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第 61 回 全国消防技術者会議 

    

    

1. 日 時 平成 25 年 10 月 24 日（木） 10:00～17:10 

  25 日（金） 10:00～16:00 

    

2. 会 場 ニッショーホール（日本消防会館内） 

  東京都港区虎ノ門 2-9-16 

  電話 03-3503-1486 

    

3. 日 程 
  

  

◆第 1 日◆ ［受付開始・開場 9:30］ 

 10:00～10:05 開会の辞  

 10:05～11:30 特別講演  

 11:35～12:15 「平成 25 年度消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学論文及び 

   原因調査事例報告に関する表彰」表彰式 

 12:15～13:15 昼休み・展示発表 1  

    （平成 25 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器等の開発・改良）

 13:15～15:00 研究発表・セッション 1 

    （平成 25 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災科学論文 及び 

     消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告） 

 15:00～15:10 休憩  

 15:10～17:10 研究発表・セッション 2 

    （平成 25 年度消防庁長官表彰受賞作品：原因調査事例報告） 

    

◆第 2 日◆ ［受付開始・開場 9:30］ 

 10:00～12:15 研究発表・セッション 3（安全対策・機器開発改良） 

 12:15～13:15 昼休み・展示発表 2  

 13:15～14:30 研究発表・セッション 4（原因調査 1） 

 14:30～14:40 休憩 

 14:40～15:55 研究発表・セッション 5（原因調査 2） 

 15:55～16:00 閉会の辞  

 



－ プログラム － 

   ○印は発表者 

◆第 1 日◆ 10 月 24 日（木）10:00～17:10 
 

 
【開会】    
10:00-10:05 開会の辞 消防研究センター所長 渡邉洋己  

    
【特別講演】   
10:05-11:30 巨大地震時の火災リスクをいかに低減させるか  

  神戸大学名誉教授・兵庫県立大学特任教授 室崎益輝 ‥‥‥‥ 7

   

【表彰式】   

11:35-12:15 「平成 25 年度消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学論文 
  及び原因調査事例報告に関する表彰」表彰式 
   

【昼休み・展示発表 1 平成 25 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災機器等の開発・改良】 

12:15-13:15 

空気呼吸器の圧力を利用した消防ホースの救助器具としての  

使用方法と機器の改良  

 印西地区消防組合消防本部 ○田代賢司、○小倉克俊 ‥‥‥‥ 14

ワンタッチ骨盤固定傷病者搬送器具（PELVIS LOCK CARRY）  

の開発  

 呉市消防局 平岡 卓、○寺山誠司、○濱野栄希、○荒岡 豪 ‥‥‥‥ 16

廃棄消防ホース等による救助訓練用人形の開発  

 豊田市消防本部 ○村山寛二 ‥‥‥‥ 21

可搬式消火薬剤混合器具の開発（クイックミキサーの開発）  

 名古屋市消防局 ○浜口 明 ‥‥‥‥ 29

救助活動用の磁石付き当て木の開発  
東近江行政組合消防本部 ○下村武司、伊﨑 仁 ‥‥‥‥ 35

消防ホースにおける不意離脱防止結合金具の開発  

 株式会社モリタホールディングス ○廖 赤虹、 

 山野光一、坂本直久、近藤伸一、黄 雅雯 ‥‥‥‥ 40

消防車 吸管詰まり防止器具の開発  

 トヨタ自動車株式会社 ○鈴木 純、千代川浩光 ‥‥‥‥ 50

震災時の倒壊家屋に埋もれた生存者や雪崩の遭難者の発見と  

その存在位置が分かるマイクロ波探査装置の開発  

 荒井電波研究所 ○荒井郁男  

 有限会社日本亜洲開発 ○井原潤也  

 新成物産株式会社 ○宮本幸宏 ‥‥‥‥ 53

消防ホースのよじれおよびキンク解消金具の開発  

 株式会社岩崎製作所 ○岩﨑博己 ‥‥‥‥ 59



防排煙設備稼働時に生じる差圧環境下で開放容易性・閉鎖確実性を  

有する防火扉の開発  

 鐵矢工業株式会社 ○今林哲也、瀧川弘幸、鐵矢匡生  

 株式会社日本防災研究所 油野健志、若松孝旺 ‥‥‥‥ 61

自然水利堰止め資機材「すのこ」  

 鳥取県西部広域行政管理組合消防局 ○松本 光 ‥‥‥‥ 72

可搬ポンプ用ワンタッチ吸管ストレーナー  

 滝野川消防団 ○菊川俊弘 ‥‥‥‥ 77

救命扉の開発  

 越前市消防団 ○倉谷道治 ‥‥‥‥ 79

    
【研究発表・セッション 1 平成 25 年度消防庁長官表彰受賞作品：消防防災科学論文 及び 

 消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告】  
13:15-13:30 水深が浅く狭小な用水路におけるホースバッグを活用した吸水活動  
 及び表面流速の簡易計測により流量を導出する方法について  
  京都市消防局 ○米田貴志、北岡二朗、寺島 徹、中嶋善貴、  
  大西佑輔、別所 斉、村上陽介、安井伸行、岩本貴光 ‥‥‥‥ 87

13:30-13:45 水流式排煙装置を活用した文化財保護戦術の構築  
  京都市消防局 ○溝部 俊、村松貴久、 

  大川雅敏、室谷和典、山下真矢 ‥‥‥‥ 96

13:45-14:00 火源の燃焼予測を考慮した上・下部層物理量連成による  
 区画火災性状予測モデルの構築  
  東京消防庁 ○後藤大輔 

  東京理科大学 大宮喜文 

  University of Ulster Michael A. Delichatsios ‥‥‥‥ 104

14:00-14:15 津波による車両火災に関する研究  
  名古屋市消防局 ○井澤義仁 ‥‥‥‥ 118

14:15-14:30 微量のエタノール添加によるウォーターミスト消火性能の向上  

  弘前大学大学院 ○後藤麻友、伊藤昭彦 ‥‥‥‥ 129

14:30-14:45 精神科救急における搬送・受入れの負担要因の調査、および精神科  

 患者の緊急度判定プロトコルの開発とタブレット型端末を用いた  
 緊急度判定の有用性の研究  

  北九州市立八幡病院 ○伊藤重彦、井上征雄、木戸川秀生  

  北九州市消防局 竹村保美、板山隆志 ‥‥‥‥ 135

14:45-15:00 石油タンク底部鋼板の腐食劣化状態をタンクの外部から評価する  

 手法の開発  

  千代田化工建設株式会社 ○日置輝夫、前田守彦、  

  渡邉慎也、甲斐大介  

  周南市消防本部 井澤淳二、藤井 徹、○佐伯吉憲  

  青山学院大学 長 秀雄  

  日本工業検査株式会社 出牛利重 ‥‥‥‥ 142



   
休憩 15:00-15:10  

    
【研究発表・セッション 2 平成 25 年度消防庁長官表彰受賞作品：原因調査事例報告】 

15:10-15:25 太陽光発電システムからの出火事例について  
  船橋市消防局 ○柴田敬吾 ‥‥‥‥ 155

15:25-15:40 渦巻線香による火災事例に係る検証について  
  名古屋市消防局 ○池田悟司、田中周一、岡本茂樹、 

  粕谷幸充、伊藤祐基 ‥‥‥‥ 168

15:40-15:55 自動車リサイクルの破砕工程における発炎筒からの出火事例  
  姫路市消防局 ○東良省吾 ‥‥‥‥ 175

15:55-16:10 リコールへ発展した車両火災  
  神戸市消防局 ○髙村憲生 ‥‥‥‥ 182

16:10-16:25 冷陰極蛍光ランプが起因する車両火災  
  神戸市消防局 ○厚 貴則 ‥‥‥‥ 188

16:25-16:40 ローソクが起因する火災事例（火の点いた芯が飛ぶ現象）  
  枚方寝屋川消防組合消防本部 ○梶井 一、生嶋唯志、 

  小椋幸浩、日比野誠、畠中宏聡 ‥‥‥‥ 194

16:40-16:55 セルフスタンドで発生した静電気に起因する火災の調査報告  

  大阪市消防局 ○西田秀光、畠山裕幸 ‥‥‥‥ 198

16:55-17:10 硫酸貯蔵タンク爆発火災調査  

  千葉市消防局 ○川島 彰、○下田直史 ‥‥‥‥ 209

   

   

   

   

   

   

◆第 2 日◆ 10 月 25 日（金）10:00～16:00 
 

 

【研究発表・セッション 3 安全対策・機器開発改良】  
10:00-10:15 「災害情報に関するグレシャムの法則と対策」から考案した  
 災害対応  
  神戸市消防局 ○表原靖史 ‥‥‥‥ 223

10:15-10:30 住宅の外壁構造と小屋裏延焼の関係に関する検証 
  東京消防庁 ○佐藤 歩、湯浅弘章、渡邉茂男 ‥‥‥‥ 232

10:30-10:45 防火衣の受熱に関する検証  
  東京消防庁 ○徳永敦司、佐藤良行、町井雄一郎 ‥‥‥‥ 238

10:45-11:00 ストップ、ドロップ アンド ロールに関する検証  

  東京消防庁 ○佐藤良行、金子公平、徳永敦司、 

  飯田明彦、町井雄一郎、田沼宏志 ‥‥‥‥ 245



11:00-11:15 東日本大震災において緊急消防援助隊の摂取した  

 活動食に関する調査  

  東京消防庁 ○赤野史典、細谷昌右、玄海嗣生  

  筑波大学 緒形ひとみ、麻見直美 ‥‥‥‥ 254

11:15-11:30 一般市民用応急手当キットの改良について  

  川越地区消防局 ○榎本郷史 ‥‥‥‥ 264

11:30-11:45 40 ミリホースの新収納方法（仮称：万能島田）の発案について  

  北九州市消防局 河﨑 優、原口 裕、森 啓輔、○岡部正輝 ‥‥‥‥ 270

11:45-12:00 マルチ型スピンドルドライバーの開発  

  北九州市消防局 片山和彦、○松本知英、吉岡祥平、松永隆盛 ‥‥‥‥ 274

12:00-12:15 漏油対処資器材の開発について  

  大垣消防組合消防本部 ○小島隆宏 ‥‥‥‥ 277

    
【昼休み・展示発表 2】  

12:15-13:15 

消防ホース結合回転金具の考案について  

 四街道市消防本部 ○安原秀明、○加藤善之、  

 ○髙梨光彦、○宮澤雅史、○飯髙直人 ‥‥‥‥ 281

水難救助現場で、要救助者が浮いて救助を待つための  

補助浮力を得ることができる器具の開発について  

 大垣消防組合消防本部 ○水谷佑典 ‥‥‥‥ 291

延焼防止装置の開発に関する研究  

 北九州市消防局 ○鶴留隆馬、永田悠樹、  

 村山洋一、瀬間康浩、小路達文 ‥‥‥‥ 296

新ガス消火装置を活用した消火方法の開発に関する研究 

 北九州市消防局 鶴留隆馬、○永田悠樹 ‥‥‥‥ 302

   

【研究発表・セッション 4 原因調査 1】 

13:15-13:30 ベルトコンベアの火災原因調査について  

  北九州市消防局 梅田智之、○寺尾浩一、篠原瑞恵、  

  椛山一紀、柳井裕也、松井貴宏 ‥‥‥‥ 304

13:30-13:45 蟻が引き起こす電気火災  

  北九州市消防局 双田 崇、徳井昭宏、○佐藤大樹、伊古野翔平 ‥‥‥‥ 313

13:45-14:00 ステアリング交換に伴う出火について（過電流）  

  北九州市消防局 ○秦 智行、池末英之、  

  田渕良二、河野 啓、西山侑慶 ‥‥‥‥ 318

14:00-14:15 側方灯のスイッチから出火（突入電流）した火災事例について  

  北九州市消防局 ○三村哲博、碓田 伸、西野秀揮、永崎栄二 ‥‥‥‥ 323

14:15-14:30 たばこの火種が漏洩したアセチレンガスに引火した火災  

  東京消防庁 斎藤裕司、○佐藤浩一 ‥‥‥‥ 330

    



休憩 14:30-14:40  

    
【研究発表・セッション 5 原因調査 2】 

14:40-14:55 電気瞬間湯沸器から出火した火災調査事例  
 －熱源がガスではなく、電気で爆発？－  
  東京消防庁 ○佐藤和広、𣘺本泰治、田中由美子、田口 悠 ‥‥‥‥ 335

14:55-15:10 一酸化炭素中毒事故に関する検証  
 －寝たばこ火災を想定した無炎燃焼による一酸化炭素の流動拡散－  
  東京消防庁 ○飯田明彦、金子公平、町井雄一郎、田沼宏志 ‥‥‥‥ 342

15:10-15:25 トレーラの駐車ブレーキ引きずりによる車両火災事例  
  東京消防庁 ○千葉岳大 ‥‥‥‥ 350

15:25-15:40 焼損した合成樹脂等の材質を特定する手法に関する検証  
  東京消防庁 ○水田 亮、木田清春、黒田裕司、鳥谷 淳 ‥‥‥‥ 356

15:40-15:55 ハイブリッドシステムを搭載したトラックから出火した車両火災  
 －車の悲鳴に気付くため－  

  東京消防庁 ○老沼康弘 ‥‥‥‥ 366

    
【閉会】    
15:55-16:00 閉会の辞 消防研究センター研究統括官 山田 實  

    

    

    

    

    

    

― 平成 25 年度消防庁長官表彰 その他の受賞作品 ― 

【原因調査事例報告】  

 普通乗用車の電動補助クーラントポンプからの出火に伴う  

 調査活動とリコールについて 

  京都市消防局 西田佳則、山本雅史 ‥‥‥‥ 373

    

    

    

    

 



 

 

 

 

第 1 日 
10 月 24 日（木） 



 

［特別講演］ 

 

 

巨大地震時の火災リスクをいかに低減させるか 
 

神戸大学名誉教授・兵庫県立大学特任教授 

室崎益輝 
 

1. はじめに 

 東海地震や南海地震さらには首都直下地震な

ど、巨大地震の発生が間近に迫っている。そう

した巨大地震が発生した場合、過去の大震災を

見ても明らかなように、延焼火災が広範囲に拡

大し、人的にも物的にも甚大な被害がもたらさ

れる。ところが、現在の国および自治体の巨大

地震対策を見ると、必ずしもその大火の危険性

に見合った形での被害軽減の取り組みになって

いない。そこでここでは、国等の地震対策の誤

りを正す気持ちも込めて、巨大地震時の火災リ

スクを明らかにするとともに、その低減方策の

再検討を試みる。 

 

2. 大震災と市街地大火 

 過去の大震災の記録を見ると、震度 6 以上の

地震が発生した場合、2007 年の能登半島地震な

どの僅かな例外を除いて、地震後に火災が同時

に多発し、それがもとでの大規模火災が発生し

ている。庄内地震や濃尾地震に始まって、最近

の阪神・淡路大震災や東日本大震災に至るまで、

繰り返し大規模火災の洗礼を受けている。とい

うのも、地震や津波によって、「出火しやすい環

境」、「消火しにくい環境」、「延焼しやすい環境」

が生み出されるからである。 

 出火しやすい環境については後で触れること

にし、ここでは消火しにくい環境と延焼しやす

い環境について触れておこう。「消火しにくい環

境」ということでは、地震や津波とそれによる

家屋の倒壊や道路の損傷などにより、市民や企

業の消火活動も消防団や常備消防の消火活動も

困難になる。具体的には、激しい揺れで行動の

自由を奪われて初期消火ができない、倒壊家屋

の中に閉じ込められてバケツリレーに参加でき

ない、断水に加えて消火栓なども損傷し消火用

水が得られない、といった問題が生じる。 

 「延焼しやすい環境」ということでは、地震

動による家屋の破損や倒壊により、延焼を防止

するための防火被覆が破壊されてしまう、延焼

を防止するための安全隣棟間隔が確保できなく

なってしまう。具体的には、屋根の瓦や外壁の

モルタルが落下し木地がむき出しになる、路上

に倒れ込んだ家屋や放置された自動車が延焼媒

体になる、熱気流や津波などで火源や火種が遠

方まで運ばれるといったことで、容易に延焼し

てしまう。さらにここで見逃してはならないの

は、消火しにくい環境にも関わることだが、常

備消防や消防団等の活動が様々な理由で阻害さ

れ、炎上火災を鎮圧することも制御することも

できなくなる、ということである。大地震が起

きると、道路の障害で消防車が駆け付けられな

い、消防庁舎や消防車が損壊し出動できなくな

る。 

 このように、消火や延焼防止が困難になると、

広域的な延焼火災が避けられない。木造密集地

域を広範囲に抱えるわが国においては、この制

御できない延焼火災の発生は致命傷となる。強

風時の大火や空襲時の大火と同様に、木造建物

が連続している限りどこまでも燃え続けること

になるからである。 

 

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 7 -



 

3. 出火件数と延焼リスク 

 ところで、消火しにくく延焼しやすい環境を

引き起こす原因がもう一つある。それは、公設

消防などの消火能力を越えた多数の火災が同時

に発生する、ということである。図 1 は、阪神・

淡路大震災における、市区別にみた地震直後の

出火件数と出動できた消防ポンプ自動車との関

係を示している。大規模な火災が発生した神戸

市の長田区や灘区などでは、出火 1 件に対して

ポンプ車台数が 0.5 以下であり、他方、大規模

な火災が発生しなかった芦屋市や西宮市を見る

と、出火 1 件に対してポンプ車台数が 1.0 以上

であったことがわかる。ここから、消火能力を

超える出火の多さが、大火を生む要因であるこ

とが読み取れる。なお、この図では、阪神・淡

路大震災では無風に近い状態であったので、ポ

ンプ車 1 台で 1 件の火災を鎮圧できているが、

より強い風が吹いているとこの限りではないこ

とを、念のため申し添えておく。 

 
図 1 阪神・淡路大震災での地震直後の火災 1

件当たりの平均出動ポンプ車数（関沢愛・予防

時報 220 号） 

 

 そこで問題になるのが「なぜ多数の火災が発

生するのか」ということである。ここでは先に

触れた「出火しやすい環境」が問われることに

なる。ところで、出火原因は「火源、着火物、

経過」の 3 要素で説明される。この 3 要素の何

れもが、地震や津波によって増殖され増幅され

るので、火災が多発するのである。火源では、

地震停電後の通電より火花が飛ぶ、引き伸ばさ

れた電気の配線が短絡で発火する、浸水した自

動車が短絡により高温になるといったことで、

出火しやすい環境が生まれる。着火物では、ガ

ス管やガスボンベの破断で可燃ガスが噴出する、

押しつぶされたタンクから石油などが漏えいす

る、モルタル等の被覆がはがれ可燃物が露出す

るといったことで、出火しやすい環境が生まれ

る。 

 それに加えて、経過も地震により増殖する。

火のついた木片が津波で運ばれる、棚の新聞紙

がコンロの上に落ちる、逃げようとしてストー

ブをひっくり返す、神棚のローソクがお供えの

上に倒れこむといった「火災を誘発する経過」

が、地震や津波とその後の対応行動の中で生み

出されることになる。日常時には適正に管理さ

れていたものが、激しい揺れなどによりタガが

外れて、火災につながってしまうのである。 

 

4. 出火件数と人命リスク 

 素因としての木造密集地の存在と、誘因とし

ての地震時出火の多発が、市街地大火を生むの

である。ということで、易燃市街地を解消する

ことと出火件数を極力抑えることが、地震時の

大規模な延焼火災を抑制するうえで欠かせない。

ところで、この大規模な延焼火災の発生は、地

震時の人命危険とも密接に関わっている。大規

模な地震火災が発生すると、関東大震災などの

例を見ても明らかなように、火災による大量の

死者の発生が避けられない。 

 大震火災で焼死者が発生するケースとしては、

第 1 に出火した建物内にいた人が逃げ遅れて被

災する、第 2 に倒壊建物から脱出できない状態

で延焼してきた火災に巻き込まれる、第 3 に避

難している途中で退路をふさがれ火炎に取り囲

まれる、第 4 に殺傷力のある火災旋風や爆発が

発生して被災する、といったケースが考えられ

る。第 1 のケースは、阪神・淡路大震災での芦

屋のマンション火災などで確認できる。今後の
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問題としては、超高層のビルやマンションで地

震火災が発生した場合に、大量の死者が発生す

ることが懸念される。というのも、防災設備に

耐震性が欠けているため、炎上火災が発生した

場合に制御できず、建物全体が火に包まれかね

ないからである。第 2 のケースは、北丹後地震、

福井地震、阪神・淡路大震災などでの普遍的な

パターンとして、確認できる。福井地震の 2 つ

の映画館での被災は、この典型例である。さほ

ど延焼速度が高くなくても全壊率が著しく高い

場合には、このケースでの死者発生が顕著にな

る。 

 関東大震災のように、大規模な市街地で多数

の火災が発生し、それに加えて強風が吹いてい

ると、第 3 のケースが支配的になる。関東大震

災では、避難場所を求めて移動していた人々の

行く手を巨大な火炎がさえぎり、また小さな避

難場所に逃げ込んでいた人々の周囲を火炎が取

り囲み、多くの命を奪っている。行く手を遮ら

れた人々の中には隅田川等に飛び込んで溺死し

た人もいる。火炎面が成長して大きくなると、

その幅が 300 メートル、その高さが 30 メートル

にもなるので、火炎から 100 メートルも離れて

いても輻射熱で火傷を負うことになる。それゆ

え、火炎の間をすり抜けて避難することができ

ない。 

 ところで、大規模な市街地で炎上する火災の

件数が多いと、行く手を阻まれる確率が大きく

なる。仮にその発生間隔が 500 メートルで、火

災の延焼速度が毎時 200 メートルとすると、出

火後 1 時間もすれば火炎の間隔が 100 メートル

以下となり、その間を通りぬけられなくなる。

この取り囲まれ型の危険は、第 1 に延焼速度、

第 2に避難距離、第 3に出火密度に規定される。

ということで、難燃化によって延焼速度を遅ら

せる、緊急避難拠点を作って避難距離を小さく

することに加えて、出火件数を減らして出火密

度を下げることが、欠かせない。 

 少し横道にそれるが、この取り囲まれ型のリ

スクを延焼面積や延焼棟数から求める風潮があ

るが、これは間違っている。少なくとも延焼速

度を変数にして考えなければならないし、それ

に加えて出火密度を変数に入れて考えなければ

ならない。正しく危険を知るということでは、

延焼拡大のシミュレーションと広域避難のシミ

ュレーションを同時に行って、極めて大きな犠

牲を生むと懸念される「取り囲まれ型のリスク」

を、科学的に明らかにすることを望みたい。 

 本題に戻ろう。4 番目の火災旋風の話にも触

れておく必要があろう。火災旋風のメカニズム

が十分に解明されていないので、次の大震災で

確実に起きるとはいえない。といって、根拠も

なく「絶対に起きない」と考えることも許され

ない。私は、火災時の空気の流れのメカニズム

からして、平坦な市街地で大規模な延焼火災が

起きると火災旋風は起きる、と考えている。最

悪を考えるということでは、火災旋風の発生も

考慮におき、いかにその発生を防ぐかを検討し

ておく必要がある。ところで、この火災旋風の

発生を防ぐうえでも、大火の発生を抑えること

が欠かせず、その大火の発生を防ぐうえでは、

出火件数の思い切った低減をはかることが欠か

せない。 

 

5. 地震時の出火率と倒壊率 

 地震時の出火件数の低減をはかろうと思えば、

そのメカニズムや原因を正しく理解しなければ

ならない。しかし残念なことに、このメカニズ

ムの捉え方が間違っているために、有効な対策

を導き出せていないという「悲しい現状」があ

る。メカニズムを誤って捉えているということ

は、私を含む専門家の責任でもあるので、忸怩

たる思いでこの原稿を書いている。 

 出火原因の把握についての間違いは、大きく

次の 2 つに要約できる。その一つは、見かけの

相関関係を因果関係と取り違える誤りである。

他の一つは、個別事例から得られた特殊な関係

を普遍的な関係として思いこむ誤りである。図
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2 は、全国の自治体で出火件数を求めるために

用いている関係式を示したものである。ここに

は、上述の 2 つの誤りが示されている。前者の

取り違えでは、建物倒壊と地震出火の関係を因

果関係と取り違えている。後者の思い込みでは、

阪神・淡路大震災で得られた関係を普遍性のあ

る関係と思い込んでいる。後述するように、そ

のどちらもが誤っている。 

 ここではまず、出火と倒壊の関係について論

じておこう。先に、火源や着火物さらには経過

がつくりだされる状況について触れたが、その

多くは地震の揺れや地盤の変形でもたらされて

いる。確かに、建物の倒壊によって、電気の配

線などが引きちぎられ、石油タンクなどが押し

つぶされ、火災がもたらされることもある。そ

れゆえ、建物倒壊と出火の間に全く因果関係が

ないとは言い切れない。しかし、住宅への引き

込み管が破断するとか、通電により火花が発生

するとか、慌ててストーブをひっくり返すとか

いったことは、建物倒壊とほとんど関係がない。 

 

図 2 阪神・淡路大震災のデータを踏まえた地

震時出火予測式（愛知県防災会議・東海地震予

測調査報告・平成 15 年 3 月） 

 

ここで確認しておきたいことは、倒壊しなく

ても火災が発生するということである。阪神・

淡路大震災では全壊した建物からの出火は少な

く、半壊あるいは一部損壊の建物からの出火が

多かった。全壊の場合は、窒息消火状態が生ま

れて炎上しないケースもあったからである。表

は、阪神・淡路大震災での建物構造別の出火件

数を示したものである。耐震設計がされていて

倒壊リスクの少ないと考えられる、耐火造や準

耐火造で多数出火している。構造別の地震時出

火率を求めると、耐火造は木造の 4～5 倍高くな

っている。つまり、倒壊するかしないかあるい

は耐震性があるかどうかは、出火を規定する主

たる要因ではないのである。 

表 阪神・淡路大震災における構造別出火件数

（消防科学総合センター・地震時における出火

防止対策に関する調査検討報告書） 

 
 

 それでは、なぜ図 2 のような関係が得られる

のであろうか。それは、激しく揺れるから建物

が倒壊する、激しく揺れるから出火する、それ

ゆえに倒壊と出火は揺れを媒介にして相関関係

が成り立っているのである。ところで、東日本

大震災では、後述するように震度と出火との相

関は見られたものの、倒壊率と出火率との相関

は図 3 に示されるようにさほど明確になってい

ない。 

 

図 3 東日本大震災での非津波自治体での出火

率と倒壊率の関係（清水建設・平成 23 年東北

地方太平洋地震・火災被害の概要） 
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 まさにこの結果は、出火は倒壊ではなく揺れ

の強さに規定されることを教えてくれている。

ということで、倒壊率と出火率の関係を因果関

係として捉えてはならない。この倒壊率と出火

率の関係を使って出火の想定をすることも、耐

震化をすれば出火件数が減るといった結論を引

きだすことも、誤っている。 

 

6. 出火における地域差と時代差 

 図 2 のもう一つの誤りにも言及しておこう。

阪神・淡路大震災は、1 つの特殊なケースであ

る。そこで得られた経験が、他の地域や他の時

代に当てはまるとは限らない。にもかかわらず、

ここでは阪神・淡路の経験を金科玉条に押し付

けようとしている。特殊性を普遍性と勘違いし

ているのだ。地域によっては、生活の風習も違

うし、防災の意識も違う。使用している火気の

種類も違えば環境も違う。その違いを考慮に入

れて、他の地域に適用しなければならないのに、

それができていない。阪神・淡路大震災の被災

地のほぼ全域が都市ガスを使用していた。そこ

で得られた都市ガス地域の経験を、灯油やプロ

パンガスを使用する地域に単純に当てはめるに

は、そもそも無理がある。 

 この阪神・淡路での経験則が、他の地域で通

用しないことは、東日本大震災での出火を説明

できないことを見れば明らかである。この経験

則は、中越地震も能登半島地震も説明できない。

無論、関東大震災にもあてはならない。ところ

が、出火件数には阪神・淡路大震災の経験を、

また初期消火には関東大震災の経験を当てはめ

るといった形で、ご都合主義的に個別の経験則

を当てはめて被害を想定する傾向があるが、厳

に戒めなければならない。普遍性を見出そうと

するならば、できるだけ多くの震災事例を対象

として、その事例間に共通する関係性を見出す

ようにしなければならない。 

ところで、揺れが強くなれば出火が増えると

いうのは普遍性をもった関係性と理解できる。

阪神・淡路でも東日本でも、震度に比例して出

火率が高くなる傾向が見られる。しかし、同じ

震度であっても阪神・淡路と東日本とでは出火

率の値が違ってくる。この違いは、地域差や時

代差といった特殊状況を入力しなければ、説明

できない。東日本大震災での震度 6 強以上の地

域の 1 万世帯当たりの出火率を見ると 0.28 で、

中越地震の 1/3、阪神・淡路大震災の 1/10 であ

った。ところでこの差異は、時代差としての阪

神・淡路大震災以降の通電火災などの防止対策

の進化、また地域差としての使用エネルギーの

相違により説明することができる。東北地方が

出火防止の意識の高いところであるという特殊

性も、出火率の低さをもたらしたといえる。 

 さて、時代差についてもう少し詳しく触れて

おきたい。時代とともに、火源や着火物の態様

が変化し、また火災を制御する技術も変化して

いる。それに伴い、出火のメカニズムも出火の

リスクも変化している。発火源を見ても、1923

年の関東大震災から 1946 年の福井地震にいた

るまでは、薪や炭などを燃料とするかまどやコ

ンロからの出火の割合が高く、1964 年の新潟地

震から 1993 年の十勝沖地震にいたるまでは、重

油や灯油などを燃料とする石油機器からの出火

の割合が高かった。生活様式やエネルギー利用

の変化が、地震時の出火の原因の変化をもたら

している。 

 ところで、この時代のコンロやストーブとい

った火源は裸火状態で使用されているため、地

震時の出火リスクは季節や時間帯に規定された。

それゆえ、従来の予測では暖房機器や燃焼機器

の使用される季節や時間帯を考慮に入れて、補

正をして来ていた。ところが、阪神・淡路大震

災では漏えいガスや通電による火災が多くなっ

て、必ずしも時間帯に規定されない状況が生ま

れている。早朝の時間帯でありながら出火が極

めて多かったという事実は、季節や時間に関わ

らない出火が増えていることを教えている。と

いうことでは、時間や季節による修正のあり方

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 11 -



 

を見直すことも、出火リスクを科学的に把握す

るうえで欠かせない。 

 この火災原因の最近の変化の中で注目すべき

ことは、電気系統の火災なかでも地震後の通電

による火災が増えていることである。阪神・淡

路大震災では、原因が判明した建物火災 55 件の

火災のうち 35 件が電気関係の火災で、さらにそ

のうちの 27 件が少なくとも通電火災である。と

ころで、この通電火災には 2 通りのタイプがあ

る。地震直後に自動回復装置が働いて通電し、

その時に火花が飛んで漏えいしていたガスなど

に引火するタイプと、スイッチの入ったまま放

置されていた電気ストーブや鑑賞魚用ヒータに、

数時間から数日後に電気が復旧することにより、

加熱され出火するタイプとがあった。上述の 27

件は後者のケースであり、前者のケースは原因

が不明の 102 件の火災の中に含まれている。と

ころで、大火を引き起こしたのは原因不明扱い

されている後者の通電火災である。「自動回復さ

れた直後に大きな火炎が上がって延焼拡大火災

になった」という多くの証言が、それを裏付け

ている。 

 

7. 炎上火災を減らす戦略 

 最後に、どうすれば甚大な人命被害をもたら

す市街地大火や火災旋風を抑制できるかについ

ての、実効性のある戦略を提起しておきたい。

ここでは、市街地を燃えにくくすることが、大

火を防ぐうえでの根本的な対策であることを、

まず確認しておきたい。しかし、この燃えない

市街地をつくるには時間も財源もかかり、切迫

している大地震には間に合いそうもない。そこ

で、不燃化や難燃化などの長期的課題の追求と

並行して、炎上出火の低減という短期的課題に

挑戦するのである。 

 炎上出火を防ぐといったのは、出火の全てを

完全に封じ込めればよいが、それに失敗した場

合でも初期段階での鎮圧をはかり、「延焼拡大火

災ゼロ」を目指すことが欠かせないと考えるか

らである。この初期段階の鎮圧を可能にするた

めには、そのための装備と体制が欠かせない。

装備では、耐震スプリンクラーなど揺れても確

実に機能する消火設備の普及に心がけたい。と

くに、高層マンションや福祉施設など、手つか

ずの火災を許すと大変なことになる施設では不

可避である。さらには、一般市民が初期消火の

ために使える消火栓や放水銃の設置など、簡便

な地域消火装備の普及も欠かせない。さらには、

消防団や自主消防隊の増員をはかって、常備消

防が駆け付けなくても、地域の力で確実に消火

できるようにしておくことである。 

 上述の炎上火災を防ぐことよりも重要なのが、

出火そのものをくい止めるということである。

出火を防ぐためには、地震動や津波によって引

き起こされる出火の要因を、ひとつ一つなくす

ことである。裸火のローソクの使用を禁止する

こと、薬品や可燃物の落下防止措置を講じるこ

と、燃焼器具の自動消火装置の強化をはかるこ

と、ガス管や石油タンクの耐震性の向上をはか

ること、建物内の整理整頓に日頃から心がけて

おくこと等、やるべきことは無数にある。 

 ところで、この出火防止で忘れてならないの

は、通電火災の抑制をはかることである。先に

みたように、地震直後における通電やガスの漏

洩が大規模な火災の出火原因となっていること

を念頭に入れ、その防止策を積極的にはからな

ければならない。なかでも、自動回復通電によ

る出火を防ぐことは焦眉の課題である。配電盤

やコンセントを対象にした感震ブレーカーは既

に開発されており、それをいかに効果的に普及

するかが、ここでは問われている。すべての電

源を落とすことは、電気の暴走につながって、

全域停電につながる。しかし、必要な部分だけ

シャットダウンするということなら、その暴走

の心配はない。木造密集地など市街地大火の危

険の高いところ、超高層建物など炎上による死

亡リスクの高いところだけに、感震ブレーカー

の設置を義務づけるのであれば問題はない。ま
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た、それぞれの家庭や施設おいては、火災リス

クの高いものとそうでないものを区別して、高

いものだけにブプレーカーを設置するというこ

とも考えられる。このブレーカー設置の対応だ

けで、私は大規模な炎上火災の大半は防げるも

のと、思っている。 

 

（予防時報 255 号原稿を加筆修正） 
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

空気呼吸器の圧力を利用した消防ホースの 
救助器具としての使用方法と機器の改良 

 

印西地区消防組合消防本部 

田代賢司、小倉克俊 
 

1 現状と問題点 

 当消防本部の管轄エリアには沼や川が点在し

水難事故が多く発生する地域であるため、水難

救助隊が組織され水難事故事案に対しては迅速

に対処してきたが、水難事故の多くの現場は車

両が進入困難で狭隘な場所や水面までの距離が

離れていたり、高低差があり救助活動が困難な

状況が多い。また、ボートなどの資機材を搬送

することも困難で救助活動を開始するまで時間

を要する場合が多く、水難事故の現場は悪条件

が少なくない。 

 

2 改良 

 昨年「週間情報」及び「J レスキュー」に投

稿したキャフス付き消防車のコンプレッサーを

利用しホースに空気を送気して溺水者を救出す

る方法を考案するが、車両が進入できないなど

困難な問題点が発生した。そこで活動障害を解

決する対策として消防車が進入しなくても、簡

易で操作性が良く安全で迅速な救出活動が可能

な方法を検討した。 

① 空気呼吸器の圧力を利用し、消防ホースに

空気を送気してホースを膨張させる方法を

検討した。 

② 管そうのメス金具部分から空気が漏れない

構造にするため資料を模索したところ、

YONE 株式会社の製品でシャットオフボール

バルブを検索した。 

③ 空気呼吸器の空気圧を消防ホースに送気す

るために、圧力ホースをどこに接続したら効

率がよいか検討し、シャットオフボールバル

ブに圧力ホースを接続できる構造を考案し

た。 

④ 管そうの先端ノズルを放水用噴霧ノズルか

ら町野式 65 ミリオス金具×ネジ式に改良し、

65 ミリホースを接続できる構造を考案した。 

⑤ YONE 株式会社の協力により、シャットオ

フボールバルブと町野式 65 ミリオス金具×

ネジ式を改良し試作品を作成した。 

 

3 仕様 

① YONE 株式会社の製品 NH-50SC スパコン

ノズルの先端に放水用噴霧ノズルではなく、

改良した町野式 65 ミリオス金具×ネジ式を

接続。（以下「改良型スパコンノズル」とい

う） 

② YONE 株式会社の製品 BO-65 シャットオフ

ボールバルブに改良を加えた試作品。（以下

「改良型シャットオフボールバルブ」という） 

 

4 改良による効果、その検証 

① 消防車両が進入できない狭隘な現場でも、

目前で溺れて救助を必要とする要救助者を

簡単な操作で安全迅速に救出することが出

来る。 

② 高価な資機材を購入する必要はなく費用対

効果が高い。 

③ YONE 株式会社の協力を得て改良した試作

品は、安全で信頼性が高い。 

④ 試作品で検証した結果、ボンベの空気
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20kg/cm2 を 1 分以内でホースに送気し安全に

操作できる。 

⑤ ホースの浮力に関しては、50 ミリホースよ

り口径の大きい 65 ミリホースの方が浮力が

強い、「週間情報」及び「J レスキュー」に投

稿のとおり既に安全性を検証して報告して

いる。 

 

5 今後の課題 

① 試作品の強度に考慮して圧力ホース接続部

分を金属で作成されているため多少重量感

があり、材質の軽量化など更に改良を加えた

い。 

② 改良型シャットオフボールバルブのレバー

に安全装置がないため、今後改良が必要か検

討したい。

 

  
      ①改良型スパコンノズル         ②改良型シャットオフボールバルブ 

写真 1 

 

  

  ①空気呼吸器の圧力ホースを接続し準備完了  ②65 ミリホースに空気を送気し救助活動開始 

写真 2 

＊①改良型シャットオフボールバルブ 65 ミリに改良型スパコンノズル 50 ミリを使用しているため、

65 ミリ×50 ミリの縮小媒介を使用している。 

改 良 し た 町

野式 65 オス

×ネジ式 

脱着式圧力

ホース接続

金具 接続用ニップル 

圧力ホースを改良

型シャットオフボ

－ルバルブに接続

改良型シャットオフボ

－ルバルブで空気の漏

れを遮断している 

（田代賢司 〒207-1387 千葉県印西市牧の原二丁目 3 番地 

TEL: 0476-46-4321 E-mail: fire-inzaichiku@nifty.com）
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

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

呉市消防局 

平岡 卓、寺山誠司、濱野栄希、荒岡 豪 
 

1. 現状と問題点 

 現行の救急現場や救助現場などで、傷病者の

スクープストレッチャーへの移動やバックボー

ドへの移動では、徒手での移動になり、脊髄損

傷や腰椎圧迫骨折、骨盤骨折、大腿骨頸部骨折、

寝たきりの傷病者などでは、臀部をしっかり支

えての移動が困難なため、負傷部位に負担をか

けています。また、布担架を使用しての下り階

段の搬送では、傷病者が一定の体位を保てない

ため特に負傷部位に負担を掛けることになり、

容態を悪化させる要因となっており、傷病者は

強く痛がります。 

 しかも、隊員は傷病者に持つところがないた

め、無理な姿勢を強いられ、体の故障の原因に

もなっています。 

 

2. 開発 

 傷病者の体位を変えず、そのままの状態で装

着し、骨盤をしっかり固定したまま移動や搬送

できれば、脊髄損傷や腰椎圧迫骨折、骨盤骨折、

大腿骨頸部骨折、寝たきりの傷病者など、多く

の傷病者の痛みの軽減と負傷部位に負担を掛け

ず、容態の悪化を防ぐことができます。 

 しかも、隊員の体の故障を防げるのにという

強い思いから、このワンタッチ骨盤固定搬送器

具（PELVIS LOCK CARRY）を開発しました。 

 

3. 仕様 

 開 発品 は ワン タッ チ 骨盤 固定 搬 送器 具

（PELVIS LOCK CARRY）といいます。（写真 1、

写真 2） 

 素材は厚さ 2mm のポリエチレンで、強度と

弾力性からこの素材を選びました。 

 外径 50cm、幅 10cm で、内径 30cm の円にな

るように加工しました。 

 円の片側にマジックテープをつけ、接着・離

脱ができる構造にしました。 

 両側に持ち手用の穴をあけました。 

 装着方法は膝窩部の空間から差し込み、臀部

くらいまで引き上げ、腰椎と仙骨部の空間に回

しこみ、出てきた先端部をマジックテープで接

着します。（写真 3～写真 9） 

 このように、この器具は傷病者の体を動かす

ことなく装着できるのです。 

 

4. 開発による効果、その検証 

 まず、現行方法でのスクープストレッチャー

への移動は（写真 10、写真 11）どうしても臀部

が落ちてしまいます。 

 ワンタッチ骨盤固定搬送器具（PELVIS LOCK 

CARRY）を使用すると、臀部が落ちることがな

く、脊柱は水平に保てます。（写真 12、写真 13） 

 現行方法でのバックボードへの移動、ログロ

ール（写真 14～写真 16）やログリフト（写真

17、写真 18）でも、骨盤周辺に負担を掛けてし

まいます。 

 ワンタッチ骨盤固定搬送器具（PELVIS LOCK 

CARRY）を使用（写真 19、写真 20）すると、

臀部が落ちることがなく、脊柱は水平に保てま

す。しかも、少人数で移動が可能です。 

 布担架を使用しての下り階段の搬送では、多

人数が必要であり、尚且つ傷病者が一定の体位
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を保てないため、特に負傷部位に負担を掛ける

ことになり、容態を悪化させる要因となってい

ます。（写真 21） 

 ワンタッチ骨盤固定搬送器具（PELVIS LOCK 

CARRY）を使用（写真 22）すると、少人数で、

しかも、一定の体位を保ったまま搬送すること

ができます。 

 

5. 今後の展望 

ワンタッチ骨盤固定搬送器具（PELVIS LOCK 

CARRY）は、傷病者に負担を与えず、痛みを軽

減し、しかも、隊員の体の故障も防止します。 

 今後の課題としては、サイズを数種類つくり、

どんな傷病者にも装着できるようにする必要が

あります。 

 この器具は、救急現場や救助現場はもとより、

介護や医療の現場でも威力を発揮する器具と確

信しております。 

 

     

   （写真 1）～仕様 1                  （写真 2）～仕様 2 

 

PELVIS LOCK CARRY の装着方法 

 
（写真 3）～順番 1 

 
（写真 4）～順番 2

 
（写真 5）～順番 3 

 
（写真 6）～順番 4 

差し込み側  

マジックテープ  
持ち手  

マジックテープ  
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（写真 7）～順番 5 

 
（写真 8）～順番 6 

 

 

（写真 9）～順番 7 

 

 

 

 

 

 

 

現行でのスクープストレッチャーへの移動 

 
（写真 10） 

 
（写真 11） 

 

PELVIS LOCK CARRY を使用してのスクープストレッチャーへの移動 

 
（写真 12） 

 
（写真 13） 
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現行でのログロールによるバックボードへの移動 

 
（写真 14） 

 
（写真 15） 

 

 
（写真 16） 

 

 

 

 

 

 

 

現行でのログリフトによるバックボードへの移動 

 
（写真 17） 

 
（写真 18） 

 

PELVIS LOCK CARRY を使用してのバックボードへの移動 

 
（写真 19） 

 
（写真 20） 
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下り階段の搬送 

 
（写真 21）～布担架を使用 

 
（写真 22）～PELVIS LOCK CARRY を使用 

 

 

 

（寺山誠司 TEL: 0823-26-0343） 
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

廃棄消防ホース等による救助訓練用人形の開発 
 

豊田市消防本部 

村山寛二 
 

 当消防本部においても大量退職大量採用によ

る影響があり、数年前までは、出張所で勤務す

る職員は、機関員資格及び救急資格を保有する

職員だったが、現状では、機関員の資格を持た

ない 3 年目の職員が勤務せざるを得ない状況に

なっている。それに伴い、当消防本部では若手

職員育成研修を平成 25 年度から開始した。この

若手職員育成研修は OJT を前提に考えているた

め、各所属にて一通りの訓練ができる環境が必

要となる。そこで不足する資器材の一つが救助

訓練等に使用する訓練用人形（以下、訓練用人

形という。）である。 

 当消防本部では 4 消防署 5 分署 7 出張所の 16

施設に 386 名が交代制勤務にて勤務している。

その内 4 消防署と 2 分署の 6 施設には、1～2 体

の訓練用人形（既製品）が配備され、日々の訓

練に使われているが、その他の 10 施設において

は、1 体もない又は、あっても老朽化が激しく

まともに使用できない状態であるが、すべての

施設に 1 体ずつ購入するという話には簡単には

いかないのが現実である。 

 そこで、開発したのが、廃棄消防ホース及び

廃棄救助ロープを使用した訓練用人形の作成で

ある。特徴は次のとおりである。 

① 廃棄された消防ホース及び救助ロープを利

用することにより、イニシャルコスト及びラ

ンニングコストを大幅に削減できる。 

② 特殊な技術、道具を必要としないので、誰

にでも作成できる。 

③ 基本的な作り方を身に付ければ、さまざま

な訓練に対応した訓練用人形が作成できる。

（身長、体重、バランス、切断された体等、

水中使用） 

④ 切断した廃棄消防ホースに砂利等をつめ廃

棄救助ロープにより繋ぎ合わせた簡単な構

造により、部分的に破損した場合、完全に修

復できる。 

⑤ 素材の強度が高く丈夫な訓練用人形ができ

る。 

⑥ 集団救急訓練や要救助者がたくさん必要な

訓練時に、多くの訓練用人形を準備できる。 
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No.1（写真）：訓練用人形の全体写真① 

 

説明：・今回は発表にあたり、小柄の女性を想定した体重 38kg 身長 147 センチメートルの訓練用

人形を作成した。 

・結合部分は、直径 12 ミリメートルの穴をパンチと金づちで開け救助ロープで波縫いし、

ひと結びで止めている。 

※この人形は、結合部をミシンにより縫製しているが、粒の大きめの玉砂利を使用すれば

ミシンによる縫製は必要なく、粒の大きい砂利を使うことにより、小さな穴が開いても

中身が出てくることもない。 

・消防ホースの中身は、角のない玉砂利の方が消防ホースを破りにくく耐久性が向上する。

 

No.2（写真）：訓練用人形の全体写真② 

 

説明：結合部を人間の関節を考慮した位置に配

置したことにより、非常にしなやかにな

り、意識のない人間に近づけることがで

きた。 
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No.3（写真）：三重もやい身体縛着① 

 

説明：関節の柔軟性と適切な重量配分により三重もやいの身体縛着に問題なく対応する。 

 

No.4（写真）：三重もやい身体縛着② 

 

説明：意識のない要救助者のように、頭部、上肢及び下腿が脱力した状態を想定した体勢にしても、

三重もやいが外れることなく安全に訓練を実施できる。 
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No.5（写真）：頭部拡大写真 

説明：65 ミリメートル消防ホース

を 53 センチメートルに切

断し、砂利を適量入れ中央

で折り曲げたものを 2 つ使

用して、胸部への結合は救

助ロープのみを使用してい

る。頭頂部の開き防止とし

て、救助ロープで縛ってい

る。 

※搬送時の取手にもなる。

No.6（写真）参照 

 

No.6（写真）：上半身拡大写真 

 

説明：・胸部は 65 ミリメートル消防ホースを 38 センチメートルに切断し、砂利を適量入れたもの

を前後 4 つ合計 8 つ使用している。 

・腹部は 65 ミリメートル消防ホースを 30 センチメートルに切断し砂利を適量入れたものを

前後 4 つ合計 8 つ使用している。 

・上肢及び肩は 65 ミリメートル消防ホースを 184 センチメートルに切断し、両前腕及び両

上腕部分に砂利を適量入れたものを 1 本使用している。肩、胸部及び頭部の結合は救助ロ

ープのみを使用し、肩には砂利は入れず胸部端末を覆うように二つ折りにし、頭部端末を

その上からかぶせ結合している。 

・肘は画像のように二つ折りにして縫製又は救助ロープ波縫いにより砂利の移動防止をする

ことにより、人間らしい肘の動きとなる。 

※この訓練用人形は手首、肘及び肩がミシンで縫製してあるが、ミシンがない場合は、結

合部と同様に救助ロープで波縫いし砂利の移動を防止する。 
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No.7（写真）：下半身拡大写真 

 

説明：大腿部は 50 ミリメートル消防ホースを 38 センチメートルに切断し、砂利を適量入れたもの

を両大腿部で前後 4 つ合計 8 つ使用している。下腿部は 65 ミリメートル消防ホースを 54 セ

ンチメートルに切断し砂利を適量入れたものを両下腿部で 2 つ使用している。結合は救助ロ

ープのみを使用している。 

※この人形は下腿部の足首側がミシンで縫製してあるが、ミシンがない場合は、結合部と同

様に救助ロープで波縫いして砂利で出てしまうのを防止する。 
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・潜水訓練用人形の構成部品（画像は胸部の部品） 

No.8（写真） No.9（写真）：丸めて入れる。 

  

No.10（写真）：中身を入れた状態 No.11（写真）：穴あけ位置 

  

No.12（写真）：水に沈んだ状況  

 

 

説明：・水中で使用する潜水訓練用人形に砂利を入れてしまうと、水中では必要以上の重さになっ

てしまうので、沈んでしまった人間の浮力（中性浮力より少し沈みやすい状態）にするた

めに、砂利の変わりに消防用ホースをつめる。「No.8（写真）」は、65 ミリメートル消防

ホースの中に入れる 65 ミリメートル消防ホース 5 枚である。つめる量は、多くする必要

はなく膨らみが出る程度で十分である。 

・「No.11（写真）」は排水しやすさを考慮した穴開け位置である。 
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No.13（図）：全体の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・●はミシンによる縫製なしの時の穴あけ位置、

縫製ありのときはこの位置で縫製する。 

・○はミシンによる縫製の有無にかかわらず穴を

開け救助ロープで波縫いする位置 

・灰色塗りつぶし部分は 50 ミリメートル消防ホー

ス 

必要な道具と用途 

・カッターナイフ（大）：消防ホース等切断用 

・定規：消防ホース等切断用 

・コンベックスメジャー：採寸用 

・ライター：消防ホース等切り口の毛羽立ちを溶かす 

・穴あけパンチ（直径１２ミリメートル）：消防ホース穴あけ用 

・金づち：穴あけパンチを叩く 

・筆記具：しるし付け 

・ビニールテープ：救助ロープの端末処理 

・瞬間接着剤：救助ロープの端末処理 

 

 

 

 

隣合わせの穴ひとつず

つ重ねる。 
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No.14（図）：各パーツの構成表 

 
使用 

ホース 

長さ 

（cm） 

数 

（本） 

・●はミシンによる縫製なしの時の穴あけ位置、縫製あり

のときはこの位置で縫製する。 
・○はミシンによる縫製の有無にかかわらず穴を開け救助

ロープで波縫いする位置 
・数字は長さを示し単位はセンチメートル 

頭部 65 53 2 
 

 

肩 

上肢 
65 184 1 

 

 

 

胸部 65 38 8 
 

 

腹部 65 30 8 
 

 

大腿部 50 38 8 
 

 

下腿部 65 54 2 

 

 

 

 

・消防ホース端末の穴あけ位置 

65mm 50mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（村山寛二 愛知県豊田市四郷町森前 100 番地 豊田市北消防署 

TEL: 0565-43-0093 E-mail: shoubou-kita@city.toyota.aichi.jp） 

12 30 30 40 30 30 12 

39 15 

2cm 

直径／４ 

直径／４ 

直径／４ 

直径／４ 

2cm 2cm 2cm 

2.5cm 

2.5cm 
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

可搬式消火薬剤混合器具の開発（クイックミキサーの開発） 
 

名古屋市消防局 

浜口 明 
 

1 現状と問題点 

 現在、普通ポンプ車や水槽付ポンプ車で消火

薬剤混合消火を行うには、設定条件が多々ある

ラインプロポーショナー又は、タンクバッジ方

式の 2 方式のみである。 

 ラインプロポーショナーは、ノズル口径・流

量・放水圧力など設定条件が多々あり、低圧・

小流量放水は不可能である。またタンクバッチ

方式はポンプ車では当然行うことができず、水

槽付ポンプ車では水槽容量分の放水しかできな

く、使用後のポンプ配管、水槽の洗浄に多量の

水と時間を要する。 

 さらに連結送水管を使用した、火災現場など

の 1 線のホースラインでの、水放水と消火薬剤

混合消火を同時に行うことは不可能であり、屋

内消火・を使用しての消火薬剤混合消火も不可

能であった。 

 

2 開発した器具の概要 

 今回、開発した可搬式消火薬剤混合器具（以

下クイックミキサーとよぶ）は、以前に製作し

た消火薬剤混合器具の課題であった重量・大き

さを見直し、使い易さを向上させ小型・軽量化

した。 

 クイックミキサーはレスクマスク付空気呼吸

器があれば使用でき、ホースラインのどの位置

でも、素早く容易に接続できる消火薬剤混合器

具であり、大きな利点は低圧・小流量での消火

薬剤混合放水が可能となった。 

 またラインプロポーショナーやバッジ方式に

よる消火薬剤混合消火では不可能であった、1

線のホースラインや連結送水管を使用しての放

水時に、分流金具を使用することで 1 口は消火

薬剤混合放水、もう 1 口は水放水となる 2 線放

水が可能となり、さらに可搬式ポンプや屋内消

火・を使用しての消火薬剤混合消火も可能とな

った。 

（別添 活用概要図 写真 1 参照） 

 

3 構成品及び仕様 

 クイックミキサーの構成品は、50A ストップ

バルブを活用し製作したクイックミキサー本体

（別添写真 2 参照）。消火トレーナーを改造した

容量 10ℓの消火薬剤タンク（別添写真 3 参照）。

消火薬剤を加圧し本体に圧送する空気圧源とな

る、空気呼吸器レスクマスクアダプターに接続

するアダプターホースから構成している。 

 消火薬剤の混合率の調整は、流量調整バルブ

で行い約 0～5%であり、消火薬剤タンク 1 本で

の最大放水時間は混合率 1%放水量 200ℓ/min 時

に約 5 分である。消火薬剤タンクはクイックカ

ップラーを使用して本体と接続しているので、

迅速に消火薬剤タンクの交換は可能である。 

 消火薬剤を加圧し圧送する圧力源は、広く各

消防機関が使用している空気呼吸器レスクマス

クアダプターからの空気圧を使用する。空気呼

吸器のレスクマスクアダプターの供給空気圧は

約 0.7Mp であり、消火薬剤の圧送混合が可能な

放水圧力は 0.7Mp 以下であるが、クイックミキ

サー本体に受水・圧送用圧力計を取り付けたこ

とで（写真 2 参照）、0.7Mp 以上の放水圧力でも

放水コックの開閉操作で放水圧力を調整し、消
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火薬剤混合は可能である。 

 なお、加圧に使用する空気呼吸器の空気消費

量は、加圧のみ使用のため空気消費量は非常に

少ない。 

 さらに、消火薬剤圧送配管に逆止弁（写真 2

参照）を組み込んだことで、消火薬剤タンクへ

の水の逆流を防止している。 

 

4 開発による効果 

 今回開発したクイックミキサーは、ラインプ

ロポーショナーやバッジ方式による消火薬剤混

合消火の問題点を全て解消した。 

 消火薬剤混合消火は、消火効果が高いと認識

されているが、混合方式の問題や小型軽量な器

具が無い、ポンプ車などに追加ぎ装するとなる

と多額な費用を要するなど課題は多い。さらに

可搬式ポンプや屋内消火・などの 1 線放水や連

結送水管を使用した火災現場での消火薬剤混合

放水は現実的には不可能であった。 

 しかし小型軽量であり、低予算で製作可能な

クイックミキサーを使用したならば、ホースラ

インのどの位置（写真 3 参照）にでも接続でき、

簡単に消火薬剤混合消火が可能となった。 

 さらに分流金具と組み合わせることで（別添

写真 4～6 参照）、2 口水放水から、流量調整バ

ルブ操作で 1 口は消火薬剤混合放水、1 口は水

放水との異なる放水の組み合わせが自在に行え、

低水圧・小水量での消火薬剤混合消火が可能と

なり、消火効果の高い消火薬剤混合消火を容易

に行え、消火時間の大幅な短縮と消火損害の低

減が図れる。 

 

5 今後の課題 

 今回製作した、クイックミキサーの消火薬剤

混合率は大まかであり、水圧の変動による混合

率の変化を少なくするため、小型軽量な定圧金

具を製作し、消火薬剤混合金具本体と一体とす

る。 

 また、今回クイックミキサー本体は 50A スト

ップバルブを改造して製作したが、分流金具一

体型も製作したならばより活用性が増す。さら

に消火薬剤タンクの形状・容量の見直しを行い

たい。 

 

 

図 クイックミキサー活用概要図（連結送水管使用時） 

消火薬剤混合放水 

水放水 

連結送水管 

分流金具 

加圧用空気呼吸器 クイックミキサー 

消火薬剤タンク 
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写真 1 クイックミキサー構成品を見る 

 

 

 

 

 

写真 2 クイックミキサー本体 

 

 

消火薬剤タンク

（容量 10ℓ） 

空気呼吸器レスクマスクカップラ

ーへ接続（加圧） 

クイックミキサー本体 

受水・圧送圧力計 

消火薬剤タンクから 
流量調整バルブ 

逆止弁 
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写真 3 消火薬剤タンク（容量 10ℓ） 

 

 

 

写真 4 ホースライン中間への接続例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気呼吸器レスクマスク 
アダプターへ 
（加圧空気圧 0.7Mp） 

クイックミキサー本体へ 
（送水圧 0.6Mp） 
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写真 5 分流具にクイックミキサーを接続（2 口放水） 

 

 

 

写真 6 分流金具を使用しての２線放水の状況 

クイックミキサー使用前 

・2 線水放水 

 

 

水放水ライン 

消火薬剤混合放水ライン 

流量調整バルブの操作を行う隊員の空

気呼吸器レスクマスクアダプターから

加圧空気供給 
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写真 7 分流金具にクイックミキサーを使用しての放水の状況 

・1 線消火薬剤混合放水 

・1 線水放水 

 

 

 

（濵口 明 名古屋市名東区豊が丘 802 番地 名古屋市消防局名東消防署豊が丘出張所 

TEL: 052-776-0119 E-mail: 15yutakagaoka@fd.city.nagoya.lg.jp） 

消火薬剤混合放水 

水放水 
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

救助活動用の磁石付き当て木の開発 
 

東近江行政組合消防本部 

下村武司、伊﨑 仁 
 

1. 現場と問題点 

 従来の当て木は重力に逆らう方向で作業する

場合、作業荷重で安定するまで当て木の保持が

必要で、狭隘な活動空間では当て木保持者自身

が活動障害となる場合もある。 

 また交通事故現場、特に横転車両内に負傷者

がある場合、早期の車内進入が求められるが、

ドアの開放・固定にはどうしても時間や人員を

費やす。 

 

2. 開発 

 上記の問題点を解決するため、人手を掛けず

に速く確実に設定が可能で、かつ、様々な場面

で多用途に活用できる当て木はないかと考え、

今回の『磁石付き当て木』を開発した。 

 

3. 仕様 

・ブロック型とクサビ型を作製。 

（写真 1～写真 4 参照） 

・当て木に強力磁石を皿ネジで取り付け。当て

木と強力磁石の間に隙間はなく、当て木とし

ての強度に問題なし。 

（写真 2、写真 4、図面 1 参照） 

・強力磁石は、皿ネジで固定できる磁石キャッ

プで、強力なネオジム磁石を使用。 

（写真 5、写真 6 参照） 

 大…直径 36mm、吸着力 20kg 

 小…直径 25mm、吸着力 13kg 

 

4. 利点 

 強力磁石が鉄に貼り付くので、従来の当て木

のように作業荷重で安定するまで隊員が保持し

ておく必要がない。このことで作業の省力化が

図れ、隊員の有効活用に繋がる。 

 鉄に貼り付くので重力に逆らう方向（上・横・

斜め）に使用可能であり落下危険がない。この

ことで設定が容易となり作業時間の短縮や狭隘

な空間での活用が図れ、安全性の向上に繋がる。 

 

5. 活用例 

① 当て木として使用 

 運転席周りの活動スペースの狭い所では、当

て木の保持者が入ることで更に活動スペースは

狭くなり、大型油圧救助器具（スプレッダーな

ど）の操作員が奥へ進入できない状況があるが、

磁石付き当て木を使うと当て木を磁石が保持す

るため、当て木保持者を他の活動に回すことが

可能。更に活動スペースも拡がり、操作員も作

業に最適な位置まで進入し保持者の手を気にす

ることなく活動が可能。 

（写真 7、写真 8 参照） 

② 当て木をドアのクサビとして使用 

 横転車両内の交通救助の場合、ドアを開きロ

ープで固定する際、窓枠やドア取手に結べるよ

うであれば利用できるが、窓ガラスが割れてい

ない・ドア取手にロープが結べないケースも多

くあり、時間と人員を費やす。 

（写真 9～写真 12 参照） 

 ドアに磁石付き当て木をクサビとして活用す

ることで、従来のドアとロープの結合やロープ

保持者は必要なく、1 名で迅速・確実な車内進

入が可能。また強力磁石がボディに貼り付いて
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おり、活動振動によるクサビの落下危険もない。 

（写真 13、写真 14 参照） 

③ 当て木をテコの支点に使用（保持者は必要な

し） 

 従来ならば当て木の保持者が必要となるが、

磁石付き当て木がボディに貼り付くため、保持

者は他の活動が出来る。 

（写真 15 参照） 

④ プライバシー保護 

 磁石付き当て木がボディに貼り付きブルーシ

ートを押さえている。この場合も当て木保持者

は救出作業側へ回れ、救出側の作業隊員を増や

せる。 

（写真 16 参照） 

 繁華街等では鉄製看板や自動販売機に貼り付

けブルーシートによるプライバシー保護が可能。 

⑤ 水損防止・排水設定 

 火災現場、特にマンション・アパート火災で

はブルーシートを部屋で背の高い冷蔵庫などに

貼り付け、水損防止活動や排水設定が可能。 

⑥ 隊員 1 名の活動スペースしかない現場 

 保持者を必要としない磁石付き当て木が必要。 

（写真 17 参照） 

 

⑦ 天地が逆になった状況 

 重力に逆らった横や上に当て木の設定が必要。 

（写真 18 参照） 

 

6. まとめ 

 消防活動において当て木の活用範囲は非常に

広い。 

 その中でも特に救助活動時、救助器具の力を

最大限に引き出すには空間を埋める当て木の併

用が必要不可欠である。重力に逆らう方向に当

て木を設定できる磁石付き当て木は、保有資機

材の能力を最大限に引き出す器具であると確信

する。 

 様々な実験検証の結果、作業時間の短縮、隊

員の有効活用、現場活動の安全性向上へ繋がる

ことが実証できた。紹介した活用例には磁石付

き当て木にしかできない活用例を記載した。現

場状況や活用する隊員により磁石付き当て木に

は更なる有効で有益な可能性を感じた。 

 救助を待つ要救助者のもとへ一秒でも早く手

を差し伸べ、安全な活動を今後も展開していき

たい。 

 

 
写真 1 ブロック型 

 

 
写真 3 クサビ型 

 
写真 2 ブロック型（磁石面） 

 

 
写真 4 クサビ型（磁石面） 
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写真 5 強力磁石 

 

写真 6 強力磁石（中央が皿穴） 

 

 

写真 7 従来の当て木（補助必要） 

 

写真 8 磁石付き当て木（補助必要なし） 

 

 
写真 9 外側取手にロープ結着可能 
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写真 10 取手にロープが結べないドア 

 

 
写真 11 内側取手のみ結着可能 

 
写真 12 全ての取手に結着が不可能な場

合、ドア全体に結着 

 

  
      写真 13 磁石付き当て木を使用          写真 14 磁石付き当て木 

                              （磁石がボディに貼り付く） 

 

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 38 -



 

 
写真 15 テコの支点に使用 

 
写真 16 プライバシー保護 

 

 
写真 17 活動スペースの無い現場 

 
写真 18 天地が逆の現場 

 

 

図面 1 

           ブロック型               クサビ型 
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

消防ホースにおける不意離脱防止結合金具の開発 
 

株式会社モリタホールディングス 

廖 赤虹、山野光一、坂本直久、近藤伸一、黄 雅雯 
 

1. はじめに 

 結合金具は、消防ホースの両端末に装着し、

消防ホース相互、消防ホースと放水口（消防車、

消火設備等）および消防ホースと放水ノズルと

の間を結合する。 

 消防隊による消火活動は、消防車から火点ま

で消防ホースを延長し、水または消火剤を確実

に送る必要がある。消防車から加圧された水ま

たは消火剤は、結合金具と消防ホースおよび放

水ノズルを通して放出される。 

 現在、消防の用に供されている結合金具は、

差込式、ねじ式およびツイスト式があるが、ほ

とんどが差込式である。とくに差込式の町野式

結合金具は、構造が簡単で軽量、また着脱等の

操作性も優れている。 

 一方で、町野式結合金具の利便性のひとつで

ある容易な着脱機構は、消火活動中の以下の要

因でホース結合部が予期せず離脱する、いわゆ

る不意離脱の発生事例が少なくない。 

1) ホース移動時、結合金具部が階段などに引

っかかる（衝突、衝撃） 

2) 放水反動力による結合金具への衝突、衝撃 

3) 作業者の誤操作 

 結合金具の不意離脱が起こった場合、送水が

中断され、消火活動に支障が生じるだけでなく、

結合部から離脱したホースが水流により暴れ、

周辺の人に危害を加える。 

 本開発品は、町野式結合金具の優れた利便性

および操作性を維持しつつ、加圧（放水）時に

は離脱を防止する機構を有する。具体的には、

現行の町野式結合金具と互換性（装着可）を保

ち、また軽量、安価という利点も損なうことな

く、放水活動時には、消防ホース内の水流圧に

比例して金具の結合力が自然と強くなる機構を

備えた。 

 なお、着脱方法も現行の町野式結合金具と同

じであり、時間との戦いである消防隊員の付加

操作は必要なく、これまでと同じ消防活動で、

消防ホースの障害物等への衝突・衝撃、誤操作、

放水反動等による結合金具の不意離脱を抑制す

る。したがって、本開発品は、結合金具の不意

離脱による消火活動への支障ならびに、離脱に

ともなうホース暴れの危険を回避できるため、

より安全で迅速な消防活動、すなわち、消防隊

員の危険回避と円滑な消防活動の実施を可能と

した。 

 

2. 従来の町野式結合金具の構造と動作の仕組

み 

 図 1 に町野式結合金具の構造を示す。差し金

具は、差し金具本体 1 と押し輪 2 から構成され

る。差し金具本体の片側に受け金具の爪との係

止のための環状突部を設けられ、もう片側にホ

ース接続のために竹の子状に加工される。 

 図 2 に差し金具の構造と押し輪 2 の仕組みを

示す。押し輪 2 は、受け金具爪 7 を押しよける

ための係止解除用円筒部 2a と指で押す鍔状操

作部 2b から構成される。係止解除用円筒部 2a

の外径は、差し金具本体の環状突部の外径より

やや大きい。 

 図 3 に示す受け金具は、受け金具本体 9 と受

け金具締め輪 3、爪座 4、受け金具爪 7、爪ばね
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5、ゴムバンド 6 および O リング 8 などから構

成される。受け金具爪 7 は円周方向に等間隔で

複数設けられ、受け金具の入口に向けて斜面を

持ち、また爪座 4 に沿って半径方向にスライド

できる。爪ばね 5 は、受け金具爪 7 に対して常

に軸方向に動く力をかけている。 

 図 4 は受け金具爪 7 の拡大図である。金具を

結合させるために差し金具を受け金具に差し込

む際、差し金具本体 1 の先端の縁は受け金具爪

7 の斜面に当り、爪ばね 5 の力を抑え、爪を後

退させる。よって、差し金具本体 1 の先端は受

け金具本体 9 の止め部 11 まで進み、O リングに

よってシールされる。その際、差し金具本体 1

の環状突部 10 の段差は、受け金具爪 7 上面の位

置を越えるため、受け金具爪 7 はばねの力によ

り軸方向に進み、元の位置に戻る。よって、差

し金具本体 1 環状突部が受け金具爪 7 上面に係

止するようになり、結合が完了する。 

 結合された金具の解は、押し輪 2 の鍔状操作

部 2b を指で受け金具の方向、つまり差し金具本

体の環状突部に押すと、押し輪 2 の係止解除用

円筒部 2a は受け金具爪 7 の斜面に当り、爪を押

しよけながら、差し金具の環状突部まで進む。

よって、爪の上面と環状突部の段差との引っか

かりが解消され、結合が解除される。 

 このように、町野式結合金具は容易に結合と

解除が可能であり、優れた利便性を有する一方

で、金具が結合していても、結合状態を解除す

る押し輪 2 を固定する機構がないため、上述の

原因で押し輪 2 が結合解除の方向に動き、金具

の爪が外されることにより、ホース結合部が不

意に離脱した事例を有する消防隊は少なくない。 

 近年、水と泡の放射が簡単に切り替えられ、

A 火災と B 火災を効率よく対応できる圧縮空気

泡消火システム（CAFS）を搭載する消防車が増

えている。CAFS 車は従来のポンプ車よりさま

ざまな火災に対応でき、効率よく消火できる反

面、圧縮空気泡を使用しているため、結合金具

が不意に解除された場合、多くのエネルギーを

持つ圧縮空気泡が噴出し、周囲により大きい危

害を与える可能性が示唆される。 

 

3. 従来の結合金具不意離脱防止対策 

 結合金具の不意離脱を防ぐ対策は、消防にと

って長年の課題であり、これまで多くの方法が

考案されている。 

 図 5（写真）に示す不意離脱防止リングは、

市販された結合金具の不意離脱防止器具である。

弾力をもつ C 型の樹脂製リングを結合した差し

金具の押し輪と受け金具との間にはめ込むこと

で、押し輪を固定する。この器具は、反動力や

段差などによる不意離脱を防ぐことができる。

しかし、消火活動という一分一秒を争う状況下

において、リングをすべての連結されたホース

にはめ込むことは、現場の隊員にとって手間と

時間の負担となる。よって、現実にはこの不意

離脱防止リングを使用している消防隊はほとん

どない。 

 図 6 に別の不意離脱防止方法（特許 3742003）

を示す。これは、差し金具と受け金具の外周に

押し輪の外径よりも大きい外径を持つカバー部

材を取り付けることにより、押し輪が地面や障

害物に簡単に接触できないように工夫している。

しかし、この方法では結合金具の重量と体積が

増え、操作性が損なわれるとともに、コストも

増大する。また、ヒューマンエラーによる結合

の誤解除は防止することができない。 

 図 7 は、消防隊員が考案した押し輪のロック

機構である。押し輪に鉤状ゲートを設け、また

差し金具本体にロックピンを取り付けることに

より、結合金具の結合した状態で押し輪を回す

とロックがかかる仕組みである。この仕組みは

図 5 の不意離脱防止リングに比べ、操作が簡単

である。また、リングをつなぐワイヤ類も要ら

ないため、ホース収納の邪魔にならない。しか

し、材料強度の制約と製造コストなどの要因に

かんがみ、当該考案品は実用化されていない。

また図 6 と同じく、誤操作による不意離脱は防
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ぐことはできない。 

 

4. 不意離脱防止結合金具の開発 

4.1 

①操作性 

 消火活動は時間との戦いで、かつ緊張が途切

れることのない喫緊の状況下であるため、結合

金具の結合と解除は 短の時間と 小限の動作

で実現しなければならない。したがって、現状

品以上の付加操作は望ましくない。 

②誤解除防止 

 ホースが加圧された状態で結合金具が誤って

解除されると、内容物が噴出するとともに、ホ

ースが暴れ、作業者やまわりの人間が危険に曝

される。とくに圧縮空気泡を使用する場合、圧

縮空気エネルギーを有するため、誤解除は危険

性を高める。そのため、ホース加圧時の誤解除

防止は重要である。 

③互換性 

 優れた結合金具が開発されたとしても、全国

の消防が使用している従来品を一気に取り替え

ることはできない。そのため、開発品は従来品

との互換性、すなわち、従来品と同じ着脱が可

能であることが必須である。 

4.2 課題解決の方法 

 図 8 に示す開発品は、従来品の差し金具本体

1 の環状突部と受け金具の受け金具爪 7 それぞ

れ相互にかみ合う溝を設けることにより、4.1

記載の 3 つの課題すべてを解決できることを実

現した。すなわち、ホースが加圧されると、差

し金具と受け金具が相互に離れる（離脱）引張

力を受ける。相互にかみ合う溝を設けることで、

差し金具と受け金具が引張力により自動的にロ

ックされ、誤操作や外部の引っかかりなどによ

る不用意の離脱が防止できる。 

 図 9 にホース圧力（放水圧力）と結合金具の

軸方向にかかった引張力との関係を示す。放水

圧力は一般的に 0.3Mpa 以上であり、それに対

応する呼称 65mm と 50mm のホースの引張力は

それぞれ 720N と 1100N 以上となる。この引張

力を利用すれば金具同士の結合状態を自動的に

ロックすることができる。 

 ロックする力の強さは、相互にかみ合う溝の

斜面角度αの設定で調整できる。図 10 に結合金

具の係止のロックと解除に関わる力関係の模式

図を示す。 

 F1はホースの加圧による発生した引張力であ

る。F2 は F1 の分力で発生したロック力で、この

力は爪を金具の中心軸の方向に動く、つまり係

止を解除しないように働く。F4 は押し輪 2 から

受けた力である。また、F3 は F4 の分力で、係止

を解除するように働き、F3 と F2 が等しい時に釣

り合いが保たれる。αは 0°～90°の任意角度

に加工できる。角度が大きいほど、加圧時の必

要な解除力も大きい。従来品はα=0 であり、必

要な解除力は爪ばね 5 の弾力と摩擦力のみで、

もっとも小さい。 

 一方、ホースが加圧されない状態においては、

引張力 F1 が発生しないため、開発品は従来品と

同じ力で解除できる。なお、係止解除用斜面の

角度βは従来品のままで一定にした。 

 このように、溝の斜面角度αを適切に設定す

れば、それに対応する解除力が決まる。 小放

射圧における結合金具の解除力（ロック力 F2

と爪ばね 5 の弾力と摩擦力の合計）が人の指力

より大きく設定すれば、誤操作があっても、結

合金具が不用意に解除されてしまうことが避け

られる。また、加圧されたホースが移動する際、

たとえ障害物に引っ掛かっても、結合金具が簡

単に離脱することはない。 

4.3 開発品の性能 

 開発品の性能を検証するため、呼称 65 の結合

金具を用いて、45°のロック角度αを有する結

合金具を試作し、ホース圧に対する解除力を従

来の結合金具と比較した。ここで言う解除力と

は、差し金具と受け金具が結合した状態におい

て、結合金具の係止を解除するために、押し輪

2 の鍔状操作部に加えた力の 大値を指す。図

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 42 -



 

11 に従来品と開発品の結合金具に対する解除

力の実測値を示す。この必要な解除力は爪ばね

の力と摩擦力および斜面のかみ合いによるロッ

ク力の合計値である。 

 ホースに圧力がかかっていない場合、従来品

と開発品の解除力は共に 100N 以下で検定規格

に満たしている。一方、ホースに圧力をかかっ

た状態においては、必要解除力が圧力の増大に

伴って大きくなる。各圧力における従来品の解

除力に比べ、溝斜面の角度αが 30°と 35°およ

び 45°の場合、必要な解除力はそれぞれ従来品

の約 4 倍と 4.5 倍および 5.2 倍であった。この

実測結果から、開発品はホースに圧力が掛かっ

た状態では、従来品に比べ離脱する可能性が著

しく小さくなることが明らかとなった。 

4.4 開発効果の検証 

4.4.1 結合金具の解除動作における人の最大

指力 

 本開発品が誤操作による解除を防止できるか

を検証するため、呼称 65 の結合金具を用いて、

一般人と消防隊員に対する 大指力を測定した。

ここで言う 大指力とは、結合金具の結合状態

を解除するときに出せる指力の 大値である。

被験者と金具の相対位置により、手の持ち方が

変わるため、試験は図 12（写真）のように、差

し金具側と受け金具側の両方から測定した。表

1 と表 2 はそれぞれ一般人と消防隊員の実測結

果を示す。結果、一般人の指力 小値と 大値

および平均値は、それぞれ 140N と 550N および

308N であった。また、消防隊員の 小値と 大

値および平均値は、それぞれ 149N と 680N およ

び 398N であり、消防隊員の指力の強さが明ら

かとなった。 

 本結果から、従来の結合金具を使用する場合、

消防隊員によっては 0.7MPa のホース圧力時に

おいても結合金具の結合を解除できることがわ

かった。それに対し、本開発品では、人の指力

では結合を解除できない約 0.11MPa 指力が必要

となる。消火活動時の通常の 低使用圧力は

0.3MPa であるため、本開発品を利用すれば誤操

作により結合金具の離脱を防止することができ

る。 

4.4.2 放水反動力による不意離脱に対する防

止効果 

 図 13（写真）に示すガンタイプノズルは、軽

量でレバーの操作でノズルをすばやく開閉でき

るため、多くの消防隊で使用されている。ノズ

ルを開く瞬間、放水の反動力でノズルとそれに

つながっているホースが勢いよく後退し、結合

金具の押し輪 2 が隊員の身体にあたることがあ

る。この身体への衝撃により、結合金具が不意

に離脱する事例が報告されている。 

 本開発品の放水反動力による不意離脱に対す

る防止効果を検証するため、図 14（写真）に示

す専用の測定器を用い、放水反動力による不意

離脱の頻度を測定した。図 15 のとおり、従来品

については、放水反動力によって押し輪 2 の両

側が障害物に接触した場合、ホースとノズルと

の結合が 100%解除された。また、押し輪 2 の

片側のみが接触した場合においても約 30%の頻

度で結合が解除された。 

 それに対し、開発品を使用した場合、両側の

接触を 10 回試験したが、結合が解除されること

はなかった。 

4.4.3 ホース延長（移動）時の不意離脱に対す

る防止効果 

 現場消防へのヒアリング調査によると、建物

の上階からホースを下ろす際、結合金具の押し

輪が下の階の欄干などに接触して、結合が解除

されることが発生するとの結果を得た。そこで、

開発品に対してこの実例について検証した。 

 試験方法の概要を図 16 に示す。ホースは未加

圧の状態で、建物の上階から下ろすことを想定

した。結合した金具の受け金具側を持ち、一定

の速度で金具全体を下ろして、差し金具の押し

輪が障害物に接触した際の金具の離脱を調べた。

差し金具側につけた錘はホースの自重を模擬し

たものである。試験結果を表 3 に示す。従来品
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は、ほぼ 100％で離脱するのに対し、開発品は

ほとんど離脱しなかった。この結果は、ホース

が加圧されていない場合においても、本開発品

は、段差などのひっかかりで不意離脱が起こる

可能性が低いことがわかった。 

 

5. まとめ 

 消防ホース用結合金具の離脱抑制、すなわち

離脱による消火活動への支障と消防隊員の危険

性を回避することを目的に、消防ホースの送水

圧力で結合状態を自動的にロックし、不意離脱

を防止できる結合金具を開発した。 

 本開発の結合金具は、既存の結合金具と互換

性を有し、従来の優れた操作性を保持しつつ、

消防ホース移動時の障害物による結合金具の不

意離脱ならびに、ホース加圧時の誤操作による

不意離脱を防止できる。すなわち、消防活動時

に結合金具の離脱について勘案を必要としない、

効率的かつ安全な消火活動を実現可能とした。 

 本開発品は、結合金具の技術上の規格を定め

る省令に基づく検定項目すべての社内検証を終

え、現在型式申請中である。また発明として、

国内ほか、中国、韓国、台湾、香港にも特許出

願をおこなっている。 

 

 

図 1 町野式結合金具の構造 

 

図 2 差し金具の構造と押し輪の仕組み 
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図 3 受け金具の構造 

 

 

図 4 爪の拡大図 

 

 

  
図 5 不意離脱防止リング 
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図 6 押し輪の衝突防止機構（特許 3742003） 

 

 
図 7 現場消防が考案した押し輪のロック機構 

（第 56 回全国消防技術者会議資料より） 

 

 

図 8 係止ロック用溝の構造 

差し金具 1 

受け金具 9 

従来品結合部拡大 

受け金具爪 7 

開発品結合部拡大 

押し輪 2 押し輪 2 

環状突部 10 

環状突部 10 

受け金具爪 7 受け金具爪 7 

溝を設ける 

爪の係止解除用斜面 

係止ロック用斜面 

差し金具に 
爪に溝を設ける 

差し金具 1 

押し輪 カバー 

差し金具 受け金具 

カバー 

（押し輪） 
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図 9 ホースの圧力と結合金具に働く軸方向の引張力 

 

 
図 10 係止のロックと解除に関わる力関係の模式図 
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図 11 ホース圧力に対する結合金具の必要解除力 
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差し金具側               受け金具側 

図 12 結合金具を解除するときの被験者の位置 

 

 

図 13 ガンタイプノズル 

 

図 14 放水反動力と離脱確率を調べる実

験装置 

 

 
図 15 放水反動力による不意離脱の頻度 

 

図 16 未加圧ホースの不意離脱試験のイ

メージ 
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（山野光一 〒518-0001 三重県伊賀市佐那具町金神塚 1700 番地の 2 

株式会社モリタホールディングス 技術研究所 

TEL: 0595-21-8731 E-mail: koichi.yamano@morita119.com） 
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

消防車 吸管詰まり防止器具の開発 
 

トヨタ自動車株式会社 

鈴木 純、千代川浩光 
 

1.【現状と問題点】 

 防火水槽（蓋なし）や川・池の自然水利では、

枯葉・ゴミ等の飛散で堆積物が多く、吸水時、

水と共に枯葉・ゴミも吸寄せられ、吸管のスト

レーナーが詰まる。消火活動時、詰まり発生で 

枯葉・ゴミ除去に要する遅延（10 分/1 回）や放

水中断で延焼拡大し消火の最先端で活動する人

命・重要設備を守る事が出来ない。 

 

2.【開発】 

 上記の問題を解決する為、詰まり防止器具を

作成。この器具は、ストレーナー根元に取付け、

消火用ホースで器具に消防車ポンプ圧をかけた

水を送りストレーナー周囲から吐水。この吐水

圧で枯葉・ゴミ等の除去が出来、詰まりによる

遅延や放水中断を無くした。 

 

3.【仕様】 

特長：①シャワー状の高い放水圧で吸管ストレ

ーナー周囲のゴミを弾き飛ばす 

②簡易脱着式（取付け時間：15 秒） 

③放水圧 1MPa 耐用可能 

④軽量化・腐食防止⇒材質アルミ製 

寸法：縦 27cm 横 25cm 高さ 24cm 

重さ：5.4kg 

 

4.【検証・効果】 

 60m3 防火水槽 3 ヶ所（枯葉堆積量 1.2t）で検

証した結果、詰まりが無く使用出来、放水中断

やゴミ除去の遅延が無くなった。（10 分/1 回→0

回） 

 又、消火活動に支障のない通常の 4 本放水可

能。（吐水口 1 個を器具に使用している為、分岐

バルブ使用） 

 

5.【今後の課題】 

 耐圧性を維持し軽量・簡易化させ今後も実用

化に向けた対策を考案して行く。 

 

【図 1. 詰まり防止器具】（名称：ウォーターシャワー） 

   

①吸管塵除けカゴを外し器具装着 

取扱い方法

②消火用ホースを器具に接続

③吸管とホースを水利に同時投入 

④放水圧力を上げる

⑤吸管が水を吸上げる

⑥消火用ホースから器具へ送水 

⑦器具からシャワー状に吐水
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【図 2. 器具装着・吐水状態】 

 
高水圧でストレーナー周囲の枯葉・ゴミを除去 

 

【図 3. 器具使用の消火活動図】 

 
 

【図 4. 水槽内枯葉・ゴミの動き】      【図 5. 吸水と吐水の流れ】 

 

 

吸管投入時、

周囲の 

枯葉・ゴミが

吸寄せられる

水量が減り 

広範囲の 

枯葉・ゴミが

移動 

 

 詰まり 

発生 
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【図 6. 器具断面図】 

   
 

【図 7. 器具取付け図】 

   
 

【図 8. 器具外観図】 

   

・消火用ホースと吸管を器具で一体化し

水槽へ投入を同時に出来る。 

 

・器具材質をアルミに選定。 

アルミ（2.73）比重はステン（7.93）や

鉄（7.85）に比べ 3 倍弱と軽く作業負

荷を軽減。 

 

・吸管溝（図 7 参照）につめをかけ（図

6-②参照）高水圧でも外れない様に固

定。 

器具ツメ部 吸管溝部 
・消火用ホースと器具接続に既

存のメス金具を利用し器具へ

固定。ワンタッチ接続を可能

にした。（図 6-③参照） 

・通常、防火水槽（蓋なし）や

自然水利以外では使用しない

為、脱着式にした。（図 8 参照）

作業時間 15 秒→迅速に対応可

能。 

（千代川浩光・鈴木 純 トヨタ自動車株式会社東富士研究所 

TEL: 055-997-7522 E-mail: jun_suzuki_ae@mail.toyota.co.jp）
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

震災時の倒壊家屋に埋もれた生存者や雪崩の遭難者の発見と 
その存在位置が分かるマイクロ波探査装置の開発 

 

荒井電波研究所 

荒井郁男 
有限会社日本亜洲開発 

井原潤也 
新成物産株式会社 

宮本幸宏 
 

1. 現状と問題点 

 震災による倒壊家屋に埋もれた生存者を見つ

け出す方法として、内視鏡のようなファイバー

スコープを挿入して直視する方法があるが、視

野が狭く、さらに前方を瓦礫で塞がれてしまう

とその先は無効になる問題点がある。 

 一方、マイクロ波のような電波は瓦礫を透過

するので、マイクロ波を瓦礫の中に放射して生

存者を検出する方法は、前方を塞がれていても

その先にいる生存者を検出できる。しかし、現

状のマイクロ波を用いた探査装置は単一周波数

と一対の送受信アンテナしか用いていないため、

生存者の有無しか検出できず、生存者の存在位

置を特定できないという問題点があった。 

 

2. 開発 

 現行のマイクロ波を用いた探査装置の問題点

を解決するため、周波数を帯域化（スペクトル

拡散）し、さらに 6 個の受信アンテナを配列す

ることにより、生存者の有無を検出した上でそ

の存在位置を特定して表示することができるマ

イクロ波探査装置を開発した。 

 今回開発した装置の全体を写真①に示す。6

個の受信アンテナと受信部および送信部を一体

化して収納したケース、送信アンテナ、表示用

PC（パソコン）から構成されている。図①は本

装置の使用状況の概念図である。送信アンテナ

から瓦礫の中にマイクロ波を放射し、生存者で

反射されたエコー信号をケース内の 6 個の受信

アンテナで受信し、PC で信号処理して生存者の

位置を表示するものである。 

(2.1) 生存者の存在の有無を検出する方法 

 開 発し た マイ クロ 波 探査 装置 は 帯域 幅

B=800MHz のスペクトル拡散信号を用いており、

パルス幅 Tp=1/B=1.25ns のパルスを用いるのと

等価であるので、模式的に受信信号を表せば図

②のようになる。 

 よって、生存者のエコーの遅延時間をτ、光

速を c とすると、その距離 R は 

  R=cτ/2   (1) 

で求められる。このとき生存者までの距離方向

の分解能ΔR は 

  ΔR=cTp/2≒19 (cm)    (2) 

である。 

 実際の生存者によるエコー信号は周囲の瓦礫

による反射信号に埋もれている。そこで 0.1 秒

程度の時間差で差分を取れば、静止物体である

瓦礫による反射波は打ち消され、呼吸や体動な

どで動いている生存者のエコー信号のみが残る

ので、図③のように生存者の存在が分かること

になる。 
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(2.2) 生存者の方位方向の検出と存在位置の特

定方法 

 本装置は図④のように全長 D（=60cm）に渡

り配列した 6 個の受信アンテナを用いることに

より生存者の方位方向θを算出している。いま

中心周波数 f0（=2GHz）の波長をλ0（=15cm）

とすると、この 6 個の受信アンテナを合成した

方位方向の分解能Δθは 

  Δθ=λ0/D=0.25 (rad)=14.3（°）   (3) 

である。例えば、生存者が 5m 先にいるとき、

開発した装置は 14.3°の分解能すなわち横方向

の広がりが 1.25m の精度で生存者の存在する方

向が求められることになる。 

 生存者の存在位置は、(1)式により配列した 6

個の受信アンテナで求めた距離 Ri（i=1～6）か

らマイグレーション法を適用することにより求

めることができ、生存者の位置を特定して表示

できる。例えば、5m 先にいる生存者なら距離

方向約 19cm、方位方向の広がり 1.25m の精度で

表示できることになる。 

 

3. 仕様 

 今回開発したマイクロ波探査装置は 2GHz 帯

のマイクロ波を用いており、すでに総務省から

無線局免許（実験局）の認可を受けている。仕

様を下記に示す。 

仕様： 

 送信電力  40mW 

 送信信号  2GHz 帯のスペクトル拡散信号 

 帯域幅  800MHz 

 位置の表示  方位±60°、距離（最大）10m

の極座標表示 

 呼吸波の表示  A-scope 表示とそのスペク

トル表示 

 距離分解能  ±0.5m（保証値） 

 角度分解能  ±5°（信号処理により分解能

向上） 

 重量  アンテナ収納ケース 約 6kg 

     表示部 約 10kg 

 連続駆動時間  8 時間以上 

 電源  バッテリー/AC 駆動 

 

4. 開発による効果、その検証 

 開発したマイクロ波探査装置は、瓦礫に埋も

れた生存者を発見し、その存在する位置までも

特定することができる効果がある。 

 本装置の効果を検証するために、写真②に示

すように瓦礫を積み上げ生存者（この場合被験

者）の探査実験を行った。6 個の受信アンテナ

と受信部、送信部を収納したケースを瓦礫の表

面に置き、円筒状の送信アンテナは瓦礫の中に

挿入している。被験者は上部の土管に入り、じ

っと動かないように指示した。 

 探査結果を写真③および写真④に示す。まず

写真③は±60°の範囲の極座標表示であり、被

験者は正面の方向、距離約 3m に存在している

ことが分かる。写真④の左側画面ではこのとき

の呼吸波を示している。この左半分に正弦波状

の呼吸波が表示されている。右半分は呼吸を止

めたときである。また写真④の右側の画面では

左側の呼吸波のスペクトルを表しており、約 2.5

秒に 1 回の割合で呼吸をしていたことが分かる。 

 以上の結果から、今回開発したマイクロ波探

査装置は、瓦礫に埋もれた生存者を発見し、そ

の存在位置までも特定して表示することができ

ることを実証できたと考えられる。 

 なお、今回開発したマイクロ波探査装置は雪

崩の遭難者の発見においても効果がある。実証

実験は写真⑤のように積雪している横壁に穴を

開け被験者を入れて映像化を試みた。マイクロ

波探査装置は受信アンテナ収納ケースと送信ア

ンテナを一体化して、雪面上を約 5m に渡り

40cm 間隔で走査してデータを取得した。これら

のデータから雪面下 1.2m のスライス像を求め

ると、写真⑥に示すように被験者が入った穴を

明瞭に映像化できた。ただし、穴の天井の雪と

空気層の境界面の反射が強いため、この穴の映

像からは被験者がいるかどうかは不明瞭であっ
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た。実際の雪崩の状況ではこのような穴（空洞）

でなく、雪に埋もれていると思われるので、雪

と遭難者との境界面の反射が強く出る。よって、

開発したマイクロ波探査装置は雪崩の遭難者の

発見においても効果があると期待できる。 

 

5. 今後の課題 

 今回、生存者の位置を特定できないという問

題点を解決することができたが、小型、軽量化

の改良が必要ではないかという問題提起がなさ

れた。 

 この点は、回路素子や部品およびバッテリー

の選定、収納ケースの軽量化などにより 20%程

度の小型軽量化が可能と考えられる。 

 さらに今回開発したマイクロ波探査装置はそ

のまま雪崩の遭難者の発見にも有効と考えられ

るが、実際の状況に近い状態の実験が必要と考

えている。 

 また、今後の普及については関係部署などの

協力を得ながら進めていく予定である。 

 

 

 

写真① 開発したマイクロ波探査装置 

 

 
図① マイクロ波探査装置による生存者探査 
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図② 受信信号の模式図 

 

 
図③ 受信信号の差分 

 

受信アンテナ 

 

図④ 6 個の受信アンテナと生存者までの距離 Ri（i=1～6） 

 

 
写真② 開発したマイクロ波探査装置による実証実験風景 
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写真③ ±60°の極座標表示例 

（被験者は、ほぼ正面、距離約 3m にいることが分かる） 

 

 
写真④ 呼吸波形（左側）とそのスペクトル（右側） 

（約 2.5 秒に 1 回の呼吸であることが分かる） 

 

 

写真⑤ 雪崩の遭難者発見のための実験（積雪 1.2m） 
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写真⑥ 雪崩遭難者発見のための実験結果 

（深さ 1.2m のところのスライス像） 

 

 

 

（荒井郁男 東京都世田谷区船橋 1 丁目 48-31 TEL: 090-6102-2696 

E-mail: arai-ikuo@ac.auone-net.jp） 

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 58 -



 

［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

消防ホースのよじれおよびキンク解消金具の開発 
 

株式会社岩崎製作所 

岩﨑博己 
 

1. 問題点① 

 消防ホースを使用する現場は常に一定ではな

い。運動場のように広い場所での使用など皆無

である。狭い場所で 20m もの消防ホースを伸ば

すとどうしてもホースによじれが出来る。必ず

出来る。よじれた状態で送水加圧するとホース

はキンクを発生する。ホースがキンクすると送

水不能となる。送水不能になるとホース内には

異常圧が発生する。また、ホースがキンクした

部分は、ホースの糸（ジャケット）に均等に力

がかかっていないので弱い部分が出来る。弱い

部分に異常圧が加わるとホースは破断する。非

常に危険である。 

 

2. 問題点② 

 よじれを取り除いた状態でも送水加圧される

とホースは㋑伸びる。㋺よじれる。その時㋑㋺

の力のエネルギーの逃げ場がなければ問題点①

と同じく、ホースの糸（ジャケット）に不均等

な力が加わるのでホースは破断する。また、㋑

㋺でエネルギーの逃げ場が無い時、ホースは路

面に強く擦れる。ホースは摩耗し、ホースの寿

命は短くなる。 

 

