
 
平成１９年５月３０日  

消 防 庁 

 

 

平成１９年度消防防災機器の開発等及び消防防災科学論文募集  
 

 

総務省消防庁では、消防科学・技術の高度化と消防防災活動の活性化に寄与することを

目的として、「平成１９年度消防防災機器の開発等及び消防防災科学論文」を募集いたしま

す。 

なお、募集の詳細につきましては、募集要領（別紙）をご参照ください。 

 

【募集の範囲】 

(１) 消防防災機器の開発・改良 

消防防災活動において活用するために創意工夫された機器等だけでなく、特許・実

用新案などの権利のある発明も含みます。 

(２) 消防防災科学に関する論文 

消防防災活動における問題点を技術的な観点から解決あるいは考察した内容で、消

防防災分野で活用が期待できるものとします。 

【表彰及び賞】 

審査の結果、優秀な作品には表彰状および副賞を消防庁長官より授与します。 

【締め切り】 

平成１９年９月１４日(金) 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

消防庁消防大学校消防研究センター 

研究企画部 : 山田、岩田 

TEL：０４２２-４４-８３３１ 

FAX：０４２２-４２-７７１９ 

E-mail: hyosho2007@fri.go.jp 



 

平成１９年度 

消防防災機器の開発等及び消防防災科学論文募集要領 

総務省消防庁消防大学校 
消 防 研 究 セ ン タ ー 

1. 趣旨 

消防科学・技術の高度化と消防防災活動の活性化に寄与することを目的として、優秀な消防防災機器の

開発・改良及び消防防災科学に関する論文を消防庁長官が表彰する制度です。 
 

2. 主催 
総務省消防庁 
 

3. 募集の範囲 
(1)消防防災機器の開発・改良 

消防防災活動において活用するために創意工夫された機器等だけでなく、特許・実用新案などの権

利のある発明も含みます。 
(2)消防防災科学に関する論文 

消防防災活動における問題点を技術的な観点から解決あるいは考察した内容で、消防防災分野で活

用が期待できるものとします。 
 

4. 応募者の区分 
応募者の区分は、次の通りです。 
(1)消防吏員もしくは消防団員、又はそれらのグループ（消防防災に係わる職員を含む。） 
(2)(1) 以外の個人もしくはグループ 

 
5. 応募作品 

(1)「消防防災機器の開発・改良」の場合 
・新規に開発・改良されたもの。（ただし、市販化しているものは、平成 14 年 4 月 1 日以降のものに限

る。） 
(2)「消防防災科学に関する論文」の場合 
・新規に著されたもの。（ただし、雑誌等に掲載されたものは、当該雑誌等の発行が平成 16 年 4 月 1 日

以降のものに限る。） 
なお、(1)及び(2)ともに、過去に応募したものと同一の作品あるいは他機関の表彰等への重複応募作

品は対象外とします。また、応募作品は返却しません。 
 

6. 応募の様式 
所定の様式により、日本語で作成したものとします。 

 
7. 表彰及び賞 

(1)表彰状及び副賞を授与します。 
(2)表彰作品の点数は次のとおりです。 

①優秀賞 
消防防災機器の開発・改良   10 点以内 
消防防災科学に関する論文   10 点以内 

②奨励賞 
消防防災機器の開発・改良及び消防防災科学に関する論文   2 点以内 

 



 

8. 作品の評価のポイント 
技術的、学術的な創意、工夫を有するもの、先見性を有するものを積極的に評価します。 

 

9. 表彰者の発表 
平成２０年 1 月中に表彰者を決定し、発表します。なお、表彰者には直接その旨を通知します。 
表彰作品は消防研究センターの機関誌「消研輯報」及び消防研究センターホームページに掲載します。 
 

10. 応募の方法 
下記あて先に郵送または電子メールにて送付のこととします。 
 

11. 受付締切日 
平成１９年９月１４日(金)（郵送の場合当日消印有効、電子メールの場合締切日内に到着したもの) 
 

12. あて先及び問い合わせ先 
総務省消防庁消防大学校消防研究センター 研究企画部 
〒182-8508  東京都調布市深大寺東町 4 丁目 35 番 3 号 
電話 0422-44-8331(代表)   FAX 0422-42-7719 
消防研究センターホームページ http://www.fri.go.jp/ 

メールアドレス hyosho2007@fri.go.jp 

 



 

応募様式 

 

 様式の違反は減点の対象となります。以下の内容を熟読の上、様式に沿った作品の提出をお願いします。  

 

応募作品は、1.表紙、2.概要、3.本文、4.図表、5.写真で構成されるものとする（下線のものは必須）。 

A4 判(縦長)用紙を使用し、横書きとする。 

 

「消防防災機器の開発・改良」(以下(A)とする)、「消防防災科学に関する論文」(以下(B)とする)の記のな 

いものは(A)(B)共通事項とする。 

 

