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Ⅰ 研 究 業 務

１ 重点研究 *

〔災害対応への情報化促進〕

(1) 林野火災の発生危険度と拡大を予測するシステムの開発

Development of a System to Predict Forest Fire Danger and Fire Spread

研究期間：平成13年4月～16年3月

佐藤晃由、寒河江幸平、新井場公徳

目的

林野火災は環境破壊要因の一つとしても国際的

に重要な問題であり、我が国においては、年間 2000

～ 3000ha の山林が破壊されている。さらに、近

年、山村の過疎・高齢化が進行し、林野火災に

対応すべき消防団の活動に制約が生じつつある。

また、種々の理由による山林荒廃が進行し、森林

の林野火災に対する抵抗力が低下している。この

ため、これらの地域の林野で火災が発生した場合、

火災が大規模に拡大する可能性が増大している。

従って、これらの地域における火災の発生危険度

を予測し、効率的なパトロール体制を整備するこ

とが緊急に求められている。

本研究は、このような森林の荒廃や過疎・高齢

化している山村の実態に対応し、最近利用が可能

になりつつあるオンライン気象データベース、林

野火災データベース、地形データベース等に基

づく IT 技術を利用して、林野火災の発生しやすい

状況を予測する手法と、少ない消防力を有効に活

用するため火災拡大防止手法を開発することを目

的とする。

平成 14年度の研究成果

林野火災の発生危険度及び延焼拡大の予測手

法を得るため、平成 13 年度にひき続き収集した

林野火災データ、気象データ、地形データ、林

野データなどを種々の要因について分析し、次の

結果を得た。

(1) 林野火災の発生に主な影響を与える気象要素

を見いだすため、22 府県について気象要素による

林野火災発生件数の重回帰分析を行った。その

結果、林野火災の発生に影響を与える最大の気

象要素は実効湿度であることがわかった。

(2) 千葉県で観測中の土壌水分と林野火災発生の

関係を分析したところ、土壌水分が少ないときに

火災は発生しやすいが、火災の発生と土壌水分

の極小値とには時間的なずれがあった。その他の

地域において測定中の土壌水分と林野火災発生

の関係は現在分析中である。

＊ 重点研究は、社会的要請を踏まえて課題を選定し、重点的に研究資源を投入して実施される研究です



(3) 過去の林野火災データから我が国の林野火災

はほとんどが人為的で、火災の発生密度分布は

人口密度分布と類似しており、火災の少ない地域

では、気象要素の点からは火災の発生しやすい状

況であっても、火災の発生危険度は小さい。この

ような分析結果から、気象要素と人口密度、火災

発生密度、土地利用情報、植生情報などを組み

合わせて火災発生危険度を予測する方法(図 1)を

調べた。

図1 平成9年3月11日の火災発生危険度 予測結果

(黒：実際に火災が発生した市町村)

(4) 林野火災の延焼拡大予測に関し、気象情報、

地形情報、植生情報などを用い、山梨県勝沼町、

広島県瀬戸田町、竹原市、大野町などの過去の

大規模火災事例についてシミュレーションにより、

火災拡大状況を調べた。その結果、過去の火災

事例では、強風状態における火の粉の飛散が火

災の拡大に大きな影響を及ぼすことがわかった。

平成 15年度の研究計画

(1) 林野火災の発生危険度予測手法の精度向上

に関する研究

前年度に引き続き、各種データを収集するとと

もに、林野火災の発生に影響を与える気象要素の

抽出と各種情報相互の相関の分析を行う。これら

の結果に基づき、林野火災の発生危険度予測手

法の精度向上を行う。

(2) 林野火災の延焼防止手法に関する研究

火災の発生から拡大過程を把握するため、火災

統計を分析し、大規模林野火災の特性を見いだ

す。また、過去の大規模事例に基づき、火の粉

が風下の林野に着火した初期段階に空中消火を行

った場合の延焼抑止効果をシミュレーションにより

調べる。

(2) 地震時の防災情報の創出とシステム化に関する研究

Creation and Utilization of Disaster Prevention Information for a Large Earthquake

研究期間：平成 14年 4月～ 19年 3月

座間信作、細川直史、畑山 健、田村裕之、高梨健一、関沢 愛、

久保田勝明、新井場公徳、鄭 炳表、遠藤 真

目的

兵庫県南部地震のような同時多発火災、甚大

かつ広域にわたる被害に対して、限られた消防防

災力を合理的・効率的に運用することにより、住

民の生命・財産を守り、安全を確保することは、

消防にとって重大な使命であることはいうまでもな

い。地震等大規模災害時の円滑な緊急・応急活

動が実施されるためには、まずもって発生した災

害種別・内容、空間的分布とを迅速に把握し、こ

れらの被害情報に基づく災害の拡大予測と最適対

応のための支援情報を創出することが求められる。

本研究では、災害直後対応のための支援情報

創出に必要となる基盤データの構築に関する検

討、それらを用いた全国展開可能な簡易な被害



拡大予測手法の開発を実施するとともに、災害発

生時にこれらのデータ、手法および収集された実

被害情報とに基づき、リアルタイムに災害の拡大

予測を行い、所轄地域消防力のみならず広域応

援消防力を最適運用し、被害を極小化するための

システムの構築を目指す。

平成 14年度の研究成果

Ⅰ 被害情報の早期取得と共有

(1) リモートセンシングに基づく広域災害情報の抽

出

・1995 年兵庫県南部の建物被害と SAR データの

関連について得られた知見を、トルコ地震に適用

することとし、共同研究を進めている。

(2) 情報収集端末の高度利用

・GPS を用いて現在位置座標を取得するとともに、

その座標を中心とした地図を表示する機能を作成

した。

・Mobile PCのもつ容量、演算速度、画面サイズ

を考慮し、 Windows PC版被害収集端末を構築

している(継続)。

(3) 消防庁広域応援支援システムとのリンクによる

被害情報の共有

・共有項目の抽出とフォーマットの定義、情報収

集システムのデータベースからの共有項目ファイ

ルの出力機能、広域応援システムへのデータの

登録、修正等のプロトコルの検討を行い、共有を

図る仕組みを構築している(継続)。

(4) 統合化消防無線(FiReCOS)の相互通信化

・消防隊の広域応援を想定した複数部隊保有の

FiReCOS 間通信の検証試験、荒川流域光ファイ

バー網を利用した通信実験、東海村既設の無線

LAN 網を利用した通信実験、消防研究所と通信

総合研究所との無線 LAN接続(継続実施)を行い、

良好な結果を得た。

Ⅱ 地震被害想定のための基盤情報の取得とシス

テム構築

(1) リモートセンシングに基づく面的基盤データの

抽出と被害想定への適用

・横浜市を対象として、数値標高データ(DEM)に

基づいて地形分類を行う手法について検討した(継

続)。

(2) 土地条件図等の詳細地盤分類と地盤の増幅度

特性

・ボーリングデータ、PS 検層データ等の収集とこ

れらのデータから推定される増幅度と土地条件図

地盤分類との対応関係を検討した(継続)。

(3) アジア地域を対象とした地震被害想定システム

の開発

・ソウル市を対象として、現地での各種資料収集、

微動測定による S 波地下構造の推定、ボーリング

データの収集、電子化を行った(継続)。

Ⅲ 実情報に基づくリアルタイム地震被害推定シ

ステムの構築

(1) 実地震被害情報に基づく被害関数の更新方法

・兵庫県南部地震での被害データを用いて、空

間の広がりと被害率の関係を検討した(継続)。

(2) 観測記録を用いた狭域(～ 1km2)面的地震動の

リアルタイム推定

・微動を用いた地盤の増幅度特性の把握および

その精度の検証を行い、強震動データと増幅度特

性を用いた面的地震動推定システムを構築した。

Ⅳ 消防力最適運用システムの開発

(1) リアルタイム火災延焼予測システムの構築(モ

デルケース)と標準化のための指針策定

・延焼予測精度の向上を目的として、風向、風速

の影響、および延焼速度が実態に近く反映される

ように延焼モデルを改良し、阪神･淡路大震災で

の大規模延焼地区を対象地域として、実火災延焼

状況との比較によって改良延焼モデルによる予測

精度向上について検証した(継続)。

(2) リアルタイム火災延焼予測システムの消防機関

等による活用のための消防庁広域応援支援システ

ムとのリンク

・消防庁広域応援支援システム及び火災延焼予

測システムの改修を行い、各本部に置かれた端末

からの延焼シミュレーションを可能とした。

(3) 消防力最適運用システム(一次運用)の構築(モ

デルケース)と標準化のための指針策定



・消防力最適運用支援システムのうち 1 次運用モ

デルの精度向上、標準化を主たる目標とし、既存

消防力運用モデルの現実に即した精緻化を行い、

所沢市消防本部における試行運用を開始した(継

続)。

(4) 消防力最適運用システム(二次運用)の構築(モ

デルケース)と標準化のための指針策定

・(3)の拡張としての基本設計を行い、システムの

構築を行っている(継続)。

(5) 広域応援部隊の最適配備のモデル化に関する

検討

・広域応援部隊最適配備支援システムの必要仕

様を検討し、基本設計を行った。

図1 消防力運用支援情報の出力(消防力効果、必要

部隊・水利など)

Ⅴ 地方自治体の災害対策本部における応急対

応支援システムの開発

(1) システムが提供すべき応急対応支援情報の整

理

・都道府県、市町村の防災情報システムを調査し

た(継続)。

(2) 1 次、2 次被害予測や応急支援需要予測に関

するアルゴリズム、経験則等の収集・開発

・県防災システムに関するヒアリング、被害想定

報告書等から需要予測のための必要情報をまとめ

た(継続)。

Ⅵ 防災情報システムの現状調査とそれに基づく

システムのあり方に関する検討

・ 兵庫県、静岡県、高知県、神戸市、浜松市、

静岡市、仙台市等の防災情報システムの現状調

査を行った(継続)。

平成 15年度の研究計画

Ⅰ 被害情報の早期取得と共有

(1) リモートセンシングに基づく広域災害情報の抽

出(継続)

(2) 情報収集端末の高度利用(継続)

(3) 消防庁広域応援支援システムとのリンクによる

被害情報の共有(継続)

(4) 統合化消防無線(FiReCOS)の広域通信化(継

続)

Ⅱ 地震被害想定のための基盤情報の取得とシス

テム構築

(1) リモートセンシングに基づく面的基盤データの

抽出と被害想定への適用(継続)

(2) 土地条件図等の詳細地盤分類と地盤の増幅度

特性(継続)

(3) アジア地域を対象とした地震被害想定システム

の開発(継続)

Ⅲ 実情報に基づくリアルタイム地震被害推定シ

ステムの構築

(1) 実地震被害情報に基づく被害関数の更新方法

(継続)

Ⅳ 消防力最適運用システムの開発

(1) リアルタイム火災延焼予測システムの構築(モ

デルケース)と標準化のための指針策定(継続)

(2) 最適運用システムの構築(モデルケース)と標準

化のための指針策定(継続)

(3) 応援部隊の最適配備のモデル化に関する検討

(継続)

Ⅴ 地方自治体の災害対策本部における応急対

応支援システムの開発

(1) システムが提供すべき応急対応支援情報の整

理(継続)

(2) 1 次、2 次被害予測や応急支援需要予測に関

するアルゴリズム、経験則等の収集・開発(継続)

(3) 応急対応支援システム(予測対応型)の構築

Ⅵ 防災情報システムの現状調査とそれに基づく

システムのあり方に関する検討



次年度以降の計画

上記に掲げる項目を継続するほか、以下の項目に

ついて研究を行う。

Ⅲ 実情報に基づくリアルタイム地震被害推定シ

ステムの構築

(1) 震度情報に基づく簡易型地震被害想定システ

ムの開発およびインターネットを利用したリアルタ

イム地震被害推定結果の公開

(2) 実被害情報に基づく被害推定システムの構築

Ⅳ 消防力最適運用システムの開発

(1) 消防力効果を取り入れた市街地火災のリアル

タイム延焼予測に基づく避難誘導指示支援システ

ムに関するモデル化

Ⅴ 地方自治体の災害対策本部における応急対

応支援システムの開発

(1) 応急対応支援システム(実被害対応型)の構築

Ⅶ 防災技術や通信技術の展望と防災情報システ

ムの将来についての検討

〔高齢者等災害弱者の災害時における安全確保対策の推進〕

(3) 災害弱者の火災時避難安全のための警報・通報手法の開発

Development of a System to Predict Forest Fire Danger and Fire Spread

研究期間：平成 14年 4月～ 17年 3月

河関大祐、田村裕之、高梨健一

目的

建物火災死者全体の約 85%以上を占めている

住宅火災においてその半数以上が 65 歳以上の高

齢者である。また、住宅火災で逃げ遅れによる死

者の約 27%が病気・身体不自由によるものであ

る。このように、建物火災死者の低減のためには、

高齢者、身体障害者あるいは病人等を火災から守

る機器の開発と普及が不可欠である。本研究では

自力避難可能だが警報音の覚知が困難な高齢者

や聴覚障害者(障害等級 3 級程度)の聴覚を含む感

覚諸機能を調査・把握し、様々な住環境に適応し

て効果的に警報を伝える手法を開発する。また、

自力避難が困難な人を救助するために、データ

ー通信技術を用いて同居人、消防機関、在宅介

護事業者あるいは近隣協力者に火災発生を通報

するシステムを開発する。なお、開発機器の普及

を促進するための調査も合わせて行う。

主な研究項目は次のとおり。

(1) 高齢者、聴覚障害者ならびに寝たきり老人等

のための福祉機器調査および火災安全ニーズ調

査

(2) 高齢者、聴覚障害者の聴覚特性ならびに感覚

諸機能調査

(3) 警報音響の工夫および音響以外の警報伝達方

法の研究

(4) 同居人、消防機関、在宅介護事業者、近隣

協力者への通報システムの研究

(5) 災害弱者の火災時避難安全のための火災警

報・通報システムの試作

平成 14年度の研究成果

(1) 福祉機器展示会および講習会への参加、聴

覚障害者福祉勉強会への参加、聴覚障害者と聾

学校を対象とした火災安全意識に関するアンケー

ト調査等により開発機器に係る要件の調査ならび



に検討を行った。表 1 はアンケート調査結果の一

例で、回答者 1400 名(対象者 1500 名)のうち火災

やボヤの経験(近隣の発災を含む)の火災覚知方法

を示すものである。

表1 火災を知った方法

(2) 本研究に関連する研究機関等への聞き取り調

査等により､高齢者、聴覚障害者の聴覚特性なら

びに感覚諸機能の調査ならびに検討を行った。

(3) 聴覚障害者用の既存の福祉機器の用途、用

法、特徴等を整理し火災警報への適応性の調査

ならびに検討を行った。また、臭気を用いた火災

警報の調査ならびに検討を行った。

(4) 消防本部、警備会社、通信会社への聞き取り

調査等により､高齢者、聴覚障害者宅からの火災

通報に関する調査ならびに検討を行った。図 1 は

構想中のシステムの一例で、自力避難困難な住

宅で火災が発生した場合に外出中の家族に通報

し、同人から自宅を管轄する消防へ通報するシス

テム概念図である。

図1 自宅外の人へ火災発生を通知し、同人から火

災宅を管轄する消防へ通報するシステム

(5) 機器試作のための概念設計を行った。

平成 15年度の研究計画

(1) 警報音響の工夫および音響以外の警報伝達方

法の研究

(2) 同居人、消防機関、在宅介護事業者、近隣

協力者への通報システムの研究

(3) 災害弱者の火災時避難安全のための火災警

報・通報システムの機能別設計およびプロトタイ

プ試作

次年度以降の研究計画

(1) 試作機の性能評価

(2) 性能評価に基づく試作機改良

(4) 中高層建物の上階延焼による被害軽減のための研究

Study on Upward Fire Spread in a Multistory Building

研究期間：平成 11年 4月～ 15年 3月

山田常圭、阿部伸之、関沢 愛、箭内英治、鈴木 健、高梨健一、飯田明彦

目的

近年、中高層建物の増大に伴い、都市地域を

中心として火災に占める中高層建物火災、なかで

も中高層共同住宅火災の割合が増大する傾向に

ある。これらの中高層共同住宅火災では、延焼方

向が隣接住戸という平面的な拡大だけでなく、上



階住戸への延焼という垂直方向の延焼危険ならび

に煙の拡散という問題があり、その防止が重要な

課題となっている。

本研究は、バルコニーを含む中高層共同住宅

を模擬した模型実験および事例解析等により、中

高層共同住宅火災の出火住戸における火災性状

および上階への延焼拡大性状の特徴を明らかにす

るとともに、延焼拡大防止対策上、避難安全上、

さらには消防防災上、有効な対策を考察し、提言

することを目的とする。

平成 14年度の研究成果

平成 13 年度までに、主としてプロパンガスを燃

料に用いた実大の 1/7 縮尺及び 1/3 縮尺の模型

実験を行い、種々のバルコニー条件下での噴出

火炎の形成状況、熱気流性状、上階への放射熱

の基礎的データを収集してきた。またそれらのデ

ータをもとに、上階への延焼防止に関わる物理性

状のモデル化を行ってきた。

平成 14 年度では、それらに加えて実火災に近

い状況への予測モデルの適用範囲を検討するた

め、木材やプラスチック(PMMA)の固体燃料を用

いた模型実験(図 1)を実施した。これらの結果をも

とに、バルコニーの張り出し長さや、形状に関わ

る上階延焼防止の検討に必要な一連の工学的ツ

ールの整備ができた。

図1 1/3縮尺模型実験における固体燃料燃焼実験

得られた主な研究成果は以下のとおり。

(1) 実験結果の解析結果をもとに、火災室内の温

度上昇および火炎のモデル化を図り、上階への放

射熱流束の予測に至る一連の工学的予測手法を

提示することができた。(図 2)

図2 上階壁面での放射受熱量の実験値と提案予測

式の比較

(2) 数値流体予測手法(CFD)を用いて、噴出火炎

および熱気流分布の予測を行った。その結果、概

ね定量的に火炎形成状況を再現できることが確認

された。(図 3)

図3 CFDによる噴出火炎の予測事例

(3) 熱画像及びビデオの画像から火炎の形状を解

析するための計測手法も併せて開発した。

以上、実験結果および予測手法をもとに、上階

への延焼拡大防止対策上有効なバルコニー設置

上の留意点を提言としてとりまとめている。



(5) 建物火災に関する研究成果を有効に活用する技術の開発

Development of a Virtual Fire System which Utilizes the Building Fires Database

研究期間：平成 13年 4月～ 16年 3月

山田常圭、阿部伸之、飯田明彦

目的

火災実験・火災調査等、種々の火災性状のデ

ータ収集には、経済的にも労力的にも多大な負担

がかかり、また、安全上、機会も限られている。

こうした非常に貴重な火災性状をデータベースと

して整備し、例えば、火災性状予測モデル開発時

の妥当性検証のための比較データとして、あるい

は防火安全設計時の火災の入力データ等として有

効な活用を図る事は、火災研究の促進・防火安

全性の向上において不可欠である。最近の情報技

術(IT)は、既往のデータベース利用を根本から変

えつつあり、映像等従来あまり利用されてこなかっ

たメディアデータをデジタル化し web 上で共有し

あうことができるようになってきている。

本研究では、各種火災の中で重要な位置を占

める建物火災を対象に、研究者・技術者・消防

吏員等が火災性状の技術情報を容易に得られる

火災データベースの共通フォーマットの検討・構

築を主要な目的としている。また、作成された火

災データベースの将来の広範囲な活用性を見い

だすため、ゾーンモデル等の火災予測性状モデ

ルに適用し、人工現実(VR:Virtual Reality)空間に

おいて火災の擬似体験可能なモデルの開発も併

せて実施する。また、当該モデルを用いた火災、

煙、熱等の極限環境を再現できる装置の整備を行

う。これは、今後とも整備される科学的根拠に裏

付けされた実用的な教育、訓練に適用可能なシス

テム技術開発に資することを念頭においている

平成 14年度の研究成果

大きく分けて、web 上での公開を前提として材

料燃焼データベースのシステム構築と、そうした

データベースを今後利用していためのシミュレー

タシステムの開発からなる。主な研究成果は以下

のとおり。

(1) 各種燃焼物の定型的な燃焼試験結果のデータ

ベースを構築し、web 上でそのデータベース使用

が可能となるシステム構築を行った。(図 1)

図1 web上での燃焼性状データーベースシステム構

築例

(2) 新しい全身体験型シミュレータ装置のシステム

構築を行うため、データベース、VR シミュレーシ

ョンおよび機器シーケンサーのモジュール化によ

るプログラムの改良を行うとともに、それらを統括

するためのコアプログラムを新たに開発した。(図 2)

図2 全身体験型シミュレータ装置のシステム概要図

(3) コンピュータグラフィックスによる描画と連動さ

せて煙、熱、音等を連動制御し、火災環境を再



現できる全身体験型シミュレータ装置を開発した。

また、この装置の開発にあわせ、過去のホテル火

災を対象に、予め決められたシナリオに基づいて、

周囲の煙、熱環境が変化する VR モデルを作成し

た。(図 3)

図3 全身体験型シミュレータ装置の概要

全体外観図(左) 内部の状況(右)

平成 15年度の研究計画

開発してきたデータベースシステムと VR システ

ムの融合をはかるとともに、体験者がより現実感、

没入感のある火災空間を体験できるよう、シミュレ

ーションと体験者の相互依存(インタラクティブ)性

のあるシステムの改良を中心とした研究開発を行

う。

主な研究項目は以下の通り。

(1) 空間に依存する各種火災実験データのデータ

ベースの整備。

(2) 火災データベースを用いた火災性状予測モデ

ルおよび VR とのインタラクティブ可能なシステム

開発およびそのための入力デバイスの導入。

(3) 仮想現実空間における建物火災時の避難状況

・煙伝播状況等の予測手法の今後の適用可能性

についてのケーススタディによる検討。

〔消火・救急・救助活動に係る技術の高度化の推進〕

(6) 救急システムに関する研究

Study on an Effective Ambulance Service System

研究期間：平成 14年 4月～ 17年 3月

金田節夫、久保田勝明、吉原 浩、関沢 愛

目的

我が国の救急出場件数は、平成 12 年中におい

て 418 万 4121 件となっており、ここ数年では毎年

約 6%という増加傾向が続いている。一方、救急

隊数の増加はこれに伴わない状況にあり、都市部

を中心として救急要請への対応に時間を要する事

態も見受けられる。また、救急出場要請の増大や

多様化は、我が国の急速な高齢化や核家族化等

の社会的変化によることのほか、市民から寄せら

れる救急活動への期待や信頼の大きさを物語って

いるとも考えられる。

本研究では、安心で住み良い地域社会づくりに

消防が寄与する視点から、救急救命率の向上を

はじめ、市民から期待される救急サービスの維持

・向上を図ることを目的として、今後とも増加し多

様化することが予測される救急要請の実態や、消

防機関における救急隊の運用状況を調査分析し、

救急業務における改善課題を見いだすとともに、

限られた救急隊等消防力資源を効果的に運用する

救急システムの構築を目指すものである。

平成 14年度の研究成果

「救急・救助の現況」(総務省消防庁)の 15 年

間(1986 年中～ 2000 年中)のデータを用い、年齢

区分別救急搬送人数の増加傾向分析を行った。



その結果、人口 1 万人当たりの搬送人数では高

齢者が約 700 人と最も高く、続いて新生児・乳幼

児、成人が 200～ 300人、少年が約 100人となっ

た。(図 1) この値は、全年齢区分で増加し、特に

高齢者が約 1.8 倍と高い増加率となった。また、

都道府県別に見た人口 1 万人当たりの救急出場件

数を見ると、東京都、大阪府が多く、東北地方、

北陸地方の県で少なく、最大で約 2 倍の差がある

ことがわかった。(図 2)

さらに、救急車を要請する一般市民に対する意

識調査と要請に対応する全国の消防機関に対しア

ンケート調査を、実施した。

平成 15年度の研究計画

(1) 地域特性、時代変化と救急出場需要の関係に

関する分析、予測

(2) 救急隊の配置・運用状況と救急隊到着時間、

病院搬送時間、救急救命効果等に関する分析

(3) 前記、分析及び予測結果に基づいた救急シミ

ュレーションソフトの検討および試作

次年度以降の研究計画

(1) 心肺蘇生法等の応急措置の一般市民への教

育・普及方策、およびその普及による救命率向上

に及ぼす効果等の分析

(2) 大規模災害時等の集団救急需要発生時におけ

る救急システムに関する検討

(3) 救急シミュレーションの改良とモデル地区にお

ける検証

(4) 効果的運用のための救急システムの在り方に

関する提言

図1 人口1万人当たりの搬送人数の増減率(年齢区分

別)

図2 都道府県別に見た人口1万人当たりの救急出場

件数(2000年)

(7) ウォーターミストの消火機構と有効な適用方法に関する研究

A Study on Water Mist Extinguishment and its Effective Application

研究期間：平成 12年 4月～ 15年 3月

鶴田 俊、竹元昭夫、金田節夫、尾川義雄、廖 赤虹

目的

近年、成層圏オゾン層を保護し地球環境を保全

するために、高性能消火剤のハロンの生産が禁止

された。ハロンを使用していた消火設備の代替設

備の開発、あるいは、消防隊の消火活動での注

水やスプリンクラー等水系消火設備による消火時

の水損軽減を目的として、ウォーターミスト消火設

備の研究・開発が試みられている。

全域放出型のガス系消火設備、スプリンクラー

消火設備等の既存の設備では、消火の原理、消



火できる火災の種類と規模、消火設備として要求

される性能が明確にされている。しかし、水損の

少ないウォーターミスト消火設備によって消火した

い火災は種々あるが、消火作用が多様であるた

め利用する場合の課題も多い。このため、ウォー

ターミスト消火設備には、火災の段階(フェーズ)と

消火のシナリオによりさまざまの選択肢が考えら

れ、まだ研究・開発途上にあるといえる。

本研究では、火災をいくつかのフェーズに分け、

フェーズごとにウォーターミスト消火設備が備える

べき最適の条件を明らかにし、ウォーターミスト消

火設備の利用指針を明らかにすることを目的とす

る。

平成 14年度の研究成果

(1) 横浜市消防局の焼損面積から推定し、中高層

建物火災 1件あたり平均 6.8m2 であった。

(2) ウォーターミストによる円筒形状メタン拡散火

炎の消火の様子を高速度ビデオカメラを用い、詳

細に観察した。空気流速度 100mm/s程度の場合、

水粒子は火炎帯を通過する前に気化することと消

炎は、およそ 1/50s以内でおきることがわかった。

このことから空気流速度 100mm/s 程度の場合、

水粒子が火炎帯の近傍で気化し、火炎帯を冷却

することにより消炎する消火機構があることがわか

った。

(3) ウォーターミストを利用した消防隊用二流体ノ

ズルを用い、クリブを消火し、放水量と区画外へ

流出した水量から消火に直接的に寄与した水量を

計測可能な実験方法を確立し、噴霧状態と消火

能力の関係分析を行った。

(4) 10 畳間程度の閉空間内に高圧ノズルを用い充

満させたウォーターミストの粒径分布と粒子速度

分布を床面近傍で計測した。

(5) 加熱式加湿器と超音波式加湿器を用いたウォ

ーターミストの円筒形状拡散火炎近傍における軌

跡を光学的に計測し、流れ場に沿って水粒子が運

動することを確かめた。

(6) 10 畳間程度の閉空間内に高圧ノズルを用い充

満させたウォーターミストを用い 330mm 角火皿の

n-ヘプタン火災を消火できた。

(7) 中規模空間(面積 12 × 12m2、高さ 15m)の閉

空間内に 1.2m、1.6m の設置間隔で 4 個の高圧ノ

ズルを用い充満させたウォーターミストを用い、

330mm 角、500mm 角及び直径 870mm の火皿の

消火実験を行った。その結果、機械油は消火でき

たが、n-ヘプタン火皿はいずれの条件でも消火で

きなかった。

(8) 二面開放の 6m × 6m × 2.3m の空間内で、一

個の最大発熱速度が 2.5MW のクリブを 3 個まで

同時に燃焼させ、ウォーターミストを利用した消防

隊用二流体ノズルを用い消火実験を行い、2 個同

時燃焼の規模までは、消火できた。

(9) 小型実験装置を用い、メタン、可燃性液体、

可燃性固体の拡散火炎を消炎させるために必要な

ウォーターミスト濃度を測定した。

(10) ウォーターミストを空間内に充満させた場合

の空間内のウォーターミスト濃度分布を計算する

プログラムを開発し、消防研究所で行われた過去

の実験結果を定性的に再現できた。

(11) 開口部を制限した 6m × 6m × 2.3mの空間内

で、2 号クリブなどを二流体ノズルを用い効率的に

消火する手法を開発した。

(12) 中規模空間における 4 個同時放水に対する

放水量を増やした場合の消火効果を調べた。その

結果、機械油に対しては放水量を増やすと消火時

間は短くなり、トータル放水量は少なくてすむこと

が判った。機械油を 1 分以内に消火できる条件は

放水圧力 10MPa の時、20L 型ノズルでの取付間

隔は 1.6m で、12L 型ノズルでの取付間隔は 1.2m

であった。この時の消火条件は消火できた位置に

おける火皿面積相当の平均散水密度が約 3L/min

・m2 以上で、床上 1m における下方向粒子速度

は約 1.7m 以上であることを把握した。4 個ノズル

の中央部分がこれらの条件を満たせば、火皿サイ

ズ 33cm 角、50cm 角、直径 87cm に関わりなく消

火できることが判った。

(13) n-ヘプタンのような沸点の低い液体可燃物で

は 12L 型ノズルの取付間隔が 1.2m でも消火でき



なかった。n-ヘプタンに対しては基本的に放水量

が少なかったためと思われる。従って、ウォータ

ーミストによる消火は油の種類によって消火条件

が変わるので、沸点の高い機械油等が局所的に

燃えている場合など、特定な条件または場所の火

災に適用できるのではないかと思われる。

(8) 消防用防護服の総合的な性能評価手法に関する研究

Technical Method to Evaluate Heat-resistant, Comfortable and Functional Performance

of Protection Clothes for Firefighting

研究期間：平成14年4月～17年3月

箭内英治

目的

現在の消防用防護服は、主に耐熱性能の観点

から評価がなされている。しかし、最近の ISO 火

災防護服関係の会議では、耐熱性能だけではな

く防護服を消防隊員が着用した際の快適性、機能

性の観点からの論議がなされてきている。これは、

まさに現在の防護服は耐熱性能を強く求めるあま

り、生地自体がごわごわとしたものとなり、防護

服を着た際の消防隊員の快適性や機能性が損な

われているからと考えられる。また、米国やオー

ストラリアでは火災用の防護服に対する性能評価

に快適性や機能性を含めた評価をしようとする動

きがある。一方、日本においては近年になって、

全国統一の耐熱性能評価基準の作成作業が進め

られているが、快適性や機能性についての評価基

準は定められていないのが現状であり、消防用防

護服の性能として、実際の消防隊員から快適性、

機能性の面からの要望が大きい。消防用防護服

の快適性や機能性は防護服自体の性能以外に消

防隊員の生理学的な問題を含むため、消防隊員

が活動する地域の気候風土、年齢、男女の別な

ど種々な観点から検討を行う必要がある。

本研究では、消防用防護服の耐熱性能以外に

も快適性に関する着心地、熱感覚、湿度感、柔

軟性、重量感など、機能性に関する着易さ、脱ぎ

易さ、動き易さなどを実際の消防隊員に対して測

定し、日本の気候風土に適した耐熱性能(サーマ

ルマネキンなどにより評価)を含めた防護服のトー

タルな性能評価するために必要な基礎資料を得る

と共に防護服の総合的な性能基準値を提案するこ

とを目的とする。

平成 14年度の研究成果

(1) 文献調査

ASTM 文献、JICST 最新文献をもとに、消防用

防護服の快適性、機能性に関する文献を調査し、

防護服の特性(材料及び構成)と消防士の反応(生

理学的及び主観的)の相関は次の通りである。

1) 全熱損失(W/m2)が、生理学的反応のうちの

直腸温、皮膚温、体重減少(発汗量)と相関がある。

心拍数との相関は認められず、これは個人差の影

響が大きい。消防士の主観的快適性*は、湿気感

を除けば、防護服の重量によって左右される。

2) 温和環境(21 ℃、RH65%)及び暑熱環境(39

℃、RH35%)での中程度の作業活動では、発汗ホ

ットプレート試験での全熱損失が最も小さい

97W/m2 の場合に、生理学的反応(熱ストレス、特

に皮膚温の上昇)及び主観的評価(暑さ感、湿気感)

での悪化が有意で認められる。

(2) 快適性や機能性を評価できる試験装置の製作

防護服の生地に対する快適性能を計測できる発



汗ホットプレート装置を作製した。

(3) サーマルマネキンなどによる消防用防護服の

耐熱性能の測定及び評価

消防用防護服の放射による耐熱性能を試験し、

日本で使用している防護服は ISO11613:1999 年版

に示されている性能基準(ヨーロッパ仕様)を満足

することが分かった。

平成 15年度の研究計画

(1) 消防隊員による消防用防護服に関する快適性、

機能性に関する調査

(2) 試験装置による消防用防護服の一般的特性の

測定と解析

(3) 消防隊員による消防用防護服に関する着心地、

熱感覚、湿度感、柔軟性などの快適性に関連し

た項目の測定と解析

(4) 消防隊員による消防用防護服に関する動き易

さ、着易さ、脱ぎ易さなどの機能性に関連した項

目の測定と解析

次年度以降の研究計画

(1) 消防用防護服の耐熱性能、快適性能、機能

性能を含めた総合的な性能評価手法の検討

(2) 我が国における防護服の耐熱性能、快適性能、

機能性能などの総合的な性能基準値の検討

快適性等試験装置

日本の代表的な防火服の耐炎性、耐熱性

(9) 原子力施設の消防防災技術に関する研究

Project on Technology against Nuclear Plant Fire and Accidents

① 原子力施設における救助活動支援ロボット開発のための研究

Development of a Rescue Robot for Nuclear Plant Accidents

研究期間：平成 13年 4月～ 16年 3月

天野久徳

目的

原子力施設は、高速増殖炉、商業用発電原子

炉の燃料棒加工処理や使用済み核燃料処理など

の幅広い分野を含み発展してきた。燃料棒加工処

理は、比較的安全性の高いと思われていた作業

であったが、臨界事故が発生し、死亡にいたる重

度の被ばくを受けた作業員が、臨界との情報を受

ける前に地元消防署職員によって救急搬送される

事例が起きている。そのとき、被ばくした被災者

を救急搬送するために消防職員が被ばくすること

になってしまった。使用済み核燃料処理施設では、

硝酸塩類を含むアスファルト固化体の発火・火災

・爆発事故が発生し、爆発発生前に地元消防署

職員が、火災現場へ調査に訪れながらも爆発時

には退出し被災まぬがれた事例がある。原子力施

設内において災害が発生し被災者が出た場合、



事業者の組織した自衛消防隊が被災者を救助し、

消防職員の被ばく危険がないことを確認の上、公

設消防機関が救急搬送することとされている。こ

のとき、被災者を救助する際の救助隊員の被ばく

を防止するために、遠隔操作ロボット等による救

助システムの構築が望まれている。

本研究では、要救助者を被ばくから守る防護壁

ロボットに必要な要素技術、および自力避難がで

きない要救助者を牽引し安全な場所へ移動させる

牽引ロボットに必要となる要素技術の開発研究を

行う。

平成 14年度の研究成果

(1) 防護壁ロボット、牽引ロボットの移動ユニット

を改良製作した。

(2) 防護壁ロボット連結機構を検討し、設計、製

作した。

(3) 牽引ロボットの牽引手法を検討し、アルゴリズ

ムを製作した。

(4) 牽引ロボットの把持機構部を検討し、設計、

製作した。

(5) 実験用小型ロボットの連係動作制御法を検討

し、実験にて良好な結果を得た。

平成 15年度の研究計画

(1) 防護壁ロボットのエアバック拡張機構の設計、

製作

(2) 防護壁ロボットホース延長部の設計、製作

(3) 牽引ロボットの協調連係動作の改良

(4) 牽引ロボットの人体姿勢認識システムの改良

(5) 各種性能実証実験および、防護壁、牽引ロボ

ットの改良

② 原子力施設に利用される物質の消火困難性解明のための研究

A Study of Fire Safety and Loss Prevention in Sodium Nuclear Facilities

研究期間：平成 13年 4月～ 16年 3月

鶴田 俊、廖 赤虹

目的

原子力施設は、高速増殖炉、商業用発電原子

炉の燃料棒加工処理や使用済み核燃料処理など

の幅広い分野を含み発展してきた。高速増殖炉の

開発は、禁水性物質であるナトリウムの漏洩火災

事故を契機に安全性を再確認する作業が地道に継

続している。

ナトリウムの漏洩火災事故後、自治省消防庁消

防研究所においてナトリウムの燃焼挙動を詳細に

観察し、消火の条件、消火残さの高速増殖炉運

転時の環境温度における発火現象、低酸素条件

下における特異的な酸化反応を見出している。こ

の研究結果からナトリウム漏洩火災の消火を確実

に行うためには、消火残さの高速増殖炉運転時の

環境温度における発火機構の解明と不活性ガス系

以外の消火剤の探索が必要となっている。

本研究では、原子力施設において使用されるア

ルカリ金属類について、小規模消火実験により消

火残さの発火機構の解明を行い、中規模実験によ

り粉末消火剤による消火と消火残さの発火抑制機

能の評価を行う。

平成 14年度の研究成果

(1) アルカリ金属類の消火残さの組成分析実験

1) 密閉容器中のナトリウム酸化物試料の X 線

CT装置による観察実験を行った。

2) 試薬を用いナトリウムとナトリウム酸化物の混

合試料を作成した。

3) 核燃料サイクル開発機構と同一試料を用い



分析比較を実施した。

(2) 中規模燃焼実験装置の製作

1) 装置の組み立てと空気ラインの調整を実施し

た。

(3) 粉末消火剤散布装置の製作

1) ナトリウムとナトリウム酸化物の反応開始温度

と反応挙動を観察し、散布方法を検討した。

2) 発火時の微小領域の温度分布可視化用高空

間解像度カメラの選定発注をおこなった。

平成 15年度の研究計画

(1) アルカリ金属類の消火残さ発火機構の解析

(2) 粉末消火剤による消火実験

(3) 粉末消火剤による消火残さの発火抑制機能の

評価実験

(10) ガレキ下に取り残された要救助者探査に必要な

要素技術に関する研究

Technological Element Development for Robots to Rescue Victims under Debris and Rubbles

研究期間：平成 13年 4月～ 16年 3月

天野久徳

目的

大規模な震災発生時には家屋の倒壊等が発生

し、ガレキ下に多くの要救助者が取り残されること

がある。ガレキ下に取り残された要救助者の救助

には多くのマンパワーが必要とされる。また、救

助活動において隊員が危険な状況に直面すること

も考えられる。一方、近年のロボット技術の進歩

には著しいものがあり、ガレキ下に取り残された

要救助者を救助するロボットの研究開発に対して

社会的期待が高まってきている。しかしながら、

ガレキ下に取り残された要救助者を探索し救出す

るロボットの研究開発を行うためには、未だに多く

の研究課題が残されており、個々の要素技術を確

立することが救助ロボットを実現するための第一条

件となっている。そこで本研究では以下に示す 3

つのサブテーマに着目し、関連する 5 つの要素技

術に関する研究を行う。

(1) ガレキ内移動型探索ロボットに必要となる要素

技術に関する研究

① 物体表面の硬さを利用した人体認識センサ

に関する研究

WTC のテロ災害にてロボットを用いてガレキ下

に取り残された要救助者探索を行った事例が報告

されている。その際、人体が埃まみれになってい

たため画像による人体の識別が難しかったと報告

されている。一方、二酸化炭素センサ、温度セン

サも人体認識センサの一つとして利用することが

できるが、耐環境性という観点から考えると必ずし

も災害環境で使いやすいセンサとはいえない。そ

こで、触手を接触させることにより、対象物の柔ら

かさを測定し、人体を認識するメカニカルセンサ

の試作研究を行う。

② ガレキ内を移動するロボットの位置同定に関

する研究

ロボットがガレキ内の探索を行い、要救助者を

発見できてもロボットの位置を同定できないと効率

的に要救助者の救助活動を行うことが難しい。そ

こで、レーダー技術、ジャイロ技術等を利用し、

三次元的に移動する探索ロボットの位置を同定す

る技術開発に関する研究を行う。

③ 形状変化機能を有し、全面に駆動機構を有

する多面体移動機構に関する研究



半壊状態の家屋を想定し、比較的隙間が大き

いガレキに対して、ロボットがガレキ内に進入して

要救助者を探索するロボットに有効な移動機構に

関する研究を行う。形状変化機能を有し、全面に

駆動機構を有する多面体移動機構のプロトタイプ

を開発し、その機構の特徴を生かした不整地移動

手法を研究する。

(2) 空中移動型探査ロボットと地上・地中型探査

ロボットの情報統合による協調探索法に関する基

礎研究

一般に、マクロな災害情報を空から航空機を利

用して収集し、ミクロな情報収集や救助活動は地

上移動型の機器を使用することとなる。そこで、

空中移動型情報収集ロボットと地上移動型情報収

集ロボットおよび救助活動支援ロボットの情報を

統合し、より迅速な救助活動実現のための基礎研

究を行う。

(3) 探査プローブの機能に関する実験的研究

比較的隙間が小さなガレキを想定すると、ロボ

ットがガレキ内に進入することが難しい場合が考え

られる。このような場合においては、ロボットがガ

レキ上を移動し、ロボットから探索プローブをガレ

キ内に進入させて探索を行うことが一つの有効な

方法と考えられる。そこで、最低限の探索機能を

有する探索プローブに各種の運動機能を付加し、

そのガレキ内進入性能を比較する。

平成 14年度の研究成果

(1) ガレキ内移動型探索ロボットに必要となる要素

技術に関する研究

① 物体表面の硬さを利用した人体認識センサ

に関する研究

センサを開発するための基礎データを得るため

に、表面硬さを計測する実験装置を試作し、実験

を行った。実験で得られた基礎データを基に、人

体認識センサを製作する上で必要となる仕様を決

定した。

② ガレキ内を移動するロボットの位置同定に関

する研究

レーダー技術等既存技術の応用による位置同

定法の検討を行い報告書にまとめた。

電波強度による位置同定法について、利用可能

性を検討する実験を行った。

③ 形状変化機能を有し、全面に駆動機構を有

する多面体移動機構に関する研究

展開駆動機構の検討を行い、立方体各面にクロ

ーラを取り付けた機構とした。3 面にクローラ機構

を取り付けた 6面体ロボットを試作した。

(2) 空中移動型探査ロボットと地上・地中型探査

ロボットの情報統合による協調探索法に関する基

礎研究

情報統合の方策を検討し、ガレキ内を移動する

ロボットの現在位置と移動軌跡を、空中移動ロボ

ットから撮影される映像上に重ね合わせ、各方向

からの状態をガレキ内移動ロボット操縦者がモニ

ターできるシステムとした。

統合システムを製作する上でのシステム設計を

行い、アルゴリズムにまとめた。

(3) 探査プローブの機能に関する実験的研究

探査プローブの性能について検討し、カメラ、

カメラ用ライト、距離計を最低装備品とした。

探査プローブに付加する移動機能ついて検討

し、振動、屈曲、伸縮、クローラとした。

探査プローブの共通部分の試作を行った。

平成 15年度の研究計画

(1) ガレキ内移動型探索ロボットに必要となる要素

技術に関する研究

① 物体表面の硬さを利用した人体認識センサ

に関する研究

人体認識センサの設計、試作。

人体認識性能の確認実験。

② ガレキ内を移動するロボットの位置同定に関

する研究

電波指向性による位置同定法についての利用可

能性検証実験。

③ 形状変化機能を有し、全面に駆動機構を有

する多面体移動機構に関する研究

多面体移動機構実験機の試作。

多面体移動機構実験機の性能確認試験。



(2) 空中移動型探査ロボットと地上・地中型探査

ロボットの情報統合による協調探索法に関する基

礎研究

協調制御システムのソフトウエア製作。

NPO 国際レスキューシステム研究機構の実験

装置を利用した模擬実験。

(3) 探査プローブの機能に関する実験的研究

探査プローブ用の移動機構の設計、試作。

NPO 国際レスキューシステム研究機構の実験

装置を利用した、移動機構の違いによるガレキ内

進入深さに関する実験。

〔危険性物質と危険物施設に対する安全性評価〕

(11) 危険性判定試験方法の適正化に関する研究

Suitable Methods for the Risk Evaluation of Hazardous Materials

研究期間：平成 13年 4月～ 16年 3月

古積 博、岩田雄策、李 新蕊

目的

危険物判定試験方法の国際標準化に対応し、

及び消防法に基づく試験方法の効率的な施行の

ために行うものである。

国際間の危険物輸送の基準である国際連合危

険物輸送勧告書に規定する試験方法と消防法令で

定める試験方法の問題点を見出し、整合性を図る

ために両方法及びそれらの結果の比較検討を行

う。両方法で整合性がとれない場合には、両方法

によって行われる危険物の範ちゅうに違いが生じ

る。その結果、国際的な危険物輸送に悪影響を

及ぼし、貿易摩擦の原因の一つとなる可能性が

ある。そのために、国際標準となるような試験方

法を作成するための基礎資料を得、国際連合、

OECD(経済協力開発機構)等の専門家会議及び消

防庁あてに提出しこれらの改正に資する。

平成 14年度の成果

(1) 国内外の試験方法で大きく異なるエネルギー

物質のうちヒドロキシルアミン水溶液について、結

果の比較を行った。ヒドロキシルアミン 50%水溶液

(市販品、鉄イオン 1ppm 程度含有)の場合、消防

法の試験結果では、危険物第 5 類の性状を有し

ているが、国連勧告書では、クラス 8(腐食性物質)

として扱われており、両者の取り扱いには大きな

相違がある。

(2) 国連勧告書の自己反応性危険物の試験として

重要な SADT(自己加速分解温度)の測定方法につ

いて、問題点を検討した。デュワー瓶を使った方

法が最も良いとされているが、この方法でも、瓶

の中の温度が均一ではなく、なお、改良の余地

があることが判った。

(3) 消防法でも採用されている圧力容器試験は、

使用する試料量が多いこと、試験実施者によるデ

ータのバラツキが大きいこと、定量的な結果が得

られないことのため、国際的にも改良が求められ

ている。そこで、日蘭が提案している小型圧力試

験についてその良否について国際共同研究(ラウン

ドロビン試験)を進めている。

(4) 狂牛病発生に伴い、肉骨粉の大量保管とそれ

による火災が問題となったため、農林水産省から



の依頼もあって、その発火危険性について実験的

に調べた。その結果、天かすに比べてより安全で

あることが判った。

(5) 自動車用シュレッダーダストの火災が多く発生

しているため、広島市消防局の依頼を受けて、そ

の発火危険性について実験的に調べ、その蓄熱

発火現象の解明を進めている。

平成 15年度の研究計画

(1) 消防法第 2 類の危険物に対する小ガス炎着火

試験について、火炎を生じない金属粉類の着火の

有無及び燃焼継続の判定について検討する。

(2) 有機過酸化物の危険性評価試験について、各

種の試験方法によって SADT を測定し、それらの

結果から SADT を得る最適な試験方法を見出す。

(3) MCPVT(小型密閉式圧力容器試験)等の試験

方法について国際共同研究を進め、結果を国連あ

てに報告する。

(4) 消防法上、指定可燃物に該当する可能性のあ

る活性炭、天かす、肉骨粉等は国連勧告書では、

自然発火性物質として輸送上の規制が係る場合が

あることから、その危険性評価試験方法について

検討する。

(5) エアバッグ用のテトラゾール類、アジ化物や各

種発泡剤は消防法第 5 類の危険物に該当する場

合があるが、大量にガスを発生する性状は現行消

防法の試験方法だけでは把握できない。そこで、

これらについての危険性についても検討する。

(12) 小規模タンクの地震時の安全性評価手法確立のための研究

Study on establishment of safety evaluation method

for small-scale aboveground tank during earthquakes

研究期間：平成 12年 4月～ 15年 3月

山田 實、西 晴樹

目的

阪神淡路大震災では、小規模タンクに甚大な被

害が発生した。これに対処するため、準特定屋外

貯蔵タンク(容量が 1,000kl 未満 500kl 以上)に対し

て強度的安全性の向上が図られている。しかし、

危険物タンクと同様な構造である水タンクにおい

て、側板と底板の溶接接合部が座屈し、破口から

貯水がすべて流出する事例が発生しており、この

ような破損に対する原因解明及び対策はまだ行わ

れていない。この損傷は、タンク底部の浮き上が

り現象に起因する損傷形態と推測され、危険物タ

ンクにも同様な損傷が発生する可能性が高い。

小規模タンクは、一般市民の生活の場に近接し

ているにもかかわらず、特定屋外貯蔵タンクのよう

な開放検査の義務がなく、その安全性を確保する

ことが急務となっている。

本研究は、小規模タンクの浮き上がり挙動を実

験的及び解析的に調べ、底部破口のメカニズムを

解明するとともに、石油タンク総数(約 87,000 基)の

8 割以上(約 76,000 基)を占める小規模タンクの安

全性を確保するための強度評価システムを構築す

ることが目的である。

平成 14年度の研究成果

(1) 汎用有限要素法コード(ADINA)を用いて、地

震波により浮き上がりを生じる場合の小規模タンク

本体と内容物の連成を考慮した三次元非線形時刻

歴応答解析を行った。解析条件として、地震波の

入力は 3 成分(N-S,E-W,U-D)、タンクの材料特性



は、塑性変形による加工硬化および大変形を考慮

したバイリニア型弾塑性シェル要素、流体はポテ

ンシャル 3 次元流体要素、タンク基礎地盤は、非

線形バネ要素(圧縮だけ作用する)とした。なお、

非線形バネ要素の特性は、地震動の急激な加速

度の変化に伴う振動系の発散(剛性マトリックスの

収束不可あるいは発散)を回避するため、底板と

基礎地盤がソフトランディングするようになめらか

な曲線とした。解析の結果、入力地震波に対応す

るタンク底板の浮き上がり量、浮き上がり範囲、

回数等のデータが得られた。図 1 に兵庫県南部

地震(関西電力新神戸変電所)の波形を用いた場合

のタンクの浮き上がり回数 N とタンク高さと直径

の比(H/D)の関係を示す。

図1 浮き上がり回数Nとタンク高さ-直径比(H/D)

(2) タンク側板の浮き上がりを静的軸対称問題に

置き換え、側板及び底板接合部近傍の変形及び

ひずみを有限要素法で解析した。その結果、底

板(アニュラ板)の板厚が側板より薄い場合、これま

で得られた大型タンクの結果と比較して、発生す

る最大ひずみおよびひずみ振幅の絶対値は小さ

いが、その挙動はほぼ同様であった。しかし、小

規模タンクによく見られる底板の板厚が側板より厚

い場合、底板止端部での最大ひずみおよびひず

み振幅は一定値に収束せず繰り返し数とともに大

きくなること、側板と底板の溶接接合部近傍にお

ける最大ひずみは側板止端部に発生することなど

が明らかになった。

この現象は、大型タ

ンク等では見られな

い小規模タンク特有

の現象であることが

わかった。図 2 に側

板止端部の等応力

線図を示す。

図2 側板止端部の等応力線図

(3) タンク側板と底板の隅肉溶接接合部(隅角部)

の繰り返し曲げ荷重による疲労強度を、また、溶

接止端部にき裂が存在した場合の破断寿命に及

ぼす影響を実験的に測定した。本実験の範囲にお

いて、き裂が存在する場合の破断寿命の低下は、

高ひずみ領域(1 ～ 3%)ではわずかであるが、低

ひずみ領域(0.7%以下)では約半分であった。これ

らの実験結果をもとに、曲げ応力、角変位、荷重

点変位をパラメータにして破断寿命を推定できる

ことが明らかになった。

(4)上記の解析および実験結果から、タンク張り出

し部の浮き上がり量とその回数、側板溶接止端部

が受けるひずみの大きさ、および溶接止端部のき

裂の有無による破断寿命が明らかとなり、地震時

における小規模タンクの底部、特に側板と底板の

隅肉溶接部の強度安全性評価を行うためのデータ

が得られた。



２ 基盤研究 *

(1) 文化財建造物等の防炎対策に関する研究

Fire Prevention Measure of Cultural Property Buildings by using Flame Retardant Technology

