
JP 2015-68926 A 2015.4.13

10

(57)【要約】
【課題】火災時に発生する燃焼炎により近い状態の燃焼
炎が得られる消火訓練装置を提供する。
【解決手段】装置本体１の収容部１ａに収容された水の
中にガス放出管４が浸漬され、このガス放出管４から水
中に放出されて水面から上方に浮上した燃焼ガスを燃焼
させるようにした消火訓練装置において、収容部１ａ内
に複数のガスバーナ７を設ける。ガスバーナ７は、それ
から上方に立ち上がる燃焼炎の高さが水面に浮上した燃
焼ガスによる燃焼炎より高くなるように構成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
上部が開放され、かつ内部に不燃性の液体を収容する収容部が設けられた装置本体と、燃
焼ガスを上記液体中に放出するガス放出管と、上記ガス放出管から上記液体中に放出され
て液面から上方へ浮上した燃焼ガスを点火する点火手段とを備えた消火訓練装置において
、
少なくとも上部を上記液体の液面から上方に突出させた状態で上記収容部内に設けられ、
上方に向かって燃焼ガスを放出するガスバーナと、このガスバーナから放出されるガスバ
ーナを点火する第２点火手段とをさらに備え、上記ガスバーナから放出された燃焼ガスの
燃焼炎の上記液面からの高さが、上記液面から浮上した燃焼ガスの燃焼炎の上記液面から
の高さより高くなるように、上記ガスバーナが構成されていることを特徴とする消火訓練
装置。
【請求項２】
上記第２点火手段が、上記液面から浮上して上記点火手段によって点火された上記燃焼ガ
スの燃焼炎であることを特徴とする請求項１に記載の消火訓練装置。
【請求項３】
上記ガス放出管と上記ガスバーナとに同一の燃焼ガス供給源から燃焼ガスが供給されるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の消火訓練装置。
【請求項４】
上記ガス放出管と上記ガスバーナとには互いに異なる燃焼ガス供給源から燃焼ガスが供給
されることを特徴とする請求項１又は２に記載の消火訓練装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、火災の消火作業の訓練のために用いられる消火訓練装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、消火訓練装置は、下記特許文献１に記載されているように、内部に水等の不燃
性の液体を収容する装置本体と、液体中に燃焼ガスを放出するガス放出管と、点火プラグ
とを備えている。燃焼ガスがガス放出管から液体中に放出されると、その燃焼ガスは水中
を浮上して液面から上方に出る。この燃焼ガスが点火プラグによって点火されて燃焼する
。この燃焼炎に対して消火作業を行う。このようにして消火作業の訓練が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－４０５０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の消火訓練装置においては、燃焼炎の高さが水平方向の各部においてほぼ同一
である。ところが、実際の火災において生じる燃焼炎の高さは、水平方向の各部において
差がある。このため、従来の消火訓練装置で訓練することができる消火作業は、実際の消
火作業とは大きく異なっているという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、上記の問題を解決するために、上部が開放され、かつ内部に不燃性の液体
を収容する収容部が設けられた装置本体と、燃焼ガスを上記液体中に放出するガス放出管
と、上記ガス放出管から上記液体中に放出されて液面から上方へ浮上した燃焼ガスを点火
する点火手段とを備えた消火訓練装置において、少なくとも上部を上記液体の液面から上
方に突出させた状態で上記収容部内に設けられ、上方に向かって燃焼ガスを放出するガス
