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「過去から令和の時代の建築防火を考える ―性能規定と防災計画の視点からー」 

大宮 喜文（東京理科大学教授） 

 
１．はじめに 

2019 年 5 ⽉ 1 ⽇に元号が、「平成」から「令和」へ変わり新たな時代が始まった。元号が変わ
ることで社会構造が瞬時に変容することはないが、元号ごとに俯瞰してみれば、その後の社会に
⼤きく影響した出来事がわかる。1989 年 1 ⽉、「平成」に元号が変わり、「令和」に元号が移るま
での間にも、例えば、建築防⽕関係規定に性能規定が導⼊され、実務設計における建築物の⽕災
安全設計の⽅法も様変わりした。そのような中で、「平成」で得られた経験知は、少なからず「令
和」の時代の社会の発展のために活⽤できる。 

建築防⽕を考える際、消防法と建築基準法は両輪の関係にあり、それぞれを遵守することが建
築物の⽕災安全性を確保する上で前提となる。現在、「平成」に導⼊された性能規定の課題等も顕
在化し始めており、消防法と建築基準法に関する性能規定のそれぞれの現状を理解することは、
「令和」に合理的な建築防⽕対策を検討する上で不可⽋である。消防関係者等にとって、消防法
の性能規定に関する情報に⽐べ、建築基準法の性能規定に関する情報は得にくい点もあると思わ
れるので、本稿では、建築防⽕に関する「平成」に導⼊された建築基準法の性能規定等を中⼼に、
防災計画の視点から整理してみたい。 
 
２．建築防火関係規定の性能規定化 

「平成」に⾏われた防⽕関係規定の性能規定の導⼊は、建築物の設計の考え⽅を抜本的に変え
るような⼤きな契機であった。災害経験や技術的進歩等、社会動向を背景に、建築防⽕関係規定
の改正等が繰り返し⾏われてきたが、その結果、規制の内容や構成が複雑化し、建築物に求めら
れる⽕災安全性に対する本質的理念が曖昧になり、建築防⽕関係規定が建築設計の⾃由度や新技
術・新素材の開発等を阻害しているといった指摘が上がるようになった。それらを発展的に⾒直
そうとする動きが、「昭和」の中期から後期の頃にかけ顕著になり、性能規定の導⼊が検討され始
めた。 

性能規定化は、新しい技術開発を法的に位置づけることや、国際調和の潮流等を踏まえながら、
2000 年に建築基準法防⽕関係規定、その後、消防法に性能規定が導⼊された（図 1）。 

消防法では、消防⽤設備等に係る技術上の基準に性能規定が導⼊され、消防⽤設備等に要求さ
れる性能として、「初期拡⼤抑制性能」、「避難安全⽀援性能」、「消防活動⽀援性能」に分け、客観
的検証法等により評価が⾏われ、更に総務⼤⾂による認定制度を設け、「特殊消防⽤設備等」につ
いて審査を⾏っている。例えば、「加圧防煙システム」の認定では、消防活動拠点における消防活
動を効果的に⽀援する上で極めて重要な審査であり、建築防⽕の観点からも性能の確認が⾏われ
ることで、より確実な安全性の確保につながっている。 

⼀⽅、建築基準法では、性能規定の導⼊で、建築防⽕を総合的に評価するための枠組みが⽰さ
れ、複雑化する傾向にあった建築防⽕関係規定の各規定について、規制体系全体を俯瞰し関係条
⽂の位置づけを明確にする作業が⾏われた。そして、性能規定化の作業は、従来からの仕様規定
の規制内容を整理し、仕様規定と性能規定の同等性を維持することを念頭に⾏われた。仕様規定
の中には、経験則で明⽂化されたとみられる条⽂等がある。⼯学的根拠に基づいた仕様規定であ

-5-

第68回全国消防技術者会議資料（令和2年11月26日）



れば、合理性を踏まえながら性能規定に書き換え易いが、経験則に基づく仕様規定は、その安全
⽔準のレベルを定量化する必要があり、定量化に⾄らず、性能規定への移⾏が⾒送られたものも
あった。そのこともあり、仕様規定と性能規定を並列で運⽤する形をとり、ルート A、B、C の 3
つのルートの中から選択し、⽕災安全設計が実施されることになった。 

ルート A は仕様規定、ルート B、ルート C が性能規定の位置づけになる。ルート B は、告⽰等
で明⽰された技術的基準を⽤いることで検証が可能であり、極端に⾔えば、建築図⾯から読み取
った数値を機械的に⼊⼒し、検証を⾏うことが可能である。ルート C は、⼯学的設計ツール等を
⽤い、建築物の⽤途、規模等、複雑に関係する設計条件に対応した個々の建築特性を踏まえた検
証ができる。 

性能規定導⼊後、2005 年の構造計算書偽装問題等があり、審査のあり⽅を再考せざるを得ない
問題が明らかになり、⼀変して規制の厳格化等が⾏われ、それまでの性能規定の流れを鈍化させ
ることとなった。この影響により設計実務者の中には、性能規定の審査過程の時間的負担が弊害
となり、仕様規定を⽤いる設計実務者もみられる状況になっている。 

 

 
図 1 性能規定化に向けた社会的背景１） 

 
3．防災計画書の意義 

建築物の防災計画書は、性能規定導⼊以前の「昭和」から⼤規模化、⾼層化した個々の建築物
の⽕災安全性が確保されているかを確認するために作成されていた。「平成」になり防⽕関係規定
の性能規定化の時期に、防災計画書の作成に関する指導通達が廃⽌され、それ以降、防災計画書
の作成は地⽅⾏政等の判断に委ねる形となった。 

性能規定の導⼊は建築物個々の特性を考慮した設計を可能にはしているが、防災計画書の作成
に関する指導通達が廃⽌されたことを受けて、設計実務者が⽕災時の建築物とその利⽤者の安全
を確保するための防災計画を考える機会は減り、建築物の⽕災安全性の確保に対する意識レベル
の低下が危惧されている。性能規定導⼊後、検証式の算定結果のみに注視し、設計実務者が本来
配慮すべき建築物の⽕災安全性の体系的な検討が⾏われていないという状況が垣間⾒られ、その
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傾向は、建築基準法の性能規定化が導⼊された以降に、設計実務に携わるようになった世代にみ
られるようである。 

以前、防災計画書を作成した設計実務者の経験は、防災計画書の作成が必要ない規模等の建築
物でも、設計段階で防災計画の検討に活かされていたようである。すなわち防災計画書の作成に
より、副次的な効果として実務の中で実効性のある建築防⽕対策に関する考え⽅を学べていたが、
このような機会が減ることにより、設計実務者の建築防⽕に対する⾒識が不⾜し、⽕災安全性の
配慮が不⼗分な建築物を設計している可能性がある。そのような設計実務者が、防災計画書を作
成しようとしても相当な負担がかかり、他の環境や構造との調整等、⼀連の設計業務の中で時間
制約等も影響し、断⽚化した防災計画になる可能性等が懸念される。 
 
4．性能規定に基づく建築設計 

以前は、材料・技術⾯の物理的制約等があり、⾼度な⽕災安全性の評価が求められる建築物の
絶対数が差ほど多くはなかったため、個別での対応がある程度可能であった。しかし、昨今の建
築に関わる新しい技術開発等により、従来に⽐べ建築物の⼤規模化、⾼層化、深度化、複合化し
た建築物が計画されるようになり、⼿作業では描けない図⾯を、コンピュータで計算し図⾯を具
現化する例もみられる。 

近年、⼤規模化した建築物の計画の中で、空間体積の増⼤や⼤空間が防⽕シャッタ―等で区切
られ連続するような倉庫が建設され、これまで以上に⼀空間が⼤規模化、複雑化することが懸念
されている。そのような⽕点までの距離が⻑くなる可能性のある空間の特徴を踏まえ、⼊念な消
防活動計画を策定しておく必要がある。また、倉庫は、物品の保管等の⽤途が想定され、建物内
の在館者数は限定されるが、近年の⼤規模倉庫の中には、多数の在館者がいる場合もあり、仕様
基準で定められた最⼤歩⾏距離より⻑い距離であっても、性能規定により安全性を確認し、結果
的にそのような空間を実現している例もある。そのような空間で、逃げ遅れ者が発⽣した場合、
救助活動は困難さを増すことになる。 

建築構造的に、従来にはない建築物の実現の可能性が広がり、⼤規模な⽊造建築物がその⼀つ
としてあげられる。性能規定の導⼊により、耐⽕構造の建築物の主要構造部について性能が⽰さ
れ、従来は、主要構造部の材料としてコンクリートや鋼材等を⽤いていたが、選択肢の⼀つに⽊
材の使⽤の可能性が広がった。過去、⽊造建築物で発⽣した甚⼤な⽕災被害や、街区レベルの⼤
規模⽕災を誘発すること等が懸念されたため、主要構造部に⽊材を使⽤する場合、規模や⾯積等
に応じ、制限が設けられていたが、耐⽕試験等により耐⽕性能が確認できれば、主要構造部に⽊
材を使⽤できる可能性が拡⼤された。地球温暖化防⽌等の潮流もあり、平成 22 年、「公共建築物
等における⽊材の利⽤の促進に関する法律」が公布、施⾏され、建築物の⽊造化、⽊質化が推進
され、⽊造建築物の防⽕技術対策の検討が継続的に続けられている。防⽕技術の検討の中で、⽊
造建築物の⽕災に対する危険性を再認識させられるような実験例もみられ、改めて、⼤規模⽊造
建築物に対する⽕災安全性を確保する確実な防⽕・耐⽕対策の重要性が明らかとなっている。耐
⽕構造と同等の性能がある⼤規模⽊造建築物であっても、その点を踏まえた消防活動計画の考え
⽅等について、あらかじめ確認しておくことが不可⽋である。なお、⽊造建築物が⾼層化した場
合等は、更に未知の危険性が潜在化している可能性もあり、現時点で予測が困難な⽕災現象があ
ること等を認識しておく必要がある。 
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⾼層化した建築物の計画にみられるが、近年、階段の本数を減らし、階段配置が偏るような設
計例も⾒受けられる。性能規定化により、仕様基準より避難階段までの距離を⻑くとることが可
能になった弊害といわれている。避難安全を検討する際、2 ⽅向避難という原則がある（図 2）。
階段本数を減らし、偏った階段配置にすれば、その原則に従うことが難しくなる。仕様基準では、
階段配置について明確には規定しておらず性能的に表現できていない。以前は、そのような場合、
防災計画書で階段配置の検討等を⾏い、安全⽔準レベル等の確認を⾏っていたが、性能規定化に
より安全マージンを縮⼩した例が顕在化しつつある。因みに、在館者の階段内の避難は、消防隊
の活動との交錯を考慮しておらず在館者の避難のみで階段を使⽤することを想定した計算になっ
ている。今後、⽊造建築物の⾼層化も計画される可能性が⾼く、階段室や附室等は、消防活動上、
重要な消防活動拠点や経路等になるため、配置等も含めた⽕災に対する安全対策を万全にしてお
く必要がある（図３）。 

 

 
図２ 明快な避難経路構成の例 2) 

 
図３ 主要な消防活動経路 2) 

 
５．社会構造の変化に対する柔軟な対応 

５．１ 防災計画に関する知識の深化 
建築物の⽕災安全性を確保するために、消防法および建築基準法を遵守することが前提となる

が、防災計画上の配慮が⼗分でない建築物で、消防活動を⾏うことは、危険であるし、そのこと
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を認識しないまま活動を⾏うことは避けなければならない。そのために、建築物の⽕災に対する
危険性を予知するための防災計画に関する知識を深化させておくことが必要であり、防災計画で
配慮すべき点を的確に判断できる能⼒を涵養する必要がある。技術⾰新により、態様も多様化し
未知の災害の危険性が潜在化している可能性のある建築物について、⽕災の進展フェーズ等を踏
まえながら物理的に安全性を判断できるようにしておくことも必要であろう（図 4）。 

 
図 4 ⽕災の進展フェーズ 2) 
 
以前から予測されていた⼈⼝減少、超⾼齢化社会等の社会構造の変化が明確に「平成」に顕在

化した。⾼齢化が進む中、住宅⽕災による死者の増加が懸念され、平成 16 年に消防法改正が⾏わ
れ、平成 18 年から新築住宅に住宅⽤⽕災警報器の設置が義務化された。その後の統計データを整
理すると、その効果は表れているであろう（図 5）。今後も、社会構造の変化に対し潜在化する課
題を⾒極め、社会を先導する制度設計を構築していくことが求められる。さらに、制度の実効性
と安全と経済のバランスからみた効率性を踏まえたインセンティブを⽰すことも必要である。そ
の上で、防災計画等の知識を活⽤し適切・的確な情報を提供することにより、⼀般層の防災意識
を⾼め、防災関係者の安全性に対する考え⽅とのギャップをリスクコミュニケーション等により
埋めることが付随した危険に対する予防につながる。 
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図 5 「平成」の出⽕件数の推移 3) 
 
５．２ 先端技術の活⽤ 
1)⽕災安全性の可視化 

ICT は⽬覚ましい進化を続けており、また、AI や IoT は様々な分野で、その活⽤⽅法が模索さ
れている。そのような技術⾰新が、社会の快適性、利便性の向上だけでなく、⽕災安全性の向上
にも寄与するような仕組み作りが必要である。医療現場でも、それら技術を⽤いた医療⾏為等が
模索されているのと同様に、建築物の診断にも活⽤が可能であろうし、地震時に対応した建築構
造のヘルスモニタリングシステムの導⼊等も始められており、建築防⽕対策にもその有効な活⽤
が望まれる。 

建築物の安全性を持続させるためには、建物管理者による維持管理が不可⽋である。建築物を
使⽤する上で、⽕災安全性の確保が⽣活基盤の⼀つになるが、⼀⽅で、他の建築物に対する性能
要求とのバランスを考えなくてはならない状況もあり、それらの性能を“⾒える化”した事例もみ
られる。建築防⽕対策の中には、適マークの表⽰の導⼊等、建物管理者への周知も⾏われている
が、AI や ICT 等を⽤い、他の性能と同様に⽕災安全性をリアルタイムで可視化するシステム等の
導⼊の検討の余地はある。 
2)汎⽤性のあるシステム 

新しいシステムを導⼊すると、初期投資が必要になり経済的負担が問題になることが多々ある。
それらを解決するには、⽇常で使⽤されているシステムを⾮常時に活⽤する⽅法等が考えられる。
例えば、スマートフォン等を媒体としたフィジビリティ―スタディが⾏われ、逃げ遅れ者の早期
発⾒や避難誘導の指⽰等をリアルタイムで把握するシステムの検討事例もみられる。⽇常で使⽤
されるシステムが⾮常時に確実に機能することは前提であるが、そのような媒体を使⽤すること
により汎⽤的なシステムを構築することができる可能性は⾼くなるであろう。このようなシステ
ムを実⽤化するには、社会ニーズと法制度のギャップを埋めるために関係⾏政による制度⾯、法
制⾯等の調整も不可⽋であろう。 
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3)ビッグデータとデータサイエンス 
過去の⽕災事例から将来を予測することは、これまでも常套的な⽅法であったが、今後、ビッ

グデータを活⽤し、価値ある情報を導き出すデータサイエンスに関わる⼿法を有効に活⽤するこ
とも必要である。「平成」になってデータ処理には⼿軽にコンピュータを使⽤することができるよ
うになり、統計解析ソフトを使⽤すれば、容易に解析結果が得られるようになったが、データ解
析には、計算前後の処理の過程で分析者の豊富な経験、知識が活かされていた。データベース化
されたビッグデータを慣例的な指標で機械的に処理する場合、結果の正しい解釈が⼗分できない
可能性も考えられ、データサイエンスに関わる最先端の⼿法を⽤いながら、分析者の経験値との
整合を確認しておくことが必要であろうし、⾒落としている蓄積すべきデータベースの精査も⾏
っておく必要がある。 
4)シミュレータの活⽤ 

⽕災現場を経験できる回数が減っている現状を踏まえると、その経験を補うために VR（仮想現
実）や AR（拡張現実）の技術を⽤いたシミュレータ等の活⽤も有効であろう。VR、AR といった
技術を使⽤することにより、五感を最⼤限活⽤できる⽕災の疑似体験が可能になりつつある。実
際の⽕災現場で⾏われていた消防活動を維持強化のための技術やノウハウの継承は、そのような
疑似体験の場を活⽤することを選択肢の⼀つとして、技術構築しておくことも必要であろう。ま
た、AI等の先端技術も活かすことにより、⽕災現場の活動の⾼度化を実現できる可能性等もある。 
 
６．まとめ 

本稿では、「平成」に導⼊された性能規定等について、防災計画の視点から整理し、建築防⽕に
関する動向を整理した。「平成」に顕在化し始めた課題は「令和」に可能な限り解決すべきであろ
うし、社会を先導するような制度設計を構築していくことが必要である。建築物に要求される性
能は多様化しており、それら性能バランスを踏まえ、新しい技術等を採り⼊れながら、防災計画
等の検討を⾏い、実効性のある⽕災安全性の確保に向けた建築防⽕対策を考えていくことが肝要
であろう。 
 
参考⽂献 
１）辻本他：建築基準法の防⽕・避難規定における性能評価法、⽕災、Vol.49、No.1、1999 
２）⽇本建築学会編：⽕災安全設計の原則、2013 
３）総務省消防庁：令和元年度版 消防⽩書 

-11-

第68回全国消防技術者会議資料（令和2年11月26日）



 



 

 

 

 

一 般 講 演 
 



 



 

階段における降下避難群集と上昇消防隊の相互影響 

 

 

消防研究センター 藤井皓介 

東京理科大学 川島恵一  

大林組技術研究所 山口純一 

横浜市消防局 牧野 豊 

エフディーエム 田村祐介 

東京理科大学 大宮喜文 

 

1. はじめに 

高層建築物や大規模複合施設等、多くの在館者を擁する施設からの実際の避難

時には、大量の避難者により、屋内外共に混雑状況が発生する可能性がある。建

築物の設計段階における火災時の避難安全性は、建築基準法に基づき新・建築防

災計画指針または避難安全検証法に基づく避難計算により評価される。寸法等の

仕様とともに上記避難計算に基づく空間設計が求められるが、階段室内について

は避難者による混雑や消防活動を考慮した広さが確保されていない。これによ

り、消火・救助等の消防活動が困難になるほか、避難経路上における消防活動が

避難経路を塞ぎ避難を阻害する可能性もある。 

これまで、国内外において高層建築物の火災とこれに伴う避難の事例が発生し

ている。2001 年の米国 WTC テロ事件や 2017 年の英国グレンフェルタワー火災に

おいて避難者のいる階段で消防隊が活動する状況が報告されている。国内におい

ても、2011 年の東日本大震災の折、超高層ビルにおいてスタッフが火災状況の確

認のために混雑した階段を上昇した事例が報告されている。火災時の消防活動と

して、出火階の下層階を活動拠点とすることが基本とされ、この場合、避難者の

経路確保のため附室等を使用するとしても階段を上昇する必要がある。また、地

震後の火災等において非常用エレベーターを使用できない場合、多数の避難者の

いる階段を通って消防活動を行う可能性も考えられる。多数の在館者が存在する

施設において、避難行動と消防活動が双方に与える影響を考慮した避難計画及び

消防活動が必要と考えられる。多層階の階段における群集の流動性状について、

実験 1–5 や調査 6–11、計算 12, 13 を通し、これまで研究が行われてきたが、上記の様

な状況について検討したものはない。両者を横断した評価方法作成のためには基

礎資料として実態を把握する必要がある。 

第68回全国消防技術者会議資料（令和2年11月26日）
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本研究は、階段における避難者による群集流動と消防隊による消防活動の相互

影響を、実空間を用いた被験者実験に基づき実証的に把握することを目的とす

る。本報では、実験により得られた上昇する消防隊の移動速度ならびに降下する

避難者の流動量に基づく各移動状況の解析を通して、相互影響の把握を行う。 

 

2. 階段避難時消防活動実験 

2.1 実験概要 

本実験は、階段における避難群集と消防隊の移動状況を把握することを目的と

する。このため、多層階を有する施設の火災避難時を想定し、実際の建築物内に

おいて避難者と消防隊 1 隊 （4 名）の両者に階段を移動させた（表 1）。なお、

設計時の避難安全性が担保されている場合、火災発生時における実際の避難にお

いても火災による延焼拡大は防火区画により抑制され、安全区画の先にある避難

階段を通過する多くの避難者は火や煙の影響が少ない状況で避難することが予測

される。この前提のもと、本実験では、火煙の影響を受けずに避難する状況を想

定する。 

実験日時：2017 年 10 月 17 日（火）9:00〜17:00 

実験場所：消防研究センター総合消火研究棟 屋内階段（図 1） 

実験空間である消防研究センター総合消火研究棟の屋内階段（踏面

290 mm、蹴上 177 mm、蹴込 18 mm）は階段幅 1200 mm、踊り場幅 1300 

mm を有し、高層建築物等不特定多数の在館者を有する建築物における

階段幅および踊り場幅の最低寸法である 1200 mm の幅を有する。 

被計測者：消防隊 8 名（横浜市消防局）/避難者（40 歳以下の成人健常者）72 名 

本実験は、階段における群集流動を再現するため、歩行に支障のな

い成人健常者を一般より募集し、選定した。 

2.2 実験方法 

実験では、避難者と消防隊両者の移動方向に加えて、避難者の流動形態および

階段占有状況と消防隊の活動内容を実験条件として設定し、状況設定に従い組み

合わせた（表 1）。実験手順として、以下の①〜④を実験全体の総試行回数とし

て 35 回繰り返し、状況をビデオカメラ撮影により記録した（図 2）。 

①  避難者と消防隊を所定の階まで誘導する。 

②  避難者と消防隊を初期位置に整列させる。 

③  合図とともに避難と消防活動を開始させる。 

④  避難者と消防隊員の全員が避難階と火災階の階段室を退出した後、合図によ

り実験を終了する。 
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2F と 3F の避難者が合流する場合、踊り場において両避難者の先頭を合流させ

