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第 63 回全国消防技術者会議 
   

   

1. 日 時 平成 27 年 11 月 25 日（水） 10:00〜17:00 

  26 日（木） 9:00〜16:05 

   

2. 会 場 ニッショーホール（日本消防会館内） 

     東京都港区⻁ノ門 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 

 10:05〜11:25 特別講演 

 11:30〜12:20 「平成 27 年度消防防災科学技術賞」表彰式 

 12:20〜13:20 昼休み・展示発表 1 

  （平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災機器等の開発・改良）

 13:20〜17:00 第 19 回消防防災研究講演会 

   

◆第 2 日◆ ［受付開始・開場 8:30］ 

 9:00〜10:00 研究発表 セッション 1 

  （平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災科学に関する論⽂） 

 10:00〜10:15 休憩 

 10:15〜11:45 研究発表 セッション 2（一般発表） 

 11:45〜13:00 昼休み・展示発表 2 

  
（平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災機器等の開発・改良

／ 一般発表） 

 13:00〜14:30 研究発表 セッション 3 

  （平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原因調査に関する事例報告 1）

 14:30〜14:45 休憩 

 14:45〜16:00 研究発表 セッション 4 

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

 16:00〜16:05 閉会の辞 

 



 



－ プログラム － 
 

◎印は発表者、右欄の数字は資料掲載ページを表す。
    
◆第 1 日◆ 平成 27 年 11 月 25 日（水）10:00-17:00 ［受付開始・開場 9:30］ 
【開会】    

10:00-10:05 開会の辞 
消防研究センター
所⻑ 

 山田常圭 

【特別講演】    

10:05-11:25 
阪神・淡路⼤震災発⽣から 20 年を機にあらため
て地震火災への備えを 

東京理科⼤学教授  関澤 愛 11

11:30-12:20 「平成 27 年度消防防災科学技術賞」表彰式   
【昼休み・展示発表 1（平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災機器等の開発・改良）】 

12:20-13:20 
 
※著者による展

示物の説明が
⾏われます。 

ほねプロン 日本橋消防団 ◎和田智恵子 77

防火衣等収納システムの開発 
豊橋市消防本部 
豊橋市消防団 

 81

はしごクレーン救助時の三連はしごの転倒を防止
する器具の開発 

東京消防庁 

 安永 豊 
◎福井琢磨 
 ⾦子聖光 

87

打ち込み⽤ビット⾦具の開発 
東近江⾏政組合消
防本部 

◎川嶋伸悟 
◎市川知史 

93

積載型静電気拡散性オイルパンの開発について 京都市消防局 

◎堀尾泰寛 
 ⼩林知之 
 山本雅史 
 赤坂成樹 
 山田祐亨 

100

窒素富化空気を⽤いた移動式防消火装置の開発 
株式会社モリタホ
ールディングス 

◎廖 赤虹 
 関 修治 
 山村智恵 
 濵田貴⾏ 
◎山野光一 
 坂本直久 

107

透明樹脂製蓄圧式消火器の開発 株式会社初田製作所 114

聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサ
ル・コミュニケーション・システム 

沖コンサルティン
グソリューション
ズ株式会社 
春日⼤野城那珂川
消防本部* 

◎細野直恒 
 ⻄島 勝 
 因幡敏幸* 
 宮嶋文洋* 

257

航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火す
るドロップコントロールシステムの開発 

株式会社イルカカレッジ 
国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学 263

【第 19 回消防防災研究講演会 －木造密集地域での火災と安全への備え－】 
13:20-13:30 趣旨説明 消防研究センター  田村裕之 19
【発表 1】    
13:30-13:55 木造建物火災の現況 消防研究センター  鈴木恵子 20
13:55-14:20 木造建物火災事例と危険性 消防研究センター  山田常圭 31
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14:20-15:00 
北九州市の市場・商店街火災から⾒える教訓と問
題点 

北九州市消防局  尾花博幸 39

15:00-15:15 休憩   
【発表 2】    

15:15-15:40 
消防研究センターにおける市街地火災延焼シミュ
レーションの開発 

消防研究センター  ⾼梨健一 他 52

15:40-16:05 ⼤規模火災における火の粉による火災のリスク 消防研究センター  鈴木佐夜⾹ 58
16:05-16:30 市街地火災での被害拡⼤要因 －火災旋風－ 消防研究センター  篠原雅彦 66
16:30-16:35 休憩   
16:35-17:00 総合討論（質疑応答）   
17:00 閉会   
    
    
    
◆第 2 日◆ 平成 27 年 11 月 26 日（木）9:00-16:05 ［受付開始・開場 8:30］ 
【研究発表 セッション 1（平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災科学に関する論文）】 

9:00-9:15 
⾞両における電気配線（ハーネス）火災の出火機
構に関する研究 

北九州市消防局 
◎松本龍一 
 髙倉誠二 
 松本二郎 

122

9:15-9:30 
加圧防排煙設備に係る消防活動支援性能評価のた
めの複数室の簡易温度算定モデルの構築 

東京消防庁 
東京理科⼤学* 

◎田嶋一雅 
 ⼤宮喜文* 
 申 易澈* 

130

9:30-9:45 「伝える広報」から「伝わる広報」へ 神⼾市消防局 

◎上村雄二 
 塩⾕俊⾏ 
 ⾕池史章 

140

9:45-10:00 
緊急消防援助隊等における効果的な後方支援活動
の研究 

神⼾市消防局 

◎丑子哲平 
 ⾼橋賢一 
 山枡慶祐 
 澤田邦彦 

150

10:00-10:15 休憩   
【研究発表 セッション 2（一般発表）】 

10:15-10:30 
延焼する室内に対する効果的な放水方法の検証 
－間接消火の放水方法－ 

東京消防庁 

◎山越靖之 
 根本昌平 
 楠本直樹 
 町井雄一郎 

281

10:30-10:45 積載型静電気拡散性オイルパンの開発について 京都市消防局 

◎堀尾泰寛 
 ⼩林知之 
 山本雅史 
 赤坂成樹 
 山田祐亨 

100

10:45-11:00 
消防隊員が⾏う暑熱順化トレーニングの具体的方
策に関する検証 

東京消防庁 

◎⼩笠原儀彦 
 久保善正 
 細⾕昌右 
 玄海嗣⽣ 
 山口至孝 

290
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11:00-11:15 
救急業務時の交通事故における根本的原因と抑制
要因に関する研究 

東京消防庁 
筑波⼤学* 
福山市⽴⼤学** 

◎秋月万恵 
 糸井川栄一* 
 梅本通孝* 
 太田尚孝** 

300

11:15-11:30 
病院前脳卒中スケールによる脳卒中判別に関する
研究について 

京都市消防局 

 山岡⾠朗 
 野々村淳 
 橋本雅徳 
◎⾼橋哲也 
 赤壁浩一 
 伊藤⾹平 

310

11:30-11:45 
銅粉による亜酸化銅の容易な作製方法及び亜酸化
銅増殖発熱現象による燃焼実験 

京都市消防局 ◎重藤 保 315

【昼休み・展示発表 2（平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：消防防災機器等の開発・改良 ／ 一般発
表）】 

11:45-13:00 
 
※著者による展

示物の説明が
⾏われます。 

ほねプロン 日本橋消防団 ◎和田智恵子 77

窒素富化空気を⽤いた移動式防消火装置の開発 
株式会社モリタホ
ールディングス 

◎廖 赤虹 
 関 修治 
 山村智恵 
 濵田貴⾏ 
◎山野光一 
 坂本直久 

107

聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサ
ル・コミュニケーション・システム 

沖コンサルティン
グソリューション
ズ株式会社 
春日⼤野城那珂川
消防本部* 

◎細野直恒 
 ⻄島 勝 
 因幡敏幸* 
 宮嶋文洋* 

257

航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火す
るドロップコントロールシステムの開発 

株式会社イルカカレッジ 
国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学 

263

がん具⽤煙火の燃焼及び消火に関する検証 東京消防庁 

◎飯田明彦 
◎東 優太 
 ⼤滝英一 
 鈴木健司 

323

災害廃棄物の発熱及び出火危険性に関する検証 東京消防庁 

◎水田 亮 
 望月 真 
 海和晋史 
 ⿃⾕ 淳 

333

政令⽤途対象物火災の実態 －特定⽤途建物－ 東京消防庁 ◎八橋弘樹 340
【研究発表 セッション 3（平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原因調査に関する事例報告 1）】 

13:00-13:15 充電式カイロから出火し、リコールに至った事例 北九州市消防局 

◎松本二郎 
 ⼩野重喜 
 ⻑⾕川梢 
 吉住悠志 
 松本龍一 
 髙倉誠二 

159

13:15-13:30 蛍光灯電極部からの火災事例 京都市消防局 ◎伊藤⾹平 171
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13:30-13:45 誘導灯基板の焼損事故について 名古屋市消防局 

◎松本 凌 
 中江 功 
 ⼤橋教男 
 山下一博 
 平松幸治 

175

13:45-14:00 亜酸化銅増殖発熱現象の火災調査方法 神⼾市消防局 ◎澤田邦彦 186

14:00-14:15 
医薬品中間体を製造する危険物一般取扱所にて静
電気により出火した事例の調査報告 

富山市消防局 ◎⼩関啓介 197

14:15-14:30 
自主回収対象品である⾼圧真空遮断器からの出火
事例 

⼤阪市消防局 

◎能地裕幸 
 岩中政男 
 ⿊瀬隆史 
 片岡 勉 

271

14:30-14:45 休憩   
【研究発表 セッション 4（平成 27 年度消防防災科学技術賞受賞作品：原因調査に関する事例報告 2）】 

14:45-15:00 
鏡面仕上げ（平面）ステンレス板による収斂火災
の調査報告について 

⼤竹市消防本部 

 中村将也 
 滝口洋介 
◎⾼野純一 

209

15:00-15:15 ⾞両からの出火事例の調査報告 堺市消防局 ◎内田篤志 217

15:15-15:30 
在宅酸素療法中の患者宅で発⽣した火災の調査報
告 

⼤阪市消防局 
◎北尻宗嗣 
 森下信一 

221

15:30-15:45 無煙ロースターに起因する火災の調査報告 ⼤阪市消防局 ◎⻄田秀光 232

15:45-16:00 
穀物貯蔵サイロの爆発火災事例に関する原因究明
手法及び消防隊活動時の危険予知について 

横浜市消防局 

◎岩方清光 
 太田和哉 
 中田雅之 

246

【閉会】    

16:00-16:05 閉会の辞 
消防研究センター
研究統括官 

 ⻑尾一郎 
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 東京理科大学 関澤 愛 ‥‥‥‥ 11

  

  

第 19 回消防防災研究講演会 －木造密集地域での火災と安全への備え－ 
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(19) 在宅酸素療法中の患者宅で発生した火災の調査報告 

 大阪市消防局 北尻宗嗣、森下信一 ‥‥‥‥ 221

(20) 無煙ロースターに起因する火災の調査報告 

 大阪市消防局 西田秀光 ‥‥‥‥ 232

(21) 穀物貯蔵サイロの爆発火災事例に関する原因究明手法及び 

 消防隊活動時の危険予知について 

 横浜市消防局 岩方清光、太田和哉、中田雅之 ‥‥‥‥ 246

  

奨励賞 

(22) 聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサル・ 

 コミュニケーション・システム 

 沖コンサルティングソリューションズ株式会社 細野直恒、西島 勝 

 春日大野城那珂川消防本部 因幡敏幸、宮嶋文洋 ‥‥‥‥ 257

(23) 航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火する 

 ドロップコントロールシステムの開発 

 株式会社イルカカレッジ、国立大学法人鳥取大学 ‥‥‥‥ 263

(24) 自主回収対象品である高圧真空遮断器からの出火事例 

 大阪市消防局 能地裕幸、岩中政男、黒瀬隆史、片岡 勉 ‥‥‥‥ 271

  

  

一般発表 

(1) 延焼する室内に対する効果的な放水方法の検証 

 －間接消火の放水方法－ 

 東京消防庁 山越靖之、根本昌平、楠本直樹、町井雄一郎 ‥‥‥‥ 281

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）



  

  

  

  

(2) 消防隊員が行う暑熱順化トレーニングの具体的方策に関する検証 

 東京消防庁 小笠原儀彦、久保善正、 

 細谷昌右、玄海嗣生、山口至孝 ‥‥‥‥ 290

(3) 救急業務時の交通事故における根本的原因と抑制要因に関する研究 

 東京消防庁 秋月万恵 

 筑波大学 糸井川栄一、梅本通孝 

 福山市立大学 太田尚孝 ‥‥‥‥ 300

(4) 病院前脳卒中スケールによる脳卒中判別に関する研究について 

 京都市消防局 山岡辰朗、野々村淳、橋本雅徳、 

 高橋哲也、赤壁浩一、伊藤香平 ‥‥‥‥ 310

  

(5) 銅粉による亜酸化銅の容易な作製方法及び 

 亜酸化銅増殖発熱現象による燃焼実験 

 京都市消防局 重藤 保 ‥‥‥‥ 315

(6) がん具用煙火の燃焼及び消火に関する検証 

 東京消防庁 飯田明彦、東 優太、大滝英一、鈴木健司 ‥‥‥‥ 323

(7) 災害廃棄物の発熱及び出火危険性に関する検証 

 東京消防庁 水田 亮、望月 真、海和晋史、鳥谷 淳 ‥‥‥‥ 333

(8) 政令用途対象物火災の実態 －特定用途建物－ 

 東京消防庁 八橋弘樹 ‥‥‥‥ 340
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 【特別講演】  

 

阪神・淡路大震災発生から 20 年を機にあらためて地震火災への備えを 
 

東京理科大学 関澤 愛 

 

 

1. はじめに………はや薄れかける阪神･淡路大震災の記憶 

2015 年は、1995 年 1 月 17 日に発生した阪神･淡路大震災から 20 年にあたる。10 年ひと昔とい

われるが、すでにふた昔経過したことになる。最近では、大学での講義中に学生たちに阪神･淡路

大震災のことを語っても、彼らに直接の記憶はなく何か遠い昔話を聞いているような表情である

のに気がついてこちらが拍子抜けすることがある。20 年という年月は一世代変わることを意味す

るし、災害の記憶がこのようにして薄れていくことにはやむを得ない面もあろう。しかし、災害

経験と教訓の継承の重要性があらためて認識されたのはわずか 4 年半前の東日本大震災であった

はずだ。 

20 年というのは災害という現象を捉える時間の流れからいえば、つい最近の事象というべきで

ある。現代の大規模都市で起こった都市直下地震の典型的事例であり、地震時における市街地火

災のリスクが現実のものであることを知らしめた阪神･淡路大震災の記憶や教訓を伝え続けるこ

とは、近い将来起きる可能性のある東海・東南海・南海地震や首都直下地震などに備える意味で

も極めて重要である。本稿では、阪神･淡路大震災における火災について、その出火、延焼、消防

活動と焼け止まり要因の実態について記憶を新たにするとともに、今後の市街地火災リスク軽減

に向けての課題に触れる。 

 

2 阪神･淡路大震災とノースリッジ地震 

阪神･淡路大震災のちょうど 1 年前の 1994 年 1 月 17 日に、米国ロサンゼルス市近郊で都市直下

型のノースリッジ地震が発生した。筆者は当時、消防研究所に在籍しており、この災害後に政府

調査団の一員として現地調査に加わり、主に火災発生状況と消防活動について調べた 1)。 

この 2 つの地震は、ともに現代的な大都市の直下で明け方という時間帯に発生した都市型震災

であり共通する点が多くあった。火災被害の面だけでも、都市ガス管の破損による火災や通電再

開とともに発生した電気火災などが同時多発したこと、消火栓が被害を受け使えなかったことな

どが挙げられる。しかしながら、こうした共通条件の多い中で、火災被害に関して一つ決定的に

大きな違いがあった。それは大規模市街地火災の発生の有無である。ノースリッジ地震では、モ

ービルホームパークなどの特殊なケースを除いては、延焼火災は発生していないのに対して、阪

神・淡路大震災では多数の市街地火災が発生した。 

筆者は現地の調査において、同時多発火災が発生しているのになぜ市街地火災の発生がなかっ

たのか、その理由について執拗にロサンゼル市消防局の担当者に質問を行なった。しかしながら、

彼らにはそのような質問を受けること自体が判然としないという印象であった。そのなぞは質問

を続けているうちにやがて解けた。つまり、その最大の理由は、ロサンゼル市郊外のサンフェル

ナンドバレーという被災市街地における街区形状である。すなわち建蔽率は低く、道路幅員も大
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きくて家屋間の延焼危険性がきわめて小さかったという事実である。神戸市では道幅も狭く隣棟

間隔も小さい木造密集市街地が多く存在したのに対して、彼の地では住宅など木造家屋は多くあ

っても延焼危険性は小さく、消防活動がその効果を発揮できたのであった。 

阪神･淡路大震災が我々に示した最大の教訓の一つは、平常時の大火がほとんどなくなり平素忘

れがちであっても、防火上脆弱な木造密集市街地を抱えている限り、現有の消防力を上回る同時

多発火災が発生すれば、各都市の被害想定が示すとおり大規模延焼被害のポテンシャルが確かに

存在しているという冷厳な事実である。 

 

3 阪神・淡路大震災における出火の特徴 

3.1 新たな都市型出火原因（ガス漏れ火災や通電火災）の登場 

図 1 は、阪神･淡路大震災での地震発生当日から 3 日間（1 月 17 日～19 日）の出火原因別･時間

帯別出火件数を示したものである 2)。原因不明を除くと、電気器具・配線等の電気関係からの出

火が多くを占めている。発生時間経過別に特徴をみると、地震直後の 6 時までの火災や、6 時か

ら 7 時までの火災の出火原因では、ガス器具・ガス漏洩、電気器具・配線、一般火気・薬品の火

災が比較的多いのに対して、当日の 7 時以降、あるいは 18 日以降になると、一般火気・薬品やガ

ス器具・ガス漏洩による出火件数は急速に減少する一方で、電気器具･配線の火災が実数および割

合とも増加し、不明を除く火災原因の主要部分を占めていることがわかる。これらの出火原因の

多くは、地震でいったん停電した後、再通電した際に ON になっていた電気ストーブや転倒・落

下して剥き出しになった鑑賞魚用ヒーターなどが周辺の可燃物を熱して出火に至った事例などで

あり、いわゆる“通電火災”と言われるものである｡ 

総じて、阪神・淡路大震災では従来の地震火災原因として知られてきた一般火気や薬品による

火災が相対的に少なく、ガス配管破損に伴うガス漏洩に起因する火災や再通電に伴う火災発生な

ど、季節や時間帯にあまり関係なく発生すると思われる出火原因が多かったことが特徴である。 
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図 1 阪神･淡路大震災での出火原因別･時間帯別出火件数 

  （地震発生当日から 3 日間の火災について） 

 

3.2 地震動の強さと出火率 

地震後の同時多発火災発生の実態を知るために、阪神・淡路大震災で発災直後に発生した小火

も含めた火災（17 日の午前７時までに発生した火災）について、神戸市各区および阪神間の兵庫

県下各市における 10 万世帯当たり出火件数と当該地区の建物全壊率との関係をみたものが図 23)
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である。この図から出火率と建物全壊率（あるいは地震動の強さ）には非常に高い相関が認めら

れる。およそ、全壊率が 10%だと出火件数は 1 万世帯に 1 件、20%だと 2 件となっている。この

ように相関が高いことは、出火原因として多かった電気火災やガス漏れに起因する火災などが家

屋の損害、即ち地震動強さと因果関係が深いことを示唆していると思われる。また、図 33)に示さ

れた火災発生の地域分布を見ても地震動の強さ、あるいは建物全壊率などの分布と比較的良い相

関を示している。 

 ただし、阪神・淡路大震災での出火率と建物全壊率との関係は、過去の地震火災データから得

られている季節等による影響を考慮した関係よりも約 1/10 低い出火率で、夏場の出火率と同程度

となっている。したがって、火気器具等の変遷、出火防止機構の設置の如何など時代とともに変

動する要素についての考慮が今後の出火傾向の予測には大変重要となる。 
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図 2 阪神・淡路大震災時の市区別の建物全壊率と直後出火率 
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図 3 出火点と震度分布 
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4 市街地条件と延焼危険 

 図 2 をみると、芦屋市、西宮市は、建物全壊率ならびに直後出火率ともにそれぞれ兵庫区、東

灘区とほぼ同程度であり、出火率そのものは決して低くなかったことがわかる。 

 しかし、これら 2 つの市における焼損棟数は兵庫区、東灘区と比べてきわめて小さいのである。

この理由としては、一つには両者における木造率や建物密集度（平均隣棟間隔等）など延焼危険

性に関わる市街地条件の差が挙げられる。図 43)は、神戸市内の被災地域各区と西宮市、芦屋市に

ついて、阪神･淡路大震災における平均火災規模（火災 1 件当たりの平均焼損棟数）と、それぞれ

平均木造率および平均隣棟間隔（小さいほど街区の密集度が高い）との関係を示したものである。 

 これをみると、一般的にそれぞれ右上がり、および右下がりの傾向がみられるが、西宮市や芦

屋市は神戸市内の兵庫区や東灘区と比べると、木造率および隣棟間隔のどちらの指標についても

延焼危険性の小さい方に位置していることがみてとれる。そして、大規模延焼火災が集中した長

田区は、木造率および平均隣棟間隔のいずれの指標についても、延焼危険上最も不利な条件にあ

ったことがわかる。ところで、図 4 で西宮市は、須磨区と木造率、平均隣棟間隔がほぼ同じであ

りながら、平均延焼規模では１/10 以下となっている。このような火災被害を左右したもう一つ

の重要な要因が、実は同時多発火災に対する消防力なのである。 
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図 4 市区別にみた火災 1 件当たり平均焼損棟数と木造率、平均隣棟間隔との関係 

 

5 阪神･淡路大震災時の消防活動からの教訓 

地震時の消防機関による消防活動の成否と火災被害の様相を左右するのは、地震直後における

同時多発火災発生件数と、これに対する消防署管内における初動時の消防活動能力、すなわち直

ぐに出動できる消防ポンプ車数とのバランスである。問題は、そのバランスが消防力劣勢に傾き

始めるのはどのような条件かということである。 

平常時には、同じ地域で同時に火災が多発することは連続放火以外にはきわめてまれであり、

通常は第一出場でも火災に対して多数の消防車がかけつけて、圧倒的優勢の消防力により火災初
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期のうちに消火することが可能である。しかし、大規模地震時に、もし現有の消防車数を上回る

火災件数が発生すると、当然全ての火災に対応できないため、火災件数に対して消防力が劣勢と

なり、一部の火災は否応なしに延焼してしまう。このような事態が、実際に、阪神･淡路大震災時

の神戸市で発生した。 

 表 1 は、神戸市、西宮市、芦屋市において、地震当日の 17 日午前 7 時までに発生した建物火災

状況とこれらに対する初動時の消防活動条件をまとめたものである 3)。神戸市では 7 時までに、

地震直後に出動可能であった 40 の消防ポンプ車隊数を上回る 63 件の同時多発火災が発生してい

た。これをさらに区別にみれば、垂水、北、西の 3 区は少なくとも火災に関しては大きな被害は

ほとんどなく、地震直後の署別運用の時点では余裕があったと見てよい。 

これらの 3 区を除いて考えると、同時多発火災 62 件に対して出動可能なポンプ車隊数は、火災

件数を遥かに下回る 28 隊しかなかったことになる。つまり、1 件の火災に対して消防隊 1 隊が出

動するという計算でも単純な計算として、34 件の火災にはすぐには対応できなかったのである。

図 5 は、17 日午前７時までに発生した火災について、火災 1 件当たりの初動時平均出動ポンプ車

数を市・区別に示したものである。 

 これをみると、北、西、垂水区を除く神戸市内の各区では、火災 1 件当たり 0.6 台あるいはそ

れ以下のポンプ車数しかなかったことを示しており、地震直後において現有消防力を大きく上回

る同時多発火災が発生していたことがわかる。とくに、灘区や長田区では火災約 3 件に消防車 1

台の割合であり、このような状況下では仮に消防水利が確保できたとしても、すべての火災を早

期に効果的に鎮圧することはきわめて困難であったということができる。一方、西宮市および芦

屋市の場合は、消防団の消防ポンプ車も含めた数ではあるが、火災 1 件当たり 1 台以上の消防ポ

ンプ車があった。このことが、出火率が決して低くなかったにもかかわらず大規模延焼火災が少

なかった理由の一つである。 

 

表 1 神戸市、西宮市、芦屋市における初動時の火災発生状況と消防活動条件 

　西宮市 163,785 90 2.4 16  2 (13%) 7 (  3)   21
**

使用不能 927

　芦屋市 33,906 23 1.8 7        0 (  0%) 5 (  4)              8
**

使用不能 60
　神戸市 581,700 7,326 53.5 63 37 (54%) 17 (15)            40 ほぼ使用不能 1,303
　　東灘 77,000 367 16.0 9  4 (44%) 3 (  3)              5 最長２時間 38
　　　灘 55,000 559 29.4 13  7 (54%) 2 (  2)              4 使用不能 100
　　中央 56,000 107 4.1 9  2 (22%) 6 (  5)              5 一部可能 147
　　兵庫 53,000 1,038 45.1 11  6 (55%) 3 (  2)              5 使用不能 104
　　長田 53,000 4,814 218.8 13 11 (85%) 2 (  1)              5 使用不能 93
　　須磨 66,000 432 27.0 7  4 (57%) 1 (  1)              4 使用不能 129
　　垂水 87,000 6 1.0 0        0 (  0%) 0 (  0)              4 使用不能 77
　　　北 71,000 2 2.0 0        0 (  0%) 0 (  0)              5   ----- 259
　　　南 63,700 1 1.0 1       0 (  0%) 1 (  1)             3 使用不能 356
  *ぼや火災で事後に消防機関に報告されたものを除く　(1995年11月現在のデータ）

**消防団のポンプ車を含む

管轄域内
世帯数

市　区
全焼損
棟数

火災１件
当たり
平均焼
損棟数

消火栓使用
の可否状況

防火水槽の
数(公＋私)

地震直後に
出動したポン
プ車数（可能
だった隊数）

出火件数 1000m2以上焼損
の件数、割合(%)

１棟火災
（　）内はRC

17日７:00までに出火した建物火災＊
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図 5 市区別にみた地震直後（午前 7 時までの）火災 1 件当たりの初動時平均出動ポンプ車数 

 

6 大規模火災の焼け止まり要因について 

6.1 消防研究所による大規模延焼火災の焼け止まり調査 

 前節に述べたように、阪神･淡路大震災で発生した火災の中には消防力が劣勢となり消防活動で

は延焼を阻止できずに大規模に延焼拡大した例がある。では、こうした大規模火災の延焼焼け止

まりに寄与した要因は何だったのだろうか。筆者は消防研究所の調査チームの一員として発災直

後から 3 回にわたって火災調査に携わった。この調査では、大規模に延焼した火災 21 箇所に的を

絞って延焼区域の縁辺部を辿り、写真記録とメモをとるとともに延焼範囲の同定を行なったもの

である。また、踏査を行ないながら場所ごとの延焼焼け止まり要因の推定を行なった。（写真 1） 

この調査結果をもとに、調査した 21 の延焼地区について、縁辺部の焼け止まりに対して最も寄

与したと考えられる焼け止まり要因別にみた延長距離とその内訳比率を示したものが図 64)であ

る。 

 

 

写真 1 大規模火災の焼け止まり判定と要因調査 
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6.2 焼け止まり要因別にみた比率 

図 6 から、全体的な傾向を述べると、焼け止まり要因として総じて大きなウェイトを占めてい

る「道路・鉄道」（これらは主に道路）は全体平均で 40%である。次いで、「耐火造・防火壁等」

（耐火造が主）、「空地」がほぼともに 23%前後となっている。これらの物理的な要因、あるいは

自然焼け止まり要因を合わせると全体の 86%である。今回の調査対象地区は、いずれも大規模な

延焼地区であり、その多くは消防力が劣勢となった条件下で延焼拡大したものであることから、

延焼は何らかの自然焼け止まり線のところまで拡大し、やがてその勢いを弱めたという経過を辿

っていると考えられる。 

一方、「放水等消防活動」（これらは主に公設消防による放水で一部住民による消火活動がある）

は 14%である。しかしながら、この数値は 21 地区全体での消防活動による延焼阻止線の総延長

距離 2,316m ということを考えると、決して小さい数値ではないともいえる。 
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火災の周囲長

 
図 6 焼け止まり要因別にみた延長距離とその内訳比率 4) 

 

6.3 過去の大火事例との比較 

以上の結果を、過去の大火を伴った震災事例で焼け止まり要因別比率の求められている関東大

地震時の結果 5)（外周総延長 59.6km）と比較すると、消火など人為的要因の消防活動については

15.1%で奇しくも今回の調査結果の 14%と類似した数値であった。1923 年当時は、現在ほど耐火

造建物が多くなかったためか要因分類の中には耐火造建物等の項目がなく、道路（27%）を含め

た空地が全体の 72.5%を占めていた。最近の大火事例としての酒田市大火（1976 年）は平常時大

火ではあるが、その延焼焼け止まり線総延長に占める耐火造建物の比率は 16.7%であった。 

これらの事実から、今回の調査にみられる「耐火造・防火壁等」の 24%という比率は決して低

い値ではなく、延焼阻止要因としての耐火造建物の役割が無視できないことを物語っている。ま

た、未だに狭隘なものが少なくないとはいえ、関東大震災当時と比較すれば広くなり沿道建物の

不燃化も進んでいる道路等の比率が、阪神･淡路大震災では 40％もあるという事実も、延焼遮断

帯としての道路の役割を再確認する上で重要である。 
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7 おわりに………地震火災に備えて何が必要か 

阪神・淡路大震災で経験したように、木造密集街区を有する都市では、現有の消防力を上回る

同時多発火災が発生した場合、初期段階で消火できなかった火災が市街地延焼火災となって成長

拡大していくことは、今後も起こり得る事態であり起こっても不思議ではない。また、こうした

震災時における延焼火災による被害軽減の解決方策を消防力にのみ求めるだけでは、地域の自主

防災力育成や広域応援体制の整備強化を含めても自ずと限界がある。 

市街地延焼火災の局限化のためには、本来は道路の拡幅や沿道の不燃化による延焼遮断帯の構

築、木造建物密集市街地の再整備という根本的対策を進めることが必要である。ただし、この実

現には、予算面でも、住民合意形成の面でも、また建設の上でも、気の遠くなる努力と時間が必

要となる。しかし、都市防災という根幹的なハード対策の推進は、即効薬も特効薬もない長い道

のりである。仮に、現在の我々が生きている間に完成しなくても、子や孫の世代に受け継いで時

間をかけて一歩一歩地道に進めていく以外に近道はないことをまずは肝に銘じるべきであろう。 

そのうえで、もちろん、明日起きるかも知れない都市直下地震や南海トラフ地震に備えて、少

しでも火災リスクを軽減するための身近にできる従来型の対策の積み上げも極めて重要である。

たとえば、様々な耐震装置付き機器の使用、マイコンメータや感震ブレーカなどの設置による出

火防止の努力、消火器や消火水の備え、住宅の耐震化や家具転倒防止などは各家庭でも行える効

果的な防災対策である。また、地域では、消防団、自主防災組織等の活性化、地震時にも使える

消防水利の確保と住民が使える可搬式ポンプやスタンドパイプのような消火器具の整備と習熟な

どが地域防災力向上にとって重要である。さらには、公的消防対策としては、消防隊の増設は困

難な中で、せめて防火水槽の増設や水道管路の耐震性の向上など、同時多発火災と長期戦に備え

えるための震災火災対策を念頭に置いた「消防水利」の確保が不可欠である。 

筆者が最後に強調したい点は、それぞれの都市が抱えている市街地火災の危険性を評価したう

えで、上記の対策について目指すべき整備目標が設定されているのかどうか、また設定されてい

る場合、目標に照らして現在どこまで進捗しているのか、さらには果たして今の取り組みの体制

とスピードで十分なのか、ということである。それぞれの都市における防災対策推進の努力には

敬意を表するものであるが、筆者には市街地火災対策に関しては必ずしも十分であるようには思

えない。 

ぜひとも、都市防災計画推進のような中長期的対策（公助）に地道に取り組む一方で、公設消

防だけでなく自主防災を含めた消防力の拡充と体制作り（公助、共助）、そして、各家庭で行える

出火防止や初期消火の努力（自助）を多角的に進め、「合わせ技」で、一歩ずつ火災被害リスク軽

減を進めて行なっていただきたい。 

 

参考文献 

1) ノースリッジ地震政府調査団：ノースリッジ地震政府調査団調査報告書，pp.198-205，1994． 

2) 財団法人消防科学総合センター：地震時における出火防止対策のあり方に関する調査検討報告書, p.24，1998． 

3) 関沢愛，座間信作：地震被害は何によって左右されるか－わが国特有の古くて新しい問題，｢SAISMO｣平成15年

2月号(通巻73号), pp.2-4，地震予知総合研究振興会，2003． 

4) 自治省消防庁消防研究所：兵庫県南部地震における神戸市内の市街地火災調査報告（速報），1995． 

5) 東京消防庁：街区火災防ぎょに関する研究報告書，1976.  

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 18 -



 

 

 

 

第 19 回消防防災研究講演会 
－木造密集地域での火災と安全への備え－ 



 【第 19 回消防防災研究講演会】  

 

木造密集地域での火災と安全への備え 
－趣旨説明－ 

 

消防研究センター 田村裕之 

 

 

 木造密集地域は、道路幅が狭い、行き止まり道路が多い、老朽化した建物が多い、敷地が狭い、

居住者が高齢化しているなどの特徴を有している。このため、火災が発生したとき、消防車両や

消防隊員の進入がしにくく、消火活動や避難において障害となる要因が多く存在している。これ

に加え、火災発生時には、建物及び建物間の延焼拡大も速く広域の市街地火災になり人的・物的

被害が大きくなる可能性が高くなる。また、南海トラフ地震や首都直下地震などの大地震が発生

した際には建物倒壊等により出火のリスクも高まる。過去に、阪神淡路大震災（1995 年）のとき

の神戸市内の旧市街地での火災を始め、最近においても、城崎温泉街（2015 年）、北九州市の商

店街・市場（魚町銀天街（2014 年）、八幡中央町商店街（2013 年）、あやどり市場（2012 年）、富

野市場（2011 年））、尼崎市塚口中央市場（2011 年）、新潟市小須戸商店街（2010 年）などで延焼

火災が発生している。 

 木造密集地域の火災安全対策を考える上では、木造建物火災の出火・拡大機構の解明、建物間

の延焼から市街地火災に至る延焼拡大予測、広域市街地火災で発生が懸念される火の粉による飛

び火や火災旋風等、特殊な事象の理解が必要である。また、実際に起きた市街地火災時の消防活

動やその後の対策事例について情報を共有することは、消防機関が木造密集地域での火災の予防、

警防等の備えを検討する上で非常に有意義である。 

 本講演会では、木造建物火災における平時と震災時での出火原因等の特徴、出火したときの木

造建物の火災事例や火災拡大時の危険性、実際に延焼拡大した火災の事例と消防本部のその火災

への対応やそこから見えてきた問題点、市街地火災の延焼シミュレーションによる被害予測、市

街地火災に拡大した際に被害を増大させる火災現象としての火の粉による飛び火や火災旋風に関

する情報を提供し、討論を行う。 

 

 今回の講演会によって、木造密集地域での火災危険性について理解が深まり、さらに木造密集

地域での火災に対する予防対策や警防対策を策定する際の参考となれば幸いである。 
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 【第 19 回消防防災研究講演会】  

 

木造建物火災の現況 

 

消防研究センター 鈴木恵子 

 

 

1. はじめに 

 消防白書では、建物の焼損面積が 33,000m2（1 万坪）以上の火災を「大火」としているが、平

常時の市街地延焼火災としての大火は、昭和 51 年（1976 年）の酒田大火を最後に発生していな

い。しかし、木造建物の火災は無くなったわけではなく、殊にここ数年は小規模な延焼火災の報

道に接する機会が増えているように感じられる。 

 社会の成熟化に伴い、高齢化や過疎化、市街地の空洞化、空き家の増加、老朽木造建物の更新

停滞など、現在の社会状況は「大火」を克服した時期のそれとは対極にある。大火を克服した成

功体験をそのまま踏襲するのではなく、新しい考え方や対処方法が求められているのではなかろ

うか。 

 本報では、このような視点から、主に火災報告を基に、木造建物の火災の現況を示していきた

い。また、震災時の木造建物の火災についても若干触れることとしたい。 

 

2. 木造建物火災 

2.1 火災件数 

 1 年間に発生する火災の件数は、昭和 30 年以降の記録をみると[1]、平成 6 年（1994 年）の 64,066

件が最も多く、この 10 年ほどは減少傾向にあり、平成 26 年（2014 年）は 43,741 件である。建物

火災はこのうち 23,641 件で、54%（2014 年）を占めている（図 1）。 

 さらに、建物火災を火元建物の構造別に見ると、平成 26 年（2014 年）は、木造が 9,765 件（41%）、

防火木造が 2,121 件（9%）、木造準耐火が 297 件（1%）、非木造準耐火と耐火造が 9,086 件（38%）、

その他の構造が 2,372 件（10%）であり、全ての火災に占める木造建物火災の割合は 22%である

（図 2）。 

 建物火災の中で、火元が木造と防火木造である割合は、1981 年以降、減少傾向にあり、非木造

準耐火と耐火造の割合が増えているが、それでも平成 26 年（2014 年）において、木造建物から

の火災が約 4 割、防火木造建物からの火災が約 1 割を占めており、これらをあわせると建物火災

の半分を占めている（図 3）。 
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図 1 火災種別別火災件数の推移 

 

 

図 2 建物火災の構造別火災件数の推移 

 

 

図 3 建物火災の構造別火災件数割合の推移 

 

2.2 死者数 

 一方、火災による死者数は、昭和 30 年以降、阪神・淡路大震災の影響で平成 7 年（1995 年）

が 2,356 人で最も多く特異年となっているが、この年を除くと平成 15 年（2003 年）の 2,248 人が

最も多く、その後この 10 年ほどは減少傾向にあり、平成 26 年（2014 年）は 1,678 人である。建

物火災による死者はこのうち 1,269 人で、76%（2014 年）を占めている（図 4）。 

 建物火災による死者数を火元建物の構造別に見ると、平成 26 年（2014 年）は、木造が 840 人
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（66%）、防火木造が 150 人件（12%）、木造準耐火が 9 件（1%）、非木造準耐火と耐火造が 209

人（16%）、その他の構造が 62 人（5%）である（図 5）。木造と防火木造建物の件数と割合が減少

しているのに対して、死者数はほぼ一定で、建物火災による死者の約 8 割を占めている（図 6）。 

 

 

図 4 火災種別別死者数の推移 

 

 

図 5 建物火災の構造別死者数の推移 

 

 
図 6 建物火災の構造別死者数割合の推移 

 

 

 すなわち、木造と防火木造建物から出火した火災では、火災 1 件あたりの死者数が増加傾向に

ある。この 30 年間に、木造建物では約 0.04 人/件から約 0.08 人/件、防火構造も約 0.035 人/件か

ら約 0.07 人/件にほぼ倍増している。一方、非木造準耐火と耐火構造では、0.02 人/件でほぼ一定

である（図 7）。 
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 木造、防火木造の火災の多くは住宅火災であろうことは想像に難くない。構造別に住宅火災が

占める割合をみると、平成 26 年（2014 年）では木造建物の火災の 72.0%、防火木造では約 74.4%

を住宅火災が占める一方、耐火造と非木造準耐火では 39.7%が住宅火災である。 

 住宅火災による死者の増加は高齢化との関連が強いことが知られているが、火元構造別の死者

の年齢構成の推移を示したのが図 8 である。いずれの構造も高齢者の割合が増加しているが、こ

の 30 年間に、木造建物火災による死者のうち 75 歳以上の割合が約 20%から約 50%と増加し、半

数を占めるに至っている。防火木造では約 15%から約 40%への増加である。非木造準耐火・耐火

造でも 75 歳以上の割合は約 10%から約 40%に増加している。 

 

 
図 7 建物火災の構造別火災 1 件あたり死者数の推移 

 

 

図 8 建物火災の構造別死者の年齢構成の推移 

 

2.3 延焼 

 次に、建物火災の延焼についてみてみたい。火元建物の構造別に、1 火災あたりの全焼棟数の

推移を示したのが図 9 である。木造が最も延焼棟数が多く、0.5 棟/件程度を推移してきたが、2005

年以降に着目すると、増加傾向にあるようにもみえる。2014 年の値は 0.58 棟/件である。 

 防火構造と準耐火構造（木造/非木造）は、ほぼ同じ値を推移し、平成 26 年(2014 年)は 0.13～

0.15 棟/件を示した。耐火構造は 0.01 棟/件である。 
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図 9 建物火災の構造別 1 火災あたり全焼棟数の推移 

 
 

3.  延焼火災 

 消防白書では、大火は「建物の焼損面積が 33,000m2（1 万坪）以上の火災」と定義している。 

阪神・淡路大震災と東日本大震災の延焼火災を除くと、平常時の市街地火災としての大火は、昭

和 51 年（1976 年）の酒田の大火を最後に発生していない。 

 ここでは、平成 21 年（2009 年）～平成 26 年（2014 年）の 6 年間に発生した建物火災のうち、

焼損棟数が 10 棟以上で、延焼建物の 4 棟以上が全焼となった火災 111 件を仮に「延焼火災」とよ

び、傾向をみていきたい。 

 

3.1 木造建物から出火した延焼火災 

 延焼火災の火元建物の構造別の内訳を示したのが図10である。火元の8割が木造となっている。 

 延焼火災の出火月別の火災件数をみると、8 月が最も多く、次いで 5 月、2 月と 4 月が多い。木

造建物からの出火に限っても傾向は同様で、多い方から、8 月、2 月、4 月と 5 月である（図 11）。 

 次に、出火時間帯別に延焼火災の発生件数を示したのが図 12 である。深夜 1 時台と昼の 12 時

台、夜の 9 時台に木造建物からの出火のピークがある。 

 

 

図 10 延焼火災の火元建物の構造の内訳 
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図 11 延焼火災の出火月別件数 

 

  

図 12 延焼火災の出火時間帯別件数 

 

      
図 13 木造建物から出火した延焼火災の出火原因 

 

 木造建物から出火した延焼火災の出火原因の内訳と、1 時台、12 時台、21 時台に発生した火災

の出火原因の内訳を示したのが図 13 である。出火原因は、不明・調査中が最も多く、全体の半数

を占めている。次いで、放火とその疑いが多い。 

 深夜 1 時台の出火原因の約 9 割は不明・調査中である。12 時台はこんろが 2 件、たばこ、たき
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火、放火が各 1 件、その他が 3 件ある。21 時台は電気装置と配線類からの出火が 2 件と、こんろ

とストーブが各 1 件である 

 

3.2 延焼火災の地域の状況 

 本報における延焼火災 111 件の発生した場所は、全て常備消防の地域である。 

 また、消防力の整備指針に定める市街地等の区分別にみると、市街地が 57%、準市街地が 11%

であった。都市計画法に定める防火地域区分は、防火地域が 5%、準防火地域が 16%であった。 

 市街地等の区分と防火地域の区分の指定状況の組み合わせは表 1 のとおりである。 

 

表 1 市街地区分と防火地域区分による延焼火災件数の内訳 

 
 

 市街地及び準市街地は建物が密集した地域であり、防火地域及び準防火地域は市街地における

火災の危険を防除するため定められる地域である。防火地域・準防火地域では、建物の規模に応

じて、耐火、準耐火、又は防火構造とする必要があるが、防火地域で発生した 6 件の延焼火災の

全てが木造建物から出火していることから、火元建物は恐らく建築基準法上の既存不適格に該当

する建物であり、古い建物であろう事が推測される。 

 市街地の区分と、防火地域の区分毎に延焼規模を比較する。延焼の規模は、焼損床面積で示さ

れることが多いが、焼損した建物の床面積の影響が大きく受けることから、ここでは延焼下かど

うかに着目することとし、次式に示す延焼規模指数を用いる。 

 

延焼規模指数=全焼棟数×1＋半焼棟数×0.5＋部分焼×0.2＋ぼや×0.1 ……(1) 

 

 

図 14 出火場所の地域の種類別の延焼規模 
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 防火地域指定され、市街地に該当する場所での火災が最も延焼規模指数の平均値が高い。市街

地区分と防火地域区分のいずれも該当しない「その他」のグループは延焼規模指数が最も低く、

建物の密度の低さが影響しているものと思われる（図 14）。 

 

3.3 延焼火災と気象 

 気象条件によっても火災は延焼しやすくなる。 

 まず、本報における延焼火災 111 件のうち、火災警報発令中の火災は 1 件のみであった。この

1 件は相対的に延焼規模指数が大きいということはなかった。 

 次に風速と延焼規模指数の関係を図 15 に示す。風速と延焼規模指数は、緩やかな正の相関があ

るように見える。 

 湿度との関係をみると、湿度が低い方が延焼規模指数が大きくなる傾向がみられる（図 16）。 

 

 
図 15 風速と延焼規模指数 

 

 
図 16 湿度と延焼規模指数 

 

3.4 延焼火災と消防活動 

 本報の延焼火災 111 件については、平均 59.3 名の消防吏員と平均 95.4 名の消防団員が消防活動

に従事し、平均 6.5 台の常備消防ポンプと 6.5 台の消防団ポンプが放水した。 

 火災発生から放水開始までに要した時間と延焼規模指数の関係をみると、延焼全焼棟数 4 以上
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の火災の中では相関は見られなかったが、延焼全焼棟数 1 以上に対象火災を拡大すると、放水ま

での時間が短い程、延焼規模指数が小さくなる傾向が見られた（図 17）。 

  

 

図 17 放水開始までに要した時間と延焼規模指数 

 

4. 震災時の木造建物からの出火 

 震災時の火災については、発火源と着火物に地震の揺れがどのように関与したかに着目し、延

焼火災の場合は延焼範囲（やけ止まり）と延焼動態に関心が寄せられる。地震時の火災は建物の

構造自体に起因して出火するものではないので、記録が少ない。そこで、ここでは、阪神・淡路

大震災、新潟県中越地震、東日本大震災の 3 つの地震で発生した火災について、木造建物に関連

することをそれぞれ触れておきたい。 

 

4.1 阪神・淡路大震災 

 平成 7 年（1995 年）1 月 17 日 5 時 46 分に発生した兵庫県南部地震では、285 件の火災が発生

した[2]。市街地延焼火災も同時多発し、焼損棟数 7,483 棟、焼損床面積は 83 万 4,663m2 の損害を

もたらした。火災による死者は 559 名に上った。これらの市街地火災の出火原因はほぼ不明とな

っている。 

 延焼火災の発生した地域の市街地特性については、いくつかの傾向が指摘された[3]。 

 ①震災前における緑被率が概ね 1%以下の極めて緑の少ない地域で発生したこと 

 ②戦前住宅比率の高い地区で発生したこと 

 ③木造率(延べ床面積ベースで防火造を含む)の高い地域で、大規模火災となる可能性が高いこ

と 

 ④1 棟あたりの宅地面積が概ね 100 ㎡以上では大規模火災が発生していないこと 

 ⑤地震によって建物に、モルタル剥離などの軽微なものを含め、何らかの構造的被害が及んだ

割合が高い地域では火災が発生した場合に延焼火災が生じやすいこと 

などである。 

 

4.2 平成 16 年(2004 年)新潟県中越地震[4] 

 平成 16 年 10 月 23 日 17 時 56 分に新潟県中越地方を震源として発生したマグニチュード 6.8 の
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地震では、火災が 9 件発生した（表 2）。これらの火災の原因は、ストーブや線香などの火気を発

火源とするものが 3 件、電気火花や配線等の電気を発火源とするものが 3 件、高温の溶融金属に

よるものが 1 件、残る 2 件が不明である。 

 このうち 1 件の火災は、昔は住宅として使用していた古い木造建物で、地震発生時に物置や作

業場として使用していた建物が倒壊し、建物内で火を入れ使用していた薪ストーブから出火した

事例である。出火建物が全焼した。隣棟間隔が広く、母屋への延焼は免れた。 

 

表 2 新潟県中越地震で発生した各火災の概要[4] 

 

 

4.3 東日本大震災[5] 

 平成 23 年（2011 年）3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震では、330 件の火

災が発生した。このうち建物火災は 2/3 の 218 件であり、木造建物からの出火は 59 件であった。

このうち、21 件（36%）が延焼した（火元建物の構造不明の火災を除く）。 

 建物火災の出火原因を多い方から 5 つ挙げたのが表 3 である。 

 通常、消防白書などで出火原因を分類する際には、建物内配線・配線器具・交通機関内配線は

それぞれ別に集計されるが、ここでは電気配線として集約している。 

 筆者らは、被災地域の消防機関の協力を得て、地震発生から3月31日迄に発生した火災のうち、

地震や津波に起因する火災、避難所・仮設住宅の火災、震災で生じたがれきや津波に冠水した車

両の火災など、東日本大震災に関連して発生したと考えられる火災を幅広く調査した。この結果、

507 件の火災に関する回答を得たが、地震からしばらく時間が経過してから発生した火災で、地

震の揺れで古い建物が大きく変位した際に、屋内配線が損傷し、通電後に発熱し火災に至ったも

のと考えられるものが複数見られた。 

 

 

 

 

 

 

 火災
No

出火時刻※ 覚知時刻 鎮火時刻
所管

消防本部
出火場所※ 火災

種別

火元の

用途※

出火

箇所※

焼損

程度※

死傷者

数※ 出火原因※

1 10/23 17:57 10/23 18:03 10/23 18:48
長岡市東新町
３丁目

工場 工場 ぼや1棟
電気配線からの出火と推
定

2 10/23 18:25 10/23 18:29 10/23 18:53
長岡市西新町
２丁目

工場 工場 ぼや1棟
高温溶融金属が水分と混
ざり飛び散ったことによ
り出火

3 10/23 18:25 10/23 18:29 10/23 18:50
長岡市城内町
1丁目

ホテル
ボイラー

室
部分焼
1棟

ガス爆発による出火と推
定

4
10/23

調査中
10/23 18:31 10/24 13:30 長岡市濁沢町 住宅 調査中 6棟焼損

出火後、地滑りが発生し
たため、詳細不明

5 10/23 18:24 10/23 19:26 10/23 21:10
長岡市千手
３丁目

共同
住宅

居室 半焼1棟
負傷者
4人

ガス爆発による出火と推
定

6 10/23 18:04 10/23 20:20 10/23 20:22
三島郡越路町
大字岩野

住宅 居室 ぼや1棟
仏壇の線香からの出火と
推定

7 10/23 18:00
川口町
大字武道窪

物置 洗濯場 全焼1棟
物置の倒壊に伴い、使用
していた薪ストーブから

8 10/23 18:03
小千谷市
南荷頃

住宅 居室 全焼2棟
薪ストーブに食器棚が倒
れ出火

9 10/24 12:43 10/24 12:45 10/24 13:00
十日町地域
消防本部

十日町市春日
1丁目

住宅 居室 ぼや1棟
転倒した暖房機の熱によ
り畳に着火

長岡市
消防本部

小千谷地域
消防本部

建物
火災

※の項目は、新潟県資料3)による
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表 3 東日本大震災で発生した建物火災の出火原因の内訳[5] 

出火原因 件数 (割合) 

1. 電気配線（建物内配線・配線器具・交通機関内配線） 37 (17%) 

2. ストーブ 31 (14%) 

3. 電気装置 23 (11%) 

4. 灯火 15 (7%) 

5. 電気機器 10 (5%) 

上記以外の出火原因 67 (31%) 

不明・調査中 35 (16%) 

 

 

5. おわりに 

 木造建物からの出火件数は減少しているものの、死者の発生率は 30 年間で倍増していた。また、

延焼火災（全焼 4 棟以上）の火元の 8 割が木造であった。建物が密集し防火地域指定されている

地域で、既存不適格等として存続する木造建物から出火した場合に、他よりも延焼の規模が大き

く、延焼の規模は気象の影響も受けるが、出火から放水開始までの時間が短いほど小さい傾向に

あった。 

 従って、より早期に火災を覚知し、より早く救助し放水開始できる体制を整えることが重要で

あるが、建物の燃えやすさや市街地の燃え拡がりやすさは、平常時、震災時の別を問わず火災の

延焼拡大に影響するものであり、より安全な環境の実現のための両輪として意識する必要がある

だろう。 
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 【第 19 回消防防災研究講演会】  

 

木造建物火災事例と危険性 
 

消防研究センター 山田常圭 

 

 

1. はじめに 

 我が国の伝統的な建物は、木と紙と土でつくられた火災に脆弱な構造でできている。特に主要

構造部材が露出した真壁構造の在来工法の住宅は開口部が大きく、いったん屋根が燃えぬけると

短時間で火勢が増し、隣接建物への延焼拡大危険性も高い。また倒壊によって消防隊員が危険に

さらされるリスクも大きい。実際、木造建物の火災現場では、全て倒壊し跡形もない惨状を目に

することがしばしばである。しかしながら、最近では木造といってもその構法は多種多様で、木

造建物だから火災危険が高いと必ずしも言えない状況になってきている。住宅等の小規模建築で

は、ツーバイフォーや石膏ボード等で構造部材を覆う大壁タイプの防火木造が主流になってきて

いる。また大規模建築物においても大断面集成材を用いた燃え代設計による建築物が普及してき

ているほか、海外では CLT（Cross-Laminated-Timber）という新しい構法を用い、7～10 階程度の

中高層ビルが建設されてきている。 

 平成 22 年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行された。公共建築

物にターゲットを絞り国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者に

も主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大するこ

とをねらいとしたものである。こうした環境保全・自然回帰への動き自体は望ましいが、都市の

不燃化を推進してきた都市計画や消防の関係者にとっては、市街地域内の可燃物総量が増え大地

震等大規模災害時の潜在的火災危険性が高くなるおそれがあり、その動向は気がかりある。 

 筆者は、消防研究所（消防研究センター前身）に籍を置いて 30 余年になり、この間多くの火災

現場に立ち会う機会があった。本稿では、それらの中から特に印象深かった木造建築および木造

密集地域の市街地火災事例紹介を通してその危険性を述べる。 

 

2. 木造単体建物の火災事例と危険性 

2.1 増改築の木造旅館火災 [1] 

 今から約 30 年前になるが、伊豆の熱川温泉（大東館 1986）、河津峰温泉（菊水館 1987）で相次

いで旅館火災が起き多くの方が亡くなった。古くからの旅館では、創業当時、木造低層建物（旧

館）を建て、その後経営が軌道にのると、隣接して耐火造の中層建物（新館）を増築し空間的に

一体化して使用するものが多くみられる。こうした旅館では、設備の老朽化等が原因により木造

建物で火災が起き新館を含めて被害が拡大しがちでありこの二つも例外ではない。 

 こうした建物で火災が発生すると、低層木造部分で発生する煙は、中高層の耐火建物の階段室

に流れ込む。見方を変えれば、竈に煙突を立て火勢をあおるようなもので、延焼拡大が加速され、

避難も困難となる。大東館では、幸い新館と旧館の連絡通路が道路を隔て地下でつながっており

防火戸も閉められたため新館への影響はなかったが、菊水館（写真 1）では、新館への階段扉が
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   (a) 外観：左側焼損部分が木造旧館       (b) 新館階段室への煙流入 

写真 1 火災のあった伊豆河津峰温泉菊水館 

開放されたままで上階の宿泊者が避難できなく消防隊員によって救出されることとなった。 

 これ以外にも、増改築を繰り返した木造旅館で火災が発生し多くの死傷者を出した事例は、池

坊之防満月城（1968）、寿司由楼（1971）、最近では福山ホテルプリンス（2012）等、我が国の火

災史上少なからずある。木造建物は防火区画が不十分で火勢も強く、加えて増改築した館内は複

雑な平面計画となっており、火がでたら避難も消火も困難を極めるのがこの類の建物の共通の弱

点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 木造建築の消防活動時の危険性 

 木造建物は鉄骨や鉄筋コンクリート造の耐火建物と異なり、柱梁等の主要構造部材が可燃のた

め、火災時には耐火建物より早く建物の倒壊が起きる。特に、住宅のような軸組工法では、部材

が燃え細る以前に、ほぞ等の接合部分が損傷を受け、急速な床の崩落、壁の倒壊が生じ消防活動

中の消防隊員の生命の危険が脅かされる。 

 神戸市伊川谷の木造住宅火災（2003）では、建物内部に取り残された人を救出活動中、2 階部

分が崩落し下敷きとなった 4 名の消防隊員が殉職した。この事案では建物の損傷状態がみる場所

によってかなり異なっていた。北側から見る限り外壁はしっかりとしており倒壊しそうもなく見

えたが、この壁以外の建物本体は全層崩落が発生した（写真 2）。木造建物火災では、短時間での

倒壊はしばしば起こるため、消防活動時における多方向からの構造的安定性の監視は安全確保上、

極めて重要であることを示す教訓となった事案である。 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

     (a) 自立した北側外壁          (b) 倒壊した建物本体（南側） 

写真 2 火災のあった木造住宅 

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 32 -



3. 木造密集地域における市街地火災の危険性 

 戦後、全国の都市には駅前を中心に急ごしらえの木造バラックが多数つくられ、こうした防火

上脆弱な場所で市街地火災が多発した時期があった。やがて都市整備が進み、防火木造や耐火建

物が増大し市街地火災は少なくなっていったが、市街地火災の危険性がなくなった訳ではない。 

 図 1 は、阪神淡路大震災時の市街地火災消失地域と空襲で焼けた戦災復興地域を重ね合わせた

ものであり、両者はジグソーパズルのように補完関係にある。つまり空襲で焼け残った防火上脆

弱な地域（主に木造密集地域）は、大地震等に見舞われると、市街地大火となってしまう危険性

が高い。市街地火災は、地震に限らず強風でも発生する。筆者が現場調査に関わった平成 14 年 6

月、稚内市で強風時下発生した市街地火災の事例紹介を通じて、木造密集地域の火災危険につい

て紹介する。 

 

 

 

 

3.1 稚内市街地火災 [2, 3] 

(1) 火災の概要（表 1） 

 本火災は稚内市の中央に位置する街区（中央 2 丁目 14 番）内の南側に位置する生鮮食料品市場

（通称、中央レンバイ）から出火し、折からの南西方向からの強風（約 9m/秒）にあおられ、当

該街区全域及び、東（同丁目 13 番）及び北東（同丁目 7 番地）の街区の一部が焼失した（写真 3）。

 

写真 3 稚内市市街地火災延焼地域全景：北西方向より撮影 

中央２丁目７番 

中央２丁目 14 番 

図 1 神戸市西部の焼失区域と戦災復興区画整理：黒が阪神淡路第震災時の市街地火災焼失地域 

（神戸大学 北後教授作成）

中央２丁目 13 番 
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表 1 火災状況報告（中央地区稚内市災害対策本部資料[2]による） 

(1) 日時 

覚知 平成 14 年 6 月 29 日（土） 18 時 17 分 

鎮圧        30 日（日） 0 時 30 分 

鎮火        〃      5 時 25 分 

(2) 出火場所 
住所 北海道稚内市中央 2 丁目 14 番 17 号 

出火建物 中央レンバイ（4 項、16 項イ） 木造 2 階建て 

(3) 焼損程度 
火災棟数 23 棟（うち専用住宅は 1 棟） 

消失床面積 8,845 m2（火災区域面積 5,640m2） 

(4) 死傷者 死者 0 名、負傷者 19 名（消防職員：3 名、消防団員：16 名） 

(5) 気象状況 天気：晴れ、風速 西南西 9.1m/秒、湿度 60%（火災発生当時） 

本火災の発見通報及び消火は速やかに行われたが、出火後の火災拡大が早く、強風という悪天候

に火勢抑制が阻まれ、鎮圧までに 6 時間あまり、鎮火まで 11 時間を超える消防活動を要した。市

街地火災地域は、図 2 に示す枠内部、町丁目でいえば、稚内市中央 2 丁目 14 番が出火街区である。

そして、その風下に当たる、同丁 13 番地、9 番地に延焼拡大していった。各被災建物の構造およ

び延焼状況を図 2 に示す。主として木造建物が延焼経路となっていることがわかる。 

(2) 火元となった木造建物(中央レンバイ)の火災概況 

 火元となった建物は、稚内市小売市場「中央レンバイ」（図 2 中 A-1）の建物である。本建物は、

木造モルタル２階建て（一部 3 階建て）延べ床面積約 2,000m2、T 字形の平面計画で、中央に 2

階層吹き抜けのアーケード状通路があり、それに沿って狭い間口の店舗が連なっている（図 3）。

昭和 6 年に建築されたものであり、その後、増改築が繰り返して行われている。 

 出火場所・原因については、住人の証言や先着消防隊の目視等より、建物南側の西寄りの部分

    
   (a) 建物構造：図中黒が耐火建築      (b) 焼損状況：図中破線で囲った部分が全焼 

図 2 延焼区域の被災状況 
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と推定され、調理器具・電気配線等中心に原因究明が行われたが特定には至っていない。 

 消防本部への 119 番通報は 18 時 17 分、先着隊は 3 分後にレンバイ南側から消火活動にあたっ

た。現着時『南側正面開口部からは火炎が噴出していなく、煙に関しては各開口部より少量の噴

出がみられた』[3]という（写真 4）。先着隊は数 m 入ったが内部は炎が立ち上がっており消火活

動を行ったが、しばらくして内部が崩落する危険性があったため、内部からの消火は困難となっ

た。この頃には東側の開口部からは大きな火炎が噴出し（写真 5）、路地を隔てた隣接建物への延

焼阻止が重要な課題とされた。当時、南西からの風が強く、アーケード状の空間構造という延焼

しやすい空間構造であったため、南側から北東側への建物の延焼拡大が急速に進んだ。 
 

 

(3) 隣接市街地への延焼拡大概況 

 火炎は周辺の建物に急速に拡大し市街地火災となった。延焼していった状況を、ヒアリング調

査、入手した写真、ビデオ等から分析すると、大きく 3 つのステージに分けられる（図 4）。 

(i) 出火した建物（中央レンバイ）の一画での火災拡大時期 

 出火した建物がある街区内では、木造建物が密接しているために、折からの強風にあおられ

急速に延焼拡大（写真 5）。 

(ii) 北側および東側への延焼拡大 

 南側の一体が燃え広がることにより、北側の耐火建物 （A-6）を乗り越えるような火炎が生

じ（写真 6）、この建物も短時間に火炎に包まれ、その後、北側の建物に延焼拡大。風向きから、

北東部分の延焼が先で、その後西側の建物が燃えていく。東側隣接街区も中央レンバイ東側よ

り噴出した火炎により延焼拡大。 

(iii) 東側街区への延焼拡大 

 北東側への延焼拡大は 14 番地の街区からの飛び火によると考えられている。この街区南側の

中程の建物に延焼した後、東西両隣の建物にも延焼した。 

  

 

通路

吹 抜

店舗 店舗

窓

断 面

風下

風上

風上

北

住 居 住 居住 居

  
   図 3 火元建物中央レンバイ概観図      写真 4 中央レンバイ、南側の放水状況 

と出火当時の風向き               （写真は稚内市消防本部提供による）
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延焼？ 

④ ⑤

① ②

延

③

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (i) 第 1 ステージ（①、②、③） 
・出火元である中央レンバイ南側が南から北へ向かって燃える。 
・中央レンバイの東側も燃える。 

・中央レンバイ東側から噴出火炎により東側区画に接炎する。 
・このときにはまだＹビルは燃えていない。 

                                  ・中央レンバイ西側の店舗も燃える。 
                                  ・その後、レンバイ南西側の後藤薬局付近

が燃える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (ii) 第 2 ステージ（④）            (iii) 第 3 ステージ（⑤） 
・ 耐火建物である与年久ビルの窓から火が入り、Ｙビルが燃える。 ・北東延焼区画に飛び火し火災拡大する。 
・ Ｙビルから北方向に火災拡大が起こる。            ・東側延焼区画の火勢が強くなる 
・ 火災発生区画北東隅にある O クリーニングが燃える。 
・ 火災発生区画北側の道路に沿って西側に延焼拡大する。 

このとき、北東延焼区画はまだ燃えていない。 
 

図 4 稚内市街地火災・火災拡大推定図 [3] 
 

 本市街地火災の拡大においては、南西からの強風が延焼拡大に極めて大きな影響を及ぼしてい

る。当日は午前中から風速 10 m/秒以上の強風が長時間にわたり吹いており、図 5 に示すように

火災発生当時も多少の強弱はあるがほぼ 9 m/秒の南西の風が吹き荒れ、火災盛期の 21 時頃まで

徐々に強くなる状況にあった。21 時以降になると風は徐々に弱まり、鎮圧状況の深夜 0 時頃には

2～3 m/秒に、また、明け方の 3 時には 1 m/秒以下の弱い状態にまで凪いできている。気象条件か
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らみる限り、出火から 21 時頃までは強風が市街地火災拡大を助長する状況にあり、強風下での消

火活動の難しさを物語っている。 

 なお、過去において稚内市は、3 度大火に遭遇しており今回の延焼街区もその中に含まれてい

る。昭和 5 年のものを除く過去 2 回の火災は、南西あるいは北東の強風によって延焼拡大してお

り、当地域が地勢的に市街地火災の発生危険の高いことを示している。 

 

3.2 木密市街地火災の今日的な課題 

 先にも述べたが、神戸市市街地火災で見られたように、都市域における防火上脆弱な木造密集

住宅地は、いったん大地震のような自然災害が発生すると大規模市街地火災を誘発する危険性が

高い。さて、現在の首都圏においては、山手通りと環状 7 号線の間で都心を取り囲む、いわゆる

   

写真 5 東側への中央レンバイからの噴出炎状況   写真 6 北側の耐火建物 3 階を乗り越える 
（稚内市消防本部提供）      激しい火炎状況 （稚内市消防本部提供） 

 

図 5 市街地火災発生時の稚内市の風速の時間変化：稚内地方気象台による 
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木賃ベルトの存在が来るべき首都圏での大規模地震時の大きな防火安全上の課題として認識され

ている。これらの地域で火災が発生すること自体は問題であるが、東日本大震災（2011）を契機

に別な視点からの問題も浮かんできた。 

 地震時から翌日にかけて、多くの人々が都心から郊外の自宅に家路を急ぎ、帰宅難民という課

題が顕在化した。この際、遠距離でも徒歩帰宅できた人が多く、これに自信を得て次回の大地震

時にも同一の行動をとるという人が多いことがアンケート調査[4]で得られている。しかしながら、

大規模地震発生時に、火災危険の高いこの木賃ベルト地帯が防火上安全である保証はない。市街

地火災隊を超えなくては帰宅できない人が多々いることを視野に入れた広域的な防災対策につい

て今後の検討余地があろう。 

 

4. おわりに 

 木造建物と聞くと、古い下見板張りの裸木造を連想し、防火安全上危険であるという先入観を

持つ人は多い。実際そのような老朽ストック建物が未だなお市街地に多く存在し、本稿で紹介し

た事例のように、時として火災被害を拡大しているのは確かである。一方、大規模あるいは中高

層木造建築物の防火安全性能の向上は、カーボンオフセットの環境問題、国内林業の振興さらに

はアメニティー向上等、多方面からの便益が期待され検討が進められている。具体的には木造 3

階建校舎の防耐火性能技術のように、実験研究開発を通じて実現化にむけて一歩踏み出したもの

もあるし、CLT 工法の開発研究も進行中で、木造高層建築物が国内に出現する日も遠くないかも

しれない。このように単体の建物の火災安全については、従来の木造建築＝危険 という考えは払

拭されつつある。 

 しかしながら、防耐火性能の向上を図り燃焼速度を抑制することはできても、潜在的な可燃物

総量は確実に増大する。阪神淡路大震災や東日本大震災時のように、広域災害時に消防力が極端

に低下した状況下では、いったん炎上した木造建築物が多い市街地火災の被害拡大を抑制するの

は著しく困難となる。関東大震災や第二次大戦の空襲と、四半世紀の間に二度も首都が壊滅的な

焼野原になった国は、世界的にもきわめて稀で、こうした苦い経験をもとに、先人たちが都市の

不燃化を進めようとしてきた。今一度、過去の経緯をふまえ、将来の市街地における防火安全な

木造建築のあり方について、建築、都市計画の関係者だけでなく、いざという時に市民の生命を

守る消防関係者を交えた議論が必要であると考えている。 
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北九州市の市場・商店街火災から見える
教訓と問題点

北九州市消防局

予防課長 尾花 博幸 Ｈ２７．１１．２５

福岡県北九州市の概況

➢ 北九州市は、九州の最北端、本州との接点

に位置し、１９６３年（昭和３８年）に５市（門司市

小倉市、戸畑市、八幡市、若松市）の合併によ

り全国６番目の政令指定都市として誕生した。

➢ また、九州の玄関口に位置し、九州における

主要な国道、鉄道路線の起点、さらに関門海

峡に面することから海上交通の要衝となってい

る。

　【第19回消防防災研究講演会】
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北九州市の位置・地形

北九州市の特性について

➢ 北九州市は、戦前、戦後を通じて、旧八幡

製鐵所（現新日鐵住金）等の鉄鋼業を中心に

日本の４大工業地帯として発展し、人口増に

伴って旧五市に市街地が形成され、その周辺

に多くの市場・商店街が誕生した。
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世界遺産のある街

➢官営八幡製鐵所（現：新
日鐵住金株式会社八幡製
鐵所）の関連施設が、幕末
から明治時代にかけて日本
の近代化に貢献した産業遺
産郡の一つとして世界文化
遺産として登録が決定した。

官営八幡製鐵所旧本事務所

北九州市の市場・商店街等の現状

行政区 門 司 小倉北 小倉南 若 松 八幡東 八幡西 戸 畑 合 計

市 場 ６ ８ ― ８ １３ １１ １０ ５６

アーケード
６ １２ ― ４ ３ ７ ２ ３４

計 １２ ２０ ― １２ １６ １８ １２ ９０

空店舗

率

４９．２

％

１７．８

％

― ４７．９

％

５８．１

％

３１．５

％

６４．４

％

３８．５

％

平成２７年３月現在

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 41 -



北九州市の市場の特徴

➢ 北九州市の市場・商店街は、古くからの

木造密集建築物が多く、夜間無人となる店

舗が大半である。

➢ 市場関係者の高齢化及び後継者不足か

ら、近年は減少傾向にある。

北九州市の市場・商店街に潜む課題

➢構造的な課題

・ 戦前、戦後まもなく建てられた歴史的にも古

い市場・商店街が多く、老朽化が進んでいる。

・ 特定消防区域に指定されているものが多い。

・ 狭い通路、店舗は長屋形式で屋根等で接続。

・ 屋根が延焼経路となり、延焼拡大の要因。

・ 夜間はシャッターで閉鎖しているため、消火活動

の障害となる。
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特定消防区域

➢ 延焼拡大及び人的被害の危険度が高い

○ 木造住宅密集地域

○ 大型店舗集合地域

○ 木造商店街密集地域

○ 傾斜地域

○ 沿岸・沿線地域

○ 遠隔地域
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木造市場等の実態調査結果

木造
６６％

平成２４年実施

建築時期と延べ面積別市場数

延面積（㎡）建築時期（年代）
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北九州市内の主な市場・商店街火災（焼損面積５００㎡以上） Ｈ１６年～Ｈ２６年
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火災原因の内訳
６３件中

