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バックアップロープ専用アタッチメントの考案について 

 

甲賀広域行政組合消防本部 吉川真司、脇畑武人 

 

 

1. はじめに 

近年、全国各地で短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨、いわゆるゲリラ豪雨（気

象庁：局所的大雨）が頻発しており、いつどこで流水救助事案が発生してもおかしく

ない状況であることは言うまでもありません。今回は、このような流水救助事案にお

ける重要な役割である「バックアップロープ」に着眼して、機器の開発に取り組みま

した。 

 

2. 現状の救出方法と問題点 

2.1 テンションダイアゴナルとは 

川の流れる方向に対して 45 度以上で、テンションを掛けたロープを張り、上流か

ら流れてくる要救助者を、動水圧を利用し岸まで移動させるという救助方法であり、

全国的にバックアップロープの設定及び救助方法として用いられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 テンションダイアゴナル（手順） 

 

 

（手順 1） 

川の流れる方向に対し 45 度以上でテ

ンションをかけたロープを張ります。 

（手順 2） 

要救助者がロープを強く握らなけれ

ば、自然と岸に引き寄せられます。 
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テープスリング（結索：クレムハイスト） 

テープスリングのずれ防止用ゴム 

カラビナ 
カラビナ 

グリップテープ 

2.2 テンションダイアゴナルの代表的な失敗例 

川の流れる方向に対して緩やかな角度（低角度）でバックアップロープを設定した

場合、要救助者が動水圧を受けても岸に引き寄せられない状態となります。 

2.3 現状の救出方法における問題点 

(1)パニック状態の要救助者は、斜めに張られているロープの意味には気づけず、ロー

プに必死にしがみつくことが容易に想像できます。 

(2)川幅の広い河川では、岸までの移動に体力及び技術を要します。 

(3)支点の状況により、45 度以下の設定しかできない場合が発生します。 

 

3. 機器の概要及び使用方法 

3.1 開発理由 

上記問題点を考察した結果、「テンションダイアゴナルは、多少なりとも知識のある

要救助者にしか効果がなく、ロープ 1 本では、バックアップロープとして不十分であ

る。」との結論に至りました。そこで、知識のないパニック状態の要救助者でも、テン

ションダイアゴナルの能力を最大限引き出せるように、専用アタッチメントを開発し

ました。 

3.2 機器概要 

合成樹脂製の単層波付管（内径 16 ㎜・外径 23 ㎜）を使用し、管の表面に水に強く

視認性の高い黄色のグリップテープを巻き、両端末にテープスリングとカラビナで支

点を作成したものです。 

なお、専用アタッチメントの長さにあっては、管轄署所の河川幅及び周囲の支点状

況に応じて作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 機器概要 
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3.3 使用方法 

(1)バックアップロープの端末から専用アタッチメントを通します。 

(2)専用アタッチメント両端末のカラビナに確保ロープを設定します。 

(3)橋脚、救命索発射銃等で対岸にバックアップロープ及び確保ロープの一端を渡し

ます。 

(4)可能な限り 45 度以上で、かつ高張力になるようにテンションダイアゴナルを設定

します。 

(5)専用アタッチメントの両側の確保ロープを引き合い、要救助者が流れ着く位置に

専用アタッチメントを移動させます。 

(6)要救助者が専用アタッチメントにしがみついたことを確認した後に、上流側の確

保ロープをゆっくり緩めます。 

(7)テンションダイアゴナルの理屈同様に要救助者が岸に引き寄せられます。最大の

特徴としまして、要救助者が専用アタッチメントをどれだけ強く握ったとしても、バ

ックアップロープを直接握ってはいないので、要救助者の移動が可能となります。 

(8)その他の利点としまして、バックアップロープの展張角度、水流の変化等により、

要救助者が岸に移動しない場合は、下流側の確保ロープを引くことにより救出するこ

とが可能となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 設定状況 

 

 

 

バックアップロープ（赤） 

専用アタッチメント 

確保ロープ（上流側） 

確保ロープ（下流側） 
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写真 3 使用状況（展張角度 45 度設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 使用状況（展張角度 10 度設定） 

 

3.4 合成樹脂製の単層波付管を活用する理由 

(1)軽量で耐水性に優れています。 

(2)握力程度では潰れない強度を有しています。 

(3)ロープとの摩擦抵抗が少なく、スムーズな移動が可能となります。 

(4)編みロープ（11 ㎜・12.5 ㎜）、三つ打ちロープ（12 ㎜）ともに使用が可能です。 

(5)内径の 6 倍（直径 1ｍ弱）まで湾曲が可能であり、ロープとともに収納しておくこ

要救助者（専用アタッチメント） 

確保ロープ（青）【上流側】 

水流 

確保ロープ（青）【下流側】 
バックアップロープ（赤） 

確保ロープ（青）【下流側】 

岸に引き寄せることが可能となります 

引く 
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とが可能となります。 

(6)バックアップロープと同期した動作が可能であり、要救助者が勢いよく衝突して

もロープと同様の衝撃吸収が可能となります。 

 

4. おわりに 

流水救助は、要救助者がパニック状態に陥りやすく、1 分 1 秒を争う事案です。ま

た、要救助者の位置が刻々と変化していく特異な事案でもあります。このような事案

における、バックアップロープの重要性は極めて大きく、今回開発した専用アタッチ

メントを装着することにより、従来のバックアップロープだけでは救い出すことので

きなかった要救助者を、安全かつ迅速に救出することが可能になると確信しています。 

 

以上 

 

令和２年度消防防災科学技術賞受賞作品資料集

-7-



 

 

【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災機器等の開発・改良  

 

チルホールワイヤロープ収納ボックスの開発 

 

留萌消防組合小平消防署 木村悠也、勝原 盛、杉本 強 

 

 

１ 現状と問題点 

救助現場では活動する隊員のマンパワーが重要視されますが、小規模な消防署所で

は少数で救助に当たらなければならないこともあります。チルホールは可搬式ウイン

チとして要救助者へ接近した場所で使用することが可能であるが、以下のような問題

点があります。 

１．ワイヤロープの展張は 1 人で行うとかなりの時間がかかってしまう。 

２．使用後の収納や事前準備にも手間暇がかかってしまう。 

３．収納や車載時にもワイヤロープがむき出しとなっているため何らかの保護が必

要となる。 

 

２ 開発 

上記３つの問題点を改善するべく開発を行ったところです。 

１．1 人でもワイヤロープの展張が可能である。 

３．廃品で作成しているためコストが安い。 

４．収容が容易にできる。 

 

３ 経費  

   ポリ容器 廃棄品を再利用 

   ＰＰバンド 30mm×10m 1,714 円 

   サイドリリースバックル 30mm×6 個 840 円 
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４ 従来の問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）巻取り金具に取り付けられた     （２）固定ロープを外す。 

状態のワイヤロープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）２人での展張            （４）１人での展張 

 

※（ねじれやキンクを生じないように展張するとどうしても引きずりや時間がかかっ

てしまいます） 
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５ 改良点及び使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ワイヤロープを八字巻きで容器へ   （６）収納が完了しました。 

収納します。               持ち手はそのまま使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）フック付きワイヤロープの展張    （８）フック付きワイヤロープ取り付

け後は、引きずることなく１人でも

展張が可能。 
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（９）引きずることが少ない        （１０）一人での展張も可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）チルホールの設定が完了     （１２）容器はワイヤロープに掛けて 

（牽引の開始）              通行止めの標識で明示（マジックテー

プ貼付、反射テープ付き） 
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６ 作成過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１３）ポリ容器の準備          （１４）容器の加工。 

（空き容器を使用）          （ドリル、カッター等で切断可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１５）一片を丸くくりぬきます。    （１６）ＰＰベルトの取り付け。 

                      （３か所と端末固定用１か所） 
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７ 今後の課題、考察 

 

職員数の少ない署所では初動体制に十分な人員が確保できない場合もあります。 

災害や事故が発生した場合、救急隊と救助隊が必要となり最低限の出動隊員とな

る現場活動は、遅延が生ずることや隊員に負担をかけることになります。 

今回、少しでも隊員の負担が軽減され、時間の短縮につながればとのことから考

案いたしました。 

一人でも隊員が欠けると、現場の活動にも影響がおき、逆に隊員に余裕がある

と、十分な活動ができることとなります。 

ちょっとしたアイデアが活動時間の短縮及び隊員の負担軽減につながっていくの

かと思います。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災機器等の開発・改良 

 

救急ＫＹＴシートの開発 

 

兵庫県西宮市消防局 西宮消防署 

 

 

1.  現状と問題点 

近年、救急出動件数は全国的に増加の一途をたどっている。救急需要の増加に伴い、

救急隊員には多種多様化する救急事案に対応するため、高度かつ柔軟な対応能力が求

められている。 

 これらの事案に対応するためには、救急に関する知識や技術を向上させることに加

え、救急現場に潜む危険要因の予測や回避能力も身につけておく必要がある。こうし

た能力の習得には、職員個々の経験やベテラン職員からの知識・技術の伝承に加え、

日頃から現場活動で、様々な危険要因を予測する習慣を身に付けておくことが重要と

なる。 

 しかし、救急業務の従事経験が乏しい職員や昇任して間もない救急隊長にとっては、

救急事案の「どこに危険が潜んでいるか」、「どのような事柄に注意を払う必要がある

のか」、「危険に対する回避・対処方法」などを自ら想定するのは非常に困難である。

また、日常的に救急業務に従事する職員にとっても、隊員同士や救急隊の中で救急業

務中に潜む危険要因やその対処方法などについて、共通認識を持つことが難しく、そ

れらの習得ツールはほとんどないのが現状であった。 

 

2.  開発について 

既に工業界において、事故や災害を未然に防ぐ目的で実施されている「危険（Ｋ）

予知（Ｙ）トレーニング（Ｔ）」を参考に、救急事案の中で発生しやすい事故やヒヤリ・

ハット事例などを集録し、救急業務における事故や災害を未然に防止するための能力

向上を目的に「救急ＫＹＴシート」を開発した。このシートは、出動指令から帰署ま

での救急業務に潜む様々な危険要因について、救急現場での各場面を写真・イラスト

で切り取り、隊員同士の活発な意見交換・情報共有を通して、習得することができる

ように構成した。なお、令和２年１月 10 日に東京法令出版から、書籍化し販売されて

いる。 
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3.  救急ＫＹＴシートの構成 

3.1  想定付与シート 

想定付与の題材を記載したシートである。出動指令から帰署までに遭遇する頻度の

高い場面を写真で再現しており、全 25 シートを作成した。受講者が危険を予測しやす

いように構成しており、後に記述する「ＫＹＴルール」をシート毎に記載し、随時確

認できるように工夫している。（図３参照） 

3.2  ＫＹＴ記入シート 

訓練中に出てきた意見を記録するためのシートである。「ＫＹＴ基礎４ラウンド法」

に従って実施できるように構成しており、出てきた意見をより具体的な表現に誘導す

るよう工夫している。（図４参照） 

3.3  危険ストーリー提示シート 

職員が過去に経験した危険事例を伝達するためのシートである。写真やイラストで

わかりやすく再現し、活動時の留意事項などを記載している。（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 救急ＫＹＴシート表紙 図２ 救急ＫＹＴシート表紙（書籍） 

図３ 想定付与シート 図４ ＫＹＴ記入シート 図５ 危険ストーリー 

  提示シート 
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4. 救急ＫＹＴシートの活用方法 

4.1 リーダーと書記の決定及びＫＹＴルールの説明 

ＫＹＴを複数人で実施する場合は、リーダーと書記を決定する。（写真１参照）リー

ダーは訓練を司会進行し、書記役はＫＹＴ記入シートに意見を記録していく。リーダ

ーは受講者に対し、６項目のＫＹＴルール（図６参照）を説明する。このＫＹＴルー

ルはブレインストーミングにより訓練を効果的に実施することを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 現状把握 

リーダーは受講者に想定付与シートを見せながら状況説明し、「どのような危険ス

トーリーが考えられますか。」と問い掛ける。ただし、シートの写真はイメージであり、

間違い探しではないことを強調する。 

受講者は想定付与シート内の主人公に成りきり、気が付いた危険をできるだけ多く

発言していく。リーダーは「隊員のどのような行為が考えられるか。」「エラーを引き

起こすような環境が考えられないか。」「傷病者の不安全な状態・危険行動を起こす要

因はないか。」と受講者に問い掛け、多くの危険ストーリーを思い付かせるように支援

していく。危険ストーリーはできる限り図７の文章パターンに当てはめることで、詳

細で具体的な意見にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

書 記 

図６ ＫＹＴルール 

リーダー 

写真１ 訓練風景 

図７ 危険ストーリー文章パターン 
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4.3 本質追及 

  危険ストーリーから重要と思われる事象を、受講者と協議し選別していく。リー

ダーは「事故の可能性や頻度の高いものは何ですか。」、「重大事故となりかねないも

のは何ですか。」と受講者に問い掛けて、重要危険ストーリーを１つか２つに絞って

いく。 

4.4 対策樹立 

前節の本質追及で選ばれた「重要危険ストーリー」の対策について協議する。 

リーダーは項目の対策について受講者に問い掛け、予防策、防止策について受講者

からアイデアを引き出していく。その際、「〇〇しない」という否定的、禁止的な表現

ではなく「〇〇する」といったように、行動を具体化させることが重要である。 

4.5 目標設定 

全員の合意の下で「重要実施項目」を絞り込む。受講者全員が納得できる対策を話

し合いで決定する。行動目標が１つか２つに決まったら、タッチ・アンド・コール（写

真２参照）というパフォーマンスによって全員に印象付け、確認し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. アンケート調査結果及び訓練結果 

市内の消防署で１ヶ月間、合計 108 回の救急ＫＹＴシートによる研修を行い、アン

ケート調査を実施した。受講者は 104 名であり、警防隊員、ベテラン職員も参加して

いる。（内訳は図８参照） 

「あなたにとってＫＹＴは、安全意識向上に役立ちましたか。」という質問をしたと

ころ、94％が役立った、少し役立ったという感想であった。（図９参照） 

その理由として最も多かったのは、「隊員間の意見交換により、安全意識と知識を共

有できるようなった。」という内容であった。他の受講者からは「何気ない行動に危険

が潜んでいると感じた。」、「同様の現場で危険事例を思い出して注意できた。」、「危険

に対する注意喚起と情報共有が、以前より増えた。」という意見、感想を得られた。 

写真２ タッチ・アンド・コール 
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指導者からは「安全教育は若手職員に教えにくい部分であり有効である。」、「各隊員

の安全意識レベルを把握するのに役立った。」、「相手の意見を尊重し傾聴するため、隊

員間のコミュニケーションが図れる。」という意見、感想を得られた。 

また、ＫＹＴの想定付与をきっかけに、隊員が過去に経験したヒヤリ・ハット事

例が、わずか１ヶ月間で 138 例抽出され、これらの事例も併せて若手職員に伝達でき

た。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 救急ＫＹＴシートを使用した訓練効果 

以上の結果をまとめると、開発した救急ＫＹＴシートを使用した訓練の効果は以

下の３点であると考察する。 

6.1  隊員間で救急現場の危険に対する共通認識を持つことが可能になる。 

個人の勘や経験に頼った安全管理では、隊員の危険に対する認識やその対策法に統

一が図れず、組織的に事故を減少させることは困難である。救急ＫＹＴシートを使用

した訓練を実施することで、隊員間で安全管理法の統一が図られ、隊員同士が相互的

に注意し合える関係を作ることが可能になる。 

6.2 問題解決能力や危機管理能力の向上が期待できる。 

ＫＹＴを実践することで、危険要因を排除しながら業務を行う意識と能力を養うこ

とができる。危険予知をすることで、実際にその現場にいなくても危険に気付き、予

防策を考えるという「疑似体験」が可能である。 

また「自分が働く現場環境には多くの危険が潜在している。」という事実に気付かせ

ることが可能であり、危険に対する感受性や集中力の向上が期待できる。 

6.3 職員が経験したヒヤリ・ハットや体験の伝承が可能になる。 

想定付与シートの場面で過去の事例が思い出され、個人が経験したアクシデントや

ヒヤリ・ハットを、自主的に伝達させる効果が確認できた。また、ベテラン職員が救

急現場で意識している留意事項を、経験の浅い若手職員に伝達する契機になる。 

 

図８ 研修受講者内訳 図９ アンケート結果 
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7. まとめ 

開発した救急ＫＹＴシートによる安全教育は、「安全の基本的な考え方」と「救急活

動の経験」等の基礎知識を活用して、または、ヒヤリ・ハット事例を参考にして、救

急現場の多様な状況下に潜在する危険ストーリーを予測できる「察知力」に「安全対

策」を加えて、「予防措置力」を養うことができる。 

ＫＹＴをすれば確実に事故がなくなるという安直な期待は禁物であるが、安全活動

を主体とした訓練を実施することで、職場全体に「安全文化」を醸成させ、事故の減

少につなげていける。 

救急隊員の資質向上のためには、日頃からの救急技術の向上に加え、安全管理教育

も必要になる。今回開発した救急ＫＹＴシートは、特に経験の浅い職員の感受性を高

め、問題解決能力の向上に役立てるものであり、今後も、救急活動における安全管理

教育として有効に活用していく。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災機器等の開発・改良 

 

救急搬送用資器材に対してマルチに装着できるフットレストの開発について 

 

浜松市消防局 杢屋貴由、花島 裕、鈴木将美、 

鈴木芳幸、末永真太郎、澤柳 亘 

 

 

1. 現状と問題点 

救急活動時、状況に応じて様々な救急搬送用資器材を選択しているが、救急現場が

狭隘な場所や勾配がきつい場所では、メインストレッチャーやサブストレッチャーの

使用が難しく、布担架、レスキューシート及びスクープエクセルを使用する機会が多

い。 

これら救急搬送用資器材を用いて、傷病者を搬送する際には、安全確保のため、必

ず傷病者固定ベルトで傷病者の体幹をしっかりと固定しているが、状況によっては身

体がずれてしまうことがあり、傷病者固定ベルトのみでの固定では十分とは言えなか

った（写真 1、2、3 参照）。 

 また、救急搬送用資器材から傷病者の身体がずれてしまった場合の、傷病者に与え

るストレスは 2 つ考えられる。 

一つ目は、傷病者固定ベルトが傷病者の身体に食い込み、新たな痛みを生じさせる

身体的負担である。 

二つ目は、救急搬送用資器材から転落してしまうのではないかという恐怖感を生じ

させる精神的負担である。 

 以上 2 つのストレスを軽減するために、傷病者の身体のずれを防止できる手段とし

て、今回の作品であるフットレストを開発した。 
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写真 1 布担架での様子        写真 2 スクープエクセルでの様子 

 

 

写真 3 メインストレッチャーでの様子 

 

2. 開発 

開発するにあたり、次の性能に留意した。 

2.1 安全強度 

 傷病者や救急隊員が安全に使用できる強度でなければならない。また、救急搬送用

資器材の機能を妨げないものでなければならない。 

2.2 多様な救急搬送用資器材に対応可能 

 救急現場で選択される多様な救急搬送用資器材に対応可能なものでなければなら

ない。 

2.3 あらゆる体型に対応可能 

 救急搬送用資器材で搬送される全ての傷病者に対応可能なものでなければならない。 

2.4 簡単に装着可能 

 装着方法に困ることなく簡単で迅速なものでなければならない。 

2.5 安価で容易に手に入りやすい材料  
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 製作費用は安価で容易に手に入る材料でなければならない。 

2.6 救急車積載に支障がない形状 

 現状の救急車の積載空間でも積載可能な形状でなければならない。  

 

3. 作成 

3.1 材料及び費用 

(1) ポリカーボネート板…4,290 円 

  ホームセンターなどで厚さ 1cm のポリカーボネート板を購入し、縦 15 cm、横 32 cm

にカットしてもらう。 

(2)  ピン付ベルト 1 本…6,885 円 

スクープエクセル純正のピン付ベルトを購入する。 

(3) テープスリング 2 本…1,594 円 

  ホームセンターなどで長さ 30cm のテープスリングを 2 本購入する。 

3.2 作成方法 

 以下の手順によりおおむね 1 時間で作成した。 

(1) ポリカーボネート板に糸鋸などでピン付ベルトを通す穴（縦 7 cm、横 1 cm）を

開ける。 

(2) ポリカーボネート板のカット面及びピン付ベルトを通す穴に怪我防止のため、ヤ

スリをかけて丸くする。 

(3) ピン付ベルトを通して完成する。 

 

4. 完成したフットレストの仕様（写真 4 参照） 

4.1 大きさ 

(1) フットレスト部…縦 15 cm、横 32 cm、厚さ 1 cm 

(2) ピン付ベルト部…最長 165 cm、最短 85 cm 

4.2 重量 

 0.9 ㎏ 
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写真 4 完成したフットレストの仕様 

 

5. 安全強度 

(1) フットレスト本体における強度の検討 

  フットレスト本体の素材であるポリカーボネート板の衝撃強度はアクリル板の約

40 倍、硬質塩ビ板の約 20 倍の高強度を有している。厚さは 1cm であり、これは救

助資器材のバスケット式担架専用の、フットレストの厚さ（0.5cm）の 2 倍である。 

また、フットレスト部に荷重が集中しないよう、傷病者固定ベルトを適切に使用

し分散荷重を図っていることから、強度に問題はない。 

(2) ピン付ベルトにおける強度の検討 

スクープエクセル純正のピン付ベルトの耐荷重は仕様上 159 ㎏である。 

また、ピン付ベルト部に荷重が集中しないよう、傷病者固定ベルトを適切に使用

し分散荷重を図っていることから、強度に問題はない。 

 

6. 装着方法 

(1) 布担架及びレスキューシートへの装着方法 

はじめに、持ち手部にピン付ベルトをかける。 

次に、フットレストが傷病者の足に着く位置まで、ピン付ベルトの長さを調整す

る（写真 5、6、7、8 参照）。 
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写真 5 布担架の装着方法 1             写真 6 布担架の装着方法 2 

 

  

写真 7 レスキューシートの装着方法 1   写真 8 レスキューシートの装着方法 2 

 

(2) スクープエクセルへの装着方法 

はじめに、フック部にピン付ベルトをかける。 

次に、フットレストが傷病者の足に着く位置まで、ピン付ベルトの長さを調整す

る（写真 9、10 参照）。 
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写真 9 ピン付ベルトの装着方法      写真 10 フットレストの装着方法 

 

(3)  メインストレッチャーへの装着方法 

はじめに、メインストレッチャーのフレーム部にテープスリングを巻き付け、テ

ープスリングにピン付ベルトをかける。 

次に、フットレストが傷病者の足に着く位置まで、ピン付ベルトの長さを調整す

る（写真 11、12 参照）。 

 

  

写真 11 テープスリングの装着方法    写真 12 フットレストの装着方法 

 

7. 性能 

 搬送される傷病者の体格に合わせ、ピン付ベルトのピンをかける位置を任意に決め、

ベルトの長さも調整が可能であるため、各救急搬送用資器材の性能範囲内であれば、

マルチに対応できる。 

 

8. 検証 

上記、「章 6．装着方法」でかかった時間を表 1 に示す。 
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傾斜角度をつけたメインストレッチャー上において、傷病者要員の身体がどの程度

ずれるか、傷病者固定ベルトのみで固定した状態（以下、「現行担架」という。）とフ

ットレストと傷病者固定ベルトを併用し固定した状態（以下、「改良担架」という。）

でずれ幅を比較し、その結果を表 2 に示す。 

また、身体のずれを体感した傷病者要員のアンケート結果を表 3 に示す。 

 

表１ フットレスト装着時間 

 隊員Ａ 隊員Ｂ 隊員Ｃ 隊員Ｄ 隊員Ｅ 隊員Ｆ 平均時間 

布担架 7.6 秒 5.9 秒 6.2 秒 6.2 秒 8.1 秒 7.8 秒 7.0 秒 

レスキュー

シート 
16.1 秒 14.6 秒 17.7 秒 15.7 秒 11.5 秒 13.3 秒 14.8 秒 

スクープ 

エクセル 
6.1 秒 6.6 秒 7.3 秒 8.0 秒 7.7 秒 6.9 秒 7.1 秒 

メインスト

レッチャー 
12.5 秒 13.8 秒 13.3 秒 13.5 秒 15.4 秒 14.1 秒 13.8 秒 

 

表 2 身体のずれの比較 

 現行担架 改良担架 

身体のずれ（傾斜角度 10 度） 0 センチメートル 0 センチメートル 

身体のずれ（傾斜角度 20 度） 3 センチメートル 0 センチメートル 

身体のずれ（傾斜角度 30 度） 12 センチメートル 0 センチメートル 

※身体のずれは、傾斜角度 0 度の傷病者要員の足底部位置を基準線として、基準線から足底部が下方に

移動した距離を示す。 

 

表３ 傷病者要員のアンケート結果 

 現行担架 改良担架 

固定ベルトの食い込み（痛み） 

無痛（1）⇔痛い(3)⇔我慢不可（5） 
4.0 1.3 

体勢の保持（身体の踏ん張り） 

不要（1）⇔緊張要（3）⇔不可能（5） 
4.7 1.2 

身体がずれる、落ちそう（恐怖感） 

安心（1）⇔不安（3）⇔怖い（5） 
4.2 1.5 

※1 傾斜角度 30 度におけるアンケート結果であり、表中の数値は平均値を示す。 
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9. 検証結果 

（1） フットレストの装着時間 

  検証した各隊員の装着時間に大きな差異は見られず、簡易かつ短時間で行えるこ

とがわかった。 

（2） 身体のずれの比較 

  傾斜角度 10 度をつけたメインストレッチャーでは、現行担架と改良担架の双方で

傷病者要員の身体のずれは生じなかった。 

傾斜角度 20 度をつけたメインストレッチャーでは、現行担架では傷病者要員の

身体のずれが 3 センチメートル生じたが、改良担架では身体のずれはまったく生じ

なかった。 

傾斜角度 30 度をつけたメインストレッチャーでは、現行担架では傷病者要員の

身体のずれが 12 センチメートル生じたが、改良担架では身体のずれはまったく生

じなかった。 

（3） 傷病者要員のアンケート結果 

  現行担架に比べ改良担架の方が、固定ベルトの食い込みによる痛み、体勢の保持、

安心感のすべてにおいて良好であった。 

 

10. まとめ 

フットレストの使用感について、多くの救急資格者から、「軽量で救急現場に持っ

ていきやすい。」、「装着が簡単で迷わない。」、「身体のずれがなく、体位の保持が楽で

あった。」、「フットレストに足が着くことが、こんなに安心するとは思わなかった。」

など肯定的な意見が多数を占めた。 

一方、「フットレストに着いた足の裏が冷たく感じた。布を巻くなど感触面の向上

が欲しい。」との改善意見もあった。 

今回開発したフットレストを救急搬送用資器材に併用することにより、痛みや恐怖

感など、傷病者に与えるストレスの軽減に一定の効果が期待できるものと考える。 

また、傷病者の身体のずれを防止するという観点から、より確実な安全確保にも繋

がっている。 

 今後はさらなる改良を重ね、現場で使用できるようにしていきたい。 

今回の開発により、救急搬送用資器材のさらなる発展の一助となることを願う。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

電気プラグのプラスチック中の赤リンの検証 

 

東京消防庁 消防技術安全所 

 

 

1. 背景・目的 

パソコンの DC プラグ等のプラスチックには、燃えにくくするために難燃剤として

赤リンが添加されているものがある。赤リンを難燃剤として用いる場合、赤リンの表

面を金属水和物等でコーティングする必要があるが、その処理が不適切なものは、空

気中の酸素や水分によって、赤リンの加水分解反応が起こり、リン酸が生成され、火

災の原因となることがある。本検証では、このような赤リンが添加されたプラグを不

良プラグということとする。 

当庁では従来、焼損したプラグに付着するリン酸の有無を分析することで、不良プ

ラグを推定していた。しかし、この方法は表面に付着するリン酸がない、またはごく

少量であった場合、見落とす可能性がある。 

一方、電気・電子機器メーカーでは、不良プラグかどうか検査するために、熱水で

赤リンの加水分解反応を促進しリン酸を抽出する手法（以下「熱水抽出法」という。）

を行っている。本手法を火災鑑定手法として活用した例はない。 

火災鑑定の試料は、火炎や消火水による影響を受けており試料の正しい情報が少な

いという特徴を持っている。熱水抽出法が火災鑑定手法として活用するために、物品

の焼損や水没、さらに、プラスチックは様々な添加剤が熱水抽出法にどのような影響

があるか検証する必要がある。 

また、様々な分析機器を用いて、火災鑑定に有用な分析手法を探索する余地がある。 

そこで、不良プラグに対する新しい火災鑑定手法を検討するため、熱水抽出法及び

様々な分析機器を用いた分析手法の有効性を検証する。 

 

2. 方法 

本検証は、熱硬化性樹脂の一つであるエポキシ樹脂に赤リン等を配合し作製した、

模擬サンプルを使用した。 

エポキシ樹脂は、末端に反応性のエポキシ基を持つ分子量が数百から１万程度のオ

リゴマーであり、硬化剤を組み合わせることで硬化樹脂を容易に得ることができる１）。

シリコン樹脂等の型に樹脂を流し込み硬化させる注型と呼ばれる成型方法が可能で、
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大型の成形機材等を必要とせず、任意の配合でサンプルを作製することができる。 

先に述べた目的を達成するために、以下の３つの項目にわけ、検証を行った。それ

らの目的、方法等とあわせて以下に示す。 

2-1 焼損及び水没が熱水抽出法に与える影響 

火災現場でのプラスチックの焼損及び水没が、熱水抽出法によるリン酸イオン濃度の

測定結果にどのような影響を与えるか検証した。 

⑴ 模擬サンプルの作製 

 作製した模擬サンプルの一覧を表１に示す。 

模擬サンプルに配合する赤リンの配合量は 1.0 wt％とした。赤リンは、一般に難燃

剤としての効果を発揮するためには、より多くの配合を必要とする２）。しかし、本検

証では、エポキシ樹脂中に赤リンを均一に配合するために、あえて少ない配合量とし

た。 

 エポキシ樹脂に赤リンを 1.0 wt％配合したサンプルを「基準サンプル」とし、火炎

による焼損を想定した「焼損サンプル」、消火時の放水による水没状態を想定した「水

没サンプル」及び焼損後に水没状態を想定した「焼損→水没サンプル」を作製した。 

「焼損サンプル」は、点火器具を用いて火炎長約７cm の火炎を 10 秒間基準サンプ

ルに接触させて作製した。なお、加熱後、有炎現象が見られるときは、すぐに火炎を

吹き消し消火した。 

「水没サンプル」は、純水中に 24 時間静置させた後、ペーパーで水分を拭き取り、

十分に乾燥させ、作製した。 

「焼損→水没サンプル」は、「焼損サンプル」の行程後、「水没サンプル」の行程を

行い、作製した。 

⑵ 測定機器 

 本検証では、高感度で簡便なデジタルパックテストりん酸（低濃度）／りん酸態り

ん（㈱共立理化学研究所製、型式：DPM2-PO4-D、写真１）を用いて測定することとし

た。  

 パックテストは比色法による水質分析器具で、測定項目に応じた反応薬が入ったチ

ューブに検水を吸い込み、反応時間後に標準色と比べて濃度を測定する器具である。 

デジタルパックテストは、パックテストの反応薬を用いて検水を反応させた後、比

色法ではなく吸光光度法で測定する分析装置である。測定者や光源による誤差がなく、

測定結果は濃度数値としてデジタル表示される３）。 

反応薬は測定項目ごとに用意されており、本検証では、そのうちのパックテスト（り

ん酸（低濃度））を用いた。 

⑶ 試験手順 

 ガラス容器に作製した模擬サンプル１個と純水２mL を入れて蓋をした後、温度
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80 ℃に設定した恒温器内で静置させ熱水抽出を行った。その後、模擬サンプルを取り

出し、抽出液を得た。得られた抽出液のリン酸イオン濃度をデジタルパックテストで

測定した。なお、デジタルパックテストの測定上限 3.0 mg/L を超えた場合は、抽出液

を純水で 10 倍希釈し、再度測定した。熱水抽出時間は、５時間とし、各模擬サンプル

について３回ずつ行った。 

2-2 添加剤が熱水抽出法に与える影響 

 プラスチックに配合される赤リン以外の添加剤が、熱水抽出法によるリン酸イオン

濃度の測定結果にどのような影響を与えるかについて明らかにすることを目的とした

検証を行った。 

⑴ 模擬サンプルの作製 

 作製した模擬サンプルの一覧を表２に示す。 

 2-1 で作製した模擬サンプルと同様にエポキシ樹脂に赤リンを 1.0 wt％配合したサ

ンプルを「基準サンプル」とし、さらに、フタル酸ビス（２－エチルへキシル）を配

合した「赤リン＋可塑剤サンプル」、水酸化アルミニウムを配合した「赤リン＋難燃剤

サンプル」及び、炭酸カルシウムを配合した「赤リン＋充填剤サンプル」を作製した。 

フタル酸ビス（２－エチルへキシル）（化学式：C6H4(COOC8H17)2）は、DEHP とも呼ば

れ、代表的な可塑剤として知られている。可塑剤は最も多くプラスチックに配合され

る添加剤で、可塑性を高めるとともに、硬い高分子樹脂に柔軟性を与える軟化剤でも

ある４）。 

水酸化アルミニウム（化学式：Al(OH)3）は、赤リンと同じく難燃剤で、赤リン等と

併用することで難燃性の相乗効果があることで知られている。また、赤リンのコーテ

ィング処理剤としても用いられている２）、５）。 

炭酸カルシウム（化学式：CaCO3）は、主要な充填剤の一つとして知られている。充

填剤は増量剤とも呼ばれ、製品を安価に製造することを目的として使用される４）。 

プラスチックの添加剤は様々な種類があるが、赤リンと併用される可能性が高いと

思われる、上記３種類の添加剤を選定することとした。なお、添加剤の配合量は 1.0 

wt％とした。 

⑵ 試験手順 

ガラス容器に作製した模擬サンプル１個と純水 10 mL を入れて蓋をした後、温度

80 ℃に設定した恒温器内で静置させ熱水抽出を行った。その後、模擬サンプルを取り

出し、抽出液を得た。得られた抽出液のリン酸イオン濃度をデジタルパックテストで

測定した。なお、デジタルパックテストの測定上限 3.0 mg/L を超えた場合は、抽出液

を純水で 10 倍希釈し、再度測定した。熱水抽出時間は、５時間とし、各模擬サンプル

について３回ずつ行った。 

2-3 様々な分析機器を用いた分析手法の探索 
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 熱水抽出法は、加水分解反応後のリン酸の溶出を目的としている。他の分析手法を

探索するため、赤リン自体の検出を目的とした分析に注目し、エネルギー分散型Ｘ線

分析装置付走査型電子顕微鏡（SEM-EDS）及び熱分解ガスクロマトグラフ-質量分析装

置（Py-GC-MS）の２点の分析機器を選定した。 

 本項では、プラスチック中にリン酸が生成されることを劣化とし、劣化前後でどの

ような分析結果が得られるか検証した。 

 2-2 で作製した基準サンプルを用いて検証を行った。疑似的に劣化した模擬サンプ

ルを作成するため、模擬サンプルを高温高湿下で一定時間静置して、加水分解反応の

加速試験を行った。熱水抽出法では、加水分解反応で生じたリン酸は、熱水中に溶け

出してしまうが、高温高湿下で加速試験を行うことで、加水分解反応で生じたリン酸

は、サンプル内にとどまり、疑似的に劣化した模擬サンプルを作製することができる。 

 恒温恒湿器（㈱いすゞ製作所製、型番：BY-H）を用いて、温度 80℃湿度 95％RH で

１週間、加速試験を行い、模擬サンプルを劣化させた。 

 劣化前後の模擬サンプルを SEM-EDS 及び Py-GC-MS で分析した。 

⑴ SEM-EDS（写真２） 

 試料に電子線を照射すると、試料表面から二次電子・反射電子・透過電子等が発生

する。それらを検出することにより、高倍率にて表面を観察することができる。さら

に、付属のエネルギー分散型Ⅹ線分析装置により、表面の元素分析も可能である。 

 赤リン系難燃剤は数 µm～数百 µm の粒状であることから、模擬サンプルを用いて、

リン元素の分布を観察した。 

使用した分析機器及び条件を表３に示す。 

⑵ Py-GC-MS（写真３） 

 瞬間的に加熱し、試料を熱分解させ、気化した熱分解生成物をガスクロマトグラフ

で分離、質量分析装置で検出することで、高分子化合物等を分析することができる。

赤リンが昇華性を有することに着目し、この仕組みでプラスチック中の赤リンを定性・

定量できることが知られている６）。 

 模擬サンプルを用いて、赤リンの検出を試みた。 

 使用した分析機器及び条件を表４に示す。 

 

3. 結果及び考察 

3-1 焼損及び水没が熱水抽出法に与える影響 

⑴ 結果 

各模擬サンプルから得られた抽出液のリン酸イオン濃度を図１に示す。 

なお、リン酸イオン濃度は、各模擬サンプルについて３回ずつ行った試験結果の平

均を示す。 
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「焼損サンプル」は、「基準サンプル」と比較して２倍以上高い値であった。「水没

サンプル」は、「基準サンプル」と比較して１／２程度であった。「焼損→水没サンプ

ル」は、「基準サンプル」と比較して２／３程度であった。 

⑵ 考察 

 抽出されるリン酸イオン濃度は、プラスチックが焼損することで高くなり、水没す

ることで低くなることがわかった。 

 焼損した場合は、プラスチックが燃焼することで赤リンが縮合リン酸に変化し、プ

ラスチックの表面に露出することで、抽出が容易になり、リン酸イオン濃度が高くな

ったと考えられる。 

 水没した場合は、プラスチックの表面に水が触れて赤リンやリン酸が洗い流された

ことで、リン酸イオン濃度が低くなったと考えられる。 

 焼損後水没した場合では、焼損することで抽出が容易になるものの、表面が水で洗

い流されてしまうことで、リン酸イオン濃度は低くなったと考えられる。 

 火災の鑑定手法としての有効性を考えると、焼損では、縮合リン酸の生成やコーテ

ィングの破壊等が起き、加水分解反応によるリン酸の生成とは異なる要因によって、

リン酸イオン濃度が高くなる可能性があることから、焼損している部位では熱水抽出

法は適さないと考えられる。 

 一方、水没は、抽出されるリン酸イオン濃度が低くなるが、一定の濃度でリン酸イ

オンを検出できていることから、熱水抽出法は適していると考えられる。 

3-2 添加剤が熱水抽出法に与える影響 

⑴ 結果 

各模擬サンプルから得られた抽出液のリン酸イオン濃度を図２に示す。 

なお、リン酸イオン濃度は、各模擬サンプルについて３回ずつ行った試験結果の平

均を示す。 

また、3-1 での「基準サンプル」の結果と異なるが、この理由は、サンプルの大きさ

及び抽出に使用した熱水の量の違いによるものである。 

「基準サンプル」から抽出されたリン酸イオン濃度と比較すると、「赤リン＋可塑剤

サンプル」は、あまり差がなかったが、「赤リン＋難燃剤サンプル」及び「赤リン＋充

填剤サンプル」は、約１／２の濃度であった。 

⑵ 考察 

プラスチック中に赤リン以外の添加剤が配合されることで、抽出されるリン酸イオ

ン濃度は、同等または低くなることがわかった。 

低くなる理由として、赤リン以外の添加剤が赤リンの加水分解反応やリン酸イオン

測定を阻害した等が考えられるが、本検証では明らかになっていない。 

一方で、全ての模擬サンプルにおいて、一定の濃度でリン酸イオンを検出できたこ
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とから、熱水抽出法は、火災鑑定に有効な分析手法であると考えられる。 

3-3 様々な分析機器を用いた分析手法の探索 

⑴ 加速試験の結果 

 劣化前後の模擬サンプルの外観を図３に示す。 

分析を行う前に、劣化前後の模擬サンプルの外観を観察すると、劣化後の模擬サン

プルの表面に汗のような染みが見られた。 

⑵ SEM-EDS の結果 

 SEM-EDS の表面観察画像とリン元素分布を図４に示す。 

 表面観察画像を比較すると、劣化後の模擬サンプルの表面はざらついている印象が

見られる。リン元素分布を比較すると、劣化前後の模擬サンプルともに数十 µm のリン

元素の粒が観測された。また、劣化後の模擬サンプルのみリン元素が模擬サンプルの

表面全体に分布している様子が観測された。 

⑶ Py-GC-MS の結果 

 Py-GC-MS の分析結果（開始から 10 分後まで）を図５に示すとともに、図中に、保

持時間 4.7 分に検出されたピークを矢印で示した。 

 分析の結果、保持時間約 4.7 分に対照試料（赤リン試薬）及び劣化前後の模擬サン

プルからピーク（図中の矢印）が検出された。このことから、4.7 分のピークは赤リ

ン由来のピークであることがわかる。 

また、試料から検出された樹脂由来の最大のピークである保持時間約 4.2 分のピー

クの面積を 100 として、保持時間約 4.7 分のピークの面積を計算したところ、劣化前

は 16.8、劣化後は 9.1 となった。 

⑷ 考察 

 劣化後の模擬サンプルの表面に見られる染みは、赤リンが加水分解反応し、リン酸

となって表面に溶出したものだと思われる。このことから、模擬サンプルは、加速試

験により疑似的に劣化していると考えられる。 

 各分析結果から、SEM-EDS 及び Py-GC-MS は、赤リン自体の検出を目的とした分析を

行うことができ、不良プラグの火災鑑定手法として有効であると考えられる。 

 さらに、SEM-EDS の結果から劣化によりリン酸が表面全体に生成している状況が推

定でき、Py-GC-MS の結果から劣化により赤リンが相対的に減少している状況が推定で

きた。 

 

4. 新しい火災鑑定手法の考案 

 不良プラグに対する火災鑑定について、熱水抽出法によるリン酸イオン濃度の測定

に加え、他の分析機器を用いた手法を採用し、実用性を評価した。 

4-1 フローチャートの作成 
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 検証結果から得られた知見を基に、不良プラグに対する新しい鑑定手法を考案し、

その手法の手順フローチャートを作成した。 

従来の鑑定手法の各分析内容の概要を表５に、新しい鑑定手法の各分析内容の概要

を表６に示すとともに、作成した手順フローチャートを図６に示す。 

 試料の元素分析は、SEM-EDS 分析を基本とした。SEM-EDS を用いることで、リン元素

の分布状況も分析することができる。ただし、SEM-EDS は特性上、試料の表面以外は

分析することができない。そのため、SEM-EDS 分析でリン元素が検出されなかった場

合は、エネルギー分散型蛍光 X 線分析（XRF）を用いて分析を行う。XRF は SEM-EDS と

同様に元素分析ができる装置であるが、赤リンの粒径程度の大きさでは分布状況を分

析できない。 

さらに Py-GC-MS 分析で赤リンの有無を分析し、熱水抽出法によりリン酸の分析を

行う。 

なお、試料は未焼損部分を用い、焼損部分は使用しない。 

4-2 実用性の評価 

令和元年度に当庁管内で発生した火災の鑑定試料を用いて、新しい鑑定手法の実用

性の評価を行った。 

4-3 評価の結果及び考察 

⑴ 結果 

 従来の鑑定手法と新しい鑑定手法での分析結果の概要を表７に示す。 

 従来の鑑定手法からは、リン元素が含まれていること、リン酸イオンが検出された

ことがわかった。新しい鑑定手法からは、さらに、リン元素は粒状であること、赤リ

ンが含まれていることがわかった。 

⑵ 考察 

 従来の鑑定手法と比較して、多くの有用な分析結果を得ることができた。これらの

結果を総合的に判断することで、不良プラグに関する出火原因判定の信ぴょう性を向

上することができたと考えられる。 

 

5. まとめ 

⑴ 熱水抽出法により抽出されるリン酸イオンの濃度は、赤リン以外の添加剤の影響

で低くなることがある。また、プラスチックが焼損することで高くなり、水没するこ

とで低くなる。 

⑵ 熱水抽出法、SEM-EDS 及び Py-GC-MS は不良プラグが原因と疑われる火災の鑑定手

法として有効である。ただし、熱水抽出法は、焼損部分を避けて未焼損部分で分析をす

る必要がある。 

⑶ 不良プラグが原因と疑われる火災の鑑定について、手順フローチャートを作成し
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た。さらに、火災の鑑定試料を用いて、作成した手順フローチャートの評価を行い、

実用性を明らかにした。 
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図１ 各模擬サンプルから得られた抽出液の 

  リン酸イオン濃度（焼損・水没） 

 

  

劣化前 劣化後 

図３ 劣化前後の模擬サンプルの外観 

 

 劣化前の模擬サンプルの表面 リン元素分布 

 劣化後の模擬サンプルの表面 リン元素分布 

図４  SEM-EDSの表面観察画像と 

リン元素分布 

 

 

 

図２ 各模擬サンプルから得られた抽出液の 

   リン酸イオン濃度（添加剤） 

 

 

 

   図５ Py-GC-MSの分析結果 
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図６ 作成した手順フローチャート 
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表１ 作製した模擬サンプルの一覧 

模擬サンプル名 損傷状況 外観 

基準サンプル なし 

 

焼損サンプル 焼損のみ 
 

水没サンプル 水没のみ 
 

焼損→水没サンプル 焼損後に水没 
 

 

表３ 使用した分析機器及び条件（SEM-EDS） 

走査型電子顕微鏡 

Miniscope® TM3030Plus 

（㈱日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ） 

エネルギー分散型Ｘ線

分析装置 

Quantax70 

（ﾌﾞﾙｶｰ･ｴｲｴｯｸｽｴｽ㈱) 

加速電圧 15 kV 

試料雰囲気 低真空 

検出系 反射電子 

倍率 1000 倍 

検出範囲 5Ｂ（ホウ素）～92Ｕ（ウラン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 作製した模擬サンプルの一覧 