研究期間：平成 11年 4月～ 15年 3月

箭内英治

目的

わが国の重要文化財指定建造物の 8 割が木造

建築であり、そのため、着火すると容易に燃焼拡

大し火災へと発展する可能性が大きい。また、火

災原因の 4 割が放火であることから、火災予防、

延焼拡大防止の観点から防炎対策が重要であるこ

とは明らかである。しかし、従来重要文化財建造

物では防炎処理すると、文化財の材質に変化を引

き起こし、価値を減ずる恐れがあるとのことから、

利用されていないのが現状である。

本研究は、木質系材料に適用できる防炎処理

技術を調査し、それらの文化財建造物等の材料

への適用性を明らかにする。また、その材料の燃

焼性状を調べ、火災予防、延焼拡大防止対策と

しての有効性を実験的に研究し明らかにする。ま

た、これら材料の経年変化による外観の変化、物

性、燃焼性を実験的に研究し明らかにする。

平成 14年度の研究成果

(1) 文化財建造物等に適用可能な防炎処理法で処

理した防炎杉材の処理直後の燃焼性状

3 種の防炎処理で処理したいずれの処理杉財につ

いても、ろうそく程度の小さな火源に対しては、予

防及び延焼拡大防止効果を十分持つが、火災が

ある程度進展した状況下では、それらの防火性能

は小さく、延焼拡大防止効果も小さい。

(2) 文化財建造物等に適用可能な防炎処理法で処

理した防炎杉材の経年変化

1) 耐光試験による色変化は、100 時間までは処

理剤による違いはなく、その後難燃剤 C 処理杉材

は他の処理杉材に比較して大きくなる傾向が見ら

れた。一方、耐候試験による色変化は、未処理

杉材よりもすべての曝露時間で難燃剤 C 処理杉材

が小さくなる傾向が見られた。他の処理杉材の色

変化は未処理杉材とほとんど変わりはなかった。

2) 耐水性のない難燃剤 A、B 処理杉材は数十

時間の曝露で防炎性能を失う。したがって、室内

などの雨のかからないような場所で用いる必要が

ある

外部放射熱流束と着火時間の関係

3) 水性のある難燃剤 C 処理杉材は曝露 500 時

間の範囲では防炎性能を維持した。したがって、

難燃剤 C 処理杉材は外壁材などでも使用可能で

ある。

＊ 基盤研究は、研究ポテンシャルの維持及び向上を目的として継続的に実施される研究です。



(3) 文化財建造物等に適用可能な防炎処理法で処

理した防炎杉材の実規模実験による燃焼性状

1) 直径 50mm、燃料燃焼時間 5 分程度の火源

以下の場合には、天井に火炎が達しないが、そ

れ以上になると火災拡大につながる可能性があ

る。

2) 火源直径 100mm、n-ヘプタン量 320ml の火

源に対しては遅延効果が認められるが、それ以上

の火源になると遅延効果も期待できない。

3) 直径 300mm、燃料燃焼時間 5 分以下程度

の火源に対しては、未処理、難燃処理杉材に係

わらず全面火災に発展させない程度の防火性能を

有する。しかし、火源直径 100mm で n-ヘプタン

量を 320ml、火源直径 200mm で n-ヘプタン量

500ml と多くして燃焼時間を長くすると、難燃剤 A

処理杉材を除く他の杉材は部屋全体火災へと発展

する。

耐候試験時の曝露時間と炭化面積の関係 発熱速度の時間変化

(火源直径：100mm、n-ヘプタン量：320ml)

(2) 一般住宅における初期火災時の燃焼特性に関する研究

Fire Behavior of Ordinary Residence in Early Stage Fire

平成 14年 9月～ 17年 3月

箭内英治、篠原雅彦、関沢 愛

目的

住宅火災により毎年多くの死傷者を出している。

火災による死傷者を減らす方策の 1 つは、早期に

火災感知を行い、火災が拡大する以前に安全に

住民を避難させることである。しかし、一般住宅

の居室などへの火災感知器の普及は余りなされて

いないのが現状であり、安価で一般住宅に適した

火災感知器がないことが普及を妨げている 1 つの

理由と考えられる。

一般住宅に適した火災感知器を作製するには、

一般住宅の火災性状を知る必要がある。しかし、

一般住宅の火災感知の観点からの発煙量、発熱

量、ガス濃度(CO)に関するデータはほとんどない

のが現状である。

本研究は、最初に火災統計データを着火物、

着火源、着火場所などを解析し火災モデルを構築

し、そのモデルにしたがって、可燃物を燃やした

際の燃焼特性である発煙量、発熱量、ガス濃度

を測定し、一般住宅に適した火災感知器を作製す

るために必要な基礎的データを得ることである。



平成 14年度の研究成果

火災初期の材料からの発生ガス速度などを考え

る場合は、放射熱流束と発生ガス量の関係を求め

るよりも、温度と発生ガス量の関係を求めるほう

が、後々の得られたデータを活用する上で有利で

ある。

そこで、図 1 に示すような小規模実験装置を作

成し、試料として木材粉末を用いて、一定温度(600

℃)で酸素濃度を変化させた際の CO2、CO 発生濃

度を測定した。結果の一例を図 2 に示す。CO に

ついては酸素の増大にしたがって減少する傾向が

見られるが、その影響は小さいことが分かった。

しかし CO2 については、酸素濃度により大きく異

なっており、雰囲気の酸素濃度の増大と共に上昇

した。これは、熱分解で発生したほかの生成物が

酸素の多い場合には、その生成物が燃焼して CO2

に変化する部分が多くなることによると考えられる。

この結果は、火災統計から得られた可燃物ではな

いので、それらの関係についてはさらなる実験が

必要である。また、コーンカロリメータ、ルーム

カロリメータなどによる同可燃物の実験から得られ

たデータとの相関性を求め、それらの結果を実大

実験に適用できる CO 発生モデルなどの構築が必

要である。

平成 15年度の研究計画

(1) 小規模実験での可燃物の燃焼特性の把握

小規模実験での可燃物から発生する発煙量、発

熱量、ガス濃度の測定

(2) 半実大規模での可燃物の燃焼特性の把握

ルームコーナ試験室を用いた可燃物から発生する

発煙量、発熱量、ガス濃度の測定

図1 小規模実験装置概要

図2 CO2 、COと酸素濃度の関係

(3) 実大予備実験

前年度に構築した火災モデルにしたがい、10 畳程

度の部屋で可燃物を燃焼した際に発生する発煙

量、発熱量、ガス濃度の測定

次年度以降の研究計画

(1) 実大燃焼実験

・住宅の建設(内装不燃材、2階建て)

・燃焼実験による発煙量、発熱量、ガス濃度の

測定

(2) 一般住宅火災における火災シナリオごとの火

災感知器の感知レベルの設定

(3) 火災感知の確認実験

(3) 毛羽だった表面を伝ぱする火炎に関する研究

A study on flame spread over fuzzy surface

平成 12年 4月～ 15年 3月

鈴木 健



目的

表面が乱雑な可燃性固体、特に表面が毛羽立

った可燃性固体の燃焼については、燃焼の拡大す

る速度が、表面が平坦な可燃性固体に比べて非

常に大きい。その現象については以前から知られ

ていたが系統的な研究は少ない。その現象を支

配する因子について検討するために、拡大する速

度の表面の状態への依存性などについて実験的に

調べる。

平成 14年度までの研究成果

表面が毛羽立った可燃性固体の試料を作成し、

小規模な実験を行った。鉛直下方へ燃焼が拡大

する様子をビデオカメラで撮影、解析し、燃焼が

拡大する速度が、表面の毛羽の状態にどのように

依存するかを調べた。毛羽の状態を示すと考えら

れる因子には、微視的な因子(繊維素の太さ、方

向、繊維素同士の間隔)と、巨視的な因子(毛羽の

層の厚さ、密度)がある。

まず、巨視的な因子に着目しそれを制御しなが

ら実験を行った。毛羽だった面の広さは 6 cm x 2

cm、毛羽の層の厚さを 3 mmから 24 mmの範囲

で、毛羽の層のかさ密度を 0.4 mg/cm3 から 4.4

mg/cm3 の範囲で変化させて実験を行ったところ、

以下のような結果が得られた(鈴木、2000)。

・燃え拡がり速度は密度にほぼ反比例した。

・燃え拡がり速度は厚さには依存しなかった。

毛羽だった面の広さは 12 cm x 2 cm、毛羽の層

の厚さを 2 mmから 15 mmの範囲で、毛羽の層

のかさ密度を 0.3 mg/cm3 から 7 mg/cm3 の範囲で

変化させて実験を行ったところ、以下のような結果

が得られた(鈴木、2001)。

・鉛直下方への燃え拡がり速度は、厚さに依存し

ないが、密度が小さくなるとともに大きくなった。

表面が平坦な可燃性固体の燃え拡がりと比較する

と、毛羽の層の密度が大きいときは、表面が平坦

な可燃性固体の燃え拡がり速度から外挿した結果

に近かった。毛羽の層の密度が小さいときは、表

面が平坦な可燃性固体の燃え拡がり速度から外挿

した結果からはずれた。

・鉛直上方への燃え拡がり速度は、密度が小さく

なるとともに大きくなる傾向があったが、明確では

なかった。

次に、考えられる因子の中から微視的な因子(繊

維素の太さ、方向、繊維素同士の間隔)に着目し、

実験を行った。鉛直下方への燃え拡がりの様子を

拡大撮影し解析した(鈴木、2002)。以下のような

結果が得られた。

・実験を行った範囲内では、繊維素は火炎より前

方で気化し可燃性混合気をつくるほど細くはなか

った。

・繊維素同士の間隔が十分狭ければ、繊維素の

集まりが太い繊維のようになり、1 本の繊維素に比

べて焼失するのに時間がかかった。

・繊維素の方向の効果については、本実験では

明らかにできなかった。密度が大きく、繊維素同

士の間隔が狭かったため、繊維素の方向の効果

が現れなかったと考えられる。

(4) 燃焼合成過程の X線 CT法による観察

Observation of self-propagating high-temperature synthesis process by using X-ray computer tomography

平成 14年 4月～ 15年 3月

鈴木 健、鶴田 俊



目的

燃焼合成法とは、元素間の反応熱を利用し、

圧縮粉体試料中を化学反応が燃焼波として自己伝

播することにより材料を合成する方法である。

燃焼合成法により、これまでに 500 以上の化合

物が開発された。それらの中には、ボールベアリ

ング(軸受け)や放射線防護用の材料、研磨剤、高

温超伝導材料など工業的にきわめて有用な材料も

ある。しかし、最近になっても、燃焼波が粉体の

中を実際にどう伝わるのか、作りたい物質がどう

合成されるのか、原料の化学物質から最終生成物

ができるまでにどんな現象が起こるか、などにつ

いては解明されていない点が残っている。

それらの点を解明するために、非破壊かつ非接

触で固体内部の様子を観察できる方法である X 線

CT 法を利用する。燃焼波が通過する前後で、材

料内部の構造がどう変化し、化学反応がどう進行

するかが解明されれば、最終生成物の構造や性

質を自由に制御することにつながる。燃焼合成法

は、反応熱の大きな化学反応を利用し、発生した

熱を制御しながら材料を合成する。もし、制御が

うまくいかなければ、化学反応が原因となる事故

が起こる可能性がある。そのようなときに本研究

で使用された方法、得られた結果は有効であると

思われる。

凝縮層内で化学反応が進行する際における内

部構造の変化を X 線で観察する技術はすでに存

在している。燃焼合成の過程の観察に X 線 CT 法

を用いた研究は、調査した範囲内ではまだない。

平成 14年度の研究成果

X 線 CT 装置を利用し、原料の化学物質の断層

像の撮影、最終生成物の断層像の撮影、燃焼波

の通過する前後における X 線の透過エネルギー

の変化の測定を行った。結果は解析中である。

(5) くん焼から可燃性蒸気への引火

Combustible Vapor to which Smoldering Ignites

平成 14年 4月～ 16年 3月

那波英文

目的

可燃性液体の蒸気への引火の研究は、熱面、

裸火、電気火花など各種の火源に対して多くの研

究が行われているが、くん焼燃焼は燃焼の重要な

形態であるにも関わらず、くん焼からの引火の研

究はあまり行われてない。くん焼は火源としては

酸素を消費し、燃焼生成物を生成している点で、

熱面と異なり、炎が存在しない点で、通常の裸火

と異なる。

また、タバコの吸い殻から引火性液体への引火

がきわめて起こりにくいことが知られているが、着

火源として熱源の大きさが充分かという視点で研

究はされている。

本研究の目的は、着火源として十分に大きなも

のであっても燃焼の種類がくん焼燃焼であるがた

めに引火しないという実例を探し、現象について

検討を行い、火災原因調査に役立てる。

平成 14年度の研究成果

(1) 容器内で薫製用スモークウッドをくん焼させ、

可燃性蒸気を送り、引火の有無を検証する約 2.8l

の実験系を作った。

( 2) 上記実験系にエタノール 8.8%(爆発範囲

3.3-19%)、n-ヘプタン 4.6%(爆発範囲 1.1-6.7%)を

流したが引火しないという結果が得られた。



(3) 開放空間に直径 120mm のパンに入れた液体

燃料(エタノール、n-ヘプタン)を置き、隣接風下

側にくん焼火源(薫製用スモークウッド(40mm x

40mm x 290mm)を切断し 3段に積んだもの)を置

いたが引火しないという結果が得られた。

平成 15年度の研究計画

(1) 薫製用スモークウッドをくん焼させた容器内へ

可燃性蒸気を送り、引火の有無を検証する。

( 2) 開放空間に液体燃料を入れたパン (直径

100mm ～ 200mm)を置き、隣接風下側にくん焼火

源を置き、引火の有無を検証する。

(6) リチウムとリチウム塩を用いた新機能材料の燃焼特性と

消火に関する研究

A Study on the Combustion Characteristics and Extinguishment

of New Materials in Lithium and Lithium Salts

平成12年4月～15年3月

鶴田 俊

目的

リチウムとリチウム塩は、一次電池および二次

電池の電極材料として使用が増加している。リチ

ウム一次電池はリチウム単体を電極とするために、

リチウム電極加工、組み立てなどの作業が必要と

なっている。このような加工を行う事業所は、地

方都市に立地し始めており、火災発生時の消火方

法についての情報を地方都市の消防機関に提供で

きる体制を整備することが望まれる。リチウムは単

体として利用される分野は、あまり多くなく、リチ

ウム火災に有効な消火剤も限られている。リチウ

ムが禁水性であることを考えるとガスや粉末の消

火剤の使用を考慮する必要がある。ところがリチ

ウムは、窒素との反応が知られており、ガス系の

消火剤としてはアルゴンなどの希ガスのみが利用

可能と考えられている。粉末消火剤は、リチウム

火災に有効とされるものがあるが、その有効性を

確認できる実験結果は限られている。また、リチ

ウム火災の消火を行う場合、ナトリウムで見られた

ような特異的な燃焼挙動などが生じると消火の確

認や火災後の安全な処置に注意を必要とすると考

えられる。そこで、リチウム火災の消火特性に加

え、リチウムの燃焼特性の把握もあわせて行う。

平成 14年度の研究成果

(1) 固体リチウムの燃焼特性の実験による把握

(2) 固体リチウムの燃焼におよぼすガス系消火剤

の作用の実験による把握

(3) リチウムの燃焼におよぼす粉末消火剤の作用

の実験による把握

(4) リチウムイオン電池の自動圧力追従式断熱熱

量計(Automatic Pressure Tracking Adiabatic Calo-

rimeter)による定積条件における発熱挙動の把握

リチウムは、窒素と反応するといわれており、ア

ルゴン雰囲気でリチウムを加熱する実験を行った。

溶融したリチウムを 700 ℃程度まで昇温すると液面

近傍に紫色の発光が観察された。発光部の温度

計測は、準備中であり、詳細は確認中である。発

光現象について、分光器を用い調査中である。溶

融リチウムは、予想と異なり、ナトリウムと比べ発

火しにくかった。ナトリウムでは容易に発火する 600

℃までの温度範囲においても、コンプレッサーで

脱水、供給した空気中では黒色の酸化膜が形成



されるのみであった。25 ℃の飽和水蒸気を含む空

気を供給した場合、580 ℃で着火した。装置を一

部改造し、リチウムを 700 ℃まで加熱した場合、

コンプレッサーで脱水、供給した空気中で着火し

た。このように着火した火炎をアルゴンにより消火

する実験を行った。

(7) 大規模石油タンクの防災対策に関する研究

Study on Loss Prevention of Large-scale Oil Tanks

平成 14年 4月～ 16年 3月

古積 博、岩田雄策

目的

大規模石油タンクが火災を起こした場合、長時

間にわたって火災が続くことが多く、その社会的

な影響は大きい。そのため、火災の状況、気象

条件等に応じた安全かつ効率的な消火活動を行う

ために、大規模石油タンクの防災対策について研

究することが望まれる。

大規模石油タンクの防災対策として、火災から

の放射熱から消防隊や周辺施設を防御するため

に、事前に放射熱を推定することが必要である。

さらに、長時間の火災が続いた後、確率が小さい

が爆発的な燃焼であるボイルオーバーが起こる可

能性がある。一度ボイルオーバーが起こると大き

な災害になることが多いため、前もってボイルオ

ーバーの起こり易さや激しさについて予測すること

も必要である。一方、消防本部等が火災に対して

安全かつ効率的な消火活動を行うために、日常的

に火災訓練を行うことも防災対策上重要である。

しかし、訓練用の火災から発生する煙のために、

天候、風向等の気象条件によって、訓練の実施

が限定される場合がある。そのため、日常の火災

訓練を実施する上で煙を抑制することが望まれる。

従って、本研究において、火災からの放射熱の予

測、ボイルオーバーの起こり易さ、火災訓練にお

ける煙対策等について研究を行い、得られた研究

結果を大規模石油タンクにおける防災対策の立案

に資する。

平成 14年度の研究成果

(1) 石油公団、東京大学との共同実験(水が原油

にエマルジョン化して混入した場合のボイルオー

バー)の結果について、解析を行い、以下の結果

を得た。

1)エマルジョン化した水の沸騰のために、形成さ

れた高温層は、120 ℃程度までしか上がらなかっ

た。その結果、ボイルオーバーは予想よりも早く

起きるが、激しさは予想したものよりも小さい。

2)火炎からの放射熱は、風上及び風下で大きく異

なるが、実験から得られた火炎の放射発散度を基

に説明を加えた。

(2) 消防訓練用の直径 3.5m 燃料容器と灯油を用

いた燃焼実験を実施した結果、フェロセンを

0.3wt.%程度添加すると煙量が数 10%減少すること

が確認された。

しかし、煙量が低減した理由については解明さ

れていない。また、小規模燃焼実験から煙粒子の

粒子を採取、電子顕微鏡で観測したが、フェロセ

ンの有無で煙の形状、大きさ自体はほとんど差が

ないことが明らかになった(図 1及び 2)。

平成 15年度の研究計画

主な研究項目は以下の通り

(1) 引き続き、過去のデータを基に火災からの放

射熱についての解析を行い、簡便なモデルの確立



を目指す。

(2) 引き続き、過去のデータを基に原油のボイル

オーバーについてその機構を明らかにする。

(3) 消防機関、石油公団等が行う消防訓練におけ

る煙対策に関連して、煙抑制剤を添加した燃料を

使った実験を行い、結果を基に対策を提案する。

図1 灯油の燃焼から発生した煙粒子の電子顕微鏡

写真(5万倍、燃焼容器の直径：90mm)

図2 フェロセンを0.5wt.%含む灯油の燃焼から発生し

た煙粒子の電子顕微鏡写真(5万倍、燃焼容器の直径

：90mm)

(8) 防火水槽の経年変化に関する研究

Study on the Long-term Deterioration of Fire Cisterns

平成 14年 4月～ 17年 3月

吉原 浩

目的

防火水槽は、地震等により損傷を受けた場合や、

移設の必要が生じる等の特別な理由が無い限り長

期間使用され、第二次大戦以前に建設されたもの

も、未だに多く使用されている。全国で約 47 万基

設置されている防火水槽について、今後の設置計

画や補修計画を検討するためには、全国的な規

模で、劣化がどのように進行しているかについて

の推計手法を検討する必要がある。

本研究は、設置後長期間経過した鉄筋コンクリ

ート製の防火水槽から試料を採取し、その強度等

と設置環境との関係を調べることにより、全国的な

規模で劣化がどのように進行しているかについて

の推計手法を検討するための基礎的な資料を得る

ことを目的とする。

平成 14年度の研究成果

現場打ち鉄筋コンクリート製防火水槽(6 基)より

コンクリートコアを採取し、圧縮強度試験及び中

性化深さ試験を行い、次の結果を得た。

(1) 圧縮強度にはばらつきがみられ、昭和 30 年

代以前に設置された防火水槽では、現行の基準

である 24N/mm2 を下回る場合がある。

(2) コンクリート表面の中性化が認められる場合が

あるが、いずれも鉄筋コンクリートの強度に影響

を及ぼさない範囲内である。

平成 14 年度にコンクリートコアを採取した防火

水槽は、植樹帯や宅地内の駐車場に設置された

ものであり、設置環境との関係を検討するために

は、道路下に設置されたもの等、立地条件の異

なる事例について、さらに検討する必要がある。



図 防火水槽の設置年と鉄筋コンクリートの圧縮強度

平成 15年度の研究計画

(1) 平成 14年度に調査した防火水槽とは、構造、

設置条件等が異なる鉄筋コンクリート製防火水槽

についてコンクリートの劣化状況を調べる。

(2) 設置環境、設置年等との関係を検討する。

(3) 防火水槽の漏水、補修状況に関する調査を行

う。

次年度以降の研究計画

(1) 平成 15 年度までに調査した防火水槽とは、構

造、設置条件等が異なる防火水槽について、試

験用試料を採取し、コンクリートの劣化状況を調

べる。

(2) 設置環境、設置年等との関係を検討する。

(3) 全国的な防火水槽の設置状況の調査を行う。

(9) 火災発生危険基準及び土壌水分と林野火災発生件数の

関係に関する研究

Study on the Relationship between Fire Outbreak Danger Criteria,Soil Moisture and Forest Fires

平成 12年 4月～ 15年 3月

寒河江幸平

目的

平成 6 年の夏、西日本一帯における大干ばつ

時には林野火災が多発し、大規模火災も発生した。

今後このような大干ばつが起これば林野火災が多

発する可能性がある。林野火災の発生は気象の

影響を受けるが、現在火災警報等は実効湿度及

び日最小湿度、最大風速によって定められている。

しかし、地域によってそれらの基準への火災発生

危険性の依存は異なるし、また季節によっても異

なると考えられるので、地域別、季節別にその妥

当性を再確認する必要があると考えられる。さらに

気象庁により土壌水分指数が提案されているの

で、現在の火災発生危険の基準よりもっとよりよく

林野火災の発生を説明する基準があるかどうかを

も検討する必要があると考えられる。そこで、地

域別、季節別に現在の基準と林野火災発生件数

との関係を調べ、さらに気象庁の土壌水分指数と

林野火災発生件数との関係を調べ、林野火災対

策の資料とする。

平成 14年度の成果

(1) 火災警報の発令等の目安とされる日最小湿度

30%～ 40%、実効湿度 55%～ 60%は林野火災の

統計分析(22 府県)により 1 件以上の火災が発生す

る確率 0.5 に対応するものであることが分かった。1

件以上の火災の発生する確率 0.5 に対する実効湿

度等は地域によって若干異なることも分かった。

火災発生危険の目安としての湿度(日最小湿度、

実効湿度)がいずれもその基準以下になれば火災

発生危険とされるが、春や 8 月等の火災件数の

多い時期は、どちらかの湿度が基準以下になれ



ば火災が発生しやすくなる地域があることが分か

った。

(2) 土壌水分指数と林野火災発生の関係は、気象

庁の土壌雨量指数 SMI(Soil Moisture Index)の基

礎データである土壌貯水量とカナダの SMI(Stored

Moisture Index)を用いて分析した。前者では、北

日本等寒冷地は土壌貯水量 20mm 以下、その他

の温暖な地域(主に太平洋側)では 30mm 以下で

大部分の林野火災が発生していた。後者では、

全国的に初期条件を満たす降雨量を見いだすこと

が難しく、分析できたところについては、結果が

異常であるとはいいえがたいが、危険と判断でき

るしきい値の設定が難しいことが分かった。

(10) 地すべり土塊内の応力の測定法に関する研究

Study of the Measuring Method for the Stress in Landslide Mass

平成 13年 4月～ 15年 3月

新井場公徳

目的

斜面崩壊の前兆現象には、斜面上部から下部

までの連続するすべり面が形成される過程が含ま

れていると考えられている。この過程を研究する

ため、消防研究所においてはこれまで、中型一面

せん断試験機中で底面に作用する応力の変化につ

いて検討してきた。今後、斜面内ですべり面の形

成過程を直接観測し、斜面崩壊の定量的予測を

行うためには、実際の斜面内での全応力成分の測

定が必要である。一方、応力の現位置計測には

様々な技術的困難があるため、十分な成果が得

られていないのが現状である。本研究では、間欠

的活動を行う地すべり地における現位置計測と中

型一面せん断試験機を用いた実験を行い、すべり

面近傍の土中において応力の実測を試みる。得ら

れた測定結果から、地すべりの移動及び停止の機

構を応力面から明らかにすることを目的とする。

平成 14年度の研究成果

・2 種類の砂質供試体について一面せん断試験を

行い、測定精度について検討すると共に、せん断

の進行と局所的な応力変化について検討を行っ

た。

・地すべり地における土中土圧計測のための予備

的実験を行い、計器の埋設方法について検討した。

・地すべり地において土中土圧計測を行っている

ものの、降雨量が少なく活動が観測されなかった。

新規経常研究において計測を継続したいと考えて

いる。

(11) 集積可燃物の延焼阻止剤による自己燃焼限界に関する研究

Investigation on the Critical Self-burning by Water-based Chemical Inhibitors on Stacked Solid Fuels

研究期間：平成 12年 4月～ 15年 3月

高橋 哲



目的

集積した可燃物に水、塩類などの阻止剤が付

着したとき、他から加熱されないで自己燃焼を継

続できなくなる限界の燃焼条件、散布条件、阻止

剤の種類の組み合わせを解明する。

平成 14年度の研究成果

(1) 燐酸水素一アンモニウム、リン酸水素一ナトリ

ウムの付着した炭化木材について、乾燥状態での

延焼阻止効果を測定した。特に前者に関しては詳

細に検討し、付着量と延焼速度(再燃速度)、重量

燃焼速度の関係を得た。このデータは、延焼阻

止対象について、適切な薬剤濃度を提供するため

の資料となる。即ち、

・11 種類の消火剤について、木材火災に対する

延焼阻止効果を調べた。その結果、酸性系物質、

とりわけリン酸アンモニウム系のものの効果が大き

く、中性ないしアルカリ性のものは効果が小さか

った。特に効果の大きなリン酸水素一アンモニウ

ムに関して条件を変えながら集中的に実験し、乾

燥した条件下で燃焼を継続しなくなる表面付着密

度の存在する事を見出した。また阻止効果は、散

布時の燃焼程度に係わり無く、薬剤の付着量によ

って決定される事実を見出した。

・浸透剤を使用した場合、同一条件下での水の

使用に比べ、2 ないし 3 倍の浸透量がある。しか

も蓄積層から燃焼前線に水を迅速に移動させるた

め、熱量計算から得られる焼失面積に比べて、著

しく小さな焼失面積で済む抑止現象を見出した。

(2) 水の存在下での限界量に関しては、昨年度ま

でに理論的に推定していたが、13 年度には実験

的にも証明できた。即ち,

・火勢の強い間は薬剤種、付着量に関係なく、

水が阻止効果の中心となり、火勢が弱くなった時

点で添加薬品独自の特性に応じた阻止効果が発

揮される事実が明らかになった。

・水とリン酸水素一アンモニウムの木材に対する

限界燃焼付着密度の測定を追加確認し、リン酸ア

ンモニウムは、木材の単位表面積に対し 200g/㎡

～ 250g/㎡ほど(中心値 225g/㎡)、水は、1500g/

㎡～ 2000g/㎡ほど(中心値 1750g/㎡)、であるこ

とが分かった。

(3) 薬剤の濃度、水の散布方法、散布領域など実

戦的な散布方法に関する設計指針の得られる見通

しが立った。

(4) 現象的に、延焼阻止は消火と重複する部分が

あるので、現在の実験装置は消火剤の消火効果

を定量的に判定する方法としても利用できる。

(12) 着火・消炎と燃焼排出物生成の反応解析

Analysis on the Chemical Processes of Ignition, Extinction and Combustion Product Formation

平成 14年 4月～ 17年 3月

佐宗祐子

目的

ハロンの生産禁止にともない、新しいタイプの

消火剤や消火技術が開発されるとともに、消火剤

の諸作用に関する知見も蓄積されつつある。高性

能消火剤の中には、着火を促進する性質を有する

ものがあること、消火効果が火炎の形状に依存す

る場合があること、また、消火剤が人体に有毒な

燃焼排出物の生成を促進する場合があることなど

が報告されているが、これらの現象を引き起こし

ているメカニズムは充分に解明されていない。消



火剤を安全に使用するためには、これら消火剤の

諸作用を明らかにすることが重要である。

本研究は、着火・消炎現象と燃焼排出物生成

過程の反応解析を行い、消火剤が可燃性混合気

の着火過程に及ぼす影響、火炎の形状と消火効

果の関係、ならびに消火時の燃焼排出物生成の

詳細を明らかにすることを目的とする。

平成 14年度の研究成果

(1) ハロン代替の新消火剤として、海外の一部で

導入が開始されている三フッ化一ヨウ化メタンを

添加した可燃性混合気の着火過程を計算するため

の反応モデルと計算コードを整え、予備的計算を

行った。

(2) 消火剤の放出により、酸素濃度が低下した環

境における、燃焼排出物の生成量に関する既存の

研究を精査した。可燃性混合気の断熱条件下で

の化学平衡を仮定すると、低酸素濃度下では一酸

化炭素の生成量が著しく増加する。しかし、実大

規模の区画火災消火実験においては、不活性ガ

ス消火剤の放出により酸素濃度が低下しても、消

火剤を放出しない場合より一酸化炭素の最大濃度

は低かった。これは、消火によりトータルの燃焼

生成物発生量が低下したことによると考えられる。

佐宗ら(2001、日本火災学会研究発表会概要集)は

区画火災消火時の有毒ガス濃度と火災規模の関

係について検討し、燃焼排出物の毒性危険度を評

価するための尺度として毒性指数を導入した。図 1

は木材クリブ火災消火時の燃焼ガス毒性指数(生

命及び健康に対する即座の危険濃度 IDLH に対

する相対濃度が最も大きい成分の濃度を IDLH の

倍数で示したもの)である。3 種類の不活性ガス消

火剤により消火した火災は、たとえ消火に時間を

要した場合であっても、消火剤を放出しない場合

に比べ最大毒性指数が小さい。但し、ハロゲン系

消火剤により消火した火災の毒性指数は、消火剤

を放出しない場合より著しく大きい。水蒸気や水

滴により消火する場合の燃焼排出物毒性について

は、今後の更なる検討が必要である。

図1 不活性ガス消火剤によるクリブ火災消火時の燃

焼ガス毒性指数の比較

平成 15年度の研究計画

(1) 消火剤を添加した可燃性混合気の着火シミュ

レーション

(2) 燃焼排出物生成の反応シミュレーション

(3) 消火剤を添加した同軸流火炎のシミュレーショ

ン

次年度以降の研究計画

上記 3.に掲げる項目のほか、以下の項目につ

いて研究を行う。

(4) 消火剤の着火促進効果の低減方法に関する検

討

(5) 消火剤の燃焼排出物生成促進効果の低減方

法に関する検討



(13) 二酸化炭素消火剤に添加した鉄化合物の消火性能に関する研究

Study on fire suppression efficiency of iron compound with added carbon dioxide

平成 13年 4月～ 16年 3月

尾川義雄

目的

ハロン消火剤の生産全廃後、新しいガス系消火

剤が代替消火剤として用いられているが、それ以

外の消火剤もハロン代替の選択肢として考慮され

るようになってきている。燃焼抑制効果の優れた

物質として鉄を含む化合物があり、数百 ppm 程

度添加することで層流燃焼速度を大幅に低下させ

ると報告されている。しかし消火に必要な物質濃

度の報告は見当たらず、消火剤としての有効性に

は未知の部分がある。

本研究では固体化合物を溶解させ火炎までの化

合物の輸送を容易にするため、消火剤の一種であ

る二酸化炭素を溶媒として用いて二酸化炭素に溶

解させた物の消火性能について測定と解析を行

い、燃焼抑制効果を持つ鉄系化合物の消火に対

する有効性を明らかにすることを目的とする。

平成 14年度の研究成果

(1) 鉄の持つ消火性能の解明のため消火実験を行

った。化合物濃度の調整を容易にするため、鉄化

合物を水溶液として用意した。図 1 に示す装置を

実験に使用し、カップバーナー火炎に鉄水溶液微

粒子を含んだ空気を供給し、鉄水溶液濃度を変え

て消火に必要な水量を測定した。予備的な実験で、

鉄化合物が 32ppm 含まれる水溶液で消火をした

ところ、鉄を含まない水に比べて消火に必要な水

量が約 1 割低減する結果が得られた。結果の妥

当性と鉄化合物を含むことによる消火性能の向上

について、今後さらに実験を追加し検討を行う。

平成 15年度の研究計画

(1) 鉄化合物を溶解させた水により、カップバーナ

ー火炎に鉄化合物を含んだ空気を供給し、燃焼

性状を把握する。さらに二酸化炭素消火剤を空気

中に添加し消炎にいたる様子を観察し消火に要す

る濃度を求め、消火剤の基本的な消火性能の解

析を行う。

(2) 二酸化炭素消火剤に添加した鉄化合物の消火

機構の解明

新規消火剤の消火機構に関する研究を実験およ

び理論解析を基に行う。

図1 実験装置



(14) 地下施設火災の数値シミュレーションに関する研究

Study on the Numerical Simulation of Underground Facility Fire

平成 13年 4月～ 16年 3月

渡部勇市、阿部伸之

目的

CFD(数値流体力学)による火災性状の予測は、

コンピュータの進歩と熱流体商用コードの普及に

伴い数多く行われるようになってきた。消防研究

所では、トンネルおよび地下駐車場等の模型火災

実験に関する CFD による数値シミュレーションを

行い、実験データと計算結果を比較してきた。し

かし、 地下施設等の閉鎖空間での火災という複

雑な現象を CFD により予測する上では、まだ、予

測精度等で解決すべき問題点も多い。

本研究では、閉鎖系空間における火災現象の

CFD によるシミュレーションの現状を把握し問題

点を整理すると供に、代表的なトンネル火災実験、

地下施設火災実験等の火災性状について CFD に

よるシミュレーションを行い、熱・煙流動特性につ

いて調べ、地下施設の安全性評価や火災現象の

数値シミュレーションの実用化に資する。

平成 14年度の研究成果

大断面トンネル火災における自然換気時の数値

シミュレーションを LES、k-εモデルにより行い、

LES の方がより実験に近い分布になることを平成

13 年度日本火災学会研究発表概要集(2002)に示し

た。平成 14 年度は、大断面トンネル火災におけ

る縦流換気時の数値シミュレーションを LES により

行い、点火から発熱速度をステップ状に与え、図 1

に示すように点火 1 分後の火源風上側への煙遡上

および火源風下側の煙層形成について調べた。

風上側への遡上距離は、縦流換気風速 2m/s より

3m/s の方が短くなっているが、風下側の熱気流

厚みは逆に増えている。このように発熱速度

2.5MW、5.0MW、10MW時の縦流換気(0～ 4m/s)

における数値シミュレーションを行い、火源風上

側、火源風下側の煙流動性状を示し、発熱速度、

縦流換気風速に対する火源風上側の遡上阻止風

速、火源風下側の煙層の安定性について求めた。

その結果、次のようなことが分かった。

(1) 本発熱速度の範囲では遡上阻止の最低風速

は P.H.Thomas の式に断面形状による修正係数を

掛けることにより表わすことができた。

(2) 火源風下側の煙層安定性は、リチャードソン

数によって表すことができ、約 1 以下になると煙層

と空気層がよく混合し床面近くまで降下した。

本シミュレーションの妥当性について検証した。

数値シミュレーションによる遡上阻止風速、煙層

の安定性(リチャードソン数)の結果と既存の実験的

に証明されている予測式による結果が定性的に一

致し、数値シミュレーションは実用的に使用可能

であることを確認した。定量的により精度よく一致

させるためには、発熱速度、発煙速度等の正確

な入力と出力数値がほとんど一定になるまでメッ

シュサイズ、時間ステップを細分割する必要があ

る。

縦流換気風速 2m/sの場合

縦流換気風速 3m/sの場合

図 1 大断面トンネルにおける縦流換気時の煙流動性

状のシミュレーション結果の代表例(発熱速度 10MW、

点火 1分後)



平成 15年度の研究計画

(1)トンネル火災における遡上阻止風速、煙層の安

定性等に及ぼすトンネル断面形状の影響

(2)地上 1 階、地下 3 階層の中型基本地下模型火

災実験の数値シミュレーションの実行と実用性の

検討

(15) 地下施設の火災特性に及ぼす深さの影響に関する実験研究

Experimental Study on the Effect of Depth Affecting Characteristics of Fire phenomena

平成 13年 4月～ 16年 3月

松島早苗､ 渡部勇市

目的

地上施設では、熱により出火階の窓が破壊され、

その窓が煙の排出口となり煙が外へ排出される場

合が多い。しかし、地下施設は、外気と接する窓

がないので煙の排出口は地上に限られ、煙が階

段等の竪抗を通じて地上に排出される。そのため、

地下施設は地下 1 階から地下 2 階以下へと深くな

るにともない、地上施設と比較し閉鎖性の高い空

間となる。地下施設は、竪坑の深さ・形状が、

竪坑からの流入空気、煙の排出量等の換気特性

に大きな影響を及ぼすものと考えられ、地下階数

によって地下施設内の火災特性が異なることが予

想される。

本研究は、中型基本地下模型を用いて火災階

の深さによる換気特性を測定し、地下階数による

火災特性の違いについて研究する。

平成 14年度の研究成果

地下階での火災性状を調べるため、昨年度は

地上 1 階、地下 1 階層の階段を有する 2/5 縮尺

の中型基本地下模型を用いて地下 1 階を出火階と

した火災実験を行った。地上 1 階には階段がない

ため熱気流が直接上階へ流れ､階段内の温度分布

がほぼ同じになった。そのため、火災階の深さに

よる階段内の温度分布の違いは得られず、火災

性状にほとんど違いはみられなかった。

平成 14 年度では､さらに地下階を増設して、地

上 1 階、地下 3 階層の階段を有する中型基本地

下模型(竪坑部:長さ 3.0m、幅 1.2m、高さ 5.4m)と

した。地上階には 1箇所出入り口を想定し、全開、

半開の開口条件で実験を行った。出火階は地下 3

階とし、発熱速度は、7kW、14kW、21kW で火

災実験を行った。図に各階段室内の代表温度の

測定結果を○■△で示した。階段内の熱気流温

度は、発熱速度にほぼ比例して上昇し、上階へ

行くに従い指数的に減少した。地上階出入り口の

全開、半開によって階段内の温度分布に大きな違

いは見られなかった。

また階段内の温度分布を熱収支による基礎式に

より計算し、その結果を図に点線で示した。階段

内の温度分布の測定結果と計算結果を比較した結

果、壁面の熱通過率によって上階へ行くに従い熱

気流温度が大きく変化し、熱通過率と熱気流と壁

との接触面積を正確に推定しないと測定結果と良

い一致が得られなかった。

図 各階段室内の代表温度の測定結果と計算結果

出入り幅0.36m(左) 出入り幅0.18m(右)



平成 15年度の研究計画

(1) 地下階数による階段内の温度分布の測定と熱

気流の流動性状の把握。

(2) 地下階数による地上階出入り口からの流入・

流出空気量の測定と燃焼性状の把握

(16) 既存建築物の業種別火災リスクに関する研究

Fire-risk of Existing Buildings by Industrial Classification

平成 12年 7月～ 16年 3月

鈴木恵子

目的

事業所・企業統計調査に基づく全国の全事業

所数に対する出火率や年間焼損期待面積等を算

出することにより、これまで母集団情報が得られな

いために出火率等の算出が困難であった小規模な

建物を含めた火災リスクを、日本標準産業分類に

基づく詳細な産業区分ごとに把握し、リスクの高

い業種については詳細な分析を行い火災低減のた

めの方策を提案する。

平成 14年度の研究成果

業種別の火災リスクとして、産業小分類別に出

火率、1 事業所あたり年間焼損期待面積、従業者

10 万人あたり年間火災死者数期待値、1 事業所あ

たり吏団員の年間死傷値を算出した。従業者の年

間死者数期待値はサービス業で高い値を示す業

種が目立つ一方、1 事業所あたり年間焼損期待面

積と吏団員の死傷値では製造業で高い値を示す

業種が多かった。

これらの値を総合的に把握し、火災リスクの傾

向により分類するために、産業大分類(9 分類)別

の出火率と 1 事業所あたり年間焼損期待面積、従

業者 10 万人あたり年間火災死者数期待値を用い

てクラスター分析を行ったところ、図 1 に示すよう

な結果が得られた。

製造業がいずれの値も最も大きく、他の業種と

リスク傾向が大きく異なる分類として抽出された。

次に、出火率は製造業と同程度に高いが焼損期

待面積は比較的小さく死者期待値も大きくない群

として電気・ガスなど供給事業所と公務の事業所

が抽出された。建設業、サービス業、卸売小売

業等は、公務等の群に比べ出火率は低いが死者

期待値は高い値を持つ。最もリスクの低い群とし

ては、運輸通信業、不動産業、金融保険業が抽

出された。

これらの分析と並行して、火災報告に基づくデ

ータをパソコン上で自在に分析するために開発し

た火災データベースに、平成 12 年及び 13 年の

データを追加するとともに、データ量の増加に対

応するためデータベース環境の強化を図り、分析

環境の整備を継続して進めている。

図1 火災リスクの傾向による業種の分類(産業大分

類)



平成 15年度の研究計画

(1) 火災データベースへ平成 14 年分データ及び

現在と形式が異なる平成 6 年以前のデータを導入

する

(2) 産業中分類を基にした火災リスク算出を行い、

クラスター分析などの統計手法を用いて傾向を把

握する

(3) 鉱業など、他に比べて特異なリスクを示す業

種に関する聞き取り調査などを行い、データの精

査を行う

(4) 法令や業界規制、火災事例や防火査察の状

況などの情報を収集し、出火率や損害期待値との

関連を分析する

(5) 産業分類別の火災リスクとのその背景要因に

応じた火災低減のための対策を検討する

(17) 粒子画像計測法による火炎・熱気流の流れ場の測定

に関する実験研究

Experimental Study of Flow-field Measurement of Flame and How Current

by using Particle Image Velocimetry

平成 13年 4月～ 16年 3月

山田常圭 飯田明彦

目的

本研究では、局部的な燃焼領域や液体の流れ

場に、主として利用されてきた粒子画像計測法

(PIV : Particle Image Velocimetry)という可視化測

定技術を用いて、火災室の開口部から噴出する火

炎や熱気流等の風速分布を計測する技術的検討

を行う。そのため、実物の約 1/10 ～ 1/5 の縮尺

模型を対象に異なった粒子混入方法による火災実

験を実施する。

平成 14年度の研究成果

既往のガスバーナーと粒子混合装置では、長

時間安定した粒子装置発生ができなかったため、

新たに火炎内部に粒子の均一な混合が可能なバ

ーナーを作成し、噴出時の均一性について調整を

行った。本バーナーは、四塩化チタン(TiCl4)と水

蒸気を適当な割合で混合し不燃の酸化チタン粒子

(TiO2)を生成するものである。火炎内で粒子の燃

え尽き、変形が少なく、PIV の計測できる状態を

作り出すためには、水蒸気と四塩化チタン混合割

合のみならず燃料との混合割合の制御が重要であ

り、今後系統的な実験を通じて最適な組み合わせ

をさらに検討していく必要がある。

また、レーザーライトシートは妥当な発煙片の

煙のような微小粒子では、PIV では過誤ベクトル

として認識されるため、不適切であること、また同

時使用では、PIV 側へのレーザライトシートの影

響はないが、PIV のための光源が強いため、レ

ーザーライトシートでは、PIV 発光時間帯の映像

は得られないため、同時計測はかなり困難である。

計測にはフィルターによる分離等の検討が必要で

ある。

図 開発した粒子発生装置付ガスバーナー外観図



平成 15年度の研究計画

(1) 粒子装置付きガスバーナーの、粒子発生条件

の検討

(2) 前記バーナーを用いた縮尺模型実験での火災

室開口部からの噴出火炎および熱気流の平均的

風速測定の実施。

(3) 火災の熱気流の PIV 測定に関する技術資料の

作成

(18) 閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体の経年挙動

に関する基礎的研究

Fundamental research on the secular behavior of a soldered joint of automatic sprinkler head

平成 14年 4月～ 17年 3月

山田 實、真家敦子

目的

閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体は、低融

点合金(Pb,Sn,Bi,Cd:融点 72 度)により融着したもの

が感熱により溶融して開放する機構を備えている。

この閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体は、規格

等で規定の試験を満足すれば一定の年数につい

て設置後火災以外において作動しないことが保証

されている。しかし、設置後の閉鎖型スプリンクラ

ーヘッドの経年挙動は、設置場所の環境に大きく

影響を受けると考えられる。特に、気温による寒

暖の繰り返しは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの感

熱体の経年挙動に大きく関与する可能性がある。

本研究は、気温による寒暖の繰り返しが低融点

合金で融着された感熱体のクリープ強度に与える

影響を実験等により調べ、閉鎖型スプリンクラー

ヘッドの経年挙動を明らかにすることを目的とす

る。

平成 14年度の研究成果

(1) 感熱体の圧縮クリープ試験

閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体のクリープ

試験を室温で行った。その実験結果の一例を図 1

に示す。荷重は、検定試験荷重の□倍の 686N

(70kgf)である。各感熱体の変形量が 5mm に達す

るまでの寿命について短いもので 3 日、長いもの

で 6 日と倍の違いがあり、ばらつきが大きいこと

がわかる。これらの結果から、温度が試験条件に

加わることによりさらにばらつきが大きくなることが

予測される。

図1 荷重686Ｎ(70kgf)における感熱体の変形

(2) 走査型電子顕微鏡(SEM)による感熱体断面の

金属組織観察と分析

クリープ試験のばらつきの要因のひとつとして、

低融点合金の組織の影響が考えられるため、感

熱体のクリープ試験前後の断面のマクロ写真を図

2 に組織の元素分析を図 3 に示す。図 2 では、低

融点合金が押し出し加工されたように外にはみ出

ており、この押し出し力のばらつきが感熱体のば

らつきとなることが予測される。金属組織において、



図 2 に示すように、低融点合金内に Cd が多く析

出していることがわかる。これがばらつきの要因

であるかは今後の検討である。そのほかに、低融

点合金とセルとの界面での接着強度も要因と考え

られる。

図2 感熱体(試験後)

図3 感熱体の断面の元素分析

SEM像(左) Cdの分布(右)

平成 15年度の研究計画

(1) 温度のよる感熱体の圧縮クリープ特性の把握

(2) 感熱体の断面の金属組織学的特徴と外的条件

(温度および荷重等)の相関

次年度以降の研究計画

(3) 現在設置済みの閉鎖型スプリンクラーヘッドの

感熱体に関する経年挙動

(4) 閉鎖型スプリンクラーヘッドの寿命評価手法の

提案

(19) 消防用ロボットの適した制御理論に関する研究

Optimum Control System Design for Fire Fighting and Rescue Robots

平成 13年 4月～ 15年 3月

天野久徳

目的

消防活動には多くの消防隊員が必要であり、ま

た、消防隊員が危険にさらされることもある。そこ

で、消防活動を行うあるいは支援するロボットの

開発が期待されている。さらに近年、消防用ロボ

ットの中でも特に救助ロボットについて社会的関心

が高まってきている。救助ロボットには多くの高度

な機能が要求され、単体のロボットで全てを装備

すると、実用不可能な大きさとなってしまうと考え

られる。一方、小型のロボット群による機能の分

散化および協調作業が、多くの機能が必要とされ

るロボットシステムに対して有効な手段として考え

られる。しかしながら、ロボット群の制御には多く

の課題が残されており、制御理論に関する検討が

必要である。さらには、消防用ロボットシステムと

して観点から、適した制御理論を検討する必要も

ある。

そこで、小型ロボット群に共用可能な基本モジ

ュールの試作研究を行うと共に、消防用、救助用

小型ロボット群に適した制御系を検討することが本

研究の目的である。

平成 14年度の研究成果

小型ロボット群による消防防災ロボットシステム

を構成するために適した単体の小型ロボットに共

通して必要な搭載機器および移動機構を検討し、

共用可能な基本モジュールの試作を行った。さら



に、試作品を製作した企業と共同して、さらに商

品化に向けた検討を進めた。ただし、実戦配備向

けの小型ロボット基本モジュールではなく、消防

防災ロボット開発研究用の基本モジュールとなっ

てしている。消防用、救助用小型ロボット群に適

した制御系として有効な軌道生成システムを提案

した。また、要救助者をハンドリングするためのア

ルゴリズムを検討し、小型ロボット群によって実現

する方法を提案した。

一方で、消防防災ロボットの現状を調査し、消

防防災ロボットの配備促進を実現するためのロボ

ット開発上の問題点の整理を行い、提案してまと

めた。

(20) マイクロ波が及ぼす感知器への影響

Influence of Microwaves on Detectors

平成 11年 4月～ 15年 3月

田村裕之

目的

電磁波を利用した様々な機器が開発され、自

動火災報知設備が電磁波に曝される機会が増加

しており、実際、高出力の電磁波を用いる医療機

器により自動火災報知設備が誤動作をすることが

報告されている。また、利用される電磁波の周波

数帯は高周波側に移行しており、一般にマイクロ

波帯と言われる 3 ～ 30GHz の利用が盛んになっ

てきている。マイクロ波は、波長が感知器内部の

回路基板や配線の電気長と同等の長さになってく

るため、ノイズとして影響を与えやすくなる。

しかし、IEC 規格等では 1GHz までの放射電磁

界の試験しか定められておらず、感知器の製造メ

ーカーもこの範囲での試験をしていることがほとん

どである。

本研究では、感知器にマイクロ波帯の電磁波を

曝露させ、マイクロ波がどのような影響を感知器

に与えるかを実験的に確かめ、マイクロ波の影響

から感知器を保護する対策について明らかにする。

平成 14年度の研究成果

マイクロ波帯の電磁波に対して、各種感知器が

どのような動作を示すかを把握するため、1GHz

～ 18GHz の周波数帯で種々の形式・強さの電磁

波をホーンアンテナより放射して、感知器に曝露さ

せた。その時の電波形式と感知器の動作を記録し

た。また、シールド加工を施した感知器に対する

電磁波曝露実験を行い、動作を確認した。

(1) 1GHz ～ 18GHz の電磁波を放射するシステム

の構築を行った。

(2) アナログ的に動作状況を観測できるように改良

を施した P 型の光電式煙感知器、イオン化式煙感

知器、サーミスター使用の定温式熱感知器を試作

した。

(3) P 型及び R 型の光電式煙感知器、イオン化式

煙感知器、サーミスターの定温式熱感知器、赤

外線式炎感知器に対し、1?4GHz の電磁波を曝露

させた結果、赤外線式炎感知器と光電式煙感知

器は誤動作を起こす周波数帯があることが分かっ

た。イオン化式煙感知器とサーミスターの定温式

熱感知器は、日常環境の電磁波ノイズレベルでは

誤動作しないことが分かった。

(4) R 型の光電式煙感知器、定温式熱感知器、

差動式感知器に 1 ～ 18GHz の電磁波を曝露させ

た結果、光電式煙感知器には誤動作を起こす周波



数帯があった。R 型の熱感知器は、日常環境の

電磁波ノイズレベルでは誤動作しないことが分か

った。

(5) 3 種類の導電塗料を塗った R 型(アナログ式)の

光電式煙感知器を試作し、電磁波曝露実験を行っ

た。表 1 から 4 に示す実験結果のように、導電塗

料を塗っていない感知器では 1GHz ～ 1.7GHz の

範囲で伝送エラーを起こしてしまったが、導電塗

料を塗りシールド加工を施した感知器はわずかな

煙濃度変化を受信機に送信してくるだけであった。

シールド加工の大きな効果を確認できた。

表1(左) 通常アナログ式光電式煙感知器の動作

シールド加工無し

表2(右) 銀塗料塗布感知器の動作

シールド加工有り

表3(右) 銅塗料塗布感知器の動作

シールド加工有り

表4(左) 混合塗料塗布感知器の動作

シールド加工有り

(21) 地震時の応急対策のための情報収集・処理に関する研究

-その3.震度情報に基づく地盤の増幅度特性-

Collecting/Processing Disaster Information for Post Earthquake Countermeasures Part3.