3. これまでの問題点①の防止対策 

 ホースを伸ばした時、消防士自らがホースの

よじれを取り除いていた。 

 

4. これまでの問題点②の防止対策 

 対策はなし。出来なかった。 

5. 解決策 

 ホースに取り付けてある差込式金具をよじれ

防止型金具とした。それによって問題点①は完

全に解決する事が出来る。また、問題点②につ

いても軽減することが出来る。 

 

6. 検証結果 

 実際によじれ防止金具をホースに取り付け検

証した。実際には「あり得ない程の」よじれお

よびキンクを作って送水したところ、キンクは

瞬時に解消した。その時の解消動作は、ホース

を軽く引っ張るだけで瞬く間にキンクは解消し

た。キンクが解消する時の状況は、車の車輪が

回転するが如く「よじれたホースと金具の竹ノ

子部が」勢いよく回転し、瞬時に解消した。 

 

7. 今後の予測 

 よじれ防止金具を使用する事によって、消火

活動を迅速に行う事が出来る上に消防士の安全

確保、その上、消防ホースの寿命も長くする事

が出来る。と確信している。 

 

8. 今後の展望 

 先ず、操法大会用として使用して頂き普及さ

せて行きたい。そして社会に貢献できればと考

えている。次に日本の差込式金具のみならず全

世界の消防金具をよじれ防止金具にしたいとい

う大きな夢を持って活動して行きたいと考えて

いる。 
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ステンレス製ボールを入れ、竹の子部が回転するようにした。（通常の差込式金具は、竹の子

部と差込み部は一体型で回転しない。） 

 

 

① 差込み金具本体  ② 押輪  ③ 六角穴付きビス  ④ ボール  ⑤ O リング 

⑥ タケノコ本体 

 

 

（岩﨑博己 大阪市生野区巽南 1-8-28 TEL: 06-6758-1084 E-mail: k.iwasaki@i-w-a.co.jp） 
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

防排煙設備稼働時に生じる差圧環境下で 
開放容易性・閉鎖確実性を有する防火扉の開発 

 

鐵矢工業株式会社 

今林哲也、瀧川弘幸、鐵矢匡生 
株式会社日本防災研究所 

油野健志、若松孝旺 
 

1. 現状と問題点 

 人が通行に供する扉は、一般に以下の二つの

基本機能を有している。 

1) 空間と空間をつなぎ通行・移動を可能にす

ること 

2) 空間と空間を仕切り遮断すること 

 この機能は、一方を優先すれば、もう一方が

損なわれやすい性質がある。すなわち閉鎖を確

実にすれば、開放に困難が生じ、開放を容易に

すれば、閉鎖に障害が起こりやすいと言える。 

 特に避難経路に設置される防火扉は、この矛

盾する性質に加えて、防排煙設備の稼動による

気流、それが生む圧力差による開放困難・閉鎖

障害、また火災による温度上昇の影響等は火災

安全上のリスクとなる。 

 防排煙設備と扉の関係のみに注目すれば、機

械排煙、加圧防排煙いずれの場合でも、設備稼

動時に扉開放が困難な状況をしばしば招くこと

が知られている。これは、在館者の避難に支障

があるだけでなく、消防活動にも困難をきたす

恐れがある。加えて防火扉には、法令により閉

鎖確実性（区画化）と傷害安全性が求められて

いる。従って当該防火扉には、「開放容易性」、

「閉鎖確実性」および「安全性」という、相反

する性能を同時に解決することが必要であるが、

それらの要求性能全てに対応できる防火扉は実

現できていなかった。 

 

2. 開発の概要 

2-1. 目的 

 加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術

上の基準（平 21 年消防庁告示第 16 号）及び特

別避難階段の付室に設ける外気に向かって開く

ことのできる窓及び排煙設備の構造方法を定め

る件（昭 44 建告第 1728 号）及び非常用エレベ

ーターの乗降ロビーに設ける外気に向かって開

くことのできる窓及び排煙設備の構造方法を定

める件（昭 45 建告 1833 号）が改正され、新た

に加圧防排煙設備方式が追加された。そこで、

これらの法令で規定される遮煙開口部での排出

風速と扉開放力を扉単体で満足させることので

きる防火扉（開き戸）の開発を目的とした。特

に加圧防排煙設備稼働時における付室の扉にか

かる圧力が不確かであることから、付室相当の

環境を再現し、設備稼働時の基礎的性状の把握

により圧力調整を行わない場合に必要な扉の開

放力が約 1000N となることを確認した。よって

この性状下において 100N 以下で開放できる扉

の開放機構の検討・開発を行った。 

2-2. 実大規模実験 

2-2-1. 実験装置の仕様 

 実大相当の付室を再現した実験装置の仕様を

以下に示す。 

 また外観及び各部位を写真 1 に示す。 

・サイズ：幅 2.3m×奥行 1.74m×高さ 2.3m（内

法寸法） 

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 61 -



 

・給気口：幅 0.6m×高さ 0.6m、鋼製ガラリ付

（図 1 参照） 

・遮煙開口部：幅 0.9m×高さ 2.1m、鋼製扉

（t=1.6mm 両面）（図 2 参照） 

・送風機：No41/2 SRP3H（最大出力 1800m3/h） 

・圧力調整装置ナシ 

2-2-2. 測定項目・機器 

 測定項目・機器は表 1 に示す。 

2-2-3. 実験装置の性能確認 

 既往の実験によれば、給気口の位置によって、

遮煙開口部での気流分布に違いが生じ、位置に

よっては逆向きの気流が発生するケースが確認

されている。（文献：日本建築学会梗概集 2003

年 3018） 

 そこで遮煙開口部において適切な気流を形成

できる給気口位置を決定するため、送風機稼働

時の遮煙開口部での気流分布を確認した。なお

測定位置については日本建築学会近畿支部 加

圧防煙に関する改正告示（平成 21 年 9 月）の特

別避難階段の付室への適用に関する検討報告書

を参考にして決めた。（図 1 給気口位置） 

 図 5 に示す測定結果より、B 面に給気口を設

置した場合が、遮煙開口部での気流が最も安定

する。よって、次項からの実験での給気口位置

は B 面とした。 

2-2-4. 遮煙開口部での排出風速の設定 

 前述の加圧防排煙設備に関する告示等では、

設備稼働時の遮煙開口部(開口幅 40cm の場合）

における排出風速を規定している。そこで、送

風機に設けたインバーターによる風量制御によ

り、その状況へ設定する。（図 6 参照） 

建設省告示に規定されている計算式 

（注記 告示条文の開口部風速計算式を参照） 

V：開口部風速 [m/s] 

H：開口部高さ（2.1m） 

 開口部風速 

  91.31.27.27.2 =×=×= HV ≒4m/s 

（式 1） 

 

2-2-5. 室内外差圧 

 遮煙開口部で風速 4m/s を確保する風量で給

気した時の室内外差圧を床・壁・天井の各面で

測定した。（図 4 参照） 

 測定の結果、前述の開口部風速 4m/s を確保す

る送風量で扉を閉じた場合、測定結果から導か

れる回帰式（直線）より 980N/m2 が得られる。

（図 7 参照） 

2-2-6. 遮煙開口部（1 枚扉）の開放力 

 本実験装置では、圧力調整装置等を設けてい

ないため、送風機稼働時に扉へ相当な力がかか

る。室内外差圧に基づく扉への作用力 Fa は下式

にて算定される。 

 Adoor：扉面積=幅 0.9m×高さ 2.1m=1.89 [m2] 

 Pdoor：分布空気圧=980 [N/m2] 

 W：幅=0.9 [m] 

 H：高さ=2.1 [m] 

 BS：錠前バックセット=0.064 [m] 

 Fa：扉への作用力 [N] 

 Fj：錠前部の開放力 [N] 

  Fa=Adoor×Pdoor=1.89×980=1852N 

（式 2） 

  Fj=Fa×(W/2)÷(W－BS)=997N  （式 3） 

従って式 3 より扉錠前部の開放力 Fj は約 1000N

と見込まれる。 

 

3. 新機構：バランス＆ブレイク機構 

 前述の実験に基づき加圧防排煙設備稼働時の

差圧環境下で告示に規定された扉開放力を達成

するために開発された機構を「バランス＆ブレ

イク機構」（以後：本機構）と呼び、本機構に連

結された扉を「バランス折戸」と呼ぶ。（図 2）

バランス折戸は、2 枚の扉が回転する金具で連

結されて、1 枚の扉を成している。平常時は、

連結部分は固定され、一般の開き扉と同様な 1

枚の扉として開閉し、使い方に違いはない。 

3-1. 本機構の仕様 

 本機構は 2 枚の子扉で構成された扉（戸先側

の扉をバランス扉、吊り元側の扉を吊り元扉と
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呼ぶ）で、中心吊自閉金物で連結されており、

平常時は 2 つの扉を固定しているため一般の扉

として使用できる。防排煙設備稼働時には本機

構により、バランス扉が回転することで生じる

隙間により、室内外差圧を解消させることで扉

開放力を軽減できる。 

3-2. 本機構の開放原理 

 非常時（差圧発生時）はバランス扉の回転に

より「100N 以下」でバランス折戸を開放する。

その原理は 

①  差圧発生時は扉全体に空気圧が作用し扉開

放が困難となるが、バランス扉は中心吊金物

で支持され、圧力による回転トルクが均衡さ

れて圧力影響を解消でき、中心吊金物の自閉

力のみを動かす力で扉を回転できる。 

②  バランス扉が回転することで有効開口隙間

を生じ、室内外差圧を降下させることができ

る。（実験において有効開口隙間は開口幅

14cm と確認） 

③ 室内外差圧が降下すれば、扉全体への圧力が

降下して軽く開放できる。 

④ 閉鎖は、吊り元側扉が閉鎖した後、戸先側扉

は、扉に受ける圧力を均衡させながら、ゆっ

くりと確実に閉鎖する。（図 8 参照） 

3-3. 設計手法 

3-3-1. フロー図（図 9 概略計算フロー、図 10

扉の各部寸法割付）に基づき設計手順の基本部

分について概略説明する。 

（実施設計には詳細計算が必要） 

3-3-2. 設計例 

 計算仕様条件：扉サイズ：幅 0.9m×高さ 2.1m

として計算事例を表 2 に示す。また図 10 には扉

の各部寸法割付を示す。 

 これにより本機構は 980N/m2 の差圧環境下で

圧力調整ダンパー等を用いずに 100N 以下の開

放力より扉開放が可能となった。その有効性を

建築物の階段付室だけではなく多くの場面で発

揮できると考える。 

 

3-4. 現場実装での確認 

 実用化には、現場実装による性能確認が必要

と考え、関係者に依頼し、現場実装をおこなっ

た。実験設置場所は地下 1 階の駐車場出入り口

扉。事前の測定で機械排煙設備が稼働すると扉

開放力が 275N（実測値）で、差圧が計算上では

244N/m2 あった。そこで既存扉をバランス折戸

へ交換し、機械排煙設備を作動させ、開放力の

測定を行った。その結果、バランス折戸の場合

は開放力測定で開放力 66N に軽減した。なお、

開放力測定にはプッシュプルゲージを使用した。

（写真 2・写真 3 参照） 

 

4. 本機構への反応 

 実験装置での性能確認に立会った建物管理者

等からは概ね好評であった。なお、その際出た

意見・要望に基づき、大部分は実装品にて解決

を見ている。以下に意見と対応を併記する。 

・安全面で指詰め対策→ 戸先扉の閉鎖速度を

遅らせることで対応 

・セキュリティ面で、電気錠を含めた検討が必

要→ 電気錠で実施 

・消防用のホース通過孔→ 設置可能 

・ドアノブ形状のバリエーション→ 各種握玉

（ノブ）、ケースハンドルは、避難時に障害

となるおそれあり。（対応することは可能） 

・常時開放式扉への適用→ラッチを設置するこ

とを前提に対応。また大型扉の場合、潜り戸

形式で対応 

・ガラスのスリット→ 耐熱強化ガラスを適用

し、防火設備/特定防火設備の場合は個別認定

を取得する必要あり。 

 

5. 今後の課題 

・デベロッパー・設計事務所などより引合いが

あり、個別の要望に対応した展開が期待され

る。 

・気流と開放角度の関係はケース毎に違うため、

引続き研究・検証が必要である。 
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 （計算シュミレーション等では十分に解明で

きてない。） 

・実装時に詳細なデータ収集を行ない、データ

ベースの構築を図る。 

・産官学の協働も不可欠であり、また消防関係

者・研究者をはじめ、建築、設備会社との情

報交換・共有により、有効な安全区画、避難

空間の創出に注力していきたい。 
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布形成に与える影響に関する実験的考察、日

本建築学会梗概集、3018 2003 年 

6-2. 加圧防煙に関する改正告示（平成 21 年 9

月）の特別避難階段の付室への適用に関する

検討報告書、日本建築学会近畿支部 防災計

画部会・加圧防煙システム研究会 2010 年 

6-3. 建築物の煙制御計画指針（案）、日本建築

学会 2011 年 

6-4. 加圧防排煙設計マニュアル、加圧防排煙マ

ニュアル編集委員会編 2011 年 

 

「注記」 告示条文 

・消防庁告示 加圧防排煙設備の設置及び維持

に関する技術上の基準 

平成 21 年 9 月 5 日 

---------- 

五 加圧式消火活動拠点は次に定めるところに

よること。 

（一）防火対象物の階ごとに、その階の各部分

から---------- 

（六）出入り口に設けた戸を開放するための力

が 100N を超えないための措置を講じること。 

（七）防火対象物の防災センター（規則第 12

条第 1 項---------- 

 

・建設省告示第 1728 号から 

四 付室を加圧するための送風機を設けた排煙

設備（加圧防排煙） 

（風速と流量） 

ハ 遮煙開口部は、次の(1)に適合すること。 

(1) 遮煙開口部における排出風速（m/秒）が当

該遮煙開口部の開口幅 40cm とした時に、次の

(i)～(iii)の式によって計算した必要排出風速以

上であること。 

(i) 隣接室が、令第 115 条の 2 の 2 第 1 項第一号

の準耐火構造の壁又は特定防火設備で区画され、

かつ、火災の発生のおそれの少ない室である場

合 

  HV 7.2=  

(ii) 隣接室が、平成 12 年建設省告示---------- 

 

 

     写真 1 実験装置 

 

写真 1 実大相当の付室を再現した実験装置の外

観 

送風機により加圧防排煙時における差圧環境を再

現。 

給気口は 4 面へ設置可能 

（図 1 給気口位置参照） 
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       図 1 給気口位置           図 2 バランス折戸（室外側より観る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 3 遮煙開口部における測定点 

     （室外側より観る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 4 差圧測定位 

 

図 2 実験扉の内観および平面 

図 3 扉開き幅 40cm 時での開口部風速測

定位置を示す。測定時は熱線風速計とピト

ー管を一対にして測定した。 

図 4 実験装置における室内外差

圧は床・壁・天井面について各面

13 点で計測。 
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         図 5 気流分布の測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 6 開口部風速 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7 開口部風速 4m/s 時の室内外差圧 

図 5 40cm 開口幅部風速測定結果。

給気口設置位置で吹出し・吸込み現

象があり、吹出しが安定する B 面へ

設置。 

図 6 40cm 開き時に開口部風速 

V=4m/s が得られる送風量を示す。 

図 7 各送風量ごとの測定結果より、回帰直線

を導き、開口部風速 V=4m/s 時、室内外差圧

=980N/m2 とした。 
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図 8 本機構の開放原理 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 測定項目・機器 

測定項目 測定機器 

内外差圧 微差圧計計（DP45, DP103：バリダイン社製） 

流量計 エアロアイ（φ300, φ550：ウエットマスター社製） 

風速 熱線風速計（Model-6141：KANOMAX 製） 

 ピトー管（LK-1S：OKANO 製） 

開口部風向 煙検流器 

開閉力 プッシュプルゲージ（M123-GPX-50D：日本電産シンポ製） 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 本機構の開放原理は差圧時、戸先側バランス扉を中心で支持し、左右均等に圧力が掛かる

ように設定。圧力による影響をバランスさせ微小な力へ軽減。バランス扉部分は内蔵自閉装置

の閉鎖力で確実に閉じる。 

この閉力合計を 100N 以下に設定すると 100N 以下の開放力で開放可能。 
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図 9 概略計算フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 扉の各部寸法割付 
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表 2 本機構付扉の計算例（扉：幅 0.9m×高さ 2.1m） 

No 設定・計算項目 設定・計算結果 

① 

扉の仕様・サイズ 

及び発生差圧を確認 

片開き扉 

W=0.9 [m] 幅 

H=2.1 [m] 高さ 

P=980 [N/m2] 差圧（室間） 

BS=0.064 [m] 

② 

1 枚扉状態での錠前ハンドル部開力計算 

2-1) 扉面積 

 A=DW×DH1 

2-2) 差圧による扉への圧力 F 

 F=A×P 

2-3) 差圧時 1 枚扉状態での扉開力 Fh 

（差圧時ハンドル部開放力 [N]） 

 







−
÷×=
BSDW

DWFFh 2  

DW=0.923 [ｍ] 

DH1=2.098 [ｍ] 

A=0.923×2.098＝1.936 [m2] 

P=980Pa＝980 [N/m2] 

F=1.936×980＝1897 [N] 

06409230
292301897

..
.Fh

−
÷×=  

  =1019 [N] 

③ 
バランス折戸の選択 Yes, No 

Yes>100N、No<100N で判断 

1019N > 100N よって 

バランス折戸とする。 

④ 

バランス扉の AH 軸芯廻りにおける 

トルクバランスを検討（差圧発生時） 

 

 

4-1) 圧力による閉方向 

 Tbs= ( )
2
11 LPLDH ×××  

4-2) 圧力による開方向 

 Tba= ( )
2
221 LPLDH ×××  

4-3) 上記の計算より AH 軸芯廻り 

トルクバランスを算出 

 Jb=Tbs－Tba 

 

 

L1=0.298 [m] 

L2=0.32 [m] 

DH=2.098 [m] 

DH1=1.9 [m] 

 

 

 

 

 

 

2
298098029800982 ...Tbs ×××=  

  ＝91.3 [N・m] 

2
320980320901 ...Tba ×××=  

  ＝95.3 [N・m] 

Jb＝91.3－95.3＝－4.0 [N・m] 
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4-4) 錠前ハンドル部での開力 

 

 B=
BSL

Jb
−1

 

 

 

 

 

 

 

 

06402980
04
..

.B
−

−=  

 =－17.1 [N] 

バランス扉の開方向へ作用 

⑤ 

バランス扉内蔵 AH による錠前部の力 

Ja：AH による錠前部力 

Fa：AH 金物トルク=13.7 [N・m] 

（使用品） 

Ja=Fa÷((DW/4)－BS) 

Ja＝13.7÷(0.298-0.064) 

 ＝58.5N 

⑥ 

DC＝29.4 [N・m]（使用品） 

En：DC による錠前部での力 

En=DC÷(DW－BS) 

En=29.4÷(0.923-0.064) 

 ＝34.2N 

⑦ 

差圧発生時（980N/m2）の扉開放力 

F：差圧時錠前部開力 

F＝B+Ja+En 

F＝－17.1+58.5+34.2=75.6N 

 F＝75.6＜100N となり 

 100N 以下で開放可能 

 

   室内側状況       室外側状況  

  

  写真 2 実建築物へ本機構付扉設置状況 

 

 

 

 

 

 

写真 2 実建築物へ本機構付扉設置状況。 

写真 3 本機構付扉の開閉状況。 
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        写真 3 開閉状況（内外より観る） 

 

 

 

（今林哲也 〒277-0872 千葉県柏市十余二 380 TEL: 04-7133-9111 

FAX: 04-7133-9114 E-mail: imabayas@tetsuya-ginza.co.jp） 

閉鎖状態 

開き始め 

90 度開いた状態 
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 奨励賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

自然水利堰止め資機材「すのこ」 
 

鳥取県西部広域行政管理組合消防局 

松本 光 
 

1. はじめに 

 広域消防発足前の当消防局の先人たちにより

開発され現在でも私たちが消火活動で有効に使

用している自然水利堰止め資器材「すのこ」を

発表します。 

 当消防局の管轄する地域は市街地、山間部と

広範囲にわたっており、市街地の消防水利は公

設消火栓を基本としています。これは市街地に

設置されている消火栓の水道配管が消防ポンプ

車の直接吸水に耐えうる強度を有していること

によります。これと比較し山間部の水道管はや

や強度の劣る硬質塩化ビニール配管を使用して

おりウォーターハンマー等による配管損傷を危

惧し直接吸水することを避けています。 

 当消防局は管内の河川、用水路、側溝の水系

を把握し、水量を定期に調査することで公設消

火栓、防火水槽に同等の消防水利として重要視

しています。 

 地域によっては地元自治会により消火活動に

有効な水量が常時流れる用水路に専用の堰止め

用の板（木製、鉄製）を設置している地域もあ

りますがこれはわずかな例です。 

 当消防局の山間部で発生した火災の消火活動

に使用した水利は 1 級河川などに部署した例を

除き、幅 2m 未満の用水路等に部署した例が大

半で水量はあるものの水深がなく早期に水深を

増やすことが必要になります。このような用水

路等を水利として使用するためにここに発表す

る「すのこ」を活用し早期の取水、放水を可能

にしています。 

 数十年の時を超え現代でも有効に活用できる

資機材を発明された先人に敬意を表し、後輩を

代表してこの紙面をお借りし発表させていただ

きます。 

 

2. 開発の経緯 

 自然水利は水深、水量のある 1 級河川などを

除くと、ポンプ車で吸水する為に消防隊により

川を堰き止め、水量・水深を確保する必要のあ

る側溝や用水路などです。この堰止めを簡単、

迅速、確実に行い早期に吸水、放水が行えるよ

うに開発をしました。 

 

3. 用途 

 主な用途は幅 1m 未満の用水路から、最大 2m

弱の用水路に水利部署する際に設置して堰止め、

水深を確保する用途。川底が砂等の水利には籐

かごの下に設置し、砂の吸い込みを防止する用

途。湖沼等に水利部署した時、水草や藻の吸い

込みを防止する為に籐かごの周囲に設置する用

途など。 

 

4. 仕様 

 材料はビニールシート（イベントや運動会に

使われるテントの屋根や、トラックの荷台に使

用するような素材の物）又は帆布のような厚手

の布地及び竹のみである。竹（孟宗竹のように

太い物）を約 90cm 程度の長さに切り分け、縦

に 4～5 等分（幅 5～6cm）に平らな板状になる

ように割る（20 本程度）。節や角をサンダー、

グラインダーなどで落としておく。 

 シートは縦約 1m×横約 2m の物を 2 枚用意す
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る。この 2 枚を重ね合わせ 3 方を縫い合わせ、

竹棒が 1本ずつ計 20本入るように袋状に縫い合

わせる。上部は 1 枚ずつ折り返し縫い合わせ補

強しておく。両端を 15cm、下端は 20cm 程度余

らせておく。これは使用時に、川底や壁面に密

着し水漏れを少なくさせる為である。 

 竹棒を縫い合わせた袋部分に全て差し込んで

完成。 

（材質について） 

「ビニール系シート」 

○メリット 

 ・加工がしやすい ・軽量である 

 ・価格が安価である 

○デメリット 

 ・鋭利な物へ接触すると裂けやすい 

「帆 布」 

○メリット 

 ・耐久性に優れている 

 ・吸水性があるので安定する 

○デメリット 

 ・加工しにくい 

 ・ビニール系シートより重い 

「竹」 

 竹は腐食に強く軽量で、柔軟性があり加工が

しやすい。職員所有の山より調達したので無料

である。シートは実用に応じて選択すれば良い。

心材は竹が一番適していると判断する。シート

の縫い合わせは業務用のミシンが良い。 

 コストはシートの生地代のみ、数千円で作成

しました。 

 

 
写真① 資機材全体 

 

 

写真② 使用風景 1-1 

80cm 幅位の用水路に設置（表側） 

 

写真③ 使用風景 1-2 

とび口を用水路に渡し設置（裏側） 
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写真④ 使用風景 2 

川底に土嚢を置き設置している 

 

 

写真⑥ 使用風景 3-2 

折り畳み梯子を立て掛けて活用 

 

 

 

写真⑧ 部署水利 

1. 川底が砂地の部署水利 

 

 

写真⑤ 使用風景 3-1 

折り畳み梯子を立て掛けて設置している 

 

 

写真⑦ 使用風景４ 

とび口を渡し土嚢で固定し横支柱を作成

（写真②③に使用） 

 

 

写真⑨ 部署準備 

2. 川底を掘り水深を稼いでいる 
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写真⑩ 使用風景 5 

3. 川底に設置し砂を吸い込まないように使用 

 

 

写真⑫ 作成要領 1 

竹を長さ約 90cm に切断する 

5～6cm 幅に割り、節や角をとる 

 

 

写真⑭ 使用と収納 

折りたたんで自由に使用幅が調節できる 

 

 

写真⑪ 使用風景 6 

水路に立てかけての設置例 

 

 

写真⑬ 作成要領 2 

シート 2 枚を重ね縫い合わせる 

 

 

 

写真⑮ 収納時 

巻いたり、折り畳んで収納可能 
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1.0 

0.2 
下部 

上部 

0.15 0.15 

2.0 

単位（m） 

図① 作成図面 1（シート部） 

 点線が縫うラインである。両端を 15cm、下端を 20cm 余らせておく、ジグザグは補強の為

に縫っておく。上部は 1 枚ずつ折り返して最初に縫っておく、2 枚を重ね縫うシートの両端、

下端は切りっぱなしのまま縫うと良い。 

 竹の入る所は竹の幅より 3～4cm 大き目の方が入りやすい。 

高
さ
９
０
ｃ
ｍ
位
に
切
る 

 竹は高さ 90cm 位に切り、幅 5～6cm になるように割り、

角や節は削っておく。 

 これを 20 本程度縫ったシートの袋に入る本数準備する。 

 節が袋に入るよう切断時に注意する。 

図② 作成図面 2 

（安達憲吾 鳥取県西部広域行政管理組合消防局 

警防課機械装備係 

E-mail: adachi307@tottori-seibukoiki.jp）
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 奨励賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

可搬ポンプ用ワンタッチ吸管ストレーナー 
 

滝野川消防団 

菊川俊弘 
 

 従来、消防団の可搬ポンプの吸管には、自然

水利部署を目的とした吸水金具一式（ネジ式ス

トレーナー及び藤かご）のみが取り付けられて

いるが、消防自動車の進入が困難な狭隘路や私

道等に設置されている、末端消火栓や排水栓を

迅速かつ有効的に活用するため、吸管に消火栓

町野（φ65 メスネジ×メス町野）を常時取り付

けた状態におき、その先に、考案した可搬ポン

プ用ワンタッチ吸管ストレーナー（φ65 オス町

野付きストレーナー）を取り付けることにより、

吸水金具の交換（取り外し）を容易で迅速に行

うことで、吸水時間の短縮が図られ、早期の放

水活動が可能となる。 

 

※ 参考 

 可搬ポンプ用吸管ストレーナーは、応募者が

約 20 年前に考案していたものです。 
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写真 1 

 

 

写真 2 

 

 

写真 3 

 

 

 

（菊川俊弘 東京都北区上中里一丁目 43 番 17 号 TEL: 03-3910-2218） 

φ65 オス町野付きストレーナー。 

消火栓町野に改良した可搬ポンプ用

ワンタッチ吸管ストレーナーを取り

付けた状態。 

可搬ポンプの吸管に消火栓町野が常

時取り付けた状態。 
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［展示発表 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 奨励賞 消防職員・消防団員による消防防災機器等の開発・改良 

救命扉の開発 
 

越前市消防団 

倉谷道治 
 

要旨 

 天災・災害・事故・高齢化社会等様々な被災・

社会事情等環境で生活する中で部屋の入口（室

内）扉が開かず閉じ込められ「命の危険に迫ら

れる事件・事故」は後を絶たない。 

 その原因を考慮し救命扉で解決可能な答えを

下記に分かり易く答える。 

（答：一般的な回答  命：救命扉の機能と対

応での回答） 

 尚、扉が開かない事は被災・偶発・突発的（事

故・行為等）な事が複雑に重なり発生する事も

多々ある。 

 下記は一般的単体事実について記載する。 

（扉：一般的ドア・引き戸等  命扉：救命扉） 

（枠・枠材：扉を設置する敷居・鴨居等を意味

する） 

 

1 被災で扉が開かない（開けられない） 

問＝地震・風水害・土砂災害・津波・積雪等の

天災により扉が開かない。 

答）建物の傾き・荷重で枠材が変形し扉の開閉

に必要な隙間が無くなる。 

答）土砂・水等の流入よる枠材の変形や、扉の

開閉に必要な隙間が無くなる。 

命）まず枠材上部からの荷重を命扉の上部で受

け止める強度を付けた。 

命）次に更なる荷重は命扉の上部を自己破断さ

せ荷重を分散させる。 

命）上記 2 件により、脱出・救出口（パネル板）

の解放を確保する。 

命）尚命扉は破壊検査済みである。 

命）命扉を（脱出・救出口）2～3 小間に仕切り、

命扉の総高さ約 2/3 が土砂等で埋没しても残

る約 1/3 のドアパネルを破壊し脱出・救出可

能になる。 

問＝火災で扉が開かない（開けられない） 

答）熱と放水により扉と枠が変形する 

答）煙・酸欠・闇（停電）・パニック等により扉

の位置が確認できなくなる。 

答）酸欠・負傷等身体に支障をきたして扉を開

ける力が無い。 

答）倒壊・落下物等が山積し、扉の開口スペー

スを塞いでいる。 

命）命扉のドアパネル固定枠材は通常は木製等

を使用し強固な構造では無く破壊は意外と

容易である。 

命）破壊の力・箇所・方向をあらかじめ設定で

きるので、その箇所を集中的に叩く・蹴る等

すればドアパネルの破壊は容易に可能であ

る。 

命）闇夜・停電でも破壊する箇所に特製の蓄光

材を組み込んであり（オプション）破壊箇

所・命扉の位置を確認出来、発光箇所を破壊

する事で脱出・救出が可能になる。 

命）命扉は特別なバッテリー等エネルギー源は

使用していないので半永久的に使用可能で

ある。 
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2 一般家庭や在宅介護宅等で扉が開かない

（開けられない） 

問＝室内で家人（生活弱者）が倒れそのまま扉

によりかかり開かない。 

答）一般的に扉は、開き・引き戸・折れ戸が主

であるが、どれも扉側面や上面から荷重をか

けると変形し更に開閉金具（ノブ・蝶番・バ

ネ等）が変形し開かなくなる事がある。 

答）外開きドアであっても室内から相当な荷重

が加われば容易には空かない。 

命）ドアパネルを室外から破壊し救出可能にな

る。 

命）ドアパネルを室内から破壊し自ら脱出可能

になる。 

命）ドアパネル板落下による安全装置付き（段

階的に破壊できる） 

命）救助隊到着までに家人・隣人で救出し、救

命処置時間の短縮につながる。 

命）十分な救助具を装備していない救急隊であ

っても、隊員がドアパネルを破壊し早期の救

命活動が可能になる。 

命）命扉に大きな破損がなければメンテナン

ス・修復は幾度でも可能である。 

命）救助活動による扉の破壊・破損による補償

問題の解決につながる。 

問＝室外に倒壊・落下物が有り扉が開かない（室

外に誰も救出してくれる人が居ないか、対応

不可能の場合） 

答）外開きで開口スペースがふさがれた場合ド

アは開ける事が困難になる。 

答）全ての扉は枠材との間に開口する為の隙間

が必要であり（数ミリ程度）これが何かの原

因で無くなれば簡単に開かなくなる。 

命）ドアパネルを室内から破壊し脱出可能にな

る。 

問＝被災により扉が開かない（室外に誰も居な

いか対応不可能の場合） 

答）室外に救出してくれる人が居ない場合は、

自ら脱出行為が必要である。 

答）扉を構成する建材・心材等は素手では容易

には破壊出来ない。 

答）室内で被災して負傷した場合は更に自力で

の脱出は困難になる。 

答）更に心肺停止状態の危機が迫れば命も危険

な状況になる。 

命）ドアパネルを室内から破壊し脱出可能にな

る。 

命）ドアパネルの破壊する力・方向・箇所を設

定できる。 

 

3 高齢者・障害者・生活弱者の対応 

問＝身体的障害・高齢者等に対する対応はある

のか 

答）障害者・高齢者の身体的行動能力は著しく

低下し、また障害の箇所や行動能力には個人

差が有り多種多様である。 

命）障害箇所・レベル・環境を考慮し、製作は

オーダーを基本としている。 

命）障害箇所・行動能力を考慮しドアパネルを

破壊する箇所・力・方向をあらかじめ相談の

上、設定可能である。 

命）介護する人（家人等）やヘルパー等の意向

も考慮し破壊箇所・方向等設定可能である。 

命）ドアパネルが普段の使用では容易に破壊出

来ないように設定可能である。 

命）その為、障害者・介護人の希望で破壊しや

すい箇所を設定可能である。 

問＝車椅子での対応は出来るのか 

答）車椅子での移動は床面に段差があると著し

く行動が制限される。 

答）福祉施設等では高齢者・障害者等多様な人

が車椅子に乗り、その使用方法・移動箇所等

対応は複雑である。 

命）ドアパネルを破壊するのが乗る人（本人）

か、介護する人（ヘルパー等）なのか、その

対象の優先順位をあらかじめ決めて、破壊の

箇所や方向、力の設定が有効な脱出・救出に

つながる。 
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命）脱出口は最終的に床～ドアパネル全面が破

壊出来、抜け落ちたパネル板を排除すれば車

椅子のまま脱出・救出可能になる。 

命）最終的に扉の形は「門」の形まで破壊でき

る。 

 

4 設置工事 

問＝設置工事はどのようにするのか 

答）通常の改修工事（枠材の取り換え）後採寸

し設置する事が多い。 

問＝在宅介護の設置工事助成はあるのか 

答）現行法は扉を交換しても「扉の機能を認め

る法律が無い」為、命扉のような機能付き扉

に対する助成が受けられなかった。 

命）越前市では在宅介護工事において助成対象

になっている。（全国初） 

命）対象に至った理由として、現行法律は「扉

の機能を認める法律は無いがとがめる法律

もない」との回答で今後も命扉に対して助成

対象になった。 

命）福井県も「越前市にて慣例が出来た為県も

認める」との回答である。 

 

5 命扉のデザインや有効な設置場所は 

問＝既製品とどう違うのか 

答）既製品は大量生産の為特殊な製品の対応は

困難である。また生産時間価格は膨大になる

と予想される。 

命）使用するユーザーは身体機能・目的等によ

り、多種の要望に応えられる。 

命）室内なら枠材が無い天井・壁・タイル面等

にも設置可能である。 

命）材料はフラッシュ戸・框戸・襖戸等対応可

能でデザインも多種である。 

 

6 メンテナンス工事 

問＝破壊使用した後はどうなるのか 

答）既製品は一端破損すると扉は再利用が不可

能である。 

答）また枠材・壁等の補修・交換が必要なら大

規模工事が必要となる。 

命）命扉が正常に作動するなら修復は何回でも

可能である。 

命）破壊するのは命扉のパネル板固定材だけな

ので、この交換工事で済む。 

 

7 設置施設 

問＝設置する施設はどのような施設か 

答）高層集合住宅（マンション等）では部屋の

入り口が 1 か所しかない場合や小窓で避難が

困難な場合が多い。 

答）一般住宅でもトイレは一穴式で狭く入り口

扉しか無い場合が多い。 

命）一般家庭・集客施設（公共・福祉・学校・

病院・デパート・会社・事務所等）アパート・

マンション等では個室になる箇所の設置が

有効である。 

命）特に福祉・高齢者・医療施設等は身体弱者・

行動能力が著しく弱い人が多い為、個室に閉

じ込められる事が多いので設置が有効であ

る。 

問＝設置する部屋はどこが良いか 

答）外壁入口（玄関・勝手口）は防犯上、命扉

の設置は困難である。 

命）個室（トイレ・脱衣・寝室等）等入口が 1

箇所の部屋が有効である。 

命）大切な家人・接客・重役・公人の接待・執

務室等にも有効である。 

 

8 倉庫に設置（入口に鉄製扉使用） 

問＝薬剤庫・需要資材庫等緊急時に倉庫内の物

を取り出せないか 

命）現在鉄製の命扉を開発中である。 

命）阪神淡路大震災で病院が被災し建物が傾き

薬剤庫の扉が開かず薬剤を取り出す事が出

来なかった事実から始まっている。 

 以上、上記は機能や条件を問答で分かりやす

く説明した。 
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総括 

 多種の原因で扉が開かず閉じ込められた状態

で最悪の事態は、パニック状況に追い込まれ、

健全な身体であっても命の危険が迫る事である。

更に、高齢化社会においては、加齢による障害・

持病の再発等で脳障害や心肺停止等緊急事態が

発生する事は大いに考えられる。又、災害で想

定外の事故により部屋に閉じ込められた場合、

室外にいるはずの人が（家人・隣人等）が負傷・

被災等で来れない事態や、長時間危険にさらさ

れる事で身体の異常を来すに至る事も大きな問

題である。更に、発災時は常備の消防も多くの

災害現場に対応し、閉じ込め現場に行けず虚し

く時間が過ぎて行く事も予想される。都会では

高層集合住宅で、緊急時はベランダからの避難

より多くの人は慣れた部屋の入口から玄関に行

こうとすると考えられる。 

 「部屋の入口は大切な非常口である」「部屋か

ら逃げなければ家からの避難は不可能」これは

忘れていた常識である。この非常口たる部屋の

入口が閉ざされれば玄関には到達できず、パニ

ックに陥ると予想される。 

 従来、扉の慣例は「軽い・丈夫・長持ち」が

歴史上の大原則で常識であった。この丈夫過ぎ

て「高齢化・天災多発時期・想定外事故多発」

等で閉じ込められる事態が発生した場合、生命

の危険にさらされる重大な問題が増えるであろ

う。逸早い救命処置の開始は大きな課題であり

その時間短縮は大きな問題であった。これには

敏速な自己脱出や家人・隣人での救出活動が必

要になる。まず部屋からの避難・脱出・救出を

真剣に考える事も必要ではないだろうか。いか

に室内で逸早い救命処置に協力できる環境を整

えるか、また命の大切さについての意識や生活

の改革を考えさせるのがこの「救命扉」である。

正に生活に密着した扉が人の「命を救う道具」

であり、住まいの安全性と歴史を大幅に変えた

画期的な開発品がこの「救命扉」である。 

 何ら考える事なく慣例・見た目・価格・うわ

さ・大量生産・大量消費等大波に飲み込まれ流

される事は、良く考えれば大切な命を脅かされ

る事なっている事実を再度確認してみるべきで

あろう。 

 最後に、この機に家族・隣人等人間同士の絆

をよみがえらせ、協力して大切な命を救い合う

事の意味をもう一度考える時期ではないだろう

か。その道具として「救命扉」が多少なりと寄

与できれば開発の目的は達せられる。消防と国

民とが連携し命をつなぐ「救命扉」の開発・改

良を今後も追求し更なる信頼される消防団活動

に邁進したいと思う。 

 以上で救命扉の説明を終わる。 
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1 設置事例 1 

①某集会施設トイレ 取り付け前       ②取り付け後 

           

 

 

2 設置事例 2 

①某在宅介護工事トイレ           ②取り付け後 

         

 

 

 

 

 

 

 

ドアパネル 

ドアパネル 
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3 設置事例 3 

①某自宅トイレ 取り付け後 

           

 

 

4 車椅子脱出・救出型の使用についての説明 

①全形（方引き戸タイプ） 破壊前の状態 

  

 

 

ドアパネル 

ドアパネル 
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②車椅子乗車の状態でドアパネルを叩いて破壊

する。破壊設定箇所を叩いても容易には破壊

出来ない。（③では破壊可能） 

 
 

 

④上部のパネル板がほぼ破断し間もなく落下す

る。パネル板は落下防止の為全パネルが結ん

で有徐々に落下する。 

 
 

 

⑥中段・下段と破壊を進め間もなく脱出口は全

開する。パネル板は一体に括られているので

一気の落下は無い。 

 
 

 

 

③上部右端の破壊設定箇所から破断（破壊）が

始まる。 

 
 

 

 

 

⑤上部パネル板は完全に破壊され落下した。 

 
 

 

 

⑦扉の床面に接する下桟も撤去され、完全段差

無（バリアフリー）状態になる。 
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⑧脱出成功 

 

 

 

 

（倉谷道治 福井県越前市池の上 93-1-9 TEL: 0778-24-2788 

FAX: 0778-24-5166 E-mail: kuraya@tk.ttn.ne.jp） 
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［セッション 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災科学に関する論文 

水深が浅く狭小な用水路におけるホースバッグを活用した吸水活動 
及び表面流速の簡易計測により流量を導出する方法について 

 

京都市消防局 

米田貴志、北岡二朗、寺島 徹、中嶋善貴、大西佑輔 
別所 斉、村上陽介、安井伸行、岩本貴光 

 

1 はじめに 

 大規模な震災が発生した場合、平時の有力水

利である水道消火栓は、水道管が損壊し、使用

することができない可能性がある。また、防火

水槽等の水量が不足する可能性も高い。大震災

時の火災防御活動は長期化することが予想され

るため、水道消火栓や防火水槽以外の水利、特

に流水系の自然水利を確保することは、我々消

防にとって重要な課題の一つである。例えば、

水田に水を送るために張り巡らされている用水

路も、重要水利の一つである。その中で、水深

の浅い、幅 30cm 程度の、ほとんど市街地の側

溝と言っても過言ではない用水路（写真 1）は、

目視で低水量とみなされ、水利として見過ごさ

れる可能性がある。しかし、その“側溝”が、

水をせき止めることにより、有効な水利になる

としたらどうだろうか？ 圧倒的に消防が不利

な状況となる大震災時の火災防御活動において

有効な武器となることは間違いない。 

 また、時季により流水量が変動する用水路等

において、現場活動時、水量が十分かどうかを

緊急に知る必要があるとき、河川の専門家では

ない消防隊員がそれを判断することは非常に困

難であった。 

 そこで本稿では、これまで見過ごされてきた

可能性のある側溝程度の用水路に着目し、これ

を有効水利として活用するための簡易なせき止

め方法を提案し、実験結果を報告する。次に、

消防隊が行うことのできる簡易な計測方法（浮

きを用いた表面流速の測定）のみから、水路の

流水量を見積もる手法を確立するため行った実

験結果について述べる。 

 

2 水深の浅い狭小な用水路における簡易かつ

効果的なせき止め方法の提案とその検証 

(1) 従来の水のせき止め方法について 

 従来から、消防の世界では、水深の浅い河川

の水を臨時にせき止めるため、様々な方法が工

夫されてきた。例えば、土嚢や二重巻ホース等

の重量物を大量に沈めたり、防水シートを二つ

折りはしごに巻きつけ、それを河川に沈めるこ

とにより水をせき止めたりする方法などである。

しかしこれらの方法は、大きな労力と時間を要

するわりには隙間からの漏水があって水流を完

全にせき止めることは難しく、溜まった水によ

る浮力と、流水の圧力に耐えられずに流される

場合もある。さらに、せき止めるために使用し

た資器材は、本来の活用ができないというデメ

リットも生まれる。 

 また、低水位吸水資器材（製品名「ディスク

ストレーナー」等）が製品化され、当消防本部

も保有しているが、消防隊全隊に配備されてい

るわけではなく、吸水管の先にあるストレーナ

ーを取り換えるための時間を要することも問題

である。さらに、それ自体にはせき止めの機能

はないため、水深が浅い場合、何らかの方法で

せき止める必要がある。 
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(2) ホースバッグを活用した水のせき止め方

法について 

 従来の方法には  (1) に述べた問題があるこ

とから、低水位吸水資器材を使用しない通常の

吸管吸水を前提として、簡易かつ効果的な水の

せき止め方法を検討する。 

 水深の浅い用水路を有効水利として活用する

ためには、少なくとも吸管のストレーナーが完

全に沈む 16cm（吸管投入可能水位）以上の水深

を確保するため、せき止める必要がある。特別

なものを追加購入するのではなく、既存の消防

装備の活用を署内で種々検討したところ、「ホー

スバッグ」が使えるのではないかとの発想を得

た。 

 ホースバッグとは、当消防本部が運用してい

るターポリン製のホース搬送用バッグであり

（写真 2～4）、65 ミリホース 2 本又は 50 ミリホ

ース 2 本を折りたたんで収納してある。これを

搬送することによりホースが自動的に引き出さ

れ、ホースラインを作ることができるので、平

地はもとより階段又は狭隘な場所等のホース延

長が迅速・容易となるものである。 

(3) ホースバッグの具体的な活用方法 

 ホースバッグを用いて水路をせき止め吸水す

る方法について述べる。狭小な用水路を想定し、

一般的に側溝と呼ばれる幅 30cm の用水路で検

証した（写真 5）。 

 まず、ホースバッグの縦側面を用水路の下流

側にし、ホースバッグをその用水路と平行にす

る。次いでホースバッグの底面を用水路の底に

密着させ、またホースバッグの両側面を用水路

の側壁に密着させる。このとき、縦側面の反対

側の開放端から上流へ向かって水をすくうよう

にして水底に沈めていけば、ホースバッグは自

然に水路底面に接地する。また、水流の圧力が

ホースバッグの両側面を押し広げるように働く

ため、側面も自動的に側壁と密着する。これに

より、ホースバッグが用水路に流れる水をせき

止め、ホースバッグ内に水が溜まり、十分な流

量があればそこからの吸水が可能となる。 

 ホースバッグを活用する方法には、大きなメ

リットがある。それは、ホースバッグ内に水が

溜まることにより、水の重量がホースバッグの

底面にかかるとともに、流水の水圧がホースバ

ッグの両側面にかかることで発生する大きな摩

擦力により、ロープ等で固定しなくてもホース

バッグが自己固定されるという点である。した

がってこの作業は、一人で簡単に実施すること

が可能である。 

 このほか、ホースバッグを活用することのメ

リットを列記する。 

ア 既存の機材であるため、追加のコストが不

要である。 

イ 当消防本部の全消防隊が積載しているため、

どの消防隊でも活用できる。 

ウ 水を通さず、また水圧に対する十分な強度

がある。 

エ 中に収納していたホースを延長してしまえ

ば、撤収まで使用することがないため、活動

に支障を及ぼさない。 

(4) ホースバッグを活用したせき止め・吸水活

動の検証 

 実際にホースバッグを活用して水をせき止め、

その水をポンプで吸水し、複どう 2 線放水が可

能かどうかを検証した。 

ア 検証 1 

（ア）用水路の状況（写真 6） 

 水路幅  30cm 

 水 深  10cm 

 流 速  0.8m/sec 

（イ）検証結果 

 ホースバッグ 1 個を設定したところ、約 3 秒

で吸管投入可能水位である水深 16cm に達した

（写真 7）。さらに実際に吸管で吸水し、複どう

2 線放水を実施したところ、2 線とも毎分 500

リットルの放水を行うことができた（写真 8、9）。 

イ 検証 2 

（ア）用水路の状況（写真 10） 
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 水路幅  60cm 

 水 深  4cm 

 流 速  1.2m/sec  

（イ）検証結果 

 ホースバッグ 1 個を設定したところ、約 8 秒

で水深 16cm まで達した（写真 11～13）。さらに

実際に吸管で吸水し、複どう 2 線放水を実施し

たところ、2 線とも毎分 500 リットルの放水を

行うことができた。 

ウ 検証 3 

（ア）用水路の状況（写真 14） 

 水路幅  90cm 

 水 深  10cm 

 流 速  0.5m/sec 

（イ）検証結果 

 ホースバッグ 1 個を設置したところ、自己固

定されず、流された。そこでホースバッグ 2 個

を並列に設置すると、約 50 秒後に深さ 16cm に

達した（写真 15）。さらに実際に吸管で吸水し、

複どう 2 線放水を実施したところ、2 線とも毎

分 500 リットルの放水を行うことができた。 

 なお、水路幅が 120cm を超える場合はホース

バッグを 3 個又はそれ以上並列に設置する必要

があるが、この場合、両端以外のホースバッグ

の支持力（摩擦力）が弱く、まず中央部のもの

が流れ、次いで両端のものも流れてしまう可能

性が極めて高いので、強固な固定が必要となる。 

(5) 検証結果のまとめ 

ア ホースバッグを用いると、水路をほぼ完全

にせき止めることが可能である。 

イ 十分な流速があり、適切にせき止めること

ができれば、水深が浅く、また水路幅が狭く

ても、十分な吸水・放水が可能である。 

ウ ホースバッグは水流により自己固定される

ので、別途固定する必要はない。ただし、用

水路の底面及び側面への密着が不十分であ

れば流されるおそれがあるので、実現場では

ホースバッグに流れ防止用のひかえ綱をと

り、吸管等に結着しておく必要がある。 

エ ホースバッグ１個につき約 60cm の水路幅

を限界としてせき止めが可能である。60cm を

超える場合はホースバッグ 2 個を並列に設置

すれば、せき止めが可能である。2 個並列ま

でであれば、ホースバッグは自己固定される。

120cm を超える場合はかなり強固な固定を必

要とするため、この方法のメリットは薄れる。 

 

3 流水量と流速について 

(1) 流水量と流速の関係 

 流水量は、水路幅、水深及び流速から次式に

より算出することができる。 

  流水量＝水路幅×水深×流速 

 この計算式から、例えば水路幅が 30cm の用

水路で、例え水深が 1cm でも、流速が速ければ

流水量も多くなり、放水に必要な水量を満たす

可能性があることがわかる。 

(2) 流速について 

 流速から流水量を導出しようとする場合、問

題となるのは、水路全体の流速が均一ではない

ことである。いま仮に、水流の中心付近の流速

を基準とすると、底面や側面部の流速は、水路

を構成する材質によって異なるが、抵抗によっ

て低い値となる。また表面の流速は、空気抵抗

の影響を受ける。そこで、水路全体の流速を代

表できる「平均流速」という値を知る必要があ

る。 

 一般に水工学では、開水路であれば表面から

深さ 60%の位置の流速を測り、それを流速の代

表値すなわち平均流速とする方法が用いられる 1)。

しかし迅速な活動が求められる実災害現場にお

いては、水路幅と水深は測定できるものの、通

常の消防隊は流速計等の器材を持たないので、

水中流速を測ることは無理である。消防隊によ

って現実的に可能な測定方法は、水の表面に木

の葉や小枝等の浮きとなるものを流し、表面流

速を測定する程度の簡易なものになる。水深が

水路幅の 1/5 以上あるならば、平均流速と表面

流速の比は 1 に近いとされる 2)。ただしこれは
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河川規模の水路の洪水時におけるデータであり、

精度も低いとされる 2)。そこで、我々が想定し

ている「水深が浅く狭小な水路」における表面

流速（実測値）と平均流速の関係を実験で明ら

かにすることとした。 

ア 実験方法 

 当消防本部消防学校訓練場の幅 30cm、深さ

37cm の側溝（プレキャストコンクリート製）に、

消防ポンプ車を使って所定（400～1000 リット

ル/sec、段階的）の流量の水を定流量で流下さ

せ、流れが安定する位置において「浮き」が 10m

移動する時間を測定し、表面流速を算出する（3

回測定し、その平均値をとる）。実測した表面流

速と、そのとき流している水量から計算で求め

た平均流速を比較し、両者の関係（係数）を求

める（写真 16～18）。 

イ 実験結果 

 実験結果を表 1 に示す。実測した表面流速は、

計算により求めた平均流速に比べて、いずれの

場合も速い。「表面流速/平均流速」は、1.12～

1.28 の値をとる。 

ウ 実験結果の考察と係数の設定 

 表面流速は平均流速よりも大きい値となる。

つまり、流水量を求める際に表面流速を単純に

用いると、実際の流水量よりも大目の数値が算

出されることになる。したがって、表面流速を

用いて流水量を求める際は、この係数を計算に

入れる必要がある。 

 ここで、表 1 の「表面流速/平均流速」の値の

ばらつきについて検討する。この値は、700 リ

ットル/分のときの値（1.28）を除いて比較的よ

く揃っている（1.12～1.18）。水路表面の波によ

って水深の計測にはかなりの誤差があって、ミ

リ単位の精度を持たせることは困難である。表

１において、流量 700、800、900 リットル/分の

ときの水深は、いずれも 9cm である。正確な測

定ができるならば流量が増えるにつれて水深も

増大すると考えられるが、物差し的なものを水

に突き立てるという簡易な方法でそれを検出す

ることは困難であった。一部のデータの突出は、

このことが大きく作用しているものと考えてい

る。 

 原因がどこにあるかはともかくとしても、少

なくとも水深の測定にはかなりの誤差を見込む

必要がある。現場活動では安全側に立つ必要が

あるので、以降の計算で使用する係数としては、

最も大きな値である 1.28 の小数点以下第 2 位を

切り上げ、「1.3」を設定することとした（表 1

の最右列）。 

 なお、抵抗の大きい材質で作られた水路であ

れば、係数はこれよりも大きな値をとると考え

られる。しかし、土石等で構成された自然の水

路や、レンガ造水路のように抵抗の大きな水路

ではなく、コンクリートなど比較的抵抗の小さ

な材質で作られた水路であれば、本実験で求め

た係数 1.3 をそのまま適用しても実用上問題は

ないと考えられる。 

エ 必要流速表の作成 

 得られた係数をもとに、1 線放水に必要な吸

水量を毎分 500 リットル、2 線放水の場合は毎

分 1000 リットルとし、それを満たすために必要

な表面流速を一覧できる表及びグラフを作成し

た（表 2 及びグラフ 1）。用いた計算式は次のと

おりである。 

  必要表面流速＝1.3×（必要流水量）/（水

路幅×水深） 

 この式に組み込んだ係数 1.3 は、幅 30cm にお

ける実験から導いたものであって全ての水路幅

にそのまま適用できるものではないが、暫定的

に使用することとして表 2 を作成した。この表

を完全なものとするためには、水路幅の条件を

変えた実験が必要である。 

 

4 おわりに 

 今まで見過ごされていた可能性のある狭小な

用水路や側溝であっても、流速等の条件によっ

ては有効な水利となりうる。こうした水利は水

深が浅いことが多いが、既存のホースバッグに
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より、極めて簡便かつ省力的にせき止めること

が可能であることを示した。ホースバッグに限

らず、それに類した袋状（立方体の上側と一つ

の側面が開いた形状）のものがあればせき止め

は可能であると考えられる。こうした形状のも

のは畳めばかさばるものではないため、ホース

バッグを使用していない消防本部であっても、

このような資器材を準備しておくことは無駄で

はないと考える。常時積載できなくても、震災

用資器材として準備しておく方法もある。 

 また、今まで経験に頼る部分が大きかった、

水深の浅い狭小な水路の流量測定に関して、表

面流速と平均流速の関係（係数）を実験によっ

て明らかにし、必要とする流水量に対する「必

要流速表」を提示した。これにより、流量が未

知の水路、あるいは既知であっても水量が変動

していた場合などに生じる「ただ今この時の流

量は？」の問いに対して現場でただちに答を得

ることができる。ただし、今回我々の行った実

験は、水路幅 30cm、コンクリート製という限ら

れた条件における両者の係数を導いたに過ぎな

い。今後、同様の実験を様々な水路条件におい

て実施し、科学的知見を積み上げていきたいと

考えている。 

 この研究結果が広く周知されることによって、

広く全国において、それまで見過ごされてきた

水利の開発が容易になり、火災被害の軽減に寄

与するものと期待される。また、「必要流速表」

が活用されることによって、水利不便地におけ

る消火活動はもとより、震災等の大災害時、消

防隊や地元の消防団が自信をもって自然水利を

活用することができ、被害が軽減されることに

つながれば幸いである。 
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写真 1 水深が浅く狭小な用水路の例 

 

 
写真 2 ホースバッグ側面 

 
写真 3 ホースバッグ（上から撮影） 

高さ 38cm 
長さ 79cm 幅 12cm 
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写真 4 ホースバッグの通常の使用方法 

 

 

写真 5 ホースバッグをせき止めに活用した様子 

 

 
写真 6 検証 1：水路幅 30cm 

 
写真 7 ホースバッグの設定 

 

 
写真 8 吸水管の投入状況 

 
写真 9 2 線放水の様子 

下流側  

上流側  

水路幅 30cm 

水流方向  
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写真 10 検証 2：水路幅 60cm 

 
写真 11 吸水管の投入状況 

 

 

写真 12 水が溜まる様子 1 

 

写真 13 水が溜まる様子 2 

 

 
写真 14 検証 3：水路幅 90cm 

 

 

写真 15 水が溜まる様子 

 

幅 90cm 
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写真 16 表面流速と平均流速の関係を求める実験 

 

 
写真 17 放水箇所 

※放水の速度をキャンセルするため、上流側に向け放水している。 

 

 
写真 18 実験状況。有蓋であるため、風の影響はほとんどない。 

放水箇所 
ホース（ポンプから延長） 

浮きゴール地点 浮きスタート地点 

水流方向 

水流方向 

放水方向 ホース 

浮きゴール地点 

浮きスタート地点 

距離 10m 

水流方向 
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表 1 表面流速（実測値）と平均流速の関係 

 
 

表 2 必要流速表（表面流速） 

 

 

 
グラフ 1 水路幅 30cm における必要表面流速 

 
（京都市消防局消防学校研究課 〒601-8167 京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内 21-3 

TEL: 075-682-0181）
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［セッション 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災科学に関する論文 

水流式排煙装置を活用した文化財保護戦術の構築 
 

京都市消防局 

溝部 俊、村松貴久、大川雅敏、室谷和典、山下真矢 
 

1 はじめに 

 文化財の存する建築物等（以下「文化財施設」

という。）で火災が発生すれば、文化財は炎・熱

の影響を受けるだけでなく、煙による汚損・着

臭等の危険にもさらされる。文化財が火災発生

室とは異なる室に存する場合でも、煙は火災室

から拡散するため、煙による汚損等に対処しな

ければならない。文化財は、「焼失さえしなけれ

ば復元可能」と極論されることもあるが、より

高い次元の財産保護活動を目指していくことは、

消防の担う使命である。 

 火災の煙に関する研究は、戦後のかなり早い

時期からすすめられてきたが、昭和 40 年代の高

層建築時代の到来を契機に、防排煙設計の基盤

が築かれ、50 年代には、実用化に向けてのより

具体的な事象の検討が行われてきた。こうした

研究を通じ、一定規模や高さ以上の中高層の建

物では、煙から避難者を守る特別避難階段や付

室、消防隊の活動動線・活動拠点となる非常用

エレベーターが設置されることとなった 1)。 

 上記の建築・消防用設備面での防排煙対策以

外に、これまで消防隊が実施してきた排煙方法

として、噴霧放水による排煙や、開口部の積極

的な開放による自然排煙、排煙機材を使用した

強制排煙などが挙げられる。このように列挙す

ると、さまざまな防排煙設備や消防隊の実施す

る排煙活動など、排煙に関する手法は数多く存

在することが分かる。 

 先に述べた排煙技術は、火災時の煙を積極的

に制御することによって、「避難者の避難経路の

確保」や「進入隊員の現場環境改善」を実現さ

せることを目的としているが、この排煙の技術

を応用し、火災の最盛期においても必要な室や

区画を煙の影響から防御し、文化財等の財産保

護活動を可能にすることが、本研究のねらいで

ある。 

 そこで我々は、排煙技術を活用した文化財保

護戦術の有効性を探るため、2 つの実験を行っ

た。本稿ではその結果を報告するとともに、消

防の行う文化財保護活動の新たな一戦術を提案

する。 

 

2 煙による汚損について 

 文化財を保管している施設内で火災が発生す

れば、火災の炎はもとより、あらゆる開口部か

ら侵入してくる煙により、文化財は汚損や着臭

等の危険にさらされることとなる。 

 煙とは、有機物質の燃焼によって生じる水蒸

気、熱分解生成物の微粒子、凝縮液滴微粒子、

固体炭素及び灰分のような「煙粒子」とよばれ

る微粒子が大気中に浮遊している状態と定義さ

れ、この微粒子は直径 0.1～1.0μm で肉眼によ

り認められる。汚損や着臭は、主にこれらの木

材のタール液滴及びすす等の微粒子（直径 0.1

～0.2μm 程度）が、付着することで発生する 2)。 

 

3 実験にあたって 

 これまで当局には、実災害で消防隊が文化財

を早期に搬出し、火災による被害から保護し、

評価を得た実績がある。火災時に搬出可能な文

化財については、建物外に搬出することで汚損

から守ることが可能である。また、消防隊が積
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載している防水シート等で文化財を覆うことに

よって容易に保護できる場合もあろう。しかし、

搬出できないサイズのもの、あるいは分解に時

間を要するなどの理由で搬出に時間のかかる文

化財も多く存在する。また、文化財が多数存在

する文化財施設では一度に全てを搬出すること

はできないため、文化財に優劣をつけることは

本意ではないものの、優先度等をあらかじめ定

めて活動する戦術も存在する 3)。さらに、木造

建築物はもちろんのこと、耐火建築物でも煙を

完全に遮断できるかどうかは保証の限りではな

く、文化財保護活動等のためにやむなく開口部

を開放することによって、煙の流入を促す可能

性もあるといえる。 

 これらのことを踏まえ、本実験では、前記の

ような文化財保護戦術の新たな戦術オプション

の一つとして、排煙活動を行うことで煙による

汚損を防止するための手法の構築を目指した。 

 

4 使用資器材について 

 ここで、使用資器材の排煙装置について、フ

ァンの駆動方式が異なる 2 種類の排煙装置の諸

元及び特性に触れておく。 

(1) 機械式加圧送風機（写真 1） 

 駆動方式は 4 サイクルエンジン式であり、燃

料はガソリンである。最大送風量は、約 504 立

方メートル/分である。軽量で容易に搬送でき、

他の電源等を必要としないことがメリットであ

る。デメリットは、火災現場をはじめ、酸素が

欠乏した空間では、使用できないことである。 

(2) 水流式加圧送風機（写真 2） 

 駆動方式は水流タービン式モーター式である。

高発泡排煙車のタンク水から、最高使用水圧

0.8MPa の水を 65 ミリの消防ホースを通じて送

水し、水圧でタービンを回転させ、再びタンク

に戻し、水を循環させ使用する。最大送風量は、

約 355 立方メートル/分である。酸素欠乏空間で

使用できることがメリットであり、デメリット

は、ホース延長の設定時間を要することである。

また、機械式加圧送風機と比較すると、送風機

の円筒形筒状部が長いため、送風の直進性がよ

い。 

 両者の特性を考慮し、実験では送風の直進性

に優れる水流式加圧送風機を使用することとし

た。 

 

5 【検証実験 1】 いかにして煙の流入を防止

するかについて 

(1) 目的 

 火災の煙を文化財がある部屋（以下「文化財

保管室」という。）に流入させないための戦術を

構築する。 

(2) 実験方法 

 実火災訓練室 1 を文化財保管室とし、実火災

訓練室 2 を火災室と仮定する。火災室で木材等

（スギ、わら）を燃焼させ、煙層が床面に下降

するまで煙を充満させる。その後、次の①～③

の設定でそれぞれ 5 分間排煙を行い、火災室及

び火災室に隣接する室（以下「火災隣室」とい

う。）の酸素濃度、二酸化炭素濃度、一酸化炭素

濃度及び室内温度の変化を測定する。 

 また、監視員 2 名を文化財保管室内に配置し

肉眼により煙の流入状況を観察する。 

 なお、実験中は、火災が継続している状態を

再現するため、木材等は燃焼を継続させる。開

口部Ｄは、実火災時には閉じられていることを

想定しているが、煙の流入状況を分かりやすく

するため、実験時には開放した状態で実施する

こととした。 

① 開口部 C と D の 2 箇所を開放し、排煙措置

は講じない（図①）。 

② 開口部 C と D の 2 箇所を開放し、排煙装置

を位置 a に設定し、文化財保管室を陽圧状態

にする（図②）。 

③ 開口部 C と D の 2 箇所に加え、空気の逃げ

道となる開口部 B を開放し、排煙装置を位置

a に設定し、文化財保管室を陽圧状態にする。

なお、位置 a の開口部Ａからの離隔距離 4m
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は、開口部の四辺に紙テープの吹き流しを貼

り、すべての紙テープが火災室の内部に向か

って流れ、開口部全体が送風で覆われている

ことを確認した最短距離を計測して得た距

離である（図③）。 

(3) 結果 

 設定①～設定③の結果は、文化財保管室はグ

ラフ 1-a～d、火災室はグラフ 2-a～d に示すとお

りである。 

「検証実験 1」 

◆ 文化財保管室の各種測定結果及び観察結果 

ア 酸素濃度（グラフ 1-a） 

 設定②でわずかな低下（19.9%→19.7%）を示

したが、設定①及び設定③では一定であった。 

イ 二酸化炭素濃度（グラフ 1-b） 

 設定①が最も顕著な上昇（＋156ppm）を、設

定②はその半分程度の上昇（＋73ppm）を示し

た一方で、設定③では上昇は認められなかった。 

ウ 一酸化炭素濃度（グラフ 1-c） 

 す べて の 設定 にお い て、 測定 可 能範 囲

（400ppm）を超えていた。 

エ 室内温度（グラフ 1-d） 

 設定①では 4℃、設定②では 1℃の上昇を示し

た一方で、設定③では変化しなかった。 

オ 文化財保管室への煙の流入（監視員による

肉眼観察結果） 

 設定①では明らかな煙の流入を確認した（写

真 3）。それと比較して、設定②では、流入は発

生したがその量は少なかった（写真 4）。一方、

設定③では開口部 D を境界面として煙の流入は

なかった（写真 5）。 

◆ 火災室の測定及び観察結果 

ア 酸素濃度（グラフ 2-a） 

 設定②でわずかな低下（21.3%→21.0%）を示

したが、設定①及び設定③では一定であった。 

イ 二酸化炭素濃度（グラフ 2-b） 

 設定①及び設定③は一定であった。設定②は

一時的に低下したが、再度上昇し、元の濃度と

なった。 

ウ 一酸化炭素濃度（グラフ 2-c） 

 す べて の 設定 にお い て、 測定 可 能範 囲

（400ppm）を超えていた。 

エ 室内温度（グラフ 2-d） 

 設定①では 45℃上昇し、設定②では 3℃低下

したが、設定③では変化しなかった。 

オ 監視員の肉眼による観察結果（写真 3～写

真 5） 

 設定③は開口部 B へ煙が排出されていること

を確認した。また、設定①～設定③で火点の炎

の高さを肉眼で観察したが、大きな違いを確認

することはできなかった。 

(4) 考察（検証実験 1） 

 陽圧排煙を講じることで、火点隣室である文

化財保管室への煙の流入防止及び排熱に効果が

あることが確認できた。このことから、陽圧排

煙は火災発生時に建物外へ搬出できない文化財

等の汚損防止に非常に有効であることが実証で

きた。 

 設定②と設定③の実験結果を比較すると、単

に文化財保管室を陽圧にしただけでは、火災の

熱で膨張し、高圧となった煙の流入を完全には

抑えられないことが分かる。したがって、火災

室隣室である文化財保管室に煙を流入させない

ためには、外部空間へと煙を導くための空気の

逃げ道となる開口部（図 3 の開口部 B）を火災

室に設け、煙を大気圧開放することが重要であ

ると考えられる。 

 また、検証実験 1 において、排煙を実施した

場合に顕著な変化を示したのは文化財保管室及

び火災室の室内温度である（グラフ 1-d 及び

2-d）。文化財保管室を陽圧状態に置くことは、

文化財保管室を直接冷却して文化財等を火災の

熱から保護するのみならず、火災室の排熱に寄

与し、火災室内の熱に弱い物品（樹脂製品等）

の保護にも役立つと考えられる。 

 なお、文化財保管室で陽圧排煙を行っても火

災室の酸素濃度は上昇しない（グラフ 1-a）こ

とから、火災隣室における陽圧排煙が火災室に
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おける燃焼を大きく助長するおそれはないと考

えられる。 

 

6 【検証実験 2】 鎮火後、いかにして火災室

内の煙を効率的に排煙するかについて 

(1) 目的 

 鎮火後の活動において、残留した煙をいかに

コントロールしながら効率的に排煙するかが重

要な課題であるため、有効な排煙戦術を構築す

る。 

(2) 実験方法 

 火災室の開口部 A から B へ 1m ごとに距離（1

～7m）を書いた板（白色視認板）を設定する。

そこへ、スモークマシンで煙粒子と同程度の直

径 1μm の粒子の煙を発生させ、室内に充満さ

せた後、以下の設定㋐及び設定㋑で排煙を行い、

開口部 A から各視認板を監視員 2 名が確認でき

るまでの時間を計測した。 

設定㋐【火災室を陽圧】 開口部 A と B の 2 箇

所を開放し、排煙装置を位置 b に設定し、火

災室に送風し、陽圧状態を作り、火災室内の

煙を排出する（図④）。 

設定㋑【火災室を陰圧】 開口部 A と B の 2 箇

所を開放し、排煙装置を位置 c に設定する。

火災室の開口部 B から室外へ向け送風し、火

災室内を陰圧状態とし、煙を排出する（図⑤）。 

(3) 結果 

 設定㋐及び㋑の結果を表 1 に示す。また、実

験中の煙の様子を図⑥及び図⑦に示す。 

ア 設定㋐は 89 秒、設定㋑は 107 秒でクリアと

なり、設定㋐の方が早く排煙された。 

イ 監視員の肉眼による観察の結果、送気側の

開口部 A からの煙の漏れは、陽圧排煙の設定

㋐のみに確認でき、設定㋑の陰圧排煙では、

煙の漏れは全く認められなかった。 

(4) 考察（検証実験 2） 

 陽圧排煙のほうが陰圧排煙よりも煙の排出時

間は短く、換気効率は良い。しかし火点隣室（文

化財保管室）への煙の流入が認められることか

ら、文化財保管室の保護を目的として排煙活動

を行うときは、陰圧換気方法による排煙活動が

最適である。 

 

7 まとめ 

 通常、排煙の戦術は、火災時の煙をコントロ

ールすることによって、消防隊の活動効率の向

上や安全の確保等を目的としている。本研究で

は、この技術と装備を応用して、文化財を火災

時の「煙」から保護する新たな戦術を検討し、

排煙の戦術が文化財保護に応用できることを示

した。以下にその結果をまとめる。 

(1) 火災室ではなく、文化財保管室を陽圧にす

ることにより、当該室を煙の影響から防護す

ることができる。この活動が火災を助長する

方向に働くことはない。 

(2) 文化財保管室を陽圧にするとともに、火災

室に開口部を設定することができれば、文化

財保管室をさらに有効に防護することがで

きる。 

(3) 鎮火後、火災室の排煙を行う際には、火災

室を陽圧にする方法が最も迅速であるが、反

面、文化財保管室への煙の流入が生じる。し

たがって、文化財を確実に保護するためには、

時間は要するものの、火災室を陰圧にする方

法が最適である。 

 また、この戦術は、文化財の保護だけでなく、

コンピュータ、高精度な分析機器、高度医療器

械等を有する研究所や病院施設等における火災

に際しても活用することができる。消防の使命

は火を消すことにあるが、ただ火を消すだけで

はなく、いかにあるものを今の状態のまま守る

かもまた、現代の消防に求められるところであ

る。より高い次元の財産保護活動のため、本研

究が活用、応用されることを期待する。 
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【写真 1】機械式加圧送風機 

 
【写真 2】水流式加圧送風機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排煙機 排煙機 

図①【検証実験 1】 

（設定①：開口部 C 及び

D 解放、排煙なし） 

図②【検証実験 1】 

（設定②：開口部 C 及び

D 解放、陽圧排煙） 

図③【検証実験 1】 

（設定③：開口部 C、D

及び B 解放、陽圧排煙）
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【グラフ 1-a】文化財保管室 

酸素濃度の変化 

 

 
【グラフ 1-c】文化財保管室 

一酸化炭素濃度の変化 

 
【グラフ 1-b】文化財保管室 

二酸化炭素の変化 

 

 
【グラフ 1-d】文化財保管室 

温度変化 

 

 

 

 

【グラフ 2-a】火災室 

酸素濃度の変化 

 

【グラフ 2-b】火災室 

二酸化炭素濃度の変化 
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【グラフ 2-c】火災室 

一酸化炭素濃度の変化 

 

【グラフ 2-d】火災室 

温度変化 
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【写真 3】設定① 

明らかな煙の流入を確認 

【写真 4】設定② 

若干の煙の流入を確認 

【写真 5】設定③ 

煙の流入は認められない 

【検証実験②】設定㋐ 

陽圧排煙 

【検証実験②】設定㋑ 

陰圧排煙 
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設定㋐（陽圧排煙） 

送気側から煙が漏れる様子 

 

設定㋑（陰圧排煙） 

煙が漏れていない様子 

 

 

表 1 検証 2 の実験結果 

設定㋐【陽圧・位置 b】 

視認距離 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m クリア

時間 14 秒 26 秒 35 秒 52 秒 63 秒 76 秒 84 秒 89 秒 

設定㋑【陰圧・位置 c】             

視認距離 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m クリア

時間 28 秒 40 秒 51 秒 56 秒 68 秒 82 秒 93 秒 107 秒 

 

 

 

（京都市消防局消防学校研究課 〒601-8167 京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内 21-3 

TEL: 075-682-0181） 
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［セッション 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災科学に関する論文 

火源の燃焼予測を考慮した上・下部層物理量連成による 
区画火災性状予測モデルの構築 

 

東京消防庁 

後藤大輔 
東京理科大学 

大宮喜文 
University of Ulster 

Michael A. Delichatsios 
 

1 はじめに 

 あらかじめ建築空間内で起こり得る火災性状

（温度、酸素等の化学種濃度、煙の発生量等の

物理量をいう。以下同じ。）を把握し、在館者の

避難上及び消防隊員の活動上の安全性（以下「在

館者及び消防隊員の火災に対する安全性」とい

う。）を検討することは、予防業務上非常に重要

な課題である。建築空間内の火災性状の予測手

法としては、区画内の火災現象を巨視的に捉え

たゾーンの概念（ゾーン内の物理量は一様であ

るとする概念をいう。以下同じ。）に基づく数値

計算モデル（以下「ゾーンモデル」という。）が

これまで精力的に構築されてきた。ゾーンモデ

ルは、数値流体力学（CFD）モデルに比べて、

計算の低コスト性から、容易に火災性状を支配

する因子をパラメトリックに比較検討すること

が可能であり、着目する現象によっては建築物

の火災安全性の検討上有益な情報が得られる 1)。

このような利点等から、我が国では、一般的に

ゾーンモデルを用いて、例えば上部高温層の高

さ、表 1 に示す基準等 2)-4)に基づき、在館者及

び消防隊員の火災に対する安全性が検討される。 

 一方、建築空間における火災性状の予測では、

発熱の源である可燃物の重量減少速度が重要な

因子となる 1),5)。しかし、従来のゾーンモデル

の多くは、可燃物の燃焼現象の複雑性から重量

減少速度をはじめとした火源の燃焼予測を行わ

ず、あらかじめ開口条件や可燃物条件から画一

的に与えることが世界的にも通例である 6)-21)。

このため、実現象とは剥離した火災性状に関す

る予測結果を得てしまうことが懸念される。こ

のような中、重量減少速度を中心とした火源の

燃焼予測手法を構築 1),5)し、実際にゾーンモデ

ルに導入したモデル 1)も提案されている。しか

し、既往の火源の燃焼予測を導入したゾーンモ

デル 1)は、二層下の下部ゾーン（層及び周壁）

の物理量を定常としているため、下部ゾーンか

らの影響を考慮できず、在館者及び消防隊員の

火災に対する安全性の検討上、十分とは言い難

い。 

 また、従来のゾーンモデルの多くは、区画内

の圧力や比熱の変動が比較的小さい火災初期を

対象としており、さらに建築物内の空間にある

程度隙間があると想定する場合が多い。このた

め、区画内の圧力変化項を無視しても火災性状

の予測にほとんど支障は生じないと考え 9)、ゾ

ーンの保存式の単純化を行うことが通例であ

る 6)-14)。しかし、近年では、建築物の気密性の

向上、火災荷重の増加などにより、区画内の開

口規模に対して火源の成長速度が大きくなり、

急激な温度変化に伴う区画内の圧力や比熱の変

化等による予測上の問題を引き起こすことが懸
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念される。このような場合に計算の安定性を失

う一要因となること 6)やそれらを無視した場合

の予測誤差 22)についても報告されている。これ

までにも圧力変化 dtdP 項を考慮したモデルも

ある 15)-21)が、ゾーンの温度、密度、体積、圧力

及び化学種濃度の全てに保存式を適用し予測上

用いたモデルは見当たらない。また、火災盛期

等の高温環境下の予測を対象とする場合、温度

上昇に伴う気体の定圧及び定積比熱の変化の考

慮も必要である。 

 以上のことから、本研究では、単一区画を対

象に、既往のゾーンのモデル概念 1)に基づき、

新たに以下の事項を考慮した上・下部層物理量

連成による区画火災性状予測モデルを構築し、

その妥当性を検証した。 

(1) 区画内の圧力変化と火災フェーズに対応

した温度上昇に伴う気体の定圧・定積比熱の

変化を考慮した新たなゾーンの予測式の定

式化 

(2) 上・下部層間の気流・伝熱の導入による

上・下部層の物理量の連成化 

(3) 上・下部層の物理量を連成させた可燃物の

燃焼性状の定式化 

 このような取組みを行うことで、従来の設計

火源（あらかじめ定められた火災シナリオ）に

基づくモデルとは異なり、建築空間内の空間・

可燃物特性をより実態に適合した形で火災性状

に関する予測結果が得られる。そして、本予測

結果に基づく、より性能的な在館者及び消防隊

員の火災に対する安全性の検討が可能となる。 

 

2 区画火災性状の定式化 

2.1 本モデルの構成及び上・下部層の物理量連

成のための拡張概要 

 本研究で構築するモデルは、可燃物の燃焼性

状の予測において必要となる区画内の物理的環

境を適切に予測するため、図 1 に示すように二

つのモデルにより構成される。計算当初は二層

ゾーンモデル、そして後述する条件に至った場

合に一層ゾーンモデルへ移行し計算する。これ

により、火災初期から火災減衰期までの一連の

火災フェーズを対象とした火災性状予測を可能

とする。 

 なお、本モデルでは、より実態に適合した形

で上・下部層の物理量を連成させるために、新

たに図 1(a)、(b)の二層ゾーンにおいては開口噴

流・火災プルーム（ UL ′ 、 LL ′ 、 pm′ ）とその隣

接層への貫入割合、下部層温度変化を考慮した

開口流量及び火炎からの放射伝熱、図 1(c)の一

層ゾーンにおいては、二層ゾーンからの移行時

の上・下部周壁位置の維持を考慮する。また、

両ゾーンにおいて、周壁及び可燃物における反

射による放射伝熱を考慮する。 

2.2 新たなゾーンの予測式の定式化 

(1) ゾーンにおける基本関係と各種保存式 

 一般に、区画内の気体の状態は、質量 m 、内

部エネルギー E 、密度 ρ 、温度 T 、体積V 及び

圧力 P を用いて表され、これらの変数には表 2

の関係がある。なお、本研究では、対象とする

ゾーンとこれに隣接するゾーンをそれぞれ添え

字 i 、 j と表記する。また、ゾーン i における質

量、エネルギー、化学種の保存は、それぞれ表

3 のように表せる。なお、表 3 中のゾーン i の正

味の質量 net,im 、エネルギー net,iq 並びに化学種

L の質量 net,Y,i L
m は表 4 に示す式により求める。 

(2) ゾーン i における各種予測式 

 圧力変化 dtdP 項を考慮した場合のゾーンの

体積、密度及び温度並びに区画内圧力に関する

予測式の導出は、Forney 等により整理されてい

る 22)が、本研究では、さらに、気体の定圧・定

積比熱 i,pc 、 ivc , の変化を考慮した新たなゾーン

の予測式を定式化し、モデルに導入する。なお、

定式化にあたっては、はじめに表 2 及び表 3 か

ら体積、密度、温度の基本関係を整理したのち、

表 2 の関係を用いゾーンの体積、密度、温度、

圧力及び化学種に関して再度整理することで、

表 5 に示す各種予測式が得られる。 
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2.3 開口部・可燃物を考慮したゾーンの正味の

伝熱量 

 従来の多くのモデルでは、周壁温度の計算に

おいて、便宜上、区画周囲をすべて壁体として

扱うことが一般的である例えば 6),15)。しかし、後

述する可燃物の燃焼性状モデルでは、ゾーンの

ほか、周壁の温度の予測精度も重要であり、従

来の手法では周壁温度が高く算出され、周壁か

らの可燃物への入射熱量を過剰に考慮してしま

う恐れがある。このことから、本モデルでは、

新たに区画周囲の開口部及び可燃物の形態係数

も考慮し、表 4 内のゾーン i の正味の伝熱 i,HnetQ

を以下の式により求める。 

 i,ziifl,ilay,iop,iF,iw,ii,Hnet ATqqqqqQ 4σε−++++=   

(1) 

 ただし、 w,iq 、 F,iq 、 op,iq 、 lay,iq 、 fl,iq はそれ

ぞれ周壁、可燃物、開口部各ゾーン ij 、火炎か

らの伝熱量であり、周壁及び可燃物における放

射伝熱の反射も考慮した表 6 に示す式により求

める。また、 i,zA はゾーン i の表面積、 iε はゾー

ン i の放射率、σ は Stefan-Boltzmann 定数である。 

2.4 モデルの移行 

 ゾーンの一層化は区画全体が十分に攪拌され、

定常的に燃焼が継続する状態である。定常的な

燃焼の継続は、(a)床面への入射熱と区画内の酸

素量の関係 1)、(b)上部層が床面付近まで降下す

る、の両条件を満たした場合に一層ゾーンモデ

ルへと移行させる。なお、ゾーンの予測値には、

前 2.2 のとおり、体積、密度、温度、区画内圧

力及び化学種濃度があり、体積を除く要素が一

層ゾーンモデルにおいて必要となる。これらの

うち、密度、温度、化学種 L の質量分率は、そ

れぞれ表 7 に示す区画内の質量、エネルギー及

び化学種 L の質量の保存関係を、区画内圧力は

表 5 における式を用いて移行時の各種値を算出

する。 

 

3 火源の燃焼性状の定式化 

3.1 重量減少速度 

 重量減少速度は、区画火災性状を決定づける

重要な因子の一つであり、一般的に可燃物への

正味の伝熱量と可燃物の熱分解特性を考慮して

以下のように表せる 1)。 

 
L

qqqC
m losseo,flox

F



−+

=    (2) 

 ここで、右辺分子の第１項は区画内における

火炎からの伝熱量 flq であり、自由空間における

伝熱量 o,flq 及び周囲の化学種濃度に応じた火炎

からの伝熱量の減衰率 oxC により構成される。

また、 eq は周囲からの伝熱量、 lossq は可燃物か

らの失熱、 L は可燃物のガス化熱である。本モ

デルでは、上・下部層における温度、化学種濃

度及び周壁温度の変化、開口噴流プルームの層

貫入量等を考慮し、上記の oxC 、 eq のほか、区

画内外の発熱速度の算出においてこれらの物理

量を考慮する。 

(1) 火炎からの伝熱量の減衰率 

 火炎から可燃物表面への伝熱量は、周囲の酸

素濃度に応じて変化することが知られてお

り 25),26)、火源の燃焼に寄与する酸素量が火災プ

ルーム又は上部層（又は一層）内の可燃性ガス

が燃焼するために必要な酸素量に満たない分だ

け減衰するものとすると、表 8 により求めるこ

とができる。 

 ここで、表 8 中の ij,Lji,L mm  − は上部層又は一

層における気体の流出入量であり、層の境界高

さ iniZ と可燃物基準面高さ FH の関係に応じて

表 9 に示す式により求める。なお、換気支配下

では層状の燃焼 27)が生じるが、 Fini HZ ≤ におい

て本燃焼が生じる場合は、層状の燃焼に伴う火

炎から可燃物への伝熱はほとんどなく、また、

層の境界付近でほとんどの酸素は消費される。

このことから、減衰率 oxC 算定上考慮すべき化

学種量は図 2 に示す流れのみを考慮し求める。 

(2) 周囲からの伝熱量 

 周囲からの伝熱量は、各層・周壁及び隣接空
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間からの放射伝熱を考慮する。基準温度 0T を基

準に、図 3 に示すように燃焼面積 FbA と熱分解

する非燃焼面積 FpA に対する伝熱量を考慮し、

表 10 に示す式により求める。 

3.2 区画内外の発熱速度と燃焼速度 

 区画内の発熱速度は、区画内の可燃性ガスと

酸素の反応量により、燃料、換気のいずれかの

支配型の燃焼となり、表 11 に示す式により求め

る。なお、各層の発熱速度は、既往のモデル 1)

と同様、図 4 に示すように基本的には重量減少

速度の成長に応じて燃料支配型 CFQ により計算

し、 CFQ が換気支配型 CVQ を上回った場合（B

点）は CVQ に移行し計算する。 

 また、燃焼速度は発熱速度を可燃物の燃焼熱

chΔ で除すことで得られる。 

 一方、区画外の発熱速度は、区画開口部より

噴出する未燃ガスのうちの bx の割合が燃焼す

る場合、その発熱速度は、上・下部層からの噴

出量を考慮して表 11 に示す式により求められ

る。 

 

4 モデルの妥当性の検証 

4.1 実験概要 

 本モデルの妥当性を検証するため、周壁構成

部材及び開口条件の異なる 2 つの単一区画模型

（以下「区画 A」、「区画 B」という。いずれも

セラミックボードを用いた内寸 1.0m、厚さ 0.1m

の立方体）による実験結果と比較した。区画模

型概要を図 5 に示す。また、区画 A、区画 B の

構成材料の物性値 28),29)と開口部の条件をそれ

ぞれ表 12、表 13 に、各区画における可燃物条

件及び物性値 30),31)を表 14 に示す。なお、測定

は、重量減少速度、区画内温度について行い、

区画内温度については、図 5(a)の隅角部 X、Y

点において、それぞれ垂直方向に 0.1m 間隔、

天井及び床面から 0.02m の 11 点の計 22 点で測

定した。また、実験では可燃物を床面付近に設

置していることから、可燃物に対する周囲から

の伝熱量 eq を除く各放射伝熱の算定上の形態

係数は、可燃物は床面と同一面上にあるものと

して算出した。 

4.2 実験値と計算値の比較 

 図 6 は、区画 A における燃料支配及び換気支

配に至った 2 つの開口条件、図 7 は、区画 B に

おける横長の 3 つの開口条件（いずれも換気支

配に移行）における重量減少速度と区画内温度

の経時変化を示した結果である。なお、いずれ

も図中の上段は重量減少速度の結果であり、実

験結果は各時刻の前後 30 秒の移動平均値、計算

結果の点線は火炎からの伝熱と周囲からの伝熱

による重量減少速度をそれぞれ Lq fl 、 Lqe 及

び火炎からの伝熱量の減衰率 oxC を示している。

また、下段は区画内温度の結果であり、垂直温

度分布を放射による影響例えば 32)-36)を考慮し、上

部層、下部層の計算値を熱電対温度へと補正し

た結果を示している。なお、各層の気体温度か

ら熱電対温度への補正は、表 15 に示す熱電対に

おける熱収支式を反復的に解くことで得た。 

 各値の経時変化についてみると、重量減少速

度の変化、上部層及び下部層の温度上昇は、い

ずれのケースにおいても実験値を良好に予測し

ており、火災継続時間についてもおおむね一致

する結果が得られた。 

 また、各ケース上段に示す重量減少速度を構

成する式(2)の因子について着目すると、燃料支

配型火災（ 01.Cox = ）では周囲からの伝熱によ

る効果 Lqe により、換気支配型火災へ移行した

ケース（ 01.Cox < ）では、火炎からの伝熱量の

減衰率 oxC 及び周囲からの伝熱による効果 Lqe

により、それぞれ重量減少速度の増加、減衰の

効果を良好に予測できていることがわかる。 

 なお、図 6(a)では、他のケースに比べて、実

験値に対して予測値が低めの値を示す結果とな

った。本ケースは、火炎の伸長により周壁への

接炎が生じたケースであるが、本モデルでは、

周壁温度の算定上、この接炎による受熱（対流

伝熱）を考慮していない。このため、周壁表面

温度が低めに予測され、本ケースの結果に至っ
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たと考えられる。このことから、今後、周壁へ

の火炎の接炎を考慮した熱収支モデルを追加す

る必要があると考えられる。 

 ま た、 同 じ単 位面 積 あた りの 換 気因 子

FAHA における 2 ケース（M2-W1.0Hu0.4Hl0

及び M2-W1.0Hu0.7Hl0.3）に着目すると、同一

の開口形状であっても開口下端高さ Hl＝0m で

は噴出火炎が発生した（換気支配型火災）のに

対し、Hl＝0.3m の場合においては噴出火炎が発

生せず（燃料支配型火災）、さらに火災継続時間

についても大きく異なった。従来のような設計

火源に基づき画一的に燃焼性状を与えるモデル

では、このような開口位置による火災性状の違

いを反映することができないが、本研究で提案

したモデルでは図 8 に示すように良好な予測結

果が得られた。このことから、実際の建築空間

の特性を反映した火災性状予測を行う上では、

火源の燃焼性状予測を取り入れることが重要で

あることがわかる。 

 図 9 は、重量減少速度及び区画内平均温度の

実験値と計算値の比較結果である。ここでは、

比較する温度として、放射による影響が相殺さ

れる区画内の平均温度 35)を用いた。なお、図中

の各値は減衰し始める前の 10 秒の平均値を用

いており、燃焼支配型の判断は、目視又は計算

上の噴出火炎の発生の有無により判断した結果

である。また、図中の点線は以下の一般式 37)

により得られる実験値に対する予測誤差の平均

値（%）を示している。 

 100×
Δ

Δ−Δ=
E

ECErr    (3) 

 ただし、 CΔ 、 EΔ はそれぞれ計算値と実験値

の減衰直前のピーク値と初期値の差である。 

 いずれの要素も実験値と計算値は概ね一致し、

予測誤差の平均は、1 割程度（重量減少速度は

15.6%、区画内平均温度の上昇幅は 9.5%）であ

り、良好な結果 37)が得られた。 

 

5 まとめ 

 本研究では、従来のモデルとは異なり、火源

の燃焼（火災シナリオ）予測を踏まえた火災性

状に基づき、より性能的観点から在館者及び消

防隊員の火災に対する安全性を検討するために、

主に以下の事項を考慮した区画火災性状モデル

の構築を行った。 

ア 区画内の圧力変化と火災フェーズに対応し

た温度上昇に伴う気体の定圧・定積比熱の変

化を考慮した新たなゾーンの予測式の定式

化 

イ 上・下部層間の気流・伝熱の導入による上・

下部層の物理量の連成化 

ウ 上・下部層の物理量を連成させた可燃物の

燃焼性状の定式化 

 そして、実験結果と本モデルによる予測結果

を比較し、本検証範囲において以下の結果を得

た。 

(1) 可燃物・開口部条件の違いによる重量減少

速度、上・下部層温度の経時変化、火災継続

時間について、本モデルによる予測結果は実

験結果とおおむね一致した。 

(2) 重量減少速度、区画内平均温度の上昇幅の

ピーク時における実験値に対する平均予測

誤差は、それぞれ 15.6%、9.5%であった。 

(3) 火源の燃焼予測の考慮により、従来のモデ

ルでは不可能であった開口下端高さのみが

異なるケース（同一の可燃物面積、かつ、同

一の換気因子）の重量減少速度、区画内温度

の変化についても、本モデルによる予測結果

は実験結果とおおむね一致した。 

 以上のことから、本研究成果は、建築空間内

の開口部の位置・形状、室規模等の空間特性、

可燃物のガス化・燃焼性状等の特性を反映した

在館者及び消防隊員の火災に対する安全性の性

能的評価への発展が期待されるものであると考

えられる。 
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表 1 温度を用いた安全性評価基準 3) 

 評価式 

在
館
者 

放射熱に曝される  ×<
2

1
22 105.2

t

t
dtI  

煙に曝される ( ) ×<Δ
2

1
42 100.1

t

t
dtT  

消
防
隊 

放射熱に曝される  ×<
2

1
32 105.2

t

t
dtI  

煙に曝される ( ) ×<Δ
2

1
52 100.1

t

t
dtT  

表中の q ′′ は避難者又は消防隊員への入射熱流束、 1t は

暴露開始時間、 2t は暴露終了時間、 TΔ は上昇温度、I は

以下の式による入射熱流束である。 



 −′′

=
0

5.0q
I

 ( )
( )5.0

5.0
≤′′
>′′

q
q



 

 
 

 

  

モデルの

移行 

(a) 二層ゾーンモデル（燃料支配） (b) 二層ゾーンモデル（換気支配） (c) 一層ゾーンモデル 

 

 

 

   

 

均 等 拡 散 均 等 拡 散 均 等 拡 散

 

図 1 区画火災性状予測モデルの概念図と拡張要素 

 

 

表 2 ゾーンの基本式と気体の比熱 

要素 基本式 
密度 iii Vm=ρ  

エネルギー iiivi TmcE ,=  

理想気体の法則 iiTRP ρ=  

区画内の全体積 ulf VVV +=  

表中の R は気体の状態定数であり、添え字の f は一層

（区画全体）、 l は下部層、 u は上部層である。 
なお、気体の定圧比熱 ipc , 、定積比熱 ivc , 、気体定数 R

及び比熱比 iγ は、以下の関係がある。 

iv

ip
i c

c

,

,=γ 、 ivip ccR ,, −=  

また、気体の定圧比熱は温度に応じて変化する 20)こと

が知られており、以下に示す一次方程式として近似する

ことができる。 
baTc iip +=,  

ただし、 a 、 b はともに定数である。  
 

表 3 ゾーンの保存式 
要素 保存式 

質量 ( ) netiii mV
dt
d

,=ρ  

エネルギー ( ) neti
i

iiiiv q
dt

dV
PTVc

dt
d

,, =+ρ  

化学種 L  ( ) netYiiLii L
mYV

dt
d

,,, =ρ  

表中の vc は定積比熱、 netim , はゾーン i の正味の質量、

netYi L
m ,, はゾーン i の化学種 L の正味の質量、 P は圧力、

netiq , はゾーン i の正味のエネルギー、T は温度、V は体

積、 LY は化学種 L の質量分率、 ρ は密度である。  
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表 4 各ゾーンにおける正味の質量、エネルギー及び化学種 L の質量 

