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(a) 2V/R = 300 s-1,-fw = 2.493
w/o Water mist　微細水粒子無し

(b) 2V/R = 300 s-1,-fw = 2.476
w/ Water mist(5.3ml/min)　微細水粒子有り

微細水粒子による対向拡散火炎の消炎
Extinction of Counterflow Diffusion Flame by Fine-Water Droplets

Direct photographs of counterflow diffusion flame without water mist (a, c) and with water 
mist (b, d). See also 17.

微細水粒子非混入時（a,c）と混入時 (b,d) の対向流拡散火炎の直接写真
本文 17貢参照

(c) 2V/R = 64 s-1,-fw = 5.348
w/o Water mist　微細水粒子無し

(d) 2V/R = 68 s-1,-fw = 5.189
w/ Water mist(5.3ml/min)　微細水粒子有り



純正品（トナーR）Genuine product

再生品（トナーE）本文 24 頁参照　Recycled product　See also page 24.

（撮影；海上保安庁海上保安試験研究センター）
（Photos by the Coast Guard Research Center, Japan Coast Guard）

トナーカートリッジ粉の火災爆発危険性について
―その電子顕微鏡写真―

Danger of Fire and Explosion of Toner Cartridge Particles, their SEM pictures
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１．緒言

消火設備を開発する目的で火災現象を数値計算解析す
ることが行われている 1）。数値計算を用いる利点は、適
切に境界条件と初期条件を設定すれば毎回同じ結論を得
られることである。数学的に表現すると 1）問題の解が
存在し、2）存在する解が一個である点である。この条件
が満たされれば、数値計算の過程で計算手法に起因する
擾乱が混入しても解の近傍で収束範囲内に到達していれ
ば最終的に収束し、その解を用いて得られる最終的な結
論が変わらないことを期待できる。
火災現象を数値計算解析する場合、計算機資源を有効
利用する目的で、軸対称の仮定を用い解析空間を間引く
ことが行われる 2-4）。
二次元計算では対称軸の片側のみを計算する。何れの
片側を計算に用いても座標変換を適切に行えば同一の計
算結果を与える。現実の数値解析では、有限桁数での計
算による打ち切り誤差などが累積し小さな擾乱として数
値計算結果に混入している。
火災現象の数値計算を行う場合、加熱された気体の膨
張によって生じる浮力によって流れ場が加速を受ける。
ところが数値解法の許容する最大時間幅の安定性限界は
速度に依存するので流れ場の加速にあわせて時間幅を調
整する必要が生じる。
火災現象の層流数値計算の研究を調べると天井高さを
代表長さとしたグラスホフ数4×1010まで計算したもの5）、
トンネルを模擬しグラスホフ数 1.84×1010 の条件で計算
したもの 6）がある。円柱状の空間で空間半径を代表長さ
として修正グラスホフ数を定義し 1.5×1011まで計算した

報告 7）がある。一般的な居室の天井高さを代表長さに用
いグラスホフ数を計算すると 1010 から 1011 程度となる。
大規模空間で天井高さが一般的な居室の 10倍から 20 倍
の代表長さを用いグラスホフ数を計算すると代表長さの
三乗項により 1013 から 1015 程度となる。
これまでの研究で一般的な居室天井高さの火災のグラ
スホフ数範囲 1011 程度までについては計算が行われてい
る。このグラスホフ数範囲を超えた領域の計算は、少な
い。初期の研究 5）の中で、1）差分法の打ち切り誤差が、
偽粘性と偽熱拡散を生じさせ高グラスホフ数条件で流れ
場を過剰に安定化させること、2）高グラスホフ数で計算
を安定に行うためには細かな空間刻みを用いる必要があ
ることを指摘し、当時の計算機の能力では高グラスホフ
数の計算は現実的でないと述べている。当時用いられた
空間刻みは半径方向 20刻み、高さ方向 50刻みであった。
グラスホフ数 4×108で天井付近に偽粘性によると思われ
る流れの安定化を報告している。
火災現象ではないが、熱流体の問題の研究 8）の中で打