Soil Amplification Factors Based on Instrumental Seismic Intensity Data

平成12年4月～15年3月

座間信作、細川直史、畑山 健

目的

合理的かつ有効な応急対策を地震直後の段階

で立案・実施するための支援システムの 1 つとし

て、インタラクティブ型被害想定システムの開発を

行ってきている。特に土地条件図を用いた、空間

的により詳細な地盤の増幅度特性の推定について

の検討を実施してきたが、実際の地震に対して増

幅度の精度に関する検証がなされてはいない。本

研究では、消防庁震度情報ネットワークからの震

度情報を用いることにより、増幅度推定方法の妥

当性について検証を行い、その結果を地震被害想

定システムへ反映させる。

平成 14年度の研究成果

(1) 全国展開されている震度情報ネットワーク及

び k-net の震度情報を用いた相対的な地盤の増幅

度評価

1998 年 1 月から 2002 年 10 月までの消防庁震

度情報ネットワーク(K-net からの震度情報も含ま

れる)で取得された計測震度を収集した。計測震

度(I)と震源情報が一致し､震度計測地点が 10 地

点以上、M3 以上の地震 235 個に対して総デー多

数は 23805個、3923地点からのデータが得られた。

これらのデータに対して､地震毎に次式で表される

距離減衰式の当てはめを行い､それからの偏差(震

度差)の平均値を相対的な地盤の揺れやすさとし

た。



I=a+bLog(X)+cX

ここで、X は震源距離。当てはめは、X-2 を重

みとした震度の観測値と計算値との 2 乗和を最小

とするように係数 a、b、c を求めた。

(2) 破壊過程を考慮した地震動評価

鳥取県西部地震を対象として、その震源破壊過

程を考慮して、工学的基盤(S 波速度 600m/s)での

波動場を求め、その最大速度値と 20 地点の地表

での観測値との比を増幅度として求めた。これと(1)

で求めた相対的な揺れやすさ、及び K-net20m と

直近のボーリングデータから計算した平均 S 波速

度 AVS30 から求まる増幅率とを比較した結果、

AVS30 より震度差との相関が高いことが分かった。

(3) 土地条件図を用いた増幅度特性評価手法の精

度の検証

(1)で相対的な揺れやすさが求められた地点で、

土地条件図との対応付けができた 397 地点につい

て、土地分類ごとに整理した揺れやすさとボーリ

ングデータに基づいて推定された増幅度とを比較

したところ､図 1 に示すように傾向が良く一致するこ

とが分かった。但し､ばらつきが大きく、今後精度

の向上を図ることが必要である。

(4) 横須賀市を対象として開発した詳細型地震被

害想定システムの有効性評価

東海地震を対象として、横須賀市がボーリング

データ等を用いて推定した震度分布と土地条件図

に基づいて構築した詳細型地震被害想定システム

による分布とを比較したところ、ほぼ同じ傾向の

震度分布となることが確認できた。加えて、空間

的解像度を飛躍的に高めることができた(図 2)。

図1 土地分類毎の震度偏差とボーリングデータから

計算された増幅度との比較

図2 東海地震に対する横須賀市の震度分布の比較

(左:本研究 右：横須賀市調査結果)

(22) 長周期地震動特性から見た地震地体構造区分

Seismotectonics from the View Point of Characteristics of Long-Period Strong Ground Motions

平成 14年 4月～ 17年 3月

座間信作、細川直史

目的

石油タンクのスロッシング等に影響を及ぼす長

周期地震動の予測精度の向上を図ることを目的と

して、地震記録から得られる長周期地震動の地域

特性のばらつきを最小とする地震発生区域(地震

地体構造区分)を、分類手法を援用することによっ

て求め、更にその結果をリアルタイム・スロッシン

グ予測システムに反映させる。



平成 14年度の研究成果

座間(1999、消防研究所報告)は東北日本の太

平洋側を対象として、震源区分の細分化が長周期

地震動予測の精度に及ぼす影響について検討し、

地域によっては影響が大きいことを指摘している。

但し、その検討では震源区分を従来から提案され

ている地震地体構造区分に基づいて設定しており、

個々の地震についての特徴を考慮したものとなっ

ていなかった。そこで、個々の地震記録から得ら

れる長周期地震動の地域特性(標準スペクトルから

の偏差で周期の関数として表される)に着目し、地

域特性が類似している地震を抽出し、それに基づ

いて震源区分を設定していくこととした。抽出方法

として、ここでは Kohonen(1984)による自己組織化

マップ(SOM)の手法を用いて、地域特性の相違を

図 1 のような形で表現した。図 1 は苫小牧での周

期 2-20 秒の地域特性に対する結果で、概ね現行

の震源区分でも区分けができているが、北海道東

方沖(region1)、東北内陸部(region4)、房総半島

沖(region7)など、まとまりの悪い場合があり、今

後の更なる検討が必要である。

平成 15年度の研究計画

(1) 気象官署の 1 倍強震計記録等の収集・数値

化

(2) 各地点での長周期地震動特性のばらつきと震

源位置との関係に関する検討

(3) 分類手法に基づく長周期地震動特性のばらつ

きを最小にする地震地体構造区分の提案

(4) 新しい地震地体構造区分に基づくリアルタイム

・スロッシング予測システムの構築

次年度以降の研究計画

上記 3.に掲げる項目のほか、以下の項目につ

いて研究を行う。

(5) 新しい地震地体構造区分に基づく長周期地震

動予測図の作成

図1 苫小牧での周期2-20秒の地域特性に対するSO

M適用結果

類似の特徴をもつものは固まって表現される

(23) 住家・危険物施設の被害評価のための短周期地震動の

予測/推定に関する研究

Prediction of Short-Period Seismic Ground Motion for Estimating Damage

to Housing and Hazardous Material Facilities

平成13年4月～16年3月

畑山 健、座間信作



目的

(1) 現存する地盤ボーリングデータの地震動予測

モデルとしての有効性の検討

地震時に住家・危険物施設が受ける被害と密

接に関係する短周期地震動を精度良く予測/推定

するには、地点毎に表層地盤の影響を忠実に考慮

する必要がある。地盤ボーリングデータは、表層

地盤の影響を考慮するための最も有力な情報の一

つであるが、その有効性の定量的評価は十分なさ

れているとは言えない。本研究では、最近あるい

は研究期間中に発生した大きな地震について、現

存する地盤ボーリングデータでどの程度まで短周

期地震動が再現できるかを調べる。さらに、再現

された地震動から推定される被害と実被害の相違

について検討する。

(2) 海の存在が地震動に及ぼす影響の評価

近年盛んに行われている地震動シミュレーショ

ンでは、計算対象となる空間領域に海が存在して

いても、それを考慮しないことが殆ど全てと言って

よい。この背景の一つには、海が地震動に及ぼす

影響の度合いが明らかになっていないということが

ある。日本においては、近い将来、プレート境界、

即ち海域で M7 ～ 8 程度の巨大地震が発生するこ

とが危惧されており、地震動予測において、海が

地震波伝播へ与える影響を評価することは喫緊の

課題である。

本研究では、海の存在が地震動に及ぼす影響

を定量的に評価し、地震動シミュレーションに海を

考慮すべきか否かについて検討する。

平成 14年度の研究成果

(1) 現存する地盤ボーリングデータの地震動予測

モデルとしての有効性の検討

地盤ボーリングデータを用いて地震動の予測/

推定を行う場合、まずボーリングデータに基づい

て表層地盤を表現する水平成層構造を仮定し、次

にそれに対して計算される伝達関数を表層地盤へ

の入射波にたたみこむ(地盤応答解析)ということが

行われる。その際、結果の精度を危うくする要因

として次のことが懸念される。(a)表層地盤の増幅

特性をどの程度忠実に表しているかという意味で

のボーリングデータの品質。(b)たいていの地盤ボ

ーリングは深さ数十 m までしかデータがないた

め、それより深い地下構造に何らかの仮定を置か

なければならないこと。(c)表層地盤への地震動の

入力を平面波鉛直入射と仮定すること。(b)と(c)に

ついては、得られる地下構造の情報に応じてより

妥当な処置が施され得るが、それが可能な場合

は多くない。以上の背景から、(b)、(c)の仮定を

付帯した地盤応答解析が、短周期地震動の予測

にどの程度有効であるかを評価することは有意義

であると考える。このため、2000 年鳥取県西部地

震で観測された最大地動速度(PGV)の再現を、震

源近傍の K-NET 観測点 20 地点について地盤応

答解析により試み、観測値と照合した(図 1)。その

結果、再現値は平均的には観測値にほぼ一致し、

それらは観測値の 2/3 倍から 1.5 倍の範囲にほぼ

収まるということがわかった。図 2 には比較のため、

深さ 30m までの平均 S 波速度に基づく PGV 増幅

率(Midorikawa, 1994)を用いる方式(平均 S波速度

評価方式)から得た PGV 再現値と観測値の照合結

果を示す。この場合、再現値は平均的には観測

値を下回り(再現値の平均は観測値ぼ平均の 0.75

倍)、ばらつきは地盤応答解析の場合に比べて大

きい。以上の検討により、PGV 予測ひいては住家

・危険物施設の被害予測の精度向上に、地盤ボ

ーリングデータが大きく貢献することを定量的に示

すことができた。ここでは、表層地盤への入力地

震動は、震源における破壊過程を表現した断層モ

デルに基づいて地震波形を計算することにより推

定しているが、より簡便な方法として距離減衰式

を用いる方法がある。この簡便な方法を用いた場

合の予測/推定精度を評価し、断層モデルに基づ

く方式から得られる精度と比較することを今後の課

題とする。



表1(左) PGV観測値に対する地盤応答解析によるPG

V再現値の比。2000年鳥取県西部地震の震源近傍の

K-NET観測点20地点についての結果。(太線)再現値

／観測値の平均。(破線)再現値／観測値の標準偏差。

表2(右) PGV観測値に対する平均S波速度評価方式

によるPGV再現値の比。以下、図1に同じ。

(2) 海の存在が地震動に及ぼす影響の評価

海を考慮した単純な地下構造モデルとそうでな

いモデルに対して地震動を計算し、地動速度波形

を比較することにより、海が地震動に及ぼす影響

を評価した。図 3 に海を考慮した地下構造モデル

の一例を示す。数値計算の容易さから、海の深さ

は数百 m としている。このようなモデルに対する 2

次元面内問題の波動場を直接境界要素法により計

算した。海水は完全流体と仮定した。計算例を図 4

に示す。検討の結果、深さ数百 m の海が周期 1.5

～ 3s 程度の地震動に及ぼす影響について以下の

ことがわかった。

(a)海水の存在は特に Rayleigh 波部分に大きな影

響を及ぼす。

(b)海が深くなると、海水の影響は長周期成分まで

及ぶようになる。深さ 400m の海の場合、周期 3s

程度以上の成分はあまり影響を受けないが、深さ

が 800m になると周期 3s 程度の成分も影響を受け

る。

(c)海を堆積層に置き換えてしまうことは多くの地震

動シミュレーションで行われているが、その悪影

響は特に上下動成分に大きく現れる恐れがある。

海の部分を堆積層としてしまうくらいならば、何も

置かないほうがよい。

表3 海を考慮した地下構造モデルの一例

表4 海を考慮した地下構造モデル(図3)とそうでない

モデルからの速度波形の比較。各パネルの中の3本

のトレースは上から順に、海考慮モデル、海を堆積

層に置き換えて得られる水平成層構造モデル、海を

真空に置き換えた海底地形のみのモデルから得られ

る速度波形。

以上は、地震動シミュレーションにおける海考

慮の必要性を強く示唆している。また、住家・危

険物施設の地震動被害に関係するより短周期の地

震動に対して影響を及ぼすのは、深さ 400m 程度

より浅い海であることもわかった。今後の課題は、

このような浅い海が地震動に及ぼす影響を評価す

ることであるが、それには計算方法に工夫を加え

る必要がある。

平成 15年度の研究計画

(1) 距離減衰式と平均 S 波速度に基づく最大地動

速度(PGV)増幅率による PGV 予測/推定の精度評

価(2000年鳥取県西部地震を対象として)。

(2) 深さ 400m 未満の浅い海が短周期地震動に及

ぼす影響の評価。



(24) 地震火災リスクの評価手法に関する研究

Development of Seismic-induced Fire Risk Assessment Method for a Building

平成 12年 4月～ 15年 3月

関沢 愛、海老原学、野竹宏彰

目的

平常時の火災を対象とした建築物の火災危険度

評価手法については、多くの研究事例がみられる

が、地震時の火災を対象とした建築物単体の火災

リスクに関する評価手法はこれまでほとんどないの

が現状である。しかしながら、阪神淡路大震災で

は、一般的な木造住宅からの出火だけでなく、耐

火造ビルからの火災も多数発生した。また、一方

で、平常時なら機能するはずのスプリンクラーな

どの防災設備が、地震動による振動、変形、衝

突等によって損傷を受け、本来の機能を失うとい

う被害事例も多数あったことが種々の調査によって

明らかにされている。そこで、本研究では、過去

の地震火災データおよび建築物における区画や防

火設備の機能損傷事例調査データの分析を行うと

ともに、これらの結果に基づき建物用途･構造別、

震度別の出火危険度、および区画や防火設備の

機能損傷を考慮した延焼拡大危険度の予測評価

モデルを作成し、これらを平常時火災のリスク評

価手法に組み込み総合化することによって地震火

災リスク評価手法の構築を行う。

平成 12～ 14年度の研究成果

過去の地震火災データおよび建築物における

区画や防火設備の機能損傷事例調査データの分

析を行うとともに、これらの結果に基づき建物用途

･構造別、震度別の出火危険度、および区画や防

火設備の機能損傷、さらに防災要員の初期対応行

動を考慮した延焼拡大危険度の予測評価モデルを

作成し、これらを平常時火災のリスク評価手法に

組み込み総合化することによって地震火災リスク評

価手法のプロトタイプを構築した。(図 1)

図 2 は、防火設備の中でも特にスプリンクラー

設備と防災センター要員等による初期の対応行動

に着目して、被害事例に基づく簡易地震応答予測

モデルを用いて、本地震火災リスク評価手法を用

いたケーススタディを行った結果を示したものであ

る。震度 6程度の地震時に火災が発生した場合、

スプリンクラー設備が耐震化されていると、耐震

化されていない場合に比べ期待焼失面積が 1/10

以下になることが示された。このように、この地震

火災リスク評価手法を用いることにより、建築物の

構造、設備、用途、規模、計画などの条件と地

震時の応答の大きさに応じて地震時の火災リスク

を定量化して、防火対策の耐震性向上の効果を

評価することが可能となり、地震火災リスク低減の

ための有効な対策を検討することができる。

ところで、現在の地震火災リスク評価手法は、

まだプロトタイプというべき段階にあり、過去の被

害データの不足等から被害関数の構築やそのパラ

メータ設定において多くの仮定を設けているのが

現状である。したがって、精度の向上を含む今後

の課題としては次に示すような事項が挙げられる。

・各種防火設備対策等の地震による被害を設定す

るためのデータの整備、ならびにデータに基づく

損傷率等の被害関数の検討

・地震発生時の自衛消防活動や公設消防の取扱

い方の検討

・地震の規模別発生確率や出火確率の取扱いに

関する検討



図1 地震火災リスク評価手法の体系と評価の流れ 図2 地表面加速度別の焼損面積予測値

(25) 住宅火災による死者発生リスクとその低減対策に関する研究

Study on Countermeasures for Mitigating Fire Death Risk Caused by Residential Fires

平成 12年 4月～ 15年 3月

関沢 愛、野竹宏彰

目的

住宅火災による死者の低減という課題は、住宅

用防災機器の普及のみならず、住宅内で用いられ

る火気器具の安全化や難燃製品の使用、住宅の

防耐火性の向上、あるいは高齢者等災害弱者に

対する家族や近隣によるケア、といった他の様々

な対策や努力の総合的な作用の結果として達成さ

れるものと考えられる。そこで、本研究では、住

宅用防災機器以外にも視野を広げ、火災統計デ

ータをはじめ関連する種々のデータの解析を通じ

て、死者発生リスク(人口あたり、住戸あたり等、

関連する要因別に定義可能)の低減要因について

調べ、住宅火災による死者低減方策としての可能

性とその効果について考察し、提言を行う。また、

住宅火災による死者発生リスク評価の考え方と手

法の検討を行い、住宅防火診断ソフトの改良に資

する。

平成 12～ 14年度の研究成果

住宅火災による死者数低減に寄与し得る要因

は、防災機器以外にもあると考えられ、関沢は火

災統計による分析を通じて、高齢者の健康状態、

住宅構造の変化、そして火気器具の安全化と火災

原因の変化が火災による死者の発生傾向と関連が

あることを示した。しかし、より直接的な防火対策

として作用する本来の防災機器自体である火災感

知器や消火器の普及推進を図るためには、住宅

火災による死者発生リスク低減に対するこれらの効

果について明らかにする必要があり、筆者らは、

総務省消防庁の「火災報告」データに基づき、

火災感知器や消火器の住宅火災による死者発生リ

スク低減に対する効果について、これらの防災機

器の設置状況・作動状況別に死者発生火災率(死



者の発生した火災の全火災中に占める割合を%で

表したもの)を求めて統計的な分析を行った。

火災死者数低減に対する火災感知器(自火報)の

効果について「全住宅」でみると、死者発生火災

率は設置無の場合 5.5%であるのに対して、設置

有・作動有の場合は 2.0%で、死者発生火災率が

約 1/3(0.36 倍)に低減する。しかし、これを火元住

宅のタイプ、すなわち木造・防火造戸建、木造・

防火造共同住宅、耐火造共同住宅とに分けてみる

と、最も自火報が普及している耐火造共同住宅の

場合、自火報の設置・作動状況別の死者発生火

災率の差は顕著ではなくなるが、それでも設置無

に比べて設置有・作動有の場合の死者発生火災

率は 0.58 倍に低減する。これは、耐火造共同住

宅の場合、建物の耐火構造自体が延焼危険性の

低減、ひいては死者発生率の低減に寄与している

ためではないかと考えられる。(図 1)

ところで、筆者らは自火報と同様に、消火器に

ついても死者発生火災率に対してその設置・使用

の有無別の影響があることを確認しているが、こ

れらの二つの対策は必ずしも相互に独立の事象で

はなく、両方の設備が用いられるケースも大いに

考えられる。そこで、死者発生火災率低減への各

々の固有の寄与度を分析した結果、消火器の影

響を除いても火災死者発生リスク低減に対する自

火報の寄与は明らかに現れており、しかもその程

度は、少なくとも耐火造共同住宅の場合には消火

器使用有無の影響よりも大きい結果となった。(

図 2)

なお、今回の火災統計データを用いた分析で

得られた防災機器の設置とその使用による死者火

災発生率の低減効果は、単純にそのままの値でも

って当該設備単独での防災効果と判断することは

できないであろう。たとえば、自火報と消火器の

二つをとってみても相互に独立の事象ではなく、

また、住宅の構造や形式も死者発生火災率に影

響を及ぼしていると考えられるように、今後、種々

の防火対策の相互影響をも考慮して、各種防災機

器や防火対策による死者発生火災率低減への寄

与度の分析を行っていく必要がある。しかしなが

ら、消火器、自火報ともに、木造住宅が大半を占

める 2 階建て以下住宅において、これらの防災機

器が設置されていない場合に対する設置有･使用

有の死者火災低減効果が大きく現れているという

ことは、義務設置防火対象物の少ない 2 階建て以

下住宅において、こうした防災機器の普及を進め

ることの意義を確認する上で注目すべき結果であ

る。

図1 自火報の設置・作動状況別の死者火災発生率

図2 消火器使用有無別にみた火災死者低減に対する

自火報作動の効果(対象：耐火造共同住宅)



Ⅱ 研 究 発 表 等

１ 所外研究発表状況

(1) 口頭発表

題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

1 A Survey of Thermal Degradation and T. Suzuki 1st TJTTP-OECF Sym- 14. 4

Flame Retardation of Polymers posium on Textile

2 FIREFIGHTING AND RESCUE H. Amano Safety in Rescue Op- 14. 4

ROBOT IN JAPAN erations

3 Update of MCPVT as a Test Method X. Li, D. Liu(Nanjing Univ. ISEM 2002 14. 5

for Studying Decomposition Violence of Sci. and Tech.)他一名

of Self-reactive Materials H. Koseki

4 微動探査法における中心点のない円形 長郁夫(東理大)他一名 地球惑星関連学 14. 5

アレイ構成の提案と適用 畑山 健、座間信作 会合同大会

5 到来方向の異なる波が相関を持つよう 長郁夫(東理大)他一名 物理探査学会 14. 5

な状況に対する空間自己相関法の適用 畑山 健、座間信作

6 1 ～ 18GHz のマイクロ波が及ぼす感知 田村裕之 平成 14 年度日本 14. 5

器への影響 火災学会研究発

7 2 流体ノズルを用いた新消火システム 野口真太郎(三菱重工) 表会

の開発 斎藤 直、鶴田 俊

尾川義雄

8 3 層階段室における火災性状 階段室 鈴木 健、箭内英治

における火災性状に関する実験的研究 阿部伸之、山田常圭

(その 1) 関沢 愛

栗岡 均(鹿島技研)他一名

9 5 層階段室における火災性状 階段室 箭内英治、鈴木 健

における火災性状に関する実験的研究 阿部伸之、山田常圭

(その 2) 関沢 愛

栗岡 均(鹿島技研)他一名

10 NY/WTC災害による被害の概要 金田節夫

11 ウォーターミストによる閉空間内火災の 竹元昭夫

消火実験 －その 4 消火時における 金田節夫

O2,CO2等のガス濃度について－ 入江健一(ニッタン)他一名

12 キセノンウェザーメータを用いた難燃 箭内英治

処理木材の経年変化



題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

13 スプリンクラーの火災抑制効果 事務 吉葉裕毅雄(能美防災)他七 平成 14 年度日本 14. 5

所の避難安全設計火源に関する研究－ 名 火災学会研究発

その 4 － 斎藤 直、鶴田 俊 表会

14 バルコニー経由の避難安全上の支障 上原茂男(竹中工務店)他二

要因に関する実験研究 名

山田常圭

15 モデル区画内の熱気流挙動 事務所 鶴田 俊、斎藤 直

の避難安全設計火源に関する研究(そ 佐藤博臣(鹿島建設)他七名

の 5)

16 リアルタイム延焼予測に基づく消防活 関沢 愛、遠藤 真

動支援情報の出力システム －消防活 座間信作、高梨健一

動支援情報システムの支援用エンジン 山瀬敏郎(消防科学総合セン

として－ ター)他二名

17 液体燃料に対するウォーターミストの消 尾川義雄、廖 赤虹

火性能 鶴田 俊、斎藤 直

18 煙中での誘導灯の見え方の研究 その 神 忠久(日本消防設備安全

1：実験計画と避難口誘導灯の実験結 センター)他一名

果 山田常圭

19 煙中での誘導灯の見え方の研究 その 海老原学(清水建設)他一名

2：通路誘導灯の実験結果と評価法の 山田常圭

概要

20 煙中における誘導灯及び各種照明器具 久保田勝明、山田常圭

の見透し距離 添田智美(フジタ)

21 煙量を減少させる添加剤を含む可燃性 岩田雄策

液体の燃焼性状 古積 博

22 火災の初期拡大抑制性能評価に関する 野竹宏彰(大崎総合研)他三

研究 名

関沢 愛

23 火災負触媒の結合解離エネルギー 佐宗祐子

24 区画火災制御に関する研究 その 1 大宮喜文(建築研)他四名

研究概要 斎藤 直、鶴田 俊

25 区画火災制御に関する研究 その 2 山口純一(大林組)他一名

発熱速度の測定 斎藤 直、鶴田 俊

26 区画火災制御に関する研究 その 3 砂原弘幸(ヤマトプロテック)

ウォーターミスト作動時の発熱速度変 他三名

化 斎藤 直、鶴田 俊



題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

27 区画火災制御に関する研究 その 4 鈴木圭一(清水建設)他三名 平成 14 年度日本 14. 5

ウォーターミスト作動時の温度 斎藤 直、鶴田 俊 火災学会研究発

28 区画火災制御に関する研究 その 5 油野健志(鴻池組)他四名 表会

ウォーターミスト作動時の熱流束 斎藤 直、鶴田 俊

29 区画火災制御に関する研究 その 6 石田博志(ホーチキ)他四名

スプリンクラー作動時の発熱速度 斎藤 直、鶴田 俊

30 区画火災制御に関する研究 その 7 浅見高志(能美防災)他四名

スプリンクラー作動時の温度 斎藤 直、鶴田 俊

31 区画火災制御に関する研究 その 8 松山 賢(東理大)他三名

スプリンクラー作動時の熱流束変化 斎藤 直、鶴田 俊

32 建物用途別にみた初期火災における着 水野智之(Tom 建築防災研

火物及びその燃焼性状 その 2 燃焼 究室)他一名

実験 箭内英治

33 阪神・淡路大震災における防火水槽の 吉原 浩

被害に関する研究

34 事務所ビルにおける可燃物の実大燃焼 掛川秀史(清水建設)他七名

実験 事務所の避難安全設計火源に 斎藤 直、鶴田 俊

関する研究－その 3 －

35 実効湿度、最小湿度と林野火災発生件 寒河江幸平

数の関係

36 種々の薬品の延焼阻止効果 高橋 哲

37 消防活動支援のための被害情報収集 細川直史、座間信作

端末の開発 遠藤 真、畑山 健

松原美之、田村裕之

関沢 愛、高梨健一

38 消防活動支援情報システムの概要 座間信作、細川直史

畑山 健、遠藤 真

松原美之、田村裕之

関沢 愛、高梨健一

39 消防隊活動拠点に必要な環境条件に関 山田常圭

する実験研究 榎 一郎(千葉市消防局)他

三名

40 水/空気 2 流体混合噴霧放水装備の研 星川正幸(横浜市消防局)他

究開発 二名

斎藤 直、鶴田 俊

尾川義雄



題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

41 水素濃度計測による火災感知実験 河関大祐、田村裕之 平成 14 年度日本 14. 5

八重樫剛(東理大)他一名 火災学会研究発

42 大断面トンネル火災における自然換気 渡部勇市 表会

時の煙流動シミュレーション－ LES とκ 阿部伸之

-εモデルの比較－

43 地下施設の火災特性に及ぼす深さの影 松島早苗

響に関する実験研究－火災階を地下 1 渡部勇市

階にした場合の火災性状－

44 窒素で消火したナトリウム燃焼残渣の 廖 赤虹、鶴田 俊

成分分析 斎藤 直

45 中規模空間における複数個数のウォー 入江健一(ニッタン)他三名

ターミストノズルによる消火実験(その 竹元昭夫

2) 金田節夫

46 中型火災室模型を用いた加圧防排煙に 渡部勇市

関する実験的研究 その 3 発熱速度 松島早苗

から求める遮煙風速の簡易予測法 山田常圭

47 中高層建物の噴出火炎性状に関する実 竹内昌史(武蔵工大)他四名

験的研究 その 13 バルコニー無し 関沢 愛、箭内英治

の特性 山田常圭、鈴木 健

高梨健一

48 中高層建物の噴出火炎性状に関する実 吉岡祐史(武蔵工大)他四名

験的研究 その 14 バルコニー上部 関沢 愛、箭内英治

における火炎特性 山田常圭、鈴木 健

高梨健一

49 中高層建物の噴出火炎性状に関する実 栗岡 均(鹿島技研)他三名

験的研究 その 15 火炎相当領域の 関沢 愛、箭内英治

頻度分布と温度性状の比較 山田常圭、鈴木 健

高梨健一

50 天井下気流に関する実験的研究 ～煙 八重樫剛(東理大)他二名

濃度予測モデル～ 松原美之、河関大祐

田村裕之

51 避難器具の性能検証に関する実験的研 中濱慎司(大成建設)他四名

究 山田常圭

52 閉空間におけるウォーターミストによる 金田節夫、竹元昭夫

消火に伴う圧力変化 入江健一(ニッタン)他一名

53 防炎カーテンの防火性能について 高橋 済(アイエヌジー)他一名

箭内英治



題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

54 無線 LAN と PHS を用いた消防活動支 田村裕之、細川直史 平成 14 年度日本 14. 5

援情報システムの無線通信ネットワー 遠藤 真、座間信作 火災学会研究発

クについて 松原美之 表会

志賀 崇(日本ビクター)他一

名

55 有風時における火炎形状に及ぼす火源 今村友彦(横国大)他四名

規模・火源形状の影響 松原美之

56 Polarimetric SAR Data Classification M. HOSOKAWA, IEEE IGARSS 02 14. 6

Method Using the Self-Organizing Map T. HOSHI(Ibaraki Univ.)

57 災害対策小型ロボット基本ユニットの 菊池孝司(日立製作所)他一 日本機械学会ロボ 14. 6

概要 名 ティクス・メカトロ

天野久徳 ニクス部門講演会

58 災害対策小型ロボット群の追従移動軌 天野久徳 2002

道計画 大須賀公一(京都大)他一名

59 小型索引ロボット群による救助活動の 大須賀公一(京都大)他一名

ための動作計画について 天野久徳

60 Should we consider sea in simulating Ken Hatayama Western Pacific 14. 7

strong ground motion? - Some numeri- Geophysics Meet-

cal experiments - ing

61 Extinction of diffusion flames by Y. OGAWA, LIAO, C. 第 29 回国際燃焼 14. 7

watermist T. TSURUDA, N. SAITO シンポジウム

62 LIGHT EMISSION FROM SODIUM T. TSURUDA, LIAO C.

VAPOR IN MONOATOMIC GASES N. SAITO

63 Roles of Inhibitors in Global Gas-Phase Y. Saso

Combustion Kinetics

64 Effect of Acidity on Decomposition of X. Li, H. Koseki 第 32 回安全工学 14. 7

Methyl Ethyl Ketone Peroxide Y. Iwata シンポジウム

Jae-W. Choi(Pukyong Na-

tional Univ.)他一名

65 Elaborately Simulated Decomposition D. Yang, H. Koseki

Kinetics of Organic Peroxides K. Hasegawa

66 ヒドロキシルアミン水溶液の国連勧告書 岩田雄策

に規定された方法による危険性評価 古積 博

67 森林火災の発生に関する研究－タバコ 佐藤晃由

による落ち葉への着火可能性－ 楊 立中(中学科技大)

68 Present Status and Problems of Fire H. Amano SICE Annual Con- 14. 8

Fighting Robot ference 2002



題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

69 煙中における誘導灯及び各種照明器具 山田常圭 日本建築学会大 14. 8

の見透し距離(その 1)新旧避難口の誘 久保田勝明 会学術講演会

導灯の比較 添田智美(フジタ)

70 煙中における誘導灯及び各種照明器具 久保田勝明

の見透し距離(その 2)各種照明器具の 山田常圭

比較 添田智美(フジタ)

71 火災時の初期拡大抑制対策の評価法-- 野竹宏彰(清水建設)他三名

消防用設備を中心とした総合的防火性 関沢 愛

能評価法の開発(その 3)--

72 火災時の避難行動支援対策の評価法-- 海老原学(清水建設)他一名

消防用設備を中心とした総合的防火性 関沢 愛

能評価法の開発(その 2)--

73 階段室における火災性状に関する実験 鈴木 健、阿部伸之

的研究 その 1 3 層階段室における 山田常圭、箭内英治

火災性状 関沢 愛

栗岡 均(鹿島技研)他一名

74 階段室における火災性状に関する実験 阿部伸之、箭内英治

的研究 その 2 5 階層階段室におけ 栗岡 均(鹿島技研)他一名

る火災性状 鈴木 健、山田常圭

関沢 愛

75 消防設備設計評価のための微小火災 高橋 済(アイエヌジー)他三

モデルの構築 名

関沢 愛、箭内英治

76 消防用設備等の防火設計における総合 関沢 愛

的防火性能評価のフレームワーク --消 海老原学(清水建設)他二名

防用設備を中心とした総合的防火性能

評価法の開発(その 1)--

77 地下施設の火災特性に及ぼす深さの影 松島早苗

響に関する実験研究 その 1 火災階 渡部勇市

を地下 1階にした場合

78 発熱速度から求める遮煙風速の簡易予 渡部勇市、松島早苗

測法－火炎が高温層を貫通する場合－ 山田常圭

79 AE 法による石油タンク底板の腐食損傷 山田 實 第 46 回日本学術 14. 9

度評価について 橘川重郎(日本高圧力技術協 会議材料研究連

会)他五名 合講演会

真家敦子



題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

80 Development Concept of Rescue Robot K. Osuka(京都大) ICASE/SICE Joint 14.10

Against Nuclear Plant Accidents H. Amano Workshop

81 Present Status and Problems of Fire H. Amano

Fighting Robot in Japan

82 Decomposition of Hydroxylamine / Y. Iwata Mary Key O'connor 14.10

Water Solution added Iron Ion H. Koseki Process Safety Cen-

ter Annual Symposi-

um

83 Risk Evaluation of Methyl Ethyl Ke- X. Li, H. Koseki The 4th International 14.10

tone Peroxide and Mixtures with Sulfu- Y. Iwata Symposium on Haz-

ric Acid J.-W. Choi (Pukyong Na ards, Prevention, and

tional Univ.) Mitigation of Industrial

Explosion

84 小型牽引ロボット群による救助活動の 岩野優樹(京都大)他二名 ロボット学会学術 14.10

ための動作計画についてー人体姿勢マ 天野久徳 講演会

ニピュレーションアルゴリズムー

85 熱分析を用いた動物性飼料の酸化によ 桃田道彦、岩田雄策 第 38 回日本熱測 14.10

る発火危険性評価 古積 博 定学会

86 Experimenatl Study on the Effect of L. Z. Yang(Univ. of Science Chinese Forest 14.11

Moisture on Ignition of Fallen Leave of and Technology of China) Fire Symposium

Elm K. Satoh

87 Acoustic Emission Evaluation of Tank S .YUYAMA( Nippon The 16th Interna- 14.11

Floor Condition physical Acoustics Ltd.) tional AE Confer-

他五名 ence

M.YAMADA, A.MAIE

88 Quantitative Study of Acoustic Emis- K.MOROFUJI( Tokyo

sion due to Leaks from Water Tanks Gas Co., Ltd.)他二名

M.YAMADA, A.MAIE

89 2000 年鳥取県西部地震の際の境港市 畑山 健、座間信作 第 11 回日本地震 14.11

の石油タンクサイトにおける強震動の 工学シンポジウム

推定とタンクの応答解析

90 阪神・淡路大震災における防火水槽の 吉原 浩 第 12 回環境地質 14.11

被害と設置環境 学シンポジウム

91 携帯型情報端末による地震被害情報収 座間信作、畑山 健 第 12 回地域安全 14.11

集実験－どのように運用すべきか？ 所 遠藤 真、細川直史 学会研究発表会

要時間は？－(ポスター発表) 田村裕之、関沢 愛

高梨健一、新井場公徳



題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

92 最適消防力運用に資する消防活動支援 関沢 愛、遠藤 真 第 12 回地域安全 14.11

情報の出力について－消防活動支援情 座間信作 学会研究発表会

報システムによる消防力運用効果の評 山瀬敏郎(消防科学総合セン

価－ ター)他二名

93 時間的なコヒーレンス比を用いた地震 伊藤陽介(鳴門教育大) 日本リモートセン 14.11

被害度推定モデル 細川直史 シング学会第 33

回学術講演会

94 DEM による地形分類とその地震被害 細川直史, 座間信作 日本写真測量学 14.11

推定への適用 鄭 炳表 会平成 14 年度秋

伊藤陽介(鳴門教育大)他一 季学術講演会発

名 表論文集

95 林野火災の発生拡大予測システム－気 佐藤晃由 日 本 機 械 学 会 14.11

象データに基づく森林火災シミュレー 北村史郎(icfd)他二名 2002 年度熱工学

ション－ 講演会

96 海と地層からなる水平成層構造に対す 畑山 健 日本地震学会 14.11

る境界積分方程式－超特異積分の出現

－

97 地震動シミュレーションに海は考慮す 畑山 健

べきか？ (2)－堆積層を伝わる地震波に

対する海の影響－

98 形状変化機構を有する多面体移動機構 稲葉昭夫(岐阜県生産研)他 計測自動制御学 14.12

の提案 二名 会システムインテ

天野久徳 グレーション部門

99 原子力施設災害における救助活動用小 天野久徳 講演会

型ロボット群の提案 大須賀公一(京都大)他二名

100 小型牽引ロボット群による救助活動の 岩野優樹(京都大)他二名

ための動作計画について－人体姿勢マ 天野久徳

ニピュレーションアルゴリズムの実装－

101 大規模災害時の消防用救助活動資機 天野久徳

材 NY-WTCテロ災害の調査研究から 田所 諭(神戸大)

102 SADT 近傍での自己反応性物質からの 李 新蕊

微弱熱量の決定 古積 博

103 林野火災の発生拡大予測システム－山 佐藤晃由 第 35 回安全工学 14.12

梨県勝沼町の火災事例に基づく火災拡 北村史郎(icfd)他二名 研究発表会

大シミュレーション－

104 林野火災の発生危険度・拡大予測シス 佐藤晃由

テムの開発に関する研究－その 2 平成 寒河江幸平

9年勝沼町の林野火災事例の解析－ 小西忠司(大分高専)他一名



題 名 発 表 者 名 発 表 会 名 発表年月

105 ナトリウムプール上の蒸気層の構造に 鶴田 俊 第 40 回燃焼シン 14.12

関する研究 廖 赤虹 ポジウム

106 可燃性固体に対するウォーターミストの 尾川義雄、鶴田 俊

消火性能 廖 赤虹

107 火災抑制種の結合解離エネルギーと負 佐宗祐子 第 40 回燃焼シン 14.12

触媒効果の関係 ポジウム

108 表面が毛羽立った可燃性固体の燃え拡 鈴木 健

がりに関する研究 その 2

109 溶融ナトリウムと過酸化ナトリウム試薬 廖 赤虹

との接触挙動 鶴田 俊

110 ガレキ下に取り残された要救助者探査 天野久徳 文部科学省大都市 15. 1

に必要な要素技術に関する研究 稲葉昭夫(岐阜県生産研) 大震災軽減化特別

他一名 プロジェクトレスキュ

111 ガレキ下に取り残された要救助者探査 稲葉昭夫(岐阜県生産研) ーロボット等高度な

に必要な要素技術に関する研究 ?新し 他二名 次世代防災インフラ

い移動機構の提案? 天野久徳 構築研究シンポジム

112 Study of Forest Fire Initiation due to K. Satoh 6th ASME/JSME 15. 3

Heated Cigarette -Measurement and L. Z. Yang(Univ. of Science Thermal Engineer-

Observation of Flaming Probability of and Technology of China)他一 ing Conference

Dried Leaves 名

113 Fives caused with Meat-bone-meal and H. Koseki, M. Momota OECD-IGUS-EOS 15. 3

its evaluation tests Y. Iwata

114 Results of Mini Round Robin Tests and H. Koseki

Proposal for Extenstion Tests M. Tamura(東京大)他二名

X. Li

115 T h e R e s u l t s o f 5 0 % Y. Iwata

Hydroxylamine/Water Solution with H. Koseki

the UN Recommendations

116 IP ネットワークを用いた消防防災ネット 細川直史、田村裕之 情報処理学会第 15. 3

ワークの提案 遠藤 真、座間信作 65回全国大会

高梨健一、松原美之

志賀 崇(日本ビクター)他一

名



(2) 論文発表

題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

1 Accidental explosions of semiconductor T. Hirano J o u r n a l d e Vol.12, Pr7,

manufacturing gases in Japan Physique IV 253-258

(2002.10)

2 Development of Seismic-induced Fire A. SEKIZAWA 第 7 回火災安全 (2002.6)

Risk Assessment Method for a Building M. EBIHARA(Shimizu Cor- 科学に関する国

poration)他一名 際シンポジウム

3 やや長周期地震動の早期予測システム 座間信作、細川直史 第 11 回日本地 (2002.11)

の構築 畑山 健、遠藤 真 震工学シンポジ

ウム論文集

4 石油備蓄タンクのリアルタイム地震被害 座間信作、畑山 健 圧力技術 (2002)

評価システムの構築 吉田聖一(高知工業高専)他

三名

5 Design Fire for Means of Egress in Of- S. KAKEGAWA(Shimizu 第 7 回火災安全 (2002.6)

fice Building based on Full-scale Fire Corp.)他五名 科学に関する国

Experiments N. SAITO, T. TURUDA 際シンポジウム

6 AN EXPERIMENTAL STUDY ON T. SUZUKI 第 7 回火災安全 (2002.6)

PREVENTION OF UPWARD FIRE T. YAMADA 科学に関する国

SPREAD CAUSED BY HOT GAS A. SEKIZAWA 際シンポジウム

EJECTED OUT THROUGH OPENING K. TAKANASHI

FROM FIRE ROOM IN A HIGH-RISE E. YANAI

APARTMENT BUILDING -EFFECTS N. ABE

OF BALCONY CONFIGURATIONS H. KURIOKA(Kajima Tech-

ON HOT GAS TEMPERATURE nical Research Institute)他一名

INSIDE AND OUTSIDE FIRE ROOM-

7 Light emission induced by cooling al- 廖 赤虹 Journal of Opto- Vol.13 No.7

kali metal vapors in monoatomic gases 鶴田 俊 e l e c t r o n i c s・ pp.753-756

(in chinese) 斎藤 直 Laser (2002).

8 Study on Risk Evaluation of Decompo- Y. IWATA, H. KOSEKI, Journal of Loss 16, (2003)

sition of Hydroxylamine/Water Solu- F. HOSOYA(Hosoya Kako Prevention in the

tion Co., LTD.) Process Indus-

tries

9 液状化により防火水槽に作用した浮力 吉原 浩 第 47 回地盤工 (2002.11)

の検討 学シンポジウム

論文集

10 ON THE PROCESS OF FORMATION K. Araiba I n t e rp r a even t (2002.10)

O F S L I D I NG SU R FAC E I N A. Suemine(Kyoto Univ.) 2002

LANDSLIDES



題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

11 延焼阻止に必要な水量と塩類水溶液の 高橋 哲 日本火災学会論 (2002)

効果 文集

12 種々の薬品の延焼阻止効果 高橋 哲 日本火災学会論 (2002)

文集

13 中型火災室模型を用いた加圧防排煙に 渡部勇市、松島早苗、 日本火災学会論 Vol. 52

関する実験的研究(3) 発熱速度から求 山田常圭 文集 No.2 (2002)

める火災室の出入り口での臨界風速の

簡易予測式

14 A vertically moving robot able to grip H. AMANO Advanced Robot- Vol.16

handrails for fire-fighting ics No.6

pp.557-560

(2002.8)

15 小型牽引ロボット群による救助活動の 岩野優樹(京都大)他二名 第 8 回ロボティク (2003.3)

ための動作計画について -人体姿勢マ 天野久徳 ス・シンポジア

ニピュレーションアルゴリズムの構築と

実装-

16 無線 LAN と PHS を用いた防災無線ネ 田村裕之、細川直史 地域安全学会論 No.4

ットワークの実大実験 遠藤 真、座間信作 文集 p.201-206

志賀 崇(日本ビクター) (2002.11)

17 地震時における消防活動を支援するた 細川直史、座間信作 第 11 回日本地 (2002.11)

めの情報システムの開発 関沢 愛、田村裕之 震工学シンポジ

畑山 健、遠藤 真 ウム論文集

18 ニューラルネットワークを用いた地形の 細川直史 日本建築学会構 555, 69 － 76

教師付き分類手法と地震動推定への応 座間信作 造系論文集 (2002)

用 星 仰(茨城大)

19 干渉 SAR データを用いた地震被害度 伊藤陽介(鳴門教育大) 電気学会論文誌 Vol.122-C

推定モデル 細川直史 (2002.4)

20 Polarimetric SAR Data Classification M.Hosokawa IGARSS2002 (2002.6)

Method Using Self-Organizing Maps T. HOSHI(茨城大)

21 An estimation model of damage degree Y. ITO(鳴門教育大) IGARSS2002 (2002.6)

using temporal coherence ratio M.Hosokawa

22 2000 年鳥取県西部地震の際の境港市 畑山 健 第 11 回日本地 pp.1327-

の石油タンクサイトにおける強震動の 座間信作 震工学シンポジ 1332 (2002)

推定とタンクの応答解析 ウム講演論文集

23 Comparison of loss estimation for vari- Ken Hatayama Earthquake Spec- Vol. 19

ous seismic source models: The case of Shinsaku Zama tra pp.67-85

the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake (2003)



題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

24 An Experimental Study of Ejected T. YAMADA 第 7 回火災安全 (2002.6)

Flames and Combustion Efficiency K. TAKAHASHI 科学に関する国

E. YANAI 際シンポジウム

H. SATOH(Kajima Technical

Research Institute)他一名

25 Study of Prevention of Forest Fire K. Satoh Fire Safety Sci- Vol.11, No.3

Propagation by Helicopters C. Konishi(Ohita National ence (2002.7)

- Effect of Water Applied to Fallen College of Technology)他一名

Leaves to Protect from Ignition by Fire-

brands

26 Worldwide Protection of Large Scale WG Song(中国科技大)他四 中国自然科学進 Vol.12

Forest Fires 名 展 No.10

K. Satoh



(3) 解説、その他

題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

1 試験 平野敏右 消防試験研究セ No.205, p.1-2

ンターだより (2002.11)

2 燃焼学から安全科学へ 平野敏右 日本機械学会論 69巻 679号

文集(B編) p.532-534

(2003,3)

3 防火基準の性能規程化の流れと「消 関沢 愛 消防防災 Vol.1 No.1

防総プロ」のチャレンジ pp.111-120

(2002.6)

4 住宅火災の実態と防火安全対策 －意 関沢 愛 ベース設計資料 No.115,

外に知られていない住宅火災の実態と pp.26-30

防火のポイント－ (2002.12)

5 実体験で知ったバイスタンダー心肺蘇 関沢 愛 自主防災 No.169,

生の大切さ pp.6-9

(2002.9)

6 「消防総プロ」の取り組みの概要と総 関沢 愛 火災 Vol.52 No.4,

合的防火性能評価のフレームワーク pp.20-25

(2002.8)

7 団塊世代の高齢化と防火の課題 関沢 愛 建築防災 No.300,

pp.43-44

(2003.1)

8 地震によるか火災被害は何によって左 関沢 愛、座間信作 SEISMO 7巻 2号

右されるか (2003.2)

9 トルコ・コジャエリ地震、台湾・集集 座間信作 圧力技術 41 巻 2 号

地震による石油タンク被害 (2003.3)

10 地震災害軽減のための情報技術・戦 座間信作 震災予防 No.186,

略に関するアジア・オセアニアシンポジ pp.5-8

ウムの開催報告 (2002)

11 燃え拡がり研究の発展と動向(その 3) 鈴木 健 火災 No.53, No.2,

燃え拡がり現象に影響を及ぼす因子に p p . 4 0 - 4 5

ついて (2003)

12 危険物等の火災事例の教訓 鶴田 俊 Safety & No.84,

Tomorrow pp.24-28

(2002.7)

13 第 2 回消防研究所シンポジウム－消火 佐宗祐子、尾川義雄 検定協会だより No.262,

設備の科学技術と基準－の概要 鈴木恵子、鶴田 俊 pp.3-20

(2002.10)



題 名 発 表 者 名 掲載誌名等 巻号(掲載年)

14 第 2 回消防研究所シンポジウム－消火 佐宗祐子、尾川義雄 火災 Vol.52, No.5

設備の科学技術と基準－の概要報告 鈴木恵子、鶴田 俊 pp.26-31

(2002.10)

15 建物の火災事例と避難対策 渡部勇市 セイフティ・ダイ 第 48巻、

ジェスト 第 7号(2002)

16 火災速報 北海道稚内市における市街 阿部伸之 火災 Vol.52, No.4

地火災の概要

17 ヘリコプターの飛行による後流の発生 金田節夫 森林火災対策協 22

会報

18 石油タンクにおける AE 波の伝播につ 真家敦子、山田 實 圧力技術 40 巻 4 号 ,

いて 座間信作、畑山 健 pp.185-196

丸山裕章(石油公団) (2002.7)

19 火災検知機能を有するエアコンの研究 河関大祐、田村裕之 月刊消防 2003 年 2 月

・開発 西上佳典(新コスモス電機株 号

式会社)

20 マスコミ情報などから推定した歌舞伎 久保田勝明(日本火災学会 火災 Vol.52, No.4

町雑居ビル火災の在館者の対応行動 火災時の避難行動専門委員会)

21 避難器具および消防活動拠点に必要と 山田常圭 火災 Vol.52, No.4

される性能に関する実験検討

22 新宿歌舞伎町小規模雑居ビル火災に 山田常圭 火災 Vol.52, No.4

関する消防研究所での研究活動紹介

23 小規模雑居ビルの階段部分での火災 山田常圭 消防研修 第 72号

性状と安全上の課題

(4) 著書、所外報告書

題 名 執筆者名 発行元 発行月

1 アメリカ化学会 化学安全ハンドブック Alaimo, Robert J. 丸善 15. 3

(鈴木 健、一部訳)

2 化学安全ノート 佐宗祐子(一部執筆) 丸善 14. 6

3 次世代燃焼基盤技術の国際動向調査 佐宗祐子(一部執筆) 日本燃焼学会 15. 2

報告書

4 防災事典 渡部勇市(一部執筆) 築地書館 14. 7



２ 一般公開

消防研究所では、平成 14 年度科学技術週間(4

月 15 日から 21 日)における行事の一環として、4

月 19日金曜日に消防研究所一般公開を開催した。

科学技術週間とは「科学技術に関し、ひろく国民

の関心と理解を深め、もって我が国の科学技術の

振興をはかることを目的」として設けられたもので、

消防研究所ではこれにあわせて毎年一般公開を行

っている。今年は、昨年と比べて来場者の構成区

分に若干の変化が見られたものの、昨年同様大

勢の方が来場され、消防研究所が現在行ってい

る研究の紹介を見学された(表 1)。

公開された研究項目数は 12 で、「研究紹介コ

ーナー」ではこれまでに消防研究所が開発した機

器や、国内外の学会で発表された論文などすでに

成果となっているものを中心に紹介した。そのほ

かの 11 の研究紹介では、現在取り組んでいる研

究を中心に、パネルの展示や説明資料の配付、

実験風景のビデオ映像の放映などを行い、研究員

自らが来場者に解説を行った。いくつかの研究紹

介では実演を行い、研究をより身近に感じてもら

えるようにした(表 2)。

表 1 一般公開来場者数

区分 H9 H10 H11 H12 H13 H14

総務省・消防庁 18 21 12 14 13 5

消防大学校学生等 52 7 116 172 201 210

地方公共団体(消防本部等) 89 42 86 47 110 102

国立研究機関等 1 7 0 2 14 8

関係協会等 86 47 21 44 32 48

企業 251 166 201 152 156 198

報道関係 4 3 3 3 7 6

一般 33 28 53 16 93 48

外国 2 0 － － － －

合計 536 321 492 450 626 625

写真 1 研究紹介コーナー(公開番号①) 写真 2 ウォーターミストによる消火(2)

(公開番号⑫)



たとえば、公開項目「VR(ヴァーチャルリアリテ

ィー)技術を用いた火災の疑似体験」(公開番号⑧)

では、新宿歌舞伎町雑居ビルの火災状況をコンピ

ューター内に再現し、ヘッドマウントディスプレー

や液晶プロジェクターで視覚的に体験できるシス

テムを紹介した。(写真 2)

