について
本部職員で編成するべき：4
で編成するべき：0
あるべき：8

／

／

／

各署職員

本部、各署混成で

その他：3

【設問 3】後方支援隊の人数について
増やしたほうがいい：10
写真 14

徹底的に分別されたごみの状況

分別の徹底と容器、食器回収方法の工夫

うがいい：0

多すぎると思う：6
／

緊急消防援助隊等における後方支援活動に

減らしたほ

その他：5

【設問 4】後方支援隊の業務量について

により、発生するごみの圧縮に成功。

3.

／

／

／

少ないと思う：0

どちらでもない：9

【設問 5】後方支援隊の活動効果について

ついてのアンケートの実施

十分な効果があったと思う：11

検証を実施した訓練に参加した後方支援隊員

効果は乏しいと思う：1

を対象にアンケートを実施し、その結果につい

活動

その他：3

【設問 6】チェックリストの効果

て考察をおこない、今後の後方支援活動への提
言や改善を図ることとした。

／

／

効果があった：11

／

効果がなかった：4

【設問 7】効果があった理由
業務内容が理解しやすい：5
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業務の進行が

であり、必要な人員数は算定できなかったが、

／

長期派遣が見込まれる場合や派遣規模が大

その他：

2

きい場合には、より多くの人員が必要とされ

【設問 8】効果がなかった理由

ることは明白であるため、隊数の算定指針を

チェックする時間がとれなかったため：2
／

定める必要があると考えられる。

チェック項目が多すぎる：2

エ

【設問 9】後方支援資機材取扱や後方支援隊運

な数であるとの意見が多く聞かれ、その効果

用についての訓練実施について
実施したほうがよい：9
い：3

についても十分効果があったとの意見があ
今のままでよ

った。しかし、前述のように検証をおこなっ

その他：3

た訓練では後方支援隊が多忙のため、現場活

(2)

アンケート結果の考察

動隊員の補助を受けながら活動したことか

ア

アンケート対象者の派遣経験について、初

ら、実戦での効果を疑問視する声もあった。

イ

／

／

後方支援隊の業務量については、概ね妥当

めての職員と複数回派遣の職員がおよそ半

後方支援隊の活動は、現場活動の部隊を支

数ずつとなり、経験の浅深どちらの隊員から

えることであるため、できるだけ後方支援隊

も意見を聴取できたと考えられる。

のみで完結できる活動を実施することを目

後方支援隊の編成については、本部・各署

標に業務内容や派遣人数を決める必要があ

混成による編成が好ましいという意見が半

ると考えられる。

数を占め、大規模な派遣となった場合には全

オ

市的な部隊運用を考慮する必要があるなど

ったとの意見が多く聞かれた。

の意見がある反面、車両や資器材の取扱い、

特に、後方支援隊としての活動経験の浅い

後方支援のしくみについて、ある程度の知識

隊員からは、大きな問題もなく活動でき、活

や経験がある職員が必要となること、また消

動指針になったとの意見が聞かれたが、持ち

防署は所轄の警備人員に余裕がないため本

歩きに不便なことや、チェック項目が多すぎ

部職員での編成が好ましいとの意見も聞か

て具体的なイメージがつかみにくいとの指

れた。

摘もあり、より使用しやすいものとするため

このことから、編成については派遣規模に

に、指摘された項目についての改善を図って

応じた人数を本部および各署から編成する
ことが最善であり、交替制勤務者だけでなく

ウ

チェックリストについては、効果が大きか

ゆく。
カ

後方支援活動の訓練実施については、今ま

日勤者についても編成の対象とするなど、編

でこのような訓練をおこなったことがない

成に関する方針を定めることが必要と考え

ことや、新しい車両資機材が導入されたこと、

る。

事前準備の際に取扱うことでスムーズに使

後方支援隊の派遣人数については増加の意

用できたことから、訓練が必要であるとの意

見が多く寄せられたが、これは検証をおこな

見が多く聞かれた。

った訓練では、後方支援部隊が野営地と訓練

しかしながら、訓練実施についての調整が

現場双方での活動が必要となったことや、野

難しいことなどから訓練方法について検討

営地内でも炊事場所と野営場所が別の敷地

する必要があると考えられる。

となっていたことなどから、後方支援隊は多

これらの課題については、資機材とその取

忙を極めたためと思慮される。

扱い方法の周知について消防学校での昇任

検証をおこなった訓練は 1 泊 2 日の短期間

研修でのプログラムに組み込むことや、共有
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ファイルで公開するなどの意見が寄せられ、

後方支援活動がより安心して確実に実施される

実施が現実的であるため、前向きに検討して

一助になったこと、また後方支援についての知

ゆく。

識と認識を共有するために訓練や研修をおこな
うきっかけを作ることができるようになったこ

【おわりに】

とは、大きな成果といえる。

今回の研究によって、後方支援活動というも

しかし、多岐にわたる後方支援については第

のがいかに重要なものであるか、いかに多岐に

一歩を踏み出したに過ぎず、様々な分野で一層

わたる活動が必要とされるかを再認識すること

の創意と研究を重ねる必要があり、より充実し

ができた。

た後方支援活動が実施できるように努力してい

「チェックリスト」を作成することによって、

きたい。
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一般による消防防災機器等の開発・改良

窒素富化空気を用いた移動式防消火装置の開発
株式会社モリタホールディングス

廖
1.

赤虹、関

修治、山村智恵、濵田貴行、山野光一、坂本直久

はじめに

③ 消火剤：水系不可

2011 年に発生した東日本大震災は、想定をは

④ 消火剤連続供給時間：24 時間以上（溶媒

るかに超える巨大な地震・津波により、甚大な

漏洩時の出火防止と消火後の再燃防止の

被害をもたらした。地震による強い揺れに対す

ため）

る建築物等の被害軽減には、耐震化等の取組み

⑤ 消火時間：2 時間耐火構造の区画に対して、
消火剤の注入から 1 時間以内

強化が求められ、初期消火を担う固定式消火設
備も例外ではない。

⑥ 地震対策：転倒・破損しないこと

核燃料再処理工場では、溶媒として n-ドデカ

⑦ テロ対策：平時、防護対象から離れるこ

ンとリン酸トリブチルを大量に使用しており、

と

その漏洩時の火災対策として、二酸化炭素固定

⑧ 動力：外部電源に依存しないこと

消火設備を装備している。しかし、原子力施設

⑨ 使用環境：屋外、悪天候でも使用可能

において、固定消火設備の耐震クラスは原子力

すべての事項を包括する消火剤供給源として、

機器の本体に比べ数段低いため、大地震で破損

窒素分離膜を用いた窒素富化空気（NEA）が最

する恐れが高く、その対策は長年の課題である。

適と判断した。分離膜方式の窒素供給は、軽量

また、福島原発事故以後に策定された原子力

化が図れ、小型化し易い。また、圧縮空気さえ

施設の新安全基準は、火災対策の強化に加え、

確保できれば、消火剤として NEA を継続的に

テロ対策とシビアアクシデント対策も新たに要

供給できる。さらに、移動式としてエンジン付

求した。

コンプレッサと組合せることで、地震に強く、

核燃料再処理工場に求められた、これら新安
全基準への対応策として、既存の二酸化炭素固

機動性の高い、継続的に消火剤を供給できる防
消火システムが実現できる。

定消火設備のバックアップとさらなる安全強化
を目的に、大流量の移動式窒素富化空気防消火

3.

装置（以下、NEA 装置という）を開発し実用化
を果たした。

窒素分離膜の原理と構造
気体分離膜は、多孔質膜と均質膜に大別され

る。多孔質膜は、篩いのように孔の大きさで透
過する物質（分子）を選択する。一方、均質膜

2.

設計条件および基本構想
核燃料再処理工場の防消火システムに求めら

れる事項を以下に示す。

は、高分子材料への気体分子の溶解度および膜
中の拡散速度差を利用してガス成分を分離する。
本装置は後者を採用した。図 1 に窒素分離膜の

① 防護対象：複数閉囲区画

構造を示す。アルミ製モジュールの中にポリイ

② 対象可燃物：n-ドデカンとリン酸トリブチ

ミド製の中空糸が詰められている。圧縮空気が

ル

中空糸の内側を流れていく間に、酸素が選択的
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に膜を透過し、結果、中空糸膜出口は窒素富化

時間以内に、区画内の酸素比率を 12.5%にする

ガスが得られる。また、分離膜モジュール出口

設計基準とした。なお、NEA 装置は、ボンベを

の圧力を変化させることにより、窒素富化ガス

用いる固定式消火設備と異なり、空気を原料と

の流量と濃度を調整できる。

するため、供給できる消火剤の量に限りはない。
したがって、設計濃度達成後も NEA の注入を
継続することで、区画内の酸素濃度はさらに低
下させることができる。
設計基準の対象とする最大区画の容積に基づ
き、選定した分離膜の特性と以下に示した NEA
の自由流出式により、NEA 装置の最大空気消費
量や分離膜の数量などを算出した。

Cx  Ce  (Ce  79) exp(Q  t / V )
図1

ここで、対象区画の容積を V (m3 )、区画に注入

窒素分離膜の構造（宇部興産 HP より）

する NEA の窒素濃度を C e (%)、NEA の注入流
4.

量を Q (m3 /s)、注入時間を t (s)、区画内の窒素

消火の目標濃度と必要空気流量の決定
n-ドデカンとリン酸トリブチルなどの燃料の

濃度を C x (%)とする。

引火点および消炎濃度を表 1 に示す。n-ドデカ
5.

ンの窒素消炎濃度 33.5%、対応酸素比率 13.9%

NEA 装置の特徴と主要諸元

は、n-ヘプタンとほぼ同じである。リン酸トリ

図 2 に本装置のシステム構成の概要を示す。

ブチルの消炎濃度の知見はないが、絶縁油の引

装置は、圧縮空気供給系統、空気清浄系統、気

火点と同等であることから、窒素消炎濃度は n-

体分離系統および制御・放出系統に 4 区分され

ドデカンより低いと推測された。したがって、

る。圧縮空気供給系統からの圧縮空気は、空気

防護対象区画内の目標設定濃度は、n-ドデカン

洗浄系統によってダストや油分を除去された後、

消炎時の酸素比率 13.9%を基準とした。それに

気体分離系統に導入される。そこで窒素富化空

対応する防護対象区画内の窒素濃度は 86.1%で

気（NEA）と酸素富化空気（OEA）に分けられ、

ある。

NEA は消火剤として取り出し、OEA は大気に
放出する。また、NEA の濃度と流量は制御部で

本装置は設計上、安全率を考慮して窒素固定
消火設備の設計濃度（酸素比率 12.5%）を目標

制御される。

濃度とし、対象区画への NEA 注入開始から 1

これまで、分離膜を用いた大流量の窒素供給
装置は固定型として工場などに設置・使用され

表1

各種燃料に対する消火剤の消炎濃度
項目

燃料名

ているが、移動式の防消火用途としての実例は

引火点

N 2 消炎濃

対応酸素

報告されていない。工場などに設置する場合、

（℃）

度（%）

比率（%）

スペースが確保され、運転環境も安定している

n-ヘプタン

-4

33.6

13.9

ため、システム設計と製作上に制約は少ない。

n-ドデカン

74

33.5

13.9

それに対して、移動式でかつ、緊急装置として

軽油

66

29.8

14.7

の利活用では、小型化への配管の集約、走行時

絶縁油

148

28.3

15.0

の耐震性、環境変化への適応性、短時間運転で

146

－

－

リン酸ト
リブチル

の結露対策など、多くの課題を解決する必要が
ある。そのため、NEA 装置の開発は、以下の要
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NEA 供給システムの概要

素を重視した。

応じた設定を揃えた（図 3 の c）。また、NEA 注

・信頼性

入状況を把握するために、対象区画内の酸素濃

圧縮空気用のコンプレッサは、予備用 1 台を

度を予測する機能も備えた。対象区画の容積を

含めた計 4 台を並列で給気することで、故障に

操作パネルに入力すれば、演算機能で NEA の

よる影響を軽減した。また、分離膜も 5 つの独

注入流量と濃度から、区画内の酸素濃度と目標

立ユニットを並列化することで、故障したユニ

値達成までの時間を予測値としてパネルに表示

ットは容易に系統から切り離せる構成とし、緊

する（図 3 の d）。

急用としてより高い信頼性を確保した。さらに、

・安全性

車両が走行できなくなる状況を想定し、車両に

移動式の装置から対象区画への NEA 輸送に

搭載された空気清浄系統とガス分離系統および

剛体の圧力配管は使用できないため、軽量で柔

制御・放出系統をそれぞれにユニット化して、

軟性を有する消防用ホースを用いる。通常は水

容易にほかの車両に積み替える工夫をした。

を流す消防用ホースに気体である NEA を流す

NEA の供給については、搭載車両の電源を利
用して自動制御されるが、車両の全電源が故障

場合、以下の 2 例において、ホースが暴れ、周
囲の人に危害を加える恐れが懸念された。

した場合に備えて、手動でも NEA を供給でき

(i) ホース間の結合が外れたとき

る仕様とした。

(ii) 展開したホースに急に大量の圧縮空気を

・易操作性

流すとき
(i)の解決には、使用する消防用ホースすべて

緊急時、装置操作に不慣れな人も容易に操作
ができるよう、操作手順および関連箇所の画像

に、新開発の不意離脱防止結合金具を採用した。

はすべて操作パネルに表示する仕様とした。す

この結合金具はホースが加圧すると自動的に結

なわち、操作パネルの指示に従えば、一連の操

合力が強くなる機構を有するため、従来の結合

作が完了できる（図 3 の a、b）。

金具に比べ、不意離脱が起こりにくい。

NEA 濃度は、区画内の酸素濃度がもっとも早

(ii)の解決には、ホースの振れ軽減機構を取り

く下がる「最適モード」と、達成した低酸素環

入れた。具体的には、展開したホースに、はじ

境を低燃料消費で維持する「濃度維持モード」

めは低圧で所定流量の NEA を流してホースの

および有人空間での使用を想定する「安全モー

形状を徐々に安定させた後、大流量の NEA を

ド」など、複数の制御モードを用意し、状況に

供給する制御機構を採用し、ホースの暴れを回
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避する。また、ホースの形状を安定させる過程

NEA 装置の主要諸元と装置本体写真を表 2 と

でホースにキンク（曲折）が発生して NEA の

図 4 に示す。また、装置の実測データから算出

送気に支障が出た場合を考慮し、キンクの発生

した NEA の流量（濃度）と送気可能距離を図 5

と発生場所を知らせる機構も備えた。

に示す。

(a) 温度切替操作の指示

(b) コンプレッサの接続指示

(c) 注入モード選択画面

(d) 区画内濃度の予測画面

図3

制御パネルの操作指示と表示の例

表2

NEA 装置の主要諸元

NEA 供給装置本体

窒素分離膜式窒素富化装置（1 基）

圧縮空気供給手段

トレーラ付エンジンコンプレッサ（3 台）

定格圧縮空気消費流量

3100m3 /h（SATP 基準）

NEA 流量範囲

400～2500m3 /h（SATP 基準）

NEA の N 2 濃度範囲

99～85%

連続運転時間

24 時間以上（要給油）

燃料

軽油

装置の設置形態

車載（可搬式）

装置総重量

約 9500kg

車両外寸

全長 8.5m、全幅 2.5m、全高 3.4m

送気ホース

呼称 65 消防ホース
*不意離脱防止結合金具取付

送気時の安全管理

ホースの振れ軽減機構付属

送気口数

3 口（3 区画への同時送気可能）

給気口数

4 口（コンプレッサ 4 台同時接続可能）
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図 6

対象区画の容積と設計濃度

（87.5%N 2 ）到達時間
図4

開発した移動式 NEA 防消火装置本体
程度で設計濃度の 12.5%に低下させることがで
きる。予備のコンプレッサを同時に投入する場
合、より早く防火または消火の濃度が達成でき
る。

6.

まとめ
信頼性と易操作性および安全性を重視し、窒

素分離膜を用いた移動式の NEA 装置を開発し、
実用化を達成した。
NEA 装置は、動力（燃料）さえ確保できれば、
大気から消火剤として利活用できる窒素を連続
図5

NEA 流量と濃度に対応する送気口圧

力と送気距離

的に生産し、継続注入できる防消火システムで
ある。
NEA 装置の他用途への展開としては、水を嫌

3

空 気 供 給 流 量 が 約 50m /min、 消 防 用 ホ ー ス

う通信施設や図書館保管庫などの既設消防設備

（φ65）1 線で送気し、かつ末端の放出圧力が

のバックアップ手段、内部浮き蓋付き屋外貯蔵

0.1MPa を保持する条件で、最適モードに該当す

タンク異常時の不活性ガス供給源、燃料貯蔵タ

る 95%濃度の NEA の送気可能距離は約 1km と

ンクや石油タンカーの定期修理や洗浄時の防爆

なる。

手段などの利活用が可能である。

図 6 に防護対象区画の容積と設計濃度達成時

本開発の NEA 装置が、既設防災設備のバッ

間との関係を示す。定格の 3 台のコンプレッサ

クアップ装置として、災害時の「想定外」を「想

を使用する場合（空気流量約 50m3 /min）、1700m3

定内」とし、被害を低減する防消火装備の一翼

の容積を有する防護区画内の酸素濃度を 1 時間

になることを願う。
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一般による消防防災機器等の開発・改良

透明樹脂製蓄圧式消火器の開発
株式会社初田製作所
1.

現状と問題点及び課題

1.1.

そして、第三は「設置環境に馴染まない」で

消防防災における近年の動向と問題点

あった。業務用消火器は容器表面積の 25%以上

消防活動において、消火と防火は一体である。

が赤であることが義務付けられている。そのた

しかし、近年発生している火災の動向を見ると

め、緊急の際にはその所在を見つけやすいこと

一般家屋での火災時の消火器使用率が低下し、

が利点であるが、その反面、日常環境や人々の

初期消火なしの比率が増加している。高齢者と

色彩感覚にはなかなか馴染みづらいのが現状で

その世帯における罹災率の高まりと焼死事例の

ある。昨今では人目につかないように隠れた場

増加はその傾向を示しているといえよう。

所に設置されるなど、緊急の際を考えれば本末

また、2020 年に開催される東京オリンピック
に向け、国内の防災・セキュリティ対策意識が

転倒な状況も多く見られている。
1.3.

「軽い」+「見える」+「使える」

次世

高まりつつある。一方で、消防防災業界におい

代消火器を

ては消火器を悪用した爆破事件や加圧式消火器

経済とは経世済民。初田製作所は消火器製造

の劣化による破裂事故の問題事例が引き続き報

を通して豊かな経済の発展に貢献し、人々のか

告されている。そのような状況を受けて、より

けがえのない生命を守ることを使命と考えてい

安全・安心な消火器製品への期待が強まってき

る。その変わらぬ「志」のカタチを進化させ、

た。

消火器の革新を図ることを今世紀の優先課題と

1.2.

消火器使用に届けられるユーザーの声

して研究開発を行ってきた。その消火器は、軽

消火器使用についてユーザーから届けられる

い、見える、そして使える革新的な開発である。

声は、その第一が「重い」であった。弊社独自

着手から販売まで 8 年間を要し、志したカタチ

の中高年を対象にしたアンケートによると、消

は世界初の「透明樹脂製蓄圧式消火器」である。

火器質量は 3kg を超えると重く感じるという意

本体容器にポリエチレンナフタレート（PEN）

見もあり、現行の鉄製消火器ではその総質量が

を 用 い た 透 明 樹 脂 製 蓄 圧 式 消 火 器 「 CALMIE」

およそ 5kg であることからも、消火器質量の軽

（図 1）が、消火器の技術上の規格を定める省

量化や操作性に優れた消火器が望まれている。

令（昭和 39 年自治省令第 27 号）第 53 条の規定

第二には「見えない、判らない」という意見

に基づき基準の特例の適用を受け、型式承認を

が続いた。消火器本体の容器素材としては、鉄、

得た。そして、消防法（昭和 23 年法律第 186

アルミニウム、ステンレス等の金属類が使用さ

号）第 21 条の 9 の規定に基づく表示が付され、

れるのが一般的であるが、これらは外部から容

平成 26 年 5 月より販売を開始した。

器内部の状態を確認することができない。設置
される消火器の中に消火剤が入っているのか、
肝心の時に本当に使用できるのか、視覚的に得
られる確実性が乏しいことが原因である。
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2.2.

ポリエチレンナフタレート（PEN）の特

徴
ポリエチレンナフタレート（PEN）は、酸成
分のナフタレンジカルボン酸（NDC）とグリコ
ール成分のエチレングリコールとの重縮合物で
ある結晶性熱可塑性ポリエステルであり、以下
に挙げる特徴を有している。また、基本的な特
性を表 1、表 2 に紹介する。
・透明性が高い
・熱変形温度が高く、耐熱性に優れる
図1

透明樹脂製蓄圧式消火器 CALMIE

・ガス透過、水分透過が極めて低い
・耐薬品性、耐加熱分解性に優れる

2.

開発

特徴や性能比較からわかるように、ポリエチ

極限の軽量化、中身が確認でき、そして馴染

レンナフタレート（PEN）は、一般的な樹脂の

みやすく使いやすい安全・安心な消火器の開発

中でも酸素ガスや水蒸気のバリア性が高く、強

を行うことを目標とした。しかし、これまでデ

度面においても強いことが特長である。

ィファクトスタンダードであった金属素材を使
用すると、これらの課題をすべて解決すること

表 1

はできない。そのソリューションとして多彩な

気バリア性比較

一般的な樹脂の酸素ガスおよび水蒸

機能を持った「樹脂」に着目し、樹脂の製造・

酸素ガス透過量

水蒸気透過量

(cm3 /m2 /24hr)

(g/m2 /24hr)

ABS

1,920

33

フロンティアとの共同開発が実現した。

PC

3,700

170

2.1.

PET

110

50

PEN

16

7

材料名

加工・活用のノウハウを有する（株）帝人と、
特殊な成型技術や成型機械の開発に優れる（株）

樹脂の特徴

樹脂とは熱や圧力などによって可塑性または
硬化性を示し、任意の形に加工・成型できる高
分子物質の総称である。金属素材と比較すると、

表2

1) 軽量、2) 耐食性を有する、3) 透明な素材が

PET と PEN の特性比較

基本的特性

PET

PEN

ある、4) 成形による形状の自由度が高いことが

融点［℃］

252

265

利点として挙げられる。しかし、その反面、強

ガラス転移温度［℃］

70

120

68

107

58

80

度、耐熱性、耐候性、ガス・水の透過性に関し

荷重たわみ温度

ては脆弱であると言われており、消火器容器に

［℃：0.45MPa］

樹脂を採用した際に長期間の使用環境で性能を

引張強さ［MPa］

維持できるかといった課題があった。
初田製作所では、製品開発において懸念され

2.3.

ていた耐圧性、耐候性、ガスバリア性の課題に
対し、独自の試験を行いその性能を検証し、金

樹脂製消火器用の容器は、射出成型とブロー
成形の 2 段階の工程により作製される。

属にも劣らない樹脂素材のポリエチレンナフタ
レート（PEN）を選定した。

樹脂容器の成形

1 段階目は射出成型工程で、樹脂ペレットを
溶融し、低温の金型に圧力をかけて射出、冷却
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固化させプリフォーム（ブロー成形前の形状）

わたる性能保持について検証を要した。

を作製する。そして、2 段階目のブロー成形で

2.4.1.

ガス透過性

は、縦、横の 2 軸方向に延伸を行い、本体容器

2.1.項で述べたとおり、樹脂は気体を透過さ

を得る。製造方法としては、飲料用ボトルとし

せる性質を有する。蓄圧式消火器において、気

て一般的なペットボトルの製法と同様である。

体の透過量が大きければ当然ながら 10 年間蓄

ただし、消火器容器の耐圧性能を得るために、

圧力を保持することができない。ガス透過性を

板厚は約 1.5mm と飲料用ペットボトルに比べ

下げる（別の言い方では「ガスバリア性を上げ

て約 3 倍厚くなっている。

る」という）方法としては、コーティングを施

2.4.

す方法などもあるが、弊社では樹脂材質そのも

樹脂製消火器の性能検証

樹脂製の容器ならびにキャップを使用した消

のにガス透過性の低い樹脂を選定し、さらにガ

火器を実現するに当たっては、通常の金属製消

ス透過量を実測することとした。

火器に要求される内容に耐える性能を有し、さ

ガス透過量の測定を行った試験装置について、

らに 2.1.項で述べた樹脂ならではの特徴につい

一例を図 2 に示す。実際に成形した樹脂容器に

ても、消火器として機能することを確認する必

窒素ガスを封入し、チャンバー内に設置した。

要がある。

チャンバー内は、真空引きして 3 か月間保持し

蓄圧式消火器は、設計標準使用期限を一般的

た。圧力差により容器内部からチャンバー内へ

に 10 年としている。FRP（繊維強化プラスチッ

と透過した窒素をセンサーに取り込み、その漏

ク）等ではない完全な樹脂のみでできた容器で、

れ量から透過率を算出した。結果、得られた窒

圧力を保持し、かつ 10 年間使用されるような事

素のガス透過率から約 50 年間蓄圧力を維持で

例は、消火器に限らず類型が存在しなかった。

きるガスバリア性が確認され、製品化された材

したがって、樹脂製蓄圧式消火器の開発に当た

質ポリエチレンナフタレート（PEN）および容

っては、特に樹脂製の耐圧容器としての長期に

器を選定した。

消火器容器（PEN）

連成計
-0.1MPa～0.9MPa

真空チャンバー

P
圧力調整器

容器全体測定系
測定ガス
He
N2

試験片
(PEN)

連成計
-0.1MPa～0.9MPa
P

上流側

ﾋｰﾀｰ
下流側
試験片測定系

R.P.

ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ１

熱電対
四重極ｶﾞｽ分析計
真空計
QMA

IG

圧力調整器

ﾍﾟﾝﾚｺｰﾀﾞｰ
ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ

TMP
測定ガス
He
N2

図2

ﾀｰﾎﾞ分子ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾋｰﾀｰ調整器
R.P.

ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ２

ガス透過量測定装置
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耐候性

用により、本体容器重量を約 340g まで軽量化す

樹脂は錆びることはないが、一方で紫外線と

ることができた。また、キャップやレバー、ホ

水によって劣化することが広く知られている。

ースに至る容器以外の部品にも樹脂を採用した

紫外線と水に対する耐久性を耐候性と呼び、長

ことで、薬剤を除く消火器全体の重量もこれま

期の耐候性は促進試験機を使用して評価するの

での一般的な鉄製の同型消火器に比較し、半分

が一般的である。

の約 1kg と、トップクラスの軽さを実現した。

また、耐候性については広く研究されている

（図 4、図 5）

ものの、実暴露の条件での試験結果との比較に
はあまりにも期間が掛かることから、未だ不明
な点も多い。耐圧容器に樹脂を用いた場合に、
内部からの応力や薬剤が耐候性に影響するか否
かは、事前調査では明確な答えが得られなかっ
た。したがって、蓄圧式消火器の促進耐候性試
験は、消火器の状態に組み立てた上で、薬剤を
充てんし、充圧も通常通り常温下で 0.9MPa と
なるよう行った状態で実施した。試験時間は、
10 年に安全率を加えた期間に相当するとして
2,500 時間とした。試験前の容器と、2,500 時間
後の促進耐候性試験を実施した後の容器の引張
図4

降伏応力の結果を図 3 に示す。この結果から、
ポリエチレンナフタレート（PEN）容器は、2,500

本体質量比較

（薬剤質量を除く。当社、従来容器質量と比較）

時間を経過しても大きな強度低下は見られず、
10 年間の耐圧性能を維持すると結論した。

図 3

促進耐候性試験時間に対する破壊時

の引張降伏応力の推移

3.

図5

開発による効果・仕様

3.1.

化粧カバー内部の構造

ポリエチレンナフタレート（PEN）が実

現した軽さ

3.2.

透明容器

ポリエチレンナフタレート（PEN）樹脂の採

ポリエチレンナフタレート（PEN）樹脂の採
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用により、内部が視認できる透明性を実現した。
これは金属や FRP 材質では困難だった特徴で
ある。内部が視認できるようになったことで、
これまでキャップを開けるほかなかった内部確
認が容易に行えるようになり、点検時に消火薬
剤の量や固化を外部から確認できるようになっ
た。また、異物の混入の有無を外部から確認で
き、確実に使用できる安心感を達成した。
3.3.

耐候・耐薬品性
図6

図 3 に示した通り、ポリエチレンナフタレー

パンクチャー衝撃試験（500J）によ

る変形。PEN 製本体容器：貫通せず

ト（PEN）樹脂は、消火薬剤を充てんかつ有圧
状態での 2,500 時間の促進耐候性試験において
も、ほとんど劣化を生じなかった。また、容器
が透明であることで内部の消火薬剤への日光の
影響が懸念されたが、ポリエチレンナフタレー
ト（PEN）樹脂は近紫外域の紫外線を遮断する
特性があり、前述の促進耐候性試験においても、
内部薬剤の変質・劣化は見られなかった。
また、樹脂の中には、強アルカリや有機溶剤
に溶解するものがあるが、樹脂製消火器は容器
に使用しているポリエチレンナフタレート
（PEN）の他、レバーや底受にはポリプロピレ
ン（PP）を使用しており、いずれも耐薬品性の

図7

高い材質を選定し、ごく一般的な環境での使用

る変形。アルミニウム製本体容器：貫通（参

には耐えられるものとしている。ただし、消火

考）

パンクチャー衝撃試験（500J）によ

器本体容器と取扱説明書では、有機溶剤、強酸・
強アルカリ類の薬品が使用または保管される場

3.5.

耐熱性と破裂時の安全性

所には設置しない旨の注意喚起を行うほか、設

樹脂製消火器については、実際に火災の現場

置する場合には適切な防護措置をとることとし

で使用する物である以上、耐熱性についても確

ている。

認を行った。ポリエチレンナフタレート（PEN）

3.4.

の融点は 270℃と金属製の消火器よりは低くな

外部からの耐衝撃性

外部からの衝撃力に対しては、パンクチャー

っているが、実際に火に向けて放射する状況を

衝撃試験（打ち抜き試験）を実施した。比較と

想定した場合、人が近づける範囲においては消

してアルミ製消火器でも同じ試験を実施した。

火器が放射している間に 270℃に達することは

結果を図 6、図 7 に示す。ポリエチレンナフタ

ない。また、消火器が有圧状態で火災現場に取

レート（PEN）樹脂は柔軟性があり、変形はす

り残された後の破裂等の危険性については、内

るものの容器が打ち抜かれる、または粉々に砕

圧上昇により激しく破裂に至る前に溶解が起き

けるといった事象は発生しなかった。

て排圧することとなり、その挙動としてはむし
ろ一部の金属製消火器より安全であることを確
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3.6.3.

認した。
3.6.
3.6.1.

ユニバーサルデザイン
引き抜きやすい「安全栓」

持ち手のわかる「ホースグリップ」

消火器の使用に馴れていない一般的なユーザ
ーに消火体験をしてもらうと、ホースの先端で

一般的な消火器における安全栓の形状は、基

はなく根元を握る消火者が一定数存在すること

本的に人差し指 1 本で引き抜くよう意図された

が分かった。消火器で火を消すには、ホースの

形状となっている。しかし、1 本の指で安全栓

先を握って火元を良く狙って消火する必要があ

を引き抜くのに必要な力は、平均的な成人男性

ることは消防に関わる者には知られていると考

であれば特に問題なく引き抜ける力であるが、

えるが、多くの一般ユーザーがその事実を体感

高齢者や女性、年少者にはその力は非常に大き

する機会は少なく、肝心の時にも正しく消火で

く感じることもある。そこで 2 本指で引き抜く

きないと考えられた。そこで、消火活動時に消

ことができるデザインを採用した。また、同時

火器の能力を最大に発揮できるように、誰もが

に指に当たる箇所を幅広な形状とすることで、

思わず正しい場所に手を伸ばす直感的な使用を

より身体的負担を軽減したデザインとなってい

促すようにデザインした。（図 10）

る。（図 8）
3.6.2.

内容物の有無が誰の目にもわかる容器や、上

握りやすい「レバー」

レバー部には人間工学的知見とモニター調査
から、これまでの消火器に比べて持運びしやす

記のような操作性を意図したデザインが認めら
れ、ドイツのデザイン賞である IF 賞を受賞して
いる。

く、放射時にレバーを握る力がかけやすいよう
幅広のデザインとした。作動側のレバーについ
ては、安全栓と同じ黄色とすることで色での共
通性を持たせ、直感的に操作部位が分かるよう
意図した。（図 9）

図 10
4.

持ち手のわかるホースグリップ

今後の課題
今回の透明樹脂製蓄圧式消火器の開発で、重

図8

抜きやすい安全栓

さや内容物の確認ができないといった消火器が、
従来は当然としてきた問題について、進歩的な
形で一つの解答を提案できたと考えている。
しかし、消火器の質量に関しては更なる軽量
化を求める声も届いており、消火器メーカーと
してその使命を感じている。本製品は商品化し
て間もないため、その社会的貢献度は萌芽的段
階であるが、樹脂製蓄圧式消火器の普及と更な
る研究開発・改良によって社会に貢献したいと

図9

握りやすい上下レバー

考えている。
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

充電式カイロから出火し、リコールに至った事例
北九州市消防局

松本二郎、小野重喜、長谷川梢、吉住悠志、松本龍一、髙倉誠二
1.

火災の概要
本火災は、平成 26 年 1 月、ショッピングセン

ターの共用通路において、客のバッグ内の充電
式カイロから出火し、充電式カイロ、バッグ及
び財布等の一部を焼損したものである。
出火原因については、充電式カイロに内蔵さ
れているリチウムイオン電池内部のセパレータ
の損傷部分で短絡したものと推定し、当該製品
がリコールされ製品回収に至った事例である。
写真 1
2.

販売時の充電式カイロ

充電式カイロ及びリチウムイオン電池につ
いて

(1)

充電式カイロについて

「充電式カイロ」とは、電源を入れると内部
の加熱板が発熱し「カイロ」として使用するこ
とができる製品である。製品によっては、他の
機能を有しているものもあり、多くは内蔵電池
にリチウムイオン電池が使用されている。
本充電式カイロは、パソコン等の USB 端子に
写真 2

接続して充電することにより、
「カイロ」、
「LED

充電時の状況

ライト」及び「モバイルバッテリー」の 3 種類
の用途に使い分けることができる製品である。
カイロ使用時の本体表面温度は摂氏約 40 度か
ら 45 度となる。（写真 1～写真 5 参照）
ア

本充電式カイロの仕様

（ア）電池容量：2,000 ミリアンペア
（イ）内蔵電池：リチウムイオン電池
（ウ）寸法：幅 43 ミリメートル、高さ 94 ミリ
メートル、奥行き 11 ミリメートル
写真 3

（エ）生産国：中国
（オ）販売台数：14,200 台（出荷台数）

- 194 -

カイロ使用時の状況

消研輯報

写真 4

69（平成 27 年度）

LED ライト使用時の状況
写真 6

リチウムイオン電池（同型製品）

負極板

写真 7

スマートフォン

セパレータ

正極板

リチウムイオン電池内を展開した

写真（同型製品）
写真 5

スマートフォン充電時の状況
石油類）を使用している。
（写真 6、写真 7 参照）

(2)

リチウムイオン電池について

「リチウムイオン電池」とは、リチウムイオ
ンによって充電や放電を行う「二次電池」であ

3.

(1) 充電式カイロは、平成 25 年 12 月に友人か
ら贈られたものである。

る。
「二次電池」とは、充電を繰り返して何度で
も使える電池のことで、これに対して使い捨て

充電式カイロの使用状況

(2) 初めての使用は火災の前日で、職場のパソ
コンで 7 時間充電後、カイロとして 3 時間使

電池を「一次電池」という。（図 1 参照）

用している。（特に異常なし。）

本リチウムイオン電池は、正極板と負極板の
間にセパレータを挟んで巻き重ねて容器（アル

(3) 火災当日は、朝 9 時から職場のパソコンで 4

ミ箔）に入れ、有機溶剤で満たされた構造にな

時間充電後、電源を切った状態でバッグに入

っている。溶剤に NMP（N-メチル-2-ピロリド

れ、昼食のためショッピングセンター共用通

ン、引火点が摂氏 92.78 度の危険物第四類第三

路を歩いていた時にバッグ内で出火してい
る。

4.

調査概要

(1)

現場見分状況

焼損したのは、充電式カイロ、バッグ及び財
布等の一部であり、出火時のバッグ内には充電
式カイロ以外に発火源となるものはなく、現場
見分と発見状況から、出火箇所はバッグ内の充
図1

リチウムイオン電池構造図

電式カイロと断定した。（写真 8 参照）
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（ア）リチウムイオン電池に変形及び斑模様が
確認できる。（写真 14 参照）
（イ）基盤の変形、短絡痕及び欠損等は確認さ
れない。（写真 14 参照）
エ

まとめ
ア、イ、ウから、第一回合同調査での出火箇

所は、リチウムイオン電池部分と推測した。
(3)
充電式カイロの位置

写真 8

第二回 合同調査（ 北九州市消 防局、NITE

及び輸入販売元）

バッグの再現写真

輸入販売元に充電式カイロの資料及び同型製
品の提供を受け、北九州市消防局消防科学研究

(2)

第一回合同調査（北九州市消防局と NITE）

北九州市消防局消防科学研究所において、充

所において、第二回合同調査を行った。
ア

電式カイロを重点的に第一回合同調査（非破壊

事故製品と同型製品を比較した。

鑑識）を行った。
ア

（ア）リチウムイオン電池に変形及び膨張が確
認できる。（写真 14 参照）

外観の状況
充電式カイロ（アルミ外ケース）に衝撃痕等

（イ）基盤に変形、短絡痕及び欠損等は確認さ

は確認されない。（写真 9、写真 11 参照）
イ

エックス線透過装置による内部確認

れない。（写真 14 参照）

焼損状況

イ

内部の焼損状況

（ア）充電式カイロを入れていた専用ポーチは、

基盤及びリチウムイオン電池部分をアルミ外

内側からの熱を受けている。
（ 写真 11 参照）

ケースから取り出し、事故製品と同型製品を比

（イ）アルミ外ケース下部（リチウムイオン電
池部分）は、熱により変色している。
（写真

較した。
（ア）基盤部分に焼けはなく原形を保っている。

9、写真 11 参照）

（写真 15～写真 18 参照）

（ウ）底面固定用樹脂パーツは、充電式カイロ

（イ）リチウムイオン電池部分が著しく焼損し

の内部からの受熱により外側に変形してい

ている。
（写真 15、写真 16、写真 19、写真

る。（写真 9、写真 11 参照）

20 参照）

ウ

エックス線透過装置による内部確認

専用ポーチ

充電式カイロ

写真 9

写真 10（同型製品）
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切り開いた専用ポーチ

裏返した専用ポーチ

写真 11

写真 12（同型製品）

電源スイッチ
の位置

（同型製品）
写真 13

基盤

リチウムイオン電池

（同型製品）
写真 14

エックス線透過装置による写真
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基盤

電源スイッチ

写真 16
（同型
製品）

写真 15
加熱板

基盤

リチウムイオン電池

基盤

加熱板
加熱板

写真 17

写真 18（同型製品）

写真 19

写真 20（同型製品）

リチウムイオン電池内を展開した写真
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まとめ
ア、イから、第二回合同調査での出火箇所は、

リチウムイオン電池部分と断定した。
北九州市消防局、NITE 及び輸入販売元とも
に、出火箇所はリチウムイオン電池部分で一致
したため、輸入販売元に対して今後の同製品で
の類似火災の予防対策を早急に実施するよう要
望した。
写真 21
5.

実験について

(1)

実験目的

焼損品からは充電式カイロの使用立証をする
ことができなかった。そこで、充電式カイロが
使用中に誤作動及び異常発熱を起こすか、また、
意図に反し、電源スイッチ（写真 13、写真 16
参照）が押されて電源が入るかを実験する。
(2)

充電式カイロ作動実験

ア

実験内容
写真 22

充電式カイロの電源を入れた状態で日常的に
携帯し、誤作動及び異常な発熱の有無について
実験する。
イ

（ウ）机に対して電源スイッチ面を垂直に押し
当てても電源は入らない。

実験結果

（ア）誤作動は起きない。

(4)

まとめ

実験結果から、充電式カイロは正常に制御さ

（イ）カイロ使用時に異常な発熱は起きない。
(3)

電源スイッチ実験

れており、誤作動は起きない。また、電源を入

ア

実験内容

れる場合は、意図的に電源スイッチを押さなけ

（ア）充電式カイロをバッグ等で携帯中に、電
源スイッチが収容物に押されて電源が入る

ればならず、握りこんだり、バッグやポケット
に入れても電源は入らないことが分かった。

か実験する。
（イ）充電式カイロを入れた専用ポーチの上か

6.