こんろ, 9

電気配線, 11

灯火, 1

ボイラー, 1

放火（疑い含
む）, 17

電気機器, 1

配線器具, 1

ストーブ, 2

溶接機・溶断
機, 3

その他, 4

不明, 5

たばこ, 5

内燃機関, 1

炉, 1

マッチ・ライ
ター, 1

参 考

平成２６年 火災原因

１ 放火 ３１％

２ たばこ １１％

３ こんろ ８％

４ たき火 ６ ％

５ 配線器具 ４％

・

・

９ 電気配線 ３％
２７％

１７．５％

１４％
８％

発見者の内訳
６３件中

近隣者, 17

通行人, 14

行為者, 13

勤務者, 6

火元物件
関係者, 7

外来者, 3

行為者の
家族, 2

火元物件
所有者, 1
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発見の動機の内訳
６３件中

鎮火後の発
見, 3

行為中, 1

自火報設備,
3

物音, 6

臭気, 8 火煙, 42

発見後の行動の内訳
６３件中

避難する, 2

何もせず, 2

報知する, 23

消防へ通報,
15

消火する, 14

鎮火後の発
見, 3

その他, 3

警察に通報,
1

火災発見後の３大行動

報知（他の人に知らせる）

１１９通報（消防へ通報する）

初期消火（消火器で消火する）
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木造市場等防火安全対策モデル事業

➢ 平成２３年度４件の大規模市場火災が発生したこと

を受け、木造市場等の「火災予防」及び「被害の低減」

を目的に有識者による「木造市場等の防火安全に関

する検討会」開催、その意見を踏まえ行っている事業。

➢ 市内６箇所をモデル市場に指定し、市場と近隣住民

との共助体制を構築する全国初の取り組みである。

※ １箇所は消防研究センターとの共同研究

木造市場等防火安全対策モデル事業

➢市場火災が大火となりやすい要因

・古い木造建築物で小規模店舗の集合体

（延焼速度が速い）

・閉店後シャッターで閉鎖される

（火災発見の遅れ、消火活動が困難）

・夜間無人となる店舗が大半
（火災発見の遅れ、初期消火の遅れ）
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➢「無線連動型火災警報器」、「簡易水道消火装置」

を設置し、訓練を通じて

○ 「住民相互の共助精神を芽生えさせること」

○ 「地域ネットワークを醸成させ、地域の一体感を増

加させること」

○ 「地域活性化の機運を高め、市場を介した元気な

まちづくりへと発展させること」

モデル事業の目的

モデル事業イメージ図

無線連動型火災警報器

簡易水道消火装置
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モデル事業のまとめ

○ 設置機器を活用した消防訓練

○ 九州電力、西部ガスとの連携

○ 意識調査結果について

・ 火災予防に対する意識向上（７６％）

・ 機器を活用した初期消火（７０％）

・ 近隣住民との連携(２７％）

※ モデル事業の結果を他の市場商店街へ

反映する
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 【第 19 回消防防災研究講演会】  

 

消防研究センターにおける市街地火災延焼シミュレーションの開発 
 

消防研究センター 高梨健一、遠藤 真、細川直史 

東京理科大学 佐々木克憲、関澤 愛 

 

 

1. はじめに 

近年、首都直下地震や南海トラフ地震の発生確率が高まり、その対策が急務とされている。阪

神・淡路大震災や東日本大震災でも見られたように、巨大地震が発生した際には同時多発火災の

発生が予想されている。 

現在、首都直下地震や南海トラフ地震の被害想定では、メッシュ方式やクラスター方式の市街

地火災延焼シミュレーションが用いられており、統計的に算出される火災件数と消火件数の差か

ら放任火災の件数が計算され、それらの放任火災を対象地域に確率的に分散させることで全体の

焼失建物数が推定されている。この中で、消防力は、車両と消防水利数に基づいて消火件数を求

めるファクターとして取り扱われている 1,2)。 

一方、消防研究センターでは、従来から、消防力を火災に割り当てることのできる市街地火災

延焼シミュレーションの開発に取り組んでおり、その発展として消防力 適運用システムや同時

多発火災対応訓練シミュレータの開発を行ってきた 3,4,5)。その成果は、幾つかの消防本部や地域

での防災講演会などの場において活用されている。 

 本稿では、消防研究センターにおいて行ってきた市街地火災延焼シミュレーションの開発につ

いて紹介する。 

 

2. 消防研究センターにおける市街地火災延焼シミュレーション開発の状況 

2.1 街区延焼方式の延焼予測を用いた消防力運用の最適化システムの開発 

昭和 50 年代後半から 60 年代初頭にかけて、自治省消防庁消防研究所（当時）では、建築研究

所（現 国土技術政策総合研究所）や国立防災科学技術センター（現 防災科学技術研究所）な

どと共同で、「首都圏における直下型地震の予知及び総合防災システムに関する研究」の一環とし

て、地震時における消防力運用の 適化システムに関する研究を実施した。 

当該研究で開発されたシステムは、街区内延焼、街区間延焼を対象とした延焼予測に基づいて 

(1) 発災直後の段階において、同時多発火災の初期鎮圧または延焼阻止を目的として、各消防署

単位にその管轄区域内において行う消防力運用 

(2) (1)で消火しきれなかった火災が拡大した段階において、避難路、避難地の安全確保を目的と

して、広域で行う消防力運用 

について出動パターンを提示するシステムであり、発災直後のリアルタイムシミュレーションモ

デルとしての利用と、事前評価モデルとしての利用を目指して開発が行われた。 

システムの実行例を図 1 に示す。 
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左上：延焼予測モデルによる出火後 4 時間の延

焼状況（検証用出火パターン 1、西の風

10m/s） 

右上：消防車の出場形態（検証用出火パターン 1、

西の風 10m/s） 

左下：町別消防効果（消防力による火災 1 件あ

たりの焼失面積の減少分、西の風 5m/s、

テストデータ） 

図 1 地震時における消防力運用の最適化システムの実行結果例 

 

本システムは、発災時の利用を想定してリアルタイムシミュレーションモデルとして開発がす

すめられたため、 適な運用方法とその効果を約 1 分程度で出力させることができた。 

 

2.2 各棟延焼方式の市街地火災延焼シミュレーションシステムの開発 

 平成 10 年代に入り、消防研究センターでは、建物一棟一棟の延焼を予測することができる市街

地火災延焼シミュレーションシステムの開発を開始した。 

 本システムは、出火建物、風向、風速、計算終了時刻等を入力することで、計算終了時刻まで

の延焼状況を予測することが可能なシステムである。 

本システムでは、火災は延焼経路に従って延焼し、必ず建物重心を経由するものとした。また、

火災が建物の重心まで延焼した時点を全焼とし、全焼した建物からのみ延焼するものとした。ま

た、全焼の状態が継続する時間（燃え落ち時間）を設定し、全焼に至った時刻から燃え落ち時間

が経過した時点で隣棟に延焼しなくなるものとした。 

本システムの計算の流れは下記のとおりである。 
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(1) 出火建物（初期の延焼中建物）と風向・風速を入力として与える。 

(2) 延焼経路と風向・風速に基づいて延焼中建物から隣接する木造建物への延焼速度を求め、延

焼中建物の重心から壁面までの屋内延焼時間、延焼中建物から隣接建物への屋外延焼時間、隣

接建物の着火箇所から隣接建物の重心までの屋内延焼時間をそれぞれ計算する。延焼中建物の

重心から壁面までの屋内延焼時間と延焼中建物から隣接建物への屋外延焼時間の和が、設定さ

れた燃え落ち時間以内だった場合には、隣接建物へ延焼するものとする。また、隣接建物に別

な建物経由での全焼時間が既に計算されていた場合には、新たに計算した全焼時間と比較し、

早いほうの建物経由で延焼するものとする。

(3) (2)で新たに延焼するものとした隣接建物を延焼中建物とする。 

(4) 全ての延焼中建物の着火時間が計算終了時間を超えていなければ、(2)に戻る。 

(5) 結果を出力する。なお、本システムでは、発災時の利用を想定してリアルタイムで結果を表

示するために、計算条件を簡略化・単純化して高速化を図っている。

 まず、第一に地図上に存在する全ての建物は同一平面上に建てられているものと仮定し、階数

を 2 階建てに限定するとともに、建物種別を木造（防火木造）と耐火造建物の 2 種類に単純化し

ている。なお、地図データから建物データを作成する際には、床面積 500m2 以上の建物を耐火造

建物に分類することとした。

第二に、本システムでは風速 0m の際の延焼速度を用いて、異なる建物の重心間の延焼時間が

短となる経路を延焼経路として事前に計算し、実行時の結果表示までの時間を短縮している。

建物 A と建物 B の間の延焼経路計算のイメージを図 2 に示す。 

図 2 延焼経路計算のイメージ（太線が最短経路） 

これらの簡略化の結果として得られる建物データと延焼経路の例を図 3 に示す。 

図 3 建物データと延焼経路の例 

耐火造建物

木造建物

屋外延焼経路

（実線）

屋内延焼経路

（破線）

建物重心
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2.3 消防活動支援機能の開発 

 2.2 で述べた市街地火災延焼シミュレーションシステムを消防活動に資するため、様々な消防活

動支援機能を加えて開発したのが図 4 に示す消防力 適運用情報システムである。本システムは、

下記のような機能を持っている。 

(1) 市街地火災延焼シミュレーションの結果から同時炎上建物数や累積延焼建物数の推移を表

示する機能（図 5） 

(2) 市街地火災延焼シミュレーションの結果から炎上中建物を囲む線（火面長）を求め、消火に

必要な部隊数を算定して表示する機能（図 5） 

(3) 市街地火災延焼シミュレーションと、消防署所の位置、車両の配備状況、消防水利の位置、

道路ネットワークを組み合わせることによって、運用効果の高いと考えられる部隊の割り当て

方法を示すとともに、放任火災の場合と比較した運用効果のグラフを示す機能 

(4) 消火活動の効果を延焼予測に盛り込むために、延焼阻止線を入力する機能（図 6） 

 
 

図 4 消防力最適運用情報システム 図 5 火面長などの推移のグラフ表示 

  

(a) 延焼阻止線なし (b) 延焼阻止線あり 

図 6 延焼阻止線の効果 

延焼阻止線

延焼阻止線を

設定したこと

で延焼しなか

った範囲 
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図 7 ユーザインターフェイスの操作の様子

2.4 研究成果の普及に向けた活動 

 消防研究センターでは、開発した市街地火災延焼シミュレーションの普及に向けた活動も行っ

ている。 

2.4.1 消防本部の活動や市民向け防災講演会での利用 

 現在、複数の消防本部の指令台で利用していただいており、一部の消防本部では、指令システ

ムと連動し、火災の通報が届くのと同時に計算が開始され、放任火災の延焼シミュレーション結

果が提示されるようになっている。 

 また、消防研究センター職員が市民向けの防災講演会に出向いて実演を行っているほか、共同

で研究を実施している横浜市消防局では、市内の 18 消防署に市街地火災延焼シミュレーションを

インストールしたパソコンを準備し、希望があれば市民向けの防災講演会で利用していただいて

いる。 

2.4.2 ユーザインターフェイスの開発 

市街地火災延焼シミュレーションを利用す

る際に、複数名で条件設定内容や計算結果を

共有し、議論を行うことができるようなユー

ザインターフェイス（図 7）の開発を行った。 

本インターフェイスは、マウスによるクリ

ックやドラッグ操作を電子ペンで実行できる

ようにしたもので、延焼阻止線設定などに求

められる精度の高い座標入力と，机上へ投影

した地図画面への操作を可能としている。 

2.4.3 システム連携に向けた DLL 版市街地火災延焼シミュレーション及びツールの開発 

 市街地火災延焼シミュレーションの導入にあたって、既存システムとの連携が必要になる場合

があるが、それらのシステムを改修することは困難な事が多い。そのため、消防研究センターで

は、DLL 版の市街地火災延焼シミュレーションを開発している。 

DLL 版の市街地火災延焼シミュレーションでは、地図データの保存フォルダや出火条件、気象

条件などを与えると、延焼計算を行いその結果をファイルとして出力する。この出力ファイルを

既存システムに取りこむことにより、連携を図ることが可能である。 

また、市街地火災延焼シミュレーションの実施にあたって、現実的な問題になりやすいのが地

図データの入手である。前述のとおり、消防研究センターで開発した市街地火災延焼シミュレー

ションシステムでは、建物の外形線及び重心座標により延焼経路を作成しているほか、建物の床

面積によって建物種別を判定している。これらの属性を持つ市販の建物データは高価な場合もあ

ることから、消防本部等が安価に市街地火災延焼シミュレーションを利用するためには、市町村

の保有する都市計画図や国土地理院で公開されている地図などを利用できるようにすることが有

効であると考えられたため、簡易なデータ作成ツールの開発を行った。本ツールでは、属性デー

タ付きの Shape ファイルから建物データ、延焼経路データを作成することが可能である。 

 さらに、DLL 版市街地火災延焼シミュレーションの開発にあわせ、サンプル版インターフェイ

スも開発しており、簡易な操作により市街地火災延焼シミュレーションを実行して、DLL 版の内

容を確認することができる。その表示画面の例を図 8 に示す。 
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 表示画面は地図表示部と操作部からなっており、地図表示部は対象地域の地図や建物間の延焼

経路等を表示するとともに、入力モードに応じて火点を入力したり建物種別を変更したりするた

めのものである。また、消火活動を反映するための延焼阻止線も入力が可能である。なお、地図

操作部の右側のスクロールバーは、市街地火災延焼シミュレーション実行後に表示され、バーを

動かすことで表示時刻を操作できる。 

 操作部は、市街地火災延焼シミュレーションの設定を行うための入力モード切替ボタンや計算

開始ボタンなど各種ボタンと、風向・風速や燃え落ち時間を設定するためのダウンリストから構

成されている。 

 

3. おわりに 

 消防研究センターで行っている市街地火災延焼シミュレーションの開発状況について紹介した。

今後も、高速性を維持しつつ、消防力の要素を盛り込み、消防活動を支援できる市街地火災延焼

シミュレーションの開発を継続していく予定である。 

 なお、本稿で紹介した DLL 版市街地火災延焼シミュレーションのソフトウェア、延焼計算用デ

ータ作成ツール、サンプル版インターフェイスは、サンプルの地図データとともに、消防本部に

対して無償で提供をしている。試用してみたいとお思いのかたは、消防研究センターまでご連絡

をいただければ幸いである。 
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地図表示部 

操作部 

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 57 -



 【第 19 回消防防災研究講演会】  

 

大規模火災における火の粉による火災のリスク 
 

消防研究センター 鈴木佐夜香 

 

 

1. はじめに 

地震後の市街地火災や林野火災のような大規模火災では、その火災拡大を引き起こす大きな要

因として「火の粉による飛び火」がある。特に地震火災においては、建物崩壊により防火性能が

低下することや、消防活動に遅れが出ることから、飛び火が延焼拡大の支配的要因となる可能性

が高い。また、これまでに建てられた木造家屋に加え、今後木材利用が促進されていく現状を考

えれば、いったん火災が起これば火の粉による飛び火・延焼の被害はさらに増大する傾向にある

と考えられる。 

飛び火に関する既往研究としては、火の粉の飛距離に焦点が置かれたものがほとんどである。

もちろん、火災からどの程度の距離において飛び火の危険性があるのかという点は防災上重要で

あるが、特に木造家屋は火の粉によって着火する可能性が高いだけではなく、実際に火災になっ

た際には火の粉の発生源となることから、どのような火の粉が発生するのか、火の粉が降りかか

った際に、どういう場所で着火するのかということについては、詳細に研究を行う必要があると

考えられる。火の粉の建物への着火の試験法に関しては、現在、屋根に関する試験法しかない。 

そこで、本研究では、建築物やその周囲の可燃物に火の粉が降りかかった際に、どのような場

所が着火しやすいのか、どのようにして着火するのか、といった問題を解決することを目的とす

る。この研究により、飛び火による着火を防止する条件、飛び火の効率的な延焼防止策、消火方

法、再燃防止方法を提言することができる。 

 

2. 発生する火の粉に関して 

 火の粉による被害を知るうえで欠かせない情報の一つが「一般的な火の粉の大きさ」である。

発生する火の粉の大きさは火災の大きさ・建物の原材料等で変化するが、一般的にどの程度の大

きさの火の粉が発生するのか知ることは、どの大きさの火の粉が建物等を着火できるのかという

点を考慮する際に重要な情報である。また、着火実験を行う際に使用する火の粉は現実的なサイ

ズであることが望ましい。そのために既往のデータを参考にしつつ、実際に実験を行うこととし

た。 

災害後に火の粉が回収されることは少ないが、火災後に事後調査で回収されたものもあり、ま

た、いくつかの実験が行われている（表 1）。表 1 では一般に大災害（関東大震災・酒田大火）と

呼ばれるようなものではなく、一般的な火災や、一家屋を対象とした実験のデータをまとめた。

表 1 から回収方法の違いはあるものの、発見された火の粉のほとんどは小さいもの、特に面積が

10 cm2 以下、質量 1 g 以下のものであることがわかる。 
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表 1 火災後・実験後に回収された火の粉の大きさとその条件 

 

  家屋の原材料 風速 回収方法 結果 

Vodvarka［1］ 

木造家屋/セメ

ント・レンガ家

屋（木製床・ア

スファルト屋

根） 

― 
ポリウレタン

シート 
85% が 0.23 cm2 以下 

簡易日本家屋

実験［2］  
防火木造家屋 4 m/s 

トレー（水

有・水無） 
水有トレーの 83% が 0.25 - 1 cm2

別府火災［3］ ― 

平均 

7.2 – 12.1 

m/s 

最大 20.1 

m/s 

事後調査 ほとんどが 10 cm2 / 0.5 g 以下 

和歌山ホテル

火災［4］ 
― 

平均 

 7 m/s 
聞き取り調査 ほとんどが最大長さ 5 cm 以下 

実大家屋実験 

［5］ 
木製・レンガ製 6 m/s 水有トレー 

全てが 1 g 以下 

ほとんどが 10 cm2 以下 

簡易家屋実験

［6］ 
合板と 2x4 6 m/s 水有トレー 

90% 以上が 1 g 以下 

90% 以上が 10 cm2 以下 

木三学［7］ 
木材・石膏ボー

ド 

平均 

4.6 m/s 
消火後回収 ほとんどが 1-3 cm 

アンゴラ火災

（米国）［8］ 
― 

4.5 m/s - 6.7 

m/s 

トランポリン

家具 
90% 以上が 0.5 cm2 以下 

 

火の粉の大きさと重さの関係を調べるために、家屋実験も行われている。ひとつはカルフォル

ニア州で消防隊員の訓練の一環として行われたもので、木とレンガで作られた家屋を対象として

実験が行われた（実大家屋実験）。この実験の特筆すべき点は実際に使用されていた家屋を用いて

実験が行われた点と、消防隊員の訓練の一環であったため放水作業が適宜行われており（図 1）、

燃焼状態がコントロールされていた点である。火の粉は家屋から 4 m 、18 m の点で回収されて

おり、平均風速は 6 m/s であった。 
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図 1 カルフォルニア州の実大家屋実験の様子［5］ 

 

 また、有風下で合板・2×4 のみで建設された簡易家屋を対象として実験を行ってもいる（図 2） 

（簡易家屋実験）。よりコントロールされた環境下で実験を行うことで、火の粉の発生メカニズム

や発生する火の粉の大きさ等の火の粉に関する情報を、実際の家屋を燃やすことなく得ることが

出来るのか確認することが目的である。風速 6 m/s 下で簡易家屋をそのまま燃焼させてその際に

発生する火の粉を回収した。 

 

 

図 2 風洞での簡易家屋実験の様子［6］ 
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図 3 発生した火の粉の質量と投影面積の分布 

 

図 3 に実大家屋実験と簡易家屋実験で回収した火の粉の質量と投影面積の分布を示した。中に

は質量 2 g、投影面積 20 cm2 を超える大きなものも簡易家屋実験からは見つかったが、90%以上

の火の粉は質量 1 g 以下、投影面積 10 cm2 以下である。簡易家屋実験で回収された火の粉と比較

して実大家屋実験で回収された火の粉の質量に対する投影面積はばらけており、建築資材の違い

が影響を及ぼしていることが示されている。 

 

3. 火の粉による着火に関して 

3.1. 火の粉発生装置 

火の粉による着火の実験を行うためには、「再現性があること」「火の粉が風の中を飛散してい

る状況を模擬すること」が非常に重要である。NIST が開発した火の粉発生装置（NIST Dragon）

（図 4）は、上記 2 点を可能にした装置である［9］。火の粉発生装置の仕組みを以下に記す。 

一定量の試料（火の粉の素）を、一定間隔で、供給部より火の粉発生装置本体へ導入する。こ

の際、2 つのゲートをひとつひとつ開け閉めすることで火の粉発生装置本体からの火炎の試料部

への導入を防ぐ。プロパンバーナーで試料を燃焼させていく中で試料は火の粉になり、燃焼によ

って軽くなるため、下部より導入する空気によって火の粉は浮き上がっていき、最終的に出口よ

り飛散する。一回に導入する試料の量・導入間隔に関して変更が可能であり、それによって火の

粉の発生量を変化させることが可能である。供給する試料（火の粉の素）の素材や大きさ・形状

を変化させることで様々な大きさ・形状の火の粉を、また燃焼状態を一定に保つことで再現性の

ある火の粉を発生させることが可能である。本研究で発生させる火の粉は上記 2. で回収された火

の粉の大きさを参考にして決定した。 
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図 4 火の粉発生装置（左：図、右：写真） 

 

3.2. 植物性被覆材を対象とした実験 

植物性被覆材はガーデニングやドッグラン等に近年利用されることが多い。建物の周囲に存在

することが多く、また性質を一定に保つことが可能なため、本実験では建物周囲の可燃物の代表

として利用した。着火対象物の湿度と火の粉による着火のしやすさを調べるために植物性被覆材

の湿度を乾燥状態（乾燥機から出してすぐのもの）、湿潤状態（湿度 9-25%）、高湿潤状態（湿度

71-83%）の 3 種類で実験を行った。湿度の計算方法は以下の方法で行った。 

湿度=（湿潤状態の質量―乾燥状態の質量）/乾燥状態の質量×100 

また、風速の影響を観察するために風速は 6 m/s と 8 m/s の 2 種類で実験を行った。この際発生

させた火の粉の平均質量は 0.05 g であり、火の粉の中でも特に小さいものを対象として実験を行

った。風速 6 m/s と 8 m/s 下での単位面積単位時間あたりに実験対象に到達する火の粉の個数は

各々7.36 /m2 s と 6.18 /m2 s 、単位面積単位時間あたりに実験対象に到達する火の粉の質量は各々

0.368 g /m2 s と 0.309 g /m2 s である。 

火の粉による有炎燃焼までにかかった時間（最初の火の粉が植物性被覆材に到達してから有炎

燃焼までにかかった時間）と風速、湿度を図 5 に示した。乾燥状態と湿潤状態では風速による着

火時間への違いはほとんど認められなかった。高湿潤状態では風速 6 m/s では見られなかった有

炎燃焼が風速 8 m/s では観察された。風速 6 m/s では有炎燃焼には至らなかったものの、無炎燃

焼は観察された（その後継続した有炎燃焼に遷移することはなかった）。 

有炎燃焼に至る過程を詳細に観察したところ、単体の火の粉が有炎着火を起こすことはほとん

どなく、火の粉が集積することによって、火の粉同士の相互作用が起こり着火に至ることが分か

った（図 6）。植物性被覆材上には乾燥状態でも吹き飛ばされることなく火の粉が一定の場所に滞

在することが可能ではあるが、集積しやすいわけではないため、偶然近くに着床した火の粉同士

が相互作用を起こして着火に至ったと考えられる。 
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図 5 有炎燃焼までにかかった時間と風速 

 

 乾燥状態・湿潤状態で有炎燃焼までに必要な火の粉の個数は数個であり、無炎燃焼から有炎燃

焼に遷移する際に火の粉が植物性被覆材の表面にとどまるのではなく、被覆材の中に潜ったよう

な状態になることで熱を保存し、周囲の植物性被覆材を巻き込みながら着火に至る様子が確認さ

れた［10］。 

 

 
図 6 2 つの火の粉が相互作用により有炎燃焼に至る様子 

 

3.3. 屋根を対象とした実験 

 火の粉の被害をもっとも受けやすいといわれているのが屋根である。関東大震災や酒田大火の

のち、建物に対する防火対策がなされ、屋根に関しては難燃材で作られるか、法令に従って試験

をパスした屋根材のみが使用できるようになっている。屋根飛び火試験に関しては火の粉が飛散
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している様子を模擬したものでないことから、ベンチスケールサイズの火の粉発生装置を用いて

実験を行った（図 7）。 

 

 
図 7 日本瓦を対象とした火の粉のベンチスケール実験 

 

 実験は風速 6 m/s と 9 m/s で行われ、風速の影響に関しても簡単に検討を行った。 

 屋根瓦そのものが火の粉によって着火することはなかったが、屋根瓦の隙間から火の粉が侵入

し、屋根瓦の内側に集積する様子が観察された。いくつかの実験結果では集積した火の粉が垂木

を焦がした跡が見つかった。また、風速による影響に関しては風速 6 m/s の方がより多くの火の

粉が屋根瓦の内側で観察された。風速が 9 m/s になると、屋根の上にとどまることなく飛散して

いき様子が観察された。風速 6 m/s 程度であると多くの火の粉が屋根の上に集積し、時折有炎燃

焼に至っている様子も観察された。 

 

4. おわりに 

火の粉による火炎拡大のリスクに関して、発生する火の粉の大きさと、その火の粉の着火性に

関して検討を行った。火災により発生する火の粉の多くは質量 1 g 以下、面積 10 cm2 以下の非常

に小さいものがほとんどであった。 

着火実験では風速 6 m/s から 9 m/s を対象として行っている。最初に比較的着火しやすい植物

性被覆材を対象として実験を紹介したが、建物周囲の可燃物に関しては乾燥状態であればあるほ

ど着火しやすいことは言うまでもなく、比較的小さく見逃しがちな大きさの火の粉であっても数

個集まることで着火の可能性が非常に高まると言えることがわかった。風速が速くなると、高湿

潤状態の植物性被覆材でも着火することがわかった。屋根に関する実験では火の粉が屋根瓦の下
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に潜り込み、集積する様子が観察された。この様子は風速が 6 m/s の際の方が 9 m/s の時よりも

顕著に見られた。 

強風下での火の粉による火災のリスクは火の粉がより遠くに飛散すること、また、火の粉が可

燃物近傍に集積した場合に着火に至る可能性が高くなることである。その一方で弱風の場合（本

実験における風速 6m/s の場合）には火の粉は強風の場合と比較して遠くに飛散はしないが、そ

の分火の粉が集積しやすくなる。特に既往の研究でも注目されている屋根に関しては強風の場合

は野地板等の可燃物が露出していなければ火災に至るリスクは低いといえるが、比較的被害が少

ないと考えられる弱風の場合には屋根瓦の下に火の粉が集積し着火に至る可能性があり、注意す

る必要があるといえる。 
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図 1 「炎を含む火災旋風」の実験

写真：水平方向に風速が変化する風

の中に複数の火炎を置いている。 

 【第 19 回消防防災研究講演会】  

 

市街地火災での被害拡大要因 
－火災旋風－ 

 

消防研究センター 篠原雅彦 

 

 

1 はじめに 

 大規模な市街地火災で火災旋風が発生すると、人的被害・延焼被害が格段に大きくなる可能性

がある。しかし、実際の火災で発生した火災旋風について、その性状や発生時の状況についての

詳しいデータが少ないことから、いまだ現象の解明が進んでいないため、発生メカニズムも発生

条件も未解明である。そのため、被害を想定することもできないし、火災発生後に火災旋風の発

生の予測をすることもできない。 

現時点でできる対策はほとんどないが、あるとすれば、過去の発生事例などから、定性的では

あっても発生しやすい条件や発生時の様子を知ることで、発生に備えることや、発生時に若干の

対処をすることくらいである。そこで最初に、火災旋風とはどんな現象で、何が危険なのか、さ

らに、現時点で言える発生しやすい条件について手短にまとめ、続いて、これまで行ってきた研

究で得られた結果をいくつか紹介する。 

 

2 火災旋風とは 

2.1 火災旋風とはどんな現象か 

 火災旋風とは、火災時に火災域やその周辺で発生する竜巻状の渦のことである。火災旋風には、

炎を含む火柱状のもの（図 1）と炎を含まないもの（図 2）がある。炎を含まない火災旋風は、砂、

煙などを巻き上げて、黒っぽく見えることが多いようである。炎を含まない火災旋風が火災域の

上を通って、炎を含む火災旋風になったという報告もある。山火事の研究者によれば、「多くのも

のは、煙や高温の気体、灰、塵のみを含む」1)とあり炎を含む火災旋風より含まない火災旋風の

出現の方が多いようである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 「炎を含まない火災旋風」の実験写真：風は写

真左から右方向に吹かせている。炎の風下の床面上に

白煙を入れて火災旋風を可視化している。 
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竜巻状の渦以外にも、火災嵐 2)と呼ばれる状態の時に発生する火災旋風もある。火災嵐とは、

空襲による火災のように、多くの出火点が広い面積に渡って存在する場合、これらの火災が合流

して一つの大規模な火災になり、その火災域を強烈に燃やすという現象である。この火災域から

の上昇気流が大きく旋回する現象があり、これも火災旋風と呼ばれている。  

火災時に火災旋風が発生する場合があることは事実であるが、大規模火災の際に必ずしも常に

発生しているとは限らない 3)。 

2.2 火災旋風は何が危険なのか 

 火災旋風の危険性をまとめると以下の通りとなる。実際の災害事例については、参考文献 3)～

5)などに要約がある。 

(1) 火災旋風の上昇気流、火災旋風内とその周囲の強風によって、火の粉を遠くに飛ばしたり、

周囲に火の粉をまき散らしたりする。これらにより、出火点が増加し、急速な延焼拡大を引き

起こす。 

(2) 強風が人や物を吹きとばすため、死傷者を出す。また、強風が避難を困難にする。 

(3) 予測不能な動きをする。あまり動きまわらないこともあるし、長距離移動することもある。

そのため、避難を困難にし、死傷者を出す。 

(4) 炎を含んだ火災旋風は、通常の火災に比べて燃焼速度が速く、放射量が大きい。 

(5) 炎を含まない火災旋風が火災域の炎を取りこんで、炎を含む火災旋風に変化する。 

2.3 火災旋風の発生しやすい条件 

火災旋風の対処法につながる、火災旋風が発生しやすい条件を記す。ただ、発生条件は定性的

にも定量的にも未解明な部分が多い。火災旋風から身を守るためのサバイバル術のようなものも

いくつか提唱されてはいる 6~7)が、さらなる検討が必要である。  

2.3.1 発生しやすい場所 

 火災旋風が発生しやすい場所としては、平坦な場所では図 3 のように火災域の風下、山では図

4 のように風下側の斜面 1)と言われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関東大震災で旋風が発生した場所の特徴について、寺田 8)は、旋風が起こりやすい場所がある

らしく見える、というふうに断定を避けながらも以下のようにまとめている。1) 例外はあるが火

災の近く、2) 火災が 2 方、3 方から進み、火流の前線が合流する場所に、燃えてないところが突

入する場所、3) 川や堀に沿って進む場合がある、4) 橋の両端付近、5) 十字路の広場。ただし 4)、

5)は遭難者が多い場所なので目撃例が多いだけかもしれない、というふうに慎重に記している。 

 火災が複数ある場合にも火災旋風が発生しやすい、ということも言われているが、このことは

Zhou ら 9)の研究でも確かめられている。 

図 3 平坦な場所で火災域の風下に発生す

る火災旋風：図 2 と同じ状況。 

図 4 山林火災の斜面風下で発生する火災旋

風：参考文献 1)を元に作図。 

風
火災

旋風
火災

旋風

風
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2.3.2 発生しやすい風速 

 火災旋風は強風下でも発生しているが、むしろ風の弱い時に発生の報告が多い 7)。一般に大火

は強風下で発生するので、強風下では誰もが火災の拡大に注意する。ところが皮肉にも、風が弱

い時に発生しやすい火災旋風が、猛烈な風を巻き起こして被害を拡大する。このことは、大規模

火災時には風が弱くても油断してはならないことを示している。 

  

3 有風下で火災域風下に発生する火災旋風の研究紹介 

図 3 で示した有風下の平坦な場所で、火災域の風下に発生する火災旋風について、その発生メ

カニズムや火災旋風のふるまい、速度分布などについてこれまで研究してきた。ここでは研究で

得られた結果をいくつか紹介する。ここで紹介する火災旋風はほとんどの場合、火炎を含まない

竜巻状の渦であるが、条件によっては火源の火炎を吸い込み火柱状の火災旋風として現れる。 

自然界で発生する火炎を含まない火災旋風は、火災時には煙や土ぼこりを含んで黒い渦柱に見

えるが、実験室では目に見えないため、白煙を用いて可視化した。 

3.1 火炎風下の流れの構造 10) 

まず火災旋風が発生する火炎風下の流れの構造について説明する。図 5 は、床面に埋め込んだ

内径 8cm の円形容器内にメタノールを入れて形成させた火炎を用いて調べた結果である。火炎の

風下でもっとも目立つ流れは、横風で傾いた上昇気流が二股に分かれて形成する、互いに逆方向

に回転する渦対である。この渦対は古くから知られており、CVP (Counter-rotating Vortex Pair) あ

るいは HRV (Horizontal Roll Vortex)と呼ばれることが多い。この CVP の下の床面上には、CVP と

は逆方向に回転する渦対（以下、壁面渦対と呼ぶ）が現れる。床面付近を流れる横風は、火炎の

側面を通った後、火炎の風下に回り込む。しかし、この流れが入り込めない V 字型の領域が、火

炎風下の床面上に形成される。火炎のすぐ風下の床面上には、この V 字型領域の内側に沿って、

横風に逆行する火炎に向かう流れが生じる。このような複雑な流れの中で、鉛直方向に回転軸を

持つ渦である火災旋風が発生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVP (Counter-rotating vortex pair)
逆回転する渦対

壁面渦対

旋風

逆流
床面上の流れが入り込めない
V字型の領域

床面に接する流れ

炎

床面上の速度境界層内の流れ

風

図 5 有風下の火炎風下の空気の流れ。 
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3.2 火災旋風の発生過程 10～12) 

次に、火災旋風の発生源である可能性がある鉛直渦の発生過程について調べた結果 10)を説明す

る。実験方法は 3.1 節と同じである。鉛直渦の発生場所の可視化写真を図 6 に、概略図を図 7 に

示す。両図の(a)は、床面上で火炎の側面を流れる横風と、火炎直後の床面上で火炎に向かう逆流

が合流し、火炎直後で鉛直渦を形成する様子である。(b)は、V 字型領域の境界部から鉛直渦が発

生する様子である。(c)は、壁面渦対がたまに風下で立ち上がり、鉛直渦になる様子である。ただ

し図 6(c)は床面上に寝そべっている状態である。(d)は、床面上の速度境界層が剥離して、火炎直

後の鉛直渦対につながっている様子である。さらに、CVP も風下に流れ出すことが実験で明らか

になり 11)、CVP も流出する火災旋風の源のひとつである可能性があることが示された。これはも

しかしたら、図 6、 7 の（a）と同じ現象かもしれないが、これについてはまだ明らかになってい

ない。CVP が流出しているように見えるという現象は、林野火災や野外での大規模な燃焼実験で

も報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、有風下で火災域の風下直後に発生する火災旋風には、風下に移動せず、火炎のすぐ風

下に定在するものがある。この火災旋風は、火炎を含んだ火柱状の火災旋風になったり、火炎を

含まない火災旋風になったりを繰り返す。この火災旋風の発生メカニズムについて、長方形の火

源を用いて調べた 12)。内寸 29.7 cm×29.7 cm の 10 枚の燃料容器を 2 列に互いに接触させて設置

し、全体として 151 cm×60 cm の長方形とした。火源の長辺を風と直交するように実験ステージ

に燃料容器を埋め込み、これにガソリンを入れて火炎を形成させた。火炎には送風機から一様な

風をあてた。火炎風下に発生する火災旋風をステージの下から観察するために、火炎風下のステ

ージの床は透明なガラスで作った。実験の結果、火炎を含まない定在火災旋風は CVP の下部で

ある可能性が高く、火炎を含む定在火災旋風は CVP の各渦の下部に火炎が巻き込まれることで発

生している渦柱である可能性が高いことが分かった（図 8）。 

実際の火災域風下で発生する大規模な火災旋風の発生源が、ここで示した発生過程のうちのど

れなのか、すべてなのか、これ以外にもあるのかについては、まだ分かっていない。 

図 6 有風下で発生する火炎を含まない火災旋

風の発生源である可能性がある4種類の鉛直渦

の発生過程（可視化写真）。 

図 7 有風下で発生する火炎を含まない火災

旋風の発生源である可能性がある 4 つの鉛直

渦の発生過程:(a)-(c)鳥瞰図、(d)上からの眺め。

火炎

鉛直渦

逆流 V字型領域

鉛直渦

鉛直渦

火炎

(a) (b)

(d)(c)
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3.3 火災旋風の移動の有無 

2.2 節の火災旋風の危険性で述べたように、火災旋風は予測不能な動きをする。関東大震災時に

多くの人が逃げ込んだ東京の被服廠跡を襲った火災旋風は、この避難場所に 20 分間程度とどまっ

たという証言がある 8)。同震災の横浜では、2 時間以上かけて 2.2km を移動した火災旋風がある

と記録されている 13)。 

ここでは、火源の形状によって、火源風下に発生する火災旋風の移動の仕方がどのように変わ

るかを調べた結果を紹介する。 

3.3.1 火源が円形の場合 14) 

火源として直径 90 ㎝の円形燃料容器を用いた場合の火災旋風の振る舞いを説明する。床面に埋

め込んだ燃料容器にメタノールを入れて火炎を形成させ、火炎に送風機からの風をあて、火炎の

風下に発生する火災旋風のふるまいを調べた。風速 0.7~1.3 m/s の範囲で竜巻状の渦が観察でき

た。渦は火炎を含むことはなく、空気の竜巻状の渦であった。図 9 は火災旋風を透明なガラス製

の床の下から撮影した写真である。この写真から分かるように、火炎風下に発生する火災旋風の

水平断面は、物体の風下に発生するカルマン渦対に似ており、しばしば交互に逆回転する渦対と

して周期的に発生し、風下に次々と流されていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 有風下で火炎の風下直後に定在する火災旋風：(a)火炎を含む火災旋風(V2)、(b)火炎を含

まない火災旋風(V3)。V2、V3が同じ場所で発生を繰り返す。各画像は、A：火炎側面の斜め上か

ら、B：火炎の側面から、D：火炎風下から、F：火源風下に設置したガラス製床面の下から撮

影された。 

(a)                     (b)          

図 9 有風下で火炎の風下発生する火災旋風を透明ガラス製の床の下から見た様子。 
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火災旋風を側面から見ると、その様子はカルマン渦とは異なる。図 10 は、火災旋風が発生し、

風下に流れ去る様子を可視化した連続写真である。カルマン渦対はほぼ二次元的な運動をする渦

対であるが、火災旋風はこの写真に見られるように、火炎風下の床面付近から発生しているよう

に見え、上方に伸びながら風下に流されていくという、三次元的な運動をする。この点では、火

災域風下に発生する火災旋風は、横風中の噴流の風下に発生する竜巻状の渦 15)と非常によく似て

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 火源が長方形の場合 16) 

長方形の火源を用いた場合の火災旋風の振る舞いを説明する。図 8（3.2 節第 2 段落で説明）と

同じ燃料容器を用いた実験である。燃料にはメタノールを用いた。ここでは風速 0.8~0.9 m/s の

結果について紹介する。 

火源の長辺を風の向きと直交させて配置した場合は、火災旋風は互いに逆方向に回転する渦対

として発生し、風上側へも含めて多少の移動はするが、風下には流出せずほぼ定在した（図 11(a)、 

12(a)）。火源の長辺を風向と平行に配置した場合は、火災旋風は一つずつ直線的に風下に流出し

た（図 11(b)、12(b)）。火災旋風の発生位置は、火源の長辺が風と平行な場合に比べて、風と直交

する場合の方が、渦の中心が火源からかなり離れているように見えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 有風下で火炎の風下発生する火災旋風を側面から見た連続写真。 

(a) 

図 11 有風下で火炎風下に発生する火災旋風。各画像は a：火炎の上から、b：火炎の側面
から、c：火炎側面の斜め上から、d：火炎風下から、e、f：火炎風下に設置したガラス製床面
（e は f の風上側）の下から撮影された。(a)火源の長辺が風に直交する場合、(b)火源の長辺が

風に平行な場合。 
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3.4 火災旋風の速度分布 14) 

 火災旋風の猛烈な風が引き起こす被害の領域を予測するためには、火災旋風内外の風速分布を

知る必要がある。規模は小さいが、室内実験で得られた火災旋風の水平面内の風速分布と、高さ

方向の風速分布を示す。 

3.4.1 水平面内の風速分布 

 この実験は、3.3.1 節と同じ状況で行った実験である。図 2 はこの実験で撮影された火災旋風で

ある。この実験で、風速 0.7m/s の時に発生した火災旋風の速度場を、粒子画像流速測定法（Particle 

Image Velocimetry）で測定した結果の一例を図 13 に示す。火炎はこの図の左側に位置し、風は左

から右方向である。図の左端の辺が、円形容器の風下端から 33cm 風下に位置し、床面からの高

さ 11cm における水平面内の速度ベクトルと渦度の分布を示している。 

(b) 

図 11 （続き） 
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図 12 火炎風下に発生する火災旋風の移動経路の一例。図中の各点の横に記した数字は、着火か
らの経過時間(秒)を示す。(a)火源の長辺が風に直交する場合、(b)火源の長辺が風に平行な場合。
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 このようにして得られた速度場から、床面からの高さ 1 cm における渦の半径方向の接線速度分

布を描いた一例を図 14 に示す。これを見ると、旋風の接線速度分布は、ランキン渦というモデル

で近似できることが分かる。ランキン渦とは、その中心部は剛体的に回転する渦（ある点での円

周方向の速度が、その点から渦の中心までの距離に比例して大きくなっていく渦）で、それより

も外側は、中心から遠ざかるに従って、中心からの距離に反比例して円周方向の速度が小さくな

っていく渦のモデルである。したがって、渦の中心から最大速度の地点（渦の剛体回転の最も外

側の地点）までの距離の 2 倍離れた地点で、最大風速の 1/2、3 倍離れた地点で 1/3 の風速となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 高さ方向の風速分布 

 日本の都市には 100 m、200 m 級の高層ビルが複数ある。火災旋風が高層ビルの近くに迫った

時の危険性を知る上では、火災旋風の高さ方向の風速分布も知っておく必要がある。 

 そこで、3.4.1 節で示した実験で、火災旋風内の高さ方向の風速分布を調べた。理想的には、ひ

とつの旋風について、ある瞬間のあらゆる高さの旋風内の風速を調べたいところであるが、これ

は技術的に困難である。そこで次善策として、ある高さの水平面内の二次元速度場を多数の旋風

について測定し、高さをいくつか変えて別の多数の旋風についても二次元速度場を測定すること

で、旋風内の速度場の垂直分布の特徴を調べた。 

 結果を図 15 に示す。横軸の渦核半径とは、3.4.1 節で述べた渦の中心の剛体回転をしている部

分の半径のことで、縦軸の最大接線速度とは、渦の円周方向の速度の最大値、つまり渦の剛体回

転の最も外側の部分での速度を意味する。この図から、炎を含まない火災旋風は、床面付近から

上空に行くにしたがい回転速度を上げ、さらに上空では、渦核が大きくなるとともに減速してい

くということが分かる。 
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図 13 床面からの高さ 11 cm にお

ける火炎を含まない火災旋風の水平

面内の速度ベクトルと渦度の分布。 

図 14 床面からの高さ 1 cm における有風下の火炎

風下に発生する火炎を含まない火災旋風の水平面内

の接線速度分布の一例。  
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4 おわりに 

 火災旋風の現代における防災上の問題点の一つではないかと危惧する点として、火災旋風とい

えば「炎の入った火柱状の渦」だというイメージを持った人が多いのではないか、という点があ

る。確かに火柱状の火災旋風もあるが、甚大な被害を引き起こす「炎を含まない火災旋風」もあ

るということを十分認識する必要がある。火災旋風に対するこの不十分なイメージ、ある意味誤

解は、火災旋風の強風という危険性を覆い隠してしまう。また、火災現場で炎を含まない火災旋

風が迫ってくるのを見ても、火災旋風だと認識できないことにつながる危険性がある。  

避難場所の火災対策に火災旋風の強風対策が入っていないことも問題である。これについては、

火災だけでなく、地震、水害などの防災、都市計画などの分野の人達が共同して対策を考えて行

く必要がある。 

火災旋風は頻繁に起こる現象ではないが、一旦起きれば通常の火災被害を超える壊滅的な被害

を引き起こすことがある。特に市街地火災では人的被害が大きくなる。 

まずは過去の災害事例、研究結果で分かっていることからだけでも対策を考えて行く必要があ

る。しかし、現在分かっている知見だけでは根本的な対策は立てられないし、過去の災害以上の

被害をもたらす火災旋風の想定・予測もできないため、発生メカニズム、発生条件の解明を粘り

強く続けていく必要がある。 
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平成 27 年度消防防災科学技術賞 

受賞作品 



 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良 

 

ほねプロン 
 

日本橋消防団第 2 分団 和田智恵子 

 

 

1. 現状と問題点 

 私は日頃から消防団員として、地域の各種防災訓練において救命講習に関するお手伝いをして

います。 

 私達消防団員は、東京消防庁が主催する救命講習を受講するなど学習する機会もあり、人の身

体についての知識があるものと思っていました。しかしある時、人の身体について自分も知らな

いことに気がつきました。 

 また町会等の防災訓練でも、「心臓の位置」や「胸骨の位置」など、基礎的なことを知らない参

加者が多いことに気がつきました。 

 訓練は、限られた時間内に終わらせなければならない事を考えると、短時間でこれらの位置を

知り、効果的に解りやすく心臓マッサージができる器具が必要ではないかと思いました。 

 

2. 開発 

 救命講習受講者が、少しでも解りやすく「心臓の位置」や「胸骨の位置」を目で見て、それぞ

れ正しい位置を確認しながら実施訓練ができるように、人体の胸骨・肋骨の形状や位置を人体モ

デルを参考に、できるだけ忠実に再現し、考案・開発した器具が『ほねプロン』です。 

 また講習に慣れていない教える側（講師）が、大勢の受講者に説明する時、緊張のあまりスム

ーズに話す事が難しくなったり、十分な説明が出来なくなったりする事もあります。 

 「ひとりでも多くの方々に解りやすく応急救護の知識・技術を身に付けて貰いたい。」「いざと

いう時にあわてずに自分の家族や友達など尊い命を救うお手伝いをしたい。」との思いから、講師

も受講者もこの『ほねプロン』を使用装着することで、「誰にでも簡単で解りやすく、応急救護知

識や技術を身に付けることができる。」と考案・開発したものです。 

 エプロンのように首に掛けられ、誰にでもすぐに覚えていただけるように、『ほねプロン』と命

名しました。 

 

3. 仕様 

 今回考案した器具『ほねプロン』は、透明のビニールシートと赤色のゴム風船で構成され、写

真 3、写真 2 の様に、人体にもレサシアンにも装着でき、AED のパッドの貼り付けも可能です。

講師が「心臓を挟んで AED のパッドを貼ります。」と説明した時、具体的に心臓の位置が解るた

め、誰にでも視覚的にすぐに理解いただけるようになりました。 

 人体模型の前胸部が見えるように透明のビニールシートを採用し、いわゆるあばら骨と一般的

に言われる胸骨・肋骨の構造を表現することにより、胸骨圧迫部位を容易に位置確認することが

出来るようにしました。またマジックテープにより首の後ろで固定できるようにして、着脱も簡
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単にしました。 

 赤色のゴム風船を心臓部位と見立て、胸骨圧迫の際それを押圧（圧迫）させる事により、心臓

マッサージの疑似体験訓練ができます。 

 また、ゴム風船を使用することにより、訓練対象者の心臓の大きさ（成人、子供、ベビー）を

適度に調整しやすく利便性を高くしています。 

 ビニールシートと風船で構成されているため、軽量で安全に手軽に持ち運びができ、AED パッ

ドの付け外しも簡単で、また何回でも繰り返し訓練で使用できる素材で作製しました。 

 これらにより救命訓練の際の学習効果を高めることが期待できます。 

 受講者が小学生等の場合も興味を示し、訓練意欲・効果が高くなると考えます。 

 

      

 

 

 

  

 写真 3 人体に装着時の『ほねプロン』 

 

写真 1 ベビー用と成人用の 2 種類の

『ほねプロン』 

写真 2 レサシアンに装着時の『ほね

プロン』 

写真 4 中央区産業文化展での展示（平成 26

年 11 月 2 日～5 日） 
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 写真 5 町の防災訓練での様子 

 

 
写真 6 小学校での講習の様子 

 

4. 開発による効果その検証 

 実際に今回開発した器具『ほねプロン』を防災訓練等で使用してみました。訓練対象者の反応

が良く、視覚的に解りやすい構造のため、心臓マッサージの応急救護の指導が飛躍的に簡単とな

り、受講者の理解度を高める効果がありました。 

 『ほねプロン』使用の成果として、平成 26 年 10 月に行われた区主催のイベントでは、妊婦さ

んや子供、そのご両親、祖父母の方々が、ベビー用の『ほねプロン』を実際にご自分のお子様に

装着して心臓の位置を確認したり、また心臓マッサージの方法の質問等が多数あり、訓練への意

欲と向上が確認できました。 

 平成 26年 11月に行われた町の防災訓練の時には、写真 5の様に使用し、「押す位置が良く解る。」

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 79 -



などのお声をいただきました。 

 また、平成 26 年 11 月に行われた「中央区産業文化展」において防災コーナーのブースに展示

（写真 1・写真 2・写真 4）し、『ほねプロン』についてのアンケート調査を無作為に実施した結

果、「心臓の正しい位置が解りやすい。」「心臓は左側だと思っていた。」「私の町会の防災訓練でも

使用したい。」等の様々な感想をいただきまして、地域住民の救命に対する関心度と防災訓練への

高い意欲・効果が示されました。 

 小学校の講習の時間では、写真 6 の様に小学生の関心の高さに驚きました。それは、去年も行

った記憶があり、子供達から「これ、覚えています。」「去年もやった。」等の発言が出て、積極的

に講習に参加し学習している様子が伺え、指導する側としてこの器具を開発した甲斐があったと

思いました。 

 

5. 今後の課題 

 いつ起きるか解らない「災害や事故」、いざという非常時に人命救助のお手伝いができるよう、

日頃から防災訓練、応急救護訓練への参加が大事だと思います。 

 この度、考案・開発した『ほねプロン』という応急救護の器具を、多くの皆様に広く受け入れ

て活用していただくことが大切だと思っています。 

 これからも活用について多くの課題が山積していますが、一生懸命努力を重ね、解決していき

たいと考えております。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良 

 

防火衣等収納システムの開発 
 

豊橋市消防本部 

豊橋市消防団 

 

 

1. 現状の問題点 

 平成 27 年度の豊橋市消防団は 53 分団 80 部、消防団員数 1,214 名（実員）で組織されています。 

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

全体の 74.4％（902 名）の団員が会社務めの傍ら、団員としての活動を行っています。 

 火災が発生した場合、団員にはメールにより指令情報が伝達され、該当する地元又は隣接校区

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

火災現場に到着し、自隊の消防団車両から防火帽・防火衣・長靴を取り出して、着装後に消火活

動を実施しています。 

 現状の消防団車両には、防火衣等を機能的に収納するスペースがないため、荷台部分に吊るす

ほか、キャビンの中に防火帽や長靴を収納する等、各分団が着装しやすいための工夫を施してい

ます。 

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

はできず、防火帽や長靴も同一場所に収納していないため、素早く着装し、迅速に消火活動へ移

行することが困難な状況でした。このことは、団員からも指摘を受けていた問題点でもありまし

た。 

 

2. 消防団新車両の導入の検討 

 平成 25 年 12 月 13 日に公布・施行された「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する

法律」を受け、「消防団の装備の基準」が改正されました（平成 26 年 2 月 7 日公布）。 

 地域防災の要である消防団の重要性がますます高まり、多岐にわたる活動を期待されているた

め、必要となる活動用資機材や安全装備品を充実し、消防団車両に積載しなければなりません。 

 同時に消防団にとって最も重要である消火活動時の資機材も充実させ、さらに団員の安全性も

向上させた車両を製作していく必要がありました。 

 団員とのディスカッション及び検討を重ねた結果、 

 ① 火災現場で迅速に消火活動ができるよう防火衣等を収納できる専用のスペースが必要 

 ② 複数の団員が同時に防火衣を取ることのできる構造とするべき 

以上が団員からの要望で最も多い意見でした。 

 

3. 防火衣等収納システムの開発について 

 車両の製作に伴い、以下の点をポイントとしました。 

 ① 消火・救助・安全装備品等の資機材を積載できること 
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 ② 防火衣一式（防火帽・防火衣・長靴）、4 式を収納する専用スペースを設けること（通常、5

人で 1 隊を想定しているが、運転手は既に着装して現場に来ているため、4 式とした。） 

 ③ 消防団のイメージアップが図れる車両とすること 

 特に②については、消防団の活動用資機材を増強するためこれらの積載場所が必要となるため、

防火衣を収納することのできる部分は限られたスペースしかありませんでした。積載する資機材

の寸法を一つ一つ確認し、有効なスペースがとのくらい確保できるかを調べました。 

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

長靴の置き方等も契約業者である山佐産工株式会社と打合せを重ねました。 

 最終的に完成したものは、引き出し式のスライド棚を 2 式設け、車両の左右どちらからでも引

き出すことが可能で、各棚には防火衣を 2 式収納できる構造としました。 

 棚の上部から防火帽・防火衣・長靴が収まるようにしましたが、特に防火衣は丈の長さが 1m

以上もあるため、そのまま掛けるだけでは下部に収納した長靴と接触し、収納や取出しの際に不

具合が生じるため、防火衣を折り曲げて収納できるように、受け皿を設けるなどの工夫もしまし

た。 

 これにより、防火帽・防火衣・長靴のそれぞれの取出しが容易になり、引き出し式のため、複

数が同時に防火衣を手にすることができる構造となっています。 

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

ます。棚はパンチングメタルとなっているため、今後、団員が他の携行品を収納しようと思えば、

簡単にフックも取り付けられる他、現場活動用記録としてホワイトボード等の取り付けも可能で

あり、変化に対応できる拡張性も持ち合わせています。 

 

4. 開発による効果及び検証 

 複数の団員には、従来の車両で防火衣を着装した場合と開発したシステムにより着装した場合

とを比較したところ、それぞれが 1 分～2 分程従来より早く着装することができました。 

 実際の火災現場では、複数の団員が同時に着装することが可能となるため、消火活動に移行す

るための時間の短縮についてはさらに効果的であり、迅速な消火活動により被害軽減についても

期待ができます。 

 

5. 今後の展開 

 サラリーマン団員が増加している現状は全国的にどの自治体も同様です。活動状況についても

当市と差はないと思われ、消防団活動の安全性の向上を念頭に開発した当システムが全国的に波

及することを希望すると共に、総務省消防庁が各自治体に無償貸与する消防団車両に対しても、

当システムが組み込まれていくことを望んでいます。 
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【従来の消防団車両】 

(1)                      (2) 

    

(1)                      (2) 

 

 

 

 

 

【新規消防団車両】 

(3)                      (4) 

    
  (3) (4)          

 

 

車両の左側は、消火資機材（吸管）等

の収納場所となり、防火衣を取り出す

ことができない。 

荷台に防火衣を吊るしているが他の

資機材もあり、取出し口のスペースが

小さい。また、複数の団員が来ても、

一斉に取り出すことができない。 

左右、後方の 3 面にシャッターを設け、取出しスペースを広くし、容易に資

機材を取り出せるようにした。 
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【防火衣等収納システム】 

「瞬着～TRANSFORM～」について 

 左右に収納システムを設け、団員はどちら側でも防火衣が容易に取出すことが可能です。 

 瞬時に着装が可能であることから機器の名称を「瞬着」と名付けました。また、サラリーマン

から消防団員に変身するという意味から「TRANSFORM（トランスフォーム）」というミドルネ

ームも合わせて付けています。 

 (5)                      (6) 

    

 (5) (6)            

 

 

 

 (7)                       (8) 

    

 (7)                       (8)    

 

 

 

 

 

左右の棚に 2 式収納された防火衣等（防火帽・防火衣・長靴）が引き出され

る。 

防火衣は丈が 1m 以上あるため、下部の

長靴と接触しないように防火衣受けの

棚を設けている。これにより、防火衣と

長靴の取出しも容易になり、収納時もき

れいに収まる。 

長靴の収納 

2 足が左右両方の棚に収納さ

れている。 
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【契約業者との打合せ】 

(9)                      (10) 

    

   図面上で「瞬着」の位置を検討              

 

 

(11)                     (12) 

    
                           「瞬着」設置部分の有効幅 

 

(13) 

 
    引き出し式レールの採用 

 

車両の艤装中 

防火衣の収納方法について検討 
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【「瞬着～TRANSFORM～」のロゴデザイン】 

 団員により認識してもらうために下記のデザインも考案し、機器に表示しています。 

(14)                     (15) 

 

 

 

 

【拡張性の高い収納システム】 

(16) 

 

(17) 

 

車両左側の収納システムの棚の裏側には筒

先等が収納できる。棚はパンチングメタルの

ため、フックも簡単に設置できるため、団員

が他の携行品を収納したい場合にも対応可

能である。 

(16)

車両右側の収納システムの棚の裏側は

有効幅 4cm 程度の隙間があるため、現

場活動時間や記録を書き込むためのホ

ワイトボードを設置することが可能で

ある。 

(17)
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良 

 

はしごクレーン救助時の三連はしごの転倒を防止する器具の開発 
 

東京消防庁府中消防署 安永 豊 

東京消防庁秋川消防署 福井琢磨 

東京消防庁東久留米消防署 金子聖光 

 

 

1. 現状と問題点 

 救助隊が救助活動現場で実施する代表的な救助方法の一つに、はしごクレーン救助がある。 

 現在のはしごクレーン救助における三連はしごの確保及び操作要領は、以下のとおりである。 

(1) 三連はしごの確保は、隊員 2 名で、三連はしご側の足の裏で、上から下部滑り止めゴム部

分を押さえる。 

(2) 三連はしごを足裏で押さえている隊員 2 名で、救助ロープの操作をする。 

(3) 三連はしごの確保ロープは、三連はしごの上部左右にロープを結着、展張し、隊員による

確保、または地物を利用した確保となる。 

 しかし、この救助方法にはデメリットや問題点が含まれており、それは以下のとおりである。 

(1) 下部滑り止めゴムを足裏のみで押さえる不確実な確保（写真 1 参照） 

従来の確保要領と器具を活用した確保要領の比較 

確保要領の比較 メリット・デメリット 

写真 1 

 

≪従来の確保要領≫ 

1 三連はしごの下部滑り止めゴムから、直接力が足裏に伝わっ

てくるので、転倒危険に気づきやすく、限界がわかる。 

2 足の位置が固定されるため、救助ロープの操作姿勢が限定さ

れ、必ずしも操作者の力が十分に発揮されるとは限らない。 

3 三連はしごの左右の動揺への対応に限界がある。 

4 引揚げ対象が重量の時、下部滑り止めゴムの浮き上がりが感

じられ、救助ロープの操作に集中できない。 

5 長時間活動の際、確保者の交替要領が困難である。 

写真 2 

 

≪器具を活用した確保要領≫ 

1 三連はしごの左右の動揺に対して、下部滑り止めゴムが器具

で抑制されるので、安全に活動できる。 

2 多種多様な確保体勢で救助ロープの操作が可能である。 

3 足に負担が掛からないので、長時間活動に優れる。 

4 足の置き方が自在であるため、確保要員が増員できる。 

5 確保者の交替が容易である。 

6 力を入れやすい体勢が容易に取れるので、引揚げ対象が重量

の時も迅速、且つ安全に救助できる。 
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(2) 足裏で押さえることによる不安定な体勢での救助ロープの操作 

(3) 確保体勢、確保人数が限定される。 

 このはしごクレーン救助では、要救助者の重量に比例して、三連はしごの下部滑り止めゴムが

浮き上がろうとする非常に大きな力が発生する。また、救助ロープの操作がスムーズでないと、

三連はしごに前後の動揺が生じ、左右の確保ロープのバランスが悪いと、三連はしごに左右の動

揺が生じる。 

 つまり、はしごクレーン救助における三連はしごの動揺は、隊員の片足のみで下部滑り止めゴ

ムを押さえていることの限界に起因するものであり、操作の困難性と転倒の危険性に直結してい

る救助方法と言える。（写真 3 参照） 

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

状である。 

下部滑り止めゴムの浮き上がりの比較 

従来の確保 器具を活用した確保 

写真 3 写真 4 

 浮き上がりや横ずれが発生すると、足裏で押さえる

確保には限界がある。 

 浮き上がりや横ずれが発生しても、器具により下部

滑り止めゴムを押さえることが可能であり、器具は足

全体で押さえられるので足裏に負担がない。 

 

2. 開発 

 上記の問題点を改善するために、以下の項目に重点を置いて器具を開発した。 

(1) 器具を設定すると、三連はしごが転倒しないものであること。 

(2) 器具の設定後の操作性が、優れたものであること。 

(3) 三連はしごの下部滑り止めゴムが浮き上がらず、横ずれしないものであること。 

(4) 設定が容易であること。 

(5) 消防車両に積載が可能であること。 

(6) 徒手搬送が可能であること。 

(7) 重量、大きさが適度なものであること。 

(8) 設定場所の制約が受け難いものであること。 
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3. 仕様 

 開発した器具の概要は以下のとおりである。 

(1) 材質等 

 全体的な材質は、地盤面の凹凸に極力影響を受けず、且つ、滑り止め効果のあるゴム製とし、

足部で確保する面と三連はしごの接触部は、強度を保持するために縞板を張り合わせたものとし

た。 

(2) 器具の構造 

 下部滑り止めゴムを包み込むようにはめ込み、さらに上部から縞板を踏むことにより、浮き上

がり、横ずれ等を完全に抑制できる形状となっている。 

(3) 付属品等 

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

等で結着することにより、三連はしごの二重の転倒防止を図ることが可能である。（図 1～図 5、

写真 11 参照） 

 
図 1 表面 

 

 
 

 

 

 

図 2 前面 

 

 

 

 

 

 

図 3 側面 
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図 4 底面 

    
            右               左 

図 5 下部滑り止めゴム部 

 

4. 開発による検証とその効果 

(1) 検証 

 器具の検証の条件として、要救助者を重量ダミー（約 75kg）、三連はしごの確保ロープは隊員

による確保とし、はしごクレーン救助第一法の従来の方法による確保と、器具を使用した確保を、

同じ隊員で比較、検証した。 

(2) 器具を使用することで得られた効果 

ア 三連はしごの左右への動揺に対し、器具により抑制されるので、安全に活動できる。絶対に

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

器具を活用した確保要領のメリット 

①安定度が良い ②多種多様な確保体勢 その 1 

写真 5 写真 6 

 三連はしごの前後、左右の動揺に対して倒れない。  従来の確保要領と逆足での確保体勢でも可能であ

る。 

底面は、滑り止め効果のあるゴムとする。
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③多種多様な確保体勢 その 2 ④多種多様な確保体勢 その 3 

写真 7 写真 8 

 器具に足を乗せるだけで確保ができるので、両足に荷

重をかけてより強固に固定できる。 

 隊員個々の力の入れやすい体勢で確保できる。隊

員の足の置き方が違っていても支障はない。 

 

⑤確保者を増員できる ⑥設定が容易である 

写真 9 写真 10 

 器具に足を乗せるだけなので、確保者を増員できる。  下部滑り止めゴム部分に器具をはめ込むだけで設

定できる。 

 

イ 多種多様な確保体勢で救助ロープの操作が可能であり、引き揚げ対象が重量であるときも、

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

ウ 器具の上であれば、どこに足を置いても良いので、確保要員を増員させたり、確保者の交替

要領を円滑に実施できる。（写真 9 参照） 

エ 足に負担が掛からないため、長時間活動にも優れる。 
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オ 設定方法は、下部滑り止めゴム部分にはめ込むだけなので、誰にでも簡単且つ、スピーディ

ーに設定できる。（写真 10 参照） 

カ D 環で器具を固定できるため、下部滑り止めゴムが浮き上がる力をより抑制できる。（写真

11 参照） 

⑦D 環で器具を固定できる 

写真 11 

 D 環で器具を固定できるため、下部滑り止めゴムが浮

き上がる力をより抑制できる。 

 

 このように、従来の三連はしごの確保要領の問題点がすべて改善されたほか、新たに効果的な

要素も見受けられた。 

 なお、器具は三連はしごの架梯角度 75 度程度ではめ込める形状となっているため、三連はしご

を使用する角度が適切であるか否かの判断指針にもなる。 

 

5. 今後の課題 

 今回の器具の作製及び検証は、某メーカー1 社の三連はしごに適合する器具を開発し検証を行

ったが、今後、各種消防機関が採用するあらゆる種類の三連はしごに適合する器具となれば、利

用価値は更に高くなると考えられる。 

 また、はしごクレーン救助のみでなく、三連はしごを使用するすべての活動にも適合可能なも

のにすることが課題とされる。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良 

 

打ち込み用ビット金具の開発 
 

東近江行政組合消防本部 川嶋伸悟、市川知史 

 

 

1. はじめに 

 救助活動を行う上で、支点の存在は重要です。しかし、現場によっては、田畑や構造物のない

平地もあり、思い通りの場所に支点がありません。また、道も細く車両が思った場所に部署出来

ないこともあります。そのような状況下で、現有する車載資器材を使用し、容易に強固な支点の

構築が出来ないかと考え、大バールを地中に打ち込み支点とする器具の開発に至りました。 

 

2. 開発に当たって 

 消防車両に積載されている大バールを地中に打ち込み支点とすることを目的としました。大バ

ールを打ち込む問題点として、1 点目に、大バールの先端が扁平な形状であるためハンマーで直

接先端を叩くことができない。2 点目に、長さが 1.5m あるため打ち込み作業位置が高くなる。3

点目に、ハンマーでの打ち込みには、時間と労力の消費が大きいといった問題点があげられます。 

 これらの問題点を解消するため、「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令（別表第二）」

で積載が定められている削岩機を使用し、作業位置を任意の高さに調整できる打ち込み用ビット

金具を開発しました。また、金具は大バールだけでなく単管も地中へ打ち込める構造としました。 

 

3. 器具の概要 

 打ち込み用ビット金具とは、削岩機の振動を大バールに伝え、大バール自体を地中へ打ち込む

ための金具です。 

 構造は、削岩機のビット金具に単管クランプを取り付け、クランプと大バールとの接続には単

管と同径のバール用スペーサーを入れ、大バールを握る構造となっています。（写真 1～写真 4 参

照） 

(1) ビット金具について 

 ビット金具は、削岩機との取り付け部分に、削岩機のブレーカー用ビットと同じ形状のビット

を設けることで削岩機の振動を伝える構造としました。（写真 1 参照） 

(2) クランプ部分について 

 クランプ部分は、一般に市販されているφ48.6 を使用しています。ナットを 1 箇所締めるだけ

のシンプルな構造なため、容易に脱着が可能です。 

 また、クランプには約 500kg の滑り耐力があるため、削岩機の振動にも耐えることができます。

（写真 3 参照） 

(3) バール用スペーサーについて 

 バール用スペーサーは、大バールを挟むためのもので、金属製の円柱を 2 分割したものです。

スペーサーは大バールを包みきらずに、5mm の隙間を空けることにより、クランプの握る力を最
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大限発揮します。（写真 4、図 1 参照） 

 スペーサー内側の大バール締め付け部分の形状は、大バールの太さにメーカーや個体によって

若干の差違があるため、敢えて大バールの八角形状にはせず、四角形状にしました。四角形状に

することで、個体差のある大バールでも確実に握ることができ、六角形の大バールも使用可能な

構造としました。（写真 5 参照） 

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

外し、直接クランプで単管を握り使用します。（写真 6 参照） 

   
    写真 1 打ち込み用ビット金具全景     写真 2 削岩機･大バールを接続した状態 

 

   
      写真 3 クランプ部分         写真 4 バール用スペーサー部分 

 

ビット金具 

クランプ部分 

バール用スペーサー 
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図 1 バール用スペーサー構造図 

 

   
  写真 5 バール用スペーサー内面・外面      写真 6 単管杭を打ち込む場合 

 

4. 大バールについて 

 打ち込み用のバールは、一般に市販されている全長 1.5m、軸太さ 25mm の大バールと呼ばれて

いるものを使用しています。材質はスチール製で、炭素鋼 S45C を使用し焼入れ（強度が上がる、

磨耗に強くなる）・焼戻し（弾力性が上がる）の熱処理を行ったものを使用しています。なお、炭

素鋼 S45C は機械の軸など強度が求められる所で使われることが多い材質です。（写真 7 参照） 

 

 

写真 7 打ち込みに使用する大バール全体 

 

5. 使用手順 

① 大バールに打ち込み用ビット金具を装着します。 

② 支点の必要な位置に大バールを立て、ビットに削岩機を接続します。 

③ 削岩機を始動し、打ち込みを開始します。 

④ 大バールを 1m 打ち込み、打ち込み用ビット金具を大バールから取り外します。 

⑤ 打ち込んだ大バールにマルチスリング等をかけ、支点として使用します。 

（写真 8～写真 10 参照） 
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      写真 8 使用風景 1             写真 9 使用風景 2 

 

 写真 10 使用風景 3 
 

6. 各種検証及び資料 

(1) 大バール支点の強度測定 

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

のかを可搬式ウインチで牽引して測定しました。 

※バール支点の作製方法は、レスキュー3 の人工アンカー作製方法に基づきバール支点を作製し

ました。人工アンカー作製方法とは、地面の垂直方向から荷重のかかる方向と反対方向へ 15

度傾け、長さの 2/3 程度打ち込む方法です。これに基づき 1.5m の大バールを打ち込む場合、地

中への打ち込みは 1m となります。（図 2、写真 11 参照） 

ア 大バール 1 本の場合 
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 打ち込み角度 15 度から垂直に起き上がるまで約 7kN 牽引可能。（写真 12、写真 13 参照） 

イ 大バール 2 本、2 点支持（支点角度 60 度）の場合 

 打ち込み角度 15 度から垂直に起き上がるまで約 11kN 牽引可能。（写真 14、写真 15 参照） 

ウ 大バール 2 本、支点補強を設定した場合 

 打ち込み角度 15 度から垂直に起き上がるまで 14kN 牽引可能。（写真 16、写真 17 参照） 

※使用した大バールに変形や損傷は認められない。（写真 18 参照） 

 

   

  図 2 レスキュー3 人工アンカー作製方法 

 

   

  写真 11 人工アンカー作製方法に基づき打ち込み 

 

          
     写真 12 大バール 1 本を牽引              写真 13 測定結果 

地面の垂直方向から荷重のかかる方向

と反対方向へ 15 度傾け、長さの 2/3 程

度打ち込む。 

バール全長 1.5m 

地中打ち込み 1m 

牽引側 

15° 

張力計 可搬式ウインチ

バール支点 

最大約 7kN 
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 写真 14 大バール 2 本、2 点支持を牽引             写真 15 測定結果 

 

         
    写真 16 支点補強を設定し牽引              写真 17 測定結果 

 

 

写真 18 測定後の大バール 

 

(2) 参考資料 

① 山岳救助技術や各ロープレスキューの研修では、自然界の石や木に支点を作製する場合､流動

分散などを行い、最大支持力が 10kN 以上となるように支点構築するよう指導されている。 

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

最大約 14kN 

最大約 11kN 60 度 
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インチで牽引し、動き出し時の荷重を測定する。なお、普通乗用車は P レンジ、サイドブレー

