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序 

 

 我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始

まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあ

げるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近

隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸国

の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が

進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸

念が台頭してきております。 

 これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますま

す技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており

ます。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力

をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企

業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらい

を定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして株式会社三菱総合研究所に「消防・防災等の公共分野におけるナノテク先端機

器等の効率的な研究とその技術の波及効果に関する調査研究」を調査委託いたしました。

本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務 

 



 

はしがき 

 

 本報告書は、日本自転車振興会から自転車等機械工業振興事業に関する補助金の交付を

受けて社団法人日本機械工業会が行った「平成 17 年度機械工業に係る技術開発動向等の調

査補助事業(機械産業高度化対策及び産業協力)」の一環として、株式会社三菱総合研究所

が受託した「消防・防災等の公共分野におけるナノテク先端機器等の効率的な研究とその

技術の波及効果に関する調査研究」の成果を取りまとめたものである。 

 中山間地域は人口流出、少子高齢化、過疎化が急速に進展しており、社会基盤や生活基

盤さえ失われつつある。中国地域においても例外でなく中国山地沿いの地域、特に山陰地

域では公共工事の減少による影響もあり、今後急速に進展するものと考えられる。 

 特に中山間地域には、各種バイオマス資源が豊富に賦存しており、これらを有効に活用

することは当該地域の主要産業である農業、林業においても不可欠のものである。しかし

ながら、現状では十分に利用されているとは言えず、政府が決定した「バイオマス・ニッ

ポン総合戦略」においても、バイオマス利用に関する技術開発、関連機器や装置の開発導

入を通じた有効利用を求めている。 

 本調査は、中山間地域が抱える様々な課題のうち、バイオマス資源の利用について、資

源循環の観点からその現状及び機械産業の関わりを把握するとともに、技術面、コスト面、

市場面等の諸課題を把握し、地域循環システム実現に向けた機械産業の対応や導入普及の

あり方について検討を行ったものである。 

 本調査を実施するにあたり、日本自転車振興会並びに社団法人日本機械工業連合会のご

高配に深謝するとともに、格別のご指導をいただいた経済産業省中国経済産業局、広島工

業大学教授今岡委員長をはじめ委員各位及びご協力頂いた関連企業、関連団体に対し、心

から謝意を表するとともに、本報告書が今後の中山間地域の活性化と健全な環境調和型経

済社会の構築に貢献できれば幸甚である。 

 

平成１８年３月 

 

株 式 会 社  三 菱 総 合 研 究 所 

代表取締役社長 田 中 將 介 
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総論 

米国等諸外国においては、政府における軍事技術の開発成果の一部が民生用機器等に転

用され、産業技術として活用されるなど、公共分野における技術開発は国内産業技術の高

度化に大きく貢献している。軍を有しない我が国にとって消防・防災に必要な技術は現在

まで民主導で進められてきた。しかしながら近年、必要な装備は高度化が求められており、

産官学の知見を結集したナノテクノロジー等先端技術の活用が消防行政からも、産業技術

の効率的な高度化の面からも期待されている。 

このような状況に鑑み、我が国の消防・防災等における機器の高度化を先端技術で実現

する際に必要な要素技術を調査・検討するとともに、当該技術分野が民生用の産業技術と

してどのように活用されうるかを調査することにより、公共分野の技術の高度化が我が国

産業技術の高度化に果たす役割について調査研究を実施した。 

（１）現行の消防装備の課題 

わが国における消防活動の現状、消防活動時の環境、消防用個人装備品の概要、現行の

防火服の概要などを整理した。 

 

（２）今後必要となる高度な消防装備の検討 

現状の消防服スペックを把握した。また、消防研究所の研究に見る消防士の肉体的・心

理的負荷についても整理した。更に「次世代防火服の開発」における消防隊員へのアンケ

ート結果、ガスセンサの現状について整理し、先進消防装備のコンセプトを抽出した。 

 

（３）消防装備の高度化に資する技術領域と技術開発課題の抽出 

上記の目標仕様を満たすためのナノテクノロジーとして、ナノファイバー技術、エアロ

ゲル、インナー向け調湿・調温機能材料、携帯型 CO センサーについて取りまとめた。 

 

（４）技術開発課題のブレークスルーにより波及されうる民生用の出口イメージ 

防炎インテリアファブリック、自動車や産業機器用排ガスフィルター、耐火・耐熱コン

クリート補強繊維、アスベスト代替製品群が。また、快適衣料用素材としては、スポーツ

用衣料への応用が、ガスセンサーの出口としては家庭向け火災報知器用センサーへの応用

が期待される。 

 

（５）産業技術（出口）として活用された場合の市場創出規模等経済効果の検討 

前章で出口として想定した領域の市場規模を推定した。
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１．現行の消防装備の課題 

１．１ わが国における消防活動の現状 

 
 我が国の火災の過半数が建物火災であり、平成１５年で、年間 2 万 8,568 件発生し

ている。これによる死者は 2,248 人、負傷者数は 8,605 人にも上る。火災による損害

額も 1,331 億円（平成 15 年）に上る。 

これらの消火活動に携わる消防組織は常備消防機関と消防団である。平成 16 年 4

月 1 日現在、常備消防の消防職員は 15 万 5,524 人、消防団員数は 91 万 9,105 人であ

る。消防職員数は常備消防化推進により若干の伸びを見せているが、その平均年齢は

およそ 40 歳前後である。消防団員については、長期的減少傾向があることに加え、高

齢化が進行しており、平均年齢は 37.4 歳（うち 40 歳以上の団員が 37.7％）となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）わが国における火災発生の状況 

消防白書（平成 16 年版）によると、平成 15 年中の出火件数は 5 万 6,333 件、1 日当た

りの出火件数は 154 件である。この中で、建物火災が全火災の 57.8％と、 も高い比率を

占めている。また、放火を除いた住宅（一般住宅、共同住宅及び併用住宅）火災の件数は

1 万 6,700 件であり、建物火災の件数（2 万 8,568 件）の 58.5％と半数以上を占めている。 

火災による死者数は 2,248 人、負傷者数は 8,605 人であり、これらのうち、放火自殺者

を除いた火災による死者数は 1,433 人、その死因は、火傷によるもの（625 人（43.6％））、

一酸化炭素中毒・窒息によるもの（602 人（42.0％））と、この両者で 85%以上を占めてい

る。また、年齢別では、65 歳以上の高齢者が 744 人（51.9％）を占めており、特に 81 歳

以上が 307 人（21.4％）と極めて多くなっている。 

 これらの火災による損害額は 1,331 億円（平成 15 年）である。なお、火災種別ごとの損

害額は、建物火災によるものが圧倒的に多く全体の 93.6％を占めている。 

 

（２）消防組織の現状 

現在の市町村における消防活動は、1)消防本部及び消防署のいわゆる常備消防と 2)消防

団とにより担われている。平成 16 年 4 月 1 日現在、常備化市町村（常備消防と消防団の両

者が存在する市町村）は、3,044 市町村、常備化率は市町村数で 98.2％（市は 100％、町村

は 97.6％）に達し、人口の 99.8％が常備消防によってカバーされている。 

常備消防機関は、平成 16 年 4 月 1 日現在、消防本部が 886 本部、消防署が 1,699 署、出

張所が 3,207 所、消防職員が 15 万 5,524 人となっている。また、全国の消防団数は 3,524
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団、消防団員数は 91 万 9,105 人である。 

消防団はほとんどすべての市町村に設置されており、地域密着性（消防団員は管轄区域

内に居住又は勤務）、要員動員力（消防団員数は消防職員数の約６倍）、即時対応力（日頃

からの教育訓練により災害対応の技術・知識を習得）といった３つの特性を活かしながら、

初期消火や残火処理等を行っている。特に消防本部・消防署が設置されていない非常備町

村にあっては、消防団が消防活動を全面的に担っている。 

図１．１に消防職員数等の推移を示す。 
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図１．１ 消防職員等の推移 

（各年の消防白書の情報に基づき三菱総研作成） 

 

（３）消防職員等の年齢構成 

 消防職員の年齢構成について、消防年報を入手できた幾つかの地域の例を図１．２から

図１．５に示す。年齢構成は地域ごとに様々であるが、平均年齢は平成 17 年で、佐倉市・

八街市・酒々井町で 39.0 歳、福岡市で 41.8 歳、賀茂市で 39.3 歳、青森市で 40.3 歳などと

なっており、およそ 40 歳前後である。 

 年齢構成分布が地域により大きく異なっているため、一概には言えないが、今回調査し

た中で、佐倉・八街・酒々井地域を除いた地域では、今後当面の間消防職員の高齢化が進

行すると予想される。 
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図１．２ 佐倉・八街・酒々井地域の消防職員年齢構成 

（佐倉市八街市酒々井町消防組合公表データに基づき三菱総研作成） 
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図１．３ 福岡市の消防職員年齢構成 

（福岡市消防局公表データに基づき三菱総研作成） 
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（河茂消防事務組合公表データに基づき三菱総研作成） 
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図１．５ 青森の消防職員年齢構成 

（青森地域広域消防事務組合公表データに基づき三菱総研作成） 
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消防団員については、長期的減少傾向があることに加え、高齢化が進行している。例え

ば、平成 14 年 4 月時点では、平均年齢は 37.1 歳（うち 40 歳以上の団員が 36.6％）であっ

たものが、平成 1７年 4 月時点では、平均年齢は 37.4 歳（うち 40 歳以上の団員が 37.7％）

となっている。社会全体の高齢化進行や、就業形態の変化に伴い、若年層において消防団

へのなり手が減少し、一方で、地域消防力維持のため、比較的年配者が消防団員を継続し

ている、という構図である。 

 

 
 

図１．６ 消防団員の年齢構成（平成１７年４月） 

（出典：平成１７年度版「消防白書」 1）） 

 

これら、消防職員の殉職者数は平成１５年が２３名、平成１６年が１１名、平成１７年

が１６名である。明治初期から数えると、５，３６３名が殉職しているとのことである。
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１．２ 消防活動時の環境 

火災現場の熱環境は、一般的には４つに区分されている。クラスⅠやⅡという消防士

にとって比較的低いリスクの環境でも、危険な環境であることには変わりが無く、活動

時間が増えるに従い、防護衣類などの温度が上昇し、火傷や怪我などのリスクが高まる。

特に、高湿度環境では問題である。クラスⅢは通常の消火活動の上限温度であり、温度

は～260℃、熱流は～1.75 kW/m2となる。このような環境では 5 分が活動限界である。

クラスⅣの熱環境は、フラッシュオーバー時に遭遇する熱環境であり、消防士は極めて

短時間で退避しなければならない条件である。 

 消防活動は、防火服着用の下で行われるが、この防火服の耐熱性が十分に合ったとし

ても、内部の熱環境によっては、重篤な火傷を被る。例えば皮膚表面への熱流が

0.2cal/cm2sでは 5 秒で痛みを感じ、13 秒程度で皮膚が水ぶくれを起こす。また、皮膚表

面温度 56℃では 10 秒程度の暴露で水ぶくれが生じる。 

 尚、火災現場では燃焼に伴い有毒ガスも発生する。消防隊員は面体着装で侵入してい

るが、環境中のガス濃度は予測困難であり、危険な状態に陥る可能性を秘めているとい

える。 
 

 

（１）消防活動を行う熱環境 

 火災現場の熱環境は多種多様であるが、一般には空気温度と熱輻射により３段階もしく

は４段階にクラス分けがなされている。 

Ordinanz は火災規模別に 3 つのクラス（routine、ordinary、emergency）を提案した。こ

のクラス分けの考え方は、Abbott らにより、耐熱服の性能指針に用いられた。 
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図１．７ 火災環境の区分例（Abbottによる2）） 

 

 また、国際消防士連合(IAFF)は、Abeles(1985)の研究に基づき、プロジェクト「FIRE」中

で、構造物火災のクラスを定義した。このクラス分けは 1992 年の連邦緊急事態管理局

(FEMA)のレポートで、温度と熱流、典型的な火災状況と平均的な活動可能時間も関連づけ

られて記載された。 

比較的 近の報告として、Foster と Roberts が 1995 年に火災環境のクラス分けを行って

いる（routine, hazardous, extreme, critical の 4 区分）。 

表１．１～１．４に、NISTのDonnellyら 3)によって整理された、火災の熱環境のクラス

分けの概要を示す。 

 

表１．１ クラスⅠ相当の熱環境 

提案グループ・年 指定 記載 範囲 
USFA FEMA, 1992 なし   
Abeles Project 
Fires 1980 

クラスⅠ  温度： 40 ℃まで 
熱流：0.5 kW/m2まで 

IAFF (Based on 
Abeles), 1985 

クラスⅠ  温度： 40℃まで 
熱流：0.5 kW/m2まで 

Foster and Roberts, 
FRDG, 1995 

Routine 高温、直接の熱輻射な

し、25 分 
温度：100 ℃ まで 
熱流：1.0 kW/m2まで 

Coletta, 1976 なし   
Abbott, 1976 なし   
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表１．２ クラスⅡ相当の熱環境 

提案グループ・年 指定 記載 範囲 
USFA FEMA, 1992 Routine １，２の物体が延焼 温度：20℃から 60℃  

熱流：1.0 kW/m2から 2.1 kW/m2

Abeles Project 
Fires 1980 

クラスⅡ 室内の小規模の火災、

15 分 
温度：40 ℃から 95 ℃ 
熱流：0.5 kW/m2から 1.0 kW/m2

IAFF (Based on 
Abeles), 1985 

クラスⅡ 室内の小規模の火災、

15 分 
温度：40 ℃から 93 ℃ 
熱流：0.5 kW/m2から1.0 kW/m2

Foster and Roberts, 
FRDG, 1995 

Hazardous 高温、直接の熱輻射、

10 分 
温度：100℃から 160℃ 
熱流：1.0 kW/m2から 4.0 kW/m2

Coletta, 1976 Routine 遠方からの消火活動 
 

温度：60℃まで 
熱流：0.4 kW/m2から 1.25 kW/m2

Abbott, 1976 Routine 遠方からの消火活動 温度： 70 ℃まで 
熱流：0.5 kW/m2から 1.7 kW/m2

 

表１．３ クラスⅢ相当の熱環境 

提案グループ・年 指定 記載 範囲 
USFA FEMA, 1992 Ordinary 深刻な火災、フラッシ

ュオーバ－が生じた

部屋近隣、（ 大 10～
20 分) 

温度：60℃から 300 ℃ 
熱流：2.1 kW/m2 から 25 kW/m2

Abeles Project 
Fires 1980 

クラスⅢ 全面火災、5 分 温度：95 ℃から 250℃ 
熱流：1.0 kW/m2から 1.75 kW/m2

IAFF (Based on 
Abeles), 1985 

クラスⅢ 全面火災、5 分 温度：93℃から 260℃ 
熱流：1.0 kW/m2から 1.75 kW/m2

Foster and Roberts, 
FRDG, 1995 

Extreme レスキューがフラッ

シュオーバーやバッ

クドラフトから退避 

温度：160℃から 235℃ 
熱流：4.0 kW/m2から 10.0 kW/m2

Coletta, 1976 Hazardous 部屋や小規模の建物

の外部が燃えている

状態 

温度：60 ℃から 300℃ 
熱流：1.25 kW/m2から 8.3 kW/m2

Abbott, 1976 Ordinary 部屋や小規模の建物

の外部が燃えている

状態 

温度：70℃から 300℃ 
熱流：1.7 kW/m2から 12.5 kW/m2
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表１．４ クラスⅣ相当の熱環境 

