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Gard News 175 
2004 年 8 月/10 月号

 
海上火災の猛威に立ち向かう 

文：SMIT サルヴェージ社専務取締役 ハンス･ヴァン･ルーイ 
Facing the challenge of fire at sea 

By Hans van Rooij, Managing Director, SMIT Salvage B. V. 
 
ハンス･ヴァン･ルーイ氏が海上の火災を考察し､消火活動に役立つ手段をいくつか紹介します 

 
被災船舶の種類は？貨物の火災ですか、それとも

機関室/機器の火災ですか？これは救助者が海上

の緊急事態に対応準備をするとき､鍵となる質問

です。救助隊はそのような状況に備えて鍛えられ

ていますが、乗組員にとっては、話は別です。海

上火災は恐怖の体験です。乗組員が退船せざるを

得ない状況もあるでしょう。救助者は乗組員が離

船したかどうかを確認します。もし乗組員が本船

上に留まっていて、事態はまだ手に負える状態で

あれば、火災の広がりを最小限に留められるよう

に乗組員を配置することができます。 

 
火災個所が船首であれば､船尾を風上に向けるの

が正しい防護手段です。一方火災個所が船尾であ

れば、炎が本船に広がらないよう､船首を風上に

向けておかなければなりません。本船から全員退

船した場合は､火災の防御位置を決定するのは､

現場に到着するタグにとって最優先の仕事です。 

 
救助者の消火戦術は船舶の種類、貨物の種類、そ

して勿論具体的な状況によって決められます。一

般化するのは危険ですが、タンカー、コンテナ船、

その他特殊な種類の船舶の火災はそれぞれに応

じた対応策が必要です。貨物の中には火に対して

特異な性質を持ったものもあります。例えば綿花

です。火災現場の船倉から綿花のこりを取り出し、

半時間ばかり水に浸しておいても､再び空気に触

れるや否やほとんど瞬時に再発火します。くすぶ

った火は厄介なものなのです。石炭やカカオは､

空気の含有量が多く､長時間くすぶり続けるので

非常に消火しにくい貨物です。 

 
客船での火災 

 
大型客船の火災の消火活動は救助者にとっても

稀で､むしろ事後の船骸撤去関連の方が多いので

す。理由は単純明快です。客船では大抵の場合､

小さな火災も急激にかつ広範囲に広がり､救助者

の出る幕が無いのです。一例としてあげられるの

は 1990 年のスカンジナヴィアン･スター号での

火災です。最初は小規模な火災で､容易に消火で

きるはずでした。ところが意に反して火は燃え広

がり､全損になりました。要因のひとつは､本船の

非常時対応チームの何人かが備えられていた防

護服を着用しなかったことです。 

 
客船には何百人（場合によっては何千人）もの人

が乗船しています。どうしても火災の場合には必

然的に混乱が生じます。乗組員の消火活動や緊急

時対応の訓練の度合いも様々です。このような点

も救助者にとっては大きな懸念です。 

 
過去 25 年間に全損の結果となった客船の火災の

中には､1980 年アラスカ海域でのプリンセンダ

ム号と､1995 年ソマリア沖でのアチル･ラウロ号

の事例があります。ともに機関室の火災でした。

両船とも､救助者の本格的な介入を待たずに沈没

してしまいました。ほとんどの場合､船体の傾斜

が進み、火災のため舷窓が閉まらず、浸水が速度

を速め、やがて本船は横様に転覆します。 

 
客船は､消火活動の放水によって浸水することも

あります。レオナルド・ダ･ヴィンチ号（1980 年、

ラスペチア）とフィエスタ号（1992 年、ピレウ

ス）の喪失の原因はこの浸水によるものでした。

両船はともに沈没しましたが、消火活動の水に船
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体の安定性を奪われたためです。フィエスタ号の

