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１．はじめに

1.1　研究の背景
第二次世界大戦後、頻発する市街地大火に直面した日

本の消防は、「隣棟延焼の阻止」によって大火への進展を
阻止するという目標（以下「平常時の目標」という）を掲げ、
必要な消防力を基準化し（「消防力の基準」自治省消防庁
告示第２号，昭和 36 年８月１日）１）、その強化に努めて
きた。この思想は、現在の「消防力の整備指針」（消防庁
告示）２）に引き継がれている。これらの基準・指針では、
隣棟延焼を阻止するための時間目標⑴が設定され、放水活
動がその時間内に開始されるよう、消防署所・ポンプ車
の配置数や配置密度が定められている⑵。こうして迅速な
対応体制が確保されたことは、それのみの成果としては
語れないとしても、近年、市街地大火が発生していない
という結果として現われているのであろう。
しかし震災時には、119 番通報の輻輳と途絶、非災害
通報の殺到等による覚知の遅れや道路の通行障害など、
活動を遅延させる要因が複合する。また、同時多発火災
（以下、地震時の同時多発火災を「地震火災」という）が
発生したときには、１火災に対して投入できる消防隊数
は少なくなる。つまり震災時の消防は、「活動開始の遅れ」
「少数部隊での対応」という不利な条件を最初から背負う
ことになる。平常時の目標が突破される可能性は高い。
消防力が充実しておらず、都市の防火性も低かった時
代には、大地震時、いったん火災が発生すると大火への
拡大は不可避で、「路線防御⑶」が主な活動戦術になると

考えられてきた。しかしこれは、広い幅員の道路で区画
された大規模街区から次の街区へと延焼が拡大していく
段階における、いわば消防の最後の戦術である。多数の
消防隊を展開しなければならないため、緊急消防援助隊
等の広域応援部隊が主力になると考えられるが、その到
着には数時間から６〜８時間が見積もられている３）。被
災地消防のみでの対応を余儀なくされる時間帯は、非常
に長いとみなければならない。しかしこれまで、震災時
において、平常時の目標が突破された後、大規模街区レ
ベルの延焼阻止を目標とした後期の活動段階の間に、適
当なスケールの目標とそれに対応する戦術が検討されて
はこなかった⑷。
本稿では、震災時、被災地の消防がその初動で立ち向
かう可能性の高い状況を想定し、その段階における活動
を詳細に検討した。その結果から、「ブロック内封じ込め
（＝ブロック間延焼の阻止）」という目標と、劣勢条件で
行い得る活動方法について述べる。
1.2　用語の定義
市街地を区分する概念を示す用語を定義する（図１）。

【ブロック】幅 4m（道路法に定める最小幅員の道路幅）
以上の連続した空間で区画された市街地の１区画をい
う。
区画空間は必ずしも道路、水路、鉄道敷など明快なも
のではなく、単なる隣棟間空間である場合を含み（図１
の Bと Cを区画する線）、耐火建物等により延焼が遮断
されている場合（図１のDと Eを区画する線）も含む。
図１のFと Gを別のブロックとして認識するかどうかに

地震火災発生時における活動目標の具体的検討
──「ブロック内封じ込め」の提案

杉井　完治

（平成 21 年 7月 9日受理）

技術報告

平常時、消防は隣棟延焼の阻止を目標としており、それは消防力の強化に伴ってほぼ達成されている。
しかし地震時の同時多発火災は、「活動開始の遅れ」「少数部隊での対応」という消防活動にとって厳し
い条件を突きつけるため、被災地の消防機関は、平常時の目標が突破された段階で、しかも劣勢条件を
背負って活動に着手することになると考えられる。そこで、被災地の消防機関がその初動で立ち向かう
可能性の高い状況を想定し、その段階における火災の拡大状況と消防活動を詳細に検討した。その結果
から、「ブロック内封じ込め（＝ブロック間延焼の阻止）」という目標設定を提案するとともに、劣勢条
件で行い得る活動方法について述べる。
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ついては、4.2.2 で検討する。一般には街区の区画線とし
て認識されないこれらの空間等を含んで区画を行うので、
一般用語としての「街区」と区別した。

２．モデル市街地におけるケース・スタディ

2.1　モデル市街地の想定
想定したのは、木防建ぺい率（木造＋防火造建物の建
築面積が地区面積に占める割合）が 40 〜 50% 程度の、
典型的な密集地区である（図２）。戦前からの木造密集市
街地を多く残したＸ市（人口 150 万人クラスの政令指定
都市）の標準的な状況をイメージしている。なお、地区
の木防建ぺい率が 40%を超えると、火災放任時の焼失率
が 100%に近くなるとされる４）	５）。
ここでは、直交する道路によってブロックが構成され、

ブロック間距離は 6m、70m2 の建築面積を持つ２階建て

一般住宅が 1mの隣棟間隔で整然と建ち並び、結果とし
て木防建ぺい率が45%程度になる市街地をモデルとした。
なお、ブロック間距離を本稿で定義した最小距離である
4m とせず 6m としたのは、4m 幅のブロック区画空間が
長距離になると、模式的なものであってすら、防御活動
が成立しにくいからである（4.2 で検討する）。
2.2　隣棟延焼を阻止する防御活動（平常時）
震災時との対比を行うため、平常時における標準的な
消火活動を考える（図３）。隣棟延焼の直前段階（出火建
物から火炎が噴出）で最先着隊が活動を開始し、逃げ遅
れ者の救出など、放水以外の活動は必要ないものと仮定
する。
この段階における消防目標は、「隣棟延焼の阻止」であ
る。そのため、延焼の可能性がある隣棟間（出火建物と①、
②、③の間）の防御を担当する放水筒先（「延焼阻止筒先」
などと呼ばれる）が配備される。特に、延焼すると大き
く拡大する背面（出火建物と③の間）の防御が重視され
る６）７）８）９）。出火建物の直接的な防御を行う筒先（「主
火制圧筒先」と呼ばれる）も配備されるが、最先着隊が
通常有する２口の筒先のみで対応するとき、この４つの
放水活動のうちどれを優先させるかは、出火建物の燃焼
状況や各建物への延焼危険性の逼迫度合いに加え、後着
隊の到着予測（時間および部署方面）も考慮して判断さ
れる。主火制圧筒先は出火建物の温度を下げ、延焼を抑
制する効果を持つが、棟間注水との相対的な意味で既に
それが意味をなさない状況では、延焼阻止筒先の配備を

図２　市街地のモデル 図３　平常時における標準的な消防活動

図１　ブロックの模式図
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優先し、出火建物への放水が行われない場合もある。残っ
た延焼経路については、後着隊が順次到着して包囲、遮
断し、火災全体を収束させてゆく。
次に、延焼を阻止する活動と隣棟間隔について検討す
る。
隣棟間隔が概ね 2m 以下になると、その空間に筒先を
入れ、両側の建物に有効注水を与えることは困難になる。
これは、建物との距離が近いと、注水対象である壁面等
と筒先との角度が浅くなって放水効果が低下し、放水範
囲も限定されることに加え、輻射熱の問題、落下物の問
題が大きくなるためである。したがって、道路等の比較
的広い空間に筒先を配置し、そこから棟間に向けた放水
を行うことになる。しかし、隣棟間隔が狭くなれば、棟
間延焼の所要時間は短くなることに加え、前述した角度
の問題で有効注水は少なくなるので、延焼阻止は困難に
なる。また、建物の背面部分については、筒先の進入経
路に障害のある場合が多いなどさらに活動は行いにくく、
延焼抑制は非常に困難である。このような悪条件を克服
するため、平常時には主に次の２方策が採られている。
⑴　延焼先の建物内部へ進入して行う活動
建物間に空間がある場合は、延焼危険のある建物内部
に進入し、窓などの開口部や物干場などの活動足場から、
延焼を迎え撃つ形の放水を行う。しかし、そもそも建物
同士が接している場合には、その方法では防御できない。
通常、小屋裏には有効な開口部がないため、隣棟延焼の
開始後、延焼先の建物に対して路上から放水しても、小
屋裏の延焼経路を遮断することはほぼ不可能である（図
４）。そこで、延焼先の建物に進入し、最上階天井部を小
破壊することによって小屋裏への直接注水を行う方法 10）

がある。建物同士が接している場合の延焼阻止には唯一
的な効果がある⑸。
⑵　多数の隊を一挙に投入する出動体制
早期に、密度の高い包囲体制を構築することができる。

個々の隊の小さなエラーを即座にカバーでき、活動成果
を安定させる効果も大きい。

平常時においては、このような活動が行われる結果、
多くの場合、一棟独立火災で火災を鎮火させている。平
成 19 年中において発生した建物火災のうち、延焼火災と
なったのは 18.9% である 11）。ただし、２割程度の延焼火
災が発生していることは、データに密集市街地ではない
場合が含まれていることも考慮すれば、現在の消防力を
もってしても、実態としては建物火災と消防力とが際ど
いバランスにあると考えることができる。
2.3　地震時における防御活動
地震時、条件は大きく悪化する。まず、従来から指摘
されている情報収集・処理に係る条件や環境の悪化 12）13）

などによって、平常時と比較して活動開始時間が遅れる
可能性が高い。対応の遅延は、活動の開始時、炎上建物
数が多数にのぼっていることを意味する。また、火災が
多発すれば１火災あたりの投入隊数を１〜２隊に抑える
消防本部が多い 13）が、その場合、通常の包囲戦術は望め
なくなる。建物の脆弱化および余震の危険性により屋内
進入は禁忌であり、ブロック内部への進入も避けなけれ
ばならない場合が多いと考えられる。
地震時に放水活動の開始がどの程度遅れるかについて
確定的な値を決めることは困難だが、仮に放水開始が出
火後 30 分の時点になるとすれば、そのとき、密集度の高
い都市（Ｘ市）では平均５棟（風速 5m/s のとき）が燃焼
中である（図５）。この時点で消防隊が活動を開始した場
合、１〜２隊の消防力で一気に制圧することは無理であ
ろう。

図４　小屋裏を進む延焼経路
図５	　１火災あたりの平均燃焼中建物数の変化。
文献 14）の図を筆者が一部改変。
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今、震災時を想定し、出火ブロック内で５棟が燃焼中、
隣接ブロックへの延焼はまだ開始されていない状況にお
いて、放水活動を開始したと仮定する（図６）。ブロック
内部に筒先を進入させての活動ができないとすれば、背
面の延焼経路を遮断することは、事実上不可能になると
考えられる。そうなると、仮に建物①から④への延焼を
阻止することができても、背面から回り込んできた延焼
によって、いずれ建物④は失われる。すなわち、震災時、
ブロック内部のある線で延焼を止めることは極めて困難
になると考えられる。
次に、延焼がさらに拡大し、隣接するブロックに延焼
が開始された状況を想定する（図７）。この時、出火ブロッ
クの防御に当っている筒先が放水目標を延焼先ブロック
に切替え、ほぼ同じ場所から放水することを考える。延
焼の開始直後であれば即座に消火することも可能だが、
タイミングが遅れた場合、延焼の進行方向を後追いする
形の放水は延焼先ブロックの背面方向に火勢を押し込む
結果になることが多いため、延焼の阻止は困難になるだ
ろう。震災時において建物背面の防御が極めて困難であ
ることは既に述べたとおりであり、そもそも震災時にそ
のような筒先（図７参照）を配備する余裕もないと考え
られる。つまりこれらは、延焼が次のブロックに進むと、
そのブロックの全体に延焼拡大することが、その時点で
決定づけられる可能性が非常に高いことを意味している。
その後、さらに周囲のブロックに延焼が進行すれば防

御を必要とする方面は急増する（図８）。この段階に至れ
ば、延焼の進行速度を大きく把握し、ある程度の幅員を
持つ道路等の空間を阻止線に設定して路線防御を行うこ
とになろう。しかし、そこで必要となる多数の筒先を展
開することは、被災地の消防力では不可能であると考え

図６	　震災時に想定される模式的状況（放水活動
開始時を想定）。横方向の延焼を防ぐことはで
きても、背面からの回り込みが発生する。

図７	　隣接ブロックに延焼が進んだ状況。ブロッ
ク間延焼が起こると、延焼先ブロックの防御
は困難である。

図８	　周囲のブロックに延焼が進行した状況。防
御必要範囲が急激に増加する。
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られる。一方、緊急消防援助隊が被災地に到着するには
早くても数時間、多くの場合は６時間以上が必要である
と見積もられており３）、それまでの間、被災地の消防機
関は極めて困難な状況に直面する可能性が高い。平常時
のように隣棟延焼を阻止する活動を展開することは無理
でも、次の段階、すなわちブロック間の延焼段階に至る
前に、火災を制圧する必要性は高いと考えられる。

３．実市街地におけるケース・スタディ

ここでは、モデル市街地で行った検討を基礎に、異な
る二つの実市街地を対象として、既往の延焼シミュレー
ションを用い、火災がブロックを越えて拡大する場合の
消防活動のあり方についてケース・スタディを行った。
3.1　シミュレーションの対象地域と条件
シミュレーションを行ったのは、モデル市街地の想定
市街地と同じＸ市である。使用したシミュレーション・
プログラムは、総務省消防庁消防研究センターが開発し
た「消防力最適運用支援システム」15）である。火災は、
地震発生と同時刻に発生するものとし、北の風 5m/s の
放任条件とした。ただしこのシミュレーションは、天井
着火をもって「出火時刻」としており、火災が発生した
という意味での出火時刻からは少し遅い時点が時刻 0と
なっている。地震発生後の経過時間について検討するた
め、本稿では、出火から天井着火に要する時間を一律 5
分と仮定して時刻に加えた。したがって、出火からの経
過時間は、発災からの経過時間と読み替えることができ、
消防活動の進行と対比させることができる。消防活動を
検討するときは、発災後 30 分の時点で放水が開始される
ものと仮定した。これは、火災覚知の遅れなど震災時の
条件を考慮し、仮に置いた時間である。もっと早期に活