項目 算出式 

質量 

上部層 ( ){ } −′+′−++′=
n

j
ijjijijilbpnetu LULLULULmmm  ,  

下部層 ( ){ } −′−+′+−′−=
n

j
ijjijijilbpFnetl LLLLLLULmmmm  ,  

一 層 { } −+=
n

j
ijjiFnetf LUULmm  ,  

エネルギー 

上部層 

( ) ( ){ }
( ) ( )

( )












−+−′+

−′−−
+

+−′+++−=

n

j uijup
j

ojiLLopljiLLjilp

ujiLUjiup
j

ojiLUop

llbFmFplppvFmFppuHnetuCrnetu

TLUcTLLkcTLLkLLc

TULkULcTULkc

TmmkmcTmkcQQxq







,,,

,,

,,,,,

1

1

 

下部層 

( ) ( ) ( ){ }
( )

( ) ( )












−−′−−+

+−′
+

+−′−−++−=

n

j lijlpljiLLjilp
j

ojiLLop

j
ojiLUopujiLUjiup

llbFmFplppvFmFpplHnetlCrnetl

TLLcTLLkLLcTLLkc

TULkcTULkULc

TmmkmcTmkcQQxq







,,,

,,

,,,,,

1

11

 

一 層 ( ) ( ) −+++−=
n

j
fijfp

j
ojioppvFppfHnetCrnetf TLUcTULcTmcQQxq  ,,,,, 1  

化学種 

上部層 

( ){ }
( ) ( )

( )












−+−′+

−′−−
+

+−′++Γ=

n

j uLij
j
oLjiLLlLjiLLji

uLjiLUji
j
oLjiLU

lLlbFmFppLFmFuLnetYu

YLUYLLkYLLkLL

YULkULYULk

YmmkmYmkm
L

,,,

,,

,,,,,

1






 

下部層 

( ) ( ){ }
( )

( ) ( )












−−′−−+

+−′
+

−−′−−+Γ=

n

j lLijlLjiLLji
j
oLjiLL

j
oLjiLUuLjiLUji

lLlbFmFppLFmFlLnetYl

YLLYLLkLLYLLk

YULkYULkUL

YmmkmYmkm
L

,,,

,,

,,,,,

1

1







 

一 層 ( ) −++Γ=
n

j
fLij

j
oLjipLFfLnetYf YLUYULYmm

L ,,,,,,
  

表中の LLk は LL のうち開口噴流プルームにより上部層に貫入する割合、 LUk は UL  のうち開口噴流プルームにより下

部層に貫入する割合、 mFk は火災プルームにより上部層に貫入する割合、 LL  は下部層（又は外気）から下部層（又は外

気）への流れ、 UL  は下部層（外気）から上部層（又は一層）への流れ、 LL ′ は LL  を源とする開口噴流プルームにより上

部層に貫入する流量、 UL ′ は UL  を源とする開口噴流プルームにより下部層に貫入する流量、 pm′ は火災プルームにより

上部層へ貫入する流量であり、いずれも田中等が提案する式により求める 6)。また、 m は質量速度、 Fm は重量減少速

度、 pm は火災プルーム、 lbm は層境界面の燃焼に伴う下部層から上部層への流量、 CQ は発熱速度、 HnetQ は熱伝達に

より層が得る熱量、 LU  は上部層（又は一層）から下部層への流れ、 rx は放射成分、 LY は化学種 L の質量分率、 pLY , は

可燃物中の化学種濃度、 LΓ は化学種 L の消費又は生成速度（可燃性ガスは完全燃焼するものとし ibiF m ,,  −=Γ とする。た

だし、 bm は燃焼速度である。）である。また、添え字の net は正味、 o は外気、 pv は蒸発又は熱分解である。  
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       表 5 ゾーンの予測式           表 6 ゾーンへの各種伝熱量 

要素 予測式 

体積 
( )

( )( )

























+−+−×

+
=

dt
dPV

c
aTTmaq

caTPdt
dV

i
iv

i
inetinetii

ivii
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11
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,

2
,,

,

γ

γ
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( )

( ) ( )












−
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−−×

+
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dt
dPVcaT

Tmcq

VTaTcdt
d
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inetiipneti

iiiip
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1
1

1

,
,,,

,

γ

ρ



 

温度 ( ) ( )






 +−

+
=

dt
dPVTmcq
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dT

iinetiipneti
iiiip

i
,,,

,

1


ρ
 

圧力 

（二層） 

( )( ) ( )( )
( )( )( )
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++−
×

+++++
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2
,,

2
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1

1

11
1

lnetlnetlul

unetunetulu

luul

TmaqX

TmaqY

VYXVXYdt
dP





γγ
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γγ
 

ただし、 uvu caTX ,= 、 lvl caTY ,=  
（一層） 

( ) ( )2
,,

,1

1
fnetfnetf

ffvf

f Tmaq
VcaTdt

dP
 +

+

−
=

γ  

化学種 ( )iLnetinetYi
ii

iL Ymm
Vdt

dY
L ,,,,

, 1
−= 

ρ
 

表中の pc は気体の定圧比熱、 vc は気体の定積比熱、

m は質量、q は熱量、T は温度、P は区画内圧力、V は

体積、 LY は化学種 L の質量分率、 γ は比熱比、 ρ は密

度である。添え字の f は一層、i は対象とするゾーン、l
は下部層、 net は正味、 u は上部層である。 

また、a 、b は定圧比熱の予測式における係数であり、

既往の知見 23)から得られる以下の値を提案し用いる。

0002.0=a 、 9968.0=b  
 

伝熱源 算出式 
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境界条件（ 0=x ：区画内側、 lx = ：区画外側） 
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火炎 ( ) reifliflflCrjifli qFQxq ,,, 1 −− +−=  εε  

表中の dA は上・下部層の境界面積、 FbA は可燃物の

燃焼面積、 FpA は可燃物が非燃焼面上の熱分解面積、 21−F
は 1 に対する 2 の形態係数、 wk は周壁の熱伝導率、 2,1q
は 2 から 1 への伝熱量、 2,1q ′′ は 2 から 1 への熱流束、ε は

放射率である。また、添え字の fl は火炎である。なお、

周壁境界条件、可燃物、開口部及び火炎においては、ゾ

ーン高さとの位置関係により、適宜 0, =′′ wijq 、 0, =iFbA 、

0, =jFbA 、 0, =iFpA 、 0, =jFpA 、 0=iε 0=jε とする。

また、火炎からの放射伝熱は、便宜的に点熱源より放

出されるものと仮定し、火炎形状が比較的安定している

燃料支配時は平均火炎高さの 1/2 の高さ 24)に、換気支

配時は、二層時：可燃物上面中心、一層時：開口部中心

にあるものとする。  

 

 

表 7 保存関係 

要素 保存式 
質量 fflluu VVV ρρρ =+  

エネルギー ffffpllllpuuuup TVcTVcTVc ρρρ ,,, =+  

化学種 L  fLfflLlluLuu YVYVYV ,,, ρρρ =+  

表中の pc は定圧比熱、T は温度、V は体積、 LY は化

学種 L の質量分率、ρ は密度である。また、添え字の f
は一層、 l は下部層、 u は上部層である。  
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    表 8 火炎からの伝熱量の減衰率           表 9 ij,Lji,L mm  − の算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Fn HZ ≤ の場合  (b) Fn HZ > の場合 

Fuel Fuel 

：激しい層状の燃焼 

 

図 2 Fini HZ ≤ かつ層状の燃焼が生じる際の oxC 算定上考慮する化学種 Lの流れ 
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図 3 火源可燃物における伝熱収支 

算出式 
[ ]uoxploxox CCC ,, ,max=  

ここで、 ploxC , 、 uoxC , はそれぞれプルーム領域、上

部・一層領域における減衰率であり、以下の式により求

める 1)。 
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ただし、 
プルーム 

領域 lLleuLuepLFL YmYmYmm ,,,,,,  ++=∞  

上部・一層 
領域 ijLjiLufLconsufufL mmYVm ,,,,,  −+=∞ ρ  

表中の ∞,oxm は燃焼に寄与する周囲の酸素量、 ∞,Fm は

周囲の可燃性ガス量、 em は各ゾーンにおける巻き込み

量、 oxs は化学量論的酸素／燃料比、 consufV ,
 は単位時間

あたりの可燃物の燃焼上考慮する体積であり、上部層全

体積を考慮するが、 Fini HZ ≤ において層状の燃焼が生じ

る場合は可燃物基準面 FH から上部の体積を考慮する。

また、添字の L は可燃性ガス又は酸素である。 

なお、燃焼に寄与する酸素及び燃料の範囲は、基本的

には最大（間歇）火炎高さまでの巻き込み量を考慮する。

一方で、可燃物表面近くまで煙層高さが降下する場合

は、巻き込み量も著しく小さくなり、燃焼は主に上部層

における酸素と可燃性ガス量に依存すると考えられる。

この際、燃焼に寄与する範囲は不明確であるが、ゾーン

の概念上、任意の範囲における比率は一定となることを

利用し、上部層の正味の酸素量と可燃性ガス量を考慮す

る。 

条件 算出式 
Fini HZ > ufLnetYufijLjiL L
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表中の LLk は LL のうち開口噴流プルームにより上部

層に貫入する割合、 LUk は UL  のうち開口噴流プルーム

により下部層に貫入する割合、 LL  は下部層（又は外気）

から下部層（又は外気）への流れ、 UL  は下部層（外気）

から上部層（又は一層）への流れ、 LL ′ は LL  を源とする

開口噴流プルームにより上部層に貫入する流量、 UL ′ は

UL  を源とする開口噴流プルームにより下部層に貫入す

る流量であり、いずれも田中等が提案する式により求め

る 6)。また、 Lm は化学種 L の質量、 LY は化学種 L の質

量分率、 LΓ は化学種 L の生成・消費速度である。添字の

l は下部層、 uf は上部層又は一層である 
なお、層状の燃焼は、層の境界面直情の温度が可燃物

の発火温度を上回った場合に観測された。現状、ゾーン

モデルでは本部位の温度を算出できないため、本モデル

では区画内平均温度が可燃物の発火温度を上回った場合

に生じるものとした。 
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     表 10 周囲からの伝熱量           表 11 区画内外の発熱速度 
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図 4 発熱速度と重量減少速度の移行 

 

(a) 平面図 (b) 断面図（A―A’） 
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図 5 区画模型平面図及び断面図 

表 12 区画 A の周壁・開口部の条件 
区画構成材料の物性値 

熱伝導率

(kW/m/K)  58210 10977.310756.110291.1 −−− ×+×+× θθ

熱容量

(kJ/kg/K) 1.0467 

密度(kg/m3) 250 放射率 0.85 
開口条件 

幅 
W(m) 

下端高さ

Hl(m) 
上端高さ

Hu(m) 
AH1/2 

(m5/2) 
0.1 

0.14 
0.225 
0.32 
0.39

0 

0.2 
0.28 
0.45 
0.64 
0.78 

0.009 
0.021 
0.068 
0.164 
0.269  

算出式 
( ) ( ){ }FpFbflnblufFe AAqqqq +−′′+′′+′′= εε 1  

ただし、 

( ) ( )
( ) ( ) 
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σεε
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( ) ( ) ( ) wlFwlwlllFlll FTTFTTq −− −−+−=′′ 4
0

44
0

4 1 σεεσε  
( ) ( ){ } ( )4

0
411 TTFFq ooplFopuFuflnb −+−−=′′ −− σεε  

表中の FbA 、 FpA はそれぞれ可燃物の燃焼面積、熱分

解する非燃焼面積、 21−F は 1 に対する 2 の形態係数、 fl
は火炎、 q は単位時間当たりの熱量、 T は温度、 ε は放

射率、σ は Stefan-Boltzmann 定数である。また、添字

の l は下部ゾーン（層又は層・周壁）、nb は隣接空間、o
は区画外、 op は開口部、 uf は上部又は一層ゾーン（層

又は層・周壁）、w は周壁、0 は基準である。その他、□′′
は単位面積当たりである。 

区画内

lCufCC QQQ ,,
 +=  

[ ]iCViCFiC QQQ ,,, ,min  =  
ただし、 

( )
( )








Δ−+=

Δ−+=

ox

C
ijoxjioxioxconsiiiCV

CijFjiFiFconsiiiCF

s
hmmYVQ

hmmYVQ

,,,,,

,,,,,





ρ

ρ
 

区画外 ( ) Δ+=
n

k
clFijufFijbG hYLLYLUxQ ,,

  

表中の k は開口部、m は質量、n は開口部の総数、 CQ

は区画内の全発熱速度、 iCFQ ,
 、 iCVQ ,

 はそれぞれ燃料支

配、換気支配時の発熱速度、 oxs は化学量論的酸素/燃料

比、V は体積、 consiV ,
 は単位時間あたりの可燃物の燃焼

上考慮する体積、 LY は化学種 L の質量分率、 chΔ は可燃

物の燃焼熱、 ρ は密度である。 
また、添え字の F は可燃物、i は対象ゾーン、ij は i か

ら j への流れ、 j は隣接ゾーン、 ox は酸素、 uf は上部

層又は一層、 l は下部層である。 
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表 13 区画 B の周壁・開口部の条件 
区画構成材料の物性値 

熱伝導率

(kW/m/K) 
58210 10116.510488.310012.1 −−− ×+×+× θθ

熱容量

(kJ/kg/K) 
1427 1075.71019.41019.1 −−− ×+×+×− θθ

密度(kg/m3) 250 放射率 0.85 
開口条件 

幅 
W(m) 

下端高さ

Hl(m) 
上端高さ

Hu(m) 
AH1/2 

(m5/2) 

1.0 
0 

0.1 
0.15 
0.2 

0.25 
0.3 

0.35 
0.4 

0.032 
0.058 
0.089 
0.125 
0.164 
0.207 
0.253

0.3 
0.4 
0.5 
0.7 

0.032 
0.089 
0.253

0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 

0 0.8 

0.286 
0.358 
0.429 
0.572 
0.716  

 

 

 

 

 

 

 

表 14 可燃物条件 

可燃物 Methanol 

表面積別 区画 A A1 A2 A4 
区画 B  M2  

FA  (m2) 0.1 0.2 0.41 
重量(kg) 2.38（3 リットル） 

chΔ (kJ/kg) 19100 
FAm ′′  

(kg/s/m2) 

0.015 
(D<0.6) 

oxhΔ  (kJ/kg) 13400 0.022 
(0.6<D<3)

oxs (-) 1.51 L (kJ/kg) 1195 
pvT (K) 337.7 α (-) 0.19 
0T  (K) 298.15 Fε (-) 0.85 
igT (K) 737.15 rx (-) 0.15 

表中の FA は可燃物表面積、 L はガス化熱、 FAm ′′ は自

由燃焼時の単位目積当たりの重量減少速度、 oxs は化学量

論的酸素/燃料比、 0T は基準温度、 igT は発火温度、 pvT は

蒸発・熱分解温度、 rx は発熱速度の放射成分、α は火災

成長率、 Fε は可燃物の放射率、 chΔ は可燃物の燃焼熱、

oxhΔ 酸素の燃焼熱である。  

表 15 熱電対における熱収支 

熱収支式 

( ) ( ) 0,,
4

,,

,
,,

=−+−

=

iTCiiciTCiiTC

iTC
iTCiTC

TThTU
dt

dT
c

σε

ρ
 

表中の ch は対流熱伝達率、 TCT は熱電対温度、 TCε は熱電対の放射率である。

また、 iU は熱電対が周囲より受ける放射熱流束であり、ここでは以下の放射伝

熱を考慮した式により求めた。 
LayTCiopTCiFTCiwTCii qqqqU ,,,, ′′+′′+′′+′′= 

ただし、 wTCiq ,′′ 、 FTCiq ,′′ 、 opTCiq ,′′ 、 LayTCiq ,′′ はそれぞれ、上・下周壁、可燃物、

開口部、層 i 並びに隣接層 j からの各熱電対への放射熱流束である。 
なお、本算定において、便宜上、仮想の熱電対は、測定軸上（対角線上の隅

角各壁面から 0.1m の位置）の各層の 1/2 高さにあるものとする。また、熱電対

への放射伝熱には、他に火炎からの伝熱があるが、算出の簡便性から本研究で

は無視する。 

(a) A1-W0.32H0.64 (b) A2-W0.32H0.64 (c) A4-W0.32H0.64 

(d) A1-W0.39H0.78 (e) A2-W0.39H0.78 (f) A4-W0.39H0.78 
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図 6 区画 A における重量減少速度と区画内温度の経時変化 
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(a) M2-W1.0H0.4 (b) M2W1.0H0.3 (c) M2-W1.0H0.2 
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図 7 区画 B における重量減少速度と区画内温度の経時変化 
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図 8 開口部高さのみの違いによる重量減少速度と区画内温度の経時変化 
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［セッション 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員・消防団員による消防防災科学に関する論文 

津波による車両火災に関する研究 
 

名古屋市消防局 

井澤義仁 
 

はじめに 

 東日本大震災で津波に襲われた自動車が炎上

している光景を報道映像等で目にした。自動車

が延焼媒体となり火災を拡大したとの記述が見

受けられるが、写真 1 に示すように周囲に自動

車以外の可燃物がないモータープールで駐車中

の自動車が炎上していることから、自動車が発

火源になった可能性も否定できない。そこで、

津波による自動車からの出火メカニズムを解明

することで火災予防に貢献すること並びに南海

トラフで発生する大地震の被害想定の一助とな

ることを目的とし実験を試みた。 

 

1 自動車のエンジンルーム 

 写真 2 及び 3 に示すように自動車のエンジン

ルームにはバッテリーを電源とする様々な電装

品が搭載されているが、その多くはキーを 1 段

または 2 段回した時に動作する。しかし、動作

に大電流を必要とするスターターモーター及び

オルタネーター等はキーの位置に関係なく、そ

の機器の近くまでバッテリーからの電線が配置

されている。 

 代表的なものとして写真 4 及び図 1 に示すス

ターターモーターのマグネットスイッチ並びに

写真 5 及び図 2 に示すオルタネーター（発電機）

等がある。また、これらの機器は図 3 に示すよ

うにバッテリーよりも下方に配置されており、

車両が水没した際には冠水しやすい位置にある。

これらのスターターモーター及びオルタネータ

ーを用い出火の可能性を調査した。当初、スタ

ーターモーター及びオルタネーターの電線接続

部付近でトラッキング現象が発生すると考え、

出火の可能性を探ってみたが、絶縁材を炭化さ

せるほどのシンチレーションは確認できなかっ

た。しかし、実験を継続しているうちに、気泡

の発生が確認できたため、海水の電気分解によ

る水素の発生に着目した。 

 

2 電気分解 

 水を電気分解すると、水素が発生するが、水

道水、河川水、海水での水素の発生量をそれぞ

れ図 4 に示すように直流電源を用いて電気分解

をして、発生量を比較した。 

 実験用の電極は試験管に挿入できるようにア

クリル板に丸型圧着端子を取り付け（写真 6）、

ここに安定化電源から直流 12V を印加した。実

験用電極の＋極と－極の 短距離は 4mm であ

る。 

 いずれの場合においても、電流値は実験終了

時には開始時に比較して大きくなった。これは、

電気分解に伴い電極の金属が水中にイオンとし

て溶出し、水の電気抵抗が小さくなったためで

ある。 

(1) 水道水の電気分解 

 水道水の電気分解での水素の発生状況は写真

7 に示すように気泡の発生が非常に緩慢なもの

であった。この時の電流値は 3.9mA であり、水

素 25mL の捕集に要した時間は 27 時間 20 分で

あった。 

(2) 海水（塩分濃度は文献値 3)によると概ね

3%）の電気分解 

 海水の電気分解での水素発生状況は、写真 8
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及び写真 9 に示すように極めて激しいものであ

った。この時の電流値は 1.8A であり、水道水の

電気分解時の約 460 倍の電流値である。 

 水素 25mL の捕集に要した時間は 7 分であり、

水道水の電気分解時の約 1/234 の時間であった。 

(3) 河川水の電気分解 

 当研究室近くに流れる庄内川の水を使用し、

河川水の電気分解を行った。河川水の電気分解

での水素の発生状況は写真 10 に示すように水

道水と同様に気泡の発生は非常に緩慢なもので

あった。この時の電流値は 5.7mA であり、水素

25mL の捕集に要した時間は 18 時間 25 分であ

った。 

 これらの実験から、水道水、海水及び河川水

を電気分解した際に発生する水素の発生量は、

電解質を多く含んでいる海水からの発生が格段

に多いことを確認した。 

 異なる水種を電気分解し、水素 25mL の捕集

に要した時間と電流値を表 1 に示す。 

 

3 捕集水素の濃度 

 図 5 に示すように示すように、海水（食塩水）

を電気分解すると、＋極には塩素が発生し、－

極には水素と水酸化ナトリウムが発生する 4)。

塩素及び水酸化ナトリウムは水に溶けやすいの

で気体として捕集できるのは水素となり、水上

置換で捕集した水素はほぼ 100％の濃度と言え

る。 

 そこで、捕集水素の濃度の確認を行うため、

写真 11 に示すように空気の混入しないように

水素を捕集するチューブ内に海水中で放電電極

を設置しておき、チューブ内に水素を満たし

（10mL）点火したところ、不爆となった。 

 このことから、捕集した水素は、その燃焼範

囲（4～75%）外の濃度、すなわちほぼ 100%で

あることが確認できた。 

 

4 自動車部品での電気分解 

 実際に自動車が水没したことを想定して、ス

ターター及びオルタネーターを図 6 のように約

10L の海水に水没させ電気分解を行い、漏斗と

メスシリンダーを用い 100mL の水素を捕集す

る時間及び電流を計測した。 

(1) スターター 

 自動車のエンジンを始動させる際に使用され

るスターター（マグネットスイッチとスタータ

ーモーターが一体になったもの）を約 10L の海

水に水没させ、直流電源装置から電源を供給し

水素の発生を観察した（写真 12）。 

 電気分解において水素は－極から発生するが、

自動車部品は一般に金属部分が車体にアースさ

れており、金属部分全体が－極となっている。

このため＋極周辺の金属部の広範囲から水素が

発生した。 

 水素 100mL 捕集に要した時間は 6 分 53 秒、

電流の初期値は 2.5A であった。 

(2) オルタネーター 

 エンジンの回転を利用しバッテリーに充電す

るための交流発電機をスターターの場合と同様

に、写真 13 に示すように約 10L の海水に浸し、

直流電源装置から電源を供給し水素の発生を観

察した。 

 このときも、スターター同様に金属部分の広

範囲から水素が発生した（写真 14）。このとき

水素 100mL 捕集に要した時間は 4 分 38 秒、電

流の初期値は 3.29A であった。 

 

5 水素からガソリンへの着火実験 

 実験は、図 7 に示すように水素を捕集した金

属製の筒の上部側面に直径約 5mm の開口を設

け、この付近に高圧放電による電気火花を発生

させ、着火の様子を観察した。 

 まず、①水で満たした 480mL の金属筒に空気

を 240mL 注入し、次に②水素を 240mL 注入す

る。金属筒下部側面にも開口部を設けてあり、

ここから気泡が出ることで、気体の体積 480mL

を確認する。 

 続いて燃料配管から漏れたことを想定し③ガ
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ソリンを金属筒下部から注射器で 5mL 注入す

る。 

 これで、金属筒内部に空気との混合比 50%の

水素と、可燃物のガソリンが存在することとな

る。 

 ガソリンを注入後金属筒上部の開口部のシリ

コン栓を外し、この付近で高圧電源装置を使用

したスパークを発生させた。 

 動画からキャプチャした画像を写真 15～22

に示す。 

 スパークの発生と同時に金属筒上部のコルク

栓は爆発音とともに吹き飛ばされ（写真 17）、

油膜を形成しているガソリンに引火し（写真

19）金属筒上部より炎が確認できた。 

 写真 16 から写真 18 の炎は無色に近いことか

ら水素炎であり、写真 19 から写真 21 の炎はオ

レンジ色であることから、ガソリンの炎である。 

 これは、金属筒より外部へ漏出した水素が外

部電極により引火し、その火炎が直径約 5mm

の開口部（水素の消炎距離：0.6mm）から金属

筒内へ侵入し内部で爆発が発生し、ガソリンに

着火したものと推定できる。 

 

6 水素の特性 

 水素は表 2 に示すように、ガソリンや LPG と

比較して燃焼範囲が広く、 小着火エネルギー

も小さい。また、特筆すべきは消炎距離が小さ

いので点火源の火花の物理的距離が小さくても

燃焼が可能な事である。 

 

7 着火源 

 震災時の報道映像で、ホーン（クラクション）

の鳴動及びワイパーが作動している自動車を確

認できた。 

 これは、エンジンルーム内に機器を作動させ

るリレーが配置されており、ここに海水が浸入

し誤作動したためである。また、ホーンが断続

して鳴動するものは盗難警報装置が働いたもの

と考えられる。 

(1) ホーン 

 1L 透明容器の水素雰囲気中にホーンを設置

し鳴動させると、“爆鳴気”を伴う水素の着火が

確認できた（写真 23）。ホーンは電磁石を毎秒

400 回 ON/OFF させ鉄片を振動坂へぶつけて音

を発生させているが、この ON/OFF をさせるた

めに接点（写真 24）が配置されている。この接

点間に発生する火花（写真 25）が着火源となっ

た。 

 ホーンの接点間隔は約 0.6mm と非常に小さ

く、ガソリンや LPG などの可燃性ガスに着火さ

せることはできないが、水素の消炎距離とホー

ンの接点間隔はほぼ同じであることから水素へ

の着火が可能であった。 

 同様の実験を LPG 及びガソリンの燃焼範囲

雰囲気中で行い、ホーンを鳴動させてみたが着

火は確認できなかった（写真 26）。また、燃焼

範囲の雰囲気が形成されているかを確認するた

め、ホーンの鳴動による不着火を確認したのち、

高圧の火花放電を発生させ着火を確認した。 

(2) ワイパーモーター 

 ワイパーモーター（写真 27）を水素雰囲気中

に入れ作動させてみたが、水素の着火は確認で

きなかった。これはモーターのブラシは整流子

にスプリングで密着されており、かつ、整流子

の幅とブラシの幅に大きな差がないため整流子

が隣接ブラシへ移動する際に完全に OFF の状

態にならないため、ブラシと整流子間では、火

花が発生しないものと推定する。 

 

8 ホーンによる水素の着火メカニズム 

 図 8 に示すようにホーンが鳴動すると、ダイ

ヤフラムの隙間から水素を含んだ外気がホーン

内部に流入し、接点火花により水素に着火する。

着火した水素は通気孔を通り水素炎としてホー

ン外部に吹き出し、ホーン外部の水素に着火す

る。 

 ホーンによる水素の着火の瞬間をハイスピー

ドカメラで通気孔側から撮影し、連続キャプチ
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ャしたものを写真 28 に示す。各写真の撮影間隔

は 1/2000 秒である。 

 ホーン内部で着火し、その 1/2000 秒後に通気

孔から炎の噴出が確認できる。炎は徐々に大き

くなり 20/2000 秒後には周囲の水素に着火して

いるのが確認できる。 

 水素の火焔速度はガソリンや LPG と比較し

て約 5 倍速く、肉眼ではほとんど炎を確認でき

ないが、ハイスピードカメラの映像で炎の噴出

が確認できた。 

 

9 燃焼範囲継続時間 

 自動車が水没した場合エンジンルーム内に気

相部が形成されるが、車種及び自動車の水没状

態によりその体積は一定でないと思われる。そ

こで、気相部を 1～20L と想定し、水素の燃焼

範囲（4～75%）の継続時間をグラフにした（図

9）。水素の発生量はオルタネーターとスタータ

ーが同時に水没した事を想定して 36.12mL/min

とした。 

 このグラフから気相部が小さい場合には燃焼

範囲継続時間は短いが、気相部が 20L の場合は、

自動車が海水に水没して約 25分後から 4時間後

まで燃焼範囲が継続する。ただし、水没した自

動車が漂流するなどして揺れが発生すると、気

相部の入れ替わりがあるのでこのグラフはあく

まで目安である。 

 

10 まとめ 

 自動車が海水に水没した場合、スターターモ

ーター及びオルタネーターは自動車のキーの位

置に関係なく部品直近までバッテリーからの電

線が配置されており、ここで海水の電気分解が

行われ水素が発生する。 

 この水素の着火源としてホーンの鳴動による

ものが実験により立証できたが、他にエンジン

ルーム内での電気的な誤作動により着火源とな

り得るものについても検証を重ねていきたいと

考えている。 

 実験を重ねて水素はガソリンや LPG に比較

して容易に着火するが、燃焼速度が速いので一

瞬のうちに燃え尽きてしまうことが実感できた。 

 このため、海水に水没した自動車が継続燃焼

するためには、積載しているガソリンの漏えい

が不可欠であることが解った。 

 今後、津波が発生した場合津波避難ビルに打

ち寄せられるであろう自動車が出火源になる可

能性があるということを考慮に入れ、被害想定

及び対策をたてていく必要があるものと考える。 

 また、海水に水没した自動車のエンジンルー

ムには、電気分解による水素が滞留しているも

のと考え、救助活動等を実施する必要があると

考える。 
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写真 1 炎上するモータープールの自動車 1) 

 
写真 2 自動車のボンネット内部 
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写真 3 自動車のエンジン周辺 2) 

 

 

写真 4 スターターモーターとマグネット

スイッチ 

 

 

図 1 スターターモーター周辺回路 

 

図 2 オルタネーター周辺回路 

 

 

写真 5 オルタネーター 

 

写真 6 電気分解用電極 

 

 
図 3 自動車の水没時のイメージ 

オルタネーター 

スターター
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   図 4 海水の電気分解実験概略図        写真 7 水道水の電気分解 

 

      

      写真 8 海水の電気分解           写真 9 海水の電気分解 

 

   
    写真 10 河川水の電気分解 

   
     図 5 海水の電気分解の反応式          図 6 水没実験の概要 

表 1 水素 25mL の捕集時間と電流値 

 水道水 海水 河川水 

時間 27 時間 20 分 7 分 18 時間 25 分

電流値 3.9mA 1.8A 5.7mA 
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   写真 11 燃焼範囲外水素の不爆の確認      写真 12 スターターの水素発生状 

 

 

図 7 水素の燃焼からガソリンへの延焼確認（外部電極） 

 

    

   写真 13 海水に水没させたオルタネーター  写真 14 水素捕集状況（オルタネーター） 

 

 

 

 

＋極 －極 
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写真 15 外部電極による水素の着火実験 

 

 

写真 17 外部電極による水素の着火実験 

 

 

写真 19 外部電極による水素の着火実験 

 

 

写真 21 外部電極による水素の着火実験 

 

 

写真 16 外部電極による水素の着火実験 

 

 

写真 18 外部電極による水素の着火実験 

 

 

写真 20 外部電極による水素の着火実験 

 

 

写真 22 外部電極による水素の着火実験 
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表 2 水素とガソリン及び LPG の物性比較 

 

 

写真 23 ホーン鳴動による水素の着火 

 

    

      写真 24 ホーンの接点           写真 25 ホーンの接点火花 

 

 

 

 

 

 

水素 ガソリン LPG 

燃焼範囲（東） 4.0～75(VOL)%（東） 1.4～7.6(VOL)% 2.1～9.5(VOL)% 

最小着火エネルギー 0.018mJ（ガ） 0.2～1mJ 0.26mJ（安） 

消炎距離 0.06cm（ガ） － 0.185cm（安） 

火焔速度（1"管中）（東） 4.85m/s 0.83m/s 0.81m/s 

（東）火災調査ポケット必携 

（ガ）ガス爆発予防技術 

（安）安全工学 19687 巻 4 号 

接点 

接点火花 
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  写真 26 ガソリン、LPG で不着火の確認       写真 27 ワイパーモーター 

 

 

 
 

図 8 ホーンによる水素着火のメカニズム 

 

 

 
図 9 水素の燃焼範囲継続時間 
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写真 28 ハイスピードカメラによる水素着火の連続写真 

（井澤義仁 〒463-0003 名古屋市守山区大字下志段味字長廻間 2280-12 

名古屋市消防学校消防研究室 TEL: 052-736-2201 E-mail: 00kenkyu＠fd.city.nagoya.lg.jp）
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［セッション 1］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 一般による消防防災科学に関する論文 

微量のエタノール添加によるウォーターミスト消火性能の向上 
 

弘前大学大学院 

後藤麻友、伊藤昭彦 
 

1. 緒言 

 現在使用されている自動消火設備は、水系消

火とガス系消火の 2 種類に大別される。水系消

火としては、スプリンクラーが代表例として挙

げられる。スプリンクラー設備は、火炎を探知

すると区域内に放水し、可燃物を直接冷却する

ことで火災を消火するか、もしくは火源の周囲

を水で濡らすことで火災の延焼を抑制すること

を目的としているが、大量の放水により設置区

域は全て水浸しになり、電子機器や家具などが

使用できなくなる水損という被害が生じる。一

方、ガス系消火は二酸化炭素消火設備が代表例

として挙げられる。これは、区間内を二酸化炭

素で満たし、可燃物の周りを消炎濃度にするこ

とで消火するが、区域内の酸素濃度を下げるた

めに、逃げ遅れや誤放出が発生した場合に人間

が酸欠により死傷する危険性がある。[2] 

 これらに代わる消火法として、ウォーターミ

スト消火（以下ミスト消火と表記）が注目され、

これまでにその消火性能について研究がなされ

ている。ミスト消火は、ミスト粒子の蒸発潜熱

による冷却効果と蒸発によって生成した水蒸気

による窒息効果を合わせ持つ。 [2～7]さらに、放

水量が少ない為、水損被害が抑えられ、主成分

も水であるため、人体や環境に無害である。し

かし、ミスト消火でも、噴霧時間が長くなるに

つれて放水区域内に水が溜まり、電気機器がシ

ョートする危険性がある。 [8]さらに、放水用の

水を常設しておくことで、保存用タンク内の細

菌が増加し、衛生的ではない。 

 本研究のスタートは水の劣化防止を考慮して、

純水にエタノールを添加した消火実験を行い、

消火に与えるエタノールの影響について検討し

た。予想に反して、エタノールを微量添加した

ことでミストの消火能力が著しく向上したため、

その原因について詳細に調査した。 

 

2. 消火実験装置および方法 

2.1 実験装置 

 実験装置概略図を図 1 に示す。燃料容器は真

鍮製で、内径は 94mm（リム厚さ 2mm）の物を

使用した。燃料には n－ヘプタンを用い、燃料

表面はレベルコントローラーによって常に容器

のリム上端から 3mm 下げた位置になるように

設定した。2 つのノズルは並列に並べ、中心間

距離を 76mm とし、ノズル位置は燃料表面から

600mm 上方である。これは実際の 1/4 のスケー

ルを想定している。ノズルは株式会社初田製作

所製 No.01 を使用し、ノズル口は燃料表面に対

し垂直に向け、ミストは窒素加圧により供給す

る。消火実験の様子を水平方向からビデオカメ

ラ SONY HDR-SR11（30fps）で撮影し、その映

像から消火時間、輝度値、火炎面積を測定した。 

2.2 実験方法 

 燃料に着火後、火炎高さを安定させるため

120s の予燃時間をおき、2 つのノズルからミス

トを噴霧する。消火実験の様子を水平方向から

ビデオカメラで撮影した。噴霧圧を 0.6MPa と

し、ミストは純水と、純水に対するエタノール

の含有率 0.1～5%と変えてそれぞれ 10回の実験

を行い、その平均消火時間を消火時間と定義し

た。なお、ノズルを開けた瞬間を噴霧開始時間
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とし、ミスト噴霧開始後 60 秒以内に消火できな

い場合を消火失敗とした。 

 

3. 輝度値による評価方法 

 一般的な火災での火炎形態は拡散燃焼による

輝炎であり、火炎の熱的な危険性を評価する上

で輝度値が一つの指標となる。[9～11]輝度値とは

光源の明るさを示す値で、この値が大きい程光

源は明るくなる。今回は、消火実験の様子を撮

影した動画をフレーム毎の画像に分割し、その

画像を画像処理ソフト ImageJ により 15 枚（0.5

秒）毎に重ね合わせ、その画像から輝度値、火

炎面積を測定した。 

 この作業により得られた輝度値と火炎面積の

積を I で示す。また、輝度値は周囲の明るさに

より大きく変化するため、ミスト噴霧後の輝度

値×火炎面積 I をミスト噴霧前の輝度値×火炎

面積 I0 で除した値を I/I0 と無次元化し、これを

本実験では火炎拡大率と定義した。また、火炎

拡大率はミスト噴霧前と噴霧後の相対値であり、

火炎拡大率>1 のとき、火炎はミストにより煽ら

れ、噴霧前の火炎よりも危険な状態であり、火

炎拡大率<1 のときは、噴霧前よりも安全な状態

の火炎であることを示す。これにより、消火実

験の結果を火炎拡大率と噴霧開始から消炎まで

に要した時間である消火時間 t[s]で評価した。 

 

4. 消火実験の結果および考察 

4.1 消火時間 

 ミストの噴霧圧は何通りか変えて実験を行っ

ているが、ここでは代表して噴霧圧 0.6MPa に

おいての消火時間を図 2 に示す。グラフの縦軸

は消火時間、横軸は含有率である。グラフより、

純水では約 15 秒で消火しているのに対し、含有

率 0.1～5%では 5 秒前後で消火していることが

うかがえる。ミストにエタノールを微量に添加

することで消火時間は約 1/3 に減少し、含有率

0.1～5%では消火時間は含有率に依存しないこ

とがうかがえる。 

4.2 火炎拡大率 

 純水、含有率 0.1、0.2%における火炎拡大率

と噴霧時間の関係を表すグラフを図 3 に示す。

グラフより、純水では噴霧開始 1、1.5 秒後に火

炎拡大率が 1.4、1.1 となり、噴霧前よりも大き

く危険な火炎になっている。そして、噴霧開始

1.5 秒後以降に火炎拡大率は減少し、0 に至る。

含有率 0.1%においては、噴霧開始 1 秒後に火炎

拡大率が 1.06 となり、噴霧前よりも危険な状態

であるが、純水の時よりは火炎輝度値は上昇せ

ずに消火に至る。さらに含有率 0.2%においては、

ミスト噴霧により火炎拡大率は 1 を超えること

なく減少する。さらに 0.2%以上の含有率では、

ミスト噴霧開始後に火炎拡大率が 1 を超えるこ

とはなく、その減少は含有率に依存しない。し

たがって、ミストにエタノールを 0.2%以上添加

することで火炎は大きく煽られず、噴霧前より

も常に安全な状態で消火できるという結果が得

られた。 

4.3 消火実験の考察 

 消火実験より、エタノールを添加することで

純水よりも消火能力が著しく向上するという結

果が得られた。これは、水に微量の界面活性剤

を添加することで表面張力が著しく低下する効

果と類似している。エタノールは界面活性剤と

は言えないが、水に対する界面活性剤のような

働きをミストに与えたと考えられることから、

まずは表面張力の低下によるミスト粒子が微粒

化、ならびにそれに伴う蒸発により消火能力が

向上したと推定される。そこでエタノール添加

によるミストの粒径の変化を測定した。さらに、

ミスト粒子が微粒化したと仮定すると、粒子数

が増加したことが考えられるので、燃料容器の

位置におけるミストの粒子数も測定した。そし

て、ミスト噴流の広がり方に着目し、ノズル口

近傍のミスト噴流の様子を撮影した。 

4.4 ミストの粒径 

 燃料容器の位置、すなわちノズル口から

600mm の位置におけるミスト粒子を純水と含
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有率 0.1～5%において各 300 個ずつ採取し、粒

径を測定した。そして、5μm ごとに分類した

もののピーク値を比較した。純水と含有率 0.4%

におけるミスト粒径の比較を図 4 に示す。グラ

フより、純水においては 20～25μm に、含有率

0.4%においては 10～15μm にピーク値を持つ

ことが読み取られる。その他の含有率において

もピーク値は 10～20μm にあることから、エタ

ノールを含有することでミスト粒径の個数のピ

ーク値は純水よりも小さくなることが判明した。 

4.5 ミストの粒子数 

 ミスト粒子は、純水と含有率 0.1～5%におい

てそれぞれ 1mm2 中に何粒含まれているかを測

定した。測定結果を図 5 に示す。グラフより、

1mm2 中に純水では 20 個、含有率 0.1～5%では

24～28 個の粒子が含まれていることが読み取

られる。したがって、エタノールを含有するこ

とで純水と比べて燃料容器に到達するミストの

粒子数が増加することが判明した。 

4.6 ミスト噴流の広がり方 

 ノズル口近傍からのミスト粒子の広がり方に

着目し、純水と含有率 5%におけるミスト噴流

を撮影した。純水と含有率 5%における撮影写

真にノズル口近傍からの距離 0～25cmにおける

目印の線を引いた画像と、その位置における輝

度値のグラフをそれぞれ図 6(a)(b)に示す。グラ

フの縦軸は輝度値、横軸は 2 つのノズル口の中

心からの距離を示している。なお、ここでの輝

度値は光が当てられたミスト粒子の明るさであ

り、値が高い所程ミストの粒子濃度が濃い、す

なわちミストが多く集まっていて、輝度値の小

さい所程粒子濃度は薄い。図 6(a)(b)よりノズル

口から 5cm と 15cm における輝度値は含有率に

より大きな違いがみられたので、ノズル口から

5cm と 15cm における輝度値をそれぞれ図 7(a)

と(b)で比較する。図 7(a)より、ノズル口 5cm の

位置においてはグラフの極大値は純水より含有

率 5%の方が大きく、極小値は純水よりも含有

率 5%の方が小さい。したがって、ノズルの真

下には純水よりも含有率 5%の方が、ミスト粒

子はより集まっていると言える。なお、グラフ

中の左よりも右の極大値が大きいのは、ノズル

の左側から光を当てて撮影しているためである。

次に、ノズル口から 15cm の位置においては、

図 7(b)より純水の極大・極小値がほぼ消えてい

るが、含有率 5%ではノズルの位置における輝

度値が高く、x = 0 mm の位置、すなわち 2 つの

ノズルの中心位置における輝度値が純水の場合

のそれとほぼ等しいと言える。よって、純水よ

りも含有率 5%の方が 2 つのノズルの位置の粒

子濃度が高い。したがって、エタノールを含有

することでノズルの垂直下方向にミスト粒子は

降下しやすくなり、今回の実験においてはノズ

ルの真下にある燃料容器に流入しやすくなった

ため、消火能力が向上したと考えられる。 

 したがって、含有率による流量の違いの比較

のために、ノズル口と燃料容器における流量を

測定した。 

4.7 ミストの流量 

 純水と含有率 1～5 %の各含有率でそれぞれ、

ノズル口と燃料容器におけるミストの流量を測

定した。ノズル口と燃料容器における流量の測

定結果をそれぞれ図 8(a)と(b)に示す。図 8(a)よ

り、ノズル口における流量は純水とエタノール

含有水を比較しても大きな差はないが、図 8(b)

より、燃料容器においては純水では約 0.45 g/s、

エタノール含有水では 0.6～0.7 g/s となる。よっ

て、ノズル口における流量は含有率に依存しな

いが、燃料容器においては、エタノールを含有

することで純水の場合よりも約 0.2 g/s 増加する。

したがって、4.6 節で述べたように、エタノー

ルを添加することで垂直下方向にミストが降下

しやすくなった結果、純水よりもエタノール含

有水の方が燃料容器の流量が大きくなったと考

えられる。 

 

5. 結言 

 本研究では純水にエタノールを添加したミス
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トによる消火実験を行い、その消火能力の比較

のために、ミストの粒径、粒子数、ミスト噴流

の広がり方、流量を測定し、以下の知見を得た。

まず、エタノール含有水による消火時間は純水

の約 1/3 であり、含有率 0.2%以上では、含有率

に依らずほぼ一定である。さらに、純水を用い

た消火実験では、ミスト噴霧により火炎が煽ら

れて噴霧前よりも危険な状態になったのに対し、

エタノールを 0.2%以上含有することで火炎は

大きく煽られずに、噴霧前よりも常に安全な状

態で消火できる。エタノールを微量に添加する

ことで消火能力が著しく向上したが、その主な

要因は、 

1) ミストの粒径が純水のそれよりも 5～10μm

小さくなったこと 

2) 粒子数はエタノールを添加することで 20～

40%増加したこと 

3) ミスト噴流はエタノールを添加することで

純水よりも周囲に拡散する量が減り、燃料容

器に到達したミスト量が純水に比べて約 55%

増加したこと 

などが挙げられる。 
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図 1 実験装置概略図 

 

 

 

 

 
図 2 消火時間と含有率の関係 
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図 3 火炎拡大率と噴霧時間の関係 

 

図 4 ミストの粒子数と粒径の関係 

 

 
図 5 ミストの粒子数と含有率の関係 

 

  
              (a)                (b) 

図 6 純水と含有率 5%におけるミスト噴流の画像と、輝度値とノズルの中心からの距離の関係 
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              (a)                   (b) 

図 7 ノズル口から 5cm と 15cm の位置における輝度値とノズルの中心からの距離の関係 

 

  

              (a)                (b) 

図 8 ノズル口と燃料容器における流量と含有率の関係 
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［セッション 1］  

 

 消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告  

精神科救急における搬送・受入れの負担要因の調査、および精神科 
患者の緊急度判定プロトコルの開発とタブレット型端末を用いた 

緊急度判定の有用性の研究 
 

北九州市立八幡病院 救命救急センター1)、北九州市消防局 2) 

伊藤重彦 1)、井上征雄 1)、木戸川秀生 1)、竹村保美 2)、板山隆志 2) 
 

1. はじめに 

 精神科救急は搬送困難事案の上位を占め、搬

送救急隊、受入れ救急病院にとって大きな負担

となっている。国や都道府県の精神科救急医療

体制に関する協議の中心はハード救急であり、

ソフト救急の議論はいまだ手つかずのままであ

る。ハード救急とは、自傷他害疑いで精神保健

福祉法第24条による措置入院等が必要な救急で、

行政、警察が直接介入する事案のため身体科救

急病院へ搬送されることは少ない。一方、ソフ

ト救急とは、自殺未遂、中毒、不安症状等によ

り、本人・家族から搬送要請される救急で、身

体科の診療を必要としない外来対応で済む軽症

者であるが、多くが身体科救急病院へ搬送され

ている。搬送困難事案の多くは、これらソフト

救急である。 

 福岡県では2010年6月から搬送及び受入れに

関する実施基準1)の運用を開始したが、精神疾患

に関しては実施基準通りの運用ができていない

ことが分かった2)。そこで、精神科患者の搬送・

受入れの現状、および医療機関、救急隊の負担

要因と問題点について調査した（研究１）。実

施基準を遵守する上では、救急隊による緊急度

判定と適切な搬送先選定が重要である。しかし、

精神科患者の身体合併症の有無の判断や緊急度

判定は容易ではなく、日常的なover triageにより

身体科の診察を必要としない軽症者が救急病院

へ数多く搬送されている。そこで、緊急度判定

支援システムJTAS 3)を参考にして、救急現場に

おいて一定の基準で緊急度判定が行える精神科

患者の緊急度判定プロトコル（以下「緊急度判

定プロトコル」）を開発した（研究２）。さら

に、このプロトコルの実用性を評価するため、

緊急度判定プロトコルを掲載したタブレット型

端末を用いて救急隊が搬送患者の緊急度を判定

する実証研究を行った（研究３）。 

 

2. 精神科患者の搬送・受入れの現状と負担要

因の調査・分析（研究１） 

2.1 目的 

 福岡県は2010年6月から搬送及び受入れに関

する実施基準1)の運用を開始した。精神疾患にお

ける実施基準の運用開始後の搬送・受入れ状況

について調査した。また、精神科患者の搬送・

受入れにおける救急病院、精神科医療機関、消

防機関の負担要因についてアンケート調査を行

った。 

2.2 対象・方法 

 実施基準運用開始後の2011年6月から2012年

11月までの期間の精神疾患（疑い含む）の救急

搬送2225件を対象として、身体合併症の有無と

搬送時間帯別の搬送先調査を行った。また、福

岡県下の救急病院144施設（平成23年5月時点で

救急病院等に係る告示を行っている病院）、精

神科医療機関364施設（平成24年4月時点で福岡

県精神保健福祉協会資源名簿に掲載されている

機関）、福岡県下の25消防本部の所属する救急

隊員に対し、精神科患者の搬送・受入れの負担
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要因についてアンケート調査を行った。調査は

平成25年10月１日から11月9日の期間で行い、医

療機関アンケートは施設代表者１名から、消防

機関アンケートは県内で活動する救急救命士全

員に対して回答を求めた。統計学的有意差検定

はカイ二乗検定を用い、5%を有意水準とした。 

2.3 結果 

2.3.1 福岡県における精神科患者の搬送時間

帯別の搬送先調査 

 精神疾患（疑い含む）の救急搬送2225件のう

ち、身体合併症のない患者搬送は1269件、身体

合併症を伴う患者搬送が956件である。実施基準

では、かかりつけ医がある身体合併症のない患

者はかかりつけ医療機関が受入れることになっ

ているが、自院かかりつけ患者の受入れ率は平

日時間帯47％、時間外28.3％で、時間外に有意に

低下した（p<0.05）。かかりつけ医が対応できな

い患者は、精神科救急情報システムを通じて輪

番病院が対応することになっているが、精神科

救急情報システムを経由した時間外の受入れは

わずか5.1％であった（図１）。 

 

図１ 身体合併症のない精神科患者の搬送先 

 

2.3.2 アンケート調査結果 

2.3.2.1 回答施設の背景と回答率 

 救急病院 69施設から回答を得た（回答率

48.9%）。回答施設のなかには、大学病院、救命

救急センターのすべてと中核となる救急病院が

多数含まれた。回答施設の63.8%で院内に常勤あ

るいは非常勤の精神科医がいなかった。精神科

医療機関126施設から回答を得た（回答率34.3%）。

回答施設の53.6％が無床診療所、50％が医師一人

の診療所であった。また、福岡県下25消防本部

に所属する救急救命士（専任救急隊・兼任救急

隊）1,099名から回答を得た（回答率100%）。 

2.3.2.2 救急病院、精神科医療機関における精神

科患者の救急受入れ体制 

 搬送時間帯にかかわらず、救急病院の48％は

精神科患者を積極的に受入れていた。一方で、

救急病院の45％〜46％が、精神科患者の救急受

入れを行っていなかった（図２）。自院かかり

つけ患者を受入れている精神科医療機関の割合

は、平日時間帯の72％から時間外・休日は36％

に半減した。その結果、救急を受入れない精神

科医療機関は、平日時間帯24%から時間外・休日

62%に増加した（p<0.05）（図３）。 

36% 

12% 
6% 

45% 

1% 

精神科医がいないが、 でき るだけ受入れている 

精神科医がいて、 自院患者以外も 受入れている 

精神科医がいるが、 自院患者のみ受入れている 

救急搬送患者は原則受入れていない 

無回答 

平日　 時間帯 時間外休日 

48％ 48％ 

福岡県内救急病院69施設、 う ち

院内に精神科医がいない施設が

63 .8 %  （ 20 12 .1 1 .調査）  

38% 

10% 
4% 

46% 

2% 

 

図2 県内救急病院の受け入れ体制（69施設） 

 

24% 

48% 

2 4 %  

4% 

自院かかり つけ患者以外も 受入れている 

自院かかり つけ患者のみ受入れている 

救急搬送患者は原則受入れない 

無回答 

平日　 時間帯 時間外　 休日 

※ 

※

6% 

30% 
6 2 %  

2% 

72％ 

※ 

36％ 

福岡県内精神科医療機関12 6 施設　 　 　 　

　 　 　 　 う ち無床診療所は5 3 .6 %  　  

　 　 　 　 　 （ 20 1 2 .1 1 .調査）  

 

図3 県内精神科医療機関の身体合併症のない

患者の受け入れ体制 
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2.3.2.3 精神科患者の搬送・受入れの負担要因 

 救急病院の94%、精神科医療機関の76%が精神

科患者の受入れが負担であると回答した。両者

に共通する負担要因は、患者受入れ後の転送や

転院が困難であること、不隠や興奮状態の外来

患者の対応に苦慮することであった。救急病院

の最大の負担要因は、身体科の診療を必要とし

ない外来対応で済む軽症者の受入れであった。

精神科医療機関において自院かかりつけ患者を

平日時間帯に受入れできない理由は、身体合併

症を伴う場合の対応に不安がある、一人医師に

よる予約制診療体制では救急を受入れる余裕が

ない、救急受入れの設備や人員が不足している

などであった（表１）。救急隊員が負担と感じ

るおもな理由は、搬送先がなかなか決まらない

こと、現場滞在時間が長くなるであった。 

 

表1 平日時間帯に自院かかりつけ患者を受け

入れられない理由（精神科医療機関126施設） 

 

 

2.3.2.4 精神患者の身体合併症の有無の判断、緊

急度判断 

 患者接触時の主訴や観察所見から身体合併症

の有無の判断は容易かと質問に、78%の隊員が判

断は難しいと回答した。また、精神患者の緊急

性の高い主訴と緊急性の低い不定愁訴を選別で

きるかとの質問に、47％の隊員が両者の識別は

困難であると回答した（図４）。 

容易で
ある 
19% 

困難な
こ と が
多い 
78% 

無回答 
3% 

身体合併症の有無の判断は
容易か 

両者を
選別で
き る 
48% 

両者の
選別は
困難 
47% 

その他 
3% 

無回答 
2% 

緊急性の高い主訴と 緊急性の低い
不定愁訴を選別し ているか 

福岡県内救急救命士（ n=1,099）  

 

図 4 身体合併症の有無、緊急度判断は容易か 

 

3. 精神科患者の緊急度判定プロトコルの開発

と当院受入れ患者を対象とした緊急度判定

結果の評価（研究２） 

3.1 目的 

 救急隊員に対するアンケート調査から、精神

科患者の緊急度判定が容易ではないことがわか

った。そこで、接触時の主訴とバイタルサイン

から緊急度判定を行えるプロトコルを開発した。

また、後ろ向き調査により、当院受入れ患者に

おいて開発したプロトコルにより緊急度を判定

し、現場活動における有用性について評価した。 

3.2 対象・方法 

 2010年1月から2012年8月までの間に北九州市

立八幡病院に救急搬送されたアルコール中毒を

除く精神科患者162例を対象とした。救急隊活動

記録と患者カルテから救急隊接触時の主訴とバ

イタルサイン（呼吸、循環、意識、体温）、転

帰（外来、入院別）を後ろ向き調査した。接触

時主訴を9つのカテゴリーに分類した（表２）。 

さらに、緊急度判定支援システムJTAS を参考に、

主訴カテゴリーごとに主訴の内容とバイタルサ

インから緊急度を赤、黄、緑、非緊急（白）の

４段階に分類した（以下「身体緊急度」）（表3）。

上記9つのカテゴリーとは別に、ただちに精神科

の診察を必要とする患者の主訴や行動を「精神

科患者特有の主訴、行動」カテゴリーとし、緊

急度を赤、黄、非緊急（白）の３段階に分類し

た（以下「精神緊急度」）（表4）。ただし、精
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神緊急度を判定する際の対象は、精神症状を伴

っているがバイタルサインには異常がない患者

とした。 

 

表2 精神科患者の9つの主訴カテゴリート所見 

 

表3 精神科患者の身体及び精神緊急度 

 

 

表4 精神科特有の主訴カテゴリーと緊急度 

 

 受入れ患者の転帰は、外来対応で済んだ患者

を区分０（外来のみ）とし、入院患者は区分１

（治療を要しない３日以内の経過観察入院）、

区分２（治療が必要な４日以上〜３週間未満の

入院）、区分３（３週間以上の入院）、区分４

（経過中の死亡）の4つに分類した（以下「研究

調査区分」）。研究調査区分による重症度は、

区分０と区分１を軽症、区分２を中等症、区分

３と区分４を重症とした（表5）。検討項目は、

（１）搬送患者の年齢、性別、主訴、（２）研

究調査区分による重症度と主訴カテゴリーの頻

度、（３）身体緊急度判定結果と科研調査区分

による重症度である。なお、統計学的有意差検

定はカイ二乗検定を用い、5%を有意水準とした。 

 

表5 研究調査区分 

 

3.3 結果 

3.3.1 搬送患者の年齢、性別、主訴 

 対象患者162名の平均年齢は45歳（12歳から96

歳）、性別は男性65名（40%）、女性97名（60%）

で女性がやや多かった。９つの主訴カテゴリー

別頻度は、薬物中毒21%、神経21%、呼吸器14%、

区別しにくい症状14%、自殺企図13%、外傷9%、

消化器7%、心血管1%の順で多かった。また年齢

層では、10〜49歳では薬物中毒、神経、自殺企

図、50歳以上では神経、外傷、呼吸器の割合が

多かった。 

3.3.2 研究調査区分による転帰、重症度と主訴

カテゴリーの頻度 

 対象162名の転帰（研究調査区分）は、区分0：

80%、区分1：8%、区分2：9%、区分3：2%、区

分4：1%で、外来対応で済む患者が多かった。区

分１には、本来帰宅可能であるが時間外搬送の

ため、家族の強い希望で翌日以降まで入院した
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症例が入っており、区分０と区分１をあわせた

軽症例は88%であった。区分2〜4の中等症以上の

症例は12％であった。 

3.3.3 身体緊急度判定結果と科研調査区分に

よる重症度 

 開発した緊急度判定プロトコルに従って、対

象162名の身体緊急度を判定した。身体緊急度の

内訳は、緊急度赤40%、黄20%、緑0%、非緊急（白）

40%であった。緊急度赤の科研調査区分による重

症度は、軽症（区分0と1）83%、中等症（区分2）

15%、重症（区分3と4）2%であった。同様に緊

急度黄の重症度は、軽症82%、中等症12%、重症

6%であった。非緊急（白）では、軽症93%、中

等症1%、重症1%、転帰不明5%であった。どの緊

急度でも80％以上の患者が軽症であったが、非

緊急（白）と比較すると身体緊急度赤と黄の患

者が入院する割合が高かった（p<0.05）（図5）。

身体緊急度の転帰からアンダートリアージを回

避するためには、身体緊急度赤または黄の患者

は、救急病院搬送による身体合併症の確認は適

切である。 
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区分0 
（ 72％）  

区分0 
（

76％）  

区分0 
（

92％）  

区分1 
（ 11％）  

区分1 
（ 6％）  

区分1 
（ 5％）  

区分
2,3,4 

（ 17％）  

区分2,3,4 
（ 18％）  

区分2,3,4 
（ 3％）  

（ n=66）  （ n=33）  （ n=62） 　  
※転帰不明3を除く  

 

図5 身体緊急度判定結果と研究調査区分によ

る重症度 

 
4. 緊急度判定プロトコルを掲載したタブレッ

ト型端末による実証研究（研究３） 

4.1 目的 

 救急隊は接触時の少ない情報と観察所見から、

身体合併症の有無や緊急度を判断している。そ

こで、開発した緊急度判定プロトコルを掲載し

たタブレット型端末（以下「iPad」）を用いて、

現場活動において搬送患者の緊急度判定を行う

実証研究を行った。なお、実証研究の目的は、iPad

を用いた緊急度判定手法の評価であるため、判

定結果にかかわらず、搬送先選定および搬送業

務は従来通りに行った。 

4.2 対象と方法 

 実証研究は2012年10月1日〜2013年1月18日の

期間で行い、救急隊が精神患者と判断した20歳

以上の患者を対象とした。精神科患者の判断は、

（1）精神科医療機関の受診歴がある、（2）精

神科関連薬剤の服用歴がある、（3）本人家族か

らの病気申告がある、（4）救急隊が精神疾患を

疑う（主訴、症状、行動、薬物の袋など）場合

とした。緊急度判定プロトコルを掲載した iPad

を北九州市消防局に所属する救急隊20隊に配備

し、精神科患者接触時に救急隊により緊急度を

判定した。図6はiPadによる緊急度判定のイメー

ジ写真である。緊急度判定データは各消防本部

から定期的に報告され、患者転帰（外来、入院

の区別）は、消防機関を通じて搬送先病院から

情報提供された。 

 

図6 現場活動における iPadを用いた緊急度判

定の様子（傷病者役は救急隊員） 

 

 集められたデータから、（１）搬送患者の背

景、主訴・症状、身体・精神緊急度、転帰、（２）

主訴カテゴリー、緊急度別のバイタルサイン異

常の出現率、転帰、（３）緊急度判定結果と搬

送先、病院収容後の転帰について検討した。な
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お、統計学的有意差検定はカイ二乗検定を用い、

5%を有意水準とした。 

4.3 結果 

4.3.1 搬送患者の背景、主訴・症状、身体・精

神緊急度、転帰 

 実証研究期間中の対象患者は287名、年齢は20

歳から91歳（平均年齢46歳）で、20歳〜49歳ま

での年齢層が多かった。性別は男性132名、女性

155名で、女性がやや多かった。頻度の高い主訴

は、アルコール中毒23%、区別しにくい症状19%、

自殺企図14%の順であった。緊急度判定プロトコ

ルに基づき判定された身体緊急度の内訳は、赤

46.3%、黄27.2%、緑0.3%、非緊急（白）26.1%で

あった。精神科患者特有の主訴と行動から精神

科医の診察が必要と判断された患者75名の精神

緊急度は、赤30.7%、黄12%、非緊急（白）57.3%

で、非緊急が最も多かった。全287名の転帰は、

外来のみ58.8%、入院31.9%、不搬送9.3%で、入

院患者の受入れ先は救急病院が82%、精神科医療

機関が18%であった。 

4.3.2 主訴カテゴリー、緊急度別のバイタルサ

イン異常の出現率、転帰 

 全287名のうち171名（59.5%）でバイタルサイ

ン異常を認めた。バイタルサインのうち、意識

異常、呼吸異常、循環異常の出現率は、意識55.4%、

呼吸27.5%、循環17.2%の順で高かった。主訴カ

テゴリー別にバイタルサイン異常を認める頻度

は、呼吸器91.3%、神経88.4%、アルコール中毒

73%の順で高かった。身体緊急度別にバイタルサ

イン異常を認める頻度は赤81.2%、黄80.8%、緑

0%で、緊急度赤と黄では、なんらかのバイタル

サイン異常を認める患者が多かった。 

 バイタルサイン異常を認めた171名の患者の

うち35%が入院した。バイタルサイン異常を認め

る患者の65%は外来対応で済む軽症例であった。

バイタルサイン異常を認めた患者のうち、循環

異常の42.5%、意識異常の38.0%、呼吸異常の

26.6%が入院した。入院率が最も高かったのは、

循環異常を認める患者であった。 

4.3.3 緊急度判定結果と搬送先、病院収容後の

転帰 

 緊急度判定プロトコルに基づいて判定した緊

急度と搬送先（救急病院、精神科医療機関、不

搬送・自宅搬送）および病院収容後の転帰（外

来、入院）を調査した。身体緊急度の高い赤と

黄の患者のそれぞれ90.2%、84.6%が救急病院へ

搬送された。（図7）。緊急度にかかわらず、精

神科医療機関への搬送は10%以下であった。また、

不搬送率は身体緊急度赤3.8%、黄9.0%、非緊急

（白）18.7%で、緊急度が低くなると不搬送率は

高くなった（p<0.05 ）。精神科医療機関へ優先

して搬送すべき精神緊急度赤の患者、身体科と

精神科でどちらを搬送先にするか迷うアピール

的自殺企図（精神緊急度黄）の患者の多くが、

救急病院へ搬送されていた。本来、救急搬送の

対象でない非緊急（精神白）の搬送先も、救急

病院搬送が79.1%、不搬送が20.9％で、精神科医

療機関への搬送例は１件もなかった。 

0% 50% 100% 

非緊急 

黄 

赤 

非緊急 黄 赤 

救急病院 72 84.6 90.2 
精神科医療機

関 
9.3 6.4 6 

不搬送 18.7 9 3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

非緊急 

黄 

赤 

非緊急 黄 赤 

救急病院 79.1 88.9 52.2 
精神科医療

機関 
0 11.1 26.1 

不搬送 20.9 0 21.7 

精神緊急度と搬送先（ n=75）  身体緊急度と搬送先（ n=287）  

 

図7 緊急度判定プロトコルを用いた精神科患

者の判定結果と搬送先医療機関 

 

5. 考察 

 ソフト救急の多くは、身体科の診療を必要と

しない、身体合併症のない患者であるが、不安

定な精神症状に対する時間とマンパワーを費や

すことで、救急病院の負担は限界に来ている。

また、ソフト救急は直ちに診察が必要な救急で

はないと考えている精神科医が多いため、身体

科医師が精神科医の診察が早急に必要と判断し
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た患者においても、精神科医の診察を受けるこ

とは困難である。ソフト救急は、精神科と同様、

身体科救急病院にとっても、救急対応の対象で

はないことが多い。従って、精神科救急におけ

る負担軽減とは、現在救急病院へ集中している

精神科患者の受入れについて、救急病院、精神

科医療機関それぞれが納得して相応の負担をす

ることである。精神科医療機関は、いま以上に

自院かりつけ患者を受入れるべきである。精神

科救急情報システムは措置入院等ハード救急を

対象としており、担当する輪番病院の当直体制

は救急患者の外来診療を想定していない。身体

合併症のないことが明らかな患者については、

時間外でも精神科医が直接外来対応する新たな

体制作りが急務である。 

 今回の研究では、ソフト精神科救急を視野に

入れ、緊急度判定プロコルを開発した。また、

プロトコルを掲載した iPadを現場活動で用いる

ことで、救急隊が短時間に、容易に緊急度を判

定することが可能となった。外来対応で済むこ

とが多いソフト精神科救急に焦点を当てた実態

調査や緊急度判定に関する研究報告はほとんど

ない。精神患者の緊急度判定プロトコルや iPad

を用いた緊急度判定の手法が実効性のある精神

科救急医療体制の構築に役立つことを期待する。 

 

6. 結語 

(1) 身体合併症のない、外来対応で済む軽症者

が救急病院へ集中している。精神科医療機関

は、精神科患者の救急搬送受入れに相応の負

担をすべきである。 

(2) 精神科救急情報システムは、ソフト救急に

おける外来診療にはまったく対応できない。

身体合併症がないことが明らかな精神科患者

を、時間外に精神科医が外来対応できる新た

な体制作りが急務である。 

(3) 精神科患者の主訴とバイタルサインを判定

要素とする緊急度判定プロトコルを開発した。

タブレット型端末（ iPad ）を用いた緊急度判

定の実証研究を行い、簡便な判定手法として

有用であった。 
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1) PDF 傷病者の搬送及び受入に関する実施基
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運用状況。総務省消防庁平成 24 年度消防防

災科学技術研究制度「精神科患者の救急搬送

に関する研究」分担報告書 

3) 緊急度判定支援システム JTAS 2012 ガイド

ブック、日本臨床救急医学会監修、へるす出

版。 

 

 本論文の研究内容は、総務省消防庁平成24年

度消防防災科学技術研究制度「精神科患者の救

急搬送に関する研究」のなかで行った。また、

内容の一部は、厚生労働省平成24年度救急医療

体制等あり方に関する検討会の参考人資料（第

３回、第4回、第6回資料）としてホームページ

に公開されている。 
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［セッション 1］ 

 

 消防防災科学技術研究推進制度の研究成果報告 

石油タンク底部鋼板の腐食劣化状態をタンクの外部から 
評価する手法の開発 

 

千代田化工建設株式会社 

日置輝夫、前田守彦、渡邉慎也、甲斐大介 
周南市消防本部 

井澤淳二、藤井 徹、佐伯吉憲 
青山学院大学 

長 秀雄 
日本工業検査株式会社 

出牛利重 
 

 

1. はじめに 

 危険物の規制に関する政令の一部を改正する

政令(平成 11 年政令第 3 号)により、500kl 以上

1000kl 未満の屋外タンク貯蔵所については「準

特定屋外タンク貯蔵所」と区別された。同改正

政令附則第 2 項の「旧基準の準特定屋外タンク

貯蔵所」は平成 29 年 3 月 31 日までに、新基準

に適合することを確認するか、適合するように

対応しなければならない。開放期間中は当該タ

ンクを使用できなくなること、また、開放期間

中の代替タンクを確保する必要があることも想

定されることから、タンクの設置者等への経済

的なコスト負担が大きなものとなると考えられ

る。そのため、新基準適合確認対象範囲である

側板内面から 500mm 以内のタンク底部鋼板の

板厚をタンクを開放せずに評価する手法があれ

ばタンク設置者等への負担が軽減され、新基準

適合確認も進むことになる。このような背景か

ら、本研究は平成 22 年- 24 年度消防防災科学技

術研究推進制度の助成を受けて、準特定屋外貯

蔵タンク底部鋼板の板厚をタンクを開放せずに

評価する方法について研究を行った。検査技術

は超音波探傷法に分類される「アクティブ Lamb

波法」、「ロングレンジ UT 法」を併用したタン

ク板厚の評価を試みた。 

 本稿では、準特定屋外タンク貯蔵所の新基準

適合確認を行う一手法として、タンクを開放せ

ずに底部の板厚評価を行うための超音波法を用

いた検査技術の確立と、新基準適合確認作業に

関する実運用方法の策定について報告すると共

に、消防機関が検査に伴う工事に係る安全対策

の確認及び当該検査手法に関する関係法令等の

適合性について検討及び実施した結果を報告す

る。 

 

2. 新基準適合確認に関する技術基準 

 当該適合確認の一部であるタンク底部鋼板に

関しては、以下に示す新基準に適合しているか

どうか、前述の期日までにを確認することが求

められている。 

 

I. タンク底部鋼板の厚さが 3.2mm 以上であ

ること（「危険物の規制に関する規則」（(昭

和 34 年総理府令第 55 号)の第 20 条の 4 の

2 の第 2 項第 1 号） 
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II. タンクを開放し（特定条件を除く）、原則

として側板内面から 500mm 以内の範囲を

円周方向に 2m 間隔で測定した値の平均値

を実板厚として計算した保有水平耐力が

必要保有水平耐力以上であること（「準特

定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に

関する運用について」（平成 11 年 3 月 30

日付消防危第 27 号通知（以下「27 号通知」

という。））第 3,1） 

 

3. 底部鋼板板厚定量評価の流れ（案） 

 超音波を活用した底部板厚の板厚定量評価方

法を構築した。本方法はラボ実験の結果に基づ

くものであることを付記する。 

 

3.1. 前提条件 

 本検査手法構築に関する前提条件を以下に述

べる。 

① 板厚 6mm、矩形模擬減肉を有する試験片を

用いた実験結果に基づく（表 1、図 1、図 

2 参照）。 

② アクティブ Lamb 波法、ロングレンジ UT

法の超音波探触子を用いた実験結果に基

づく（表 2 参照）。 

③ 超音波の入射方向に対して減肉部が一つ

存在する条件である。 

④ 探触子と減肉部の距離 350mm と 564mm の

実結果に基づく。 

⑤ 内容物、コーティングがない状態の実験結

果に基づく。 

⑥ 側板や溶接部がない試験片を使用した実

験結果に基づく。 

 

幅

奥行き

深さ

傾斜角度

 
図 1 模擬減肉部の形状 

 

表 1 基礎モデル試験片の減肉寸法一覧 
試験片

No. 

減肉 

No. 

減肉 

傾斜 

角度 

減肉部奥行き X 減肉部幅 Y 減肉深さ Z

元板厚 

6mm 

1mm 2mm 4mm 4mm 10mm 30mm

A 1 90°  ○   ○  2.8mm 

（残板厚 

3.2mm） 

2 60°  ○   ○  

3 30°  ○   ○  

B 4 90°  ○  ○   

5 90°  ○    ○ 

C 6 90° ○    ○  

7 90°   ○  ○  

D 8 90°  ○   ○  1.8mm 

（残板厚 

4.2mm） 

9 90°  ○  ○   

E 10 90°  ○    ○ 

11 90°  ○   ○  3.8mm 

（残板厚 

2.2mm） 

F 12 90°  ○  ○   

13 90°  ○    ○ 

  
 

  

 

中心からずらす 

350m
m

 
350m

m
 

350mm 350mm 

2mm

914mm 

2mm 

197mm 

12
19

m
m

 

2mm

10mm 

244.5mm 

10mm 

244.5mm 

2.8mm

2.8mm 

2.8mm 

10mm 

5.2mm 11.8 mm 

№1

№2

№3

 

図 2 ラボ試験片（参考図） 

 

表 2 超音波探触子仕様 

項目  アクティブ Lamb 波法  ロングレンジ UT 法  

周波数  100kHz 1MHz 

入射角  ―  53.6° 

屈折角  ―  横波 90° 

振動子

寸法  

W 80mm ―  

H 6mm ―  

寸法  W 90mm 50mm 

H 10mm 37mm 

D 50mm 60mm 

メーカー  

 

株式会社 KGK 社製  株式会社 KGK 社製  
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備考  探傷器はアールディ

ティック・アジア株式

会社製（5900PR）のラ

ム波 S0 モードの検出

が可能なものを使用

した。  

屈 折 角 は 周 波 数 を

0.5MHz の条件で算出

した数値を示す。  

探傷器はオリンパス

株式会社製のものを

使用した。  

 

3.2. 計測方法 

 計測方法は「屋外貯蔵タンクの底部板厚をタ

ンクを開放せずに評価する技術に関する調査・

研究（平成 22 年 2 月総務省消防庁危険物保安

室）」（以下、タンク底部板厚評価技術調査・研

究とする）において、理論的考察等に基づき適

用可能性が高い技術が選定された。結果として、

素材や部材に存在する可能性のある欠陥、材質

の異常などを破壊せずに検査することができる

超音波を用いた 2 つの方法「アクティブ Lamb

波法」「ロングレンジ UT 法」が採用された。ま

た検査範囲や検査対象減肉の大きさなどに応じ

て、超音波探触子の周波数や入射角度を調整す

ることにより、減肉部をより明瞭に捉えられる

ことが本研究において示唆された。そこで探触

子や治具を新規に開発することにより、計測デ

ータのばらつきを抑えることを可能とした。 

 

3.2.1. アクティブ Lamb 波法 

 アクティブ Lamb 波法は、ラム波の基本 S0 モ

ードを発生し、反射波を検出することにより減

肉量と減肉箇所を推定する方法である。底部鋼

板の端面に探触子を設置・固定して計測を行い、

超音波反射波形を記録する（図 3 参照）。エン

コーダを用いて探触子設置位置と超音波波形の

データの関連付けを行う。 

 

3.2.2. ロングレンジ UT 法 

 ロングレンジ UT 法は、通常の垂直探傷法や

斜角探傷法とは異なるモードの超音波（ガイド

波）を用いて、タンク側板直下部のアニュラ板

溶接部の欠陥等を検出する検査方法である。底

部鋼板の張出部上面に探触子を設置する。タン

ク側板に対して平行に走査させながら計測を行

い、超音波反射波形を記録する（図 3 参照）。

複数（少なくとも 2 方向）の入射水平角度から

計測を行う。エンコーダを用いて探触子設置位

置と超音波波形のデータの関連付けを行う。 

 

アクティブLamb波法

ロングレンジUT法

探触子

計測装置

計測装置

探触子

張出し部端面に探触子を押し当てる張出し部上面に探触子を押し当てる

 
図 3 計測イメージ図 

 

3.3. 計測可能範囲 

 アクティブ Lamb 波法とロングレンジ UT 法

の計測可能範囲を表 3 に示す。 

 

表 3 計測可能範囲 

アクティブ Lamb 波法 

0mm
（側板位置） 1500mm

減肉投影断面積評価可能範囲

差分波形評価
必要範囲

（0～400mm程度）

底部鋼板の状態や探触子周波数などにより範囲は異なる  
ロングレンジ UT 法 

減肉幅評価可能範囲

底部鋼板の状態や探触子周波数などにより範囲は異なる

0mm
（側板位置） 1500mm

不感帯影響範囲
（0～100mm程度）

 
  

 

 ラボ実験に用いた試験片の 長寸法に基づき、

1500mm までの範囲とする。アクティブ Lamb

波法は探触子近傍の範囲（0～400mm 程度）で
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不感帯が存在した場合、差分波形評価により反

射波を判断する。 

 ロングレンジ UT 法は検査範囲に応じて、探

触子の周波数を選択する。探触子近傍を評価す

る場合はより高周波数の探触子を用いる。遠方

を評価する場合はより低周波数の探触子を用い

る。計測範囲 1500mm は周波数 1MHz の探触子

を用いた場合とする。 

 

3.4. 定量評価方法 

3.4.1. 減肉位置特定 

 ロングレンジ UT 法により得られた複数の入

射水平角度に関する反射波形（C-スキャンマッ

ピングなど）から減肉位置を同定する。減肉部

反射波以外の反射波を分別するため、異なる入

射水平方向や周波数の結果、タンク構造物の情

報（底板・側板・治具溶接線、拘束など）など

を踏まえて、減肉有無を判断する。 

 

3.4.2. 減肉投影断面積算出 

 位置同定された減肉部に対して、アクティブ

Lamb 波法の計測を行う。計測により得られた

反射波に基づき減肉部の反射率を算出し、図 4

の相関図から減肉投影断面積を求める。 
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肉
部
反

射
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減肉投影断面積[mm2]

y = 0.0013x
R2 = 0.9628

 

図 4 減肉部反射率と減肉投影面積の相関図 

 

 本相関図はラボ実験データに基づき構築した

ものである。但し、減肉断面積が 7.2mm2 以下

に関してはラボ実験のデータが得られていない。

減肉投影断面積形状（横 2a、縦 b）のアスペク

ト比（2a/b）が 5 以上であること前提として（「石

油タンクの設計と安全管理」参照）、投影断面積

（2a×b）が 7.2mm2 以下の場合、減肉深さは

2.8mm 未満であるものと評価する。 

 

3.4.3. 減肉幅算出 

 ロングレンジ UT 法により得られる波形から

振幅値が負から正に変わる点（ゼロクロス）の

時刻差を算出する（図 5 参照）。その減肉部の

超音波到達時刻差から減肉幅を算出する（図 6

参照）。 
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図 5 超音波到達時刻差の求め方 
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図  6 減肉反射波到達時刻差に基づく減肉幅

の求め方 

 

3.4.4. 底部鋼板板厚算出 

 減肉投影断面積を減肉幅で除することにより、

減肉深さを求める。底部鋼板の元板厚（6mm）

から減肉深さを減算し、残板厚を求める。 

① 減肉投影断面積と減肉幅の計測データか

ら図 7 の判定図を用いて、残板厚を概略評

価する。 
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② 減肉投影断面積が 7.2mm2 未満の場合は残

板厚が 3.2mm 以上あるものとする。 

③ 減肉幅 30mm を超える場合は減肉投影断面

積を超音波入射幅で除することにより、残

板厚を求める。 

④ 減肉幅 30mm 未満の場合は開放検査とする。

参考に減肉投影断面積を減肉幅で除する

ことにより、大まかに残板厚を評価する。 

 
 

 

 

欠陥データが存在しない範囲 

減肉 2.8mm（残存 3.2mm）未満

減肉 2.8mm（残存 3.2mm）の場

合の断面積と欠陥長さの関係 

6mm 貫通穴の場合の断面積と

欠陥長さの関係 

検出限界 

減肉 2.8mm（残存 3.2mm）以上

減肉幅 [mm]  
図 7 測定断面積と減肉幅に基づく減肉判定 

 

4. 実運用方法の策定 

 超音波法を用いた検査技術（底部鋼板の板厚

定量評価方法）に基づく新基準適合確認作業に

ついて、実運用方法を策定した。 

 

4.1. 適用範囲 

 超音波法を用いた検査技術（底部鋼板の板厚

定量評価方法）の実機タンク適用範囲を表 4 に

示す。超音波の減衰を考慮して、当該適用範囲

は張出部端面からタンク中心に向けて 1500mm

以内（この範囲に底板溶接がない場合）とする。

アニュラタイプの場合はアニュラ板を適用範囲

とする（アニュラ板の幅が 1500mm 以内である

ことを前提とする）。スケッチタイプの場合は張

出部端面からタンク内部中心に向けて 1500mm

までの範囲とする。その範囲内に溶接線がある

場合は、溶接線までの範囲とする。 

 

 

 

表 4 検査技術適用範囲 

アニュラタイプ  スケッチタイプ  

 検査適用範囲

 

 
検査適用範囲

 

4.2. 適用検査 

 タンク底部板厚評価技術調査・研究において

新基準適合確認フロー（試案）（図 13 参照）、

が示された。本フローでは表 5 に示す非開放検

査が定義されている。 

 

表 5 新基準適合確認のための非開放検査 

非開放検査 定義内容  

A-1 タンク底板全面に対して、減肉有無及び減

肉位置を確認することが可能な非開放検

査。  

A-2 側板内側 500（mm）以内に対して、減肉

の有無及び減肉の位置を確認することが

可能な非開放検査。  

B-1/B-2 減肉部の残板厚を定量的に評価すること

が可能な技術。  

 

 本研究開発による手法が適用可能な検査対象

は以下の通りである。 

 

4.2.1. 底部板厚 3.2mm 

 4.1 節の適用範囲内において底部板厚が

3.2mm 以上であることを検査する。タンク直径

が 3000mm 以下の場合は、溶接部が本検査を妨

げない状態であることを前提に、非開放検査

A-2 として底部板厚 3.2mm の定量評価に適用で

きる。 

 

4.2.2. 保有水平体力 

 非開放検査 B-2 として板厚が許容厚さ以上あ
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ることを検査する（保有水平耐力を考慮した許

容厚さが 3.2mm 以下であることを前提とする）。 

 

4.3. 実機タンク底部鋼板板厚定量評価（案） 

 新基準適合確認を目的とした場合の実機タン

ク計測作業の大まかな流れを図 14 に示す。実

機タンクの環境を確認して、アクティブ Lamb

波法及びロングレンジ UT 法による計測の適用

の可否を判断する。適用可否の判断は、本手法

がラボ実験の結果に基づくものであること（3.1

節参照）、加えて実機タンク適用に関する留意点

（4.4 節参照）を踏まえて判断する。適用不可

と判断された場合は他の検査方法を適用するも

のとする。適用可能な場合は計測前処理を行う。

必要に応じて保温材撤去や犬走りアスファルト

のハツリ、張出部上面や端面の研磨を行う。計

測環境を整備した後、アクティブ Lamb 波法や

ロングレンジ UT 法の超音波計測を実施する。

計測終了後、前処理した部位の復旧を行う。実

測値として採用できる残板厚については非開放

検査 A-2/B-2 のデータとして扱う。 

 

4.4. 計測・評価の留意点 

 実機タンクの構造・仕様や環境はラボ試験と

異なる。本検査における留意点を以下に述べる。 

 

4.4.1. 張出部裏面の腐食 

 張出部裏面の減肉状態が著しいと超音波の入

射効率が低下する。加えて、検出波形にその張

出部裏面減肉からの超音波の反射影響を受ける

場合がある。 

 

4.4.2. 探触子接触面の凹凸 

 探触子の接触面の凹凸によっては超音波の入

射効率が著しく低下する場合がある。上面や端

面の研磨などによって可能な限り平滑な状態を

作ることが望ましい。 

 

 

4.4.3. 底部鋼板の拘束・変形 

 底部鋼板の拘束や変形により応力が局部的に

集中した場合などは、その箇所から超音波が反

射する可能性がある。 

 

4.4.4. 液面レベル 

 ロングレンジ UT 法においては、タンク内容

物への超音波伝搬、液面からの反射が超音波波

形に現れる可能性がある。計測データに影響を

与えないよう液面反射の伝搬距離を確保するた

め、液面レベルが 400mm 以上の場合に計測を

実施する。 

 

4.4.5. 安全上の留意点 

 危険物施設においては、火災又は流出等の事

故を防止するため、消防関係法令（消防法第 10

条第 3 項、危険物の規制に関する政令（以下「政

令」という。）第 24 条から第 27 条までの「貯蔵

及び取扱の基準」）を遵守し行うことが必要であ

る。 

 特に危険物の貯蔵及び取扱いを行っている箇

所は、火気等の使用が不可である。火災及び流

出事故に至る危険性がないか十分に確認するた

めに、「石油タンク底部鋼板の腐食劣化状態をタ

ンクの外部から評価する手法の開発」にかかる

報告（消防）を参考として状況を確認し安全に

作業を行うものとする。 

 

5. 準特定屋外貯蔵タンク実験検証 

 使用中の実機タンクに対して、非開放による

超音波計測を行い、本手法の適用性を検証した。 

 

5.1. 検査対象タンクと検査範囲 

 実機タンクの仕様及び計測対象範囲を表  6

に示す。 
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表 6 実機タンク使用及び計測対象範囲 

項目  内容  

内容物  C 重油  

容量  622kL 

形状  縦置き円筒型  

使用期間  37 年  

設計板厚  6.0mm（底部鋼板）  

検査履歴  底部鋼板全取替後 16 年経過  

タンク寸法  φ9680mm×H9060mm 

計測箇所  底部鋼板の 180°近傍（図 8 参照）  

 

 

図 8 底部鋼板計測対象個所（色付き部） 

 

5.2. 検査結果 

5.2.1. 実機タンク状態 

 計測時のタンク状態として、タンク開放によ

る底板の板厚計測を実施した。結果を図 9 に示

す。計測範囲では板厚がほぼ 6.0 mm 以上保有

していることを確認した。その中で大まかに 2

箇所、 小板厚 3.7 mm の広範囲減肉及び 小

板厚 4.4 mm の微小な減肉が観察された。また

底部鋼板の裏面直接観察結果より、タンク開放

による板厚計測結果と対応する位置に減肉が確

認された（図 12 参照）。減肉には錆こぶが固着

している様子が確認された。その他に、底部鋼

板の基礎部のコンクリート製ドレンピット付近

における底部鋼板の変形や一部内面コーティン

グの劣化・膨潤が観察された。 

 

 
図 9 超音波板厚計測結果 

 

5.2.2. ロングレンジ UT 法計測結果 

 ロングレンジ UT 法の結果を図 10 に示す。

これら計測結果は、色が濃くなるにつれて反射

波の振幅値が強いことを示している。また、側

板と底板の溶接部の反射の影響を低減させるた

めに傾斜をつけて超音波を入射した。さらに、

ノイズ除去を目的とし、探触子を異なる 2 方向

から計測を実施した。本計測では、入射角度を

それぞれ±20°とした。周波数 1MHz の探触子

を用いた場合は、探触子から 100 mm までの距

離が評価困難な範囲(ガイド波形成などに起因

する不感帯)となるため、100 mm 以降の結果の

み示す。尚、ロングレンジ UT 法の探触子周波

数と、この探触子近傍の不感帯には相関があり、

周波数が低くなる伝搬距離は大きくなるものの、

不感帯は増大する。そのため、探触子の近傍に

おける底板の計測を行う場合は、より高周波数

の探触子を用いて計測することにより、不感帯

の範囲を低減させることができる。 

それぞれ図中破線で囲んだ領域で反射波が観察

された。減肉部やその他反射源等は、超音波入

射角度を変化させても同様に反射するため、入

射角度を変化させた結果を比較することで、反

射波ではないノイズを分別・除去して評価した。
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結果として、減肉部やその他反射源（ドレンピ

ットの拘束や内部コーティングの劣化など）が

確認された。 

 

 

図 10 ロングレンジ UT 法計測結果 

 

 結果として、図 10 における太破線で示す検

出波は、減肉によるものと推測される。尚、ロ

ングレンジ UT 法において、溶接線や拘束が大

きく異なる領域では、超音波信号が減衰するた

めタンク構造を踏まえて減肉部を判断すること

が必要である。 

 

5.2.3. アクティブ Lamb 波法計測結果 

 アクティブ Lamb 波法で計測した結果を図 

11 に示す。 

 図 11 の縦軸は、探触子設置位置を示し、底

部鋼板の 180°溶接線を基準としている。横軸

は、計測端面から超音波を励起後、反射波が戻

ってくるまでの時間から求めた計測端面からの

距離を示す。結果として、端面から 850 mm 付

近、1300 mm 付近など図中の網掛け部で、一様

な反射波が観察された。また、端面から 500 mm

付近にて、複数の反射波群が存在している様子

が見られた。 

 当該タンク構造・仕様を踏まえて検討した結

果、前述の端面から 850 mm 付近、1300 mm 付

近など図中の網掛け部に見られた反射波は側板、

アニュラ及び底板の溶接線、加熱コイルサポー

ト等の影響であると判断された。 

 180°溶接線からの距離が 100～250 mm、且

つ端面から 500 mm 付近の範囲に見られた反射

波群はタンクの構造・仕様から考えられる反射

源はなく、且つ前述のロングレンジ UT 法によ

る計測結果からも同様な傾向が見られることか

ら、既設底板に存在する減肉部が原因である可

能性が高いことが示唆された。 

 

 
図 11 アクティブ Lamb 波法計測結果 

 

5.3. 板厚評価 

 ロングレンジ UT 法やアクティブ Lamb 波法

により同定された減肉部（大）に関して、減肉

量の定量評価を試みた。定量評価はアクティブ

Lamb 波法による超音波反射率と減肉断面積の

相関図（図 4 参照）を用いた。 

 この減肉部（大）の計測データに関して当該

相関図に基づき減肉断面積を求め、底板の残板

厚を推定した。減肉幅が 30mm 以上と判断でき

るため減肉投影断面積から超音波の入射幅（超

音波の指向性を考慮して決定される値。本計測

の場合 90mm とした）で除したものである。こ

の推定値とタンク開放による連続板厚計測の計

測値と比較した結果を図 12 に示す。 
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実機タンク底部板厚評価結果

超音波法を用いた
非開放検査

実機タンク底板 計測結果

残板厚 推定値 計測値 誤差

平均 4.2mm 4.6mm 0.4mm

最小 3.4mm 3.7mm 0.3mm

減肉部

 

図 12 実験検証結果 

 

 残板厚の平均値に関して計測値は 4.6mm、推

定値は 4.2mm となり、誤差は 0.4mm 程度であ

った。残板厚の 小値について、計測値は 3.7mm、

推定値は 3.4mm となり、誤差は 0.3mm 程度で

あった。推定値と計測値の誤差はいずれも

0.5mm 未満となる結果が得られた。誤差が生じ

る原因としては、実機の環境において生成され

る減肉が矩形や皿型の模擬減肉と比較して複雑

な形状であることが考えられる。実機タンク環

境で生成された減肉部断面から反射する超音波

は、拡散や干渉の影響により、ラボ実験により

得られたものと比べて一様な反射エコーになら

ないためと推察される。 

 本実機タンク計測結果からは、反射波にばら

つきが生じ、残板厚の推定値に誤差が生じる可

能性があることなどを前提として、本減肉定量

評価手法が実機タンクに適用できるものと判断

された。 

 

6. 研究成果の活用に向けた取り組み 

 板厚の評価については、まだ研究段階である

ため採用は見送るものの、これらの研究成果を

踏まえて、5.2.2 項にあるようにロングレンジ

UT においては減肉部等のマッピング（以下、「ス

クリーニング」という）が可能なことが確認で

きたためスクリーニングにより、タンクを開放

しなくても実板厚を測定できる手法を考案した。

ロングレンジ UT 法を用いたスクリーニングを

行うためにはまず第一に底部張出部裏面に著し

い腐食がないことがあげられる。当該部分に腐

食があるということは、底板裏面がすでに腐食

環境にあることを意味しているためである。第

2 に雨水浸入防止措置の管理が良好であること、

第 3 アスファルトサンド及び同等以上の措置が

なされていることも必要である。さらに底板張

出部表面の腐食についてはロングレンジ UT に

よる計測に支障きたすおそれがあることからこ

れらを条件としてあげている。他にも条件等が

あり、周南市消防本部が発出した関係通知（別

添）を参考とする。なお、平成 11 年消防危第

27 号通知（準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術

基準等に関する運用について）に示されたタン

クを開放して底部板厚の測定をする目的として

は、タンク開放時に自主保安的措置としてタン

ク内部の溶接線等の状況を検査するだろうとい

う希望も込められていると考えられる。周南市

消防本部管内は、周南市危険物保安規則を制定

し、300kl 以上の屋外タンク貯蔵所には特定屋

外タンク貯蔵所と同様に内部点検（危険物の規

制に関する規則第 62 条の 5）をすることを義務

付けている。また、今後さらに当該検査データ

を蓄積・分析することにより、小規模タンクの

定期点検等に用いることも可能か判断し、応用

していくことも考えている。 

 
（別添） 

準 特 定 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 の 新 基 準 適 合 に 

係 る 底 部 板 厚 の 測 定 方 法 に つ い て 

前書省略 

記 

1 適用機器  

（1）超音波探傷器（ロングレンジ UT） 

（2）側板内面から 500mm 範囲の底板の腐食等

の状態の確認が可能なもの。 

2 適用条件 

（1）27 号通知第 3、1（1）に係るものであるこ

と。 
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（2）上記 1 の適用機器でタンク底部張出部から

測定することができるものであること。 

（3）底部張出部が 50mm 以上あること。 

（4）ア 底部張出部表面に著しい腐食※１がな

いこと。 

イ 底部張出部裏面に著しい腐食※２が

ないこと。 

※1 ロングレンジ UT による測定に支障が

ない腐食であること。 

※2 超音波板厚計を使用し腐食環境がな

いことをあらかじめ確認すること。 

（5）底部張出部の雨水浸入防止措置の管理が良

好で、測定に支障がない範囲で当該雨水浸

入防止措置を剥離できるもの。 

（6）アスファルトサンドが施工されていること。 

（7）測定する位置（間隔）は 27 号通知第 3、1

（1）によること。 

3 判定方法 

  側板内面から 500mm 以内の範囲の減肉等

の反射波がないことが C-スキャンマッピン

グ（カラー）等により容易に確認できること。 

4 検査フロー（図 15 参照）  

5 板厚の採用について 

測定箇所の板厚は、建設時の公称板厚から

日本工業規格に定める板厚の許容差の 大

値を減じて板厚を算出する。ただし、鋼板購

入時にマイナス側の板厚公差をゼロと指定

し、その仕様が書類等で明らかな場合におい

ては、マイナス側の板厚公差を減じる必要は

ないこととする。 

6 側板内面から 500mm 以内の範囲に腐食等の

反射波が確認された場合は、速やかに内部開

放検査を実施すること。 

7 その他 

  当該手法により板厚の評価を行った場合は、

「危険物の規制に関する政令の一部を改正

する政令等の施行について」（平成 11 年 3

月 30 日付け消防危第 26 号各都道府県知事あ

て消防庁次長通知）第 5 その他「危険物保安

技術協会による技術援助」（以下「安全性評

価」という。）により安全性評価を受けよう

とする前日までに、上記 1 から 5 までが適切

に行われたことを確認できる資料を提出す

ること。 

 