場合は現地の消防隊が岸壁に出動して消火活動

を開始しました。大量の水がフィエスタ号にむけ

て噴射されました。本船は傾斜し、舷窓から水が

侵入しました。フィエスタ号は横様に転覆し、消

防隊の到着から 1 時間ばかりで水面下 30 メート

ルに沈みました。消火活動は確かに成功しまし

た！救助者は船骸撤去作業を行いました。言うま

でも無いことですが、船舶は建物ではありません。

海上の消火活動は陸上のそれとは異なるので

す！ 

 
タンカーの火災には大規模な対策が要求される 

 
タンカー火災はあまりしばしば発生しませんが、

発生した時は大規模な対策が要求されます。素早

い対応が大きな鍵となります。タンカーの火災は

時間がたつほど､船体の機能が広範囲にわたって

作動しなくなり､全積荷の移動が不可能になる可

能性が高まります。 

 
最も大切なのは、十分な消火機材を配備すること

ですが､大型タンカーの火災では､火との境界を

数日かけて十分に冷却してからでないと粉末消

化剤を使用しても成功しないことがあります。熱

した鋼鉄の壁や骨組みは粉末消化剤をたちまち

気化してしまうからです。鎮火後も熱した鋼鉄の

船体が再燃することは十分考えられますし、さら

には爆発を起こすこともありえます。 

 
「粉末消化剤による攻撃」の目的は空気を遮断し

て消火することです。よく粉末が使用されるので

すが､鎮火するよりは延焼を防止するための防衛

手段なのです。 

 
炎上中のタンカーに乗り込むのは勇気のいるこ

とです。しかし､貨物を積んだタンカーが座礁す

るのを防ぐためにタグボートを繋がなければな

らない場合、選択肢はありません。この状況では

乗船チームは作動するバルブがあればすべて閉

じるなど、燃料が火元に向かわないようにあらゆ

る努力をします。甲板上を進む間､彼らに「水の

カーテン」を浴びせかけて強烈な輻射熱から防御

することが欠かせません。 

 
どんな火事にも三つの要素があります：酸素、燃

料､火元です。救助者は当然､この「火事の三角形」

を断ち切るために酸素や燃料を排除する道を探

ります。機関室のような内部火災は閉鎖された空

間なので､人を退避させ､密閉して CO2 を充満さ

せ酸素を排除することができます。対照的に､外

部の火災では燃料の類を除去することが唯一の

選択肢です。 

 
燃料や貨物を積載したタンカーの大規模な火災

では､優先順位は火との境界を冷却し、燃料油を

減らすか､できれば火元から隔離して新たな火元

とならないようにして､まず状況を統制下に治め

ることです。 

 
貨物を積んだタンカーが関係する衝突事故では､

初期に大量の油の流出が起こる可能性がありま

す。もしこれに引火すれば大火災が起こり、船舶

はそのまま航行を続けないと焼失してしまいま

す。流出した積荷が炎上する火の海の中に立ちつ

くして死傷者をだすことは許されません。 

 
原油火災に関連しては特徴的な危険が多数あり

ます。「煮えこぼれ」もそのひとつです。これは､

炎上中のタンクの中にある原油の表面にクラス

トと呼ばれる硬い表皮が形成されたときに起こ

ります。クラストはより軽い破片を取り込んで次

第に重くなってゆきます。やがて下部のより温度

の低い油の中に沈下してゆき､火災を「再発」す

るのです。クラストが非常に深く沈下すると､水

の層に到達することがあります。水は瞬時に気化

し、煮えこぼれが起きます。炎と煮えたぎる油が

あらゆる排気口から噴出し、生命を脅かします。

経験を積んだ救助の専門家なら､煮えこぼれの初

期の兆候を感知できるでしょう。しかし、煮えこ

ぼれはほとんど､または全く兆候がなく起きるこ

ともあるのです。 

 
コンテナ船火災に挑む 

 
コンテナ船関連の火災は非常な困難を伴います。
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救助隊はありとあらゆる事態に即応しなければ