リチウムイオン電池からの出火として、可能

ら、電源スイッチを押して電源が入るか実
験する。（写真 21 参照）
（ウ）机に対して電源スイッチ面を垂直に押し

性のある事項について検討する。
(1)

当てて電源が入るか実験する。（写真 22 参

イ

出火原因について

外部衝撃について

落下など外部衝撃によりリチウムイオン電池

照）

のセパレータが破損し、電池内部が短絡して発

実験結果

熱、出火する可能性は考えられるが、所有者の

（ア）バッグ等で携帯しても電源は入らない。

回答によると、充電式カイロに落下等の衝撃は

（イ）専用ポーチの上から、電源スイッチの位

与えていない。また、外装に衝撃痕は確認され

置を的確に押すと電源は入る。

ない。（写真 9、写真 11、写真 13 参照）
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(2)

過充電・過放電について

バッテリー（リチウムイオン電池）を電源と

過度な充電、放電をすることにより、内部の

して、加熱板に電流を流して発熱させ、熱伝導

異常な化学反応によって発熱・発火する可能性

によってアルミ外ケースを温める。それと同時

はあるが、本火災は充電中の火災ではなく、ま

に、アルミ外ケースの内部に接触させたサーミ

た、出火時の充電式カイロは使用されていなか

スタの抵抗値の増減を MCU（マイクロ・コント

ったため、過充電及び過放電を起こす状態では

ローラー・ユニット）が検知し、温度コントロ

ないと考える。

ール ON/OFF 制御回路を作動させ、アルミ外ケ

(3)

ースの温度を摂氏 40 度に制御する。（グラフ 1

基盤・配線等ショートについて

基盤部分に焼けはなく、基盤に取り付けられ

参照）

た配線、回路及び電子部品に短絡、欠損部分は

「サーミスタ」とは、温度変化に対して電気

ない。（写真 14、写真 17、写真 18 参照）

抵抗が変化する抵抗体のことであり、本充電式

(4)

カイロは、NTC（温度が上昇すると抵抗が減少

リチウムイオン電池の加熱板による温度

上昇について

する）サーミスタが取り付けられている。
（写真

リチウムイオン電池と加熱板が接触している

25 参照）

構造のため、カイロとして使用する場合は、リ

ウ

チウムイオン電池に加熱板から熱が伝わる。
（写

温度測定結果
熱画像装置及び熱電対温度測定器を使用し、

真 16 参照）

カイロ使用時の温度測定を行った。

ア

リチウムイオン電池の温度上昇による影響

（ア）カバーを外した状態（温度制御なし）で

輸入販売元の提出資料によると、電池パック

の内部の最高温度は、摂氏 121.0 度まで上

表面温度が摂氏約 100 度になった場合に、電池

がった。（写真 23 参照）

パックが膨張し故障するという症状が出る。

（イ）カバーを装着した状態（温度制御あり）

また、電池パック内部で異常発熱し、摂氏約

での表面の最高温度は摂氏 45.5 度で、内部

200 度付近になると発火に至る可能性がある。

の最高温度は摂氏約 65.0 度であった。（写

イ

真 23、写真 24 及びグラフ 1 参照）

温度制御

アルミ外ケース有

写真 23

アルミ外ケース無

熱画像装置温度測定
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1

写真 25

熱電対温度測定装置の測定状況

NTC サーミスタ

2

1：アルミ外ケー

3

ス内部温度
1

4

〃

3：

〃

4：

〃

5：なし
6：外気温

6

グラフ 1

エ

2：

熱電対温度測定装置の測定結果

まとめ

テリー電極の付着物）の構成元素は、マンガン

ア、イ、ウから考察すると、リチウムイオン

（Mn）、ニッケル（Ni）、コバルト（Co）、リン

電池と加熱板が接触しているが、温度コントロ

（P）及び硫黄（S）であり、輸入販売元から提

ール ON/OFF 制御回路が作動することによって

出された電池構成成分表と比較すると、採取物

温度管理されており、発火に至ることはない。

の構成元素はすべて電池構成成分に含まれ、採

(5)

取物を構成する主要成分以外の成分は検出され

リチウムイオン電池内の異種金属の混入

について

ないことから、採取物には異種金属の混入はな

リチウムイオン電池製造時、リチウムイオン

いと考える。（写真 26 及びグラフ 2 参照）

電池内部の正極と負極の間に異種金属が混入し

(6)

て発熱、絶縁破壊が起こり短絡、出火に至る可
能性がある。

セパレータの異常

リチウムイオン電池の製造時にセパレータに
傷があり、その損傷部分が短絡し、出火する可

エネルギー分散型蛍光エックス線分析装置に

能性は考えられるが、セパレータは焼失してお

よる分析では、採取物（充電式カイロ内蔵バッ

り、損傷の事実確認はできない。（写真 19、写
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真 20 参照）

関係なくリチウムイオン電池内部で短絡し、出
火する可能性が十分に考えられる。
充電式カイロの工場出荷から使用までの期間
に出火しなかったのは、未使用で電力消費がな
かったため、極小のセパレータの損傷部分が拡
大するには至らなかったからと考える。
使用開始後は、充放電に伴いセパレータの損
傷部分に微量の通電が始まり損傷部分が徐々に
拡大し、短絡を起こしたものと考える。
よって、本火災は、リチウムイオン電池内部
のセパレータの損傷部分で短絡し、出火したも

写真 26

エネルギー分散型蛍光エックス

のと推定した。

線分析装置による分析風景
7.

火災予防対策について

(1)

北九州市消防局の対応

北九州市消防局は、火災原因調査が完結する
前に報道機関への広報活動を行った。火災原因
調査が完結していない状態での広報を実施する
かを検討した結果、同製品からの類似火災を早
急に防ぐために早い段階で実施した。
ア
グラフ 2

60 箇所測定したうちの 3 箇所の

平成 26 年 2 月 3 日

NHK「ニュースブ

リッジ北九州」放送。

測定結果

イ

平成 26 年 2 月 3 日

NHK「ニュース 845

北九州」放送。
(7)

結論

ウ

出火箇所が充電式カイロのリチウムイオン電

平成 26 年 2 月 4 日

FBS「NEWS5 ちゃ

ん」放送。

池であることから考察すると、リチウムイオン

エ

平成 26 年 2 月 4 日

西日本新聞（朝刊）、

電池内部が何らかの原因で異常発熱し発火、出

朝日新聞（朝刊）、毎日新聞（朝刊）に掲

火したものと考える。

載。
(2)

リチウムイオン電池内部からの出火原因とし

輸入販売元の対応

充電式カイロのリコールを決定し、製品を回

て、可能性のある(1)から(6)について検討した結
果、
「外部衝撃」、
「過充電・過放電」、
「基盤・配

収した。

線等ショート」、「リチウムイオン電池の加熱板

ア

告知日

による温度上昇」及び「リチウムイオン電池内

イ

告知方法

の異種金属の混入」は、出火原因として否定し

（ア）輸入販売元 WEB ページにて告知。

た。

（イ）輸入販売元直営店にて告知。

平成 26 年 1 月 24 日

（ウ）卸業者へ文書にて告知。

また、
「セパレータの異常」については、セパ
レータは焼失し、損傷の事実確認はできないが、

（エ）平成 26 年 1 月
知。

セパレータに損傷がある場合は、電源の入切に
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輸入販売元への意見、要望

的にこの発生率は非常に高く、製造工程に何ら

輸入販売元に、下記の項目について要望書を

かの問題があると考えられる。納入時に不良が

交付した。

発見されたリチウムイオン電池を電池メーカー

ア

に調査させ、製造工程の不備を改善させるなど

製品構造について
製品構造として、リチウムイオン電池と加熱

の対策を要望した。

板が直接接着されて温度管理はサーミスタでな

ウ

されているが、サーミスタの異常（故障等で作

回収実績の報告について
今回リコールした充電式カイロの回収実績を、

動しなかった場合「最高摂氏 121 度」となる。）

毎月、北九州市消防局に報告することを要望し

や発熱による電池本体への過負荷等を考慮し、

た。

隔壁を設ける等の遮熱構造とすることが望まし
い。
イ

製造工程について
電池受入検査時の不具合（電池パック膨張）

の発生率は 0.1 パーセント以下であるが、一般
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

蛍光灯電極部からの火災事例
京都市消防局

伊藤香平
1.

火災概要
本火災は、複合型商業施設内の家電量販店の

売り場天井において、従業員がプラスチックが
燃えたような臭いを感じ、埋め込み式 4 灯型蛍
光灯器具の内 1 灯の蛍光ランプ口金付近からの
断続的な煙と火花を確認し、他の従業員及び警
備員に知らせ、電源を切り、焼損した蛍光ラン
プを外して鎮火させたものである。
埋め込み式 4 灯型蛍光灯器具のうちソケット
1 箇所に焼き及び溶融が認められ、1 灯の蛍光ラ
写真 2

ンプ口金樹脂部分に溶融、同口金樹脂部分の電

出火した蛍光ランプ

極フィラメントの一部が焼失しており、人的調
査もあわせた結果から、当該埋め込み式 4 灯型
蛍光灯器具からの出火と考えられたため、製造
会社等の立会いのもと鑑識を行うものとした。
（写真 1～写真 3 参照）
また、蛍光灯器具は家電量販店が建築された
1997 年から設置されており、交換はしていない。
蛍光ランプは必要に応じて交換されていたため、
蛍光灯器具と蛍光ランプは異なる製造会社のも
のを使用していた。
写真 3
2.

出火した蛍光ランプの電極部を拡大

見分結果等
当局研究課において、蛍光灯器具の製造会社、

蛍光ランプの製造会社立会いのもと、蛍光灯器
具及び蛍光ランプの鑑識を実施した。
(1)

蛍光灯器具

端子台を起点とした 2 つの回路があり、蛍光
ランプ 2 灯に対して電子安定器 1 器を使用する
写真 1

出火した埋め込み式 4 灯型蛍光灯器具

直列回路となっている。インバータ方式で、高
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電圧を発生させ電極フィラメントの予熱を行う。
焼きしたソケットの樹脂部分には、グラファ

て蛍光ランプ点灯中は定格電圧以下に制御する
機能が備わっているが、通電は継続する。

イト化は確認出来ず、各配線及び配線結合部に

イ

蛍光ランプ（B 社製）

異常は認められなかった。電子安定器の基盤、

蛍光ランプは、ステムガラスの加熱が発生す

配線、発振コイル、発振コンデンサー及び電流

れば、予めステムガラス上に塗布している水素

ヒューズに異常は認められなかった。

化チタンから水素を蛍光ランプ管内に放出し、

(2)

蛍光管内の真空状態を保てなくする。

蛍光ランプ

電極フィラメントに電気を流し熱することで、

(2)

フィラメントに塗布された電子放射物質から蛍

蛍光ランプ電極部の状況

片側の電極のフィラメントが断線し、ステム

光管内部で電子放射がおこり放電状態となり、

ガラスも溶融している。

蛍光管内部の水銀原子と、放電された電子が衝

ステムガラスの溶融温度は約 800 度である。

突して紫外線が反応して可視光線が発生する。

蛍光ランプの樹脂部分の材質であるポリブチ

（図 1 参照）

レンテレフタレート樹脂は、約 300 度以上で発

寿命末期には、電極フィラメントに塗布され
ている電子放射物質は、ステムガラス上にも放

火する。
(3)

出火原因の考察

射され付着する。付着物が蓄積されることで、

ステムガラス上のリード線間で、付着物に電

ステムガラス上のリード線間に電路が形成し、

気が流れてジュール熱が発生しステムガラスが

高い電圧を要求することがある。

加熱されると、安全装置としてのステムガラス

口金の樹脂部分に、グラファイト化は確認出
来なかった。

に塗布されている水素化チタンから水素が放出
され、蛍光ランプ管内の真空状態が保てなくな
る。
蛍光ランプ管内の真空状態が保てなくなって
も、フィラメントは蛍光ランプ管内を発光させ
るために、規格以上の高電圧を要求するが、同
じ会社で製造された蛍光灯器具に取り付けられ
た電子安定器の安全装置が働くことで、高電圧
は供給されない。
しかし、使用されていた A 社製蛍光灯器具は、
定格電圧以下であるが通電を継続していたため、
付着物はジュール熱を発生し続け、ステムガラ

図1

蛍光ランプのしくみ

スの溶融温度である約 800 度に達して溶融を引
き起こし、ステムガラスと接しているリード線

3.

出火原因の特定

から蛍光ランプ口金樹脂に熱伝導して、同樹脂

蛍光灯器具の製造会社及び蛍光ランプの製造

が発火温度の 300 度以上に至り、蛍光灯器具の

会社から安全装置に関する情報を聴取し、出火

ソケット樹脂に着火し、出火したものと推定す

原因を考察した。

る。（写真 4 参照）

(1)

蛍光灯について

(4)

ア

蛍光灯器具（A 社製）
蛍光灯器具の電子安定器には、安全装置とし

蛍光灯器具と蛍光ランプの組合せ

寿命末期に起こる蛍光灯の火災危険は、各メ
ーカーが対策を講じているが、本火災のように
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本火災で使用されていた蛍光灯器具（A 社製）
の安全装置は、蛍光ランプからの要求される電
圧が上昇したことを電子安定器の安全装置が検
知して、電力を下げる。蛍光ランプ（B 社製）
は、電極部での異常な発熱を感知して、蛍光ラ
ンプ管内の真空を壊し、電子安定器の安全装置
を働きやすくするものであった。
よって、寿命末期であった蛍光ランプのステ
ムガラス上の付着物によって出来た、新たな電
写真 4

蛍光ランプの電極部を拡大

路の異常な発熱に、B 社製の蛍光ランプの安全
装置が働いたが、A 社製の蛍光灯器具の安全装

蛍光灯本体と蛍光ランプが違う会社の組合せは

置は、電力を弱めるが供給を継続するものであ

日常的に行われている。

ったため、新たな電路へ電流が流れ続けること

本火災で使用されていた蛍光ランプの製造会

によって、出火に至ったと推定した。

社（B 社）の蛍光灯器具（電子安定器）は、蛍
光ランプからの要求される電圧が上昇したこと

4.

指導事項

を安定器が検知して、電力の供給を停止する機

調査結果を受け、調査員から日本照明工業会

能がある。本火災で蛍光灯器具及び蛍光ランプ

に対して規格統一等の提起がなされたが、現時

にも使用されていなかった製造会社（C 社）の

点で具体的な回答は得られていない。しかし、

蛍光灯器具（電子安定器）の安全装置は、異常

再発防止のために出火店舗及びそのグループ関

な発熱を感知した場合、電気回路を遮断する。

連会社に対し、蛍光灯器具と蛍光ランプとの互

C 社の蛍光ランプの安全装置は、ステムガラス

換性について周知するとともに、蛍光ランプ交

とフィラメントの間に付着防止板を設置するこ

換時期の把握を徹底するよう指導している。

とで、ステムガラス上に電路を形成させないと
いう機能で、電子安定器と蛍光ランプに独立し

5.

た安全装置が備わっていることになる。（表 1
参照）

まとめ
調査員は単なる出火原因の究明に留まらず、

蛍光灯器具と蛍光ランプの安全装置の詳細な調
査を実施、蛍光灯器具と蛍光ランプの製造会社

表 1

製造会社別の蛍光灯器具と蛍光ラン

プの安全装置

する可能性の有無を追及した。蛍光灯からの火

蛍光灯器具 蛍光ランプ
（電子安定器）

Ａ社
Ｂ社
Ｃ社

の組合せによる安全装置の作動状況での、出火

災危険を当局の職員に周知することで、地域住
民への防火指導等で同様火災の再発防止に繋げ

蛍光ランプからの要求され
る電圧が上昇したことを電
子安定器の安全装置が検
知して，電圧を下げる。

ステムガラスとフィラメント
の間に付着防止板を設置
することで，ステムガラス
上に電路を形成させない

蛍光ランプからの要求され
る電圧が上昇したことを電
子安定器の安全装置が検
知して，電圧の供給を
停止（遮断）する。

電極部での異常発熱を感
知して，蛍光ランプの真空
を壊し，電子安定器の安
全装置を働きやすくする。

蛍光ランプからの要求され
る電圧が上昇したことを安
定器が検知して，電圧の
供給を停止（遮断）する。

温度ヒューズのようなもの
を設置し，電極部の異常
発熱に反応すると，回路
の一部が焼失して，発熱
を停止させる。

ている。
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

誘導灯基板の焼損事故について
名古屋市消防局

松本
1.

凌、中江

功、大橋教男、山下一博、平松幸治

焼損事故の概要
耐火造 12 階建老人福祉施設において、8 階エ

レベーターホールに設置された誘導灯の基板が
焼損した。（図 1 及び写真 1、写真 2 参照）
8 階エレベーターホールに設置された煙感知
器が異常を検知し自動火災報知設備が発報し、
焦げ臭い異臭を感じたが、火煙等は確認できな
かった。到着した消防隊が異臭の発生源を検索
写真 1

したところ、誘導灯のランプが消灯しているこ
とを確認したため、後日見分を実施した。

2.

り災建物を北から見る

エアコン吹き出し口

焼損誘導灯設置箇所

誘導灯の仕様
誘導灯の型式は B 級の BL 形であり、平成 15

年 4 月製造の製品である。内部には、冷陰極蛍
光管とバッテリーユニットが確認でき、平成 14
年製造の製品である。入力電流・電圧は 0.22A・
AC100V、蓄電池は Ni-Cd であり 4.8V・1200mAh
となっている。適合ランプは 2×CF220T4EN-E
写真 2

（3.2W）、ランプ電流・電圧は 7.5mA・410V と

8 階エレベーターホールを北から見る

なっている。
誘導灯設置箇所

エアコン設置箇所

11.5

21.6
図1

単位：メートル

り災建物 8 階平面図
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デンサ C51（以下「C51」と言う。）は両端が焼

誘導灯の焼損状況

(1)

外観

きし、TR45 側のリード端子が基板から離脱し
ている。（写真 7、写真 9 参照）

本体の外枠及び表示部のピクトグラム等に変

トランス T40（以下「T40」と言う。）はコイ

形、溶融及びすす（煤）の付着は認められない。
（写真 3、写真 4 参照）

ル部に巻かれた青色の保護テープが若干変色し

(2)

ている。保護テープを切り開き、内部のコイル

内部

前面枠を取り外すと上部に電源部及び基板ユ

を見分するもテープ裏面に変色やコイル本体に

ニット（以下「ユニット」と言う。）が確認でき、

異常は認められない。（写真 7、写真 10 参照）

ユニット前面はスチール製のカバーで保護され

TR45 に近接しているチョークコイル L40（以

ている。中央部には冷陰極蛍光管が 2 本、その

下「L40」と言う。）はコイル部全体が若干黒く

下部にバッテリー（ニッカド電池）が組み込ま

変色しているが目視による異常は認められない。

れ、何れも異常は認められない。（写真 5 参照）

（写真 7、写真 11 参照）

(3)

アルミ電解コンデンサ C40、C41、C42（以下

ユニット部

ユニットカバーを取り外すと、紙フェノール

「C40、C41、C42」と言う。）は C42 に若干の

製の基板が確認できる。基板を見分すると、向

すす（煤）が付着している以外に変形等の異常

かって右上部を中心に基板が焼損し、周囲の構

は認められない。（写真 7、写真 11 参照）

成部品に異常が認められる。（写真 6 参照）

基板上の他の構成部品に異常は認められない。

正常な同等品と比較するとトランジスタ

次に基板裏面を見分すると、全面が樹脂製の

TR45（以下「TR45」と言う。）本体は基板上か

絶縁シートで覆われており、絶縁シートには直

ら脱落し 3 本あるリード端子の内、1 本が折損

径約 1 センチメートルの溶融が 2 箇所確認でき

し基板に溶着している。脱落した本体を見分す

る。この溶融箇所は電界効果トランジスタ（FET）

ると、白く焼き変色している。（写真 7、写真 8

TR47（以下「TR47」と言う。）及び TR46 取付

参照）

部に接する位置が溶融している。基板の焼損箇

TR45 と同様にインバータ回路を形成するト

所を見分すると TR47 本体と TR45 及び TR46 の

ランジスタ TR46（以下「TR46」と言う。）は白

取付はんだ部が強く焼きしている。（写真 12～

く焼き変色し基板上に残存している。

写真 14 参照）

TR45 と TR46 の間に設置されたフィルムコン

写真 3

写真 4

誘導灯の東面側を見る
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電源部

基板ユニット

冷陰極蛍光管
前面枠
バッテリー

写真 5

誘導灯内部の状況
C41

L40

C42

TR45 が脱落し
リード端子 1 本が溶着

焼損箇所

T40
C40
C51
TR46

写真 6

紙フェノール製基板の状況
リード端子の 1 本が折損

写真 8

写真 7

C51 のリード端子が離脱している

脱落した TR45 の状況

写真 9

コイルにリーク痕はない

写真 10

基板の焼損箇所を拡大

焼損箇所を左側面から見る

L40 が若干変色している

T40 の内部の状況

写真 11
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溶融箇所

TR46

TR47

写真 12

写真 13

絶縁シートの溶融箇所
TR47

溶融箇所を拡大

TR46 取付部

TR45 取付部

リード端子が 1 本
残存している

写真 14
4.

基板裏面の焼損箇所

鑑識

融している。なお、メーカーが別途実施した検
証結果もほぼ同様であった。（写真 15～写真 23

焼損箇所付近の構成部品を「独立行政法人製
品評価技術基盤機構」（以下「NITE」と言う。）

参照）

に対しエックス線撮影及び電解コンデンサの容

(2)

電解コンデンサの容量測定

量が低下していた場合、トランジスタに影響を

電解コンデンサ C40、C41 及び C42 について

及ぼす可能性が考えられることから、電解コン

容量測定を実施したところ、C40 について部品

デンサの容量測定等を依頼した。

表示されている容量と比較してかなりの低下が

(1)

認められた。そこで、正常な基板に容量の低下

エックス線撮影

エックス線撮影の結果から部品内部に異常が

した C40 を載せ換えて、8 時間連続 3 日間の計

認められるのは TR45 及び TR46 だけである。

24 時間の通電実験を実施したが、冷陰極蛍光管

何れも内部のボンディングワイヤが断線し、過

は正常に点灯し、他の部品に発熱・発煙等の異

電 流 が 流 れ た も の と 推 測 さ れ る 。 ま た 、 TR45

常は認められなかった。（表 1 参照）

については、リード端子のエミッタが完全に溶
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リード端子（エミッタ）折損

写真 15

ボンディングワイヤ断線

TR45 の状況（左は外観、中及び右はエックス線写真）
ボンディングワイヤ断線

写真 16

TR46 の状況（左は外観、中及び右はエックス線写真）

側面部の外装樹脂焼損

写真 17

リード線異常なし

C51 の状況（左は外観、右はエックス線写真）
リーク痕等なし

外装テープに異常なし

写真 18

T40 の状況（左は外観、右はエックス線写真）
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全体的に黒く変色

写真 19

内部に異常なし

L40 の状況（左は外観、右はエックス線写真）
内部に異常なし

写真 20

C40 の状況

写真 21

C41 の状況

写真 20～写真 22 の
左は外観、右はエックス線写真
（上方から撮影）
写真 22

C42 の状況

内部に異常なし

本体全体が焼損

写真 23

TR47 の状況（左は外観、右はエックス線写真）

- 212 -

消研輯報

表1

電解コンデンサ
容量（μF）

5.

69（平成 27 年度）

電解コンデンサの容量測定結果
焼損品

部品表示

C40

10.91

16V/470

C41

394

35V/470

C42

407

35V/470

検証実験

上昇もなく回路停止によりランプ不点灯。

原因究明のため各種実験を行ったところ、次

イ

電源投入後、発煙が約 8 分間継続。TR45

の条件下で TR45 及び TR46 の発熱・発煙を確

が最高 295℃まで上昇し、エミッタ端子が破

認した。（メーカーにて実施）

損。取付部の基板にも焼損箇所を確認。（写

(1)

真 24、写真 25 参照）

実施条件

TR45 または TR46 のはんだ部にクラックが発

ウ

電源投入後、発煙が約 30 秒間継続。TR46

生したと想定し、3 本の各リード端子のはんだ

が最高 239℃まで上昇し、エミッタ端子に弱

を個々に除去して通電実験を実施した。

い焼損を確認。（写真 26、写真 27 参照）

TR46 のコレクタ側のはんだを除去した状

ア

なお、同様の実験を NITE の協力を得て実施

態。

したところ、実験ウにおいて発煙を確認した。

イ

TR46 のベース側のはんだを除去した状態。

通電後に急激な温度上昇を認め、1 分後から発

ウ

TR45 のエミッタ側のはんだを除去した状

煙し約 5 分間継続した。TR45 は最高 600℃近く

態。

まで上昇し、赤熱化して取付部の基板が焼損し

(2)

実験結果

た。焼損事故と同様にエミッタ端子は破損し、

ア

両トランジスタが ON/OFF 動作ができない

内部のボンディングワイヤの断線が確認された。

ため、回路が正常に発振できず、異常な温度

焼損箇所

写真 24

TR45 の発煙時の状況

写真 25

焼損箇所

写真 26

基板の焼損状況

焼損箇所

TR45 の状況

写真 27
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なお、本対象物には 26 台の誘導灯が設置され

焼損原因

(1)

TR45 及び TR46 が強く焼き変色し、基板面

ており、その内、エアコンの吹き出し口の直近

もこのトランジスタを中心に焼損している

には 9 台設置されている。今回、その中の 1 つ

こと。

が焼損したが、残り 8 台の内、すでに 4 台は器

(2)

エックス線撮影の結果、部品内部に異常が

具の不具合により交換されている。他の場所に

認められるのは TR45 及び TR46 の 2 つのト

設置された残り 17 台については、1 台を除き不

ランジスタに限られており、内部のボンディ

具合が発生していない。このことから、エアコ

ングワイヤが断線していることから、過電流

ンの吹き出し口の直近という設置環境が基板上

が流れたことを示している。これにより TR45

の構成部品等の劣化を助長し、不具合を発生さ

のエミッタ端子が完全に溶融していること。

せる要因と推定される。

(3)

検証実験から TR45 または TR46 のはんだ

を除去した場合、発振回路が ON 状態となり、

7.

通常はこれで報告書を作成して一件落着とな

異常発熱しトランジスタが発煙しているこ

るが、しかし、誰も怪我をせず、延焼もなかっ

と。
(4)

考察

C51 の両端の焼き変色は、内部のリード線

たため「良かった、良かった」で終わってよい

に異常がないことから、近接している TR45

のか疑問が残った。特に今回の事案発生場所は、

及び TR46 が異常発熱したため、二次的な受

災害時要援護者である高齢者や身体の不自由な

熱による焼き状況をしめしていること。

方が多数生活している施設である。早朝に自動

(5)

C40 の容量低下については、製造から 12

火災報知設備のベルが鳴動し、異臭が発生した

年経過しているため性能の劣化が推察でき

ことで、施設内はかなりの混乱があったと思わ

るが、通電実験した結果、冷陰極蛍光管は正

れる。たまたま二次的な事故が無かったのは、

常に点灯し、発熱・発煙に至る症状が確認で

運が良かっただけなのかもしれない。何故「安

きないため、他の部品へ直接的に影響した可

心・安全」を提供するための消防用設備が焼損

能性は少ないこと。

したのか？

(6)

基板裏面の TR47 の発熱については、明確

防ぐ方法は無かったのか？

経年

劣化は仕方ないのか？

な原因は不明であるが、メーカーから TR45

当署において、メーカー、建物管理者、そし

及び TR46 の故障により消費電力が増加し、

て我々消防機関に対し、改善策や要望について

スイッチング電源からの供給容量が増えた

考察した。

ため、スイッチ部が誤作動し、TR47 が発熱

(1)

メーカー

誘導灯といえども通常の照明器具と同じであ

した可能性があるとの見解を得たこと。

り、電気製品の最大の弱点である「経年劣化」

以上の結果から今回の焼損事故は、経年によ
り取付部のはんだ部が劣化し、クラック等が発

はどうしようもないのか？

生したため、発振回路が ON 状態となり、異常

製造から 12 年経過しており、一般社団法人日本

発熱（煙）し、基板が焼損したが、スチール製

照明工業会では、8～10 年で器具本体の交換を

のカバーで覆われていることもあり、他への延

推奨している。しかし、
「制御のしやすさ」が最

焼もなく自然鎮火したとの結論に達した。なお、

大の強みである電気製品だからこそできること

劣化の原因としては、エアコンの吹き出し口の

があると考える。発熱（煙）しても不燃カバー

直近に設置されたことや発熱部品が焼損箇所に

で区画されており、事故後の燃焼拡大防止の措

集中していたことも一因と考えられる。

置がとられているが、それと併せて、部品の老
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朽化で基板の回路に機能低下が生じた場合、バ

要はなく、点検時に異常がなければ「不良内容

ッテリーを利用して音やフラッシュで異常を知

なし」として受理される。また、防火査察等の

らせる等、事故が発生する一歩手前で周知でき

立入検査時にも、20～30 年前の誘導灯が多数設

るよう二重の安全対策を施すとともに、はんだ

置されていることも見受けられる。型式失効に

部を含めた基板や部品等も耐久性の高いものを

該当しないため、製造・設置からどれだけ年数

使用し、発熱部品の配置も考慮したより安全な

が経過していても機能上の不備がなければ交換

商品開発に努めて頂きたいと考える。コストと

等の強制力がない等、法令の根拠がない以上は、

いう大問題が立ちはだかるが「部品の経年劣化

現在の行政指導の限界なのだろうか？

＝安全の経年劣化」にならないよう、一層の安

防ぐためにも実際に発生した今回の事例を踏ま

全への取り組みを切望する。

え、法令だけではカバーできないあらゆる事故

(2)

の可能性や危険性を示し、メーカーや建物管理

建物管理者

誘導灯の設置は、建築時に場所や個数につい
て、消防署に事前相談しており、点検も適正に

事故を

者へきめ細やかに提言していくことが大切と思
料する。

業者へ委託し、消防の防火査察時にも不備事項
がなければ大丈夫と思ってしまうが、今回焼損

8.

おわりに

した誘導灯のようにエアコンの吹き出し口の直

本事案から誘導灯の設置・維持管理について

近に設置した場合、時季によっては温風や冷風

は、メーカー、建物管理者、消防機関がそれぞ

を直接受け、部品の劣化を助長する可能性が考

れの立場で取り組んでいるが、やはり立場や考

えられる。思わぬ外因により事故に発展するこ

え方に相違があり、法令順守だけで今後、同様

とがあるため、取扱説明書には 8～10 年で取り

の事故を防ぐのは困難であると感じた。我々消

換えを勧めているが、
「 別に法令に違反している

防機関は、今回発生した事故の原因やそこに至

訳でも点検を怠っている訳でもない。コストが

る経緯、安全への考え方、消防用設備の品質改

かかるから見送ろう。」という認識ではなく、
「安

良等を各方面に発信し続けることが、重要と考

心・安全」の確率を上げるための必要経費とし

える。

て考えて頂きたい。
(3)

消防機関

また、一般社団法人日本照明工業会誘導灯研
究小委員会において「誘導灯耐用限度の研究」、

我々消防機関としては、残念ながら誘導灯の

日本消防設備安全センター消防用設備等の経年

設置場所に関して、図面等の届出書類だけで設

劣化等に対応した点検方法検討会では「点検基

置環境を把握することは困難であり、法令上問

準の見直しやあり方」等が研究・検討された。

題がなければ承認される。消防用設備の点検報

法令や条例等も早期に現実に即したものとなる

告についても点検項目に経過年数を記載する必

ように期待する。
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

亜酸化銅増殖発熱現象の火災調査方法
神戸市消防局

澤田邦彦
1.

はじめに

に下記のような方法が実施されている。これら

通電状態の銅製品がスパークなどの高温加熱

の方法により、亜酸化銅増殖発熱現象が起きた

を受けた時に、銅の一部が酸化して亜酸化銅と

ことを立証することができるのか、実際の火災

なり、その部分が異常に発熱しながら徐々に拡

現場から発見された物品による検証を行った。
・抵抗値の測定 (2.1)

大して、火災の原因になる。この現象は「亜酸
化銅増殖発熱現象」と呼ばれており

1)

・光学顕微鏡による観察 (2.2)

、電気火

災の原因のひとつである。電気が通電している

・エネルギー分散型Ｘ線分析装置付電子顕微

状態でなければ発熱することはないが、2A 程度

鏡による観察（以下単に X 線分析装置付電

の小さな電流値であっても、周囲の可燃物を着

子顕微鏡と記す。）(2.3)
・亜酸化銅増殖発熱現象の確認 (2.4)

火させることができるため危険な現象である。
銅合金の接続部など、接触不良を起こす箇所

これらの方法によって得られる測定結果は、

であれば、どんな場所でも発生する可能性があ

いずれも亜酸化銅であることを立証するために

るため、決して珍しい火災原因ではない。平成

重要なことである。しかし、いずれの方法も物

26 年度における神戸市内の電気火災に関する

体の表面に生成した亜酸化銅を観察しているた

鑑定では、計 16 件中 4 件から亜酸化銅の塊が検

め、発見状況によっては、火災熱や経年劣化に

出されている。

よって生成した亜酸化銅である可能性が出てく

亜酸化銅の鑑識方法については、専門的な知

る。従って、これらの方法だけでは、火災現場

識や装置を要することが多く、亜酸化銅の増殖

から発掘される物品において、亜酸化銅増殖発

発熱現象が起きたことを科学的・客観的に証明

熱現象を主原因とする火災が起きたことを立証

していくことは、決して容易なことではない。

することは、難しい場合があることが分かった。

また、亜酸化銅の増殖発熱現象に関する研究は、

例えば、より線の銅線の場合は、素線と素線

数多く報告されているが、亜酸化銅の鑑識方法
について詳しく書かれている文献

2)

は少なく、

火災原因の調査を難しくしている。
そこで、客観的なデータが残せて再現性が高

の間にも腐食などの理由により、亜酸化銅が生
成してしまう。また、銅は淡水中においても、
腐食によって亜酸化銅被膜を生成し赤褐色を呈
することが知られている 3) 。

く、専門家でなくても行える簡便な方法によっ

従って、亜酸化銅が増殖発熱現象によって生

て、亜酸化銅増殖発熱現象が起きたことを証明

成したことを立証していくためには、表面腐食

することができないか検証を行った。

の影響を受けていない内部の状況を観察する必
要がでてくる。

2.

亜酸化銅の調査方法
現在は亜酸化銅の存在を確認するために、主

ここで、現在行われている亜酸化銅の確認方
法について簡単に紹介したい。
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2.2

抵抗値の測定

光学顕微鏡による観察

一般的に導体部の銅及び銅合金は、温度が上

亜酸化銅を細かく砕き、その微粒子を顕微鏡

昇すると、抵抗値も大きくなる性質を持ってい

で確認すると、ルビーのように赤く見えるのが

る。それに対し、亜酸化銅は温度が上昇すると

特徴である。亜酸化銅はガラス質であるので、

抵抗値が著しく小さくなる性質を持っているた

ペンチ等ではさんで容易に砕くことができる

め、温度による抵抗値の変化を測定することに

接触不良によって発熱した配線表面を顕微鏡で

よって、亜酸化銅の存在を確認することができ

観察すると、接触不良を起こしていた部分に多

る。抵抗値の温度変化を測定する際は、常温に

数のルビー色をした亜酸化銅が認められること

おいて数 kΩから数 MΩを示す場所を測定する

がある。

3)

純粋な亜酸化銅は赤いルビー色を呈している

とよい。
図 1 はプラグの差し刃に発生した亜酸化銅の

が、増殖発熱現象を起こした後の亜酸化銅を顕

抵抗値を測定した結果である。たった数十℃の

微鏡で観察すると、黒または黒味を帯びた赤褐

温度変化においても、顕著に抵抗値が負の温度

色を呈していることが多く、顕微鏡観察だけで

依存性を示すことが分かる。測定方法について

は、亜酸化銅であるか否かの判別は難しい。た

は写真 1 のように、プラグの差し刃をワニグチ

だし、金属顕微鏡により偏光観察をすると、赤

クリップで挟み、距離 1cm の抵抗値をテスター

いルビー色をより際立たせることができるが、

により測定した。

火災発生後に残存している亜酸化銅は、腐食し

火災発生後の試料は、著しく表面が腐食して

ていることや、周囲の物質を取り込んでいるこ

いる場合が多く、経年劣化や火災による腐食に

とが多く、赤褐色をしていないからといって、

よって発生した亜酸化銅である可能性も考えら

亜酸化銅ではないという訳ではない。

れるため、注意が必要である。

2.3

X 線分析装置付電子顕微鏡による分析

材質が不明な試料であっても、X 線分析装置
付電子顕微鏡を用いると、試料に含まれる金属
元素の種類や分布状況を客観的に調べることが
できる。電子顕微鏡により、写真 2 の白枠内を
撮影したものを写真 3 に示す。試料中には銅以
外の元素も多数含まれているため、銅以外の金
属元素が少ない領域を意図的に選び、写真 3 の
白枠内を分析領域に設定し、X 線分析装置によ
図1

り分析を行った結果を図 2 に示す。Ｘ線分析装

温度による抵抗値の変化

置付電子顕微鏡を用いて、写真 3 の温度ヒュー
ズを調べると、黒色を呈しているところの大部
はんだごて

分は、銅の酸化物であることが分かる。
X 線分析装置により亜酸化銅が確認できたと

熱電対

しても、腐食や火災時に生成した亜酸化銅かど
うかは識別できないので、Ｘ線分析装置の結果
のみから、増殖発熱現象が起きたことを証明す
熱電対温度計

写真 1

テスター

ることは難しい。

抵抗値の測定状況
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亜酸化銅の増殖発熱現象は、2A 程度の電流を

黒色

流すと、赤く光っている部分が、あたかも小さ
なうじ虫が地面を探るように忙しく動きながら、
増殖発熱現象を起こすことが知られており、大
きな特徴のひとつである 4) 。
火災当日に実際に流れていた電流を流し、異
写真 3

常な発熱や発光が認められることを再確認する
ことは、重要なことである。亜酸化銅増殖発熱
現象を再現することによって、増殖発熱現象を

写真 2

温度ヒューズの光学顕微鏡写真

起こす亜酸化銅であることを立証することがで
きる。
図 3 のような装置を用いて、100W の電球を 1

分析領域

つ又は 2 つ並列につなぎ、1～2A 程度の電流を、
亜酸化銅と思われる部分に通電させる。亜酸化
銅の塊が非常に小さい場合は、2A の電流であっ
ても、亜酸化銅が火花とともに、はじけ飛んで
しまうことがあるので、低い電流値から始めな
くてはならない。
ただし、銅線接触時において、通電に伴い発
生するスパークによって、本来亜酸化銅が存在
写真 3

温度ヒューズの電子顕微鏡写真

しない箇所にも、亜酸化銅が生成する可能性が
あるため、亜酸化銅と思われる部分と銅線を通
電前に接触させておき、電流の通電と遮断はブ
レーカーなどその他の接点で行う。試料の形状
により可能であれば、銅線と試料をワニグチク
リップ等で固定した上で、通電させてもよい。
また、接触させる銅線の先端は実験毎に切断し、
亜酸化銅が付着していないようにする。
写真 4 は、図 3 のような装置を使って、火災
原因となった 3 口タップの導体部に約 2A の電

エネルギー [keV]

図2

X 線分析装置の解析結果

流を流した時の状況であるが、可動式差し刃の
ワッシャの一部が赤く光っている。
また、100W 電球を使った装置が手に入らな

2.4

亜酸化銅増殖発熱現象の確認

い場合は、100W 電球を 100～200W 程度の電化

亜酸化銅を確認できれば、次にその亜酸化銅

製品で代用することもできる。ドライヤーの冷

が増殖発熱現象を起こすか否かを、確かめなけ

風モードを利用すると、風量の強弱によって電

ればならない。増殖発熱現象を確認する最も簡

流値を変化させることができ、持ち運びも楽で

単な方法は、実際に電流を流してみることであ

あるため、使い勝手がよい。
写真 4 のように金属板に覆われている内部で

る。
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赤く光っている場合は、光の動きを観察しにく

3.

金属内部の状況を確認する方法

い。また、写真 5 のように、試料表面の腐食が

前述したように、亜酸化銅の存在を確かめる

著しい場合は、1～2A の電流を流すと、火災の

方法は数多く存在するが、亜酸化銅増殖発熱現

原因とは無関係に、赤い発光が認められる場合

象の発熱を火災発生の主原因として立証するた

があるので注意が必要である。写真 5 は鉄製ネ

めには、その亜酸化銅が腐食や火災によって 2

ジの表面が赤く錆びている箇所に、1～2A の電

次的に生成したものではないことを確認する作

流を流した状態であり、発光部は移動しないも

業が必要となる。従って、試料表面に生成して

のの、赤い発光が認められる。

いる亜酸化銅は、腐食や火災熱による生成の可

クランプメーター

能性があるため、金属内部の状況を確認してい
くことが必須となる。

100W 電球

そこで、金属の内部観察に関する経験と知識
がないため、兵庫県立工業技術センターの方に
観察方法についてのご教示をいただいた。ここ
ブレーカー

試料に電流を流す

では、教えていただいた金属内部組織の観察方
法を基に紹介する。

図3

金属組織を観察するには、下記のような手順

試料

100V の交流電源へ

亜酸化銅の増殖発熱現象を確認する装置

が必要となる。
・観察したい金属を樹脂で固める (3.1)
・研磨 (3.2)

差し刃

・エッチング（腐食）(3.3)
3.1

観察したい金属を樹脂で固める

金属をきれいに研磨するためには、まず観察
したい試料を、樹脂で固めて研磨しやすいよう
に加工しなければならない。研磨用の硬化樹脂
赤く光っている

は、
「2 種類の硬化剤を混ぜ合わせて硬化させる
もの」や「硬化剤に特殊な光を照射して硬化さ
せるもの」など、さまざまな種類がある。また、

写真 4

赤く光る 3 口タップの一部

硬化させる樹脂も「アクリル」「ポリエステル」
「エポキシ」などさまざまな種類がある。
ここでは、透明度が高く、短時間で硬化でき
る、写真 6 のような一液性可視光硬化タイプの
株式会社マルトー製「アクリル・ワン」を使用
する。まず、円柱状のケースの中に試料を入れ
る。試料はなるべく円の中心から点対称になる
ように、バランスよく配置する。そうすること
によって、試料を水平に研磨しやすくなる。
試料をケースに入れ、ケースの中に硬化させ

赤く光っている

る樹脂をゆっくりと、気泡がなるべくできない
写真 5

腐食したネジ表面の赤い発光

ように流し込む。最後に、試料を入れた樹脂に
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特殊な光を十数分照射すれば、樹脂が固まる。

最終的に鏡面になるように研磨をする。♯1500
の研磨とクロスによるバフ研磨は、特に丁寧に
行わないと、きれいな鏡面を得ることができな
い。ここで、きれいな鏡面ができていないと、
次のエッチング（腐食）がうまくできない。当
研究所では現在、バフ研磨の研磨剤は、銅のエ
ッチングには不向きな面もあるが、結晶アルミ
ナが主成分のものを使用している。

写真 6
3.2

試料を樹脂で固めるための装置

研磨

金属試料の研磨には、耐水研磨紙を使用する。
ここでは、粒度♯220、♯800、♯1500 の研磨紙

粒度の粗い研磨紙
による傷が残らな
いようにする

を用いて、写真 7 のような小型平面研磨機「マ
ルトーラップ」により研磨を行う。

写真 8
3.3

研磨面の状況

エッチング（腐食）

研磨により、試料に鏡面を作製することがで
きれば、試料面を流水できれいに洗う。その時
に、鏡面を直接手で触れることがないように、
試料は丁寧に取り扱う。鏡面がきれいになれば、
いよいよエッチングである。試料が銅合金であ
る場合は、下記のものを混ぜた銅用のエッチン
写真 7

研磨機と研磨剤

グ液を使用する。
（銅用のエッチング液）

次に、粒度の粗い研磨紙から順に水をかけな

HCl：

がら研磨を行う。粒度の粗い研磨紙から、粒度

塩化鉄（II）：

の細かい研磨紙に変えた際は、写真 8 のような

水又はエチルアルコール：

20～50ml
5～10g
100～200g

粒度の粗い研磨紙により付いた傷がすべて消え

火災原因調査の場合は、銅線やプラグの差し

るように研磨をする。その作業を繰り返して、

刃など、試料が銅合金である場合が多いため、

より細かな傷だけが残るようにする。

現在のところ、このエッチング液で腐食が可能

♯1500 の研磨を上手にすれば、ある程度鏡の

である。ただし、ステンレスなど銅以外の金属

ように反射する面が作製できる。そして、最終

を腐食させたい場合は、王水など他のエッチン

研磨を行うためのクロスに、研磨剤を塗って、

グ液が必要となる
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いては、技術的に難しく、今後の課題である。

呈しているが、
「溶断部付近」と「抜け防止の穴

エッチングは、シャーレ又はビーカーに入れ

周囲」に亜酸化銅が特に付着しており、且つ「溶

た腐食液に、試料の研磨した面を漬け込み、数

断部付近」と「抜け防止の穴周囲」の亜酸化銅

秒間待つ。その後、水により腐食液を洗い流し

は、差し刃表面にできた亜酸化銅を介して、立

た、エチルアルコールに一旦漬けてから、ドラ

体的に繋がっていることが分かった。写真 11

イヤーを使って乾燥させる。

の試料をさらに研磨した状況を写真 12 に示す。

エッチングした面を顕微鏡で観察し、写真 9

このように、金属組織の観察をする必要がな

のような金属組織が観察できれば、成功である。

い場合は、鏡面研磨やエッチングの作業が省略

金属組織が見えなければ、腐食を再度行い、い

できるため、非常に簡単に内部の状況を確認す

くら腐食しても組織が観察できない場合は、研

ることができる。

磨を再度やり直してから、腐食を再度行う。
写真 11 参照

写真 10
写真 9
4.