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バーナと、このガスバーナから放出されるガスバーナを点火する第２点火手段とをさらに
備え、上記ガスバーナから放出された燃焼ガスの燃焼炎の上記液面からの高さが、上記液
面から浮上した燃焼ガスの燃焼炎の上記液面からの高さより高くなるように、上記ガスバ
ーナが構成されていることを特徴としている。
この場合、上記第２点火手段が、上記液面から浮上して上記点火手段によって点火された
上記燃焼ガスの燃焼炎であることが望ましい。
上記ガス放出管と上記ガスバーナとは、同一の燃焼ガス供給源から燃焼ガスが供給されて
もよく、互いに異なる燃焼ガス供給源から燃焼ガスが供給されてもよい。
【発明の効果】
【０００６】
　上記特徴構成を有するこの発明によれば、ガスバーナから放出されたガスの燃焼炎の液
面からの高さは、液面から浮上したガスの燃焼炎の高さより高い。つまり、収容部の開口
部から立ち上がる燃焼炎の高さが、水平方向の各部で異なる高さになる。したがって、こ
の発明に係る消火訓練装置によれば、訓練者は、実際の火災等に近い状態で消火作業を体
験することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、この発明の第１実施の形態の全体構成を示す断面図である。
【図２】図２は、同実施の形態の要部を燃焼ガスが燃焼した状態で示す拡大断面図である
。
【図３】図３は、図１のＸ－Ｘ線に沿う断面図である。
【図４】図４は、同実施の形態の要部の平面図である。
【図５】図５は、図１のＹ矢視図である。
【図６】図６は、この発明の第２実施の形態を示す図４と同様の平面図である。
【図７】図７は、この発明の第３実施の形態を示す図４と同様の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、この発明を実施するための最良の形態を、図面を参照して説明する。
　図１～図５は、この発明の第１実施の形態を示す。この実施の形態の消火訓練装置Ａは
、装置本体１を有している。装置本体１は、ステンレス鋼等の耐熱性及び耐食性に優れた
金属板からなるものであり、図１～図３に示すように、上部が開放された直方体の箱状に
形成されている。そして、装置本体１の内部が収容部１ａになっている。収容部１ａには
、不燃性液体の一種である水が所定の深さまで収容されている。装置本体１は、上部を開
放させる限り、平面視正方形や円形等に形成してもよい。また、収容部１ａに収容される
液体は、不燃性であれば水以外の液体でもよい。
【０００９】
　装置本体１の下面の長手方向の一端部（図１において左端部；以下、先端部という。）
には、一対のキャスター２，２が設けられている。一対のキャスター２，２は、装置本体
１の先端部の短手方向の両端部に配置されている。キャスター２は、車輪２ａを有してい
る。車輪２ａは、装置本体１の短手方向に延びる水平な軸線を中心として回転可能である
。
【００１０】
装置本体１の下面の長手方向の他端部（図１において右端部；以下、基端部という。）に
は、一対の支持軸３，３が設けられている。支持軸３，３は、装置本体１の短手方向の両
端部にそれぞれ配置されている。支持軸３は、その長手方向を上下方向に向けて配置され
ており、その上端部が装置本体１の下面に固定されている。支持軸３の下端面は、車輪２
ａの下端縁と同一平面上に位置させられている。したがって、支持軸３，３の下端面を水
平な床面等に載置すると、装置本体１がキャスター２，２及び支持軸３，３によって水平
に支持される。しかも、支持軸３，３の下端面と床面等との間に作用する摩擦抵抗により
、装置本体１が位置固定される。その一方、装置本体１の基端部を若干持ち上げて、支持
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軸３，３を床面等から離間させることにより、装置本体１をキャスター２，２によって容
