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「護衛艦「しらね」の火災事案について」の概要

１ 火災発見日時、場所
(1) 火災発見日時
平成１９年１２月１４日（金） 午後１０時１９分頃
(注１) １１月２９日（木）から１２月１３日（木）まで中間修理に従事し、１２月１５日（土）には第
１護衛隊群の群訓練に参加するため出港の予定であった。

(2) 場 所
横須賀地区に停泊中の「しらね」のＣＩＣ（戦闘情報センター）
２ 艦船事故調査委員会と横須賀市消防局との関係等
１２月１５日(土)に海上幕僚監部監察官を長とする艦船事故調査委員会を設置。
艦船事故調査委員会と横須賀市消防局は、出火場所が保全区画（注２）であることから、
艦船事故調査委員会が火災原因の調査を実施すること及び艦船事故調査委員会の火災原因
の調査に横須賀市消防局が協力すること並びに火災原因の調査結果等を艦船事故調査委員
会から横須賀市消防局に通報することで合意。
また、警察と警務隊の捜査上の関係については、出火場所が自衛隊の使用する艦船であ
ったことから、自衛隊と警察との協定(36.6.8)に基づき横須賀地方警務隊が捜査を実施。
（注２）「保全区画」：許可を受けない者の立入りが禁止される区画

３ 火災発見前後から鎮火までの状況
(1) 発見前の状況
ア 午後８時頃ＣＩＣ内で出港の準備作業を行っていた電測員（注３）３名は作業を終え、
退室（２名が先に、次に１名が退室）
。この際、電測員のうち１名（保全当直員）は、
最後に退室した電測員に左舷後部脱出口を閉めたと述べ、さらにその他のドアの施錠
を指示した。また、指示を受けた電測員は、右舷前部入口ドアは施錠されていると誤
って思い込み、自分が退出した右舷後部入口ドアは、施錠をしたか否かの記憶はない
と証言。
イ 午後８時４５分頃に当直士官である航海長が、午後９時頃に飛行士が、午後９時３０
分頃に射撃管制員がそれぞれＣＩＣ右舷前部入口ドアを解錠することなく開け、
ＣＩＣ
内に入り書類を配布。また、右舷後部入口ドアは、消火活動の際、解錠することなく開
けている。したがって、右舷前後部入口ドアは施錠されていなかったものと判断。
なお、左舷後部脱出口も消火活動の際、電測員長が外側から開閉ハンドルを前後左右
に強く振動させることを何度か試みることにより開けており、
閉鎖ロックピンの挿入が
確実になされていなかった可能性が高い。
ウ ＣＩＣ内に入った航海長等の３人は、
「室内は無人で室内灯が点灯、火災につながる
ような異常はなかった」旨を証言。
（注３）「電測員」：ＣＩＣにおいて、主としてレーダー等の情報の収集、作図、整理及び配布等を行う。

(2) 発見時の状況
午後１０時１９分頃、ＣＩＣ機器室においてＣＩＣ左舷後部入口に続くラッタル(階
段）から降りてくる煙を視認した乗員が当直士官に報告。
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(3) 発見時の報告、通報等
ア 部 内
火災発見時、部隊等が実施した報告は次のとおりである。
午後１０時２５分頃：第１護衛隊群司令部に報告
午後１０時３３分頃：艦長に報告（注４）
午後１０時４５分頃：自衛艦隊司令部から海幕オペレーションルームに報告
午後１１時０３分頃：海上幕僚長に報告
１２月１５日（土）
午前 ０時００分頃：海上幕僚長から防衛大臣に報告
（注４）官舎において火災発生の報告を受けた艦長は、午後 11 時 07 分に帰艦し、以降消火活動の指揮
を執った。