電源プラグの差し刃

銅線を腐食させた状況

観察事例
金属組織の内部観察方法を応用することによ

って、今まで以上に詳細な見分ができるように
なった。ここで、観察事例について紹介する。
写真 10 は、溶断した電源プラグの差し刃であ
黄金色

るが、表面が腐食しており、溶融痕が短絡によ

写真 11

るものなのか、それ以外の理由によるものなの

黒色又は暗赤色

プラグ差し刃に付着した亜酸化銅

かは判別できない。
溶断した差し刃を樹脂に固め、表面を削ると
黒色又は暗赤色

写真 11 のように、黄金色の金属光沢を示す部分
と、黒色を呈する部分がある。
「抵抗値の測定」、

黄金色

「光学顕微鏡による観察」及び「増殖発熱現象
の確認」によって、亜酸化銅の確認を行ったと
ころ、黒色を呈している箇所の大部分が亜酸化
銅であることが分かった。
この黒色又は暗赤色を呈する亜酸化銅の分布
状況を調べるためには、試料を削り取りながら、
写真撮影すればよい。内部の大部分は黄金色を
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鑑識方法のフローチャート

総合的な調査方法の提案

燥させた状態で保存する。

ここで、現在さまざま存在する亜酸化銅の確
6.

認方法について、より正確な調査を行っていけ
るようにするために、図 4 のフローチャートで

まとめ
亜酸化銅増殖発熱現象によって発生した火災

亜酸化銅の総合的な調査方法を提案する。

であると立証するためには、亜酸化銅の存在を

亜酸化銅の疑いがある試料は、表面を詳細に

確かめるとともに、増殖と発熱の痕跡があるか

観察及び記録した後、表面に付着しているすす

を確かめなければならない。従って、その他の

（煤）や汚れをブラシで丁寧に落とし、抵抗値

火災原因調査と同様に、周囲の焼けた状況を客

の温度変化を測定する。

観的に調べることにより、発熱したかどうかを

試料の大きさが小さすぎる場合や、腐食によ

見極めなければならない。金属の溶融・変色や

りもろくなっている等の理由により、抵抗値を

樹脂の溶融・炭化の度合などから、亜酸化銅が

測定できない場合は実施しない。

局部的に発熱していたかどうかを確かめること

写真 5 のように、表面が腐食しておらず亜酸

が重要である。

化銅が発生したと思われる部分が接続された状

亜酸化銅による火災の原因を調査していくに

態であり、電流を流すことによって、火災発生

は、亜酸化銅の塊のみから出火の可能性を議論

時の状況を再現できるような場合は、1～2A の

することはできず、亜酸化銅とその周囲の状況

電流を流し、亜酸化銅増殖発熱現象を確認する。

から総合的に判断していくことが重要である。

次に、試料を樹脂の中に固め、研磨をしなが

その上で、亜酸化銅増殖発熱現象について、前

ら断面の写真を撮影する。そして、金属光沢を

述の鑑識方法が少しでも火災の原因究明に役立

示さない黒色や赤褐色に近い色を呈する塊があ

てば幸いである。

れば、1～2A 程度の電流を流し、亜酸化銅増殖
発熱現象が再現できるかを確認する。発光を確

7.

認できれば、発光を起こした塊の位置と大きさ

1) 東京防災指導協会：新火災調査教本 第 3 巻

を記録しながら研磨する。また、X 線分析装置
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

穀物貯蔵サイロの爆発火災事例に関する原因究明手法及び
消防隊活動時の危険予知について
横浜市消防局

岩方清光、太田和哉、中田雅之
1.

はじめに
爆発した
B2 サイロ

2013 年 11 月 30 日（土）、横浜市神奈川区鈴
繁町の港湾地域に所在する穀物サイロにおいて、
飼料用大豆が長期保管されていた穀物サイロ 1
基が突然爆発し、作業中の係員 2 名が死傷する
火災が発生した。
火災調査は、貯蔵大豆の排出及びサイロの解
体作業の進捗にあわせて実施したため長期化し
たが、各種分析装置を用いた分析結果から、貯
蔵大豆の保管状況を主要因として、ヒューマン

写真 1

エラーが重なった複数的要因で出火したメカニ

出火建物サイロ部分

ズムが判明したものである。
ものの、14 基あるサイロのうち、使用されてい
2.

たサイロは破損した 1 基のみである。（写真 2、

火災の概要

2.1

出火日時

2013 年 11 月 30 日 13 時 35 分頃

鎮火日時

2013 年 12 月 8 日 12 時 15 分

2.2

写真 3、図 1）

出火・鎮火日時

ふるいにかけた大豆は、商品として出荷する
物を隣接する他のサイロ棟に保管し、爆発した
サイロには割れ豆、きようざつ（夾雑）物等の

出火場所、被害状況等

出火場所

神奈川県横浜市神奈川区鈴繁町

商品にならない大豆類を貯蔵していた。貯蔵量

建物用途

耐火構造 5 階建て倉庫（写真 1）

は最大で 600t のところ、約 130t（管理者の推定）

焼損状況

穀物サイロ 1 基破損（貯蔵物：大

である。貯蔵していた期間は、最大で 2 年間で

豆類約 130t 焼損）
死傷者
2.3

ある。
サイロ側壁の亀裂（幅 1m×長さ 5.6m）

死者 1 名、負傷者 1 名

建物状況

出火建物は、大豆をふるいにかける作業棟と
サイロ棟が一体となったもので、大豆の移動は、
陸屋根上やサイロ下部にそれぞれ設置されたチ
ェーンコンベアと、サイロ棟に設置された垂直

B4

B3

B2

B1

バケットエレベータを用いて、サイロ内に投入
及び排出を行っていた。この建物での作業状況
写真 2

は、作業棟での大豆の選別作業は行われている
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図1

B2 サイロの概要

サイロ側壁の亀裂

わたり、サイロ内に残留すること。）が発生して、
詰りが生じている。ホッパースカートを外部か
ら木製ハンマーで叩いて、固結を崩す作業を行
ったが、詰りが解消しないため、ホッパースカ
ートにある点検口を開放して、作業員が木製の
棒で突き崩す作業を実施中に、サイロ内に青白
い光が走り、次いで、大豆類が点検口から噴出
した。噴出を受けた作業員は、顔面に負傷を負
い、作業室床に倒れて大豆に埋没したが、他の

写真 3

B2 サイロ陸屋根及び側壁の破損状況

作業員により屋外に救出されている。（写真 4）
サイロの爆発によって、サイロ上部の陸屋根

2.4

爆発ま での作業 状 況及び死 傷 者発生の経

及び側壁が破損して飛散し、サイロ屋外に隣接

緯

する梱包作業場で、休憩中の作業員の頭部にコ

発災当日は朝からサイロ下部にある排出用の

ンクリート片が当たり、救急車で医療機関に搬

スライドゲートを開放して、大豆類の排出作業

送したが、死亡確認がされた。

を行っていた。作業の内容は、スライドゲート

点検口

ホッパースカート

から排出した大豆類をチェーンコンベア、垂直
バケットエレベータを介して上部に運び、フレ
キシブル配管から屋外にある梱包作業場にある
ホッパーに運び、フレキシブルコンテナパック
に詰める工程である。この作業中にサイロ内に
大豆類が固結することによって生じる、ブリッ
ジと称するホッパースカート（サイロ下部の金

流出した大豆

写真 4

属製のろう斗部分）の固結（固まって長時間に
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摘要
･･･現場サイロ
･･･コ ン ク リ ー ト 片 の 最
大飛散距離測定点
55
単位：m

75
17

64
100
85
115

図2

3.

コンクリート片飛散状況図

爆発の状況

3.1

梱包作業場

事務棟

サイロ 棟

サイロ爆発時の状況

サイロ棟横の梱包作業場を挟んで、事務棟が
建っており、この屋上から爆発時の状況を見て
いた者の口述によると、サイロ陸屋根にある投
入口のハッチの蓋が垂直方向に吹き飛び、次い
でシューと言う音がして、白っぽい物がハッチ
口から噴出した後に、サイロ上部が膨らんで、
陸屋根と外壁が破裂したと供述している。
3.2

コンクリート片の飛散状況
写真 5

発災時にコンクリート片の飛散状況を調査し
たところ、爆発したサイロを中心に、北側に 55m、

コンクリート片飛散状況
（梱包作業場）

東側に 75m、南東側に 100m、南側に 85m、西
側に 64m の範囲で、コンクリート片が飛散して
いるのが確認されている。（図 2）
南方向に偏って飛散しているのは、サイロの
破損が陸屋根と南東側の側壁であることが要因
である。コンクリート片の大きさは、拳大の物
が多数を占め、直径 20cm 程の物も見受けられ
た。（写真 5～写真 8）
3.3

本件火災の現場活動

本件火災の現場への到着は、13 時 46 分で、
写真 6

爆発から 11 分経過していた。先着隊は、現場か
ら 126m 離れた公設消火栓に部署し、建物関係

コンクリート片飛散状況

（梱包作業場を拡大撮影）
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ように命令をかけた。その後、特別高度救助隊
の命令で、活動警戒区域を 150m に変更してい
る。現場の状況は、周囲にコンクリート片が散
乱し、サイロからの発煙等は認められず、建物
関係者から、サイロ棟で使用されているのは爆
発したサイロだけで、他のサイロは使用してい
ないとの情報を得て、遠方から赤外線温度測定
器を用いて、爆発したサイロ及び他のサイロの
写真 7

コンクリート片飛散状況
（梱包作業場屋根）

壁体温度、事務棟屋上から破損したサイロ内部
の温度を測定し、何れの温度も外気温と同一で
あることから、上部サイロの爆発の危険性は低

サイロ棟陸屋根

いと判断し、近隣からサイロ下部作業室内の環
境測定及び温度測定を実施したところ、可燃性
ガスの滞留はなく、温度も外気温と差がないこ
とから、爆発の危険性はないと判断した。発災
日に行った現場調査活動は、現場建物の崩壊危
険を考慮して、実況見分活動を行わず、主に建
物関係者からの事情聴取から爆発の原因を考察
した。サイロ内には、火源となりうる電気設備、
写真 8

コンクリート片飛散状況

機械設備及び燃焼器具を含む内燃機関等は設置

（事務棟屋上）

されていないこと、搬出作業を行っていて、貯
蔵物の大豆が流動していること、固結の突き崩

者から、サイロが何らかの原因で爆発し、負傷

し作業中にサイロ内で青白い光を見ていること

者が 2 名いることを聴取した。現場の指揮を執

等を聴取し、サイロ内に貯蔵物の粉塵雲が生じ

る指揮隊は現場への途上に、無線で活動命令を

て、粉塵爆発が発生した可能性と、貯蔵物が酸

発し、再度の爆発が懸念されるため、現場から

化発熱して何らかの可燃性ガスが発生し、何ら

50m 以上離れて活動警戒区域を設けて部署する

かの火源が着火して爆発したと考え、貯蔵物の
大豆を収去して鑑定する方針とした。（写真 9
及び写真 10）

黒色に変色して
いる大豆と大豆
が固結している。

白色に変色して
固結している。

写真 9

サイロ内の固結していた大豆（サイロ内からの収去物品）
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写真 12
写真 10

炭化して固結した大豆（サイロ内

サイロ内の状況

コンクリート片が堆積

からの収去物品）

3.4

爆発の原因

本件火災は、サイロの爆発から完全鎮火まで
8 日間を要した。11 月 30 日の爆発当日、サイロ
点検口が開放した状態のサイロ下部に位置する、
搬出作業室の環境測定を行ったが、可燃性ガス
は検知されなかった。爆発によって、サイロ内
写真 13

に落下した陸屋根等のコンクリート片が内容物

サイロ内の状況（拡大）

に蓋をする形になり、上部からも大豆類の状況
が見分不能であった。（写真 11～写真 13）
その後、12 月 8 日に爆発の危険がないと判断
し、搬出作業を再開したが、この作業によって
空気が流入して、燻っていた大豆類からの発煙
が生じた。（写真 14 及び写真 15）
この発煙は、排出作業のため、サイロ最下部
にあるスライドゲートを開口したことと、排出

陸屋根が開放

写真 11

写真 14

亀裂部分

写真 15

陸屋根の状況
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作業で大豆が流動したことによって空気がサイ

と考えられ、この熱を蓄積することで、大豆の

ロ内に入り、燻っていた大豆に酸素が供給され

含有する油分等の酸化が始まり、酸化熱の発熱

て生じたと考えられる。爆発の原因について、

へと繋がると推定された。（図 3）

現場で大豆類を収去して横浜市消防局訓練セン

可燃性ガスの発生については、適度な水分を

ター管理・研究課が、総務省消防庁消防大学校

含ませた大豆を密閉環境で保持温度 50℃とし

消防研究センターに成分分析及び熱分析の鑑定

た場合は、好気性微生物の発酵による微少の水

を依頼し、その結果の報告を受けている。鑑定

素及び一酸化炭素の発生が確認され、密閉状態

は消防研究センターで行われ、鑑定試料は、爆

のため酸素が消費されると窒息状態となり、前

発したサイロ内にあった大豆と新品の大豆の 2

述の発熱による熱分解で 200℃から 300℃の範

種類で、鑑定の方針は、過去の植物に由来する

囲では可燃性ガスが生成されることが判明した。

自然発火の事例から、好気性微生物の発酵によ

（図 4）

る発熱が必要であり、これには適度な水分が必

見分状況では、12 月 8 日の見分で放射温度計

要であるのがすでに知られているところから、

を用いて大豆類の温度測定を行ったところ、

含水量、発熱挙動、発火温度を把握し、その結

189.5℃の温度を測定していること。（写真 16）

果を基に以降の分析条件を決めて鑑定を行った。

その後の搬出作業中に、環境測定器でメタン

併せて鑑定依頼外であるが、消防研究センター

ガスが検知されていること等から、サイロ内で

からの提案を受け、粉塵爆発の可能性を鑑定す

大豆から微生物の発酵による可燃性ガス、熱分

ることとなった。鑑定方法は、①熱重量―示差

解による可燃性ガスが生成されていたと考えら

熱同時測定装置（TG-DTA）での大豆に含まれ

れ、これらの可燃性ガスがサイロ内に滞留し、

ている水分の測定、発熱開始温度の確認及び燃

サイロ下部の点検口を開放しての作業で、燻っ

焼完了までの熱挙動の把握、②高感度熱量計

ていた大豆類が空気の流入で発火し、可燃性ガ

（C-80）での水分の有無による、TG-DTA では

スに着火して爆発したと考えられる。粉塵爆発

正確に計測できない室温付近からの発熱挙動の

については、文献によると、過去の穀物サイロ

把握及びその発熱量を計測、③等温型超高感度

の火災では、粉塵爆発が原因となっていること

熱量計（TAM-III）での C-80 の測定で、試料の

が多いことから、粒子の大きさを計測した。粉

最も高い発熱の見られた温度に近い、50℃を保

塵爆発は、貯蔵物に含まれるきょうざつ（夾雑）

った状態での発熱挙動及びその発熱量の測定、

物等の粒子の大きさが大きく影響しており、一

④ガスクロマトグラフ（GC）での発生ガスの成

般的には 100μm 以下の可燃性の固体が、空気

分分析による、好気性微生物の活動の推測、⑤

中に適当な濃度で浮遊している状態が必要で、

TG-DTA 及 び フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 光 度 計

粒子の大きさがより小さい方が、最小着火エネ

（FT-IR）での熱分解により、試料から発生する

ルギーが小さくなるため、危険性が高いとされ

ガスの分析、⑥マイクロトラック粒度分布測定

ている。マイクロトラック粒度分布測定装置で

装置での大豆の破砕片の粒度分布測定、以上の

は、きょうざつ（夾雑）物等を 500μm のふる

6 種類の測定を行った。鑑定結果は、大豆の自

いにかけた粒子について３回計測を行ったが、

然発火について、適度な水分を含ませた状態で、

100 μ m 以 下 の 粒 子 の 量 が 最 大 で 全 体 量 の

室温付近から自ら発熱を開始し、この発熱は大

8.32%と 10%に満たないことから、粉塵爆発を

豆に含まれる好気性微生物の活動による発酵熱

起こす可能は極めて低いと考えられる。（図 5）
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水分の有無による発熱開始点の違い

吸光度

保持時間:
23m313
（約 250℃）

保持時間:
31m539
（約 360℃）

保持時間:
34m907
（約 430℃）
|
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熱分解による発生ガスの状況

チェーンコンベア点検口

写真 16
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粒度分布測定の結果

穀物サイロが爆発する危険性について

4.1

100

と、貯蔵開始からの推移を各項目について確認

爆発後の危険要因

する必要がある。
4.2

本件のように、すでに建物等が爆発している

爆発が懸念される状況について

場合の危険要因は、爆発によって建物の一部が

穀物サイロでの爆発が懸念される状況は、本

損壊して開放している状況で、可燃性ガス等の

件火災から見て、サイロ内温度の上昇、発煙及

発生が検知活動で検知されない場合は、再度、

び可燃性ガスの発生があげられる。前項で記載

爆発する危険性は低いと考えられる。この場合

したとおり、サイロ内温度の上昇は、穀物の含

の危険要因は、建物の崩壊、爆発の波及による

水率が上がって発酵することと、穀物が含有す

周辺建物への被害が考えられる。建物周辺に活

る油分等の酸化に起因し、これにより、穀物が

動警戒区域を設定し、落下物等の危険要因の排

固結して燻って発熱が継続すると発煙、可燃性

除を考慮する必要がある。それに対して、可燃

ガスが生成されると考えられる。建物関係者が

性ガス等の発生が検知された場合は、再度、爆

これらの兆候に気が付き、通報を行い、消防機

発が起こる可能性が高いことから、コンクリー

関が現場到着した時の注意点として、必ずしも

ト片の飛散状況に基づいた活動警戒区域の設定

建物関係者は爆発を想定していないことがあげ

が必要である。コンクリート片の最大飛散地点

られる。サイロは一般的に気密性を高くして、

から、さらに広範囲に活動警戒区域を設定する

雨水や空気中の湿気等の水分が入り込まないよ

必要がある。活動警戒区域を設定すると同時に、

うにしているのが常であり、穀物の変質に注意

関係者から貯蔵物の状況及び建物の状況を詳細

を払っている。しかし、サイロ内に空間がある

に聴取する。貯蔵されている穀物は、穀物の含

以上、空気が循環する可能性が全くないとは言

水率が高く、荷重量が大きく、荷重時間が長い

えず、貯蔵時間が長期にわたる場合、穀物の含

と固結して、同時に微生物の発酵が始まり、発

水率が上がっていく可能性が高いとも言える。

酵熱の蓄熱から穀物が酸化し、これによって酸

建物関係者は発煙が生じ、発熱が確認される事

化熱が生じて穀物の温度が高温となり、化学反

態になれば、開口部を開放して搬出作業を行っ

応で可燃性ガスが発生する。このことから、貯

ている可能性がある。燻っている穀物からは、

蔵物に関しては、貯蔵している物品の品目、貯

可燃性ガスが発生することが判明していること

蔵量、形状、貯蔵している期間、温度管理の有

から、このような作業を行うことで空気の流入

無、含水率の状況、固結の有無等の現在の状況

を促進し、酸素の供給によって燻った穀物が発
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火して、可燃性ガスに着火して爆発の起因とな

口が閉止されており、空気の流入は限定的で、

ることが明白である。このことからサイロから

発酵熱から出火に至るまでの、酸素の供給が滞

の発煙や穀物の異常な発熱を通報で受けた場合

った状態であったと考えられる。しかし、建物

は、その時点でサイロ周辺からの作業員等の避

関係者からの説明で、大豆を貯蔵していた約 2

難を指示し、併せて可能であるならば、サイロ

年間に、サイロ内の大豆の温度が通常は 10℃前

を密閉する等の空気の流入を絶つ手段を講じる

後で推移するのに対し、このサイロでは温度が

よう指示する必要がある。また、現場到着時に

上がる傾向にあるため、温度が上昇する、サイ

は、これらの事象を建物関係者から早期に聴取

ロから大豆を抜き取り、チェーンコンベア、垂

して、現場の状況を確認することが急務である。

直バケットエレベータを介して、再度、同じサ
イロに上部から投入する循環を行っていた事実

5.

状況確認の手法について

5.1

があり、これにより空気が循環し、好気性微生

温度の計測方法

物の発酵が行われたと考えることができる。こ

穀物サイロで何らかの異常が察知され、通報

のサイロ内の温度上昇は、爆発するまでの温度

がなされた場合は、活動警戒区域の外からの温

測定によると、40℃から 60℃の温度を示してい

度測定が必要である。手法としては赤外線温度

る。この状況から、大豆に含有される油分の酸

測定装置で外壁温度の温度測定を実施する。建

化が始まり、酸化熱が高まっていったが、固結

物関係者からサイロ内部の管理している温度を

状態になった大豆等への酸素の供給が滞ったこ

聴取し、これを指針として温度測定結果と照ら

とから、発火することなく蓄熱していったと考

し合わせて、明らかに外気温度や管理している

えられる。この蓄熱により、大豆類の熱分解が

温度より、高い温度が計測されたならば、サイ

起こり、可燃性ガスが生成されたと考えられる。

ロ内で穀物が発熱していると判断できる。外壁
の構造で鉄筋コンクリート製のサイロであれば、

6.

まとめ

サイロ内の温度が外壁に伝導されづらく、正確

穀物が好気性微生物の発酵及び酸化熱での分

に計測するのは難しいと思われるが、この場合

解で、それぞれ可燃性ガスが生成されることが、

は計測の結果で若干でも温度の上昇が認められ

今回の爆発火災、現場の見分及び収去物の分析

れば、爆発の危険性を考える必要がある。穀物

で明らかとなった。可燃性ガスは、着火しやす

サイロでは、貯蔵物の品質管理のために温度測

い気体であり、適当な生成量があれば、十分に

定が行われているのが常であることから、外壁

爆発する可能性がある。サイロの爆発の原因は、

の温度変化が認められない時は、サイロ内の測

粉塵雲の形成により、発生する粉塵爆発が多く

定温度を確認する必要がある。

知られているが、粉体ではなく、穀物そのもの

5.2

の発酵及び酸化によって可燃性ガスが生成され、

可燃性ガスが生成される温度について

今回の鑑定報告で、発酵による発熱のピーク

蓄熱した穀物自体が発火源となり、爆発を引き

は約 50℃であることが測定の結果判明してい

起こす危険性があることが明確に分かった。サ

る。この温度を保持した時の熱量は自然発火に

イロの貯蔵物が発火源、着火物となり、自然発

至るに十分な熱量である。また、この時に微量

火、爆発が生じる危険性があることから、穀物

ながら、水素及び一酸化炭素が発生しており、

の長期貯蔵ではサイロ内の湿度及び温度管理が

貯蔵時間が長時間にわたれば、時間に比例して

より一層重要であり、警防活動に際しては、活

発生量が増加すると考えられる。爆発のあった

動警戒区域をより広範囲に設定することが重要

サイロは陸屋根のハッチ及びサイロ下部の点検

である。
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

在宅酸素療法中の患者宅で発生した火災の調査報告
大阪市消防局

北尻宗嗣、森下信一
1.

はじめに

腫を患っているため、在宅酸素療法中であり、

本件は、在宅酸素療法中の患者宅で発生した

常時、鼻カニューレを装着して生活していた。

火災で、現場調査を実施した結果、在宅酸素療

（イ）以前はヘビースモーカーであったが、最

法で使用されている酸素濃縮装置が、著しく焼

近は症状が悪化してきたため、喫煙は 1 日 10

損していたことから、メーカー立会いのもと、

本程度となっていた。また、たばこへの点火

鑑識及び検証実験を行い、出火原因及び延焼経

については、握力が弱くなっていたため、マ

路を究明するとともに、その調査結果をもとに、

ッチで行っていた。

類似火災防止に向けて取り組んだ事例を紹介す

（ウ）ベッドで横になることができず、常時、

る。

テーブル横の椅子に座って過ごしており、歩
行は困難な状況であった。

2.

火災の概要

(1)

出火日時

平成 26 年 5 月
(2)

イ

み内容
7 時頃

被害状況

リース会社職員は、出火時間の約 7 時間前、
火元居住者から、酸素濃縮装置のアラームが鳴

鉄筋コンクリート造陸屋根 8 階建共同住宅の
2

一室において、側壁 1m 及び内在品が若干焼損

動するとの連絡を受けたため、火元居住者宅を
訪れる。

し、負傷者 1 名（重症）が発生した火災である。
(3)

酸素濃縮装置のリース会社職員からの聞込

消防隊到着時の状況

消防隊が出火室に到着すると、玄関扉の隙間
から煙が出ているのを確認する。玄関扉は閉ま

訪れた職員が酸素濃縮装置を点検すると、当
該装置に異常はなく、加湿用のコップが完全に
装着されていなかったため、アラームが鳴動し
たものと判明。

った状態であったが、施錠はされていなかった
ため、室内に進入すると、黒煙が充満しており、

コップを装着しなおし、しばらく様子を見て
いたが、異状はないため会社に引き揚げる。

ベッド横の酸素濃縮装置付近で炎を認める。
さらに、同室内を検索すると、テーブルの北

3.

現場調査

側床面に、火元居住者が倒れているのを発見し

(1)

現場の状況

たため救出する。なお、当該火元居住者につい

ア

出火室はワンルームタイプの間取りで、南

ては、その後 30 日以上経ってから、入院先の病

側中央部にベッドが置かれている。ベッドの

院で死亡している。

東側には焼損した酸素濃縮装置があり、これ

(4)

関係者からの情報

を基点として燃え広がった状況が認められ

ア

火元居住者の親族からの聞込み内容

る（写真 1）。

（ア）一人暮らしをしている火元居住者は肺気

イ
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は全体的に炭化している（写真 4）。

は大半が焼失し、内部の金属部や電装部品が
露出している（写真 2）。
ウ

エ

酸素濃縮装置のチューブは、火元居住者が

火元居住者が着ていた衣服を見分すると、
上着の所々に小さな焼き痕が認められる。

倒れていた北東側へ延びており、それが床面

オ

に見分できる（写真 3）。

上着と一緒にあった鼻カニューレを見分す
ると、チューブとの接続部付近で焼け切れて
いる（写真 5）。

このチューブを見分すると、所々で内側か
ら炎が噴出したような痕跡が認められるが、

カ

大半が残存しており、焼けは弱い。また、チ

救出した火元居住者に火傷はなかったが、
鼻の中に煤けが認められた。

ューブの内側と外側を比較すると、外側はほ
とんど焼けていないのに対し、内側について

酸素濃縮装置

ベ ッド

写真 1

写真 2

出火室の状況

焼損した酸素濃縮装置

酸素濃縮装置

チューブ

写真 3

写真 4

チューブの状況

チューブの焼損状況

接続部（焼け切れ）

鼻カニュー レ

チューブ

写真 5

鼻カニューレ等の状況
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現場調査の結果

室内の空気中から高濃度の酸素を取り出す装置

現場調査の結果、当該建物の 1 階玄関はオー

である。本件火災の酸素濃縮装置の構造、原理

トロック式で、建物居住者以外に建物内に入る

は次のとおりである。

ことはできないこと。また、出火時、出火室の

まず、室内空気をコンプレッサによって吸着

玄関は施錠されていなかったが、火元居住者が

筒へ加圧供給し、吸着筒に充填された吸着剤（ゼ

在宅中に、何者かが侵入し放火するとは考えに

オライト）により、空気中の窒素を吸着分離す

くく、室内に荒らされたような形跡もないこと。

ることで、高濃度の酸素を生成している。生成

さらに、本人に火傷や外傷はなく、関係者から

された酸素は、加湿器で加湿された後、酸素取

も自殺を示唆するような供述は得られていない

出口よりチューブ、鼻カニューレを経て、患者

ことから、放火の可能性は極めて低いと判断し

に供給される（図 1）。一方、吸着分離された窒

た。

素は脱着され、装置の排気口より室内に放出さ

一方、酸素濃縮装置については、著しく焼損

れる。

しており、考えられる出火原因として、
“当該製
品自体からの出火の可能性”と“酸素吸入中に

5.

おける喫煙が起因しての出火の可能性”、以上 2

(1)

製品鑑識

つの可能性が考えられたため、後日、メーカー

ア

鑑識の概要

立会のもと、鑑識及び検証実験を行うこととし

鑑識及び実験

メーカーが持参した同型品と比較して、酸素

た。

濃縮装置の鑑識を実施する。

なお、酸素濃縮装置のチューブは大半が残存

（ア）本体の外観を見分する。

し、焼けが弱いのに対し、酸素濃縮装置は原形

酸素濃縮装置の正面は焼けが強く、外装樹

を留めない程に強く焼けていることから、当初、

脂が焼失し、内部の基板等が露出している。

製品自体からの出火の可能性が高いと考えてい

向って左側も焼けが強く、外装樹脂の大半が

た。

焼失している。向って右側及び背面について
は、上部外装樹脂は焼失しているものの、半

4.

酸素濃縮装置について

分より下部は、樹脂が焼けずに残存している
（写真 6、写真 7）。

酸素濃縮装置は、酸素ボンベを必要とせず、

空気取入口

酸素濃縮装置の構造
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正面

写真 6

写真 9

酸素濃縮装置

基板 A の状況

ヒューズ
正面

写真 7

写真 10

酸素濃縮装置

基板 B の状況

なお、その内の 1 つの基板に電流ヒューズ
が確認できるが、電流ヒューズの可溶体に溶
断は認められない（写真 10）。
（ウ）本体上部の基板や樹脂溶融物等を除去し
ていくと、本体下部には金属製のボックスが
見分できる。
この金属製のボックス内は上下 2 段の構造
となっているため、外装ケースを取り外し、
写真 8

同型品上部の状況

まず、内部上段の状況を見分すると、2 つの
ファンモータとリレーが認められるが、どれ

（イ）同型品を確認すると、焼損の著しい本体

も樹脂が溶融、変形しているのみで、焼けは

上部には合計 7 枚の基板が確認できるため
（写真 8）、焼損品からこれら基板を取り出し

弱い（写真 11）。
（エ）続いて、金属製ボックスの内部下段の状

見分する。

況を見分する。

その結果、どの基板も一様に強く焼けてい

ここにはコンプレッサが見分できるが、コ

るが、局部的な焼け抜け等はなく、残存する

ンプレッサに至る配線被覆は溶融している

部分においては、出火に至る痕跡は認められ

ものの、断線等はなく、また、本体自体に焼

ない（写真 9）。

けは認められない（写真 12）。
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コンプレッサ

ファン

写真 11

写真 12

金属製ボックス内部上段

金属製ボックス内部下段

ノイズフィルタ

（オ）電源コードは、本体の外側部分で焼損は

短絡痕

認められないが、本体内部側で被覆が焼失し、
心線が露出している。これら心線を子細に見
分していくと、本体内部に入って約 5cm のと
ころで断線しており、その断部に溶融痕が認
められる（写真 13、写真 14）。
ブレーカ

当該溶融痕については、コード両極の相対
する断部に認められることから、短絡による

写真 13

ものと考えられる。

電源コード（本体内部側）

（カ）電源コードは、ブレーカを介して、ノイ
ズフィルタに至る。
まず、ノイズフィルタを見分する。
ノイズフィルタは金属製のボックスの中
に収納されているため、この金属製外装ケー
スを取り外し、内部を見分すると、樹脂部は
大半が残存しており、焼けは弱い。また、端
子部分にも金属の溶融等は認められない（写
写真 14

真 15）。

短絡痕

（キ）続いて、ブレーカを見分する。
ブレーカの外装樹脂ケースは大半が原形
を保っており、また、内部の金属導体にも溶
融等の異状は認められない（写真 16）。
イ

鑑識の結果
酸素濃縮装置を鑑識した結果、電源コードに

短絡痕が認められたが、この短絡痕の位置を同
型品で確認したところ、本体内部側に位置して
いるものの、コードに外力が加わるような場所
写真 15
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鼻カニューレを観察したところ、当該カニュー
レは溶融し、穴が開いたが、有炎燃焼には至ら
なかった（写真 18、写真 19）。
C

チューブにマッチの火を接した場合
チューブにマッチの火を接すると、約 15 秒で

自己燃焼を開始し、その後も燃焼を継続した（写
真 20、写真 21）。
D
写真 16

鼻カニューレにマッチの火を接した場合
鼻カニューレにマッチの火を接すると、約 10

ブレーカ

秒で自己燃焼を開始し、その後も燃焼を継続し
た（写真 22、写真 23）。

ではない。このことから、当該短絡痕は、本体
が燃焼したことにより、コードが炎にあぶられ、
二次的に発生したものと考えられる。
その他、基板やコンプレッサ等の電装部品に
電気的出火に至る痕跡は認められない。
(2)

検証実験

酸素吸入中における喫煙が起因しての出火の
可能性について検証するため、次のとおり実験
を行った。なお、実験での確認ポイントは以下
のとおり。
・

発火源は、たばこか？

・

着火したのは、チューブか？

写真 17

又はマッチか？

チューブ（たばこ）

又は鼻カニ

ューレか？
・

チューブや鼻カニューレに着火した火が、
果たして酸素濃縮装置本体側まで及ぶもの
か？

ア

実験 1

チューブと鼻カニューレの燃焼性

の確認
（ア）実験方法
写真 18

酸素の供給がない状態で、たばこやマッチの

鼻カニューレ（たばこ）

火を接した場合、チューブ及び鼻カニューレが、
どのように燃焼するのかを確認する。
（イ）実験結果
A

チューブにたばこの火を接した場合
チューブにたばこ火を接して約 60 秒後、チュ

ーブを観察したが、チューブの表面が若干溶融
するのみで、穴は開かなかった（写真 17）。
B

穴が開く

鼻カニューレにたばこの火を接した場合
鼻カニューレにたばこ火を接して約 40 秒後、
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イ

実験 2

酸素吸入時の燃焼性の確認

（ア）実験方法
酸素（3 リットル／分）を流した状態で、た
ばこやマッチの火を接した場合、チューブ及び
鼻カニューレが、どのように燃焼するのかを確
認する。
（イ）実験結果
A

チューブにたばこの火を接した場合
約 2 分間、たばこの火をチューブに接するが、

写真 20

チューブ（マッチ）

ホース表面が溶融するのみで着火には至らなか
った。
B

鼻カニューレにたばこの火を接した場合
約 50 秒後、鼻カニューレに穴が開き、鼻カニ

ューレ内を酸素濃縮装置本体側に向って燃焼が
移動していった（写真 24、写真 25）。
C

チューブにマッチの火を接した場合
約 20 秒後、チューブが自己燃焼を開始し、そ

自己燃焼を開始

の約 30 秒後に、チューブに穴が開き、その後は、
チューブ内を酸素濃縮装置本体側に向って燃焼

写真 21

チューブ（マッチ）

が移動していった。
D

鼻カニューレにマッチの火を接した場合
約 10 秒後、鼻カニューレに穴が開き、鼻カニ

ューレ内で酸素濃縮装置本体側に向って燃焼が
移動していった（写真 26～写真 29）。
E

チューブ等の焼損状況
上記 B～D において燃焼したチューブや鼻カ

ニューレを見分すると、現場のものと同じよう

写真 22

鼻カニューレ（マッチ）

自己燃焼を開始

写真 23

写真 24

鼻カニューレ（マッチ）
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装置本体側へ燃焼が移動する

写真 25

鼻カニューレ（たばこ）
酸素供給有り

写真 29

鼻カニューレ（マッチ）
酸素供給有り

どちらも内部が炭化している

写真 26

鼻カニューレ（マッチ）
酸素供給有り
写真 30

実験後のチューブ

に、チューブ等の内側で炭化しているのが確認
できる（写真 30）。
なお、上記 B～D においてチューブ等が燃焼
している際、多量の黒煙が噴出していた。

写真 27

鼻カニューレ（マッチ）
酸素供給有り

6.

出火原因について

(1)

鑑識の結果から、酸素濃縮装置自体から出

火した可能性は低いと考えられること。
装置本体側へ燃焼が移動する

(2)

実験 2 において、酸素が供給されている状

態の鼻カニューレ又はチューブに着火、引火
すると、その後は、チューブ等の内側を通っ
て酸素濃縮装置本体側に向って燃焼が移動
していくのが確認されたこと。
(3)

現場のチューブ及び鼻カニューレを見分

すると、チューブと鼻カニューレとの接続部
付近で焼け切れているが、実験結果のとおり、
写真 28

鼻カニューレ（マッチ）
酸素供給有り

着火しやすいのは鼻カニューレであること
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から、初めに着火したのは鼻カニューレと考

を実施した。
(2)

えるのが妥当であること。
(4)

実験 2 の結果、たばこの火については、鼻

者等に対し、業界の会合を通じて当局職員が

カニューレに接した場合、引火はするものの、
引火するまでに約 50 秒を要しており、一方、

酸素濃縮装置を取り扱っているリース業

講演を行い、注意喚起を実施した。
(3)

当局のホームページに、再現映像やチラシ

（図 2）を掲載し、注意喚起を実施した。

マッチの火については、鼻カニューレに接し
てから約 10 秒という短時間で容易に着火す
ることから、発火源としてはマッチと考える
のが妥当であること。
(5)

まとめ
以上、鑑識及び実験の結果から、本件火災

の出火原因及び延焼経路を次のとおり結論
付けた。
ア

出火原因について
酸素吸入中の火元居住者がたばこに火を
写真 31

点ける際、誤ってマッチの火が鼻カニューレ

再現の様子

に接触したことで、酸素が供給されている鼻
カニューレに着火し、出火したもの。
イ

延焼経路について
鼻カニューレに着火した後は、酸素を助燃

剤として、燃焼が鼻カニューレ及びチューブ
の内側で酸素濃縮装置本体に向って移動し
ていったことにより、最終的に、チューブ内
の燃焼が当該酸素濃縮装置本体に至り、延焼
したものと考えられる。

7.

類似火災防止に向けた取り組み
本件火災では負傷者（発災後 30 日以上経って

死亡）が発生しており、また、依然として在宅
酸素療法中の喫煙が起因する火災や死亡事故が
発生していることから、当局においては、再現
映像等を作成するとともに（写真 31）、これら
を活用して、下記のとおり再発防止に向けての
広報を実施した。
(1)

図2

酸素濃縮装置については、高圧ガス保安法

作成したチラシ

に規制されているものもあり、高圧ガス保安
法に基づく届出リストから、当局が把握して

8.

おわりに

いる全ての酸素濃縮装置使用者（103 件）に

本件火災においては、カニューレ等に火が着

対し、個別にチラシを配布するなど注意喚起

いた場合、その燃焼が酸素濃縮装置本体側へ移
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動していくものとは知らなかったために、当初、

の様な火災が発生している中、ある一定のユー

製品からの出火を疑ったが、実験を行ったこと

ザーに対し、直接、注意喚起できたこと、さら

により、本件火災の出火原因及びその後の延焼

に、関係事業者等に対しても、火災発生の危険

経路を科学的、合理的に立証することができた。

性を再周知できたことは、類似火災防止に向け

百聞は一見にしかずと言うが、正に火災調査に

て、より効果的な取り組みであったと思慮する。

おける実験の重要性を痛感した事案である。
また、今回の出火原因は、在宅酸素療法中の
喫煙が起因しての火災であり、依然として、こ

これらの取り組みがさらに多くの人に認知さ
れ、類似火災の発生防止、被害拡大の軽減につ
ながれば幸いである。
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優秀賞

消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

無煙ロースターに起因する火災の調査報告
大阪市消防局

西田秀光
1.

はじめに

さらに、防火ダンパについて説明を加える。

下引きダクト方式の無煙ロースター（正式に

防火ダンパは、ダクト内への炎の進入を遮断す

は「下方排気方式ガス焼肉機器」と呼ぶ、以下

るもので、図 2 のように無煙ロースター本体と

「無煙ロースター」とする。）に起因する火災は、

ダクトの接続部に取り付けられている。現在、

ダクト及び機器内部の清掃不足やダクトと可燃

主に次の 2 種類のものが使用されている。

物との離隔距離の未確保及び断熱材の未使用と

(1)

いった大阪市火災予防条例（以下「条例」とす

バタフライ型

防火ダンパの羽根は、バネにより常に開く力

る。）違反が、火災の主な原因と考えられおり、

が働いている。それを温度フューズ（溶断温度

当局においてもその適正な管理について、ホー

120℃～180℃）で挟むことで、排気管が開通し

ムページ等での注意喚起を継続しているところ

た状態としている。焼肉の炎を吸引するなどし

である。しかし、残念ながら表 1 のとおり火災

て、防火ダンパ部分の温度がフューズの溶断温

が続いている状況である。そこで、さらなる働

度以上になると、フューズが溶断して防火ダン

きかけとして、当局が推進するダクト内部の清

パの羽根が開き、排気管を閉鎖する（図 2）。

掃や、条例に定める離隔距離の確保が、火災予

(2)

レバー型

防上不可欠であることを証明する映像資料を作

防火ダンパとレバーは同軸であり、バネによ

成し、視覚的にそれらの重要性を訴えるべく再

り回転して閉鎖する力が働いている。それをス

現実験を実施した。

トッパーで回転しないように留めている。スト
ッパーもまたバネにより外れる力が働いている

表1

無煙ロースターから出火した火災件数
年

（和暦・平成）

火災
件数

2.

