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第２節 住民の取組による減災効果の算定手法の検討 

 

１ 出火抑制力 

地震火災の被害を低減させるための最初の対策として、震災時に出火をさせない環

境づくりが非常に重要であることから、住民の取組により達成される出火確率の減尐

効果を出火抑制力とする。本検討で考慮する住民による出火抑制力に係るパラメータ

は以下の５種であり、効果として検討する出火確率は出火危険度測定における出火確

率算定で用いるイベントツリーを用いて検討するが、それぞれのパラメータは以下の

ようにイベントツリー上で出火確率を減尐する方向に作用するものとする。 

⑴ 家具転倒・落下防止対策実施率 

家具類の転倒・落下防止対策を実施することにより、ストーブ類等の出火機構に

おいて、家具類の転倒等に伴いストーブ類が転倒する危険性が減尐する。このため、

ここでは、家具類の転倒・落下防止対策実施率が増加した場合の器具ごとの出火率

の減尐率を評価し、出火件数の減尐量を求めることとする。 

例えば、電気ストーブからの出火に関するイベントツリーにおける家具類の転

倒・落下防止対策を実施することにより、「家具転倒」の生起率が減尐する。 

家具類の転倒はストーブ等の転倒をもたらすことから、火気器具・電熱器具と可

燃物との接触・接近確率を増大させる。ここでは金子 14）により検討された阪神・淡

路大震災での本棚・食器棚・タンス等の家庭内大型家具の転倒率（平均的なサイズ

で幅 47cm、高さ 160cm）の式を用いる。同論文によると、家具類の転倒率は、最大

速度の対数正規分布関数で次式のとおり表すことができる。 
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Ｒ：転倒率 

α：滑りの影響を表す係数（＝0.8） 

ξ：対数標準偏差（＝0.58） 
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この結果、家具類の転倒・落下防止対策を実施しない場合の転倒率は次のとおり

となる。 
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表 4-2-1 家具類の転倒落下防止対策を実施しない場合の転倒率 

震度 震度 5 弱 震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強 震度 7 

計測震度 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 

速度(kine) 17 29 52 92 164 

転倒率(%) 0.6% 5.0% 23.8% 54.0% 74.1% 
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図 4-2-1 最大速度と家具転倒率との関係（転倒防止対策なし） 

  

家具類の転倒・落下防止対策が実施されて「確実に機能」すれば、その分転倒率

は減尐し、家具類の転倒に起因する出火確率は低減される。しかし、現実には、家

具類の転倒・落下防止対策が実施されれば必ずしも転倒しないわけではなく、家具

類の種類・寸法、壁の種類、設置場所、転倒防止器具の種類などに合った的確な固

定が実施されないと、特に強震動の場合には機能を発揮しない場合がある。ただ、

こうした状況は実際には不明であるため、「家具類の転倒・落下防止対策が実施さ

れれば転倒しない」あるいは「家具類の転倒・落下防止対策が実施されれば一定割

合を除き転倒しない」とすることが考えられる。 

北浦ら 15）は、阪神・淡路大震災時における家具の設定方式別に家具の転倒・被害

状況を調査している。それによれば、比較的設置対策がなされていた本棚・飾り棚・

食器棚について、｢金具などで止めている｣だけでも移動を約 1/2に防ぐ効果がある。

｢金具を止めている｣｢造り付け｣を転倒防止対策あり、｢単に置いていた｣を転倒防止

対策なしとして、その対策状況別の｢遠くへ飛んだ｣および｢倒れた｣の割合(転倒率)

を表 4-2-2に示す。 
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 表 4-2-2 阪神・淡路大震災における対策状況別転倒率 

（本棚・飾り棚・食器棚） 

 転倒率 

対策あり 4.4% 

   (金具で止めていた) (11.0%) 

   (造り付け) (1.4%) 

対策なし(単に置いていた) 19.0% 

 

上表より、転倒防止対策を行った場合は、対策を行っていなかった場合に比べて、

転倒率は約 75％低減されたことがわかる。 

したがって、家具類の転倒・落下率は次式で表現され、これをイベントツリー分

析の中に組み込むことで、家具類の転倒・落下防止対策実施率が増加した場合の器

具ごとの出火率の減少率を評価できる。 

 