易に移動させることができる。
【００１１】
装置本体１の長手方向に沿う側壁の基端部には、当該側壁を貫通する窓孔１ｂが形成され
ている。窓孔１ｂは、後述するように、燃焼ガスが燃焼するときに外部の空気を収容部１
ａの内部に流入させる。窓孔１ｂは、そのような空気取り入れの機能に加え、収容部１ａ
に収容される水の水位を一定にするという機能を有している。すなわち、収容部１ａに収
容された水の水面が窓孔１ｂの下端縁より上側に位置すると、上側に位置する分の水が窓
孔１ｂから外部に流出する。これにより、収容部１ａに収容される水の水位が、窓孔１ｂ
の下端縁に対して同等以下に維持されている。窓孔１ｂは、長方形状に形成されているが
、正方形や円形に形成してもよい。また、窓孔１ｂに加え、又はそれに代えて長手方向に
沿う側壁の先端部や短手方向に延びる側壁に設けてもよい。
【００１２】
収容部１ａの内部には、ガス放出管４が設けられている。図４に示すように、ガス放出管
４は、その長手方向を装置本体１の長手方向に向けた状態で設けられており、装置本体１
の短手方向の中央に配置されている。図１に示すように、ガス放出管４の先端部（図１に
おいて左端部）は、装置本体１の底壁にブラケット５を介して支持されている。ガス放出
管４の他端部は、装置本体１の基端側の側壁に後述する配管６を介して支持されている。
【００１３】
図１に示すように、ガス放出管４は、収容部１ａに収容された水の中に浸漬されるように
、窓孔１ｂの下端縁（水面）より下側に配置されている。ガス放出管４の周壁部には、当
該周壁部を貫通する放出孔（図示せず）が設けられている。したがって、ガス放出管４に
燃焼ガスが供給されると、その燃焼ガスが放出孔から水中に放出される。水中に放出され
た燃焼ガスは、水中を浮上して水面から上方へ出る。水面から出た燃焼ガスは、後述する
種火によって点火され、燃焼し続ける。このとき、装置本体１の外部の空気が窓孔１ｂを
通って収容部１ａ内に導入される。なお、ガス放出管４から水中に放出させる燃焼ガスと
しては、従来の消火訓練装置において用いられる燃焼ガスと同様のガス、例えばＬＰガス
が用いられる。
【００１４】
図１～図４に示すように、収容部１ａの内部には、複数のガスバーナ７が設けられている
。図４に示すように、ガスバーナ７は、ガス放出管４の両側に、それもガス放出管４と平
行な直線上に互いに離間して配置されている。ガス放出管４に対して一方の側に配置され
たガスバーナ７と、他方の側に配置されたガスバーナ７とは、ガス放出管４の長手方向（
装置本体１の長手方向）において交互に位置するように配置されている。ガスバーナ７は
、必ずしも上のように配置する必要がなく、例えば一つの円周上に周方向へ互いに離間さ
せて配置してもよい。
【００１５】
ガスバーナ７は、バーナ本体７ａを有している。バーナ本体７ａは、筒状をなしており、
その軸線を上下方向に向けて配置されている。バーナ本体７ａの下端部は、底部によって
閉じられ、上端部が開口されている。バーナ本体７ａの下端部は、水面より上方に配置さ
れている。つまり、バーナ本体７ａ全体が水面より上方に配置されている。バーナ本体７
ａは、必ずしもその全体を水面から上方に位置させる必要が無く、下端部を水面より下側
に位置させてもよい。一方、バーナ本体７ａの上端面は、装置本体１の上端面より若干下
側に位置させられている。バーナ本体７ａの上端面は、装置本体１の上端面と同一平面上
に位置させてもよく、装置本体１の上端面より若干上側に位置させてもよい。
【００１６】
バーナ本体７ａの下端部は、装置本体１の底壁に支持管８を介して支持されている。支持
管８は、バーナ本体７ａを装置本体１に固定するのみならず、バーナ７にガスを供給する
ガス管として機能する。図４に示すように、バーナ本体７ａの下端部の中央には、ノズル
孔７ｂが形成されている。このノズル孔７ｂは、支持管８に連通している。したがって、
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支持管８にガスが供給されると、ノズル孔７ｂからガスが上方に向かってバーナ本体７ａ
