
–目次 1–

第 5 巻　燃焼機器火災編

第 1 章　ガス燃焼機器… ……………………………………………………………… … 1
第 1 節　ガス燃料について…………………………………………………………… … 1
1 　ガスの性質……………………………………………………………………… … 1
2 　各種燃焼方式と燃焼時の諸現象……………………………………………… … 7

第 2 節　ガスの供給…………………………………………………………………… … 11
1 　マイコンメーター……………………………………………………………… … 11
2 　ガス栓と安全アダプター……………………………………………………… … 15
3 　各種ガスホース，配管及び迅速継手………………………………………… … 18
【火災事例 1】ヒューズガス栓が作動しなかった火災………………………… … 21
【火災事例 2】指定以外のガスホースを使用して出火した火災……………… … 23
【火災事例 3】迅速継手の接続不良によるガス漏れ火災……………………… … 23

第 3 節　各種ガス機器の分類………………………………………………………… … 25
1 　ガス機器の分類と基本機構…………………………………………………… … 25
2 　給排気方式による分類………………………………………………………… … 29

第 4 節　ガス機器の点火，制御及び各種安全装置………………………………… … 34
1 　点火装置………………………………………………………………………… … 34
2 　圧力制御………………………………………………………………………… … 36
3 　温度制御………………………………………………………………………… … 37
⑴　液体膨張式…………………………………………………………………… … 37
⑵　固体膨張式…………………………………………………………………… … 37
⑶　電気式（サーミスタ式）…………………………………………………… … 38
4 　各種安全装置…………………………………………………………………… … 38
⑴　立消え安全装置……………………………………………………………… … 40
⑵　過熱防止装置………………………………………………………………… … 41
⑶　空焚き安全装置及び空焚き防止装置……………………………………… … 43
⑷　不完全燃焼防止装置………………………………………………………… … 44

第 5 節　出火危険と調査要領………………………………………………………… … 46
1 　出火危険………………………………………………………………………… … 46
2 　調査要領………………………………………………………………………… … 47
⑴　共通事項……………………………………………………………………… … 47
⑵　現象別………………………………………………………………………… … 49

第 6 節　厨房関連機器………………………………………………………………… … 54
1 　ガステーブル・ガスこんろ…………………………………………………… … 54

新火災調査教本-本文.indb   1 2011/10/31   16:05:19



–目次 2– –目次 3–

⑴　構造…………………………………………………………………………… … 54
⑵　操作方法による分類………………………………………………………… … 55
⑶　調査要領……………………………………………………………………… … 59

【天ぷら油の加熱実験結果について】…………………………………………… … 68
【やかんの空焚き実験】…………………………………………………………… … 72
【ガステーブル周囲の温度測定結果】…………………………………………… … 73
【ハイカロリーバーナーの炎の観察状況】……………………………………… … 75
【火災事例 1】閉子のグリス劣化による火災…………………………………… … 76
【火災事例 2】クモの巣によるガステーブルの火災…………………………… … 77
【火災事例 3】ガスレンジの器具栓からのガス漏れ火災……………………… … 78
【火災事例 4】グリル内での魚焼き石による火災……………………………… … 81
【火災事例 5】器具内配管の腐食によるガス漏れ火災………………………… … 81
【火災事例 6】ガスレンジ内の昇圧トランスの層間短絡による火災………… … 82
2 　簡易型ガスこんろ（カセットこんろ）……………………………………… … 84
⑴　構造…………………………………………………………………………… … 84
⑵　各種安全装置………………………………………………………………… … 84
⑶　調査要領……………………………………………………………………… … 86

【火災事例 1】ボンベの装着不良による火災…………………………………… … 87
【火災事例 2】五徳を裏返しにして出火した火災……………………………… … 88
【火災事例 3】鉄板焼で調理中に出火した火災………………………………… … 88
3 　ガス湯沸器……………………………………………………………………… … 89
⑴　ガス湯沸器の分類と構造…………………………………………………… … 89
⑵　主要構造部の機構と機能…………………………………………………… … 90
⑶　調査要領……………………………………………………………………… … 93

【火災事例 1】可燃物接触による湯沸器の火災（元止め式）… ……………… … 96
【火災事例 2】ダイヤフラムからの水漏れに起因する…

火災（元止め式）… ……………………………………………… … 96
【火災事例 3】操作方法の不適による火災（元止め式）… …………………… … 98
【火災事例 4】ホースエンド部の二重パッキンによるガス漏れ…