模擬サンプル名 赤リン以外の添加剤 外観 

基準サンプル なし 

 

赤リン＋可塑剤 

サンプル 

フタル酸ビス（２－エチルへキシル） 

 

赤リン＋難燃剤 

サンプル 

水酸化アルミニウム 

 

赤リン＋充填剤 

サンプル 

炭酸カルシウム 

 

 

表４ 使用した分析機器及び条件（Py-GC-MS） 

ガスクロマトグラフ 

7890B GC System 

（ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社） 

質量分析装置 

5977A MSD 

（ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社） 

熱分解装置 

Curie Point Injector JCI-55 

（日本分析工業㈱） 

カラム 

HP-1 

長さ30 m 

内径0.25 mm、膜厚0.25µm 

オーブン温度範囲 50℃～320℃ 

昇温速度 25℃/分 

注入口温度 250℃ 

スプリット比 20 : 1 

検出器温度（イオン源） 230℃ 

検出温度（四重極） 150℃ 

SIM条件 31、62、93、124 m/z 

キャリア―ガス ヘリウム 

熱分解条件 590℃ 15秒（誘導加熱型） 

サンプル量 0.1 mg 
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表５ 従来の鑑定手法の各分析内容の概要 

分析手法 概要 

XRF（蛍光X線） 

分析 

試料の内部（表面のごく浅い部分）にリ

ン元素が存在するかについて分析する。 

試料表面に付着する

リン酸の分析 

試料表面を純水で洗い、リン酸イオンが

検出されるかについて分析する。 

 

表７ 従来の鑑定手法と新しい鑑定手法での 

分析結果の概要 

 従来の鑑定手法 新しい鑑定手法 

リン元素の分析 

 

リン元素が検出された

（形状はわからない）。 

 

リン元素が粒状（赤リ

ンの特徴）で分布して

いることがわかった。 

赤リンの分析 

赤リンの有無はわから

ない。 
 

赤リンが含まれている

ことがわかった。 

リン酸イオンの

分析 

測定値： 12.6 mg/L 

表面に付着していたリ

ン酸イオンが検出され

た。 

測定値：29.8 mg/L 

リン酸イオンが高い値

で抽出・検出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 新しい鑑定手法の各分析内容の概要 

分析手法 概要 

SEM-EDS分析 

試料の表面にリン元素が存在、またその

分布について分析する。 

XRF分析 

 

試料の内部（表面のごく浅い部分）にリ

ン元素が存在するかについて分析する。 

※SEM-EDS 分析でリン元素が検出されなかった

場合にのみ分析する。 

Py-GC-MS分析 

試料に赤リンが含まれているかについて

分析する。 

熱水抽出法によるリ

ン酸の分析 

熱水抽出法により試料からリン酸イオン

が抽出されるかについて分析する。 
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写真１ デジタルパックテストの外観 

 

 

写真３  Py-GC-MSの外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２  SEM-EDSの外観
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

LED 付き安全チョッキの視認性に関する検証 

 

東京消防庁 目黒消防署 佐々木航 

東京消防庁 消防技術安全所 活動安全課 赤野史典  

 

 

1. 検証背景・目的 

当庁では、夜間やトンネル等の暗所における消防活動現場において、付近を通行す

る車両等から活動中の消防隊員の二次的災害の発生を防ぐため、防火衣を着用しない

場合には、反射材付きの安全チョッキを活動隊員に着用させている。車両等の前照灯

から照射される光が安全チョッキの反射材で反射することにより運転手から活動隊員

を容易に認識でき、二次的災害防止に繋がるものと期待されている。しかしながら、

反射材を活用した安全チョッキは、前照灯などの強い光に照らされなければ、視認性

の向上に繋がらない点が課題であった。 

昨今、発光ダイオード（以下「LED」という。）

の普及に伴い、様々な発光色、発光パターン、

発光数の LED 付き安全チョッキ（写真 1）が市

販品として登場し、道路工事現場の誘導員等に

広く活用されている。 

当庁でも、活動中の消防隊員の更なる安全確

保を目的に、LED 付き安全チョッキの導入が検

討されている。消防活動現場は、消防車両の赤

色灯や前照灯などの赤色や白色の光が多く混

在する特殊な環境であると言えるが、このような環境において視認性の高い LED の発

光色等に関する知見はない。 

そこで、本検証では、消防活動現場と同等の環境を再現し、LED の発光色等による

視認性の違いを比較検証し、夜間の消防活動に最適な LED 付き安全チョッキの仕様を

明らかにすることを目的とした。 

 

 

 

 

写真 1 LED 付き安全チョッキ 
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2. 検証方法 

2.1 概要 

消防活動現場で想定される視認性の低下する環境を再現し、LED 付き安全チョッキ

の、LED の発光色、発光パターン、発光数の違いによる視認性の差異を、被験者の目

視による官能評価により比較した。 

2.2 日時 

令和 2 年 1 月 8 日から令和 2 年 2 月 3 日までの日没後 

2.3 場所 

東京消防庁消防学校 C 敷地 

2.4 比較項目 

比較項目を表に示す。 

 

表 比較項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 発光色 

LED の発光色が赤色、白色、青色及び緑色である LED 付き安全チョッキ（日本緑十

字製、タスキ型 LED 反射ベスト）を使用し、発光色（4 色）の違いによる視認性の差

異を比較した。4 色の中から 2 色ずつの相対比較を、全ての色の組み合わせで実施し

た（計 6 種類の組み合わせ）。なお、測定は視認性の低下する環境として、背景光なし、

背景光あり、煙（仮想）の環境でそれぞれ実施し、LED の発光パターンは点滅状態で

実施した。 

2.4.2 発光パターン 

LED の発光パターンを点灯（常時点いている状態）、点滅（断続的に点いている状態）、

消灯（LED の発光は無く、反射材付き安全チョッキと同等の状態）とし、これらの発

比較項目 環境条件 

 発光色 

【赤色、白色、青色、緑色】 

a 背景光あり 

b 背景光なし 

c 煙（仮想） 

 発光パターン 

【点滅、点灯、消灯】 
d 前照灯照射 

 発光数 

【11 個、6 個、3 個】 
e 背景光なし 
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光パターンの違いによる視認性の差異を比較した。3 パターンの中から 2 パターンの

相対比較を、全ての組み合わせで実施した（計 3 種類の組み合わせ）。なお、測定は消

灯状態（反射材のみ）でも視認できるよう前照灯を照射した環境で実施し、LED の発

光色は、2.4.1 の背景光ありの環境で視認性が最も高い色とした。 

2.4.3 発光数 

安全チョッキで点灯させる LED の発光数を

11 個、6 個、3 個としたときの視認性の差異を

比較した。発光数の調整は、安全チョッキの

LED 部分をテープで覆い、LED の光が漏れない

ように遮光した（写真 2）。なお、背景光なしの

環境で実施し、LED の発光色は、2.4.1 の背景

光なしの環境で視認性が最も高い色とし、発光

パターンは 2.4.2 で最も視認性が高い発光パ

ターンとした。 

2.5 被験者 

東京消防庁消防技術安全所に勤務する職員とし、表中 a 及びｂ条件の被験者数は 40

名、その他の条件の被験者数はそれぞれ 7 名とした。被験者の年齢（平均±標準偏差）

は、被験者 40 名については 39±9 歳、被験者 7 名については、39±5 歳であった。 

2.6 検証の実施方法 

被験者から 60 m 離れた位置に消防隊員を模した 2 体のマネキンを、被験者に対面

するように設置した。被験者とマネキンの距離（60 m）は、時速 80 ㎞（首都高速道路

の最高速度）で走行する乗用車が停止できる距離 1)とした。マネキンに対して比較す

る LED 付き安全チョッキを着用させた。LED 付き安全チョッキに使用する単 3 形電池

は、検証の都度新品を使用した。 

背景光なしの環境（マネキンの後方 1 m の

位置に消防車両を停車させ、消防車両の赤色

灯と前照灯は消灯、写真 3）、背景光ありの環

境（背景光なしの環境と同じ位置に消防車両

を停車させ、消防車両の赤色灯と前照灯を点

灯）、前照灯照射の環境（被験者横に消防車両

を停車し、車両の前照灯でマネキンを照射し

た状態）は、図 1 から図 3 のように設定した。 

 

 

 

写真 2 発光数を調整したチョッキ 

写真 3 検証の設定状況 
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煙（仮想）の環境は、被験者に光の透過を減衰させるサングラス（減光係数2.0 m- 1

に調整）を着用させて、火災による煙の中にいる状態と同等の視界を再現し、その状

況で被験者に LED 光の視認性について評価させた。 

 

 
図 1 背景光なしの環境 

 

 
図 2 背景光ありの環境 

 

 
図 3 前照灯照射の環境 
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測定は、評価開始前に被験者に LED 付き安全

チョッキに背を向けた状態で待機させ、マネキ

ンに LED 付き安全チョッキを着用させた後に

被験者を振り向かせ、視認性を評価させた（写

真 4）。評価後は再度 LED 付き安全チョッキに

背を向けさせた。 

発光色の比較では、同じ組み合わせの評価を

背景光なしの環境、背景光ありの環境で連続し

て実施した。なお、順序による評価の偏りを相

殺するため、発光色の比較では、被験者を 6 つのグループに分け、グループごとに実

施する色の組み合わせの順序をランダム化した。 

2.7 評価方法 

被験者に対し比較する LED 付き安全チョッキの組み合わせについて、「どちらが目

立つか」を 7 段階で評価させた。評価用紙の記入例は、図 4 のとおり。例えば、赤色

と白色の LED 付き安全チョッキを比較した際に、赤色が白色より「少し目立つ」よう

であれば、-1（少し目立つ）にチェックさせた。 

 

 
図 4 評価用紙の記入例（例：発光色の比較） 

 

2.8 統計分析 

統計分析は、Scheffe の一対比較法（中屋の変法 2））を用いた。統計ソフトは、R

（version 3.5.1）を使用し、有意確率 5%未満（p<0.05）を有意差ありとした。 

2.9 倫理的配慮 

全ての被験者に対して検証の目的、方法を説明するとともに、検証への参加の同意

を書面にて得た。なお、本検証は東京消防庁技術改良検証倫理審査専門部会の承認の

もと、安全面に十分に配慮し実施した。 

 

3. 結果 

平均評価値（値が高い程、視認性が高い）を小数点第 2 位（小数点第 3 位を四捨五

入）まで算出し、直線状のグラフにプロットした。 

記入例

赤色 白色

７段階（縦線のところにチェック）で評価して下さい。

3
かなり目立つかなり目立つ

-3
目立つ

-2
少し目立つ

-1
大体同じ

0
少し目立つ

1
目立つ

2

写真 4 評価中の被験者 
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3.1 LED の発光色 

3.1.1 背景光なし（図 5） 

背景光なしの環境において、LED の発光色別に平均評価値を比較すると、発光色の

違いによる主効果に有意差（p<0.01）が認められた。視認性が高い順に、緑色（平均

評価値 0.85）、白色（平均評価値 0.24）、赤色（平均評価値-0.25）、青色（平均評価値

-0.84）となり、個々の発光色を比較すると、4 色の全ての組み合わせで有意差（p<0.01）

が認められた。 

 

 
図 5 発光色の比較（背景光なし） 

 

3.1.2 背景光あり（図 6） 

背景光ありの環境において、LED の発光色別に平均評価値を比較すると、発光色の

違いによる主効果に有意差（p<0.01）が認められた。視認性が高い順に、緑色（平均

評価値 0.96）、白色（平均評価値-0.04）、赤色（平均評価値-0.13）、青色（平均評価値

-0.78）となり、個々の発光色を比較すると、白と赤以外の全ての組み合わせで有意差

（p<0.01）が認められた。 

 

 
図 6 発光色の比較（背景光あり） 

 

**
**

**** **

**
**：有意差あり（p<0.01）

平均評価値

赤 白 緑青

-0.25 0.24 0.85 -0.84 

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

**
**

****

**
**：有意差あり（p<0.01）

平均評価値

-0.13 - 0.04 0.96 - 0.78 

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

青 赤 白 緑
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3.1.3 煙（図 7） 

煙（仮想）の環境において、LED の発光色別に平均評価値を比較すると、発光色の

違いによる主効果に有意差（p<0.01）が認められた。視認性が高い順に、緑色（平均

評価値 1.11）、白色（平均評価値 0.43）、赤色（平均評価値-0.21）、青色（平均評価値

-1.32）となり、個々の発光色を比較すると、4 色の全ての組み合わせで有意差（p<0.01）

が認められた。 

 

 
図 7 発光色の比較（煙想定） 

 

3.2 LED の発光パターン（図 8） 

LED の発光色は緑色で測定を行った。発光パターン別に平均評価値を比較すると、

発光パターンの違いによる主効果に有意差（p<0.01）が認められた。視認性が高い順

に、点滅（平均評価値 1.19）、点灯（平均評価値 0.38）、消灯（平均評価値-1.57）と

なり、個々を比較すると、3 パターンの全ての組み合わせで有意差（p<0.01）が認め

られた。 

 

 
図 8 発光パターンの比較 

 

3.3 LED の発光数（図 9） 

LED の発光色は緑色、発光パターンは点滅で測定を行った。LED の発光数別に平均評

価値を比較すると、発光数の違いによる主効果に有意差（p<0.01）が認められた。視

**
**

****

**
**：有意差あり（p<0.01）

**

平均評価値

-0.21 0.43 1.11 -1.32 

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

緑白赤青

**：有意差あり（p<0.01）

消灯（反射材のみ） 点灯 点滅

**
****

平均評価値

1.19 0.38 -1.57 

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
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認性が高い順に、11 個（平均評価値 0.95）、６個（平均評価値 0.10）、３個（平均評

価値-1.05）となった。個々を比較すると、全ての組み合わせで有意差が認められ、有

意確率は 3 個と 6 個、6 個と 11 個の比較においては 1%未満、6 個と 11 個の比較にお

いては 5%未満であった。 

 

 
図 9 発光数の比較 

 

4. 考察 

4.1 発光色の比較 

車の前照灯や太陽のように、極端に明るい光源はグレア源と呼ばれる。視野内にグ

レア源が存在すると一時的な視力低下の原因となり、対象物の視認性が低下する 3）。

夜間やトンネル等の暗所における消防活動現場では、消防車両の存在を目立たせ、ま

た緊急活動中であることを周囲に知らせるために赤色灯や前照灯が活用されているが、

これらがグレア源になりうる。このため、消防活動現場を通過する車両等の運転手は、

これらのグレア源の存在により消防車両付近で活動する消防隊員の認識が困難となり、

結果として消防隊員の二次的災害に繋がる危険性がある。そこで、消防活動現場に多

く見られる赤色灯や前照灯のグレア源が存在する環境を再現し、LED の発光色や発光

パターン等の違いによる視認性の差異を比較した。 

検証の結果、LED の発光色の違いによる視認性の差異を比較すると、背景光なしの

環境、背景光ありの環境、煙（仮想）の環境の何れにおいても、緑色 LED 光の評価が

最も高かった。つまり、消防活動現場において、安全チョッキの視認性を高めるには

緑色 LED 光を採用するのが適当であることが明らかとなった。 

緑色 LED 光の視認性が高い理由として、比視感度及び背景光との干渉の 2 つが考え

られる。比視感度とは、人間が最も明るく感じる色の光の明るさ感を 1 とし、これと

同じエネルギーを持つ光の明るさ感を相対値で表したものである。人間が感じる色の

光の明るさは、同じエネルギーであれば緑色の光を明るく感じ、赤色や青色の光は相

対的に暗く感じることが分かっている 4）。本検証においては赤色、青色、白色、緑色

**

***

**：有意差あり（p<0.01）

* ：有意差あり（p<0.05）

11
個

３
個

６
個

平均評価値

0.95 0.10 -1.05 

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
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の LED 光を比較対象としており、この中では緑色の比視感度が最も大きいことから、

本検証でも緑色 LED 光の視認性が最も高くなったと考えられる。 

また、白色 LED 光の視認性が緑色 LED 光に次いで高くなった理由として、白色の光

は視認性の高い緑色に近い波長成分を含んでいる 5）ためと考えられる。白色LED光は、

複数の波長（色）の光で構成されており、単一の波長である赤色や青色より比視感度

が高い（明るく感じる）色の光を含んでいるために、赤色や青色の LED 光より視認性

が高いという結果になったと考えられる。 

緑色 LED 光の視認性が高くなった別の理由として、背景光との干渉が考えられる。

本検証では、LED 付き安全チョッキの後方に背景光としてグレア源となる赤色灯と前

照灯を点灯させた。このため、背景光と同色である赤色 LED 光や白色 LED 光は背景光

に紛れて同化し、識別が困難となったと考えられる。一方、緑色 LED 光は、背景光の

赤色や白色と異なる発光色であることから、背景光に紛れることなく認識されたと考

えられる。また、赤色 LED 光と白色 LED 光を比較したところでは、背景光なしの環境

においてはこの 2 色の間に有意差が認められたが、背景光ありの環境においては有意

差が認められなかった。このことから、赤色灯や前照灯等、多くのグレア源が存在す

る消防活動現場ならではの特殊な環境においては、識別が困難な赤色 LED光や白色 LED

光は安全チョッキへの適性が低いことが明らかとなった。 

青色 LED 光は背景光の赤色や白色とは異なる色であることから、認識しやすいもの

と考えられたが、視認性が低いという結果になった。理由として、青色 LED 光は比視

感度が低い（暗く感じやすい）色であることから、背景光に埋もれてしまったためと

考えられる。検証を実施した被験者からは、「青色 LED 光は他と比べて弱く感じる」と

いう意見が多く挙げられた。このことから、青色 LED 光は安全チョッキに適さないこ

とが明らかとなった。 

また、本検証では消防活動現場における特殊性を考慮し、火災で発生した煙により

光が減衰する状況における LED 光の視認性への影響についても評価を行った。実際に

煙を発生させて、その中で被験者に対して LED 光の視認性を評価させるのが理想的で

はあるが、多数の被験者に対して繰り返し検証を実施する中で、一定の状態の煙を繰

り返し再現することが困難なため、本検証では被験者に光の透過を減衰させるサング

ラス（減光係数 2.0 m-1）を着用させて煙の中にいる状態と同等の視界を再現し、LED

光の視認性について評価させた。 

その結果、他の条件と同様に緑色 LED 光の視認性が最も高いことが明らかとなった。

消防活動現場特有の赤色灯や前照灯のグレア源が存在する環境のみならず、周囲に煙

が漂い、光が減衰する火災現場のような環境においても、緑色 LED 光の視認性の優位

性が確認できたことから、安全チョッキに緑色 LED を採用することにより、消防活動

の様々な状況において視認性の向上に寄与することが期待できる。 
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4.2 発光パターン 

本検証では、LED の発光パターンの違いによる視認性の差異を評価するため点灯、

点滅、消灯（現行型の安全チョッキと同様に、LED の発光はなく反射材のみの状態）

の 3 つの条件で比較した。 

本検証の結果、LED の発光パターンの違いによる視認性の差異を比較すると、点滅

の視認性が最も高く、次いで点灯、消灯の順であった。また、これらは個々の比較に

おいても有意差が認められた。つまり、LED 付き安全チョッキは発光パターンに関わ

らず反射材のみの現行の安全チョッキより視認性が高く、また LED の発光パターンは

点灯よりも点滅の視認性が高いことが明らかになった。 

LED 付き安全チョッキが反射材のみの安全チョッキより視認性が高い理由として、

LED は自ら発光することにより周囲から識別し易い一方で、反射材は照射された光を

反射する際に光の強さが減衰することから、自ら発光する LED の光と比べて光の強さ

が劣るためと考えられる。 

点滅が点灯より視認性が高い理由として、被験者の視野に映る前照灯や街灯などの

多くの光が点灯状態であるのに対して、断続的に点灯と消灯を繰り返す点滅は視界の

中で動きがあるように捉えられ、注意が向きやすく、周囲から識別し易いからである

と考えられる。猪目らが行った LED の警光灯の点滅パターンの視認性評価によると、

点滅は点灯より著しく視認性が高い 6）。本検証は、この先行研究で得られた知見を支

持する結果となり、点滅は点灯より視認性が高いことが再確認できた。 

さらに、消費電力の観点から、点滅は点灯より電力の消費が少ないというメリット

がある。LED は点灯している間のみ電力を消費するため、断続的に点灯と消灯を繰り

返す点滅は、消灯している時間が存在している分、点灯と比較して消費電力の抑制に

繋がり、より長時間の発光が可能となる。 

したがって、視認性と発光可能時間（消費電力）を考慮すると、LED 付き安全チョ

ッキは、LED を点滅状態とすることにより視認性を高められ、また消費電力の抑制に

繋がり長時間の使用が可能であるというメリットがある。 

4.3 発光数 

本検証の結果、LED の発光数の違いによる視認性の差異を比較すると、視認性が最

も高いのが 11 個で、次いで 6 個、最も低いのが 3 個であった。また、これらは個々の

比較においても有意差が認められた。つまり、安全チョッキに使用する LED は、発光

数が多いほど視認性が高いことが明らかとなった。その理由として、当然のことなが

ら、LED の発光数が多いほど光量（光束）が増加し、被験者には明るく感じられるた

め、と考えられる。 

一方で、発光数の増加と視認性の向上の関係は正比例にならず、LED の発光数が多

いほど、LED1 個あたりの視認性に寄与する効果は小さくなった。図９において、発光
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数 3 個と発光数 6 個の平均評価値の差は 1.15、発光数 6 個と発光数 11 個の平均評価

値の差は 0.85 であった。それぞれの組み合わせについて、LED の個数差 1 個当たりの

平均評価値の差を算出すると、それぞれ 0.38（1.15÷３個）と 0.16（0.85÷５個）と

なり、LED の発光数が多くなるほど、LED1 個あたりの明るさに与える効果（平均評価

値）は小さくなった。 

また LED の発光数の増加は、製作コストの増加、重量の増加、消費電力の増加など

デメリットにも繋がることから、LED 付き安全チョッキの仕様を決める際には最適な

LED の個数について総合的に検討する必要があると思われる。 

 

5. まとめ 

5.1 LED の発光色について 

周囲に光がない環境、消防活動現場を想定した（赤色灯や前照灯が点灯している）

環境、火災現場を想定した（煙で視界が悪くなる）環境において、緑色 LED 光が最も

視認性が高い。 

5.2 LED の発光パターン、発光数について 

発光パターンについて、点滅が、点灯及び消灯状態（反射材のみの現行の安全チョ

ッキ）より、視認性が高い。また、発光数が多いほど視認性が高い。 

 

6. おわりに 

緑色 LED 光が点滅する安全チョッキは、夜間等の消防活動において視認性を高める

装備として最適である。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

神戸市北区の土砂災害特別警戒区域における避難状況の調査及び分析について 

 

神戸市消防局 菊池 悠、小川隼平 

 

 

1. はじめに 

近年、平成 30 年 7 月豪雨や度重なる台風等の風水害により、全国で甚大な被害を  

及ぼしている。「平成 30 年 7 月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難の在り方

について（報告）」によると、その被災者の多くは高齢者で自宅において被災してい

る。また、土砂災害による死者のうち、約 9 割が土砂災害警戒区域内等で被災したと

ある 1）。神戸市では既にネットモニターを対象にアンケート調査を実施 2）している

が、今回は避難に関する課題解決を目的に調査を実施するため、特に危険性が高い土

砂災害特別警戒区域に焦点をあて、全戸を対象としたアンケートを実施した。これに

よりインターネットを使用できない情報弱者からも意見を聞くことができ、より正確

な状況把握が可能になると考える。当該アンケート結果を基に、避難の現状や避難で

きなかった理由について分析・把握し、今後の対策の方向性について文献をまじえ考

察する。  

 

2. 調査方法（別添、依頼文及びアンケート用紙を参照） 

令和元年 10 月 1 日から 11 月 29 日までの約 2 か月間に神戸市北区の土砂災害特別  

警戒区域に住んでいる 284 世帯（空き家、長期不在宅を含む）を対象にアンケート調

査を実施。方法は水防調査のための全戸訪問時に本人の了承を得て、直接アンケート

調査を実施した。不在の際は、アンケート用紙に依頼文、資料を同封しポストへ投函。

直接職員へ回答若しくはＦＡＸやネットアンケート等により回答を求めた。  

 

3. 調査地（神戸市北区）について 

（１）概 要 3） 

六甲山の北側に位置し、面積 240.29 ㎢で全市面積の 44％を占め、神戸市 9 区の内

で一番広い区であり、ニュータウンなどの住宅地域と、懐かしい田園風景を今に残す

農村地域が調和している。また、豊かな自然に恵まれた緑のまちと、全国的に有名な

有馬温泉のあるいで湯のまちとして魅力を発信している。 

人口は、212,116 人で神戸市全体（1,523,519 人）の 13.9％4）にあたる。高齢化率は
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30.5％5）である。 

（２）北区の土砂災害（特別）警戒区域 6） 

土砂災害警戒区域 849 箇所（神戸市全体 2,241 箇所、37.9％） 

土砂災害特別警戒区域 432 箇所（神戸市全体 530 箇所、81.5％） 

神戸市内における土砂災害特別警戒区域の 8 割強は同区にある。 

（３）平成 30 年 7 月豪雨における主な避難情報（土砂災害関係抜粋）7） 

・ 7 月 5 日 7 時 30 分 避難準備・高齢者等避難開始 発令 

   対象地域 神戸市内の土砂災害警戒区域（全域） 

・ 7 月 5 日 10 時 00 分 避難勧告 発令 

対象地域 東灘、灘、中央、北、兵庫区の土砂災害警戒区域 

・ 7 月 8 日 8 時 30 分 避難指示（ピーク時） 

対象地域 神戸市内 637 世帯 1318 人。 

（内、北区は 129 世帯（20.3％）、289 人（21.9％）。 

・   7 月 6 日 21 時頃 避難所への避難者が最多 

神戸市全体で 188 世帯 412 人、うち北区は 76 世帯（48.8％）201 人（40.4％）

※。※一部不確定情報を含む。  

 

4.  結 果 

（１）回収状況（図 1）  

284 世帯を対象にアンケートを実施し、123 世帯から回答を得た。有効回答率は

43.3％であった。  

図 1 アンケート実施状況  

 

 

 

 

回答状況

北管内⼟砂災害
特別警戒区域

⼟砂災害特別警戒区域
（N=284）

回答なし
（N=161）

回答あり
（N=123）

有効回答率 43.3％  
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（２）回答者  

回答された年齢構成（図 2）は、60 歳以上 80 歳未満が 52.0％と一番多く、次いで

40 歳以上 60 歳未満と 80 歳以上が 23％程度でほぼ同数であった。性別（図 3）につ

いては、男性が 44.7％、女性が 54.5％、回答なしが 0.8％と女性が若干多かった。  

 

 

 

 

 

 

 

図 2 年齢（N=123）               図 3 性別（N=123）  

 

（３）回答状況  

回答状況（図 4）を見ていくと、回答者 123 名の内、避難情報の発令を認知した認

知あり群（定義は後述）は 69 名（56.1％）、認知なし群（定義は後述）は 52 名

（42.3％）、その他は 2 名（1.6％）であった。認知あり群の中で避難所等への避難を

実施した避難あり群（定義は後述）が 17 名（24.6％）であり、避難なし群（定義は

後述）が 52 名（75.4％）であった。また、避難あり群は回答者全体の 13.8％であっ

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 アンケート回答状況 

 

発令された避難情報について詳しく見ていく（図 5）と、「避難準備・高齢者等避

難開始」が 14 名、「避難勧告」が 20 名、「避難指示」が 17 名であった。具体的な避

難情報は覚えていないが「何らかの避難情報が発令」された若しくは「避難行動を開

避難状況

避難情報の発令

アンケート回答者 回答者（N=123）

認知あり群
（N=69）

避難あり群
（N=17）

避難なし群
（N=52）

認知なし群
（N=52）

その他
（N=2）

 

60歳以上

80歳未満

52.0%

40歳以上

60歳未満

23.6%

80歳以上

22.8%

20歳以上

40歳未満

0.8% 回答なし

0.8%

 

⼥性

54.5%

男性

44.7%

回答なし

0.8%
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始」した人は 18 名であった。実際は、管内の土砂災害警戒区域全域に複数回避難情

報は発令されていた。上記 69 名は避難情報を認知しているため、「認知あり群」と

する。また、「発令なし」と回答した 43 名と「わからない、不明」と回答し避難行

動をとらなかった 9 名を合わせた 52 名を「認知なし群」とした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 発令された避難情報（N=123） 

※複数選択した場合、選択した中で最も警戒レベルの高いものとした  

 

（４）認知あり群の避難状況  

認知あり群（N=69）の避難行動（図 6）について見ていくと、避難行動をとろう

とした人は 44.9％（31 名）であった。そのうちの 41.9％（13 名）は実際に避難を

実施し、58.1％（18 名）は避難をしようと考えたが避難しなかった（できなかっ

た）。全体の避難状況は、避難行動をとろうとして避難を実施した 13 名の他に、避

難しようとしていなかったが避難した 4 名がおり、全体で 17 名（24.6％）が避難を

実施（以下、避難あり群とする）し、52 名（75.4％）は避難を実施しなかった（以

下、避難なし群とする）。  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 6 避難行動をとろうとしたか（N=69）   図 7 実際に避難したか（N=69）  

 

認知あり群 69
（56.1％）
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2
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発令なし
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避難指⽰

避難勧告

避難準備・⾼齢者等避難開始
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24.6%
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避難あり群（N=17）について詳しくみると、避難しようと思ったきっかけ（図

8、複数回答可）は、「避難情報の発令」が 5 名（29.4％）と一番多く、次に「家族

の呼びかけ」、「大雨」が 4 名と続いた。どの避難情報で避難を開始したか（図 9）を

尋ねたところ、避難勧告が 35.3％（6 名）、避難準備・高齢者等避難開始が 23.5％

（4 名）、発令なしが 11.8％（2 名）であった。その避難先（図 10）については、直

近の避難所が 47.1％、親戚や友人宅が 23.5％、直近の安全な建物が 23.5％と続い

た。  

 

図 8 避難しようと思ったきっかけ（N=17） 

※複数回答可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 どの避難情報で避難を        図 10 避難先（N=17） 

    開始したか（N=17） 

 

（５）認知あり群で避難しなかった理由  

避難を実施しなかった方（避難なし群、N=52）について見ていくと、避難しなか

った（できなかった）理由（図 11、複数回答可）は「その場所が安全と思ったか

ら」が一番多く 23 名（44.2％）、次いで「身体の状態から屋外への避難は困難」9

名、「大雨や夜間のため屋外への避難は困難」が 7 名、「ペットが避難できない」が 4
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名と続いた。  

避難をしようと考えたが避難しなかった 18 名を対象に避難しなかった（できなか

った）理由を抽出（図 12）したところ、「体の状態から屋外の避難は困難だから」が

一番多く 5 名（27.8％）、次に「その場所が安全と思った」が多く 4 名、「大雨や浸

水の状況から屋外への避難は困難だから」が 3 名と続いた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 避難できなかった（しなかった）理由（N=52）※複数回答可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 《避難行動をとろうとしたが実際に避難しなかった方のみ》 

避難しなかった（できなかった）理由（N=18）※複数回答可  

 

（６）避難あり群と避難なし群の比較  

避難あり群と避難なし群について避難情報発令時の気持ちを比較（図 13）したと
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ころ、「不安」が避難あり群で 41.7％、避難なし群で 35.3％であり、避難あり群の方

が不安を感じていた人が多かった。（p＝0.04 有意差あり ※1）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 《避難あり群、避難なし群比較》発令時の気持ち 

 

（７）認知あり群と認知なし群の比較  

次に認知あり群と認知なし群について、災害時の情報収集方法について比較（図

14）した。認知あり群、認知なし群双方に「テレビ」から情報をとっている人が多

いことがわかった。「神戸市防災アプリそなえとう」や「インターネット（神戸市

HP）」については、認知あり群の情報収集に多く使われており、「インターネット

（神戸市 HP 以外）」は認知なし群で多いことがわかった。また、平均情報収集ツー

ル数を調査したところ、認知あり群は 1.8、認知なし群は 1.5 であり認知あり群の方

が若干多いことがわかった※2。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14《認知あり群、認知なし群比較》災害時の情報収集方法 
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（８）課題や提言等  

最後に課題や提案等について、自由な意見記載を求めたところ、多数のご意見をい

ただいた。意見の内容をグループに分け主な意見を示す。  

ア 避難者について：足が悪く避難困難。高齢者の移動方法に課題。避難所での体

調が不安。耳が遠く、避難情報が聞こえない。避難ツールの使い方が高齢者に難

しい。  

イ 避難情報について：早期に避難をかけて欲しい。避難先等の具体的な避難情

報が欲しい。夜間に指示が出ても大変。立地的な問題で避難情報が聞こえな

い。  

ウ 避難経路について：避難場所が遠い。避難場所への経路が危ない。避難手段

がない。集団で避難する方が避難しやすく、車の数を減らせる。  

エ 避難所開設について：避難所が開設されるか心配。避難所開設情報を初期段

階で自治体が把握していない。避難情報の発令を受けて自治体が先に避難所を

開設するべき。避難所に行くも誰もいなかったため帰ってきた。  

オ 避難所全般について：避難場所が安全ではない。避難所では寝付けない。飲

み物が不足している。避難所に情報が入ってこない。  

カ その他：裏山の斜面を補強して欲しい。避難中の自宅が不安（泥棒、空き巣等）。

夫が家にいたがる。発令されても避難しない。 

 

5. 考 察  

（１）避難情報の認知について  

ア 避難情報の認知について  

避難するきっかけで一番多かったのは、「避難情報の発令」（29.4％）であ

り、避難情報の認知は避難者を増やす上で重要な要素と考える。避難情報につ

いて 42.3％は「発令なし」や「不明」と回答している。しかし、実際は３

（３）に示すとおり平成 30 年 7 月豪雨の際、北区の土砂災害警戒区域全体に

避難準備・高齢者等避難開始及び避難勧告が発令されている。すなわち、土砂

災害特別警戒区域全体にも避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告が発令され

ていたが、約 4 割の世帯で避難情報の発令に気が付いていない可能性があ

る。ただし、今回の調査は被災後１年経過しているため避難情報の発令を覚え

ていない可能性も否定できないが、避難情報が届いていない方が一定数いると

考えられ、この認知なし群に避難情報をどう伝えるかが避難者を増やす大きな

ポイントと考える。  

イ ネットモニターアンケート 2）との比較  

ネットモニターアンケートで避難情報が発令されたことを知らなかったと 
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回答した人は 0.7％であった。すなわち、ネットモニターの 99％以上は正し

く認知していたということである。本調査では 42.3％であり、大きく乖離し

た理由について推測すると、ネットモニター回答者は神戸市の HP を閲覧でき

る方が対象となり、神戸市 HP で公表された避難情報もチェックしている可能

性が高く、反対に土砂災害特別警戒区域の住民は高齢化などから比較的情報弱

者が多いため情報がうまく伝わらないことが考えられる。また、数ヶ月後に調

査したネットモニターアンケートと異なり、本調査は約 1 年後に実施してお

り、避難情報の発令を忘れた方もおり大きく乖離したと考えられる。  

ウ 避難情報の認知率向上について  

認知あり群・認知なし群ともにテレビによる情報収集が多いことがわかっ

た。しかし、焼く半数には避難情報が伝わっていないことから、発信方法を工

夫する必要がある。  

また、認知あり群では神戸市の防災アプリ、神戸市 HP を確認している人が

多く、認知なし群では神戸市以外の HP から災害情報を取得している人が多い

ことがわかった。避難情報を調べる際は、自治体が発信している情報（HP、

アプリ）を確認するよう周知することが避難情報の発令に気付き避難のきっか

けになるポイントであると考える。  

田中らによると、避難促進策として「複数の伝達経路による情報提供」が

有効と示されている 8）。今回の調査でも、認知あり群の方が認知なし群と比較

し避難情報の収集方法数が多かった。このことからも複数の情報収集手段を確

保することは、避難情報の認知率向上に役立つと考える。  

しかし、「避難ツールの使い方が高齢者には難しい」との意見にもあるよう

に、情報弱者へは HP やアプリ等の発信では周知しきれない可能性が高い。避

難のきっかけに家族や近所の呼びかけが多くみられることからも、地域のネッ

トワーク（共助）による情報共有が重要と思われる。  

（２）避難情報認知者の避難行動について  

ア 避難状況について  

今回の調査によると、全調査人数は 123 名、その内避難者は 17 名

（13.8％）、直近避難所へ避難した者は 8 名（6.5％）であった。土砂災害特別

警戒区域の避難に焦点を当てた論文は検索するも見当たらなかった。「平成 30

年 7 月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）」

のデータによると全国で避難情報が発令され避難所へ避難した割合は約 0.5％

であった 1）。条件が異なるため単純比較は困難であるが、約 13 倍の避難率で

あり神戸市北区の土砂災害特別警戒区域の避難率が高かった。主な理由として

は、土砂災害特別警戒区域の住民は相対的に危機意識が高いことや、「おつた
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え君（土砂災害（特別）警戒区域等を対象とした緊急情報伝達システム）」等

により避難情報の発令を知っている人が多いことが考えられる。被害を軽減す

るためには更に避難率を上げていく必要がある。  

イ 正常性バイアスについて  

避難しなかった理由を確認したところ、「その場所が安全と思った」「時間 

的余裕があると思った」「近所の人が避難していない」など、正常性バイアス

が作用した可能性が高い回答が多かった。また、親が避難を拒否等の家庭内の

問題で避難しなかったケースもみられた。  

避難実施者の特徴として、避難情報発令時に不安を感じていた人が多かっ

たことから、強く不安を感じることが避難につながったと考えられる。災害の

怖さを正しく理解し危機意識を高めることが正常性バイアスを乗り越え、避難

行動を起こすために重要と考える。  

また、避難しなかった理由として「以前の避難情報では被害がなかった」

と回答した人が 2 名（3.8％）いたのに対し、避難しようと思ったきっかけで

「過去の災害の経験」と回答した人は一人もいなかった。これは、「平成 30

年 7 月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）」

にも記載 1）されているとおり、過去の災害で被害が無かったので今回も大丈

夫だという油断につながった可能性がある。「愚者は経験に学び賢者は歴史に

学ぶ」という言葉もあるように、自身の経験のみではなく過去の歴史や他人の

被災経験を自分の事のように考え行動することが未曾有の大災害に対応するた

めに重要と考える。  

（３）避難を妨げる諸課題について  

ア 避難者について  

（ア）回答者について  

勤務時間（平日・休日共）の日中に 284 世帯全戸訪問を行い、空き家や

長期不在と思われるケースも散見されたが、123 世帯（有効回答率は

43.3％）から回答を得た。回答者の約 98％が 40 歳以上、約 75％が 60 歳以

上であり土砂災害特別警戒区域内に高齢化が進んでいると考えられる。  

（イ）身体的問題について  

避難しようと思ったが様々な理由から避難ができていない状況もみられ

た。理由の一番多くは、「体の状態から屋外の避難は困難だから」であっ

た。岡山県の報告によると、倉敷市では全人口の 4.9％である要介護・要支

援者が死者全体の約 1/3 強（36.5％）を占めたとの報告 9）もあり、高齢者

や要援護者の避難をサポートする体制を作らなければならない。「避難所が

遠い」や「避難手段がない」について、免許返納等の社会背景もあり、車
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を持たず移動手段をバス等に頼っている高齢者も増えてきている中で、遠

方避難所への自力避難は困難と考える。「集団で避難する方が良い」「避難

所へ連れて行って欲しい」との意見もあり、共助体制の強化や助成金や税

制面の優遇等を含めた公助での支援等も考慮すべきと考える。  

「避難所での自身の体調が不安」との意見も出たが、まずは緊急避難所

へ避難しその後、福祉避難所への移送について相談する必要がある。  

「耳が遠く、避難情報が聞こえない」等の高齢化により、避難情報の収

集にも苦労している実態もみられた。より分かりやすいツールの開発や地

域の声掛け（共助）が重要になると考える。  

イ 避難所関係について  

（ア）避難経路について  

ａ 風水害時の避難について  

「大雨や夜間のため屋外の避難は困難」とあるとおり、災害最盛期の避

難行動は危険を伴うため、避難情報の発令（警戒レベル 3、4）については

日中かつ早めの発令が望ましい。また、安全な内に親戚・知人宅へ避難す

る、若しくは避難情報発令後、速やかに緊急避難場所へ避難するよう広報

していく必要がある。  

大雨をきっかけに避難を開始すると回答した人も多数みられたが、安全

に避難できるタイミングを逃した場合、避難の災害最盛期の危険な状況下

で遠方の避難所へ向かうのではなく、命を守る最善の行動をとることを周

知していかなければならない。  

ｂ 避難所の地域特性について  

当地域は田園地帯が広がり学校等の緊急避難場所まで、比較的遠い地域

がある。また、一部は六甲山に面しており山間部に囲まれた地域もあり、

「避難所が遠い」や「避難経路が危ない」等の意見がでた。宮瀬らによる

と、避難のためのポイントとして「適切かつ安全な避難場所、避難経路が

あること」をあげている 10）。避難を促進するためには、避難場所や避難経

路に係る課題を解決する必要がある。この課題は、地域間で危険な場所や

避難所等を協議し「地域おたすけガイド（地域の避難計画書）」を作成、周

知することが重要と考える。  

ｃ 避難場所の周知について  

「避難場所がわからない」や「神戸市からの情報発信の内容について、

避難場所も教えて欲しい」との意見が出た。避難場所については、「わが家

の避難マップ（避難地図）」を全戸配布し周知を行っているが、「おつたえ

君」で避難情報を伝える際に、近隣の緊急避難場所も伝えることで直前に
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周知することが可能となり避難しやすい環境につながると考える。  

（イ）避難所開設について  

ａ 緊急避難場所の開設について  

神戸市における緊急避難場所の開設については、「緊急避難場所の開設は

原則として区本部長が、気象情報や避難情報などを基に、学校長や園長、

指定管理者等の施設管理者と協議のうえ判断し開設するものとするが、緊

急を要する場合は、地域の防災福祉コミュニティ等の判断で開設すること

ができる」と定められている 11）。「避難情報の発令を受けて自治体が先に避

難所を開設すべき」との意見にも表れているように、避難者が到着した場

合に緊急避難所が開設されていないケースがしばしばあると推測する。「避

難所に行くも開いていないので引きあげた」との意見もあるように、緊急

避難所が開設されていないと考え引き返す避難者がいることも事実であ

り、早期に避難所を開設できる体制作りが望まれる。  

今回の調査によると、どの避難情報で避難を開始したかについては、避

難勧告が 35.3％、避難準備・高齢者等避難開始が 23.5％であった。緊急避

難場所開設のタイミングについては、一定数の避難者がいると考えられる

避難準備・高齢者等避難開始（現在の警戒レベル 3 高齢者等は避難）発令

と同時になされることが望ましい。  

風水害の多くは、事前に予測が可能であり、段階的に警戒レベル 1、警戒

レベル 2 が発令される。この段階で、職員若しくは防災福祉コミュニティ

が緊急避難場所の鍵を開ける準備をしておく必要がある。  

   ｃ 避難所開設の周知について  

避難できない理由に「避難所が空いているかわからない」との意見があ

る。このことから、住民の一部には避難所の開設情報が届いておらず、避

難ができていないことがわかった。市民への避難所開設情報の発信、特に

情報弱者に対しては情報が伝わらない可能性があり、引き続き地域のネッ

トワーク（共助）による直接的若しくは電話等による伝達が重要と考え

る。  

（ウ）避難所全般について  

   ａ 緊急避難場所での対応について  

避難所で困ったこととして「情報が入ってこない」ことがあげられてい

る。「避難所運営ガイドライン」に、避難所の運営（発災後）のポイントと

して「避難者への情報提供に努める」とあり、「避難所においては、避難者

の情報ニーズが高まります。（省略）テレビ、ラジオ、個別受信機等、情報

入手手段を確保しておきましょう」と記載されており 12）、今後、避難所へ
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の情報収集機材の設置が望まれる。  

また、「飲み物が不足」「寒い」等の緊急避難場所の環境に関するネガテ

ィブな意見が散見された。緊急避難場所はあくまで緊急対応であり、初動

時においては人的・物的に限界があるため、自助として避難用のリュック

サック等を事前に準備し必要物品（携帯ラジオ、懐中電灯、電池、携帯電

話（スマートフォン）、充電器、食料、水、防寒具等）13）を備えておくこと

が身を守るうえで重要と考える。早期に親戚、知人宅等へ避難をすること

でも当課題は解消が可能と考える。  

ｂ 避難所におけるペットへの対応について  

「ペットが避難できないから」という理由で避難していない方が数名確

認できた。ペットの避難については、「災害時におけるペットの救護対策ガ

イドライン」に避難所の管理者等の役割として「ペット同行避難した避難

者がいる場合、飼い主が適正に飼育できるよう支援する。」と記載されてい

る 14）。また、「避難所運営ガイドライン」には、ペットへの対応のポイント

として「ペット同伴避難のルールづくりを検討」と記載 12）され、神戸市で

も地域防災計画風水害対策編に「避難所での、ペット同行避難の対応につ

いても検討する。」と記載されている 11）ことから、体制的にはペット同行

避難は問題がないと考える。ただし、阪神淡路大震災の際にもペットに関

する被災者のストレスやトラブルが多々あったと記録 15）されており、土砂

災害では台風や豪雨が来る前に安全なペットホテルに預けるか、一緒に親

戚や知人宅へ避難する等の対策についても考慮し、円滑な避難体制を事前

に計画する必要がある。  

（４）課題と対策（まとめ）  

今回の調査では、避難率は 13.8％であった。土砂災害特別警戒区域は危

険性が高いため、被害を出さないためには避難率をさらに上げていく必要

がある。避難率を上げるため 3 つの対策をまとめた。  

一つ目は、避難情報の認知に関する対策である。今回、避難情報を認知

していない人が最大で約 4 割いる可能性があることがわかった。対策とし

て、特に情報弱者への情報伝達に力を入れていく必要がある。これは、テ

レビや HP、アプリを活用した自治体情報の発信強化のほか、地域の防災訓

練等に情報弱者や要援護者を巻き込むことで、神戸市の情報を伝えると共

に地域のネットワークを構築、災害時の地域内での情報共有や避難をサポ

ートする体制を作る必要がある。  

二つ目は、避難情報を認知した人が正しく危険性を判断し早期に避難す

る、いわゆる正常性バイアスへの対策である。災害の怖さを知り、過去の
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経験に流されず、勇気を持って避難行動をとることが重要であり、意識改