提案グループ・年 指定 記載 範囲 
USFA FEMA, 1992 Emergency シビアで異例、退避

に 15～30 秒 
温度：300 ℃から 1000℃ 
熱流：25 kW/m2から 125 kW/m2

Abeles Project 
Fires 1980 

クラスⅣ フラッシュオーバー

もしくはバックドラ

フト、10 秒まで 

温度：250℃から 815℃ 
熱流：1.75 kW/m2から 42 kW/m2

IAFF (Based on 
Abeles), 1985 

クラスⅣ フラッシュオーバー

もしくはバックドラ

フト、10 秒まで 

温度：260℃から 815 ℃ 
熱流：1.75 kW/m2から 42 kW/m2

Foster and Roberts, 
FRDG, 1995 

Critical 一時的にのみ遭遇で

きる 
温度：235℃から 1000℃ 
熱流：10 kW/m2から 100 kW/m2

Coletta, 1976 Emergency 普通遭遇しない、フ

ラッシュオーバー時

温度：300℃から 1000℃ 
熱流：8.3 kW/m2から 105 kW/m2

Abbott, 1976 Emergency 普通遭遇しない、フ

ラッシュオーバー時

温度：300℃から 1100℃ 
熱流：12.5 kW/m2から 208 kW/m2

 

 クラスⅠやⅡという消防士にとって比較的低いリスクの環境でも、危険な環境であるこ

とには変わりが無く、活動時間が増えるに従い、防護衣類などの温度が上昇し、火傷や怪

我などのリスクが高まる。特に、高湿度環境では問題である。 

 また、これらの環境では、消防士が携帯する電子機器はある程度の時間使用することが

可能であるが、繰り返し使用で状態が悪化する。 

クラスⅢは危険な環境であり、活動時間も制限される。通常の消火活動の上限温度であ

る。一般的に、消防士は、より低リスクの環境での長時間活動の後にこのクラスの火災環

境に遭遇し、消化活動を行うこととなる。携帯電子機器も低いクラスの熱環境に長時間さ

らされた後、このような環境にさらされることになる。 

クラスⅣの熱環境は、フラッシュオーバー時に遭遇する熱環境であり、消防士は極めて

短時間で退避しなければならない条件である。このような環境では、携帯電子機器の大部

分は機能停止する。 

 

（２）フラッシュオーバー 

クラスⅣの火災条件であるフラッシュオーバーに関し、独立行政法人建築研究所の萩原

による可燃物の実況配置に基づく火災室温度上昇予測研究が行われている（平成 14～16 

年度）。彼らは、大型模型施設を用い、可燃物の配置が火災進展・室発熱性状に及ぼす影響

を調べた。可燃物量は 560MJ/m2、開口面積は 8.0m2（4×2.0m）であり、可燃物の置かれ

方のみ変化させた場合の実験結果を図１．８に示す。 

実験 B、実験 D、実験 E ではフラッシュオーバー状態まで火災は進展し、天井温度は
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1000℃内外になった。一方で、可燃物量や開口面積が同一であるにもかかわらず、実験 C

ではフラッシュオーバーが生じなかった。このことより、彼らは、煙層の温度が 400℃を

超すことが一般的な部屋がフラッシュオーバーに至る条件であることが示唆されていると

している。 

 
図１．８ 可燃物の配置が火災進展・室発熱性状に及ぼす影響（萩原,2004）4)

 

（３）皮膚が許容可能な熱量・温度 

 消防活動は、耐熱服着用の下で行われるが、この耐熱服の耐熱性が十分に合ったとして

も、耐熱服内部の熱環境によっては、重篤な火傷を被る。 

 どの程度の熱流や温度で皮膚に障害が生じるかについては、幾つかの研究結果がある。 

 図１．９は、皮膚へのエネルギー吸収速度と許容時間の関係を表したものである 5)。例

えば、皮膚表面への熱流が 0.5cal/cm2s（約 20kW/m2）では 1.5 秒で痛みを感じ、4 秒間曝

露すると 2 度の火傷を負うことになる。また、0.2cal/cm2s（約 8kW/m2）では、5 秒で痛み

を感じ、13 秒程度で皮膚が水ぶくれを起こす。 

また、Lawson(1996)6)は、皮膚表面温度と皮膚障害の関係について報告している。これに

よると、表面温度 56℃では 10 秒程度の暴露で水ぶくれが生じ、2 度の火傷となる（図１．

１０参照）。 
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図１．９ 皮膚へのエネルギー吸収速度と許容時間の関係5)

 

 

図１．１０ 皮膚表面温度と火傷の関係6)

 

（４）消防活動時の大気環境 

 火災現場では火炎とともに煙や燃焼ガスが大量に発生する。名古屋市消防局では、平成

１６年から１７年２月にかけて、携帯型マルチガスモニターを消防隊員が防火服ポケット

内に入れ、実際の火災現場での有毒ガスの発生状況を計測している（活動終了後に機器か
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らデータを抽出）。7)

 以下、幾つかの事例について概要をまとめる。また、図１．１１に計測結果の例を示す。 

 

表１．５ 火災現場中のガス発生の状況 
火災の概要 消防隊員の活動概要 計測結果 

2 階建共同住
宅が全焼。隣
接の建物 3 棟
と屋外に置か
れたユニット
バスが焼損。 

消防隊 N は面体を着装して火点
直上階の 8号室及び 10号室に人
命検索・延焼阻止のため濃煙の
中に進入 

COの測定上限値である 500ppmを超える濃度
を検知。H2Sも 80ppm近く検知（SO2の発生に
よる干渉もありうるがどちらも有毒） 
⇒非常に危険な環境下にある 

木造瓦葺 2 階
建専用住宅の
1 階の居室か
ら出火。6 棟
類焼。 

消防隊 N は、現着時火元建物南
西に位置し延焼阻止活動を実施
していたが、途中で煙が噴出し
てきたため、西隣の建物屋内に
退避して延焼阻止活動を継続 

屋外においても500ppmを超えるCO濃度を検
知。 
H2Sについては最高到達濃度でも 20ppmを下
回る。 

共同住宅の 1
階奥付近から
出火し 2 階を
全焼 

消防隊 N は、火元建物に面体を
着装せずに進入。現着時にはほ
ぼ鎮火状態。屋内には水蒸気の
ような白煙が立ち込めており、
少々眼に刺激を感ずる場合もあ
ったが延焼阻止・残火処理活動
に支障はなかった。 

鎮火状態であったとしてもCOあるいはH2Sを
検知しており、活動が長時間に及ぶようであ
ればガスの吸引による身体への影響が認め
られる場合も考えられる。火元建物は全焼に
よりほぼ開放系となっているがO2の最低到
達濃度は 13.7vol％と著しく低い値を示し
た。 

 

 

図１．１１ 計測結果の例（表１．５の 初の事例に相当）7)
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図１．１１の例では、直接延焼している部屋で無いにもかかわらず、室内に侵入時点で

CO濃度は計測限界を突破、H2S（SO2の可能性もあるが）は危険レベルの濃度を示してい

ることが分かる。一方で、酸素濃度（左下図）は殆ど変化が無い。 

 この例では、消防隊員は面体着装で侵入しているが、環境中のガス濃度は予測困難であ

り、危険な状態に陥る可能性を秘めているといえる。 

 

また、消防研の守川時生ら（1986）8)は、２ｍ角（８ｍ3)の鋼鉄製チャンバーに木材、

プラスチック等（塩ビ壁紙：燃焼物 127kg中 2.2kgを含む）をいれ、燃焼時のCO発生状況

を排気用煙突からのサンプリングで計測した。計測結果を図１．１２に示す。 

 

 
図１．１２ 雰囲気ガスの測定結果 

 

尚、この図において、横軸（時間）は、フラッシュオーバー時を０としている。非常に

急激に致死量以上の CO が発生していることが分かる。 
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１．３ 消防用個人装備品の概要 

 過酷な環境で消防活動を行うために、消防隊員は 20kg～30kg もの個人装備品を身に

つけて消火活動を行っている。個人用装備品のうち、多くのものには、公的な標準が存

在する。防火服については、日本では、ヨーロッパ型に準拠した（財）日本防炎協会防

火服性能基準がある。この基準に適合した防火服は一般に 3 層構造（外衣、透湿防水層、

遮熱層の 3 層）となっている。これらの基準はクラスⅢ火災の上限の熱環境にぎりぎり

対応するかしないかのレベルである。一方で、シビアな基準を満足するような防火服は

活動性・快適性ともに劣悪となる。尚、火災現場において、消防隊員が携行し、かなり

の熱負荷を受ける電子機器として PASS（携帯警報器）があり、260℃での５分間加熱

試験などが行われているが、他の携帯が望まれる検出機器（例えばガスセンサー等）に

ついては、高温仕様の標準はない。 
 

（１）個人装備品 

 過酷な環境で消防活動を行うために、消防隊員はさまざまな個人装備品を装備する。消

防用個人装備品は、一般救助用器具、重量物排除器具、切断用器具、破壊用器具、検知・

測定用器具、呼吸保護用器具、隊員保護用器具、水難救助用器具、山岳救助用器具、その

他の救助器具などに区分される。表１．６に、これらの代表的な製品をまとめる。 

 

表１．６ 消防用個人装備品（1/2） 

区分 製品例 
一 般 救 助 用

器具 
はしご、ワイヤはしご、救助マット、救命索発射銃、救助用縛帯、担架、ス

トレッチャー、固定具、ロープ、カラビナ、滑車、ディセンダー、アンカー

など。 
重 量 物 排 除

用器具 
空気ジャッキ、救助用支柱器具、油圧ジャッキ、マンホール救助器具、簡易

起重機、可搬ウィンチ、チェーンブロックなど。 
切断用器具 空気式切断機、コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー、ウォータージェッ

ト切断機、エンジンカッター、チェーンソー、ガス熔断器、鉄線カッター、

鉄筋カッターなど。 
破壊用器具 削岩機、ハンマドリル、万能斧、ストライカー、ハンマーなど。 

検知・測定用

器具 
可燃性ガス測定器、有毒ガス測定器、酸素濃度測定器、酸欠警報器、放射線

測定器、放射温度計、騒音計、超音波厚さ計、距離測定器、画像探索機、金

属探知機、地中音響探知機、熱画像直視装置、夜間用暗視装置、電磁波探査

装置、二酸化炭素探知装置、水中探査装置など。 
呼 吸 保 護 用

器具 
空気呼吸器、空気ボンベ、空気圧縮機、酸素呼吸器、簡易呼吸器、送排風機、

防塵マスク、防塵めがね、防毒マスクなど。 

14 



表１．６ 消防用個人装備品（2/2） 

区分 製品例 
隊 員 保 護 用

器具 
携帯警報器、タイムキーパ、救助用通信機、特殊ヘルメット、耐電衣（手袋、

長靴、絶縁衣、耐電帽子）、防毒衣、汚染除去シャワー、安全帯、縛帯、耐

熱服、放射線防護服、手袋、プロテクターなど。 
水 難 救 助 用

器具 
潜水器具（ドライスーツ、ウェットスーツ、BC、フィン、グローブ、マス

ク、ウェイト、ゲージ、レギュレータ、ヘルメット、空気タンクなど）、水

中スクータ、水中投光器、救命胴衣、浮環、転落者引き寄せ具、救命ボート、

レトリーバー、水中無線機、水中カメラ、水中位置検出装置など。 
山 岳 救 助 用

器具 
登山靴、スノーシューズ、ナップザック、ヘルメット、アイゼン、スコップ、

雪崩捜索用ポール、高度計、双眼鏡、雪崩埋没者探査装置など。 

そ の 他 の 救

助用器具 
投光器、携帯投光器、発電機、拡声器、携帯無線機など。 

 

これらのうち、火災現場において、消防隊員が頻繁に装着・携帯することが多いと思わ

れる装備品の重量は凡そ図１．１３の通りであり、20kg～30kg もの装備を身につけて消火

活動を行っている。 

 

図１．１３ 一般的な消防用個人装備品の重量 
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（２）防火服 

 個人用装備品のうち、多くのものには、公的な標準が存在する。この種のもののうち、

有名なものとしては米国 NFPA（National Fire Protection Associate）の標準がある。 

建築物火災向け NFPA スタンダードは従来、NFPA1971（防火コート、ズボン、フード）、

1972(ヘルメット)、NFPA1973（手袋）、NFPA1974（ブーツ）、NFPA1975（執務服）のよう

に個別に記載されていたが、2000 年エディションで NFPA1971 に統合され、建築物火災用

防火用具標準として定義されている。尚、NFPA1981（呼吸装置）は現時点で 2002 年版が

新であり、NFPA1982（個人用警報器）は 1998 年版が 新である。 

NFPA1971 では、防火用具のデザイン（寸法やラベルの位置・色を含む）、形状、性能な

ど、きわめて詳細な標準が設定されている。例えば、性能要求だけを見ても、保護ガーメ

ントの性能要求として、耐熱性、断熱性、液体浸透性など 23 項目が、保護ヘルメットとし

ては耐衝撃性など 20 項目が、保護手袋用として 21 項目が、履物用としては 19 項目が、フ

ードインターフェース部品用として 10 項目が、保護腕輪インターフェース部品用として 8

項目が試験方法も含め、設定されている。 

なお、防火服については、1999 年に、ISO11613：1999「消防士用防護服－試験方法と性

能要求」が国際標準化機構から国際規格として発行されている。これにはヨーロッパ型と

アメリカ型の二つの規格が併記されており、日本では、ヨーロッパ型に準拠した（財）日

本防炎協会防火服性能基準がある。ISO 対応の防火服は、外衣、透湿防水層、遮熱層の 3

層で構成されている。 

 これらの基準はクラスⅢ火災の上限の熱環境にぎりぎり対応するかしないかのレベルで

ある。消防士の安全を考えれば、よりシビアな性能基準とするべきであるが、一方で、シ

ビアな基準を満足するような防火服は活動性・快適性ともに劣悪となることにも配慮する

必要がある。 
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表１．７ 消防用防火服の性能基準(1/2) 
ISO/CD 11613.2.2004-11-8 

