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建物火災からの煙は、一酸化炭素(CO)やシアン化水素(HCN)を含む
多くの毒性ガスを発生させ、消防士を危険に晒します。 危険性の高
いHCNとCOの共存は、有害性を著しく増大させます。 「Toxic Twins」に
ついて知っておくべきことは、何でしょうか。

「Toxic Twins」と呼ばれるHCNとCO 
についての詳細を見る 
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消防業界で「Toxic Twins」として知られるHCNとCOが合わさる
と、致命的な化学窒息剤となり、火災現場にいる消防士や要
救助者を心拍停止に至らしめます。また数十年後には、がん
を引き起こす可能性もあります。

HCNとCOは、別々にばく露した場合に比べ、組み合わさるこ
とで有害性が飛躍的に増大するため、残火処理・現場調査
活動において、各ガスを単一の警報設定値でモニタリング
するだけでは、十分ではありません。

本資料では、人体におけるCOとHCNの進行的な影響の分析
や今日の火災の性質について説明します。さらに、両方のガ
スを同時に測定することにより、危険を早期警告する新しい
ガスモニタリング技術や消防活動の安全性を高めるための
最善な方法についてご紹介します。

背景
1970年代、煙から発生する有毒ガスの吸引による危険性に
ついて、消防機関で認識され始めました。 その後間もなく、
調査員らは、残火処理・現場調査活動中に存在する有毒ガス
の危険性を認識しました。 現在の消防業界では、有毒ガスに
よるがんなどの長期的な人体への悪影響に関して、知識を
深めています。

以前は、綿・羊毛・木材などの天然物により家財道具が作ら
れていましたが、1960年代からは、合成材料を用いて製造さ
れるようになりました。  現在では、多くの住宅やオフィスに
おいて、家具、カーペット、ベッド、衣類、電化製品、電子機器、
建築資材の大部分が、合成物質・材料で作られています。  

絶縁・断熱・防音材は、ロール式・スプレー式のどちらも、燃焼
時に極めて高濃度のHCNやその他の毒性物質を発生させる
ことで知られています。  

合成物質は、天然物質よりも高温で燃焼し、より速くフラッシ
ュオーバーを引き起こします。また、合成物質は、HCNの放出
も加速させます。 火災源からの放射熱は、周りにある全ての
物質を素早く熱します。 これらの加熱された物質は、定量分
解と呼ばれる現象を招き、発火前に構造物を介して有毒ガ
スを拡散します。

2003年にロードアイランド州ウェストウォリックのナイトクラ
ブ「Station」で発生した火災による定量分解は、非常に悲惨
な例の一つです。 バンドの演奏中に花火打ち上げ装置2台
が作動し、4.5メートルの範囲に渡り、約15秒間火花を散らす
発熱反応を引き起こしました。 これらの火花は、観客に向か
って音を送るためにステージの周りを囲むように設置され
ていた、基準以下の防音発泡材に引火しました。 そして、最
初の発火で温度が急上昇し、発泡材の熱分解により、HCNで
満たされた大量の煙が発生し始めました。

アメリカ国立標準技術研究所(NIST)によるその後の調査と
事故の模擬検証により、ビルのスプリンクラーシステムが不
十分であったため、演奏エリアが90秒かからずに生息不可
能な状態になっていたことが断定されました。 この会場に
いた462人のうちの多くが、この建物から避難する前に、HCN
とCOを含む煙に襲われました。 この火災により、100人が命
を落とし、200人以上の人々が重度の火傷または重傷を負い
ました。
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煙があるところに有毒ガスあり
今日の住宅火災における主な死亡原因は、火傷ではなく、煙
の吸入によるものになっています。 2011年に全米防火協会
(NFPA)が発表した研究調査によると、住宅火災での煙の吸
入と火傷による死亡原因の割合は、8対1となっています。  火
災中は酸素量が減少し、高濃度の一酸化炭素やその他多く
の毒性物質が大気に放出されます。