革に向けた効率的・効果的な広報を検討・実施する必要がある。  

三つ目は、避難者が避難を躊躇する諸課題への対策である。高齢化等の

身体的問題や地域特性から避難が困難な状況に対し、共助の強化や公助で

の支援の実施、また早期の避難情報の発令や避難所の場所や開設情報の周

知、ペットの対応周知、避難所の情報収集ツール等の避難（所）に関する

適切な情報発信体制を整備していくことにより、避難したい人がちゃんと

避難できる体制を整える必要がある。  

これらをまとめると、主に自助として避難行動や備えへの「意識改革」、

主に共助として情報弱者や災害弱者への支援を強化し「誰も取り残さない

防災（インクルーシブ防災）の推進」、主に公助として「適切な避難（所）

体制の構築と避難情報の発信」を実現することが重要と考える。  

 

6. 結 語 

今回、土砂災害特別警戒区域の全戸調査を実施し、「市民目線で」の現状、課題及

び対策を考察した。「避難情報認知の不足」、「認知後に避難しようと思わない」、「避

難を妨げる諸課題があり避難できない」という大きく 3 つの問題があり、これら問

題に対し先に示した対策を「当事者意識を持って」実施していくことが重要と考え

る。  

全国的に土砂災特別警戒区域の避難に焦点を当てた報告はまだまだ少なく、他都

市との比較は困難であったが、今後、土砂災害特別警戒区域の調査研究を行う際の基

礎資料として有効と考える。昨今、水害・土砂災害は全国各地で猛威を振るってい

る。いつ起こるかわからない未曾有の災害に対応するため、定期的に同様のアンケー

ト調査を実施し、避難率の推移や新たな課題を把握し少しでも被害を軽減できる体制

を構築していかなければならない。  

 

 

※1 χ二乗検定：避難あり群、避難なし群でアンケート問 7 の「不安」と「不安以

外」を比較。「回答なし」は除く。 

※2 t 検定（対応のない 2 群）：認知あり群、認知なし群でアンケートの問 4 情報収

集の項目数を比較。「その他」は記載内容により項目に換算。   
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

思わぬ時に吸水トラブルを発生させる要因の解明と対処策 

―透明吸管による実験結果から― 

 

京都市消防局 寺島 徹、小川和彦、大嶋福成、廣瀬皓平 

 

 

1. 研究の背景と目的 

この研究は、吸水に関して稀に起こるトラブルが発生したとき、これに的確に対処

し、放水を継続させ得る技能を有した機関員を養成する（効率的に技術伝承を行う）

ことが喫緊の課題であるという危機感により平成 29 年度に開始した。まずは吸水ト

ラブルがどのように発生しているのかを直接見ることが重要と考え、透明の樹脂管を

使用した実験用の「透明吸管」を製作した（図 1）。これを用いて、高落差吸水により

生じる沸騰泡の発生、サイホン現象における水、空気等の流体挙動、エゼクタ操作に

おける吸管内現象及び吸管ストレーナに抵抗を設けた際に生じる沸騰泡の状況につい

ての実験を行い考察するとともに、可視化効果による効果的な教育についても論じ、

平成 30 年度に全国消防協会に応募したところ（寺島ほか（2009）(1)）、会長賞（優）

を受賞した。その後、2 線吸水実験を可能とするため透明吸管をさらに 1 本製作する

とともに、吸水抵抗器など周辺機材の整備を行い、詳細な実験観察を行った。この中

で、思わぬ時に落水等の吸水トラブルを発生させる現象に関係する重要な知見が得ら

れた。本論では、その知見及び発生防止策についての検討・考察を行う。 

 

2.  実験・教育機材としての透明吸管のアップグレード 

2.1 可変型吸水抵抗器 

実験を行う際は、吸管内の圧力を真空に近づける（＝吸水条件を悪化させる）こと

により、減圧泡1を生じさせる必要がある。寺島ほか（2009）(1)ではストレーナにビニ

ール袋を被せる方法を採っていたが、この方法では、限界吸水量を必要な値にセット

することができなかった。そこで、限界吸水量を簡便にセットすることができる可変

式吸水抵抗器（以下「抵抗器」という。）を製作した（図 1）。ねじ込みボルトによっ

て、限界吸水量を可変させることができる。試験を行い、限界吸水量を毎分 200、 300

                            
1 これまで、吸管内に生じる空間は、減圧により水が常温沸騰して発生した水蒸気であると

考えていたため、 既公表論文 (1)では「沸騰泡」と表記していたが、今回新たな知見を得

て、「減圧泡」と表記することが適当と考えた。次章に詳述する。 
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及び 500L の定量とするためのねじ込み量を決定した。さらに、限界吸水量を変更する

際のエア噛みを防止するため、抵抗器を水中で脱着できる器具も製作した（図 1）。 

2.2 吸管内吹き流し 

吸管内を観察しやすくするため、寺島ほか（2009）(1)では入浴剤や食用着色剤を簡

易水槽に投入していた。しかしコストがかかり、簡易水槽以外では実験ができないと

いう制約もあり、また色素が吸管に付着し透明度が損なわれることも判明した。そこ

で今回、吸管内に細紐を通して両端を固定し、1m ごとに吹き流し様のものを取り付け

る方法を考案した（図 1）。流体の動きの方向と速度、さらには減圧泡による白濁の観

察に好適である。1m ごとの吹き流しにより、現象の発生場所を簡便に把握し、記録す

ることも可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 製作した透明吸管・可変式吸水抵抗器・水中脱着器 

可変式吸水抵抗器。  

ストレーナに被せて吸水量を制限

する。ねじ込みボルトにより被せ

量を変えることによって，制限量

を設定できる。 

ねじ込みボルト 

水中脱着器 
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3.  実験結果と考察 

3.1 実験条件 

実験には A－2 級ポンプを装備した CD－Ⅰポンプ車及び B－3 級の小型動力ポンプを

使用した。実験場所の標高は 17 m、実験時（複数回実施）の気温・気圧は 4～11 ℃・

1019～1027 hP であった。 

なお、2 本の透明吸管は、視認性や使い勝手をテストする必要からそれぞれ違う樹

脂管で製作したが、内部の平滑性などに差異はないため、実験に支障はない。なお、

規格に関する省令に適合するものではないため、実現場で使用することはできない。 

3.1 負圧により発生する気相成分について 

抵抗器によって強い負圧条件にして気相部を発生させ、その生成と消滅（減圧を緩

める）を観察したとき、吸管内の負圧を大気圧付近に戻したにも関わらず、減圧によ

る沸点降下によって発生した「水蒸気」であると考えていた気相部が消滅しないこと

を見い出した（図 3）。水蒸気であれば即座に液相となって、吸管内の空間も解消され

るはずである。流量を、この気相部（エア溜まり）が解消されない程度に調整して溜

め続けると、容積が徐々に増大することも分かった（図 3）。水で満たされ空気が入り

込まない条件下、水蒸気以外に気相となり得るものは、元々水に含まれている溶存ガ

ス（主に空気）しかないと考えられる。溶存ガスは、減圧すれば目に見える気泡とな

って液の外に出てくる。理科年表(2)によると、10 ℃の大気圧条件において、1 cm3 の

水に空気だけでも約 0.023 cm3 が溶存できる（図 4）。これは水容積の 2.3 %にあたり、

かなりの量である。吸管内の水量は約 44 L なので、吸管内には溶存ガスが約 1 L 存

在できることになる。 

ここで、減圧によって吸管内に発生した気相部が水蒸気と溶存ガスから成るとすれ

ば、これを“沸騰泡”と呼ぶのは不適切である。また、そもそも初学者に教育する際、

図 1 吸管内にセットした吹き流し 

吸管内に細紐を張り、1ｍごとに吹き流し（PP 紐を裂いたもの）をセットしてある（A）。流体の

方向、速度、乱れの状況などが可視化できる。B は負圧の小さい状態、C は高負圧状態である。C で

は減圧泡の発生により白濁していることがよく分かる。 
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“沸騰泡”と表現すると、水が高温になっていると誤解することが見受けられ、問題

があった2。これに代わる用語として「減圧泡」を使用することが適切であると考えた

ので、本論ではこの用語を使用することとする。 

減圧泡のうち溶存ガス成分は、一度液の外で目に見える形になると、容易には液の

中に戻らない。これは、条件によっては、気相部が吸管の中で容積を増大させ続ける

ことを意味する（先に述べた観察結果（図 3）とも整合する）が、気相部の増大は吸水

条件を悪化させることにつながり、重大な問題を孕んでいる。これに関する実験結果

については次の 3.2 で述べる。 

さらに、水道水を張った直後の水と防火水槽の水とでは、液の外に出てきて気相部

を形成した減圧泡の量に差があることも見い出した。いわゆる“死に水”に溶存ガス

が少ないことは予想できる。そこでシリンジで実験を行ったところ、溶存ガス量は、

蛇口から出た直後の水のほうが多いことを確認した（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

                            
2 「キャビテーション（キャビテーション泡）」と表現されることも多いが、ポンプの損壊現

象と混同されることを考慮し、我々はその用語を使っていない。 

図 3 減圧泡によるエア溜まり部の発生と増大 

吸管内流速を遅く設定し（高落差・高負圧の状況で、放水量の少ない状況を再現）、放水と放水停

止を繰り返してエア溜まり量の変化を観察。測定時にはいったん負圧を緩め、沸点降下によって発

生した水蒸気を液相（水）に戻してあるため、このエア溜まりの成分は、液の外に出てきた溶存ガ

スである。 
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3.2 エア溜まり発生要因の解明及び挙動観察 

古くから、「吸管経路にサイホン部を作るな」と言われているが、水利の状況によっ

ては、サイホン部の形成を余儀なくされる場合がある。吸水にとっての大きな悪者、

しかも“見えない悪者”の代表は、「エア溜まり＝水でない空間」であり、サイホン部

がこの場所となる。前述したとおり、エア溜まりの発生要因のひとつが減圧泡であっ

て、特に溶存ガスは負圧を弱めても消滅しないため大きな問題になり得る。さらに実

験を行うと、これ以外にも要因のあることが分かった。 

図 6 は、ポンプ車において、真空ポンプが自動停止した後の状況である。真空操作

によって、吸管内はいったん水で満たされているため、このエアは、吸水操作の際、

複雑なポンプ配管内に残った空気が、真空ポンプの停止後、最高所となるサイホン部

に移動してきたものである（ほぼ落差のない状況で抵抗器も付けていないので、減圧

泡はほとんど発生していない）。相当量のエアが残存し、負圧が保たれているため、サ

イホン部頂点の両側で非対称になっている。 

さて、落差が小さい状況では、ポンプ室の容量を超えるかと思われるこれだけのエ

ア溜まりがあっても、放水開始とともに一気にポンプ室を通過し排出されるらしく、

問題は生じない。また、図 7 は、小型動力ポンプを用いた実験の際、水がポンプ室を

満たし、ドレンから排出されたことをもって、機関員がいつものタイミングで真空ポ

ンプを停止させた直後の様子である。この吸水操作ではサイホン部を完全に水が満た

すことはできず、最初からエア溜まりが生じた（小型動力ポンプは配管が単純である

ため、配管内のエアの戻りはない）。消防車で実験したとき（図 6 参照）とほぼ同じ量

が確認できる。しかしポンプ容積と能力が小さい小型動力ポンプでも、放水を行うと、

図 4 水 1cm3 中の溶存ガス量 

縦軸の「cm3」は溶存量、「%」は溶存割合

を示す。点線は、水温 10℃のとき、水に対

する空気の溶存割合が約 2.8%になることを

示したもの。 

図 5 使用水の違いによる溶存ガス量 

ピストンを引いて強く減圧した後、大気圧に

戻す。このとき残った空間は、溶存ガスの量を表

している。汲み置き水のほうが少ないことが分

かる。 
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エア溜まりは一気に解消され、トラブルにはならなかった。いずれの場合でも問題が

生じなかったのは、吸管内流速が大きい条件であったため、エア空間の後ろから慣性

力を持って「押してくる」水の力が強かったためであろうと考えられる。 

しかし、放水量が少なく吸管内流速が小さい条件では、サイホン部を水が少しずつ

乗り越える形となり、空間が解消されない（図 8）。実験したところ、エア溜まりは

400L/min を下回ると解消されにくくなり、300L/min では解消されなくなることが分

かった3。エア溜まりを解消できないまま放水を続けると、溶存ガスがそこに蓄積しエ

ア溜まりが増大することになる（図 3 参照）が、ここで放水量を一気に増大させるな

どの操作を行うと、このエアがポンプ室に突入し、トラブルになる可能性がある。 

一方、サイホン部がなくても、放水を一時停止したときは、ポンプ室がエア溜まり

になる。これがよく理解できるのは、高落差吸水の状況である。落差が小さい場合は

減圧泡の発生が少ないので問題にならないが、高落差の場合は、そもそもその発生に

より吸水が困難になるわけであり、吸水完了後、すぐに放水をしないと、減圧泡が吸

管内を上昇し、ポンプ室、次いで吸管上部に溜まることとになる（図 9）。透明吸管を

用いた実験では、吸水完了後、いったんポンプ室を満たしたはずの水が「すうっと落

ちていく」（水面が降下する）様子が観察されるが、それはこのように説明できると考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
3 サイホン部の落差や曲率などによって数値は異なると考えられるが、一定の目安にはなる

と考えられる。 

図 6 吸水自動停止後のエア溜まり（ポンプ車） 

三角印は水面の位置。相当量のエア溜まりがある。これは、サイホン部にとどまった空気と、真

空ポンプが停止した後に配管内のエアポケットから移動してきた空気とが合わさったものである。

水面は、サイホン部頂点の両側で非対称な様相を呈している。 
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図 8 サイホン部を少しずつ越える水の様子 

三角印は、水面の位置を示す。吸管内流速が低い（放水量小）場合、頂点を水が少しずつ乗り越

える形となり、エア溜まりが解消されない。この場合、減圧泡はこの部分に溜まり続けることとな

り、最後には落水等、障害となる可能性が出てくる。 

ポンプ室とサイホン部の高低差や頂点の曲率によって一概には言えないが、300L/min 程度の放水

量では、エアポケットは解消されない。 

水利側 
ポンプ側  

図 7 吸水自動停止後のエア溜まり（小型動力ポンプ） 

三角印は水面の位置。図 6（ポンプ車）の場合と同じ程度のエア溜まりがあるが、小型動力ポン

プでは配管内からのエア戻りがないため、こちらは吸いきれなかった吸管内空気が残ったものであ

る。 

水利側 ポンプ側 
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3.3 吸管 2 線吸水における“落とし穴”について 

大量放水や高落差吸水等により吸水量が不足するとき、吸水量を増やすため 1 線吸

水が行われる。1 線吸水の限界吸水量を表 1 に示す。実験条件などの違いによって多

少の差はあるものの、5ｍを超えるような高落差吸水でない限りは、1 線吸水でも

1000L/minの吸水が可能であり、2口放水（通常、1口放水の最大量は最大500～600L/min

程度）が可能である4。 

 

表 1 1 線吸水時の最大給水量（10 m 吸管） 

落差（m） 最大吸水量（L/min） 備考 

1 1550～1660 京都市消防局の実験結果（内

部資料）とも整合的である。 5 1110～1150 

出典:文献(3) 

 

1 線吸水を行うと、吸水断面積は 2 倍になり、吸水圧損も減少するため、これまで

我々は 2 線吸水に一切のデメリットはないと考えていた。準備時間が十分に取れ、失

                            
4 「消防水利の基準」では、防火水槽の底面は、地盤面から 4.5m 以内と規定されている。 

図 9 高落差吸水において減圧泡がポンプ室に流入する様子の模式図 

減圧泡は、吸水操作の完了後、連続的に放水すれば放口側から順々に排出されるが、放水しない

状況では、吸管経路内全ての減圧泡がポンプ室に移動してくる。まずポンプ室内が減圧泡で満たさ

れ、次に吸管上部から下方に向かって、エア溜まりが拡大していく（透明吸管を使用すると、吸水

完了後、「水がすうっと落ちていく」様子が観察できる）。こうなると当然、放水再開はできない。 

高落差吸水の際には、このような現象が起こっていることを勘定に入れ、吸水完了後、即座に放

水を開始し、かつ、放水を途切れさせない工夫が求められる。（筒先側で止める場合は、バイパス放

水を行うなど） 
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敗すると消防機関の威信にかかわるような展示的訓練の場合は、「念のため」と考え 2

線吸水を行うことも多い。しかし、今回我々は、「安全のため」と考えて行うこの方法

に“落とし穴”があることを見い出した。問題となるのは、放水の要求量に対して吸

水量が足りなくなった段階でエゼクタ操作を行って 2 線吸水に移行するのではなく、

最初から 2 線で吸水操作を行う場合である。図 10 に実験の設営状況を示す。放水量が

同じであれば、2 線吸水時の吸管内の流量・流速は、1 線と比較して半分になる。既に

述べたように 1 線当たり 300L/min 程度の放水量ではエア溜まりは解消されないため、

2 線吸水の場合、600 L/min 程度の放水量ではエア溜まりは解消されず、しかもそれは

2 箇所のエア溜まりとなって、両方が容積を増大させることになる。 

次に、吸管の抵抗（圧力損失）に 2 本で大きな差異のある場合を考えてみる（図 11）。

吸水操作を開始すると、先に、圧力損失の小さい側の吸管からの水がポンプ室を満た

し、このタイミングで真空ポンプの自動停止装置が作動する。しかし、圧力損失の大

きい側の吸管にはまだエアが残っているため、放水を開始したとき、このエアがポン

プ室に突入し、トラブルにつながる可能性がある。あるいは、圧力損失の大きい側の

吸管からは有効に吸水できない可能性も考えられる。この場合は、2 線吸水が意味を

成さないことになる。 

いずれにしても 2 線吸水には、これまで我々機関員が認識できていなかった問題点

があると思われる。今後、さらに詳細な検討と実験が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 2 線吸水実験 

吸管ラインにサイホン部を作らざるを得ない状況を再現。エア溜まり箇所は 2 箇所となり、その

容積合計は 1 線吸水と比較して 2 倍になる。吸管内流速は 1/2 となり、エア溜まり部も解消されに

くいこととなる。 

車両側面でサイホン部を

模式的に作成  

（左右とも） 
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3.4 ポンプと吸水口の位置関係について 

吸水ラインにはサイホン部を作らないほうが良いが、ポンプ車の配管にサイホン部

が存在する場合もある（図 12）。昔のポンプ車であればポンプ中心と吸口とは同じ高

さにあったが、近年、積載物の多量化や水槽の設置位置等、艤装上の必要からポンプ

位置を下げる例がみられる（艤装は種々の要求を妥協させる形となるため、これは仕

方のないことである）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 吸管の抵抗（圧力損失）に 2 本で大きな差異のある場合の模式図 

抵抗の小さい（圧力損失小）側の吸管から先に水が上がってきてポンプ室を満たすと，その時点

で真空ポンプの自動停止装置が作動する。しかしこのとき，もう片方の吸管内にはまだエアが残っ

ていることになる。 
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当消防局には複数の艤装業者によるポンプ車があり、また製作年も様々であるが、

吸口よりも下にポンプを配置する例が多くなってきたようである。表 2 に例を示すと

ともに、真空ポンプが自動停止したとき、この部分に生じたエア溜まりの状況を図 13

に示す（実験車両は、表 2 の CD－Ⅰ）。 

 

表 2 放口とポンプ中心の位置関係（マイナス表記は、ポンプ位置が下にあることを示す） 

 

大型車両と小型車両とでは艤装の自由度が違い、また、真空ポンプへの配管をポン

プ配管系統のどの部分に接続させるかは艤装メーカーにより様々なので、一概にこの

位置関係の数値をもって論じることはできない。さらに、通常の条件であれば、この

程度のサイホン部が問題になることはない。しかし、機関員が解消したくてもできな

いサイホン部があることを認識しておくことは必要であると考える。 

 

 

車両種別 ポンプ位置（cm） 備考 

水槽付きポンプ車 ±0 艤装 A 社 

CD－Ⅱ －7 艤装 B 社 

CD－Ⅰ －7 艤装 B 社（実験に使用した車両） 

化学車 ±0 艤装 C 社 

小型水槽付きポンプ車 －20 艤装 D 社 

小型水槽付きポンプ車 －25 艤装 D 社、今年度新配置 

図 12 吸口とポンプの位置関係 

白抜きの両矢印は，吸口中心とポンプ中心の垂直距離を示す（この車両では 7cm）。 

近年、積載物の多量化や水槽の設置位置等、艤装上の必要からポンプ位置を下げる例がみられる

が、これは、機関員が解消したくても解消し得ないサイホン部となる。 

ポンプの位置・大きさ 
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4.  実験のまとめと対処策の検討 

実験結果から、吸水時に発生するトラブルの“見えない犯人”は、器具の不具合を

除けば、エア溜まりであると考えられる。発生させないことが理想だが、発生した場

合は、これがスムースに放口側から排出されるかどうかが鍵と言ってよい。以下に、

3 で述べたことを、「吸水トラブルを起こす要因」の観点で整理し、さらに対処策につ

いて述べる。 

〇 吸水時の負圧により発生する気相は、水蒸気と溶存ガスから成る。 

〇 負圧を緩めると、水蒸気であれば水（液相）に戻るが、溶存ガスはそのまま残

り、エア溜まりがあればそこに集まる。 

〇 吸水操作時、排出できなかったエアがポンプ配管部に残る場合があり、サイホ

ン部があればそこに集まり、エア溜まりとなる。 

〇 ポンプ車の配管構造上、最初からサイホン部が存在する場合がある。 

〇 エア溜まりは、通常（概ね 500 L/min 以上）は放水によって放口から排出され

るが、流量が少ない（概ね 300～400 L/min 以下）と、解消されなくなる。 

〇 溶存ガスは、一旦排出できたとしても、吸・放水を続けて新しい水を吸い上げ

る限り限り次々に生じるため、エア溜まりが解消されない場合は、そこで増大を

続ける。 

〇 サイホン部がなくても、放水を一時停止すればポンプ室がエア溜まりになるた

図 14 吸口とポンプの位置関係により生じたと考えられるエア溜まり 

真空ポンプが自動停止した直後の状況。吸口がポンプ室よりも高い位置にあることから、ここに

エア溜まりが生じたものと考えられる。吸管内の黄色の物体は，液面を観察しやすくするために投

入した「浮き」である。 
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め、高落差吸水などの条件では、トラブルの原因となり得る。 

〇 2 線吸水では、同じ放水量であれば吸管内流速は半分になるため、エア溜まり

ができやすく、解消されにくい。 

〇 2 線吸水では、吸管の状態にアンバランスがあるなどの状況があると、一方の

吸管に相当量のエアが残り、吸水に問題が生じる可能性がある。 

 

以上のことから、機関員は、最悪の場合は落水してしまう吸水トラブルの要因とし

て、次のことを認識しておく必要があると考える。 

〇 吸管内では大なり小なり減圧泡が発生していること。また、その発生条件を知

っておくこと。 

〇 サイホン部など、エア溜まりを作らないこと。また、ポンプ車の配管構造によ

っては、サイホンとなる部分があることを知っておくこと。 

〇 エア溜まりが解消されにくい条件を知ること。解消されない場合は、吸水する

限り溶存ガスによって増大し続けることを知ること。 

〇 放水の一時停止は、エア溜まりの発生条件となること。 

〇 サイホン部がなくても、放水を一時停止すると、ポンプ室がエア溜まりになる

こと。 

〇 大量の放水量（落差にもよるが、4.5m 以内 であれば概ね 1000L/min 以上）を

必要としていない場合に安易に 2 線吸水を行うと、かえって吸水トラブルの可能

性が高まること。 

 

対処策としては、次のことが考えられる。 

◎ 真空操作終了に引き続いて、ホースを結合していない放口から多めに吐出させ

てから放水を止める（これは“保険”であり条件の良いときには不用だが、吸水

条件が悪いときには、その必要性は高まる）。 

◎ エア溜まりが発生し、大きくなっていると推測されるときは、いったん大量に

放水して解消させる。 

◎ 高落差など、高負圧条件となる場合、放水を一時停止するとポンプ室に減圧泡

が溜まり次の放水に支障をきたす可能性があるため、できる限り一時停止を避け

るとともに、一時停止を必要とする場合は、再度真空操作が必要となるかもしれ

ないことを勘定に入れる。 

◎ 1 線吸水でも放水量が不足しない条件であれば、最初の吸水時から 2 線吸水を

行うことの必要性を十分に検討し、それに伴うトラブルの発生を勘定に入れる。 

 

なお、次のことも補足的に述べておく。 
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〇 低温下では、溶存ガス量が多くなる（図 4 参照）。さらに、訓練のための事前設

営時など、強い勢いで簡易水槽に水を張るような場合では、泡立ちにより水に溶

けるガスの量が増えると考えられる。これらは吸水に関して悪い条件となる。一

方、低温下では気圧が高まり、かつ飽和水蒸気圧も低くなるため、こちらは良い

方向に作用する。ただし、前述したとおり、溶存ガスはサイホン部のエア溜まり

が解消されない条件下では溜まり続けるので、低温下では溶存ガス量が多くなる

ことにも留意する必要がある。 

 

5.  おわりに 

今回見出したことの中で、もしかしたら全国の消防職員にとって新たな知見ではな

いかと考えられるのは、減圧泡の成分のひとつが溶存ガスであり、条件によってはこ

れが増大を続け、トラブルの条件を“整えていく”ことである。そして、吸水量が少

ない（流速が小さい）とサイホン部のエア溜まりが解消されず、溶存ガスが溜まり続

けることは、重要な知見であると考える。さらに、“安全のために”と思って最初の吸

水時から 2 線吸水を行うことは、放水量がそれを要求していないならばむしろトラブ

ルの可能性となることも示した。 

しかし、吸口・ポンプ室・真空ポンプの位置関係によって生じる現象や 2 線吸水時

における現象については、まだまだ詳細に検討しなければならないことが多い。今後

は、これらの残された課題についての実験を行い、吸水時のトラブルに対処するため

の効果的な方法を検討するなど、さらに研究を進めたい。 

また同時に、「透明吸管の可視化を活かして一生の記憶に残る教育」の手法を検討し、

「稀にしか起こらないトラブルが自身の経験上初めて発生したときにも、落ち着いて

リカバリーができる」職員を養成したいと考える。ただし、見える化による教育には

問題もある。実験の過程で実感したことであるが、自ら実験を行い、現象が起こる条

件を探り、なぜこれが起こるのかについて考える過程そのものが、最も効果的な学び

となる。教育は、エンターテインメントではない。透明吸管が逆に被教育者を観客と

したのでは本末転倒となる。このことも念頭に置きながら、教育活動にも注力したい。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

山岳遭難事故における効果的な捜索方法について 

－ＧＰＳ付きではない携帯電話からの通報時－ 

 

京都市消防局 宮田真行、木俣智行、八木悠介、今西 亘、福井康平 

 

 

1. はじめに 

近年、中高年の登山ブーム等により、全国的に山岳遭難事故が増えており、令和元

年は京都市で 97 件、U 区でも 33 件発生した。U 区では特に A 山山域が多く、過去 10

年間で 149 件発生している。（図 1）そのうち約 3/4 が A 神社表参道で発生している

が、表参道の場合は、地元消防分団が設置した標識等（写真 1）により、位置の特定又

は予想ができる。 

しかし、標高 924ｍの低山である A 山でも、表参道を外れて発生した場合、位置を

特定するのが困難で、消防、警察等多くの捜索隊が編成され捜索が開始されたとして

も、発見に著しく時間を要する場合がある。 

山岳遭難事故の特徴として、遭難発生原因の 37.9％が道迷いである（平成 30 年中 

令和元年 6 月 13 日警察庁発表）ため、遭難者位置の特定に時間を要することが多い。

加えて、転滑落による負傷や、低体温症、熱中症などにより、遭難者の命の危険が高

い場合も多いことから、一刻も早く発見救出する必要がある。 

また、山岳現場での活動は長時間活動となるため、各隊員の労力も大きく、危険が

伴う場合が多い。さらに、多くの部隊を長時間拘束する必要があり、こういった点か

らも、遭難者を安全に、早期に発見し救出することが求められている。 

 

2. 研究対象 

現在、遭難事故現場からの通報は、そのほとんどが携帯電話である。 

最近では、GPS 付き携帯電話の普及により、通報時に GPS の座標を取得できること

が多くなったが、この場合の位置特定は容易で、すぐに発見することが可能である。 

しかし、問題になるのが GPS 付きではない携帯電話からの通報時で、携帯基地局か

ら大まかな範囲を絞ることができる場合もあるが、その場合は、通報者から位置特定

に関する情報を聞き出し、推定していく必要がある。 

今回は、そういった GPS 付きではない携帯電話からの通報時を研究対象とした。 

捜索活動は、通報を受けてから、位置特定に関する情報収集、捜索範囲の検討、現
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地での捜索活動及びその管理、そして、発見できなければ次の部隊への引継ぎへと進

行する。 

そこで、この進行に合わせて各種調査実験を実施し、検証することで、より早期に

発見救出できる効果的な捜索方法について研究を実施した。（図 2） 

 

3. 捜索活動 

3.1 情報収集 

⑴ 携帯電話電波状況（図 3） 

A 山北側山域において、携帯電話を使用し、電波状況を調査した結果、谷筋ではほ

ぼ圏外となる一方、標高の高い尾根筋では電波が通じるということが分かった。 

このように、携帯電話のキャリアや気象条件により変わるが、発生場所の電波状況

が分かることで、まず、携帯電話での通報であれば、この付近の谷筋にいる可能性が

少ないと判断することができる。 

⑵ 位置情報の聴取及び検討【遭難者位置特定調査】 

GPS 付きではない携帯電話からの通報の場合、通報者からその位置を特定するため

の情報を聴取するが、携帯電話は生命線のため、素早く聞き取る必要がある。過去に、

当初、電話が通じていたのに、天候回復を待つ間や捜索中に携帯電話の電池が切れ、

発見時には死亡していたという事案も発生している。 

そこで、必要な情報を素早く聴取するため、「遭難者位置特定調査」を行い、どのよ

うな情報が位置特定に有効なのか、消防経験、登山経験、読図能力などが、聴取した

情報から位置を特定するのに、どのように関係しているかを調査した。 

100 名の消防職員を対象に、遭難者から聴取したという情報をもとに、何を使用し

てもいい条件で、地図上のどの範囲にいるのかを推定してもらう設問を 3 問出題し、

その中で、位置特定に決め手となった情報を各問 2 個ずつ選択してもらった。（図 4、

図 5） 

その結果、以下のことが分かった。（図 6、図 7） 

①正答者は、「行程」、「周囲の地形」、「見える地形・人工物」を重視しているが、そ

れぞれの優先度は、事案によって変わってくる。 

②正答者は、「現場経験年数」10 年以上の職員が多く、「登山経験」は普段から趣味

で山に登っている者、「出動以外の登山日数」は年間 5 日以上の者が多かった。 

③特に正答率の低かった 2 問目の正答者は、9 名のみであり、現場経験年数 20 年以

上の職員で、趣味として年間 10 回以上の登山をしている者の正答率が高く、地形

図を読めない者もいなかった。 

今回の調査後、全問正解者の 2 名に聞き取りをした結果、いずれも山岳調査のため、

普段から A 山のあらゆる道を歩いているとのことであった。 
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また、地形図上でその場所の地形は読み取れても、その位置からある対象が見える

かどうかの判断が難しいという声もあったが、こういった山の距離感は、実際に山で

地形図を見て、養われていく能力である。 

今回の結果から、遭難者位置の特定には、特に、建物やベンチなどの存在する人工

物を知っていることが非常に有効であり、山を歩き、山を知り、山に慣れることの重

要性が分かった。 

この調査結果から、位置特定のヒントとなる情報は各事案によって変わるため、さ

らに必要な情報を精査し、どんな事案でも必要な情報を素早く漏れなく聴取できるよ

うに、「位置情報ヒアリングシート」（図 8）を作成した。 

3.2 現場での捜索活動 

⑴ 呼掛けによる捜索【音声の伝わり方実験】（図 9、図 10） 

絞られた範囲を捜索する際、地上部隊は、遭難者に呼掛けながら周囲を注意深く見

渡し、漏れがないように捜索している。そして、呼掛けに応答のあった方向に近づい

ていくことで、発見に至ることが多い。 

しかし、過去に、遭難者の声は聞こえるが、声の方向に近づくと聞こえなくなり、

発見に時間を要した事案があった。 

そこで、この呼掛けの音声が、山岳地域ではどのように伝わり、どのような音がよ

く伝わるのかを調査した。 

A 山北側山域に仮想遭難者を配置し、捜索班 3 班がそれぞれのルートを移動しなが

ら、各班 7 箇所で遭難者と各班の音声がどう伝わるか、また、呼掛けの声と笛（品名：

FOX40）では、どちらが遠くまで伝わるのかなどを調査した。 

その結果、以下のことが分かった。（図 11） 

①同じ標高ならよく伝わるが、間に尾根があると伝わらない。（図 9 V→ア、イ） 

②低い位置から高い位置は、よく伝わる。（図 9 ウ→V） 

③高い位置から低い位置は、伝わりにくく、聞く側付近に川や風などの音があれば 

聞こえにくい。（図 9  V→エ） 

④谷筋は、斜面に反射して遠くまで伝わる。（図 9  V→オ） 

⑤樹林帯では、音は吸収され伝わりにくい。（図 9  V→カ） 

⑥高い音（笛）よりも低い音（人の声）の方が遠くまで伝わり、声は最大 1300ｍ 

（図 9 Ｖ→オ）、笛は最大 600ｍ（図 10  V→キ）届いた。 

この結果から考えると、前例の現場では、遭難者の声が聞こえた位置はちょうど遭

難者と同標高の谷筋であった。そこから、谷に沿って声の聞こえた低い方へ近づくと、

遭難者よりも低い位置になり、また、谷川の音で声が聞こえなくなったことが分かっ

た。 

こういった音の特徴を理解して、声を出す位置、聞く位置を決定する必要がある。 
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今回の実験では、声に比べ笛の音が遠くまで伝わらなかったが、笛の音は聞こえれ

ば聞き取りやすいため、遠くなら声を出し、近づくと笛で音を出すなど、遭難者が使

い分けることも有効である。 

また、谷筋を意識して声掛けをしたり、遭難者の応答を聞く位置については、川筋

を避けるなど周りに音がない場所を選び、声を出した後に沈黙時間を設ける「サイレ

ントタイム」を、しっかりとることも重要である。遭難者からの声の聞こえ方と方向

から、地図上でどの範囲に遭難者がいるのか予想したり、いくつかの谷筋で順番に声

を出し、どの谷で聞こえたか確認したりすることで、捜索範囲を絞ることもできる。 

音の伝わり方を理解することで、こういった効果的な捜索方法が選定できる。 

⑵ ヘリコプターからの捜索【ヘリからの見え方実験】 

山岳遭難事故においてヘリコプターは、上空から広範囲の捜索活動が可能で、発見

時にはそのまま救出活動に移行することができる。また、仮に救出活動ができなくて

も、その座標を地上部隊に送信することで、早期に遭難者と接触し救出することがで

きることから、山岳遭難救助現場において非常に有効である。 

そこで、ヘリコプターから地上にいる遭難者は、どのように見えるのか、また、ど

のような行動がヘリコプターから発見しやすいのかを検証するため、消防航空隊の協

力を得て上空からの撮影実験を行った。 

実験地は、A 山北側付近の広葉樹林の尾根で、木々はほぼ落葉しきった状態で実施

した。天候は、晴れ時々くもり、気温約 7℃、北西の風約 3～5ｍの状況であった。 

航空隊員の感想も含めた調査結果は、以下のとおりである。（図 12、写真 2、写真 3） 

①落葉した樹林間の斜面上で、LED ヘッドライト（80 ルーメン）をヘリコプターに 

向けて照射したところ、人の姿が見えるより先に光に気付き簡単に発見できた。 

②落葉した樹林の尾根上で、保温用「レスキューシート」（金・銀）のを頭上で左右 

に大きく振ったところ、動きがあることで上空からなんとか確認できた。 

③色付きのＴシャツ（赤、青、黄、紫、白、黒、オレンジ）を落葉した樹林の尾根 

上に並べたが、Ｔシャツが小さすぎて確認できなかった。 

④杉林の樹林帯の下で花火の煙を発生させたが、気温が低く、風もあったため、煙 

は上昇せず地表付近を横に広がって消え、上空からは確認できなかった。 

⑤尾根上で木を揺らしたが、風の影響でどの木を揺らしているのか、上空からは確

認できなかった。 

今回の実験では、ヘリコプターの法定最低安全高度（150m）という制限があったも

のの、ある程度聞取りで捜索範囲を絞らなければ、広大な山域の中で人を見つけると

いうことが、予想以上に難しいことが分かった。地表付近から空がよく見えている場

所でも、上空からは発見しにくく、葉の茂った樹木の下にいれば発見でいないことが

分かった。 
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色については、今回はＴシャツが小さ過ぎてよく確認できなかったが、周りにない

色が目立ち、それは、季節や場所によって違ってくる。さらに、目立つ色に動きがあ

るとより発見しやすいと考えられる。 

これらの実験から、遭難者にヘリコプターから発見されやすいように指示する内容

としては、以下のものが有効である。 

①できるだけ樹木が少ない場所へ移動する。 

②周囲にない色の服などを大きく振ったり、ライトがあればヘリコプターに光を照 

射し続ける。 

今回、効果が認められなかった行動であっても、風がないなどの条件が揃えば有効

と思われるため、上空の捜索隊員に違和感を持たせるような動きを起こすように、指

示することが必要である。 

⑶ 活動の集約及び引継ぎ 

山岳遭難事故は、警察等他機関と連携し、ルートを複数に分けて広範囲に捜索を実

施する場合が多い。 

指揮本部では、各隊の捜索ルートをしっかりと把握し、捜索実施済み箇所を正確に

記録する必要がある。しかし、捜索隊によっては、指揮本部と使用する地図が違って

いたり、記憶だけでルートを指揮本部の地図に記入するなど、捜索済みの範囲が正確

に記録されていないことがある。 

そういった問題を解消するためには、各隊が自隊の捜索した確実なルートを地図上

に記入し、それを指揮本部で集約することが必要となってくる。 

今回は、音声の伝わり方実験時の各班に、歩行したルートを自動的に地形図上に表

示記録する登山アプリを起動してもらい、一つの地形図に集約した。（図 13） 

こういったアプリを活用することで、確実に捜索済みのルートを把握することがで

き、捜索の重複や抜けを防ぐことができる。また、アプリ上では 1/25000 の地形図を

使用しているため、共通の地図を基に捜索ができることで、無線交信等での食違いが

少なくなる。 

 

4. 実捜索訓練 

「遭難者位置特定調査」及び「音声の伝わり方実験」を実施後、その結果を訓練参

加者に周知し、山での実捜索訓練を実施した。 

A 山域南側に仮想遭難者を配置し、2 種類の想定訓練を実施した。 

4.1 情報のみでの捜索（写真 4、図 14） 

1 想定目は、捜索隊員から遭難者に電話を掛け、5 分間で位置に関する情報を聴取

し、そこから呼掛けなしで捜索した。 

この実験では、聴取した情報から遭難者の位置を推定し、捜索箇所を絞って捜索を
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行った。呼掛けはできないという想定としたため、しっかりと周囲を漏れなく捜索を

していく必要があった。 

その結果、情報を基に予測した複数の尾根を順にたどっていくことで、入山開始か

ら 1 時間で遭難者を発見することができた。 

実際に捜索することで、「遭難者の行程」のなかでも、「最後に見た確実な場所」、そ

して「確実なルートを外れてからどのくらいの距離時間、どんな場所を歩いたのか」、

「何をしてルートを外れたのか。（倒木を避けた。用を足した。休憩して出発するとき

に道を誤った。道から滑落した。気付かないうちに違う道に入っていた。）」などが大

切であることが分かった。また、遭難者の言う「高い、低い」「急な斜面」など、主観

的な情報には、本人の登山歴や個人的な感覚差があるため、数値や比較するもので判

断する必要があることが分かった。 

今回の訓練では、道を外れてから数分歩いた尾根筋に遭難者がいたことから直ぐに

発見できたが、実際の遭難者は、道に迷い、何時間もさまよってから通報することが

多く、また、尾根でも谷でもない斜面上にいると、情報だけで捜索することは難しい

と感じた。 

しかし、聞き取り項目を表にした「位置情報ヒアリングシート」を活用することで

聞き漏れもなくなり、慣れれば短時間で聞き取りながら地図上でルートをたどり、絞

り込むことができると実感できた。 

4.2 音声のみでの捜索（図 15） 

2 想定目は、位置に関する情報はなく、呼掛けとそれに対する応答のみで捜索を実

施した。ただし、遭難者には、電話で呼掛けの声が聞こえたかどうかを確認できるこ

とにした。 

H 川沿いの谷筋 4 箇所で呼掛けを行い、遭難者から聞こえたとの情報があった二つ

の谷のどこかにいると予測し、西側の尾根から、方向を変えてさらに呼掛け捜索を続

けた。すると、当初の呼掛けが聞こえたという谷筋に近付くにつれて遭難者の応答が

聞こえ、結果的に、入山開始から 1 時間 20 分で、最初に呼掛けが聞こえたという谷

筋付近の斜面上で、遭難者を発見することができた。 

ここでも、下からの声は谷筋を通って約 900ｍも上に届いていたが、上からの遭難

者の声は、川の音も障害となり、下では聞こえなかった。500ｍ以上の距離があれば、

遭難者と捜索者の間に尾根があると聞こえず、遭難者から約 500ｍ以内の距離に入れ

ば、多少の尾根があっても聞こえるようになった。また、女性の声よりも男性の声の

方がよく届き、笛の音よりも人の声の方がよく聞こえた。 

今回は遭難者と携帯電話で会話できたため、呼掛けが聞こえたかどうかを確認でき

たが、電話が通じなければ声が届いても、届いたかどうかを確認することができない。

そのためには、上にも人を配置し、下から声を出して上で遭難者の声を聞くといった
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人員配置も有効であることが分かった。 

この「ヒアリングシート」を活用した情報収集と、音声の伝わり方を意識した呼掛

け捜索を実施すれば、声の出せる遭難者で、携帯電話がつながる範囲であれば早期に

発見することは可能である。 

また、遭難者役の感想から、捜索者の声が聞こえるだけで「勇気」や「安心感」が

生まれたため、たとえ応答がなくても、声掛けをすることは大切であることが分かっ

た。 

 

5. 課題 

今回は、電話連絡ができ、声を出すことのできる遭難者が研究対象であったが、こ

れは非常に恵まれた条件である。遭難者が、何時間も山中をさまよい、目標物が何も

見えない場合や、方角を知る術もない場合は非常に困難を極める。 

しかし、そういった遭難者に対する捜索活動に、今回の研究で得た捜索方法を活用

することで、発見できる可能性を高めることはできる。 

また、今後は、そういった遭難者や、連絡のとれない意識のない遭難者など、より

困難な遭難事故に対しては、SNS を活用して目撃情報を収集、GPS やドローンを使用し

て捜索を行うなど、新しい技術を積極的に活用し、検証を重ねていく必要がある。 

 

6. まとめ 

今回、各種調査実験に参加した者は、調査や実験で得た知識等を実捜索訓練で活用

することで、遭難者を早期に発見することができ、これらの捜索方法が効果的である

ことを実感した。 

捜索活動は、火災現場活動と同じように、理論だけではうまくいかない。事務室で

地形図を見て検討したときには見えると思っていたものが、実際の山では見えなかっ

たり、聞こえないと思っていた鉄道の音が、実際の山では聞こえることが分かったり

と、捜索活動のベースとなる距離感などの基本的な山の感覚は、山に入ってみないと

実感できない。 

そういった山の感覚を養いつつ、今回研究した必要な情報を効率よく聞き出し、捜

索範囲を的確に絞る技術を磨き、ヘリコプターと連携して、音の伝わり方を意識した

捜索活動を実施することで、より効果的な捜索活動が可能となり、連絡の取れる遭難

者であれば、必ず早期に発見し救出することが可能になると確信している。 
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  遭難事故発生位置 

写真 1 地元消防分団が設置した標識 

図 1 A 山過去 10 年遭難事故発生位置 

平成 22 年から令和元年までの 10 年間に発生し

た、遭難事故発生位置を地形図上に表したもの 

図 2 今回の研究内容 
捜索の段階に合わせ調査実験を実施 
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図 3 携帯電話電波状況 
谷筋が圏外であることがわかる。 

図 4 遭難者位置特定調査設問例 
このような設問から遭難者位置を推定する。 
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図 6 遭難者位置特定調査結果① 
正答者の傾向 