家具類の転倒・落下率＝ 

（転倒防止対策を実施していない場合の震度別転倒・落下率） 

×（1－家具転倒・落下防止対策実施率×0.75） 

 

また、家具類の転倒・落下を原因として出火に至る場合は、当然ながら、火気器

具・電熱器具等の出火要因の近くに家具類が存在する場合である。ここで、火気使

用環境調査等を分析すれば、火気器具・電熱器具ごとの家具存在比率がわかるため、

その存在比率に転倒・落下率を掛け合わせたものが評価対象の転倒率・落下率とな

る。 

⑵ 可燃物散乱防止対策実施率 

可燃物の火気・電熱器具等への落下防止対策実施率の向上による出火危険性低減

効果の算出にあたっては、イベントツリー分析の中で、対策実施率の分だけ、火気

器具・電熱器具への可燃物の接近・接触確率が低下するものとして考慮する。 

  ⑶ 建物耐震化率 

阪神・淡路大震災での事例を踏まえた全壊建物からの出火率は表 4-2-3のとおり

であり、全壊建物１棟当たり 0.0518％の出火率となっている。 
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表 4-2-3 全壊建物からの出火率 

（地域別出火危険度測定（第７回）より） 

 全壊建物 1 棟あたりの出火率（％） 

灯油ストーブ 0.0033 

灯油温風暖房器 0.0004 

ガスストーブ 0.0011 

ガスコンロ 0.0017 

電気ストーブ 0.0034 

熱帯魚用ヒーター 0.0027 

電気こんろ 0.0006 

白熱スタンド 0.0009 

投込湯沸器 0.0000 

電気トースター 0.0005 

電気機器 0.0040 

配線 0.0030 

自動車 0.0047 

都市ガス 0.0094 

その他 0.0162 

合計 0.0518 

 

一方、建物被害がない場合の出火率は住宅では震度６強で 0.015％、震度７で

0.029％である。やはり建物が全壊している場合の方がそうでない場合よりも出火

率が高くなっており、耐震化を進めることで出火率を低減させることにつながると

考えられる。 

出火危険度の算出上、圧壊建物からの出火はそれ自体を一つの出火要因として考

慮している。建物圧壊から出火までの発生機構の詳細は不明であるが、ここでは、

建物の耐震化によって圧壊建物が減る分、結果としての建物圧壊が関係する出火件

数の低減につながるとして効果を見ることとする。 

また、電気機器・配線からの出火件数については、阪神・淡路大震災の事例をも

とに、全壊棟数（罹災証明）との関係で設定している。これについても、建物の耐

震化の結果として出火件数が低減する。 

 

電気機器からの出火件数＝0.044％×全壊棟数 

配線からの出火件数  ＝0.040％×全壊棟数 
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  ⑷ 感震ブレーカー設置率 

出火危険度は地震直後～１時間後、１～３時間後、３時間後～24時間後の３フェ

ーズの出火件数の足し算で求められるが、それらの時間帯ごとに設定される停電率

が電熱器具その他の電気関係から出火する時間帯を求めるための係数として設定

されている。そして、停電していれば電熱器具その他電気関係からの出火はなく、

停電復旧後に出火すると仮定している。感震ブレーカーの設置が進めば、地震時に

自動的に電源を遮断できることによって、停電復旧後に出火するとされていた電熱

器具その他電気関係からの出火をゼロとしてみなすことで、出火率を低減させるこ

とができる。 

ア 停電率 

止火率、放置率に影響を及ぼす停電率について、阪神・淡路大震災を踏まえて、

区市町村別の加速度と停電率の関係より次のとおり設定している。 

 

ｙ＝0.125×（ｘ－256）0.99 

ｙ：停電世帯率（％） 

ｘ：加速度（gal）（ｘ＞256gal） 

 

また、時間帯別の停電した地域の停電復旧率については、復旧の人員確保等、

人為的な要素が多く関係するため、加速度別の設定は困難であり、24時間後に完

全復旧するとして、阪神・淡路大震災の事例を踏まえた上で、次のとおりとして

いる。 

 