ならないといってよいでしょう。過去 10 年間に

建造されたコンテナ船は非常に大型になってい

ますし､当然貨物にも危険かつ有毒な物質が入っ

ています。危険な貨物を識別し探し出すには時間

がかかります。その上なお「不当申告」の心配が

あります。「不当申告」の乱用は、荷送り人が適

正な運送費用の支払いを免れたいために起こる

のです。不当申告は救助活動において人命を脅か

すことにもなります。 

 
特殊な貨物に関連した独特の問題もあります。最

近の例は次亜塩素酸塩カルシウム（UN No.2880, 
IMDG Class 5.1 –  酸化物質）です。1990 年代の

終わりごろ、コンテナ船の火災が続発しました。

これらのコンテナ船には､共通点がひとつありま

した。（飲料水とプールの水を処理するために用

いられる）次亜塩素酸塩カルシウムの運送です。

これは不安定な物質で､分解して高熱を発するこ

とがあります。危険性は周辺の気温と梱包のサイ

ズに左右されます。例えば、ダブルボトムにある

燃料油の加熱によって船倉の温度が上昇するな

どして、制御不可能な自家発熱が起こることもあ

ります。 

 
救助の黄金律のひとつは､状況の悪化を阻止する

ことです。適正な選択が求められます。直ちに消

火を試みるよりは、発火元を冷却するほうが適切

な場合もあります。コンテナ船の火災では、冷却

水の量は非常に多量になります。例えば 1990 年

代に､クルーズ船ノールウエージャン･ドリーム

号と衝突の後大火災が発生したエヴァー・ディー

セント号では､10 万立方メートル以上の冷却水

が必要でした。 

 
コンテナ船の火災では特殊な問題が生じます。外

部の火災は比較的単純ですが、コンテナ内の火災

は全く異なります。不幸にして、使われている梱

包材はいまだにほとんどが非常に可燃性の高い

物で､有毒な煙とガスを発生させます。最近の､

間隔を詰めた積み付け法では､問題のコンテナに

接近することもままなりません。コンテナはたや

すく相互に熱を伝導しあうので､大々的な冷却プ

ランが欠かせません。実際 1 区画のスタック全体

が「一体」のように働き、絶えず大量の水を洪水

のように浴びせ続けないと全方向に延焼するの

です。もし衝突時の力がスタックを圧迫したり、

著しい傾斜で火が「上方に」延焼したりすると、

状況は更に深刻になります。 

 
その上、最近のコンテナ船はほとんどが荷降ろし

の手段を備えていません。救助者はコンテナにと

どく高さと作業範囲をもったクレーン船を動員

できなければなりません。最新世代のコンテナ船

の大きさを考えただけでも、非常に大型の二股ク

レーンを配置しなければならないということで

す。コンテナ船のサイズが巨大化するに連れてこ

の問題はますます深刻になっていきます。 

 
危険な化学物質に対処する 

 
危険な化学薬品がからむ火災に直面した場合、ま

ず正確な情報を把握することが欠かせません。物

質が特定されさえすれば､ほんの数分で該当の危

険な化学薬品に関する対応情報が引き出せます。

この情報によって救助者は適切な装備を手配す

ることができます。その中には､PPE (personal 
protective equipment)と呼ばれる､救助隊員を保護

する人命防具も含まれます。最近の PPE は防ガ

ス作業服など､優れた防護力を持った､水準の高

いものです。 

 
そのような装備を手配することは､ro-ro 船のジ

ョリー･ルビノ号のような惨事の場合不可欠です。

この船では 2002年 9月に火災が発生し､乗組員は

離船を迫られました。2 日後にジョリー･ルビノ

号は南アフリカ海岸にある世界遺産指定地の直

ぐ近くで座礁しました。座礁とともに、この事故

では数回の爆発が起き、濃い煙と化学ガスが噴出

しました。消火活動にも､続く汚染物質の除去に

も耐薬品作業服と呼吸具は不可欠でした。 

 
危険物質に関しては物理的特質の情報や保健と

環境に関するデータを提供するデータ・ベースが

あります。CHEMDATA は 2 万件ばかりの化学物

質と適切な対応/PPE の注意情報を保有していま
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す。ISIS は毒物学のデータ･ベースで、VOICE は