図 5 遭難者位置特定調査 
遭難者位置を推定し、この地形図上で選択する。 

現場経験年数 
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遭難者 

装備 

⾏程 

今いる場所 

⾒えるもの 

聞こえる⾳ 

位置情報ヒアリングシート

〇遭難者

氏名 アタゴ　タロウ 年齢 43 性別 （男・女） 服装（色） 上 紺 下 紺作業服

登山歴 （初・中・上）

3 ケガ 斜面でこけた右足首 歩行

〇所持品

地図 携帯 電池残量 63%

食料・水 １食分 ライト （ヘッド・手持ち） コンパス × 笛 〇 鏡 ×

〇行程

保津峡→ツツジ尾根→山頂→保津峡駅へ

（標識・知っている・特徴）

荒神峠

ツツジ尾根方面に向かった

（目標・特徴）

２つくらいピーク越えて下った尾根に入った

（知らない間に・倒木・トイレ・休憩・滑落した） そそる尾根が見えたので入った

時間 ５分 距離 少し

急ではない，緩やかな斜面

×

〇今いる場所

（ピーク・尾根・谷・斜面）

（どの方向が下・急・緩い）

太陽が真正面

（針葉樹・広葉樹・入り混じってる） 雑木林，ヒノキ，広葉樹

〇見えるもの

（建物・道・ガードレール・送電線・橋・看板・・・）

送電線，鉄塔が４，５本

（どっちの方向・どのくらいの距離・自分の位置より高い・低い）

真正面の右に高い山，山と山の間の奥にさらに高い山

〇聞こえる音

（電車・車・人の声・飛行機・川・風・鳥・・・） 風が強くて聞こえない

〇メモ

外れてどれくらい歩いた？

登山スタイル （普通の道・道を外す・沢登り・岩登り）尾根マニア

その山は何回目 （可・否）

（地形図・山と高原地図・ガイドブック・アプリ） （スマホ・ガラケー）

どこからどこへ向かってた？

最後に見た確実な場所は？

確実な場所からどう歩いた？

ルートを外れたのはどこ？

それはなぜ？

近い・遠い

外れてどんなルート進んだ？
（急坂・沢・尾根・藪・シダ・雪）

その間特徴的なもの見た？

どんな地形？

斜面の向き・角度

太陽・月・市街地の見える方向

周りの木は？

人工物は

周囲の山や川

どんな音

方向

図 7 遭難者位置特定調査結果② 
正答者が重視したこと 

図 8 位置情報ヒアリングシート 
必要な情報を漏れなく素早く聞くために作成したもの 
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図 9 音声（声）の伝わり方実験結果 

図 10 音声（笛）の伝わり方実験結果 

遭難者位置 
（標高 750ｍ） 

遭難者への 

笛の伝わり方 

600ｍ 

遭難者位置Ｖ 
（標高 750ｍ） 

遭難者からの 

笛の伝わり方 

０     聞こえない 

１     かすかに聞こえた 

２     小さく聞こえた 

３     大きく聞こえた 

キ 

遭難者位置Ｖ 
（標高 750ｍ） 

1300ｍ 

遭難者位置Ｖ 
（標高 750ｍ） 

０     聞こえない 

１     かすかに聞こえた 

２     小さく聞こえた 

３     大きく聞こえた 

遭難者からの 

声の伝わり方 

遭難者への 

声の伝わり方 

ア 

ウ エ 

オ 

イ 

カ 
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色Ｔシャツを並べる✖ 

光を当てる（ライト）◎ 

煙を出す✖ 

木を揺らす✖ 

図 12 ヘリからの見え方実験結果 

上空から確認した結果、ライトをヘリに向けることが効果的と  

分かった。 

レスキューシートを振る○ 

図 11 音声の伝わり方実験結果まとめ 
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レスキューシート
を振っている 

LED ヘッドライト
を向けている 

写真 3 ヘリからの見え方実験② 

樹林帯（針葉樹林）の下の遭難者は見

えない。 

写真 2 ヘリからの見え方実験① 

LED ヘッドライトを容易に確認できた。 

図 13 捜索済み範囲地図 
登山アプリでまとめた各班の捜索ルート 

写真 4 実捜索訓練① 
ヒアリングシートを活用して聴取 
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図 14 実捜索訓練① 
情報のみでの捜索結果 

図 15 実捜索訓練② 
音声のみでの捜索結果 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

分電盤からの出火事例 

～磁性体にかかる応力～ 

 

東大阪市消防局 後藤潤也、林 卓、東元祐磨、中井達也 

 

 

1. はじめに 

本事例は、市内小学校の校舎と体育館のエアコン設置工事に伴い、敷地内に設置さ

れた屋外キュービクル式高圧受電設備（以下「キュービクル」という）に分電盤を増

設し、試運転を行った際に分電盤から出火した事案である。 

出火原因を調査していくと、特異な経緯で短絡事故が発生することが判明したため、

その発生要因を詳細に調べ、今後の電気火災における原因調査の一助になると考え紹

介する。 

 

2. 火災の概要 

 出火日時 令和元年 8 月 24 日 11 時 26 分 

 覚知日時 令和元年 8 月 24 日 11 時 28 分 

 被害状況 市立小学校敷地内にあるキュービクル一部焼損 

 

3. 関係者の供述 

 通報者は、学校敷地から 6m 道路を挟んだ向かいの花屋である。ちょうど店先にいた

ところ、突然キュービクルが爆発して炎が出たため通報している。キュービクル付近

は無人であり、通報後に 2 回目の爆発があり、作業員が来て初期消火しているのを確

認している。 

 エアコンの施工管理業者によると、分電盤から少し離れた位置で試運転の操作をし

ていたため、分電盤周辺は無人状態であった。校舎北側に繋がっている系統のエアコ

ンを試運転した直後にキュービクルの方から爆発音が聞こえたため、向かったところ

増設した分電盤から火炎が出ており、消火器で消火している。焼損した分電盤は 8 月

上旬に取り付けが完了し、エアコンの設置と配線工事は 8 月中旬に完了している。出

火日前日の23日に各配線用遮断器をONにしてエアコン本体までは印加状態であった。 

（写真 1、2 参照） 
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4. 実況見分状況 

4.1 第 1 回実況見分 

 焼損が認められるのはキュービクルに設けられている分電盤のみである。分電盤は

トランスから引いた動力線を 3 つの配線用遮断器(LM-1/LM-2/LM-3)へ分岐させている。 

配線用遮断器の LM-1 は校舎南側空調室外機(定格 46kw)、LM-2 は校舎北側空調室外

機(定格 37.8kw)、LM-3 は体育館空調室外機(定格 5.1kw)へ分配されている。各配線用

遮断器及び空調室外機までの結線は、結線図どおりに施工されている。（図 1 参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 増設分電盤 

分電盤 

スカイリモート 

写真 1 キュービクル外観 
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分電盤を詳細に見分すると各配線用遮断器は ON の状態で、焼損が認められるのは

LM-2、LM-3 及びその一次側のブスバーのみである。ブスバー部分には合成樹脂のカバ

ーがされており、LM-3 付近を中心に焼き溶融している。LM-2 の二次側をテスターで測

定すると、200V 印加されている。LM-3 の一次側端子付近が破損し、台座から外れた状

態である。R 相及び S 相の一次側端子及び固定接触子は台座に残存し、導通を確認す

ると導通が認められる。合成樹脂カバーを取り外して見分すると、LM-2 及び LM-3 の

一次側ブスバーは、所々が溶融焼失している。分電盤に水分が侵入した痕跡はなく、

付近に小動物や焼損する工具等は認められない。（写真 3、4 参照） 

焼損している LM-2、LM-3、ブスバー及び周辺残渣を収去し、メーカーと合同で鑑識

見分を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 第 2 回実況見分（施工管理業者及び配線用遮断器メーカーと合同鑑識） 

 鑑識前に大阪市消防局に依頼し、X 線透過装置を使用して配線用遮断器を撮影する

が、LM-3 の破損箇所を除き内部に目立った溶融痕は認められない。（写真 5、6 参照） 

 ブスバーを見分すると、各相は 11 ㎜から 14 ㎜の絶縁空間を取り、平行に固定され

ている。分岐されて LM-3 に接続するブスバーの S 相及び T 相が溶融し、焼失してい

る。LM-2 の一次側端子付近のブスバーは若干溶融しているが、LM-2 各端子にはしっか

りと固定されており緩みは認められない。（写真 7、8 参照） 

LM2 LM3 

LM1 

写真 3 分電盤 

LM3 
LM2 

LM1 

写真 4 合成樹脂カバーを外した状況 
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 LM-2 の外観は、R 相及び S 相の一次側端子付近を中心に黒く焼きしている。内部も

同様に黒く焼きしているが、溶融等は認められず原形を保っている。内部接点の固定

接触子及び可動接触子は、黒く煤けており、接触面が若干荒れている。この接点の荒

れについてメーカーに確認すると、「製品出荷前に全品遮断試験を実施しているため

このような痕跡が残る。」とのことである。同型品の接点を確認するも、事故品と同様

に接点の荒れが認められる。（写真 9、10 参照） 

 LM-3 の外観は、第 1 回実況見分のとおりである。破損し、台座に残存する R 相 S 相

の一次側端子及び固定接触子を取り外して台座を見分すると、台座には溶融する銅が

固着している。各相の固定接触子及び一次側端子は黒く焼きし、若干溶融しているが

原型を保っている。本体を展開し、消弧装置を確認すると、R 相の全部及び S 相の一

部が焼失している。可動接触子は、各相黒く焼きしているが溶融痕は認められない。

（写真 11～14 参照） 

 以上の見分結果から、施工管理業者が始動させた校舎北側空調機の配線用遮断器で

ある LM-2 本体及びブスバーとの接続端子には、ジュール熱が発生するような火災の

要因となる痕跡は認められず、LM-3 も同様に内部本体から出火する要因は認められな

い。事前に文献調査(1)により「大電流遮断時に配線用遮断器(MCCB)から発生する消弧

ガスに起因した火災事例」について、その発生要因についても確認したが、二次側で

短絡した痕跡はなく各配線用遮断器もトリップしていないことから否定した。よって、

出火箇所及び経過として各配線用遮断器一次側のブスバー部分が短絡して出火したと

判断し、この見解について施工管理業者及びメーカーとも見解が一致した。しかし、

施工管理業者の説明では LM-2 系統に電流が流れたことがきっかけで短絡しているが、

ブスバー部分で短絡するに至った経過や、何を介して短絡したのかが不明であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5 LN-3 の X 線写真 

写真 6 LN-2 の X 線写真 
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写真 7 LM-2,LM-3,ブスバー 

LM3 

LM2 

写真 8 ブスバー間隔及び溶融状況 

写真 9 LM-2 の消弧室及び内部接点 写真 10 LM-2 の同型品の状況 

写真 11 LM-3 の台座 写真 12 LM-3 及び同型品 

LM-3 同型品 
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5. 実験 

 配線用遮断器の取扱説明書を見直していたところ、接続導体に事故電流が流れた際、

電流値に応じて大きな電磁力が発生し、導体同士に応力が働く旨の注意書きがある（表

1 参照）。このことから連想して大きな電流が流れている導体が、その付近にある金属

に対して何らかの作用が発生するのではと考え、実験を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 13 LM-3 内部の状況 

写真 14 LM-3 内部接点及び消弧装置 

導体 1ｍあたりに働く電磁力(三相短絡の場合)Ｎ 

表 1 配線用遮断器取扱説明書注意書き 
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5.1 予備実験 

 実験は、単相 2 線式 100V の分電盤を見立てた実験装置に絶縁処理した 22 ㎟の IV や

ブスバーを取り付けて大きな電流を流した際、付近の金属の反応を観察する。確認す

るポイントと実験結果については以下のとおりである。 

 ① 付近の金属が反応するか。 

   電流を流した瞬間にブスバーや IV などの導体に引き寄せられた。 

 ② 反応する金属、反応しない金属の種類は。 

   鉄のみが反応し、銅やアルミニウムには反応が認められない。このことから、

磁性体に反応するのではないかと考察する。 

 ③ どれくらいの電流値で反応するか。 

磁性体の大きさや重さ、形状によって異なるが、長さ 52 ㎜の釘で概ね 50A 以上

の電流で引き寄せられた。 

 以上の実験結果から、コイル状に巻いた導体でなくても大きな電流であれば電磁石

の様な作用があり、接地側、非接地側に関わらず付近の磁性体を引き寄せる応力がか

かる。なお、様々な実験をした結果、応力は電流値に比例し、距離に反比例すること

が判る。（写真 15、16 参照）では、三相 3 線式 200V の実現場でも同様の作用が働くの

か。また、実際の施工時にそのような金属小物がブスバー付近に残る可能性があるの

かの確認をするため、現場にて再度実験を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 15 実験装置設定状況 

写真 16 ブスバー付近に設定した磁性体 
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5.2 実現場での見分及び実験 

 火災があった小学校は、夏休み期間である 8 月末に火災があったため、2 学期の間

は仮の分電盤を取り付けてエアコンを使用しており、その間に火災時と同じ設計の新

規の分電盤を作成し、12 月に改めて取付け作業を実施する予定であった。業者が作成

した分電盤のブスバー部分にはゴム製のチューブで絶縁処理し、各相の端子間には絶

縁バリアを設け、短絡事故防止対策を施している。（写真 17、18 参照） 

 実験は、電気工事業者による分電盤取付けの作業工程を確認し、金属小物を置き忘

れる可能性について確認した。その結果、ワッシャー等の金属小物の数量までは管理

されておらず、工事中もいたる所にワッシャーが置かれている。作業終了時に置き忘

れている金属小物はなかったものの、仮に合成樹脂カバーで覆われているブスバー部

分に金属小物を置き忘れた場合、外観上は見えない位置であることが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工事完了後、電気工事業者と施工管理業者に対し、現在の消防の見解と今後の実験

内容について説明し、協力を依頼する。実験前に永久磁石を使用して分電盤取付けに

使用されていたボルトやワッシャー等の金属小物が磁性体であることを確認した。実

験で確認するポイントと実験結果については以下のとおりである。 

 ① エアコン始動後のピークの電流値 

   クランプ電力チェッカ（横河計測株式会社 CW10）で測定した結果、最大 275A

の電流が流れた。 

写真 17 新規分電盤取付け状況 

写真 18 樹脂製カバーを取付けた状況 

令和２年度消防防災科学技術賞受賞作品資料集

-105-



 

 

 ② 磁性体に反応がみられる電流値 

   90A に達したところで、ブスバーにクリップが引き寄せられた。なお、金属小

物の設置場所によって引き寄せられる応力に差があり、予備実験と同様で反発す

る作用は起きなかった。 

実験場所が屋外であり、風の影響もあり正確な結果が得られなかったが、予備実験

と同様に磁性体がブスバーに引き寄せられる作用が起きることが判った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 出火原因 

 関係者の供述及び実況見分状況から、校舎北側の空調室外機(定格 37.8kw)を作動さ

せたことをきっかけに分電盤に取り付けられた配線用遮断器一次側のブスバー部分で

短絡し、出火した可能性が高い。電流が流れたことがきっかけに出火しているが、接

触部過熱のようなジュール熱が発生する箇所はなく、事故電流が流れた形跡も認めら

れない。 

 様々な実験結果から、現場で使用されているボルトやワッシャー等の金属小物が磁

性体であり、定格内の電流値でもそれらの磁性体を引き寄せるほどの応力が確認でき

た。第 1 回実況見分では、溶融した金属小物を発見できていないものの、エアコンを

始動させて電流が流れたことでブスバー付近にあった磁性体に応力がかかり、異極間

でトラックが形成され短絡した結果、ブスバー同様、金属小物が溶融して粉々になっ

たと考えるとすべての供述と見分結果に矛盾がなくなる。 

 この結論について、電気工事業者及び施工管理業者とも見解が一致した。 

 

7. 本事例の課題 

 出火原因判定まで辿り着いたものの、本事例は以下の点について課題がある。 

写真 19 実験状況 
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 ① 今回の事例を電気工事業者、施工管理業者など業界関係者が知らなかった。 

 ② なぜ電流が流れている導体に磁性体が引き寄せられるのか原理がわからない。 

③ この原理が起因する火災事例や参考文献がないため、火災調査関係者が調査し

やすいように文献として残す必要がある。 

7.1 業界関係者への周知 

 関西電気保安協会が発行する広報誌「電気と保安」に本事例と対策を掲載する。ま

た、同協会が実施する電気主任技術者向けの講習会で事例と対策を説明する。 

7.2 原理の解明 

 電流が流れることにより磁界や磁束密度が発生することは一般的であるが、その影

響で磁性体に対してどのような作用が起きるのか。その原理の解明について、いくつ

かの機関に協力を依頼した結果、大阪工業大学工学部電気電子システム工学科から、

その原理について説明いただいた。 

 導体に電流が流れることでアンペールの法則により磁界及び磁束密度が発生する。

磁界及び磁束密度は、電流が流れる導体に近ければ強く、遠ければ弱くなる。その磁

場中にある磁性体にかかる磁界と磁束密度は、導体に近い側 H と遠い側 H’とで差が

生じる。磁束はそれぞれの間隔を広げようとする方向に力が生じる性質がある。電線

に近い磁性体の面付近では、内部から空気側に力 F′が働き、空気側から内部にも力

F が働く。これらの力は磁界と磁束密度の積で表すことができるので、F′の方が大き

くなる。そのため電線に近い磁性体の面では、F′-F の電線側に引き寄せられる力が

働く。さらに、電線から遠い磁性体の面でも同様のことが起き、F1′-F1 の電線側から

遠ざかろうとする力が働く。これらの力の大小関係で磁性体である物体は動くことに

なるが、結果的に（F′-F） は（F1′-F1）よりも大きいため物体は電線側、すなわち

磁界が強い方に引き寄せられることになる。この力は、（F′-F）-(F1′-F1)と表わすこ

とができ、距離が近づくにつれて応力が増していく。（図 2、3 参照）このような応力

を「マックスウェルの応力」と呼んでいる。(２) 

 予備実験も実現場でも単相か三相かの違いはあるが、どちらも交流である。そうな

ると磁界の向きは常に変化するが、この応力は電流（磁界）の向きに関係なく磁界の

大きさ H の二乗、すなわち磁界の強弱に影響するため、磁界が強い方向、つまり電流

が流れている導体へ近づいていくことになる。なお、図 4 のように異極にまたがって

置かれた磁性体にかかる影響は、それぞれのベクトルの和に応じた電流値から計算さ

れるため、単線よりも磁性体を引き寄せる力が強くなり、両極に接触し、短絡するこ

とになる。 

 図 2 及び図 3 により求められた「差し引いて電線に近づく力」は、1 ㎡にかかる単

位面積当たりの応力であるため、電線から見た磁性体の表面積を掛ければ、実際にか

かる応力が求められる。 
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この原理により仮に電線に 275A の電流が流れ、10 ㎜離れた場所に長さ 52 ㎜幅 2

㎜の釘を置いた場合、およそ 9.6g の引き寄せる応力が発生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 磁性体に働く力の原理（マックスウェルの応力） 

図 3 磁界、磁束密度、応力の関係図 

図 4 異極にまたがった磁性体にかかる応力 
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7.3 事例発表 

 本稿を含む様々な場所で本事例を発表し、多くの調査員の参考となるような形で残

していく。 

 

8. おわりに 

 本事案は、実況見分と鑑識では「何らかの原因でブスバーが短絡した。」としか言え

ないような結論になり詳細な原因判定まで行きつかなかったが、約 5 か月にわたり粘

り強く調査し、実験を繰り返したことで、磁界中で磁性体に応力がかかるという現象

に辿り着いた。 

 この現象を電気工事関連の業界に周知し、電気火災防止に繋げることで火災予防に

大きく寄与できる。さらに、今後も様々な想定での実験を重ね、より実用的な資料を

作成する等、まだまだ発展の余地がある事例であるといえる。 

 今後も、探求心を持ち粘り強く調査業務に取り組んでいきたい。  
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 「電磁気学入門(5)電磁エネルギーと電磁力」日本 AEM 学会誌 22 巻 1 号 (2014) 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

アークマッピング法の活用について 

 

福岡市消防局 東消防署 警備課（第２） 川越怜史 

 

 

1. はじめに 

火災調査は，火災事象にある種々の要因，また，事実を克明に記録し，消防として

の判断を加えることで火災の予防・警防などの消防行政の諸施策に反映させる大きな

役割を担っている。火災調査の出発点は，物が焼損した事実を覚知することであるが，

火災による燃焼及び消火活動により，現場の物件は破壊され，証拠資料として復元が

困難な状況となることも少なくない。また，焼損程度が強くなるほど火災に至った原

因を究明することが困難となる。 

調査員には，その資質として科学的で柔軟な思考，たゆみない探究心，調査に従事

し得る体力を備えていることが要求されるが，焼損状況から火災拡大の延焼経路等を

正確に把握し，原因を究明するためには，豊富な経験に裏打ちされた確かな知識・技

術が必要であることはいうまでもない。 

当市においては，毎年，複数回の研修等による調査技術の修得に努めているところ

であるが，近年では，以下に示す複数の課題が顕在化している。 

（１）課題１：調査員の世代交代・経験の薄弱化 

近年のベテラン職員大量退職に伴う世代交代や，火災件数の減少により，調査技

術の伝承や火災現場における経験の蓄積の状況が芳しくなく，早急な調査員育成が

急務である。 

（２）課題２：調査員の技量により変動する調査結果 

当市の火災調査においては，統一された実施手順は示されておらず，各調査員の

判断により，火災の様態に応じた実況見分等を行っているところである。 

このため，原因判定に有用な根拠資料を効率的・効果的に収集できるか否かは，

調査員個々人の技量によって左右されているのが実情である。 

（３）課題３：火災調査資料の公開 

近年においては，市民からの火災原因調査書類に対する情報公開請求件数の増加

や，裁判へ調査員が召喚される証人喚問など，原因判定の根拠資料の提供を求めら

れる機会が増加している。 

このため，消防機関が行う火災調査には，情報公開請求等に耐えうる，高い精度
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が求められている。 

当市においては，上記（１）から（３）の課題が顕在化していることから，火災調

査の質の向上を図る打開策を早急に講じる必要に迫られているところである。 

このような中，筆者は当市で発生した木造建物の全焼火災において，これまでとは

異なったアプローチにより出火箇所を限定する調査手法を発見した。 

一般的に，火災原因調査では，焼損状況を調査することで「少なくともこの範囲か

ら出火したことは間違いない」という範囲を「出火箇所」として判定する。出火原因

は，その限定された出火箇所内を詳細に調査することで導かれるものであるため，出

火箇所の判定を誤ると必然的に出火原因を誤ることとなる。このため，出火箇所の判

定は慎重を期するべきである。しかし，仮に，誤判定をおそれて出火箇所を絞り込め

ず，広範囲に判定してしまうと，出火原因を導くための詳細な調査を要する範囲が過

大となり，多大な労力を費やすことになる上，原因調査の精度が低下することとなる。 

このため，出火箇所の判定を最小限の範囲に限定することは火災調査における非常

に重要な要素であり，調査員のスキルが問われる場面であるといえる。 

筆者が発見した調査方法は，火災現場に生じている屋内配線の電気痕の位置から，

火災の初期に焼損した箇所を導くというものであるが，この手法の一般化を試みるに

あたって文献等を調べるうち，米国の火災原因調査の国家基準である「ＮＦＰＡ９２

１」に「アークマッピング（arc mapping）」として紹介されているものと同一である

ことを知った。 

米国の火災原因調査では，公的な機関である警察，消防等が調査を行うこともある

が，犯罪の疑いがない場合の火災原因調査は，主に保険会社等の民間企業によって実

施される。この際，調査結果が自社の利益になるように不正に操作されることがない

よう，火災原因調査の国家基準「ＮＦＰＡ（全米防火協会）９２１」により，火災調

査の手法が定められている。これによって，どの機関が調査を実施した場合であって

も，また，ベテラン調査員や初級調査員であっても，全員が同じ基準で調査を実施し，

同じ判断で結論に至ることができる仕組みが構築されている。 

アークマッピング法は，その理論が単純で合理的であることから，初級の調査員で

あっても活用可能であり，根拠としての客観性を十分に満たしている。また，アーク

マッピング法における判定資料は，木造建物の全焼火災においても収集可能であり，

有効であると考えられる。 

以上のとおり，アークマッピング法は，今後の運用次第では当市の火災調査に関す

る前述の課題を解決する糸口となる可能性を秘めていると考えられることから，今回，

その有用性を調査し，発展性について考察した。この事例が，アークマッピング法と

いう調査手法を知ってもらうきっかけとなり，同様の課題を抱えている他の消防本部

の調査員の一助となれば幸いである。 
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2. アークマッピング法の概要 

アークマッピング法とは，火災現場に残された電気配線の短絡痕を図面上に記す

（マッピングする）ことで，出火箇所の絞り込みに活用する手法である。 

火災による電気配線の短絡は，電圧が印加された状態の配線が高温に曝されて被覆

が焼損するなど，絶縁状態が保てなくなって生じる。多くの場合，屋内配線は短絡箇

所が断線するため，最初の短絡が起きた後は，火災の進行に合わせて電源側（以下「一

次側」という。）のみに，２箇所目以降の短絡が生じることとなる。アークマッピング

法は，このメカニズムに着眼し，出火建物内で発生した短絡痕の内，一次側からみて

最も離れた箇所で生じている短絡痕の付近で火災が発生したと判断するというもので

ある。（図１） 

 

図１ 屋内配線の短絡 
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現場におけるアークマッピング法の具体的な活用手順は非常に簡潔で，火災現場の

屋内配線の経路及び短絡状況を確認し，図面上に記録するだけである。建物の空間の

焼損状況と配線の短絡状況を並行して確認することで，出火箇所判定の判断材料を多

角的に検討することができる。 

現場経験の豊富な調査員であれば，一定規模以上の建物火災の現場において，焼け

跡から複数の短絡痕が発見されることが多いのは周知のことであるが，これらの短絡

痕は，多くの場合「出火原因とは直接関係がない」として無視される情報となってい

る。アークマッピング法では，これらの情報を収集して「出火箇所」を判定する手助

けとするもので，（少なくとも当市においては）現在までの調査手法とは異なる新たな

視点での判断材料を示してくれることが期待される。 

 

3. 火災調査事例（アークマッピング法の発見） 

出火日時：平成３１年３月 深夜 

場  所：福岡市内 

損害程度：全焼１棟，部分焼２棟，ぼや１棟 

死 傷 者：死者１名 

（１）現場到着時の状況 

消防隊の現場到着時，出火建物（以下「Ａ建物」という。）の屋根から激しく火煙

が立ち上り，南側に隣接する建物に延焼危険がある状態であった。（図２） 

屋根部分から立ち上る炎は，Ａ建物の中心からやや南寄りの位置で，南側の開口

部から火炎が噴出しており，南北で比較すると南側の燃焼が熾烈である。 

（２）発見者の供述 

発見・通報者は，Ａ建物の南側に隣接する住宅の居住者であり，「音がしたので外

に出ると，（Ａ建物の）２階北西側の窓から炎が噴き出していた。」との旨を供述し

ている。 

（３）Ａ建物内の見分状況 

Ａ建物の１階部分は，全体的に焼けは弱い。 

２階部分は，中央から南寄りの床板が広範囲に焼け落ちている。（図３） 

ただし，２階の床は，北寄りの「台所Ｂ」及び「ダイニング」が畳で，他の箇所

は板張りであるため，単純に焼けの強さを比較することはできない。 
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図２ 消防隊の現場到着時の状況 イメージ図 

 

図３ 出火建物２階床板の焼け抜け状況 

  ：床板の焼け抜け範囲 
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（４）上空からの見分状況 

出火翌日，消防航空隊により上空から撮影した画像を確認すると，屋根はほとん

ど焼け落ちており，南寄りの一部に瓦が残存している。（図４） 

 

図４ 上空からみた焼損状況 イメージ図 

 

以上のとおり，調査の初期に得られた情報からは，建物の延焼方向が判然とせず，

出火箇所を判定する決め手に欠ける状況であったため，詳細に見分する範囲を限定で

きずにいた。 

この時点では，発見者の供述中で燃焼が熾烈であったとされる「２階北西側」が，

最も有力な情報であると思われた。発見者は誰よりも早く火災現場を目撃し，また，

２階北西側は台所であるため複数の火源が存在し，出火する要素を満たしていたから

である。 

（５）短絡の発生箇所に基づく出火箇所の仮定 

建物内の調査を開始したものの，詳細に見分すべき範囲が限定されていないため，

調査員は建物内の広範囲に散らばりつつ（その時点で最も出火箇所候補として有力

な２階北西側台所ではやや慎重に），燃焼方向を示す痕跡を探すことから始めた。 

筆者は，建物の燃焼方向を示す焼損状況を改めて確認するため，再度，建物の外

部から内部を広範囲に調査することにした。そして，屋内配線の短絡痕に着目した。 

Ａ建物の分電盤は１階南側の中央部にあり主ブレーカーが作動している。屋内配

線は，分電盤から２階へ向かって直上方向に分岐しており，各居室等への配電状況

は，各階ともに建物の東西を隔てる中央の梁に沿って北に向かいながら東西に分岐

令和２年度消防防災科学技術賞受賞作品資料集

-115-



 

 

して配されている。建物内の屋内配線を見分すると，複数の短絡痕を認める。短絡

痕が生じている位置は，全体に均一に生じているわけではなく，偏りがある。（図５） 

 

図５ 屋内配線略図 

 

屋内配線の短絡は通電している状態でなければ生じないため，１本の屋内配線上

で生じた複数の短絡痕は，その発生順が明確である。 

屋内配線の短絡痕の「偏り」は，分電盤の主ブレーカーが作動した時点以前に火

災熱に曝された屋内配線でのみ短絡が生じたためであり，建物内で生じた短絡痕の

発生状況は，火災の進行順序を示す重要な手がかりとなり得ると考えられた。 

そこで筆者は，図面上に短絡痕を記した上で，様々な箇所を「仮想出火箇所」と

仮定したときの燃え広がり方と，それに伴う屋内配線の短絡に矛盾が生じない箇所

令和２年度消防防災科学技術賞受賞作品資料集

-116-



 

 

を探り，２階北東側の「ダイニング」から出火した可能性が高いと推測した。（図６，

図７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 短絡の発生箇所に基づく出火箇所の仮定 
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図７ 出火箇所の可能性が高いといえる範囲 

 

この推測に基づき，改めてダイニングの付近から重点的に調査を進めていったと

ころ，ダイニング側からの延焼を示す焼損状況を複数認めるに至った。 

なお，ここで発見した「延焼を示す焼損状況」については，「ダイニング側から出

火した可能性がある」という共通認識をもって調査を行ったことで発見に至ったも

のであり，調査初動時の「台所側から出火した可能性が高い」という意識の下で調

査を行っていた場合では見落とした可能性が高いものであった。 

（６）結論 

以上のとおり，Ａ建物中の焼損状況を調査した結果，ダイニング側が出火箇所で

あることを推認させる焼損状況を多数認めるに至ったことから，出火箇所は「Ａ建

物２階北東側ダイニング」と判定した。 

（７）調査手法の検証 

火災調査終了後，筆者は，前述の「短絡の発生箇所に基づく出火箇所の仮定」が，

一般的に広く知られた調査手法であるのか，また，その調査手法によって得られた

推測がどの程度の確実性を満たしていると判断されているのかについて，文献等に

よる調査を行った。 

その結果，類似する調査手法はほとんど発見できなかった（火災調査に関する文

献中「電気火災」の項において，１系統の電気配線に限定した上で出火原因を判断

出火箇所の可能性が高い範囲 

 

同心円スケールの中心をこの

範囲内に置くとき，短絡痕の

位置に矛盾は生じない 
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する指標として紹介されているものはあったが，建物全体を対象として出火箇所を

推定するものはほとんどなかった）が，論文『火災調査のための電気的溶融痕形成

機序に関する研究』（以下「参考文献」という。）中に，今回筆者が行った調査手法

を「アークマッピング法」として紹介しているものを発見した。 

参考文献によれば，『電気ケーブルが通電状態であれば出火場所直近の電気ケー

ブルに，電気的溶融痕が発生するため，この電気的溶融痕の位置から出火場所を推

定する方法をアークマッピング法と言う。』『欧米ではアークマッピング法を，官民

を問わず，多くの火災調査員が活用しており，米国防火協会から，アークマッピン

グ法の手法や注意点などが記載されたガイドブックＮＦＰＡ９２１が発刊され，

（略）ガイドブックＮＦＰＡ９２１は多くの国の言葉に翻訳されている。中国や韓

国でも，それぞれの母国語に翻訳されて使用されている。』としている。また，アー

クマッピング法の利点として『ベテランの火災調査員も初心者の火災調査員も，同

じ基準で出火場所を推定することができる利点がある』と述べている。 

その理由として，アークマッピング法が，電気ケーブルに発生した電気的溶融痕

の位置を正確に記録し，配電盤から遠い箇所にできた電気ケーブルの電気的溶融痕

の位置が出火場所に近いとされていることを前置きした上で『建物内の木材の焼損

が，火災の時間経過に伴い，建物内の開口部や助燃材の影響を受けて変遷するため，

焼けの強い場所が必ずしも出火場所にならないことがあるのに対して，アークマッ

ピング法による出火場所の推定は，火災の初期段階に発生する電気ケーブルの電気

的溶融痕から判断するため，これらの影響を受けにくいと考えられる。また，木材

は火災の時間経過の焼損にともない，焼失するのに対し，電気ケーブルの芯線は金

属（銅）であり，火災直前の状況を留めたまま，火災鎮火後もそのままの形状で残

るので，発見しやすい。そして電気的溶融痕の位置を正確に記録に留めれば，客観

性もある。』としている。 

火災調査において，焼損建物中の木材の焼損状況から延焼方向を推測することは

一般的な手法であるといえるが，建物の開口部付近において，空気の流入によって

燃焼が促進され，出火箇所とは関係がない方向に強い焼損を呈しているのを見分し

たことは，多くの調査員に経験があると思われる。そのような場合，一定の経験を

積んだ調査員であれば，その「強い焼損」について「空気の流入」という理由を付

して出火箇所の判定根拠から除外するが，経験の浅い調査員にとっては，延焼方向

の考察に混乱を招く非常に厄介な焼損となるだろう。 

このような状況を考えると，アークマッピング法による出火箇所の推定に一定の

有効性が認められる場合，調査員にとって非常に効果的な調査手法であると考えら

れる。 

また，参考文献中では，屋内配線（ＶＶＦケーブル）の短絡メカニズムについて
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研究してあり，簡潔にまとめると以下のとおりである。 

建物火災によって生じる屋内配線の短絡には，絶縁被覆が焼損することで芯線同

士が接触する「接触短絡」と，絶縁被覆の絶縁劣化による「アーク短絡」の２種類

がある。 

「接触短絡」は，配線が加熱されることによる変形や，配線を設置する際の屈曲，

ねじれ，たわみなど，配線の癖によって芯線間に潜在的な力が働いている場合に，

加熱によって絶縁被覆が軟化溶融することでこの力が解放されて芯線が動くこと

で生じると考えられている。接触短絡は，配線に外力が加わっている場合，約１７

０℃程度で短絡に至る可能性があるとされている。 

一方，「アーク短絡」は，絶縁被覆が溶融しても接触短絡に至らないまま被覆が加

熱され続けることによって炭化及び導通化が進行し，被覆の絶縁劣化による導通路

に電流が流れることで生じる。配線被覆の電気抵抗は，２００℃では４分後には１

０＾８Ωまで低下し，３００℃では１０＾６Ω以下まで著しく低下，６００℃では

わずか３Ωまで低下するとされている。 

これを踏まえた上で，参考文献中では，実物大の建物室内で火災を発生させて短

絡状況を確認する実験を行っている。実験の結果，事前に設定した配線は，火点に

近い位置から順に，点火から１分２７秒（３５５．４℃），１分５５秒（４５３．８℃），

２分１１秒（５３５．３℃）の計３箇所で接触短絡が確認されている。なお，接触

短絡が起きた理由としては，点火から約２分前後でフラッシュオーバーが起きたた

めと判断されており，その際の室内の温度は６００℃程度であったと述べている。 

実際の火災においても，建物内でフラッシュオーバーが発生した場合，建物内の

環境はフラッシュオーバーの前後で大きく変化するため，配線にかかる外力は増大

すると考えられ，比較的低い温度で生じる接触短絡が，アーク短絡より早期に生じ

ると考えられる。また，その際配線にかかる外力の増大は，焼損が進んだ箇所から

順次生じると考えられることから，出火箇所付近で最初の短絡が生じると推認され

る。 

以上のとおり考察し，筆者は，出火建物中で生じた屋内配線の短絡痕を調査した

とき，最も分電盤から遠い位置で生じた短絡痕が，出火箇所の近くである可能性が

高いと判断することは，妥当性があると結論付けた。 

 

4. アークマッピング法の活用 

前述のとおり，アークマッピング法はその理論に一定の合理性があり，出火箇所を

限定する調査手法として有効な手段であるといえるが，日本においては，一般的な調

査手法とはいえず，その活用については慎重に検討されるべきである。 

よって，この項ではアークマッピング法について，その特性による利点及び留意点
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を考察する。 

（１）活用上の利点①「新たな視点での根拠」 

日本における一般的な火災調査で，出火箇所を示す根拠として活用される情報は，

主に次の３点である。 

①発見者の供述 

②最先着の消防・警察職員の見分 

③木材等の焼損状況 

「①発見者の供述」は，火災の現場を最も早く見た者の供述であるため，火災の

初期にどの付近が燃えていたのかを知る手がかりになり得る。しかし，一般市民で

ある発見者にとって火災は非日常の出来事であるため，火災発見時の心理状態は平

静ではないことが多い。また，火災の状況を表す語彙についても，火災の専門家で

ある我々職員とは隔たりがある場合が多く，互いの認識に齟齬が生じる可能性もあ

る。 

「②最先着の消防・警察職員の見分」は，消防・警察職員のうち，火災の現場を

最も早く確認した者が見分した状況であるため，「①発見者の供述」と同様，火災の

初期にどの付近が燃えていたのかを知る手がかりになり得る。また，消防・警察職

員の見分であることから，その情報の信頼性は高い。しかし，消防・警察職員は，

火災の通報を受けてから現場に赴くため，火災の発生から現場到着までには一定の

時間を要する。当市における平成３０年中の火災出動のうち，覚知から先着隊の現

場到着までに要した時間は，平均して９分４８秒である。一般的に，木造建物が出

火してから最盛期に至るまでにかかる時間が約７分から十数分とされていること

から，最先着の消防・警察職員の見分時には，火災が進行している場合も多い。 

「③木材等の焼損状況」は，火災の鎮火後に，焼け跡に残存している木材等を見

分し，延焼方向を判別するものである。出火した地点の付近では，火災の初期から

燃焼が継続していることから，一般的に延焼によって燃焼を開始した地点と比較す

ると，より長時間火炎に曝されていると考えられる。このことから，建物の構築材

や家具の焼損状況は，燃焼時間に応じた焼けの様相を呈しており，これは，出火箇

所判定の有効な情報である。しかしながら，火災現場に残された焼損状況は，長時

間の燃焼によって焼失するもの，建物の構造に応じた燃焼の促進・抑制効果，また，

助燃材の有無など，様々な要因が相互に影響しており，延焼経路を正確に読み解く

ためには，調査員の経験に基づく高いレベルの知識・技術が不可欠である。 

以上のとおり，現行の火災調査における出火箇所の判定時に火災初期の有益な情

報が得られなかった場合，判定根拠として木材等の焼損の状況を読み解くしかなく，

調査員の負担は非常に大きなものであった。また，木材等の焼損状況等のみによっ

て出火箇所を推測した場合，その仮説が正しいかどうかを他の資料によって検証す
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ることも困難であり，その精度は調査員個人のスキルに依存せざるを得なかった。 

アークマッピング法では，出火箇所を推定するための資料として，屋内配線の短

絡痕を参照するものであり，木材等の焼損とは異なる視点から出火箇所を推定する

ものである。 

木材等の焼損状況から，出火箇所について複数の仮説が成り立つ場合，これまで

はすべての仮説を含む範囲を出火箇所として判定せざるを得なかったが，アークマ

ッピング法を用いることで，それぞれの仮説に対して電気痕の発生状況も用いて検

証が可能になる。 

このように，アークマッピング法は，新たな視点での根拠を示すため，火災調査

の精度向上に寄与すると考えられる。 

（２）活用上の利点②「調査員のレベルを問わない」 

前述のとおり，出火箇所の判定の際，木材の焼損状況から火災の延焼方向を正確

に読み解くためには，調査員の高いスキルが必要とされるものである。 

出火建物の出火前の構造が判別困難なほど強く焼損している場合や，焼損範囲が

広範囲な場合，出火箇所を狭く限定することは，経験豊富な調査員であっても非常

に困難であった。 

アークマッピング法は，短絡痕の位置を図面上に記すだけであるため，その使用

上で特別な技術が必要ない。そして，その理屈は非常に明快で，延焼順の判断が容

易であることに加え，出火建物が広範囲な場合であっても，屋内配線が一定区画ご

とにめぐらされていることが一般的であるためアークマッピング法の適用が可能

である。 

通常，新人調査員の教育には時間を要する。一般的な調査手法を教育するだけで

は十分ではなく，物体が燃焼する際の特性や出火メカニズムなどを，現場経験や個

別の文献等を用いて調べていく中で，徐々に調査員として必要な知識を習得してい

くものである。しかし，アークマッピング法は，新人調査員であっても短時間で身

につけることが可能である。また，その理論の単純さ故に，どのレベルの調査員が

行っても，等しく結果を導くことができる。 

場合によっては，高い技術を持つ調査員が自身の経験に基づいた判断を根拠とす

る場合に比べても，屋内配線の短絡痕の位置を正確に記した図面は根拠として，よ

り客観性を満たしており，出火箇所判定の根拠として有効に活用できる場面がある

と考えられる。 

（３）活用上の留意点①「電気的溶融痕と熱的溶融痕の判別」 

アークマッピング法で参照するものは電気配線であり，電気配線に用いられる銅

の融点は１，０８３℃である。 

一般的に，電気的溶融痕は火災現場に残存することが多いが，フラッシュオーバ
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ーが起きた建物内の温度は，時に銅の融点を超えることがある（火災による最高温

度は，約１２００℃前後といわれている）。 

参考文献によると，屋内配線が短絡を生じるためには配線被覆が約１７０℃以上

に熱せられた状態で，配線同士を接触させる外力が働いているなどの条件を満たし

ていればよいとされている。建物内でフラッシュオーバーが起きる直前の室内温度

は約６００℃程度といわれていることから，銅の融点を超える温度となる前に，屋

内配線の短絡が生じると考えられる。 

このため，短絡によって床面上に落下した電気痕は，多くの場合その位置で残存

すると考えられる。しかしながら，建物の天井裏など，上方に残存している配線は，

高温の火災熱に曝され，溶融する場合もあることから，屋内配線の溶融痕が，電気

的に発生した溶融痕か，火災熱によって溶融したものであるかを判断する必要があ

る。 

そこで筆者は，実際にＶＶＦケーブル（１．６ｍｍ×２心）を使用して，２種類

の溶融痕を作成する実験を行った。熱的溶融痕は約２０００℃までの加熱が可能な

ガストーチを使用して作成し，電気的溶融痕はコンセント（１００Ｖ）から給電し

た状態でガストーチにより被覆を焼損させ，接触短絡が生じるまで加熱して作成し

た。実験を複数回実施し，形成された溶融痕を比較すると，熱的溶融痕の場合，溶

融痕は光沢がなく黒ずんでおり，その形状は雫状であるのに対し，電気的溶融痕の

場合は光沢があり，滑らかな球状（に近い）形状となることがわかった。（図８） 

 

図８ 溶融痕の比較 

 

熱的溶融痕の場合と電気的溶融痕の場合では，上記のとおり，溶融痕の特徴に明

確な差異があるため，アークマッピング法を使用する調査員は，「火災熱による溶融

痕が生じる可能性がある」という認識をもって調査を行うことが必要で，これによ

り，電気的溶融痕のみを判別しながら，適切にアークマッピングを実施することが

可能と考えられる。 
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（４）活用上の留意点② 

アークマッピング法では，図面上で分電盤から電気痕が生じた位置までの距離に

よって，火災の初期に生じた電気痕がどの位置で生じたものであるかを推測する。 

近年の建物では，分電盤から各居室へ分岐する電気配線は多岐にわたっているこ

とも珍しくなく，火災の初期に生じた短絡によって子ブレーカーのみが作動して切

断され，他の電気系統は切断されないことがある。このとき，火災の進行によって

は，火災の初期に生じた短絡箇所よりも分電盤から遠い箇所で新たな短絡が生じる

可能性がないとはいえない。 

そのようなとき，アークマッピング法の通常の手順に従った場合に推測される出

火箇所は，必ずしも正しいとはいえない。 

よって，アークマッピング法を使用する調査員は，必ず分電盤の作動状況を確認

し，アークマッピング法によって得られる結果の精度を事前に把握しておく必要が

ある。（分電盤の主ブレーカーのみが作動しているときは，アークマッピング法によ

る一定の精度が期待でき，子ブレーカーが１つ以上作動している場合では，その精

度に注意が必要である。なお，建物内の配電図等が得られる場合では，高い精度が

期待できる。） 

これによって，木材等の焼損状況から得られた出火箇所の推測位置とアークマッ

ピング法によって得られた出火箇所の推測位置に矛盾が生じた場合に，根拠として

優先すべき材料を適切に取捨選択することが可能になると考えられる。 

以上のとおり，アークマッピング法は，必ずしも高精度の結果を導く手法であると

はいえないが，現状の火災調査とは異なる視点から新たな情報を提供し得る可能性を

秘めた手法であり，活用上の特性を理解して適切に実施した場合，多くの火災現場で

効果を発揮する調査手法であるといえる。 

 

