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0「文化財建造物」の種類と防火対策

• 指定文化財(国宝・重要文化財等)
建築基準法適用除外・消防法適用・防火対策に補助
建物部材・内装等の防火対策は、保存と両立し難い

• 重伝建地区の「伝統的建造物」
建築基準法緩和(主に景観に係わる部分)・防火対策に補助
生活・活用しながらの防災→出火危険・類焼危険等

• 指定文化財工芸品等を収容する建造物
木造寺社等では、事実上、指定文化財と同様な目標で対策が
必要になるのではないか

• 登録文化財建造物
建築基準法不適格の場合も多い。部材・内装等による防火対
策が適している場合もある。



I 文化財建造物の火災の特徴

• 出火原因・パターンの特徴

• 被害の特徴



重要文化財建造物の月別火災件数

• 一般的な建物火災は冬に
やや多いのに対し、夏に
多くなっている。

• 花火による飛び火、訪問
者の増加に伴う出火など
が背景にある。

• 出火率は、年間、1500施
設に1件程度。火気を制
限する一般施設と同等か、
やや高い。
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重文建造物火災の出火原因

 

図 2.3-1 重要文化財建造物における火災の出火原

因 

●一般施設に比べて、
「放火・放火の疑
い」が占める割合
が大きい。
●こんろ等が殆どな
いのは、指定文化
財では、火気使用
を制限する傾向が
強いからであろう。



寺院、神社、民家の火災原因数

寺院 神社 民家

放火 16(43%) 7(30%) 0

飛火、花火 8(22%) 11(48%) 4(44%)

類焼 1(2.7%) 0 2(22%)

落雷 1(2.7%) 1(4.3%) 0

その他 11(30%) 4(17%) 3(33%)

合計 37(100%) 23(100%) 9(100%)
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放火 16(43%) 7(30%) 0

飛火、花火 8(22%) 11(48%) 4(44%)

類焼 1(2.7%) 0 2(22%)
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放火・飛火など、被害規模が大きくなりがちな火災原
因の占める割合が大きい。



文化財建造物火災における飛び火
の発生要因

• 草葺き、板葺きなど、植
物性屋根が被害を受ける
場合が圧倒的。

• 草葺きで、飛び火で引火
して内部で燃え拡がると、
消火が難しい。

• 放水銃だけでは不十分。

• 草葺き屋根内部の消火技
術を身につけているかど
うかで大きく違う。

 

図 1.2-3 飛火の内訳 
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吉志部神社本殿 （大阪府）
2008年5月23日午前4時頃 放火
の疑い
〇社務所で宮司の妻が気づいた
が既に手のつけられない状況
〇近隣住民が消防へ通報
〇木造平屋の本殿を全焼

放火被害の例

美濃輪稲荷神社本殿（静岡県）
2011年11月26日午後9時頃
３人の少年による放火

○神社のしめ縄等にライターで
火をつけた
○本殿は全焼



文化財(工芸等)のある建物の火災事例

焼失した重要文化財
「木造一遍上人立像」

宝厳寺本殿（愛媛県）
2013年8月10日14時頃出火

○住職（80）が火災を通報
○木造一遍上人立像（重文）焼失
○本堂内から出火、漏電の疑い



文化財の火災事例から考えざるを
得ないこと
• 文化財火災の出火原因には、放火の占める割合が大き
い。文化財管理者だけで放火を防ぎきれるものではな
い。地域・警察等の協力関係が重要

• 指定文化財以外を含め、歴史的木造建築は、現代の施
設に比べて、被害規模が部分焼以上になる可能性が大
きい。火災時には迅速な消火活動が求められる。
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• 小規模な文化財建造物では、強力な防災体制を構築す
るのが難しい。火災予防・消防訓練を含め、消防署・
消防団・近隣住民との関係構築も重要。



II 文化財の立地・防災体制から見た
火災の拡大要因

• 2019年パリ・ノートルダム大聖堂火災を契機に、日本の文
化財建造物の防災対策の実態が文化庁の音頭の下、調査さ
れた。

• 対象は、まず、世界遺産・国宝。次に指定文化財全般。

• 調査内容は、一般的な火災リスクの特徴、導入している防
災設備の内容、防災設備の管理状況、防災訓練・人数など、
防災体制に関わる内容。

• 指定文化財の多くが、火災リスクが大きいにも関わらず、
防災設備の管理状況や防災体制には問題が多いことなどが
明らかになった。

• 図は、「国宝・重要文化財（建造物）の防火設備等の緊急状況調査（ア
ンケート調査）」を引用しました。

• (https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1420029.html)