動を開始することが不可能であるという意味ではない。
なお、Ｘ市では震災時水利が計画的に整備されており、
市街地の延焼危険度に応じた加重配備が行われている⑹た
め、ここでは数隊の消防隊が使用する水利は充足してい
るものとした。
3.2　ケース・スタディの結果
⑴　整然と区画された市街地（図９）
幅員８mの道路で整然と区画されたケースである。出
火建物の付近は、定義に従えば３つのブロックに区分で
きるが、出火後 30 分の時点で既にいずれにも延焼が進ん
でいる（図９Ａ）ため、ここではその３つのブロックを
まとめて「出火ブロック」とする。出火ブロックからブロッ
ク①への延焼が発生するのは出火から 60 分後であり、ブ
ロック②への延焼危険も生じている（図９Ｂ）。90 分後
の時点ではブロック②への延焼が始まり、ブロック①の
さらに南側のブロックおよびブロック③および④への延
焼危険が生じている（図９Ｃ）。
以上の延焼進行状況に対応する消防活動を検討する。
ブロック①に延焼が進むと、さらにその周囲のブロック
への延焼危険が生じ、ブロック間延焼の連鎖を考えなけ
ればならなくなるため、Ａの時点で活動を開始したなら
ば、延焼を出火ブロック内に限ることが目標になると考
えられる。このとき考えられる活動は、筒先を出火ブロッ
クの北、南、東側の３つの方面に分け（耐火建物の配置
状況（図９Ａ参照）により、出火ブロックの西側を防御
する必要性は低い）、出火ブロックに対して放水を行いな
がら、隣接ブロックへの延焼を適時に断っていく形であ
ろう。ブロック間の道路幅員が８mあるため、少数の筒
先口数でも防御できる可能性は高いと考えられる。
ただしこのケースでは、出火建物から最も近いブロッ

図９　ケース・スタディ⑴：整然と区画された市街地
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ク②の防御に筒先を集中させてしまい、他のブロックの
防御が手薄となりやすいことに注意が必要である。ブロッ
ク②は、最も早い時期から受熱を受けているにも関わら
ず、主に北風の影響により、他の隣接ブロック（①、③、
④）よりも遅い時点で延焼する（図９Ｃ）。そのため、こ
こに筒先を過剰配置してしまうと、ブロック②は容易に
防御できても、北風と相まって火勢を出火ブロックの奥
に押し込み、ブロック①への延焼を助長する可能性が高
いと考えられるからである。各方面への筒先の配分は、
震災時など現場の消防力が限られたものであればあるほ
ど、優先度を厳しく吟味する必要がある。
⑵　区画が複雑で密集度の高い市街地（図 10）
ブロックとして区画できる連続した空間は認めにくく、
定義に従い厳密にブロックを区分すると、出火ブロック
の面積は 10,000m2 以上になる（図 10 Ｄに点線で示した
領域）。この内部から出火したとする。
出火建物の南方向には幅員２〜３mの通路があるが、
出火から 30 分後には既にその南側に延焼が進んでいる
（図 10 Ａ）。出火から 60 分後には、南側の６m道路（ａ
−ｂ線）を越えて延焼が始まるとともに、ｃ−ｄ線の北
側への延焼危険が生じている（図 10 Ｂ）。出火から 90 分

が経過すると、延焼はｃ−ｄ線を超えて北側に拡大を始
める（図 10 Ｃ）。180 分が経過した図 10 Ｄでは南・西方
向へ大規模に拡大しているが、これに対抗するための阻
止線を設定することは非常に困難であると考えられる。
以上の延焼進行状況に対応する消防活動を検討する（図
10 Ａの時点で活動を開始）。広幅員道路に面するため、
ｄ−ａ間を防御する必要はない。しかし、奥まった部分
からの出火であるため出火建物付近への放水活動は極め
て困難であると考えられる。そこで、空間の連続状況から、
ａ−ｂ−ｃ−ｄをひとつのブロックと認識し、延焼の拡
大をそのブロック内に限ることが目標になると考えられ
る。ただし、ｂ−ｃ間には 1m 程度の区画空間しかない
部分がある。定義に従えばブロックを区画する線にはな
らないが、ここでブロックを区画しなければ、非常に広
大な領域を一つの単位とせざるを得なくなって（図 10
Ｄ）、初動における防御活動とその時の防御目標を考えた
時には明らかに大きすぎる。そこで、現実的には、ｂ−
ｃ間をブロック境界として活動を進める方が妥当である
と考えられる（ブロック設定の考え方については、4.2.2
で検討する）。ただし、この部分の防御が極めて困難であ
ることを考慮し、重点的な防御活動を行う必要がある。

図 10　ケース・スタディ⑵：複雑かつ密集度の高い市街地
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なお、図 10 Ａの状況で活動に着手したとき、ａ−ｂ−
ｃ−ｄの近くに延焼が進行するまで放水を待機するわけ
にはいかないので、その線の防御を最優先とすることを
前提に、ブロックの奥に対して何らかの活動を行う必要
はある。また、部隊数が足りない場合は、南西方面には
極めて密集度の高い地区があるため、ｂ−ｃ−ｄの防御
を諦め、ａ−ｂの線に筒先を集中させることも必要にな
ると考えられる。

４．考察

4.1　ブロック内封じ込めを目標とした活動方法
ここでは、モデルおよび実市街地においてケース・ス
タディを行った結果から、震災時に行い得る消防活動に
ついて考察する。
これにひとつのヒントを与えるのが、覚知の遅れ、署
所間が離れているため後着隊の到着に時間を要したこと
など不利な条件が重なり、ブロックの全てが焼損した火
災事例 10）である。ブロック外縁部の建物外壁のみが燃え
残っているが、外壁の裏側からブロックの内部奥にかけ
ては１階床面の形状をとどめないほど燃え落ちている（図
11、図 12）。非常に速い速度でブロック内延焼が進行し
たため、劣勢に置かれた消防隊は、主にブロック外から
放水を行い、隣接ブロックとの離隔距離が最も少ない個
所の延焼阻止に注力したが、その効果が、外壁だけ残っ
た最終的な燃え残り形状として現われていると解するこ
とができる。この時の消防活動については、初期、火勢
を後追いする防御体形になったことなど、いくつかの教
訓を認めることはできる 10）。しかし、震災時の不利な条
件下における活動を考える上で、重要な示唆を与えてい
ると筆者は考える。
すなわち、劣勢下においては、隣棟延焼の阻止には無
理にこだわらず、ブロック間延焼の阻止を目標として、
ブロック外縁面の温度を下げる放水活動を行い、かつブ
ロック間突破の危険性があるポイントに焦点を置き適時
に放水する形の活動を行えば、少数の筒先であっても、
ブロック間延焼だけは阻止することができるのではない
か、ということである。これに基づき、現在、筆者が考
えている活動戦術（防御方法）を図 13 に示す。ブロッ
ク外縁面の建物外壁を長時間残せれば、隣接ブロックに
与える輻射熱を減ずることができる。ブロック内部への
注水は、ブロック内の延焼速度を低下させる効果を持つ。
輻射熱が強くなれば筒先位置を徐々に後退させなければ
ならないが、その防御方法によれば、筒先の後退速度を
遅くできる可能性がある。こうして時間を稼ぐことがで
きれば、出火建物やその周囲の建物では燃え落ちが始ま
り、ブロック間の延焼力を失ってくることが期待できる。
以上に述べたような守勢的な活動であれば、少数の消防

隊でも持ちこたえられるのではないかと考えられる⑺。
ただし、地上の１方面から、しかもある局面のみを見て、
机上時と同じ予測・判断を行うことは極めて難しい。また、
複数の隊が現場に展開したとしても、相互の連携は難し
い。その中で個々の隊は、平常時の活動すなわち炎上建
物への注水や隣棟延焼の阻止に固執し、ブロック間への
目配りが疎かになる可能性もある。そのとき、それぞれ
の隊が延焼拡大の段階を見定め、活動の目標を持つこと
ができれば、言い方は適切でないにしても、「何を諦めて
何を守るのか」が明確になる。それは、その時点におい
て為し得る最も効果的な活動を導くことになるのではな
いだろうか。

図 11	　ブロック外縁部の建物外壁が燃え残った状
況。文献 10）から一部改変して引用。

図 12	　ブロック内部が燃え落ち、原形を残してい
ない状況。ブロック外縁部に位置する建物外
壁は残っている。図 11 の反対側から撮影。
文献 10）から一部改変して引用。
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なお、平常時においても、消防署所間の距離が大きい
地域など、後着隊の到着に時間を要する可能性の高い場
合や、初期活動が何らかの理由で失敗し、ブロック間延
焼の可能性が出てきた場合は、時機を失しないうちに防
御方針を切替え、ブロック間延焼の阻止を目標としなけ
ればならないと考えられる。平常時であれ震災時であれ、
状況（段階）に応じて目標や戦術を変更する、柔軟な姿
勢が必要であろう。
4.2　ブロック設定の考え方
4.2.1　ブロックを区画する空間と防御活動の難易性
ブロック間延焼を阻止し得る空間の距離を検討するた
め、消防職員に対して聞き取り調査を行った。消防活動
は、震災時を前提として屋内進入は行わず、図 13 に示し
た方法、すなわちブロック間に配置した筒先を後退させ
ながら、守勢的に防御する方法によって行うものとした。
聞き取り結果のまとめを以下に示す。
・おおむね 4mの区画空間があれば、非常に厳しい活動に

なることは間違いないが、ブロック間の延焼を防御し
得る可能性は高い。ただし、４m程度の空間に筒先を
入れることは震災時においては非常に危険であるため、
防御できるのは放水射程内に限られる。

・おおむね 6mの区画空間があれば、そこに筒先を進入さ
せることができ、図 13 に示した活動が無理なく行える
ため、比較的容易に防御できる。
聞き取り調査からは、4m を目安としてブロック区画
を行い、これを防御目標とすることは妥当だが、４m程
度のブロック間が放水射程を超える距離で続く場合には、
ブロック間延焼の阻止は極めて難しくなると考えられた。
4.2.2　ブロック設定の実際的方法
ブロックを設定する際、定義の数値を厳密に適用する
と、防御目標としては適当な大きさのブロックにならな
いケースがある。3.2 ⑵で検討したｂ−ｃ間（図 10 参照）
がそれに相当する。また、図１におけるＦとＧの区分の
ように、大部分が 4m 以上の空間で区画できるが、局所

図 13　劣勢下を前提としたブロック間延焼阻止の方法
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的に 4m を下回るケースも多くある。これらのケースは
密集市街地では多くみられるが、重点的な防御によりそ
の部分の延焼を抑えることができれば、焼損面積を大き
く減ずることができる。逆に、前節 4.2.1 に述べたように、
たとえ 4ｍの空間であっても、それが放水射程を越えて
連続する場合には、防御は困難となる。
このような現実状況からは、実際の活動現場における
ブロック設定とは、基準値を固定した定義に従って行う
種類のものではなく、建物配置および空間の状況を基本
として、風向風速などの自然条件も含めた延焼状況、現
場の消防力、そして予測される未来状況を勘案し、柔軟
に行われるべきものであると考えられる。つまり、本稿
で意図するブロックの設定とは、その場その時において、
「適切な防御目標を具体化する作業」であると考えること
ができる。
4.3　火災の拡大段階を認識する必要性
高い密集度をもつ市街地において火災が発生し、延焼
拡大を続ける場合、焼損面積は連続的に増加する。しか
し、その過程においては、天井着火、隣棟延焼開始など、
状況が飛躍的に変化するいくつかの瞬間があり、これを
境として段階（フェーズ）を区分することができる（図
14）。各段階では、消火活動の方法も大きく異なってくる。
フェーズ１であれば居住者が消火器等を用いて消火する

ことも可能だが、フェーズ２以降になると、動力消防ポ
ンプ（可搬ポンプ・消防車等）と専門の消防隊員による
対応が必要となる。フェーズ４に入ると、長大な火面長
に対応するため多数の消防隊を必要とするが、広域応援
部隊の到着に時間を要することについては既に述べた。
震災時においてフェーズ２の段階で活動を開始できる可
能性が少ないとするならば、フェーズ３の段階で拡大を
止められるかどうかが、非常に重要になると考えられる。
現実には、地震火災が発生したとき、全ての火災をブ
ロックレベルで制圧できるわけではないだろうが、多く
の火災をその段階で封じ込めることができれば、あるい
はそれができなくても、延焼方面を限り、広域応援部隊
が展開するまでの時間をしのぐことができれば、最終的
な被害は大きく抑えられると考えられる。
4.4　ブロック間延焼が発生する時間
ブロック間延焼の平均時間を見出すため、Ｘ市を対象
として予備的に行っているケース・スタディを紹介する
（図 15）。例示したケース以外に多数行ったシミュレー
ション結果も踏まえると、多くのケースにおいて、出火（＝
発災）後 30 〜 40 分で最初のブロック間延焼（第１突破）
が発生し、その後、次々にブロック間延焼の連鎖が起こ
ることが分かってきた。

図 14　地震火災の拡大段階（フェーズ）と活動目標の推移
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５．震災時消防活動計画への適用