7. まとめ 

 タンクを開放せずに底部の板厚評価を行うこ

とを目的として、平成 22 年度から平成 24 年度

の 3 年間にわたり研究を行った。本研究により

終目標である以下の成果が得られた。 

① 超音波法を用いた検査技術（底部鋼板板厚

評価技術）の構築 

② 新基準適合確認作業に関する実運用方法

の策定 

 超音波計測の一連の作業は、火災や漏洩危険

が考えられるため、消防機関が具体的な作業状

況を確認し、安全面や計測の現行法との整合性

について考え方を整理した。 

 超音波法を用いた検査技術と新基準適合作業

に関する実運用方法について、実機タンクに対

する実験検証により適用性を評価した。タンク

外部からの非開放検査とタンク開放による内部

板厚検査結果を比較検証した結果、底部鋼板腐

食部の残板厚について 0.4mm 程度の誤差で評

価することができた。 

 平成 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を受け

て、タンク健全性維持の観点から技術基準に関

する再整備が進むものと考えられる。特に沿岸

部においては、津波によりタンク底板裏面へ浸

水したことによって、今後の腐食・減肉発生が

発生・進展することを危惧しているタンク所有

者もいる。タンク使用中において、タンク底板

の腐食劣化状態を的確に把握して、開放検査の

要否判断を行い、またタンクの技術基準適合に

向けた情報収集、評価することができることは

大きなメリットがある。こうしたことから、タ

ンク非開放検査は今後より重要性を増してくる

ものと想定される。6 章の研究成果の活用に向
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けた取り組みに示した新基準適合作業に関する

スクリーニングや板厚計測への活用に向けて、

今後、計測実績をさらに積み上げることにより

検査精度を高めることが肝要である。また、研

究成果の一部を活用して周南市消防本部では、

新基準適合審査に係る指導指針を整備し運用を

開始している（図 15 参照）。 

 これらの検査技術や実運用方法のさらなる向

上によって、タンク所有者などの検査の負担が

軽減され、新基準適合確認作業が促進すること

より、安全・安心な社会が実現することを希求

する。 

 

 

 

 

タンク底板全面
において減肉あり

側板内側500（mm）
以内において減肉あり

非開放検査A-1
（※1）

NO

【スクリーニングA-2】
非開放検査A-2（※3）の

適用が可能である

YES

非開放検査A-2
（※3）

減肉部の板厚が
3.2（mm）以上ある

NO

スタート

新基準適合要件のうち
底部板厚に関して適合

YES

開放検査

検査対象タンクの
仕様確認

評価対象と法規・規格の確認

YES

NO

底部板厚3.2（mm）適合 保有水平耐力適合

NO

非開放検査B-2
（※3）

板厚が許容厚さtb（mm）
以上ある（※4）

YES

新基準適合確認フロー（試案）の適用について
本フローは、非開放検査A-1/B-1及び非開放検査A-2/B-2の方法が確立され、実運用を考慮した課題が解決されれば
将来的に適用の可能性があるフロー（試案）である。

※1：タンク底板全面に対して、減肉の有無及び減肉の位置を
確認することが可能な非開放検査。

※2：側板内側500（mm）以内に対して、減肉の有無及び減肉の
位置を確認することが可能な非開放検査。

※3：減肉部の残板厚を定量的に評価することが可能な非開放
検査。

※4：許容厚さtb（mm）は、タンク仕様に基づき必要保有水平耐
力算出式を用いて逆算。

「危険物の規制に関する規則第20条の4の2第2項第1号」（底部板厚3.2mm）
及び「危険物の規制に関する規則第20条の4の2第2項第4号」（保有水平耐力）

の基準を共に満たす

非開放検査B-1
（※2）

YES YES

NO

【スクリーニングB-2】
非開放検査B-2（※3）の

適用が可能である

YES

NO NO

【スクリーニングA-1】
非開放検査A-1（※1）の

適用が可能である

YES

【スクリーニングB-1】
非開放検査B-1（※2）の

適用が可能である

NO NO

YES

【評価対象】
底部板厚3.2（mm）
危険物の規制に関する規則
第20条の4の2第2項第1号

【評価対象】
保有水平耐力

危険物の規制に関する規則
第20条の4の2第2項第4号

保有水平耐力が規定以上
あることが確認できない

NO

底部板厚が3.2（mm）以上
あることが確認できない

 

図 13 新基準適合確認フロー（試案） 
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 スタート

底部鋼板
板厚評価へ

なし

底板張出部の
著しい腐食（※1）
その他（※2）

底板張出部
（図面等で確認）

雨水シールの
剥ぎ取り

底板張出部
端面の状況

基礎のはつり（※2）

工事の際、
火花等の発生

安全対策の
実施

非開放検査での
新基準適合確認に
係る板厚測定可否

計測範囲の
減肉部反射波

実測値として採用
（計測範囲の板厚）

あり

アクティブLamb波法
計測

ロングレンジUT法
計測

開放検査

減肉投影断面積
評価実施

減肉幅評価実施

減肉投影断面積
7.2mm2未満

減肉投影断面積
7.2mm2以上

減肉幅30mm未満

減肉幅30mm以上

残板厚3.2mm以上
ある可能性が高い（※3）

（計測範囲の板厚）

不可

可

あり

なし

不可

可

※1：超音波板厚計により底板張出部裏面に著しい腐食が検出された場合は、タンク内部裏面についても同様の腐食があると考えられることか
ら、開放して点検する必要がある。また、張出部表面全般に著しい腐食がある場合は有効なデータが取れない。
※2：底板裏面の防食処置がアスファルトサンドであること及び雨水侵入防止措置に劣化・破損がないなど適切な管理をされていること。
※3：ピッティング及び局部減肉に関して、減肉の幅（a）、減肉の深さ（c）のアスペクト比（2a/c）が5以上であることを前提とする。全面腐食は局部
減肉よりもアスペクト比が大きくなる。減肉投影断面積7.2mm2未満の減肉部検出手法やアスペクト比を含む減肉形状などについて今後さらなる
検討が必要である。

底板

側
板

タンク
内部

基礎（コンクリート）

端部
張出部

アスファルトサンド

500㎜以内

可

不可

あり

なし

あり

なし

腐食位置及び概略板厚
は同定済み

可

不可

基礎に
埋没

露出
（底板端部の
全面が起訴よりも
上面にあること）

底板板厚評価実施
底板板厚3.2mm未満

底板板厚
3.2mm以上

腐食位置は同定済み

腐
食
位
置
は
同
定
済
み

今後の実機タンクのデータ蓄
積により判断する。

 

図 14 実機タンク底部鋼板板厚定量評価作業の流れ 
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底板

側
板

タンク
内部

基礎（コンクリート）

端部
張出部

アスファルトサンド

500㎜以内

 
図 15 検査フロー 

（日置輝夫 〒220-8765 横浜市西区みなとみらい四丁目 6 番 2 号 

TEL: 045-225-7194 E-mail: teruo.hioki@ykh.chiyoda.co.jp）
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［セッション 2］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

太陽光発電システムからの出火事例について 
 

船橋市消防局 

柴田敬吾 
 

1 はじめに 

 近年、地球規模で環境問題に対する人々の関

心の高まりや東日本大震災後の原子力発電に替

わる再生可能エネルギーに注目が集まっており、

一般家庭で設置が可能である太陽光発電システ

ムの需要が増加している。 

 一方、同システムからの出火事例も散見され

ているが、本事案は建材一体型太陽電池モジュ

ールの構成部品から出火に至った可能性が高い

事例である。 

 

2 火災の概要 

(1) 出火時刻 

 平成 23 年 9 月 14 時 05 分頃 

(2) 設置年月 

 平成 16 年 3 月（建物新築時に太陽光発電シス

テム設置） 

(3) 気象状況 

 天候晴、気温 32℃、湿度 52%、風向西南西、

風速 3m/s 

(4) 発見状況 

 居住者が 2 階ベランダで線香のようなにおい

を感じ、パチパチという音で屋根を見ると白煙

を確認、携帯電話で 119 番通報後、避難してい

る。 

(5) 焼損概要等 

 木造 2 階建て住宅のうち建材一体型太陽電池

モジュール及び屋根裏部分が焼損した建物火災

であり、この火災による死傷者は発生していな

い。 

 

3 太陽光発電システムの概要等（図 1・2 参照） 

 太陽光発電システムは、太陽電池モジュール

（以下「モジュール」という。）に太陽光が照射

されることにより、モジュール内部の太陽電池

セルの特性（光起電力効果）によって発生する

電力を取り出し、延長ケーブルで送られる 大

300V の直流電流をパワーコンディショナで交

流に変換後、分電盤を介して家庭内又は電力量

計へ送電し、昼間の余剰電力を商用電力へ送電

し、不足する電力は商用電源から補うシステム

である。 

 当該モジュールは、屋根上に 75 枚設置されて

おり、隣接モジュールのプラスとマイナスの出

力リード線が防水コネクタで直列に接続されて

いる。 

 各モジュールは 3 系統（各 25 枚）に分かれて

おり、系統毎の入力・出力用延長ケーブル計 6

本とアース線 1 本が系統 3 入力モジュール 1 の

上段から屋根裏へ貫通し、さらに屋外のパワー

コンディショナへと接続されている。 

 なお、アース線は、モジュール 1 の金属枠に

取り付けられ、各モジュールを金属枠で連結す

ることでアースが取られている。 

 

4 消防隊の活動状況等 

 消防隊現場到着時、南側屋根の棟瓦から白煙

が上昇しているものの、火炎は確認できない。

その後、地上から放水すると、南側屋根から白

煙が上昇し、時間経過と共に破損、火炎の噴出

が認められる（写真 1・2 参照）。 

 屋内の分電盤は、電流制限器が「入」のため
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電路を遮断し、漏電遮断器の「トリップ」状態

を認める。その後、東側軒下を破壊すると、黒

煙の噴出を認めるが火炎は確認できず、2 階東

側居室を見分するも火煙や焼損が確認できない

ため、天井を破壊すると天井裏全体に火炎が認

められ、屋根裏へ放水する。なお、残火処理中、

手袋着用状態で濡れた断熱材等に触れた隊員 2

名が感電している（写真 3～5 参照）。 

 

5 実況見分状況（第 1 回） 

 出火翌日、ハウスメーカー（以下「A 社」と

いう。）、モジュールメーカー（以下「B 社」と

いう。）の協力を得て、千葉県警察本部科学捜査

研究所等と消防で実況見分を実施した。 

(1) 電気系統の見分 

 北側壁面のパワーコンディショナに焼損は認

められず、モジュール用開閉器及び漏電遮断器

は「入」の状態であり、屋内のリモートコント

ローラは液晶表示が消えており、焼損は認めら

れない（写真 6・7 参照）。 

(2) はしご車梯上からの見分 

 はしご車梯上から屋根を見分すると、西側に

焼損は確認できず、北側は、上段中央部から東

側に黒い煤けや一部陥没が認められる。また、

南側は、スレート瓦（以下「瓦」という。）の上

段 3段目から 15段目まで建材一体型のモジュー

ルが設置されており、西側は原形地色をとどめ

ているが、東側はモジュール表面が破損してひ

び割れ、上部の瓦に煤けや陥没が認められる（写

真 8・9 参照）。 

(3) 2 階東側居室の状況 

 居室内に焼損は認められず、天井や壁の破損

は消防隊によるもので、屋根材は露出し所々炭

化又は焼失している。また、吹き抜け天井は、

照明や配線類、アルミ製の野縁やさお縁の骨組

みが残存し焼損していないのに対し、野地板や

たる木は、炭化又は焼失している（写真 10～13

参照）。 

 居室内床上の堆積物から、欠損や断線してい

るコネクタ、断線部に電気痕がある配線、モジ

ュールの破片が見分できる（写真 14～17 参照）。 

(4) 屋根裏の見分 

 北側及び西側屋根裏は、上部ほど煤けや炭化

が見られ、下部ほど焼損していない。また、天

井板上の断熱材は煤の付着のみで、南西側から

北東側へ続く延長ケーブルに焼損は認められな

い（写真 18・19 参照）。 

 西側中央に延長ケーブルとアース線が垂れ下

がっており、アース線のみ絶縁被覆が焼失して

素線が露出しているが電気痕は認められず、他

は絶縁被覆が黒く変色している。なお、延長ケ

ーブル等は、電路を遮断するため、鎮火後にＡ

社関連業者が切断したものである（写真 20・21

参照）。 

 南側屋根裏は西側ほど煤の付着のみで、東側

ほど炭化又は剥離している。また、東側居室吹

き抜け上部は、アルミ製野縁に焼損は認められ

ず、断熱材、たる木、野地板は、一部焼失又は

脱落している。さらに、モジュールは黒く煤け

た状態で一部欠損して原形をとどめておらず、

モジュール側の配線等が断線して垂れ下がって

おり、母屋はモジュール側が炭化している（写

真 22・23、図 3 参照）。 

 東側屋根裏は吹き抜け側又は上部ほど、たる

木、つか、筋交いの炭化が深く、吹き抜け側間

柱や梁は屋根裏側が炭化している（写真 24・25

参照）。 

 

6 実況見分状況（第 2 回） 

 出火から 6 日後、モジュールを取り外しなが

ら第 2 回実況見分を実施した。 

 A 社等によって、り災建物の周囲に足場を設

置し、モジュール表面に 1～75 の番号を付して、

屋根に梯子を掛けた状態で各モジュールの配線

を適宜切断しながらモジュールを取り外した

（写真 26・27、図 2 参照）。 

 モジュール 1 上段に屋根裏への貫通部があり、

同貫通部へ続く延長ケーブルは絶縁被覆が黒く
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変色しているが、素線の露出や断線はない（写

真 28 参照）。 

 モジュール 13 下部に絶縁被覆が半球状に溶

融している延長ケーブル及び楕円状に焼失して

いるルーフィングが認められる（写真 29・30

参照）。 

 モジュール 23 下部に捻じれている出力リー

ド線及び線状に深く炭化している野地板が認め

られる（写真 29・31 参照）。 

 モジュールを取り外し、はしご車梯上から見

分すると、東側の屋根材が炭化、焼失しており、

特に南東側の構成材の燃え抜けが著しく、同箇

所はモジュール 55（点線箇所）下部にあたるこ

とが認められる（写真 32・33 参照）。 

 

7 鑑識見分 

 出火から 12 日後、B 社サービスセンターにお

いて、A 社等の協力を得て鑑識見分を実施した。 

 B 社の説明によると、当該モジュールは 2 種

類（便宜上①型・②型という。）で、製造期間

2003 年 9 月～2006 年 1 月、販売台数 34,370 台

／11,322 台（①型／②型）、過去モジュールから

の出火事例はなく、モジュール仕様は、 大電

圧 10.46V／6.65V（①型／②型）、 大電流 4.88A

（共通）である。 

 同型モジュール表面は、周囲が金属製筐体、

表面が強化ガラス製フロントカバーで覆われて

おり、内部に太陽電池セル 22 個が樹脂で封止さ

れている（写真 34・35 参照）。 

 裏面は、耐候性フィルム製バックカバー等で

湿気等の浸入を防ぐ構造で、樹脂製保護カバー

で覆われている出力端子に長さ 1m の防水コネ

クタ付出力リード線が取り付けられている（写

真 36～39 参照）。 

 B 社の説明によると、特定のモジュールに異

常等が発生すると、同モジュールが高抵抗とな

って全体の出力が低下するため、出力端子間に

バイパスダイオードを組込むことで、迂回路を

確保して出力低下を防いでいる。また、出力リ

ード線と延長ケーブルは同仕様であり、中心部

に外径 1.8mm の導体、その周囲が絶縁体、シー

ス材で覆われており、仕上がり外形は 6.4mm で

ある。さらに、当該防水コネクタや延長ケーブ

ル接続用コネクタは差し込み式で、ロック機構

等は設けていないとのことである。 

 モジュールは、下段 4 段目右側モジュール 55

の欠損部を中心として上方へ半扇状に黒又は茶

に変色しており、同モジュールの欠損部から左

側又は下段ほど焼損や破損は認められない。な

お、裏面の展開状況は表面の屋根設置状態を上

部側から下部側へ裏返して見分したものである

（写真 40 参照）。 

 焼損が著しい 27 枚のモジュールを室内から

見上げた状態で見分する。 

 モジュール 9・25 の出力端子リード線及びモ

ジュール 55 に近接する延長ケーブルに電気痕、

さらにモジュール 55 出力端子が溶融、欠損して

いるが、同箇所周辺の防水コネクタ、出力リー

ド線、延長ケーブル、出力リード線と延長ケー

ブルの接続コネクタを確認することができない

（写真 41～43 参照）。 

 モジュール 55 表面を見分すると、左側上部が

楕円状に破損し周囲が黒く変色又はひび割れ、

上部フレームが湾曲して黒く変色している（写

真 44 参照）。 

 裏面は、出力端子左側が楕円状に破損して周

囲のバックカバーが黒く煤けており、フレーム

は破損箇所上部が溶融、変形している（写真 45

参照）。 

 モジュール 13 のリード線の絶縁被覆に半球

状の溶融が認められる（写真 46・47 参照）。 

 

8 出火箇所の検討 

 建物室内は焼損が認められず、屋根裏は、野

地板やたる木等の構成材が、西側や北側に比較

して南東側に変色や炭化が見られること。 

 また、東側居室吹き抜け部は、アルミ製野縁、

照明、配線等居室側に焼損が認められず、母屋

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 157 -



 

はモジュール側に炭化が見られるため、モジュ

ール側から延焼した様相を示していること。 

 焼損モジュールは、55 を基点として上方へ半

扇状に焼損しており、モジュール 55 下部の野地

板やたる木の焼失、炭化、さらにモジュール自

体も楕円状の欠落やフレームの変色、変形が認

められ焼損が著しいこと。 

 以上のことから出火箇所は、モジュール 55

周辺下部のルーフィングや野地板等の屋根材と

判定する。 

 

9 出火原因の検討 

 出火時は晴れていたことから、モジュールは

発電状態であったと考えられ、系統 2 終モジ

ュール 55 の出力リード線や延長ケーブルは、高

電圧が印加されていたものと推察される。 

 第 2 回実況見分及び鑑識見分から、モジュー

ル 23 下部出力リード線の捻じれや野地板が線

状に炭化しており、モジュール 13 下部の延長ケ

ーブルや出力リード線の絶縁被覆が半球状に溶

融し、直近のルーフィングが楕円状に焼失して

いる。 

 これらは、何れも延長ケーブル等に何らかの

負荷が加わったものと考えられ、要因として施

工時の配線方法の不備や何らかの振動により、

野地板上部の瓦桟とモジュール間、又は配線同

士等が重なる可能性があげられる。 

 また、各コネクタは、ロック機構等が設けら

れていないことから、施工時の差し込み不足や

振動によって緩みが生じることも考えられる。 

 一方、鑑識見分から、モジュール 55 の出力端

子は、欠損、溶融して原形をとどめていないこ

とが確認されている。 

 しかし、一部残存していることや、同端子は

樹脂製筐体で覆われ、内部がポッティング材で

充填されていることから、出力リード線に負荷

が掛かったとしても同端子に緩みが生じること

は考えられない。また、出力端子の内部電力は、

大で 51Ｗと低電圧であることから、内部から

の出火ではなく、二次的に溶融したものと考え

られる。 

 そして鑑識見分から、モジュール 55 に近い位

置で延長ケーブルに電気痕が認められ、出火箇

所に近いものと推察されるが、防水コネクタ等

の構成部品は、焼損、脱落して確認することが

できない。 

 以上のことから、本火災の出火原因は、屋根

建材一体型モジュール 55 直近のコネクタや配

線類が、施工時の配線不備や差し込み不足又は

地震等の振動による接触不良によりジュール熱

で発熱、時間経過と共に発炎し、屋根材へ着火

して屋根裏へと延焼した可能性が考えられる。

しかし、物的確証が得られないことから、出火

原因を特定するには至らない。 

 

10 活動時の安全対策等 

 本火災の残火処理中に消防隊 2 名（隊員 A・

隊員 B）が感電したことから、太陽光発電シス

テム火災の活動時における安全対策について考

える。 

(1) 感電状況 

 隊員 A は、2 階東側居室の天井裏に架梯した

アルミ製 2 連はしごを左手で握った状態で残火

処理中に垂れ下がっていた濡れた断熱材を右手

で触れた際、ピリッと電気を感じている（写真

48 参照）。 

 隊員 B は、2 階東側居室の南側ベランダに 2

連はしごを架梯し、屋根部分の残火処理中に右

手が焼損したモジュールの金属枠に触れた際、

右手指先にピリッとした電気と痛みを感じてい

る。 

 感電による人体への影響については、1mA で

電撃を感じ、10～20mA で筋肉が収縮し支配力

を失い、50mA で非常に危険で死に至ることが

あるとされており、今回は、1mA 程度の電流が

隊員 A・B の人体に流れたものと推察される。 

(2) 防火衣等の抵抗値の測定 

 防火衣等の隊員の装備について、絶縁抵抗計
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を用いて抵抗値の測定を行った。 

 なお、感電時の装備は両名共にセパレート式

防火衣、シコロ付ヘルメット、ケブラー手袋、

安全長靴で、B のみ空気呼吸器を着装していた

（写真 49～52、表 1 参照）。 

 抵抗値の測定結果から、防火衣及び安全長靴

は抵抗値が高く絶縁性を有しており、通常のケ

ブラー手袋は抵抗値が高いものの、濡れた状態

のケブラー手袋は抵抗値が低くなり、感電の危

険が高いことが分かった。 

 したがって、モジュール関連火災の消防活動

時は、絶縁手袋を着用することが望ましいと考

える。 

(3) 消防活動上の問題点と対策 

① 発電を止める方法がない ⇒モジュールの起

電停止用安全装置の開発 

② 配線系統の把握が困難 ⇒システム関連配線

が把握できるよう一般電力電線との色別 

③  建材一体型モジュールは地上からの認識が

困難  ⇒屋外に一目瞭然である統一されたシ

ンボルマーク等の設置 

④  接続箱及びパワーコンディショナ設置位置

の把握が困難  ⇒接続箱及びパワーコンディ

ショナ設置位置の規制による統一 

 

11 おわりに 

 本火災は、従来型の屋根据え置き型ではなく、

建材一体型モジュールからの出火事例であった

ため、太陽光発電システム設置の確認が遅れた

ことや、モジュール電力の遮断方法を充分に把

握していなかったことにより、微弱な電流では

あったものの、残火処理の際に隊員が感電する

という結果となった。 

 当局では火災発生の翌年、当該感電事案を教

訓として近隣消防本部の職員を含め火災調査研

修会を開催し、同システムの構造や当該火災に

対する消防活動時の留意事項を各職員に周知す

ると共に、同種火災に対する安全対策の一環と

して、各消防隊に対し耐電手袋の装備計画が整

備されることとなった。 

 また、本事案において焼損した建材一体型モ

ジュールは、外観上の美的デザインからも、今

後さらに需要が急増することが予想される。 

 しかし、その美しいデザインとは裏腹に一度

施工が完了すると、屋根裏から点検を行えない

ことから、メンテナンスの面から考えると安全

性が担保されているとは言い難い。 

 本事案のモジュールは設置から 7 年が経過し

てからの出火となったが、東日本大震災や余震

の影響がなかったと断言できないものの、震災

以降、類似火災が発生していないことから、施

工時のヒューマンエラーに起因した可能性を推

察する方が妥当だと考える。 

 今回は、物的確証が得られなかったことから、

出火原因を究明するに至らなかったが、B 社に

対してはヒューマンエラーを防止するため、コ

ネクタ部の改良等、さらなる安全対策を図るよ

う提言した。 

 今後、太陽光発電システムに関連する火災の

発生が予想されるが、本発表資料が各消防本部

の予防・警防業務に関する一資料として、ご活

用頂ければ幸いである。 

 

＜参考文献＞ 

第 59 回全国消防技術者会議資料 「住宅用太陽

光発電システムが設置された建物火災の消防活

動について」P127-131 
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図 1 太陽光発電システムの構成図 

 

 

図 2 モジュール番号及び系統図（矢印は電流の方向を示す。） 

 

 

図 3 2 階東側居室吹き抜け部の天井裏及び屋根裏断面図 
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     写真 1 り災建物南東側の状況        写真 2 り災建物南側屋根の状況 

 

   

       写真 3 分電盤の状況          写真 4 東側軒下の破壊状況 

 

 

写真 5 東側居室天井の破壊状況 

 

   

    写真 6 パワーコンディショナ状況      写真 7 リモートコントローラの状況 
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    写真 8 屋根の状況（東側から撮影）       写真 9 南側屋根の状況 

 

   

     写真 10 居室南東側の状況          写真 11 居室北西側の状況 

 

   

    写真 12 北側から天井南側を撮影       写真 13 南側から天井北側を撮影 

 

   

     写真 14 脱落した配線類           写真 15 欠損しているコネクタ 

東 
南 西 北

南 北

西 西
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    写真 16 断線しているコネクタ         写真 17 モジュールや配線 

 

   
    写真 18 北東側から北西側を撮影       写真 19 南東側から南西側を撮影 

 

  
       写真 20 延長ケーブル    写真 21 延長ケーブル貫通部 

 

   
    写真 22 南西側から南東側を撮影       写真 23 天井裏を西側から撮影 

西 

西

北

南

南

東 
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    写真 24 北西側から南東側を撮影       写真 25 北東側から南西側を撮影 

 

   
      写真 26 足場設置状況          写真 27 南東側から南西側を撮影 

 

   

    写真 28 モジュール１上段貫通部       写真 29 モジュール 13・23 下部 

 

   
     写真 30 延長ケーブルの状況       写真 31 出力リード線の捻じれ状況 

西 

東 

北 

北

間

柱

13 
23 

13 23 
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   写真 32 モジュールを取り外した状況        写真 33 屋根南東側の状況 

 

   
   写真 34 同型モジュール（①型）表面         写真 35 太陽電池セル 

 

   
     写真 36 同型モジュール裏面         写真 37 出力端子保護カバー 

 

   
      写真 38 防水コネクタ           写真 39 防水コネクタ先端 

出力リード線       バイパスダイオード内蔵位置 
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     写真 40 モジュール裏面      写真 41 焼損が著しい物件の展開状況 

 

   
   写真 42 延長ケーブル先端の電気痕       写真 43 出力端子部の状況 

 

   
   写真 44 モジュール 55 表面の欠損部     写真 45 モジュール 55 裏面の欠損部 

 

   
    写真 46 モジュール 13 裏面の状況       写真 47 リード線の溶融状況 

モジュール 55   電気痕等 

電気痕 

下段 

上段 
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写真 48 感電時の状況 

 

   
    写真 49 ケブラー手袋測定状況          写真 50 防火衣測定状況 

   
     写真 51 安全長靴測定状況        写真 52 濡れたケブラー手袋測定状況 

 

表 1 抵抗値測定結果表 

装備品名称 型式等 測定値（MΩ） 

ケブラー手袋 ㈱マックス製・MF700 3,520／0.001（乾燥／水含） 

防火衣 エミュファイター O. L 

安全長靴 シバタ工業㈱・JIS T8101 O. L 

 

 

 

（柴田敬吾 〒273-0011 千葉県船橋市湊町 2 丁目 6 番 10 号 

TEL: 047-435-8651 E-mail: sho-yobo@city.funabashi.chiba.jp） 
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［セッション 2］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

渦巻線香による火災事例に係る検証について 
 

名古屋市消防局 

池田悟司、田中周一、岡本茂樹、粕谷幸充、伊藤祐基 
 

1 火災の概要 

(1) 出火日時 

 平成 24 年 5 月 4 日 12 時 44 分 

(2) り災状況 

 間口 18m 奥行き 30m 耐火造 4 階建葬儀場の 1

階霊安室及び遺体が焼損したもの。 

(3) 出火時の状況 

 12 時 30 分ごろ、葬儀場の館長（管理者）は、

事務員と 2 人で冷蔵庫に安置されていた遺体を

霊安室の「杉の間」に運んだ。その後館長は 1

人で遺体の前に経机（読経の時に経典をのせる

黒塗りの机）置き、ろうそくと渦巻線香にマッ

チで火を点けて他にも仕事があるのですぐに 4

階へ上がった。 

 10 分くらい経って自動火災報知設備のベル

が鳴動したので階段を下りて 3 階、2 階と確認

したが異常はなかった。1 階に着いてエントラ

ンスホールに出ると霊安室に通じる廊下の扉か

ら煙が出ているのを確認した。霊安室に通じる

廊下の扉を開けると黒煙が充満しており、遺体

の腰のあたりに炎が少し見えたので消火器で消

火した。 

 最先着の消防隊が到着したときは、館長が消

火器で初期消火した後で鎮火状態であった。霊

安室の「杉の間」は粉末消火器の粉末が充満し

ていた。遺体の下に敷かれた畳も焼損していた

ため、最先着の消防隊の隊員により遺体とその

横に置かれていた経机を移動させ、焼損した畳

を北側の窓から屋外に搬出した。 

 

2 見分結果 

 葬儀場の 1 階は南側に駐車場があり、その西

側がエントランスホールとなっている。エント

ランスホールの北側には事務所があり、エント

ランスホールから東に延びた廊下の北側に霊安

室が 3 部屋配置されている。その内、中央の部

屋は遺体を保存管理する部屋となっている。（図

1 参照） 

 焼きしたのは東側の霊安室「杉の間」の一部

である。霊安室「杉の間」は、天井及び各壁面

に薄く煤が付着している。床面は畳の上にござ

が敷かれ、北端に納棺ふとんが敷かれている。

納棺ふとんの掛ふとん及び遺体の衣服はほぼ焼

失している。納棺ふとんの敷ふとんは南寄りの

焼きが強く、遺体の頸部及び下腿部の下部に燃

え込みがある。燃え込みは敷ふとん下の畳の表

面まで達しているが、局所的な深い燃え込みは

ない。遺体は表面全体が焼きし、頸部、下腿部

及び腰部が一部炭化している。 

 遺体の南側には経机が置かれている。経机に

は焼きは認められない。経机上の北側中央には

線香台が置かれ、中心に直径約 3 センチメート

ルの渦巻線香が残っている。線香台下部の受け

皿の南側には渦巻線香が焼け落ちているが、受

け皿の北側に渦巻線香はない。経机上のろうそ

くは異常がない。経机上の灰皿には使用済みの

マッチが数本入っているが、異常はない。廊下

には焼きはないが廊下の壁面及び床面には粉末

消火器の消火薬剤が付着している。（写真 No.1

～7 参照） 
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3 出火箇所 

 焼きが認められるのが、霊安室「杉の間」に

安置された遺体周辺に限られることと、初期消

火した館長が安置された遺体の腰のあたりから

炎を視認していることから出火箇所は霊安室

「杉の間」に安置された遺体付近であると考え

られる。 

 

4 出火原因 

 出火原因としては、放火、たばこ、電気、ろ

うそく及び渦巻線香が考えられる。 

 放火については葬儀場の従業員に放火の動機

は認められず、出火後、館長が初期消火をして

いることから、内部放火の可能性は考えにくい。 

 霊安室「杉の間」の北側の窓は施錠されてい

なかったが、人通りの多い時間帯であったこと、

防犯カメラにも不審な人物も映っておらず、警

備員も不審な人物を見ていないことから外部放

火の可能性は低い。 

 たばこ、電気及びろうそくについては、前述

の焼きの状況から出火の可能性はない。 

 以上のことから、出火原因は渦巻線香である

可能性が高いと考えられるが、通常、微小火源

と思われる渦巻線香自体からの出火としては、

時間的に不自然であったため、再現実験を行い

出火のメカニズムについて検証した。 

 

5 再現実験 

(1) 実験日時 

 平成 24 年 5 月 4 日～30 日 

(2) 実験場所 

 名古屋市南消防署車庫（火災現場と同様の室

内配置で実施） 

(3) 実験内容及び結果 

ア 渦巻線香の燃焼状況を確認渦巻線香に火を

点けて、有炎状態で放置した場合の燃焼状況

を確認した。 

（結果） 

 未使用の渦巻線香の場合、通常の燃焼状態

であると約 8 時間燃焼が継続するが、有炎で

放置すると上部の線香に次々と着火し、炎の

点いている側は線香の円と円の幅が縮まり、

反対側は逆に円と円の幅が広がり、1 分も経

たないうちに焼き切れて落下した。（写真

No.8～10 参照） 

イ 納棺ふとんの燃焼状況を確認 

 通常の燃焼状態の線香と有炎の燃焼状態

の線香を、納棺ふとん（ポリエステル合成繊

維）の 30cm 角の切れ端の上に置き、燃焼状

態を比較した。 

（結果） 

 通常の燃焼状態で約 10 分間線香を置いた

が、ふとんの切れ端が溶融するだけで着火に

は至らなかった。有炎の状態で線香を置いた

場合は、ふとんの切れ端に着火し、わずか数

秒で燃え広がった。（写真 No.11、12 参照） 

ウ 火災現場と同じ状況で再現実験 

 火災現場と同じ配置で経机、線香台、納棺

ふとんを置き、渦巻線香を有炎状態で放置し

て、納棺ふとんに線香が落下するか再現実験

を行った。 

（結果） 

 3 回目で火の点いている渦巻線香が、納棺

ふとんに落下した。直ぐに納棺ふとんに着火

し、約 10 分で掛ふとん、枕及び敷ふとんの

全てが焼失した。（写真 No.13～18 参照） 

 

6 考察 

 実況見分では渦巻線香の受皿のシャフト上部

（以下「シャフト」という。）に残ったごく一部

の渦巻線香を見分している。渦巻線香が通常の

状態で燃焼していれば、火を点けてから火災指

令が入る約 10分でシャフト上部に 3センチメー

トルしか残っていないということは有り得ない。

また、通常の無炎燃焼状態での線香が納棺ふと

んに落下したとしても約 10 分で納棺ふとんが

全て焼失することもない。 

 以上のことから本火災の出火原因は、経机上
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の渦巻線香が有炎状態で燃焼放置されて納棺ふ

とんに落下し、出火に至ったものと考えられる。 

 

7 終わりに 

 燃焼時間が長く一般に安心して目を離しがち

な線香だが、特に渦巻線香は、有炎状態で放置

した場合、直ぐに落下し大変危険であることが

確認された。また実験を行い確認されたことだ

が、渦巻のため手に持って横に振りにくく、一

般の棒状の線香に比べて、火を点けた後、炎を

消すことが容易ではないことも実感した。 

 本事案から、渦巻線香が有炎燃焼した場合の

危険性を広く普及させ、同様の火災発生防止に

努めたい。 

 

  図 1 

 

       

１階平面図 桐の間 冷蔵庫 杉の間

写真 No.1 霊安室「杉の間」を南から

見る（組写真） 
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  写真 No.2 霊安室「杉の間」を北から見る     写真 No.3 焼きした畳を見る 

 

 

 
写真 No.4 経机を見る 

 

 

写真 No.5 遺体と経机の配置を霊安室「桐の間」に復元した状況 

N

線香台（シャフト上部には直径 3cm の線香が残っている） 

ろうそく 

鈴 

焼香 

灰皿 

渦巻線香 

半円の線香 
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     写真 No.6 廊下を西から見る         写真 No.7 廊下を東から見る 

 

       

      写真 No.8 有炎状態で放置       写真 No.9 上部の線香に着火し変形 

 

     

 

    

 

 

写真 No.10 渦巻線香が焼き切れて落下

（落下しても火が点いたまま） 

写真 No.12 納棺ふとんに着火し燃え広

がる様子 

写真 No.11 通常の燃焼状態で納棺ふとん

に置いたが溶融するのみで着火に至らない 
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写真 No.13 消防署車庫内での再現実験の様子 

 

    

     写真 No.14 線香の燃焼状況 

 

 

      

  写真 No.16 数秒でふとん全体に燃え広がる   写真 No.17 経机上の渦巻線香 

 

写真 No.15 線香が焼き切れて火種が納

棺ふとんに落下 
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    写真 No.18 約 10 分で全てが焼失（経机には延焼なし） 

 

 

 

 

（池田悟司 名古屋市南区桜本町 24 TEL: 052-825-0119 E-mail: 12shobo@fd.city.nagoya.lg.jp） 

渦巻線香をのせ

るシャフト 
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［セッション 2］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

自動車リサイクルの破砕工程における発炎筒からの出火事例 
 

姫路市消防局 

東良省吾 
 

1. はじめに 

 この火災は、自動車リサイクルの破砕工程で、

未処理のままの発炎筒が破砕機の衝撃で出火し

たと推定した火災である。調査を進めていくと、

自動車リサイクル法において、自動車を廃車に

する際の発炎筒の処分方法が定められておらず、

使用済自動車を破砕する際、未処理の発炎筒に

より出火の危険性があることが分かった。そこ

で、主管である経済産業省製造産業局自動車課

とも連携を図り、「使用済自動車からの廃発炎筒

処理システム」の構築の議論が続くなか、同シ

ステムの構築に結びつけることが出来た事例で

ある。 

 

2. 火災の概要 

(1) 出火時分 

 平成 23 年 4 月 7 日（木）16 時 47 分頃 

(2) 鎮火時分 

 平成 23 年 4 月 7 月（木）19 時 00 分頃 

(3) 火災種別 

 建物火災 

(4) 焼損状況 

 本件火災は、自動車リサイクル工場において、

自動車リサイクルの破砕工程で出火、鉄骨スレ

ート葺 1 階建 1 棟（工場）581m2 が半焼し、工

場設備のベルトコンベア、天井クレーンが焼損、

さらにリサイクル工程で発生したシュレッダー

ダスト 200m3 が焼損している。 

 

3. 調査概要 

(1) 工場の破砕工程 

 当工場における破砕工程については、キュー

ブ状（約 1.0×1.0×1.0m）にプレスされた自動

車スクラップをトラックで工場入口へと搬入し、

工場内で一時保管後、天井クレーンでプレシュ

レッダーと呼ばれる機械へと運ばれてキューブ

状のものがほぐされ、さらにベルトコンベアで

破砕機へと運ばれる。破砕機内は金属製ローラ

ー（回転軸）に複数のハンマーが取り付けられ、

破砕の際は、ローラーが回転、その遠心力でハ

ンマーがスクラップを打撃し、握りこぶし大へ

と破砕、それをさらにベルトコンベアで高所か

ら落下させ、屋外の機械設備であるチャンバー

と呼ばれる風力の選別機で鉄屑とシュレッダー

ダストに選別する。選別され直下に落下した鉄

屑は鉄回収用ダンパからトラックへ荷積みされ、

風で飛ばされたシュレッダーダストはベルトコ

ンベアで屋外から再び屋内のダスト置場へと運

ばれ集積されるという流れになっている。分別

後の鉄屑は製鉄所等へ出荷、またシュレッダー

ダストは助燃剤として出荷されリサイクルされ

ている。 

(2) 焼損状況 

 最も焼損が激しく認められるのはダスト置場

である。ダスト置場に設置されたベルトコンベ

アの最終到達地点直下の高さ 6m 程の山状に堆

積したシュレッダーダストを中心に焼損が認め

られ、壁体から天井クレーンにまで焼損が及ん

でいる。（写真 No.1 を参照） 

 また、選別機からダスト置場までのベルトコ
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ンベアや鉄回収ダンパにも焼損が認められる。

破砕機内をはじめ、屋外の機械設備に至るベル

トコンベア及び選別機に焼損は確認出来ない。 

(3) 第一発見者（従業員）の供述 

 屋外にいた従業員が、屋外の機械設備（選別

機）に上がっていくベルトコンベアの上に、燃

えるシュレッダーダストを目撃している。（写真

No.2 を参照） 

(4) 出火箇所の判定 

 焼損状況から、ダスト置場が最も燃えて、そ

れより前の工程のベルトコンベアや鉄回収用ダ

ンパも燃えていることから、ダスト置場より前

の工程で火災が発生し、火の着いたシュレッダ

ーダストや鉄屑がベルトコンベアでダスト置場

と鉄回収用ダンパに運ばれたと思われる。 

 また、第一発見者が屋外の機械設備（選別機）

に上っていくベルトコンベアの上に燃えるシュ

レッダーダストを目撃している。 

 以上のことから、本件火災の出火箇所はダス

ト置場に至るまでの工程である破砕機内から屋

外の機械設備である選別機の間に設置されたベ

ルトコンベア付近と判定した。 

(5) 出火原因の検討 

ア 従業員の供述 

 工場の現場主任である破砕機担当者によると、

このラインで日に 1 回は炎が上がったり、燻っ

たりするとのことであった。その原因について

は、破砕機内で発生する火花、ガス缶等の爆発、

鉄同士の摩擦熱等様々であるが、発炎筒が発炎

していることが最も多いとの供述を得た。 

イ 焼損状況 

 出火箇所と判定した破砕機内から破砕工程後

のベルトコンベアには出火の痕跡は確認できず、

さらにベルトコンベア最終地点の下に山状に堆

積されたダスト置場のシュレッダーもほぼ全て

焼損しているが、焼損した部分からも出火に至

った痕跡は確認できなかった。 

ウ 出火原因の検討 

 出火に至った痕跡が確認出来ない状況であっ

たが、現場の状況、工場の破砕工程、従業員の

供述から、たばこ、放火及び電気関係について

は、工場内は禁煙であること、出火時は操業中

であったこと、電気的な異常は全く確認できな

かったこと等の理由により、その可能性は否定

された。そして従業員の供述から、日常的に破

砕工程中、ベルトコンベア上で発炎筒が発炎し

ている状況を目撃し、消火器で消火を実施して

いる事実があることから、出火の原因が発炎筒

に起因しているものと仮定し、調査を進めるこ

ととした。 

エ 破砕機の再調査 

 破砕工程中及びシュレッダーダスト内に発炎

筒が混入する可能性があるのか、後日稼働中の

破砕機を再調査した。 

 破砕機内は回転遠心力によってハンマーが自

動車スクラップを打撃し破砕する。（写真 No.3

を参照） 

 稼働中の破砕機排出口を確認すると、従業員

の供述通り、排出されるシュレッダーダストや

鉄屑の中に、発炎筒ケースや発炎筒の火薬部の

一部が混入している事実を確認する。（写真

No.4 及び 5 を参照） 

 また、破砕機排出口の温度を確認するため、

放射温度計で破砕機から排出される鉄屑を測定

すると、約 60～70℃前後で推移し、一時的に

100℃近くまで上昇しているのが認められる。

（写真 No.6 を参照） 

オ 発炎筒についての発火実験等 

 シュレッダーダスト内に発炎筒が混入する事

実が確認されたため、次に、発炎筒がなぜ発炎

するのか、また発炎筒の火がシュレッダーダス

トへ着火するのか、次の実験を実施し検証を進

める。 

（ア）発炎筒に火花を接触させた時の状況 

 破砕機内でのハンマー打撃時の火花の発生を

再現するため、金属板をエンジンカッターで切

断し火花を発生させ、金属製容器内に置いた発

炎筒にその火花を接触させ、着火に至るかを検
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証した。 

 上記の状態で 10 秒程火花を接触させたが、発

炎筒は発炎しなかった。（写真 No.7 を参照） 

（イ）発炎筒発火部を加熱した時の発火の状況 

 破砕機内での高温の状態を再現するため、簡

易カセットこんろ上に金属容器を載せて、その

底板に発炎筒発火部を置いた状態でこんろを点

火し、発火に至るか、また発火時の底板の温度

測定をするため、底板に熱電対温度計を設置し

検証した。（写真 No.8 を参照） 

 カセットこんろを点火し 1 分 25 秒後、底板が

189.8℃に達した時、発火部から炎が上がった。

（写真 No.9 を参照） 

（ウ）発炎筒が破砕機のハンマーに接触した時

の状況 

 破砕機内でのハンマー打撃時の衝撃を再現す

るため、手に保持した発炎筒の発火部を破砕機

のハンマーに叩きつけて発火に至るかどうかを

検証した。ハンマーは、破砕機に設置されてい

たもので、発災事業所から借用したものである。

（写真 No.10 を参照） 

 手に保持した発炎筒の発火部をハンマーの外

周部に数回強く叩きつけると、3 回目に発火に

至った。（写真 No.11 を参照） 

（エ）発炎筒を用いたシュレッダーダストへの

着火状況 

 火災現場から収去したシュレッダーダストを

アスファルト地面上に円状（直径約 30cm）に置

き、手に保持した発炎筒を点火し、そのままシ

ュレッダーダスト上に点火した発炎筒を置いて、

その着火状況、延焼状況を検証した。（写真

No.12 を参照） 

 数秒後、一部に着火し、10 秒後には高さ 10cm

程の有炎燃焼となり、30 秒後には周囲に延焼拡

大し、高さ 20cm 程の有炎燃焼となり燃焼を継

続した。（写真 No.13 を参照） 

カ 出火原因の判定 

 発炎筒に起因して出火に至るか、前記実験の

とおり下記の 3 項目について検証を進める。 

（ア）破砕機内でのハンマー打撃時の火花の発

生によるもの 

 破砕機内でハンマーが金属に接触することで

火花が発生、その火花が発炎筒に連続的に接す

ることで発炎に至ることについて検討すると実

験結果のとおり、火花では着火に至らなかった

ため、その可能性は低いと考えた。 

（イ）破砕機内での高温状態によるもの 

 破砕機内は金属の摩擦等で高温になるため、

温度の影響により発炎することについて検討す

ると、破砕機排出口の鉄屑の温度測定結果では

60～100℃程度であるのに対し、実験結果から発

炎筒発火部の発火点は約 190℃である。温度測

定を実施したのは破砕機排出口で破砕機内の温

度ではないが、内部の測定は困難であることか

ら、排出口の温度を参考にすると、排出される

鉄屑の温度と内部のものと大きな相違はなく内

部の温度が 190℃までの高温になっていたとは

考えにくく、発火部が発火点に達し出火に至る

可能性は低いと考えた。 

（ウ）破砕機内でのハンマー打撃時の衝撃によ

るもの 

 破砕機内でのハンマー打撃時の衝撃により発

炎筒が発炎することについて検討すると、実験

結果から手に保持した発炎筒の発火部を実物の

ハンマーの外周部に数回強く叩きつけることに

より発火に至った。よって、回転するハンマー

が発炎筒の発火部に接触すると、その衝撃・摩

擦により発火に至る可能性があることを立証で

きた。 

 以上のことから、プレスされた自動車スクラ

ップ内に発炎筒が混入した状態であり、破砕機

でスクラップを破砕する際、回転するハンマー

が発炎筒の発火部に接触し、衝撃・摩擦により

発火したものであると考えられる。さらに、着

火実験の結果から発炎筒の火が周囲のシュレッ

ダーダストに延焼したものであると推定した。 
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4. 自動車リサイクル法について 

(1) 自動車リサイクル法制定の背景 

 日本国内で年間廃棄される自動車は約 400 万

台であり、従前では使用済自動車から排出され

る鉄等の金属やエンジン等の部品は鉄屑や中古

部品として流通され、リサイクルが行われてい

た。しかし、流通されない内装材料を中心とし

たシュレッダーダスト、エアバック、エアコン

のフロンガス類は処理が困難なため不法投棄や

不適切処理の原因となっていた。そのため、使

用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るた

め、自動車製造業者にリサイクルの責任を果た

すことを義務付け、またユーザーにシュレッダ

ーダスト、エアバック、フロンガス類の処理に

かかる費用を負担することを義務付ける自動車

リサイクル法が平成 14 年 7 月 12 日に制定され

た。 

(2) 発炎筒について 

 自動車に積載している発炎筒は、道路運送車

両法に基づく自動車の保安基準によって、その

積載が義務付けられているが、使用済自動車の

発炎筒の処理については、自動車リサイクル法

において示されていない。 

 

5. 再発防止のための措置 

(1) 当該事業所に対して 

 火災発生後、消防署予防係と連携を図り、再

発防止対策の指導を行い、事業所は自主的に自

動火災報知設備の発信機の新規設置、監視カメ

ラの増設、シュレッダーダストの在庫量の管理、

自動車スクラップの仕入先である自動車解体事

業者への発炎筒取り除き等の注意喚起等を実施

していくとの報告を受けた。 

(2) 本市の産業廃棄物主管課に対して 

 火災発生後、主管課に情報提供をするととも

に、自動車リサイクル破砕業の許可権を持つ主

管課からも事業所に対して再発防止を指導する

よう要請した。 

 また、本件火災において、自動車リサイクル

の破砕工程で、プレスされた自動車スクラップ

に混入した発炎筒が出火原因となった可能性が

あるため、主管課に対して、自動車プレスを扱

う解体業者に発炎筒等の出火の危険性のある異

物を混入させないよう注意喚起し、自動車リサ

イクルの会合等があればその危険性について取

り上げるよう要請し、主管課による積極的な広

報を実施することとなった。 

(3) 経済産業省製造産業局自動車課に対して 

 自動車リサイクルの主管である経済産業省製

造産業局自動車課に問い合せたところ、発炎筒

混入による出火の危険性については、経済産業

省でも把握しており、現在回収システムの構築

を進めているところであるとのことであった。

しかし、今まで消防機関から具体的に発炎筒に

起因する火災についての情報がなかったこと等

の説明があり、自動車リサイクルの破砕工程に

おいて、発炎筒が原因となる火災が発生したの

であれば、事態は重大であり、発炎筒について

も回収物品として規制する方向で検討が必要で

あるとの見解であった。 

ア 経済産業省製造産業局自動車課への要望 

 平成 23 年 7 月に「自動車リサイクル工程での

発炎筒に起因する火災について」の文書を送付、

自動車リサイクル工程において発炎筒に起因す

る火災が発生したことの火災情報を提供すると

ともに、火災予防の観点から出火危険を排除す

る措置を講じて頂くように要望を実施した。 

イ 自動車リサイクル工程における火災の実態

調査 

 全国における類似火災を把握するため、平成

23 年 7 月中に全国において自動車リサイクル業

を行う事業所を複数管轄する 25 の消防本部（※

日刊市況通信社発行の「メタル・リサイクル・

マンスリー2011 年 5 月特集号」を日本鉄リサイ

クル工業会から提供を受け入手した情報）に自

動車リサイクル法施行（平成 14 年）以降の自動

車リサイクル工程での火災についての照会を実

施した。その結果、25 消防本部中 23 消防本部
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から回答を得て、このうち 14 本部で 50 件の火

災が発生し、発炎筒に起因する火災が 2 件（断

定 1 件、推定 1 件）発生していることが判明し

た。 

ウ 経済産業省製造産業局自動車課への情報提

供 

 平成 23 年 8 月に「自動車リサイクル工程にお

ける火災発生状況の照会結果について」の文書

を送付、全国において自動車リサイクル業を行

う事業所を複数管轄する消防本部へ火災の発生

状況を照会した結果、発炎筒に起因する火災が

２件発生していたという事実の情報を提供した。 

エ 廃発炎筒処理システムの構築及び運用開始 

 以前から、経済産業省製造産業局自動車課を

はじめ、日本保安炎筒工業会等各関係機関が集

まる「産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイ

クル小委員会自動車リサイクル WG 中央環境審

議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル

専門委員会」においても、使用済自動車から排

出される廃発炎筒の回収規制について議論がな

されているなか、本市消防局から要望、情報提

供を実施したこともあり、平成 25 年 1 月 15 日、

「使用済自動車からの廃発炎筒処理システム」

が構築され、使用済自動車から廃発炎筒が撤去

され処分されるシステムが運用されることとな

った。 

オ 「使用済自動車からの廃発炎筒処理システ

ム」について 

 自動車解体事業所等で廃発炎筒を回収し、廃

棄専用箱（回収箱）で全国 19 箇所の指定引取り

場所（最終処分場）へ送り処分、処分費用は発

炎筒メーカーが製品価格に含めて販売し、廃棄

時に処分費用を徴収することなく引き取るシス

テムである。（写真 No.13 を参照） 

 

6. おわりに 

 本件火災は、自動車リサイクル法において、

使用済自動車を廃車にする際の発炎筒の処分方

法が定められていないという現状のなかで、消

防の火災調査の結果が、国で議論されていた「使

用済自動車からの廃発炎筒処理システム」の構

築とタイミングよく連携が図られ、その構築の

一助となった事例である。 

 また、全国の消防本部の協力のもと、照会に

対する回答を得ることで、同様の火災事案が発

生していた事実を突き止めた。 

 このように、地道な調査の積み上げによって、

国が進めるシステムの構築に結びつき、将来的

に自動車リサイクル工場での発炎筒が起因する

火災を未然に防止できることは大変有効である。 

 今後も、類似火災防止のため、1 件の火災の

出火原因を丁寧に調査し、各関係機関が連携し

て予防施策を講じていくことを念頭に火災調査

業務を遂行するものである。 

 

 

      

  写真 No.1 ダスト置場の焼損状況          写真 No.2 屋外機械設備の状況 

屋外機械設備へと繋がるベルトコンベア 

選別機 
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     写真 No.3 破砕機内の状況 

   （ハンマーは取り外されている状態） 

 

     

 

    写真 No.5 発炎筒の混入状況         写真 No.6 排出口の温度測定の状況 

 

     

 

 

 

 

 

写真 No.4 破砕機排出口の状況 

写真 No.7 発炎筒を火花に接触させた

ときの状況 
写真 No.8 発炎筒発火部を加熱したと

きの発火状況（加熱前） 

ローラーハンマーの位置 排出されるシュレッダーダスト及び鉄屑 

発炎筒 99℃

発炎筒 

35.9℃ 

発炎筒

発火部
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    写真 No.9 加熱後の発火状況 

 

 

     

   写真 No.11 叩きつけた後の発火状況 

 

 

     

    写真 No.13 30 秒後の着火状況 

 

 

 

 

破砕機ハンマー 

発炎筒 

189.8℃ 

写真 No.10 発炎筒発火部を破砕機ハ

ンマーに叩きつけたときの状況 

写真 No.12 発炎筒のシュレッダーダ

ストへの着火実験 

写真 No.14 廃棄専用箱（日本保安炎

筒工業会ホームページから転写） 

（東良省吾 姫路市飾磨区中島 1130-8 姫路市飾磨消防署 

TEL: 079-233-0119 E-mail: shougo_higashira@city.himeji.hyogo.jp）
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［セッション 2］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

リコールへ発展した車両火災 
 

神戸市消防局 

髙村憲生 
 

1 火災の概要 

(1) 覚知日時 

 平成 24 年 8 月 3 日 昼ごろ 

(2) 発生場所 

 高速道路パーキングエリア内 

(3) 焼損程度 

 普通貨物自動車 1 台焼損 

 

2 出火時の状況 

 普通貨物自動車で荷台に資材を積載してイベ

ント会場まで高速道路等を走行し、目的地まで

資材を搬送後、再度高速道路にて帰社する道中

において、パーキングエリアで休憩するため駐

車場内に停車した。停車し、運転手が車両から

離れた数分後にエンジンルームから白煙及び炎

が発生し、パーキングエリア内施設利用者が発

見、施設従業員が粉末消火器により消火した事

案である。 

 

3 現場の状況 

(1) 現場は高速道路パーキングエリア駐車場

内であり、運転手からの聞き取りでは出火ま

での走行中に車両の異常は無かったとのこ

とで、パーキングエリア駐車場内に停車し、

車両から離れた後に出火、火災に至っている。

また、発見者及び初期消火者からの聞き取り

では車両の前方に位置するキャビン付近か

ら白煙が出ていたとのことである。 

(2) 原因調査は、火災発生現場パーキングエリ

ア駐車場内及び製造会社ディーラにおいて 2

回実施した。 

(3) 第 1 回調査は、パーキングエリア駐車場内

のため車両の部品等の取り外しは行わず、外

観上の焼損状況を主眼とした見分を行った。 

(4) 車両は、前方のキャビン及びキャビン底部

にあるエンジンルームが焼きしており、車両

後方の荷台部及び荷台底部等については焼

きが認められない。（写真①） 

(5) 発見の状況は、施設利用者がキャビン付近

からの白煙等を確認しており、キャビン内の

焼き箇所を見分すると、前方は運転席側フロ

ントガラスの変色とサンバイザー等の溶融

は認められるが、インストゥルメントパネル

部の焼きは認められない。 

(6) キャビン後方は、運転座席の背面や運転座

席後部のベッドスペース上面に焼きが認め

られるが、焼きしている付近に発火源と成り

得る物は無く、焼きの方向がエンジンルーム

からキャビンへ延焼している状況であった。 

(7) キャビンをチルトアップしキャビンの底

部を見分すると、取り付けられている遮熱シ

ートの後方寄りに焼失が認められ、運転席側

のタイヤハウスカバーに焼失及び溶融が認

められる。 

(8) エンジン付近で焼きしているのは概ね中

央から後部の範囲で、前部にあるクーリング

ファン等の部品に焼きは認められない。 

(9) 中央にあるエンジンのロッカーカバー表

面に変色が認められるが、プラスチック製の

オイルフィラーキャップに溶融は認められ

ない。 

(10) 後部は、運転席側のエアクリーナーのケ
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ース上面が焼失し、内部のエレメントに灰化

や炭化が認められ、さらに後部の吸気用ダク

トに焼失及び溶融が認められる。（写真②、

③） 

(11) エンジン底部を見分するも異常は認めら

れない。 

(12) 発見及び焼損の状況から発生箇所をエン

ジンルーム内とし、第 1 回調査を終了した。 

(13) 第 2 回調査は、専門的な知識を持つ製造

会社職員立会いの下、エンジンルームの焼損

箇所及びその付近の部品等を取り外し調査

を行った。 

(14) エンジンの助手席側中央付近は、未燃ガ

スを還元する PCV 装置及び EGR システム

（NOx 対策のため排気ガスに含まれる不活

性ガスを吸気側のインテークマニホールド

に戻す）のキャップの一部が溶融しているも

のの、その他に焼きは認められない。 

(15) 運転席側後方のエアクリーナーを取り外

し見分すると、エンジン側のエアインテーク

ホースに焼失が認められる。また、その付近

にはターボチャージャーがあり、エアインテ

ークホースと繋がるパイプ及びターボカバ

ーが黒く変色しているのが認められる。（写

真③） 

(16) 潤滑油系統等の各種オイルについては、

オートマ、パワステ、ブレーキオイルに減少

は認められない。エンジンオイルは抜き取っ

て残量を見るも、規定量通り残っており減少

は認められなかった。 

(17) エンジンのカバーを取り外し見分すると、

カバー裏側の前方以外は炭化し黒く変色し

ているのが認められる。カバー下のロッカー

カバーラバーを見ると材質は樹脂性でカバ

ー裏側と接する上面に炭化が認められ、液体

が染み込んだ状態である。 

(18) ロッカーカバーラバーを取り除きロッカ

ーカバー上を見分すると焼きは無く、後方の

凹部に液体が溜まっているのが認められる。

（写真④） 

(19) ロッカーカバーラバー及びロッカーカバ

ー上の液体は軽油臭がしており、後日消防科

学研究所において鑑定した結果、軽油と断定

された。 

(20) ロッカーカバー上に液体の漏洩が認めら

れたことから漏洩箇所付近の燃料噴射装置

に繋がるフューエルリターンホース及び燃

料噴射管等を取り外し、目視による確認を行

うも異常は認められなかったため、製造会社

に詳細調査を依頼し鑑定分析した結果、燃料

噴射管の端末部に亀裂が確認された。（写真

⑤） 

(21) ロッカーカバー上のカバーは、ボルト 6

本により固定しているが密閉性は無いため、

走行の振動等でロッカーカバー上に溜まっ

ている軽油が、合わせ目から流れ落ちる可能

性は有る。 

(22) 出火時の車両の燃料状況は、運転手の聞

き取りから復路途上で給油し、数十 km 走行

したのみであることから残量は充分な状態

であったものと考察される。 

(23) 火災の発生が高速で長距離を走行し停車

した直後であることから、排気系統は高温状

態であったと考察され、エキゾーストマニホ

ールド及び EGR 装置のエキゾーストマニホ

ールドから延びるパイプ上には何かが付着

し、変色している痕跡が確認できた。また、

付着物により変色している位置は軽油の溜

まっている直下である。（写真⑥） 

(24) 以上のことから出火部位をエンジン運転

席側後方のエキゾーストマニホールド付近

とする。 

 

4 製造会社による調査結果 

(1) 燃料漏洩箇所付近の各部品の締め付け状

態について点検するも緩み等は認められな

かった。 

(2) 1 本の燃料噴射管に燃料噴射装置と繋がる
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端末部で亀裂が認められた。 

(3) 亀裂原因は、燃料噴射管製造時に締め付け

部内部のしわにばらつきが発生したこと、燃

料噴射管の締め付けトルク値の設定が低か

ったこと、これらのため高い燃料圧力が加わ

ることにより、当該しわ部を起点とした亀裂

が発生し、燃料が漏れた可能性があるとの回

答を得た。 

 

5 原因の結論 

 これらのことから、この火災の原因は、エン

ジン本体を構成する部品のロッカーカバー上部

に位置する燃料噴射管の製造不良により、燃料

噴射装置側端末部の亀裂が発生、そこから燃料

である軽油が漏洩してロッカーカバー上に溜ま

り、溢れたり振動等で流れ落ちたりし、高速走

行していたために高温になっていた排気系統上

に滴下し発火、順次付近の可燃物に延焼拡大し

火災に至ったものと断定した。 

 

6 まとめ 

(1) 当該火災は、昼間の高速道路パーキングエ

リア内で発生し、出火場所付近に施設利用者

が多数居たため出火直後に発見されている。

また、パーキングエリア内の施設従業員が施

設内の粉末消火器 10 本を用いて初期消火を

行ない、有効消火であったため車両の焼損が

最小限に抑えられ、出火箇所や軽油の漏洩が

明確になった。 

(2) 軽油の漏洩が明確なことにより製造会社

による詳細調査が行われ、燃料噴射管の端末

に亀裂が存在することが判明し、漏洩箇所を

断定することができた。 

(3) 製造会社が亀裂の発生する原因を分析し

たところ、燃料噴射管締め付け部内部の製造

不良及び締め付け部の締め付けトルク値の

設定が低かったことと解明された。 

(4) さらに別原因として、サプライポンプとコ

モンレール間の燃料噴射管を固定するクラ

ンプを付け忘れたためにエンジンの振動に

より亀裂が発生することも解明された。 

(5) 以上のことから、この火災は初期消火が有

効に行われたことにより漏洩箇所が焼損せ

ず、結果原因の解明に至り、約 17 万台が該

当するリコール事案へ発展した。 

 

 

 
写真① 焼損車両全景 
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前方  

 

後方  

写真② キャビン底部及びエンジンルームの焼損状況 

 

 

前方  

 

後方  

写真③ エンジンルーム後方運転席側の焼損状況 

 

キャビン 

ロッカーカバー 

フィラーキャップ 

ターボカバー 

吸気ダクト 

エアクリーナー 
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写真④ ロッカーカバー上部の状況 

 

 

 

写真⑤ 燃料噴射管の亀裂箇所 

 

 

後方 前方 

漏洩軽油滞留箇所 

燃料噴射管 

亀裂箇所 
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写真⑥ エキゾーストマニホールドの変色箇所 

 

 

 

（髙村憲生 E-mail: norio_takamura@office.city.kobe.lg.jp） 

後方 前方 

ロッカーカバー 

エキゾーストマニホールド 

変色箇所 
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［セッション 2］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

冷陰極蛍光ランプが起因する車両火災 
 

神戸市消防局 

厚 貴則 
 

1 はじめに 

 快適な自動車生活をおくるため所有者の意向

や趣味で、自身の車両の内外にさまざまなパー

ツやアクセサリーが取り付けられた車両を見か

けることがあると思う。 

 近年、ヘッドライト周辺に輪っか状に光る電

装品の冷陰極蛍光ランプもそのひとつである。

冷陰極蛍光ランプ又は CCFL（Cold Cathode 

Fluorescent Lamp）ともいわれ、その形状からイ

カリングともいわれている。海外製車両から普

及し、主に車両の車幅灯として設置され、最近

では装飾のための後付け部品として様々な車種

にも取り付けられるようになった（写真 1 参照）。 

 この冷陰極蛍光ランプは蛍光灯の一種で、一

般的な蛍光灯は熱陰極管のことをいい、電極を

加熱することで電子の放出を促すが、冷陰極管

はインバータを用い、高電圧を発生させて電極

から電子を放出させている。この電極を加熱せ

ずに電子の放出を促すことから熱を用いない

「冷陰極管」といわれている。 

 

2 火災事例 

発生日時 平成 24 年 4 月 23 時ごろ 

焼損程度 車庫内の普通乗用車のエンジンルー

ム一部焼損。 

発見状況 家人が帰宅した数分後、通行人が車

庫内の車両前方より火花が発生しているの

を発見、通報したもの。 

供述内容 当該車両は 2 年前に新車で購入、純

正品でないヘッドライトユニットを販売店

にて購入設置、そのヘッドライトユニット

は海外製で既に生産中止しているとのこと。 

 半年前より、左側のヘッドライトユニッ

トが曇り、内部に水滴が溜まる等の異状が

あるため販売店に点検・補修はしていた。 

 

3 見分状況 

 当該車両をディーラーに移し、同型車種と見

比べながら、車両メーカー、車両販売店、ヘッ

ドライトユニットの輸入販売店を交えての合同

調査を実施した（写真 2 参照）。 

 見分は車両の進行方向に対して左右で表記し

ている。 

(1) 車両の焼損状況 

 外観を見分するも、左側のヘッドライト周辺

のみの焼きで、車内及び他の異状は認められな

い。 

 ボンネット内を見分すると、左側ヘッドライ

ト周辺を起点に扇状に断熱材が焼きしており、

左奥では剥き出た金属部分の一部が白く変色し

ている。エンジンルーム内は、左側半分の樹脂

類がすべて焼き溶融しているが、表面的な焼き

に止まり、左側底部にあるエキゾースト・マニ

ホールドには何ら異状は認められない。左側前

方にバッテリーが配置されており、（―）ターミ

ナル周辺に本体樹脂の溶融が認められるが、配

線の締め付け不良や電気痕等は認められない。

エンジンルーム左奥には燃料パイプが焼きした

状況で認められ、それより先の燃料ホースは焼

き落下した状態で認められる。 

 ヘッドライトユニットは原形も留めないほど

に焼失しており、周辺の金属ボディーにあって
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も塗料が焼失、白く変色している。 

 以上の見分結果から、エンジンルーム内の焼

きは、ヘッドライト周辺からバッテリー、さら

にその奥の燃料ホースへと延焼したことと判定

できたため、次にヘッドライトユニットについ

ての見分を進める（写真 3 参照）。 

(2) ヘッドライトユニットの焼き状況 

 ヘッドライトユニットについて、もう一度整

理しておくと、 

・本件火災により焼きしたヘッドライトユニッ

トは、海外製のもので、現在生産中止となっ

ている。 

・左側ヘッドライトユニットは曇ったり、水滴

が溜まる等の異状が半年前からあった。 

・Hi、Row 2 灯用の CCFL が内蔵されたヘッド

ライトユニットで、右側にあっては何らかの

原因で点灯しなくなっていた。 

・左側だけ点灯するのは見栄えが良くないこと

から、3 週間前に左側の CCFL の消灯作業の

依頼があり、切断・養生作業を車両販売店の

整備士が行っている。 

 これらの供述をもとに、左側ヘッドライトユ

ニットの見分をしていく。 

 Hi ビーム側は若干の樹脂の残存は認められ

るが、Row 側では完全に焼失している。リフレ

クター等は焼き落下しているが、ハロゲンライ

ト周辺には特筆する焼きは認められない。Row

側の CCFL は焼失して認められない。インバー

タ本体の表面は焼きによる変色等は認められる

が、内部の基板には異常が認められない（写真

4 参照）。 

 CCFL の配線を取り出し詳細に見分すると、

リレーからの配線被覆はすべて焼失し、インバ

ータからの 2 次側で二股に分岐されており、コ

ネクタ端子の金具を介して端子のある配線と端

子の無い配線の 2 組の配線が認められ、それぞ

れの配線の末端に短絡痕等は認められない（写

真 5 参照）。 

証言 1 CCFL の消灯作業をした整備士 

「右側のヘッドライトで配線の確認を行い

ました。その後、左側で作業に取りかかった

んですが、バッテリーが設置されており、ほ

とんど作業スペースが無い状態で白い線２

本を取り出し、配線そのものをニッパで切断

し、それぞれの配線に絶縁テープを巻き、さ

らに二つ束ねた状態でさらに巻きました。そ

の配線はまたヘッドライトユニット内に戻

しました。」 

証言 2 CCFL の輸入販売店の関係者 

CCFL 及びインバータの性能について質問す

ると、「消費電力は非常に少ないです。また

高電圧にもなりません。」。再度確認するも

「高電圧になりません。」 

 

4 再現実験 

(1) インバータの特性 

 CCFL に使用されるインバータの特性を確認

すると、バッテリーの直流 12V 電源がインバー

タを介することにより、交流 1000V 以上（同局

が所有している電圧計では最大 900V までしか

測定できず、振り切ったため暫定的に 1000V 以

上という表現を用いている。）に昇圧されている

（図参照）。 

(2) 着火実験 

 この 2 次側高圧配線を近づけると、火花放電

が発生し、絶縁テープであっても放電する環境

下で蓄熱等の条件が整えば着火に至ることがあ

る。 

 さらに、2 次側高圧配線を途中で切断した状

態で近づけると、数秒で白い配線被覆に着火し、

継続燃焼することがわかった（写真 6、7 参照）。 

 

5 出火原因及び問題点 

 車両の焼き状況と再現実験の結果から、切断

養生された 2 次側高圧配線は、車両の振動や水

滴、ヘッドライトユニット内の高温下での使用

により、絶縁テープが劣化し、火花放電により

出火したと結論付けた。 
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 また、CCFL の輸入販売店や整備士が専用の

インバータが「消費電力は低い」という認識が

あっても「高電圧になる」という認識がなく、

正しい知識を持って販売・施工されていなかっ

たということは大きな問題点である。 

 

6 過去の事例 

 神戸市内で CCFL が起因する車両火災は、平

成 22 年から 24 年にかけて 3 件発生している。 

① 平成 22 年 10 月 22 時ごろ発生 

② 平成 23 年 10 月 20 時ごろ発生 

③ 平成 24 年 3 月 22 時ごろ発生 

 これら 3 件の火災事例を詳しく調べてみると、

以下のような共通点があった。 

・③以外すべてが整備士によって後付け施工し

た車両からの出火で、インターネットで安価

な CCFL を購入・設置していること 

・CCFL が 1 灯しかないのに２灯用のインバー

タを使用し、接続されていないもう一方の 2

次側高圧配線はそのままヘッドライト周辺

に戻されていること 

・雨降る夜間に発生していること 

・原因が、インバータの発熱、コネクタ内のト

ラッキングの推定と明確でなかったこと 

 さらに、③の事例にあっては、個人ユーザー

にあっても、インターネットで CCFL を購入し、

インターネットで掲載されている施工方法によ

り設置し出火している。 

 

7 再現実験 

 上記の火災事例をもとに、下記のとおり再現

実験を行った。 

(1) CCFL のインバータのコネクタ部に水滴を

垂らす 

実験① 接続されていないコネクタ内部に水滴

を垂らす 

 すぐにコネクタ内部で白煙と共にシンチレー

ション（微小な火花）が発生し、約 4 時間後に

出火した。その直後、配線をバッテリーから取

り外したが、炎はコネクタの樹脂部が焼失する

までの 1 分 32 秒間燃焼を続けた（写真 8 参照）。 

 焼きしたコネクタ端子を実体顕微鏡で観察す

ると、端子の溶融、異物等の付着は確認できな

かった（写真 9 参照）。 

 また、インバータ本体は、若干の発熱を感じ

た程度で、今回はそこから出火に至る程のもの

ではなかった。 

 さらに、上記事例の燃えていない側のヘッド

ライトを入手することができ、それらを見分す

ると、2 次側のコネクタ部でトラッキング痕が

生成されているのを発見した（写真 10 参照）。 

実験② トラッキング痕のあるコネクタ接続部

分に水滴を垂らす 

 若干の白煙と共に、火花放電が原因と思われ

る異音が発生。その後しばらく小康状態の後、

インバータの故障により出火までには至らなか

った。 

(2) 考察 

 CCFL が 1 灯しか接続されていないのに、2

灯用のインバータを使用した場合、コネクタ内

部に十分な防水等の養生加工を施していなけれ

ば、トラッキング現象により出火する可能性が

ある。 

 また、正常に接続されていても、実験で使用

したコネクタ（接点が剥き出たもの：一般的に

このタイプのコネクタが使用されているケース

が多い）の場合は、防水等の養生加工が十分に

施されていないと出火の可能性がある。 

 

8 以上の結果から 

・CCFL のインバータの特性を正しく理解しな

い状態で、輸入販売店又は整備士が販売・施

工している。 

・整備士が正常に CCFL を設置していても防水

等の養生加工が十分に施されていなければ

出火する危険性がある。 

・安価な専用のインバータが「高圧注意」等何

の注意喚起もされていない状態で販売され

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 190 -



 

ているものもあり、さらにインターネット上

で安全性に欠ける施工方法が公開されてい

ることから、他の事業所の整備士又は個人ユ

ーザーを含めて広く再発防止に着手する必

要があると判断した。 

 

9 出火原因の説明責任及び改善要望、再発防

止の協力依頼 

 最初の事例については、車両の所有者立会の

もと、車両メーカー、ヘッドライト輸入販売店、

車両販売・施工店に対して出火原因の説明した

後、当該施工車両以外の施工車両の把握及び緊

急点検を要望し、さらに整備士の研修、広報誌

等で再発防止の協力依頼を実施した。 

 さらに、過去の事例にあっても、車両販売・

施工店に対し、再現実験の結果説明を行い、

CCFL を正常に接続していても火災危険がある

ため、緊急に施工車両の点検及び再発防止のた

めの研修、広報誌等に掲載してもらうよう協力

依頼を行った。 

 具体的な点検・整備内容は、 

・用途に応じたインバータを使用すること 

・インバータの 2 次側配線は加工しないこと 

・防水コネクタの使用若しくはコーティング剤

等でインバータの根元から防水処置を施す

こと 

・インバータの設置場所は、雨水等のかからな

いところで、車両のボディーに直接設置する

こと 

・インバータの 2 次側配線は、細い配線が使用

されている場合が多く、無理な取り回し等で

損傷させないこと 

・CCFL が点灯しなくなった場合、配線をその

まま放置せず、バッテリー側から取り外すこ

と 

・必要なことがあれば専門知識のある整備士に

相談すること 

 

 

10 関係機関に対して火災予防啓発への協力

依頼 

 類似火災を防止するために広報用チラシを作

成し、これまでの調査結果と併せて国土交通省

神戸陸運管理部に対し予防啓発の協力依頼を行

った。 

 最初に火災の概要とインバータの特性、さら

に問題点等を説明し、再発防止のために整備士

の研修及び同施設へのポスターの掲示、チラシ

の配布の協力依頼をお願いした。 

 神戸陸運管理部としても重大事案として取り

扱っていただき、陸運局姫路支店、兵庫県自動

車整備振興会、さらには近畿運輸局へと情報は

拡大していった。特に、県内 7 箇所ある車検等

を行うすべての事業所において、ポスターの掲

示とチラシの配布、さらには県内の大手ディー

ラーにもチラシの配布を行っていただいた。 

 神戸市消防局においても報道機関への記者発

表資料の作成、ホームページや広報誌「雪」へ

の掲載等により広報活動を行っている。 

 さらに、兵庫県自動車整備振興会にあっては、

県内の 3359 整備工場にチラシの配布並びに月

刊誌「HaspaNews 8 月号」に掲載、国土交通省

近畿陸運局では、ホームページの掲載、リーフ

レットの作成、24 年度整備主任研修等の資料に

掲載していただいた（写真 11 参照）。 

 これらの火災予防啓発の活動結果、個人のブ

ログや海外製車両販売店のホームページに掲載、

大阪の大手ディーラーからの問い合わせ等もあ

り、一定の効果があったものと思われる。 

 

11 さいごに 

 近年のインターネット等の急速な普及で、自

身の車両をメンテナンスしたり、カスタムする

ための専門的なパーツやアクセサリー等が、安

易に、安価で購入でき、さらにそれを取り付け

る作業に至るまでもが公開されているのが現状

である。それらの効果・特性については華々し

く掲載されているが、それらを購入・設置にあ
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たり十分な説明がないものも見受けられ、知識

がないままに施工方法を誤れば、大切な財産や

人命に関わる大きな事故にも繋がりかねない。 

 今回のケースは、専門的知識を有しているは

ずの販売店や施工店がインバータの特性を十分

理解していなかったという大きな落とし穴があ

り、車検を行う作業場等に置いていただいた予

防啓発のチラシがすぐに無くなったとも聞いて

いる。 

 それらのことから、過去の事例等も遡って再

現実験を実施し、第三者である個人ユーザーを

含めた幅広い広報活動ができたことは大きな成

果であったと考えている。 

 

 

 

 
写真 1 CCFL 片側 2 灯点灯時 

 
写真 2 焼損車両の前面 

 

 

写真 3 エンジンルーム内の状況 

 

写真 4 ヘッドライト周辺の状況 

 

 
写真 5 CCFL の配線 

燃
料
パ
イ
プ 

バッテリー

ヒューズBOX 

エギゾーストマニホールド

端子なし

インバータ

CCFL 側 バッテリー側 

端子あり
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図 インバータの特性 

 

 

写真 6 火花放電 

 

真 7 絶縁テープに着火した状況 

 

 

写真 8 コネクタの燃焼状況 

 

写真 9 コネクタ端子の拡大写真（実体顕微鏡） 

 

 

写真 10 トラッキング痕が確認されたコ

ネクタ 

 

写真 11 神戸市消防局作成のチラシ等 

 

イ
ン
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Ｃ
Ｃ
Ｆ
Ｌ
側 

１２Ｖ 
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（厚 貴則 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 E-mail: takanori_atsu@office.city.kobe.lg.jp）
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［セッション 2］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

ローソクが起因する火災事例（火の点いた芯が飛ぶ現象） 
 

枚方寝屋川消防組合消防本部 

梶井 一、生嶋唯志、小椋幸浩、日比野誠、畠中宏聡 
 

1 はじめに 

 ローソクが起因する火災の経過が、本事案で

は「火のついたままのローソクの芯が落下する

もしくは飛び上がる」という特異な現象が確認

できた事案となりました。 

 「ぼや火災」という出火原因を特定するため

の要素が多く残された中で、本事案は、火災調

査員が現場に残った疑問を、長期にわたる燃焼

実験で出火原因を特定するまでに至った事案で

す。 

 また、ローソクは季節を問わずに家庭で使用

されるものであり、そのローソクの新たな危険

性が発見され、今までのローソク火災の経過や

今後のローソクが原因となる火災に一石を投じ

るものになりました。 

 

2 現場の概要について 

 現場は平成 25 年 2 月 5 日 19 時 07 分頃、当消

防組合管内にある防火構造地上２階建て一般住

宅 1 階居室において、障子戸の一部が焼損した

「ぼや」の建物火災です。 

 発見、通報、初期消火者は出火宅の主人で、

居室内にいたところ障子戸の一部より炎が上が

っているのを発見、すぐにペットボトルの水を

かけ初期消火に成功しています。その後、自宅

の電話にて 119 番通報を行い、消防が覚知した

事案です。 

 なお、本件火災による死傷者及び類焼は発生

していません。 

 

3 焼損状況、聞き込み内容等について 

 出火宅の夫婦は、出火前日の昼頃より出掛け

ており、5 日の夕方に帰宅。その後、しばらく

してからローソクに火を灯したと供述していま

す。 

 現場の焼損状況から火源はローソクである可

能性は高いものの、焼損が認められる障子戸か

ら使用していたローソクとは距離があり、かつ

障子戸の燃え始めの位置とローソクの高さから

は合わない状況が見分できました。 

 また、出火時、家人はローソクの火が消えて

いるのを目撃していることから、ローソクの火

が可燃物に接した可能性や転倒した可能性はな

いものと判断できました。 

 さらに、り災場所でローソクの燃焼状況を再

現したところ、突然「バチッ」という音ととも

にローソクの芯が上方へ飛び上がるという特異

な現象が確認できました。 

 焼損状況に疑問が残ることやローソクの芯が

上方へ飛び上がるという特異な状況を目の当た

りにしたことから、「ローソク及びローソク立

て」を現場より収去し、燃焼実験を行いました。 

 

4 燃焼実験について 

 後日現場より収去したローソクを燃焼させま

したが、異常は起こりませんでした。そのため、

ローソクの芯が飛び上がることになるために何

か足りないと考え、火災調査員で意見を交換す

るとともに、再度ローソク、ローソク立てを詳

細に見分しました。 

 その中で、収去したローソク立ての針部分は
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錆が発生し、受皿上に水が溜まるような穴があ

いていることと、「バチッ」という音とともにロ

ーソクの芯が飛び上がっている状況があること

から水分が付着していた可能性が考えられまし

た。そのため家人に水分があった可能性がある

のか、再度聞き込みを行いました。 

 その聞き込みの中から、現場当初の聞き込み

では 2 週間前に掃除をしたと言っていたローソ

ク立ては、出火前日に水洗いをしたという有力

な聞き込みを得ることができ、ローソク立てに

水分を付着させた状態で再度燃焼実験を行いま

した。 

 水分量は 2、3 滴の水を垂らした状態とし、そ

のローソク立てでローソクの燃焼を確認しまし

た。その結果、2、3 滴の水分があるローソク立

てでは、ローソクの燃焼終盤に「バチバチ」と

何らかの反応が起こる様な音が確認でき、最終

「バチッ」という音とともに火のついたままロ

ーソクの芯が落下することが、何度か確認する

ことができました。 

 また、場合によれば、上方約 50cm 以上ロー

ソクの芯が飛び上がる現象も確認でき、水分の

付着があればローソクの芯は火のついたまま落

下もしくは飛び上がり、周囲に可燃物があれば

火災になることが判明しました。 

 さらに、収去品以外に用意したローソク立て

でも実験をしたところ、ローソクの芯が飛び上

がる現象も確認することができました。 

 

5 出火原因について 

 焼損、聞き込み状況や燃焼実験結果から、本

事案の出火原因は使用していたローソクがロー

ソク立てに残っていた水分と反応し、ローソク

の芯が火のついたまま飛び上がったことにより、

障子戸の障子紙に着火、火災に至ったものと推

定しました。 

 

6 今後の対応について 

 仏具であるローソクは季節を問わず家庭で使

用されるものであり、故人や先祖を偲ぶ気持ち

からローソク立て等の仏具を綺麗に清掃する家

庭も多いと考えられ、類似火災を防止する必要

が重要であります。 

 また、本事案で使用されていたローソクの成

分が、次世代燃料として注目されている液化天

然ガス（LNG）というものであり、実験結果で

はこの LNG を成分とするローソクの芯が特異

な現象を起し易いものではないかと思われます。

しかし、一般的な成分として知られているパラ

フィン等でも「バチバチ」と反応する音等は確

認できているため、今後さらに実験、調査実施

します。 

 また、本事案の原因は、今までのローソクを

原因とした火災の経過を再考するものとなり、

これからのローソクが起因した火災の経過の一

つになるものとして考えられることから、各関

係機関への情報提供を行う必要も考えています。 

 さらに、消防庁消防研究センターの鑑識結果

も考察して、ローソク製造会社にも注意喚起を

促し、今後対策を実施していく予定であります。 

 

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 195 -



 

 

写真 1 現場の状況 

 

写真 2 使用していたローソク等の位置関係 

 

 

写真 3 使用していたローソク 

成分は液化天然ガス（LNG） 

 

写真 4 ローソク立ての受皿に 2、3 滴の水

分を垂らした状況。ローソク立ての針部分

は錆び、穴があいている 

 

 

写真 5 実験時のローソクの燃焼状況 

 

写真 6 火のついたまま落下したローソク

の芯 
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写真 7 実験時のローソクの燃焼状況 

 

写真 8 ローソクの芯が飛び上がった瞬間

（写真左のローソク立て） 

 

 

写真 9 飛び上がったローソクの芯 

 

 

 

（梶井 一 大阪府枚方市大垣内町 2 丁目 10 番 22 号 枚方寝屋川消防組合消防本部警防部警防課 

TEL: 072-852-9919 E-mail: hnfd-keibou@kcat.zaq.ne.jp） 
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［セッション 2］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

セルフスタンドで発生した静電気に起因する火災の調査報告 
 

大阪市消防局 

西田秀光、畠山裕幸 
 

1. 火災の概要 

 3 月中旬の 11 時 45 分頃、セルフスタンドに

おいて給油中の乗用車の給油口付近から出火す

る火災が発生し、給油キャップの一部が焼損し

た。なお、本火災による死傷者は発生していな

い。 

 

2. 調査の方針 

 本件は給油中に出火した眼前火災で、焼けが

認められるのは給油キャップの一部のみである。

関係者から聴取した情報によれば、給油直前ま

で車両の走行性能及び電装品等に異常は無かっ

たと考えられる。また、給油者の行動はセルフ

スタンドに設置のカメラに録画されており、喫

煙及び放火の行為は認められず、給油口付近か

ら出火する映像から静電気の火花放電による出

火が疑われる。 

 過去にセルフスタンドで発生した静電気に起

因する火災事例を調べると、給油者の不適切な

除電行為、車両や給油設備の機械的不具合が原

因となったものが報告されていることから、そ

れらについて 1 つひとつ確認し検討することと

する。 

 

3. 現場実況見分 

 火災当日、鎮火直後の実況見分では、車両及

び付近の焼けの状況、給油設備各部の接地状況

及び給油者の行動等を確認する。なお、当日の

気象状況は、天候：晴れ、気温：8.8℃、湿度

41%である。 

(1) 現場付近の状況 

 火災現場は、南北に通じる片側 2 車線の国道

の南行き車線に面したセルフスタンドである。

敷地中央に 2 基の固定給油設備が東西に並行に

設置され、各々の両側に給油レーンが設けられ

ており、合計 4 台が同時に給油できる。給油設

備のほか 1 基の固定注油設備と洗車機があり、

ピットと待合室を備えたコンクリート造の事務

所棟が隣接している（写真①）。 

(2) 火災車両の状況 

 火災車両は、国道側から数えて 2 レーン目、

給油設備から約 70cm 離れた位置に南向きに停

車している。車両に変形は無く、車両下部及び

地面にオイル等の付着は認められない。機関部、

居室内に焼けはなく、電装品にも異常は認めら

れない。焼けが認められるのは給油キャップの

一部のみであり、給油口周囲に初期消火で使用

された粉末消火器の消火剤が付着している（写

真②）。 

(3) 給油設備の状況 

 火災時使用していた給油設備の仕様は表①の

とおりである。給油ノズルは非ラッチオープン

式で、樹脂グリップ部が除電仕様となっている。

給油設備メーカーの協力を得て、各部の電気抵

抗を測定した。その結果は表②のとおりで規制

値以下のため異常は認められない（写真③）。 

(4) 火災時の給油者の行動 

 給油者及び従業員から聴取した情報並びにセ

ルフスタンドに設置のカメラの録画映像を確認

した結果、給油者は次のとおり適切に除電行為

を実施しており、その行動に問題は認められな
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い。 

ア 給油者は自己が所有する外国製乗用車に一

人で乗車し、給油のためセルフスタンドに到

着した。 

イ 固定給油設備前に停車しエンジンを停止後、

運転席のスイッチで給油口カバーを開放し

た。 

ウ 降車し、運転席の窓ガラスを指先で押して

ドアを閉めた。 

エ 給油設備前に至り、IC カードによる支払い

設定後、静電気除去パッドに素手で 2～3 回

触れた。 

オ 少し開いた給油口カバーを素手で大きく開

放し、給油キャップを指で掴み回転して開放

した。給油キャップは樹脂製のケーブルで給

油口につながっているため、ぶら下げたまま

の状態にした。 

カ ハイオクガソリンの給油ノズルを手に取り、

ノズルを給油口奥まで差し込み、レバーを握

り給油を開始した。 

キ 「カチッ」と音がして給油が停止したが、

それまではレバーは握ったままの状態であ

った（給油量は約 37L）。 

ク 給油停止後 2 度目の給油はせず、給油ノズ

ルを引き抜いたところ給油口付近と給油ノ

ズルの先端に着火した。 

ケ 大声で周囲に火災を知らせると店長が駆け

付けたので、給油ノズルを渡した。 

コ 別の従業員が備え付けの粉末消火器を持っ

て駆け付け、初期消火に成功した。 

(5) 現場実況見分の結果 

 実況見分の結果、焼けが認められるのは給油

キャップの一部のみであり、給油設備に異常は

認められない。給油者も適切に除電行為を実施

している。 

 引き続き車両についての異常の有無及び給油

者の給油時の静電気の帯電状況についての調査

を実施する。 

 

4. 車両鑑識 

 火災車両の販売店において、メーカー技術者

と合同で車両鑑識を実施し、車両の焼けの状況

及び機械的な不具合の有無を確認する。 

(1) 車両の仕様 

 車両の仕様は表③のとおりで、改造、後付け

部品はなく、オイル交換等の整備状況も良好で

ある。 

(2) 焼けの状況 

 機関部分、車両下部及び乗員室内に焼けは認

めらない（写真④⑤⑥）。 

 焼けが認められるのは給油キャップの一部の

みであり、給油口付近のボディペイントに変色

は確認できない（写真⑦）。 

(3) 燃料タンク付近の状況 

 メーカー技術者の説明によれば、燃料タンク

はポリエチレン、給油キャップはポリアミド＋

ガラス繊維で成形されているため、燃料の動揺

により帯電する。そのための除電対策として、

タンク内のフューエルポンプ及びフューエルポ

ンプセンダー（燃料ゲージ）の電気配線の一部

が燃料タンク内に露出していて、それがアース

の役割を果たすとともに、給油口の口金がボデ

ィとアース接続されている。これらが確実に接

続されているかメーカー技術者に確認を依頼し、

テスタで計測した結果が表④であり、異常は認

められない（写真⑧）。 

(4) タイヤの絶縁抵抗について 

 火災車両の装着していたタイヤは国産のハイ

グレードタイヤで、火災の発生した給油所にお

いて今年購入したものである。当該タイヤの絶

縁抵抗値を計測した結果は表⑤のとおりであり、

2,130MΩと非常に高い値を示した（写真⑨）。 

(5) 給油者の帯電状況について 

 車両鑑識時、給油者に火災時と同じ服装での

立ち会いを依頼し、給油時の降車から火災直前

までの行動を再現していただき、その直後の帯

電状況を測定した。その結果は表⑥とおりであ

り、ジャンバに-5.5kV と大きく帯電が認められ

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 199 -



 

る。なお、後日、給油者の着衣等の絶縁抵抗値

を測定した結果は表⑦のとおりである。 

(6) 車両鑑識の結果 

 車両及び給油直前の給油者の帯電状況につい

て調査した結果、車両については機械的な不具

合は確認できないものの、タイヤの絶縁抵抗値

は 2,130MΩで非常に高い。この数値についてメ

ーカーに問い合わせたところ、当該モデルでの

正常値である旨の回答を得る。また給油者につ

いては、人体は除電されているもののジャンバ

は除電されていない。 

 

5. 専門家による助言 

 現場実況見分の結果及び車両鑑識の結果を総

務省消防庁消防大学校消防研究センターへ連絡

し相談したところ、「たとえジャンバに帯電して

いても、給油ノズルが除電仕様であるので、ジ

ャンバに帯電した静電気が給油者の人体を通し

て車両側に放電する可能性は低い」との助言を

得た。この助言より考察すると、給油者のジャ

ンバに帯電した静電気が車両の給油口付近又は

給油ノズル先端に火花放電したのではなく、車

両に帯電した静電気が給油ノズル側に火花放電

したのではないかと考えられる。そこで、火災

車両の修理後、車両に火災時と同量の給油を行

い、その時の燃料タンクの帯電状況を計測する

こととした。 

 

6. 給油による人体及び車両の帯電状況の確認 

 火災現場のセルフスタンドにおいて、火災車

両に火災時と同量（約 37L）の給油を行い、給

油中における給油口付近の可燃性蒸気濃度を計

測するとともに、人体及び車両の帯電状況を確

認する。 

(1) 可燃性蒸気の濃度の計測結果 

 給油中の給油口付近の可燃性蒸気濃度を可燃

性ガス測定器（♯1）で計測したところ、給油中

に爆発下限界濃度（1.4vol%）に達した。 

(2) 給油による帯電状況の計測結果 

 人体の帯電状況については表⑧、車両（燃料

タンク底面）の帯電状況については表⑨のとお

りである。計測の結果、天候（雨）が影響して

か人体にはほとんど帯電は認められず、一方車

両の給油タンクは雨にもかかわらず、給油によ

り-0.5kV から 8kV に大きく帯電した。帯電した

静電気は、給油が終わると徐々に除電されるが、

電圧が 5kV 以下になるまでには 20 秒程度の時

間を要した。 

 メーカー技術者により説明を受けた燃料タン

ク内のフューエルポンプ、フューエルポンプセ

ンダー及び給油口の口金がボディアースされて

いることによる燃料タンクの除電は期待してい

たより時間を要するものであった。 

 燃料タンクはボディアースを通じてバッテリ

のマイナス端子に接続されているが、それによ

りどれほどの除電効果があるのか。また、タイ

ヤの絶縁抵抗が除電に大きく影響するのではな

いかとの疑問が生じたため、実験を行い確認す

ることとした。 

 

7. 静電気の火花放電に関する実験 

(1) 実験の目的 

ア タイヤの絶縁抵抗が静電気の放電及び除電

に与える影響の確認 

イ 燃料タンクがボディアースを通じてバッテ

リのマイナス端子に接続されていることに

よる除電効果の確認 

ウ 給油者が接地された除電仕様の給油ノズル

を把持した場合、人体から車両へ放電するこ

とはあるか否かの確認 

(2) 実験 1（タイヤの絶縁抵抗が放電及び除電

に与える影響の確認） 

ア 実験方法 

 接地した鉄パイプを給油ノズルに、灯油用ポ

リエチレン容器（以下「ポリ容器」という。）の

中に帯電補助用のフリース生地を入れ、金属の

口金を取り付けたものを燃料タンクに見立て、
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車両の給油口付近の状況を再現する。給油口の