表 4-2-4 停電復旧率 

時間区分 地震直後～１時間 １～３時間 ３～24 時間 

累積停電復旧率 0.15 0.30 1.00 

 

⑸ 避難時ブレーカー遮断認識率 

住民等が避難している場合には、火気が放置され続け（止火率ゼロ）、かつ初期

消火も行うことができなくなるため、出火危険度は高くなる。また、避難していな

い場合でも、阪神・淡路大震災の事例を踏まえ、停電している状況下で 65％が電気

関係の止火をしないとしている。 

ここで、避難時にブレーカーを遮断して避難する人の割合が増えれば、避難時の

電熱器具その他電気関係からの出火をゼロとしてみなすことで、出火率を低減させ

ることができる。 
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表 4-2-5 避難時ブレーカー遮断効果 

 避難時のブレーカー遮断 出火件数算定への考慮方法 

避難している 

遮断している 電気関係からの通電時の出火ゼロ 

遮断していない 
止火率・初期消火率ゼロとし、通電時

に電気関係から出火 

避難していない － 

停電している場合、65％が電気関係の

止火をせず。停電していない場合、次

式に基づく止火行動を実施 

 

   ア 避難率 

住民等が避難している場合、（ブレーカーが遮断されていなければ）、火気が放

置され続け、また初期消火も行うことができなくなるとする。避難率は、阪神・

淡路大震災の事例より、表 4-2-6のとおり、時間帯別累積避難率を設定している。 

 

表 4-2-6 避難率 

時間区分 地震直後～１時間 １～３時間 ３～24 時間 

累積避難率 0.14×全壊率 0.38×全壊率 0.87×全壊率 

 

   イ 止火率 

 止火率は、次のとおり計測震度との関係が求められる。 

 

止火率＝－0.0024×計測震度 2－0.1714×計測震度＋1.4506 

 

２ 火元消火力 

 震災時に出火した場合、火元の住民自身が消火器等を用いて初期消火に成功する確

率を「火元消火力」として、次式により算出する。 

 

火元消火力＝消火資器材による火元初期消火成功率        ……⑴ 

×消火資器材による火元消火活動実施率       ……⑵ 

×住宅用火災警報器設置の効果による補正係数    ……⑶ 

×初期消火訓練経験率による補正係数×年齢による補正係数         

                         ……⑷ 

×防災行動可能率                 ……⑸ 
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とし、それぞれの算定方法を以下に示す。 

⑴ 消火資器材による火元初期消火成功率 

火元初期消火データとして、初期消火従事者のうち応急消火義務人数が 1以上で

あり、かつ、これ以外の初期消火従事者がいないものを使用した(表 4-2-7)。 

    なお、各種係数の決定に使用する東京消防庁管内の火災帳票データは、平成 16

年～20 年に発生した火災で初期消火が行われた事例データを用いることとする。 

 

表 4-2-7 火元住民による初期消火事例データ 

消火資器材 対応事例数 初期消火成功数 初期消火成功率 

簡易消火器具 692 549 79% 

消火器 2863 2186 76% 

スプリンクラー 14 14 100% 

その他固定消火設備 96 66 69% 

水道水 2368 1929 81% 

汲み置き水 363 291 80% 

井戸等 2 1 50% 

その他 1783 1536 86% 

不明 1 1 100% 

合計 8182 6573 80% 

 

事例数の多尐及び震災時の使用可能性から、火元住民が用いる消火資機材として、

簡易消火器具、消火器及び汲み置き水の３種類を考慮することとした。３種類の消

火方法平均で消火成功率は 77％であるため、次式で消火資器材による初期消火成功

率(火元)を表す。 

 

消火資器材による火元初期消火成功率＝0.77 

 

⑵ 消火資器材による火元消火活動実施率 

    消火資器材による火元消火活動実施率は、３種類の消火資器材のいずれかを保有

している割合と考え、次式のように設定する。 

 

    消火資器材による消火活動実施率＝1－(1－簡易消火器具保有率) 

×(1－消火器保有率) 