内に放出され、さらにバーナ本体７ａの上端開口部から上方に向かって放出される。バー
ナ本体７ａから上方に放出されたガスは、水面から浮上した燃焼ガスの燃焼炎によって点
火される。
【００１７】
バーナ本体７ａから放出されたガスが燃焼したとき、その燃焼炎の水面からの高さが、ガ
ス放出管４から水中に放出されて水面から浮上したガスが燃焼したときの炎の高さより高
くなる。そのために、この実施の形態のガスバーナ７は、次の二つの条件を満たすように
構成されている。この二つの条件は、同時に満たす必要がなく、いずれか一方だけを満た
すものであってもよい。また、ガスバーナ７による燃焼炎の高さを水面から浮上したガス
による燃焼炎の高さより高くするための条件は、そのような二つの条件に限定されるもの
ではない。
【００１８】
第１の条件は、バーナ本体７ａの上端開口部から放出されるガスの単位面積当たりのガス
の流量と、水面から浮上したガスの単位面積当たりのガスの流量とが同一としたとき、バ
ーナ本体７ａの上端を水面より上方に配置することである。このようにすると、バーナ本
体７ａから放出されたガスの燃焼炎は、水面に浮上したガスの燃焼炎よりバーナ本体７ａ
の上端が水面より上方に位置している分だけ高くなる。ガスバーナ７の燃焼炎の高さが水
面に浮上したガスの燃焼炎より高くなる限り、バーナ本体７ａから放出される単位面積当
たりのガスの量を水面から浮上したガスの単位面積当たりのガスの流量より若干少なくし
てもよい。
【００１９】
第２の条件は、バーナ本体７ａの上端から放出されるガスの単位面積当たりのガスの流量
を、水面から浮上したガスの単位面積当たりのガスの流量を多くすることである。この条
件を満たすための方法としては、次の二つの方法がある。一つの方法は、ガスの濃度を変
えることである。この実施の形態においては、ノズル孔７ｂの内径がガス放出管４に形成
された放出孔の内径より大きい径に設定され、バーナ本体７ａの上端開口部から放出され
るガスの濃度が、水面に浮上したガスの濃度より濃くなるように構成されている。もう一
つの方法は、バーナ本体７ａから放出されるガスの流速を、水面から浮上したガスの上方
への流速より早くすることである。
【００２０】
　バーナ本体７ａの下端部には、バーナ本体７ａの周壁部を貫通する複数の空気取り入れ
口７ｃが形成されている。空気取り入れ口７ｃは、ノズル孔７ｂの上端より下側に配置さ
れている。ノズル孔７ｂからガスが放出されると、収容部１ａ内の空気が空気取り入れ口
７ｃからバーナ本体７ａ内に吸い込まれる。その結果、バーナ本体７ａから放出されたガ
スが良好な状態で燃焼する。空気取り入れ口７ｃは、ノズル孔７ｂの上端と同等の位置に
配置してもよく、ノズル孔７ｂより若干上方に配置してもよい。
【００２１】
　ガス放出管４及びガスバーナ７には、次のようにしてガスが供給される。すなわち、装
置本体１の下面の基端部には、ヘッダ９が設けられている。このヘッダ９は、配管１０を
介してコントロールユニットＣＵに接続されており、コントロールユニットＣＵは、ガス
供給装置Ｇに接続されている。コントロールユニットＣＵは、コントローラＣによって制
御される。すなわち、コントローラＣの燃焼釦（図示せず）を操作すると、コントロール
ユニットＣＵが開状態になり、ガス供給装置Ｇの燃焼ガスがコントロールユニットＣＵ及
び配管１０を介してヘッダ９に供給される。
【００２２】
　ヘッダ９には、上記配管６の支持管部６ａの一端部が接続されている。支持管部６ａの
中間部は、図１及び図２に示すように、装置本体１の基端側の側壁に貫通状態で支持され
ている。支持管部６ａの装置本体１の内部、つまり収容部１ａの内部に入り込んだ先端部
には、三方分岐管６ｂの中間部が接続されている。三方分岐管６ｂの内部には、上下方向
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に延びるガス通路（図示せず）が設けられている。このガス通路の上下方向の中間部に支