口金がボディアースを通じてバッテリに接続さ

れている状態を再現するため、ポリ容器の口金

とバッテリのマイナス端子を配線で接続する

（写真⑩）。絶縁抵抗の高い（電気を通しにくい）

タイヤを装着している場合を想定し、ポリ容器

の下にゴムシートを敷いた状態をパターン 1

（写真⑪）、絶縁抵抗の低い（電気を通しやすい）

タイヤを装着している場合を想定し、ポリ容器

の口金に接地線を追加接続した状態をパターン

2 とする（写真⑫）。ポリ容器内のフリース生地

に静電気発生装置を接続して帯電させ、ポリ容

器の口金と鉄パイプ間での火花放電の有無及び

その付近の帯電圧を計測する。 

イ 実験結果 

 実験 1 の結果は表⑩のとおりである。絶縁抵

抗の高いタイヤの想定の場合は断続的に火花放

電が発生し、絶縁抵抗が低いタイヤの想定の場

合は火花放電を抑制できた（写真⑬）。 

(3) 実験 2（タイヤの絶縁抵抗が給油直後の燃

料タンクの除電に与える影響の確認） 

ア 実験方法 

 実験 1 の設定で静電気を帯電後、静電気発生

装置を停止し、装置停止後の除電の状況を確認

する。 

イ 実験結果 

 実験 2 の結果は表⑪のとおりである。絶縁抵

抗の低いタイヤの想定の場合、帯電した静電気

を早く除電できた。 

(4) 実験 3（バッテリのマイナス端子に接続さ

れていることによる除電効果の確認） 

ア 実験方法 

 実験 1 のパターン 1（絶縁抵抗の高いタイヤ

を装着している場合を想定）の設定のポリ容器

の口金からバッテリのマイナス端子に接続する

配線を取り外した状態をパターン 3（写真⑭）

とし、パターン 1 との変化を観察する。 

イ 実験結果 

 結果は表⑫のとおりである。バッテリのマイ

ナス端子に接続した場合は断続的に火花放電が

発生し、切り離した場合は連続的に火花放電が

発生した。 

(5) 実験 4（除電仕様のノズルを把持した場合

における人体から車両への火花放電の有無

の確認） 

ア 実験方法 

 実験 1 パターン 2（絶縁抵抗の低いタイヤを

装着している場合を想定）の設定の鉄パイプに

給油者の着衣に見立てたフリース生地を巻き付

ける。ポリ容器内のフリース生地への帯電を止

め、変わって鉄パイプに巻き付けたフリース生

地に静電気を帯電させる（写真⑮）。フリース生

地の帯電圧及びポリタンクの口金と鉄パイプ間

での火花放電の有無を確認する。 

イ 実験結果（気象状況 天気：晴れ 気温

14.6℃ 湿度 40%） 

 フリースは‐1kV に帯電したものの火花放電

はしなかった。 

(6) 考察 

 実験結果から以下のことが考えられる。 

ア 実験 1 より、絶縁抵抗の低いタイヤを装着

することで給油口の口金での火花放電を抑

制できる。 

イ 実験 2 より、絶縁抵抗の低いタイヤを装着

することで、給油直後の燃料タンクの除電を

速めることができる。 

ウ 実験 3 より、燃料タンクをバッテリのマイ

ナス端子に接続することでも除電の効果は

認められるが、帯電量が多い場合には火花放

電を防止することはできない。 

エ 実験 4 より、除電仕様の給油ノズルを把持

することで人体は除電されるため、たとえ衣

服に帯電した状態であってもノズルの先端

で火花放電は発生しない。 

 

8. 結論 

 調査及び実験の結果、本火災の出火原因を次

のように判定する。 
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 給油行為によって燃料及び燃料タンクに帯電

した静電気は、給油が終わるとボディを通じ

徐々に除電されるが、完全に除電されるまでに

は若干時間を要する。今回は下記の条件が複合

することで燃料タンクに大きく帯電した静電気

が、給油ノズル付近で火花放電し、付近の可燃

性蒸気に引火したものと推察される（写真⑯）。 

(1) 低気温、低湿度であること。 

(2) 燃料タンクの大部分が絶縁性の高い樹脂

で成形されていること。 

(3) セルフスタンドの地面が乾いていたこと。 

(4) 装着していたタイヤの絶縁抵抗値が高く、

電気を通しにくいものであったこと。 

 よって、発火源：容器内流動体のスパーク、

経過：静電スパークが飛ぶ、着火物：第一石油

類として処理する。 

 

9. 再発防止のための措置 

 本火災は車両に静電気が大きく帯電したこと

が出火の主な原因と考えられる。現在、給油者

を除電する対策は多く講じられているものの、

車両の除電対策については車種により差がある

ようである。また、今回の実験によりタイヤの

絶縁抵抗が車両の除電に大きく影響を与えるこ

とが確認できた。一般社団法人日本自動車タイ

ヤ協会にタイヤの絶縁抵抗に関する基準につい

て問い合わせたところ、現在、タイヤの絶縁抵

抗に関する規制は無く、各タイヤメーカーが自

主的に規格を設けているとの回答を得た。そこ

で、火災の発生したセルフスタンドの属する販

売会社に対して、給油者の除電行為に対する監

視及び定期的な散水の徹底を指導するとともに、

今後はタイヤ業界に対して、今回の調査結果を

情報提供することとし、より専門的な立場で検

討していただきたいと考える。 

 

計測機器 ♯1 可燃性ガス測定器 GX2003（理

研計器） 

参考文献 財団法人日本エネルギー経済研究所

石油情報センター「平成 22 年度給油所経営・

構造改善等実態調査報告書」 

 

 
グラフ① セルフスタンドにおける給油中の火災件数（全国） 

     

     写真① 現場付近の状況            写真② 火災車両の状況 
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     写真③ 固定給油設備           写真④ 車両機関部分の状況 

 

     

 写真⑤ 車両下部燃料タンク付近の状況       写真⑥ 車両乗員室内の状況 

 

     

    写真⑦ 給油口付近の状況        写真⑧ 燃料タンク口金のアース接続 

 

 

 

 

 

 

燃料タンク 

ストライカ
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写真⑨ タイヤの絶縁抵抗値の計測状況 

 

 

写真⑩ 実験 1 の状況 

 

 

     

    写真⑪ 実験 1 パターン１の状況        写真⑫ 実験 1 パターン 2 の状況 

 

 

     

      写真⑬ 火花放電の状況         写真⑭ 実験 3 パターン 3 の状況 

 

上：アルミシート 

下：ゴムシート 

バッテリ 

（―）端子へ 

静電気 

発生装置へ

接地線 
ポリ容器 

（燃料タンク） 

鉄パイプ 

（給油ノズル）

接地線

ゴムシート

接地線接続 

(低絶縁抵抗タイヤ想定) 

バッテリ（―）端子 

取り外す 

火花放電 
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      写真⑮ 実験 4 の状況          写真⑯ 給油口と給油ノズルの状況 

 

表① 給油設備の仕様 

メーカー 株式会社○○○○○○ 

品  名 自動車等給油メーター 

型式承認 KHK 型式承認 

型  式 ▽△▽-○○○○○○ 

最大流量 30 L/min 

最小測定量 5 L 

口  径 25 mm 

 

表② 給油設備各部の接地抵抗 

測定範囲 実測値 規制値 

給油ノズル先端～接地点 12Ω 1000Ω以下 

静電気除去パッドの金属部～接地点 0.1Ω ― 

静電気除去パッドの黒色パッド部～接地点 ― 100～9,900MΩ（※）

接地点～大地間の抵抗 1.4Ω 100Ω以下 

給油ノズルのグリップ（除電用樹脂）～接地点 ― 100MΩ以下（※） 

  接地点：給油設備の接地点をいう。  ※：メーカー回答の抵抗値を示す。 

 

表③ 火災車両の仕様 

車  種 乗用車（外国車） 

製造期間 2007 年 5 月～2008 年 2 月 

販売台数 2,028 台 

年式等 2008 年モデル・ABA-×××× 

初年度登録 2008 年 3 月 31 日 

最近車検 平成 22 年 9 月 21 日 

走行距離 20,249km 

 

 

静電気 

発生装置へ 

ポリ容器

鉄パイプ 

バッテリ 

（－）端子へ

接地線 接地線 
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表④ 燃料タンクの各アースの状況 

測定範囲 抵抗値 断線の有無 

給油口の金属～車体金属部 ML（≒0） 無 

フューエルゲージセンダーのマイナス線～車体金属部 0.5kΩ 無 

フェーエルポンプのマイナス線～車体金属部 ML（≒0） 無 

  車体金属部：右後部ドアのストライカー  ML：under measuring limit 

  （気象状況  天候：晴れ 気温：7.1℃ 湿度：40%） 

 

表⑤ タイヤの絶縁抵抗値 

タイヤ別 絶縁抵抗値 

国産ハイグレードタイヤ 195 65R15（火災車両装着分） 2,130ＭΩ（1,000Ｖ） 

国産トラック用ノーマルタイヤ 185 R14（消防車両装着分） 0.342ＭΩ（50Ｖ） 

  （測定機器  絶縁抵抗計：HIOKI IR4051） 

＜計測方法＞ 

 絶縁ゴムマットの上にアルミシートを敷きその上にタイヤを移動する。そのアルミシート

に絶縁抵抗計の接地側プローブを接続する。タイヤの上部に別のアルミシートを押し当て、

当該アルミシートに絶縁抵抗計のプローブを接触させ、放電ボタンを押し測定する。 

 

表⑥ 給油者の給油直前の帯電状況 

測定箇所 帯電状況 

ジャンバ（ポリエステル） -5.5kV 

ズボン（綿） 0.5kV 

靴（ゴム底スニーカー） 0kV 

手のひら 0kV 

        （気象状況  天候：晴れ 気温：7.1℃ 湿度：40% 

         静電気測定器：SHINADZU STATIC MONITOR M2） 

 

表⑦ 給油者の着衣の抵抗値 

衣類 部分 材 質 抵抗値 

靴 ソール  1000V オーバーレンジ 

ジャンバ 

表裏地 ポリエステル 100% 

250V 407MΩ リブ部分 
ポリエステル 96% 

ポリウレタン 4% 

中綿 ポリエステル 100% 

トレーナ 本体 綿      100% 250V 349MΩ 

ズボン 

本体 綿      100% 

250V 419MΩ 
付属部分 

綿      70% 

ポリエステル 30% 
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ブリーフ 本体 綿     100% 250V 34.3MΩ 

靴下 本体 綿     100% 50V 5.03MΩ 

数珠 
透明の珠 樹脂 1000V オーバーレンジ 

チェーン 金属 0～0.004Ω 

腕時計 本体 金属 0.009Ω 

  （測定機器  絶縁抵抗計：HIOKI IR4051、テスタ：SANWA PM3 

   気象状況  天候：曇り 気温：13.2℃ 湿度：81%） 

 

表⑧ 人体の帯電状況 

測定時期 左手（素手） ジャンバ（胸） ズボン 

運転席から降車直後 0kV -1kV -0.2kV 

給油設備の静電気除去パッドにタッチ後 0kV -0.5kV 0kV 

給油ノズル把持後 0kV -0.5kV 0kV 

給油直後の給油者 0kV 0kV 0kV 

  （気象状況  天候：曇り時々雨 気温：13.2℃ 湿度：81% 

   静電気測定器：SHINADZU STATIC MONITOR M2） 

＜計測方法＞ 

 給油者は火災時給油者が着けていた衣服を着用し、手袋をせず素手とする。計測は給油者

がエンジンキーを停止した時点から開始する。静電気測定器の計測者は絶縁手袋を着用する。

給油量はハイオクガソリン 36.83L とする。 

 

表⑨ 車両（燃料タンク底面）の帯電状況 

給油前のタンク底面 -0.5kV 

給油後のタンク底面 +8kV 給油終了後徐々に降圧し、約 20 秒後 4.5kV になる 

  （気象状況  天候：曇り時々雨 気温：13.2℃ 湿度：81% 

   静電気測定器：SHINADZU STATIC MONITOR M2） 

＜計測方法＞ 

 計測者は絶縁手袋を着け、車両下部から燃料タンク表面の帯電状況を計測する。 

 

表⑩ 実験 1 タイヤの絶縁抵抗値が静電気の放電及び帯電に与える影響 

パターン別 タイヤ想定 
ポリタンク口金に接地

線の接続の有無 
帯電圧 火花放電の有無

パターン 1 絶縁抵抗値が高い 無 ‐7kV 断続的に有 

パターン 2 絶縁抵抗値が低い 有 ‐5.5kV 無 

  （気象状況  天候：晴れ 気温 14.6℃ 湿度 40% 

   静電気測定器：SHINADZU STATIC MONITOR M2） 

＜計測方法＞ 

◆パターン 1（絶縁抵抗値の高いタイヤを装着している場合を想定） 
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① 絶縁用ゴムシートの上に燃料タンクに想定したポリ容器を置き、その中に静電気発生装置

に配線接続したフリース生地を入る。 

② ポリ容器の口には給油口と同様に金属の口金を装着し、口金とバッテリのマイナス端子を

配線接続する。口金と 3mm 離れた位置に給油ノズルに想定した鉄パイプ（接地有り）を

固定する。 

③ ポリ容器内のフリースに静電気発生装置により静電気を帯電させ、口金と鉄パイプとの間

での火花放電の有無、及びその付近の帯電圧を計測する。 

◆パターン 2（絶縁抵抗値の低いタイヤを装着している場合を想定） 

① パターン 1 で設定のポリ容器の口金に接地線を接続する。 

② パターン 1 と同様に静電気を帯電させ、火花放電の有無、及びその付近の帯電圧を計測

する。 

 

表⑪ 実験 2 タイヤの絶縁抵抗値が給油直後の燃料タンクの除電に与える影響 

パターン別 
絶 縁 抵

抗値 

装置（※）駆動時の

状況（注 1） 
装置停止後の状況 

装置停止から 1 分後の放

電の有無（注 2） 

パターン 1 高い 
‐8kV まで昇圧 

火花放電開始 

すぐには電圧低下せず

1 分後-5kV 

鉄パイプを口金に接近

させると 

火花放電 有 

パターン 2 低い 
‐5kV まで昇圧 

火花放電 無 

すぐに-2.5kV まで電圧

低下 

鉄パイプを口金に接近

させるも 

火花放電 無 

（※）：静電気発生装置 

（注 1）：帯電量を増加させるため鉄パイプとポリ容器の口金との距離は 4mm とする。 

（注 2）：鉄パイプの口金への移動量は 4mm → 0mm（接触） 

  （気象状況  天候：晴れ 気温 14.6℃ 湿度 40% 

   静電気測定器：SHINADZU STATIC MONITOR M2） 

 

表⑫ 実験 3 バッテリのマイナス端子に接続することによる除電効果 

パターン別 口金とバッテリ接続 帯電圧 火花放電の有無 

パターン 1 有り ‐7kV 断続的に有 

パターン 3 無し ‐6.5～7kV 連続的に有 

  （気象状況  天候：晴れ 気温 14.6℃ 湿度 40% 

   静電気測定器：SHINADZU STATIC MONITOR M2） 

 

 

 

（西田秀光 〒550-8566 大阪市西区九条南 1-12-54 大阪市消防局予防部予防課（調査鑑識） 

TEL: 06-6582-2854（消防局代表）/ 06-4393-6353（直通） 

FAX: 06-4393-4580 E-mail: pa0003@city.osaka.lg.jp） 
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［セッション 2］ 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

硫酸貯蔵タンク爆発火災調査 
 

千葉市消防局 

川島 彰、下田直史 
 

1 はじめに 

 本件は硫酸タンクという本来は可燃物が存在

しない施設から大規模な爆発現象が発生し、ま

た、現場において炎・焼損物件が一切確認され

なかったため、原因判定のみならず火災・非火

災の判定についても専門的知見による判断が必

要とされ、消防庁消防研究センターの支援・助

言の下に原因調査活動を実施し適切な原因判定

に至ることができた事案である。 

 

2 火災の概要 

(1) 出火年月 

 平成 23 年 12 月 

(2) 火災種別 

 その他の火災 

(3) 物的被害 

 硫酸貯蔵タンク（200kL）1 基破損全損・1 基

小損 

 周囲建物 8 棟の外壁・窓ガラス等破損・焼損

物件はなし 

(4) 人的被害 

 重症 3 名、軽症 1 名 

(5) 気象状況 

 天候：雨、気温：6℃、風速：3m、風向：北

北東、相対湿度：66%、実効湿度：66%、気圧：

1020hPa 

 

3 硫酸タンクの仕様・工程等（図①） 

高さ：16.2m  直径：6.0m  材質：普通

鋼（SS41）  鋼板の厚さ：9～12mm  硫

酸最大貯蔵量：350t（液面高さ換算 6.7m） 

 爆発したタンクは工場内の硫酸製造設備内に

設置されており、約 40 年前に、脱硫再生塔とし

て建設されたものであるが、6 年前に濃硫酸の

貯蔵タンクとして転用された。当初の用途が脱

硫再生塔であったため、形状が細長く、また「消

泡板」と呼ばれる鋼板製の棚状工作物が設置さ

れている。 

 

4 硫酸製造工程（図②） 

 当該硫酸製造設備の用途は、工場内でコーク

スオーブンガス（通称 C ガス）を生成する過程

において硫黄分を含む脱硫液が排出されること

から、ここから副産物として濃度 98%の濃硫酸

を製造し、更にこの濃硫酸を使用して外販用濃

硫酸と硫安（硫酸アンモニウム）を製造するた

めの設備である。 

 なお、爆発したタンクは主に硫安の製造に用

いる濃硫酸の貯蔵タンクであり、外販用の濃硫

酸は別の同型タンクに貯蔵している。 

 

5 関係者からの情報 

① 出火日の 5 日前の夜に、作業員が硫酸タン

ク側板から硫酸が滲み出て漏れているのを

確認し、工事発注した。 

② 作業前の準備として、タンク内濃硫酸の液

面が作業位置よりも低くなるようにするた

めに硫酸の抜き取り作業を実施し、液面が下

がったことを確認してから、補修作業に移行

した。 

③ 補修面に 70cm 角の鉄板を溶接するための

前処理として、作業員 2 人で補修面にグライ
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ンダーをかけていたところ爆発が起きた。爆

発した瞬間は周囲が真っ白になり何も見え

ない状況で誰も炎は見ていない。 

 

6 現場見分（1 回目） 

(1) 硫酸タンク本体 

 爆発したタンク本体は上下 2 つに破断してお

り、タンク上部は屋根側を南側に向け、底側の

破断面を北側に向ける形で斜めに傾き、破断面

が本体下部に載った状態で静止している。（写真

①～③、図③） 

 タンク防液堤の西側直近の地面上に、タンク

補修作業に使用していたグラインダー及び養生

シートが認められる。（写真④） 

(2) 硫酸タンク屋根部分 

 硫酸タンクの屋根部分（重量 8.5t）は飛散し

て、約 60m 離れた電気室に落下し、当該建物の

屋根・壁は大きく破損している。（写真⑤、図④） 

 タンク・屋根部分等の詳細な見分については、

タンクからの硫酸抜き取り、屋根部分及び破断

したタンク上部の移動作業、見分用の足場の設

置等が必要であることから、各作業が完了後に

日時を改め実施することとなった。 

 

7 現場見分（2 回目）消防研究センターからの

現場見分支援 

 本事案の規模、特異性、社会的影響度等を考

慮すると、原因の究明に際して専門的知見によ

る判断が必要になると考えられたことから、消

防庁消防研究センター原因調査室に「現場見分

に係る技術支援」を依頼し、発災から 15 日後に、

消防研究センター原因調査室長以下 5 名の立ち

会い・助言の下、第 2 回目の現場見分を実施し

た。 

(1) 硫酸タンク本体の見分 

① 側面の状態 

 タンク本体上部は敷地内の空地に移動され、

横向きに置かれている。 

 側面から見るとタンク自立時に南側に面して

いた側板の破断部分付近に補修作業による研磨

痕が認められ、超音波板厚計で鋼板の厚さを測

定すると 1.8mm であり、設計上の 9mm からか

なり減肉が進んでいることがわかる。 

 比較として直立時に北側に面していた側面の

健全と思われる任意の部分を測定すると 6.8mm

であり、また、破断部分の鋼板の厚さをノギス

で測定すると、1mm 以下の箇所も多数存在する

ことが確認される。（写真⑥～⑧） 

② 屋根側の状態 

 屋根側を見分するとタンク内部は補強材と思

われる格子状の鋼板製の部材が認められるが、

大きな損傷、変形等の異状は認められない。（写

真⑨） 

③ 破断面の状態 

 底面側から破断面を確認すると、タンクの鉛

直方向に対し水平方向全面にわたり、互い違い

に且つ上下 2 段に設けられた消泡板が設置され

ており、上段の消泡板には大きな破損は認めら

れないが、下段の消泡板は半分以上が消失し、

残存部分についても変形が著しい。（写真⑩、図

⑤） 

 消泡板及び付近のタンク内壁は白色に変色し、

上段の消泡板には白色の粉末状物質が、下段の

消泡板の一部には黒色の泥状物質が付着してお

り、この 2 点について成分分析を実施するため

に採取する。（写真⑪、⑫） 

④ タンク本体下部の状態 

 自立しているタンク本体下部の内壁は全体的

に白色に変色し、また、底部には黒色のスラッ

ジ状の物質が堆積しており、この物質について

も成分分析を実施するために採取する。（写真⑬、

⑭） 

 また、タンク本体下部の破断箇所付近を仔細

に観察すると、微小な開口部が複数存在するこ

とがわかる。（写真⑮） 

(2) 硫酸タンク屋根部分 

 空地に移動されたタンク屋根部分を見分する

と、上面にはベント管が認められ、内面には脱
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硫再生塔当時のフラッシングノズルが設置され

ている。 

 屋根部上面、下面いずれにも腐食・減肉は認

められない。（写真⑯、⑰） 

 

8 関係者からの追加情報 

 第 2 回実況見分以後に関係者より、以下の追

加情報を得る。 

① 当該濃硫酸貯蔵タンクには、発災 6 日前に、

年 1 回実施している臭気燃焼設備の定期点検

の際に生じた希硫酸 8t を投入した。 

② 投入した希硫酸の濃度は約 21%、投入量は

液面高さ換算で約 0.3m であった。 

③ 投入時の濃硫酸残貯蔵量は 223t であり、液

面高さ換算で約 4.9m であった。 

④ 希硫酸を投入しても、残濃硫酸全体の濃度低

下はわずか（98%→95%程度）であり、支障

はないものと考え、これまで毎年実施してい

た。 

⑤ 発災時の濃硫酸残貯蔵量は、補修作業に伴い

硫酸を抜き取って液面を下げたため、139t（体

積換算で約 76m3）であった。また、その際の

タンク内液面上部の空間の容積は約 370m3 で

あった。 

 

9 定期点検の工程 

 6 日前に定期点検が実施された臭気燃焼設備

は、工場内で発生する揮発性有機化合物を含む

工場排気（臭気）を燃焼処理して無害化する設

備であり、年 1 回、燃焼ボイラー検査のために

停止する。 

 臭気燃焼設備停止中の臭気の処理は、硫酸製

造設備の燃焼ボイラーを使用して実施するが、

この際に設備内の硫酸と、臭気燃焼に伴い生じ

た生成水が混じり、希硫酸が生じるため、この

希硫酸は硫安製造用の濃硫酸を貯蔵しているタ

ンクに払い出しているとのことである。（図⑥） 

 

10 消防研究センターによる鑑定結果 

(1) 鑑定物件（写真⑱） 

 鑑定物件 1：タンク底部に貯留していた灰色

のスラッジ状物質 

 鑑定物件 2：タンク内消泡板に付着して白色

の粉体 

 鑑定物件 3：タンク内消泡板に付着していた

黒色の固体 

(2) 鑑定結果（消防研究センターからの報告書

より抜粋） 

① 鑑定物件 1 のエネルギー分散型Ｘ線分析装

置による元素分析 

 分析結果より、鑑定物件 1 には酸素（O）、硫

黄（S）、鉄（Fe）が含まれ、それぞれは概ね同

様の領域に存在し、鑑定物件 1 が採取されたタ

ンクが硫酸用タンクであることを考慮すると、

各元素は硫酸鉄 [FeSO4、または Fe2(SO4)3] とし

て存在していることが推定される。（図⑦） 

② 鑑定物件 2･3 のエネルギー分散型蛍光 X 線

分析装置による元素分析 

 分析結果より、鑑定物件 2・3 に含まれる金属

元素の大部分は鉄（Fe）であり、その他にマン

ガン（Mn）がごく微量含まれている。（図⑧） 

 

11 出火原因の考察 

(1) 着火物について 

 爆発した硫酸タンクは鋼製であり、一般的に

鋼を構成する金属状の鉄（Fe）は濃硫酸に対し

て不動態を形成することから、腐食されにくく、

濃硫酸の貯蔵容器の材質として適したものであ

ると考えられる。 

 しかしながら、今回は発災の 6 日前から希硫

酸が投入されたことが判明しており、タンク内

に希硫酸が存在していた場合、鋼を構成する金

属状の鉄は、容易に希硫酸と反応し腐食される。

鉄のイオン化傾向は水素（H）よりも大きいこ

とから、鉄は希硫酸に溶解し、希硫酸中に存在

していた水素イオン（H+）が還元され水素（H2）

が発生することになる。 
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2Fe＋3(H2SO4)→2Fe3+＋3SO4
2-＋3H2↑ 

 なお、希硫酸投入後に濃硫酸と均一に攪拌さ

れれば、事業者の見解どおり濃度低下もわずか

（98%→95%程度）であり、大量の水素発生は

起きないものと考えられるが、今回、希硫酸投

入時の貯蔵濃硫酸の液面は 4.9m とのことで、

これは消泡板が設置されている箇所とほぼ一致

しており、ここに希硫酸を投入したとすると、

消泡板が干渉することにより濃硫酸との攪拌が

抑制され、さらに消泡板が希硫酸の液層に浸か

る状態になることから、鉄である消泡板が腐食

され水素が発生したことが考えられる。（図⑨） 

(2) 発火源について 

 関係者からの情報、現場の状況から、発火源

となり得るものはタンク補修のために使用して

いたグラインダーの火花が最も有力であると考

えられ、これがタンク内の水素ガスに着火した

可能性について以下検討する。 

① 水素の特性 

 水素は、空気中における燃焼下限界 4%、燃

焼上限界が 75%と非常に広い範囲で燃焼・爆発

することが知られており、また、着火に必要な

エネルギーは 0.02mJ と他の可燃性ガスに比べ

て極めて小さい。 

 また、消炎距離も 0.1mm と他の可燃性ガスと

比較して極めて短く、水素を含む可燃性混合気

が封入された容器に、僅かでも隙間が存在した

場合には、発火源となりうるエネルギーが近傍

にあれば着火し、容器内部に伝播して燃焼・爆

発に至る可能性があると考えられる。 

 更に水素の燃焼は瞬時に反応が終了し、炎の

色も非常に薄いため日中の屋外において肉眼で

確認することは難しいと考えられ、また、燃焼

によって発生するのは水（H2O）のみであるこ

とから、今回これだけの大規模な爆発にもかか

わらず、周囲にいた関係者が一人も炎を見てお

らず、焼損物件や煤の付着も一切ない状況とも

一致するものと考えられる。 

2H2＋O2→2H2O 

② 硫酸タンク側板の開口 

 硫酸タンクの破断箇所の下部には多数の開口

部が認められ、この開口が、以前から存在して

いたか、爆発により生じたものであるかは判別

できないものの、タンク破断箇所側壁の厚み（設

計上は約 9mm）については 1mm 以下の部分も

あることから、タンク側板は非常に薄くなって

いた箇所があり、更に一部は開口に至っていた

と推測することができる。 

③ 硫酸タンク内の水素濃度 

 消防研究センターの鑑定結果から、硫酸タン

ク下部に残留していた硫酸内には硫酸鉄が溶解

していると考えられ、更に、事業者から残留し

ていた硫酸内の溶解鉄濃度について最大で

1300mg/L であったとの報告を受けたことから、

この数値を基に発災時のタンク内の水素濃度を

概算した。 

 なお硫酸鉄については、硫酸第一鉄 [FeSO4] 

と硫酸第二鉄  [Fe2(SO4)3] が存在するが、本試

算では全量が硫酸第二鉄  [Fe2(SO4)3] であると

仮定した場合の反応式を計算中に用いることと

した。 

・発災時のタンク内の硫酸量＝139t＝体積換算

76m3 より 

発災時のタンク内に存在した溶解鉄量は 

76×1,000L×1,300mg/L＝98.8kg 

・98.8kg の鉄がすべて反応に使用されたと仮定

して発生した水素量を概算すると、Fe の原子

量＝56 より 

98.8kg/56g＝1,764mol 

・水素を理想気体として仮定すると、発生量は 

2Fe＋3(H2SO4)→2Fe2+＋3SO4
2-＋3H2↑ よ

り 

22.4L×1,764mol×3/2＝59,270L＝59.3m3 

・発災時の硫酸上部の空間約 370m3 に発生して

いた水素が均一に拡散したと仮定すると、 

発災時の水素濃度＝59.3m3/370m3×100%

＝16.0% 

 上記の結果となり、概算値ではあるものの、
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計算上は水素の燃焼下限界値である 4.0%を大

きく超える値となることから、火源さえあれば

爆発が生じることは十分に考えられる。 

(3) 火災・非火災の判定について 

 本事案については、現場の状況・関係者の供

述によると爆発現象による事故であることは明

確ではあるものの、関係者が誰も炎を確認して

おらず、更に焼損物件が一切見分されていない

ことから、出火原因の検討と合わせて、爆発火

災の定義の一つである「化学的爆発であること」

に該当するか否かについての検討が必要とされ

た。 

 着火物の検討において水素発生の可能性が示

唆されたことから、今回の事故を水素発生によ

る内圧上昇に起因する「物理的爆発」と仮定し

た場合、発災タンクには天蓋にベント管が設け

られ、内圧を逃がす処置がとられているため、

相当急激な内圧上昇が生じない限り、8.5t の天

蓋が約 60m 飛散するほどの爆発には至らない

と考えられる。 

 発火源の検討において、残留硫酸中の溶解鉄

濃度から考えられる発生水素の最大量は 59.3m3、

硫酸上部の空間容積は約 370m3 であることから、

水素発生前のタンク内圧を 1 気圧とし、ベント

管や側板の開口部からの気体流出が無視できる

ほど短時間に水素が発生したとして水素発生後

のタンク内圧 P を試算すると、 

（370＋59.3）/370＝1.16 より P＝1.16 気圧 

となり、内圧上昇はわずかで爆発の要因とは成

り得ないと考えられる。 

(4) 結論 

 以上の検討内容から、本件爆発火災は、当該

タンクへの希硫酸投入に伴い発生し充満してい

た水素が、タンク側板の腐食による微小な開口

部から漏出し、タンク側板補修のためのグライ

ンダー作業により発生した火花に引火し爆発し

た「化学的爆発」による「火災」事案であると

結論付けた。 

 

12 火災予防対策 

 今回の調査結果に基づき、消防機関から事業

者に対し早急に再発防止についての対策を講じ

るよう指示した結果、後日以下の対策が提示さ

れた。 

① 水素発生への対策 

・臭気燃焼設備の定期点検時において希硫酸が

生成しないように、燃焼炉の排ガスが乾燥塔

を通過しないためのバイパス用ダクトを設

置する。 

② 火気の管理 

・硫酸等の酸に関する火気工事は、危険物と同

様に内容物を抜き、窒素等の不活性なガスに

よるガス置換を実施するように改める。 

・取扱物質が非可燃物であっても反応、操作に

より可燃物が生じる可能性のある場合は、火

気管理上は可燃物と同様の措置を取るよう

にする。 

③ 設備の管理 

・補修工事時には補修に至った原因を調査する

とともに厚み測定など適切な設備点検を実

施し、また、ガス置換、条件設定などを行う

とともに施行者と情報交換し安全な状態で

設備引き渡しを行う。 

 

13 おわりに 

 本事案はこれだけ大規模な爆発が発生したに

もかかわらず、焼損物件が一切無く、原因調査

活動については、物理的爆発（非火災）である

か化学的爆発（火災）であるかの判断からのス

タートとなり、さらに水素発生の立証、タンク

外の火源への引火等、専門的な判断が必要とさ

れる事項が複数存在したものの、消防研究セン

ターからの現場見分支援を受け、各種助言・分

析の下に適切な調査活動を実施することにより、

消防主体の調査による合理的な原因判定に至る

ことができたものと考える。 

 化学プラント火災の様な特異な事案の原因究

明については専門的な知見が必要とされること
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消泡板 

4.9ｍ 

φ6m 

16.2ｍ 

ベント管 

最大貯蔵液高 6.7ｍ 

最大貯蔵量 350ｔ 

6.7ｍ 

から、ともすれば事業者主体の調査活動となっ

てしまうことが懸念されるが、今後も消防研究

センターを始めとする各種専門機関との連携を

図り、専門的な支援・助言を得ながら消防が主

体となって原因を究明し、その調査結果から事

業者に対し適切な指導を実施していくことが再

発防止の観点からも重要であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図① 硫酸貯蔵タンク外観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図② 硫酸製造工程図 
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図③ 爆発後の硫酸貯蔵タンクの状態図 

 

 

     

   写真① 南側に傾いたタンク上部        写真② タンク上部を上方から見た状況 
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   写真③ 破断面を下方から見た状況       写真④ グラインダー及び養生シート 

 

 

 

写真⑤ 電気室に落下したタンク屋根部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図④ タンク屋根部分の飛散状況図 
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  写真⑥ タンク側板の厚さ測定（健全部）   写真⑦ タンク側板の厚さ測定（研磨痕付近） 

 

 

 
写真⑧ タンク側板の厚さ測定（破断部分） 
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  写真⑨ タンク屋根側からの見分状況      写真⑩ タンク破断面の消泡板の破損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図⑤ 下段の消泡板の破損状況図 
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写真⑪ 上段の消泡板に付着した白色の

粉末状物質 

写真⑫ 下段の消泡板に付着した黒色の

泥状物質 
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   写真⑬ タンク下部内面及び底面        写真⑭ 底面に堆積したスラッジ状物質 

 

 

 

写真⑮ タンク破断部付近に認められる微小な開口 

 

 

     

   写真⑯ タンク屋根部分（上面側）        写真⑰ タンク屋根部分（下面側） 
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図⑥ 臭気燃焼設備定期点検時の設備稼働状況図 

 

 

 

写真⑱ 鑑定物件 1～3 

 

 

 

図⑦ 鑑定物件 1 のエネルギー分散型 X 線分析装置による元素分析結果 
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図⑧ 鑑定物件 2・3 のエネルギー分散型蛍光 X 線装置による元素分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図⑨ 硫酸貯蔵タンクへの希硫酸投入時の状況図 
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第 2 日 
10 月 25 日（金） 



 

［セッション 3］ 

 

 一般発表 

「災害情報に関するグレシャムの法則と対策」から考案した災害対応 
 

神戸市消防局 

表原靖史 
 

1. はじめに 

 既に言い古された感は非常に強いが、「情報技

術、ＩＣＴ化の進展は著しく」、消防業務におい

ても電子機器、情報システムの活用の範囲は非

常な広がりを見せている。また、豪雨、地震と

いった自然災害は極大化し、それに伴う広域同

時多発型の災害に対する、消防の対応能力の強

化への要求も非常に強まってきている。 

 当然、ＩＣＴ化という面から、こうした大規

模広域災害の対応力強化に対しても様々な試み

が行われている。しかしながら、情報機器の処

理能力、特徴を生かし、大規模広域災害時の情

報の集約といったものを効率化する目的のシス

テムで、標準化され、多くの消防本部で使われ

る仕組みといったものは、未だ出てきていない

のではと考えている。 

 ＩＣＴというものの万能性からすれば、この

分野でのシステム化が進展しない事実はなかな

か理解し難い。ただ、そこには、何か大きな課

題を劇的に解決してくれるのではないかという、

ＩＣＴに対する過大な期待があり、そうしたマ

クロ的というか、大風呂敷の期待が邪魔をして

いるように感じる。もう少し、現場で起こる混

乱の原因を見極め、それぞれの原因に対するミ

クロレベルの対策を積み上げながら、考えて行

くことが必要のようだ。 

 この度私は、神戸市消防局の通信指令システ

ムの開発に際して、ある論文を目にしたことが

きっかけとなり、上述のアプローチにより、広

域同時多発災害の対応策を考案する機会を得た。

ここで考案、構築した神戸市の風水害対応のた

めの仕組み（大規模地震などあらゆるレベル広

域同時多発災害を対象としたものではない）を

紹介させていただくとともに、その現場運用へ

のマッチング過程で見た課題についても考えて

みたい。 

 

2. 新システム開発に際して 

 私は、神戸市消防局において平成 18 年度から

6 年間、通信指令システムの更新事業に携わっ

てきた。事業の初期において課題とされたこと

は、冒頭にも述べたように、風水害や地震とい

った大規模広域災害（この頃、「同時多発性」は

あまり意識していなかった）に対する対応能力

の強化だ。 

 また、その課題解決のため念頭に置いたこと

の一つは、通常の指令管制機能とかけ離れた、

大規模広域災害専用機能ではなく、通常機能の

延長線上で実効性のある機能は構築できないか

ということだった。 

 そのような中、システム発注のための基本設

計が本格化した平成 20 年の春、「災害情報に関

するグレシャムの法則と対策（東京法令出版 

季刊「消防防災」2008・春季号（24 号）巻頭論

文）」という論文を目にしたのだ。これは消防審

議会の会長を務められる、東京経済大学（コミ

ュニケーション学部）の吉井博明教授によるも

のだ。 

 目にした
．．．．

と言ったが、実際、私が所属する消

防局の施設課には、この論文の掲載書籍である

「消防防災」は回覧されておらず、別の課（庶

務課）において回覧されていたものを当時の総
．
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務部長が目にし
．．．．．．．

、「この論文を新システムの開発

に生かせ」という指示を受けたというのが本当

のきっかけだ。 

 つまり、この論文から私が直接、課題解決へ

のインスピレーションを受ける前に、職務命令

があったのだ。職務命令なので、勝手に途中で

やめるわけにはいかなかったことも、今回の仕

組みの構築に至った大きな要因だ。 

 

3. 災害情報に関するグレシャムの法則とは 

3.1. 悪貨は良貨を駆逐する 

 グレシャムの法則とは、論文から引用すると

「金貨や銀貨などそれ自体に価値がある貨幣の

場合、質のよい貨幣と質の悪い貨幣が同時に流

通していると、質のよい貨幣はしまい込まれた

り、改造されたりするので、結局、質の悪い貨

幣ばかりが流通することになる」というもので、

「悪貨は良貨を駆逐する」という言葉で知られ

ている。 

 吉井教授は、これを災害情報の流通過程にあ

てはめ、「災害時には、重要度の低い情報が大量

に流通し、その処理や対応などに追われる結果、

数的には少ない重要情報の伝達が遅れたり、重

要情報が途中で変容もしくは消滅し、迅速かつ

適切な応急対応がとられない傾向がある」とし、

これを「災害情報に関するグレシャムの法則」

と呼んでいる。論文では、そう呼ばれる状況が

起こる理由を、様々な事例を基に説明するとと

もに、そこに陥らないための対策を説いている。 

3.2. 災害情報に関するグレシャムの法則が成

立する理由 

 ここでは、論文で用いられている「災害情報

に関するグレシャムの法則が成立する理由と有

効な対策」という表を引用し、災害情報に関す

るグレシャムの法則というものが、どのように

起こり、どのような問題を引き起こすのかを、

私自身の視点も入れながら、まずはご理解いた

だくこととする。 

 ここで理由、問題点として挙げられているま

ず一つ目は、「本部のなんでもかんでも状態」の

問題だ。災害情報の集約が行われる「本部」と

いうところが、必然的に大量の情報が集まって

しまうところだということだ。大量情報の大半

は非重要情報という中で「合成の誤謬」が生じ

ることが、典型的な「グレシャム状態」を引き

起こす。重要情報が非重要情報に駆逐されるの

だ。 

 様々なマクロレベルの判断を行うべき「本部」

である以上、全て
．．

(whole)を把握する必要がある。

しかし、それがなんでもかんでも
．．．．．．．．

(everything)に

なってしまうことで、マクロの状態を適確に捉

えられなくなってしまっているのだ。 

 

表 災害情報に関するグレシャムの法則が成立する理由と有効な対策 

1)合成の誤謬：大量の非重

要情報と少数の高度重要

情報の混在 

全体 被害 像の早期 把握と積

極的情報収集 

 ・専門家緊急相談ネットワ

ークの構築と活用 

 ・全体被害推定コンピュー

タ・システムの活用 

高度重要情 報 の仕分けと別
伝達ルートの構築 
災 害 規 模 に応 じた情 報 処 理

方式の切り替え 

大量情報のコンピュータ(GIS

など)による処理 

2)発信側による重要度に配

慮しない大量情報の伝達

発 信 者 による情 報 の重 要 度
に応じた仕訳 
重要度に応じた伝達メディア
(ルート)の区別 

3)不慣れなシステム情報の

非利用+慣れた電話対応

に集中 

専任システム担当者の指名と

訓練の実施 

住民からの電話問い合わせ対

応班の分離 

4)伝達過程における人の介

在 が も た ら す 情 報 の 変

容、無視 

緊急時の危機意識の共有 

重要情報の評価・確認体制の

確立 

出典：季刊「消防防災」2008・春季号(東京法令出版)より  

 

 二つ目は「情報の発信者側の無節操」の問題

と言える。一つ目とも大きく関連するが、現場

側からの情報は、その重要度を意識せずに、垂

れ流しで発信してしまう傾向が強いということ

だ。実際、現場は生に近い情報を得て、かなり

適確に現場状況を把握しているはずなので、基

準さえ示せば「本部」に送るべき情報と、そう

でない情報を判断することは可能だろう。しか

し、事前の計画が「なんでも情報をよこせ」と
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無節操を指示しているから仕方がない。 

 結果として、本部は非重要情報で溢れかえっ

てしまう。加えて、ある媒体（FAX など）にそ

ういう情報が集中することで、その媒体からの

情報全体を無視してしまうようなことも生じて

しまうのだ。 

 三つ目は「簡単な仕事による忙殺状態」の問

題だ。これは、計画のグレシャムの法則として

認知されているものだ。人は難しい仕事と簡単

な仕事があると、たとえ難しい仕事が重要な仕

事であっても、簡単な仕事ばかりを選んでしま

う傾向にある。災害時専用のシステムなどは、

訓練でしか使わず、操作の不慣れが難しさ
．．．

とな

り敬遠され、普段からやり慣れている電話対応

などが優先されてしまう。しかもそれに忙殺さ

れてしまうことにより、システムのことは忘れ

去られ、そこに重要な情報があっても、無視さ

れてしまうということが起こってしまうのだ。 

 後、四つ目は「伝言ゲームは苦手」という

ことだろう。切羽詰まった現場の状況などは、

伝言ゲームでは絶対に伝わらない。また、専門

用語などが入った場合、その言葉の意味を解さ

ない人が仲介することで、実際の状況を伝える

ことは非常に難しくなってしまう。「フクシマ」

で起こっていたことがまさにこれであろう。 

 

4. 法則の普遍性 

4.1. 消防の世界でも起こる現象なのか 

 少し話が戻るが、私は上司の指示によりこの

論文を読み、これをシステム開発に反映するこ

とになったのだが、私自身の意思でこの論文を

読んだとしたら、どのようなことになっていた

だろうと考えてしまう。 

 この項のタイトル（法則の普遍性）が少し大

袈裟になったので断るのだが、ここで私が、こ

の法則の普遍性、一般性について大胆にも評価

しようというのではない。私はこの論文を読む

際、自治体の災害対策本部の職員の目線で読ん

でみたのだが、本来の消防職の目線でこの論文

を読んだとすれば、問題点として捉えられてい

ることを、素直に受け入れることが出来ていた

だろうかと感じているのだ。 

 例えば、理由の三つ目に挙げた問題は、「消防

職と一般職では訓練時の当事者意識が全く違

う。」というような理由で、全否定する人も居る

ような気がする。真面目な人ほどそうだ。 

 一つ目の問題も、「消防ではそんな混乱は生じ

たことがない」と自負を持っている人も多い。

実際、吉井教授が事例として挙げているのは、

自治体レベルの災害対策本部の話ばかりだ。「災

害のエキスパート集団である消防においては、

無用の心配だ」と、突っぱねられるかもしれな

い。そんなことも考えてしまう。 

 何れにしても、経験値の高さや熟練度といっ

たものが重要視される消防のような世界では、

ありがちな自意識なのだと思う。しかし、それ

はその人たちが今まで出来てきたことの範囲

（経験の範囲内）のことなのだと考えると、こ

のことが法則の普遍性、一般性を否定する要素

とまでは言えないのだろう。 

4.2. 私の場合 

 繰り返しになるが、自然災害の極大化は著し

い。巨大地震はともかく、風水害の対応におい

ても、今まで出来てきたことが出来なくなると

いうことは必ず出てくる。今までたまたま限界

点には達していなかっただけなのだ。その考え

のもと私は、今まで出来てきたことの限界を高

めることも、新システムに課せられた使命と考

えてきた。 

 そんな私に対してこの論文の主張は、実際の

ところ非常に素直に受け入れられた。上司の指

示があったことが、より強い動機づけになった

のは間違いないが、システム化の対象をどのよ

うなところに向ければよいか悩んでいた私に、

その絞り込みをし易くしてくれるものだったと

感じている。 

 ただ、現在、今回考案の仕組みの現場へのマ

ッチングを進めているところだが、その過程で
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は、やはり消防的自意識の存在が、邪魔をして

いるような気がする。それについては後述する。 

 

5. 対策としての仕組みの考案 

 先の表に戻るが、それぞれの問題点の対策と

して挙げられているものの中で、私が特に意識

したのは、本部を中心としたトータルの仕組み

としての「高重要度情報の仕分けと別伝達ルー

トの構築」と、現場側からの情報発信とその伝

達過程における問題としての、「発信者による情

報の重要度に応じた仕分け」、「重要度に応じた

伝達メディア（ルート）の区別」、といったもの

だ。 

 私はコンピュータを用いたシステムを構築す

る担当なのだが、私が課題としていることは、

何か便利なコンピュータ・システムを開発すれ

ば解決するといった問題ではなかったのだ。本

部の運用の仕組みやシステム以外の情報伝達手

段（通信手段）等を、総合的に組み合わせて考

えなければ、有効な仕組みはできないのだ。シ

ステム化が有効なのは、意外と小さな部分だけ

で、何もかもをシステム化すればよいのではな

いのだ。そういったことが、これらのキーセン

テンスにより見えてきた。 

5.1. 高重要度情報の仕分けと別伝達ルートの

構築 

5.1.1. 本部活動における過去からの課題 

 従前から、神戸消防の風水害（水防）時の部

隊運用は基本的に所轄運用だ。通信指令システ

ムによる自動での車両選別を火災、救助等に制

限し、水防事案については所轄署判断で部隊を

手動で選別する。つまり、事案として本部側が

直接コントロールするのは火災、救助といった

ものだけだ。多くを占める水防事案については

署
．
本部が、そのコントロールを担う。 

 部隊のコントロールという点では、本部と出

先拠点（消防署＝署本部）の役割分担は一応で

きているのだが、被害概要等、災害情報の集約

は基本的に詳細まで本部に知らせるというのが

方針だ。そこには「なんでもかんでも状態」が

存在していた。数値的集計も、全体を本部側が

主に手集計で担ってきた。 

 言うまでもないが、部隊のコントロールの区

分と、事案の重要度の仕分け区分は必ずしも連

動しない。通報内容から災害の種別を判断し、

それをもとに本部対応か、署対応かを判断して

いるだけだ。つまり指令段階のこの区分は、重

要度を仕分けている（トリアージしている）の

ではないのだ。では、この先どの段階で、情報

の仕分けは行われていくのだろうか。 

 本部といっても、中は様々なセクションに分

かれている。通常時から通信指令室（神戸では

「管制室」と呼んでいる）で 119 番通報を受け

付け、指令管制業務を行っている司令課に加え、

水防時は作戦室というところに、指揮、情報と

いった役割をもった本部要員が詰める。それぞ

れの要員が連携して本部活動を行うのだが、私

にはどうも皆が金太郎飴のように同じことをや

っているという印象がある。 

 指令課は「出動番号」、「受付時間」、「通報場

所」、「通報概要」といった内容で事案全件の一

覧表を作成する。作戦室でも情報班が収集した

各署からの情報を基に、指揮班が中心となり一

覧表作りだ。ここでも「番号」、「時間」、「場所」、

「概要」を全件把握しようとしている。集計作

業も指揮班が中心となって行っている。 

 こうして見ると、明確に情報仕分けを行って

いる段階はないように思える。ひたすら、全件

の詳細把握に努めているという印象だ。 

 終的に指揮判断を下す指揮班が、全ての情

報把握に努めているのだから、それに越したこ

とはないとも思えるが、全件の詳細把握にばか

り集中する様子に、私は常に危うさを感じてき

た。危うさの正体というのが、「合成の誤謬」か

ら生じるマクロの状況の見誤りなのだろう。全

件把握に努める中で、重要情報の見落としがな

いかという意識を働かせることが、疎かにされ

ているということはないのだろうが、件数が増
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えることによって、そこへの注意力が散漫にな

っていく可能性は否めない。 

 本部が把握すべき「全て」とは全件の詳細で

はないのだ。適確にマクロの状況を把握するこ

とだ。特に指揮班は、なるべくミクロを無視す

べきだ。ただ、ミクロを見なくても済むように

するには、適確に重要情報の仕分けが行われる

仕組みが必要だ。どうすればそれが出来るのか。 

5.1.2. 本部活動の新たな仕組み 

 ここで「高重要度情報の仕分けと別伝達ルー

トの構築」というキーセンテンスを持ち出して

考えてみよう。 

 例えば、本部によるコントロール事案は、そ

の概要の把握を消防救急無線を通じて行ってい

る。しかし、同時多発災害時は無線の輻輳があ

り、必然的に現場と本部との交信は制限される

状況になる。裏を返せば、そんな中でも流れる

無線の情報は重要情報なのだ。音声を介し、本

部に直接交信できる消防自前のメディアであり、

同報性も高い。一定の障害に対する機能維持対

策も取られている。当たり前のことではあるが、

重要なポイントだ。そもそも重要情報しか載せ

てはいけない特別のメディアなのだ。 

 であれば、消防救急無線を、高重要度かつ緊

急の情報を伝える専用のルートとして指定し、

非重要情報の伝達には使わせない
．．．．．．．．．．．．．．．

というのが、

今回考えた仕組みの一つだ。神戸市は消防救急

無線のデジタル化を完了しており、地域波であ

る市波 4 波を、それぞれ全市 1 波～全市 4 波と

呼び使用しているが、そのうちの 1 波をそれに

あてるものだ。 

 これがきっちりと行われるためには、現場の

情報発信側での重要度の仕分けも当然必要だ。

しかし、そのあたりについては次項以降で述べ

るとして、ここでは、「別伝達ルートの構築」と

いうことにより、本部の指揮班がマクロの状況

を把握する場合に、まず差し当たっての重要情

報は、無線交信の中にあるのだという意識付け

ができることが重要と考えている。 

 何度も述べるが、本部の情報は必然的になん

でもかんでもになりがちだ。どのルートの情報

に一番重要情報が含まれているのかを事前の決

め事とすることで、一部の判断は非常に行い易

くなる。他にも、システムや他の通信手段とい

った情報の伝達ルートごとに、そこにある情報

の重要度のレベルや、情報の種類、性質といっ

た仕分け計画がきちっとなされていれば、非常

にマクロの把握はし易くなると考えるのだ。 

5.2. 発信者による情報の重要度に応じた仕分

け 

5.2.1. 現場活動の実際 

 次に、水防時の現場側での活動というのはど

ういうものだろうか。発信者が情報の重要度を

仕分けるということで、現場側に混乱が生じる

ということはないのだろうか。 

 私自身の感覚でも、現場の出動隊それぞれに、

一つ一つの事案の重要度を仕分けさせるという

のは、受け入れられにくいと感じる。重要度は

全体の事案の中で相対的に判断するもので、現

場からは見たままの状況を、余計な判断、評価

入れずに報告するものだという意識が強いよう

に思うのだ。 

 ただ、神戸消防の水防活動においては、実際

に次のようなことが従前から行われている。先

にも述べたとおり、神戸消防の水防の部隊運用

は所轄運用なのだが、その間に火災が起こった

場合には、システムによる自動指令を行う。出

動可能な車がどの車であるかは、システム上で

車両の動態管理を行い、把握しているが、水防

のような同時多発災害発生時は、ほとんどの車

両が現場出動してしまうということも想定され

る。その際、火災が起きると現場に出動できる

車両が無いという状況を避けるため、水防の現

場についた車両は、一定の判断と、それに基づ

いた車両動態の登録を行うのだ。 

 例えば、ちょっとした土嚢積みなど、被害拡

大防止のための現場処置を行うため、現場にと

どまるという場合、「現場処置の 中に火災があ
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れば火災を優先して出動できる（かどうか）」と

いったことを判断する。大方の被害拡大防止処

置については、基本的に火災出動を優先すると

いう方針のもとでだ。その上で、出動隊自身が

火災優先で大丈夫と判断をすれば、「転戦可能」

を車両の動態としてシステムに登録するのだ。 

 また、これ以上被害が拡大しそうにない軽微

なものについては、現場の確認（被害程度も）

だけで事案の処理は完了するが、ここでも「確

認だけで十分」という、 低限の判断は行って

いる。その上で「現場引揚」を動態登録する（次

の災害に備えるためという、明確な意識に基づ

くものではないと思うが）のだ。 

 「処置中だが火災優先」、「確認だけで十分」

という判断は、事案の重要度、深刻度の判断そ

のものだ。実際には、現場出動隊は重要度の仕

分けを行っているのだ。ただ、絶対的評価とな

っているので、隊それぞれで判断基準が違って

しまう可能性はあるが、重要度が少ないという

ことの判断なので、大きな問題は生じないと思

われる。 

5.2.2. 意識しないシステム操作で仕分けを 

 こうしてみると、改めてこの部分の仕組みを

考え直す必要もないようにも思えるが、今回の

場合、ここがシステム化の 大のポイントとな

った。 

 各隊が、現場状況の判断の結果、車両の動態

登録を行うために用いるのがシステムだ。新シ

ステムとなっても、動態管理についてのこのあ

たりの取扱いに変更はない。ここで注目するの

は動態入力の順序のパターンだ。 

 まず、転戦可能状態で土嚢積みを行うという

場合、指令を受けた隊は「出動」の動態登録を

して出動する。現場に到着すれば「現場到着（現

着）」を登録する。ここまでは基本的にどの出動

事案でも同じだ。また、「出動」、「現着」といっ

た動態では、車両は拘束状態になっており、他

の事案の指令がかかることはない。通常、火災

などでは現場活動中はずっと「現着」の動態の

まま活動する。しかしここでは、現場処置中に

他の優先指令に対して出動が可能になるように

ということで、現着後それが可能である状況判

断が出来た時点で速やか
．．．

に、「転戦可能（転可）」

の登録を行うのだ。 

 次に、現場確認のみの場合、「出動」、「現着」

までは当然同じだ。現場確認後、確認だけで十

分と判断すれば、ここも速やか
．．．

に「引揚」もし

くは「署外」（続けてパトロールなどに行く場合）

の動態を登録するのだ。 

 こうして見ると、「現着」の後、一定時間内に

登録される次の動態が何かで、それぞれの現場

状況の、重要度レベルに応じたパターンを示す

ことが出来ることがわかる。そのパターンを示

すとこうだ。 

 軽め：「現着」→「引揚」or「署外」 

 中位：「現着」→「転可」 

 重め：「現着」のまま放置 

少し注意するのは、「重め」については、現場隊

が状況判断をした結果ではなく、判断されてい

ない状態、もしくは判断を忘れられている状態

だということだ。ここもシステム化が有効なポ

イントの一つだ。 

 もう大体お気付きと思うが、私がシステム化

を行おうとしたのは、この動態の登録パターン

を用いて、自動的に事案ごとの重要度を事案の

管理システム上でトリアージしてしまおうとい

うものだ。システムでは「重め」からＡ、Ｂ、

Ｃのランク分け表示とし、一覧画面ではランク

に応じて色分け表示も出来るようにと考えた。

加えて、「重め」のものにおける登録し忘れの状

態を排除するため、「現着」のまま一定時間放置

されている事案について、放置状態であること

を警告する仕組みも用意した。 

 こういうものはコンピュータ・システムの一

番得意とすることなので、システム化そのもの

に大きな障壁はなかった。ただ、「自動化」の精

度を担保するものとして、二次仕分けの仕組み

は必要だ。そもそも動態登録はトリアージのた
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めのものではなく、部隊コント―ロール上の必

要な作業なのだ。通常からやっている通りの動

きをするだけなので、トリアージを意識するこ

とのない操作なのだ。 

 また、この仕組みの目的は、本部のなんでも

かんでも状態を解消し、本部（特に指揮班）が

目にする情報を、マクロ状態が把握しやすいも

のに集約整理できるようにというものだ。非重

要事案を自動トリアージによりふるいに掛ける

ことで、重要事案を目に付き易くし、埋もれて

しまうことを防ぐのだ。しかし、「自動」の部分

は、動態の登録が誤っていたりした場合は必然

的に誤った情報になってしまう。そのことで重

要情報が埋もれてしまうようなことは無いよう

にしなければならない。反対に、重要情報の中

にも仕分けしきれていないものがあるかもしれ

ない（基本的に動態登録による自動仕分けが行

われなければ、そのまま重要扱いになってしま

う）。 

 そういうことで必要な二次仕分けだが、その

ためには「伝達メディアの区別」の考えも入れ

ながら、システム以外のツールも駆使し、総合

的な仕組みを作る必要がある。 

5.3. 重要度に応じた伝達メディア（ルート）

の区別 

5.3.1. 音声情報の 2 ルート化 

 「高重要度情報の仕分けと別伝達ルートの構

築」のところで、「消防救急無線を、高重要度か

つ緊急の情報を伝える専用のルートとして指定

し、非重要情報の伝達には使わせない」とした

が、では現場側からの非重要情報はどう伝えれ

ばよいのか。非重要情報もどこかで管理しなけ

れば、全体の数値集計等はできない。 

 私はこれに携帯電話を用いることとした。一

対一の音声通話で詳しい状況を伝えるために、

一番手頃なツールだ。ただ、一応、自前の無線

設備を持つ消防機関にとって、水防のためだけ

に全隊分の携帯電話を整備することは、ランニ

ング経費の負担の面からも、理屈が通りにくい。

つまり、手頃でありながら意外と整備、調達は

難しいツールなのだ。しかし今回、私は新シス

テムの開発の中で、車両の動態情報を登録する

車載情報端末のバックアップシステム用の機器

という名目で、全隊分の携帯電話の調達し配置

に漕ぎ着けた。 

 しかし、これだけで 2 ルート化の完成ではな

い。ルートというのは途中の道だけでなく、そ

の行先も含めてのものだ。つまり、非重要情報

の伝達先は署本部にするという伝達先の区分け

も必要なのだ。これにより、非重要事案の詳細

情報は、署本部に吸いあげられ、そこで署本部

の情報班の要員により、事案管理のシステムに

入力される。電話を用い確認した内容なので、

非重要情報のレベルであれば、十分に正確な内

容の入力が可能と思われる。そして本部にはシ

ステムを通じて、集約、整理された情報のみが

伝わるのだ。 

 ここで、先に説明した仕組みとの矛盾を感じ

るところがあるかもしれない。基本的に現場側

で事案のトリアージを意識する必要はないと言

ったにもかかわらず、現場からは音声報告を行

おうとする段階で、重要と非重要を判断した上

で、伝達メディアと伝達先を選らばなければな

らないようにも見えるからだ。 

 何か変なからくりみたいなものの説明ばかり

で申し訳ないのだが、ここでも現場でのトリア

ージの意識というのは特に必要はない。水防時、

ほとんどの隊は署のコントロール下で活動して

いる。当然、現場からの報告もまずは署本部に

しないといけないのだ。無線も使用禁止になっ

ているから、携帯電話の報告になってしまう。

考案の仕組みとして、力説すべき点でもないの

だが、従来からの運用に沿った動きをする中で、

きちっとした仕分けができる仕組みであること

を理解していただきたい。 

5.3.2. 二次仕分けの仕組み 

 このようにルートを 2 ルート化したとしても、

何かの間違いで非重要情報側のルートに重要情
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報が紛れ込んでしまうということはあるだろう。

動態登録の場合と同じだ。それらを早期に発見

し、情報を正す役割を果たすのが二次仕分けだ。 

 今回の仕組みの中では、二次仕分けというの

は、それぞれ対象とするものに応じて、いくつ

かのものに分かれている。2 ルート化に関連し

て重要な二次仕分けは、署本部でのトリアージ

だ。直接現場の情報を携帯電話により聴取して

いる署本部は、一番重要なトリアージポイント

なのだ。基本的に非重要情報しか報告されない

はずのところだが、現場側に仕分けを意識させ

なくても大丈夫と考えている仕組みなので、間

違って重要情報が報告されてしまうということ

は十分に起こりうる（というか起こって当たり

前）。この間違いはルートの乗り間違いなので、

正しいルートに乗せ直すというのがその対応と

なる。 

 では、実際の動きを考えてみる。例えば、署

コントロールの事案として土砂崩れ現場に出動

したが、Ａ）現場に付いてみると民家が埋まっ

ており生き埋めがあるらしいとの聞き込み情報

も得られたという場合と、Ｂ）小さな土砂崩れ

だが、避難計画の策定されている急傾斜地なの

で、避難勧告等の検討が必要ではないかという

場合、それぞれどのような動きになるだろうか。 

 Ａ）の場合は、水防の事案として署コントロ

ールで出動したものが、救助に切り替わるとい

うものだ。部隊の増強も必要となる。その場合、

現場出動隊は、迷わず使用が制限されている無
．．．．．．．．．．．．．．

線を使い
．．．．

部隊増強等を要請するだろう。これは

きちっと発信者側での仕分けがされたことにな

り問題がない。 

 Ｂ）の場合は、現場の隊だけでは判断が難し

いという状況になっているので、恐らくは携帯

電話を用いて、署本部にその状況を報告するこ

とになる。その際に署本部ではその内容の聴取

し、検討を開始するだけでなく、「検討中」とい

うことそのものが重要情報であると判断される

なら、その内容を本部に無線報告するよう現場

の隊に指示するのだ。これが私の考えている二

次仕分けだ。伝達ルートの修正も行わなければ

意味がないのだ。なぜならこの上の本部では重

要情報は無線により報告されると意識付けされ

ているからだ。 

 2 ルート化の仕組みとは関係なく、重要な役

割を持った二次仕分けもある。それは動態登録

による自動仕分けの仕組みのところで説明した、

「『現着』のまま一定時間放置されている事案に

ついて、放置状態であることを警告する仕組み」

に対応するものだ。本部、署本部の情報班はこ

の警告を目にすれば関連する事案の状況を確認

する必要がる。携帯電話を用いた直接の確認を

行うことになるが、その内容に応じた二次仕分

けが必要だ。 

 単なる登録忘れであれば、正しい登録をさせ

るだけだが、現場に深刻な状況がありその対応

に追われているような状況も想定される。その

場合は、事案が重要事案に変遷している可能性

が高い。「重要」と判断すれば先と同様に無線報

告を指示するのだ。 

 二次仕分けは、これら以外にもあらゆる場面

で行われることになろう。ただ、2 ルート化や

発信者による仕分けの仕組みがあることで、修

正を要する部分の発見はかなりし易くなるもの

と考えている。例に挙げたものもそうだが、基

本的に修正を要するものは、音声情報とシステ

ム情報で食い違いが起きているというものが多

い。まず、「音声」で重要と認識した情報が、シ

ステム上でどのように取り扱われているかとい

う意識で常に情報を見ていれば、そういったも

のの発見はかなり容易になるだろうと考えてい

る。 

 しかし、少し複雑というか、従前よりも困難

性が増したと感じる部分がある。それは本部お

よび署本部における情報班（あくまでも神戸市

の体制で）の役割だ。二次仕分けでその「気付

き」の役を担うのは主に情報班になるからだ。

今までの情報班はどちらかというと情報の伝言
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役であったが、これからはふるいの役を任され

るので、かなり困難性の高い仕事になるだろう。

ただ、要員の強化のポイントがここだけに絞り

こめるということもあると感じている。 

 以上が今回考案した仕組みの全容となる。こ

れにより本部の指揮班のマクロの把握能力が高

まり、本来の指揮活動の能力がより高まること

を期待している。 

 

6. マッチング過程において 

 冒頭にも述べたとおり、吉井教授の論文をヒ

ントに考案した仕組みであるが、現在は現場運

用とのマッチング過程であり、この仕組みを本

格的に実運用するには至っていない。本来、時

間的余裕があればシステムの開発と並行しなが

ら、運用の検討を行うべきだったのだが、シス

テム開発の 終年度が平成 23 年度であり、東日

本大震災直後の混乱の中、その機会を持つこと

がなかなかできなかったことが大きい。 

 また、今回の仕組みの考案は、自分でもアプ

ローチが普通とは違っていたのだろうなと感じ

る。何か組織にかかる課題の解決を、システム

化といったことで実現しようとする場合に、普

通、その課題というのは、何かその組織自身の

具体的失敗に端を発しているとか、組織が主体

的に調査、研究を行った内容に基づいているも

のなのだろう。言い換えれば、組織内でその課

題に対する問題意識が十分に醸成されているの

だ。当然、その課題解決の要求も非常に高いレ

ベルに達しており、それに対応したシステム化

が素直に受け入れられる素地となっていくのだ

ろう。 

 ところが今回の私アプローチは、わが組織に

対する課題として「認識」されるに至っていな

いものを、いきなり「課題」と設定し、それを

システム化をはじめとする手法で、解決を図ろ

うとした様になってしまっているのだ。そこが

まずかったのだろうと反省しているところだ。 

 ただ、今回のようなアプローチも、私自身と

しては非常に意味のあったことと感じている。

それは、外部の研究者の研究を、消防としての

考えの中で徹底的に消化し、今回の仕組みを考

案できたという思いがあるからだ。組織全体の

課題として問題意識の醸成を図る前に、私一人

というミニマムの単位で、仕組みの考案までを

行ってしまったのだが、一人に完結したことで、

中途半端な考えは一切排除できたと思っている。

「災害情報に関するグレシャムの法則」への対

策は、私としてはそれなりの完全性をもって構

築できたと考えているのだ。 

 今後はこの仕組みのエバンジェリストとして、

現場での有効活用がなされるよう細部のマッチ

ングに取り組むとともに、「災害情報に関するグ

レシャムの法則」が消防においても重要課題で

あるという問題意識が十分に醸成されるよう、

様々な情報発信等を行っていきたい。 

 

 

 

（表原靖史 〒650-8570 神戸市中央区加納町 6 丁目 5-1） 
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［セッション 3］ 

 

 一般発表 

住宅の外壁構造と小屋裏延焼の関係に関する検証 
 

東京消防庁 消防技術安全所 装備安全課 

佐藤 歩、湯浅弘章、渡邉茂男 
 

1. 検証の目的 

本検証は、類焼建物の外壁内から小屋裏へ延

焼する現象に着目し、住宅の外壁と小屋裏の一

部を再現した外気通気工法を用いた中規模の試

験体による、類焼建物の外壁を模擬した燃焼実

験を行ったものである。 

外気通気工法とは、図 1 に示すように、外壁

内の断熱材と外装材の間に設けた通気層により、

空気が通り抜けられるようにすることで、外壁

内の湿気や熱気を外部へ排出する工法である。 

外壁内から小屋裏へ延焼する現象は、隠ぺい

された箇所で急激な延焼拡大する恐れがあるこ

とから、消防活動上留意すべき火災である。し

かし、このような延焼のメカニズムは実験から

明らかにされていない。 

そこで、図 2 に示す仕様の試験体を用いた燃

焼実験を行い、図 3 に示す分析の流れにより、

類焼建物の外壁内から小屋裏へと延焼するメカ

ニズムを解明することで、消防活動上の留意事

項についてまとめることを目的とした。 

 
消防活動時の 
留意事項を抽出

外壁から小屋裏への 
延焼メカニズムの把握 

試験体の仕様による 
類焼要因発生時間の比較

実験後の外壁内の燃え状況の分析

図 3 分析の流れ 

図 1 外気通気工法の概要図注） 

通気層から  
湿気を排出 

防湿シートで

結露を防御 

水蒸気を含ん

だ空気は外壁

内に入らない

縦張り通気胴縁

柱  

防湿層

内装材
透湿防水  
シート  

通気層

防湿シート  
暴風層

気密層

断熱層  

断熱材  

水蒸気  

サイディング  
（外装材）  

図 2 試験体の各仕様の概要 

外壁表面  

防 火 

構 造 

外壁内部  

45 分 

準耐火 

構 造 

○工法

軸組

枠組
○熱気止め材

○小開口 

 ベントキャップ 

 24 時間換気口 

○屋内仕上げ材 

乾式 湿式 

○断熱材の位置と厚さ

充填断熱法 

105mm 75mm 30mm 

外張断熱法 66mm 

充填外張断熱法   

105mm＋66mm 

○通気層 

○縦目地 

○通気胴縁の 

張り方向 

 縦胴縁 横胴縁 

○軒の出あり 
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2. 実験の方法 

2.1 試験体の仕様 

試験体は、最近の住宅の標準的な外壁を調査

し、各仕様を決定した。本実験における各仕様

との比較の基準とした試験体（以下、「基本仕様」

とする。）の横断面図を図 4 に示した。基本仕様

は、45 分準耐火構造とした。 

2.2 試験体の設定 

試験体の構成は、外壁と小屋裏を模した野地

板からなる。 

外壁は、大きさを幅 900mm、高さ 1800mm と

した。また、野地板は、大きさを幅 900mm、長

さ 600mm とした。外壁の上端部に設置し、勾

配を 3/10 とした。 

2.3 類焼要因発生時間 

加熱開始からの実験時間を最大 120 分間とし

て、外壁上部の通気層等からの炎の立ち上がり

による外壁上部野地板への着火、もしくは非加

熱面への火炎の噴出、非加熱面での発炎、火炎

が通る亀裂等の損傷の有無等、類焼の要因とな

るような現象の発生した時間（以下、「類焼要因

発生時間」とする。）を測定した。 

2.4 加熱方法 

火源は、出力約 114kW のバーナーを用いた。

加熱位置における外壁表面での受熱量は、実験

No.1（加熱距離が 400mm）では約 100kW/㎡、

実験 No.5（加熱距離が 800mm）では約 30 kW/

㎡であった。 

燃焼実験の様子を写真１に示した。 

 

3. 実験条件とその結果 

試験体の仕様と加熱位置を変化させた計 26

回の燃焼実験を行った。表 1 に各実験条件とそ

の類焼要因発生時間を示した。 

これらから、通気層のない実験 No.12、通気

胴縁の張り方方向が横張りの実験 No.15、加熱

位置がベントキャップ、24 時間換気口（以下、

「小開口」とする。）の中心であった実験 No.23、

26 を除いて、写真 1 のように、外壁から小屋裏

を模した野地板へ延焼したことを確認した。 

加熱位置について、加熱距離 400 ㎜、加熱高

さ 300 ㎜である実験 No.1、2、8 から 21、24 の

うち、類焼要因発生時間が実験 No.1、2 より特

に短かった実験は、実験 No.8、9、18、19、20

であった。これらは、類焼建物の外壁から小屋

裏を模した野地板への着火がより短時間で生じ

たことから、消防活動上留意すべき試験体の仕

様であると判断し、さらに分析を行うこととし

た。また、実験 No.23、26 についても数分で非

加熱面への燃え抜けが生じたことから、消防活

動上留意すべき現象だと考えた。 

 

図 4 基本仕様の横断面図 

実験 No.1 から 7 単位㎜ 

縦張り通気胴縁 
ハット型目地ジョイナー 
シーリング 

石膏ボード 厚 12.5 ２枚張 
グラスウール 厚 105 
通気層 厚 20 

防湿 PE フィルム 
間柱 55×105 
穴あきカラー 

PE フィルム 
透湿防水シート 
縦張り通気 

胴縁 45×20 
窯業系サイ 

ディング厚 14 

火源 

バーナー

写真 1 燃焼実験の様子 

（実験 No.1） 
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4. 考察 

実験 No.1 の実験後の様子と消防活動に与え

る影響が大きいと考えられる試験体の仕様につ

いて、次のように考察した。 

4.1 実験 No.1 の実験後の様子 

実験 No.1 で使用した試験体の外装材を取り

外した外壁内の様子を写真 2 に示した。通気胴

縁側面及び柱側面が下端から上端に向かって炭

化し、上枠の右側まで続いていた。また、断熱

材が柱側面に沿って溶融していた。なお、外壁

表面及び裏面に亀裂はなかった。 

4.2 消防活動に与える影響が大きいと考えら

れた試験体の仕様 

 類焼建物の外壁から小屋裏を模した野地板へ

の着火が実験 No.1 と比較して、より短時間で生

じた No.8、9、18、19、20、23、26 について、

次のように考察した。 

4.2.1 実験 No.8、9（断熱材の厚さの影響） 

実験 No.8、9 では、充填断熱材の厚さを変化

させたときの燃焼性状の変化を確認した。

表 1 実験条件と結果 

 実験 

 No. 

加熱位置（単位㎜） 試験体 結果 

加熱 

距離 

加熱 

高さ 
位置 

概要 測定時間（単位 分） 

0    3 0    6 0    9 0   1 2 0

1 

400 

300 

縦中央 

基本仕様 

45 分準耐火構造 

軸組工法 

通気層あり 

充填断熱 厚さ 105 ㎜ 

縦目地あり 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚さ 12.5 ㎜ 2 枚張

50 分 

2 59 分 

3 700 23 分 

4 1100 26 分 

5 

800 

300 96 分 

6 700 69 分 

7 1100 89 分 

8 

400 

300 

充填断熱 厚さ 75 ㎜ 38 分 

9 充填断熱 厚さ 30 ㎜ 26 分 

10 外張断熱 ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ 66 ㎜ 69 分 

11 充填外張断熱 74 分 

12 通気層なし 120 分 実験打ち切り 

13 枠組構法 40 分 

14 熱気止め材あり 50 分 

15 横張り通気胴縁 84 分 非加熱面への火炎の噴出 

16 縦目地なし 36 分 

17 内装モルタル仕上げ 49 分 

18 防火造 石膏ボード厚 9.5 ㎜ 27 分 

19 防火造 石膏ボード厚 12.5 ㎜ 27 分 

20 軒の出あり 29 分 

21 

ベントキャップ 

73 分 

22 1300 13 分 

23 1150 換気口中心 6 秒 非加熱面への火炎の噴出 

24 300 
縦中央 

24 時間換気口 

46 分 

25 1300 17 分 

26 1150 換気口中心 １分 非加熱面への火炎の噴出 

写真 2 実験後に外装材を取り外した

外壁内の様子 実験 No.1 

柱側面炭化 上枠炭化

通気胴縁

側面炭化

断熱材 

変色 

断熱材

の溶融 

柱側面

の表出 
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 実験 No.8 で使用した試験体の外装材を取り

外した外壁内の様子について、写真 3 をみると、

柱側面は下部から上部に渡って炭化していた。

グラスウールは加熱位置付近で溶融及び変色し

ていたが、上部等で溶融していない部分があっ

た。実験 No.1 と比較すると、グラスウールが変

色溶融していない部分が大きかった。また、柱

付近の炭化が激しかった。 

さらに、実験 No.1（断熱材厚さ 105 ㎜）の試

験体と比較して短時間で外壁内上部まで延焼が

進んだ原因として、断熱材が薄くなったことに

より、通気空間が増加したため、外壁内の燃え

上がり速度が速くなり、野地板に着火する時間

が短くなったと考察した。 

外壁内の燃え上がり速度が速くなった原因

として、次の 2 点が挙げられた。 

⑴ 断熱材が薄くなったことで、断熱材を溶融

することなく、通気層に面した柱側面が延焼

できたこと。 

⑵ 通気空間が拡大し、柱側面の燃焼に必要な

通気層内の空気の対流がより促進されたこ

と。 

4.2.2 実験 No.18、19（防火耐火構造の影響） 

実験 No.18、19 では、実験 No.1 の 45 分準耐

火構造と防火構造との違いを確認した。 

試験体の仕様について、実験 No.1 では内装材

の石膏ボードが厚さ 12.5mm の 2 枚張りであっ

たのに対し、実験 No.18 は内装材の石膏ボード

は１枚張りで、実験 No.19 は石膏ボードが厚さ

9.5mm の１枚張りとした。 

石膏ボードの熱抵抗のメカニズムは、石膏ボ

ードに含有する結晶水が火熱による熱分解によ

り水蒸気として放出され、水和熱として外壁内

の温度上昇を抑制するもので、防火構造では、

準耐火構造と比較して、結晶水の総潜熱量が小

さいため、外壁内上部へ早く熱が伝わったと考

察した。 

 

4.2.3 実験 No.20（軒の出の影響） 

実験 No.20 では、火源の火熱により、軒裏に

滞留した熱気が延焼を助長する可能性を調査す

るため、外壁に加えて軒を再現し、その影響を

確認した。 

 野地板の温度は、実験 No.1 と比較して高温で

あった。これにより、火源の火熱によって、軒

先内の空気が加熱され、その熱気と通気層の熱

気が野地板を加熱したことにより、野地板に着

火した時間が短縮したと考察した。よって、外

壁に軒の出を有する場合は、外壁から野地板へ

の着火を助長すると推察した。 

写真 3 実験後に外装材を取り外した

外壁内の様子 実験 No.8 

柱側面炭化

上枠炭化 

通気胴縁 

側面炭化 

断熱材変色

断熱材溶融

柱側面の 

表出 

断熱材が変

色溶融して

いない部分
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4.2.4 実験 No.23、26（小開口中心での加熱） 

実験 No.23、26 では、換気のために設置した

軒元の小開口から延焼する可能性を確認した。 

万が一、小開口中心に火炎が入った場合、非

加熱面に燃え抜けする現象が、短時間で起こる

ことを確認した。 

 

5. 外壁内から小屋裏への延焼メカニズム 

類焼建物の外壁から小屋裏への延焼メカニ

ズムについて、酸素、着火源及び可燃物が揃え

ば延焼が継続するとされている点に着目し、次

のように考察した。また、延焼メカニズムの概

念図を図 5 に、延焼メカニズムのフローを図 6

に示した。 

5.1 酸素の供給 

通気層下部の風速は、加熱後及び野地板の着

火後に増加した。このことから、外壁内の燃焼

に必要な酸素は通気層から外壁内へ供給された

（図 5、6 中①）と考察した。一方、通気層がな

い試験体による実験では、野地板への着火は起

きなかった。 

5.2 着火の原因 

外装材は燃焼、亀裂等が生じていないにも関

わらず、外壁内が燃焼していることから、火源

により加熱された外装材から通気胴縁に伝導に

より熱が伝わる（図 5、6 中②）ことで、通気胴

縁近傍の温度が上昇し、発火に至った（図中③）

と考察した。 

5.3 延焼経路 

通気胴縁側面の燃焼によって生じる熱が、断

熱材（グラスウール）を溶融する（図 5、6 中④）。

これにより、通気空間が拡大する（図 5、6 中⑤）

とともに、柱側面が通気層に表出する（図 5、6

中⑥）ことで、柱側面が燃焼する（図 5、6 中⑦）。

燃焼が継続することにより断熱材の溶融と柱側

面の表出、燃焼が繰り返され、外壁内を上方に

延焼拡大した（図 5、6 中⑧）と考察した。さら

に、上枠に着火後、火炎が外壁上端から立ち上

がり、野地板に着火したと考察した。 

  

 

 
①通気層から酸素供給 ②火源からの外装材を経た熱伝導

③通気胴縁側面が出火

⑦柱側面に延焼

⑥柱側面が通気層に表出

④断熱材の溶融

⑤通気空間の拡大

⑧柱側面の上方向に延焼

⑨上枠に延焼

⑩小屋裏に火炎が立ち上がり

⑪野地板に延焼

火源による加熱

図 6 延焼メカニズムのフロー

図 5 延焼メカニズムの概念図 

 

①通気層から酸素供給 

⑥柱側面の表出

 ⑦柱側面燃焼

縦張り通気胴縁

杉材 

間柱 杉材 
内装材 石膏ボード 

断熱材 グラスウール 

柱 杉材
外装材 サイディング

⑧通気層内の上方向への延焼

④断熱材の溶融

⑤通気空間の拡大

③通気胴縁の燃焼
火源 
バーナー 

屋外側

屋内側

②火源からの熱伝導
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6. 実験から得られた消防活動上の留意事項 

本検証は、類焼建物の外壁内から小屋裏への

延焼現象に着目し、住宅の外壁と小屋裏を模し

た野地板の一部を再現した外気通気工法を用い

た中規模の試験体による、類焼建物の外壁を擬

似的に再現した燃焼実験を行ったものである。

延焼のメカニズムから得られた消防活動上の留

意事項は次のように考察した。 

⑴ 外壁内における主な燃焼物は、柱及び通気

胴縁になることから、外壁の類焼が懸念され

る場合、消防活動時はそれらを重点的に確認

する必要があると考えられる。柱上に外装材

の目地を設けることから、目地の位置が燃焼

物を見つける目安になる可能性があると考

えられる。 

⑵ 外壁破壊により外壁内の延焼状況を確認す

ることは、通気層内に酸素の供給を促すこと

になることから、小屋裏等へ警戒筒先を配置

した後に行う方が安全であると考えられる。 

⑶ 断熱材が薄い傾向にある古い住宅の方が、

断熱材が燃焼により溶融しなくとも柱側面

が通気層に表出しており、燃焼しやすいと推

察されることから、より短時間で外壁内から

小屋裏へと延焼することを念頭に置いて、活

動する必要があると考えられる。 

⑷ 内装材の石膏ボードには外壁内の温度上昇

を遅らせる性質が認められた。よって、準耐

火構造よりも、内装材の薄い防火構造の方が、

より短時間で外壁内から小屋裏へと延焼す

ることを念頭に置いて、活動する必要がある

と考えられる。 

⑸ 軒の出を有する外壁は、軒の出がない外壁

と比較して、野地板への着火が速かった。軒

裏や軒先内に熱気が滞留し、外壁内の燃焼を

より促進する可能性が推察されることから、

軒の出を有する外壁は、優先的に延焼状況を

確認する必要があると考えられる。 

⑹ 換気口等の小開口の中心に火炎が入った場

合、数秒で外壁小開口を貫通し、非加熱面に

燃え抜けする恐れがあることから、早期に筒

先を配置し警戒する必要があると考えられ

る。 

 

注）上野タケシ他 4 名 イラストでわかる建築

用語 P146 ナツメ社 2012 年 12 月 

 

 

 

（佐藤 歩 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-13-20 

東京消防庁消防技術安全所 TEL: 03-3466-1515） 
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［セッション 3］ 
 

 一般発表 

防火衣の受熱に関する検証 
 

東京消防庁 

徳永敦司、佐藤良行、町井雄一郎 
 

1. はじめに 

消火活動において、消防隊員は常に熱傷等の

受傷事故の危険にさらされている。 

防火衣の耐熱性能については、消防隊員がフ

ラッシュオーバー等の急激な火炎や放射熱に短

時間ばく露された時に、熱環境から退避するま

での時間を確保するための断熱性を評価対象と

している。一方、火災発生建物内部で活動する

際、個人防火装備は常に放射熱を受け続けてお

り、短時間で強い放射熱を受けた場合以外でも、

長時間一定の放射熱を受け続けた場合には熱傷

を生じる可能性が考えられる。 

そこで、消火活動における消防隊員の熱傷危

険及び防火衣の受熱時の状況を把握することを

目的として、検証を実施した。 

 

2. 実験 

2.1 実験方法 

防火衣等の着装状況を再現したモデル試料

（以下、「モデル試料」）を、出力を制御した

熱源による放射熱に一定時間ばく露させ、防火

衣等と皮膚との接触面の温度を記録した。 

2.2 実験装置 

ISO9151 に基づく火炎防護評価試験機（株式

会社大栄科学機器製作所製）を使用し、熱源を

ボルトスライダーにより出力を無段階に変化可

能なハロゲンヒーターとした。温度については、

データロガー（江藤電気株式会社製、キャダッ

ク 21 9201A、9221A）、ISO9151 熱量計及び K

熱電対を使用し、サンプリング周期を１秒に設

定して、記録した。図１は、使用した実験装置

を示したものである。 

 

 

図１ 実験装置 

 

2.3 モデル試料 

モデル試料には、当庁で現在使用している特

別救助隊員等用防火衣（以下、「防火衣」）及び

救助服を使用した（図 2）。防火衣を構成する外

衣、透湿防水層、裏地及び救助服をそれぞれ

15cm 四方に切断し、着用した状況となるよう、

外衣、透湿防水層、裏地、救助服の順に密着し

て重ね合わせてモデル試料とした（図 3）。モデ

ル試料は、最も危険側である、下着を着用して

いない部分が受熱した場合、かつ、それぞれの

間に空気層がなかった場合を想定した条件とし

た。 

 

 

 

 

火炎防護評価試験機 

データロガー     ISO9151 熱量計 

       ハロゲンヒーター K 熱電対 
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 防火衣 救助服 

上衣 

 

下衣 

 

図２ 防火衣及び救助服 

 

 

図３ モデル試料の重ね合わせ順序（表面）

 

2.4 実験条件 

消防隊員用個人防火装備に係るガイドライ

ン 1)では、消火活動時に受ける熱環境を、温度

と熱流束の観点から、表１に示す４つの領域に

分けて示している。 

表１より、制限を受けない通常の消火活動時

の熱環境は、熱流束が 1 kW/㎡から 4 kW/㎡程

度であることから、ばく露させる熱流束の下限

値を 5 kW/㎡とした。 

また、防火衣の熱防護性試験において、熱流

束 80 kW/㎡の火炎にばく露させる熱伝達性試

験及び熱流束 40 kW/㎡の放射熱にばく露させ

る熱伝達性試験が行われているが、それら以外

の熱流束による試験は行われていないことから、

ばく露させる熱流束の上限値を 35 kW/㎡とし、

5 kW/㎡間隔で変化させた。 

モデル試料を放射熱にばく露させる時間に

ついては、防火衣の熱防護性試験において、

180℃の熱風循環炉に 300 秒ばく露した時の耐

熱性を評価する試験が実施されており、本実験

では 180℃よりもさらに高い温度の熱環境が主

となることから、上限値を 240 秒とし、60 秒間

隔で変化させた。 

 

表１ 消火活動時に受ける熱環境 

 環境 
雰囲気温度 

(℃) 

熱流束

(kW/
㎡) 

①

火災初期及び残火

処理時の消火活動

に相当する最も低

い熱環境 

～100 程度  ～1 

②

制限を受けない通

常の消火活動時の

熱環境 

100～160
程度 

1～4 

③
火災が拡大した時

の熱環境 

160～235
程度 

4～10 

④

火炎に巻き込まれ

た時及びフラッシ

ュオーバーが発生

し、短時間で退避

しなければならな

い高い熱環境 

235 程度～ 10～ 

 

2.5 実験設定 

図１の実験装置にモデル試料を設定した状

況を図４に示す。実験の手順については、以下

のとおりとした。 

(1) 全熱流束計（メドサーム社製、測定レンジ

0～5W/cm2）を用いて、熱源から受ける放射熱

流束を測定し、熱源を所定の出力に制御する。 

(2) 所定の時間、モデル試料を所定の放射熱に

ばく露し、K 熱電対により、防火衣外衣表面付

近の雰囲気温度を測定し、ISO9151 熱量計によ

り、防火衣等と皮膚との接触面の温度として、

救助服裏面の温度を測定する。 

(3) モデル試料を構成する各試料について、変

色、炭化等の状況を画像により、表面及び裏面

をそれぞれ記録する。 

以上、(1)から(3)を、放射熱流束及びばく露させ

る時間をそれぞれ変えて実験を行った。 

 

防火衣外衣 
防火衣透湿防水層 

防火衣裏地 
救助服 

15cm 

15cm 
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図４ モデル試料の設定状況 

 

3 実験結果 

3.1 温度 

表２は、K 熱電対で測定した、防火衣外衣表

面付近の雰囲気最高温度を示したもので、表３

は、ISO9151 熱量計で測定した、救助服裏面の

最高温度を示したものである。 

 

 

表３ 救助服裏面の最高温度（℃） 

熱流束 

(kW/㎡) 
ばく露時間 

60 秒 120 秒 180 秒 240 秒

35 144.7 204.7 296.8 400※

30 102.7 163.6 230.7 278.6

25 86.8 146.6 203.9 230.8

20 75.4 117.8 168.7 216.2

15 63.5 103.9 133.3 148.0

10 48.7 78.8 86.9 113.5

 5 38.2 56.4 75.8 86.9 

※エラーの為 400℃以上測定不可

 

 

 

3.2 防火衣等の受熱状況 

 表４は、各熱流束の放射熱をばく露させた時

の、ばく露時間ごとの防火衣外衣の表面及び裏

面の受熱状況を示したもので、表５は救助服の

表面及び裏面の受熱状況を示したものである。 

3.2.1 防火衣外衣 

 受熱状況を目視で観察したところ、表４から、

熱流束 35 kW/㎡で、表面及び裏面ともに、ばく

露時間 60 秒、120 秒、180 秒、240 秒のいずれ

も炭化が認められた。 

15 kW/㎡、20 kW/㎡、25 kW/㎡、30 kW/㎡

で、表面及び裏面ともに、60 秒、120 秒、180

秒、240 秒のいずれも変色が認められた。 

 5 kW/㎡、10 kW/㎡で、表面及び裏面ともに、

60 秒、120 秒、180 秒、240 秒のいずれも変色は

認められなかった。 

3.2.2 救助服 

 受熱状況を目視で観察したところ、表５から、

25 kW/㎡、30 kW/㎡、35 kW/㎡で、表面及び

裏面ともに、60 秒、120 秒、180 秒、240 秒のい

ずれも変色が認められた。 

20 kW/㎡で、60 秒では表面のみに変色が認め

られ、120 秒、180 秒、240 秒では表面及び裏面

ともに変色が認められた。 

15 kW/㎡で、60 秒では表面及び裏面ともに変

色は認められないが、120 秒、180 秒では表面の

みに変色が認められ、240 秒では表面及び裏面

ともに、変色が認められた。 

5 kW/㎡、10 kW/㎡で、表面及び裏面ともに、

60 秒、120 秒、180 秒、240 秒のいずれも変色は

認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 防火衣外衣表面雰囲気最高温度（℃）

熱流束 

(kW/㎡) 

ばく露時間 

60 秒 120 秒 180 秒 240 秒

35 387.4 410.9 420.1 459.3

30 348.7 370.0 377.2 386.4

25 276.4 288.4 301.4 320.0

20 242.4 260.0 271.8 276.5

15 212.9 224.0 228.1 235.2

10 173.3 179.3 186.0 191.0

 5 135.9 139.9 141.1 144.2

加熱 

熱源 

K 熱電対 

救助服 

防火衣裏地 

防火衣透湿防水層

防火衣外衣 

ISO9151 熱量計  
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表４ 防火衣外衣の受熱状況 

熱流束 

(kW/㎡) 

ばく露時間 

60 秒 120 秒 180 秒 240 秒

35 

表
面    

炭化 炭化 炭化 炭化 

裏
面    

炭化 炭化 炭化 炭化 

30 

表
面    

変色 変色 変色 変色 

裏
面    

変色 変色 変色 変色 

25 

表
面    

変色 変色 変色 変色 

裏
面    

変色 変色 変色 変色 

20 

表
面    

変色 変色 変色 変色 

裏
面    

変色 変色 変色 変色 

15 

表
面    

変色 変色 変色 変色 

裏
面    

変色 変色 変色 変色 

10 

表
面    

変化なし 変化なし 変化なし 変化なし

裏
面    

変化なし 変化なし 変化なし 変化なし

 5 

表
面    

変化なし 変化なし 変化なし 変化なし

裏
面    

変化なし 変化なし 変化なし 変化なし

 

表５ 救助服の受熱状況 

熱流束 

(kW/㎡)

ばく露時間 

60 秒 120 秒 180 秒 240 秒

35 

表
面   

変色 変色 変色 変色 

裏
面   

変色 変色 変色 変色 

30 

表
面   

変色 変色 変色 変色 

裏
面   

変色 変色 変色 変色 

25 

表
面   

変色 変色 変色 変色 

裏
面   

変色 変色 変色 変色 

20 

表
面   

変色 変色 変色 変色 

裏
面   

変化なし 変色 変色 変色 

15 

表
面   

変化なし 変色 変色 変色 

裏
面   

変化なし 変化なし 変化なし 変色 

10 

表
面   

変化なし 変化なし 変化なし 変化なし

裏
面   

変化なし 変化なし 変化なし 変化なし

5 

表
面   

変化なし 変化なし 変化なし 変化なし

裏
面   

変化なし 変化なし 変化なし 変化なし
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3.3 放射熱伝達指数 

熱傷危険を評価するため、ISO9151 等の熱伝

達性試験で定める、断熱性を評価する指標であ

る放射熱伝達指数（Radiant Heat Transfer Index

（以下、「RHTI」））に着目し、分析を行った。 

RHTI12 は、初期温度から 12℃上昇するまで

に要する時間（秒）を示す。これは、人間の皮

膚の表面温度が平均 32℃であるという前提を

基にして、皮膚表面温度が 12℃上昇し、皮膚に

痛みを感じる温度である 44℃に達するまでに

要する時間を示している。 

RHTI24 は、初期温度から 24℃上昇するまで

に要する時間（秒）を示す。これは、同様に、

皮膚表面温度が 24℃上昇し、Ⅱ度熱傷を生じる

温度である 56℃に達するまでに要する時間を

示している。 

RHTI24-RHTI12 は、初期温度から 12℃上昇

した後、24℃まで上昇するために要する時間（秒）

を示す。これは、皮膚に痛みを感じた後、Ⅱ度

熱傷を生じる温度に達するまでに要する時間を

示している。 

測定データより求めた、RHTI12、RHTI24、

RHTI24-RHTI12 の 値 を 表 ６ に 示 す 。

（RHTI24-RHTI12）/RHTI12 は、ばく露開始か

ら痛みを感じ始めるまでの時間と、痛みを感じ

始めてからⅡ度熱傷を生じるまでの時間の比を

表す。なお、熱流束 5 kW/㎡及び 10 kW/㎡の放

射熱を 60 秒ばく露した条件では、初期温度から

24℃まで上昇しなかった。 

 図 5は、表 6の値をプロットしたものである。 

 

4. 考察 

4.1 放射熱伝達指数について 

表３及び表６の RHTI24 の分析結果から、熱

流束が 5 kW/㎡から 35 kW/㎡の放射熱をそれぞ

れ一定の時間受け続けた場合（熱流束 5 kW/㎡

及び 10 kW/㎡の放射熱を 60 秒ばく露した場合

を除く）には、熱傷を生じる恐れがあるといえ

る。 

表６ 放射熱伝達指数の分析結果 

熱流束

(kW/㎡)