大阪
市内
政令
市
合計

22 年

23 年

24 年

25 年

26 年

4

6

10

7

6

が、それを温度フューズで支持している。防火
ダンパ部分の温度がフューズの溶断温度以上に
なると、フューズが溶断して支持力を失い、ス
トッパーが外れる。その結果、レバーが回転し

46

41

61

55

54

無煙ロースターの構造

て防火ダンパが閉鎖する（図 3）。

3.

無煙ロースターは、条例上の厨房設備に該当

焼アミ上の焼肉から出る煙を吸気板から吸い
込み、内箱と外箱の間隙を通し、グリスフィル
ター、防火ダンパを経て、下方のダクトへ排出

し、その排気ダクトについては、次のように規
制されている（条例一部抜粋）。
第 3 条の 4 第 1 項

する。バーナーは、ガス式（都市ガス（13A）・
プロパンガス）が主流であるが、電気加熱や炭

法規制

(1) ア

排気ダクト等は、ステンレス鋼板、亜
鉛鉄板又はこれらと同等以上の強度、耐

火を使用したもの等もある（図 1）。
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防火ダンパの位置

温度フューズで開かないように固定

温度フューズが溶断すると、
バネの力でダンパの羽根が開く

図1

図2

無煙ロースターの構造

ストッパーはバネにより
常に押し込まれる力が働
いている

温度フューズが溶けると
バネの力でストッパーが
押し込まれて、レバーの
フックが解除され、レバ
ーが回転してダンパが閉
じる

図3

レバー型ダンパ
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食性及び耐熱性を有する不燃材料で造る

も火災が発生。調査の結果、いずれの店舗も

こと。・・・

ダクトと可燃物との離隔距離が不足してい

イ

排気ダクト等の接続は、フランジ接続、

ることが判明したことから、緊急に市内にあ

溶接等とし、気密性のある接続とするこ

る同チェーンの 6 店舗に対し、ダクトと可燃

と。

物との離隔距離及び施工業者等について、消

ウ

防法第 4 条に基づく報告命令を発令した。そ

排気ダクト等は、建築物等の可燃性の
部分及び可燃性の物品との間に 10cm 以

の結果、4 店舗で離隔距離の不足が認められ、

上の距離を保つこと。ただし、厚さ 5cm

改修するに至った。

以上の金属以外の不燃材料で被覆する部
5.

分については、この限りでない。

火災に共通する痕跡

(3) 排気ダクト等、火炎伝送防止装置及びグリ

過去に発生した無煙ロースターに起因する火

ス除去装置は、容易に点検及び清掃ができる

災を調査した結果、次のような共通する痕跡が

構造とすること。

あることが分かっている。

(4) 排気ダクト等、火炎伝送防止装置及びグリ

(1) 無煙ロースターで飲食中、焼アミ上の肉に

ス除去装置の油脂等の清掃を行い、火災予防

着火し、炎が吸気口から吸引されるのを認め

上支障のないよう維持管理すること。

た後、火災が発生している。

なお、上記(3)の容易に点検及び清掃ができる

(2) 無煙ロースター下部の防火ダンパが取り付

構造の例としては、点検・清掃口を設けること

けられていないか、あるいは取り付けられて

等が該当する。特に下引きダクトについては、

いるものの、閉鎖しないように意図的にテー

適切な数の点検・清掃口を設置することが求め

プ等で固定されている（写真 1）。または、清

られる。

掃不足により油脂でダンパが固着している
ため、正常に閉鎖していない（写真 2）。

また、(4)の清掃の頻度は、油脂の発生状況に
応じて異なるが、メーカーの取扱説明書に従い、

(3) 床下に設置されたダクト内部の清掃を長期
間実施していない（写真 3）。

おおよそ表面が油脂又はスラッジで厚く覆われ

(4) 条例に規定されている排気ダクトと可燃物

ないうちに、頻繁に清掃することが必要とされ
ている。

との離隔距離が不足しており、さらに不燃材
料による被覆が施されていない（写真 4）。

4.

火災事例

(1) 10 月下旬の 15 時頃、JR 大阪環状線高架下
にある木造 2 階建焼肉店の 1 階から出火し、
壁体内及び小屋裏伝いに近接建物に延焼し
た結果、合計 3 棟 1m2 及び天井側壁 21m2 を
焼損した。なお、本火災により JR 大阪環状
線が約 1 時間にわたり運転を見合わせ、約 3
万 3 千人に影響が出た。
(2) 10 月下旬の 19 時頃、繁華街にある鉄骨造地
下 1 階地上 8 階建飲食店ビルの 1 階焼肉店か
写真 1

ら出火し、同飲食店の床若干及びダクト 2m
を焼損した。数日後に同チェーンの他店舗で
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(1) 飲食中に焼アミ上の肉に着火する。
(2) 焼肉の炎が吸気口から吸引され、無煙ロー
スター内部（内箱と外箱との間隙）の油脂に
着火する。
(3) 無煙ロースター内部の油脂が燃焼し、高温
となっているにもかかわらず、何らかの原因
で防火ダンパが作動しないために、排気ダク
ト内に炎が進入する。
(4) ダクト内に堆積している油脂に着火し、ダ
写真 2

防火ダンパ（油脂で固着）

クト内部が燃焼する。
(5) ダクトと近接する可燃物との離隔距離が不
足しているために、高温となったダクトの輻
射熱により床材等が発火し延焼する。

7.

燃焼実験
今まで以上に効果のある火災予防施策を樹立

するため、燃焼実験を実施した。
(1)

目的

ア

条例を遵守することが、火災予防上重要で
あることを証明する映像を撮影すること。

写真 3

焼損したダクト内部の状況

イ

現在考えられている出火のメカニズムに誤
りが無いか検証すること。

ウ

ダクト内部の温度、油脂の堆積状況、防火
ダンパの閉鎖する時機及びダクト内の燃焼
状況を確認すること。

(2)

実験施設

実験施設の概要は次のとおりである。
ア

火災被害に遭われた店舗からご提供いただ
いた無煙ロースターに直径 12.5cm の筒状の
アクリル製ダクトを取り付け、防火ダンパの
開閉状況及びダクト内の燃焼状況を視認で

写真 4

きる構造とした（写真 5）。

離隔距離不足の状況
イ

6.

配置した（図 4）。

出火のメカニズム
上記痕跡について検討した結果、次により出

機器及びダクト内部 9 箇所に温度センサを

ウ

火に至ったと推察する（図 1）。

排気風量は市内の焼肉店 12 軒で実測した
平均値とした（写真 6、表 2）。
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図4

実験施設

温度測定位置

ゴムマットに穴
を開け、排気ダク
トと同径の筒を
取り付け、それを
無煙ロースター
の焼アミ上に押
し付ける。①～⑦
の場所の風量を
計測する

写真 6

風量計測状況（左）と風量測定位置（右）

表2

排気風量調査結果

店舗名

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
平均値
実験施設

3.7
6.41
3.1
5.42
5.5
4.8
9.1
4.65
6.2
7.8
9.66
6.2
6.05
6.0

3.35
5.67
2.6
4.52
4.33
3.55
6.72
3.8
4.5
5.75
7.03
4.95
4.73
4.9

3.85
6.45
3.35
5.72
5.1
4.85
8.4
4.58
6.1
7.55
9.83
6.12
5.99
6.0

3.95
3.1
1.6
3.52
1.45
1.8
3.8
1.9
5.2
6.5
6.3
2.42
3.46
4.0

3
1.6
1.1
—
1.6
3.2
5.75
0.85
4.95
5.8
6.2
1.93
3.27
3.8

3.15
2.3
1.7
—
1.63
1.4
4.75
1.4
5.4
5.3
4.41
4.35
3.25
3.9

2
2.5
0.8
4.6
2.1
1
5.1
1.49
5.85
4.25
4.45
1.98
3.01
3.7

※風速計：KANOMAX CLIMOMASTER
※排風機：MITSUBISHI SHIROCCO FAN
TYPE BF-25ETE 23cm ④POLE 200Ｖ
50/60Hz 3 層 0.55kW 屋内用
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ロースター内
1 回/月

1 階/週
1 回/週
1 回/週
毎日
1 回/4 日
1 回/月
1 回/週
1～2 回/週
1 回/週

清掃状況
ダクト内
5 年前 業者

1 回/3～5 年業者
8 年間無し
1 回/3 年 業者
9 年間無し
１回/10 年
１回/年
1 回/年 店員
1 回/年 業者
1～2 回/年業者

計測と同時に、無煙ロースター内部の清掃の頻度
及び下引きダクト内の清掃の頻度について聞き取り
を実施

消研輯報
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スケジュール及び参加者

とする。

実験項目ごとに施設の設定に時間を要するこ
とから、実験は複数日に分けて実施した。また、
前回の実験結果を次回の実験に反映させるため、
実験の間隔を概ね 1 カ月とした。また、実験に
は、プロのアドバイスが不可欠であり、加えて、
業界関係者に火災の実態を知っていただくと共
に、今回の結果を今後の製品開発等に役立てて
いただくことを期待し、国内大手の無煙ロース
ター製造業者 2 社に、任意での立会いを申し出
写真 7

た。幸い両社ともに快諾いただき実験に協力し

焼アミ上の牛脂の状況

ていただいた。
(4)

各実験について

実験 1：ダクト内の燃焼状況の確認
ダクト内へ炎が進入する状況を確認すると共
に、ダクト内部の清掃がダクト内部の燃焼に与
える影響を確認する。
ア

実験方法
外箱の内面に油脂を塗布した上で、焼アミ上

で牛脂を燃焼させ、炎を吸気口から吸引させる
写真 8

（写真 7）。なお、防火ダンパは作動しないよう

実験 1 の状況

にクリップで固定し、ダクト内は清掃した状態

（A）

⑤
⑥

④

①
②
③
④
⑤
⑥
（A）00 秒
40
110
48
83
59
58
（B）4 分 00 秒
55
723
163
717
1020
924
※実験環境：室温 26.0℃ 湿度 44％（14 時 00 分現在）
※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社

図5

実験 1 イ 温度計測結果
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（B）

⑦
55
786

⑧
52
627

⑨
49
507

油脂に着火
消火
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させる（写真 9）。防火ダンパ作動時の周囲温

実験結果
温度計測結果は図 5 のとおりである。ダクト

度とダクト内の状況を確認する。なお、温度

内に油脂を塗布していないにもかかわらず、炎

フューズは 120℃及び 180℃を使用する。

は排気ファンに引き寄せられるように延焼し、

（イ）油脂で固着させた防火ダンパを無煙ロー

炎が排気ファンに達した時点で、機器保護のた

スター直下のダクトに装着し、焼アミ上で牛

め消火した（写真 8）。なお、消火にあっては、

脂を燃焼させる（写真 10）。

焼アミ上の焼肉を消火すると同時に排気ファン

イ

を停止したが、瞬時にダクト内は鎮火に至った

（ア）温度計測結果は表 3 のとおりである。各

実験結果

（図 5）。

実験とも防火ダンパに炎の先端が接触する

実験 2：防火ダンパの清掃の重要性

以前に防火ダンパが作動し、ダクトを閉鎖し

防火ダンパが清掃不足により油脂等で固着し
て作動せず、ダクト内が燃焼する様子を再現す

た。
（イ）防火ダンパの周囲の温度が 175℃になり、

る。
ア

フューズが溶断しても防火ダンパが正常に
作動せず、ダクト内が燃焼した（図 6、写真

実験方法

11）。

（ア）清掃した防火ダンパを無煙ロースター直
下のダクトに装着し、焼アミ上で牛脂を燃焼

写真 9

実験 2 清掃されたダンパ
表3

写真 10

実験 2 油脂で固着したダンパ

実験 2 イ（ア）防火ダンパ作動時の排気ダクト各部の温度状況

ファイヤーダンパー作動時の各部の温度
温度
※ ④はダンパ付近の温度
フューズ
①
②
③
④
⑤
⑥
120℃・ダンパ美
58
58
301
217
141
120
120℃・ダンパ美
47
167
173
96
115
87
120℃・ダンパ美
44
59
257
96
157
114
平均
50
95
244
136
138
107
180℃・ダンパ美
69
191
240
167
154
112
180℃・ダンパ美
60
186
624
104
329
186
180℃・ダンパ美
59
432
236
119
190
146
平均
63
270
367
130
224
148
※実験環境：室温 30.5℃ 湿度 68％（14 時 00 分現在）
※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社
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⑦
110
77
100
96
101
168
137
135

⑧
94
67
83
82
84
130
113
109

⑨
90
65
79
78
80
123
109
104

油脂着火後
の経過時間
3 分 56 秒
48 秒
1 分 31 秒
1 分 05 秒
2 分 49 秒
4 分 15 秒

消研輯報

69（平成 27 年度）

（A）

（B）

⑥

（C）

⑤

③

④

②

①
②
③
④
⑤
⑥
（A）00 秒
82
39
49
62
59
62
（B）2 分 38 秒
77
198
661
187
668
429
（C）３分 24 秒
93
523
625
444
878
875
※実験環境：室温 32.3℃ 湿度 57％（14 時 00 分現在）
※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社

図6

⑦
61
338
730

⑧
55
221
445

⑨
53
205
397

油脂に着火
フューズ溶断
消火

実験 2 イ（イ）温度計測結果

後、防火ダンパを手動で作動させ、ダクトを閉
鎖する。
イ

実験結果
温度計測結果は図 7 のとおりである。強制的

に防火ダンパを作動させ、ダクトを閉鎖すると
一時的に燃焼は沈静化するが（写真 12）、しば
らくすると油脂に着火した小さな火が勢いを取
り戻し、再びダクト内は激しく燃焼した（写真
13）。
写真 11

実験 2 防火ダンパ閉鎖障害

実験 4：離隔距離及び不燃材料による被覆の重
要性

実験 3：ダクト内部の清掃の重要性

ダクトと可燃物との離隔距離不足、あるいは

床下のダクト内部の清掃を怠ったために油脂

ダクトが不燃材料で被覆されていないために、

が堆積した結果、防火ダンパ作動前にこの油脂

高温となったダクトの輻射熱により周囲の可燃

に着火してしまい、後に防火ダンパが作動しダ

物が発火する様子を再現する。

クトが閉鎖した後も、ダクト内で油脂の燃焼が

ア

継続する様子を再現する。

（ア）ダクト内部が燃焼していない場合

ア

実験方法
ロースター内部及びダクト内に油脂を塗布し

た上で、焼アミ上で牛脂を燃焼させる。

実験方法

無煙ロースターに接続した金属製ダクト上に
離隔距離が 0cm、2cm、5cm、10cm となるよう
に床材に見立てた合板（可燃物）を配置する。

ダクト内の油脂に着火するまで、防火ダンパ

さらに離隔距離 2cm 及び 5cm とした合板の一部

が作動しないように針金で固定し、着火を確認

を法令に適合した不燃材料で覆う（写真 14）。
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（A）

（Ｂ）

③

（Ｃ）

⑤

④

⑥

②

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

67

65

41

65

51

59

58

49

49

258

330

708

406

762

811

805

544

486

（C）5 分 8 秒
128
250
295
319
582
561
※実験環境：室温 32.3℃ 湿度 57％（14 時 00 分現在）
※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社

423

265

207

（A）0 秒
（B）3 分 30 秒

図7

写真 12

実験 3 イ 温度計測結果

写真 14

防火ダンパ閉鎖直後の状況

写真 13

油脂に着
火
ダンパ閉
鎖
消火

写真 15

再燃後の状況
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実験 4 ア（ア）の状況

実験 4 イ（ア）実験後の状況
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（A）
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実験 4 の温度計測位置

（B）

⑦

①
③

①
②
③
④
⑤
⑥
(A)0 秒
33
33
32
32
32
32
(B)1 時間 00 分 00 秒
54
38
38
36
35
35
※実験環境：室温 32.3℃ 湿度 57％（14 時 00 分現在）
※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社

図9

⑦
36
72

ロースター点火時
ロースター消火時

実験 4 イ（ア）ダクト内が燃焼していない状態での各部の温度

無煙ロースターに点火し、通常使用時（焼アミ

燃焼させ、一方の端からドライヤで風を送り、

上の肉が燃焼していない状態）の合板各部の温

ダクト火災の状態とする（図 8）。

度を計測するとともに、合板の焼けの状況を観

イ

察する。

（ア）温度計測結果は図 9 のとおりである。1

なお、無煙ロースター製造業者の助言から、

時間経過後に合板を確認するも変化は認め

焼肉店におけるお客の平均的な飲食時間を 45
分間と仮定し、実験時の温度測定時間は 60 分間

実験結果

られなかった（写真 15）。
（イ）温度計測結果は図 10 のとおりである。着

とする。

火から 5 分 5 秒後、ダクトの輻射熱により離

（イ）ダクト内部が燃焼している場合

隔距離 2cm・不燃材料無しの状態の床材が発
火した（写真 16）。

ダクトを無煙ロースターから取り外し、ダク
ト内部に油脂を流し込んだ上でたきつけにより

消火後、床材裏面を確認すると離隔距離不
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（A）

（C）

（B）

⑦

①

③
⑤

②

④
⑥

①
②
③
④
⑤
⑥
（A）0 秒
67
34
39
34
38
37
（B）5 分 5 秒
553
115
410
68
192
88
（C）10 分 4 秒
423
232
788
256
254
126
※実験環境：室温 32.3℃ 湿度 57％（14 時 00 分現在）
※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社

図 10

⑦
186
673
788

油脂に着火
床に着火
消火

実験 4 イ（イ）温度計測結果

ない部分については受熱による炭化が認め
られた（写真 17）。
(5)

考察

実験結果から、次のことが考えられる。
（ア）実験 1 より、防火ダンパが取り付けられ
ていない又はクリップ等で固定されている
場合はダクト内が清掃された状態であって
も排気ファンを停止しない限りダクト内に
炎が延びる場合がある。そのため、ダクトと
写真 16

実験 4 イ（イ）床材着火時

可燃物との離隔距離が不足している場合や、
ダクトが不燃材料で被覆されていない状態
では、延焼拡大する危険がある。
（イ）実験 2 より、防火ダンパが正常に機能す
れば、ダクト内への炎の進入をほぼ防止する
ことができる。逆に油脂等で固着していると、
温度フューズが溶断しても正常に閉鎖せず、
ダクト内に炎が進入する確率が高くなる。
（ウ）実験 3 より、ダクトに油脂が堆積してい
ると、何らかの原因でダクト内に炎が進入し

写真 17

実験 4 イ（イ）床材裏面の状況

た場合に延焼を助長する。また、一旦油脂に
着火すると、その後、吸気側のダンパが閉鎖

足や不燃材料の覆いが無い等、条例に適合し

しても燃焼が継続する。特に排気ファンを停

- 253 -

消研輯報

69（平成 27 年度）

ポイント 1：機器内部（特に防火ダンパ）を

止しない場合は延焼拡大する危険性が高く
なる。

清掃すること

（エ）実験 4 より、ダクト内が燃焼していない

ポイント 2：排気ダクトと可燃性部分との間

状態では、近接する可燃性の部分や物品に着

に 10cm 以上の離隔距離を確保するか、厚

火することは考え難い。逆にダクト内が燃焼

さ 5cm 以上の金属以外の不燃材料でダクト

している状況では、条例に定めるダクトと可

を被覆すること
ポイント 3：床下に設置した排気ダクト内部

燃物との離隔距離が不足している場合や、ダ
クトに不燃材料による被覆がない状態では、

についても定期的に洗浄すること

高い確率でダクトの輻射熱により周囲の可

なお、ダクトを設置した後では、改修が困難

燃物が発火する。

なことから、新たに店舗を開店又は改装する場

（オ）実験 1～3 より、ダクト内で最も高温とな

合は所轄の消防署に事前に相談するよう周知す

った場所は図 4 の⑤であり、燃焼時のダクト

ることとした。

内温度は 750℃以上であった。よって、融点
9.

が 660℃のアルミ製のダクト等を使用してい
る状況では容易に溶融、開口する（写真 18）。

火災予防への反映
今回の実験結果を広く周知するため、次の方

法で情報提供している。

（カ）ダクト内における油脂の付着状況を観察

(1)

すると、無煙ロースターに近付く程付着の度

ホームページへの掲載

掲載中の無煙ロースター火災に関する当局の

合いは大きいものの、顕著な差は認められな
かった。一方、ダクト内に塗布した油脂は、

ホームページに、今回の実験動画を掲載すると

ダクト内が高温になると液状化し、重力によ

共にリニューアルし（図 11）、加えてホームペ

り流れ落ちた。よって油脂の堆積しやすい場

ージからダウンロードできるチラシをリニュー

所は、縦方向に大きな空間がある場所（縦管）

アルした（図 12）。

の底部であり、且つ無煙ロースターに近い場

(2)

府下消防本部への情報提供

教養資料として広く利用していただくため、

所である。

大阪府下消防長会予防委員会の場で、実験映像
及びホームページを紹介した。
(3)

業界への働きかけ

ア

実験立会製造業者に対し、技術開発の依頼
実験に参加していただいた国内大手無煙
ロースター製造業者に対し、今回の実験結果
を今後の製品開発に役立ていただくよう依
頼した。なお、立会製造業者のホームページ
上の重要なお知らせのページから、当局のホ

写真 18

焼損したアルミ製ダクト

ームページを閲覧できるようにリンク設定
をしていただいている。

8.

火災予防のポイント

イ

実験結果から、火災予防のポイントを次の 3

厨房工業会の機関紙である「厨房」
（図 13）
に投稿し、業界関係者に広く情報提供した。

つにまとめ、映像資料と併せて広報資料を作成

その結果、他の消防本部や企業から問い合わ

することとした。

せをいただいている。
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図 13

大阪市消防局ホームページ

厨房

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/000
0288475.html

図 12
10.

火災予防啓発チラシ（表面及び裏面）

まとめ

ており、これら情報を消防が発信することで、

出火のメカニズムが解明されれば、その予防

製造業者及び飲食店関係者により、火災予防に

方法の開発が飛躍的に進むことは、周知のとお

効果的な取り組みがなされることを期待する。

りである。無煙ロースターに起因する火災につ

今回の実験結果がその一助となれば幸いである。

いては、既に、多くの共通する要因が解明され
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

鏡面仕上げ（平面）ステンレス板による収斂火災の調査報告について
大竹市消防本部

中村将也、滝口洋介、高野純一
1.

はじめに

意報発令中）

本火災は、石油コンビナート等特別防災区
域・第一種事業所内の非危険物施設、
「 保全倉庫」

3.

の軒先の一部を焼損した建物火災である。
「 保全

(1)

実況見分状況
保全倉庫に焼損が認められるのは、下屋の

倉庫」周辺には、危険物施設が至る所に点在し、

軒先のみである。軒先の焼損状況は、下屋の

仮に、火災が延焼拡大することとなれば、著し

軒桁の中央から上面に至るまでに生じた亀

く消火困難となる恐れが高いとともに、社会経

甲模様の炭化深度が深く、その焼けは、軒桁

済に与える影響も甚大であることは容易に想像

の水平方向に、幅 300mm が均一に炭化して

できる。

いる。水平方向に炭化した軒桁の中央付近の

この火災は、従業員が保全倉庫横の駐車場で、

一部に、下方から扇状を呈した炭化箇所が確
認できる。（写真 1、写真 2 参照）

異臭と白煙に気が付いたことにより発見し、水

このことから、軒桁の焼損は下方から燃え

道ホースで初期消火を行い鎮火に至っている。

上がったものと考えるのが妥当である。

結論から言うと、当該火災の出火原因は、廃
材置場に鏡面仕上げを施したステンレス板を放
置したことにより生じた「収斂火災」であるが、
一見、凹凸のない平面加工された板であった。
この様なことから、調査経験の未熟な調査員が
思案に明け暮れ、試行錯誤を繰り返すうちに、
平面から焦点を形成するメカニズムを究明し、
再現実験を機に、事業所が 40 年間行ってきた取
扱いを見直し、再発防止措置を施すまでに至る

写真 1

調査経緯を紹介するものである。

2.

現場の状況

火災の概要
出火日時

平成 24 年 10 月 9 日 11 時頃

出火場所

保全倉庫・下屋の軒先

焼損程度

ぼや

建物概要

昭和 46 年建築、木造平屋建て、延
べ面積 277.20m2

気象状況

天気晴れ、気温 24.0 度、風向北北
写真 2

東、風速 3.8m、湿度 45%（乾燥注
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軒先付近には、火気設備、あるいは照明・

コンセント等の電気機器などの屋内配線は
認められず、微小火源のタバコは、社内規定
により、事業所敷地内の建物外による喫煙は
禁止され、溶接、グラインダーなどの使用痕
跡も確認できない。
(3)

軒先の下方東寄りの廃棄物置場に、鉄屑入

れとして使用されるコンテナ（以下「コンテ
写真 5

ナ」という。）が定置されている。（写真 3、

コンテナと軒桁の離隔距離

写真 4 参照）
このコンテナと、焼損した軒先までの空間に
は、130cm の距離が存在する。（写真 5 参照）
コンテナ内部には、周辺の工場から、廃材と
して集積されたカセットボンベが数本、平面上
のステンレス板が数十枚、そして鉄屑等が確認
できる。カセットボンベについては、内容物の
可燃性ガスは社内規定により全て廃棄する際に
写真 6

穴を開け、圧抜きが行われている。
（ 写真 6 参照）

穴の開けられたカセットボンベ

ステンレス板は、ベルト研磨工場で鏡面状に
製造したもので、不要となった箇所を、切断し
た後、その切断した端材を鉄屑入れに入れてい
るとのことである。

4.

問題点
これらの現場の状況から、廃棄物置場のコン

テナ内からの収斂火災の可能性が導かれた。
写真 3

廃材置場の鉄屑入れに用いられる

コンテナ

しかし、事業所関係者からは、
「そんなことが
本当にあるのですか？

今まで四十年間、この

取り扱いをしていますが、何もありませんでし
たよ。」などと冷笑され、私自身も含めた、他の
調査員も半信半疑のもと鑑識見分を行うことを
決意したのである。

5.

鑑識見分状況
廃棄物置場のコンテナ内に認められる、鏡面

仕上げステンレス板（以下「ステンレス板」と
写真 4

コンテナ内の状況

いう。）について以下詳細に見分する。
(1)
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に、東京消防庁監修の「新火災調査教本」を参

立会人によると、
「このステンレス板は、製品

考にして焦点を計算する。

の製造工程上、埃などが一切付着してはならな

半径（R）＝（A 2 ＋B2 ）/ 2A で表されること

いため、仕上げを鏡面状に施し、反射率は、ほ
ぼ 100%に仕上げている。」とのことである。

から、
（33×33＋2×2）/ 2×2＝1,093/4≒273

ステンレス板は、凹凸のない平面上に製造さ
れたもので厚み 1.5mm、縦横 66cm の正方形、

ステンレス板の湾曲から、構成される円は半
径 273cm。

鏡面仕上げは表面のみ施され、裏面には行われ

凹面鏡反射の法則では、理論的に凹面鏡の半

ていない。

径の 1/2 が焦点（F）となることから、焦点（F）

数十枚のステンレス板はコンテナ内に無造作

＝273/2＝136cm。

に放置されることから、縦・横・表・裏様々な

すなわち理論上は、136cm の位置にステンレ

状態で不規則に積み込められている。

ス板からの焦点がくることとなる。

コンテナ内の最上部には、鏡面を上方に向け
たステンレス板が位置しており、このステンレ
ス板の中央部付近は若干凹面状に湾曲している。

6.

実況見分調書で計測した 130cm と、鑑識見聞

この凹面状の湾曲部の凹みを計測すると 2cm
である。（写真 7、写真 8 参照）

実験結果報告書

調書から導き出された理論上の 136cm の値が近
似し、信憑性と説得力を得たことから、再現実
験を実施することとなった。
（ 再現実験説明図参
照）

写真 7

重ね合されたステンレス板の配置

状況

再現実験説明図

(1)

実験の目的

太陽光がステンレス板から反射し、木材の局
部に収斂することにより出火に至るか否か、時
写真 8

ステンレス板中央部の湾曲

間経過と温度変化を観測する。
(2)

(2)

凹面の焦点について

設定条件等

① 日時：平成 24 年 10 月 11 日（11 時 00 分開

ステンレス板の寸法 66cm、湾曲部 2cm を元

始、12 時 00 分終了）
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② 撤去した軒先の波板スレート葺きの屋根部
材は復元し、出火時と同じ条件による位置関
係及び物理的条件のもと実験を行う。
③ 軒桁の下方の炭化部分に焦点を合わせ、外
観・温度変化を測定する。
④ 観察・記録

赤矢印は温度
測定箇所付近

非接触式温度計「熱画像装置・アルゴス」
写真 10

を使用し、焦点となる箇所の温度変化を測定

軒桁の炭化部分

するとともに、最終的に出火に至るか否かを
なお、実験当日の気象状況は、表 2 のとおり

観察する。（写真 9、写真 10 参照）
⑤ 気象条件については、火災発生日の 2 日後に

である。
(3)

当該実験を行ったことから、当日の条件とは

使用資機材等

実験に使用した機器は、表 3 のとおりである。

誤差が生じる可能性が思慮されたため、国立
天文台発表のデータと比較してみると、太陽

(4)

実験結果（10 月 11 日 11 時 15 分から 11 時

高度が 0.6 度～0.7 度低い位置となることが判

40 分までの 25 分間）
この実験では、あらかじめ困難を極める事態

明した。許容誤差としての基準は定かではな

が予測された。

いが、この若干の誤差を念頭に実験を継続す
る。（表 1 参照）

それは、一昨日の火災発生から数時間経過後
の鑑識見分時に何度行っても、平面のステンレ
ス板の焦点を一ケ所に集中させることができな
かったことである。そして、このことから、火
災発生の即日、事業所独自に再現実験を試みて
いるものの、その日は雲が多く、太陽が雲に隠
れることが度々あり、表面温度は 83 度を上限値
に、木材の発火点に達することはなかったとい
う情報が、我々の不安をさらに増大させていた。
いよいよ向かえた再現実験当日は、あらかじ

写真 9

め 11 時 00 分頃から太陽光の反射位置を観察し、

実験の状況

表1
時

刻

大竹市の気象状況

気温（セ氏）

湿度 (%)

風向

風速

日照時間

太陽高度

10 月 9 日

11:00

24

45

北北東

3.8

1.0

47.1

10 月 10 日

11:00

23

59

東

1.4

0.4

46.8

10 月 11 日

11:00

23

42

東

1.6

1.0

46.4

※気象庁ホームページ及び国立天文台よるデータのため、現場の立地条件により誤差が生じる。なお、湿度は広島市
内での値である。

表2

実験場所での気温・湿度

10 月 11 日

天

気

11:15

快

晴

気

温（セ氏）
28

湿

度
45

※10 月 11 日に再現実験場所の湿度・温度計により計測したもので気象庁のデータと誤差あり。
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実験使用機器

メーカー、型式、形状等

個数

アルゴス

1器

THERMO-HUNTER

1器

温度測定器
温度測定器

OPTEX

BERNDORF BAND

1枚

松

1式

デジタルカメラ

オリンパス

1台

水道水

水道ホース

1式

金属製 8 リットル

1個

金属製

1個

ステンレス板
軒桁

消火用バケツ
スケール

※その他：温・湿度計、壁掛け時計、ホワイトボード

平面上のステンレス板の湾曲を 2cm 程度の凹面

度は 267 度を計測し、時折、僅かな白煙を視認

に保持したままの状態で、位置を微調整すると

することができる。（写真 13、写真 15 参照）
11 時 37 分、実験開始から 22 分経過したとき、

いう作業から開始することとなった。しばらく
の間、試行錯誤を繰り返すものの、一向に合成

表面温度が 307 度に達し、白煙が継続的に上昇

される気配のない焦点に焦る我々の思いとは裏

し始める。（写真 14、写真 16 参照）

腹に、刻一刻と変化する太陽高度の位置に憤り

その後も、表面温度が下降することはなく、

すら感じていた。

白煙についても継続的な上昇を維持したまま、

そして、タイムリミットの 11 時 15 分が近づ

無炎燃焼の継続が持続する。

き始めているにもかかわらず、大きな変化はな

ここで、隣接する危険物施設への安全性を考

いまま時は刻まれていき、周囲の緊張感が頂点

慮して、この時点で、燃焼に至る要素が確立さ

に達しかけた頃、何気なく置いた、ステンレス

れたと判断し、再現実験を終了、水道ホースに

板から、時折、反射される、クロス状の太陽光

より消火する。
なお、当該実験における温度変化をグラフ 1、

が確認できた。もしやと思い、クロスを形成し

表 4 に記載する。

ているラインの重なる中心部付近に熱画像装置
のセンサー部分の画面を重ね合わせると、そこ
が高温であることに気が付いた。
（ 写真 11 参照）
この温度変化は、風の影響に左右されやすく、
時折吹く、そよぎ風により、上昇と下降を繰り
返し、安定状態にはならない。
しかし、間もなくすると、クロスラインの重
なる中心部の温度が瞬く間に上昇し始めた。
時刻は、11 時 20 分。熱画像装置のセンサー
部分を軒桁下方の炭化箇所に重ねると、表面温

写真 11

度は 240 度に達している。（写真 12 参照）
11 時 34 分、実験開始から 19 分には、表面温

矢印付近が反射されたクロスラ

インが重なる箇所
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白煙上昇

写真 12

赤色部の中心は 221 度
写真 16

11 時 37 分 白煙の継続的上昇

温度
（セ氏）

写真 13

グラフ 1

最初の白煙上昇時の赤外線画像

表4

写真 14

白煙継続発生時の赤外線画像

7.

温度変化
温度変化

時間

温度（セ氏）

11:15

28（外気温）

11:20

240

11:25

270

11:30

225

11:35

274

11:38

309

出火原因
本火災は、乾燥注意報発令中という環境下に

おいて、廃材置場に設置された鉄屑入れのコン
テナ内に、ベルト研磨工場から廃棄された平面
光の強い部
分が焦点

上の鏡面仕上げステンレス板を、無造作に放置
したため、中央部付近に凹面が形成され、ステ
ンレス板の鏡面に太陽光が反射し焦点を形成す
る、凹面鏡反射の法則により、焦点となった保
全倉庫・下屋の軒桁部材の木材を加熱し、無炎
燃焼の継続に至ったと判断したものである。

写真 15

11 時 34 分の状況
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その後の対応

に認識した事例であった。

当該事業所では、建築後、40 年を経過した出
9.

火建物とともに、廃材置場も約 40 年間、この様

おわりに

な取扱いをしていた。この再現実験を機に、①

ここで記載した収斂火災は、誰でも当たり前

廃棄物置場の鉄屑入れには、ベルト研磨工場か

と思っている現象かも知れない。しかし、よく

らの廃棄物である、ベルト端材は入れない。②

よく考えると、その知識は誰かに教わったもの

研磨工場からの端材は、研磨工場専用コンテナ

で、私たちが知っていると思う事柄は、単に、

にて屋内で管理し、廃棄の際は業者へ依頼する。

教材に載ってあっただけのことではないであろ

③これらを研磨工場の規則（作業標準書）に記

うか。

載する。という恒久対策が、事業所内に施され
た。

仮に、当たり前のことだとしても、自ら、そ
して関係機関の方々とともに、これらを確認す

しかし、もし仮に、
「収斂火災」を発生させた

ることにより、知識は知恵となり、この蓄積が、

焦点が、隣接する危険物施設に向けられていた

火災調査の本質である、「未来の火災を消火す

としたらどうなっていたであろうか。当該事案

る。」という安全文化を構築させてきたことに気

は、結果として、大事には至らなかったが、事

づかされる事案であった。

業所の高度な技術が思いもしない大惨事を招く
可能性を秘めていることを、事業所職員ととも

参考文献：新火災調査教本
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

医薬品中間体を製造する危険物一般取扱所にて
静電気により出火した事例の調査報告
富山市消防局

小関啓介
1.

3.

火災概要

関係者からの情報

本件火災は、医薬品中間体を製造する危険物

(1)

作業及び火災に関すること

一般取扱所（以下、
「一般取」という。）で、SUS

ア

過去に 200～300 回程度、同作業を実施して
いる。

フレキシブルホース（以下、
「フレキ」という。）
内の洗浄作業中に出火したものである。建物内

イ

ィルタを設置したこと。

部及び収容物を焼損した「部分焼」の建物火災
であり、負傷者 2 名が発生している。なお、調

過去との相違点は、フレキ先端に樹脂製フ

酢エチは 20L 使用し、窒素により圧送され、

ウ

後半はミスト状で噴出。

査にあたっては、消防研究センターの助言を得
エ

ている。

作業中に静電気による電撃を受けた経験は
ない。

2.

出火時の作業概要

オ

炎は、SUS 受器から立ち上がっていた。

当該一般取では、複数の医薬品中間体を同一

(2)

機器等に関すること

の設備を使用して製造しているため、A という

ア

出火室内にある防爆機器等に不具合はなか

薬品製造後に、B という薬品を製造する場合に
は、配管等の設備を洗浄する工程がある。

った。
イ

本件火災はこの工程上において、大気開放状
態でフレキ内に酢酸エチル（第 4 類第一石油類

していた。
ウ

（非水溶性））（以下、「酢エチ」という。）を通
し、フレキ内の洗浄を行っている最中に出火し

出火時、トランシーバ（非防爆型）を使用

ライター等の発火源となり得るものの、持
ち込みはなかった。

エ

ている。（写真 1）

リストストラップや床面導通処理等の人体
除電対策はしていなかった。

4.

現場見分（焼損状況等）

(1)

焼損状況

焼損が認められるのは、洗浄作業を行ってい
た 2 階「晶析・遠分室」（以下、「晶析室」とい
う。）のみであり、この室を中心に見分を行う。
晶析室に通じるアルミ製ドアは、室外側に向
かって湾曲し、網入りガラスはひび割れている。
（写真 2）
晶析室内部を見分すると、天井の石膏ボード
写真 1

フレキ内部洗浄状況

が上側に向かって湾曲し一部破損している。晶
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析室内の壁体は、コンクリート製で各壁体に焼

SUS 受器及びフレキを更に見分する。SUS 受

損、破損は認められないが、北面の掲示板が焼

器には、アースクリップが取り付けられ、10L

損している。晶析室内にはフレキ、SUS 受器、

の茶褐色の排出液が認められる。フレキ先端に

配管等といった製造設備が見分される。床及び

は、樹脂製フィルタが設置されている。また、

これらの収容物には消火粉末が付着しているが、

床面にはトランシーバが見分され、関係者によ

目立った焼損は認められない。
（写真 3、写真 4）

れば「SUS 受器直近の床に置き、送液の合図を
傍受するのに使用しました。発信はしていな
い。」とのことである。（写真 5～写真 7）
フレキから樹脂製のフィルタを取り外し、フ
レキ内部を見分すると、テフロン樹脂でコーテ

ひび割れ
ひび割れ

ィングされており、焼損、破損は確認できない。
（写真 8）
作業者の着衣は、クリーンルーム用の作業着
で、帯電防止材が使用されており、袖部分に切

歪み
歪み

断の跡が見られる。関係者によれば、
「作業着が
溶けて腕にくっついていたため、切りました。」
とのことである。靴は帯電防止仕様であること

写真 2

アルミ製ドアの状況

が確認でき、焼損等は認められない。キャップ
及びディスポグローブは、帯電防止仕様ではな

天井の湾曲、破損

く、焼損は認められない。（写真 9、写真 10）

SUS 受器

掲示板焼損

アースクリップ

写真 3

晶析室内の状況
写真 5

SUS 受器の状況

SUS 受器
フィルタ
フレキ

写真 4

写真 6

SUS 受器、フレキの状況
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(2)

酢エチ、窒素流路確認

酢エチは屋外タンクから送液されている。り
災建物まで送液されている配管及びバルブに、
異状は認められない。り災建物内のメインバル
ブは微開の状態で、270°締めると閉止する。関
係者によれば、
「 これが正しく流量調整した状態
トランシーバ

です。」とのことである。（写真 11、写真 12）
窒素は敷地内にある別棟から送られ、り災建

写真 7

トランシーバの状況

物までの配管に異状は認められず、り災建物内
の圧力計等も異状は認められない。（写真 13）

写真 8

フレキ内部の状況

作業着に切断の跡

写真 11

酢酸エチルの流路

バルブ微開

２７０度
閉めると
閉止する

写真 9

作業着の状況
写真 12

写真 10

写真 13

靴等の状況
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現場見分のまとめ

焼損、破損は 2 階の晶析室のみに認められ、
晶析室では爆発現象があったと考えられる。出
火原因については、現場見分状況及び関係者の
供述から、工程への異物混入や窒素等過不足の
影響による出火は否定できる。

5.

トランシーバ鑑識
SUS 受器直近にあったとされるトランシーバ

の鑑識を行う。
(1)

トランシーバの外観状況

写真 15

トランシーバ内部の状況

諸元等（メーカーから聴取したもの）

・名称

特定小電力無線器

・製造期間

2000 年 12 月～2009 年 4 月

・販売期間

2000 年 12 月～2009 年 9 月

・販売台数

253,332 台

・生産国

日本

・販売範囲
・価格

国内

14,800 円

・安全装置

防爆規格の要求適合装置なし

・事故事例

なし

・リコール等
(2)

写真 14

なし

鑑識見分

外観上は、消火器の粉末薬剤が付着している
のみで、電源を入れると正常に作動する。
（写真
14）
電池を取り外し、トランシーバ内部を見分す
ると、接点部分に荒れや溶けはなく、すす（煤）
の付着も確認できない。電池は残圧が確認でき
る。（写真 15）
写真 16

分解し内部の基板等を見分するも、すす（煤）

トランシーバ分解状況

の付着はなく、コンデンサに膨張、ひび割れ、
6.