5. まとめ 

近年，全国的に火災件数は減少傾向である。喜ばしいことではあるが，調査員にと

っては，経験を積む機会が減少していることにほかならず，他方では，消防機関が実

施する火災調査書類が裁判等で閲覧されるなどの機会が増加し，その調査精度の向上

が求められている。 

火災調査では，調査員の経験が不可欠な事例が多く，経験の浅い調査員にとってそ

の負担は常に大きなものである。例えば，木造建物の全焼火災などでは，焼けの強弱

は様々な要因が複雑に絡み合い，また，見分範囲は広範囲であることは周知のとおり

である。 

このような火災においてアークマッピング法を活用することは，客観的な判断材料

を比較的単純な方法で得られることが期待でき，調査員の（心理的・肉体的な）負担
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軽減に寄与すると考えられる。 

また，アークマッピング法は，現場での調査に着手した初期に実施することで，出

火箇所の可能性がある範囲を早い時期に限定でき，現場での調査の方向性（どの付近

を重点的に調査するかなど）を定めるための方法としても活用可能であると考えられ，

調査の標準的手法として取り入れる効用は大きいと考える。 

現在，当市の火災調査業務では，各調査員個人の知識・経験に頼った調査が実施さ

れており，近年では，ベテラン職員の大量退職時期を迎え，調査員についても経験の

浅い調査員の割合が増えている。調査員として一定のレベル以上のスキルを身につけ

る必要があることはいうまでもないが，近年の火災調査業務においては，様々な課題

が顕在化し始めており，早期に調査員の育成を行う必要が生じている。 

消防は公的な機関であり，火災調査の専門機関として，常に高い水準の成果を期待

されることは当然であり，このために，誰が火災調査を担当した場合であっても同じ

水準の成果を得られる調査手法が模索されている。 

アークマッピング法は，木造建物の全焼火災という，調査員の技量が最も試される

場面であっても一定の効果が期待でき，その原理及び手順は非常にシンプルであるこ

とから，調査員の技量を問わず高い精度で同一の結果を導くことができる手法である。 

当市内での全焼火災の発生頻度は非常に少ないため，アークマッピング法を用いた

検証が充分であるとはいえない。しかし，一定の成果が期待できるこの調査手法が，

多くの調査員に認知され，調査員の負担軽減に寄与することを目標として，今後も研

究・検証を継続していく所存である。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

ガス式ハイタックフライヤーから出火した火災事案について 

 

京都市消防局 山科消防署 阪根俊介 

 

 

1. 火災概要 

1.1 覚知日時 平成 31 年 2 月某日 13 時台 （事後聞知） 

1.2 発生場所 京都市内 飲食店（大手和食ファミリーレストランチェーン） 

1.3 被害程度 準耐火構造 2 階建て延べ約 400 ㎡の 1 階厨房に設置のガス式ハイタ 

ックフライヤー（以下「フライヤー」という。）の電気配線等の一部焼損。 

1.4 初発見，初期消火，通報の状況 

出火時，厨房内で従業員 3 人が作業中，1 人が臭いと煙で異常に気付き，フライヤ 

ー右側（向かって）の下方部分から約 5ｃｍの炎を確認。 

他の従業員 2 人は，フライヤーの電源を切り，油槽内の油を全量抜き取り，フラ 

イヤーのガス元栓を閉鎖，厨房内に設置の粉末消火器により消火し通報した。 

なお，店内に客７人，従業員 3 人の計 10 人が居たが負傷者なし。 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 火災調査（当日実施分）⇒フライヤーは収去し，後日鑑識を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1：右側のフライヤーの右側下方から約 5ｃｍの炎確認 

写真 2：フライヤー排気口に異常はなし 

令和２年度消防防災科学技術賞受賞作品資料集

-126-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 フライヤー本体の下面の広い部分に，油の塊が固着しているのが認められたこ 

とから，何らかの要因により油槽から油が滲み出ていた可能性が考えられた。 

 

2. フライヤーの概要等 

●  機器の状況等 

2.1 正式名称 ガス式ハイタックフライヤー 

2.2 型式・形状 卓上式／特別仕様 

2.3 油槽，中間加熱パイプ ステンレス製 

2.4 製造会社 株式会社 Ｓ 

2.5 安全装置 ハイリミット内蔵デジタルサーモ，立ち消え安全装置，過熱防止装置 

2.6 製造年月 平成 14 年 5 月 

2.7 製造台数 平成 12 年から平成 31 年 2 月までの間に約 600 台製造。 

    約 350 台を全国の同チェーン（約 200 店）で使用している。 

●  使用状況等 

2.8 出火した店舗に平成 14 年 5 月に同一機種を 2 台設置し，今回出火したフライヤ 

ーは，主にフライと唐揚げ用，残る 1 台は主に天ぷら用として使用している。 

使用頻度は，土日等は 2 台を併用して使用し，平日は 2 台を交互に使用している。 

2.9 機器設置後に業者によるメンテナンスは実施されていない。 

2.10 日常の手入れは，フライヤー周辺の清掃と営業終了後に油槽内の油のろ過を行 

い，油槽内の油全量の交換は週に 2 回程度実施している。 

2.11 リコール等の届出はないが，過去に数件の火災が発生している。 

製造業者によると，その原因は， 

①  排気部分の上に物を置いていたため，排気の熱により上の物が焼損した。 

②  油槽内の中間加熱パイプの溶接部に亀裂(クラック）が入り，同亀裂から滲 

 み出た油にガスバーナーの炎が引火した。 

 

フライヤーの底（裏） 

面を確認すると，広い 

範囲に油脂の塊が付着 

している。 

写真３：フライヤー底面の状況 
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3 鑑識の実施 

3.1 鑑識の参加者は，消防機関の他に，①当店舗の関係者。②チェーン店の関係者。 

③製造業者。の 4 者による合同鑑識を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4：フライヤー底面の状況 

焼損範囲 

バーナー 

写真 6：燃焼室内の状況 

燃焼室の内部及びそ

の周囲に多くのすすが

付着し，黒く変色してい

る。 

変形等は認められな

い。 

写真 5：バーナーと燃焼室の状況 

バーナー 

燃焼室 
フライヤー本体か 

らバーナーを取外 

し，燃焼室内の状況 

を確認した。 
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写真 7：燃焼室を取外した状況 

燃焼室 

中間加熱パイプ 

油槽 

燃焼室を取外し，中間 

加熱パイプと油槽の接合 

部を確認した。 

業者の説明では，同箇 

所で亀裂が発生し，同亀 

裂から油が漏れる可能性 

があると説明された。 

燃焼室を取外し，中間 

加熱パイプと油槽の接合 

部を確認した。（燃焼室側

から確認） 

1 業者の説明では，接合  

部の上側に亀裂が生じ 

ることが多い。 

2 中間加熱パイプの接合  

部側面に多量の油脂 

（塊）が付着している。 

3 明らかな亀裂痕等は 

視認できない。 
写真 8：中間加熱パイプと油槽の接合部の状況 

中間加熱パイプ 

で亀裂が生じや 

すい部分 

油槽 

多量に付着している油脂 

中間加熱パイプ 

（５本） 

中間加熱パイプと油槽 

の接合部を確認した。（油

槽側から確認） 

1 業者の説明では，接合 

部の上側に亀裂が生じ 

る可能性が高い。 

2 中間加熱パイプの接 

合部付近に明らかな亀 

裂痕等は視認できな 

い。 
写真 9：中間加熱パイプと油槽の接合部の状況 

油槽 

中間加熱パイプ 

で亀裂が生じや 

すい部分 

中間加熱パイプ 

（５本） 
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3.2 油槽と中間加熱パイプの接合部分の状況は，ステンレス製の油槽に，同じくス 

テンレス製の中間加熱パイプ（楕円形のパイプ）が５本，ロウ付けにより接合されて 

いる。 

業者の説明では，同接合箇所でクラック（亀裂）が発生し，油槽内の油が滲み出 

ることがある。との事であった。 

 

4 中間加熱パイプと油槽本体との接合箇所の亀裂の確認 

4.1 油槽本体と中間加熱パイプの接合（ロウ付け）箇所に亀裂等の有無を確認する 

ため，「染色浸透探傷検査」（８で後述）を実施した結果，中間加熱パイプの接合部 

（5 箇所のうちの 3 箇所）に微細な亀裂の発生が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 亀裂箇所の貫通状況を確認するため，圧縮空気にて確認した結果，油槽内に張 

った水面に気泡の発生が確認（３箇所全て）され，亀裂が完全に貫通している状況が 

確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 鑑識結果から，今後の対策（再発防止）について 

5.1 鑑識の結果から，出火原因は，油槽と中間加熱パイプとの接続部分に亀裂が発生， 

同部分から油槽内の油が滲み出て，油槽底部に油塊として固着していたため，ガスバ 

写真 10：中間加熱パイプの接合箇所の状況 

亀裂の確認箇所 

写真 11：亀裂の貫通箇所の状況 

空気の泡 
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ーナーの炎が接炎し，出火したものと判明した。 

5.2 当該亀裂の発生要因を製造業者の取扱説明書と飲食店チェーン本部が作成した 

従業員用の使用マニュアルを比較したところ，記載内容に不備を認めたことから，同 

種の火災の再発を防止するため，関係者に対し次の内容について指示を行った。 

5.2.1 飲食店チェーン関係者に対し，現行の従業員用マニュアルには，油槽内の油を 

ろ過する手順については記載されているが，取扱説明書に記載されているように，バ 

ーナーの火を消し，油槽の油温が下がってから，油のろ過等を行うことについては記 

載されておらず，この手順が急な温度変化により接合箇所の亀裂につながっている。 

早急に正しい手順を全従業員等に周知すること。（出火した店舗の店長及びチェー 

ン店本部の関係者に対して） 

チェーン傘下の各店舗の従業員への正しい油のろ過手順の徹底及び再発防止につ 

いて，本部内で協議し，その結果を消防署に報告すること。（飲食店チェーン本社の関 

係者に対して） 

5.2.2 フライヤーの製造業者に対して，「取扱説明書」には，油のろ過等に関して具 

体的な火災危険性の記載がないことから，同説明書の記載内容を見直すこと。 

顧客リストを活用し，すでに使用している顧客（出火したチェーン店に所属する他 

の飲食店）に対して，注意喚起を訴える方法を検討し，速やかに実行すること。 

5.2.3 総務省消防庁に対し事故情報の提供を行う。 

なお，経済産業省については，事故品が業務用製品であることから，ナイトへの報 

告は行わないこととした。 

 

6 再発防止対策の結果は 

6.1 事故情報の共有化を図るため，市内の各消防署（同店舗は京都市内に 12 店舗が 

営業している。）に対し，事故内容等について情報提供を実施した。 

6.2 フライヤーの製造業者の対応等は次のとおりであった。 

6.2.1 2000 年から 2018 年の 8 年間に，フライヤーの油槽からの油漏れが 12 件発生 

している。 

 原因については，本火災のように使用者側の不適切な手順によるものである。 

6.2.2 多くの油漏れ事例が発生していることから，フライヤーの取扱説明書に，新た 

に注意事項を追記した。 

内容は，「バーナーの消火後，すぐに排油せずに 5～10 分以上経過し，油温が下がっ 

たことを確認してから，排油する(中略)空焚きのような状態になると加熱パイプの溶 

接部分にひび割れが生じ，そこから油漏れを起こし，火災の原因となる。」とされた。 

6.3 飲食店チェーン本部の対応は，出火事案の周知及び取扱いの再指導を即座に実 

施した。 
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報告書の内容は，下記のとおり。 

①  出火日（合同鑑識の実施前）の翌日に，全国の全店共有の社内掲示板に通 

を発出し，事故内容の周知と正しい油のろ過，廃油処理の徹底を行った。 

②  合同調査の約 2 週間後に，事故の調査結果及びフライヤー製造業者からの 

資料提供を受け，図面や写真で出火の原因や，点検方法について記載した通 

達を作成し，グループ内の全店舗に発出し情報の共通認識を図った。 

③  今後は，フライヤーについて，故障の都度の点検だけでなく，計画的な点 

 検換を実施する。 

 

7 最後に 

ファミリーレストランのように，従業員の多くをアルバイト店員やパート店員等が 

占めるような業界においては，従業員マニュアルにより管理運営されている。 

 今回は従業員用マニュアルの不適が起因して火災が発生した。また，製造業者と店 

舗においては，単に油漏れとしてその要因を究明することなく出火に至ったことは残 

念である。 

 しかし，事業者との合同調査，合同鑑識により，原因の究明と即効的に再発防止策 

に至ったことは有意義であった。 

 

8 染色浸透探傷検査とは 

8.1 染色浸透探傷検査は，材料の非破壊検査法の一種で，浸透探傷試験とも呼ばれる。 

材料表面に開口した亀裂を探し出すことができる。 

吸水性の良いものや多孔質なもの以外のほぼ全ての材料に使用できるが，検出で 

きるのは表面の開口している傷のみである。(傷の深さは判断できない。)  

染色浸透探傷検査の大きな流れは次の通り。 

 

1 材料表面に肉眼では見えない微小な亀裂が 

発生 

2 浸透液（赤色）を塗布  

3  表面に残った不要な浸透液を除去 

4 現像液（白色）を塗布して亀裂箇所を明 

らかにする 

まず被検査材料の表面を清浄にし，乾燥させた後，検査用の浸透液（赤色など）を 

塗布して亀裂に染みこませる。 

塗布にはスプレーのほか刷毛塗りなどの方法もある。 

浸透時間は浸透液の種類や被検査物の材質・温度などにより異なる。 

( 
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適当な浸透時間経過後に，材料表面から一旦浸透液を除去する。 

亀裂内にのみ浸透液が残るような，適度な洗浄を行う。 

表面が乾燥したら現像液（白色など）を塗布する。 

これにより，亀裂内に染み込んでいた浸透液が材料表面に滲み出し，指示模様を描 

く。 

目視により観察・判定を行い，材料表面の浸透液や現像液を除去して終了する。 

8.2 利点と制限 

他の非破壊検査と同様，材料を破壊せずに亀裂の検出を行うことができるため，出 

荷物の全品検査などに用いることができる。 

特に染色浸透探傷検査は，特別な設備を必要とせず現場で手軽に実施できるという 

大きな利点がある。また，非金属材料にも一般に適用できる点が優れている。  

一方で，表面に露出した亀裂しか検出できないという欠点がある。(内部に発生して 

いる亀裂は確認出来ない。) 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

窯業系サイディングボード壁内における漏電火災事例 

 

大阪市消防局 竹田悟史 

大阪市消防局（退職者）植野 功 

 

 

1. 火災の概要 

本火災は、平成 30 年 8 月に大阪市内で発生し、木造陸屋根サイディングボード張３

階建共同住宅の壁体内から出火し、外壁１㎡及び断熱材１立法メートルが焼損した火

災である。調査の結果、外壁の施工工事の過程において、引込口配線の心線に釘が接

触してしまったことにより漏電回路が形成され、ファイアーストッパー（通気層内の

延焼防止のために設置される金属製の部材）が発熱したことにより、付近の柱が徐々

に炭化し、時間の経過とともにその柱の炭化箇所が発火温度に達し、出火に至ったも

のと判定した。なお、本火災において死傷者は発生していない。 

 

2. 発見状況 

本件火災の通報者は、建物 2 階北東側一室の住人である。通報者によると、2 階北

東側一室の室内において、焦げ臭いにおいに気付いたが部屋の中でなにかが燃えてい

る形跡はなく、外に出て建物全体を見ようとしたところ、建物北面外壁の下方に白い

煙を確認したので通報したものである。その際、炎は確認しておらず、初期消火はお

こなっていない。また、近隣者複数名も、出火当日の早朝に付近でなにか焦げ臭いに

おいを感じている。 

 

3. 先着消防隊の見分状況 

先着した消防隊によると、建物北面外壁の 2 階中央付近の窯業系サイディングボー

ド（以下、サイディングボードと呼ぶ）が茶色く変色している状況を見分しており、

同外壁の下方の金属製水切りあたりから白煙が噴出している状況を見分しているが、

炎は見分していない。また、消防隊は建物 1 階北西側一室内部に進入し、台所及び洗

面所全体に白煙が充満しているのを見分しているが、炎及び燃焼実体は見分していな

い。住宅用火災警報器は作動しておらず、室内の住宅用分電盤を確認するも、漏電ブ

レーカー及び安全ブレーカーはすべて ON の状態であるのを見分している。また、消防

隊は、燃焼実体確認のためサイディングボードが茶色く変色している箇所を破壊した
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ところ、内部が焼きしているのを見分している。 

 

4. 現場の焼き状況 

建物内部を見分すると、消防隊により破壊された 1 階北西側一室洗面所上部の壁内

の断熱材には焼きが確認できるが、それ以外は各居室内のいずれの箇所にも焼きはな

い。建物外部を見分すると、建物北面外壁の 2 階中央付近の壁内の柱、断熱材、ファ

イアーストッパー、金属製目地ジョイナー（以下、ジョイナーと呼ぶ）、MDF 材（中密

度繊維板、木質繊維を原料とする成型板の一種）及びその部分に張られていたサイデ

ィングボードに焼きが確認できる（写真③）。同箇所の焼きのある柱を見分すると、フ

ァイアーストッパーとジョイナーの交差部分付近の炭化が激しく、それより下方は原

形を留めている。また、焼きのあるサイディングボードを見分すると、外側部分と比

較して内側部分の焼きが強い。 

 

5. 出火箇所の検討及び判定 

焼きは主に建物北面外壁の 2 階中央付近に見分される（写真②）が、室内側（居室

内）に焼きはない。先着消防隊はその箇所のサイディングボードの外側が茶色く変色

しているのを見分しているにも関わらず、燃焼実体は確認できていないこと、また、

ファイアーストッパー及びジョイナーの交差部分付近の柱が最も焼きし、その位置は

外壁のサイディングボードの外側の変色箇所と一致することから、出火は北面壁内か

らであると考えられる。また、壁内の焼きのある柱は、2 階中央付近の炭化が激しい

箇所より下方は原形を留めている。以上のことから、本火災の出火箇所は、建物北面

外壁の２階中央付近の壁内と判定する。 

 

6. 出火原因の検討及び判定 

本火災の出火箇所は建物北面外壁の 2 階中央付近の壁内であり、その付近で火源と

なるようなものは見分できない。出火原因として、放火、電気関係について検討する

が、出火箇所が壁内であることから何者かが放火することは不可能であり考えられな

いため、電気関係に絞り以下検討する。 

本火災の建物には、建物の西側にある電柱のトランスから低圧架空引込線を経て、

単相 3 線式で電気が供給されており（写真①）、引込線の 3 本のうち 1 本は中性線で、

接地線に繋がり地面にアースされている。漏電回路ができているかどうかを調べるた

め、接地線と引込線間の抵抗値をテスターで測定したところ、明らかに抵抗値が低い

箇所があり（電力会社により聴取）、どこかで漏電回路ができていることが判明した。

次に、3 本の引込口配線は、建物北面外壁の西側上方にある引込線取付点（図①、②）

から壁内を通って、建物 1 階共用部分の北側に設置してある分電盤に繋がっており、
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それらは黒色及び赤色のラインの入った電圧側配線 2 本と白色のラインの入った接地

側配線 1 本（以下、電圧側配線（黒）、電圧側配線（赤）、接地側配線（白）と呼ぶ）

からなっており、壁内の MDF 材の内側にある胴縁を通っている（写真⑤）。建物及び各

居室内の分電盤の漏電ブレーカーは作動しておらず、火災発生時にはすべて ON の状

態であることを考えると、漏電箇所は、引込線取付点から分電盤までにある引込口配

線のどこかであると考えられる。次に、引込口配線を分電盤から取り外し、3 本の引

込口配線とアース線間の導通をテスターにて確認すると、接地側配線（白）とアース

線間及び電圧側配線（赤）とアース線間の抵抗値は∞を示しているが、電圧側配線（黒）

とアース線間の抵抗値は低下している（写真⑨）ことが確認できる。引込口配線は分

電盤から取り外していれば、本来はアース線との間で電流が流れるはずはなく抵抗値

は∞を示すが、電圧側配線（黒）とアース線間においては抵抗値が低下しているとい

うことは、2 線間には電流が流れる状態になっており、建物の引込線取付点から分電

盤までにある引込口配線のうち電圧側配線（黒）のどこかでなんらかの異常があり、

漏電回路ができたものと考えられる。 

出火箇所である建物北面外壁の 2 階中央付近の壁内を見分すると、付近に電気配線

は通っておらず、焼きのある柱の炭化の激しい箇所は、ファイアーストッパーとジョ

イナーの交差部分と一致し、またファイアーストッパーについても、ジョイナーとの

交差部分が焼けている。ファイアーストッパーは、建物北面外壁の 2 階部分には東西

方向に設置されており（写真④、図②）、建物北面外壁の 2 階西側部分において 3 本の

引込口配線と最も接近する（写真⑤）。建物北面外壁の 2 階西側部分の壁内を見分する

と、透湿防水シートを挟んで MDF 材にファイアーストッパーが釘で打ち付けられ（図

③）、その釘が MDF 材を貫通し、電圧側配線（黒）に接触している箇所が見分できる

（写真⑥）。電気施工業者によると、まず建物施工業者が建物の基礎を造り、MDF 材の

板を張り、その後、電気施工業者が電気配線の施工をし、そして、外壁施工業者がサ

イディングボードを張り付けるとのことである。建物の出来上がる工程としては、引

込口配線が壁内を通った後にファイアーストッパーを MDF 材に釘で打ち付けるため、

釘を MDF 材に打ち付けた際に MDF 材の内側を既に通っている電圧側配線（黒）に接触

したものと考えられる。さらに、電圧側配線（黒）の被覆及びポリエチレン絶縁体に

は穴が開いており（写真⑦）、心線に傷が付いている（写真⑧）ことから、ファイアー

ストッパーを MDF 材に設置する際に打った釘が電圧側配線（黒）の心線まで達し、心

線に接触していたと考えられる。 

これらのことから考えると、ファイアーストッパーを MDF 材に設置する際に打った

釘が、3 本の引込口配線のうち電圧側配線（黒）の心線に接触していたことにより、

本来電流の流れるはずのない釘に電流が流れ、その釘と接触しているファイアースト

ッパー、続いてジョイナーへと電流が流れていき、最終的にどこからか地絡すること
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によって漏電回路が形成された可能性が高い（図④）。本建物が完成したのは、出火の

1 年程度前であり、その漏電回路の中で、他の部分と比較して抵抗値の高くなるファ

イアーストッパーとジョイナーの交差部分で発熱したことにより、付近の柱が徐々に

炭化され、時間の経過とともにその柱の炭化箇所が発火温度に達し、出火に至ったも

のと考えられる。 

 

7. 再発防止のための措置 

 今回火災が発生した建物は、木造 3 階建共同住宅で外壁が 1 時間耐火構造を有する

いわゆる省令準耐火構造（建築基準法に定める準耐火構造に準ずる性能を有する建物） 

の建物である。今回の火災発生経緯は、（単純に）引込線取付点から分電盤までにある

引込口配線から漏電し火災が発生したと考えるものではなく、この 1 時間耐火構造の

ような外壁を有する建物を施工する場合における各業者間において作業工程に問題が

あり発生したものであると考える。 

 今回の建物の施工の手順にあっては、まず建物施工業者が建物の基礎を造り、次に

MDF 材の板を張り、電気施工業者が電気配線の施工をし、その後、外壁施工業者がサ

イディングボードを張り付けるというものである。ファイアーストッパーは、今回の

1 時間耐火構造のような外壁を有する建物ではサイディングボードと内側の MDF 材の

間に設置され、引込口配線が壁内を通った後に、外壁の施工業者はどの箇所に引込口

配線等が通っているのかを知らずにファイアーストッパーやサイディングボードを施

工していくこととなる。そのため、今後も各業者が同様の作業工程で実施したなら

ば、再び今回のように引込口配線の通っている箇所に釘を知らずに打ってしまう可能

性は十分考えられる。 

 本火災原因の究明により、不動産会社に対し再発防止の策定及び注意喚起を実施

し、改善報告書の提出を求めた結果、電気幹線のルートを変更するとともに作業工程

を見直し、関係施工業者への周知を徹底するとの回答を得た。今回と同様の火災事例

は、本件以外に今のところ発生していない。しかし、「建築基準法の一部を改正する

法律（平成 30 年法律第 67 号）」により、「木造建築物等に係る制限の合理化」がなさ

れ、木造建築物等に対する基準が規制緩和された。それにより、耐火構造等とすべき

木造建築物の対象の見直し等が行われ、今後、今回の 1 時間耐火構造のような外壁を

有する建築物がよりいっそう増えてくることが予想される。今回の一連の火災調査

は、今後建築される多くの同様の建築物からの火災を未然に防ぐという面で、広く消

防関係者や建築関係者に知ってもらいたい事例である。 

今回の発表内容が周知されることにより、住宅業界及び建築業界全般に安全対策を

求める上での指標となり、多くの類似火災の発生防止に繋がれば幸いである。 
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写真① 現場建物の外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真② 現場建物の北面外壁の状況 

焼き箇所 
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写真③ 北面外壁の 2 階中央付近の焼き箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真④ 北面外壁の 2 階西側部分（サイディングボードを剥がした状況） 

釘 
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写真⑤ 透湿防火シート及び MDF 材を取り除いた状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑥ 引込口配線（電圧側配線（黒））に釘が打たれていた状況 
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写真⑦ 引込口配線（電圧側配線（黒））の被覆の釘が打たれていた箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑧ 引込口配線（電圧側配線（黒））の心線の釘が打たれていた箇所 
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写真⑨ 引込口配線（電圧側配線（黒））とアース線間の導通確認の状況 
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図① 現場建物平面図 
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図② 現場建物北面外壁立面図 
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図③ 建物外壁断面図 
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図④ 漏電状況図 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

ニッケル廃触媒が酸化し出火。保管方法を是正した事例 

 

大阪市消防局 此花消防署 岩田修典、堀口展幸、徳永和也、岡山正宗 

大阪市消防局 予防部 予防課 小西勇介、秋山和輝 

 

 

1.火災の概要 

本件は、令和元年 11 月に鉄骨造ＡＬＣ版張３階建倉庫内において、フレキシブルク 

ロスコンテナ（以下、フレコンという）内に保管されたニッケル廃触媒から出火した

火災である。 

出火当時、倉庫内は無人であり、施錠もされていたことから部外者による放火の可 

能性は低い。発見者は、警備会社社員であり、「倉庫内には何かが燃えているにおいが

するものの、煙があり何が燃えているのかは分らなかったため、初期消火はせず、119

番通報を実施した」と説明する。集積場にニッケル廃触媒が搬入されたのは９月上旬

で、約２ヵ月間フレコンに保管されている状況であった。これまでは１週間～１か月

間の保管期間であったが、物流事情によりこれまでよりも長期間の保管となっていた。 

2.実況見分状況について 

（１）出火箇所について 

倉庫内において、焼きが見分されるのは２番製品置場（６×12ｍ）の南西側に

積み置きされたフレコンであり、内部に入っているニッケル廃触媒やリチウムイ

オン電池の封口体や正極材料にも焼きが確認される。 

消防隊の出火出場時の見分調書からも、２番製品置場南西側付近から炎を確認

しており、防犯カメラの映像からも同位置に炎が見分される。 

よって、消防隊の見分状況及び焼き状況が合致しているため、出火箇所を集積

場南西側付近とする。 

 

（２）出火原因について 

   電気については２番製品置場南西側に２口壁付コンセントが見分されるものの、 

焼きもなく、異常が見分されないことから電気による出火ではないと考えられる。

放火については倉庫入口の施錠状況、防犯カメラ、人感センサーに異常が見分 

されないことから考え難い。 

ニッケル触媒は一般的に石油業界や食品業界などで「＊水素化反応」と呼ばれ 

令和２年度消防防災科学技術賞受賞作品資料集

-147-



 

 

る化学反応に用いられる。ニッケル特有の水素分子を表面に引き付ける性質を利

用したものであり、反応表面積を大きくするため粉末の形態をとることが多いが、

使用時に溶媒などと一緒に流されてしまうのを防ぐためにシリカやアルミナなど

の多孔質の物質へ触媒を固定（担持）する必要がある。 

火災現場から収去したニッケル廃触媒を、蛍光Ｘ線回析装置によって分析した 

結果、Ｎｉ（％）、Ｓｉ（％）、Ａｌ（％）を含有していることがわかり、ニッケ

ル廃触媒はニッケル粉がシリカやアルミナに担持された状態で廃棄された粉体で

あると推測した。また、使用者から提出された安全データシートの成分には酸化

ニッケルと記載されていることから、廃棄される段階でニッケル粉が酸化されて

いるものと推測した。 

ニッケル廃触媒から出火するメカニズムとして吸着熱と酸化熱が考えられるの 

で以下検討する。 

 ア 吸着熱について 

ニッケル廃触媒に含まれるシリカやアルミナなどの多孔質の物質は水分を吸着 

すると発熱することから、吸着熱について検討した。 

出火当日の早朝は、大阪市内で 低気温 7.4℃を記録した日で、ニッケル廃触 

媒を入荷した９月７日以降で も気温が低い。一般的に、温度が高くなると分子

運動が活発になるため、温度が低いほど吸着は活性化される。また、前日に雨が

降ったことから、普段より空気中に水分が多く含まれていた可能性が高く、シリ

カやアルミナがより多くの水分を吸着することでより大きな吸着熱が発生し、蓄

熱によってフレコンが発火したと推察される。 

理化学試験①により、シリカやアルミナが水分を吸着した際の発熱量を測定す 

ると、若干の温度上昇は確認されるも、その発熱は微量であることが分かる。仮

に大量のニッケル廃触媒によって、微量発熱が蓄熱される環境であったとしても、

フレコンの発火点（320℃）まで温度が上昇する可能性は低いと考えられる。 

よって、吸着熱による出火の可能性は低いと判断した。 

 

 理化学試験①について 

（１）シリカ及びアルミナの吸着熱について 

ア 試料の吸着熱について 

（ア）実験方法 

蓄熱性を同条件にするために体積を一定にし、円筒濾紙に試料を入れる

（写真１）。恒温乾燥機内の密閉空間で加湿器を用いることで、多湿環境下を 
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つくり、試料の温度を多湿環境下で熱電対を用いて温度測定する。試料は

現場で採取したものＡと、その試料をバーナーで熱したものＢを使用する

（写真２）。 

（イ）実験結果 

ＡとＢの熱電対の計測結果をグラフ１に示す。約 60 分間の計測の中で、Ａ 

は 20℃から 30 分経過付近で 23℃まで上昇、Ｂは 23℃から 15 分経過付近で 

25℃まで上昇し、どちらも 23℃付近に収束している。 

イ シリカゲルの吸着熱について 

（ア）実験方法 

ア（ア）と同条件で、試料に吸湿済みのシリカゲルＣと乾燥後のシリカゲ 

ルＤを使用する。シリカゲルは二酸化ケイ素に塩化コバルト（Ⅱ）を添加す 

ることで吸湿度が色でわかるようになっており、乾燥したシリカゲルは青色、 

吸湿したシリカゲルはピンク色を示す(写真３)。 

（イ）実験結果 

熱電対の結果をグラフ２に示し、実験後のシリカゲルを写真４に示す。Ｃ

は 23℃から 25 分経過付近で 30℃まで達し、徐々に温度は低下し 60 分経過

付近で 28℃になる。また、Ｄは 26℃から 37 分経過付近で 32℃まで達しその

後、60 分経過付近まで温度を維持している。 

 

 

  

B Ａ 
加湿器 B Ａ 

Ⅾ Ｃ 

Ⅾ Ｃ 

写真４ 写真３ 

写真１ 写真２ 
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グラフ１：熱電対を用いてのＡとＢの吸着熱の測定     グラフ２：熱電対を用いてのＣとＤの吸着熱の測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 酸化熱について 

（ア）ニッケルの酸化について  

一般的に、ニッケル金属は表面に酸化被膜を形成するため内部までの腐食が起

こりにくく、「不動態」として酸化されにくい金属とされる。しかし、表面は酸化

されやすいことから、不動態の金属であっても粉状になれば性質が大きく変わり、

ニッケル粉は非常に酸化されやすい物質と判定される。粉状になれば反応表面積

が大きくなるため、その粒径が小さくなればなるほど酸化されやすくなり、新鮮

なニッケル粉が空気に触れると発火に至る危険があることが知られている。 

（イ）触媒メーカーへの調査結果について 

   一般的に触媒メーカーは、ニッケル粉の発火危険を考慮して、既に酸化されて 

いる酸化ニッケルを出発材料に用いる。ただし出荷の段階では、水素還元によっ 

て酸化ニッケルをニッケルへ戻しておく必要があるが、そのまま空気に触れさせ 

ると発火してしまうため、発火対策として２つのパターンでニッケル表面を保護 

する。（図１） 

【パターン１／硬化油によるコーティング】 

①  酸化ニッケルをシリカやアルミナに担持させる 

②  窒素雰囲気下でニッケルへ還元して、硬化油でコーティングし、大気中

へ取り出す 

③  この状態で出荷し、使用者によって硬化油が除かれる 

【パターン２／酸化被膜によるコーティング】 

①  酸化ニッケルをシリカやアルミナに担持させる 

②  窒素雰囲気下でニッケルへ還元 

③  低酸素雰囲気下で徐々にそれを酸化させる 

④  徐々に酸素濃度上げることで酸化被膜を形成 

   ⑤この状態で出荷し、使用者によってニッケルへ還元され
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（ウ）使用者（販売業者）への調査結果 

入荷した段階で酸化ニッケルであるとのことから、恐らく上記のパターン２ 

の加工をされたニッケル触媒である。この使用者は、石油製品の水素化反応の

ためにニッケル触媒を使用するとのことであり、以下のような順序で作業が実

施されている。（図２） 

①パターン２の④の状態のニッケル触媒を使用 

    ※以下、窒素雰囲気下での作業 

②ニッケルへ還元し、ニッケル表面に水素を吸蔵させる 

③石油系物質を流し、水素化していく 

④水素化が終わっても、石油系物質がニッケルに付着しているので、キシレ

ンで洗浄 

⑤蒸気乾燥（140～150℃の蒸気）によってキシレンを揮発させ、高温の水蒸

気によって酸化される 

⑤までの作業を終え、大気中に取り出され、冷却、金属製ボックスへ収

納、屋外での一時保管を経て出荷するころには、酸化ニッケルになっている、

というのが使用者の認識であった。      

 

図１：触媒メーカーにおける硬化油または酸化被膜によるニッケルの保護 

図２：販売業者（仕入先）の廃棄方法 
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（エ）上記調査結果をうけての当局の見解 

  この廃触媒について、前述の吸着熱の理化学試験①の際に、撥水性があるこ 

と、シンナー臭がすることに疑問を感じたため、理化学試験②を実施した結果、 

キシレンをはじめ種々の揮発性の有機成分（以下、キシレン等）を含んでいる 

可能性が高いことがわかった。これは（ウ）に記載した使用者の作業工程の④ 

⑤のキシレン及び石油系物質であると考えられる。 

  我々は、このキシレン等有機成分が（イ）で記載した触媒メーカーのパター 

ン１の硬化油のような役割を図らずもしてしまい、自然発火の危険性を持つ還 

元ニッケルを保護（コーティング）している可能性があるのではないかと推測 

した。そのキシレン等のコーティングが何らかの原因で劣化すれば、還元ニッ 

ケルが空気に触れることになるため、発火することは十分に考えられる。 

様々な方法で、そのコーティングを劣化させる理化学試験③を実施したとこ 

ろ、ニッケル廃触媒が赤熱及び発火するという結果となった。 

 

理化学試験②について 

ア ニッケルと水との反応性について 

（ア）実験方法 

試料にニッケルが含まれることを仮定し、水と試料内のニッケルが反応し 

た場合、下記のような反応をとり、水素が発生すると思われる。 

Ｎｉ ＋ Ｈ２Ｏ → ＮｉＯ ＋ Ｈ２ 

酸化ニッケルの生成の確認は困難であるため、写真５のような水上置換法 

により発生する水素を確認することでこの反応を証明する。 

（イ）実験結果及び考察 

ニッケルと水を反応させるも、水素の発生は確認されず、発熱もない。試

料が撥水性を示すことに加え、ニッケルの純度が低いこと、ニッケルと水は

反応しないことなどの原因が考えられる。 

イ  試料の撥水性について 

   （ア）実験方法 

試料とバーナーで熱した試料のそれぞれ７g に水 20ml を加え、10 分間撹 

拌した後、ろ過により得た水分量を比較することで撥水性を比較する（写真 

６）。 

（イ）実験結果 

水を加えた直後の状況を以後に示す。写真７のように試料は水の撥水性が 

大きくフラスコ内で分離している一方で、写真８のように熱した試料は撥水 

性が小さくなっている。撹拌後の水分量を比較しても、試料は水を 16ml 抽  
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出、熱した試料は 3.5ml 抽出でき、撥水性に差が生じている。 

ウ 試料に含まれる有機成分について 

（ア）実験方法 

試料からはシンナー臭がしており、有機成分の含有が疑われる。ジエチル 

エーテルで試料を洗浄、ろ過により有機成分をジエチルエーテルに抽出し、 

試料の抽出液を準備する（写真 10）。また、キシレン系シンナーをサンプル 

として使用し、サンプルも同条件とするためジエチルエーテルに溶解させて 

サンプル液とする（写真 11）。 

   （イ）測定条件 

      スプリット比 ５：１   注入温度（気化室温度）：290℃ 

      検出器及び温度：ＦＩＤ300℃ 

分離カラム：RESTEK Rtx-1（内径 0.53mm 長さ 30ｍ 膜圧１μｍ） 

      オーブン昇温速度：10℃／min  キャリアガス：ヘリウム９ml／min 

（ウ）実験結果 

  それぞれのガスクロマトグラフをグラフ３に示す。サンプルにはジエチ 

ルエーテルのピークを除き全３本のピークが確認され、これらはキシレンの 

構造異性体であるオルト位、メタ位、パラ位、エチルベンゼンのピークを示 

し、引火点の順に並んでいることを考慮すれば、a１はエチルベンゼン（18℃）、 

a２はメタ位及びパラ位（27℃）、a３はオルト位（32℃）のピークと考えら 

れる。試料のピークと比較した場合、a1 と a3 の同じリテンションタイムに 

ピークがあり、キシレン成分の含有が確認できる他、キシレンよりも引火点 

の高い有機成分が多数含まれていることがわかる。 

       また、常温下でも揮発の可能性がある揮発成分のみを定性分析するため 

に、此花消防署特別救助隊が所有するハプサイトを用いて分析した結果（グ 

ラフ４）、揮発成分の成分にキシレンが含まれており、その適合率は 90％以 

上である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｉ＋Ｈ２Ｏ → ＮｉＯ＋Ｈ２ 

ニッケルと水が反応すれば、酸化反応により発

熱し、水素が発生。水素は○に集められる。 

写真５ 

令和２年度消防防災科学技術賞受賞作品資料集

-153-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 写真６ 

写真９ 写真８ 

写真 11 写真 10 

撥水性あり 

撥水性なし 

グラフ４ グラフ３ 
a1  a2 

a3  
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理化学試験③について 

イ 試料の赤熱について 

   （ア）実験方法 

写真 12 のようにバーナーで試料を熱する。 

（イ）実験結果 

一部赤熱する粉体が現れ、10 秒間ほどニッケルの表面燃焼が確認される 

（写真 13）。一度燃焼（酸化）が終われば、続いてバーナーで熱しても赤熱

せず、試料は黒色から灰白色へと変色する（写真 14） 

オ  示差熱・熱重量同時測定装置による熱分析 

     現場から採取した残渣を示差熱・熱重量同時測定装置で分析し、熱的特性を

確認する。 

   （ア）測定方法 

      使用機器 ：島津製作所ＤＴＧ60Ｈ 

      パージガス：空気 50ml／分 

      標準試料 ：αアルミナ 10mg   開始温度：室内温度 

      昇温速度 ：５℃／分     高温度：500℃（保持なし） 

（イ）  示差熱・熱重量同時測定装置について 

示差熱・熱重量同時測定装置（ＴＧ－ＤＴＡ）の分析結果を上記のグラフ 

に示す。熱重量分析（Thermogravimetry;ＴＧ）は、分解反応、酸化還元反 

応など加熱によって重量変化を伴う反応を対象とし、重量変化から反応温度、 

反応速度などを測定する方法である。加熱方式により二つに分けられ、一定 

昇温速度で加熱して重量変化を測定する場合（狭義にはこの方法をＴＧと呼 

ぶ）と一定温度での重量変化を測定する場合がある。前者は反応の様子や反 

応温度を観察するのに、後者は反応速度を測定するのに適している。熱重量 

分析装置は、精密天秤、炉（定速昇温が可能なもの）及び記録計からなって 

おり、測定温度範囲で重量変化のない試料を基準にして測定される。 

また基準試料が熱異常（熱の吸収、放出）を起こさない場合、基準試料と 

測定試料の温度差から測定試料の反応に伴う発（吸）熱量を測定することが 

できる。この方法を示差熱分析（Differential Thermal Analysis；ＤＴＡ） 

といい、市販の装置の多くはＴＧ－ＤＴＡの同時測定が可能になっている。 

グラフにおいて、緑線が炉内の温度変化を示しており、毎分一定の昇温速度 

で温度上昇しているのが確認できる。紫線が試料の重量変化を示したＴＧ曲 

線となっており、赤線は熱電対が検知した起電力を示すＤＴＡ曲線を示す。 
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（ウ）試料を大気雰囲気下で測定 

試料を大気雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ５に示す。300℃付近ま  

でＤＴＡ曲線に挙動は見られず、ＴＧ曲線は緩やかな重量減少がみられる。 

310℃付近で鋭い発熱ピーク①があり、炉内の温度上昇も伴っていることか 

ら、この発熱ピークは発火点を示す。この発火点は二通りの成分の可能性が 

あり、一方は含有されている揮発せずに残った有機成分の発火点、他方は有 

機成分が熱劣化したことで大気に触れたニッケル粉の発火点が考えられる。 

この発火には発熱と重量減少が同時に挙動を示していることから、これらの 

ピークは同一成分のものであり、有機成分の発火点と思われる。その後、 

340℃付近で再び炉内の温度上昇を伴う発熱ピーク②があり、このピークは 

若干の重量増加を伴うものであることからニッケル粉の酸化発熱（発火）と 

思われる。 

（エ） 試料を窒素雰囲気下で測定 

試料を窒素雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ６に示す。不活性な窒 

素雰囲気下で測定をすることで、酸化分解や発火などの酸化を伴う反応を除 

くことができる。27〜50℃付近で吸熱を伴う重量減少がみられ、気化を示す 

ことから、引火点 27℃のキシレン成分の揮発によるものと思われる。50℃ 

〜300℃付近まで重量減少及び徐々に勾配が緩やかになる発熱ピークが見ら 

れることからその他有機成分の熱分解・気化が進行していると思われ、355 

〜390℃付近にかけてブロードな吸熱反応が見られ、ニッケルのキュリー温 

度と考えられる。不純物を多く示すため熱の伝わり方に誤差が生じ、ニッケ 

ルのキュリー温度（※）から高温側へピークが延びていると思われる。 

     ※  キュリー温度とは、強磁性体が温度上昇に伴って常磁性状態へ転位

する温度をいう。鉄、ニッケル、コバルト等の遷移金属は、強磁性

（磁石にくっつく）を示すが、ある温度に達したときに突如として

磁性を失う（磁石にくっつかなくなる）。この温度は物質によって決

まっており、鉄は 770℃、ニッケルは 358℃である。一般的に、この

磁気変態が起こるとブロードな吸熱反応が発生する。 

（オ）バーナーで熱した試料を大気雰囲気下で測定 

バーナーで熱した試料を大気雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ７に 

示す。赤熱がなくなるまで熱したため、試料中のニッケルは完全燃焼により 

大半の有機成分は揮発し、酸化ニッケルになったと思われる。（ウ）の示差熱 

と比較して、（ウ）で発火を示した成分の発火点は見られず、160〜200℃から 

吸熱を開始するが、（エ）と比較してその重量減少率は小さい。 
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（カ）バーナーで熱した試料を窒素囲気下で測定 

バーナーで熱した試料を窒素雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ８に 

示す。（オ）の挙動と大きな差はないことから、バーナーで熱した試料に見ら 

れる熱的挙動は酸化に起因するものではないことがわかる。（エ）と比較した 

際の差は有機成分の残量とニッケルの酸化の有無であり、（カ）は酸化ニッケ 

ルになっていることからキュリー温度は示さない。有機成分の残量の違いか 

ら重量変化率に差はあるが、大きく吸熱へシフトするのは 160〜200℃の間で 

あることは共通しているため、有機成分もシリカやアルミナなどの多孔質物 

質に吸着されており、その成分が脱着し始めていると思われる。 

（キ）フレコンバッグを大気雰囲気下で測定 

フレコンバッグを大気雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ９に示す。  

150℃付近で急激な重量減少がみられるが、ⅮＴＡ曲線に変化がないことか 

ら、試料の一部が白金セルの外側へ落下したと思われる。その後、250℃付近 

から熱分解による重量減少を伴う発熱を開始し、340℃付近で発火点を示す。 

カ 自然発火性について 

（ア）実験方法 

何も含んでいないウエスをロール状にしたもの（Ａ）と、試料 30g をウエ 

ス上に分布させ、ロール状にしたウエス（Ｂ）を用意する（写真 15、16）。蓄 

熱性を揃えるために、使用するウエスの枚数及びロール状の仕方は同条件と 

し、内部温度を 200℃に保った恒温乾燥機内へ入れ、ウエスの内部温度を熱 

電対を用いて測定する（写真 17）。 

（イ）実験結果 

熱電対の温度測定結果をグラフ 10 に示す。Ａ及びＢの内部温度が徐々に

恒温乾燥機の保持温度に近づいていく中で、74 分経過して内部温度が 200℃

付近まで達したぐらいでＢから白煙が発生し始める（写真 18）。その後、Ａ

には変化がない一方で、Ｂは白煙の量が増加していき、10 分経過して内部温

度が 240℃付近まで達したぐらいで恒温乾燥機内部が煙で充満したため、Ａ

及びＢを恒温乾燥機から取り出す。取り出してから 20 秒経過後、Ｂが発火

し、炎の中に赤熱する粉体が確認される（写真 19）。 
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写真 19 写真 18 