キあり、GL 水平。 

  実験結果：7kN で前後輪を引きずって動き始める。 

(3) 検証結果 

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

数や、強固な支点作製方法を行うことで救助支点としてより安全に使用することができる。 

 

7. 器具の利点 

・支点となる物が何もない場所であっても、大バールを打ち込むことが出来る地盤であれば任意

の場所に支点を作製できる。 

・救助工作車に車載されている資器材で支点構築できる。 

・削岩機の振動を活かすことで、容易に大バールの打ち込みが可能。 

・交通救助において、構造物等の支点方向へ事故車両の向きを変えることなく牽引･拡張･固定が

可能であり、要救助者への負担軽減、救出時間の短縮が図れる。 

・出動車両の大バールを集め複数使用することで、支点の増加及び強化ができる。 

・近年頻発している土砂災害では、単管を打ち込み土留めの作製が容易となる。 

 

8. まとめ 

 救助活動の中で、支点の存在は必要不可欠です。今回開発した打ち込み用ビット金具は、「救助

隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令（別表第二）」に規定されている削岩機を使用し、支

点の欲しい場所に自ら支点を作製できるものです。今回は当消防本部の所有するマルゼン削岩機

を使用していますが、考案した打ち込み用ビット金具は非常にシンプルな構造となっているため、

マルゼン削岩機に限らず、メーカーの異なる削岩機に応じたビット金具を使用することで、取り

付けが可能になります。また、大バールを支点とする救助方法には今後、更なる検証が必要では

ありますが、各種検証により一定の強度に耐えられるデータが得られました。 

 今回考案した打ち込み用ビット金具は、地域特性に応じた救助手法を導き出す一助となり要救

助者の負担軽減、迅速な救助活動に繋がると確信しています。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による消防防災機器等の開発・改良 

 

積載型静電気拡散性オイルパンの開発について 
 

京都市消防局 堀尾泰寛、小林知之、 

山本雅史、赤坂成樹、山田祐亨 

 

 

1. 現状と問題点 

(1) 現状 

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

保有する金属製オイルパンを現場まで搬送し、流出・拡散防止のために活用している。 

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

動するものとされるが、火災危険があるか否かの判断は、極めて困難であるほか、火災発生危険

がないと判断される場合も、流出した燃料が道路上に拡大することで、後続車両がスリップする

といった二次災害の発生が予測されることから、オイルパンを使った応急的な流出物の拡大防止

についても、必要に応じて求められる。 

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

  ステンレス製 容量 96ℓ（80×60×20（H）cm） 

  重量 10kg 

 写真 1 従来オイルパン取扱いの様子 

 

(2) 問題点 

 従来のオイルパンは、金属製で、大きく、重いため、現場で使う際には、以下の問題が生じる。 

ア 常時積載できない。 

 サイズが大きいため、消防車両に常時積載できない。このことから、 

○ 指令を受けてから車両上部に積載するまでに時間を要するため、通常より出動時間が遅く

なる。 

○ 車両上部にオイルパンを積載すれば、通常よりも車高が高くなっているため、走行に注意

が必要となる。 

60cm 

80cm 

20cm 
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○ 現場でオイルパンの必要性が判明した場合、二次指令によりオイルパン搬送隊を要請しな

ければならない。 

といった状況に繋がる。 

イ 取り扱いが困難 

 重量があり、サイズが大きいため、乗用車等比較的車高の低い車両の燃料タンクの下部といっ

た狭所における取扱いが困難である。 

ウ 火花発生のリスク 

 従来のオイルパンは、ステンレスを用いた金属製である。したがって、 

① 石や金属など路面や車両と激しく擦れたりぶつかったりすることにより、火花が発生する可

能性がある。（以下「リスク①」という。） 

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

発生する可能性がある。（以下「リスク②」という。） 

といった問題が生じる。 

 

2. 開発 

 上記 3 つ（ア～ウ）の問題を解決するため、新型のオイルパンには次の性能を求めることとす

る。 

(1) 常時積載できる 

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

とする。さらに、車両にコンパクトに収納された状態から迅速に展開し、使用できるものとする。 

(2) 取扱いが容易 

 従来のものより軽量で、車両下部といった狭い場所においても取扱い易く、流出物が漏れにく

い形状のものとする。 

(3) 火花が発生しない 

 リスク①を考慮した場合、非金属のものが最適と考えられる。リスク②を考慮した場合、一般

的に、蓄積された静電気が激しく放電する現象（ESD）が発生し得る電気抵抗値は、1.0×105Ω未

満（導電性）とされているため、1.0×105Ω以上の電気抵抗を有する素材が好ましいと考えられ

る。 

 なお、従来のステンレス製オイルパンの表面の電気抵抗（1cm）を測定したところ、約 1Ω（導

電性）であった。一般的なステンレスのデータとしては、7.2×10-7Ωとされている。 

 これらのことから、リスク①及びリスク②を解消するには、導電性以外の材料を使用すればよ

いということになる。 

 一方、新たな問題点として、 

③ 素材の電気抵抗が極端に高い（絶縁性）場合、燃料の流動によりオイルパン内の燃料に静

電気が帯電し、他の導電性物質に対して ESD が発生する可能性がある。（以下「リスク③」

という。） 

という問題が考えられる。 

 消防機関としても、従来からガソリンの保管については、静電気防止の観点から、金属製のも

のを使用するように指導してきている。 
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 国際電気標準化会議（IEC）によると、表面抵抗値が 1×105≦Rs＜1×1011Ωの場合、帯電しに

くく、かつ電荷を緩やかに拡散させる材料（静電気拡散性材料）としている。（表 1） 

 以上のことから、新型のオイルパンについては、静電気拡散性を有する素材を用いることとす

る。 

表 1 IEC による表面抵抗値の分類 

分類 表面抵抗値 

静電気導電性材料 1×102≦Rs＜1×105Ω 

静電気拡散性材料 1×105≦Rs＜1×1011Ω 

静電気絶縁性材料 1×1011≦Rs 

 

3. 仕様 

 外側に折り畳み式コンテナを用いるとともに、内側には、漏水防止のために、シートを折り畳

んだ状態で収納し、迅速にオイルパン状に展開できる状態としている。（写真 2、写真 3） 

 なお、シートの折り方については、日本独自の文化である、「折り紙」の箱の作り方を参考とし

ている。 

サイズ等 

 展開時の大きさ 65×44×25（H）cm 

 収納時の大きさ 65×44×8（H）cm 

 重さ 3.9kg 

材質等 

 外側ハードケース 

  A 社製 静電気拡散性ポリプロピレン折り畳み式コンテナ 

  65×44×24.9（H）cm 

  容量 54.9ℓ    重さ 3.45kg 

  表面抵抗値 106Ω以下 

 内側シート 

  B 社製 静電気拡散性塩化ビニルシート 

  シート厚 0.3mm    重さ 0.45kg 

  表面抵抗値 1010Ω 

    
     写真 2 新型オイルパン            写真 3 収納時の状況 
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4. 開発による効果及びその検証 

(1) 積載性 

 積載の可否は、車両ごとに仕様が異なるため、一概には判断できないが、前述のとおり、収納

時の大きさは非常にコンパクトである。 

 積載器材が非常に多い、現状の救助工作車に積載したところ、あらゆる箇所に積載が可能であ

った。（写真 4） 

 以上のことから、新型のオイルパンは、当消防局のあらゆる緊急車両に常時積載可能と考えら

れる。さらに、収納時は非常にコンパクトであるため、複数個の積載が可能である。したがって、

器材のバックアップや、複数個所の流出にも対応することができる。 

 写真 4 積載状況 

 

(2) 取扱い性 

 従来のものより、重量が約 1/2 以下と軽量となっている。使用者が屈んだ状態で車両下部に抜

き差しするといった作業についても、容易に行うことができた。（写真 5） 

 内側に漏水防止シートを使用しているため、抜き差しする際の、流出物の液面の動揺を軽減す

ることができた。（図 1） 

 以上のことから、新型のオイルパンは、従来のオイルパンより格段に取扱い易さが向上してい

る。 

    
  写真 5 新型オイルパン取扱いの様子       図 1 液面の動揺が抑えられる様子 

 

内側シート 

外側ケース 液面 
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(3) 火花発生のリスク 

ア リスク①について 

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

激しくぶつけたとしても、火花は発生しない。 

 検証として、オイルパンを地面や金属等に激しく擦り付けることをしても、火花は全く認めら

れなかった。 

イ リスク②について 

 メーカーカタログによると、外側素材の抵抗値が 106Ω以下（実際の測定では∞Ω）内側素材

の抵抗値が 109～11Ω（実際の測定では∞Ω）である。したがって、静電気を帯電した人体やバッ

テリー等が接触した場合であっても、急激な放電は起こりにくいものと考えられる。 

ウ リスク③について 

 抵抗値については、上記イのとおり。 

 実際の測定結果は、各素材が∞Ωを示しているが、これは、測定器の性能及び誤差によるもの

で、カタログ値を参考にした場合、静電気が溜まりにくい素材といえる。 

 検証として、オイルパンに約 10ℓのガソリンを貯留した状態で横に 10cm 程度ゆらす作業を 50

回繰り返して、静電気を測定した。（写真 6） 

 測定結果については、表 2 のとおりで、新型オイルパンを用いた実験では、0.01kV を示してお

り、ほぼ帯電していないことがわかる。 

 なお、比較として、絶縁性のポリプロピレンコンテナ及びポリエチレンシートを用いた、同様

の実験では、0.1kV を示している。 

 以上のことから、新型のオイルパンは、火花発生のリスクを限りなくゼロにしたものといえる。 

 写真 6 実験の様子 
 

        表 2 ガソリンとオイルパンによる静電気発生実験         
内側 

外側 ポリエチレンシート 静電気拡散性 
塩化ビニルシート 

ステンレス製オイルパン 
（内側なし） 0.00 → 0.06 

ポリプロピレンコンテナ 0.04 → 0.10 0.03 → 0.03 
静電気拡散性 

ポリプロピレンコンテナ 0.01 → 0.01 0.00 → 0.01 

1 各セルの左の数値は、ガソリンを注いだ段階での測定、右の数値は揺らした後の測定。   （単位 kV） 

2 ステンレス製オイルパンについては、経年の使用により、表面に大量のすすが付着した状態となっている。 
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(4) 耐久性等 

ア 耐久性 

 従来、消防機関がガソリンを保存する際、金属製の容器を使うように指導しているのは、静電

気の帯電防止のほかに、強度の観点もある。ポリタンクのような樹脂製のものは、小さな衝撃で

も損傷が生じるため、ガソリンなどを保存した場合、漏れてしまうことがある。 

 なお、本開発については、金属製ではないものの、外側素材と内側素材を分けているため、外

側に多少の損傷が生じた際にも、内側素材に損傷がなければ、漏れることはない。また、内側素

材に損傷が生じた際にも、簡単に交換し、漏れを防ぐことができる。 

イ 耐油性 

 内側素材について、ガソリン等に曝露されることで、溶融や性能の劣化が生じることが考えら

れる。 

 そこで、当該シートのガソリンに対する性状変化について実験をしたところ、溶融することな

く、フラスコ側へガソリンが染み出すことはなかった。（写真 7、表 3） 

 以上のことから、新型のオイルパンは、現場での使用に耐えうる耐久性を有しているものとい

える。 

 写真 7 オイルパン内側シートの耐油性実験 

 

 表 3 オイルパン内側シートの耐油実験 

  

A B
0min 35.7g 78.0g
10min 35.7g 77.6g
20min 35.7g 76.8g
30min 35.7g 76.2g
60min 35.7g 75.0g
2h 35.7g 73.3g
4h 35.7g 71.0g  

 

5. 今後の課題 

(1) 内側シートについて 

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

内張りとした。しかし、シートをハードケースに取り付ける際、シートを開けてしまい、上手く

収まらないことがあった。 

A：フラスコ 

B：フラスコ＋漏斗＋静電気拡散性塩化ビニ

ルシート＋ガソリン 

 

※実験は、ドラフト内で実施 
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 そこで、同質のシートを使用し、箱状に成型したものがあれば、より確実な対応が可能となる。 

(2) 外側ケースについて 

 本開発においては、外側ケースに既製品の折り畳みコンテナを使用しているため、サイズの選

択が制限されることとなった。 

 事故車両の下部といった狭い場所においては、より低い、より狭いといった状況が考えられる。

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

に対応できるものと考えらえる。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

 

窒素富化空気を用いた移動式防消火装置の開発 
 

株式会社モリタホールディングス 廖 赤虹、関 修治、山村智恵、 

濵田貴行、山野光一、坂本直久 

 

 

1. はじめに 

 2011 年に発生した東日本大震災は、想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、甚大な被

害をもたらした。地震による強い揺れに対する建築物等の被害軽減には、耐震化等の取組み強化

が求められ、初期消火を担う固定式消火設備も例外ではない。 

 核燃料再処理工場では、溶媒として n-ドデカンとリン酸トリブチルを大量に使用しており、そ

の漏洩時の火災対策として、二酸化炭素固定消火設備を装備している。しかし、原子力施設にお

いて、固定消火設備の耐震クラスは原子力機器の本体に比べ数段低いため、大地震で破損する恐

れが高く、その対策は長年の課題である。 

 また、福島原発事故以後に策定された原子力施設の新安全基準は、火災対策の強化に加え、テ

ロ対策とシビアアクシデント対策も新たに要求した。 

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

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

（以下、NEA 装置という）を開発し実用化を果たした。 

 

2. 設計条件および基本構想 

 核燃料再処理工場の防消火システムに求められる事項を以下に示す。 

 ①防護対象：複数閉囲区画 

 ②対象可燃物：n-ドデカンとリン酸トリブチル 

 ③消火剤：水系不可 

 ④消火剤連続供給時間：24 時間以上（溶媒漏洩時の出火防止と消火後の再燃防止のため） 

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

 ⑥地震対策：転倒・破損しないこと 

 ⑦テロ対策：平時、防護対象から離れること 

 ⑧動力：外部電源に依存しないこと 

 ⑨使用環境：屋外、悪天候でも使用可能 

 すべての事項を包括する消火剤供給源として、窒素分離膜を用いた窒素富化空気（NEA）が

適と判断した。分離膜方式の窒素供給は、軽量化が図れ、小型化し易い。また、圧縮空気さえ確

保できれば、消火剤として NEA を継続的に供給できる。さらに、移動式としてエンジン付コン

プレッサと組合せることで、地震に強く、機動性の高い、継続的に消火剤を供給できる防消火シ

ステムが実現できる。 
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3. 窒素分離膜の原理と構造 

 気体分離膜は、多孔質膜と均質膜に大別される。多孔質膜は、篩いのように孔の大きさで透過

する物質（分子）を選択する。一方、均質膜は、高分子材料への気体分子の溶解度および膜中の

拡散速度差を利用してガス成分を分離する。本装置は後者を採用した。図 1 に窒素分離膜の構造

を示す。アルミ製モジュールの中にポリイミド製の中空糸が詰められている。圧縮空気が中空糸

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

られる。また、分離膜モジュール出口の圧力を変化させることにより、窒素富化ガスの流量と濃

度を調整できる。 

 

 
図 1 窒素分離膜の構造（宇部興産 HP より） 

 

4. 消火の目標濃度と必要空気流量の決定 

 n-ドデカンとリン酸トリブチルなどの燃料の引火点および消炎濃度を表 1 に示す。n-ドデカン

の窒素消炎濃度 33.5%、対応酸素比率 13.9％は、n-ヘプタンとほぼ同じである。リン酸トリブチ

ルの消炎濃度の知見はないが、絶縁油の引火点と同等であることから、窒素消炎濃度は n-ドデカ

ンより低いと推測された。したがって、防護対象区画内の目標設定濃度は、n-ドデカン消炎時の

酸素比率 13.9%を基準とした。それに対応する防護対象区画内の窒素濃度は 86.1%である。 

 

表 1 各種燃料に対する消火剤の消炎濃度 

項目 

燃料名 

引火点 

（℃） 

N2 消炎濃度 

（%） 

対応酸素比

率（%） 

n-ヘプタン -4 33.6 13.9 

n-ドデカン 74 33.5 13.9 

軽油 66 29.8 14.7 

絶縁油 148 28.3 15.0 

リン酸トリブチル 146 － － 

 

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

度とし、対象区画への NEA 注入開始から 1 時間以内に、区画内の酸素比率を 12.5%にする設計基
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準とした。なお、NEA 装置は、ボンベを用いる固定式消火設備と異なり、空気を原料とするため、

供給できる消火剤の量に限りはない。したがって、設計濃度達成後も NEA の注入を継続するこ

とで、区画内の酸素濃度はさらに低下させることができる。 

 設計基準の対象とする 大区画の容積に基づき、選定した分離膜の特性と以下に示した NEA

の自由流出式により、NEA 装置の 大空気消費量や分離膜の数量などを算出した。 
  )/exp()79( VtQCCC eex ⋅−−−=  

ここで、対象区画の容積を V (m3)、区画に注入する NEA の窒素濃度を Ce (%)、NEA の注入流量

を Q (m3/s)、注入時間を t (s)、区画内の窒素濃度を Cx (%)とする。 

 

5. NEA 装置の特徴と主要諸元 

 図 2 に本装置のシステム構成の概要を示す。装置は、圧縮空気供給系統、空気清浄系統、気体

分離系統および制御・放出系統に 4 区分される。圧縮空気供給系統からの圧縮空気は、空気洗浄

系統によってダストや油分を除去された後、気体分離系統に導入される。そこで窒素富化空気

（NEA）と酸素富化空気（OEA）に分けられ、NEA は消火剤として取り出し、OEA は大気に放

出する。また、NEA の濃度と流量は制御部で制御される。 

 

 

図 2 NEA 供給システムの概要 

 

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

いるが、移動式の防消火用途としての実例は報告されていない。工場などに設置する場合、スペ

ースが確保され、運転環境も安定しているため、システム設計と製作上に制約は少ない。それに

対して、移動式でかつ、緊急装置としての利活用では、小型化への配管の集約、走行時の耐震性、

環境変化への適応性、短時間運転での結露対策など、多くの課題を解決する必要がある。そのた

め、NEA 装置の開発は、以下の要素を重視した。 

・信頼性 

 圧縮空気用のコンプレッサは、予備用 1 台を含めた計 4 台を並列で給気することで、故障によ
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る影響を軽減した。また、分離膜も 5 つの独立ユニットを並列化することで、故障したユニット

は容易に系統から切り離せる構成とし、緊急用としてより高い信頼性を確保した。さらに、車両

が走行できなくなる状況を想定し、車両に搭載された空気清浄系統とガス分離系統および制御・

放出系統をそれぞれにユニット化して、容易にほかの車両に積み替える工夫をした。 

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

た場合に備えて、手動でも NEA を供給できる仕様とした。 

・易操作性 

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

すべて操作パネルに表示する仕様とした。すなわち、操作パネルの指示に従えば、一連の操作が

完了できる（図 3 の a、b）。 

 NEA 濃度は、区画内の酸素濃度がもっとも早く下がる「 適モード」と、達成した低酸素環境

を低燃料消費で維持する「濃度維持モード」および有人空間での使用を想定する「安全モード」

など、複数の制御モードを用意し、状況に応じた設定を揃えた（図 3 の c）。また、NEA 注入状況

を把握するために、対象区画内の酸素濃度を予測する機能も備えた。対象区画の容積を操作パネ

ルに入力すれば、演算機能で NEA の注入流量と濃度から、区画内の酸素濃度と目標値達成まで

の時間を予測値としてパネルに表示する（図 3 の d）。 

 

  

      (a) 温度切替操作の指示         (b) コンプレッサの接続指示 

  

      (c) 注入モード選択画面         (d) 区画内濃度の予測画面 

図 3 制御パネルの操作指示と表示の例 

 

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 110 -



・安全性 

 移動式の装置から対象区画への NEA 輸送に剛体の圧力配管は使用できないため、軽量で柔軟

性を有する消防用ホースを用いる。通常は水を流す消防用ホースに気体である NEA を流す場合、

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

  (i) ホース間の結合が外れたとき 

  (ii) 展開したホースに急に大量の圧縮空気を流すとき 

 (i)の解決には、使用する消防用ホースすべてに、新開発の不意離脱防止結合金具を採用した。

この結合金具はホースが加圧すると自動的に結合力が強くなる機構を有するため、従来の結合金

具に比べ、不意離脱が起こりにくい。 

 (ⅱ)の解決には、ホースの振れ軽減機構を取り入れた。具体的には、展開したホースに、はじ

めは低圧で所定流量の NEA を流してホースの形状を徐々に安定させた後、大流量の NEA を供給

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

スにキンク（曲折）が発生して NEA の送気に支障が出た場合を考慮し、キンクの発生と発生場

所を知らせる機構も備えた。 

 NEA 装置の主要諸元と装置本体写真を表 2 と図 4 に示す。また、装置の実測データから算出し

た NEA の流量（濃度）と送気可能距離を図 5 に示す。 

 

表 2 NEA 装置の主要諸元 

NEA 供給装置本体 窒素分離膜式窒素富化装置（1 基） 

圧縮空気供給手段 トレーラ付エンジンコンプレッサ（3 台） 

定格圧縮空気消費流量 3100m3/h（SATP 基準） 

NEA 流量範囲 400～2500m3/h（SATP 基準） 

NEA の N2濃度範囲 99～85% 

連続運転時間 24 時間以上（要給油） 

燃料 軽油 

装置の設置形態 車載（可搬式） 

装置総重量 約 9500kg 

車両外寸 全長 8.5m、全幅 2.5m、全高 3.4m 

送気ホース 
呼称 65 消防ホース 

*不意離脱防止結合金具取付 

送気時の安全管理 ホースの振れ軽減機構付属 

送気口数 3 口（3 区画への同時送気可能） 

給気口数 4 口（コンプレッサ 4 台同時接続可能） 
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図 4 開発した移動式 NEA 防消火装置本体 

 

 

図 5 NEA 流量と濃度に対応する送気口圧力と送気距離 

 

 空気供給流量が約 50m3/min、消防用ホース（φ65）1 線で送気し、かつ末端の放出圧力が 0.1MPa

を保持する条件で、 適モードに該当する 95%濃度の NEA の送気可能距離は約 1km となる。 

 図 6 に防護対象区画の容積と設計濃度達成時間との関係を示す。定格の 3 台のコンプレッサを

使用する場合（空気流量約 50m3/min）、1700m3 の容積を有する防護区画内の酸素濃度を 1 時間程

度で設計濃度の 12.5%に低下させることができる。予備のコンプレッサを同時に投入する場合、

より早く防火または消火の濃度が達成できる。 
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図 6 対象区画の容積と設計濃度（87.5%N2）到達時間 

 

6. まとめ 

 信頼性と易操作性および安全性を重視し、窒素分離膜を用いた移動式の NEA 装置を開発し、

実用化を達成した。 

 NEA 装置は、動力（燃料）さえ確保できれば、大気から消火剤として利活用できる窒素を連続

的に生産し、継続注入できる防消火システムである。 

 NEA 装置の他用途への展開としては、水を嫌う通信施設や図書館保管庫などの既設消防設備の

バックアップ手段、内部浮き蓋付き屋外貯蔵タンク異常時の不活性ガス供給源、燃料貯蔵タンク

や石油タンカーの定期修理や洗浄時の防爆手段などの利活用が可能である。 

 本開発の NEA 装置が、既設防災設備のバックアップ装置として、災害時の「想定外」を「想

定内」とし、被害を低減する防消火装備の一翼になることを願う。 

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 113 -



 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

 

透明樹脂製蓄圧式消火器の開発 
 

株式会社初田製作所 

 

 

1. 現状と問題点及び課題 

1.1. 消防防災における近年の動向と問題点 

 消防活動において、消火と防火は一体である。しかし、近年発生している火災の動向を見ると

一般家屋での火災時の消火器使用率が低下し、初期消火なしの比率が増加している。高齢者とそ

の世帯における罹災率の高まりと焼死事例の増加はその傾向を示しているといえよう。 

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

まりつつある。一方で、消防防災業界においては消火器を悪用した爆破事件や加圧式消火器の劣

化による破裂事故の問題事例が引き続き報告されている。そのような状況を受けて、より安全・

安心な消火器製品への期待が強まってきた。 

1.2. 消火器使用に届けられるユーザーの声 

 消火器使用についてユーザーから届けられる声は、その第一が「重い」であった。弊社独自の

中高年を対象にしたアンケートによると、消火器質量は 3kg を超えると重く感じるという意見も

あり、現行の鉄製消火器ではその総質量がおよそ 5kg であることからも、消火器質量の軽量化や

操作性に優れた消火器が望まれている。 

 第二には「見えない、判らない」という意見が続いた。消火器本体の容器素材としては、鉄、

アルミニウム、ステンレス等の金属類が使用されるのが一般的であるが、これらは外部から容器

内部の状態を確認することができない。設置される消火器の中に消火剤が入っているのか、肝心

の時に本当に使用できるのか、視覚的に得られる確実性が乏しいことが原因である。 

 そして、第三は「設置環境に馴染まない」であった。業務用消火器は容器表面積の 25%以上が

赤であることが義務付けられている。そのため、緊急の際にはその所在を見つけやすいことが利

点であるが、その反面、日常環境や人々の色彩感覚にはなかなか馴染みづらいのが現状である。

昨今では人目につかないように隠れた場所に設置されるなど、緊急の際を考えれば本末転倒な状

況も多く見られている。 

1.3. 「軽い」+「見える」+「使える」 次世代消火器を 

 経済とは経世済民。初田製作所は消火器製造を通して豊かな経済の発展に貢献し、人々のかけ

がえのない生命を守ることを使命と考えている。その変わらぬ「志」のカタチを進化させ、消火

器の革新を図ることを今世紀の優先課題として研究開発を行ってきた。その消火器は、軽い、見

える、そして使える革新的な開発である。着手から販売まで 8 年間を要し、志したカタチは世界

初の「透明樹脂製蓄圧式消火器」である。 

 本体容器にポリエチレンナフタレート（PEN）を用いた透明樹脂製蓄圧式消火器「CALMIE」（図

1）が、消火器の技術上の規格を定める省令（昭和 39 年自治省令第 27 号）第 53 条の規定に基づ

き基準の特例の適用を受け、型式承認を得た。そして、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 21
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条の 9 の規定に基づく表示が付され、平成 26 年 5 月より販売を開始した。 

  図 1 透明樹脂製蓄圧式消火器 CALMIE 

 

2. 開発 

 極限の軽量化、中身が確認でき、そして馴染みやすく使いやすい安全・安心な消火器の開発を

行うことを目標とした。しかし、これまでディファクトスタンダードであった金属素材を使用す

ると、これらの課題をすべて解決することはできない。そのソリューションとして多彩な機能を

持った「樹脂」に着目し、樹脂の製造・加工・活用のノウハウを有する（株）帝人と、特殊な成

型技術や成型機械の開発に優れる（株）フロンティアとの共同開発が実現した。 

2.1. 樹脂の特徴 

 樹脂とは熱や圧力などによって可塑性または硬化性を示し、任意の形に加工・成型できる高分

子物質の総称である。金属素材と比較すると、1) 軽量、2) 耐食性を有する、3) 透明な素材があ

る、4) 成形による形状の自由度が高いことが利点として挙げられる。しかし、その反面、強度、

耐熱性、耐候性、ガス・水の透過性に関しては脆弱であると言われており、消火器容器に樹脂を

採用した際に長期間の使用環境で性能を維持できるかといった課題があった。 

 初田製作所では製品開発において懸念されていた耐圧性、耐候性、ガスバリア性の課題に対し、

独自の試験を行いその性能を検証し、金属にも劣らない樹脂素材のポリエチレンナフタレート

（PEN）を選定した。 

2.2. ポリエチレンナフタレート（PEN）の特徴  

 ポリエチレンナフタレート（PEN）は、酸成分のナフタレンジカルボン酸（NDC）とグリコー

ル成分のエチレングリコールとの重縮合物である結晶性熱可塑性ポリエステルであり、以下に挙

げる特徴を有している。また、基本的な特性を表 1、表 2 に紹介する。 

 ・透明性が高い 

 ・熱変形温度が高く、耐熱性に優れる 

 ・ガス透過、水分透過が極めて低い 

 ・耐薬品性、耐加熱分解性に優れる 
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 特徴や性能比較からわかるように、ポリエチレンナフタレート（PEN）は一般的な樹脂の中で

も酸素ガスや水蒸気のバリア性が高く、強度面においても強いことが特長である。 

 

表 1 一般的な樹脂の酸素ガスおよび水蒸気バリア性比較 

材料名 
酸素ガス透過量

(cm3/m2/24hr) 

水蒸気透過量

(g/m2/24hr) 

ABS 1,920 33 

PC 3,700 170 

PET 110 50 

PEN 16 7 

 

表 2 PET と PEN の特性比較 

基本的特性 PET PEN 

融点［℃］ 252 265 

ガラス転移温度［℃］ 70 120 

荷重たわみ温度 

［℃：0.45MPa］ 
68 107 

引張強さ［MPa］ 58 80 

 

2.3. 樹脂容器の成形 

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

 1 段階目は射出成型工程で、樹脂ペレットを溶融し、低温の金型に圧力をかけて射出、冷却固

化させプリフォーム（ブロー成形前の形状）を作製する。そして、2 段階目のブロー成形では、

縦、横の 2 軸方向に延伸を行い、本体容器を得る。製造方法としては飲料用ボトルとして一般的

なペットボトルの製法と同様である。ただし、消火器容器の耐圧性能を得るために、板厚は約

1.5mm と飲料用ペットボトルに比べて約 3 倍厚くなっている。 

2.4. 樹脂製消火器の性能検証 

 樹脂製の容器ならびにキャップを使用した消火器を実現するに当たっては、通常の金属製消火

器に要求される内容に耐える性能を有し、さらに 2.1.項で述べた樹脂ならではの特徴についても、

消火器として機能することを確認する必要がある。 

 蓄圧式消火器は設計標準使用期限を一般的に 10 年としている。FRP（繊維強化プラスチック）

等ではない完全な樹脂のみでできた容器で、圧力を保持し、かつ 10 年間使用されるような事例は

消火器に限らず類型が存在しなかった。したがって、樹脂製蓄圧式消火器の開発に当たっては、

特に樹脂製の耐圧容器としての長期にわたる性能保持について検証を要した。 

2.4.1. ガス透過性 

 2.1.項で述べたとおり、樹脂は気体を透過させる性質を有する。蓄圧式消火器において、気体の

透過量が大きければ当然ながら 10 年間蓄圧力を保持することができない。ガス透過性を下げる

（別の言い方では「ガスバリア性を上げる」という）方法としては、コーティングを施す方法な

どもあるが、弊社では樹脂材質そのものにガス透過性の低い樹脂を選定し、さらにガス透過量を
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実測することとした。 

 ガス透過量の測定を行った試験装置について、一例を図 2 に示す。実際に成形した樹脂容器に

窒素ガスを封入し、チャンバー内に設置した。チャンバー内は真空引きして 3 か月間保持した。

圧力差により容器内部からチャンバー内へと透過した窒素をセンサーに取り込み、その漏れ量か

ら透過率を算出した。結果、得られた窒素のガス透過率から約 50 年間蓄圧力を維持できるガスバ

リア性が確認され、製品化された材質ポリエチレンナフタレート（PEN）および容器を選定した。 

P

試験片
(PEN)

連成計
-0.1MPa～0.9MPa

測定ガス

上流側 下流側

QMA

TMP

R.P.

ﾍﾟﾝﾚｺｰﾀﾞｰ
ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ

ﾋｰﾀｰ調整器

熱電対

ﾋｰﾀｰ

He

N2

ﾀｰﾎﾞ分子ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ２

四重極ｶﾞｽ分析計

R.P.

IG

真空計

圧力調整器

P

連成計
-0.1MPa～0.9MPa

測定ガス

He

N2

圧力調整器

ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ１

消火器容器（PEN）

真空チャンバー

容器全体測定系

試験片測定系

 

図 2 ガス透過量測定装置 

 

2.4.2. 耐候性 

 樹脂は錆びることはないが、一方で紫外線と水によって劣化することが広く知られている。紫

外線と水に対する耐久性を耐候性と呼び、長期の耐候性は促進試験機を使用して評価するのが一

般的である。 

 また、耐候性については広く研究されているものの、実暴露の条件での試験結果との比較には

あまりにも期間が掛かることから、未だ不明な点も多い。耐圧容器に樹脂を用いた場合に内部か

らの応力や薬剤が耐候性に影響するか否かは、事前調査では明確な答えが得られなかった。した

がって、蓄圧式消火器の促進耐候性試験は、消火器の状態に組み立てた上で、薬剤を充てんし、

充圧も通常通り常温下で 0.9MPa となるよう行った状態で実施した。試験時間は、10 年に安全率

を加えた期間に相当するとして 2,500 時間とした。試験前の容器と、2,500 時間後の促進耐候性試

験を実施した後の容器の引張降伏応力の結果を図 3 に示す。この結果から、ポリエチレンナフタ

レート（PEN）容器は 2,500 時間を経過しても大きな強度低下は見られず、10 年間の耐圧性能を

維持すると結論した。 
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図 3 促進耐候性試験時間に対する破壊時の引張降伏応力の推移 

 

3. 開発による効果・仕様 

3.1. ポリエチレンナフタレート（PEN）が実現した軽さ 

 ポリエチレンナフタレート（PEN）樹脂の採用により、本体容器重量を約 340g まで軽量化する

ことができた。また、キャップやレバー、ホースに至る容器以外の部品にも樹脂を採用したこと

で、薬剤を除く消火器全体の重量もこれまでの一般的な鉄製の同型消火器に比較し、半分の約 1kg

と、トップクラスの軽さを実現した。（図 4、図 5） 

 

    

 

 

 

 

図 4 本体質量比較 

（薬剤質量を除く。当社、従来容器質量と

比較） 

図 5 化粧カバー内部の構造 
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3.2. 透明容器 

 ポリエチレンナフタレート（PEN）樹脂の採用により、内部が視認できる透明性を実現した。

これは金属や FRP 材質では困難だった特徴である。内部が視認できるようになったことで、これ

までキャップを開けるほかなかった内部確認が容易に行えるようになり、点検時に消火薬剤の量

や固化を外部から確認できるようになった。また、異物の混入の有無を外部から確認でき、確実

に使用できる安心感を達成した。 

3.3. 耐候・耐薬品性 

 図 3 に示した通り、ポリエチレンナフタレート（PEN）樹脂は、消火薬剤を充てんかつ有圧状

態での 2,500 時間の促進耐候性試験においても、ほとんど劣化を生じなかった。また、容器が透

明であることで内部の消火薬剤への日光の影響が懸念されたが、ポリエチレンナフタレート

（PEN）樹脂は近紫外域の紫外線を遮断する特性があり、前述の促進耐候性試験においても、内

部薬剤の変質・劣化は見られなかった。 

 また、樹脂の中には、強アルカリや有機溶剤に溶解するものがあるが、樹脂製消火器は容器に

使用しているポリエチレンナフタレート（PEN）の他、レバーや底受にはポリプロピレン（PP）

を使用しており、いずれも耐薬品性の高い材質を選定し、ごく一般的な環境での使用には耐えら

れるものとしている。ただし、消火器本体容器と取扱説明書では、有機溶剤、強酸・強アルカリ

類の薬品が使用または保管される場所には設置しない旨の注意喚起を行うほか、設置する場合に

は適切な防護措置をとることとしている。 

3.4. 外部からの耐衝撃性 

 外部からの衝撃力に対しては、パンクチャー衝撃試験（打ち抜き試験）を実施した。比較とし

てアルミ製消火器でも同じ試験を実施した。結果を図 6、図 7 に示す。ポリエチレンナフタレー

ト（PEN）樹脂は柔軟性があり、変形はするものの容器が打ち抜かれる、または粉々に砕けると

いった事象は発生しなかった。 

 

    

 

 

 

 

 

図 6 パンクチャー衝撃試験（500J）に

よる変形 

PEN 製本体容器：貫通せず 

図 7 パンクチャー衝撃試験（500J）

による変形 

アルミニウム製本体容器：貫通（参考）

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 119 -



3.5. 耐熱性と破裂時の安全性 

 樹脂製消火器については、実際に火災の現場で使用する物である以上、耐熱性についても確認

を行った。ポリエチレンナフタレート（PEN）の融点は 270℃と金属製の消火器よりは低くなっ

ているが、実際に火に向けて放射する状況を想定した場合、人が近づける範囲においては消火器

が放射している間に 270℃に達することはない。また、消火器が有圧状態で火災現場に取り残さ

れた後の破裂等の危険性については、内圧上昇により激しく破裂に至る前に溶解が起きて排圧す

ることとなり、その挙動としてはむしろ一部の金属製消火器より安全であることを確認した。 

3.6. ユニバーサルデザイン 

3.6.1. 引き抜きやすい「安全栓」 

 一般的な消火器における安全栓の形状は、基本的に人差し指 1 本で引き抜くよう意図された形

状となっている。しかし、1 本の指で安全栓を引き抜くのに必要な力は、平均的な成人男性であ

れば特に問題なく引き抜ける力であるが、高齢者や女性、年少者にはその力は非常に大きく感じ

ることもある。そこで 2 本指で引き抜くことができるデザインを採用した。また、同時に指に当

たる箇所を幅広な形状とすることで、より身体的負担を軽減したデザインとなっている。（図 8） 

3.6.2. 握りやすい「レバー」 

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

放射時にレバーを握る力がかけやすいよう幅広のデザインとした。作動側のレバーについては、

安全栓と同じ黄色とすることで色での共通性を持たせ、直感的に操作部位が分かるよう意図した。

（図 9） 

 

    
      図 8 抜きやすい安全栓           図 9 握りやすい上下レバー 

 

3.6.3. 持ち手のわかる「ホースグリップ」 

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

なく根元を握る消火者が一定数存在することが分かった。消火器で火を消すには、ホースの先を

握って火元を良く狙って消火する必要があることは消防に関わる者には知られていると考えるが、

多くの一般ユーザーがその事実を体感する機会は少なく、肝心の時にも正しく消火できないと考

えられた。そこで、消火活動時に消火器の能力を最大に発揮できるように、誰もが思わず正しい

場所に手を伸ばす直感的な使用を促すようにデザインした。（図 10） 

 内容物の有無が誰の目にもわかる容器や、上記のような操作性を意図したデザインが認められ、

ドイツのデザイン賞である IF 賞を受賞している。 
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図 10 持ち手のわかるホースグリップ 

 

4. 今後の課題 

 今回の透明樹脂製蓄圧式消火器の開発で、重さや内容物の確認ができないといった消火器が従

来は当然としてきた問題について、進歩的な形で一つの解答を提案できたと考えている。 

 しかし、消火器の質量に関しては更なる軽量化を求める声も届いており、消火器メーカーとし

てその使命を感じている。本製品は商品化して間もないため、その社会的貢献度は萌芽的段階で

あるが、樹脂製蓄圧式消火器の普及と更なる研究開発・改良によって社会に貢献したいと考えて

いる。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による消防防災科学に関する論文 

 

車両における電気配線（ハーネス）火災の出火機構に関する研究 
 

北九州市消防局 松本龍一、髙倉誠二、松本二郎 

 

 

1. はじめに 

 自動車には、ヘッドライト等の照明、エアコン等の空調、電子制御でコントロールされるエン

ジン、その他カーナビ等を作動させるため、たくさんの電気配線が搭載されている。 

 普通自動車では、配線重量は約 15kg 以上、長さにして 2km ほどの配線が使用されている。 

 各電気配線は、通常、バッテリーからエンジンルームを経て、ダッシュボードへ、運転者が操

作する運転席周辺へ一旦集約され、その後、各機器へ配線されている。 

 自動車の電気配線（ハーネス）における火災の発生要因の一つとして、ボディアースがある。

自動車のボディにはバッテリーからマイナス電流が常時流されており、一部の機器を除いてプラ

ス配線を設置機器まで延長接続し、機器付近のボディからマイナス電流を取り込んで使用してい

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

すれば火災となる場合がある。 

 電気配線からの火災を防ぐための安全装置として、自動車にはヒューズを設置している。一般

的にはバッテリー付近にある「ヒュージブルリンク（メインヒューズ）」とヒューズボックス内の

各機器に対する「ヒューズ」を設置しており、機器によっては機器自身にヒューズが設置されて

いるものもある（表 1）。 

 これだけのヒューズに保護されているので、安全と思われがちな電気配線であるが、実際、電

気配線（ハーネス）からの出火は発生している。 

 そこで、配線が直接、ボディへ短絡した場合（以下、「直接短絡」という。）及び「ほこりや雨

水等」により間接的に短絡した場合（以下、「間接短絡」という。）の状況を再現し、発熱状況等

を確認することで、ヒューズの安全性やその作動限界等、火災危険について検証することとする。 

 

表 1 ブレードヒューズの色表示 

定格電流 (A) 色表示 定格電流 (A) 色表示 

1 黒色 10 赤色 

2 灰色 15 青色 

3 紫色 20 黄色 

4 桃色 30 緑色 

5 黄褐色 40 橙色 

7.5 茶色  
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2. 火災実験（バッテリーは、電圧 12V・性能ランク 80D26 を使用） 

(1) 直接短絡 

① 実験 1（直接短絡・ヒューズなし） 

 自動車用バッテリー（12V）を電源とした電気配線において、後付部品を素人配線で行いヒュ

ーズを設置せず、その後、配線の劣化・損傷が起こったという想定で、プラス配線の途中に傷を

つけ配線を一部露出させ、マイナス（グランド）配線に接続されている鋼製の棒（自動車のボデ

ィを想定）に直接短絡させ配線状況等を確認する（図 1）。 

図 1 実験 1 

 

② 実験 2（直接短絡・ヒューズあり） 

 ①と同様の実験を各ヒューズ（20A、15A、10A、7.5A、5A 及び 3A）を設置して行い、ヒュー

ズの作動状況及び配線状況等を確認する（図 2）。 

図 2 実験 2 
 

(2) 実験 3（間接短絡・ヒューズあり） 

 自動車用バッテリー（12V）を電源とし、各ヒューズ（20A、15A、10A、7.5A、5A 及び 3A）

を設置している電気配線において、配線の劣化・損傷が起こったという状況を再現し、隣接する

プラス配線とマイナス配線の途中に傷をつけ配線を一部露出させ、その部分に「ほこりや雨水等」

を想定した「食塩水」を断続的に滴下し、間接短絡させ、ヒューズ作動及び配線状況等を確認す

る（図 3）。 

 

プラス配線 

マイナス配線 

短絡箇所 鋼製の棒 バッテリー 

使用なし 

短絡箇所 
バッテリー 

ヒューズ 

プラス配線 

マイナス配線 

鋼製の棒 

使用なし 
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図 3 実験 3 

 

3. 実験結果 

(1) 直接短絡 

① 実験 1（直接短絡・ヒューズなし） 

 直接短絡直後から、一番細い配線全体の被覆から多量の白煙が発生し、その後、配線が赤熱し

た。電流を測定したところ最大値で 85A であった。また、短絡部分を確認したところ電気痕があ

った。状況を写真 1～写真 3 に示す。 

 これは、直接短絡することで、バッテリーのプラス端子からプラス配線、短絡した部分からマ

イナス配線へマイナス端子までの回路が形成されることで、回路内に大電流が流れ、許容電流以

上となった細い配線部分が発熱し、出火に至るものである。 

 火災調査時には、対象配線にヒューズ保護がなされていないこと、配線一本のみの焼損が激し

いこと、発熱による素線間の溶着・硬化及び短絡部分の電気痕を見分することが重要な物証とな

る。 

    
     写真 1 短絡直後の状況          写真 2 短絡 10 秒後の状況 

   写真 3 短絡痕跡あり 

マイナス配線 

食塩水滴下箇所 バッテリー 

ヒューズ 

プラス配線 

使用なし 

短絡箇所 
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② 実験 2（直接短絡・ヒューズあり） 

 全てのヒューズにおいて、直接短絡直後にヒューズが作動、回路が遮断され出火には至らない。

直接短絡部分を確認したところ電気痕もない。15A のヒューズでの状況を写真 4～写真 7 に示す。 

 ヒューズには、大きな欠損があり、一部に「すす」の付着があった。20A のヒューズでの溶断

状況を写真 8 に示す。 

 

     写真 4 

 

 

 
 写真 5 

 

    
          写真 8                 写真 9 

3A 

溶断前 溶断後 溶断前 溶断後 

20A 

 

 写真 7 

写真 6 

短絡痕跡なし 

ヒューズ作動（溶断） 

短絡箇所 

バッテリー 電球 プラス配線 ヒューズ 

鋼製の棒 
マイナス配線 
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(2) 実験 3（間接短絡・ヒューズあり） 

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

況を写真 9 に示す。 

 5A 以上のヒューズでは、ヒューズは作動せず、食塩水滴下直後から、間接短絡が起こり、配線

被覆の除去付近の配線被覆から少量の白煙が上がり、黒く炭化（グラファイト化）が確認された。

断続的に滴下を続けると、徐々に白煙の上昇が激しく、炭化部分も拡大した。発火直前には赤熱

（531.6℃）が見られ、滴下を始め約 36 分後に発火、その後マットに延焼した。15A のヒューズ

を設置した場合の状況を写真 10～写真 16 に示す。 

 実験後、間接的な短絡部分を確認したところ、電気痕は認められなかった。15A の短絡部分の

状況を写真 17 及び写真 18 に示す。 

 

    
        写真 10             写真 11 滴下開始後、約 5 分後の状況 

 

 写真 12 滴下開始後、約 15 分後の状況 

 

 

写真 13 発火直前の温度

状況（熱画像装置画像） 

滴下している配線部分が黒く炭化 食塩水滴下箇所 食塩水 

白煙の上昇及び配線の赤熱 

最高温度 531.6℃ 
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写真 14 滴下開始後 36 分の発火直後の状況 

 

    

         写真 17                  写真 18 

 

4. 実験結果からの考察 

 実験結果から、直接短絡した場合及び 3A 以下のヒューズを設置、間接短絡した場合は、ヒュ

ーズが作動し、出火を防止することができる。 

 しかし、5A 以上のヒューズでは、グラファイト化した配線被覆等を経由した間接短絡が起こっ

た場合、短絡の継続時間が短く、ヒューズが作動する電流が流れないため作動せず、出火に至る

場合があるということが実証された。 

 当局の保有する機材では、瞬間的な電流値を測定することができないが、グラフ 1 及び表 2 か

ら発火時、最大 10A 程度の電流が流れたものと推察する。 

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

ランプ）には緩衝等の目的のためのゴム被覆等があるため、同様のことが言える。この様な状況

から「間接短絡」で火災が発生する可能性は少なくないものと考える。実火災でヒューズが作動

せず、出火した事例の短絡箇所の状況を写真 19～写真 21 に示す。 

 火災調査時には、一次側のヒューズが作動していないからとの理由で、電気配線の短絡火災を

否定することはできない。 

 

 

 

 

 

写真 15 

マットへ

延焼 

写真 16 

ヒューズの作動（溶

断）なし 
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   グラフ 1 ブレードヒューズの溶断曲線 

 

表 2 ブレードヒューズの作動一般的特性（周囲温度 23℃） 

試験電流 (A) 
溶断時間 

最小時間 最大時間 

定格電流の 110% 100 時間 － 

定格電流の 135% 0.75 秒 600 秒 

定格電流の 160% 0.25 秒 50 秒 

定格電流の 200% 0.15 秒 5 秒 

定格電流の 350% 0.04 秒 0.5 秒 

定格電流の 600% 0.02 秒 0.1 秒 

 ※周囲温度 1℃当たり－0.15%変化する。 

 

        
 写真 19 クランプ       写真 20             写真 21 

 

電圧 (A) 

時
間(

秒)
 

ゴ
ム
被
覆 
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5. おわりに 

 電気配線の間接短絡からの火災の予防措置については、発生に際して予兆等もなく、根本的な

対策はないが、車検や点検等の際に電気配線を目視にて異常がないか確認することを徹底するこ

とが必要と思われる。 

 根本的な予防措置を自動車業界で対応するとなると、「束となった電気配線（ハーネス）内には

マイナス配線を混線させないこと」及び「ボディアースは必要最小限の部分とし、必要以外の部

分、特にハーネスを設置する付近にはその部分から除外すること」となるだろう。対応を検討す

ることを要望する。 

 他事例ではあるが、経済産業省が平成 28 年 3 月 17 日から電気火災の課題であった「トラッキ

ング現象対策」として、電源プラグ本体の耐火性試験を義務付けることを発表した。 

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

続けた結果、国や産業界を動かし、プラグ本体を燃えにくい素材に変更するという究極の安全対

策がなされることとなったものである。 

 今後も消防は、火災調査結果を予防広報に生かすとともに、発生を未然に防ぐための情報発信

を続けていかなければならない。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による消防防災科学に関する論文 

 

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

 

東京消防庁 田嶋一雅 

東京理科大学 大宮喜文、申 易澈 

 

 

1. はじめに 

 消防法の性能規定化に伴い、消防活動拠点における消防隊員の安全確保のために加圧防排煙設

備に求められる要件が整理された。その要件のうち、消防活動拠点の性能評価を行う上で、消防

活動拠点に隣接する室の温度を計算し、消防活動拠点への加圧給気量が算定される。現行法にお

いて室の温度は、一定の安全レベルを確保するために簡易算定式が示され、建築物の用途や空間

の条件のうち、限定的な入力条件から求められるようになっている。すなわち、現行法は、単一

区画で火災が発生している状況を基にした理論がベースとなっており、複数の区画が同時に燃焼

するなどの実火災で想定される状況が考慮できない。そのため、建築物の空間個々の条件を考慮

した複数室の簡易温度算定モデルを構築する必要がある。複数区画の火災性状を予測するモデル

として、佐藤等 1)は火災室の隣接室を対象とした温度算定モデルを提案している。佐藤等のモデ

ルでは、周壁材の断熱性が高く隣接室に外部開口がある場合を除いて、コンピュータモデルの結

果と概ね一致する結果を得ているが、実験による検証は実施していない。また、複数区画間の延

焼を想定した区画内温度予測については、簡易的な手法はなく、コンピュータを使用した数値計

算等が必要な状況にある。 

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

モデルを理論的に構築する。そして、模型実験を実施し、構築した簡易温度算定モデルの妥当性

を実験結果と比較し検証する。さらに、現行法に従った区画内温度の算出結果と本モデルによる

算出結果から本モデルの特徴を明らかにする。 

 

2. 複数区画における簡易温度算定モデルの構築 

 複数区画における熱収支に基づき、区画内の簡易温度算定モデルを構築する。各区画の火源の

有無により区画内温度性状が異なるため、以下のとおり区分し検討する。 

 ① 出火から隣接室へ延焼するまで 

 ② 延焼から出火室が鎮火するまで 

 ③ 出火室鎮火から隣接室が鎮火するまで 

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

2.1 簡易温度算定モデルの構築 

2.1.1 出火から隣接室へ延焼するまで 

 図 1 のとおり、準定常状態において開口部の対流による熱移動及び壁への失熱を考える。各区

画の熱収支は以下のとおりとなる。 
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  )()()( 1, ∞∞ −+−+−= TTAhTTmcTTmcQ ATAkABAABpAApA   (1) 

  )()()( 1, ∞∞ −+−=− TTAhTTmcTTmc BTBkBBBpBAABp   (2) 

各区画の上昇温度であるΔTA及びΔTBについて解くと、 

  ( )1−
=Δ

BAABP

AB
A XXmc

QXT
, ( )1−

=Δ
BAABP

A
B XXmc

QT
  (3) 

となる。ここで、XA、XB、hkA,1、hkB,1は、 
  ( ) ABpTAkAABpApA mcAhmcmcX 1,++=   (4) 

  ( ) ABpTBkBABpBpB mcAhmcmcX 1,++=   (5) 

  tckh AAAkA ρ=1, , tckh BBBkB ρ=1, , HAm 5.0=   (6) 

となる。本モデルでは、各開口質量流量は 0.5AH1/2 とし、各開口で流入空気量と流出空気量は等

しく、各区画内の質量は保存するとした。 

 

（ ）

BT AT

出火室隣接室
)( ∞− TTmc AAp

)( ∞− TTAh ATAkA)( ∞− TTAh BTBkB

)( ∞− TTmc BBp

AQ

)( AfTAkA TTAh − ・・・鎮火後

)( BAABp TTmc −

 
図 1 簡易温度算定モデルの概念図の例 

 

2.1.2 延焼から出火室鎮火まで 

 模型実験にて、各区画の発熱速度が同一である条件の区画内上昇温度は、単一区画と概ね一致

する結果（図 2）となった。そこで、各区画に火源がある場合には、内部開口 OAB を介して熱の

移動はないものと仮定する。各区画の熱収支は以下のように表せる。 
  )()( 2, ∞∞ −+−= TTAhTTmcQ ATAkAAApA   (7) 

  )()( 2, ∞∞ −+−= TTAhTTmcQ BTBkBBBpB   (8) 

ΔTA及びΔTBについてまとめると、以下のとおりとなる。 

  
TAkAAp

A
A Ahmc

QT
2,+

=Δ , 
TBkABp

B
B Ahmc

QT
2,+

=Δ   (9) 

  )( ,12, imAAAAkA ttckh −= ρ , )( ,12, imBBBBkB ttckh −= ρ   (10) 

 延焼時には出火室の火源により区画内温度が上昇している。式(3)で表される延焼前の各区画の

温度予測式をΔTA,1、ΔTB,1、式(9)で表される延焼後の温度予測式をΔTA,2、ΔTB,2、延焼時間を t1

とすると、 
  )()( 12,11, tTtT AA Δ=Δ , )()( 12,11, tTtT BB Δ=Δ   (11) 

となる。式(3)～式(11)より t1A,im、t1B,imを求めると、 

  
( )

( )
2

1,

1,
1,1 











−−
−

−=
∞

∞

TTmcQ
TTA

cktt
AApA

ATA
AAAimA ρ   (12) 
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∞

TTmcQ
TTA

cktt
BBpB

BTB
BBBimB ρ   (13) 

となる。ここで、TA,1、TB,1 は延焼時の各区画内温度である。 
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図 2 出火室と隣接室の発熱速度が同じ条件及び単一区画の区画内温度の比較 

 

2.2 出火室鎮火から隣接室鎮火まで 

 火源が区画内にない場合、McCaffrey の実効熱伝達率は適用できない。区画周壁への失熱の計

算は総合熱伝達率を用いることが多いが、ここでは以下の熱エネルギーが周壁から区画内へ流入

すると考える。 

 全体の温度が TA,2である半無限固体の表面が、t=0 で TAになるとすると、固体内部から固体表

面への入射熱流束 q は、次のとおりである。 

  ( )AA TT
t
ckq −= 2,π

ρ   (14) 

McCaffrey の実効熱伝達率の考え方と同様 2) に、x/2(αt)1/2 を熱浸透深さとみなし、温度勾配を次

のとおり近似する。 

  ( ) ( )
kt
cTT

t
TT

x
TT

AA
AAAA ρ

α
−=

−
=

−
2,

2,2,

2
  (15) 

 表面への熱流束がこの温度勾配に支配されるとすると 

  ( ) ( ) ( )AAkAAAA TThTT
t

kc
kt
cTTk −=−=− 2,2,2,

ρρ   (16) 

と表され、これを周壁から区画内への流入する熱量とする。各区画の熱収支は以下のとおりとな

る。 
  )()()( 2,3, BAABpApAATAkA TTmcTTmcTTAh −+−=− ∞   (17) 

  )()()( 3, ∞∞ −+−=−+ TTAhTTmcTTmcQ BTBkBBpBAABpB   (18) 

ΔTA及びΔTBについてまとめると 

  ( )1
2,3,

−
+Δ

=Δ
BAABP

BATAkAB
A XXmc

QTAhX
T , ( )1

2,3,

−
+Δ

=Δ
BAABP

BATAkA
B XXmc

QTAh
T   (19) 

  
2

3, tt
ckh AAA

kA −
= ρ , 

1
3, tt

ckh BBB
kB −

=
ρ

  (20) 
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となる。ここで、区画 B に火源がない場合、区画 B の実効熱伝達率に影響はないものと仮定する。 

 

3. 模型実験による簡易温度算定モデルの妥当性の検証 

3.1 実験概要 

 2 つの区画から構成される模型を使用し、区画 A を出火室、区画 B を隣接室とし、区画 B の火

源の着火時間を変化させることによって、延焼時間を制御する。 

3.1.1 区画概要 

 模型の概要を図 3 に示す。区画は、内寸幅 1800mm×奥行き 875mm×高さ 720mm の模型を使

用し、壁材等には、セラミックボードを用いた。外気に面した壁に開口 OA、開口 OBを、区画 A

と区画 B の間の間仕切り壁に開口 OABを設けた。 
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         a) 平面図                b) 断面図 

  
       c) 実験の様子 1              d) 実験の様子 2 

図 3 模型概要及び測定点（単位：mm） 

 

3.1.2 実験水準 

 表 1 に実験水準を示す。No.1 及び No.2 は区画 A 及び区画 B の発熱速度を変化させた水準であ

り、No.1 は区画 A と区画 B の発熱速度が同一の実験水準である。No.3 は区画 B への延焼時間を

変化させた実験水準であり、区画 A に着火後 100s 及び 200s 後に区画 B の火源に着火した。No.4

は火源の燃焼時間を変化させた実験水準であり、各区画の火源の燃焼時間を 400s 及び 500s とし

た。No.5 は、内部開口 OAB、外部開口 OA、開口 OBの幅を変化させた実験水準である。また、単

一火源及び単一区画の火災性状と比較するため、No.6 及び No.7 の実験水準を実施した。 
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表 1 実験水準 

火源
発熱速度

[kW]
燃焼時間

[s]
火源

発熱速度

[kW]
燃焼時間

[s]
OA及びOB

[mm]
OAB

[mm]
1 30～150 300 30～150 300 200 200 0
2 30～50 300 10,20 300 200 200 0
3 30 300 30 300 200 200 100,200
4 30 400 30 400,500 200 200 200
5 30 300 30 300 100～400 10～400 200
6 10～200 300 - - 200 200 -
7 10～100 300 - - 200 0 -

開口幅 (高さ550[mm])
延焼時間

[s]

都市

ガス

都市

ガス

なし

No.
出火室 隣接室

 
 

3.1.3 火源 

 火源は、幅 200mm×奥行き 200mm×高さ 100mm のガスバーナーを各区画中央に設置し、燃料

は都市ガス（13A）を使用した。 

3.1.4 測定項目 

 温度の測定位置を図 3 に示す。出火室（区画 A）及び隣接室（区画 B）の各区画内に 2 箇所熱

電対ツリーを設置し区画内温度を測定した。また、開口部の温度及び周壁の内部表面及び外部表

面の温度を測定した。 

3.2 計算値と実験値の比較 

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

の条件における本モデルによる計算値、佐藤式による計算値及び実験値の比較を図 4 に示す。た

だし、佐藤式の計算において、出火室の発熱速度は実験値を使用し、また、発熱速度を Q=1500AH1/2

としない場合、提案されている周壁材による補正がそのまま適用できないため、周壁材による補

正を行わず以下の式を用いた。 

  61
31

,

32

023.0 
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=
∞ ck

t
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Q
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ii
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  (21) 

  ( ) 185
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,

2
92

,
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0525.0 








































=
Δ


==

∞ ck
t

HAA

HA

HAA
Q

T
T

Bi
iiBT

ABAB

Ai
iiAT

B

ρ
  (22) 

 図 4 より、区画 A では計算値が幾分高い傾向にある。区画 B では、出火室のみ燃焼している場

合は概ね一致するが、延焼後は時間経過に伴い計算値が高くなる傾向がある。図 5 は各実験水準

における延焼時及び区画 A が鎮火時の実験値と計算値の比較である。図 5 より区画内温度が低い

燃焼条件では、計算値と実験値は概ね一致するが、温度が高くなるにつれて計算値が幾分高くな

る結果となった。 

 佐藤式と本モデルの計算値を比較すると、本モデルが実験値をより再現する結果となった。こ

れは、佐藤等の式のベースとなっている McCaffrey の式が、区画内の上部層温度のデータを用い

回帰的に定数を求めているためであると考えられる。 
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        a) 出火室温度の比較           b) 隣接室温度の比較 

図 4 実験値と計算値の比較（時間経過） 
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    a) 延焼時の出火室温度の比較       b) 延焼時の隣接室温度の比較 
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  c) 出火室鎮火時の出火室温度の比較     d) 出火室鎮火時の隣接室温度の比較 

図 5 実験値と計算値の比較（延焼時及び出火室鎮火時） 

 

4. 加圧防排煙設備 

 消防法における加圧防排煙設備において、提案した簡易温度算定モデルと現行の区画内温度の

算出方法の比較及び検証を行う。 

4.1 加圧防排煙設備における隣接室温度 3, 4) 

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

要求性能を算出する過程で附室等の隣接室の温度が必要である。 

4.1.1 加圧式消火活動拠点の性能 

 附室等の消防活動拠点である加圧式消火活動拠点での消防隊員の安全確保を目的として、壁の

上昇温度、内部の上昇度が規定されている。これらを算定する過程において、加圧式消火活動拠

点に隣接する室の温度を求めなければならず、隣接室が準耐火構造で区画されているなど一定の

条件を満たす場合、隣接室の温度は以下の式（以下「告示式」という）で算出される。 

① 

②

③ 

①

② ③ 

①

①
②

②

③
③
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  )925,830000,)830000(17min( 121 ffff AAAHcAcT ÷÷÷×××=Δ   (23) 

 ここで、ΔTfは隣接室の上昇温度、Acは出火室と隣接室間の開口面積、Hcは出火室と隣接室間

の開口高さ、Af1は出火室の床面積、Af2は隣接室の床面積を表す。 

4.1.2 遮煙開口部の通過風速 

 遮煙開口部の通過風速は、隣接室の区画性能に応じて規定されている。これは、加圧式消火活

動拠点の隣接室の温度を 200℃、400℃、800℃と設定し遮煙条件を満たす遮煙開口部の通過風速

として算出している。 

4.2 モデルの比較 

 告示式のモデルと本モデルの比較を図 6 に示す。告示式モデルは、まず出火室の温度を算出し、

一定温度の熱気流が隣接室に流入するとし隣接室の温度を算出している。本モデルは、出火室と

隣接室が開口部を介して接続しているモデルである。 

出火室

)( 011 TTAh ffk −

Q

隣接室

)( 022 TTAh ffk −

( )02 TTmc fdp −
  

( )212,1 ffffp TTmc −

Q

)( 011 TTAh ffk −)( 022 TTAh ffk −

( )022 TTmc ffp − ( )011 TTmc ffp −

出火室隣接室

 

       a) 告示モデル            b) 簡易温度算定モデル 

図 6 告示モデルと簡易温度算定モデルの比較 

 

4.3 ケーススタディによるモデルの比較 

 ケーススタディの概要を図 7、設定条件を表 2 に示す。出火室である売り場の床面積を 1000m2、

加圧式消火活動拠点の隣接室の床面積をパラメータとし、0 から 500m2 まで変化させた。出火室

と隣接室の内部開口を幅 1.8m×高さ 2.1m×2 か所とし、出火室及び隣接室の外部と面する開口を

パラメータとし、開口なし、幅を 1m、3m、10m と変化させた。 

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

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

伴い上昇幅は緩やかになる。また、隣接室に外部と面する開口を設定することにより低下する結

果となった。隣接室の温度が 200℃に達す時間を図 9 に示す。出火室及び隣接室に外部開口がな

い条件では、隣接室の床面積が約 490m2 において、3600s 時の温度が告示で想定している 200℃と

なる結果となった。 

 隣接室の床面積を変化させた場合の告示モデルと本モデルの比較を図 10 に示す。隣接室の上昇

温度は、告示モデルより本モデルが低く、隣接室の床面積が大きくなるに伴い漸近する結果とな

った。これは、告示モデルは出火室及び隣接室の温度にかかわらず、簡易化のために一定の熱量

が隣接室に流入すると仮定しているのに対し、本モデルでは、実火災現象に近い想定で区画間を

移動する熱量が出火室と隣接室の温度差に比例するとしているためである。本ケーススタディの

条件設定の範囲では、告示モデルは、一定の安全側の評価となっていることが分かる。 
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売り場 1000㎡

廊下 （0～500㎡）

外部開口 高さ（1m）×幅（なし、1m、3m、10m）

幅1.8m×高さ2.1m×2箇所

加圧式消火
活動拠点

耐火建築物
コンクリート造
設定火源 24MW
燃焼時間 1時間

出火室

 
図 7 ケーススタディ概要 

 

表 2 ケーススタディ設定条件 
設定値

1000㎡
幅 0, 1, 3, 10m

高さ 1m
24000kW
0～500㎡

幅 0, 1, 3, 10m
高さ 1m
幅 1.8m
高さ 2.1m
設置数 2

壁等 コンクリート 熱慣性 1.75kWs1/2/m2K

売り場、

廊下間
内部開口

項目

売り場

床面積

外部開口

設定火源

廊下

床面積

外部開口
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火災室（出火室10m,隣接室0m） 隣接室（出火室10m,隣接室0m）

火災室（出火室0m,隣接室10m） 隣接室（出火室0m,隣接室10m）

火災室（出火室10m,隣接室10m） 隣接室（出火室10m,隣接室10m）

火災室（告示モデル） 隣接室（告示モデル）

※ 凡例中の長さは、外部と面する開口部の幅を表す

 
図 8 区画内上昇温度の比較（時間経過） 
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図 9 隣接室の温度が 200℃に達する時間の比較 
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a) 火災室の外部開口幅を変化 
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b) 隣接室の外部開口幅を変化 

図 10 告示モデルと本モデルの比較（隣接室床面積変化） 
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5. まとめ 

 本研究では、複数区画の熱収支に基づき簡易温度算定モデルを構築し、本モデルによる計算値

と実験値を比較した結果、計算値が幾分高い結果となるものの実験値を良好に再現する結果が得

られた。また、構築した簡易温度算定モデルと現行法の告示モデルの計算結果を比較した結果、

隣接室の上昇温度は、告示モデルより本モデルが低く、隣接室の床面積が大きくなるに伴い漸近

する結果となった。 

 本研究により加圧防排煙設備に関する告示モデルは安全側の評価となる傾向が確認できたが、

消防活動拠点への加圧防排煙設備による加圧給気量を適切に算定する上で、本モデルは有用であ

ると考えられる。 

  

【使用記号】 

A: 開口面積[m2], AT: 周壁面積[m2], Ac: 出火室と隣接室間の開口面積[m2], Af1: 出火室の床面積

[m2], Af2: 隣接室の床面積 [m2], c: 比熱[kJ/kgK], cp: 気体の定圧比熱[kJ/kgK], H: 開口部の高さ[m], 

Hc: 出火室と隣接室間の開口高さ[m], hk: 実効熱伝達率[kW/m2K] m: 開口部の質量流量[kg/s], Q: 

発熱速度[kW], T: 区画内の平均温度[K], T∞: 雰囲気温度[K], t: 時間[s], t1: 延焼時間[s], t2: 出火室

鎮火時間[s], t1A,im: 区画 Aの仮想出火時間[s], t1B,im: 区画 Bの仮想延焼時間[s], ΔTf:: 隣接室の上昇

温度[℃], ρ: 密度[kg/m3] 

添え字 A: 区画 A（出火室）, B: 区画 B（隣接室）, AB: 区画 AB 間, 1: 出火から延焼, 2: 延焼か

ら出火室鎮火, 3: 出火室鎮火から隣接室鎮火 
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4) 財団法人日本消防設備安全センター、加圧防排煙設備の設計・審査に係る運用ガイドライン、
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による消防防災科学に関する論文 

 

「伝える広報」から「伝わる広報」へ 
 

神戸市消防局 上村雄二、塩谷俊行、谷池史章 

 

 

1. はじめに 

 消防の業務には消火活動とそれに伴う火災原因調査がある。火災原因調査とは現場見分から得

られる情報を集約して整理分析し、様々な状況を考察したうえで出火に至った経緯を導き出すこ

とである。その目的は、起こってしまった 1 件の火災を無駄にせず、市民に伝えることによって、

類似火災を防止することであり、火災のプロとして も重要な業務と言っても過言ではない。 

 このために各消防本部では様々な予防広報を行っており、その手法も様々である。古くは拍子

木を打ちながらの夜回りも防火意識を高めるための広報活動と言えると思う。当然、神戸市消防

局でも地域の訓練でのチラシ配布や、ラジオでの注意喚起の他に、市のホームページに火災の発

生状況や発生原因を掲載し、市民の方に火災に関する情報発信を行ってきた。 

 しかし、世の中に膨大な情報が溢れている情報化社会の今、市民の欲しい情報を発信しなけれ

ば、受け取っても伝わらない結果となっているのが現実である。また、消防側の目線で情報発信

を行っても、受け取る側に理解していただかなければ、意味の無いことになる。 

 そこで、神戸市消防局予防課調査係では、「伝える広報」ではなく「伝わる広報」を目指して、

平成 25 年 7 月から火災の再現実験動画（以下、実験動画と記す。）を作成し、配信している。 

 本稿は、実験動画の概要や工夫、評価について記載し、今後の展開について報告するものであ

る。 

 

2. 新たな取り組みと実験動画の概要 

(1) 神戸市消防局の調査体制 

 神戸市消防局では、消火活動終了後に管轄消防署の消防隊員が火災原因調査を行い、予防課調

査係は神戸市域全域対応で「炎上火災の現場調査」や「製品火災の鑑識」など、消防署のサポー

トを行う体制になっている。 

 また、調査係が予防課にあるため、火災現場で得られた調査結果を即座に市民に向けて発信で

きるというメリットがある。 

(2) 過去の動画配信方法 

 神戸市消防局には「雪」という情報誌があり、消防局の紹介や火災予防情報などを発信してい

るが、その中に「生活あんぜん情報」というコーナーがあり、予防課調査係では主に火災予防に

関する記事を執筆している。 

 また、記事は市のホームページにも掲載され、今まではそこに実験動画のリンクを貼って情報

提供していたのみであった。しかし、これらは「このような火災がありました。再現実験の結果

はこうです。」という文章がメインで、動画はあくまでサブ的な位置づけであり、神戸市以外の消

防本部でも行っている手法である。 
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(3) 新たな動画配信方法 

 文章による情報発信には伝えたい内容を詳細に記すことができるメリットがあるが、知らない

人はイメージしにくいというデメリットがある。イメージしにくいということはつまり、記憶に

残らないということになる。 

 そのため、神戸市消防局では、新たな取り組みとして、動画専用のページを設け、まず「見て、

イメージして、知ってもらう。」ことを目的とした。 

(4) 実験動画の概要 

 動画についてはシンプルで分かりやすい内容とし、簡単な解説や注意点を記載している。また、

間延びしないよう、再生時間は 1 分～1 分 30 秒程度とした。さらに、動画の内容については「発

生件数の多さ」、「季節に応じた」、「タイムリーさ」の 3 つを意識して作成するようにしている。

（表 1） 

表 1 神戸市消防局 実験動画一覧 

No アップロード タイトル アクセス数

1 平成 26 年 11 月 電気ストーブと心の油断が導く方程式 1,162

2 平成 26 年 10 月 小さな火種が招く 大きな悲劇 735

3 平成 26 年 8 月 暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが・・・燃える・・・？ 373

4 平成 26 年 7 月 大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜む危険 11,320

5 平成 25 年 12 月 
まさか！？ ボンベのガス抜きを火気の近くで行う

と・・・ 
602

6 平成 25 年 11 月 天ぷら油火災 も安全で確実な消火方法 3,443

7 平成 25 年 11 月 
絶対にしないと誓ってください！天ぷら油火災に水を

入れると・・・ 
3,338

8 平成 25 年 11 月 
大変！！ おにぎりを電子レンジで加熱しすぎる

と・・・！！ 
854

9 平成 25 年 10 月 本当に怖い電気火災 トラッキング映像 2,036

10 平成 25 年 8 月 カセットボンベ破裂実験 913

11 平成 25 年 8 月 着衣着火は一瞬の出来事・・・これが表面フラッシュだ！ 1,629

 平成 27 年 4 月 30 日現在の動画の累積視聴数の合計 26,405

※アクセス数は You Tube 版のものとなっています。 

 