一般の人が訓練や教育のために火災を実際に

体験することは非常に重要であるものの、費用の

面からもまた安全の面からも決して現実的とはいえ

ない。このシステムは、実際のデータに基づいて

開発されたコンピューターシミュレーションで、あ

たかも自分が火事の現場にいるかのような体験を

することができる。実際にこのシステムを体験した

ある男性は「VR を用いた煙のシミュレーションに

は、危険の実感が持てた」とコメントした。

公開項目「ウォータミストによる消火(1)、(2)」

も来場者から多くの良い評価を受けた。現在消防

研究所では水を霧状にして(ウォーターミスト)噴霧

する消火方法を研究しており、スプリンクラーのよ

うに室内の天井からウォーターミストを放出するタ

イプと、消防隊が使用する消火ノズルからウォー

ターミストを放出するタイプのそれぞれを紹介し

た。スプリンクラータイプの紹介では実際にノズル

からウォーターミストを放出する実験を行った。ま

た、消火ノズルタイプについては実験風景を撮影

したビデオ映像を実際の実験場で放映し、どのよ

うに消火ノズルが使用されるかを紹介した。

来場者に実施したアンケートの中で一番多かっ

た意見は、「研究内容あるいは研究成果をもっと

公開してほしい」というものであった。研究所とし

てはこれまでも研究成果を国内外の学会において

発表し、また様々な報告書を刊行してきたところ

であるが、そうした方法だけでは一般の方々に研

究成果が届いていないことをこのアンケート結果

は示している。よりいっそう多くの方々に消防研究

所を知って頂くためにも、引き続き一般公開を実

施していくとともに、その質の向上にも努力を払い

続ける必要がある。特に実演スタイルの研究紹介

は、来場者が研究内容を理解するのを助ける点で

非常に効果的といえるので、来年以降も継続して

実施したい。さらに、研究紹介の内容についても、

消防職員や関係企業の方などいわゆる消防防災

関係者だけでなく、一般の方にも十分理解してい

ただける、よりわかりやすい説明を行っていく必要

がある。広報体制としては、三鷹・調布市報への

記事の掲載、ホームページ上での案内などを行っ

たが、アンケートでは事前の広報の充実を期待す

る声もあったことから、そうした案内を早くから実

施することに加え、近隣自治会への案内送付など

よりいっそう体制を充実させていく方法を来年は検

討していきたい。



表 2 一般公開プログラム

番号 公開項目 公開方法 概 要

1 研究紹介コーナー 展示 消防研究所の研究体制、研究成果等のビデオによる紹介、

開発した機器の実物常設展示。

2 ウォーターミストによる消火(1) 展示 複数個のノズルから同時放水できるウォーターミスト設備の

実演 紹介と実演、並びに同様の設備で行った消火実験の結果を

パネル展示する。

3 消防活動支援情報システム 展示 地震等大規模災害時における消防活動を、効率的に運用す

実演 るために必要な被害情報の迅速な収集、伝達、処理が可能

なシステムの開発状況を紹介する。

4 林野火災発生危険度・拡大予測 展示 林野火災と湿度などの気象条件との相関の解析結果と土壌

システム 水分の測定装置・測定状況の紹介および、火災データ・気

象データ・林野地形データ・衛星画像データなどのデータ

ベース装置の展示。

5 サーマルマネキンによる防火衣の 実演 防火衣を着せたマネキンに火炎暴露をおこない、防火衣の耐

耐熱性能の評価 熱性能を調べる。

6 住宅内電気器具の火災感知への 実演 住宅火災による死者を低減させるために、火災感知器の普及を

応用技術の確立 目的として試作した火災検知機能を有するエアコンの展示および

火災感知の実演を行う。また、火災警報音が高齢者にどのよう

に聞こえているかの実演を行う。

7 深層地下施設における加圧排煙 実演 加圧排煙実験用の中規模基本地下模型を展示し、加圧排煙

技術 による火災室内の煙流動性状及び出入り口の遮煙性能を紹

介する。

8 VR(ヴァーチャルリアリティー)技 実演 火災時の煙の降下状況や避難を疑似体験できる開発中のシステムの

術を用いた火災の疑似体験 紹介。実験・シミュレーションにより得られた火災時の煙降下のデー

タを用いて、新宿歌舞伎町雑居ビルの火災状況をコンピューター内

に再現し、ヘッドマウントディスプレーや液晶プロジェクターで視覚的

に体験させる。

9 実物大模型を用いた階段室にお 展示 新宿歌舞伎町小規模雑居ビル火災を契機として実施した、

ける火災性状に関する研究 実物大の 5 層階段室模型を用いた火災性状把握のための実

験の内容と結果を、ビデオ、CG を使用して紹介する。

10 ヒドロキシルアミン及び塩類の危 展示 平成 12 年に化学工場の爆発火災を引き起こしたヒドロキシル

険性 アミンおよびその塩類について、金属イオンが混入した際の

爆発危険性を研究した結果に関するパネル展示。

11 アルカリ金属の火災安全に関す 展示 エネルギーや熱の貯蔵媒体として使用が拡がりつつあるアル

る研究 カリ金属の燃焼性状と火災時の対処法について現在分かって

いる知見を紹介する。

12 ウォーターミストによる消火(2) 展示 水による消火方法として期待を集めているウォーターミストに

よる消火について、実験室で行った小規模実験の概要および

消防隊用に開発したミストノズルによる大規模実験について

紹介する。



３ 全国消防技術者会議

1. はじめに

消防研究所と自治体消防との交流と技術向上を

図るため、消防研究所主催の全国消防技術者会

議が平成 14 年 10 月 17、18 日の両日、都内のニ

ッショーホールにおいて開催された。昭和 28 年に

第 1 回を開催し、以後毎年開催しており今回で第

50 回を迎えた。全国から延べ 802 人の消防職員

や消防防災機器関係者の参加により、第 1 日目は

消防研究所理事長の開会挨拶に続き、特別講演、

研究発表の 3 セッションを、第 2 日目は石井消防

庁長官より挨拶を頂き(写真 1)、引き続き研究発

表の 3 セッションと展示発表及び消研シンポジウ

ム概要報告が行われた。プログラムの概要を章末

に示す。

今回の特別講演は、救急・救助活動の面から

特殊な災害して検討しておく必要のある、明石市

で発生した歩道橋上の事故やサッカーのワールド

カップ会場で想定された群衆による災害に関する

危機管理を対象として企画した。

2. 特別講演

世界的な群衆災害事例を取り上げ、我が国で

はその危険性があまり認知されていない群衆災害

の危険性をはじめ、群集の行動心理、発生メカニ

ズム、リスク認知、リスクコミニュケーション、管

理者側の事前対策及び具体的な危機管理対応策

のポイントを含んだ内容を、三井住友海上グルー

プ㈱インターリスク総研副主任研究員の三島和子

氏を講師に迎え、「リスクコミュニケーションから考

える群集リスクと対策」と題して講演を頂いた。(写

真 2)

人が集まるところにはリスクもある事を承知して、

一観客として出かけるべきであり、管理者側も面

積当たりの滞留人口を把握して過密状態を無くし

たり、BGM や分かり易いアナウンスを流して観客

の注意そらして、一時的に観客のストレスを少なく

する等の対策を考慮しておくべきである。群衆災

害は避ける事ができないかも知れないが、被害を

軽減することはできる。繰り返しの訓練や有効な

マニュアル等の「ココロ」と「モノ」の両面を備

えておく事で、結果は大きく変わるであろう等の対

策例を示して解説頂いた。

参加者にとって群衆災害についての理解を深め

る事ができ、大変有意義な内容であった。

写真 1 消防庁長官挨拶 写真 2 三島和子氏による特別講演



3. 研究発表

22 件の研究発表を、表 1 のプログラムに示すよ

うに消防活動、火災原因 1 及び 2、機器開発、建

物火災、防災一般のテーマ別に 6 セッションに分

類し、発表が行なわれた。(写真 3)

発表方法はコンピュータを用いたプレゼンテー

ションソフトによるものが過半数となったため、プ

ロジェクターとの接続やコンピュータの起動に要

する時間をなくし、発表される方が発表時間を充

分に利用して頂くため、発表者の方から事前にデ

ータを頂き、当日会場で用いるコンピュータに入

力しておく体制とした。しかし、発表直前にデータ

やデータの入ったコンピュータを持参された方も

有り、入力や接続等で時間を要する状況も生じた

が、発表後の質疑応答は活発に交わされた。(写

真 3、4)

写真 3 研究発表

写真 4 客席からの質問

4. 展示発表

第 2 日目の昼休みを利用して、会場前のロビー

において、「水/空気 2 流体混合噴霧消火システム

の研究開発」(写真 5)と「VR 技術を用いた火災

の擬似体験」(写真 6)の 2 件の展示発表が行われ

た。実物の機器や開発品を見ながら、開発者から

直接、説明を受けたり、その場で質問よりすること

ができる事から、より見学者にとって理解しやすい

事がうかがえた。

写真 5 展示発表

写真 6 展示発表

5. 消研シンポジウム概要報告

平成 14 年 7 月に消防研究所において、第 2 回

消防研究所シンポジウム「消火設備の科学技術と

基準」を開催した。今回のシンポジウムは、国内

外の消火研究者、技術者、火災予防担当者が一

堂に会し、海外から 21 件、国内から 6 件の招待

者による講演の後、パネルディスカッション「消火

設備に求められるもの」が行われ、延べ 252 名の

参加者により活発な議論がなされた。



6. おわりに

来場者の方に、会場で本会議についてのアンケ

ート調査を実施し、126 名の方々から貴重なご意

見を頂いた。来場回数については 73%の方が始

めてで、17%の方が 2 回目の参加であった。特別

講演については 77%、研究発表については 85%、

展示発表については 61%の方から大変興味深かっ

たとの回答を頂いた。また自由記入欄には、発表

者を各方面から出して欲しいとの発表者枠の拡大、

発表時間の拡大、参加者相互の交流の場の設定、

さらに現地消防本部と消防研究所との交流の拡大

等の要望のご意見を頂いた。

今後、運営方法等の検討を行い、頂いたご要

望に反映すべく、本会議の当初の目的である自治

体消防との交流と技術向上を目指して、改善して

行きたい。

表 1 出席者数

出席者数 557名

内訳

消防職員 414名

消防関係団体 124名

その他 19 名

表 2 アンケート結果

来場回数について(有効回答数 126) 回答率

(1) 初めて 73%

(2) 2回目 17%

(3) 3回目以上 10%

特別講演について(有効回答数 122)

(1) 大変興味深かった 77%

(2) どちらとも言えない 8%

(3) あまり参考にならなかった 1%

(4) 聴講しなかった 13%

研究発表について(有効回答数 118)

(1) 大変興味深かった 85%

(2) どちらとも言えない 14%

(3) あまり参考にならなかった 1%

(4) 聴講しなかった 0%

展示発表について(有効回答数 105)

(1) 大変興味深かった 61%

(2) どちらとも言えない 21%

(3) あまり参考にならなかった 6%

(4) 聴講しなかった 12%

◆ 会議概要

第 1日 10月 17日(木)

1 消防研究所理事長挨拶

2 特別講演

「リスクコミュニケーションから考える群集リ

スクと対策」

㈱インターリスク総研 三島 和子

3 研究発表

セッション 1：消防活動

(1) 爆風から受ける消防被服内部の衝撃及び

温度に関する実験的研究

札幌市消防局 橋本 好弘

(2) 震災時における消火栓の活用可能地域の

判定システム(消火栓活用情報システム)の

構築について

東京消防庁 昆 文雄

杉山 篤

鏡 正幸

三宅 幸宏

(3) 残火処理及び現場検証時に残存している

燃焼生成ガスに関する研究

札幌市消防局 溜 真紀子

(4) 広域的災害時における初期の自主防災活

動要領について

京都市消防局 谷口 雅信

今西 巧

セッション 2：火災原因 1

(1) たばこによる可燃物への燃焼性状を解析

するために行った委託研究成果について

東京消防庁 大江 康夫

(2) 大学の自家用発電機設備から出火した火

災について

東京消防庁 小島 敏夫



(3) 電線コネクタからの出火事例

名古屋市消防局 村田 雄二

セッション 3：火災原因 2

(1) 走行中の貨物自動車火災の鑑識とメーカ

ー指導について(スタータモータから出火し

た火災)

東京消防庁 石川 雅人

(2) 鉄道関連火災の現況

東京消防庁 桑原 一徳

(3) ガスコンロの点火状況の確認について

京都市消防局 奥谷 博司

第 2日 10月 18日(金)

1 消防庁長官挨拶

2 研究発表

セッション 4：機器開発

(1) 火災感知機能を有するエアコンについて

消防研究所 河関 大祐

田村 裕之

新コスモス電機㈱ 西上 佳典

(2) 消防活動の特性分析に基づく高信頼性携

帯警報器の研究開発

東京消防庁 稲村 武敏

(3) 簡易救急担架の研究開発

東京消防庁 白井 直人

(4) 「放火自動撮影機」の開発について

名古屋市消防局 井澤 義仁

(5) 水／空気 2 流体混合噴霧消火システムの

研究開発(消火性能等の確認結果及び消防

隊員用放水装備)

横浜市消防局 杉山 章

3 展示発表

(1) 水／空気 2流体混合噴霧消火システム(消

防隊員用放水装備)の研究開発

横浜市消防局 本所 正泰

(2) VR技術を用いた火災の疑似体験

消防研究所 山田 常圭

阿部 伸之

飯田 明彦

4 消研シンポジウム概要報告

「消火設備に求められるもの：第 2 回消防研

究所シンポジウムにおける討論から」

消防研究所 佐宗 祐子

鶴田 俊

尾川 義雄

鈴木 恵子

5 研究発表

セッション 5：建物火災

(1) 小規模雑居ビル火災を想定した実大火災

実験の概要について

東京消防庁 森尻 宏

(2) 遊技場火災の実態について

東京消防庁 長原 教子

(3) 加圧防排煙による消防活動拠点確保のた

めの遮煙風速の予測法－深層地下施設の

場合－

消防研究所 渡部 勇市

松島 早苗

山田 常圭

セッション 6：防災一般

(1) 冷蔵庫の対震挙動及び安全対策の研究

結果について

東京消防庁 阿部 敏彦

加藤 和夫

(2) 外国語 119 番通報対応システム 9 カ国語

編について

横浜市消防局 後藤 公男

大森 義明

鈴木 清秀

(3) 身体障害者に対する効果的な防災訓練指

導方法に関する調査研究

東京消防庁 元橋 綾子

(4) アルコール系自動車燃料に対する消火器

用消火薬剤の消火性能に関する調査研究

日本消防検定協会 柏木 仁

井上 操

6 閉会の辞

消防研究所理事 長澤 純一



４ 消防防災研究講演会

第６回消防防災研究講演会

消防防災研究講演会は、消防防災に関する消防研究所における研究成果および時宜に適ったトピック

ス等をまとまった形で公開の場で発表し、併せて、参加者と討論する場として平成 9 年度より始められた

ものである。研究講演会の主要な目的は、特定の課題に関係する専門的な知識を有する技術者および研

究者との討議を通じて、課題に関する解決策を模索し、その糸口を見出すことにあるが、併せてこれらの

討論をふまえ、将来に向けた研究計画の糧を得ることへの利用も期待されている。今年度、第 6 回消防

防災研究講演会は「小規模雑居ビル火災をめぐる問題と防火安全対策」のテーマで下記のように開催さ

れた。

1. はじめに

第 6 回消防防災研究講演会は、平成 15 年 1 月

24 日(金)に、消防研究所情報管理棟大会議室に

おいて、約 168 名の参加者を集めて開催された。

本年度のテーマには「小規模雑居ビル火災をめぐ

る問題と防火安全対策」が選ばれた。平成 13年 9

月 1 日、新宿歌舞伎町の小規模雑居ビルで 44 名

がなくなった火災を受け、関係機関によって小規

模雑居ビルの防火安全対策の技術的、行政的対

策が検討されてきた。本講演では、消防研究所

で実施してきた一連の実験的検討結果を主テーマ

とし、表 1 に示す計 7 題の講演(午前の部 3 題、

午後の部 4 題)が行われた。身近に起こりえる火災

でもあり、各講演毎および全体を総括しての総合

討論の場においても、活発な質疑応答がなされ、

専門的な内容を含む意見交換が行われた。

表 1 プログラム

主テーマ：小規模雑居ビル火災をめぐる問題と防火安全対策

◇開会の辞（消防研究所理事長 平野敏右）

◇午前の部（司会 箭内英治） 10:10-11:50

趣旨説明（消防研究所 関沢 愛）

(1) 明星 56 ビル火災の概要と問題点（消防研究所 久保田勝明）

(2) 消防研究所における実大火災実験の概要（消防研究所 山田常圭）

(3) シミュレーション技術の明星 56 ビル火災への適用例と今後の技術上の課題（消防研究所

阿部伸之）

◇午後の部（司会 河関大祐） 13:30-15:30

(4) 階段室における感知設備のあり方に関する実大火災実験概要（火災報知器工業会 山内幸雄）

(5) 階段室における消火設備のあり方に関する実大火災実験概要（日本消火設備工業会 大木健二）

(6) 小規模雑居ビルを想定した実大火災実験概要（東京消防庁消防科学研究所 森尻 宏）

(7) 小規模雑居ビル等における防火安全対策消防法改正の意義と内容（総務省消防庁予防課

三浦 宏）

◇総合討論（司会 箭内英治）

◇閉会の辞（消防研究所理事 長澤純一）



2. 発表概要

以下、各発表概要と主な質問について紹介する。

午前の部は、歌舞伎町の火災についての概要

と、それを受けた消防研究所での実大階段室火

災実験結果の報告からなる。

[主題解説]

講演に先立ち、関沢より「新宿歌舞伎町雑居ビ

ル火災が投げかけた古くて新しい問題」として本

テーマの主題解説がされた。その中で、本火災

は、決して特異な火災事例ではなく、どこにでも

起きる可能性のある典型的な雑居ビル火災である

ことが強調された。犠牲者の直接の死因は CO 中

毒であるが、本質的な問題は 2 方向避難ルートの

欠如に帰結する、特に、火災発見したものの唯一

の避難路である階段を絶たれ、避難できずに煙に

まかれるのは、過去のビル火災に共通して指摘さ

れる問題であると、昭和 53 年 3 月 10 日発生の新

潟市の今町会館火災等の具体的事例を基に主題

説明された。

[明星 56ビル火災の概要と問題点]

久保田からは新宿歌舞伎町火災の概要とその

問題点について紹介された。本火災は、未だ放

火犯人も判明していない刑事事件であり、公開さ

れている情報は非常に限られているが、消防関係

の報告書、マスメディアに掲載された情報、在館

者や現場周辺にいた人々の情報等をもとに火災の

状況について、時系列的にまた火災進展状況が説

明された。その中で、死傷者の多数発生した 3階、4

階店舗はほぼ満員の状態であり、客がゲームに

熱中したり、かなり酔っていたりして、異変に気付

きにくい状況であった。またさらに階段に置かれた

物品のために防火扉が閉鎖せず、唯一の避難経

路の階段室が火煙の伝播経路となってしまったこ

とが、多数の死者発生につながった。これらの内

容を、平面図上に避難者の推定動線で示しながら

説明された。

[消防研究所における実大火災実験の概要]

消防研究所では、歌舞伎町雑居ビル火災を受

け、階段室内での火災性状と、感知器、スプリン

クラー等既存の防火対策技術の適用可能性につ

いての技術的検討資料を得るため、実大規模の

階段室火災実験を行ってきた。その実験の全体概

要と、火災性状について、山田より紹介された。

従来、階段室は、いわゆる「竪穴区画」として重

要な避難経路であり、そこでの火災発生は想定外

であり技術的知見は乏しかった。今回の実験によ

り、以下の点が、階段室の火災性状を理解する上

で重要であることが紹介された。1) 階段室での

燃焼性状は、階段室上下階扉の開口条件により

著しく左右される。開放の場合は、階段室が煙突

状態になり、火勢は激しくなり、階段床面に置か

れた可燃物への延焼拡大も速くなる。一方閉鎖状

態においては、初期に空気が少なくなり、燃焼が

抑制される。2) 被災者の主たる死因とされてい

る一酸化炭素の発生に関しては、今回の実験では

閉鎖状態では燃焼がおさえられるため発生量は低

く、致死濃度レベルには観測されなかった。高濃

度の一酸化炭素が測定されたのは開放状態で、

急速な燃焼が生じ供給空気が燃焼に追いつかな

かったような場合であった。

[シミュレーション技術の明星ビル火災への適用例

と今後の技術上の課題]

本実験に関連して、既往のコンピュータシミュ

レーション技術をもとに、今後、異なった発熱源

や部位においても火災性状が予測できる手法の検

討について阿部より紹介された。講演では、米国

商務省標準技術研究所 NIST の CFD シミュレーシ

ョンコード(FDS)を用いて、実験結果を予測した結

果について報告された。特に、階段室の開閉状況

によって階段室内の熱気流の挙動が変化すること

がグラフィックスで紹介され、また階段室内の垂

直温度分布も実験と予測値が比較的よい一致をみ

ることが示された。その他、こうした予測を一般市

民等への教育・訓練に応用していく一つの方法と

して、現在、消防研究所で開発中の火災疑似体

験技術(VR)へ、CFD 予測結果を用いることが有

用である点が報告された。



午後は、階段室での防火安全対策についての

技術的検討および行政的対応に関係した講演が、

研究所外の研究者、行政関係者より行われた。

[階段室における感知設備のあり方に関する実大火

災実験概要]

一連の実大階段室実験においては、火災報知

機や消火装置の工業会メンバーの参画を得て、

既存の装置を階段室に適用した場合の有効性につ

いて実証実験が実施された。このうち、火災報知

器工業会の山内より煙感知器及び炎感知器による

火災感知お動作実験結果の報告がされた。主な

内容は以下のようなものであった。1) 燻焼火災の

場合は煙感知器は動作したが、赤外線式炎感知

器は動作しなかった。2) 発炎火災に置いては炎

感知器は動作したが煙感知器の動作は大幅に遅

れた。また、3) いずれの実験においても、CO の

発生時期、量、速度は煙濃度とほぼ同様であっ

たが、火災感知に係る有効性は認められなかった。

現状の機器を利用する上では、煙と炎の 2 種類の

感知器を併用が有効な感知手法として提案され

た。その他、階段室のような比較的狭い空間に適

した公称監視距離が短い赤外線式炎感知器の開

発や、受信機については、放火等への対処を容

易に行うためにも、赤外線式感知器の表示回線と

は分離することが望ましい等、歌舞伎町火災の実

例に則した感知システムのあり方について提言が

された。

[階段室における消化設備のあり方に関する実大

火災実験概要]

消火装置工業会の大木より、実大階段室での

火災実験による閉鎖型スプリンクラー設備と下方

放出型簡易自動消火装置の感知・消火性能の実

証結果が報告された。スプリンクラーヘッドの感

知性能には階段室内の気流が関係しており、高温

気流が蓄積されないため一般室内のヘッドでは感

知が遅れるため、高感度型ヘッドを用いることが

望ましいことが確認された。また発報した後は、

想定火源に対して十分な消火性能があることが確

認された。一方、簡易自動消火装置は、散水パ

ターン、消火薬剤によって消火効果がかなり異な

るので、今後の技術的検討が必要であることが示

された。

[小規模雑居ビル火災を想定した実大火災実験

の結果について]

東京消防庁では、歌舞伎町雑居ビル火災の重

大性に鑑み、実大の建物階段を用いた火災実験

が実施された。東京消防庁消防科学研究所の森

尻よりその実験概要および結果について報告され

た。実験から、ビールケース 1 個でも居室で煙に

気付いたときは階段からの避難は困難である状況

が確認された。また発泡スチロールの燃焼、煙の

拡散は速く、特にプラスチック系の可燃物の種類

が複合することにより、危険性は増大する。実験

では歌舞伎町を想定した火災実験で、3 階居室の

ガス濃度は致死量となる結果が得られたと実験結

果が説明された。一連の実験を通じて防火戸の開

閉状態の差が生命に重大な影響を与えることが改

めて確認され、東京消防庁では「階段・廊下クリ

ーンキャンペーン」を推進し、指導面での安全確

保を推進していることが紹介された。

[小規模雑居ビル等における防火安全対策消防法

改正の意義と内容]

総務省消防庁の三浦より、新宿歌舞伎町火災

後の行政的対応として実施された消防法令等の一

部改正について説明された。その中で、違反是正

の徹底、防火管理の徹底等、使用者側における

ソフト面での安全対策が大きなウェイトを占めてい

る。その他、小規模雑居ビルに対する一斉立ち入

り検査実施状況、また違反処理に対応するための

違反処理マニュアルの作成についての消防行政で

の対応について紹介された他、今後、一連の実

験結果をもとに、階段室の防火安全が確保される

感知器等の技術基準の検討についても整備してい

くとの方向性が示された。

3. その他質疑応答等

本火災が刑事事件として取り扱われ火災に関す

る情報が乏しい反面、雑居ビルとして身近に起こ



りうる火災として、緊要な防火安全対策が必要と

されており、参加者には現場で火災安全対策に関

わる消防関係者の参加が比較的多かった。また、

研究者・技術者がどのように火災の問題を捕らえ

ているのかとの関心から警察関係者の参加も得ら

れ、質疑も幅広い内容となった。例えば、行政担

当者からは、使用停止命令の運用条項を消防法

令のどの条項で運用していくのか、消防機関で異

なるという現場での具体的対応に関する質疑があ

ったほか、本火災が、単に雑居ビルだけにとどま

らず、今後、木造 3 階建て住宅でも発生しうる可

能性があるので、幅広い観点から一連の研究結果

の成果の活用への希望も出された。そのほか、CO

で死者が発生することと、CO で感知できることと

は異なるといった指摘、あるいは、雑居ビル火災

に関して、母数を基にしたリスクが十分議論され

ていないのではないかといった、今後の研究、検

討につながる発言も行われ、活発な討論の場をも

つことができた。

写真 総合討論の様子



５ 消防防災機器の開発・改良及び

消防防災科学論文に関する消防庁長官表彰

自治体消防制度 50 周年を記念して、消防庁は平成 9 年度から消防科学・技術の高度化と消防防災活

動の活性化に寄与することを目的に消防防災機器の開発・改良及び消防防災科学に関する論文を募集

し、優秀な作品を消防庁長官が表彰する制度を創設した。平成 13 年度からは、平成 13 年 4 月に消防研

究所が独立行政法人化されたことに伴い、消防庁と独立行政法人消防研究所の共催で行われることとな

った。

応募作品は、応募者の所属(「消防吏員・消防団員等」もしくは「それ以外の個人・団体」)と作品内

容(「機器の開発・改良」もしくは「消防防災科学論文」)に応じて四つに区分されて審査される。「優秀

賞」はそれぞれの区分の中から、「奨励賞」はすべての応募作品の中から選考される。

平成 14 年度には第 6 回が実施され、文書による募集案内、消防紙誌、各種消防関係団体の機関誌へ

の募集広告及びインターネットへの掲載等により広く作品を募った結果、91 編の作品の応募があった(機

器の開発・改良：84 件、科学論文：7 件)。応募作品は、学識経験者及び関係行政機関並びに関係団

体を代表する者からなる表彰選考委員会において審査され、10 編(入選 8 作品、奨励賞 2 作品)が表彰作

品となった。

表彰作品

1. 優秀賞(8編)

消防吏員及び消防団員等による消防防災機器の開発・改良の部(4編)

外国人からの 119番通報対応用ソフトの開発

横浜市消防局 後藤公男、大森義明、鈴木清秀

救急車用汚染防止シートの開発

滋賀県坂田郡消防本部 清水幸男

簡易指令システムの構築について

福岡市消防局 岡 賢一郎

布担架の改良・開発について

東京消防庁 海野 浩

消防吏員及び消防団員等による消防防災科学論文の部(2編)

狭い階段室でのホース延長及びホース吊り降ろし要領(考案)

福岡市消防局 原田正佳

パソコンで作る幼児の防火教育用「ビデオ絵本」の作成について

京都市消防局 霜尾和雄



一般による消防防災機器の開発・改良の部(1編)

環境に配慮した消防用ホースの開発

芦森工業株式会社 高橋吉夫、本間 毅、楠 昌弘

一般による消防防災科学論文の部(1編)

クラス A泡消火剤を使用した消防戦術の改革

室田城治

2. 奨励賞(2編)

無人ヘリを使用した救助器具

平塚市消防本部 中野直規

火災および避難誘導灯を考慮した地下街における群集の避難行動シミュレーションに関する研究

九州大学 松田泰治、大塚久哲、樗木 武、大野 勝

山口県庁 磯部淳志



(1) 優秀賞(8編)

ア．消防吏員等による消防防災機器の開発・改良(4編)

「外国人からの 119番通報対応用ソフトの開発」

横浜市消防局

後藤 公男、大森 義明、鈴木 清秀

1 外国人からの 119 番通報対策は言葉の壁がた

ちはだかり、その聴取は大変困難なものとなって

います。このソフトはこうした問題を少しでも改善

するために、9 カ国語の外国語をそれぞれ母国語

としている方々等の協力を頂きながら、指令課員

が創意工夫して作成したもので、対応する言語は、

英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・ロシア

語・イタリア語・ポルトガル語・韓国語・中国語

の 9 カ国語となっています。

2 ソフトは、指令台に置かれたノートパソコンに

インストールして操作しますが、ウェブ形式で作っ

た画面上のフローチャートに従って「はい・いい

え」「火事です・救急です」と言った短答式で進

められるようになっています。

有線電話の場合は、発信地表示システムと併用

し通報者のいる場所へ消防職員を出場させること

ができるようにしています。また、携帯電話等発

信地表示システムが利用できない場合は、付近に

いる日本人に助けを求めるようにしてあります。

3 教育・実施に必要な教育用音声・マニュアル

・操作要領・ソフトウェアは、CD-ROM 化してあ

ります。(写真 1)

広く普及しているマイクロソフトウィンドウズパソ

コンで、インターネットエクスプローラーが作動す

るものを利用するとともに、指令管制システムとは

結合せずに作動するため、汎用性に富んだ運用

が可能です。

4 実際の操作方法は、次の 4 ステップです。

▼ ステップ 1

外国人から 119 番通報が指令台に入った場合、

通報を受けた指令管制員は通報者の言語種別を

判断します。(CD-ROM の音声を繰り返し聞き、

言語の特徴を事前に理解しておく必要がありま

す。)

▼ ステップ 2

システムの動くノートパソコンの言動選別画面

で、対応すると思われる言語のボタンをクリックす

ると、ノートパソコンのスピーカーから、対応する

言語で「あなたは……語を話していますね。」と

いうふうに、通報者の話す言語を確認するメッセ

ージが流れます。メッセージは、指令課員のヘッ

ドセットマイクで通報者に聞こえます。(図 1、写真 2)

▼ ステップ 3

通報者の話す言語での「はい」の回答を受け

言語確定を行うと、該当言語による聴取画面にジ

ャンプします。(図 2)

▼ ステップ 4

聴取フローチャート画面を操作しながら、救急

要請か災害かを聴取し、また、可能な場合は近く

の有線電話でかけ直したり、周囲の日本人と電話

を代わるように指示するなどして、最低限必要な

情報である要請場所等を把握し、救急車等を要請

場所に出場させることになります。

なお、このシステムは、9 カ国語別にフローチャ

ート画面を作成していますが、英語以外の言語に

ついては、通報者がある程度の英会話ができる場

合も想定して、英語による聴取に移行できるように

もしました。

もちろん、日本語を少しでも話すことができる通報

者との会話は、指令課員自ら行います。



図１ 外国語対応初期画面（通報者の言語を確認する画面）

写真１ 作成したＣＤ－ＲＯＭ 写真２ 操作中の職員



図２ 外国語対応各言語の画面（言語別の対応フローチャートです）



優秀賞 消防吏員等による消防防災機器の開発・改良

「救急車用汚染防止シートの開発」

滋賀県坂田郡消防本部

清水 幸男

【考案理由】

平成 13 年中全国では、418万 1923件の救急出

場があり、7.54 秒に 1 回、国民 30 人に 1 人を救

急搬送しており、年々増加の一途をたどっている

ことは、良く知られているところです。

救急最前線の隊員には、常に各種病原体から

の感染危険度が高く、また、救急隊員が感染した

場合には、他の傷病者や家族等に二次感染させ

る恐れがあることから、活動における感染防止対

策を確立することは、極めて重要な課題である。

さらに、感染症の予防及び、感染症の患者に対す

る医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)の

施行を受け、救急自動車等の消毒方法、救急隊

員の健康診断等の感染防止体制を整備するよう通

知されています。このような中で感染防止に対す

る重要性は、救急に携わっている隊員等の認識は

高いが、職員全体の理解度はかなり低い。

当本部では出血を伴う外傷患者が多い交通事

故・一般負傷が 31.7%を占めていますが、血液が

床に流れるような大出血の事例も数多く発生して

います。急病においても、吐血、吐物、失禁等で

車内が汚染される事例は増加の傾向にあるように

感じています。

こうした活動において、汚染された車内や、資

器材は、個々に清掃・消毒・廃棄の処置手順を

定めて対応していますが、床面については、大量

の出血が床に付着していても水で洗い流すだけの

作業にとどまります。使用した汚濁水、汚物等は

垂れ流しの状態であり、環境上も問題があるので

はないかと、感じてきました。

そこで、できる限り床部分の汚染を局所にとど

め、環境に影響のない方法で処理できないかと思

考し考案したのが、ディスポ化した救急床汚染防

止シートです。

【現状と問題点】

1. 担架防震台、床の凹みに入り込んだ血液は短

時間で凝固するため、車輌をジャッキアップして水

洗作業を行っても、侵出(にじみ)が続き除去が困

難でした。

2. 車内床面は、吐物・血液等でしばしば汚染さ

れ、こびりついた状態になると容易に除去できず、

再出隊可能なクリーアップまで時間を要していまし

た。

3. 救急件数の増加に伴い、使用後消毒時間をで

きるだけ短縮することが課題でした。

4. 現在使用しているビニールマットは老朽化が早

く、亀裂や汚れが目立って衛生的でなく、ハンド

メイド製品のため高価でした。

【開発の経緯】

新車購入時ステップ等に張ってある、薄い保護

フィルムのようなシートを救急車の床に貼りあわせ

て、血液等の飛沫を吸収できないかと考えました。

このアイディアを、工業フィルム製品を多種製造

している日東電工・マテックス㈱に提示したとこ

ろ、幸いにも要求条件に合った数種の試作品提供

を受け、フィールドテストを実施して細部の手直し

を行い、シートを完成させました。



【シートの構造】

高規格救急車床面全面の形状をトレースして型

抜きし、裏面は防水性のあるポリエチレンフィルム

(30 ミクロン)に弱い接着剤をコーティング、表面に

は吸収性の高い不職布を貼り合わせています。(図

No.①)

このシートの外周に約 5 ㎝のマチをもうけ、床

面から立ち上げた状態でセットすることにより、車

内構造的に弱点となっている、接合部の隙間から

血液や汚物等が入らないように工夫しました。シ

ートは防震台を除いた全面に貼り付けますが、貼

り付けの施工性をよくするためと、製造コストを考

慮して、4 分割のシートにより構成しています。(写

真 No.①・図 No.②)

【使用方法】

床に不織布のシートを貼り付けます。不織布の

シートはそれ自体に高い吸収性を持っていますの

で、雨天・積雪時の活動と出隊後の軽微な汚れ

を拭き取るため、建築現場などでフロアなどの保

護に使われている、粘着保護シートを通路部分に

装着します。(写真 No.③、④)

通報時において多量の出血が予想される事案に

対しては、事前に保護シートを除去し汚染防護対

応としますが、現場到着後の剥離も 10 秒程度で

完了します。

帰隊してのクリーンアップ・消毒時において、

汚染があればシートを除去して処理袋に包み込

み、医療廃棄物として適正な処理を行います。(写

真 No.⑥、⑦)

【3 カ月のフィールドテスト結果】

一般負傷による頭部外傷患者の大量出血で、

担架は防水シートの使用により汚染はないが、車

内の床(不織布)に大量の血液が付着した(写真 No.

⑤)。床全面に貼られた不織布が、しっかり血液等

を吸収し、不織布部分以外に漏れは確認されな

かった。また、出場における軽微な汚れ、朝の点

検清掃は、粘着保護シートにより可能(保護シート

のみ貼り替えも可能)である。

《不織布》

不織布は、戦後アメリカから輸入された製品で

す。30 年前には全く知られていませんでしたが、

現在では他の素材と組み合わせたりして、使い捨

て布、衣料、産業資材、衛生材料、自動車材料、

包装材料、合成皮革に至るまで数百種類の日常

生活用品に使われています。

専門的には、(繊維あるいは糸などを織ったり紡

いだり、または編んだりせず、熱、機械的、化学

的作用により繊維を接着または絡み合わせた薄い

シート状の布である。)

不織布の機能として、吸収性、摩耗抵抗、破

裂の強さ、燃焼性、光学的性質、通気性、撥水

性、柔軟性、引張り強さ、耐薬品性、などがあり

ます。

不織布の利用例として、手術室で使われる覆布、

ガウン、マスクなどには、バクテリアを通しにくい

という性質を付与した不織布が使われています。

アメリカでは、不織布が利用されるようになってか

ら、患者の死亡数が減ったといいます。こうした機

能を持った不織布が安価でディスポとして広く使用

されているのが現状です。

【利点】

1. 車内の清潔感が向上します。

2. 床面の汚染を拡散させることなく、局所に限定

できます。

3. クリーンアップを容易にし、再出隊の時間を短

縮できます。

4. 環境に適切な処理が可能になりました。

5. ディスポ化により感染対応機能が向上します。

【まとめ】

救急車汚染防止シートを作成し、現在 3 車輌を

使用し、年間を通じてフィールドテストを実施して

いる。隊員、患者、家族への二次感染防止及び、

環境問題、再出隊までの時間短縮を目指して。



No.1写真

No.4写真

No.2写真

No.5写真

No.3写真
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優秀賞 消防吏員等による消防防災機器の開発・改良

「簡易指令システムの構築について」

福岡市消防局

岡 賢一郎

1 作製にあたってのコンセプト

( ) パソコン上で動作する簡易で低廉なシステム1

であること。

( ) 大規模災害時には、業者のサポートも期待で2

きないため、職員自身でメンテナンスができるよう

なシステムであること。

( ) システムの停止時のバックアップであることか3

ら、可能な限り現行システムの操作性を確保する

こと。

( ) 携帯電話からの受信割合が増加傾向にあるこ4

とから、街中で目標物となりえるバス停やコンビニ

等から住所を検索できる機能を有すること。

( ) 出動頻度が高い救急隊については、各車両が5

出動可能であるか否かの動態情報を管理できるこ

と。

( ) ※ を活用し、簡易な操作性を実現するこ6 GUI

とにより、熟練度による職員間の技術格差の平準

化を図ること。

※ (グラフィカルユーザーインターフェース)GUI

ユーザーに対する情報の表示にグラフィックを多用し、

大半の基礎的な操作をマウスなどのポインティングデバイス

によって行うことができるユーザーインターフェイスのこと。

従来の方法による指令システム停止時の1192

番通報受信から指令までのフロー

( ) 番通報の受信1 119

( ) 災害発生場所の確定(住宅地図)2

(携帯電話通報など住所が判明しない 番通報119

に対しては、バス停やコンビニ等の目標物台帳か

ら住所を確定)

( ) 災害発生場所が市内のいずれのブロックに位3

置しているかを確認

( ) ブロック及び災害種別毎の出動車台帳から出4

動車両を選別

( ) 肉声による出動指令5

※ システム停止時に必要な各種の資料

システム構成3

( ) 簡易指令システムは、※ (以ssecAtfosorciM1

下「アクセス」という。)上で作製したシステムで

ある。

( ) システム容量は、データも含めて 程度でBM52

や といった媒体に容易に記憶させることMO CD-R

ができることから、アクセスがインストールされて

いれば、いずれのパソコンからも災害点の確定、

消防車両の選別といった指令に必要な最低限の操

作が可能である。

bd3( ) システムとしては 下図 簡易指令システム、 「

フロー」のように 個のデータ群で構成されてい6

る。



簡易指令システム フロー( で構築)DB Microsoft Access

操作手順( )4

ア 簡易システムにおける 番通報受信から指令までのフロー及び画面構成は下図のとおりである。119

番 通 報1 1 9



↓

住 所 の 確 認

住所が判明しない場合は、目標物 から住所を検索db

※ 目標物は、バス停やコンビニ等のキーワード 種類を選択後、頭文字カナ 文字を入力。253

↓

災 害 点 の 確 定

該当する目標物一覧から災害点を確定



↓

消 防 隊 の 自 動 選 別

火災、救急、ガス警戒等の態様に応じた消防隊を事前計画に基づき自動選別

↓

出 動 指 令

イ 動態管理

出動頻度が高い救急隊については動態管理を

行っており、画面上の出動登録を行うことで次図

の動態管理画面に出動動態が自動登録される。

動態が赤表示で出動中を示している車両につい

ては、選別作業から除外され、災害点直近に位置

する別の出動可能な救急隊が自動的に選別され

る。

本システム構築による効果4

( ) 指令時間短縮1

従来の方 簡易 短縮

法(手作業) システム 時間

2:25 1:14 1:11火 災

1:59 1:16 0:43救 急

( ) 技術格差の平準化2

指令システム停止時に顕著に現れていた職員間

の技術格差の平準化

( ) 経費節減3

本システムを委託制作した場合の概算見積額

万円252



優秀賞 消防吏員等による消防防災機器の開発・改良

「布担架の改良・開発について」

東京消防庁

海野 浩

傷病者にやさしいものであり、計量で操作取り

扱いが容易な資器材であることを念頭に置き考案

に着手した。

基本ベースに既配置の布担架を活用することと

し、種々の不都合を下記のように改良した。

第一 搬送傷病者の姿勢を安定させる為、布担

架床部を二重にして、浴室マット(暑さ 250mm 幅

480mm 長 さ 950mm) を 頭 部 か ら 腰 部 に ( 長 さ

50mm)2 枚、臀部から後膝部に(長さ 35mm)から後

膝部に 2 枚、下腿部 1 枚を縫い込みにして、クッ

ション性を確保。

第二 傷病者収容位置両側に高さ 120mm のマチ

を設け、幅 50mm のバンド 4本を脇下・臀部・大

腿部・下腿部を固定できる位置に縫い付け、固定

方法はマジックテープ(幅 50mm、長さ 300mm)を

採用したことにより金属バックルの違和感が解消さ

れた他、ハンモック状態の、簀巻き状態が解消し

保温毛布等の下腿部のずり落ち防止に効果が出

た。

第三 サブストレッチャーと併用することにより、

アルミ板の硬さを直接身体に受けなくてよく、特異

形状を補い側臥位での収容も可能になった。

救急隊は傷病者の置かれた位置が如何なる状

況であろうとも、症状を悪化させることなく安全且

つ迅速に医療機関に搬送する責務があります。

当庁においては、布担架使用時はポンプ隊の

応援が必須となっておりマンパワーは足りているも

のの傷病者の立場になった布担架が無かった事か

ら、今回改良型布担架の開発はタイムリーだった

と思慮します。

（ここに写真 1）



写真 メインストレッチャーと併用し、傷病者を座位で収容。2

。膝下部に毛布等を挿入することにより、傷病者の滑り、ずれが生じない安定姿勢を保てる

写真 仰臥位で傷病者を収容し、バンド･クッション併用によりハンモック状態が無い。3

足元の毛布のほぐれも発生しない。





イ．消防吏員等による消防防災科学論文(2編)

「狭い階段室でのホース延長及びホース吊り降ろし要領(考案)」

福岡市消防局

原田 正佳

1 考案に至った経過

昨年の平成 13 年 9 月に発生した新宿区歌舞伎

町雑居ビル火災に見られたとおり、屋内階段は一

箇所かつ狭隘で、3 階から 4 階の階段にはロッカ

ーが多数置いてあり、消防隊の活動障害となった。

このため、防ぎょ活動に困難を要し結果 44名の犠

牲者を出す大災害となった。福岡市においても中

高層建物(4 階以上)が 17,186 棟と多数あり容積率

400 ～ 800%のビルも増加傾向にあるのが現状で

ある。よって一度火災が発生するとホースライン

の確保は困難になることが予想される。

現在の中高層建物火災におけるホースラインの

確保には大きく 3点ある。

(1) 連結送水管設備の活用

(2) 階段におけるホースの逆延長

(3) ホースの吊り上げ吊り降ろし

しかし、いずれも階段室やベランダ等の狭い限

られたスペースでホースを延長することを強いられ

る。それによりホースにねじれが生じたり、階段

室にホースが折り重なり通水までに時間を要すと

いう問題点が生じる。

そこで、現在車載している二重巻きホースを視

点を変えて延長することで、これらの問題点を解

消し労力の省力化を図るため、今回の延長方法を

考案した。

2 実験結果

(1) 作業スペース

二重巻きホースを通常通り延長するには、10m

程度の距離を必要とするのに対して、今回の延長

方法はオス金具とメス金具を分け交互に島田折り

状に解くことで、1.5m × 2.0m 程度の作業スペー

スで延長が可能である。

(2) 作業時間(資料 1参照)

20m ホース一本を島田折り状に解くのにかかる

時間は、実験の結果 5～ 8秒と短時間である。

ちなみに、10m 程度の距離を必要とするが、二

重巻きホースを通常通り延長すると 3 ～ 4 秒であ

る。

時間差はあるものの、作業スペースが無い場所

で実施できる利点を考えれば非常に短時間である

ことが判る。

資料 1 にみられるように、訓練を実施することに

より時間差は短縮できることが判る。

3 効果と利点

(1) 狭いスペースでの延長ができる。(資料 2参照)

上記のとおり、従来の方法では 10m 程度の作

業スペースを必要とするのに対して、今回考案し

た方法は、1.5m × 2.0m 程度の小スペースで実施

することができる。

このことは、狭い階段室・ベランダ・建築物の

間の狭隘部分など二重巻きホースの延長に困難な

場所でのホースラインの確保が迅速且つ容易にな

る。

(2) 車載の二重巻きホースをそのまま有効に活用

できる。

現在福岡市消防局では、らく車などの島田折り

を除き二重巻きで車載している。

これは、二重巻きホースが平坦な場所では延



長が容易であり、通常の火災での搬送距離では

搬送も容易であるからと推測する。

しかし、10m 程度の作業スペースが無い場所で

は困難を要することから二重巻きホースをそのまま

利用し、その現場及び場所に応じて使い分けるこ

とにより大きなメリットがあると言える。

(3) ホースにねじれができにくく、通水時間が短

縮できる。

いうまでもなく、ねじれを生じると通水に時間を

要し、ねじれを修正する手間を必要とする。

今回の方法は、引きずることなくそのまま島田

折り状に解くので、ホースが回らずねじれができ

ない。

(4) 迅速なホースラインの確保ができる。

火災現場において、人名を救い被害を最小限に

するのは、我々消防の使命であり役目でもある。

その為にも迅速なホースラインの確保は不可欠で

ある。いままで述べたとおり延長困難場所での時

間短縮は明らかといえる。

(5) 隊員一名でも二名でも実施できる。(資料 2 参

照)

別紙のとおり、一名または二名どちらでも可能

である。

(6) 狭いスペースで隊員が安全にホースの吊り降

ろしができる。(資料 3参照)

階段室及びベランダで吊り降ろしを実施する際、

外に体を乗り出すことなく内側でホースをさばくこ

とにより、隊員の落下・資機材の落下の危険性が

排除される。

(7) 狭隘場所や山林・傾斜地での迅速な延長がで

きる。(資料 4、5参照)

また、隊員の体力疲労が軽減される。

今回の方法を応用することで、上り坂での延長

が可能になる。また、島田折りを素早く作成し搬

送することもできる。

(8) 経費を必要とせず、直ちに災害現場で活かせ

る。

要領を習得するだけで、資機材の購入等経費

を必要としない。

5 資料

資料 1 今回の延長方法と従来の逆延長との時

間的比較

資料 2 基本要領(1名・2名)

資料 3 吊り降ろし要領(1名・2名)

資料 4 狭隘場所での実施要領

資料 5 山林及び傾斜地での実施要領

6 結論

現在消防を取り巻く環境は、社会情勢と同様に

年々厳しくなっている。その中に、予算の緊迫化

・職員の高齢化・災害の特殊性、困難性・市民

の期待等があげられる。これらに答えるため我々

職員は、最少の経費で最大の効果が得られるよう

常に「これで良いのか」と考え前向きに進歩して

いかなければならない。

新しいものを購入し、効率が良くなることは容

易であるが、工夫し効率を上げることは難しい。

また、いままで実施してきたことを変え、良いこと

を柔軟に取り入れる姿勢も重要である。

そこで上記で述べたとおり、経費を要しない・

労力が軽減できる・消防活動が迅速になることを

考えると進歩である。

最後にこれは要領であり、資機材の購入・改良

を必要とせず、いまあるものを活用し最大の効果

が得られることから、市民の負託に応えるものであ

る。

この事案を柔軟に取り入れ実施してもらえること

を期待します。



資料 1 従来との比較

1 島田状に解くまでの時間差の比較

(1) 2重巻きホースを床に寝かせた状態から島田折り状に解くまでを隊員 3名で実施したもの。

A隊員：今回の延長方法を初めて実施した隊員

B隊員：数回実施経験がある隊員

C隊員：熟練した隊員

表－ 1

1回目 2回目 3回目 平均(秒)

A隊員 8.56 8.18 6.07 7.60

B隊員 7.14 4.75 5.17 5.68

C 隊員 4.26 4.75 4.44 4.48

この表にみられるとおり、初めて実施した隊員と熟練した隊員とでは、平均で 3 秒程度の時間差が生じ

た。また、A隊員は回数を重ねるごとに時間が短時間になっていることが判る。

(2) 今回の島田状に解くまでと従来の 2 重巻きを展長するまでを 10 回実施したもの。島田状にあっては 2

名で実施。

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目 平均(秒)

島田式 4.09 5.91 4.70 5.43 4.13 4.89 3.07 5.08 3.56 5.08 4.59

従来式 3.91 3.66 3.27 2.92 3.78 3.58 3.12 3.10 3.53 4.86 3.57

時間差は、約 1秒と大きな差はみられなかった。

2 筒先部署するまでの時間差の比較

① 屋外階段の 1階から進入

② 2階から 65mmホースを吊り降ろし

③ 2階と 3階の中間踊り場で分岐金具に接続

④ 50mmホースを 3階へ延長し筒先部署

※ 従来式とは階段における逆延長であり、備考に障害を記入



3表－

考備式来従状田島 (従来式の障害)

回目 ねじれが カ所有り、階段の手すりに引っかかった1 27.97 30.53 65 mm 1

ねじれが カ所有り(写真 － )50 mm 3 1 3

好良目回 であった(写真 － )2 31.01 28.35 65 mm 1 4

ねじれが多数有り、階段部分にホースが堆積50 mm

段階目回 の手すりに引っかかった3 22.30 36.71 65 mm

階段踊り場にホースが堆積50 mm

好良目回 であった(写真 － )4 25.35 28.14 65 mm 1 5

壁面にあたりホースが延びきれず巻きが残った50 mm

回目 ねじれが カ所有り5 21.46 32.35 65 mm 3

良好であった50 mm

好良目回 であった6 21.95 34.13 65 mm

ねじれか カ所有り、ホースに巻きが残った50 mm 1

回目 ねじれの修正を実施7 21.93 43.03 65 mm

同上50 mm

上同目回8 25.16 39.26 65 mm

同上50 mm

上同目回9 20.56 30.05 65 mm

同上50 mm

上同目回10 25.29 40.49 65 mm

同上50 mm

24.49 34.30平均(秒)

平均時間で約 秒の差があった。なお、 回目以降からは、ねじれの修正を行ったため完了までに時701

間を要している。また、島田状の場合ねじれは無く良好であった。(写真 － 、 － )1 1 1 2

【今回の方法】

写真 階と 階中間踊り場で分岐を接続し、５０㎜1-2 2 3
ころホースを３階へ延長して筒先部署したと

写真 階入り口からメス金具1-1 2
を吊り降ろしたところ



【従来の方法】

写真 階段の手すりに引っかかった状態1-3

写真 階段部分にホースが堆積した状態 写真 壁面にあたりホースの巻きが残っている状態5-14-1



優秀賞 消防吏員等による消防防災科学論文

「パソコンで作る幼児の防火教育用「ビデオ絵本」の作成について」

京都市消防局

霜尾 和雄

1 はじめに

幼児の防火教育については、従前から人形劇、

紙芝居、スライド、ぬりえ等種々の広報媒体を作

成し活用してきました。私も、広報担当が長かっ

たのでこういった媒体も何度か作りました。紙芝居

については 5 ～ 6 回作成しましたが、一作品を作

成するのにおおよそ 100 時間程度要するなど、大

変な労力と時間がかかるのが実情です。

そこで、このネックとなっている労力と時間を大

幅に短縮するためにパソコンを使って媒体を作成

することを考えました。

しかし、普及しているとはいえ、全ての保育園

等にパソコンがあるとはかぎりませんし、また操作

を習熟する必要がある場合もあります。そこで、

ほとんどの保育園等にあり、また操作も簡単なビ

デオで媒体が使用できるように考えました。

また、媒体の内容ですが、現在のパソコンをも

ってすれば、テレビゲームのような高度なものも

可能でしょう。しかし、小さい子供は動くものに目

が付いていきません。動画よりも静止画の方が効

果が大きいと考え、パソコンを使って音の出る絵

本を作ることとしました。

2 パソコンで作成するメリット

(1) 画像の変更、大きさ、明るさ、色付けなどの

修正が簡単に早く出来る。

(2) 複雑な背景などでも、デジタルカメラなどで撮

影したものをそのまま利用できる。

(3) デジタルの状態で保存することができるので劣

化はなく、保存も容易。

3 さらに子供の関心をひくための工夫

(1) いつもの生活の場である保育園の保育室、園

庭、プール等を背景に幼児が写っている状態で挿

入する。

(2) 遠足や見学会、運動会、七夕など園の行事を

取り入れる。

(3) ナレーターには保育園の先生を起用する。

(4) 必要に応じてキャラクターを作成し、絵本の中

に登場させる。

4 作成方法

(1) 必要器材

パソコン、デジタルカメラ、スキャナー、プリン

ター、ワイヤレスアンプ及びビデオデッキ等

(2) 作成の流れ

ビデオ絵本の作成については、以下の手順で

行いました。

ア シナリオの作成

イ シナリオに基づき、デジタルカメラで背景写真

を撮る。又は、園活動の写真を選定する。

ウ シナリオに合わせ、キャラクターのイラストを

描く。

エ 背景となる写真とイラストをパソコンに取り込

む。

オ イラストに色を付ける。

カ 背景画面にイラストを合成する。

キ シナリオに基づき、合成した画像の出力順を

決める。

ク 別に作成したナレーションテープを再生スタン



バイし、パソコンから画像を出力、ビデオデッキに

音声と同時に入力し、完成する。(別紙参照)