震災時においては、覚知の遅れや道路障害など、活動
を遅延される要因が複合するため、平常時のように隣棟
延焼の阻止段階（フェーズ２）を目標とすることは、現
実的には不可能であると考えられる。とは言え、何らか
の具体的目標を持たなければ、例えば情報収集にどれく
らいの時間が許されるのかが不明確になる。その結果、
消防機関の持つ震災時消防活動計画は、「あらゆる手段を
駆使してできるだけ早く情報を収集・集約し、適切に対
応する‥‥」というような記述になりがちである 13）14）。
すなわち目標の曖昧さは、発災後、大混乱の中で即時に
発動されなければならない震災時の計画において、具体
性・実効性が確保されないという形で問題化する。例えば、
所要時間の点で初動時には現実的ではない情報収集手法
（例えば職員による巡回方式）が、他の手法と同じ重みで
記述される例などがみられる 13）。そのため、実際には情
報を集約して火災発生場所を特定する作業が大きく遅れ、
フェーズ３からフェーズ４へと、火災がより後期の段階
に進展してしまう可能性がある。
そこで筆者は、フェーズ３「ブロック内封じ込め」を
震災時の目標に置くことで、踏み込んだ事前計画を検討
することが可能になると考えている。まずはその段階を

目標として対応方法を固め、事前計画の上でも、事後の
応急対応の中でも、可能であれば時間の短縮、目標段階
の切り上げを行っていけばよい。
もちろん、火災現場の状況は様々であり、それ以前に、
地震災害の様相そのものも場合によって大きく異なると
考えられるため、フェーズ３を時間の形で示すことは難
しい。しかし、状況と活動の時系列展開が明確にイメー
ジされることが計画に具体性と実効性を与えると考えて
いるので、今後は、フェーズ転移の平均時間をシミュレー
ションによって求めるなど、「時間をどう表現するか」に
着目した検討（4.4 参照）も進めていきたいと考えている。

６．おわりに

市街地大火の撲滅を目標に掲げ、努力を続けてきた日
本の消防は、近年その目標をほぼ達成したことで、逆に
大火直前の火災現象への経験を失っている。筆者は、今
後大都市において地震火災が発生した時、皮肉にもそれ
が問題になることを懸念している。本稿では、震災時に
おいて、隣棟延焼の阻止チャンスが過ぎ去った状況を想
定し、その段階における具体的な対応方策を探る試みを
紹介した。そこから見えてきたのが、「ブロック内封じ込
め」という目標である。火災の進展をその段階に封じ込
めることが、市街地大火への進展を阻止する最後のチャ

図 15　ブロック間延焼の発生する時間（ケース・スタディ）。丸囲み数字は、ブロック間延焼の発生場所と発生順を示す。
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ンスであり、被災地消防による最高の結果であると考え
る。
そもそもの消防力、都市性状、また個別具体的な戦術
とその考え方は消防本部ごとに大きく異なる部分も大き
いため、ここで述べたことが唯一の方法でないことは承
知しているが、これを叩き台として、あるいはひとつの
きっかけとして、各消防本部においてさらに具体的な検
討・研究が行われることに寄与できるならば幸いである。
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補注

⑴　出動後 6.5 分。火災発生〜通報〜覚知〜出動指令ま
での時間経過は様々だが、およそ出火後 8分程度の
時間とされている。

⑵　現実には、ほとんど全ての消防本部において、この
指針の要求するラインぎりぎりの消防力を整備する
のが精一杯のところである。したがって、震災に対
応できる余力を潤沢に有する都市はほとんどないと
みることができる。

⑶　広幅員道路等を延焼阻止線として設定し、多数の筒
先をその線上に揃えて火面進行を迎え撃つ防御方法。

⑷　大火に苦しんだ時代の戦術教本 6)	 7) には、防御線を
設定し、周囲街区への延焼を防ぐ戦術についての記
載があるが、基本的に震災時を前提していないため、
部隊の増強によりそれを達成するものとされている。

⑸　ただし、既に燃焼が開始されているタイミングにお
ける建物内部への進入は、退路の確保や建物崩壊な
どに関する危険性の予測・把握が難しく、安全管理
が重視される現在、積極的には行われなくなってい
る傾向にある。その意味では、平常時といえども、
本稿で検討する活動戦術の必要性が生じているとい
えるかも知れない。

⑹　図 10 のような密集地域に対しては、地域のすべての
地点から半径 280m 以内の範囲に、合計 280m3（40m3

防火水槽７基分）以上の耐震水源が確保、あるいは
その整備が計画されている。

⑺　震災時においては、射程と放水量を確保するため、

筒先はストレートノズル（管そうに流量制限オリフィ
スが装着されていれば取り外すことが必要）とし、
筒先口径も大きいもの（23mm 以上）を選択しなけ
ればならないであろう。同じ理由で、近年多用され
るようになった 50mm ホースではなく、65mm ホー
スの使用が必要であると考えられる。
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A Concrete examination as for aim of Fire Fighting Activity 
at Simultaneous Multiple Fires after a large Earthquake
——  A Proposition of the Enclosure Inside a Block

（Abstract）

Kanji Sugii

（Accepted July 9, 2009）

Simultaneous multiple fires after a large earthquake set the fire service of the disaster-stricken area to very adverse 
conditions, delay of fire fighting activity beginning and insufficient number of corps. In normal circumstances, the fire service 
is aiming at the obstruction of fire-spreading for neighboring buildings, and it is now almost succeeded due to reinforced 
strength of fire service.  However, it is highly possible that the aim cannot be achieved is high at the simultaneous multiple 
fires after a large earthquake.  In this paper, an adverse condition of the simultaneous multiple fires is assumed, and it 
introduces the result of the case study to think about an appropriate aim and the activity method at that time.  We start finding 
the enclosure inside a block have come into view there. 
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１．はじめに

自己反応性物質は、空気中の酸素がない状態でも加熱
や衝撃などにより発熱的に分解を起こし、燃焼や爆発を
引き起こす可能性のある物質である。その大部分は不安
定な結合を有しており、発熱分解を起こしやすいため各
種工程（合成、貯留・貯蔵、移送等）で大きな事故が今
までに何度も起こっている。物質の代表的なものとして、
火薬・爆薬、有機過酸化物、発泡剤、ガス発生剤等が挙
げられる。
自己反応性物質は、国内の法律では品名や性状に応じ
て大部分が消防法第５類の危険物となる。消防法以外で
は労働安全衛生法と火薬類取締法に該当する場合がある。
国際的には「危険物輸送に関する国連勧告」（以下、「国
連勧告」）で定義されている１）。本稿では、各法律での定
義を示し、国内外の危険性評価試験方法について紹介す
る。また、自己反応性物質と異物との混合によって発熱
反応が起こり、しばしば火災が起こっているため混合危
険性の評価方法についても紹介する。

２．法的規制

2.1　消防法
消防法では、危険物は第１類から第６類まで分類され
て自己反応性物質は第５類に該当し、「危険物の規制に関
する政令」で定める試験により評価される（試験方法に
ついては後述）。消防法別表に定められている自己反応性
物質の品名を表 1に示す。

表 1　消防法の自己反応性物質
有機過酸化物 R－O－O－R’
硝酸エステル類 R－O－NO2
ニトロ化合物 R－NO2
ニトロソ化合物 R－NO
アゾ化合物 R－N＝N－R’
ジアゾ化合物 R＝N＋＝N－
ヒドラジンの誘導体 R－NH－NH－ R’
ヒドロキシルアミン NH2 － OH
ヒドロキシルアミン塩類 （NH3OH）＋X－

その他、政令で定めるもの 金属のアジ化物
硝酸グアニジン

上記いずれか含有するもの

2.2　消防法以外の国内法
労働安全衛生法では、危険な作業や機械などを規定す
るために危険物が定義されている。そのなかの労働安全
衛生法施行令別表第１で爆発性の物として自己反応性物
質が一部該当している（表２）。
火薬類取締法では、火薬類として火薬、爆薬、加工品
に該当する場合がある。代表的なものとして、ニトログ
リセリン（硝酸エステル類）、TNT及びピクリン酸（ニ
トロ化合物）、高性能爆薬である過酸化アセトン（有機過
酸化物）等が挙げられる。火薬類の性能試験方法は、JIS
規格と火薬学会規格が各種の試験法を規格化しており、
各種の試験は大部分がこれらに則して実施される。火薬
類取締法は、保存中の安定度試験として遊離散試験、耐

自己反応性物質の危険性に関する各種評価試験法

水田　亮

（平成 21 年 7月 13 日受理）

解　説

自己反応性物質は加熱や衝撃などにより分解し発熱を起こしやすいため、火災事故が今までに何度か
起こっている。一度事故が発生すると高い反応性により、被害は拡大する危険性がある。自己反応性物
質を安全に取り扱うためには、その性質を理解し法律上の規制を遵守して危険性について把握すること
が必要である。危険性の評価や事故原因を明らかにするのに、熱分析機器や熱量測定装置等が応用的に
使用されている。本稿では、自己反応性物質の国内法及び国際法における法的な定義と危険性評価試験
について紹介する。また、異物の混合による発火事故が発生しており、混合発熱についての評価は重要
であるので最近行われている混合危険性の評価試験について示した。
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熱試験及び加熱試験を規程している。

表２　労働安全衛生法の爆発性の物

1 ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセル
ローズその他の爆発性の硝酸エステル類

2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリ
ン酸その他の爆発性のニトロ化合物

3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベン
ゾイルその他の有機過酸化物

4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物

2.3　危険物輸送に関する国連勧告
国連勧告は、危険性物質を国際間で輸送する際に国連
から出された勧告であり、物質は大分類として９種類に
クラス分けされてさらに細分化されている。自己反応性
物質は、クラス	4.1（自己反応性物質）、クラス 5.2（有
機過酸化物）に該当し、消防法と異なり国連勧告では有
機過酸化物と明確に区別される。クラス	4.1 は、熱的に
不安定な物質であり酸素（空気）の供給がない場合であっ
ても強烈に熱分解し易い物質と定義される。一方クラス
5.2 は、容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性
質を有する有機物質と定義される。

３．危険性評価試験

3.1　消防法による評価試験
危険物の規制に関する政令で定める消防法第５類の試
験は、爆発の危険性を判断するための熱分析試験と加熱
分解の激しさを判断するための圧力容器試験が指定され
ている。試験の手順は圧力容器試験を先に行い、3段階
評価のランク 1又はランク 2に評価されれば熱分析試験
を省略することができ、危険性の低い方であるランク 3
に評価されれば熱分析試験を実施する２）。
圧力容器試験は、圧力容器（内容量 200 ㎤）に 0.6MPa
で破裂する破裂板（Al その他金属製）を上部に、細孔径
9mmまたは 1mmのオリフィス板（ステンレス鋼製）を側
部に取り付け、試料を入れて電気炉で加熱し、圧力で破
裂板が破裂するかどうかを観察する。破裂する回数によ
り表 3のようにランク付けする。ランク 1、2はそれぞれ
第 1種、第 2種自己反応性物質に分けられて指定数量が
決められる。

表３　圧力容器試験のランク評価
Rank1 孔径 9mmオリフィス板、10回中 5回以上破裂
Rank2 孔径 1mmオリフィス板、10回中 5回以上破裂
Rank3 孔径 1mmオリフィス板、10回中 4回以下破裂

熱分析試験は、示差走査熱量測定装置 (DSC) または示
差熱分析装置 (DTA) を用いて物質の発熱開始温度及び発
熱量を測定する。標準物質の 2,4 －ジニトロトルエン（2,4
－ DNT）と過酸化ベンゾイル（BPO）を測定し、発熱開
始温度と発熱量をもとに基準点を 2点定めて判定線を引
く。試料の測定値がその判定線より上にあれば危険性あ
り、下にあれば危険性なしと判定される。
両試験結果に基づき図 1により、危険性を評価する。

3.2　国連勧告による評価試験
国連勧告では、自己反応性物質を各種分類試験により、
7つに区分し、さらにその性状に応じて液体と固体、温
度管理が必要かどうかに分けられる。分類方法について
は図 2に、各種分類試験については表４に示す３）。

表４　国連勧告による各種分類試験
試験 試　験　内　容
A 鉄管試験、UNギャップ試験
B 輸送物の爆轟試験
C 時間／圧力試験、爆燃試験
D 輸送物の爆燃試験
E ケーネン、オランダ・アメリカ式圧力容器試験

F 弾道臼砲試験 ､BAMトラウツル試験 ､高圧オー
トクレープ試験

G 輸送物の熱爆発性試験、輸送物のSADT試験
H* SADT試験（蓄熱、断熱、等温貯蔵試験）
	*	輸送時に温度管理が必要か否かを評価する試験

４．自己反応性物質の混合危険

自己反応性物質と異物との混合により、発熱反応が起

圧力容器試験 

ランク 1 ランク 2 ランク 3

熱分析試験

危険性あり 危険性なし

第 2 種 

自己反応性物質 

(指定数量 100kg) 

第 1 種 

自己反応性物質

(指定数量 10kg)

第 5 類危険物

に非該当 

図１　消防法第 5類の試験手順フロー
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自己反応性物質 
（有機過酸化物も同じ手順）