 発生件数に応じた動画としては、住宅火災の原因で多い「電気ストーブ」、「たばこ」や出火件

数は減ってはいるものの初期消火時にやけどを負うケースが多い「天ぷら油火災」等が挙げられ

る。 

 季節に応じた動画としては、夏に「制汗スプレーの引火」、「扇風機の経年劣化による火災」、バ

ーベキューシーズンには「カセットボンベの破裂」等が挙げられる。 

 タイムリーな動画としては、「トラッキング現象」、「おにぎりの発火」、「表面フラッシュ」等が

挙げられる。 

 これらの実験動画は出火の瞬間（静）から延焼拡大している状況（動）を分かりやすく再現し

ており、爆発やパチパチと音をたてて燃えているので市民の記憶にも残りやすい。 
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   「本当に怖い電気火災 トラッキング映像」      「絶対にしないと誓ってください！天ぷら油に水を入れると・・・」 

   
   「天ぷら油火災 最も安全な消火方法」        「大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜む危険」 

図 1 実験動画一例 

再生

神戸市消防局 実験動画 検索 
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 また、今までは再現実験という目的であったため、殺風景な実験室の映像であったが、よりリ

アリティさを出すために、合板に壁紙を貼り畳も敷き、まるで家の一室のような再現映像とする

ことで、火災を身近なものに感じてもらえるような映像にしている。 

 配信は市政記者クラブに記者発表資料を提供するタイミングに合わせて神戸市消防局のホーム

ページや YouTube にアップしている。 

(5) 実験動画の一例（図 1） 

ア 「本当に怖い電気火災 トラッキング映像」 

 10 人が死亡した福岡市博多区の医院火災で、出火原因としてトラッキング現象の可能性が全国

ニュースで放送された。一般家庭でもあり得るためにトラッキング現象の動画をホームページに

アップし、注意を呼びかけた。 

イ 「絶対にしないと誓ってください！天ぷら油火災に水を入れると・・・」、「天ぷら油火災 

も安全で確実な消火方法」 

 Si センサーコンロの普及に伴い、天ぷら油火災は減少したが、まだまだ、水で消火しようとし

て火傷を負うことがある。また、濡らしたバスタオルや鍋の蓋による初期消火が知られているが、

有効に実施された事例はある反面、消火できずに被害が拡大した事例や火傷を負った事例も多数

発生している。水による消火の危険性を分かりやすく伝えることと、住宅用強化液消火器などを

使用した正しい消火方法を実験動画により広報した。 

ウ 「大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜む危険」 

 「節電の夏」に、利用者が急増している扇風機、しかし、家庭用扇風機には、10 年を越えるほ

どの長期間使用されているものが多く、内部の部品や電気配線などが経年劣化よる出火危険がある。 

 そこで、古い扇風機のコンデンサが「パーン」という音とともに破裂、ゆっくりと燃えながら、

布団や衣類といった周辺の物品に広がっていく映像を配信した。 

 

3. より多くの方に観ていただくために 

(1) YouTube に配信 

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

記す。）はページ上にフラッシュビデオ形式で埋め込まれており、スマートフォンやタブレットな

どでは再生できない。 

 そこで、市民にスマートフォンやタブレットから手軽に観ていただけるように平成 26 年 4 月に

市民参画推進局広報部広報課（以下、広報課と記す）と調整し、YouTube の「KOBE CITY 

CHANNEL」内に「消防局実験動画」（以下、YouTube 版と記す。）という再生リストを作成し動

画をアップした。 

(2) QR コードの作成（図 2） 

 YouTube 版の QR コードを作成し、簡単にページにアクセスできるようにした。 

ア 市政記者クラブに提供する「記者発表資料」に QR コードを添付した。これにより、資料

を読んだ記者が動画にアクセスし、結果記事になるケースが増えた。 

イ 消防署に実験動画を配布しており、職員は地域の防災訓練などで実験動画を上映し、QR

コードを添付した広報資料で出火危険を解説している。それによって広報資料から実験動画

を簡単に何回も観ることが可能となり、職員と地域の方々との顔と顔のつながりと実験動画
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によって、地域に予防広報が浸透するようになった。 

ウ 情報誌「雪」の生活あんぜん情報の記事に QR コードを添付した。それによって読者が動

画を観ることができるようになった。 

エ 消防局のイントラネット内に QR コードや広報資料、名刺等をアップした。それによって

職員がすぐさま活用できるようになった。 

(3) 消防局災害情報ページへのバナーの埋め込み 

 消防局災害情報のページは、消防局トップページよりもアクセス数が多いことから災害情報を

観た市民が容易に動画にアクセスできるようにした。 

 

図 2 QR コード 

 

防災訓練等の広報資料 

QR コードを読み取ると！？ 

QR コード 

生活あんぜん・あんしん情報誌 

職員個人の名刺 
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表 2 神戸市動画ページアクセスランキング（消防局以外も含む） 

平成 25 年 10 月～平成 26 年 1 月 

平成25年10月　動画内容　（総アクセス回数 47,699  回／月） アクセス数合計

1 本当に怖い電気火災　　トラッキング映像 7,335

2 カセットボンベ破裂実験 3,887

3 こうべ動画館・おしごと調査隊「王子動物園・獣医さん」 1,882

4 区政・自動交付機 1,850

5 こうべ動画館・おしごと調査隊「王子動物園・飼育員さん」 1,605

6 こうべ動画館・おしごと調査隊「グリコピア神戸」 1,603

7 生活あんぜん情報　天ぷら油火災 1,258

8 区政・戸籍２ 1,190

9 こうべ動画館・神戸スタイル「神戸野田高校ダンス部」 1,096

10 区政・戸籍１ 924

平成25年11月　動画内容　（総アクセス回数 34,530   回／月） アクセス数合計

1 こうべ動画館・神戸スタイル「第2回神戸マラソン優勝・大内唯衣さん） 3,052

2 区政　自動交付機（コンテンツ） 1,779

3 本当に怖い電気火災　　トラッキング映像 1,761

4 こうべ動画館・おしごと調査隊「卸売市場・鮮魚」 1,275

5 生活あんぜん情報　ボンベ火災 1,235

6 こうべ動画館・おしごと調査隊「卸売市場・鮮魚」青果」 1,148

7 市長会見11月20日（久元市長就任） 981

8 こうべ動画館・おしごと調査隊「パン作り」 975

9 こうべ動画館・神戸スタイル「ポートタワー・森田潔さん」 934

10 こうべ動画館・神戸スタイル「第3回神戸マラソンダイジェスト版」 894

平成25年12月　動画内容　（総アクセス回数 41,858  回／月） アクセス数合計

1 こうべ動画館・おしごと調査隊「建設事務所」 2,678

2 本当に怖い電気火災　　トラッキング映像 2,509

3 こうべ動画館・おしごと調査隊「図書館」 2,463

4 大変！！おにぎりを電子レンジで加熱しすぎると・・・！！ 2,454

5 カセットボンベ破裂実験 2,184

6 絶対にしないと誓ってください！天ぷら油火災に水を入れると・・・ 1,995

7 天ぷら油火災　最も安全で確実な消火方法 1,966

8 区政・戸籍届（コンテンツ） 1,561

9 生活安全情報　ボンベ火災 1,478

10 まさか！？　ボンベのガス抜きを火気の近くで行うと・・・ 1,334

2014年1月　動画内容　（総アクセス回数 31,984   回／月） アクセス数合計

1 区政・自動交付機（コンテンツ） 2,363

2 こうべ動画館・おしごと調査隊「危機管理センター」 2,213

3 こうべ動画館・おしごと調査隊「建設事務所」 1,976

4 区政・戸籍２（コンテンツ） 1,171

5 本当に怖い電気火災　　トラッキング映像 1,161

6 区政・戸籍１（コンテンツ） 896

7 区政・転入届（コンテンツ） 738

8 区政・婚姻届（コンテンツ） 731

9 カセットボンベ破裂実験 694

10 生活安全情報　ボンベ火災 663  

平成 26 年 7 月～10 月 
平成26年7月　動画内容　（総アクセス回数   47,956 回／月）アクセス数合計

1 大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜む危険 3,441

2 交通・市バス乗継割引制度 2,437

3 消費生活・ルールを決めた日 2,435

4 保福・高齢者虐待防止 1,729

5 本当に怖い電気火災　　トラッキング映像 1,460

6 火が見えないからと安心してはダメ！電気ストーブから出火 1,333

7 こうべ動画館　おとな旅「サマーシュ」 1,132

8 こうべ動画館　神戸スタイル「ワケトン10周年」 1,092

9 まさか！？　ボンベのガス抜きを火気の近くで行うと・・・ 1,083

10 カセットボンベ破裂実験 1,078  
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（表 2 つづき） 

平成26年8月　動画内容　（総アクセス回数   36,645  回／月 アクセス数合計

1 交通・市バス乗継割引制度 3,112

2 こうべ動画館　おしごと調査隊「動物管理センター」 2,721

3 区政　自動交付機 1,863

4 保福・高齢者虐待防止 1,505

5 北区・緑の都市神戸北 1,397

6 こうべ動画館　おとな旅神戸「神戸ゴルフ倶楽部」 1,310

7 消費・ルールを決めた日 1,044

8 区政・戸籍１ 989

9 こうべ動画館　神戸スタイル「神港柔道部安部一二三さん」 954

10 暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが・・・燃える・・・？ 880

平成26年9月　動画内容　（総アクセス回数 43274回／月） アクセス数合計

1 交通・市バス乗継割引制度 2,999

2 暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが・・・燃える・・・？ 2,162

3 区政・自動交付機 1,756

4 保福・高齢者虐待防止 1,682

5 大変！！おにぎりを電子レンジで加熱しすぎると・・・！！ 1,468

6 本当に怖い電気火災　　トラッキング映像 1,354

7 大事にお使いの古い扇風機・・・そこに潜む危険 1,304

8 こうべ動画館・おとな旅神戸元町高架下 1,233

9 区政・戸籍１ 1,156

10 消費・ルールを決めた日 1,117

平成26年10月　動画内容　（総アクセス回数 46,339 回／月）アクセス数合計

1 小さな火種が招く　大きな悲劇 3,335

2 中央区・パンのまち散歩 3,316

3 交通・市バス乗継割引制度 2,711

4 本当に怖い電気火災　　トラッキング映像 1,535

5 区政・自動交付機 1,511

6 保福・高齢者虐待防止 1,274

7 こうべ動画館・震災20年　地震学者大木さん 1,138

8 こうべ動画館・神戸スタイル　ラジャさん 1,066

9 区政・戸籍１ 988

10 こうべ動画館・おしごと調査隊　ケミカルシューズ 974  

 

4. 評価 

 評価の基準として「動画のアクセス回数」、「マスコミの反応」、「市民の声」で評価する。 

(1) 動画のアクセス回数 

 ホームページ版は「月ごとの動画アクセス回数」、YouTube 版は「累積視聴回数」で評価する。 

ア ホームページ版のアクセス回数（表 2） 

 神戸市の動画ページの月ごとのアクセス回数（消防局以外も含む）を広報課から提供を受けて

おり、主だったものを以下に記載する。 

（ア）平成 25 年 10 月 

 ・「本当に怖い電気火災 トラッキング映像」（7,335 回、1 位） 

 この回数は平成 25 年の神戸市の動画アクセス数のトップである。 

 ・「カセットボンベ破裂実験」（3,887 回、2 位） 

 ・「生活あんぜん情報 天ぷら油火災」（1,258 回、7 位） 

 実験動画のアクセス数を合計すると 12,480 件となり、神戸市の動画総アクセス回数の 26％を占

めた。 
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（イ）平成 25 年 11 月 

 ・「本当に怖い電気火災 トラッキング映像」（1,761 回、3 位） 

 ・「生活あんぜん情報 ボンベ火災」（1,235 回、5 位） 

（ウ）平成 25 年 12 月 

 ・「本当に怖い電気火災 トラッキング映像」（2,509 回、2 位） 

 この月は、アクセス回数 10 位以内に実験動画が 7 本入った。 

 実験動画のアクセス数を合計すると 13,920 件となり、神戸市の動画総アクセス回数の 33％を占

めた。 

（エ）平成 26 年 7 月 

 ・「大事にお使いの古い扇風機…そこに潜む危険」（3,441 回、1 位） 

 この月は、アクセス回数 10 位以内に実験動画が 5 本入り、実験動画のアクセス数を合計すると

8,395 回となった。 

（オ）平成 26 年 8 月 

 ・「暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが…燃える…？」（880 回、9 位） 

 これは 8 月 28 日に配信したため、4 日間のアクセス回数である。 

（カ）平成 26 年 9 月 

・「暑い夏。涼しいはずの制汗スプレーが…燃える…？」（2,162 回、2 位） 

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

（キ）平成 26 年 10 月 

 ・「小さな火種が招く 大きな悲劇」（3,355 回、1 位） 

 ・「本当に怖い電気火災 トラッキング映像」（1,535 回、4 位） 

 この動画は 1 年間コンスタントにアクセスのある、息の長い動画である。 

イ YouTube 版のアクセス数（表 1） 

 平成 27 年 4 月 30 日現在、各動画の累積視聴回数は 26,405 回となっており、「大事にお使いの

古い扇風機…そこに潜む危険」が 11,320 回と 43%、天ぷら油火災の消火方法を動画にした「絶対

にしないと誓ってください！天ぷら油火災に水を入れると…」と「天ぷら油火災 も安全で確

実な消火方法」は計 6,781 回で 26％を占めている。 

(2) マスコミの反応（図 3） 

 テレビ局と新聞社等の反応で評価した。 

ア テレビ局 

 実験動画を観たテレビ局から「番組で特集するので再現実験を行ってほしい」という依頼が増

えた。 

（ア）平成 25 年 12 月 19 日 NHK NEWS WATCH9 

 「首都直下地震 想定見直し“通電火災”の恐怖」 

（イ）平成 26 年 3 月 28 日サンテレビ、NEWS PORT 

 「特報 B 班 火災の原因を探る」 

（ウ）平成 26 年 7 月 15 日毎日放送 ちちんぷいぷい 

 「節電の夏、古い扇風機の危険性」 

 このほか、テレビ局から火災危険を放送したいので、実験動画を使わせてほしいという連絡は
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月 1 回程度あり実験動画を提供している。 

イ 新聞社等 

 実験動画を配信してから新聞紙面に掲載されることが増えた。 

（ア）広報誌 KOBE 12 月号 全市版 

 広報誌 KOBE は、神戸市が毎月 1 回発行し、全戸と主な関連施設で配布している神戸市の広報

誌である。その中の特集記事「油断が招く火の恐怖～住宅火災を防ぐ～」で、予防課の「住宅火

災を防ぐ活動」と「実験動画」と「QR コード」が掲載された。 

（イ）平成 26 年 7 月 12 日読売新聞朝刊 

 「気をつけて」年代物扇風機 

（ウ）平成 25 年 7 月 31 日産経新聞朝刊 

 「トラッキング火災」ご注意 

 

 
(3) 市民の声 

 テレビ放送と広報誌 KOBE などの後に、高齢者から予防課に問い合わせが相次いだ。 

ア 「私のところの扇風機は 20 年使っているが、今でも普通に使用しています。買い替えた方

がいいでしょうか？」（テレビ） 

イ 「私の家に差しっぱなしの電源プラグがある。抜いて掃除した方がいいでしょうか？」（広

報誌 KOBE） 

ウ 「わたしのところに古いカセットボンベがある。怖くてガス抜きができない。破裂するかも

しれない。」（広報誌 KOBE） 

(4) 評価のまとめ 

 4 つの評価基準からまとめてみると 

新聞社 

   テレビ局 

      広報誌 KOBE 

図 3 マスコミの反応 
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ア 危険性がわかりやすく伝わる実験動画のアクセス回数は多い。 

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

増える。 

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

エ テレビ局や新聞社等に取り上げられるとアクセス回数が増える。ネットをあまり使わない

高齢者などから問い合わせが相次いだのはテレビ放映や広報誌 KOBE、新聞記事で取り上げ

られたことが大きい。 

 

5. 今後の展開 

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

民の方以外にもメディアからの問い合わせも増え、メディアに取り上げられることによって大き

な広報効果を得ることができた。 

 今回の取り組みを基に、今後は「もっと伝わる広報」を目指して、「タイムリーさ」を大事に実

験動画の充実を図っていきたい。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による消防防災科学に関する論文 

 

緊急消防援助隊等における効果的な後方支援活動の研究 
 

神戸市消防局 丑子哲平、高橋賢一、山枡慶祐、澤田邦彦 

 

 

【はじめに】 

 緊急消防援助隊派遣時等に編成される後方支援隊は常設・専任ではなく、「いつ」・「誰が」後方

支援隊に選出されてもおかしくない状態にあるにもかかわらず、明確な「マニュアル」が存在し

ない。 

 また、東日本大震災以後配備された車両や後方支援資機材についても全職員に種類や取扱い方

法が周知されているとは言い難い状態となっている。 

 当市消防局の後方支援車両資器材を運用し管理する立場から、これらの問題点についての解決

方法を検討し、今後の大規模災害等に備えるため、研究を実施した。 

 

【実施内容】 

1. 後方支援活動チェックリストの作成 

 研究当初はマニュアルの作成を目標としていたが、研究するにしたがって、後方支援活動とい

うものは非常に多岐にわたる活動であること、また災害によって派遣規模や形態が変化するため、

マニュアル化にあたっては非常に多くの項目の作成とパターン化の検討が必要であることが判明

し、膨大な量のマニュアルは災害派遣現場での使用が困難であると判断した。 

 このため、より使いやすいものとするために、記載事項を 低限活動に必要な内容に抑えたチ

ェックリストの作成に変更した。 

 チェックリストは大きく 3 つに分かれており、後方支援隊長が使用する「隊長用」のものと、

任務担当者が使用する「担当者用」、そして活動で使用する「様式集」となっている。 

 チェックリスト使用時の流れは次のとおりである。 

(1) 派遣決定時に指名された後方支援隊長が「隊長用」を使用する。 

(2) 後方支援隊長は「隊長用」チェックリストを使用し、任務ごと担当者の指定や資機材の確

認等をおこなう。 

(3) 任務の指定を受けた担当者は、任務ごとの「担当者用」チェックリストを使用し業務をお

こなう。 

(4) 活動で実施する記録や計算に必要な作業をおこなうため、「様式集」から必要な様式を使用

する。 

 チェックリストの内容は、概ね進行が予想される時系列で項目が記載されており、チェック項

目と合わせて使用する様式を併記すること、また市後方支援隊長と県後方支援部隊長の立場で活

動が把握できるように配慮した記載方法としたこと、そして運用車両資機材の特徴や注意事項と

使用時の所要時間を参考資料として記載したことで、活動がイメージしやすいように配慮した。

（図 1～図 3） 
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図 1 隊長用チェックリストの抜粋① 

活動時期別と目的別でもくじを作成し、検索しやすいよう工夫している。 

 
図 2 隊長用チェックリストの抜粋② 

当市後方支援隊長区分と県後方支援隊長区分を分けて作成し、それぞれの立場からの確

認事項と連携内容が分かりやすくなるよう工夫している。 
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図 3 隊長用チェックリストの抜粋③ 

巻末に各種説明事項を添付し、運用車両と資機材の特徴と注意事項、作業所要時間につ

いて参考として使用できるよう工夫している。 

 

 また「隊長用」のものはショルダーベルト付バインダーのバインダー、「担当者用」のものはポ

ケットファイルサイズとして作成し、活動する際の邪魔にならないように配慮した。（写真 1、写

真 2） 

    

 

 

 

 

写真 1 隊長用チェックリスト 

ショルダーベルトを取付け、持ち運びや

すくしている。チェックをおこなう際に

も記入しやすくなるように、ベルト取付

位置を工夫した。 

写真 2 担当者用チェックリスト 

担当者は活動をおこないながらチェックを

することから、活動の邪魔にならないポケッ

トに収納できるサイズのチェックリストを

作成した。 
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2. 東日本大震災の教訓を生かした後方支援活動の検証 

 遠隔地で長期間活動するという今まで経験したことのない派遣となった東日本大震災では、特

に派遣初期において後方支援活動が困難を極めたことから、これを教訓として緊急消防援助隊ブ

ロック訓練において、作成したチェックリストの運用に併せて次のような後方支援活動について

検証を実施した。 

(1) 食事提供方法 

 迅速出動や初期派遣隊などにおいて現地での調達を必要とせず、搬送が容易でかつ簡易な調理

方法で短時間に提供することが可能な食事を検証した。 

 検証した食料は、アルファ化米、レトルト食品（丼）、カップ麺の 3 種で、いずれもお湯を使用

するだけで提供することが可能なものである。 

 これらの食品は長期的に提供するには栄養が偏る内容であるが、検証の結果、下記のとおり混

乱した状況が予想される初期の現場では非常に効果的であることが確認され、後方支援隊の負担

軽減に大きく寄与した。（写真 3、写真 4） 

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

用意できれば現場で提供することができる。 

イ 提供する品目が少なく、準備や撤収の時間が大幅に短縮できる。 

ウ 提供品目の統一により発生する容器ごみを重ねることが可能となり、ごみ排出量が削減さ

れる。 

 

    
 

 

 

 

 

 

(2) 総務省消防庁貸与車両の運用 

 訓練においては燃料補給車と支援車 I 型を使用し、後方支援活動の中心的存在となるように積

極的な運用を図ったところ、次のような効果が見いだされた。 

ア 燃料補給車 

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

写真 3 アルファ化米による食事提供状

況 

給湯のみによる調理方法のため使用資機

材数が抑えられ、後方支援隊の負担が軽減

された。 

写真 4 カップ麺による食料提供状況 

短時間で大量に用意することができ、準備

や撤収の時間が大幅に短縮された。 
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のために現場を離れる必要が無くなり、安定した現場活動を実施することができた。（写真 5） 

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

きた。 

イ 支援車 I 型 

i 車両居室部分の拡張機能を使用して、県隊の会議室として使用したほか、エアーテントでは

収容しきれなかった隊員を車内で宿泊させることができた。（写真 6） 

ii 装備されている発電機で後方支援拠点への電力の供給、積載している上水を使用しての炊

事活動を実施し、完全自己完結の後方支援活動が実現された。（写真 7） 

iii 県内他市消防本部に貸与された支援車と任務分担をはかり、野営地での後方支援活動だけ

でなく、訓練現場に赴き活動隊員の後方支援を実施するなど、今までに無い多元的な後方支

援活動が可能となった。（写真 8） 

 

    
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

写真 5 燃料補給車による給油活動状況 

活動車両が給油のために現場を離れるこ

となく活動を継続することが可能となっ

た。 

写真 6 支援車内での会議の状況 

拡幅された室内を利用して、多人数となる

県隊の会議を実施することができるよう

になった。 

写真 7 支援車からの上水供給状況 

現場での水源が確保され、安定した活動が

実施できた。 

写真 8 支援車による現場後方支援の状

況 

現場での後方支援活動など、多元的な活動

が可能となった。 
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(3) 新しい資器材の運用 

 東日本大震災以後に配備した資器材として、かご車を活用した。以前は台車やリヤカーといっ

た物を使用して資器材を搬送していたが、より搬送効率を上げるために購入したかご車を、支援

車と合わせて貸与されたものも含め、運用した。 

 一度に多くの資器材を搬送できるだけでなく、使用する場所や用途ごとに分けて資器材を積載

することができ、資器材搬送や後方支援拠点設営の省力化に貢献した。（写真 9） 

 また、支援車 I 型と共に貸与された資器材として、エアーテントとワンタッチテント、バルー

ンライト、各種折畳テーブルと折畳いすなどを運用したが、いずれも軽量かつ取扱いが容易であ

り、従来の資器材に比べて少人数、短時間で設営することが可能となった。（写真 10～写真 12） 

 このほか、隊員間の交信用にトランシーバーを人数分持参し各隊員が所持することによって、

複数の活動場所で同時平行した作業が容易となり、情報の共有や意思疎通が可能となったため、

後方支援活動がスムーズに実施できた。 

 

    
 

 

 

 

 

 

    
 

 

写真 9 かご車を使用した資機材搬送状

況 

多数の資機材が搬送可能なだけでなく、目

的別の積載をすることで活動の省力化に

貢献した。 

写真 10 新しいエアーテントの設営状況

従来の資器材に比べて少人数、短時間で設

営することが可能となった。 

写真 11 テント、折畳テーブル等の使用

状況 

写真 12 照明、折畳椅子等の使用状況 
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(4) ごみ、排水減量の検証 

 東日本大震災では、発生するごみの処分が問題となった。本来的には自己完結が基本であり、

可能な限り持ち帰るべきである。 

 今回の訓練では、発生するごみや排水を減少させる食事方法の提供や、ごみ回収方法の徹底を

おこなった。 

 まず、食器にラップをかぶせた上から食料を載せて食事を提供すること、次に、回収するごみ

の分別の徹底と、容器と食器回収方法の工夫によりごみの嵩を減らすことに成功した。（写真 13、

写真 14） 

 また、カップ麺スープの飲み残しはポリタンクに回収したところ、食器を洗う必要がなくなっ

たため一切の排水を発生させないようにできた。 

 これにより 終的に発生したごみは可燃物ごみ袋 2 袋、資源ごみ袋 1 袋、排水ポリタンク 1 箱

にとどまり、被災地の負担が一切発生しない、自己完結を実現することができ、かつ持ち帰り時

の汚損を防ぐことができた。（写真 15） 

 

    
 

 

 

 

 

 
 

写真 13 器にラップをかけた食事の提供

状況 

器が汚れることなく回収することがで

き、洗浄せずリユースすることができる。

写真 14 徹底的に分別されたごみの状況

分別の徹底と容器、食器回収方法の工夫

により、発生するごみの圧縮に成功。 

写真 15 回収方法の徹底により減少したごみ

回収方法の徹底により、発生ゴミの圧縮はも

とより、持ち帰り時の汚損も防ぐことができ

る。 
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3. 緊急消防援助隊等における後方支援活動についてのアンケートの実施 

 検証を実施した訓練に参加した後方支援隊員を対象にアンケートを実施し、その結果について

考察をおこない、今後の後方支援活動への提言や改善を図ることとした。 

(1) アンケート設問内容（抜粋） 

アンケート回答者数：15 名 

【設問 1】派遣経験について、あなたは、後方支援隊として派遣されるのは何回目ですか？ （訓

練・実災害を併せて） 

  初めて：8 ／ 2 回目：3 ／ 3 回目以上：4 

【設問 2】後方支援隊の編成方法について 

  本部職員で編成するべき：4 ／ 各署職員で編成するべき：0 ／ 本部、各署混成である

べき：8 ／ その他：3 

【設問 3】後方支援隊の人数について 

  増やしたほうがいい：10 ／ 減らしたほうがいい：0 ／ その他：5 

【設問 4】後方支援隊の業務量について 

  多すぎると思う：6 ／ 少ないと思う：0 ／ どちらでもない：9 

【設問 5】後方支援隊の活動効果について 

  十分な効果があったと思う：11 ／ 活動効果は乏しいと思う：1 ／ その他：3 

【設問 6】チェックリストの効果 

  効果があった：11 ／ 効果がなかった：4 

【設問 7】効果があった理由 

  業務内容が理解しやすい：5 ／ 必要な業務が網羅されている：5 ／ 業務の進行が時系

列で整理されている：2 ／ その他：2 

【設問 8】効果がなかった理由 

  チェックする時間がとれなかったため：2 ／ チェック項目が多すぎる：2 

【設問 9】後方支援資機材取扱や後方支援隊運用についての訓練実施について 

  実施したほうがよい：9 ／ 今のままでよい：3 ／ その他：3 

(2) アンケート結果の考察 

ア アンケート対象者の派遣経験について、初めての職員と複数回派遣の職員がおよそ半数ず

つとなり、経験の浅深どちらの隊員からも意見を聴取できたと考えられる。 

イ 後方支援隊の編成については、本部・各署混成による編成が好ましいという意見が半数を

占め、大規模な派遣となった場合には全市的な部隊運用を考慮する必要があるとなどの意見

がある反面、車両や資器材の取扱い、後方支援のしくみについて、ある程度の知識や経験が

ある職員が必要となること、また消防署は所轄の警備人員に余裕がないため本部職員での編

成が好ましいとの意見も聞かれた。 

 このことから、編成については派遣規模に応じた人数を本部および各署から編成すること

が 善であり、交替制勤務者だけでなく日勤者についても編成の対象とするなど、編成に関

する方針を定めることが必要と考える。 

ウ 後方支援隊の派遣人数については増加の意見が多く寄せられたが、これは検証をおこなっ

た訓練では、後方支援部隊が野営地と訓練現場双方での活動が必要となったことや、野営地
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内でも炊事場所と野営場所が別の敷地となっていたことなどから、後方支援隊は多忙を極め

たためと思慮される。 

 検証をおこなった訓練は 1 泊 2 日の短期間であり、必要な人員数は算定できなかったが、

長期派遣が見込まれる場合や派遣規模が大きい場合には、より多くの人員が必要とされるこ

とは明白であるため、隊数の算定指針を定める必要があると考えられる。 

エ 後方支援隊の業務量については、概ね妥当な数であるとの意見が多く聞かれ、その効果に

ついても十分効果があったとの意見があった。しかし、前述のように検証をおこなった訓練

では後方支援隊が多忙のため、現場活動隊員の補助を受けながら活動したことから、実戦で

の効果を疑問視する声もあった。 

 後方支援隊の活動は、現場活動の部隊を支えることであるため、できるだけ後方支援隊の

みで完結できる活動を実施することを目標に業務内容や派遣人数を決める必要があると考え

られる。 

オ チェックリストについては、効果が大きかったとの意見が多く聞かれた。 

 特に、後方支援隊としての活動経験の浅い隊員からは、大きな問題もなく活動でき、活動

指針になったとの意見が聞かれたが、持ち歩きに不便なことや、チェック項目が多すぎて具

体的なイメージがつかみにくいとの指摘もあり、より使用しやすいものとするために、指摘

された項目についての改善を図ってゆく。 

カ 後方支援活動の訓練実施については、今までこのような訓練をおこなったことがないこと

や、新しい車両資機材が導入されたこと、事前準備の際に取扱うことでスムーズに使用でき

たことから、訓練が必要であるとの意見が多く聞かれた。 

 しかしながら、訓練実施についての調整が難しいことなどから訓練方法について検討する

必要があると考えられる。 

 これらの課題については、資機材とその取扱い方法の周知について消防学校での昇任研修

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

現実的であるため、前向きに検討してゆく。 

 

【おわりに】 

 今回の研究によって、後方支援活動というものがいかに重要なものであるか、いかに多岐にわ

たる活動が必要とされるかを再認識することができた。 

 「チェックリスト」を作成することによって、後方支援活動がより安心して確実に実施される

一助になったこと、また後方支援についての知識と認識を共有するために訓練や研修をおこなう

きっかけを作ることができるようになったことは、大きな成果といえる。 

 しかし、多岐にわたる後方支援については第一歩を踏み出したに過ぎず、様々な分野で一層の

創意と研究を重ねる必要があり、より充実した後方支援活動が実施できるように努力していきた

い。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

充電式カイロから出火し、リコールに至った事例 
 

北九州市消防局 松本二郎、小野重喜、長谷川梢、 

吉住悠志、松本龍一、髙倉誠二 

 

 

1. 火災の概要 

 本火災は、平成 26 年 1 月、ショッピングセンターの共用通路において、客のバッグ内の充電式

カイロから出火し、充電式カイロ、バッグ及び財布等の一部を焼損したものである。 

 出火原因については、充電式カイロに内蔵されているリチウムイオン電池内部のセパレータの

損傷部分で短絡したものと推定し、当該製品がリコールされ製品回収に至った事例である。 

 

2. 充電式カイロ及びリチウムイオン電池について 

(1) 充電式カイロについて 

 「充電式カイロ」とは、電源を入れると内部の加熱板が発熱し「カイロ」として使用すること

ができる製品である。製品によっては、他の機能を有しているものもあり、多くは内蔵電池にリ

チウムイオン電池が使用されている。 

 本充電式カイロは、パソコン等の USB 端子に接続して充電することにより、「カイロ」、「LED

ライト」及び「モバイルバッテリー」の 3 種類の用途に使い分けることができる製品である。カ

イロ使用時の本体表面温度は摂氏約 40 度から 45 度となる。（写真 1～写真 5 参照） 

ア 本充電式カイロの仕様 

（ア）電池容量：2,000 ミリアンペア 

（イ）内蔵電池：リチウムイオン電池 

（ウ）寸法：幅 43 ミリメートル、高さ 94 ミリメートル、奥行き 11 ミリメートル 

（エ）生産国：中国 

（オ）販売台数：14,200 台（出荷台数） 

(2) リチウムイオン電池について 

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

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

を「一次電池」という。（図 1 参照） 

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

箔）に入れ、有機溶剤で満たされた構造になっている。溶剤に NMP（N-メチル-2-ピロリドン、

引火点が摂氏 92.78 度の危険物第四類第三石油類）を使用している。（写真 6、写真 7 参照） 
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     写真 1 販売時の充電式カイロ       写真 2 充電時の状況 

 

   

     写真 3 カイロ使用時の状況       写真 4 LED ライト使用時の状況 

 

   

写真 5 スマートフォン充電時の状況      図 1 リチウムイオン電池構造図 

 

スマートフォン 
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3. 充電式カイロの使用状況 

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

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

ている。（特に異常なし。） 

(3) 火災当日は、朝 9 時から職場のパソコンで 4 時間充電後、電源を切った状態でバッグに入れ、

昼食のためショッピングセンター共用通路を歩いていた時にバッグ内で出火している。 

 

4. 調査概要 

(1) 現場見分状況 

 焼損したのは、充電式カイロ、バッグ及び財布等の一部であり、出火時のバッグ内には充電式

カイロ以外に発火源となるものはなく、現場見分と発見状況から、出火箇所はバッグ内の充電式

カイロと断定した。（写真 8 参照） 

(2) 第一回合同調査（北九州市消防局と NITE） 

 北九州市消防局消防科学研究所において、充電式カイロを重点的に第一回合同調査（非破壊鑑

識）を行った。 

 

     

       写真 8 バッグの再現写真 

写真 6 リチウム

イオン電池（同型

製品） 

写真 7 リチウムイオン電池内を展開した写真（同型製品） 

負極板 セパレータ 正極板 

充電式カイロの位置 
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ア 外観の状況 

 充電式カイロ（アルミ外ケース）に衝撃痕等は確認されない。（写真 9、写真 11 参照） 

イ 焼損状況 

（ア）充電式カイロを入れていた専用ポーチは、内側からの熱を受けている。（写真 11 参照） 

（イ）アルミ外ケース下部（リチウムイオン電池部分）は、熱により変色している。（写真 9、写

真 11 参照） 

（ウ）底面固定用樹脂パーツは、充電式カイロの内部からの受熱により外側に変形している。（写

真 9、写真 11 参照） 

ウ エックス線透過装置による内部確認 

（ア）リチウムイオン電池に変形及び斑模様が確認できる。（写真 14 参照） 

（イ）基盤の変形、短絡痕及び欠損等は確認されない。（写真 14 参照） 

エ まとめ 

 ア、イ、ウから、第一回合同調査での出火箇所は、リチウムイオン電池部分と推測した。 

(3) 第二回合同調査（北九州市消防局、NITE 及び輸入販売元） 

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

において、第二回合同調査を行った。 

ア エックス線透過装置による内部確認 

 事故製品と同型製品を比較した。 

（ア）リチウムイオン電池に変形及び膨張が確認できる。（写真 14 参照） 

（イ）基盤に変形、短絡痕及び欠損等は確認されない。（写真 14 参照） 

 

      

          写真 9              写真 10（同型製品） 

 

      
          写真 11             写真 12（同型製品） 

切り開いた専用ポーチ 裏返した専用ポーチ 

充電式カイロ 専用ポーチ 
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                       （同型製品） 

               写真 13 

 

  

               （同型製品） 

   写真 14 エックス線透過装置による写真 

 

イ 内部の焼損状況 

 基盤及びリチウムイオン電池部分をアルミ外ケースから取り出し事故製品と同型製品を比較し

た。 

（ア）基盤部分に焼けはなく原形を保っている。（写真 15～写真 18 参照） 

（イ）リチウムイオン電池部分が著しく焼損している。（写真 15、写真 16、写真 19、写真 20 参

照） 

基盤 

リチウムイオン電池 

電源スイッチ

の位置 
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 写真 15   

 

 写真 17      写真 18（同型製品） 

 写真 19      写真 20（同型製品） 

        リチウムイオン電池内を展開した写真 

写真 16 

（同型 

製品） 

基盤 

加熱板 

基盤

加熱板

基盤 

リチウムイオン電池 加熱板

電源スイッチ 
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ウ まとめ 

 ア、イから、第二回合同調査での出火箇所は、リチウムイオン電池部分と断定した。 

 北九州市消防局、NITE 及び輸入販売元ともに、出火箇所はリチウムイオン電池部分で一致し

たため、輸入販売元に対して今後の同製品での類似火災の予防対策を早急に実施するよう要望し

た。 

 

5. 実験について 

(1) 実験目的 

 焼損品からは充電式カイロの使用立証をすることができなかった。そこで、充電式カイロが使

用中に誤作動及び異常発熱を起こすか、また、意図に反し、電源スイッチ（写真 13、写真 16 参

照）が押されて電源が入るかを実験する。 

(2) 充電式カイロ作動実験 

ア 実験内容 

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

験する。 

イ 実験結果  

（ア）誤作動は起きない。  

（イ）カイロ使用時に異常な発熱は起きない。 

(3) 電源スイッチ実験 

ア 実験内容 

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

する。 

（イ）充電式カイロを入れた専用ポーチの上から、電源スイッチを押して電源が入るか実験する。

（写真 21 参照） 

（ウ）机に対して電源スイッチ面を垂直に押し当てて電源が入るか実験する。（写真 22 参照） 

 

    

          写真 21               写真 22 

イ 実験結果 

（ア）バッグ等で携帯しても電源は入らない。 

（イ）専用ポーチの上から、電源スイッチの位置を的確に押すと電源は入る。 

（ウ）机に対して電源スイッチ面を垂直に押し当てても電源は入らない。 
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(4) まとめ 

 実験結果から、充電式カイロは正常に制御されており、誤作動は起きない。また、電源を入れ

る場合は、意図的に電源スイッチを押さなければならず、握りこんだり、バッグやポケットに入

れても電源は入らないことが分かった。 

 

6. 出火原因について 

 リチウムイオン電池からの出火として、可能性のある事項について検討する。 

(1) 外部衝撃について 

 落下など外部衝撃によりリチウムイオン電池のセパレータが破損し、電池内部が短絡して発熱、

出火する可能性は考えられるが、所有者の回答によると、充電式カイロに落下等の衝撃は与えて

いない。また、外装に衝撃痕は確認されない。（写真 9、写真 11、写真 13 参照） 

(2) 過充電・過放電について 

 過度な充電、放電をすることにより、内部の異常な化学反応によって発熱・発火する可能性は

あるが、本火災は充電中の火災ではなく、また、出火時の充電式カイロは使用されていなかった

ため、過充電及び過放電を起こす状態ではないと考える。 

(3) 基盤・配線等ショートについて 

 基盤部分に焼けはなく、基盤に取り付けられた配線、回路及び電子部品に短絡、欠損部分はな

い。（写真 14、写真 17、写真 18 参照） 

(4) リチウムイオン電池の加熱板による温度上昇について 

 リチウムイオン電池と加熱板が接触している構造のため、カイロとして使用する場合は、リチ

ウムイオン電池に加熱板から熱が伝わる。（写真 16 参照） 

ア リチウムイオン電池の温度上昇による影響 

 輸入販売元の提出資料によると、電池パック表面温度が摂氏約 100 度になった場合に、電池パ

ックが膨張し故障するという症状が出る。 

 また、電池パック内部で異常発熱し、摂氏約 200 度付近になると発火に至る可能性がある。 

イ 温度制御 

 バッテリー（リチウムイオン電池）を電源として、加熱板に電流を流して発熱させ、熱伝導に

よってアルミ外ケースを温める。それと同時に、アルミ外ケースの内部に接触させたサーミスタ

の抵抗値の増減を MCU（マイクロ・コントローラー・ユニット）が検知し、温度コントロール

ON/OFF 制御回路を作動させ、アルミ外ケースの温度を摂氏 40 度に制御する。（グラフ 1 参照） 

 「サーミスタ」とは、温度変化に対して電気抵抗が変化する抵抗体のことであり、本充電式カ

イロは、NTC（温度が上昇すると抵抗が減少する）サーミスタが取り付けられている。（写真 25

参照） 

ウ 温度測定結果 

 熱画像装置及び熱電対温度測定器を使用し、カイロ使用時の温度測定を行った。 

（ア）カバーを外した状態（温度制御なし）での内部の最高温度は、摂氏 121.0 度まで上がった。

（写真 23 参照） 

（イ）カバーを装着した状態（温度制御あり）での表面の最高温度は摂氏 45.5 度で、内部の最高

温度は摂氏約 65.0 度であった。（写真 23、写真 24 及びグラフ 1 参照） 
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写真 23 熱画像装置温度測定 

 

    

  写真 24 熱電対温度測定装置の測定状況     写真 25 

 

 

        グラフ 1 熱電対温度測定装置の測定結果 

 

アルミ外ケース有 アルミ外ケース無 

NTC サーミスタ 

1 4 3 2 

1：アルミ外ケー

ス内部温度 

2：  〃 

3：  〃 

4：  〃 

5：なし 

6：外気温 

2 

3 

1 

4 

6 
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エ まとめ 

 ア、イ、ウから考察すると、リチウムイオン電池と加熱板が接触しているが、温度コントロー

ル ON/OFF 制御回路が作動することによって温度管理されており、発火に至ることはない。 

(5) リチウムイオン電池内の異種金属の混入について 

 リチウムイオン電池製造時、リチウムイオン電池内部の正極と負極の間に異種金属が混入して

発熱、絶縁破壊が起こり短絡、出火に至る可能性がある。 

 エネルギー分散型蛍光エックス線分析装置による分析では、採取物（充電式カイロ内蔵バッテ

リー電極の付着物）の構成元素は、マンガン（Mn）、ニッケル（Ni）、コバルト（Co）、リン（P）

及び硫黄（S）であり、輸入販売元から提出された電池構成成分表と比較すると、採取物の構成

元素はすべて電池構成成分に含まれ、採取物を構成する主要成分以外の成分は検出されないこと

から、採取物には異種金属の混入はないと考える。（写真 26 及びグラフ 2 参照） 

 

   

 

 
グラフ 2 60 箇所測定したうちの 3 箇所の測定結果 

 

(6) セパレータの異常 

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

性は考えられるが、セパレータは焼失しており、損傷の事実確認はできない。（写真 19、写真 20

参照） 

 

写真 26 エネルギー分散型蛍光エックス

線分析装置による分析風景 
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(7) 結論 

 出火箇所が充電式カイロのリチウムイオン電池であることから考察すると、リチウムイオン電

池内部が何らかの原因で異常発熱し発火、出火したものと考える。 

 リチウムイオン電池内部からの出火原因として可能性のある(1)から(6)について検討した結果、

「外部衝撃」、「過充電・過放電」、「基盤・配線等ショート」、「リチウムイオン電池の加熱板によ

る温度上昇」及び「リチウムイオン電池内の異種金属の混入」は出火原因として否定した。 

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

セパレータに損傷がある場合は、電源の入切に関係なくリチウムイオン電池内部で短絡し、出火

する可能性が十分に考えられる。 

 充電式カイロの工場出荷から使用までの期間に出火しなかったのは、未使用で電力消費がなか

ったため、極小のセパレータの損傷部分が拡大するには至らなかったからと考える。 

 使用開始後は、充放電に伴いセパレータの損傷部分に微量の通電が始まり損傷部分が徐々に拡

大し、短絡を起こしたものと考える。 

 よって、本火災は、リチウムイオン電池内部のセパレータの損傷部分で短絡し、出火したもの

と推定した。 

 

7. 火災予防対策について 

(1) 北九州市消防局の対応 

 北九州市消防局は、火災原因調査が完結する前に報道機関への広報活動を行った。火災原因調

査が完結していない状態での広報を実施するかを検討した結果、同製品からの類似火災を早急に

防ぐために早い段階で実施した。 

ア 平成 26 年 2 月 3 日 NHK「ニュースブリッジ北九州」放送。 

イ 平成 26 年 2 月 3 日 NHK「ニュース 845 北九州」放送。 

ウ 平成 26 年 2 月 4 日 FBS「NEWS5 ちゃん」放送。 

エ 平成 26 年 2 月 4 日 西日本新聞（朝刊）、朝日新聞（朝刊）、毎日新聞（朝刊）に掲載。 

(2) 輸入販売元の対応 

 充電式カイロのリコールを決定し、製品を回収した。 

ア 告知日 平成 26 年 1 月 24 日 

イ 告知方法 

（ア）輸入販売元 WEB ページにて告知。 

（イ）輸入販売元直営店にて告知。 

（ウ）卸業者へ文書にて告知。 

（エ）平成 26 年 1 月 朝日新聞（朝刊）にて告知。 

(3) 輸入販売元への意見、要望 

 輸入販売元に、下記の項目について要望書を交付した。 

ア 製品構造について 

 製品構造として、リチウムイオン電池と加熱板が直接接着されて温度管理はサーミスタでなさ

れているが、サーミスタの異常（故障等で作動しなかった場合「最高摂氏 121 度」となる。）や発

熱による電池本体への過負荷等を考慮し、隔壁を設ける等の遮熱構造とすることが望ましい。 
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イ 製造工程について 

 電池受入検査時の不具合（電池パック膨張）の発生率は 0.1 パーセント以下であるが、一般的

にこの発生率は非常に高く、製造工程に何らかの問題があると考えられる。納入時に不良が発見

されたリチウムイオン電池を電池メーカーに調査させ、製造工程の不備を改善させるなどの対策

を要望した。 

ウ 回収実績の報告について 

 今回リコールした充電式カイロの回収実績を、毎月、北九州市消防局に報告することを要望し

た。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

蛍光灯電極部からの火災事例 
 

京都市消防局伏見消防署 伊藤香平 

 

 

1. 火災概要 

 本火災は、複合型商業施設内の家電量販店の売り場天井において、従業員がプラスチックが燃

えたような臭いを感じ、埋め込み式 4 灯型蛍光灯器具の内 1 灯の蛍光ランプ口金付近からの断続

的な煙と火花を確認し、他の従業員及び警備員に知らせ、電源を切り、焼損した蛍光ランプを外

して鎮火させたものである。 

 埋め込み式 4 灯型蛍光灯器具のうちソケット 1 箇所に焼き及び溶融が認められ、1 灯の蛍光ラ

ンプ口金樹脂部分に溶融、同口金樹脂部分の電極フィラメントの一部が焼失しており、人的調査

もあわせた結果から、当該埋め込み式 4 灯型蛍光灯器具からの出火と考えられたため、製造会社

等の立会いのもと鑑識を行うものとした。（写真 1～写真 3 参照） 

 また、蛍光灯器具は家電量販店の建築された 1997 年から設置されており、交換はしていない。

蛍光ランプは必要に応じて交換されていたため、蛍光灯器具と蛍光ランプは異なる製造会社のも

のを使用していた。 

     

        写真 1 出火した埋め込み式 4 灯型    写真 2 出火した蛍光ランプ 

 写真 3 出火した蛍光ランプの電極部を拡大 
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2. 見分結果等 

 当局研究課において、蛍光灯器具の製造会社、蛍光ランプの製造会社立会いのもと、蛍光灯器

具及び蛍光ランプの鑑識を実施した。 

(1) 蛍光灯器具 

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

列回路となっている。インバータ方式で、高電圧を発生させ電極フィラメントの予熱を行う。 

 焼きしたソケットの樹脂部分には、グラファイト化は確認出来ず、各配線及び配線結合部に異

常は認められなかった。電子安定器の基盤、配線、発振コイル、発振コンデンサー及び電流ヒュ

ーズに異常は認められなかった。 

(2) 蛍光ランプ 

 電極フィラメントに電気を流し熱することで、フィラメントに塗布された電子放射物質から蛍

光管内部で電子放射がおこり放電状態となり、蛍光管内部の水銀原子と、放電された電子が衝突

して紫外線が反応して可視光線が発生する。（図 1 参照） 

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

され付着する。付着物が蓄積されることで、ステムガラス上のリード線間に電路が形成し高い電

圧を要求することがある。 

 口金の樹脂部分にグラファイト化は確認出来なかった。 

 図 1 蛍光ランプのしくみ 

 

3. 出火原因の特定 

 蛍光灯器具の製造会社及び蛍光ランプの製造会社から安全装置に関する情報を聴取し、出火原

因を考察した。 

(1) 蛍光灯について 

ア 蛍光灯器具（A 社製） 

 蛍光灯器具の電子安定器には、安全装置として蛍光ランプ点灯中は定格電圧以下に制御する機

能が備わっているが、通電は継続する。 

イ 蛍光ランプ（B 社製） 

 蛍光ランプは、ステムガラスの加熱が発生すれば、予めステムガラス上に塗布している水素化

チタンから水素を蛍光ランプ管内に放出し、蛍光管内の真空状態を保てなくする。 

(2) 蛍光ランプ電極部の状況 
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 片側の電極のフィラメントが断線し、ステムガラスも溶融している。 

 ステムガラスの溶融温度は約 800 度である。 

 蛍光ランプの樹脂部分の材質であるポリブチレンテレフタレート樹脂は約 300 度以上で発火す

る。 

(3) 出火原因の考察 

 ステムガラス上のリード線間で、付着物に電気が流れてジュール熱が発生してステムガラスが

加熱されると、安全装置としてのステムガラスに塗布されている水素化チタンから水素が放出さ

れ、蛍光ランプ管内の真空状態が保てなくなる。 

 蛍光ランプ管内の真空状態が保てなくなっても、フィラメントは蛍光ランプ管内を発光させる

ために規格以上の高電圧を要求するが、同じ会社で製造された蛍光灯器具に取り付けられた電子

安定器の安全装置が働くことで高電圧は供給されない。 

 しかし、使用されていた A 社製蛍光灯器具は定格電圧以下であるが通電を継続していたため、

付着物はジュール熱を発生し続け、ステムガラスの溶融温度である約 800 度に達して溶融を引き

起こし、ステムガラスと接しているリード線から蛍光ランプ口金樹脂に熱伝導して、同樹脂が発

火温度の 300 度以上に至り、蛍光灯器具のソケット樹脂に着火し、出火したものと推定する。（写

真 4 参照） 

 
 

(4) 蛍光灯器具と蛍光ランプの組合せ 

 寿命末期に起こる蛍光灯の火災危険は、各メーカーが対策を講じているが、本火災のように蛍

光灯本体と蛍光ランプが違う会社の組合せは日常的に行われている。 

 本火災で使用されていた蛍光ランプの製造会社（B 社）の蛍光灯器具（電子安定器）は、蛍光

ランプからの要求される電圧が上昇したことを安定器が検知して、電力の供給を停止する機能が

ある。本火災で蛍光灯器具及び蛍光ランプにも使用されていなかった製造会社（C 社）の蛍光灯

器具（電子安定器）の安全装置は、異常な発熱を感知した場合、電気回路を遮断する。C 社の蛍

光ランプの安全装置はステムガラスとフィラメントの間に付着防止板を設置することで、ステム

ガラス上に電路を形成させないという機能で、電子安定器と蛍光ランプに独立した安全装置が備

わっていることになる。（表 1 参照） 

写真 4 蛍光ランプの電極

部を拡大 
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表 1 製造会社別の蛍光灯器具と蛍光ランプの安全装置 

蛍光灯器具
（電子安定器）

蛍光ランプ

Ａ社

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

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

Ｂ社

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

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

Ｃ社

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

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

 

 本火災で使用されていた蛍光灯器具（A 社製）の安全装置は、蛍光ランプからの要求される電

圧が上昇したことを電子安定器の安全装置が検知して、電力を下げる。蛍光ランプ（B 社製）は、

電極部での異常な発熱を感知して、蛍光ランプ管内の真空を壊し、電子安定器の安全装置を働き

やすくするものであった。 

 よって、寿命末期であった蛍光ランプのステムガラス上の付着物によって出来た新たな電路の

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

を弱めるが供給を継続するものであったため、新たな電路へ電流が流れ続けることによって出火

に至ったと推定した。 

 

4. 指導事項 

 調査結果を受け、調査員から日本照明工業会に対して規格統一等の提起がなされたが、現時点

で具体的な回答は得られていない。しかし、再発防止のために出火店舗及びそのグループ関連会

社に対し、蛍光灯器具と蛍光ランプとの互換性について周知するとともに、蛍光ランプ交換時期

の把握を徹底するよう指導している。 

 

5. まとめ 

 調査員は単なる出火原因の究明に留まらず、蛍光灯器具と蛍光ランプの安全装置の詳細な調査

を実施、蛍光灯器具と蛍光ランプの製造会社の組合せによる安全装置の作動状況での出火する可

能性の有無を追及した。蛍光灯からの火災危険を当局の職員に周知することで、地域住民への防

火指導等で同様火災の再発防止に繋げている。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

誘導灯基板の焼損事故について 
 

名古屋市消防局北消防署 松本 凌、中江 功 

名古屋市消防局名東消防署 大橋教男 

名古屋市消防局北消防署 山下一博、平松幸治 

 

 

1. 焼損事故の概要 

 耐火造 12 階建老人福祉施設において、8 階エレベーターホールに設置された誘導灯の基板が焼

損した。（図 1 及び写真 1、写真 2 参照） 

 8 階エレベーターホールに設置された煙感知器が異常を検知し自動火災報知設備が発報し、焦

げ臭い異臭を感じたが火煙等は確認できなかった。到着した消防隊が異臭の発生源を検索したと

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

 

2. 誘導灯の仕様 

 誘導灯の型式は B 級の BL 形であり、平成 15 年 4 月製造の製品である。内部には、冷陰極蛍光

管とバッテリーユニットが確認でき、平成 14 年製造の製品である。入力電流・電圧は 0.22A・

AC100V。蓄電池は Ni-Cd であり 4.8V・1200mAh となっている。適合ランプは 2×CF220T4EN-E

（3.2W）、ランプ電流・電圧は 7.5mA・410V となっている。 

 

 

図 1 り災建物 8 階平面図 

 

誘導灯設置箇所 

11.5 

21.6 
単位：メートル 

N エアコン設置箇所 
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    写真 1 り災建物を北から見る     写真 2 8 階エレベーターホールを北から見る 

 

3. 誘導灯の焼損状況 

(1) 外観 

 本体の外枠及び表示部のピクトグラム等に変形、溶融及び煤の付着は認められない。（写真 3、

写真 4 参照） 

   

    写真 3 誘導灯の東面側を見る         写真 4 誘導灯の西面側を見る 

(2) 内部 

 前面枠を取り外すと上部に電源部及び基板ユニット（以下「ユニット」と言う。）が確認でき、

ユニット前面はスチール製のカバーで保護されている。中央部には冷陰極蛍光管が 2 本、その下

部にバッテリー（ニッカド電池）が組み込まれ、何れも異常は認められない。（写真 5 参照） 

 
写真 5 誘導灯内部の状況 

エアコン吹き出し口 焼損誘導灯設置箇所 

電源部 

前面枠 

基板ユニット 

冷陰極蛍光管 

バッテリー 
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(3) ユニット部 

 ユニットカバーを取り外すと紙フェノール製の基板が確認できる。基板を見分すると、向かっ

て右上部を中心に基板が焼損し周囲の構成部品に異常が認められる。（写真 6 参照） 

  写真 6 紙フェノール製基板の状況 

 正常な同等品と比較するとトランジスタ TR45（以下「TR45」と言う。）本体は基板上から脱落

し 3 本あるリード端子の内、1 本が折損し基板に溶着している。脱落した本体を見分すると白く

焼き変色している。（写真 7、写真 8 参照） 

 TR45 と同様にインバータ回路を形成するトランジスタ TR46（以下「TR46」と言う。）は白く

焼き変色し基板上に残存している。 

 TR45 と TR46 の間に設置されたフィルムコンデンサ C51（以下「C51」と言う。）は両端が焼き

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

 トランス T40（以下「T40」と言う。）はコイル部に巻かれた青色の保護テープが若干変色して

いる。保護テープを切り開き、内部のコイルを見分するもテープ裏面に変色やコイル本体に異常

は認められない。（写真 7、写真 10 参照） 

 TR45 に近接しているチョークコイル L40（以下「L40」と言う。）はコイル部全体が若干黒く変

色しているが目視による異常は認められない。（写真 7、写真 11 参照） 

 

 

 
写真 7 基板の焼損箇所を拡大 

焼損箇所 

TR46 

TR45 が脱落しリード端子 1 本が溶着 
L40 

C42 C41 

C40 
C51 

T40 
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    写真 8 脱落した TR45 の状況        写真 9 焼損箇所を左側面から見る 

 

 

   
    写真 10 T40 の内部の状況        写真 11 焼損箇所を右側面から見る 

 

 アルミ電解コンデンサ C40、C41、C42（以下「C40、C41、C42」と言う。）は C42 に若干の煤

が付着している以外に変形等の異常は認められない。（写真 7、写真 11 参照） 

 基板上の他の構成部品に異常は認められない。 

 次に基板裏面を見分すると、全面が樹脂製の絶縁シートで覆われており、絶縁シートには直径

約 1 センチメートルの溶融が 2 箇所確認できる。この溶融箇所は電界効果トランジスタ（FET）

TR47（以下「TR47」と言う。）及び TR46 取付部に接する位置が溶融している。基板の焼損箇所

を見分すると TR47 本体と TR45 及び TR46 の取付はんだ部が強く焼きしている。（写真 12～写真

14 参照） 

     

リード端子の 1 本が折損 C51 のリード端子が離脱している TR46 

コイルにリーク痕はない C42 L40 が若干変色している 

写真 12 絶縁シートの溶融箇所 

溶融箇所 
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      写真 13 溶融箇所を拡大 
 

 

   
        写真 14 基板裏面の焼損箇所 

 

4. 鑑識 

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

対しエックス線撮影及び電解コンデンサの容量が低下していた場合トランジスタに影響を及ぼす

可能性が考えられることから電解コンデンサの容量測定等を依頼した。 

(1) エックス線撮影 

 エックス線撮影の結果から部品内部に異常が認められるのは TR45 及び TR46 だけである。何

れも内部のボンディングワイヤが断線し、過電流が流れたものと推測される。また、TR45 につ

いてはリード端子のエミッタが完全に溶融している。なお、メーカーが別途実施した検証結果も

ほぼ同様であった。（写真 15～写真 23 参照） 

(2) 電解コンデンサの容量測定 

  電解コンデンサ C40、C41 及び C42 について容量測定を実施したところ、C40 について部品

表示されている容量と比較してかなりの低下が認められた。そこで正常な基板に容量の低下した

C40 を載せ換えて 8 時間連続 3 日間の計 24 時間の通電実験を実施したが、冷陰極蛍光管は正常に

点灯し、他の部品に発熱・発煙等の異常は認められなかった。（表 1 参照） 

TR46 
TR47 

TR45 取付部 

リード端子が 1 本残存

している 

TR46 取付部 TR47 
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写真 15 TR45 の状況（左は外観、中及び右はエックス線写真） 

 

 

 

 

写真 16 TR46 の状況（左は外観、中及び右はエックス線写真） 

 

 

 

 

写真 17 C51 の状況（左は外観、右はエックス線写真） 

 

 

 

 

リード端子（エミッタ）折損 ボンディングワイヤ断線 

ボンディングワイヤ断線 

リード線異常なし 側面部の外装樹脂焼損 
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写真 18 T40 の状況（左は外観、右はエックス線写真） 

 

 

 

 

写真 19 L40 の状況（左は外観、右はエックス線写真） 

 

 

 

    
        写真 20 C40 の状況         写真 21 C41 の状況 

 

      
        写真 22 C42 の状況 

外装テープに異常なし リーク痕等なし 

内部に異常なし 全体的に黒く変色 

写真 20～写真 22 の 

左は外観、右はエックス線写真 

（上方から撮影） 

内部に異常なし 
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写真 23 TR47 の状況（左は外観、右はエックス線写真） 

 

表 1 電解コンデンサの容量測定結果 

 焼損品 部品表示 

電解コンデンサ 

容量（μF） 

C40 10.91 16V/470 

C41 394 35V/470 

C42 407 35V/470 

 

5. 検証実験 

 原因究明のため各種実験を行ったところ、次の条件下で TR45 及び TR46 の発熱・発煙を確認

した。（メーカーにて実施） 

(1) 実施条件 

 TR45 または TR46 のはんだ部にクラックが発生したと想定し、3 本の各リード端子のはんだを

個々に除去して通電実験を実施した。 

ア TR46 のコレクタ側のはんだを除去した状態。 

イ TR46 のベース側のはんだを除去した状態。 

ウ TR45 のエミッタ側のはんだを除去した状態。 

(2) 実験結果 

ア 両トランジスタが ON/OFF 動作ができないため、回路が正常に発振できず、異常な温度上昇

もなく回路停止によりランプ不点灯。 

イ 電源投入後、発煙が約 8 分間継続。TR45 が最高 295℃まで上昇し、エミッタ端子が破損。取

付部の基板にも焼損箇所を確認。（写真 24、写真 25 参照） 

ウ 電源投入後、発煙が約 30 秒間継続。TR46 が最高 239℃まで上昇し、エミッタ端子に弱い焼

損を確認。（写真 26、写真 27 参照） 

 なお、同様の実験を NITE の協力を得て実施したところ、実験ウにおいて発煙を確認した。通

電後に急激な温度上昇を認め、1 分後から発煙し約 5 分間継続した。TR45 は最高 600℃近くまで

上昇し、赤熱化して取付部の基板が焼損した。焼損事故と同様にエミッタ端子は破損し、内部の

ボンディングワイヤの断線が確認された。 

 

 

 

内部に異常なし 本体全体が焼損 
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    写真 24 TR45 の発煙時の状況         写真 25 基板の焼損状況 

 

    

      写真 26 TR45 の状況           写真 27 基板の焼損状況 

 

6. 焼損原因 

(1) TR45 及び TR46 が強く焼き変色し、基板面もこのトランジスタを中心に焼損していること。 

(2) エックス線撮影の結果、部品内部に異常が認められるのは TR45 及び TR46 の 2 つのトラン

ジスタに限られており、内部のボンディングワイヤが断線していることから、過電流が流れた

ことを示している。これにより TR45 のエミッタ端子が完全に溶融していること。 

(3) 検証実験から TR45 または TR46 のはんだを除去した場合、発振回路が ON 状態となり、異

常発熱しトランジスタが発煙していること。 

(4) C51 の両端の焼き変色は、内部のリード線に異常がないことから、近接している TR45 及び

TR46 が異常発熱したため、二次的な受熱による焼き状況をしめしていること。 

(5) C40 の容量低下については、製造から 12 年経過しているため性能の劣化が推察できるが、

通電実験した結果、冷陰極蛍光管は正常に点灯し、発熱・発煙に至る症状が確認できないため、

他の部品へ直接的に影響した可能性は少ないこと。 

(6) 基板裏面の TR47 の発熱については、明確な原因は不明であるが、メーカーから TR45 及び

TR46 の故障により消費電力が増加し、スイッチング電源からの供給容量が増えたため、スイ

ッチ部が誤作動し、TR47 が発熱した可能性があるとの見解を得たこと。 

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

たため、発振回路が ON 状態となり、異常発熱（煙）し基板が焼損したが、スチール製のカバー

で覆われていることもあり、他への延焼もなく自然鎮火したとの結論に達した。なお、劣化の原

焼損箇所 

焼損箇所 焼損箇所 
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因としてはエアコンの吹き出し口の直近に設置されたことや発熱部品が焼損箇所に集中していた

ことも一因と考えられる。 

 なお、本対象物には 26 台の誘導灯が設置されており、その内、エアコンの吹き出し口の直近に

は 9 台設置されている。今回、その中の 1 つが焼損したが、残り 8 台の内、すでに 4 台は器具の

不具合により交換されている。他の場所に設置された残り 17 台については、1 台を除き不具合が

発生していない。このことからエアコンの吹き出し口の直近という設置環境が基板上の構成部品

等の劣化を助長し不具合を発生させる要因と推定される。 

 

7. 考察 

 通常はこれで報告書を作成して一件落着となるが、しかし、誰も怪我をせず、延焼もなかった

ため「良かった、良かった」で終わってよいのか疑問が残った。特に今回の事案発生場所は、災

害時要援護者である高齢者や身体の不自由な方が多数生活している施設である。早朝に自動火災

報知設備のベルが鳴動し、異臭が発生したことで施設内はかなりの混乱があったと思われる。た

またま二次的な事故が無かったのは運が良かっただけなのかもしれない。何故「安心・安全」を

提供するための消防用設備が焼損したのか？ 防ぐ方法は無かったのか？ 経年劣化は仕方ない

のか？ 

 当署において、メーカー、建物管理者そして我々消防機関に対し、改善策や要望について考察

した。 

(1) メーカー 

 誘導灯といえども通常の照明器具と同じであり、電気製品の最大の弱点である「経年劣化」は

どうしようもないのか？ 焼損した基板は製造から 12 年経過しており、一般社団法人日本照明工

業会では 8～10 年で器具本体の交換を推奨している。しかし、「制御のしやすさ」が最大の強みで

ある電気製品だからこそできることがあると考える。発熱（煙）しても不燃カバーで区画されて

おり、事故後の燃焼拡大防止の措置がとられているが、それと併せて、部品の老朽化で基板の回

路に機能低下が生じた場合、バッテリーを利用して音やフラッシュで異常を知らせる等、事故が

発生する一歩手前で周知できるよう二重の安全対策を施すとともに、はんだ部を含めた基板や部

品等も耐久性の高いものを使用し、発熱部品の配置も考慮したより安全な商品開発に努めて頂き

たいと考える。コストという大問題が立ちはだかるが「部品の経年劣化＝安全の経年劣化」にな

らないよう、一層の安全への取り組みを切望する。 

(2) 建物管理者 

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

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

誘導灯のようにエアコンの吹き出し口の直近に設置した場合、時季によっては温風や冷風を直接

受け、部品の劣化を助長する可能性が考えられる。思わぬ外因により事故に発展することがある

ため、取扱説明書には 8～10 年で取り換えを勧めているが、「別に法令に違反している訳でも点検

を怠っている訳でもない。コストがかかるから見送ろう。」という認識ではなく、「安心・安全」

の確率を上げるための必要経費として考えて頂きたい。 

(3) 消防機関 

 我々消防機関としては、残念ながら誘導灯の設置場所に関して、図面等の届出書類だけで設置
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環境を把握することは困難であり、法令上問題がなければ承認される。消防用設備の点検報告に

ついても点検項目に経過年数を記載する必要はなく、点検時に異常がなければ「不良内容なし」

として受理される。また、防火査察等の立入検査時にも 20～30 年前の誘導灯が多数設置されてい

ることも見受けられる。型式失効に該当しないため、製造・設置からどれだけ年数が経過してい

ても機能上の不備がなければ交換等の強制力がない等、法令の根拠がない以上は現在の行政指導

の限界なのだろうか？ 事故を防ぐためにも実際に発生した今回の事例を踏まえ、法令だけでは

カバーできないあらゆる事故の可能性や危険性を示しメーカーや建物管理者へきめ細やかに提言

していくことが大切と思料する。 

 

8. おわりに 

 本事案から誘導灯の設置・維持管理については、メーカー、建物管理者、消防機関がそれぞれ

の立場で取り組んでいるが、やはり立場や考え方に相違があり、法令順守だけで今後、同様の事

故を防ぐのは困難であると感じた。我々消防機関は、今回発生した事故の原因やそこに至る経緯、

安全への考え方、消防用設備の品質改良等を各方面に発信し続けることが重要と考える。 

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

本消防設備安全センター消防用設備等の経年劣化等に対応した点検方法検討会では「点検基準の

見直しやあり方」等が研究・検討された。法令や条例等も早期に現実に即したものとなるように

期待する。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

亜酸化銅増殖発熱現象の火災調査方法 
 

神戸市消防局 澤田邦彦 

 

 

1. はじめに 

 通電状態の銅製品がスパークなどの高温加熱を受けた時に、銅の一部が酸化して亜酸化銅とな

り、その部分が異常に発熱しながら徐々に拡大して火災の原因になる。この現象は「亜酸化銅増

殖発熱現象」と呼ばれており 1)、電気火災の原因のひとつである。電気が通電している状態でな

ければ発熱することはないが、2A 程度の小さな電流値であっても、周囲の可燃物を着火させるこ

とができるため危険な現象である。 

 銅合金の接続部など、接触不良を起こす箇所であれば、どんな場所でも発生する可能性がある

ため、決して珍しい火災原因ではない。平成 26 年度における神戸市内の電気火災に関する鑑定で

は、計 16 件中 4 件から亜酸化銅の塊が検出されている。 

 亜酸化銅の鑑識方法については、専門的な知識や装置を要することが多く、亜酸化銅の増殖発

熱現象が起きたことを科学的・客観的に証明していくことは、決して容易なことではない。また、

亜酸化銅の増殖発熱現象に関する研究は、数多く報告されているが、亜酸化銅の鑑識方法につい

て詳しく書かれている文献 2)は少なく、火災原因の調査を難しくしている。 

 そこで、客観的なデータが残せて再現性が高く、専門家でなくても行える簡便な方法によって、

亜酸化銅増殖発熱現象が起きたことを証明することができないか検証を行った。 

 

2. 亜酸化銅の調査方法 

 現在は亜酸化銅の存在を確認するために、主に下記のような方法が実施されている。これらの

方法により、亜酸化銅増殖発熱現象が起きたことを立証することができるのか、実際の火災現場

から発見された物品による検証を行った。 

・抵抗値の測定 (2.1) 

・光学顕微鏡による観察 (2.2) 

・エネルギー分散型Ｘ線分析装置付電子顕微鏡による観察（以下単に X 線分析装置付電子顕微

鏡と記す。）(2.3) 

・亜酸化銅増殖発熱現象の確認 (2.4) 

 これらの方法によって得られる測定結果は、いずれも亜酸化銅であることを立証するために重

要なことである。しかし、いずれの方法も物体の表面に生成した亜酸化銅を観察しているため、

発見状況によっては火災熱や経年劣化によって生成した亜酸化銅である可能性が出てくる。従っ

て、これらの方法だけでは、火災現場から発掘される物品において、亜酸化銅増殖発熱現象を主

原因とする火災が起きたことを立証することは難しい場合があることが分かった。 

 例えば、より線の銅線の場合は、素線と素線の間にも腐食などの理由により亜酸化銅が生成し

てしまう。また、銅は淡水中においても、腐食によって亜酸化銅被膜を生成し赤褐色を呈するこ
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とが知られている 3)。 

 従って、亜酸化銅が増殖発熱現象によって生成したことを立証していくためには、表面腐食の

影響を受けていない内部の状況を観察する必要がでてくる。 

 ここで、現在行われている亜酸化銅の確認方法について簡単に紹介したい。 

2.1 抵抗値の測定 

 一般的に導体部の銅及び銅合金は、温度が上昇すると、抵抗値も大きくなる性質を持っている。

それに対し、亜酸化銅は温度が上昇すると抵抗値が著しく小さくなる性質を持っているため、温

度による抵抗値の変化を測定することによって、亜酸化銅の存在を確認することができる。抵抗

値の温度変化を測定する際は、常温において数 kΩから数 MΩを示す場所を測定するとよい。 

 図 1 はプラグの差し刃に発生した亜酸化銅の抵抗値を測定した結果である。たった数十℃の温

度変化においても、顕著に抵抗値が負の温度依存性を示すことが分かる。測定方法については写

真 1 のように、プラグの差し刃をワニグチクリップで挟み、距離 1cm の抵抗値をテスターにより

測定した。 

 火災発生後の試料は、著しく表面が腐食している場合が多く、経年劣化や火災による腐食によ

って発生した亜酸化銅である可能性も考えられるため、注意が必要である。 

 