写真 17 写真 16 

写真 15 写真 14 

写真 13 写真 12 

A B 

B B 

赤熱した粉体 
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ウ まとめ 

以上のことから、窒素雰囲気下で使用後のニッケル触媒をキシレンで洗浄し蒸 

気乾燥するも、キシレン等が還元ニッケルをコーティングする形で残留し、それ

がニッケル廃触媒として今回の購入業者の元に渡ったと考えられる。今回はその

廃触媒が、フレコンに移し替えられ、長期間空気に触れる状態で保管されていた

ため、温度・湿度の変化によりキシレンが劣化し、酸化されずにコーティングさ

れていたニッケルが空気に触れ、酸化熱を発生させたものと思われる。 

よって本火災は、本来、密閉保管すべきニッケル廃触媒をフレコンに移し替え 

キュリー温度が高温側へシフト 

炉内温度 

重量変化（ＴＧ曲線） 
熱電対の検知起電力（ＤＴＡ曲線） 

① ② 

グラフ１０ グラフ９：フレコンバックを大気雰囲気下で測定 

（左）グラフ７：バーナーで熱した試料を大気雰囲気下で測定 

（右）グラフ８：バーナーで熱した試料を窒素雰囲気下で測定 

グラフ５：試料を大気雰囲気下で測定 グラフ６：試料を窒素雰囲気下で測定 
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保管したために、ニッケル粉をコーティングしていたキシレンが劣化し、その結

果、ニッケル粉が急激に酸化（発火）することで、フレコンに着火し、出火に至

ったものと判断し、発火源を金属粉、経過を自然発火する、着火物を合成樹脂及

び成形品と判定した。 

 

４ 情報収集並びに販売元及び取引業者への要望について 

  販売元には、ニッケル廃触媒が発火した事例があったので、取り扱いについては

十分に注意するよう依頼し、取引業者には保管方法の徹底を図るよう是正指導した。 

 

            

写真 20 是正前                写真 21 是正後 

 

５ 要望に対する報告及び取引業者の対応について 

  取引業者は再発防止策として、保管方法を従前のフレコンからドラム缶に変更し、

密閉容器とすることで、ニッケル廃触媒が空気に触れないようにするとともに、長

期間保管しないとの回答を得た。 

 

６ 終わりに 

近年、資源の再利用化が進み、レアメタルのリサイクル業者が多く存在する中、

大阪市内でも鉛粉や亜鉛粉などの危険物に該当しない金属粉の火災が増えつつあ

る。このような状況において発生した今回の火災は、ニッケル廃触媒についての情

報が非常に少ない状況の中、限られた時間で、情報収集及び理化学試験をまずはど

のように進めるべきかという原因究明までのアプローチが非常に困難であり、さら

には是正指導の対象をどこまで遡るのかについて悩まされた事案である。 

  化学メーカーは専門分野が多岐に分かれるため、購入業者はおろか販売業者もニ

ッケル触媒の“使用者”に過ぎず、本火災の関係者からのみの聴取では、ニッケル

触媒について充分な情報を収集することができなかった。そこで、さらに元をたど

り、ニッケル触媒を製造している触媒メーカー、さらに触媒メーカーが各種試薬を

取り寄せているそれぞれの試薬メーカーに協力依頼し、性質や文献などの情報を収

ニッケル廃触媒をフレコンにて保管 ニッケル廃触媒をドラム缶にて保管 
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集した。その結果、ようやく理化学試験の方針が決定し、理化学試験を重ねていく

ことで出火原因の可能性を見出すことができた。 

  また、火災予防について、保管方法が不適切であった購入業者と、意図していな

い成分が残留することで自然発火の可能性を残している販売業者それぞれに対し

ての是正指導については、取引関係、守秘義務、管轄機関などの面からも慎重に行

う必要があった。 

後に、微小火源や電気火災に比べ、化学火災はまだまだ数が少なく、苦手とす

る消防職員は非常に多いと思われる。しかし、出火した物質に関することから更に

基礎的なことまで遡り、焦らず情報整理及び理化学試験を重ねていけば、出火原因

判明につながることが実感できた。今回の発表内容が周知されることにより、今ま

で耳にしたことのない化学物質火災に対するアプローチ方法の参考になり、また、

化学物質を取り扱う事業所に立入検査をする際の指標となることで火災予防、また

被害の拡大防止に繋がれば幸いである 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

サイロ施設で発生した粉塵爆発火災の原因調査事例 

 

大阪市消防局 予防部 予防課（調査鑑識） 西脇健人、小深田将 

大阪市港消防署 仲村典益 

 

 

1.はじめに 

サイロとは、米や小麦、とうもろこし等の農産物や、家畜の飼料を貯蔵する円筒形

の容器をいい、小規模なものであれば日本各地の牧場等で見ることができる。 

大阪市内では、陸送に加え船舶による運搬を可能にするため、比較的大規模なサイ

ロ施設が河口近くの河川沿いに見られる。 

本事例は、このような大規模なサイロ施設で小麦の移送中に発生した粉塵爆発火災

の事例である。 

 

2.火災の概要 

出 火 日 時 平成 30 年 4 月某日 14 時 54 分頃 

覚 知 日 時 同日 15 時 36 分 

火 災 種 別 建物火災 

建物構造用途 鉄骨造陸屋根スレート張３階建倉庫 

り 災 程 度 バケットエレベーターの外装及び内部の小麦若干焼損 

気 象 状 況 天候：快晴、気温：23℃、風向：西南西 風速：4m/s 

        相対湿度：38％、実効湿度：64％気象報：乾燥注意報 

死 傷 者 なし 

 

3.建物の概要 

本火災が発生したサイロ施設は、小麦をはじめとした穀物類を貯蔵するための円筒

形のサイロ容器が 20 基ある大規模なものである。 

 建物は、バケットエレベーター等の設備が納められた機械棟と穀物類を貯蔵するサ

イロ部分に分かれている。（写真 1） 

サイロ部分は工作物として扱われるため、建物としては機械棟部分の建築面積 297

㎡、延べ面積 727 ㎡となっているが、サイロ部分も含めると建築面積は 1,000 ㎡を超

える。 

サイロ容器 1 基の直径は約 7.2ｍ、高さは約 30ｍ、容量は 1200 ㎥を超える巨大な
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もので、それが 10 基ずつ 2 列に並んでいる。（図 1） 

 

図 1 サイロ施設概略図 

 

地上もしくは河川上から搬入された穀物類は、バケットエレベーターの他に異物を

除去するセパレーターと呼ばれる機械や、搬入量を計測する計量器等を通り、最終的

に機械棟の最上部へ運搬され、サイロ部分の上部から指定されたサイロ容器内へ投入

される。また、搬入経路とは別系統で、搬入経路内で発生した穀物類のダスト（塵）

を集める集塵機も設置されている。（図 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 サイロ施設の全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 穀物類の搬入経路等概略図 

 

 

 

バケットエレベーター 
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4.バケットエレベーターについて 

 バケットエレベーターとは、穀物類をサイロ最上部まで移送しサイロ内へ投入する

ための設備であり、垂直方向に展張されたベルトに金属製のかご（バケット）が取り

付けられている。 

最上部のヘッドユニット、最下部のテールユニット、それらをつなぐ垂直ユニット、

これら 3 つのユニットによって構成されており、ヘッドユニット内にヘッドプーリー

と呼ばれる直径 130cm の大型の歯車とそれを支える長さ 200cm のヘッドシャフトが、

テールユニット内に直径 90cm のテールプーリーと長さ 140cm のテールシャフトがそ

れぞれ収められており、ヘッドプーリーとテールプーリーによって、バケットが取り

付けられた幅 90cm のベルトを垂直方向に展張している。（図 3） 

 本火災が発生したサイロ施設内には、火災があった高さ約 36ｍのものの他にも大小

様々なサイズのバケットエレベーターが設置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 バケットエレベーター各部名称 

 

5.火災発生時の状況 

5.1.発見・通報状況 

従業員が出火建物前においてトラックの荷下ろし作業を行っている最中に爆発

音を複数回聞き、すぐそばの鉄製扉が風圧で開くのを確認。爆発の発生が疑われ

る旨を事務所にいる別の従業員にトランシーバーで連絡した。 

現場からの連絡を受けた事務所の従業員が、被害状況の確認を指示した後に

119 番通報を行った。 

5.2.消防隊の活動状況 

即鎮火災（すでに鎮火している火災）対応として隊編成され、消火隊 2 隊を含む

上昇側 

ヘッドユニット 

垂直ユニット 

テールユニット テールプーリー 

ヘッドプーリー 

バケット 

下降側 

ベルト 

ヘッドシャフト 

テールシャフト 
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合計 7 隊が出場。現場到着後にバケットエレベーター内の小麦がわずかに燻焼して

いるのを確認したため、消火隊 1 隊がバケットエレベーターの最上部から散水作業

を実施している。 

5.3.火災のあったバケットエレベーターの稼働状況 

  サイロ施設の従業員に対し、火災発生時のバケットエレベーターを含むサイロ施

設の稼働状況について聴取を行った。 

  稼働状況はコンピューター内に記録が残されており、表 1 のとおりである。 

 

表 1 火災発生時のサイロ施設の稼働状況 

時刻 内容 備考 

14 時 54 分 バケットエレベーター Ｉ42 停止 自動で停止 

〃 ベルトコンベア Ａ41 停止 監視室にて停止操作実施 

〃 ベルトコンベア Ａ2 停止 〃 

〃 自動火災報知設備作動  

14 時 55 分 現場から第一報が入る 事務所にて時刻確認実施 

〃 ベルトコンベア Ａ1 停止 監視室にて停止操作実施 

14 時 57 分 換気ファン CF2 停止 〃 

15 時 36 分 消防へ 119 番通報  

 

火災のあったバケットエレベーターは「Ｉ42」と呼ばれており、その他のバケッ

トエレベーターやベルトコンベア等にも判別のためにアルファベットと数字がそれ

ぞれに割り当てられている。 

  従業員の供述によると、バケットエレベーター「Ｉ42」は監視室内で停止操作を

実施することなく自動で停止したとのことである。 

  爆発が起こったかもしれないとの連絡があった際に、事務所で連絡を受けた従 

業員が時刻確認を実施しており、その際の時刻は 14 時 55 分であった。 

以上のことから、爆発は 14 時 54 分ごろに発生し、それとほぼ同時にバケットエ

レベーター「Ｉ42」が自動停止したものと考えられる。 

 

6.実況見分状況 

6.1.焼損状況について 

焼損はヘッドユニット周辺にのみ見分される。鋼鉄製ヘッドユニットの外装（ヘ

ッドカバー）の表面は焼損し、地金の露出が見られるほど強いものである。（写真 2、

3） 

ヘッドカバーをずらしてヘッドユニット内の状況を見分すると、ヘッドプーリー
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に堆積・付着した小麦のダストに焼損が確認できる。また、ヘッドカバーの表面に

は上記の焼損以外にも強弱様々な焼損が複数確認され、これらをさらに詳細に見分

したところ、焼損箇所が円形を描いており、この円形の円周はヘッドプーリーの円

周と一致することを確認する。次に、ヘッドカバーの焼損箇所の裏側、ヘッドユニ

ットの内部の見分を行ったところ、半円状の摩擦痕を確認する。（写真 5、図 4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 ヘッドユニットの全景        写真 3 ヘッドカバーの焼損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 ヘッドユニット内部の状況      写真 5 ヘッドユニット内部の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 ヘッドカバーの焼損箇所 概略図 

焼損した小麦のダスト 
半円状の摩擦痕 
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6.2.破損状況について 

焼損がバケットエレベーターのヘッドユニット付近でのみ確認されたのに対し

て、粉塵爆発によるものと考えられる破損はサイロ施設内のあらゆる箇所で確認で

きる。 

ヘッドユニットの上面には、爆発時の圧力上昇を防ぐことで施設の破損を最小限

で抑えるための圧力放散口が設けられている。通常、この圧力放散口には合成樹脂

製のカバーが取り付けられており、バケットエレベーター内での圧力上昇に伴って

カバーが割れることで開口部ができる仕組みとなっているが、実況見分時、このカ

バーは大きく破損している状態であり、バケットエレベーター内で圧力上昇があっ

たと考えられる。（写真 6） 

ヘッドユニットの下部に位置する垂直ユニットとテールユニットについても、外

装に著しい変形や破損が見られる。 

テールユニットは、ヘッドユニットのような圧力放散口が設けられていない。そ

のため圧力上昇の影響を受けやすく、外装が外側へ膨らむように変形し軸受けの間

隔が開いたことでテールシャフトとテールプーリーが軸受けから離脱している状

態である。（写真 7、8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6 圧力放散口の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 8 テールユニットの状況 

 

写真 7 テールユニット内部の状況 

膨らむように変形 

テールシャフト軸受
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垂直ユニットは、上昇側に大きな破損が見られるのに比べ、下降側の破損は軽微

なものである。（写真 9）これは、下降側のバケットには小麦が入っておらずダスト

の発生が抑制されたことで、下降側の垂直ユニット内の粉塵の濃度が粉塵爆発に必

要な濃度よりも薄かったためと考えられる。 

バケットエレベーター以外にも、機械棟内の計量器や集塵機、窓ガラスや人員搬

送用のエレベーターの扉に変形や破損が確認できる。（写真 10、11、12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 9 垂直ユニット（上昇側）の状況       写真 10 集塵機の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 11 機械棟１階エレベーター扉の状況     写真 12 機械棟１階窓ガラスの状況 

 

7.粉塵爆発について 

 粉塵爆発とは、空間を浮遊する粉塵が連鎖的に着火することで火炎の伝播が起こる

燃焼現象のことであるが、その発生には条件があるとされており、次に挙げる条件を

全て満たしたときに粉塵爆発が発生すると考えられている。 

（1）可燃性粉塵 

粉塵爆発の発生には粉塵自体が可燃性でなければならない。また、粉塵爆発の場

合も可燃性ガス等の燃焼と同様に、粉塵の性質や状態等により着火しやすさや、着

火した後の燃焼の速さ、発熱量等によって爆発の激しさは異なり、熱分解によって

多量の可燃性ガスを発生させる有機化合物やプラスチック類、燃焼によって発生す

る熱量が大きいアルミニウム等の金属類の粉塵は激しい爆発を発生させる。また、

亀裂 

ダクトの離脱 
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粉塵が水分を含む性質を持つ場合、どの程度の水分を含んでいるかによって爆発の

発生しやすさ（粉塵の着火しやすさ）も変化すると考えられている。 

（2）粉塵の大きさ（粒径） 

粒径が約 500μm（0.5mm）以下の場合に爆発の可能性があり、同じ物質であって

も粒径が小さいほど着火しやすく激しい燃焼が起きるとされる。 

一般的な食塩の粒径が約 400～500μm と言われており、0.5mm のシャープペンシ

ルの芯の太さを参考にすることもできる。火災現場から採取した小麦のダストは

0.5mm のシャープペンシルの芯の太さと比較しても非常に微細なものであり、500μ

m 以下であると推察される。 

（3）粉塵雲の形成 

（1）、（2）で述べた特徴を持つ粉塵が空気や酸素等の支燃性ガスの中を浮遊し雲

のような状態となった粉塵雲を形成していなければならない。 

粒径の違いによって粉塵の浮遊時間も異なるため、粒径が小さく浮遊時間の長い

粉塵の方が粉塵雲を形成しやすいと言える。 

浮遊した粉塵が着火する場合の濃度は、気体のように vol％や ppm といった単位

で表すことはできないため、1m３の空間中の粉塵のグラム数（g/m３）で表される。 

爆発下限界は粉塵によって様々で、小麦の粉塵の爆発下限界は 60g/m３である。 

バケットエレベーター内にどの程度の粉塵が存在していたかについては、集塵機

へつながっているダクト内部を見分することで判断できた。ダクト内には多量の小

麦のダストが確認でき、バケットエレベーター内に 60g/m３以上存在していると推定

しても問題ないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 13 火災現場で採取した小麦のダスト    写真 14 集塵ダクト内の小麦のダスト 

 

（4）着火エネルギーを持った火源 

粉塵爆発における火源について最も考慮すべき条件の一つは、その火源が持つエ

ネルギーである。 
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粉塵爆発の場合、可燃性ガス等の爆発とは違い、粉塵の種類によっては着火させ

るためにかなり大きなエネルギー（最小着火エネルギー）が必要となる場合もあり、

粉塵が可燃性混合気を形成しているところに火源が存在したとしても、必ずしも爆

発に至る（粉塵の着火に至る）わけではないということに注意が必要である。 

粉塵爆発火災の出火原因を検討していく上で、出火原因として考えられる火源が

持つエネルギーと粉塵爆発を引き起こした粉塵の最小着火エネルギーのどちらが

大きいかを比較し出火の可能性の有無を判断することは必須であると言える。 

 

表 2 主な粉塵の爆発下限界と最小着火エネルギー 

粉塵の種類 爆発下限界濃度（g/m３） 最小着火エネルギー（mJ） 

小麦 60 160 

コーンスターチ 45 40 

アルミニウム 35 20 

マグネシウム 20 80 

ポリエチレン 20 10 

ナイロン 30 20 

（引用元：公益財団法人 東京防災救急協会 新火災調査教本 第 3 巻 電気火災編） 

 

8.出火原因の検討 

実況見分の結果、焼損箇所がヘッドユニットに限られていたことから出火箇所は

ヘッドユニット付近とした。 

出火原因として静電気火花による出火と金属同士の摩擦熱による出火の可能性が

考えられたので以下のとおり検討を行った。 

なお、バケットエレベーター内に電気配線等は敷設されておらず、電気関係から

の出火の可能性は考えられないことから検討は省略し、火災発生時に建物内は無人で

あったことから、放火及び喫煙による出火の可能性も考えられないため、電気関係と

同様に検討は行っていない。 

8.1.静電気火花による出火の可能性について 

  静電気も放電にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴がある。特に種類ごと

に放電エネルギーに違いが見られる。 

  小麦のダストは電気を通さない不導体であり、不導体及び粉塵、サイロ施設につ

いて関係があると思われる放電現象は次の 3 つである。 

（1）ブラシ放電 

一般に 10kV 以上に帯電した不導体に曲率半径が 4～50mm の接地した導体の突

起物が数～10 数 cm に接近した時に起こる放電現象で、放電エネルギーは最大で
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3～4mJ である。 

  関係者への聞き込みによると、バケットエレベーターは鋼板によって製造さ

れており、その全てが地面と接しているとのことである。つまり、バケットエ

レベーターは接地している導体であると考えることができる。 

  空間を浮遊する無数の小麦のダストがお互いの摩擦によって帯電し、最終的

に帯電した小麦の粉塵からバケットエレベーターへ放電現象が起こる可能性は

考えられるが、放電に至ったとしてもその時に得られるエネルギーは 3～4mJ で

あり、表 2 で示した小麦の粉塵の最小着火エネルギーの 160mJ には及ばないこ

とが分かる。 

（2）空間電荷放電 

   帯電した粉塵やミスト（霧）によって形成された空間電荷雲（電荷を蓄えた

雲）の内部で発生する放電現象で、放電エネルギーは最大で 1000mJ を超えるも

のであるが、産業的な過程で発生する可能性は低いと考えられており、主に科

学的な実験等で人工的に発生させることができるものである。 

  形成された空間電荷雲の規模が大きく、かつ、空間電荷密度（空間に存在す

る電荷の密度）が高いと、空間電荷雲から外部の突起物に向かってブラシ放電

が発生する。 

  浮遊する小麦のダストが帯電することで空間電荷雲を形成したとしても、こ

の空間電荷雲の内部で放電現象が起こる可能性は低く、空間電荷雲から外部へ

の放電は前述したブラシ放電であるため小麦の粉塵の最小着火エネルギーは得

ることができないと考えられる。 

（3）コーン放電 

   粉粒体をサイロ等に投入する際に、堆積した粉粒体からサイロの側壁等に向

かって起こる放電現象で、放電エネルギーは最大で 100mJ 程度である。 

  粒径が 1～10mm と、比較的大きい粉粒体の場合で発生しやすいと考えられて

いる。 

  写真 13 のとおり、小麦のダストの粒径は粉塵爆発の危険性がある 500μm

（0.5mm）以下であり、コーン放電が発生する可能性は極めて低いと考えられる。 

  このコーン放電については、サイロ施設等の産業的な過程で発生する現象で

はあるが、放電現象が発生する粉粒体は粉塵爆発が発生する可能性のない粒径

の大きなものであることから、粉塵爆発の火源となる放電現象ではないと言え

る。 

以上、サイロ施設において発生する可能性が考えられる 3 つの静電気の放電現

象について検討した結果、どの放電現象も出火原因と考えるには確証に乏しいこ

とが分かった。 
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8.2. 金属同士の摩擦熱による出火の可能性について 

   実況見分状況から、ヘッドカバー側面の焼損はヘッドプーリーとヘッドカバー

が接触し回転を続けたことによる摩擦熱によってできたものと考えられる。 

  また、サイロ施設の従業員から聴取した稼働状況によると、バケットエレベータ

ーは爆発の発生とほぼ同時に自動停止していることが分かっている。仮に、ヘッ

ドプーリーの横ずれが粉塵爆発によって引き起こされたとするならば、爆発後す

ぐに停止したヘッドプーリーによってヘッドカバー表面に円形の焼損や内側に摩

擦痕が生じる可能性は極めて低い。 

  よって、ヘッドプーリーは爆発前に既に横ずれを起こしており、ヘッドカバーに

接触した後も回転を続けていたと考えられる。 

  参考文献によると、浮遊している小麦の粉塵の発火点は 470℃とのことである。

ヘッドカバー表面は塗装が剥離し地金が露出するほど強く焼損していたことから、

小麦の粉塵の発火点とされる 470℃以上であった可能性は極めて高く、小麦のダス

トを燃焼させるだけのエネルギーは十分に存在していたと考えられる。 

ヘッドプーリーとヘッドカバーの摩擦熱のエネルギーが小麦のダストの着火エ

ネルギーを上回っていたと考えた場合、摩擦熱によって出火に至った可能性は十

分に考えられる。 

 

9.検証実験 

 出火原因として検討した静電気の放電火花と金属の摩擦熱について検証実験を実施

した。 

9.1.静電発電機を使用した検証実験 

  静電発電機によって人工的に発生させた静電気火花は火花放電と呼ばれるもの

で、放電エネルギーは次の式 1 により表すことができる。 

 

Ｗ＝1/2ＣＶ２・・・式 1 

[Ｗ：放電エネルギー（mJ）、Ｃ：帯電容量（Ｆ）、Ｖ：帯電電位（Ｖ）] 

 

  式 1 で放電エネルギーを表すことができるのは火花放電のみで、それ以外の放電

現象は式 1 で表すことはできない。そのため、それぞれの放電現象の放電エネル

ギーを火花放電に換算した等価エネルギーを放電エネルギーとして表している。 

  検証は、市販の空気入れによって耐熱ガラス製のボックスの中に火災現場から採

取した小麦のダストを浮遊させた後に静電気発生装置によって火花放電を発生さ

せ、小麦のダストに着火を試みるというものである。（写真 15） 

今回の検証では小麦のダストに着火させることはできなかったが、火花放電は
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帯電容量や帯電電位によっては大きなエネルギーを得ることも可能であるため、

条件次第ではあるが、人工的に発生させた火花放電に限っては最小着火エネルギ

ーの大きい小麦の粉塵であっても粉塵爆発を発生させることは可能であると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 15 静電発電機を使用した検証実験 

 

9.2.赤熱した金属板を使用した検証実験 

（1）検証実験 1 

ガスバーナーで熱した金属板の上方から火災現場から採取した小麦のダストを

振りかけて着火するか検証したもので、小麦のダストに着火した際の金属板の表

面温度は 380℃であった。（写真 16） 

この検証で使用した粉塵は火災現場から採取した小麦のダストであり、検証は

十分に乾燥させた後に行った。7.（1）で述べたとおり、水分を含む性質がある

粉塵は水分の含み具合で着火しやすさが変化することがあり、十分に乾燥させた

ことで着火しやすい状態であったと考えられる。 

 

 

火花放電 

静電発電機 

空気入れ 
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写真 16 赤熱した金属板を使用した検証実験 1 

 

（2）検証実験 2 

   この検証は、9.1.の検証で使用したものと同じ耐熱ガラス製のボックス内で行

った。ボックスの外でガスバーナーにより熱した金属板をボックスの側面から投

入した後に空気入れで粉塵を巻き上げる方法で行ったため、小麦のダストに着火

した際の鉄板の温度は未計測ではあるが、ガスバーナーによる加熱時間や金属板

表面の赤熱の程度が検証実験 1 と同程度であることから約 350～400℃程度と推測

される。（写真 17） 

  また、ボックス内に投入した後は鉄板の加熱を行っていないため、鉄板の温度は

徐々に低下していると考えられるが、最初に着火した粉塵が新たな火種となり連

鎖的に燃焼していくという粉塵爆発特有の燃焼現象が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 17 赤熱した金属板を使用した検証実験 2 

金属板の温度：380℃ 
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10.ヘッドプーリーの横ずれについて 

  火源を検討した結果、静電気の放電ではなくヘッドプーリーとヘッドカバーが接

触したことによる摩擦熱であると推察されたことから、ヘッドプーリーの横ずれ

が粉塵爆発以外の原因によって引き起こされたものであることを究明する必要性

が生じた。 

  ヘッドプーリーを支えるヘッドシャフトには、キーと呼ばれる直方体の金属製の

部品が取り付けられておりシャフトとプーリーが空転するのを防いでいる。 

  ヘッドプーリーは 2 本のセットボルトによってヘッドシャフト及びキーに固定さ

れているため、本来は横ずれを起こさない構造となっている。（図 5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 ヘッドユニット内部概略図 

 

キー及びセットボルトの見分を実施したところ、セットボルトの締めが通常よ

り弱かった可能性が高いことが判明した。 

  もし、セットボルトが規定どおりのトルクで締められていたにもかかわらずヘッ

ドプーリーが横ずれを起こしたのであれば、キーの表面にセットボルトによって

切削痕が生じるが、キーの表面にそのような痕は確認できず、セットボルトの接

触面にも摩耗や損傷は見られなかった。（写真 18、19、20） 

以上のことから、セットボルトが規定どおりに締まっておらず、本来の固定能

力を有していなかったためにヘッドプーリーが横ずれを起こしたと考えられる。 

  再度、関係者への聞き込みを行ったところ、火災が発生する 1 か月程度前に外部

業者へヘッドユニット及びテールプーリーの分解整備作業を依頼していたことが

判明した。 

  整備内容としては、シャフトをプーリーから抜き取りシャフト及びキーの状態を

確認した後に再度組み立てるというもので、組み立て後にはセットボルトを手締

ヘッドシャフト 

セットボルト 

キー 

ヘッドプーリー 
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めにより増し締めを行う等、分解整備の行程に問題はなかったとのことである。 

  ヘッドプーリーが横ずれを起こした原因はセットボルトの緩みであったと考えら

れるが、分解整備の行程に問題はなかったとのことであり、セットボルトが緩ん

だ原因までは特定することはできなかった。しかし、分解整備から火災の発生ま

で 1 か月程度しか経過していない点を考慮すると何らかの因果関係があった可能

性が高いと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        写真 19 キーの表面の状況 

 

 

 

 

 

 

 

写真 18 ヘッドシャフト及びキーの状況 

                     写真 20 セットボルトの接触面の状況 

 

11.まとめ 

  本火災の出火原因について検討した結果、静電気の放電火花による出火の可能性

が低いと考えられたことに対して、金属同士の摩擦熱により出火に至った可能性は

十分に考えられたため、本火災の出火原因を金属同士の摩擦熱と判定した。 

摩擦熱は、ヘッドユニット内でヘッドプーリーが横ずれを起こしヘッドカバーと

接触した後も回転を続けたことにより発生したものと考えられる。 

赤熱させた金属板を用いた検証においても小麦のダストに着火させることがで

きたことにより確証を得ることができた。 

ヘッドプーリーが横ずれを起こした原因については、確証を得ることができな

セットボルト取り付け位置 

横ずれの方向 

横ずれの方向 

切削痕等は見られない 
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かったものの、実況見分状況からヘッドプーリーを固定するセットボルトが緩ん

だことにより横ずれを起こした可能性が極めて高い。 

 

12.おわりに 

  本火災では、幸いにも焼損がヘッドユニット付近のみに限られていたため出火箇

所を容易に特定することができたが、もし爆発による破損のみであった場合や焼

損範囲が広範囲に及んだ場合は出火箇所の判定が困難になり、出火原因の判定も

困難なものになっていたと考えられる。 

  破損についても、ヘッドユニットの破損が爆発によるものと誤った判断をしてい

た場合、出火原因を摩擦熱と判定できなかったと思慮する。 

粉塵爆発に限らず、爆発が伴う火災では、被害が爆発によるものと考えがちに

なるが、先入観にとらわれることなく注意深く見極める必要があると痛感した事

例であった。 

当局においても、前例のない事例であったため、本事例を当局の職員に積極的

に周知するのはもちろんのこと、当局以外にも情報提供をすべく、調査技術会議

（大阪会場）での事例発表、日本火災学会誌への投稿を行った。 

自身が経験した他の火災調査と比べてもとても困難なものであったが、粉塵の

着火エネルギーや静電気の放電現象等、新たな知識を得る良い機会となった。 

出火原因を究明したことで、広く情報発信できる事例になったと思う。 

発生件数の少ない粉塵爆発火災の出火原因を究明できた好例であり、今後の火

災調査の参考にしていただければ幸いである。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

異常燃焼が火災に発展した石油ストーブの構造不具合に関する調査報告 

 

徳島市消防局 山鼻研弥、松本理史、生原正紀、 

藤田崇徳、津田啓貴、伊藤 学 

 

 

1. はじめに 

 近年の石油暖房器具の使用状況は、オール電化等が進み減少傾向にあった。しかし、

東日本大震災以降、節電や防災意識の向上から石油暖房器具のあり方が見直され、特

に停電時でも使用できる石油ストーブの需要が増加しているといわれている。 

 石油ストーブは、日本では古くから日常生活の中で使用されており、日々改良が加

えられ、快適な付加機能が取り付けられているが、基本的な点火、燃焼、消火等の機

構に大きな変化は見られない。故に、石油ストーブに関する火災は全国的に毎年発生

しているが、出火原因についてはそのほとんどが消防機関や製造元で解明され様々な

書籍等で多くの事例が周知されている。 

本稿で紹介する事案は、一見すると判断できないごくわずかな燃焼筒の「ずれ」と

いうヒューマンエラーによる異常燃焼と、石油ストーブ構成部品の「構造不備」が重

なったことにより発生した火災である。解明し尽くされたと思われた石油ストーブ火

災において、新たに発見された出火原因であるといえる。そして、身近な使用頻度が

高い暖房器具であるため、今後も同種火災が発生する可能性は十分考えられる事案で

ある。 

 

2. 火災の概要 

 本火災は、一般木造住宅居室内において、家人が起床後、石油ストーブに点火し直

後にその場を離れた。約 30 分後にストーブ天板上部まで炎が立ち上がっているのを

発見し、緊急消火ボタンを押して消火したものの、当該ストーブの樹脂製部品等を焼

損した火災である。（写真 1、2 及び 3） 

 

3. 焼損した石油ストーブについて 

 石油ストーブ（日本製、平成 29 年式、自然通気型開放式）は、家人が 2 年前に家電

量販店で新品購入したもので、過去にリコール情報等は発表されていない。2 シーズ

ン使用しているが、不具合は発生していない。また、灯油は近隣のセルフガソリンス

タンドで購入している。なお、火元における他の燃料使用器具としては、ガソリンを
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燃料とする草刈り機があるが、灯油用とガソリン用それぞれ専用の容器及び給油ポン

プを使用していた。 

 

4. 火災現場における実況見分 

4.1 出火室について 

石油ストーブの焼損以外、建物及び収容物に焼損は見分されない。（写真 1） 

4.2 石油ストーブについて 

 石油ストーブを見分するにあたって、石油ストーブと正対して操作部がある側を「前

面」、その反対側を「背面」、向かって右側を「右面」、向かって左側を「左面」として

見分を進める。 

石油ストーブの右面、左面及び背面に焼損は見分されず、さらに背面下部に設置さ

れている電池ケース内の単 2 乾電池 4 個に焼損及び液漏れは見分されない。 

 燃焼筒の上部には全体的に煤が濃く付着し、同じく燃焼筒外筒のガラス内にも煤が

濃く付着しており、外観から燃焼筒内部は確認できない状態である。また、燃焼筒は

一見すると正常に設置されているように見えるが、詳細に見分を行ったところ、わず

かに左側に傾斜している。（写真 1 及び 3） 

 前面パネル右端に設けられた操作部は、合成樹脂製の枠の上部が溶融して変形して

いる。（写真 2） 

 天板裏面には全体に煤が濃く付着している。 

4.3 火災現場における実況見分まとめ 

 石油ストーブ外周部に外部から延焼した痕跡はないが、燃焼筒、天板裏側等に多量

の煤が付着していることから、何らかの原因で異常燃焼が起こったことが考えられた。

また、前面にある操作部の合成樹脂製の枠の奥側において焼損及び溶融が認められる

ことからも、ストーブ内部で出火したと考えられる。可能性がある出火原因として誤

給油及び吹き返しが考えられたが、現場見分時は原因を特定できず、製品火災の可能

性も考えられるため、鑑識見分を行うこととする。 

 

5. 第 1 回鑑識見分 

 第 1 回鑑識見分は製造元と消防局・西消防署が合同で実施。 

 本鑑識については、外観から内部に至るまで見分を実施したが、本稿においては、

ストーブ内部に限定して記載する。（図 1） 

5.1 バーナータンク及び給油タンク受について 

焼損は見分されない。 

5.2 置台について 

極少量の炭化物が見分される。 
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5.3 点火電極及びトランス基板について 

点火電極に焼損はないが、トランス基盤及び配線被覆の一部が溶融している。 

5.4 燃焼筒について 

上面及び下面の外縁部に煤が付着し、上面は薄く、下面及び外縁部には多量の煤が

付着している。 

5.5 芯外筒 

中央部には、周囲に等間隔で 10 個の穴（以下「空気取入口」という。）が開いてお

り、外周部は全体的に茶色く変色し、全ての空気取入口から扇状に上方向に向かって

煤が付着している。（図 2） 

5.6 遮熱板について 

 上面には、点火電極周囲に煤が多量に付着している。下面には、全面に 2～3 ㎜の厚

みのある煤が付着しており、側面の下側 3 分の 1 まで分厚く煤が付着している。（図

3） 

5.7 第 1 回鑑識見分まとめ 

 置台には焼損が無く、また置台上に異物等も確認されないことから、吹き返しによ

る出火の可能性は低いと考えられる。 

また、バーナータンク及び燃料タンクに焼損がないことから、文献や動画資料に見

られる誤給油による出火の可能性は低いと考えられる。 

燃焼筒等に多量の煤が付着し、内部の配線被覆等に溶融が見られることから何らか

の異常燃焼が発生していたと考えられる。また、芯外筒の空気取入口を起点に遮熱板

に煤が付着している状況は製造元も見たことがないとのことである。協議を重ねたが、

これらの原因を特定するに至らない。 

 製造元に類似事案がないかさらに調査を依頼するとともに、当局では再現実験等に

より原因究明に取り組むこととする。 

 

6.  燃料の成分鑑定 

 燃料タンクに残存していた燃料を消防庁消防大学校消防研究センターへ鑑定依頼し

たところ、燃料については灯油であるとの回答を得た。 

 家人宅にはガソリンを燃料とする使用器具があり、日常的にガソリンが使用されて

いたため、ガソリンと灯油が混在した変質燃料の使用の可能性も検討していたが、コ

ンタミが否定されたことから、燃焼過程において、何らかの異常が発生した可能性が

高くなった。 

 

7. 第 2 回鑑識見分（芯外筒について） 

 第 2 回鑑識見分は、空気取入口に見られる燃焼現象が、芯外筒の内側で発生してい
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るかを確認するため実施する。 

芯外筒は、円筒状の金物の中に筒状の金物を差し込んで圧着させており、内部が確

認できないため、分解し見分を行う。 

7.1  見分結果 

 芯外筒内部に煤の付着はなく、空気取入口の上部に変色が見分される。（図 4） 

7.2 第 2 回鑑識見分（芯外筒について）まとめ 

 第 1 回鑑識見分で確認した芯外筒外周部及び空気取入口周囲に煤が付着した要因に

ついては本鑑識見分結果により、芯外筒内部に煤の付着等の燃焼の痕跡はなく芯外筒

の内側からの燃焼は否定される。 

よって、空気取入口の燃焼現象は、過熱された灯油から発生したベーパーが空気取

入口から噴出し、引火または発火したものと仮説を立てた。 

 

8.  異常燃焼の発生要因について  

ストーブ内部に多量に付着した煤の発生に着目して考察する。 

煤が発生していることから、何らかの要因で異常燃焼が発生していると考えられる。 

煤が多量に付着しているのは、遮熱板の下面、側面の下側及び燃焼筒である。 

 遮熱板の煤は芯外筒の空気取入口で発生した燃焼現象により付着したと考えられる。 

芯外筒の空気取入口の燃焼現象は、芯外筒の過熱により発生しているため、燃焼筒

の煤については別の要因で発生している可能性が高い。 

石油ストーブの異常燃焼の発生要因として誤給油や変質燃料の使用があるが、本火

災においては消防庁消防大学校消防研究センターの成分鑑定結果から否定される。 

次に燃焼筒設置状態については、火災現場における実況見分において、わずかに左

に傾斜していることが確認されている。ただし、傾斜は目視で確認できない程度であ

り、よほど意識して確認しないと気付かないレベルである。この燃焼筒のわずかなず

れでも異常燃焼が発生したとすれば、煤が燃焼筒内部に付着し燃焼筒内の排気が不完

全となり発生した熱が下方へと移行することにより、芯外筒が過熱されたと考えられ

る。 

 

9. 燃焼実験 

 上記の異常燃焼の発生を確認するため、焼損ストーブの燃焼筒をわずかにずらし傾

斜させて設置し燃焼実験を実施する。 

結果、点火すると異常燃焼が発生し、天板を超える高さまで立炎するとともに顕著

な芯外筒の温度の上昇が確認できる。さらに、ライターの火を空気取入口に近づける

とベーパーに引火する。このことから、異常燃焼と芯外筒の過熱、そして空気取入口

から灯油のベーパーが発生する過程が立証された。 
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10.  同型品を用いた再現実験 

 製造元から提供のあった同型品を使用し再現実験を実施する。（図 5） 

10.1 再現実験の条件 

⑴ 燃焼筒はわずかにずらし傾斜させて設置する。 

 ⑵ 芯外筒の空気取入口及び油受皿の温度を 2 分毎に非接触温度計で計測。 

  ※油受皿の温度が、高温になった場合、燃料タンク内部の圧力が高まり、出火す 

る可能性があるため計測する。 

 ⑶ 実施場所は署内作業室で、石油ストーブの前面パネルを取り外し容易に目視が 

できるように実施する。 

  ※当初、同実験を車庫内で数回行ったが、燃焼が安定しないため、風や温度変化 

の影響を受けにくい作業室内での実験に変更する。 

 ⑷ 室温 18℃、湿度 85％で開始する。 

10.2 経過について（表 1） 

⑴ 点火直後                                

空気取入口：28.2℃ 

油受皿：19.2℃ 

燃焼筒内の炎に異状はない。（図 6）   

⑵ 点火 2 分後 

空気取入口：32.6℃ 

油受皿：28.6℃ 

燃焼筒から天板を超える炎が立ち上がる。（図 6） 

⑶ 点火 12 分後 

空気取入口：60.2℃ 

油受皿：25.2℃ 

燃焼筒からの炎は 40 ㎝（天板から約 10 ㎝以上）立ち上がる状態となり、以後

消火まで継続する。（図 7） 

⑷ 点火 28 分後 

空気取入口：72.6℃ 

油受皿：29.2℃ 

点火電極下部直近の空気取入口の一箇所から断続的に炎が上がる。 

吸気口からは、断続的に吹き返し現象が発生する。（図 7） 

⑸ 点火 64 分後 

空気取入口：156.6℃ 

油受皿：47.2℃ 
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芯外筒全て（10 箇所）の空気取入口から炎が上がる。（図 8） 

⑹ 点火 66 分後 

空気取入口：215.2℃ 

油受皿：57.0℃ 

芯外筒の空気取入口の炎は大きくなり、燃焼が継続する。 

遮熱板の下部には、多量の煤が付着している。（図 9） 

⑺ 点火 72 分後 

空気取入口：228.4℃ 

油受皿：78.6℃ 

空気取入口の温度が発火点に達したため、緊急消火ボタンで消火。（図 9） 

10.3 実験後のストーブの状況 

 ⑴ 外観は、天板の上面の塗装が黒く変色しており、裏面には煤が濃く付着してい 

る。 

 ⑵ 燃焼筒は、内部全体に多量の煤が見分され、煤によりパンチング加工された穴 

は大半が詰まっている状態である。 

 ⑶ 芯外筒は、空気取入口から上部の遮熱板の裏面にかけて煤が扇状に付着し、特 

に遮熱板裏側には煤が厚く付着している。（図 10） 

10.4  実験結果 

家人の証言のとおり、天板を超える炎が立ち上がる異常燃焼が発生する。 

また、異常燃焼により、過熱された空気取入口から噴出するベーパーは、灯油の引

火点の 60℃を超えて 72.8℃に達し、点火から 28 分後に燃焼が始まる。（図 11） 

 実験後における空気取入口の煤の付着の形状及び遮熱板の煤の付着状態においても、

焼損ストーブと同様である。 

 よって、本実験により本件火災の出火に至る過程が再現された。 

 

11. 灯油ベーパーの引火の過程について 

空気取入口は 10 箇所あるが、最初に引火する空気取入口の位置に着目する。この空

気取入口上部には点火電極が位置している。（図 12） 

遮熱板の構造を見ると、半円形の 2 枚の盤の中央部をかみ合わせる円型の部品とし

て構成されており、外周部の点火電極の位置には、約 5 ㎜の隙間ができている。（図

13） 

このことから、この遮熱板の隙間を介して直下に位置する空気取入口から噴出する

ベーパーに引火し、その後周囲の空気取入口のベーパーへ炎が伝播することが判明し

た。第１回鑑識見分であった点火電極の配線被覆及びトランス基板の溶融は直近の空

気取入口の燃焼現象によるものである。（写真 4） 
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12. 遮熱板の構造不完全について 

再現実験結果から、異常燃焼が継続すると、芯外筒の温度も上昇を続けることから、

灯油ベーパーがいずれ発火点に至ることは明白である。しかし、家人の供述にある点

火から火災発見までの約 30 分では灯油ベーパーが発火点に至らないため、灯油ベー

パーが発火点に達して出火したとは考えられず、遮熱板の点火電極位置の隙間から灯

油ベーパーに引火したことにより出火したことは明らかである。 

 よって、出火原因の経過を遮熱板の「構造不完全」であると結論づけた。 

 

13.  出火原因の判定について 

ごくわずかな燃焼筒のずれでも異常燃焼は発生し、点火直後は通常燃焼と変わらな

いことから、家人がストーブに点火する前にぶつかる等の衝撃、ストーブを移動させ

る際に燃焼筒が外れる等何らかの原因で燃焼筒がずれたことに気付かず点火し、直後

にその場を離れたため異常燃焼が継続、過熱された空気取入口から噴出した灯油のベ

ーパーに遮熱板の隙間から芯の炎が引火したものと判定した。 

 

14. 第 3 回鑑識見分 

 当局が導き出した出火に至る経過について再現実験を行い、製造元立ち合いのもと

で確認することとした。なお、本鑑識見分実施にあたり、独立行政法人 製品評価技

術基盤機構 四国支社（以下「nite 四国」という。）から、鑑識への立ち合い申し出が

あり、第 3 回から鑑識見分に加わっている。 

 実験結果は、前回再現実験結果と多少の時間の差異はあるが同様の結果である。 

 燃焼筒のわずかなずれにより異常燃焼が発生し、過熱され芯外筒の空気取入口から

噴出した灯油ベーパーに引火する。また、遮熱板の点火電極位置の隙間から芯の炎が

引火するという当局の見解に製造元及び nite 四国とも相違はなかった。  

 

15. 類似火災防止に向けた取り組み 

本件出火原因の経過を「構造不完全」としたことから、同種火災の再発防止と安全

確保のため、製造元代表者に対し、改善要望書を消防局長名で発出した。（図 14） 

15.1 改善要望書における主な項目 

 ⑴ 同型品の製造期間及び出荷台数 

 ⑵ 把握している同型品の発煙、発火事故等の件数 

 ⑶ 出火原因に関する見解 

 ⑷ 再発防止に向けた今後の具体的な予防対策 

 ⑸ すでに販売された同型品による、同種火災の再発防止に向けた具体的な安全対 
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  策 