はい いいえ 

いいえ はい 

はい いいえ いいえ

※ 試験A 

※ 試験C 

若干

速い 

速い

速い
緩やか・いいえ

か・いいえ

緩やか

激しい 

適用除外の可 
能性はあるか 

密閉加熱の 
影響はどうか 

密閉加熱の 
影響はどうか

爆発威力 
はどうか 

いいえ 

分類② 

※ 試験F 

なし なし

はい正味質量 25kg 以下

で火薬類の副標札

を表示して運送可 

激しい

中、小程度・いいえ

中、小程度・いいえ

中程度 

はい 

小 小

小ではない 
いいえ

正味質量 50kg
以下で運送可

分類④

輸送物の状態 
で爆轟するか 

爆燃を伝 
播するか 

爆燃を伝 
播するか 

爆燃を伝 
播するか 

輸送物の状態で 
急速に爆燃するか 

密閉加熱の 
影響はどうか

密閉加熱の 
影響はどうか

輸送物の状態 
で爆発するか 

正味質量 50kg
以下で運送可

その包装では

運送禁止 

適用除外 400kg 又は 450L 以下で運送可 

（規則*に基づく許可を得た場合は中

型容器又は大型金属容器で運送可）

400kg 又は

450L 以下で

運送可 

分類① 

分類⑥ 分類⑤ 

分類③

分類⑦ 

小・いいえ

※ 試験B→ 

※ 試験E 
激しい 

※ 試験G→ 

※ 試験D→ 

* 危険物船舶運送及び貯蔵規則第 390 条の 2 

爆轟を伝播するか

緩や

図２　国連勧告における自己反応性物質判定試験フローチャート
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こりしばしば火災が起こっている。特定の物質を混ぜた
場合に、実際に反応が起こるか否かは計算で予測するこ
とは困難であり、危険性を評価するためには実験を行う
必要がある。しかし、混合危険性の実験的な評価方法は、
いまのところ確立されてはいない。安全工学等の分野で
は、混合危険性の各種評価方法が行われており、自己反
応性物質にもあてはまるので一般的な評価手法について
紹介する。
4.1　評価試験
4.1.1　各種評価試験
過去に試験的に行われた評価方法を以下に示す４）。
米国USCG反応危険性試験は、米国ダウ・ケミカル社
が米国沿岸警備隊 (USCG) の依頼により化学薬品の海上
輸送における混合危険対策のために考案した試験法であ
る。まずデュワー瓶で等量を混合して温度上昇を測定し、
発熱反応が起こらなければ 300℃までDTA（示差熱分析）
を実施してランク付けを行う。測定した発熱反応が高い
場合にはさらにダウ・ケミカル社の反応危険性試験装置
を用いて、混合後の温度差とガスの発生の有無を評価す
る。この装置の問題点として、操作が繁雑であり、発火
しない場合に安全化処理が難しい等が挙げられる。
改良鉄皿試験及び大規模混触発火試験は、東京大学工
学部吉田研究室において開発された。前者は、ドイツ
(BAM) による赤熱鉄皿試験を改良したもので、試料添加
装置（添加により混合）、加熱装置、温度測定装置及び防
護壁より構成される。試料添加及び試料加熱を遠隔操作
（通常約 10m）で実施できる。発火、発熱がなければオイ
ルバスで調整された 100℃の容器で添加混合を行い、そ
れでも発火がなければ硝酸等の強酸を混触させて評価す
る。後者は、容量 500g 瓶の試料の混触による発火の有無
と、発火に引き続く燃焼の程度を確認するための装置で
ある。上方 1mに吊り下げられた重量 2kg のステンレス
製ハンマーを落下させて試料瓶を破損させ、試料を混合
する。試料量が多く、実規模での混触発火の危険性評価
に適している。
最近では、試料量が少なく簡便で安全な方法として各
種熱分析装置及び反応熱量計が、危険性評価の応用に使
用されている。
4.1.2　簡易試験
数mLの試料を試験管中で混合させて、その温度上昇や

降下度合い、沈殿物または気泡発生の有無を観測する５）。
温度測定は熱電対を使用し、最大温度変化量（温度上昇、
降下速度）を求める。緩慢な反応速度を正確には測定で
きないが、混合による急激な発熱の有無を確認できるた
め、定量的な実験を実施する前の予備実験としても行う
ことができる。

4.2　熱危険性測定
4.2.1　示差走査熱量測定 (DSC)
DSCは試料量が数mg程度で、熱危険性評価のスクリー
ニング試験として使用され、消防法危険物第 5類の試験
法として採用されている簡便で安全な装置である。試料
容器を実際の混合容器として仮定すれば、試料を実際に
近い状態で入れるよう考慮することで危険性をある程度
測定できる。試料の蒸発抑制のために容器を密閉にした
り、条件によって雰囲気を加圧したり、試料容器との反
応を避けるため適した材質の容器を選ぶ必要がある。し
かし、反応性の高い試料では、混合物を調整して測定を
開始する前からある程度反応が起こってしまう。試料の
撹拌ができないため、測定中に層分離が起こり実際の状
態と違ってしまうことがある。
4.2.2　断熱型反応熱量計 (ARC)
ARC は、1975 年に米国ダウ・ケミカル社で開発され
た、断熱状態下で試料の自己発熱による温度及び圧力の
時間変化を測定できる装置である。試料量は数 g程度で、
容器は耐圧性が高いので暴走反応や熱爆発に対応できる。
断熱状態の測定は、大量貯蔵時の熱的安定性や、反応中
における冷却機能の不十分や停止により引き起こされる
危険性等の予測に適している。試料の温度は容器外表面
に接触させた熱電対により測定するため、容器による影
響を補正すればSADT（自己加速分解温度）やTMR（最
大発熱速度に至る時間）を評価できる。しかし、試料は
事前に混合し準備するため、測定開始前にある程度反応
が進行してしまう。
4.2.3　小型圧力容器試験装置（MCPVT）
消防法第 5類試験や国連勧告書に規定されている圧力
容器試験の改良型として温度と圧力も測定できる、消防
研究センターで先駆的に測定されている装置である。圧
力容器の内容積が従来型より小型で、少量の試料（数 g）
を入れたガラス容器（8mL）を入れて一定速度で温度を
上昇させる。容器内の圧力上昇速度（dP/dt）より反応危
険の評価を行う。試料は事前に混合し準備するため、測
定開始前にある程度反応が進行してしまう。
4.3　反応熱量測定
4.3.1　高感度熱量計 (C80)
C80 は、フランス Setarm 社製の双子型の高感度熱量
計である。機能はDSCと同様であるが、DSCが試料量
mg 単位であるのに対し C80 は g 単位の測定が可能であ
る。測定部分の全体が断熱材を充填した容器の中に設置
されており、熱流速の測定はサーモパイル（熱電対集合体）
で 200 本の熱電対を層状に配置しておりDSCよりも高
感度である。メンブレン ( 膜 ) 式容器はメンブレンを破る
ことで混合が可能であり、回転型（混合試験用）C80 で
は装置全体を回転させることで容器内の試料同士が混合
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できる。
4.3.2　SuperCRC
SuperCRC（図３）は米国Omnical 社製の反応熱量計
であり、反応容器に混合物質を測定途中に注入できるの
で、混合による発生した熱流束を測定できる。反応容器
は容量 16mL のガラス製（高圧用容器も可能）で、試料
量は通常 0.5~5mL である。混合物質の注入は、注射器を
使用して装置外部から操作するので簡便に試験を行うこ
とができる。内蔵された磁気摸拝器で撹拌が可能で、実
際の反応装置と同様な状況で測定することができる。発
生する熱流束は試料容器の周囲にあるセンサーで検出し、
試料容器の伝熱速度による測定遅れは較正用ヒーターに
より補正される。

5　事故事例

自己反応性物質について、国内外で近年発生した事故
事例を以下に示す。
5.1　消防法第 5 類に新しく加えられた事例
平成 12 年 6 月に群馬県のヒドロキシルアミン（HA）
製造工場で爆発火災が起こった。HAは半導体製造産業
及び化学工場で広く使用されている。爆発による被害で
多数の死傷者が発生し、建物や車両など多大な損害を与
えた（図４）。バルブの配管に鉄イオンが蓄積し、それが
HAと反応してしまい爆発に至ったと推定された。その後
の調査により、爆発原因物質とされるHA水溶液及びHA
塩類（硫酸HA、塩酸 HA、リン酸HA）について各種危
険性評価試験の測定結果が報告されている６）。測定結果
からHA水溶液及びHA塩類は消防法第 5類に該当する。
その後平成 13 年に消防法の改正により、当初危険物に該
当しなかったHAが第 5類に加えられることになった。
それにより、製造、貯蔵および取り扱い施設において
も技術基準が厳しくなった。

5.2　韓国で発生した MEKPO 爆発火災
平成 12 年 8月に韓国の麗川（ヨーチョン）市のメチル
エチルケトンパーオキサイド（MEKPO）製造工場で爆
発火災が起こった７）。爆発により工場は全焼し、20 台の
車両が破損、死者は 6名、負傷者は 19 名、被害額約 6億
円という大きな被害がでた。推定原因は、MEKPO製造
途中である硫酸の酸化工程後、熟成中に工場が休暇に入
り硫酸酸性で放置されたため分解発熱が起こり、暴走反
応に至った。MEKPOは強酸との混合により発熱分解反
応を起こすことが知られている。C80 や MCPVTの実験
により、硫酸との混合でその反応が低温側にずれること
が分かっている８）。
5.3　MEKPO 含有硬化剤の廃棄時の火災
平成 18 年 4月に川崎市の塗装工事業所の資材置場で廃
液の火災が発生した９）。余った屋外貯蔵タンクの内面コー
ティング用硬化剤（以下MEKPO含有硬化剤と略）の廃
棄分（150mL 容器入り 240 本）を、まず 18L 缶へ入れ
て、いっぱいになった 18L 缶から廃棄物用ドラム缶（硬
化剤用）へ移し替えた。3回の作業後、約 10 分後に白煙
が上がり、やがて炎が立ち上がり火災となった。貯蔵庫
が全焼し、周囲建物が焼損した。廃棄物用ドラム缶には、
MEKPO含有硬化剤だけでなくエポキシ樹脂系塗料用の
硬化剤も区別なく投入されていた。種々の火災原因が考
えられるが、この二種類の物質の混合危険性について熱
分析を行った。
試料はMEKPOと、一般的に用いられているエポキシ
樹脂系塗料用硬化剤であるポリアミドアミン系を使用し
た。事前試験として小びん中で二種類を混合するとポリ
アミドアミンが数％の濃度では気泡が若干発生し、25%
以上では混合直後に発泡して数分後に急激な発泡と膨張
が起こった。予備実験としてTG-DTAで測定し反応の危
険性をある程度把握した上でC80 による測定を行った。
測定結果を表５に示す。有機過酸化物はアミン類と反
応する可能性が有ることが一般的に知られている。ポリ
アミドアミン等を含むエポキシ樹脂系硬化剤が混合した

注射器 

試料溶液 

熱電素子 

水

参照側 

撹拌子

試料側 

図３　SuperCRCの概要

図４　HA製造工場の爆発火災現場
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時、発熱反応が起こった。ポリアミドアミンの混合濃度
が数%でも、発熱開始温度とピーク温度が 30℃～ 40℃
程下がっており、反応が低温側にずれることが分かった。

表５　MEKPOの C80	測定結果
試料 雰囲気 発熱開始温度 ピーク温度

MEKPO Air 75.1	℃ 107.8	℃

MEKPO －
1％混合物 * Air 45.9	℃ 76.4	℃

MEKPO －
7％混合物 * Air 36.0	℃ 67.0	℃

* エポキシ樹脂系塗料用硬化剤（ポリアミドアミン）

６．まとめ

自己反応性物質の法的な定義を示し、国内法と国際法
との違いを比較した。各種の危険性評価試験について紹
介し、一般的に行われている混合危険性評価試験につい
て示した。自己反応性物質を安全に取り扱うために、そ
の性質を理解し危険性について把握することが必要であ
る。また、廃棄物処理分野では自己反応性物質の廃液に
起因する火災事例が起こっており、廃液等の混合危険性
評価が重要視されている。しかし、処理現場ですべての
混合物について熱分析等を実施するのは困難であるため、
熱的危険性の簡易試験法の早期考案が期待される。
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Various Kinds of Test Methods to Evaluate Self-Reactive Materials
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Most self-reactive materials can be decomposed thermally at relatively low temperatures and are very sensitive to 
friction and shock, which result in fire and explosive occurrence during their producing, handling or storing. In order to 
handle self-reactive materials safely, we must understand their relevant hazard and regulation for handling. This paper reviews 
the definition of self-reactive materials and various corresponding evaluation methods. Moreover, mixing or contaminating 
of self-reactive materials with some other materials makes exothermic accidents, therefore, this paper also introduces test 
methods to evaluate such mixing reactions.
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１．はじめに

2003 年 9 月に苫小牧市で起きたナフサタンクの火災は
44 時間にわたって火災が継続し、社会に大きな衝撃を与
えた。しかしながら、国外では長時間の石油タンクの火
災事例が多数見られる。そこで、様々な情報を基に国内
外の火災例を調べると、この 100 年余りに約 900 件の事
例を見出すことができた。報告されている個々の情報量
には大きな差があり、また、情報内容に誤りがある場合
もあるが、ここでは、信頼できそうな情報を主体に石油
タンクの火災事例をまとめてみた。

２．情報の入手先

主な情報源を表 1に示した。このほか、各種インター
ネット、個人情報からも得た。合計の件数は多いが、重複、
誤り、また、危険物以外の火災例もあり、得られた事例
は実質的には、約 900 件となった。表 2に過去の主な火
災事例（国外のみ）を示した。