 
図 1 温度による抵抗値の変化 

 

 
写真 1 抵抗値の測定状況 

熱電対温度計 
テスター 

はんだごて 

熱電対 
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2.2 光学顕微鏡による観察 

 亜酸化銅を細かく砕き、その微粒子を顕微鏡で確認すると、ルビーのように赤く見えるのが特

徴である。亜酸化銅はガラス質であるので、ペンチ等ではさんで容易に砕くことができる 3)。接

触不良によって発熱した配線表面を顕微鏡で観察すると、接触不良を起こしていた部分に多数の

ルビー色をした亜酸化銅が認められることがある。 

 純粋な亜酸化銅は赤いルビー色を呈しているが、増殖発熱現象を起こした後の亜酸化銅を顕微

鏡で観察すると、黒または黒味を帯びた赤褐色を呈していることが多く、顕微鏡観察だけでは亜

酸化銅であるか否かの判別は難しい。ただし、金属顕微鏡により偏光観察をすると、赤いルビー

色をより際立たせることができるが、火災発生後に残存している亜酸化銅は、腐食していること

や、周囲の物質を取り込んでいることが多く、赤褐色をしていないからといって、亜酸化銅では

ないという訳ではない。 

2.3 X 線分析装置付電子顕微鏡による分析 

 材質が不明な試料であっても、X 線分析装置付電子顕微鏡を用いると、試料に含まれる金属元

素の種類や分布状況を客観的に調べることができる。電子顕微鏡により、写真 2 の白枠内を撮影

したものを写真 3 に示す。試料中には銅以外の元素も多数含まれているため、銅以外の金属元素

が少ない領域を意図的に選び、写真 3 の白枠内を分析領域に設定し、X 線分析装置により分析を

行った結果を図 2 に示す。Ｘ線分析装置付電子顕微鏡を用いて、写真 3 の温度ヒューズを調べる

と、黒色を呈しているところの大部分は銅の酸化物であることが分かる。 

 X 線分析装置により亜酸化銅が確認できたとしても、腐食や火災時に生成した亜酸化銅かどう

かは識別できないので、Ｘ線分析装置の結果のみから増殖発熱現象が起きたことを証明すること

は難しい。 

 

 
写真 2 温度ヒューズの光学顕微鏡写真 

黒色 

写真 3 
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写真 3 温度ヒューズの電子顕微鏡写真 

 

 
図 2 X 線分析装置の解析結果 

 

2.4 亜酸化銅増殖発熱現象の確認 

 亜酸化銅を確認できれば、次にその亜酸化銅が増殖発熱現象を起こすか否かを確かめなければ

分析領域 

エネルギー [keV] 
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ならない。増殖発熱現象を確認する最も簡単な方法は、実際に電流を流してみることである。 

 亜酸化銅の増殖発熱現象は、2A 程度の電流を流すと、赤く光っている部分が、あたかも小さな

うじ虫が地面を探るように忙しく動きながら、増殖発熱現象を起こすことが知られており、大き

な特徴のひとつである 4)。 

 火災当日に実際に流れていた電流を流し、異常な発熱や発光が認められることを再確認するこ

とは、重要なことである。亜酸化銅増殖発熱現象を再現することによって、増殖発熱現象を起こ

す亜酸化銅であることを立証することができる。 

 図 3 のような装置を用いて、100W の電球を 1 つ又は 2 つ並列につなぎ、1～2A 程度の電流を、

亜酸化銅と思われる部分に通電させる。亜酸化銅の塊が非常に小さい場合は、2A の電流であって

も、亜酸化銅が火花とともにはじけ飛んでしまうことがあるので、低い電流値から始めなくては

ならない。 

 ただし、銅線接触時において、通電に伴い発生するスパークによって、本来亜酸化銅が存在し

ない箇所にも、亜酸化銅が生成する可能性があるため、亜酸化銅と思われる部分と銅線を通電前

に接触させておき、電流の通電と遮断はブレーカーなどその他の接点で行う。試料の形状により

可能であれば、銅線と試料をワニグチクリップ等で固定した上で、通電させてもよい。また、接

触させる銅線の先端は実験毎に切断し、亜酸化銅が付着していないようにする。 

 写真 4 は、図 3 のような装置を使って火災原因となった 3 口タップの導体部に約 2A の電流を

流した時の状況であるが、可動式差し刃のワッシャの一部が赤く光っている。 

 また、100W 電球を使った装置が手に入らない場合は、100W 電球を 100～200W 程度の電化製

品で代用することもできる。ドライヤーの冷風モードを利用すると、風量の強弱によって電流値

を変化させることができ、持ち運びも楽であるため、使い勝手がよい。 

 写真 4 のように金属板に覆われている内部で赤く光っている場合は、光の動きを観察しにくい。

また、写真 5 のように、試料表面の腐食が著しい場合は、1～2A の電流を流すと、火災の原因と

は無関係に、赤い発光が認められる場合があるので注意が必要である。写真 5 は鉄製ネジの表面

が赤く錆びている箇所に、1～2A の電流を流した状態であり、発光部は移動しないものの、赤い

発光が認められる。 

 

 

図 3 亜酸化銅の増殖発熱現象を確認する装置 

ブレーカー 

100V の交流電源へ 試料 

クランプメーター 

100W 電球 

試料に電流を流す 
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   写真 4 赤く光る 3 口タップの一部      写真 5 腐食したネジ表面の赤い発光 

 

3. 金属内部の状況を確認する方法 

 前述したように、亜酸化銅の存在を確かめる方法は数多く存在するが、亜酸化銅増殖発熱現象

の発熱を火災発生の主原因として立証するためには、その亜酸化銅が腐食や火災によって 2 次的

に生成したものではないことを確認する作業が必要となる。従って、試料表面に生成している亜

酸化銅は、腐食や火災熱による生成の可能性があるため、金属内部の状況を確認していくことが

必須となる。 

 そこで、金属の内部観察に関する経験と知識がないため、兵庫県立工業技術センターの方に観

察方法についてのご教示をいただいた。ここでは、教えていただいた金属内部組織の観察方法を

基に紹介する。 

 金属組織を観察するには、下記のような手順が必要となる。 

・観察したい金属を樹脂で固める (3.1) 

・研磨 (3.2) 

・エッチング（腐食）(3.3) 

3.1 観察したい金属を樹脂で固める 

 金属をきれいに研磨するためには、まず観察したい試料を、樹脂で固めて研磨しやすいように

加工しなければならない。研磨用の硬化樹脂は、「2 種類の硬化剤を混ぜ合わせて硬化させるもの」

や「硬化剤に特殊な光を照射して硬化させるもの」など、さまざまな種類がある。また、硬化さ

せる樹脂も「アクリル」「ポリエステル」「エポキシ」などさまざまな種類がある。 

 ここでは、透明度が高く、短時間で硬化できる、写真 6 のような一液性可視光硬化タイプの株

式会社マルトー製「アクリル・ワン」を使用する。まず、円柱状のケースの中に試料を入れる。

試料はなるべく円の中心から点対称になるように、バランスよく配置する。そうすることによっ

て、試料を水平に研磨しやすくなる。 

 試料をケースに入れれば、ケースの中に硬化させる樹脂をゆっくりと、気泡がなるべくできな

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

3.2 研磨 

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

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

差し刃 

赤く光っている 

赤く光っている 
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  写真 6 試料を樹脂で固めるための装置        写真 7 研磨機と研磨剤 

 

 次に、粒度の粗い研磨紙から順に水をかけながら研磨を行う。粒度の粗い研磨紙から、粒度の

細かい研磨紙に変えた際は、写真 8 のような粒度の粗い研磨紙により付いた傷がすべて消えるよ

うに研磨をする。その作業を繰り返して、より細かな傷だけが残るようにする。 

 ♯1500 の研磨を上手にすれば、ある程度鏡のように反射する面が作製できる。そして、最終研

磨を行うためのクロスに、研磨剤を塗って、最終的に鏡面になるように研磨をする。♯1500 の研

磨とクロスによるバフ研磨は特に丁寧に行わないと、きれいな鏡面を得ることができない。ここ

で、きれいな鏡面ができていないと、次のエッチング（腐食）がうまくできない。当研究所では

現在、バフ研磨の研磨剤は、銅のエッチングには不向きな面もあるが、結晶アルミナが主成分の

ものを使用している。 

 

 
写真 8 研磨面の状況 

粒度の粗い研磨紙による

傷が残らないようにする 
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3.3 エッチング（腐食） 

 研磨により、試料に鏡面を作製することができれば、試料面を流水できれいに洗う。その時に、

鏡面を直接手で触れることがないように、試料は丁寧に取り扱う。鏡面がきれいになれば、いよ

いよエッチングである。試料が銅合金である場合は、下記のものを混ぜた銅用のエッチング液を

使用する。 

（銅用のエッチング液） 

HCl： 

塩化鉄（II）： 

水又はエチルアルコール： 

20～50ml 

5～10g 

100～200g 

 火災原因調査の場合は、銅線やプラグの差し刃など、試料が銅合金である場合が多いため、現

在のところこのエッチング液で腐食が可能である。ただし、ステンレスなど銅以外の金属を腐食

させたい場合は、王水など他のエッチング液が必要となる 5)。銅以外の金属の腐食については、

技術的に難しく、今後の課題である。 

 エッチングは、シャーレ又はビーカーに入れた腐食液に試料の研磨した面を漬け込み、数秒間

待つ。その後、水により腐食液を洗い流した、エチルアルコールに一旦漬けてから、ドライヤー

を使って乾燥させる。 

 エッチングした面を顕微鏡で観察し、写真 9 のような金属組織が観察できれば、成功である。

金属組織が見えなければ、腐食を再度行い、いくら腐食しても組織が観察できない場合は、研磨

を再度やり直してから、腐食を再度行う。 

 

 写真 9 銅線を腐食させた状況 

 

4. 観察事例 

 金属組織の内部観察方法を応用することによって、今まで以上に詳細な見分ができるようにな

った。ここで、観察事例について紹介する。 
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写真 10 電源プラグの差し刃 

 

 
写真 11 プラグ差し刃に付着した亜酸化銅 

 

 写真 10 は溶断した電源プラグの差し刃であるが、表面が腐食しており、溶融痕が短絡によるも

のなのか、それ以外の理由によるものなのかは判別できない。 

 溶断した差し刃を樹脂に固め、表面を削ると写真 11 のように、黄金色の金属光沢を示す部分と、

黒色を呈する部分がある。「抵抗値の測定」、「光学顕微鏡による観察」及び「増殖発熱現象の確認」

によって、亜酸化銅の確認を行ったところ、黒色を呈している箇所の大部分が亜酸化銅であるこ

とが分かった。 

 この黒色又は暗赤色を呈する亜酸化銅の分布状況を調べるためには、試料を削り取りながら、

写真撮影すればよい。内部の大部分は黄金色を呈しているが、「溶断部付近」と「抜け防止の穴周

囲」に亜酸化銅が特に付着しており、且つ「溶断部付近」と「抜け防止の穴周囲」の亜酸化銅は、

差し刃表面にできた亜酸化銅を介して、立体的に繋がっていることが分かった。写真 11 の試料を

さらに研磨した状況を写真 12 に示す。 

 このように、金属組織の観察をする必要がない場合は、鏡面研磨やエッチングの作業が省略で

きるため、非常に簡単に内部の状況を確認することができる。 

写真 11 参照 

黄金色 黒色又は暗赤色 
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写真 12 さらに研磨した差し刃 

 

5. 総合的な調査方法の提案 

 ここで、現在さまざま存在する亜酸化銅の確認方法について、より正確な調査を行っていける

ようにするために、図 4 のフローチャートで亜酸化銅の総合的な調査方法を提案する。 

 亜酸化銅の疑いがある試料は、表面を詳細に観察及び記録した後、表面に付着している煤や汚

れをブラシで丁寧に落とし、抵抗値の温度変化を測定する。  

 試料の大きさが小さすぎる場合や、腐食によりもろくなっている等の理由により、抵抗値を測

定できない場合は実施しない。 

 

図 4 鑑識方法のフローチャート 

 

 

黒色又は暗赤色 

黄金色 
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 写真 5 のように、表面が腐食しておらず亜酸化銅が発生したと思われる部分が接続された状態

であり、電流を流すことによって、火災発生時の状況を再現できるような場合は、1～2A の電流

を流し、亜酸化銅増殖発熱現象を確認する。 

 次に、試料を樹脂の中に固め、研磨をしながら断面の写真を撮影する。そして、金属光沢を示

さない黒色や赤褐色に近い色を呈する塊があれば、1～2A 程度の電流を流し、亜酸化銅増殖発熱

現象が再現できるかを確認する。発光を確認できれば、発光を起こした塊の位置と大きさを記録

しながら研磨する。また、X 線分析装置付電子顕微鏡などを用いて、さらに専門的な機関が調べ

る場合は、試料が錆びないように、乾燥させた状態で保存する。 

 

6. まとめ 

 亜酸化銅増殖発熱現象によって発生した火災であると立証するためには、亜酸化銅の存在を確

かめるとともに、増殖と発熱の痕跡があるかを確かめなければならない。従って、その他の火災

原因調査と同様に、周囲の焼けた状況を客観的に調べることにより、発熱したかどうかを見極め

なければならない。金属の溶融・変色や樹脂の溶融・炭化の度合などから、亜酸化銅が局部的に

発熱していたかどうかを確かめることが重要である。 

 亜酸化銅による火災の原因を調査していくには、亜酸化銅の塊のみから出火の可能性を議論す

ることはできず、亜酸化銅とその周囲の状況から総合的に判断していくことが重要である。その

上で、亜酸化銅増殖発熱現象について、前述の鑑識方法が少しでも火災の原因究明に役立てば幸

いである。 
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製品安全センター 製品安全業務報告会』資料、2011 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

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

 

富山市消防局予防課 小関啓介 

 

 

1. 火災概要 

 本件火災は、医薬品中間体を製造する危険物一般取扱所（以下、「一般取」という。）で、SUS

フレキシブルホース（以下、「フレキ」という。）内の洗浄作業中に出火したものである。建物内

部及び収容物を焼損した「部分焼」の建物火災であり、負傷者 2 名が発生している。なお、調査

にあたっては、消防研究センターの助言を得ている。 

 

2. 出火時の作業概要 

 当該一般取では複数の医薬品中間体を同一の設備を使用して製造しているため、A という薬品

製造後に B という薬品を製造する場合には、配管等の設備を洗浄する工程がある。 

 本件火災はこの工程上において、大気開放状態でフレキ内に酢酸エチル（第 4 類第一石油類（非

水溶性））（以下、「酢エチ」という。）を通し、フレキ内の洗浄を行っている最中に出火している。

（写真 1） 

 写真 1 フレキ内部洗浄状況 
 

3. 関係者からの情報 

(1) 作業及び火災に関すること 

 ア 過去に 200～300 回程度、同作業を実施している。 

 イ 過去との相違点は、フレキ先端に樹脂製フィルタを設置したこと。 

 ウ 酢エチは 20L 使用し、窒素により圧送され、後半はミスト状で噴出。 

 エ 作業中に静電気による電撃を受けた経験はない。 

 オ 炎は、SUS 受器から立ち上がっていた。 

(2) 機器等に関すること 

 ア 出火室内にある防爆機器等に不具合はなかった。 
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 イ 出火時、トランシーバ（非防爆型）を使用していた。 

 ウ ライター等の発火源となり得るものの持ち込みはなかった。 

 エ リストストラップや床面導通処理等の人体除電対策はしていなかった。 

 

4. 現場見分（焼損状況等） 

(1) 焼損状況 

 焼損が認められるのは、洗浄作業を行っていた 2 階「晶析・遠分室」（以下、「晶析室」という。）

のみであり、この室を中心に見分を行う。 

 晶析室に通じるアルミ製ドアは、室外側に向かって湾曲し、網入りガラスはひび割れている。

（写真 2） 

ひび割れ

歪み

 写真 2 アルミ製ドアの状況 

 

 晶析室内部を見分すると、天井の石膏ボードが上側に向かって湾曲し一部破損している。晶析

室内の壁体はコンクリート製で各壁体に焼損、破損は認められないが、北面の掲示板が焼損して

いる。晶析室内にはフレキ、SUS 受器、配管等といった製造設備が見分される。床及びこれらの

収容物には消火粉末が付着しているが、目立った焼損は認められない。（写真 3、写真 4） 

 

    
     写真 3 晶析室内の状況          写真 4 SUS 受器、フレキの状況 

 

 SUS 受器及びフレキを更に見分する。SUS 受器にはアースクリップが取り付けられ、10L の茶

ひび割れ

歪み

フレキ 

SUS 受器 掲示板焼損 

天井の湾曲、破損 
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褐色の排出液が認められる。フレキ先端には樹脂製フィルタが設置されている。また、床面には

トランシーバが見分され、関係者によれば「SUS 受器直近の床に置き、送液の合図を傍受するの

に使用しました。発信はしていない。」とのことである。（写真 5～写真 7） 

 フレキから樹脂製のフィルタを取り外しフレキ内部を見分すると、テフロン樹脂でコーティン

グされており、焼損、破損は確認できない。（写真 8） 

 作業者の着衣は、クリーンルーム用の作業着で帯電防止材が使用されており、袖部分に切断の

跡が見られる。関係者によれば、「作業着が溶けて腕にくっついていたため、切りました。」との

ことである。靴は帯電防止仕様であることが確認でき、焼損等は認められない。キャップ及びデ

ィスポグローブは、帯電防止仕様ではなく、焼損は認められない。（写真 9、写真 10） 

    

     写真 5 SUS 受器の状況            写真 6 フィルタの状況 

    
    写真 7 トランシーバの状況           写真 8 フレキ内部の状況 

    
     写真 9 作業着の状況           写真 10 靴等の状況 

SUS 受器 

アースクリップ フィルタ 

トランシーバ 

作業着に切断の跡 
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(2) 酢エチ、窒素流路確認 

 酢エチは屋外タンクから送液されている。り災建物まで送液されている配管及びバルブに異状

は認められない。り災建物内のメインバルブは微開の状態で、270°締めると閉止する。関係者に

よれば「これが正しく流量調整した状態です。」とのことである。（写真 11、写真 12） 

 窒素は敷地内にある別棟から送られ、り災建物までの配管に異状は認められず、り災建物内の

圧力計等も異状は認められない。（写真 13） 

    
      写真 11 酢酸エチルの流路          写真 12 バルブの状況 

 写真 13 窒素圧力計の状況 
 

(3) 現場見分のまとめ 

 焼損、破損は 2 階の晶析室のみに認められ、晶析室では爆発現象があったと考えられる。出火

原因については、現場見分状況及び関係者の供述から、工程への異物混入や窒素等過不足の影響

による出火は否定できる。 

 

5. トランシーバ鑑識 

 SUS 受器直近にあったとされるトランシーバの鑑識を行う。 

(1) 諸元等（メーカーから聴取したもの） 

 ・名称 特定小電力無線器 

 ・製造期間 2000 年 12 月～2009 年 4 月 

バルブ微開 

２７０度
閉めると
閉止する 
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 ・販売期間 2000 年 12 月～2009 年 9 月 

 ・販売台数 253,332 台 

 ・生産国 日本 

 ・販売範囲 国内 

 ・価格 14,800 円 

 ・安全装置 防爆規格の要求適合装置なし 

 ・事故事例 なし 

 ・リコール等 なし 

(2) 鑑識見分 

 外観上は消火器の粉末薬剤が付着しているのみで、電源を入れると正常に作動する。（写真 14） 

 電池を取り外しトランシーバ内部を見分すると接点部分に荒れや溶けはなく、煤の付着も確認

できない。電池は残圧が確認できる。（写真 15） 

 分解し内部の基板等を見分するも煤の付着はなく、コンデンサに膨張、ひび割れ、液漏れ等の

異状は確認できない。また、スイッチの接点部にも荒れ、溶融はない。（写真 16） 

    
   写真 14 トランシーバの外観状況        写真 15 トランシーバ内部の状況 

 写真 16 トランシーバ分解状況 
 

(3) トランシーバ鑑識のまとめ 

 ・トランシーバ不具合による出火は否定できる。 

 ・トランシーバ内部に可燃性蒸気が侵入し接点火花で引火した可能性は否定できる。 
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6. フィルタ鑑識 

 現場で発見され、今回初めて使用されたフィルタについて鑑識を行う。 

(1) 諸元等（メーカーから聴取したもの） 

 ・名称 フィルタ 

 ・製造期間 20 年以上前～現在 

 ・販売期間 同上 

 ・販売個数 80 個（類似品 2,000 個） 

 ・生産国 日本 

 ・販売範囲 世界 

 ・価格 7,700 円 

 ・安全装置 なし 

 ・事故事例 なし 

 ・リコール等 なし 

  ※ 取扱説明書等には、静電気に対する注意喚起文あり。 

(2) 鑑識見分 

 同型品と比較して見分を行う。外観は、ポリプロピレン製の外装にわずかな溶融が認められる

のみである。分解するも、内部に焼損等は認められず、排出液二次側に消火粉末の付着が認めら

れるのみである。なお、フィルタにはシールが貼付されている。（写真 17、写真 18） 

    
    写真 17 フィルタの外観状況          写真 18 フィルタ分解状況 

 

L1

L2

ρS：表面抵抗率
RS：表面抵抗
L1：電極長さ

L2：電極間の距離

テスター

 図 1 表面抵抗率測定方法 
 

(3) シール部の導体、不導体の確認 

 静電気安全指針 2007（文献 1）によれば、静電気上の導体・不導体は、表面抵抗率（ρS【Ω】）

の範囲で定義できるとされ、ρS＜1010Ωで静電気上の導体となる。ρS は次式で表され、図 1 に

シール 
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基づき簡易測定できる。 

  ρS＝RS・L1/L2 

 このことに基づき、シール部の表面抵抗（RS）を測定し、表面抵抗率（ρS）を計算すると、シ

ール乾燥状態で 5×107Ω、シール湿潤状態（酢エチ）で 2×108Ωとなる。（洗浄作業中にフィル

タが酢エチで濡れる可能性があったため、乾燥、湿潤各々の状態で測定を行った。）（写真 19） 

 写真 19 表面抵抗測定状況 

 

(4) フィルタ鑑識のまとめ 

 ・フィルタ内部からの出火は否定できる。 

 ・シール部は導体である。 

 

7. 静電気について 

 静電気安全指針 2007（文献 2）によると、静電気放電には次の 6 種類の放電があり、各特長を

まとめる。 

◆ 火花放電 

 静電気事故の 7 割強が火花放電といわれ、導体間で起きる放電。 

◆ ブラシ放電 

 不導体から起きる放電で、曲率のある導体に放電し、その時のエネルギーは 1～3mJ。 

◆ 沿面放電 

 液体、粉体等が絶縁性パイプ内を高速で輸送される際等に発生し、産業界に起こる最大の着火

能力を持ちうる放電。 

◆ コロナ放電 

 先のとがった針電極等の近傍に不平等電界場が形成された場合に起こるが、水素のような最小

着火エネルギーが極めて小さいガスを除き、可燃性蒸気に引火させることはない。 

◆ コーン放電 

 円錐状に堆積した不導体性粉体の表面に起こる放電。 

◆ 雷状放電 

 サイロ等への粉体の投入をした際等に発生する雷のような放電で、大規模な空間が必要であり、

産業界では起こらないとされている。 

 

シール 
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8. 現場見分（静電気関係） 

(1) 現場見分 

 現場には多数の金属があること。フィルタは樹脂製（不導体）で、フィルタ内を液体が通るた

め、フィルタが流動帯電すると考えられること。非接地状態にある金属と帯電した絶縁物の組み

合わせが静電気の着火危険の面からは最も危険であること（文献 3）。以上のことから、ブラシ放

電と火花放電の検討を行う。 

 また、沿面放電については、フレキ内部に焼損が無いため検討不要とし、コロナ放電、コーン

放電及び雷状放電については、発生環境や放電エネルギーを考慮して検討不要とする。 

 テスターの接地側を避雷針用の接地極に設定し、現場にあるアースクリップ、フレキ、フラン

ジ、反応釜、SUS 受器等といった金属（導体）の接地状況を確認すると、表 1 のとおりとなる。

（写真 20） 

      表 1 導体の接地状況 

測定対象 抵抗値（Ω）

アースクリップ 0.24 

SUS 受器（アースクリップ有） 0.25 

SUS 受器フタ（アースクリップ有） 0.21 

フレキ接続元のフランジ（一次側） 0.24 

フレキ接続元のフランジ（二次側） 0.23 

フレキ 0.45 

 

 次に、床の接地抵抗、靴及びディスポグローブの抵抗値を測定すると、表 2 のとおりとなる。

加えて、作業時の服装を再現し、人体の漏えい抵抗を測定すると 7.6×106Ωとなる。（写真 21、

写真 22） 

 また、作業時の服装のまま出火時の行動を再現し、作業着及び人体の帯電電位を測定すると各々

0kV となる。（写真 23） 

 加えて、フレキ先端に設置されていたフィルタに水を通液し、表面の電位を測定すると、-3.9

～-14.3kV となる。（写真 24） 

(2) 現場見分（静電気関係）のまとめ 

 ・人体を含めた各導体（フィルタのシール部除く）は接地されている。 

 ・再現行動により、人体は帯電しない。 

 ・フィルタは樹脂製で、水を通液させると帯電する。 

 

表 2 床の接地抵抗及び靴等の抵抗値 

測定対象 抵抗値（Ω） 

床 6.2×105 

靴 1.0×106 

ディスポ 

グローブ 
1.2×106 

写真 20 SUS 受器接地抵抗測定状況
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    写真 21 靴の抵抗測定状況         写真 22 人体の漏えい抵抗測定状況 

    
  写真 23 作業着の帯電電位測定状況 

 

9. 実験 

(1) 背景、目的 

 現場見分（静電気関係）から、各導体（フィルタのシール部除く）からの火花放電は否定でき、

フィルタからのブラシ放電は可能性があると考えられる。また、フィルタ鑑識の結果から、フィ

ルタのシール部は導体であり、フィルタ本体が帯電することで、フィルタのシール部が誘導帯電

し、シール部から火花放電が起こる可能性がある。 

 以上のことから、フィルタからのブラシ放電または、シール部からの火花放電のいずれかが火

災に起因したのかを特定することを目的とし、実験を行う。 

(2) 事前検討（フィルタからのブラシ放電） 

 静電気安全指針 2007 の式（3.13）～（3.15）（文献 4）を使用し、D=20 として、酢エチの最小

着火エネルギー0.46mJ（文献 5）から検討すると、表面の平均電位「V」が 37kV 以上になると、

ブラシ放電による引火の可能性があると分かった。 

(3) 事前検討（シール部からの火花放電） 

 火花放電の放電エネルギー「W」は、次式で表される。 

  W=1/2・CV2  （C：静電容量【F】、V：電位【V】）（文献 6） 

 この式及び酢エチの最小着火エネルギー0.46mJ から検討すると、電位「V」が 9.6kV 以上にな

ると、火花放電による引火の可能性があると分かった。なお、静電容量「C」は、10pF とした。

（静電気安全指針 2007 表 2.1（文献 7）を参考とし、今回の静電容量は最大でも 10pF と考えた

－

写真 24 フィルタに水を通した際の電位

測定状況 
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ため。） 

(4) 実験概要 

 図 2、図 3 のとおり、フィルタに 3 種類の液体（水、灯油、酢エチ）を通し、フィルタの電位

を測定する。通液の方法は、落差及び窒素による圧送をそれぞれ行う。なお、測定は任意の 10

点にて行うものとする。（写真 25、写真 26） 

 灯油、酢エチの通液量は、安全を考慮し 2L を上限とする。また、帯電物体から電位測定機に

放電する可能性があるため測定は可燃性蒸気の存在しない場所に移動して行うものとする。 

投入容器

じょうご

フレキ

架台
フィルタ

SUS受器

  

架台

N2ボンベ

フィルタ

SUS受器

調整器

フレキ

 
   図 2 落差による通液実験概要図       図 3 窒素圧送による通液実験概要図 

    
      写真 25 実験状況              写真 26 電位測定状況 

 

(5) 測定結果 

 10 点測定した結果の平均値を表 3、表 4 にまとめる。 

 

 表 3 投液量とフィルタ電位変化の関係    表 4 投液量とフィルタ電位変化の関係 

 0.5L 2L 

水 +0.1kV +0.2 kV 

灯油 +0.1 kV +1.0 kV 

酢エチ +0.2 kV +0.1 kV 

 

(6) 実験のまとめ 

 ・流量の増加とともに、フィルタ電位が上昇するとは限らない。 

 0.5L 2L 

水 +0.2 kV +0.1 kV 

灯油 +1.0 kV -6.5 kV 

酢エチ +2.5 kV +0.6 kV 

 

フィルタ 
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 ・フィルタ電位が思うように上昇しない。 

 以上のことから、ブラシ放電と火花放電の可能性の有無を特定することができない。 

(7) 実験結果の考察 

 気象状況（出火当日よりも、湿度が高かった。）により電荷が緩和しやすかったこと、電位測定

位置までの移動中に緩和してしまった可能性がある。 

 

10. 原因の考察（まとめ） 

(1) 静電気以外による出火について 

 放火、裸火、電気機器及び窒素過不足等による出火の可能性は否定できる。 

(2) フィルタ以外からの静電気放電について 

 現場にあるフィルタのシール部以外の導体は接地されており、これら導体からの火花放電は否

定できるが、シール部については可能性が残る。 

(3) フィルタからの静電気放電について 

 ① 実験ではフィルタの電位上昇が認められない。 

 ② しかし、現場では通水時に、フィルタの電位上昇が認められている。 

 ③ よって、実験時には何らかの影響で電位を上昇させることができなかったと考えられ、フィ

ルタからのブラシ放電は可能性が残る。 

(4) まとめ 

 以上のことから、フィルタのシール部からの火花放電、または、フィルタからのブラシ放電に

より出火した可能性がある。 

 

11. 結論 

 フレキ先端に樹脂製フィルタを設置し、開放状態でホース洗浄をしていたために、酢エチの可

燃性蒸気が滞留し、フィルタに帯電していた静電気が SUS 受器に放電した際に引火したもの。な

お、フィルタからのブラシ放電、シール部からの火花放電いずれの放電が起因したのかは特定で

きない。 

 

12. 事業所への指導 

 (1) 可燃性蒸気存在下でのフィルタ使用禁止 

 (2) 配管洗浄は閉塞系で行うこと 

 (3) 静電気に関する定期的な社内教育 

 (4) 防爆エリアにおける、非防爆トランシーバの使用禁止 

 (5) 床の接地確保（導通性マットの導入） 

 

13. 予防広報 

 類似事業所に対して同種火災発生予防の注意喚起文を発出した。 

 

14. 推奨点 

 従来本市において静電気が疑われる火災が発生した場合、他の出火原因については、供述を中
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心的根拠として可能性が低いことのみを理由に、原因判定を行ってきた。しかし、今回は酢エチ

及び窒素の流路確認並びにトランシーバ及びフィルタの鑑識を実施し、一定の事実に基づきそれ

らの可能性を否定することができた。 

 静電気については、どこに電荷が溜まり、どこにどのような放電が起こったかを検討すること

は、知識及び技術不足による困難性が高かった。しかし、困難性を克服し、これらの検討を行う

ことで、事業所に対して「静電気に気を付けろ。」との抽象的な指導にとどまらず、具体的リスク

を説明することができた。加えてこれらの検討により、署員への教養が図られた。 

 

15. 所感 

 平成 24 年の全国の全火災 44,189 件に対し、経過「静電スパークが飛ぶ」は、83 件で 0.18%と

なっており、件数としては少ない。一方富山県においては、0.9%を占めており、富山市において

は 1.25%を占めている。市内には製薬工場が多数あり、この 1.25%のほとんどが製薬工場で発生

している。 

 製薬工場を多数抱える都市として、静電気火災の調査手法をマスターし、調査資機材の整備を

図り、事業所に対して適切な指導を行っていくきっかけになったと考える。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

鏡面仕上げ（平面）ステンレス板による収斂火災の調査報告について 
 

大竹市消防本部 中村将也、滝口洋介、高野純一 

 

 

1. はじめに 

 本火災は、石油コンビナート等特別防災区域・第一種事業所内の非危険物施設、「保全倉庫」の

軒先の一部を焼損した建物火災である。「保全倉庫」周辺には、危険物施設が至る所に点在し、仮

に、火災が延焼拡大することとなれば、著しく消火困難となる恐れが高いとともに、社会経済に

与える影響も甚大であることは容易に想像できる。 

 この火災は、従業員が保全倉庫横の駐車場で、異臭と白煙に気が付いたことにより発見し、水

道ホースで初期消火を行い鎮火に至っている。 

 結論から言うと、当該火災の出火原因は廃材置場に鏡面仕上げを施したステンレス板を放置し

たことにより生じた「収斂火災」であるが、一見、凹凸のない平面加工された板であった。この

様なことから、調査経験の未熟な調査員が思案に明け暮れ、試行錯誤を繰り返すうちに、平面か

ら焦点を形成するメカニズムを究明し、再現実験を機に、事業所が 40 年間行ってきた取扱いを見

直し、再発防止措置を施すまでに至る調査経緯を紹介するものである。 

 

2. 火災の概要 

 出火日時 平成 24 年 10 月 9 日 11 時頃 

 出火場所 保全倉庫・下屋の軒先 

 焼損程度 ぼや 

 建物概要 昭和 46 年建築、木造平屋建て、延べ面積 277.20m2 

 気象状況 天気晴れ、気温 24.0 度、風向北北東、風速 3.8m、湿度 45%（乾燥注意報発令中） 

 

3. 実況見分状況 

(1) 保全倉庫に焼損が認められるのは、下屋の軒先のみである。軒先の焼損状況は、下屋の軒桁

の中央から上面に至るまでに生じた亀甲模様の炭化深度が深く、その焼けは、軒桁の水平方向

に、幅 300mm が均一に炭化している。水平方向に炭化した軒桁の中央付近の一部に、下方か

ら扇状を呈した炭化箇所が確認できる。（写真 1、写真 2 参照） 

 このことから、軒桁の焼損は下方から燃え上がったものと考えるのが妥当である。 

(2) 軒先付近には、火気設備、あるいは照明・コンセント等の電気機器などの屋内配線は認めら

れず、微小火源のタバコは、社内規定により事業所敷地内の建物外による喫煙は禁止され、溶

接、グラインダーなどの使用痕跡も確認できない。 

(3) 軒先の下方東寄りの廃棄物置場に、鉄屑入れとして使用されるコンテナ（以下「コンテナ」

という。）が定置されている。（写真 3、写真 4 参照） 

 このコンテナと、焼損した軒先までの空間には、130cm の距離が存在する。（写真 5 参照） 

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 209 -



 コンテナ内部には、周辺の工場から、廃材として集積されたカセットボンベが数本、平面上

のステンレス板が数十枚、そして鉄屑等が確認できる。カセットボンベについては、内容物の

可燃性ガスは社内規定により全て廃棄する際に穴を開け、圧抜きが行われている。（写真 6 参照） 

 ステンレス板は、ベルト研磨工場で鏡面状に製造したもので、不要となった箇所を、切断し

た後、その切断した端材を鉄屑入れに入れているとのことである。 

 

    

      写真 1 現場の状況            写真 2 軒桁の炭化状況 

 

    

                          写真 4 コンテナ内の状況 

 

 

    

   写真 5 コンテナと軒桁の離隔距離     写真 6 穴の開けられたカセットボンベ 

写真 3 廃材置場の鉄屑入れに用いら

れるコンテナ 
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4. 問題点 

 これらの現場の状況から、廃棄物置場のコンテナ内からの収斂火災の可能性が導かれた。 

 しかし、事業所関係者からは、「そんなことが本当にあるのですか？ 今まで四十年間、この取

り扱いをしていますが、何もありませんでしたよ。」などと冷笑され、私自身も含めた、他の調査

員も半信半疑のもと鑑識見分を行うことを決意したのである。 

 

5. 鑑識見分状況 

 廃棄物置場のコンテナ内に認められる、鏡面仕上げステンレス板（以下「ステンレス板」とい

う。）について以下詳細に見分する。 

(1) ステンレス板について 

 立会人によると、「このステンレス板は、製品の製造工程上、埃などが一切付着してはならない

ため、仕上げを鏡面状に施し、反射率は、ほぼ 100%に仕上げている。」とのことである。 

 ステンレス板は、凹凸のない平面上に製造されたもので厚み 1.5mm、縦横 66cm の正方形、鏡

面仕上げは表面のみ施され、裏面には行われていない。 

 数十枚のステンレス板はコンテナ内に無造作に放置されることから、縦・横・表・裏様々な状

態で不規則に積み込められている。 

 コンテナ内の最上部には、鏡面を上方に向けたステンレス板が位置しており、このステンレス

板の中央部付近は若干凹面状に湾曲している。 

 この凹面状の湾曲部の凹みを計測すると 2cm である。（写真 7、写真 8 参照） 

(2) 凹面の焦点について 

 ステンレス板の寸法 66cm、湾曲部 2cm を元に、東京消防庁監修の「新火災調査教本」を参考

にして焦点を計算する。 

 半径（R）＝（A2＋B2）/ 2A で表されることから、 

  （33×33＋2×2）/ 2×2＝1,093/4≒273 

 ステンレス板の湾曲から構成される円は半径 273cm。 

 凹面鏡反射の法則では、理論的に凹面鏡の半径の 1/2 が焦点（F）となることから、焦点（F）

＝273/2＝136cm。 

 すなわち理論上は、136cm の位置にステンレス板からの焦点がくることとなる。 

 

    

写真 7 重ね合されたステンレス板の配置状況    写真 8 ステンレス板中央部の湾曲 
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6. 実験結果報告書 

 実況見分調書で計測した 130cm と、鑑識見聞調書から導き出された理論上の 136cm の値が近似

し、信憑性と説得力を得たことから、再現実験を実施することとなった。（再現実験説明図参照） 

 再現実験説明図 

(1) 実験の目的 

 太陽光がステンレス板から反射し、木材の局部に収斂することにより出火に至るか否か、時間

経過と温度変化を観測する。 

(2) 設定条件等 

① 日時：平成 24 年 10 月 11 日（11 時 00 分開始、12 時 00 分終了） 

② 撤去した軒先の波板スレート葺きの屋根部材は復元し、出火時と同じ条件による位置関係及び

物理的条件のもと実験を行う。 

③ 軒桁の下方の炭化部分に焦点を合わせ、外観・温度変化を測定する。 

④ 観察・記録 

 非接触式温度計「熱画像装置・アルゴス」を使用し、焦点となる箇所の温度変化を測定する

とともに、最終的に出火に至るか否かを観察する。（写真 9、写真 10 参照） 

    

      写真 9 実験の状況            写真 10 軒桁の炭化部分 

 

⑤ 気象条件については、火災発生日の 2 日後に当該実験を行ったことから、当日の条件とは誤差

が生じる可能性が思慮されたため、国立天文台発表のデータと比較してみると、太陽高度が 0.6

赤矢印は温度

測定箇所付近
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度～0.7 度低い位置となることが判明した。許容誤差としての基準は定かではないが、この若干

の誤差を念頭に実験を継続する。（表 1 参照） 

 なお、実験当日の気象状況は表 2 のとおりである。 

表 1 大竹市の気象状況 

 時 刻 気温（セ氏） 湿度 (%) 風向 風速 日照時間 太陽高度

10 月 9 日 11:00 24 45 北北東 3.8 1.0 47.1 

10 月 10 日 11:00 23 59 東 1.4 0.4 46.8 

10 月 11 日 11:00 23 42 東 1.6 1.0 46.4 
※気象庁ホームページ及び国立天文台よるデータのため、現場の立地条件により誤差が生じる。なお、湿度は

広島市内での値である。 

表 2 実験場所での気温・湿度 

10 月 11 日 天 気 気 温（セ氏） 湿 度 

11:15 快 晴 28 45 

※10 月 11 日に再現実験場所の湿度・温度計により計測したもので気象庁のデータと誤差あり。 

 

(3) 使用資機材等 

 実験に使用した機器は表 3 のとおりである。 

表 3 実験使用機器 

使用品名 メーカー、型式、形状等 個数 

温度測定器 アルゴス 1 器 

温度測定器 OPTEX THERMO-HUNTER 1 器 

ステンレス板 BERNDORF BAND 1 枚 

軒桁 松 1 式 

デジタルカメラ オリンパス 1 台 

水道水 水道ホース 1 式 

消火用バケツ 金属製 8 リットル 1 個 

スケール 金属製 1 個 

※その他：温・湿度計、壁掛け時計、ホワイトボード 

 

(4) 実験結果（10 月 11 日 11 時 15 分から 11 時 40 分までの 25 分間） 

 この実験では、あらかじめ困難を極める事態が予測された。 

 それは、一昨日の火災発生から数時間経過後の鑑識見分時に何度行っても、平面のステンレス

板の焦点を一ケ所に集中させることができなかったことである。そして、このことから、火災発

生の即日、事業所独自に再現実験を試みているものの、その日は雲が多く、太陽が雲に隠れるこ

とが度々あり、表面温度は 83 度を上限値に木材の発火点に達することはなかったという情報が、

我々の不安をさらに増大させていた。 

 いよいよ向かえた再現実験当日は、あらかじめ 11 時 00 分頃から太陽光の反射位置を観察し、

平面上のステンレス板の湾曲を 2cm 程度の凹面に保持したままの状態で、位置を微調整するとい

う作業から開始することとなった。しばらくの間、試行錯誤を繰り返すものの、一向に合成され

る気配のない焦点に焦る我々の思いとは裏腹に、刻一刻と変化する太陽高度の位置に憤りすら感
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じていた。 

 そして、タイムリミットの 11 時 15 分が近づき始めているにもかかわらず、大きな変化はない

まま時は刻まれていき、周囲の緊張感が頂点に達しかけた頃、何気なく置いた、ステンレス板か

ら、時折、反射される、クロス状の太陽光が確認できた。もしやと思い、クロスを形成している

ラインの重なる中心部付近に熱画像装置のセンサー部分の画面を重ね合わせると、そこが高温で

あることに気が付いた。（写真 11 参照）この温度変化は、風の影響に左右されやすく、時折吹く、

そよぎ風により、上昇と下降を繰り返し、安定状態にはならない。 

 しかし、間もなくすると、クロスラインの重なる中心部の温度が瞬く間に上昇し始めた。 

 時刻は、11 時 20 分。熱画像装置のセンサー部分を軒桁下方の炭化箇所に重ねると、表面温度

は 240 度に達している。（写真 12 参照） 

 11 時 34 分、実験開始から 19 分には、表面温度は 267 度を計測し、時折、僅かな白煙を視認す

ることができる。（写真 13、写真 15 参照） 

 11 時 37 分、実験開始から 22 分経過したとき、表面温度が 307 度に達し、白煙が継続的に上昇

し始める。（写真 14、写真 16 参照） 

 その後も、表面温度が下降することはなく、白煙についても継続的な上昇を維持したまま、無

炎燃焼の継続が持続する。 

 ここで隣接する危険物施設への安全性を考慮して、この時点で、燃焼に至る要素が確立された

と判断し、再現実験を終了、水道ホースにより消火する。 

 なお、当該実験における温度変化をグラフ 1、表 4 に記載する。 

      
                         写真 12 赤色部の中心は 221 度 

 

         

 写真 13 最初の白煙上昇時の赤外線画像    写真 14 白煙継続発生時の赤外線画像 

写真 11 矢印付近が反射されたクロ

スラインが重なる箇所 
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 写真 15 11 時 34 分の状況 
 

 

 

    

          グラフ 1 温度変化 

 

写真 16 11 時 37 分 

白煙の継続的上昇 

温度 

（セ氏） 

表 4 温度変化 

時間 温度（セ氏） 

11:15 28（外気温） 

11:20 240 

11:25 270 

11:30 225 

11:35 274 

11:38 309 

 

光の強い部分

が焦点 

白煙上昇 
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7. 出火原因 

 本火災は、乾燥注意報発令中という環境下において、廃材置場に設置された鉄屑入れのコンテ

ナ内に、ベルト研磨工場から廃棄された平面上の鏡面仕上げステンレス板を無造作に放置したた

め、中央部付近に凹面が形成され、ステンレス板の鏡面に太陽光が反射し焦点を形成する、凹面

鏡反射の法則により、焦点となった保全倉庫・下屋の軒桁部材の木材を加熱し、無炎燃焼の継続

に至ったと判断したものである。 

 

8. その後の対応 

 当該事業所では、建築後、40 年を経過した出火建物とともに、廃材置場も約 40 年間、この様

な取扱いをしていた。この再現実験を機に、①廃棄物置場の鉄屑入れには、ベルト研磨工場から

の廃棄物である、ベルト端材は入れない。②研磨工場からの端材は、研磨工場専用コンテナにて

屋内で管理し、廃棄の際は業者へ依頼する。③これらを研磨工場の規則（作業標準書）に記載す

る。という恒久対策が、事業所内に施された。 

 しかし、もし仮に、「収斂火災」を発生させた焦点が隣接する危険物施設に向けられていたとし

たらどうなっていたであろうか。当該事案は、結果として、大事には至らなかったが、事業所の

高度な技術が思いもしない大惨事を招く可能性を秘めていることを、事業所職員とともに認識し

た事例であった。 

 

9. おわりに 

 ここで記載した収斂火災は、誰でも当たり前と思っている現象かも知れない。しかし、よくよ

く考えると、その知識は誰かに教わったもので、私たちが知っていると思う事柄は、単に、教材

に載ってあっただけのことではないであろうか。 

 仮に、当たり前のことだとしても、自ら、そして関係機関の方々とともに、これらを確認する

ことにより、知識は知恵となり、この蓄積が、火災調査の本質である、「未来の火災を消火する。」

という安全文化を構築させてきたことに気づかされる事案であった。 

 

参考文献：新火災調査教本 東京消防庁監修 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

車両からの出火事例の調査報告 
 

堺市消防局警防部警防課 内田篤志 

 

 

1. 火災の概要 

 本件事案は、平成 25 年 5 月の 12 時頃、屋外駐車場に駐車直後の車両から発生した火災で、下

車した運転者が車両前方に炎を発見し、通行人と初期消火を実施したが消火できず、軽四輪自動

車 1 台と、駐車場路面が若干焼損したが死傷者は発生していない。 

 

2. 見分 

 車両外周部は、双方の側面ボディーに焼損はなく、4 輪のタイヤにも焼損はない。運転席及び

リアハッチのドアガラスがなく車内が見通せ、その他側面のドアガラスは残存している。車内を

後部側から見分すると、インストルメントパネル、ハンドル、車両前部座席シート等、樹脂製品

は、全て上部側において表層的な焼損で、構造材が出ず、車内底部側、後方側に移行するほど原

形を保持している。また、配線類は芯線の露出が見られるが断線はない。 

 ルーフ部は一様に全体の塗装面が焼失し、地金の露出が認められる。 

 ボンネット表面は、中央付近を起点として車両後方側に向かって扇形に変色し、フロントガラ

スは残存しない。車両後方のリアハッチバックドアは、ドア底部の中央付近を起点として上方に

扇形の変色を認める。 

 車両移動し路面を見ると焼損残渣はエンジンルーム直下のみである。 

 見分から、エンジンルームから各部への焼けの方向性が認められる。 

 

3. 調査（鑑識） 

(1) 排気系統は、エンジン本体前部のエキゾーストマニホールド及び一体型の第 1 触媒の全体に

濃い煤煙付着、溶融物付着及び溶融物の焼損痕跡を認めるが、同箇所からマフラーエンドまで

内外部とも異状は認められない。 

(2) 駆動系統は、FF 式駆動形態で、駆動軸、トランスミッション等に焼損や変色変形は認めない。

ミッションオイルの残量等は規定量あり、粘性は緩く、焦げくさい臭気や金属片の混入等はな

い。また、エンジンオイルを確認すると、規定量あり、粘性があり、焦げくさい臭気や金属片

の混入等はない。 

(3) 制動系統は、引きずり痕跡がなく、タイヤホイル・タイヤ自体に焼損はない。タイヤハウス

内の樹脂製内張りは、前輪の運転席側タイヤハウスのアーチ最上部に一部溶融が見られる他は

焼損がない。 

(4) 冷却系統は、エンジンルーム内の車両前方側に位置する冷却装置は、アルミ製のラジエータ

ーフィン全体に付着している煤煙が、運転席側側面の底部付近から上方にかけて半扇形に焼失

している。 
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(5) 吸気系統は、材質の差異はあるものの、車両前方のシャーシに位置するエアクリーナーイン

テークダクト（以下、「インテークダクト」と記す。）が完全焼失し、同部品取り付け部のシャ

ーシのうち中央から運転席側には地金の露出が見られる焼けに比べ、中央から助手席側へ移行

するに従い煤煙付着となっている。 

(6) 内燃機関は、エンジン本体上部の樹脂製のエンジンヘッド全体が溶融しているが、中段から

底部側は表面的な焼損、煤煙付着と焼けが弱くなり、ヘッドを外すと損傷はなくオイルの漏れ

や滲みはない。 

(7) 電気系統のうちバッテリーは、端子に接続の配線類はバッテリー付近で若干変形があるが概

ね原形のまま残存し、エンジンルーム中央付近に移行すると被覆が焼失し芯線が出ているが断

線箇所はない。 

 ヘッドライト配線及びホーン配線は、エンジン本体に近接する箇所で被覆が焼失し芯線が一

部露出しているが断線はない。 

 前記の各見分から、エンジンルーム内の中央エンジン本体の最前部側のエキゾーストマニホ

ールド付近の焼けが強く、この部分を起点として各箇所への延焼の方向性が認められるので、

同箇所を出火箇所とする。 

    
   写真 1 焼損状況（車両前方）         写真 2 焼損状況（運転席側） 

    
    写真 3 焼損状況（助手席側）         写真 4 焼損状況（車内） 

    
  写真 5 焼損状況（エンジンルーム）       写真 6 車両鑑識（出火箇所付近） 
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4. メーカーへの聞き取り 

 当該車両にリコール・サービスキャンペーンが出ているがこれらが起因した火災は発生してい

ないとのこと。改修の手順は、吸気系統の各部品をシャーシから全て離脱して作業をするとのこ

とで、この際、取付け樹脂製ピンの取付け不良や同ピンの経年劣化等で、改修後の車両でインテ

ークダクトが脱落する事故が数件あると聴取する。 

 

5. 原因の検討 

 エキゾーストマニホールドの排気漏れ（接続不良）、エンジンオイルの漏洩及び電気関係は、見

分から出火要素が認められず否定できる。 

 サービスキャンペーン・リコール箇所は、適性に改修され焼損も認めないため否定できるが、

これらの改修作業を行うのに、吸気系統の各部品をシャーシから全て外すと述べ、当該車両も同

工程が実施されている。 

 エキゾーストマニホールドやインシュレーターの焼き状況及び付着物の残存状況、出火箇所付

近で完全焼失しているのがインテークダクトのみであることと、同部品の設置箇所である金属シ

ャーシに、運転席側から助手席側への熱変色の強弱があり、燃焼の方向性が見られることから、

同部品を取付ける際に、何らかの作業ミス或いは取付け部品の劣化があったと仮定した場合、走

行振動等でインテークダクトがエンジンルーム内に脱落する可能性が考えられ、エキゾーストマ

ニホールド、インシュレーターの付着物の残存状況や焼損状況が合致する。 

 

6. 結論 

 エキゾーストマニホールド上にインテークダクトが脱落した場合、インテークダクトはポリプ

ロピレン製で発火点は 201℃～、エキゾーストマニホールドの温度は 400℃前後で、走行距離増加、

高速走行等で温度上昇し、相互の温度関係から接触すれば出火の可能性は考えられる。 

 よって、出火原因は、走行で赤熱状態のエキゾーストマニホールド及び、インシュレーター上

に、インテークダクトが脱落、時間の経過とともに、インテークダクトが溶融し出火したと結論

付けた。 

 

7. 再発防止のための措置 

 車両鑑識に参加したメーカーの担当者に対して、類似火災発生の可能性やリスク、メーカーが

担う火災予防の重要性を再三説明・説得し続けたところ、担当者が火災予防を理解し、会社側と

調整した結果、車両鑑識終了から約 2 カ月で約 65 万台車両に対するリコールとなる。 

写真 7 エキゾーストマニホールドとインシュ

レーターと溶融物の付着 
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 この結果を踏まえ、広報誌等に掲載し広く市民に広報を実施する。 

 

8. 社告後の改修に係る追跡調査 

 社告発表後は、所属団体を通じ年 4 回（1・4・7・10 月）国土交通省に報告される改修率を注

視すると、概数値で社告発表当初は 30%にも満たなかった改修率が、2 期・3 期と報告回数を重

ねる毎に過半数を超え、現時点で概ね改修率が 70%を上回っている。 

 消防が広報しなくても改修漏れしない理由は、月日が経つと、国内で使用中の車両は、必ず点

検・車検を受けるため、2 年以上放置されない。また、製造年等から、廃車・スクラップ・登録

抹消・輸出など、現存しないこともあり、完全に改修しきれないと言う現実が思慮できる。 

 これら社告後の現実を知ることで、如何に探究心を持ち続け忠実に車両鑑識を実施して原因究

明することの重要性を痛感することができた火災現場であった。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

在宅酸素療法中の患者宅で発生した火災の調査報告 
 

大阪市消防局 北尻宗嗣、森下信一 

 

 

1. はじめに 

 本件は、在宅酸素療法中の患者宅で発生した火災で、現場調査を実施した結果、在宅酸素療法

で使用されている酸素濃縮装置が著しく焼損していたことから、メーカー立会いのもと鑑識及び

検証実験を行い、出火原因及び延焼経路を究明するとともに、その調査結果をもとに類似火災防

止に向けて取り組んだ事例を紹介する。 

 

2. 火災の概要 

(1) 出火日時 

 平成 26 年 5 月 7 時頃 

(2) 被害状況 

 鉄筋コンクリート造陸屋根 8 階建共同住宅の一室において、側壁 1m2 及び内在品が若干焼損し、

負傷者 1 名（重症）が発生した火災である。 

(3) 消防隊到着時の状況 

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

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

ッド横の酸素濃縮装置付近で炎を認める。 

 さらに、同室内を検索するとテーブルの北側床面に、火元居住者が倒れているのを発見したた

め救出する。なお、当該火元居住者については、その後 30 日以上経ってから、入院先の病院で死

亡している。 

(4) 関係者からの情報 

ア 火元居住者の親族からの聞込み内容 

（ア）一人暮らしをしている火元居住者は肺気腫を患っているため、在宅酸素療法中であり、常

時、鼻カニューレを装着して生活していた。 

（イ）以前はヘビースモーカーであったが、最近は症状が悪化してきたため、喫煙は 1 日 10 本程

度となっていた。また、たばこへの点火については、握力が弱くなっていたため、マッチで行

っていた。 

（ウ）ベッドで横になることができず、常時、テーブル横の椅子に座って過ごしており、歩行は

困難な状況であった。 

イ 酸素濃縮装置のリース会社職員からの聞込み内容 

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

るとの連絡を受けたため、火元居住者宅を訪れる。 

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

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

 

3. 現場調査 

(1) 現場の状況 

ア 出火室はワンルームタイプの間取りで、南側中央部にベッドが置かれている。ベッドの東側

には焼損した酸素濃縮装置があり、これを基点として燃え広がった状況が認められる（写真 1）。 

イ 酸素濃縮装置は、焼損が著しく、外装樹脂は大半が焼失し、内部の金属部や電装部品が露出

している（写真 2）。 

ウ 酸素濃縮装置のチューブは、火元居住者が倒れていた北東側へ延びており、それが床面に見

分できる（写真 3）。 

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

が残存しており、焼けは弱い。また、チューブの内側と外側を比較すると、外側はほとんど焼

けていないのに対し、内側については全体的に炭化している（写真 4）。 

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

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

（写真 5）。 

カ 救出した火元居住者に火傷はなかったが、鼻の中に煤けが認められた。 

    
      写真 1 出火室の状況         写真 2 焼損した酸素濃縮装置 

    
     写真 3  チューブの状況       写真 4 チューブの焼損状況 

酸素濃縮装置 
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写真 5 鼻カニューレ等の状況 

 

(2) 現場調査の結果 

 現場調査の結果、当該建物の 1 階玄関はオートロック式で、建物居住者以外に建物内に入るこ

とはできないこと。また、出火時、出火室の玄関は施錠されていなかったが、火元居住者が在宅

中に、何者かが侵入し放火するとは考えにくく、室内に荒らされたような形跡もないこと。さら

に、本人に火傷や外傷はなく、関係者からも自殺を示唆するような供述は得られていないことか

ら、放火の可能性は極めて低いと判断した。 

 一方、酸素濃縮装置については著しく焼損しており、考えられる出火原因として、“当該製品自

体からの出火の可能性”と“酸素吸入中における喫煙が起因しての出火の可能性”、以上 2 つの可

能性が考えられたため、後日、メーカー立会のもと、鑑識及び検証実験を行うこととした。 

 なお、酸素濃縮装置のチューブは大半が残存し、焼けが弱いのに対し、酸素濃縮装置は原形を

留めない程に強く焼けていることから、当初、製品自体からの出火の可能性が高いと考えていた。 

 

4. 酸素濃縮装置について 

 酸素濃縮装置は酸素ボンベを必要とせず、室内の空気中から高濃度の酸素を取り出す装置であ

る。本件火災の酸素濃縮装置の構造、原理は次のとおりである。 

 まず、室内空気をコンプレッサによって吸着筒へ加圧供給し、吸着筒に充填された吸着剤（ゼ

オライト）により、空気中の窒素を吸着分離することで、高濃度の酸素を生成している。生成さ

れた酸素は、加湿器で加湿された後、酸素取出口よりチューブ、鼻カニューレを経て、患者に供

給される（図 1）。一方、吸着分離された窒素は脱着され、装置の排気口より室内に放出される。 

図 1 酸素濃縮装置の構造 
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5. 鑑識及び実験 

(1) 製品鑑識 

ア 鑑識の概要 

 メーカーが持参した同型品と比較して、酸素濃縮装置の鑑識を実施する。 

（ア）本体の外観を見分する。 

 酸素濃縮装置の正面は焼けが強く、外装樹脂が焼失し、内部の基板等が露出している。向っ

て左側も焼けが強く、外装樹脂の大半が焼失している。向って右側及び背面については、上部

外装樹脂は焼失しているものの、半分より下部は、樹脂が焼けずに残存している（写真 6、写

真 7）。 

    

      写真 6 酸素濃縮装置             写真 7 酸素濃縮装置 

 

（イ）同型品を確認すると、焼損の著しい本体上部には合計 7 枚の基板が確認できるため（写真

8）、焼損品からこれら基板を取り出し見分する。 

 その結果、どの基板も一様に強く焼けているが、局部的な焼け抜け等はなく、残存する部分

においては出火に至る痕跡は認められない（写真 9）。 

 なお、その内の 1 つの基板に電流ヒューズが確認できるが、電流ヒューズの可溶体に溶断は

認められない（写真 10）。 

    

     写真 8 同型品上部の状況           写真 9 基板 A の状況 

 

正
面 

正
面
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     写真 10  基板 B の状況         写真 11 金属製ボックス内部上段 

 

（ウ）本体上部の基板や樹脂溶融物等を除去していくと、本体下部には金属製のボックスが見分

できる。 

 この金属製のボックス内は上下 2 段の構造となっているため、外装ケースを取り外し、まず、

内部上段の状況を見分すると、2 つのファンモータとリレーが認められるが、どれも樹脂が溶

融、変形しているのみで、焼けは弱い（写真 11）。 

（エ）続いて、金属製ボックスの内部下段の状況を見分する。 

 ここにはコンプレッサが見分できるが、コンプレッサに至る配線被覆は溶融しているものの、

断線等はなく、また、本体自体に焼けは認められない（写真 12）。 

（オ）電源コードは、本体の外側部分で焼損は認められないが、本体内部側で被覆が焼失し、心

線が露出している。これら心線を子細に見分していくと、本体内部に入って約 5cm のところで

断線しており、その断部に溶融痕が認められる（写真 13、写真 14）。 

 当該溶融痕については、コード両極の相対する断部に認められることから、短絡によるもの

と考えられる。 

（カ）電源コードは、ブレーカを介して、ノイズフィルタに至る。 

 まず、ノイズフィルタを見分する。 

 ノイズフィルタは金属製のボックスの中に収納されているため、この金属製外装ケースを取

り外し、内部を見分すると、樹脂部は大半が残存しており、焼けは弱い。また、端子部分にも

金属の溶融等は認められない（写真 15）。 

（キ）続いて、ブレーカを見分する。 

 ブレーカの外装樹脂ケースは大半が原形を保っており、また、内部の金属導体にも溶融等の

異状は認められない（写真 16）。 

イ 鑑識の結果 

 酸素濃縮装置を鑑識した結果、電源コードに短絡痕が認められたが、この短絡痕の位置を同型

品で確認したところ、本体内部側に位置しているものの、コードに外力が加わるような場所では

ない。このことから、当該短絡痕は、本体が燃焼したことにより、コードが炎に炙られ、二次的

に発生したものと考えられる。 

 その他、基板やコンプレッサ等の電装部品に電気的出火に至る痕跡は認められない。 

 

ヒューズ 

ファン 
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   写真 12 金属製ボックス内部下段       写真 13 電源コード（本体内部側） 

 

    

       写真 14 短絡痕            写真 15 ノイズフィルタ 

 

    

      写真 16 ブレーカ           写真 17 チューブ（たばこ火） 

 

(2) 検証実験 

 酸素吸入中における喫煙が起因しての出火の可能性について検証するため、次のとおり実験を

行った。なお、実験での確認ポイントは以下のとおり。 

 ・ 発火源は、たばこか？ 又はマッチか？ 

 ・ 着火したのは、チューブか？ 又は鼻カニューレか？ 

 ・ チューブや鼻カニューレに着火した火が、果たして酸素濃縮装置本体側まで及ぶものか？ 

コンプレッサ ノイズフィルタ 

ブレーカ 

短絡痕 
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ア 実験 1 チューブと鼻カニューレの燃焼性の確認 

（ア）実験方法 

 酸素の供給がない状態で、たばこやマッチの火を接した場合、チューブ及び鼻カニューレが、

どのように燃焼するのかを確認する。 

（イ）実験結果 

A チューブにたばこの火を接した場合 

 チューブにたばこ火を接して約 60 秒後、チューブを観察したが、チューブの表面が若干溶融す

るのみで、穴は開かなかった（写真 17）。 

B 鼻カニューレにたばこの火を接した場合 

 鼻カニューレにたばこ火を接して約 40 秒後、鼻カニューレを観察したところ、当該カニューレ

は溶融し、穴が開いたが、有炎燃焼には至らなかった（写真 18、写真 19）。 

C チューブにマッチの火を接した場合 

 チューブにマッチの火を接すると、約 15 秒で自己燃焼を開始し、その後も燃焼を継続した（写

真 20、写真 21）。 

D 鼻カニューレにマッチの火を接した場合 

 鼻カニューレにマッチの火を接すると、約 10 秒で自己燃焼を開始し、その後も燃焼を継続した

（写真 22、写真 23）。 

    

   写真 18 鼻カニューレ（たばこ）       写真 19 鼻カニューレ（たばこ） 

 

    

    写真 20 チューブ（マッチ）         写真 21 チューブ（マッチ） 

 

穴が開く 

自己燃焼を開始 
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   写真 22 鼻カニューレ（マッチ）       写真 23 鼻カニューレ（マッチ） 

 

イ 実験 2 酸素吸入時の燃焼性の確認 

（ア）実験方法 

 酸素（3 リットル／分）を流した状態で、たばこやマッチの火を接した場合、チューブ及び鼻

カニューレが、どのように燃焼するのかを確認する。 

（イ）実験結果 

A チューブにたばこの火を接した場合 

 約 2 分間、たばこの火をチューブに接するが、ホース表面が溶融するのみで着火には至らなか

った。 

B 鼻カニューレにたばこの火を接した場合 

 約 50 秒後、鼻カニューレに穴が開き、鼻カニューレ内を酸素濃縮装置本体側に向って燃焼が移

動していった（写真 24、写真 25）。 

C チューブにマッチの火を接した場合 

 約 20 秒後、チューブが自己燃焼を開始し、その約 30 秒後に、チューブに穴が開き、その後は、

チューブ内を酸素濃縮装置本体側に向って燃焼が移動していった。 

D 鼻カニューレにマッチの火を接した場合 

 約 10 秒後、鼻カニューレに穴が開き、鼻カニューレ内で酸素濃縮装置本体側に向って燃焼が移

動していった（写真 26～写真 29）。 

    

 

 

自己燃焼を開始 

写真 24 鼻カニューレ（たばこ） 

酸素供給有り 

写真 25 鼻カニューレ（たばこ） 

酸素供給有り 
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 写真 30 実験後のチューブ 

 

E チューブ等の焼損状況 

 上記 B～D において燃焼したチューブや鼻カニューレを見分すると、現場のものと同じように、

チューブ等の内側で炭化しているのが確認できる（写真 30）。 

 なお、上記 B～D においてチューブ等が燃焼している際、多量の黒煙が噴出していた。 

 

6. 出火原因について 

(1) 鑑識の結果から、酸素濃縮装置自体から出火した可能性は低いと考えられること。 

写真 26 鼻カニューレ（マッチ） 

酸素供給有り 

写真 27 鼻カニューレ（マッチ） 

酸素供給有り 

写真 28 鼻カニューレ（マッチ） 

酸素供給有り 

写真 29 鼻カニューレ（マッチ） 

酸素供給有り 

装置本体側へ燃焼が移動する 

装置本体側へ燃焼が移動する 

どちらも内部が炭化している 
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(2) 実験 2 において、酸素が供給されている状態の鼻カニューレ又はチューブに着火、引火する

と、その後は、チューブ等の内側を通って酸素濃縮装置本体側に向って燃焼が移動していくの

が確認されたこと。 

(3) 現場のチューブ及び鼻カニューレを見分すると、チューブと鼻カニューレとの接続部付近で

焼け切れているが、実験結果のとおり、着火しやすいのは鼻カニューレであることから、初め

に着火したのは鼻カニューレと考えるのが妥当であること。 

(4) 実験 2 の結果、たばこの火については、鼻カニューレに接した場合、引火はするものの、引

火するまでに約 50 秒を要しており、一方、マッチの火については、鼻カニューレに接してから

約 10 秒という短時間で容易に着火することから、発火源としてはマッチと考えるのが妥当であ

ること。 

(5) まとめ 

 以上、鑑識及び実験の結果から、本件火災の出火原因及び延焼経路を次のとおり結論付けた。 

ア 出火原因について 

 酸素吸入中の火元居住者がたばこに火を点ける際、誤ってマッチの火が鼻カニューレに接触

したことで、酸素が供給されている鼻カニューレに着火し、出火したもの。 

イ 延焼経路について 

 鼻カニューレに着火した後は、酸素を助燃剤として、燃焼が鼻カニューレ及びチューブの内

側で酸素濃縮装置本体に向って移動していったことにより、最終的に、チューブ内の燃焼が当

該酸素濃縮装置本体に至り、延焼したものと考えられる。 

 

7. 類似火災防止に向けた取り組み 

 本件火災では負傷者（発災後 30 日以上経って死亡）が発生しており、また、依然として在宅酸

素療法中の喫煙が起因する火災や死亡事故が発生していることから、当局においては、再現映像

等を作成するとともに（写真 31）、これらを活用して、下記のとおり再発防止に向けての広報を

実施した。 

(1) 酸素濃縮装置については、高圧ガス保安法に規制されているものもあり、高圧ガス保安法

に基づく届出リストから、当局が把握している全ての酸素濃縮装置使用者（103 件）に対し、

個別にチラシを配布するなど注意喚起を実施した。 

(2) 酸素濃縮装置を取り扱っているリース業者等に対し、業界の会合を通じて当局職員が講演

を行い、注意喚起を実施した。 

(3) 当局のホームページに、再現映像やチラシ（図 2）を掲載し、注意喚起を実施した。 

 写真 31 再現の様子 
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 図 2 作成したチラシ 

 

8. おわりに 

 本件火災においては、カニューレ等に火が着いた場合、その燃焼が酸素濃縮装置本体側へ移動

していくものとは知らなかったために、当初、製品からの出火を疑ったが、実験を行ったことに

より、本件火災の出火原因及びその後の延焼経路を科学的、合理的に立証することができた。百

聞は一見にしかずと言うが、正に火災調査における実験の重要性を痛感した事案である。 

 また、今回の出火原因は、在宅酸素療法中の喫煙が起因しての火災であり、依然として、この

様な火災が発生している中、ある一定のユーザーに対し、直接、注意喚起できたこと、さらに、

関係事業者等に対しても、火災発生の危険性を再周知できたことは、類似火災防止に向けて、よ

り効果的な取り組みであったと思慮する。 

 これらの取り組みがさらに多くの人に認知され、類似火災の発生防止、被害拡大の軽減につな

がれば幸いである。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

無煙ロースターに起因する火災の調査報告 
 

大阪市消防局 西田秀光 

 

 

1. はじめに 

 下引きダクト方式の無煙ロースター（正式には「下方排気方式ガス焼肉機器」と呼ぶ、以下「無

煙ロースター」とする。）に起因する火災は、ダクト及び機器内部の清掃不足やダクトと可燃物と

の離隔距離の未確保及び断熱材の未使用といった大阪市火災予防条例（以下「条例」とする。）違

反が、火災の主な原因と考えられおり、当局においてもその適正な管理についてホームページ等

での注意喚起を継続しているところである。しかし、残念ながら表 1 のとおり火災が続いている

状況である。そこで、さらなる働きかけとして、当局が推進するダクト内部の清掃や、条例に定

める離隔距離の確保が、火災予防上不可欠であることを証明する映像資料を作成し、視覚的にそ

れらの重要性を訴えるべく再現実験を実施した。 

表 1 無煙ロースターから出火した火災件数 

年（和暦・平成） 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 

火災件数 
大阪市内 4 6 10 7 6 

政令市合計 46 41 61 55 54 

 

2. 無煙ロースターの構造 

 焼アミ上の焼肉から出る煙を吸気板から吸い込み、内箱と外箱の間隙を通し、グリスフィルタ

ー、防火ダンパを経て、下方のダクトへ排出する。バーナーは、ガス式（都市ガス（13A）・プロ

パンガス）が主流であるが、電気加熱や炭火を使用したもの等もある（図 1）。 

 さらに、防火ダンパについて説明を加える。防火ダンパは、ダクト内への炎の進入を遮断する

もので、図 2 のように無煙ロースター本体とダクトの接続部に取り付けられている。現在、主に

次の 2 種類のものが使用されている。 

(1) バタフライ型 

 防火ダンパの羽根は、バネにより常に開く力が働いている。それを温度フューズ（溶断温度

120℃～180℃）で挟むことで、排気管が開通した状態としている。焼肉の炎を吸引するなどして、

防火ダンパ部分の温度がフューズの溶断温度以上になると、フューズが溶断して防火ダンパの羽

根が開き、排気管を閉鎖する（図 2）。 

(2) レバー型 

 防火ダンパとレバーは同軸であり、バネにより回転して閉鎖する力が働いている。それをスト

ッパーで回転しないように留めている。ストッパーもまたバネにより外れる力が働いているが、

それを温度フューズで支持している。防火ダンパ部分の温度がフューズの溶断温度以上になると、

フューズが溶断して支持力を失い、ストッパーが外れる。その結果、レバーが回転して防火ダン

パが閉鎖する（図 3）。 
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    図 1 無煙ロースターの構造        図 2 バタフライ型防火ダンパ 