（建物火災用消防隊員用個人防護装備） 
性能 要求事項 

性能 1 性能 2 
（ヨーロッパ仕様）

性能 3 
（北米仕様） 

（財）日本防災協
会防火服性能基
準 

難燃性 

ISO 15025 
残災・残じん≦
2s 
全焼穴あき着炎
溶融不可 

同左 同左 同左 

熱伝達 
（火災暴露）

ISO 9151 
HTI24≧9 
HTI24-HTI12≧3 

ISO 9151 
HTI24≧13 
HTI24-HTI12≧3 

ISO 9151 
HTI24≧17 
HTI24-HTI12≧4 

ISO 9151 
HTI24≧13 
HTI24-HTI12≧4 

熱伝達 
（放射熱照
射） 

ISO 6942 
t24≧10s 
t24-t12≧3s 
TF≦70％ 

ISO 6942 
t24≧18s 
t24-t12≧4s 
TF≦60％ 

ISO 6942 
t24≧26s 
t24-t12≧4s 
TF≦50％ 

ISO 6942 
t24≧18s 
t24-t12≧4s 
TF≦50％ 

火炎と放射
熱の両方に
対する防護 

ISO 17492 
TTI≧700 

ISO 17492 
TTI≧1050 

ISO 17492 
TTI≧1400 基準なし 

耐熱性 

180℃のオーブ
ン中で 5 分試験
溶融、滴下、分
離、発火は不可
収縮率≦5％ 

180℃のオーブン中
で 5 分試験 
溶融、滴下、分離、
発火は不可 
収縮率≦5％ 

180℃のオーブン
中で 5 分試験 
溶融、滴下、分離、
発火は不可 
収縮率≦10％ 

180℃のオーブン
中で 5 分試験 
溶融、滴下、分離、
発火は不可 
収縮率≦5％ 

衣服全体の
試験 

任意試験 
ISO/DIS 13506
サーマルマネキ
ン試験、基準な
し 

任意試験 
ISO/DIS 13507 サー
マルマネキン試験、
基準なし 

任意試験 
ISO/DIS 13508 サ
ーマルマネキン
試験、基準なし 

任意試験 
ISO/DIS 13506 サ
ーマルマネキン
試験、基準なし 

放射熱照射
後の素材の
残留強度 

ISO 6942 A 法 
10kw/m2 
ISO 5081 
≧450N 

ISO 6942 A 法 
10kw/m2 
ISO 5081 
≧450N 

ISO 6942 A 法 
20kw/m2 
ISO 5081 
≧600N 

ISO 6942 A 法 
10kw/m2 
ISO 5081 
≧1200N 

引張強さ ISO 13934 Part1 
≧450N 

ISO 13934 Part1 
≧450N 

ISO 13934 Part1 
≧800N 

ISO 13934 Part1 
≧1200N 

引裂強さ ISO 4676 A2 法 
≧20N 

ISO 4676 A2 法 
≧25N 

ISO 4676 A2 法 
≧40N 

ISO 4676 A2 法 
≧40N 

耐熱・
耐炎性
能 

液体化学薬
品の耐浸透

性 

ISO 6530 
40％NaOH,36％
HCl,30％
H2SO4,o-キシレ
ン 100％ 
流失＞80％ 
裏面への浸透な
し 

同左 同左 

ISO 6530 
40％NaOH,36％

HCl,30％
H2SO4,p-キシレ

ン 100％ 
流失＞80％ 

裏面への浸透な
し 
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表１．７ 消防用防火服の性能基準（2/2） 
ISO/CD 11613.2.2004-11-8 

（建物火災用消防隊員用個人防護装備） 
性能 要求事項 

性能 1 性能 2 
（ヨーロッパ仕様）

性能 3 
（北米仕様） 

（財）日本防災協
会防火服性能基
準 

表面の濡れ
性能 

ISO 4920 
撥水度≧4 

ISO 4920 
撥水度≧4 

ISO 4920 
撥水度≧4 

ISO 4920 
撥水度≧4 

耐水性
能 

耐水性 基準なし 

ISO EN 20811 水圧増
加速度=10mbar/min 
水滴出現圧力≧
20kPa 

ISO EN 20811 水
圧増加速度
=60mbar/min 
 

基準なし 

透湿性、快適
性 

ISO 11092 
蒸発抵抗≦
10m2Pa/W 
ASTM F 1868 
PartC 
全熱損失≧
400W/m2

ISO 11092 
蒸発抵抗≦
30m2Pa/W 
ASTM F 1868 PartC 
全熱損失≧300W/m2

ISO 11092 
蒸発抵抗≦
40m2Pa/W 
ASTM F 1868 
PartC 
全熱損失≧
200W/m2

任意試験 
ISO 811静水圧試
験、基準なし 
任意試験 
ISO 11092透湿性
試験、基準なし 

発汗マネキ
ン試験 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 

快適性
能、機
能性能 

環境室内で
の消防隊員
による快適
性、機能性試
験 

基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 

静電気
性能 帯電性 基準なし 基準なし 基準なし 

JIS L 1094 
帯電電荷量≦7μ
C 

その他
の性能 

洗濯収縮耐
性 

ISO 5077 
寸法変化率≦
3％ 

ISO 5077 
寸法変化率≦3％ 

ISO 5077 
寸法変化率≦3％ 

ISO 5077 
寸法変化率≦3％

耐光堅牢度 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 規格等
にはな
い性能 重量 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 

 

（３）携帯用電子機器（携帯警報器など） 

火災現場において、消防隊員が携行し、かなりの熱負荷を受ける電子機器として PASS

（携帯警報器）がある。これは、消防士の活動状況やバッテリーの状況を音響により警報

するものであり、米国では NFPA 1982 により標準が定められている。音響信号としては、

3m 遠方で 95 dBA の警報出力が要求されている。また、プレアラーム信号は、１３秒を超

えない範囲で３秒から５秒間、100 dBA の出力が要求されている。また、バッテリー低下

信号は、１時間の間、70 dBA ～100 dBA の出力が要求されている。 

耐熱性については、２つの試験が NFPA 1982 により、規定されている。 

１つ目の試験は、260℃で５分間加熱した後、上記の音響面での要求が満足されているか

否かを確認するというものであり、もう１つは、95℃で１５分間加熱した後、火炎（ピー

ク温度：815℃～1,150℃：平均 950℃）に 10 秒間曝露され、音響面での要求が満足されて
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いるか否かを確認するというものである。 

 他の携帯が望まれる検出機器（例えばガスセンサー等）については、高温仕様の標準は

なく、メーカーの使用可能温度は 50 °C 程度となっている。尚、NIST において、高温試

験を行ったところ、102℃で表示ディスプレイが動作しなくなること、この温度でも低酸素

警報は動作すること、再度 80℃まで環境温度を低下させるとディスプレイも復活すること

などが確認されているが、当然保証範囲外である。 

 

１．４ 現行の防火服の概要 

 
 

外衣は、耐炎性、耐熱性、耐久性、力学的強度などが要求され、主にアラミド繊維、

PBO 繊維、ポリアミド・イミド繊維、PBI 繊維、ザプロ加工ウールなどが使われてい

る。各繊維には長所・短所があるので、混紡して使われることが多い。 

透湿防水層（モイスチャーバリヤ）には、耐炎性、耐熱性の他、防水性が要求される。

これは、消化活動中に遮熱性を維持するためである。また、液体流下性、透湿性、耐久

性も要求される。 

 防火衣の遮熱性は、主に遮熱層の空気層により維持される。よって、遮熱層を形成す

るには、いかに空気層を多く作るかが重要である。 

消防服用素材は、耐熱性（長期安定性）に優れていること、LOI（限界酸素指数）が

高いこと、耐薬品性や絶縁性に優れていること、比較的軽量であること、着心地の面か

らは、モジュラスが小さく、伸度があること、などが望ましい。更に、日本の場合、５

年から１０年間の使用が前提となるため、特性が長期間維持できることも重要となる。

 

（１）防火服の構成 

ェル） 

久性、力学的強度などが要求され、主にアラミド繊維、PBO

繊

る。 

 

 ①外衣（アウターシ

外衣は、耐炎性、耐熱性、耐

維、ポリアミド・イミド繊維、PBI 繊維、ザプロ加工ウールなどが使われている。各繊

維には長所・短所があるので、混紡して使われることが多い。現在、主に使われている素

材は、要求性能、コスト等を考えてメタ系アラミド＋パラ系アラミド、PBI、ポリアミド・

イミド、PBO、ザプロ加工ウールが多い。しかしながら海外では、より強度を求めるため

パラ系アラミド＋PBO も出てきている。 

表１．８に代表的な製品の概要をまとめ
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表１．８ 代表的なアウターシェル用繊維製品の概要 
名称 概要 

Advance リップストップ素材。40 %の Nomex IIIA (93 % Nomex, 5 % Kevlar, 2 % P-140),
と 60 % Kevlar に Shelltite 処理もしくは Super Shelltite 処理をしたも
の。 

Aralite Gold 紡ぎの表地に 80 % Kevlar, 20 % PBI の詰め物をしたもの。 

Aramax リップストップ素材。60 % Kevlar, 40 % Nomex III (中心が Kevlar/シース
が Nomex III) 。 

AtEase 平織り：100 % Nomex IIIA に Wickwell 処理したもの。 

Barrage リップストップ素材：40 % Basofil, 60 % Kevlar に Hypel 処理もしくは Super 
Shelltite 処理したもの。 

Caldura SL アラミド表地の 2 層の Nomex E89。 

Chambray 100%Nomex の表地に 50 % Kevlar, 50 % Nomex の詰め物をしたもの。 

Chambray 
Araflo 

100%Nomex の表地に 3 層の E89。 

Crusader 60 % Kevlar, 40 % Nomex。 

Defender 600, 
(6.0 oz) 

リップストップ素材。100 % Nomex IIIA (93 % Nomex, 5 % Kevlar, 2 % P-140) 
に Shelltite 処理したもの。 

Defender 750, 
平 織 り (7.5 
oz) 

100 % Nomex IIIA (93 % Nomex, 5 % Kevlar, 2 % P-140) に Shelltite 処理
したもの。 

Defender, 綾
織 (7.0 oz) 

100 % Nomex IIIA (93 % Nomex, 5 % Kevlar, 2 % P-140)に Shelltite 処理
したもの。 

Delta T 75 % Nomex, 23 % Kevlar, 2 % P140 

Duralite 50 % Kevlar, 50 % Nomex 

FE-289 Nomex 繊維の表地に 3 layers of Nomex E89 

FE-389 Nomex 繊維の表地に 2 層の Nomex E89 

Fusion 40 % Nomex, 60 % Kevlar, テフロン F/PPE 処理。 

Genesis Nomex IIIA に独自の処理 

Gladiator 60 % Kevlar, 40 % Basofil 

Guardian 60 % Kevlar, 40 % PBI 

Kermel HTA Kermel と Kevlar 

Kombat 600 リップストップ素材。60 % Kevlar, 40 % PBI に Shelltite 若しくは Super 
Shelltite 処理したもの 

Millenia 綾織素材。60 % Technora, 40 % Zylon に Super Shelltite 処理 

Nomex E89 Nomex と Kevlar の不織布 

OMNI 45 40 % Basofil, 60 % Kevlar 

OMNI Quilt, 1 
層タイプ 

100 % Nomex, 1 layer Basofil スパンレース繊維 

Power PBI 
Gold Plus 

60 % Kevlar, 40 % PBI 

Z-200 Nomex に Teflon F/PPE 処理 

 

②透湿防水層 

透湿防水層（モイスチャーバリヤ）には、耐炎性、耐熱性の他、防水性が要求される。

これは、消化活動中に遮熱性を維持するためである。水は空気の約 27 倍の熱伝導性があ

るため、遮熱層が濡れると遮熱性が大幅に低下する。また、液体流下性（撥水性：活動中

に化学薬品がかかった場合の安全性のため）、透湿性（活動中に熱中症のリスクを軽減する

ため）、耐久性も要求される。 
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 素材としては、ア ものが使われる。 

透湿 工には、大別して 3 種類のものがあり ・耐久性・コストなどを考慮し

て選択される。 

質ポリウレ

質ポリウ

 

 特徴

 

工技術の特徴 

ラミド繊維などの難燃性繊維に透湿防水加工を施した

防水加 、性能

・多孔質 PTFE を基材とする無孔質フィルムのラミネート 

・多孔 タンコーティング 

・無孔 レタンラミネート 

それぞれの は表１．９の通りである。 

表１．９ 透湿防水加

加工方法 特徴 

多 を基
材
ィ
ト加工 

っているため、耐熱・耐薬品性が高い 

、防水性と透湿性が高いレベルで両立している 
・ PTFE 樹脂を使っているため、価格が高い 

孔質 PTFE
とする無孔質フ
ルムをラミネー

・ 基材として PTFE 樹脂を使
・ 水滴の約 10,000 分の 1 程度で、かつ水蒸気の約 700 倍の微細孔であ

るため

多 タ
ン ィ
ン

性が高い 
剤・オイルなどの汚染物質により、

 

孔質ポリウレ
樹脂をコーテ
グ加工 

・ 透湿性のあるポリウレタンを多孔質にコーティング加工しているた
め透湿

・ 多孔質構造であるため、汗・洗
防水性が低下しやすい

無 ウレタ
ン をラミ
ネート加工 

性の低下がない 
御することにより、防水性と透湿

孔質ポリ
フィルム

・ 無孔質であるため、汚染物質による防水
・ ポリウレタンフィルムの膜厚を制

性のバランスを制御できる 

 

透湿防 ０に示す。 

 

概要 

代表的な 水層の製品例を表１．１

表１．１０ 代表的な透湿防水層の製品例 
名称 

A リウレタンをラミネートした素材。 quatech ノーメックス Ｅ８９にポ

Breathe-Tex Plus ポリウレタンをラミネートした素材。 

Comfort Zone Basofil 不織布ベース。 

Crosstech フィルムをラミネートした素材。 ＰＴＦＥ（テフロン）

C
Directgrip 

モイスチャーバリアとサーマルライナーの性能を兼ね備えたグローブイ
グローブを作成可能。 

rosstech 
ンサート素材。より薄い

Gore-Tex ｅＰＴＦＥフィルムと、汚染物質を遮断する無孔質の高分子ポリマーを含
浸させた複合膜素材。 

RT7100 ＰＴＦＥとＶｉｌｅｎｅ（５０％Basofil／２５％メタアラミド／２５％
パラアラミド）を組み合わせた素材。 

Stedair 82 ポリアミドをＥ８９にラミネートした素材。 

Stedair 2000 ポリウレタンをＥ８９にラミネートした素材。 

Stedair 3000 ｅＰＴＦＥをＥ８９にラミネートした素材。 
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③遮熱層 

 

層を多く作るかが重要である。主な構造としては、次のようなものがあ

る

 

・ 合わせ空気層を形成。 

 コード：アラミドの基布に極太の糸をストライプ状に配し、空気層を形成。 

層を形成。 

 エアーロック（主に海外）：不織布の基布にシリコンをドット状に配して、空気層を形

成。 

 

用

、熱的に

 

能繊維（高 繊維）の区分を図１．１４に示す。 

防火衣の遮熱性は、主に遮熱層の空気層により維持される。よって、遮熱層を形成する

には、いかに空気

。 

 不織布：アラミドの不織布を重ね

・

・ ワッフル：ワッフル織凹凸を付けて、空気

・

素材としては、

 