煙は、動きや色・濃さにかかわらず、毒性物質を作り出しま
す。 構造物からどれくらいの量の有毒ガスが発生している
かを、煙の状態から判断することは不可能です。 大量に荒れ
狂う濃い煙に毒性があるのは極めて明らかですが、色の薄
い煙や煙霧にも毒性がある可能性があります。

消防士は、肺と皮膚の両方から有害物質の吸入リスクに晒さ
れており、肺の場合、300倍の割合で有害物質が体内に取り
込まれます。

HCN: サイレントキラー
COの脅威については、長年に渡って認識されており、消防士
たちは、頭痛・吐き気・眠気などの一酸化炭素中毒の症状に
注意するように訓練されています。

高濃度の一酸化炭素へのばく露は、命に関わる可能性があ
りますが、よく見落とされるのは、シアン化物の存在です。 シ
アン化物は、化学兵器や有害物(危険物)と関連付けられるこ
とが多いですが、毎年数千の火災関連の死亡件数に大きく
関与していることが、調査で明らかになっています。

調査研究によると、火災の煙に含まれるシアン化水素は、一
酸化炭素よりも毒性が最大で35倍も高いことが確認されて
います。 

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)が定めるHCNの短時間ば
く露限界濃度(TLV-STEL・15分間の平均濃度)は4.7ppmにな
り、それ以上の濃度に作業者をばく露させてはいけません。 
また、1日のばく露回数は、4回を超えてはなりません。 米国
産業衛生専門家会議(ACGIH)では、4.7ppmを作業者のばく露
上限値(TLV-C)としており、作業者がこれ以上の濃度にばく露
することは、絶対にあってはならないと提言しています。

調査研究によると、通常の建物火災での一般的なHCN濃度
は、200ppmとなっています。 これは、30～60分で死に至る濃
度です。

空気中のCO濃度 VOL% 吸入時間と中毒症状

35 ppm 0.0035 8時間労働における職場・作業場の最大許容濃度

200 ppm 0.02 2〜3時間以内に軽度の頭痛

400 ppm 0.04   2〜3時間以内に前額部の頭痛、 
   2.5〜3.5時間以内に頭部全体に拡大 

800 ppm 0.08 45分以内にめまい、吐き気、手足の痙攣、  
   2時間以内に昏睡状態

1,600 ppm 0.16 20分以内にめまい、吐き気、手足の痙攣、  
   2時間以内に死亡

3,200 ppm 0.32  5〜10分以内にめまい、吐き気、手足の痙攣、 
30分以内に死亡

6,400 ppm 0.64 1〜2分以内にめまい、吐き気、手足の痙攣、  
   10〜15分以内に死亡

12,800 ppm 1.28 1〜3分以内に死亡
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以前は、被災者を煙の中から新鮮な空気環境に連れ出すこ
とで、吸入した毒素は新鮮空気によって置換されると考えら
れていました。 しかし今日では、毒素が体内に留まり、排出す
ることは難しいことが分かっています。 現在、消防士の長期
的な死因の1位は、がんとなっています。

HCNに関する事実

– HCNは、COよりも35倍毒性が高い
–  HCNは、吸収・吸入・経口摂取により体内に入り、心臓と

脳に影響を及ぼす
–  HCNは、心臓発作や心停止を引き起こし、その後の蘇

生を妨げる
–  HCNは、奇妙または不合理な行動を引き起こして、任

務遂行や避難活動を困難にし、また他者による救助活
動を妨げる

–  HCNは、短時間で被災者を行動不能な状態にする

HCNの毒性は極めて高いため、火災後にめまい、衰弱、頻脈
を経験する消防士は、HCNによる影響を実際に受けている
可能性があります。 消火活動中や活動後に起こる消防士の
心臓発作や心停止の多くは、HCNが関連していると理論付け
られています。