ち切り誤差のもたらす偽拡散効果について考察されてい
る。計算に用いた空間刻みで表現可能な短波長の渦の実
効的な拡散係数を 2倍程度増加させるに過ぎなく、それ
よりも長い波長の渦に対する影響は急激に小さくなると
述べている。
火災現象の数値計算を行ったとき、数値計算結果が十
分に収束したかについては、速度変動が十分に小さく
なったことで判定されるが、初期の研究 5）で判定に用い
られたのは区画壁面への熱流入と熱流束の差が小さく
なったことである。なぜこのような判定条件が採用され

古典的数値計算法を用いた区画内熱対流に関する研究

鶴田　俊

（平成 22 年 2 月 17 日　受理）

論文

消火設備を開発する目的で火災現象を数値計算解析することが行われている。数値計算を用いる
利点は、適切に境界条件と初期条件を設定すれば毎回同じ結論を得られることである。火災現象を
数値計算で追跡する場合、境界条件や初期条件の影響を調べるためには定常な数値計算結果だけで
はなく過渡的な数値計算結果も数値計算方法の影響を受けないか調べておく必要がある。この研究
では、古典的な数値計算法を用い、グラスホフ数を変化させたときの数値計算結果について調べた。
空間分割数 300、グラスホフ数 1.0×108 程度の条件でグラスホフ数に敏感な結果が得られた。境界値
問題として数値計算を行ったにもかかわらず見かけ上、初期値問題のような解の挙動が観察された。
空間分割数を減らし数値計算を行い空間分割数の影響を低グラスホフ数側で観察したが、高グラス
ホフ数側では不明確であった。
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たかについて明確な説明はない。
火災現象を数値計算で追跡する場合、境界条件や初期
条件の影響を調べるためには定常な数値計算結果だけで
はなく過渡的な数値計算結果も数値計算方法の影響を受
けないか調べておく必要がある。
この研究では、古典的な数値計算法を用い、グラスホ
フ数を変化させたときの数値計算結果について調べた。

２．数値計算方法

2.1　基礎方程式
熱対流を記述する三次元の基礎方程式 2，5，9）は、次の
とおりである。

∂ρ/∂t + ∇・（ρV） = 0 ⑴

ρDV / Dt  = -∇p - ∇×［ μ（∇×V）］ + 

∇［（2μ+λ）∇・V］   ⑵

ρDh / Dt = Dp/Dt + ∇・（k∇Tr）+

2μ［（∂u/∂x）2 + （∂v/∂y）2 + （∂w/∂z）2 ］ +

μ（∂u/∂y + ∂v/∂x）2 + μ（∂v/∂z + ∂w/∂y）2 +

μ（∂w/∂x + ∂u/∂z）2 + λ（∇・V）2     ⑶ 

p = ρRTr ⑷

ρ：密度、t：時間、V：速度ベクトル、（x、y、z）：空
間座標、p：圧力、μ：粘性係数、λ：第二粘性係数、h：
エンタルピー（CpTr）、Cp：定積比熱、k：熱伝導係数、
Tr：温度、u：x方向速度成分、v：y方向速度成分、w：z
方向速度成分、R：気体定数である。
ブジネスク近似を用いることができる程度の小さな温
度勾配を取り扱うとして密度変化を温度に対して線型化
し、⑵式の∇ pの項以外の密度変化は小さく一定とみな
す。α：体積膨張率とする。