アウターシェルと同様な素材が用いられる。 

（２）防火服に活

防火服は

されている繊維の概要 

も力学的にも過酷な環境での使用が前提とされるため、高機能繊維が

用いられている。

 現在の高性 強度・高弾性繊維と高耐熱

 
図１．１４ 高性能繊維（高強度・高弾性繊維と高耐熱繊維）の区分 
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 高耐熱繊維としては、メタ系アラミド繊維、ポリフェニレンサルファイド繊維（PPS）、

ポリアミド繊維などがあり、現在の耐熱繊維の代表はメタ系アラミド繊維である。これに

加え、PBO 繊維、炭素繊維なども高耐熱繊維である。 

表１．１１にこれらの繊維の代表的物性を示す。  

 

表１．１１ 高機能繊維の代表的物性 

 

 

消防服に活用できる素材は、耐熱性（長期安定性）に優れていること、LOI（限界酸素

指数：燃焼を維持し続けるのに必要な 低の酸素体積分率であり難燃性の目安）が高いこ

と、耐薬品性や絶縁性に優れていることが求められる。また、重量面では比較的軽量であ

ること、着 度がある心地の面からは、少なくとも稼動部分では、モジュラスが小さく、伸
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こと、などが望ましい。更に、日本の場合、５年から１０年間の使用が前提となるため、

上記特性が長期間維持できることも重要となる。 

これらの観点から、以下で、消防用として用いられている繊維の特徴をまとめる。 

 

メタ系アラミド繊維 

基本物性は、汎用合繊と大差ないが、耐熱性、難燃性に特徴がある。耐熱性の面では、

1)融点、分解点、2 次転移 を失わない、3)長時間の

熱劣化が少ないなどの特徴がある。 

難燃性の面では、1)LOI 値（限界酸素指数）が高い、2)発火点・引火点が高い、3)燃焼

時のガス発生量、特に有毒ガス発生が少ないという利点を有する。 

また、耐光堅牢度、染色堅牢度が高い、紫外線による強度劣化が緩やかである、パラ系

アラミドに比べて柔らかいという長所を持つ。 

短所としては熱収縮が大きいことが上げられる。商品としては、「コーネックス」（帝人）、

「ノーメックス」（デュポン）がある。 

 

パラ系アラミド繊維

点が高い、2)高温においても機械的特性

 

パラ系アラミド繊維は、高強度・高弾性率であり、1)切創に強い、2)熱収縮が小さいと

いった長所を持つ。短所は、1)耐光堅牢度、染色堅牢度が低い、2)紫外線による劣化が早

く進む、3)メタ系に比べ固いという点が挙げられる。商品としては、「テクノーラ」（帝人）、

「トワロン」（帝人）、「ケブラー」（デュポン）がある。 

 

PBO繊維 

パラ系アラミド繊維の 2 倍の強度と弾性率を持ち、単位面積当たりの強度・弾性率でも

スチールを大きくしのぎ、有機繊維中で も強い繊維である。耐熱性・耐火性においても

優れており、LOI 値（限界酸素指数）は 68 にもなり、有機繊維で 高レベルの値である。 

しかしながら、1)光に対する強度劣化が著しい、2)高湿度下において強度劣化が起きる、

3)現段階では染色ができないなどの欠点を持つ。商品としては、「ザイロン」（東洋紡）が

る。 

 

あ

 この他、以下のような繊維が用いられている。 
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ポリアミド・イミド繊維（ケルメル） 

ポリアミド・イミド繊維は、フランスのケルメル社が製造している難燃・耐炎繊維で、

LO ズ

着心地が快適である。 

PB

I 値（限界酸素指数）は 30～32 である。耐熱性があり、ファイバーの表面がスムー

で

 

I繊維 

ポリベンズイミダゾール繊維。難燃繊維で、融点がない（高温でも溶けず、炭化する）、

発火せず燃え広がらない、炎にさらされても寸法や強度・柔軟性が損なわれない、低い熱

伝

ザ

導率、染色可能、耐摩擦に優れるなどの特徴を備えている。 

 

プロ加工ウール 

国際羊毛事務局により開発された羊毛の防炎加工法で、優れた防炎性と遮熱性を示し、

接

。染色も可能で水分の調節機能に優れている。 

炎しても溶融せず、多量の炭化層を生成し、熱の侵入を防止する。また、溶融した鉄・

アルミニウムをはじくという性質がある
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２．今後必要となる高度な消防装備の検討 

２

 

 

熱性能のみでなく、快適性能、機能性能を含めた評価手法を確立し、日本の実情に合っ

消防用防火服の性能基準値を提案することを 終目的としたものである。 

平成 16 年度は、表２．１に示す防火服および防火服素材について、力学的試験や耐熱

試験などが行なわれた。表２．２にそれぞれの生地の重量を示す(g/m2)。 

 

表２．１ 試験に用いられた防火服および防火服素材 

 表地（外層） 透湿防水層（中間層） 断熱層（内層） 

．１ 現行の防火服の性能（消防用防火服の総合的な性能評価手法に関する研究） 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人消防研究所では、平成 14 年 4 月から平成 17 年 3 月までの 3 年間、重

点研究「消防用防火服の総合的な性能評価手法に関する研究」を実施した。この研究は、

耐

た

防火服Ａ（NFPA） パラアラミド、ＰＢＩ ゴアテックス アラミド（ノメックス） 

上衣 

パラアラミド 100%ニット 

（銀面アルミ蒸着+フッ素

フィルム加工） 

メタアラミド 100％ 

ゴアテックス加工 

 

メタアラミド 30%、 

パラアラミド 40%、 

難燃レーヨン 40% 
防火服Ｂ 

 

下衣 
パラアラミド 60％ 

メタアラミド 40％ 

メタアラミド 100％ 

透湿防水加工 
なし 

上衣 
メタアラミド 90%、 

パラアラミド 10％ 

メタアラミド 95％、 

パラアラミド 5％＋ 

ＰＴＦＥフィルム 

メタアラミド 95％、 

パラアラミド 5％ 

防火服Ｃ 

下衣 
メタアラミド 90%、 

パラアラミド 10％ 

メタアラミド 95％、 

パラアラミド 5％＋ 

ＰＴＦＥフィルム 

メタアラミド 95％、 

パラアラミド 5％ 

防火服Ｄ（ワイルド

ランド） 

メタアラミド 

(ノメックス) 
なし なし 

独立行政法人消防研究所では、平成 14 年 4 月から平成 17 年 3 月までの 3 年間、

重点研究「消防用防火服の総合的な性能評価手法に関する研究」を実施した。この研究

は、耐熱性能のみでなく、快適性能、機能性能を含めた評価手法を確立し、日本の実情

防用防火服の性能基準値を提案することを 終目的としたものである。この

NFPA 仕様のもの（北米

用）以外はゆとりが少ないこと、熱的特性と生地重量の間に良好な相関があることなど

に合った消

中で、幾つかの消防服（執務服や防火服）について、性能が計測されている。 

力学的特性については、現用防火服は ISO などの基準を大きく凌駕しているものが多

いこと、熱的安全性についても概ね基準をクリアしているが、

が確認された。 
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表２．２ それぞれの生地の重量（g/m2） 

（外層 （中間層） （内層
 3 層全て 

表地 透湿防水層 断熱層 

）  ） 

防火服Ａ 711 256 171 285 

上衣 536 245 103 188 防火服

Ｂ 下衣 392 242 150 － 

上衣 587 273 102 212 
防

下衣 537 273 102 163 
火服Ｃ 

防火服Ｄ 207 207 － － 

 

（

 

を 強さ（N)を表す。尚、点線は ISO の基準下限、実線は、日本防炎協会

基準である。いずれの防火服も ISO 基準を充分にクリアしていること、かなりのハイスペ

ックで

１）引っ張り強さ 

図２．１に引っ張り強さに関する計測結果を示す。この図において、横軸は生地の重量

、縦軸は引っ張り

ある日本防炎協会基準に対してもワイルドランド用以外は基準を充分にクリアして

いることが見てとれる。尚、○でくくった数値は防火服 B の上着（アルミ蒸着）に対する

ものである。アルミ蒸着生地に対しては、日本防炎協会基準は 450N であるので、これも

基準を満たしている。 

引っ張り強さ

0

500

1000

2000

2500

3000

0 00 4 00

g/m2

たて方向
1500N

1 200 300 00 500 6 700 800

よこ方向

 

１ 引っ張り に関する計測結果図２． 強さ  
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（２）引裂強さ 

 図２．２に引裂き強さに対する計測結 示す。記号 意味は図２．１ じであ

る。 の防火服は ISO を完全にク しているこ ワイルドランド用 以外

はより厳しい日本防炎協会基準をも充 クリアしてい となどが見てとれ  

果を などの と同

全て 基準 リア と、 防火服

分に るこ る。

  

引裂強さ

0

100

140

0 100 200 300 400 500 600 700 800

重量(g/m2)

120

20

40

60

80

引
裂

き
強

さ
(N

)

たて方向

よこ方向

 
図２．２ 引裂き強さに対する計測結果 

 

（３）火炎暴露に対する防護性能 

火炎曝露に対する防護性能に対する計測結果を図２．３に示す。尚、この図において、

実線は HTI24、点線は HTI24-HTI12 に対する ISO の基準（防炎協会基準も同一）を示す。

ワイルドランド用並びに国内防火服の 1 つのズボンのみ基準以下であるが、他は基準をク

リアしている。特に特に重量が重いものほど余裕 にあり、NFPA 仕様の防火服

は充分な余裕を持っている。 

がある傾向
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火炎曝露に対する防護
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HTI24-HTI12

 

図２．３ 火炎暴露に対する防護性能 

 

（４）放射熱曝露に対する防護性能 

 図２．４に放射熱曝露に対する防護性能の計測結果を示す。実線が t24 に対する ISO 基

準（日本防炎協会基準と同一）、点線が t24-t12 の日本防炎協会基準（ISO 基準は 5 秒以上）

を示す。 

これも、ワイルドランド仕様防火服や国内防火服の 1 例のズボンは基準を満たしていな

特に重量が重いものほど余裕がある傾向にある。 いが、他は基準をクリアしている。
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放射熱曝露
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図２． 結果 

る防護性能 

な事情により、このとき計測した国内防火服＋ワイルドランド仕様のものは全

て

厚

みを増し、重量を増やせば容易にクリアできる（図の矢印）ものであるといえる。 

４ 放射熱曝露に対する防護性能の計測

 

（５）火炎と放射の両方の曝露に対す

 図２．５に火炎と放射の両方の曝露に対する防護性能に対する計測結果を示す。この基

準は国内には規定がなく、ISO の北米仕様にのみ基準が設定されている。 

 このよう

基準を下回っている。 

 しかしながら、この乖離は極端に大きなものではなく、サーマルライナ（遮熱層）の
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火炎＋放射熱曝露
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図２．５ 計測結果 

「

。また、図２．

量に対してプロットして示す（表２．１参照）。 

火炎と放射の両方の曝露に対する防護性能に対する

 

（６）サーマルマネキン試験結果 

 消防用防火服の総合的な性能評価手法に関する研究」では、サーマルマネキンを使い、

火炎曝露時の火傷割合について試験を行なっている。表２．３に結果を示す

６に、曝露時間５秒条件での執務服や防火服の Burn Index および死亡率（いずれも日本

の統計データ）を、服装重

明らかに、重量の重いものほど火傷しにくいことが見てとれる。 

31 



32 

表２．３ サーマルマネキン試験結果 

Burn
Index

防火服1-1 8 99 99 99 99 1.3 3.9 軽症

防火服1-2 8 99 99 98 97 11.3 9.6 中等症

防火服1-3 5 100 100 100 100 0

服2-1 5 99 99 99 99 1

服2-2 8 99 99 97 94 13.2

8 97 96 90 82 23.4

服3-1 5 99 99 99 97 2.9

8 86 81 70 50 43.2

服3-3 5 99 99 97 95 14.4

5 96 94 87 77 31.7

服4-2 3 99 99 98 97 9.5

服4-3 2 99 99 99 99 0.5

服-1 2 99 99 99 99 2.3

3 97 96 90 82 18.1

5 68 57 45 22 59.8

0 火傷無

防火 3.9 軽症

防火 9.6 中等症

防火服2-3 26.3 重症

防火 3.9 軽症

防火服3-2 62.7 重症

防火 9.6 中等症

防火服4-1 48.1 重症

防火 3.9 中等症

防火 3.9 軽症

執務 3.9 軽症

執務服-2 48.1 重症

執務服-3 88.1 重症

50～59.9才 死亡率（％）防火服

米国の統計データ 生存率（％） 日本の統計データ

重症度20～29.9才 30～39.9才 40～49.9才暴露時間（秒
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図２．６ サーマルマネキン試験結果（5 秒曝露） 

 

（７）熱損失 

 「消防用防火服の総合的な性能評価手法に関する研究」では快適性の指標として、熱抵



抗や蒸発抵抗、熱損失など け（重量）に対する熱

損失をプロットして示す。 

 明らかに、熱損失の中核は Qw（蒸発損失）であること、Qd（伝熱損失）は、重量が増

えても大きくは変化しないこと、などが見てとれる。尚、トータルの熱損失（QT）が正味

の熱の逃げである。また、一番左のプロットは執務服に対する値である。 

 

を計測している。図２．７に防火服目付
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図２．７ 防火服目付け（重量）に対する熱損失 

 

２．２ 消防研究所の研究に見る消防士の肉体的・心理的負荷 

 
独立行政法人消防研究所では、重点研究「消防用防火服の総合的な性能評価手法に関す

、肉体的な負荷の計測や消防士へのアンケート調査などを行っている。以

独立行政法人消防研究所では、「消防用防火服の総合的な性能評価手法に関する研究」

の中で、肉体的な負荷の計測や、消防士へのアンケート調査などを実施した。これによ

り、快適な消防服についての指針が得られている。快適な消防服とは、極論すれば、第

1 に軽量であり、かつ、熱損失が大きい（汗の蒸発なども含む）ものであるといえる。

これらの条件は、耐熱特性とは基本的には相容れない。 

 

る研究」の中で

下概要をまとめる。 
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（１）消防士によるフィールド試験 

 

連続的に計測されたパラメータは、１）防火衣内温度、２）防火衣内湿度、３）心拍数、

４）対表面温度であり、また、発汗量と血中乳酸濃度が活動の前後で計測された。 

 