３．火災事例の分析

得られた多数の事例から石油タンク等の火災事例の特
徴を調べた。対象としたものは、石油、石油製品、液体
の化学薬品、LPガスで、屋外タンクのほか、地下タンク、
屋内タンクの一部を含む。
3.1　年別の件数
最も古い報告例は、1880 年の米国である。平均すると、
最近では年間 10~30 件程度は起きている。情報量の少な
い戦前は別としても、世界的に見れば相変わらず増加傾
向にあるようである。これは、石油の使用量の急激な増
加を考えれば理解できる。原因も似たものが多く、情報
不足のためか火災の経験が十分に防災に役に立っていな
い可能性がある。

表１　主な情報源
情報源 件数 備考

消防庁・危険物事故事例集１） 約 100 件 国内のみ
H.	Persson２） 約 480 件 国内外
Acu	News３） 約 100 件 国内外
Williams	Fire	&	Hazard	Control
社	４） 約 100 件 国内外

長谷川ら５） 約 110 件 国内外
石油産業活性化センター６） 約 130 件 国内外
災害情報センター 約 240 件 国外のみ
（数字は、石油タンク火災以外の事例も一部含む。なお、
小規模な火災は除いている。）

3.2　季節、曜日、時間別の件数
季節として、夏場に火災が多いと言われている５）。そ

こで、最近約 10 年間の北半球での火災について月別の火
災件数を調べ、図 1にまとめた。7月が最も多く、次い
で 5 月、8 月、4 月の順で多い。夏場に火災が多い傾向
が確認できた。曜日では、月曜、水曜が多く、土曜、日
曜は少ない。また、時間は、長谷川ら５）によれば、12 時
ころが多いとのことである。要は、仕事中（平日、昼間）
のものが多い。

国内外の石油タンク等の火災爆発事例

古積　博

（平成 21 年 7月 21 日受理）

件
数（
％
）

月

図１　月別の火災件数（北半球、2000~2009）

国内外の石油タンク等の火災爆発事例約 900 件について、発災油種、原因等を調べた。また、特異
なタンク火災の例としてバイオ燃料の火災、ボイルオーバー等について、事故情報を基に調べた。落雷
等類似の原因による火災が多いことが判った。

解　説
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表２　国外の主な石油タンク火災
年月日 場所 タンク概要 油種 概要、消火活動、死傷者 原因

1938/7/17 米国・NY ナフサ 製油所のナフサタンクで火災。BLEVEが起こっ
た。死者3名。

1955/8/5 米国・インデイ
アナ

タンク67基が火災となった。鎮火まで8日を要
した。

1964/3/28 米国・アラスカ・
Valdez

Union	Oilのタン
ク基地（小規模
なタンク多数）

Great	Alaska	Earthquake地震（マグニチュード
8.4、午後5時30分発災）後の多数のタンク火災。
2週間継続。

地震後5時間経過
後（午後 10時 30
分ころ）に火災と
なった。

1972/9/25 米国・テネシー
Collegedale

コーンルーフ、内
部浮き蓋、浮き屋
根、H=14.6m

灯油、軽
油、ガソ
リン

コーン、内部浮き蓋屋根、浮き屋根タンク等合計
5基のタンクが火災。SSIで消火。

入れ過ぎ（推定）

1981/8/20 クエート・
Shuaiba

浮き屋根タンク
（最大2.54万kl）

ガソリン 大型石油タンク８基の爆発火災。ナフサタンクに
延焼、更に灯油タンクへ。6日間、火災は継続し
た。7名死亡。

配管ヤードで油の
移送作業中に漏油
があり火災となっ
た。

1983/1/6 シンガポール 内部浮き蓋タン
ク3基、D=57,	
36.6,	24.4m

タンクから油があふれ、火災となった。タンク3
基が焼失した。

過充填

1983/1/7 米国・NY・New	
Wark港・テキ
サコ社

浮き屋根タンク ガソリン 貯蔵タンクにガソリン受入中オーバーフロー，防
油堤内に流出。更に蒸気雲が、焼却炉の火で着火
爆発。3基のタンクが炎上。約2日間火災が継続。
死者25名。

タンク内の残液の
誤認による過充填

1983/8/31 米国・ルイジア
ナ・Chalmette

19000kL貯蔵 ガソリン テネコ社製油所のガソリンタンク爆発，火災．
9540kLが燃える。周辺住民3000人避難。翌日
消火。死亡1名。2名負傷。

タンク爆発

1985/10/23 米国・ハワイ・
ホノルル・Pearl	
city

浮き屋根、D=36m 航空ガソ
リン

浮き屋根が沈み火災となったもの。雨で浮き屋根
が沈下。泡を入れて液面を覆いながら中の油を移
送し、空にする作業をしていた。3日後、泡が消
えて、燃料に火が付いたもの。消火に2時間30
分掛った。

静電気

1986/10/1 米国・オハイオ・
Newport	・Ohio	
Pil	Gathering	Co.

D=29m,H=8.5m,
屋根は木製

原油 消火には先ず水を使用した。そのため、出火から
4時間45分後にフロスオーバーが起こった。

落雷

1987/7/26 米国・オハイオ・
Newport

D=29m 原油 Ohio	Pil	Gathering	Coの原油タンクの火災。 落雷

1988/6/17 米国・Memphis D=34.14m　 Heating	oil D=34.14mのタンク、Heating	oil貯蔵。 　
1989/3/26 フィンランド・

Porvoo
浮き屋根タンク イソヘキ

サン
製油所のイソヘキサンの浮き屋根タンクで火災。 イソヘキサンタン

クの火災
1989/12/24 米国･LA･Baton	

Rouge　エクソ
ン社の製油所

　 軽油、潤
滑油

エクソン社の製油所で爆発．３つの軽油タンク、
潤滑油タンク1基と工場の一部が炎上した。

　

1990/7/5 米国・TX・アー
コケミカル社

コーンルーフ、
廃油タンク、
V=3400kL

廃油 廃水タンクが爆発。火災となった。死者17名。
このタンクには、軽質油、有機過酸化物も流入し
ていた。

タンク内に可燃性
混合気が形成。圧
縮により爆発。

1994/11/7 フランス 　 　 豪雨のため、浮き屋根が沈下、その後、火災にな
った。

静電気　
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3.3　国別、油種別の件数、死傷者
最も件数の多いのは米国である（全体の約 45%）。ただ
し、直ちに米国の石油タンクが危険ということではなく、
事故の情報量が多いためと考えられる。また、石油の消
費量も圧倒的に多い（全世界の 25％、2005 年７））ので事
故件数が多くなる。日本の収集事例（全体の約 10%）も
多いが、これも情報量が多いためで、Persson の報告書２）、
長谷川ら５）等の情報の中では、数％に過ぎず、日本の石
油消費量（全世界の 8％、2005 年７））を考えれば事故発
生件数は少ないのではないかと考えられる。他方、中国
の火災の収集例は比較的少ないが、中国の石油の消費量
の急激な増加や情報公開の進展等から、今後、件数が増
加することが予想される。
発災油種としては、ガソリン、原油等の低引火点物質
が多い（これらによるもので全体の約 3割、図２）。これ
らの物質は引火点が低く、火災発生の可能性が高い。引
火点が高いアスファルトも時々火災となっている。これ

は、アスファルト自身が酸化・発熱して火災を起こすが、
また、タンク内で加熱している場合が多く、温度コント
ロールのミスのためでもある。また、廃油による火災も
多い。廃油は、水が大部分であるが、引火点がかなり低

1995/10/16 米国・ＰA・ル
ーズビル

ドーム
型、D=9.2m,	
H=9.2m

ナフサ，
軽油

改造工事中のペンゾイル製油所ボイラー室で
爆発，火災．近くのナフサ，軽油タンク誘爆．
３時間後鎮火

溶接作業

1996./4/23 メキシコ V=5万kL 廃油 周囲の牧場の火災からの延焼。4時間で鎮火。周囲の火災の延焼
1996/6/4 米国・Texas	City D=41m MTBE 落雷で火災が発生し、浮き屋根が沈んだ。火

災は20-30分で鎮火した。
落雷

1999/8/17 トルコ・Izmit製
油所

ナフサタンク
3基

ナフサ 地震でナフサタンクが火災となった。火災は
3日間継続した。ボイルオーバーが起こった
との報告もある。

地震

1999/12/2 タイ・Sri	Racha
石油精製施設タ
イオイル、タイ
最大の製油所

ガソリンタン
ク４基、V=	
12000kL浮き
屋根（T3004）。

ガソリン 石油精製施設タイオイルのガソリンタンク４
基が次々爆発．従業員の作業ミス。死者7名。

従業員の作業ミスでタン
ク（T3004）からガソリ
ンがあふれた。自動車の
エンジンの火花を引火し
て爆発した。

2005/11/13 中国・Jilin ニトロベンゼ
ンタンク2基

ニトロベ
ンゼン

不適当な操作で暴走反応が起こった。その後、
化学品貯蔵タンクが爆発。死者8名、負傷者
60名。Songhua川が汚染。

反応装置内で暴走反応が
起こり、爆発。その後、
化学品貯蔵タンクにも被
害、爆発。

2005/12/11 英国・Hemel-
Hempstead・
Buncefield

内部浮き蓋
タンク（最
初の発災
タンクは、
V=6049kL）

ガソリン Buncefield石油基地でガソリンタンク（浮き
蓋付き）からあふれたガソリンが車の火花で
爆発．20基のタンク炎上．近くの住宅被害．
黒煙が東方のフランスにまで流れる。消火に
約100時間を要した。

パイプラインでガソリン
を数100km移送、液面計
の故障で過充填。あふれ
たガソリンが爆発。

2006/10/28 中国 浮き屋根タン
ク、D=80m、
H=21.8m

原油、塗
料

建設中。VCE発生。13名死亡。12名負傷。
爆発はTNT545kgに相当。DDT（爆ごう）が
起こった。

タンクの塗装時に生じた
可燃性蒸気の爆発。

2007/4/27 米国・オクラホ
マ・Wynnewood

内部浮き蓋タ
ンク、V=1.3
万 kL

ナフサ 製油所で2基のタンクが火災となった。消火
に失敗、更に爆発が起きて隣接タンク（軽油
貯蔵）に延焼。内部浮き蓋タンクの消火の難
しさが指摘された。

落雷。高温のナフサの移
送で隣接タンクも爆発。

V=タンク容量、D=直径、H=高さ、空欄は情報無し　（表 5、7で同じ）

ガソリン

原油その他

化学薬品類 アスファルト

重油
軽油 アルコール

図２　発災油種別割合（国内外、2000 〜 2009）
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い場合もある。
最近の日本では、タンク開放中の作業による火災を除
いて、幸い余り死傷者は出ていないが、海外では数 10 人
〜数 100 人の死者が出る例も見られる。最大のものは、
1994 年 11 月のエジプトの油槽所の火災で、周辺の村に
も火災が広がり、死者 550 名と報告されている。次いで、
1982 年 12 月のベネズエラのC重油タンク火災は、ボイ
ルオーバーを伴い、約 150 名が死亡した。
3.4　原因
原因が明確なものは必ずしも多くはないが、油受け入
れ中の過剰注入、過熱、静電気といった人的ミスによる
原因が多い。国外の例で多いのは、落雷である。落雷の
割合は非常に大きく、かつ、最近でも余り減っていない。
他方、国内では、落雷による火災は余り起きていない。
また、国外では、放火、戦争、テロも多い。タンク内部
を開放中に点検、溶接作業等を行って事故となる例も多
い。この場合には、タンク内の作業員が死傷する場合も
多い。開放作業では、十分な安全対策が取られているは
ずだが、それでも起きてしまう。日本の場合には、地震
によるものが多い。2003 年の苫小牧市でのナフサ及び原
油タンク火災のほか、1964 年 6 月の新潟地震では多数の
原油タンクが火災となった。また、内部開放中での人的
ミス等による火災が多い（表３）。

表３　国内外の火災原因の比較
ヨーロッパ、
米国、カナダ

日本

落雷 46 15
地震 2 12
過充填 5 6
過熱 2 2
静電気 6 2
内部開放中 6 12
外部からの延焼 8 5
戦争、サボタージュ、放火 10 3
その他 22 46

火災の原因調査によって、原因が明らかになれば類似
の火災が減ることが期待される。そこで、原因不明なも
のを除き、1979 年以前、1980 〜 1999 年、及び 2000 年
以降に分けて原因に変化が見られるか調べた（表４）。年
によって大きな差は見られない（落雷によるものの割合
は平均してほぼ 4割余りを占めている）。また、戦争、サ
ボタージュ、放火といった原因が世界的に見ればかなり
多い。なお、原因が重複しているものがあるため合計は
100%とならない。今後、より詳細な解析が必要である。

表 4　火災原因別の割合（％）の年変化

〜 1979
1980 〜
1999

2000 〜
2009

落雷 44 38 43
地震 1 2 6
過充填 4 6 4
過熱 1 2 2
静電気 3 2 8
内部開放中 5 6 11
外部からの延焼 10 5 4
戦争、サボタージュ、
放火

11 19 13

その他 28 34 29

3.5　タンク内外での爆発
タンクの火災では、出火時、爆発を伴うことが非常に
多い。割合としては、タンク内部での爆発が約 35%、外
部での爆発は約 5%となっている。残りは、爆発がなかっ
たか、不明のものである（2000 〜 2009）。
タンク内部での爆発の場合、タンク屋根部が飛ばされ
ることが多い。例えば、2006 年 10 月に中国で起きたタ
ンク塗装中の爆発の事例では、TNT換算で 545kg の爆発
が起きたことが報告されている８）。可燃性蒸気が外部に
出て、爆発に至る場合も多い。英国Buncefield タンク群
の火災（2005.12）では、巨大なBLEVEが起きたことが
報告されている（爆発の激しさはマグニチュード 2.4 に
相当した）。
なお、ここでは長時間の火災の後に発生するボイルオー
バー等による爆発的な現象は入れていない。
3.6　消火までの時間
アラスカでの地震後の火災（1964.3）では、消火まで
2週間を要した。グアム島のガソリンタンク火災（2002.12）
はほとんど消火作業が出来ず、5 日間に及んだ。また、
英国Buncefield タンク群の火災も 100 時間を要した。他
方、米国・オリオン石油のガソリンタンク火災（2001.6）
は比較的短時間で消火できた。石油タンクの消防防災の
専門家による成功例の一つと言える。
複数のタンクが被害を受けた場合には消火は大変困難
になり、消火に要する時間は非常に長くなる。火災が起
きた場合、一のタンクの火災に留めることが重要である。