液漏れ等の異状は確認できない。また、スイッ
チの接点部にも荒れ、溶融はない。（写真 16）
(3)

フィルタ鑑識
現場で発見され、今回初めて使用されたフィ

ルタについて鑑識を行う。

トランシーバ鑑識のまとめ

・トランシーバ不具合による出火は否定できる。

(1)

･トランシーバ内部に可燃性蒸気が侵入し、接点

・名称

火花で引火した可能性は否定できる。

諸元等（メーカーから聴取したもの）
フィルタ

・製造期間

20 年以上前～現在

・販売期間

同上

・販売個数

80 個（類似品 2,000 個）
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電気上の導体・不導体は、表面抵抗率（ρ S【Ω】）

日本

・販売範囲
・価格

69（平成 27 年度）

の範囲で定義できるとされ、ρ S ＜10 10 Ωで静電

世界

気上の導体となる。ρ S は次式で表され、図 1

7,700 円

・安全装置

なし

・事故事例

なし

・リコール等

に基づき簡易測定できる。
ρ S ＝RS ・L 1 /L2
このことに基づき、シール部の表面抵抗（RS ）

なし

※ 取扱説明書等には、静電気に対する注意喚

を測定し、表面抵抗率（ρ S ）を計算すると、シ

起文あり。

ール乾燥状態で 5×10 7 Ω、シール湿潤状態（酢

(2)

エチ）で 2×108 Ωとなる。（洗浄作業中にフィ

鑑識見分

同型品と比較して見分を行う。外観は、ポリ
プロピレン製の外装にわずかな溶融が認められ

ルタが酢エチで濡れる可能性があったため、乾
燥、湿潤各々の状態で測定を行った。）
（写真 19）

るのみである。分解するも、内部に焼損等は認
められず、排出液二次側に、消火粉末の付着が
認められるのみである。なお、フィルタにはシ

テスター
ρS：表面抵抗率
RS：表面抵抗
L1：電極長さ
L2：電極間の距離

ールが貼付されている。（写真 17、写真 18）
L1
L2

図1

表面抵抗率測定方法

シール
シール

写真 17

フィルタの外観状況

写真 19

(4)

表面抵抗測定状況

フィルタ鑑識のまとめ

・フィルタ内部からの出火は否定できる。
・シール部は導体である。

7.

静電気について
静電気安全指針 2007（文献 2）によると、静

写真 18

フィルタ分解状況

電気放電には次の 6 種類の放電があり、各特長
をまとめる。

(3)

シール部の導体、不導体の確認

◆ 火花放電

静電気安全指針 2007（文献 1）によれば、静

静電気事故の 7 割強が火花放電といわれ、導
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表1

体間で起きる放電。
◆ ブラシ放電

導体の接地状況

測定対象

不導体から起きる放電で、曲率のある導体に
放電し、その時のエネルギーは 1～3mJ。
◆ 沿面放電
液体、粉体等が絶縁性パイプ内を高速で輸送
される際等に発生し、産業界に起こる最大の着
火能力を持ちうる放電。
◆ コロナ放電

抵抗値
（Ω）

アースクリップ

0.24

SUS 受器（アースクリップ有）

0.25

SUS 受器フタ（アースクリップ有）

0.21

フレキ接続元のフランジ（一次側）

0.24

フレキ接続元のフランジ（二次側）

0.23

フレキ

0.45

先のとがった針電極等の近傍に、不平等電界
場が形成された場合に起こるが、水素のような
最小着火エネルギーが極めて小さいガスを除き、
可燃性蒸気に引火させることはない。
◆ コーン放電
円錐状に堆積した不導体性粉体の表面に起こ
る放電。
◆ 雷状放電
サイロ等への粉体の投入をした際等に発生す
写真 20

る雷のような放電で、大規模な空間が必要であ

SUS 受器接地抵抗測定状況

り、産業界では起こらないとされている。
次に、床の接地抵抗、靴及びディスポグロー
8.

ブの抵抗値を測定すると、表 2 のとおりとなる。

現場見分（静電気関係）

(1)

加えて、作業時の服装を再現し、人体の漏えい

現場見分

（ 写真 21、
抵抗を測定すると 7.6×10 6 Ωとなる。

現場には多数の金属があること。フィルタは

写真 22）

樹脂製（不導体）で、フィルタ内を液体が通る
ため、フィルタが流動帯電すると考えられるこ

また、作業時の服装のまま、出火時の行動を

と。非接地状態にある金属と帯電した絶縁物の

再現し、作業着及び人体の帯電電位を測定する

組み合わせが、静電気の着火危険の面からは最

と各々0kV となる。（写真 23）
加えて、フレキ先端に設置されていたフィル

も危険であること（文献 3）。以上のことから、

タに水を通液し、表面の電位を測定すると、-3.9

ブラシ放電と火花放電の検討を行う。

～-14.3kV となる。（写真 24）

また、沿面放電については、フレキ内部に焼
損が無いため検討不要とし、コロナ放電、コー

(2)

ン放電及び雷状放電については、発生環境や放

・人体を含めた各導体（フィルタのシール部除

現場見分（静電気関係）のまとめ

く）は接地されている。

電エネルギーを考慮して検討不要とする。

・再現行動により、人体は帯電しない。

テスターの接地側を避雷針用の接地極に設定

・フィルタは樹脂製で、水を通液させると帯電

し、現場にあるアースクリップ、フレキ、フラ
ンジ、反応釜、SUS 受器等といった金属（導体）
の接地状況を確認すると、表 1 のとおりとなる。
（写真 20）
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床の接地抵抗及び靴等の抵抗値

測定対象

抵抗値（Ω）

69（平成 27 年度）

9.

実験

(1)

背景、目的

床

6.2×10 5

現場見分（静電気関係）から、各導体（フィ

靴

1.0×10 6

ルタのシール部除く）からの火花放電は否定で

ディスポ
グローブ

1.2×10 6

き、フィルタからのブラシ放電は可能性がある
と考えられる。また、フィルタ鑑識の結果から、
フィルタのシール部は導体であり、フィルタ本
体が帯電することで、フィルタのシール部が誘
導帯電し、シール部から火花放電が起こる可能
性がある。
以上のことから、フィルタからのブラシ放電
または、シール部からの火花放電のいずれかが、
火災に起因したのかを特定することを目的とし、
実験を行う。

写真 21

靴の抵抗測定状況

(2)

事前検討（フィルタからのブラシ放電）

静電気安全指針 2007 の式（3.13）～（3.15）
（文献 4）を使用し、D=20 として、酢エチの最
小着火エネルギー0.46mJ（文献 5）から検討す
－
ると、表面の平均電位「V」が 37kV 以上になる
と、ブラシ放電による引火の可能性があると分
かった。
(3)
写真 22

人体の漏えい抵抗測定状況

事前検討（シール部からの火花放電）

火花放電の放電エネルギー「W」は、次式で
表される。
W=1/2・CV 2
（C：静電容量【F】V：電位【V】）
（文献 6）
この式及び酢エチの最小着火エネルギー
0.46mJ から検討すると、電位「V」が 9.6kV 以
上になると、火花放電による引火の可能性があ

写真 23

作業着の帯電電位測定状況

ると分かった。なお、静電容量「C」は、10pF
とした。（静電気安全指針 2007 表 2.1（文献 7）
を参考とし、今回の静電容量は最大でも 10pF
と考えたため。）
(4)

実験概要

図 2、図 3 のとおり、フィルタに 3 種類の液
体（水、灯油、酢エチ）を通し、フィルタの電
位を測定する。通液の方法は、落差及び窒素に
写真 24

フィルタに水を通した際の電位

よる圧送をそれぞれ行う。なお、測定は任意の

測定状況
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10 点にて行うものとする。（写真 25、写真 26）

(5)

10 点測定した結果の平均値を表 3、表 4 にま

灯油、酢エチの通液量は、安全を考慮し 2L
を上限とする。また、帯電物体から電位測定機

測定結果

とめる。

に放電する可能性があるため測定は可燃性蒸気
表3

の存在しない場所に移動して行うものとする。

0.5L

2L

水

+0.1kV

+0.2 kV

灯油

+0.1 kV

+1.0 kV

酢エチ

+0.2 kV

+0.1 kV

投入容器
じょうご
フレキ

投液量とフィルタ電位変化の関係

フィルタ
架台

表4

投液量とフィルタ電位変化の関係

SUS受器

図2

落差による通液実験概要図

N2ボンベ

調整器

(6)
フレキ

0.5L

2L

水

+0.2 kV

+0.1 kV

灯油

+1.0 kV

-6.5 kV

酢エチ

+2.5 kV

+0.6 kV

実験のまとめ

・流量の増加とともに、フィルタ電位が上昇す
フィルタ

るとは限らない。

架台

・フィルタ電位が思うように上昇しない。
SUS受器

以上のことから、ブラシ放電と火花放電の可
図3

窒素圧送による通液実験概要図

能性の有無を特定することができない。
(7)

実験結果の考察

気象状況（出火当日よりも、湿度が高かった。）
により電荷が緩和しやすかったこと、電位測定
位置までの移動中に、緩和してしまった可能性
がある。

写真 25

10.

原因の考察（まとめ）

(1)

静電気以外による出火について

放火、裸火、電気機器及び窒素過不足等によ

実験状況

る出火の可能性は否定できる。
(2)

フィルタ以外からの静電気放電について

現場にあるフィルタのシール部以外の導体は
接地されており、これら導体からの火花放電は
フィルタ

否定できるが、シール部については可能性が残
る。

写真 26

電位測定状況

(3)
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① 実験ではフィルタの電位上昇が認められな

ーバ及びフィルタの鑑識を実施し、一定の事実

い。

に基づき、それらの可能性を否定することがで

② しかし、現場では通水時に、フィルタの電位

きた。

上昇が認められている。

静電気については、どこに電荷が溜まり、ど

③ よって、実験時には何らかの影響で、電位を

こにどのような放電が起こったかを検討するこ

上昇させることができなかったと考えられ、

とは、知識及び技術不足による困難性が高かっ

フィルタからのブラシ放電は可能性が残る。

た。しかし、困難性を克服し、これらの検討を

(4)

まとめ

行うことで、事業所に対して「静電気に気を付

以上のことから、フィルタのシール部からの

けろ。」との抽象的な指導にとどまらず、具体的

火花放電、または、フィルタからのブラシ放電

リスクを説明することができた。加えてこれら

により出火した可能性がある。

の検討により、署員への教養が図られた。

11.

15.

結論

所感

フレキ先端に樹脂製フィルタを設置し、開放

平成 24 年の全国の全火災 44,189 件に対し、

状態でホース洗浄をしていたために、酢エチの

経過「静電スパークが飛ぶ」は、83 件で 0.18%

可燃性蒸気が滞留し、フィルタに帯電していた

となっており、件数としては少ない。一方富山

静電気が、SUS 受器に放電した際に引火したも

県においては、0.9%を占めており、富山市にお

の。なお、フィルタからのブラシ放電、シール

いては 1.25%を占めている。市内には製薬工場

部からの火花放電、いずれの放電が起因したの

が多数あり、この 1.25%のほとんどが製薬工場

かは特定できない。

で発生している。
製薬工場を多数抱える都市として、静電気火

12.

事業所への指導

災の調査手法をマスターし、調査資機材の整備

(1) 可燃性蒸気存在下でのフィルタ使用禁止

を図り、事業所に対して適切な指導を行ってい

(2) 配管洗浄は閉塞系で行うこと

くきっかけになったと考える。

(3) 静電気に関する定期的な社内教育
(4) 防爆エリアにおける、非防爆トランシーバ
の使用禁止
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5) 独立行政法人労働安全衛生総合研究所、労働
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指針 2007、p.21

静電気安全

指針 2007、p.132

7) 独立行政法人労働安全衛生総合研究所、労働

6) 独立行政法人労働安全衛生総合研究所、労働
安全衛生総合研究所技術指針

安全衛生総合研究所技術指針
指針 2007、p.5

静電気安全
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

車両からの出火事例の調査報告
堺市消防局

内田篤志
1.

火災の概要
本件事案は、平成 25 年 5 月の 12 時頃、屋外

駐車場に駐車直後の車両から発生した火災で、
下車した運転者が車両前方に炎を発見し、通行
人と初期消火を実施したが消火できず、軽四輪
自動車 1 台と、駐車場路面が若干焼損したが、
死傷者は発生していない。

2.

写真 1

焼損状況（車両前方）

写真 2

焼損状況（運転席側）

写真 3

焼損状況（助手席側）

見分
車両外周部は、双方の側面ボディーに焼損は

なく、4 輪のタイヤにも焼損はない。運転席及
びリアハッチのドアガラスがなく車内が見通せ、
その他側面のドアガラスは、残存している。車
内を後部側から見分すると、インストルメント
パネル、ハンドル、車両前部座席シート等、樹
脂製品は、全て上部側において表層的な焼損で、
構造材が出ず、車内底部側、後方側に移行する
ほど原形を保持している。また、配線類は芯線
の露出が見られるが断線はない。
ルーフ部は一様に全体の塗装面が焼失し、地
金の露出が認められる。
ボンネット表面は、中央付近を起点として、
車両後方側に向かって扇形に変色し、フロント
ガラスは残存しない。車両後方のリアハッチバ
ックドアは、ドア底部の中央付近を起点として
上方に扇形の変色を認める。
車両移動し路面を見ると、焼損残渣はエンジ
ンルーム直下のみである。
見分から、エンジンルームから各部への焼け
の方向性が認められる。
写真 4
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なっている。
(6) 内燃機関は、エンジン本体上部の樹脂製の
エンジンヘッド全体が溶融しているが、中段
から底部側は、表面的な焼損、煤煙付着と焼
けが弱くなり、ヘッドを外すと損傷はなく、
オイルの漏れや滲みはない。
(7) 電気系統のうちバッテリーは、端子に接続
写真 5

焼損状況（エンジンルーム）

の配線類は、バッテリー付近で若干変形があ
るが概ね原形のまま残存し、エンジンルーム

3.

調査（鑑識）

中央付近に移行すると、被覆が焼失し芯線が

(1) 排気系統は、エンジン本体前部のエキゾー

出ているが、断線箇所はない。

ストマニホールド及び一体型の第 1 触媒の全

ヘッドライト配線及びホーン配線は、エン

体に濃い煤煙付着、溶融物付着及び溶融物の

ジン本体に近接する箇所で、被覆が焼失し芯

焼損痕跡を認めるが、同箇所からマフラーエ

線が一部露出しているが、断線はない。

ンドまで、内外部とも異状は認められない。

前記の各見分から、エンジンルーム内の中央

(2) 駆動系統は、FF 式駆動形態で、駆動軸、ト

エンジン本体の最前部側のエキゾーストマニホ

ランスミッション等に焼損や変色変形は認

ールド付近の焼けが強く、この部分を起点とし

めない。ミッションオイルの残量等は、規定

て、各箇所への延焼の方向性が認められるので、

量あり、粘性は緩く、焦げくさい臭気や金属

同箇所を出火箇所とする。

片の混入等はない。また、エンジンオイルを
確認すると、規定量あり、粘性があり、焦げ
くさい臭気や金属片の混入等はない。
(3) 制動系統は、引きずり痕跡がなく、タイヤ
ホイル・タイヤ自体に焼損はない。タイヤハ
ウス内の樹脂製内張りは、前輪の運転席側タ
イヤハウスのアーチ最上部に、一部溶融が見
られる他は焼損がない。
写真 6

(4) 冷却系統は、エンジンルーム内の車両前方

車両鑑識（出火箇所付近）

側に位置する冷却装置は、アルミ製のラジエ
ーターフィン全体に付着している煤煙が、運
転席側側面の底部付近から上方にかけて、半
扇形に焼失している。
(5) 吸気系統は、材質の差異はあるものの、車
両前方のシャーシに位置する、エアクリーナ
ーインテークダクト（以下、「インテークダ
クト」と記す。）が完全焼失し、同部品取り

写真 7

付け部のシャーシのうち、中央から運転席側

シュレーターと溶融物の付着

には地金の露出が見られる焼けに比べ、中央
から助手席側へ移行するに従い、煤煙付着と
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メーカーへの聞き取り

離増加、高速走行等で温度上昇し、相互の温度

当該車両にリコール・サービスキャンペーン

関係から接触すれば、出火の可能性は考えられ

が出ているが、これらが起因した火災は発生し

る。

ていないとのこと。改修の手順は、吸気系統の

よって、出火原因は、走行で赤熱状態のエキ

各部品をシャーシから全て離脱して作業をする

ゾーストマニホールド及び、インシュレーター

とのことで、この際、取付け樹脂製ピンの取付

上に、インテークダクトが脱落、時間の経過と

け不良や同ピンの経年劣化等で、改修後の車両

ともに、インテークダクトが溶融し出火したと

でインテークダクトが脱落する事故が数件ある

結論付けた。

と聴取する。
7.
5.

原因の検討

再発防止のための措置
車両鑑識に参加したメーカーの担当者に対し

エキゾーストマニホールドの排気漏れ（接続

て、類似火災発生の可能性やリスク、メーカー

不良）、エンジンオイルの漏洩及び電気関係は、

が担う火災予防の重要性を再三説明・説得し続

見分から出火要素が認められず否定できる。

けたところ、担当者が火災予防を理解し、会社
側と調整した結果、車両鑑識終了から約 2 カ月

サービスキャンペーン・リコール箇所は、適
性に改修され焼損も認めないため否定できるが、

で約 65 万台車両に対するリコールとなる。

これらの改修作業を行うのに、吸気系統の各部
品をシャーシから全て外すと述べ、当該車両も

この結果を踏まえ、広報誌等に掲載し広く市
民に広報を実施する。

同工程が実施されている。
エキゾーストマニホールドやインシュレータ

8.

社告後の改修に係る追跡調査

ーの焼き状況及び付着物の残存状況、出火箇所

社告発表後は、所属団体を通じ年 4 回（1・4・

付近で完全焼失しているのが、インテークダク

7・10 月）国土交通省に報告される改修率を注

トのみであることと、同部品の設置箇所である

視すると、概数値で社告発表当初は 30%にも満

金属シャーシに、運転席側から助手席側への熱

たなかった改修率が、2 期・3 期と報告回数を重

変色の強弱があり、燃焼の方向性が見られるこ

ねる毎に過半数を超え、現時点で概ね改修率が

とから、同部品を取付ける際に、何らかの作業

70%を上回っている。

ミス或いは取付け部品の劣化があったと仮定し

消防が広報しなくても改修漏れしない理由は、

た場合、走行振動等でインテークダクトがエン

月日が経つと、国内で使用中の車両は、必ず点

ジンルーム内に脱落する可能性が考えられ、エ

検・車検を受けるため、2 年以上放置されない。

キゾーストマニホールド、インシュレーターの

また、製造年等から、廃車・スクラップ・登録

付着物の残存状況や焼損状況が合致する。

抹消・輸出など、現存しないこともあり、完全
に改修しきれないと言う現実が思慮できる。

6.

結論

これら社告後の現実を知ることで、如何に探

エキゾーストマニホールド上にインテークダ

究心を持ち続け、忠実に車両鑑識を実施して、

クトが脱落した場合、インテークダクトはポリ

原因究明することの重要性を痛感することがで

プロピレン製で発火点は 201℃～、エキゾース

きた火災現場であった。

トマニホールドの温度は 400℃前後で、走行距
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一般による消防防災機器等の開発・改良

聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサル・
コミュニケーション・システム
沖コンサルティングソリューションズ株式会社

細野直恒、西島

勝

春日大野城那珂川消防本部

因幡敏幸、宮嶋文洋
1

はじめに

を開発しようにも、人材も財源もない。消防職

最新の調査（5 年毎）によると、全国の聴覚

員数 150 名以下の本部が全体の 6 割以上を占め

障害者数は、約 36 万人（平成 25 年版『障害者

る現状では、経常業務に追われ、職員に想いは

白書』・内閣府）。高齢化社会が進むにつれて、

あっても開発は不可能な状況である。

聴 覚 に 何 ら か の 障 害 を 来 た す 人 の 数 は 、 2,000

また新規事業を始める時の最大の障壁は、費

万人に上ると言われている（「日本補聴器工業

用対効果である。管内人口・26 万人、その内聴

会」推定）。言うまでもなく聴覚に障害があると、

覚障害者・700 人を抱える某消防本部（職員数：

発話（会話）が困難になる。

205 名）の〔119 番・緊急通報〕年間件数：12,000

その彼らが不測の事態に陥った時、健常者の

件の内、聴覚障害者が関わるものは、年間 1～2

ように音声電話により〔119 番・緊急通報〕で

件である。地方財政がひっぱくする中、これに

消防機関に助けを求めることが難しい。それに

対して開発の新規予算を計上することは、既存

代わるものとして〔ファクシミリ・119 番〕な

事業を削減することになり、逡巡（しゅんじゅ

どがあるが、これが利用出来るのは、FAX 機器

ん）せざるを得ないのが実情である。

がある自宅等に限られる。あとは手話通訳士な
ど、聴覚障害者支援員の第三者を介する方法し

2

かない。

開発
当「聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニ

全国で救急出動は、1 日に 16,000 件、国民 24

バーサル・コミュニケーション・システム」の

人に 1 人が救急車で運ばれているが、彼らは、

開発は、消防庁・消防防災科学技術研究推進制

この消防サービスを受けるのが非常に困難な状

度の助成を受けて、平成 24 年度から平成 26 年

態におかれている。救急出動の大半を占める〔急

度の 3 箇年で行った。近年のスマートフォン（ス

病〕になっても、彼らは、まず我慢を余儀なく

マホ）、タブレットの普及を鑑み、音声に頼らず

される。

アプリ操作で〔119 番・緊急通報〕が出来ない

一方、消防機関も彼らからの要請が顕現化し

か研究した。

ないので、その対応に苦慮している。消防本部

第 1 年度は、スマホやタブレットに対応する

は、市町村の機関であり、全国に 750 本部（平

「SOS カード」（聴覚障害者救急要請時の指差

成 27 年 4 月現在・消防庁調べ）あり、聴覚障害

しカード・図 1）を基に研究開発した。この「SOS

者への対応も各本部で異なり、全国で統一され

カード」とは、平成 19 年に我々が開発し冊子化

たものは未だ存在しない。

して、求めに応じ全国の消防本部、医療機関、

独自に聴覚障害者専用緊急通報受信システム

官公庁等に配布した。この研究では、その冊子
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を参照して、スマホ上のアプリ化を図った。そ
の際に念頭に置いたことは、緊迫した状況で操
作するので、画面の文字は大きく、字数は少な
く、イラスト主体で表現するということだった
（写真 1）。またページ数は最少にし、操作時間
の短縮を図った。アプリ化にあたっては、指令
卓の対話を観察して、
「救急時」と「火災時」の
2 パターンを考案した。スマホの OS は、Android
と iOS を対象にした。
その後、完成した〔119 番通報 SOS〕アプリ
を用いて、実証実験を実施した（写真 2）。その
際は、実際のユーザーである聴覚障害者に被験
者になってもらい、アプリ操作とテキスト入力
との時間差を調べた。結果は、歴然としたもの
だった（表 1）。なお氏名、住所、連絡先、既往
症、掛かり付け病院等個人情報は、端末入手時、
図1

「SOS カード（冊子）」（部分）

事前に本人が入力しておく。〔119 番通報 SOS〕

（当初の救急現場で聴覚障害者と指差しでコミュ

アプリの配信は、各 OS コンテンツ配信サービ

ニケーションを図るための冊子形式の「SOS カー

スを利用して行う計画である。
第 2 年度は、消防本部への通信方法の確立を

ド」）

図った。独自の IP-VPN 網を構築するには、あ
まりにも多額の経費を要するため、初期段階は、
既存の汎用のメール・サービスで送信すること
にした。安全性、堅牢性、機密保持など、我々
が掌握し得ない部分も残るが、平成 23 年 3 月
11 日東日本大震災時、あらゆる通信手段が不通、
またはそれに近い状態になった時、被災者が携
帯メールで英国ロンドンにいた身内に連絡し、

写真 1

アイコンやイラストを主体にした
写真 2

画面表示
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実験協力者

KHR
ARK
WTS
SMZ
SZK
OND
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最終年度で実施した作業仮説に基づく実証試験の結果

スマホ・携帯電話

入力方法

Android (Aquos)
Flick
Android (AU) Hand Write
iPhone
Flick
3G Mobile
Toggle
iPhone 5S
Flick
iPhone 4S
Flick

小計
平均
標準偏差

救急通報
SOS AP
Smart Phone

火災通報
SOS AP
Smart Phone

0:00:26
0:00:18
0:00:27
0:00:14
0:00:19
0:00:16
0:02:00
0:00:20
0:00:05

0:00:17
0:00:18
0:00:17
0:00:17
0:00:11
0:00:14
0:01:34
0:00:16
0:00:02

0:01:58
0:01:47
0:01:18
0:01:05
0:01:09
0:01:32
0:08:49
0:01:28
0:00:19
23%
4.41

比率
倍率

0:01:16
0:01:21
0:01:10
0:01:27
0:01:06
0:01:05
0:07:25
0:01:14
0:00:08
21%
4.73
単位：秒

（救急通報時、〔119 番通報 SOS〕アプリは、テキスト入力に比べて約 5 倍の早さで消防本部に通報が
出来ることが判明した）

写真 3

春日大野城那珂川消防本部（福岡県春日市）での実証試験

（GPS による通報地点の発信画面と、消防卓での表示された地図例）

表2

全国消防本部の E-mail アドレスと緯度・経度の関連表（部分）

（これらのデータベースを当該アプリに搭載済）
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救助された事例は「気仙沼の奇跡」と言われ、1
通のメールが 446 人の命を救った例があり、安
全性、堅牢性については、証明されたと考える。
このメールを使えば、発信地付近の地図、画像
も送られ、消防機関の現場特定・把握に大いに
役立つ（写真 3）。
第 3 年度は、直近消防本部の確定と双方向通
信の確立を図った。全国 750（平成 27 年 4 月 1
日現在）の消防本部の緯度・経度及び E-mail ア
ドレスを予め〔119 番通報 SOS〕アプリに搭載

写真 4

〔119 番通報 SOS〕アプリのトッ

し、他方スマートフォン・GPS 機能で発信地の

プ画面例

緯度・経度を測位、それらの差分によって直近
消防本部を検索・確定する方式を採った（表 2）。
双方向通信の必要性は、聴覚障害者が救急車、
消防車要請の当事者ではなく、第三者通報の立
場で、消防本部に緊急連絡した場合に特に求め
られる。患者の状態、火災の状況等を消防本部
は、通報者である聴覚障害者に聴取する。会話
で 応 じ る こ と は 出 来 な い の で 、〔 119 番 通 報
SOS〕アプリにテキスト化した Q&A を仕込んで
おき、その際に利用する。もちろん、直に入力・
送信することも出来る（写真 4、写真 5）。
特に急病に際し、BY STANDER の救命処置
（AED 操作など）が求められる今日、聴覚障害
者も例外ではない。彼らが、社会的な庇護を必
要とする状況にあることは、衆目の一致すると
ころであるが、人が彼らの眼前で倒れた場合に
は、聴覚障害者といえども、一身を賭して庇護
し、人命救助をしなければならないのも事実で
ある。この時、適切な心肺蘇生法を、消防本部
から通報者である聴覚障害者に伝えるためには、
この双方向通信機能が不可欠になる。
以上 3 箇年で、我々が意図する聴覚障害者用
緊急通報アプリ・〔119 番通報 SOS〕は完成し、
平成 26 年 11 月に消防庁での最終実証試験では、
迅速、的確かつ安定した動作が確認され好評を
写真 5

得た。

〔119 番通報 SOS〕アプリでの対

話用画面例
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思われない。平成 32 年（2020 年）、東京で 2 度

おわりに
我々は、
〔119 番通報 SOS〕アプリを第一義的

目のオリンピック・パラリンピックが開催され

には、聴覚障害者のために開発したが、バリア

るが、少なくともこの 1 年前までに開発を完了

フリー・アプリなので、文字を変えれば日本語

し、実証試験を終える所存である。世紀の祭典

が話せない外国人でも利用できる。健常者の使

の好機に、我が国の防災アプリ・防災 ICT の質

用は、言うまでもない。他方、健常者でも下顎

の高さを世界にアピールするとともに、
〔 立体表

損傷の事故、意識喪失などで発話が不可能にな

示〕機能を付加した〔119 番通報 SOS〕アプリ

ることが、大いに考えられる。

が、
「防災・減災最先進国」という新たな我が国

環境が整えば、この〔119 番通報 SOS〕アプ

のイメージ作りに役立てば、望外の幸せである。

リは、我が国のみならず GLOVAL USE にも対

聞けば「パラリンピック」の名称が初めて使

応出来る可能性を秘めている。その実現化を図

われたのは、第 1 回目の東京オリンピックの時

るために、今後の研究として、我々は、経済産

とのこと。その当時、想像も及ばなかった聴覚

業省が推進する〔G 空間構想〕に呼応し、〔119

障害者用緊急通報アプリ・
〔119 番通報 SOS〕が、

番通報 SOS〕アプリに 3D 検索機能の付加を考

半世紀おいて開発された。この縁（えにし）を

えている。現在の添付地図は、2D〔平面表示〕

考えれば、〔立体表示〕の研究・開発は、〔119

なので、通報者がビルにいれば、ビルの位置は

番通報 SOS〕アプリを開発した我々に課せられ

判明しても、何階にいるのかは不明である。消

た責務であると感じざるを得ない。

防隊、救急隊の現場到着をより早める〔立体表
示〕の研究・開発は、世界の防災テクノロジー

参考文献
平成 25 年版『障害者白書』

の嚆矢（こうし）となり得る。
今日の ICT（情報通信技術）の進歩を鑑みて、

平成 26 年版『消防白書』
平成 26 年版『消防現勢』

〔立体表示〕の開発に多大の時間を要するとは
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一般による消防防災機器等の開発・改良

航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火する
ドロップコントロールシステムの開発
株式会社イルカカレッジ、国立大学法人鳥取大学
1.

現状と問題点

① ゲルパック消火剤
ゲルパックは、透水性の袋にゲル化剤を 1g

林野火災は、航空機による上空からの散水消
火が行われるが、高度が高いと消火水が霧散し、

入れ、パック化したもので、機械によって量産

また風が強いと偏流されて火災に届きにくい。

化でき、乾燥状態で保管できる（写真 1）。ゲル

低高度における消火活動は、航空機が火災に巻

化剤は、海藻由来の多糖類で、動物が食べても

き込まれる危険を伴い、海外では、毎年消火活

安全な食品添加物である。パック材は、生分解

動中の航空機事故が発生している。一度乾燥状

可能なトウモロコシ由来のポリ乳酸で生成して

態の林野に火災が発生すると、長期化し、多く

おり、投下地点に放置されても数か月で分解消

の生態系や植生が失われる。その消火のために、

滅する。また、有害な燃焼ガスも発生しないこ

航空機の燃料消費と排出する CO 2 もまた、温室

とを確認している。ゲルパックは、5 分間水に

効果ガスを助長することになっている。そのた

浸けるだけで、パックの中に水をゲル状にして

め安全、迅速、正確な航空消火システムによる、

取り込み、一定の形状のゲル状消火剤をなすこ

早期消火方法が望まれている。

とができる。火災発生後通常の装備時間を遅ら
せることなく準備でき、消火バケットに給水す

2.

開発

るときに同時にセットし、火災現場までの飛行

我々の開発したドロップコントロールシステ

中に吸水し、ゲルパック消火剤が完成する（写

ムは、水をゲル化して細分化できるゲルパック

真 2）。

消火剤と、投下装置、及び高精度管制システム

② 投下装置

からなる、新しい航空消火システムである。

高精度管制システムの計算指示に従い、投下
するタイミングを逸することなく、全量の消火

写真 1

乾燥状態のゲルパック

写真 2

吸水したゲルパック消火剤

「ゲルパック消火剤」は乾燥状態（写真 1）で保存でき、5 分間水に浸けるとプルンプルンの消火剤（写真 2）が
出来上がる。
・大量の水をダマなくゲル化し作業も簡単で安全
・多糖類だから動物が食べても安全
・生分解性だから 3 ヶ月で分解、植物にも安全
・一定の小さな塊に細分化しているので落下地点も安全
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写真 4

バンビバケット

投下装置

写真 5

ゲルパック消

火剤投下の様子
「投下装置」バンビバケット（写真 3）下部に取り付けた新開発の投下装置（写真 4）により投下タイミングを逃
さずに即座に全量を投下できた（写真 5）。

図1

高精度管制システム入出力画面

落下運動を解析、狙ったポイントに正確に投下するためのシステムを構築した。

水を火災に投下する為に、開閉指示によって即

などの情報を入力すれば、正確に投下位置を予

座に投下できる投下装置を開発した（写真 3）。

測することができる。今までの投下実験の結果

投下装置は、実運用する場合の費用負担軽減の

に基づき、模擬したデータと計算式をプログラ

ためと、運用しやすさを考慮して、既存のバン

ム化した。さらに GPS と地図データと対応させ

ビバケットを改造して開口部分だけ開発し、取

ることによって、火の元にゲルパック消火剤を

り付けた（写真 4）。

投下するための投下地点を、デジタル地図上に

③ 高精度管制システム

表示する基本ソフトを開発した（図 1）。

ゲルパック消火剤の開発によって、消火水を
一定の半固体化することができる為、物体落下

3.

の計算によって、投下地点の風向・風速・高度

① ゲルパック消火剤：乾燥状態で 1g が吸水し
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100g となる。

のゲル化剤は 1932J の熱量を吸収することが分

ゲル化剤：海藻由来の多糖類、食品添加物

かった。ゲル化剤は投下地点にとどまり、ゲル

パック材：トウモロコシ由来のポリ乳酸、生

中の水が蒸発する際、燃焼物から蒸発潜熱を奪

分解可能

うことで、消火効果が発現すると推測される。

② 投下装置

ゲルパックの質量と形状、及び浸水試験：ゲ

消火バケツ：SEI 社バンビバケット 800L、積

ルパックはダマにならず、迅速に吸水をするこ

載容量 800L

とを実現するため、1 個のパックに 1g のゲル化

投下装置（開閉装置）
：フルオープン構造、開

剤を混入することとした。形状は、機械で量産

口部 36cm

が可能なテトラ形状とした。浸水試験を繰り返

投下装置（ロック機構）
：大型スナッチロック、

し、5 分で 80g～100g となることを確認した。
製造機械の導入によって、1 日 10,000 パック

電動アクチュエーター
③ 高精度管制システム

の製造が可能となった。

管制プログラム：開発言語 VBNET2013

②

GPS 受信機：NEC 社 QZ1

投下装置
設計に際し、バンビバケットの放出弁を開放

IR センサー：アートレイ社 ARTCAM320

するソレノイド方式の機構を活かして、電動ロ
ックに連接させることにより、作業性、確実性、

4.

開発による効果、その検証

安全性、携帯性を損なわないように開発するこ

ドロップコントロールシステムの開発によっ

とができた。
開発した投下装置を取り付けたバンビバケッ

て、今までの出動のタイミングを逃さず迅速に、
安全な高高度からの消火活動でも消火水を霧散

トに、ゲルパック消火剤 3,000 個（300kg）と水

させることなく、正確に全量の消火水を火災に

100 リットルを充填して、ゲルパック消火剤及

届けることができる。目標エリアに集中して、

び消火水を漏らさずに密閉できること、開口後

消火水を投下することによって、早期消火をす

に全量投下に要する時間は 3 秒程度であり、迅

ることができる。

速な投下が可能であることを確認した（写真 5）。
また最大搭載量である 800 リットルの水を充填

平成 26 年度消防防災科学技術研究推進制度
においてその効果を検証した。

して、投下装置の密閉性に問題がないことを確

①

認した。

ゲルパックの開発

③

ゲルパックの燃焼試験：鳥取県保健事業団に

高精度管制システム

依頼して、消火剤を燃焼させて発生ガスの総量、

システムの制御、落下運動を計算する管制プ

及び有毒ガスの発生がないかを調査した。また、

ログラムを搭載した PC・GPS 受信機・IR セン

燃焼後の残渣量を測定し、環境に与える影響を

サーからなる高精度管制システムを構築し、模

調査した。その結果、動植物に影響を与える有

擬的に動作検証を行った。その結果、管制シス

害ガスは検出されなかった。特性としては、燃

テムにより、最適な投下タイミングを計算し、

焼物の被覆消火と、燃焼温度の降温効果、消火

投下装置又は投下操作員に管制システムから、

剤の残渣がほとんどなく、環境汚染もないとい

投下指示を出力することにより、ゲルパック消

ったことがあげられる。

火剤を正確に火災現場に着弾させることが可能

ゲル剤の熱特性：示唆走査熱量計を用いて、

であることを確認した。
また専用入出力画面を設計、及び以下の通り

吸水したゲル状消火剤の熱特性を調べた。ゲル
化剤は、100℃を超えると吸熱反応が起きる。1g

補助機器を活用して操作性を向上させた。
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下であった（図 2）。

航空機の飛行針路、速度、高度、風向、風速
を取得する必要があるが、航空機の位置・速度

これらの結果から、ゲルパック消火剤は水と

情報は PC に接続した GPS 受信機から自動的に

比べて、はるかに偏流距離や落下の範囲が小さ

取得可能であることを確認した。また火災現場

く限定される。特に高高度からの投下、高速で

の位置情報も、緯度経度の数値入力が可能であ

の投下、風力が大きい時にそれが顕著であるこ

る が 、 現 場 で の 効 率 を 向 上 さ せ る た め に 、 PC

とが分かった。逆に言えば、水を用いた消火活

画面に表示した地図又は IR 映像をマウスクリ

動では有効ではない高度、速度、風条件の時に

ックすることにより、火災位置を修正入力でき

でも、ゲルパック消火剤であればまとまった量

るようにした。

を狙ったところに落とすことができる。すなわ

これらの工夫により、実際の消火活動に即し

ち、水に比べて安全で、高精度な消火活動が期

て運用性を向上させることができた。

待できることを確認した。

④

⑤ 高精度投下試験

高精度投下に向けた検証

消火効果の確認

消火剤として、水を用いる従来の航空消火に

消防はしご車を用いて 20m の高さからゲル

対して、今回開発したゲルパック消火剤を用い

パック消火剤の投下・消火実験を行い、以下の

た航空消火の最大の特徴は、消火剤が落下時に

結果を得た。

霧散することなく目標エリアに投下できること、

ゲルパック消火剤は、20m の高さでは風によ

及びその運動を予測しやすいことである。その

る影響が少なく、1～5m2 のエリアに落下するこ

ことにより、高度が高いと散布界は広くなり、

とを確認した（表 1）。またゲルパック消火剤は

低いと集中する。上記の水に対する優位性の検

着地時にパック紙が容易に破れて、内容物であ

証と、前述の高精度管制システムの構築に向け

る水ゲルが周囲に飛散することを確認した。

た落下運動予測のために、諸実験とモデル化を

高高度から水の投下では 20m 以上霧散した

行い、様々な条件下でのゲルパックの運動を模

ケースもあり、消火能力はかなり低下するのに

擬した。例えば投下高度 100m、航空機速度 3m/s、

対し、ゲルパック消火剤は、風の影響を受けに

風速 2m の条件下では、水の落下範囲は 60m に

くく、高精度投下及び消火効果の裏付けとなっ

対してゲルパック消火剤の落下範囲は 10m 以

た（写真 6～写真 10）。

図2

ゲルパック消火剤と消火水の落下範囲比較シミュレーション

消火水の落下範囲 60m に対して、ゲルパック消火剤の落下範囲は 10m 以下であることが分かった。
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投下高度による必要な投下量一覧

投下高度

散布界

(m)

(m)

散布密度 1.6L/m2 の場

散布密度 2.4L/m2 の場

合の必要投下量

合の必要投下量

(L)

(L)

20

2.3

8.1

12.2

30

3.4

18.2

27.3

50

5.6

50.6

75.9

75

8.4

113.9

170.9

100

11.3

202.5

303.8

150

16.9

455.6

683.4

200

22.5

810.0

1215.0

ゲルパック消火剤を数千個投下した場合の散布界と散布密度のシミュレーション結果をまとめている。

写真 7

はしご車バスケットからゲルパッ

ク消火剤を投下

写真 6

写真 8

はしご車を用いた消火実験の様子

写真 9

写真 10

ゲルが付着している様子

消火剤落下の様子

ゲルが付着している様子 2

消防はしご車を用いたゲルパック消火剤の消火実験を実施した。写真 6～写真 8 はその様子を記録したものである。
また写真 9、写真 10 は模擬火災を消火後にゲルが木材に付着している様子を撮影したものである。
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⑥ 航空消火の検証
鳥取県消防防災航空センターの協力のもと、
鳥取県の消防防災ヘリコプター（Bell 412EP）
を用いて高高度かつ低速状態等からの投下実験
を実施した。
鳥取県の消防航空隊が保有する既存の消火バ
ケットに、ゲルパック消火剤を最大 3,000 個充
填して投下した。航空消火の実働に近い条件に
写真 12

おいても、消火剤をゲルパック化することで、

模擬火災の様子

風の影響を大きく低減できることが確認できた
（図 3、写真 11～写真 13）。
高精度管制システムは、地上からの誘導によ
り、最適な投下地点を算出して投下位置を指示
したが、上空の風向及び風速などの情報を共有
することができなかったため、有効な投下地点
を算出することができなかった。26 年度の検証
では、消火ウォーターバケットの消火剤投下装
写真 13

置の開口は、投下ターゲットの直上に達したか

模擬火災直撃の瞬間

どうかを機内搭乗員が判断し、人力により行っ
た。更なる高高度、高速飛行中の消火活動の場
合には、機上捜査員による判断・制御は困難で
あり、管制コントロールシステムにより、最適
投下地点・条件に到達した時点で自動的に開閉
機構に開口信号を出力して、制御する必要があ
ることを再認識した。

図3

実験の概要

写真 11～写真 13 に、消防防災ヘリコプターを用
いたゲルパック消火剤の消火実験の模様を示す。
図 3 はその実験の概要を説明している。

⑦ 第三者評価
東京理科大学名誉教授菅原進一先生に、航空
機及びはしご車からの消火実験に立ち合いをい
ただき、消防防災の専門家の立場から第三者評
価をしていただいた。
徳島文理科大学准教授土肥修先生（元海上自
写真 11
火実験

消防防災ヘリコプターによる消

衛隊大村航空隊司令一等海佐、操縦士）に航空
消火実験に立ち会っていただき、航空機運用上
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の観点から第三者評価をしていただいた。

命共同体地域の火災や、ソーラーパネルを設置

⑧ 費用の検証

した住宅の消火、並びに化学、石油火災等、早

鳥取県消防防災航空隊が、1 回の航空消火に

期消火が困難な火災にも、有効な糸口になる可

使用する燃料費は 15 万円である。消火活動が長

能性が大きい。そのためにも制約上実施できな

引けば、その回数分費用が加算される。ゲルパ

かった、投下装置と高精度管制システムを使用

ック消火剤のコストは 1 回分（1 万パック）15

したトータルシステムとしての航空消火実験の

万円と試算している。

機会を得て、実運用に向けた管制プログラムの

ドロップコントロールシステムは、早期消火

補正や大・中型機向け投下装置の開発及び簡便

を実現し最小の出動回数で消火活動ができる。

な再充填方法の確立などを行い、実運用に向け

そのための燃料費の削減範囲で、ゲルパック消

て取り組みたい。

火剤を備蓄することができ、森林資源の消失と

また大規模な林野火災には、大量の消火水を

CO 2 の削減に大きく寄与できる。

的確に投下するとともに、再燃防止の効果を向
上させる消火薬剤の開発を行い、ゲルパック消

5.