表２．４ 試料の特性 
素材・構成 

さまざまな種類の防火衣を実際に着用した消防隊員によるフィールド試験が行われた。 

被験者は 5 名であり、重量や布地など特性の異なる５種類の防火衣等の試料（表２．４

参照）着用の上で「消防活動モデル」運動時の身体状況の測定が行われた。

試料
名 種別 

外衣 透湿防水層 断熱層 
上段：仕様 
下段：質量 

試料A ノーメックス 透湿防水フィルム+ノーメックス 
+不織布 

NFPA 
4655g 

試料B 
アラミド繊維+PBO 
（アルミコーティン

グ） 

他都市消防本部 
2190g 

試料C アラミド繊維 

透湿防水フィル
ム 

アラミド繊維ス
トライプ地 

当庁現用 
2890g 

試料D 

防火衣 

ノーメックス     ワイルドランド 
1510g 

試料E 執務服 メタ系 55％+パラ系 5％+難燃ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 15％+難燃レーヨン
15％（一層構成） 

当庁現用第二種 
765g 

 

図２．８および図２．９に、心拍数変化と体表面温度の計測結果を示す。 

 

図２．８ 心拍数の変化計測結果 
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図２．９

 

２ な が、 は、試

料 高く（8m 他の試料は７mmol/Ｌ前後であっ  

総じて、重量の重い試料Ａでは 肉体的負荷が生じているこ 。

また、活動後の温冷 試 あ

るとの評価になった。 

また、この研究において、活動のしやすさアンケートも行われた。図２．１０に結果を

示す。

 体表面温度計測結果 

尚、血中乳酸値は、運動前はほぼ mmol/Ｌで大き 差異はなかった

た。

運動後

Ａが も mol/L 程度）、

特に大きな とが確認された

感、温熱的不快感、湿度感ともに、試料Ａが他の 料に比べ不快で
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図２．１０ 活動のしやすさアンケート結果 

  

この研究では、これらの結果に基づき、防火服の快適性について、以下のように総括し

ている。 

・ 質量の大きい防火衣は身体への負荷が大きくなり、快適性、機能性が劣る。 

・ 質量の小さい防火衣ほど快適性、機能性に優れる。 

・ 質量が小さくてもフィット感が悪いと、機能性が劣る。 

・ 安全帯を着用することによって、快適性は劣るが、一定のフィット感が得られる。 
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・ 下半身の自由度が低い防火衣は、機能性が劣る。 

 

（２）消防用防火服の環境室内での快適性、機能性の評価 

高温に設定された人工気候室内で自転車エルゴメーターによる運動を行った際の温熱負

担についての評価も行われている。 

この実験では、5 種類の防火服及びコントロールとしての執務服を用い、計 6 種類の着

衣条件の実験を被験者 6 名にそれぞれ実施した。実験で使用した防火服と執務服の仕様、

外観及び重量は表２．５の通りである。 

 

表２．５ 実験で使用した防火服と執務服の仕様、外観及び重量 

 

生理反応については、直腸温、平均皮膚温、心拍数、体重減少量及び衣服付着汗量が測

定された。直腸温の変化を図２．１１に、また心拍数の変化を図２．１２に示す。 
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図２．１１ 直腸温の変化 

 

 
図２．１２ 心拍数の変化 

 

 詳細な考察は、研究成果報告書本文を参照されたいが、密閉型、重量が重いもの、アル

ミ素材（通気性・透湿性が共に極めて悪く、断熱性が高い）ものなどはかなりの負荷がか

かることが定量的に明らかになったといえる。 
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２．３ 「次世代防火服の開発」における消防隊員へのアンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人日本防炎協会では総務省消防庁の「消防防災科学技術研究推進制度」に産学官

で応募し、平成 16 年度から平成 18 年度までの３年間に渡り、「次世代防火服の開発」を

行なっている。 

九州大学大学院 栃原裕教授、文化女子大学服装学研究所 田村照子所長、 防機関、

全国消防服装協会、防炎協会な された「次世代防火服研究会」

指導の下、平成 16 年度に消防隊員のニーズを把握するためのアンケートを実施し、ま

た現用防火服を評価した。これを受けて平成１７年度は、防火服の試作計画に沿って、

生地試作・評価並びに防火服の縫製試作・評価を行い、 終年度には、手直し試作した

次世代防火服を着用した消防隊による模擬火災消火訓練等を通じて実戦的評価を行うと

いうものである。 

平成 16 年度に実施されたアンケート結果について、「次世代防火服の開発」報告書より

抜粋して示す。 

 

（１）アンケート概要 

全国消防長会を通じて、全国 16 都市の消防本部と 796 人の消防隊員に対してアンケー

ト調査を実施した。質問項目は全６５項目からなり、現在使用中の防火服に必要と言われ

る三つの性能（①隊員を火災の熱から防護すること（熱防護性）、②防火服内の暑さによっ

て心身の不調を起さないこと（快適性）、③消防活動に必要な手足等の動きを妨げないこと

（運動性））について、何が重要 員が、実際の火災現場で現在

用している防火服に対して、どのような評価をしているか、防火服の課題や改良すべき

 

財団法人日本防炎協会では総務省消防庁の「消防防災科学技術研究推進制度」に産学

官で応募し、平成 16 年度から平成 18 年度までの３年間に渡り、「次世代防火服の開発」

を行なっている。この中で、全国 16 都市の消防本部と 796 人の消防隊員に対してアン

ケート調査が行われた。この結果、消防隊員は、次世代防火服としては、先ず消防活動

に何より必要な①熱防護性と③運動性が確保されていて、その上で、②熱的な不快さと

熱中症等の事故を低減すること（快適性の改良）を望んでいることが明らかになった。 

消

どの参画と協力を得て設立

の

なのか、使用者である消防隊

使

点は何か等について回答を得ることを目的とした。 

回答者隊員の属性は、男性 792 名、女性 4 名（合計 796 名）、平均年齢 39.8 歳（max 60

歳、min 18 歳）であった。 
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（２）過去 1 年間のトラブル経験 

 図２

100% 796  

 

ことが 2

究「消  

 ま 16.3% 130

寒くて活動に支障をきたしたことがあるとの回答が 13.3%（106 名）、防火服着装で火傷を

し

．１３に過去１年間のトラブル経験に対する回答結果を示す。尚、この図において、

は 名を意味する。

数近くの回答者が、暑さで気分が悪くなったことがあり、また運動性に不便を感じた

ある、との結果であった。この 点（暑い、運動し辛い）は、消防研究所の重点研

防用防火服の総合的な性能評価手法に関する研究」と共通する。

た、「防火服が裂けたり破れたりしたことがあると回答した回答者が （ 名）、

半

たことがあるとの回答も 2.6%（2１名）存在する。 

16.3

2.6

41

13.3

裂けたり破れたりしたことがある

防火服着装で火傷をしたことがある

運動性に不便を感じたことがある

寒くて活動に支障をきたしたことがある

48.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

り気分が悪くなったことがある暑さでかな

（％）

 

図２．１３ 過去１年間のトラブル経験 

（

 

３）暑さでかなり気分が悪くなったときの対処 

 前の質問で、暑さでかなり気分が悪くなったことがある隊員 387 名を 100％として複数

回答で対処を聞いたところ、図２．１４のような結果となった。気分が悪くなったにもか

かわらず、我慢して作業を継続した消防隊員が８割近くにも上ることが分かる。 
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79.1

0 10 20 30 40 5

がまんしてそのまま作業した

40.1

7.2

作業を一時休止した

横になってしばらく休んだ

1

0 60 70 80

（％）

0

病院で治療を受けた

一日以上、休業した

 

図２．１４ 暑さでかなり気分が悪くなったときの対処 

 

（４）消防隊員による防火服の 5 段階評価 

現用の防火服について 5 段階で評価してもらった結果を図２．１５に示す。 

明らかに、「暑い」「蒸れる」（快適性）に対する満足度が低く、次いで「動きにくい」、

「防火服が重い」（運動性）等の感想が続いている。 

24

7

12

4

良い やや良い 普通 やや悪 悪い

6 14 39動性）

6

12

28

20

14

16

19

31

57

42

36

43

12

37

29

28

31

19

4

2

39

10

11

9

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

防寒性が良い（熱防護性）

放射熱に熱くない（熱防護性）

防火性が良い（熱防護性）

ゴワゴワしない（快適性）

軽い（運

動きやすい（運動性）

短時間に着脱できる（運動性）

4 20暑くない（快適性）

23

5

54

20

12

9

37 38蒸れない（快適性）

図１．１５ 現用の防火服の 5 段階評価結果 

 

（５）防火服で重要と考えるもの 

 防火服で重要と考えるものは何か、という質問に対する回答結果を図２．１６に示す。 
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35

24

9

36

31

14

22

31

42

3

8

22

3

4

12

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

動作のしやすさ（運動性）

防護性・安全性（熱防護性）

防護性・安全性（熱防護性）

左を重視 やや重視 同程度 やや重視 右を重視

運動のしやすさ（運動性）

着心地の良さ（快適性）

着心地の良さ（快適性）

 

図２．１６ 防火服で重要と考えるもの 

 

防火服の評価（４）では、快適性に関する評価が低かったにもかかわらず、防護性と運

重視、運動性と快適性では運動性重視、とい

う

踏まえ、「消防隊員は、次世代防火

服としては、先ず消防活動に何より必要な①熱防護性と③運動性が確保されていて、その

上で、②熱的な不快さと熱中症等の事故を低減すること（快適性の改良）を望んでいるこ

とが明らかになった。日本の消防官の高い使命感が、自分の暑苦しさよりも、消防活動に

必要な運動性と熱防護性が重要であると回答したものと思われる。」としている。 

 

動性がほぼ同様、防護性と快適性では防護性

結果となった。 

 

「次世代防火服の開発」報告書では、これらの結果を
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２．４ ガスセンサの現状 

 

（１）燃焼ガスの及ぼす生理作用 

 

 火災時に発生する燃焼ガスは多種多様である。特に火災現場で深刻であるのは、無臭

であり、燃焼により大量に発生する可能性のある CO である。実際、火災による死者数

の死因は、火傷によるもの（625 人（43.6％））と一酸化炭素中毒・窒息によるもの（602

人（42.0％））がほぼ同数である（1 章参照）。また、消防隊員の殉職の理由の一つでもあ

る。 

燃焼ガスを計測する技術のうち、消防現場でリアルタイム計測可能なものとしては、

検知管と計測器（センサ）がある。検知管方式は、多種類のガスの存在下では計測に時

間を要するという欠点がある。計測器は連続的にガス濃度の検出が可能であるが、これ

も現時点の製品の場合、多種のガス存在下では選択性が充分でない場合がある。消防現

場での実用化を考えると、高温対応はもちろんのこと、アラームについても工夫する必

要がある。 

 

火災時に発生する燃焼ガスは多種多様である。これらのガスが及ぼす生理作用について

は、個損差があるものの、概ね、表２．６に示すような効果が知られている。 

 

表２．６ 燃焼ガスの及ぼす生理作用 

 

分類 単純窒息性 化学的窒息性 刺激性 
ガス O2 (％) CO2 (％) CO(％) HCN(ppm) HCl(ppm) SO2(ppm) NO2(ppm) 

許容濃度  0.5 0.005 10 5 5 5 
臭気認知     35 3～5 5 
のどの刺激  4   35 8～12 62 
目の刺激  4    20  
咳が出る      20  
数時間曝露で安全  1.1～1.7 0.01 20 10 10 10～49 
1 時間曝露で安全  3～4 0.04～0.05 45～54 50～100   
30 分～1 時間曝露で危険  5～6.7 0.15～0.20 110～135 1,000～2,000 50～100 117～154 
30 分曝露で致死   0.4 135    
短時間曝露で致死 6 20 1.3 270 1,300～2,000 400～500 240～775 
  

 

 特に火災現場で深刻であるのは、無臭であり、燃焼により大量に発生する可能性のある

CO である。CO は不完全燃焼で発生し、血液中のヘモグロビンと強固に結合することによ

り、0.4%程度であっても 30 分程度で致死、1.3%レベルでは短時間で死亡に至る。 
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死因は、火傷によるもの（625 人（43.6％））と一酸化炭素中 実際、火災による死者数の

毒・窒息によるもの（602 人（42.0％））がほぼ同数である（1 章参照）。また、消防隊員の

殉職の理由の一つでもある。 

 

（２）燃焼ガスの計測技術 

燃焼ガスを計測する技術としては、表２．７に示すようなものがある。これらのうち、

消防現場でリアルタイム計測可能なものとしては、検知管と計測器（センサ）があるが、

検知管方式は、多種類のガスの存在下では計測に時間を要するという欠点がある。 

計測器は連続的にガス濃度の検出が可能であるが、これも現時点の製品の場合、多種の

ガス存在下では選択性が充分でない場合がある。 

 

表２．７ 燃焼ガスの計測技術と特徴 
測定手法 測定方法 利点 難点 

検知管 測定対象ガスに合致した検
知管を選択して吸引すると
変色によりガス濃度を知る

・操作が簡便 
・その場で測
定可能 

・変色領域が見にくい場合が
ある。 
・目盛精度が粗い。 
・対象ガスが多種に及ぶと測ことができる。 
定に時間を要する。 

化学的分析法 発生したガスを水酸化ナト
リウム等により吸収捕集

・一般的な手
法 

・分析操作が複雑、試薬が特
殊 

し、硝酸銀滴定法等により
分析する。 

・測定対象ガスに適した吸収
捕集液を選択する必要があ
る。 

の場での測定は不能 ・そ

ガ
グ

スクロマト
ラフ分析 

発生したガスを採取し、分
析機器に注入することによ
り分析する。（ガスクロマト
グラフ質量分析も含む。） 

・一般的な手
法 
・操作が簡便 

・測定対象ガスに適したカラ
ム、検出器及び測定条件を設
定する必要がある。 
・その場での測定は不能＊ 

液体クロマト
グラフ分析 

発生したガスを水酸化ナト
リウム水溶液等により吸収
捕集し、分析機器に注入す
ることにより分析する。 

・一般的な手
法 
・操作が簡便 

・測定対象に適した吸収捕集
液を選択する必要がある。 
・その場での測定は不能＊ 

赤外分光分析 発生したガスを採取し、分
析機器を用いて分析する。 

・操作が簡便 ・同原子分子（Cl2等）の測
定不能 
・その場での測定は不能＊ 

計測器 発生したガス雰囲気中で電
源を入れるとそのまま連続
測定できる。 

・操作が非常
に簡便 
（測定操作不
要） 

・測定対象ガスに適したセン
サを備える必要がある。 

 

（３）現行の携帯計測器の仕様 

 表２．８に名古屋市消防局が「火災現場での燃焼ガス等に関する研究」に用いた携帯用

マルチガスセンサの仕様を示す。このセンサは同レポートによると、性能面でも重量・サ
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イズ面でも現時点で入手可能なもののうち、 も良いものとのことである。 

 このセンサは、サイズ・重量的には充分に小型であるが、使用温度範囲が－10～+40℃、

85％RH以下と、通常の電気製品並であること、COの計測レンジが狭いことが難点である。  

また、実際に同消防局に聞き取りを行った産総研松原委員によると、音による警報は殆

た。 

 

A 

ど聞こえないとのことであっ

消防現場での実用化を考えると、高温対応はもちろんのこと、アラームについても工夫

する必要がある。 

 