また、HCNは麻薬のような作用を及ぼすため、奇妙で不合理
な行動を引き起こし、消防士や被災者が生死に関わる重大
な判断を正常に下すことを妨げます。  

空気中のHCN濃度         VOL% 中毒症状

2.1 ppm 0.00021 職場・作業場の最大許容濃度(8時間労働) – ヨーロッパ

2～4 ppm 0.0004 認知閾値

4.7 ppm 0.00047 NIOSH REL: STEL

10 ppm 0.001 OSHA PEL: TWA

20～40 ppm 0.004 数時間後に軽度の症状

45〜54 ppm 0.0054 1時間以内の即時および後続障害

100～200 ppm 0.02 30〜60分後に死亡の危険

300 ppm 0.03 即死
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HCNが人体に与える影響
HCNは、細胞の酸素呼吸を妨げる窒息剤になります。 通常の
呼吸状態では、人体から身体の正常な機能にとって重要な
酵素に対して、栄養素が与えらます。 しかしながら、HCNが体
内に吸入されると、HCNはシトクロムc酸化酵素と呼ばれる
重要な酵素に対して高い親和性を有するため、酸素呼吸経
路がほとんど閉鎖されてしまいます。 その結果、無酸素呼吸
を招き、乳酸アシドーシスやその他の有害物質が細胞組織
や臓器内で生成されます。

煙に含まれるシアン化水素を吸い込んだ場合、認知機能障
害や眠気を引き起こすことがよくあり、避難や救助活動の能
力を低下させる可能性があります。 低濃度へのばく露(また
は高濃度ばく露の初期)は、昏迷、混乱、顔面紅潮、不安神経
症、発汗、頭痛、眠気、呼吸促迫を引き起こす可能性がありま
す。 高濃度HCNへのばく露は、衰弱、震え、心不整脈(火災で
のばく露から2〜3週間後に発生する場合もある)、昏睡、呼
吸障害、呼吸停止、心血管虚脱をもたらします。

残念ながら、火災現場でHCNの毒性確認を素早く行える個
人向けの検査方法はありません。 そのため、全ての消防士
は、火災現場のみならず消防署に戻った後も、仲間同士で
HCN中毒に注意を払う必要があります。

消防士や被災者に明らかなHCN中毒の兆候が見られる場
合は、HCNの解毒剤を投与し、回復を促進させることが重要
です。

HCN中毒の可能性がある人への治療・処置

火災の煙に含まれるシアン化水素ガスは、即座に死を招く
恐れがあるため、シアン中毒の可能性がある場合は、早期に
対応することが命を救う上で非常に重要です。 

急性シアン中毒者に対して病院搬送までに行う処置として
は、中毒者をシアン化物発生源から避難させ、100%の酸素を
投与します。また、必要に応じて、心肺機能蘇生を行います。

フランスでは、ヒドロキソコバラミンと呼ばれる新しい解毒
剤が過去10年間に渡って使用され、効果を示しています。 こ
れは、火災現場や病院において、急性HCN中毒の治療用とし
て使用されています。 ヒドロキソコバラミンは、シアン化物を
凝固させて尿で排出されるシアノコバラミン(ビタミンB12)
を形成することにより、シアン化物を中和します。 これによ
り、血液の酸素運搬能力が低下することはありません。

HCN中毒の症状

炭素質を含む痰・唾液の喀出

口や鼻周辺の火照り・火傷

息切れ、胸の締付け、頭痛

アーモンド臭の息 (事例)

心臓の諸症状

見当識障害、奇妙な振舞い・行動

眠気

皮膚の発赤・変色  
(長期ばく露の場合)

倦怠感

衰弱
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HCNばく露に伴う二次被害への注意
消防士は、火災被災者の体内柔組織がスポンジのように作
用し、多くの燃焼副産物を吸収していることに注意する必要
があります。 被災者が汚染環境から新鮮な空気環境に連れ
出されると、いくつかの汚染物質が体内組織から放出されま
す。 そのため、被災者に対応する救助隊が、被災者から放出
されるHCNやその他多くの化学物質を含む汚染物質にばく
露することになります。