今後の課題

火剤の能力を向上させることによって、投下地

林野火災の航空消火において、消火水をゲル

点は確実に消火し、再燃しないエリアを作って

パック化することによって、風などの諸条件に

いくことを目指している。これらの能力を確実

影響され霧散することなく、全量消火に充当で

化するためにもトータル運用による実証試験が

きることが分かった。また高精度管制システム

必要となり、本事業の開発に支援してもらって

によって示された投下位置から、タイミングを

いる、伊那食品工業様・廣瀬製紙様のご協力は

逸することなく、投下できる投下装置を使用す

じめ、各地の自治体への認知度を上げると共に

ることによって、正確に目標エリアにゲルパッ

ご協力を得て、この実証試験を通じて実運用に

ク消火剤を投下できる手法を構築した。しかし

向けて取り組みたいと思っている。

ながら、消防組織では、航空機に搭載できる機

最後に、諸外国での林野火災は、年々深刻化

器材は登録した器材を運用することとなってお

していく傾向にあり、その影響による CO 2 の発

り、本研究で開発した投下装置をつり下げるこ

生も問題視されている。インドネシアでは世界

とができなかったことと、耐空証明の関係で IR

第 3 位の排出国となっており、その主因が森

カメラや、管制装置の航空機への持ち込みがで

林・泥炭火災である。ドロップコントロールシ

きず、計画を変更して実施せざるを得なかった。

ステムの運用によって、早期消火が実現し、温

基本的な機能は確認され、本消火システムの有

室効果ガスの抑制に寄与できることを願ってい

効性は認められたが、システム全体の運用を通

る。林野火災の消火効果を実現するためには、

した航空機からの投下実験を行い、更なる有効

航空機の運用を始め、安全上の対策など多額の

性の検証が確認されることが望まれる。本消火

費用が必要となり、私たちの資金で実証を継続

システムは、現在は、鳥取を中心とした限定し

することは困難である。JCM 事業など CO2 削減

た関係者にのみの了知であるが、公設消防機関

のための海外調査事業などを林野火災にも適用

並びに地方自治体に広く認知を計り、今後各地

できれば、実情に合わせた大規模な林野火災消

で実証試験に取り組むことが必須である。その

火方法の確立と効果の実証をすることができる。

ためには、実運用化できるよう運用上の制約な

環境省や経済産業省などの資金と連動し、世界

どを調査する必要がある。規模が拡大する林野

の重要課題である CO 2 削減の最たる森林火災の

火災及び住居密集地帯の火災、いわゆる延焼運

消火方法の確立に支援してほしい。
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消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告

自主回収対象品である高圧真空遮断器からの出火事例
大阪市消防局

能地裕幸、岩中政男、黒瀬隆史、片岡
1

はじめに

勉

観点から、代替品への取替をお願いするもの。
(2)

本件は、キュービクル内に設置された高圧真

対象機種製造期間

1987 年 10 月～1995 年 12 月

空遮断器（以下、「真空遮断器」という。）から

(3)

出火した事案である。
当該真空遮断器は A 社製で、A 社は平成 11

対象台数

約 40,000 台

年 10 月に、絶縁劣化による短絡事故が発生する

(4)

回収状況

おそれがあるとして当該真空遮断器に関する社

回収済台数：約 37,000 台

告を公表し、自主回収を進めていたが、平成 25

未回収台数：約 3,000 台（A 社が所在を把握

年 7 月、大阪市 B 区において、社告内容と同様

できないもの）

のメカニズムにより同真空遮断器から出火する

(5)

その他

という事案が発生した。この事案が発生した事

1995 年以降に製造された真空遮断器につい

業所においては、変電設備の管理を外部委託し

ては、真空遮断器のケース形状と樹脂の材質を、

ていたが、その受託事業者については、当該社

結露しにくいものに変更しているとのことであ

告内容を認知していなかった。そのため、当局

る。

においては、再発防止を図るため、変電設備の
管理業務を受託している市内の主要 18 団体に

3

対し、当該社告内容について、各事業者等への

(1)

火災の概要
発生年月

平成 26 年 6 月

周知を徹底するよう依頼した。

(2)

しかし、その翌年の平成 26 年 6 月、大阪市 C

発生場所

大阪市 C 区

区において、当局管内 2 件目となる同種の火災

(3)

が発生したことから、当該真空遮断器の鑑識を

被害状況

鉄骨造陸屋根 ALC 版張地下 1 階地上 6 階建住

実施するとともに、製造業者と協力して、再発
防止の強化に取り組んでいった事例を紹介する。

宅兼店舗の屋上において、キュービクル 1 台が
焼損した火災である。

2

この火災により、周囲一帯が停電し、交差点

真空遮断器の自主回収について

(1)

自主回収の内容

屋外キュービクル並びに外気直接取り入れの

の信号機等が停止するなど、被害は広範囲に及
んでいる（波及事故）。
なお、この火災における死傷者は発生してい

ある、屋内開放盤内に使用されている高圧真空
遮断器に対し、キュービクル内への雨水の浸入

ない。

や結露、塵芥等の付着によって真空遮断器の絶

＊平成 25 年 7 月、大阪市 B 区で発生した火

縁が劣化する可能性があるため、安全性確保の

災においても、同様の波及事故が発生している。
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火災の発生状況

所で断線し、その断部に短絡痕が生じている

火災のあった建物は、地下 1 階及び 1 階が店

（写真 4）。

舗で、2、3 階は事務所となっており、4 階以上
は所有者が住居として使用している。
火災発生当時、当該建物内には建物所有者で
ある男性 1 名が在宅していたが、突然、停電と
なり、その後「ドーン」という爆発音を聞く。
さらに、玄関を叩く音と「火事です。」と言う声
が聞こえたため、当該男性は避難しようとエレ
ベータ前まで行くが、エレベータは停止してい

正

たため、階段を使って避難している。

面

また、建物 1 階で店舗を管理している男性は、
写真 1

建物近くの屋外にいたが、当該建物の屋上から

キュービクル

突然「ボーン」という爆発音を聞くとともに、
煙が出ているのを確認したため、火事だと思い
119 番通報をしている。

5

現場での調査

(1)

実況見分の内容

ア

屋上に設置されているキュービクルの外観
を見分すると、正面扉にある 3 つのガラス窓
と屋根部分に煤けが認められる（写真 1）。

イ

正面及び背面にそれぞれ 3 枚ある扉を開け、
写真 2

キュービクル内部を見分する。

キュービクル内部（正面）

キュービクル内部は全体的に煤けており、
特に、正面向って左側のスペースでは、配電
開閉器

盤の金属カバーに変色と真空遮断器の樹脂
製フェイスプレートに溶融が認められるた
め（写真 2）、次に、この内部左側のスペース
について子細に見分していく。
当該スペースには、上から順に開閉器、配

配電盤の金属カバー

ウ

電盤、真空遮断器が配置されている。
真空遮断器

配電盤を見分すると、その下方に位置する
真空遮断器を基点とした扇状の変色が金属
カバーに認められる（写真 3）。また、真空遮
断器については、樹脂製のフェイスプレート
が溶融、変形しており、真空遮断器から上方

写真 3

に伸びる配線も全て被覆が焼失し、心線が露
出している。これら配線を見分すると、一箇
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ハンドル

短絡痕
フェイスプレート

写真 4

(2)

写真 5

真空遮断器（正面）

写真 6

真空遮断器（上面）

真空遮断器

今後の調査の方針

実況見分の結果、キュービクル内の真空遮断
器から出火した可能性が高く、また、当該真空
遮断器については、A 社から社告が公表されて
いるものと同機種であることが判明したため、
後日、A 社立会いのもと、鑑識を実施する必要
があると判断し、キュービクルから当該真空遮

また、絶縁フレーム上面には、入力端子が

断器を取り外し、これを消防署に持ち帰ること

3 つ、出力端子が 3 つあるが、当該端子部分

とした。

に配線接続部の緩みや金属の溶融は認めら
れない（写真 6）。

6

鑑識

(3) 真空遮断器下面を見分すると、下面には真

消防署において、A 社立会いのもと、現場か

空バルブが 3 本設置されている。これら 3 つ

ら持ち帰った真空遮断器について鑑識を実施す

の真空バルブに破損は認められないが（写真

る。

7）、3 つの内、正面側にある真空バルブ（以

(1) 真空遮断器は、正面に樹脂製のフェイスプ

下、
「バルブ A」という）付近においては、絶

レートがあり、その向って左側に操作ハンド

縁フレームが白く変色しており、当該バルブ

ルがある。

A を固定するボルトやロッドに赤錆が生じて
いる（写真 8）。

当該ハンドルは、
「投入」
（ON）と「リセッ

また、この付近の絶縁フレームを見分する

ト」（OFF）の切替え式となっているが、「投
入」側に位置している（写真 5）。

と、表面に粘性のある透明な物質が付着して
いる（写真 9）。

(2) 真空遮断器上面を見分すると、絶縁フレー
ムに消火器の薬剤と配線被覆と思われる樹

A 社の説明によると、空気中でアーク放電

脂溶融物が付着しているが、その他、異物の

が発生すると、その痕跡として硝酸が生成さ

混入、小動物、害虫の侵入痕跡等は認められ

れる場合があり、この粘性のある透明な物質

ない。

は硝酸である可能性が高いとのことである。
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真空バルブ

写真 10
＊下が正面側

写真 7

バルブ A 付近

絶縁フレーム表面に

真空遮断器（下面）

稲妻状模様が生じている

＊下が正面側

バルブ A を取り外したもの

写真 12

バルブ A 付近の抵抗値測定

バルブＡ

写真 11

写真 8

(4) 本体から、バルブ A（写真 10）を取り外し、
本体側の絶縁フレームを見分すると、絶縁フ
レーム表面に稲妻状の模様が複数認められ
る（写真 11）。
写真 9

粘性のある透明な物質

この付近の絶縁フレームの抵抗値を測定
すると、低抵抗値を示し（写真 12）、絶縁が
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(5) まとめ
以上のことから、本件火災は、社告内容と
同様、真空遮断器の絶縁フレームにおいて、
結露等の水分の付着により絶縁が劣化し、最
終的には、トラッキング現象が発生し、出火
に至ったものと判定した。

写真 13

バルブ A を分解したもの

8

類似火災防止に向けての対応
当該真空遮断器から出火した場合、今回のよ

劣化していることが確認される。

うに、火災被害はもちろんのこと、二次的に、

(5) 取り外したバルブＡを分解し、内部を見分

大規模な停電を伴う波及事故も発生するおそれ

するも、異状は認められない（写真 13）。

がある。実際、大阪市で発生した 2 件の火災に

(6) 建物関係者に話を聞くと、火災のあった建

おいても、波及事故が発生しており、その社会

物は平成 2 年に建てられたもので、当該キュ

的影響は大きい。

ービクルもその当時から設置されたもので

さらに、当局においては、平成 25 年に発生し

あるとのことである。また、過去にキュービ

た火災を受け、再発防止に向けて関係団体等に

クルの下の階で水漏れがあったとのことで

対する周知活動を行ったにもかかわらず、その

あるが、それを調査した結果、キュービクル

約 1 年後に、当局管内で 2 件目となる同種の火

内に溜まった水が起因していたとのことで

災が発生したという事実を踏まえ、より徹底し

ある。

た再発防止に向けた取り組みが必要であると判
断し、複数回にわたり A 社と協議を行った。

7

なお、この協議を行っている最中の平成 26

出火原因

(1) バルブ A 付近の絶縁フレーム表面に稲妻状

年 7 月、大阪市 D 区においても、同真空遮断器

の模様が複数認められ、この付近の絶縁が劣

が起因する波及事故（非火災）が発生したため、

化していること。

A 社に対し、より早急な対応を求めた。

(2) バルブ A 付近の絶縁フレームに、粘性のあ

(1)

各事案における問題点

る透明な物質の付着が認められ、A 社による

大阪市で発生した、波及事故を含む 3 件の事

と、アーク放電が発生した後に生成される硝

案を調べると、以下の事実関係が浮かび上がっ

酸の可能性が高いと説明していること。

たため、A 社と共に、問題点、解決策を協議し

(3) バルブ A を固定するボルト等に赤錆が発生
しており、また、建物関係者によると、過去

た。
ア

変電設備の定期点検が未実施であったこと

にキュービクル内に水が溜まっていて、それ

変電設備の定期点検を実施していない事業所

が原因で下階に水漏れがあった旨供述して

において、火災が発生しており、このような事

いること。

業所においては、自主回収が進められている当

(4) 当該真空遮断器は、キュービクル内への雨
水の浸入や結露、塵芥等の付着によって真空

該真空遮断器の有無についても確認がされてい
ない。

遮断器の絶縁が劣化する可能性があるとし

このような状況を鑑みると、変電設備を有す

て、A 社から自主回収についての社告が発表

る事業所に対して、危険性を訴え、周知活動を

されていること。

行っていく必要がある。
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電気管理技術者等の現場レベルにまで周知

が正確に伝わらないため、当該告知文中に

が及んでいなかったこと

「火災」、「停電」等の文言を記載すること。

変電設備の定期点検は実施していたものの、

イ

その点検を行った電気主任技術者が、以前、当

A 社からの回答
当局の要望に対し、下記のとおり、A 社から

局が社告内容の周知徹底を依頼した団体に属す

は前向きな回答を得ることができた。

る事業所の電気管理技術者であったにもかかわ

（ア）変電設備を有する事業所に対しては、真

らず、当該社告内容を認知していなかった。

空遮断器の更新提案時等に社告内容をお知

このような状況を鑑みると、実際、現場で点

らせする（随時）。

検、管理作業等に従事している者を対象とした

（イ）電気管理技術者等を対象とする技術講習

周知活動も実施していく必要がある。

会において、再告知を行う（随時）。また、

(2)

A 社の対応

各関係団体本部に訪問し、再周知の依頼を実

ア

当局からの主な要望事項

施する（年 3 回）。

（ア）実際に、現場で点検、管理作業等に従事

（ウ）A 社主催の技術講習会を含む高圧設備技

する電気管理技術者等を対象として周知活

術講習会において、告知を実施する（随時）。
（エ）業界誌へ告知記事を掲載する（年 4 冊）。

動を実施すること。
（イ）平成 25 年に、当局が社告内容の周知徹底

（オ）平成 25 年に当局が社告内容の周知徹底を

を依頼した団体に対し、再度、A 社側からも

依頼した団体に対し、チラシを活用し、再告

周知を実施すること。

知を行う（平成 26 年 8 月中）。

（ウ）現在、A 社が掲載中の告知文には、
「 火災」、

（カ）告知文の内容を見直し、
「火災」、
「2 次災
害」、
「波及事故」等の文言を追記した（図 1、

「停電」等の文言が全くなく、重大な危険性

図 2）。
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当局のホームページ

業界誌に掲載した内容

(3)

当局の取り組み

ることが判明したため、即時、対応したとの

ア

キュービクルを持つ事業所に立入検査等を

ことであった。

行う際、A 社が作成したチラシを活用し、事

ウ

業所関係者等に対し社告内容を周知する。
イ

長会予防事務担当者会議において、当該真空

平成 26 年 10 月に実施された全国消防長会
予防委員会において、当局から当該真空遮断

遮断器に関する情報提供を行った。
エ

当局のホームページに、当該真空遮断器に
関する事故情報を掲載した（図 3）。

器に関する情報提供を行った。
なお、この委員会に参加した他都市消防本

平成 26 年 11 月に実施された大阪府下消防

オ

業界誌に、当該真空遮断器に関する事故情
報を投稿した（図 4）。

部が、当該真空遮断器の設置状況を調査した
ところ、対象機種が管内に 2 基設置されてい
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おわりに

要な知識、技術の向上を図っていくとともに、

近年、製造業者等の製品安全に対する意識も

火災調査の主目的である“類似火災防止”に向

向上しており、製品の不具合等を認めた場合で

けて、地道ではあるが、粘り強く、継続的に広

あれば、早急に対応し社告やリコールを公表す

報活動等に取り組んでいくことが重要となる。

るなど、一昔に比べると、その対応は格段に良

そこでは製造業者等の協力が必要不可欠となる

くなっている。

が、全てを製造業者等に任せることなく、消防

しかし、今回紹介した事例のように、社告や

側も何度も汗を流してアクションを起こしてい

リコールを公表したとしても、現実的には、そ

くことが非常に大切であることを、今回の事例

の対応だけでは、不具合のある製品全てを回収

を通じて学ぶことができた。
今回の紹介事例を通じて、たとえ 1 件でも類

することは非常に困難である。
火災のおそれがある製品の回収率をよりゼロ
に近づけていくためには、火災原因の究明に必

似火災発生の未然防止に貢献することできれば
幸いである。
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研究懇話会

研究懇話会は、消防研究センター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、所長が必要と認めた場合には臨時に開催されている。

●平成 27 年 5 月 12 日

での研究において、津波火災の燃焼性状につい

石油タンク底板内面コーティング防食性の定量

ての報告はなされてきたが、海上に流出した油

的評価

の火災危険に関する研究事例は少なく、その報
〇徳武皓也

告が望まれる。

石油タンク底板内面コーティングの防食性評

本研究においては、原油（原油 1 イラニアン

価手法（余寿命予測手法）開発を目的として、

ヘビーおよび原油 2 アラビアンライト相当）、A

実験室試験および実石油タンクのフィールド調

重油、ガソリンの 4 種類の試料を用いて、各種

査によって、コーティングのインピーダンス特

試料が海上に流出した場合を想定し、風および

性を調べた。実験室での 3wt.% NaCl 水溶液への

波が燃焼点および蒸発量の変化にどのように影

浸漬試験の結果、コーティングのインピーダン

響するか検討した。また、燃焼点測定において

ス特性は CPE(Constant-phase element)なる分布

は、クリーブランド開放式引火点試験器により

定数系回路素子にて解釈できることが分かった。

測定を行った。

この特徴は、水やイオン種のコーティング内部
への浸透に起因することが示唆された。また、

燃焼点の経時変化に及ぼす風および撹拌の影
響を調べた結果、次のことがわかった。

実フィールド調査にて得られたインピーダンス

原油およびガソリンについて、油厚 2mm を

データも、CPE を用いた回路モデルにて解釈す

維持した場合に原油で流出後 10 分程度以降、ガ

ることができた。

ソリンで 30 分程度以降は、風または撹拌の影響

以上の結果を踏まえ、CPE を用いた解析を行

により燃焼点が 100℃以上になることが測定さ

い、抽出したパラメータ値にて、コーティング

れた。重油の場合では流出後から燃焼点が約

防食性（環境遮断性）の定量的評価の可能性を

100℃以上であることが測定された。
流出後 30 分経過した場合において、海水の温

検証した。

度が低温（15℃）である方が、燃焼点は常温の
●平成 27 年 6 月 9 日

場合より 10～20℃低くなった。
経時変化により燃焼点上昇に寄与する要因は、

海上に流出した油の着火性についての研究
〇崎山剛典、岩田雄策

撹拌、風よりも油厚の影響が大きい。

東日本大震災において、特定コンビナートに

油厚が薄い（蒸発量が多い）ほど燃焼点が高

おける石油タンク等は、津波による甚大な被害

くなるのが見られ、油厚減少量と燃焼点の上昇

を受け大量の貯蔵油が海上に流出した。これま

には関連性がある。
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●平成 27 年 6 月 9 日

ン-酢酸ビニル共重合体は、窒素雰囲気下では加

熱源の発見のための熱画像カメラの利用につい

熱分解による酢酸の脱離、脱離後の主鎖の切断

て－継手の接合部に熱源がある場合を想定した

による炭化水素の生成が認められたが、空気中

模擬実験－

では上記の生成物と共に、それらが酸化したと
〇鈴木

健

考えられる化合物と二酸化炭素が検出した。

消防隊の消火活動によって火災が鎮圧の状態

実際の太陽電池モジュールの燃焼では、TG 実

になった後、通常の場合、残り火がのこってい

験下でみられた酢酸の検出がほとんどなく、酢

ないことを確認する作業が行われる。その作業

酸が脱離したのち酸化され、より低分子化合物

に熱画像カメラが利用できるのではないかと以

に変化していることが示唆された。

前から指摘されてきた。鎮圧状態になった木造
家屋では、継手の接合部に残り火がのこりやす

●平成 27 年 7 月 14 日

いと経験的に言われている。継手の接合部に残

有風下における長方形火源の方向が火炎風下に

火がのこっている場合に、熱画像カメラをどの

発生する火災旋風のふるまいに与える影響

ように利用するが発見に有効であるかに関して

〇篠原雅彦、松島早苗

情報を得るために、模擬実験を行った。杉材を

有風下で 1.5m×0.6m の長方形火源の長辺を

使って材木の継手（腰掛け蟻継ぎ、相欠き継ぎ、

風に直交させた場合（以後、直交配置と記す）

ほぞ継ぎ）を製作し、外部から接合部を加熱し、

と、平行に配置した場合（以後、平行配置と記

観察した。継手を外部から加熱するためにブン

す）について、火源風下に発生する火炎を含ま

ゼンバーナーと市販のクッキングヒーターを用

ない旋風の移動の違い、旋風の形成過程、旋風

いた。継手の接合部に煙が通り抜ける程度の隙

内の上昇速度をメタノール火炎を用いた実験で

間があり、十分な時間外部から加熱された場合

調べた。その結果、以下の結果が得られた。

に、接合部でも燃焼した。その場合、肉眼のみ

1) 直交配置の場合、旋風は風下に流出せず渦対

では継続しているのかの判断は難しかったが、

としてほぼ定在し、平行配置の場合、旋風は

熱画像カメラを使用すると、高温の部分を確認

一つずつ風下に流出した。この違いについて、

出来た。

火炎 風下 で の火 炎基 部 への エン ト レイ ン メ
ント速度、渦の誘起速度、主流速度のバラン

●平成 27 年 6 月 9 日

スの観点から考察した。
2) 平行配置の場合、旋風の形成過程である可能

太陽電池モジュール燃焼時の生成ガスについて
（第 2 報）

性がある様子を観察する事ができた。

〇塚目孝裕、阿部伸之、田村裕之、松島早苗、

3) 平行配置の場合、旋風上部の渦中心部の上昇

高梨健一、河関大祐、志水裕昭

速度は、床面付近の渦内の水平断面内の最大

太陽電池モジュールが燃焼した際に生じるガ

速度より大きかった。

ス TG-IR/MS を用いて検討した。検討は構成部

4) 旋風は風上に向かって上昇した。この動きは、

材別に行い、使用量の最も多いと思われるエチ

Counter-rotating Vortex Pair の回転の影響で

レン-酢酸ビニル共重合体について、窒素中、空

ある可能性が高い。

気中と条件を変えてその熱分解挙動を検討した。

5) 平行配置の場合は、火源内の風下部に火炎を

さらに、実際の太陽電池モジュールが炎により

含む旋風が 1～2 個発生したが、直交配置の

燃焼する場合に、構成部材単独での生成物と同

場合は発生しなかった。この原因について、

様のものが生じるかどうかを検討した。エチレ

火炎 側面 へ のエ ント レ イン メン ト の違 い か
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ら考察した。

や初期消火を行うための共助体制を構築するこ
とが考えられる。筆者らは北九州市内の市場の

●平成 27 年 7 月 14 日

協力を得て無線連動式住警器と簡易消火装置を

木造密集地域における地域警戒ネットワークの

用いた共助体制構築のモデル実験を行っており、

検討

この一部として市場関係者を対象として行った
〇河関大祐、鈴木恵子、髙梨健一
田邊光之、後

2 回の意識調査の結果を報告する。

龍彦、岸本喜朗

（豊岡市消防本部）
平成 27 年 1 月 3 日早朝に兵庫県豊岡市の城崎

●平成 27 年 9 月 8 日
新日鐵住金（株）火災原因調査報告

温泉街で火災が発生し、死者 2 名、12 棟が全半

〇西

晴樹

焼する被害が出た。火災街区は、木造の店舗、

石炭塔内に貯蔵していた炭槽において、温度

住宅が密集する、高齢者世帯の割合の高い地区

上昇が確認されその後黒煙が発生した。炭槽下

であった。発表者等は、高齢者世帯の割合の高

部からの払い出しによる対応を行っていたとこ

い木造の住宅地域や商店街での火災は火災拡大

ろ爆発が発生した。火災により、負傷者 15 名が

が速く、加えて自力避難や初期消火が困難であ

発生した。当該火災について調査を行ったとこ

るため被害が広範囲となるおそれがあることか

ろ、火災の原因として炭槽内石炭の酸化発熱に

ら、このような地域での火災安全を実現する方

よる出火が考えられ、その発熱要因としては、

法として無線連動式住宅用火災警報器を用いて

①夏季に石炭を炭槽の中で大きな塊として、長

地域ぐるみで火災の覚知、初期消火ならびに救

時間（3 日間以上）にわたり貯炭したことによ

助を行うための共助体制を構築する研究を行っ

り内部の発熱が滞留し、温度が上昇した、②

てきた。本発表では、木造密集地域で無線連動

DAPS 設備から高温の石炭が排出され、それが

式住警器を用いた地域警報ネットワークを構築

炭槽内に混入したことにより、温度上昇を促進

する場合の問題点の把握等のために実施した城

したことが推定される。

崎温泉火災調査について述べる。
●平成 27 年 9 月 8 日
●平成 27 年 7 月 14 日

Experimental Studies of Droplets:

防火意識調査の結果

From Fire Safety in Space to Droplet/Surface

無線連動式住宅用火災警

報器による地域警報ネットワーク構築のモデル

Interaction from a Fire Suppression

実験その 2

Perspective
〇鈴木恵子、河関大祐、田村裕之

〇Samuel L. Manzello

尾花博幸、田中孝幸、笹倉正樹

(Fire Research Division NIST)
A very brief overview is provided on

（北九州市消防局）
老朽化した木造密集住宅地域や商店街での火

experiments to simulate microgravity conditions in

災は拡大が速く、加えて高齢者の割合が高いこ

order to study droplet burning for fire safety

となどから、自力避難や初期消火が困難で被害

applications in space and to advance fundamental

が大きくなるおそれがある。このような地域で

combustion knowledge. Results from experiments

の火災被害の低減対策として、無線連動式住宅

using NASA’s drop towers at the NASA-Glenn

用火災警報器（以下「無線連動式住警器」とい

Research Center to simulate microgravity

う）を用いて地域ぐるみで火災を覚知し、救助

conditions, as well data collected on several
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missions on NASA’s DC-9 and KC-135 aircraft

結果から地震直後における携帯電話や消防救急

known as the ‘vomit comet’, will be presented. As

無線の通信状況やどのような情報が活動現場に

part of this work, experiments were also conducted

おいて不足していたのかといった情報が得られ

at the Japan Microgravity Center (JAMIC) drop

ており、発表者らは、この調査結果に基づいて

tower. This drop tower (now closed) was the

緊急消防援助隊等の緊急車両同士が車載型の無

longest drop tower in the world and provided 10s of

線機を利用して自律的に無線ネットワークを構

microgravity time. The results of these experiments

築するとともに無線ネットワーク上で自動的に

were used to support science requirements for

各種情報を共有するシステムの実現を目指して

experiments conducted on the International Space

研究を行ってきた。本発表では、NICT と共同

Station (ISS). The presentation will close with a

で行なっている車車間通信用ソフトウェア開発

brief discussion on droplet/surface interaction

の現状と宮城県仙台市等で実施した実証実験の

research from a fire suppression perspective that

結果を中心に、過去に消防研究センターで行っ

was the subject of a feature article in the journal

た研究についても併せて紹介した。

Nature.
（訳）

●平成 27 年 9 月 8 日

液滴に関する実験的研究：消炎に関する視点か

土砂災害の後は、何に、いつまで警戒すべきか

ら見た、宇宙での火災安全から液滴・表面の相

〇新井場公徳、土志田正二
2014 年 8 月 20 日の広島市における土砂災害

互作用
〇サミュエル

マンツェロ（NIST）

において、降雨停止後に発生した二つの事例に

宇宙での火災安全のために液滴燃焼に関して

ついて調査結果をまとめ、既往研究で整理して

微小重力環境で行った実験の結果の概要を説明

きた、くずれ残った斜面が再度くずれる条件と

した。NASA グレンリサーチセンターのドロッ

いう観点から土砂災害の後に何にいつまで警戒

プタワーや、NASA の DC-9・KC-135 エアクラ

すべきかについて考察した。調査の結果、降雨

フトで行われた微小重力実験の結果も紹介され

後約１時間経って発生した土石流については、

た。また、 研究の一環 として北海 道の JAMIC

当初発生した土石流は渓床堆積物の移動による

のドロップタワーでも実験が行われた。このド

もので有り、降雨停止後に発生したものは谷頭

ロップタワー（現在は閉鎖）は当時一番長いド

の崩壊によるものと推定された。遅れて発生し

ロップタワーで 10 秒間の微小重力時間を利用

た要因としては、降雨の鉛直浸透及び斜面方向

することが可能であった。これらの実験結果は

の移動と推定された。降雨後 2 時間半経って発

ISS での科学実験をサポートするために利用さ

生した表層崩壊は尾根付近の人口改変斜面で発

れている。最後に Nature に紹介された液滴・表

生したもので、発生機構及び遅れて発生した要

面の相互作用に関して消火の観点から議論を行

因は不明であった。人工的な斜面の改変及び水

って終了した。

路の設置の影響の可能性が考えられた。これら
の結果、くずれ残った斜面が再度くずれる条件

●平成 27 年 9 月 8 日

に、地下水の浸透による影響を付け加えた。

超高速インターネット衛星「きずな」を用いた
車車間通信用ソフトウェアの開発について
〇高梨健一、細川直史
平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震の調査

●平成 27 年 10 月 13 日
2014 年 8 月広島豪雨災害における土石流発生
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地域の地形的特徴

火災のいくつかを紹介し、その中で、特に住宅
〇土志田正二、新井場公徳

での火災を取り上げ、以下のような危険性を指

2014 年 8 月 20 日、広島県で発生した豪雨に

摘した。

より広島市安佐南区・安佐北区を中心に 166 箇

①太陽電池モジュールの配線が架台に挟まれ傷

所以上で土砂災害が発生し、死者 76 名、負傷者

ついたため出火したと考えられるため、しっ

68 名と甚大な被害となった。本災害で発生した

かりとした施工が重要である。

崩壊は、1）地表 1m 程度の深さで強く風化した

②屋根材一体型の太陽電池モジュールの場合、

岩石（風化土層）が短時間の強い雨によって表

モジュール裏の配線から出火するとすぐに防

層崩壊を起こし、2）表層崩壊が谷筋に沿って、

水シートや野地板に延焼し建物への被害が拡

岩脈や断層によって壊れやすくなっている周囲

大する。

の岩体や、谷に堆積している 2 次堆積物を広く

③小屋裏部分が燃えていても居室内の住宅用火

深く浸食しながら流下し、3）大量の土石流が下

災警報器は作動しなかったことから一酸化炭

流の住宅地域を襲った現象、であったと推測さ

素中毒などの危険性を持っている。

れる。このような崩壊・土石流による被害を減

④小屋裏での火災を早期に発見するために、小

らすためには、大規模な土石流が発生する地域

屋裏への感知器等の設置が望まれる。

を推定しておく必要がある。本研究では土石流
の原因となる浸食の地形的特徴を明らかにする

●平成 27 年 10 月 13 日

ため、災害発生前後で取得された航空レーザ測

新幹線車両火災に係る現場確認

量データを用いて解析を行った。その結果、1

#CLOSED

〇尾川義雄、山口雄太、関口裕治、中村幸司

つの沢（谷）において、深く浸食されている箇
所と浸食されていない箇所があることが明らか

●平成 27 年 10 月 13 日

になった。また浸食され易い地域の地形的特徴

消防用ロボット機器の詳細調査結果について

は、1）谷の合流点近くであること、2）谷筋に

〇天野久徳、佐伯一夢

ある緩傾斜地域の下流端・上流端であることが

消防におけるロボット技術の活用状況の把握

わかった。以上のことから、土石流量を見積も

を目的として、政令指定市、中核市を所管する

る際には谷の形状及び谷筋の緩斜面分布を把握

消防本部などを対象として、
「 消防用ロボット装

することが重要であることが示された。

置等配備状況の詳細調査」を行った。その調査
結果の概要について紹介した。調査対象とした

●平成 27 年 10 月 13 日

73 消防本部のうち、約半数の 35 本部において、

太陽光発電システムから出火した住宅火災

何らかのロボット機器を配備していた。またロ
裕之

ボット機器の総数は 71 台であった。一つの消防

再生可能エネルギーを利用した発電設備のう

本部で 2 台以上配備があった本部は、指定都市

ち、太陽光発電システムはメガソーラーや住宅

が 10 本部、中核市が 2 本部であった。本部の規

用として普及が進んでいる。太陽光発電システ

模によるところが大きいことが推察される。ロ

ムは可動部が少ないためメンテナンスフリーが

ボット機器を大まかに、放水型、救助型、重量

うたわれることが多いが、報道に載ることは少

物排除型、特殊建機型、空中偵察型、水中探査

ないが実際には、配線、パワーコンディショナ、

装置、検知型遠隔探査装置に分け、最も多く配

太陽電池モジュールといったところで火災が発

備されているのは、水中探査装置であり、23 本

生している。ここでは、太陽光発電システムの

部に 32 台が配備されていた。水中探査装置は、

〇田村
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救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省

害が生じた地震当時空ではないタンクの中で容

令に明示されていることが一因と考えられる。

量が最大のものは、南相馬市内にあった容量

この他、操作員が専従であるか否か、訓練時間、

9800kL の重油タンク 2 基（地震当時の在槽量、

訓練頻度、導入のための予算規模、維持費用、

7400kL 及び 6000kL）であり、これらは最大浸

点検頻度、点検に要する時間、配備年数、活用

水深 13m の津波を受けて大破したこと。②移動

の頻度等を調査した。

被害が生じたタンクの中で原位置から最も遠く
まで移動したものは、宮城県女川町にあった容

●平成 27 年 10 月 13 日

量 980kL の重油タンク（地震当時ほぼ空）で、

フッ素フリー泡における泡供給率増加係数の検

移動距離は 5km であったこと。③同じ場所にあ

討

った容量数百～千 kL クラスのタンクで、在槽
○内藤浩由

量が多いものには移動被害が発生せず、そうで

花井佑一朗、佐澤潔、高嶋武士、石川亮

ないものには移動被害が発生した実例が複数あ

（深田工業株式会社）

ること。④同じ場所にあった容量数 10kL クラ

遠藤千秋（第一化成産業株式会社）

スのタンクで、アンカボルトが打設されている

石油タンク火災時に有効とされるフッ素含有

ものには移動被害が発生せず、そうでないもの

泡消火薬剤とフッ素フリー泡消火薬剤に対して、

には移動被害が発生した実例があること。

各泡性状の消火限界泡供給率を、実験的に調べ
ること、またフッ素フリー泡消火薬剤で消火対

●平成 27 年 12 月 8 日

応する場合の、泡供給率増加係数の検討を行っ

重防食コーティングの劣化メカニズム

た。その結果、フッ素フリー泡の粘性付与水成

○徳武皓也、西晴樹

膜泡で消火対応する場合、フッ素含有粘性付与

伊藤大輔、岡崎慎司

水成膜泡に比べ、約 2.5 倍以上の泡供給率で対

（横浜国立大学大学院工学研究院）

応する必要があり、またフッ素フリーたん白泡

芹沢礼孝（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱

の場合、フッ素タン白泡に比べ、約 1.3 倍以上

物資源機構）

の泡供給率で対応する必要があることを明らか

極めて性能の高い塗膜である重防食コーティ
ングは、目視での劣化検知が難しい。従って、

にした。

そのような劣化に起因した塗膜のバリヤ性の低
●平成 27 年 11 月 10 日

下を検出することが重要である。そのため、非

東日本大震災における石油タンクの津波被害に

破壊かつ定量的な評価手法である交流インピー

ついて－その 2：被害現場を訪ねて（中間報告）

ダンス法が有望であると考えられる。さらに当

健

該手法は、劣化現象を電気的な回路モデルに置

2011 年東北地方太平洋沖地震の際の危険物

き換えて表現することが可能であり、塗膜の劣

屋外貯蔵タンクの津波被害の詳細把握及び記録

化メカニズムを明らかにすれば、特定の物理現

のため、2014 年度中ほぼ 1 年をかけて、主とし

象を表す回路素子のパラメータ値のみを抽出す

てタンクが津波で移動する被害が生じた現地の

るような、極めて繊細な評価も期待される。そ

消防本部や事業所等を訪問し、聞き取り等によ

こで、実石油タンク底板内面に施されている重

る現地調査を実施した。ここでは結果の中間報

防食コーティングより採取したインピーダンス

告を行った。

データを解析することで、その劣化メカニズム

〇畑山

調査の結果、次のことがわかった。①移動被

を検証した。その結果、コーティングのインピ
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ーダンス特性は分布定数系回路素子である

利活用が期待されている。消防研究センターに

Constant-phase element(CPE)を 2 つ並列に接続し

おいても、津波災害や土砂災害現場での偵察手

た回路モデルによって、正確に表現できること

段として用いることを目指し研究開発に取り組

が分かった。この 2 つの CPE は、電解質溶液が

んでいる。状況と地形を現場ですばやく把握で

緩やかに浸透するコーティングと脆弱部の特性

きる消防活動に即した偵察技術の開発を目標と

を反映したコーティングの電気的特性に相当す

しており、平成 26 年度からは、土砂災害現場で

ることを、それぞれの CPE が示すパラメータ値

の運用試験や消防機関での聞き取り調査を実施

から実証できた。さらに、これらの CPE パラメ

し、必要な仕様や運用方法についての検討を行

ータを活用した健全性診断手法として 1-n vs T

っている。本発表では、これまでに 3 つの消防

図を提案した。

機関で実施したアンケート調査の結果について
紹介し、消防活動用小型無人偵察ヘリコプタの

●平成 27 年 12 月 8 日

運用の課題について述べた。また、現在取り組

火の粉の着火性に関する大規模実験と中規模実

んでいる、小型無人偵察ヘリコプタのモデル化

験に関して

と飛行制御に関する研究開発の進捗状況を紹介
〇鈴木佐夜香

し、技術的な課題を考察した。

屋根を対象とした火の粉の着火性に関する大
規模実験と中規模実験に関して発表を行った。

●平成 28 年 3 月 15 日

大規模実験を再現する中規模実験・実験条件が

脱色剤の熱的危険性に関する研究

開発された。発表では有風下でいくつかのタイ

〇崎山剛典、岩田雄策

ルを対象として実験を行った結果を報告した。

毛髪の色素であるメラニンを酸化脱色する脱

大規模・中規模実験の双方において火の粉は有

色剤が市販されている。脱色剤には、脱色作用

風下で屋根に到達することで、屋根上に集積す

の有効成分として過硫酸塩が含まれている。火

るだけでなく、屋根の下に潜り込む現象が確認

災危険の観点から、脱色剤が火災原因となって

された。また、条件によっては潜り込んだ火の

いる火災の発生件数を調べると過去に東京消防

粉が屋根の一部を焦がす様子も確認された。屋

庁管内において 3 件、京都市消防本部において

根の下に潜り込んだ火の粉が屋根材を着火する

1 件の火災が発生している。本報告においては、

可能性があることが確認されたことになる。風

各種熱分析装置を用いて発熱挙動等を調べるこ

速による違いも検討され、風速が上がることに

とにより脱色剤の熱的危険性を明らかにするこ

より到着する火の粉の個数は減少し、潜り込む

とを目的とした。熱分析実験を実施した結果、

火の粉の個数も減少するが、火の粉による焦げ

今回用いた脱色剤においては水分が加わること

は同様に見られた。風速が上がることにより、

により発熱開始温度が 30℃付近まで低下する

火の粉そのものの着火性が上がったためだと考

ことが確認された。また、加熱実験の結果から、

えられる。

樹脂系の保存容器内において脱色剤の水分量が
10 から 20wt％程度になり、少なくとも温度が

●平成 28 年 1 月 12 日

70℃以上になると燃焼する可能性があることが

消防活動用小型偵察ヘリの運用の課題とその飛

分かった。

行制御
〇佐伯一夢
近年、様々な分野での小型無人ヘリコプタの
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調査技術会議

最近の火災調査や特異火災調査の事例、あるいは、危険物流出等の事故事例の紹介や原因調査に活
かすことができる科学技術等について情報や意見の交換を行い、出火原因や事故発生原因のみならず、
原因調査の進め方や行政繁栄方策などの火災・危険部流出等事故調査に関する情報を全国の消防本部
等で共有することによって、各消防本部等における原因調査技術の向上を図ることを目的として平成
27 年度は「調査技術会議」を 6 回、全国各地で開催した。