表２．８ 携帯用マルチガスセンサの仕様例 

項目 計測器

CO 検知原理：定電位電解式 
検知範囲：0～150ppm(基準)／151～500ppm(サービス) 
指示精度：±

±

10ppm(基準) 
警報精度： 10ppm 

H2S 検

検 30
知原理：定電位電解式 
知範囲：0～30ppm(基準)／ .5～100ppm(サー

指 m(基準) 
ビス) 

示精度：±1.5pp
警報精度：±3ppm 

O2 検  
検 25.1～40.0

知原理：隔膜ガルバニ電池式

知範囲：0～25vol％(基準)／ vol％(サ
指示精度：±0.7vol％ 
警報精度：±1vol％ 

ービス) 

HC 検

検

指

知原理：接触燃焼式 
知範囲：0～100％LEL 
示精度：±10％LEL 

警報精度：±10％LEL 
使用温度範

囲 
－10～+40℃、85％RH以下 

連続使用時

間 
1 照0 時間以上（満充電無警報無 明時） 

寸法・重量 約 約56(W)×72(H)×27(D)mm、 140g
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２．５ 先進消防装備のコンセプト 

 

（１） 先進防火服のニ

 前 の結果等を参考にしつつ、ニーズ WG り消防服を製造・評価する

立場 、先進 検討された。以下に検討結果を整理する。 

 

・ 耐熱性、 強さ、引裂き強さなど、安全に関するスペックは、

防火 到達している。 

・ むしろ今問題であるの さ 性であ  

・ また、日 火服を 5 年から 10 年使用する。この年限に渡り、あま

性能が レギュラーな取り扱いにもある程度耐えう

る強さが必

・ 快適性の 化が必要。また、平常時で 100W 程度、活動時には 200W

える し、熱中症などを抑制できること。但し、外部の熱

に対して がある。 

・ 現行の消防服 万円～２０万円程度）を大幅に超えないコストであ

が が望ましい。 

・ 色性が確保できることが重要。 

・ 縫製や補修が容易であることが望ましい。 

ば ウターライナーで透湿防水機能も確

保したい。 

・ 撥水、撥油効果（各種溶剤含む）が長期に渡り、持続性のあるもの。 

・ 運動性や着心地から考えると柔らかい素材が望ましい。 

・ ストレッチ性は望ましいが、熱的防御と相容れない。 

 

これらのニーズを、防火服（インナーも含む）の部材－システムの階層毎に整理して、

前節までの結果等を参考にしつつ、ニーズ WG 委員各位により消防服を製造・評価す

る立場から、先進防火服に対するニーズが検討された。この検討を踏まえ、今後消防装

備がどうあるべきかについて、特に防火服と携帯ガスセンサーについてニーズを明確化

し、具体的スペックを設定した。 

これらの目標スペックのうち、 も重要であるのは、生地重量と熱損失である。 

 

ーズ 

節まで 委員各位によ

から 防火服に対するニーズが

熱防御性、引っ張り

新の 服では、あるレベルまで

は、動きやす （活動性）と快適 る。

本の場合、1 つの防

り 劣化しないことが望まれる。イ

要。 

ためには生地の軽量

を超 人体からの発熱を放出

は遮蔽性が維持されている必要

の価格（１式１０

ること

 染

重要。できる限り安価な素材

・ できれ 透湿防水層は使わずに済ませたい（ア
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図２．１７に示す。また、目標とする具体的スペックを表２．９にまとめる。 

 

・比較的容易に染色できること

・透湿防水機能が長期間維持できること
と

・現行の遮熱特性が維持できること

・発汗を利用して冷却できること

区分

防火服システム

防火服本体

インナーウェア

ニーズ

・安全、快適に消防活動を遂行できること

・耐熱性、熱防御性、引っ張り強さ、引裂き強さなど、
安全に関するスペックが維持できること
・長期間性能劣化しないこと
・動きやすいこと
・軽量であること
・縫製・補修が容易であること
・できるだけ安価であること

外衣

・力学的強度、耐熱性が低下しないこと
・透湿防水性を有すること

・柔軟であること

透湿防水層 ・より透湿性が向上するこ
・できれば不要化したい

遮熱層
・体内からの熱損失が大きいこと

 

 

こ 。 

①力 ックを大きく凌駕している。

性能化は不要と考えられる。 

ISO 基準をクリアーしているものの、ゆ

よっ 仕様のISO基準（TTI＞＝17.5）を満たす値として、NFPA仕様と現行の

の熱的性質の

であればなんら工夫なく実

重量：ここでは、400g/m2を目標に設定した。この値であれば、デザイン面で多少ゆと

り

図２．１７ 防火服のニーズ 

の表２．９のスペックについて、以下、説明する

 

学的強度：引張強さや引裂き強さは、現行、公的なスペ

これらについては、特にこれ以上の高

②熱的特性：現行の防火服の仕様は、熱的には

とりが無い。また、ISO 北米仕様の基準に達している国内防火服も存在しない。 

て、この北米

国内防火服仕様の中間の値を設定した。尚、2 章に記載した現行の消防服

傾向より、ここで挙げたスペックは生地重量が 600g/m2程度

現できるスペックであると言える。 

③

を設けても、1 着重量が 3kg未満となり、現行の防火服よりも 30%程度軽量になる。 
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④熱損失：熱防御性維持のためには 250 程度の熱損失が望ましいが、体温上昇抑制とい

う面では熱損失は大きい方が良い。執務服の場合、700-800 という値であることから、

現行の国内防火服と執務服の中間ということで、この値を目標スペックとして設定する。 

 

表２．９ 目標とするスペック 

項目 ISO 基準 現行 目標 

引張強さ(N) ＞＝450 2000 程度 2000 程度 

引裂き強さ（N） ＞＝25 100 程度 100 程度 

HTI24 ＞＝13 24（NFPA） 

国内：16 程度 

20 程度 火炎曝露に対する

防護性能(s) 

HTI24-HTI12 ＞＝4 7(NFPA) 

国内：5 程度 

６程度 

t24 ＞＝18 35(NFPA) 

国内：25 程度 

30 程度 放射熱曝露に対す

る防護性能(s) 

t24-t12 ＞＝４ 13(NFPA) 

国内：9 程度 

11 程度 

火炎と放射の曝露に対する防護

性能（TTI：s） 

＞＝17.5 25(NFPA) 

国内：15 程度 

20 程度 

生地重量(g/m2) PA) 

国内：550 程度 

400 程度 － 711(NF

熱損 FPA) 

国内：400 程度 

外⇒中：250 程

度 

失QT(W/m2) ― 216(N

中⇒外：600 

 

 

結果として、上記の目標スペックのうち、 も重要であるのは、生地重量と熱損失で

ある。この 2 軸上に目標スペックを表現した。図２．１８に示す。 
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．１８ 標スペッ

 

（

サーのニーズは、以下のようにまとめ

 

・ 耐熱性：クラスⅢの火災条件（300℃程度）でも数 ことのできる耐熱

・ 高速応答性：１計測あたり数秒以内で、連続的に が望まれる。 

・ 信頼性：現場ではエンジンカッターなどの起動時に瞬間的な CO 濃度変 。

これに反応しないようにすることが重要。 

 軽量性：１式の重量は 200g～300g 程度以内であることが重要。 

・

うに大量に発生し

うる無臭ガスについて充分なダイナミックレンジで計測できることが 

・ 計測結果の伝達：計測結果を火災現場において容易に確認できること。PASS 並の大

音量にするか、光などで知らせる方法が考えられる。 

 

 

図２  重要目 クの整理 

２） 携帯ガスセンサー 

 携帯ガスセン られる。 

分間以上耐える

性。 

計測できること

化などがある

・

 多項目計測：外表面温度や酸欠の状況など、消防士の安全に直接関与する情報が、

少なくとも判定量的に検知できることが望ましい。特に、CO のよ
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３．消防装備の高度化に資する技術領域と技術開発課題の抽出 

３．１ ナノファイバー技術 

 

 

（１）ナノファイバーとは

ナノファイバーとは、ナノオーダーのディメンジョンを持つ繊維の総称であり、①ナノ

構造ファイバーに大別される。前者は文字通り、ナノサイズの

直 者は、ファイバーの内

構造や、表面構造がナノオーダーで制御されたファイバーを指す（谷岡、2005）。 

る。 

 

１

ナノ バルクに対する表面の割合が大きくな

り 、これと同じ重さ

の

る。 

この 」や他の

分

材料と

２）ナノサイズ効果 

ナノファイバーとは、ナノオーダーのディメンジョンを持つ繊維の総称である。例え

ば、アラミド系高分子とシリカ系ナノ粒子やモンモリナイトナノ粒子等を利用して耐熱

性ナノファイブリックを創製することで、耐熱性の向上と力学的特性の維持を両立させ

ることが可能となる。また、ナノコーティングを用いることで、吸湿性、撥水性など、

様々な機能をナノファイバーに付加することも可能となる。 

これらナノファイバーテクノロジーを組み合わせることで、様々な機能を複合化させ

たスマートナノファブリックを創生することが可能となると期待される。 

具体化のためには、１）無機ナノ繊維／アラミド繊維ナノコンポジットファイバーの

製造技術、２）超微粒子表面安定化技術確立、３）表面撥水性コーティング技術の確立、

などの開発が必要となる。 

 

 

サイズファイバーと②ナノ

径（～100nm、広義には～1000nm）を持つファイバーであり、後

部

ナノファイバーは、ディメンジョンがナノであるが故に、以下に示す固有の特性を有す

） 超比表面積効果 

ファイバーに限らず、寸法が小さくなると、

、比表面積が増大する、例えば、毛髪の直径は約 50 ミクロンであるが

500～5 ナノメートルの太さのナノファイバーは 100～10000 倍の表面積を持つことにな

ように比表面積が極めて大きくなると、他の分子を認識する「分子認識性

子を吸着する「吸着特性」が著しく向上する。高い分子認識性はセンサーや再生医療用

して利用することができる。 

 



ナノファイバーが、市販の極細繊維の 1/10～1/1000 の太さを有することから生じる効果

光学特性」などで特異的な機能が発現する。 

「流体力学特性」：気体等の低分子はスリップフローを起すようになり、フィルターなど

では圧力損失が極端に低減する。また、これまで捕集できなかったサブミクロン微粒子を

完全に捕獲することができると期待される。 

「光学特性」：ナノファイバーの直径は光の波長より短いことから、光の乱反射が少なく

なり透明度の高いファイバーが作り出される。ディスプレイ用光学材料などとして期待さ

れる。 

 

３）超分子配列効果 

ファイバー内の高分子鎖が直鎖状に並ぶことから生じる効果で「電気的特性」「力学的特

性」「熱的特性」等の機能が大きく変化する。 

「電気的特性」：ナノファイバーでは導電性の原子や分子を規則正しく配向させること

でき、非常に導電性に優れたファイバーを創製することができる。電流輸送量を銅線の

であり、ウエアラブルエレクトロニクスやモバイル燃料電池

可能である。有機・無機ハイブリッド化により耐熱性を 400℃以上向上させること

可能で、耐熱スマートファブリックや超高性能耐熱性フィルターを創製することができ

 

であり、「流体力学特性」や「

が

1000 倍程度にすることも可能

への活用が考えられる。 

「力学的特性」：ナノファイバー内で高分子が配向していることから、力学的に非常に

強いファイバーを創製できる。引張り強度をナイロンの 100 倍以上にすることができ、ス

ーパー安全服に使用することができる。 

「熱的特性」：分子配向効果や、他の素材とのハイブリッド化により、耐熱性を挙げる

ことが

が

る。 

これらの関係を図３．１に示す。 
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図３．１ ナノファイバーの特徴 

 

（

系材料の融点・分解点は、500～600℃であり、実

際

ノ粒子等を利用して耐熱性ナノファイブリックを創製することで、耐熱性・難燃性の

ことが可能となる。 

また、TiO2などのナノ粒子を繊維表面近傍に選択的に分布させることで、パラアラミド

やPBOの弱点であった紫外線劣化に対する耐性を付与することができる。同時に、炎など

の輻射伝達に対する反射効果も付与することが可能となる。適切な素材を選択することで撥

水性、着色性など、様々な機能をナノファイバーに付加することも可能となる。これも透湿

防水層の高度化や染色の自由度確保などに寄与することができる。究極的には、透過湿防水

層と外衣を1枚の生地で兼ねることが可能となると期待される。 

 更に、ファイバー自体の直径を縮小することで、生地の柔軟性の向上が期待される他、

ファイバー径がナノオーダーになると、縫製糸として活用した場合、縫い目の貫通穴サイ

２）防火服素材としてのナノファイバーの可能性 

ナノファイバーにおいて、ナノコンポジット化は力学的強度と耐熱性を向上させる有効な

手段である。消防服に活用されている有機

の使用温度は、これよりも200～300℃低い。より高温で安定的に使用でき、かつ柔軟性な

どの力学的特性を満足するためには、無機系材料と有機系耐熱素材をナノオーダーでコンポ

ジット化することが望ましい。例えば、アラミド系高分子とシリカ系ナノ粒子やモンモリナ

イトナ

向上と力学的特性の維持を両立させる
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ズが充分に小さくなり、特別なシールをしなくても透湿防水性が保たれるようになると期

待される。但し、この場合、縫製糸としてのナノファイバー強度が必要となる。 

 これらの関係を図３．２に図化する。 

 

図３．２ 防火服へのナノファイバーの適用 

 

 

（３）技術開発課題 

 以下が、技術課題としてあげられる。 

 

１）無機ナノ繊維／アラミド繊維ナノコンポジットファイバーの製造技術 

幾つかの繊維系ではエレクトロスピニングによる紡糸が研究室レベルで実現されている

が、耐熱繊維であるアラミド繊維に無機ナノ粒子を均一、若しくは意図的に不均一に分散

させる紡糸技術の確立が必要となる。 

 

２） 超微粒子安定化技術 
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酸化物超微粒子は、そのままでは活性が高く、繊維を構成する分子を変性させる恐れが

ある。これを避けるためには、超微粒子表面に何らかの処置を行なう必要がある。 

ル構造化などが必要となろう。 

 

図３．３ コアシェル構造／粒子複合化などの例 

（出典：ホソカワ粉体研究所パンフレット） 

 

３）表面撥水性コーティング技術の確立 

 アウターシェル部分 バー自体、若しくは

キスタイルレベルでの表面撥水性の付与が必要となる。一方で、消防服には有機溶剤な

に対するバリヤ機能が要求されているため、表面を疎水性にするだけでは機能を発現し

．２ 断熱素材としてのエアロゲル 

 

例えば、図３．３に示すようなコアシェ

にも透湿防水機能を持たせるためには、ファイ

テ

ど

ない可能性がある。 

 

３

 エアロゲルは、ナノ粒子が疎に凝集したものであり、超軽量、低熱伝導など、興味深

い性質を持つ。 

 防火服用遮熱層を代替した場合、理想的には、この部分の厚みが半分となり、重量は

200g/m2分軽量化できる。 
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（

では

1.