４．特徴的な火災爆発事例

4.1　内部浮き蓋付きタンクの火災事例
最近、環境対策の面から内部浮き蓋の設置が進んでい
る。その結果、これらのタンクでの火災が起こっている。
内部浮き蓋タンクによる火災であることが明記されたも
のが約 25 件見出された。ただし、明記されていないもの
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でも内部浮き蓋であるものもあると推定でき、少なくて
も全火災の 3%余りはあると考えられる。ただし、内部
浮き蓋が直接火災の原因となった例は少ない。
英国・Buncefield 火災（2005.12）は、内部浮き蓋付き
タンクから始まったが、原因は、ガソリンを受け入れ中、
過剰に入ったことに気付かなかったため通気口から溢れ
出て、近くの車の火花で爆発したものである。また、グ
アム島の火災も内部浮き蓋付きタンクの火災である。こ
のほか、浮き蓋設置工事中に火災となった例も国内外で
多い（例えば、名古屋の火災（2003.8））。これらの火災

例については、別に報告済み９）なので参照されたい。
4.2　ボイルオーバー等
ボイルオーバーは石油タンクの火災事故等で最も危険
なケースの一つである。フロースオーバー、スロップオー
バーも含めて合計約 50 件の事例が報告されている。表５
に国外の主なボイルオーバーの事例を紹介した（スロッ
プオーバー等の類似災害も加えた）。収集した中で最も古
い事例は、1892 年の米国ペンシルベニアのものだが、もっ
と古くから起こっていることが想像つく。
ボイルオーバーが起こると共に火災が大きく拡大し、

表 5　主なボイルオーバー等の例
年月日 場所 タンク概要 油種 概要、消火活動、死傷者 原因

1892/6/22 米国・PA・
Colegrove

原油 ポンプ基地のタンク。ボイルオーバーが起
きた。9時間後、16 時間後に原油タンクで、
27 時間後に重油タンクで。ファイアボール
は 300m の高さに達した。鎮火に 5日間か
かった。3名死亡。

豪雨中の落雷

1955/8/27 米国・インデイ
アナ

AOC 製油所のタンク火災。大きなファイ
アボールが形成された。

最初にタンク内で爆
発が起こった。

1968/1/20 オランダ・
Pernis

廃油、ナ
フサ

Shell の製油所の廃油貯蔵タンクで反応暴
走爆発、爆発はTNT当量；20 トンに相当。
更に BO（フロスオーバー）が起こった。
80 のタンクが焼失。

廃油貯蔵タンクで水、
油のエマルジョンが
反応暴走爆発した。

1971/6/26 ポーランド
Czechowice-
Dziedzice

コーンルーフタ
ン ク，D=33m、
H=14.7m

原油 製油所のタンク。出火から 5時間 30 分後
にボイルオーバーが起こった（hot	zone	降
下速度 ;2.1m/hr）。消火作業中の消防隊等
33 人が死亡。100 人が負傷。

落雷

1982/12/19 ベネズエラ・タ
コア

V=45000kL,	
D=60m,	H=20m
のタンク2基、
V=5000kLの
タンク2基

Ｃ重油 出火から6 時間 15 分後にボイルオーバーが
起こり、高さ450mのファイアボールが形成さ
れた。高温液体が 3km 広がり、更に合計4
基のタンクが炎上。消火に 3日掛った。死者
150 名以上。Hot	zone 降下速度；0.98m/hr

過熱

1983/8/30 英国・Milford	
Haven

浮き屋根タン
ク，V=8 万 kL

原油 フレアスタックからの赤熱異物により原油
貯蔵タンク火災。消火に 15 時間掛った。
ボイルオーバーが起こった。消火に 49 時
間掛った。

タンク屋根のクラック
で原油が蒸発、それに
フレアスタックからの
赤熱異物により原油タ
ンクが火災となった。

1986/2/24 ギリシャ、
Hellenic-R．
Kalochoriジェッ
トオイル社

浮き屋根タン
ク、D=40 〜
80m

原油 10 基のタンクで火災。30 時間後、原油の
浮き屋根タンクでボイルオーバーが起こっ
た（Hot	zone 降下速度 ;	0.5m/hr）。消火に
168 時間掛った。

防油堤内のホット
ワークが、漏れていた
油に引火した。

2002/7/* ナイジェリア・
シェブロン・エ
スクラバス油槽
所

浮き屋根タン
ク、3万 kL

原油 エスクラバス油槽所で原油タンクが火災、
ほとんど消火活動が行われずボイルオー
バーが起こった。

落雷でシール火災が
起こった。

2005/10/5 アルジェリア・
Skikda

5 万 2000	
kL，D=69m,	
H=14m、2基

軽質原油 ボイルオーバーが起きた（出火から14 時間
後）。タンク2 基が焼失。

過充填で生じた原油蒸
気が車の火花で引火。
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周囲への放射熱も増す。タンクから溢れた高温の油によっ
て被害が増す場合もある。ボイルオーバーを起こす油種
は、原油が圧倒的に多いが（全体の約 90%）、重油、軽油
でも報告の事例がある。原油、重油、軽油や高沸点液体
が長時間の火災になった場合、ボイルオーバーが起こる
可能性があるものとして対策を立てた方が良い。ガソリ
ンやナフサでもボイルオーバーが起こったとの報告もあ
るが詳細は不明である（ガソリン（インド、2004.3）、ナ
フサ（トルコ、1999.8）10））。
ボイルオーバーが起こるまでの時間は、大部分の事例
では数時間〜 30 時間余りといったケースが多く、音、光
による予兆現象が見られるので、事前に対応策を立てて
おく必要がある。ボイルオーバーの発災が、燃料層内に
ホットゾーンが形成され、それがタンク底部に存在する
水層に達したときに起こると仮定することによって、初
期液面高さをボイルオーバーが起こるまでの時間で割る
ことでホットゾーン（Hot	 zone）降下速度が求められる。
表 6に計算結果を示した。著者らのD=6m 容器を使った
実験のデータも加えた 11）。結果は 0.23 〜 2.1	m/hr と幅
広い結果であるが、今後、もう少し解析を加えたい。

表 6　ホットゾーン降下速度
年月日 場所 燃料 ホットゾーン降下速度
1924/9/14 米国 原油 0.49	m/hr
1945/1/14 ドイツ 原油 0.5	m/hr
1954/5/22 米国 潤滑油 0.23	m/hr	（Froth	over）
1971/6/26 ポーランド 原油 2.1	m/hr
1982/12/19 ベネズエラ C重油 0.98	m/hr

1986/2/24 ギリシア 原油 0.5	m/hr

1989/2
日本・苫小
牧（D=5mで
の実験）

原油 0.34	m/hr,	0.40	m/hr

4.3　バイオ燃料のタンク火災事例
（液体系）バイオ燃料の普及と共にその火災が多く報告
されている。ブラジルでは、1994 年にはすでに（バイオ）
エタノールのタンク火災が起きている。また、オースト
ラリア（2004.1）、米国でも起きている。これらの火災に
ついては既報 12）を参照されたい。
（バイオ）エタノールは水溶性であることから泡消火薬
剤の消火効果が不十分であり、新しい薬剤の開発が望ま
れる。ETBE（エチル -t- ブチルエーテル、バイオガソリ
ンの原料）による火災はまだ報告されていないが、国内
でも流通が進めば火災を起こす可能性はある。その火災
危険性はほぼガソリン並みである。ETBE同様、新燃料
として注目を浴びているMTBE（メチル -t- ブチルエー

テル）ではすでにタンク火災が数例報告されている（例
えば、米国（1996.6）、オランダ（1998.6））。
バイオデイーゼル（BDF）は、引火点が高い（クリー
ブランド開放式で 120 〜 180℃）ので軽油よりも安全と
いえるが、それ自身空気酸化され、自然発火する可能性
を有すること、（誤って原料の）メタノールが含有されて
いた場合には、引火点が大きく低下すること等、注意が
必要である 13）。韓国（図３）、米国（2006.6）ではタンク
火災が起きている。また、長時間の燃焼の後、ボイルオー
バーが起こる可能性があることが著者らの実験等で確認
されている。また、タンク火災以外でも火災例が多数報
告されている。今後とも防災対策が望まれる。

4.4　地震後に起きた火災
日本では、地震で火災が時々起きている。古いもので
は、関東大震災後に横須賀・海軍基地での重油タンクか
らの漏えい・火災で火災は約 2週間継続した（1923.9）。
新潟地震での原油タンク火災等でも消火は困難を極めた。
海外でも件数は多くないが、起きている。例えば、アラ
スカの地震（1964．3）では、タンク火災が起こり、2
週間火災が継続した。また、トルコでも地震後にタンク
火災が起き、ボイルオーバーが起こったとの報告もある
（1999.8）10）。火災に至らない場合でもタンクが被害を受け、
また、油の漏えいといった例は多い。
4.5　水溶性液体の火災
エタノールを含め、水溶性液体の火災について調べた（表

７）。火災時の貯蔵量等の条件、タンクの大きさにもよるが、
収集した事例の範囲では非水溶性液体のタンクに比べて、
特別、消火に長時間を要するということはないように感じ
られる。水による希釈が消火に効果があったという報告も
ある。しかし、バイオ燃料のニーズの増大と共にエタノー
ル流通量が増し、今後、火災が多くなる可能性もある。

図３	　韓国のバイオデイーゼル製造施設でのタンク
火災（2005 年 7 月。原因は生じたメタノール
蒸気が溶接火花で引火。韓国・全州大学・権教
授提供。）
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５．終わりに

各種情報を基に約 900 件の石油タンクの火災事例を集
めて原因等を調べた。火災原因は年によって大きな変化
が見られない。人間の学習能力には限りがあるためか過
去の火災事例を基に根気よく啓蒙することが重要なのか
もしれない。
日本は、公設消防が石油タンクの安全面の規制、消火
の責任を果たしているが、諸外国では必ずしもそうでは
ない場合もある。William	Fire	&	Hazard	Control社のホー
ムページを見ると多くのタンク火災消火の経験を有して
いることが判る。消防活動には経験も重要であるが、火
災の経験が少なければ、訓練で補わなければならない。
訓練の重要さが指摘されている。
引き続き、情報収集の上、解析を加える予定である。
収集した個々の事例の情報は、別途、まとめて公表する
予定である。
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表 7　水溶性液体の火災
年月日 場所 タンク概要 油種 概要、消火活動、死傷者 原因
1984/8/5 ドイツ・Herne,	

Chemischen	
Werke	Huls

固定屋根タンク
（コーン）、D=
２９ｍ，H=15m

IPA 化学会社の固定屋根タンクに落雷。
爆発が起こり屋根が飛ぶ。鎮火まで
27 時間。

豪雨中の落雷

1994/3/22 ブラジル・リオ
デジャネイロ

14000kl
タンク

バイオア
ルコール

バイオアルコール貯蔵の 14000m3 タ
ンク。タンクを冷却して他のタンク
への延焼防止を図った。

落雷

1995/4/8 米国・Barouch 固定屋根 メタノール 不純物が入ったメタノールの爆発火
災。死傷者無し

pyrophoric	iron の存在
で化学反応が起こった。

1995/7/12 米国・フロリ
ダ・タンパ

946kL タンク メタノール 151kL 貯蔵、95kL 焼失。 落雷

1998/2/18 オランダ 1200kLタンク エタノール ヨーロッパ最大のエタノールプラン
トの火災

2004/1/28 オーストラ
リア・Port	
Kembla

7000kL バイオア
ルコール

バイオアルコールタンク（発災時、
5000kL 貯蔵）で爆発が起こり、屋
根が飛び、火災となった。消火に 20
時間余りかかった。耐アルコール型
泡消火薬剤使用。負傷者 2名。

タンク基部に接続する配
菅で了解なく溶接作業が
行われていたのでその火
花が疑われている。



― 27 ―

Examples of oil tank fires

（Abstract）

Hiroshi Koseki

（Accepted July 21, 2009）

About 900 tank fires reported in various reports, databases, journals and internet for more than past about 100 years 
are summarized. Causes of the fires are analyzed. There are so many fires, but very similar cause and process often existed. In 
abroad, lightning often caused the fire (about 40% of total fires). Human errors also caused fires often. Inner-roof tank ignited 
sometimes, but inner roof did not relate with cause of the fires in the most case. Boilover occurred sometimes in crude oil 
tanks after long period fire. Bio-fuel and so-called new energy materials fires were reported recently.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.107（2009）
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１．はじめに