るため、2F 避難者への実験開始の合図は、3F 避難者の先頭が両階の中間踊り場

の中央「開始判断ライン」通過時に行った（図 1）。また、避難者と消防隊の両

者が移動する場合は、両者の階段室入退室がお互いに影響を与えない様、避難者

が階段を降下し終わる前に消防隊が階段の段部に到達する必要がある。消防隊初

期位置の直近に設定した中間踊り場中央の「開始判断ライン」を避難者が通過し

た時に消防隊に開始の合図を出した。各隊員は、個人装備（防火上衣・防火ズボ

ン・防火靴・防火手袋・防火帽）6.5 kg を完全着装状態とし、このほか空気呼吸

器（面体・ボンベ）10 kg1 式、小綱 0.5 kg 1 本を必ず身につけた（図 3）。消

防ホース等の資機材は隊内で分担して運搬した。 

 

図 1 被計測者の初期位置と実験開始のタイミング 

 

 

合流の有無 階段内移動状況 移動方向 活動内容 移動方向

A1 消防隊のみによる移動 - - - 移動のみ 1F→3F 2

B1 なし 3F→1F 4

B2 あり 3F+2F→1F 2

C2 なし 3F→1F 2

C4 あり 3F+2F→1F 2

D1 なし 3F→1F 1F→3F 3

D2 3

D3 内側1列 3

E 静止避難者への消防隊の突入 あり
静止

（2列で整列）
3F+2F→1F 移動のみ 1F→3F 2

F1 鉛直方向に敷設 1

F2 階段に沿って敷設 1

避難者と消防隊の対向（すれ違い）
あり

消防隊によるホース敷設 なし

避難者のみによる移動 -

避難者と消防隊の対向（交錯）

ケース 状況設定
避難者 消防隊

自由歩行

自由歩行 移動のみ 1F→3F

-

試行回数

1F→3F

1F→3F3F+2F→1F

3F→1F外側1列

外側1列
移動のみ

表 1 実験条件一覧 
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図 2 実験映像例 

 

  

 

 
図 3 消防隊員の装備及び運搬資機材 

A1 消防隊のみ B1,2 避難者のみ C1,2 対向（交錯） D1,2 対向（すれ違い, 避難者外側1列）

E 静止避難者への消防隊突入 F2 ホース 敷設（階段沿い）D3 対向（すれ違い, 避難者内側1列） F1 ホース 敷設（鉛直方向）

資機材 隊にける運搬総数 重量（1つあたり） 重量（合計）

消防ホース　口径60㎜ 2 9.0kg 18.0kg

消防ホース　口径40㎜ 2 6.0kg 12.0kg

エンジンカッター 1 11.0kg 11.0kg

携帯投光器（ライト） 2 1.4kg 2.8kg

ホース搬送バンド 1 0.5kg 0.5kg

双口媒介 1

縮小媒介（65㎜→40㎜） 2

ガンタイプノズル 1 2.4kg 2.4kg

ロープ　30ｍ 1 3.0kg 3.0kg

4.0kg(1式) 4.0kg
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3. 避難者の流動量と消防隊の移動速度 

実験において上部より撮影した映像を用いて、階段内を移動した避難者および

消防隊の移動状況を観測する。開口部と踊り場ならびに段部と踊り場の境界を計

測断面 L とし、当該断面における被計測者の通過時刻を抽出する（図 4）。通過

時刻を用いて、各分析で必要とする避難者の流動量および消防隊の歩行速度を測

定する。 

 

 

図 4 被計測者の通過計測断面 L 

 

3.1 消防隊の移動速度 

消防隊が階段室に進入してから火災階で退出するまでの時間に基づき試行毎に

算出した移動速度を平均し、各ケースにおける消防隊の移動速度[m/s]を算出し

た（図 5）。計算に用いた移動距離は段部と踊り場の合計とした。階段段部につ

いては段鼻同士を結んだ斜め方向の距離を用い、踊り場については形状に沿って

直角に描いた線上の距離を用いた。なお、消防隊が階段内側もしくは外側を通る

場合はそれぞれの端から幅の 4 分の 1 の距離を保った線上、その他の場合は階段

中央を経路とした距離を用いた。 

全ケースの中で、単独で移動する A1 が最も高くなる。避難者がおり消防隊が

移動のみを行う他のケースと比較して、D3 を除き、直線の場合で少なくとも

0.17 m/s 高くなる。消防隊の移動速度に対する避難者の影響が見て取れる。D3

は A1 とほぼ同様の値をとり、避難者が外側を 1 列で移動する D1、D2 より高い。

D3 では避難者が階段内側を 1 列で移動したため消防隊は外側を移動した。消防隊

員より階段外側の方がボンベ等の避難者への接触を避けやすく移動しやすいとの

報告があったことからも、階段外側の移動が避難者による速度低下を軽減したと

言える。 

L 1

L 1.2

L 1.4 L 1.6

L 2.2

L 2.4 L 2.6

L 1.8

L 2

L 2.8

L 3
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ホースを敷設する F1、F2 の移動速度は敷設方法による大きな違いはない。ま

た、避難者が同様に外側を 1 列で降下し消防隊は移動のみ行う D1、D2 と比較し

て速度が低くなる。両者の平均値を比較すると敷設により 0.10 m/s 程の低下は

生じる可能性がある。 

3.2 避難階到達時における避難者の流動量 

各ケースについて、計測断面 L1.2 における１秒ごとの通過人数を用いて、1 階

踊り場に到達した避難者の平均流動量を算出した（図 5）。B1、B2 以外の消防隊

が活動を行なった条件については、消防隊が 1 階段部に進入してから 3 階踊り場

に到達するまでの値として、消防隊の最後尾が L1.2 を通過後、先頭が L2.8 を通

過するまでの値を求めた。これにより、避難者が階段降下中に消防隊全体の移動

による影響を受けている状況下での値を求めた。 

 

 

図 5 1 階踊り場における避難者の平均流動量 

 

消防隊員が活動を行ったケースにおける流動量は、避難者のみが移動する B1、

B2 における流動量よりも低い。避難者の流れが消防隊員の活動の影響を受けたこ

とがわかる。避難者が階段内側を 1 列で移動する D3 の移動速度は、避難者と消

防隊員の両方が階段で移動する条件の中で最も高かった。一方、避難者が自由歩

行を行う C4 の流動量は、1 列で移動する D2、D3 の流動量よりも高い。C4 では、

消防隊は自身の移動経路を作るため避難者をよせる必要があり、その間は避難者

の流れが低下する。しかしながら、消防隊の通過後、避難者は自由に歩くことが

できることから、消防隊が通過した後に流動量が回復したと考えられる。 
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消防隊員が階段の内側に沿ってホースを敷設した F2 の流動量について、避難

者と消防隊の同じ経路で移動し消防隊が移動のみ行う D1 および D2 との差は見ら

れない。一方で、F2 の移動速度は、避難者と消防隊の移動経路が同じ D1 および

D2 よりも 約 0.1m/s 低い。両条件は活動時における消防隊の上階への移動状況が

近く流動量に差が見られないことから、階段沿いにホースを敷設したことによる

避難者の流動への影響は小さく、移動速度の低下はホースの敷設作業によるもの

と考えられる。なお、F1 の流動量には、D1 および D2 との差が見られた。映像よ

り、F1 では階段内側で鉛直方向にホースを伸ばす際に消防隊員が上下階に分かれ

てホースを保持するため、階段沿いに移動しながら敷設する F2 と比較して消防

隊員が上下階に分散していた。F1 において、一定箇所に留まり作業する際、避難

者の移動を阻害し避難階における流動の低下が生じた可能性がある。 

実験条件として、合流の有無で異なる B1 と B2、C2 と C4 ならびに D1 と D2 を

それぞれ比較すると、B1 と B2 における流動量の間に差が生じている。B1 では、

2 階における合流がないことで、3 階からの避難者が B2 と比べて円滑に移動でき

たことが要因として考えられる。 

3.3 各計測断面における避難者の流動量 

各ケースについて計測断面毎に避難者の平均流動量を求めた（図 6）。各計測

断面における避難者の合計通過人数を通過に要した時間で割ることで算出した。 

合流なしと合流ありの場合のいずれについても、全ての計測断面において避難

者のみが移動するケース B は、避難者と消防隊両者の移動が同時に行われるケー

ス C、D を上回る。避難者が階段を降下する中、逆方向から消防隊が階段を移動

することで避難者の流動量が低下することが確認できる。消防隊が移動するケー

スを比較すると、合流が生じない条件間において C2 の流動量は D1 より高く、合

流が生じる条件間において C4 の流動量は D2 および D3 の流動量より高い。上記

のケースはいずれも消防隊が避難者と反対方向から階段を上昇するが、このうち

C2、C4 では避難者が自由歩行状態であることから、消防隊が避難者を端によせな

がら移動する必要があった。道を譲った避難者の流動にはボトルネックが生じ流

動量が低下したが、消防隊通過後は自由歩行が可能となったことから避難者の流

動量は回復したと考えられる。一方、D1、D2、D3 では、予め 1 列で移動をしてお

り、消防隊が階段を上昇する経路が確保されているため、避難者が消防隊のため

に道を譲る必要がない。消防隊の移動による混雑は生じず、消防隊員の通過が避

難者の流動に与える影響は極めて小さいと言える。避難者が階段を 1 列で進むこ

とで自由歩行時よりも流動量が減少し、C2 より D1、C4 より D2 および D3 の流動

量が低くなったと考えられる。 
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合流なし   

合流あり   

ホース敷設  

図 6 各計測断面における避難者の平均流動量 

 

ケース B2、C4、D2、D3 では、 2 階踊り場において 3 階から段部を降下してき

た避難者と開口部から入室してきた避難者による合流が生じ、2 階開口部 L2 と 2

階 L2.2 から上の計測断面において流動量の低下が見られる。なお、流動量低下

の傾向は条件によって異なる。B2 および C4 の 3 階開口部 L3 における流動量は、

合流後の 1 階から 2 階への流動量よりも高い。対して、避難者が 1 列に並んだ他

の条件（D2、D3）における 3 階の流動量は合流後の流動量よりも低い。避難者が

自由歩行を行う B2 および C4 では、3 階からの避難者全員が滞留発生前に 3 階踊

り場に入ったことを映像により確認している。このため、L3 における流動量は減

少しなかったと考えられる。避難者が 1 列で移動する D2 および D3 では、避難者
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は 1 人ずつ並んで移動するため、2 階で合流が発生する前に 3 階踊り場に入るこ

とができず、減速や停止が生じたことを映像により確認している。B2 と C4 の間

の流動量にも差が見られ、C4 の流動量は、すべての計測断面において B2 の流動

量よりも低かった。C4 では、消防隊が階段を移動したため、2 階の踊り場の合流

に加えて消防隊と避難者の対向によって混雑が発生し、これにより流動量が低い

状態が維持されたと考えられる。避難者が自由歩行を行う場合、合流に加え対向

する消防隊の通過が避難者の流動量を低下させる要因となることが確認できる。 

合流箇所となる 2 階踊り場通過後の計測断面 L1 から L1.8 において、B2、C4、

D2、D3 いずれのケースにおいても計測断面による流動量の変化は見られない。当

該断面について、それぞれ合流のない B1、C2、D1 と比較すると、C4 のみ合流のな

い C2 よりも流動量が高くなる。B2 における流動量は B1 より低く、C4 はさらに低

くなることから、C2 の流動量は 2 階層の合流のみによる影響ではない。合流状況

下における消防隊の移動により、2 階踊り場において C2 以上の滞留が生じたこと

や、C4 においては消防隊が 2 階踊り場を通過後、L2.2〜L2.8 の避難者の流動が影

響を受けている間も 2 階開口部から避難者が供給されるため、L1.8〜L1 の流動量

が C2 よりも確保されやすいことが要因と考えられる。また、避難者が 1 列で移動

する D1、D2、D3 の当該断面における流動量はいずれも同様の値を示している。合

流下階の流動量について、合流、消防隊の移動ならびに作成する列の違いが与える

影響は見られない。 

消防隊がホースを敷設する F1、F2 では 2 階踊り場における合流はなく、避難

者全員が 3 階から止まることなく階段室に入った。このため、B1、C2、D1 同様、

L2 以上と L1.8 以下の計測断面における流動量の間に差はない。加えて、F1、F2

いずれの流動量も、同じく避難者が外側 1 列で移動する D1 の流動量と同様の値

をとる。避難者の流動量について、ホースの敷設による影響は見られない。 

 

4. 避難群集と消防隊の相互影響 

同じ階段において避難群集の降下と消防隊の上昇が行われる際、避難群集の歩

行状況とそれに伴う消防隊の移動経路によって両者の移動効率が異なることが示

唆された。 

避難者が自由歩行する場合においては、消防隊員が活動を行った条件での流動

量は、避難者のみが階段を降下した条件よりも低かった。避難者が消防隊のため

に道を空けたことによる流動量の低下は、消防隊通過後には解消するが、その間

に避難者の流動量は減少し、通過に要する時間は増加する。消防隊員の活動が避

難者の流動量を低下させる要因となる。 
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また、避難者が階段内側もしくは外側に沿って降下する場合と自由歩行する場

合の流動量は、合流および消防活動の有無に関わらず自由歩行の方が高い。実験

で使用した階段室の 1 階出入口と階段幅はほぼ同じであったことから、出入口の

幅による影響ではなく、避難者の移動効率によるものと考えられる。消防隊の階

段上昇中における 1 階到達時の避難者の流動量は自由歩行と 1 列歩行の場合でそ

れぞれ同様の値となる。両者による流動量の差は約 0.1 人/s となり、極めて大き

な差とは言えない。一方で、消防隊の移動速度は避難者が 1 列歩行する場合の方

が合流の有無に関わらず高い傾向にある。両者の移動経路を明確に区分した方

が、避難者と消防隊員が同時に階段を使用する場合、避難者の混雑予防と消防隊

の活動効率を考慮した方法と言える。 

ただし、消防隊員の移動速度は、避難者の群集が降下する際、消防隊が階段の

外側に沿って移動するか内側に沿って移動するかによって異なる。消防隊が階段

外側に沿って上昇し、避難者が内側に沿って降下する条件における消防隊の移動

速度は、避難者と消防隊が同時に階段内を移動する他の場合よりも速いことに加

えて避難者がいない場合の速度に近似している。階段外側を移動することで、消

防隊にとっては、自身や資機材が避難者に接触せずに通過するための空間的余裕

が生じるとともに接触の不安が緩和され、心理的にも移動しやすくなる。このこ

とから、消防隊が移動のみを行う際、避難者が内側を使用し、消防隊が外側を使

用することで、避難者は滞留なく消防隊は上昇速度の低下を抑制し、円滑に移動

することが可能となると考えられる。なお、ホースの敷設は敷設距離や手すりへ

の設置等を考慮し階段内側とする可能性が高い。避難者が 1 列歩行する場合にお

いて、階段内の各箇所通過時における平均的な流動量にホースの敷設方法による

差は見られない。ただし、鉛直方向にホースを伸ばして設置する場合、作業場所

における避難者の流動量が、敷設作業中に、階段に沿って床上に設置する場合よ

りも一時的に低下する可能性がある。実験では、1 階踊り場と上階へ続く段部に

留まって敷設作業をする際に、体の向きや動かし方によって避難者の移動経路を

狭めたと考えられる。1 列歩行する避難者の移動効率を維持するためには、可能

な限り流動を阻害しない様、作業時の動き方に留意することも重要となる。 

現在の避難計画及び消防活動では反映されていない両者を横断した評価方法

も、今後、必要となることが予想される。本研究の結果は、多数の在館者の避難

により混雑が予想される階段における避難群集の流動と消防隊活動の相互影響を

考慮した避難計画と消防活動に資するものと考えられる。 
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4. まとめ 

本研究は、階段における避難群集の流動と消防隊による消防活動の相互影響を

把握することを目的とし、実空間において、避難群集と消防隊員を移動させる被

験者実験を実施した。実験により得られた階段を上昇する消防隊の移動速度と階

段を降下する避難者の流動量に基づき、両者の相互影響を把握した。 

 

（1）階段室内において避難者の降下中に消防隊が活動を行う場合における避難

者の流動量は、その歩行状態に関わらず避難者のみが降下した場合の流動

量よりも低下する。 

（2）消防隊が階段を上昇し、避難者が階段を 1 列で降下する場合、避難者が階

段内側で列を作った場合と外側で列を作った場合における避難者の流動量

に差は生じない。 

（3）消防隊員が階段内側に沿ってホースを敷設する中で階段外側を 1 列で降下

する避難者の流動量は、消防隊が階段上昇のみを行なった場合と比較して

変化はない。 

（4） 消防隊員が階段内側でホースを鉛直方向に伸ばして設置する中で避難者が

階段外側を 1 列で降下する場合、階段内の各箇所通過時における平均的な

流動量にホースの敷設方法による差は見られないが、避難階となる 1 階に

到達する際の避難者の流動量は、階段内側に沿ってホースを床上に敷設す

る場合よりも一時的に低下する可能性がある。 

（5）階段室内において避難者の降下中に消防隊が移動のみ行う場合における消

防隊の移動速度は、合流の有無に関わらず避難者が 1 列で降下する場合の

方が自由歩行で降下する場合に比べて高い傾向にある。 

（6）避難者が階段内側に沿って 1 列で降下し消防隊員が階段の外側に沿って移

動する場合における消防隊の移動速度は、避難者と消防隊員の両方が移動

する他の場合における移動速度よりも高くなる。 

（7）避難者が階段外側に沿って 1 列で降下する間に消防隊が階段内側を上昇し

ながら消防ホースを敷設する場合における消防隊員の移動速度は、避難者

が同様に 1 列で降下し消防隊が階段上昇のみを行う場合の速度よりも低く

なる。 
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粉末消火器による液体火災の消火成功条件 

 

消防庁消防研究センター  尾川義雄 

東京理科大学大学院国際火災科学専攻  山内幸雄 

消防庁消防研究センター 久保田勝明 

神戸大学都市安全研究センター  北後明彦 

  

１．はじめに 

1.1 背景 

 火災は、時間の経過とともに拡大する。火災の規模が小さいうちに対応すれば容易に

消火することができるが、対応が遅れるほど消火は困難になる。火災を発見したら、初

期のうちに確実に消火することが重要である。本研究は、この初期消火に有効な消火器

の使い方に関するもので、特に液体火災に対して、消火薬剤をどのように放射すれば確

実に消火することができるかという、消火が成功するための条件を検討したものである。 

消火器に用いられる消火薬剤には、適応する火災により、水、酸アルカリ消火剤、強

化液、泡、ハロゲン化物、二酸化炭素、粉末があり、このうち粉末消火器が生産本数の

90 %以上を占めている 1)。 

日本で使用されている粉末消火器（以下、単に消火器と呼ぶ）には、「1安全栓を引き

抜く；2 ホースをはずし火元に向ける；3 レバーを強く握る」という起動方法が表示さ

れており、起動が簡単にできる。一方、消火薬剤をどのように放射するかという消火方

法については、消火器本体には何も示されていない。  

消火器の取扱説明書には、消火方法として「火元を狙って掃くように放射する」とい

う説明が記載されているが、「掃くように」という表現では、どのように消火器を操作

して消火薬剤を放射すればよいのかということはわからない。 

消火薬剤をどのように放射するかという消火方法は、火炎の規模と消火薬剤の拡がり

との関係により異なるものになる。例えば、図 1に示すように、放射される消火薬剤の

拡がり（散布幅）に比べて、火炎の規模（燃焼面積）が小さければ、消火薬剤が一度に

燃焼面の全体に行き渡り、容易に火炎を消滅させることができる。一方、火炎の規模（燃

焼面積）が大きい場合には、放射された消火薬剤は燃焼面全体を覆うことができなくな

り、消火薬剤の散布幅を超える部分に火炎が残る（以下、残火という）。 

燃焼面積が消火薬剤の散布幅より大きい場合、全ての火炎を残らず消すには、消火器

のノズルを動かして消火薬剤を残火に向けて放射する必要がある。しかし、液体火災の

場合、炎が消えても可燃性ガスの蒸発は止まらないので、消火薬剤がかからなくなると

（残火を火種として）すぐに再着火して元の状態に戻ってしまう。しかも、消火器の放

射時間は限られているので、その間に残火を消滅させるためには技術が必要とされる。 
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図 1 消火薬剤の散布幅に含まれる領域の火炎が消える 

  

消火器に関する従前の研究のうち、消火薬剤が火炎をどのように抑制するのかという

化学的な消火機構に関する研究 2 - 4)、消火薬剤ごとの消火性能を評価し、燃料に応じて

消火に必要となる薬剤の量を調べる研究 5 - 7)などが数多く行われている。一方で、「消

火薬剤を火炎のどの位置に放射して、全体を消火するか」という消火器による消火方法

に関する研究を行った例は少ない。 

Shoub et al.8) は、消火器の性能を評価するための標準火源を決める目的で行った研

究の中で、液体火災の最も効果的な消火方法は、一度に燃焼面の全面を覆うように消火

薬剤を放射することであると述べている。しかしながら、燃焼面積が散布幅より大きい

場合に、消火薬剤をどのように放射すべきなのかということについては言及されていな

い。 

山鹿 9) は、消火器を使って消火作業を行った経験のない 50 人の被験者を使った消火

実験を行っている。この実験の中で、山鹿は「炎が手前の縁に残り易いので、始めの濃

いうちに手前を消し、その後に粉末の雲で前方に押して行くことが効果的である」と消

火方法を教示している。しかしながら、その根拠についての説明はなされていない。 

1.2 研究の目的と方法 

本研究は、以上のような背景のもとで実施したもので、燃焼面積が消火薬剤の散布幅

より大きい液体火災に対して、消火薬剤をどのように散布すれば消火に成功するのかと

いう消火方法とその根拠を明らかにすることを目的とする。ここで、消火成功とは、消

火薬剤の放射により全ての火炎が消えて残火が無い状態になること、消火失敗は、（消

火薬剤の放射が終わったときに）残火がある状態であることをそれぞれ意味する。 

研究は、人が消火器を操作してヘプタン火皿の火炎の消火を試みる消火実験を主体に

して、以下の二つの段階を踏んで行った。 

(1) 被験者による消火実験 

 分析の方法を検討する目的で、被験者を使って消火実験を行い、単純に火皿を上から

見たときの消火薬剤の散布範囲（水平方向の振り幅）と消火成否の関係を調査した。 

(2) 消火薬剤の直接散布範囲と消火成否の関係の調査 

 被験者を使った消火実験の結果を踏まえて、消火薬剤が直接散布される範囲を詳細に

測定し、消火成否との関係を調査した。 
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２．実験方法 

2.1 実験装置 

(1) 実験場所 

 25 m×25 m×高さ 22 m の排煙処理施設付きの屋内実験場内で実験を行った。実験中

は、火炎から発生する煙を処理するために排煙集塵機を稼働させた。その際、床面付近

で流速 2 m/s 程度の気流が生じるが、燃焼速度への影響はなく、近傍における消火薬剤

の散布範囲への影響も認められないので、消火の成否に与える影響はほとんどないと判

断した。 

(2) 消火器 

a 消火器の型式 

一般的で容易に入手できる、蓄圧式粉末（ABC）消火器 10 型を用いて実験を行った。

放射時間は 14 秒である。 

b 消火薬剤 

リン酸二水素アンモニウムおよび硫酸アンモニウムを主成分とする粉末で、薬剤の重

量は 3.0 kg である。 

c 消火能力 

燃焼表面積 1.4 m2の正方形火皿（消火器の技術上の規格を定める省令 10)（以下、消

火器省令という。）に定める B 火災に対する試験に用いる 7 番模型）が消火できる能力

（能力単位 B-7）を持つ。 

d 消火薬剤の散布幅 

ノズルから放射された消火薬剤は、容器中に圧縮されて入っていた気体（窒素）の噴

流に乗って空気中を進む。一般に、空気中を進む噴流は、周囲の空気を巻き込みながら

進むので、その直径は距離を進むにつれて一定の割合で増大し、円錐状の軌跡を描くこ

とが知られている 11)。 

本研究で使用した消火器を用いて、高さ 3 m から鉛直下向きに放射実験を行い、放射

された消火薬剤を含む噴流が円錐状に広がり、ノズル位置から距離 L [m]進んだ位置で、

円錐の直径が 0.20×L [m]となることを確認した（図 2）。ここで、消火薬剤を含む噴流

が描く円錐を、円錐状の消火剤軌跡と呼ぶことにする。 

放射された消火薬剤

の円錐状の軌跡 消火器の

ノズル

L

0.20 x L

 