×(1－風呂水汲み置き率) 
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⑶ 住宅用火災警報器設置の効果による補正係数 

住宅用火災警報器を設置することで火災が早期に発見できるため、火元初期消火

成功率が向上すると考える。前⑴で用いた事例のうち、住宅用火災警報器が設置さ

れていた事例を用いた(表 4-2-8)。ただし、使用するデータは住宅用火災警報器に

関するデータが存在する平成 17年以降のデータである。 

 

表 4-2-8 住宅用火災警報器が設置されていた場合の 

火元住民による初期消火事例データ 

消火資器材 対応事例数 初期消火成功数 初期消火成功率 

簡易消火器具 13 10 77% 

消火器 27 22 81% 

水道水 41 34 83% 

汲み置き水 2 2 100% 

その他 60 54 90% 

総計 143 122 85% 

 

通常時の消火資機材（簡易消火器具、消火器及び汲み置き水）による消火成功率

は 77％であり、住宅用火災警報器が設置されていた場合の「消火資機材」による消

火成功率は 81％であるため、設置による効果を 81/77＝1.05とし、補正係数を次式

のとおり設定する。 

 

    住宅用火災警報器設置の効果による補正係数 

＝1＋0.05×住宅用火災警報器設置率 

 

⑷ 初期消火訓練経験率及び年齢による補正係数 

    訓練経験及び年齢による初期消火成功率の補正係数は、第 14期火災予防審議会答

申 16）において、防災館利用者アンケート（脚注）を基に設定したものを使用する(表

4-2-9)。 

 

（脚注） 
防災館アンケートは、池袋・本所・立川の各防災教育センターにおいて 350 人前後、計 1,084 人（中学生以上）

に対して、平成 12年の９月下旬の土日を含む１週間にわたってアンケートを実施したものである。そこでは、性別、
年齢、消火訓練経験回数、前回消火訓練を実施した時期、消火器を実際に正しく使えるかの自信の有無、消火器取
り扱いの手順の理解度、火災の経験有無（その際の消火器の活用の有無）、消火器１本の使用時間の理解度について

質問している。分析に際しては、訓練時期について５年以内、５年以上前・経験なしの２種類に分けることとし、
５年以内に訓練経験がある場合を訓練経験あり、それ以前もしくは経験のまったくない人を訓練経験なしとした。
結果、防災館アンケートでの平均的な正解率に対する訓練経験（５年以内）と年齢の組み合わせごとの正解率（消

火器取り扱いの手順に正解し、消火器１本の使用時間も正解した人の割合を正解率とし、消火成功率は正解率に比
例するものと仮定）を表 4-2-9のように整理している。 
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表 4-2-9 平均的な正解率に対する訓練経験と年齢の正解率の比 

（正解率/平均正解率） 

 10 代 20-50 代 60 代以上 小計 

訓練経験あり 0.52 1.65 0.71 1.29 

訓練経験なし 0.35 0.80 0.23 0.62 

平均 0.43 1.29 0.54 1.00 

 

     訓練経験による補正係数＝1.29×消火訓練経験率＋0.62×消火訓練未経験率 

＝1.29×消火訓練経験率＋0.62×(1－消火訓練経験率) 

＝0.67×消火訓練経験率＋0.62 

     年齢による補正係数＝0.43×10 代比率＋1.29×20-50 代比率 

＋0.54×60 代以上比率 

 

⑸ 防災行動可能率 

住民が火元初期消火を実施できない場合として、自宅建物が大きな被害を受けて

いる場合や室内の散乱状況が激しい場合が代表的な状況として考えられる。そこで、

防災行動可能率は建物全壊率と家具転倒率の関数として表現されるものとした。 

また、地域別出火危険度測定では、既往の地震事例に基づき、平常時の初期消火

率を１とした場合の震度別補正係数を表 4-2-10のとおり設定している。 

 

表 4-2-10 初期消火成功率の震度別補正係数の既往設定値 

震度 5 弱 5 強 6 弱 6 強 7 

補正係数 1 1 1 0.453 0.229 

 