RHTI12

(秒) 

RHTI24

(秒) 

RHTI24 

-RHTI12 

（秒） 

(RHTI24 

-RHTI12) 

/RHTI12 

35 21 30 9 0.43 
30 23 34 11 0.48 
25 23 34 11 0.48 
20 27 41 14 0.52 
15 31 48 17 0.55 
10 40 66 26 0.65 
5 50 85 35 0.70 

 

図５ 放射熱伝達指数の比較 

 

ま た 、 表 ６ 及 び 図 ５ か ら 、 RHTI12 と

RHTI24-RHTI12 を比較すると、ばく露させた放

射熱流束に関係なく、RHTI24-RHTI12 の方が小

さ い 値 を 示 し て い る 。 例 と し て 、

RHTI24-RHTI12 は、RHTI12 に対して、熱流束

5 kW/㎡の放射熱ばく露では 0.7 倍、熱流束

35kW/㎡の放射熱ばく露では 0.43 倍である。 

このことから、放射熱を受けてから痛みを感

じるまでの時間よりも、痛みを感じてからⅡ度

熱傷を生じるまでの時間の方が短いことがわか

る。そのため、放射熱ばく露時に痛みを感じた

場合には、すぐに熱環境から退避する必要があ

るといえる。 

4.2 ばく露終了から温度降下開始までの時間 

 いずれの実験条件においても、ばく露終了後、

救助服裏面温度が上昇し続けたことから、ばく

露終了から温度降下開始までの時間を分析した。 

表７は、ばく露終了後から温度降下開始まで

の時間を示したものである。なお、熱流束 35 

kW/㎡の放射熱に 240 秒ばく露した条件では測
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定エラーのため、推定値を示した（図 6）。 

図７は、放射熱ばく露終了後から温度降下開始

までに要する時間を熱流束ごとにばく露時間で

比較したものである。なお、熱流束 35 kW/㎡の

放射熱に 240 秒ばく露した時の分析値は、推定

値を表示した。 

 

表７ ばく露終了から温度降下開始 

までの時間（秒） 

熱流束 

(kW/㎡) 
放射熱ばく露時間 

60 秒 120 秒 180 秒 240 秒

35 25 18 12 10※ 

30 30 21 13 14 
25 35 20 15 13 
20 40 24 17 11 
15 42 27 20 17 
10 42 32 24 17 
 5 60 36 22 19 

※ 測定エラーのため推定値 

 

図６ 救助服裏面の温度変化（240 秒ばく露）
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図７ ばく露終了から温度降下開始 

までの時間 

 

以上のことから、熱環境から退避した後も、

防火衣等と皮膚との接触面の温度は、一定の時

間上昇し続け、すぐには降下し始めないといえ

る。 

そこで、本実験条件のうち、放射熱ばく露終

了後も温度が上昇することで、熱傷を生じる恐

れがある場合を抽出し、ばく露終了時と温度降

下開始時の温度を表８に示した。 

 

表８ ばく露終了後に熱傷を生じる 

恐れがある場合の例 

熱流束（kW/㎡） 5 10 15 
放射熱ばく露時間 

(秒) 
120 60 60 

放射熱ばく露終了時 

の温度(℃) 
52.6 40.8 53.5

温度降下開始時の 

温度(℃) 
56.4 48.7 63.5

温度降下開始までに 

要した時間(秒) 
36 42 42 

 

表８から、熱流束 10kW/㎡の放射熱に 60 秒ば

く露した場合は、ばく露終了時には痛みを生じ

る温度である 44℃に達していないが、ばく露終

了後、温度が上昇し続け 44℃に達し、痛みを生

じる恐れがあることがわかる。 

さらに、熱流束 5 kW/㎡の放射熱に 120 秒ば

く露した場合及び 15 kW/㎡の放射熱に 60 秒ば

く露した場合は、ばく露終了時にはⅡ度熱傷を

生じる温度である 56℃に達していないが、ばく

露終了後、温度が上昇し続け 56℃に達し、Ⅱ度

熱傷を生じる恐れがあることがわかる。 

このことから、放射熱にばく露し、熱傷を生

じる恐れがあると考えられる場合には、熱環境

から退避した後、早期に防火衣等の離脱及び身

体の冷却を考慮する必要があるといえる。 

 

5. まとめ 

 本検証から以下のことを確認した。 

(1) フラッシュオーバー等の急激な火炎や放

射熱にばく露されるような環境下でなくとも、

熱流束が 5 kW/㎡から 35 kW/㎡の放射熱を一定

の時間受け続けた場合（熱流束 5 kW/㎡及び 10 

kW/㎡の放射熱を 60 秒ばく露した場合を除く）
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には、熱傷を生じる恐れがある。 

(2) 放射熱を一定の時間受け続けた場合の防

火衣の受熱状況は、熱流束が 5 kW/㎡から 10 

kW/㎡の場合では変化なく、15 kW/㎡から 30 

kW/㎡の場合では変色し、35kW/㎡の場合では炭

化する。 

(3) 放射熱を一定の時間受け続けた場合の防

火衣等と皮膚との接触面の温度は、熱環境から

退避した後も、一定の時間上昇し続け、すぐに

は降下し始めない。そのため、放射熱にばく露

し、熱傷を生じる恐れがあると考えられる場合

には、熱環境から退避した後、早期に防火衣等

の離脱及び身体の冷却を考慮する必要がある。 

(4) 放射熱を受け始めてから痛みを感じるま

での時間よりも、痛みを感じ始めてからⅡ度熱

傷を生じるまでの時間の方が短い。そのため、

放射熱ばく露時に痛みを感じた場合には、すぐ

に熱環境から退避する必要がある。 

 

6. おわりに 

本検証では、熱流束が 5 kW/㎡から 35 kW/

㎡程度の放射熱を一定の時間受熱し続けた場合、

熱傷を生じる恐れがあることを確認した。 

今後、本検証で実施した条件よりもさらに低

い熱環境である熱流束が 1 kW/㎡から 4 kW/㎡

程度の放射熱についても、受熱時間との関係で

熱傷危険を評価する予定である。  
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［セッション 3］ 

 

 一般発表 

ストップ、ドロップ アンド ロールに関する検証 
 

東京消防庁 

佐藤良行、金子公平、徳永敦司、飯田明彦、町井雄一郎、田沼宏志 
 

1. はじめに 

東京消防庁（以下「当庁」という。）では、

児童等に対する総合防災教育の中で、着衣に着

火した際、近くに水等がない場合の消火方法と

して、ストップ、ドロップ アンド ロール（Stop, 

Drop and Roll、以下「SDR」という。）を紹介し

ている。これは、米国において考案されたもの

で、着衣に着火した際に、「走り回ると火は大き

くなるので、その場に止まる（以下「ストップ」

という。）」、「立ったままだと頭部や気道を熱傷

する恐れがあるので、地面に倒れる（以下「ド

ロップ」という。）」、「着衣の火を窒息消火させ

るため、転がる（以下「ロール」という。）」と

いうものである。 

本検証では、SDR について、より具体的かつ

効果的な実施方法等の提言を目的として、着衣

着火事例の実態を調査し、小児に対する指導を

主眼とした消火実験等を行った。 

 

2. 着衣着火事例の分析 

当庁管内において、2008 年から 2011 年の 4

年間に発生した火災から、何らかの火源により

人の意志に反して、身につけている衣類に着火

した火災（以下「着衣着火」という。）のうち、

着衣に着火したことが死傷の原因となった事例

（自損を除く）を抽出した。その結果、227 件

が該当し、抽出した 227 件の着衣着火事例につ

いてそれぞれ分析を行った。 

2.1 着衣着火の発生状況 

図 1 は着衣着火が発生した場所を示したもの

で、68 %が自宅で発生している。また、図 2 は

着衣着火が発生した場所の詳細な分類を示した

もので、49 %が調理場で発生している。図 3 は

着衣着火の発火源を示したもので、調理器具が

52 %の割合を占めている。 

以上のことから、自宅の調理場において、調

理器具により火気を使用している際に、着衣に

着火する事例が最も多いことがわかる。 

 

 

図 1 着衣着火の発生場所 

 

 

図 2 着衣着火の発生場所細分 

 

 

図 3 着衣着火の発火源 
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2.2 着衣着火による傷者の受傷部位 

図 4 は着衣着火事例から死亡事例 16 件を除

いた受傷事例の 211 件について、受傷部位を全

身、上半身、下半身、その他（気道）の 4 種類

に分類した場合の、受傷部位の割合を示したも

のである。図 4 に示すように、受傷部位は上半

身が 74 %を占めている。 

また、図 5 は受傷部位を特定できる事例 142

件（着衣着火事例 227 件から死亡事例 16 件及び

広範囲に受傷した事例 69 件を除いたもの）につ

いて、受傷部位を表 1 に示すように分類した場

合の、受傷部位の割合を示したものである。図

5 に示すように、受傷部位は体幹部等が 49 %を

占めている。 

以上のことから、体幹部等に対する SDR の効

果的な実施方法等を確立することができれば、

より多くの着衣着火に対応できる。そこで、本 

 

 

図 4 着衣着火による傷者の受傷部位 

 

    

図 5 着衣着火による傷者の受傷部位細分 

 

表 1 着衣着火による傷者の受傷部位の分類

受傷部位 内訳 

頭部から頸部 頭部，顔部，頸部 

体幹部等 
胸部，腹部，背部，腰部 

臀部，股間部 

上肢 肩部，上腕部，前腕部，手部

下肢 大腿部，下腿部，足部 

検証では、体幹部等を対象とした具体的かつ効

果的な SDR の実施方法等を検討することとし

た。 

 

3. 検証方法 

3.1 ストップとドロップの有効性に関する実

験 

SDR のストップとドロップの効果を確認す

るため、走行状態、直立状態、伏臥状態の 3 つ

の状態を想定した燃焼実験を、図 6 に示す模型

を用いて行い、それぞれの状態における燃焼状

況を比較した。 

3.1.1 模型の作製 

小児に対して指導することを主眼とするた

め、本実験で使用する模型は、7 歳児（小学 1

年生）の体幹部等の一部分を抜き出し、模擬し

たものとした。図 6 に作製した模型を示す。図

6 に示すように、金網を楕円形の円柱状に加工

し、断熱材を金網に巻き付け、7 歳児の体型 1)

の大きさに合わせて模型を作製した。 

 

図 6 7 歳児の体型に合わせた模型 

 

3.1.2 実験方法 

図 6 に示す模型に、綿 100 %の生地を模型表

面に密着する状態で固定した。腹部中央に相当

する位置に、メタノールを主成分とする市販の

着火剤 0.5 g を塗布し、模型を直立させた状態

で着火剤に点火した。着火から所定のそれぞれ

の時間（10 秒、20 秒及び 30 秒）が経過した後、

燃焼部分に注水消火を行い、残存した生地から

燃焼面積を測定した。実験はそれぞれの条件で

3 回実施した。なお、生地は着衣を想定し、着
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衣の材質として一般的である綿 100 %とした。 

走行状態の試験は、着火から 5 秒経過後に、

送風器により風速約 4.7 m/s（7 歳児の 50 m 走

平均速度 2））で送風した状態で燃焼させた。な

お、模型の真正面から所定の風速で送風すると

火が消えたことから、本試験では模型の正面か

ら水平角 45°の方向から送風した。 

直立状態の試験は、模型を直立させた状態で

燃焼させた。 

伏臥状態の試験は、着火から 5 秒経過後に、

模型を床面に水平になるように、着火面を下に

して倒した。なお、着火部位が床面と接触しな

い状態で燃焼させた。 

3.2 回転と空隙の影響に関する実験 

伏臥状態にある人体と床面との間に生じる

空隙の存在が燃焼状況に与える影響及び、転が

ることと消火の関係について検討するため、以

下の燃焼実験を行った。 

3.2.1 空隙のある模型の作製 

空隙の存在が燃焼状況に与える影響を検討

するため、3.1.1 項で作製した図 6 に示す模型を

空隙のない模型とした。また、別に作製した空

隙のある模型を図 7 に示す。 

空隙のある模型は、人体が床上で仰向け状態

になった際に腰部にできる空隙を想定し、図 7

に示すように、模型が床面と接触した際に幅 40 

mm、深さ 25 mm の帯状の空隙ができるよう、

図 6 に示す模型を加工した。 

3.2.2 実験方法 

綿 100 %の生地を模型表面に密着する状態で

固定し、図 7 に示すように、模型を実験装置に

設置した。腹部中央に相当する位置に、メタノ

ールを主成分とする市販の着火剤 0.5 g を塗布

し、模型を伏臥状態にして着火剤に点火した。 

着火面を上にして燃焼させ、着火から 1 分後、

所定のそれぞれの速度（25 rpm 及び 50 rpm）で

模型を回転させ、燃焼状況等を記録した。回転

方法は、模型の楕円形面の両面に回転実施者を

配置し、手動で模型を転がす方法とした。実験

はそれぞれの条件で 3 回実施した。なお、回転

速度は、予備実験として当庁職員が実際に床上

を転がった際の最小速度及び最大速度とした。 

回転と空隙の影響の評価は、回転時及び接触

時の燃焼状況を動画で撮影した映像と、生地の

燃焼面積の測定結果を比較することとした。 

 

図 7 回転と空隙の影響に関する実験装置等 

 

3.3 効果的なドロップ姿勢に関する実験 

ドロップ及びロールする姿勢によって、人体

と床面との間にできる空隙の状況に違いが生じ

る。このことから、種々の想定されるドロップ

姿勢を実行し、人体と床面との接触部位及び接

触面積を測定することにより、接触面積が最大

となって、効果的な消火が期待できるドロップ

姿勢を検討した。 

3.3.1 実験装置の作製 

図 8 に作製した実験装置を示す。図 8 に示す

ように、周囲を暗幕で覆った骨組の上にアクリ

ル板を設置し、アクリル板の周囲から中央に向

けて照明を照らす実験装置を作製した。 

 

図 8  効果的なドロップ姿勢に関する実験装置

 

3.3.2 実験方法 

模型
耐熱ガラス

ビデオカメラ
1600mm

900mm

600mm

着火位置

側面正面

空隙

空隙のある模型

40mm

25mm
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表 2 に被験者の身体データを、表 3 に被験者

に実行させるドロップ姿勢を示す。表 2 に示す

被験者に、身体に密着する白色の衣類を着用さ

せた。図 8 に示す実験装置において、表 3 に示

す各姿勢でうつ伏せ状態及び仰向け状態をそれ

ぞれ実行させ、体幹部等とアクリル板との接触

状況を撮影した 3）。 

また、撮影した画像を解析し、各姿勢のうつ

伏せ状態及び仰向け状態について、体幹部等と

アクリル板との接触面積をそれぞれ算出した。 

 

表 2  被験者の身体データ 

被験者 性別 年齢 BMI 

A 男性 38 歳 24.0 

B 男性 32 歳 22.4 

C 男性 33 歳 23.9 

D 男性 32 歳 21.8 

E 男性 42 歳 22.8 

※BMI(Body Mass Index)は，体格指数を示す。

BMI＝体重（kg）÷ 身長（m）÷ 身長（m）

 

表 3  被験者のドロップ姿勢一覧 

姿勢 状態 パターン 

ア 
腕を足部方向に 

伸ばした姿勢 

イ 
腕を頭部方向に 

伸ばした姿勢 

ウ 
肘を曲げて脇を 

しめた姿勢 

エ 
手で顔や口を 

覆った姿勢  

オ 
胸部の前で腕組み 

をした姿勢 

 
3.4 人体模型を使用した実大消火実験 

それぞれの実験条件で人体模型を使用した

実大消火実験を行い、それぞれの実験条件にお

ける SDR の着衣着火に対する消火効果を確認

した。 

3.4.1 実験方法 

写真 1 に実大消火実験で使用したマネキン及

び実験の様子を示す。写真 1 に示すように、耐

火被覆をしたマネキンを、3.3 節の結果を踏ま

えて、効果的なドロップ姿勢に成形した。 

表 4 に実大消火実験で使用した着衣の材質及

び構造を示す。 

実験条件で示す着衣を、写真 1 に示すマネキ 

 

写真 1 マネキン(左)と実験の様子(右) 

 

表 4 実験に使用した着衣の材質及び構造 

着衣 材質 構造 

甚  平 綿 100 % 

浴  衣 綿 100 % 

部屋着 A 綿 100 % 

部屋着 B 綿 100 % 

部屋着 C
綿 35 % 

ポリエステル 65 % 

部屋着 D ポリエステル 100 % 
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ンに着用させた。次項の実験条件で示す着火部

位に、メタノールを主成分とする市販の着火剤

0.5 g を塗布し、点火した。着火から 30 秒間直

立状態で着衣を燃焼させ、写真 1 に示すように

ドロップ及びロールを実施した。ロールは回転

速度 25 rpm で 30 秒間継続し、消火の成否を目

視で確認し判断した。なお、床面については、

それぞれの実験条件で示す床面とした。 

3.4.2 実験条件 

⑴ 着衣の違いによる消火効果の確認 

表 5 に実験条件を示す。表 5 に示すように、

形状、材質及び構造の異なる各着衣について実

大消火実験を行い、着衣の違いによる消火効果

を確認した。なお、着火部位の腹部は、垂直正

中線上の床面から 650 mm の位置とした。 

 

表 5 実験条件（着衣の違い） 

着衣 床面 着火部位

甚   平、浴   衣 

部屋着 A、部屋着 B 

部屋着 C、部屋着 D 

平らな床 腹部 

 

⑵ 床面の違いによる消火効果の確認 

表 6 に実験条件を示す。表 6 に示すように、

着衣着火事例を考慮した想定に基づく着衣及び

床面で実大消火実験を行い、床面の違いによる

消火効果を確認した。なお、着火部位の腹部は、 

 

表 6 実験条件（床面の違い） 

想定 着衣 床面 
着火

部位

屋外でがん具 

煙火の使用中に 

着衣に着火 

甚平 

土 

腹部

浴衣 

灯明から 

着衣に着火 
部屋着 C 

畳 

調理火が 

着衣に着火 

じゅうたん

(ポリエステル 100%)

 

前⑴と同様とした。 

⑶ 着火部位の違いによる消火効果の確認 

表 7 に実験条件を示す。表 7 に示すように、

着衣着火事例より、体幹部等の中でも代表的な

着火部位について実大消火実験を行い、着火部

位の違いによる消火効果を確認した。なお、着

衣は 4.4.1 項に示す結果を踏まえて、より危険

側の条件である部屋着 C とした。 

 

表 7 実験条件（着火部位の違い） 

着衣 床面 着火部位 

部
屋
着
Ｃ 

平
ら
な
床 

胸

部

腹側の垂直正中線上の 

床面から 800 mm の位置 

背

部

背側の垂直正中線上の 

床面から 650 mm の位置 

臀

部

背側の垂直正中線上の 

床面から 600 mm の位置 

脇

腹

左側部の垂直中心線上の

床面から 600 mm の位置 

 

⑷ 浴衣の袖に着火した場合の消火効果の確認 

 表 8 に実験条件を示す。着衣着火事例より、

受傷部位の 27％を上肢が占めていることから、

表 8 に示すように、浴衣のたもと下端部に着火

した場合の実大消火実験を行い、浴衣の袖に着

火した場合の消火効果を確認した。 

 

表 8 実験条件（浴衣の袖に着火した場合） 

着衣 床面 着火部位 

浴衣 土 左たもと下端部 

 

4. 検証結果及び考察 

4.1 ストップとドロップの有効性 

図 9 に走行状態、直立状態、伏臥状態のそれ

ぞれについて、時間経過ごとの燃焼面積の測定

結果を示す。なお、燃焼面積の値は 3 回の平均

値とした。また、図 10～図 12 に走行状態、直

立状態、伏臥状態について、時間経過ごとの燃
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焼状況をそれぞれ示す。ただし、図 10～図 12

は撮影した動画を画像解析したもので、それぞ

れ縮尺は異なるため、各状態ごとの大きさの 

 

図 9  各状態の時間経過ごとの燃焼面積 

 

 
図 10  走行状態の時間経過ごとの燃焼状況 

 

 
図 11  直立状態の時間経過ごとの燃焼状況 

 

 
図 12  伏臥状態の時間経過ごとの燃焼状況 

比較はできないことを申し添える。 

走行状態では、図 9 に示すように、各時間に

おける燃焼面積は他の状態と比較して最も大き

い。さらに、図 10 に示すように、時間が経過す

ると、風下方向へ扇状に燃焼は大きく広がる。

以上のことから、着衣着火時に走ることは着衣

の延焼拡大を助長させる。着衣の延焼拡大を助

長させないためには、ストップの行動をとるこ

とが有効である。 

直立状態では、図 9 に示すように、燃焼面積

は他の状態と比較して小さい。一方、図 11 に示

すように、着火部分を起点として下から上方向

へ燃焼する。以上のことから、着衣着火時に直

立状態でいると、燃焼面積は他の状態と比較し

て小さいが、燃焼方向に頭部があるため、鼻口

から吸引した熱気により、気道熱傷となる恐れ

がある。他の熱傷と比較し、重傷化の危険性が

高い気道熱傷を起こさないためには、ドロップ

の行動をとることが有効である。 

伏臥状態では、図 9 に示すように、着火面を

下にして水平にした 5秒後（着火 10秒後）では、

燃焼面積は他の状態と比較して最も小さいが、

時間が経過すると、直立状態よりも大きい。さ

らに、図 12 に示すように、時間が経過すると、

同心楕円状に燃焼が大きく広がる。以上のこと

から、ドロップの行動をとったとしても、床面

と接触しない場合は、時間が経過すると、燃焼

は大きく広がる。そのため、ロール等の行動を

とり、即時に有効な消火を図る必要がある。 

4.2 回転と空隙の影響 

図 13 は実験後に燃焼面積を測定した結果を

それぞれ示したものである。なお、燃焼面積の

値は 3 回の平均値とした。 

空隙のない模型では、回転速度 25rpm 及び

50rpm ともに、着火部分が耐熱ガラスに接触す

ると同時に消火した。また、空隙のある模型で

は、空隙以外の部分は、着火部分が耐熱ガラス

と接触すると同時に消炎したが、空隙部分は回 

転速度 25rpm 及び 50rpm ともに消炎せず、その 
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後、空隙部分が全て燃焼した。 

そのため、図 13 に示すように、空隙のない 

模型での燃焼面積の測定結果は、空隙のある模

型での燃焼面積の測定結果よりも小さい。 

また、空隙のない模型と空隙のある模型とも

に、回転速度 50 rpm の方が 25 rpm より燃焼面

積は小さい。しかし、実験条件下では回転速度

の違いによる明確な差があるとはいえない。 

以上のことから、着衣に着火した際に効果的

に消火するためには、人体と床面との空隙をで

きるだけ小さくするように、燃焼部分を人体と

床面とで挿み込む必要がある。 

 

図 13  実験後の燃焼面積の測定結果 

 

4.3 効果的なドロップ姿勢 

図 14 は代表例として、被験者 A の各姿勢で

のうつ伏せ状態及び仰向け状態について、アク

リル板との接触状況をそれぞれ示したものであ

る。また、体幹部等の接触面積を測定した結果

のうち、うつ伏せ状態を図 15 に、仰向け状態を

図 16 にそれぞれ示す。図 14 に示すように、姿

勢アは、うつ伏せ状態及び仰向け状態ともに、

体幹部等の広範囲が接触した。姿勢ア以外の姿

勢は、いずれの姿勢もうつ伏せ状態で胸部に空

隙が生じ、仰向け状態で腰部に空隙が生じた。

図 15 及び図 16 に示すように、すべての被験者

において、うつ伏せ状態及び仰向け状態ともに、

姿勢アが最もアクリル板と広く接触した。 

以上のことから、体幹部等に対して、「腕を

足部方向に伸ばした姿勢」は、最も床面との接

触面積が大きく、他の姿勢よりも空隙を小さく

することができる姿勢であるといえる。 

また、4.2 節の結果から、効果的に消火する

ためには、人体と床面との空隙ができるだけ小

さくなるように、燃焼部分を人体と床面とで挿

み込む必要がある。そのため、他の姿勢よりも 

空隙が小さくなる「腕を足部方向に伸ばした姿 
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図 14 各姿勢での接触状況（被験者 A） 

 

図 15 うつ伏せ状態での体幹部等の接触面積

 

図 16 仰向け状態での体幹部等の接触面積 
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勢」は、効果的なドロップ姿勢であるといえる。 

4.4 人体模型を使用した実大消火実験 

4.4.1 着衣の違いによる消火効果の確認 

表 9 に着衣の違いによる消火の成否及び実験

後の状況を示す。表 9 に示すように、部屋着 C

以外の着衣は、いずれも消火に至った。 

一方、部屋着 C は、他の着衣のように上方に

燃え広がるほかに、下方にも燃え広がり、股下

に延焼した。その後、ドロップ及びロールを実

行しても股下の部分は床面と接触しないため消

炎せず、股下から臀部にかけて延焼し、股下等

の床面と接触しない部分は実験終了まで燃焼が

継続した。 

 

表 9 消火の成否及び実験後の状況 

実験条件 消火成否 実験後の状況

着  衣：甚平 

着火部位：腹部 

床面：平らな床 

消火 

着  衣：浴衣 

着火部位：腹部 

床面：平らな床 

消火 

着衣：部屋着 A 

着火部位：腹部 

床面：平らな床 

消火 

着衣：部屋着 B 

着火部位：腹部 

床面：平らな床 

消火 

着衣：部屋着 C 

着火部位：腹部 

床面：平らな床 

燃焼継続 

着衣：部屋着 D 

着火部位：腹部 

床面：平らな床 

消火 

 

4.4.2 床面の違いによる消火効果の確認 

表 10 に床面の違いによる消火の成否及び実

験後の状況を示す。表 10 に示すように、いずれ

の条件においても、消火に至った。なお、床面

について、畳に着火することはなく、じゅうた

んは炎が接触した部分のみ溶融したが、着火し

なかった。 

 

表 10 消火の成否及び実験後の状況 

実験条件 消火成否 実験後の状況

着  衣：甚平 

着火部位：腹部 

床  面：土 

消火 

着  衣：浴衣 

着火部位：腹部 

床  面：土 

消火 

着衣：部屋着 C 

着火部位：腹部 

床  面：畳 

消火 

着衣：部屋着 C 

着火部位：腹部 

床面：じゅうたん 

消火 

 

4.4.3 着火部位の違いによる消火効果の確認 

表 11 に着火部位の違いによる消火の成否及

び実験後の状況を示す。表 11 に示すように、い

ずれの条件においても、消火に至った。 

 

表 11 消火の成否及び実験後の状況 

実験条件 消火成否 実験後の状況

着衣：部屋着 C

着火部位：胸部

床面：平らな床

消火 

着衣：部屋着 C

着火部位：背部

床面：平らな床

消火 

着衣：部屋着 C

着火部位：臀部

床面：平らな床

消火 

着衣：部屋着 C

着火部位：脇腹

床面：平らな床

消火 
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4.4.4 浴衣の袖に着火した場合の消火効果の

確認 

表 12 に浴衣の袖に着火した場合の消火の成

否及び実験後の状況を示す。表 12 に示すように、

ドロップ及びロールを実施しても、袖を人体と

床面とで挿み込むことが困難であり、また、上

肢と体幹部等の間に空隙ができるため、消火に

は至らなかった。 

 

表 12 消火の成否及び実験後の状況 

実験条件 消火成否 実験後の状況

着  衣：浴衣 

着火部位：袖 

床  面：土 

燃焼継続 

 

5. まとめ 

5.1 着衣着火事例の分析結果 

⑴ 着衣着火は、自宅の調理場において調理器

具による調理火から着火する事例が最も多い。 

⑵ 着衣着火で最も多い受傷部位は体幹部等

（胸部、腹部、背部、腰部、臀部、股間部）で

ある。 

5.2 模型等による実験結果 

⑴ 着衣着火発生時に走ることは、火炎の延焼

拡大を助長する。 

⑵ 着衣着火発生時に立った状態でいると、着

衣の燃焼が頭部方向に延焼するため、鼻口から

熱気を吸引し、気道熱傷を起こす恐れがある。 

⑶ 着衣着火発生時に着火面を下にして伏臥状

態になっても、床面と接触しない場合、着衣の

燃焼は広がる。そのため、即時に着火部位を人

体と床面で挿み込むようにして、有効な消火を

図る必要がある。 

5.3 効果的な SDR 

⑴ 着衣に着火したら、すぐに着火部位を人体

と床面とで挿み込むように倒れる。その際、「腕

を足部方向に伸ばした姿勢」をとると、床面と

の接触面積が最大となる。 

⑵ 着火部位が広範囲である場合、又は、背部

など目視で着火部位を確認し難い場合は、体を

できるだけ床面と接触させることを意識して、

人体と床面との間に空隙ができないように転が

る。 

5.4 留意事項 

以下の場合には、着火部位を人体と床面とで

挿み込むことが困難であるため、消火困難とな

ることが考えられるので留意する必要がある。 

⑴ 着衣の股など、着火部位を人体と床面とで

挿み込むことが困難な部位に着火した場合。 

⑵ 浴衣及び着物の袖やスカートなど、人体と

の間にゆとりがあり、着火部位を人体と床面と

で挿み込むことが困難な着衣に着火した場合。 
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［セッション 3］ 

 

 一般発表 

東日本大震災において緊急消防援助隊の摂取した活動食に関する調査 
 

東京消防庁消防技術安全所 

赤野史典、細谷昌右、玄海嗣生 
筑波大学体育系 

緒形ひとみ、麻見直美 
 

1. はじめに 

2011 年 3 月に発生した東日本大震災に際して

は、緊急消防援助隊（以下「緊援隊」という。）

として当庁から延べ約 3,000 人の隊員が約 2 カ

月間にわたり派遣された。各派遣隊は現地交替

しながら 4 日間程度を目途に被災地に滞在し活

動に当たってきた 1)。 

一方、将来の発生が危惧されている首都直下

型地震による災害では、当庁管内においても甚

大な被害の発生が予想されおり 2、3)、被害軽減

のための対策が関係各方面で進められていると

ころである。 

このような大規模災害発生時の活動は通常

の消防活動（数時間程度で終息する）とは大き

く異なり、数日から数週間以上にわたる長期間

の災害活動への従事が求められる。特に、発災

直後から数日間（災害急性期、以下「急性期」

という。）については、人命救助を 優先に活動

する重要な期間であると同時に、活動に従事す

る隊員の身体的・精神的負担が大きく過酷な時

期でもあり、適切な活動食の摂取と休息の確保

を通じた隊員のコンディションの維持、つまり

疲労管理は極めて重要である。 

このような状況に対する備えとして、現在、

当庁では全職員数の 3 日分に相当する非常食が

備蓄されている。一定のエネルギー量(1 日あた

り 2,617kcal)を基準値とし、それを充足する食

品としてアルファ化米や缶詰等が選定されてい

る。これら既存の非常食は保存性や経済性に優

れており、ライフラインや物流の途絶、社会全

体の混乱等から普段と同様な食事の調達が困難

な状況において摂取可能な食事として有効であ

る。しかしながら、隊員の疲労管理の観点から、

隊員が摂取すべきエネルギー量や構成する栄養

バランス等の妥当性については課題とされてき

た。 

そこで本検証は、①東日本大震災に派遣され

た緊援隊の隊員に対してアンケート調査を実施

し、隊員が摂取した活動食の内容やそれを取り

巻く環境（後方支援体制等）、体調や疲労との関

連を把握し、②自衛隊や米軍など、活動食に関

して先進的な技術や装備を有する機関の活動食

の内容や支援体制等を調査し、これらを基に中

期から長期の活動に従事する隊員の疲労管理に

効果的な活動食モデルを考案し、隊員を支援す

る環境を整えることを目的とした。 

 

2. 方法 

2.1 質問紙（アンケート）調査 

2.1.1 調査対象者 

 東日本大震災に緊急消防援助隊として派遣さ

れた隊員（有効回答 2,172 名） 

2.1.2 調査期間 

 平成 23 年 12 月 2 日（金）から 12 月 22 日（木）

まで 

2.1.3 調査方法 

 当庁の総合情報処理システム内の収集システ

ムを活用し、システム内へ掲出したアンケート
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質問事項に対して、該当隊員の個別入力（自記

方式）により調査、集計した。 

2.1.4 調査内容 

 質問数は合計 40 問とし、主な調査内容は下記

のとおりとした。 

対象者の年齢、派遣先や派遣期間等の基本情

報、食事・飲み物について、仮眠・休憩につい

て、 疲労感・体調について、衛生面について、

意見・要望について（自由記述） 

2.1.5 集計分析方法 

2.1.5.1 単純集計について 

質問事項毎に、各選択肢の回答数が全体に占

める割合を百分率により求めた。 

2.1.5.2 クロス集計について 

 任意の 2 つの質問事項を 2 変数としたクロス

集計表（分割表）を作成し、2 変数間に関連が

あるかどうか独立性の検定（カイ 2 乗検定）を

実施した。さらに、クロス集計表の各セルの有

意性を確認するため、調整残差を求め有意水準

1%にて残差判定を実施した。（調整残差の値が

2.58 より大きい場合、該当する項目の回答数は

期待値と比較して 1%水準で有意に多いと判定

し、該当する箇所を網掛けで表示した。） 

2.1.5.3 自由記述項目の分析集計について 

アンケートのうち自由記述により回答を得

た項目については、テキストマイニングの手法

を活用して分析した。テキストマイニングとは、

自由記述等の定性データ（テキストデータ）に

対して、コンピュータを介して画一的な視点・

基準から分析する手法である 4)。具体的には、

得られた回答（文章）を単語又はフレーズ毎に

切り分ける処理（形態素解析）を実行し、前後

の単語との結び付きを含めて分析（テキストマ

イニング）し、その結果を理解しやすい形態（共

起ネットワーク図や出現頻度等）で表現する。

この手法の優れた点は、自由記述データの集計

や抽出の際に分析実施者の主観に左右されない

ことである。またコンピュータを用いることで、

多量の自由記述データを短時間かつ容易に扱う

ことが可能である。 

形態素解析には茶筌（日本語自然言語処理シ

ステム、奈良先端科学技術大学院大学松本研究

室、http://chasen-legacy.sorceforge.jp/）を、テキ

ストマイニングには、KHCoder  

(http://koichi.nihon.to/psnl)を用いた。 

2.2 ヒアリング調査 

 自衛隊と米軍に対して、備蓄する活動食の内

容、活動食の提供方法、支援体制、問題点等に

ついてヒアリング調査を行った。 

 

3. 結果 

3.1 単純集計及びクロス集計から得られた結

果は、主に下記のとおりである。なお、それぞ

れの結果は棒グラフとクロス集計表（表には調

整残差の値を示し、1％水準で有意に多い箇所を

網掛けとした）で示した。 

3.1.1 震災発生から時間の経過とともに、派遣

場所や派遣人員数、活動内容、支援体制等は大

きく変化した。発災直後の 3 月中旬は気仙沼市

と市原市への派遣が多く、福島第一原発への派

遣は 3 月下旬にも引き続き多かった。福島県本

宮市への派遣は 3 月下旬から本格的に始まり、5

月下旬まで続いた。（図 1） 
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図 1 派遣場所と派遣時期 

 派遣場所により被災状況は大きく異なり、投

入された派遣部隊の種別も大きく異なった。（図

2） 

3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下
気仙沼市 9.30 -3.11 -4.89 3.84 -9.42 -2.38 -7.37 -6.09

福島第一原発 1.11 3.28 -4.03 -2.47 -2.31 -0.54 -1.67 -1.38
福島県本宮市 -18.91 2.98 13.97 -1.93 17.78 -0.42 14.64 12.09

市原市 4.75 -3.45 -1.83 -0.99 -0.93 -0.22 -0.67 -0.55
陸前高田市 -0.42 0.69 -0.28 -0.64 -0.60 7.04 -0.44 -0.36

その他 0.50 -0.74 -0.33 -0.89 1.65 5.03 -0.60 -0.50

（回答数：人）

（派遣時期、例：｢3 中｣ → 3 月中旬 ） 

（派遣場所） 
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図 2 派遣場所と派遣部隊 

 

3.1.2 食事や飲み物の内容や量（図 3～6）、食

事の摂取タイミング（図 7）について、発災直

後の 3 月中旬にはいずれも否定的な回答が多く、

3 月下旬以降には肯定的な回答が中心となった。 
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図 3 食事の内容と派遣時期 

 

 

十分だと思わない

十分だとあまり思わない

十分だとやや思う

十分だと思う

0
50

100
150
200
250
300
350

400

450

3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下

 

 

図 4 食事の量と派遣時期 
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図 5 飲み物の内容と派遣時期 
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図 6 飲み物の量と派遣時期 

 

消火
部隊

後方
支援隊

救助
部隊

指揮
支援隊

救急
部隊

都指
揮隊

航空部
隊（消
防ヘリ）

特殊装
備部隊

特殊災
害部隊

水上部
隊（消
防艇）

その他

気仙沼市 17.16 -0.36 3.40 -2.71 -15.88 -1.86 -3.92 -1.74 -15.66 -5.05 1.61
福島第一原発 -12.59 3.86 1.46 1.70 -3.50 0.69 -2.88 4.26 23.72 -1.15 0.00
福島県本宮市 -10.63 -2.36 -4.58 -1.19 31.95 3.60 -2.24 -1.47 -2.82 -0.90 -3.43

市原市 3.84 -2.03 -1.92 -1.46 -2.25 -1.19 -1.17 -0.77 -0.02 19.32 -1.19
陸前高田市 -3.54 -2.57 -1.52 12.59 -0.66 -0.76 7.60 -0.49 -0.94 -0.30 0.73

その他 -4.90 0.56 -2.11 -0.47 -1.43 -1.05 20.23 -0.68 -1.30 -0.41 2.52

3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下
十分だと思う -6.92 3.52 3.00 3.29 0.41 0.73 3.03 3.43

十分だとやや思う -2.46 2.74 0.21 -0.02 0.34 0.71 -0.65 -0.37
十分だとあまり思わない 4.39 -2.60 -1.29 -2.20 -0.87 -0.88 -1.19 -1.63

十分だと思わない 5.85 -4.29 -2.26 -1.23 0.14 -0.65 -1.39 -1.65

3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下
十分だと思う -11.03 5.72 5.03 4.98 2.06 0.46 4.37 3.30

十分だとやや思う -0.56 1.15 -0.07 -1.95 1.70 0.65 -1.17 -0.80
十分だとあまり思わない 6.08 -3.19 -2.52 -1.82 -2.56 -0.73 -2.20 -1.72

十分だと思わない 8.40 -5.40 -3.71 -2.06 -1.98 -0.60 -1.81 -1.41

3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下
十分だと思う -12.97 7.22 3.88 5.33 4.66 3.33 0.24 4.91

十分だとやや思う 0.78 0.95 -0.38 -0.14 -2.58 -1.40 0.69 -2.58
十分だとあまり思わない 7.52 -4.71 -2.60 -3.20 -1.37 -1.52 -0.65 -1.89

十分だと思わない 9.44 -6.51 -2.23 -4.00 -1.83 -1.30 -0.55 -1.62

3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下
十分だと思う -11.39 6.48 4.46 4.52 2.76 0.28 4.39 2.70

十分だとやや思う 1.07 0.43 -0.93 -1.90 0.24 0.68 -2.25 -0.43
十分だとあまり思わない 6.45 -4.06 -2.02 -1.90 -2.38 -0.69 -1.55 -1.76

十分だと思わない 7.85 -5.41 -2.97 -1.89 -1.62 -0.53 -1.63 -1.35

（回答数：人） 

（派遣場所）

（派遣部隊種別） 

（回答数：人） 

（食事の内容に 

 対する評価） 

（回答数：人）

（派遣時期） 

（食事の量に 

 対する評価） 

（回答数：人）

（派遣時期） 

（飲み物の内容に

 対する評価） 

（回答数：人）

（派遣時期） 

（飲み物の量に 

 対する評価） 

（派遣時期） 
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図 7 食事のタイミングに対する評価 

 

3.1.3 派遣期間中に隊員の約半数が何らかの

体調不良を示した。便秘(22%)が も多く、眠気

(12%)、不眠(8%)、腰痛(8%)が続いた。（図 8） 
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図 8 派遣期間中の体調不良の症状 

 

3.1.4 出現した体調不良は派遣場所の違いに

より異なった。体調不良の各項目を表 1 のよう

に分類し分析を実施したところ、気仙沼市に派

遣された隊員は他と比較して消化器系と筋骨格

系の体調不良を示す者の割合が高かった。（図

9） 

表 1 体調不良の項目と分類 

分類 項目 

消化器系 便秘、下痢、食欲不振、口内炎 

心理系 眠気、不眠、不安感、イライラ感 

全身系 風邪症状、皮膚症状、倦怠感、脱力感、その

筋骨格系 筋肉痛、関節痛、腰痛 

なし 体調は崩さなかった 
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図 9 派遣場所と体調不良種別 

 

3.2 自由記述項目のテキストマイニングによ

る分析集計から得られた結果は、主に次のとお

りである。（一部を抜粋） 

 なお、ここでは得られた結果を共起ネットワ

ーク図により示しており、抽出された単語の出

現頻度の高低を円の大小で、単語同士の関連性

の大小を線の太さで表現している。 

3.2.1 提供された中で良かった食べ物等 

「カレーライス」、「カップラーメン」、「レト

ルトご飯」などが大きく示されており、これら

が好まれていたことが確認できた。「温かい」と

「食べ物」の関連が見られることから、体の温

まる温かい食べ物や、「ホットコーヒー」などの

温かい飲み物が好まれていたと解釈できる。ま

た、「魚肉ソーセージ」や「魚」「サバ」の「缶

詰」、「野菜ジュース」、「栄養バランス食品」、「栄

養ドリンク」、「ゼリー」などが大きく示されて

おり、これらはタンパク質や食物繊維、ビタミ

ン、ミネラルを多く含む食品であることから、

体調管理を期待できる食品が好まれていたと解

釈できる。（図 10） 

 

 

3中 3下 4上 4中 4下 5上 5中 5下
思う -19.3 11.6 8.5 6.5 4.3 1.7 4.7 4.2
やや思う 7.3 -3.8 -3.2 -3.1 -1.8 -0.9 -2.3 -2.3
あまり思わない 8.4 -5.0 -4.0 -2.8 -1.6 -0.6 -1.9 -1.6
思わない 9.6 -6.6 -3.8 -2.4 -2.1 -0.5 -1.6 -1.3

消化器系 心理系 全身系 筋骨格系 なし
気仙沼市 5.7 1.2 -0.2 2.8 -7.0

福島第一原発 -3.7 1.0 0.0 -2.9 3.8
福島県本宮市 -3.4 -3.3 1.3 -0.8 5.0

市原市 -3.0 1.0 -1.6 -0.5 2.9
陸前高田市 1.3 -1.4 -0.5 0.7 0.0

その他 0.2 0.3 0.9 -0.6 -0.7

（回答数：人） 

（派遣時期） 

（食事が適切な 

タイミングで 

摂れたか） 

（回答数：％） 

（体調不良の症状：複数回答可） 

（回答数：人）

（体調不良種別） 

（派遣場所） 
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図 10 提供された中で良かった（好んで食べた、

食べ続けられた）もの 

 

3.2.2 提供された中で良くなかった食べ物等 

 「甘い」「菓子」「パン」や「カップラーメン」

が大きく示され、これらは好まれなかったこと

が確認できた。3.2.1 では肯定的な評価の食品と

して挙げられた「カップラーメン」「レトルト」

が、「種類」「少ない」「飽きる」と関連すること

で否定的な評価になった。種類（メニュー）の

少なさによる、繰り返しの摂取が飽きに繋がっ

たものと解釈できる。（図 11） 

 

 
図 11 提供された中で良くなかった（食べなか

った、すぐ飽きた）もの 

3.2.3 あった方が良いもの、持参して良かった

食品等 

各自で自由に使うことができる「ペットボト

ル」入りの「飲料」「水」や｢茶｣、補給食として

手軽に摂取できる「チョコレート」「飴」「ガム」

などが派遣先で特に重宝していたことが確認で

きた。また、暖をとるための「温かい」「食べ物」

「飲み物」や、「ビタミン」「不足」に対して「野

菜」「ジュース」や「果物」、あるいは「サプリ

メント」などが求められていたことが確認でき

た。（図 12） 

 

 
図 12 食事・飲み物について、あった方が良い

もの、自分で持参してよかったもの 

 

3.3 自衛隊及び米軍に対してヒアリング調査

を実施した結果から、自衛隊の戦闘糧食、米軍

のＭＲＥ(Meal, Ready to Eat)、当庁の既存の非常

食の概要について比較したものを表 2 に示す。 
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表 2 自衛隊の戦闘糧食、米軍の MRE、当庁の非常食の比較 

 自衛隊／戦闘糧食 米軍／MRE 当庁（非常食） 

熱量 
約 1,100kcal／食 

（約 3,300kcal／日） 
約 1,300kcal／食 

（約 3,900kcal／日） 
約 900kcal／食 

（約 2,700kcal／日） 

摂取基準等
の根拠 

厚生労働省の栄養摂取基準
を基本に防衛省により調整
したものを採用 

The Office of the Surgeon 
General(軍の医療部門)に
より承認されたもの 

「エネルギー量」のみ厚生労働
省の栄養摂取基準を参考（但し、
18～60 歳の男女の平均値） 

メニュー数 
Ⅰ型(缶詰)8 種類 

Ⅱ型(レトルトパウチ)21 種
類

24 種類 アルファ化米 3 種、缶詰 3 種 

 

4. 考察 

4.1 大規模災害時の活動食の在るべき姿につ

いて 

 大規模災害が発生した際に、長期間にわたり

災害対応を継続する上で大きな支障となる要因

の一つとして、ライフラインの途絶が挙げられ

る。ライフラインの途絶により、隊員の安定的

な食事の摂取、排泄、衛生状態の維持等の基本

的な生理的営みが大きく阻害される。このよう

な状況の中で隊員が摂取する活動食については、

災害の規模、社会的混乱、ライフラインの途絶

の程度、季節等の環境に左右されることなく、

必要な時に確実に摂取できることが重要である。

また、その活動食の内容については、過酷な状

況の中で災害対応に従事し、長期間にわたり継

続的に隊員が力を発揮するのに十分なエネルギ

ーや栄養素を含む必要がある。つまり、活動食

の在るべき姿とは、「ライフライン等が途絶した

状況において、災害対応する隊員の疲労管理に

配慮された内容で、備蓄や配給が効率的に行え

る形態の食事」と言うことができ、大規模災害

時等に一般市民が命を繋ぎ止める目的で摂取す

る非常食とは、その目的や内容が大きく異なる。 

 なお、本検証で対象としている活動食とは、

大規模災害時の急性期にあたる発災直後から数

日間の、ライフラインや流通が途絶しかつ補給

車（給食車）等の後方支援隊の活動が十分に期

待できない期間に、 前線で活動する隊員が摂

取する食事のことを指す。 

4.2 活動食が備えるべきエネルギー量につい

て 

 災害対応する隊員が摂取すべきエネルギー量

を決めるに当たり、①日本人の食事摂取基準

（2010 年版、厚生労働省）5)、②自衛隊や米軍

の活動食に備わるエネルギー量、③国内外の消

防隊員の 1 日のエネルギー消費量を求めた研究

結果 6～10)、を参考とした。活動食であるという

特殊性を踏まえ、活動に必要なエネルギーが不

足することのないよう十分に摂取することを

優先とし、一日あたり 3,500kcal を基本的な摂取

エネルギー量として設定するのが妥当だと考え

た。但し、体格等の個人差や作業内容、作業時

間の差異によってはエネルギー不足が生じる可

能性があり、これについては 1 日に 3 度の食事

以外に適宜補給食を活用してエネルギーを摂取

する方法が合理的であると考えた。 

本考察では、補給食を 1 日 2 回、合計 500kcal

摂取すると仮定し、活動食のエネルギー量

3,500kcal と合算した 4,000kcal を 1 日の摂取総

量として、以降の栄養学的な要件について考察

する。 

4.3 活動食が備えるべき栄養学的な要件につ

いて 

 活動食に含まれるべき栄養素の構成について

は、日本人の食事摂取基準を基本として、①活

動に伴って生ずる身体的負荷、②速やかな疲労

回復、③体調維持等、災害対応する隊員の疲労

管理を考慮し、増減の必要な栄養素について調

整して求めた。調整にはスポーツ栄養学的観点

から「アスリートのための栄養・食事ガイド」

11) を 参 考 と し た 。 活 動 食 と 補 給 食 の 総 量

4,000kcal を 1 日に摂取するエネルギー量の基準
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とし、これを構成する各栄養素の目標量につい

ては、表 3 中の｢消防隊員向けの活動食の目標値

（太枠内）｣に示す。 

なお、日本人の食事摂取基準から調整した項

目については、それぞれ次の理由による。 

ア エネルギー量について、活動に必要なエネ

ルギーが不足することのないよう十分に摂取す

ることを 優先とした。 

イ エネルギー比率について、たんぱく質 13%、

脂質 27%、炭水化物 60%としたのは、本来であ

ればたんぱく質のエネルギー比率を 15%とした

いところではあるが、体重 70kg とした場合、計

算上たんぱく質が体重 1kg 当たり 2.1g と過剰摂

取になるため、炭水化物のエネルギー比率を

60%に固定し、たんぱく質は体重 1kgあたり 1.9g

の摂取でエネルギー比率 13%、それに伴い脂質

を 27%と設定した。 

ウ ビタミンＡについて、身体活動に伴い、又

は過度なストレスによって生じる活性酸素の除

去に有効なため、アスリートの 1 日の目標値程

度とした。 

エ ビタミンＢ1、ビタミンＢ2 について、エネ

ルギーを生み出す経路において必要不可欠な補

酵素であるため、アスリートの 1 日の目標値程

度とした。 

オ ビタミンＣについて、身体活動に伴い、又

は過度なストレスによって生じる活性酸素の除

去に有効なため、アスリートの 1 日の目標値程

度とした。 

カ カルシウムについて、活動食の摂取が短期

間（数日間程度）であるため、1 日の推奨量程

度とした。 

キ 鉄について、活動食の摂取が短期間である

ため、1 日の推奨量程度とした。 

ク 食物繊維について、通常生活下での食物繊

維の摂取量(13.6g)が 1 日の目標量(19g 以上)を

下回っており、また活動拠点にトイレ環境の整

っていない可能性も考え目標量程度とした。 

ケ ナトリウム（食塩）について、1 日の目標

量程度とするが、活動食の摂取が短期間かつ食

べ易さ（おいしさ）を優先するため、この値を

上回る摂取も許容することとした。 

コ カリウムについて、食塩の摂取量が多くな

ることが予想され、高血圧予防の観点から

3,500mg/日とした。 

  

 

表 3 活動食に含まれるべき栄養素の種別と基準量 

優
先
順
位 

理
由 

種別 
消防隊員向け
の活動食の目

標値 

【参考】日本人の食事摂取基準(2010 年版)
 5)

 

男性 30-49 歳身体活動レベル高い(Ⅲ) 

【参考】 
30～39 歳 
摂取量 

（22 年）
12)推定平均

必要量 
推奨量 目安量 上限量 目標量 

  身長(cm) ― 170.5 171.5 

  体重(kg) 70 68.5 69.6 

1 ア エネルギー量(kcal) 4,000 3,050 2,116 

2 

イ 

炭水化物(g) 600 (60%)     (50～70%) 294.0 

3 たんぱく質(g) 130 (13%) 50 60    73.6 

― 脂質(g) 120 (27%)     (20～25%) 61.3 

4 

ウ ビタミン A(µg/RE) 950 600 850  2,700  492 

エ 
ビタミン B1(mg) 2.4～3.2 1.2 1.4    1.37 

ビタミン B2(mg) 2.4～3.2 1.3 1.6    1.51 

オ ビタミン C(mg) 100～200 85 100    95 

5 

カ カルシウム(mg) 650 550 650  2300  444 

キ 鉄(mg) 7.5 6.5 7.5  55  7.5 

ク 食物繊維(g) 19g 以上     19g 以上 13.6 

ケ 
ナトリウム 

(食塩相当量 g) 食塩 9.0g 未満 食塩 1.5g    食塩 9.0g 未満 食塩 10.1g 

コ カリウム(mg) 3,500   2,500  2,900 2,141 
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4.4 活動食が備えるべき機能的な要件につい

て 

 大規模災害に従事する隊員が摂取する活動食

の、栄養学的な領域以外で備えるべき機能的な

要件については、アンケート結果等から求めた

（表 4）。重要な項目として、①温かい食事であ

ること、②主食としてご飯食が中心であること、

③メニューが単調でないこと、④各自で使える

水が十分にあること、⑤補給食があること等が

挙げられる。 

 ①温かい食事であることは、アンケート結果

から望む意見が特に多く見られた。食事や飲み

物の温かさは、体温の維持に寄与するほか消化

酵素の活性を高め消化を良くする等の生理的に

好都合な側面のみならず、活動を通じて受けた

各種ストレスに対するメンタル面での癒し効果

も期待できる 13)。自衛隊の戦闘糧食並びに米軍

のＭＲＥについても、食事を容易に加熱して摂

取できる工夫がされており、活動食が備えるべ

き重要な要件のひとつであると考えられる。 

 ②主食としてご飯食が中心であることは、普

段の食生活で食べ慣れているものが災害現場で

も望まれていることを示唆する。東日本大震災

の際に、特に発災直後の急性期において、当庁

の緊援隊の活動食として菓子パンやカップ麺等

が提供される機会が多かった。これらの食品は

運搬や配給の利便性、特別な調理等なく容易に

摂取できる点は優れているものの、主食として

の摂取、特に毎食、連日食べ続けることに対し

ては改善を望む意見が多かった。一方、ご飯食

の提供に対しては大変好評であった。自衛隊の

戦闘糧食は 21 種類のメニューのうち 20 種類が

ご飯食（残りの 1 種類は乾パン）であり、この

ことからもご飯食が望まれていることが理解で

きる。 

 ③メニューが単調でないことは、栄養バラン

スの偏りを防ぐ点と、連食による飽きや食欲の

低下を防ぐ点で重要である。栄養バランスにつ

いては、1 食や 1 日単位で理想的な量を充足さ

せることは困難であり、一般的には 1 週間や 1

カ月等、ある程度のスパン（期間）の総計で充

足できるよう考慮する。栄養バランスを充足さ

せるには、使用する食材に多様性が求められ、

その結果自然とメニューが豊富になる。メニュ

ーが豊富になることで、食事に対する飽きの発

生を防ぎ、食欲や活力の向上に繋がることが期

待できる。 

 ④各自で使える水が十分にあることは、飲料

水の他、うがいや手洗い、洗顔、歯磨き、コン

タクトレンズの洗浄等の身体衛生の維持等、イ

ンフラが途絶した環境において様々な用途に有

用である。一般的には、1 人 1 日 3L の水が必要

だとされている 13)。夏季には発汗等により体内

の水分を多量に喪失することから、さらに多く

の水が必要とされる。アンケート結果から、発

災直後の急性期に派遣された当初、飲料水が隊

員に行き渡らず非常に厳しい状況が見られた、

との意見が多数あった。十分な量の飲料水を備

蓄しておくことと、実際に必要な状況を迎えた

際に、隊員の手元まで確実に配給することが極

めて重要である。 

 ⑤簡便に摂取できる補給食があることは、先

述のとおりエネルギー不足を補う手段としての

役割が期待できる。詳細については後段で述べ

たい。 

4.5 補給食に求められる役割と要件について 

 補給食については、先述のとおり①エネルギ

ー不足を補う手段の他、②特定の栄養素を特に

強化して摂取したい場合の手段としての活用が

期待できる。 

 ①エネルギー不足を補う場合、1 日 3 度の食

事の量を増やしてエネルギーを摂取するよりも、

エネルギー消費が増大する、又は不足するタイ

ミング、例えば活動の休憩時や終了直後等に摂

取することが効果的であると考えられる。糖質

を中心としたエネルギーを適切なタイミングで

摂取することにより、適正な血糖値の維持が可

能となり、隊員の疲労発現の遅延や集中力の維

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 261 -



 

持が期待できる 14)。 

具体的な摂取方法としては、1～2 時間の活動

毎に休憩を挟み、その際に 200～300kcal 程度の

補給食を摂取するのが適当であると考えられる。

200～300kcal 程度に相当する量とは、それぞれ

概ね菓子パン 1 個、おにぎり 1 個、ゼリー飲料

1 個、栄養補助食品 2 本入り 1 箱、バナナ 2 本

等である 15)。我々の先行研究 16)によると、この

程度の量の補給食を活動の合間の休憩時等に摂

取することで疲労感の改善が見られ、またその

後の活動には摂取に伴う支障が見られなかった

ことから、補給食として摂取するのに適当な分

量であると考えられる。活動の合間に摂取する

食品であることを考慮すると、手指が清潔では

ない場合も多いことから、衛生的に摂取できる

ことが望ましい。また、焼き菓子（クッキー）

などの食品は、水分が伴わないと嚥(えん)下が

困難で食べにくい。選定に際しては現場での摂

取のしやすさについても十分に配慮が必要であ

る。 

②特定の栄養素を特に強化して摂取したい

場合にも、補給食の活用が期待できる。例えば、

発汗量の増大に伴うミネラルの損失を補う場合

や、集団感染を防ぐために免疫力の向上を期待

してビタミンの摂取量を強化したい場合等がこ

れに当たる。1 日 3 度の食事は基本的な内容と

しても、状況や目的に応じて特定の栄養素を強

化した補給食（例えば、サプリメント等）を摂

取することで、栄養素の量を 適化することが

可能である。状況に応じて柔軟に対応すること

で、生理的にも経済的にも負担が少なく合理的

である。 

 

表 4 活動食が備えるべき機能的な要件 

備えるべき要件 必要な理由 具体的な方法 

①温かい食事であるこ

と。 

体温の低下を防ぎ、消化を効率的にする。また、

メンタル面でも癒しの効果が期待できる。 
個別加熱／集合加熱による食事の提供 

②主食として、ご飯食

が中心であること。 

主食として、菓子パンやカップ麺が中心の状況

に対して、ご飯食を望む意見が多かったことか

ら。 

ご飯食が中心のメニューを取り入れる。

③メニューが単調でな

いこと。 

栄養バランスの偏りを防ぐ。また、同じ食品の

連食による食欲や意欲、活力の低下を防ぐ。 

同一メニューが一定期間に重複しないよ

うメニューの種類を増やす。（目標は 9 種

以上） 

④各自で自由に使える

水が十分にあること。 

飲料水としての他、洗顔や歯磨き、身体の衛生

を維持するためや、コンタクトレンズの洗浄等

にも必要 

ライフラインの途絶に対応できるよう、

十分な量の水の備蓄。夏季には熱中症予

防の観点から、さらに多くの量が必要 

⑤活動の合間の休憩中

などに 簡便に 摂取で

き、その後の活動に効

果的な補給食があるこ

と。 

活動中の血糖値の極端な低下を防ぐことによ

り、疲労発現の遅延（パフォーマンスの維持）

や集中力の低下を防ぐため。 

必要に応じて手軽にエネルギーを補給で

き、また血糖値を長時間維持しやすい糖

質（デンプンやデキストリン）を含む補

給食 

⑥1 食分ずつ完結した

内容で個別包装されて

いること。 

備蓄、配給等の管理運用が容易であり、過不足

が生じにくい。個別包装することにより、必要

な時に、必要な人が、必要なだけ、時間や場所

を選ばずに摂取できる。 

予め、1 食分ずつ個別包装された状態で備

蓄する。 

⑦摂取するタイミング

に配意 されて いるこ

と。 

栄養学的に効果的なタイミングで食事を摂取す

ることにより、疲労した身体の効率的な回復が

見込まれ、長期間にわたる災害対応における疲

労の蓄積を防ぐことができる。 

活動後、できるだけ早いタイミング（直

後～30 分以内）で、タンパク質＋糖質の

両者を含む食事の摂取で、筋タンパク質

とグリコーゲンの合成（疲労回復）を促

進することができる。 

⑧衛生的に摂取できる

こと。 

瓦礫作業等で身体が汚れた状態で食事をするこ

ともありうるため。また、集団生活の中で、食

中毒や感染症を予防するため。 

手拭ナプキン、箸、スプーン等の同梱。

素手で食べなくて済むような食品やパッ

ケージの選択 

⑨発生する残飯やゴミ

の廃棄方法について配

慮されていること。 

カップ麺の残り汁の処分に苦労したとの意見あ

り。残飯や使用済み食器、パッケージ等の腐敗

や異臭による活動環境悪化、ゴミの増加を防ぐ

ため。 

個人毎に食事の量が調整できるようなパ

ッケージの工夫。余り汁が出ないような

メニューの工夫。廃棄の際に、重ねてコ

ンパクトになるようなパッケージの工夫
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5. まとめ 

大規模災害の活動に従事する隊員が、ライフ

ラインが途絶した中で摂取する活動食について、

アンケート調査や自衛隊、米軍のヒアリング調

査の結果をもとに、隊員の疲労管理に効果的な

活動食モデルとして必要なエネルギー量、栄養

素とその量、その他活動食が備えるべき要件に

ついて考察した。 

⑴ 活動食のエネルギー量は 1 日あたり

3,500kcal を目標量とした。これに、補給食によ

る摂取を 500kcal とした場合の一日の合計摂取

量 4，000kcal に含まれるべき栄養素とその量は

表 3 のとおりである。 

⑵ 活動食を選定するにあたり、栄養学的な側

面以外に備えるべき機能的な要件は表 4 のとお

りである。 

⑶ 隊員の個人差や活動内容、季節等の差異に

よっては、摂取すべきエネルギー量や栄養素を

より 適化する必要があり、補給食を活用する

ことで柔軟に対応することができる。 
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［セッション 3］ 

 

 一般発表 

一般市民用応急手当キットの改良について 
 

川越地区消防局 

榎本郷史 
 

１．はじめに 

 救急現場において、心肺停止傷病者の救命率

及び社会復帰率を向上させるためには、一般市

民による応急手当（心肺蘇生法）が必要不可欠

です。 

 私たちは救命講習などを通して普及啓発を図

っていますが、救急現場で有効な応急手当（心

肺蘇生法）はなかなか実施されていません。 

 東京消防庁が平成２３年９月に行った「応急

手当をしない理由」を尋ねた世論調査結果（表

１参照。）によると、「何をしたらよいか、わか

らないから」「かえって悪化させることが心配だ

から」「誤った応急手当をしたら責任を問われそ

う」「感染などが心配だから」との回答が多く得

られています。 

 

表１ 

 
 

 また従来の応急手当資器材には、上記の回答

の通りバイスタンダーを考慮したものは少なく、

バイスタンダーにとって体力や手技、知識など

無理を強いられているのが現状です。特に、現

在普及している人工呼吸用携帯マスクや人工呼

吸マスクなどによる人工呼吸では、傷病者に上

手く密着させ、漏気することなく吹き込むこと

は困難を極めます。そのため、バイスタンダー

は吹き込む量を多く、強い圧で吹き込もうとす

るので、正確な人工呼吸を行えず応急手当その

ものに難しさや抵抗感を感じているのではない

かと私は考えます。（写真１.２参照。） 

これらのことから、応急手当（心肺蘇生法）

を行う上でバイスタンダーが不安感や抵抗感を

軽減することができ、かつ有効な人工呼吸と胸

骨圧迫が実施できるよう資器材を改良しました

ので発表させていただきます。 

 

２．概要 

 今回改良した応急手当キットは、ケース内に

一方弁付き呼気吹き込み器具（以下「呼気吹き

込み器具」という。）、心肺蘇生法ガイドシート、

音声ガイダンス付きメトロノーム（以下「メト

ロノーム」という。）、手袋、ガーゼの５つで構

成し、心肺蘇生法ガイドシートで資器材を包ん

であるため資器材が乱雑にならず、すぐ応急手

当を実施できるようにしました。（写真３参照。） 

 そして、バイスタンダーが躊躇しがちな人工

呼吸を抵抗感なく、効率的に実施することを主

眼におき改良しました。 

 

３．構造 

今回改良した応急手当キット 

➀ケース（写真４参照。） 

縦１３ｃｍ×横１０ｃｍ×幅３ｃｍの布製に
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し、携帯しやすいようカラビナを取り付け

ました。また、内側には心肺蘇生法ガイド

シートをマジックテープで固定できるよ

うにしました。 

②心肺蘇生法ガイドシート（写真５参照。） 

  大きさ：A３用紙サイズ（縦 ２９７ｍｍ×

横 ４２０ｍｍ） 

   ケースにマジックテープで固定し、さら

にメトロノームも心肺蘇生法ガイドシート

で固定してあるため、救助者が多くいる場

合や多数傷病者がいる場合に心肺蘇生法ガ

イドシートやメトロノームを臨機応変に移

動することができます。また、ガイドライ

ンの変更時も心肺蘇生法ガイドシートやメ

トロノームを交換することで更新できるよ

うにしました。 

③一方弁付き呼気吹き込み器具（写真６ .７ ,

表２,図１参照。） 

一方弁、ガイド、人肌ゲルで作成しまし

た。傷病者側からの呼気を排出できるよう

に、ガイドの間に隙間を作り排出口を設け

ました。 

表２ 人肌ゲルの特性 

人肌のゲル

硬度５

比重 1.04
硬度　　　　　　　　　　　　　　ShoreA 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　ShoreC 5
引張強度　　　　　　　　　　　強度　　　　　             N/㎟ 0.58
　　　　　　　　　　　　　　　　　１００％伸び応力　　　　N/㎟　 0.03
　　　　　　　　　　　　　　　　　２００％伸び応力　　　　N/㎟ 0.05
　　　　　　　　　　　　　　　　　３００％伸び応力　　  　N/㎟ 0.09
引張伸び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 ％ 550
引裂強度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　 N/㎟ 2.7
圧縮強度　　　　　　　　　　　１０％　　　　　　　　　　　N/㎟ 0.02
　　　　　　　　　　　　　　　　　２０％　　　 　 　　　　　　N/㎟ 0.05
　　　　　　　　　　　　　　　　　３０％　　　　　　　　　　　N/㎟ 0.12
圧縮弾性率　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　N/㎟ 0.23
耐水性 異常なし
吸水率　　　　　　　　　　　　　常温　　２４hrs　　　　　％ 6
（W/V）　　　　　　　　　　　　　４０℃　 ２４hrs 　　　　 ％ 6.8
耐油性　　　                    ４０℃　 ２４hrs　　　　　％ -8.6
耐酸性　                                  ２４hrs 異常なし
耐アルカリ性                           　２４hrs 異常なし
耐環境性　　               ８０℃８０％２４hrs 異常なし
耐熱老化　　　　　　　　　　　　引張強度　　　 　　　　N/㎟ 0.68
　　　　　　　　　　　　　　　　　 １００％伸び応力 　　　N/㎟ 0.02
　　　　　　　　　　　　　　　　　　伸び　　　　　 　　　　　％ 562
圧縮永久歪み                　７０℃ 　２２hrs 14.9
                   　　　　     　１００℃ 　７０hrs 15.9
耐熱温度　　　　　　　　　　　　　  　　　 　　　　　　　　℃ －３０～６０
耐寒性　                       －３０℃　２４hrs 脆化せず
粘着性　　　　　　　　　　　　　１８０°ピール         　N/25mm 0.07
                                   保持力　                  sec 43
　　　　　　　　 　　　　　　　　　ボールタック　　　　　　 NO. 6
摩擦係数　　　　　 　　　　　　静止摩擦係数 －
　　　　　　　　　 　　　　　　　　動摩擦係数 －
可視光透過率　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　％ 0.1
適正荷重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kgf/㎠ 0.19

項目

 

全体図及び側面図

0.3

厚さ：0.3

7.2

人肌ゲル

11.5

人肌ゲル

ガイド

0.5ガイドガイド

単位：ｃｍ

1.5

一方弁呼気吹き込み器具　構造図

4.0

1.5 1.5

4.5

0.7

0.8

排気口

 
図１ 構造図 

 

４．使用方法（写真３参照。） 

①ケースを開け、資器材を取り出します。 

②心肺蘇生法ガイドシート及びメトロノームの

通り実施します。 

 

５．特徴 

①軽量かつコンパクトで携帯しやすくしました。 

②心肺蘇生法ガイドシートとメトロノームを取

り付けたことにより、バイスタンダーが不安

感なく心肺蘇生法を実施することができま

す。 

③人肌ゲルを使用したことにより、密着性及び

適度な粘着性に優れています。 

④傷病者の年齢、体格、顔の凹凸に関わらず、

気密性を維持することができます。 

⑤送気口部分に適度な高さがあるため、傷病者

との接触面を無くすことができました。 

⑥バイスタンダーの手技に頼ることなく、十分

な換気を行えるようにしました。 

⑦嘔吐時の離脱や貼り直しの時も、すぐ対応で

きます。 

⑧手袋やガーゼもケース内に収納したため応急
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手当による感染防止に配慮することができ

ました。 

 

６．おわりに 

今回改良した、一般市民用応急手当キットの

使用結果は極めて良好でした。 

 この応急手当キットの普及により心肺停止傷

病者の救命率及び社会復帰率は向上していくも

のと確信しております。 

 

 

写真１ 従来の応急手当資器材 

 

人工呼吸用携帯マスク 

 

人工呼吸用マスク 

 

（開封状況） 

 

 

 

（開封状況） 

 
 

（開封状況） 

 
 

 

写真２ 従来の応急手当資器材の取り付け状況 

＜人工呼吸用携帯マスク＞ 

カプシー 

（口角から漏気しやすく、傷病者の口より大き

く開けないと換気できない） 

 

 

カプシー キューマスク 

ポケットマスク

カプシー 

キューマスク

ポケットマスク
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キューマスク 

（口角から漏気しやすく、傷病者の口より大き

く開けないと送気できない） 

 
 

 
 

        一方弁付き呼気吹き込み器具 

 

 

 

＜人工呼吸用マスク＞ 

ポケットマスク 

（成人しか対応できず、また顔の凹凸やバイス

タンダーの手技により換気は左右される。） 

 

 

 

 

写真３ 改良した応急手当キット 

 

ケース 音声ガイダンス付きメトロノーム 

 
ガーゼ         手袋 
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写真４ ケース 

（外観） 

ケース     カラビナ 

 

                   １０cm 

 

（ファスナーを開けた状態） 

 

（ケースと心肺蘇生法ガイドシートの取り付け

状況） 

マジックテープで取り付け 

 

 

写真５ 心肺蘇生法ガイドシート 

 

メトロノーム マジックテープで取り付け 

 

 

写真６ 改良した一方弁付き呼気吹き込み器具

の分解写真及び全体写真 

 

（分解写真） 

人肌ゲル    ガイド    一方弁 

 

１３cm 

幅：３cm
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（上部写真） 

 

排気口   （側面写真） 

 

 

写真７ 改良した一方弁付き呼気吹き込み器具 

＜貼り付け状況＞ 

（どの角度から見ても密着しており、気密性が

高く簡単に換気できる。） 

 

（頭側から） 

 

（右側から） 

 

 

（左側から） 

 

 

（足側から） 

 

 

（榎本郷史 埼玉県比企郡川島町大字 

平沼 888 番地 TEL: 049-297-1891 

E-mail: kawajima@119kawagoechiku.jp）

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 269 -



［セッション 3］ 

 

 一般発表 

40 ミリホースの新収納方法（仮称：万能島田）の発案について 

 

北九州市門司消防署警防課 

河﨑 優、原口 裕、森 啓輔、岡部正輝 
 

1. はじめに 

 消防車に積載するのホースの“巻き方”の代表的

なものは、「2 重巻き」、「島田折り（巻き）」（以下、

「島田折り」という。）、「狭所巻き」が挙げられる

のではないだろうか。 

 そして我々消防職員は、火災現場の地形、建物等

の状況に応じた積載ホースを選定し、防ぎょ活動を

行っていることであろう。 

 しかし、そのホース延長要領は、“巻き方”によ

ってそれぞれに長所・短所があり、同一火災現場（建

物等）において、複数の状況が混在する中、1 つの

巻き方をもってしてでは延長方法に苦慮したり、労

力を要することも少なくない。1 つの巻き方、すな

わち、1 つの“収納方法”で複数の使い方が出来れ

ば、前述した状況の中でも活動に要する疲労軽減と

時間短縮を図れるはずである。 

 そこで本件では、火災現場において、階段や狭い

通路等をホース延長する際に多用するであろう「島

田折り」にスポットをあて、これの長所と「狭所巻

き」の長所を併せ持った「万能島田」を発案したも

の。 

 

2. 発案の経緯 

 40 ミリホースにおける島田折りから狭所巻きへ

の変換については、工夫を凝らした様々な方法があ

るが、狭所巻きへ変換するためのポイントとなる折

れ目の位置が瞬時に確認しづらく、輪となる部分の

折れ目部分をいくつも重ねるのに手間がかかった

りするため、災害現場ではあまり有効活用されてい

ないのが現状ではないだろうか。 

 そこで、従来の設定方法の利点等を踏襲したまま、

より手順が少なく、かつ、短時間で島田折りの状態

から狭所巻きのホース展開した状態へ単純明快に

変換できる収納方法（以下、「万能島田」という。）

を発案したもの。 

 

3. 島田折りと狭所巻きの比較 

3.1 島田折りの長所 

・ホースを延長する距離や活動スペースが十分にあ

る場合は、水平方向及び垂直方向への延長や階段

等での延長が容易で早い。 

・設定が容易。 

3.2 島田折りの短所 

・狭所での延長時、折れやねじれが発生しやすく、

放水圧力の低下が起こりやすい。 

・延長後、余裕ホースのためのスペースが十分でな

いと折れの原因となり、放水圧力の低下を起こす

ことになる。 

3.3 狭所巻きの長所 

・狭い場所でも折れが少なく、放水圧を確保しやす

い。 

・足元に余裕ホースがまとまってあるため、どの方

向へも転戦が容易。 

・転戦分の距離のみの延長となるので、島田折りと

比べ軽く、加えて引きずりが少なく、ホースの破

損軽減になる。 

3.4 狭所巻きの短所 

・狭所巻き専用のホースを設定して積載する必要が

ある。 

・設定（巻き方）に時間を要する。 

・送水前に延長するとホースがねじれるため、その

まま送水するとホースの折れに繋がる。 
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4. 万能島田の活用メリット 

 万能島田とは、島田折りをベースとして島田折り

の折れ部分 2 箇所をねじり、他の折れ部分に重ねる

ことで島田折りと同様に延長でき、かつ、必要な場

所ですぐに狭所巻きへ変換できる設定方法である。 

 災害現場に応じて島田折りとして使用、または、

その場で狭所巻きに変換と使い分けることができ、

上記両方の長所を活かしつつ、短所をすべて解消で

きる。 

 また、従前から行われている島田折りから狭所巻

きへの変換方法では、1 つずつ輪を作るため、3 つ

の輪を作るためには、3 動作必要であったが、万能

島田からの変換では 1 動作で 3 つの輪ができる。

これには特別な技術が必要なく簡単であり、かつ、

素早いホース延長が可能である。 

【 島田折りと狭所巻きのそれぞれの長所を取り入

れた「一挙両得」な設定方法である 】 

 

5. 設定要領及び延長要領等 

 以下の図を参照 

5.1 設定要領 

  

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 つおきに折れ目を飛び出させる 

オス金具側から 1,3 個目の折れ目は 2,4 個目 

よりも長め 

オス金具側から 1,3 個目の折れ目を反対側へ 

オス金具側から 1,3 個目の折れ目を 2,4 番目 

の内側へ入れる 

下向きへねじる 
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5.2 島田折りと同じように延長可能 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

5.3 狭所巻きへ変換時 

 

 

 

 

飛び出した折れ目を持つ 

進行方向 

メス金具（車両側）
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（岡部正輝 〒800-0042 北九州市門司区上馬寄 

一丁目 10 番 18 号 TEL: 093-371-0119 

E-mail: masateru_okabe01@city.kitakyushu.lg.jp） 

折れ目の内側に手を入れ広げる 

メス金具側の折れ目を外側にして重ねる 

前方に置いて完成 

出来た輪を置くように 1～2 歩前に出る 
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［セッション 3］ 

 

 一般発表 

マルチ型スピンドルドライバーの開発 
 

北九州市小倉南消防署警防課 

片山和彦、松本知英、吉岡祥平、松永隆盛 
 

1. はじめに 

平成 7 年の阪神・淡路大震災発生時に 41 都

道府県 451 の消防本部が応援のため出動してい

る。このとき問題となったことの一つに、消火

活動で消火栓を開閉する際、消火栓スピンドル

キャップの規格が市町村により異なるため、応

援側の各消防本部が持参したスピンドルドライ

バーが使用できない場合が多く、消火栓開閉に

支障が生じたことである。 

 この教訓から、国において消火栓スピンドル

キャップの全国統一規格が示されたが、スピン

ドルキャップを取り替えるには、多額の経費を

要することなどから、市町村では取り替えが思

うように進まず、東日本大震災においても同様

の問題が提起され、全国消防長会・警防防災委

員会において改善策の検討が行われた。 

現状においては、受援側の消防本部が備蓄し

ているスピンドルドライバーを応援側の消防本

部に貸し出す方式で対応することとしている。

しかし、緊急時において、貸し出しを行う暇や

手間、あるいは対応すべき職員の不足、さらに

は備蓄しているスピンドルドライバーの不足等

の問題も考えられる。また、様々な事情により

貸し出し用のスピンドルドライバーが準備でき

ていない地域もある。 

そこで、緊急消防援助隊などの応援部隊がマ

ルチ型スピンドルドライバーを持参することに

より、これらの問題を一挙に解決し、安全で迅

速、かつ効率的な消防活動が行われるよう、検

討を行ったものである。また、マルチ型スピン

ドルドライバーの開発により、消火栓スピンド

ルキャップを取り替える経費の削減や、受援側

消防本部がスピンドルドライバーを備蓄する必

要もなくなるため、当該市町村の効率的な財政

運営にも寄与できることとなる。 

 

2. 消火栓スピンドルキャップ 

全国には、国の示す基準のスピンドルキャッ

プとは大きく異なる、様々な形状や口径の消火

栓スピンドルキャップが存在する。主に県庁所

在地を管轄する消防本部に対して調査したとこ

ろ、三角形、五角形、六角形、八角形等のもの

が存在するほか、四角形でも口径が 28 ミリ以下

や 48 ミリ以上のものもあった。 

 

3. 市販のマルチ開栓キー 

現在、民間企業により三角形と四角形で口径

28 ミリから 48 ミリのスピンドルキャップに対

応した「マルチ開栓キー」（写真①）が販売され

ている。全国の市町村には、五角形、六角形、

八角形のものや、四角形でも一片 28 ミリ以下や

48 ミリ以上のスピンドルキャップもあり、すべ

てのものに対応できていない。 

購入して検証したところ、口径 32 ミリで四 

角形のスピンドルキャップは、問題なく開閉で

きた。しかし一片が 40 ミリで三角形のスピンド

ルキャップは、三角形の頂点をうまく固定でき

ず、開閉できないものもあった。 

 

4. スピンドルドライバーの検討 

 先にも記述したとおり、スピンドルキャップ

の全国統一規格が示されていることから、スピ
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ンドルキャップを規格に合わせて取り替えるこ

とが望ましいが、すべのスピンドルキャップを

取り替え、それに伴うスピンドルドライバー変

更による多額の経費を考えると現実的には困難

であると思われる。また、全てのスピンドルキ

ャップを取り替えるには時間もかかり、地震等

の災害が近年頻発していることから、早急な対

応が求められる。 

 そこで、スピンドルキャップを変更すること

なく、あらゆるスピンドルキャップに対応した

スピンドルドライバーの開発を検討した。1 本

のスピンドルドライバーで異なる口径及び形状

のスピンドルキャップに対応できれば、全国ど

こでも迅速に火災に対応できることになるとと

もに、消火栓のスピンドルキャップを交換する

ことと比較して、大幅な経費の削減を図ること

ができる。 

 

5. マルチ型スピンドルドライバーの検討 

5.1 市販工具の「ユニバーサルソケット」 

「1 本のスピンドルドライバーで、全てのス

ピンドルキャップに対応できる。」をコンセプト

に検討を実施した結果、「ユニバーサルソケッ

ト」（写真②）という商品に着目した。日本で販

売している「ユニバーサルソケット」は、9 ミ

リから 21 ミリのボルト・ナットや様々な形状の

ネジまたはフック、角が欠けたボルト・ナット

に対応している。海外では、口径 11 ミリから

32 ミリに対応した「ユニバーサルソケット」が

販売されている。 

5.2 検証 

検証内容は、9 ミリから 21 ミリの六角形のボ

ルト・ナットの開閉及び全国に多数存在するス

ピンドルキャップの形状にある三角形、四角形

のボルトを作成して検証を行った。 

5.2.1 9 ミリから 21 ミリの六角形ボルト 

「ユニバーサルソケット」の対応可能用途で 

あり問題なく使用できた。 

5.2.2 三角形、四角形のボルト 

一片 10 ミリで四角形のボルト及び一片 15 ミ

リで三角形のボルトを使用してボルトの締めつ

け及び緩める操作を実施したところ、ボルトを

しっかりと固定でき問題なく使用できた。（写真

③） 

5.3 検証結果 

検証の結果、「ユニバーサルソケット」は、 

商品説明のとおり、様々な形状、口径のボルト

に使用可能であった。この「ユニバーサルソケ

ット」の仕様を踏襲し、その作成技術を応用し

て、マルチ型スピンドルドライバーを作成する

ことができるものと考えらる。 

5.4 課題 

現在生産している「ユニバーサルソケット」 

は、 大で口径 32 ミリのもしか存在せず、スピ

ンドルキャップに対応できていないため、消火

栓を使用しての検証は実施していない。 

調査した結果、スピンドルキャップの 小口

径が 15ミリで 大口径は 50ミリであったため、

この口径に対応した「ユニバーサルソケット」

の試作品を製作して、検証する必要がある。ま

た、繰り返し使用したときの強度についても併

せて検証する必要がある。 

 

6. おわりに 

マルチ型スピンドルドライバーを早期に開

発実用化することにより、懸念されている東

海・東南海・南海地震が発生時には、有効な器

具となり、阪神・淡路大震災以来の、消防にと

っての課題が一つ解決されることになる。この

ような大震災において浮き彫りとなった課題を

一つ一つ解決していくことが、次に発生する災

害に的確かつ迅速に対応するための手段であり、

多くの国民の生命、身体、財産を守ることに繋

がっていくと考える。 
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写真①【市販のマルチ開栓キー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真②【市販のユニバーサルソケット】 

   （9 ミリから 21 ミリ対応用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真③【ユニバーサルソケット検証】 
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［セッション 3］ 
 
 一般発表 

漏油対処資器材の開発について 
 

大垣消防組合 中消防署 南分署 
小島隆宏 

 
1. はじめに 

 河川や水路での漏油事案で、現在使用してい

る漏油対処資器材は高価で設置にも時間を要す

る。そこで、安価で且つ短時間に設定でき、油

の吸着効果及びせき止め効果も大きく、さらに

は水面水位の変動に対応できるものとして角材

を使用した漏油対処資器材を開発した。 

 
2. 大垣消防組合管内の概要 

当消防組合管内は岐阜県の大垣市、安八郡神

戸町、安八郡安八町、安八郡輪之内町、揖斐郡

池田町の 1 市 4 町からなり人口：227,524 人（住

民基本台帳人口）、世帯数：83,953 世帯（住民

基本台帳世帯）、面積：181.24km2（平成 25 年

6 月 30 日現在）で、濃尾平野北西部に位置して

いる。また、木曽三川をはじめ大小河川による

水との戦いの長い歴史を通じて、集落を単位と

して周囲を堤防で囲い（輪中）、河川からの浸水

を防ぐ特有の輪中地帯を形成している。 

当消防組合管内の地域は揖斐川とその支流

である牧田川、相川、平野井川などが市域の外

周部を流れ、杭瀬川、大谷川、水門川などの一

級河川が貫流している。これらの河川に通じる

水路によって、市内に降った雨の内水排除はさ

れているが、幹線排水路のほとんどは河川の水

位上昇に伴い、自然排水が出来なくなり機械排

水に頼らなければならない。その水路は家々の

間を通っており、地域によっては家の四面を通

っているケースも少なくない。 

また、当消防組合管内の産業の特徴として、

化学工場等、油を使用する工場が多く、それら

の工場の脇を通る水路から流出した油が民家の

脇を通る水路に繋がっており、工場等から漏油

するという事案が多数発生している。 

 
3. 現在使用している漏油対処資器材 

3.1 マットタイプ、チューブタイプの 2 種類 

マットタイプ縦 500mm 横 500mm 厚さ 5mm

価格は 1 枚 150 円 

（図 1） 

チューブタイプ長さ 900mm 直径 80mm 価格

は 1 本 700 円である。

 

（図 2） 
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3.2 漏油対処資器材の準備 

現在はこれら 2 種類の漏油対処資器材を組み

合わせ、連結させたものを使用している。図 3

のようにチューブタイプの漏油対処資器材同士

の端と端の紐を結び連結させる。その連結させ

たチューブタイプにマットタイプを巻きつける。

巻きつけたあとは PP 紐で結着し、使い捨てで

ある。 

（図 3） 

3.3 設定方法 

従来、設定は図 3 の漏油対処資器材の両末端

にロープを結着し河川や水路の幅員に長さを調

整する。固定できる地物、若しくは杭を使用し

流されないように設定する。しかし、この方法

では川の水位が下がった際に両末端を結着し固

定しているため、漏油対処資器材と水面の間に

隙間ができてしまい、油の吸着及びせき止めが

対処できない部分が出てくる。 

3.4 水位の断面図 

図 4 と図 5 は水位の断面図である。図 4 は漏

油対処資器材を設定した時の水位の断面図であ

る。川幅の端から端まで漏油対処資器材が水面

を覆っている。 

これに対し、図 5 は漏油対処資器材を設定し

たあと水位が下がった状態の断面図である。壁

から近いところは水位が下がることによって水

面と漏油対処資器材との間に空間ができてしま

い油が流出してしまう。このように現在の漏油

対処資器材では対処しきれないところがある。 

（図 4） 

 

（図 5） 

4. 角材を利用した漏油対処資器材 

4.1 角材を利用し、漏油対処資器材の準備する 

 1 本あたり長さ 2m、40mm×40mm の角材に

図 1 のマットタイプの漏油対処資器材を巻きつ

け、PP 紐で結着する。その際、マットタイプ

の漏油対処資器材を半分に切り、長方形にして

巻きつけ、効果的に使いコストを削減する。図

6 は角材にマットタイプを巻きつけたもので、

出動時すぐに車載できる長さとして 2m と 4m

の 2 つの長さを準備している。 

連結した漏油

対処資器材 

連結した漏油

対処資器材 
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（図 6） 

4.2 設定方法 

河川、水路の幅員を見てサイズを選択し、ロ

ープまたは PP 紐を角材の先端付近に巻きつけ、

流されないように設定する。角材の末端が土手

等と密着し、水面に流れてくる油をせき止め、

吸着をする（図 7）。 

（図 7） 

4.3 検証 

実際に籾殻を油に見立てて流してみた。 

図 8 の 3 枚の写真は油が流れて、漏油対処資器

材でせき止めしている状況である。水路幅員

1.7m、漏油対処資器材は 2m のものを使用。籾

殻が上流から下流へ流れ、漏油対処資器材の場

所でしっかりとせき止められている様子がわか

る。水位が変動しても角材なので同じように変

動し、水面に浮いてせき止めする。 

 

 

 
（図 8） 
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4.4 川幅が広い場合の設定方法 

川幅が 3.5m 以上 8m 未満の場合は、図 9 の

ように 2 本の角材を使用して片方を蝶番等で止

め、v 字若しくは y 字になるように取りつけ、

ロープまたは PP 紐で角材の中央付近に結着し、

流れの作用で止まるようして交差させて設定す

る。 

 
（図 9） 

5. 従来の使用資器材との比較 

5.1 従来の漏油対処資器材（図 10） 

・漏油対処資器材（チューブ） 

・漏油対処資器材（マットタイプ） 

・ロープ 

・PP 紐 

・鉄杭 

・番線 

5.2 角材を使用した漏油対処資器材 

・漏油対処資器材（マットタイプ） 

・ロープ 

・PP 紐 

・垂木 2m 

・垂木 4m 

・（蝶番等） 

 
（図 10） 

5.3 従来の漏油対処資器材と今回考案の漏油

対処資器材を比較する。 

同じ隊員数、同じ水路幅で、従来のものと角

材を使用したものとで検証を実施したところ、

従来の漏油対処資器材より短時間で設定ができ、

油の吸着効果及びせき止め効果も多かった。 

 結果、角材を再利用し使用マットを半分にす

ることで、従来の漏油対処資器材よりもコスト

削減になる。せき止め効果も高く簡単に設定で

き、時間も短縮できるため作業効率が良くなり、

トータルでかなりの費用対効果が得られる。 

 
6. 最後に 

今回の方法は当消防組合で考案したもので

あり、各消防本部によって別種の資器材やそれ

ぞれ異なる設定方法があると思う。利便性の高

い新しい資器材を使用することも必要だが、従

来からある漏油対処資器材に加え、垂木等の角

材を利用し 5R（リサイクル、リユース、リデ

ュース、リフューズ、リペア）をモットーに現

代にフィットさせていく必要がある。様々な考

え方があると思われるが、今回提案させていた

だいたのは一例で、他により良い方法があれば

参考にしていきたい。 

 
（小島隆宏 岐阜県大垣市横曽根 4 丁目 35 番地 大垣消防組合中消防署南分署 

TEL: 0584-89-2022）
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［展示発表 2］ 

 

 一般発表 

消防ホース結合回転金具の考案について 
 

四街道市消防本部 

安原秀明、加藤善之、髙梨光彦、宮澤雅史、飯髙直人 
 

1. はじめに 

近年における災害形態は、複雑大規模化の一

途を辿り、過去に例のない特異な災害も発生し

ている。 

また、自然災害は、地球温暖化を要因とした

災害が増加する傾向にあり、気象情報、災害予

測を上回り、大規模な被害を与え、自然の猛威

を感じさせる災害が全国各地で発生している。 

このような状況において、災害に対応するべ

く最新鋭の消防機器が開発改良され、災害現場

に投じられているが、実際に現場で活動してい

る消防職員は、高齢化と若年化の二極化が進む

とともに、活動が長時間に及ぶなど、負担は増

大しているのが現状で、活動性の改善が一層望

まれるところである。 

 

2. 考案の概要 

 マチノ式結合金具に自在に回転する金具を付

加し、消防用ホース（以下、「ホース」という。）

通水時における“よじれ”を解消する。また、

ホースの“よじれ”による“瘤”を防止し、通

水の確保及び放水員の注水姿勢を安定させるも

のである。 

 以下、よれ・よじれ・瘤を表現する際の表記

を“キンク”（kink）として表す。 

 

3. 結合金具 

 結合金具に接続する消防用接続器具は、結合

金具に接続する消防用接続器具の構造、性能等

に係る技術基準（平成 5 年 6 月 30 日消防消第

98 号、消防予第 197 号）に定められている。結

合金具に接続する消防用接続器具（以下、「消防

用接続器具」という。）は、結合金具（ホース又

は消防用吸管に使用する結合金具をいう。）に連

結して使用する消防用器具である。消防用接続

器具の種類として、管そう、スムースノズル、

噴霧ノズル、媒介金具及びスタンドパイプがあ

る。これらは、結合金具に接続するための差し

口又は受け口を有し、構造は、「ホースに使用す

る差込式の結合金具」又は「ホース又は消防用

吸管に使用するねじ式の結合金具」の技術上の

規格に適合する差し口若しくは受け口になって

いる。 

 このことから結合金具は、規格に準じた構造

が確立されているため、普遍の原理であること

から結合金具としての構造を維持しながらも機

能的な構造を付加することにした。 

 

4. 火災防ぎょにおいて 

火災防ぎょにおいて、筒先、ホースは、切り

離すことができない一対の器具である。国内に

おいて筒先（以下、「管そう」という。）は、古

来ストレート型が一般的で、今なお第一線で使

用され、消防操法では欠くことのできない放水

器具である。そのストレート型も時代とともに

変化を遂げ、外部形状が「“へ”の字」型をした

無反動管そうが普及し、放水反動力の低減が図

られるなど、機能性、活動性の向上が図られて

きた。 

当市では、独自に改良が図られた“特殊噴霧

ノズル付き”への字型無反動管そうが現場活動

における主軸を担ってきたが、欧米型消防戦術
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で確立されているガンタイプノズル（以下、「ガ

ンノズル」という。）の整備が進められ、全消火

隊に配備されている。 

現在では、当市の考案で製品化にまで至った

低反動力型ガンタイプノズル（以下、「低反ガン

ノズル」という。）を順次配備している。 

 一方で、ホースについては、外筒（ジャケッ

ト）の構造（織り方や材質）、耐摩耗性の強化な

どが図られ性能面の進歩は認められるが、活動

面での大きな変化は認められない状況である。

この状況下で、火災現場で使用されるホースの

口径は、呼称 50mm、65mm（以下、「50 ホース」、

「65 ホース」という。）に加えて呼称 40mm の

ホースが活動面における優位性から脚光を浴び、

導入展開される状況が窺える。 

 

 

写真 1 当市が考案した低反ガンノズル 

 

 

写真 2 低反ガンノズル注水姿勢 

 

5. 呼称 40mm ホースについて 

 呼称 40mm ホース（以下、「40 ホース」とい

う。）は、先進的な火災防ぎょ戦術の研究を進め

ている消防機関をはじめ、今や全国各地で導入

が進められている。この背景には、ガンノズル

の普及が関係しているものと考察され、今後も

導入展開されるホースであると思慮される。 

 

6. 放水器具の現状 

6.1 ガンタイプノズルの普及 

ガンタイプノズル（以下、「ガンノズル」と

いう。）は、ノズルの先端からホース結合部まで

一体形成で構成され、軽量コンパクトかつ手元

で流量調整ができるなど機能も多彩で、何より

操作機能が集約されていることから、全体的な

バランスに優れている。しかしながら、発祥の

地である欧米の消防隊員と日本の消防隊員では、

体格的な身体条件が異なることや従来のストレ

ート管そうにおける注水姿勢が身に付いている

ことなどが要因となり、ガンノズルの有効性を

発揮できない実態がある。また、ガンノズルに

口径の太いホースを結合して消火活動に従事し

た場合は、放水反動力に耐え凌がなくてはなら

ず、注水部署位置を前後左右に移動することは

容易なことではない。 

 