火災（元止め式）… ……………………………………………… …100
【火災事例 5】排気不良によりダクトへ延焼した…

火災（元止め式）… ……………………………………………… …102
【火災事例 6】内胴破損による火災（先止め式）… …………………………… …104
【火災事例 7】水管のロー付け不良による内胴破損の…

火災（先止め式）… ……………………………………………… …106
【火災事例 8】排気トップの排気不良による火災（先止め式）… …………… …106
【火災事例 9】バーナーの逆火による火災（先止め式）… …………………… …109

新火災調査教本-本文.indb   2 2011/10/31   16:05:19



–目次 2– –目次 3–

【火災事例 10】器具内コントローラーの誤作動による…
 火災（先止め式）………………………………………………… …110

【火災事例 11】バーナーの異常燃焼による火災（先止め式）………………… …112
4 　ガス炊飯器……………………………………………………………………… …114
⑴　構造…………………………………………………………………………… …114
⑵　こんろ部の基本構造と機能………………………………………………… …114
⑶　調査要領……………………………………………………………………… …115
【火災事例 1】ガスホースの接続不良による火災……………………………… …115
【火災事例 2】巻き取り式電源コードの可動接点部分の接触…

不良による火災…………………………………………………… …116
5 　フライヤー……………………………………………………………………… …118
⑴　種類と構造…………………………………………………………………… …118
⑵　各種安全装置等……………………………………………………………… …120
⑶　調査要領……………………………………………………………………… …121
【火災事例 1】パイロットバーナーに起因する火災⑴………………………… …122
【火災事例 2】パイロットバーナーに起因する火災⑵………………………… …123
【火災事例 3】安全装置の不作動による火災…………………………………… …125
【火災事例 4】天蓋等から油が滴下したことに起因した火災………………… …127
【火災事例 5】キャピラリーチューブの亀裂により温度調整器が…

作動しなかった火災……………………………………………… …129
【火災事例 6】温度調整つまみの間に付着した油かすにより…

温度調整がきかなかった火災…………………………………… …129
6 　無煙ロースター………………………………………………………………… …131
⑴　構造…………………………………………………………………………… …131
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …132
【火災事例 1】防火ダンパーが作動しなかった火災…………………………… …133
【火災事例 2】自動消火装置が作動した火災…………………………………… …135
7 　その他の厨房機器……………………………………………………………… …137
⑴　回転釜（煮炊釜）…………………………………………………………… …137
【火災事例】回転釜の火災………………………………………………………… …138
⑵　オーブン……………………………………………………………………… …139
【火災事例】庫内に付着していた油かすが着火した…

オーブンの火災…………………………………………………… …139
⑶　ゆで麺器……………………………………………………………………… …140
【火災事例】ゆで麺器の伝導過熱による火災…………………………………… …140
【ゆで麺器の燃焼実験及び周囲の温度測定結果】……………………………… …141
⑷　グリラー……………………………………………………………………… …143

新火災調査教本-本文.indb   3 2011/10/31   16:05:20



–目次 4– –目次 5–

【火災事例】グリラーの火災……………………………………………………… …143
第 7 節　季節関連機器………………………………………………………………… …145
1 　ガスストーブ…………………………………………………………………… …145
⑴　種類と構造…………………………………………………………………… …145
【ガスストーブ周囲の温度測定結果】…………………………………………… …147
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …148
【火災事例】ガスホースの接続不良による火災………………………………… …150
2 　ガスファンヒーター…………………………………………………………… …150
⑴　構造…………………………………………………………………………… …150
【ガスファンヒーター温風吹き出し口付近の温度測定結果】………………… …152
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …154
【火災事例 1】器具用プラグの接続不良による火災…………………………… …155
【器具用プラグの接続不良による燃焼実験】…………………………………… …156
【火災事例 2】前面に置かれたエアゾール缶が爆発，