図 2 放射された消火薬剤の形状と直径 
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(3) 火源 

a 火皿 

燃焼表面積 0.8 m2の正方形火皿（消火器省令に定める B火災に対する試験に用いる 4

番模型）10)を使用した。消火器の取り扱いに慣れていない人を対象にしているので、消

火器の消火能力を評価するときに使用する 7番模型（1.4 m2）よりも小さい 4 番模型を

選定した。 

b 燃料 

n-ヘプタン（分子式 C7H16、分子量 100.2、引火点 - 7 ℃、沸点 98.4 ℃）を用いた。 

c 燃料量 

実験 1回につき 6 L(リットル)を用いた。燃料面高さが火皿上部から 15 cm になるよ

うに水を入れて調整した。着火から 40 秒で安定した燃焼状態となり、着火後 2.5 分ま

で火炎の状態に変化が無いことを確認した。 

図 3は、実験に使用した火災模型の模式図である。火皿は深さ 30 cm の正方形（89.4 

cm×89.4 cm）の容器で、通常は底から 12 cm 程度の深さまで水を張り、その上に液体

燃料を浮かせて使用する。容器の底には 8 cm の高さの足がついているので、容器上面

の高さは床から 38 cm となる。 

この火災模型において留意すべき点は、燃料の位置である。標準とされる量 10)（3 cm

厚、24 L）の燃料を入れたとき、容器上面から 15 cm 下がったところに燃料表面が位置

することになる。（我々の実験では燃料の量が標準量より少ないが、水の量を調整して、

燃料表面の高さが容器上面から 15 cm になるように調整した。）そのため、消火器ノズ

ルの高さを 90 cm と仮定すると、容器正面から水平距離 2 m の位置から容器内に向けて

消火薬剤を放射したとき、容器正面の壁の影になる燃料面に、幅 40 cm ほど消火薬剤が

直接散布されない領域が生じる（図 4）。 

(4) 計測項目 

a 消火時間 消火開始から消火終了までの時間を消火時間とした。 

b ノズル位置と消火剤噴流の方向 消火器のノズル位置（P1）と、消火剤噴流（円錐

軌跡）の中心軸が火皿手前の壁を含む面と交差する点（P2）それぞれの三次元座標を、

火源上方と側方から撮影された二つの同期画像を用いて、0.2 ～1.0 秒の時間間隔で読

み取った。なお、火皿の壁の厚さは 3 mm で、その厚さが計測値に与える影響は無視で

きる。 

 

図 3 実験に使用した火皿（燃料面積 0.8 m2） 
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床面直接散布され

ない領域

火皿の壁

燃料面

放射された消火

薬剤の拡がり

 

図 4 火皿手前の壁により消火薬剤が直接散布されない領域 

 

2.2 実験の手順 

実験の手順は次のとおりである。①燃料を火皿に入れる。②パイロットバーナーで燃

料に点火し約 1分間予燃させる。③火炎が安定した状態であることを確認し、消火器で

消火作業を開始する。 

2.3 消火薬剤の直接散布範囲の計測方法 

放射された消火薬剤は、白色の濃煙となって拡がり、火皿の全体が白煙で覆われてし

まう（図 5）。そのため、消火薬剤が燃料面のどこに当たったのかを目視で観測すること

は極めて困難である。このような状況の中でも、消火剤噴流の噴出口（ノズル）から火

皿に到達するまでの経路は観測できる。そこで、火源上方と側方から撮影された二つの

ビデオ映像から噴流経路の空間位置（xyz座標）を計測して、白煙の下で消火薬剤が燃

料面のどの位置に散布されているのかを推測することにした。 

図 6 は、消火剤噴流の経路と散布範囲の関係を示す模式図である。出発点（ノズル）

の位置 P1 と、消火剤噴流（円錐軌跡）の中心線が火皿手前の壁を含む面と交差する点

P2が計測点である。この P1と P2を結んだ直線の延長線が、燃料面と交わる点を P3 と

する。放射された消火剤噴流が 0.20×Lの円錐状に拡がると仮定すると、この円錐と燃

料面が交わる断面は幾何学的に定まる楕円の交線を描く。これを水平方向の交線と呼ぶ。  

 

 

図 5 消火薬剤の白煙が火皿を包み詳細な観察が困難になる 
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図 6 放射された消火薬剤の散布範囲（燃料面における水平断面および火皿壁を含む面にお

ける鉛直断面） 

 

図 6 の平面図に示すように、容器の壁の影になって消火薬剤が直接散布されない領域

を除き、水平方向の楕円交線と延長線上にある扇状の領域を併せて、消火薬剤が直接

散布された範囲（直接散布範囲）と見なすことにする。また、図 6の正面図に示すよ

うに、消火剤噴流（円錐軌跡）が火皿手前の壁を含む面（鉛直面）と交わる断面が描

く図形を鉛直方向の交線と呼ぶことにする。水平方向の交線と同様に楕円形となる。 

 

3. 実験結果 

3.1 被験者による消火実験 

被験者は、防災に関わる学術関係者または技術者の 15 人である。消火器の製造や試

験に関わる人は含まれていない。被験者には、消火方法について何も説明せず、消火作

業をどの位置から開始してどのように行うかについては、被験者の意思に任せた。消火

作業時、火炎からの熱を防護する防火服を着用せず、通常の衣服で実験を行った。これ

らの条件は、消火器による消火作業は事前に準備して行うものではないことを反映した

ものである。なお、本節で分析した実験ケースには、日本火災学会消火の科学技術に関

する専門委員会で実施した被験者実験 12)の一部が含まれている。 

図 7に示すように、消火剤噴流の水平方向の楕円交線はノズルを動かすにつれて、燃

料面を移動する。その最も左寄りの点の接線から最も右寄りの点の接線までの距離のう

ち火皿の横幅に含まれる距離を有効振り幅とした。この有効振り幅を火皿の横幅で除し

た比率を振り幅率と定義し、実験結果を整理した。振り幅率 100 %というのは、見かけ
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上、消火薬剤が火皿の全面を横切って散布されたことを意味する。これが 100 %未満の

場合、火皿（燃料面）の左側または右側に消火薬剤が直接散布されなかった領域が残っ

ていることを意味する。実験により得られた振り幅率と消火成否の関係を表 1に整理し

た。繰り返し実験を行っている人がいるので、サンプル数（n）は被験者数+2 となって

いる。 

 

 
図 7 ノズルを左右に向けた時の消火薬剤散布領域の断面と振り幅率の定義 

 

 

表 1 振り幅率と消火の成否（17 ケース） 

 

 

表 1 を見てわかるように、振り幅率 100 %未満で消火が成功することはなく、振り幅

率 100 %が消火成功の必要条件のように見える。ただし、サンプル数が少ないので直ち

に結論を出すことはできない。次節以降、振り幅率だけでなく、消火薬剤の直接散布範

囲の影響を加味して、消火成否の要因の分析を進める。 

3.2 消火薬剤の直接散布範囲と消火成否の関係の調査 

水平方向だけでなく、消火剤噴流の鉛直方向の位置関係、特に火皿の壁との関係は、

消火の成否において重要な意味を持つ。そこで、3.1 と同様の方法で消火実験を行い、

噴流の鉛直方向の位置関係を含めて、消火薬剤が直接散布された範囲を詳細に測定し、

火皿

ノズルを最も
左に向けた

時の断面

ノズルを最も
右に向けた

時の断面

振り幅

火皿の幅

有効振り幅

振り幅率 = 
有効振り幅

火皿の幅
X 100 (%)

成功 失敗 合計

振り幅率
 = 100 %

5 10 15 33 %

振り幅率
 < 100 %

0 2 2 0 %

振り幅率の値
ケース数

消火成功率
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消火成否との関係を調査した。 

被験者を使った消火実験のほか、特定の人があらかじめ定めた条件で繰り返し行うこ

とにより、総計 66 ケースの実験を行った。この中から、有効にデータを取得すること

ができたケースを選び、以下の 3 項目をパラメータとして、消火成否の要因を分析した。 

 

・消火薬剤の水平方向の散布範囲（振り幅率） 

・消火剤噴流の鉛直方向の位置関係（火皿の壁に衝突する割合） 

・ノズルから燃料面上の最遠点までの直線距離 

 

(1) 振り幅率と消火成否の関係 

表 2 は、全 66 ケースについて、振り幅率と消火成否の関係を整理したものである。

表 2 で明らかなように、振り幅率が 100 %未満で消火に成功するケースは一件もない。

火皿（燃料面）の左側または右側の消火薬剤が直接散布されなかった領域に残火がある

ためと考えられる。これで、振り幅率 100 %が消火成功の必要条件であることが確認さ

れた。したがって、以降は振り幅率が 100 %であったケースに限って分析を進めること

にする。 

 

表 2 振り幅率と消火の成否（66 ケース） 

 

 

(2) 消火剤噴流が火皿の壁に衝突する場合の効果 

図 8は、実験により得られた消火剤噴流の水平方向の楕円交線（平面図参照）と、そ

れに同期する鉛直方向の楕円交線（正面図参照）を、時間ステップ毎に描画して作成し

た図である。時間ステップは、ノズルを振る速度に合わせて変更しているので、ケース

毎に異なる。図 8のケースでは、時間ステップは 1.0 秒である。平面図に消火薬剤の直

接散布範囲が図示されている。  

分析に使用したパラメータのうち、ノズルから燃料面上の最遠点までの直線距離、お

よび消火剤噴流が火皿の壁に衝突する割合それぞれの定義を図 9 に図示した。消火剤噴

流が火皿の壁に衝突する割合は、火皿の壁の上端高さを基準にして、消火剤噴流の鉛直

方向の楕円交線の下端の高さとの差（h）を求め、その値を楕円の上端から下端までの

距離（d）で割って%表示としたものである。消火剤噴流の一部が火皿の壁に衝突した場

合は正、壁の上を通過した場合は負の値とする。最小値を選ぶということは、楕円の下

成功 失敗 合計

振り幅率
 = 100 %

25 19 44 57 %

振り幅率
 < 100 %

0 22 22 0 %

振り幅率の値
ケース数

消火成功率
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端位置が最も高いものを選ぶことを意味する。 

図 8のケースは、消火に成功した場合の代表的なものである。消火作業開始とほぼ同

時に、消火剤噴流を火皿の左端に向け、4秒の時間をかけて右方向に振っていき、振り

幅率 100 %に達している。火皿の縦幅の 40 %ほどが、消火薬剤が直接散布されない領域

となっている。このケースの最も明らかな特徴は、鉛直方向の楕円交線と火皿の壁との

関係である。図で明らかなように、消火剤噴流の衝突割合の最小値は + 27 %で消火剤

噴流が最初から最後まで + 30 %程度の割合で連続的に壁に当たり続けていることがわ

かる。 

図 10 に、振り幅率が 100 %に達しているにもかかわらず、消火に失敗するケースの

典型例を示す。消火薬剤が直接散布されない領域は、火皿の縦幅の 30 %ほどである。消

火薬剤が直接散布された領域に着目して、図 8 と図 10 を比べてみると、直接散布範囲

の面積に大きな違いはないことがわかる。このケースの明らかな特徴は、やはり鉛直方

向の楕円交線に表れている。図 8のケースと同様に、消火作業開始とほぼ同時に消火剤

噴流を火皿の左端に向け、その後 4秒で右端まで振って、振り幅率 100 %に達している。

鉛直方向の散布範囲を見ると、消火剤噴流が火皿の壁に当たっているのは最初だけで、

後は壁の上端をかすめるか、壁の上を通過し（消火剤噴流が火皿の壁に衝突する割合(最

小値) = - 14 %）、消火薬剤が火皿の中に直接散布されていることがわかる。このよう

に、消火薬剤が燃料面に直接散布されるのが、消火が失敗するケースの典型的な特徴で

ある。 

図 8 のように消火剤噴流の一部が火皿の壁に当たってから散布されるケースで消火

が成功し、図 10 のように消火薬剤が燃料面に直接散布されると消火が失敗する；とい

う点については、それ以外の要素（距離の影響）を排除してから、さらに詳しく分析す

ることにする。 

 

1 2 3 4

Front View

直接散布さ

れない領域

Top View

1 2 3 41 2 3 4

火皿 火皿

水平断面

鉛直断面

直接散布

範囲

+27%

 
図 8 消火成功時の消火薬剤の散布範囲の例（水平断面および鉛直断面）（1秒毎の散布

範囲の位置を表示） 
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‐h

P1

床面

床面

燃料面
最遠点

d
+h

放射された消火
薬剤の火皿壁へ

の衝突割合

= h / d  x 100 (%)

消火剤の鉛直断面図

 
図 9 消火剤噴流の火皿壁への衝突割合（衝突割合がマイナスの値をとるときは、火皿

の壁に衝突しない）（上図）およびノズル（P1）から最遠点までの距離（下図） 

 

12 3 4

Front View

Top View

1 2
3

4
1 2

3
4

直接散布さ

れない領域
火皿

鉛直断面

火皿

直接散布

範囲
水平断面

-14%

 
図 10 消火失敗時の消火薬剤の散布範囲の例（1秒毎の散布範囲の位置を表示） 

 

 

表 3 最遠点までの距離と消火の成否（28 ケース。距離の範囲は 1.5～4.0 m） 

 

成功 失敗 合計

距離 <= 2.0 4 5 9 44 %

2.0 < 距離 <= 3.0 9 4 13  69 %

3.0 < 距離 1 5 6 17 %

ケース数最遠点までの

距離 (m) 消火成功率
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表 4 最遠点までの距離と火皿の壁に衝突する割合の最小値（28 ケース。距離の範囲

は 1.5～4.0 m） 

 

 

 

表 5 火皿の壁に衝突する割合の最小値と消火の成否（22 ケース。最遠点までの距離

は 3.0 m 以下） 

 
 
(3) 燃料面上の最遠点までの距離の影響 

振り幅率と同様に、ノズルから燃焼面上の最遠点までの距離も、独立して消火の成否

に影響する。表 3は、振り幅率が 100 %のケースに限り（n = 28）、最遠点までの距離

をパラメータとして、消火成功の頻度を整理したものである。表 3を見てわかるように、

最遠点までの距離が 3 m より大きいときは、それ以外の（3 m より小さい）場合よりも、

消火が成功する頻度（割合）が極端に低いことがわかる。最遠点までの距離が、消火器

の実効的な有効範囲を超えたためと考えられる。 

表 3において、最遠点までの距離が 2 m 以下のときに消火成功の頻度が低いように見

える。その要因は、表 4 に示した消火剤噴流が火皿の壁に衝突する割合の傾向に関係が

あると考えられる。表 4 からわかるように、最遠点までの距離が小さいとき（被験者が

火皿に近い場所から消火を試みる場合）、消火剤噴流の一部が壁に衝突する頻度が低く

なる傾向がある。壁への衝突の有無が消火成否にどのような影響を与えるのかというこ

とについては、次節で詳しく分析する。 

(4) 壁への衝突の有無が消火成否に与える影響 

振り幅率が 100 %のケースで、さらに燃料面上の最遠点までの距離が 3 m より小さい

場合に限って（n = 22）、消火剤噴流が火皿の壁に衝突する割合の最小値と消火成否の

関係を示したのが表 5 である。表 5 を見て明らかなように、22 ケース中 21 ケースの成 

衝突する
割合 > 0

衝突する
割合 <= 0 合計

距離 <= 2.0 3 6 9 33 %

2.0 < 距離 <= 3.0 9 4 13 69 %

3.0 < 距離 5 1 6 83 %

ケース数
最遠点までの

距離 (m)

衝突する
割合 > 0
となる率

成功 失敗 合計

衝突する割合
 > 0

12 0 12 100 %

衝突する割合
 <= 0

1 9 10 10 %

ケース数衝突する割合
の最小値

消火成功率
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図 11 消火成功時（左）と失敗時（右）の直接散布範囲と燃焼領域の関係 

 

否が火皿の壁に衝突する割合の正負で決まっている。これは、鉛直方向の楕円交線の中

に壁の上端より高いものが一つでもあると消火に失敗するということを意味する。 

消火剤噴流が火皿の壁に衝突する割合が正の場合、その数値範囲は 0 %から + 100 %

である。これが + 100 %の場合には、消火薬剤がすべて手前の壁に当たって、燃料面に

到達しないことを意味する。表 5の実験結果（衝突する割合の最小値 > 0 の 12 ケース）

の中にそのようなものはなく、最小値が + 3 %、最大値が + 38 %の範囲であった。 

 図 11 は、実験中に観測された燃焼領域と消火薬剤の直接散布範囲の関係を模式的に

示したものである。消火剤噴流の一部が火皿の壁に連続的に衝突する場合（図 11（左））

には、消火薬剤の水平方向の直接散布範囲が横に進むにつれて、燃焼領域が、自動車の

ワイパーで拭き取られるように、次第に狭くなり、火皿の隅に追い詰められて、ついに

は炎が消滅するようすが観測された。一方で、消火剤噴流が壁に当たらずに燃焼面に直

接散布される場合（図 11（右））には、消火薬剤の直接散布範囲の両側に炎がある状態

で、消火成功とはとても言えない状況であった。 

 

 

表 6 最遠点までの距離と消火の成否（振り幅率 100％で火皿壁に当たり続けている場

合の 17 ケース。距離の範囲は 1.5～4.0 m） 

 

 

成功 失敗 合計

距離 <= 3.0 12 0 12 100 %

3.0 < 距離 1 4 5 20 %

最遠点までの
距離 (m)

ケース数
消火成功率
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(5) 燃料面上の最遠点までの距離と消火成否 

確認の意味で、消火剤噴流の振り幅率が 100 %で、壁に衝突する割合が正の場合に限っ

て、最遠点までの距離の影響を整理したのが表 6である。表 6で明らかなように、これ

らの条件を満足していても、最遠点までの距離が 3 m を超えると消火成功率が極端に低

下することがわかる。 

 

3.3 消火が成功するための条件 

これまでの分析の結果をまとめると、消火が成功するための条件は、三つの条件が同

時に満たされることである。 

(1) 消火薬剤が燃料面の全面を横切って散布される 

(2) 消火剤噴流の一部が火皿手前の壁に連続的に衝突する 

(3) 燃料面の最も遠い点までの距離が限界値より小さい 

ここで、(3)の距離の制限に関して、実験結果では「3 m」という数値が得られたが、

あえて「限界値」と表現したのは、この数値が特定の火皿と単一の仕様の消火器を使っ

て得られたものなので、一般性に欠けると判断したことによる。本研究と同様の仕様の

消火器を使用して、消火器の取り扱いに不慣れな人が液体火災を消火しようとした場合

に、限界距離 3 m というのは現実性のある数値である。 

 

４．考察 

 実験結果のまとめとして示した消火が成功するための条件は、業務として消火器の性

能を試験している技術者は経験的に体得している事項であると思われる。しかしながら、

既存の研究の中で、それが明文化されたものを見つけることはできなかった。現実にも

のが燃えている火源を、消火器を使ってどのように消せばよいかということを論じた文

献も、すでに紹介した Shoub et al.8)と山鹿 9) のほかには見つからなかった。 

身近なテーマでありながら、研究が行われてこなかった理由の一つとして、消火薬剤

を火炎に向けて放射すると、燃焼物は一瞬で消火薬剤の雲に覆われ、その下で何が起き

ているのかを観測することが困難であることが挙げられる。観測できなければ、分析も

できないということであろう。 

本研究の特徴は、火皿と燃料面に対して消火剤噴流がどのように当たっているか把握

できるように、間接的な手法を開発し、消火薬剤が散布される場所とその経時変化を可

視化したことである。分析の結果わかったことは単純であるが、数々の課題も見えてき

た。 

消火剤噴流がノズルから射出された後、円錐状に広がりながら空間を進むという現象

は、流体力学の軸対称自由噴流という分野 11)で研究が進んでいる。噴流は、ノズルを出

た後、周囲の空気を巻き込みながら進むので、その流速と濃度は距離に反比例して低下

する。消火能力が流速や消火薬剤の濃度に依存するとすれば、ノズルから一定距離はな
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れた位置で、消火能力が失われるのは当然の帰結である。 