    この傾向に概ね合うように、建物全壊率と家具転倒率を説明変数として関数化を

行った結果、防災行動可能率は次式で表された。 

 

     防災行動可能率＝0.93×{(1－建物全壊率)×(1－家具転倒率 1.6)}＋0.07 

 

なお、震度別建物全壊率は、震災復興都市づくり特別委員会調査に基づく建物全

壊率として村尾・山崎 17）が構造・建築年代別に算出した値を、家具転倒率は金子に

よる阪神・淡路大震災での本棚・食器棚・タンス等の家庭内大型家具の転倒率の式

による値（表 4-2-11 及び図 4-2-1）をそれぞれ使用する。 
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表 4-2-11 震度と家具転倒率との関係（転倒防止対策無） 

震度 5 弱 5 強 6 弱 6 強 7 

計測震度 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 

速度(kine) 17 29 52 92 164 

転倒率 0.6% 5.0% 23.8% 54.0% 74.1% 

 

 

⑹ 火元初期消火成功率の算定式 

これまでの検討結果を用いて、火元初期消火成功率は以下のように表すことがで

きる。 

 

火元初期消火成功率(P 火元)＝0.77 

×1－(1－簡易消火器具保有率) 

×(1－住宅用消火器保有率)×(1－風呂水汲み置き率) 

×(1＋0.05×住宅用火災警報器設置率) 

×(0.67×消火訓練経験率＋0.62) 

×(0.43×10 代比率＋1.29×20-50 代比率＋0.54×60 代以上比率) 

×[0.93×{(1－建物全壊率)×(1－家具転倒率 1.6)}＋0.07] 

 

３ 隣保消火力 

   地震火災初期に、出火建物の周辺の住民等が消火器等を用いて初期消火に成功する

確率を「隣保消火力」とし、火元初期消火成功率の算定式を補正して以下のように算

出する。 

 

隣保消火力＝消火資器材による隣保初期消火成功率    ……⑴ 

×消火資器材による隣保消火活動実施率   ……⑵ 

×初期消火訓練経験率による補正係数×年齢による補正係数 

×防災行動可能率 

 

⑴ 消火資器材による隣保初期消火成功率 

隣保初期消火は火元以外の住民による隣保共助を含んだ初期消火活動としてい

るため、火災帳票データのうち、火元以外の協力者が１以上のデータを抽出し、隣

保初期消火における初期消火方法の違いによる初期消火成功率を分析した（表

4-2-12）。 
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ここでも、初期消火に使用される消火資器材を簡易消火器具、消火器及び汲み置

き水の３種とすると消火成功率は 60％となるため、消火資器材による隣保消火成功

率の全体平均（以下、全体平均を表す系数は下付きで「隣保全体平均」と表示）は

次式で表せる。 

 

消火資器材による初期消火成功率隣保全体平均＝0.60 

 

表 4-2-12 隣保共助による初期消火事例データ 

消火資器材 対応事例数 初期消火成功数 初期消火成功率 

簡易消火器具 314 239 76% 

消火器 1461 821 56% 

スプリンクラー 2 2 100% 

その他固定消火設備 47 21 45% 

水道水 888 527 59% 

汲み置き水 75 50 67% 

井戸等 2 2 100% 

その他 289 232 80% 

合計 3078 1894 62% 

 

    なお、隣保初期消火は火元以外の住民による隣保共助を含んだ初期消火活動と定

義しているが、①火元住民に対して周辺住民が協力して初期消火活動にあたった場

合（表 4-2-13。以下、下付きで「火元＋周辺住民」）、②周辺住民のみが初期消火活

動にあたった場合（表 4-2-14。以下、下付きで「周辺住民のみ」）が考えられる。 

 

表 4-2-13 隣保共助による初期消火事例データ（火元＋周辺住民） 

消火資器材 対応事例数 初期消火成功数 初期消火成功率 

簡易消火器具 108 65 60% 

消火器 522 315 60% 

その他固定消火設備 17 10 59% 

水道水 265 163 62% 

汲み置き水 47 26 55% 

その他 119 78 66% 

合計 1078 657 61% 
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表 4-2-14 隣保共助による初期消火事例データ（周辺住民のみ） 