持管部６ａが接続されている。ガス通路の上端部は、三方分岐管６ｂの上端部に形成され
た点火口（図示せず）に連通している。点火口は、水面より上方に配置されている。三方
分岐管６ｂのガス通路の下端部には、上記ガス放出管４の基端部がエルボー６ｃを介して
接続されている。したがって、ヘッダ９に燃焼ガスが供給されると、その燃焼ガスの一部
が点火口から上方に向かって放出されるとともに、燃焼ガスの一部が放出管４から水中に
放出される。
【００２３】
　図１、図２及び図５に示すように、ヘッダ９には、ガスバーナ７と同数の連通管１１の
各一端部が接続されている。連通管１１の各他端部は、支持管８の各下端部に接続されて
いる。したがって、ヘッダ９に燃焼ガスが供給されると、その燃焼ガスの一部が連通管１
１及び支持管８を介して各ガスバーナ７に供給される。
【００２４】
　図１、図２及び図５に示すように、装置本体１の下面の短手方向の両端部には、装置本
体１の長手方向に沿って延びる保護壁部１ｃ、１ｃがそれぞれ設けられている。図５に示
すように、保護壁部１ｃ，１ｃは、それらの間にヘッダ９及び連通管１１が位置するよう
に配置されている。これにより、ヘッダ９及び連通管１１が保護されている。保護壁部１
ｃ，１ｃの先端部間及び基端部間にも保護壁部をそれぞれ設けることが望ましい。
【００２５】
　図１及び図２に示すように、装置本体１の基端部には点火ユニット１２が設けられてい
る。点火ユニット１２は、カバー１２ａを有している。カバー１２ａは、装置本体１の基
端部に設けられており、その一端部（図１において左端部）が装置本体１の基端部を上方
から覆うように配置されている。カバー１２ａの一端部は、下方に向かって開放されてお
り、その開放部を介して収容部１ａの基端部と連通している。したがって、ガス放出管４
から水中にガスが放出されると、そのガスの一部がカバー１２ａの一端部内に入り込む。
また、カバー１２ａの一端部は、点火口と上下に対向している。
【００２６】
　カバー１２ａの一端部内には、点火プラグ１２ｂが設けられている。点火プラグ１２ｂ
は、イグナイタ１２ｄを介してコントロールユニットＣＵに接続されている。コントロー
ラＣの燃焼釦を押す等の操作が行われると、コントロールユニットＣＵから点火プラグ１
２ｂに点火用の電流が一定の時間（例えば１０秒間）だけ断続的に供給される。すると、
点火プラグ１２ｂの一対の電極１２ｃ，１２ｃ（図３参照）間で火花放電される。
【００２７】
　図１及び図２から明らかなように、点火プラグ１２ｂの電極１２ｃ，１２ｃは、点火口
のほぼ真上に配置されている。したがって、コントローラＣの燃焼釦の操作によって、燃
焼ガスの一部が点火口から上方に放出されると同時に、点火プラグ１２ｂに電流が流され
ると、点火口から上方に放出された燃焼ガスが電極１２ｃ，１２ｃ間の火花放電によって
着火され、種火となって燃焼し続ける。これから明らかなように、この実施の形態では、
点火ユニット１２と三方分岐管６ｂの点火口とによって点火手段が構成されている。
【００２８】
　ヘッダ９に供給された燃焼ガスの一部は、配管６を介してガス放出管４に供給される。
ガス放出管４に供給された燃焼ガスは、ガス放出管４から水中に放出され、水中を浮上し
て水面から上方に出る。水面から上方に浮上した燃焼ガスは、種火によって着火されて燃
焼する。
【００２９】
　ヘッダ９に供給された燃焼ガスの残りの一部は、連通管１１を介してガスバーナ７に供
給される。ガスバーナ７に供給された燃焼ガスは、バーナ本体７ａから上方に放出される
。この燃焼ガスは、水面から浮上した燃焼ガスの燃焼炎によって着火される。これから明
らかなように、この実施の形態では、水面から浮上した燃焼ガスの燃焼炎がガスバーナ７
から放出される燃焼ガスを点火させるための第２点火手段として用いられている。
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【００３０】