          

          

図 3 レバー型ダンパ 

 

 

 

 

防火ダンパの位置 

温度フューズで開かないように固定 

温度フューズが溶断すると、 

バネの力でダンパの羽根が開く 

ストッパーはバネにより

常に押し込まれる力が働

いている 

温度フューズが溶ける

とバネの力でストッパ

ーが押し込まれて、レバ

ーのフックが解除され、

レバーが回転してダン

パが閉じる 
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3. 法規制 

 無煙ロースターは条例上の厨房設備に該当し、その排気ダクトについては次のように規制され

ている。（条例一部抜粋） 

 第 3 条の 4 第 1 項 

(1) ア 排気ダクト等は、ステンレス鋼板、亜鉛鉄板又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び

耐熱性を有する不燃材料で造ること。・・・ 

イ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること 

ウ 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に 10cm 以上の距離

を保つこと。ただし、厚さ 5cm 以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、こ

の限りでない。 

(3) 排気ダクト等、火炎伝送防止装置及びグリス除去装置は、容易に点検及び清掃ができる構造

とすること 

(4) 排気ダクト等、火炎伝送防止装置及びグリス除去装置の油脂等の清掃を行い、火災予防上支

障のないよう維持管理すること 

 なお、上記(3)の容易に点検及び清掃ができる構造の例としては、点検・清掃口を設けること等

が該当する。特に下引きダクトについては、適切な数の点検・清掃口を設置することが求められ

る。 

 また、(4)の清掃の頻度は、油脂の発生状況に応じて異なるが、メーカーの取扱説明書に従い、

おおよそ表面が油脂又はスラッジで厚く覆われないうちに頻繁に清掃することが必要とされてい

る。 

 

4. 火災事例 

(1) 10 月下旬の 15 時頃、JR 大阪環状線高架下にある木造 2 階建焼肉店の 1 階から出火し、壁体内

及び小屋裏伝いに近接建物に延焼した結果、合計 3 棟 1m2 及び天井側壁 21m2 を焼損した。な

お、本火災により JR 大阪環状線が約 1 時間にわたり運転を見合わせ、約 3 万 3 千人に影響が

出た。 

(2) 10 月下旬の 19 時頃、繁華街にある鉄骨造地下 1 階地上 8 階建飲食店ビルの 1 階焼肉店から出

火し、同飲食店の床若干及びダクト 2m を焼損した。数日後に同チェーンの他店舗でも火災が

発生。調査の結果、いずれの店舗もダクトと可燃物との離隔距離が不足していることが判明し

たことから、緊急に市内にある同チェーンの 6 店舗に対し、ダクトと可燃物との離隔距離及び

施工業者等について、消防法第 4 条に基づく報告命令を発令した。その結果、4 店舗で離隔距

離の不足が認められ、改修するに至った。 

 

5. 火災に共通する痕跡 

 過去に発生した無煙ロースターに起因する火災を調査した結果、次のような共通する痕跡があ

ることが分かっている。 

(1) 無煙ロースターで飲食中、焼アミ上の肉に着火し、炎が吸気口から吸引されるのを認めた後、

火災が発生している。 

(2) 無煙ロースター下部の防火ダンパが取り付けられていないか、あるいは取り付けられている
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ものの閉鎖しないように意図的にテープ等で固定されている（写真 1）。または、清掃不足によ

り油脂でダンパが固着しているため、正常に閉鎖していない（写真 2）。 

(3) 床下に設置されたダクト内部の清掃を長期間実施していない（写真 3）。 

(4) 条例に規定されている排気ダクトと可燃物との離隔距離が不足しており、さらに不燃材料に

よる被覆が施されていない（写真 4）。 

    

  写真 1 防火ダンパ（テープで固定）       写真 2 防火ダンパ（油脂で固着） 

 

    

  写真 3 焼損したダクト内部の状況        写真 4 離隔距離不足の状況 

 

6. 出火のメカニズム 

 上記痕跡について検討した結果、次により出火に至ったと推察する（図 1）。 

(1) 飲食中に焼アミ上の肉に着火する。 

(2) 焼肉の炎が吸気口から吸引され、無煙ロースター内部（内箱と外箱との間隙）の油脂に着火

する。 

(3) 無煙ロースター内部の油脂が燃焼し、高温となっているにもかかわらず、何らかの原因で防

火ダンパが作動しないために、排気ダクト内に炎が進入する。 

(4) ダクト内に堆積している油脂に着火し、ダクト内部が燃焼する。 

(5) ダクトと近接する可燃物との離隔距離が不足しているために、高温となったダクトの輻射熱

により床材等が発火し延焼する。 
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7. 燃焼実験 

 今まで以上に効果のある火災予防施策を樹立するため燃焼実験を実施した。 

(1) 目的 

ア 条例を遵守することが、火災予防上重要であることを証明する映像を撮影すること 

イ 現在考えられている出火のメカニズムに誤りが無いか検証すること 

ウ ダクト内部の温度、油脂の堆積状況、防火ダンパの閉鎖する時機及びダクト内の燃焼状況を

確認すること 

(2) 実験施設 

 実験施設の概要は次のとおりである。 

ア 火災被害に遭われた店舗からご提供いただいた無煙ロースターに直径 12.5cm の筒状のアク

リル製ダクトを取り付け、防火ダンパの開閉状況及びダクト内の燃焼状況を視認できる構造と

した（写真 5）。 

イ 機器及びダクト内部 9 箇所に温度センサを配置した（図 4）。 

ウ 排気風量は市内の焼肉店 12 軒で実測した平均値とした（写真 6、表 2）。 

    
      写真 5 実験施設             図 4 温度測定位置 

 

 
写真 6 風量計測状況（左）と風量測定位置（右） 

 

ゴムマットに穴を

開け、排気ダクトと

同径の筒を取り付

け、それを無煙ロー

スターの焼アミ上

に押し付ける。①～

⑦の場所の風量を

計測する 
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表 2 排気風量調査結果 

店舗名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
清掃状況 

ロースター内 ダクト内 

Ａ 3.7 3.35 3.85 3.95 3 3.15 2 1 回/月 5 年前 業者 

Ｂ 6.41 5.67 6.45 3.1 1.6 2.3 2.5 

Ｃ 3.1 2.6 3.35 1.6 1.1 1.7 0.8 

Ｄ 5.42 4.52 5.72 3.52 — — 4.6 1 階/週 1 回/3～5 年業者

Ｅ 5.5 4.33 5.1 1.45 1.6 1.63 2.1 1 回/週 8 年間無し 

Ｆ 4.8 3.55 4.85 1.8 3.2 1.4 1 1 回/週 1 回/3 年 業者 

Ｇ 9.1 6.72 8.4 3.8 5.75 4.75 5.1 毎日 9 年間無し 

Ｈ 4.65 3.8 4.58 1.9 0.85 1.4 1.49 1 回/4 日 １回/10 年 

Ｉ 6.2 4.5 6.1 5.2 4.95 5.4 5.85 1 回/月 １回/年 

Ｊ 7.8 5.75 7.55 6.5 5.8 5.3 4.25 1 回/週 1 回/年 店員 

Ｋ 9.66 7.03 9.83 6.3 6.2 4.41 4.45 1～2 回/週 1 回/年 業者 

Ｌ 6.2 4.95 6.12 2.42 1.93 4.35 1.98 1 回/週 1～2 回/年業者 

平均値 6.05 4.73 5.99 3.46 3.27 3.25 3.01

実験施設 6.0 4.9 6.0 4.0 3.8 3.9 3.7 

 

 

 

 

(3) スケジュール及び参加者 

 実験項目ごとに施設の設定に時間を要することから、実験は複数日に分けて実施した。また、

前回の実験結果を次回の実験に反映させるため、実験の間隔を概ね 1 カ月とした。また、実験に

はプロのアドバイスが不可欠であり、加えて、業界関係者に火災の実態を知っていただくと共に、

今回の結果を今後の製品開発等に役立てていただくことを期待し、国内大手の無煙ロースター製

造業者 2 社に任意での立会いを申し出た。幸い両社ともに快諾いただき実験に協力していただい

た。 

(4) 各実験について 

実験 1：ダクト内の燃焼状況の確認 

 ダクト内へ炎が進入する状況を確認すると共に、ダクト内部の清掃がダクト内部の燃焼に与え

る影響を確認する。 

ア 実験方法 

 外箱の内面に油脂を塗布した上で、焼アミ上で牛脂を燃焼させ、炎を吸気口から吸引させる（写

真 7）。なお、防火ダンパは作動しないようにクリップで固定し、ダクト内は清掃した状態とする。 

    
    写真 7 焼アミ上の牛脂の状況         写真 8 実験 1 の状況 

 計測と同時に、無煙ロースター内部の清掃の頻

度及び下引きダクト内の清掃の頻度について聞き

取りを実施 

※風速計：KANOMAX CLIMOMASTER 

※排風機：MITSUBISHI SHIROCCO FAN 

     TYPE BF-25ETE 23cm ④POLE 200Ｖ 

     50/60Hz 3 層 0.55kW 屋内用 
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 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨  

（A）00 秒 40 110 48 83 59 58 55 52 49 油脂に着火

（B）4 分 00 秒 55 723 163 717 1020 924 786 627 507 消火 

※実験環境：室温 26.0℃ 湿度 44％（14 時 00 分現在） 

※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社 

図 5 実験 1 イ 温度計測結果 

イ 実験結果 

 温度計測結果は図 5 のとおりである。ダクト内に油脂を塗布していないにもかかわらず、炎は

排気ファンに引き寄せられるように延焼し、炎が排気ファンに達した時点で機器保護のため消火

した（写真 8）。なお、消火にあっては、焼アミ上の焼肉を消火すると同時に排気ファンを停止し

たが、瞬時にダクト内は鎮火に至った（図 5）。 

実験 2：防火ダンパの清掃の重要性 

 防火ダンパが清掃不足により油脂等で固着して作動せず、ダクト内が燃焼する様子を再現する。 

ア 実験方法 

（ア）清掃した防火ダンパを無煙ロースター直下のダクトに装着し、焼アミ上で牛脂を燃焼させ

る（写真 9）。防火ダンパ作動時の周囲温度とダクト内の状況を確認する。なお、温度フューズ

は 120℃及び 180℃を使用する。 

（イ）油脂で固着させた防火ダンパを無煙ロースター直下のダクトに装着し、焼アミ上で牛脂を

燃焼させる（写真 10）。 

    

   写真 9 実験 2 清掃されたダンパ      写真 10 実験 2 油脂で固着したダンパ 

（B） （A） 

④

⑤ 

⑥ 
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表 3 実験 2 イ（ア）防火ダンパ作動時の排気ダクト各部の温度状況 

温度 

フューズ 

ファイヤーダンパー作動時の各部の温度 

※ ④はダンパ付近の温度 
油脂着火後

の経過時間
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

120℃・ダンパ美 58 58 301 217 141 120 110 94 90 3 分 56 秒

120℃・ダンパ美 47 167 173 96 115 87 77 67 65 48 秒 

120℃・ダンパ美 44 59 257 96 157 114 100 83 79 1 分 31 秒

平均 50 95  244 136 138 107 96 82  78   

180℃・ダンパ美 69 191 240 167 154 112 101 84 80 1 分 05 秒

180℃・ダンパ美 60 186 624 104 329 186 168 130 123 2 分 49 秒

180℃・ダンパ美 59 432 236 119 190 146 137 113 109 4 分 15 秒

平均 63 270  367 130 224 148 135 109  104   

※実験環境：室温 30.5℃ 湿度 68％（14 時 00 分現在） 

※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社 

 

 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨  

（A）00 秒 82 39 49 62 59 62 61 55 53 油脂に着火

（B）2 分 38 秒 77 198 661 187 668 429 338 221 205 フューズ溶断

（C）３分 24 秒 93 523 625 444 878 875 730 445 397 消火 

※実験環境：室温 32.3℃ 湿度 57％（14 時 00 分現在） 

※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社 

図 6 実験 2 イ（イ）温度計測結果 

 

   
写真 11 実験 2 防火ダンパ閉鎖障害 

 

 

（A） （B） （C） 

⑤

④

③

② 

⑥
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イ 実験結果 

（ア）温度計測結果は表 3 のとおりである。各実験とも防火ダンパに炎の先端が接触する以前に

防火ダンパが作動し、ダクトを閉鎖した。 

（イ）防火ダンパの周囲の温度が 175℃になり、フューズが溶断しても防火ダンパが正常に作動

せず、ダクト内が燃焼した（図 6、写真 11）。 

実験 3：ダクト内部の清掃の重要性 

 床下のダクト内部の清掃を怠ったために油脂が堆積した結果、防火ダンパ作動前にこの油脂に

着火してしまい、後に防火ダンパが作動しダクトが閉鎖した後も、ダクト内で油脂の燃焼が継続

する様子を再現する。 

ア 実験方法 

 ロースター内部及びダクト内に油脂を塗布した上で、焼アミ上で牛脂を燃焼させる。 

 ダクト内の油脂に着火するまで、防火ダンパが作動しないように針金で固定し、着火を確認後、

防火ダンパを手動で作動させ、ダクトを閉鎖する。 

イ 実験結果 

 温度計測結果は図 7 のとおりである。強制的に防火ダンパを作動させ、ダクトを閉鎖すると一

時的に燃焼は沈静化するが（写真 12）、しばらくすると油脂に着火した小さな火が勢いを取り戻

し、再びダクト内は激しく燃焼した（写真 13）。 

実験 4：離隔距離及び不燃材料による被覆の重要性 

 ダクトと可燃物との離隔距離不足、あるいはダクトが不燃材料で被覆されていないために、高

温となったダクトの輻射熱により周囲の可燃物が発火する様子を再現する。 

 

 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨  

（A）0 秒 67 65 41 65 51 59 58 49 49 油脂に着火

（B）3 分 30 秒 258 330 708 406 762 811 805 544 486 ダンパ閉鎖

（C）5 分 8 秒 128 250 295 319 582 561 423 265 207 消火 

※実験環境：室温 32.3℃ 湿度 57％（14 時 00 分現在） 

※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社 

図 7 実験 3 イ 温度計測結果 

 

 

（A） （Ｃ） （Ｂ） 

④

⑤③

⑥ 
② 
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  写真 12 防火ダンパ閉鎖直後の状況         写真 13 再燃後の状況 

 

    

   写真 14 実験 4 ア（ア）の状況       写真 15 実験 4 イ（ア）実験後の状況 

 

 

図 8 実験 4 の温度計測位置 

 

ア 実験方法 

（ア）ダクト内部が燃焼していない場合 

 無煙ロースターに接続した金属製ダクト上に離隔距離が 0cm、2cm、5cm、10cm となるように

床材に見立てた合板（可燃物）を配置する。さらに離隔距離 2cm 及び 5cm とした合板の一部を法

令に適合した不燃材料で覆う（写真 14）。無煙ロースターに点火し、通常使用時（焼アミ上の肉
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が燃焼していない状態）の合板各部の温度を計測するとともに、合板の焼けの状況を観察する。 

 なお、無煙ロースター製造業者の助言から、焼肉店におけるお客の平均的な飲食時間を 45 分間

と仮定し、実験時の温度測定時間は 60 分間とする。 

（イ）ダクト内部が燃焼している場合 

 ダクトを無煙ロースターから取り外し、ダクト内部に油脂を流し込んだ上でたきつけにより燃

焼させ、一方の端からドライヤで風を送り、ダクト火災の状態とする（図 8）。 

イ 実験結果 

（ア）温度計測結果は図 9 のとおりである。1 時間経過後に合板を確認するも変化は認められな

かった（写真 15）。 

（イ）温度計測結果は図 10 のとおりである。着火から 5 分 5 秒後、ダクトの輻射熱により離隔距

離 2cm・不燃材料無しの状態の床材が発火した（写真 16）。 

 消火後、床材裏面を確認すると離隔距離不足や不燃材料の覆いが無い等、条例に適合しない

部分については受熱による炭化が認められた（写真 17）。 

 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦  

(A)0 秒 33 33 32 32 32 32 36 ロースター点火時 

(B)1 時間 00 分 00 秒 54 38 38 36 35 35 72 ロースター消火時 

※実験環境：室温 32.3℃ 湿度 57％（14 時 00 分現在） 

※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社 

図 9 実験 4 イ（ア）ダクト内が燃焼していない状態での各部の温度 

 

    
  写真 16 実験 4 イ（イ）床材着火時     写真 17 実験 4 イ（イ）床材裏面の状況 

（A） （B） 

①

③ 

⑦
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 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦  

（A）0 秒 67  34 39 34 38 37 186  油脂に着火 

（B）5 分 5 秒 553  115 410 68 192 88 673  床に着火 

（C）10 分 4 秒 423  232 788 256 254 126 788  消火 

※実験環境：室温 32.3℃ 湿度 57％（14 時 00 分現在） 

※計測機器：コンパクトサーモロガーAM-8011K 安立計器株式会社 

図 10 実験 4 イ（イ）温度計測結果 

 

(5) 考察 

 実験結果から、次のことが考えられる。 

（ア）実験 1 より、防火ダンパが取り付けられていない又はクリップ等で固定されている場合は

ダクト内が清掃された状態であっても排気ファンを停止しない限りダクト内に炎が延びる場合

がある。そのため、ダクトと可燃物との離隔距離が不足している場合や、ダクトが不燃材料で

被覆されていない状態では、延焼拡大する危険がある。 

（イ）実験 2 より、防火ダンパが正常に機能すれば、ダクト内への炎の進入をほぼ防止すること

ができる。逆に油脂等で固着していると、温度フューズが溶断しても正常に閉鎖せず、ダクト

内に炎が進入する確率が高くなる。 

（ウ）実験 3 より、ダクトに油脂が堆積していると、何らかの原因でダクト内に炎が進入した場

合に延焼を助長する。また、一旦油脂に着火すると、その後、吸気側のダンパが閉鎖しても燃

焼が継続する。特に排気ファンを停止しない場合は延焼拡大する危険性が高くなる。 

（エ）実験 4 より、ダクト内が燃焼していない状態では、近接する可燃性の部分や物品に着火す

ることは考え難い。逆にダクト内が燃焼している状況では、条例に定めるダクトと可燃物との

離隔距離が不足している場合や、ダクトに不燃材料による被覆がない状態では、高い確率でダ

クトの輻射熱により周囲の可燃物が発火する。 

（オ）実験 1～3 より、ダクト内で最も高温となった場所は図 4 の⑤であり、燃焼時のダクト内温

度は 750℃以上であった。よって、融点が 660℃のアルミ製のダクト等を使用している状況では

容易に溶融、開口する（写真 18）。 

（カ）ダクト内における油脂の付着状況を観察すると、無煙ロースターに近付く程付着の度合い

は大きいものの、顕著な差は認められなかった。一方、ダクト内に塗布した油脂は、ダクト内

が高温になると液状化し、重力により流れ落ちた。よって油脂の堆積しやすい場所は、縦方向

（B） （A） （C） 

⑤
② ④

⑦ 

① 

③ 

⑥

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 243 -



に大きな空間がある場所（縦菅）の底部であり、且つ無煙ロースターに近い場所である。 

 写真 18 焼損したアルミ製ダクト 
 

8. 火災予防のポイント 

 実験結果から、火災予防のポイントを次の 3 つにまとめ、映像資料と併せて広報資料を作成す

ることとした。 

ポイント 1：機器内部（特に防火ダンパ）を清掃すること 

ポイント 2：排気ダクトと可燃性部分との間に 10cm 以上の離隔距離を確保するか、厚さ 5cm 以

上の金属以外の不燃材料でダクトを被覆すること 

ポイント 3：床下に設置した排気ダクト内部についても定期的に洗浄すること 

 なお、ダクトを設置した後では、改修が困難なことから、新たに店舗を開店又は改装する場合

は所轄の消防署に事前に相談するよう周知することとした。 

 

9. 火災予防への反映 

 今回の実験結果を広く周知するため、次の方法で情報提供している。 

(1) ホームページへの掲載 

 掲載中の無煙ロースター火災に関する当局のホームページに今回の実験動画を掲載すると共に

リニューアルし（図 11）、加えてホームページからダウンロードできるチラシをリニューアルし

た（図 12）。 

(2) 府下消防本部への情報提供 

 教養資料として広く利用していただくため、大阪府下消防長会予防委員会の場で実験映像及び

ホームページを紹介した。 

(3) 業界への働きかけ 

ア 実験立会製造業者に対し、技術開発の依頼 

 実験に参加していただいた国内大手無煙ロースター製造業者に対し、今回の実験結果を今後

の製品開発に役立ていただくよう依頼した。なお、立会製造業者のホームページ上の重要なお

知らせのページから、当局のホームページを閲覧できるようにリンク設定をしていただいてい

る。 

イ 厨房工業会の機関紙である「厨房」（図 13）に投稿し、業界関係者に広く情報提供した。そ

の結果、他の消防本部や企業から問い合わせをいただいている。 
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                             図 13 厨房 

 

 

  

図 12 火災予防啓発チラシ（表面及び裏面） 

 

10. まとめ 

 出火のメカニズムが解明されれば、その予防方法の開発が飛躍的に進むことは周知のとおりで

ある。無煙ロースターに起因する火災については、既に、多くの共通する要因が解明されており、

これら情報を消防が発信することで、製造業者及び飲食店関係者により火災予防に効果的な取り

組みがなされることを期待する。今回の実験結果がその一助となれば幸いである。 

図 11 大阪市消防局ホームページ 

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0

000288475.html 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

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

 

横浜市消防局神奈川消防署 岩方清光 

横浜市消防局消防訓練センター管理・研究課 太田和哉 

横浜市消防局予防部予防課調査係 中田雅之 

 

 

1. はじめに 

 2013 年 11 月 30 日（土）、横浜市神奈川区鈴繁町の港湾地域に所在する穀物サイロにおいて、

飼料用大豆が長期保管されていた穀物サイロ 1 基が突然爆発し、作業中の係員 2 名が死傷する火

災が発生した。 

 火災調査は、貯蔵大豆の排出及びサイロの解体作業の進捗にあわせて実施したため長期化した

が、各種分析装置を用いた分析結果から、貯蔵大豆の保管状況を主要因として、ヒューマンエラ

ーが重なった複数的要因で出火したメカニズムが判明したものである。 

 

2. 火災の概要 

2.1 出火・鎮火日時 

 出火日時 2013 年 11 月 30 日 13 時 35 分頃 

 鎮火日時 2013 年 12 月 8 日 12 時 15 分 

2.2 出火場所、被害状況等 

 出火場所 神奈川県横浜市神奈川区鈴繁町 

 建物用途 耐火構造 5 階建て倉庫（写真 1） 

 焼損状況 穀物サイロ 1 基破損（貯蔵物：大豆類約 130t 焼損） 

 死傷者  死者 1 名、負傷者 1 名 

              写真 1 出火建物サイロ部分 

爆発したB2サイロ

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 246 -



2.3 建物状況 

 出火建物は大豆を篩にかける作業棟とサイロ棟が一体となったもので、大豆の移動は陸屋根上

やサイロ下部にそれぞれ設置されたチェーンコンベアとサイロ棟に設置された垂直バケットエレ

ベータを用いてサイロ内に投入及び排出を行っていた。この建物での作業状況は、作業棟での大

豆の選別作業は行われているものの、14 基あるサイロのうち、使用されていたサイロは破損した

1 基のみである。（写真 2、写真 3、図 1） 

 篩にかけた大豆は、商品として出荷する物を隣接する他のサイロ棟に保管し、爆発したサイロ

には割れ豆、夾雑物等の商品にならない大豆類を貯蔵していた。貯蔵量は最大で 600t のところ、

約 130t（管理者の推定）である。貯蔵していた期間は、最大で 2 年間である。 

 

 

   
    写真 2 B2 サイロ破損状況      写真 3 B2 サイロ陸屋根及び側壁の破損状況 

 
図 1 B2 サイロの概要 

 

2.4 爆発までの作業状況及び死傷者発生の経緯 

 発災当日は朝からサイロ下部にある排出用のスライドゲートを開放して、大豆類の排出作業を

B4 B3 B2 B1 

サイロ側壁の亀裂（幅 1m×長さ 5.6m） サイロ側壁の亀裂 
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行っていた。作業の内容は、スライドゲートから排出した大豆類をチェーンコンベア、垂直バケ

ットエレベータを介して上部に運び、フレキシブル配管から屋外にある梱包作業場にあるホッパ

ーに運び、フレキシブルコンテナパックに詰める工程である。この作業中にサイロ内に大豆類が

固結することによって生じるブリッジと称するホッパースカート（サイロ下部の金属製のろう斗

部分）の固結（固まって長時間にわたり、サイロ内に残留すること。）が発生して詰りが生じてい

る。ホッパースカートを外部から木製ハンマーで叩いて固結を崩す作業を行ったが、詰りが解消

しないため、ホッパースカートにある点検口を開放して作業員が木製の棒で突き崩す作業を実施

中に、サイロ内に青白い光が走り、次いで、大豆類が点検口から噴出した。噴出を受けた作業員

は顔面に負傷を負い、作業室床に倒れて大豆に埋没したが、他の作業員により屋外に救出されて

いる。（写真 4） 

 サイロの爆発によって、サイロ上部の陸屋根及び側壁が破損して飛散し、サイロ屋外に隣接す

る梱包作業場で休憩中の作業員の頭部にコンクリート片が当たり、救急車で医療機関に搬送した

が、死亡確認がされた。 

 

写真 4 作業室の状況 

 

 
図 2 コンクリート片飛散状況図 

100 

75

85

55

64
17 

115 

摘要 

 ･･･現場サイロ 

 ･･･コンクリート片の最大

飛散距離測定点 

単位：m 

ホッパースカート 

点検口 

流出した大豆 

チェーンコンベア 
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3. 爆発の状況 

3.1 サイロ爆発時の状況 

 サイロ棟横の梱包作業場を挟んで、事務棟が建っており、この屋上から爆発時の状況を見てい

た者の口述によると、サイロ陸屋根にある投入口のハッチの蓋が垂直方向に吹き飛び、次いでシ

ューと言う音がして、白っぽい物がハッチ口から噴出した後に、サイロ上部が膨らんで、陸屋根

と外壁が破裂したと供述している。 

3.2 コンクリート片の飛散状況 

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

東側に 75m、南東側に 100m、南側に 85m、西側に 64m の範囲でコンクリート片が飛散している

のが確認されている。（図 2） 

 南方向に偏って飛散しているのは、サイロの破損が陸屋根と南東側の側壁であることが要因で

ある。コンクリート片の大きさは、拳大の物が多数を占め、直径 20cm 程の物も見受けられた。（写

真 5～写真 8） 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

写真 5 コンクリート片飛散状況 

（梱包作業場） 

写真 6 コンクリート片飛散状況 

（梱包作業場を拡大撮影） 

写真 7 コンクリート片飛散状況 

（梱包作業場屋根） 

写真 8 コンクリート片飛散状況 

（事務棟屋上） 

サイロ棟陸屋根 

事務棟 梱包作業場 サイロ棟 
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3.3 本件火災の現場活動 

 本件火災の現場への到着は、13 時 46 分で、爆発から 11 分経過していた。先着隊は、現場から

126m 離れた公設消火栓に部署し、建物関係者からサイロが何らかの原因で爆発し、負傷者が 2

名いることを聴取した。現場の指揮を執る指揮隊は現場への途上に、無線で活動命令を発し、再

度の爆発が懸念されるため、現場から 50m 以上離れて活動警戒区域を設けて部署するように命令

をかけた。その後、特別高度救助隊の命令で活動警戒区域を 150m に変更している。現場の状況

は、周囲にコンクリート片が散乱し、サイロからの発煙等は認められず、建物関係者から、サイ

ロ棟で使用されているのは爆発したサイロだけで、他のサイロは使用していないとの情報を得て、

遠方から赤外線温度測定器を用いて爆発したサイロ及び他のサイロの壁体温度、事務棟屋上から

破損したサイロ内部の温度を測定し、何れの温度も外気温と同一であることから、上部サイロの

爆発の危険性は低いと判断し、近隣からサイロ下部作業室内の環境測定及び温度測定を実施した

ところ、可燃性ガスの滞留はなく、温度も外気温と差がないことから、爆発の危険性はないと判

断した。発災日に行った現場調査活動は、現場建物の崩壊危険を考慮して、実況見分活動を行わ

ず、主に建物関係者からの事情聴取から爆発の原因を考察した。サイロ内には火源となりうる電

気設備、機械設備及び燃焼器具を含む内燃機関等は設置されていないこと、搬出作業を行ってい

て貯蔵物の大豆が流動していること、固結の突き崩し作業中にサイロ内で青白い光を見ているこ

と等を聴取し、サイロ内に貯蔵物の粉塵雲が生じて、粉塵爆発が発生した可能性と、貯蔵物が酸

化発熱して何らかの可燃性ガスが発生し、何らかの火源が着火して爆発したと考え、貯蔵物の大

豆を収去して鑑定する方針とした。（写真 9 及び写真 10） 

 

写真 9 サイロ内の固結していた大豆（サイロ内からの収去物品） 

 
写真 10 炭化して固結した大豆（サイロ内からの収去物品） 

黒色に変色して

いる大豆と大豆

が固結している。 白色に変色して

固結している。 
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3.4 爆発の原因 

 本件火災は、サイロの爆発から完全鎮火まで 8 日間を要した。11 月 30 日の爆発当日、サイロ

点検口が開放した状態のサイロ下部に位置する搬出作業室の環境測定を行ったが、可燃性ガスは

検知されなかった。爆発によってサイロ内に落下した陸屋根等のコンクリート片が内容物に蓋を

する形になり、上部からも大豆類の状況が見分不能であった。（写真 11～写真 13） 

 その後、12 月 8 日に爆発の危険がないと判断し、搬出作業を再開したが、この作業によって空

気が流入して、燻っていた大豆類からの発煙が生じた。（写真 14 及び写真 15） 

 

          写真 11 陸屋根の状況 

 

    
      写真 12 サイロ内の状況        写真 13 サイロ内の状況（拡大） 

 

    

     写真 14 サイロからの発煙      写真 15 鎮火後の作業室内（大豆から白煙） 

陸屋根が

開放 

亀裂部分 

コンクリート片が堆積 
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 この発煙は、排出作業のため、サイロ最下部にあるスライドゲートを開口したことと、排出作

業で大豆が流動したことによって空気がサイロ内に入り、燻っていた大豆に酸素が供給されて生

じたと考えられる。爆発の原因について、現場で大豆類を収去して横浜市消防局訓練センター管

理・研究課が、総務省消防庁消防大学校消防研究センターに成分分析及び熱分析の鑑定を依頼し、

その結果の報告を受けている。鑑定は消防研究センターで行われ、鑑定試料は、爆発したサイロ

内にあった大豆と新品の大豆の 2 種類で、鑑定の方針は、過去の植物に由来する自然発火の事例

から、好気性微生物の発酵による発熱が必要であり、これには適度な水分が必要であるのがすで

に知られているところから、含水量、発熱挙動、発火温度を把握し、その結果を基に以降の分析

条件を決めて鑑定を行った。併せて鑑定依頼外であるが、消防研究センターからの提案を受け、

粉塵爆発の可能性を鑑定することとなった。鑑定方法は、①熱重量―示差熱同時測定装置

（TG-DTA）での大豆に含まれている水分の測定、発熱開始温度の確認及び燃焼完了までの熱挙

動の把握、②高感度熱量計（C-80）での水分の有無による TG-DTA では正確に計測できない室温

付近からの発熱挙動の把握及びその発熱量を計測、③等温型超高感度熱量計（TAM-III）での C-80

の測定で、試料の最も高い発熱の見られた温度に近い、50℃を保った状態での発熱挙動及びその

発熱量の測定、④ガスクロマトグラフ（GC）での発生ガスの成分分析による好気性微生物の活動

の推測、⑤TG-DTA 及びフーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）での熱分解により試料から発生す

るガスの分析、⑥マイクロトラック粒度分布測定装置での大豆の破砕片の粒度分布測定、以上の

6 種類の測定を行った。鑑定結果は、大豆の自然発火について、適度な水分を含ませた状態で室

温付近から自ら発熱を開始し、この発熱は大豆に含まれる好気性微生物の活動による発酵熱と考

えられ、この熱を蓄積することで大豆の含有する油分等の酸化が始まり、酸化熱の発熱へと繋が

ると推定された。（図 3） 

 可燃性ガスの発生については、適度な水分を含ませた大豆を密閉環境で保持温度 50℃とした場

合は、好気性微生物の発酵による微少の水素及び一酸化炭素の発生が確認され、密閉状態のため

酸素が消費されると窒息状態となり、前述の発熱による熱分解で 200℃から 300℃の範囲では可燃

性ガスが生成されることが判明した。（図 4） 

 見分状況では、12 月 8 日の見分で放射温度計を用いて大豆類の温度測定を行ったところ、

189.5℃の温度を測定していること。（写真 16） 

 その後の搬出作業中に環境測定器でメタンガスが検知されていること等から、サイロ内で大豆

から微生物の発酵による可燃性ガス、熱分解による可燃性ガスが生成されていたと考えられ、こ

れらの可燃性ガスがサイロ内に滞留し、サイロ下部の点検口を開放しての作業で、燻っていた大

豆類が空気の流入で発火し、可燃性ガスに着火して爆発したと考えられる。粉塵爆発については、

文献によると、過去の穀物サイロの火災では粉塵爆発が原因となっていることが多いことから、

粒子の大きさを計測した。粉塵爆発は貯蔵物に含まれる夾雑物等の粒子の大きさが大きく影響し

ており、一般的には 100μm 以下の可燃性の固体が空気中に適当な濃度で浮遊している状態が必

要で、粒子の大きさがより小さい方が、最小着火エネルギーが小さくなるため、危険性が高いと

されている。マイクロトラック粒度分布測定装置では夾雑物等を 500μm の篩にかけた粒子につ

いて３回計測を行ったが、100μm 以下の粒子の量が最大で全体量の 8.32%と 10%に満たないこと

から、粉塵爆発を起こす可能は極めて低いと考えられる。（図 5） 
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図 3 水分の有無による発熱開始点の違い 

 

 

 写真 16 放射温度計で温度測定 
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図 4 熱分解による発生ガスの状況 
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4. 穀物サイロが爆発する危険性について 

4.1 爆発後の危険要因 

 本件のように、すでに建物等が爆発している場合の危険要因は、爆発によって建物の一部が損

壊して開放している状況で、可燃性ガス等の発生が検知活動で検知されない場合は、再度、爆発

する危険性は低いと考えられる。この場合の危険要因は、建物の崩壊、爆発の波及による周辺建

物への被害が考えられる。建物周辺に活動警戒区域を設定し、落下物等の危険要因の排除を考慮

する必要がある。それに対して、可燃性ガス等の発生が検知された場合は、再度、爆発が起こる

可能性が高いことから、コンクリート片の飛散状況に基づいた活動警戒区域の設定が必要である。

コンクリート片の最大飛散地点からさらに広範囲に活動警戒区域を設定する必要がある。活動警

戒区域を設定すると同時に、関係者から貯蔵物の状況及び建物の状況を詳細に聴取する。貯蔵さ

れている穀物は、穀物の含水率が高く、荷重量が大きく、荷重時間が長いと固結して、同時に微

生物の発酵が始まり、発酵熱の蓄熱から穀物が酸化し、これによって酸化熱が生じて穀物の温度

が高温となり、化学反応で可燃性ガスが発生する。このことから貯蔵物に関しては、貯蔵してい

る物品の品目、貯蔵量、形状、貯蔵している期間、温度管理の有無、含水率の状況、固結の有無

等の現在の状況と、貯蔵開始からの推移を各項目について確認する必要がある。 

4.2 爆発が懸念される状況について 

 穀物サイロでの爆発が懸念される状況は、本件火災から見て、サイロ内温度の上昇、発煙及び

可燃性ガスの発生があげられる。前項で記載したとおり、サイロ内温度の上昇は、穀物の含水率

が上がって発酵することと穀物が含有する油分等の酸化に起因し、これにより、穀物が固結して

燻って発熱が継続すると発煙、可燃性ガスが生成されると考えられる。建物関係者がこれらの兆

候に気が付き、通報を行い、消防機関が現場到着した時の注意点として、必ずしも建物関係者は

爆発を想定していないことがあげられる。サイロは一般的に気密性を高くして雨水や空気中の湿

気等の水分が入り込まないようにしているのが常であり、穀物の変質に注意を払っている。しか

し、サイロ内に空間がある以上、空気が循環する可能性が全くないとは言えず、貯蔵時間が長期

にわたる場合、穀物の含水率が上がっていく可能性が高いとも言える。建物関係者は発煙が生じ、

発熱が確認される事態になれば、開口部を開放して搬出作業を行っている可能性がある。燻って

図 5 粒度分布測定の結果 
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いる穀物からは可燃性ガスが発生することが判明していることから、このような作業を行うこと

で空気の流入を促進し、酸素の供給によって燻った穀物が発火して、可燃性ガスに着火して爆発

の起因となることが明白である。このことからサイロからの発煙や穀物の異常な発熱を通報で受

けた場合は、その時点でサイロ周辺からの作業員等の避難を指示し、併せて可能であるならば、

サイロを密閉する等の空気の流入を絶つ手段を講じるよう指示する必要がある。また、現場到着

時にはこれらの事象を建物関係者から早期に聴取して、現場の状況を確認することが急務である。 

 

5. 状況確認の手法について 

5.1 温度の計測方法 

 穀物サイロで何らかの異常が察知され、通報がなされた場合は活動警戒区域の外からの温度測

定が必要である。手法としては赤外線温度測定装置で外壁温度の温度測定を実施する。建物関係

者からサイロ内部の管理している温度を聴取し、これを指針として温度測定結果と照らし合わせ

て、明らかに外気温度や管理している温度より高い温度が計測されたならば、サイロ内で穀物が

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

度が外壁に伝導されづらく、正確に計測するのは難しいと思われるが、この場合は計測の結果で

若干でも温度の上昇が認められれば、爆発の危険性を考える必要がある。穀物サイロでは貯蔵物

の品質管理のために温度測定が行われているのが常であることから、外壁の温度変化が認められ

ない時は、サイロ内の測定温度を確認する必要がある。 

5.2 可燃性ガスが生成される温度について 

 今回の鑑定報告で、発酵による発熱のピークは約 50℃であることが測定の結果判明している。

この温度を保持した時の熱量は自然発火に至るに十分な熱量である。また、この時に微量ながら

水素及び一酸化炭素が発生しており、貯蔵時間が長時間にわたれば、時間に比例して発生量が増

加すると考えられる。爆発のあったサイロは陸屋根のハッチ及びサイロ下部の点検口が閉止され

ており、空気の流入は限定的で、発酵熱から出火に至るまでの酸素の供給が滞った状態であった

と考えられる。しかし、建物関係者からの説明で、大豆を貯蔵していた約 2 年間に、サイロ内の

大豆の温度が通常は 10℃前後で推移するのに対し、このサイロでは温度が上がる傾向にあるため、

温度が上昇するとサイロから大豆を抜き取り、チェーンコンベア、垂直バケットエレベータを介

して、再度、同じサイロに上部から投入する循環を行っていた事実があり、これにより空気が循

環し、好気性微生物の発酵が行われたと考えることができる。このサイロ内の温度上昇は、爆発

するまでの温度測定によると、40℃から 60℃の温度を示している。この状況から大豆に含有され

る油分の酸化が始まり、酸化熱が高まっていったが、固結状態になった大豆等への酸素の供給が

滞ったことから、発火することなく蓄熱していったと考えられる。この蓄熱により、大豆類の熱

分解が起こり、可燃性ガスが生成されたと考えられる。 

 

6. まとめ 

 穀物が好気性微生物の発酵及び酸化熱での分解で、それぞれ可燃性ガスが生成されることが今

回の爆発火災、現場の見分及び収去物の分析で明らかとなった。可燃性ガスは着火しやすい気体

であり、適当な生成量があれば十分に爆発する可能性がある。サイロの爆発の原因は、粉塵雲の

形成により発生する粉塵爆発が多く知られているが、粉体ではなく、穀物そのものの発酵及び酸
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化によって可燃性ガスが生成され、蓄熱した穀物自体が発火源となり、爆発を引き起こす危険性

があることが明確に分かった。サイロの貯蔵物が発火源、着火物となり、自然発火、爆発が生じ

る危険性があることから、穀物の長期貯蔵ではサイロ内の湿度及び温度管理がより一層重要であ

り、警防活動に際しては、活動警戒区域をより広範囲に設定することが重要である。 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】奨励賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

 

聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサル・ 
コミュニケーション・システム 

 

沖コンサルティングソリューションズ株式会社 細野直恒、西島 勝 

春日大野城那珂川消防本部 因幡敏幸、宮嶋文洋 

 

 

1 はじめに 

 最新の調査（5 年毎）によると、全国の聴覚障害者数は、約 36 万人（平成 25 年版『障害者白

書』・内閣府）。高齢化社会が進むにつれて、聴覚に何らかの障害を来たす人の数は、2,000 万人に

上ると言われている（「日本補聴器工業会」推定）。言うまでもなく聴覚に障害があると、発話（会

話）が困難になる。 

 その彼らが不測の事態に陥った時、健常者のように音声電話により〔119 番・緊急通報〕で消

防機関に助けを求めることが難しい。それに代わるものとして〔ファクシミリ・119 番〕などが

あるが、これが利用出来るのは、FAX 機器がある自宅等に限られる。あとは手話通訳士など、聴

覚障害者支援員の第三者を介する方法しかない。 

 全国で救急出動は、1 日に 16,000 件、国民 24 人に 1 人が救急車で運ばれているが、彼らは、こ

の消防サービスを受けるのが非常に困難な状態におかれている。救急出動の大半を占める〔急病〕

になっても、彼らは、まず我慢を余儀なくされる。 

 一方、消防機関も彼らからの要請が顕現化しないので、その対応に苦慮している。消防本部は、

市町村の機関であり、全国に 750 本部（平成 27 年 4 月現在・消防庁調べ）あり、聴覚障害者への

対応も各本部で異なり、全国で統一されたものは未だ存在しない。 

 独自に聴覚障害者専用緊急通報受信システムを開発しようにも、人材も財源もない。消防職員

数 150 名以下の本部が全体の 6 割以上を占める現状では、経常業務に追われ、職員に想いはあっ

ても開発は不可能な状況である。 

 また新規事業を始める時の最大の障壁は、費用対効果である。管内人口・26 万人、その内聴覚

障害者・700 人を抱える某消防本部（職員数：205 名）の〔119 番・緊急通報〕年間件数：12,000

件の内、聴覚障害者が関わるものは、年間 1～2 件である。地方財政が逼迫する中、これに対して

開発の新規予算を計上することは、既存事業を削減することになり、逡巡せざるを得ないのが実

情である。 

 

2 開発 

 当「聴覚・言語機能障害者のための緊急ユニバーサル・コミュニケーション・システム」の開

発は、消防庁・消防防災科学技術研究推進制度の助成を受けて、平成 24 年度から平成 26 年度の

3 箇年で行った。近年のスマートフォン（スマホ）、タブレットの普及を鑑み、音声に頼らずアプ

リ操作で〔119 番・緊急通報〕が出来ないか研究した。 

 第 1 年度は、スマホやタブレットに対応する「SOS カード」（聴覚障害者救急要請時の指差し
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カード・図 1）を基に研究開発した。この「SOS カード」とは、平成 19 年に我々が開発し冊子化

して、求めに応じ全国の消防本部、医療機関、官公庁等に配布した。この研究では、その冊子を

参照して、スマホ上のアプリ化を図った。その際に念頭に置いたことは、緊迫した状況で操作す

るので、画面の文字は大きく、字数は少なく、イラスト主体で表現するということだった（写真

1）。またページ数は最少にし、操作時間の短縮を図った。アプリ化にあたっては、指令卓の対話

を観察して、「救急時」と「火災時」の 2 パターンを考案した。スマホの OS は、Android と iOS

を対象にした。 

 

  
 

   

写真 1 アイコンやイラストを主体にした画面表示 

 

 その後、完成した〔119 番通報 SOS〕アプリを用いて、実証実験を実施した（写真 2）。その際

は、実際のユーザーである聴覚障害者に被験者になってもらい、アプリ操作とテキスト入力との

図 1 「SOS カード（冊子）」（部分） 
（当初の救急現場で聴覚障害者と指差しで

コミュニケーションを図るための冊子形式

の「SOS カード」） 
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時間差を調べた。結果は、歴然としたものだった（表 1）。なお氏名、住所、連絡先、既往症、掛

かり付け病院等個人情報は、端末入手時、事前に本人が入力しておく。〔119 番通報 SOS〕アプリ

の配信は、各 OS コンテンツ配信サービスを利用して行う計画である。 

 

 写真 2 聴覚障害者による実証実験風景 

 

表 1 最終年度で実施した作業仮説に基づく実証試験の結果 

SOS AP Smart Phone SOS AP Smart Phone

KHR Android (Aquos) Flick 0:00:26 0:01:58 0:00:17 0:01:16
ARK Android (AU) Hand Write 0:00:18 0:01:47 0:00:18 0:01:21
WTS iPhone Flick 0:00:27 0:01:18 0:00:17 0:01:10
SMZ 3G Mobile Toggle 0:00:14 0:01:05 0:00:17 0:01:27
SZK iPhone 5S Flick 0:00:19 0:01:09 0:00:11 0:01:06
OND iPhone 4S Flick 0:00:16 0:01:32 0:00:14 0:01:05

小計 0:02:00 0:08:49 0:01:34 0:07:25
平均 0:00:20 0:01:28 0:00:16 0:01:14

標準偏差 0:00:05 0:00:19 0:00:02 0:00:08

比率

倍率

単位：秒
4.41 4.73

実験協力者 スマホ・携帯電話 入力方法
救急通報 火災通報

23% 21%

 

（救急通報時、〔119 番通報 SOS〕アプリは、テキスト入力に比べて約 5 倍の早さで消防本部に通報が

出来ることが判明した） 

 

 第 2 年度は、消防本部への通信方法の確立を図った。独自の IP-VPN 網を構築するには、あま

りにも多額の経費を要するため、初期段階は、既存の汎用のメール・サービスで送信することに

した。安全性、堅牢性、機密保持など我々が掌握し得ない部分も残るが、平成 23 年 3 月 11 日東

日本大震災時、あらゆる通信手段が不通、またはそれに近い状態になった時、被災者が携帯メー

ルで英国ロンドンにいた身内に連絡し、救助された事例は「気仙沼の奇跡」と言われ、1 通のメ

ールが 446 人の命を救った例があり、安全性、堅牢性については、証明されたと考える。このメ

ールを使えば、発信地付近の地図、画像も送られ、消防機関の現場特定・把握に大いに役立つ（写

真 3）。 

 第 3 年度は、直近消防本部の確定と双方向通信の確立を図った。全国 750（平成 27 年 4 月 1 日

現在）の消防本部の緯度・経度及び E-mail アドレスを予め〔119 番通報 SOS〕アプリに搭載し、
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他方スマートフォン・GPS 機能で発信地の緯度・経度を測位、それらの差分によって直近消防本

部を検索・確定する方式を採った（表 2）。 

 

 
 

写真 3 春日大野城那珂川消防本部（福岡県春日市）での実証試験 
（GPS による通報地点の発信画面と、消防卓での表示された地図例） 

 

表 2 全国消防本部の E-mail アドレスと緯度・経度の関連表（部分） 

 
（これらのデータベースを当該アプリに搭載済） 

 

 双方向通信の必要性は、聴覚障害者が救急車、消防車要請の当事者ではなく、第三者通報の立

場で、消防本部に緊急連絡した場合に特に求められる。患者の状態、火災の状況等を消防本部は、

通報者である聴覚障害者に聴取する。会話で応じることは出来ないので、〔119 番通報 SOS〕アプ

リにテキスト化した Q&A を仕込んでおき、その際に利用する。勿論、直に入力・送信すること

も出来る（写真 4、写真 5）。 
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写真 5 〔119 番通報 SOS〕アプリでの対話用画面例 

 

 特に急病に際し、BY STANDER の救命処置（AED 操作など）が求められる今日、聴覚障害者

も例外ではない。彼らが、社会的な庇護を必要とする状況にあることは、衆目の一致するところ

であるが、人が彼らの眼前で倒れた場合には、聴覚障害者といえども、一身を賭して庇護し、人

命救助をしなければならないのも事実である。この時、適切な心肺蘇生法を、消防本部から通報

者である聴覚障害者に伝えるためには、この双方向通信機能が不可欠になる。 

 以上 3 箇年で、我々が意図する聴覚障害者用緊急通報アプリ・〔119 番通報 SOS〕は完成し、平

成 26 年 11 月に消防庁での最終実証試験では、迅速、的確かつ安定した動作が確認され好評を得

た。 

 

3 おわりに 

 我々は、〔119 番通報 SOS〕アプリを第一義的には、聴覚障害者のために開発したが、バリアフ

写真 4 〔119 番通報 SOS〕アプ

リのトップ画面例 
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リー・アプリなので、文字を変えれば日本語が話せない外国人でも利用できる。健常者の使用は、

言うまでもない。他方、健常者でも下顎損傷の事故、意識喪失などで発話が不可能になることが、

大いに考えられる。 

 環境が整えば、この〔119 番通報 SOS〕アプリは、我が国のみならず GLOVAL USE にも対応出

来る可能性を秘めている。その実現化を図るために、今後の研究として、我々は、経済産業省が

推進する〔G 空間構想〕に呼応し、〔119 番通報 SOS〕アプリに 3D 検索機能の付加を考えている。

現在の添付地図は、2D〔平面表示〕なので、通報者がビルにいれば、ビルの位置は判明しても、

何階にいるのかは不明である。消防隊、救急隊の現場到着をより早める〔立体表示〕の研究・開

発は、世界の防災テクノロジーの嚆矢となり得る。 

 今日の ICT（情報通信技術）の進歩を鑑みて、〔立体表示〕の開発に多大の時間を要するとは思

われない。平成 32 年（2020 年）、東京で 2 度目のオリンピック・パラリンピックが開催されるが、

少なくともこの 1 年前までに開発を完了し、実証試験を終える所存である。世紀の祭典の好機に、

我が国の防災アプリ・防災 ICT の質の高さを世界にアピールするとともに、〔立体表示〕機能を

付加した〔119 番通報 SOS〕アプリが、「防災・減災最先進国」という新たな我が国のイメージ作

りに役立てば、望外の幸せである。 

 聞けば「パラリンピック」の名称が初めて使われたのは、第 1 回目の東京オリンピックの時と

のこと。その当時、想像も及ばなかった聴覚障害者用緊急通報アプリ・〔119 番通報 SOS〕が、半

世紀おいて開発された。この縁（えにし）を考えれば、〔立体表示〕の研究・開発は、〔119 番通

報 SOS〕アプリを開発した我々に課せられた責務であると感じざるを得ない。 

 

参考文献 

 平成 25 年版『障害者白書』 

 平成 26 年版『消防白書』 

 平成 26 年版『消防現勢』 
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 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】奨励賞 一般による消防防災機器等の開発・改良 

 

航空機から安全・迅速・正確に林野火災を消火する 
ドロップコントロールシステムの開発 

 

株式会社イルカカレッジ 

国立大学法人鳥取大学 

 

 

1. 現状と問題点 

 林野火災は航空機による上空からの散水消火が行われるが、高度が高いと消火水が霧散し、ま

た風が強いと偏流されて火災に届きにくい。低高度における消火活動は航空機が火災に巻き込ま

れる危険を伴い、海外では毎年消火活動中の航空機事故が発生している。一度乾燥状態の林野に

火災が発生すると、長期化し多くの生態系や植生が失われる。その消火のために航空機の燃料消

費と排出する CO2もまた、温室効果ガスを助長することになっている。そのため安全、迅速、正

確な航空消火システムによる、早期消火方法が望まれている。 

 

2. 開発 

 我々の開発したドロップコントロールシステムは、水をゲル化して細分化できるゲルパック消

火剤と、投下装置、及び高精度管制システムからなる、新しい航空消火システムである。 

① ゲルパック消火剤 

 ゲルパックは透水性の袋にゲル化剤を 1g 入れパック化したもので、機械によって量産化でき、

乾燥状態で保管できる（写真 1）。ゲル化剤は海藻由来の多糖類で動物が食べても安全な食品添加

物である。パック材は生分解可能なトウモロコシ由来のポリ乳酸で生成しており、投下地点に放

置されても数か月で分解消滅する。また、有害な燃焼ガスも発生しないことを確認している。ゲ

ルパックは 5 分間水に浸けるだけでパックの中に水をゲル状にして取り込み、一定の形状のゲル

状消火剤をなすことができる。火災発生後通常の装備時間を遅らせることなく準備でき、消火バ

ケットに給水するときに同時にセットし、火災現場までの飛行中に吸水しゲルパック消火剤が完

成する（写真 2）。 

     
     写真 1 乾燥状態のゲルパック    写真 2 吸水したゲルパック消火剤 
「ゲルパック消火剤」は乾燥状態（写真 1）で保存でき、5 分間水に浸けるとプルンプルンの消火剤（写真 2）が

出来上がる。 
・大量の水をダマなくゲル化し作業も簡単で安全  ・多糖類だから動物が食べても安全 
・生分解性だから 3 ヶ月で分解、植物にも安全   ・一定の小さな塊に細分化しているので落下地点も安全 
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② 投下装置 

 高精度管制システムの計算指示に従い、投下するタイミングを逸することなく、全量の消火水

を火災に投下する為に、開閉指示によって即座に投下できる投下装置を開発した（写真 3）。投下

装置は実運用する場合の費用負担軽減のためと、運用しやすさを考慮して、既存のバンビバケッ

トを改造して開口部分だけ開発し取り付けた（写真 4）。 

       
  写真 3 バンビバケット       写真 4 投下装置 

 
「投下装置」バンビバケット（写真 3）下部に取り付けた新開発の投下装置（写真 4）により投下タイミングを逃

さずに即座に全量を投下できた（写真 5）。 

 

③ 高精度管制システム 

 ゲルパック消火剤の開発によって消火水を一定の半固体化することができる為、物体落下の計

算によって投下地点の風向・風速・高度などの情報を入力すれば正確に投下位置を予測すること

ができる。今までの投下実験の結果に基づき模擬したデータと計算式をプログラム化した。さら

に GPS と地図データと対応させることによって、火の元にゲルパック消火剤を投下するための投

下地点をデジタル地図上に表示する基本ソフトを開発した（図 1）。 

 

図 1 高精度管制システム入出力画面 
落下運動を解析、狙ったポイントに正確に投下するためのシステムを構築した。 

写真 5 ゲルパック

消火剤投下の様子 
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3. 仕様 

① ゲルパック消火剤：乾燥状態で 1g が吸水し 100g となる。 

 ゲル化剤：海藻由来の多糖類、食品添加物 

 パック材：トウモロコシ由来のポリ乳酸、生分解可能 

② 投下装置 

 消火バケツ：SEI 社バンビバケット 800L、積載容量 800L 

 投下装置（開閉装置）：フルオープン構造、開口部 36cm 

 投下装置（ロック機構）：大型スナッチロック、電動アクチュエーター 

③ 高精度管制システム 

 管制プログラム：開発言語 VBNET2013 

 GPS 受信機：NEC 社 QZ1 

 IR センサー：アートレイ社 ARTCAM320 

 

4. 開発による効果、その検証 

 ドロップコントロールシステムの開発によって、今までの出動のタイミングを逃さず迅速に、

安全な高高度からの消火活動でも消火水を霧散させることなく、正確に全量の消火水を火災に届

けることができる。目標エリアに集中して消火水を投下することによって早期消火をすることが

できる。 

 平成 26 年度消防防災科学技術研究推進制度においてその効果を検証した。 

① ゲルパックの開発 

 ゲルパックの燃焼試験：鳥取県保健事業団に依頼して消火剤を燃焼させて発生ガスの総量、及

び有毒ガスの発生がないかを調査した。また、燃焼後の残渣量を測定し、環境に与える影響を調

査した。その結果、動植物に影響を与える有害ガスは検出されなかった。特性としては、燃焼物

の被覆消火と、燃焼温度の降温効果、消火剤の残渣がほとんどなく、環境汚染もないといったこ

とがあげられる。 

 ゲル剤の熱特性：示唆走査熱量計を用いて吸水したゲル状消火剤の熱特性を調べた。ゲル化剤

は 100℃を超えると吸熱反応が起きる。1gのゲル化剤は 1932Jの熱量を吸収することが分かった。

ゲル化剤は投下地点にとどまり、ゲル中の水が蒸発する際燃焼物から蒸発潜熱を奪うことで消火

効果が発現すると推測される。 

 ゲルパックの質量と形状、及び浸水試験：ゲルパックはダマにならず、迅速に吸水をすること

を実現するため、1 個のパックに 1g のゲル化剤を混入することとした。形状は機械で量産が可能

なテトラ形状とした。浸水試験を繰り返し、5 分で 80g～100g となることを確認した。 

 製造機械の導入によって、1 日 10,000 パックの製造が可能となった。 

② 投下装置 

 設計に際し、バンビバケットの放出弁を開放するソレノイド方式の機構を活かして電動ロック

に連接させることにより、作業性、確実性、安全性、携帯性を損なわないように開発することが

できた。 

 開発した投下装置を取り付けたバンビバケットにゲルパック消火剤 3,000 個（300kg）と水 100

リットルを充填して、ゲルパック消火剤及び消火水を漏らさずに密閉できること、開口後に全量
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投下に要する時間は 3 秒程度であり迅速な投下が可能であることを確認した（写真 5）。また最大

搭載量である 800 リットルの水を充填して投下装置の密閉性に問題がないことを確認した。 

③ 高精度管制システム 

 システムの制御、落下運動を計算する管制プログラムを搭載した PC・GPS 受信機・IR センサ

ーからなる高精度管制システムを構築し模擬的に動作検証を行った。その結果、管制システムに

より最適な投下タイミングを計算し、投下装置又は投下操作員に管制システムから投下指示を出

力することにより、ゲルパック消火剤を正確に火災現場に着弾させることが可能であることを確

認した。 

 また専用入出力画面を設計、及び以下の通り補助機器を活用して操作性を向上させた。 

 航空機の飛行針路、速度、高度、風向、風速を取得する必要があるが、航空機の位置・速度情

報は PC に接続した GPS 受信機から自動的に取得可能であることを確認した。また火災現場の位

置情報も緯度経度の数値入力が可能であるが、現場での効率を向上させるために PC 画面に表示

した地図又は IR 映像をマウスクリックすることにより火災位置を修正入力できるようにした。 

 これらの工夫により実際の消火活動に即して運用性を向上させることができた。 

④ 高精度投下に向けた検証 

 消火剤として水を用いる従来の航空消火に対して、今回開発したゲルパック消火剤を用いた航

空消火の最大の特徴は、消火剤が落下時に霧散することなく目標エリアに投下できること、及び

その運動を予測しやすいことである。そのことにより高度が高いと散布界は広くなり、低いと集

中する。上記の水に対する優位性の検証と前述の高精度管制システムの構築に向けた落下運動予

測のために、諸実験とモデル化を行い、様々な条件下でのゲルパックの運動を模擬した。例えば

投下高度 100m、航空機速度 3m/s、風速 2m の条件下では水の落下範囲は 60m に対してゲルパッ

ク消火剤の落下範囲は 10m 以下であった（図 2）。 

 これらの結果から、ゲルパック消化剤は水と比べてはるかに偏流距離や落下の範囲が小さく限

定される。特に高高度からの投下、高速での投下、風力が大きい時にそれが顕著であることが分

かった。逆に言えば、水を用いた消火活動では有効ではない高度、速度、風条件の時にでもゲル

パック消化剤であればまとまった量を狙ったところに落とすことができる。すなわち、水に比べ

て安全で高精度な消火活動が期待できることを確認した。 

 

図 2 ゲルパック消火剤と消火水の落下範囲比較シミュレーション 

消火水の落下範囲 60m に対して、ゲルパック消火剤の落下範囲は 10m 以下であることが分かった。 
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⑤ 高精度投下試験 消火効果の確認 

 消防はしご車を用いて 20m の高さからゲルパック消火剤の投下・消火実験を行い、以下の結果

を得た。 

 ゲルパック消火剤は、20ｍの高さでは風による影響が少なく、1～5m2 のエリアに落下すること

を確認した（表 1）。またゲルパック消火剤は着地時にパック紙が容易に破れて、内容物である水

ゲルが周囲に飛散することを確認した。 

 高高度から水の投下では 20m 以上霧散したケースもあり、消火能力はかなり低下するのに対し、

ゲルパック消火剤は風の影響を受けにくく、高精度投下及び消火効果の裏付けとなった（写真 6

～写真 10）。 

表 1 投下高度による必要な投下量一覧 

投下高度 

(m) 

散布界 

(m) 

散布密度 1.6L/m2 の

場合の必要投下量 

(L) 

散布密度 2.4L/m2 の

場合の必要投下量 

(L) 

20 2.3 8.1 12.2 

30 3.4 18.2 27.3 

50 5.6 50.6 75.9 

75 8.4 113.9 170.9 

100 11.3 202.5 303.8 

150 16.9 455.6 683.4 

200 22.5 810.0 1215.0 

ゲルパック消火剤を数千個投下した場合の散布界と散布密度のシミュレーション結果をまとめている。 

 

 

写真 6 はしご車を用いた消火実験の様

子 

 
写真 7 はしご車バスケットからゲルパ

ック消火剤を投下 

 

写真 8 消火剤落下の様子 
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写真 9 ゲルが付着している様子 

 

写真 10 ゲルが付着している様子 2 
 
消防はしご車を用いたゲルパック消火剤の消火実験を実施した。写真 6～写真 8 はその様子を記録したものであ

る。また写真 9、写真 10 は模擬火災を消火後にゲルが木材に付着している様子を撮影したものである。 

 

⑥ 航空消火の検証 

 鳥取県消防防災航空センターの協力のもと、鳥取県の消防防災ヘリコプター（Bell 412EP）を

用いて高高度かつ低速状態等からの投下実験を実施した。 

 鳥取県の消防航空隊が保有する既存の消火バケットにゲルパック消火剤を最大 3,000 個充填し

て投下した。航空消火の実働に近い条件においても消火剤をゲルパック化することで風の影響を

大きく低減できることが確認できた（図 3、写真 11～写真 13）。 

 高精度管制システムは地上からの誘導により最適な投下地点を算出して投下位置を指示したが、

上空の風向及び風速などの情報を共有することができなかったため、有効な投下地点を算出する

ことができなかった。26 年度の検証では消火ウォーターバケットの消火剤投下装置の開口は投下

ターゲットの直上に達したかどうかを機内搭乗員が判断し、人力により行った。更なる高高度、

高速飛行中の消火活動の場合には機上捜査員による判断・制御は困難であり、管制コントロール

システムにより最適投下地点・条件に到達した時点で自動的に開閉機構に開口信号を出力して制

御する必要があることを再認識した。 

⑦ 第三者評価 

 東京理科大学名誉教授菅原進一先生に航空機及びはしご車からの消火実験に立ち合いをいただ

き消防防災の専門家の立場から第三者評価をしていただいた。 

 徳島文理科大学准教授土肥修先生（元海上自衛隊大村航空隊司令一等海佐、操縦士）に航空消

火実験に立ち会っていただき、航空機運用上の観点から第三者評価をしていただいた。 

⑧ 費用の検証 

 鳥取県消防防災航空隊が 1 回の航空消火に使用する燃料費は 15 万円である。消火活動が長引け

ば、その回数分費用が加算される。ゲルパック消火剤のコストは 1 回分（1 万パック）15 万円と

試算している。 

 ドロップコントロールシステムは早期消火を実現し最小の出動回数で消火活動ができる。その

ための燃料費の削減範囲でゲルパック消火剤を備蓄することができ、森林資源の消失と CO2の削

減に大きく寄与できる。 
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写真 11 消防防災ヘリコプターによる消火実験      図 3 実験の概要 

 

   
     写真 12 模擬火災の様子         写真 13 模擬火災直撃の瞬間 
 
写真 11～写真 13 に、消防防災ヘリコプターを用いたゲルパック消火剤の消火実験の模様を示す。図 3 はその実

験の概要を説明している。 

 

5. 今後の課題 

 林野火災の航空消火において、消火水をゲルパック化することによって、風などの諸条件に影

響され霧散することなく、全量消火に充当できることが分かった。また高精度管制システムによ

って示された投下位置から、タイミングを逸することなく投下できる投下装置を使用することに

よって、正確に目標エリアにゲルパック消火剤を投下できる手法を構築した。しかしながら、消

防組織では航空機に搭載できる機器材は登録した器材を運用することとなっており、本研究で開

発した投下装置を吊り下げることができなかったことと、耐空証明の関係で IR カメラや、管制装

置の航空機への持ち込みができず、計画を変更して実施せざるを得なかった。基本的な機能は確
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認され本消火システムの有効性は認められたが、システム全体の運用を通した航空機からの投下

実験を行い、更なる有効性の検証が確認されることが望まれる。本消火システムは、現在は、鳥

取を中心とした限定した関係者にのみの了知であるが、公設消防機関並びに地方自治体に広く認

知を計り、今後各地で実証試験に取り組むことが必須である。そのためには実運用化できるよう

運用上の制約などを調査する必要がある。規模が拡大する林野火災及び住居密集地帯の火災、い

わゆる延焼運命共同体地域の火災や、ソーラーパネルを設置した住宅の消火、並びに化学、石油

火災等、早期消火が困難な火災にも有効な糸口になる可能性が大きい。そのためにも制約上実施

できなかった、投下装置と高精度管制システムを使用したトータルシステムとしての航空消火実

験の機会を得て実運用に向けた管制プログラムの補正や大・中型機向け投下装置の開発及び簡便

な再充填方法の確立などを行い実運用に向けて取り組みたい。 

 また大規模な林野火災には大量の消火水を的確に投下するとともに再燃防止の効果を向上させ

る消火薬剤の開発を行い、ゲルパック消火剤の能力を向上させることによって、投下地点は確実

に消火し再燃しないエリアを作っていくことを目指している。これらの能力を確実化するために

もトータル運用による実証試験が必要となり、本事業の開発に支援してもらっている、伊那食品

工業様・廣瀬製紙様のご協力はじめ、各地の自治体への認知度を上げると共にご協力を得て、こ

の実証試験を通じて実運用に向けて取り組みたいと思っている。 

 最後に、諸外国での林野火災は年々深刻化していく傾向にあり、その影響による CO2の発生も

問題視されている。インドネシアでは世界第 3 位の排出国となっており、その主因が森林・泥炭

火災である。ドロップコントロールシステムの運用によって早期消火が実現し、温室効果ガスの

抑制に寄与できることを願っている。林野火災の消火効果を実現するためには、航空機の運用を

始め、安全上の対策など多額の費用が必要となり、私たちの資金で実証を継続することは困難で

ある。JCM 事業など CO2削減のための海外調査事業などを林野火災にも適用できれば、実情に合

わせた大規模な林野火災消火方法の確立と効果の実証をすることができる。環境省や経済産業省

などの資金と連動し、世界の重要課題である CO2 削減の最たる森林火災の消火方法の確立に支援

してほしい。 

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 270 -



 【平成 27 年度消防防災科学技術賞】奨励賞 消防職員・消防団員等による原因調査に関する事例報告 

 

自主回収対象品である高圧真空遮断器からの出火事例 
 

大阪市消防局 能地裕幸、岩中政男、黒瀬隆史、片岡 勉 

 

 

1 はじめに 

 本件は、キュービクル内に設置された高圧真空遮断器（以下、「真空遮断器」という。）から出

火した事案である。 

 当該真空遮断器は A 社製で、A 社は平成 11 年 10 月に、絶縁劣化による短絡事故が発生するお

それがあるとして当該真空遮断器に関する社告を公表し、自主回収を進めていたが、平成 25 年 7

月、大阪市 B 区において、社告内容と同様のメカニズムにより同真空遮断器から出火するという

事案が発生した。この事案が発生した事業所においては変電設備の管理を外部委託していたが、

その受託事業者については、当該社告内容を認知していなかった。そのため、当局においては、

再発防止を図るため、変電設備の管理業務を受託している市内の主要 18 団体に対し、当該社告内

容について、各事業者等への周知を徹底するよう依頼した。 

 しかし、その翌年の平成 26 年 6 月、大阪市 C 区において、当局管内 2 件目となる同種の火災

が発生したことから、当該真空遮断器の鑑識を実施するとともに、製造業者と協力して、再発防

止の強化に取り組んでいった事例を紹介する。 

 

2 真空遮断器の自主回収について 

(1) 自主回収の内容 

 屋外キュービクル並びに外気直接取り入れのある屋内開放盤内に使用されている高圧真空遮断

器に対し、キュービクル内への雨水の浸入や結露、塵芥等の付着によって真空遮断器の絶縁が劣

化する可能性があるため、安全性確保の観点から代替品への取替をお願いするもの。 

(2) 対象機種製造期間 

 1987 年 10 月～1995 年 12 月 

(3) 対象台数 

 約 40,000 台 

(4) 回収状況 

 回収済台数：約 37,000 台 

 未回収台数：約 3,000 台（A 社が所在を把握できないもの） 

(5) その他 

 1995 年以降に製造された真空遮断器については、真空遮断器のケース形状と樹脂の材質を、結

露しにくいものに変更しているとのことである。 
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3 火災の概要 

(1) 発生年月 

 平成 26 年 6 月 

(2) 発生場所 

 大阪市 C 区 

(3) 被害状況 

 鉄骨造陸屋根 ALC 版張地下 1 階地上 6 階建住宅兼店舗の屋上において、キュービクル 1 台が焼

損した火災である。 

 この火災により、周囲一帯が停電し、交差点の信号機等が停止するなど、被害は広範囲に及ん

でいる（波及事故）。 

 なお、この火災における死傷者は発生していない。 

 ＊平成 25 年 7 月、大阪市 B 区で発生した火災においても、同様の波及事故が発生している。 

 

4 火災の発生状況 

 火災のあった建物は、地下 1 階及び 1 階が店舗で、2、3 階は事務所となっており、4 階以上は

所有者が住居として使用している。 

 火災発生当時、当該建物内には建物所有者である男性 1 名が在宅していたが、突然、停電とな

り、その後「ドーン」という爆発音を聞く。さらに、玄関を叩く音と「火事です。」と言う声が聞

こえたため、当該男性は避難しようとエレベータ前まで行くが、エレベータは停止していたため、

階段を使って避難している。 

 また、建物 1 階で店舗を管理している男性は、建物近くの屋外にいたが、当該建物の屋上から

突然「ボーン」という爆発音を聞くとともに、煙が出ているのを確認したため、火事だと思い 119

番通報をしている。 

 

5 現場での調査 

(1) 実況見分の内容 

ア 屋上に設置されているキュービクルの外観を見分すると、正面扉にある 3 つのガラス窓と屋

根部分に煤けが認められる（写真 1）。 

イ 正面及び背面にそれぞれ 3 枚ある扉を開け、キュービクル内部を見分する。 

 キュービクル内部は全体的に煤けており、特に、正面向って左側のスペースでは、配電盤の

金属カバーに変色と真空遮断器の樹脂製フェイスプレートに溶融が認められるため（写真 2）、

次に、この内部左側のスペースについて子細に見分していく。 

ウ 当該スペースには、上から順に開閉器、配電盤、真空遮断器が配置されている。 

 配電盤を見分すると、その下方に位置する真空遮断器を基点とした扇状の変色が金属カバー

に認められる（写真 3）。また、真空遮断器については、樹脂製のフェイスプレートが溶融、変

形しており、真空遮断器から上方に伸びる配線も全て被覆が焼失し、心線が露出している。こ

れら配線を見分すると、一箇所で断線し、その断部に短絡痕が生じている（写真 4）。 

(2) 今後の調査の方針 

 実況見分の結果、キュービクル内の真空遮断器から出火した可能性が高く、また、当該真空遮
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断器については、A 社から社告が公表されているものと同機種であることが判明したため、後日、