また、非常に低い熱伝導率( も低いものでおよそ 0.017 W/(m•K))、高い融点（1,200 ℃

以上）を持ち、撥水性を持たせることもできることから、遮熱層に活用することで、大き

な効果が期待される。 

 

（２）エアロゲル利用の効果 

 エアロゲルの熱伝導率は、 も低いもので 0.017 W/(m•K)程度であり、空気とほぼ同等

である。また、撥水処理を行うことで、高い透湿性と防水機能を両立させることも可能で

ある。 

 防火服の遮熱層厚みは NFPA 仕様で 1.5mm 程度、通常のもので 1mm 強である。この層

はアラミドなどの繊維が空気を抱え込む形で断熱性を維持している。厚み換算すると、ポ

リマー／空気比は、1/7 程度であるが、ポリマーの熱伝導率が空気の 10 倍程度あるため、

空気単独と同じ断熱効果を得るためには、2 倍の厚みが必要となる。 

 一方、エアロゲルの場合、空気並の熱伝導率であることから、理想的には同じ断熱性能

を、通常の断熱材の半 ため、重量軽減に

も寄与する。 

 ３．４にこれらの効果を要約する。 

 

 

 

 

 

 

図３．４ エアロゲル活用のメリット 

１）エアロゲルとは 

エアロゲルは、一般に無機系のナノ粒子が樹枝状に凝集したもので、 も軽いもの

9 mg/cm3の密度（水の 1 / 530）という超軽量材料である。 

分の厚みで確保できる。また、極めて軽量である

図

 

 

 

 

 

 
エアロゲル

超軽量

低熱伝導率

撥水処理が
可能

高融点

空気と殆ど変わら
ない

空気並み

吸湿しない、透水し
ない

1000℃以上

遮熱層厚み（1~1.6mm)を
½に縮小可能

原理的には生地の重量を
200g/m2程度軽量化可能

蒸気の拡散抵抗が小さく、内部
に吸湿されないようにできる

問題なく活用することができる

エアロゲル

超軽量

低熱伝導率

撥水処理が
可能

高融点

空気と殆ど変わら
ない

空気並み

吸湿しない、透水し
ない

1000℃以上

遮熱層厚み（1~1.6mm)を
½に縮小可能

原理的には生地の重量を
200g/m2程度軽量化可能

蒸気の拡散抵抗が小さく、内部
に吸湿されないようにできる

問題なく活用することができる
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ちなみに、この遮熱層部分の目付け（重量）は、NFPAのもので 285g/m2、国産のもので

も

 

にはあまり強くなく、簡単に破損する場合がある。防火服として

用いる場合は、ある程度の構造強化が必要となる。 

した耐寒ジャケットが発表されていることから、技術的に

インナー向け調湿・調温機能材料 

 

１）調湿・調温材料とは 

。加工方法としては、１）ポリマー改質 異種ポリマーとの共重合など、２）ポリマー改

質 ポリマー中への機能剤（セラミックスなど）の添加など、３）繊維形成段階での改質 断

面異形化、中空化、側面溝付与、太さ斑付与など、４）後加工 機能剤のパディング、スプ

レー、コーティング、ラミネートなど、などがあり、付与される機能としては、以下のよ

うなものがある。 

200g/m2程度となる。この部分がエアロゲルで代替できた場合、防火服生地全体として、

200g/m2分、重量減が達成され、目標仕様をクリアできる。 

（３）エアロゲル活用の課題 

エアロゲルは、力学的

但し、このエアロゲルを活用

不可能というわけではない。 

 

３．３ 

通常の繊維に加工を うことで、新たな機能を付与する動きが繊維 社で進められて

いる。これらの機能のうち、消防士向けインナーウェアとして特に有用であるのは、水

分特性、熱特性である。 

PCM と透湿防水膜、ナノ構造により表面積を拡大させた冷感素材

行 各

などを組み合わせ、

は外から内へは働かないので、熱防御面ではマイナスにならない。 

また、防火服とインナーをシステムとして取り扱うことで、一種の熱ポンプを構成し、

体内から発生する熱をある程度除去することが可能となる。 

このポンプ

（

通常の繊維に加工を行うことで、新たな機能を付与する動きが繊維各社で進められてい

る
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表 ３．１ 加工により繊維に付与される機能 

特性 素材

水分特性
透湿防水素材
吸湿素材、吸水・吸汗・速乾素材、はっ水素材、防水素材、

熱特性（保温・軽量） 遠赤外線放射素材、蓄熱保温素材、吸湿発熱素材、軽量
運動機能 ストレッチ素材

、透け防止
取扱いの容易性 形態安定加工素材、防汚素材

電防止素材、導

素材、マイナスイオン素材、花粉対策素材、美容素材
イクル素材、省エネシャツ、生分解素材

特殊機能 防風性

光 紫外線遮蔽素材、電磁波シールド素材

安全性
高強度素材、難燃・防炎素材、静電気帯
電素材

健康・衛生
抗菌防臭素材、制菌素材、防ダニ素材、防蚊素材、消臭

環境調和 リサ  

 

ウェアとして特に有用であるのは、水分特性、

熱特性である。 

 

吸湿素材 

 これらの機能のうち、消防士向けインナー

 

吸湿素材とは、気体の汗（水蒸気）などをよく吸収する素材を指し、通常、吸湿性に劣

る合成繊維の表面に親水性の基（水酸基、カルボキシル基など）を有する化合物を付与す

ることにより実現される。製品レベルで、綿やウールの５倍以上の吸湿性を持つもの（ア

クリレート系繊維）がある。 

 

吸水・吸汗・速乾素材  

 

透湿防水素材 

液体の水や汗などをよく吸収する素材を指す。①繊維の極細化、②繊維断面の異型化や

側面の溝付与、③繊維側面に微細な溝や窪み付与、④繊維側面の多孔化などにより、繊維

の比表面積を増やすことにより、毛細管現象により、繊維に水分が吸収される。尚、繊維

の構造を制御することにより、繊維からの水分蒸発の際の気化熱を利用して、繊維自体の

温度を下げることもできる。 

 

 

防水性があり，水蒸気は透過させる素材を指し、基本的には布面、にガスが透過できる

レベルの細孔を持つ皮膜を形成することで実現される。被膜形成方法としては、コーティ

ング加工とラミネート加工とがある。 

 

調温素材 
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 多くの調温素材は、 て温めるものや、水

蒸気を吸着し、吸着熱で加温するもの、中空ファイバーなど空気層をファイバー内部に保

持し、断熱効果を高めるものなど、保温・加熱を目的としたものである。しかしながら、

蓄熱剤（PCM：相変化物質）をマイクロカプセルに封入し、繊維に固定することで、ある

程度の動的温度制御（周辺温度が高いとき：PCM の融解による潜熱吸収による冷却、周辺

温度が低いとき：融解した PCM が凝固する際の潜熱放出による加温）を行えるような素

材や、蒸発熱で冷却するような冷感素材も複数存在する。 

 

（２）消防服から見た適用領域 

消防活動を行う際には、体内から 200W 近くの発熱を生ずる。また、激しい活動に伴う

ことから、原則、スポーツ衣料分野の成果を消防服用インナーに活かす

とが適当である。しかしながら、消防服自体は、熱遮蔽性を充分に確保する必要がある

防火服本体と併せた 適設計が必要となる。インナーについても、スポーツ用

そ

面温度維持を担わせる。 

２） 吸水・吸汗・速乾素材の外側は、水分の蒸発を促進するため、比表面積を大きく取

。これにより、インナー表面層での気化熱による温度低下効果を

無い。 

 

を図３．５に示す。尚、PCM マイクロカプセルは、融解／凝固の潜熱を利

用

太陽光や体内の発熱を吸収して、遠赤外線とし

発汗も生ずる。これらを可能な限り除去するための技術開発は、スポーツ衣料分野で精力

的に行われている

こ

ことから、

のものではなく、部分的な改良は必要である。例えば、以下のような構成が考えられる。 

 

１） 地肌と直接接触する部分は、吸水・吸汗・速乾素材と PCM マイクロカプセルを組

み合わせ、汗の吸収と表

った表面層にする

付与する。 

３） 防火服本体の 内側には、例えば中空繊維などによる・断熱透湿層を設け、その内

側に吸湿層を設ける。これにより、インナーから放出された蒸気が消防服本体内部

に移行する。ここの吸湿層での水分吸収に伴う発熱は、断熱層が存在するため、イ

ンナーを加熱することは

このイメージ

するため、温度制御時間に制限があるが、汗の気化熱による熱吸収と併せれば、快適性

向上に一定の効果があると考えられる。 
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ンナーのイメージ（例） 

 

 

（

 基本

損失は

450W/ 要がある。 

人の表面積は１～2m2とされていることから、900W程度、水の蒸発熱は 540 cal/g

（

図３．５ スポーツ衣料用素材を活用した消防用イ

（一種の熱ポンプとして機能する） 

３）技術開発課題 

的な素材は既に開発されていることから、アセンブリ技術が重要となる。目標の熱

600W/m2、このうち、伝導分で期待できるのは精々150W/m2程度であることから、

m2を、この熱ポンプでくみ出す必

成

2.2kJ/g）であることから、0.4g/s、すなわち 40 分程度で 1kgの汗が発生し、この全て

が熱ポンプに有効活用されれば、目標を達成することができる。微妙な数字である。 
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３．４ 携帯型 CO センサー 

 

（１） 携帯型 CO センサーとは 

火災現場における一酸化炭素や二酸化炭素濃度は、酸素呼吸器を装着するタイミングを

知る上で重要である。携帯型のガスセンサーは既に存在するが、重量や使用環境面で制限

が大きい。 

酸化物系半導体は、化学的安定性に優れ、また、耐熱性もある。高速応答に関しても、

酸素センサーについては、酸化セリウムをナノ粒子化（～100nm）し、かつZrO2をドープ

することで、10ms以下の応答性を実現している（産総研）。 

CO センサーに活用可能な半導体ついては、現時点では存在しないが、適切な酸化物の

選択とナノ粒子化により、ニーズに対応したセンサーが実現できると期待される。 

 

 

（２）技術開発課題 

 消防 化に

関する追随性（感度調整）、 機能としては PASS 並の

音量にするか、光等で知らせる方法が考えられる。 

個人用携帯警報器は、消防士の死亡・火傷などのリスクを低減するための重要機器で

あるが、現時点では極めて限定された機能のものしか存在しない。次世代個人用携帯警

報器として、携帯型 CO センサーのニーズが考えられる。 

用（携帯用）として活用するためには、ガス選択性はもちろんのこと、温度変

警報機能の開発が不可欠である。警報

大
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４．技術開発課題のブレークスルーにより波及されうる民生用の出口イメージ 

 

生用の出口としては、以下が考えられる。 

 

ァブリックという。現時点で

は公共

製品

使用が進むと予想されること、ナノテクノロジーにより繊維の表面状態や特性を自在に

えることができることなどにより、耐熱ナノファイバーを利用した防炎インテリアファ

と予想される。 

用排ガスフィルター応用が考えら

る。ナノファイバーフィルターを利用することで、フィルター部での圧力損失を大幅に

減することが可能となる。従来、金属フィルターやセラミックフィルターが用いられて

る高温フィルターの一部が置き換えられると予想される。 

 

（３） 耐火・耐熱コンクリート補強繊維 

 構造用部材として極めて重要なコンクリートは、圧縮には強いが引っ張りには弱いとい

う欠点がある。その補強策としてコンクリートに繊維を練り混ぜた繊維補強コンクリート

が用いられている。これに使用される繊維は、繊維素材を長さ数ミリから十数ミリに切断

した「短繊維」と呼ばれるものであり、鋼繊維、ガラス繊維、炭素繊維、有機系繊維など

が用いられている。近年、軽量で施工性に優れた有機系繊維の利用が拡大しており、主と

してビニロンが用いられている。 

 ナノファイバーが比較的安価に製造できるようになれば、その力学的性質（高靱性）と

耐熱、高強度のナノファイバーの民生用出口としては、防炎インテリアファブリック、

自動車や産業機器用排ガスフィルター、耐火・耐熱コンクリート補強繊維、アスベスト

代替製品群が考えられる。 

快適衣料用素材としては、スポーツ用衣料への応用が、ガスセンサーの出口としては

への応用が期待される。 家庭向け火災報知器用センサー

 ナノファイバー技術により、耐熱、難燃性、高強度、といった機能を持つ繊維が開発さ

れる。この民

（１） 防炎インテリアファブリック 

 家屋に使用するカーテン、壁紙、床材などをインテリアフ

施設への防炎製品の使用が義務づけられており、日本防炎協会の調べでは、防炎繊

維製品で年間約２万トンの需要がある（１９９７年）。今後、一般家庭においても防炎

の

変

ブリックの利用が進む

 

（２） 自動車や産業機器用排ガスフィルター 

 耐熱ナノファイバーの用途として、自動車や産業機器

れ

低

い
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耐熱性により、シビアな用途や高い安全性が要求されるような分野に利用が進むと想定さ

れる。 

 

（４） アスベスト代替製品群 

 アスベストは、その強度、難燃性により産業用を中心に広く利用されてきた。しかしな

がらその危険性の認識が高まるにつれ、代替品への転換が図られてきた。特に、平成１７

年のアスベスト健康被害問題の顕在化を受け、平成１８年１月のアスベスト代替化製品対

。 

アスベスト全廃が現時点で困難な理由は、耐熱・耐蝕・高強度を満たす適切な代替材料

ベスト代替製品が必ずしも充分な特性を持っている

スキーやスノーボードなどに代表されるスポーツ用衣料分野では、現在でも機能性ファ

れている。これらの技術開発成果は高機能

策検討会報告書では、平成１９年中に残っているアスベスト使用製品について、代替技術

の目途をつけ、早期のアスベスト全廃を行なうと宣言した

 

が無いことにある。また、現行のアス

とは言いがたい。技術の進展により、従来のアスベスト代替製品の代替用途、現時点で代

替が困難な用途などに、ナノファイバーが利用される可能性がある。 

 

快適衣料用素材としては、以下が挙げられる。 

 

（５）スポーツ用衣料 

 

ブリックを積極的に利用した商品開発が進めら

消防用インナーの開発に直接役立たせることが可能である。逆に、高機能消防用インナー

の開発成果もスポーツ用衣料の高度化に寄与することができると考えられる。 

 

CO センサーの出口としては、以下が考えられる。 

 

（６）家庭向け火災報知器用センサー 

 平成 18 年 6 月から、新築住宅への火災警報器の設置が義務づけられることとなった。ま

た、平成 20 年から 23 年にかけて、既存住宅にも火災警報器が設置されることが義務付け

られる。火災の死因の半数近くが CO 中毒であることを考えると、簡便な CO センサーが

あれば、大きく市場が拡大すると考えられる。 
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５．産業技術（出口）として活用された場合の市場創出規模等経済効果の検討 

 