　なお、コントローラＣには、調節スイッチが設けられており、調節スイッチを調節する
ことにより、ヘッダ９への燃焼ガスの供給量を増減させることができ、それによって燃焼
炎の量及び高さを調節することができるようになっている。また、燃焼ガスの燃焼につい
ては、コントローラＣによって各種の制御が行われるが、その制御内容及び方法は、この
発明において重要ではなく、公知のものと同様であってもよいのでその説明を省略する。
【００３１】
　上記構成の消火訓練装置Ａにおいて、コントローラＣの燃焼釦を操作すると、ヘッダ９
に燃焼ガスが供給される。ヘッダ９に供給された燃焼ガスの一部は、点火口から上方へ放
出される。これと同時に点火プラグ１２ｂの電極１２ｃ，１２ｃ間において火花放電され
る。この火花放電により、点火口から放出された燃焼ガスが点火され、種火となって燃焼
し続ける。
【００３２】
ヘッダ９に供給された燃焼ガスの一部は、ガス放出管４から水中に放出される。この燃焼
ガスは、水中を浮上して水面から上方に出る。すると、種火によって点火され、燃焼炎と
なって燃え続ける。この燃焼炎の高さは水平方向の各部でほぼ一定になる。
【００３３】
　ヘッダ９に供給された燃焼ガスの残りは、連通管１１を通ってガスバーナ７に供給され
る。ガスバーナ７に供給された燃焼ガスは、バーナ本体７ａの上端開口部から上方へ放出
される。すると、水面から立ち上げる燃焼ガスの燃焼炎によって点火されて燃焼する。ガ
スバーナ７から立ち上がる燃焼炎の水面からの高さは、水面から立ち上がる燃焼炎の高さ
より高い。したがって、収容部１ａ全体では、収容部１ａから立ち上げる燃焼炎の高さが
、水平方向の各部で異なる高さになる。よって、消化体験をするものは、実際の火災に近
い状態で消化作業を行うことができ、より有意義な消火体験をすることができる。
【００３４】
　次に、この発明の他の実施の形態について説明する。なお、以下の実施の形態について
は、上記実施の形態と異なる構成だけを説明することとし、上記実施の形態と同様な部分
には同一符号を付してその説明を省略する。
【００３５】
　図６は、この発明の第２実施の形態を示す平面図である。この実施の形態においては、
ガス放出管４に複数の分岐管４ａを設けたものである。全ての分岐管４ａは、ガス放出管
４ａからそれと直交する方向に延びている。全分岐管４ａのうちの一部の分岐管４ａは、
ガス放出管４から一側部側（図６において上側）に向かって延びている。当該一方の分岐
管４ａは、これと同一側に配置されたガスバーナ７に対し、ガス放出管４の長手方向にお
いて交互に位置するように配置されている。残りの分岐管４ａは、ガス放出管４ａから他
側部側（図６において下側）に向かって延びている。当該残りの分岐管４ａは、これと同
一側に配置されたガスバーナ７に対しガス放出管４の長手方向において交互に位置するよ
うに配置されている。
【００３６】
　図７は、この発明の第３実施の形態を示す平面図である。この実施の形態においては、
ガス放出管４に代えてガス放出管４Ａが用いられている。ガス放出管４Ａは、装置本体１
の側壁部の内面に沿って環状に延びており、ガス放出管４Ａによって区画される内部に全
てのガスバーナ７が入り込むように配置されている。この実施の形態においては、図１～
図５に示す実施の形態のガス放出管４又は図６に示すガス放出管４及び分岐管４ａと組み
合わせてもよい。
【００３７】
　なお、この発明は、上記の実施の形態に限定されるものでなく、その要旨を逸脱しない
範囲において各種の変形例を採用することができる。
　例えば、上記の実施の形態においては、点火口、ガス放出管４及びガスバーナ７に対し
ガス供給装置ＧとコントロールユニットＣＵからなる一つの燃料供給源によって燃焼ガス
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を供給しているが、コントロールユニットＣＵに配管１０に代わる３本の配管を設け、各