1.表紙（必須。以下の六つの項目について記載すること。） 

1-1 応募の範囲 

(A) 開発・改良 

(B) 科学論文 

1-2 応募者の区分 

(1) 消防吏員、消防団員の個人、またはそれらのグループ（消防防災に係わる職員を含む。） 

(2) (1)以外の個人またはグループ 

1-3タイトル 

(A) 開発・改良の名称 

(B) 科学論文の題目 

1-4 氏名(ふりがな付き) 

1-5 所属先名、部署名(ふりがな付き) 

1-6 連絡先(勤務先･自宅かを明記) 

郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、ｅメールアドレス（任意） 

（連絡担当者が応募者と異なる場合、応募者と併せて連絡担当者についても記載のこと。） 

 

2.概要（必須） 

・1枚とする。 

・「概要」と頭書する。 

・応募の区分に応じて求められている事項を記入すること。 

(A) 次の 4点について記入すること。 

(1) 開発・改良の名称 

(2) 機器の利用分野 

(3) 開発・改良以前の問題点 

(4) 開発・改良による効果 

(B) 次の 2点について記入すること。 

(1) 論文の題目 

(2) 要旨 

 

3.本文（必須） 

・枚数制限 

(A) 4 枚以内 

(B) 8 枚以内 

・手書き、ワープロ使用の別を問わない。 



 

・一枚 1050 字詰め(35 字/行、30 行/ページ)とする。 

・(A)「開発・改良の名称」、(B)「論文の題目」を頭書する。 

・氏名、勤務先等は記入しない。（重要！） 

・図表、写真を本文中に挿入しない。(図表、写真は別に添付する。「4.図表」「5.写真」を参照。) 

 

4.図表（必須） 

・(A) 図は必ず添付し、必要に応じて表を添付する。 

・(B) 必要に応じて図表を添付する。 

・A4 判(縦長)用紙を使用する。(1 枚の用紙に複数の図表の貼付も可。) 

・「図表」の枚数の制限については最後にある注意書きを参照。 

 

5.写真（任意） 

・必要に応じて写真を添付する。 

・A4 判(縦長)用紙に貼付する。(1 枚の用紙に複数の写真の貼付も可。) 

(ゼロックスによるコピーは不可) 

・デジタルカメラで撮影したものを普通紙に出力したものでも可。 

・「写真」の枚数の制限については最後にある注意書きを参照。 

 

 

注）図表及び写真の枚数の制限について：図表及び写真はあわせて、A4 判用紙 4枚以内とする。 



 

作成例 

 

 

「消防防災機器の開発・改良」(以下(A)とする)、「消防防災科学に関する論文」(以下(B)とする)の記の 

ないものは(A)(B)共通事項とする。（用紙はすべて A4 判を使用） 

 

【表紙】 

1 枚 
 

【概要】 

1 枚 

【本文】 

(A) 4 枚以内  (B) 8 枚以内 

 

応募の範囲：(A)「開発・改良」 

：(B)「科学論文」 

 

応募者の区分：(２) 

 

(A)「・・・の開発」 

(B) ｢・・・問題について｣ 

氏名：消 防
しょうぼう

 太郎
た ろ う

 

所属先：消 防
しょうぼう

研 究
けんきゅう

センター 

研究企画部
けんきゅうきかくぶ

 

連絡先(勤務先) 

〒182-8508 

東京都調布市深大寺東町 4-35-3 

TEL: 0422-44-8331(代) 

Fax: 0422-42-7719 

e-mail:hyosho@fri.go.jp 

  

「概要」 

 

(A) 

 (1) 開発・改良の名称 

「・・・の開発」 

 (2) 機器の利用分野 

  「救急救助」（例） 

 (3) 開発・改良以前の問題点 

□□□・・□□□ 

 (4) 開発・改良による効果 

□□□・・□□□ 

 

(B) 

 (1) 論文の題目 

「・・・の問題について」 

(2) 要旨 

□□□・・□□□ 

 
35 字 

 
(A)「・・・の開発」 

(B) ｢・・・問題について｣ 
 

□□□・・・・・□□□ 
□□□・・・・・□□□ 

・ 
・ 
・ 

 (30 行) 
・ 
・ 
・ 

□□□・・・・・□□□ 
□□□・・・・・□□□ 

 

【図表】  【写真】 【写真】 

 

 

 

図１ ・・・・ 

 

 

   

   

   

   

表１ ・・・・ 

 

  

 

 

写真１ ・・・・ 

 

 

 

写真２ ・・・・ 

 

 

 

 

写真３ ・・・・ 

 

 

注）図表および写真は A4 判用紙 4枚以内とする。（上記作成例では、図表および写真は 3枚である） 



参考 
 

平成１８年度「消防防災機器の開発等及び消防防災科学論文に関する表彰」選抜作品概要 

 