ρ= ρ0［1 - α（Tr - T0）］ （5）

⑴式は、密度の時間変化と密度の空間変化を小さく無
視できるとし、次式のように書き換えられる。

∇・V = 0 （6）

⑵式を 3λ+2μ=0とおける 9）として変形する。

ρ0DV/Dt = -j（ρ-ρ0）g - ∇p + μ∇2V （7）

jは垂直軸内の反重力方向の単位ベクトルである。
⑶式の粘性による散逸が小さく無視できると仮定する
と次式のように変形できる。

DT/Dt = κ∇2Tr （8）

κ：温度拡散係数（k/ρ0Cp）である。
2.2　二次元区画内流れ場のモデル化
二次元区画内の熱源周囲の流れ場を対象に解析を行
う。Fig.1に示すような区画をモデルとした。区画の水
平方向を x方向、垂直方向を y方向とした。区画の高さ
を a、区画の幅を 2bとし、熱源を区画の底面中央に配置
した。熱源の幅は 2cとした。区画内の流体の初期温度
は T0 = 273Kで一定と仮定する。熱源の温度は、ブジネ
スク近似が成立するTh = T0 + 27.3 Kとした。この温度は、
定温式スポット型感知器の作動温度よりも低い。この熱
源の温度であっても区画高さ 3mの場合のグラスホフ数
は、1.1×1011、30mの場合 1.1×1014となる。
区画の高さ aを代表長さとして、無次元変数 X、Y、T、

U、V、θを定義する 2）。

X = x/a （9）

Y = y/a （10）

T = t/（ρ0a2/μ） （11）

U = u/（μ/ρ0a） （12）

V = v/（μ/ρ0a） （13）

ｙ

ｘ

β ν

β

ν

Fig.1　A flow field in an enclosure with a heat source
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θ= （Tr-T0）/（Th-T0） （14）

（6）式を満足する無次元流れ関数Φを用い、無次元速
度 U、Vを記述する。

U = ∂Φ/∂Y （15）

V = -∂Φ/∂X （16）

（15）、（16）式から無次元渦度Ωは次式で記述される。

Ω = -（∂2/∂X2 + ∂2/∂Y2） Φ （17）

（7）式の密度差の項を（5）式で置き換え、（7）式を無次
元渦度関数Ωで記述する。

∂Ω/∂T+∂（UΩ）/∂X+∂（VΩ）/∂Y = 

Gr∂θ/∂X+（∂2/∂X2 +∂2/∂Y2）Ω （18）

∂θ/∂T+∂（Uθ）/∂X+∂（Vθ）/∂Y = 

Pr-1（∂2/∂X2 +∂2/∂Y2）θ （19）

Gr = αg a3（Th - T0）/ν2 （20）

Pr = （μ/ρ0）/κ （21）
2.3　差分化と数値計算
区画の高さと幅を等しいとし、熱源の幅を区画幅の

1/5にした。Fig.2に示すような N×Mの空間要素に分割
し、初期条件と境界条件を与えた。軸対称を仮定して計
算を行うことが計算機資源節約の目的で行われている
が、ここでは軸対称を仮定せずに計算を行って対称性を

調べた。今回の計算では垂直方向と水平方向の区間分割
数と空間刻み幅は同一に設定した。
区画の中心 Pでは、熱源からの気流の垂直方向速度
の時間変化と熱源との温度差との関係を調べた。区画中
心軸 I=M/2を対称軸として速度の非対称性を空間対称
位置の速度差の絶対値を速度の絶対値で規格化、二乗積
算し流れ場の非対称性指数に用いた。
（18）、（19）式の空間微分を中心差分、時間微分を前進
差分で置き換えた差分方程式を用い計算を行った。（18）、
（19）式の左辺第 2項と第 3項には、速度と渦度、速度と
温度の積の微分が含まれている。そのため速度の小さい
領域では空間微分を中心差分で置き換えることは問題が
ないが速度が大きくなり運動量や熱の拡散速度を上回る
時には下流側の条件が物理的に計算点に作用しないにも
かかわらず中心差分で置き換えることにより運動量や熱
を輸送する形になる。この非現実的な差分化を回避する
ためには、計算時に流れの方向を調べ、上流側の条件を
反映し計算を行った。このため、速度零では、厳密解と
一致するが速度の絶対値が増加すると厳密解との差が増
加する。さらに速度の絶対値が十分大きくなると厳密解
との差が 10% 程度 10）になることが知られている。
漸進加速緩和法（successive overrelaxation method）を用

い、渦度分布から流れ関数を求めた。計算の安定性を考
慮し、Lax-Richtmyer の安定条件 5）を満たす最大時間刻
みのおよそ 90% を超えないように時間刻み幅を調整し
た。Lax-Richtmyer の安定条件は、新たな時間における
渦度と温度の値を過去の渦度と温度から計算する過程で
過去の渦度と温度の線型結合の係数の符号がすべて正で
なければならない。この計算では、温度の計算における
制限を満たすことが最も厳しい条件となる。無次元の
時間刻み幅を無次元空間刻み幅を無次元速度の最大値で
割った値以下に保つことで達成される 5）。
計算開始時には、最大速度がグラスホフ数の平方根の