配管を点火口、ガス放出管４及びガスバーナ７にそれぞれ接続してもよい。そのようにす
れば、点火口、ガス放出管４及びガスバーナ７に供給するガスの供給量をそれぞれ別個に
調節することができる。また、コントロールユニットＣＵに配管１０に代わる２本の配管
を設け、一方の配管を点火口及びガス放出管４に接続し、他方の配管をガスバーナ７に接
続してもよい。このように構成する場合には、ガス供給装置Ｇ及びコントロールユニット
ＣＵのうちの、ガス放出管４に接続された配管へ燃焼ガスを供給する部分が、ガス放出管
４への燃焼ガス供給源になり、ガスバーナ７に接続される配管へ燃焼ガスを供給する部分
が、ガスバーナ７への燃焼ガス供給源になる。
　また、上記の実施の形態においては、水面に浮上した燃焼ガスの燃焼炎がガスバーナ７
から放出される燃焼ガスを点火させるための点火手段（第２点火手段）として用いられて
いるが、ガスバーナ７から放出される燃焼ガスを点火させる点火手段として点火プラグ１
２ｂのような点火手段をガスバーナ７又はその近傍の装置本体１に設けてもよい。このよ
うな構成と、ガス放出管４及びガスバーナ７へのガス供給源を個別に設けるという構成と
を組み合わせることにより、燃焼ガスの燃焼の形態として、ガス放出管４から水中に放出
された燃焼ガスだけを燃焼させる形態と、ガスバーナ７から放出された燃焼ガスだけを燃
焼させる形態と、ガス放出管４及びガスバーナ７の両者から放出された燃焼ガスを同時に
燃焼させる形態との三つの燃焼形態を作り出すことができる。
【符号の説明】
【００３８】
　Ａ　　消火訓練装置
　ＣＵ　　コントロールユニット（燃焼ガス供給源）
　Ｇ　　ガス供給装置（燃焼ガス供給源）
　１　　装置本体
　１ａ　　収容部
　４　　ガス放出管
　４Ａ　　ガス放出管
　７　　ガスバーナ
　１２ｂ　　点火プラグ（点火手段）
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月20日(2014.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部が開放され、かつ内部に不燃性の液体を収容する収容部が設けられた装置本体と、
燃焼ガスを上記液体中に放出するガス放出管と、上記ガス放出管から上記液体中に放出さ
れて液面から上方へ浮上した燃焼ガスを点火する点火手段とを備えた消火訓練装置におい
て、
　少なくとも上部を上記液体の液面から上方に突出させた状態で上記収容部内に設けられ
、上方に向かって燃焼ガスを放出するガスバーナと、このガスバーナから放出される燃焼
ガスを点火する第２点火手段とをさらに備え、上記ガスバーナから放出された燃焼ガスの
燃焼炎の上記液面からの高さが、上記液面から浮上した燃焼ガスの燃焼炎の上記液面から
の高さより高くなるように、上記ガスバーナが構成されていることを特徴とする消火訓練
装置。
【請求項２】
　上記第２点火手段が、上記液面から浮上して上記点火手段によって点火された上記燃焼
ガスの燃焼炎であることを特徴とする請求項１に記載の消火訓練装置。
【請求項３】
　上記ガス放出管と上記ガスバーナとに同一の燃焼ガス供給源から燃焼ガスが供給される
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の消火訓練装置。
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【請求項４】
　上記ガス放出管と上記ガスバーナとには互いに異なる燃焼ガス供給源から燃焼ガスが供
給されることを特徴とする請求項１又は２に記載の消火訓練装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　この発明は、上記の問題を解決するために、上部が開放され、かつ内部に不燃性の液体
を収容する収容部が設けられた装置本体と、燃焼ガスを上記液体中に放出するガス放出管
と、上記ガス放出管から上記液体中に放出されて液面から上方へ浮上した燃焼ガスを点火