引火した火災……………………………………………………… …158
3 　ガスＦＦ暖房機………………………………………………………………… …158
⑴　構造…………………………………………………………………………… …158
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …160
【火災事例】排気筒に可燃物が接触して出火した火災………………………… …160
第 8 節　家事関連機器………………………………………………………………… …161
1 　ガス風呂釜……………………………………………………………………… …161
⑴　種類と構造…………………………………………………………………… …161
⑵　安全装置……………………………………………………………………… …162
【風呂釜の空焚き実験】…………………………………………………………… …164
⑶　調査要領……………………………………………………………………… …166
【火災事例 1】安全装置の誤結線による空焚き火災…………………………… …170
【火災事例 2】安全装置の脱落による空焚き火災……………………………… …171
【火災事例 3】空焚き安全装置の不備による火災……………………………… …173
【火災事例 4】冠水による火災…………………………………………………… …175
【火災事例 5】ダイヤフラムからの水漏れに起因する火災…………………… …176
【火災事例 6】器具内のガス配管取付け不良による火災……………………… …177
【火災事例 7】クモの巣による火災……………………………………………… …178
2 　ガス衣類乾燥機………………………………………………………………… …180
⑴　構造…………………………………………………………………………… …180
【業務用ガス衣類乾燥機の温度測定結果】……………………………………… …182
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …184
【火災事例 1】バーナーの異常燃焼によって出火した火災…………………… …187

新火災調査教本-本文.indb   4 2011/10/31   16:05:20



–目次 4– –目次 5–

【火災事例 2】綿埃に起因する火災……………………………………………… …188
【火災事例 3】取扱い不適により出火した火災………………………………… …189
【火災事例 4】フィルターの目詰まりにより出火した火災…………………… …190
第 9 節　その他………………………………………………………………………… …193
1 　ガス溶接（断）器……………………………………………………………… …193
⑴　構造…………………………………………………………………………… …193
⑵　逆火…………………………………………………………………………… …201
⑶　安全器（逆火防止装置）…………………………………………………… …202
⑷　調査要領……………………………………………………………………… …204
【火災事例 1】アセチレン溶接器の逆火による火災…………………………… …205
【火災事例 2】ＬＰＧボンベの安全弁が作動した火災………………………… …207
2 　コーヒー焙煎機………………………………………………………………… …209
⑴　構造…………………………………………………………………………… …209
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …209
【火災事例】火のついた豆かすが着火した火災………………………………… …209
3 　ガス吸収式冷温水発生機……………………………………………………… …210
⑴　構造…………………………………………………………………………… …210
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …211
【火災事例】ガス吸収式冷温水発生機の爆発火災……………………………… …211
4 　ガスハンドトーチ……………………………………………………………… …214
⑴　構造…………………………………………………………………………… …214
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …215
【火災事例】ガスハンドトーチの接炎による火災……………………………… …215

第 2 章　石油燃焼機器… ……………………………………………………………… …216
第 1 節　液体燃料について…………………………………………………………… …216
1 　各種液体燃料の性質…………………………………………………………… …216
⑴　灯油…………………………………………………………………………… …216
⑵　重油…………………………………………………………………………… …217

第 2 節　各種石油燃焼機器の分類…………………………………………………… …219
1 　石油燃焼機器の分類と基本機構……………………………………………… …219
⑴　種類…………………………………………………………………………… …219
⑵　構造…………………………………………………………………………… …227
2 　石油燃焼機器の安全装置と制御装置………………………………………… …237
⑴　炎監視装置（炎検出器）…………………………………………………… …237
⑵　過熱防止装置………………………………………………………………… …239
⑶　不完全燃焼防止装置………………………………………………………… …240

新火災調査教本-本文.indb   5 2011/10/31   16:05:20



–目次 6– –目次 7–

⑷　対震自動消火装置…………………………………………………………… …241
⑸　給油時自動消火装置………………………………………………………… …245
⑹　空焚き安全装置……………………………………………………………… …247
⑺　温度調節装置………………………………………………………………… …248

第 3 節　出火危険と調査要領………………………………………………………… …250
1 　出火危険………………………………………………………………………… …250
2 　調査要領………………………………………………………………………… …250
⑴　使用立証に関する共通事項………………………………………………… …250
⑵　現象（経過）別……………………………………………………………… …251