0.3 倍に比例することと開始時の速度は、最大値の 0.1
倍程度であることが過去の研究 5）で示されているので、
無次元空間刻み 1/300をこの最大速度で除したグラスホ
フ数の平方根を基準に計算を行い、計算開始時の速度は、
最大値の 0.01倍よりも小さいことを確認し、計算を迅
速に行う目的で無次元の時間刻み幅をグラスホフ数の平
方根の 10 倍とした。計算実行時には無次元速度の最大
値を用い、無次元時間刻み幅を調整した。
数値計算には 4台のワークステーションを使用し、3
種類のフォートランコンパイラーで同一のソースプログ
ラムから実行プログラムを作成した。代表的な初期条件
と境界条件で同一の結果が得られるかを異なるワークス
テーション上で確認を行った。

Fig.2 　Schematic of nondimensional representation of the 
flow field



消防研究所報告　第 108 号 2010 年 3 月

― 4 ―

３．数値計算結果

3.1　グラスホフ数 1.0 × 106 の計算結果
グラスホフ数を 1.0×106 の条件で区画高さと幅をそれ
ぞれ 300分割し、計算した結果をFig.3から Fig.6に示す。
Fig.3では無次元時間 T=1.49× 10-2 の区画内の無次元温
度θ、水平方向無次元速度 U、垂直方向無次元速度 Vの
分布を濃淡で示してある。無次元変数が零のとき灰色で
表示し、値が正の方向へ増加すると白く表示され、負の
方向へ減少すると黒く表示される。無次元温度は、ほと
んどの部分が零に近いので零から 0.1の範囲を 0-1に強
調表示してある。無次元速度は、グラスホフ数の平方根
程度の大きさなので速度の方向が変化する零近傍を表
示し、無次元速度 -8から +8の範囲を濃淡の -1から +1
で表現し、-8以下や 8以上はそれぞれ濃淡の -1と 1に
丸めて表示した。Fig.3に水平方向無次元速度 Uの方向
を矢印で示した。この図では水平方向無次元速度 Uは、
中心軸に対して速度の符号が交代する奇関数である。垂
直方向無次元速度 Vは、区画の垂直軸に対して速度の
符号は交代しない偶関数である。
過去の数値計算結果 5）と比較する計算座標系が異なる

ものの無次元温度分布は良く似ている。Fig.4は、壁面
から最も遠く熱気流の中央に位置する点 Pにおける垂
直方向無次元速度 Vの時間変化である。熱源による加熱
を受け、垂直方向無次元速度 Vが増加し、T=7.0×10-3 付
近で最大値となり、その後、収束している。
Fig.5に点 Pでの熱源との温度差 DTと垂直方向無次
元速度 Vを示す。温度勾配が対流の駆動力の源なので
温度差が縮小するにつれて無次元速度 Vが増加する 10）。
温度差が最小値になった後は、温度差が拡大しながら無
次元速度 Vが増加し、無次元速度 Vが最大値から少し
減少した点に収束している。
Fig.6に区画内の対称位置での速度差の二乗和を速度
の二乗和で規格化した非対称度合いの時間変化を示す。
完全に対称であれば非対称度合いは零である。計算開始
して熱源から高温部が成長するにつれ非対称度合いは減
少している。
3.2　グラスホフ数 1.0 ×108 付近の計算結果
グラスホフ数を 1.0×106 の条件で区画高さと幅をそれ

ぞれ 300分割した場合には、過去の研究で得られた温度
分布を再現できたのでグラスホフ数をさらに増加させ計

Fig.4　Vertical velocity  (Gr = 1.00x106)

　Fig.3 　Nondimensional temperature, vertical and 
horizontal velocities

Fig.6　Asymmetric degree  (Gr = 1.00x106)

Fig.5 　Vertical velocity and temperature graient  (Gr = 
1.00x106)
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算を行った。グラスホフ数を増加させることは、この研
究では区画の高さ aを増加させた状況を示している。
区画高さと幅をそれぞれ 300分割し、計算した結果を