本研究では、消火薬剤が直接散布された場所だけを計測対象としている。消火剤噴流

は直接散布された場所から燃料表面や容器の壁に沿って流れ、他の場所にも至っている

と考えられるが、その計測は行っていない。 

特に理解しにくいのが、消火剤噴流の一部が火皿の壁に衝突したときの効果である。

消火剤噴流の一部が壁に衝突して、その後に容器の中に入る場合と、消火薬剤がどこに

も当たらずに容器内に直接散布される場合に、前者は消火に成功する；後者は消火に失

敗する；という大きな違いが生じるのはなぜか？この疑問に対しては、容器正面の壁の

影になって消火薬剤が直接散布されない領域における消火剤噴流の挙動について考察

する必要がある． 

消火剤噴流の一部が火皿の壁に衝突した場合、流体の流れに乱れが生じ、壁の裏側（直

接散布されない領域）に消火薬剤が拡散して、（燃焼中の領域から燃焼が止まった領域

への）炎の伝播（Flame spread）を阻止していると考えると説明がつく。消火剤噴流の

一部を連続的に壁に衝突させることにより、このような状態が保たれれば、散布領域を

横に動かしていくうちに燃焼領域が徐々に狭くなって、ついには炎が消滅するのである。 

壁に衝突せずに容器の中に直接散布された場合には、流れに乱れが生じないので、消

火薬剤が壁の裏側に拡散することがなく、そこを炎が自由に伝播して、消火薬剤の放射

が終わったときに炎が残ってしまうのである。 

 

５．まとめ 

消火器による液体燃料火災の消火方法を解明する目的で、消火薬剤の散布状況を間接

的に計測する手法を開発し、消火成否との関係を分析した。その結果、消火薬剤が燃料

面の全面を横切って散布される；消火剤噴流の一部が火皿の壁に連続的に衝突する；燃

料面の最も遠い点までの距離が限界値より小さい；の三つを同時に満たすことが、消火

成功条件であることを明らかにした。 

火炎中に放射された消火薬剤の消火性能については、定性的な理解にとどまっている。

自由噴流の挙動、噴流が部分的に壁に衝突した後の挙動、燃料面に衝突した後の挙動、

消火性能との関係などを定量的に明らかにするためには、流体力学にもとづく検討が必

要とされる。  

従来の消火訓練では、「1 安全栓を引き抜く；2 ホースをはずし火元に向ける；3 レバ

ーを強く握る」という消火器の起動方法の実践が主体になっているように思われる。こ

れだけでは、一般の人の技能は向上しない。本研究により明らかになった消火成功条件

を踏まえて、消火器の表示を改善し、効果的な消火訓練方法を開発して普及させれば、

一般の人の技能を向上させることができると考えられる。 
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には、被験者として協力いただいた。また、日本消防検定協会には、火皿を貸与してい

ただいた。ここに記して謝意を表します。 

 

付記 

 本発表は著者らが日本火災学会論文集で発表した内容 13)を紹介するものである。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

神戸市北区の土砂災害特別警戒区域における避難状況の調査及び分析について 

 

神戸市消防局 菊池 悠、小川隼平 

 

 

1. はじめに 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

察する。  

 

2. 調査方法（別添、依頼文及びアンケート用紙を参照） 

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

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

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

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

直接職員へ回答若しくはＦＡＸやネットアンケート等により回答を求めた。  

 

3. 調査地（神戸市北区）について 

（１）概 要 3） 

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

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

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

有馬温泉のあるいで湯のまちとして魅力を発信している。 

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

（２）北区の土砂災害（特別）警戒区域 6） 

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

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

神戸市内における土砂災害特別警戒区域の 8 割強は同区にある。 

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

・ 7 月 5 日 7 時 30 分 避難準備・高齢者等避難開始 発令 

   対象地域 神戸市内の土砂災害警戒区域（全域） 

・ 7 月 5 日 10 時 00 分 避難勧告 発令 

対象地域 東灘、灘、中央、北、兵庫区の土砂災害警戒区域 

・ 7 月 8 日 8 時 30 分 避難指示（ピーク時） 

対象地域 神戸市内 637 世帯 1318 人。 

（内、北区は 129 世帯（20.3％）、289 人（21.9％）。 

・   7 月 6 日 21 時頃 避難所への避難者が最多 

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

※。※一部不確定情報を含む。  

 

4.  結 果 

（１）回収状況（図 1）  

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

43.3％であった。  

図 1 アンケート実施状況  

 

 

 

 

回答状況

北管内⼟砂災害
特別警戒区域

⼟砂災害特別警戒区域
（N=284）

回答なし
（N=161）

回答あり
（N=123）

有効回答率 43.3％  
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（２）回答者  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

（３）回答状況  

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

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

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

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

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

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 アンケート回答状況 

 

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

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

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

避難状況

避難情報の発令

アンケート回答者 回答者（N=123）

認知あり群
（N=69）

避難あり群
（N=17）

避難なし群
（N=52）

認知なし群
（N=52）

その他
（N=2）

 

60歳以上

80歳未満

52.0%

40歳以上

60歳未満

23.6%

80歳以上

22.8%

20歳以上

40歳未満

0.8% 回答なし

0.8%

 

⼥性

54.5%

男性

44.7%

回答なし

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

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

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

動をとらなかった 9 名を合わせた 52 名を「認知なし群」とした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 発令された避難情報（N=123） 

※複数選択した場合、選択した中で最も警戒レベルの高いものとした  

 

（４）認知あり群の避難状況  

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

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

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

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

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

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

下、避難なし群とする）。  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

認知あり群 69
（56.1％）

認知なし群 52
（42.3％）

2
9

43
18
17
20

14

その他（⼊院中、不在）

不明（その他）

発令なし

不明（避難情報は認知、避難⾏動）

避難指⽰

避難勧告

避難準備・⾼齢者等避難開始

 

避難あり

24.6%

避難なし

75.4%
 

いいえ

52.2%

回答なし

2.9%
避難なし

58.1％

避難あり

41.9％
はい

44.9%
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避難あり群（N=17）について詳しくみると、避難しようと思ったきっかけ（図

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

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

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

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

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

た。  

 

図 8 避難しようと思ったきっかけ（N=17） 

※複数回答可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 どの避難情報で避難を        図 10 避難先（N=17） 

    開始したか（N=17） 

 

（５）認知あり群で避難しなかった理由  

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

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

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

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

直近の避難所

47.1%
親戚や友⼈宅

23.5%

直近の安

全な建物

23.5%

回答なし

5.9%

 

0
1
2
3
4
5

避難勧告

35.3%

避難準備・⾼齢

者等避難開始

23.5%

発令なし

11.8%

不明

17.6%

回答なし

11.8%
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名と続いた。  

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

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

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

水の状況から屋外への避難は困難だから」が 3 名と続いた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 避難できなかった（しなかった）理由（N=52）※複数回答可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 《避難行動をとろうとしたが実際に避難しなかった方のみ》 

避難しなかった（できなかった）理由（N=18）※複数回答可  

 

（６）避難あり群と避難なし群の比較  

避難あり群と避難なし群について避難情報発令時の気持ちを比較（図 13）したと

 

1

2

2

2

2

3

4

5

避難⼿段がない

時間的余裕があると思った

避難場所がわからない

ペットが避難できないから

避難所が遠いため

⼤⾬や夜間のため屋外の避難は困難だから

その場所が安全と思った

体の状態から屋外の避難は困難だから
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ころ、「不安」が避難あり群で 41.7％、避難なし群で 35.3％であり、避難あり群の方

が不安を感じていた人が多かった。（p＝0.04 有意差あり ※1）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 《避難あり群、避難なし群比較》発令時の気持ち 

 

（７）認知あり群と認知なし群の比較  

次に認知あり群と認知なし群について、災害時の情報収集方法について比較（図

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

いことがわかった。「神戸市防災アプリそなえとう」や「インターネット（神戸市

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

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

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

が若干多いことがわかった※2。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

最後に課題や提案等について、自由な意見記載を求めたところ、多数のご意見をい

ただいた。意見の内容をグループに分け主な意見を示す。  

ア 避難者について：足が悪く避難困難。高齢者の移動方法に課題。避難所での体

調が不安。耳が遠く、避難情報が聞こえない。避難ツールの使い方が高齢者に難

しい。  

イ 避難情報について：早期に避難をかけて欲しい。避難先等の具体的な避難情

報が欲しい。夜間に指示が出ても大変。立地的な問題で避難情報が聞こえな

い。  

ウ 避難経路について：避難場所が遠い。避難場所への経路が危ない。避難手段

がない。集団で避難する方が避難しやすく、車の数を減らせる。  

エ 避難所開設について：避難所が開設されるか心配。避難所開設情報を初期段

階で自治体が把握していない。避難情報の発令を受けて自治体が先に避難所を

開設するべき。避難所に行くも誰もいなかったため帰ってきた。  

オ 避難所全般について：避難場所が安全ではない。避難所では寝付けない。飲

み物が不足している。避難所に情報が入ってこない。  

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

夫が家にいたがる。発令されても避難しない。 

 

5. 考 察  

（１）避難情報の認知について  

ア 避難情報の認知について  

避難するきっかけで一番多かったのは、「避難情報の発令」（29.4％）であ

り、避難情報の認知は避難者を増やす上で重要な要素と考える。避難情報につ

いて 42.3％は「発令なし」や「不明」と回答している。しかし、実際は３

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

避難準備・高齢者等避難開始及び避難勧告が発令されている。すなわち、土砂

災害特別警戒区域全体にも避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告が発令され

ていたが、約 4 割の世帯で避難情報の発令に気が付いていない可能性があ

る。ただし、今回の調査は被災後１年経過しているため避難情報の発令を覚え

ていない可能性も否定できないが、避難情報が届いていない方が一定数いると

考えられ、この認知なし群に避難情報をどう伝えるかが避難者を増やす大きな

ポイントと考える。  

イ ネットモニターアンケート 2）との比較  

ネットモニターアンケートで避難情報が発令されたことを知らなかったと 

第68回全国消防技術者会議資料（令和2年11月26日）

-48-



 

 

回答した人は 0.7％であった。すなわち、ネットモニターの 99％以上は正し

く認知していたということである。本調査では 42.3％であり、大きく乖離し

た理由について推測すると、ネットモニター回答者は神戸市の HP を閲覧でき

る方が対象となり、神戸市 HP で公表された避難情報もチェックしている可能

性が高く、反対に土砂災害特別警戒区域の住民は高齢化などから比較的情報弱

者が多いため情報がうまく伝わらないことが考えられる。また、数ヶ月後に調

査したネットモニターアンケートと異なり、本調査は約 1 年後に実施してお

り、避難情報の発令を忘れた方もおり大きく乖離したと考えられる。  

ウ 避難情報の認知率向上について  

認知あり群・認知なし群ともにテレビによる情報収集が多いことがわかっ

た。しかし、焼く半数には避難情報が伝わっていないことから、発信方法を工

夫する必要がある。  

また、認知あり群では神戸市の防災アプリ、神戸市 HP を確認している人が

多く、認知なし群では神戸市以外の HP から災害情報を取得している人が多い

ことがわかった。避難情報を調べる際は、自治体が発信している情報（HP、

アプリ）を確認するよう周知することが避難情報の発令に気付き避難のきっか

けになるポイントであると考える。  

田中らによると、避難促進策として「複数の伝達経路による情報提供」が

有効と示されている 8）。今回の調査でも、認知あり群の方が認知なし群と比較

し避難情報の収集方法数が多かった。このことからも複数の情報収集手段を確

保することは、避難情報の認知率向上に役立つと考える。  

しかし、「避難ツールの使い方が高齢者には難しい」との意見にもあるよう

に、情報弱者へは HP やアプリ等の発信では周知しきれない可能性が高い。避

難のきっかけに家族や近所の呼びかけが多くみられることからも、地域のネッ

トワーク（共助）による情報共有が重要と思われる。  

（２）避難情報認知者の避難行動について  

ア 避難状況について  

今回の調査によると、全調査人数は 123 名、その内避難者は 17 名

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

警戒区域の避難に焦点を当てた論文は検索するも見当たらなかった。「平成 30

年 7 月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）」

のデータによると全国で避難情報が発令され避難所へ避難した割合は約 0.5％

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

あり神戸市北区の土砂災害特別警戒区域の避難率が高かった。主な理由として

は、土砂災害特別警戒区域の住民は相対的に危機意識が高いことや、「おつた

第68回全国消防技術者会議資料（令和2年11月26日）

-49-



 

 

え君（土砂災害（特別）警戒区域等を対象とした緊急情報伝達システム）」等

により避難情報の発令を知っている人が多いことが考えられる。被害を軽減す

るためには更に避難率を上げていく必要がある。  

イ 正常性バイアスについて  

避難しなかった理由を確認したところ、「その場所が安全と思った」「時間 

的余裕があると思った」「近所の人が避難していない」など、正常性バイアス

が作用した可能性が高い回答が多かった。また、親が避難を拒否等の家庭内の

問題で避難しなかったケースもみられた。  

避難実施者の特徴として、避難情報発令時に不安を感じていた人が多かっ

たことから、強く不安を感じることが避難につながったと考えられる。災害の

怖さを正しく理解し危機意識を高めることが正常性バイアスを乗り越え、避難

行動を起こすために重要と考える。  

また、避難しなかった理由として「以前の避難情報では被害がなかった」

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

「過去の災害の経験」と回答した人は一人もいなかった。これは、「平成 30

年 7 月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）」

にも記載 1）されているとおり、過去の災害で被害が無かったので今回も大丈

夫だという油断につながった可能性がある。「愚者は経験に学び賢者は歴史に

学ぶ」という言葉もあるように、自身の経験のみではなく過去の歴史や他人の

被災経験を自分の事のように考え行動することが未曾有の大災害に対応するた

めに重要と考える。  

（３）避難を妨げる諸課題について  

ア 避難者について  

（ア）回答者について  

勤務時間（平日・休日共）の日中に 284 世帯全戸訪問を行い、空き家や

長期不在と思われるケースも散見されたが、123 世帯（有効回答率は

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

上であり土砂災害特別警戒区域内に高齢化が進んでいると考えられる。  

（イ）身体的問題について  

避難しようと思ったが様々な理由から避難ができていない状況もみられ

た。理由の一番多くは、「体の状態から屋外の避難は困難だから」であっ

た。岡山県の報告によると、倉敷市では全人口の 4.9％である要介護・要支

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

や要援護者の避難をサポートする体制を作らなければならない。「避難所が

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

方避難所への自力避難は困難と考える。「集団で避難する方が良い」「避難

所へ連れて行って欲しい」との意見もあり、共助体制の強化や助成金や税

制面の優遇等を含めた公助での支援等も考慮すべきと考える。  

「避難所での自身の体調が不安」との意見も出たが、まずは緊急避難所

へ避難しその後、福祉避難所への移送について相談する必要がある。  

「耳が遠く、避難情報が聞こえない」等の高齢化により、避難情報の収

集にも苦労している実態もみられた。より分かりやすいツールの開発や地

域の声掛け（共助）が重要になると考える。  

イ 避難所関係について  

（ア）避難経路について  

ａ 風水害時の避難について  

「大雨や夜間のため屋外の避難は困難」とあるとおり、災害最盛期の避

難行動は危険を伴うため、避難情報の発令（警戒レベル 3、4）については

日中かつ早めの発令が望ましい。また、安全な内に親戚・知人宅へ避難す

る、若しくは避難情報発令後、速やかに緊急避難場所へ避難するよう広報

していく必要がある。  

大雨をきっかけに避難を開始すると回答した人も多数みられたが、安全

に避難できるタイミングを逃した場合、避難の災害最盛期の危険な状況下

で遠方の避難所へ向かうのではなく、命を守る最善の行動をとることを周

知していかなければならない。  

ｂ 避難所の地域特性について  

当地域は田園地帯が広がり学校等の緊急避難場所まで、比較的遠い地域

がある。また、一部は六甲山に面しており山間部に囲まれた地域もあり、

「避難所が遠い」や「避難経路が危ない」等の意見がでた。宮瀬らによる

と、避難のためのポイントとして「適切かつ安全な避難場所、避難経路が

あること」をあげている 10）。避難を促進するためには、避難場所や避難経

路に係る課題を解決する必要がある。この課題は、地域間で危険な場所や

避難所等を協議し「地域おたすけガイド（地域の避難計画書）」を作成、周

知することが重要と考える。  

ｃ 避難場所の周知について  

「避難場所がわからない」や「神戸市からの情報発信の内容について、

避難場所も教えて欲しい」との意見が出た。避難場所については、「わが家

の避難マップ（避難地図）」を全戸配布し周知を行っているが、「おつたえ

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

（イ）避難所開設について  

ａ 緊急避難場所の開設について  

神戸市における緊急避難場所の開設については、「緊急避難場所の開設は

原則として区本部長が、気象情報や避難情報などを基に、学校長や園長、

指定管理者等の施設管理者と協議のうえ判断し開設するものとするが、緊

急を要する場合は、地域の防災福祉コミュニティ等の判断で開設すること

ができる」と定められている 11）。「避難情報の発令を受けて自治体が先に避

難所を開設すべき」との意見にも表れているように、避難者が到着した場

合に緊急避難所が開設されていないケースがしばしばあると推測する。「避

難所に行くも開いていないので引きあげた」との意見もあるように、緊急

避難所が開設されていないと考え引き返す避難者がいることも事実であ

り、早期に避難所を開設できる体制作りが望まれる。  

今回の調査によると、どの避難情報で避難を開始したかについては、避

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

難場所開設のタイミングについては、一定数の避難者がいると考えられる

避難準備・高齢者等避難開始（現在の警戒レベル 3 高齢者等は避難）発令

と同時になされることが望ましい。  

風水害の多くは、事前に予測が可能であり、段階的に警戒レベル 1、警戒

レベル 2 が発令される。この段階で、職員若しくは防災福祉コミュニティ

が緊急避難場所の鍵を開ける準備をしておく必要がある。  

   ｃ 避難所開設の周知について  

避難できない理由に「避難所が空いているかわからない」との意見があ

る。このことから、住民の一部には避難所の開設情報が届いておらず、避

難ができていないことがわかった。市民への避難所開設情報の発信、特に

情報弱者に対しては情報が伝わらない可能性があり、引き続き地域のネッ

トワーク（共助）による直接的若しくは電話等による伝達が重要と考え

る。  

（ウ）避難所全般について  

   ａ 緊急避難場所での対応について  

避難所で困ったこととして「情報が入ってこない」ことがあげられてい

る。「避難所運営ガイドライン」に、避難所の運営（発災後）のポイントと

して「避難者への情報提供に努める」とあり、「避難所においては、避難者

の情報ニーズが高まります。（省略）テレビ、ラジオ、個別受信機等、情報

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

また、「飲み物が不足」「寒い」等の緊急避難場所の環境に関するネガテ

ィブな意見が散見された。緊急避難場所はあくまで緊急対応であり、初動

時においては人的・物的に限界があるため、自助として避難用のリュック

サック等を事前に準備し必要物品（携帯ラジオ、懐中電灯、電池、携帯電

話（スマートフォン）、充電器、食料、水、防寒具等）13）を備えておくこと

が身を守るうえで重要と考える。早期に親戚、知人宅等へ避難をすること

でも当課題は解消が可能と考える。  

ｂ 避難所におけるペットへの対応について  

「ペットが避難できないから」という理由で避難していない方が数名確

認できた。ペットの避難については、「災害時におけるペットの救護対策ガ

イドライン」に避難所の管理者等の役割として「ペット同行避難した避難

者がいる場合、飼い主が適正に飼育できるよう支援する。」と記載されてい

る 14）。また、「避難所運営ガイドライン」には、ペットへの対応のポイント

として「ペット同伴避難のルールづくりを検討」と記載 12）され、神戸市で

も地域防災計画風水害対策編に「避難所での、ペット同行避難の対応につ

いても検討する。」と記載されている 11）ことから、体制的にはペット同行

避難は問題がないと考える。ただし、阪神淡路大震災の際にもペットに関

する被災者のストレスやトラブルが多々あったと記録 15）されており、土砂

災害では台風や豪雨が来る前に安全なペットホテルに預けるか、一緒に親

戚や知人宅へ避難する等の対策についても考慮し、円滑な避難体制を事前

に計画する必要がある。  

（４）課題と対策（まとめ）  

今回の調査では、避難率は 13.8％であった。土砂災害特別警戒区域は危

険性が高いため、被害を出さないためには避難率をさらに上げていく必要

がある。避難率を上げるため 3 つの対策をまとめた。  

一つ目は、避難情報の認知に関する対策である。今回、避難情報を認知

していない人が最大で約 4 割いる可能性があることがわかった。対策とし

て、特に情報弱者への情報伝達に力を入れていく必要がある。これは、テ

レビや HP、アプリを活用した自治体情報の発信強化のほか、地域の防災訓

練等に情報弱者や要援護者を巻き込むことで、神戸市の情報を伝えると共

に地域のネットワークを構築、災害時の地域内での情報共有や避難をサポ

ートする体制を作る必要がある。  

二つ目は、避難情報を認知した人が正しく危険性を判断し早期に避難す

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

革に向けた効率的・効果的な広報を検討・実施する必要がある。  

三つ目は、避難者が避難を躊躇する諸課題への対策である。高齢化等の

身体的問題や地域特性から避難が困難な状況に対し、共助の強化や公助で

の支援の実施、また早期の避難情報の発令や避難所の場所や開設情報の周

知、ペットの対応周知、避難所の情報収集ツール等の避難（所）に関する

適切な情報発信体制を整備していくことにより、避難したい人がちゃんと

避難できる体制を整える必要がある。  

これらをまとめると、主に自助として避難行動や備えへの「意識改革」、

主に共助として情報弱者や災害弱者への支援を強化し「誰も取り残さない

防災（インクルーシブ防災）の推進」、主に公助として「適切な避難（所）

体制の構築と避難情報の発信」を実現することが重要と考える。  

 

6. 結 語 

今回、土砂災害特別警戒区域の全戸調査を実施し、「市民目線で」の現状、課題及

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

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

題に対し先に示した対策を「当事者意識を持って」実施していくことが重要と考え

る。  

全国的に土砂災特別警戒区域の避難に焦点を当てた報告はまだまだ少なく、他都

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

礎資料として有効と考える。昨今、水害・土砂災害は全国各地で猛威を振るってい

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

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

を構築していかなければならない。  

 

 

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

外」を比較。「回答なし」は除く。 

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

集の項目数を比較。「その他」は記載内容により項目に換算。   
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の指定状況」  

7）神戸市 HP：平成 30 年 7 月豪雨への対応について（平成 30 年度）  

降雨に対する対応について（第 2 報、第 5 報、第 24 報、第 33 報）  

8）田中 晧介：既往研究成果の系統的レビュー4 に基づく大雨災害時の住民避難の

阻害要因の体系的整理  

9）岡山県「平成 30 年 7 月豪雨」災害検証委員会：平成 30 年 7 月豪雨災害検証報告

書  

10）宮瀬 将之：土砂災害における避難要因について  

11）神戸市：神戸市地域防災計画風水害対策編  

12）内閣府（防災担当）：避難所運営ガイドライン  

13）神戸市危機管理室：ＳＯＮＡＥｔｏＵ？ＫＯＢＥ防災ポータルサイト  

14）環境省：災害時におけるペットの救護対策ガイドライン  

15）中平 遥香：阪神・淡路大震災における学校避難所の研究 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