する点火手段とを備えた消火訓練装置において、少なくとも上部を上記液体の液面から上
方に突出させた状態で上記収容部内に設けられ、上方に向かって燃焼ガスを放出するガス
バーナと、このガスバーナから放出される燃焼ガスを点火する第２点火手段とをさらに備
え、上記ガスバーナから放出された燃焼ガスの燃焼炎の上記液面からの高さが、上記液面
から浮上した燃焼ガスの燃焼炎の上記液面からの高さより高くなるように、上記ガスバー
ナが構成されていることを特徴としている。
　この場合、上記第２点火手段が、上記液面から浮上して上記点火手段によって点火され
た上記燃焼ガスの燃焼炎であることが望ましい。
　上記ガス放出管と上記ガスバーナとは、同一の燃焼ガス供給源から燃焼ガスが供給され
てもよく、互いに異なる燃焼ガス供給源から燃焼ガスが供給されてもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
バーナ本体７ａの下端部は、装置本体１の底壁に支持管８を介して支持されている。支持
管８は、バーナ本体７ａを装置本体１に固定するのみならず、ガスバーナ７にガスを供給
するガス管として機能する。図４に示すように、バーナ本体７ａの下端部の中央には、ノ
ズル孔７ｂが形成されている。このノズル孔７ｂは、支持管８に連通している。したがっ
て、支持管８にガスが供給されると、ノズル孔７ｂからガスが上方に向かってバーナ本体
７ａ内に放出され、さらにバーナ本体７ａの上端開口部から上方に向かって放出される。
バーナ本体７ａから上方に放出されたガスは、水面から浮上した燃焼ガスの燃焼炎によっ
て点火される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　ヘッダ９には、上記配管６の支持管部６ａの一端部が接続されている。支持管部６ａの
中間部は、図１及び図２に示すように、装置本体１の基端側の側壁に貫通状態で支持され
ている。支持管部６ａの装置本体１の内部、つまり収容部１ａの内部に入り込んだ先端部
には、三方分岐管６ｂの中間部が接続されている。三方分岐管６ｂの内部には、上下方向
に延びるガス通路（図示せず）が設けられている。このガス通路の上下方向の中間部に支
持管部６ａが接続されている。ガス通路の上端部は、三方分岐管６ｂの上端部に形成され
た点火口（図示せず）に連通している。点火口は、水面より上方に配置されている。三方
分岐管６ｂのガス通路の下端部には、上記ガス放出管４の基端部がエルボー６ｃを介して
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接続されている。したがって、ヘッダ９に燃焼ガスが供給されると、その燃焼ガスの一部
が点火口から上方に向かって放出されるとともに、燃焼ガスの一部がガス放出管４から水
中に放出される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　図６は、この発明の第２実施の形態を示す平面図である。この実施の形態においては、
ガス放出管４に複数の分岐管４ａを設けたものである。全ての分岐管４ａは、ガス放出管
４からそれと直交する方向に延びている。全分岐管４ａのうちの一部の分岐管４ａは、ガ
ス放出管４から一側部側（図６において上側）に向かって延びている。当該一方の分岐管
４ａは、これと同一側に配置されたガスバーナ７に対し、ガス放出管４の長手方向におい
て交互に位置するように配置されている。残りの分岐管４ａは、ガス放出管４から他側部
側（図６において下側）に向かって延びている。当該残りの分岐管４ａは、これと同一側
に配置されたガスバーナ７に対しガス放出管４の長手方向において交互に位置するように
配置されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】
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