消火資器材 対応事例数 初期消火成功数 初期消火成功率 

簡易消火器具 206 174 84% 

消火器 939 506 54% 

スプリンクラー 2 2 100% 

その他固定消火設備 30 11 37% 

水道水 623 364 58% 

汲み置き水 28 24 86% 

井戸等 2 2 100% 

その他 170 154 91% 

合計 2000 1237 62％ 

 

火元住民と周辺住民による消火資機材を用いた消火成功率は 60％となるが、周辺

住民のみによる活動では、自宅の消火器及び街頭消火器による活動になると考えら

れるため、消火器による初期消火成功率である 54％を使用し、次式で消火資器材に

よる初期消火成功率を表す。 

 

消火資器材による初期消火成功率火元＋周辺住民＝0.60 

消火資器材による初期消火成功率周辺住民のみ＝0.54 

 

⑵ 消火資器材による隣保消火活動実施率 

消火資器材による隣保消火活動実施率は１⑵によるが、隣保消火活動に利用され

る消火器として、参加者自身が保有する消火器と街頭消火器を想定し、以下のよう

に消火器の使用本数を設定する。 

ア 参加者が保有する消火器本数 

参加者は自身が保有する消火器を利用すると考えると、参加者が持ち寄る消火

器本数は参加人数×消火器保有率で表せることから、隣保共助による初期消火活

動に想定される人数を設定することとする。火災時に近隣から駆け付けるとして

も、１棟火災前の段階ということもあり、火点から一定範囲に居住する人のみが

対象になると考えられる。 

火点から半径 R(m)以内に居住する住民が参加の対象になると考えると、次式で

隣保初期消火への参加人数を表すことができる。 
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参加人数＝R(m)半径円の面積×人口密度(人/㎡) 

×火災気付き等係数×隣保共助率 

    ＝人口密度(人/㎡)×隣保共助率 

×｛R(m)半径円の面積×火災気付き等係数｝ 

 

特別区の平均的な人口密度は 0.01366 人/㎡（平成 17年国勢調査）であり、住

民の防災力基礎調査を実施した木密地域の評価対象町丁目における隣保共助率は

70.4％であった。また、火災帳票データに基づく隣保初期消火活動事例の参加人

数は平均 2.5 人であることを考えると、 

 

2.5＝0.01366×0.704×｛R(m)半径円の面積×火災気付き等係数｝ 

 

となり、｛R(m)半径円の面積×火災気付き等係数｝は 260と求められる。 

なお、隣保初期消火活動事例の参加人数は、①火元＋周辺住民による活動の場

合は平均 3.3 人、②周辺住民のみによる活動で平均 2.1人であることを考えると、

｛R(m)半径円の面積×火災気付き等係数｝は、それぞれ、343、218 となる。 

したがって、隣保初期消火活動参加者が保有する消火器本数は次式で表せる。 

 

参加者保有の消火器本数＝参加人数×住宅用消火器保有率 

※ 参加人数隣保全体平均  ＝260×人口密度(人/㎡)×隣保共助率 

※ 参加人数火元＋周辺住民＝343×人口密度(人/㎡)×隣保共助率 

※ 参加人数周辺住民のみ  ＝218×人口密度(人/㎡)×隣保共助率 

 

イ 街頭消火器 

住民の防災力基礎調査を実施した木密地域の評価対象町丁目における消火器保

有率は約 58.4％であり、火災帳票データに基づく隣保初期消火活動事例の平均参

加人数 2.5人の場合、消火器本数は全体平均で 1.46本となる。これは、火災帳票

データに基づく隣保初期消火活動事例の全体の平均使用本数 2.4本より尐なく、

この差 0.94本が街頭消火器数であると見なす。 

街頭消火器の配置密度は平成 17年度区市町村防災事業の現況 18）によると、特

別区で平均 0.00018本/㎡であるため、隣保初期消火のために半径 R(m)の円内か

ら街頭消火器が集まるとすると、0.00018×半径 R(m)×半径 R(m)×3.14=0.94で

あるため、平均的に火点から半径 41m以内の街頭消火器を利用すると考えると、

街頭消火器本数は次のように表せる。 
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   街頭消火器本数＝町丁目街頭消火器密度×412×3.14 