第1回

平成 27 年 5 月 22 日開催

講演 1

消防研究センター

会場

三鷹市公会堂

参加者 360 人

山田常圭

消防研究センターと原因調査
講演 2

消防研究センター

鈴木 健

小中学校における理科実験室で発生した火災、爆発について
火災事例発表 1

千葉市消防局

下田直史

スチーム式加湿器からの出火事例
火災事例発表 2

相模原市消防局

今村 智

太陽電池モジュールの配線から出火した火災
火災事例発表 3

鹿島地方事務組合消防本部

野口和人

業務用エアコン室内機からの出火事例
火災事例発表 4

富山市消防局

小関啓介

医薬品中間体を製造する一般取扱所にて、静電気により出火した事例
火災事例発表 5

藤沢市消防局

大西正規

エアコン室内機から出火した事例
火災事例発表 6

消防研究センター

中村幸司

接触部過熱
危険物流出等
事故事例発表 1

第2回

南魚沼市消防本部

燃料供給施設に接続した屋上サービスタンクからの灯油流出事故について

平成 27 年 6 月 23 日開催

講演 1

馬場俊一郎

消防研究センター

会場

札幌市教育文化会館

参加者 213 人

長尾一郎

消防研究センターと原因調査
講演 2

消防研究センター

鈴木 健

小中学校における理科実験室で発生した火災、爆発について
火災事例発表 1

札幌市消防局

伊藤 潤

水分を含んだ綿布団における無炎燃焼について
火災事例発表 2

江別市消防本部

佐藤圭介

見落としがちな出火原因について
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火災事例発表 3

北広島市消防本部

矢村祐介

特急列車の配電盤から出火した車両火災
火災事例発表 4

根室市消防本部

鈴木絢也

暖房用ボイラーからの出火事例について
火災事例発表 5

南宗谷消防組合消防本部

田村俊和

死者４名が発生した作業員宿舎の火災について
火災事例発表 6

消防研究センター

中村幸司

接触部過熱
危険物流出等
事故事例発表 1

第3回

苫小牧市消防本部

流出事故防止対策後の地下貯蔵タンクからの危険物流出事故について

平成 27 年 7 月 17 日開催

講演 1

大屋崇司

消防研究センター

会場

名古屋市中区役所ホール

参加者 228 人

山田常圭

消防研究センターと原因調査
講演 2

消防研究センター

鈴木 健

小中学校における理科実験室で発生した火災、爆発について
火災事例発表 1

名古屋市消防局

井澤義仁

トラッキング現象で発生する放電現象について
火災事例発表 2

千曲坂城消防本部

近藤 彰

電子レンジから出火した火災
火災事例発表 3

郡上市消防本部

太田正徳

電気温水器から出火した火災について
火災事例発表 4

紀勢地区広域消防組合消防本部

米倉英紀

全自動洗濯機付近から発生した火災について
火災事例発表 5

四日市市消防本部

矢部和昭

充電中の立ち乗り電動二輪車から出火した火災事例について
火災事例発表 6

消防研究センター

中村幸司

接触部過熱
危険物流出等
事故事例発表 1

第4回

静岡市消防局

落合吉訓

屋内タンク貯蔵所における地下埋設配管からの漏洩事故

平成 27 年 9 月 4 日開催

講演 1

消防研究センター

会場

仙台市消防局

参加者 132 人

長尾一郎

消防研究センターと原因調査
講演 2

消防研究センター

鈴木 健

小中学校における理科実験室で発生した火災、爆発について
火災事例発表 1

いわき市消防本部

芳賀一起

スマートフォン用充電器内のリチウムイオン電池からの出火について

- 304 -

69（平成 27 年度）

消研輯報

火災事例発表 2

置賜広域行政事務組合消防本部

山本広志

給油取扱所における FRP ライニング施工中の爆発事例
火災事例発表 3

一関市消防本部

小岩 剛

ウエスの置き忘れにより出火した車両火災事例について
火災事例発表 4

秋田市消防本部

藤井健太郎

鎮火まで長時間を要した船舶火災について
火災事例発表 5

盛岡地区広域消防組合消防本部

伊藤一成

車両火災の鑑識事例
火災事例発表 6

消防研究センター

中村幸司

接触部過熱
危険物流出等
事故事例発表 1

第5回

仙台市消防局

鎌田保人

地下貯蔵タンクからの漏洩事故に係る関係機関との連携体制の構築について

平成 28 年 1 月 22 日開催

講演 1

消防研究センター

会場

大阪市立男女共同参画センター西部館

山田常圭

消防研究センターと原因調査
講演 2

消防研究センター

鈴木 健

小中学校における理科実験室で発生した火災、爆発について
火災事例発表 1

大阪市消防局

竹田悟史

透明ダクトを用いた無煙ロースターの燃焼実験
火災事例発表 2

姫路市消防局

田中 充

アルミ缶リサイクル事業所内の環境集塵機から出火した事例
火災事例発表 3

奈良広域消防組合

櫻井 隆

観賞用魚水槽器具からの出火事例
火災事例発表 4

東近江行政組合消防本部

上林広季

業務用電気フライヤーの火災調査報告
火災事例発表 5

京都市消防局

竹内完治

木材の炭化深度に関する考察
火災事例発表 6

消防研究センター

中村幸司

接触部過熱
危険物流出等
事故事例発表 1

第6回
講演 1

堺市消防局

宮下裕司

屋外タンク貯蔵所付帯ポンプからの流出事故について

平成 28 年 2 月 19 日開催
消防研究センター

会場

くまもと森都心プラザ

参加者 175 人

長尾一郎

消防研究センターと原因調査
講演 2

消防研究センター

鈴木 健

小中学校における理科実験室で発生した火災、爆発について
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近藤 光

落雷による同時出火事例
火災事例発表 2

天草広域連合消防本部

古谷 伸

太陽光発電所からの出火事例について
火災事例発表 3

北九州市消防局

荻野聡司

家電製品の配線が大量の収容物で覆われたことにより半断線を起こした火災事
例
火災事例発表 4

杵藤地区広域市町村圏組合消防本部

川﨑啓次

車軸の不具合から出火に至った車両火災事例
火災事例発表 5

福岡市消防局

中村謙吾

スターターの異常連続回転による車両火災について
火災事例発表 6

消防研究センター

中村幸司

接触部過熱
危険物流出等
事故事例発表 1

浦添市消防本部

天久和浩

火力発電所における移送配管からの重油漏洩
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関 連 業 務
1

研究交流

(1) 派遣

ア．国際研究集会等
派遣者名
1

山田常圭

期

間

2015.4.24

派遣先

国際研究集会の名称等

韓国（大田）

第 11 回 JSPS 日韓研究者交流協会

～4.26
2

3

篠原雅彦

新井場公徳

学術シンポジウム

2015.5.4 ～

米国（ミネソ

11th Symposium on Fire and Forest

5.7

タ州ミネア

Meteorology（第 11 回火災と森林

ポリス）

気象に関する会議）

2015.6.8 ～

ドイツ（ハノ

INTERSCHUTZ2015 に お け る 資

6.14

ー バ ー ）、 イ

機材開発動向調査及びファース

ギリス（ロン

トレスポンダー科学技術の研究

ドン）

開発に係る有志連合による国際
連携の枠組みを構築するための
取組にかかる準備会合

4

5

畑山

健

新井場公徳

2015.7.19

米国（ボスト

2015 ASME Pressure Vessels &

～7.23

ン）

Piping Conference

2015.9.13

韓国

JICA-KOICA 共 同 人 材 育 成 プ ロ

～9.15
6

7

藤井皓介

徳武皓也

グラムにおける講義

2015.9.28

イギリス（ケ

6th international symposium

～9.30

ンブリッジ）

Human Behaviour in Fire

2015.10.11

米国（アリゾ

228th ECS meeting（第 228 回 電

～10.15

ナ州フェニ

気化学会）

ックス）
8

9

10

2015.10.20

イタリア（ロ

～10.25

ーマ）

2016.1.4 ～

米国（サンデ

AIAA Science and Technology

1.8

ィエゴ）

Forum and Exposition

渡辺剛英、

2016.3.7 ～

イギリス（ロ

ファーストレスポンダーの技術

新井場公徳

3.13

ンドン）

革新に関する国際フォーラム

天野久徳

佐伯一夢

ISTVS2015
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イ．海外での調査・共同研究等
派遣者名
1

畑山

健

期

間

派遣先

目

的

等

経費負担方法

2015.9.7 ～

トルコ イス

トルコマルマラ地域における地

9.18

タンブール

震・津波防災プロジェクトに係る

市（ボアジチ

研究打ち合わせ及び微動観測

大学カンデ
リ地震観測
研究所）等
2

藤井皓介

2015.9.30

イギリス

英国における誘導灯・避難安全対

～10.3

（Hochiki

策調査

europe、ロン
ドン消防）
3

塚目孝裕

2016.1.25

マレーシア

JICA マレーシア国別研修現地調

～1.28

国消防救援

査協力

局

ウ．長期在外研究員
派遣者名
1

土志田正二

期

間

派遣先

研

究

課

題

2015.4.1 ～

国立大学法

自然災害時を対象とした空間情報の利活用に関す

2016.3.31

人東京大学

る研究

空間情報科
学研究セン
ター
2

土志田正二

2015.4.1 ～

独立行政法

自然災害に対するハザード・リスク評価に関する

2016.3.31

人防災科学

研究

技術研究所

エ．国内での調査
派遣者名
1

期

間

派遣先

目

的

等

2015.5.12

北九州市

無線連動式住警器実験調査

2015.5.25

江津邑智消防

水陸両用バギー活用事例及びへき地救急体制調査

～5.26

組合消防本部

①新井場公

①

広島県広島市

徳、土志田

2015.6.15

正二

～6.18

②佐伯一夢

②

河関大祐、
鈴木恵子

2

3

久保田勝明

土砂災害調査（2014 年 8 月広島豪雨災害地域）

2015.6.15
～6.17
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4
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田村裕之、

2015.6.16

京都市消防

塚目孝裕

～18

局、堺市消防

太陽光発電抑制システムに関するヒアリング調査

局、岡山市消
防局
5

塚目孝裕、

2015.6.26

静岡市消防局

太陽光発電抑制システムに関するヒアリング調査

2015.8.7

北九州市消防

太陽光発電抑制システムに関するヒアリング調査

田村裕之
6

河関大祐、
田村裕之

7

局

塚目孝裕、

2015.10.14

ひらおか梅花

特別養護老人ホーム施設見学及び消防局・大学打

田村裕之、

〜10.16

実、もなみの

ち合わせ

藤井皓介

里、札幌市消
防局、北海道
科学大学

8

畑山

健

2015.10.19

志布志国家石

大規模地震に対する石油備蓄タンクのセーフティ

～10.21

油備蓄基地

ーマネージメントに関する調査研究に係る常時微
動測定

9

河関大祐

2015.10.19

小山市役所

洪水時の自治体対応調査

10

河関大祐

2015.10.20

常総市役所

洪水時の自治体対応調査

11

田村裕之

2015.10.23

高岡市消防本

太陽光発電・雷関連火災情報調査

部
12

鈴木恵子、

2015.10.24

新潟県燕市

延焼火災調査

2015.10.28

栃木県栃木

洪水時の自治体対応調査

鈴木佐夜香
13

河関大祐

市、茨城県境
町
14

河関大祐、

2015.10.29

土志田正二
15

河関大祐

栃木県鹿沼市

洪水時の自治体対応調査

役所
2015.10.30

宮城県大崎

洪水時の自治体対応調査

市、栗原市
16

土志田正二

2015.10.31

東京都大島町

伊豆大島災害調査

沖縄県うるま

石油コンビナート調査

～11.3
17

西

晴樹

2015.11.18

市
18

田村裕之

2015.11.20

金沢市消防局

太陽光発電・雷関連火災情報調査

19

久保田勝明

2015.12.13

羊蹄山ろく消

救急用多言語翻訳の改善要望調査及びコーパス作

～12.15

防組合消防本

成

部、札幌市消
防局
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20

土志田正二

2015.12.18
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熊本県阿蘇市

阿蘇災害調査

広島県庁

豪雨災害時の防災広報ならびに自治体災対本部対

～12.21
21

河関大祐

2016.1.17
～1.18

22

河関大祐、

2016.1.20

田村裕之、

応調査
さいたま市消

太陽光発電抑制システムに関するヒアリング調査

防局

塚目孝裕、
佐藤康博
23

塚目孝裕、

2016.2.22

田村裕之、

〜2.23

札幌市

施設避難関係研究打ち合わせ

藤井皓介

(2) 受け入れ

ア．実務研修員
研修員名（所属等）
1

牧野

期

間

豊（横浜市消防局） 2014.4.1 ～

研

修

部

局

研修担当官

原因調査室

原因調査室長

原因調査室

原因調査室長

原因調査室

原因調査室長

原因調査室

原因調査室長

原因調査室

原因調査室長

原因調査室

原因調査室長

原因調査室

原因調査室長

原因調査室

原因調査室長

2016.3.31
2

3

4

中村幸司（さいたま市消防

2014.4.1 ～

局）

2016.3.31

関口裕治（藤沢市消防本

2014.4.1 ～

部）

2016.3.31

樋田一也（佐倉市八街市

2014.4.1 ～

酒々井町消防組合消防本

2016.3.31

部）
5

山口雄太（川崎市消防局） 2015.4.1 ～
2017.3.31

6

倉持

満（稲敷広域消防本

部）
7

2015.4.1 ～
2017.3.31

川守良和（静岡市消防局） 2015.4.1 ～
2017.3.31

8

渡邉卓也（船橋市消防局） 2015.4.1 ～
2017.3.31

イ．連携研究員
研究員名（所属等）
1

崎山剛典（東京消防庁）

期

間

研

究

課

題

2014.4.1 ～

蓄熱発火の危険性に関

2016.3.31

する研究
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2

池田耕平（東京消防庁）

2015.4.1 ～

マグネシウム粉の発

2016.3.31

火・燃焼危険性に関する

危険性物質研究室

研究

ウ．招へい外国人研究者（共同研究等）
研修員名（国籍、所属等）
1

Eren Uckan

期

間

研

究

課

題

受入研究室

2015.12.7

地球規模課題対応国際

～12.12

科学技術協力プログラ

施設等災害研究室

ム(SATREPS)「マルマラ
海域の地震・津波災害軽
減とトルコの防災教育」

(3) 共同研究

ア．国際学術交流
機
1

関

名

国

Institute of Chemical Processes, Seoul National University （ソウル国

名

韓国

立大学工学部化学プロセス研究所）
2

2004.9 ～ 半
永久的

Fire Technology Institute of Korea Fire Equipment Inspection

韓国

Corporation
3

実施期間

2007.12

～

半永久的

National Institute of Standards and Technology / Engineering

米国

Laboratory（米国国立標準技術研究所／工学研究所）

2014.7.24 ～
（協定締結
日から 5 年
間）

イ．国内の大学等との連携
機

関

名

契約日

1

学校法人東京理科大学

2013.3.1

2

国立大学法人信州大学繊維学部

2015.10.1

ウ．調査・共同研究等

1

2

共同研究課題名

共同研究相手先

担当研究室

実施期間

泡消火の高度化に関する研究

深田工業株式会社、第一化

研究統括官、危険

2007.4.1 ～

成産業株式会社

性物質研究室

2016.3.31

災害対応のためのセンシン

独立行政法人情報通信研究

上席研究官、地震

2009.10.26

グ・ユビキタス時空基盤技術

機構

等災害研究室

～2016.3.31

の研究開発
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全国強震観測ネットワークの

国立研究開発法人防災科学

石油コンビナート地域を対象

技術研究所

施設等災害研究室

2011.4.1 ～
2016.3.31

とした準リアルタイム地震防
災情報システムの実用化に向
けた研究
4

5

消防防災無人ヘリコプタの高

独立行政法人産業技術総合

特別上席研究官、

2011.12.1 ～

精度飛行制御技術の研究開発

研究所

地震等災害研究室

2016.3.31

大規模災害時の消防力強化の

横浜市消防局

上席研究官

2012.3.27 ～
2016.3.31

ための情報技術の研究開発事
業に関する共同研究
6

木造市場等の火災被害低減の

北九州市消防局

ための共助体制の構築に関す

上席研究官、大規

2012.12.1 ～

模火災研究室

2016.3.31

特殊災害研究室

2013.7.22 ～

る研究
7

熱画像を活用した再燃火災の

横浜市消防局

2016.3.31

発生防止に関する研究
8

9

地震等災害研究

2013.7.30 ～

た無人航空機の自律制御に関

室、特別上席研究

2015.9.30

する研究

官

災害時の情報収集を目的とし

太陽電池発電抑制技術の開発

国立大学法人神戸大学

能美防災株式会社

上席研究官、大規

2014.4.1 ～

模火災研究室、特

2016.3.31

殊災害研究室、地
震等災害研究室
10

火の粉の建築部材への着床・

独立行政法人建築研究所

大規模火災研究室

着火に関する研究
11

2014.10.14
～2016.3.31

地震時の液状化を考慮した石

独立行政法人防災科学技術

油タンク周辺施設の損傷評価

研究所

施設等災害研究室

2015.7.1 ～
2016.3.31

技術等の研究開発
12

E-ディフェンスを活用した液

独立行政法人防災科学技術

状化対策技術の研究開発

研究所

施設等災害研究室

2015.3.2 ～
2016.3.31

独立行政法人港湾空港技術
研究所
独立行政法人土木研究所
13

戦略的イノベーション創造プ

独立行政法人港湾空港技術

ログラム「レジリエントな防

研究所

災・減災機能の強化」のため

独立行政法人土木研究所

施設等災害研究室

2015.2.6 ～
2016.3.31

の研究
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深田工業株式会社

砲ロボットに搭載する放水・

特別上席研究官，

2015.9.1 ～

危険性物質研究室

2016.3.31

大規模火災研究室

2015.10.14

泡放射併用タイプノズルの研
究開発
15

廊下における避難行動特性に

学校法人東京理科大学、学

関わる実験的研究

校法人早稲田大学、学校法

～2016.3.31

人芝浦工業大学、株式会社
明野設備研究所、株式会社
エフディーエム、株式会社
大林組、鹿島建設株式会社
技術研究所、清水建設株式
会社技術研究所、大成建設
株式会社、株式会社竹中工
務店
16

大容量ホースの耐熱性向上に

帝国繊維株式会社

特別上席研究官

2016.1.19 ～
2016.3.31

関する研究

エ．競争的資金
種
1

別

期間、相手先、参加者名

共同研究課題名

平成 24 年度私立大学戦略的

平成 24 年度～平成 28 年度

QOL 向 上 を 目 指

研究基盤形成支援事業

岡山理科大学

す支援技術のイノ

私学

助成補助金

担当者名
天野久徳

ベーション研究拠
点形成「柔軟全周
囲クローラの開
発」

2

文部科学省委託研究 都市の

2012.4.1～2017.3.31

都市災害における

脆弱性が引き起こす激甚災害

京都大学防災研究所

災害対応能力の向

の軽減化プロジェクト

細川直史

上方策に関する調
査･研究

3

科学研究費補助金（若手研究

平成 26 年度～平成 28 年度

(B)）

都市構造を考慮し

鈴木佐夜香

た火の粉に対する
建物の脆弱性に関
する研究

4

科学研究費助成事業（基盤研

2014.4.1～2017.3.31

時空間的異種情報

究 C）

静岡大学

の統合・連携予測
による災害時変動
下の道路交通情報
解析
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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
1

国立大学法人神戸大学大学

講

義

題

目

職

名

氏

名

救急避難システム論

准教授

久保田勝明

地震リスク評価学

客員准教授

畑山

なし

客員准教授

阿部伸之

院工学研究科
2

国立大学法人横浜国立大学

健

大学院環境情報研究院
3

東京理科大学大学院国際火
災科学研究科

イ．大学非常勤講師
派遣先機関
1

公立大学法人首都大学東京

講

義

題

目

氏

機械工学先端講義第二

阿部

名
伸之

都市教養学部

ウ．消防大学校講義
年月日

訓練コース名

科

目

名

氏

1

2015.6.12

火災調査科（第 29 期）

講話

山田常圭

2

2015.6.16

火災調査科（第 29 期）

機器分析（原理と構造）

尾川義雄

3

2015.6.18

幹部科(第 41 期)

消防科学技術

細川直史

4

2015.6.22

火災調査科（第 29 期）

鑑識要領Ⅰ(電気)

森田隆弘

5

2015.6.30

火災調査科（第 29 期）

模擬家屋調査実習

森田隆弘

6

2015.7.1

火災調査科（第 29 期）

模擬家屋調査実習

森田隆弘

7

2015.7.2

火災調査科（第 29 期）

模擬家屋鑑識

森田隆弘

8

2015.7.2

危険物科（第 10 期）

火災調査・漏洩調査

西

9

2015.7.3

火災調査科（第 29 期）

模擬家屋鑑識

森田隆弘

10

2015.7.3

危険物科（第 10 期）

火源管理Ⅰ

田村裕之

11

2015.7.7

危険物科（第 10 期）

指定可燃物

岩田雄策

12

2015.7.9

火災調査科（第 29 期）

鑑識要領Ⅲ(車両)

森田隆弘

13

2015.7.17

危険物科（第 10 期）

燃焼理論

尾川義雄

14

2015.7.21

危険物科（第 10 期）

刑事裁判で使用される報告書等と

塚目孝裕

晴樹

証人出廷
15

2015.7.28

火災調査科（第 29 期）

長官調査
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16

2015.9.2

幹部科(第 42 期)

消防科学技術

細川

直史

17

2015.9.2

予防科（第 98 期）

予防実務Ⅱ

塚目

孝裕

18

2015.9.30

予防科（第 98 期）

避難対策

鈴木

恵子

19

2015.10.23

火災調査科（第 30 期）

講話

山田

常圭

20

2015.10.28

火災調査科（第 30 期）

機器分析（原理と構造）

尾川

義雄

21

2015.11.2

幹部科(第 43 期)

消防科学技術

細川

直史

22

2015.11.16

火災調査科（第 30 期）

火災調査を取り巻く法律関係

森田

隆弘

23

2015.12.9

火災調査科（第 30 期）

長官調査

森田

隆弘

24

2016.1.15

上級幹部科（第 79 期）

研究調査

山田

常圭

25

2016.1.15

幹部科(第 44 期)

消防科学技術

細川

直史

26

2016.2.10

予防科（第 99 期）

避難対策

鈴木

恵子

27

2016.2.26

予防科（第 99 期）

予防実務Ⅱ

塚目

孝裕

エ．その他講義
年月日
1

2015.4.25

派

遣

先

機

関

講演会名・講義題目等

第 11 回 JSPS 日韓研究者交流

第 11 回 JSPS 日韓研究者交流

協会学術シンポジウム

協会学術シンポジウ

氏

名

山田常圭

ム,"Collaborative Fire Research
between Japan and Korea
following the Subway Fire at
Jungangno Station in Daegue"
2

2015.4.27

佐倉市八街市酒々井町消防

無人航空機の活用について

組合消防本部

新井場公徳、佐
伯一夢、土志田
正二

3

2016.5.9 ～

獨協大学

獨協大学オ ープンカレ ッジ講

2016.12.5

塚目孝裕

師

（8 回）
4

2015.5.13

一般社団法人日本高圧力技

EST-1 委員会

畑山

平成 27 年度神戸市消防局土砂

新井場公徳、土

災害に関する研修会

志田正二

無人航空機の活用について

新井場公徳、佐

健

術協会
5

6

2015.5.14

2015.5.21

神戸市消防局

船橋市消防局

伯一夢、土志田
正二
7

2015.5.25

郡山地方広域消防組合消防

火災調査研修会

牧野

豊

岩倉市危険物安全協会 40 周年

塚目孝裕

本部
8

2015.5.26

岩倉市危険物安全協会

記念事業
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10

11

2015.5.27

2015.5.27

2015.6.8
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帯広市消防本部、一般社団法

20 周年記念講演会

人北海道消防設備協会帯広

源燃料等の 火災危険性 評価方

支部

法について」

帯広市消防本部、一般社団法

20 周年記念講演会

人北海道消防設備協会帯広

設等におけ る火災の原 因調査

支部

と安全対策について」

横浜市消防局

「危険物安 全週間」パ ワーア

「再生資

「福祉施

岩田雄策

西

畑山

晴樹

健

ップセミナー講演
12

2015.6.9

工学院大学

首都圏にお ける地震・ 水害等

細川直史

による複合 災害への対 応に関
する委員会招待講演
13

2015.6.9

埼玉県危機管理防災部防災

平成 27 年 度防 災研 修 会講 演

課

「我が国に おける火災 の変遷

山田常圭

をふまえた 防火安全上の今
日的課題」
14

2015.6.18

静岡市消防局

火災調査ア ドバイザー 認定講

～6.19
15

2015.6.19

尾川義雄

習
公益財団法人静岡県消防協

静岡県消防団幹部研修会

長尾一郎

火災調査ア ドバイザー 認定講

尾川義雄

会
16

2015.7.1 ～

静岡市消防局

7.2
17

2015.7.3

習
野田市南部梅郷公民館

くらしに生 かせる防災 ・防犯
講座

塚目孝裕

「家 庭で起こる 化学事

故～火のな いところの はずな
のに～」
18

2015.7.6

平成 27 年度太陽光発電システ

秦野市消防本部

田村裕之

ムの普及に 伴う火災防 ぎょ講
習会
19

2015.7.14

独立行政法人石油天然ガ

技術講演会

西

晴樹

福岡市消防局

火災調査担当職員研修

尾川義雄

ス・金属鉱物資源機構
20

2015.7.23
～7.24

21

2015.8.26

埼玉県消防学校

火災調査

中村幸司

22

2015.9.2 ～

志布志国家石油備蓄基地

安全講演会

西

9.3
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2015.9.8
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神奈川県産業技術センター

「神奈川版 オープンイ ノベー

天野久徳

ション」ロ ボット研究 会フォ
ーラム〜箱 根大涌谷に おける
火山活動対 応ロボット 活用の
可能性につ いて

「消 防防災

ロボットの現状と今後の展
望」
24

2015.9.9

株式会社クラレ岡山事業所

防災に関する講演会

塚目孝裕

25

2015.9.9

茨城県消防学校

消防職員専科教育第 26 期救助

田村裕之

科
26

2015.9.10

志布志石油備蓄株式会社本

安全講演会

西

晴樹

JICA-KOICA 共 同 人 材 育 成 プ

新井場公徳

社
27

2015.9.14

JICA

ログラム
28

2015.9.15

春日部市消防本部

本部内研修 での講演（ 太陽光

～9.16
29

2015.9.18

田村裕之

発電設備火災）
東京理科大学総合研究院火

第 7 回「風と火災」および私

災科学研究センター

立大学戦略 的研究基盤 形成支

篠原雅彦

援事業「専 門知の共有 に基づ
くアジアの 火災安全情 報拠点
の形成」国際シンポジウム
「関東大震 災における 火災旋
風による被害の再検討」
30

2015.9.26

横浜市金沢消防署

平成２７年度防災講演会

新井場公徳

31

2015.9.30

気仙地区危険物安全協会

気仙地区危 険物安全協 会防災

畑山

健

講演会
32

2015.10.9

The International FORUM of

年次会合

Fire Research Directors （火災

"Development of fire prevention

機関長の国際フォーラム）

equipment and systems on the

ワークショップ

山田常圭

performance-based for large
buildings in Japan"
33

34

35

2015.10.14

2015.10.23

2015.10.23

一般財団法人全国消防協会

平成 27 年度火災調査研究発表

東海地区支部

会

水島コンビナート地区保安

平成 27 年度消防部会保安講習

防災協議会

会

川崎市危険物等運搬防災連

危険物安全担当者講習会

西

警防特別研修

塚目孝裕

森田隆弘

畑山

健

晴樹

絡協議会
36

2015.10.23

埼玉西部消防組合
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2015.11.5
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原子力規制委員会原子力規

平成 27 年度原子力施設におけ

制庁

る火災防護に関する研修

鈴木

健

38

2015.11.7

長野県消防学校

火災調査

山口雄太

39

2015.11.12

日本大学法学部公共政策学

公共政策研究会

渡辺剛英

事業者に向 けた防火管 理講習

田村裕之

科会議
40

2015.11.12

古河地区危険物安全協会

「静電気事 故防止対策 と太陽
光発電シス テムに係る 安全対
策」
41

2015.11.16

北海道大学

救急搬送の ひっ迫状態 に関す

久保田勝明

る講義
42

2015.11.17

福知山市消防本部

職員安全管 理研修

「 太陽光

田村裕之

発電システ ムの火災危 険の把
握と対策」
43

2015.11.20

第 54 回 火 災 科 学 セ ミ ナ ー

公益社団法人日本火災学会

天野久徳

「消防防災とロボット技術
～現状と新技術の導入～」
44

2015.11.25

千葉県消防学校

火災調査

樋田一也

45

2015.12.17

比企広域消防本部

平成 27 年度職員研修会

森田隆弘

茨城県消防学校

火災調査

倉持

北海道大学

公共経営事例研究講義

久保田勝明

～12.18
46

2015.12.17

満

～12.18
47

2016.1.5 ～
1.6

48

2016.1.18

兵庫県消防学校

火災調査

関口裕治

49

2016.1.21

東京理科大学理工学部建築

建築防災設計特別講義

篠原雅彦

学科
50

2016.1.26

山梨県消防学校

火災調査

渡邉卓也

51

2016.1.28

神奈川県消防学校

火災調査

原因調査室

52

2016.1.28

磐田市消防本部

火災調査研 修会「太陽 光発電

田村裕之

～1.29

システムの 火災におけ る消防
活動時と調査の危険性」

53

2016.1.29

佐倉市八街市酒々井町消防

平成 27 年度火災調査研究発表

森田隆弘

組合

会

樋田一也

54

2016.1.29

さいたま市消防局

火災原因調査事例研究発表会

中村幸司

55

2016.2.5

静岡県

火災調査研修会

森田隆弘

56

2016.2.5

船橋市消防局

平成 27 年度千葉県消防長会警

新井場公徳

防防災委員会
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57

2016.2.18
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平成 27 年度火災原因調査事例

稲敷広域消防本部

～2.19
58

倉持

満

発表会

2016.2.22

平成 27 年度

宇都宮危険物保安協会

宇都宮危険物保

岩田雄策

安協会研修会
59

2016.2.25

相模原市消防局

土砂災害対応研修会

新井場公徳

60

2016.2.26

和歌山県紀南消防長会

職員研修会 （焼損物件 の鑑識

牧野

豊

実習、鑑識事例紹介等）
61

2016.3.3

新潟県消防学校

第 20 期消防職員火災調査

岩田雄策

62

2016.3.7

静岡県消防学校

火災調査

川守良和

63

2016.3.10

千葉市消防学校

警防科特殊災害課程第 10 期

土志田正二

64

2016.3.23

岡山市消防局

UAV に関する研修会

新井場公徳、佐
伯一夢、土志田
正二

(2) 所外委員会、研究会への参加状況

1

団体等名

委員会等名

公益社団法人日本火災学会

数値計算に基づく火災現象

役職名
委員

氏
阿部伸之

再現のための指針作成専門
委員会
2

消防庁

予防課

火災予防の実効性向上作業

委員

チーム・水平避難有効性検
証タスクフォース
3

4

5

6

7

The Institute of Electrical

IEEE Robotics & Automation

and Electronics Engineers,

Society, TC on Safety,

Incorporated

Security and Rescue Robots

一般財団法人日本消防設備

消防防災活動用資機材等専

安全センター

門委員会

独立行政法人科学技術振興

革新的研究開発推進プログ

機構

ラム

レスキューロボットコンテ

レスキューロボットコンテ

スト実行委員会

スト表彰委員会

危険物保安技術協会

大型化学消防車等評価委員

メンバ

委員

評価協力者

特別審査員

委員長

会
8

公益社団法人計測自動制御

システムインテグレーショ

学会

ン (SI) 部 門

フィールドロ

ボティクス部会
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9

69（平成 27 年度）

公益社団法人計測自動制御

システムインテグレーショ

学会

ン (SI) 部 門

運営委員

レスキュー工

学部会
10

公益社団法人計測自動制御

計測自動制御学会システム

学会

インテグレーション部門講

委員

演会プログラム委員会
11

国立研究開発法人情報通信

無人航空機システムの利用

研究機構

技術に関する関係機関連絡

委員

会
12

消防防災ロボット技術ネッ

幹事会

幹事

トワーク
13

神奈川県

さがみロボット産業特区

アドバイザー

14

神奈川県産業労働局

火山活動対応ロボット緊急

委員

開発プロジェクトチーム
15

神奈川県産業労働局産業部

火山活動対応ロボット開発

委員

促進事業
16

17

特定非営利活動法人国際レ

競基弘賞レスキュー工学奨

審査委員

スキューシステム研究機構

励賞

特定非営利活動法人国際レ

表彰委員会

委員

スキューシステム研究機構
18

日本消防検定協会

消防機器等評価委員会

委員

19

公益社団法人日本地すべり

日本地すべり学会

理事・総務部長

新井場公徳

岩田雄策

学会
20

公益社団法人日本火災学会

化学火災専門委員会

委員

21

一般財団法人消防試験研究

危険物取扱者試験専門員

専門員

危険物関連設備等性能評価

委員

センター
22

危険物保安技術協会

委員会及び同専門委員会
23

危険物保安技術協会

平成 27 年度教育用視聴覚教

委員

材制作委員会
24

公益社団法人日本火災学会

日本火災学会化学火災専門

委員

委員会
25

消防庁

危険物保安室

火災危険性を有するおそれ

委員

のある物質等に関する調査
検討会（平成 27 年度）
26

特定非営利活動法人安全工

安全工学会普及委員会

学会
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27

特定非営利活動法人安全工

69（平成 27 年度）

安全工学会普及委員会

委員

一般財団法人日本消防設備

ガス系消火設備等専門委員

委員

安全センター

会

一般財団法人日本消防設備

ガス系消火設備等評価専門

安全センター

委員会

一般財団法人日本消防設備

性能評価第一専門委員会

委員

平成 27 年度熱溶融性繊維の

委員

学会
28

29

30

尾川義雄

委員

安全センター
31

公益社団法人日本火災学会

燃焼性試験に関する調査研
究委員会
32

公益社団法人日本火災学会

日本火災学会学術委員会

委員

33

公益社団法人日本火災学会

日本火災学会学術委員会消

委員

火の科学に関する専門委員
会
34

公益社団法人日本火災学会

日本火災学会学術委員会ウ

委員

ォーターミストによる消火
に関する専門委員会
35

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3 分科会

委員

36

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG2 作 業 部

委員

会
37

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG6 作 業 部

委員

会
38

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG7 作 業 部

委員

会
39

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG9 作 業 部

委員

会
40

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG14 作業部

委員

会
41

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG17 作業部

委員

会
42

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG18 作業部

委員

会
43

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG21 作業部

委員

会
44

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG22 作業部
会
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45

ISO/TC21/SC3 分科会

69（平成 27 年度）

ISO/TC21/SC3/音響装置 WG

委員

作業部会
46

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG23 作業部

委員

会
47

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG24 （ ビ デ

委員

オ火災感知器）作業部会
48

一般財団法人日本消防設備

保守用機器等専門委員会

委員

警報設備等専門委員会

委員

レスキューロボットコンテ

レスキューロボットコンテ

委員

スト実行委員会

スト実行委員会

公益社団法人計測自動制御

システムインテグレーショ

プログラム委

学会

ン部門講演会

員

消防防災ロボット技術ネッ

消防防災ロボット技術ネッ

幹事

トワーク

トワーク

53

公益社団法人日本火災学会

火災誌編集小委員会

54

日本火災学会，建築研究所， 10th Asia-Oceania

安全センター
49

一般財団法人日本消防設備
安全センター

50

51

52

委員

Symposium on Fire Science

東京理科大学

and Technology

55

公益社団法人日本火災学会

理事会

理事

56

公益社団法人日本火災学会

普及委員会

委員

57

一般財団法人首都高速道路

横浜環状北西線トンネル防

委員

技術センター

災安全検討委員会

一般財団法人首都高速道路

横浜環状北線トンネル防災

技術センター

安全検討委員会

一般社団法人日本電気協会

原子力規格員会

59

守分科会
60

秦野市

61

消防庁

予防課

篠原雅彦

実行委員

国土技術政策総合研究所，

58

佐伯一夢

運転・保

鈴木

健

委員

委員

防火管理検討会

秦野市消防審議会

委員

火災予防の実効性向上作業

委員

鈴木恵子

チーム・自衛消防組織及び
防災管理の実効性向上専門
家会合
62

東京消防庁

第 22 期火災予防審議会

委員

63

一般財団法人日本燃焼学会

理事会

理事

64

一般財団法人日本燃焼学会

将来構想委員会

委員

65

一般財団法人日本燃焼学会

第 53 回燃焼シンポジウム

委員

実行委員会
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鈴木佐夜香
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66

一般財団法人日本燃焼学会

69（平成 27 年度）

第 54 回燃焼シンポジウム

委員

実行委員会
67

Fire Technology

Editorial Board

68

Fire Technology

Guest Editor

69

一般社団法人日本電気協会

澁澤賞選考委員会

所長代理

70

日本消防検定協会

特定警報避難機器評価委員

委員

委員

高梨健一

会
71

ISO/TC21/SC3 分科会

ISO/TC21/SC3/WG10

委員

72

一般社団法人静電気学会

理事会

理事

73

一般社団法人静電気学会

静電気リスクアセスメント

委員

研究委員会
74

一般社団法人静電気学会

全国大会実行委員会

委員

75

公益社団法人日本火災学会

日本火災学会自動車火災専

委員

門委員会
76

日本学術振興会協力会

信頼性システム技術研究会

委員

（学振 175 委員会）
77

一般財団法人日本消防設備

避難設備等専門委員会

委員

防火安全機器等専門委員会

委員

一般財団法人日本消防設備

消防設備システム第一専門

委員

安全センター

委員会

一般財団法人日本消防設備

消防設備システム第二専門

安全センター

委員会

一般社団法人日本電気協会

電気火災の抑制方策に関す

安全センター
78

一般財団法人日本消防設備
安全センター

79

80

81

委員

部会員

る検討部会
82

公益社団法人日本火災学会

情報公開審査委員会

幹事

83

公益社団法人日本火災学会

東日本大震災調査委員会

委員

84

公益社団法人日本火災学会

学術委員会

委員

85

公益社団法人日本火災学会

理事会

理事

86

公益社団法人日本火災学会

企画委員会

委員

87

公益社団法人日本火災学会

ホームページ小委員会

委員

88

公益社団法人日本火災学会

火災便覧編集準備委員会

委員

89

消防庁

地域特性に応じた給油取扱

委員

危険物保安室

所の運用形態に係る安全確
保策のあり方に関する検討
会
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90

消防庁

予防課

69（平成 27 年度）

蓄電池設備技術基準検討部

委員

会
91

独立行政法人労働安全衛生

外部評価委員会

委員

特定初期拡大抑制機器評価

委員

総合研究所
92

日本消防検定協会

委員会
93

公益社団法人日本火災学会

総務委員会

委員

94

消防庁

石油コンビナート等防災体

委員

特殊災害室

塚目孝裕

制検討会
95

消防庁

危険物保安室

天然ガススタンド併設給油

委員

取扱所の停車スペースの共
用化に係る安全対策のあり
方に関する検討会
96

一般財団法人日本消防設備

ガス系消火設備等評価委員

委員

安全センター

会

97

公益社団法人日本火災学会

編集小委員会

委員

98

公益社団法人日本地すべり

若手対策 WG

メンバ

事業計画部

幹事

一般社団法人日本高圧力技

平成 27 年度大規模地震に対

委員

徳武皓也

術協会

する石油備蓄タンクのセー

内藤浩由

土志田正二

学会
99

公益社団法人日本地すべり
学会

100

フティーマネージメントに
関する調査研究委員会（第 2
小委員会）
101

ISO/TC21 委員会

ISO/TC21/SC2 委員会

委員

102

公益社団法人日本火災学会

日本火災学会学術委員会

委員

103

公益社団法人日本火災学会

ウォーターミストによる消

幹事

火に関する専門委員会
104

105

106

一般財団法人消防科学総合

情報誌「消防防災の科学」

委員

長尾一郎

センター

編集委員会

一般財団法人全国危険物安

定期点検指導に係る充実強

委員

西

全協会

化検討委員会

特定非営利活動法人安全工

安全工学誌編集委員会

委員

特定非営利活動法人安全工

第 48 回安全工学研究発表会

委員

学会

実行委員会

学会
107
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108

109

110

69（平成 27 年度）

独立行政法人防災科学技術

大型耐震実験施設運用委員

研究所

会

一般財団法人全国危険物安

地下タンク等の点検方法等

全協会

の性能評価委員会

一般社団法人日本高圧力技

平成 27 年度大規模地震に対

術協会

する石油備蓄タンクのセー

委員長

委員

委員

フティーマネージメントに
関する調査研究委員会
111

危険物保安技術協会

危険物関連設備等性能評価

委員

委員会及び同専門委員会
112

危険物保安技術協会

機関誌編集委員会

委員

113

危険物保安技術協会

「単独荷卸しの仕組みに係

委員

る評価基準の見直しに関す
る検討委員会」
114

危険物保安技術協会

「第 2 専門部会」

部会長

115

危険物保安技術協会

FF 二重殻タンクの破損事案

委員

に係る調査検討委員会
116

危険物保安技術協会

屋外タンク貯蔵所に関する

委員

耐震安全性確認のためのワ
ーキンググループ
117

危険物保安技術協会

放電加工機に係る試験確認

委員

基準の見直しに関する検討
委員会
118

消防庁

危険物保安室

屋外タンク貯蔵所の耐震安

委員

全性に係る調査検討会
119

川崎市

川崎市コンビナート安全対

委員

策委員会
120

公益社団法人日本火災学会

首都直下地震における火災

委員

被害の想定専門委員会
121

大阪府

大阪府石油コンビナート等

専門員

防災本部
122

公益社団法人日本地震学会

強震動委員会

委員

123

一般社団法人日本高圧力技

平成 27 年度大規模地震に対

委員

術協会

する石油備蓄タンクのセー
フティーマネージメントに
関する調査研究委員会（第 1
小委員会）
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124