イ 部 外
横須賀地方総監部が実施した、部外への通報等は次のとおりである。
午後１１時３０分頃：海上保安庁第３管区海上保安本部に通報
午後１１時３０分頃：付近住民の通報による横須賀市消防局からの問い合わせを受
け「しらね」火災の状況を説明
（午後１１時４０分：横須賀市消防局が横須賀警察署に通報）
１２月１５日（土）
午前 ０時５８分頃：神奈川県庁に通報
午前 ２時３７分頃：横須賀市役所に通報
なお、
「しらね」は、部外への通報を実施していない。
(4) 消火活動の状況
ＣＩＣ内に進入、放水することのできる入口は、右舷前部入口、右舷後部入口、ＣＩ
Ｃ機器室に通じる左舷後部入口及び左舷後部脱出口の４カ所であった。消火活動は、こ
れらの入口及び甲板等の開口部からの放水により行うと同時に、ＣＩＣの外壁等を水流
で冷却することにより実施。
ア 午後１０時２３分頃に「しらね」乗員が、初期消火のため可搬式ＣＯ２消火器を持
参して右舷前部入口からＣＩＣ内へ約１〜２メートル入ったが、既にＣＩＣ内には煙
が充満しており、目を開けていられない状態であった。
、そのため可搬式ＣＯ２消火器
による消火活動は困難であると判断し、ＣＩＣから直ちに退出。
イ ＣＩＣ内は、熱気と煙のためＯＢＡ（注５）チームの進入が困難であり、入口付近で
の消火活動を継続。
ウ 午後１１時３５分頃に横須賀市消防局の消防隊が到着。以降、消火活動の支援を得
るも、状況は変わらず、ＣＩＣ内への進入は困難。
エ 午前０時３６分頃、艦長は、消防隊指揮官からの助言もあり、ＣＩＣ上部甲板及び
外壁を開口、開口部から消火水を注入しての消火を実施することとし、艦長の監督の
もと、消防隊員が甲板等を開口。
オ 開口部からの直接放水の効果を確認しつつ、午前２時５１分頃に５個目の開口を終
了。
カ 消防隊と「しらね」ＯＢＡチームが、５カ所の開口部から直接放水を続けた結果、
午前４時頃、
「しらね」ＯＢＡチームが右舷後部入口からＣＩＣ内に進入し、消火活動
を実施。火災は午前５時０６分鎮火（注６）。
（注５）「ＯＢＡ」とは防火服の上に装備する酸素呼吸器。
（注６）午前５時０６分は「しらね」艦長が現場の報告を受け鎮火と判断した時間。横須賀市消防局は
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残火の確認等を含め午前６時１９分を鎮火時間としている。

４ 火災による被害
(1) 装備機器及び船体の被害
ＣＩＣ内の装備機器は火災及び消火水により全損。ＣＩＣ隣接区画内の装備機器の一
部が消火水及び煙により使用不能。また、船体の一部が火災による熱のため損傷。
(2) 保管図書等の被害
ＣＩＣ内の鋼製ロッカー（文書保管庫）に格納されていた「秘」を含む図書及び文書
類は、完全に焼損。
当該文書保管庫の鍵が所定の場所に納められていたこと等から、火災発生の前後にお
いて紛失したおそれはないものと判断。当該秘文書や機器に蓄積されているデータにつ
いては、原本や同種同等のものを別途保存。
５ 火災の原因
(1) 出火箇所
ＣＩＣ内の天井、装備機器、床の焼損状況等から、ＣＩＣ右舷後部が最も激しく燃え
たと考えられること等から、ＣＩＣ右舷後部が出火箇所と推定。
(2) 出火原因
ア 煙草の不始末
ＣＩＣは禁煙場所であり、吸殻や灰皿の残骸など喫煙を裏付けるものは発見されて
おらず、可能性は極めて低いものと判断。
イ 放 火
聞取り調査の結果、放火につながる関連情報は得られていないこと、出火推定箇所
の床面の塵芥の分析結果から、
可能性は極めて低いものと判断。
横須賀地方警務隊も、
神奈川県警の協力を得ながら捜査を行っているが、放火の可能性は極めて低いものと
判断。
ウ 電気関係機器
ＣＩＣ右舷後部にあった電気関係機器は、①電源系統（固定配線、電路分岐箱）
、②
装備機器、③冷蔵庫及び冷温庫(注７)、である。
（注７）冷温庫は、冷蔵庫の上に置かれており、缶コーヒー等を保温するために冬場に使用。