自動車が衝突した際に乗員の生命を守るための安全装
置として、エアバッグの装着が義務付けられている。エ
アバッグには、ガス発生剤として火薬あるいは圧縮ガス
を充填したガス発生器（インフレータ）が装着されており、
爆発的に膨張するガスの力でバッグが膨らみ、緊急時に
エアクッションのような役割を果たす機能が与えられて
いる。シートベルトにもガス発生剤を利用したベルト引っ
張り固定器（プリテンショナー）が使われているものが
多くなった。ガス発生剤としては火薬が多く使われてい
るが、火薬はマッチなどで火をつけても、必ずしも爆発
するとは限らない。一部の火薬は、火をつけるとロウソ
クのようにゆっくりと燃えるが、打撃や摩擦を加えたり
雷管で点火したりすると一瞬のうちに爆発するものがあ
る。従って、自動車火災時にエアバッグが作動、爆発す
る可能性があるので、消防隊は十分気をつける必要があ
る。またインフレータは、製造時はもとより、自動車廃
棄時に回収する際の取り扱いについても注意を要する。
また衝突事故や誤作動などによってエアバッグが展開し
たときに発生するガスが人体に有害なものであってはな
らない。
本稿では、エアバッグ開発の歴史を紹介するとともに、
インフレータ／エアバッグの構造、ガス発生剤の燃焼性
向上に関する課題、製造、輸送、回収時における危険性
と規制などについて解説する。

２．エアバッグの歴史１）

エアバッグの開発は約 90 年前に遡ることができる。航
空機や車の乗員の安全確保を目的にエア・クッションを
発明した英国人のParrott が 1920 年に米国特許を取得し
ている２）。衝突時に自動的に膨らむエアバッグシステム
の研究は 1950 年代に米国の自動車会社で始まっていた
が、現在見られるような本格的なエアバッグシステムは、
小堀保三郎が 1965 年に特許を出願したのが最初である
３）。小堀は航空機事故における生存率改善のために、火
薬を用いた作動装置、高圧容器、弾性保護服から構成さ
れたエアバッグシステムを発明したが、日本ではあまり
注目されなかった。㈳日本自動車工業会が 1966 年に実用
化を目指した実験を開始したが、爆発音が大きく、シス
テムの信頼性もないということで、1969 年には中止され、
その後しばらく顧みられなかった。一方、海外では、小
堀が 1967 年に米国で特許を出願したことを契機に、研究
が盛んに行われるようになり、1972 年頃からフォード、
GMが走行試験を開始したが、誤作動などで運転者が大
怪我をしたり、死亡したりするという予想外の事故が起
き、開発は中断されてしまったのである。
この世紀の大発明は、小堀が特許を有していた間に本
格的に実用化されることはなかった。その後、乗員の安
全性確保の観点から研究が再開され、1985 年には米国で
自動車での装着が義務化されるようになり、また日本で
も 1987 年にはエアバッグ装着車が初めて販売されるよう
になった。

インフレータ／エアバッグの開発と安全性に関する課題

星野　崇、岩田雄策、古積　博

（平成 21 年 8月 18 日受理）

自動車事故において乗員の安全を守るために、エアバッグの装着が義務付けられており、これまでに
も事故が発生した時に死亡率の大幅な低減に多大な貢献をしていることが知られている。しかし、ガス
発生器であるインフレータには危険性物質である火薬がガス発生剤として充填されているものが多い。
本稿では、エアバッグ開発の歴史、インフレータ／エアバッグの構造、ガス発生剤の開発における課題、
燃焼に関する研究成果とともに、製造、輸送、回収時における危険性や規制について解説する。また、
自動車以外にも種々の用途で利用されるものと思われるので、それらについても一部の開発例を紹介す
る。

解　説
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３．エアバッグ／インフレータシステム４)

3.1　エアバッグの種類
エアバッグとは気体によって衝撃を吸収する装置のこ
とである。自動車のハンドルの中心部には、折り畳んだ
バッグとともにガス発生剤を入れた円盤のようなインフ
レータが装填されており、燃焼ガスの勢いでバッグが急
激に膨らみ、ハンドルの表面が破壊されて、中からバッ
グが飛び出す仕組みとなっている。また助手席は前部の
空間が広いので、通常、シリンダータイプの大容量のイ
ンフレータが用いられている。インフレータとは「膨ら
むもの」という意味である。
エアバッグの効果を発揮するためには、必ずシートベ
ルトを着用のことと明記されているが、これはバッグの
膨らみ方がシートベルトを使っていることを前提に設計
されているからである。そういう意味において、エア
バッグはSRS（補助拘束装置、Supplemental	 Restraint	
System）エアバッグとも言われている。
さらに、側面衝突に備えて、運転席・助手席や後部座
席のサイド部分に内蔵されているサイドエアバッグ、ルー
フライニングのサイド部分に内蔵されているカーテンエ
アバッグなどがある。他にインパネ下部に内蔵されてい
る下股部を保護するニーエアバッグなども開発されてお
り、最新の乗用車では 10 個以上装着されている。将来
的には 1台の乗用車で 20 個以上のエアバッグを備える
ことも考えられる。トラックにおいては、フロントバン
パー付近に歩行者の巻き込み事故を防ぐためのエアバッ
グが開発され、既に一部のトラックで実用化されている。
衝突時にシートベルトを巻き取るシートベルトプリテン
ショナーに使用するガス発生装置をマイクロガスジェネ
レータ（MGG）と言い、従来の機械式に替わって多く使
われるようになった。
エアバッグという語感から「柔らかい」というイメー
ジを受けるが、実際は爆発的な膨張と摩擦力のある素材
を使用しているために、顔面に擦過傷を負う場合もある。
開発当初はそのために人命を失うこともあった。また爆
発音あるいは車内の気圧の急激な上昇により鼓膜の破裂
が生じる場合もあるが、一命を取り留めるという意義の
方が大きい。
日本における自動車事故死者数は 1990 年代には年間
1万人程度であったのが、2008 年は 5155 人と半減して
おり、救命医療技術の進歩、飲酒運転罰則強化とともに、
自動車制御装置、衝突時締め付け機能付きシートベルト、
エアバッグなどの安全装置の普及による効果が大きいも
のと思われる。国内におけるエアバッグの普及率に関す
る統計数字は 2006 年までしか発表されていないが、運転
者用エアバッグに限定すると、1995 年には生産車両のほ

ぼ 50％、1997 年には 70％に達しており、2007 年以降は
100％装着されているものと思われる。
3.2　インフレータの種類、作動条件
インフレータには、火薬の燃焼ガスを利用してバッグ
を膨らませるパイロインフレータ、あらかじめ充填した
20～40MPaの高圧不活性ガスの膨張を利用するストアー
ドガスインフレータ、さらに両者を組み合わせたハイブ
リッドインフレータがある。インフレータが作動する条
件は、自動車が時速 20 ～ 30km 程度以上の速度でコンク
リート壁のような強固な構造物や自動車に正面衝突して、
強い衝撃を受けた時である。前面衝突でも、電柱などと
衝突して一部だけが極端に変形したり、トラックの荷台
の下に潜り込んだりしたときや、乗用車の側面に衝突し
て相手側の方が大きく変形したり、壁に斜めに衝突した
ときのように衝撃方向が分散してしまうときなどは、必
ずしもインフレータは作動しない。
3.3　エアバッグ／インフレータの作動原理
パイロインフレータの概観を図１と図２に示す５）。イ

ンフレータにはガス発生剤として火薬と酸化剤の混合物
が充填されている。エアバッグシステム全体は、衝撃を
検知する加速度センサー、衝突判定の演算処理を行う電
子制御ユニット、バッグ本体とガス発生剤を収納してい
るインフレータで構成されるエアバッグモジュールの３
点で構成されている。

図２　シリンダータイプインフレータ５）

図１　ディスクタイプインフレータ５）



消防研究所報告　第 107 号	 2009 年 9 月

― 30 ―

すなわち、車両が衝突した時にセンサーが衝撃を感知
し、インフレータに作動電流を流す。約 1ミリ秒後に点
火器が作動して、火炎増幅薬（エンハンサー）が着火し、
その燃焼熱によりガス発生剤を過熱して着火させる仕組
みとなっている。エンハンサーは少量であるが、感度が
鋭敏なものが使われており、ボロンと硝酸カリウムの混
合薬などが用いられている。発熱量は 4,000 ～ 6,000kJ/
kg と大きく反応速度も速いので、ガス発生剤への着火も
迅速かつ確実となり、ガス発生剤が着火するまでの時間
を数ミリ秒以下にすることができる。着火したガス発生
剤の燃焼ガスがフィルターやクーラントを通過する時に
冷却されて、燃焼残渣分を除去しながら、エアバッグ内
に燃焼ガスが噴出し、折りたたまれたバッグの内圧が急
上昇して、収納ケースを破壊しながら高速で飛び出し、
大きくバッグが展開する。完全展開までには通常 40 ～
50 ミリ秒かかり、バッグに設置されたベントホールから
外にガスが放出され、約 0.1 ～ 0.2 秒後にはほぼ完全収縮
する仕組みになっている。

４．ガス発生剤の種類と燃焼ガス

4.1　ガス発生剤
パイロインフレータで使用されている火薬として、当
初はアジ化ナトリウムが使われていた。酸化剤として酸
化第二銅を使うと、次の反応式に示すように、燃焼ガス
は 100％窒素である。

2NaN3	+	CuO　→　3N2	+	Na2O（残渣）　+　Cu（残渣）

しかしアジ化ナトリウムは急性毒性があり、インフレー
タの製造、エアバッグの回収・処理、車両の廃棄時に大
変危険である。また燃焼残渣の酸化ナトリウムを冷却固
化するために、インフレータ内部に大きな空間や冷却材
補強が必要となるので、小型軽量化やコスト低減化に難
しいものがあった。
また、エアバッグは膨張後ゆっくりと萎んでいくが、
その際、室内に燃焼ガスを放出する。現在、種々のガス
発生剤が開発されているが、狭い室内に多くのエアバッ
グが装着されているので、それらが一斉に膨張した場合
には、そのガスにより人の健康に悪影響を及ぼす可能性
がある。将来的に 20 数個ものエアバッグが装着された場
合には発生する燃焼ガスの量は相当な量となるので、一
酸化炭素やホルムアルデヒドなどの有害ガスの発生を極
力抑える必要がある。残渣となる金属酸化物の発生も極
力少なく、かつ燃焼ガスが窒素と水分だけの安全なガス
となるように、ガス発生剤と酸化剤に関する研究がなさ
れている。水、不活性ガスなどの圧縮ガスを用いたエア
バッグも開発されており、不活性ガスとしてはアルゴン

が多く用いられている。
非アジ化ナトリウムの火薬を使った燃焼反応式を示す
と次式のようになる。

CXHYNZ　+　MNO3　→
CO2　+　H2O　+　N2　+　M-Oxide（残渣）　　M：金属

火薬としては、5- アミノテトラゾール、ビテトラゾー
ル塩、シアナミド骨格を有する化合物（硝酸グアニジン、
ニトログアニジン、シアナミド類）や金属アンミン錯体
硝酸塩が用いられるようになり、酸化剤には金属硝酸塩
類、過塩素酸塩類、硝酸アンモニウム、液体酸化剤が用
いられている。このほかに添加物として、バインダー、
燃焼速度調節剤などが添加されている。燃焼により生成
する残渣は、冷却によって固化させて、外部に出ないよ
うにする必要がある。火薬として硝安を用いると残渣は
ほとんど発生しないが、推進力などの点でまだ課題があ
る。
このようにガス発生剤には危険物が多く使用されてい
るが、発生ガス中の一酸化炭素や窒素酸化物を低減し、
かつ窒素ガス分率をできるだけ高くすること、燃料中の
炭素原子や水素原子の酸化に必要な酸化剤の使用量を少
なくして単位重量当たりの全ガス発生率を高く保つこと
などが要求される。しかし、分子内に酸素を含有する燃
料を使用した場合、酸化剤はその分少なくてすむのであ
るが、一酸化炭素を発生しやすい構造の燃料では、接触
時間が非常に短く完全酸化が困難である。ニトログアニ
ジンは窒素含有率が比較的高く、融点（分解温度）が高く、
急性毒性が低く、反応性に富んでいて、比較的安全（摩
擦感度、落鎚感度が低い）である。また、硝酸ストロン
チウムのように、燃焼時に固体状の金属酸化物を副生す
る吸湿性の低い硝酸塩なども使われている。
インフレータに使用されるガス発生剤として要求され
る性質は以下のようにまとめることができる６）。
①　燃焼により短時間に多量のガスを発生すること
②　発生ガスに毒性が少ないこと
③　発生ガス温度が低いこと
④　燃焼残渣が少ないこと
⑤　熱安定性が高いこと
⑥	　製造時に、発火・爆発、毒性などの危険性がない
こと
⑦　安価であること
⑧　使用時に、発火・爆発などの危険性がないこと
⑨	　使用期限後の処理の際に、環境面、安全面で問題
がないこと

4.2　ガス発生剤の燃焼過程
車が衝突した場合、衝突の瞬間からバッグが大きく膨
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らむと、顔面にぶつかって大怪我どころか、そのために
一命を失った例もあるため、最初の段階ではやや緩く膨
張させ、少し時間が経過した後で、急速に膨らませると
いう二段燃焼方式のシステムも開発されている。インフ
レータ内部に二つのガス発生剤室を設けてあり、衝突の
度合いによって、同時に着火させるか時間差で着火させ
るかを判断するインテリジェントデュアルインフレータ
が実用化されている。図３にガス発生器を二つ設置した
場合の、同時点火における圧力変化と二段目のガス発生
器の点火を遅らせた二段燃焼における圧力変化の相違を
示す。掲載した図は、バッグのかわりに 60 リットルタン
クを用いて行った実験結果による資料７）を元にして、筆
者が書き直したイメージ図である。
当初は、ペレット錠剤のように単純に固めた燃料が使
われていたが、これでは燃焼開始から燃焼終了までほと
んど同じ燃焼速度で燃えていく。ガス発生剤の形状を工
夫することにより二段燃焼と同じような効果が得られる
ことが、ロケット燃料の燃焼性向上に関する研究成果か
ら分かってきた８）。すなわち一つのガス発生剤室でも、
二段燃焼と類似の圧力変化となるような効果が得られる
のである４）。
火薬の初容積をV0、ある時間までに燃焼した容積をV、
その時刻の燃焼表面を S、初表面積 S0 とすると、それら
の関係は次のようになる。