を示す（インテリ

アファブリック協会調べ）。インテリアファブリック市場は近年、凡そ 6000 億円規模で推

移 今後益々の難燃化が求められている。 

学繊維協会によると、1999 年における家庭・インテリア向け繊維の消費量は約 67 万

防炎協会の調べでは、防炎繊維製品で年間約２万トンの需要があ

、インテ

アファブリックのかなりの部分を代替することが可能になると思われる。 

前章で出口として想定した領域の市場規模を推定した。 

ク：およそ 200 億円規模 

・自動 400  

・防炎インテリアファブリッ

車や産業機器用排ガスフィルター： 億円程度

・耐火・耐熱コンクリート補強繊維：3 万トン規模（1000 円/kg として 300 億円程度） 

・アスベスト代替製品群：潜在的には４０万トン規模（100 円/kg として 400 億円程度） 

・スポーツ用衣料：関連市場として 4000 億円規模 

・家庭向け火災警報器用センサー：（新築住宅の半数が採用したとして５０万戸分。セ

ンサー１個 1000 円で 1 家庭あたり 3 個使用する場合、150 億円規模） 

（１） 防炎インテリアファブリック 

 図５．１に、インテリアファブリック市場規模（卸売り価格ベース）

している。これら、インテリアファブリックには、

化

トンであり、また、日本

る（１９９７年）。これらから、概算ではあるが、現状、インテリアファブリックの 3％～

5%が防炎製品であると推定でき、およそ 200 億円規模の市場と想定される。 

ナノファイバー技術を用いることで、難燃性・耐熱性を高めつつ、繊維・素材としての

肌触りや色調などを自在に制御することが可能となることから、コスト次第では

リ
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インテリアファブリック市場
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図５．１ インテリアファブリック市場 

（２） 自動車や産業機器用排ガスフィルター 

 日本自動車工業会によると、4 輪車の出荷台数は、図５．２のように推移している。 

乗用車、トラックを含めた出荷台数は、１０００万台を越えている。 

４輪ディーゼル自動車だけに限定しても排ガスフィルターニーズは、年間２００万セッ

トはあると考えられる。 
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本自動車工業会） 

価格は１割程度と考えられることから、４００億円程度の市場

模と想定される。 

（３） 耐火・耐熱コンクリート補強繊維 

 繊維強化セメントの内、繊維強化セメント板市場規模は，平成 15 年度生産量では波板

544 万枚，ボード 2,967 万枚（内訳：けいカル板 2,752 万枚，フレキシブルボード 215 万枚），

出荷額ベースでは一般に 1,200 億円と推定され，そのうちボードが約 75％を占める。（せ

んい強化セメント板協会（略称：SKC 協会））。 

 尚、有機系強化繊維の大多数を占めるビニロン短繊維の出荷量は２００４年で３万４千

トンを越える。 

図５．２ ４輪車出荷台数の推移 

（出典：日

 ディーゼル用 DPF は、トラック用でも装置価格が 10 万円～30 万円程度であり、このう

ち純粋なフィルター部分の

規
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ビニロン短繊維　　ｔ
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図５．３ ビニロン短繊維の出荷量(t) 

 

（４） アスベスト代替製品群 

 アスベスト原料の国内生産 なかった時期においても無

視できるほどの少量であり、殆どが外国からの輸入品である

価するにあたり、1950 年代から 1970 年までのトレンドから推定す

とニーズとしては、４０万トンは超えるものと推定される。 

量は、その危険性が認識されてい

。アスベスト原料の輸入量は

昭和４９年には３５万トンにも上った。しかしながら、その生体影響から次第に代替化が

進み、使用量は減少した。平成１６年の輸入量は約８千トンとなっている。 

 代替品の使用量を評

る
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図５．４ アスベスト原料輸入量の推移 

 

 

（５）スポーツ用衣料 

矢野経済研究所「2004-2005 年版スポーツアパレル産業白書」によるとスポーツアパレ

ル市場は緩やかな上昇基調で 模は約 4,083 億円との

ことである。スポーツアパレル用途としては、様々なレベルでの快適性が求められており、

熱や光の防御、簡易温調機能などの機能性が要求されてい

推移しており、2004 年時点での市場規

素材としても撥水性、吸湿性、

る。 
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 消防用インナーの成果がスポーツアパレルに活かされるというよりも、スポーツアパレ

ルの成果を消防用インナーに活かすという側面が強いため、民生用の波及市場とは必ずし

もいえないが、少なくとも関連市場が 4000 億円規模であるといえる。 

 

（６）家庭向け火災警報器用 CO センサー 

 一般にセンサー素子そのものは単価が低く、かなり高性能なものでも 1000 円／個レベル

であると想定される。一方で、新築住宅着工数は、年間 100 万戸規模であり、義務化に伴

い、50%程度の家庭が 3 個づつ CO センサーを導入すると想定すれば、年間 150 万個規模

（150 億円規模）の市場が創生される。 

 

７）まとめ 

以上を踏まえると、民生用として期待される市場規模は凡そ以下の通りとなる。 

ポーツ用衣料：関連市場として 4000 億円規模 

・家庭向け火災警報器用 CO センサー：150 億円以上 

  

 

 

（

 

 

・防炎インテリアファブリック：およそ 200 億円規模 

・自動車や産業機器用排ガスフィルター：400 億円程度 

・耐火・耐熱コンクリート補強繊維：3 万トン規模（1000 円/kg として 300 億円程度） 

・アスベスト代替製品群：潜在的には４０万トン規模（100 円/kg として 400 億円程度） 

・ス

68 



参考資料１ 

米国の動き 

 

１）米国における耐火服開発の経緯 

 Research Laboratory 建築物火災

研 f Firefighter's Personal Protective 

Eq

境

あ

消防士が、多様な熱環境の下で

身の防護服の能力や限界を理解するためのトレーニングに有用な熱輸送モデルが開発

れた。また、この研究により、建築物火災用防護服で使用されている代表的な材料断面

熱伝達データベースが構築された。この熱伝達の計測は乾燥・湿潤の両条件で行われ、

生地が圧縮された場合の効果についても吟味された。 

NIST で開発・実施された繊維燃焼性試験や TPP（熱保護性能試験）などは、NFPA1971

にも反映され、消防士の生命維持に貢献している。 

 

（２）NIST における研究開発 

 2005 年時点での NIST の研究テーマは以下の通りである。 

 

①消防士耐火服―消防士用機器のインターネットでの意思決定ツールの開発 

〔目的〕 

 消防士用の機器の主要性能に基づく評価・選定のための利用しやすい決定ツールの開発

米国においては、USFA/NIST の連携研究として、「Thermal Protective Properties of 

Firefighter's Personal Protective Equipment」が 1996 年から 2005 年にかけて行われ

熱輸送モデル、熱伝達データベースなどが構築された。 

NIST では現在、CNT ファイバー方向の高い熱伝導率を、消防服布地の熱放散特性改

良に役立たせる可能性について吟味している。また、熱イメージャの開発も行っている。 

繊維製造技術としては、MIT のソルジャーナノテク研究所が防護服用として流体エレ

クトロスピニング技術の開発などを行なっており、ここにはデュポンやダウコーニング

が参画している。他にも、先進消防服に関連した研究が、少なくとも２箇所で行われて

いる。 

（

米国においては、USFA/NIST（BFRL：Building and Fire

究所）の連携研究として、「Thermal Protective Properties o

uipment」が 1996 年から 2005 年にかけて行われた。この研究は、消防士が遭遇する熱環

の評価のための計測機器及び技術を開発し、消防服の熱的性能を吟味するというもので

る。 

この研究により、将来の消防士の耐熱服の設計製造や、

の自

さ

の
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およびリリースを行う。 

 

〔課題〕 

 消防士は負傷や死からの防御のため、様々な機器を用いる。たとえば呼吸器、熱イメー

ジング装置、防護服などである。これらの機器の多様な特性に関する情報は分散しており、

取得や における費 果の高い選定のための情報としては組織化されていない。 

 この研究の長期目標は、様々な消防士向け機器の評価のためのソフトウェア決定ツール

を開発し、提供することであ 現在は防護服（出動服）に焦点をあてている。 

 

〔アプローチ〕 

 消防機関がその目的に も適した防護服を選択するための２つの決定ツールを開発して

いる。 初のものは、熱的性能データと他の重要な特性（コスト、重量、剛性、耐久性、

アプリケーションである。他の１つはインターネ

ッ

よび新技術の消防士の防護服について、多様な熱的環境に遭遇した場合の熱防御

限

用時の熱的性能の限界を定量化で

き

発し、それぞれの耐火服の熱的性能

予想するツールとともに消防署や機器製造者に提供される。これにより適切な耐火服の

刻な火傷を減らすことがで

る。例えば、新しいナノコンポジット繊維材料は皮膚から遠方に熱エネルギーを消散さ

火傷を無く

ことができる。 

配備 用対効

る。

洗濯の容易性）と統合したソフトウェア

トベースのアプレットであり、ユーザーが防護服の特性をソートできるものである。 

 

②消防士防護服―熱輸送モデルの開発 

〔目的〕 

 既存お

界を予測するモデルを開発する。 

 

〔課題〕 

消防士は全ての性能標準を満足する防火服システムを着用しているにもかかわらず、深

刻な火傷や怪我を負う。現時点では、耐火服システム着

る直ぐに役立つ手段はない。 

ここでは、物理に基本を持つ熱物質輸送モデルを開

を

活用ができるようになる。 

耐火服の限界に関するより良い理解により消防士の死者や深

き

せることができ、火傷に対する防御ができる。このような新繊維の設計により

す／減らす

防護具の熱輸送特性は、他の特性とともに、消防士がその必要性に即した装置を選択す
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る手助けとなる。 

 

〔アプローチ〕 

この結果は新製品を開発する支援としての NIST 研究の価値について産業界の興味を引

験方法のモデル化を継続している。 

 

ナノマテリアルに関する強力なプログラムを活かし、新しい研究で CNT の潜在

せる可能性について吟味した。このため、消防士の

御服の熱的モデリングを活用した。 

績として、グリーンで低可燃溶媒（イオン性流体に基づく）を用い、ナノチュ

ー

 

 近年 NIST により開発された熱物質輸送モデルは、様々な消防環境の範囲での乾燥状態

並びに濡れた状態での防護服の熱的パフォーマンスを予測することができる。 

 03 年度は消防士の出動服の熱防御特性（TPP）を計測するために産業界および国家標準

機関で用いられている試験方法をモデル化した。初期モデルと主要な材料製造者で行われ

ている一連の試験との合意が形成されたことが成果であった。 

 

いた。04 年度は試

 

③消防士防御服―カーボンナノチューブ材料 

〔目的〕 

消防士の火傷を減少させる。 

〔アプローチ〕 

 BFRL の

的な利点およびそのファイバー方向の高い熱伝導率（ダイヤモンドよりも高い）を、出動

ギアの布地の熱放散特性改良に役立た

防

 04 年度業

ブをポリマー中に分散させる新しい手法を開発した。また、熱伝導度を 大化するため、

ナノチューブ相互作用を増加させるための異なった手法（クロスリンク、コート）を評価

している。 

現在、空軍の科学研究部門から予算的支援を受け、ナノチューブ研究を推進している（合

計 13 万ドル）。 
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図１ CNT の熱伝導率を比較した NIST のプレゼンテーション資料 

 

  

図２ CNT を均質分散させることによる PMMA の耐久性向上効果 

（左：窒素雰囲気での試料重量の変化、右：空気中での燃焼熱放出速度） 

 

（３）USFA/NIST における次期研究開発の方向性 

 NIST は、USFA との連携で、この 10 年間、消防服の耐熱特性の評価技術に関する研究

開発を行ってきた。この研究開発は、2005 年で終了する。 

熱伝導モデルや物性データベースについては、現在の研究開発の中核テーマであり、次
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年度以降は普及活動がメインになると思われる。本年の NIST 研究のひとつとして定義さ

れ、USFA/NIST の共同研究の中には直接位置づけられていないものとして、カーボンナノ

チューブ等、新素材に関する研究の継続が考えられる。 

また、NIST では、熱イメージャーの試検標準についても研究開発プロジェクトを立ち上

げた。尚、NIST など、米国研究機関の場合、大型プロジェクトの開始に先立ち、プロジェ

クトに関連する内容のワークショップを開催することが多いが、実際 NIST では、2004 年

12 月に「Thermal Imaging Research Needs for First Responders: Workshop」を開催している。

この点で見れば、熱イメージャーの標準に関する研究開発が大規模化する可能性は充分に

ある。なお、NIST では、携帯用電子機器の耐熱性などに関する実験研究を行っていること

から、クラスⅢ程度の火災現場でも活用できる高温対応型熱イメージャーの開発なども想

定される。 

 

（４）MIT

直接消防とは関係が無いものの、軍と民間のほぼ折半で MIT に設置されたソルジャーナ

ノテクノロジー研究所（IST）において、先進防護服に向けた様々な研究開発が進められて

いる。ISN では７つのチームが３７のプロジェクトを実施しており、チーム 1「エネルギ

ー吸収材料」、チーム２「機械的にアクティブな材料・デバイス」、チーム３「センシング

および中和作用」、チーム４「兵員の医療技術向けバイオマテリアルおよびナノデバイス」、

チーム５「製造および分析―ナノファウンドリー」、チーム６「材料およびプロセスのモデ

リング、シミュレーション」、チーム７「システムズデザイン、硬化、およびインテグレー

ション」といった内容である。 

 IST への企業には、デュポンやダウコーニングが名前を連ねており、先進繊維の開発を

通じ、消防服などへの展開も考えられる。例えば、チーム１が進めているエネルギー吸収

材料の研究開発では、将来の兵士のユニフォームやヘルメット、グローブに活用するため

の耐衝撃性軽量材料をターゲットにしている 、チー５では、機能性ナノマテリアル

を製造し供 造、ナ

ノスケー 、通常

ファイバースピニングに加え、エレクトロスピニングやレジンスピニングなどの技術開

じ、米国企業の高機能繊維開発が大き

の IST における関連研究 

 

。また

給するための製造技術と加工技術の開発として、繊維や繊維状物質の製

ルの多層膜の製造などを行っている。特に機能性ナノ繊維の製造技術では

の

発を行なっており（図３参照）、本プロジェクトを通

く進展すると予想される。 
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図３ 流体エレクトロスピニングの例 

 

（５）その他の消防服関連研究 

2003 年 12 月から 2005 年 6 月まで、Department of Homeland Security で軽量 CBRN 防御

防火服の研究開発が行われた。この研究は、生物・化学防御機能のある軽量耐熱消防服の

プロトタイプを開発するというものである。DuPont 社の新型バリヤ材料などが使用され、

2 つのプロトタイプスーツが開発され、良好な結果を得たとのことである。 

また、2002 年から 2005 年まで National Textile Center にて熱防御服が火災環境に曝露さ

れた場合の布地内への熱輸送のモデルについて研究が行われている。 

 

 

図４ 消防服熱伝達モデル 
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図５ 消防服への熱伝達計算結果の例 
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参考資料２ 

NIST において報告されている防火服物性データ 
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