(3) 作成に要した時間

主な作業時間については以下のとおりです。

ア 背景画面は撮影してパソコンに取り込む。又

は、アルバムから写真を選定し、スキャナーでパ

ソコンに取り込む。1枚 20～ 30秒

イ イラストの作成は 1枚あたり 5～ 10分

ウ イラストの色付けは 1枚あたり 5～ 15分

エ 合成は 1 画面約 5 分。ものによっては 30 秒

でも可能。手描きの方法では、1 画面作成するの

に 3 ～ 4 時間を要する。「ビデオ絵本」は 26 画面

あり、従来の方法であれば 100時間程度かかるが、

パソコンを使った今回の方法では 20 時間あれば

可能です。しかし、1 回目はイラストの作成に多く

の時間が必要であるが、2 回目以降はイラストの

再利用ができるため、さらに時間短縮ができる。

5 作成した「ビデオ絵本」の検証結果

作成した「ビデオ絵本」を用いてある保育園で

防火行事を行った結果、以下のような反応があり

ました。

(1) ナレーションを担当した先生

私の読み上げたナレーションが、音楽と絵本に

登場してきたキャラクターによってこんなに生きて

くるとは思っても見ませんでした。画面も美しく、

まるでテレビを見ているような気分になりました。

(2) 他の先生

身近な日常の風景に、キャラクターが本当に入

って来たかのように錯覚するような画面に驚きまし

た。

(3) 園児の反応

自分たちの保育園や友達が映るたびに大きな歓

声を上げ、さらに、最後のお別れするシーンでは、

「さよなら。早く帰ってきてね!」と手を振るなど、

完全に「ビデオ絵本」の世界に入り込んでいまし

た。

(4) 「ビデオ絵本」上映時の感想

完成した「ビデオ絵本」を園児たちに見せたと

ころ、画面に食い入って静かに見ているかと思え

ば大きな歓声を上げるなど、これまでと違った大

きな反応があり、作成した私もこれまで経験したこ

とがない大きな感動を覚えました。

一方、先生方の評判も良く、今後、このような

「ビデオ絵本」を作りたいので教示してもらえるか、

との要請もありました。

6 今後の課題(まとめ)

「ビデオ絵本」の作成については、パソコン及

びその周辺機器を活用することにより、作成時間

の大幅な短縮、経費の節減、また、広報効果さら

に利便性についても予想を大きくクリアしました。

デジタル画像であるためビデオテープにダビン

グしても画質の劣化は少なく、所期の目的は十分

達成出来ました。

今後の課題として、この「ビデオ絵本」を他の

園で上映する場合、肖像権の問題があり、園児の

顔が写っている場合は事前に了解を得ておく必要

があります。

今後、「ビデオ絵本」を作成すればより効果的

な市民指導が図れるものとして、

・小・中学生対象

・防火管理対象

・消防署の仕事紹介

・幼年・少年消防クラブ対象

・文化財市民レスキュー

・消防用設備の種類と操作方法

・高齢者の防火

・消防団の活動紹介

・自衛消防隊の活動

・自主防災会の活動 等々

が考えられます。

なお、キャラクターの必要のないものは合成す

る手間も省けることから、作成時間の短縮はさらに

アップします。

7 おわりに

今回の「ビデオ絵本」は、かねてからネックと



なっていた作成時間の短縮、労力の削減、広報

効果増大、利便性、どれをとっても大きな成果が

あったものと感じています。

特に、試作した「ビデオ絵本」を上映したとき

の子供たちの表情や目の輝きはこれまでと違った

大きな反応がありました。

今後も、防火・防災に携わる者として、より効

果のある媒体作りが不可欠であり、この研究が市

民指導の一助になれば幸甚です。

｢ビデオ絵本｣作成の流れ

シナリオの作成（絵コンテ） イラストの作成 色を付ける321

背景写真を呼び出し4

イラストを合成する。

ページ完成、プリントアウトす1

れば絵本の ページとなる。1

全てを完成させ、出力順を決5

める。

ダビングする。6

あらかじめ録音しておいたテー

プを再生すると同時にパソコン

のマウスを使って画像を出力す

る。

ビデオデッキにモニターを接続

しておけば確認しながら容易に

作業ができる。

「完成」



「ビデオ絵本」作成例 (抜粋)

[ナレーション]

お母さんに手をつないでもらって保育園の門

を入りました。

沢山のお友達の声が聞こえます。

入園式では園長先生のお話を聞いたり、担

任の先生のお話を聞いたりしました。入園式

にはお友達のお父さんやお母さんが沢山来

ていました。

月のある日、保育園に真っ赤な消防車がや8

ってきました。みんながやけどをしたり、火事

になったりしないよう上手に花火ができるよう

にと毎年消防のおじさんが来てくれているの

です。クマ吉君は｢水｣も怖かったけど｢火｣も

とっても怖いのです。

花火を持つのも初めてで、手が震えていまし

たが消防のおじさんに優しく教えてもらって、

やっと一人で花火に火を付けることができまし

た。

今日は秋晴れのいい天気です。お庭に消防

車がやってきました。

そうです、今日はみんなが大好きな消防自動

車を描く日です。

ピカピカで真っ赤な消防車を囲んで一生懸命

描いていました。

クマ吉君はどんな絵を描いたのでしょうか。

今日は遠足です。

お母さんに作ってもらったお弁当を持って大文

字山に登りました。京都の町が手に取るように

見えます。みんなで美味しいお弁当をいただ

いた後、火床の周りで鬼ごっこをして遊びまし

た。帰りには、みんなで手をつなぎ、大きな

声でお歌を歌いながら歩いて帰りました。





ウ．一般による消防防災機器の開発・改良(1編)

「環境に配慮した消防用ホースの開発」

芦森工業株式会社

高橋 吉夫、本間 毅、楠 昌弘

1. はじめに

環境問題が避けて通れない現代社会において、

消防もその活動において環境に対する配慮が不可

欠な時代になりつつある。

回収された PET ボトルから再生された PET ボト

ル再生繊維は、ユニフォームなどの衣料品関係で

は既に普及がかなり進んでいる。

PET ボトルは、消防用ホースに使用されている

ポリエステル繊維の原料とほぼ同じであるため、

消防用ホースは有望な PET ボトルの再利用用途

である。

しかしながら、PET ボトル再生繊維は、物理的

性質が通常のポリエステル繊維よりも劣るため、

消防用ホースに使用する場合は、繊維量を多く使

用しなければならず、消防用ホースが重くなり、

取り扱い性が悪くなるという問題点があり、消防

用ホースについては適応例がなかった。

本開発品は、強度的に劣る PET ボトル再生繊

維を使用しながら、消防用ホースとしての性能を

損なうことなく、重量も従来品とほぼ同等にした。

そして、本開発品は従来の消防用ホースと同等

の取り扱い性を維持しながら、消防用ホースの耐

久性についての重要な要素である、耐摩耗性能を

大幅に向上させたことにより、安全性の向上と耐

久性の向上を実現させた。

そして、ホースの重量、すなわち資源の使用量

をほとんど増加させることなく、耐久性の向上を実

現したことにより、限りある資源を有効に活用し、

ライフサイクル環境負荷(消防用ホースの生産から

廃棄までにかかる環境負荷)の低減も実現した。

2. 開発品の構成

消防用ホースは、図－ 1 のようにホースの円周

方向に配置されたヨコ糸と、長さ方向に配置され

たタテ糸を、筒状に織製したジャケットの内面に、

内張りを施した構造となっている。

そして、このジャケットがホースの補強体である

と同時に、耐摩耗性を担っている。

また、消防用ホースは、流体力学上の薄肉管

として考えることができ、消防用ホースに肉圧が

加わったときは、ホースの周方向円には長さ方向

に対して単位幅当たり 2 倍の張力が作用すること

になる。

すなわち、ジャケットの周方向に配置されたヨコ

糸に主として大きな張力が作用し、長さ方向に伸

びるタテ糸には、それ程大きな張力は作用しない。

そのため、ヨコ糸は消防用ホースの耐圧力に最

も大きな影響力を持つものであり、日光による劣

化や、物理的摩耗などの外的要因によって、ヨコ

糸の強度が低下することがあると、消防用ホース

の耐圧性能に直ちに影響する。

そのため、図－ 1 のように強度負担の小さいタ

テ糸によって、ヨコ糸がジャケット外面に露出しな

いように保護した構造となっている。

従って、主として耐摩耗性等の外的要因を最初

に受けるのはタテ糸であり、このタテ糸が使用に

より摩耗して、ヨコ糸が露出して損傷を受けると、

消防用ホースの耐圧性能が急激に低下することに

なる。

PET ボトル再生繊維は、強度こそ通常のポリエ



ステル繊維より劣るものの、耐光性や耐摩耗性は

通常のポリエステル繊維と比べて遜色あるもので

はない。

本開発品はこの点に着目し、強度負担の大きい

ヨコ糸には従来通りの高強度ポリエステル繊維を

用い、強度負担の小さなタテ糸には PET ボトル再

生繊維を使用することで、消防用ホースへの PET

ボトル再生繊維の使用を可能といしたものである。

また、図－ 1 のように、タテ糸はホースの長さ

方向に対して直線的に配置されておらず、ヨコ糸

に対してジグザグに屈曲した状態になっている。

この屈曲によりタテ糸は本来持っている強度を

100%発揮することができず、タテ糸本来の引っ張

り強度よりも、強度が低下する現象、いわゆる糸

の利用効率が低下する現象が発生する。

そこで、本開発品では消防用ホースとしての性

能に配慮しながら、ヨコ糸の太さや密度を最適化

することにより利用効率を高め、糸本来の性能を

最大限に引き出せるようにした。

また、消防用ホースの内面は図－ 1 からもわか

るように、ヨコ糸による凹凸が形成されているが、

本開発品ではヨコ糸の太さや密度を最適化するこ

とにより、消防用ホース内面の実質表面積を少な

くし、消防用ホース内面に施す内張の使用量を低

減した。

この結果、本開発品は、消防用ホースとしての

機能を損なうことなく、ヨコ糸と内張の使用量を低

減し、その分タテ糸の PET ボトル再生繊維の使用

量を増加させ、またタテ糸の利用率を高めること

で、強度的に劣る PET ボトル再生繊維を使用した

場合でも、消防用ホースとしての強度低下を抑え、

タテ糸の使用量を増加させることにより、耐摩耗

性の向上を果たしたのである。

3. 開発品の仕様及び性能について

本開発品の主な仕様及び性能を表－ 1 に記す。

本開発品は軽量かつ耐摩耗性に優れた消防用

ホースとなっている。

また、本開発品は国家検定に合格しており、消

防用ホースとして必要な性能が具備されているこ

とが立証されている。

尚、PET ボトル再生繊維を使用した消防用ホー

スが、国家検定に合格したのは本開発品が初め

てである。

また、本開発品は消防用ホースとして初めて「エ

コマーク商品」に認定された。(写真－ 1)

「エコマーク」は、学識者、有識者で構成され

た審査委員会による第三者認証により、マークの

信頼性と透明性が担保されたタイプ I 環境ラベル

で、ISO14024 として規格化されているグローバル

スタンダードである。

また、単に商品そのものが環境に優しいかどう

かだけではなく、生産から廃棄まで商品の一生を

通した多様な環境負荷を配慮した製品にのみ認定

されるようになっている。

開発品は、エコマーク類型番号 105「再生 PET

樹脂を使用した工業用繊維製品」のエコマーク認

定基準を満たしている。

エコマーク認定基準と開発品のデータを表－ 2

に記す。

4. おわりに

消防は一般市民の生命・財産を災害等から守

るのが役目であり、直接的には消火・救急・救助

等が上げられる。

しかし、環境に配慮するということは間接的にで

はあるが、一般市民の生命・財産を守ることにも

つながる。

環境保全についての自覚と行動が求められてい

るいま、本開発品が消防の活動を通じて循環型社

会の構築に貢献できれば幸いである。

尚、本開発品は、平成 14 年 9 月より販売を開

始している。

また、順次対応品種を拡大していく予定。

最後に、今後ともより積極的に環境に配慮した

消防用機器の開発に取り組んでいく所存であり、

引き続き関係各位殿のご指導、ご助言をお願いし

ます。



写真1 開発品写真図-1 消防用ホース断面図

表－ 本開発品の主な仕様及び性能1

21項 目 開発品－ 開発品－

型式承認番号 コ第 ～ 号 コ第 ～ 号14 10 14 11

1.6 MPa 1.3 MPa使用圧

mm56mm56呼称(呼び径 )

310g/m 290g/m質量

(国家検定規格値 ) ( 以下 ) ( 以下 )620g/m 550g/m

%5.2%0.3使用圧における伸び

(国家検定規格値） ( 以下 ) ( 以下 )%01%01

回回数回耗摩 531051

(国家検定規格値 ) ( 回以上 ) ( 回以上 )0305

耐圧試験 ま っ す ぐ に し た 異状なし 異状なし

( 国 家 検 定 規 場合 ( 分間加圧 ) ( 分間加圧 )3.2 Mpa 5 2.5 Mpa 5

格値 ) 折り曲げた場合 異状なし 異状なし

( 分間加圧 ) ( 分間加圧 )2.2 Mpa5 1.8 Mpa5

表－ エコマーク認定基準と開発品のデータ2

エコマーク 品発開準基定認 データ

21環境に関する 品発開準基 － 開発品－

( ) 再生 樹脂から得られるポリエステルを、製品全 付加された材料(内張り材) 付加された材料(内張り材)1 PET

体の重量比で 以上使用していること。 を含むホース全体の重量に を含むホース全体の重量に50%

( ) 他の材料が付加された製品については、繊維材料 対して、繊維材料を 以 対して、繊維材料を 以%57%572

TEPTEP%57が 付加された材料を含む製品全体の重量比で 上使用し、かつ、再生 上使用し、かつ、再生、

以上使用されていること。かつ、繊維材料は、再生 樹脂から得られるポリエス 樹脂から得られるポリエス

。。 %55%35TEP 樹脂から得られるポリエステルを、付加された テルを約 使用している テルを約 使用している

材料を含む製品全体の重量比で ％以上使用され50

ていること。

付加された材料は、廃棄困難なものでないこと。 付加された材料はポリウレ 付加された材料はポリウレ

タンであり、廃棄困難なも タンであり、廃棄困難なも

のではない。 のではない

( ) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 法規及び通達等に適合している。3 」「

などの法規及び通達等に適合していること。

ただし、上記の法規及び通達等において製品中の遊 遊離ホルムアルデヒド量は検出限界以下。

離ホルムアルデヒド量が「残留しない」と定められ



ていない製品にあっては、製品中の遊離ホルムアル

デヒド量の残留は 75 ppm以下であること。

ディルドリンについては、使用のないこと。 ディルドリンは使用していない。

(4) 羊毛にあっては、ベンジジン染料及び下記の物質が 指定された物質が発生する染料は使用していない。

発生する染料の使用のないこと。羊毛以外の繊維に

あっては、ベンジジン染料、クロム系染料および下

記の物質が発生する染料の使用のないこと。

4 －アミノジフェニルベンジジン

4 －クロロ－ 0 －トルイジン

2 －ナフチルアミン

0 －アミノアゾトルエン

2 －アミノ－ 4 －ニトロトルエン

P －クロロアニリン

2,4 －ジアミノアニソール

4, 4'－ジアミノジフェニルメタン

3,3'－ジクロロベンジジン

3,3'－ジメトキシベンジジン

3,3'－ジメチルベンジジン

3,3'－ジメチルー 4,4'－ジアミノジフェニルメタン

P －クレシジン

4,4'－メチレン－ビス－(2 －クロロアニリン)

4,4'－オキシジアニリン

4,4'－チオジアニリン

0 －トルイジン

2,4 －トルイレンジアミン

2,4,5 －トリメチルアニリン

(5) 蛍光増白剤は、過剰な使用のないこと。 蛍光増白剤は使用していない。

(6) 製品の製造時に有害物質、重金属等の規制物質の 適正に管理されている。

排出が適正に管理されていること。

(7) 再生原料を使用しない同一機能の製品と比較して、 エネルギー、用水の増加はない。

製造時に使用するエネルギー、用水が著しく増加す

るものでないこと。

(8) 製品の梱包材は、リサイクルしやすいよう工夫されて 段ボールを使用。

いること。

品質に関する基準 開発品－ 1 開発品－ 2

(1) 品質及び安全性に関しては、該当する JIS 等に適合 消防法に基づく、「消防用ホースの技術上の規格を定める

していること。 省令」に適合。(国家検定に合格)

(2) JIS 等に品質基準を有しない製品は、製品の品質に

ついて、財団法人日本繊維製品品質技術センターの

認定工場で製造されるかまたは、同センターの品質

基準に適合していること。

財団法人日本繊維製品品質技術センターの品質基

準以外に該当する品質基準を有するものは当該基準

に適合していること。



エ．一般による消防防災科学論文の部(1編)

「クラス A泡消火剤を使用した消防戦術の改革」

室田 城治

はじめに

日本は世界的にみて、火災の発生率及び焼失

面積は最低のレベルまで低くなっている。これは

行政指導と防・耐火性の建築工法・建築材料の

導入・開発などが新しい建物に普及している効果

と思える。

このように建築工法・材料が変化し延焼拡大の

速度が遅くなることによって、消火方法も従来の

隣接する建築物への延焼防止策から、同一建物

内の隣室への延焼防止策へと変化しつつある。

日本の消防技術は優れていることはいうまでも

ないが、消防車をはじめ、周辺機器類など高度

な最新の技術が多く導入されている。しかし、消

火に使用する水だけはかわっていない。火災によ

る損害を軽減することは、消防にとって極めて重

要な課題であり、その最も有効な方法は "火災を

一秒でも早く消す"ことである。

これを実行するため、各消防関係者は、日夜努

力されていると思う。しかしながら現在の消防は

火災による直接的な人命・財産の損失のほか、

消火水による損害、いわゆる水損や有害な煙、ダ

イオキシンの発生など環境への問題など総合的な

損害軽減を考慮した活動が要求されている。また、

救急業務などが多忙となり実火災に対応する消防

隊員も人員は制限され、しかも平均年齢は上昇し、

各種の装備を着けて機敏に消防活動を行う消防隊

員の肉体的疲労の軽減も重要な解決課題の一つ

である。

防火・防災技術の最先端のアメリカでは、国土

の広さ・広い乾燥地帯・草原・森林・水利の配

置など、日本とは各種の条件が異なっているが、

毎年、火災による損失は大きく、特に森林火災で

はしばしば莫大な損害を出している。

これに対処するため、より有効な消火剤・消火

方法・機材・消火ヘリコプター、そして消火用航

空機などが開発され、現在では、クラス A 泡消火

剤(合成界面活性剤系)が極めて有効な消火方法と

して普及している。

なかでも、現在のようなクラス A 泡消火剤は、

1980 年ごろから開発・実用化が進み、現在はアメ

リカでの普及率は 25%を超え毎年その普及率は増

加している。また、クラス A泡消火剤の実用化は、

アメリカだけでなく、カナダ・中南米・ヨーロッパ

等へと広がっている。

クラス A 泡消火剤は、水に泡消火原液(合成界

面活性剤)を混合したもので、水だけの消火に比

較して格段に優れた消火効果を発揮する消火剤で

ある。これによる消火能力の向上は、消防隊員の

能力アップ、一般市民の人命・財産を守るための

サービスに大きく寄与するものである。

本稿では､従来の火災及び消火に対する考え方

とクラス A泡消火剤について説明する。

1 火災の区分

火災は可燃物(燃料)によって区分され、建物等

の一般火災はクラス A、ガソリン等の油火災はク

ラス B に区分される(表 1)。

2 従来の火災及び消火に対する考え方

何百年もの間、火災は図 1のように可燃物、熱、

そして酸素三要素で構成されていると考えられ、

いずれかの関係(条件)を断ち切れば、消火できる



とされてきた。したがって、水は熱を下げ、不活

性のガスは酸素の供給を断つなどの目的で一般

的に使用されてきた。そして、大量の放水によっ

て熱を奪う方法が採用されてきたが、オーストラリ

アなどでは高圧のポンプを使用して、水をフォグ

(霧)状にした方法が考案された。

また特殊な火災の代表として油火災などは水や

不活性ガスでは消火は難しかったが、 年にイ1887

ギリス人によって、化学泡が発明された。現在で

も油火災(クラス 火災)では、この方法が一般的B

なものとなっている。

しかしながら、従来の消火方法は表 、 に示2 3

すように数多くの問題点がある。

図-1 火災の三要素

表 火災の区分1

火災区分 可燃物(燃料)

クラス 木材、紙、プラスチック、ゴムA

クラス 可燃性液体B
(※ ) (※ )クラス 電気 、ガスC 1 2

(※ )クラス 可燃性金属D 3

※ ) 欧州、 では規定なし1 ISO

※ ) 日本、アメリカ( )では規定なし2 NFPA

※ ) 日本では規定なし3

表 水による消火の問題点2

・大量の水が必要である。

・大型の資、機材が必要である。

・多数の人員を要し、労務負担も大きい。

・再燃防止のため、時間と人員を要する。

・大量の水を使用するため、水損が大きい。

・森林火災では、水は木の葉や枯葉、枯草

にとどまることなく、ほとんどがすべり落ちて

しまう。

・プラスチック、ゴムなどの火災には、ほと

んど効果がない。

・フォグ(霧)を使用する場合、水の到達距離

が短く、又、開放空間ではその効果は出な

い。

表 クラス 火災用消火剤による消火の問題点3 B

・水に対する混合率が高い。( 又は )3 6%

・消火用資器材など金属腐食性がある。

・一般火災、森林火災などには適さない。

・生物による分解性が無い。(環境問題)

クラスA泡消火剤はなぜ消火能力が大きいの3

か

前述 で説明したように、火災は従前から可燃2

物、熱、そして酸素の三要素から構成されている

と説明されてきた。しかし、クラス 泡消火剤のA

研究及び実用化によって従来の水だけの消火で

は考えられない驚くべき効果があることがわかっ

た。火災は、図 に示すように、可燃物の化学反2

応も大きく関係していることが明らかになったので

ある。すなわち、火災には四つの要素があり、そ

。 、のいずれかを取り除くと消火が可能となる しかし

従来の水だけによる消火では、放出された水の

程度しか消火に関与されず大量の放水が必要10%

となる。クラス 泡消火剤は、火災の温度降下、A

酸素の遮断、化学反応を抑え、そして燃料の孤立

など四つの要素に関わることによって、消火能力

を大きく発揮する。

図-2 火災の四要素



クラスA泡消火剤はなぜ早く消火できるのか4

このクラス 泡消火剤は、水の表面張力を著しA

く低下させるものであり、水の表面積が大きくなり

熱の吸収効果が大きくなる。可燃物に付着し、酸

素の供給を断ち、可燃物に速く、深く、浸透する

ことにより、冷却効果を大きくし、可燃物中の水分

を増加させ、化学反応を妨害するなど消火作用に

極めて大きな効果がある。(図 、 )。3 4

図-3 水とクラスA泡消火剤の表面張力の違い

図-4 水とクラスA泡消火剤の浸透性の違い

従来、水の付着性を向上、改良するための方

法の一つとして展着剤(界面活性剤)が使用されて

きたが、クラス 泡消火剤とは性能で大きく違っA

ている。

クラスA泡消火剤の適用範囲と混合比率5

従来、火災の発生頻度は、建物火災と森林火

、 、 、災でほとんどを占めていたが 最近では タイヤ

ゴム、ケーブル、プラスチック火災、そして多種

の材料が混入した廃棄物火災、自動車火災など

新しい火災が順次増加し、火災は複雑化、多様

化している。泡消火剤は、化学工場などで発生す

る特殊な火災(クラス 火災)用として開発、実用B

化されているが、火災の頻度からみると、前者の

クラス 火災が全体の 以上であり、消火にはA 99%

水だけを使用していた。

表 に示すようにクラス 泡消火剤は水を基本4 A

とし、その水にわずか ～ の消火剤を混入0.1 1.0%

するだけでクラス 泡消火剤が簡単にでき、適用A

範囲が広くなり、しかも速く、確実に消火できる。

表 消火剤の比較4

境環林森油災火般一 への 金属腐食火災の種類 タイヤ、ゴム、

安全性消火剤の種類 プラスチック

水 ○ × × ○ ◎ ◎

クラス ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎A

泡消火剤 ～～～ 無0.3 0.5% 0.5 1% 1% 0.2 0.3%

クラス × △ ◎ × × ×B

又剤火消泡 有は又は3 6% 3 6%

クラスA泡消火剤の泡の種類と適用区分6

クラス 泡消火剤は、水との混合比率、また使A

用するノズルとの組合せで、多様な泡を形成する

ことができ、この多様な泡によって火災の状況に

5 5応じた、より効果的な消火ができる。表 、図

に泡の性状を、図 に泡の使用例を示す。6

図-5 クラスA泡消火剤の泡の性状



表 泡の種類と泡の性状5

泡率倍泡発 の落下速度

低( ) (水) 速い1:1

泡消火剤

・ミルク状

・くすんだ泡の構成

・水状の泡

湿った泡

・大小の泡で構成

・くすんだ泡で構成

・落下速度は速い

流動状の泡

・水気の多いシェービング

クリーム状

・中、小の泡

・落下速度は遅い

乾いた泡

・シェービングクリーム状

・中、小の泡で構成

・空気含有率大

・垂直部へのまつわりつき大

・落下速度は極めて遅い

い速い高

図-6 クラスA泡消化剤の使用例

クラスA泡消火剤での消火に要する時間と放水7

量

前述 で説明したように、従来の水だけによる3

消火では、放水された水の 程度しか消火に関10%

与されてないといわれ、したがって放水量は大量

に、消火に要する時間も長くなる。クラス 泡消A

火剤は歴史のあるアメリカなどでは数多くの実験

が行われ、また、多くの実績から従来の水だけの

消火に比較して、二～三倍の消火効果があるとい

われている。特に従来、水だけでは消火が極め

て困難だった、ゴム、プラスチックなどの火災に

はクラス 泡消火剤は、すばらしい消火効果を発A

。揮することがいくつかの実火災で実証されている

図 に消火に要する時間と放水量を示す。7

図-7 消火に要する時間と放水量

クラスA泡消火剤の混合方法と各種ノズル8

前述したようにクラス 泡消火剤は、消火対象A

物によって、水に ～ の消火剤を混入する0.1 1.0%

必要がある。アメリカなど、クラス 泡消火剤でA

歴史のある国では、クラス 泡消火剤に適した各A

種の混入(合)方法と機器が開発されている。水タ

ンクに直接投入する方法からホース内の水量を検

出して混入(合)する方法などがあり、図 にその8

概要を示す。

泡発生用ノズルは図 に示すように目的に応じ9

た低発泡、中発泡そして高発泡のノズルがある。

従来使用されていた水用のノズルでも使用は可

能であるが、クラス 泡消火剤をより効果的に使A

用するため、低、中そして高発泡用のノズルが開

発され、実用化されている。

クラス 泡消火剤のノズルは、ノズルのほぼ先A

端部に空気の吸い込み口を設け、放水時に自動

的に空気を巻き込み、ノズル内でクラス 泡消火A

剤と空気を乱入混合し、放出されて、低～中発泡

( ～ 倍)の泡となる。ノズルの空気取り入れ口5 50

直後に金網を設け、空気の混合割合をより高くし



た中～高発泡( ～ 倍)ノズル、クラス 泡消50 250 A

火剤の送水圧によって扇風機状の羽根を廻し、空

気を多量に混合させて高発泡( ～ 倍)の泡200 800

を造る方法などがある。

図-8 クラスA泡消火剤の混合器とその 図理原 -9 クラスA泡消火剤用の各種ノズル

アメリカにおけるクラスA泡消火剤の普及の経9

緯

アメリカ、カナダなどでは毎年のように大規模な

森林火災が発生し、これに対処するため古くから

植物、動物のタンパク、展着剤の応用など水の消

火効率を向上させる様々な方法が検討されてき

A0691た 年代には 合成系も含め 現在のクラス。 、 、

泡消火剤の原形が作られ、 年代には消火剤1980

メーカーの 、デモンストレーション、関連機器PR

の開発などが盛んに始められ、水とクラス 泡消A

。火剤の比較が以下の主要項目について行われた

○従来の大口径ホースを使用したときの比較

○タンク車で十分な消火効力が発揮できるか

○消火用ホース径とその材質はどうか・新しいタ

イプのノズルについて

○クラス 泡消火剤との違いB

○消火に際し、温度変化(温度降下)は、どう違っ

てくるか

○この技術は自分たち(消防隊)にとってどのような

メリットがあるのか

○自分たち(消防隊)にとって、どう使いやすいか

など

そして十分な検討の結果、実用化へと移行され

ている。

Los Angeles County Fire Department

California EMERGENCY OPERATIONS( ) で は

でクラス 泡消火剤を使った消火作業06/15/96 A

に関する標準書が作られ、以後実効を上げている

(表 )。6

表 消火方法別フォス・チェック6

と水の混合比WD881

0.3 0.5%直接消火 ～

0.2 0.4%追従消火 ～

1.0%延焼防止

0.7 1.0%残火措置 ～

再燃防止

日本におけるクラスA泡消火剤の普及の経緯10

日本でも従来からの水の消火効率を上げるた

め、特に森林火災では各種の材料、技術が検討

されてきたが、コスト及び技術面などで不充分な

項目が多く、特に一般火災では、ほとんど実行さ

、。れていなかった クラス 泡消火剤を日本で普及A

実用化するための研究及び開発を 年から始1991

めた。各種の消火剤の物性調査をはじめ、水とク

ラス 泡消火剤との比較、クラス 泡消火剤に最AA

適な混合機ノズルなどの器材の選定、そして最も

重要な動物・植物に対する安全性などについて検



討を行った。開発の当初は過去の火災事例や各

種の火災実験で、水だけでは消火が極めて難し

い電線、ケーブルの火災を対象として研究・開発

を進めていた。そしてアメリカで開発され最も実績

のあるクラス A 消火剤(フォス・チェック WD881)

が総合評価で最適であることが分かり、技術提携

をした。その後、当初の目的であった電線・ケー

ブルだけの特殊火災だけでなく、一般火災に大き

な消火効果を発揮するフォス・チェック WD881 を

クラス A 泡消火剤として日本で本格的に普及、実

用化するため、消防・防災関係者とより積極的な

開発を行っている。

11 実規模火災による消火実験

日本でもクラス A 泡消火剤の実用化を検討する

ため、実規模火災による消火実験が 1999 年から

開始された。その実験の概要を紹介する。

① 消火剤併用による消火能力比較実験(北九州市

消防局)

実験の結果、リン酸塩類系、タンパク系、合成

界面活性剤系すべての消火剤で燃焼抑制、放水

量軽減の効果が確認できた。消火能力、コスト、

使いやすさなどユーザの立場で評価した場合、タ

ンパク界面活性剤系消火剤、合成界面活性剤系

消火剤の二種類の実用性が高いと判断された。

特に水損抑止面からみると、合成界面活性剤系消

火剤が優れている。

今回の実験結果からみても、消火剤併用による

消火戦術の構築は、火災によるトータル的な損害

の軽減に有効である。

② 水系消火剤による建物消火実験(東京消防庁)

東京消防庁管内で発生した建物火災で使用した

消火水量は単位面積 1 ㎡当り、木造建物、防火

造建物で、0.6m3、耐火建造物では 0.4m3 と報告

されている。また、平成 7 ～ 11 年の焼損面積 50

㎡未満の建物火災では、使用した放水量は単位

面積 1㎡当り約 0.5m3 となっている。

実規模火災による消火実験は、都営村山団地、

準耐火造二階建、1 棟が六～八戸から構成された

長屋で行われた。火災荷重は各戸二階部分面積

17.82 ㎡に 26kg/㎡配置され、着火 7 分後にフォ

グガン(筒先圧力 1MPa以上、ノズル開度 40度)に

より屋外から注水した。

消火剤は水だけの使用、界面活性剤系 A、B、

そしてリン酸塩類系の比較が行われた。この実験

では合成界面活性剤系消火剤(クラス A 泡消火剤)

を使用した場合、放水量は水だけの場合の約半

分に抑えることができた。

合成界面活性剤系消火剤(クラス A 泡消火剤)の

使用濃度は、0.1 ～ 0.5%の範囲で十分な効果が

得られた。また、放水時間の短縮、黒煙の噴出

量の減少、消炎時間の短縮、消防活動の容易化、

そして水損防止に著しい効果があると報告されて

いる。

12 日本国内における実火災での使用例

○岐阜県美濃市郊外大規模な産業廃棄物火災で

の消火活動(1997年)

○奈良県奈良市東大寺境内千手堂文化財火災で

の消火活動(1998年)

○京都市山科区山林火災での消火活動(1998 年)

○栃木県佐野市郊外における大規模なタイヤ火災

での消火活動(1999年)

○平塚市内のスーパーマーケット資材置場火災で

の消火活動(2000年)

○福岡県福岡市福岡城大手門の文化財火災にお

ける消火活動(2000年)

<栃木県佐野市郊外での大規模なタイヤ火災の概

要>

平成 11 年 1 月 2 日夕刻、栃木県佐野市の 20

万本にものぼる古タイヤ置場から発生した火災は、

消防関係者の懸命な消火作業にもかかわらず、延

焼し続けた。そして、火災発生から 3 日目(1 月 5

日)になっても消火の目処が立っていなかったこと

から、佐野地区消防組合消防本部(以下、「佐野

消防」という)と打ち合わせ、平成 9 年岐阜県美

濃市で発生した古タイヤ火災などで実績のあるク



ラス A泡消火剤(フォス・チェック WD881。以下、

「フォス・チェック」という)を使用して、消火協力

を行った。

まず、フォス・チェックに適した消火用機器(混

合装置と泡発生ノズル)を使用して操作方法を説明

し、消防隊に引き継ぎながら水だけによる放水を

中止。フォス・チェックの混合比はすべて 1.0%。

筒先ホースはすべてφ 40mm。泡の倍率は平均

して約 300倍。

フォス・チェックの泡は、部分的に帯状となって

低い部分にゆっくりと流れ込み、最も損傷が大き

い部分(最も陥没が大きい部分)に留まり、その泡

の層は 500mm ～ 600mm にも達した。全体の発

煙量は当初(1 月 5 日 16 時)の約 15%程度に減少

し、火災現場が一望できるようになった。(1 月 5

日 24時)。

以後、全体の状況が十分つかめるようになり、

消火活動基点を発煙量の多い部分に適宜移動し

ながら、より完全な消火作業を行った。

発煙量が当初の 1 ～ 2%までに減少したのを確

認し、泡消火活動を停止した。

1 月 5 日 16 時から 14 時間にわたる消火で気づ

いた点を次に述べる。

泡消火剤は発煙部分を確実に鎮圧することがで

きた。消火活動が夜間になっても、フォス・チェ

ックの泡は白く、泡をかけた部分とそうでない部

分の見分けが容易であった。放出された泡は 4 ～

5 時間、泡の状態を保った。筒先ホースをすべて

φ 40mm にしたことで消防隊員の消火活動が軽減

され転戦も極めて容易であった。タイヤの損傷部

分では残されたタイヤのワイヤーが足元にからみ

つき、歩行移動には苦労した。発煙は激しく、目、

のどを強く刺激し、痛みが緩和されるのに 4 日を

要した。

13 クラスA泡消火剤の特徴

○水の有効性の増加・水の有効使用時間の増加

・短時間の防火効果

○すべてのクラス A 火災と、ゴム、プラスチック

火災に対する有効性

○鎮火・鎮圧時間の短縮・地上と空中から、また

夜間でも確認ができる

○使いやすい・少量の水・水資源の節約・税金

を節約できる

○環境への影響が少ない・建物への水損を減ら

せる･水の供給が長くなる・タンカーの支援の必

要が少なくてすむ

○安全性 軽いホースで消火作業の軽減・放泡

先の視認

放泡区域では再燃の危険が少ない・より少ない

水量で汚物流出の減少・生物により分解され環境

にやさしい・煙の発生と煙による損害を抑える

○消火活動時間が少ない・残火処理に効果的

等が挙げられる。

おわりに

以上、クラス A 泡消火剤について述べたが、ク

ラス A 泡消火剤は水が本来持っている消火能力を

大きく向上させるものであり、99%以上が水である。

今後、消火作業に関わるすべての消防隊員が、

クラス A 泡消火剤の特性をよく理解し、また、火

災状況によって最適な消火活動ができるように十

分な教育と訓練が必要である。そして、一般市民

にもこの新しいクラス A 泡消火剤が市民の人命・

財産を守り、しかも環境にも十分配慮されたもの

で消火作業の効率化によって、トータルとしての

サービスを提供するものであることを、広く理解し

てもらう努力が必要である。

2001 年にクラス A 泡消火剤の検定制度が施行

され、フォス・チェック WD881 はその第一号とし

て検定に合格している。

クラス A 泡消火剤の普及、実用化によって消防

戦術の改革となり、社会全体に一日も早く貢献で

きることを望む。そして画期的なクラス A 泡消火

剤、小型軽量で効率の良いコンプレッサー、エン

ジンなどをユニット化した近未来型の消火システム

(CAFS)(圧縮空気混合泡消火システム)の日本での

実用化も間近かと思える。

参考文献：室田城治, 月刊消防, 8 ～ 12 月号,

2001年



写真 奈良市東大寺境内千手堂文化財火災での消火活動 写真 北九州消防局によるクラス 泡消火A21

剤を使用した実規模火災による消火実験

写真 延焼拡大中のタイヤ（佐野消防より提供）3

写真 水だけによる消火活動4

（ ）写真 フォス･チェック使用開始から約 時間 月 日朝61415
タイヤ表面は鎮圧された



(2) 奨励賞(2編)

「無人ヘリを使用した救助器具」

平塚市消防本部

中野 直規

現在、水難事故発生時(河川の中洲に人が取り

残された場合等)には、救出ボートの設定や、海

上保安庁、県警ヘリの要請などに時間を要するた

め、その間に要救助者が、危険な状況に陥る可

能性があります。

今回、この水難事故発生初期の時点で、要救

助者の安全を確保するための器具を考案開発しま

した。

これは、ラジオコントロールのヘリにライフジャ

ケットや救命浮環を搭載し、要救助者の頭上まで

飛行させ、無線操作により、投下するものです(重

量約 ～ 積載可能)。2 kg 3 kg

また、リードロープを搭載し、目標の位置まで

ロープを展張することも可能である。

実験は、以前水難事故があった玄倉川で行い

ましたが、救命浮環やライフジャケットを十分搬送

できる状態でした。

風雨など天候による影響も考慮し、風速」 ～6

での飛行や小雨での飛行を海上で行った結7m/s

果、大きな問題はなく風速 以内で大雨で10m/s

なければ飛行可能である。

多少操縦技術が必要となりますが、事故現場到

着後の迅速な対応が可能で、救命効果は十分あ

ると考えられます。



写真 ヘリスキット部に投下装置を取り付けた状態 写真 投下装置にライフジャケットをセットした状態21

写真 投下装置にリードローブをセットした状態 写真 投下装置に浮環をセットした状態43

写真 投下装置5



写真 玄倉川にてライフジャケットを 写真 港にて水難救助訓練76
装着しテストフライト

写真 水難訓練にて投下装置に浮環をセットした状態 写真 風速７～８ ｍ ｓでのテストフライト/98

写真10 水難救助訓練にて３０m沖合いの要救助者に浮環を投下した状態



奨励賞

「火災および避難誘導灯を考慮した地下街における群集の

避難行動シミュレーションに関する研究」

九州大学

松田 泰治、大塚 久哲、樗木 武、大野 勝

山口県庁

磯部 淳志

1. はじめに

都市の過密化が進む現代においては、地下空

間の有効利用が必要と考えられ、我が国でも地下

街が年に 0.4 箇所と少しずつではあるが建設され

ている。この地下空間は、天候に左右されず自動

車等と隔離された安全な空間である。一方、地下

空間で一度火災等の災害が発生した場合、その

閉鎖性から、地上空間にない特有の災害の拡がり、

人間の混乱によるパニック等が発生する。このた

め、地下空間独自の防災対策が必要となる。また、

1995年の兵庫県南部地震による地下鉄駅の崩壊、

東京都で起こった地下鉄サリン事件、1999 年 6 月

の福岡豪雨による地下施設の浸水等の被害から、

地下空間の防災対策は、より重要なものとなって

いる。この地下空間独自の問題を解決するために

は、構造物の強度を増して安全性を確保するハー

ド面の対策のみでは不十分であり、防災対策等の

ソフト面からの対策も必要となる。

本研究では、本システムによるシミュレーション

を地下空間の防災対策の一助とすることを目的と

して地下街を対象に、災害等による緊急時の避難

行動シミュレーションシステムの構築を行った。

ここで、人間の避難行動は、人間の歩行速度や

視界・判断能力・火災や浸水等の災害が及ぼす

影響など様々な要因から成り立っており、従来型

の諸要因を微分方程式等で考慮する手法では、

対応しきれないと考えられる。そこで、本システム

の構築において、人間の行動に、セルオートマト

ン法を採用している。このセルオートマトン法は、

人口生命体の一つで簡易な法則のみを使用し複

雑系を解明するのに有効である。

これまでの研究では、人間の避難時における近

い出口へ最短距離を通って移動しようとする動き

を再現するため、「出口までの距離」、「障害物周

り」、「堂々巡り」、「環境を表す」の要因を考慮し

てきた。本研究では、既往の要因に加えて避難時

における外的要因を取り入れた避難行動の再現の

ため、「火災」、「避難誘導灯」を考慮したシステ

ムの改良を行った。

2. セルオートマトン法

空間を一様に格子分割し、各格子点に有限の

状態を持つセルを配置する。あるセルの状態は自

身を含む周囲 9 セル(ムーア近傍)の状態によって

定まる。このように局所的な相互作用に基づいて、

自然と組織が形成されることを局所近傍則といい、

この局所近傍則に基づいた計算手法をセルオート

マトン法という。セルオートマトン法による解説手

順のフローを図－ 1 に示す。

セルオートマトン法は生物の自己複製機能を模

擬するために、1940 年代末に数学者のウラムとフ

ォン・ノイマンによって提案されたものである。そ

の構造は単純であるが、様々な複雑現象を微分

方程式等を用いずに簡易に表現可能であることか



ら、自然現象等の離散的要素が並列的に作用す

る系のモデルとして幅広く適用されてきた。避難

行動という群衆の流れにおいても微分方程式等で

は表現できない部分が生じ、また個々の人間が

相互に影響を及ぼし合うので、局所的な相互作用

に基づいた計算手法であるセルオートマトン法を

適用することは有効と考えられる。

空間を一様に格子分割(セル)

↓

各セル上で状態量を定義

↓

セル同士の相互作用を定義する

局所近傍則を定める。

↓

局所近傍則に従い、時間(ステップ)の経過に

伴った状態量の推移を求める。

図－ セルオートマトン法による1

解説手順のフロー

避難行動シミュレーション手法3.

( ) 空間モデル化1

今回検討対象とした天神地下街は、南北方向

に約 、東西方向に 、地下 階、述べ床360m 50m 3

。面積 からなる大規模な地下空間である35,250m3

この天神地下街は街内に約 店舗あり、西鉄福100

岡駅、西鉄バスセンター、地下鉄天神駅及び隣

接ビルと連結していることから、多数の通勤者や

買い物客に利用されている。このような利用者が

多く大規模な地下街で一度火災が発生すると大惨

事になりかねない。このようなことから、防災シス

テムの点検と防災対策の検討が必要である。本研

、、究では 天神地下街のほぼ全域である南北 363m

東西 を対象空間とし、モデル化を行った。対50m

象空間である天神地下街 階平面図とそのモデル1

図とそのモデル図を図－ に示す。空間分割は、2

m111人間 人の占有面積等を考慮して、 セルを

の正方形セルとし、対象空間を × に分割し363 56

た。また、初期状態において、人間は 人を1500

ランダムに配置し、避難誘導灯は現配置と概ね近

いセルに配置した。出口は地上に脱出できる出口

と地下鉄駅に繋がる通路として、全部で ヶ所設40

けた。また、図－ に示すように各セルにつき3

「炎 「誘導灯 「壁 「人間 「店舗 「通」、 」、 」、 」、 」、

路 「出口」の状態を定義し、それぞれに対して」、

、」「、」「150 110 140～ (誘導灯の種類により異なる)

「 「 「 「 「 」の状態量を与100 50 30 10 0」、 」、 」、 」、

えた。

( ) 行動ルール2

本研究で用いた行動ルールは、人間の行動決

定の際に影響する要因である「状態量」と、それ

らの要因を組み合わせることでそのセルへの移動

のしやすさを表した「状態量の総和」の計算によ

って規定される。まず、当該セルに位置する人間

が進行する際に支障がない最も進みやすく 番近1

い出口を判断する。次に、その出口を目標に状態

量、状態量の総和の計算を行い、その人間の周

囲 セルで総和が最も小さいセルに移動を行う。8

そして、 ステップ移動した後、再び 番進みや11

すく近い出口の判断、状態量の総和の計算による

最も低い隣接セルの移動を行う。この行動を繰り

返すことで、人間の避難行動を再現し、出口に到

達したら避難完了となる。

) 出口の選定a

まず、人間と全ての出口の距離を選定し、その

中で最も近い出口と 番目に近い出口を選定す2

る。しかし、出口までの直線距離が短くても障害

図-2 天神地下街地下一階平面図（左）とモデル図（右）



図-3 状態の 図義定 -4 通過領域

物が多く存在すれば回り道となって逆に遠回りに

なってしまう場合がある。このことを考慮して 番1

目に近い出口と 番目に近い出口を比較して、距2

離の差がある一定以下の場合、その出口への移

動の困難さを表す壁率の値が小さい方の出口を選

定する。壁率の比較を行う際、距離の差の限度は

目視による誤差範囲と考えて長い方の距離の 割2

以下とした。壁率とは、人間がその出口に向かう

あたり通過するであろう領域に存在する障害物の

程度を表す指標となるもので式 で定義する。通1

過領域を図－ に示す。ここで障害物とは「壁」4

のことであるが、通路の人間に対しては「壁」及

び「店舗」を指す。

(壁率) (状態が障害物のセル数) (通過領域の/=

総セル数) ( )1

) 状態量についてb

( ) 出口までの距離の状態量i

最短の道筋で移動するという考えから、出口ま

での直線距離を対象空間の縦、横方向長さで大き

い値(本解析においては )で除し、無次元化363m

した値を状態量として与える。

( ) 障害物周りの状態量ii

一般的に、人間は災害発生後の避難の場合、

壁等の障害物の多い空間からより広い空間に向か

って移動すると考えられる。この表現のため、状

態量として障害物に接するセルに 、障害物の端+5

点(コーナー)に として与える。+2

( ) 堂々巡りを防ぐ状態量iii

一般的に人間は、一度通過した場所は記憶に

残るため、必要がなければ再度通過しないと考え

られる。そこで、 度通過したセルに の状態1 +10

。、量を与え 通過する度に を状態量に加算する+10

( ) 環境を表す状態量iv

周囲の状況を見て、障害物が多く存在する方向

には移動しないという考えから、 ステップ先まで2

の周囲 セルの状態を調べ、それに応じた状態量8

を算出することで環境を表す状態量とし、周囲の

環境の影響を評価した。

以上の つの状態量を使用し、図－ ようにそ54

れぞれの状態量の感度を決定する係数α、β、

γ、δを乗じて加算したものが、状態量の総和で

ある。それぞれの状態量の係数は、既往研究で

行った数ケースのシミュレーション結果に基づいて

α 、β 、γ 、δ と設定してあ=600 =0.1 =1.8 =0.001

る。

( ) 火災の状態量v

地下空間における代表的な災害として火災が挙

げられる。人間は、火災が存在するとその火から

遠ざかる、または火災を避けるような避難行動を

とると考えられる。その影響をシステムに取り込む

ために「火災」の状態量の追加を行った。まず、

人間セルからも最も近い出火している地点(出火

点)の選定を行う。次に人間セルの周囲 セルそ8

れぞれから出火点までの距離を、対象空間の縦、

図-5 状態量の総和の計算式



図-6 火災の影響を追加したシステムでの解析結果

横方向長さで値の大きい方で除したものに負の係

数φを乗じたものを状態量の総和に加える。これ

により、火災からの距離が大きいセルほど状態量

の総和が減少し、人間は火災から遠ざかる方向

へ移動を行う。さらに、炎の周囲 セルには人間8

が移動しないものとした。この状態量を追加した

システムを用いて係数φを変化させ、解析した結

果を図－ に示す。図－ においてφの絶対値を6 6

大きくすると人間は迂回時に出火点から遠ざかる

ことが確認できる。φ からφ まではφの=-20 =-40

絶対値を 刻みで大きくすると、人間は セルず101

つ、つまり メートルずつ出火点から水平方向に1

迂回した。しかし、φ のケースでは、出火=-50

点を避けようとする影響が強く出すぎた。そこで、

本研究では、人間は、出火点から 程離れて移5m

動するとして、φ を係数として採用した。=-45

( )避難誘導灯の状態量vi

一般的に災害時に人間は心理状態が不安定と

なり、通常時には容易であった袋小路等からの脱

出が困難となると考えられる。そのため、出口へ

の道のりを示す役割と出口の場所を示す役割を持

つ避難誘導灯が多数設置されている。この避難誘

導灯がもたらす避難行動への影響を表現するため

に「避難誘導灯の示す順路」の状態量と「避難

、。」誘導灯までの距離 状態量の追加を行った まず

人間から最も近くにある誘導灯を選定する。前者

では、その人間が選定した誘導灯が出口への道

筋を示すものであって、人間と選定した誘導灯が

ある一定以下の場合 その誘導灯が示す 方向(誘、 3

3導灯が左を指している場合、左上、左、左下の

方向)に を与える。そして、この値に負の係数+20

φを乗じたものを状態量の総和に加える。これに

より、誘導灯の示す方向のセルの状態量の総和が

減少し、人間はその方向へ移動しやすくなる。こ

の状態量を追加したシステムでの解析結果を図－

に示す。係数φについて数ケースのシミュレー7

ションを行い、最も無駄なく避難するときの値を係

数として設定した。ここで用いた空間では係数φ

のとき最適に避難した。また係数φの値と=-0.45

避難完了ステップ数の関係を表 に示す。一方後1

者では、その人間が選定した誘導灯が出口の場

所を示すものであった場合、人間セルの周囲 セ8

ルそれぞれから誘導灯までの距離を対象空間の

縦、横長さの大きい方の値で除したものに、正の

係数θを乗じたものを状態量の総和に加える。こ

の誘導灯が方向性をも有している場合には 「避、

難誘導灯の示す順路」の状態量も同時に加える。

表－ 係数φと避難完了ステップ数の関係1

係数φ 最終ステップ数

0.20 74

0.25 59

0.30 57

0.35 41

0.40 26

0.45 24

0.50 24



このように誘導灯を設置したシステムではそれに従

って避難は迅速に行われているが、誘導灯を設置

しない従来のシステムでは出口に直進する傾向が

強いあまりに、堂々巡りを繰り返していることが確

認できる。

図-7 誘導灯の影響

計算結果4.

前章で示した天神地下街 階モデルを対象とし1

て、解析を行った。各状態量の係数は 「出口ま、

での距離」α 「壁周り」β 「堂々巡り: 600 : 0.1、 、

を防ぐ」γ 「環境を表す」δ 「避難: 1.8 : 0.001、、

誘導灯の示す順路」φ 「避難誘導灯までの: -0.1、

距離」θ である。解析は ケース行った。: 150 2

ケース は避難誘導灯を人間に認識させた場合、1

ケース は誘導灯は認識させない場合である。火2

災等の特別な災害はここでは考慮していない。こ

82れら ケースの解析結果を比較したグラフを図－

に、各ステップ数における人間の分布状態と避難

率を図－ に示す。ここで避難率とは、各ステッ9

プ数において避難完了した人数を、全体の人数

人で除した値に を乗じたものである。1500 100

図－ において、実際の避難行動と照らし合わ9

せて考えると、避難誘導灯が存在するケース の1

方が、避難誘導灯が存在しないケース よりも避2

難は迅速に行われると考えられる。本解析結果に

おける避難完了ステップ数はケース では ステ1 92

ップ、ケース では ステップであった。また、2 121

図－ からシミュレーションにおいても明らかに避8

難はケース の方が迅速に行われていることが確1

認できる。

まとめ5.