Fig.7から Fig.15に示す。グラスホフ数は 1.27×108であ
る。無次元時間 4.0×10-3 は、代表長さ 3mで 2400 秒（40
分）、30mで 240000秒（16.7日）である。代表長さ 3mでは、
Fig.15加熱開始から 40分後、代表長さ 30mでは、同様

に加熱開始から 16.7日後である。
Fig.7の無次元温度θと水平方向無次元速度 Uを比べ
ると上昇するドーム状高温部の上下では周囲から空気が
中心に向かって流入している。ドーム状高温部の高さで
は周囲に向かって空気が流出している。無次元温度θと
垂直方向無次元速度 Vを比べると上昇するドーム状高
温部周辺は上に動いているがその直上部では、下に動い
ている。Fig.7のドーム状高温部の両側に二股に枝分か
れした流れができているが、この部分はドーム状高温部
中心部上部に形成されたよどみ点から両側へ拡大する流
れと高温部の境界に形成された渦によって形成されたこ
とが水平方向速度成分 Uの方向からわかる。
Fig.8に区画内全域の気体が運動している無次元時間

T=8.81× 10-4 の様子を示す。水平方向無次元速度 Uは、
ドーム状高温部の構造に対応して分布が作られている。
垂直壁面近傍には、灰色の速度が零にに近い領域が形成
されている。境界層の厚みは左右に広がった高温部の高
さ近傍で最小となっている。区画の隅角部では厚くなっ
ている。垂直方向無次元速度 Vはドーム状高温部の近
傍では上向きである。左右に広がった高温部下側では、
下向きとなっている。
Fig.9に熱源とドーム状高温部間柱状の部分の上半分
が細くなっている T=1.03×10-3 の様子を示す。Fig.10 の
T=1.50×10-3 の様子を見ると高温部は、区画天井に達し
ている。柱状の部分の太さが中央部で太くなり、その上
下で細くなっている。水平方向無次元速度 Uは、この
太くなった柱状の部分で著しく歪んでいる。
Fig.11に T=1.62×10-3 の様子を示す。水平方向無次元
速度 Uの分布を見ると中心軸に対する分布は奇関数か
らは大きく異なる状況となっており、柱状高温部上部で
大きく歪んでいる。垂直方向無次元速度 Vの分布は天井
近傍を除くと歪みは小さい。
Fig.12に T=1.68×10-3 の様子を示す。天井直下に島状

　  Fig.9 　Nondimensional temperature, vertical and 
horizontal velocities

　  Fig.10 　Nondimensional temperature, vertical and 
horizontal velocities

　  Fig.8 　Nondimensional temperature, vertical and 
horizontal velocities

　  Fig.7 　Nondimensional temperature, vertical and 
horizontal velocities
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高温部が形成されている。Fig.13に T=1.88×10-3 の様子
を示す。無次元温度θの分布を見ると天井直下で左右の
非対称性が大きい。中心と左壁面の中間に高温部分が明
確に見えるが、右壁面の中間部には比較的温度の低い灰
色部分が拡がっている。Fig.14に T=3.68×10-3 の様子を
示す。無次元温度θの分布は均一化が進行しているが、
中央部の柱状高温部は緩やかに湾曲している。垂直方

向無次元速度 Vの垂直中心軸に対しての対称性は Fig.13
に比べ低い。
Fig.15に T=4.01×10-3 の様子を示す。無次元温度θの分
布を見ると垂直中心軸に対して対称性が高く見える。と
ころが無次元速度Vの分布を見ると垂直中心軸に対する
対称性は低い。
Fig.16に区画の中央 Fig.2の点 Pでの垂直方向無次元

　  Fig.13 　Nondimensional temperature, vertical and 
horizontal velocities

Fig.16　Vertical velocity  (Gr = 1.27x108)