A 社立会いのもと、鑑識を実施する必要があると判断し、キュービクルから当該真空遮断器を取

り外し、これを消防署に持ち帰ることとした。 

 

    
     写真 1 キュービクル          写真 2 キュービクル内部（正面） 

 

      
      写真 3 キュービクル内部          写真 4 真空遮断器 

 

6 鑑識 

 消防署において、A 社立会いのもと、現場から持ち帰った真空遮断器について鑑識を実施する。 

(1) 真空遮断器は、正面に樹脂製のフェイスプレートがあり、その向って左側に操作ハンドルが

ある。 

 当該ハンドルは、「投入」（ON）と「リセット」（OFF）の切替え式となっているが、「投入」

側に位置している（写真 5）。 

(2) 真空遮断器上面を見分すると、絶縁フレームに消火器の薬剤と配線被覆と思われる樹脂溶融

物が付着しているが、その他、異物の混入、小動物、害虫の侵入痕跡等は認められない。 

 また、絶縁フレーム上面には、入力端子が 3 つ、出力端子が 3 つあるが、当該端子部分に配

線接続部の緩みや金属の溶融は認められない（写真 6）。 
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     写真 5 真空遮断器（正面）         写真 6 真空遮断器（上面） 

 

      
     写真 7 真空遮断器（下面）            写真 8 

 

(3) 真空遮断器下面を見分すると、下面には真空バルブが 3 本設置されている。これら 3 つの真

空バルブに破損は認められないが（写真 7）、3 つの内、正面側にある真空バルブ（以下、「バル

ブ A」という）付近においては、絶縁フレームが白く変色しており、当該バルブ A を固定する

ボルトやロッドに赤錆が生じている（写真 8）。 

 また、この付近の絶縁フレームを見分すると、表面に粘性のある透明な物質が付着している

（写真 9）。 

 A 社の説明によると、空気中でアーク放電が発生すると、その痕跡として硝酸が生成される

場合があり、この粘性のある透明な物質は硝酸である可能性が高いとのことである。 

(4) 本体から、バルブ A（写真 10）を取り外し、本体側の絶縁フレームを見分すると、絶縁フレ

ーム表面に稲妻状の模様が複数認められる（写真 11）。 

 この付近の絶縁フレームの抵抗値を測定すると、低抵抗値を示し（写真 12）、絶縁が劣化し

ていることが確認される。 

(5) 取り外したバルブＡを分解し、内部を見分するも、異状は認められない（写真 13）。 

(6) 建物関係者に話を聞くと、火災のあった建物は平成 2 年に建てられたもので、当該キュービ

クルもその当時から設置されたものであるとのことである。また、過去にキュービクルの下の
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階で水漏れがあったとのことであるが、それを調査した結果、キュービクル内に溜まった水が

起因していたとのことである。 

 

    
   写真 9 粘性のある透明な物質          写真 10 バルブ A 付近 

 

    
  写真 11 バルブ A を取り外したもの       写真 12 バルブ A 付近の抵抗値測定 

 

 写真 13 バルブ A を分解したもの 

 

7 出火原因 

(1) バルブ A 付近の絶縁フレーム表面に稲妻状の模様が複数認められ、この付近の絶縁が劣化し

ていること。 

(2) バルブ A 付近の絶縁フレームに、粘性のある透明な物質の付着が認められ、A 社によると、

アーク放電が発生した後に生成される硝酸の可能性が高いと説明していること。 

絶縁フレーム表面に 

稲妻状模様が生じている 
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(3) バルブ A を固定するボルト等に赤錆が発生しており、また、建物関係者によると、過去にキ

ュービクル内に水が溜まっていて、それが原因で下階に水漏れがあった旨供述していること。 

(4) 当該真空遮断器は、キュービクル内への雨水の浸入や結露、塵芥等の付着によって真空遮断

器の絶縁が劣化する可能性があるとして、A 社から自主回収についての社告が発表されている

こと。 

(5) まとめ 

 以上のことから、本件火災は、社告内容と同様、真空遮断器の絶縁フレームにおいて、結露

等の水分の付着により絶縁が劣化し、 終的には、トラッキング現象が発生し、出火に至った

ものと判定した。 

 

8 類似火災防止に向けての対応 

 当該真空遮断器から出火した場合、今回のように、火災被害はもちろんのこと、二次的に、大

規模な停電を伴う波及事故も発生するおそれがある。実際、大阪市で発生した 2 件の火災におい

ても、波及事故が発生しており、その社会的影響は大きい。 

 さらに、当局においては、平成 25 年に発生した火災を受け、再発防止に向けて関係団体等に対

する周知活動を行ったにもかかわらず、その約 1 年後に、当局管内で 2 件目となる同種の火災が

発生したという事実を踏まえ、より徹底した再発防止に向けた取り組みが必要であると判断し、

複数回にわたり A 社と協議を行った。 

 なお、この協議を行っている 中の平成 26 年 7 月、大阪市 D 区においても、同真空遮断器が

起因する波及事故（非火災）が発生したため、A 社に対し、より早急な対応を求めた。 

(1) 各事案における問題点 

 大阪市で発生した、波及事故を含む 3 件の事案を調べると、以下の事実関係が浮かび上がった

ため、A 社と共に、問題点、解決策を協議した。 

ア 変電設備の定期点検が未実施であったこと 

 変電設備の定期点検を実施していない事業所において火災が発生しており、このような事業所

においては、自主回収が進められている当該真空遮断器の有無についても確認がされていない。 

 このような状況を鑑みると、変電設備を有する事業所に対して、危険性を訴え、周知活動を行

っていく必要がある。 

イ 電気管理技術者等の現場レベルにまで周知が及んでいなかったこと 

 変電設備の定期点検は実施していたものの、その点検を行った電気主任技術者が、以前、当局

が社告内容の周知徹底を依頼した団体に属する事業所の電気管理技術者であったにもかかわらず、

当該社告内容を認知していなかった。 

 このような状況を鑑みると、実際、現場で点検、管理作業等に従事している者を対象とした周

知活動も実施していく必要がある。 

(2) A 社の対応 

ア 当局からの主な要望事項 

（ア）実際に、現場で点検、管理作業等に従事する電気管理技術者等を対象として周知活動を実

施すること。 

（イ）平成 25 年に、当局が社告内容の周知徹底を依頼した団体に対し、再度、A 社側からも周知
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を実施すること。 

（ウ）現在、A 社が掲載中の告知文には、「火災」、「停電」等の文言が全くなく、重大な危険性が

正確に伝わらないため、当該告知文中に「火災」、「停電」等の文言を記載すること。 

イ A 社からの回答 

 当局の要望に対し、下記のとおり、A 社からは前向きな回答を得ることができた。 

（ア）変電設備を有する事業所に対しては、真空遮断器の更新提案時等に社告内容をお知らせす

る（随時）。 

（イ）電気管理技術者等を対象とする技術講習会において、再告知を行う（随時）。また、各関係

団体本部に訪問し、再周知の依頼を実施する（年 3 回）。 

（ウ）A 社主催の技術講習会を含む高圧設備技術講習会において、告知を実施する（随時）。 

（エ）業界誌へ告知記事を掲載する（年 4 冊）。 

（オ）平成 25 年に当局が社告内容の周知徹底を依頼した団体に対し、チラシを活用し、再告知を

行う（平成 26 年 8 月中）。 

（カ）告知文の内容を見直し、「火災」、「2 次災害」、「波及事故」等の文言を追記した（図 1、図

2）。 

 

図 1 従前の告知文 

 
図 2 変更後の告知文 
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(3) 当局の取り組み 

ア キュービクルを持つ事業所に立入検査等を行う際、A 社が作成したチラシを活用し、事業所

関係者等に対し社告内容を周知する。 

イ 平成 26 年 10 月に実施された全国消防長会予防委員会において、当局から当該真空遮断器に

関する情報提供を行った。 

 なお、この委員会に参加した他都市消防本部が、当該真空遮断器の設置状況を調査したとこ

ろ、対象機種が管内に 2 基設置されていることが判明したため、即時、対応したとのことであ

った。 

ウ 平成 26 年 11 月に実施された大阪府下消防長会予防事務担当者会議において、当該真空遮断

器に関する情報提供を行った。 

エ 当局のホームページに、当該真空遮断器に関する事故情報を掲載した（図 3）。 

オ 業界誌に、当該真空遮断器に関する事故情報を投稿した（図 4）。 

 
図 3 当局のホームページ 

 

図 4 業界誌に掲載した内容 
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9 おわりに 

 近年、製造業者等の製品安全に対する意識も向上しており、製品の不具合等を認めた場合であ

れば、早急に対応し社告やリコールを公表するなど、一昔に比べると、その対応は格段に良くな

っている。 

 しかし、今回紹介した事例のように、社告やリコールを公表したとしても、現実的には、その

対応だけでは、不具合のある製品全てを回収することは非常に困難である。 

 火災のおそれがある製品の回収率をよりゼロに近づけていくためには、火災原因の究明に必要

な知識、技術の向上を図っていくとともに、火災調査の主目的である“類似火災防止”に向けて、

地道ではあるが、粘り強く、継続的に広報活動等に取り組んでいくことが重要となる。そこでは

製造業者等の協力が必要不可欠となるが、全てを製造業者等に任せることなく、消防側も何度も

汗を流してアクションを起こしていくことが非常に大切であることを、今回の事例を通じて学ぶ

ことができた。 

 今回の紹介事例を通じて、たとえ 1 件でも類似火災発生の未然防止に貢献することできれば幸

いである。 
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一 般 発 表 
 



 

 

 【一般発表】  

 

延焼する室内に対する効果的な放水方法の検証 

－間接消火の放水方法－ 
 

東京消防庁消防技術安全所 山越靖之 
東京消防庁小岩消防署 根本昌平 
東京消防庁四谷消防署 楠本直樹 

東京消防庁消防技術安全所 町井雄一郎 
 
 

1. はじめに 

 間接消火とは、消火活動において、火災室の熱気及び障害物等により直に燃焼物に放水できな

い場合、早期の内部進入及び延焼の防止を図るため、開口部から火災室に対して霧状の水を放水

することで火災室内の熱環境を改善させるために行う消火方法である。 
 消防隊が使用するガンタイプノズルは、開閉ハンドルによる放水の開始又は停止、流量切替ダ

イヤルによる４段階の放水流量の調節、噴霧角度調整ヘッドによる棒状放水及び噴霧放水の切替

えが可能である（写真１）。 
また、噴霧放水では、衝突板の周囲の回転くし歯に水流があたることで回転くし歯が回転し、

霧状の水が放射される（写真２）。 
 本検証では、東京消防庁の消防隊に配置されているガンタイプノズルのうち製造会社及びノズ

ル元圧の仕様が異なる４種類のガンタイプノズルで実験を行った。また、実験は、火災室内及び

燃焼物付近の温度変化について、放水条件ごとに把握することを目的に行った。 

   
写真１ ガンタイプノズル      写真２ 噴霧放水の様子 

 
2. 実験期間及び場所 

平成27年１月27日から平成27年３月17日まで、東京消防庁消防技術安全所燃焼実験棟 

 
3. 実験 

3.1 実験設定 

3.1.1 火災室 

使用した火災室（内寸：幅3300mm、奥行3600mm、

天井高2100mm）は、鉄骨造であり、内壁及び天井は、

軽量気泡コンクリート板（厚さ50mm）にステンレス 図１ 立面図 
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板（厚さ0.6mm）を貼り付けた構造である。 

正面には、左右に扉がある開口部（幅1710mm、高さ1850mm）が１箇所設けられているが、実

験では、燃焼物への着火時以外は右側の扉を常時閉鎖して行った。 

 また、火災現場で存在する直に放水できない位置の

燃焼物を再現するための障害物として、火災室内の開

口部付近に軽量気泡コンクリート板の壁（幅1000mm、

高さ2000mm、厚さ50mm）を設置した（図１、図２）。 

3.1.2 燃焼物 

燃焼物は、火災室内全体が火炎で満たされる状態と

なるように、クリブ（消火器の技術上の規格を定める

省令（昭和39年９月17日自治省令第27号）に基づく普

通火災に対する消火能力単位２の模型）を図１、図２

及び写真３に示すとおり２箇所設置した。 
 なお、写真３は、開口部の右側扉を開放している。 

 

写真３ 燃焼物等 
3.1.3 測定 

 測定項目、測定位置及び測定機器について表１、図１及び図２に示す。測定は、火災室中央の

温度（４点）、①クリブ中央の温度（２点）及び②クリブ中央の温度（２点）について行った。 
 また、デジタルビデオカメラにより、ノズル後方から開口部の状況について撮影した。 
 

表１ 測定項目等 
測定項目 測定位置 測定機器 

温度 

火災室中央高さ 2000mm 

シース型Ｋ熱電対 

(シース外径1.6mm、素線径0.32mm) 

(JIS C1605規格品) 

火災室中央高さ 1500mm 

火災室中央高さ 1000mm 

火災室中央高さ 500mm 

①クリブ中央高さ 1550mm 

①クリブ中央高さ 900mm 

②クリブ中央高さ 1550mm 

②クリブ中央高さ 900mm 

開口部の状況 ノズル後方 デジタルビデオカメラ 

 

図２ 平面図 
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3.1.4 放水体系 

放水体系は、図１及び図２に示すように水槽に部署したＢ級ポンプから口径50mmホースを１

本延長し、筒先にはガンタイプノズルを取り付けた。 

3.1.5 放水方法 

放水は、実験者がガンタイプノズルの先端を火災室開口部の垂直面に合わせ、火災室の床面か

らの高さが約350mm（地面からの高さが800mm）の位置で保持し、火災室左奥の天井面に向けて

20秒間放水した。 

3.2 実験方法 

3.2.1 実験条件 

実験は、表２に示すガンタイプノズルを使用し、表３に示す放水条件で行った。 

放水形状が噴霧の場合の放水展開角度は、80度とした。また、流量切替ダイヤルは、当庁の消

防隊において耐火造の建物火災で使用される値の、230ℓ/分又は240ℓ/分に設定した。 

実験１と実験２、実験３と実験４では、ガンタイプノズルの製造会社による違いを比較するた

め、異なる製造会社のものとした。 

実験１及び実験２については、ノズル元圧を仕様圧力にして放水した場合を確認するため、

0.5MPa型ガンタイプノズル（ノズル元圧の仕様が0.5MPaのガンタイプノズルをいう）でノズル元

圧を0.5MPaとして放水した。 

同様に、実験３及び実験４についても、ノズル元圧を仕様圧力にして放水した場合を確認する

ため、0.7MPa型ガンタイプノズルでノズル元圧を0.7MPaとして放水した。 

なお、実験５及び実験６については、それぞれ放水形状又は回転くし歯の作動の有無による違

いを確認するため、実験１と同じノズル番号及びノズル元圧の組合せとした。実験５は、比較と

して放水形状を棒状とし、実験６は、放水展開角度により回転くし歯が作動しないことが見られ

ることから、回転くし歯の効果を確認するため回転くし歯が作動しないように固定して放水し

た。 

 
表２ 使用したガンタイプノズル 

ノズル番号 ノズル元圧の仕様 流量切替ダイヤル設定値 製造会社 
１ 0.5MPa 125, 240, 345, 450 ℓ/分 Ａ社 
２ 0.5MPa 110, 230, 360, 470 ℓ/分 Ｂ社 
３ 0.7MPa 115, 230, 350, 475 ℓ/分 Ａ社 
４ 0.7MPa 110, 230, 360, 470 ℓ/分 Ｂ社 

ノズル１ ノズル２ ノズル３ ノズル４ 
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表３ 放水条件 

実験番号 
ガンタイプ 

ノズルの番号 
流量切替 

ダイヤルの位置
ノズル元圧 放水形状 

実験１ １ 240 
 0.5MPa 

噴霧 
実験２ ２ 230 

実験３ ３ 230 
0.7MPa 

実験４ ４ 230 

実験５ １ 240 0.5MPa 棒状 

実験６ １ 240 0.5MPa 
噴霧 

（回転くし歯を固定） 
 
3.2.2 実験手順 

実験は、図３に示す手順で行った。 
 
（時間経過（分′秒″））        （内 容） 

0′00″ 【着火】    ①クリブ、②クリブの順で、オイルパンの自動車ガソリン（400mℓ）

を助燃剤として燃焼させ、開口部右側の扉を閉鎖する。 
↓ 

3′00″ 【放水】    着火から３分後、クリブの燃焼が定常状態となったのを確認し、表

３に示す実験条件で20秒間放水する。 
↓ 

3′20″ 【開口部閉鎖】 放水後、速やかに火災室開口部を２分間閉鎖する。 
↓ 

5′20″ 【開口部開放】 火災室開口部を開放し、火災室内部、①クリブ及び②クリブの様子

を１分間観察する。 
↓ 

6′20″ 【測定終了】 
図３ 実験手順 

 
4. 実験結果 

4.1 火災室の状況 

 表４に実験１から実験６における「放水直前(2′55″)」、「放水(3′15″)」、「開口部開放(6′15″)」時

の火災室開口部の状況並びに「測定終了(6′20″)」時の①クリブ及び②クリブの燃焼状況について

示す。 
放水直前(2′55″)は、すべての実験において、火災室開口部の上部から火炎及び黒煙が噴出して

いた。また、放水(3′15″)は、実験１から実験４及び実験６において、開口部から白煙が噴出し、

実験５において、若干の火炎及び黒煙が噴出していた。 
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表４ 火災室開口部の状況（デジタルビデオカメラ）並びに測定終了時の①クリブ及び

②クリブの燃焼状況 
 放水直前(2′55″) 放水(3′15″) 開口部開放(6′15″) 測定終了(6′20″) 

実
験
１ 

 

①クリブ 消火 

②クリブ 消火 

実
験
２ 

 

①クリブ 消火 

②クリブ 燃焼中 

実
験
３ 

 

①クリブ 消火 

②クリブ 燃焼中 

実
験
４ 

 

①クリブ 消火 

②クリブ 燃焼中 

実
験
５ 

 

①クリブ 燃焼中 

②クリブ 消火 

実
験
６ 

 

①クリブ 消火 

②クリブ 燃焼中 

 
4.2 火災室中央の温度 

実験１から実験６までの火災室中央の温度変化について、図４から図９に示す。 
 着火から放水までの間の温度は、すべての実験において、同様な傾向で推移した。また、放水

直前の温度は、すべての実験において、高さ2000mm、1500mm、1000mmは650℃から800℃の間

であり、高さ500mmは200℃から400℃の間であった。 
 放水の間の温度は、実験５の高さ2000mmを除き、降下する傾向で推移した。 
 開口部閉鎖の間の温度は、すべての実験において、一旦上昇した後、降下する傾向で推移した。 
 開口部開放の間の温度は、実験２から実験６において、高さ500mmは、一旦、200℃付近から

100℃付近まで降下した後、上昇する傾向で推移した。一方、実験１は、降下する傾向で推移し

た。 
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図４ 実験１ 

 

図５ 実験２ 

 

図６ 実験３ 

 

図７ 実験４ 

 

図８ 実験５ 

 

図９ 実験６ 
 
4.3 ①クリブ及び②クリブの付近の温度 

①クリブ及び②クリブの付近の温度変化について、図10から図15に示す。 
 着火から放水までの間の温度は、すべての実験において、同様な傾向で推移した。また、放水

直前の温度は、すべての実験において、高さ900mmは800℃以上であり、高さ1550mmは600℃か

ら800℃の間であった。 
放水の間の温度は、実験５①クリブ高さ1550mm、①クリブ高さ900mmを除き、降下する傾向

で推移した。 
 開口部閉鎖の間の温度は、すべての実験において、一旦上昇した後、降下する傾向で推移した。 
 開口部開放の間の温度は、実験２から実験６において、降下した後、上昇する傾向で推移した。

一方、実験１は、降下する傾向で推移した。 
 

着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放

着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放 着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放

着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放 着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放

着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放
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図10 実験１ 

 

 図 11 実験２ 

 

図12 実験３ 

 

図 13 実験４ 

 

図14 実験５ 

 

 図 15 実験６  
 

5. 考察 

5.1 火災室開口部の状況について 

 火災時に発生する煙には、材料の熱分解生成ガスが冷却、凝縮した液体微粒子系の煙と、火炎

中で生成する遊離炭素を主成分とする固体微粒子系の煙がある。前者は、粒子径の大小と成分に

より紫から白、黄色などに呈色する。これに対して、固体系の煙は燃焼の結果として生じる炭素

の凝集体であるため黒色を呈する1)。実験５以外は、霧状の水を放水したことで、効率的にクリ

ブの熱分解生成ガスが冷却及び放水による水が気化され、白煙が発生したと考えられる。一方、

実験５は、棒状の水を放水したことで、霧状の水を放水した場合ほどクリブの熱分解生成ガスが

冷却及び放水による水が気化されなかったため白煙が発生しなかったと考えられる。 
 
 

着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放

着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放 着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放

着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放 着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放

着火 放水 開口部閉鎖 開口部開放
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5.2 仕様ノズル元圧の違いについて 

0.5MPa型ガンタイプノズルでノズル元圧を仕様圧力として放水した場合と、0.7MPa型ガンタイ

プノズルでノズル元圧を仕様圧力として放水した場合の火災室中央の温度については、実験１

（図４）と実験３（図６）及び実験２（図５）と実験４（図７）をそれぞれ比較すると同様の傾

向を示した。 
同様に、①クリブ及び②クリブの付近の温度については、実験１（図10）と実験３（図12）及

び実験２（図11）と実験４（図13）をそれぞれ比較すると同様の傾向を示した。 
また、実験１と実験２、３、４のクリブの燃焼状況に差が生じている。その要因として、放水

流量の差が考えられるが、実験１の放水流量（240 ℓ/分）に対し、実験２、３、４の放水流量（230 
ℓ/分）とその差は4.3％とわずかであるため、直接の影響を与えているとは考えにくい。その他の

要因によるものと考えられるが、本検証では明らかになっていない。 
これらのことから、ノズル元圧の仕様の違いにより、火災室の温度、クリブの付近の温度、測

定終了時のクリブの燃焼状況に大きな差はないと考えられる。 
5.3 放水形状の違いについて 

霧状で放水した場合と棒状で放水した場合の火災室中央の温度については、実験１（図４）と

実験５（図８）を比較すると、放水の間は、実験５のほうが高さ2000mm、高さ1500mm、高さ1000mm

の温度降下が緩慢であった。同様に、①クリブ及び②クリブの付近の温度については、放水の間

は、実験５のほうが温度降下が緩慢であった。 
霧状で放水した場合は、火災室内に外の冷たい空気が放水により巻き込まれて流入したととも

に、霧状の水が効率的に高温の気体、燃焼物等を冷却し、気化したことにより、火災室中央の温

度並びに①クリブ及び②クリブの付近の温度に差が現れたと考えられる。 
また、測定終了時の①クリブ及び②クリブの燃焼状況については、実験１は①クリブ及び②ク

リブが消火した。一方、実験５は①クリブが燃焼し、②クリブが消火した。霧状で放水した実験

２、実験３及び実験４では、①クリブが消火し、②クリブが燃焼していたことを勘案すると、今

回の実験では、測定終了時のクリブの消火に放水形状による大きな差はなかったと考えられる。 
これらのことから、棒状で放水した場合は、霧状で放水した場合に比べて、外の冷たい空気が

放水により巻き込まれ難いため火災室内に流入し難いこと、また、放水の大部分が塊状の水であ

るため霧状の水に比べて気化潜熱による高温の気体や固体の冷却が効率的でないことから、火災

室内の温度及びクリブ付近の温度を降下させる効果が低いと考えられる。 
5.4 回転くし歯の作動について 

回転くし歯を作動させた場合と固定して作動させない場合の火災室中央の温度については、実

験１（図４）と実験６（図９）を比較すると、放水の間は、実験６のほうが高さ2000mmの温度

降下が緩慢であった。同様に、①クリブ及び②クリブの付近の温度については、放水の間は、実

験６のほうが①クリブ1550mm、①クリブ900mmの温度降下が緩慢であった。 
回転くし歯を作動させない場合、放水の内部は霧状とならず円錐状の空洞となり、また、水の

粒子を比べると粗く、気化潜熱による高温気体の冷却が効率的でないことから、火災室内及び燃

焼物を冷却させる効果が低くなると考えられる。 
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5.5 ガンタイプノズルの製造会社による違いについて 

Ａ社のガンタイプノズルで放水した場合と、Ｂ社のガンタイプノズルで放水した場合の火災室

中央の温度については、仕様圧力で放水した実験１（図４）と実験２（図５）及び実験３（図６）

と実験４（図７）をそれぞれ比較すると同様の傾向を示した。同様に、①クリブ及び②クリブの

付近の温度については、実験１（図10）と実験２（図11）及び実験３（図12）と実験４（図13）

をそれぞれ比較すると同様の傾向を示した。 
これらのことから、製造会社の違いにより、火災室の温度、クリブの付近の温度、測定終了時

のクリブの燃焼状況に大きな差はないと考えられる。 
 

6. まとめ 

⑴ 今回の実験条件では、仕様ノズル元圧の違いにより、放水の間の火災室の温度及びクリブ付

近の温度推移に大きな差は確認できなかった。 
また、測定終了時のクリブの燃焼状況についても大きな差は確認できなかった。 

⑵ 棒状で放水した場合は、霧状で放水した場合よりも、外の冷たい空気が火災室内に流入し難

いこと、放水の大部分が塊状の水によるため気化潜熱による冷却が効率的でないことから火災室

内の温度を降下させる効果が低くなると考えられる。 
⑶ 回転くし歯を作動させない場合は、放水の内部は霧状とならず円錐状の空洞となるため、作

動させた場合よりも火災室内の温度を降下させる効果が低くなると考えられる。 
⑷ ガンタイプノズルの製造会社の違いによる火災室の温度、クリブ付近の温度及び測定終了時

のクリブの燃焼状況に大きな差は確認できなかった。 
 
7. おわりに 

今回の検証では、１箇所の開口部を設けた火災室を設定して、ガンタイプノズルの各放水条件

における間接消火の効果を確認したところ、回転くし歯については、作動し始める放水展開角度

が製造会社により異なるが、回転くし歯を作動させて放水することが効果的な間接消火につなが

るといえる。 
 
[参考文献] 
1) 「安全工学協会編：安全工学講座１火災、海文堂、1983、p89」 

2) 「岡崎ほか４名：ガンタイプノズルのノズル圧力と放水量の関係について、消防技術安全所

報、45号、p23、平成20年」 
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 【一般発表】  

 

消防隊員が行う暑熱順化トレーニングの具体的方策に関する検証 
 

東京消防庁消防技術安全所 小笠原儀彦 

東京消防庁消防技術安全所 久保善正 

東京消防庁防災部 細谷昌右 

東京消防庁消防技術安全所 玄海嗣生 

東京消防庁消防技術安全所 山口至孝 

 

 

1. はじめに 

 夏場の暑い環境下で、防火衣及び防火帽を着装して活動する消防隊員には大きな熱ストレスが

かかり、熱中症を発症する危険性が高まると考えられている。東京消防庁（以下「当庁」という。）

では、平成 24 年から平成 26 年までの 3 年間で、消防活動中（訓練時を含む。）に 25 件の熱中症

受傷事故が発生している。当庁では、過去に冷却剤の活用 1）や、こまめな水分補給をすること 2）

が熱中症対策として有効であると示しており、これに加えて平成 21 年度から、身体を暑い環境に

適応させる「暑熱順化」に着目し、検証を行ってきた。平成 21 年度の検証では、3 部制交替勤務

職員のサイクルでも、防火衣等完全着装で一定強度以上の運動を行えば、暑熱順化を形成するこ

とが可能であること 3）が分かった。さらに、平成 22 年度の検証では、平成 21 年度の検証で行っ

た運動が踏み台昇降運動であったため、消防隊員にとって実用的かつ効率的なトレーニングを考

案し実施したが、暑熱順化の効果を表す傾向は示されたものの十分な効果は得られず、暑熱負荷

及び運動強度が不足していたことが課題 4）となった。 

 そこで本検証では、平成 22 年度に行ったトレーニングを参考とし、暑熱負荷及び運動強度を高

めたトレーニングを考案し、その効果について確認した。 

 

2. 検証方法 

 被験者は、暑熱順化トレーニング実施期間の前後に暑熱環境テストを実施し、暑熱環境テスト

の結果から暑熱順化トレーニングの効果を確認した（図 1）。暑熱順化トレーニングの内容は、消

防活動訓練及び防火衣を着装してランニングを行う（以下「防火衣ラン」という。）群（Ⅰ群）と

防火衣ランのみを行う群（Ⅱ群）の 2 群に分け、それぞれ連続した 7 当番中（17 日間～20 日間）

に決められたトレーニングを実施した。 

 

 

 

 

 

 

図 1 検証の概要 

7 当番の暑熱順化トレーニング

Ⅰ群：消防活動訓練と防火衣ラン

Ⅱ群：防火衣ランのみ

暑熱環境 

テスト 

暑熱環境 

テスト 

結果の比較
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2.1. 被験者 

 被験者は当庁の 3 部制交替勤務の男性消防隊員 41 名（Ⅰ群 28 名、Ⅱ群 13 名）とし、被験者の

特性は表 1 のとおりであった。 

 

表 1 被験者の特性 

 Ⅰ群（N=28） Ⅱ群（N=13） 

 平均値±標準偏差 

年齢（歳） 30.2±8.9 35.0±6.3 

身長（cm） 170.0±4.3 176.0±5.1 

体重（kg） 67.6±7.1 73.5±6.1 

 

2.2. 期間 

 本格的な夏が来る前に暑熱順化を形成することを目的としているため、平成 24 年 5 月 7 日から

平成 24 年 6 月 18 日までとした。 

 なお、各群における暑熱順化トレーニング時の気温と湿度は表 2 のとおりであった。 

 

表 2 暑熱順化トレーニング時の気温と湿度 

 Ⅰ群 Ⅱ群 

 平均値±標準偏差 

気温（℃） 22.4±2.5 23.6±1.3 

湿度（％） 54.9±16.9 52.3±8.3 

 

2.3. 暑熱環境テスト 

2.3.1. 内容 

暑熱環境テストの内容は、表 3 のとおりとした。 

 

表 3 暑熱環境テストの内容 

場 所 東京消防庁消防技術安全所 2 階 恒温恒湿室（一定の気温、湿度に保つ閉鎖型実験室） 

環境条件 気温 31℃ 湿度 70% 

運 動 踏み台昇降運動（踏み台の高さ 20cm、テンポ 100 回/分） 

時 間 40 分間とし、10 分経過ごとに 90 秒間の休息を入れ、この間に体温と主観的運動強度を測定した

着衣条件 防火衣、防火帽及び空気呼吸器（面体を除く）の完全着装 

飲 水 安全確保のため運動直前に 200ml の水を摂取 

 

2.3.2. 測定項目 

2.3.2.1. 体温 

 体温は、赤外線センサで鼓膜温を測定できる耳式体温計（オムロン社 MC-510）を使用し、10

分ごとに被験者の鼓膜温を測定した。 
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2.3.2.2. 心拍数 

 心拍数は、心拍数計（ポラール社 RS800CX）を使用し測定した。被験者は、心拍センサが接続

された胸ベルトを胸部に装着した。測定データは、心拍センサから腕時計型の受信部に無線で伝

送され、測定終了後に受信部に蓄積されたデータをパソコンへ回収した。 

 なお、心拍数の記録間隔は 5 秒ごととした。 

2.3.2.3. 水分損失率 

 水分損失率は、暑熱環境テスト開始前と終了後に測定した体重差を、開始前の体重で除してパ

ーセントで示した。体重は、体重計（タニタ社精密体重計 WD-150）を使用し、被験者の裸体重

を 50 ㎎単位で測定した。 

 なお、暑熱環境テスト直前に安全確保のため摂取した水 200ml は、暑熱環境テスト開始前の体

重に加算し、被験者の水分収支を発汗のみとするため、それ以外の水分摂取と排泄については制

限をした。 

2.3.2.4. 主観的運動強度 

 主観的運動強度は、Visual Analogue Scale 検査法（以下「VAS」という。）を用いて、10 分ごと

に測定した。VAS とは、疼痛評価の指標として古くから用いられているものであり、本検証では

100 ㎜の直線を使用し、左端が「非常に楽である」、右端が「非常にきつい」としたときの主観的

な状態について直線上に印をつけるように指示をした。左端を 0 とし、印までの長さを㎜単位で

測定して（ 小値 0～ 大値 100）、主観的運動強度の指標として用いた。 

2.4. 暑熱順化トレーニング 

2.4.1. 内容 

 平成 22 年度は、通常行われる消防活動訓練を暑熱順化トレーニングとするものと業務用雨外と

う（雨合羽）を着装して時速 7.5km（8 分/km）で 40 分間のランニングを行うものの 2 パターンを

考案し実施した。その結果、いずれのトレーニングも暑熱順化の傾向は示されたものの十分な効

果は確認されなかった。 

 今回の検証では、平成 22 年度のトレーニングを参考とし、暑熱負荷及び運動強度を高めたトレ

ーニングを 2 パターン考案し実施した（表 4）。 

Ⅰ群は、防火衣完全着装での消防活動訓練を撤収や訓練の講評等も含めて 40 分間行い、これに

加え、防火衣ラン（執務服上下、防火衣上下、防火マスク、災害現場用手袋及び運動靴を着装）

を時速 8.5km（7 分/km）以上の速さで 20 分間行うものとした。ただし、消防活動訓練の撤収、講

評の際は、空気呼吸器及び防火帽は離脱することとし、それ以外の着衣は着装したままとした。 

Ⅱ群は、より短時間で効果を上げるために、防火衣ランを時速 10km（6 分/km）以上の速さに強

度を高め、30 分間行うものとした。 

2.4.2. アンケート調査 

 暑熱順化トレーニング実施期間終了後に、各々が実施した暑熱順化トレーニングに関するアン

ケートを行った。 

暑熱順化トレーニングの負荷について、①とてもきつかった ②きつかった ③丁度よかった 

④あまりきつくなかった ⑤きつくなかった の 5件法で回答させた。また、暑熱順化トレーニ

ングを重ねるにつれ徐々に身体的に楽になる感覚はあったかについて、①あった ②なかった 

③分からない の 3件法で回答させた。 
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表 4 暑熱順化トレーニングの内容 

Ⅰ群  Ⅱ群  

【消防活動訓練 40 分間】 

活動訓練 ＋ 撤収作業 ＋ 講評等 ＝ 40 分間 

 

 

 

                       

【防火衣ラン 20 分間】 

時速 8.5km（7 分/km）以上の速さで 20 分間のランニングを屋外で実施 

 

【防火衣ラン 30 分間】 

時速 10km（6 分/km）以上の速さで

30 分間のランニングを屋外で実施

 

2.5. 統計処理 

 統計処理は、IBM SPSS.Version21.0 を使用した。暑熱環境テストにおける各測定データについ

て暑熱順化トレーニング実施前後で比較した。体温、心拍数、主観的運動強度は、暑熱環境テス

ト開始前、10 分、20 分、30 分、40 分経過時の値を比較した。統計は、標本ごとに正規性の検定

をし、正規分布に従うものは対応のある t 検定を、正規分布に従わないものは Wilcoxon の符号付

順位検定を用いた。 

 

3. 結果 

3.1. 体温（図 2） 

 Ⅰ群では、暑熱環境テスト 10 分、30 分、40 分経過時において、暑熱順化トレーニング実施前

後で有意な低下が認められた。 

 Ⅱ群では、暑熱環境テスト 40 分経過時において、暑熱順化トレーニング実施前後で有意な低下

が認められた。 

  

              *：p<0.05、**：p<0.01                   *：p<0.05   

図 2 トレーニング実施前後の暑熱環境テストにおける体温の推移（平均値） 

36.7 

37.4

38.0 

38.9
39.4

36.6 

37.2*

37.9 

38.5**

39.0**

36.0

36.5

37.0

37.5

38.0

38.5

39.0

39.5

開始前 10分 20分 30分 40分

体
温
（
℃
）

Ⅰ群（N=28）

トレーニング前

トレーニング後

36.5 

37.3 

38.0 

38.6 

39.2

36.4 

37.1 

37.7 

38.4 
38.8*

36.0

36.5

37.0

37.5

38.0

38.5

39.0

39.5

開始前 10分 20分 30分 40分

体
温
（
℃
）

Ⅱ群（N=13）

トレーニング前

トレーニング後

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 293 -



3.2. 心拍数（図 3） 

 Ⅰ群では、暑熱環境テスト 10 分、20 分、30 分、40 分経過時において、暑熱順化トレーニング

実施前後で有意な低下が認められた。 

 Ⅱ群では、暑熱環境テスト 40 分経過時において、暑熱順化トレーニング実施前後で有意な低下

が認められた。 

 

  

*：p<0.05、**：p<0.01                   *：p<0.05  

図 3 トレーニング実施前後の暑熱環境テストにおける心拍数の推移（平均値） 

 

3.3. 水分損失率（図 4） 

 Ⅰ群、Ⅱ群ともに、暑熱順化トレーニング実施前後で有意な差は認められなかった。 

 

  
図 4 トレーニング実施前後の暑熱環境テストにおける水分損失率（平均値） 

 

3.4. 主観的運動強度（図 5） 

 Ⅰ群では、暑熱順化トレーニング実施前後で有意な差は認められなかった。 

 Ⅱ群では、暑熱順化トレーニング実施前後で、暑熱環境テストの全ての測定時期において有意

な低下が認められた。 
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*：p<0.05、**：p<0.01  

図 5 トレーニング実施前後の暑熱環境テストにおける主観的運動強度の推移（平均値） 

 

3.5. アンケート 

3.5.1. Ⅰ群（図 6～8） 

 消防活動訓練の負荷については「丁度よかった」と回答した被験者が 14 名と一番多く、防火衣

ランの負荷については「丁度よかった」と「きつかった」と回答した被験者が多かった。 

 トレーニング効果については、暑熱順化トレーニングを重ねるにつれ、徐々に身体的に楽にな

る感じが「あった」と回答した被験者が 16 名と一番多かった。 

 

 
図 6 Ⅰ群 消防活動訓練の負荷について 

 

 
図 7 Ⅰ群 防火衣ランの負荷について 
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図 8 Ⅰ群 暑熱順化トレーニングの効果について 

 

3.5.2. Ⅱ群（図 9～10） 

 防火衣ランの負荷について「きつくなかった」「あまりきつくなかった」と回答した被験者はお

らず、「丁度よかった」と回答した被験者が 6 名と一番多かった。 

 トレーニング効果については、暑熱順化トレーニングを重ねるにつれ、徐々に身体的に楽にな

る感じが「あった」と回答した被験者が 7 名と一番多かった。 

 

 

図 9 Ⅱ群 防火衣ランの負荷について 

 

 

図 10 Ⅱ群 暑熱順化トレーニングの効果について 
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4. 考察 

4.1. 暑熱順化トレーニングの効果について 

暑熱ストレスに繰り返し暴露されることにより、暑熱環境で生体負担を軽減するような適応が

生じる。その効果として現れる生理的変化として、強度の等しい運動を行った場合、発汗量の増

加、心拍数の抑制、体温の低下、循環血液量の増加等の傾向を示すことが分かっている 5-9)。今回

の検証結果では、水分損失率の増加は認められなかったものの、体温、心拍数、主観的運動強度

において、暑熱順化トレーニング実施前後で有意な低下が認められた。このことから、今回行っ

た暑熱順化トレーニングは、生体負担を軽減する効果があり、暑熱順化を形成したといえる。 

 今回、発汗量に関して有意な差が認められなかった原因として、「無効発汗」が考えられる。発

汗の役割として、汗をかくことにより体表面を濡らし、その水分が体表面から蒸発する際に身体

から熱を奪い、身体を冷却する作用がある。しかし、防火衣の着装により体表面からの熱放散経

路は断たれてしまい、蒸発性の冷却はできない。つまり、防火衣を着装した状態での発汗は、無

効な汗の流出となる。体内の水分の維持という観点からすれば、むしろ無効な発汗を少なくし水

分損失を防いだ方が有利といえる。また、高湿度環境下で多量の発汗が続くと、発汗量は次第に

減少することが知られている。この現象は「発汗漸減」と呼ばれ、汗の浸透によって皮膚の角質

層が膨潤し、汗腺導管の汗口部の狭窄が起こるために生じると考えられている。発汗漸減は、無

効発汗量が多い時ほど顕著に起こるとされており、発汗漸減には無駄な汗を減少させて体液を保

持するという観点から合目的性がある 5）。つまり、防火衣を着装して繰り返し運動を行ったこと

により、生体が無効発汗と認知し、無効な汗の量を増やさないで生体負担を減らす適応を示した

と考えられる。また、暑熱順化を獲得すると同体温での発汗量は増加する 7）とされていることか

ら、暑熱順化トレーニングにより体温上昇が抑制され、トレーニング前よりも体温が低く推移し

たため、全体の発汗量が増加しなかったとも考えられる。 

4.2. Ⅰ群とⅡ群の暑熱順化トレーニングの結果について 

Ⅱ群では 40 分経過時のみ、体温、心拍数で有意な低下が認められたが、Ⅰ群の体温では 10 分、

30 分、40 分経過時、心拍数では開始前以外の全ての測定時期で有意な差が認められた。このこと

から、Ⅰ群のトレーニングの方が、運動を開始してから早い段階から効果が高いといえる。しか

し、主観的運動強度の結果をみると、Ⅰ群では有意差は認められなかったが、Ⅱ群では全ての測

定時期において有意な差が認められた。この結果は、Ⅰ群では生体負担を見る限りでは効果が高

いが暑熱順化の実感はなく、Ⅱ群では 40 分経過時のみでしか心拍数、体温の有意差は認められな

かったが、暑熱順化を実感し、負担感が低くなったと感じていることがわかる。暑熱順化を実感

した原因として、Ⅱ群では時速 10km で防火衣ランをするというかなり運動強度が高いトレーニン

グを行い、日頃からトレーニングによるつらさを体験していたためと考えられる。アンケートの

結果をみても、Ⅱ群の防火衣ランの負荷について、「丁度よかった」と回答した被験者が 6 人と一

番多かったものの、「あまりきつくなかった」「きつくなかった」と回答した被験者は一人もおら

ず、「きつかった」が 4 人、「とてもきつかった」が 3 人であり、身体的に負荷が高かったものと

読み取れる。 

暑熱順化の発現には、暑熱ストレスの大きさが関与しており、環境条件、着衣条件、暑熱暴露

時間と運動強度により暑熱順化の程度が異なるといわれている 6）。今回環境条件、着衣条件は同

じで、暑熱暴露時間と運動強度がⅠ群、Ⅱ群では異なる。Ⅰ群、Ⅱ群のトレーニングの差を考え

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 297 -



ると、Ⅰ群は、トレーニング時間が全部で 60 分間であり、暑熱暴露時間が長かった。Ⅱ群は、Ⅰ

群と比べると運動時間は 30 分間で暑熱暴露時間は短かったが、運動強度が高かった。測定結果か

ら、Ⅰ群の方が運動開始後早い段階から生体負担を軽減させる効果を示したが、Ⅱ群においても、

40 分経過時では心拍数、体温ともに低下が確認され、暑熱順化も実感できている。 

以上の結果から、消防署で行う暑熱順化トレーニングは、Ⅰ群で行ったトレーニングを基本と

し、時間や業務の都合でⅠ群のトレーニングが行えない場合は、Ⅱ群の訓練を代替するという方

法が良いと思われる。 

4.3. 暑熱順化トレーニングの時期について 

今回の検証では、暑熱順化トレーニングを 5 月上旬～6 月中旬にかけて行い、トレーニング時

の平均気温は 22～24℃、平均湿度は 52～55％であった。先にも述べたが、暑熱順化の獲得には暑

熱ストレスの大きさが関与していることから、暑熱順化トレーニングを行うにあたり、今回と同

等以上の気温、湿度で行えば暑熱順化を獲得できるが、今回より大きく気温、湿度が低くなる場

合は、トレー二ング時間を長くして暑熱暴露時間を増やしたり、防火衣ランの速度を上げて運動

強度を強くしたり等、工夫をする必要がある。 

 また、短期的に獲得した暑熱順化は 2～3 週間で消失してしまう 9）とされている。しかし、暑

熱順化後、1 週間以内に暑熱順化トレーニングを 1 回行えば再順化できる 5）という報告もあるこ

とから、暑熱順化を維持するために、暑熱順化後、1 週間に 1 回は暑熱順化トレーニングを行う

必要がある。このことを踏まえると、トレーニングの開始時期は、7 当番（17 日間～20 日間）の

暑熱順化トレーニングが本格的な夏が来る前に終わるよう、6 月中に設定すると良い。しかし、

時間をかけて獲得した暑熱順化は、トレーニング中止後の保持期間が長い 6）とされており、6 月

は突発的に気温が高くなる日も散見されることを考慮すると、時間が取れる場合は 5 月からトレ

ーニングを行い、暑熱順化後は、1 週間に 1 回、維持のためのトレーニングを続けた方が良いと

思われる。 

 

5. まとめ 

本検証で考案した暑熱順化トレーニングを本格的な夏が来る前に実施することにより、暑熱順

化の効果が示され、消防隊員が行う暑熱順化トレーニングとして有効であることが確認できた。 

消防隊員の熱中症対策として、暑熱順化トレーニングを行うことに加え、冷却剤の活用や水分

補給等の対策を複合的に行うことが有効であるといえる。 
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【一般発表】 

救急業務時の交通事故における根本的原因と抑制要因に関する研究 

東京消防庁城東消防署 秋月万恵

筑波大学 糸井川栄一

筑波大学 梅本通孝

福山市立大学 太田尚孝

1 はじめに 

救急需要の増加に伴い、救急隊の現場到着時間や傷病者搬送時間は年々延長し、救命率低下の

影響も懸念されている。救急業務中のトラブル遭遇時は、上述のリスクがさらに増大すると考え

られ、救急業務時のトラブルの中で最も発生頻度の高い「緊急走行中と屋外活動中の交通事故防

止」を検討することは重要である。

既往研究では、緊急走行車による交通事故の要因分析や、事故要因群が「なぜ」発生する

か、「何が」事故を抑制するかといった視点を持つ研究は多くない。

そこで本研究は、図 1 の作業仮説に基づき、以下二点を明らかにすることを目的とし、ひ

いては救急業務時の交通事故防止に資する知見獲得を目指していく。

（1） 救急業務時の交通事故の間接的原因とその背後にある根本的原因 

（2） 事故の防止と軽減に寄与する運転態度と操作 

図 1 事故発生に関する作業仮説 

2 手法 

研究手法は交通心理学および根本原因分析など既往概念を援用し、下記(1)～(4)の手順で

ヒアリング調査およびアンケート調査にもとづいた統計分析とする。

（1） 全国の事故・ヒヤリハットデータベースの類型化と事故の間接的要因と抑制要因の抽出

(図 2) 

作業標準

組織運営

根本的
原因

間接的
原因

知覚
認知
判断
操作

直接的原因

300 29 １

重大事故

軽微事故

ヒヤリハット

指揮管理不備
⾞両不具合
⼼理不安定
環境悪条件

認知工学/交通⼼理学の観点5,6,7)事故抑制要因

背景要因が事故・ヒヤリハットに発展する流れ
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（2） 当庁優良救急機関員(11 名)と業務年数 5 年未満の救急機関員(2 名)に対する面接調査に基

づく根本的原因と事故抑制要因の具体事象の抽出 

（3） (2)に基づく仮説設定と当庁全救急機関員を対象としたアンケート調査(配布 711 部,有効

回答数 649 部,91％)による仮説検証 

（4） 仮説検証結果にもとづく考察と実務上の提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 全国救急業務時高危険の交通事故類型①から④ 

 

3 結果・考察 

 2(1)から(4)にしたがい、各分析結果を以下に示す。 

3.1 各事故類型（図 2 中①から④）の間接的原因・抑制要因分析結果 

図 1 の作業仮説に照らし、事故類型ごとに事故の発生過程間の相関をみることで、事故発生

機序の特定を試みた。分析手法に、χ２検定と t 検定を用いた。 

直接的原因（人間の情報処理過程における失敗傾向＝ヒューマンエラー過程の傾向）と間接

的原因（ヒューマンエラーをもたらすと考えられる人間をとりまく要因）の関係、直接的原因と

事故の重大度（人身事故、人身事故のない交通事故、ヒヤリハット）の関係、間接的原因と事故

の重大度の関係に着目し、分析を行った結果、有意に相関する要因群を表 1 にまとめた。 

3.2 面接調査にもとづく根本的原因の仮説 

交通事故の発生機序に表 1 にあげた間接的原因群が関係していることは理解に難くない。しか

し、なぜ間接的原因群が生じるのか（根本的原因）をここからは測りえない。さらに、事故予防

に寄与する知見は、根本的原因を追求することによって得られると考えられている。そこで、業

務特性や場面ごとに起こりうる状況を考慮し、救急機関員に対する面接調査を行い、業務時の根

本原因分析の概念を援用した原因の特定を行った。その結果を表 2 にまとめた。 

3.3 救急機関員の質問紙調査による根本的原因と抑制要因の仮説検証結果 

各事故類型の根本的原因の仮説検証結果（一部抜粋）を以下 3.3.1 から 3.3.4 で示す。   

3.3.1 赤信号交差点通過時（入力系） 

 緊急走行中、赤信号交差点手前では、「一時停止後左右の安全確認を確実に行った上で通過する」

という当庁の標準がある。面接調査ではこの標準に対し、遵守しない（一時停止しない）場合が

あるという意見が散見され、このことが交通事故に何らかの関係があると推察されたことから、

緊急走行時、赤信号交差点手前での一時停止有無に着目し質問紙調査を実施した。 

 

 

救急車

Ｂ車

Ｃ車

① 赤信号交差点通過時 ②緊急走行中追越し時  ③緊急走行中反対車線通過時 ④路上活動時 
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表 1 救急業務時交通事故の間接的原因と抑制要因 

 

表 2 救急業務時交通事故の根本的原因 

事故類型 間接的原因 抑制要因 

① 
赤信号交差点通過時 

・注意が一点集中し、他への注意欠如 
・死角で衝突対象見えず 
・到着時間に対するあせり 

・危険情報把握 
・注意力 
・退避力 

② 
緊急走行中追越し時 

・注意が一点集中し、他への注意欠如 
・死角で衝突対象見えず 
・到着時間に対するあせり 
・死角がない場所での衝突 
・起こりうる危険を認知せず 
・走行・活動経験不足 

・危険情報把握 
・注意力 
・退避力 
・たまたま 
・注意力 
・退避力 
・視界確保 

③ 
緊急走行中 

対向車線通過時 

・死角がない場所での衝突 
・起こりうる危険を認知せず 
・走行・活動経験不足 
・死角が対向車との正面衝突と関連 

・たまたま 
・注意力 
・退避力 
・視界確保 
・注意力 
・退避力 

④ 
路上活動時 

・死角が対向車との正面衝突と関連 
・屋外活動に注意集中し他への注意欠如 
・起こりうる危険を認知せず 
・傷病者の容態に対する活動上のあせり 
・他隊・他組織との連携不足 
・隊員不足 

・注意力 
・退避力 
・たまたま 

事故類型 根本的原因と抑制要因 

全 体 

・傷病者の容態悪化や地理不安、到着遅れからくるあせりにより走行速度を上げる傾向となる。 

・傷病者の容態悪化や地理不安、到着遅れからくるあせりがある時は、安全確認が省略され、遭遇危険増加

・安全確認が省略される場面を理解し、意識的に回避行動をとると、遭遇危険が減る。 

１ 

赤信号 

交差点 

通過時 

(入力系) 

「根本的原因」 

 指定場所で一時停止し徐行で交差点を通過しない理由は、業務標準設定時、想定されていない危険が生じ

ているため。 

「抑制要因」 

 赤信号交差点通過時一時停止・左右の安全確認後徐行で直進する場合、見える相手にも見えない相手にも

対処する心構えがあるため、ヒヤリハット遭遇数が少ない。 

２ 

緊急走行中 

追越時 

(解釈系) 

「根本的原因」 

 接触危険対象の動向予測にもとづいた運転判断材料が少ない状態で救急隊が注意喚起しない場合、Ｂ車と

の接触危険がある。（ヒヤリハット遭遇率が高い） 

「抑制要因」 

・追い越し時にＢ車が動き出すことを予測し、飛び出しても事故に至らない行動を選択実施する人は、当該

シーンを経験していても、現時点で事故にもヒヤリハットにも遭遇していない。 

・追い越し時、Ｃ車の存在を認識し注意が一点集中しない行動を実施している場合、当該シーンを経験して

いても、現時点で事故にもヒヤリハットにも遭遇していない。 

・Ｄの飛び出しがあることを前提とした行動を選択・実施する場合、当該シーンを経験していても現時点で

ヒヤリハットにも事故にも遭遇しない。 

３ 

緊急走行中 

対向車線 

通過時 

(多様系) 

「根本的原因」 

 対向車が救急車を視認した上で退避することにより、救急車が走行できるという前提で走行している場

合、対向車との接触危険がある。（ヒヤリハット遭遇率が高い） 

「抑制要因」 

 対向車が救急車に気づき遅れることを前提に、救急車側が退避できる空間をつくりながら走行している場

合、現時点でヒヤリハットにも事故にも遭遇しない。 

４ 

屋外活動 

(入力系) 

「根本的原因」 

 他車両との接触危険があることを前提に、回避する手段を把握し実行していない場合、交通利用者と接触

する危険がある。（ヒヤリハット遭遇率が高い） 

「抑制要因」 

 救急隊が路上で活動する時他車両との接触危険があるのを前提に、回避する手段をとった場合、ヒヤリハ

ットと事故に遭遇しない。 
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「一時停止しない場合がある走行態度を持つ機関員は、一時停止せずに通過する時より、一時停

止後通過する時の方が当該事故危険（ヒヤリハット）に遭遇することが多い」と感じている(表

3)。その理由として、「救急車が一時停止することにより、他の車両や歩行者が救急車の前を通過

しはじめ、接触危険が生じる」(N=342/649,M.A.)が最も多く選択された。ただし、緊急走行中、

赤信号交差点ではいかなる状況においても一時停止後徐行するという回答を含め「一時停止時」

と「一時停止しない時」との危険遭遇頻度を Man‐WhiteneyU 検定で比較すると、走行態度別に

危険遭遇頻度差は認められなかった（図 3）。 

 一方、「交差点手前での一時停止と交差点内の徐行」を利点に思う点として「通過速度が遅くな

り、危険察知直後に停止することで事故防止・軽減につながる」(N=421/649,M.A.)と「広い視野

を確保し、目に入る危険情報が増える」(N=346/649,M.A.)が特段多く選択された。 

 当庁では通知等に基づき、緊急走行中赤信号交差点通過時、「一時停止後の左右安全確認と徐行

通過」を主眼とした安全走行に尽力しているところであるが、実際は必ずしも上記標準を満たし

ていない走行が存在し、その原因が上述のように示唆された。 

 

表 3 赤信号交差点通過時走行別危険遭遇頻度差 
（一時停止せずに通過する場合もある機関員） 

設問内容 平均値 Ｎ ｔ値 有意確率 p 値 

一時停止後通過時 

ヒヤリ遭遇頻度 
0.050 363

3.006 0.003** 
安全確認のみ通過時

ヒヤリ遭遇頻度 
0.038 363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
図 3 赤信号交差点通過時走行別危険遭遇頻度差(N=649） 

 

3.3.2 緊急走行中追越し時（解釈系） 

 図 2②のうち、救急車の前方に停車しているＡ車の後方にＢ車がおり、Ｂ車を追越す際にＢ

車が動き出すことによる交通事故類型に関する質問をおこなった。 

 まず、図 2 の状況下でＢ車を追越す割合を図 4 に示し、その統計量を表 4 に示した。 

 表 4 によると、Ｂ車を先行させる頻度の平均は 63％と高く、Ｂ車との接触を回避する運転

態度が選ばれやすいことがうかがえる。一方、追越す際の判断基準は、「Ｂ車が完全停止」

(N=274/649,S.A.)、「Ｂ車運転手が手ぶりで救急車に先行するよう伝えてきた」(N=213/649,S.A.)と

 低       高 
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いう回答が各最多であることから、Ｂ車やＢ車運転手の動向を相当意識した追越し判断基準

であることがわかった。 

  

 

 

 

 

 

 
図 4 図 2②の状況に置かれた時、Ｂ車を追越す頻 度と先行される頻度割合(N=649) 

 
表 4 赤信号交差点通過時の走行別統計量 (N=649) 

 

 

 

 

 

 

 

 

とはいえ、Ｂ車を追越す際、Ｂ車が動き出すことによる交通事故の危険に遭遇する頻度が

機関員の実感として存在する（図 5）ことから、追越し時に生じる救急機関員とＢ車運転者と

の認知のズレのフロー化を試みた（図 6）。特にＢ車が完全停止した後も事故危険に遭遇する

という経験者が多かったことから、Ｂ車が完全停止した後の事象を図化している。そのうえ

で「どのような運転操作時」に「事故発生頻度が低くなると感じるか」のクロス集計を行い、

事故抑制要因としての運転態度をみた。その結果、「拡声器で救急車の接近を（周囲に）伝え

る」ことと「サイレンの音量を変化・複数サイレンを併用する」「Ｂ車に具体的な指示をする」

等の音量の増大や変化が統計上有意であった（図 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5 Ｂ車動き出しによる危険遭遇頻度 (N=435) 

  Ｂ車追越し頻度 Ｂ車先行頻度

度数 有効 635 635 

欠損値 14 14 

平均値 3.70(37％) 6.30(63％) 

中央値 2.00 8.00 

標準偏差 3.439 3.454 
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図 6 Ｂ車完全停止時のＢ車ドライバーと救急機関員 

の認知のズレによる事故発生機序フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 Ｂ車追越し時、常に意識して実施している対応後、 

Ｂ車が動き出すことによる危険頻度の増減（N=627） 
 

3.3.3 緊急走行中対向車線通過時（多様系） 

 緊急走行中対向車線を走行せざるを得ない場合、対向車と正面衝突する図 2③の状況を対象と

した質問をした。対向車と接触する事故危険遭遇者は、対向車との正面衝突に対する危険評価が

高く、その結果、事故を回避する運転態度を選択することが仮説として考えられたことから、こ

れを問う質問の結果を図 8,9 に示した。結果、当該状況下で対向車との正面衝突危険に遭遇した

ことのある者の方が、未経験者に比べ当該状況に対する危険評価が有意に高いことがわかった。

当該危険経験者は危険評価が高いことから、危険を回避する運転態度を実際にとると直ちにいう

ことはできないが、少なくとも事前に危険予測ができ、それを回避する方法を体得していること

が推察される。当該事故を回避するための前提として、危険予測とその回避手段の体得は必要で

あると考えられることから、ヒヤリハット未経験者には「経験者と未経験者には当該危険に対す

る評価の差がある」という事実を周知することで、当該場面への運転態度が変容する可能性も示

唆される。  

 

B車ドライバー 救急機関員

No
救急車を認知

A車との追突回避
のため完全停止
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χ2＝6.651, df=2, p=0.036*                 

図 8 対向車線走行時、対向車との事故危険 頻度経験有無と対向車が救急車の対応をみて 

どう対応すると思うかの関係（N=627） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ2＝31.533, df=3, p<0.001*** 

図 9 対向車線走行時、対向車との事故危険頻度経験有無と対向車が救急車に道を譲らずその

まま走行してくると思うかの評価（N=635） 

 

3.3.4 屋外活動時（入力系） 

 救急隊が屋外活動中、周囲を走行する車両と接触するという事故危険に関する質問をした。屋

外活動中は消防隊が同時に出場し、救急活動時の二次災害防止活動を行う場合もあるが、全ての

現場に出場するわけではなく、また消防隊が救急活動開始後に到着することもある。このような

状況で周囲の車両との接触危険に遭遇したことがある者が 55％と半数を越える。そのうち、二次

災害防止活動を実施しないことで遭遇する危険が高くなると感じる者は 65％と少なくない（図

10）。 

交通事故危険を感じる者が意識的に実施する事故防止対策として、「隊員間で密に声かけし合う」

(N=442/649,M.A.)、「消防隊の応援要請」(N=417/649,M.A.)、「警察官の要請」(N=353/649,M.A.)の

３点が目立って行われている。隊員個人で周囲の危険に気づけない点をチームワークで補い、救

急活動に集中すべく、二次災害防止活動に必要なマンパワーを補完することが必要であると感じ

ていることがわかる。なかでも救急隊が二次災害防止措置が必要だと感じるが、できない場合は、

予めマンパワーを補完することが検討されるべきである。図 11 によると、二次災害防止措置 
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図 10 何らかの二次災害防止措置を実施しないことによりヒヤリハット遭遇頻度が高くなると

感じるか S.A.(N=421)(Q28 で「当該危険経験あり」回答者総数) 

 

ができないと思うケースとして、「外傷の傷病者の容態が芳しくない時」と「車内収容を優先した

時」が顕著に多い。これは、外傷の傷病者を搬送する場合に観察開始から現場出発まで 15 分以内

で処置等を行わなくてはならない当庁の標準が関係していると考えられる。また、外傷の傷病者

の容態が芳しくない場合、より緊急性が求められることから処置に集中し、二次災害防止措置の

着手が後回しとなることが考えられる。 

 「車内収容を優先した場合」というのは、簡易的な救命処置を行い車内収容した後、継続して

観察と処置へ移るという救急隊の判断である。傷病者を車内収容するまでのわずかな間、周囲の

走行車と接触危険があり、これを回避できないという状況が考えられる。 

 周囲の車両が通過できない環境を作り出すことが最大の安全防護策と思われるが、道路状況に

よっては、周囲の交通を確保しなくてはならないことから、必ずしも車両が通過できない環境を

確保することはできない。このため、図 11 からは、通報の段階で傷病者が重度の外傷を負ってい

ると考えられる場合は、道路環境に関係なく消防隊もしくは警察官を同時要請し、二次災害防止

措置を行う配慮が必要であると考える。 

 

4 結論 

4.1 赤信号交差点通過時（入力系） 

 「一時停止後の安全確認と徐行通過」などの具体的な行為の指定をする業務標準を設ける場合、

標準に従った行動に伴う新たなリスクの発生を疑う視点を持ち、定期的なリスク評価を行うこと

で、より機関員が納得した安全走行を見いだせると考える。標準設定時、標準を逸脱しうるケー

スを洗い出すというプロセスが必須であると考える。重要なことは、「一時停止や徐行をするか否

か」の二値で議論を終始するのでなく、双方の走行に異なる事故リスクがあるという実態をふま

え、これを全職員の共通理解としたうえで、どちらをどの程度制御するべきかについて包括的に

検討を続けることである。 

4.2 緊急走行中追越し時（解釈系） 

 Ｂ車を追越すという走行態度を選択する場合、Ｂ車との交通事故リスクをゼロにすること

はできない。しかし、Ｂ車に気づきをもたらし、具体的な指示を含めた指示とサイレン音の

変化によりＢ車との接触危険が減少させられることから、音を活用した事故防止方法を検討 

高くなると

感じる
65%

変わらない
12%

いいえ
3%

不明
8%

無回答
12%
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図 11 二次災害防止措置を実施したいができない時と措置をしないと判断する時 M.A．

(N=649) 

 

することが期待される。ただし、音による事故抑制要因だけでは、事故予防に必ずしも直結

しないというアンケート結果から、Ｂ車が動き出してしまうことを念頭に、より空間を確保

しながらの追越しが安全性を確保できると考える。 

4.3 緊急走行中対向車線通過時（多様系） 

 対向車との正面衝突危険の経験者は未経験者に比べ、当該危険の評価が高かったことから、「経

験者と未経験者の危険評価に差がある」事実を未経験者に周知することが、未経験者にとっての

気づきに繋がる可能性を指摘した。これに加え、経験者と未経験者と運転態度の違いや特徴を動

画等で比較することで事故回避の具体的な走行方法を得られる可能性がある。 

4.4 屋外活動時（入力系） 

 救急隊が屋外活動時、周囲の走行車両と接触することによる事故危険を回避するため、二

次災害防止措置を行うが、置かれた状況で措置できない場合があり、このことにより事故リ

スクが高くなっていると感じている救急隊員が多い。特に外傷の傷病者の容態が芳しくない

時にその傾向が強いことから、通報を受信した段階で外傷傷病者の症状が芳しくないと判明

した場合は、道路環境を問わず救急隊と同時に消防隊および警察の要請を考慮し二次災害防

止措置を行う人員を確保することが重要であると考える。 
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外傷の傷病者の容態が芳しくない時

交通量が少ない時

救急活動現場が他車両から視認しやすい時

車内収容を優先した時

隊の方針に従った時

該当するものはない

その他

無回答

Q29-2,Q29-3. 二次災害防止措置の実施が必要だと思うが ,できない時と

措置をしないと判断する時の各選択率 M.A.