(ｱ)①電源系統のうち、固定配線には電線にショートの形跡がなく、電路分岐箱にも内
部出火の跡は見られないこと、②装備機器については、自己発火の形跡はなく、外
部から熱せられた跡しかないことから、双方とも出火原因ではないと判断。
(ｲ)③冷蔵庫及び冷温庫については、
ＣＩＣ右舷後部外壁に生じた加熱痕のうち最初に
できた加熱痕の位置が、冷温庫が置かれていた位置と一致したこと等から、冷温庫
付近が最も早く燃え出したことが疑われる。一方、冷蔵庫及び冷温庫の焼損状況が
激しく、出火部位の特定はできず、冷蔵庫又は冷温庫が出火原因であったかの断定
には至らず。
なお、消防大学校消防研究センター研究官からも、現場の状況から冷蔵庫、冷温
庫の方向から延焼が拡大したという見方について不自然さはない旨の所見を得て
いる。
６ 要因分析
(1) 火災鎮火までに時間を要したことの分析
ア 「しらね」は昭和５０年度計画護衛艦であり、火災警報装置が装備され、かつ、同
装置のセンサーである火災感知器がＣＩＣに設置されていれば、より早い段階で火災
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の発見ができた可能性（注８）。
（注８）艦艇に対する火災警報装置は昭和 52 年度計画護衛艦から装備されており、昭和 50 年度計画護
衛艦である「しらね」には装備されていない。なお、昭和52年度計画護衛艦以降の艦においても、
ＣＩＣには航海中常時配員していることから、火災感知器は設置されていない。

イ 艦船において、初期消火で対応できず、火勢が拡大してしまった場合には、密閉消
火、あるいは、今回のような甲板開口部からの消火とならざるを得ず、鎮火までに時
間を要することとなる。
ウ 「しらね」のＣＩＣには、機器類及び救命胴衣等の難燃性の物と書類、図書等の可
燃物が混在。また、難燃性の素材（合成樹脂）であっても一定以上の高温にさらされ
ると熱分解を起こし、一旦、発火すると普通の合成樹脂同様、短時間に大量の熱と煙
を発生。燃焼確認実験でもこのことを確認。
(2) 消火指揮に関する分析
艦長及び乗組員の一部が不在という状況で発生した今回のＣＩＣ火災に対する消火
指揮は、当初は在艦先任幹部の統制のもと当直士官が執り、艦長帰艦後の午後１１時０
７分頃以降、艦長に引き継がれた。格納庫付近で指揮を執った艦長は、艦内マイク（注
９）及び無電池電話（注10）の一部が不通となったため、火災及び消火活動の状況把握、
また命令・指示の伝達に時間を要した。
通常の消火活動のみならず戦闘に際しては、通信系統の確保は最重要課題であり、通
信の確保ができるよう、平素から十分に検討しておく必要。
（注９）「艦内マイク」：艦内各区画や甲板等にいる者に対し一斉に命令等を伝達するための通信装置
（注 10）「無電池電話」
：永久磁石を使用し、音声（振動）エネルギーを電気エネルギーに変換し通話でき
る有線の通話装置