　  Fig.12 　Nondimensional temperature, vertical and 
horizontal velocities 　  Fig.15 　Nondimensional temperature, vertical and 

horizontal velocities

　  Fig.11 　Nondimensional temperature, vertical and 
horizontal velocities

　  Fig.14 　Nondimensional temperature, vertical and 
horizontal velocities



消防研究所報告　第 108 号 2010 年 3 月

― 7 ―

速度 Vの時間変化を示す。Fig.7の T=6.26×10-4 の時点で
は、高温部は区画の下半分にあり点 Pで観測された速
度は小さい。Fig.8の T=8.81×10-4 の時点では高温部が点
Pに到達し 4000 程度の無次元速度 Vとなっている。そ
の後、3300から 4500 程度の無次元速度 Vで T=2.5×10-3

までの期間変動を繰り返している。その後、無次元速度
Vは 5×10-4 程度の周期で変動している。

Fig.17に点 Pでの熱源との温度差 DTと垂直方向無次
元速度 Vを示す。温度勾配が対流の駆動力の源なので
温度差が縮小するにつれて無次元速度 Vが増加する 11）。
温度差 0.8から 0.92の範囲で右下がりの曲線軌道を作
る。この図を見ると DT=1.0から始まる初期の軌道の周
囲 DT=0.85を中心に（DT、V）の軌跡は振動しているよ
うに見える。
Fig.18に区画内の対称位置での速度差の二乗和を速度
の二乗和で規格化した非対称度合いの時間変化を示す。
完全に対称であれば非対称度合いは零である。計算開始
して熱源から高温部が成長するにつれ非対称度合いは
減少し、Fig.7の T=8.81×10-3 の時に最小となっている。
Fig.10 の T=1.50×10-3 以降急激に非対称度合いが増加し
ている。T=2.20×10-3 までは一時減少するがその後再び
増加してゆく。これは、垂直方向無次元速度の短周期の
変動が収束する時点とはぼ一致している。
Fig.19から Fig.21にグラスホフ数を 1.35×108 に増加さ
せた場合の時間変化を示す。Fig.19の点 Pでの垂直方向
無次元速度 Vの時間変化を見ると T=2.5×10-3までの挙動
は類似しているが、その後無次元速度が 2500 程度に低
下している。Fig.20に点 Pでの熱源との温度差 DTと垂
直方向無次元速度 Vを示す。Fig.17と比べると垂直方向
無次元速度Vが小さく熱源との温度差の大きい位置へ無
次元速度 T=2.5×10-3 以降移動している。Fig.21と Fig.18
を比較すると急速に非対称度合いが増加するのがわか
る。
Fig.22から Fig.24にグラスホフ数を 2.00×108 に増加
させた場合の時間変化を示す。Fig.22の点 Pでの垂直方
向無次元速度 Vの時間変化を見ると T=8.0×10-3 以降は
無次元速度 4800 程度で安定している。Fig.23に点 Pで
の熱源との温度差 DTと垂直方向無次元速度 Vを示す。
Fig.17と比べると単純な軌跡となっている。Fig.24と
Fig.18を比較すると非対称度合いが小さく、変動も少な

Fig.19　Vertical velocity  (Gr = 1.35x108) Fig.20　Vertical velocity and temperature graient (Gr=1.35x108)

Fig.18　Asymmetric degree  (Gr = 1.27x108)

Fig.17　Vertical velocity and temperature graient (Gr=1.27x108)
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い。
Fig.25から Fig.27にグラスホフ数を 1.00× 108 に減少
させた場合の時間変化を示す。Fig.16と Fig.25を比べる
と点 Pでの垂直方向無次元速度 Vの時間変化は小さく
短時間で収束しているように見える。Fig.26を Fig.17と
比べると熱源との温度差 DTと垂直方向無次元速度 Vと
もに変動が小さいのがわかる。Fig.27の非対称度合いも

T=3.0×10-3までは小さい。
Fig.28にグラスホフ数を 1.00×108、区画高さと幅をそ
れぞれ 100 分割した場合の点 Pでの垂直方向無次元速
度 Vの時間変化を示す。Fig.25と比較すると速度変動が
大きくなっている。Fig.29にグラスホフ数を 1.00×108、
区画高さと幅をそれぞれ 50分割した場合の点 Pでの垂
直方向無次元速度 Vの時間変化を示す。時間刻みの許

