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木の燃焼と防耐火
第

2回

火事に負けない安全な設計とは
安井 昇 ■ 桜設計集団一級建築士事務所 代表

前回の講座では、そもそも火災とは何か、木はどのように燃えるの

室内に大量の可燃物を要する建物を供給していることを考える

か、建築の火災はどのように成長し被害を出すのかなど、基本的な

と、
「鉄筋コンクリート造にして、せっこうボードで仕上げておきま

ことをまとめた。今回はそれらを踏まえた上で、火災に負けない木

したから、火災対策は十分です」だけでは不十分であり、収納可燃

造をつくるために、設計者・施工者・建物使用者がそれぞれの立場

物、内装、構造躯体のそれぞれの可燃物の燃え方をコントロールし

でできることを、火災の成長過程にあわせて考えてみたい。

て、フラッシュオーバーがなかなか起きない工夫、人が安全に避難

設計者・施工者がどれだけ火災に配慮して設計・施工しても、火
災が起こるときにその建物にいることは稀で、ほとんどの場合、建
物使用者のみが被災することになる。すなわち、設計・施工時の火
災に負けないための配慮を、建物使用者が理解して建物を使うこ

する時間を確保する工夫、隣家に延焼しない工夫などを考えてお
きたい。
そこで本稿では、人（人命）が火災に負けない手法と、建物（財産）
が火災に負けない手法を、火災の成長過程ごとに考えてみる。

とがもっとも重要なことと言える。
現代社会は生活が豊かになり、建物内に「もの」が溢れている。
身の回りを見てみると、
「もの」のほとんどが可燃物ではないだろう
か。住宅やオフィスは比較的室内の可燃物の量が多いため［表 1］、
内装が燃えない仕上げであっても、また、躯体がコンクリートで

火災初期［図 1］
──出火防止・早期発見・初期消火

あっても、建物を使用する上で持ち込む収納可燃物が連鎖的に燃

裸火などの管理

えることでフラッシュオーバー（急激に燃焼拡大する現象）が起こり、

火災は小さな火種が周辺に燃え拡がり大きくなっていく。この火種

室温は一気に800℃を越えて、大量の一酸化炭素が発生する。出

は、建築物の中で裸火や熱を使う場所に存在する。たとえば、住宅

火源の種類や可燃物の配置条件にもよるが、住宅のように部屋が

ではコンロやたばこ火、線香、ろうそくなどが挙げられ、生活スタ

小さい場合には、出火後 10 分以内にフラッシュオーバーが起こる

イルを確認すれば裸火などの使用場所が特定できる。これらの裸

こともある。

火などをしっかりと管理して、周辺の可燃物に燃え拡がらないよう
にすれば、出火を防ぐことが可能と言える。具体的な対応は、下記

表 1 住宅における床面積あたりの可燃物量の一例

構造体

可燃物

住宅の可燃物量の一例

（kg/㎡、木材換算した場合）

収納可燃物

30〜50

構造躯体

70〜90

木造

のようなことが考えられる。
①室内で裸火などを使う場所を限定し、その周辺の壁・天井を燃え

にくい材料（漆喰、せっこうボード、キッチンパネルなど）で仕上げる。
さらに、裸火などの周辺に可燃物を置かない（水平距離で 1m 以上離
す）
。

②寝たばこをしない。さらに、寝たばこをする可能性のある部屋の

壁・天井は燃えにくい材料で仕上げる。
鉄骨造
RC 造
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30〜50

③線香、ろうそくを電気式（ランプ式）のものに代替えするなど、必

ずしも裸火でなくてよいものは極力避ける。

早く見つける・早く消す工夫
建物内で出火した場合、早く見つけて早く消すことがもっとも重要
となる。当たり前のことのように思えるかもしれないが、出火時に
毎回これができていればいつも小火で済むはずであるが、そうはい
かない現実がある。