措置必要だが,できない時 措置をしないと判断する時
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5 おわりに 

 本研究は、救急業務時の交通事故を「人（機関員）」や「作業標準」に着眼することにより、「標

準に伴うリスクが、機関員にとり標準を遵守しづらいくしているという逆説的な可能性」を指摘

した。走行に関する標準を設定する際は、交通事故に対する危険評価について、走行別の特徴を

考慮したうえで、定期的に行うことが重要である。 

また質問紙調査の自由記述に記載された結果から、救急隊（車）の立場だけでは制御できない

事故や市民による誤解から交通事故が発生していることが示唆された。このことから、消防機関

が実施している業務や安全走行の具体的方法について、市民の理解を求める広報事業も一つの事

故防止方法であると考える。 

本研究は、主に救急機関員の主観評価（どのような時に危険だと思うか、どのくらい危険だと

思うか等）の結果に基づき結論づけている。これらを実際の安全管理事業に反映するには、道路

事情を考慮した交通事故リスクなどの客観的リスク評価の結果もふまえたうえで、実現可能な施

策を検討することが肝要である。 
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 【一般発表】 

 

病院前脳卒中スケールによる脳卒中判別に関する研究について 
 

京都市消防局 山岡辰朗、野々村淳、橋本雅徳、 

高橋哲也、赤壁浩一、伊藤香平 

 

 

1. はじめに 

 脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血等の脳卒中の傷病者は、発症後、できるだけ早く、かつ適切

な治療が受けられる医療機関に搬送され、治療を受けることが死亡率や後遺症の軽減につながる。

そのためには、病院前救護活動において脳卒中の徴候を見逃さず、脳卒中であるかどうかの鑑別

が重要である。 

 そこで、管内の医療機関と連携し脳卒中スケールを開発、その精度を検証し、スケールの有効

性について研究した。 

 

2. 現状と問題点 

(1) 脳卒中は、脳梗塞、脳内出血とくも膜下出血の総称であり、厚生労働省「平成 22 年度国民生

活基礎調査」によると、日本人の死亡原因の第 4 位（9.7%）（平成 24 年）、寝たきり疾患の第 1

位（24.1%）を占めている。 

(2) 急性期脳梗塞に対する血栓溶解薬組織プラスノーゲン・アクティベータ（以下「tPA」とする。）

治療や脳血管内治療は、それぞれの有効治療の時間は、発症から 4 時間 30 分、8 時間以内とい

う時間的制約があり、病院前救護活動を担う救急隊活動において脳卒中であるかどうかの鑑別

が非常に重要である。 

(3) 脳卒中スケールは、各地域でそれぞれスケールが作成、運用されており、国際的にはシンシ

ナティの病院前脳卒中スケールが、国内では、倉敷病院前脳卒中スケールが良く知られている。 

(4) 国内の病院前救護活動では、外傷処置法を始めとして、病態に応じたコンセプトが作成され、

それをベースとした処置法が用いられる方向にあり、病院前救護活動の質の基準化、向上に繋

げられている。 

(5) 脳卒中のうち、くも膜下出血は突然死や院外心肺停止に繋がる可能性が高く、神経学的後遺

症の発症率も高いにもかかわらず、脳卒中スケールの中でくも膜下出血をとらえたスケールは

意外と少ない。 

(6) 救急隊員の医学的知識のレベルは非常に高い。しかし、脳卒中に対する救急活動は経験則が

主となり、統一された基準がないため、脳卒中の見逃しが見受けられる。 

 

3. 脳卒中スケールの作成について 

(1) 脳卒中症状の発症率について（表 1） 

 表 1 は、脳卒中治療ガイドラインに掲載されているデータを疾病別に症状の発症率を表したも

のである。発症率が 70%前後を 2～3 点、40%前後を 1～2 点、20%前後を 1 点の 3 つに分け、脳
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卒中スケールの基礎点とした。 

 

表 1 脳卒中による症状の発症程度 

疾病 

 

症状 

脳出血 くも膜下出血

脳  梗  塞 

アテローム 

血栓症 
心原性 ラクナ梗塞 

運動麻痺 67.2 8.6 69.5 70.5 71.2

運動失調 3.8 1.0 未満 8.0 4.4 4.7

感覚障害 16.3 7.2 11.9 7.2 19.5

構音障害 22.5 1.0 未満 36.7 22.0 47.0

失 語 13.6 2.6 11.9 28.1 1.0 未満

頭 痛 11.0 66.8 2.0 2.1 1.1

めまい 5.5 2.6 6.6 4.8 4.3

嘔気・嘔吐 11.7 36.0 4.8 4.8 1.8

（単位 %） 

 

(2) 観察と鑑別について（表 2） 

 (1)をベースに醍醐消防分署において作成した試案は表 2 のとおりである。スケールを活用し、

合計点が１以上の時は脳卒中を疑うこととし、特に次の 4 項目については、重症症例として考慮

することとした。 

〇 A≧2 点：くも膜下出血を疑う。 

〇 A＝3 点：くも膜下出血を強く疑う。 

○ B＋C≧3 点：脳卒中を疑う。tPA の可能性を視野に入れる（発症から 4.5 時間以内の投与

開始）。 

○ B＝3 点：JCS 3 桁・痙攣を伴う場合は tPA 適応除外、血管内治療による血行再建術の適応

はあり。 

 

表 2 醍醐脳卒中スケール（DPSS） 

点数 

項目 
0 点 1 点 2 点 3 点 

A：激しい頭痛 なし 軽度の頭痛 
突然発症 

発症時刻明確 
2 点＋嘔吐 

B：意識障害 なし JCS 1～3 JCS 2 
JCS 3 桁 

瞳孔不同＋ 

C：症状 

運動麻痺 なし 抗重力可 抗重力不可  

顔面神経麻痺 なし  あり  

失  語 なし あり   

共同偏視痙攣 なし あり   
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4. 活動留意点 

(1) 頭痛の評価 

 「発症時間が明確な突然の頭痛以外」は要注意である。特に嘔吐を伴う場合はくも膜下出血が

疑われる。 

(2) 神経所見の評価 

ア 瞳孔所見について、脳ヘルニアによる瞳孔不同は緊急性がある。JCS 3 桁以外の意識障害を

伴わない瞳孔不同は有意な所見ではない。 

イ 顔面神経麻痺は構音障害と相関する。 

ウ 運動麻痺は、くも膜下出血以外の出血・梗塞で認められるが、麻痺の程度と重症・緊急度は

相関しない。 

エ 共同偏視・痙攣は、広範な大脳半球症状を示唆している。 

(3) 言語の評価 

ア 構音障害について、「しゃべりにくい」は顔面神経麻痺と相関する。 

イ 失語について、理解障害もしくは発語障害とする。 

 

5. 結果及び考察 

 検証を行った 2013年 12月 1日から 2014年 10月 31日までの間に搬送した 41症例については、

次のとおりである。（表 3） 

(1) 脳卒中を疑い、スケール表を用いた症例…39 例 

脳梗塞（TIA、疑いを含む。） 21 例 脳腫瘍 1 例 

脳出血 11 例 低カリウム血症 1 例 

くも膜下出血 3 例 頭痛 1 例 

  低血糖発作 1 例 

   計 39 例（入院）  的中率 90% 

   （TIA とは、意識消失発作を伴わない一過性脳虚血発作のこと。） 

(2) 脳卒中を疑わず、スケール表を用いなかった症例…2 例 

脳梗塞 1 例 脳出血 1 例 

   計 2 例（入院） 

(3) 入院率は 41 例中 40 例が入院で入院率 98%であった。 

(4) オーバー・トリアージとなった症例は 1 例で低血糖発作（即日退院）によるものであった。 

(5) 脳梗塞について 

 スコア C 1 点のみが 8 例あるが、内、運動麻痺が顕著ではないものもあり、感覚障害を主訴

されたものがある。スコアに当てはまることで脳卒中疑いとすることができた。 

(6) くも膜下出血については、突然の頭痛、嘔吐スコア A 3 点だけの 4 例中 2 例が該当した。い

ずれも意識障害はなく、1 例は飲酒された状況であった。他の 2 例は、頭痛と低血糖発作であ

った。 

(7) 脳出血については、脳梗塞、くも膜下出血と比較し、A、B、C スコア症状が全て該当、意識

障害等、発症時から症状が重篤化していることがある。緊急性の判断が必要である。 

(8) 今回の検証結果として脳卒中スケールでの識別的中率は 90%、結果的に入院治療に該当した
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ものが 98%と高い結果が得られた。また、明確な症状がなく、脳卒中スケールを用い点数識別

したことで脳卒中と判明した症例も認められた。 

 

表 3 脳卒中集計表 

 
※運；運動麻痺，顔；顔面神経麻痺，失；失語症状 

年齢 性別 DPSSスコア 頭　痛 意識障害 巣症状 病　名 転　帰

94 Ｆ A０，Ｂ１，Ｃ４，計５ 〇JCS1 〇 脳梗塞 入院

64 Ｆ Ａ３，Ｂ２，Ｃ２，計７ 208/119 〇JCS１０ 〇 脳出血 入院
49 M A０，B０，Ｃ１，計１ 170/100 〇 低カリウム血症 入院
76 M 眼振嘔吐 170/80 小脳梗塞 入院
82 M Ａ０，Ｂ０，Ｃ２，計２ 〇 ＴＩＡ 入院
91 Ｆ Ａ０，Ｂ０，Ｃ１，計１ 〇 脳梗塞 入院
78 Ｆ 高血圧，倦怠 220/92 脳出血 入院
40 M Ａ２，Ｂ２，Ｃ０，計４　220/124 〇（激） 〇JCS１０ くも膜下出血 入院
81 M Ａ１，Ｂ０，Ｃ３，計４ 〇 脳腫瘍 入院
53 M ２日前倦怠感，嘔吐142/100　Ａ０，Ｂ１，Ｃ０，計１ 〇JCS1 脳出血 入院
44 Ｆ 頭痛Ａ３，Ｂ０，Ｃ０，計３ 210/110 〇 くも膜下出血 入院
75 M 頸部痛Ａ１，Ｂ０，Ｃ０，計１ ＴＩＡ 入院
74 M Ａ０，Ｂ１，Ｃ５，計６運顔失ＡＦ 〇JCS３ 〇 脳梗塞 入院
81 M Ａ０，Ｂ３，Ｃ０，計３ 〇JCS200 脳出血 入院
81 Ｆ Ａ０，Ｂ０，Ｃ３，計３ 〇 脳梗塞 入院
54 M Ａ０，Ｂ3，Ｃ1，計４ 〇JCS３00 脳出血 入院
89 Ｆ Ａ０，Ｂ１，Ｃ２，計３ 〇JCS1 〇 脳梗塞 入院
72 M Ａ０，Ｂ０，Ｃ１，計１ 脳梗塞 入院
70 Ｆ Ａ０，Ｂ１，Ｃ５，計６運顔失 〇JCS３ 脳出血 入院
78 Ｆ Ａ０，Ｂ１，Ｃ１，計２失 〇 脳梗塞 入院
54 F Ａ３，Ｂ０，Ｃ０，計３ 〇 低血糖発作 即退
89 Ｆ Ａ０，Ｂ２，Ｃ３，計５運失　208/123 〇JCS２０ 〇 脳出血 入院
66 M Ａ０，Ｂ３，Ｃ０，計３　220/160 〇JCS200 脳出血 入院
72 M Ａ０，Ｂ１，Ｃ５，計６運顔 〇JCS1 脳梗塞 入院
74 M Ａ０，Ｂ０，Ｃ１，計１失 〇 脳梗塞 入院
66 F Ａ０，Ｂ０，Ｃ５，計５　175/100 〇JCS1 〇 脳出血 入院
76 F Ａ０，Ｂ０，Ｃ３，計３運 脳出血 入院
61 M Ａ０，Ｂ０，Ｃ１，計１失 〇 ＴＩＡ 入院
65 Ｆ Ａ０，Ｂ０，Ｃ１，計１失 〇 脳梗塞 入院
67 Ｆ Ａ３，Ｂ０，Ｃ０，計３ 〇 頭痛 入院
67 Ｆ Ａ３，Ｂ０，Ｃ０，計３ くも膜下出血 入院
71 Ｆ Ａ０，Ｂ０，Ｃ１，計１ 脳梗塞 入院
70 M Ａ０，Ｂ２，Ｃ６，計８ 〇 脳梗塞 入院
45 M Ａ３，Ｂ１，Ｃ０，計４＋アルコール 〇 〇JCS1 脳出血 入院
61 M Ａ０，Ｂ０，Ｃ１，計１　190・110右手しびれ 〇 脳出血 入院
84 Ｆ Ａ０，Ｂ０，Ｃ２，計２ 〇 ＴＩＡ脳梗塞疑い 入院
81 M Ａ０，Ｂ０，Ｃ０，計０ 小脳梗塞 入院
89 Ｆ Ａ０．Ｂ１，Ｃ１，計２ 〇 脳梗塞 入院
41 F Ａ０，Ｂ２，Ｃ４，計６運顔 〇ＪＣＳ２０ 〇 脳梗塞 入院
81 M Ａ０，Ｂ１，Ｃ２，計３ 〇JCS３ 〇 脳梗塞 入院
68 M Ａ０，Ｂ１，Ｃ２，計３ 〇JCS３ 〇 脳梗塞 入院
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6. 結論 

 数々の疾病について、いろいろな治療方法が開発、認可され、治療成績が向上している。急性

期に発症する脳血管疾患や循環器疾患などについても、新たな治療方法で社会復帰率や生活予後

が大きく改善している。しかし、これらの治療にはいろいろな制約がある。まず、「発症から治療

開始までの時間」をクリアーしなければならない。病院前救護活動を充実させ、早期に適切な病

院に救急搬送が行われること、すなわち救急隊員個々の判断ではなく、統一された判断基準で有

効な救急活動と病院搬送が行われ、治療適応例を増やすための手段が必要である。 

 救急活動においては、新たに心肺停止前の救急救命処置が可能となった。そのひとつであるブ

ドウ糖溶液の投与処置の対象となる低血糖症例は、脳卒中症状を呈することも多く、鑑別が難し

い。医療機関と共通した脳卒中スケールを運用すれば、鑑別の一助となり、迷わず救急活動を行

うことができる。 

 今回の研究で脳卒中スケールの有効性は確認できたが、病院での治療内容と予後調査について

実施していない。また、スケール運用に際し、脳卒中病院前救護活動等における系統だった教育

も実施していない。今後は救急隊員教育と病院から救急隊へのフィードバックが実施されること

で、脳卒中スケールを用いた救急活動の充実を図ることができる。 

 

参考文献 

「脳卒中治療ガイドライン 2009」 日本脳卒中学会 

「PSLS コースガイドブック」 日本臨床救急医学会 

「平成 22 年度国民生活基礎調査」 厚生労働省 
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 【一般発表】 

 

銅粉による亜酸化銅の容易な作製方法及び亜酸化銅増殖発熱現象による燃焼実験 

 

京都市消防局 重藤 保 

 

 

1. はじめに 

 亜酸化銅は、主に電気製品の接続箇所等で長時間連続してシンチレーション（火花）が発生し

たり、火炎等により長時間高温状態で暴露１）されると、銅の一部が酸化し生成される。一旦生成

された亜酸化銅は高温 2）を発し速いスピードで増殖する。（写真１） 

 当局では従来、銅製品間で人為的に亜酸化銅を作製するには次の二通りの方法で行っていた。

一つは、１A を通電した同極間の単線を接触させたり離したりを長時間繰り返し行う方法で、こ

の方法は、かなりの労力と時間を要するため困難なものであった。他の一つは、緑青が付着した

銅製品と単線間に１A を通電し、両者の接触部で亜酸化銅を作製するもので、この方法は緑青の

発生状況に作用され、必ず作製できるとは限らなかった。（写真２、３） 

 このようなことから、銅粉を使用して亜酸化銅を短時間で容易に作製する方法を考案し、併せ

て亜酸化銅増殖発熱現象による燃焼実験を行った。 

 

        

 写真１ 亜酸化銅増殖発熱現象により出火した電気製品の接続端子（写真左）と同端子に生成

したルビー色の亜酸化銅（写真右 Ｘ200） 

 

       

写真２ 単線による作製状況   写真３ 緑青が付着した銅製品と単線による作製状況 
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2．銅粉による亜酸化銅の容易な作製方法 

2.1 作製方法１（軟銅線による作製） 

2.1.1 使用器材等 

 銅粉数 mg、ＶＶＦケーブル長さ約 10cmφ２mm の軟銅線（以下「単線」という。）の両端の被

覆約２cmを除去し一方の先端部を平たくしたもの２本、シリカ電球 100W 形及びソケット各１個、

プラグ１個、電気コード 50cm、タイル又はメラミン樹脂板（10cm 角）１枚 （写真４）  

  

                      

写真４ 使用する銅粉（粒の大きさは約 0.02～0.03mm である）（Ｘ20）    

2.1.2 作製手順 

 ① 銅粉をメラミン樹脂板上に直径約７～８mm の円形状に置く。 

 ② 図１に示す回路を作製する。 

 ③ シリカ電球の電気コードに接続した単線の先端を金属粉に差し込み、両単線の先端部は約

５mm 程度開け通電する。 

 ④ 通電と同時に銅粉にシンチレーションが発生する。直後に赤熱発光する部位が現れ、黒く

固形化したものが僅かにできる。（写真５） 

 ⑤ 黒く固形化したものを単線の平たくした部分に乗せ、単線間で挟み込む。黒く固形化した

部分は非常にもろいため、強い圧力を加えないように慎重に取り扱う。 

 ⑥ 単線先端部の間隔を調整（広げたり狭くしたり）すると、単線上に赤熱発光する部位が現

れるのでその状態を維持する。（写真６） 

 ⑦ １～２分間維持すると単線上に亜酸化銅が生成され、亜酸化銅増殖発熱現象が現れる。（写

真７、８） 

 

         プラグ 電気コード     接続箇所 

                              単線    金属粉の位置    

 

                                    メラミン樹脂板 

 

 

 

   

    コンセント（交流 100V）  シリカ電球 100W    

                   図１ 作製方法１の回路 
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  写真５ 単線による亜酸化銅の作製状況      写真６ 銅粉が赤熱発光した状況 

           

                           部分にルビー色の結晶体がある。 

写真７ 作製した亜酸化銅（Ｘ30）   写真８ 作製した亜酸化銅を拡大したもの（Ｘ200） 

 

2.2 作製方法２（ビニルコードの素線による作製）  

2.2.1 使用器材等 

 銅粉数 mｇ、ビニルコード（公称面積 0.75mm2、素線数 30 本）長さ約 12cm の両端の被覆を約２

cm 除去し一方の先端部を平たくしたもの２本、シリカ電球 100W 形及びソケット各１個、プラグ 1

個、電気コード 50 ㎝、タイル又はメラミン樹脂板（10cm 角）１枚 

2.2.2 作製手順 

① 亜酸化銅の作製は作製方法１と同じ方法で行う。（写真９） 

 ② 通電開始から数分後に亜酸化銅が生成される。（写真 10、11） 

 

                    

                   赤熱発光した箇所 

      写真９ ビニルコードの素線による亜酸化銅の作製状況           
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  写真 10 素線に生成した亜酸化銅（Ｘ20）  写真 11 亜酸化銅を拡大したもの（X100） 

 

3. 亜酸化銅増殖発熱現象による燃焼実験 

 亜酸化銅増殖発熱現象による３種類の実験を行った。 

3.1 実験１（亜酸化銅を生成させたねじり接続部に巻きつけた絶縁用ビニルテープの燃焼実験） 

3.1.1 実験目的 

 本実験では、ねじり接続部に生成した亜酸化銅により、同接続部に巻きつけた絶縁用ビニルテ

ープが発火するか否かを確認するもの。                    
3.1.2 実験方法 

 ① 事前に作製方法１ によりビニルコード（公称断面積 0.75mm2 素線数 30 本）の素線の一部

に亜酸化銅を生成させる。(写真 12)  

 ② 図２に示す回路を作製する。 

 ③ ねじり接続した箇所に絶縁用ビニルテープを３重に巻きつける。電気ストーブ（消費電力

800W 交流 100V）に通電し、絶縁用ビニルテープの発火状況を観察する。(写真 13)      

3.1.3 実験結果 

 実験開始から約 15 分後にビニルテープは有炎燃焼した。（写真 14） 

        

      コンセント   電流計    亜酸化銅を生成させたねじり接続箇所   

                        

 

 

 

 

 

          

     電気ストーブのプラグ                電気ストーブ（負荷） 

 

                         図２ 実験１の回路 
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      亜酸化銅の生成箇所           ねじり接続したビニルコード  

 写真 12 亜酸化銅を生成させた素線の状況        写真 13  実験状況 

 

                          

写真 14 発火した絶縁用ビニルテープの状況 

                      

3.2 実験２（異種金属間での亜酸化銅増殖発熱現象による燃焼実験） 

3.2.1 実験目的 

 通電状態にある銅と異種金属間３）においても亜酸化銅は生成され亜酸化銅増殖発熱現象が起こ

るとされている。このことから鉄製品と単線間で亜酸化銅増殖発熱現象が起こるか否かを確認す

るもの。 

3.2.2 実験方法 

 ① 事前に作製方法１により単線の一部に亜酸化銅を生成し、その単線間に鉄製のステップル

（足の長さ 17mm 間隔 14mm 間隔は強制的に狭くしている）を挟み、図２（実験１の回路）

に示す回路を作製する。 

 ② 電気ストーブ（消費電力 400W 交流 100V）に通電し、単線とステップルの接触部を観察す

る。（写真 15） 

 ③ 単線とステップルの接触箇所にテイッシュペーパーを接触させて燃焼状況を観察する。 

3.2.3 実験結果 

 通電開始から、数分後に単線とステップルの接触部で赤熱発光が起こり、同赤熱発光が持続し

たことから、亜酸化銅増殖発熱現象が起こったことを認めた。また、赤色発光箇所に２つ折りし

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 319 -



たテイッシュペーパー１枚を接触させるとテイッシュペーパーは有炎燃焼した。（写真 16、17、

18、19、20） 

 

      
  写真 15 実験状況      写真 16 単線とステップルの接触箇所の赤熱発光状況 

 

    

   写真 17 単線の溶融箇所         写真 18 赤熱発光した箇所に接触させた 

                          ティッシュペーパーの燃焼状況 

        

                            表面は荒れ溶融している。  

写真 19 実験終了後のステップルの状況（Ｘ５） 写真 20 ステップル表面の拡大写真（Ｘ50） 

 

3.3 実験３（プラグとコンセント間での亜酸化銅増殖発熱現象による燃焼実験） 

3.3.1 実験目的 

 プラグ差刃とコンセント受刃間で起こった亜酸化銅増殖発熱現象により、同プラグ及び３口コ
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ンセントの燃焼状況を確認するもの。 

3.3.2 実験方法 

 ① 事前に作製方法１により、３口コンセント受刃の１箇所に亜酸化銅を生成させる。同３口

コンセントに電気ストーブのプラグを差込み、図３に示す回路を作製する。 

 ② 電気ストーブ(消費電力 400W 交流 100V）を通電し、プラグ及び３口コンセントの焼き状

況を観察する。（写真 21） 

  なお、３口コンセントの上側のケースは内部観察のため取り外している。 

 

 

 

                         短絡保護用機能付安全ブレーカ 

   電気ストーブ（消費電力 400W） 

 

 

           

                      ３口コンセント 

                      亜酸化銅生成箇所 

                    

                         電気ストーブのプラグ 

               図３ 実験３の回路 

 

              

         

     計測用タイマー      電気ストーブのプラグ 柱に取り付けた３口コンセント       

                 写真 21 実験状況 

 

3.3.3 実験結果 

 本実験は実験開始から３時間継続して行った。この間、時折プラグと３口コンセントの接触箇

所で青色の火花が発生したが、有炎燃焼には至らなかった。 

 プラグは、亜酸化銅を生成した３口コンセントの受刃に差し込んだ差刃側の樹脂が一部溶融し

炭化した。３口コンセントは亜酸化銅を生成した受刃側付近の樹脂が炭化した。（写真 22） 

 なお、プラグ及び３口コンセントの炭化した樹脂にグラファイト化は認められなかった。 
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                   亜酸化銅を生成した箇所に現れた赤熱発光  

    写真 22 プラグ及び３口コンセントの状況  

 

4．補足実験 

 本文中には記載していないが、作製方法１では次の２点についても実験を行った。 

4.1 銅粉以外の金属粉（鉄及びアルミニウム）を使用し作製を行ったが、銅粉と同様に亜酸化銅

は容易に作製できた。 

4.2 交流の替わりに直流（12V～30V 0.5A～1.8A）を銅粉に通電し亜酸化銅の作製を行ったが、

亜酸化銅は作製できなかった。 

 

5．まとめ 

 銅粉による亜酸化銅の作製及び亜酸化銅増殖発熱現象による燃焼実験から次のことが分かった。 

5.1 銅粉に交流（100V １A）を通電することで亜酸化銅を容易に作製することができる。これに

より亜酸化銅増殖発熱現象による各種の燃焼実験と観察が可能になる。 

5.2 電気コードのねじり接続部に巻いた絶縁用ビニルテープは、同接続部の素線間に亜酸化銅が

生成されると亜酸化銅増殖発熱現象により発火する可能性がある。 

5.3 銅と鉄との異種金属間においても亜酸化銅増殖発熱現象は起こる。 

5.4 金属粉が発生しやすい電気製品や作業場等では、発生した金属粉が電気製品の接続部等に溜

まると亜酸化銅を生成し、亜酸化銅増殖発熱現象により出火する可能性がある。このため、清掃

等により金属粉を除去することで火災の発生を防ぐことができる。 

 

【参考文献】 

１）伊佐詔征：亜酸化銅による発熱現象について 日本火災学会発行 火災 Vol.24 No.4（P43～

48）1974 

  電線の一・二次被熱条件別サンプル集 H21.2 独立行政法人製品評価技術基盤機構北関東支所 

２）西脇高志：亜酸化銅増殖発熱現象 H23 独立行政法人製品評価技術基盤機構 中部支所 

東京防災指導協会 新火災調査教本第３巻電気火災編 ｐ９ 東京法令出阪 1999 

３）堀田悦博：火の用心近代版 亜酸化銅増殖発熱現象について 日本火災学会発行 火災 Vol．

24 No.１（P52～58）1974 

プラグ 

差刃先端部の位置
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 【一般発表】  

 

がん具用煙火の燃焼及び消火に関する検証 
 

東京消防庁消防技術安全所 飯田明彦 

東京消防庁消防技術安全所 東 優太 

東京消防庁消防技術安全所 大滝英一 

東京消防庁企画調整部 鈴木健司 

 

 

1. はじめに 

 東京都火災予防条例第 23 条では、指定場所である百貨店等の売場にがん具用煙火等火薬類を持

ち込む行為を「危険物品持込み行為」として禁止しているが、売場にがん具用煙火を商品として

陳列、販売する行為は、「総薬量 5 キログラム未満（SF マーク付きに限る）」まで危険物品持込み

行為に含まないものとして運用している。 

 この規定の運用当初に比して、昨今のがん具用煙火は多種多様となり、燃焼性状も変化してい

る可能性が高い。そのため店舗関係者等に対し火薬取扱いに関する意識向上や安全管理指導を推

進するためには、現在陳列、販売されているがん具用煙火の燃焼性状や周囲への延焼危険を明確

にし、がん具用煙火の持ち込み量に対する安全性を再確認する必要がある。 

 

2. 目的 

 本検証では、百貨店等の売場において、現在陳列、販売されるがん具用煙火の危険物品持込み

行為の基準となる総薬量 5kg の燃焼性状を把握する。加えて、消火設備（スプリンクラー設備）

による燃焼状況、延焼抑制効果等を検証し、実火災を想定した条件において現在運用基準で認め

ている薬量の安全性を確認することを目的とする。 

 

3. がん具用煙火について 

3.1 がん具用煙火 

 がん具用煙火（以下、「煙火」という。）とは、がん具として用いられる煙火及びがん具として

用いられる煙火に類する煙火であって、火薬類取締法施行規則第 1 条の 5 に規定されている。 

 煙火の安全基準として、公益社団法人日本煙火協会で策定されている、「がん具煙火の安全基準

及び検査等に関する規定」に基づく自主検査に合格したものに SF マークを付けている。 

3.2 理化学的性質 1-4) 

 煙火に使用される火薬の原料は黒色火薬が主成分である。黒色火薬は、その成分に酸化剤を含

んでおり、一般的に着火性がよく、燃焼速度が速く、黒色煙を発生させる。また、発熱量は 685cal/g

（2.87kJ/g）前後で、通常の紙、木材といったものよりも小さいが、着火すると激しく燃焼する性

質がある。 
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4. 実験方法 

4.1 実験期間及び場所 

 期間 平成 26 年 11 月 25 日～同 12 月 3 日 

 場所 東京都調布市深大寺東町 4-35-3 消防大学校 消防研究センター 総合消火研究棟 

4.2 実験条件及びパターン 

 売場の陳列状態での燃焼性状を把握するための自由燃焼実験及び、スプリンクラーが作動した

時の燃焼抑制効果を把握するための燃焼抑制実験を行った。 

 本検証では、火源となる陳列棚には、棚板を付けた「棚板あり」及び棚板を付けなかった「棚

板なし」の 2 通りについて陳列棚上に表 1 に示す総薬量で実験を行った。 

 

表 1 実験条件 
棚板なし 棚板あり 

使用した

セット物  総 薬 量 棚板の有無 

自由

燃焼

実験 

1, 3, 5, 7 kg 棚板なし 
 

 

 

 

1, 3, 5 kg 棚板あり 

燃焼

抑制

実験 

3, 5 kg 棚板なし 

 
1, 3, 5 kg 棚板あり 

   図 1 陳列棚への煙火のセット物の配置 

 

4.2.1 陳列棚 

 スチール製陳列棚（図 1、背面：金属網タイプ、サイズ：W900mm×D450mm×H1800mm、3

段）を使用した。 

4.2.2 煙火と配置 

 販売店における売場での陳列状態の事前調査の結果をもとに、売場の陳列状態に即した煙火の

種別と配置方法とした。 

(1) 煙火の種別 

 販売店では、袋入りのセット物の煙火が取り扱われていることが多く、本検証では図 1 に示す、

主に「手持花火」で構成される「手持花火のセット物」、「噴出花火」の袋詰めの製品である「噴

出花火のセット物」の 2 種類を使用した。 

(2) 煙火の配置方法 

 本検証では棚の床面上に噴出花火のセット物を設置し、手持ち花火のセット物はその上にネッ

トフックを付けて、吊り下げた。使用した陳列棚の棚を便宜上、上から「上段」、「中段」、「下段」

と呼称する（図 1）。それぞれ設置した袋数は、表 1 の各実験条件において設定する総薬量に応じ

て袋数の量を調整した。 

 

 

上段（手持花火のセット物）

下段（噴出花火のセット物）

中段（手持花火のセット物）
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表 2 測定項目 

区 分 測 定 内 容 

温 度 

熱電対（K 型、素線径 0.64mm） 

火源中心 
陳列棚中央背面側で、それぞれ高さ 1.91m（中心上段）、1.23m

（中心中段）、0.68m（中心下段） 

天井面の温度 
高さ 2.70m 天井面で陳列棚から西・北西・北側に、それぞれ

0.57m、0.81m、0.57m の位置 

周囲の温度 
陳列棚から西側・北西側・北側 5.0m で、高さ 0.90m、1.50m

の位置 

放射熱 

放射熱流束計（サファイアウインドゥ水冷式、20～50kW/m2）MEDTHERM 社

製 64P-5-24 

 
陳列棚から西側・北西側・北側へ 5.0m で、高さ 1.05m 及び

0.90m の位置 

映 像 
ビデオカメラ 陳列棚の西側・北西側・北側 

熱画像カメラ 陳列棚の北西側 9.0m 

 

4.3 測定器等 

 測定項目は表 2 のとおりとし、各測定器を設定した（図 2、3）。これらのセンサーによる電圧 

変化を出力として、データロガーで記録した。 

 

  

       図 2 立面図                図 3 平面図 

 

4.4 スプリンクラーの設定 

 表 3 に示す仕様のものを使用した。スプリンクラーヘッドは陳列棚の中心から天井板の対角線

上に、有効散水半径（r=2.30m）で包含できる位置に 1 個設置した。 

 自由燃焼実験時に、若干の水を充填した閉鎖型スプリンクラーヘッドを設置し、スプリンクラ

ーヘッド傍の熱電対の温度が、表示温度 72℃となった時点から作動するまでの時間を計測する。

燃焼抑制実験では開放型スプリンクラーヘッドを設置し、ヘッドの温度が 72℃になってから、対

応する自由燃焼実験時に計測した時間となった時点で手動操作により作動させた。 

ドレーン

陳列棚

3.00m

2.70m

3.00m

放射計

ビデオカメラ

熱電対

D級ポンプ
⇒40mmホース1本

流量計

電磁弁 SPヘッド ケイ酸カルシウム板

熱画像カメラ

0.68m

1.23m

1.91m

2.70m

北

西側

北西側

上段

中段

下段

3.
00

m

陳列棚

3.00m

2.
30

m

2.30m

5.00m

5.
00

m

N

有効散水円

SPヘッド

放射計

ビデオカメラ

熱画像カメラ

熱電対

火源中心熱電対
（4か所） 高さ
中心天井 2.70m
中心上段 1.91m
中心中段 1.23m
中心下段 0.68m

熱電対
高さ1.50m

0.90m

熱電対
高さ1.50m

0.90m

熱電対
高さ1.50m

0.90m

熱電対
スプリンクラー傍

天井北側
熱電対

天井北西側
熱電対

天井西側
熱電対

5.00m

H3

H2

放射計

北

西側

北西側

0.
57

m

0.57m
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 なお、燃焼抑制実験において、スプリンクラー配管への加圧方法は、D 級ポンプによるものと

した。事前に放水流量 80L/分となるよう元圧を設定し加圧した。 

 

表 3 使用したスプリンクラーヘッド 

 閉鎖型スプリンクラーヘッド 開放型スプリンクラーヘッド 

実験種別 自由燃焼実験 燃焼抑制実験 

詳細及び適用 

マルチ型 

感知種別：１種 

表示温度：72℃ 

放水量 ：80L/分（0.1MPa） 

放水方向：下向き 

放水量  ：80L/分（0.1MPa） 

放水方向 ：下向き 

有効散水半径：2.30m 

 

4.5 実験手順 

4.5.1 点火方法 

 陳列棚の下段に配置した中央の噴出セットの背面側に、包装の上からガストーチの火炎を、接

炎させ、着火させた。 

4.5.2 実験終了 

 煙火の着火から 10 分経過するか、煙火の火薬の燃焼が終息した状態を終了時間とした。 

4.5.3 スプリンクラー作動時間 

 自由燃焼実験では、天井に設置した閉鎖型スプリンクラーヘッドの作動時間を計測し、対応す

る燃焼抑制実験での開放型スプリンクラーの作動時間とした。 

 

5. 結果及び考察 

 自由燃焼実験及び燃焼抑制実験（以下、それぞれ「自由燃焼」、「燃焼抑制」という。）の結果及

び考察については以下のとおりである。 

5.1 自由燃焼実験 

5.1.1 棚板とスプリンクラーの作動 

 自由燃焼時、スプリンクラーヘッド傍の温度が表示温度 72℃に達してから、実際に閉鎖型スプ

リンクラーヘッドが作動するまでの時間は表 4 に示すとおりであった。棚板なしに比べて棚板あ

りの方が作動するまで時間を要し、10 秒程度遅かった。 

 自由燃焼（棚板あり）と自由燃焼（棚板なし）それぞれにおいて、薬量が多いほど 72℃に達し

てから作動するまでの時間が短い傾向があった（表 4）。また、薬量が少ない場合でも、自由燃焼

（1kg 棚あり）のように、スプリンクラーヘッドが作動した棚板ありの方が安全上有利と考えら

れる。 

5.1.2 棚板による燃焼状況の変化（表 5） 

 棚板なしの場合、燃焼の進行に伴って火勢が強くなり、火炎高さが高くなるにつれて陳列した

セット花火が落下し、周囲の床面に堆積し、その堆積物が一体となって火炎を上げ、激しく燃焼

した。 
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表 4 自由燃焼実験スプリンクラー作動時間 

（スプリンクラーヘッド傍で 72℃に達した後の時間） 

 総薬量 棚板の有無 作動時間 対応する燃焼抑制実験 

自由燃焼 

1kg 

棚板なし 

作動せず （実施せず） 

3kg 10 秒 燃焼抑制 3kg 棚板なし 

5kg 11 秒 燃焼抑制 5kg 棚板なし 

1kg 

棚板あり 

22 秒 燃焼抑制 1kg 棚板なし 

3kg 20 秒 燃焼抑制 3kg 棚板あり 

5kg 17 秒 燃焼抑制 5kg 棚板あり 

※薬量 7kg では自由燃焼のみ行った。燃焼抑制 1kg は自由燃焼 1kg でスプリンクラーが作動しな

かったため、実施しなかった。 

 

表 5 自由燃焼実験での燃焼状況 

 棚板なし 棚板あり 

 1kg 3kg 5kg 7kg 1kg 3kg 5kg 

熱流束 

上昇 

開始   

42 秒 150 秒 63 秒 70 秒 383 秒 120 秒 85 秒 

最盛期 

30 秒前   

69 秒 178 秒 102 秒 89 秒 399 秒 187 秒 144 秒 

最盛期 
  

99 秒 208 秒 132 秒 119 秒 429 秒 217 秒 174 秒 

※写真の下の秒数は点火からの時間を示す。 

 

 棚板ありの場合、点火した後、棚板が障壁となって時間差を生じながら、棚ごとに燃焼が進ん

でいった。時折、セット花火からの火炎や火花が水平方向の 3 方向（北、北西、西）に激しく噴

出し、周囲への延焼危険が高まった。 

 このことから、煙火は一度着火すると、激しく燃焼する可能性があるが、陳列棚に棚板を付け

分割することで、燃焼が比較的緩慢になると考えられる。 

5.1.3 火源中心の温度変化（表 6） 

 棚板ありの場合、薬量が多くなるほど、各測定点での温度が高くなる傾向があった。薬量が 3kg
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中心下段

中心中段

中心上段

中心天井

中心天井

天井西側

天井北西側

天井北側

西側0.90m

西側1.50m

北西側0.90m

北西側1.50ｍ

北側0.90m

北側1.50m

放射西側

放射北西側

放射北側

と 5kg の場合の温度差は、1kg との場合に比べて顕著な差はなく、5kg の場合に比べて 3kg の方が

著しく温度が高い部分もみられた。 

 棚板なしの場合、比較的単峰性のグラフを示す温度変化になったが、棚板ありでは、複数のピ

ークを生じ、幅広なグラフになった。このような温度変化は、5.1.2 のように、火源中心の温度は、

煙火の燃焼の進行に伴い、火源が移動し、火炎及び熱気流の動き等の変化による影響を強く受け

た結果、測定された数値であると考えられる。 

 

 表 6  自由燃焼実験での測定結果 

 棚板なし 棚板あり  

 １㎏ ３㎏ ５㎏ ７kg １㎏ ３㎏ ５㎏ 凡例 

火

源

中

心 

 

天

井

温

度 

 
 

周

囲

の

温

度 

 

 

 

 

 

 

放

射

熱

流

束 

 

 

 

 

 

5.1.4 天井面の温度（表 6） 

 棚板あり及び棚板なしともに、単峰性のグラフを示す温度変化となり、薬量が多くなるほど高

温になる傾向があった。棚板ありでは、3kg の場合で一部の測定点で 5kg の同じ測定点よりも高

温になったが、天井面の温度は火源中心の場合と比較して、棚板の有無の違いによる顕著な変化

が見られなかった。このことは、燃焼中に火源の移動等の変化があっても、発生した火炎及び熱

気流は、天井面の温度変化に対してあまり影響しなかったためと考えられる。 

5.1.5 周囲の温度変化（表 6） 

 薬量が多くなるほど、周囲の温度が高くなる傾向があった。特に自由燃焼実験の北側高さ 1.50m

の測定点では、棚板なしで、薬量 5kg で約 14℃、3kg で約 8℃であった。棚板ありの温度上昇は、

薬量 5kg で約 6℃、薬量 3kg で約 5℃を示した。 
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 このことは、同数量の薬量に対して、棚板ありの温度上昇は、棚板なしの場合の約 1/2 であっ

たことを示す。5.1.2 で述べたように棚板なしの場合は棚板ありの場合に比べて燃焼が激しかった

ためと考えられる。 

5.1.6 放射熱流束（表 6、7） 

 5kg に対して、2kg 多いだけでほぼ 2 倍に近い値となった。このような放射熱流束値では、早い

段階で熱傷等の人命危険が生じるおそれがあると考えられる。薬量を増やした際の放射熱流束値

の増加は、5.1.2 で示した燃焼の仕方のように煙火全体が急速に燃焼した影響であると考えられる。

一方で、棚板ありの場合は、いずれも 1.0kW/m2 以下で抑えられており、火源からある程度離れた

位置での延焼危険が抑えられていると考えられる。 

 

表 7 自由燃焼実験における測定値（最大値） 

  放射熱流束 (kW/m2) スプリンクラーヘッド傍の温度 

  棚板なし 棚板あり 棚板なし 棚板あり 

火 
薬 
量 

(kg) 

1 0.4 0.38 98℃ 110℃ 

3 1.8 0.70 250℃ 142℃ 

5 2.2 0.85 250℃ 290℃ 

7 4.0 － 375℃ － 

 

5.2 燃焼抑制実験 

 5.1、自由燃焼実験の結果から得られた陳列状態の煙火の総薬量別の燃焼性状をもとに、スプリ

ンクラーを作動させた時の消火または燃焼抑制効果等について検討する。 

5.2.1 視覚的な変化（表 8） 

 スプリンクラーが作動するまでは対応する各自由燃焼実験と同様に燃焼した。燃焼抑制（1kg

棚板あり）のみ、スプリンクラーの作動前に火勢が弱くなり始めたが、これは最盛期を過ぎてい

た可能性がある。 

 スプリンクラー作動後暫くは火源の中心部の燃焼は著しかったが、周囲の火炎は抑制された。

スプリンクラーが作動してから 30 秒後、燃焼抑制（1kg 棚板あり）はほぼ火炎が収まったが、他

の条件では引き続き激しい燃焼が継続した。表 8 の実験終了後の状況で示すとおり、煙火のセッ

ト物が燃え残った状況から、一定の延焼抑制効果はあると考えられる。 

5.2.2 火源中心の温度（表 9） 

 スプリンクラーによる散水開始直後に、上方の測定点では急激な温度低下がみられた。上方の

測定点では、熱電対が直接散水の影響を受けたものと考えられる。また、中心下段等の熱電対は

急激な温度低下に至らなかった。これは熱電対が、燃焼抑制（棚板なし）では、燃焼堆積物の中

に埋没していたこと、燃焼抑制（棚板あり）では、棚板の下にあったための散水障害によるもの

と考えられる。よって、火源中心の温度から燃焼抑制効果を検討するのは困難と考えられる。 

5.2.3 天井面の温度（表 9） 

 燃焼抑制実験では、棚板なし、棚板ありのいずれの場合でも、温度変化のグラフは、単峰性の

形状を示した。 
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表 8 燃焼抑制実験での燃焼状況 

 棚板なし 棚板あり 

 1kg 3kg 5kg 1kg 3kg 5kg 

スプリン

クラー 

作動 

30 秒前 

 

  

63 秒 69 秒 196 秒 150 秒 165 秒 

スプリン

クラー 

作動 

 
  

93 秒 99 秒 211 秒 180 秒 195 秒 

スプリン

クラー 

作動 

30 秒後 

 
  

123 秒 129 秒 241 秒 210 秒 225 秒 

実験 

終了後 
 

  

※写真の下の秒数は点火からの時間を示す。 

 

 棚板なしの場合、燃焼抑制 3kg の散水直後から天井面の温度は各点ともに低下していたが、燃

焼抑制 5kg では、散水後も、約 300℃を超える状態が約 40 秒程度続いた。自由燃焼 3kg 及び自由

燃焼 5kg とほぼ同温度の最高温度に達してから、スプリンクラーヘッドが作動した。 

 棚板ありでは、燃焼抑制 1kg と燃焼抑制 3kg は、自由燃焼 1kg と自由燃焼 3kg のほぼ同温度の

最高温度に達しないうちにスプリンクラーヘッドが作動したと考えられる。これは、スプリンク

ラーが早期に作動できるかどうかの点において、効果的と考えられる。 

 また、棚板ありでは、温度上昇が棚板なしに比べ低い状態でスプリンクラーが作動した。スプ

リンクラーの散水が始まるとすぐに温度低下が始まるが、5kg では、一旦低下するものの、再度

温度が上昇し、高温状態が続いた。5kg の場合は、棚板があることによる散水障害部分で燃焼が

継続することで、スプリンクラー作動後も燃焼が継続しやすかったことが考えられる。 

 しかしながら、散水障害が生じる可能性があっても、棚板ありのように燃焼が緩慢な場合、燃

焼が最盛期になる前にスプリンクラーが作動する可能性が高いため、未燃の煙火への延焼防止効

果が期待できる。 
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西側0.90m

西側1.50m

北西側0.90m

北西側1.50ｍ

北側0.90m

北側1.50m

 表 9 燃焼抑制実験での測定結果（グラフ中の矢印はスプリンクラー作動時を示す。） 

 棚板なし 棚板あり  
 １㎏ ３㎏ ５㎏ １㎏ ３㎏ ５㎏ 凡例 

火

源

中

心 

 

天

井

温

度 

 

周

囲

の

温

度 

 

放

射

熱

流

束 

 

 

5.2.4 周囲の温度（表 9） 

 火源から距離 5.00m の場所においては、大きな温度上昇はせず、同薬量での自由燃焼実験に比

べて、温度上昇はほぼ 1/2 に抑えられている。スプリンクラーの散水による水幕が形成されたこ

とで、放射熱流束を遮断し、水幕の内側を冷却したと考えられる。火源に対して、スプリンクラ

ーからの散水による抑制効果の有無に関わらず、「周囲の温度」の変化から、散水による延焼抑制

効果はあるものと考えられる。 

5.2.5 放射熱流束（表 9） 

 棚板なし 5kg で、最大値は約 1.6kW/m2 であったため、5.00m 離れた場所では、ほぼ 1.0kW/m2

以下に抑えられている。このことは、火炎からの放射熱流束が散水による有効散水円内を通過す

るため、大きく減衰していると考えられ、延焼及び火傷危険は著しく低下していると考えられる。

燃焼抑制実験では、実験終了後に煙火の一部が未燃のまま残っていた場合があり、スプリンクラ

ーの有効散水円内では、未燃部分が散水によって、燃焼せずに燃え残る可能性がある。 

 放射熱流束の変化と 5.2.3 の天井面の温度とを合わせて考慮すると、スプリンクラー設備は煙火

の火源そのものの燃焼抑制効果は少ない可能性はあるが、放射熱流束が抑えられており、周囲へ

の延焼危険は減少できていると考えられる。したがって、スプリンクラーの散水は煙火の燃焼自

体に対して抑制効果は低くても、延焼抑制の効果はあると考えられる。 

中心下段

中心中段

中心上段

中心天井

中心天井

天井西側

天井北西側

天井北側

放射西側

放射北西側

放射北側
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6. おわりに 

 本検証において売場の陳列状態にある煙火の総薬量をそれぞれ、1、3、5kg とした場合で、陳

列棚の棚板をありとなしの条件で燃焼した時の燃焼性状とスプリンクラーが作動した時の燃焼抑

制効果は以下のようにまとめられる。 

6.1 売場の陳列状態にある煙火が燃焼した時の燃焼性状 

(1) 総薬量が多いほど、各測定点の温度、熱流束等が高くなり、累進的に値が高くなる可能性が

ある。 

(2) 棚板ありと棚板なしの場合の比較から、棚板がある方の燃焼時間がやや長くなる傾向がある

が、周囲への温度や放射熱の影響は低くなると考えられる。 

(3) 薬量が少なくても、陳列棚に棚板がある方がスプリンクラーが作動する可能性が高いため、

火災安全上有利である。 

6.2 スプリンクラー作動した時の燃焼抑制効果 

(1) スプリンクラーが作動した場合は、火源周囲 5m での温度、放射熱は低く抑えられる。 

(2) スプリンクラーが作動しても、天井面は非常に高温の状態が継続する。 

(3) スプリンクラーが作動した場合は、未燃の煙火に散水できれば、着火防止、延焼防止になる

ので、スプリンクラー作動以降の延焼抑制効果がある。 

(4) 5kg の場合のように薬量が多いと、散水中も火源からの放射熱が高い状態が続くため、燃焼中

の煙火部分には、燃焼抑制効果は低いと考えられる。 

(5) 棚板ありの方が、一部に散水障害が生じる可能性があるが、棚板なしと比較して、放射熱流

束、温度等が低く抑えられるため、延焼抑制効果が高い。 
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1. はじめに 

東日本大震災では大量の災害廃棄物が発生し、仮置場等で混合状態のまま一時的に堆積され、

数か月後に自然発火による火災が発生した。堆積された災害廃棄物が一度火災になると、鎮火す

るまでに長期間の消防活動が必要になり、その後の火災警戒活動は数日以上に及ぶことになる。

首都直下地震ではさらに膨大な量の災害廃棄物が予想されているが、狭隘な東京では仮置場を確

保するのは困難である。そのため、災害廃棄物は大量に堆積されることになり、同様な火災の危

険性が懸念される。このような火災を予防し、また、抑制するためには災害廃棄物の熱特性につ

いて明確にしておくことが大切である。 

そこで本検証では、各種分析装置等を用いてモデル試料を測定することで、災害廃棄物の熱特

性について新たな知見を得ることを目的とした。 

 

2. 災害廃棄物について 

災害廃棄物の主な火災事例は、堆積された廃材や家具類等の木くず及び畳の木質系廃棄物、そ

して家電や金属くずが挙げられる 1）。この中で、堆積状態の木くず及び畳の消火活動は鎮火まで

に特に長期間を要することになる。 

東日本大震災では、災害廃棄物のうち可燃物が全体の約 20%で、木くずはそのうち 35%（全体

の約 7%）も発生している。また、都心南部直下地震の被害想定では、東日本大震災の約 3.5 倍 2）

の災害廃棄物が予想され、より多くの木くずの発生が危惧される。 

 

3. 検証内容 

3.1 試料 

3.1.1 木くずと畳について 

予想される発生量、火災事例や消防活動の長期化を考慮して、災害廃棄物のうち木質系廃棄物

である木くずと畳に着目した。 

木くずは、倒壊した住宅等の建材や家具類を想定した。建材は、主に柱、梁や桁等の構造材と、

床、壁や天井等の造作材とに大きく分類できる。構造材は主に針葉樹が使用され、造作材は主に

広葉樹が使用されている。また、広葉樹は、材質が硬いので建具や家具材等にも用いられる。 

一方、畳は、畳表、畳縁、畳床より構成されている。畳表は、畳の表面に張られているイグサ

で織られたゴザのことである。畳縁は、畳を縁取りしている布のことである。畳床は畳の中身の
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ことで、稲ワラ畳床（全て稲ワラ）、ポリスチレンフォームサンドイッチ稲ワラ畳床（ポリスチレ

ンフォームを稲ワラで挟んだもの）、脱ワラ畳床（ポリスチレンフォームをボードで挟んだもの）

の 3 種類に分類される（図 1 参照）。稲ワラ畳床は古いタイプで、脱ワラ畳床は現在の主流タイプ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 モデル試料 

モデル試料として、木材は、針葉樹（スギ、マツ（アカマツ）、ヒノキ）と広葉樹（ナラ、ブナ、

ケヤキ）で、防腐剤や防蟻剤等の処理をしていないものを使用した。また、畳は、構成物である

イグサ、ワラ、ボード（粉砕した木材チップを固めたもの）を使用した。いずれも、試料の形状

は 5～10 ㎜程のチップ状とした。 

 さらに、仮置場の災害廃棄物には塗料が一斗缶等の比較的大きな容器で見つかることもあるの

で、混合物を想定し、塗料（木材専用オイルフィニッシュ、ワトコ社）を添加した。 

3.2 分析装置 

試料の成分分析を行うために、ガスクロマトグラフ質量分析装置（以下「GC-MS」という）（7890A 

GC System・5975C inert XL MSD、アジレント・テクノロジー社）を使用した。GC-MS の測定条

件を表 1 に示す。 

一定の昇温速度で加熱した場合の試料の発熱開始温度等を測定するために、示差熱熱重量同時

測定装置（以下「TG-DTA」という）（Thermo plus EVO TG-DTA-TG8120、株式会社リガク）を使

用した。 

一定の温度での試料の微少発熱量を測定するために、微少熱量計（以下「TAM」という）（Thermal  

Activity Monitor、ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン株式会社）を使用した。TG-DTA

及び TAM の測定条件を表 2 に示す。 

 

     表 1 GC-MS の測定条件        表 2 TG-DTA 及び TAM の測定条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲ワラ畳床 ポリスチレンフォーム 脱ワラ畳床 

図 1 畳の各畳床

サンドイッチ稲ワラ畳床

カラム ＨＰ－１（長さ 30m、内径 0.25 ㎜、膜厚 0.25μm）

オーブン    

温度範囲 

40℃～300℃ 
検出器温度

(イオン源) 

230℃ 

昇温速度 ５℃／分 検出器温度

(四重極) 

150℃ 
注入口温度 280℃ 

スプリット比 20：１ 
キャリアー

ガス 

ヘリウム 

検出器 MS（質量分析器） 注入量 2μL 

TG-DTA TAM 

雰囲気 空気 雰囲気 空気 

測定温度 室温～500℃ 測定温度 50℃、70℃ 

試料容器 アルミニウム製 試料容器 

ステンレス製、

4mL 

試料量 約５㎎ 試料量 約 500mg 

昇温速度 10℃／分   

参照試料 アルミナ   
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4. 検証結果及び考察 

4.1 GC-MS を用いた不飽和脂肪酸の確認 

木材中の細胞内含有成分は 2～5%含まれ、油脂、樹脂、精油、フェノール性化合物、糖類、含

窒素化合物等の多種多様な化合物があるとされる 3、4)。そして、油脂中には、リノール酸等の不

飽和脂肪酸が含まれている 3)。 

木材中の不飽和脂肪酸を確認するため、マツをヘキサンに入れ、120℃に保温したスターラーで

撹拌しながら約 8 時間、抽出を行った。その後、この抽出液を GC-MS で測定し、その測定結果

を図 2 に示す。図 2 より、測定開始後 36 分付近に不飽和脂肪酸のオクタデカジエン酸（リノール

酸等）が確認できた。このことから、マツ等の木材には不飽和脂肪酸が含まれていることが確認

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 水分量の測定 

乾燥炉を用いて、105℃で 7 日間加熱して乾燥させた

後と乾燥させる前との重量差により水分量（乾量含水

率）を測定した。各試料の水分量を表 3 に示す。 

各水分量は、針葉樹が広葉樹と畳よりも多く、畳は

広葉樹よりも若干多くなった。参考として東日本大震

災の災害廃棄物中の木くずの水分量は、角材が 7.1～

11.0%、合板が 7.6～18.7%であり、各試料の水分量と

同程度である 5）。 

4.3 TG-DTA を用いた測定 

各試料の発熱開始温度を表 4 に示す。表 4 より、木材の

発熱開始温度は約 290℃から 320℃であるが、イグサとワラ

は 250℃前後で木材及びボードより低い温度であり、より

発熱が起こりやすく、熱的危険性は高いと考えられる。針

葉樹では、発熱開始温度はスギが一番低く、マツやヒノキ

よりも約 30℃低くなった。広葉樹では、ケヤキが一番低く、

ナラよりも約 10℃低くなった。 

一方、畳の発熱開始温度は、ワラが一番低く、ボードよ

りも 60℃以上低くなった。そして、ワラは木材で一番低い

スギよりも約 45℃、イグサは約 30℃以上低くなった。木材

は樹種により発熱開始温度に違いがみられることが分かっ

た。 

針葉樹 スギ ヒノキ マツ 

水分量 15.4% 14.6% 13.9% 

広葉樹 ブナ ナラ ケヤキ 

水分量 9.7% 10.9% 10.6% 

畳 ワラ ボード イグサ 

水分量 12.0% 10.4% 13.4% 

試料名 発熱開始温度（℃）

針
葉
樹 

スギ 291.8 

ヒノキ 319.6 

マツ 321.4 

広
葉
樹 

ブナ 302.3 

ナラ 307.2 

ケヤキ 296.1 

畳 

ワラ 245.1 

ボード 313.8 

イグサ 258.7 

オクタデカジエン酸 

（リノール酸等） 

36 時間/分 

表 3 各試料の水分量 

図 2 マツのヘキサン抽出液の GC-MS 測定結果 

表 4 各試料の発熱開始温度 
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4.4 TAM を用いた測定 

堆積された木くずや畳の火災は、微少な発熱が長期間蓄熱し続けることで発生すると考えられ

る。蓄熱による自然発火は、微生物の発酵熱と、油脂類の酸化発熱に分けられる。例として、木

材チップ等の有機物は腐敗により発酵熱が常温から発生して約 50℃で最も大きくなり、約 60℃以

上で微生物の生物活動が大部分抑制されるとされている。一方、油脂類は 50～60℃から発熱を開

始することが知られ、60℃より上の温度では、木材中に存在する油脂類の酸化発熱へ移行すると

いわれている 6)。 

よって、微生物による発酵熱の影響を考慮するため、微生物の活動が最も盛んであるとされる

50℃で測定を行った。また、試料中に含まれる油脂類の酸化の影響について考慮するため 70℃で

測定を行った。 

各試料の各温度での TAM 測定結果を図 3 から図 11 に、発熱量を表 5 に示す。参考として、木

材や畳と同様の木質系の自然発火事例である米ぬかと堆肥も挙げた。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 スギの TAM 測定結果 図 4 ヒノキの TAM 測定結果 

図 5 マツの TAM 測定結果 図 6 ブナの TAM 測定結果 

図 7 ナラの TAM 測定結果 図 8 ケヤキの TAM 測定結果 

図 9 ワラの TAM 測定結果 図 10 ボードの TAM 測定結果 
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70℃
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50℃ 50℃
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μW
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発
熱

量
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時間 h 

時間 h 時間 h 

時間 h 時間 h 

時間 h 時間 h 

250 450

450 250

250 250

250 250
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4.4.1 50℃での TAM 測定結果 

各試料の熱特性は測定開始直後に発熱し、時間の経過とと

もに発熱は終息状態となる。この測定開始直後の発熱は、酸

化に伴う発熱と考えられる。 

今回用いた試料の発熱量は、実際に火災が発生した堆肥の

発熱量（25.63J/g）や、火災現場の木材チップに水分を 20%

添加したもの（発酵熱が盛んな状態）の発熱量（14.16 J/g）7)

よりも大幅に低かった。このことから、今回用いた各試料は発酵熱による影響は低いと考えられ、

発酵菌は非常に少ない状況と推測される。 

各試料の発熱量は、針葉樹ではヒノキが最も大きく、次にマツ、スギの順であった。広葉樹で

はケヤキが最も大きく、次にナラ、ブナの順であった。針葉樹と比較すると、ヒノキ（針葉樹最

大）の発熱量はケヤキ（広葉樹最大）の約 5.1 倍であった。畳では、イグサが最も大きく、次に

ボード、ワラの順であった。木材と比較すると、ヒノキ（木材最大）の発熱量はイグサ（畳最大）

の約 3.2 倍であった。 

全試料を比較すると、ヒノキが最も大きく、ブナが最も小さくなった。針葉樹は、広葉樹及び

畳よりも発熱量が大きい傾向が確認された。 

これらのことから、建材に使用される木材は、50℃でも一定の発熱量を有することが分かった。 

4.4.2 70℃での TAM 測定結果 

各試料の熱特性は測定開始直後に発熱し、時間の経過とともに発熱が減少した。 

各試料の発熱量は、針葉樹ではマツが最も大きく、次にヒノキ、スギの順であるが、ヒノキと

スギはほとんど同程度になり、50℃での測定順位と異なる結果になった。広葉樹では、発熱は測

定開始 24 時間までにほとんど終息しており、ケヤキが最も大きく、次にナラとブナが同程度にな

った。針葉樹と比較すると、マツ（針葉樹最大）の発熱量はケヤキ（広葉樹最大）の約 7.5 倍で

あった。畳では、イグサが最も大きく、次にボード、ワラの順であった。 

全試料を比較すると、イグサが特に大きく、次にマツ、ヒノキ、ボード、スギが高く、ブナが

最も小さくなった。イグサ（全試料最大）の発熱量がブナ（全試料最小）の約 26.9 倍、マツ（針

葉樹最大）の約 1.5 倍、ヒノキの約 2.3 倍となり、他と比べて非常に大きくなった。一方、広葉樹

の発熱量は、針葉樹及び畳よりも小さい傾向が確認された。堆積状態で自然発火した木材チップ

の発熱量は約 13 J/g8）と報告されており、イグサ（約 20 J/g）及びマツ（約 13 J/g）の発熱量は 13 

J/g 以上あることから、他の試料よりも出火危険性は高いと考えられる。 

 

試料名
発熱量(J/g)0～72 時間

50 ℃ 70 ℃ 

スギ 3.30 8.11 

ヒノキ 8.41 8.69 

マツ 5.17 13.01 

ブナ 0.47 0.73 

ナラ 1.35 0.78 

ケヤキ 1.64 1.74 

ワラ 0.68 6.99 

ボード 1.54 8.54 

イグサ 2.65 19.66 

米ぬか 4.34 15.74 

堆肥 25.63 27.51 

図 11 イグサの TAM 測定結果

表 5 各試料の発熱量 
70℃ 

50℃ 

発
熱

量
 
μW

/g
 

時間 h 

250 

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 337 -



4.4.3 50℃と 70℃との比較 

50℃から 70℃へ測定温度が変わった場合の発熱量の増加倍率を表 6

に示す。表 6 より、発熱量の増加倍率は針葉樹ではマツが、広葉樹で

はブナが、畳ではワラが高く、全試料ではワラが最も高くなった。特

に畳の増加倍率は木材よりも非常に高くなった。ナラは減少している

が、他の試料では発熱量が増加した。これらは、試料中の油脂類が高

温になることで酸化がより盛んになり、酸化発熱が増加したためと考

えられる。イグサは 70℃での発熱量が最も大きく、その増加倍率は 2

番目に高いことから、全試料中で発熱の危険性が最も高いことが分か

った。 

4.4.4 エーテル抽出した場合 

木材は、水やアルコール、ヘキサン、アセトン等の溶媒により、油

脂等を含む細胞内含有成分の一部が抽出される。そして、油脂中には

リノール酸等の不飽和脂肪酸が含まれている 3）。 

抽出される成分の発熱に対する影響を確認するため、

スギをジエチルエーテルに 24 時間浸漬させた後、取り出

して自然乾燥させた。そのスギの 70℃における発熱量を

表 7 に示す。スギをエーテルで抽出した場合の発熱量は、

抽出しない場合の 0.42 倍であった。これは、スギから抽

出された細胞内含有成分の有していた発熱量の分が、減少

したためと考えられる。このことから、スギに含まれる

細胞内含有成分が発熱量に寄与することが確認された。 

4.4.5 塗料を添加した場合 

スギに塗料を添加した場合の発熱量を表 8 に示す。

表 8 より、50℃では、スギに塗料を 5%添加させると

発熱量は約 9.4 倍増加し、表 7 の火災事例の堆肥より

も大きくなった。塗料のみでは蓄熱による発火は起こ

りにくいが、布や紙等の有機物に添加した状態で堆積

されると蓄熱して発火に至るとされている。今回、塗

料 5%程の添加で発熱量が大幅に増加したが、これは、

塗料に含まれる油脂等の酸化発熱が影響したと考え

られる。  

70℃では、50℃のときより発熱量は少し大きくなった。また、発熱のピークは約 2.8 倍で、50℃

では 13 時間後であったのが、70℃では 4 時間後と大幅に早くなった。これらは、温度の上昇によ

り含有油脂の酸化発熱が盛んになったことが影響したと考えられる。 

 

5. まとめ 

⑴ TG-DTA による発熱開始温度は、イグサとワラは約 250℃で木材及びボード（約 290℃～320℃）

より低かった。TAM による 70℃での発熱量で比較すると、出火危険性は針葉樹及び畳の方が

試料名 増加倍率

針
葉
樹 

スギ 2.46 倍 

ヒノキ 1.03 倍 

マツ 2.52 倍 

広
葉
樹 

ブナ 1.55 倍 

ナラ 0.58 倍 

ケヤキ 1.06 倍 

畳 

ワラ 10.28 倍 

ボード 5.55 倍 

イグサ 7.42 倍 

試料名 
発熱量（J/g）

0～72 時間 

スギ(抽出前) 8.11 

スギ(抽出後) 3.40 

温度 試料名 
発熱量（J/g）

0～48 時間 

50℃
スギ  2.83 

スギ＋塗料 5% 26.68 

70℃
スギ  7.06 

スギ＋塗料 5% 30.22 

表 6 発熱量の増加倍率 

表 7 スギ（エーテル抽出）の発熱量

表 8 塗料を添加したスギの発熱量
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広葉樹よりも高くなった。また、今回の試料中ではイグサの発熱量が最も高くなり、マツ及び

イグサは火災事例のある木材チップ以上になった。 

⑵ ジエチルエーテルで抽出したスギでは、TAM による 70℃での発熱量は抽出前よりも小さく

なった。このことから、木材中に含まれる油脂等の細胞内含有成分が発熱に影響していると考

えられる。 

⑶ TAM の測定温度が 50℃から 70℃に上昇すると、木材や畳の発熱量は増加した。これは、含

有油脂の酸化発熱の発熱量が影響していると考えられる。よって、火災予防のためには、内部

の温度上昇と含有油脂の酸化発熱を抑制することが重要である。 

⑷ 不飽和脂肪酸等を含有する塗料が木材や畳に混合されると、発熱量は増加し、出火危険性が

高まることが分かった。 
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 【一般発表】  

 

政令用途対象物火災の実態 
－特定用途建物－ 

 

東京消防庁予防部調査課 八橋弘樹 

 

 

1. はじめに 

東京消防庁予防部調査課では、平成 16 年から平成 25 年までの東京消防庁管内で発生した政

令用途対象物（特定用途建物）から出火した火災について各署の火災調査活動の結果から得ら

れた火災データを分析して問題点を抽出し、同種火災の再発防止や火災予防施策に反映させる

ための基礎資料としてまとめたものを「政令対象物火災の実態―特定用途建物―」として平成

26 年 3 月に発刊した。今回紹介するのはその一部である。 

※「政令用途対象物」とは、建物のうち住宅・共同住宅以外の用途部分及び共用部分等をいう。 

 

2. 政令用途対象物から出火した火災の状況 

2.1 年別の発生状況の推移 

 平成 16 年から平成 25 年までの 10 年間に発生した「政令用途対象物から出火した火災」13,264

件の年別発生状況の推移について分析する。 

 「政令用途対象物から出火した火災」の件数の推移を図 1 に示す。「建物から出火した火災」及

び「住宅・共同住宅から出火した火災」の件数は、平成 17 年をピークに減少傾向が続いており、

「住宅・共同住宅から出火した火災」の件数は平成 25 年が最も少なくなっている。 

 「政令用途対象物から出火した火災」件数は平成 22 年まで減少傾向で推移していたが、平成

23 年から増加に転じており、平成 25 年中は 1,350 件で建物から出火した火災の 4 割以上（43.2％）

を占めている。 

 

 
図 1 年別発生状況の推移 

2,184 
2,367 2,271 2,189 2,243 2,099 

1,869 1,864 1,916 1,777 
1,479 1,438 1,340 1,305 1,362 1,242 1,224 1,234 1,290 1,350 

3,663 3,805 
3,611 3,494 3,605 

3,341 
3,093 3,098 3,206 3,127 

0
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4,000
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（件）

住宅・共同住宅から出火した火災 政令用途対象物から出火した火災 建物から出火した火災
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2.2 政令用途別発生状況 

 「政令用途対象物から出火した火災」を出火箇所の用途別にみたものを図 2 に示す。「特定用途

部分」が 5,182 件（39.1％）で最も多く全体の 4 割を占め、次いで、「非特定用途部分」が 5,137

件（38.7％）、廊下や階段等の「共用部分等」が 2,945 件（22.2％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 出火用途別発生状況 

  

「特定用途部分」から出火した火災 5,182 件の内訳をみると、「三項 飲食店等」が 2,904 件

（56.0％）で最も多く全体の 6 割近くを占め、次いで「四項 物品販売店舗等」が 1,170 件（22.6％）、

「二項 キャバレー等」が 383 件(7.4％)などとなっている。 

「特定用途部分」から出火した火災件数を図 3 に示す。「特定用途部分」から出火した火災件数

は年間 500 件前後で推移しており、平成 21 年以降は増加傾向で推移している。 

 

図 3 年別発生状況の推移 
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0
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（件）（件）

特定用途部分 非特定用途部分 共用部分等 政令用途対象物から出火した火災

特定用途

5,182件
39.1% 

非特定用途

5,137件
38.7%

共用部分等

2,945件
22.2%

三項

飲食店等

2,904件
21.9%

四項

物販等

1,170件
8.8%

二項 キャバレー等

383件 2.9%

六項イ 病院等

270件 2.0%
その他の特定用途

455件 3.4%

十五項

事務所等

1,335件
10.1%

十二項イ

工場・作業場

1,163件
8.8%七項 学校

433件 3.3%

十項 駅舎等

318件 2.4%

十四項 倉庫

288件 2.2%

その他の

非特定用途

1,600件
12.1%

合 計

13,264件

※ ここでいう「十五項 事務所等」とは、政令別表第1（十五）項に定める「その他の事業所」のうち、

事務所、銀行及び官公署をいいます。
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2.3 初期消火従事状況 

 「政令用途対象物から出火した火災」13,264 件のうち、発見時に鎮火していた 2,147 件を除い

た 11,117 件についての初期消火従事状況について図 4、表 1 に示す。「政令対象物から出火した火

災」で初期消火があったのは 8,258 件（74.3％）で、そのうち 6,572 件（79.6％）が初期消火に成

功している。初期消火が「成功」した火災は、初期消火が「失敗又はなし」の火災と比べて、延

焼拡大率（建物火災に占める部分焼以上の火災の割合。以下同じ）が 5 分の 1 以下に低下してお

り、1 件当たりの焼損面積、損害額、死者の発生率等の火災被害が大幅に軽減している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 初期消火従事状況 

 

表 1 初期消火従事区分別にみた損害状況 

区 分
政令用途 

建物全体 

初期消火あり 

成 功 

初 期 消 火  

失敗又はなし 

延 焼 拡 大 率 （ ％ ） 25.4 9.3 48.7 

火災 1 件あたりの

焼損床面積（㎡/件）
9.9 0.4 23.7 

火 災 件 あ た り の

焼損表面積（㎡/件）
4.6 0.6 10.4 

火災 1 件あたりの

損害額（千円/件）
2,283 254 5,217 

火 災 千 件 当 た り の

死者発生率（人/千件）
5.8 1.7 11.9 

  

あり成功

6,572件
59.1%

あり失敗

1,686件
15.2%

なし

2,859件
25.7%

初期消火従事率 74.3％
初期消火成功率 79.6％

第63回全国消防技術者会議資料（平成27年11月25日・26日）

- 342 -



防火管理者の選任義務の有無別の初期消火従事状況を図 5 に示す。「選任義務対象物」の火災は、

「初期消火あり」が 5,102 件（78.0％）で、そのうち 4,458 件（87.4％）が初期消火に成功してい

る。「非選任義務対象物」の火災（初期消火従事率 69.0％、成功率 67.0％）と比較すると、従事率・

成功率がともに高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 防火管理者選任義務の有無別の初期消火従事状況 

 

3. 政令対象物火災による死者の状況 

3.1 年別発生状況と用途別発生状況 

 平成 16 年から平成 25 年までの 10 年間に「政令用途対象物火災」で発生した死者数の推移を図

6 に示す。「政令用途対象物火災」で発生した死者は、49 人（火災 1,000 件当たり 3.7 人）発生し

ており、「住宅・共同住宅から出火した火災」（848 人、火災 1,000 件当たり 41.0 人）と比べて、

火災による死者の発生が少ない傾向にある。 

 なお、平成 21 年には飲食店から出火し、4 人が死亡した火災が発生している。 

 

 

図 6 火災による死者の年別発生状況の推移 
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9.8%
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22.0%

初期消火従事率 78.0％
初期消火成功率 87.4％

選任義務建物の火災 6,543件（58.9％）

あり成功

2,114件
46.2%

あり失敗

1,042件
22.8%

なし

1,418件
31.0%

初期消火従事率 69.0％
初期消火成功率 67.0％

非選任義務建物の火災 4,574件（41.1％）
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 「政令用途対象物火災」による死者 49 人について、政令用途別の死者の発生状況を図 7 に示す。 

 死者が発生した火災について政令用途別発生状況をみると、「十二項イ 工場・作業場」が 14

人（28.6％）で最も多く、次いで「三項ロ 飲食店」が 13 人（26.5％）、「十五項 その他の事業

場」が 7 人（14.3％）となっている。 

 火災 1,000 件当たりの死者発生率をみると、「五項イ ホテル等」が最も高く、次いで「十二項

イ 工場・作業場」、「六項イ 病院等」などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 政令用途対象物火災の用途別死者発生状況 

 

3.2 死者発生の人的要因 

 「政令対象物火災」の死者の発生要因を図 8 に示す。死者の状況が判明した死者 33 人について、

死者の発生要因をみると、「煙、ガスを吸い動けなかった」が 8 人（27.6％）で最も多く、次いで

「自ら消火する能力がなかった」及び「爆発があった」が各 5 人（15.2％）などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 死者の発生要因 
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4. 政令別表第 1（三）項イ、ロ「飲食店等」の火災の状況 

4.1 飲食店火災の年別発生状況 

今回は、火災の発生が最も多い政令用途について紹介することとして、平成 16 年から平成 25

年の 10 年間に、政令別表第 1（三）項イ、ロ「飲食店等」（以下「飲食店等」という）から出火

した火災 2,904 件について、業態別の年別の発生状況を図 9 示す。 

 

 

図 9 業態別の年別発生状況の推移 

 

「飲食店等」での火災は、増減を繰り返しながら年間 300 件程度で推移しており、平成 25 年中

は 312 件で、平成 16 年から平成 25 年の 10 年間で最も多くなっている。 

出火した業態別にみると、「酒場等」が 998 件（34.4％）で最も多く、次いで「料理店」が 979

件（33.7％）となっている。内訳をみると、「酒場等」では「酒場・ビヤホール」が 719 件（72.0％）

と 7 割以上を占め、「料理店」では「中華料理店」が 424 件（43.3％）と 4 割以上を占めている。 

4.2 「飲食店等」火災の主な出火原因 

平成 16 年から平成 25 年の 10 年間に「飲食店等」から出火した火災の出火原因別の発生状況を

図 10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 主な出火原因別の発生状況 
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主な出火原因をみると「厨房機器」が 1938 件（66.7％）で最も多く 7 割近くを占め、次いで「厨

房機器以外の電気設備」が 418 件（14.4％）、「たばこ」が 186 件（6.4％）となっている。 

「厨房機器」による火災 1,938 件の内訳をみると、「大型ガスこんろ」が 789 件（40.7％）、「大

型ガスレンジ」が 172 件（8.9％）などで、火気の取り扱い不適に起因する火災（690 件、35.6％）

が多く発生している。 

4.3 飲食店火災の事例 

4.3.1 火災概要 

 出火日時：5 月 10 時頃 

 建物概要：耐火造 8/0 建築面積：545m2 延べ面積：2,967m2 

 防火管理：該当選任あり、消防計画作成あり、訓練実施なし 

 焼損状況：3 階から 8 階の 357m2 等焼損（建物部分焼） 

死傷者 ：負傷者 5 人 

4.3.2 出火時の状況と出火原因 

 本火災は、結婚式場が入る建物 3 階飲食店から出火したものである。 

出火原因は、3 階天井裏の中継器から防火シャッター用のモータに至る動力線をねずみがかじ

ったため、配線被覆が焼損して短絡し出火したものである。 

5 階パントリー室にいた従業員 2 人は、自動火災報知設備のベルが鳴動して 10 秒ほどで止まっ

たので、消防用設備等の点検だと考え作業を続けていたところ、廊下から室内に黒煙が入ってき

たので火災に気付き、窓から 5 階の陸屋根に避難し、携帯電話で 119 番通報をした。 

2 階厨房にいた従業員は、自動火災報知設備のベル鳴動で火災に気付き、従業員と利用客に避

難を指示した後、粉末消火器 1 本を搬送し初期消火を行ったが、3 階廊下に充満した煙のため出

火場所に近づけず効果はなかった。 

4.3.3 延焼状況・避難状況・死傷者の発生状況 

 本火災は、天井裏の防火シャッター用モータの動力線から出火したため、防火シャッターが煙

感知器に連動して閉鎖せず、3 階から 8 階まで延焼拡大した。 

 出火時、建物内の各階には、利用客と従業員合わせて 25 人が在館しており、自動火災報知設備

のベル鳴動音と火煙で火災に気付き避難をした。 

 出火階より上階にいた従業員 6 人のうち 4 人は、避難行動が遅れたため、屋内階段に煙が充満

し、階段から避難ができず、5 階陸屋根に避難していたところを消防隊に救助された。 

 避難時に煙を吸った従業員 5 人が負傷した。 

4.3.4 問題点と教訓等 

 本火災では自動火災報知設備が作動したが、1 階の従業員が誤報と判断し、受信機で地区音響

を停止させたため、ほとんどの従業員が消防用設備等の点検だと考え避難をしなかった。 

 また、火災確認後非常放送設備による避難誘導を行わなかったため、建物上階にいた従業員の

避難行動がおくれた。 

 出火した飲食店は、消防計画の作成は行われていたが、消防計画に基づく自衛消防訓練が行わ

れておらず、出火時に組織的な自衛消防活動が行われなかった。 
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写真 1 はしご車による救助状況 

 

 

写真 2 出火箇所付近の状況 

 

 

写真 3 延焼拡大した屋内階段の状況 
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5. おわりに 

火災調査は予防行政の原点といわれており、出火原因、延焼拡大要因及び死傷者発生要因等の

様々な要因を分析、解明した調査結果は火災予防をはじめとする消防行政運営、さらには消防活

動上の資料として必要不可欠である。 

今回紹介した「政令用途対象物火災の実態－特定用途建物－」は公益財団法人東京防災救急協

会から「写真でわかる火災事例」という名称で平成 27 年 7 月から販売されることとなった。本書

が各種の消防行政を推進するための資料として、消防職員はもとより、火災予防に携わる多くの

方々に広く活用されれば幸いである。 
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