Fig.23　Vertical velocity and temperature graient (Gr=2.00x108) Fig.26　Vertical velocity and temperature graient (Gr=1.00x108)

Fig.22　Vertical velocity  (Gr = 2.00x108) Fig.25　Vertical velocity  (Gr = 1.00x108)

Fig.21　Asymmetric degree (Gr = 1.35x108) Fig.24 Asymmtric degree (Gr = 2.00x108)
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容幅が大きくなっているので長時間の計算結果となっ
ている。Fig.25や Fig.28と比較すると初期に無次元速度
4500 程度のオーバーシュートが生じている。
3.3グラスホフ数と垂直方向無次元速度の関係
Fig.30に区画高さと幅をそれぞれ 300分割した場合グ
ラスホフ数を変化させた場合の垂直方向無次元速度Vの
変化を示す。図中の破線は、グラスホフ数の平方根に 0.5

を掛けた垂直方向無次元速度の近似曲線である。グラス
ホフ数が 1.00× 106 以下の領域では、粘性力が浮力に比
べ無視できないために近似曲線よりも低い無次元速度と
なっている 5，8）。グラスホフ数が 1.00×107 以上の領域で
は、近似曲線との間隔がグラスホフ数の増加にしたがっ
て変動を繰り返す。
Fig.31に区画高さと幅をそれぞれ 100 分割した場合グ

Fig.29　Vertical velocity with reduced grid N=50 (Gr=1.00x108) Fig.32　Vertical velocity with Grashof number N=50

Fig.28　Vertical velocity with reduced grid N=100 (Gr=1.00x108) Fig.31　Vertical velocity with Grashof number N=100

Fig.27　Asymmetric degree  (Gr = 1.00x108) Fig.30　Vertical velocity with Grashof number N=300
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ラスホフ数を変化させた場合の垂直方向無次元速度Vの
変化を示す。グラスホフ数が 1.00×106 以下の領域では、
Fig.30と同様に近似曲線よりも低い無次元速度となって
いる。分割数が Fig.30より小さくなっているため粘性力
の影響が小さくなり近似曲線との差は小さくなっている
5，8）。Fig.30と比べるとグラスホフ数が 1.00×107 以上の
領域では、近似曲線との間隔のグラスホフ数増加にとも
なう変動は小さくなっている。
Fig.32に区画高さと幅をそれぞれ 50分割した場合グ
ラスホフ数を変化させた場合の垂直方向無次元速度Vの
変化を示す。Fig.31と比べるとグラスホフ数が 1.00×106

以下の領域では、ほぼ同一の挙動である。1.00× 108 付
近の領域では、Fig.31よりも近似曲線に近くなっている。
ところが 1.00×1010 以上の領域では、Fig.31よりも近似曲
線との差が大きくなっている。
Fig.33に区画高さと幅をそれぞれ 512分割し、グラス
ホフ数を 2.0×108 に選び計算を行った時の点 Pにおける
垂直方向無次元速度 Vの時間変化を示す。300 分割の場
合には、無次元速度 Vの変動は小さかったが分割数を増
加させると再び変動が増加している。無次元速度 Vの平
均値はほぼ同じ 4800 程度である。

４．考察

代表長さが大きな空間内の熱対流を数値計算で求める
場合、高グラスホフ数の条件で計算を行うことになる。
代表長さが大きい場合、特性時間が代表長さの二乗に比
例して増大する。数値計算で定常になった流れ場は、通
常の火災では想定できないほど長時間継続しなけれ実現
しない。今回計算を行ったグラスホフ数 1.0×108 程度の
領域で代表長さを 30mとした場合、10日程度経過して
も流れ場の変動が見られる。代表長さが大きな空間内の
熱対流を数値計算で求める場合、定常解よりも非定常解
を用いて実時間程度の流れ場を検討する必要がある。

グラスホフ数が 1.0×106 程度であれば空間を 300 分割
した計算を行っても緩やかに収束する。この条件であれ
ば速度変動が小さくなったことを収束判定にすることが
可能である。
速度変動の大きさや平均速度からの差を収束判定の条
件に使用する場合、グラスホフ数を 1.0×108 程度にする
と 20% 程度の速度変動を許容しなければ収束と判断さ
れないことになる。
軸対称の条件で解析を行った研究 2，5）と比較するとグ