敷地周囲の状況

• 世界遺産・国宝は木造密集が2/3前後だが、保存地区の割合
が大きい。

• 指定文化財全体では半数が木造密集で、保存地区以外の占め
る割合が大きい。 図は文化庁調査(2019)から引用

木密(伝建等)

木密(伝建等以外)



飛び火による類焼危険

• 檜皮葺等、植物性屋根は、飛び火による類焼危険が大きい。
国宝の約半数、指定文化財全体の4割弱が、可燃性の屋根
材となっている。

図は文化庁調査(2019)から引用

可燃性屋根



自動火災報知設備(自火報)の有無

• 自火報は、指定文化財では義務設置(消防法)。但し、
空気管式が多いのではないか。

図は文化庁調査(2019)から引用



自火報・受信機の設置場所

• 受信機が、夜間等に無人になったり、常時人がいない
場所に設置されている場合がある。指定文化財全体で
は3割強も。

図は文化庁調査(2019)から引用

夜間等一時的に無人に 常時、人がいない
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①管理者の在住状況

・半数近くは管理者や人がいない時間帯がある

・敷地内在住は半数以下

→半数は、管理者が火災対応ができないケースが多い

常に人がいる
45%

無人の時間帯

あり 55%

敷地内在住

47%

敷地外在住

53%

奈良県小規模文化財寺社の防災管理体制



②管理者の駆付け時間

・47％は、管理者が即座に対応

・83%は、10分以内に対応

・17%は、もともと初期対応不可。

状況によっては34%が駆付不可。

→消防が早期に消火できる

ようにする仕組みを

整備していく必要性

敷地内在住

47%

徒歩10分

以内19％

自転車・車

で10分以内
17%

自転車・車10分超17%

奈良県の小規模文化財寺社の防災管理体制
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③管理者の高齢化率

・管理者の70％以上が高齢者

・40代以下は、10％程。今後、高齢化は更に進む

⇒管理者に火災対応を期待できない状態

奈良県の小規模文化財寺社の防災管理体制

20代

0.9%

30代

4.7%

40代

5.2%

50～64歳

17.5%

65歳～74歳

49.5%

75 歳以上

22.2%



Ⅲ 火災の拡大抑止のポイントを考える

• 大抵の部屋では、火炎が立
ち上がるような状態から室
全体が火の海になるまで､
せいぜい数分。

• そこまでは構造を問わない。

• 伝統木造は、室間の空気の
抜け道が多く、木材の表面
積も大きいため、その後、
建物全体が炎上し易い。

• 木造の脆弱性が顕在化する
前に対応・鎮圧する必要が
大きい。



火災の成長段階との関係で被害の抑え方
を考える

避難

消火活動

火災の状態

自分で消火 家族・近隣 自衛・公設消防 公設消防

出火からの時間の経過



119番通報前提の一般的な防災対策

火災覚知

避難

消火活動

火災の状態

自分で消火 家族・近隣 自衛・公設消防 公設消防

通行人等が煙等に気付く段
階

消防車が消防活動する段階



• 左は2015年の城崎温泉で発生し
た火災の消火活動中の写真。
多数の消防車が集められている。
これらの消防車は河川水を消火
に使っている。

• 天候は非常に静穏だったが、密
集した地区が2000m2以上、焼失
した。もし強風が左の方向へ吹
いていたら、大規木造建築物群
に延焼していただろう。

• したがって、消火の早期開始が
重要である。

大火事でどれくらいの消防車が必要？



災害が手に負える間に戦えるよう
にするには

• 消火器(3kg)で、このくらいまで
は鎮圧できる。

• そのためには何が必要か。

• 感知器の作動⇒消火までの間に、
燃焼が『鎮圧できる限界』に達
しない。
①覚知の早期化
②燃え拡がり難くする

• 正しく消火できる能力・環境・
操作性の確立

• フェイルセーフの仕組み



延焼する前に火災鎮圧できるよう、火災
覚知と消火活動を前倒しする

火災覚知

避難

消火活動

火災の状態

火災感知器で火災を覚知する

火災覚知後、近くにいる
人の協力でも消火できる

自分で消火 家族・近隣 自衛･公設消防 公設消防

119番のとき



火災覚知を早くする意義
• 一般的な消防防災対策では、火災を発見できるのは、煙
が建物から漏れるくらいになってからで、消防隊が駆け
つける頃には火事が大きくなっている、ということを想
定している。