 

ウ 隣保消火活動に使用される消火器結集率 

火災帳票データに基づく隣保初期消火活動事例全体の平均消火器使用本数 2.4

本に対する、前ア及びイで検討した消火器本数の割合を、隣保消火活動における

「消火器結集率」とする。隣保全体平均及び火元＋周辺住民による消火資器材に

よる隣保消火活動実施率は、前 1⑵で検討した算定式を適用することとするが、

周辺住民のみの場合は、自宅の消火器及び街頭消火器による活動になると考えら

れるため、消火器結集率を適用することとする。 

ただし、消火器結集率が１以上となる場合は、消火器結集率＝１とする。 

 

消火資器材による隣保消火活動実施率隣保全体平均（又は火元＋周辺住民） 

＝1－ (1－消火器結集率) 

×(1－風呂水汲み置き率)×(1－簡易消火器具保有率) 

消火器結集率（＝消火資器材による隣保消火活動実施率周辺住民のみ） 

＝(参加者保有の消火器本数＋街頭消火器本数)/2.4 

＝(参加人数×住宅用消火器保有率＋町丁目街頭消火器密度 

×412×3.14)/2.4 

＝{(係数 a×人口密度×隣保共助率)×住宅用消火器保有率 

＋町丁目街頭消火器密度×412×3.14}/2.4 

        ※ 系数 a は、隣保全体平均の場合 260、火元＋周辺住民の場合 343、 

周辺住民のみの場合 218 とする（前ア参照） 

 

⑶ 街頭消火器認識率による補正 

    街頭消火器の利用に関しては、街頭消火器が存在することを活動参加者が認識し

ている必要があるため、街頭消火器認識率による補正が必要となる。 

    住民の防災力基礎調査を実施した木密地域の評価対象町丁目における街頭消火器

認識率は 64.5％であったため、街頭消火器密度を以下のように置き換えることとす

る。 

 

    街頭消火器密度＝(街頭消火器認識率/0.645)×街頭消火器密度 

 

⑷ 隣保初期消火に使用される消火器本数による補正 

火災帳票データに基づく隣保初期消火活動の消火器平均使用本数は 2.4本であり、

この場合の消火資器材による消火成功率は、活動全体及び火元住民と周辺住民の両
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者の参加による場合で 60％、周辺住民のみによる場合で 54％（これらをここでは

標準成功率という）である。これに対して、隣保初期消火に使用する消火器本数が

多く集まれば、その分隣保初期消火成功率が大きくなるような補正を加えることと

し、前⑴で設定した係数のうち、標準成功率の部分を[(2.4/使用消火器本数)]乗し

て設定する。 

⑸ 隣保初期消火成功率の算定式 

    訓練経験及び年齢による補正係数、防災行動可能率は火元消火力の検討結果を用

いることとし、隣保初期消火成功率は以下のように表せる。 

 

 

 

    隣保消火力隣保全体平均(又は火元+周辺住民) 

＝0.60(2.4/使用消火器本数) 

×[1－{1－(係数 a×人口密度×隣保共助率×住宅用消火器保有率＋街

頭消火器認識率/0.645×街頭消火器密度×412×

3.14)/2.4}×(1－風呂水汲み置き率)×(1－簡易消火器具保

有率)] 

×(0.67×消火訓練経験率＋0.62) 

×(0.43×10 代比率＋1.29×20-50 代比率＋0.54×60 代以上比率) 

×[0.93×{(1－建物全壊率)×(1－家具転倒率 1.6)}＋0.07] 

＝0.60(2.4/使用消火器本数) 

×[1－{1－(係数 a×人口密度×隣保共助率×住宅用消火器保有率＋

8,183×街頭消火器認識率×街頭消火器密度)/2.4} 

×(1－風呂水汲み置き率)×(1－簡易消火器具保有率)] 

×(0.67×消火訓練経験率＋0.62) 

×(0.43×10 代比率＋1.29×20-50 代比率＋0.54×60 代以上比率) 