被災者が病院に搬送され、消防士が消防署へ戻った後に、
頭痛や吐き気、嘔吐などの症状に襲われる場合がありま
す。 これらの症状は、職務によるストレスからも起こり得ます
が、HCNやCOなどの汚染物質へのばく露による場合があり
ます。

消防士が自身の身を守るためには？
消防士は職務上、HCNやCOなどの有害物質へのばく露を避
けることは難しいですが、以下のガイドラインを順守するこ
とで、自身を保護することができます。

–  個人用保護具(PPE)の着用: これは、消防士側の取組みと
継続的な責任として要求されます

–  有毒ガスのモニタリング: 常時ガスモニタリングを行い、
ばく露を防止します

–  空気呼吸器(SCBA)の使用: 空気環境が呼吸にとって安全
であることが確認されるまでSCBAを着用し、運転者や現
場指揮者用のSCBAも準備します

–  1時間以内のシャワー入浴: 1時間以内にシャワーを浴びる
ことで、毒性物質へのばく露を90％削減することができま
す。 夜自宅に帰るまでシャワーを浴びずにいると、その間
に100%ばく露してしまい、その後シャワーを浴びても、が
んのリスクを低減することに繋がりません。

–  除染: 消防・救助訓練機関などの専門機関のガイドライン
に従い、PPEの除染を行います

–  隊員同士での注意喚起: 火災現場と消防署に戻った後の
両方で、隊員同士でお互いの症状に注意を払います

–  教育と訓練: 消防士にシアン化水素の危険を意識させる
ための訓練プログラムを提供します。

新技術による「Toxic Twins」危険性の早期警告
調査によると、HCNとCOが共存した場合、各ガスに対して 
個々にばく露した場合よりも、有害性が高まります。 両方の
ガスを一緒に吸入した場合、有毒な相乗効果がもたらされ
ます。 COは酸素が重要臓器に達するのを妨げ、HCNは中枢
神経系と心臓血管系を攻撃して、見当識障害や混乱を引き
起こします。 そのため、残火処理・現場調査活動において、各
ガスを単一の警報設定値でモニタリングするだけでは、十
分ではありません。

125年以上に渡り、世界中の消防士に高品質の安全保護具・
機器を提供してきたリーディングプロバイダーのドレーゲル
は、COとHCNの両方に対して保護を提供する、「Toxic Twins」
の信号処理技術を開発しました。 警報設定値は、COで30〜 
35ppm(A1)と50〜60ppm(A2)、HCNで1.9〜2.5ppm(A1)と3.8〜 
4.5ppm(A2)が標準設定となっています。

これまでの最先端技術では、COとHCNが別々に処理・測定さ
れ、両方のガスが共存した場合においても、調整されること
はありませんでした。 それぞれの警報設定値は、別々に分析
され、有毒な相乗効果に対しては、十分な注意が払われてい
ませんでした。

この「Toxic Twins」の信号処理では、両方のガス濃度が同時に
加味・測定されます。 警報は、両方の物質の濃度を計ること
により、作動します。
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ドレーゲルは、この「Toxic Twins」機能をファームウェア7.0以
降のDräger X-am® 5000と5600ガス検知警報器に搭載してい
ます。 ドレーゲルは、このCOとHCNの技術について、米国で
特許を取得しています。 (Pub. No. US2014/0284222 A1)

まとめ
この新たな技術革新によるガスモニタリングにより、残
火処理・現場調査活動中の消防士の安全性が向上され
ることが、米国で実施された科学研究で明らかになって
います。 ドレーゲルはこの新技術により、シアン化水素と
一酸化炭素の有毒な相乗効果に対して、最高クラスの
安全性を提供しています。

インプリント
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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