火災覚知を早くする意義
• 一般的な消防防災対策では、火災を発見できるのは、煙
が建物から漏れるくらいになってからで、消防隊が駆け
つける頃には火事が大きくなっている、ということを想
定している。

• 火災感知器などで早く発見できれば、火事が小さいうち
に対処できる。早く対処すれば、汲み置きの水、消火器、
2号消火栓などでも消火できるだろう。高齢者の救助・
避難も、火災の早い発見が重要。消防署も対処し易い。
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• 火災感知器の信号は、火事に対処できる人がいるところ
に届かなければならない。



初期消火のタイミングと成功率(住宅)
(高齢者出火・住宅, 初期消火事例のみ,東京消防庁 2020)
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Ⅳ 出火を早く知って被害を小さくする
自火報・住警器の効果(東京消防庁,2020)

• 半焼以上になる割合は、自火報・住警器の有無で大きく違う。
自火報・住警器で、燃焼が小さい間に覚知して対応できるよう
にすることが大切。

• 文化財火災の半焼・全焼割合は「設置なし」に近い。
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出火を早く知って、早く消す
自火報・住警器の効果(東京消防庁,2020)

• 自火報・住警器が無いと初期消火できないことが多い。

• 初期消火自体ができていない割合も高い。発報しても不在・
聞こえない、などが原因か。
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火災感知器は、どの位の燃焼で作
動するのか? (住宅個室規模実験)

• 寝室で出火した時に、燃焼
がどう広がり、感知器がど
の段階で作動するか、実験
してみた。

• 住宅用火災警報器(住警器)
の煙式、熱式を天井に装着。

• 寝具、くずかごなどから出
火した場合を想定。



火災感知器は、どの位の燃焼で作動
するのか? (住宅個室規模実験, 寝具は防炎製品)

煙式住警器が作動 熱式住警器も作動(約14分後)



火災感知器は、どの位の燃焼で作
動するのか? (住宅個室規模実験)

• カーテン、寝具は、防炎
加工の有無が、火災拡大
にどう影響するかも検証。

• いずれも、防炎加工によ
り、着火や燃え広がりが
起こり難くなり、避難や
初期消火などを行い易く
する効果が大きいことが
示された。

• 指定文化財以外では、内
装の防火性能も、重要な
防火対策。



延焼する前に火災鎮圧できるよう、火災
覚知を前倒しする(公設消防等にも効果)

火災覚知

避難

消火活動

火災の状態

火災感知器で火災を覚知する

119番通報でも、
消火し易いうち
に消防開始でき
る

自分で消火 家族・近隣 自衛･公設消防 公設消防

高齢世帯・空家等では
自衛消防困難の可能性も



延焼する前に火災鎮圧できるよう、火災
覚知と消火活動を前倒しする

火災覚知

避難

消火活動

火災の状態

火災感知器で火災を覚知する

自分で消火 家族・近隣 自衛･公設消防 公設消防

消火できるまでの時間を稼げるよう、
火災・煙の拡大を遅らせる対策も重要



小規模寺院本堂にありがちな可燃物の
燃焼性状



小規模寺院本堂にありがちな可燃物の
燃焼性状



卒塔婆の燃焼性状も

• 鉛直可燃面に一旦、火がつ
くと、燃え拡がりが起こり
易い

• 卒塔婆は縦置きされるので、
燃え拡がり易いのではない
か?

• 特に沢山ならぶと、複数の
面の放射が干渉しあって燃
え拡がりが加速されそう。

• ところが実験してみると、
大して燃えない結果に。



重要文化財のお寺にもパイプ椅子が積
まれている。

• 法事に集まる人の高齢化
も進んでいる。床座でき
ないので、椅子が必要に
なっている。

• パイプ椅子一つあっても、
それだけで凄い火事にな
るわけではないかも。

• しかし、積んであると、
凄い燃え方になる。

• 椅子の隙間で燃え拡がっ
たりするので、消火もし
難い。



カップ麺も、段ボール入りで積んである。

• 意外なのが大量のカップ麺。

• 檀家のちょっとした集まり、
庭掃除・草取りのボラン
ティアの間食などに使われ
るのであろう。

• 麺のアブラ、麺がからんで
質量の割に表面積が大きい
状況など、火源として考え
ると不吉な感じがするので、
段ポールに入った状態で燃
やしてみる。



カップ麺も、段ボール入りで積んである。

• 麺のアブラ、麺がからんで
質量の割に表面積が大きい
状況は、火災安全上、確か
に嫌な燃え方に結びついて
いる。

• それ以外にも、色々、嫌な
ところが。。。

• だからといってカップ麺や
められないし、難しいとこ
ろ。



沖縄県 中村家住宅(重要文化財)