6.2 40 ホースの課題 

 ガンノズルを有機的な活動に結びつけるため

検証されたのが、40 ホースである。以前は、一

般的な認識としてホース耐圧の不足、通水流量

の不足、水流摩擦損失、外筒の耐摩耗性などが

不安視されるとともに、消防人としてプロの扱

うホースが小口径とはいかないような風潮から

懸念されていたように思慮される。 

しかし今日では、消防用ホースメーカーの技

術革新によって、性能面の向上が図られ、これ

まで不安視されていた部分が大幅に解消されて

いる。これまで不安視していた部分を短所とし

て捉えるならば、長所いわゆる優位性が際立つ
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ようになったからである。ホース耐圧について

は、2.0Mpa を満たすようになり、通水流量及び

水流摩擦損失については内張り（ライニング）

の改良が図られ、外筒の耐摩耗性については、

ホースジャケットを二重構造にしたダブルジャ

ケットに進化するなど、消防活動に即したもの

に進化している。 

 

6.3 40 ホースの優位性 

これまでは、40 ホースの性能面での優位性を

示したが、我々が更に求めるべきことは活動性

が 40 ホースを活用することで優位であるか否

かである。 

現在の火災防ぎょ戦術は、消火活動に伴う消

火水損害（以下、「水損」という。）も問題視さ

れる状況にあることから、迅速に火点を特定し、

最少の消火水によって効果的な消火活動が求め

られている。しかしながら、現場では活動して

いる消防職員の高齢化と若年化の二極化した現

状にあり、技術の伝承・継承とは言いながらも

時を待たずして発生する災害に対して隊員個々

の負担、不安は増大している。 

このような状況において、40 ホースは隊員の

体力的な負担、経験不足からなる不安を軽減す

る一助を担うことができる。 

これまでの 50 ホース、65 ホースでは、ホー

ス乾燥重量及び充水量を含めて約 45kg から

75kg であったのに対して、40 ホースは、ホース

乾燥重量及び充水量を含めて約 30kg である。50

ホース、65 ホースでは、40 ホースと比較して

1.5 倍から 2.5 倍の重量に至ることになる。ホー

ス重量が全てではないが、注水時における移動

（体力的な負担）及び注水ポイントを的確に見

極め継続（経験不足からなる不安）するために

誰もが苦労した経験があるはずである。 

40 ホースは、軽量であることから火災現場に

おいて機動性のある消火活動を展開することが

でき、放水反動力に対する安全管理上の問題に

おいても 1 人保持を可能にするなど、その優位

性は他口径のホースと比較して歴然たる差があ

ることは事実である。 

 

7. 結合金具の考案にあたり 

7.1 考案に至った経緯 

ホースは、内面を樹脂のライニング、外面は

繊維を平織りや綾織りで編んだジャケットで構

成されている。このような構造から通水し使用

圧を加えた場合に、“キンク”が生じることにな

り、通常の使用において通水中に 1 本あたり 2

回転から 3 回転の“キンク”が生じるとされて

いる。また、構造以外にもホース延長時におい

て“キンク”が生じてしまうことが多々ある。 

このことからキンクによる通水障害、キンク

が解消する際に生じるホース及び管そうの動揺

を軽減するため、考案に至ったものである。 

 

7.2 主眼 

 結合金具を考案するにあたり、本来の機能を

損なうことなく、これまでの取扱いに遜色なく

自然に馴染むことができることを主眼とした。

消火活動は、火災の種別や規模によって様々な

戦術が取られる。戦術を限定されることなく、

あらゆる条件化において適切に対応することが

できるものでなければならない。このことから、

シンプルに最小限の改良で効果が得られるよう

に行なった。 

 

7.3 ホースに生じるキンクの影響 

 ホースに生じるキンクは、ホース内の充水に

合わせて元から先へと順を追うように回転し、

最終的に管そう結合部まで至ることになる。こ

のキンクが元から先へと順を追うように伝わら

ず解消されない場合は、大きく捩れて通水障害

を発生させることになる。 

 管そう結合部まで至ったキンクが回転して解

消する際は、管そうが大きく振られることにな

り、注水姿勢が不安定になる。 
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7.4 ホースに生じるキンクの再現検証 

 ホースに生じるキンクを再現するため、65 ホ

ース（長さ 20m）を一重巻きにして、ホースの

中心軸からマチノ式差し口（以下、「オス金具」、

受け口を「メス金具」という。）を取り出して直

線状に延長する。当然のことながら、キンクが

無数に生じることになる。この状態のホースに

無反動管そうを結合して消防ポンプ自動車（以

下、「消防車」という。）から 0.3Mpa で送水し、

ホースに通水を開始する。なお、差込式結合金

具は、マチノ式を使用して検証する。 

 ホースに通水を開始し充水と同時に、キンク

は元から先へと時計回り（右回転）に順を追っ

て回転をはじめ、次第にキンクは締め付けられ

るようになる。オス金具の結合部では、回転に

よる動揺が感じられるようになる。 

 

 

写真 3 キンクが無数に生じたホース 

 

 

写真 4 通水を開始する 

 

 

写真 5 キンクは順次回転し管そう側に至る 

 

 

写真 6 キンクの間隔が徐々に狭まる 

 

 

写真 7 キンクが次第に締め付けられる 
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写真 8 キンクが締め付けられ完全に瘤の状態 

通水障害になり放水できない 

 

写真 9 瘤の状態 

 

7.5 検証結果 

 ホースが充水されることで、キンクは順次元

から先へと回転して行き、次第に締め付けが激

しくなり、ホースの通称“はかま”部分で締め

込まれ、これより先に進むことはない。同様の

実証を繰り返し行なったが、結果は同様であっ

た。また、送水圧力を 1.0Mpa まで変動させ行

なったが、オス金具の結合部では、回転による

動揺が極めて大きく危険な状態であり、“はか

ま”部分で締め込まれた際の衝撃は凄まじいも

のであった。 

 

8. 結合回転金具 

8.1 結合回転金具とは 

 結合回転金具（以下、「回転金具」という。）

は、オス金具の構造及び機能に改良を加えるの

ではなく、差込部と外面装着部（たけのこ式）

の間に自在回転継手（スイベル）を設けたもの

である。差込部・自在回転継手部・外面装着部

を一体にした構造で、可能な限りシンプルなも

のとして、重量感を伴うことなく、これまでの

結合金具と同様の取扱い感を重視したものであ

る。 

 考案した当初は、オス金具及びメス金具の両

方に自在回転継手を設けることを計画したが、

ホースを複数本延長した際に一方が固定状態で

あることによりキンクが効率よく解消され、更

なるキンクの発生を防止することができるため、

検証から得られたオス金具側のみとした。 

 

8.2 回転金具の効果 

 回転金具は、写真 10、写真 11 の赤印及び青

印に示すとおり、自在に回転することができる。

ホース側に位置する赤印、オス金具側に位置す

る青印が互いにキンクを解消するため効率よく

回転する。 

 これまでは、ホースが充水され、オス金具を

通じて管そうのメス金具（受け口）まで満たさ

れると、メス金具ゴムパッキンのリブがオス金

具の先端部と密着して気密を確保していたため、

この状態に至るとキンクを解消することはでき

ず、ホースが回転できないため、最終的に瘤と

なっていたものである。また、瘤に至らなくと

も、ホースの回転に際して、注水姿勢を乱す動

揺が生じていたものである。 

 

 
写真 10 回転金具 回転状況を識別するため

赤印及び青印を付す 
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写真 11 オス金具側を 45 度回転させる 

 

 

写真 12 回転金具内面 

 

8.3 回転金具の構造 

 回転金具は、金具全型をアルミニウム製とし

て軽量化し、自在回転継手部をベアリング及び

ゴムパッキンで構成する構造である。回転金具

は、ホース耐圧に準じる必要があることから、

自在回転継手部からの漏水は許されない。この

ことから、ベアリング及びゴムパッキンの耐圧

力性能及び耐久性を考慮して部材を決定した。

また、自在回転継手部のベアリング及びゴムパ

ッキンは、キンクを効率よく解消するため、滑

らかに回転するよう追求した。 

 

8.4 試作品の評価 

 回転金具を 2 社に試作させ、当市において試

作品の検証を行なった。その結果、B 社の試作

品は、通水及び自在回転継手部に繰り返し回転

負荷を与えて耐久試験を行なったが異常は認め

られなかった。しかしながら、A 社の試作品は、

B 社と同様の耐久試験を行なった結果、表 1 の

とおりであった。表 1 中に示す漏油の項目につ

いては、ベアリングに塗布されているグリスが

回転動作を繰り返したことによって軸封部から

滲み出たもので、耐久性に課題を残す結果とな

った。この結果から当市では、B 社の試作品を

採用することにした。以降、B 社の試作品を正

規品として用いて説明する。 

 なお、A 社の試作品について検証を継続した

が、状態が悪化する一方で消防活動に適さない

ものであると判断した。 

 

表 1 検証結果 

 
 

8.5 ホースに生じるキンクの再現検証 

 回転金具を備えたホースに生じるキンクを再

現するため、7.4 で示した方法で同様の検証を

行なう。無反動管そうを結合した後に、消防車

から 0.3Mpa で送水し、ホースに通水を開始す

る。 

 ホースに通水を開始し充水と同時に、キンク

は元から先へと時計回り（右回転）に順を追っ

て回転をはじめ、次第にキンクは回転金具に到

達し、回転金具がスムーズに回転してキンクを

解消した。オス金具の結合部では、回転による

動作は感じられるが、注水姿勢を乱すような動

揺は感じられず、安定した注水を行なうことが

できた。 

 写真 24 から 31 は、消防車から 1.0Mpa で送

水し、ホースに通水を開始して検証を行った。 

 消防車から 1.0Mpa での送水では、通水が速

まるため、キンクを解消するための回転も速ま

ることが確認された。 
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写真 13 回転金具を備えたホース 

検証のため無数のキンクを生じさせ

る 

 

 

写真 14 ホース元から先のキンク状態 

 

 

 

写真 15 キンクは一定間隔である 

 

写真 16 通水を開始する 

 

 

 

 

写真 17 キンクは順次回転し管そう側に至る 

     安定した回転が継続する 

 

 

写真 18 キンクの間隔が狭まることなく締め

付けもない 
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写真 19 キンクが解消しながら充水される 

 

 

 

写真 20 注水姿勢を乱すことはない 

 

 

 

 

写真 21 キンクを解消して通水する 

 

 

写真 22 無数のキンクが完全に解消され安定

した放水が行える 

 

 

写真 23 回転金具を備えたホース 

無数のキンクが生じたホースに消防

車から 1.0Mpa で送水する 

 

 

写真 24 消防車から送水を開始するとキンク

を解消するため回転が速まる 
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写真 25 キンクは順次回転し管そう側に至る 

 

 

 

写真 26 一時的にキンクが締め付けられるが

回転することで順次解消される 

     この状況においても注水姿勢を乱す

ことはなく安定した姿勢を保つこと

ができる 

 

 

写真 27 ホースは一時的に締め付けられたが

充水とともに解消する 

 

 

写真 28 回転金具はスムーズな動きにより放

水員に動揺を与えることはない 

 

 

写真 29 回転金具により締め付けは解消され

通水障害を伴うことなく充水される 

 

 

 

 

 

写真 30 回転金具で解消される 
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写真 31 無数のキンクが完全に解消され安定

した放水が行える 

 
写真 32 回転金具を備えたホース 

 

8.6 検証から得られたこと 

 ホースに生じたキンクは、回転金具によって

解消され、通水障害に至るような瘤を形成させ

ることはなかった。消防車からの送水圧力に応

じて、回転金具の回転は速くなり、一時的にホ

ースを締め付けるようになるが、回転金具は安

定した動作を示すため、次第に解消して通水さ

せることができた。 

 放水員は、注水姿勢を乱すことなく、安定し

た姿勢を保つことができ、回転金具の動作によ

る動揺を最大限抑えることができた。 

 

9. 総括 

9.1 活用について 

 回転金具は、40 ホース、50 ホース、65 ホー

スの規格に対応できるよう構造及び性能を同一

条件にして考案したもので、主として使用して

いる 3 種類の規格に対応したものにした。災害

現場で使用するホースに対応しているため、ベ

テラン隊員については、活動性の向上及び負担

の軽減として活用し、新人隊員については、経

験不足を補いホースの取扱いを補助することが

できるものである。 

火災現場において、ホースを延長し管そうか

ら放水をして消火活動に従事することは、今後

も普遍である。このことから、ベテランから新

人まで、活動性の向上及び体力的、経験不足か

らなる負担を軽減することで、更に消防活動を

多角的に展開することが可能になる。 

 

9.2 おわりに 

消防活動は、常に危険を強いられる場面にお

いて、迅速性、確実性など、要求は多肢に及ぶ

ことになる。その中でも火災現場では、ホース

延長から通水、そして放水は消火活動の主体で、

基本的なことではあるが、基本を誤るとその後

に及ぼす影響は多大なものになる。 

このことから、ホース延長、そして通水まで

を回転金具によって安定して行えるようになる

ことは、消防活動の際に生じる危険要素を抑制

排除することに繋がるものと思慮される。 

この回転金具によって、消防活動の一助を担

うことができれば幸いである。 

 

図 1 図面 

 

（髙梨光彦 千葉県四街道市鹿渡 934-26 

TEL: 043-422-2494 

E-mail: yshobosho@city.yotsukaido.chiba.jp） 
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［展示発表 2］ 
 

 一般発表 

水難救助現場で、要救助者が浮いて救助を待つための 
補助浮力を得ることができる器具の開発について 

 

大垣消防組合 北部消防署 

水谷佑典 
 

1. はじめに 

 大垣消防組合消防本部では、教育委員会の協

力を得て、小学校の授業に着衣泳の授業をとり

入れ、着衣泳の指導をしています。実際に指導

を行う中で、ペットボトルのような補助浮力を

利用すると多くの小学生がすぐに浮き身の姿勢

がとれ、もし溺れた時に対応する術を体得する

ことができました。 

 また、様々な物が補助浮力として利用できま

す。ランドセルやリュックサックなども有効な

補助浮力になりますが、浮き身の姿勢をとるに

は、背負っているランドセルやリュックサック

を前向きにする必要があります。溺れている状

態で、背負いなおすのは困難です。そこで簡単

に持ち歩けて、ランドセルやリュックサックに

取り付けることができ、補助浮力が得られるも

のが必要と考え、普段から持ち歩いている防犯

ブザーと小型で軽量なシリコンカップを使用し

た一体型の器具を開発しました。 

 

2. 概要 

 この器具は、市販されている防水防犯ブザー

のピンを外すと音がなるタイプを使用します。 

 

 

 

 

図 1 防水防犯ブザー 

 

 いざという時にピンを抜くと音が鳴り響きま

す。防犯ブザーのピンを抜くために短い紐が付

いており、紐を取り外してピンに付属している

リングに浮力体を縛って使います。 

 

図 2 防水防犯ブザーのピン部分 

 

 折りたたみ式のシリコンカップを互い違いに

シリコン専用ボンドで接着します。また両端に

はシリコンカップに付属しているプラスチック

製の蓋を使用します。シリコンカップをつけた

だけでは中に空気が充満しないのでシリコンカ

ップの底に穴を開け空気の通り道を作ります。 

ピン部分 
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図 3 折りたたみ式のシリコンカップ 

 

 

図 4 シリコンカップに穴を開ける 

 

 

図 5 シリコンカップの接着方法 

 

 穴に凧紐を通して、シリコンカップから凧紐

が出るようにし、防水防犯ブザーに取り付けま

す。 

 

図 6 凧紐を取り付ける様子 

 

 シリコンカップの先端から凧紐で固定できる

ようにシリコン樹脂で固定します。 

 

図 7 シリコン樹脂で固定した様子 

 

 反対側には空気が漏れないようにするため、

逆止弁（耳栓を加工したもの）を取り付けます。 

 

図 8 逆止弁の作り方 

 

シリコン樹脂  
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図 9 逆止弁の様子 

 

 シリコンカップを伸ばせば凧紐が張り穴に逆

止弁が入り、シリコンカップに外から水が入ら

ず、中の空気が漏れることはありません。 

 

図 10 伸ばして逆止弁が働く様子 

 

 浮力体として合計 8 つのシリコンカップを使

用するので、重みでシリコンカップが伸びてし

まうため、収納ケース（ドリンクケースを加工

したもの）を使用します。 

 

図 11 浮力体を収納するケース 

 

 収納ケースの口を開き、シリコンカップの先

端を引っ張ると浮力体がでるようにします。 

 

図 12 浮力体を取り出す様子 

 

 防水防犯ブザーを鳴らすために、ピンに取り

付けてあった紐を取り外して、紐を防水防犯ブ

ザーと浮力体に取り付けることにより要救助者

がバランスを崩して浮力体を放しても無くなら

ないようにします。 

 

図 13 外した紐の取り付け方法 

 

着衣泳では、声を出して助けを呼ぶと肺の空

気が無くなり、沈んでしまうので、声を出さず

にじっと助けがくるまで浮いていなければいけ

ないため、近くに誰もいない場合、自分が溺れ

ているのを周囲に知らせるためにも、防水防犯

ブザー一体型の補助浮力は非常に有効です。ま

たシリコンカップは、1 つ 130mℓの容量があり

ます。合計８つ使用するので 1,040ｍℓの容量に

なり、ペットボトル 1,000ｍℓと同等の浮力が得

られます。 

 

3. 使用方法 

 この器具は、リュックサックやランドセルに

取り付けます。 
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図 14 取り付けた様子 

 

 防水防犯ブザーとして使用するなら浮力体が

収納してある収納ケースを引けば音が鳴り響き

ます。 

 

図 15 ケースを引く様子 

 

 水難事故に遇った場合は、収納ケースの口を

開きます。 

 

図 16 ケースの口を開く様子 

 

 開いたら浮力体の先端を引っ張ります。 

 

図 17 浮力体を引っ張る様子 

 

 引っ張ると抵抗がかかり防水防犯ブザーのピ

ンが外れて音が鳴り響きます。 

 

図 18 ピンが外れる様子 

 

 浮力体の先端を引いて、救助隊が助けにくる

まで浮いて待ちます。 

 

図 19 浮いて救助を待つ様子 

 

4. 検証結果 

 リュックサックを使用するとバランスが悪く

浮いて待つには、体力を消耗しやすい。この器

具を使用することにより、バランスが取りやす

くなった。また防水防犯ブザーと一体にしたこ
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とにより約 50ⅿ先まで異変を知らせることが

可能である。 

 

図 20 リュックサックのみで浮き身の姿勢 

 

 

図 21 浮力体を使用した浮き身の姿勢 

 

5. 器具の仕様 

仕様 個数 

防水防犯ブザー １個 

折りたたみ式シリコンカップ ８個 

凧紐 適量 

耳栓 ２個 

シリコン樹脂 適量 

シリコン専用ボンド 適量 

小カラビナ １個 

収納ケース １個 

 

6. 終わりに 

 東日本大震災では、多くの人が命を落とされ

ました。「どうしたら助かったのか。どうしたら

助けられたのか。」と調べているうちに、助かっ

た方の中に「指導を受けた着衣泳を思い出し助

かった。」という記事を読みました。 

 これまで多くの諸先輩方の努力により、救助

の技術や装備などは飛躍的に向上しています。

また、国内外で充実した水難救助テキストも発

行され、それにより確かに救助成功例が増えて

きました。しかし、水難救助現場では救助隊の

技術は勿論のこと、要救助者側の技術（すなわ

ち着衣泳）、両輪が働かなければ生還が期待でき

ないと感じています。 

 水難救助隊が現場に行くと要救助者は既に沈

んでいることが多く、水難救助訓練も沈んだ要

救助者を引き揚げる訓練が中心になってしまい

ます。要救助者が助かるためには、要救助者が

浮き、呼吸を確保しながら救助を待たなければ

いけません。「浮いて待っていれば、きっと消防

士が助けにくる。」そんな信頼を要救助者が我々

に寄せ、救助を待っている間の不安を少しでも

とり除いてもらうためには、要救助者が体得す

べき技術と知るべき知識をしっかり伝え、着衣

泳を救助する側の消防が普及させることが大切

です。このような補助浮力を普段から持ち歩い

てもらうことで、「予防救助」になり、水難事故

の撲滅に繋がると思います。 

 

 

 

（水谷佑典 TEL: 0585-45-3733） 
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［展示発表 2］ 

 

 一般発表 

延焼防止装置の開発に関する研究 

 

北九州市消防局小倉北消防署予防課・警防課 

鶴留隆馬、永田悠樹、村山洋一、瀬間康浩、小路達文 

 

1. はじめに 

 消防組織法で定められた消防の任務である国

民の生命、身体及び財産を火災から保護するこ

とを遂行するため延焼防止装置を開発して、隣

棟建物への延焼を防止し、損害額及び焼損面積

を減少させることを目的に研究を進めた。 

 

2. 実態調査 

2.1 延焼防止に関する法規制 

 民法上、失火による財産損傷への損害責任は、

いわゆる失火責任法により免れるが、刑法上、

失火により他人の所有する建築物等を焼損した

者には刑が科せられることになっている。 

 従って、建物火災が発生した際は、他人の所

有する建築物への延焼を及ぼすようなことがあ

ってはならない。 

 しかし、建築基準法においては、市街地にお

ける火災危険、すなわち隣棟への延焼防止に関

する基準は防火地域及び準防火地域に対しての

み存在し、その他の地域では、全く制約がない。  

2.2 法規制の細目 

・外壁が木造であり、開口部が普通ガラスで 

ある建築物は、敷地内境界線から、3m 後退 

して建てなければならない。 

・外壁を防火構造とし、開口部を防火戸にし 

た建築物は、敷地境界線から、0.5ｍ後退 

して建てなければならない。 

2.3 受熱側危険限界距離 

・標準的な木造住宅においては、隣接する建物

に延焼を及ぼさないためには、隣棟間距離が

12m～24m 必要である。 

2.4 木造建物火災の延焼について 

 木材を除々に過熱していくと次第に水分が蒸

発して乾燥状態になる。その後、約 180℃を超

えると木材成分の熱分解が始まり、可燃性ガス

を放出し始める。温度が 250℃程度に達した状

態で、火源を近づけると引火する。さらに 450℃

に達すると、火源が無くても自然発火する。木

造建物火災での燃焼温度は約 1,200℃に達し、

3m 離れた隣棟が受ける温度は約 840℃である。

いかにして隣棟建物が受ける熱を引火する

250℃以下にするかが課題である。 

2.5 引火防止網 

 危険物施設で引火を防ぐため多く用いられ、

メッシュのため空気も水も通す。 

 材質はステンレスが多く、ステンレスの融点

は約 1,400℃～1,500℃であり、熱伝導率は 16.7W

／（m・k）である。熱拡散率は 4.07 ㎡／s と他

の金属と比べ蓄熱しやすい。 

 

3. コンロを使用した燃焼実験 

3.1 実験方法 

・コンロで引火防止網を 5 分間熱し、温度上昇

測定をした。 

3.2 実験結果 

・引火防止網を使用しなかった場合、5 分で火

源からの距離（真上）20cm で、最高 335℃ま

で上昇した。一方、引火防止網を使用した場

合、同条件で 65℃まで上昇した。また、水平

距離 10cm 離した条件では、最高 37℃まで上

昇した。 

・引火防止網を使用しない場合と使用した場合
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では 270℃の温度差が見られ、引火防止網が

熱を吸収し、温度上昇を抑えることが実証で

きた。（写真№１参照） 

3.3 天ぷら油火災を想定した実験 

・天ぷら油を着火するまで過熱し、引火防止網

を鍋の上に被せ、天ぷら油火災の発展状況に

ついて実験を行った。 

3.4 実験結果 

・引火防止網の上でも有炎現象を確認した。 

・天ぷら油火災を想定した実験では、可燃と性

ガスが引火防止網を通過し、着火したものと

考えられ、天ぷら油火災には有効性がないこ

とが確認された。（写真№2 参照） 

 

4. 模擬燃焼棟を使用した燃焼実験 

4.1 実験方法 

・模擬燃焼棟を使用した燃焼実験は赤外線サー

モグラフィーを使って温度分布を測定した。 

・建物西側開口部については、引火防止網を開

口部に直接設置し、南側については 50cm 離

し、設置した。 

4.2 実験結果 

4.2.1 建物西側の状況及び結果 

・可燃性ガスが引火防止網を通過し、引火防止

網の外側で有炎現象が確認された。 

4.2.2 建物南側の状況及び結果 

・最高温度が引火防止網の内側 5cm（建物側側、

引火防止網無し）では約 1,000℃で引火防止

網の外側 5cm では約 360℃、外側 50cm では

約 110℃であった。 

・引火防止網の外側での有炎現象は見られなか

った。 

4.3 結論 

・引火防止網を直接壁面に設置した場合天ぷら

油火災の実験結果同様に引火防止網を可燃性

ガスが通過し、有炎現象が確認され、有効性

がないことが確認された。 

・建物から 50cm 離して、引火防止網を設置す

れば、火災の最盛期でも引火防止網が熱を吸

収し、温度の上昇を抑えることができる。ま

た、延焼防止効果が期待できることが実証で

きた。（写真№3、4 参照） 

 

5. 放水テスト 

5.1 実験方法 

・元ポンプの圧力 1Mpa で 65mm ホース１本延

し、分岐後 40ｍｍホース１本で毎分 230ℓで放

水テストを実施した。 

・引火防止網有りと無しとでは放水圧力の差異

がどの程度あるか検証する。 

5.1.1 実験結果 

・引火防止網無しの場合は 0.4Mpa の放水圧力

であった。 

・引火防止網有りの場合は 0.3Mpa で引火防止

火防止網無しとの差異は 0.1Mpa であった。 

・放水圧力の減少が 0.1Mpa にとどめられたこ

とから、有効な放水ができることが確認され

た。（写真№5、6 参照） 

 

6. 今後の課題 

 実験から引火防止網（ステンレス）は空気よ

り熱伝導率が高く、熱を吸収しやすく、また、

貯めやすいため、燃焼の三要素である酸素、可

燃物、熱のうち、熱を一時的に蓄熱させ、隣棟

への延焼をおくらせることが分かったが、重量

があり、隊員 1 名で搬送及び設定を行うことは

困難である。 

 しかし、「ネットランチャー」と呼ばれる、防

犯器具、携行型拘束網展開装置が開発されてい

る。また、ステンレスメッシュ製のエプロン及

び手袋も販売されており、これを参考にして、

銃タイプで火炎が噴出している開口部めがけて、

引火防止網を発射して開口部全体を覆い火炎を

押さえて、隣棟建物への延焼防止装置を図る装

置の開発が必須である。（写真№7 参照） 

【写真№1】 
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（引火防止網を使用し、５分間熱した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真№2】 

 

（天ぷら油を着火するまで過熱し、引火防止網を被せた場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 可燃性ガスが引火防止網を通過し、引火防止網の上で炎の上昇が起こった。 

 

 

 

 

 

【写真№3】 

 

引火防止網 

引火防止網 

火炎 
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【写真№4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真№5】 

 

温度測定者 

火炎

引火防止網 

建物 
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【写真№6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真№7】 

 

引火防止網 

引火防止網 
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（鶴留隆馬 〒802-0083 北九州市小倉北区江南町 4 番 16 号 TEL: 093-921-0119 FAX: 093-941-3285） 

出典：日本工機株式会社 
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［展示発表 2］ 

 

 一般発表 

新ガス消火装置を活用した消火方法の開発に関する研究 

 

北九州市小倉北消防署予防課・警防課 

鶴留隆馬、永田悠樹 

 

1. はじめに 

 消防は古くから消防の任務である国民の生命身体

及び財産を火災から保護するために水を使って消火

活動を行ってきた。 

 しかし、電気室、精密機械がある部屋では、水を

使って消火した場合に、活動の危険及び機械の損傷

が考えられるため、水噴霧等消火設備として、ハロ

ン 1301 ガスが多く設置されてきた。しかし、地球温

暖化の問題で、ハロン 1301 ガスの生産が中止された

ことを受け、各企業が新ガスの消火設備を研究及び

開発し、人体に無害で、環境にやさしく、また、資

源にもやさしい新ガスが開発された。 

 この新ガスを使った消火方法を開発することにこ

とにより、危険な活動現場での活用や、耐火建物の

火災による消火損害額及び焼損面積を減少させる。 

 特に、大震災直後では、水不足が懸念されるため、

新ガスを活用した消火方法を考案することが必要だ

と考えられる。 

 

2. 実態調査 

 一般的に燃焼することとは、可燃物、空気（酸素）、

エネルギー（熱、化学反応）が一定の条件で存在し

ている。消火するためには、この 3 つのの要素又は

条件のいずれかを除去すればよい。 

 燃焼の 3 要素のうち、消防は水を使ってエネルギ

ーを奪い、消火活動を行ってきた。つまり、水を使

って、水が気化するときのエネルギー気化熱で火災

の温度を下げていた。 

 しかし、耐火建物の火災では、水を使った消火の

ため、下階への消火損害（以下「水損」という）防

止の問題がたびたび問題になっている。また、消火

時に有毒ガスや熱分解ガスが消防隊員の体を蝕んで

きた。また、消防法第 31条で規定されている「火災

の原因等の調査」の現場は消火活動で汚損されるこ

とがあり、発火源、燃焼経路などの特定に問題が生

じている。 

 水噴霧等消火設備のうち、ガス系の消火設備の多

くは酸素濃度を燃焼下限界の 15%以下にして消火す

るものである。 

 

3. 新ガスについて 

 米国の企業から、HFC-227ea の新ガスが開発され、

日本フェンオール株式会社から販売されている。こ

れは、従来のガスと異なり、ガス自体に消火能力が

あるため、人体に危険な酸素濃度になることは少な

い。 

 酸素欠乏症等防止規則第2条第1項の規定では18%

未満が酸素欠乏状態と規定されているが、この新ガ

スは、酸素濃度が 18～19%までしか下がらず、安全と

いわれている。 

 平成 13 年 3 月 30 日に消防法施行令の一部改正を

受けて、平成 20年 11月ガス系消火設備委員会の「ガ

ス系消火設備等における評価申請のガイドライン」

では、消防法施行令第 32条（以下「特例」という）

を適用して、常時人がいる場所でも設置することが

可能とされている。他にも、特例を適用して常時人

がいる場所でも設置することが出来るとされている

新ガスはあるが、放出後に酸素濃度が 18%以上ある新

ガスはこれ以外無いので、現状ではこれについて検

討する。 
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4. HFC-227ea 

 1992 年に米国で特許登録され、日本では 1995 年に

消防法施行令第 32条を用いて初めて設置された。 

 化学式は、CF3CHFCF3 で分子量は 170.03M であり、

消火原理はハロン 1301 と同じ、燃焼連鎖反応の抑制

である。 

 貯蔵状態は液体で、放出時間は消火システムで異

なるが、約 10 秒である。主管配管は約 150m で高層

ビル 17階まで到達できる。 

 成分にハロンを含んでいるが、大気中に放出して

も、オゾン層の破壊はなく、寿命は 31年である。 

 消炎性能の比較では、消炎濃度が一番低く、少量

で消火できる消火能力を有する。 

 高圧ガス保安法第 17条の 2の規定では、容積 300

㎥以上のガスを貯蔵するときは届出が必要であるが、

HFC-227ea ガスは 9 本（1 本で約 230 ㎡）で 2000 ㎥

の消火能力があり、300㎥以上になる必要がない。ま

た、一般高圧ガス保安規則第 18条第 1項第 2号ホで

消防自動車は貯蔵する基準が免除されている。 

 

5. 活用方法 

 活用方法について以下のように提案する。 

・消防車に新ガス装置を積載し、現場付近まで消防

車で行き、新ガス専用のホースを伸ばす方法又は

現在、呼吸保護具として使用している空気呼吸器

のように隊員が背負う方法で共同住宅等の耐火建

物及び不燃材で囲まれた建物に注入してフラッシ

ュオーバー現象が発生する前に消火する。 

 新ガスの注入時間は約 10 秒で、酸素濃度は 18

パーセント以上のため、たとえ要救助者がいても

生命の危険は少なく、迅速な屋内進入が可能にな

り、要救助者が取り残されていた際に救助が容易

になると考えられる。 

・特別高度工作車の大型ブロアー及び可搬ブロアー

に新ガスホースを接続させ、大型の耐火建物等に

迅速に新ガスを充満させ、消火及び火勢を弱める。

長時間に及ぶと考えられる活動を短縮させ、隊員

の疲労の軽減、損害額及び焼損面積を減少させる

ことが可能だと考えられる。 

 以上のことで、下階への水損が無く、要救助者を

迅速に救助することが可能になり、また、消火時の

有毒な熱分解ガスの発生が少ないため、要救助者及

び消防隊員が安全である。火災調査の発火源及び延

焼経路の特定がより容易になる。 

 

6. 課題 

・費用面では、マンション 1 室の火災で 100 ㎡とし

て高さ2ｍ50cmの建物で試算した際に75万円の費

用が掛かり、費用対効果の面で疑問が生じる。 

・消防車及び隊員にどのようにして新ガス装置を取

り付けるか、また、ホースの積載方法。 

 

 

 

（鶴留隆馬 〒802-0083 北九州市小倉北区 

江南町 4番 16号 

TEL: 093-921-0119 FAX: 093-941-3285） 
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［セッション 4］ 

 

 一般発表 

ベルトコンベアの火災原因調査について 
 

北九州市戸畑消防署警防課 

梅田智之、寺尾浩一、篠原瑞恵、椛山一紀、柳井裕也、松井貴宏 
 

1. はじめに 

この火災は、平成 24 年 7 月、23 時 24 分頃、北

九州市内の事業所において石炭を搬送中のベル

トコンベア施設（長さ 388 メートル、幅 6 メー

トル、※ベルト幅 1.2 メートル、高さ 17 メート

ル）から出火し、稼動休止状態中に延焼拡大、

ベルトコンベアの積荷ゴムベルト 47 メートル、

鉄製ローラー及び石炭粉を焼損したその他の火

災である。 

 この事業所では、平成 12 年・13 年・16 年に

他ベルトコンベア施設で摩擦熱が関係する火災

が発生し、本火災と同じく、積荷ゴムベルト、

鉄製ローラー及び石炭粉等を焼損しているが、

類似火災が多発したことは、企業が社会に与え

る影響は小さくないと判断し、我々は「原因が

特異かつ社会的影響がある火災」と位置付け調

査を行った。 

 

2. ベルトコンベアの代表的な各部の名称と性

能、一般的ベルトコンベアの特性 

2.1 ベルトコンベアの代表的な各部の名称（図

1 参照） 

2.1.1 キャリアローラー→運搬側コンベアベ

ルト（以下「運搬ベルト」という。）を支持する

ローラー（鉄製） 

2.1.2 リターンローラー→戻り側コンベアベ

ルト（以下「戻りベルト」という。）を支持する

ローラー（鉄製） 

2.1.3 自動調芯ローラー→コンベアベルトの

蛇行を補正する。 

2.1.4 ヘッドプーリー及びテールプーリー→

モーター駆動でコンベアベルトの両端に在りキ

ャリアローラー上の運搬ベルト、リターンロー

ラー上の戻りベルトを回転させる。 

2.1.5 ウェイト→コンベアベルトの張力を保 

つ。 

2.1.6 落炭防止板→石炭の落下を防ぐ板で、リ

ターンローラーの下方に設置する。人への石炭

落下防止のため通路上に一部設置している。 

2.1.7 シュート→落差のあるコンベアベルト

同士を箱型の筒で繋ぎ、中を石炭が落下する。

湿度に影響され、詰まりを起こすことがある。 

2.1.8 炭槽→石炭を溜める槽（バンカー） 

2.1.9 トリッパー→炭槽に石炭を落とす装置 

2.1.10 スピードスイッチ→回転速度異常を検

知し自動停止する装置、トリッパーに設置 

2.2 一般的ベルトコンベアの性能 

2.2.1 運搬能力→毎時 250 トン（毎秒約 70 キ

ログラム） 

2.2.2 ベルト速度→毎分 76 メートル（毎秒約

1.2 メートル） 

2.2.3 ゴムベルト→普通ゴム（※幌布を挟んだ

多層構造で、耐熱・耐磨耗型ではない。） 

2.3 一般的ベルトコンベアの特性 

2.3.1 ベルトコンベアは、鉱石、石炭及び穀物

等の多くの用途で、大量の物質を運搬するため

に用いられ、危険又は厳しい環境に設置される

場合がある。 

2.3.2 一端にあるヘッドプーリー及び他端に

あるテールプーリーによって回転（テール側か

らヘッド側に積荷が運ばれ、ヘッドからテール

に戻る。）、ゴムベルトは２つのプーリーを輪状
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につなぐ。ベルトはウエイト（おもり）により

張力を保つ。 

2.3.3 キャリアローラー及びリターンローラ

ーは軸受け上に取り付けられ、ローラー軸を中

心にベアリングとローラーパイプが回転する。

劣化すると、ベアリングの脱落が起き、ローラ

ー軸とローラーパイプが接触する。（図 2 参照） 

各ローラーはメンテナンス（注油）の必要がな

く消耗品である。 

2.3.4 ローラーの磨耗又はローラー軸の故障

により、コンベアベルトの磨耗又はベルトに蛇

行が生じ、コンベアベルトの破損を招く。 

 

3. 現場見分書 

3.1 ベルトコンベアに見られる特異な延焼 

 コンベアの運搬ベルトは、2 箇所で延焼拡大

中であった。（写真 1、2、3 参照） 

 運転ベルトの燃焼について考察する。 

図 3④位置で戻りベルトが焼け切れ、ウェイト

が落下した場合、火源が②へ移動し①へ延焼、

また、④から③へ延焼すれば焼損状況（火点 2

箇所）と一致する。（写真 2、3、図 3「ベルトコ

ンベア延焼考察図」参照） 

 よって、建屋内部の図 3④位置を出火箇所と

した。 

3.2 発火源の特定 

燃焼状況、関係者からの情報を総合的に考察し

た結果、3.2.1～3.2.4 の可能性は低いと判断し、

「3.2.5 摩擦熱」について考察した。 

3.2.1 溶接、溶断等の火花（火花が発生する工

事、作業等なし。） 

3.2.2 電気ケーブルのショーﾄ（痕跡なし。） 

3.2.3 高温固体の運搬（火災時、運搬物なし。

運搬先の炭槽異常なし。） 

3.2.4 石炭粉酸化蓄熱による自然発火（開放空

間）にあり、蓄熱、ガス滞留は考えにくい。 

3.2.5 摩擦熱（ゴムベルトと不転ローラー・ロ

ーラーと石炭粉・ローラー軸と軸受け） 

3.3 摩擦熱について 

3.3.1 ゴムベルトと不転ローラーの摩擦によ

るゴムベルトの発火 

 復旧洗浄後に見つかった不転ローラーを、熱

画像装置で撮影した。接触箇所に発熱が確認で

きる。接触部から離れるほど放熱していること

がわかる。（写真 7-1、7-2 参照） 

3.3.2 ローラーと石炭粉の直接摩擦による石

炭粉の発火 

 ローラーの付近に石炭粉の堆積があったと推

測される。（写真 4 参照） 

3.3.3 ローラー軸と軸受けの摩擦による石炭

粉の発火 

 ローラー軸からベアリングへの熱伝播の様子。

（写真 6 参照） 

 焼損ローラーのベアリング付近に石炭粉付着

の痕跡。（写真 5-1、5-2 参照） 

 

4. 燃焼実験について 

 出火経過解明のため、石炭粉及びゴムベルト

の燃焼実験を行った。なお、燃焼実験に使用し

た資器材は下記のとおりである。 

使用資器材 

石炭粉（屋内で自然乾燥させたもの。） 

ゴムベルト（厚さ１センチメートル） 

鉄板×2（厚さ１センチメートル・厚さ 1 ミリメ

ートル） 

温度測定器 

ガスバーナー 

オイルパン等 

※基礎情報 

石炭の発火点・・・・・・約 500 度 

ゴムベルトの耐熱温度・・・・65 度 

発火点・・・350 度 

ガスバーナーの温度 

・・約 1500 度～1800 度 

4.1 鉄板（厚さ１センチメートル）に石炭粉を

載せガスバーナーで鉄板の裏側から加熱し石炭

粉の変化を見る。 
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結果： 開始 2 分 40 秒経過時点鉄板の表面温度

は 101.3 度まで上昇。鉄板の放熱作用が大

きいため、石炭粉の温度を発火点まで上昇

させるにはかなりの時間を要すると判断し、

開始５分経過時点で実験を中断した。その

時点で鉄板の表面温度は 145.6 度、石炭粉

に外見上の変化は見られなかった。（写真 8

参照） 

4.2 鉄板（厚さ１ミリメートル）上に石炭粉を

載せ、ガスバーナーで鉄板を加熱し、鉄板及び

石炭粉の状態変化を見る。 

結果： 加熱開始して１分４８秒後に石炭粉に

着火。しかし、その後加熱を止めると火は

すぐ消え、温度も著しく低下した。（写真 9

参照） 

 石炭粉が燃焼（有炎）を継続するには、

石炭粉への加熱を継続しなければならない。 

4.3 ゴムベルトを短冊状に切断しガスバーナ

ーにより着火させ、ゴムベルトの溶融物が石炭

粉上に落下した際の石炭粉の変化を見る。 

結果： ガスバーナーの火は、ゴムベルトに接

炎開始から数秒で着火した。その後の燃焼

状況では、ゴムベルトは燃焼するものの溶

融し落下することは無かった。開始 4 分 50

秒経過時点で燃焼中のゴムベルトを直接石

炭上に置き、11 分経過まで観察を行ったが、

表面上の変化は見られなかった。 

 なお、ゴムベルトの表面温度は約 330 度、

石炭粉の表面温度は 280 度まで上昇したが、

石炭粉を有炎させるに至らなかった。（写真

10 参照） 

4.4 鉄板（厚さ１ミリメートル）上にゴムベル

トを載せ、ガスバーナーで加熱し、ゴムベルト

の状態変化を見る。 

結果： 加熱開始 10 秒後に鉄板温度は 350 度に

達しゴムベルトから白煙が発生した。25 秒

後、500 度以上（測定不能）になると同時

にゴムベルトに着火した。その後、加熱を

止めてもゴムベルトの燃焼は継続した。（写

真 11 参照） 

 一度ゴムベルトに火がついた場合、加熱

停止後もゴムベルトの火は消えず、燃焼（有

炎）が継続する。 

 

5. 燃焼実験の考察 

5.1 厚さ１センチメートルの鉄板では放熱作

用（熱の拡散）が働き温度上昇が困難である。 

5.2 石炭粉が有炎現象に至り燃焼を続けるに

は、継続した熱エネルギーが必要である。 

5.3 ゴムベルトは加熱停止後も燃え続け、発火

に至るには、接炎もしくは一定時間の受熱が必

要である。 

 

6. 結論 

 摩擦熱について、総合的に考察した結果、「3．

3.1 ゴムベルトと不転ローラーの摩擦による

ゴムベルトの発火」については、発火に至るに

一定の受熱時間が必要なため、コンベア稼働中

ならば発火は困難である。 

 次に、「3.3.2 ローラーと石炭粉の直接摩擦

による石炭粉の発火」については、ローラー外

周部に放熱作用が働き、直接摩擦があったとし

ても発火は困難である。 

 最後に「3.3.3 ローラー軸と軸受けの摩擦に

よる石炭粉の発火」については、ローラー軸と

ベアリングが錆や石炭粉の浸入等で固着し回転

すれば、ローラー軸と軸受け間で摩擦熱が発生

する。 

 熱は写真 6 で見られるようにローラー軸から

ベアリングに伝播し、付着した石炭粉に継続し

た熱エネルギーの供給が可能である。 

 落炭防止板上に石炭粉堆積の可能性があり、

石炭粉がリターンローラー軸及びベアリングに

触れていた可能性がある。また、ベアリング付

近の石炭粉付着も、未燃焼のローラーの状態か

ら考察できる。 

 よって、不転リターンローラーの軸、軸受け

部分がベルトコンベアの稼働により継続して摩
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擦熱を発生させ、熱がローラー軸を伝播し、ベ

アリング付近に付着した石炭粉が発火し出火し

たものと推定する。 

 

7. 簡素な燃焼実験から得られた教訓 

 鉄板（厚さ 1 センチメートル）を使用した石

炭粉加熱実験では、実験参加職員誰もが予想し

た「燃える」を裏切り「燃えない」結果となっ

た。 

 実験を成功か失敗かで判断するならば、「燃え

る」と予測し有炎現象に至らなかった結果は、

見方によって「失敗」である。しかし、「燃える

＝成功」、「燃えない＝失敗」とせず、実験結果

は「結果」として素直に受け止める必要がある。 

 単純に「燃えない」結果に至った過程を考察

する。これは、火災原因調査の基本といえる。 

 今回の実験では、燃焼（有炎）に至らなかっ

た結果を考察することにより鉄の放熱作用によ

るものと判断することができた。 

 実験結果を素直に受け止めて、様々な角度か

ら考察することで、「失敗」と思われる様な結果

から、新しい発見に繋がった有意義な実験であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（寺尾浩一 〒804-0082 北九州市戸畑区

新池二丁目 1 番 15 号 

TEL: 093-861-0119 

FAX: 093-883-0173）
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図 1 ベルトコンベアの代表的な各部の名称 
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図 2 各ローラー名称（共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 ベルトコンベア延焼考察図 
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写真 1 現場到着時のベルトコンベア施設 

黒煙の上昇 

写真 2 建屋内部 1 箇所目焼損部 

延焼拡大中の運搬ベルト 

写真 3 建屋内部 2 箇所目焼損部 

写真 4 未燃焼ローラー（自動調芯ローラー）

の状況 

焼け止まり 

写真 5-1 焼損ローラー 

写真 5-2 焼損ローラー 

石炭粉の付着 

軸受け 

 ベアリング 

石炭粉の付着 

ロ ー ラ ー

石炭粉の付着

焼け止まり ヘッドプーリー側 
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※インターネット「開発機械分野における 

サーモグラフィ法の応用」から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6 ローラー軸の熱伝導 

写真 7-1 不転ローラー（一部ゴムベルトと接触） 

写真 7-2 （写真 7-1 の熱画像） 

ゴムベルト 

ゴムベルト 
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時間経過 鉄板温度 

００：００ ２９℃ 

０２：４０ １０１．３℃ 

０５：００ １４５．６℃ 

写真 8 

鉄板（厚さ 1 センチメートル）に石炭粉を載せ、ガスバーナーで鉄板を裏側から加熱し石炭粉の変

化を見る。 

温度測定器の測定棒 

鉄板

ガスバーナー 

石炭粉 

加熱開始３０秒後・・・１８０℃ 加熱開始１分４８秒後・・・４７０℃（石炭粉に着火）

写真 9 

鉄板（厚さ 1 ミリメートル）に石炭粉を載せ、ガスバーナーで鉄板を裏側から加熱し石炭粉の変化

を見る。 
加熱位置（裏側から加熱） 

鉄板 

巻尺 

石炭粉 

温度測定位置 
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写真 10 

ゴムベルトを短冊状に切断しガスバーナーにより着火。ゴムベルトの溶融物が石炭粉上に落下した

際の石炭粉の変化を見る。 

ゴムベルト 

加熱開始１０秒後・・・３５０℃（白煙発生） 加熱開始２５秒後・・・５００℃（ゴムベルトに着火）

写真 11 

鉄板（厚さ 1 ミリメートル）にゴムベルトを載せ、ガスバーナーで鉄板を裏側から加熱し石炭粉の

変化を見る。 

加熱及び温度測定位置 
ゴムベルト 
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［セッション 4］ 

 

 一般発表 

蟻が引き起こす電気火災 
 

北九州市小倉南消防署警防課 

双田 崇、徳井昭宏、佐藤大樹、伊古野翔平 
 

1. はじめに 

 本火災は、多数の蟻がエアコンの差し込みプ

ラグの差し刃両極間に進入し、スパークしたこ

とが原因と考えられる特異火災である。 

 同様の事例として全国では、分電盤、電化製

品の基板部、コンセント等に小動物（ゴキブリ、

ネズミ等）が進入したことが原因で出火した火

災が発生している。 

 あまり馴染みのない事例であることから、今

後、類似火災が発生した際に原因究明を行う上

で参考にして頂ければ幸いである。 

 

2. 火災の概要 

 本火災は、高齢者の男性がひとり暮らしをす

る木造平屋建ての専用住宅の居室で、エアコン

のスイッチを入れたところ、居住者がエアコン

周辺で白い煙を発見したため「緊急通報システ

ム」を使用して消防機関へ通報した火災である。 

 なお、焼損については、エアコン差し込みプ

ラグ（以下、「プラグ」という。）及び埋め込み

コンセント（以下、「コンセント」という。）に

黒い変色が認められたのみである。 

 「緊急通報システム」とは、本市における在

宅高齢者及び重度身体障害者の安全確保を図る

ため、緊急通報装置を必要な世帯に設置し、急

な発作や火災、ガス漏れ等の緊急通報を消防指

令センターで直接受信、対応するものである。 

 

3. 現場見分状況 

3.1 出火室の外周部の状況（写真①参照） 

出火室の外壁及びエアコン室外機に焼けは

見られない。 

3.2 出火室内の状況（写真②参照） 

 居室の内壁及びエアコン室内機に焼けは見ら

れない。 

3.3 エアコン室内機及び内壁の状況（写真③参

照） 

 エアコン室内機の側面、裏面及び付近の内壁

に焼けは見られない。 

3.4 コンセント周辺の状況（写真④参照） 

 コンセントのカバーを外し撮影した。 

 プラグの絶縁体部分が黒く焼けているが、配

線に焼けは見られない。 

 プラグの差し刃は残存している。 

 コンセントの上段の受け刃入口付近が黒く焼

けているが、配線に焼けは見られない。 

3.5 コンセントの状況（写真⑤参照） 

 コンセントの上段の受け刃入口付近に焼けが

見られ、その周辺に数匹の蟻が確認できる。 

3.6 プラグの状況（写真⑥参照） 

 プラグの差し刃の根元及びその付近の絶縁体

に焼けが見られ、その周辺に埃と多数の蟻が確

認できる。 

3.7 居住者への聴取内容 

 エアコンの電源を入れてから、約 1 時間経過

したところで、白い煙がエアコン周辺から出た

とのことであった。 

 また、エアコンは 25 年前に購入し、プラグは

コンセントに差したままの状態にしているとの

ことであった。 

 以上、焼けが見られるのは、プラグ及びコン

セントのみであることから、本火災は居室内の
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コンセント付近から出火したものと断定した。 

また、焼損状況及び居住者への聴取内容から

コンセント付近で電気的な異常が起きた可能性

が高いと判断されたため、プラグ及びコンセン

トを詳しく見分及び鑑識することとした。 

 

4. 鑑識について 

4.1 コンセント内部の状況（写真⑦、⑧参照） 

コンセントを分解し撮影した。 

コンセントの配線は、煤の付着が見られるが、

焼けは見られない。 

コンセントの型枠に焼けが見られる。 

 コンセントの受け刃に変色が見られる。 

4.2 プラグの差し刃周辺の状況（写真⑨参照） 

 デジタルマイクロスコープで拡大し撮影した。 

プラグの差し刃は残存しており、差し刃の根元

及びその付近の絶縁体部分が黒く焼けている。 

プラグの絶縁体部分に焼けた蟻と埃等が付

着している。 

4.3 プラグの差し刃の状況（写真⑩参照） 

 プラグの絶縁体部分を除去して撮影した。 

 プラグの根元から繋がっている銅線に焼けは

見られない。 

 プラグの差し刃は、先端部分に焼けは見られ

ないが、根元部分には焼けが見られる。 

 プラグの差し刃に溶融痕及び溶断は見られな

い。 

4.4 プラグの差し刃両極間絶縁体部分の導電

性について（写真⑪参照） 

 プラグの差し刃両極間の絶縁体部分に回路計

を取り付け、抵抗値を測定した。 

 抵抗値は測定できず、導電性が認められなか

ったことから、プラグの差し刃両極間の絶縁体

部分に、グラファイトが発生している可能性は

低い。（「火災原因調査要領（電気火災編）（財）

消防科学総合センター発行」によると、グラファ

イトが発生しているかどうかの目安は、概ね

100Ω以下である。） 

4.5 蟻の導電性について（写真⑫参照） 

 蟻 1 匹に回路計を当て、抵抗値を測定したと

ころ、回路計の表示は「19.55MΩ」を示し、蟻

に導電性が認められた。 

 

5. 結論 

 以上、プラグの差し刃周辺に焼けが見られる

が、差し刃に溶融痕及び溶断が見られず、プラ

グの差し刃両極間の絶縁体部分にグラファイト

の発生は認められなかった。 

このことから本火災は、絶縁物表面に導電性

の回路が形成され、電極間の絶縁破壊を起こす

グラファイト化現象によって出火した可能性は

低い。 

一方、プラグの差し刃周辺及び差し刃両極間

に多数の焼けた蟻と埃が確認でき、蟻に導伝性

が認められた。 

なお、今回、蟻の他に、プラグの差し刃両極間で

導電性物質と成り得るものは確認できなかった。

また、他都市において、電子レンジ内の配線や基

板部分に付着していたゴキブリの死骸や糞が回

路を形成し、出火した事例が報告されている。

さらに、蟻は、全種類ではないが、蟻酸を持って

いることが知られている。この蟻酸は、危険物

第 4 類第二石油類（水溶性液体）に属し、腐食

性があり、引火点 68.9℃と非常に引火しやすい

物質である。 

以上のことから、本火災は、プラグの差し刃

刃両極間に多数の蟻が進入したことで、導電性

の回路が形成されてスパークし、蟻や周辺の埃

を介してプラグの絶縁体部分に着火したものと

推定した。 

 

6. 火災予防対策について 

 今回は、プラグの差し刃両極間に多数の蟻が

進入したことでスパークし、出火した可能性が

高い。このことから、プラグを完全に差し込ん

でおらず、コンセントとプラグとの間に空間が

あったものと推察できる。 

 さらに、プラグは約 25 年間、コンセントに差

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 314 -



 

したままにしていたことから、プラグに埃が溜

まり、トラッキングが起き易い状態であったこ

とが考えられる。 

実際、プラグの現場見分及び鑑識の際、差し

刃周辺に埃が確認できた。 

 現在、本市では、高齢者や身体障害者等の災

害弱者宅を訪問し、火気の取扱い等を点検、指

導する「住宅防火訪問」を行っており、平成 24

年度は全市内で 3,532 件実施している。 

 この「住宅防火訪問」は、電気火災を含む各

種火災予防広報も併せて行っており、今回の小

動物等が原因と考えられる稀な火災事例を教訓

とし、当該「住宅防火訪問」を活用し、コンセ

ント周りの適切な管理について、積極的な情報

提供を行った。 

 今後も、火災原因調査により得られた結果を

もとに、積極的な広報を実施し、類似火災の防

止に努めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      出火室        エアコン室外機 

写真① 出火室の外周部の状況 

 

   コンセントの位置   エアコン室内機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真② 出火室内の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真③ エアコン室内機及び内壁の状況 
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コンセントの焼け箇所   プラグの焼け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真④ コンセント周辺の状況 

 

蟻 

写真⑤ コンセントの状況 

 

               蟻と埃     

写真⑥ プラグの状況 

 

型枠の焼け 

     写真⑦ コンセント内部の状況１ 

 

        受け刃の変色箇所 

      写真⑧ コンセント内部の状況２ 

 

    埃               蟻      

     写真⑨ プラグの差し刃周辺の状況 
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     写真⑩ プラグの差し刃の状況 

 

 

 

写真⑫ 蟻の導電性について 

写真⑪ プラグの差し刃両極間絶縁体部分の誘電性 

    について 

（佐藤大樹 〒800-0212 北九州市 

小倉南区大字曽根 3947 番地の 1 

TEL: 093-473-0791 

FAX: 093-473-0796）
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［セッション 4］ 

 

 一般発表 

ステアリング交換に伴う出火について（過電流） 
 

北九州市小倉南消防署警防課 

秦 智行、池末英之、田渕良二、河野 啓、西山侑慶 
 

1. はじめに 

本事例は、平成 24 年 7 月に本市で発生した

車両火災の火災原因調査事例であり、本来の仕

様とは異なる部品に交換して使用したことに伴

い、過電流が流れて出火に至った事例について、

今後の火災原因調査資料として紹介する。 

 

2. 過電流について 

 本事例についての過電流は、配線に許容量以

上の大きな電気が流れたことをいい、短絡（シ

ョート）とは異なるものである。 

電線には、電気を流せる最大量（許容電流）

が定められており、許容量以上の電気が継続し

て流れると電線が発熱し、最後には発火に至る

可能性がある。 

 

3. 現場見分について 

出火当時の関係者の回答及び焼損状況から、

運転席ステアリング付近から出火したものと考

えられるが、ステアリング周辺の機器や電気配

線類に異常を見つけることができなかった。 

しかし、調査過程において、本来、当該車両

はエアバックが装備されていないステアリング

の仕様であったが、エアバックが装備されたス

テアリングに変更されていたことに、調査を協

力した機関が発見する。 

仕様の異なるステアリングは電気配線等の

構造も異なっており、加工せずにそのまま取り

付けることができないことから、当該車両は何

らかの方法で電気配線の接続を行い、仕様の異

なるステアリングを取り付けて運行していたも

のと考えられる。 

 

 

 

  

 

 

3.1 ステアリングの変更 

本来は、エアバック非装備である当該車両の

ステアリングは、バッテリー、ホーン、ホーン

スイッチが同一の単線上にあり、ステアリング

部における操作装置はホーンのみであり、通電

する電流は 3.5 アンペアである。 

一方、エアバック装着車のステアリングはホ

ーンスイッチのほか、エアバックが装着されて

おり、各機器の配線を接続するためのコンタク

トコイルを中央部に設置している。コンタクト

コイルの配線は薄く加工されているため、通電

する電流は 0.04 アンペアである。 

コンタクトコイルとは、ステアリング中央部

にコイル状に施された配線であり、ステアリン

焼損したステ

アリングと同

型のもの 

エアバック 

エアバック非装備 エアバック装備
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グ操作を行っても、配線が繋がったままの状態

になっている仕組みである。 

また、ホーンについては、ホーンリレーを介

し、3.5 アンペアの電流をホーン専用配線に流

す構造となっているため、鳴動させることがで

きる仕組みになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 過負荷の影響 

本来、ホーンリレーを使用しないエアバック

非装着ステアリングの車両にコンタクトコイル

を使用したエアバック装備ステアリングを装着

し、配線を接続させると、コンタクトコイルに

過電流が流れる。これが長時間にわたって通電

状態になると、発熱する原因となる。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 経過について 

コンタクトコイルに過電流が流れ、長時間に

わたって通電状態になると、発熱する原因とな

ることは判明したが、ホーンのスイッチを入れ

ていないにも関わらず、長時間にわたり、バッ

テリーからコンタクトコイルまで通電回路が形

成された経過については、次のことが考えられ

る。 

 

4.1 通電回路の形成 

ホーンの電流は、バッテリーからホーン、ホ

ーンスイッチを経由し、最終的にはボディーア

ースに繋がることにより、1 つの回路が形成さ

れてホーンが鳴動する仕組みとなっている。 

仕様の異なるステアリングを、電気配線等の

構造が違っているにも関わらず、配線を加工し

て取り付けた。このことにより、コンタクトコ

イルからホーンスイッチのアース部分までの間

に、配線の断線若しくは電気配線接続部の離脱

が発生し、配線若しくは配線の金属部分がステ

アリングシャフトに接触したため、回路が形成

されたと考えられる。 

電流  

３．５Ａ  
電流 

０．０４Ａ

エアバック非装備 エアバック装備

電流  

３．５Ａ  

コンタクトコイ

ルに過電流

が流れる 

当該車両の配線 

コンタクトコイルの仕組み 

この中に銅線が入っている 

ステアリング
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4.2 ホーンの作動不良 

前記 4.1 のとおりに回路が形成された場合、

通電した状態となってホーンが鳴動し、関係者

がそのことに気付くと思われるが、ホーンは鳴

動しなかったと回答している。 

これについては、ホーン内部のコイルと振動

するシャフトに十分な電圧がかかってない場合、

通電時においてもシャフトが振動せずに、鳴動

しないことが考えられる。 

 

 

     

 

 

 

4.3 よじれ結線処理 

前期 4.2 の現象は、ホーンを作動させるため

の電圧が一定以下にならないと発生しないが、

電圧低下の要因は次のことが考えられる。 

当該車両には社外品のホーンが取り付けて

あり、各配線接続部には「よじれ結線処理」が

行われていた。 

よじれ結線処理は、配線を接触する面積が少

なくなり、また、銅線の酸化反応を早める特性

があるため、通電に対する抵抗が増加する。 

抵抗が増加すると電圧が低下するため、これ

により通電していてもホーンが鳴動しなかった

ものと考えられる。 

 

 

 

4.4 まとめ 

 ホーンのスイッチを入れていないにも関わら

ず、バッテリーからコンタクトコイルまで通電

回路が形成され、関係者が出火まで異常に気付

かなかった経過については、前期 4.1 から 4.3

までの要因が重なったことにより、発生したも

のと考えられる。 

 

5. 再現実験について 

今回の過電流による出火経過解明のため、出

火車両のバッテリーからコンタクトコイルまで

の配線を再現し、通電実験を行った。 

なお、使用資機材については次のとおりであ

る。 

電源（13.5 ボルト、9 アンペア） 

社外品ホーン（2 個） 

セラミック抵抗（よじれ結線処理による抵抗

を再現） 

 

想定される短絡回路 

ステアリング  

シャフト等  

この間で配線の断線等が

発生し、ステアリングシャ

フト等に短絡 

ダイヤフラム  

シャフト  

共鳴管  

コイル  

ホーンの仕組みと電気の流れ 

ホーン及びよじり結線処理 
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6. 結果 

コンタクトコイルは時間経過とともに発熱

し、15 分 18 秒で樹脂部分からの発火が観察さ

れた。 

 また、エックス線透過装置でコンタクトコイ

ル内部を撮影したところ、コンタクトコイルの

配線に断線及び短絡箇所は見られないことから、

コンタクトコイルが過熱し、樹脂部分から発火

したことが確認された。 

 
 

 

    
 

 

7. 火災予防対策について 

本火災については、コンタクトコイルに過電

流が流れたことで発熱し、出火したものと考察

されるが、原因として規格外ステアリングを装

着したことだけが火災を引き起こしたのではな

く、その他にも「配線の断線若しくは接続部の

離脱」「よじれ結線処理による電圧低下」「電圧

低下によるホーンの作動不良」の要因が重なっ

たものと考えられる。ことで、火災に至ったも

のである。また、この中の要因が 1 つでも存在

しなければ、出火には至らなかった可能性も否

定できない。 

この要因が 1 つでも存在しなければ、火災に

至らなかった可能性があることから、本火災の

予防対策として、「ホーンリレーの追加取り付

け」及び「配線接続部のハンダ付け等酸化防止

対策」等を施す必要がある。 

得られた結果をもとに、類似火災の防止を図

るため、自動車整備振興会に管内の自動車整備

業者等へ当該事例及び再発防止対策の周知に関

する要望書を提出したところ、自動車整備振興

コンタクトコイル セラミック抵抗 

直流電源装置社外品ホーン 

再現実験の状況 

セラミック抵抗

電流 

９アンペア 

再現実験の回路 

発火の状況（15 分 18 秒後） 

赤い炎

エックス線写真 

コンタクトコイルに

変形はあるが、断線

及び短絡はない。  
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会が毎月発行する広報誌に、再現実験結果等を

含む火災概要及び再発防止対策等を掲載してい

ただくこととなった。 

結果、2,000 を超える自動車整備業者等へ広

報することができ、一定の効果が期待できるよ

うになった。 

 

8. おわりに 

今回の火災原因調査において、安易に自動車

部品を交換することについての危険性が再認識

されたが、今後、火災原因調査を行う上で出火

に至るまでの経過をあらゆる角度から検討し、

再現実験を経て原因究明を行うことも必要であ

り、また、専門機関等による協力の必要性を感

じた。 

現在、自動車メーカー等の業界では、ハイブ

リット、自動停止システム等の最新技術が導入

されており、その構造も複雑になっている。 

我々は、今後の警防活動及び予防活動におい

て、そのような技術に対応するため、今まで以

上に努力し、自動車の構造及び電気機器に関す

る知識向上を行うことが必要と感じたところで

ある。 

 

 

 

（秦 智行 〒802-0816 福岡県北九州市小倉南区若園五丁目 1 番 3 号 

TEL: 093-951-0119 FAX: 093-941-3914）
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［セッション 4］ 

 

 一般発表 

側方灯のスイッチから出火（突入電流）した火災事例について 
 

北九州市消防局 

三村哲博、碓田 伸、西野秀揮、永崎栄二 
 

要旨 

普通貨物トラック（以下、「焼損トラック」

という。）運転席の側方灯のスイッチ付近から出

火、トラックキャビンを全焼、荷台へ延焼し積

載物の樹脂製パレット等の一部を焼損した車両

火災である。 

 焼損トラックの現状見分及び乗務員の回答内

容から、出火箇所は側方灯スイッチとし、出火

原因は、側方灯の電球を消費電力の大きなもの

に取り替えていたものと考察した。 

 出火原因を検証するため、再現実験（電球取

替）を実施した。実験結果から、当初、考察し

ていた「側方灯の電球を取替えたことによる電

流増加」に加え、経年、繰り返された電源投入

の際に発生する突入電流により、スイッチの接

点が劣化し、この部分の接触抵抗が増加発熱し、

出火したものと推定した。 

 同様の火災を起こさないため、関係各社に対

し、今後の対応について要望書を交付し再発防

止対策を実施させた。 

 

１ 火災の概要 

 平成 24 年 10 月の夜間、都市高速を走行中の

焼損トラック運転席の側方灯スイッチ付近から

出火、キャビンを全焼、荷台へ延焼し積載物の

樹脂性パレット等の一部を焼損した車両火災で

ある。 

 

 

 

 

焼損トラックの状況 正面（写真１） 

 
焼損トラックの状況 側面（写真２） 

 
２ 焼損トラックの概要 

（１） 経過年数等について 

 焼損トラックの初年度登録は、平成 13

年 9 月で 11 年以上運行し、走行距離は、出

火当時まで、約 100 万キロメートルを走行

している。 

 なお、車検については平成 24 年 9 月に実

施している。 

（２） 修理履歴について 

 修理については、平成 24 年 7 月ごろに、

電装サービス会社にて各不良部品の取替を
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実施している。 

 修理内容は、エンジン系・バッテリー系

及び路肩灯、庫内灯スイッチの交換を実施

しているが、側方灯及びその配線等につい

ては、過去、修理や取替え等は行われてい

ない。 

３ 乗務員からの情報 

（１） 初異常を確認したのは、運転席内の

クラッチ上部のスイッチ付近からのスパー

ク音である。 

（２） スパーク音が発生直後、樹脂が焼ける

ような異臭を感じている。 

（３） 異常発生場所での停車は交通事故や渋

滞を発生させる恐れがあるとの判断で、一

般道路に降りるため、約 380 メートル走行

後、停車させた。 

（４） 停車させるまでの間、エンジン等の異

常はなく、メーター類に異常を示す警報は

なかった。 

（５） 停車後、スイッチ付近から白い煙と炎

が出て火災となった。 

（６） 乗務員に喫煙の習慣はない。 

 以上のことから、出火箇所は、「運転席のクラ

ッチ上部のスイッチ付近」であり、乗務員が異

常（スパーク音）を確認していることから、出

火原因は電気配線のショート等であることが考

えられるが、異常発生の確認後、停車するまで

メーター類を含む運行に異常がなかったことか

ら、焼損トラックのエンジン等の制御系以外の

電気配線等からスパークが発生していると考え

た。 

４ メーカー等関係機関を含む合同調査につい

て 

 火災原因調査については、後日、焼損トラッ

クを保有する会社の敷地内で、車両販売会社及

び架装会社と合同で実施した。 

 実施にあたっては、運転席のクラッチ上部ス

イッチ付近を重点的に、焼損トラック所有者が

保有する「同一車種」と比較しながら行った。 

焼損トラックの状況（写真３） 

 
比較用の同一車種（写真４） 

 
焼損トラックの運転席の状況（写真５） 

 
比較用同一車種の運転席の状況（写真６） 
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焼損トラックのキャビン内の焼損状況（写真７） 

 
 同一車種の電気配線経路、各種スイッチ見分

実施中に「同一車種」の「側方灯スイッチ」と

接続コネクターの一部が溶融しているのを確認

した。 

 

焼損トラックのクラッチ上部付近（写真８） 

 
 

同一車種のクラッチ上部付近（写真９） 

 

 

同一車種のスイッチを外し撮影（写真１０） 

 
同一車種側方灯スイッチを拡大（写真１１） 

 
同一車種スイッチを拡大して撮影（写真１２） 

 
 

 
路肩灯スイッチ 側方灯スイッチ 
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 また、納車時には 12 ワットであった 10 箇所

ある側方灯の大部分の 9箇所を 25ワットに取替

えていたことが判明したため、消費電力の大き

な電球に取替えたことにより、同スイッチに許

容を超えて電流が流れ、発熱し出火したものと

考察した。 

焼損トラックの側方灯（写真１３） 

 

 

 

 

１２Ｗの側方灯（写真１４） 

 
２５Ｗの側方灯（写真１５） 

 

 なお、排気系統、エンジンルーム及びバッテ

リー関係の調査も併せて実施したが、異常は確

認できなかった。 

エンジンルームの状況１（写真１６） 

 
エンジンルームの状況２（写真１７） 

 

バッテリーの状況（写真１８） 

 

側方灯 

5 箇所（片面）×2（両面）＝10 個 
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５ 再現実験 

（１） 焼損トラックは、メーカーからの納車

時、全ての側方灯（10 箇所）には 12 ワッ

ト電球が取り付けられていたが、その後に、

球切れ等のため乗務員等により、大部分（9

箇所）が 25 ワット球に取替えられていた。

このことからワット数増加に伴う過電流に

よる出火の可能性を検証するため、再現実

験を行うこととした。 

車両火災電気配線外略図（図１） 

 

（２） 再現実験１ 

 納車時の状況を再現し、2 ボルトで電球

を 10 箇所全て 12 ワット球で側方灯スイッ

チ（シーソースイッチ）を使用し、当該ス

イッチ付近の発熱状況等を観察する。 

（３） 再現実験２ 

 焼損トラックの状況を再現するため、再

現実験１から 10 箇所全て 25 ワット球に変

更し、側方灯スイッチ（シーソースイッチ）

の発熱状況等を観察する。付加条件を電気

配線や経年劣化等を考慮して 9 箇所であっ

た 25 ワット電球を 10 箇所とし、当該スイ

ッチ付近の発熱状況を観察する。 

 なお、スイッチ内部の接点部分温度測定

のため、カバーの一部を切り取り、測定を

実施した。 

実験装置前面 （写真１９） 

 

※ 12ボルトバッテリーを 2個直列につなぎ 24 

ボルトを発生させ実験を実施した。 

 

実験装置背面（写真２０） 

 

※ 電球は 14 個まで設置可能だが実験中は 10

個のみで実施した。 
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再現実験１（写真２１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

再現実験２（写真２２） 

 

 

 

 

 

 

 

① 経過 

 30 分間連続点灯温度測定を実施。 

②  実験結果 

 12 ワット球より温度は上昇するも、一

定温度を保ったまま変化なし。 

 なお、 高温度 33.4 度で、室内温度は

16.5 度であり、16.9 度上昇した。 

 さらに温度変化確認のため 6 時間連続

点灯するも、温度変化は見られなかった。 

（４） 再現結果からの考察 

 10 箇所の電球のワット数を 12 ワットか

ら 25 ワットに取替えることにより、電流は

5 アンペアから 10.42 アンペアとなり、発

熱量が増加し、温度の上昇はあったものの、

点灯時間を延長しても出火危険があるほど

の温度上昇は見られなかった。使用してい

た電気配線の経年劣化やダッシュボード内

に収納されており、放熱が妨げられたこと

を考慮しても、電球取替えにより電流量が

増加したのみでは火災となる可能性が低い

ことから、他の追加要因についても再考す

ることとした。 

６ 突入電流 

 火災原因を再考するにあたり、突入電流が追

加要因であると考えた。突入電流とは、電気機

器の電源投入の初期時に一時的に流れる大電流

のことである。電球のフィラメントが、電源投

入直後、冷たく電気抵抗が低いため、一時的で

はあるが大電流が流れ、その後、フィラメント

が温まると抵抗が大きくなり、定常の電流値と

なるのである。 

 この突入電流は、電球を直流で使用する場合、

ピーク電流は通常電流の約 6～11 倍程となり、

スイッチの接点でスパーク（火花）が起こる。

スパークは接点を焼損（劣化）させ焼き付きに

よる皮膜で導通不良が起こる。これが繰り返さ

れるとその部分の電気抵抗が増加し、発熱する。 

同一車種「路肩灯スイッチのシーソー電極」 

（写真２３） 

 
「路肩灯スイッチのシーソー電極」のＯＮ側接

点（写真２４） 

 
 今回火災が発生した焼損トラックの側方灯ス

イッチ（許容電流 15 アンペア）の接点には、通

常点灯後は 9.87 アンペアの電流が流れるが、電

源投入時には瞬間的にではあるが、計算上 59.22

アンペア～108.57 アンペアの電流が流れる事と

なる。 

 突入電流からスイッチ接点を守る安全装置と

して、通常、リレーを設置する。設置すること

により、スイッチ接点の電気負荷が軽減される。 

 架装メーカーは、側方灯の電球を 12 ワットと

OFF 側

OＮ側 

長期の使用で接点

が劣化している。
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して電装の設計を行い納入したため、焼損トラ

ックの側方灯スイッチには、リレーを設置して

いなかった。 

突入電流（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 火災原因 

 今回の火災原因について、現場見分、再現実

験から考察した結果、当初、原因と考えていた

「側方灯の電球を取替えたことによる電流増加

による発熱」に加え「経年、繰り返された電源

投入の際に発生する突入電流により、スイッチ

の接点が劣化」したことにより、この部分の接

触抵抗が増加発熱し、出火したものと推定した。 

８ 同種火災防止策 

 今後、同種の火災を防止するため、次のこと

について、対策を講じる必要が生じた。 

（１） 電球の取替えは「道路運送車両の保安

基準の細目を定める告示（204 条）」に定め

る範囲（光源は、3 ワット以上 30 ワット以

下とする）内であり、取替え自体が違法な

行為ではない。 

（２） 納入の際に渡されたトラックの仕様書

には、架装した側方灯のワット数の記載が

ない。また、納入の際にも側方灯の電球の

取替えについて説明がなされなかった。 

 上記のことを改善するため、関係各社に

対し、今後の対応について要望書を交付し

た。 

９ 改善結果 

 要望書交付後、架装メーカーから対応策とし

て、今後の納入車両には「リレーを含む電気配

線の変更」及び「引渡しの際の使用説明の徹底」

が、なされることとなった。 

関係会社に送付した要望書（写真２５） 

 

電流 

 

 

 

 

 

 

                時間 

ピーク電流値  

定格電流値

突入電流量  

写 

（三村哲博 〒805-0050 北九州市八幡東区春の町

二丁目 8 番 13 号 北九州市八幡東消防署警防課 

E-mail: tetsuhiro_mimura01@city.kitakyushu.lg.jp）
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［セッション 4］ 

 

 一般発表 

たばこの火種が漏洩したアセチレンガスに引火した火災 
 

東京消防庁 

斎藤裕司、佐藤浩一 
 

1. はじめに 

アセチレンは、燃焼する時に多量の燃焼熱を

発生するため、主に工事現場などで使用される

溶接（断）器の燃料として用いられ、金属の溶

接や切断作業に利用されている。 

また、アセチレンは、可燃性ガスの中でも燃

焼範囲が極めて広く、単体（濃度 100%）でも

燃焼するため、空気中へ漏洩すると、爆発の条

件が揃いやすく危険な可燃性ガスである。 

今回は、アセチレン容器の交換作業中にアセ

チレンが漏洩し、付近で喫煙中のたばこの火種

が引火した火災について、たばこの火種で着火

するか否かを確認するため、実験を行って立証

した事例について発表する。 

なお、東京消防庁管内において、アセチレン

に引火し出火した火災は、平成 19 年から平成

24 年の 5 年間で 11 件発生しており、切断器及

び溶接器等に起因する火災が 8 件、金属と金属

の衝撃火花によるものが 1 件、ライターによる

ものが 1 件発生している。 

 

2. 火災の概要 

 出火年月 平成 24 年 7 月 

 出火場所 東京都北区 

 出火建物 耐火造 10 階建 新築工事中の共

同住宅 1 階 

 焼損状況 建築中の建物 20 ㎡、天井 10 ㎡等

焼損（建物部分焼火災） 

 

 

 

3. 出火時の状況 

 建築中建物の鉄筋を溶接していた作業員は、

1 階駐車場でアセチレン容器の交換作業中、容

器上部のガス出口からガスが漏れる音とにお

いを感じた。急いで元栓を閉めようとしたとこ

ろ、容器上部から炎が噴き出したしたため、1

階に設置されている粉末消火器を使用し初期

消火したが、消しきれなかった。 

 また、工事現場の警備員は、アセチレン容器

から約 5m 離れた休憩所で喫煙中、爆発音と共

に体が爆風で倒され、振り返ると、容器から炎

が噴き出ているのを見た。（図 1 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 現場見分状況 

4.1 1 階駐車場は、出入口側からガス容器、建

築資材、ロードコーン及びロードコーンバ

ーが置かれており、壁体が全体的に焼損し

ている。（写真 1 参照） 

 

 

 

図 1 駐車場の平面図 
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4.2 ガス容器は、出入口側からアセチレン容器

2 本、酸素容器 3 本、アセチレン容器 3 本の

順に置かれている。出入口側のアセチレン容

器 2 本は焼損していない。酸素容器は、出入

口側は焼損していないが、建物奥側は上部が

焼損している。建物奥側 3 本のアセチレン容

器は、上部が焼損しており、壁体側の容器が

茶色く変色している。（写真 1、2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 駐車場内を見ると、出入口から見て奥側に

休憩所があり、灰皿が設置されている。天井

及び壁体に煤が付着し、壁体に立て掛けられ

た木製資材の上部が焼損している。 

   警備員の供述によると、出火時は灰皿付近

で 1 名喫煙をしていたとのことである。（写

真 3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 鑑識見分状況 

5.1 焼損した 3 本のアセチレン容器に A、B、

C と付して見分する。A、B、C にはアセチ

レンガットが設置されており、連結器に接続

されていたとのことであるが、途中のホース

は焼失している。（写真 4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 アセチレンガットとは、容器に圧力調整器

を固定し、ガス取出口からのガス漏れを防止

するための器具である。 

アセチレンガットの取付位置を確認する

と、A の容器は 180°逆に取り付けられてい

る。（図 2、3、写真 5～7 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 駐車場内の焼損状況 

写真 2 ガス容器付近の焼損状況 

写真 4 アセチレン容器の焼損状況 

A B C 

写真 3 ガス容器付近の焼損状況 

酸素

アセチレン

アセチレン 

灰皿 

図 2 アセチレンガットの設置例 
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圧力調整器 

溶接器

アセチレン容器

アセチレン容器弁
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5.3 各容器には、安全弁として 105℃で作動す

る可溶合金栓が取り付けられており、すべて

合金が溶融している。（写真 8 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 各容器のバルブを外して比較する。アセチ

レンを貯蔵するため容器内に充填されてい

る多孔質マス及び繊維状のフィルタは、B、

C は焼損していないのに対し、A は黒く煤け

ている。（写真 9～11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 実験 

鑑識見分において、A のアセチレン容器の焼

損が著しく、同容器のアセチレンガットの取り

付けが誤っていたことから、A の容器からアセ

チレンガスが漏洩したことが確認された。火災

現場では、ガス容器が設置されていた付近に休

憩所があり、喫煙者が居たことから、発火源と

してライター、たばこが考えられる。 

写真 5 アセチレンガットの接続状況 

写真 9 容器（A）の内部の状況 

写真 10 容器（B）

の内部の状況 

写真 11 容器（C）

の内部の状況 

写真 8 安全弁の作動状況 

アセチレンガット

安全弁 

煤けた 

多孔質マス

煤けた 

フィルタ

写真 7 誤った接続の状況 

写真 6 正しい接続の状況 

図 3 アセチレン容器弁の仕組み
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ガスの流れ 
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このうち、ライターの火がアセチレンガスに

引火することは、調査員誰しも異論はなかった

が、喫煙者の供述は「2、3 回吸ったところで爆

発した」とのことで、ライターを発火源とする

と矛盾する内容であった。 

たばこの火種による可燃性ガスへの引火につ

いては、当庁では経験がなく、文献調査するも、

水素であっても着火しにくいとういう内容 1)で、

アセチレンにあっては 1960 年代の文献 2)に１例

あるのみであった。 

このことから、アセチレンガスがたばこの火

種で着火するのか検証するための実験を行った。 

6.1 実験概要 

 アセチレンガス容器からプラスチック製コ

ップ（容量 275mL）に水上置換によりアセチレ

ンガスを採取し、たばこを挿入する。たばこの

吸引を再現するため、たばこにシリコンチュー

ブを接続し、遠隔から吸引する。（写真 12 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 採取するアセチレンガスの容量について 

  燃焼、着火がほぼ確実である容量を特定する

ため、アセチレンガスをプラスチック製コップ

に採取し、イグナイタで電気スパークを発生さ

せ着火状況を確認する。150mL のアセチレン

ガスを採取すると、高い確率で着火が確認され

た。（写真 13、14 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 たばこによる着火の確認について 

  プラスチック製コップにアセチレンガスを

150mL 採取し、残りを空気で満たした後、火

の点いたたばこを挿入する。2 回程度たばこを

吸引し、着火の有無を確認する。 

6.4 実験結果 

  たばこを挿入して着火の確認を行ったとこ

ろ、黒い煤を上げて燃焼することが認められた。

（写真 15、16 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 12 実験の設定状況 

写真 13 イグナイタの設定状況 

写真 14 電気スパークによる着火状況 

写真 15 たばこによる着火の状況 

イグナイタ

シリコンチューブ

たばこ 

プラスチック製コップ
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7. 出火原因 

 本火災の出火原因は、アセチレン容器の交換

作業中に、アセチレンガットを誤って接続した

まま元栓を開放したことにより、アセチレンガ

スが漏洩し、付近で喫煙中のたばこの火種が引

火し出火したものと推定される。 

 

8. 再発防止対策 

類似火災の再発防止のため、東京都高圧ガス

溶材協同組合に対し、組合員及び消費先に対す

る火災発生状況の周知と注意喚起の依頼を行っ

た。 

 これを受けて、同組合では、組合員等に対し

事例の周知と再発防止の注意喚起を行った。 

 

9. おわりに 

  プロパンガス、都市ガス等の可燃性ガスにた

ばこの火種が引火する事例は、当庁において経

験がなかった。 

  今回、火災原因究明のために実施した実験に

より、たばこの火種がアセチレンガスに引火す

ることが確認できた。 

本火災は、たばこの火種という微小な火源

でも引火するアセチレンの危険性について、再

認識することができた事案であった。 

 

参考文献 

1)  萩本安昭：たばこは発火源になるか、予防

時報、134、P38(1983) 
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（佐藤浩一 〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 5 号） 

写真 16 着火後の煤の状況 
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［セッション 5］ 

 

 一般発表 

電気瞬間湯沸器から出火した火災調査事例 
―熱源がガスではなく、電気で爆発？― 

 

東京消防庁 金町消防署 

佐藤和広、𣘺本泰治、田中由美子、田口 悠 
  

1. はじめに 

 本火災の電気瞬間湯沸器は、一般家庭にある、

お湯を沸かす電気ポットではなく、飲食店等の

厨房にある業務用の湯沸器で、熱源が電気であ

るため、換気設備が不要で、コンパクトに壁体

等に設置できるものである。 

本火災では、この電気瞬間湯沸器が厨房とい

う狭い空間で爆発し、機器本体が焼損したもの

で、「ガスでなく電気でなぜ爆発するのか？」と

疑問を抱き、出火原因を早急に究明し、類似火

災の防止に努めることとした。 

なお、全国では、当該機器（同型機種含む。）

からの爆発は 8 件発生している（A 社調べ）。 

 

2. 火災状況 

 火災の概要等は以下のとおり。 

2.1 出火日時等 

出火日時 平成 24 年 1 月 

 出火場所 東京都区内 

 出火建物 耐火 5/1 複合用途 1 階飲食店 

2.2 焼損概要 

本火災は、郊外型大型店舗 1 階フードコート

内の飲食店厨房に設置されている電気瞬間湯沸

器が爆発し出火したもので、電気瞬間湯沸器１

台が焼損した建物ぼや火災である。 

2.3 火災に関係した物件等 

製造会社 外国製 

総代理店 A 社（日本総代理店） 

製造年月 平成 17 年 12 月 

設置年月 平成 17 年 12 月 

 電  源 三相 200V 10.1Kw 

国内設置台数 3,661 台（同型機種含む） 

2.4 発見・通報・初期消火 

発見は、パート従業員がガスのようなにおい

を感じ、周囲の者に知らせ確認していたところ、

電気瞬間湯沸器が爆発し、内部のヒータ部分が

焦げているのを発見した。 

通報は、アルバイト従業員から連絡を受けた、

防災センター警備員が現場を確認し１１９番通

報した。 

初期消火はなく、傷者も発生していない。 

 

3. 火災調査 

厨房という狭い空間に設置されていること

から、一度爆発すると、その破片や熱湯により、

働く人の生命及び身体に被害が及ぶことが危惧

されることから、早急に出火原因を調査し、再

発防止策を講じる必要があると判断、以下のと

おり火災調査を行った。 

3.1 当該機器の特徴 

当該機器の特徴は、業務用で、熱源が電気で

あることから、吸排気用のダクト設備が不要で、

狭い場所に設置可能である。 

型番には、当該機器を含め 4 タイプあり、三

相 200V、ヒータ容量は 10.1Kw、15Kw の 2 タイ

プあり、本火災で焼損した機種は 10.1Kw タイプ

である。 

お湯が出る仕組みは、蛇口の開栓により水道

配管から機器本体へ水が流れ、フロースイッチ

を通過の際、水量に応じて水管部の 3 系統ある

ヒータへの通電本数が制御され、適温となった
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温水が水管部から給湯配管を通り、蛇口へ供給

される。 

なお、水管部を水が通過する時に瞬時に適温

に加温されるため、貯湯タンクは設置されてい

ない。 

 

写真１ 本体内部の状況（同型品） 

 

3.2 安全装置 

電気瞬間湯沸器には、機器本体内、機器に接

続される給湯配管及び水道配管に以下のような

安全装置が設置され、安全対策が講じられてい

る。 

3.2.1 安全弁 

電気瞬間湯沸器本体に接続されている給湯

配管に設置し、電気瞬間湯沸器の異常圧を逃が

す（0.5Mpa で作動）。 

3.2.2 逆止弁 

電気瞬間湯沸器本体に接続されている水道

配管に設置し、電気瞬間湯沸器に生じた異常圧

が水道配管へ逆流するのを防ぐ。 

3.2.3 過昇温防止スイッチ 

電気瞬間湯沸器内の水管部下部二次側配管

に設置し、水管部の空焚きを検知する（95℃で

作動）。 

3.2.4 圧力スイッチ 

電気瞬間湯沸器内の水管部上部に設置され

た主回路遮断器内部にある圧力スイッチが、水

管部の空焚きによる高圧を検知する（1.5Mpa で

作動）。 

3.2.5 主回路遮断器 

過昇温防止スイッチの作動により、主回路遮

断器内部のトリップコイルが働き電源を遮断

する。 

また、圧力スイッチの作動により、直接主回

路遮断器が働き電源を遮断する。 

3.2.6 フロースイッチ 

蛇口の開栓によりフロースイッチ内部に水

流が発生し、この流量を検知して水管部内の 3

本あるヒータ 3 系統への通電を制御する。 

通電制御は、下部 2 系統、上部 1 系統あり、

接点式である。 

 

4. 現場見分 

出火した飲食店舗内の焼損状況について、現

場見分を実施した。結果は以下のとおり 

4.1 焼損状況 

焼損した当該機器の前面カバーは、脱落し内

部基板を見ることができ、当該機器の右側には

同型品が設置され、当該機器の左側面からは水

管部から噴出した煤で壁体が汚損し、ヒータ線

が突出しているのが見られる。 

4.2 安全対策状況 

火災となった電気瞬間湯沸器の安全対策と

して、電気瞬間湯沸器へ入る水道配管には、逆

止弁及びストレーナが設置され、電気瞬間湯沸

器から出る給湯配管には、安全弁が設置されて

いるのが見られる。 

4.3 結果 

以上のことから、電気瞬間湯沸器本体からの
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出火と判断し、詳細に原因究明する必要がある

ことから、関係者の協力を得て、同場所に設置

されている同型品を比較品として提供を受けた。 

 

 

写真 2 出火場所の状況（右側同型品） 

 

5. 火災鑑識結果 

出火した電気瞬間湯沸器の技術的情報を得

るため、A 社の技術者立会のもと火災鑑識を実

施した。その結果は以下のとおり 

5.1 水管部 

水管部を縦に切開き、内部を見分すると、３

本すべてのヒータが断線しており、断面には短 

絡痕及び溶融が見られる。 

 

写真 3 水管部内部の焼損状況 

5.2 フロースイッチ 

フロースイッチ 3 系統のそれぞれにある 6 接

点を見分すると、1-2,5-6 番の接点に若干の凹

凸が見られるが原形を留めている。3-4 番の接

点は著しい凹凸が見られ原形を留めていない。 

A 社の技術者から、「フロースイッチの接点が

溶着すると、蛇口を閉めて水流が止まった状態

でも通電が継続し、ポリアミド樹脂製水管部は、

150℃以上で溶融する。」との説明があった。 

 

写真 4 フロースイッチ接点 5-6 の状況 

 

 

写真 5 フロースイッチ接点 1-2、3-4 の状況 

 

5.3 結果 

以上のことから、水流を検知するフロースイ

ッチの接点が、経年劣化により溶着し、水流が

止まっているにもかかわらず水管部内のヒータ

焼損品 
同型品 

安全弁 

逆止弁 
ストレーナ

④-③接点 ②-①接点
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が通電状態になり、水管部の水が沸騰して気化

するとともに内圧が上がり、さらに、ヒータが

赤熱して合成樹脂製水管部が焼損、水管部が圧

力に耐えきれず爆発したものと判定した。 

しかし、電気瞬間湯沸器には、何重にもある

安全装置が作動せず、爆発にまで至ったことか

ら、さらに A 社協力のもと、再現実験を行った。 

 

6. 再現実験 

火災鑑識結果を基に、電気瞬間湯沸器のフロ

ースイッチの接点溶着、安全弁の設置距離、過

昇温防止スイッチの機能、圧力スイッチの機能、

水管部の材質のそれぞれに問題があると考え、A

社の協力を得て、同型品を用いた再現実験を実

施した。 

6.1 実験 1 

安全弁、逆止弁の取付け位置により主回路遮

断器及び安全弁の作動に影響が生じるかを実

験した。 

 No.1 は、安全弁及び逆止弁を機器直近に設置、

No.2 及び 3 は、機器からの距離を、火災現場に

合わせ、安全弁 1.7m、逆止弁 1.0m に設定した。 

 実験結果から、主回路遮断器の作動は、安全

弁及び逆止弁が機器本体から遠方にある方が

早期に作動したが、No.2 では主回路遮断器が作

動せずヒータが断線した。 

安全弁の作動は、機器本体からの距離に関係

なく、蛇口を閉めて水流が止まった直後から安

全弁から水滴が垂れ始め、10 秒後に蒸気が出る

結果となった。 

なお、安全弁から出た水滴及び蒸気に焦げた

臭気がした。 

表１ 安全弁逆止弁の位置による各作動状況 

No. 
主回路遮断器の 
作動有無 時間 

安全弁 
作動時間 

過昇温防止 
ｽｲｯﾁ近傍温度

水管部 
爆発有無

1 作動 37 秒  10 秒  109.5℃  
測定限界値

無し  

2 
不作動  
ﾋｰﾀ断線 10 秒  109.5℃  

測定限界値
無し  

3 作動 24 秒  14 秒  109.5℃  
測定限界値

無し  

6.2 実験 2 

水管部内の 3 本のヒータのうち H2 が断線し

た場合（H2 が断線すると、回路上に過昇温防止

スイッチ及びトリップコイルに電気が流れな

い。）を想定し、過昇温防止スイッチ及びトリ

ップコイル両端の電圧を測定する実験を２回

行ったところ、作動温度の 95℃よりも高い

110℃及び 116.5℃で過昇温防止スイッチが作

動したが、トリップコイルに電気が流れないた

め、ヒータへの通電が継続して、2 回ともヒー

タが断線した。 

6.3 実験 3 

実験１で使用した機器を使用し、安全弁の位

置を変え、以下の実験を実施した。 

6.3.1 機器本体から 1.7m 離れた位置に安全弁、

1.0m 離れた位置に逆止弁を設置し実験した。 

蛇口を閉めた直後から安全弁から水が流れ

始め、同時に水管部右側が上端から下端まで赤

く発光し、約 10 秒後に過昇温防止スイッチが

作動した。 

なお、水管部は、0.7MPa まで上昇した。 

6.3.2 機器本体から直近の位置に安全弁及び

逆止弁を設置し実験した。 

蛇口を閉めた直後から安全弁から水が流れ

始め、同時に水管部右側が上端から下端まで赤

く発光し、数秒後に水管部上部の発光は止まり、

下部付近に火花が生じるのが見られた。 

なお、94.7℃でヒータが断線したため、過昇

温防止スイッチは作動していない。 

6.3.3 焼損状況 

実験中、水管部上端から下端までヒータが赤

熱している様子が観察でき、この赤熱が消えた

途端、水管部下部付近で間欠赤熱発光が確認で

きた。 

安全弁から排水された水を見分すると、焦げ

臭がし、煤が混じり濁っているのが確認できた。 

水管部の上蓋及び下蓋を取外して水管部内

を確認すると、H1 と H2 とが通っている管の内

部が一様に黒く焼損しているのが確認できた。 
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写真 6 水管部の赤熱状況 

 

水管部の下部を外して内部を確認すると、水

管部のポリアミド樹脂が炭化しているのが確認

できた。 

 

写真 7  水管部内部の焼損状況 

 

ヒータは、下部側で数箇所断線し、断線箇所

に短絡痕が確認できた。 

また、らせん状に巻かれているヒータ線が、

縦方向に欠損しているのが確認できた。 

 

 

写真 8 ヒータの焼損状況 

 