準不燃材料
準不燃材料

火災を発見する際、人が目視や臭いで発見できればよいが、就

警報機

台所
コンロ
寝たばこ

寝時などは発見が遅れることもある。そこで、センサーで火災を発
見する方法が有効と言える。住宅では消防法において、2006（平成
18）年 6 月からすべての新築住宅について、火災が起こる可能性の

高い台所（台所の設置義務は行政庁による）や居室、延焼経路になり

消火器

やすい階段室の上部などに住宅用火災警報機を取り付けることに

火を使用する部屋には、壁や天井に準不燃材料を用い、火災時に安全に避難できるように配
慮する必要があります。また警報器や消火器を設置し、早く発見、消火ができるようにしま
しょう。

なっている。火災時に高齢者などの逃げ遅れによる死者が多いた

図 1 出火防止・早期発見・初期消火への配慮の一例

め、この低減をめざしたものである。
設置開始から約 10 年が経過し、そろそろ機器の電池が切れ始め
るのではないだろうか。電池切れの直前にランプや音で知らせてく

にならないよう設計の工夫がされていれば、火災被害は最小限に

れる機器も多いので、電池切れを放置せず、いつも警戒できるよう

抑えられる。また、このように燃え拡がりを緩慢にできれば、出火

にしておきたいものである。そのためには、建物引渡し時に建物使

室の温度上昇や有害な煙の発生量が抑制されて、居住者の避難猶

用者に取り扱い方法を説明するとともに、電池の交換方法も伝えて

予時間が長く確保できる。すなわち、出火直後の出火室の燃え拡が

おきたい。さらに、設置場所も建物使用者が取り替えやすい高さや

りをコントロールすることが重要と言える。

位置を選ぶべきであろう。

出火すると、出火源周辺の壁や天井の内装材を燃え拡がって、

また、火災を早期に発見できれば、比較的容易に消火することが

部屋全体の火災に発展することが多い。避難猶予時間を長くする

できる。住宅では法令で義務化されているわけではないが、火災が

ためには壁と天井の仕上げを不燃化することが有効なため（特に天

起こる可能性が高い部屋には消火器の設置を推奨し、早く見つけ

井不燃化の効果が大きい）
、建築基準法の内装制限では、不特定多数

て早く消せるようにしたいものである。ちなみに家庭用の消火器

の人が利用する特殊建築物や大規模建築物など出火可能性の高い

（ホームセンターなどでも手に入るABC 粉末消火器）は、消火粉末が十

火気使用室では、壁・天井仕上げの不燃化を求めている。

数秒噴射されるため、出火源（天ぷら火災やふとんなど）のみが燃え

また、出火室から廊下や他室への延焼は、室内の開口部を介し

ているときに有効であるが、内装や周辺の可燃物に燃え拡がった

て起こることが多い。建築基準法の防火区画は 1 時間燃え抜けな

場合には必ずしも消すことができないため、避難を優先したほうが

い扉やシャッターを求めているが、出火室に限って考えてみると、

よいだろう。ABC 粉末消火器のAは普通火災、Bは油火災、Cは電

消防が来る10 分程度、燃え抜けない扉が付いていると他室や廊下

気火災を指し、それらすべてに対応できる頼もしい消火器と言える。

への延焼を抑制でき、被害を最小限に留められるだろう。

さらに、風呂の残り湯やバケツによる水のくみ置きなど、常に防火

では、住宅でよく使うシナ合板フラッシュ戸とフロートガラスの

を意識し、いざというときに消火に役立つ消火用水を準備しておく

框戸では、どちらが 10 分程度の燃え抜け抑制をできるだろうか［写

のもよいだろう。

真 1］
。シナ合板は可燃物、ガラスは不燃材料なので、ガラスのほう

が燃え抜けないと考えがちではないだろうか。

火災中期［図 2］
──火災の区画化・多方向避難路確保・弱者対応

じつは、ガラスは室内でフラッシュオーバーが発生し室温が「急
「急激」と
激」に800℃を越える状態になると簡単に割れてしまう。
いうのがポイントで、じわじわ温度が上昇する場合には割れにくく
なるが、急激にあぶられるとガラス中央部と縁部（木材に被覆されて