危険物保安技術協会

69（平成 27 年度）

屋外タンク貯蔵所に関する

委員

耐震安全性確認のためのワ
ーキンググループ
125

126

公益社団法人日本地震工学

情報コミュニケーション委

会

員会

消防庁

危険物保安室

屋外タンク貯蔵所の耐震安

委員

委員

全性に係る調査検討会
127

神奈川県

神奈川県石油コンビナート

委員

等防災対策検討会
128

千葉県

千葉県石油コンビナート防

専門員

災アセスメント検討部会
129

ICNSSL 研究会運営委員会

委員

一般財団法人日本消防設備

G 空間情報の利活用による

委員

安全センター

救助システム及び消防活動

一般社団法人電子情報通信

細川直史

学会
130

に関する検討会
131

山梨県

山梨県総合防災情報システ

委員

ム導入検討委員会
132

133

一般社団法人電子情報通信

英文論文誌小特集編集委員

編集委員

学会

会

独立行政法人製品評価技術

事故動向等解析専門委員会

委員

森田隆弘

山田常圭

基盤機構
134

ISO/TC21 協議会

ISO/TC21 委員会

委員

135

首都高速道路株式会社

首都高速道路の塗装塗替え

委員

工事による火災事故再発防
止委員会
136

消防大学校

消防大学校における教育訓

委員

練等に関する検討会
137

東京大学生産技術研究所

火災煙の流れのシミュレー

研究員

ションに関する研究
138

東京地方裁判所

東京地方裁判所

139

一般社団法人日本照明工業

登録認定機関

140

141

専門委員
JEA 誘導灯

委員

会

認定委員会

一般財団法人日本消防設備

消防防災用設備機器性能評

委員

安全センター

定委員会

一般財団法人日本消防設備

小規模防火対象物用自動消

安全センター

火設備専門委員会
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142

一般財団法人日本消防設備

69（平成 27 年度）

性能評価委員会

委員

一般財団法人日本消防設備

消防設備システム評価委員

委員

安全センター

会

一般財団法人日本消防設備

ガス系消火設備等評価委員

安全センター

会

一般財団法人日本消防設備

消防防災研究助成審査委員

安全センター

会

一般財団法人日本消防設備

小規模防火対象物用消火設

安全センター

備専門委員会

一般財団法人日本防火・防

情報誌「地域防災」編集委

災協会

員会

一般社団法人建築・住宅国

「ISO/TC92･

際機構

ISO/TC21/SC11

安全センター
143

144

145

146

147

148

委員

委員

委員

幹事

委員
合同分科

会」・
「ISO/TC92/SC4WG､
ISO/TC21/SC11 WG」
149

危険物保安技術協会

危険物事故防止対策論文審

委員

査委員会
150

国立研究開発法人建築研究

国立研究開発法人建築研究

所

所研究評価委員会防火分科

委員

会
151

消防庁

152

日本消防検定協会

予防課

優良消防用設備等審査会

委員

消防用機械器具等規格研究

委員

委員会
153

日本消防検定協会

消防用機械器具等技術基準

委員

委員会
154

155

156

澁澤委員会（一般社団法人

第 60 回（平成 27 年度）澁

日本電気協会）

澤賞受賞者選考委員会

一般財団法人全国危険物安

地下タンク等の点検方法等

全協会

の性能評価委員会専門部会

一般財団法人日本消防設備

水系消火設備等専門委員会

委員

防火材等専門委員会

委員

可撓管継手等専門委員会

委員

「防炎ニュース」編集委員

委員

委員

部会員

松島早苗

安全センター
157

一般財団法人日本消防設備
安全センター

158

一般財団法人日本消防設備
安全センター

159

公益財団法人日本防炎協会

会

- 327 -

渡辺剛英

消研輯報

160

69（平成 27 年度）

大学共同利用機関法人自然

大学共同利用機関法人

科学研究機構

然科学研究機構核融合科学
研究所

自

委員

火災事故検証委員

会
161

大学共同利用機関法人自然

大学共同利用機関法人

科学研究機構

然科学研究機構核融合科学
研究所

自

委員

火災事故検証委員

会
162

東京消防庁

警防業務事故再発防止対策

部会員

検討部会

(3) 所外実験・研究等への参加状況

1

実験・研究名等

主催団体名

分担事項

地球規模課題対応国

国立大学法人東京

（研究課題 3）地震

際科学技術協力プロ

大学

特性評価及び被害

グラ ム(SATREPS)「マ

参加者
畑山

健

期

間

2013.4.1 ～
2018.3.31

軽減

ルマラ海域の地震・津
波災害軽減とトルコ
の防災教育」
2

文部科学省委託研究

国立大学法人東京

都市地震防災ジオ

「都市の脆弱性が引

大学、国立大学法人

ポータルの開発

き起こす激甚災害の

京都大学

細川直史

2013.4.1 ～
2018.3.31

軽減化プロジェク
ト 」、 サ ブ プ ロ ③ 「 都
市災害における災害
対応能力の向上方策
に関する調査･研究」
3

火災旋風・火事場

篠原雅彦

2016.1.28

る火災延焼モデルの

風・延焼性状・模型

高梨健一

～

検証実験

飛行機観測に関す

佐伯一夢

2016.1.31

首都直下地震におけ

TBS テレビ

る実験計画・実験・
解析
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地形解析(ドローン

土志田正

2015.4.1 ～

大規模表層崩壊発生

を用いた空撮・解

二

2016.3.31

機構の解明と危険地

析)・現地踏査

土志田正

2015.4.1 ～

二

2017.3.31

「局地的大雨による

日本地すべり学会

抽 出 技 術 の 開 発 」（ 河
川砂防技術開発公募
（ 砂 防 分 野 ）， 代 表 ：
後藤聡（山梨大））
5

「巨大（深層）崩壊の

砂防フロンティア

数値地形解析

高精度編年研究会」
（砂防学会研究助成，
代表：井上公夫［砂防
フロンティア］）
6

2015.6.26

大規模地震に対する

一般社団法人日本

大規模地震及び津

石油備蓄タンクのセ

高圧力技術協会

波を受けた経年陸

～

ーフティーマネージ

上タンク等の耐

2016.3.18

メントに関する調査

震・耐津波性能評価

研究

方法、並びに合理的

畑山

健

な供用適正評価方
法の構築
7

2015.6.26

大規模地震に対する

一般社団法人日本

大規模地震による

石油備蓄タンクのセ

高圧力技術協会

底部コーティング

～

ーフティーマネージ

の損傷度及びその

2016.3.18

メントに関する調査

後の腐食進行への

研究

影響に係る定量的
評価に基づく次回
解放検査時期決定
方法の構築
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災害調査等

(1) 災害調査

ア．長官調査（主体調査）：消防法第 35 条の 3 の 2 の規定に基づき、消防庁長官が特に必要と認めた
火災の原因調査
発災日
1

H26.9.3

場所/管轄
消防本部

施設等名称

概

要

現地出向者

現地調査日
H27.4.2

愛知県東海

製鐵所の爆

コークス炉上部に設置

西

市/東海市

発火災

された石炭塔内に取り

森田隆弘、

付けられているホッパ

樋田一也、

ー内で爆発が発生し、多

岩田雄策

消防本部

晴樹、

数の負傷者が発生した
もの。負傷者 15 名。
2

H27.5.17

神奈川県川

簡易宿泊所

木造の簡易宿泊所２棟

①田村裕之

①H27.5.18

崎市／川崎

火災

が全焼し、死者１０名、

森田隆弘

②H27.5.19

負傷者１８名が発生し

山口雄太

③H27.5.20

たもの。

牧野

豊

④H27.5.21

中村幸司

⑤H27.5.22

倉持

満

⑥H27.5.24

②森田隆弘

⑦H27.5.25

市消防局

山口雄太
牧野

豊

川守良和
③山口雄太
④山口雄太
倉持

満

⑤森田隆弘
山口雄太
⑥田村裕之
阿部伸之
森田隆弘
山口雄太
中村幸司
川守良和
倉持

満

藤井皓介
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発災日
3

H27.10.8

場所/管轄
消防本部
広島県広島

69（平成 27 年度）

施設等名称
飲食店火災

概

要

木造２階建ての飲食店

現地出向者

現地調査日

①西

① H27.10.9

晴樹

市／広島市

が全焼し、死者３名、負

田村裕之

～10.10

消防局

傷者３名が発生したも

森田隆弘

② H27.11.1

の。

中村幸司

～11.2

倉持

③ H27.11.5

満

関口裕治

～11.6

川守良和

④

②森田隆弘
川守良和
③川守良和
渡邉卓也

H27.11.11
⑤
H27.11.14
⑥

④川守良和

H27.11.20

⑤川守良和

～11.21

⑥西

晴樹

森田隆弘
川守良和

イ．長官調査（要請調査）：消防法第 35 条の 2 の 2 の規定に基づき、消防長又は都道府県知事から消
防庁長官に対しての求めによる火災の原因調査
平成 27 年度は事例なし

ウ．センター調査（依頼）
：消防長等による依頼に基づく特異な火災に対する火災原因調査に関する技
術支援
発災日
1

H27.4.21

場所
茨城県稲

施設等名称
工場火災

敷市

概

要

現地出向者

現地調査日

工場火災の現場見分支

森田隆弘

H27.4.30

援

樋田一也
渡邉卓也
倉持

2

H27.3.30

三重県鈴

建物火災

鹿市

3

H27.10.17

満

作業所として使用して

森田隆弘

いる貸倉庫の現場見分

山口雄太

支援

牧野

H27.5.8

豊

岐阜県飛

ゴミ焼却施

可燃ごみ焼却施設火災

森田隆弘

H27.11.4 ～

騨市

設火災

の現場見分支援

山口雄太

11.5

関口裕治
樋田一也
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エ．センター調査（自主）：消防研究センターの自主的な災害・事故・火災原因等調査
発災日
1

H27.9.10

場所

概

要

茨城県常

平成 27 年台風第 18 号による大雨等によ

総市/常総

る屋外貯蔵タンクの洪水被害調査

現地出向者

現地調査日

畑山健

H27.12.3

広域消防
本部

オ．センター調査（依頼）
：市町村長等による依頼に基づく危険物流出等の事故原因調査に関する技術
支援
平成 27 年度は事例なし

カ．センター調査（自主）
：消防研究センターの自主的な危険物流出等の事故原因調査に関する技術支
援
平成 27 年度は事例なし

(2) 鑑定・鑑識

ア．鑑定
支援実施

発災

年月

都道府県

概

要

鑑定者

1

H27.4

東京都

残さ物の鑑定

原因調査室

2

H27.4

新潟県

残さ物の鑑定

原因調査室

3

H27.5

神奈川県

残さ物の鑑定

原因調査室

4

H27.5

岩手県

残さ物の鑑定

原因調査室

5

H27.5

愛知県

携行缶内の液体の鑑定

原因調査室

6

H27.5

徳島県

洗濯乾燥機内残さ物の鑑定

原因調査室

7

H27.5

奈良県

車両残さ物の鑑定

原因調査室

8

H27.6

奈良県

車庫内の残さ物の鑑定

原因調査室

9

H27.6

鹿児島県

ダクト内残さ物の鑑定

原因調査室

10

H27.6

三重県

塗料かすの鑑定

原因調査室

11

H27.6

三重県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

12

H27.6

徳島県

木粉の鑑定

原因調査室

13

H27.6

岐阜県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

14

H27.6

熊本県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

15

H27.6

静岡県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

16

H27.7

埼玉県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

17

H27.7

北海道

乾燥機内残さ物の鑑定

原因調査室
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支援実施

発災

年月

都道府県

69（平成 27 年度）

概

要

鑑定者

18

H27.7

茨城県

車両残さ物の鑑定

原因調査室

19

H27.7

千葉県

エアコン残さ物の鑑定

原因調査室

20

H27.7

三重県

車両残さ物の鑑定

原因調査室

21

H27.7

宮城県

製油所構内から採取した炭化物の鑑定

原因調査室

22

H27.7

奈良県

建物火災に係る収去物の鑑定

原因調査室

23

H27.7

山口県

スカム（廃ゴム）の鑑定

原因調査室

24

H27.7

兵庫県

残油等の鑑定

原因調査室

25

H27.8

奈良県

建物残さの鑑定

原因調査室

26

H27.8

千葉県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

27

H27.8

千葉県

刈り草の鑑定

原因調査室

28

H27.9

千葉県

木くずの鑑定

原因調査室

29

H27.9

千葉県

建物火災に係る収去物の鑑定

原因調査室

30

H27.9

熊本県

布団素材の鑑定

原因調査室

31

H27.10

熊本県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

32

H27.10

岡山県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

33

H27.10

埼玉県

樹脂の鑑定

原因調査室

34

H27.11

宮崎県

防炎じゅうたんの鑑定

原因調査室

35

H27.11

千葉県

帯電防止服等の鑑定

原因調査室

36

H27.11

長野県

車両残さ物の鑑定

原因調査室

37

H27.12

東京都

現場収去物（ガーゼ）の鑑定

原因調査室

38

H27.12

宮城県

携行缶及び石油ストーブ内の鑑定

原因調査室

39

H27.12

千葉県

衣類の鑑定

原因調査室

40

H27.12

奈良県

現場収去物（建物残さ物）の鑑定

原因調査室

41

H27.12

静岡県

車両残さ物及び着衣の鑑定

原因調査室

42

H27.12

鳥取県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

43

H27.12

大分県

車両残さ物の鑑定

原因調査室

44

H27.12

埼玉県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

45

H27.12

千葉県

残さ物の鑑定

原因調査室

46

H27.12

奈良県

クッション材の鑑定

原因調査室

47

H28.1

静岡県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

48

H28.1

熊本県

残さ物油分の鑑定

原因調査室

49

H28.1

奈良県

残さ物の鑑定

原因調査室

50

H28.2

徳島県

ドラム式乾燥機内のタオルの鑑定

原因調査室

51

H28.2

神奈川県

油分の鑑定

原因調査室

52

H28.2

奈良県

残さ物油分の鑑定

原因調査室

53

H28.2

三重県

建物残さ物の鑑定

原因調査室
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支援実施

発災

年月

都道府県

69（平成 27 年度）

概

要

鑑定者

54

H28.2

千葉県

建物残さ物の鑑定

原因調査室

55

H28.2

徳島県

金属塊の鑑定

原因調査室

56

H28.2

神奈川県

残さ物の鑑定

原因調査室

57

H28.2

福島県

残さ物の鑑定

原因調査室

58

H28.2

福島県

油分の鑑定

原因調査室

59

H28.2

群馬県

建物残さの鑑定

原因調査室

60

H28.2

滋賀県

残さ物油分の鑑定

原因調査室

61

H28.3

栃木県

破砕機残さ物の鑑定

原因調査室

62

H28.3

鹿児島県

陶器製容器付着物の鑑定

原因調査室

63

H28.3

山口県

塗料カスの鑑定

原因調査室

64

H28.3

和歌山県

乾燥機内タオルの鑑定

原因調査室

イ．鑑識
支援実施
年月

発災県

概

要

鑑識場所

1

H27.4

神奈川県

車両の鑑識

整備工場等

2

H27.4

神奈川県

LED 照明器具の鑑識

消防研究センター

3

H27.4

愛媛県

パワーコンディショナの鑑識

災害現場

4

H27.4

千葉県

電気カーペットの鑑識

消防研究センター

5

H27.4

茨城県

車両の部品の鑑識

消防研究センター

6

H27.5

福岡県

電気ストーブの鑑識

消防局・本部

7

H27.5

奈良県

業務用カラオケシステム（リモコン）

消防局・本部

の鑑識
8

H27.5

神奈川県

ノート型パーソナルコンピューターの

消防研究センター

鑑識
9

H27.5

千葉県

ドローン用バッテリーパックの鑑識

消防研究センター

10

H27.5

埼玉県

エアコン室外機の鑑識

消防研究センター

11

H27.5

群馬県

車両の鑑識

整備工場等

12

H27.6

静岡県

リチウムイオンバッテリーの鑑識

消防研究センター

13

H27.6

神奈川県

スマートフォンの鑑識

消防研究センター

14

H27.6

京都府

ポータブル DVD 外付けバッテリーの鑑

消防局・本部

識
15

H27.6

愛知県

スプリンクラー設備モーターの鑑識

災害現場

16

H27.6

埼玉県

AC アダプターの鑑識

消防研究センター

17

H27.6

秋田県

魚類監視装置の鑑識

災害現場

18

H27.6

熊本県

自動点滅器の鑑識

消防研究センター
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発災県

概

要

鑑識場所

19

H27.7

佐賀県

IH 調理器の鑑識

消防局・本部

20

H27.7

三重県

車両の鑑識

整備工場等

21

H27.7

千葉県

エアコン室内機の鑑識

消防研究センター

22

H27.7

静岡県

電動ラップ巻き器の鑑識

消防研究センター

23

H27.7

神奈川県

扇風機の鑑識

原因調査室

24

H27.8

茨城県

充電式スティッククリーナーの鑑識

消防研究センター

25

H27.8

神奈川県

エレベーター非常用鉛バッテリーの鑑

消防研究センター

識
26

H27.8

神奈川県

スマートフォンの鑑識

消防研究センター

27

H27.8

千葉県

計量機基板の鑑識

消防研究センター

28

H27.8

埼玉県

エアコン室内機の鑑識

消防研究センター

29

H27.9

千葉県

コードレス掃除機の鑑識

消防研究センター

30

H27.9

千葉県

空気清浄機の鑑識

消防研究センター

31

H27.9

愛知県

監視装置一式の鑑識

消防局・本部

32

H27.9

栃木県

オーブンレンジの鑑識

消防局・本部

33

H27.9

埼玉県

テーブルタップの鑑識

消防研究センター

34

H27.9

岐阜県

リチウムポリマーバッテリーの鑑識

消防局・本部

35

H27.9

神奈川県

蛍光灯の鑑識

消防研究センター

36

H27.9

茨城県

蛍光灯の鑑識

消防研究センター

37

H27.9

三重県

電子ブレーカの鑑識

消防研究センター

38

H27.9

神奈川県

ノート PC の鑑識

消防研究センター

39

H27.9

静岡県

高圧カットアウトの鑑識

消防研究センター

40

H27.9

千葉県

テーブルタップ他の鑑識

消防研究センター

41

H27.10

香川県

充電式スティッククリーナーの鑑識

消防局・本部

42

H27.10

熊本県

分電盤の鑑識

災害現場

43

H27.10

東京都

電子ジャー炊飯器の鑑識

消防研究センター

44

H27.10

長野県

扇風機・簡易ライターの鑑識

消防研究センター

45

H27.10

滋賀県

スマートフォンの鑑識

消防研究センター

46

H27.10

神奈川県

ラジエントヒーターの鑑識

消防研究センター

47

H27.10

熊本県

配線の鑑識

消防研究センター

48

H27.11

千葉県

LED 照明の鑑識

消防研究センター

49

H27.11

福岡県

残さ物の鑑識

消防研究センター

50

H27.11

千葉県

Wi-Fi ルーター（USB ケーブル）の鑑識

消防研究センター

51

H27.11

千葉県

除湿乾燥機電源コードの鑑識

消防研究センター

52

H27.11

京都府

リチウムバッテリーの鑑識

消防局・本部

53

H27.12

佐賀県

全自動洗濯機の鑑識

消防局・本部
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54

H27.12

埼玉県

ポータブルバッテリーの鑑識

消防研究センター

55

H27.12

茨城県

電気カーペットの鑑識

消防研究センター

56

H27.12

神奈川県

石油ストーブの鑑識

消防研究センター

57

H27.12

長野県

ヘアアイロンの鑑識

消防研究センター

58

H27.12

千葉県

蛍光灯の鑑識

消防研究センター

59

H27.12

千葉県

埋め込みコンセントの鑑識

消防研究センター

60

H27.12

千葉県

漏電遮断器の鑑識

消防研究センター

61

H27.12

埼玉県

食器洗い乾燥機基板等の鑑識

消防研究センター

62

H27.12

青森県

ガステーブルスイッチ部分の鑑識

消防研究センター

63

H27.12

奈良県

電気ストーブ及び残さ物の鑑識

消防研究センター

64

H27.12

神奈川県

ブルーレイディスクレコーダーの鑑識

消防研究センター

65

H27.12

秋田県

テーブルタップの鑑識

消防研究センター

66

H27.12

静岡県

ダウンライトの鑑識

消防研究センター

67

H27.12

山形県

電気配線の鑑識

消防研究センター

68

H28.1

静岡県

エアコン室外機の鑑識

消防局・本部

69

H28.1

沖縄県

電気自動車充電器の鑑識

消防局・本部

70

H28.1

三重県

こたつの中間スイッチの鑑識

消防研究センター

71

H28.1

岡山県

LED チューブライトの鑑識

消防研究センター

72

H28.1

奈良県

ブレーカの鑑識

消防研究センター

73

H28.2

長野県

ノートパソコン汎用バッテリーの鑑識

消防研究センター

74

H28.2

大分県

電気ストーブの鑑識

消防研究センター

75

H28.2

山形県

消防車両の鑑識

消防局・本部

76

H28.2

茨城県

高温水高圧洗浄機の鑑識

消防局・本部

77

H28.2

茨城県

電源コードの鑑識

消防研究センター

78

H28.2

埼玉県

電気ストーブの鑑識

消防研究センター

79

H28.2

滋賀県

電子式サーモスタットの鑑識

消防研究センター

80

H28.2

千葉県

ガスコンロの燃焼実験

消防研究センター

81

H28.3

岡山県

風呂用バーナーの鑑識

消防局・本部

82

H28.3

千葉県

蛍光灯安定器の鑑識

消防研究センター

83

H28.3

静岡県

エアコン室内機等の鑑識

消防研究センター

(3) その他の技術支援

1

対応日

技術支援先

技術支援の概要

H27.7.27

横浜市消防

木造建物火災の火災性状に関する助言

局
2

H27.8.18

JICA マレー

対応者
阿部伸之
牧野

マレーシア消防に対して、原因調査業
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技術支援先
シア国別研
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技術支援の概要

対応者

務の研修受け入れ

修
3

4

5

H28.2.29

仙台市消防

～3.1

局

H28.2.29

盛岡地区広

～3.1

域消防組合

H28.2.29

北九州市消

～3.1

防局

火災調査資機材の実習研修受け入れ

西

晴樹

火災調査資機材の実習研修受け入れ

西

晴樹

火災調査資機材の実習研修受け入れ

西

晴樹
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受賞・学位

(1) 受賞

受賞者名

受賞年月
2015.12.16

佐伯一夢

賞

の

SI2015

種

別

優秀講演賞

受

賞

内

容

「全方位カメラの画像に基づく救急搬送ロボッ
トの走行制御」

(2) 学位

氏名
1

徳武皓也

論

文

名

種別

重防食コーティングの劣化メカニズ
ムと電気化学的健全性診断手法
(Degradation mechanism of heavy-duty
coating and its electrochemical health
diagnosis method)
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博士（工学） 平成 28 年 3
月 31 日

授与大学
横浜国立
大学
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産業財産権

(1) 特許

ア．取得特許
種別
特許

番

号

発明の名称

発明者

登録番号

防護服用積層布帛およびそれを用い

若月

薫、伊澤

一（帝

ZL201180005826.1

た防護服【国際特許：中国】

人テクノプロダクツ株
式会社）他 2 名

特許

登録番号 I532443 号

防護服用積層布帛およびそれを用い

若月

薫、伊澤

た防護服【国際特許：台湾】

人テクノプロダクツ株
式会社）他 2 名
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視察・見学

(1) 国内

日

付

訪

問

者

人

数

1

2015.4.23

消防庁広報官・株式会社時事通信社記者

2

2

2015.4.24

消防大学校新任消防長・学校長科第 18 期

18

3

2015.4.28

前橋市議会議員

15

4

2015.5.1

株式会社共同テレビジョン

1

5

2015.5.7

消防大学校救助科第 71 期

64

6

2015.5.18

千葉県袖ケ浦市消防本部・消防団

29

7

2015.5.21

消防大学校新任消防長・学校長科第 19 期

36

8

2015.6.11

陸上自衛隊化学学校

3

9

2015.6.29

消防大学校幹部科第 41 期

59

10

2015.6.29

地方自治基礎研修

20

11

2015.7.1

総務大臣

10

12

2015.7.10

熊本市消防団

19

13

2015.7.14

消防大学校警防科第 97 期

64

14

2015.7.15

財務省主査

5

15

2015.7.16

消防庁職員視察研修

23

16

2015.7.17

中原小学校

41

17

2015.7.22

消防大学校危険物科第 10 期

42

18

2015.7.22

消防大学校火災調査科第 29 期

51

19

2015.7.27

京都府議会・危機管理特別委員会

13

20

2015.7.27

高圧ガス保安協会

4

21

2015.8.17

消防庁平成 28 年度採用候補者

2

22

2015.8.25

宮城県消防学校初任総合教育第 19 期生

23

2015.8.25

消防庁審議官

1

24

2015.8.27

芝浦工業大学高等学校

4

25

2015.9.3

株式会社廣瀬商会

1

26

2015.9.17

静岡県消防学校初任科

146

27

2015.10.1

消防大学校幹部科第 42 期

60

28

2015.10.2

石油化学工業協会

21

29

2015.10.7

越谷市防火安全協会

34

30

2015.10.7

内閣府地方創生推進室・消防庁総務課

3

31

2015.10.14

消防大学校予防科第 98 期

51

32

2015.10.14

消防大学校救助科第 72 期

63
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33

2015.10.15

千葉県高圧ガス保安協会

24

34

2015.10.20

山梨県甲府地区安全対策協議会

15

35

2015.10.21

山形市自衛消防連絡協議会

15

36

2015.11.4

埼玉県入間東部地区消防組合議会議員

18

37

2015.11.6

消防大学校幹部科第 43 期

85

38

2015.11.6

大都市連絡会

19

39

2015.11.18

消防大学校警防科第 98 期

64

40

2015.11.20

長野県池田町消防団・本部分団

16

41

2015.11.27

宮城県消防協会塩竈地区

15

42

2015.11.27

衆議院議員

4

43

2015.12.7

総務省副大臣

2

44

2015.12.9

一般社団法人日本ねじ工業協会

20

45

2015.12.9

消防大学校火災調査科第 30 期

51

46

2016.1.12

富山県消防防災課

5

47

2016.1.14

東京理科大学国際科学研究科学生

8

48

2016.1.28

神奈川県消防学校火災調査科

44

49

2016.1.28

消防庁長官

1

50

2016.2.8

首都大学東京

10

51

2016.2.12

消防大学校幹部科第 44 期

83

52

2016.2.19

株式会社アウラ心理教育センター

1

53

2016.2.26

陸上自衛隊化学学校

21

54

2016.3.1

消防大学校予防科第 99 期

51

55

2016.3.9

茨城県立消防学校

83

56

2016.3.17

出光興産株式会社

17
1709

計

(2) 国外

日

付

訪

問

者

人

数

1

2015.5.11

JICA マレーシア研修（防災）

12

2

2015.5.13

韓国建設生活環境試験研究院

4

3

2015.7.1

韓国産業安全保健公団産業安全保健研究院

2

4

2015.8.18

JICA マレーシア研修（火災調査）

20

5

2015.9.17

台湾中央警察大学消防学系

15

6

2015.10.15

中国清華大学

10

7

2015.12.9

米国 WPI 防火工学科教授

2

8

2016.3.23

韓国国立災難安全研究院

3
68

計
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付
1

録

研究体制

(1) 組織

消防研究センター
所
長

消防研究センターの事務を掌理すること。

研 究 統 括 官

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

火災災害調査部

1 消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調
査を行うこと。
2 消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出
等の事故の原因の調査を行うこと。
3 災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査
及び試験を行うこと。
4 消防の科学技術に関する研究、調査及び試験の実施に係る企画
及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並びに成果
の普及に関すること。

原 因 調 査 室

消防の科学技術に関する研究、調査及び試験の実施に係る企
画及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並び
に成果の普及に関すること。

地域連携企画担当部長

研 究 企 画 室

技 術 研 究 部

火災災害調査部の事務のうち、火災原因調査及び危険物
流出等事故原因調査に関する事務を行うこと。

火災災害調査部の事務のうち、消防の科学技術に関する
研究、調査及び試験の実施に係る企画及び立案、消防本
部その他の関係機関との調整、評価並びにその成果の普
及に関する事務を行うこと。

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

大規模火災研究室

過密都市空間における火災時の安全確保に関する
研究、調査及び試験を行うこと。

危険性物質研究室

化学物質の火災爆発防止及び消火に関する研究、調
査及び試験を行うこと。

施設等災害研究室

危険物施設等の安全性向上に関する研究、調査及び
試験を行うこと。

地震等災害研究室

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

特 殊 災 害 研 究 室

特殊災害に対する安全確保に関する研究、調査及び
試験を行うこと。

特別上席研究官

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

(2) 予算

平成 27 年度の消防研究センターの予算は次表のとおりである。
単位：千円
対前年度

増減率

27 年度予算額

26 年度予算額

増減額

（％）

A

B

A-B

A/B × 100

一般会計
研究費

344,287

363,093

-18,806

94.8

運営に関する経費等

121,587

133,057

-11,470

91.3

17,184

18,238

-1,054

94.2

483,058

514,388

-31,330

93.9

施設・設備費等
合

計
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また、研究費の内訳は次表のとおりである。
単位：千円
項

27 年度予算額

目

26 年度予算額

26,013

34,777

27,901

36,218

22,000

29,415

多様化する火災に対する安全確保に関する研究に要する経費

23,078

30,853

火災・危険物流出等事故原因調査に必要な経費

20,295

26,529

225,000

205,301

344,287

363,093

消防活動の安全確保のための研究開発に要する経費
危険性物質と危険物施設の安全性向上に関する研究に要する
経費
大規模災害時の消防力強化のための情報技術の研究開発に要
する経費

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

計

(3) 定員

平成 27 年度末の予算定員は 26 名である。

(4) 職員（H28.3.31 現在、本務のみ記載）

消防研究センター所長

山

田

常

圭

研究統括官

長

尾

一

郎

火災災害調査部
部長

所長事務取扱

原因調査室長

西

火災災害調査官

鈴

木

〃

阿

部

伸

之

調整官

森

田

隆

弘

地域連携企画担当部長

細

川

直

史

主任研究官

渡

邉

明

宏

部長

渡

辺

剛

英

上席研究官

河

関

大

祐

大規模火災研究室長

田

村

裕

之

晴

樹
健

技術研究部
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岩

施設等災害研究室長
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雄

策

西

晴

樹（併任）

地震等災害研究室長

久保田

勝

明

特殊災害研究室長

塚

目

孝

裕

主幹研究官

野

村

祐

子

〃

畑

山

〃

新井場

公

徳

〃

篠

原

雅

彦

主任研究官

鈴

木

恵

子

〃

尾

川

義

雄

研究官

鈴

木

佐夜香

〃

佐

伯

一

夢

土志田

正

二

〃

徳

武

皓

也

〃

佐

藤

康

博

〃

藤

井

皓

介

天

野

久

徳

主任研究官

高

梨

健

一

〃

内

藤

浩

由

研究官（任期付）

特別上席研究官

田

健

【消防庁】総務課

(5) 人事異動

平成 27 年 4 月 1 日付け

篠

氏

名

原

雅

新
彦

旧

消防大学校消防研究センター技術研究

総務課主任研究官

部主任研究官

消防研究センター技術研究部主任研究

併任

官

消防大学校消防研究センター火

併任

消防大学校

災災害調査部専門調査官
併任解除
高

梨

健

一

総務課主任研究官

消防大学校消防研究センター技術研究

併任

部主任研究官

消防大学校消防研究センター技

併任

消防大学校消防

術研究部主任研究官

研究センター火災災害調査部主任研究

併任解除

官

併任

消防大学校消防研究センタ

ー火災災害調査部専門調査官
長

尾

一

郎

消防大学校消防研究センター研究統括
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消防大学校教授

消防大学校消防研究センター技術研究

鳥取県危機管理局原子力安全対策監兼

部長

副局長

消防大学校消防研究センター技術研究
部

藤

井

皓

介

消防大学校消防研究センター技術研究
部

平成 27 年 9 月 30 日付け

佐

氏

名

伯

一

新
夢

旧

任期満了（H27.9.30）

消防大学校消防研究センター技術研究
部

平成 27 年 10 月 1 日付け

佐

氏

名

伯

一

新
夢

旧

消防大学校消防研究センター技術研究
部

平成 28 年 1 月 31 日付け

鈴

氏

名

新

木

佐夜香

旧

任期満了（H28.1.31）

消防大学校消防研究センター技術研究
部

平成 28 年 2 月 1 日付け

鈴

氏

名

新

木

佐夜香

旧

消防大学校消防研究センター技術研究
部

(6) 委員会

ア．消防研究センター研究評価委員会
（目的）
消防研究センターが行う研究等を総合的観点から検討し、消防研究センターが社会的ニーズに沿っ
た消防防災に係る基礎的又は応用的研究及び開発研究等を効率的に推進するため、消防研究センター
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

委

新

井

員

秀

實

元 NHK 解説委員

充

東京大学教授

ジャーナリスト

環境安全研究センター長
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〃

犬

伏

由利子

一般財団法人消費科学センター理事

〃

大

内

田鶴子

江戸川大学社会学部現代社会学科教授

〃

大

江

秀

敏

全国消防長会会長

〃

岡

田

義

光

独立行政法人防災科学技術研究所理事長

〃

北

爪

敬

治

一般社団法人全国消防機器協会会長

〃

菅

原

進

一

東京理科大学嘱託教授

〃

長谷見

雄

二

早稲田大学理工学術院教授

〃

三

宅

淳

巳

横浜国立大学大学院環境情報研究院教授

〃

村

田

勝

彦

一般社団法人日本損害保険協会常務理事

〃

森

川

博

之

東京大学教授

東京大学名誉教授

H28.3.31 現在

イ．消防防災科学技術賞選考委員会
（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、消防防災機器の開発・改良、消防
防災科学論文及び原因調査事例について、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

亀

井

浅

道

元横浜国立大学特任教授

委

打

明

茂

樹

大阪市消防局長

員
〃

熊埜御堂

〃

高

橋

〃

武

居

〃

辻

〃

橋

本

〃

本

間

〃

室

〃

山

武敬

消防庁審議官

淳

全国消防長会会長

丈

二

公益財団法人日本消防協会常務理事

和

明

さいたま市消防局長

巨

東海大学教授

恭

二

電気通信大学名誉教授

﨑

益

輝

公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構副理事長

田

常

圭

消防研究センター所長
H27.8.20 現在

ウ．火災等原因調査高度支援専門員制度
（目的）
消防研究センターが行う火災等原因調査のより一層の充実を図るため、火災等原因調査に資する極
めて高度な専門的知見を有する者に専門員を委嘱し、火災等原因調査における専門的事項の審議等を
行う。
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施設設備

(1) 土地、建物の現況

平成 28 年 3 月 31 日現在の土地及び建物の現況は、下記のとおりである。

ア．土

地

異動年月日

面積（m2 ）

昭 23（当初）

77,530

異

動

事

由

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

39. 2. 6

△ 8,780

40. 4. 1

公務員宿舎より用途変更
日本消防検定協会へ出資のため大蔵省へ引継ぎ
住居表示変更により三鷹市中原三丁目 14 番 1 号となる。

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

12. 5. 1

三鷹市側土地登記（15,225m2 ）

13. 3.16

調布市側土地登記（26,857m2 ）
42,082

計

イ．建

物

建

物

等

名

称

本
燃

焼

実

車
非

土地登記のため構内測量（42,082m2 ）

験

庫
破

壊

検

査

構

造

面

積（m2 ）

床面積（m2 ）

備

考

館

RC-3

1,421.86

3,968.11

棟

RC-2

301.60

507.58

〃

〃

棟

S-1

297.97

248.78

〃

〃

棟

RC-1

77.65

77.65
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面

積（m2 ）

床面積（m2 ）

自

転

車

置

場

S-1

18.51

18.51

廃

棄

物

置

場

RC-1

52.50

52.50

1,251.87

2,503.00

総 合 消 火 研 究 棟

RC-4-1

備

考

平成 13 年 3 月竣工
〃

〃

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

棟

RC-1

101.63

83.07

79.40

79.40

昭和 29 年 3 月竣工

575.57

575.57

昭和 56 年 3 月竣工

10.50

10.50

平成 8 年 3 月竣工

1,284.30

2,128.30

昭和 59 年 11 月竣工

危

険

物

倉

庫

CB-1

防

災

実

験

棟

S-1

庫

CB-1

ボ

ン

ベ

大 規 模 火 災 実 験 棟

SRC-2

材

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 ガ バ ナ ー 室

RC-1

20.00

20.00

〃

〃

8,826.39

17,593.58

料

研

究

合

計

(2) 主な研究施設の概要

施
本

設

名

概
館

要

管理部門のほか、研究紹介コーナー、図書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

地域衛星通信ネットワークの VSAT 局等が設置されている、消防研究センター
の情報通信の中心となる施設

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及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、鑑識室など、建物火災に関する
研究及び火災原因調査などを行う施設

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 576m2 、高さ 20m、
排煙処理設備を備えている。）
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名

物質安全研究棟

概

要

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及び防火服の耐
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、応用研究及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 625m2 、高さ 22m、排煙処理設備を備えている。）

燃 焼 実 験 棟

消防機器及び消防装備の耐熱性能、動作特性に関する研究及び小規模火災実験
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

(3) 主な研究設備・機器の整備状況

ア．平成 27 年度に整備された主な設備・機器
〇防爆仕様堅牢型タブレット PC
石油コンビナートにおいて、複数の消防ロボットが協調連携し作業するためには、通信性能
確認実験を行い、相互の通信性能や電波の質を確認する必要がある。石油コンビナートヤー
ド内では、防爆機器のみ使用が認められている区域があり、通信障害が大きいと考えられる
ことから、そのような環境下における通信の有効性を確認するために使用するものである。
〇携帯型熱画像カメラ
石油コンビナートにおける大規模・特殊災害に対して、消防ロボットで消火・冷却活動を有
効に行うためには、現場の熱環境を把握する必要がある。本機器は、熱環境把握の基礎的な
手法を確立するための計測実験で使用するもので、熱画像・光学画像の撮影、表示、記録機
能を有する。

イ．その他の主な設備・機器
〇石油タンク液状化振動実験用実体顕微鏡
大規模模型タンクの液状化振動実験において、石油タンク周辺施設各部の損傷評価の度合い
を観測するため、石油タンクや周辺施設の基礎・基盤の液状化前後の体積状況、締め固め状
況、土砂の粒度などを高倍率に拡大することで詳細に分析するものである。
〇機動鑑識車（2 台）
製品火災事故の現場に分析装置を積載して出場し、火災現場で火災原因の調査が行えるよう
にするための車両である。
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(4) 図書
ア．蔵書数
単行本

14, 528 冊

製本雑誌等

12, 952 冊

視聴覚資料（CD、DVD、ビデオテープ等）

863 点

イ．平成 27 年度に購入した単行本冊数
8冊

ウ．定期購入刊行物
和

誌

48 誌

洋

誌

36 誌

エ．定期購読の外国雑誌
1

Brandschutz

ドイツ

22

Journal of Forensic Sciences

アメリカ

2

Bulletin the Seismological Society

アメリカ

23

Journal of Hazardous Materials

オランダ

24

Journal of Loss Prevention in the

イギリス

of America

3

Combustion and Flame

アメリカ

4

Corrosion

アメリカ

25

Loss Prevention Bulletin

イギリス

5

Disasters

イギリス

26

NFPA Journal

アメリカ

6

EMS World

アメリカ

27

Proceedings of the Royal Society A:

イギリス

7

Fire

イギリス

Mathematical, Physical and Engi-

8

Fire and Materials

イギリス

neering Sciences

9

Fire Engineering

アメリカ

10

Fire Risk Management

アメリカ

11

Fire Safety Journal

イギリス

29

Science and Justice

イギリス

12

Fire Technology

アメリカ

30

Seismological Research Letters

アメリカ

13

Géotechnique

イギリス

31

Trans. ASME JC. Journal of Heat

アメリカ

14

Hydrocarbon Processing

アメリカ

15

I&EC Research

アメリカ

16

Journal of Applied Meteorology and

アメリカ

Process Industries

28

Quarterly Journal of the Royal Me-

イギリス

teorological Society

Transfer

32

Trans. ASME JE. Journal of Applied

アメリカ

Mechanics

33

Climatology

Trans. ASME Journal of Manufac-

アメリカ

turing Science and Engineering

17

Journal of the Atmospheric Sciences

アメリカ

18

Journal of Electrostatics

オランダ

34

VFDB Zeitchrift

ドイツ

19

Journal of Fluid Mechanics

イギリス

35

Journal of Structural Fire Engineer-

イギリス

20

Journal of Fire Sciences

アメリカ

21

Journal of Fire Protection Engineer-

アメリカ

ing

36

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

ing
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年

表

(1) 昭和 22 年度～平成 27 年度略年表

年月日
昭和

事

23. 3. 7

項

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。

27. 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

28.11.11

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。

34. 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

36. 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）

38.12.31

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

43. 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

44. 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、同規程の改
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。
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年月日

事

項

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

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）

平成

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。

59.11. 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. 1.31

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

13. 4. 1

初代理事長に平野敏右就任

15. 2. 1

研究企画部に火災原因調査室を設置

15. 4. 1

上席研究官を設置（組織規程の一部改正）

15. 4. 1

1 課 3 部 1 室となる。
（組織規程の一部改正）

16. 4. 1

2 代理事長に室﨑益輝就任

18. 4. 1

独立行政法人消防研究所解散（平成十八年三月三十一日法律第二十二号）

18. 4. 1

総務省消防庁消防大学校に、消防研究センターを設置。3 部 6 室
初代消防研究センター所長に室﨑益輝就任

20. 3. 7

消防研究所創立 60 周年

20. 4. 1

2 代消防研究センター所長に寺村映就任

20.10. 1

危険物の流出等事故原因調査事務の追加を受け、火災原因調査室を原因調査室に変
更

21. 3.31

「最近 10 年のあゆみ －消防研究所 60 周年－」刊行

21. 4. 1

研究企画部を振替廃止し、火災災害調査部に地域連携企画担当部長及び研究企画室
を設置
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年月日

事

21. 7.14

3 代消防研究センター所長に木原正則就任

23. 4. 1

4 代消防研究センター所長に松原美之就任

25. 4. 1

5 代消防研究センター所長に渡邉洋己就任

27.3.31

6 代消防研究センター所長に山田常圭就任
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平成 27 年度刊行物

消防研究センターで行った研究成果の一部は、「消防研究所報告」あるいは「消防研究技術資料」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、消防研究センターまでご連絡ください。

(1) 消防研究所報告

ア．通巻 119 号（2015 年 9 月）

イ．通巻 120 号（2016 年 3 月）

【解説】

【技術報告】

1. 屋外貯蔵タンクの浮き屋根沈没事故への対応及

1. 東日本大震災において津波被害を受けた気仙沼

び調査

市の市街地で目撃された火災旋風
西

晴樹

2. シミュレーション技術を火災原因調査に活用す
るための取組み

篠原雅彦、松島早苗、推名知明

【解説】
2. 高速道路で発生した危険物等の災害の事例につ

阿部伸之

いて
鈴木

3. 現場検知用可搬型赤外分光度計の物質同定トレ
ーニング用キットの試作
塚目孝裕、志水裕昭

4. 分析機器の活用による火災原因調査の支援
尾川義雄

5. 災害への備えと「規制の虜」について
野村祐子、岸本充生
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