Z	＝	V ／ V0
φ（Z）＝	S ／ S0

このφを火薬燃焼の形状関数と言う９）。ある時刻 t で
の燃焼速度 dZ／ dt は次の燃焼方程式で表される。すな
わち火薬の燃焼速度は形状関数に比例している。P０は
大気圧、Pは時刻ｔにおける燃焼圧力、ω0 は線燃焼速度
である。またAを vivacité と言い、大気圧下での燃焼に
要する時間の逆数であり、火薬の燃焼速度と形状とに関

する係数である９）。
dZ／ dt	＝	A・φ(Z)・（P／ P０)n

A	=	S0・ω0 ／ V0
球、立方体、正円柱体の場合、形状関数φは次式のよ
うな簡単な式で表される。

φ(Z) ＝ (1 － Z)2/3

また、短円柱や短角柱の場合は、次式で表される。
φ(Z) ＝ (1 － Z)0.6

しかし、円管の場合は、長さが肉厚の a 倍とした時、
形状関数は次式のように表される。

φ(Z) ＝ {1 － [4	a ／ (a	+	1)2]	Z	}1/2

実際に製造されている中空円筒型のガス発生剤の形状
は、a の値が 4～ 6 程度のものが多いと思われるが、仮
に aを 5とすると、

φ(Z) ＝ (1 － 5 ／ 9	Z)1/2

となり、棒状の場合と較べて燃焼速度が大きくなる。
これは、燃料を中空状にすると燃える表面が増えるため
である。表面積が増えるとAの値も増大するので、燃焼
速度はその分大きくなる。さらに、中空状のガス発生剤
の端だけを閉じておくと、燃焼開始時は外側の表面だけ
燃焼するが、ある程度燃焼が進んだ時点で内部の表面も
燃焼し始めるので、そのときに全体の燃焼速度が向上す
る。そして最後は粒のような塊になり、再び最初のとき
のような速度で燃焼していくのである。開発当初のガス
発生剤の形状はペレット型が多かったが、このような理
由により最近は押し出し成形による中空円筒型燃料（両
端閉）が有効であることがわかってきた。
ガス発生剤の発熱量は 2,000 ～ 4,000kJ/kg であり、ガ
ス発生率は 40 ～ 80％と広範囲にまたがっている。単位
時間当たりの発生ガス量はガス発生剤の組成、密度、形
状、クーラントやフィルターの材質と量、インフレータ
の構造によって左右されるので、これらの条件をうまく
組み合わせることにより、目標の燃焼速度が得られる。
ガス発生剤の燃焼方程式、動的なガス流の方程式、流体
の連続式、エネルギー保存則および状態方程式を用いて、
インフレータ薬室内の圧力展開やバッグでの圧力展開を、
あらかじめ予測することが可能である。ガス発生剤の組
成、発熱量、各部屋の形状、室間の孔の形状などの初期
条件をこれらの式に代入することにより、圧力、温度、
流量などを導くことができる。一例として、Kuroiwa ら
が発表した差分法によるシミュレーション手法 10）に基づ
き、筆者が計算したバッグの圧力と温度の時間変化例を
図 4に示す。バッグとしては 60 リットルタンクを想定
している。
4.3　燃焼ガスの冷却
冷却は一つには高温の燃焼ガスをバッグに送り込まな
いためにも重要であるが、さらに残渣物を効果的に除去

図３　同時点火と二段点火による圧力変化の比較
（60 リットルタンク想定）
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する働きがある。たとえば、ニトログアニジンと硝酸ス
トロンチウムとの反応により、燃焼温度が 2,200 Ｋ程度
にまで上昇し、その際、液体状酸性酸化物としての酸化
アルミナや酸化珪素が添加剤として含まれていると、燃
焼反応により分解した硝酸ストロンチウムから生じた塩
基性酸化物である酸化ストロンチウムと反応して新たに
高温でも固化しやすい複酸化物を形成する。これらをクー
ラントで冷却しながら、フィルター等で除去することが
重要である。全く残渣を発生しないガス発生剤の開発研
究も行われている。

５．エアバッグ／インフレータの危険性について

5.1　製造時における危険性
エアバッグの多くはガス発生剤として火薬を使用して
いるので、特にインフレータの製造時には注意を要する。
衝撃や静電気、火花等により爆発する危険性があるから
である。ガス発生剤を製造する際には、危険性物質の酸
化剤、可燃剤等の原料を粉砕、乾燥、ふるいなどの原料
調整工程、配合・混煉工程、押出し・成型工程、乾燥工
程などのいくつかの工程を経て製造されるが、取り扱う
火薬の種類によって細心の注意を払って製造されなけれ
ばならない。特に薬剤の配合比の変更や生産数量の変更
などの際に、思わぬ事故が起きやすい。事故の一例として、
製造量を増やして稼動させているうちに、設備の許容範
囲を超えてしまい、排気管の曲がり角付近に堆積するガ
ス発生剤の粉末の量が増え、そのために粉塵爆発を起こ
して装置全体が破壊、けが人も発生したという事例があ
る。一般に有機物粉塵の爆発下限界濃度はおおよそ 20 ～

60mg ／ Lの範囲であるが、金属粉ではこの範囲から外
れるケースも多く、注意が必要である。火薬類は一般に
取扱い数量がある一定以上を超えると、危険性が急激に
増す。花火工場で起きる事故などを見ると、生産量を上
げるために限界を超えた数量を取り扱っている内に発生
した例が多い。
5.2　輸送・貯蔵における規定について
自動車用エアバッグガス点火具、自動車用シートベ
ルト引っ張り固定器に用いるガス発生器等については、
1990 年ころから、火薬類取締法施行規則（昭和 25 年通
商産業省令第 88 号）第 1条の 4第 7 号の規定に基づき、
火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号）第 2 条第 1 項
第 3号の適用を受けない火工品として指定されている 11）。
エアバッグの輸送・貯蔵に関する国連番号（UN）につ
いては 12，13）、従来、UN0503 と UN3268 により「エアーバッ
グインフレータ又はエアーバッグモジュール又はシート
ベルトプリテンショナー」としてそれぞれ第 1分類の火
薬類、第 9分類のその他の有害物質に規定されていたが、
火薬を使わない圧縮ガス駆動のエアーバッグインフレー
タ等が普及してきたために、1999 年に UN3353「エアー
バッグインフレータ等（圧縮ガス駆動のもの）」が第 2分
類の非引火性高圧ガスとして新しく設けられた。しかし、
2002 年の改正により、UN3353 は削除され、この圧縮ガ
スは第 9分類のその他の有害物質に統一されている。
5.3　火災時の危険性に関する規定
自動車が事故や放火によって燃えたとき、火薬類を装
填したインフレータにどのような影響があるかを把握し
ておくことは重要である。国内における自動車火災発生
件数は平成 19 年中で 5,798 件発生しており、建物、林野、
輸送、その他を含めた全体の火災発生件数 54,582 件の 1
割強を占めている 14）。UN3268 では、ガス発生器に使用
される燃料は、本来、火薬類に分類されているものであっ
て、危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法と判定
基準」の「試験シリーズ 6（Ｃ）外部火炎試験（ボンファ
イアテスト）」15）を行って、次の用件を全て満たしたも
のとすると定められている。
一　爆発しないこと
二　ケースが破裂しないこと
三	　消火作業その他緊急対応処置を著しく妨げるよう
な飛散又は熱の発生がないこと
自動車の火災時にインフレータが爆発する恐れがない
ようにと、インフレータ製造時に、一部の製品について
外部火炎試験が行われている。このテストにおける燃焼
条件は、木材または石油燃料を燃やして得られる 800℃
以上の火炎による 30 分以上の加熱とされている。
5.4　回収・廃棄時の危険性と対策について
1994 年 4 月販売以降の乗用車に運輸省が全面衝突用件

図４　圧力・温度変化シミュレーション
（60 リットルタンク想定）
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を強化したことにより、日本ではエアバッグが急速に普
及することになった。インフレータの廃棄数は 2005 年に
200 万個となり、2010 年度には 660 万個に達することが
予想されており、今後、さらに増える見込みである。
廃棄されるインフレータが未作動の場合には、解体作
業中の誤作動による事故や展開作動音による周辺住民へ
の影響、シュレッダー工程でインフレータ容器が破砕さ
れ、ガス発生剤が漏洩することによる環境への悪影響、
さらには金属再精錬炉内でのインフレータ作動による溶
解金属飛沫事故を引き起こす危険が懸念される。開発当
初は、自動車解体処理工場で突然にインフレータが作動
し、ロケットのように空中に飛び上がる事故がしばしば
生じていた。また 1998 年まではアジ化ナトリウムがガ
ス発生剤として広く使用されており、未展開インフレー
タの廃棄作業時の危険性と環境汚染は大きな問題となっ
ていた。アジ化ナトリウムは厚生省の毒物・劇物取締法
の毒物指定を受けている物質（1998 年 12 月 24 日政令
第 405 号）であり、吸入・経皮、経口摂取により体内に
吸収されると、体内酵素と結合して細胞呼吸障害を与え
る物質であることがわかり、日本では世界に先駆けて、
1999 年から、すべての自動車メーカーが非アジド系イン
フレータ（有機含窒素系化合物と硝酸塩または過塩素酸
塩の組み合わせ）またはハイブリッド型インフレータ（ア
ルゴンなどの高圧ガスと非アジドパイロ系薬剤などのプ
ロペラントの組み合わせ）への切り替えを完了している。
アジ化ナトリウムを主剤としたガス発生剤は、インフ
レータの展開により窒素ガスとアルカリ成分に分解され、
その毒性がなくなるために、車両廃棄時に引き取り業者
により車上展開で処理することが基本となっている。現
在の車両廃棄プロセスの一工程であるシュレッディング
工程においては、機械的摩擦によりほとんどのインフレー
タが展開するが、運転席用などの形状の比較的小さいも
のは完全には展開しきれない場合がある。インフレータ
の不活性化をより完全に行うために、㈳日本自動車工業
会と㈳日本自動車部品工業会との共同作業により、イン
フレータ処理専用の高温展開処理炉の技術開発が、平成
11 年から 2年間の実証実験を経て行われた 16）。未作動イ
ンフレータをシュレッディング工程で破砕することなく、
個別に安全に処理することを狙いとしたものである。エ
アバッグの回収は、一般には困難であり、修理工場でも
工業会が定めたマニュアルにより注意深く車両から分離
している。回収されたインフレータは安全が確保された
ケースに収め、処理工場に移送される。高温展開処理方
式による炉は兵庫県にあり、その後、電気方式の処理工
場が神奈川県に設置されている。

６．エアバッグの新しい用途

インフレータを用いたエアバッグは、二輪車にも応用
されるようになった。加速度センサーが衝撃加速度を検
知し、その加速度データを電子制御ユニット（ECU）に
よりエアバッグ作動の要否を判断する仕組みとなってい
る。加速度検知から短時間で展開したバッグは、ライダー
の前方への運動エネルギーを吸収し、二輪車からの離脱
速度を抑制することで、相手の車両や路面などとの打撃
によるライダーの傷害を軽減する。さらに最近、飛ばさ
れたライダーを守るために、エアバッグを内部に仕込ん
だライダー用ジャケットが日本で開発されており、国内
外の注目を集めている。このジャケット着用により、二
輪車の死亡事故が今後大幅に減少することが期待されて
いる。
車両以外にも、高所作業における墜落事故による死亡
事故を抑えるための緊急用エアバッグ付きジャケットが
開発されている。圧縮空気を用いてその性能と効果につ
いて調べた研究例があるが 17）、今後火薬を用いた高性能
の製品が開発されることが期待される。ほかに乗馬時の
不意の落下に備えたジャケットなども開発されている。
1997 年に米国が火星に送り込んだ探査機「マーズ・パス
ファインダー」には 24 個のエアバッグが装着されており、
軟着陸を無事果たしている。また冬に雪崩に巻き込まれ
て死亡する人が多くなるが、雪崩が迫って来た時に手動
で着衣の中に組み込んだバッグを膨らませることにより、
雪崩の中に埋もれずに、雪の表面にいることが出来ると
いうようなものも開発されている。

７．おわりに

このように火薬を利用したインフレータについては、
ガス発生剤の燃焼性、発生ガスの人体への影響、製造・
廃棄時あるいは車両火災時の危険性などについて種々の
検討がなされてきており、現在は自動車用エアバッグの
ガス発生器として世界的に広く使用されているが、今後、
車両以外の用途にも、火工品としてインフレータを組み
込んだエアバッグが、人々の安全を確保するための道具
として、ますます広く使われていくことが予想される。
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To protect the safety of occupants in a car accident, airbag must be attached to  vehicles and is known to have a 
significant contribution to reducing the death rate of accidents in the last decade. However, the gas generator is an inflator 
often being filled by gas generating agents such as dangerous explosives. In this paper, the risk and the regulatory on 
manufacturing, transportaion, recovery of inflator are described as well as the history of the development of airbag, the 
structure of an inflator/airbag module and the challenges in the development of gas generating agents. A new applicable 
technology of inflator other than the automobile is also introduced.
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