出火室に留める

いるので温度が上昇しない）に温度差が生じ、その結果、応力差が生

火災が起こった際、発見次第 119 番通報して消防隊に来てもらう。

じて割れる。

通報から消防隊が火災現場で放水を始めるまでの時間は早くて5

一方、シナ合板は厚さ4〜5.5mmの合板が両面に張られている

〜10 分、遅くとも20 分と言われている。都市部のように消防署が

ため、木材総厚 8〜11mmとなる。加熱を受けると表面に着火する

近ければ早いし、郊外で遠くなれば時間がかかる。この出火後 10

ものの、表面に炭化層を形成しながら、1mm/ 分程度でしか燃え進

〜20 分の間に、出火源周辺しか燃えず、建物全体への激しい燃焼

まないので、加熱開始から10 分程度燃え抜けない。すなわち、出
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写真 1 「どちらが燃え抜けにくい？」─フラッシュ戸 写真 2 伝統的な町家の通り庭上部 写真 3 下屋・庇・塀を使った避難経路
とガラス框戸
の吹き抜けと煙抜き窓

火可能性の高い部屋の出入口の扉をフラッシュ戸や板戸（総厚が厚

の、人命と財産を守るための先人の知恵と言える。

いほうが燃え抜け時間が長くなる傾向がある）
とすれば、火災初期の火

現代では消防体制が整備され、生活が多様化し、昔のように建

炎や煙の拡散を一定時間抑制できる可能性が高く、容易な手法で

物も画一的でなくなったが、消防が来るまでに安全に建物外へ避

被害を最小限に食い止められるだろう。

難するか、建物内の安全な場所で待つことが重要であろう。建物規
模が大きくなると、建築基準法では 2 方向避難や防火区画などの

安全に逃げる

措置が求められるが、規模が小さいとその対策は設計者・建物使用

火災が発生すると、火熱と大量の煙が発生する。安全に避難するに

者に委ねられる。そのため、たとえば下記のような配慮をしておく

は、どのように火熱や煙から逃げるかが重要となる。京町家などの

とよいのではなかろうか［図 2］。

伝統的な2 階建て町家では、火を使うかまどは通り庭（土間）に設け

①各部屋から多方向に避難ができる経路を確保しておく。たとえば、

て、内装を土塗りや漆喰仕上げの大壁とし、上部は 2 層分吹き抜け、

2 階からは、通常の階段に加えて、下屋や庇、塀、物置を利用して

最頂部に煙抜き用の窓を設けている。火災の発生する確率の高い

隣地に逃げる経路の確保［写真 3］。そして、この経路を建物使用者と

部屋において、内装を介した延焼の抑制、蓄煙と排煙により、建物

共有し、あらかじめイメージトレーニングしておく。

使用者が容易に火熱・煙に襲われないよう、合理的な断面計画とし

②上階では、逃げられないことを考えて、消防による救出を安全に

ている［写真 2］。さらに、階段は通り庭から最も遠い位置に設けて、

待てるバルコニー（新鮮な空気のある熱くない屋外）などを設ける。

煙に汚染される部分と人が避難する部分をできるだけ離した平面
計画としている。これは、消防体制が現代ほど発達していない時代

災害弱者を守る
高齢化社会を迎え、自力で避難できない人が建物内に増えてくる
ことは間違いない。火災時に介護者や同居者が自力避難者を介助
しながら、また背負って逃げるには時間がかかる。
［自力避難困難者の人数］×［一人に要する避難時間］が、建物全
体から自力避難困難者全員を安全に避難させるのに要する時間で
ある。この時間を短くするには、自力避難困難者の人数を減らすか、
避難時間を短くすることだが、人数が今後増えていくであろうこと
を考えると、避難時間を短く（＝避難距離を短くする）することが設
計上の対策として現実的だろう。たとえば、自力避難困難者の部屋