本研究において構築した避難行動シミュレーシ

ョンシステムは、新しく考案したパラメーターであ

る状態量を従来のシステムに追加することにより、

火災時に炎を迂回して避難する人間の避難行動の

表現や、避難誘導灯が設置されている場合におけ

る群集の避難行動の表現を可能とし、システムの

高度化が図られた。今後、更なる改良により新し

い状態量を追加していくことで、より現実に近いシ

ミュレーションシステムの構築が可能であると考え

られる。

また現システムでは、人間を単に物理的流動と

して扱っているだけなので、今後は人間個人の心

、、理状況の組み込みや 行動特性の表現の高度化

人間の本格的な視界の概念等を導入し、新たな

システムの高度化を行うことで、本研究で構築さ

れたシステムを用いることにより、都市化の進む現

代において重要視されている地下空間の防災対策

の高度化を図ることが期待できる。



図-8 避難率

図-9 誘導灯有無による天神地下街の避難行動シュミレーション結果



６ 消防研究所シンポジウム

第2回消防研究所シンポジウム

ー消火設備の科学技術と基準ー

はじめに1.

平成 年 月 日～ 日の 日間、消防研14 7 17 19 3

-2究所において、第 回消防研究所シンポジウム

消火設備の科学技術と基準 が開催された。消防-

研究所シンポジウムは、平成 年 月に「地震14 2

災害軽減のための情報技術・戦略に関するアジア

・オセアニアシンポジウム」のタイトルで消防研究

所が国際会議を主催したのをきっかけに、これを

第 回として発足したものである。1

、 、 、第 回シンポジウムでは 消火研究者 技術者2

火災予防担当者が一堂に会し、各国の消火設備

の現状の相違と、消火の科学技術に対する理解を

深めることにより、消火設備に関し今後必要な研

究領域を見定め推進することと、科学的知見に立

脚した基準の開発を促進し、社会の安全化に貢献

11 27することを目的とした 海外 ヶ国と国内から計。

件の消火に関する多様な招待講演等により構成さ

れ、梅雨明け直後の猛暑にも拘らず、 名の参252

加者により熱心な討論が行われた。以下に、この

シンポジウムの概要を報告する。

プログラムとその概要2.

シンポジウムのプログラムは表 に示すとおりで1

ある。以下に、各セッションの概要について述べ

る。

オープニングセッションは、平野敏右消防研究

、 、所理事長による主催者あいさつで始まり 続いて

カナダ国立研究院( )のキム博士により 「消火NRC 、

の科学技術に関する最近の進展」と題して基調講

演が行われた。ハロン廃止に伴い開発された消火

技術の中から、ハロカーボンおよび不活性ガス消

火剤、ウォーターミスト設備、圧縮空気泡( )CAF

設備、およびエアロゾル・ガス発生器について、

、ニューメキシコ大学、米国海軍研究所等にNRC

よる消火試験および分解ガス発生試験等が紹介さ

れた。 設備は、圧縮空気により高品質で噴CAF

写真 シンポジウム参加者の集合写真（消防研究所本館ロビーにて）1



。 、射速度の大きい泡を作る設備である ではNRC

航空機格納庫用のプロトタイプ固定配管 設CAF

備および組立式 設備の開発を行っている。CAF

エアロゾル・ガス発生器は、固体推進剤の燃焼

により消火剤を瞬時に放出する装置である。自動

車用エアバッグの技術を基に開発され、軍用車両

等を対象としている。まとめとして、最近開発され

た消火技術はいずれも汎用性のあるシステムでは

なく、限られた条件のもとで消火を行うに過ぎない

ため、各技術の欠点をよく考慮することが重要だ

と述べた。

写真 平野敏右理事長による主催者挨拶2

写真 キム博士による基調講演3

HFC-227ea/「新消火技術」のセッションでは、

水噴霧ハイブリッド設備、爆発防止装置の通風ダ

クト内燃焼抑制、ぺルフルオロ界面活性剤代替の

ための泡消火剤の要件、そして大規模空間用の

自動放水装置について紹介された。

「ウォーターミスト」のセッションでは、燃焼学

的アプローチによるウォーターミスト消火の基礎研

究について、発表、討論が行われた。

「消火のモデリング」のセッションでは、消火

の最も基本的な特性である拡散火炎の基礎可燃

限界に関する研究と、消火の流体力学計算( )CFD

に関する研究が紹介された。

「消火の基礎研究」のセッションでは、米国防

省の次世代消火技術プログラムの中で実施された

ハロン代替の基礎研究、およびハロゲン化炭化水

素の燃焼特性に関する研究が紹介された。

「消火設備と基準」のセッションでは、各国の

法令等の現状について、日本、韓国、ロシア、中

国から紹介があった。また、スプリンクラーの性能

規定化に係る英国のプロジェクト、タイにおけるハ

ロン廃止の取り組み、日本の泡消火設備の変遷と

大容量泡放射砲、 スプリンクラーの規格開ESFR

発、全域放出ウォーターミスト設備試験法への理

論の適用等について紹介された。

写真 シンポジウム会場の様子4



パネルディスカッションでは 「消火設備に求め、

られるもの」と題して、消防法の性能規定化を検

討する上で消火設備の要件はどうあるべきかとい

う観点から討論が行われた。先ず、シンポジウム

、に先立ち実施されたアンケートの結果が紹介され

次いで 名のパネリストが各々の立場から知見を6

述べた。消火と抑制の定義の問題に始まり、消火

設備に完全消火を要求すべきかどうか、国による

公設消防の位置付けの違い、性能規定に直結す

るトータルダメージの考え方、水損と燃焼排出物

毒性の兼合い、消火の際に発生する煙や有毒ガ

スの許容量、煙や有毒ガスの発生量の予測方法

など、様々な観点から議論が行われた。

おわりに3.

本シンポジウムでは、世界各国の消火に関わる

、、、研究者 技術者 火災予防担当者が一堂に会し

各国の消火設備の現状の相違と、消火の科学技

術に対する理解を深め、継続的な情報交換のネッ

トワークを構築することができた。

消防法に基づく防火対策が有すべき最低限の性

能は何か。消防法が社会公共の福祉を目的として

いる以上、性能規定化により福祉のレベルが後退

してはならない。本シンポジウムが議論の進展に

少しでも寄与すれば幸いである。最後に、本シン

ポジウムに多大なるご協力を賜った、講師、論文

執筆者、パネリスト、アドバイザー、質問事項回

答者、討論参加者ならびに各後援団体、消防研

究所の協力者の方々に深く謝意を表する。

写真 施設見学（日本消防検定協会） 写真 施設見学（消防研究所）65

表 プログラム1

7月17日(水)

オープニングセッション

主催者挨拶

平野敏右 (消防研究所理事長)

消火の科学技術に関する最近の進展

(カナダ国立研究院建築研究所)Andrew K. Kim

セッション 新消火技術1

船舶の全域放出ハロン 代替消火設備の設計1301

(米国海軍研究所)Ronald S. Sheinson

換気ダクト内の燃焼抑制による爆発防護装置の性能改善

(英国ウルスター大学)Vladimir V. Molkov

泡消火薬剤に求められる性能とは？



Bogdan Z. Dlugogorski, Eric M. Kennedy (オーストラリア・ニューカッスル大学)

Juan A. Vitali (米国ジョージア工科大学)

大規模空間における自動放水装置による火源位置特定と消火

Hongyong Yuan, Tao Chen, Guofeng Su, Weicheng Fan (中国科学技術大学)

セッション 2 ウォーターミスト

拡散火炎に対するウォーターミストの消火性能

尾川義雄、鶴田 俊、廖 赤虹、斎藤 直 (消防研究所)

ウォーターミスト消火における熱輻射とミストの相互作用

Wenhua Yang, Terry Parker, Robert J. Kee (米国コロラド州立鉱山大学)

H. D. Ladouceur (米国海軍研究所)

ウォーターミスト消火の実験的研究

James W. Fleming, Bradley A. Williams, Ronald S. Sheinson (米国海軍研究所)

Wenhua Yang, Robert J. Kee (米国コロラド州立鉱山大学)

セッション 3 ウォーターミスト／消火のモデリング(1)

管状火炎と対向火炎におけるウォーターミスト消火の研究

林 光一、中野俊司、佐藤博之 (青山学院大学)

斎藤 直、廖 赤虹、鶴田 俊 (消防研究所)

多分散水滴による対向流拡散火炎の消炎の理論解析

Ariel Dvorjetski, J. Barry Greenberg (イスラエル工科大学)

可燃限界と消炎の計算とモデリング

James S. T''ien, Chih-Jen Sung (米国ケースウェスタンリザーブ大学)

CFDの火災・消火のシミュレーションへの適用

Dmitriy Makarov, Vladimir Molkov (英国ウルスター大学)

Alexey M. Ryzhov (ロシア・モスクワ土木工科大学)

7月18日(木)

セッション 4 消火のモデリング(2)

消火のモデリングの基礎と応用

Vasily Novozhilov (シンガポール・ナンヤン工科大学)

区画火災の動力学と消火のシミュレーション

Howard R. Baum, Kevin B. McGrattan (米国商務省標準技術研究所)

不活性ガスとウォーターミストの乱流拡散過程

川端信義 (福井大学)

小野謙二、松本洋一郎 (東京大学)

セッション 5 消火の基礎研究

金属を含む添加剤による火炎抑制



Valeri I. Babushok (米国商務省標準技術研究所)

触媒および不活性抑制剤によるカップバーナー拡散火炎の消炎

Gregory T. Linteris (米国商務省標準技術研究所)

ハロン代替ガスを添加した可燃性気体混合気の燃焼特性

大谷英雄 (横浜国立大学)

7月19日(金)

セッション 6 消火設備と基準(1)

日本の消火設備の現状

三浦 宏 (総務省消防庁予防課)

韓国における消火設備の最近の傾向と課題

Eui-Pyeong Lee (韓国光州広域市消防安全本部)

Myung-O Yoon (韓国ソウル市立大学)

ロシアにおける消火設備の基準化の問題

Sergey N. Kopylov, Vassily V. Pivovarov (ロシア火災安全基準策定技術委員会)

英国における自動スプリンクラー設備と基準に関する最近の研究プロジェクト

Corinne Williams (英国 BRE)

タイにおけるハロン代替消火設備の現状

Kitti Intaranont (タイ・チュラロンコン大学)

Somsri Suwanjaras, Nongkran Sudjaritkittikul (タイ産業省)

スプリンクラー自動消火設備の適用と基準化

Wei Gao (中国防火基準策定技術委員会)

セッション 7 消火設備と基準(2)

石油タンク火災消火設備の変遷

上原陽一 (横浜国立大学)

性能に基づく手法による ESFR スプリンクラー承認基準の開発

Bennie G. Vincent (米国 FMグローバルリサーチ)

全域放出ウォーターミスト設備の欧州試験プロトコル－理論と実際の調和－

Jukka Vaari (フィンランド国立技術研究センター)

パネルディスカッション

消火設備に求められるもの

パネリスト：鶴田 俊 (消防研究所)ほか

閉会のあいさつ

長澤純一 (消防研究所理事)



7 研究懇話会

研究懇話会は、消防研究所における研究の活性化、研究の効率的推進、研究員の資質の向上等を図

るため、研究成果や事故等の調査結果に関する報告、また海外事情の報告などの発表、講演または話題

の提供により、意見の交換、討論、質疑応答を行う場として設けられている。

会は毎月(2 月と 8 月を除く)一度開催されており、加えて、海外からの招へい研究者による発表など理

事長が必要と認めた場合には臨時に開催されている。

[平成14年1月11日]

1. Review on combustion of metals (Al, Mg, B), 2.

Ignition of energetic materials

Prof. Vladimir E. ZARKO

下記の点を中心に発表がなされた。

1. Review on combustion of metals (Al, Mg, B)

2. Agglomeration of Al in combustion of solid

propellants

3. Mathematical modelling transient combustion

of melted explosives

4. Combustion of heavy metalized pyrotechnic

mixtures

5. Development of microwave method for

measuring transient burning rate

旧動燃再処理工場における爆発火災の発災原因

に関する研究(総括)

長谷川和俊

1997 年、動力炉核燃料開発事業団（以下動燃

と呼ぶ、現核燃料サイクル開発機構）で火災爆発

事故が発生した。この災害により、原子力施設の

安全確保上最も重要な放射能の閉じ込め機能を

喪失して、施設内従業員が被曝し、周辺環境を

汚染した。また、事故原因の調査過程に事業者に

よる虚偽報告があった。これらのことのため、動

燃事業者の安全管理および運転管理のあり方の

みならず、体質についても大きな問題があるとさ

れた。一方、科学技術庁（現文部科学省）に設

置された東海再処理施設アスファルト固化処理施

設における火災爆発事故調査委員会（委員長：

金川昭、長谷川は委員）は、事故発生同年の 12

月 15 日に調査報告書を出した。しかし、その内

容は、事故の基本的原因について基本構成はほ

ぼ把握されたとしているが、アスファルト固化体の

ドラム缶内での反応機構、アスファルト固化体の

反応性を高めた廃液の特質と反応性との関係など

については説明できず、中長期的観点から明らか

にされるべきであるとした。

一連の本研究は、初期においては同調査委員

会へ報告して報告書の構成に寄与したものであり、

同委員会の終結後は、核燃料サイクル開発機構と

密接に連絡を取り、その後の現場調査の情報を取

得しつつ、独自に発災原因解明のための研究を進

めてきたものである。すなわち、発災時の特異な 3

点の操業条件がアスファルト固化体の反応性にど

のような影響を与えるかについて、①廃液中のリ

ン酸塩が炭酸水素塩の分解に与える影響、②廃

液の蒸発速度と固化体の塩粒子の多孔性、③多

孔質塩粒子の生成によって低温側に現れる固化体

の反応性、④ドラム缶内での固化体の界面反応に

よる発熱性、などの観点から種々の実証実験を中

心に詳細な研究を行ってきた。その結果、3 点の

特異な操業条件が発災の原因との結論を得た。こ

こで、これまでの研究がまとめて報告された。

[平成14年3月8日]

Modeling pyrolysis of charring material in fire

楊 立中



The pyrolysis of charring materials such as

wood is a complex interplay of chemistry, heat,

and mass transfer. The model proposed in the

paper considers some factors that have a strong

influence on pyrolysis of solid materials, such as:

transient heat conduction inside solid materials;

the effect of gas convection on heat transfer;

t h e rma l e f f e c t o f py ro l y s i s p ro c e s s .

Crank-Nicolson method is used to solve these

dimensionless equations. The results show a good

agreement with experimental results. In addition,

effects of density of materials and external

thermal flux on decomposition have been studied

theoretically using the model under large size

sample condition. Main conclusions are as follows.

(1) Density of materials shows a large effect on

fire risk. Generally, the smaller the density, the

more the fire risk of materials. This conclusion

means that materials of bigger density should be

used to decrease the possibility of fire occurrence.

(2) External heat flux also shows a large effect on

fire risk of materials. With the increase of external

thermal flux, mass loss rate and heat release rate

also increases, ignition time becomes shorter, thus

fire risk of materials shows the tendency of

increase.

AE法による石油タンクの腐食損傷評価の適用に

ついて

山田 實

石油タンクを開放せずに底板の腐食損傷評価を

行う手法として AE 法がある。この AE 法を約 22

年間使用した容量 32,000klの石油タンクに適用し、

AE 計測データと開放検査時の板厚測定データの

比較を行い、その適用性について検討を行った。

その結果、AE 試験データと板厚測定データと

の対応について、チャンネル当たりのヒット数がタ

ンク底板の腐食損傷評価グレードを判定するため

の基準のひとつとして有効であることがわかった。

閉空間におけるウォーターミストによる消火に

伴う圧力上昇

金田節夫

室内火災を想定した閉空間内でウオーターミス

トによる消火時における現実的な数値を把握し、

ウオーターミスト消火設備の設置時の検討資料と

するため、実大規模による液体火災の消火に伴う

圧力変化を室内の圧力と大気圧との圧力差(差圧)

として測定した。

ノズル中心の直下には 33(cm)角の正方形の容

器を燃焼皿とし、中心軸を一致させて配置した。

燃焼皿には水 3 リットルを入れておき、燃料として

n-ヘプタンを 3.9 リットル注入して点火し、消火対

象の火源とした。点火 60秒後にノズルから放水し、

消火の確認が目視でできた時に放水を停止した。

差圧検出器からの測定データは、分解能 12 bit、

サンプリング周波数が 1 (kHz)のデータロガーに、

点火 1 分 30 秒前から消火後約 3 分までを記録し

た。また、放水圧力を 2から 10 (MPa)まで、2 (MPa)

毎に変化させ、同一条件で 3 回以上の消火実験

を行った。さらに放水ノズル直下から火源までの水

平距離による影響を観るため、火源位置を変えて、

同様に消火実験を行った。

十畳間相当の閉空間内で、1 個の放水ノズルか

らのミストによる液体燃料火災の消火実験を行った

ところ、差圧変化は放水と同時に負圧となり、そ

の後最大値を示した。ノズル直下の火源における

差圧変化は、放水圧力の上昇に伴い増加し、火

源から 2(m)以上離れた位置において、最大 110

(mmAq)以上の差圧変動幅を計測した。火源がノ

ズル直下から離れるに従い、変動幅は減少し、2.4

(m)離れると直下の位置の値の 1/10 程度となっ

た。ノズルから放出したミストが直接火源を覆う場

合には、ミストの気化に伴う大きな差圧の変動が

発生する。放水パターンの範囲外に火源がある場

合は、対流等で火源に達したミストの密度が少な

いために、気化に伴う急激な圧力上昇は見られな

かった。



フィンランド VTTにおける火災研究

佐宗祐子

フィンランド国立技術研究センター(VTT)は、ス

タッフ数約 3000 名の大規模研究機関であり、8 つ

の研究所と 2 つのサポート部門により構成されて

いる。これらの内、火災研究が行われている建築

・運輸研究所では、2001 年 7 月に、火災部門が

火災研究グループと火災試験グループに分割さ

れるという一大改組が実施された。スタッフ数は、

どちらのグループも約 20 名と大きな規模ではない

が、フィンランドの人口が日本の人口の 20 分の 1

に過ぎないことを考慮すると、火災研究はむしろ

活発な方であると言える。火災研究グループの主

な研究領域は、構造部材の耐火性能評価、防火

設備、家具・繊維製品の防火性能、材料の燃焼

特性、火災の物理化学現象等である。消防研究

所の研究グループに相当するセクションは設置さ

れておらず、火災研究グループの責任者である

Esko Mikkola 氏が、研究課題毎に研究担当者を

組織する仕組みになっている。Mikkola 氏への研

究管理に関するインタビュー、ならびに同国で 2001

年 8 月に開催された第 2 回火災研究発表会の概

要等について紹介した。

[平成14年4月12日]

キセノンウェザーメータを用いた難燃処理木材

の経年変化

箭内英治

3 種類の難燃処理杉材をキセノンウェザーメー

タにより経年変化させ、外観の変化、難燃性能の

変化等について調べた。その結果次のことが明ら

かになった。

1) 耐光試験による色変化は、100 時間までは処理

剤による違いはなく、その後難燃剤 C 処理杉材は

他の処理杉材に比較して大きくなる傾向が見られ

た。一方、耐候試験による色変化は、未処理木

材よりもすべての曝露時間で難燃剤 C 処理杉材が

小さくなる傾向が見られた。他の処理杉材の色変

化は未処理杉材とほとんど変わりはなかった。

2) 耐水性のない難燃剤 A、B 処理杉材は数十時

間の耐候曝露で防炎性能を失う。したがって、室

内などの雨のかからないような場所で用いる必要

がある。

3) 耐水性のある難燃剤 C 処理杉材は耐候曝露

500 時間の範囲では防炎性能を維持した。したが

って、難燃剤 C 処理杉材は外壁材などでも使用

可能である。

地すべりにおけるすべり面の形成過程に関する

考察

新井場公徳

地すべりなどが崩壊する際に前駆的変位が観測

されることがある。この現象に関して過去の観測

結果では、変位の量や継続時間に地すべりの長さ

に対する正の相関があること、要素的室内実験に

おける破壊前変形とは時定数が異なることなど、

解釈の困難な特徴が見られている。この現象の機

構を解明するために、一面せん断試験機中ですべ

り面の形成過程の検討を行った。実験の結果と考

察は以下の通り。

1) 試験機によって規定されたすべり面は最大せん

断応力面と一致した。破壊面である最大応力比面

はそれとは斜行した。このことはすべり面形成の

進行性の結果であると考えられる。

2) すべり面上のせん断応力は順にピークを示し

た。連続するすべり面の拡大過程を示すものと考

えられる。

3) 上記せん断応力のピーク値は測定位置によっ

て異るが、平均応力で除したものの最大値は、初

期間隙比によらず、ほぼ一定値に収束している。

4) 以上のことから、連続するすべり面が拡大する

先端で体積歪みが集中して発生しているために、

前駆的変位の量の斜面長に対する正の相関が生

じていると説明できる可能性がある。

煙中における誘導灯及び各種照明器具の見透し

距離



久保田勝明、山田常圭

旧小型避難口誘導灯(以下、旧小型)、B 級避難

口誘導灯(以下、B級)、C級避難口誘導灯(以下、C

級)避難口誘導灯および種々の照明器具の煙中で

の視認性について実験により基礎データを収集し

た。

その結果、旧小型と比較して B級及び C級は、

煙による見透し距離の減衰の影響は大きいが、同

一煙濃度での見透し距離は旧小型より大きく見え

やすい。特に C 級は発光面積も表面輝度も小さい

にもかかわらず見透し距離が大きい結果となった。

これは旧小型が、ピクトグラフ(人の形の部分)が C

級と比較して僅かに小さいことのほか、ピクトグラ

フ周りの緑色の発行板及び誘導灯下部の扉を照

射するためのスリットからの光により、C 級に比べ

誘導灯周辺の煙による散乱光が強く、明るさの対

比現象が発生し、結果として C 級より見透し距離

が小さくなったのではないかと考えている。3 種類

の誘導灯中、B級は光の散乱も少なく、表面輝度、

面積共、C 級、旧小型と比べ大きいため、見透し

距離が大きく、この 3 つの避難口誘導灯の中では

最も煙中での視認性が高く避難口誘導としての効

果が期待できる。

[平成14年5月10日]

水素濃度計測による火災感知実験

河関大祐

初期火災を感知する方法として、燃焼に伴う水

素の発生に着目し、水素を計測することで火災感

知ができないかを初期火災を模擬した火災実験を

行い、その可能性を確かめた。実験は、水素に

対して高感度で選択性に優れた熱線型半導体式

センターを天井面に設置し、7 種類の火源に対す

る同センサーの信号出力を測定するものとし、以

下の結果を得た。

1) ポリウレタン、n-ヘプタン、プロパンガスでは

信号出力に変化は見られなかった。

2) 発泡ポリスチレン、灯油では信号出力にわずか

な変化が観測された。

3) 線香のくん焼、ゴミ箱のくん焼において最大約

30ppm 程度の信号変化が観測された。また、火

源から遠くなるに従って、信号出力が低くなり、反

応も遅くなる傾向が見られた。

4) 信号出力のタイミングは一酸化炭素センサーや

炭化水素センサーとの大きな違いは見られなかっ

た。

実効湿度、最小湿度、土壌水分と林野火災発生

寒河江幸平

我が国では、林野火災の発生に気象要素が影

響すると云われている。特に湿度、風速等で、火

災に関連する注意報や警報はそれらの要素の値で

発令されている。その値の妥当性を再認識するた

めに、特に湿度(最小湿度、実効湿度)を選び、乾

燥注意報、火災警報等の基準と林野火災発生の

関係について分析がなされ、その結果、以下のこ

とが分かった。

1) 実効湿度と火災発生率の関係では、注意報の

基準以上でも火災発生率の高い季節があり、特に

春季、夏季はそうであることが分かった。また、

最小湿度については基準値以上でも春季には火災

発生率が高くなることがわかった。

2) 最小湿度と実効湿度の組み合わせ別では、両

者の数値のいずれもが一定の基準以下になると危

険といわれるが、どちらか一方が基準以下でも火

災発生率が高くなる季節があることが分かった。

これも春季、夏季に多いが、これらの季節は山に

は入る人が多くなるためと考えられる。

消防活動支援情報システムの開発

1. 消防活動支援情報システムの概要

座間信作

兵庫県南部地震のように極めて甚大な被害をこ

うむると、消防等公設防災機関にあっても十分な

要員の確保が困難であり、応急対策のための情

報がほとんどない情報の空白期間が生じる恐れが

ある。消防活動を支援する情報拠点を被災地管轄

消防本部に置くとすると、消防本部では、対策本



部の設置、広域応援要請等の判断を早急に下す

必要がある。

一方、火災等消防活動案件に対しては当然迅

速な対応はとるものの、全体の火災等被害件数

が消防力を大きく上回ることも考えられることから、

火災件数、その他の被害の予測結果を考慮しつ

つ、できるだけ実被害の収集を行い、適切に消防

力の運用方法を判断する必要がある。そこで、こ

のような判断を支援する情報システム(プロトタイ

プ)を、(1)以下に情報の空白を埋めるか、(2) どの

ように災害現場の情報を収集するか、(3)その情報

を如何に確実に消防本部等へ伝えるか、(4) その

情報を如何に消防活動に活用するか、という観点

から構築した。ここではそのシステムの概要が報

告された。

2. 消防活動支援のための被害情報収集端末の開

発

細川直史

災害時に情報を収集するに際しては、情報整理

の効率を考えると、被害発生場所を地図上に落と

せるように、座標が被害内容等と共にディジタル

化されて収集できることが望まれる。そのことによ

り大量のデータでも GIS (地理情報システム)を用

いることによって殆ど瞬時に被害状況の可視化が

可能となり、迅速・的確な緊急・応急対応や復旧

・復興対策に有効利用できることになると考えら

れる。

このような観点から、市町村職員・消防職員・

自治会役員等が災害現場で実被害情報(場所、時

間、被害項目、程度等)を簡単に入力できる PDA

を活用した被害情報収集端末を開発した。

ここではその概要と、横須賀市において行った

フィールド実験の結果が報告された。

3. 無線 LANと PHSを用いた消防活動支援情報

システムの無線通信ネットワークについて

田村裕之

消防活動支援情報システムでは、リアルタイム

な情報収集を可能にするため、独自の無線通信

網を構築できる無線通信システム「統合化した消

防防災通信システム(以下、FiReCOS: Fire-fighting

and Rescue Communication System と表す。)」を

用いてデータ通信を行っている。

元々 FiReCOS は火災現場等比較的狭いエリア

を想定して開発されたものであるため、被災現場

と消防本部等の距離が、FiReCOS の中継機単体

の通信エリアを大きく越え数㎞に及ぶ場合の長距

離通信には対応できていなかった。そこで、無線

LAN で複数の中継器を結ぶことで、FiReCOS の

通信範囲の拡大を図り、屋外での長距離無線 LAN

を取り入れた通信実験を行った。その結果、以下

のことが確認できた。

1) 3 段までの無線 LAN を経由してのパケット通

信が行える。

2) FiReCOS 中継機の屋外での通信エリアは、半

径約 150mである。

3) 3段の無線 LAN (DS方式が 2段、FH方式が 1

段)を経由して通信した場合、音声通信は、音声

データ通信量が通信速度の 30%程度で限界とな

る。

4. リアルタイム延焼予測に基づく消防活動支援

情報出力システム －消防活動支援情報システ

ムの支援用エンジンとして－

関沢 愛

大規模震災時に、災害情報に基づいてリアルタ

イムに延焼予測を行い、またその延焼予測に基づ

く消火可否判定あるいは必要消防力などの情報を

予め得ることは、消防隊の運用方針や戦略の意思

決定にとってきわめて重要な支援情報となる。

筆者らは、出火点情報、風向・風速、延焼予

測推定時間などのパラメータさえ入力すれば、ご

く短時間に延焼予測結果をはじめ、必要消防力や

延焼阻止可否判定などの消防活動支援情報が得

られる汎用的システムとして、消防活動支援情報

の出力システムの開発研究を行っている。ここで

は本システムによる試行例を紹介し、個々の火災



の拡大に伴って必要となる部隊数と活動可能な部

隊数、順次到着する消防隊の投入箇所と投入効

果の表示など、支援情報として有用な結果が得ら

れることを示した。

ウォーターミストによる閉空間内火災の消火実

験-その4 消火時におけるO2, CO2等のガス濃度

について-

竹元昭夫、金田節夫

ビジネスホテルの客室に相当する規模の閉空間

内(10 畳間程度)での n-ヘプタン火皿(33cm 角)の

ウォーターミスト消火実験において、消火時の O2、

CO2 等のガス濃度を調べた結果、以下のことを確

認把握した。

1) 複数回の実験から火皿位置及び放水圧力を変

えた場合の消火時間について明確になった。

2) 放水パターンの範囲内にある火皿の消火時の

各種ガス濃度は消火及び人体に影響を与えるよう

な値ではなかった。

3) 放水パターンの範囲外にある火皿の消火時の

O2 濃度は一般的に言われている消炎濃度(11 ～

14%)に達していた。

4) 室内に充満したミストで消火する場合にはミスト

濃度の影響が大きい。

[平成14年6月7日]

モデル火災区画内の熱気流挙動

鶴田 俊

ウォーターミスト消火設備の性能を従来のスプ

リンクラー設備と比較し、消火に用いる水量を正

確に評価できるモデル区画を用いて実験を行い、

得られた多点温度計測結果から区画内の熱気流

挙動について検討した。ここでは、実験結果に基

づく考察が報告された。

火炎負触媒の結合解離エネルギー

佐宗祐子

高性能火炎抑制剤に見られる負触媒効果の発

現には、抑制剤と火炎中の活性ラジカル(水素原

子、酸素原子、OH ラジカル)の間の結合解離エ

ネルギー(BDE)が適当な範囲であることが必須条

件であると言われてきた。発表者は先に、様々な

火炎抑制剤を添加した可燃性混合気について、層

流燃焼速度の変化から求められる総括活性化エネ

ルギー変化が、負触媒効果を定量的に見積もる

手段として有効であることを示したが、ここでは、

様々な BDE を有する化合物について、メタン燃焼

の総括活性化エネルギー変化を求めることにより、

負触媒効果発現に要求される BDE の範囲を特定

することが試みられ、以下の点が報告された。

1) 火炎反応に対する負触媒効果の発現に必要な、

抑制剤と火炎中の水素原子の間の BDE の範囲

は、50kcal/mol と 135kcal/mol の間にあることが

わかった。多の活性ラジカルとの BDE については、

水素原子の場合と範囲が異なる可能性があるた

め、さらに検討が必要である。

2) 負触媒効果の発現に適当な BDE が必要である

一方、負触媒効果の飽和挙動は BDE よりむしろ

反応機構の影響によることがわかった。高性能消

火剤の探索には、BDE の範囲と抑制剤の分解過

程の有無、そして抑制反応過程のすべてを考慮す

る必要がある。

建物内の消防活動拠点に必要な環境条件に関す

る実験研究

山田常圭

消防活動時に消防隊が確保する活動拠点がど

の程度の環境条件を満足させればよいのかについ

ては必ずしも合意は得られておらず、議論に足る

データも未整備である。ここでは、消防活動を行

う上で主要な要因となる温熱環境(温度・湿度)お

よび煙濃度の 2 点について、その許容レベル値を

得るための実験、並びに所要の広さに関する実験

に関する結果が報告された。

許容温熱環境に関しては、湿度の影響に比べて、

温度が体温より高いか低いかによる影響が頼強い

ことが分かった。これは湿度が防火衣内での蒸れ

できまり、外部の湿度の影響が少ないことによると



考えられる。温熱感では、雰囲気温度が体温を上

回るかどうかが生理・心理的に重要であることが

今回の実験から明らかになった。

許容煙濃度に関しては一時的に 0.15l/m 程度の

煙濃度は許容されるが、長期間の殆ど煙を入れ

ないような対策が拠点の防排煙対策上望まれてい

ることが分かった。

消防拠点の空間規模に関してはバルコニーをと

ってみると、奥行き 1.5m が活動拠点として最低限

必要な条件であることが推察された。

1～18GHzのマイクロ波が及ぼす感知器への影響

田村裕之

消防用設備の自動火災報知設備も電子機器化

が進み、 IC を搭載した機器が多く生産され、電

磁波ノイズによる誤動作の危険性が考えられ、実

際、高出力の電磁波を利用した医療機器により煙

感知器が誤動作をした例が報告されている。しか

し、波長がより基板の長さに近づいてきてノイズと

して乗りやすくなると予想されるマイクロ波帯の電

磁波の影響を確認した報告はまだ少ないのが現状

である。そこで、アナログ式スポット型の光電式感

知器 2 種、低温式感知器特種と 1 種、差動式感

知器 2 種の 4 つの感知器に、1 ～ 18GHz の電磁

波を曝露させ、感知器のイミュニティ性能を調べ

た。その結果、以下の知見を得た。

アナログ式の煙感知器である光電式感知器は、

2GHz 以下と 6.3GHz 前後でプレアラームレベルま

での異常出力を出したが、その他の周波数帯で

は、大きな影響を受けなかった。携帯無線機を持

ち歩く人から 1m 以上離れた場所に取り付けるよう

にすれば問題はない。

熱アナログ式の定温式感知器は、 1.6GHz や

4.1GHz 付近で電界強度 200V/m 以上という環境

において数℃の温度上昇を出力したが、他の周波

数帯では影響はなかった。差動式感知器では、

目立った影響はなかった。今回の被試験感知器に

おいては、熱アナログ式感知器は電磁波ノイズに

対し、日常の環境を想定すると問題が少ないこと

が分かった。

[平成14年7月8日]

実大階段室燃焼実験について

1. 実験概要紹介

山田常圭

平成 13 年 9 月に発生した新宿歌舞伎町雑居ビ

ル火災を受けて実大階段室燃焼実験が消防研究

所にて行われた。ここでは実験を行うに至った背

景を含め、その概要が紹介された。

2. 階段室内の温度性状

鈴木 健

5 階層模型を使用した実験の結果について、火

源の規模と開口が、着火直後における階段室内

の温度上昇の様子に及ぼす影響に着目して解析を

行った。

3. 燃焼および燃焼生成物の発生状況

箭内英治

階段室の火災性状を調べるために 5 層階段室

模型を用いて実験を行い、発熱速度および発生

ガスの観点から次のことが明らかになった。

1) 発熱速度はドアの開閉条件によって変わるが、

階段室入口、4 階ドアの両方閉鎖の条件と階段室

入口が開放、4 階ドアが閉鎖の条件では同一の傾

向を示す。

2) 階段室入口、4階ドアの両方閉鎖の条件での n-

ヘプタンの燃焼状態は、酸素不足での緩慢な燃

焼状態である。

3) 可燃物が何であっても、また、下部および上

部の両方が閉鎖状態であっても、燃焼量が多量で

あり急激な酸素減少が起きない限り、短時間曝露

で致死にいたるような高濃度の CO の発生はな

い。

4. CFDによる火災性状予測

阿部伸之

階段室火災における熱気流に注目し、CFD(計



算流体力学:Computational Fluid Dynamics)によ

る 5 層階段室火災の数値シミュレーションを行うこ

とにより、温度データを得、以下のことが明らかに

なった。

1) 実験ケース H30、H50 の場合には、開口部の

開閉条件にかかわらず、計算結果と実験結果の階

段室各階の壁面近傍の温度分布は一致する。

2) 火源規模が大きい場合(H70-CC,OO)、開口部

の開閉条件によっては温度場の予測精度が落ち

る。特に H70-CC では、開口部が閉鎖されている

ため、実験では酸素不足により発熱速度がピーク

を過ぎても燃料の重量減少は進むが、計算では

それが反映されないためであると考えられる。

3) 各階フロアー・踊り場の天井に高温層が形成さ

れる様子や 4.5 から 5 階層にかけて温度が一様に

なる様子を数値シミュレーションにより大域的に把

握できた。加えて、階段でもフロアーと同程度の

厚さの高温度層ができていることが分かった。

5. 火災感知実験概要

山内幸雄(火災報知器工業会)

低層建物の階段部分において火災が発生したと

きの煙の拡散性状、初期の火災の延焼拡大性状

を明らかにすること、煙・炎感知器による火災感

知状況についての実証的検証を行うこと、CO セン

サによる火災感知の有効性を検討することを目的

に実験を行い、下記の知見を得た。

1) 初期火災の燻焼状態における煙の発生をより

早期に捉える感知器として、階段室においては煙

感知器を各階に 1 個ずつ設置することが有効であ

る。

2) 放火等の裸火や発炎火災を捉える感知器とし

て、赤外線式炎感知器を放火のおそれのある場

所に設置することが有効である。

3) 一酸化炭素(CO)センサについては、今般の実

験では現行の火災感知器に比べ、火災感知に係

る顕著な有効性は認められなかったことから、現

段階ではあえて基準化する必要はない。

6. 消火実験概要

大木(消火装置工業会)

小規模雑居ビル実大階段室模型での閉鎖型ス

プリンクラー設備および下方放出型簡易自動消火

装置の感知性能・消火性能を確認するための実

験を行い、当該階段室に適応する消火設備の開

発促進基礎データを取得し、下記の知見を得た。

1) スプリンクラーヘッドの感知性能 :5 階扉が開放

している場合、階段室内の気流の関係で SP ヘッ

ドの感知が鈍くなる。

2) スプリンクラーヘッドの消火性能 :木材クリブ模

型および新宿火災模型のいずれにおいても、十分

な消火または火災抑制効果が認められた。

3) 簡易自動消火装置消火性能 :消火薬剤の散水

パターンは、単純なる充円錐より階段室形状に合

わせた充短形の方が消火性能が高いと考えられ

る。但し、消火を達成した型式-1 は、当該充短形

パターンを有しながら、薬剤についても現在開発

中の「高濃度燐酸塩型消火剤」を採用しているの

で、更なる比較実験を要する。

阪神・淡路大震災における防火水槽の被害に関

する研究

吉原 浩

地震時に防火水槽が漏水に至る被害を受ける可

能性についての予測手法を得ることは、既存の防

火水槽の改修計画や新設計画を検討する際の参

考となる。そこで、阪神・淡路大震災で防火水槽

の被害が多く発生し、防火水槽の諸元及び被害

状況に関する資料が多く得られている神戸市、芦

屋市及び西宮市を対象として、防火水槽が漏水に

至る被害を受けた要因について数量化理論第Ⅱ類

による分析を行った結果、以下のことが分かった。

1) 防火水槽の漏水に至る被害の有無との相関は

設置用地が最も大きく、次いで震度、設置年の順

で大であった。

2) 各アイテムにおけるカテゴリー区分を見ると、

道路に設置されたもの、設置年不明及び 1945 年

以前に建設されたもの及び震度が 7 以上であった



ものが、被害を多く受けていた。

[平成14年9月13日]

火災感知機能を有するエアコンの試作について

河関大祐

住宅火災による死者を低減させるために、居室

環境に自主的に設置されやすく、かつ、機能の維

持が容易な携帯の住宅火災検知システムとして、

火災感知機能を有するエアコンを開発した。ここで

は試作したエアコンの概要と、火災感知機能の検

証実験について報告を行った。

検証実験の結果、エアコンに温度センサ、湿度

センサ、煙粒子センサ、ガスセンサ(一酸化炭素

及び炭化水素)を用いた火災感知が有効であるこ

とが分かった。ただし燻蒸式殺虫剤などに対する

非火災報の発生を完全に抑えるには至っていな

い。また、試作機に用いた煙粒子センサは低感度

化または測定レンジの拡大の改良が必要であるこ

とが分かった。

原子力施設災害における救助ロボットの開発コ

ンセプト

天野久徳

プラント内で事故や災害が発生した場合、大型

の救助資機材やロボットを災害現場へ搬入するこ

とは難しい。また、災害復旧や救助を行うロボット

を想定すると、要救助者の近傍で作業するので、

大型であると操縦ミスが要求者に大きな影響を与

えることも考えられる。しかしながらロボットを小

型にすると出力が小さくなり、有効な作業を行うこ

とができなくなる。

ここでは、多数の小型ロボットが協調することに

より大きな出力を必要とする作業を行う、という原

子力施設災害における救助ロボットの開発コンセ

プトが紹介された。また、災害あるいは事故現場

のような障害物が多い領域でも有効に小型ロボッ

ト群が移動できる軌道計画法の提案が紹介され

た。

WTC テロ災害調査団に参加して －資機材に関

する聞き取り調査から－

天野久徳

大規模災害発生時に必要とされる資機材の調

査、および、各種資機材に必要とされる仕様を調

査することを目的として、ニューヨーク市消防局、

連邦危機管理庁、および邦人被災者への聞き取

り調査を行った。今回の調査では、WTC (世界貿

易センター)災害、特に WTC のガレキの状況が特

異なものであり、自然災害のそれとは大きく異な

っていることに注意する必要がある。

調査の結果、以下の知見を得た。

1) 大規模災害においては国レベルの救助組織が

非常に有効に機能したことが、装備品の配備とい

う点からも明らかである。

2) 大規模災害における共同の救助作業において

は機器を標準化することが重要である。

3) 消防などが自ら装備できない資機材については

組織間の協調が重要である。

4) 救助作業に適した防火服が必要である。

5) ロボットなど、消防隊員を危険領域に進入する

リスクを軽減あるいは回避する資機材が必要であ

る。

6) 消防隊員の活動状況を把握する装置の必要性

が指摘された。

7) 上空から情報収集を行うことが有用であった。

8) 災害弱者が迅速に避難できる支援機器の開発

が必要である。

9) 高層階の被災者を救助するための技術開発、

機器開発の必要性が聞かれた。

チェラロンコン大学訪問記

鈴木 健

発 表 者 は 、 日 タ イ 技 術 移 転 プ ロ ジ ェ ク ト

( Thailand-Japan Technology Transfer Project:

TJTTP)により、タイ王国チュラロンコン大学を訪問

した。ここでは、訪問時に現地で開催されていた

繊維に関するシンポジウム(Symposium on Textile)

での講演の様子、共同研究に関する打ち合わせ



の様子、さらに、見学で訪れたチュラロンコン大

学工学部の Textile Research and Testing Centre

の様子が紹介された。

[平成14年10月11日]

溶融ナトリウムとその酸化生成物との接触挙動

廖 赤虹、鶴田 俊

溶融ナトリウムとその酸化生成物との共存およ

び反応開始の機構を検討するために、酸化生成

物の代わりに試薬を用い、両者の温度を変えなが

ら接触させ、そのときの挙動を観測した。その結

果から、以下のことが分かった。

1) 500 ℃以下のナトリウムがその酸化生成物や試

薬に落下するとき、それらの表面形状と温度によ

って、ただちに反応せず共存することがある。

2) 溶融ナトリウムとその過酸化ナトリウムとの共存

は、多量の酸化ナトリウムの介在によるものでは

なく、溶融ナトリウムが過酸化ナトリウムに直接に

触れても 400℃まで共存できる。

3) 酸化生成物や試薬の表面が粗いほど、溶融ナ

トリウムとの反応が起こりやすい傾向がある。

メチルエチルケトンパーオキサイドの分解に対

する酸の影響

Xinrui Li(李 新蕊), Hiroshi Koseki,

Yusaku Iwata,

Jae-Wook Choi (Pukyong National University),

Yun-Soo Mok (Pukyong National University)

韓国でメチルエチルケトンパーオキサイド

(MEKPO)製造中に爆発事故が起こり、死者 5 人を

出した。その原因を究明するために日韓共同で実

験的研究を行った。MEKPO が十分に中和がされ

ていなかったために低温度で熱爆発が起こったも

のであることを高感度熱量計(C80D) を用いて行っ

た実験から明らかにした。

MEKPO に HCl などの数種類の酸を加えて、混

合物の分解温度、分解速度を調べた。反応開始

温度は酸がある場合、劇的に低下し、安定性が

大きく減少することを示した。MEKPO は、熱分解

に加え酸分解反応も起こしている。更に HNO3 と

同様に H2SO4 と HClO4 の添加は酸と酸化還元分

解を引き起こす可能性を示し、製造中の反応条件

の調整が重要あることを示した。

ソウル市を対象とした地震被害想定システムの

構築 －その1.地震環境と基盤データ－

鄭 炳表、座間信作、細川直史、畑山 健

最近まで韓国は地震に関しては安定した地域と

して認識されており、政府や国民の地震に対する

関心は少なかった。また、耐震性の考慮がなされ

ないまま高層集合住宅を中心とする居住文化が定

着してしまった。しかし、近年の世界各地で頻発

している大地震、特に地震活動度がかなり低いと

思われていた地域で発生した兵庫県南部地震は

韓国民と政府に大きな衝撃を与え、地震に対する

関心を高めた。

このたびソウル市を対象とした地震被害想定シ

ステムの構築に関しソウル市立大学との共同研究

が進められることになり、ここでは韓国における地

震環境と基盤データに関し平成 14 年 9 月に行わ

れた現地調査の報告が行われた。

ニューヨークワールドトレードセンター倒壊後

の、米国における防火 安全研究・調査の動向に

ついて

山田常圭

総務省消防庁の超高層建築物テロ災害等消防

安全懇談会」のメンバーの一人として、WTC テ

ロ後 1 年を経過した米国でどのような研究・調査

が進められているか、また行政的な対策に変化が

現れたのか、情報を収集するため、2002年 9月 18

日～ 26 日まで訪米した。その調査結果より、主と

して標準技術研究所(NIST)での研究活動状況、お

よび当研究所で開催された CIB/TG50(超高層部

会)の会議内容を通じての活動状況を紹介した。

その他、ニューヨーク WTC現地での復旧状況、

ニューヨーク市の危機管理局(OEM: Office of

Emergency Management)や自治体国際化協会ニ



ューヨーク事務所(CLAIR, New York)でのヒアリン

グ内容にも触れた。

[平成14年11月15日](臨時)

防火服の防護性と快適性の最適化

ロジャー・L・バーカー

(米国ノースキャロライナ州立大学

繊維工学部センター)

ここでは、消防隊員用被服の快適性と熱防護性

を決定する諸要素、TPP 試験やマネキン試験など

の、耐熱性能と熱防護性能を評価する様々な手法

について解説された。また、消防隊員の快適性に

関する生理学的研究や、防火服用素材及び被服

設計において防護性と快適性の最適なバランスを

とる方法について紹介された。

ダイヤモンドプリンセス号船舶火災の概要

渡部勇市、松島早苗、高崎純治

平成 14 年 10 月 1 日、長崎県長崎市で建造中

の豪華客船「ダイヤモンドプリンセス」で火災が

発生した。ここでは、火災の調査に派遣された職

員により火災の概要の報告が行われた。

[平成14年12月13日]

地下1階の建物における自然換気時の火災性状に

関する実験的研究

松島早苗、渡部勇市

火災階の深さが火災性状にどのような影響を与

えるかを調べるため、2 階層分の階段室を有する

地下 1 階建物模型を使用して、上階の窓を開放し

た地下 1 階の火災実験と下の階の窓を開放した地

上 1 階の火災実験を行った。その結果、次のよう

なことが分かった。

地下 1 階の火災実験と地上 1 階の火災実験を

比べた場合、本実験条件では燃焼速度、階段室

内の垂直温度分布はほとんど変わらなかった。そ

の理由は、階段室から外部への排気量が火災室

床からの窓の高さによってほとんど変わらず、階段

室内の温度が同じになったためである。

無線LANとPHSを用いた防災無線ネットワークの

実大実験(消防活動支援情報システムの所沢実証

実験)

田村裕之、細川直史、遠藤 真、

座間信作、志賀 崇(日本ビクター)、

村田俊哉(日本ビクター)

消防活動支援情報システムでは、導入コストが

低く、比較的高速な通信速度が得られ、消防本

部と災害現場間の独自の通信網を確保できる方法

として無線 LAN 機器と PHS を基盤技術とした

FiReCOS を用いている。このネットワークの性能

を実大規模の実験により検証した結果、建物屋上

に無線 LAN のアンテナを設置することで、防災拠

点や避難場所として想定される消防署や市役所、

小学校をネットワークすることが可能であった。そ

の他、以下のことが得られた。

1) 無線 LAN を 6 段経由しての音声パケット通信

が行える。

2) VoIP での音声通話のデータ量がネットワーク

の通信速度の約 30%までは、安定して通話ができ

る。

3) 無線 LAN で構築されたネットワークであって

も、スパニングツリーを構成することで、ネットワ

ーク障害の回避を実現することができる。

4) 周波数ホッピング方式無線 LAN のローミング

は、音声通話中でも有効である。

最適消防力運用に資する消防活動支援情報の出

力について

関沢 愛

大規模地震時に、災害情報に基づいてリアルタ

イムに延焼予測を行うとともに、その延焼予測に

基づいて消火可否判定あるいは必要消防力などの

情報を予め得ることは、消防隊の運用方針や戦略

の意思決定にとってきわめて重要である。筆者ら

は、出火点情報、風向・風速、延焼予測推定時

間などのパラメータを入力すれば、ごく短時間に

延焼予測結果をはじめ、必要消防力や延焼阻止



可否判定などの消防活動支援情報が得られる汎

用的な消防活動支援情報システムの開発研究を行

っている。ケーススタディによる出力情報は、個

々の火災の拡大に伴って必要となる部隊数と活動

可能な部隊数、順次到着する消防隊の投入箇所

と投入効果、多発火災に対する消防力の最適運

用とその効果であり、支援情報として有用な結果

が得られることが確認できた。

重油直接脱硫装置火災事故調査及びタンク火災

事故現場視察について

西 晴樹

平成 14 年 4 月 15 日、北海道苫小牧市にある

製油所において重油直接脱硫装置の火災が発生

した。また、平成 14 年 11 月 23 日、神奈川県横

浜市にある油槽所において屋外タンク貯蔵所の一

つが爆発し火災となった。ここでは、火災の調査

に派遣された職員により火災の概要の報告が行わ

れた。

[平成15年1月10日]

携帯型情報端末による地震被害情報収集実験

座間信作、畑山 健、遠藤 真、

細川直史、田村裕之、関沢 愛、

高梨健一、新井場公徳、鄭 炳表

合理的な地震応急対策の実施には被害状況の

把握が最も基本となるとの立場から、その一手段

として開発してきた被害情報収集システムの大規

模な検証実験を所沢市を対象として行った。本部

等との通信が確保されている場合には、現場での

逐次入力方式が迅速性・確実性の点において優

れていた。火災等緊急度の高い被害情報につい

ては、「情報拠点」の設置が、収集・伝達作業の

確実性の点から有意義であることが確認された。

被害情報収集にかかる時間の見積もりは、調査対

象地域の建物数から行うのが最適であって、所要

時間(分)は、少なくとも建物数に 0.33 を乗じた値

であることが分かった。

救急出動件数の増加に関する統計的分析

久保田勝明、関沢 愛、吉原 浩、金田節男

消防白書、救急救助の現状のデータを用いた

救急件数増加傾向の分析と、神戸市消防局が独

自に行っている緊急度判定の分析及び都道府県

別に見た人口 1 万人当たりの出動件数の動向分析

を行う事により、救急件数増加傾向の把握を行っ

た。その結果、以下のことが分かった。

1) 年齢区分別:高齢者の増加数が多い。人口あた

りにするとすべての年齢区分で増加している。

2) 事故種別 :急病の増加数が多い。急病の中で

は高齢者の増加数が多い。一般負傷は新生児･乳

幼児の増加率が高い。

3) 傷病程度別 :軽症の増加数が多い。軽症は成

人の割合が高い。中等症は老人の割合が高い。

4) 緊急度評価:不急はさほど多くない。

5) 人口一万人当たりの出動件数(都道府県別):地

域差が大きく、最大 2 倍の開きがある。全都道府

県で増加している。

林野火災の発生危険度・拡大予測システムの開

発に関する研究-平成9年勝沼町の林野火災事例

について

佐藤晃由、寒河江幸平、新井場公徳

近年の山林の荒廃や異常気象などにより、林野

火災が発生すると大規模に拡大する可能性が増大

している。従って、そのような森林地域における

火災発生危険度と拡大危険性を予測し、効率的

な警戒体制を整備することが求められている。こ

のような森林火災の現状に対して、オンライン気

象データベース、林野火災データベース、林相

・地形データベース等を利用し、火災の発生の

危険性と火災の拡大性状を予測する「林野火災

発生危険度拡大予測システム」を開発することを

目的とする研究を行った。

過去数年間に発生した林野火災のうち、火災規

模の比較的大きかった①平成 9 年の山梨県勝沼

町の火災、②平成 10 年の広島県大野町の火災、

③平成 12 年の広島県瀬戸田町における火災事例



に基づき、火災発生危険度と火災拡大性状につい

て調べた。調べた事例で、発生した多くの火災が

最も発生危険度が高いと予測された地域で発生

し、ほぼ良好な予測結果であった。これらの地域

の実際の標高や当日の気象状況を基に火災拡大

性状を調べた結果、火の粉による拡散が重要な要

因になっていることがわかった。

[平成15年3月14日]

産業分類に着目した既存建築物の火災リスク

鈴木恵子

事業所・企業統計調査による事業所数を母集

団情報として用いることで、国内の全ての既存建

物(事業所)に対する出火率及び損害期待値を算出

した結果を示した。事業所・企業統計調査と火災

報告は共に日本標準産業分類を用いていることか

ら、最大で約 450 の産業小分類別にこれらの値を

算出することが可能である。これを消防法令の基

本分類である防火対象物区分ごとにみると、産業

により値に差がある場合があった。

今後の課題として、人的な損害期待値の算出、

平常時の出火・損害予測の検討、消防本部の所

管内事業所の業種に基づく適正装備の検討などを

挙げた。

韓国大邱市地下鉄火災現地調査(速報)