１ 優秀賞（８編） 

Ａ: 消防吏員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良（４編） 

（１）頸椎固定器具の改良について 

金子 亮一（川越地区消防局）

従来の頸椎固定器具は不透明な素材を用いているが、この本体を透明にし

たことにより、頸椎固定後も継続して頸部の観察を可能にし、また容体の急

変時には装置を装着したまま気道を確保できるようにしたもの。 

（２）照明付瞳孔ゲージの開発 

小松 浩二、吉田 忠司、北野 佳則（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部）

従来の瞳孔観察は瞳孔ゲージと検眼ライトの両器具を必要とすることか

ら一人で行うことができなかったが、瞳孔ゲージに、LED を用いた照明回路

を内部に組み込んだ検眼ライトをつけることにより、瞳孔観察が一人で行え

るようになり、より短時間かつ正確に測定できるようにしたもの。 

（３）ホースラインや歩道の段差等を安全に乗り越え可能なホースカーの改良 

岡野 恭哲、柴田 利尚、北岡 二朗、佐々木 靖浩（京都市消防局）

従来のホースカーは先着消防隊の延長したホースラインや歩道の段差等

が障害となったが、これに補助輪を装着することによって、より安全・容易

にこれらの段差を乗り越えることができるように改良したもの。 

（４）聴覚障害者用住宅火災警報器の付属装置の開発について 

齋藤 敏広、宇佐美 明香（京都市消防局）

室内に於いて容易に移動可能で、しかも安価な、聴覚障害者のための住宅

火災警報装置として、従来の装置に市販の安価な無線式チャイムやリレース

イッチ、バイブレーターなどの付属装置をつけることによって、光と音、振

動によって火災を知らせることを可能としたもの。 

 

Ｂ: 消防吏員・消防団員等による消防防災科学論文（２編） 

（１）ガスこんろの過熱防止装置と天ぷらなべ火災に関する考察 

谷村 良明、西村 浩二、伊藤 麻美子（京都市消防局）

天ぷらなべ火災に効果的と考えられているガスこんろの加熱防止装置だが、この装置がついていて

も、火災の発生している事例を鑑み、所管の事業所・勤務者からの 1,200 部のアンケートを元に、装

置と火災との関係を分析している。その結果から、センサーのついていない方のバーナーをうっかり

使用している場合も多いなどの現状をあげ、装置付きこんろの有効性を市民にもっと啓発すべき必要

性があると提案している。 



 

（２）防火かるたを活用した子どもワークショップの手法について 

堂前 義紹、福田 真由子、池田 ひろみ、牧 文明（京都市消防局）

子ども向けの「防火かるた」の作成や、文字を読めない子どもたちのための電子データ補助器材を

活用する「子どもワークショップ」の手法の考案などの紹介と、その効果についての検証をしたもの。

それぞれのアンケート調査や指導結果から、防火指導に高い効果をもたらすことができると提案して

いる。 

 

Ｃ: 一般による消防防災機器の開発・改良（２編） 

（１）水道水を利用した住宅用スプリンクラー設備の開発 

清水 信博（株式会社大昭商事）

従来の住宅用スプリンクラー設備では、生活水を使用している際の火災発

生時にはその使用水の遮断が出来ず、十分な水量を確保できない場合があっ

た。そこで独自のコントロールバルブの開発により動圧状態でも生活水を完

全に遮断し、水道水の全量を消火に活かせるようにしたもの。 

（２）屋外用炎検出器の開発 

相澤 真人（ホーチキ株式会社）

従来の屋外用炎検出器は誤作動源に影響を受け火災のみを検知すること

が困難であり、配線作業も煩雑で施工性に難点があった。そこで、赤外線 3

波長方式のセンサーを搭載することで炎以外の誤作動を排除し、また、電源

供給を電池方式、炎検出警報などの移報出力を無線方式とすることで無配線

化することを可能にした、屋外用炎検出器を開発したもの。 

 

 

 

Ｄ: 一般による消防防災科学論文（対象無し） 

 

２ 奨励賞（２編） 

 

（１）呼吸管理補助器具の考察について 

村本 満昭（備北地区消防広域行政組合）

従来からの BVM（バックバルブマスク）による呼吸管理は、確実・適切・

有効になされているかの確認が難しいものであるが、この器具の呼気排出口

に、呼気が通ればライトが点灯する呼気管理補助器具（フィットマン）を取

り付けることによって、誰でも容易に呼吸管理ができるように開発したも

の。 

（２）住宅用火災警報器は高齢者世帯にどこまで有効か 

南田 美貴男（京都市消防局）

住宅用火災警報器の設置が義務化される中、所管の火災事例 55 件を抽出し、警報器が基準通りに設

置されていればどのような展開になっていたかを、健常者と高齢者の場合に分けて模擬実験し、その

効果が高齢者にどこまで有効かを検証したもの。高齢世帯には近隣者にいち早く出火を知らせる戸外

ブザーなどの装置や近隣住民の啓発こそが有効として提案するもの。 

 