危険な化学濃度を感知する技術を主眼としてい

ます。 

 
火災の鎮火後も､注意深く作業体制を維持しなけ

ればなりません。その段階では､多様な危険物質

の除去が必要でしょうし、汚染の処理も必要です。

時には､危険化学物質は危険度に応じていくつか

のグループに分類されます。PPE は､危険度の低

い物質にははゴム長靴と手袋、ゴーグルと使い捨

て作業服から､より危険度の高い化学物質には､

正圧の耐薬品性ガス作業服まで､幅広く処方され

ています。 

 
新技術 

 
新しい海上火災対応技術は緊急対策の形を変え

ようとしています。最も目立った例は消火のため

の「冷却剤」の出現です。新製品のひとつピロク

ール（Pyrocool）は 10 年前に SMIT が始めて使用

しました。ボスポラス海峡でナッシア号というタ

ンカーが衝突した後発生した大火災を消火する

ためでした。 

 
これらの薬剤は従来の意味での消火用泡沫では

ありません。酸素成分ではなく、火の熱成分に対

抗する作用をします。冷却効果は再発火の危険を

大きく減少させます。本質的には冷却剤は燃焼の

過程が進行するのを阻むのです。初期のピロクー

ル実験では､マグネシウム火災の温度が 30 秒で

1,700゜C から 33゜C まで下がったことがありま

す。その後もあらゆるクラスの火災（A クラス：

個体可燃物、B クラス：可燃性液体、C クラス：

可燃性気体､D クラス：金属火災）について実験

が続けられました。すべての事例で急激な温度の

低下が達成できました。ピロクールはエヴァー・

ディーセント号などコンテナ船火災でも用いら

れ、成功を収めています。 

 
強力な冷却剤の出現は消火活動の方針に影響を

及ぼしました。消防隊は冷却剤の使用に適合した

状況であれば､今までよりも積極的な消火戦術を

取ることができ､しかも安全でいられるようにな

りました。強烈な輻射熱が生命を脅かすような至

近距離での消火活動もできるようになったので

す。更にこれら新しい冷却剤は水の使用がより少

なくてすみ､船舶の安定性が心配な場合大きな利

点です。加えて、居住区、液体炭化水素、コンテ

ナの火災では早期の消火が鍵ですが、巨大なコン

テナ･スタックでは熱伝導の防止が成功を左右す

る要因となる場合があります。 

 
この他開発中の新しい消火技術には伸縮マスト

があります。これによって消防士は燃え盛るコン

テナ･スタックの上方でも活動することができま

す。また､コンテナにドリルで穴を開け､泡沫/水
を注入できるような､遠隔操作による消火活動も

研究中です。 

 
環境意識が著しく高まった今日、救助活動で発生

する排水の処理に対して新規規制がしかれてい

ます。消火活動では膨大な量の汚染排水が発生し

ます。今ではいかなる排水も､たとえ廃蒸気中の

汚染物質がゼロに近くても、排出許可を得ること

が難しくなっています。適切な､高流量の可動式

排水装置がないため､LDS(Legal Discharge System 
= 合法的排水装置)が開発されました。これは汚

染物質に物理学的、化学的､生物学的処理を行い､

同時に放出汚染限度を遵守していることを示す

データの記録も行うものです。 

 
編集後記 
ある新しい消火具のメーカーは､自社製品で火災

と水による損害を大幅に軽減できると主張して

います。この消火装置は水圧（150－300 バール）

と研磨剤を組み合わせたもので､ほとんどの材質

のものを数秒で切断し、内部の燃焼している空間

に冷却力と消火力の高い霧状の水を注入するも

のです。主張によると、消防士はこの道具を使っ

て 15センチの厚さのコンクリート壁を 60秒余り

で､普通の船体ならば 20－30 秒で貫通すること

ができるとのことです。使用時の事故防止のため

に、使用者には高度の訓練が必要と思われます。 

 
この装置は今まで陸上での使用に全世界で 15 か

国に売られましたが、海上用のものも開発された
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のです。さらにメーカーは､この装置は海洋構造

物にも適用できるといいます。可燃性や爆発性の

気体をタンクやパイプラインから取り除くため

に､タンクに出入り口の穴をあける道具も市販さ

れています。切断具の遠隔操作で人身の安全が確

保されるとのことです。 

 
www.ccs-cobra.com.で追加情報をご覧いただけま

す。 

 
 