バルコニー

を1 階に設けてすぐに建物外へ出られるようにしたり、部屋に隣接

庇

した安全に救助を待つことができるバルコニーを設けるのも一案
物置

だろう。火災時には、新鮮な空気のある熱くない場所がもっとも安
全な場所であることを覚えておきたい。

図 2 多方向避難・弱者対応（一時避難場所設置）への配慮の一例
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ために、外壁の屋外側に土を厚く塗った土蔵造にしたのも同じ理由
と言え、素材は変われど、やっていることは昔も今も同じと言える。

火災後期［図 3］
──建物間の延焼抑制・消防活動支援

おわりに

一部屋の火災から建物全体の火災へと進展すると、次に隣家への
延焼が課題となる。建築基準法では、市街地の建物の外壁、軒裏、

ここで紹介した火災に負けない工夫は、すべてが建築基準法や消

外壁開口部に防火構造などを求めているが、これは隣家が火災に

防法で規定されているわけではない。すなわち、法令に合わせて設

なった際に、容易に外壁や軒裏を介して延焼しないためである。す

計し、建築確認申請に通れば、これら対策が必ずしもできているわ

なわち、防火規制で外壁に窯業系サイディングや軽量セメントモ

けではないと言える。建築基準法第一条には、法令の目的が書かれ

ルタルなどを塗っているのはそのためである。

ており、
「人命と財産を守るために〝最低の基準〟を定める」とある。

隣家に延焼しにくいと、消防活動も出火した建物の消火に専念

〝最低の基準〟は定めるので、書いてないことは設計者・
すなわち、

できるし、消防が来れない大地震後の火災においても、連鎖的に建

施工者・建物使用者が相談して、どこまでの対策や配慮をするか決

物が燃える市街地火災になりにくいと言える。すなわち、外壁・軒

めて下さいと委ねられていると考えられる。

裏の防耐火性能を向上させるということは、建物使用者が隣家火

設計時に火災が起こることをイメージするのは難しいかもしれな

災からのもらい火を抑制することに加えて、消防活動支援、市街地

いが、全国で年間 30,000 件（約 80 件 /日）の火災が起こり、1,200

火災抑制に寄与しており、市街地の建物にとって、防火上もっとも

人（約 3.5 人 /日）の尊い命がなくなっている災害であることを皆で

重要な部位と言える。昔の町において、隣家からの延焼を抑制する

意識して、対策をしていきたいものである。

屋根

軒裏

やすい・のぼる

柱

間仕切壁

軒裏

外壁開口部

外壁

出火家屋

1968 年京都市生まれ。東京理科大学大
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桜設計集団一級建築士事務所設立。木
造建築の設計をしつつ、木造防耐火に関
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始める。2004 年早稲田大学にて博士（工
学）取得。2007 年日本建築学会奨励賞
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隣接家屋

図 3 延焼間の延焼抑制・消防支援において重要な部位

自習型認定研修の設問
設問 1

設問 2

よく見かける赤いABC 粉末消火器の
消火可能時間は次のどれか？

木製フラッシュ戸とフロートガラス框戸は、
どちらが燃え抜けにくいか？

a. 十数秒

a. 木製フラッシュ戸

b. 3 分

b. フロートガラス框戸

c. 10 分

c. ほぼ同じ

認定教材の設問への回答は、
CPD 情報システムのページ

https://jaeic‑cpd.jp/

にアクセスのうえ、お願い致します。
※不正解の場合は、
単位に登録できない場合があります。
※自習型教材の選択欄における、
会誌『建築士』選択項目は、
平成 28 年 1 月より建築士会会員のみの
表示項目になります。
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