山岳遭難事故における効果的な捜索方法について 

－ＧＰＳ付きではない携帯電話からの通報時－ 

 

京都市消防局 宮田真行、木俣智行、八木悠介、今西 亘、福井康平 

 

 

1. はじめに 

近年、中高年の登山ブーム等により、全国的に山岳遭難事故が増えており、令和元

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

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

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

は予想ができる。 

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

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

も、発見に著しく時間を要する場合がある。 

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

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

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

い場合も多いことから、一刻も早く発見救出する必要がある。 

また、山岳現場での活動は長時間活動となるため、各隊員の労力も大きく、危険が

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

らも、遭難者を安全に、早期に発見し救出することが求められている。 

 

2. 研究対象 

現在、遭難事故現場からの通報は、そのほとんどが携帯電話である。 

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

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

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

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

に関する情報を聞き出し、推定していく必要がある。 

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

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

行する。 

そこで、この進行に合わせて各種調査実験を実施し、検証することで、より早期に

発見救出できる効果的な捜索方法について研究を実施した。（図 2） 

 

3. 捜索活動 

3.1 情報収集 

⑴ 携帯電話電波状況（図 3） 

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

ぼ圏外となる一方、標高の高い尾根筋では電波が通じるということが分かった。 

このように、携帯電話のキャリアや気象条件により変わるが、発生場所の電波状況

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

少ないと判断することができる。 

⑵ 位置情報の聴取及び検討【遭難者位置特定調査】 

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

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

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

発見時には死亡していたという事案も発生している。 

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

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

情報から位置を特定するのに、どのように関係しているかを調査した。 

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

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

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

図 5） 

その結果、以下のことが分かった。（図 6、図 7） 

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

れぞれの優先度は、事案によって変わってくる。 

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

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

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

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

図を読めない者もいなかった。 

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

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

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

地形図を見て、養われていく能力である。 

今回の結果から、遭難者位置の特定には、特に、建物やベンチなどの存在する人工

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

要性が分かった。 

この調査結果から、位置特定のヒントとなる情報は各事案によって変わるため、さ

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

うに、「位置情報ヒアリングシート」（図 8）を作成した。 

3.2 現場での捜索活動 

⑴ 呼掛けによる捜索【音声の伝わり方実験】（図 9、図 10） 

絞られた範囲を捜索する際、地上部隊は、遭難者に呼掛けながら周囲を注意深く見

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

ていくことで、発見に至ることが多い。 

しかし、過去に、遭難者の声は聞こえるが、声の方向に近づくと聞こえなくなり、

発見に時間を要した事案があった。 

そこで、この呼掛けの音声が、山岳地域ではどのように伝わり、どのような音がよ

く伝わるのかを調査した。 

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

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

FOX40）では、どちらが遠くまで伝わるのかなどを調査した。 

その結果、以下のことが分かった。（図 11） 

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

②低い位置から高い位置は、よく伝わる。（図 9 ウ→V） 

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

聞こえにくい。（図 9  V→エ） 

④谷筋は、斜面に反射して遠くまで伝わる。（図 9  V→オ） 

⑤樹林帯では、音は吸収され伝わりにくい。（図 9  V→カ） 

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

（図 9 Ｖ→オ）、笛は最大 600ｍ（図 10  V→キ）届いた。 

この結果から考えると、前例の現場では、遭難者の声が聞こえた位置はちょうど遭

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

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

た。 

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

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

い分けることも有効である。 

また、谷筋を意識して声掛けをしたり、遭難者の応答を聞く位置については、川筋

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

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

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

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

音の伝わり方を理解することで、こういった効果的な捜索方法が選定できる。 

⑵ ヘリコプターからの捜索【ヘリからの見え方実験】 

山岳遭難事故においてヘリコプターは、上空から広範囲の捜索活動が可能で、発見

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

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

きることから、山岳遭難救助現場において非常に有効である。 

そこで、ヘリコプターから地上にいる遭難者は、どのように見えるのか、また、ど

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

力を得て上空からの撮影実験を行った。 

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

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

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

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

向けて照射したところ、人の姿が見えるより先に光に気付き簡単に発見できた。 

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

に大きく振ったところ、動きがあることで上空からなんとか確認できた。 

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

上に並べたが、Ｔシャツが小さすぎて確認できなかった。 

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

は上昇せず地表付近を横に広がって消え、上空からは確認できなかった。 

⑤尾根上で木を揺らしたが、風の影響でどの木を揺らしているのか、上空からは確

認できなかった。 

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

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

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

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

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

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

るとより発見しやすいと考えられる。 

これらの実験から、遭難者にヘリコプターから発見されやすいように指示する内容

としては、以下のものが有効である。 

①できるだけ樹木が少ない場所へ移動する。 

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

射し続ける。 

今回、効果が認められなかった行動であっても、風がないなどの条件が揃えば有効

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

示することが必要である。 

⑶ 活動の集約及び引継ぎ 

山岳遭難事故は、警察等他機関と連携し、ルートを複数に分けて広範囲に捜索を実

施する場合が多い。 

指揮本部では、各隊の捜索ルートをしっかりと把握し、捜索実施済み箇所を正確に

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

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

に記録されていないことがある。 

そういった問題を解消するためには、各隊が自隊の捜索した確実なルートを地図上

に記入し、それを指揮本部で集約することが必要となってくる。 

今回は、音声の伝わり方実験時の各班に、歩行したルートを自動的に地形図上に表

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

こういったアプリを活用することで、確実に捜索済みのルートを把握することがで

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

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

少なくなる。 

 

4. 実捜索訓練 

「遭難者位置特定調査」及び「音声の伝わり方実験」を実施後、その結果を訓練参

加者に周知し、山での実捜索訓練を実施した。 

A 山域南側に仮想遭難者を配置し、2 種類の想定訓練を実施した。 

4.1 情報のみでの捜索（写真 4、図 14） 

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

し、そこから呼掛けなしで捜索した。 

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

していく必要があった。 

その結果、情報を基に予測した複数の尾根を順にたどっていくことで、入山開始か

ら 1 時間で遭難者を発見することができた。 

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

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

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

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

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

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

断する必要があることが分かった。 

今回の訓練では、道を外れてから数分歩いた尾根筋に遭難者がいたことから直ぐに

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

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

と感じた。 

しかし、聞き取り項目を表にした「位置情報ヒアリングシート」を活用することで

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

り込むことができると実感できた。 

4.2 音声のみでの捜索（図 15） 

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

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

とにした。 

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

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

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

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

筋付近の斜面上で、遭難者を発見することができた。 

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

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

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

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

方がよく届き、笛の音よりも人の声の方がよく聞こえた。 

今回は遭難者と携帯電話で会話できたため、呼掛けが聞こえたかどうかを確認でき

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

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

この「ヒアリングシート」を活用した情報収集と、音声の伝わり方を意識した呼掛

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

発見することは可能である。 

また、遭難者役の感想から、捜索者の声が聞こえるだけで「勇気」や「安心感」が

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

た。 

 

5. 課題 

今回は、電話連絡ができ、声を出すことのできる遭難者が研究対象であったが、こ

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

見えない場合や、方角を知る術もない場合は非常に困難を極める。 

しかし、そういった遭難者に対する捜索活動に、今回の研究で得た捜索方法を活用

することで、発見できる可能性を高めることはできる。 

また、今後は、そういった遭難者や、連絡のとれない意識のない遭難者など、より

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

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

 

6. まとめ 

今回、各種調査実験に参加した者は、調査や実験で得た知識等を実捜索訓練で活用

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

ことを実感した。 

捜索活動は、火災現場活動と同じように、理論だけではうまくいかない。事務室で

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

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

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

実感できない。 

そういった山の感覚を養いつつ、今回研究した必要な情報を効率よく聞き出し、捜

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

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

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

写真 1 地元消防分団が設置した標識 

図 1 A 山過去 10 年遭難事故発生位置 

平成 22 年から令和元年までの 10 年間に発生し

た、遭難事故発生位置を地形図上に表したもの 

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

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

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

現場経験年数 
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遭難者 

装備 

⾏程 

今いる場所 

⾒えるもの 

聞こえる⾳ 

位置情報ヒアリングシート

〇遭難者

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

登山歴 （初・中・上）

3 ケガ 斜面でこけた右足首 歩行

〇所持品

地図 携帯 電池残量 63%

食料・水 １食分 ライト （ヘッド・手持ち） コンパス × 笛 〇 鏡 ×

〇行程

保津峡→ツツジ尾根→山頂→保津峡駅へ

（標識・知っている・特徴）

荒神峠

ツツジ尾根方面に向かった

（目標・特徴）

２つくらいピーク越えて下った尾根に入った

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

時間 ５分 距離 少し

急ではない，緩やかな斜面

×

〇今いる場所

（ピーク・尾根・谷・斜面）

（どの方向が下・急・緩い）

太陽が真正面

（針葉樹・広葉樹・入り混じってる） 雑木林，ヒノキ，広葉樹

〇見えるもの

（建物・道・ガードレール・送電線・橋・看板・・・）

送電線，鉄塔が４，５本

（どっちの方向・どのくらいの距離・自分の位置より高い・低い）

真正面の右に高い山，山と山の間の奥にさらに高い山

〇聞こえる音

（電車・車・人の声・飛行機・川・風・鳥・・・） 風が強くて聞こえない

〇メモ

外れてどれくらい歩いた？

登山スタイル （普通の道・道を外す・沢登り・岩登り）尾根マニア

その山は何回目 （可・否）

（地形図・山と高原地図・ガイドブック・アプリ） （スマホ・ガラケー）

どこからどこへ向かってた？

最後に見た確実な場所は？

確実な場所からどう歩いた？

ルートを外れたのはどこ？

それはなぜ？

近い・遠い

外れてどんなルート進んだ？
（急坂・沢・尾根・藪・シダ・雪）

その間特徴的なもの見た？

どんな地形？

斜面の向き・角度

太陽・月・市街地の見える方向

周りの木は？

人工物は

周囲の山や川

どんな音

方向

図 7 遭難者位置特定調査結果② 
正答者が重視したこと 

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

図 10 音声（笛）の伝わり方実験結果 

遭難者位置 
（標高 750ｍ） 

遭難者への 

笛の伝わり方 

600ｍ 

遭難者位置Ｖ 
（標高 750ｍ） 

遭難者からの 

笛の伝わり方 

０     聞こえない 

１     かすかに聞こえた 

２     小さく聞こえた 

３     大きく聞こえた 

キ 

遭難者位置Ｖ 
（標高 750ｍ） 

1300ｍ 

遭難者位置Ｖ 
（標高 750ｍ） 

０     聞こえない 

１     かすかに聞こえた 

２     小さく聞こえた 

３     大きく聞こえた 

遭難者からの 

声の伝わり方 

遭難者への 

声の伝わり方 

ア 

ウ エ 

オ 

イ 

カ 
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色Ｔシャツを並べる✖ 

光を当てる（ライト）◎ 

煙を出す✖ 

木を揺らす✖ 

図 12 ヘリからの見え方実験結果 

上空から確認した結果、ライトをヘリに向けることが効果的と  

分かった。 

レスキューシートを振る○ 

図 11 音声の伝わり方実験結果まとめ 
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レスキューシート
を振っている 

LED ヘッドライト
を向けている 

写真 3 ヘリからの見え方実験② 

樹林帯（針葉樹林）の下の遭難者は見

えない。 

写真 2 ヘリからの見え方実験① 

LED ヘッドライトを容易に確認できた。 

図 13 捜索済み範囲地図 
登山アプリでまとめた各班の捜索ルート 

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

図 15 実捜索訓練② 
音声のみでの捜索結果 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員・消防団員等の部 消防防災科学論文 

 

LED 付き安全チョッキの視認性に関する検証 

 

東京消防庁 目黒消防署 佐々木航 

東京消防庁 消防技術安全所 活動安全課 赤野史典  

 

 

1. 検証背景・目的 

当庁では、夜間やトンネル等の暗所における消防活動現場において、付近を通行す

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

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

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

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

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

の向上に繋がらない点が課題であった。 

昨今、発光ダイオード（以下「LED」という。）

の普及に伴い、様々な発光色、発光パターン、

発光数の LED 付き安全チョッキ（写真 1）が市

販品として登場し、道路工事現場の誘導員等に

広く活用されている。 

当庁でも、活動中の消防隊員の更なる安全確

保を目的に、LED 付き安全チョッキの導入が検

討されている。消防活動現場は、消防車両の赤

色灯や前照灯などの赤色や白色の光が多く混

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

光色等に関する知見はない。 

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

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

明らかにすることを目的とした。 

 

 

 

 

写真 1 LED 付き安全チョッキ 
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2. 検証方法 

2.1 概要 

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

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

視による官能評価により比較した。 

2.2 日時 

令和 2 年 1 月 8 日から令和 2 年 2 月 3 日までの日没後 

2.3 場所 

東京消防庁消防学校 C 敷地 

2.4 比較項目 

比較項目を表に示す。 

 

表 比較項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 発光色 

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

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

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

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

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

実施した。 

2.4.2 発光パターン 

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

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

比較項目 環境条件 

 発光色 

【赤色、白色、青色、緑色】 

a 背景光あり 

b 背景光なし 

c 煙（仮想） 

 発光パターン 

【点滅、点灯、消灯】 
d 前照灯照射 

 発光数 

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

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

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

光色は、2.4.1 の背景光ありの環境で視認性が最も高い色とした。 

2.4.3 発光数 

安全チョッキで点灯させる LED の発光数を

11 個、6 個、3 個としたときの視認性の差異を

比較した。発光数の調整は、安全チョッキの

LED 部分をテープで覆い、LED の光が漏れない

ように遮光した（写真 2）。なお、背景光なしの

環境で実施し、LED の発光色は、2.4.1 の背景

光なしの環境で視認性が最も高い色とし、発光

パターンは 2.4.2 で最も視認性が高い発光パ

ターンとした。 

2.5 被験者 

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

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

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

2.6 検証の実施方法 

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

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

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

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

は、検証の都度新品を使用した。 

背景光なしの環境（マネキンの後方 1 m の

位置に消防車両を停車させ、消防車両の赤色

灯と前照灯は消灯、写真 3）、背景光ありの環

境（背景光なしの環境と同じ位置に消防車両

を停車させ、消防車両の赤色灯と前照灯を点

灯）、前照灯照射の環境（被験者横に消防車両

を停車し、車両の前照灯でマネキンを照射し

た状態）は、図 1 から図 3 のように設定した。 

 

 

 

写真 2 発光数を調整したチョッキ 

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

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

況で被験者に LED 光の視認性について評価させた。 

 

 
図 1 背景光なしの環境 

 

 
図 2 背景光ありの環境 

 

 
図 3 前照灯照射の環境 

赤色灯
（消灯）

前照灯
（消灯）

LED付き安全チョッキ
（マネキンに着用）

緑

青
視認性を比較

被験者

60ｍ １ｍ

消防車両

赤色灯前照灯LED付き安全チョッキ
（マネキンに着用）

緑

青
視認性を比較

被験者

60ｍ １ｍ

消防車両

前照灯

視認性を比較

LED付き安全チョッキ
（マネキンに着用）

点
滅

消
灯

被験者

60ｍ

車両
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測定は、評価開始前に被験者に LED 付き安全

チョッキに背を向けた状態で待機させ、マネキ

ンに LED 付き安全チョッキを着用させた後に

被験者を振り向かせ、視認性を評価させた（写

真 4）。評価後は再度 LED 付き安全チョッキに

背を向けさせた。 

発光色の比較では、同じ組み合わせの評価を

背景光なしの環境、背景光ありの環境で連続し

て実施した。なお、順序による評価の偏りを相

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

施する色の組み合わせの順序をランダム化した。 

2.7 評価方法 

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

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

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

であれば、-1（少し目立つ）にチェックさせた。 

 

 
図 4 評価用紙の記入例（例：発光色の比較） 

 

2.8 統計分析 

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

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

2.9 倫理的配慮 

全ての被験者に対して検証の目的、方法を説明するとともに、検証への参加の同意

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

もと、安全面に十分に配慮し実施した。 

 

3. 結果 

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

入）まで算出し、直線状のグラフにプロットした。 

記入例

赤色 白色

７段階（縦線のところにチェック）で評価して下さい。

3
かなり目立つかなり目立つ

-3
目立つ

-2
少し目立つ

-1
大体同じ

0
少し目立つ

1
目立つ

2

写真 4 評価中の被験者 

第68回全国消防技術者会議資料（令和2年11月26日）

-75-



 

 

3.1 LED の発光色 

3.1.1 背景光なし（図 5） 

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

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

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

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

が認められた。 

 

 
図 5 発光色の比較（背景光なし） 

 

3.1.2 背景光あり（図 6） 

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

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

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

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

（p<0.01）が認められた。 

 

 
図 6 発光色の比較（背景光あり） 

 

**
**

**** **

**
**：有意差あり（p<0.01）

平均評価値

赤 白 緑青

-0.25 0.24 0.85 -0.84 

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

**
**

****

**
**：有意差あり（p<0.01）

平均評価値

-0.13 - 0.04 0.96 - 0.78 

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

青 赤 白 緑
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3.1.3 煙（図 7） 

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

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

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

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

が認められた。 

 

 
図 7 発光色の比較（煙想定） 

 

3.2 LED の発光パターン（図 8） 

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

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

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

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

られた。 

 

 
図 8 発光パターンの比較 

 

3.3 LED の発光数（図 9） 

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

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

**
**

****

**
**：有意差あり（p<0.01）

**

平均評価値

-0.21 0.43 1.11 -1.32 

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

緑白赤青

**：有意差あり（p<0.01）

消灯（反射材のみ） 点灯 点滅

**
****

平均評価値

1.19 0.38 -1.57 

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

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

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

いては 5%未満であった。 

 

 
図 9 発光数の比較 

 

4. 考察 

4.1 発光色の比較 

車の前照灯や太陽のように、極端に明るい光源はグレア源と呼ばれる。視野内にグ

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

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

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

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

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

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

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

パターン等の違いによる視認性の差異を比較した。 

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

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

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

緑色 LED 光を採用するのが適当であることが明らかとなった。 

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

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

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

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

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

**

***

**：有意差あり（p<0.01）

* ：有意差あり（p<0.05）

11
個

３
個

６
個

平均評価値

0.95 0.10 -1.05 

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

本検証でも緑色 LED 光の視認性が最も高くなったと考えられる。 

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

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

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

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

が高いという結果になったと考えられる。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

光は安全チョッキへの適性が低いことが明らかとなった。 

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

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

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

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

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

とが明らかとなった。 

また、本検証では消防活動現場における特殊性を考慮し、火災で発生した煙により

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

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

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

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

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

光の視認性について評価させた。 

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

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

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

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

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

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

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

の 3 つの条件で比較した。 

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

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

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

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

点灯よりも点滅の視認性が高いことが明らかになった。 

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

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

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

が劣るためと考えられる。 

点滅が点灯より視認性が高い理由として、被験者の視野に映る前照灯や街灯などの

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

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

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

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

持する結果となり、点滅は点灯より視認性が高いことが再確認できた。 

さらに、消費電力の観点から、点滅は点灯より電力の消費が少ないというメリット

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

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

繋がり、より長時間の発光が可能となる。 

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

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

繋がり長時間の使用が可能であるというメリットがある。 

4.3 発光数 

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

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

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

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

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

め、と考えられる。 

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

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

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

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

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

値）は小さくなった。 

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

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

LED の個数について総合的に検討する必要があると思われる。 

 

5. まとめ 

5.1 LED の発光色について 

周囲に光がない環境、消防活動現場を想定した（赤色灯や前照灯が点灯している）

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

視認性が高い。 

5.2 LED の発光パターン、発光数について 

発光パターンについて、点滅が、点灯及び消灯状態（反射材のみの現行の安全チョ

ッキ）より、視認性が高い。また、発光数が多いほど視認性が高い。 

 

6. おわりに 

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

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

 

バックアップロープ専用アタッチメントの考案について 

 

甲賀広域行政組合消防本部 吉川真司、脇畑武人 

 

 

1. はじめに 

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

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

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

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

した。 

 

2. 現状の救出方法と問題点 

2.1 テンションダイアゴナルとは 

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

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

全国的にバックアップロープの設定及び救助方法として用いられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 テンションダイアゴナル（手順） 

 

 

（手順 1） 

川の流れる方向に対し 45 度以上でテ

ンションをかけたロープを張ります。 

（手順 2） 

要救助者がロープを強く握らなけれ

ば、自然と岸に引き寄せられます。 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

  

   

 

  

○要  
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テープスリング（結索：クレムハイスト） 

テープスリングのずれ防止用ゴム 

カラビナ 
カラビナ 

グリップテープ 

2.2 テンションダイアゴナルの代表的な失敗例 

川の流れる方向に対して緩やかな角度（低角度）でバックアップロープを設定した

場合、要救助者が動水圧を受けても岸に引き寄せられない状態となります。 

2.3 現状の救出方法における問題点 

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

プに必死にしがみつくことが容易に想像できます。 

(2)川幅の広い河川では、岸までの移動に体力及び技術を要します。 

(3)支点の状況により、45 度以下の設定しかできない場合が発生します。 

 

3. 機器の概要及び使用方法 

3.1 開発理由 

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

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

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

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

ました。 

3.2 機器概要 

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

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

点を作成したものです。 

なお、専用アタッチメントの長さにあっては、管轄署所の河川幅及び周囲の支点状

況に応じて作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 機器概要 
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3.3 使用方法 

(1)バックアップロープの端末から専用アタッチメントを通します。 

(2)専用アタッチメント両端末のカラビナに確保ロープを設定します。 

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

ます。 

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

します。 

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

専用アタッチメントを移動させます。 

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

保ロープをゆっくり緩めます。 

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

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

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

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

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

とが可能となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 設定状況 

 

 

 

バックアップロープ（赤） 

専用アタッチメント 

確保ロープ（上流側） 

確保ロープ（下流側） 
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写真 3 使用状況（展張角度 45 度設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 使用状況（展張角度 10 度設定） 

 