沖縄本島に現存する2件の木造文化財建造物の一つ。
元々、自火報(空気管)・放水銃は設置されていた。



沖縄県 中村家住宅(重要文化財)

首里城火災の後、屋内出火の対策を考え､特定小規模施設用自
火報(特小自火報)及び住宅用スプリンクラーを設置。特小自火
報の作動で、スプリンクラーのポンプ作動、消防通報。
特小自火報の利点は、設置性、維持管理の容易性



• 緊急警報共有システム(グルー
プモニタ)は、1996年、高山市
三町伝建地区ではじめて導入さ
れた。

• その後、伝建地区で増加してい
る。

• 高山は強い自衛消防組織で知ら
れている。その有用性は、グ
ループモニタで強化されている。

伝統的制服を身に着けたボラン
ティア消防士による放水

伝建地区での早期火災対応の取組



高山三町グループモニタの仕組み

• 火災感知器の信号を、数世帯で共有する。A宅で感知器
が作動すると、他の住宅では、A宅で感知器が作動した
との警報が出る。火災への早期対応を可能にしている。

• 現在は、無線式や無線式住宅用火災警報器を使用する
ものなど、多様化している。



•高山三町グループモニタの実績
1996年の設置開始から2019年までの発報・火災事例調査

• 火災報=13件、非火災報=35回

• 火災報13件中、8件は出火世帯で
消火、５件は近隣世帯が消火

• 非火災報率 35/48=73%

• 住民の評価 60%はプラス評価

• マイナス評価は、非火災報の多
い世帯。ややマイナスは費用。

• 出火率自体は高い。
図5 自宅での非火災報発生回数と行動の関係

正しい行動をした世帯
（9世帯）

不適切な行動をした世帯
（4世帯）

A宅 B宅 C宅 D宅 E宅 F宅 G宅 H宅 I宅 A宅 B宅 C宅 D宅

自
宅
で
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非
火
災
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発
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回
数
（
回
）
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5

数回
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…
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正のイメージ どちらかといえば正のイメージ どちらでもない

どちらかといえば負のイメージ 負のイメージ 無回答

15世帯（22%） 26世帯（38%） 13世帯（19%）

7世帯（10%）

5世帯（7%）

3世帯（4%）
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①直接通報方式の導入状況

義務設置施設 約2500件

任意設置施設

・住宅 137件

・住宅以外(文化財含む)1286件

→・80%近くが、福祉施設・病院

文化財は2％のみ
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③非火災報率の削減目標と方針

非火災報率

・高山72%、東京98％

→高山・桐生は感知器の設置時に、

設置場所や感知器の種類を決定

指導している、東京は一切なし

・桐生・高山と比較して

「故障」「蒸気」「その他」

の割合が高い

→設置時の指導

→感知器・システムの改良で

→当面、7割程度に抑えたい

不明
25.6%

故障

18.5％

誤り押下

13.2%

料理の火

8.8%

蒸気

5.3%

その他

28.6%

東京 高山三町 桐生

料理の煙 15.5% 50.0% 72.4%

故障 32.6% 0.0% 0.0%

誤り押下 23.3% 25.0% 6.9%

蒸気 9.3% 0.0% 0.0%

50.4% 25.0% 20.7%
その他(線香の
火、殺虫剤等）

消防自動通報方式 今後の課題



文化財建造物を火事から守っていく
ために

• 出火要因の管理を徹底する(火気・燃え易い可燃物)

• 火災を早く感知できるようにする(煙式感知器、未指定等で
は特小自火報等もコスパが良く、メンテナンスし易い)

• 文化財は、管理者だけで火事から守り抜くのが難しくなっ
てきている。近隣・消防団等との協力関係を築きたい。

• 将来は、火災感知器⇒消防署の直接通報が普及する可能性
も。但し、駆け付けに時間がかかるので、可燃物の整理等、
火事の拡大を遅らせる対策が必要。