6.4 電気瞬間湯沸器の不備 

これらの実験結果から、電気瞬間湯沸器に以

下の不備が判明した。 

6.4.1 回路上の不備 

能力切替えを OFF、流量が中で H1 及び H2 に

通電された状況で、H2 が断線した場合、過昇温

防止スイッチが作動しても、トリップコイルに

通電されないことから、主回路遮断器が作動せ

ず、H1 に通電し続ける機構となっていることが

回路図から読み取れ、また H2 を強制的に断線さ

せて実験したところ、同じ状況が再現できた。 

図 1 回路図 

FS：スロースイッチ SS:主回路遮断器 

D：圧力スイッチ TC：トリップコイル 

OHTH:過昇温防止スイッチ SW:能力切替 

H1,H2,H3:ヒータ 

 

6.4.2 水管部の不備 

フロースイッチの接点を強制的に接合させ

ると、水流が止まった状態でもヒータに通電し

続け、水管部内が空焚きとなり、ヒータが赤熱

して水管部内が焼損することが実験により確認

できた。 

このとき、水管部内は水が沸騰して水蒸気と
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なり圧力が高い状態となった。 

6.4.3 安全弁不作動の不備 

水管部に生じた高圧を逃がすために安全弁

を給湯配管に設置している。 

しかし、安全弁から圧力が逃げているにもか

かわらず水管部内は依然として高圧状態を維持

し、空焚きとなって焼損することが実験により

確認できた（安全弁作動圧 0.5MPa、水管部内圧

0.7MPa、給水圧 0.3MPa となり、水管部内圧が給

水圧よりも高いため、水管部内に水が流入せず、

ヒータの赤熱が継続した。）。 

安全弁が水管部の高圧を逃がし切れていな

いことが実験により確認できた。 

6.4.4 安全スイッチの不備 

水管部内の高圧で安全スイッチが作動し（設

定圧 1.5MPa）、機械的に主回路遮断器を動作さ

せる機構となっているが、安全スイッチが作動

するよりも低い圧力で安全弁が作動するため、

安全機構として動作しないことが、回路図上及

び実験により確認できた。 

6.4.5 過昇温防止スイッチの不備 

給湯配管に設置した過昇温防止スイッチの

作動温度が、設定温度よりも高めに作動するこ

とが実験により確認でき、これにより水管部内

の赤熱したヒータへの通電を遮断できないこと

が実験により確認できた。 

6.4.6 水管部材質の不備 

水管部の材質は合成樹脂製のため、空焚きに

なると焼損することが実験により確認できた。 

また、空焚きによって生じた高圧のため、水

管部が爆発に至る可能性がある。 

6.5 結果 

フロースイッチの接点が溶着した場合、機器

損傷を防止するための、安全弁、過昇温防止ス

イッチ及び安全スイッチの各機構が有効に動作

せず、水管部の空焚きに続き水管部の焼損を招

き、水管部の爆発へ発展する可能性が多分にあ

ることが実験により確認できた。 

これらのことから、電気回路設計上の不備、

各安全装置の信頼性の低さ、フロースイッチの

耐久性に問題等があると言える。 

フロースイッチの耐久限界を迎える製品は

日々増加しており、同等機種は約 3,611 台使用

されていることから、A 社の早急な対応が望ま

れる。 

 

7. 調査結果の反映 

7.1 再発防止対策を求める要望書交付 

調査結果から、フロースイッチの接点溶着か

ら始まる水管部の空焚きを、各種安全装置が検

知できず、作動しないことが判明した。 

この接点の溶着は、使用頻度に応じて年々発

生頻度が高まり、同種火災の発生が危惧される

ため、金町消防署長名で再発防止対策を求める

要望書を交付した。 

7.2 A 社の対応 

再発防止対策として、以下の事項について回

答された。 

7.2.1 安全対策 

過去の事故事例では、「いずれも安全弁、逆

止弁の未施工により、各種安全装置が作動しな

かった。」と A 社では結論づけていたが、本火

災では安全弁及び逆止弁は設置されていたに

もかかわらず水管部が爆発したことから、安全

弁、逆止弁、圧力スイッチ等の検証を行った結

果、水管部の異常高圧を検知するため、給湯配

管に圧力スイッチ 0.8Mpa を新設し、その先の

安全弁を 0.5Mpa から 1.0Mpa に変更し、水道配

管側からの水撃による圧力スイッチの誤動作

を防ぐために一軸減圧弁 0.3Mpa を新設した。 

さらに、主回路遮断器が有効に作動するよう

に、電気回路の再検討を行い、その結果、現行

品は、ヒータ線短絡時にトリップコイルに電源

が流れないという電気回路上の不備があった

ため、電気配線の加除を行い、ヒータ線短絡時

にもトリップコイルに電源が流れるよう変更

した。 
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写真 9 変更した各種弁等 

 

 

図 2 回路変更図 

太線：従来配線 点線：削除線 細線：追加線 

FS：スロースイッチ SS:主回路遮断器 

PS：新設圧力スイッチ TC：トリップコイル 

D：既設圧力スイッチ 

 

7.2.2 当該機器設置場所の特定と対策の周知 

販売先として、厨房業者、管材商社及び A 社

地区販売店の中間業者のみであるため、これら

を通じてその先の設置場所まで把握可能であ

り、周知については、「安全点検のおしらせ」

を作成し、中間業者を通じてエンドユーザーま

で周知するとともに、 終設置場所リストも入

手することとした。 

なお、 終設置場所がすべて判ることから、

社告は行わないこととした。 

7.2.3 対策スケジュール 

部材手配    平成 24 年 4 月 30 日まで 

 安全点検の周知 平成 24 年 5 月 31 日まで 

 対策完了    平成 24 年 12 月 31 日まで 

３か月ごとに進捗状況を報告 

 

8. 継続指導の推進 

当初、平成 24 年 12 月 31 日までの完了予定

が、改修部材の調達の遅れや、改修周知の不備、

設置店との作業調整の遅れから、完了しないこ

とから、3 か月ごとの進捗状況の報告から、月

次報告に切替え、逐次指導することとした。 

その結果、改修部品は安定供給が可能となり、

自社ホームページに社告を掲載して周知を強化

し、改修の進捗を進めるために、新たに市場対

策室を設け、同時にフリーダイヤルを開設した。 

さらなる強化として、平成 25 年 3 月からは、

営業部員 40 名を投入し体制の強化を図っている。 

 

9. まとめ 

当該機器が外国製であることから、詳細な部

分については A 社から本国に問合せしなければ

情報を得ることができず、また、平成 25 年 4

月 1 日からの消防法の一部改正により、事業者

に対する資料提出命令及び報告徴収権が付与さ

れる前であったことから、調査活動に困難を伴

うことが予想されたが、粘り強く A 社に調査協

力を求めたところ、A 社の協力を得ることがで

き、同型品の提供や、配線図等の資料提供に加

え、A 社の協力を得て再現実験を行い、科学的

な調査を展開することができた。 

調査結果をもとに、再発防止対策を求め、当

該機器の改修に至ったが、 後の 1 台をも見逃

さない姿勢で粘り強く継続指導している。 

後に、類似事例は、日本全国で 8 件発災し

ており、本発表が、全国の消防による火災調査

の一助となれば幸いである。 

（佐藤和広 〒125-0042 東京都葛飾区金町 

4-15-20 TEL: 03-3607-0119(600)） 

逆止弁

一軸
減圧弁
0.3Mpa
新設

安全弁変更  
0.5→1.0Mpa 

圧力スイッチ  
0.8Mpa 新設  
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［セッション 5］ 

 

 一般発表 

一酸化炭素中毒事故に関する検証 
－寝たばこ火災を想定した無炎燃焼による一酸化炭素の流動拡散－ 

 

東京消防庁 

飯田明彦、金子公平、町井雄一郎、田沼宏志 
 

1. はじめに 

平成 22 年 4 月 1 日に一般住宅等に対して住

宅用火災警報器（以下、「住警器」という。）の

設置が義務化されてから、当庁管内では、平成

23 年 7 月の時点で 80.6％1)まで普及し、近年で

は火災件数及び死者数は減少傾向を示している。

このことから、住警器は住宅火災の死傷者の低

減に寄与していると考えられる。この傾向は、

住宅等で発生したたばこ火災のみに着目しても

例外ではない。しかし、図 1 のように、寝たば

こに起因した火災による死傷者数は、住警器の

設置率に関係なく横這いである。この原因とし

ては、寝たばこ火災においては、住警器が鳴動

する前に一酸化炭素中毒により避難が困難にな

る状況が推測されるが、詳細な検証例がない。 

そこで本検証は、寝たばこ火災で発生した一

酸化炭素の濃度及び流動、拡散状況を測定し、

それに対する人体への危険性を明確にすること

を目的として実施した。 

 

2. 一酸化炭素の物性及び危険性 

一酸化炭素は、無色、無臭、水に溶けにくく、

アルカリ水溶液やエタノールに溶ける性質 3)を

有している。気体比重は 0.9673)、沸点－191.5℃、

融点－205℃、引火点－191℃、発火温度 608.9℃、

爆発限界 12.5～74% 4)である。その毒性につい

ては、人体に対する一酸化炭素の中毒症状の程

度をはかる手段として、血中一酸化炭素濃度（以

下、「COHb 濃度」という。）が使われる。これは、

時間の経過とともに血液中の全てのヘモグロビ

ンの中に占めていく一酸化炭素と結合したヘモ

グロビンの割合で、この COHb 濃度と症状の関係

は表１に示される。COHb 濃度 30%以上では、避

難行動に支障をきたすと考えられている。 

 

3． 実験方法 

3.1 実験居室 

3.1.1 実験居室内状況 

実験居室は、図 2 の幅 3.3m×奥行き 3.6m×高

さ2.1mの約6畳に相当する場所で実験を行った。 

 

図 1 東京消防庁管内における住警器の設置率

とたばこ火災及び寝たばこ火災の 

死傷者の関係 1), 2) 

 

表１ COHb 濃度とその症状 5) 

COHb 濃

度(%) 
症   状 

80～100 急速な死 

70～80 脈拍微弱、呼吸減弱、呼吸不全そして死 

60～70 間欠的けいれんを伴う昏睡、心拍呼吸衰弱

50～60 
失神、呼吸数脈拍数の増加、昏睡、間欠的け

いれん、チェーンストークス呼吸 

40～50 
顔面蒼白、激しい頭痛、めまい、耳鳴、悪心、

嘔吐、虚脱、失神、呼吸脈拍数増加、昏睡

30～40 
強い頭痛、めまい、耳鳴、悪心、嘔気、嘔吐、

脱力感、歩行困難、視覚意識もうろう、虚脱

20～30 頭痛、側頭部の脈動（ズキズキ） 

10～20 前頭部の緊迫感、軽い頭痛、皮ふ血管拡張

0～10 症状現れない 

24.3
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48.1
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3.1.2 火源等 

 寝たばこ火災を想定し、発火源をたばこ、そ

の着火物に寝具類を使用した。たばこの設置箇

所が、実験居室の中央になる位置に、掛け布団

及び敷き布団を敷き、敷き布団上に就寝中の人

物を模したマネキンを置いた。なお、マネキン

頭部の下には枕を置いた。たばこは、ライター

で点火した後、燃焼が安定してから、実験開始

と同時に掛け布団と敷き布団の間に挟み込んだ。

実験終了の判断は有炎燃焼が始まった時点とし

た。 

⑴ たばこ 

発火源として使用したたばこは、平成 23 年

度第 4 四半期 日本国内販売数量第１位の銘柄

とした。 

⑵ 寝具類 

実験に使用した寝具類は、図 3 のとおり、掛

け布団、カバーをかけた敷き布団、及び枕であ

る。寸法は、掛け布団 1.50×2.00m、敷き布団

は 1.05×2.10m、枕は 0.43×0.63m のものを使

用した。また、いずれも、中綿・側地等の素材

は、綿 100%のものとした。 

3.2 一酸化炭素濃度の測定方法 

一酸化炭素の濃度の測定は、以下に示す方法

とした。 

3.2.1 一酸化炭素測定器による測定 

図 4 に示すように、実験居室内中央の火源を

含む断面を中央断面とし、この断面内に一酸化

炭素濃度を測定するための測定点を 32 箇所設

定した。各測定箇所の一酸化炭素濃度を測定す

るために、図 5 に示す 1000ppm の濃度まで測定

できる一酸化炭素測定器を使用した。一酸化炭

素測定器には、Lascar Electronics Inc.製、デ

ータロガーEL-USB を使用した。 

3.2.2 高濃度測定用一酸化炭素測定器による

測定 

就寝中の人物の枕元相当の位置（実験居室の

中央の火源上部、高さ 0.36m）で、図 6 に示す

100,000ppm まで測定できる高濃度測定用一酸

化炭素測定器を使用し、火源近くの高濃度の一

酸化炭素濃度を測定した。また、同時に酸素濃

度も測定した。高濃度測定用一酸化炭素測定器

は、富士電機システムズ株式会社製、赤外線ガ

 

図 2 実験居室外観図

図 3 使用した寝具類の状況 

 

図 4 一酸化炭素測定器（添字は識別番号）と

高濃度測定用一酸化炭素測定器の測定箇所 

 

図 5 一酸化炭素測定器

図 6 高濃度測定用 

一酸化炭素測定器 
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ス分析計 ZKJ－3 を使用した。 

 

3.3 一酸化炭素警報器の作動時間の計測 

図 4 に示す天井中央と壁体上部の位置に、図

7 に示す、一酸化炭素感知式ガス漏れ警報器（以

下、「一酸化炭素警報器」という。）を設置した。

なお、仕様は表 2 に示すとおりである。 

一酸化炭素警報器の作動時間を記録し、人体

への危険性について一酸化炭素濃度の測定値と

の関連を検討するものとした。 

 

 

4. 実験結果及び考察 

4.1 実験居室の中央断面における一酸化炭素

濃度 

実験居室の中央断面における一酸化炭素濃度

の測定に使用した一酸化炭素測定器の識別番号

は、図 4 のとおりである。以下に記す実験結果

においては、この番号で表記するものとする。

また、図 4 に示すとおり、縦方向にグループ化

して、A から H まで列名を付した。 

図 8 に示すとおり、全体的に、いずれの測定

箇所においても実験開始から終了まで濃度が上

昇し、実験時間の経過とともに濃度の上昇率が

高くなり、下に凸の形状のグラフを示した。さ

らに、実験居室の上下で濃度が異なり、高い位

置ほど高濃度となった。各測定箇所について、

測定位置の列ごとに以下のような濃度変化を示

した。 

A 列では、No.1、No.2 は、実験終了までほぼ

同じ割合で、緩やかに濃度が上昇した。No.3、

No.4 は 85 分までほぼ同じ上昇傾向を示した。

その後、No.3 は急上昇し、90 分には No.4 と

300ppm 以上の差をつけ、No.2 とほぼ同濃度の

1000ppm に達した。 

B 列では、No. 5、 No. 6 は 36 分までは、ほ

ぼ同じ濃度で推移した。それ以降は No.5 が最大

80～100ppm 程度の差の高い濃度で上昇したが、

約 92 分後には No.5、No.6 はほぼ同時に 1000ppm

に達した。No. 7、No. 8 は、60 分までは、ほぼ

同じ濃度で上昇し、それ以降も数十 ppm の差は

生じるが、いずれも約 100 分後にはほぼ同時に

1000ppm に達した。 

C 列では、実験開始から 20 分以降、濃度差が

生じ、No.9、10、11、12 の順に濃度が高くなっ

ていった。40 分以降は、No. 9 と No. 10 の濃度

差は約 50ppm となり、ほぼこの濃度差で、どち

らも同じ上昇傾向を示した。No. 10 と No. 11、

No. 12 の差は 30 分程度で生じ始め、最大で約

150ppm の濃度差となった。No. 11、No. 12 は、

90 分までほぼ同じ濃度となり、No. 9、No. 10

より低い濃度であった。約 800ppm に達した以降

は No. 11 の方が高い濃度で上昇し、いずれも

95 分以降に約 1000ppm に達した。 

D 列では、高い方から No. 13、14、15、16 の

順で濃度変化した。No. 13 は、No. 14、No. 15

に対して約 20～30ppm 程度高い濃度で上昇して

いたが、65 分以降はさらに濃度差が生じ、87

分後に 1000ppm 近くの濃度に達した。 

約 67 分まで No. 14、No. 15 は、ほぼ同じ濃

度を示しながら上昇したが、その後、No. 15 の

濃度上昇が鈍化し、No. 14 に対し 100ppm 程度

低い濃度で上昇した。No. 16 は、30 分以降で他

に比べて、上昇率が低くなった。そして、70 分 

表 2 一酸化炭素警報器の仕様 

警報器 

種別 
内      容 

一酸化炭素 

警報器 

感知方式 SnO2 半導体方式 

感知濃度 

低濃度：25～300ppm の時、 

応答速度 10 分以内 

高濃度：550ppm 以下の時、 

応答速度 5 分以内 

外部出力 

信号 

移報接点式 接点容量 DC30V 以下 0.5A

a 接点、ON 無電圧、無極性 

 
図 7 一酸化炭素警報器 
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後に 200ppm に達し、他の測定箇所よりも、150

～250ppm も低い結果となった。その後、およそ

95 分で最大値に達した。 

E 列では、No.17、No.18 は、ほぼ同じ上昇傾

向を示したが、50 分以降は No.17 が No.18 より

も約 40～50ppm 高い濃度で上昇し、約 90 分で最

大値、約 1000ppm に達した。No.19 と No.20 は、

No.17、No.18 よりも低濃度だが、ほぼ同じ割合

で上昇した。No.19、No.20 は、70 分以降で No.17

と最大 200～180ppm の差が生じ、95 分以降で最

大値に達した。 

F 列の No. 21、No. 22 は、35 分まで、ほぼ

同じ濃度で上昇した。それ以降は No. 21 が No. 

22よりも 30～80ppmの差を生じながら上昇する

が、90分後には両者とも、約 1000ppmに達した。

No. 23、No. 24 は、No. 21、No. 22 より低い濃

度で変化し、65 分まではほぼ同じ濃度変化を示

した。それ以降は最大 100ppm の濃度差を示し、

No. 24 の方が高濃度になるものの、95 分後に両

者とも約 950ppm に達した。 

G 列の No.25、No. 26 は、40 分まで、ほぼ同

じ濃度で上昇した。それ以降は No. 25 が No. 26

よりも 30～50ppm 程度の高い濃度差を生じなが

ら上昇するが、それぞれ 90 分、95 分後には、

約 1000ppm の最大値に達した。No. 27、No. 28

は、65 分まではほぼ同じ濃度変化を示し、No.25、

No. 26 より低い結果となった。65 分から 90 分

までは最大 100ppm の濃度差で、No. 28 の方が

 
A 列（No.1～No.4） E 列（No.17～No.20） 

 

B 列（No.5～No.8） F 列（No.21～No.24） 

 

C 列（No.9～No.12） G 列（No.25～No.28） 

 

D 列（No.13～No.16） H 列（No.29～No.32） 

図 8 中央断面に配置した一酸化炭素測定器の垂直方向の濃度変化 
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高濃度になるものの、97 分以降に両者とも約

1000ppm の最大値に達した。 

H 列の No.29、No.30 は、40 分までは、ほぼ

同じ濃度で緩やかに上昇した。それ以降は

No.29 の方が数十 ppm 高い濃度で上昇し、約 90

分で最高値に達した。No.31、No.32 は、No.29、

No.30 より低い濃度で、40 分までほぼ同じ濃度

で上昇を示した。No.31 の濃度は、約 70 分で、

No.32 とほぼ同じ濃度になるが、その後、再度

上昇し、約 95 分には No.32 と 200ppm 以上の差

を生じ、最大値に達した。No.32 は約 100 分後

に最大値 1000ppm に達した。 

このことから、各測定箇所では概ね 90 分ほ

どで測定限界に達していた。天井付近、すなわ

ち高いところから高濃度となり、次第に低い位

置でも濃度が上昇していくことがわかる。しか

し、実験居室中央の測定箇所では、周囲と比べ

てやや高い濃度になる傾向があり、高さ 0.90m、

0.50mの下位 2か所の各測定値の差異が大きく、

最大で 200ppm ほどになることがある。特に高さ

0.90m の No.15 は、他と比べて差異が大きい。

これは、測定点が火源直近の D 列にあって、一

酸化炭素濃度の高い気流が拡散することなく上

昇し、測定器を通過することが原因と考えられ

る。 

 

4.2 就寝者の枕元相当の位置の COHb 濃度等 

布団上の就寝者の枕元相当の位置における

高濃度測定用一酸化炭素測定器により測定した

各気体の測定結果を、以下に示す。 

枕元相当の位置の一酸化炭素濃度は図 9 のと 

おりとなり、枕元では、約 35 分で 1000ppm に達

した。さらにその後も上昇し、約 74 分で最大値

約 3400ppm となった。以降、95 分までの間、約

1600ppm に低下した後、また上昇に転じた。 

酸素濃度は、図 10 に示されるとおり、実験

開始時の 20.9%から緩やかな減少を続け、約 75

分後の約 20%を最小値とした。 

表１に示されている一酸化炭素濃度に対す

る中毒の症状は、所定の濃度の一酸化炭素を所

定の時間吸引した結果であり、一酸化炭素濃度

の測定結果は直接適用できない。そこで、辻阪

ほか（1980）の計算式 5)に基づき、濃度変化す

る一酸化炭素、酸素とそれらを継続的に吸引し

た時間から、図 11 に示すように COHb 濃度を算

出し、本検証における人体への危険性を評価し

た。なお、本稿では、火源に近い、No.13 の一

酸化炭素測定器の示す数値を、天井付近の一酸

化炭素濃度の代表値として議論する。 

図 11 に示す結果から、実験開始から 29 分後

に、人体への危険性が生じる COHb 濃度が 30％

図 9 就寝者の枕元相当の位置の一酸化炭素

濃度の変化（実験居室内中央、高さ 0.36m） 
 

図 10 就寝者の枕元相当の位置の酸素濃度

の変化（実験居室内中央、高さ 0.36m） 

 

 
図 11 枕元相当の位置の一酸化炭素濃度と 
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（一酸化炭素濃度、約 900ppm）となった。 

このときの火源直上の天井付近の一酸化炭

素濃度は、45ppm となっており、一酸化炭素警

報器は作動していない。 

その後、表 3 に示すように、天井中央で 54

分 45 秒、壁体上部で 54 分 46 秒にそれぞれの一

酸化炭素警報器が作動した。同時点での枕元相

当の位置の一酸化炭素濃度は約 2000ppm まで達

し、COHb 濃度で 60％をこえていた。このときの

天井付近の一酸化炭素濃度は 199ppm であった

ため、一酸化炭素警報器は、仕様の範囲で作動

したと考えられる。 

この COHb 濃度では、表 1 より「間欠的けい

れんを伴う昏睡、心拍呼吸衰弱」の症状を生じ

うる数値であり、警報器の作動時には避難不可

能な状態になっている可能性がある。 

 

4.3 実験居室内の状況変化と一酸化炭素濃度

変化 

ここでは、実験居室内の状況の経時変化を、

実画像と一酸化炭素の分布を濃淡で示した図を

用いて示す(図 12、13)。 

4.3.1 実画像上の変化 

図 12 のように、実験開始から 0～30 分では、

煙の発生等の変化が緩慢であり、実画像では視

覚的な変化は特に認められない。実画像上では

明瞭ではないが、白煙の上昇を確認することが

できたのは実験開始から 25 分 58 秒であった。

その後、次第に白煙が充満していくのが確認で

きるようになり、居室上部で煙の濃度が確認で

きるようになったのは、40 分後であった。 

4.3.2 一酸化炭素濃度の分布 

図 13 に示すとおり、40 分までは一酸化炭素

濃度の分布に顕著な変化は認められないが、そ

れ以降は居室中央の一酸化炭素濃度が周囲より

高く、床付近でも高くなっている。50～60 分で、

実験居室上部の一酸化炭素濃度上昇が、より顕

著になった。60 分以降で、両側の壁体付近下部

にも一酸化炭素の濃度上昇が認められた。80 分

～90 分で、居室全体の一酸化炭素濃度は急速に

上昇し、その後、100 分までは高さ 1.70m、1.30m

の位置が、高さ 0.90m、0.50m の位置に対して高

い濃度となり、上下二層に分布した状態を維持

している。100 分以降では、居室全体が測定の

上限に近いかそれ以上を示し、これまでの二層

状の濃度分布を示さなくなった。 

また、全体的に実験居室中心軸の一酸化炭素

測定箇所の D 列（図 4、No.13～16）の一酸化炭

素濃度は周囲に比べて高濃度で、両側の壁体付

近（No.3、No.31）も周囲の測定箇所に比べて高

濃度になる傾向があった。 

このことから、図 14 に示すとおり、火源か

ら発生した一酸化炭素を含む煙（気流）が居室

中心に沿って上昇し、天井中心付近から周囲に

拡散し、滞留することで、実験居室天井側（上

層）の一酸化炭素濃度が高くなったものと考え

られる。また、天井に沿って壁体方向へ拡散し

た気流は、壁体に達した後、壁体に沿って降下

する動きが確認できる。さらに、着火から 60

分以降では壁体に沿って降下した気流は床付近

にも達するようになったため、着火から 70 分後、

床付近全体が比較的高濃度となる状況が確認で

きた。 

したがって、図 13 での一酸化炭素濃度分布

の変化から、実験居室内の垂直方向の一酸化炭

素濃度の流動・拡散の状況は対流拡散であると

考えられる。また、水平方向への流動・拡散状

況は、高さ 1.70m の濃度分布において、中心か

ら周囲への比較的早い拡散が認められることか

ら、ほぼ一様な拡散を示すと考えられる。さら

に天井付近の一酸化炭素は、60 分以降において、

両側の壁体、そして床面へと拡散する特徴があ

る。  

表 3 一酸化炭素警報器の作動時間 

設置箇所 点火からの作動時間 

天井中央 54 分 45 秒 

壁体上部 54 分 46 秒 
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図 12 実験居室内の状況変化 図 13 実験居室内の一酸化炭素濃度変化 
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4.3.3 一酸化炭素警報器の作動時間 

それぞれ、図 12、図 13 に図示した実験居室

内の状況変化、一酸化炭素の濃度分布から、一

酸化炭素濃度と一酸化炭素警報器とのの関係に

ついて検討する。 

実験開始から 25 分 58 秒で、白煙の上昇が確

認できたが、実験居室上部で白煙の濃度が認識

できるようになったのは、実験開始 40 分後であ

った。 

また、各一酸化炭素警報器が作動した 54 分

45 秒、54 分 46 秒の時点では、天井付近の一酸

化炭素濃度は約 200ppm であったため、一酸化炭

素警報器は、その仕様の範囲内で作動したこと

になった。 

このように、一酸化炭素警報器は、仕様の範

囲内で正常に作動していたが、図 11 に示すとお

り、一酸化炭素警報器が作動した時、枕元相当

の位置の一酸化炭素濃度は約 2000ppm に達し、

COHb 濃度が 60％を超えていた。一酸化炭素警報

器が作動し、一酸化炭素中毒の危険性を認識で

きる状況になった時には、すでに居室内で一酸

化炭素濃度が人体に深刻な影響を生じるうる濃

度になっている場所があることを示唆している。 

 

5. まとめ 

⑴ 寝たばこ火災の無炎燃焼で生じた一酸化炭

素の流動状拡散状況は、対流拡散であった。 

⑵ 一酸化炭素警報器が作動したのは、着火後

約 55 分であった。この時の枕元相当の位置の濃

度は約 2000ppm で、COHb 濃度の推定値は 60％を

超えていた。このことから、寝たばこ火災にお

いて一酸化炭素警報器が作動した時には、局所

的に、人体深刻な影響を生じうる可能性が確認

できた。 
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図 14 一酸化炭素が居室内で流動拡散する 
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［セッション 5］ 

 

 一般発表 

トレーラの駐車ブレーキ引きずりによる車両火災事例 
 

東京消防庁予防部調査課 

千葉岳大 
 

1. はじめに 

トレーラは、動力を持つトラクタに連結して

牽引される被牽引車であり、積載する貨物に合

わせて多くの形状のものが存在する。 

 今回は、同一メーカーで製造したコンテナ運

搬専用のトレーラにおいて、スプリング式駐車

ブレーキ（以下「駐車ブレーキ」という。）の解

除を確認せずに走行したことに起因して出火し

た車両火災が本年 2 件発生し、同様の火災が前

年にも 1 件発生していたことから、類似火災の

発生を防止するために関係工業会に対して要望

を行った事例について発表する。 

 

2. 火災の概要 

出火年月  平成 25 年 2 月 

出火場所  東京都江東区 

焼損状況  トレーラ 1、コンテナ 1 及び積

載物若干焼損（車両ぼや火災） 

 

3. 出火時の状況 

運転手は、トラクタにトレーラを連結して一

般道路を走行中、牽引していたトレーラのシャ

ーシからタイヤが破裂したような音が聞こえた

ため、サイドミラーを確認すると、トレーラの

後輪付近から煙が見えた。 

運転手はすぐに停車し、車を降りて確認する

と、トレーラの右後輪付近から煙が出ており、

直後に炎が立ち上がるのを発見したため、トラ

クタに積載していた粉末消火器を使用して初期

消火を実施したが、効果はなかった。 

 また、パトカーで走行していた警察官は、前

方から破裂音がし、停車しているトレーラを確

認すると、運転手が粉末消火器で初期消火を実

施していたため、警察職員用の携帯電話から

119 番通報した。 

 

4. 鑑識見分状況１ 

トラクタは焼損していないため、コンテナ及

びトレーラについて見分する。 

焼損したトレーラはセミトレーラで、車軸は、

フロント軸（以下「前輪」という。）及びリヤ軸

（以下「後輪」という。）で構成される 2 軸仕様

車である。 

4.1  コンテナ及びトレーラの外観について 

 コンテナ及びトレーラは、フロント側は焼損

しておらず、リヤ側の左右側面は表面が黒く煤

けており、一部の塗装が剥離している。 

また、トレーラの右テールランプが溶融脱落

している。（写真 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  トレーラの車体下部について 

前輪よりフロント側には焼損が確認できず、

左フレームに取り付けられている駐車ブレーキ

バルブも焼損していない。（写真 2） 

写真 1 コンテナ及びトレーラの外観 
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前輪よりリヤ側を見分すると、車体フレーム

から露出しているコンテナ底部は木製で、後輪

上方付近が亀甲状に炭化しており、付近のフレ

ームも一部塗装が剥離している。（写真 3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  タイヤについて 

 前輪のタイヤは左右内外共に焼損しておらず、

後輪のタイヤは、左右内外共に焼損している。  

特に右後輪内側のタイヤはホイールから離

脱し、トレッドはある程度原型を留めているも

のの、サイドウォールは原型を留めていない。

（写真 4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ドラムブレーキについて 

 前輪のドラムブレーキを分解して見分すると、

左右のベアリング及びブレーキライニングに異

常は確認できない。（写真 5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、後輪のドラムブレーキを分解して見分

すると、左右共にベアリングに異常は確認でき

ないが、ブレーキライニングの一部が左右共に

炭化しており、亀裂が入っている部分も認めら

れる。（写真 6、7、8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 駐車ブレーキバルブの状況 

写真 3 車体下部の焼損状況（右後輪付近）

駐車ブレーキバルブ 

左前輪右前輪 

右後輪の 

ドラムブレーキ

 

写真 5 ドラムブレーキの分解状況（右前輪）

ベアリング ブレーキライニング 

写真 6 ドラムブレーキの分解状況（右後輪）

写真 7 左右ブレーキライニングの焼損状況

ベアリング 

ブレーキ 

ライニング 

右側 左側 

写真 4 タイヤの焼損状況（右後輪） 

内側タイヤ 外側タイヤ 
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5. 鑑識見分状況２ 

以上見分の結果、後輪のブレーキライニング

が過熱した状況を呈しており、後輪のブレーキ

のみを引きずったまま走行した状況が強く窺え

る。以下、ブレーキの機構を踏まえ詳細に見分

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 トレーラのブレーキについて 

本事例のトレーラには、トラクタ側のブレー

キペダル等で操作する通常走行時に用いるエア

式のサービス・ブレーキと、トレーラに装備さ

れた駐車ブレーキバルブで操作するスプリング

式の駐車ブレーキの 2 系統のブレーキがある。

（図 1） 

5.2 駐車ブレーキの構造と作動について 

駐車ブレーキは、通常時はスプリング・ブレ

ーキ・チャンバのエア圧により強力スプリング

が縮められて駐車ブレーキが解除されているが、

駐車ブレーキバルブの操作によりエアを抜くと、

強力スプリングがプッシュロッドを押し、駐車

ブレーキが作動する。 

また、駐車ブレーキは非常用ブレーキとして

の機能も有しており、エアタンク内のエア圧が

低下すると、駐車ブレーキバルブの働きにより、

自動的に駐車ブレーキが作動する。（図 2、3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8 ブレーキライニングの破損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 トレーラのブレーキ配管図 
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スプリング・ブレーキ室では、エアタンクから駐

車ブレーキバルブを介して送られるエア圧により

強力スプリングが縮められている。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 スプリング・ブレーキ・チャンバの 

断面図（駐車ブレーキ解除時） 
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5.3 ブレーキ・チャンバ及びスプリング・ブレ

ーキ・チャンバについて 

ドラムブレーキを作動させる機構として、前

輪車軸上にはブレーキ・チャンバが、後輪車軸

上にはスプリング・ブレーキ・チャンバが設置

されており、それぞれに接続されているゴム製

のブレーキホースが焼損している。 

ブレーキ・チャンバには焼損や破損は確認で

きないが、スプリング・ブレーキ・チャンバは

左右共に黒く変色しており、右側のスプリン

グ・ブレーキ・チャンバは一部ハウジングが溶

融脱落して内部機構が露出している。（写真 9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左右のスプリング・ブレーキ・チャンバを分

解して見分すると、スプリング・ブレーキ室で

は左右の駐車ブレーキ用強力スプリングが破断

して破断面が錆びており、残存している左側の

ダイヤフラムにはハウジングとの接合面の一部

に汚れが付着している。（写真 10、11、12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 9 スプリング・ブレーキ・チャンバの

状況 

 

写真 10 スプリング・ブレーキ・チャンバを

分解した状況 

 

写真 11 強力スプリングの破損状況 

写真 12 スプリング・ブレーキ室のダイヤフ

ラムの状況 

右側 左側 

左側 

右側 強力スプリング ダイヤフラム 
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右側

破断箇所 
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駐車ブレーキバルブの操作又はエアタンクの圧

力不足により、スプリング・ブレーキ室のエアが排

出されて強力スプリングが伸び、プッシュロッドが

押し出されることで駐車ブレーキが作動する。 
（車種により、駐車ブレーキバルブの操作方法は異なる）

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 スプリング・ブレーキ・チャンバの 

断面図（駐車ブレーキ作動時） 
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6. 出火原因 

鑑識見分の結果、後輪左右のブレーキライニ

ングが過熱した状況を示している。 

また、スプリング・ブレーキ・チャンバのダ

イヤフラムの汚れや強力スプリングの破損状況

から、出火前にエアが漏れ、駐車ブレーキバル

ブの働きにより自動的に駐車ブレーキが不完全

な状態で作動していた可能性が考えられる。 

このことから、本事例の出火原因は、運転手

が駐車ブレーキの作動に気がつかないまま走行

したため、駐車ブレーキの引きずりによる摩擦

熱でブレーキライニングが発火し、火災に至っ

たものと判定する。運転手の供述によると、出

発前に駐車ブレーキバルブを目視で確認してい

るが、実際に操作して作動状況を点検していな

いとのことであった。 

なお、駐車ブレーキを解除するためには駐車

ブレーキバルブを手動で操作する必要がある。 

ただし、エアタンク内の圧力が十分でない場

合は駐車ブレーキバルブを操作しても駐車ブレ

ーキは解除されないため、エアタンク内の圧力

を確認してから駐車ブレーキバルブを操作する

必要がある。 

 

7. 類似火災の発生を防止するために 

東京消防庁管内において発生した 3 件の火災

は、いずれも走行中のセミトレーラ後輪から出

火しており、ベアリングに異常は無く、駐車ブ

レーキが設置されている左右後輪のブレーキラ

イニングが引きずられた状況を示している。 

なお、走行前に駐車ブレーキの解除は確認さ

れていない。 

以上 3 件の火災事例では、走行前に運転手が

駐車ブレーキの解除について確認を行っていれ

ば、火災に至らなかったものと考えられる。 

7.1 駐車ブレーキ解除を忘れる要因について 

トレーラは、駐車する際にトラクタから切り

離すと自動的にエア式のブレーキがかかり、連

結すれば解除されるため、一般的に駐車ブレー

キが使用されない場合が多く、運行前点検にお

いて駐車ブレーキ解除の確認を怠ることが考え

られる。 

7.2 要望書の交付 

類似火災の発生を防止するため、当庁は一般

社団法人日本自動車車体工業会（以下「関係工

業会」という。）に対し、火災の発生状況及び運

行前点検時における駐車ブレーキの状況確認の

励行について要望書を交付し、会員に対して周

知することを求めた。 

7.3 関係工業会の対応 

当庁からの要望を受け、関係工業会ではトレ

ーラの駐車ブレーキの解除について、走行前に

確認するよう注意喚起を行うトレーラサービス

ニュースを、平成 25 年 6 月 18 日にホームペー

ジ上に掲載した。（図 4） 

また、同工業会の会員であるトレーラメーカ

ー各社においても、ホームページにおける注意

喚起や、各サービスマンによる周知が行われる

こととなった。 

 

8. おわりに 

今回の事例では、当庁が行った複数の火災調

査結果から、駐車ブレーキ解除の確認が不十分

であることが出火に至る要因であると判断し、

関係工業会に対して要望した結果、関係工業会

から注意喚起することで、類似火災の発生防止

対策が行われた。 

将来起こりうる火災を防止するためには、出

火原因を究明するとともに、出火に関係する物

品の製造業者や関係団体に働きかけ、出火に至

る要因を解消することが重要であり、今後も実

効性のある働きかけを行っていきたい。 
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図 4 関係工業会のトレーラサービスニュース 

 

（千葉岳大 〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 5 号）
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［セッション 5］ 

 
 一般発表 

焼損した合成樹脂等の材質を特定する手法に関する検証 

 

東京消防庁 消防技術安全所 危険物質検証課 

水田 亮、木田清春、黒田裕司、鳥谷 淳 

 

 

1. はじめに 

火災鑑定業務では、一般に合成樹脂等の材

質の特定に、フーリエ変換赤外分光光度計（以

下「FT-IR」という。）を用いている。しかし、

依頼物件として持ち込まれる合成樹脂の多く

は、火災の熱により溶融しているため化学構

造が本来の構造から大きく変化している。そ

のため、FT-IR を用いたライブラリ検索及び

スペクトル解析による材質の特定は困難とな

る場合がある。そこで本検証は、各種合成樹

脂及び繊維（以下「合成樹脂等」という。）を

擬似的に焼損させ、焼損した合成樹脂等の材

質特定に応用することを目的に実施した。  

2. 検証方法 

2.1 試料 

試料は合成樹脂（以下「樹脂」という。）を

11 種類、繊維を 5 種類選定した。樹脂は各分

野で一般的に使用されているものを選定し、

繊維は天然繊維、化学繊維からそれぞれ選定

して使用した。それぞれの繊維については、

JIS L 0803「染色堅ろう度試験用添付白布」

に準拠した繊維を使用した。測定試料及び略

号を表 1 に示す。 

試料サイズは、試験管に入り点火器具で加

熱しやすいサイズで厚み 2mm（繊維は除く。）、

縦横 10mm×20mm とした。 

2.2 加熱方法 

2.2.1 点火器具による加熱 

火災時の火炎に炙られた状態を想定し、火  

炎で試料を加熱燃焼させた。加熱方法は、第  

2 類危険物判定試験である小ガス炎着火試験

を参考とした（表 2）。  

表１ 測定試料（樹脂及び繊維） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 点火器具による加熱条件  

 

2.2.2 電気炉による加熱 

火災時の輻射熱等で変性した状態を想定し

て、電気炉を使用し各温度で一定の時間加熱

した。加熱条件は、事前に示差熱熱重量同時

測定装置により熱分析を行い試料の熱的性質

条  件 

火炎長 約７㎝ 

火炎接触角度 約 30 度 

炎の接触面積 １㎝２から２㎝２ 

火炎接触時間 60 秒 
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を把握した後、決定した。熱分析の結果から、

樹脂は 260℃付近から 460℃付近の範囲（繊維

については 330℃付近から 420℃付近の範囲）

で発熱、重量減少を開始していることから、

表 3 の加熱条件とした。 

表 3 電気炉による加熱条件 

2.2.3 ブンゼンバーナーによる試験管加熱  

試料を試験管に入れてブンゼンバーナーで

加熱した。熱分解した試料が試験管の側面に

付着し、その熱分解物を測定した。表 4 に加

熱の条件を示す。 

表 4 ブンゼンバーナーによる試験管加熱条件  

条   件 

ブンゼンバーナー火炎高さ 約５㎝ 

試験管サイズ ∅18 ㎜×180 ㎜ 

試験管の角度 ５度から 15 度 

2.3 測定装置及び測定条件 

測定装置は FT-IR（Thermo Fisher SCIENTI 

FIC 社製、NICHLET iS10）を使用した。測定

条件を表 5 に示す。 

表 5 測定条件 

FT-IR 

分解能 ４㎝－１ 

スキャン回数 32 回 

測定方式 ATR 全反射法

プリズム ダイヤモンド

3. 検証結果及び考察 

各樹脂等の FT-IR の測定結果を以下に示す。 

3.1 PVC 

図 1～図 3 に PVC の測定結果を示す。 

図 1 より、加熱試料はほとんどの吸収が確

認できない。 

図 2 より、炉 200℃の試料では 1570 ㎝-1 付 

 

 

 

 

図 1 点火器具加熱後の PVC の FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 2 電気炉加熱後の PVC の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 3 バーナー加熱後の PVC の FT-IR 測定結果 

近に標準試料よりやや強い吸収がみられたが、

炉 250℃では吸収が消失している。炉 300℃は

すべての吸収が比較的弱いため解析は困難で

あるが、750 ㎝-1 付近に他の試料にはない吸

収がやや強く確認できる。これは、加熱後の

熱分解生成物に由来すると考えられる。 

図 3 より、3050 ㎝-1、1600 ㎝-1、750 ㎝-1

付近に標準試料にほとんど確認できない吸収

が加熱後の試料には確認できる。標準試料の

1700 ㎝-1 から 1800 ㎝-1 の吸収は加熱により違

う吸収に変化しているが、新たに分解生成物

が生成したためと考えられる。標準試料の

1250 ㎝-1、1100 ㎝-1、960 ㎝-1 付近の吸収は熱

分解により消失し 1000 ㎝-1 及び 915 ㎝-1 付近

には微弱なアルケンの C－H 面外変角振動の

吸収が確認できる。標準試料にない 750 ㎝-1

付近の強い吸収は、熱分解により試料構造中

の C－Cl 結合が変化してできた新たな吸収か

又はメチレンの横ゆれ変角振動と考えられる。 

3.2 PE 

図 4～図 6 に PE の測定結果を示す。 

図 4 より、2915 ㎝-1、2850 ㎝-1、1472 ㎝-1、

730 ㎝-1 及び 718 ㎝-1 付近に PE の特徴的な吸

収が確認できる。 

 条   件 

加熱時間 10 分 

加熱温度 
樹脂 

200 ℃ 、 250 ℃ 、 300 ℃ 、

350℃、400℃、450℃、500℃

繊維 250℃、300℃、350℃ 

標準  

加熱  

標準  

炉 250℃  

炉 300℃

炉 200℃  

標準  

試験管  底部  

試験管  中部  

試験管  上部  
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図 4 点火器具加熱後の PE の FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 5 電気炉加熱後の PE の FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 6 バーナー加熱後の PE の FT-IR 測定結果  

図 5 より、炉の加熱試料は、2915 ㎝-1 及び

2850 ㎝-1 付近の CH２（メチレン）伸縮振動の

吸収がすべて弱く、炉 250℃以降の試料につ

いては 1700 ㎝-1 付近に強い吸収が現れ、800

㎝-1 から 1400 ㎝-1 までの範囲に新たな吸収が

現れている。加熱による主鎖の開裂で種々の

炭素数の炭化水素が生成されて極性分子が増

加し、1300 ㎝-1 から 1100 ㎝-1 の吸収強度が強

められたと考えられる。 

図 6 より、加熱試料は 2915 ㎝-1、2850 ㎝-1、

1472 ㎝-1 及び 1462 ㎝-1 付近の PE に特徴的な

吸収が確認できるが、1600 ㎝-1、1000 ㎝-1 及

び 900 ㎝-1 付近に標準試料にはない吸収が確

認できた。1600 ㎝-1 及び 910 ㎝-1 付近の吸収

は熱分解により発生した末端オレフィンの C

＝C 二重結合によるものと考えられる。 

3.3 PP 

図 7～図 9 に PP の測定結果を示す。 

図 7 より、PP の特徴的な吸収では加熱した 

試料も同様に確認でき、3000 ㎝-1 から 2800

㎝-1 までの吸収強度が相対的に弱いがその他

の吸収はほとんど変わらない。 

図 8 より、炉で加熱した試料は、すべての

吸収において標準試料と同じ吸収が確認でき 

 

 

 

 

図 7 点火器具加熱後の PP の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 8 電気炉加熱後の PP の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 9 バーナー加熱後の PP の FT-IR 測定結果  

るが、炉 300℃の試料は 1700 ㎝-1 付近にやや

強い吸収が確認できた。 

図 9 より、PP の特徴的な吸収で 2950 ㎝-1、

2915 ㎝-1、2865 ㎝-1、2840 ㎝-1 付近の吸収は

加熱した試料も同様に確認できるが 3050 ㎝-1

付近には標準試料にない吸収が確認できた。

これは熱分解により生成したアルケン（若し

くは芳香族）の C－H 伸縮振動に由来するもの

と考えられる。また、1650 ㎝-1、880 ㎝-1 及び

730 ㎝-1 付近に標準試料にはない吸収が確認

できた。1600 ㎝-1 付近及び 900 ㎝-1 付近の吸

収は、熱分解により発生した末端オレフィン

の C＝C 二重結合によるものと考えられる 1)。 

3.4 ABS 

図 10～図 12 に ABS の測定結果を示す。 

図 10 より、加熱した試料は黒く炭化してお

り、うまく吸収が測定されていない。 

図 11 より炉で加熱した試料で 350℃以上の 

加熱になると黒く炭化するため、すべての吸 

収はうまく測定されないが、炉 300℃以下の

加熱ではすべての吸収で ABS の特徴的な吸収

が確認でき、識別可能である。炉の加熱によ

り新たに出現又は消失した吸収は特にない。 

図 12 より、試験管中部で採取した熱分解生 

加熱  

標準  

炉 200℃  
標準  
炉 250℃  
炉 300℃  
炉 350℃  

標準  
試験管  底部  

加熱  

標準  

標準  

炉 200℃  

炉 250℃  

炉 300℃  

標準  
試験管  底部
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図 10 点火器具加熱後の ABS の FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 11 電気炉加熱後の ABS の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 12 バーナー加熱後の ABS の FT-IR 測定結果  

成物は吸収が弱いが、試験管下部の加熱後の

試料は、ABS の特徴的な吸収が確認できる。

960 ㎝-1 付近の吸収はブタジエンに関係する

吸収（C＝C－H 面外変角振動）であるためブ

タジエン成分の確認時には注意を要する 1)。 

3.5 PMMA 

図 13～図 15 に PMMA の測定結果を示す。 

 

 

 

 

図 13 点火器具加熱後の PMMA の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 14 電気炉加熱後の PMMA の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 15 バーナー加熱後の PMMA の FT-IR 測定結果  

図 13 より加熱した試料は吸収の強度はか

なり弱いが、スケールを大きくするとそれぞ

れの吸収が標準試料の吸収とほとんど変わら

ないことが確認できる。 

図 14より、炉 300℃及び炉 350℃の結果は、

吸収が弱かったがフルスケールに拡大すると、

標準試料と同じ吸収が確認できた。 

図 15 より標準試料で確認できる PMMA の代

表的な吸収のうち加熱後試料では 2995 ㎝ -1

付近 CH３逆対称伸縮振動の吸収と 1240 ㎝-1 付

近エステル C－O－C 逆対称伸縮振動の吸収強

度は弱いが、それ以外の吸収は識別可能であ

る。さらに加熱後試料には標準試料にはない

1630 ㎝-1 付近の吸収が確認できる。エステル

基の種類により側鎖分解を起こしてオレフィ

ン等が生成すると考えられ 1600 ㎝-1 及び 900

㎝-1 付近の吸収は、熱分解後の末端オレフィ

ンの C＝C 二重結合によると考えられる 1)。 

3.6 PA 

図 16～図 18 に PA の測定結果を示す。 

 

 

 

 

図 16 点火器具加熱後の PA の FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 17 電気炉加熱後の PA の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 18 バーナー加熱後の PA の FT-IR 測定結果  

図 16 より、加熱した試料は吸収の強度はや

や弱いが、それぞれの吸収は標準試料の吸収 

とほとんど変わらないことが確認できる。 

図 17 より炉 300℃以下の加熱ではすべての

吸収で PA の特徴的な吸収が確認でき、識別可

能である。炉の加熱により新たに出現又は消

標準  

加熱  

標準  
炉 250℃  
炉 300℃  
炉 350℃  
炉 450℃  

標準  
試験管  底部  
試験管  中部  

加熱  

標準  

標準  
炉 200℃  
炉 250℃  

炉 300℃  
炉 350℃  

標準  

試験管  底部  

試験管  中・上部  

加熱  

標準  

標準

炉 200℃  

炉 250℃  

炉 300℃

標準

試験管  底部  

試験管  中部
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失した吸収は特にない。 

図 18 より、試験管下部の加熱後試料は、PA

の代表的な 3300 ㎝-1 付近の N-H 伸縮振動及び

1650 ㎝-1 から 1515 ㎝-1 の強く幅広いアミド基

の吸収が確認できる。試験管中部の加熱後の

液状試料の吸収は 3300 ㎝-1 付近 N-H 伸縮振動

の吸収と 685 ㎝-1 付近の N－H 面外（縦ゆれ）

変角振動の吸収も確認できず、全体的に幅広

い吸収となり PA の解析が困難である。 

3.7 PET 

図 19～図 21 に PET の測定結果を示す。  

 

 

 

 

図 19 点火器具加熱後の PET の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 20 電気炉加熱後の PET の FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 21 バーナー加熱後の PET の FT-IR 測定結果 

図 19 より加熱した試料は吸収の強度はや

や弱いが、それぞれの吸収は標準試料の吸収

とほとんど変わらない。 

図 20 より、炉 400℃以下の加熱ではすべて

の吸収で PET の特徴的な吸収が確認できる。

炉の加熱により新たに出現また消失した吸収

は特になかった。黒く炭化しない程度（350℃

以下）の加熱後の試料は識別可能である。 

図 21 より、試験管中部の加熱後試料は、PET

の特徴的な吸収がすべて確認でき識別は可能

であるが、3500 ㎝-1 から 2000 ㎝-1 の領域が幅

広くなっている。標準試料にはない吸収が

2800 ㎝-1 から 2500 ㎝-1 の領域に二つ、1770

㎝ -1 付近に一つ確認できる。2830 ㎝ -1 から

2695 ㎝-1 の領域にアルデヒド性 C－H 伸縮振

動の吸収が二つ、1740 ㎝-1 から 1720 ㎝-1 付近

にカルボニル基（C＝O 伸縮振動）が確認され

るので熱分解生成物としてアルデヒドの出現

が考えられる。 

3.8 PC 

図 22～図 24 に PC の測定結果を示す。  

 

 

 

 

図 22 点火器具加熱後の PC の FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 23 電気炉加熱後の PC の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 24 バーナー加熱後の PC の FT-IR 測定結果  

図 22 より加熱した試料は吸収の強度はや

や弱いが、それぞれの吸収は標準試料の吸収

とほとんど変わらない。 

図 23 より、炉 450℃以下の加熱では PC の

特徴的な吸収が確認でき識別可能である。加

熱で新たに出現又は消失した吸収は特にない。 

図 24 より、試験管下部の加熱後の試料は、

PC の特徴的な吸収をすべて確認でき識別は

可能であるが、標準試料にはない吸収が 3600

㎝-1 から 3100 ㎝-1 の領域と、1450 ㎝-1 から

1300 ㎝-1 の領域に二つ確認できる。加熱後の

試料は 1770 ㎝-1 付近の C＝O 伸縮振動の吸収

及び 1250 ㎝-1 から 1150 ㎝-1 の領域のエステ

ル関係の吸収強度が弱くなり、3040 ㎝-1、1600

㎝-1 及び 1505 ㎝-1 付近のフェニル基に関係す

る吸収の強度は変化なく強い。熱分解生成物

標準  
加熱  

炉 250℃  

標準  
炉 200℃  

炉 300℃  
炉 350℃  
炉 400℃  

標準  

試験管  中部  

加熱

標準

標準  
炉 200℃  
炉 250℃  
炉 300℃
炉 350℃  
炉 400℃  
炉 450℃  

標準

試験管  下部
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としてビスフェノール A に関係する吸収が強

く確認できた 2)。エポキシ樹脂も同様の吸収

が出現するので、両者の識別が困難になるこ

とが予想される。 

3.9 PF 

図 25～図 27 に PF の測定結果を示す。 

 

 

 

 

図 25 点火器具加熱後の PF の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 26 電気炉加熱後の PF の FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 27 バーナー加熱後の PF の FT-IR 測定結果  

図 25 より、加熱試料は PF の特徴的な吸収

をいくつか確認できるが全体的に吸収は緩や

かに幅広くなり、解析は比較的困難である。 

図 26 より、炉 350℃の試料は黒く炭化して

全体的に吸収は緩やかに幅広く、識別は困難

である。炉 200℃までの試料は、PF の特徴的

なすべての吸収が強く確認できるが、その他

の試料は、3600 ㎝-1 から 2700 ㎝-1 の領域の吸

収強度が高温度加熱になるほど弱くなってい

る。標準試料の 1300 ㎝-1 から 900 ㎝-1 の領域

の二つの吸収は幅広くなり解析が困難である。 

図 27 より、試験管下部及び中部の加熱後の

試料は、PF の特徴的な吸収をすべて確認でき、

識別可能である。1300 ㎝-1 から 900 ㎝-1 の領

域にはっきりと二つの吸収帯があったが高温

度加熱になるほど吸収は緩やかに幅広くなる。

標準試料では微弱であったフェニル基に関す

る 3040 ㎝-1 付近の C－H 伸縮振動の吸収が熱

分解によってはっきりと確認できる。 

3.10 SI 

図 28～図 30 に SI の測定結果を示す。 

 

 

 

 

図 28 点火器具加熱後の SI の FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 29 電気炉加熱後の SI の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 30 バーナー加熱後の SI の FT-IR 測定結果  

図 28 より、加熱試料の吸収は全体的に強度

が微弱となり、熱分解したと考えられる。 

図 29 より、炉 500℃以外の試料は SI の特

徴 的 な す べ て の 吸 収 が 強 く 観 察 で き 、 炉

500℃は全体的に強度が微弱となっている。 

図 30 より、加熱後の試料は SI の特徴的な

吸収をすべて確認でき、ほとんど標準と変わ

らない。ゆえに、SI は非常に熱に強く構造も

ほとんど変化しない樹脂であることがわかる。 

3.11 PUR 

図 31～図 33 に PUR の測定結果を示す。 

 

 

 

 

図 31 点火器具加熱後の PUR の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 32 電気炉加熱後の PUR の FT-IR 測定結果  
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図 33 バーナー加熱後の PUR の FT-IR 測定結果 

図 31 より、加熱した試料は標準試料の PUR

の吸収とほとんど変わらない。相対的に 3288

㎝-1付近の N－H伸縮振動の吸収はやや弱い強

度が確認できる。 

図 32 より、炉 350℃の試料は全体的に吸収

は緩やかに幅広くなり、PUR は識別困難であ

る。その他の試料は、PUR の特徴的な吸収が

強く確認できるが、3288 ㎝-1 付近の N－H 伸

縮振動の吸収はやや弱い強度である。 

図 33 より、加熱後の試料は標準試料と比較

すると、PUR の特徴的な 3288 ㎝-1、1725 ㎝-1、

1525 ㎝-1 及び 1220 ㎝-1 付近の吸収が熱分解に

より弱くなっている。 

3.11 綿  

図 34～図 36 に綿の測定結果を示す。 

 

 

 

 

図 34 点火器具加熱後の綿の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 35 電気炉加熱後の綿の FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 36 バーナー加熱後の綿の FT-IR 測定結果  

図 34 より、加熱した試料は標準試料の吸収

とほとんど変わらず、綿の特徴的な吸収はす 

べて確認できた。 

図 35 より、炉 350℃の試料は黒く炭化して

全体的に吸収は緩やかに幅広くなり、綿の識

別は困難である。その他の試料は、綿の特徴

的なすべての吸収が強く確認できるが、炉

300℃及び炉 350℃の試料は、1640 ㎝-1 付近に

標準綿で一つであった吸収が二つ確認できる。 

図 36 より、全体的に吸収は緩やかに幅広く、

綿の識別は困難である。加熱後の試料は標準

綿にはない吸収を確認できる。標準綿に存在

した 1640 ㎝-1 付近にある一つの吸収が、試験

管下部では二つに、試験管中部では三つに、

試験管上部では 1700 ㎝-1付近に強い吸収へと

シフトしている。この付近の吸収は熱分解で

結晶構造が崩れたか、若しくは新たに分解生

成物が生成したために強度が大に、若しくは

新たな吸収が出現したと考えられる。標準試

料に確認できた 1300 ㎝-1付近にあった強い吸

収は加熱後試料で確認できないが、この付近

の吸収が物理的または化学的に影響を受けや

すく、吸収が消失したと考えられる。 

3.12 キュプラ 

図 37～図 39 にキュプラ測定結果を示す。 

 

 

 

 

図 37 点火器具加熱後のキュプラの FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 38 電気炉加熱後のキュプラの FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 39 バーナー加熱後のキュプラの FT-IR 測定結果  

図 37 より、加熱した試料は標準試料の吸収 

帯とほとんど変わらず、特徴的な吸収はすべ

て確認できた。 
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図 38 より、炉 350℃の試料は黒く炭化して

全体的に吸収は緩やかに幅広くなり、キュプ

ラの識別は困難である。その他の試料は、キ

ュプラの特徴的なすべての吸収が強く確認で

きるが、炉 300℃及び炉 350℃の試料は標準試

料にはない吸収が 1640 ㎝-1付近に確認できる。 

図 39 より全体的に吸収は緩やかに幅広く、

キュプラの識別は困難である。加熱後の試料

は、標準試料と比較して特徴的な吸収が強く

観察できるが、標準試料にはない吸収が確認

でき、1640 ㎝-1 付近にあった一つの吸収が、

試験管下部では二つに、試験管中部では三つ

に、試験管上部では 1700 ㎝-1 付近に強い吸収

へとシフトしている。これは、熱分解で結晶

構造が崩れたか、若しくは新たに分解生成物

が生成したために強度が大に、若しくは新た

な吸収が出現したと考えられる。また、標準

試料に確認できた 1300 ㎝-1付近にあった強い

吸収は加熱後試料には確認できないが、この

付近の吸収が物理的または化学的に影響をう

けやすく、吸収が消失したと考えられる。 

3.13 アセテ－ト 

図 40～図 42 にアセテート測定結果を示す。 

 

 

 

 

図 40 点火器具加熱後のアセテートの FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 41 電気炉加熱後のアセテートの FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 42 バーナー加熱後のアセテートの FT-IR 測定結果  

図 40 より、加熱した試料はすべての吸収に

おいて、強度が弱く吸収が緩やかだが、フル

スケールにすると特徴的な吸収はすべて確認

できるため識別は可能である。 

図 40 より、加熱した試料はすべての吸収に

おいて、強度が弱く吸収が緩やかだが、フル

スケールにすると特徴的な吸収はすべて確認

できるため識別は可能である。 

図 41 より、炉 350℃の吸収は全体的に緩や

かに幅広く、アセテートの識別は困難である。

その他の試料は、アセテートの特徴的なすべ

ての吸収が強く確認できるが、炉 350℃の試

料は標準試料にはない吸収が確認でき、1640

㎝-1 付近にあった一つの吸収が炉 350℃の試

料では二つにシフトしている。 

図 42 より、加熱後の試料は、標準試料と比

較して、アセテートの特徴的な吸収が強く観

察できるが、標準試料に存在した 900 ㎝-1 付

近の吸収が消失している。 

3.14 ナイロン 

図 43～図 45 にナイロン測定結果を示す。 

 

 

 

 

図 43 点火器具加熱後のナイロンの FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 44 電気炉加熱後のナイロンの FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 45 バーナー加熱後のナイロンの FT-IR 測定結果  

図 43 より加熱した試料は吸収強度はやや

弱いが、標準試料とほとんど変わらない。 

図 44 より、炉 300℃及び炉 350℃は、加熱

後の試料は黒く炭化して縮み、炉 350℃は吸

加熱  

標準  

標準  

炉 250℃  

炉 300℃  

炉 350℃  

標準  
試験管  下部  

試験管  中部  

試験管  上部  

加熱

標準  

標準  
炉 200℃

炉 250℃

炉 350℃  

炉 300℃  

標準  

試験管  下部  

試験管  中部  

試験管  上部  

第61回全国消防技術者会議資料（平成25年10月24日・25日）

- 363 -



収が全体的にブロードしておりナイロンの識

別が困難である。炉 300℃以下ではすべての

吸収でナイロンの特徴的な吸収が測定でき、 

識別可能である。炉の加熱により新たに出現

又は消失した吸収は特にない。 

図 45 より、試験管下部、中部及び上部の加

熱後試料はナイロンの特徴的な 3300 ㎝-1付近

の吸収（N－H 伸縮振動）は幅広くなっている。

1650 ㎝-1 から 1515 ㎝-1 に強く確認できる二つ

のアミド基の吸収（C－O 伸縮振動及び N－H

変角振動）の内、NH 変角振動の吸収が弱くな

り、さらに 687 ㎝-1 付近の吸収（N－H 変角振

動）も弱く幅広いが、識別は可能である。 

3.15 ポリエステル 

図 46～図 48にポリエステルの測定結果を示

す。 

 

 

 

 

図 46 点火器具加熱後のポリエステル FT-IR 測定結果  

 

 

 

 

図 47 電気炉加熱後のポリエステルの FT-IR 測定結果 

 

 

 

 

図 48 バーナー加熱後のポリエステル FT-IR 測定結果 

図 46 より加熱した試料は吸収強度が強く、

標準試料とほとんど変わらず識別可能である。 

図 47 より、吸収の強度は若干違うがポリエ

ステルの特徴的な吸収を確認でき、炉の加熱

により新たに出現又は消失した吸収は特にな

く、識別は可能である。 

図 48 より、試験管下部及び中部の加熱後の

試料の吸収は、ポリエステルの特徴的な吸収

はすべて確認でき識別は可能であるが、3500

㎝-1 から 2000 ㎝-1 の領域で吸収が大きく幅広

くなっている。標準試料にはない吸収が 2800

㎝-1 から 2500 ㎝-1 の領域に二つ、1600 ㎝-1、

1200 ㎝-1 及び 950 ㎝-1 付近にも確認できる。

アルデヒド等の熱分解生成物が生成されるこ

とで新たな吸収帯が出現したと考えられる。 

4. まとめ  

点火器具により加熱した試料を FT-IR で測

定した結果、標準試料と比較して赤外吸収は

大半が弱くなるが、標準試料の特徴的な吸収

は確認できた。大半の試料は標準試料と加熱

後試料の識別が可能だが、一部の試料（PVC、

ABS）では、試料の状態により解析不能の結果

となった。PF は一部の吸収が消失した。 

電気炉により加熱した試料を FT-IR で測定

した結果、加熱温度が高い試料ほど各吸収が

幅広くなり、識別が難しくなる。300℃以下の

加熱では大半は識別が可能だが、新しく吸収

が現れる試料（PVC、PE、綿、アセテート等）

や、いくつかの吸収が消失する試料（PE、PUR

等）があり、識別が困難になる場合がある。 

ブンゼンバーナーにより試験管加熱した試

料を FT-IR で測定した結果、熱分解生成物と

考えられる吸収が現れる試料(PVC、PE、PMMA、

綿、アセテート等)があり、吸収が消失する試

料もあったため識別が困難になる場合がある。 

5. おわりに 

擬似的に焼損させた合成樹脂等を FT-IR で

測定したデータを蓄積することで、これまで

識別が困難となっていた実火災における焼損

物の材質特定に応用することが可能となった。 
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図1 PCU位置図 

［セッション 5］ 

 

 一般発表 

ハイブリッドシステムを搭載したトラックから出火した車両火災 
－車の悲鳴に気付くため－ 

 

東京消防庁 板橋消防署 

老沼康弘 
 

1. はじめに 

エコカーという言葉がテレビのコマーシャル

で良く聞かれるようになった。 

「この新型車はリッター何キロ走れます。」

という燃費競争がセールストークとなり、自動

車メーカー同士でパワーを競った一昔前とは隔

世の感がある。 

 平成 9 年にトヨタプリウスが発売されて以来、

いわゆる「ハイブリッド車」はエコカーの代名

詞であり、充電施設等が必要なく、既存のイン

フラを活用できるメリットから、好調な売れ行

きを示している。電気自動車などのインフラ整

備がまだ発展途上の中、既存のインフラを利用

できるメリット、エネルギー効率やコスト面か

ら考えると、当面の間、ハイブリッド車が増え

るのは確実と思われる。 

意外と知られていないが、乗用車と比較して

台数は少ないものの、小型トラックなどの商用

車にもハイブリッド車は存在する。 

今回は、ハイブリッドシステムのコアパーツ

となる量産角型ニッケル水素電池（以下、「ＨＶ

バッテリ」）を搭載する 3 トントラックのＨＶバ

ッテリから出火した火災で、出火原因を究明す

るとともに、トラックメーカーに対し、有効な

再発防止策を講じた事例を紹介する。 

なお、出火車両は日野自動車株式会社が製造

した小型トラック「日野デュトロ ハイブリッ

ド」で、平成 16 年に製造されたものである。 

 

 

2. 火災概要 

2.1 出火時刻 18 時 56 分頃 

2.2 出火場所 東京都板橋区片側 1 車線道路 

2.3 焼損程度 車両部分焼 

2.4 焼損物件 車体下部、荷台部分の床板等 

2.5 出火時の状況 

歩道を歩いていた通行人が、信号待ちで停車

していたトラック下部から煙が立ち上がってい

るのを発見し、運転手に知らせた。 

通行人から火災を知らされた運転手は車両を

降りて状況を確認した後、近くの商店から粉末

消火器2本を借り初期消火を行った。 

2.6 運転手の供述 

運転手は運転中にトラックの異常に気付か

ず、走行に全く支障はなかったと供述している。 

運転手は、今回の車両を運転するのは、この

日が初めてであった。 

 

3. 現場見分状況 

3.1 トラックの焼損部位について 

焼損したのは車体下部左側に設置されたＨＶ

バッテリを含むパワーコントロールユニット

（以下「ＰＣＵ」）及び周辺部である。 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＣＵ 
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3.2 ＰＣＵの焼損状況 

 ＰＣＵの樹脂製カバーは焼損し、内部のＨＶ

バッテリのアッパーケースが露出している。 

（写真1参照） 

 

写真1 ＰＣＵの焼損状況 

 

3.3 荷台内の焼損状況 

 焼損したＰＣＵ直上の荷台床板は火災により

穴が開いている。 

（写真2参照） 

 

写真2 穴が開いた荷台床面の状況 

 

4. ハイブリッドシステムについて 

4.1 ハイブリットシステムの概要 

ハイブリッドとは、異質の物を組み合わせて、

一つの目的を成すものをいう。 

ラテン語でイノシシとブタを組み合わせて

家畜としたイノブタを意味する Hyburida（ヒュ

ブリダ）を語源とする。 

自動車でいうハイブリッドとは、エンジンと

モータを組み合わせて動力を得る機構を指す。 

今回出火したトラックのハイブリッドシス

テムは、エンジンのフライホイール部にモータ

と発電機の役割を兼ねるモータジェネレータ

（以下「ＭＧ」）が組み込まれたものである。 

4.2 ハイブリットシステムの機能 

 「発進時・加速時」にはＨＶバッテリから供

給される電力でエンジンのアシストを行う。 

減速時はＭＧが電力をＨＶバッテリに回生し、

充電を行う。 

アシストと回生の切り替えは、専用のコンピ

ュータが走行状態を判断し自動で行う。 

図 2 発進時概略図 

 

図 3 減速時概略図 

 

5. 鑑識見分状況（第 1 回目） 

 トラックをディーラーの整備ピットに移動さ

せ、メーカー及びトラックのユーザー立会のも

と、鑑識を実施する。 

5.1 床板下部の状況 

 ＰＣＵ直上の荷台床板を確認する。 

 現場見分状況で確認した穴は火災によるもの

で、当該箇所の床板が炭化している。 

（写真 3 参照） 
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写真3 炭化した荷台床板の状況 

 

5.2 ＰＣＵ本体の取り外し 

 荷台床板の炭化状況から判断すると、ＰＣＵ

本体から出火した可能性が高い。 

ＰＣＵをトラックから取り外して見分する

と、ＰＣＵ上面の樹脂カバーは焼損している。 

（写真 4 参照） 

 
写真4 ＰＣＵユニットの状況 

 

5.3 ＰＣＵの上部カバーの取り外し 

 ＰＣＵ上部カバーには大きな穴が開いている。 

 ＰＣＵの内部には HV バッテリ、インバータ、

バッテリコンピュータ及び冷却ファン等がある。 

 ＨＶバッテリケースの変色部位と、樹脂カバ

ーの穴開き箇所は一致する。（写真 5 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真5 ＰＣＵユニット内部の状況 

5.4 ＨＶバッテリの焼損状況 

 ＨＶバッテリの本体をＰＣＵから取り外して

見分する。 

 当該バッテリの上部は楕円状に焼損している。 

（写真 6 参照） 

 

写真6 ＨＶバッテリの焼損状況 

 

5.5 ＨＶバッテリについて 

 ＨＶバッテリは 1.2Ｖのセル 6 つを直列に組

み合わせて 1 つのバッテリモジュール（7.2Ｖ）

とし、更にそれを 38 個直列に繋いで 273.6Ｖの

電圧を得る構造となっている。 

 バッテリモジュールは角型である。 

バッテリモジュールの形状及び構成の概要

を以下の概要図に示す。 

 

 

図 4 バッテリモジュール概要図 

 

5.6 ＨＶバッテリ側面部の焼損状況 

 ＨＶバッテリの側面部は車両後方から 8 番モ

ジュール付近が変色している。(写真 7 参照) 
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写真 7 ＨＶバッテリ側面の状況 

 

5.7 ＰＣＵの冷却について 

 ＰＣＵのインバータ及びＨＶバッテリは、

各々1 基のシロッコファンで冷却される。 

 インバータは水冷式で、ラジエータの冷却に

シロッコファンを利用している。 

 ＨＶバッテリは空冷式で、シロッコファンに

より直接暖気を吸引する形で冷却している。 

 ＰＣＵ内における冷却風の流れを以下の概略

図に示す。 

 

 

図 5 PCU 冷却概要図 

 

5.8 シロッコファンの焼損状況について 

 前 5.7 に記載のとおり、ＰＣＵユニット内に

は 2 基の冷却用シロッコファンが設置される。 

 インバータ冷却用のシロッコファンに焼損は

認められないものの、ＨＶバッテリ冷却用のシ

ロッコファンは羽根が全て溶融している。 

(写真 8 参照) 

 

写真 8 シロッコファンの焼損状況 

 

6. 鑑識見分状況（第 2 回目） 

 ＨＶバッテリ本体から発熱したと仮定すると、

冷却風の流れからバッテリ冷却用のシロッコフ

ァンが熱を吸いこんで溶融するとの考察に矛盾

はない。 

このことから、ＨＶバッテリが発熱した要因

を特定するため、メーカーの関連施設にて再度

鑑識見分を実施した。 

6.1 残存電圧の測定 

 前 5.5 に記載のとおり、ＨＶバッテリのシス

テム電圧は 273.6Ｖである。 

 直列に接続される各 38 個のバッテリモジュ

ールに残存する電圧を測定する。 

 

グラフ 1 バッテリモジュール残存電圧 

 

 上記の表に示すとおり、本来各モジュールの

電圧は均等であるべきであるが、大きなばらつ

きがあることが分かる。(写真 9 参照) 
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写真 9 モジュールの電圧測定（8 番目） 

 

6.2 ＨＶバッテリの分解 

各モジュールに残存する電圧を測定した後

モジュール単位に切り離し、目視で確認を行う。 

なお、当該モジュールを 1 番目から取り外す。 

分解の結果、7 番目のモジュール（以下「7

番モジュール」）と 8 番目のモジュール（以下「8

番モジュール」）間のセルが炭化している。 

（写真 10、11 参照） 

 

写真 10 1-2 間のモジュール側面部 

 

写真 11 7-8 間のモジュール側面部 

6.3 焼損したセル内部の状況 

8 番目のモジュールと、7 番目のモジュール

のセルに炭化が認められることから、炭化の要

因となったモジュールを特定する。 

変色したセル内部の状況を、Ｘ線透過装置を

用いて確認する。 

非破壊による見分の結果、8 番モジュールの

セル電極内部に、他のセルには見られない「荒

れ」が生じている状況が確認された。 

(写真 12 参照) 

 
写真 12 8 番モジュール、セル内の状況 

 

6.4 ＨＶバッテリ焼損要因の考察 

 前 6.3 に記載のとおり、8 番モジュールセル

の電極に「荒れ」が生じている。 

当該セルに「荒れ」が生じた要因として電極

が異常発熱したとものと考えるのが妥当である。 

このことから、ハイブリッドシステムに記録

されている異常履歴から、8 番モジュールのセ

ルが発熱した要因について以下考察する。 

6.5 ダイアグノーシスコード（故障コード）の

確認 

 ＰＣＵに内蔵される、バッテリコンピュータ

のダイアグノーシス（以下「ダイアグ」）コード

を確認する。 

 ダイアグコードとは、電子制御される自動車

の各種センサーが、故障の有無をチェックする

ための自己診断機能により出力された過去故障

の情報である。 

 当然、ハイブリッドシステムに何らかの異常

があれば、上記の自己診断機能が働いて、その
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履歴が残っていると考えられる。 

このことから、今回はメーカーの協力を得て、

バッテリコンピュータに記録されている故障コ

ードを、専用の端末で読み出して確認する。 

（写真 13 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 13 ダイアグコードの確認状況 

 

6.6 ダイアグコードの読み出し結果 

 火災発生以前の直近一ヵ月に、ＥＣＵに記録

されている故障関係ダイアグコードは以下のと

おりであった。 

 

 

 

表 1 故障関連ダイアグコード（1 ヵ月分） 

 

 ＨＶバッテリの容量低下を示す異常が 7 回と、 

ハイブリッドシステムの重大な異常が９回の合

計 16 回の異常が記録されており、異常発生時に

は、運転席メータパネルの「エンジンチェック

ランプ」が点灯している。 

6.7 出火したトラックの故障表示について 

 メーカーの説明によると、出火したトラック

に搭載されるハイブリッドシステムは、不具合

があった場合、前記 6.6 のとおり「エンジンチ

ェックランプ」が点灯するが、何らかの故障信

号が発せられてもシステム停止の処置は行わな

いが、重大故障の場合はエンジンの出力を抑制

し、運転手に認識をさせる。ただし、一度電源

を切って再起動すると故障表示がリセットされ

る仕様になっている。 

 これは、ハイブリッドシステムのＭＧがセル

モータの機能も果たしている事によるもので、

故障をきっかけとしてハイブリッドシステムが

切り離されることでエンジンを再始動させるこ

とができなくなり、路上において立ち往生して

しまう事態を避けるためであった。 

 なお、出火したトラックの運転者から再度供

述を得るも、「エンジンチェックランプ」の点灯

には気付かなかったとのことであった。 

 本事例は、何度も「エンジンチェックランプ」

の故障表示が点灯していたにも関わらず、ユー

ザー側に「車の悲鳴」が有効に伝わらず、火災

に至ったものであった。 

 

7. 出火原因 

 現場見分状況及び鑑識見分状況から、本火災

はＰＣＵ内のＨＶバッテリ 8 番モジュールが、

長期経年使用により低充電状態に陥るとともに、

セル内部抵抗が増加。この状態で運転席メータ

パネルの「エンジンチェックランプ」が十数回

点灯したが、運転手がこれに気付かずトラック

の使用を継続したため、セル内部抵抗の増加に

伴う発熱量の増加により 終的に出火に至った

ものである。 

ＨＶバッテリからの熱はシロッコファンに

より冷却されるが、この冷却機能が今回の延焼

経路となった。出火に至る推定メカニズムを以

下の図 6 に表す。 
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図6 出火に至る推定メカニズム 

 

8. 再出火防止策 

 本事案は、トラック車種特有のハイブリッド

システム故障表示シーケンスと、ユーザーのヒ

ューマンエラーが重複したことにより出火した

と考察される。 

 このことから、東京消防庁板橋消防署として

メーカーに対し「ハイブリッド搭載車の火災予

防策について」要望書を交付した。 

 なお、同種ハイブリッドシステムを搭載した

車両の種別及び台数は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2 同種システム搭載車種及び台数 

 

8.1 メーカーの対応 

 メーカーから同種火災の予防策及びユーザー

への周知方法について回答があり、同種火災の

予防策として、リーフレットをユーザーに対し

て直接訪問もしくは、ダイレクトメールにて配

付。啓発活動を推進するとの回答を得た。 

 また、メーカーのホームページに「経年使用

のハイブリッド車の警報ランプ点灯時の処置に

ついて」とのテクニカルメッセージが掲載され、

広く本事案における対応が広報された。 

 メーカーがユーザーに対して配付するリーフ

レットは以下のとおりである。 

 

図7 リーフレット 

 

9. まとめ 

 前述のとおり、本火災は「ガタイが大きいが

故、故障による路上での立ち往生を防ぐ」とい

った、ハイブリッドトラック特有のシーケンス

プログラムと、「車が悲鳴をあげている」声に、

ユーザーが対応できなかったことにより発生し

たものである。 

 再発防止策の啓発活動により、今後このよう

な前兆が起きても、早期発見によって火災が未

然に防がれることを願ってやまない。 

また、本火災調査にご協力いただいたメーカ

ー及びディーラー関係者に、この場を借りてお

礼を述べたい。 

 

参考文献 

日野小型トラック整備解説書「ハイブリッド車」 

故障診断編 

 

 

 

（老沼康弘 東京消防庁板橋消防署予防課 

危険物係 TEL: 03-3964-0119） 
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平成 25 年度消防庁長官表彰 
その他の受賞作品 



 

 

 

 平成 25 年度 消防庁長官表彰受賞作品 優秀賞 消防職員による原因調査に関する事例報告 

普通乗用車の電動補助クーラントポンプからの 
出火に伴う調査活動とリコールについて 

 

京都市消防局 

西田佳則、山本雅史 
 

1 火災概要 

 この火災は、一般住宅の敷地内ガレージに駐

車の普通乗用車から出火し、普通乗用車 1 台が

焼失、同敷地内建物の 1 階、2 階の外壁が焼損

し、さらに隣接建物の外壁等に延焼したもので

ある。（写真 1 参照） 

 出火した普通乗用車は、ドイツ製の輸入車両

で、新車登録から 9 か月の比較的新しい車両で

あり、走行距離は約 5,000 キロメートルであっ

た。 

 午前中に約 2 時間運転したのち、ガレージに

駐車、エンジンを停止させて、その場を離れた

直後に出火したものである。（写真 2 参照） 

 初発見の状況は、帰宅途上の車両運転者から

の望見で、車両が全面燃焼中で黒煙が上がって

いる状況を発見、その場所から携帯電話による

119 番通報を実施している。 

 原因調査活動を実施していく上で、次のこと

を念頭に、火災調査に携わる調査員の意志統一

を徹底した。 

(1) エンジン停止中の車両からの出火であるこ

と 

(2) 車両の焼損状況が激しいこと 

(3) メーカーの技術スタッフと施設協力による

原因調査活動が必要であること 

(4) 車両移動の際に、焼きし脱落している部品

を紛失しないこと 

(5) 車両移動後はガレージ内の焼き残存物を全

て回収する必要があること 

 また、同車両のリコール届出を確認した結果、

ターボチャージャー冷却用の電動補助クーラン

トポンプのトラッキング生成により、電源回路

が短絡し、出火の恐れがあると届出されていた

が、同車両は、リコールプロテクト対象外であ

り、対策部品搭載車両であった。 

 この様な状況の中、全焼した車両の焼き見分

から出火箇所を特定し、現場において収去した

多くの焼き物を一つ一つ見分した結果、リコー

ル対策がされていた電動補助クーラントポンプ

からの出火であることを確信し、新たな出火原

因を究明した結果、火災発生から 26 日目という

異例の速さで、世界で 9,200 台、うち日本国内

では、223 台のリコールに至った。 

 リコール対策されている部品から、新たな出

火原因により発火し、再びリコールされた外国

製車両の火災調査内容を紹介する。 

 

2 使用状況 

 出火車両は個人が経営する事業所が所有して

おり、主な使用目的は顧客回りと、所有者の家

族（以下「使用者」という。）が買い物に使用し

ている。 

 1 日平均約 18 キロメートル、1 か月平均約 540

キロメートルを走行しており、その使用状況は、

特に走行距離が多いことはなく、極度な偏りは

認められなかった。 

 使用者に喫煙習慣はなく、車内にライター等

の発火源になり得る物品等の積載はしていない。 

 内装は、電装備品全て車両購入時にメーカー

で取り付けており、使用者自身が取り付けた物
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品はなく、同車両にカーナビゲーション、パワ

ーシートは設置されていない。 

 同車両を購入後、使用者は自らがボンネット

を開閉したことがなく、エンジンオイル等を交

換点検するなどの作業はしていない。 

 同車両の整備状況は、ディーラーによる法定

点検（1 か月点検、6 か月点検）を受検し、その

結果、異常は認められていない。 

 出火の数日前にセルフ式ガソリンスタンドで、

使用者が給油しており、出火時、燃料タンクに

は約 36 リットルのハイオクガソリンが残って

いた。 

 車両は全体が焼失し、隣接建物の外壁に焼き

が認められる状況から見分した結果、同車両を

起点に出火したものと認定した。 

 人的調査からも、喫煙や整備関係の出火では

なく、全体的な焼き見分から放火（疑い含む）

の可能性もないことから、車両内部からの出火

と推定し、メーカーに車両の移動及び、原因調

査場所の提供、専門的知識のあるスタッフの協

力を要請し、出火車両を中心に、焼き残存物を

すべて収去した。 

 

3 焼き状況の見分 

(1) 出火車両をメーカーへ移動させ、関係者立

ち合いのもと焼き状況を見分していく上で、再

度次のことを調査員に徹底させた。 

ア 購入後、1 年未満の車両からの出火である

こと。 

イ 出火後、10 分程度で、全焼させるエネルギ

ーが介在していること。 

ウ エンジン停止車両からの出火であり、同車

両に搭載のアフターラン機能を持つ部品（電

動ファン、電動補助クーラントポンプ）に注

視すること。 

エ 第三者による放火の可能性について調査す

ること。 

オ 出火車両はリコール対策済車両であり新た

なリコールの可能性があること。 

(2) 車両全体の焼き状況 

 車両は全体に塗装が剥離し、ボデー鋼板の金

属地肌が露出、車高が通常より低位に位置して

おり、ほぼ全体に均等な焼きが認められるが、

その中でも、各タイヤハウス及びアルミホイー

ルの焼き状況から右前輪の焼きが強かった。（写

真 3 参照） 

 また、エンジンルームは全体に焼きが認めら

れ、構成部品のうちプラスチック樹脂製の部品

とゴム製配管のほとんどが焼失若しくは溶融固

着し、エンジンルーム内に多くの空間が形成さ

れていた。（写真 4 参照） 

(3) ボンネットの焼き状況 

 運転席側から見て左側ヘッドライトとエアイ

ンテークの位置する箇所が周囲に比べ、黒く変

色していること及びボンネット裏では左側ヘッ

ドライト付近の暗青色に変色した箇所にそれぞ

れ強い焼きが認められることから、エンジンル

ームの焼きが強いことが判明した。（写真 5 参

照） 

(4) エンジンルームの焼き状況 

 樹脂製の部品、ゴム製の配管はそのほとんど

が焼失もしくは溶融し、黒い塊となっており、

その中でもエンジンルームの運転席側から見て

左側の DME コントロールユニット及びヒュー

ズケースは、溶融し黒い塊となって残存してい

るが、ウォッシャー液タンクとクーラント液リ

ザーバータンク及び吸気系統の各種ゴム製パイ

プは焼失し、広い空間が形成されていることか

ら、エンジンルームは運転席側から見て右側よ

り、左側の焼きが強く、車両前方と室内側を比

較すると前方の焼きが強いことから、エンジン

ルームは左前方の焼きが強いものと考察した。 

(5) エンジンルーム左前方の焼き状況 

 ラジエーター及び電動ファン、電動補助クー

ラントポンプ等が設置されており、その中で最

も前方に設置されているラジエーターは、ラジ

エーターコアの上半分が焼失し、下部は右側に

掛けて焼け細り黒く変色しており、リザーバー
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タンク及びロアホースは焼失し、原形をとどめ

ていない。（写真 6 参照） 

 ラジエーターの裏側に設置の電動ファンの焼

きは強く、ファン部分は溶融し収縮固着し、原

形をとどめていないことから、ラジエーターの

裏側（エンジンルーム側）上部の電動ファンが

設置されていた箇所の焼きが強く、エンジン側

から前方にかけて焼きの方向が考察できた。（写

真 7 参照） 

 エキゾーストマニホールドを挟んだ反対側の

電動ファン及び電動補助クーラントポンプが、

ハーネスの断線により車両下部に脱落しており、

脱落した電動ファンは樹脂製のファン部分が溶

融収縮した状態で現認できるが、電動補助クー

ラントポンプについては、現認できなかった。 

(6) エンジン本体の焼き状況 

 エンジン本体の樹脂製ヘッドカバーの左側が、

溶融しシリンダーが露出しており、左前方に向

かって、焼きによる溶融箇所が大きくなってお

り左下方からの焼きの方向が考察できた。（写真

8 参照） 

(7) バッテリーの焼き状況 

 バッテリーのターミナルカバーは、焼きし溶

融が認められるが、本体は原形をとどめており、

ターミナルカバーの焼き状況から、右前方から

の受熱による焼きの方向が考察できた。 

(8) エンジンルーム下部の焼き状況 

 エンジンルーム下部は、エンジン右側前方に

設置のオルタネーターと A/C コンプレッサーが、

周囲と比べ強い焼きが見られるが、各部品とも

に下方の焼きが強く、同部品の上方に設置のゴ

ム製のエアインテークが焼失し、エンジン本体

の樹脂製ヘッドカバーの一部が焼失しているに

もかかわらず下方側の焼きが強いことから、同

部品は車体下方からの受熱による延焼部位であ

ると考察できた。（写真 9 参照） 

(9) 電気系統の焼き状況 

 エンジンルームから原形をとどめているハー

ネスを取り外し、見分した結果、バッテリーか

らスターター及びスターターからオルタネータ

ーへのハーネスの断線箇所及び一部のもろくな

っている素線付近に溶融痕が認められた。 

 なお、他のハーネスについては、電気的異常

は認められなかった。 

 

4 出火点の考察結果 

(1) エンジンルームの焼き状況から、エンジン

ルームを左右で比較すると左側の焼きが強

く、左側を前後で比較すると前方の焼きが強

かった。 

 エンジンは、左側前方からの焼きの方向が

見られ、電動補助クーラントポンプ付近の車

体フレーム鋼板が周囲に比べ、部分的に明る

い青色の変色が認められ、なおかつ、ハーネ

スが断線し脱落していることから、その付近

の焼きが強いことが考察できた。（写真 10 参

照） 

(2) エンジンオイル系統の配管及び残量に顕

著な異常は認められなかった。燃料タンクか

らエンジンに至る燃料配管のうち、エンジン

ルーム内のゴム製の部分については、焼失し

ていた。 

(3) 本火災は駐車中の車両からの出火であり、

エンジン停止後のアフターラン機能により、

バッテリー直結で作動する部品が電動ファ

ン及び電動補助クーラントポンプであるこ

とから、これらの部品が設置されていたエン

ジンルーム左側前方のターボチャージャー

下部付近から出火したものと立ち合いの関

係者と見解が一致した。 

 

5 電動補助クーラントポンプについて 

(1) 電動補助クーラントポンプ（以下「ポンプ」

という。）とは、車両に搭載のターボチャー

ジャー（以下「ターボ」という。）の冷却装

置であり、作動時、1 分間に最大約 20 万回転

になることがあり、高温状態となるターボの

焼き付きを防止する装置である。 
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(2) 同装置の作動要件は、エンジン作動時には

オイルポンプが駆動しエンジンオイルを循

環させて、ターボを冷却し焼き付きを防止し

ているためほぼ作動しない。 

(3) エンジン停止後は、オイルポンプが駆動し

ないため、高温状態のターボを冷却するエン

ジンオイルが循環しないことから、エンジン

停止後にターボが高温状態であると温度セ

ンサーで感知した場合は、DME（制御装置）

を経由し、イグニッションキーを抜いた後で

も、バッテリー直結の電源により、ポンプが

作動し冷却水の循環によりターボを冷却す

る機能であり、作動時は、エンジン停止後、

無音にて約 10 分間程度作動する。 

 このような、エンジン停止後に、バッテリ

ー直結で作動する装置をアフターラン機能

装置と呼び、出火車両には、ポンプのほかに、

電動ファンが設置されていた。 

 

6 電動補助クーラントポンプ等の収去 

(1) 車両の焼き状況の見分や物的調査結果な

どから、出火点は、ポンプの設置場所付近と

推定したが、車両内から焼き物が発見されず、

収去した残存物を一つ一つ確認する作業が

続いた。 

 その結果、握りこぶしより一回り小さい焼

き物を発見、同等品との比較からも、ポンプ

であると判断し、詳細な見分を行った。 

(2) ポンプは焼きが強く、もろく壊れやすい状

態で原型をとどめておらず、本火災の出火原

因にかかる重要部品であることから、分解す

ることで、その形状を損壊させるおそれがあ

り、分解調査の実施は不可能であると判断し

た。（写真 11 参照） 

(3) その他の出火点付近にある、発火源になり

得る部品について、車体からとり外し、詳細

な調査をする必要があるため、収去を実施し

た。 

(4) 各エンジン部構成部品の見分結果から、電

動ファン、ポンプが脱落し、その付近に強い

焼きが認められ、オルタネーター、A/C コン

プレッサー付近にも強い焼きが認められた

ため、各部品を収去した。 

(5) メーカーにおける 2 日間の調査結果から、

電動ファン、ポンプ、オルタネーター、A/C

コンプレッサー、電気配線の計 5 点を鑑識物

件として持ち帰り、消防学校研究課にて鑑識

調査をすることとした。 

 

7 火災鑑識 

(1) 電動ファン、オルタネーター等のその他収

去した物件にあっては、鑑識の結果、異常は

認められなかった。 

(2) ポンプにあっては、X 線透過装置を使用し

た結果、ポンプのプラグ接続部基盤に断線が

認められることを確認、内部で何らかの電気

的異常が発生していたことが判明した。（写

真 12 参照） 

 ポンプについては、先般のリコール対策品

であること及びこれ以上の分解調査は同部

品を損壊するおそれがあること、またすでに

リコール処置が完了している部品からの不

具合という意味でも、詳細な検討が必要であ

った。 

(3) メーカーの調査結果、ポンプのハウジング

ケースは、ガラス繊維強化プラスチック製で

あり、製造過程において、ガラス繊維を非結

晶質に製造するように規定されていたが、今

回のケースは、ハウジングの製造過程におい

て何らかの不具合により、ハウジングの一部

に結晶質のガラス繊維が製造され軽微な亀

裂が生じ、当該箇所にクーラントによる湿気

が浸入、その結果、アースへの短絡により配

線コネクター付近が溶解することが判明し

た。 

(4) 一度溶解した配線コネクターをさらに加

熱することによりプラグ接続部が焦げ付き、

火災に至ったものであることが判明した。 
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(5) 電動補助クーラントにかかる安全装置に

ついては、ヒューズブルリンクで保護されて

おり、焼きが強く、目視では確認できない状

態であったが、ヒューズは溶断したものと考

察する。 

 今回は、微弱なショートが継続し、ヒュー

ズが溶断する前に、すでに溶解し火種が形成

されたものであると考察した。 

 

8 まとめ 

(1) 現場初期調査活動の大切さ 

 この火災の原因調査活動を実施して、火災防

御活動時から、火災原因に関する部分を視野に

入れつつ活動することが大切であり、まだまだ、

現場調査の経験が少ない職員には、現場調査の

ポイントを明確にし、原因調査活動を進めるう

えでの意思統一を図ることが、重要であると感

じさせられた。 

 今回のような技術的、専門的知識を持った者

の協力が必要となる調査活動では、現場初期調

査活動で後手を踏めば原因の特定が難しいこと

が多いことから、原因調査を実施するリーダー

の存在が必要不可欠であり、「調査の神様」と称

される先輩職員が退職される中、早急にリーダ

ーとなる職員の育成が必要であり、リーダーを

中心とした、チームワークにより、原因調査活

動を展開すべきであると考えさせられた。 

(2) 地道な調査の大切さ 

 どんな火災でもそうであるが、調査活動は地

道に実施することが大切であり、ややもすれば、

早々と原因特定し、原因調査活動が進行するこ

とがあるが、原因の特定と並んで大切なものが、

反証であり、様々な可能性を考慮し、地道に調

査していき反証を繰り返す作業が重要である。 

 今回の調査のように、原因を特定するために、

考えられる原因を一つ一つ反証していった結果、

一つの部品にたどり着き原因特定に至った事実

は、現場初期調査から、焼き残存物を収去し、

記録するという、地道な調査の成果であると各

調査員の自信につながったものである。 

 今回のリコールは日本で 1 件目の本火災が発

端であり、火災発生日から 26 日目に異例の速さ

で世界に及んだリコールであった。 

 世界では 9,200 台が対象、うち日本では、リ

コール対象車両は 223 台であり、エンジン停止

後に、人の意に反し出火する本火災は、人的及

び物的被害が及ぶ危険があったもので、社会的

な影響は大きく、世界中の人に対して社会生活

を安心安全に暮らせることに、貢献できたもの

であり、火災調査の法的な権限を保有している、

消防機関の職員としての責務を果たせたもので

ある。 
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