3.4 合成樹脂製の単層波付管を活用する理由 

(1)軽量で耐水性に優れています。 

(2)握力程度では潰れない強度を有しています。 

(3)ロープとの摩擦抵抗が少なく、スムーズな移動が可能となります。 

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

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

要救助者（専用アタッチメント） 

確保ロープ（青）【上流側】 

水流 

確保ロープ（青）【下流側】 
バックアップロープ（赤） 

確保ロープ（青）【下流側】 

岸に引き寄せることが可能となります 

引く 
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とが可能となります。 

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

もロープと同様の衝撃吸収が可能となります。 

 

4. おわりに 

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

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

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

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

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

 

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

 

救急ＫＹＴシートの開発 

 

兵庫県西宮市消防局 西宮消防署 

 

 

1.  現状と問題点 

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

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

められている。 

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

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

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

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

なる。 

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

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

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

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

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

れらの習得ツールはほとんどないのが現状であった。 

 

2.  開発について 

既に工業界において、事故や災害を未然に防ぐ目的で実施されている「危険（Ｋ）

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

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

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

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

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

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

いる。 
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3.  救急ＫＹＴシートの構成 

3.1  想定付与シート 

想定付与の題材を記載したシートである。出動指令から帰署までに遭遇する頻度の

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

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

認できるように工夫している。（図３参照） 

3.2  ＫＹＴ記入シート 

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

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

るよう工夫している。（図４参照） 

3.3  危険ストーリー提示シート 

職員が過去に経験した危険事例を伝達するためのシートである。写真やイラストで

わかりやすく再現し、活動時の留意事項などを記載している。（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 救急ＫＹＴシート表紙 図２ 救急ＫＹＴシート表紙（書籍） 

図３ 想定付与シート 図４ ＫＹＴ記入シート 図５ 危険ストーリー 

  提示シート 
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4. 救急ＫＹＴシートの活用方法 

4.1 リーダーと書記の決定及びＫＹＴルールの説明 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 現状把握 

リーダーは受講者に想定付与シートを見せながら状況説明し、「どのような危険ス

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

間違い探しではないことを強調する。 

受講者は想定付与シート内の主人公に成りきり、気が付いた危険をできるだけ多く

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

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

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

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

細で具体的な意見にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

書 記 

図６ ＫＹＴルール 

リーダー 

写真１ 訓練風景 

図７ 危険ストーリー文章パターン 
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4.3 本質追及 

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

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

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

いく。 

4.4 対策樹立 

前節の本質追及で選ばれた「重要危険ストーリー」の対策について協議する。 

リーダーは項目の対策について受講者に問い掛け、予防策、防止策について受講者

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

ではなく「〇〇する」といったように、行動を具体化させることが重要である。 

4.5 目標設定 

全員の合意の下で「重要実施項目」を絞り込む。受講者全員が納得できる対策を話

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

真２参照）というパフォーマンスによって全員に印象付け、確認し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. アンケート調査結果及び訓練結果 

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

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

いる。（内訳は図８参照） 

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

ころ、94％が役立った、少し役立ったという感想であった。（図９参照） 

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

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

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

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

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

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

員間のコミュニケーションが図れる。」という意見、感想を得られた。 

また、ＫＹＴの想定付与をきっかけに、隊員が過去に経験したヒヤリ・ハット事

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

た。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 救急ＫＹＴシートを使用した訓練効果 

以上の結果をまとめると、開発した救急ＫＹＴシートを使用した訓練の効果は以

下の３点であると考察する。 

6.1  隊員間で救急現場の危険に対する共通認識を持つことが可能になる。 

個人の勘や経験に頼った安全管理では、隊員の危険に対する認識やその対策法に統

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

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

に注意し合える関係を作ることが可能になる。 

6.2 問題解決能力や危機管理能力の向上が期待できる。 

ＫＹＴを実践することで、危険要因を排除しながら業務を行う意識と能力を養うこ

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

防策を考えるという「疑似体験」が可能である。 

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

ることが可能であり、危険に対する感受性や集中力の向上が期待できる。 

6.3 職員が経験したヒヤリ・ハットや体験の伝承が可能になる。 

想定付与シートの場面で過去の事例が思い出され、個人が経験したアクシデントや

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

急現場で意識している留意事項を、経験の浅い若手職員に伝達する契機になる。 

 

図８ 研修受講者内訳 図９ アンケート結果 
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7. まとめ 

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

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

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

策」を加えて、「予防措置力」を養うことができる。 

ＫＹＴをすれば確実に事故がなくなるという安直な期待は禁物であるが、安全活動

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

少につなげていける。 

救急隊員の資質向上のためには、日頃からの救急技術の向上に加え、安全管理教育

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

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

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

 

チルホールワイヤロープ収納ボックスの開発 

 

留萌消防組合小平消防署 木村悠也、勝原 盛、杉本 強 

 

 

１ 現状と問題点 

救助現場では活動する隊員のマンパワーが重要視されますが、小規模な消防署所で

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

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

点があります。 

１．ワイヤロープの展張は 1 人で行うとかなりの時間がかかってしまう。 

２．使用後の収納や事前準備にも手間暇がかかってしまう。 

３．収納や車載時にもワイヤロープがむき出しとなっているため何らかの保護が必

要となる。 

 

２ 開発 

上記３つの問題点を改善するべく開発を行ったところです。 

１．1 人でもワイヤロープの展張が可能である。 

３．廃品で作成しているためコストが安い。 

４．収容が容易にできる。 

 

３ 経費  

   ポリ容器 廃棄品を再利用 

   ＰＰバンド 30mm×10m 1,714 円 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）巻取り金具に取り付けられた     （２）固定ロープを外す。 

状態のワイヤロープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）２人での展張            （４）１人での展張 

 

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

てしまいます） 
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５ 改良点及び使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ワイヤロープを八字巻きで容器へ   （６）収納が完了しました。 

収納します。               持ち手はそのまま使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

け後は、引きずることなく１人でも

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

プ貼付、反射テープ付き） 
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６ 作成過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１３）ポリ容器の準備          （１４）容器の加工。 

（空き容器を使用）          （ドリル、カッター等で切断可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１５）一片を丸くくりぬきます。    （１６）ＰＰベルトの取り付け。 

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

 

職員数の少ない署所では初動体制に十分な人員が確保できない場合もあります。 

災害や事故が発生した場合、救急隊と救助隊が必要となり最低限の出動隊員とな

る現場活動は、遅延が生ずることや隊員に負担をかけることになります。 

今回、少しでも隊員の負担が軽減され、時間の短縮につながればとのことから考

案いたしました。 

一人でも隊員が欠けると、現場の活動にも影響がおき、逆に隊員に余裕がある

と、十分な活動ができることとなります。 

ちょっとしたアイデアが活動時間の短縮及び隊員の負担軽減につながっていくの

かと思います。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

異常燃焼が火災に発展した石油ストーブの構造不具合に関する調査報告 

 

徳島市消防局 山鼻研弥、松本理史、生原正紀、 

藤田崇徳、津田啓貴、伊藤 学 

 

 

1. はじめに 

 近年の石油暖房器具の使用状況は、オール電化等が進み減少傾向にあった。しかし、

東日本大震災以降、節電や防災意識の向上から石油暖房器具のあり方が見直され、特

に停電時でも使用できる石油ストーブの需要が増加しているといわれている。 

 石油ストーブは、日本では古くから日常生活の中で使用されており、日々改良が加

えられ、快適な付加機能が取り付けられているが、基本的な点火、燃焼、消火等の機

構に大きな変化は見られない。故に、石油ストーブに関する火災は全国的に毎年発生

しているが、出火原因についてはそのほとんどが消防機関や製造元で解明され様々な

書籍等で多くの事例が周知されている。 

本稿で紹介する事案は、一見すると判断できないごくわずかな燃焼筒の「ずれ」と

いうヒューマンエラーによる異常燃焼と、石油ストーブ構成部品の「構造不備」が重

なったことにより発生した火災である。解明し尽くされたと思われた石油ストーブ火

災において、新たに発見された出火原因であるといえる。そして、身近な使用頻度が

高い暖房器具であるため、今後も同種火災が発生する可能性は十分考えられる事案で

ある。 

 

2. 火災の概要 

 本火災は、一般木造住宅居室内において、家人が起床後、石油ストーブに点火し直

後にその場を離れた。約 30 分後にストーブ天板上部まで炎が立ち上がっているのを

発見し、緊急消火ボタンを押して消火したものの、当該ストーブの樹脂製部品等を焼

損した火災である。（写真 1、2 及び 3） 

 

3. 焼損した石油ストーブについて 

 石油ストーブ（日本製、平成 29 年式、自然通気型開放式）は、家人が 2 年前に家電

量販店で新品購入したもので、過去にリコール情報等は発表されていない。2 シーズ

ン使用しているが、不具合は発生していない。また、灯油は近隣のセルフガソリンス

タンドで購入している。なお、火元における他の燃料使用器具としては、ガソリンを
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燃料とする草刈り機があるが、灯油用とガソリン用それぞれ専用の容器及び給油ポン

プを使用していた。 

 

4. 火災現場における実況見分 

4.1 出火室について 

石油ストーブの焼損以外、建物及び収容物に焼損は見分されない。（写真 1） 

4.2 石油ストーブについて 

 石油ストーブを見分するにあたって、石油ストーブと正対して操作部がある側を「前

面」、その反対側を「背面」、向かって右側を「右面」、向かって左側を「左面」として

見分を進める。 

石油ストーブの右面、左面及び背面に焼損は見分されず、さらに背面下部に設置さ

れている電池ケース内の単 2 乾電池 4 個に焼損及び液漏れは見分されない。 

 燃焼筒の上部には全体的に煤が濃く付着し、同じく燃焼筒外筒のガラス内にも煤が

濃く付着しており、外観から燃焼筒内部は確認できない状態である。また、燃焼筒は

一見すると正常に設置されているように見えるが、詳細に見分を行ったところ、わず

かに左側に傾斜している。（写真 1 及び 3） 

 前面パネル右端に設けられた操作部は、合成樹脂製の枠の上部が溶融して変形して

いる。（写真 2） 

 天板裏面には全体に煤が濃く付着している。 

4.3 火災現場における実況見分まとめ 

 石油ストーブ外周部に外部から延焼した痕跡はないが、燃焼筒、天板裏側等に多量

の煤が付着していることから、何らかの原因で異常燃焼が起こったことが考えられた。

また、前面にある操作部の合成樹脂製の枠の奥側において焼損及び溶融が認められる

ことからも、ストーブ内部で出火したと考えられる。可能性がある出火原因として誤

給油及び吹き返しが考えられたが、現場見分時は原因を特定できず、製品火災の可能

性も考えられるため、鑑識見分を行うこととする。 

 

5. 第 1 回鑑識見分 

 第 1 回鑑識見分は製造元と消防局・西消防署が合同で実施。 

 本鑑識については、外観から内部に至るまで見分を実施したが、本稿においては、

ストーブ内部に限定して記載する。（図 1） 

5.1 バーナータンク及び給油タンク受について 

焼損は見分されない。 

5.2 置台について 

極少量の炭化物が見分される。 
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5.3 点火電極及びトランス基板について 

点火電極に焼損はないが、トランス基盤及び配線被覆の一部が溶融している。 

5.4 燃焼筒について 

上面及び下面の外縁部に煤が付着し、上面は薄く、下面及び外縁部には多量の煤が

付着している。 

5.5 芯外筒 

中央部には、周囲に等間隔で 10 個の穴（以下「空気取入口」という。）が開いてお

り、外周部は全体的に茶色く変色し、全ての空気取入口から扇状に上方向に向かって

煤が付着している。（図 2） 

5.6 遮熱板について 

 上面には、点火電極周囲に煤が多量に付着している。下面には、全面に 2～3 ㎜の厚

みのある煤が付着しており、側面の下側 3 分の 1 まで分厚く煤が付着している。（図

3） 

5.7 第 1 回鑑識見分まとめ 

 置台には焼損が無く、また置台上に異物等も確認されないことから、吹き返しによ

る出火の可能性は低いと考えられる。 

また、バーナータンク及び燃料タンクに焼損がないことから、文献や動画資料に見

られる誤給油による出火の可能性は低いと考えられる。 

燃焼筒等に多量の煤が付着し、内部の配線被覆等に溶融が見られることから何らか

の異常燃焼が発生していたと考えられる。また、芯外筒の空気取入口を起点に遮熱板

に煤が付着している状況は製造元も見たことがないとのことである。協議を重ねたが、

これらの原因を特定するに至らない。 

 製造元に類似事案がないかさらに調査を依頼するとともに、当局では再現実験等に

より原因究明に取り組むこととする。 

 

6.  燃料の成分鑑定 

 燃料タンクに残存していた燃料を消防庁消防大学校消防研究センターへ鑑定依頼し

たところ、燃料については灯油であるとの回答を得た。 

 家人宅にはガソリンを燃料とする使用器具があり、日常的にガソリンが使用されて

いたため、ガソリンと灯油が混在した変質燃料の使用の可能性も検討していたが、コ

ンタミが否定されたことから、燃焼過程において、何らかの異常が発生した可能性が

高くなった。 

 

7. 第 2 回鑑識見分（芯外筒について） 

 第 2 回鑑識見分は、空気取入口に見られる燃焼現象が、芯外筒の内側で発生してい
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るかを確認するため実施する。 

芯外筒は、円筒状の金物の中に筒状の金物を差し込んで圧着させており、内部が確

認できないため、分解し見分を行う。 

7.1  見分結果 

 芯外筒内部に煤の付着はなく、空気取入口の上部に変色が見分される。（図 4） 

7.2 第 2 回鑑識見分（芯外筒について）まとめ 

 第 1 回鑑識見分で確認した芯外筒外周部及び空気取入口周囲に煤が付着した要因に

ついては本鑑識見分結果により、芯外筒内部に煤の付着等の燃焼の痕跡はなく芯外筒

の内側からの燃焼は否定される。 

よって、空気取入口の燃焼現象は、過熱された灯油から発生したベーパーが空気取

入口から噴出し、引火または発火したものと仮説を立てた。 

 

8.  異常燃焼の発生要因について  

ストーブ内部に多量に付着した煤の発生に着目して考察する。 

煤が発生していることから、何らかの要因で異常燃焼が発生していると考えられる。 

煤が多量に付着しているのは、遮熱板の下面、側面の下側及び燃焼筒である。 

 遮熱板の煤は芯外筒の空気取入口で発生した燃焼現象により付着したと考えられる。 

芯外筒の空気取入口の燃焼現象は、芯外筒の過熱により発生しているため、燃焼筒

の煤については別の要因で発生している可能性が高い。 

石油ストーブの異常燃焼の発生要因として誤給油や変質燃料の使用があるが、本火

災においては消防庁消防大学校消防研究センターの成分鑑定結果から否定される。 

次に燃焼筒設置状態については、火災現場における実況見分において、わずかに左

に傾斜していることが確認されている。ただし、傾斜は目視で確認できない程度であ

り、よほど意識して確認しないと気付かないレベルである。この燃焼筒のわずかなず

れでも異常燃焼が発生したとすれば、煤が燃焼筒内部に付着し燃焼筒内の排気が不完

全となり発生した熱が下方へと移行することにより、芯外筒が過熱されたと考えられ

る。 

 

9. 燃焼実験 

 上記の異常燃焼の発生を確認するため、焼損ストーブの燃焼筒をわずかにずらし傾

斜させて設置し燃焼実験を実施する。 

結果、点火すると異常燃焼が発生し、天板を超える高さまで立炎するとともに顕著

な芯外筒の温度の上昇が確認できる。さらに、ライターの火を空気取入口に近づける

とベーパーに引火する。このことから、異常燃焼と芯外筒の過熱、そして空気取入口

から灯油のベーパーが発生する過程が立証された。 
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10.  同型品を用いた再現実験 

 製造元から提供のあった同型品を使用し再現実験を実施する。（図 5） 

10.1 再現実験の条件 

⑴ 燃焼筒はわずかにずらし傾斜させて設置する。 

 ⑵ 芯外筒の空気取入口及び油受皿の温度を 2 分毎に非接触温度計で計測。 

  ※油受皿の温度が、高温になった場合、燃料タンク内部の圧力が高まり、出火す 

る可能性があるため計測する。 

 ⑶ 実施場所は署内作業室で、石油ストーブの前面パネルを取り外し容易に目視が 

できるように実施する。 

  ※当初、同実験を車庫内で数回行ったが、燃焼が安定しないため、風や温度変化 

の影響を受けにくい作業室内での実験に変更する。 

 ⑷ 室温 18℃、湿度 85％で開始する。 

10.2 経過について（表 1） 

⑴ 点火直後                                

空気取入口：28.2℃ 

油受皿：19.2℃ 

燃焼筒内の炎に異状はない。（図 6）   

⑵ 点火 2 分後 

空気取入口：32.6℃ 

油受皿：28.6℃ 

燃焼筒から天板を超える炎が立ち上がる。（図 6） 

⑶ 点火 12 分後 

空気取入口：60.2℃ 

油受皿：25.2℃ 

燃焼筒からの炎は 40 ㎝（天板から約 10 ㎝以上）立ち上がる状態となり、以後

消火まで継続する。（図 7） 

⑷ 点火 28 分後 

空気取入口：72.6℃ 

油受皿：29.2℃ 

点火電極下部直近の空気取入口の一箇所から断続的に炎が上がる。 

吸気口からは、断続的に吹き返し現象が発生する。（図 7） 

⑸ 点火 64 分後 

空気取入口：156.6℃ 

油受皿：47.2℃ 
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芯外筒全て（10 箇所）の空気取入口から炎が上がる。（図 8） 

⑹ 点火 66 分後 

空気取入口：215.2℃ 

油受皿：57.0℃ 

芯外筒の空気取入口の炎は大きくなり、燃焼が継続する。 

遮熱板の下部には、多量の煤が付着している。（図 9） 

⑺ 点火 72 分後 

空気取入口：228.4℃ 

油受皿：78.6℃ 

空気取入口の温度が発火点に達したため、緊急消火ボタンで消火。（図 9） 

10.3 実験後のストーブの状況 

 ⑴ 外観は、天板の上面の塗装が黒く変色しており、裏面には煤が濃く付着してい 

る。 

 ⑵ 燃焼筒は、内部全体に多量の煤が見分され、煤によりパンチング加工された穴 

は大半が詰まっている状態である。 

 ⑶ 芯外筒は、空気取入口から上部の遮熱板の裏面にかけて煤が扇状に付着し、特 

に遮熱板裏側には煤が厚く付着している。（図 10） 

10.4  実験結果 

家人の証言のとおり、天板を超える炎が立ち上がる異常燃焼が発生する。 

また、異常燃焼により、過熱された空気取入口から噴出するベーパーは、灯油の引

火点の 60℃を超えて 72.8℃に達し、点火から 28 分後に燃焼が始まる。（図 11） 

 実験後における空気取入口の煤の付着の形状及び遮熱板の煤の付着状態においても、

焼損ストーブと同様である。 

 よって、本実験により本件火災の出火に至る過程が再現された。 

 

11. 灯油ベーパーの引火の過程について 

空気取入口は 10 箇所あるが、最初に引火する空気取入口の位置に着目する。この空

気取入口上部には点火電極が位置している。（図 12） 

遮熱板の構造を見ると、半円形の 2 枚の盤の中央部をかみ合わせる円型の部品とし

て構成されており、外周部の点火電極の位置には、約 5 ㎜の隙間ができている。（図

13） 

このことから、この遮熱板の隙間を介して直下に位置する空気取入口から噴出する

ベーパーに引火し、その後周囲の空気取入口のベーパーへ炎が伝播することが判明し

た。第１回鑑識見分であった点火電極の配線被覆及びトランス基板の溶融は直近の空

気取入口の燃焼現象によるものである。（写真 4） 
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12. 遮熱板の構造不完全について 

再現実験結果から、異常燃焼が継続すると、芯外筒の温度も上昇を続けることから、

灯油ベーパーがいずれ発火点に至ることは明白である。しかし、家人の供述にある点

火から火災発見までの約 30 分では灯油ベーパーが発火点に至らないため、灯油ベー

パーが発火点に達して出火したとは考えられず、遮熱板の点火電極位置の隙間から灯

油ベーパーに引火したことにより出火したことは明らかである。 

 よって、出火原因の経過を遮熱板の「構造不完全」であると結論づけた。 

 

13.  出火原因の判定について 

ごくわずかな燃焼筒のずれでも異常燃焼は発生し、点火直後は通常燃焼と変わらな

いことから、家人がストーブに点火する前にぶつかる等の衝撃、ストーブを移動させ

る際に燃焼筒が外れる等何らかの原因で燃焼筒がずれたことに気付かず点火し、直後

にその場を離れたため異常燃焼が継続、過熱された空気取入口から噴出した灯油のベ

ーパーに遮熱板の隙間から芯の炎が引火したものと判定した。 

 

14. 第 3 回鑑識見分 

 当局が導き出した出火に至る経過について再現実験を行い、製造元立ち合いのもと

で確認することとした。なお、本鑑識見分実施にあたり、独立行政法人 製品評価技

術基盤機構 四国支社（以下「nite 四国」という。）から、鑑識への立ち合い申し出が

あり、第 3 回から鑑識見分に加わっている。 

 実験結果は、前回再現実験結果と多少の時間の差異はあるが同様の結果である。 

 燃焼筒のわずかなずれにより異常燃焼が発生し、過熱され芯外筒の空気取入口から

噴出した灯油ベーパーに引火する。また、遮熱板の点火電極位置の隙間から芯の炎が

引火するという当局の見解に製造元及び nite 四国とも相違はなかった。  

 

15. 類似火災防止に向けた取り組み 

本件出火原因の経過を「構造不完全」としたことから、同種火災の再発防止と安全

確保のため、製造元代表者に対し、改善要望書を消防局長名で発出した。（図 14） 

15.1 改善要望書における主な項目 

 ⑴ 同型品の製造期間及び出荷台数 

 ⑵ 把握している同型品の発煙、発火事故等の件数 

 ⑶ 出火原因に関する見解 

 ⑷ 再発防止に向けた今後の具体的な予防対策 

 ⑸ すでに販売された同型品による、同種火災の再発防止に向けた具体的な安全対 
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  策 