第 4 節　石油燃焼機器別の調査要領と火災事例…………………………………… …258
1 　石油ストーブ…………………………………………………………………… …258
⑴　種類と構造…………………………………………………………………… …258
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …262
【レバー式タイプの使用立証】…………………………………………………… …263
【火災事例 1】可燃物接触による火災…………………………………………… …271
【石油ストーブ各部と周囲の温度測定結果】…………………………………… …271
【火災事例 2】使用中給油による火災…………………………………………… …273
【カートリッジタンクキャップの緩みによる燃焼実験】……………………… …274
【火災事例 3】ストーブを消火後に出火した火災……………………………… …275
【回り火（残炎）現象の再現実験】……………………………………………… …275
【火災事例 4】ガソリン誤給油による火災……………………………………… …281
【カートリッジタンク式石油ストーブのガソリン誤給油による
　発火機構】… ……………………………………………………………………… …283
【火災事例 5】無線電波により誤作動した火災………………………………… …283
【火災事例 6】燃焼筒の据え付け不良による火災……………………………… …286
【燃焼筒の据え付け不良による燃焼実験】……………………………………… …287
2 　石油ファンヒーター…………………………………………………………… …288
⑴　種類…………………………………………………………………………… …288
⑵　構造…………………………………………………………………………… …288
【石油ファンヒーター温風吹き出し口付近の温度測定結果】………………… …289
【火災事例 1】ガソリン誤給油による火災……………………………………… …291
【ガソリン誤給油による燃焼実験】……………………………………………… …292
【火災事例 2】気化器内のバルブスプリングの腐食による…

火災………………………………………………………………… …297
【火災事例 3】燃焼気化筒内に多量のカーボンが溜まって…

出火した火災……………………………………………………… …299
【火災事例 4】芯上下式ファンヒーターの火災………………………………… …300

新火災調査教本-本文.indb   6 2011/10/31   16:05:20



–目次 6– –目次 7–

3 　石油こんろ……………………………………………………………………… …304
⑴　構造…………………………………………………………………………… …304
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …304
【火災事例】維持管理不適により出火した火災………………………………… …304
【石油こんろの燃焼実験について】……………………………………………… …305
4 　業務用石油こんろ……………………………………………………………… …308
【火災事例】操作方法の不適により出火した火災……………………………… …308
5 　ボイラー………………………………………………………………………… …310
⑴　種類…………………………………………………………………………… …310
⑵　構造…………………………………………………………………………… …310
⑶　燃焼装置……………………………………………………………………… …318
⑷　安全装置……………………………………………………………………… …321
⑸　出火危険……………………………………………………………………… …321
⑹　調査要領……………………………………………………………………… …323
【火災事例 1】手動運転のため安全装置が作動しなかった火災……………… …323
【火災事例 2】サーモ基板の構造不良によって…

空焚きとなった火災……………………………………………… …325
【火災事例 3】石油温水暖房用ボイラーの火災………………………………… …328
【火災事例 4】ノズルの目詰まりで吹き返しした火災………………………… …329
6 　その他…………………………………………………………………………… …330
⑴　石油風呂釜…………………………………………………………………… …330
【火災事例 1】送油管接続口の緩みにより出火した火災……………………… …331
【火災事例 2】公衆浴場の営業用風呂釜の火災………………………………… …332
⑵　焼却炉………………………………………………………………………… …333
【火災事例】ペット焼却炉の伝導過熱による火災……………………………… …333

第 3 章　固体燃料を使用する機器… ………………………………………………… …336
1 　各種固体燃料の性質…………………………………………………………… …336
⑴　石炭…………………………………………………………………………… …336
⑵　コークス……………………………………………………………………… …338
⑶　練炭・豆炭…………………………………………………………………… …338
⑷　木材，木炭…………………………………………………………………… …339
2 　薪焚き風呂釜…………………………………………………………………… …339
⑴　構造…………………………………………………………………………… …339
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …340
【火災事例】火の粉が飛散して出火した火災…………………………………… …340
3 　ピザ釜…………………………………………………………………………… …341

新火災調査教本-本文.indb   7 2011/10/31   16:05:20



–目次 8–

⑴　構造…………………………………………………………………………… …341
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …343
【火災事例】アクアフィルターの点検口がずれていたため出火した火災…… …343
4 　煙突……………………………………………………………………………… …344
⑴　出火危険……………………………………………………………………… …345
⑵　調査要領……………………………………………………………………… …345
【火災事例】ごみ焼却炉の煙突に起因した火災………………………………… …346

資料　…………………………………………………………………………………… …348
資料 1　単位と記号……………………………………………………………………… …348
資料 2　事業者別ガスの種類…………………………………………………………… …350
資料 3　ガスグループ別供給ガスの組成……………………………………………… …353
資料 4　石油ストーブ・石油ファンヒーターのメーカーと型式略号……………… …354
資料 5　燃焼機器の社告状況…………………………………………………………… …356

新火災調査教本-本文.indb   8 2011/10/31   16:05:20