山田常圭、鄭 炳表

平成 15 年 2 月 18 日、韓国大邱市の地下鉄車

輌内で男性がガソリンを撒き放火したことにより対

向車両も含め車輌 12 両全焼、約 200 名が死亡し

た。ここでは、火災の調査に派遣された職員によ

り火災の概要の報告が行われた。

Modeling Post-earthquake Fires in New Zealand

(ニュージーランドにおける地震火災のモデリン

グ)

ジェフ・トーマス(NZ、ビクトリア大学)

ニュージーランドは日本と同じく地震国であり、

多くの活断層がある。ニュージーランド第二の都

市であるウェリントンでも、重要なライフライン施設

のすぐ近傍を活断層が走っているなど、大規模地

震が発生したときの被害の甚大さが予想されてい

る。さらに、ウェリントンには、海岸からの傾斜地

に木造住宅が軒を並べている密集市街地があり、

地震火災による市街地延焼危険が心配されてい

る。

そこで、計算時間の短い静的モデルと、計算時

間は長いがより現実に近い動的モデルという、二

つの延焼危険評価モデルを開発し、ウェリントンの

ある街区を対象地区としてケーススタディを行い、

これらの延焼危険度評価モデルの検証を行った。

一つ目の静的モデルは、延焼限界距離の半分

をバッファーゾーンとして家屋周囲に加え、その

家屋形状の相互の重なりによって延焼可否を判定

し延焼危険度を静的に評価するものである。一方、

二つ目の動的モデルは、セル・オートマトン手法

を応用したもので、延焼メカニズムとして、接炎、

輻射、口火着火、飛び火の４つのパターンを考慮

し、それぞれに火元セルと隣接セルの関係や属性

に基づく延焼判定ルールと延焼速度を設定したシ

ミュレーションである。

ケーススタディの結果、動的モデルは延焼被害

を過小評価する傾向があるのに対して、静的モデ

ルは風速が大きい場合などに延焼被害を過大評

価する傾向があることがわかった。動的モデルは、

計算に時間を要するが、より現実的な延焼危険性

を再現できることに加え、具体的な対策の効果を

検証する目的に利用することができるという利点が

ある。いずれの方法も、今後さらに改良を行うこと

が必要である。

[平成15年3月28日](臨時)

消火の共通ルール

高橋 哲

これまでの研究を通して得られた消火の共通ル

ールについて、それぞれの物質ごとに解説がなさ

れた。



Ⅲ 関 連 業 務

１ 研究交流

(1) 派遣

ア．国際研究集会等出席

派遣者名 期 間 派遣先 国際研究集会の名称等 経費負担方法

天野久徳 14. 4.16 イタリア Safety in Rescue Operations 依頼出張

～ 14. 4.21

箭内英治 14. 4.23 ドイツ ISO/TC94/SC13及び SC14関連 WG 依頼出張

～ 14. 5. 2

山田常圭 14. 5.12 中国 中国科学技術大学火災科学国家重点 運営費交付金

平野敏右 ～ 14. 5.16 実験室での研究講演

平野敏右 14. 6.15 米国 7th International Symposium on Fire 運営費交付金

鈴木 健 ～ 14. 6.23 Safety Science

関沢 愛 14. 6.15

～ 14. 6.24

山田常圭 14. 6.15 米国 7th International Symposium on Fire 運営費交付金

～ 14. 6.27 Safety Science 及び VR に関わる米

国の研究情報収集

細川直史 14. 6.23 カナダ IEEE 2002 International Geoscience 運営費交付金

～ 14. 6.30 and Remote Sensing Symposium

畑山 健 14. 7. 6 ニュージー 西太平洋地球物理学会議 運営費交付金

～ 14. 7.14 ランド

山田常圭 14. 9.18 米国 超高層建築物テロ災害時の消防活動 運営費交付金

～ 14. 9.26 上の安全対策およびワールドトレード

センタービルの火災・倒壊に関する

米国における調査研究動向

関沢 愛 14.10. 6 カナダ FORUM for International Coopera- 運営費交付金

鶴田 俊 ～ 14.10.13 tion on Fire Research

天野久徳 14.10.15 韓国 ICASE/SICE Joint Workshop 運営費交付金

～ 14.10.17

平野敏右 14.10.20 フランス 第 4 回工業的な爆発の危険度、予防 運営費交付金

古積 博 ～ 14.10.27 及び緩和のシンポジウム

岩田雄策 14.10.28 米国 Mary Kay O'Connor Process Safety 運営費交付金

～ 14.11. 3 Center Annual Symposium



派遣者名 期 間 派遣先 国際研究集会の名称等 経費負担方法

天野久徳 15. 2.16 米国 2003 IEEE International Workshop on 依頼出張

～ 15. 2.22 Safety, Security, and Rescue Robots

古積 博 15. 3.13 オランダ OECD-IGUS 運営費交付金

～ 15. 3.21 ドイツ

佐藤晃由 15. 3.15 米国 6th ASME/JSME Thermal Engineer- 運営費交付金

～ 15. 3.22 ing Conference

イ．調査・共同研究等

派遣者名 期 間 派遣先 目 的 等

平野敏右 14. 4.25 タイ チュラロンコン大学との研究打ち合わせ

鈴木 健 ～ 14. 4.30

座間信作 14. 8. 4 台湾 簡易型地震被害想定システムの説明等の技術援助

～ 14. 8. 8

鄭 炳表 14. 9.18 韓国

～ 14. 9.28

座間信作 14. 9.24 韓国 地震被害想定システム構築のための基盤データ収集及び

細川直史 ～ 14. 9.27 研究打ち合わせ

畑山 健

新井場公徳 14.11.30 米国 米国における林野火災研究動向及び林野火災対応に関す

～ 14. 12. 7 る調査

吉原 浩 14.12. 1 米国 米国における救急システムの調査

久保田勝明 ～ 14.12. 8

山田常圭 15. 2.19 韓国 大邱 地下鉄火災の現場調査及び情報収集

鄭 炳表 ～ 15. 2.23

座間信作 15. 3.15 韓国 「ソウル市を対象とした地震被害想定システムの開発」の

細川直史 ～ 15. 3.19 ための常時微動等による地盤調査

畑山 健

遠藤 真

鄭 炳表 15. 3.15 韓国 地震被害想定システム構築のための基盤データ収集並び

～ 15. 3.24 に大邱市地下鉄火災の予備調査



(2) 受け入れ

ア．実務研修員

研修員名(国籍、所属等) 期 間 研 修 部 局 研修担当官

高崎純治(仙台市消防局) 14. 4. 1 研究企画部 研究企画部長

～ 16. 3.31

イ．研究生

研究生名(国籍、所属等) 期 間 研 究 課 題 指導担当官

飯田明彦(東京消防庁) 14. 4. 1 建築物の火災、延焼特性等の基 第五プロジェク

～ 16. 3.31 礎研究 トリーダー

ウ．客員研究員

研究員名(国籍、所属等) 期 間 研 究 課 題 受入研究 G

野竹宏彰(清水建設株式会社) 14. 4. 1 建築物における各種防火対策を 研究統括官

～ 15. 3.31 考慮した火災リスク評価に関する

研究

エ．JSPS外国人特別研究員

研究員名(国籍、所属等) 期 間 研 究 課 題 受入研究 G

楊 棟 13.10.19 自己加速分解温度の評価に関す 物質安全研究 G

～ 14.10.18 る研究

鄭 炳表 14. 4. 1 リモートセンシングデータを用い 防災研究 G

～ 16. 3.31 た地震災害危険度評価に関する

研究

オ．重点研究支援協力員

研究員名 期 間 研 究 課 題 受入代表者

廖 赤紅 10. 1.31 火災被害の軽減化に関する総合 長谷川和俊

～ 14.12.31 的研究 (研究統括官)

真家敦子 10. 3. 1

～ 14.12.31

遠藤 真 11. 4. 1

～ 14.12.31

桃田道彦 12. 4. 1

～ 14.12.31

李 新蕊 13. 8. 1

～ 14.12.31



カ．招へい外国人研究者(共同研究等)

研究員名 期 間 研 究 課 題 受入研究 G

Abdulrehman A. Aldeeb 15. 1. 8 危険性判定試験方法の適正化に 物質安全研究 G

(米国、Texas A&M大学) ～ 15. 1.23 関する研究

Jean-Pierre Vantelon 15. 2.16 危険性判定試験方法の適正化に 物質安全研究 G

(フランス、ポアチェ大学) ～ 15. 3. 1 関する研究

キ．招へい外国人研究者(その他)

研究員名 期 間 目 的 受入研究 G

Howard R. Baum 14. 7.16 第二回消防研究所シンポジウム 消火研究 G

(米国商務省標準技術研究所) ～ 14. 7.19 「消火設備の科学技術と基準」

Valeri Babushok 出席

(米国商務省標準技術研究所)

Andrew K. Kim 14. 7.16～

(カナダ国立研究院建築研究所) 14. 7.20

Ariel Dvorjetski

(イスラエル工科大学)

Bennie G. Vincent

(米国 FMグローバルリサーチ)

Bogdan Z. Dlugogorski

(オーストラリア・ニューカッスル大学)

Corinne Williams (英国 BRE)

Dmitriy V. Makarov

(英国ウルスター大学)

Eui-Pyeong Lee

(韓国光州広域市消防安全本部)

Hongyong Yuan

(中国科学技術大学)

James S. T'ien

(米国ケースウェスタンリザーブ大学)

James W. Fleming

(米国海軍研究所)

Jukka Vaari

(フィンランド国立技術研究センター)

Kitti Intaranont

(タイ・チュラロンコン大学)

M. Kokkala

Myung-O Yoon

(韓国ソウル市立大学)



研究員名 期 間 目 的 受入研究 G

Robert J. Kee 14. 7.16～ 第二回消防研究所シンポジウム 消火研究 G

(米国コロラド州立鉱山大学) 14. 7.20 「消火設備の科学技術と基準」

Ronald S. Sheinson 出席

(米国海軍研究所)

Sergey N. Kopylov

(ロシア火災安全基準策定技術委員会)

Vasily Novozhilov

(シンガポール・ナンヤン工科大学)

Vladimir V. Sheinson

(英国ウルスター大学)

Wei Gao

(中国防火基準策定技術委員会)

Weicheng Fan

(中国科学技術大学)

Gregory T. Linteris

(米国商務省標準技術研究所)

(3) 共同研究

共同研究課題名 共同研究相手先 担当研究室 実施期間

長距離無線 LAN と PHS を用いたネ 通信総合研究所 防災研究 G ～ 17. 3.31

ットワーク対応型消防無線システムに 感知通報研究 G

関する研究

防火服の耐熱性能の評価に関する研 日本防炎協会 火災研究 G 13. 4. 2

究 ～ 15. 3.31

原子力施設の消防防災技術に関する 京都大学大学院情報学研究 第二プロ G 13. 4. 2

研究－原子力施設における救助活動 科システム科学専攻 ～ 16. 3.31

支援ロボット開発のための研究－ 大須賀公一助教授

日立製作所

スプリンクラー等による消火効果を考 鹿島建設株式会社 第二プロ G 13. 5. 1

慮した区画火災の燃焼特性の研究 清水建設株式会社 ～ 15. 3.31

大成建設株式会社

能美防災株式会社

ホーチキ株式会社

ウォーターミストの消火性能に関する ニッタン(株) 第二プロ G 13. 5.

研究 ～ 15. 3.31



共同研究課題名 共同研究相手先 担当研究室 実施期間

バーチャルリアリティ(VR)技術を用い 株式会社フジタ 第五プロ G 13. 7. 1

た防火安全技術に関する研究 ～ 16. 6.30

金属ナトリウムの燃焼と消火に関する 静岡大学工学部機械工学科 第二プロ G 13. 7. 2.

基礎的研究 牧野 敦 ～ 16. 3.31

水／空気混合噴霧の消火性能に関す 横浜市消防訓練センター 第二プロ G 13. 7. 2

る研究 ～ 15. 3.31

水／空気混合噴霧の消火性能に関す 三菱重工業株式会社 第二プロ G 13. 7. 2

る研究 ～ 15. 3.31

火炎中における消火剤の挙動に関す 筑波大学機能工学系 消火研究 G 13. 7. 2

る研究 西岡牧人助教授 ～ 16. 3.31

ウォーターミスト消火のシミュレーシ 東京大学大学院工学系研究 第二プロ G 13. 8. 1

ョン手法に関する研究 科機械工学専攻 ～ 15. 3.31

松本洋一郎教授

ウォーターミスト消火の反応論的シミ 青山学院大学理工学部機械 第二プロ G 13. 8. 1

ュレーション手法に関する研究 創造工学科 林 光一教授 ～ 15. 3.31

ナトリウム燃焼挙動に関する研究(III) 核燃料サイクル開発機構 特殊火災研究 G 13. 8. 1

～ 15. 3.31

地震災害予測のための大都市圏強震 科学技術振興事業団 防災研究 G 13.12. 1

動シミュレータの開発 ～ 16.11.30

地震による浮き上がりを伴う小規模タ 高知工業高等専門学校機械 消防機械研究 G 14. 1. 7

ンクの強度に関する研究 工学科 吉田聖一教授 ～ 15. 3.31

地震による浮き上がりを伴う小規模タ 龍谷大学理工学部機械シス 消防機械研究 G 14. 5. 1

ンクの挙動に関する研究 テム工学科 大塚尚武教授 ～ 15. 3.31

閉鎖型スプリンクラーヘッドの感熱体 日本消防検定協会 消防機械研究 G 14. 5. 1

の経年挙動に関する基礎的研究 ～ 15. 3.31

消防用ロボットに適した制御理論に関 岐阜県生産情報技術研究所 消防機械研究 G 14. 5.24

する研究 ～ 15. 3.31

危険物の危険性評価に関する研究 プキャン国立大学(韓国) 物質安全研究 G 14. 7. 1

～ 17. 3.31

消防用防護服の総合的な性能評価手 日本防炎協会 火災研究 G 14. 7. 1

法に関する研究 ～ 17. 3.31

火災統計に基づく日常管理・消防用 鹿島建設株式会社 建築防火研究 G 14. 8.

設備等の設置状況の火災抑止効果に 名古屋市立大学大学院 ～ 15. 3.31

関する研究 志田弘二助教授

エネルギー物質の危険性評価に関す 南京理工大学(中国) 物質安全研究 G 14. 9.

る研究 ～ 17. 3.31

自己加速分解温度の決定に関する研 神奈川県産業技術総合研究 物質安全研究 G 14.10.

究 所 ～ 15. 3.31



共同研究課題名 共同研究相手先 担当研究室 実施期間

ソウル市を対象とした地震被害想定 ソウル市立大学地震防災研 防災研究 G 14.10.

システムの開発 究所 Myong-O Yoon教授 ～ 16. 3.31

試作防火衣等の耐熱性能の評価に関 京都市消防局消防学校 火災研究 G 14.10. 1

する研究 ～ 15. 3.31

一般住宅における初期火災時の燃焼 東京ガス株式会社 火災研究 G 14.10. 1

特性に関する研究 ホーチキ株式会社 ～ 17. 3.31

消防用防護服の総合的な性能評価手 東京消防庁消防科学研究所 火災研究 G 14.10. 1

法及び総合的に優れた防火衣の開発 ～ 17. 3.31

に関する研究

火災時における臭い警報システムに 株式会社ピクセン 感知通報研究 G 14.11. 1

関する研究 ～ 17. 3.31

木材に塗布した難燃材の経年劣化に 京都市消防局消防学校 火災研究 G 14.12.13

関する研究 ～ 15. 3.31

林野火災の発生危険度と拡大を予測 広島県立林業技術センター 第四プロ G 14.12.24

するシステムの開発 ～ 15. 3.31

京都大学防災研究所萌芽的共同研究 京都大学防災研究所・他 防災研究 G 14. 4. 1

「強震動シミュレーションにおける海 ～ 15.2.28

の影響評価に関する研究」

東京大学地震研究所特定共同研究 東京大学地震研究所・他 防災研究 G 14年度

(B)「同時多点アレー観測による地下

構造の水平方向不均質性の抽出」

危険物の危険性評価に関する研究 中国人民武装警察付属学院 物質安全研究 G 15. 3. 1

～ 17. 3.31

石油タンク火災に関する研究 ポアチエ大学(フランス) 物質安全研究 G 15. 3. 1

～ 17. 3.31



２ 所外講師派遣及び所外委員会等参加状況

(1) 所外講師派遣状況

ア．大学教授等

派遣先機関 講 義 題 目 氏 名

東京大学大学院 関沢 愛

イ．大学非常勤講師

派遣先機関 講 義 題 目 氏 名

長岡科学技術大学大学院 燃焼火災安全持論 鈴木 健

千葉大学 燃焼学 鶴田 俊

長岡科学技術大学 ロボット工学 天野 久徳

東京工業大学 精密機械システム特別講義第五 西 晴樹

名古屋工業大学 防火論 山田 常圭

ウ．その他講義

年月日 派 遣 先 機 関 講 義 題 目 氏 名

14. 4.15 消防大学校 地震現象(地震現象と予知) 畑山 健

14. 5.30 原子力安全技術センター 消防関係者の留意すべき事柄 山田 常圭

14. 6. 4 消防大学校 燃焼理論(燃焼の原因と消火) 鶴田 俊

14. 6.10 消防大学校 地震のメカニズム(地震の発生原理と 畑山 健

予知)

14. 6.12 原子力安全技術センター 消防関係者の留意すべき事項 山田 常圭

14. 6.20 全国消防協会東北支部 火災における有毒ガスの発生と毒性 箭内 英治

14. 6.27 消防大学校 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子

14. 7. 2 総合安全工学研究所 新宿歌舞伎町小規模雑居ビル火災と 関沢 愛

それをめぐる消防研究所での研究活

動

14. 7. 5 消防大学校 避難対策(群衆の避難行動とその対 山田 常圭

策)

14. 7. 5 消防大学校 講話 平野 敏右

14. 7. 9 原子力安全技術センター 消防関係者の留意すべき事柄 鶴田 俊

14. 9. 5 日本金属学会分科会シンポジウ 山田 實

ム

14. 9. 7 奈良火災調査ネットワーク研究 消防研究所の業務と研究内容につい 関沢 愛

～ 14. 9. 8 会 て



年月日 派 遣 先 機 関 講 義 題 目 氏 名

14. 9.25 安全工学協会安全工学セミナー 可燃性液体・ガスの火災・爆発危険 鶴田 俊

性

14.10.16 消防大学校 地震現象(地震現象と予知) 畑山 健

14.11. 1 茨城県 最近の石油コンビナート等における 古積 博

火災事例とその対策

14.11. 5 消防大学校 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子

14.11. 7 消防大学校 避難対策(群衆の避難行動とその対 山田 常圭

策)

14.11.11 消防大学校 講話 平野 敏右

14.11.13 安全工学協会安全工学セミナー 漏洩予防対策 山田 實

14.11.15 消防大学校 地球環境問題(地球温暖化、エネル 鶴田 俊

ギー問題)

14.11.20 消防大学校 火災の性状(建物火災) 山田 常圭

14.11.25 消防大学校 新しい消火設備(消防設備の研究開 竹元 昭夫

発)

14.11.27 消防大学校 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子

14.11.27 横浜国立大学 地震による危険物施設の損傷事例 山田 實

14.11.28 消防大学校 危険物事故事例(危険物の事故事例) 古積 博

14.12. 3 横浜国立大学 キャリアアップのための安全工学 平野 敏右

14.12. 6 千葉県自治専門校 防災とまちづくり 関沢 愛

14. 1. 9 東京労働安全衛生教育センター 静電気演習 松原 美之

安全衛生専門講座

15. 1.31 静岡県危険物安全協会連合会 火災・爆発現象 鶴田 俊

15. 2.12 消防大学校 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子

15. 2.15 全国住宅火災防止協会 文化財建造物の防炎対策に関する研 箭内 英治

究

15. 2.17 消防大学校 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子

15. 2.17 危険物保安技術協会危険物事故 重油直接脱硫装置火災原因調査報告 西 晴樹

防止セミナー について

15. 2.20 日本繊維機械学会 消防隊用防火服の耐熱性能試験と 箭内 英治

ISOの動向

15. 2.20 消防大学校 燃焼理論(燃焼と消火理論) 佐宗 祐子



(2) 所外委員会、研究会への参加状況

団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

消防庁 大規模災害時における市街地空中消火マニ 委 員 平野 敏右

ュアル策定検討会

総合防火安全対策手法の開発調査検討(消 委 員 長

防総合プロジェクト)委員会

消防庁予防課 防火対象物の総合防火安全評価基準のあり 委 員

方検討会

Australian Research Council ARC Grant and Research Fellowship評価委 評価委員

員会

経済産業省 総合資源エネルギー調査会 臨時委員

同高圧ガスおよび火薬類保安分科会 臨時委員

厚生労働省 労働政策審議会 臨時委員

同安全衛生分科会 委 員

ISO/TC21協議会 ISO/TC21委員会 委 員

消防科学総合センター 火災原因等調査委員会 委 員 長

日本消防設備安全センター 認定制度審議会 委 員

危険物保安技術協会 危険物事故防止対策論文審査委員会 委 員

技術顧問

セコム科学技術振興財団 評 議 員

宇宙開発事業団 国際公募科学評価対応ワーキンググループ 委 員

核燃料サイクル開発機構 運営審議会 委 員

高圧ガス保安協会 技術委員会 委 員

同一般ガス部会 部 会 長

石油公団 石油ガス国家備蓄基地計画検討委員会 委 員

中央労働災害防止協会 石綿の代替化等検討委員会 委 員

日本鉄鋼連盟 中国冶金燃焼環境保護・省エネルギー技術 委 員 長

センタープロジェクト国内委員会

日本電気協会 澁澤賞受賞選考委員 委 員

Asia-Oceania Section of 名誉会長

IAFSS

Fire Safety Journal 編集委員

国際火災安全科学学会 会 長

国際燃焼学会 理 事

第 19 回爆発と反応系の力 第 19 回爆発と反応系の力学の国際コロキア 委 員

学の国際コロキアム日本組 ム組織委員会

織委員会

消防庁予防課 消防用設備等の性能規定化に関する推進検 委 員 長澤 純一

討会



団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

全国消防長会 消防装備等情報連絡委員会 委 員 長澤 純一

消防科学総合センター 平成 14年度まちづくり大賞選定委員会 委 員

日本消防設備安全センター 国際消防協力推進委員会 委 員

海外消防情報センター 海外消防情報センター運営委員会 顧 問

関係省庁 UJNR防火専門部会国内部会 委 員 関沢 愛

消防庁 大規模災害時における市街地空中消火マニ 委 員

ュアル策定検討会

消防庁予防課 消火器・防炎物品リサイクル推進委員会 委 員

防火対象物の総合防火安全評価基準のあり 委 員

方検討会

同幹事会 幹 事

火災予防のあり方検討幹事会 幹 事

消防防災分野申請・届出等電子化検討委員 委 員

会

高齢社会における火災予防・火災通報のあ 委 員

り方検討委員会

東京消防庁 火災予防審議会 委 員

日本消防検定協会 消防機器等評価委員会 委 員

日本消防設備安全センター 消防防災システム評価委員会 委 員

米国防火協会(NFPA) Fire Technology誌編集委員会 委 員

国土技術研究センター 水系を生かした都市防災水環境ネットワーク 委 員

委員会

まちづくりにおける防災評価・対策技術の開 委 員

発委員会第一分科会

損害保険料率算出機構 災害科学研究会 委 員

東京防災指導協会 共同住宅等における消防用設備等のあり方 委 員

に関する調査研究委員会

国際火災安全科学学会 プログラム委員会 委 員

Fire Safety Journal誌編集委員会 委 員

日本火災学会 火災誌編集委員会 委 員

火災時の避難行動専門委員会 主 査

日本建築学会 論文集委員会 委 員

防火委員会 委 員

都市防火小委員会 幹 事

消防庁 携帯電話等を用いた 119 番通報のあり方に 委 員 松原 美之

関する研究懇談会

消防庁防火安全室 火災等原因調査制度・体制のあり方検討会 委 員



団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

製品評価技術基盤機構 家電製品等発火解析技術委員会 委 員 松原 美之

事故動向等解析専門委員会 委 員

消防科学総合センター 火災原因等調査委員会 委員・幹事

日本消防設備安全センター 消防活動が困難な空間における消防活動支 委 員

援情報システムの開発に関するプロジェクト

チーム

消防防災 IT未来懇談会 委 員

総合操作盤評価委員会 委 員

消防防災システム評価委員会 委 員

Journal of Electronics 編集委員会 編集委員

静電気学会 理事会 理 事

日本火災学会 日本火災学会刊行委員会ホームページ小委 幹 事 高梨 健一

員会

消防科学総合センター 三重県石油コンビナート等防災計画防災ア 委 員 座間 信作

セスメントの見直しに関する調査委員会

日本防炎協会 防炎審議会 委 員

高圧ガス保安協会 高圧ガス設備等耐震対策に係る地震動分科 委 員

会

日本高圧力技術協会 経年タンクの使用中グローバル診断技術と 幹 事

開放検査の最適化に関する調査・研究委員

会

消防庁予防課 総合防火安全対策手法の開発調査検討委員 委 員 箭内 英治

会

同幹事会 主 査

消火器・防炎物品リサイクル推進委員会防 委 員

炎物品専門部会

文化財の火災予防対策の充実に関する調査 委 員

研究委員会

日本防炎協会 消防用防護服性能評価手法研究会 委 員

ＩＳＯ/ＴＣ 94/ＳＣ 14 国内対策委員会作業部 委 員

会

｢防炎ニュース｣編集委員会 委 員

防炎製品認定委員会防炎基準検討分科会 委 員

防護服性能基準検討委員会 委 員 長

建築・住宅国際機構 ＩＳＯ/ＴＣ 92/ＳＣ 1，3ＷＧ 委 員

日本保安用品協会 防護服分野の国際規格原案の審議等に係わ 主 査

る作業部会



団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

日本火災学会 日本火災学会学術委員会火災ガス毒性調査 委 員 箭内 英治

専門委員会

日本火災学会理事会 理 事

日本火災学会企画委員会 委 員

日本火災学会企画委員会制度検討小委員会 委 員

ISO防護服研究会 主 査

消防庁危険物保安室 危険物等事故防止対策情報連絡会 委 員 鶴田 俊

新規危険性物質情報連絡分科会 会 員

消防庁特殊災害室 比較的短い道路トンネルにおける消防対策 委 員

等の調査研究作業部会

消防科学総合センター 工事中の道路トンネルにおける車両火災等 委 員

の対策に関する調査研究委員会

日本消防設備安全センター ガス系消火設備等専門委員会 委 員

危険物保安技術協会 単独荷卸しに係る仕組みの評価委員会 委 員 長

危険物関連設備等の性能評価委員会 特別専門

委 員

同第一専門部会 委 員

原子力安全技術センター 平成 14 年度原子力防災研修事業原子力防 委 員

災地域実践コース用教材作成ワーキンググ

ループ

平成 14年度原子力防災研修部会 委 員

原子力発電技術機構 発電炉部会 研究開発段階炉の安全性に関 委 員

する新知見調査分科会

産業廃棄物処理事業振興財 PCB廃棄物収集運搬技術調査検討委員会 委 員

団

日本ガス機器検査協会 燃料電池研究会 委 員

日本自動車研究所 自動車用固体高分子形態燃料電池システム 委 員

普及基盤整備事業安全評価ワーキング

日本火災学会 日本火災学会刊行委員会ホームページ小委 幹 事

員会

火災誌編集小委員会 編集委員

日本燃焼学会 ナトリウム燃焼消火の調査委員会 委 員

消防庁危険物保安室 危険物保安に係る技術基準の性能規定化調 委 員 古積 博

査検討会

消防庁危険物保安室 危険物等の危険性に関する調査検討会 幹 事

文部科学省 失敗知識活用研究会－化学物質・プラント 委 員

分野－



団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

日本消防設備安全センター 危険物施設用設備等専門委員会 委 員 古積 博

宇宙開発事業団 安全技術委員会 委 員

日本海事検定協会 危険性評価部会 委 員

安全工学協会 災害事例解析と防止対策検討委員会 委 員

第 19 回爆発と反応系の力 第 19 回爆発と反応系の力学の国際コロキア 委 員

学の国際コロキアム日本組 ム組織委員会

織委員会

日本化学会 環境・安全推進委員会防災小委員会ヒドロ 委 員

キシルアミン防災指針 WG

日本消防設備安全センター 二次製品防火水槽等認定基準審査委員会 委 員 吉原 浩

危険物保安技術協会 大型化学消防車等評価委員会 委 員 長

日本消防設備安全センター 消防用設備等認定委員会 委 員 高橋 哲

日本消防設備安全センター 消防防災用設備機器性能評定委員会 委 員 渡部 勇市

日本照明器具工業会 誘導灯認定委員会 委 員

高速道路調査会 大断面トンネルの非常用施設に関する調査 委 員

研究委員会

トンネル研究委員会 委 員

消防庁予防課 火災通報のあり方検討幹事会 幹 事 河関 大祐

日本消防検定協会 特定警報機器評価委員会委員 委 員

火災報知設備規格検討委員会 委 員

日本消防設備安全センター 警報設備等専門委員会 委 員

ISO/TC21協議会 ISO/TC21/SC3 委 員

消防庁 大規模災害時における市街地空中消火マニ 委 員 金田 節夫

ュアル策定検討会

日本消防設備安全センター 水系消火設備等専門委員会 委 員

危険物保安技術協会 移動タンク貯蔵所の安全性に関する調査検 幹 事

討委員会

国土交通省 危険物運送要件査定検討会 委 員 佐宗 祐子

国土交通省 危険物海上運送基準検討会 委 員

日本消防設備安全センター ガス系消火設備等評価委員会 委 員

同第一専門委員会 委 員

地球環境産業技術研究機構 半導体 CVD 洗浄プロジェクト 安全性タス 委 員

クフォース委員会

日本化学会 環境・安全推進委員会 委員・幹事

同防災小委員会 委 員

日本火災学会 総務委員会国際対応専門委員会 委 員

日本燃焼学会 第 29回国際燃焼シンポジウム実行委員会 委 員



団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

日本燃焼学会 次世代燃焼基盤技術の国際動向調査研究会 委 員 長 佐宗 祐子

火災・安全小委員会

理事会 理 事

日本防炎協会 消防用防護服性能評価手法研究会 委 員 鈴木 健

日本消防設備安全センター 防火安全機器等専門委員会 委 員

日本建築学会 火災性状小委員会 委 員

消防庁危険物保安室 危険物等の危険性に関する調査検討委員会 幹 事 岩田 雄策

日本消防設備安全センター 防火材等専門委員会 委 員 松島 早苗

岐阜県 岐阜県デジタル空路研究会 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 天野 久徳

日本消防設備安全センター 避難設備等専門委員会 委 員

原子力安全技術センター 平成 14 年度緊急時対策総合支援システム 委 員

調査モニタリング技術調査部会

同技術検討 WG 委 員

システム制御情報学会 レスキュー工学研究会 委 員

レスキューロボットコンテス レスキューロボットコンテスト実行委員会(第 委 員

ト実行委員会 Ⅱ期)

計測自動制御学会 システムインテグレーション部門レスキュー 副 主 査

工学部会

日本機械学会 会誌出版部会企画小委員会 委 員

危険物保安技術協会 屋外貯蔵タンク火災事故の原因に関する調 委 員 西 晴樹

査検討委員会

石油コンビナートに係る防災対策調査検討 委 員

委員会

日本高圧力技術協会 経年タンクの供用中グローバル診断技術と 委 員

開放検査の最適化に関する調査・研究委員

会第 1分科会

安全工学協会 平成 14・15年度安全工学協会編集委員会 委 員

ISO/TC21協議会 ISO/TC21/SC3/WG1 委 員 田村 裕之

ISO/TC21/SC3/WG2 委 員

ISO/TC21/SC3/WG6 委 員

ISO/TC21/SC3/WG7 委 員

ISO/TC21/SC3/WG9 委 員

ISO/TC21/SC3/WG10 委 員

危険物保安技術協会 備蓄基地危機管理体制整備のための調査研 委 員

究 WG

日本消防設備安全センター 平成 14 年度消防・救急無線デジタル化検 委 員

討委員会



団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

日本消防設備安全センター 保守用機器等専門委員会 委 員 田村 裕之

日本内燃力発電設備協会 自家発電設備認証委員会 委 員

電気学会 次世代位置情報技術調査専門委員会 委 員

日本火災学会 日本火災学会学術委員会 委 員

消防庁 災害映像情報の効果的活用に係る検討懇談 委 員 細川 直史

会

携帯電話を活用した要救助者の位置特定シ 委 員

ステムに関する懇談会

災害映像の活用システムに係る検討懇談会 委 員

通信・放送機構 被災地映像を活用した災害情報収集システ 委 員

ム調査研究委員会

宇宙開発事業団 宇宙システムによる社会安全のための調査 委 員

研究委員会

消防庁 林野火災対策に係る研究調査委員会 委 員 新井場公徳

日本地すべり学会 地すべり学会誌編集委員会 委 員

消防庁危険物保安室 廃棄物処理施設の火災対策の調査検討会 委 員 尾川 義雄

日本消防設備安全センター ガス系消火設備等評価第二専門委員会 委 員

消防庁予防課 大都市における放火対策検討会 委 員 鈴木 恵子

日本火災学会 普及委員会 委 員

地震火災専門委員会 委 員

日本建築学会 関東支部防火専門研究委員会 委 員

日本建築学会 強震観測小委員会次世代システム検討ＷＧ 委 員 畑山 健

消防庁危険物保安室 屋外タンク貯蔵所の安全性評価に関する調 委 員 山田 實

査検討会

危険物保安に係る技術基準の性能規定化調 委 員

査検討会

地下に埋設される危険物施設の安全・環境 委 員

対策に係る調査検討委員会

危険物規制に係る技術基準の性能規定化に 委 員

関する調査検討委員会

特定屋外タンク貯蔵所の開放周期の算定方 委 員

法に関する調査検討委員会

製品評価技術基盤機構 精製設備信頼性委員会 委 員

日本消防検定協会 消防自動車のオーバーホールに関する実施 委 員

基準検討会

日本消防検定協会 金属製避難はしご規格研究委員会 委 員 長
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日本消防設備安全センター 消防防災活動用資機材性能評定委員会 委 員 山田 實

消防防災活動用資機材等専門委員会 委 員

危険物保安技術協会 コーティング上からの溶接部の検査方法の 委 員 長

あり方に関する調査・検討委員会

危険物関連設備等の性能評価委員会 委 員

危険物関連設備等性能評価専門委員会 委 員

アルコール系燃料の固定給油設備等に与え 委 員

る影響に関する調査検討委員会

特定屋外タンク貯蔵所の開放周期の算定方 主 査

法に係る性能規定化に関する調査・検討の

ための第一分科会

日本高圧力技術協会 経年タンクの供用中グローバル診断技術と 主 査

開放検査の最適化に関する調査・研究委員

会分科会

日本高圧力技術協会 エネルギ貯槽等安全研究委員会 副委員長

エンジニアリング振興協会 AE 法による石油タンク腐食検査技術開発委 委 員

員会

地盤工学会 液状化による地中埋設構造物の浮き上がり 委 員

被害に関する研究委員会

日本材料学会 破壊力学部門委員会 委 員

消防庁予防課 防火対象物の総合防火安全評価基準のあり 委 員 山田 常圭

方検討会

同幹事会 幹 事

火災予防のあり方検討幹事会 幹 事

総合防火安全対策手法の開発調査検討(消 委 員

防総合プロジェクト)委員会

消防庁特殊災害室 比較的短い道路トンネルにおける消防対策 委 員

等の調査研究作業部会

消防科学総合センター 工事中の道路トンネルにおける車両火災等 委 員

の対策に関する調査研究委員会

小規模防火対象物の防火安全対策に関する 委 員

調査研究委員会

日本消防設備安全センター 小規模防火対象物の防火安全対策に関する 委 員

調査研究委員会

消防防災システム第一専門委員会 委 員

比較的短い道路トンネルにおける非常用施 委 員

設設置基準に関する調査研究委員会



団 体 等 名 委 員 会 等 名 役職名 氏 名

建築・住宅国際機構 ＩＳＯ/ＴＣ 92/ＳＣ 4 委 員 山田 常圭

国土開発技術センター 乗用車専用道路の緊急・消火活動に関する 委 員

検討委員会

首都高速道路技術センター 首都高速道路における都市内長大トンネル 委 員

の防災安全に関する調査研究委員会

日本建築センター 大深度地下利用における安全性に関する検 委 員

討委員会

建築防災性能審査会 委 員

東京大学生産技術研究所 研 究 員

日本火災学会 日本火災学会学術委員会 委 員

日本火災学会理事会 理 事

地震火災専門部会 主 査

日本建築学会 煙・避難安全小委員会 委 員

都市と建築の防火防煙環境設計ＷＧ 委 員

防火委員会 委 員

防火安全設計小委員会 委 員

消防庁予防課 消火器・防炎製品リサイクル推進委員会消 委 員 竹元 昭夫

火器専門部会

ISO/TC21協議会 ISO/TC21/SC2 委 員

日本消防検定協会 消火栓等操作性評価委員会 委 員

消防機器等評価委員会専門部会 委 員

放水型ヘッド等ＳＰ設備評価委員会 委 員

日本消防設備安全センター 消防防災システム第一専門委員会及び消防 委 員

防災システム第二専門委員会

日本火災学会 火災時の避難行動専門委員会 委 員 久保田勝明

日本建築学会 建築計画委員会 安全計画小委員会 委 員

既存ビルの連結による街並み再生特別研究 委 員

委員会

(3) 所外実験等への参加

実験・研究名等 主催団体名 分担事項 参加者 期 間

減煙剤を含む灯油の燃焼実 昭和シェル石油 放射熱測定・煙粒子 岩田雄策 14. 9. 4

験 の採取 古積 博 ～ 14. 9. 6

同時多点アレー観測による地 東京大学地震研究 常時微動観測 畑山 健 15. 3.20

下構造の水平方向不均質性 所 ～ 15. 3.22

の抽出



３ 災害調査等

(1) 災害調査

派遣期間 災害及び調査の概要 派 遣 先 被派遣職員

14. 5.23 出光興産(株)北海道製油所重油直接脱硫装置火災 北海道苫小牧市 西 晴樹

～ 14. 5.24 事故に係る現地調査

14. 7. 1 稚内中央小売市場周辺火災の火災拡大状況調査 北海道稚内市 山田 常圭

～ 14. 7. 3 阿部 伸之

飯田 明彦

14. 7. 4 京浜島不燃ごみ処理センター火災 東京都大田区 関沢 愛

渡邉 洋己

山田 實

14. 7.12 岐阜県岐阜市・各務原市における林野火災跡地の 岐阜県岐阜市、各 新井場公徳

～ 14. 7.12 調査 務原市

14. 7.17 岡山県総社市における林野火災の跡地の調査 岡山県総社市 佐藤 晃由

～ 17. 7.19 寒河江幸平

14. 8. 7 長野県松本市における林野火災跡地の調査 長野県松本市 新井場公徳

～ 14. 8. 8

14. 9.17 香川県丸亀市における林野火災跡地の調査 香川県丸亀市 寒河江幸平

～ 14. 9.18 新井場公徳

14.10.23 ダイヤモンドプリンセス船舶火災 長崎県長崎市 渡部 勇市

～ 14.10.24 松島 早苗

高崎 純治

14.11.20 大分県別府市におけるマンション火災 大分県別府市 鈴木 健

～ 14.11.21

14.11.28 大東通商(株)横浜油槽所における屋外貯蔵タンク火 神奈川県横浜市 西 晴樹

～ 14.11.28 災の調査

14.12.10 動物性飼料の倉庫火災に関する調査 栃木県宇都宮市 岩田 雄策

15. 2.19 韓国大邱 地下鉄火災の現場調査及び情報収集 韓国 山田 常圭

～ 15. 2.23 鄭 炳表

(2) 鑑定

年月 鑑定依頼先 鑑定の概要 鑑定者

13.12～ 大阪地方裁判所 商業用オフセット印刷機爆発事故原因鑑定 田村 裕之

他一名



４ 受賞・学位

(1) 受賞

受賞者名 受賞年月 賞の種別 受賞内容

天野久徳 14.12 SI2002 ベストセッション賞 大規模災害時の消防用救助活動資機材－

田所 諭 NY-WTC テロ災害の調査研究から－

(神戸大学)

５ 特許等

(1) 特許

種 別 番 号 発明の名称 発明者

特許願 特願 2003-013191 形状変化機構を有する多面体移動装置 田端克彦(岐阜県生産情報技術

研)他二名

天野久徳

特願 2002-84251 漏洩位置検知方法 諸藤浩一(東京瓦斯)他三名

山田 實

特願 2002-146648 火災検知方法及び火災検知器 河関大祐、田村裕之

須川修身(東京理科大)他二名

特願 2003-054189 緊急情報報知システム及び電話リレー 河関大祐、田村裕之

装置

特願 2002-173199 回線接続制御装置 田村裕之、細川直史

遠藤 真

志賀 崇(日本ビクター)

特願 2002-127491 アルカリ金属蒸気の発光誘起方法と標 廖 赤虹、鶴田 俊

準光源及びアルカリ金属の漏洩検出装 斎藤 直

置

特願 2003-77649 火災体験装置および方法(先願特許 特願 須賀昌昭(フジタ)他一名

2002-84251 に基づく優先権主張) 山田常圭、阿部伸之

特願 2002-01270 二流体消火システムおよび二流体消火 宮坂政司(三菱重工業)他五名

方法(先願特許 特願 2002-37206 に基づく優先権主 斎藤 直、鶴田 俊

張) 尾川義雄



６ 視察・見学

(1) 国内

日付 訪 問 者 人数

14.4.16 消防庁防災課広域応援対策官 1 名

4.17 首都高速道路技術センター 10 名

5.13 戸倉町消防団 22 名

6. 1 地域安全学会 90 名

6. 5 山梨県消防学校(事前視察) 2 名

6. 5 森林技術総合研修所 26 名

6.14 総務省独立行政法人評価委員会消防研究所分科会 4 名

6.25 天然ガス導入促進センター 2 名

6.26 鎌ヶ谷市女性防火クラブ 24 名

7. 1 石川県消防長会 14 名

7. 2 消防庁実務研修生 43 名

7. 4 山梨県消防学校 25 名

7.10 青島市視察団 8 名

7.10 陸上自衛隊小平学校 40 名

7.11 日本工業大学 千葉元晴氏 1 名

7.18 消防大学校火災調査科第 3期 48 名

7.25 会計検査院検査官 3 名

7.26 関東管区警察学校 32 名

10. 3 消防大学校上級幹部科 48 名

10.24 宮崎県小林市消防団 25 名

10.28 陸上自衛隊小平学校 24 名

10.29 山之内町防火管理協議会 25 名

11.12 消防大学校緊急消防援助講習会 36 名

11.14 陸上自衛隊化学学校 4 名

11.25 消防大学校予防科 54 名

11.29 独立行政法人製品評価技術基盤機構 北関東支所 2 名

12. 2 三菱電機株式会社 久保田浪之介氏 1 名

614 名



(2) 国外

日付 訪 問 者 人数

14. 5.14 南京理工大学 呂氏 1 名

7.30 Dieter Pawel氏・坪井氏 2 名

8 .6 韓国人 2 名

9.17 中国北京消防技術センター 2 名

9.18 平成 14年度消防行政管理者研修 9 名

10. 9 平成 14年度日韓消防セミナー 6 名

10.10 集団研修「火災予防技術コース」 8 名

11.22 ISO/TC21 によるアジア・オセアニアシンポジウムに係る消防研究所見学 30 名

11.27 インドネシアの消防行政に携わる幹部職員との交流セミナー 5 名

15. 1.14 中国武装警察 6 名

66 名



付 録

１ 研究体制

(1) 組織

理 事 長

理 事 監 事

研 究 統 括 官 命を受け、消防の科学技術に関する研究、調査および試験に関する事

務を総括整理すること。

上 席 研 究 官 命を受け、極めて高度の研究課題について、調査、研究および試験を

行うこと。

事務局長

総 務 課

課長補佐 課の事務の処理について課長を助けること。

主 幹 命を受け、課の庶務ならびに各係および主任の事務を調整すること。

総 務 係 文書処理、服務その他人事、連絡調整ならびに他の部および係に属さ

ないものに関すること。

会 計 係 予算および決算ならびに会計に関すること。

管 理 係 財産および物品の管理ならびに警備等に関すること。

主査・主任 命を受け、課の特定の事務を処理すること。



研 究 企 画 部 研究、調査及び試験の企画、立案および総合調整等に関すること。

企 画 調 整 官 命を受け、研究企画部の事務を調整すること。

開発支援専門官 命を受け、機器の試作等に関する専門的な事項に関する事務を

行うこと。

火災原因調査室 火災原因調査に関すること。

基 盤 研 究 部 消防の科学技術に関する研究、調査および試験に関すること。

火 災 研 究 グ ル ー プ 物質の燃焼機構および火災時の発生ガス等に関すること。

特殊火災研究グループ 原子力火災その他特殊な要因による火災等に関すること。

物質安全研究グループ 各種危険物およびこれらに類するものの危険性評価等に関

すること。

施設安全研究グループ 危険物施設の安全確保のための技術等に関すること。

消 火 研 究 グ ル ー プ 消火、消火剤、消火設備等に関すること。

建築防火研究グループ 建築物の火災ならびに延焼特性および火災時の避難等に

関すること。

消防機械研究グループ 消防用機械、器具および車両ならびに航空消防等特殊消

防の技術等に関すること。

感知通報研究グループ 火災の感知および通報ならびにこれらの情報処理等に関

すること。

防 災 研 究 グ ル ー プ 地震および自然災害時の消防防災技術に関すること。

救 急 研 究 グ ル ー プ 消防の救急技術および救助用資機材に関すること。

主 幹 研 究 官 命を受け、特に高度の研究課題について、調査、研究お

よび試験を行うこと。

主 任 研 究 官 命を受け、特定の研究課題について、調査、研究および

試験を行うこと。

プロジェクト研究部 強い社会的要請等を有する研究、調査および試験を行うこと。

第一～第五プロジェクト 命を受け、プロジェクトに係る研究、調査および試験を

行うこと。

主 幹 研 究 官 命を受け、プロジェクトの企画、調整等を行うこと。



(2) 常勤役職員数

平成 14年度末の常勤役職員数は 48名である。

(3) 役職員(係長・主任研究官以上の者 H15. 3.31現在)

役員

理 事 長 平 野 敏 右

理 事 長 澤 純 一

監 事(非常勤) 小 宮 多喜次

監 事(非常勤) 山 鹿 修 蔵

事務局

事務局長 渡 邉 洋 己

上席研究官 関 沢 愛

総務課

課 長 飯 塚 謙 二

主 幹 菊 地 芳 和

総 務 係 長 主 幹 事 務 取 扱

会 計 係 長 木 村 由喜夫(併任)

管 理 係 長 松 島 秋 雄

主 査 児 山 文 一

車 庫 長 若 松 啓 二(15. 3.31 退職)

研究企画部

部 長 松 原 美 之

企画調整官 佐 宗 祐 子(併任)

火災原因調査室長 部 長 事 務 取 扱

研究調整係長 高 梨 健 一

開発支援係長 木 村 由喜夫

基盤研究部

部 長 座 間 信 作

火災研究グループ長 箭 内 英 治

特殊火災研究グループ長 鶴 田 俊

物質安全研究グループ長 古 積 博

施設安全研究グループ長 吉 原 浩



消火研究グループ長 高 橋 哲(15. 3.31 退職)

建築防火研究グループ長 渡 部 勇 市

消防機械研究グループ長 山 田 實(併任)

感知通報研究グループ長 河 関 大 祐

防災研究グループ長 部 長 事 務 取 扱

救急研究グループ長 部 長 事 務 取 扱

主 幹 研 究 官 佐 宗 祐 子

主 幹 研 究 官 金 田 節 夫

主 任 研 究 官 那 波 英 文

〃 鈴 木 健

〃 岩 田 雄 策

〃 寒河江 幸 平

〃 松 島 早 苗

〃 天 野 久 徳

〃 西 晴 樹

〃 田 村 裕 之

〃 細 川 直 史

プロジェクト研究部

部 長 山 田 實

第一プロジェクトリーダー 座 間 信 作(併任)

第二プロジェクトリーダー 鶴 田 俊(併任)

第三プロジェクトリーダー 鶴 田 俊(併任)

第四プロジェクトリーダー 佐 藤 晃 由

第五プロジェクトリーダー 山 田 常 圭

主 幹 研 究 官 竹 元 昭 夫



(4) 人事異動

(平成 14年 4月 1日付)

氏 名 新 旧

関 澤 愛 研究統括官・基盤研究部救急研究グ 基盤研究部長 併任プロジェクト研

ループ長事務取扱・プロジェクト研 究部第三プロジェクトリーダー・基盤

究部第三プロジェクトリーダー併任解 研究部救急研究グループ長事務取扱

除

松 原 美 之 研究企画部長・研究企画部火災原因 研究企画部長

調査室長事務取扱

座 間 信 作 基盤研究部長・基盤研究部防災研究 基盤研究部防災研究グループ長 併

グループ長事務取扱 併任プロジェ 任プロジェクト研究部第一プロジェク

クト研究部第一プロジェクトリーダー トリーダー

山 田 實 プロジェクト研究部長併任基盤研究 基盤研究部消防機械研究グループ長

部消防機械研究グループ長

飯 塚 謙 二 総務課長 消防庁長官付

鶴 田 俊 基盤研究部特殊火災研究グループ長 基盤研究部特殊火災研究グループ長

併任プロジェクト研究部第二プロジ

ェクトリーダー 併任プロジェクト研

究部第三プロジェクトリーダー

佐 宗 祐 子 基盤研究部主幹研究官 併任研究企 基盤研究部主任研究官 併任研究企

画部企画調整官 画部企画調整官

菊 地 芳 和 総務課主幹・総務課総務係長事務取 総務課主幹・総務課総務係長事務取

扱 扱・総務課会計係長事務取扱

免総務課会計係長事務取扱

木 村 由喜夫 研究企画部開発支援係長併任総務課 総務課管理係長

会計係長

松 島 秋 雄 総務課管理係長 研究企画部開発支援係長

西 晴 樹 基盤研究部主任研究官 消防庁予防課危険物保安室危険物第

一係長 併任予防課危険物保安室危

険物判定係長

岩 田 雄 策 基盤研究部主任研究官 基盤研究部

鈴 木 健 基盤研究部主任研究官 基盤研究部

児 山 文 一 総務課主査 消防庁防災課防災情報室情報管理係

長

若 松 啓 二 総務課車庫長 総務課



(平成 14年 5月 13日付)

氏 名 新 旧

野 平 匡 邦 辞職 理事

(平成 14年 5月 14日付)

氏 名 新 旧

長 澤 純 一 理事

(平成 15年 2月 1日付)

氏 名 新 旧

関 沢 愛 上席研究官 研究統括官

(平成 15年 3月 31日付)

氏 名 新 旧

高 橋 哲 定年退職 基盤研究部消火研究グループ長

若 松 啓 二 定年退職 総務課車庫長

飯 塚 謙 二 消防庁出向(地方職員共済組合年金 総務課長

部審査第二課長)



(5) 委員会

ア．消防研究所研究評価委員会

(目的)

消防研究所が行う研究等を総合的観点から検討し、消防研究所が社会的ニーズに沿った消防防災に係

る基礎的または応用的研究及び開発研究等を効率的に推進するため、消防研究所及びその研究課題等

について評価を行う。

(構成員)

委員長 吉 村 秀 實 富士常葉大学教授

委 員 犬 伏 由利子 消費科学連合会副会長

〃 岩 倉 博 電気通信大学教授

〃 浦 野 義 頼 早稲田大学教授

〃 大 内 田鶴子 江戸川大学助教授

〃 木 挽 孝 紀 全国消防長会事務総長

〃 菅 原 進 一 東京大学教授

〃 田 村 昌 三 東京大学教授

〃 内 藤 裕 史 つくば大学名誉教授

〃 西 浦 英 次 (社)日本損害保険協会専務理事

〃 深 田 道 夫 (社)全国消防機器協会会長

イ．消防防災機器の開発等及び消防防災科学論文に関する表彰選考委員会

(目的)

消防科学・技術の高度化と消防防災活動の活性化に資するため、消防防災機器の改良・開発及び消

防防災科学に関する論文について、応募作品から消防庁長官表彰作品を選考する。

(構成員)

委員長 上 原 陽 一 横浜国立大学名誉教授

委 員 大 熊 順 三 日本消防設備安全センター理事

〃 杉 原 正 純 日本消防協会理事長

〃 杉 村 哲 也 全国消防長会会長

〃 関 沢 愛 東京大学客員教授(消防研究所上席研究官)