×[0.93×{(1－建物全壊率)×(1－家具転倒率 1.6)}＋0.07] 

※ なお、下線部が 1 以上となる場合は 1 

※ P 隣保全体平均  の場合 a＝260、P 火元＋周辺住民の場合 a＝343 
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    隣保消火力周辺住民のみ 

＝0.54(2.4/使用消火器本数) 

×{(218×人口密度×隣保共助率×住宅用消火器保有率＋街頭消火器認

識率/0.645×街頭消火器密度×412×3.14)/2.4} 

×(0.67×消火訓練経験率＋0.62) 

×(0.43×10 代比率＋1.29×20-50 代比率＋0.54×60 代以上比率) 

×[0.93×{(1－建物全壊率)×(1－家具転倒率 1.6)}＋0.07] 

＝0.54(2.4/使用消火器本数) 

×{(218×人口密度×隣保共助率×住宅用消火器保有率 

＋8,183×街頭消火器認識率×街頭消火器密

度)/2.4} 

×(0.67×消火訓練経験率＋0.62) 

×(0.43×10 代比率＋1.29×20-50 代比率＋0.54×60 代以上比率) 

×[0.93×{(1－建物全壊率)×(1－家具転倒率 1.6)}＋0.07] 

※ なお、下線部が 1 以上となる場合は 1 

 

４ 地域住民による初期消火成功率 

これまでの検討項目から、地震時における火元初期消火成功率及び隣保初期消火成

功率を考慮した初期消火成功率（全体）を算定する。その際、地震時には火元住民だ

けでは消火が困難となるケースが増え、その分周辺住民による活動割合が増加する可

能性があることを考慮に入れる必要がある。ここでは、全体の初期消火行動を次の３

ケースに区分し、それぞれの発生確率を設定する。 

 

ケース１：火元住民が在宅で消火活動を実施し、火元住民のみの初期消火活

動によって消火に「成功した」ケース 

ケース２：火元住民が在宅で消火活動を実施し、かつ、周辺住民と共同で初

期消火活動を「実施した」ケース 

ケース３：火元住民が不在の場合や在宅だが防災行動が不可能な場合を含め

て消火活動を実施せず、周辺住民のみで初期消火活動を「実施し

た」ケース 

 

在宅率をγ、火元での消火活動実施率を δ、火元住民のみによる消火活動実施率

をε、火元初期消火成功率を P 火元とすると、全出火に対するそれぞれのケースの発生

確率は次のとおりとなる。 
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ケース１が発生する確率＝γ×δ×(ε×P 火元) 

ケース２が発生する確率＝γ×δ×(1-ε×P 火元) 

ケース３が発生する確率＝1-γ×δ 

 

それぞれのケースの発生確率と、前出の火元初期消火成功率と隣保初期消火成功率

を合わせた初期消火成功率（全体）は次式で表せる。 

 

初期消火施成功率（全体）＝火元住民が初期消火を実施し、消火成功する確率 

＋火元住民及び周辺住民による初期消火実施率 

×隣保初期消火成功率（P 火元＋周辺住民） 

＋周辺住民のみによる初期消火実施率 

×隣保初期消火成功率（P 周辺住民のみ） 

＝ γ×δ×εP 火元 

＋γ×δ×(1-εP 火元)×P 火元＋周辺住民 

＋(１-γ×δ)×P 周辺住民のみ 
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ここで、火災帳票の初期消火対応事例データによると、 

 

δ＝（火元初期消火件数 8,182 件＋火元住民と周辺住民による隣保初期消火件数

1,078 件）／全体 の初期消火件数 11,260 件＝0.822  

ε＝火元初期消火件数 8,182 件/全体の消火件数 11,260 件＝0.727 

 

よって、初期消火率の算出式は次式となる。 

 

初期消火成功率（全体）＝0.598×在宅率×P 火元 

＋0.822×在宅率×(1－0.727×P 火元)×P 火元＋周辺住民 

＋(1－0.822×在宅率)×P 周辺住民のみ 

 

図 4-2-2 出火から初期消火成功までのフローチャート 