15.2  改善要望書に対する製造元からの回答（概要） 

 ⑴ 注意喚起について 

   今後生産する同型品については、「使用時に燃焼筒がずれた状態で使用しない」 

旨の注意喚起ラベルを本体に貼付け（表示）する。すでに販売された同型品を個々 

に対策を講ずることは困難であることから（一社）日本ガス石油機器工業会のホ 

ームページにおいて注意喚起を行うとともに、製造元独自でも啓発活動に努める。 

 ⑵ 遮熱板の構造不具合について 

   燃焼筒の不完全設置による異常燃焼においては、芯外筒等が過熱され、異常燃 

焼が継続すると発火点に至ることから、遮熱板の隙間の有無に関わらず出火する 

ため構造変更は行わず、注意喚起ラベルの貼付で対応したい。 

15.3  製造元からの回答を受けた当局の評価と対応 

 ⑴ 注意喚起について 

   再発防止に向けて一定の効果が期待されるが、今後生産される同型品について 

は記載内容や具体的な貼付け位置等について提示を求める。また、すでに販売さ 

れた同型品に対する製造元独自の啓発活動についても具体的な内容の提示を求め 

る。 

 ⑵ 遮熱板の構造不具合について 

   当局が指摘した構造不具合について、製造元としては不具合として十分に認識 

していない。しかし、遮熱板の隙間があることにより、引火現象が発生すること 

は双方が確認している事実であり、構造を改善することで事象の初期段階で引火 

による出火を防ぐことができることから継続して改善を求める。（再考による新 

たな回答を求める。） 

15.4  再考の求めを受けた製造元の対応と当局の評価 

 ⑴ 注意喚起ラベルの記載内容及び貼付け位置について 

   具体的な記載内容と貼付け位置が示され、いずれも再発防止に有効な対策であ 

ると判断できた。（図 15） 

 ⑵ 事故防止に関する啓発活動の具体的内容 

   ホームページにおける注意喚起の内容及びコールセンターへの問い合わせ時の 

回答内容が示され、再発防止に有効な対策であると判断できた。（図 15） 

 ⑶ 遮熱板の構造不具合について 

   構造変更に伴う仕様の決定に時間を要することから、当面は上記の対策を徹底 

するとともに、より安全な製品となるよう、構造変更に向けた検討を進めるとの 

回答を得たため、将来的に再発防止が期待できる。 

 以上のように、効果的な対策が講じられたことに加え、遮熱板の構造変更について 
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は経過を確認することとして製造元との再発防止への措置は終結し、当局としては広 

報活動等啓発活動を継続することとした。 

 

16. おわりに 

本稿で紹介した事案は、世間一般に普及し、日常の生活の中で使い慣れた石油スト 

ーブであるが故に発生した火災であると言える。先に述べたように、震災対策に加え

毎年のように発生する大規模風水害等自然災害により、ライフラインが止まった場合

でも使用できる石油ストーブは今後さらに普及すると考えられる。 

そこで危惧することが、基本的な燃焼等の構造がほとんどの製造元で同様の形態で

あるということである。他の製造元も取扱説明書に燃焼筒が正しい位置に設置できて

いないと火災になる旨の注意喚起が記載されているが、本件のように日常の動作で慣

れてしまい、異常燃焼に気付かないケースが発生した際に、遮熱板の構造不備から火

災に至るまでは想定できていないと考える。本件のような経過で発生する火災は、遮

熱板の構造を見直すことにより出火に至ることを防ぐことが大いに期待できる。 

本稿により、情報を発信することで各消防本部においても注意喚起情報が共有され

るとともに、製造元等石油暖房機器業界でもより安全な製品を提供できるよう遮熱板

の構造を見直し、類似火災の防止につながることができれば幸いである。 
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写真 3 燃焼筒の煤の付着状況 

写真 1 居室中央付近に置かれたストーブ 

写真 2 焼損部分  
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図 1 

 

遮熱板の煤の付着状況 

図 3 遮熱板の状況 

 

空気取入口 

図 2 芯外筒の状況 
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図 4 芯外筒内部の状況 

 

図 6 

 

図 5 
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図 7 

 

図 8 

 

図 9 
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図 10 

 

図 11 

 

 

時間経過 温度 

(空気取入口） 

温度 

(油受皿) 

状況 

点火直後 28.2℃ 19.2℃ 異状なし 

2 分後 32.6℃ 28.6℃ 燃焼筒から天板を超える炎 

12 分後 60.2℃ 25.2℃ 燃焼筒から炎が 40 ㎝立ち上がる 

28 分後 72.6℃ 29.2℃ 空気取入口の一箇所から断続的に炎が上がり、吸

気口から断続的に吹き返し現象が発生 

64 分後 156.6℃ 47.2℃ 芯外筒全ての空気取入口から炎が上がる 

66 分後 215.2℃ 57.0℃ 空気取入口の炎は大きくなり、燃焼が継続 

72 分後 228.4℃ 78.6℃ 空気取入口の温度が発火点 

 

表１ 再現実験経過 
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点火電極 

図 12 空気取入口の引火状況 

 

図 13 遮熱板の構造  

点火電極位置 

点火電極位置 

写真４ 空気取入口の燃焼状況 
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図 14 

 

図 15 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

送風機能を失った電気ファンヒータの火災について 

 

北九州市消防局 木原健志、宮本義也、入江隆明、早田啓介 

 

 

1. 火災概要 

本火災は、平成 30 年の 12 月に、北九州市内の共同住宅の一室から出火し、収容物

の電気ファンヒータ 1 台のみを焼損した建物火災である。 

1.1 出火及び発見時の状況 

電気ファンヒータの所有者である居住者（以下「居住者」という。）が、入浴の際、

洗面脱衣所内を暖めておくために、電気ファンヒータの電源を入れて入浴を開始した

ところ、数分後に、洗面脱衣所内に置いていた電気ファンヒータから、高さ約５０㎝

の炎が立ち上がっていることを浴室の扉のガラス越しに確認した。 

1.2 消火状況 

 居住者は火災を発見後、同居の家族に火災を報知した。火災を知った家族は、電気

ファンヒータの電源プラグを抜き、当該電気ファンヒータを洗面台に落とし込み、水

道水にて消火を行ったところ、鎮火に至った。 

1.3 消防隊現場到着時の状況 

居住者は、鎮火から約 11 時間後に消防へ通報を行っている。通報を受けた消防隊

が現場に到着した際、電気ファンヒータは、居住者により購入時に梱包されていた箱

に収められている状態であった。また、出火時に電気ファンヒータが置かれていたと

される洗面脱衣所内には焼損箇所はなく、電気ファンヒータ本体の上部のみに焼損が

確認できた。 

1.4 電気ファンヒータの使用状況 

 居住者からの情報によると、電気ファンヒータは、出火の約 2 週間前に、インター

ネットショッピングサイト（以下「ショッピングサイト」という。）から購入し、使用

は 2 回目であった。また、出火に至るまでの間、電気ファンヒータは正常に作動して

いたとのことである。 
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2. 鑑識及び検証等 

 前章の火災概要から考察すると、電気ファンヒータからの出火は明確だが、使用状

況から、電気ファンヒータの経年劣化を起因とした出火とは考えにくい。このことか

ら、製造不良による製品火災が疑われたため、ショッピングサイトにより、焼損した

電気ファンヒータ（以下「焼損品」という。）の同型品（以下「同型品」という。）を

購入し、比較、鑑識及び検証を行った。 

2.2 焼損品と同型品の比較 

2.2.1 外観状況 

焼損品は、本体上部を中心に焼損しているが、残存部分を確認すると、外観は同型

品と類似していることがわかる。（写真 1 及び 2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 内部状況 

 焼損品、同型品ともに、ニクロム線により熱せられた空気をファンにより送風する

という簡易的な構造をしていた。また、ブリッジダイオード及びサーモスタットが類

似した位置に存していることから、内部の構造は類似していると考えられた。 

 しかし、焼損品の電源方向から本体内部に延びる配線（以下「配線 1」という。）と、

同型品のそれは異なる方向に位置し、サーモスタットも上下反対の位置に存している

等、構造に若干の異なる箇所が確認できた。（写真 3 及び 4 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配線 1 

ブリッジダイオード 

サーモスタット 

写真 3 焼損品の内部状況 

配線 2 

写真 4 同型品の内部状況 

ブリッジダイオード 

サーモスタット 

配線 1 

配線 2 

写真 1 焼損品の外観状況 写真 2 同型品の外観状況 
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 焼損品の内部の配線を詳しく確認すると、配線 1 及びブリッジダイオードからモー

ターへ延びる配線（以下「配線 2」という。）（写真 3 参照）は、本体内部に向かって

右上方の位置で接しており、当該位置で両配線の片極に溶融痕が確認できた。（写真 5

及び 6 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 配線についての考察 

 各配線の溶融痕は片極のみであるため、配線単独の短絡痕とは考えにくい。また、

焼損品は購入して間もないものであり、使用回数も 2 回目であることから、配線の劣

化により両配線の片極同士が接触して短絡したことも考えにくいため、当該溶融痕は

二次的な短絡痕であると考えられる。  

2.3 製品情報 

 前節の比較状況から確認できた配線の状況を図 1 に示すとともに、改めて焼損品の

情報を以下のとおりまとめる。 

2.3.1  生産国、メーカー等 

製品が梱包されていた箱には「MADE IN CHINA」との記載があるが、取扱説明書に

記載されているメーカー等の連絡先に問い合わせるも、連絡が繋がらないため、詳細

は不明である。 

2.3.2  製品名 

焼損品を販売していたショッピングサイトでは、「ベアヒータ」と記載されていた

が、他のショッピングサイトでは異なる製品名で販売されているものが確認できた。 

2.3.3  製品の構造 

   ・当該製品はニクロム線を発熱させ、後方からファンによって暖めた空気を送

る電気ファンヒータである。 

・電気配線は、交流電源からスイッチを介し、ニクロム線とブリッジダイオー

ドに接続されている。 

・ブリッジダイオードで直流に整流された電流が、モーターに供給されている。

（図１参照） 

写真 5 配線 1 の溶融痕 写真 6 配線 2 の溶融痕 
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・モーターに供給される電流は 0.19A、電圧は 6.3V であった。（テスターによ

り測定）このことから、モーターの消費電力は約 1.2W であることが確認で

きた。 

・電源スイッチとニクロム線の間には、温風の温度を調整するためのサーモス

タットが取り付けられている。ドライヤーで温風を当て作動温度を確認した

ところ、約 80℃で作動し、約 40℃まで温度が下がると復旧することが確認

できた。（熱画像装置にて温度を測定） 

・インターネット上に掲載されていた製品の概要では、転倒保護機能が付され

ているとのことだが、焼損品には当該機能は確認できなかった。 

・定格電圧は 110V、定格電力は 350W である。（インターネット上での情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 回路図からの考察 

 配線 2 が断線した場合、モーターは停止するが、ニクロム線は作動し続けることが

考えられる。この場合、ファンの送風による冷却機能が失われるため、ニクロム線が

過熱し続け、出火に至る可能性があることから、同型品の配線 2 を断線させ、検証を

行った。 

2.4 検証 1 

 配線 2 を断線させ電源を入れると、ファンが停止している状態でニクロム線は過熱

を続け、約 20 秒後にニクロム線周囲の樹脂部分が発火し、その約 9 秒後にサーモスタ

ットが作動することを確認した。（写真 7 参照） 

 焼損状況を確認すると、ニクロム線周囲の樹脂部分の一部及び外殻上部の一部に溶

融が確認できた。（写真 8 参照） 

 

 

 

 

 

配線 1 

 
配線 2 

・・・溶融痕が確認できた位置 

図 1 ファンヒータの回路図 
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 この検証から、何らかの原因でファンが停止したことにより、ファンの送風による

冷却機能を失ったニクロム線が過熱を続け、出火に至る可能性が確認できた。 

2.5 ファンが停止した原因について 

 ファンが停止した原因について、モーターへと繋がる配線 2 の異常が考えられるが、

前述のとおり溶融痕は二次的なものであると考えられ、その他の配線についても異常

は確認できなかった。 

焼損品に付されている電子部品の異常の有無を確認したところ、ブリッジダイオー

ドはテスターにより導通が確認でき、サーモスタットは約 80℃で作動することが確認

できたため、異常はないと考えられた。 

 モーターについては、外観に焼損等は確認できなかったが、テスターによる導通が

確認できなかった。（写真 9 及び 10 参照）このことから、モーターに何らかの異常が

生じたため、ファンが停止したものと考えられた。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8 焼損状況 写真 7 発火時の状況 

発火箇所 

写真 9 モーターの外観状況 写真 10 モーターの導通状況 

第68回全国消防技術者会議資料（令和2年11月26日）

-119-



 

 

2.6 モーターの異常について 

2.6.1 モーターの仕組み 

 モーターについて検討を行う前に、モーターの仕組みについて簡単に確認を行う。 

 モーターにはいくつかの種類があるが、当該電気ファンヒータのモーターはブラシ

付きの直流モーターであるため、図 2 を参考に説明を行う。 

    ・モーターは磁石、ブラシ、整流子、コイル及び回転子で構成されている。 

    ・モーターへと流れてきた電気は、ブラシを経由し、整流子へと流れる。 

    ・整流子は 3 つに別れ円型を形成し、コイルの両端を通じて隣の整流子と繋が

っている。 

    ・コイルは回転子を巻き込むように形成されている。これにより、コイルに電

気が流れると、右ねじの法則により回転子に磁力が生まれる。 

    ・回転子に生じた磁力は、回転子周囲の磁石と吸引・反発を繰り返すことによ

り回転する。この回転に合わせて整流子も回転するため、コイルを流れる電

気の方向が位置によって変化し、整流子の極性も位置によって変化するもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ モーターの仕組み 

コイルの両端は、互
いに異なる整流子
に繋がっている。 

電気の向きが
変 わ る こ と
で、極性が変
化する。 
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2.6.2 モーターの内部 

 焼損品のモーターの内部を確認すると、焼損や異物の混入は確認できなかったが、

ブラシに湾曲が確認できた。（写真 11 及び 12 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、同型品のブラシと比較すると明らかに短い状態であり、片方のブラシが整流

子に接していない状況であることが確認できた。（写真 13 及び 14 参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 ブラシについて 

 焼損品のブラシが短い原因については、モーター内部に焼損が確認できないことか

ら、二次的に短くなったとは考えにくいため、製造段階ですでに短い状態であったと

考えられる。 

 しかし、購入時からブラシと整流子が接していない状態であれば、1 回目の使用か

ら火災に至っているはずである。 

2.6.4 検証 2 

 ブラシが短い状態でモーターを使用した際、正常なものとどのような違いが発生す

るのかを検証するため、定格電圧 3V のモーター2 つを用意し、検証を行った。 

    ・モーター内部の状況が確認できるよう、外郭の一部を切り取った。（写真 15

参照） 

 

写真 12 ブラシの湾曲 

ブラシ 

写真 11 モーター内部の状況 

回転子 

コイル 整流子 

磁石 

焼損品 同型品 

写真 13 ブラシの比較 写真 14 ブラシと整流子との位置関係 

整流子 

ブラシが整流子に 
接していない状況 
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    ・1 つのモーターはブラシが整流子に辛うじて接する位置までブラシを切断

（以下「モーターA」という。）し、もう 1 つのモーターはブラシをそのま

まの状態（以下「モーターB」という。）で使用した。（写真 16 及び 17 参照） 

    ・電源は 1.5V の乾電池 2 つをつなぎ合わせたものを使用し、2 つのモーター

を 30 分間作動させた。 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

    ・検証開始直後、モーターA は正常に整流子が回転を始めたが、ブラシと整流

子が接する位置でスパークの発生を確認した。一方、モーターB にスパーク

は発生せず、異常なく整流子は回転を続けた。（写真 18 及び 19 参照） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    ・30 分経過するも、2 つのモーターが停止することはなかった。 

    ・2 つのモーターの整流子を比較すると、モーターA はモーターB に比べ、整

流子が摩耗していることが確認できた。特に、整流子と整流子の隙間付近が

著しく摩耗している。（写真 20 及び 21 参照） 

 

 

 

 

 

写真 16 モーターA のブラシ 

写真 17 モーターB のブラシ 写真 15 検証に使用したモーター 

モーターA モーターB 加工前 

写真 19 モーターB の作動状況 

スパーク 

写真 18 モーターA の作動状況 
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本検証に加え、電源の電圧を 6.0V（1.5V 乾電池を 4 個）に変更し検証を行ったと

ころ、モーターA と同様にブラシを切断したものは、約 1 分でモーターが停止するこ

とを確認した。（検証状況及び写真は省略） 

以上の検証から、モーターのブラシが整流子に辛うじて接する位置にある場合、ブ

ラシと整流子の間にはスパークが発生し、当該スパークが整流子を摩耗させることで、

ブラシが整流子に届かなくなるため、モーターが停止すると考えられた。 

2.6.5 モーターが停止するまでの詳細 

 前項での検証を踏まえ、モーターが停止するまでの詳細を図 3 にてまとめる。 

    ・説明を明瞭化するため、ブラシ及び整流子以外の部品は図から消去している。 

    ・ブラシに電気が流れ込み、整流子が回転する。 

    ・ブラシの先端が整流子同士の隙間に位置する際、ブラシが整流子から完全に

離れる瞬間が生じ、スパークが発生する。 

    ・整流子は惰性により回転を続け、スパークが連続的に発生する。 

    ・スパークを受けることにより整流子が摩耗する。この際、ブラシも同時に摩

耗すると考えられる。 

    ・やがてブラシと整流子は離れ、モーターが停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラシ 

整流子 

ブラシと整流子 
が離れる 

スパークが発生 ブラシと整流子 
が摩耗し離れる 

図 3 モーターが停止するまで 

写真 20 モーターA の整流子の状況 写真 21 モーターB の整流子の状況 
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3. 結論 

 前章の鑑識及び検証等を踏まえて考察する出火原因は、電気ファンヒータ使用中、

ファンのモーター内部のブラシ及び整流子が初期不良のため接触不良を起こしたこと

により、ブラシ及び整流子が摩耗しモーターが停止、ファンによる送風機能を失った

ニクロム線が過熱し続けたため、ニクロム線周囲の樹脂が発火し、出火したものと考

えられる。 

 

4. 火災予防施策等 

4.1 本市 2 例目の火災 

 本事例が発生した数週間後に確認したところ、この電気ファンヒータをショッピン

グサイトで見つけることはできなかったが、約 1 年後の令和元年 12 月、同型の電気フ

ァンヒータから出火し、専用住宅 1 棟を全焼する火災が発生した。関係者の情報から、

当該電気ファンヒータは出火の半月前にショッピングサイトで購入したとのことであ

り、当該同型品のモーターのブラシも短く、整流子に接していない状態であった。 

このことから、本事例から約 1 年後には、同型品がショッピングサイト上で販売が

再開されていたことが考えられる。 

4.2 PSE マーク 

本事例の電気ファンヒータは、同型品も含め、日本国内で販売される電気製品に表

示義務のある『PSE マーク（電気用品安全法に適合する表示）』が付されていなかった。 

本来、PSE マークの表示が義務付けられている製品は、当該マークを付していなけ

れば、日本国内での輸入、販売等は行えないことになっているが、この電気ファンヒ

ータのように、PSE マークが付されていない製品がショッピングサイト上で多く販売

されていることが考えられる。 

4.3 本市の対応 

 本事例の出火原因と考えられる電気ファンヒータについて、独立行政法人製品評価

技術基盤機構を通じ、経済産業省へ報告を行ったが、生産国及び販売者が不明のため、

直接的な対策は行えないとのことであった。また、取扱説明書に記載されていたメー

ルアドレスに連絡等を行うも、返信はなく、現状では火災予防に繋がる具体的な対策

は行えていない状況である。 

4.4 今後の火災予防施策 

 本事例の電気ファンヒータの同型品は、これまでもショッピングサイト上で販売の

開始と中断を繰り返し、販売を続けていたことが考えられることから、すでに全国で

類似火災は発生しており、今後も発生することが予想される。類似火災を予防するに

は、PSE マークが付されていない製品や、生産国または販売者が不明、若しくは虚偽

であることが疑われるような製品は購入を控える等、消費者に呼びかけることが必要
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と考えられる。 
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【令和 2 年度消防防災科学技術賞】優秀賞 消防職員における原因調査事例 

 

ニッケル廃触媒が酸化し出火。保管方法を是正した事例 

 

大阪市消防局 此花消防署 岩田修典、堀口展幸、徳永和也、岡山正宗 

大阪市消防局 予防部 予防課 小西勇介、秋山和輝 

 

 

1.火災の概要 

本件は、令和元年 11 月に鉄骨造ＡＬＣ版張３階建倉庫内において、フレキシブルク 

ロスコンテナ（以下、フレコンという）内に保管されたニッケル廃触媒から出火した

火災である。 

出火当時、倉庫内は無人であり、施錠もされていたことから部外者による放火の可 

能性は低い。発見者は、警備会社社員であり、「倉庫内には何かが燃えているにおいが

するものの、煙があり何が燃えているのかは分らなかったため、初期消火はせず、119

番通報を実施した」と説明する。集積場にニッケル廃触媒が搬入されたのは９月上旬

で、約２ヵ月間フレコンに保管されている状況であった。これまでは１週間～１か月

間の保管期間であったが、物流事情によりこれまでよりも長期間の保管となっていた。 

2.実況見分状況について 

（１）出火箇所について 

倉庫内において、焼きが見分されるのは２番製品置場（６×12ｍ）の南西側に

積み置きされたフレコンであり、内部に入っているニッケル廃触媒やリチウムイ

オン電池の封口体や正極材料にも焼きが確認される。 

消防隊の出火出場時の見分調書からも、２番製品置場南西側付近から炎を確認

しており、防犯カメラの映像からも同位置に炎が見分される。 

よって、消防隊の見分状況及び焼き状況が合致しているため、出火箇所を集積

場南西側付近とする。 

 

（２）出火原因について 

   電気については２番製品置場南西側に２口壁付コンセントが見分されるものの、 

焼きもなく、異常が見分されないことから電気による出火ではないと考えられる。

放火については倉庫入口の施錠状況、防犯カメラ、人感センサーに異常が見分 

されないことから考え難い。 

ニッケル触媒は一般的に石油業界や食品業界などで「＊水素化反応」と呼ばれ 
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る化学反応に用いられる。ニッケル特有の水素分子を表面に引き付ける性質を利