(3) 艦内における家電製品の分析
ア 艦内に家電製品を持ち込む場合は、
「しらね」
の内部規則により、
事前に申請を行い、
適正と認められたものを艦内で使用許可。
イ 「しらね」のＣＩＣ内の冷蔵庫は、共同で使用するため平成１７年２月から３月に
かけて電測員全員で購入し、手続きを経てＣＩＣ内で使用。一方、冷温庫については、
平成１７年１月頃に電測員が持ち込み、電測員全員が共同で使用していたが、上記規
則に反し、未申請。
ＣＩＣ区画内での電気器具の使用責任者は電測員長であることから、適正な手続き
を実施すべきであった。
ウ また、冷蔵庫、冷温庫の定格電圧はＡＣ１００Ｖであったが、艦が供給している電
圧はＡＣ１１５Ｖであり、本来、変圧器を用いてＡＣ１００Ｖに変換して使用すべき
であった。
自衛艦乗員服務規則では、船務長は、船務科員に対し事故防止に関する指導教育を
行い、
監督する責務を有しており、
変圧器を使用する等の指導を実施すべきであった。
(4) 報告、通報に関する分析
ア 部 内
海幕オペレーションルームの当直員は、
「しらね」火災の報告を受け、大臣秘書官へ
直接報告すべきであった。
イ 部 外
火災が発生した「しらね」は、消防署等へ通報せず、消火活動を実施。市民から通
報を得た横須賀市消防局からの横須賀地方総監部への問い合わせに対し、午後 11 時
30 分頃、火災の状況を説明。
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今回のような火災が発生した場合は、艦船事故調査及び報告等に関する訓令第 6 条
に基づき、事故艦船の長等は直ちに海上保安庁その他の救助機関に通報すべきであっ
た。
(5) ＣＩＣの入口ドアが未施錠であったことの分析
「しらね」の保全当直要領では、ＣＩＣの保全当直員は、保全区画入口扉の施錠を確
実に実施した後、退室することとされている。
本事案においては、ＣＩＣ右舷前後部ドアは未施錠であり、また左舷後部脱出口の閉
鎖ロックピンも確実に挿入されていなかった可能性が高い。
施錠の指示を受けＣＩＣを最後に出た電測員及び保全当直員も、ＣＩＣを退室する場
合には施錠しなければならないとの認識は有していた。しかし、施錠を指示された電測
員の勘違いや確認不十分により、２つのドアの未施錠が生じ、また、脱出口についても
保全当直員が閉鎖ロックピンの挿入の確認を十分に行わず。両電測員は確実に施錠され
ているか等を確認する意識が不十分であった。
なお、艦船事故調査委員会は、横須賀地区において数日間、数回にわたり延べ５４隻
の在泊艦艇のＣＩＣの施錠状況を抜き打ち検査した結果、保全当直員が退室した艦艇の
ＣＩＣはすべて施錠（注 11）。
（注 11）便所等に行くためにわずかな時間、保全当直員が施錠することなくＣＩＣを出て無人にしていた艦
艇が延べ４隻あった。

７ 再発防止策等
(1) 艦内巡視の厳格な実施
火災感知器が未設置の重要な戦闘区画を巡視経路に追加するとともに、停泊中の夜間
は２時間が標準であった巡視間隔を３０分とし、チェックリスト等を用いて各区画の異
常の有無を確実に確認することとした。
(2) 戦闘区画への可燃物持込みの厳格化
戦闘区画には必要最小限の文書等を保持する。「しらね」において冷温庫の使用申請
がなされていなかったこと、艦の供給する電圧はＡＣ１１５Ｖであったが定格電圧ＡＣ
１００Ｖの冷蔵庫、冷温庫を変圧器を接続することなく使用していたことにかんがみ、
家電製品について手続きの厳格化、艦内での適切な使用を徹底した。
(3) より実際的な訓練の計画、実施
今回の消火活動は、防火部署等に従い可能な限りの対応をしたものと判断。一方、防
火訓練を実施する際、火災発生の可能性の高い艦内居住区又は機械室等を火災発生場所
と想定する傾向にあり、ＣＩＣを火災発生場所として想定して実施する防火訓練は少な
かった。また、ＣＩＣにおける防火訓練は航海中の常時配員を前提としてＣＯ２消火器
による初期消火に重点を置いて実施されており、本格的消火活動に関する訓練はほとん
どなされず。今回の火災を教訓として、より実際的な防火訓練を計画、実施する。
(4) 消火設備等の改善等
ア 火災の早期発見の観点から、火災警報装置既装備艦については、ＣＩＣ等への火災
感知器の増設を検討する。また、同装置未装備艦については、火災警報装置の設置に
ついて検討する。
イ ＣＩＣ等への固定式消火装置の設置等の必要性について、既就役艦を含め、検討。
ウ 防火用個人装備品及び艦内通信装置の改善等を検討する。
(5) 報告、通報
部内の報告、通報については、平成 20 年３月７日付けで策定された「緊急事態等が発
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生した際の速報について（通達）
」を含む内部規則に定められているとおり、迅速確実に
報告、通報ができるよう徹底した。
部外への通報については「しらね」の火災のような事案が発生した際、迅速かつ確実
に海上保安庁、消防等に通報する体制を確立すべく部隊に対し周知した。
(6) 保全区画の確実な施錠
保全区画の確実な施錠を徹底するため、
艦内巡視において保全区画の施錠状況を点検。
また、鍵の返却を受けた後、副直士官は、施錠を自らも確認することによりダブルチェ
ックを行うこととした。

６