15.2  改善要望書に対する製造元からの回答（概要） 

 ⑴ 注意喚起について 

   今後生産する同型品については、「使用時に燃焼筒がずれた状態で使用しない」 

旨の注意喚起ラベルを本体に貼付け（表示）する。すでに販売された同型品を個々 

に対策を講ずることは困難であることから（一社）日本ガス石油機器工業会のホ 

ームページにおいて注意喚起を行うとともに、製造元独自でも啓発活動に努める。 

 ⑵ 遮熱板の構造不具合について 

   燃焼筒の不完全設置による異常燃焼においては、芯外筒等が過熱され、異常燃 

焼が継続すると発火点に至ることから、遮熱板の隙間の有無に関わらず出火する 

ため構造変更は行わず、注意喚起ラベルの貼付で対応したい。 

15.3  製造元からの回答を受けた当局の評価と対応 

 ⑴ 注意喚起について 

   再発防止に向けて一定の効果が期待されるが、今後生産される同型品について 

は記載内容や具体的な貼付け位置等について提示を求める。また、すでに販売さ 

れた同型品に対する製造元独自の啓発活動についても具体的な内容の提示を求め 

る。 

 ⑵ 遮熱板の構造不具合について 

   当局が指摘した構造不具合について、製造元としては不具合として十分に認識 

していない。しかし、遮熱板の隙間があることにより、引火現象が発生すること 

は双方が確認している事実であり、構造を改善することで事象の初期段階で引火 

による出火を防ぐことができることから継続して改善を求める。（再考による新 

たな回答を求める。） 

15.4  再考の求めを受けた製造元の対応と当局の評価 

 ⑴ 注意喚起ラベルの記載内容及び貼付け位置について 

   具体的な記載内容と貼付け位置が示され、いずれも再発防止に有効な対策であ 

ると判断できた。（図 15） 

 ⑵ 事故防止に関する啓発活動の具体的内容 

   ホームページにおける注意喚起の内容及びコールセンターへの問い合わせ時の 

回答内容が示され、再発防止に有効な対策であると判断できた。（図 15） 

 ⑶ 遮熱板の構造不具合について 

   構造変更に伴う仕様の決定に時間を要することから、当面は上記の対策を徹底 

するとともに、より安全な製品となるよう、構造変更に向けた検討を進めるとの 

回答を得たため、将来的に再発防止が期待できる。 

 以上のように、効果的な対策が講じられたことに加え、遮熱板の構造変更について 
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は経過を確認することとして製造元との再発防止への措置は終結し、当局としては広 

報活動等啓発活動を継続することとした。 

 

16. おわりに 

本稿で紹介した事案は、世間一般に普及し、日常の生活の中で使い慣れた石油スト 

ーブであるが故に発生した火災であると言える。先に述べたように、震災対策に加え

毎年のように発生する大規模風水害等自然災害により、ライフラインが止まった場合

でも使用できる石油ストーブは今後さらに普及すると考えられる。 

そこで危惧することが、基本的な燃焼等の構造がほとんどの製造元で同様の形態で

あるということである。他の製造元も取扱説明書に燃焼筒が正しい位置に設置できて

いないと火災になる旨の注意喚起が記載されているが、本件のように日常の動作で慣

れてしまい、異常燃焼に気付かないケースが発生した際に、遮熱板の構造不備から火

災に至るまでは想定できていないと考える。本件のような経過で発生する火災は、遮

熱板の構造を見直すことにより出火に至ることを防ぐことが大いに期待できる。 

本稿により、情報を発信することで各消防本部においても注意喚起情報が共有され

るとともに、製造元等石油暖房機器業界でもより安全な製品を提供できるよう遮熱板

の構造を見直し、類似火災の防止につながることができれば幸いである。 
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写真 3 燃焼筒の煤の付着状況 

写真 1 居室中央付近に置かれたストーブ 

写真 2 焼損部分  
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図 1 

 

遮熱板の煤の付着状況 

図 3 遮熱板の状況 

 

空気取入口 

図 2 芯外筒の状況 
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図 4 芯外筒内部の状況 

 

図 6 

 

図 5 
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図 7 

 

図 8 

 

図 9 
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図 10 

 

図 11 

 

 

時間経過 温度 

(空気取入口） 

温度 

(油受皿) 

状況 

点火直後 28.2℃ 19.2℃ 異状なし 

2 分後 32.6℃ 28.6℃ 燃焼筒から天板を超える炎 

12 分後 60.2℃ 25.2℃ 燃焼筒から炎が 40 ㎝立ち上がる 

28 分後 72.6℃ 29.2℃ 空気取入口の一箇所から断続的に炎が上がり、吸

気口から断続的に吹き返し現象が発生 

64 分後 156.6℃ 47.2℃ 芯外筒全ての空気取入口から炎が上がる 

66 分後 215.2℃ 57.0℃ 空気取入口の炎は大きくなり、燃焼が継続 

72 分後 228.4℃ 78.6℃ 空気取入口の温度が発火点 

 

表１ 再現実験経過 
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点火電極 

図 12 空気取入口の引火状況 

 

図 13 遮熱板の構造  

点火電極位置 

点火電極位置 

写真４ 空気取入口の燃焼状況 
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図 14 

 

図 15 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

ＬＥＤ電球に起因する製品火災の調査報告 

 

堺市消防局 堺市東消防署 内田篤志、桐畑正之 

 

 

1. 火災の概要 

この事案は、特別養護老人ホームで早朝に自動火災報知設備（以下、「自火報」と

記す。） が鳴動し、消防隊が現地確認しているが、同施設職員によって、自火報が完

全復旧されていたことで、現地で消防隊がくまなく探索するが発災地点が特定できな

かった。唯一、施設職員の供述で、自火報の受信階だけが判明していたので、施設職

員に対し至急で消防設備の点検と、その他設備の点検を行い消防署へ結果報告を行う

よう指導し現場を引き揚げている。 

翌日、施設職員から消防設備の点検は業者の都合で実施できていないが、その他の

設備について、電気設備業者が点検を行ったところ、電気配線の焦げたところがある

ので見に来て欲しいと連絡があり、消防隊が現地確認する。 

消防隊が確認すると、発災階が自火報の鳴動時に点灯していたとされる同一階で、

天井に設置のダウンライトの電球ソケットとＬＥＤ電球が焼損しているのを現認する。

さらに、その直ぐ近接に感知器（煙感知式）が位置していることを確認する。（写真１、

２） 

 

     

   

 

 

 

写真１ 設置場所 写真２ 焼損状況 
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この時、同一階において全ての感知器周辺の電気設備を確認するが、火災事実はな

く、天井に設置の焼損しているダウンライトの電球ソケットとＬＥＤ電球をもって火

災認定すると同時に、どの様なメカニズムで火災に至ったのかを明らかにするための

鑑識の重要性を施設長に説明した上で、鑑識実施のために必要な焼損物品の収去の承

諾を施設長に得た後、紙面交付を行い焼損物品の全てを収去する。 

さらに、因果関係の有無は不明であったが、同施設で約１年前に電球の一斉取り換

えをし設置したＬＤＥ電球（４００個）のうち、設置後、ちらつきや点灯不備のあっ

た５個のＬＥＤ電球も調べて欲しいとの依頼があり、全てを収去する。（写真３） 

 

 

 

 

なお、消防設備の点検に関しては、異状の有無を点検し消防署に点検報告をするよ

う指導した結果、後日、消防設備に異状のない報告を受けている。 

 

2. 第１回鑑識（消防署） 

後日、日程調整後、消防職員と焼損の認められた天井に設置のダウンライトの電球

ソケットとＬＥＤ電球の各メーカーの責任者・技術者、製品評価技術基盤機構（以下、

「ｎｉｔｅ」と記す。）の職員が同席の上、消防署で鑑識を実施する。 

消防署での鑑識では、使用機材が限られる中ではあるが、消防職員が主体となって、

現地での電気の流れを再現し、焼損品、収去した故障品並びに、メーカーの持参した

同型品と比較を行いながら、一時側にある電球ソケット、二次側にあるＬＥＤ電球と、

焼損状況の確認、導通確認、解体した内部見分をそれぞれ実施し、消防が同席者に対

して根拠を示しながら、電球ソケットがＬＥＤ電球の火災影響を受け焼損したことを

説明し、同席者が消防の説明に賛同し同一見解を持ってＬＥＤ電球から出火したとの

共通認識を得られたところで第１回の鑑識を終えた。 

電球ソケットのメーカーに対しては、この結果を踏まえ、自社製品の見分内容、資

料を付けた事故報告書を作成して消防署長への報告を依頼した。 

写真３ 故障品 
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消防署では機材がなく、これ以上詳細な見分には限界があり、鑑識を行う上で、非

破壊検査や各電子部品の導通試験を行う必要性があるため、後日、消防とＬＥＤ電球

のメーカーの責任者・技術者と日程調整して、ｎｉｔｅの施設を使用した第２回鑑識

を実施する。 

第２回鑑識前に、第１回鑑識で解体したＬＥＤ電球の焼損品と故障品の比較見分を

署内において消防職員で子細に見分していたところ、内部の基板において、焼損品の

基板の穴あき焼損箇所付近に位置する箇所を故障品で確認するとフィルムコンデンサ

のリード線のはんだ付け箇所に異状が認められた。（写真４、５、６、７） 

また、同穴あき焼損箇所付近の基板の銅箔のパターンを故障品で確認すると、異極

間が極端に狭い箇所が認識できたので、メーカーに対して、第２回鑑識までに基板銅

箔パターンの電極分布の詳細図と各電子部品の分布及び名称図を持参するよう依頼を

して第２回鑑識に臨んだ。（図１、２） 

 

       

 

 

         

 

写真４ 焼損品 表 写真５ 焼損品 裏 

写真６ 同型故障品 表 写真７ 同型故障品 裏 
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3. 第２回鑑識（ｎｉｔｅ） 

第２回の鑑識では、同型のＬＥＤ電球に関する情報提供（販売期間・販売個数・異

状の有無等）を受けた後、第２回鑑識前に消防職員が確認した異状箇所の内容を率直

に伝え、施設長が提供してくれた他の故障品５個も全て同様に鑑識する了承を得て、

消防が主体となり、消防職員が焼損品、故障品、同型品の全てを解体して、各部の状

況を確認、安全装置や電子部品の導通試験後、基板の銅箔パターンの確認、各電子部

品のリード線のはんだ付け箇所の確認を実施した後、焼損箇所付近に位置する電解コ

ンデンサの非破壊検査を実施して、これらの見分事実を、それぞれのＬＥＤ電球ごと

に結果の記録を消防職員がホワイトボードに記載すると言った具合に各業務分担を消

防が主体となって行い、鑑識を実施した。 

その結果、施設から提供を受けた故障品５個の全てにおいて、基板に取り付けられ

ているフィルムコンデンサのリード線のはんだ付け箇所に盛り不足の事実が認められ、

５個のうち３個の同箇所に亀裂のある事実が認められる。 

焼損品の基板に取り付けられている電解コンデンサは膨張しているが、非破壊検査

を実施した結果、電解液が漏出しているため内部素子がクリアに見ることができる状

態で、外形に膨張変形が見られるが内部素子に異状がない事実が認められる。 

焼損品の基板の穴あき箇所付近の銅箔は全て焼失しており、この穴あき箇所は、電

解コンデンサに近接する箇所で、異極間が極端に近接する箇所である。 

最後に、焼損品、故障品とも各電子部品等には異状が認められない事実が得られる。 

 

4. 原因の検討及び結論 

第２回鑑識で得られた事実を基に火災に至るプロセスを考察すると、はんだ付けの

不十分なフィルムコンデンサのリード線と基板間でアーク放電が発生した場合、アー

図１ 電極分布図 

（メーカー提供） 

図２ 回路図 

（メーカー提供） 
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ク放電は、スパーク放電の様に一過性の物ではないため、一度、基板上でアーク放電

が発生すると、連続的に放電され、空気中を放電するため電流の密度は高く、電子部

品が壊れ電源供給が失われるまで電流量が増え続ける特性がある。 

フィルムコンデンサの近接に位置する電解コンデンサが継続的にアーク放電の影

響を受けた場合、比較的短時間のうちに内圧が上昇して電解コンデンサの外形が膨張

変形して内部の電解液が漏出することが考えられ、この漏出した電解液が電解コンデ

ンサに近接する、異極の銅箔が接近する箇所に漏出すれば導電回路を形成して二次的

にトラッキングを起こす可能性は考えられる。 

第２回鑑識で電解コンデンサ内部素子に異状のない事実から、電解コンデンサの内

部短絡に起因する内圧上昇による電解液の漏出は考え難いことから、基板上のトラッ

キングが起因する出火の可能性は考え難い。 

 また、電解コンデンサが近接するフィルムコンデンサに電気的・熱的影響を与えた

ことも考え難い。 

これらの考察から、はんだ付けの不十分なフィルムコンデンサのリード線と基板間

でアーク放電が発生し、電解コンデンサに電気的な影響を与え内圧が上昇した場合、

漏出した電解液がアーク放電しているフィルムコンデンサのリード線付近に流入すれ

ば、着火する可能性は考えられる。 

また、電解液が継続的に漏出すれば、前述のとおり、異極間が近接する銅箔上に流

入し二次的に基板上でトラッキングすることが考えられる。 

この考察内容については、焼損している基板上の焼損状況と酷似しており、基板の

穴あき状況、銅箔のパターンの焼失状況、電解コンデンサの内部素子に異状がないに

もかかわらず外形が膨張変形している状況の全てに説明がつく。 

この鑑識事実に基づく考察の結果、出火原因については、ＬＥＤ電球の基板の製造

上において、フィルムコンデンサリード線のはんだ付けが不完全であったため、フィ

ルムコンデンサのリード線と基板間で発生するアーク放電により出火したもので、製

品不良による火災であるとの結論に達した。 

この堺市消防局の出した事実に基づく考察・結論に対し、ｎｉｔｅ職員のみならず、

メーカーも納得し、鑑識に同席した全員が製品不良による火災であるとの同一の見解

で鑑識を終えることができた。 

 

4. 再発防止のための措置 

原因確定後、施設長に原因説明を実施して納得をしていただいた際、電球を約１年

前に一斉交換した後、ＬＥＤ電球の不具合があり、その都度メーカーに返品していた

事実を知らされ、今回の火災の鑑識時に保管していた５個のＬＥＤ電球を提供でき原

因究明に役立ったことが良かったと話される。 
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メーカーには施設長に原因説明を終了した旨を報告後、現存する同施設内のＬＥＤ

電球の回収・交換を口頭で促し、翌日には４００個全ての回収・交換が終了した報告

を受ける。 

その後、消防署長命でメーカーに対し要望書を発出し、販売した全てのＬＥＤ電球

の回収・交換と、四半期ごとの報告を求めたところ、販売先が家電量販店には流通し

ておらず、エンドユーザーが一般消費者ではなく販売業者に対するまとめ売りである

ため顧客管理ができており全品自主回収・交換するが、交換品を手配するのにコスト

と期間がかかるため、順次実施するとの報告を受ける。 

メーカー担当者と連絡を密に取り、経過を見ていると、要望書がメーカーに到着後、

全国の営業所（３１か所の販売店）に対して、お知らせ文（案内文）とダイレクトメ

ールを発出するとともに、発災から２ヶ月後には、自社ホームページに社告を発表し、

当該機種の製造・販売中止と該当商品の自主回収を掲載している。 

令和元年度末には、販売店がどうしても営業形態や建物管理のシステムのため、対

面できない雑居ビル（大口個数を使用）の回収・交換ができないとの相談を受け、消

費者庁の担当職員に連絡をとり今後の対応を打診したところ、販売店に交換品を送付

していつでも交換できる体制をとり経過観察をしてくれれば、メーカーとしての社会

的責任や道義的責任は果たせていると解釈でき、メーカーのリコールも必要ないとの

返答を受けたことを知らせ、回収・交換できていない他の販売店に対しても同様に対

応するよう指導し、交換商品を販売店に対して全て送付完了した旨の報告を受ける。 

新型コロナ感染症の感染防止の観点で、未回収・交換の販売店の納品先が全て休業

しており、絶好の回収・交換期間だと思われたが、回収業者も作業員の確保ができず

休業しており、全品回収・交換の状況は整った状態ではあるものの、現在、進展して

いない状況である。 

これを受け、消防として類似火災を防止する次なる方策として、メーカーが購入し

た商品が中国社製品の完成品を購入している観点から、一般社団法人日本照明工業会

に会社名と製品番号を提供し、注意喚起を実施したいと考えている。 

メーカーの自主回収・交換と同時期に業界の工業会に情報提供できなかった理由は、

メーカーと中国の製造・販売会社との間で他商品の売買があるため、自主回収・交換

が終了するか、ある一定の目途が立つまで、中国会社の社名や製品番号は教えられな

いと、メーカーからの要望があったためである。 

 

5. さいごに 

 この火災は、特別養護老人ホームで早朝に発生した火災で、自火報の鳴動により要

援護者である高齢者や身体の不自由な方が多数居住する施設で、施設職員が少ない早

朝に、かなりの混乱があったことが容易に推察でき、誰もけがをせず、延焼拡大がな
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く小規模な火災で終えられ、二次災害がなかったことは、不幸中の幸いだったと言え

る。 

 ただ、施設職員の対応として、どのような理由があったにせよ、自火報の地区ベル

停止ではなく完全復旧させてしまったことは、今後、自火報設置の施設においては、

繰り返し使用方法を指導する必要性を強く感じる事案であった。 

 仮に、火災が延焼拡大していた場合、避難・救出路の選定、火点の特定、早期火勢

鎮圧等のためには、自火報の発報区画の確認は重要な項目であると考えるからである。 

 そのため、当該施設の施設長には、火災認定時、火災原因の説明時にと、施設職員

に対する防火教育の徹底をお願いすることとなった。 

その様な状況下、火災認定前、消防職員は「本当に火災は発生していないのか？」

と、くまなく施設内や自火報の確認を行うとともに、考えられるあらゆる点検を施設

職員に依頼して報告するよう指導している。 

同施設からの報告時には、即時対応して現場を詳細に見分して火災認定を行い、そ

の後、施設長に原因究明・火災予防の重要性を説明し納得してもらった上で、承諾を

得て、火災現場から鑑識に必要な焼損物件を根こそぎ持ち帰り、鑑識に備えることが

できたことが、鑑識で結果を導き出せた全てだと言える。 

さらに、鑑識に参加した消防職員は、調査責任者の指示の下、一切妥協せず、諦め

ることなく、それぞれがそれぞれの役割分担を認識して８時間にも及ぶ鑑識を実直に

やり遂げ、火災を専管業務とする消防職員として、火災原因の結論を導き出したのみ

ならず、その後、地道にメーカーと折衝を根気強く成し遂げた結果、管内の当該施設

の全品回収・交換を早期のうちに終え類似火災を防止しただけでなく、国内に流通す

る同型製品の自主回収・交換に大きく貢献でき、全国的な同型製品による類似火災を

防ぐ一翼を担えたと考える。 

この事案を通じ、現場見分・鑑識・広報の重要性を感じたのは言うまでもないが、

昨今、建物構造や製品構造等が日々進歩・変化し、火災形態や鑑識の難易度等も変わ

ってきており、どの局面においても、消防職員が火災原因と向き合い、如何に探求心

を持ち続け、諦めずに実直にやり遂げるかが重要だと言うことを痛感し再認識した。

以下余白 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

送風機能を失った電気ファンヒータの火災について 

 

北九州市消防局 木原健志、宮本義也、入江隆明、早田啓介 

 

 

1. 火災概要 

本火災は、平成 30 年の 12 月に、北九州市内の共同住宅の一室から出火し、収容物

の電気ファンヒータ 1 台のみを焼損した建物火災である。 

1.1 出火及び発見時の状況 

電気ファンヒータの所有者である居住者（以下「居住者」という。）が、入浴の際、

洗面脱衣所内を暖めておくために、電気ファンヒータの電源を入れて入浴を開始した

ところ、数分後に、洗面脱衣所内に置いていた電気ファンヒータから、高さ約５０㎝

の炎が立ち上がっていることを浴室の扉のガラス越しに確認した。 

1.2 消火状況 

 居住者は火災を発見後、同居の家族に火災を報知した。火災を知った家族は、電気

ファンヒータの電源プラグを抜き、当該電気ファンヒータを洗面台に落とし込み、水

道水にて消火を行ったところ、鎮火に至った。 

1.3 消防隊現場到着時の状況 

居住者は、鎮火から約 11 時間後に消防へ通報を行っている。通報を受けた消防隊

が現場に到着した際、電気ファンヒータは、居住者により購入時に梱包されていた箱

に収められている状態であった。また、出火時に電気ファンヒータが置かれていたと

される洗面脱衣所内には焼損箇所はなく、電気ファンヒータ本体の上部のみに焼損が

確認できた。 

1.4 電気ファンヒータの使用状況 

 居住者からの情報によると、電気ファンヒータは、出火の約 2 週間前に、インター

ネットショッピングサイト（以下「ショッピングサイト」という。）から購入し、使用

は 2 回目であった。また、出火に至るまでの間、電気ファンヒータは正常に作動して

いたとのことである。 
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2. 鑑識及び検証等 

 前章の火災概要から考察すると、電気ファンヒータからの出火は明確だが、使用状

況から、電気ファンヒータの経年劣化を起因とした出火とは考えにくい。このことか

ら、製造不良による製品火災が疑われたため、ショッピングサイトにより、焼損した

電気ファンヒータ（以下「焼損品」という。）の同型品（以下「同型品」という。）を

購入し、比較、鑑識及び検証を行った。 

2.2 焼損品と同型品の比較 

2.2.1 外観状況 

焼損品は、本体上部を中心に焼損しているが、残存部分を確認すると、外観は同型

品と類似していることがわかる。（写真 1 及び 2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 内部状況 

 焼損品、同型品ともに、ニクロム線により熱せられた空気をファンにより送風する

という簡易的な構造をしていた。また、ブリッジダイオード及びサーモスタットが類

似した位置に存していることから、内部の構造は類似していると考えられた。 

 しかし、焼損品の電源方向から本体内部に延びる配線（以下「配線 1」という。）と、

同型品のそれは異なる方向に位置し、サーモスタットも上下反対の位置に存している

等、構造に若干の異なる箇所が確認できた。（写真 3 及び 4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配線 1 

ブリッジダイオード 

サーモスタット 

写真 3 焼損品の内部状況 

配線 2 

写真 4 同型品の内部状況 

ブリッジダイオード 

サーモスタット 

配線 1 

配線 2 

写真 1 焼損品の外観状況 写真 2 同型品の外観状況 
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 焼損品の内部の配線を詳しく確認すると、配線 1 及びブリッジダイオードからモー

ターへ延びる配線（以下「配線 2」という。）（写真 3 参照）は、本体内部に向かって

右上方の位置で接しており、当該位置で両配線の片極に溶融痕が確認できた。（写真 5

及び 6 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 配線についての考察 

 各配線の溶融痕は片極のみであるため、配線単独の短絡痕とは考えにくい。また、

焼損品は購入して間もないものであり、使用回数も 2 回目であることから、配線の劣

化により両配線の片極同士が接触して短絡したことも考えにくいため、当該溶融痕は

二次的な短絡痕であると考えられる。  

2.3 製品情報 

 前節の比較状況から確認できた配線の状況を図 1 に示すとともに、改めて焼損品の

情報を以下のとおりまとめる。 

2.3.1  生産国、メーカー等 

製品が梱包されていた箱には「MADE IN CHINA」との記載があるが、取扱説明書に

記載されているメーカー等の連絡先に問い合わせるも、連絡が繋がらないため、詳細

は不明である。 

2.3.2  製品名 

焼損品を販売していたショッピングサイトでは、「ベアヒータ」と記載されていた

が、他のショッピングサイトでは異なる製品名で販売されているものが確認できた。 

2.3.3  製品の構造 

   ・当該製品はニクロム線を発熱させ、後方からファンによって暖めた空気を送

る電気ファンヒータである。 

・電気配線は、交流電源からスイッチを介し、ニクロム線とブリッジダイオー

ドに接続されている。 

・ブリッジダイオードで直流に整流された電流が、モーターに供給されている。

（図１参照） 

写真 5 配線 1 の溶融痕 写真 6 配線 2 の溶融痕 
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・モーターに供給される電流は 0.19A、電圧は 6.3V であった。（テスターによ

り測定）このことから、モーターの消費電力は約 1.2W であることが確認で

きた。 

・電源スイッチとニクロム線の間には、温風の温度を調整するためのサーモス

タットが取り付けられている。ドライヤーで温風を当て作動温度を確認した

ところ、約 80℃で作動し、約 40℃まで温度が下がると復旧することが確認

できた。（熱画像装置にて温度を測定） 

・インターネット上に掲載されていた製品の概要では、転倒保護機能が付され

ているとのことだが、焼損品には当該機能は確認できなかった。 

・定格電圧は 110V、定格電力は 350W である。（インターネット上での情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 回路図からの考察 

 配線 2 が断線した場合、モーターは停止するが、ニクロム線は作動し続けることが

考えられる。この場合、ファンの送風による冷却機能が失われるため、ニクロム線が

過熱し続け、出火に至る可能性があることから、同型品の配線 2 を断線させ、検証を

行った。 

2.4 検証 1 

 配線 2 を断線させ電源を入れると、ファンが停止している状態でニクロム線は過熱

を続け、約 20 秒後にニクロム線周囲の樹脂部分が発火し、その約 9 秒後にサーモスタ

ットが作動することを確認した。（写真 7 参照） 

 焼損状況を確認すると、ニクロム線周囲の樹脂部分の一部及び外殻上部の一部に溶

融が確認できた。（写真 8 参照） 

 

 

 

 

 

配線 1 

 
配線 2 

・・・溶融痕が確認できた位置 

図 1 ファンヒータの回路図 
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 この検証から、何らかの原因でファンが停止したことにより、ファンの送風による

冷却機能を失ったニクロム線が過熱を続け、出火に至る可能性が確認できた。 

2.5 ファンが停止した原因について 

 ファンが停止した原因について、モーターへと繋がる配線 2 の異常が考えられるが、

前述のとおり溶融痕は二次的なものであると考えられ、その他の配線についても異常

は確認できなかった。 

焼損品に付されている電子部品の異常の有無を確認したところ、ブリッジダイオー

ドはテスターにより導通が確認でき、サーモスタットは約 80℃で作動することが確認

できたため、異常はないと考えられた。 

 モーターについては、外観に焼損等は確認できなかったが、テスターによる導通が

確認できなかった。（写真 9 及び 10 参照）このことから、モーターに何らかの異常が

生じたため、ファンが停止したものと考えられた。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8 焼損状況 写真 7 発火時の状況 

発火箇所 

写真 9 モーターの外観状況 写真 10 モーターの導通状況 
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2.6 モーターの異常について 

2.6.1 モーターの仕組み 

 モーターについて検討を行う前に、モーターの仕組みについて簡単に確認を行う。 

 モーターにはいくつかの種類があるが、当該電気ファンヒータのモーターはブラシ

付きの直流モーターであるため、図 2 を参考に説明を行う。 

    ・モーターは磁石、ブラシ、整流子、コイル及び回転子で構成されている。 

    ・モーターへと流れてきた電気は、ブラシを経由し、整流子へと流れる。 

    ・整流子は 3 つに別れ円型を形成し、コイルの両端を通じて隣の整流子と繋が

っている。 

    ・コイルは回転子を巻き込むように形成されている。これにより、コイルに電

気が流れると、右ねじの法則により回転子に磁力が生まれる。 

    ・回転子に生じた磁力は、回転子周囲の磁石と吸引・反発を繰り返すことによ

り回転する。この回転に合わせて整流子も回転するため、コイルを流れる電

気の方向が位置によって変化し、整流子の極性も位置によって変化するもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ モーターの仕組み 

コイルの両端は、互
いに異なる整流子
に繋がっている。 

電気の向きが
変 わ る こ と
で、極性が変
化する。 
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2.6.2 モーターの内部 

 焼損品のモーターの内部を確認すると、焼損や異物の混入は確認できなかったが、

ブラシに湾曲が確認できた。（写真 11 及び 12 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、同型品のブラシと比較すると明らかに短い状態であり、片方のブラシが整流

子に接していない状況であることが確認できた。（写真 13 及び 14 参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 ブラシについて 

 焼損品のブラシが短い原因については、モーター内部に焼損が確認できないことか

ら、二次的に短くなったとは考えにくいため、製造段階ですでに短い状態であったと

考えられる。 

 しかし、購入時からブラシと整流子が接していない状態であれば、1 回目の使用か

ら火災に至っているはずである。 

2.6.4 検証 2 

 ブラシが短い状態でモーターを使用した際、正常なものとどのような違いが発生す

るのかを検証するため、定格電圧 3V のモーター2 つを用意し、検証を行った。 

    ・モーター内部の状況が確認できるよう、外郭の一部を切り取った。（写真 15

参照） 

 

写真 12 ブラシの湾曲 

ブラシ 

写真 11 モーター内部の状況 

回転子 

コイル 整流子 

磁石 

焼損品 同型品 

写真 13 ブラシの比較 写真 14 ブラシと整流子との位置関係 

整流子 

ブラシが整流子に 
接していない状況 
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    ・1 つのモーターはブラシが整流子に辛うじて接する位置までブラシを切断

（以下「モーターA」という。）し、もう 1 つのモーターはブラシをそのま

まの状態（以下「モーターB」という。）で使用した。（写真 16 及び 17 参照） 

    ・電源は 1.5V の乾電池 2 つをつなぎ合わせたものを使用し、2 つのモーター

を 30 分間作動させた。 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

    ・検証開始直後、モーターA は正常に整流子が回転を始めたが、ブラシと整流

子が接する位置でスパークの発生を確認した。一方、モーターB にスパーク

は発生せず、異常なく整流子は回転を続けた。（写真 18 及び 19 参照） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    ・30 分経過するも、2 つのモーターが停止することはなかった。 

    ・2 つのモーターの整流子を比較すると、モーターA はモーターB に比べ、整

流子が摩耗していることが確認できた。特に、整流子と整流子の隙間付近が

著しく摩耗している。（写真 20 及び 21 参照） 

 

 

 

 

 

写真 16 モーターA のブラシ 

写真 17 モーターB のブラシ 写真 15 検証に使用したモーター 

モーターA モーターB 加工前 

写真 19 モーターB の作動状況 

スパーク 

写真 18 モーターA の作動状況 
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本検証に加え、電源の電圧を 6.0V（1.5V 乾電池を 4 個）に変更し検証を行ったと

ころ、モーターA と同様にブラシを切断したものは、約 1 分でモーターが停止するこ

とを確認した。（検証状況及び写真は省略） 

以上の検証から、モーターのブラシが整流子に辛うじて接する位置にある場合、ブ

ラシと整流子の間にはスパークが発生し、当該スパークが整流子を摩耗させることで、

ブラシが整流子に届かなくなるため、モーターが停止すると考えられた。 

2.6.5 モーターが停止するまでの詳細 

 前項での検証を踏まえ、モーターが停止するまでの詳細を図 3 にてまとめる。 

    ・説明を明瞭化するため、ブラシ及び整流子以外の部品は図から消去している。 

    ・ブラシに電気が流れ込み、整流子が回転する。 

    ・ブラシの先端が整流子同士の隙間に位置する際、ブラシが整流子から完全に

離れる瞬間が生じ、スパークが発生する。 

    ・整流子は惰性により回転を続け、スパークが連続的に発生する。 

    ・スパークを受けることにより整流子が摩耗する。この際、ブラシも同時に摩

耗すると考えられる。 

    ・やがてブラシと整流子は離れ、モーターが停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラシ 

整流子 

ブラシと整流子 
が離れる 

スパークが発生 ブラシと整流子 
が摩耗し離れる 

図 3 モーターが停止するまで 

写真 20 モーターA の整流子の状況 写真 21 モーターB の整流子の状況 
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3. 結論 

 前章の鑑識及び検証等を踏まえて考察する出火原因は、電気ファンヒータ使用中、

ファンのモーター内部のブラシ及び整流子が初期不良のため接触不良を起こしたこと

により、ブラシ及び整流子が摩耗しモーターが停止、ファンによる送風機能を失った

ニクロム線が過熱し続けたため、ニクロム線周囲の樹脂が発火し、出火したものと考

えられる。 

 

4. 火災予防施策等 

4.1 本市 2 例目の火災 

 本事例が発生した数週間後に確認したところ、この電気ファンヒータをショッピン

グサイトで見つけることはできなかったが、約 1 年後の令和元年 12 月、同型の電気フ

ァンヒータから出火し、専用住宅 1 棟を全焼する火災が発生した。関係者の情報から、

当該電気ファンヒータは出火の半月前にショッピングサイトで購入したとのことであ

り、当該同型品のモーターのブラシも短く、整流子に接していない状態であった。 

このことから、本事例から約 1 年後には、同型品がショッピングサイト上で販売が

再開されていたことが考えられる。 

4.2 PSE マーク 

本事例の電気ファンヒータは、同型品も含め、日本国内で販売される電気製品に表

示義務のある『PSE マーク（電気用品安全法に適合する表示）』が付されていなかった。 

本来、PSE マークの表示が義務付けられている製品は、当該マークを付していなけ

れば、日本国内での輸入、販売等は行えないことになっているが、この電気ファンヒ

ータのように、PSE マークが付されていない製品がショッピングサイト上で多く販売

されていることが考えられる。 

4.3 本市の対応 

 本事例の出火原因と考えられる電気ファンヒータについて、独立行政法人製品評価

技術基盤機構を通じ、経済産業省へ報告を行ったが、生産国及び販売者が不明のため、

直接的な対策は行えないとのことであった。また、取扱説明書に記載されていたメー

ルアドレスに連絡等を行うも、返信はなく、現状では火災予防に繋がる具体的な対策

は行えていない状況である。 

4.4 今後の火災予防施策 

 本事例の電気ファンヒータの同型品は、これまでもショッピングサイト上で販売の

開始と中断を繰り返し、販売を続けていたことが考えられることから、すでに全国で

類似火災は発生しており、今後も発生することが予想される。類似火災を予防するに

は、PSE マークが付されていない製品や、生産国または販売者が不明、若しくは虚偽

であることが疑われるような製品は購入を控える等、消費者に呼びかけることが必要
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と考えられる。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

短絡した配線に電気痕が確認できない車両火災事例について 

 

北九州市消防局 脇山智貴 

 

 

1. 火災の概要 

本火災は、平成 30 年 12 月 11 時ごろ、駐車中（エンジン停止）の普通乗用車内か

ら出火し、運転席側ダッシュボード及びフロントガラスの一部等を焼損した車両火災

である。 

 

2. 関係者の回答 

2.1 火災発生までの状況 

・事務所に隣接する車庫から車を半分ほど出し、エンジンを停止させ、運転席

のフロントボディーピラー及びモールの中に這わせて入れていたレーダー

探知機の配線を取り外す作業中（運転席のドアを開けたまま）であった。 

・レーダー探知機本体をコネクタから外した後、運転席の右側にあるモールを

取り外す際、這わせて入れていたレーダー探知機の配線から「バチッ」とい

う音がした。 

・その後、レーダー探知機の配線（中心付近）の被覆が溶融したが、煙及び臭

気の確認については記憶が曖昧であった。 

・レーダー探知機の配線（中心付近）を素手で持ち、ボディーアースをとって

いたボルトを緩めず引き抜き、ボディーアース側の配線が切断された。 

・ワイヤーハーネス（車両本体の配線の束）に取り付けていたレーダー探知機

のプラス配線をニッパで約 3cm 残して切断した。 

・運転席のドアを開けたまま、事務所に絶縁テープを取りに戻った。 

・絶縁テープを持って車に戻ると、ハンドルの右下に約 10 ㎝の炎と白煙が上 が

っているのが見えた。 

2.2 出火前の配線の状況 

・新品で購入したレーダー探知機は、純正コードが短かったため、配線を継ぎ

足し加工していた。 

 

 

令和２年度消防防災科学技術賞受賞作品資料集

-212-



 

 

・レーダー探知機のプラス配線は、運転席ドア側足元のワイヤーハーネスの配

線被覆を剥き、そこに直接巻き付けて絶縁テープで被覆していた。 

・ボディーアースは、ハンドルの右下（ダッシュボード内）のボルトを緩め、

直接マイナス配線を巻き付けていた。 

・レーダー探知機には、ヒューズを取り付けていなかった。 

・レーダー探知機の電源は、車両のエンジンが停止している状態であっても供

給されていたため、レーダー探知機本体のスイッチで操作していた。 

 

3. 現場見分の状況 

3.1 車両外周・エンジンルームの状況 

・運転席側のフロントガラスに破損及びフロントボディーピラーのみに焼けが

見られ、他に焼けは見られなかった。（写真 1 及び 2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・エンジンルームに焼けは見られず、ヒューズボックス内のヒューズのうち、

5A の STOP 及び 10A の D/C CUT のみが溶断していた。（写真 3 及び 4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破損したフロントガラス 

写真 1 被災車両外周の状況 1 

焼けたフロントボディーピラー 

写真 2 被災車両外周の状況 2 

写真 3 エンジンルームの状況 写真 4 エンジンルーム内のヒューズの状況（比較） 

溶断していないヒューズ 

溶断したヒューズ 
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3.2 車内の状況 

3.2.1 車内後部の状況 

ルーフヘッドライニング（天井の内張り）及び後部座席助手席側のヘッドレストの 

一部が焼けて垂れ下がり、焼けていないリアシートに付着していた。（写真 5 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 車内前部の状況 

・運転席側と助手席側のフロントガラスを比較すると、助手席側は上部のみに

すすの付着が見られたのに対し、運転席側は全体的にすすが付着し、一部が

破損していた。（写真 6 参照） 

・運転席側と助手席側のダッシュボードの焼けを比較すると、助手席側の足元

及びダッシュボードに焼けは見られなかったのに対し、運転席側の足元には

焼けが見られ、ダッシュボードは溶融し原形をとどめず、運転席の足元に落

下していた。（写真 6 参照） 

・運転席側のフロントシートクッションはエンジンルーム側の一部に焼けが見

られたが、他に焼けは見られなかった。（写真 7 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5 車内後部の状況 

ルーフヘッドライニング 

ヘッドレスト 

写真 6 車内前部の状況 1 写真 7 車内前部の状況 2 
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3.3 配線の状況 

・レーダー探知機のプラス配線が運転席ドア側足元のワイヤーハーネスに接続

されていた状況を復元した。（写真 8 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ハンドルの右下のボルト（A～D）を緩めて確認したが、レーダー探知機の配

線（ボディーアース側）は残存していなかった。（写真 9 参照） 

・ワイヤーハーネスの一部に絶縁被覆がなく、芯線の露出（レーダー探知機の

プラス配線の接続箇所）が見られた。（写真 10 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 鑑識の状況 

・レーダー探知機の配線の一部（中心付近）に絶縁被覆はなく、芯線の露出が見

られた。（写真 11 参照） 

・配線の継ぎ足し加工をしていた部分（A）に焼けは見られず、配線が絶縁テープ

で巻かれていた。（写真 11 参照） 

レーダー探知機の配線 

写真 8 レーダー探知機の配線状況を復元 

レーダー探知機本体 

写真 9 で拡大 

ワイヤーハーネス 

A 

B 

C 

D 

写真 9 レーダー探知機の
ボディーアースの状況 

芯線の露出 

ワイヤーハーネス 

写真 10 ワイヤーハーネスの状況 
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・関係者がプラス配線をニッパで切断した部分（B）の絶縁被覆に焼けは見られな

かった。（写真 11 参照） 

・関係者が配線を引き抜いた際に切断されたボディーアース側の配線（C）はプラ

ス及びマイナス配線が分岐している。マイナス配線に絶縁被覆はなく、芯線が

露出しているが、焼けは見られなかった。プラス配線は(B)の配線へ繋がるもの

である。（写真 11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・配線の継ぎ足し加工をしていた部分(A)の２つの芯線は近接しており、互いの芯

線には焼け及び電気痕は見られなかった。（写真 12 及び 13 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 関係者の回答、現場見分及び鑑識からの考察 

関係者は車両のエンジンを停止させ、レーダー探知機の配線を取り外す作業中に

「バチッ」という音がした後、配線の絶縁被覆が溶融し、数分後、ハンドルの右下に

炎を確認していたとのことである。また、レーダー探知機の電源は、車両のエンジン

が停止している状態であっても供給されていたことから、当該配線はワイヤーハーネ

ス内の常時電源が供給されている配線に接続していたと考えられる。 

現場見分の状況から、車両外周については、運転席側のフロントガラスに破損及び

(C) 

(A) 

(B) 

写真 11 レーダー探知機の配線の状況 

レーダー探知機本体側 

写真 12 (A)を接写 写真 13 (A)の配線のみを接写 
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フロントボディーピラーのみに焼けが見られたことから、運転席側からの出火が考え

られる。エンジンルームについては、焼けが見られなかったことから、エンジンルー

ムからの出火は考えられない。車内については、車内後部及び助手席側の焼けは上部

のみに見られたのに対し、運転席側の焼けは全体的に見られた。 

さらに、ダッシュボードは助手席側に焼けが見られなかったのに対し、運転席側は 

溶融して原形をとどめていなかったことから、運転席側のダッシュボード付近からの 

出火は考えられる。 

以上のことから、出火箇所は、ハンドル右下のダッシュボード付近から出火したも

のと推定した。また、出火原因は、レーダー探知機の配線状況及び当該配線を取り外

す作業中に「バチッ」という音がした後、配線の絶縁被覆（短絡が疑われる箇所から

離れた配線の中心付近）が溶融していたことから、レーダー探知機の配線を継ぎ足し

加工した部分で短絡し、高温となった配線の絶縁被覆が溶融して発火したものと考察

した。 

 

6. 再現実験について 

 関係者の回答、現場見分及び鑑識の状況から、レーダー探知機の配線が短絡し、出

火したことが考えられたが、レーダー探知機の配線（配線の継ぎ足し加工した部分）

をデジタルマイクロスコープで確認したところ、電気痕は見られなかった。そこで類

似の配線を作成し、意図的に発生させた短絡箇所における電気痕の発生状況を検証す

るため、関係者の回答に基づく再現実験を行った。 

※ 再現実験におけるヒューズの不使用について 

 本火災では、配線が短絡しても、何らかの要因によりヒューズが溶断しなかったこ 

とが、火災に至った要因と考えられる。また、国土交通省自動車交通局が作成の「自 

動車の不具合による事故・火災情報における車両火災に関する調査実施報告書（平成 

23 年 6 月）」によると、「ハーネスと車体のエッジ部や他の電装品とのショートの仕方 

によっては電流が小さく、ヒューズが飛ばずに数十分後にショート箇所から火災が発 

生する可能性があることが確認出来た。」との記載があったため、今回の実験にはヒ 

ューズを使用していない。 

6.1 再現実験の状況 

・レーダー探知機の配線を再現し、配線の継ぎ足し加工した部分を短絡させた。

(写真 14 及び 15 参照） 
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・短絡後、30 秒経過すると絶縁被覆（短絡箇所から離れた配線の中心付近）は 

溶融し、赤熱した芯線が露出した。（写真 16 参照） 

・37 秒経過した時点で被覆が発火し、出火した。（写真 17 参照） 

・実験後、配線に溶断箇所及び焼けが確認できた。（写真 18 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実験後、配線の継ぎ足し加工した部分をデジタルマイクロスコープで確認す

るも、電気痕は確認できなかった。（写真 19 参照） 

・写真 19 で撮影した配線の継ぎ足し加工した部分を裏返すも、電気痕は確認 で

きなかった。（写真 20 参照） 

配線の継ぎ足し加工した部分 

写真 14 実験に使用した配線 

配線の継ぎ足し加工した部分 
を短絡させる 

写真 15 実験の状況 

写真 16 短絡後、30 秒経過 写真 17 短絡後、37 秒経過 

写真 18 実験後の配線 
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6.2 再現実験の結果 

短絡後、30 秒経過すると絶縁被覆（短絡箇所から離れた配線の中心付近）は溶融し、 

赤熱した芯線が露出、更に 7 秒後には発火しており、短絡した配線は短時間で高温と 

なり、短絡箇所から離れた位置でも出火に至る可能性があることが判明した。 

 また、短絡箇所でも電気痕は生じない場合があることが判明した。 

 

7. 結論 

 関係者の回答、現場見分及び鑑識の状況から、レーダー探知機の配線が短絡したこ

とが出火の原因と考えられたが、レーダー探知機の配線に電気痕は見られなかった。  

しかし、再現実験を行ったところ、短絡箇所でも電気痕は生じない場合があること

及び短絡した配線は短時間で高温となり、短絡箇所から離れた位置でも出火に至る可

能性があることが判明した。 

以上のことから、本火災の出火原因は、レーダー探知機の配線（継ぎ足し加工した 

部分）を取り外す作業中、継ぎ足し加工した部分に外力が加わり短絡後、高温となっ 

た配線の絶縁被覆が溶融して発火し、出火したものと推定した。 

 

8. 火災予防対策 

インターネットの普及により人々の生活利便性は向上していく中、総務省が作成し 

た「平成 29 年版 情報通信白書」によると、インターネット利用世帯の内、インター 

ネットショッピングの利用率は、2006 年は 12.7%であったのに対し、2016 年では 27.8% 

に増加している。また、インターネットショッピングの拡大と並行して、購入した商 

品を使って DIY を行う消費者も増加している。 

 インターネットにより様々な情報を入手することができるとともに気軽に商品を購 

入することができるインターネットショッピングだが、便利になった反面、以前は業 

者によって行われていた電装品の取り付けや電気配線の作業を消費者が自ら DIY を行 

うことも珍しくなく、火災に繋がる事例も増加傾向にある。 

写真 19 短絡箇所の状況 写真 20 写真 19 の裏側を撮影 
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 今回の火災事例においても、使用者が自ら取り付けたレーダー探知機を取り外す際 

に配線が短絡し火災が発生していることから、今後、私たち消防職員は火災予防行事 

でこれらの危険性を言葉や文字だけでなく、実際に電気火災の実験を行う等を体験し 

てもらうことで市民の記憶に刻み、電気火災発生を未然に防止していかなければなら 

ない。 

加えて、商品の販売事業者に情報提供を行い購入者に対して、商品の取り扱いを誤 

ると火災に繋がることを注意喚起してもらうよう呼び掛けていかなければならない。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 一般の部 消防防災機器等の開発・改良 

 

傾斜監視警報システム 傾助 

 

株式会社オサシ・テクノス 

 

 

1. はじめに 

本開発製品は、平成 29 年度および平成 30 年度消防防災科学技術研究制度「土砂災

害現場での捜索救助活動等における 2 次災害防止を目的とした監視システムの開発」

による研究開発終了後、さらに継続開発したものである。 

 