用したものであり、反応表面積を大きくするため粉末の形態をとることが多いが、

使用時に溶媒などと一緒に流されてしまうのを防ぐためにシリカやアルミナなど

の多孔質の物質へ触媒を固定（担持）する必要がある。 

火災現場から収去したニッケル廃触媒を、蛍光Ｘ線回析装置によって分析した 

結果、Ｎｉ（％）、Ｓｉ（％）、Ａｌ（％）を含有していることがわかり、ニッケ

ル廃触媒はニッケル粉がシリカやアルミナに担持された状態で廃棄された粉体で

あると推測した。また、使用者から提出された安全データシートの成分には酸化

ニッケルと記載されていることから、廃棄される段階でニッケル粉が酸化されて

いるものと推測した。 

ニッケル廃触媒から出火するメカニズムとして吸着熱と酸化熱が考えられるの 

で以下検討する。 

 ア 吸着熱について 

ニッケル廃触媒に含まれるシリカやアルミナなどの多孔質の物質は水分を吸着 

すると発熱することから、吸着熱について検討した。 

出火当日の早朝は、大阪市内で 低気温 7.4℃を記録した日で、ニッケル廃触 

媒を入荷した９月７日以降で も気温が低い。一般的に、温度が高くなると分子

運動が活発になるため、温度が低いほど吸着は活性化される。また、前日に雨が

降ったことから、普段より空気中に水分が多く含まれていた可能性が高く、シリ

カやアルミナがより多くの水分を吸着することでより大きな吸着熱が発生し、蓄

熱によってフレコンが発火したと推察される。 

理化学試験①により、シリカやアルミナが水分を吸着した際の発熱量を測定す 

ると、若干の温度上昇は確認されるも、その発熱は微量であることが分かる。仮

に大量のニッケル廃触媒によって、微量発熱が蓄熱される環境であったとしても、

フレコンの発火点（320℃）まで温度が上昇する可能性は低いと考えられる。 

よって、吸着熱による出火の可能性は低いと判断した。 

 

 理化学試験①について 

（１）シリカ及びアルミナの吸着熱について 

ア 試料の吸着熱について 

（ア）実験方法 

蓄熱性を同条件にするために体積を一定にし、円筒濾紙に試料を入れる

（写真１）。恒温乾燥機内の密閉空間で加湿器を用いることで、多湿環境下を 
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つくり、試料の温度を多湿環境下で熱電対を用いて温度測定する。試料は

現場で採取したものＡと、その試料をバーナーで熱したものＢを使用する

（写真２）。 

（イ）実験結果 

ＡとＢの熱電対の計測結果をグラフ１に示す。約 60 分間の計測の中で、Ａ 

は 20℃から 30 分経過付近で 23℃まで上昇、Ｂは 23℃から 15 分経過付近で 

25℃まで上昇し、どちらも 23℃付近に収束している。 

イ シリカゲルの吸着熱について 

（ア）実験方法 

ア（ア）と同条件で、試料に吸湿済みのシリカゲルＣと乾燥後のシリカゲ 

ルＤを使用する。シリカゲルは二酸化ケイ素に塩化コバルト（Ⅱ）を添加す 

ることで吸湿度が色でわかるようになっており、乾燥したシリカゲルは青色、 

吸湿したシリカゲルはピンク色を示す(写真３)。 

（イ）実験結果 

熱電対の結果をグラフ２に示し、実験後のシリカゲルを写真４に示す。Ｃ

は 23℃から 25 分経過付近で 30℃まで達し、徐々に温度は低下し 60 分経過

付近で 28℃になる。また、Ｄは 26℃から 37 分経過付近で 32℃まで達しその

後、60 分経過付近まで温度を維持している。 

 

 

  

B Ａ 
加湿器 B Ａ 

Ⅾ Ｃ 

Ⅾ Ｃ 

写真４ 写真３ 

写真１ 写真２ 
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グラフ１：熱電対を用いてのＡとＢの吸着熱の測定     グラフ２：熱電対を用いてのＣとＤの吸着熱の測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 酸化熱について 

（ア）ニッケルの酸化について  

一般的に、ニッケル金属は表面に酸化被膜を形成するため内部までの腐食が起

こりにくく、「不動態」として酸化されにくい金属とされる。しかし、表面は酸化

されやすいことから、不動態の金属であっても粉状になれば性質が大きく変わり、

ニッケル粉は非常に酸化されやすい物質と判定される。粉状になれば反応表面積

が大きくなるため、その粒径が小さくなればなるほど酸化されやすくなり、新鮮

なニッケル粉が空気に触れると発火に至る危険があることが知られている。 

（イ）触媒メーカーへの調査結果について 

   一般的に触媒メーカーは、ニッケル粉の発火危険を考慮して、既に酸化されて 

いる酸化ニッケルを出発材料に用いる。ただし出荷の段階では、水素還元によっ 

て酸化ニッケルをニッケルへ戻しておく必要があるが、そのまま空気に触れさせ 

ると発火してしまうため、発火対策として２つのパターンでニッケル表面を保護 

する。（図１） 

【パターン１／硬化油によるコーティング】 

①  酸化ニッケルをシリカやアルミナに担持させる 

②  窒素雰囲気下でニッケルへ還元して、硬化油でコーティングし、大気中

へ取り出す 

③  この状態で出荷し、使用者によって硬化油が除かれる 

【パターン２／酸化被膜によるコーティング】 

①  酸化ニッケルをシリカやアルミナに担持させる 

②  窒素雰囲気下でニッケルへ還元 

③  低酸素雰囲気下で徐々にそれを酸化させる 

④  徐々に酸素濃度上げることで酸化被膜を形成 

   ⑤この状態で出荷し、使用者によってニッケルへ還元され
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（ウ）使用者（販売業者）への調査結果 

入荷した段階で酸化ニッケルであるとのことから、恐らく上記のパターン２ 

の加工をされたニッケル触媒である。この使用者は、石油製品の水素化反応の

ためにニッケル触媒を使用するとのことであり、以下のような順序で作業が実

施されている。（図２） 

①パターン２の④の状態のニッケル触媒を使用 

    ※以下、窒素雰囲気下での作業 

②ニッケルへ還元し、ニッケル表面に水素を吸蔵させる 

③石油系物質を流し、水素化していく 

④水素化が終わっても、石油系物質がニッケルに付着しているので、キシレ

ンで洗浄 

⑤蒸気乾燥（140～150℃の蒸気）によってキシレンを揮発させ、高温の水蒸

気によって酸化される 

⑤までの作業を終え、大気中に取り出され、冷却、金属製ボックスへ収

納、屋外での一時保管を経て出荷するころには、酸化ニッケルになっている、

というのが使用者の認識であった。      

 

図１：触媒メーカーにおける硬化油または酸化被膜によるニッケルの保護 

図２：販売業者（仕入先）の廃棄方法 

第68回全国消防技術者会議資料（令和2年11月26日）

-130-



 

 

（エ）上記調査結果をうけての当局の見解 

  この廃触媒について、前述の吸着熱の理化学試験①の際に、撥水性があるこ 

と、シンナー臭がすることに疑問を感じたため、理化学試験②を実施した結果、 

キシレンをはじめ種々の揮発性の有機成分（以下、キシレン等）を含んでいる 

可能性が高いことがわかった。これは（ウ）に記載した使用者の作業工程の④ 

⑤のキシレン及び石油系物質であると考えられる。 

  我々は、このキシレン等有機成分が（イ）で記載した触媒メーカーのパター 

ン１の硬化油のような役割を図らずもしてしまい、自然発火の危険性を持つ還 

元ニッケルを保護（コーティング）している可能性があるのではないかと推測 

した。そのキシレン等のコーティングが何らかの原因で劣化すれば、還元ニッ 

ケルが空気に触れることになるため、発火することは十分に考えられる。 

様々な方法で、そのコーティングを劣化させる理化学試験③を実施したとこ 

ろ、ニッケル廃触媒が赤熱及び発火するという結果となった。 

 

理化学試験②について 

ア ニッケルと水との反応性について 

（ア）実験方法 

試料にニッケルが含まれることを仮定し、水と試料内のニッケルが反応し 

た場合、下記のような反応をとり、水素が発生すると思われる。 

Ｎｉ ＋ Ｈ２Ｏ → ＮｉＯ ＋ Ｈ２ 

酸化ニッケルの生成の確認は困難であるため、写真５のような水上置換法 

により発生する水素を確認することでこの反応を証明する。 

（イ）実験結果及び考察 

ニッケルと水を反応させるも、水素の発生は確認されず、発熱もない。試

料が撥水性を示すことに加え、ニッケルの純度が低いこと、ニッケルと水は

反応しないことなどの原因が考えられる。 

イ  試料の撥水性について 

   （ア）実験方法 

試料とバーナーで熱した試料のそれぞれ７g に水 20ml を加え、10 分間撹 

拌した後、ろ過により得た水分量を比較することで撥水性を比較する（写真 

６）。 

（イ）実験結果 

水を加えた直後の状況を以後に示す。写真７のように試料は水の撥水性が 

大きくフラスコ内で分離している一方で、写真８のように熱した試料は撥水 

性が小さくなっている。撹拌後の水分量を比較しても、試料は水を 16ml 抽  
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出、熱した試料は 3.5ml 抽出でき、撥水性に差が生じている。 

ウ 試料に含まれる有機成分について 

（ア）実験方法 

試料からはシンナー臭がしており、有機成分の含有が疑われる。ジエチル 

エーテルで試料を洗浄、ろ過により有機成分をジエチルエーテルに抽出し、 

試料の抽出液を準備する（写真 10）。また、キシレン系シンナーをサンプル 

として使用し、サンプルも同条件とするためジエチルエーテルに溶解させて 

サンプル液とする（写真 11）。 

   （イ）測定条件 

      スプリット比 ５：１   注入温度（気化室温度）：290℃ 

      検出器及び温度：ＦＩＤ300℃ 

分離カラム：RESTEK Rtx-1（内径 0.53mm 長さ 30ｍ 膜圧１μｍ） 

      オーブン昇温速度：10℃／min  キャリアガス：ヘリウム９ml／min 

（ウ）実験結果 

  それぞれのガスクロマトグラフをグラフ３に示す。サンプルにはジエチ 

ルエーテルのピークを除き全３本のピークが確認され、これらはキシレンの 

構造異性体であるオルト位、メタ位、パラ位、エチルベンゼンのピークを示 

し、引火点の順に並んでいることを考慮すれば、a１はエチルベンゼン（18℃）、 

a２はメタ位及びパラ位（27℃）、a３はオルト位（32℃）のピークと考えら 

れる。試料のピークと比較した場合、a1 と a3 の同じリテンションタイムに 

ピークがあり、キシレン成分の含有が確認できる他、キシレンよりも引火点 

の高い有機成分が多数含まれていることがわかる。 

       また、常温下でも揮発の可能性がある揮発成分のみを定性分析するため 

に、此花消防署特別救助隊が所有するハプサイトを用いて分析した結果（グ 

ラフ４）、揮発成分の成分にキシレンが含まれており、その適合率は 90％以 

上である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｉ＋Ｈ２Ｏ → ＮｉＯ＋Ｈ２ 

ニッケルと水が反応すれば、酸化反応により発

熱し、水素が発生。水素は○に集められる。 

写真５ 
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写真７ 写真６ 

写真９ 写真８ 

写真 11 写真 10 

撥水性あり 

撥水性なし 

グラフ４ グラフ３ 
a1  a2 

a3  
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理化学試験③について 

イ 試料の赤熱について 

   （ア）実験方法 

写真 12 のようにバーナーで試料を熱する。 

（イ）実験結果 

一部赤熱する粉体が現れ、10 秒間ほどニッケルの表面燃焼が確認される 

（写真 13）。一度燃焼（酸化）が終われば、続いてバーナーで熱しても赤熱

せず、試料は黒色から灰白色へと変色する（写真 14） 

オ  示差熱・熱重量同時測定装置による熱分析 

     現場から採取した残渣を示差熱・熱重量同時測定装置で分析し、熱的特性を

確認する。 

   （ア）測定方法 

      使用機器 ：島津製作所ＤＴＧ60Ｈ 

      パージガス：空気 50ml／分 

      標準試料 ：αアルミナ 10mg   開始温度：室内温度 

      昇温速度 ：５℃／分     高温度：500℃（保持なし） 

（イ）  示差熱・熱重量同時測定装置について 

示差熱・熱重量同時測定装置（ＴＧ－ＤＴＡ）の分析結果を上記のグラフ 

に示す。熱重量分析（Thermogravimetry;ＴＧ）は、分解反応、酸化還元反 

応など加熱によって重量変化を伴う反応を対象とし、重量変化から反応温度、 

反応速度などを測定する方法である。加熱方式により二つに分けられ、一定 

昇温速度で加熱して重量変化を測定する場合（狭義にはこの方法をＴＧと呼 

ぶ）と一定温度での重量変化を測定する場合がある。前者は反応の様子や反 

応温度を観察するのに、後者は反応速度を測定するのに適している。熱重量 

分析装置は、精密天秤、炉（定速昇温が可能なもの）及び記録計からなって 

おり、測定温度範囲で重量変化のない試料を基準にして測定される。 

また基準試料が熱異常（熱の吸収、放出）を起こさない場合、基準試料と 

測定試料の温度差から測定試料の反応に伴う発（吸）熱量を測定することが 

できる。この方法を示差熱分析（Differential Thermal Analysis；ＤＴＡ） 

といい、市販の装置の多くはＴＧ－ＤＴＡの同時測定が可能になっている。 

グラフにおいて、緑線が炉内の温度変化を示しており、毎分一定の昇温速度 

で温度上昇しているのが確認できる。紫線が試料の重量変化を示したＴＧ曲 

線となっており、赤線は熱電対が検知した起電力を示すＤＴＡ曲線を示す。 
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（ウ）試料を大気雰囲気下で測定 

試料を大気雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ５に示す。300℃付近ま  

でＤＴＡ曲線に挙動は見られず、ＴＧ曲線は緩やかな重量減少がみられる。 

310℃付近で鋭い発熱ピーク①があり、炉内の温度上昇も伴っていることか 

ら、この発熱ピークは発火点を示す。この発火点は二通りの成分の可能性が 

あり、一方は含有されている揮発せずに残った有機成分の発火点、他方は有 

機成分が熱劣化したことで大気に触れたニッケル粉の発火点が考えられる。 

この発火には発熱と重量減少が同時に挙動を示していることから、これらの 

ピークは同一成分のものであり、有機成分の発火点と思われる。その後、 

340℃付近で再び炉内の温度上昇を伴う発熱ピーク②があり、このピークは 

若干の重量増加を伴うものであることからニッケル粉の酸化発熱（発火）と 

思われる。 

（エ） 試料を窒素雰囲気下で測定 

試料を窒素雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ６に示す。不活性な窒 

素雰囲気下で測定をすることで、酸化分解や発火などの酸化を伴う反応を除 

くことができる。27〜50℃付近で吸熱を伴う重量減少がみられ、気化を示す 

ことから、引火点 27℃のキシレン成分の揮発によるものと思われる。50℃ 

〜300℃付近まで重量減少及び徐々に勾配が緩やかになる発熱ピークが見ら 

れることからその他有機成分の熱分解・気化が進行していると思われ、355 

〜390℃付近にかけてブロードな吸熱反応が見られ、ニッケルのキュリー温 

度と考えられる。不純物を多く示すため熱の伝わり方に誤差が生じ、ニッケ 

ルのキュリー温度（※）から高温側へピークが延びていると思われる。 

     ※  キュリー温度とは、強磁性体が温度上昇に伴って常磁性状態へ転位

する温度をいう。鉄、ニッケル、コバルト等の遷移金属は、強磁性

（磁石にくっつく）を示すが、ある温度に達したときに突如として

磁性を失う（磁石にくっつかなくなる）。この温度は物質によって決

まっており、鉄は 770℃、ニッケルは 358℃である。一般的に、この

磁気変態が起こるとブロードな吸熱反応が発生する。 

（オ）バーナーで熱した試料を大気雰囲気下で測定 

バーナーで熱した試料を大気雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ７に 

示す。赤熱がなくなるまで熱したため、試料中のニッケルは完全燃焼により 

大半の有機成分は揮発し、酸化ニッケルになったと思われる。（ウ）の示差熱 

と比較して、（ウ）で発火を示した成分の発火点は見られず、160〜200℃から 

吸熱を開始するが、（エ）と比較してその重量減少率は小さい。 
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（カ）バーナーで熱した試料を窒素囲気下で測定 

バーナーで熱した試料を窒素雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ８に 

示す。（オ）の挙動と大きな差はないことから、バーナーで熱した試料に見ら 

れる熱的挙動は酸化に起因するものではないことがわかる。（エ）と比較した 

際の差は有機成分の残量とニッケルの酸化の有無であり、（カ）は酸化ニッケ 

ルになっていることからキュリー温度は示さない。有機成分の残量の違いか 

ら重量変化率に差はあるが、大きく吸熱へシフトするのは 160〜200℃の間で 

あることは共通しているため、有機成分もシリカやアルミナなどの多孔質物 

質に吸着されており、その成分が脱着し始めていると思われる。 

（キ）フレコンバッグを大気雰囲気下で測定 

フレコンバッグを大気雰囲気下で示差熱分析した結果をグラフ９に示す。  

150℃付近で急激な重量減少がみられるが、ⅮＴＡ曲線に変化がないことか 

ら、試料の一部が白金セルの外側へ落下したと思われる。その後、250℃付近 

から熱分解による重量減少を伴う発熱を開始し、340℃付近で発火点を示す。 

カ 自然発火性について 

（ア）実験方法 

何も含んでいないウエスをロール状にしたもの（Ａ）と、試料 30g をウエ 

ス上に分布させ、ロール状にしたウエス（Ｂ）を用意する（写真 15、16）。蓄 

熱性を揃えるために、使用するウエスの枚数及びロール状の仕方は同条件と 

し、内部温度を 200℃に保った恒温乾燥機内へ入れ、ウエスの内部温度を熱 

電対を用いて測定する（写真 17）。 

（イ）実験結果 

熱電対の温度測定結果をグラフ 10 に示す。Ａ及びＢの内部温度が徐々に

恒温乾燥機の保持温度に近づいていく中で、74 分経過して内部温度が 200℃

付近まで達したぐらいでＢから白煙が発生し始める（写真 18）。その後、Ａ

には変化がない一方で、Ｂは白煙の量が増加していき、10 分経過して内部温

度が 240℃付近まで達したぐらいで恒温乾燥機内部が煙で充満したため、Ａ

及びＢを恒温乾燥機から取り出す。取り出してから 20 秒経過後、Ｂが発火

し、炎の中に赤熱する粉体が確認される（写真 19）。 
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写真 19 写真 18 

写真 17 写真 16 

写真 15 写真 14 

写真 13 写真 12 

A B 

B B 

赤熱した粉体 
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ウ まとめ 

以上のことから、窒素雰囲気下で使用後のニッケル触媒をキシレンで洗浄し蒸 

気乾燥するも、キシレン等が還元ニッケルをコーティングする形で残留し、それ

がニッケル廃触媒として今回の購入業者の元に渡ったと考えられる。今回はその

廃触媒が、フレコンに移し替えられ、長期間空気に触れる状態で保管されていた

ため、温度・湿度の変化によりキシレンが劣化し、酸化されずにコーティングさ

れていたニッケルが空気に触れ、酸化熱を発生させたものと思われる。 

よって本火災は、本来、密閉保管すべきニッケル廃触媒をフレコンに移し替え 

キュリー温度が高温側へシフト 

炉内温度 

重量変化（ＴＧ曲線） 
熱電対の検知起電力（ＤＴＡ曲線） 

① ② 

グラフ１０ グラフ９：フレコンバックを大気雰囲気下で測定 

（左）グラフ７：バーナーで熱した試料を大気雰囲気下で測定 

（右）グラフ８：バーナーで熱した試料を窒素雰囲気下で測定 

グラフ５：試料を大気雰囲気下で測定 グラフ６：試料を窒素雰囲気下で測定 
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保管したために、ニッケル粉をコーティングしていたキシレンが劣化し、その結

果、ニッケル粉が急激に酸化（発火）することで、フレコンに着火し、出火に至

ったものと判断し、発火源を金属粉、経過を自然発火する、着火物を合成樹脂及

び成形品と判定した。 

 

４ 情報収集並びに販売元及び取引業者への要望について 

  販売元には、ニッケル廃触媒が発火した事例があったので、取り扱いについては

十分に注意するよう依頼し、取引業者には保管方法の徹底を図るよう是正指導した。 

 

            

写真 20 是正前                写真 21 是正後 

 

５ 要望に対する報告及び取引業者の対応について 

  取引業者は再発防止策として、保管方法を従前のフレコンからドラム缶に変更し、

密閉容器とすることで、ニッケル廃触媒が空気に触れないようにするとともに、長

期間保管しないとの回答を得た。 

 

６ 終わりに 

近年、資源の再利用化が進み、レアメタルのリサイクル業者が多く存在する中、

大阪市内でも鉛粉や亜鉛粉などの危険物に該当しない金属粉の火災が増えつつあ

る。このような状況において発生した今回の火災は、ニッケル廃触媒についての情

報が非常に少ない状況の中、限られた時間で、情報収集及び理化学試験をまずはど

のように進めるべきかという原因究明までのアプローチが非常に困難であり、さら

には是正指導の対象をどこまで遡るのかについて悩まされた事案である。 

  化学メーカーは専門分野が多岐に分かれるため、購入業者はおろか販売業者もニ

ッケル触媒の“使用者”に過ぎず、本火災の関係者からのみの聴取では、ニッケル

触媒について充分な情報を収集することができなかった。そこで、さらに元をたど

り、ニッケル触媒を製造している触媒メーカー、さらに触媒メーカーが各種試薬を

取り寄せているそれぞれの試薬メーカーに協力依頼し、性質や文献などの情報を収

ニッケル廃触媒をフレコンにて保管 ニッケル廃触媒をドラム缶にて保管 
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集した。その結果、ようやく理化学試験の方針が決定し、理化学試験を重ねていく

ことで出火原因の可能性を見出すことができた。 

  また、火災予防について、保管方法が不適切であった購入業者と、意図していな

い成分が残留することで自然発火の可能性を残している販売業者それぞれに対し

ての是正指導については、取引関係、守秘義務、管轄機関などの面からも慎重に行

う必要があった。 

後に、微小火源や電気火災に比べ、化学火災はまだまだ数が少なく、苦手とす

る消防職員は非常に多いと思われる。しかし、出火した物質に関することから更に

基礎的なことまで遡り、焦らず情報整理及び理化学試験を重ねていけば、出火原因

判明につながることが実感できた。今回の発表内容が周知されることにより、今ま

で耳にしたことのない化学物質火災に対するアプローチ方法の参考になり、また、

化学物質を取り扱う事業所に立入検査をする際の指標となることで火災予防、また

被害の拡大防止に繋がれば幸いである 
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