〃 橋 本 巨 東海大学教授

〃 東 尾 正 消防庁次長

〃 本 間 恭 二 電気通信大学教授

〃 室 崎 益 輝 神戸大学教授



２ 会 計

(1) 決算報告書(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

（単位：円）

A B A-B

収入

運営費交付金 1,226,059,000 1,226,059,000 0

無利子借入金 495,000,000 0 495,000,000
・工事未完了のため受領せず次年度へ繰越したことによ
る。

受託収入 0 91,170,000 ▲ 91,170,000 ・予算額に、受託収入を計上していないことによる。

寄附金収入 0 1,000,000 ▲ 1,000,000 ・予算額に、寄附金を計上していないことによる。

その他収入 14,752,000 302,000,677 ▲ 287,248,677
・予算額に、消費税等還付金等を計上していないことによ
る。

　　　　　　　　　　計 1,735,811,000 1,620,229,677 115,581,323

支出

人件費 530,643,000 533,220,760 ▲ 2,577,760
・予算額に前年度繰越した退職金を含めていないことによ
る。

一般管理費 80,064,000 67,566,712 12,497,288 ・極力節約に努めたことによる。

業務経費 630,104,000 552,976,353 77,127,647

経常研究費 73,426,000 68,955,397 4,470,603

　　　特別研究費 376,152,000 330,866,128 45,285,872 ・一部事業を次年度へ繰越したことによる。

　　 成果普及等業務経費 160,819,000 137,056,753 23,762,247 ・業務共通費を中心に極力節約に努めたことによる。

国際会議費 19,707,000 16,098,075 3,608,925

施設整備費 495,000,000 28,027,457 466,972,543 ・工事未完了のため次年度へ繰越したことによる。

受託経費 0 91,170,000 ▲ 91,170,000 ・予算額に、受託経費を計上していないことによる。

　 寄附金支出 0 1,000,000 ▲ 1,000,000 ・予算額に、寄附金を計上していないことによる。

　　　　　　　　　　計 1,735,811,000 1,273,961,282 461,849,718

区　　　分 年度計画予算額 決　算　金　額　 差　　　額 備　　　考



(2) 損益計算書(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位：円)

科　　　目 金　　　額

Ⅰ経常費用

 　１研究業務費

　　　　人件費 418,123,779

      　業務委託費 54,346,954

      　賃借料 42,000

      　減価償却費 243,094,721

      　保守・修繕費 66,468,128

      　水道光熱費 28,542,002

      　旅費交通費 22,782,196

      　消耗備品費 133,082,674

      　諸謝金 221,500

      　支払手数料 1,324,961

      　その他業務経費 39,041,634 1,007,070,549

 　２一般管理費

　　　　人件費 168,937,403

      　減価償却費 938,552

      　保守・修繕費 21,107,958

      　水道光熱費 2,280,663

      　旅費交通費 5,285,420

      　消耗備品費 5,541,378

        諸謝金 8,132,880

      　支払手数料 637,939

      　その他管理経費 19,703,083 232,565,276

　　　　　　経常費用合計 1,239,635,825

Ⅱ経常収益

 　１運営費交付金収益 926,429,164

 　２受託収入

        政府受託研究収入 66,840,000

        その他受託収入 24,330,000 91,170,000

   ３財産賃貸収入 15,310,000

   ４寄附金収益 1,000,000

 　５資産見返負債戻入

      　資産見返運営費交付金戻入 32,413,522

        資産見返物品受贈額戻入 208,898,699 241,312,221

 　６財務収益

      受取利息 37,078 37,078

 　7雑益 8,794,442

　　　　　　経常収益合計 1,284,052,905

　　　　　　　　　　　　　　　経常利益 44,417,080

Ⅲ当期純利益 44,417,080

Ⅳ当期総利益 44,417,080



(3) 貸借対照表(平成15年3月31日)

(単位：円)

科　　　目 金　　　額

資産の部

  Ⅰ流動資産

　　　　現金及び預金 530,118,703

　　　　たな卸資産 380,407

　　　　前払費用 15,615,967

　　　　未収金 43,885,235

　　　　未収消費税等 7,842,291

　　　　　    流動資産合計 597,842,603

  Ⅱ固定資産

    　１有形固定資産

         建物 6,765,980,717

　　　　　　減価償却累計額 686,644,009 6,079,336,708

         構築物 205,485,376

　　　　　　減価償却累計額 33,870,494 171,614,882

         機械及び装置 252,575,669

　　　　　　減価償却累計額 120,059,552 132,516,117

         車両運搬具 16,956,149

　　　　　　減価償却累計額 7,059,528 9,896,621

         工具器具備品 683,266,394

　　　　　　減価償却累計額 242,756,481 440,509,913

         土地 8,293,396,024

         建設仮勘定 28,027,457

       　      有形固定資産合計 15,155,297,722

    　２無形固定資産

　　　　 ソフトウェア 177,948,253

　　　　 電話加入権 1,237,600

       　      無形固定資産合計 179,185,853

      ３その他の資産

　　　　　預託金 374,000

　　　　　　　その他の資産合計 374,000

　　　　　　　　固定資産合計 15,334,857,575

　　　　　　　　　　　　資産合計 15,932,700,178



(単位：円)

科　　　目 金　　　額

負債の部

  Ⅰ流動負債

　　　　運営費交付金債務 197,161,278

　　　　未払金 87,543,931

　　　　預り金 15,778,205

       　      流動負債合計 300,483,414

  Ⅱ固定負債

　　　　資産見返負債

　　　　　 資産見返運営費交付金 323,266,926

　　　　　 資産見返物品受贈額 406,680,146 729,947,072

       　      固定負債合計 729,947,072

　　　　　　　　　　　　負債合計 1,030,430,486

資本の部

  Ⅰ資本金

　　　　政府出資金 15,268,927,137

       　      資本金合計 15,268,927,137

  Ⅱ資本剰余金

　　　　資本剰余金 △ 3,574,741

　　　　損益外減価償却累計額（△） △ 720,382,283

       　      資本剰余金合計 △ 723,957,024

　Ⅲ利益剰余金

　　　　積立金 312,882,499

　　　　当期未処分利益 44,417,080

　　　　 （ うち当期総利益 44,417,080 )

       　      利益剰余金合計 357,299,579

　　　　　　　　　　　　資本合計 14,902,269,692

　　　　　　　　　　　　　 負債資本合計 15,932,700,178



(4) キャッシュ・フロー計算書(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位：円)

科　　　目 金　　額

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 343,636,707

人件費支出 △ 588,588,934

その他の業務支出 △ 68,819,991

運営費交付金収入 1,226,059,000

受託収入 137,827,235

寄附金収入 1,000,000

財産賃貸収入 15,310,000

その他雑収入 225,048

　　　　小計 379,375,651

利息の受取額 46,128

        業務活動によるキャッシュ・フロー 379,421,779

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 168,160,576

無形固定資産の取得による支出 △ 81,271,020

災害補償互助会預託金差入 △ 144,000

        投資活動によるキャッシュ・フロー △ 249,575,596

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

消費税等還付金等（注１） 286,503,748

        財務活動によるキャッシュ・フロー 286,503,748

Ⅳ資金増加額 416,349,931

Ⅴ資金期首残高 113,768,772

Ⅵ資金期末残高 530,118,703

注１．設立時における現物出資を主因とする消費税等還付金及び還付加算金である。



(5) 行政サービス実施コスト計算書(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(6) 利益の処分に関する書類

(単位：円)

科　　　目 金　　　額

Ⅰ　業務費用 1,124,126,605

　　　　 損益計算書上の費用

　　　　 　 研究業務費 1,007,070,549

             一般管理費 232,565,276 1,239,635,825

　　   　(控除)

　　　　    受託研究収入 △ 91,170,000

　　　　    財産賃貸収入 △ 15,310,000

             寄附金収益 △ 1,000,000

　　　　    財務収益 △ 37,078

             雑益 △ 7,992,142 △ 115,509,220

Ⅱ　損益外減価償却等相当額 365,021,892

　　　　 損益外減価償却相当額 360,547,283

　　　　 損益外固定資産除却相当額 4,474,609

Ⅲ　引当外退職手当増加見積額 △ 476,171

Ⅳ　機会費用

　　　　 政府出資等の機会費用 103,091,058 103,091,058

Ⅴ　行政サービス実施コスト 1,591,763,384

科　　　目 金　　　額

Ⅰ　当期未処分利益 44,417,080

    当期総利益 44,417,080

Ⅱ　利益処分額

    積立金 44,417,080 44,417,080

           （単位：円）



(7) 重要な会計方針

     　業務のための支出額を限度として収益化する費用進行基準を採用しております。

（１）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　　１５～５０年

　　機械装置　　　５～　８年

（２）無形固定資産

　定額法を採用しております。

３．退職手当に係る引当金及び見積額の計上方法

４．たな卸資産の評価基準及び評価方法

５．　行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

　 国債利回り等を参考にしております。

６．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

　（貸借対照表関係）

退職手当の見積額（平成15年3月31日） 448,863,090 円

　（キャッシュ・フロー計算書関係）

　現金及び預金勘定　　 530,118,703 円

　資金期末残高　　　　　 530,118,703 円

　（行政サービス実施コスト計算書関係）

該当事項はありません。

該当事項はありません。

重要な会計方針

２．減価償却の会計処理方法

１．運営費交付金収益の計上基準

　なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいてお
ります。

　また、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職手当増加見積額は、自己都合退職
金要支給額の当期増加額に基づき計上しております。

　役員及び職員の退職手当については財源措置がなされるため、退職手当に係る引当金は計上
しておりません。

　また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第７７）の減価償却相当額については、損益外
減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

  行政サービス実施コスト計算書における政府出資等の機会費用は、0.7％で計算しております。

重要な後発事象

（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

　貯蔵品は、 終仕入原価法による原価法を採用しております。

重要な債務負担行為

　政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

注記事項



(8) 附属明細書

1．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(第77 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外

減価償却相当額も含む。)の明細

2．たな卸資産の明細

（単位：円）

建　　物 525,000 596,321 - 1,121,321 132,220 97,220 989,101

機械及び装置 252,575,669 - - 252,575,669 120,059,552 61,412,412 132,516,117

車両運搬具 16,956,149 - - 16,956,149 7,059,528 3,529,764 9,896,621

工具器具備品 515,988,789 167,277,605 - 683,266,394 242,756,481 128,594,389 440,509,913

計 786,045,607 167,873,926 - 953,919,533 370,007,781 193,633,785 583,911,752

建　　物 6,770,045,737 - 5,186,341 6,764,859,396 686,511,789 343,611,921 6,078,347,607

構築物 205,485,376 - - 205,485,376 33,870,494 16,935,362 171,614,882

計 6,975,531,113 - 5,186,341 6,970,344,772 720,382,283 360,547,283 6,249,962,489

土　　地 8,293,396,024 8,293,396,024 8,293,396,024

建設仮勘定 - 28,027,457 - 28,027,457 28,027,457

計 8,293,396,024 28,027,457 - 8,321,423,481 - - 8,321,423,481

建　　物 6,770,570,737 596,321 5,186,341 6,765,980,717 686,644,009 343,709,141 6,079,336,708

構築物 205,485,376 - - 205,485,376 33,870,494 16,935,362 171,614,882

機械及び装置 252,575,669 - - 252,575,669 120,059,552 61,412,412 132,516,117

車両運搬具 16,956,149 - - 16,956,149 7,059,528 3,529,764 9,896,621

工具器具備品 515,988,789 167,277,605 - 683,266,394 242,756,481 128,594,389 440,509,913

土　　地 8,293,396,024 8,293,396,024 8,293,396,024

建設仮勘定 - 28,027,457 - 28,027,457 28,027,457

計 16,054,972,744 195,901,383 5,186,341 16,245,687,786 1,090,390,064 554,181,068 15,155,297,722

ソフトウェア 184,912,069 81,271,020 - 266,183,089 88,234,836 50,399,488 177,948,253

電話加入権 1,237,600 1,237,600 1,237,600

計 186,149,669 81,271,020 - 267,420,689 88,234,836 50,399,488 179,185,853

預託金 230,000 144,000 - 374,000                   -                   - 374,000

計 230,000 144,000 - 374,000                   -                   - 374,000

資産の種類 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期 末 残 高

減価償却累計額

差引当期末残高 摘　　要

当 期 償 却 額

無 形 固 定 資 産

そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
（償却費損益内）

有 形 固 定 資 産
（償却費損益外）

非 償 却 資 産

有 形 固 定 資 産
合 計

（単位：円）

（貯蔵品）

切手 217,550 384,000 0 354,390 0 247,160

ガソリン給油券 82,015 111,000 0 154,554 0 38,461

高速回数券 129,046 114,200 0 148,460 0 94,786

合計 428,611 609,200 0 657,404 0 380,407

期末残高 摘要
当 期 購 入 ･ 製
造 ･ 振 替

その他 払出・振替 その他
種類 期首残高

当期増加額 当期減少額



3．有価証券の明細

当事業年度は有価証券を有していないため、記載を省略しております。

4．資本金及び資本剰余金の明細及び増減

5．目的積立金の取崩しの明細

当事業年度は目的積立金の取崩しがないため、記載を省略しております。

6．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

（単位：円）

政府出資金 15,268,927,137 0 0 15,268,927,137

計 15,268,927,137 0 0 15,268,927,137

無償譲与 1,237,600 0 0 1,237,600  電話加入権

運営費交付金 0 374,000 0 374,000  災害補償互助会預託金

計 1,237,600 △ 4,812,341 0 △ 3,574,741

差引計 △ 359,309,132 △ 365,359,624 △ 711,732 △ 723,957,024

△ 720,382,283
損益外減価償却
累 計 額 △ 360,546,732 △ 360,547,283 △ 711,732

期末残高 摘要

資本金

資本剰余金

損益外固定資産
除 却 相 当 額 － △ 5,186,341 0 △ 5,186,341  建物

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額

６．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

①運営費交付金債務の明細
（単位：円）

平成13年度 124,053,776 0 46,042,786 954,607 230,000 47,227,393 76,826,383

平成14年度 1,226,059,000 880,386,378 225,193,727 144,000 1,105,724,105 120,334,895

合計 124,053,776 1,226,059,000 926,429,164 226,148,334 374,000 1,152,951,498 197,161,278

②運営費交付金収益の明細

　　業務等の区分を行っていないため、記載を省略しております。

交付年度 期首残高
交 付 金
当 期 交 付 額

当期振替額
期末残高

運 営 費
交 付 金 収 益

資 産 見 返
運営費交付金

資本剰余金 小計



7．役員及び職員の給与費の明細

8．セグメント情報

(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

当法人は、単一セグメントによって事業を行っているため記載を省略しております。

役員 35,790,636 2 4,260,240 1

非常勤役員 4,116,774 2 0 0

職員 391,631,824 46 57,608,760 2

合計 431,539,234 50 61,869,000 3

注）支給人員数は、平均人員数

注）役員報酬基準の概要     　 理事長　1,003,000円　

　 理事　　　917,000円を月額として支給しております。

 　非常勤役員の報酬は、38,400円を日額として支給しております。

　 その他諸手当については、｢消防研究所役員給与規程｣に基づき支給しております。

注）職員給与基準の概要     　 職員の給与は俸給及び諸手当としております。

　 俸給は一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）及び人事院規則を

　 準用し、当研究所職員給与規程に基づき支給しております。

注）役員退職手当基準の概要    　研究開発等を事業目的としている特殊法人の退職手当規程を準用し、当研究所役員

 　退職手当規程に基づいております。

注）損益計算書人件費の計上額には、上記の他、以下のものを含んでおります。

 　法定福利費　　　　　　       　41,471,966円

   非常勤職員に対する給与　　52,180,982円

　 

退職手当
区分

支給額（円）

報酬又は給与

支給人員 支給額（円） 支給人員



３ 施設設備

(1) 土地、建物の現況

平成 15年 3月 31日現在の土地及び建物の現況は、下記の通りである。

ア．土 地

異動年月日 面積(㎡) 異 動 事 由

昭 23(当初) 77,530 国有財産一時使用：当時北多摩郡三鷹町新川 700

25.11. 3 三鷹市制施行により三鷹市新川 700 となる。

32. 7.11 関東財務局より所管換え

34. 1.31 △ 867 公務員宿舎へ用途変更

34. 6.17 △ 19,647 消防大学校へ整理替え

35. 1.16 △ 402 公務員宿舎へ用途変更

35. 8.31 △ 947 〃

38.12.14 1,607 公務員宿舎より用途変更

39. 2. 6 △ 8,780 日本消防検定協会へ出資のため大蔵省へ引継ぎ

40. 4. 1 住居表示変更により三鷹市中原三丁目 14番 1号となる。

40. 7. 9 △ 1,005 公務員宿舎へ用途変更

41. 8.18 △ 1,156 〃

48.11. 2 △ 453 消防大学校へ整理替え

61.10.29 △ 167 三鷹市道路拡張工事のため大蔵省へ引継ぎ

63. 1.14 △ 100 調布市道路拡張工事のため大蔵省へ引継ぎ

平 9. 2.21 △ 3,715 三鷹市・調布市道路拡張工事及び公務員宿舎への用途変更のた

め大蔵省へ引継ぎ

12. 4.21 184 土地登記のため構内測量(42,082㎡)

12. 5. 1 三鷹市側土地登記(15,225㎡)

13. 3.16 調布市側土地登記(26,857㎡)

計 42,082



イ．建 物

建 物 等 名 称 構 造 面 積(㎡) 床面積(㎡) 備 考

本 館 RC-3 1,421.86 3,968.11 平成 13年 2月竣工

燃 焼 実 験 棟 RC-2 301.60 507.58 〃 〃

車 庫 棟 S-1 297.97 248.78 〃 〃

非 破 壊 検 査 棟 RC-1 77.65 77.65 平成 13年 3月竣工

自 転 車 置 場 S-1 18.51 18.51 〃 〃

廃 棄 物 置 場 RC-1 52.50 52.50 〃 〃

総 合 消 火 研 究 棟 RC-4-1 1,251.87 2,503.00 平成 8年 3月竣工

S-1

物 質 安 全 研 究 棟 RC-2-1 663.62 1,515.34 〃 〃

建 築 防 火 研 究 棟 RC-3 718.55 1,742.22 〃 〃

情 報 管 理 棟 RC-2 488.33 772.11 〃 〃

機 械 研 究 棟 RC-3 643.35 1,143.33 〃 〃

S-1

守 衛 室 RC-1 101.63 83.07 〃 〃

危 険 物 倉 庫 CB-1 79.40 79.40 昭和 29年 3月竣工

防 災 実 験 棟 S-1 575.57 575.57 昭和 56年 3月竣工

ボ ン ベ 庫 CB-1 10.50 10.50 平成 8年 3月竣工

大 規 模 火 災 実 験 棟 SRC-2 1,284.30 2,128.30 昭和 59年 11月竣工

東 倉 庫 W-2 46.86 67.27 昭和 57年 10月竣工

材 料 研 究 棟 RC-3 759.18 2,087.61 平成 3年 8月竣工

フ ァ ン ル ー ム ( 1 ) RC-1 18.00 18.00 平成 8年 3月竣工

フ ァ ン ル ー ム ( 2 ) RC-1 42.00 42.00 〃 〃

ガ ス バ ナ ー 室 RC-1 20.00 20.00 〃 〃

合 計 8,904.25 17,709.85



(2) 主な研究施設の概要

施 設 名 概 要

本 館 管理部門の他、研究紹介コーナー、図書室、情報機器室および共同研究推進

室、国際交流研究室等を有する研究開発業務の管理中枢機能を持っている施

設

情 報 管 理 棟 約 100 名を収容できる大会議室、小会議室(2 室)、消防庁や地方公共団体との

間での衛星通信ができる通信室を有する施設

機 械 研 究 棟 消防ポンプ、ノズル、ホース等の流体機器に関する研究および防災技術等に関

する研究のための施設

材 料 研 究 棟 危険物施設や消防用資機材の強度を研究するための施設(試作工場を有する。)

防 災 実 験 棟 起震機により地震時の地盤、構造物の挙動を把握する研究、火災感知器の作

動に関する研究および防火服の耐熱性能に関する研究を行うための施設

建 築防 火研 究棟 火災の感知、初期消火、煙の流動、避難誘導など建物火災に関する研究を行

う施設

大規模火災実験棟 石油タンク等の火災実験を行うための施設(主実験場は面積 576㎡、高さ 20m、

排煙処理設備を備えている。)

物 質安 全研 究棟 危険物、防炎材料などの各種化学物質の安全性について研究を行うための施

設

総 合消 火研 究棟 火災・消火に関する基礎、応用研究および各種規模の模型による火災や消火

実験を行う施設(主実験場は面積 625 ㎡、高さ 22m、排煙処理設備を備えてい

る。)

燃 焼 実 験 棟 輻射発生装置、熱風発生装置およびリングバーナ等の実験装置を用い消防機

器および消防装備の耐熱性能、動作特性に関する研究および小規模火災実験

を行い、可燃物の燃焼特性について調べる施設

非 破 壊 検 査 棟 X 線透過画像記録装置により化学電池や化学物質廃棄物等の異常反応に起因

する火災発生メカニズムを非破壊検査にて解析するための施設



(3) 主な研究設備・機器の整備状況

ア．平成14年度に整備された主な設備・機器

○ 林野火災の発生危険度予測システム(消防研究所で行われた林野火災に関する研究の成果に

基づいて、危険度予測及び延焼シミュレ-ションに係るシステムを作成し、インタ-ネットを介し

て提供することが可能)

○ 広域応援システム(延焼予測システムを利用して、現場の消防職員が簡易に延焼シミュレーシ

ョンを行い、事前に問題点の抽出やその解決を図ることが可能)

○ 延焼予測システム(広域応援システムを利用して、現場の消防職員が簡易に延焼シミュレーシ

ョンを行い、事前に問題点の抽出やその解決を図ることが可能)

○ カルベ型熱量計(高感度で微少な熱量の測定や物質の熱特性を把握することが可能)

○ 仮想現実災害体験シミュレーターシステム (火災等の災害が発生した建物内の状況を仮想現

実空間で再現し、擬似的な体験が可能)

イ．その他の主な設備・機器

○ 火炎防護服評価装置 (欧州式・北米式の耐熱防護性能評価装置により測定可能)

○ 全自動圧力追従式熱量計

○ 分析装置付低真空電子顕微鏡(LVSEM) (三次元形状計測装置が取り付けられている)

○ レ－ザ－高速画像計測システム (水の微粒子群の速度や測定空間の粒子の状況を光学的な

レンズで測定でき、迅速に計測デ－タを収集することが可能)

○ 高速型Ｘ線ＣＴ検査装置 (化学物質等を非破壊検査にて解析可能)

○ 回線コントロ-ラ-間接続ソフトウェア(相互接続回線コントロ-ラ-のソフトであり、被害情報及び

災害時の防災資源情報等を総合的に把握が可能)

(4) 図書

ア．蔵書数

単行本 9,991冊

製本雑誌等 8,864冊

イ．平成14年度に購入した単行本冊数

205冊

ウ．定期購入刊行物

和 誌 55誌

洋 誌 46誌



エ．定期購読の外国雑誌

雑 誌 名 発行国 雑 誌 名 発行国

Brandschutz ドイツ Journal of Fire Protection Engineer- アメリカ

Bulletin of Seismological of America アメリカ ing

Combustion and Flame アメリカ Journal of Hazardous Materials オランダ

Corrosion アメリカ J ou rna l o f Geo t e ch i ca l and

Disasters イギリス Geoenvirenmental Engineering

Engineering Fracture Mechanics イギリス Journal of Physical Chemistry アメリカ

Fire イギリス Journal of Physics D, Applied Physics イギリス

Fire and Materials イギリス Journal of Research of NIST アメリカ

Fire Engineering アメリカ Journal of Loss Prevention in the イギリス

Fire Engineers Journal イギリス Process Industries

Fire International イギリス Loss Prevention Bulletin イギリス

Fire Safety Journal イギリス Measurement Science and Technology イギリス

Fire Safety Engineering イギリス NFPA Journal アメリカ

Fire Technology アメリカ Proceeding of IEEE アメリカ

Fire and Rescue イギリス Proceedings. Matehmatical, Physical イギリス

Géotechnique and Engineering Sciences

Hydrocarbon Processing アメリカ Quarterly Journal of Royal Meteoro- イギリス

I&EC Research アメリカ logical Society

International Journal of Fracture オランダ Seismological Research Letters

Journal of Applied Fire Sciences アメリカ Textile Research Journal アメリカ

Journal of Applied Meteorology アメリカ Trans. ASME JC. Journal of Heat アメリカ

Journal of Applied Physics アメリカ Transfer

Journal of Atmospheric Sciences アメリカ Trans. ASME JE. Journal of Applied アメリカ

Journal of Chemical Physics アメリカ Mechanics

Journal of Electrostatics オランダ Trans. ASME Journal of Manufactur- アメリカ

Journal of Fire Sciences アメリカ ing Science and Engineering

Journal of Fluid Mechanics イギリス

VFDB Zeitchrift ドイツ



４ 年 表

(1) 昭和23年～平成14年度略年表

年月日 事項

23. 3. 7 国家消防庁の内局として消防研究所設立、初代所長に小林辰男就任、定員 87人、書

記室、技術課、査察課の 1室 2課を置く。

25. 2 消防研究所報告創刊

26. 8. 1 書記室を庶務課に改める。

27. 8. 1 行政機構改革により、消防研究所は国家消防本部の附属機関となる。

8.18 検定課(技術課検定係の昇格)を置き、4課制となる。

28. 5 消研輯報創刊

11.11 第 1回全国消防技術者会議開催、以後毎年秋期に開催

～ 12

31. 5. 1 2代所長に鈴木茂哉就任

34. 4.20 消防組織法改正、消防研究所組織規則制定により、所掌業務の明確化、機構改正によ

り、業務の一部及び技官 7人を国家消防本部に移す。

5.11 技術課の各係を研究室に改め、7研究室とする。

35. 7. 1 自治省設置、消防庁はその外局となり、消防研究所は消防庁の附属機関となる。(自

治庁設置法、消防組織法の一部改正)

36. 3.27 R.I実験棟竣工

4. 1 技術課を研究部に改め、9研究室とする。

37.10. 1 3代所長に中田金市就任

38. 4.20 研究部を 2研究部(10研究室)とし、査察課を廃止。(組織規則改正)

12.31 検定課を廃止し(検定業務を日本消防検定協会に移す。)2部 1課制となる。(組織規則

改正)定員 17人減

40. 5.20 総合消火実験棟竣工

42. 3.20 本館庁舎竣工

42. 8 消防研究所年報創刊

43. 3. 7 消防研究所創立 20周年、「消防研究所 20年史」刊行

4.25 排煙救命実験棟及び爆発実験棟竣工

44. 3.20 水力及び機械実験棟竣工

7.22 研究部を 3研究部(12研究室)とし、特別研究員を設ける。(組織規則、同規定の改正)

46. 4.16 消防研究所一般公開、以後毎年春期に公開

46.10. 1 4代所長に熊野陽平就任

48. 4. 1 組織規則の一部改正により、各研究部の研究室について改廃、再編成を行う。

51. 5.10 組織規則の一部改正により、1室新設し、13研究室となる。

53. 3. 7 消防研究所創立 30周年、｢消防研究所 30年史」刊行



54.10. 1 各部に主任研究官を設置。(消防庁訓令の改正)

55. 5.21 5代所長に矢筈野義郎就任

57. 4. 6 組織規則等の一部改正により研究企画官を設置し、第三研究部の研究室の一部につい

て再編成を行う。(特別研究員を廃止、特殊機材研究室を地震防災研究室へ改編)

58. 5. 1 6代所長に渡辺彰夫就任

59. 7. 1 消防庁の施設等機関となる。

11. 7 排煙処理装置付消火実験棟竣工

61. 5.16 7代所長に山鹿修蔵就任

63. 3. 7 消防研究所創立 40周年、｢最近 10年のあゆみ」刊行

元.11. 6 8代所長に長谷川壽夫就任

3. 8.20 材料実験棟竣工

4. 7. 1 9代所長に佐々木弘明就任

7. 1. 1 10代所長に次郎丸誠男就任

8. 3.29 情報管理棟、機械研究棟、建築防火研究棟、物質安全研究棟及び総合消火研究棟竣工

10. 3. 7 消防研究所創立 50周年、｢消防研究所 50年史」刊行

10. 4. 1 11代所長に亀井浅道就任

13. 1. 6 総務省設置により、総務省消防庁の施設等機関となる

13. 2. 9 本館、燃焼実験棟、車庫棟竣工

13. 3.30 非破壊検査棟竣工

13. 4. 1 独立行政法人消防研究所法施行により、独立行政法人消防研究所となる。1課 3部。

初代理事長に平野敏右就任

14. 4. 1 研究企画部に火災原因調査室を設置。



５ 平成 14年度刊行物

消防研究所で行った研究成果の一部は、「消防研究所報告」あるいは「消防研究所研究資料」として

刊行し、国内・国外の学会、研究機関、都道府県、消防学校、全国の消防本部等に配布しております。

研究の詳細についてのご希望やご意見等がございましたら、消防研究所までご連絡下さい。

(1) 「消防研究所報告」要旨

ア．通巻93号（2002年3月）

横須賀市における消防活動支援情報システムの

通信実験について （平成14年2月5日受理）

田村裕之、細川直史、座間信作、

遠藤 真、志賀 崇、牛尾修一

大規模な災害が発生した時に、災害現場から被

災情報を消防本部に送信したり、消防本部から延

焼予測や消防力の最適配置などの情報を災害現

場に送信することのできる消防活動支援情報シス

テムを開発した。このシステムの通信部分は、既

に我々が開発した「統合化した消防防災通信シス

テ ム ( FiReCos ( fire-fighting and rescue

communication system))」を組み込んでいる。こ

れにより、災害時にも消防独自の通信網が確保で

きる。今回、その実用化を目指して無線 LAN を

多段に組み合わせたネットワークを構築し、横須

賀市において通信実験を行い、以下のことが確認

できた。

(1) 3 段までの無線 LAN を経由してのパケット通

信が行える。

(2) FiReCos 中継機の屋外での通信エリアは、半

径約 150mである。

(3) 移動型の無線 LAN を用意した場合、アンテナ

間が見通せれば、600m 以上の通信距離を確保

することが可能である。

(4) ３段の無線 LAN（DS 方式が 2 段、FH 方式

が 1 段）を経由して通信した場合、音声通信は、

音声データ通信量が通信速度の 30 ％程度で限界

となる。

小規模建物階段室火災における熱気流の数値シミ

ュレーション （平成14年2月5日受理）

阿部伸之、山田常圭、箭内英治、

鈴木 健、関沢 愛

2001 年 9 月 1 日、東京新宿にある 4 階建て小

規模建物の明星 56 ビルで火災が発生し、44 名も

の人命が失われた。著者らはこのような小規模建

物の消防・避難対策を考える上で、本火災の煙

流動の把握が重要であると考え、各階各室の扉等

開閉条件を合わせて小規模建物階段室火災の数

値シミュレーションを行った。その結果、3 階居室

入り口ドアが常に開放の場合、熱気流は 3 階居室

に流れ込み、次第に 4 階居室にも流れ込むことが

わかった。そのドアを閉塞し特定の時刻で開放し

た計算結果から、熱気流は階段室上方に溜まって

から 4 階居室に流れ込み、ドア開放とともに 3 階

居室にも流れ込むことより、ドア開放時刻が熱気

流の動きを支配する要因になっていると言える。

消防活動支援情報システムの開発（英文） （平

成14年2月5日受理）

座間信作､細川直史､畑山 健、遠藤 真、

松原美之、田村裕之、関沢 愛、高梨健一

To enable an initial response to be conducted

smoothly in case of a large-scale disaster, it is

necessary to collect accurate disaster information

immediately and transmit it to decision-makers

such as the fire service headquarters. It is also

important to create useful information based on



the disaster information and a database such as

water availability, hazardous material facilities,

fire brigades and so on, and to disseminate such

information to personnel in stricken areas. We

have therefore developed a handy-type collection

terminal, a digital communication system free

from congestion, and real-time earthquake

damage estimation system and fire-spreading

simulation system. By integrating these elements

and information technology, we have constructed

a prototype system that supports effective initial

response activities just after an earthquake.

石油タンク底部の腐食損傷評価におけるAE法の

適用 （平成14年2月6日受理）

山田 實、真家敦子、神谷篤志、杉山高英、

湯山茂徳、李 正旺、中田勝康

石油タンクを開放せずに底部の腐食損傷評価を

行う手法として AE 法がある。この AE 法を約 22

年間使用した容量 32,000KL の石油タンクに適用

し、AE 計測データと開放検査時の板厚測定デー

タの比較を行い、その適用性について検討を行っ

た。

その結果、AE 試験データと板厚測定データと

の対応について、チャンネル当たりのヒット数がタ

ンク底部の腐食損傷評価グレードとの判定するた

めの基準のひとつとして有効であることがわかっ

た。

イ．通巻94号（2002年9月）

地下1F建物における自然換気時の火災性状に関

する実験的研究 （平成14年6月27日受理）

松島早苗、渡辺勇市

地下１階建物における自然換気時の火災性状を

調べるため、2/5 縮尺の地下模型を用いて火災実

験を行い、燃焼速度、火災室・階段室内の熱気

流温度等を測定した。また比較のため、地上１階

の火災実験も行った。その結果、地下 1階と地上 1

階の階段室の大きさが同じであるため、階段室内

の温度がほぼ同じとなり、窓からの流入空気量が

ほぼ同じ値となった。そのため、地上１階の窓を

開放した地下１階の火災性状は地上１階とほぼ同じ

傾向を示した。

地震動の石油タンク損傷能力指標と危険度評価

（平成14年6月28日受理）

座間信作、西 晴樹、畑山 健

石油タンクを１質点系ばねマスモデルで近似し、

強震動を与えた時の弾塑性挙動から、地震動指標

と塑性率との相関性について検討した。用いた地

震動記録は１ G 程度の最大加速度（PGA）を持

つ記録あるいは断層近傍の記録である。弾塑性解

析から得られる塑性率スペクトルと PGA、最大速

度（PGV）、震度、線形応答加速度、実効加速

度、実効速度、SI 値などの地震動指標との比較

から、相関性の高い地震動指標は PGAであるが、

弾性時固有周期が長くなると（～ 0.5 秒）相関性

はやや低くなることが分かった。一方、相関性は

PGA よりやや低いものの、震度、PGA と PGV の

積は周期全体で安定している。また、降伏震度(k)

が 0.4 の時、タンクが塑性化することによる固有周

期の伸びという一般的特徴を反映して、短周期側

（0.1 ～ 0.3 秒）では弾性時固有周期の約 2 倍以

上の周期での線形応答加速度が塑性率と対応が

よく、長周期側では弾性時固有周期あるいはそれ

の 1.3倍程度周期での応答値と対応がよい。k=0.6

の時、周期 0.1 秒～ 0.4 秒の塑性率は周期 0.4 秒

の線形加速度応答値との相関が最も高く、良い指

標となることが分かった。更に、内陸活断層を対

象として各コンビナートでの最大加速度を推定した

ところ、推定誤差を考慮すると、石油タンクの地

震危険度の一つの目安とした塑性率 14.5 を超える

加速度（約 800gal 以上）となる地域が約半数あ

ることが分かった。

各種高引火点液体の危険性評価に関する研究

（平成14年7月15日受理）



古積 博、岩田雄策

高引火点液体の火災危険性評価のために、引

火点、発火温度の測定、及びコーンカロリメータ

ーを使った燃焼試験を行い、以下のことが判った。

(1) 高引火点液体の場合、引火点と発火温度は強

い正の相関があること。

(2) 引火点が高いために、点火方法によって点火

までの時間が大きく異なり、また、燃焼速度等の

燃焼性状も大きく変わること。

(3) 高引火点液体は、より低引火点の液体に比べ

て一般的には燃焼速度、発熱速度共に小さくなる

こと。しかし、植物油の場合には、C 重油よりも

引火点が高いにもかかわらず燃焼速度は大きくな

ることが判った。これは、植物油が酸素を含有す

ること、また、C 重油が高い粘性を有することが

関係するものと思われる。

石油タンクにおけるＡＥ波の伝播について 第一

報 （平成14年7月22日受理）

真家敦子、山田 實、座間信作、畑山 健

AE 源の位置標定精度を向上させるため、模型

タンクおよび実タンクを用いて AE 波の伝播状況を

調べたところ、タンクの貯液の有無にかかわらず、

側板を伝播する S0 波が最初に到達することが分

かった。また、タンクの貯液中を伝播する P 波に

ついて、波形の模型タンクでの計測結果と実タン

クでの計測結果とは異なった結果が得られた。模

型タンクでは、貯液中を伝播する P 波が擬似 AE

源からセンサへの距離の大小に関わらず大振幅で

計測されたのに対して、実タンクでは側板上 90m

位置付近と擬似 AE 源に対して反対側でのみ計測

された。

ウ．通巻95号（2003年3月）

合成樹脂管の管摩擦損失特性 （平成14年12月

27日受理）

金田節夫、鈴木千嗣、山田岳大

従来から消火設備用配管に使用されている鋼

管に比べ、配管施工等に利便性の高い合成樹脂

管(以後、樹脂管とする)を、用途範囲は限定され

ているが、消火設備用として使用できるようになっ

た。使用実績が多く歴史のある鋼管は、流体特性

の中でも管摩擦損失に関する資料は豊富で有る

が、樹脂管にはこれらの資料が殆ど見あたらない。

そこで、樹脂管の使用範囲を拡大する場合の問題

点の把握及び指針構築のための資料を得ることを

目的とし、合成樹脂管の管摩擦損失を鋼管と比較

して調べた。材質の異なる 3 種類の樹脂管により

実験を行った結果、管路内面が撥水性の高い樹

脂管の管摩擦損失係数は鋼管の数値より小さく、

工学的に滑らかな管に適用されるプラントル・カ

ルマンの理論式における管摩擦損失係数値より下

回った。

Elaborately Simulated Decomposition Kinetics of

Organic Peroxides （平成15年1月7日）

Dong Yang, Hiroshi Koseki,

Kazutoshi Hasegawa

An equation, which describes the temperature

of the fractional conversion in the decomposition

reaction of organic peroxide under non-isothermal

condition, was proposed. A decomposition

reaction rate equation rate equation was directly

obtained by differentiation of the fractional

conversion equation with respect to the time. A

heat flow equation was also expressed by using

the same equation. The fractional conversions and

the heat flows of two organic peroxides

decompositions were calculated for typical

examples for typical examples by the proposed

equations. The calculated results were in good

agreement with the experimental results. The

fractional conversion and the heat flows of several

typical decomposition reactions of organic

peroxides were predicted theoretically. The kinetic

parameters involved in the calculation were

directly obtained by simulating the observed



non-isothermal analytical curves.

小規模閉空間におけるｎ-ヘプタン火災に対するウ

ォーターミストの消火効果 （平成１5年1月20日

受理）

竹元昭夫、金田節夫、入江健一、白山宣弘

過去に n-ヘプタン火炎に対するウォーターミスト

による消火実験を 10 畳間（約 16m2）相当の閉空

間内で実施した。この実験で消火に時間を要する

場合には O2 ガス濃度の減少に伴う影響が考えら

れたが、その確認はできていた訳ではない。

そこで、今回、同一条件で実験を実施して、O2、

CO2 等のガス濃度を測定することにより、室内に

充満したミストの消火効果、並びに消火時のこれ

らガス濃度について検討を行った。その結果、以

下のことが判った。

(1) 放水パターンの範囲内にある火炎はウォータ

ーミストにより消火できる。また、この場合の消火

時の O2 濃度は燃焼限界酸素濃度や人体に影響を

与えるような値ではなかった。

(2) 放水パターンの範囲外にある火炎の消火時の

O2 濃度は一般的に言われている燃焼限界酸素濃

度（11 ～ 14%）に達していたことから、今回用い

たノズルでの室内に充満したウォーターミストでは

消火が出来ないことが判った。

(3) n-ヘプタン火炎は散水障害物があるとノズル

真下であっても消火できなかったので、ウォータ

ーミストによる物陰の液体燃焼の消火は難しいと

思われる。

(4) 火皿位置及び放水圧力を変えた場合の消火実

験を複数回実施したことから消火時間の再現性が

確認できた。

被害情報収集システムの開発 －消防活動支援

情報システムの一構成要素として－ (平成15年1

月20日受理)

座間信作、遠藤 真、細川直史、畑山 健、

田村裕之、高梨健一、関沢 愛

地震時の消防活動を支援するための情報システ

ムとして ,現場での被害情報を速やかに収集して消

防本部に伝達するとともに、本部においてはそれ

らの情報を処理し、現場活動のための支援情報を

出力・伝達する消防活動支援情報システムを構築

してきている。本報告は、このシステムの一構成

要素である被害情報収集システムの開発状況とフ

ィールド試験について纏めたものである。情報収

集システムは、Windows CE上で作動する携帯端

末とホスト PC からなる。携帯端末は地図を搭載し

ており、調査員は被害状況を確認しながら地図上

の被害個所をペンでタップするだけで、位置座標、

被害程度などの被害情報を簡単に入力できる。ホ

スト側では送られた情報の統合処理の他、延焼予

測を行い、その結果を端末に送信することができ

る。このシステムを用いて、横須賀市においてフィ

ールド試験を行い、実用化のための問題点を抽出

した。

(2) 「消防研究所研究資料」の紹介(まえがきから引用)

ア．消防研究所研究資料第56号（2002年10月）

水による固体可燃物火災の消火と延焼阻止の機

構に関する研究報告書

高橋 哲

言うまでもなく、実火災の消火には水を中心に

した方法を考えることが最優先される。そこでは

可燃物の種類や規模に応じて、どれくらいの放水

速度や水量で、どんな方法で注水すれば効果的

かといった消火必要条件に関する対策を立てて臨

むことが潜在的に必要とされる。実火災の消火、

鎮圧には種々の要素が影響するので、経験的に

処理する方が現実的かも知れないが、それだけ

では新事態に対応しにくく進歩がない。予め普遍

的な消火理論の援護を受けながら対処した方が個



々の事態に対して臨機の対応が利き、より良い対

策に結びつくはずである。

そのような対策を立てるための消火の基礎理論

に目を向けてみると、可燃物の種類に対応して、

消火剤、消火方法様々のものがある。しかし最も

応用の広い水による固体火災、とりわけ木材火災

の消火に着目してみても、実火災の消火を定量的、

より普遍的に取り扱えるような理論は無かったし、

あっても消火のごく限定された一側面を説明でき

るにすぎなかった。消火は複雑な現象なので、そ

の複雑さをもたらす因子、例えば散布速度、散布

面積、移動速度のような注水方法の組み合わせ

は元より、可燃物の構造、相変化、燃焼温度の

変化についても、それらの要素の消火に及ぼす影

響については、従来、必ずしも十分な認識の下に

検討されてきたようにはみえない。そこでこの一連

の研究、実験にあたっては、様々の因子が重なり

あわないよう極力簡素な方法を考案し、個々の要

因の消火現象との関連を明らかにするよう努めた。

他方延焼阻止に関しても、まったく同様の状態

にある。特に大規模な延焼火災に関しては、実験

困難性も手伝ってほとんど検討されていない。ここ

にはこれを実験する機会に恵まれたことを契機とし

て、水と薬剤の延焼阻止効果の現象論的な側面

を基礎的、系統的に研究した結果も説明した。

消火は「目的可燃物全体の燃焼を停止させるこ

と」であるのに対して、延焼阻止は「限定された

領域の可燃物の燃焼を停止させた後も、なお残存

する燃焼領域からの加熱に対して十分な熱抵抗力

を発揮して、必要な時間持ちこたえられること」で

あると言える。結果として消火と延焼阻止には共

通する現象が多い。延焼阻止は消火現象内でも

見られた特定の現象要素を、より強調して適用し

たものである。

以上のように本誌は、水による消火と延焼阻止

の原理原則に関して、筆者が行ってきた主な研究

を再整理して、大雑把に流れを説明したものなの

で、詳細は引用文献を参考にされたい。応用に関

しては、一部分を除いてこれから手を付ける段階

であるが、試験、研究手段としては、本誌の考え

方、手法は今すぐにも活用できると考えている。

イ．消防研究所研究資料第57号（2002年10月）

実大規模燃焼実験による難燃杉材の燃焼性状に

関する研究報告書

箭内英治

わが国の重要文化財指定建造物の 8 割が木造

建築であり、そのため、着火すると容易に燃焼拡

大し火災へと発展する可能性が大きい。また、火

災原因の 4 割が放火であることから、火災予防、

延焼拡大防止の観点から防災対策が重要であるこ

とは明らかである。しかし、従来重要文化財建造

物では防炎処理することにより、文化財の材質に

変化を引き起こし、価値を減ずる恐れがあるとの

ことから、利用されていない。

本研究は、木質系材料に適用できる防炎処理

技術を調査し、それらの文化財建造物等の材料

への適用性を明らかにする。また、その材料の燃

焼性状を調べ、火災予防、延焼拡大防止対策と

しての有効性を実験的に研究し明らかにする。ま

た、これら材料の経年変化による外観の変化、物

性、燃焼性を実験的に研究し明らかにする。

本報告書は、平成 11 年 4 月から 3 年計画で実

施することになっている文化財建造物等の防炎対

策に関する研究の内、第三年度分の研究の成果

をまとめたものである。

ウ．消防研究所研究資料第58号（2003年3月）

動物性飼料の自然発火に関する研究報告書

桃田道彦、岩田雄策、古積 博

2001 年 9 月、国内で BSE(bovine spongiform

encephalopathy、牛海綿脳症、いわゆる狂牛病)

問題が発生し、大きな社会問題となった。この BSE

問題の最中、2002 年 3 月農林水産省から肉骨粉

(meat bone meal)の蓄積場での出火による危険性

についての問い合わせがあった。本報告書は、こ



の問い合わせを契機に、肉骨粉の酸化による自然

発火の危険性について実験的に検討したものであ

る。

一般に食肉用として利用した残りの牛や豚の内

臓や皮、骨などの畜産残渣物は、化学精製工場

に集められ、加熱処理し肉骨粉や油脂に加工され

る。このうち肉骨粉は家畜用の資料や、農園業用

の肥料として利用されていた。ところが、BSE 問

題発生以来、肉骨粉は感染源として疑われ、飼

料として利用することができなくなり、焼却処分さ

れることとなった。しかし、急に大量に生じた肉骨

粉を迅速に焼却処理するには、現有の焼却炉の

設備と処理能力では十分でないことが現状であっ

た。このため行き場のなくなった肉骨粉は、焼却

処分されるまで一時的に各地の倉庫に大量に保管

されることになった。

一方、この畜産残渣を原料として加工された肉

骨粉は、多くのタンパク質や脂肪を含んでいるた

め、酸化や発酵による熱が内部に蓄積され、発熱

し火災を発生させる危険性をもっている。実際に

2001年 12月には鹿児島県で(資料参照)、2002年 9

月には栃木県で(資料参照)、肉骨粉の貯蔵所(倉

庫)から発酵によると考えられる火災が発生してい

る。このため肉骨粉を適切に保管、管理し出火を

防止することが急務となった。特に 2002 年の夏の

暑い季節を前にして安全に保管する方法を探る必

要があり、農林水産省から問い合わせを受けるこ

ととなった。そこで、肉骨粉による火災発生の危

険性の把握と、安全に貯蔵するための情報を総務

省消防庁および農林水産省に提供する必要が生

じ、本研究を行った。

エ．消防研究所研究資料第59号（2003年3月）

ウォーターミストの消火機構と有効な適用方法に

関する研究報告書 分冊1

－小中規模閉空間におけるウォーターミストの消

火性能－

近年、成層圏オゾン層を保護し地球環境を保全

するために、高性能消火剤のハロンの生産が禁止

された。ハロンを使用していた消火設備の代替設

備の開発、あるいは、消防隊の消火活動での注

水やスプリンクラー等水系消火設備による消火時

の水損軽減を目的として、ウォーターミスト消火設

備の研究・開発が試みられている。

全域放出型のガス系消火設備、スプリンクラー

消火設備等の既存の設備では、消火の原理、消

火できる火災の種類と規模、消火設備として要求

される性能が明確にされている。しかし、水損の

少ないウォーターミスト消火設備によって消火した

い火災は種々あるが、消火作用が多様であるた

め利用する場合の課題も多い。このため、ウォー

ターミスト消火設備には、火災の段階(フェーズ)と

消火のシナリオにより様々の選択肢が考えられ、

まだ研究・開発途上にあるといえる。

本研究は、火災をいくつかのフェーズに分け、

フェーズごとにウォーターミスト消火設備が備える

べき最適の条件を明らかにし、ウォーターミスト消

火設備の利用指針を明らかにすることを目的に実

施したものである。

オ．消防研究所研究資料第60号（2003年3月）

ウォーターミストの消火機構と有効な適用方法に

関する研究報告書 分冊2

－小中規模閉空間におけるウォーターミストの消

火性能－

本重点研究に先立ち、我々グループは、参考

資料に示すように、ウォーターミストの可能性をあ

らゆる角度から研究する一つとして、水損防止の

観点からビジネスホテルの客室程度の閉空間(約

16 ㎡、高さ約 2.6m)で船舶用に開発された、放水

量が 8L/min とスプリンクラーの 1/10 で、水損防

止に効果的であるウォーターミストノズルを用い

て、木材クリブ模型やベッド模型を対象とした消火

実験を行った。

その結果、木材クリブ模型はノズルの真下であ

れば完全に消火できること、室内に充満させたミ



ストでは消炎はするが、熾きが残り再燃することを

把握した。また、ベッド模型は閉空間であればベ

ッド下からの出火であっても消火できること等を把

握した。

更に、室内に充満させたミストによる消火効果を

確認するために、火皿を用いた n-ヘプタン火炎の

消火実験を行った。この結果、放水パターンから

離れた位置の火炎の消火は酸素欠乏の影響の可

能性があることを把握した。

このような背景から、本重点研究では、小規模

閉空間(約 16 ㎡、高さ約 2.6m)における n-ヘプタ

ン火炎のウォーターミストによる消火実験で室内の

酸素濃度等を測定することにより、ノズルと火源と

の位置関係によってミストのどのような効果による

消火であるかの検証を行った。また、消火までの

ミストの気化に伴う室内圧力の変化について、避

圧口がある場合とない場合について検討を行った。

一方、中規模閉空間(約 144 ㎡、高さ約 15m)に

おいては、実際に設置する設備を想定し 4 個のノ

ズルからの同時放水により火炎を包み込む方式で

ノズルの取付間隔、火皿サイズ、放水量、油の種

類等を変えて消火実験を行った。

これらの実験等と平行して、小規模及び中規模

空間において位相ドップラー粒子測定装置を用い

て、ウォーターミストの粒径分布、粒子速度等の

粒子特性、並びに散水密度分布を測定して、ウォ

ーターミストによる消火実験を把握した。

本資料は「ウォーターミストの消火機構と有効

な適用方法に関する研究報告書」の「6 章 小中

規模閉空間におけるウォーターミストの消火性能」

を分冊としてまとめたものである。

(3) その他の刊行物

ア．消防活動支援システムの開発に関する研究

報告書（2003年3月）

6,000 余命の人名を奪った兵庫県南部地震発生

から早くも 8 年以上の歳月が流れた。その間、断

層の不均質破壊過程と複雑な深部地下構造の影

響による強震動に関する研究、土木構造物に対す

る設計外力の提案、鋼・鉄筋構造物の耐震性向

上、交通・通信システムの防災機能の確保、都

市情報管理システムの開発等の学術的な活動と平

行して、国は地震防災対策特別措置法を制定し、

中央防災会議においては防災基本計画が改訂さ

れ、新たに震災対策編が設けられた。これらに基

づき、地方自治体では地域防災計画の見直しが

行われ、様々な震災対策が講じられてきている。

こうした中で、特に兵庫県南部地震での教訓の

一つとして掲げられた迅速・的確な応急対策の実

施への対応として、内閣府(旧国土庁)、消防庁、

兵庫県、横浜市等では防災情報システムが構築さ

れてきている。例えば、消防庁では各市町村に最

低一台の計測震度計を配備するとともに、迅速に

被害情報を収集し、円滑な広域応援を可能とする

広域応援支援システムを構築してきている。この

システムは、災害地域管轄の消防本部等からの被

害情報をネットワークを介して共有しようというも

のである。これは管轄の消防本部が被害情報を

把握していることが前提のシステムである。消防

研究所では、情報のあらゆるレベルでの共有化を

目指し、地域の災害応急対応を合理的に実施する

ために欠くことのできない被害情報の効率的収集、

現場からの的確な情報伝達およびこれら情報を用

いた有効な防災対策を可能とする情報の創出とそ

れの現場へのフィードバックを行うことのできる防

災情報支援システムを開発してきた。

本報告書は、平成 11 年、12 年度特別研究、

平成 13 年度重点研究および日本新生枠で行った

上記研究について纏めたものである。本研究に関

わった多くの方々に感謝するとともに、本報告書

が地震災害防止・軽減のための一助となれば幸

いである。－まえがきより