1.1 背景 

土砂災害対応での捜索救助活動にあたり、再度の崩壊による上流からの土砂流出等

を監視することは、救助隊員の安全確保のために極めて重要である。地すべりやがけ

崩れの斜面防災事業においては、ワイヤーセンサ、伸縮計または傾斜計などの計測機

器を用いて土砂の動きを監視し、復旧工事などの安全を確保している。しかし、現状

のこれらの機器は、設置位置の選定や設置作業に時間と経験が必要であり、専門業者

に依頼しなければならない。そのため、災害後の応急対応時に最先着する消防隊がそ

れらを利用することは極めて困難である。土砂災害対応における早期の安全確保のた

めには、消防隊が容易に扱え、信頼性が高く、安価な監視システムの開発が必須であ

る。 

そこで本開発では、研究代表者が斜面防災用途に製品提供している計測機器をベー

スに、訓練等を通じて消防活動の実態に即した改良を行い、容易で素早く設置でき、

信頼性が高く、安価な監視システムを開発した。 

 

1.2 目的  

本開発の目的は、土砂災害対応での捜索救助活動における二次災害防止を防止する

ための、消防隊員が容易に扱える「警報発令および危険状態を可視化する監視システ

ム」を提供することである。このシステムは、危険地帯に設置した傾斜センサでいち

早く斜面の変状を感知し、指揮所や監視員配置場所等へ警報の発令を知らせることで

退避を促し、退避後も継続したモニタリングで傾斜データの変動傾向を可視化する監

視システムである。 

傾斜監視システムは、計測を司る計測装置と、警報出力とデータ表示を司るインタ
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ーフェース装置で構成され、無線通信による傾斜データ集約・状態監視、即時な警報

発令、容易な設置、データのロギングといった特長を有する（図 1 参照）。 

 

 

図 1 監視システムイメージ 

 

即時の警報発令とセンサデータの収集・ロギングの両立は、消防隊から特に求めら

れた機能であり、警報発令後も継続したモニタリングによってデータの変動傾向を可

視化することで、現在の危険状態を明確にし、退避および捜索救助活動再開の判断精

度を高めることを可能としている。 

 

1.3  解決すべき課題  

本研究の課題は、捜索救助活動のニーズを考慮した仕様を明確にし、実現する構成技術を

開発することにあり、以下の 3 点に要約される。 

・無線警報伝達の信頼性と即時性の追求 

・設置および設定が容易にできること 

・装置の信頼性が高いこと 

 

1.4 研究開発の実施手順  

前項で述べた技術的課題を解決し、消防隊が容易に扱える監視システムを開発する

ために、以下の手順で研究開発を行った。 

①捜索救助活動における監視システムに対するニーズの詳細化 

②仕様検討および構成する基礎技術の開発 

③監視システムの計測装置の第１試作 

④監視システム全体の検討 
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⑤監視システム全体の第２試作 

⑥訓練による性能・機能の実証および改良、取扱要領の作成。 

 

2. 救助活動で使用する監視システムに対するニーズの詳細化 

救助活動のニーズを考慮した仕様とするために、研究協力者である神戸市消防局とともに

ニーズの詳細化を行った。2017 年 7 月には、土砂災害を想定した実動訓練である神戸市全市

防災訓練を見学したことで、救助活動の流れやゾーニング、救助活動場所と指揮所の距離感、

仮設する指揮所のイメージおよび指揮所設置条件などの救助活動の全体イメージを把握する

ことができた。 

その救助活動の流れと監視システムの作業手順の照らし合わせを同一認識の下で行い、シ

ーン別のニーズ詳細化を実施した。その結果、44 個の要求事項に細分化でき、その優先付け

を行った。救助活動の流れと監視システム作業手順の照合を図 2 に、シーン毎の要求事項の

抜粋を表 1に示す。 

 

 

図 2 救助活動の流れと監視システム作業手順の照合 
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表 1 シーン毎の要求事項（抜粋） 

 

 

解決すべき課題の 1 つである、消防隊による作業性を高めるための「設置および設定が容

易にできること」に対しては、市販防水コンソールボックスを加工した形状サンプルをもと

に会議で意見出しを実施したことで、より具体的に装置の可搬、設置に関する要求事項を抽

出することができた。 

 

3. 仕様検討および構成する基礎技術の開発 

3.1  構成する基礎技術の開発  

ニーズの詳細化と平行して、特に作業性が重要となる計測装置の設置方法、および必要な

機能と構造の検討を実施した。基礎技術の開発での、既存技術をベースとした新たな要素の

開発については、評価実験等でその実現性を見極め、構成する技術を決定した。 

解決すべき課題である「無線警報伝達の信頼性と即時性の追求」に対しては、警報無線と

して 429MHz 帯の LoRa 変調と FSK 変調の 2 つの方式を候補に検討・実験を行い、実力を確認した

結果、通信速度、通信の確実性、信頼性の観点から、FSK 変調で自動ルーティングを組むのが

最善という結論に至り、データ無線は 920MHz 帯、警報伝達は 429MHz 帯と、周波数帯が違う

完全に独立した２重伝送路を確立させる方針に決定した。 

 

3.2 仕様検討  

ニーズを詳細化した 44 の要求事項をインプットとして、監視システムの仕様を検討・決定

した。44 の要求事項のうち 41 項目は実現可能であり、仕様に取り入れることとした。「観測

データが WEB 上にアップされ、関係者が PC、タブレット、スマートフォンで見られるように

してほしい。」という項目については、研究開発当初の予定にはなかったが、実現可能なた

め対応した。 

取り入れなかった 3 項目「投げて設置したい」「センサ端末と傾斜検出部間の無線化」「電
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池を充電式と非充電式の両方使用できるようにしてほしい」については、検出部の電源・検

出部との無線通信の確実性・計測の即時性の低下等、計測の信頼性を損なう要因が多く、デ

メリットが大きいため、本研究開発では不採用とした。 

解決すべき課題である「装置の信頼性が高いこと」に対しては使用前・使用中の自己診断

機能を検討して取り入れた。 

 

4. 計測装置の 1 次試作開発 

決定した仕様にもとづき、計測装置の 1 次試作の設計・製作・検証を実施した。計

測装置は集約局と多数のセンサ端末という構成からなり、その試作を設計・製作し、

実機を用いて、特に消防隊員による作業性および設置性に関して具体的な検証を実施

した。監視システムの構成を図 3 に、1 次試作機の写真を図 4 に示す。 

 

 

図 3 監視システムの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 1 次試作機（左：集約局、右：センサ端末） 
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神戸市消防局の消防隊員による実機検証の結果、表 2 の問題点・改良意見を抽出でき

た。 

 

表 2 実機検証から得た改良意見 

センサ端

末 

アンテナ取り付け金具の軽量化、脱着の作業性向上 

筐体とアンテナポール一体化 

ワンプッシュ防水コネクタ接続など作業性向上 

傾斜センサの足を差し易いスパイク形状にしたい 

傾斜センサの足を、場所に合わせて長さの異なる足に取り換え可

能にしたい 

ボックスは目立つ黄色にしたい 

集約局 集約局のボックス一体収納（指揮所のテーブル上に置く） 

計測開始時の操作の簡単化、 

液晶操作でなくスイッチ 1、2 を押すだけ、など 

 

特に設置性の検証で重要であった、危険地帯に設置するセンサ端末の作業性につい

ては、所要時間が 1 箇所 5 分半であった。前提としていた活動用グローブをしたまま

作業については、一通りの作業は可能だが、特にアンテナ取り付けに時間がかかって

いたため、取り付け金具や作業内容の改善により、作業時間の短縮を目指すこととし

た。 

 

5. 監視システム全体まで含めた 2 次試作開発 

2 次試作段階では、計測装置の 1 次試作の性能検証を進め、運用の流れ、作業手順

等を考慮して、システム全体の構成を以下の通り決定し、試作を行った。 

①危険地帯に多数設置するセンサ端末 

②データ・警報を集約する集約局 

③監視員配置場所などへ警報を伝達する警報局 

④指揮所のＰＣでモニタリングするためのソフトウェア 

⑤遠方からのデータ閲覧のためのクラウド 

2 次試作開発においては、1 次試作で開発した①②の改良のほか、新たに③④⑤の実

現まで含めた。見直した監視システム全体イメージを図 5、監視システムを構成する

各要素①～⑤を図 6～10 に示す。 
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図 5 見直した監視システム全体イメージ 

 

 

図 6 ①センサ端末 

 

  

図 7 ②集約局 

① 

②④ 
③ 

⑤ 
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図 8 ③警報局 

 

  

図 9 ④モニタリングソフトの画面イメージ 

 

  

図 10 ⑤スマホ・タブレットでのデータ閲覧 
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危険地帯に設置するセンサ端末は、データ無線子機と警報無線子機、傾斜検出部 2

つを内蔵しており、以下の特長・機能を有す。 

●可搬性に優れた防水キャリングケースに収納され、重量は約 5.5 ㎏。 

●市販リチウム電池駆動（2～2.5 日）。 

●計測の二重化 （１地点を 2 つの傾斜センサで測定）。 

●センサ端末側で斜面の傾斜を常時測定し、警報を判定。 

●傾斜データは最短 1 分間隔で集約局へ無線伝送。 

●警報発令時、リアルタイムで集約局へ警報伝達。センサ端末自身で LED 回転灯等の

駆動も可能。 

●センサ端末自身が無線の中継機能を持ち、集約局からのゼロリセット・ルーティン

グ操作によって無線通信経路を自動構築。 

●自己診断機能による異常検出および LED 表示。 

 

集約局は、データ無線ロガーと警報無線親機を内蔵しており、以下の特長・機能を

有す。 

●危険個所に設置したセンサ端末の傾斜データを最短 1 分間隔で集約・記録。 

●観測データは指揮所のノート PC でモニタリング可能。 

●ノート PC からインターネットへデータを自動アップロードし、スマホやタブレッ

トで閲覧可能。 

●全てのセンサ端末の状態を LED パネルで表示。データ無線、警報無線それぞれの電

波状態や、異常状態も確認可能。 

●警報発令時は、どのセンサ端末からの警報かを LED で把握可能。LED 回転灯等の駆

動も可能。 

 

警報局は、センサ端末から傾斜検出部を除き、LED 回転灯を付加したものであり、

集約局で発令した警報を離れた場所で受信し表示するものである。この機器を救助隊

員活動場所や、監視員配置場所等に配置することによって、即座に警報発令を伝達す

ることができる。 

 

6. 訓練による性能・機能の実証、取扱要領作成 

6.1 訓練 

神戸市消防局の協力のもと、消防隊員による監視システムの 2 次試作機を用いた訓

練を実施し、性能・機能の実証および課題の抽出を行った。消防学校の裏山や、過去
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に土石流災害が発生した崩壊現場での訓練も実施することにより、より実運用に近い

環境での検証をすることができた。訓練の様子を図.11 および図.12 に示す。 

 

 

図 11 訓練写真(危険地帯) 

 

 

図 12 訓練写真（指揮所） 
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訓練実施場所は、平成 30 年 7 月豪雨で土石流が発生した神戸市灘区篠原台伯母野

山である。崩壊斜面上部から集約局まで高低差が 70m 以上であり、距離があり見通し

が取れないため、土石流跡沿いに各無線通信間で見通がとれる位置にセンサ端末を配

置していった。そして、集約局からのゼロリセット・ルーティング操作により無線経

路を自動構築し、その経路および電波レベルを集約局の液晶で確認した。設置場所お

よび無線経路を図 13 に、電波レベルと機器の表示の対応を表 3 に示す。 

 

 

図 13 設置場所および無線経路 

 

表 3 電波レベルでの表示 

 安定値 減衰 

電波レベ

ル 

120～50 以

上 

49～20 

LED の色 緑点灯 橙点灯 

 

無線の通信距離は目安として、高低差がなく見通しありなら 200m 程度、高低差があ

り見通しありなら 100m 程度である。見通しがなく、樹間 1m のような森林、歩くのが

困難な雑木林など空間が開けていない環境では、50m 以下程度まで短くなる場合もあ

る。今回の地形条件では、センサ端末 3→2 間は電波レベルが低く不安定であったた

め、センサ端末 6 を経由した安定な無線経路が自動的に採用された。 

警報機能の検証として、各センサ端末の傾斜検出部を動かすことにより、集約局へ

の警報伝達テストを実施し、問題なく動作することを確認した。最上部のセンサ端末

1の検出部を傾けてから指揮所で警報発令するまでのタイムラグは 1秒程度であった。 

1 

3 

2 

6 

集約局 
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設置性・作業性の検証としては、危険地帯でのセンサ端末の設置に、1 次試作では 1

箇所 5 分半要していたが、2 次試作では 1 箇所 2 分と大幅に短縮することができた。

アンテナポールを本体から伸ばせる方式にしたこと、取り付け金具を改良したことの

効果があったと考えられる。集約局の操作も、スイッチを(1)(2)と押すだけで分かり

やすく、簡単に扱えるようにした。全ての作業は活動用グローブを着けたまま行え、

誰でも簡単に設置できるという検証結果が得られた。 

また、本システムについての事前情報を与えていない初見の別部隊による訓練も実

施し、消防隊員が容易に扱える資機材であるということの検証ができた。 

その他、傾斜検出部を地面に固定するためのスパイクも数種類用意し、活動用グロ

ーブをしたままの取り換え作業を検証して、問題ないことを確認した。 

課題の抽出としては、ペグを打つまでのセンサ端末底面の滑り止めや防水コネクタの

可搬時のカバー等、さらなる改良意見を吸い上げることができた。 

訓練に際し作成した設置マニュアルは更に精査し、トラブルシューティングを付加

して、取扱要領に取り込んだ。 

 

6.2 取扱要領の作成 

取扱要領では、システム概要から運用の流れ、設置手順と使用前点検手順、トラブ

ルシューティングに加え、計測観点および電波観点からの設置場所、電波に関する予

備知識、暫定値であるが警報基準に関しても記載した。 

研究者会議には消防研究センターにも参加いただき、設置場所の考え方や隊員と設

置場所の意識合わせ、訓練・取扱要領の内容や警報運用の方針を決定する際に、ご助

力いただいた。これにより、消防隊員および消防研究センターの意見を取り入れた取

扱要領を作成することができ、消防隊員自身が扱い易い監視システムを開発すること

ができた。 

 

7. 研究開発終了後の検証 

警報運用に関しては、消防研究センターと協議し、まず異常があることを知り安全

に行動できることを基本の考えとして、過去の地すべり現場や斜面崩壊実験等の変動

データをもとに、斜面がひずむ兆候を捉えるべく、警報判断には敏感な基準値を採用

した。ただし、その警報運用を確立するためには、訓練での試行と検証を重ねる必要

がある。平成 29 年度・30 年度の消防防災科学技術研究制度での研究開発終了後も、2

次試作機を用いた消防隊による検証を継続していただいている。警報基準値はセンサ

端末の傾斜検出部設置の際に発生し得る、地面のなじみによる初期変動も考慮して、

0.3°を推奨値とした。研究開発終了後の消防隊による検証での意見を表 4 に示す。 
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表 4 研究開発終了後の第三者検証 

 意見 

信頼性 盛土で斜面を作成し、センサを設置して検証訓練をした際、目視では全

く捉えられない斜面の変化（土のなじみ）を感知して警報作動した。土石

流やがけ崩れから確実に退避するには発生を目視で確認してからでは遅

いので、大変有効性を感じた。 

警報発報→リセット→警報発報→リセット、を繰り返しても確実に作動

した。 

様々な傾斜角度の設定を試したが、設定した傾斜角度通りにセンサが感

知した。 

無線が直接届かなくても、すべてのセンサ端末が無線中継してくれる。 

警報が出る前、出た後もデータが見れること、グラフで変動傾向を観て

確認できるところがよい。 

傾斜データをインターネット経由で遠隔の専門家と共有できるため、情

報に対する判断を確実に行うことができる。 

実用性 作業性の低い火災用のケブラー製手袋でも容易に操作できる。 

操作がシンプルで簡単なため、初めて操作する隊員でも操作できる。 

取り扱い要領が分かりやすくまとめられているため、操作方法や仕組み

について理解しやすい。 

土石流の発生時、その流速を 10m/秒とした場合、１分の退避時間を確保

するには、少なくとも活動現場から 600m 上流において監視しなければな

らない。既存の資器材ではそれに対応する物はなく、目視で監視できな

い部分を補ってくれるケイスケは土砂災害に対して大変有効である。 

センサの設置方法が多様に用意されているので、あらゆる状況に応じた

設置ができる。 

震災等での家屋倒壊でも使えそう。 

工事現場で穴掘って崩れたケースでも、周りにつけて二次崩落検知に使

えそう。 

第一陣が周辺捜査しながらセンサ単体を置いて監視をはじめ、応援がそ

ろったら指揮所たてて集中コントロール、という展開も考えられるので、 

センサ端末単体でも使えるとよい。 

第一陣がテント設営前に集約局を使う場合や、指揮所でも雨が吹き込む

ことがあるので、防水運用できるとよい。 
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意見収集の結果、信頼性面では特に問題はなかった。ただし、実用性ではさらなる

改良意見がでた。 

 

8. 製品化 

神戸市消防局での引き続きの試験的使用、および危機管理産業展などの展示会や他

消防局へのデモ等で得た消防関係者からの意見をもとに、量産試作開発を実施して完

成度を高め、製品化した。 

量産試作開発では、意見収集により抽出した以下の要求への対応、およびさらなる

耐久性・作業性向上を目指し、改良を施した。 

●センサ端末単独でも警報運用したい 

●指揮所でも雨が吹きこむことがあるので、集約局も防水運用できるとよい。 

 

量産試作で実施した主な改良を表 5 に示す。また、製品写真を図 14 および図 15 に、

カタログを図 16 に示す。 

 

表 5 量産試作で実施した主な改良内容 

 改良内容 

センサ端

末 

センサ端末にも回転灯接続端子をつけ、電源投入から 10 分経過後

自動で計測・警報監視を始める機能を追加。 

アンテナポール可動部の耐久性向上および作業性向上。 

防水コネクタの可搬時のカバーの追加。 

土汚れが付着する検出部の収納ケースの追加。 

センサ端末底面の滑り止め加工。 

傾斜センサ打ち込み衝撃によるスパイクゆるみ対策。 

集約局 本体の配線をすべて防水コネクタ化し、蓋を閉じた防水運用を可

能にした。 

蓋を閉めた状態でも状態確認 LED が見れるアクリル窓を装着。 
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図 14 センサ端末／警報局 

 

 

図 15 集約局 
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図 16 カタログ 

 

9. まとめ 

本研究で開発した監視システムは、取扱いが容易で、消防隊員自身が扱える危険斜

面の監視システムである。 

（安全）容易な素早い設置で危険地帯への立ち入りを最小限に 

（確実）データ通信と警報伝達で周波数帯を分けた二重伝送路により無線通信の信

頼性を保ち 

（迅速）速やかに監視を始め即時の警報発令で退避を促す 

そして、退避後も継続したモニタリングで傾斜データの変動傾向を可視化し、危険

状態の変動傾向を明確にすることで、退避および捜索救助活動再開の判断精度を高め

ることが可能であり、土砂災害時の捜索救助活動における救助隊員の安全確保に貢献

できるものである。 

当社は防災関連の屋外計測システムメーカーで、過去 10 万台以上の機器やサービ

スを提供してきており、特に地すべりや土石流等の緊急災害においては、国内の主要

な災害現場のほとんどで弊社機器・サービスが活躍している。 

その実績の裏付けには、製品リリース後もユーザ意見を反映して現場運用に即した

製品改良を重ねていける自社開発の強みがあり、本開発製品の提供においても、消防

隊員に繰り返し使っていただき運用を確立する上で、新たな改良要望が発生した場合

は、継続して改良を重ねていく。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 一般の部 消防防災機器等の開発・改良 

 

消防団ポンプ車訓練シミュレーター 

〜安全で確実な送水を当たり前のものにするために〜 

 

藤田信輔 

 

 

1 開発背景 

国分寺市消防団の団員として訓練参加時に、他分団より伸ばしたホース本数や分岐

の使用状況に応じて適切な送水圧力を計算するアプリが作れないかとの声をいただい

た。先行するものとして、姫路市飾磨消防団糸引分団[1]ではホームページ上にて筒先

ノズル口径やホースの本数などの条件を入力すればポンプ車側で必要な送水圧力がわ

かるシステムを公開している。スマートフォンを使用すれば一応現場でも使用可能だ

が、使用にあたり保護用の手袋を外す必要があること、活動中にスマートフォンを操

作する余裕がないことから火災現場での使用はあまり現実的ではない。また、消防団

が最も必要とされる大規模災害発生時にはインターネット通信が期待できず、機能し

ない可能性が高い。 

一方で消防では古くから広報用に起震車が、近年では VR による災害体験といった

形でシミュレーターが用いられている。広報活動以外にも消防隊をターゲットとした

火災現場を再現し消火活動を訓練するシミュレーター[2]やはしご車の操作を訓練する

シミュレーター[3]の開発・運用が始まっている。 

 

2 消防団における機関訓練の課題 

東京都内の火災件数は毎年数%の減少傾向となっており、10 年前と比較すると 30%

減少している[4]。このため、消防団の消火活動能力を維持するためにはこれまで以上

に訓練が重要となる。 

消防団における機関操作の教育訓練は、団内で行われる教育が主体であり、補助的

に幹部に対する教育、消防署からの指導が行われている。例えば、東京都多摩地域で

は消防学校による機関科研修が行われている。機関科研修の対象は、多摩地域(26 市

3 町村)の団員約 8000 人に対して約 50 人と、各分団にまで行き届いているとは言い難

い[4]。近年では東京消防庁消防学校の「東京消防団 e-ラーニングシステム」などオン

ライン学習システム開発も進んでいるが、現状では座学で使用する資料やビデオの公

開に留まっている。 
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消防署の協力のもと行う訓練もあるが、消防署の車両では標準的についている流量

計やグラスボール、逆止弁、水槽等の設備が消防団のポンプ車には付いておらず、操

作時に注意を要する部分や運用手順が異なるという面もある。また、対応する署員に

よって指導する内容にバラつきがあり、混乱を招いてしまう、他の生業を持つ消防団

員に合わせるため訓練が夜間となり消防署側の負担となるという課題がある。 

日常の訓練においても、放水を行う場合、放水先や水利周辺での事故防止のため警

戒員を置く必要があり、多くの人員を必要とする(図 1,図 2)。また、片付けまで含め

ると 1 通りの作業に 30 分程度を要するため、1 回の訓練で多くの団員が繰り返し実践

することは難しい。このほかに、大量の水、広い場所を必要とし、音も出るため年々

場所の確保が難しくなっているほか、冬季には路面の凍結を招くため訓練が制限され

る。 

 

3 シミュレーターについて 

3.1 用途 

消防力の確保と強化を目的に、機関員(ポンプ車操作者)が消防団のポンプ車の取り

扱いを練習するためのシミュレーターを開発した。主な用途として下記の場面を想定

している。 

・作業プロセスが十分身についていない団員が訓練の予習復習をする時。(基本編) 

・ベテラン団員が発展的な内容の訓練、トラブル対応訓練をする時。(応用編) 

3.2 特徴 

①  実際同様のプロセス 

図 3 に火災現場で機関員が現場到着してから送水するまでの作業プロセスと本シミ

ュレーターで再現した内容をまとめた。現場で必要となるプロセスの特徴としては、 

 

図 1 訓練の様子(水利側) 

 

図 2 訓練の様子(筒先側) 
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図 3 現場到着から送水までの作業プロセスと本シミュレーターが再現している項目 
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プロセスの数が非常に多いこと、また安全に関わる作業が多くを占めていることがあ

る。 

図中において点線で囲んでいる一部のプロセスについてはイラストの都合で再現

を行わなかったが、それ以外の大部分のプロセスについて順番通りに行うようになっ

ている。 

なお、内容については筆者が所属していた国分寺市消防団第六分団で作成した「機

関操作手順」や東京都消防訓練所発行の「消防団員教育訓練必携(2018)」に準拠した

ものとなっている。 

②  時と場所を選ばない実施環境 

シミュレーターはインターネットに繋がる一般的なパソコンやタブレット端末で

利用可能である。近年では VR や 3D を用いたシミュレーターやゲームの開発が盛んだ

が、あえて平面構成とし、VR 機器を必要としない構成とした。マウスまたはタッチパ

ネルでの操作としたことで、直感的な操作を実現している 

基本編では操作可能な場所が黄色の枠線で表示されるほか、手順を説明するチュー

トリアルを用意しているので、初心者であっても一人で練習できる。1 回の訓練にか

かる時間は、長くても 10 分程度のため空いた時間に、好きな場所で練習を重ねること

が可能となっている。 

③  操作に対するフィードバック 

シミュレーターでは予め想定される誤った操作についてチェックを行うようにな

っている。危険な操作を行った場合や安全のためのプロセスを端折った場合には逐次、

音と文字で警告を発する。また、送水量や揚水までにかかった時間を計測しており、

シミュレーション終了後の評価画面で結果を知ることができる。 

④  実際の車両を同様のユーザーインターフェース 

本シミュレーターは、バルブを開ける操作や吸管を伸ばす操作、ボタンを押す操作

などの多くの部分で、実際の車両と同様の操作感覚になるようにしている。連成計や

圧力計、揚水モニタといった表示部分のイラストについても、目盛りの角度や針の振

れ方、ライトの位置、点灯するタイミングを本物同様としている。 

クイズ形式では設問の内容に飽きが来るほか、理解することはできても実際にはで

きないというケースが考えられる。リアルなユーザーインターフェースとすることで、

シミュレーターで身に付けた操作の仕方や計器の読み方を実際の活動に活かすことが

できる。 

⑤  カスタマイズ性 

本システムは「Scratch」を用いて開発を行った。「Scratch」はプログラミング教育

を目的にマサチューセッツ工科大学で開発され、全世界で 5400 万人が利用している

[5]。無料で利用でき、日本語にも対応している。近年では小学校や中学校での授業に
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活用されている。 

消防車両はメーカーや運用する地域、導入時期によって装備に違いがあるほか、団

によって運用方法に特色がある。「Scratch」は開発や改良に特別な知識を必要としな

いことから、地域の消防事情に合わせてカスタマイズすることで対応させることが可

能である。 

なお、今回開発を行ったシミュレーターは一般公開しており、消防目的の範囲内で

の利用・改変を行うことができる。 

3.3 操作画面 

図 4 にシミュレーターで表示される画面の例を示す。 

①  スタート画面 

ゲームを立ち上げると最初にこの画面が表示される。基本的な操作を練習する基本

編と応用的な操作を練習する応用編を選択することができる。応用編で再現している

ケースについて表 1 に示す。 

そのほかにシミュレーターのガイダンスを行うチュートリアルを選ぶことができ

る。 

表 1 応用編でのシチュエーション例 

内容 対処方法 

無圧水利使用時のキャビテーション エゼクタレバーを用いた、吸管の

並列運用 

冷却水系統への異物の詰まり 予備系統の使用 

真空ポンプ不作動 中継口を閉じる 

エンジン回転数を下げる 

PTO が入らない PTO の再投入 

二股分岐の使用 分岐による抵抗増を考慮した送水

圧力の設定 
 

 

②  運転席画面 

ハンドブレーキの設定やシフトレバーの操作、PTO の操作など運転席で行うプロセ

スを再現している。操作は該当部分をクリックすると選択式の操作メニューが表示さ

れる形式となっている。ドアレバーの部分をクリックすることで車外へ出ることがで

きる。 
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図 4 画面遷移図  
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③  車両右側面画面 

車両の右側についている機材や機器を表示する。機材はクリック操作で車両から外

し、水利まで持っていくことができる。このほかシャッターの開放、無線を通した指

揮者への連絡が行える。 

細かい操作が必要な放水口やスロットルレバーについてはアップの画面を用意し

ており、クリックすることで「⑥バルブ操作画面」「⑦計器類画面」を表示する。 

④  車両左側面画面 

基本的には「③車両右側面画面」と同様となっている。 

左側だけの操作部分としては吸管内に輪止めが収納されており、クリックすること

で車輪に設定することができる。 

⑤  水利画面 

プログラムが設定したシチュエーションに合わせて、消火栓または防火水槽が表示

される。蓋についても円形タイプまたは四角形タイプとなっており、形によって使用

する機材が異なる点を再現している。 

消火栓の開閉はスピンドルを挿して、回す動きを再現しており、最後に半回転戻す

動作を行うことができる。 

⑥  バルブ操作画面 

ドラッグ操作によって放口や吸水口、中継口、冷却水バルブを操作することができ

る。左下の「戻る」ボタンを押すことで車両側面の画面に戻る。 

⑦  計器類画面 

実際のポンプ車のモニターと同様に、各バルブやポンプの状況を知ることができる

ようになっている。ボタンを押すことで無圧からの揚水を行うことができる。 

⑧  採点画面 

シミュレーション中に計測した送水量や揚水までの時間、操作ミスに対応した結果

が、項目ごとに点数として表示される。 

 

4 まとめ 

団員からは、シミュレーターの再現度や確認項目、シチュエーション設定について

高い評価をいただいた。また、ベテラン団員からもこのシミュレーターによってこれ

まで意識してこなかった点を、再認識することができたとの声をいただいた。 

今、消防団では新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大人数が集まる必要のある

送水訓練が行えない状況にある。そんな中でも地震や大規模火災といった大規模災害

のリスクがなくなるわけではなく、消防団に求められる役割は変わらない。一般企業

ではテレワークやオンライン会議が急速に広がっているが、今後は消防においても、
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通常の訓練に加えて、時と場所、指導者を選ばない効率の良い訓練が求められるだろ

う。 

今後、開発したシミュレーターが全国に広がり、消防力強化に繋がること、全国の

消防の現場から様々なシミュレーターが開発されることを願っている。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】奨励賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災機器等の開発・改良 

 

フレキシブルコンテナバックを使用した止水幕 

 

塩谷広域行政組合消防本部 村上直道 

 

 

1.  はじめに 

今回開発した経緯として、消火活動の際に消防ポンプ自動車で自然水利（水路）か

らの揚水の際、十分な水流があるが水位が低い場合に安全かつ迅速に吸水部（ストレ

ーナー・藤かご）が水面下に浸かり吸水作業ができるように水位を上昇することがで

きる器具があれば、今後の消火活動の際に有効に使用できると考え開発しました。 

 

2. フレキシブルコンテナバックを使用した止水器具制作要領 

2.1 準備品  

 フレキシブルコンテナバック １枚 

 １０ｍロープ ２本（消防用三つ打ちロープ） 

2.2 制作要領 

 用意したフレキシブルコンテナバックの各吊りベルトの根本に、１０ｍロープの端

末をそれぞれ結着する。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図１ 
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2.3 フレキシブルコンテナバックについて 

 ポリエチレンやポリプロピレン等の丈夫な化学繊維でできた袋。穀物や飼料、土砂

などの粉状物質の梱包・輸送に適している。バッグ全体を支える丈夫な吊りベルトの

長いループ部が上部に付いており、バッグをフォークリフトやクレーン等で持ち上げ

ることができる。バッグは軽量で折りたたみが容易であり、省スペース。耐荷重 1ｔ

程度と強度があり、価格も安価でありホームセンター等で１枚あたり１０００円以下

で購入できる。 

（構造等） 

本体：ポリエチレンやポリプロピレン等の丈夫な化学繊維で織られたシート 継ぎ目

のないものと複数の素材をつなぎ合わせたもの。 

投入口：上部の開口部。 

排出口：底部が開くタイプの開閉可能な開口部。（今回水抜きとしての役割） 

吊り部：ロープ、ベルトなどを繋げコンテナを吊り上げる支点となる部分。本体側面

及び本体下面に取り付けられる。※耐荷重については１ｔ程度の強度がある。 

コンテナの形状は円筒形で一般的容量は 1 ㎥である。 

大きさ：高さ約９０ｃｍ、底面は約１ｍの円状。 

 

3． 使用方法 

１ ロープを結着する支点を２箇所作成する。※１箇所でも使用可能 

 支点については、車両や立ち木等、バール等を斜め１５度程度の角度で３分の２程

度を地中に打ち込み使用する。（図２参照） 

 

（図２） 
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  ２ フレキシブルコンテナバックに結着されたロープを保持し、本体の投入口を

上流側へ向け本体内に水が溜まるように投入する。 

※水がうまく本体内に溜まらないときは、とび口などを使用し本体内部の下部を

押さえつけるようにすると水が溜まりやすい。 

 

３ 水がある程度溜まってきたら、各ロープを支点に結着する。 

 

４ 吸管の投入及び吸水作業の実施。 

 

４． 検証 

4.1 実施箇所 

①コンクリート製の水路（幅１．５ｍ、高さ９０ｃｍ、水位１４ｃｍ）   

（図３参照） 

②コンクリート製の水路（幅１．２ｍ、高さ９０ｃｍ、水位１０ｃｍ） 

（図４参照） 

 

 

（図３）                 （図４） 

4.2 実施要領 

上記実施箇所にて、フレキシブルコンテナバックを使用した止水器具投入後の

水位の変化及び時間経過を測定する。実施者は１名で地上から実施する。 

4.3 検証結果 

実施箇所①について、フレキシブルコンテナバックを使用した止水器具投入

後、約１９秒で水位４２ｃｍまで上昇した。（図５参照） 

実施箇所②について、フレキシブルコンテナバックを使用した止水器具投入

後、約１７秒で水位４６ｃｍまで上昇した。（図６・７参照） 
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（図５）                   （図６） 

  

                        

                        （図７） 

 

5． まとめ 

 水路の幅が１．５ｍ以下の場合、フレキシブルコンテナバックを使用した止水

器具を使用して約２０秒以内で、水位が約４５ｃｍ前後に上昇し吸水可能になっ

た。 

フレキシブルコンテナバックを使用した止水器具の利点として、制作にあたり

必要なものは、フレキシブルコンテナバックとロープのみでありフレキシブルコ

ンテナバックはホームセンター等で１枚あたり１０００円以下で購入可能であ

る。制作についても、ロープを吊りベルトの根本に結着するのみで簡単である。

使用方法についても、地上から最低１名で実施可能でり、消防車両への積載につ

いても、折りたたむことで場所をとることなく積載可能である。 

 以上のことから、簡単に水位が低く吸水が難しい所を吸水可能な自然水利にす

ることができることで、消火活動時の水利部署の選択肢を１つ増やすことができ

る。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】奨励賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災機器等の開発・改良 

 

安全な土砂災害救助活動のための新システム（ＬＰ避難用シェルター）の構築 

 

北九州市消防局 村山洋一、下山健太郎、野口順市、古庄駿介、塚本恒平 

 

 

１ はじめに 

近年、世界的な気候変動により、日本各地で大雨による土砂災害が多発しており、

人的被害、建物被害が多く発生している。 

ここ数年の福岡県で発生した災害では、平成２９年の九州北部豪雨、平成３０年

７月豪雨など甚大な被害をもたらした災害は、記憶に新しいところである。また、

大雨災害による緊急消防援助隊の派遣は、平成７年の創設以来、計１１件であり、

平成２５年以降では７回と派遣回数が増加している状況である。（平成３０年現在） 

今後も同規模、もしくはこれまで以上の災害が発生する可能性は非常に高いと考

える。消火技術同様、土砂災害に対する知識、技術の向上は早急に取り掛からなけ

ればいけない課題である。 

 

２ 災害概要 

（１）九州北部豪雨 

    平成２９年７月 

    死者行方不明者        ４４名 

    緊急消防援助隊出動隊数 １，１７９隊 

    緊急消防援助隊出動人員 ４，２０３人 

（２）平成３０年７月豪雨 

    平成３０年７月 

    死者行方不明者       ２３２名 

    緊急消防援助隊出動隊数 １，３８３隊 

    緊急消防援助隊出動人員 ５，３８５人 

 

３ 研究動機 

  緊急消防援助隊が派遣された過去２つの事例だけ見ても、多くの隊員が現場で危

険と隣り合わせの活動を行っている。 

北九州市消防局でも、平成３０年７月豪雨の際に、福岡県北九州市門司区奥田（以

下「門司区奥田」という。）で土砂災害が発生し、２人の方が土砂に巻き込まれ亡く
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なられた。現場の活動隊員は２次崩落の危険が迫る中、懸命に救助活動を行った。

約３日間の活動で本市消防局の出動人員は延５２０人にも上った。 

  今回経験した土砂災害現場での活動を話し合い、改善すべき点を上げ検討した結

果、安全管理面での課題が多く上がった。 

その中から現時点での解決が困難な課題に注目し、研究を行った。 

 

４ 門司区奥田土砂災害現場での課題 

（１）門司区奥田の土砂災害現場では、２次崩落を監視する隊員を配置していたが、

隊員の目視による監視のみで、降雨時や夜間では変化に気づきにくいため、緊急

避難命令の合図が遅れる恐れがあった。 

（２）活動場所によっては、緊急避難命令が出されても、安全な場所まで避難するこ

とが困難な場合があった。 

以上のことから、救助活動中に２次崩落が発生した際、活動場所付近に活動隊

員が速やかに避難できる施設が必要であると考えた。 

 

５ 研究概要 

  特に、発災初期の活動段階で、災害の実態を把握することは、困難な状況であり、 

加えて、どこで２次崩落が発生するか分からない危険がある。 

さらに、活動場所の土砂は水分を多く含んでいるため、足場が悪く、緊急避難命 

令を出されても、安全な場所まで早急に避難することは困難である。 

したがって、早急な救助活動を必要とされているが、危険度の高い活動が予想さ 

れ、隊員の安全確保が難しい状況になる。 

  過去には日本国内で、救助活動中に２次崩落に巻き込まれた事案も発生している。 

  １９７２年高知県土佐山田町で活動中の消防団員、周囲にいた住民６０人が２次 

崩落に巻き込まれ死亡した事案、１９８９年神奈川県川崎市で活動中の消防隊員３

人が２次崩落に巻き込まれ死亡した事案が発生している。 

  そこで、発災初期の活動段階から投入でき、活動場所付近に組み立てることがで 

きる資機材としてのライナープレート（以下「ＬＰ」という。）を活用した避難施設

が有効であると考え、ＬＰを現場仕様に改良することで、課題を解決する第一歩と

なるのではないかと考えた。 

 

 

６ ＬＰとは 

  我々が視察したＬＰの製品については、円柱状で使用され、立坑及び横坑等で配 

管工事や排水トンネル改修工事の際など、掘削した周囲の土砂が崩壊しないよう土
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留めとして使用され、高い強度を有しているものである。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

７ ＬＰを改良した避難施設について（以下「ＬＰ避難用シェルター」という。） 

（１）ＬＰ避難用シェルター作成の経緯 

土砂災害に巻き込まれた際の死因は、窒息、圧迫及び頭部損傷が約７０パーセ

ントを占める。土砂の直撃により頭部損傷し、その土砂に全身が埋まることで窒

息及び圧迫に繋がる。 

さらに、捜索場所の特定に時間を要することが、死亡する原因に大きく関係し

てくる。ＬＰ避難用シェルターを活用した避難施設を設定することで、土砂の直

撃を受けず、２次崩落を受けた場合でも、隊員が窒息や圧迫に至る事故を無くす

ことができ、かつ位置の特定を早急に行えることは活動隊員の救出に重要な役割

を果たすことになる。 

    

（２）ＬＰ避難用シェルターの特徴 

   工事現場で使用しているＬＰを土砂災害現場向けに縮小、軽量化したものであ

る。 

   外圧に対して強く、耐久性があり、内部から簡単に施工ができるという特徴が

ある。形状については、円柱及び馬蹄形等がある。避難施設として、災害現場で

使用することを考えた際、円柱については、強度が高いものの、土砂を受けた時

の安定性に欠け、内部を歩くことが困難であった。馬蹄形にすることで、内部を

安定して歩くことができ、高さについても確保できた。しかし、土砂を受ける際

に転倒の恐れがあるため、「（３）ＬＰ避難用シェルターの運用」を行うことで、

土砂の力を受け流し、内部の空間を確保する。 

 

 

 

 

写真１ 工事現場で使用されているＬＰ 
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（３）ＬＰ避難用シェルターの運用 

ア 直接、土砂の力を受けないように設定すること。 

イ 直接、土砂の力を受ける場合は、土嚢や大型土嚢等を使用し、土砂の力を受

け流す設定にすること。 

ウ 間口を土砂の流れに対し、直角に設定すること。 

  エ 以上の条件を満たすＬＰを活用した避難施設の運用イメージ図を下記に示す。 

（ア）  地下式 

     活動場所までの経路または、活動場所付近に設定し、土砂が深い箇所に設

定する。地上に露出した部分について土嚢で覆うように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ ２００センチメートル 

幅  １５０センチメートル 

奥行 １５０センチメートル 

材質 鋼板（JISG3101 SS330） 

隊員 2 人が並んで行き来できる幅を

考慮したサイズであり、必要な長さを

連結することができる。 

ボルトで接続する箇所を減らし、ク

リップで接続することで時間短縮、設

定の簡素化を図っている。 

写真２ ＬＰ避難用シェルターの試作品 

図１ 

土砂の流れ 
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（イ）  半地下式 

活動場所までの経路または、現場指揮本部付近に設定する。地上に露出し 

た部分については、大型土嚢及び土嚢で傾斜をつけて覆うように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）  地上式 

現場指揮本部付近及び土砂の掘削作業を必要としない場所に設定する。全て  

地上に露出しているため、大型土嚢及び土嚢で山なりに覆うように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 

図３ 

土砂の流れ 

土砂の流れ 
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（４）災害現場でＬＰ避難用シェルターを使用した活動イメージ図 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域土砂災害活動イメージ 

MIHARI による監視 

大型土嚢を使用した防護

前
進
指
揮

所

LP 避難用シェルター 

（半地下式または地下式） 

LP 避難用シェルター 

（地下式） 

MIHARI による監視 

動線に足場を設

ドローンによ

る危険性の予

測 

図５ 

図４ 

 

局地的土砂災害イメージ 

前
進
指
揮
所 

ＬＰ避難用シェルタ

ー（地下式） 

MIHARI による監視 

MIHARI による監視 

大型土嚢を馬蹄

形に配置した防

護壁 

ドローンによ

る危険性の予

測 
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（５）各部材仕様説明 

  ア ＬＰ直線部 

   

 

イ ＬＰアール部 

                         

   

 

 

 

 

 

 

 

ウ 土台用Ｈ鋼 

 

   

エ 接続用部品（ＬＰ同士を繋げるもの） 

     

 

 

 

 

 

長さ １１０センチメートル 

幅  ５０センチメートル 

重さ １９キログラム 

高さ ９０センチメートル 

幅  １５０センチメートル 

重さ ９０キログラム 

半円を形成するには３枚を結合する必要が

ある。重さについては半円の重さである。 

長さ １５０センチメートル 

重さ ２４キログラム 

LP 同士を接続する際に使用する。 

クリップ接続キーを使用することで

容易に接続できる。 

クリップ 

クリップ接続キー 

写真３ 

写真４ 

写真５ 

写真６ 

写真７ 

写真８ 
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（６）組み立て手順 

  ①土台用Ｈ鋼を設定する。       ②ＬＰ直線部を土台用Ｈ鋼に接続する。 

  

   

 

 

 

 

  ③ＬＰアール部を接続する。       ④直線部とＬＰアール部を接続する。 

  

  

 

土台用Ｈ鋼を写真のように

並べる。Ｈ鋼の接続について

はボルトで接続する。 

土台用Ｈ鋼と LP 直線部の

接続についてはボルトで接

続する。 

地上で LP アール部を接続

する。 

LP アール部は隊員２

人で搬送可能である。 

写真１１ 写真１２ 

写真１３ 

写真１４ 

※ 上記写真７及び８を使用することにより、ＬＰ同士をボルトで接続す 

るよりも、容易かつ迅速に接続することができる。 

①ボルトで接続・・・ ２０秒～３０秒 

②クリップで接続・・・５秒から１０秒   

 なお、クリップはハンマー等を使用しても接続可能である。 

クリップ接続キーを上

に上げる。 
接続完了 

写真９ 写真１０ 
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⑤ 完成 

  

 

 

８ 総括及び今後の発展 

私たちが活動した、門司区奥田土砂災害現場の被災建物内で、要救助者を捜索 

している時に感じたのは、「緊急避難の笛が鳴っても、この足場の悪さでは、素早 

く避難できないだろうな。」という不安であった。 

しかし、要救助者が確実に存在する以上、活動する隊員全員が不安と戦いなが 

ら救助活動に専念していた。 

本ＬＰ避難用シェルターを活用した避難施設を設定することで２次崩落発生時、 

土砂の直撃による頭部損傷、全身が土砂に埋まることによる窒息及び圧迫を 

防ぐことができ、活動中の隊員の不安を払拭できると確信した。 

今後の土砂災害現場での安全管理は、 

①２次崩落の危険性をドローン等で『予測』する。 

②余裕を持って安全な場所まで退避できるように、２次崩落の事前現象を携帯型 

変異・崩壊監視システム「ＭＩＨＡＲＩ」等で『予知』する。 

③安全な場所まで退避するいとまがない場合、ＬＰ避難用シェルターを活用した避

難施設で『防護』する。 

以上、３段構えの安全管理体制を構築できればと考えている。 

また、ＬＰ避難用シェルターの発展性として、強度と可搬性を考えれば土砂災害 

現場だけではなく、トンネル内の崩落事故及び火山の噴火噴石による救助現場等に

おける安全措置として使用できる。   

さらに、小型のＬＰ避難用シェルターを開発して倒壊建物内における安全措置に 

活用するなど、様々な応用が期待できる。 

今後も増加していくことが予想される土砂災害現場で、活動隊員の安全が確保で 

き、不安を払拭することで円滑な救助活動に繋がることを期待して、今後も研究を

続けていきたい。 

隊員数人での活動及び２人が

往来可能なサイズである。 

写真１５ 
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