ラスホフ数 1.0×106では対称な温度場と流れ場が観測さ
れたが、グラスホフ数 1.0×108 付近では非対称な温度場
と速度場の変位が観測された。本来、支配方程式、境界
条件、初期条件の何れもが中心軸に対して対称性を有し
ていれば、数値計算結果も対称となるはずである。数値
解析法の数値誤差の微小な非対称性から大規模な非対称
性が発生していると推定されるが、数値誤差の計算過程
での積算解析は行わなかった。数値計算では、均一な初
期条件を与えることは容易であるが現実の問題では均一
な初期条件を与えることは容易ではない。数値解析法の
影響と初期条件のゆらぎについては今後別に検討するこ
とにした。
なお、類似の二次元熱伝達現象を解析的に検討した結
果によると火源と壁面までの距離と区画高さの比を 2と
した条件でレイレー数 2.0×106 以上で伝ぱ型の擾乱が成
長する 12）となっている。プラントル数 0.72の空気の場
合、グラスホフ数は、2.7×106となる。今回の数値計算
結果を見ると伝ぱ型の擾乱が成長する場合には、定在波
となるまでは非対称の擾乱が存在すると考えられる。解
析は、変位が小さい条件で行われているので今回の数値
計算で見られた変動のどの程度が伝ぱ型の擾乱の寄与で
あるかは今後の検討が必要である。また、この解析では
温度場からエネルギーが擾乱に供給される場合、位置エ
ネルギーから擾乱に供給される場合、主流から擾乱にエ
ネルギーが供給される場合があるとしており、今回の数
値計算結果に見られるように温度場と速度場が変化して
いる場合には擾乱の成長も変化するとおもわれる。
グラスホフ数 1.0× 108 付近では数値計算を行って初
期の擾乱が収束し、一時的に非対称性が小さくなる現象
が観察された。ところが時間の経過と共に非対称性が増
大する現象も観察された。非対称性が小さくなる段階と
増大する段階で異なっているのは流れ場の速度である。
このことから数値計算の収束条件とは別に擾乱の成長に
関するグラスホフ数と速度上限が存在すると推定でき
る。今回の数値計算ではどのような形の速度上限が存在
するかについては明らかではない。
グラスホフ数 1.0× 108 付近で軸対称の条件では生成
しないはずの非対称な熱気流の蛇行が観察されたこと

Fig.33　Vertical velocity  (Gr = 2.00x108,N=512)



消防研究所報告　第 108 号 2010 年 3 月

― 11 ―

は、軸対称の条件を導入することにより蛇行現象が別な
現象として表現される可能性が示された。
区画高さと幅を分割するときの分割数を変化させた場
合、過去の研究で指摘された 5，8）偽粘性と偽熱拡散の影
響と思われる流れ場の過剰な安定化は、分割数を 300と
した数値計算でグラスホフ数が 1.00×106 以下の領域で
明確に垂直方向無次元速度の低下として観察された。グ
ラスホフ数がさらに大きくなった 1.00×1010 以上の領域
では、分割数を 300とした場合よりも分割数を 50とし
た場合の方が垂直方向無次元速度の低下は大きかった。
分割数が少ない場合には、速度変動成分のうち空間周波
数の高い成分が平均化されていることになる。分割数を
512として分割数 300で垂直方向無次元速度 Vの変動の
小さくなるグラスホフ数 2.0×108 の条件で計算を行うと
無次元速度 Vの変動が大きくなった。空間分割の細分化
による偽粘性や偽熱拡散による分散と基礎方程式の非線
形項とのつりあい 13）により一種の波動が伝ぱしている
と考えられる。グラスホフ数 1.0×108 付近で観測された
無次元速度Vの変動も同様なつりあいによる一種の波動
によると考えられる。数値計算で観測された波動の原因
となる偽粘性と今回モデル化で無視した粘性項の大きさ
について評価を行っていないので、この波動が実験的に
観測されるかについては現在不明である。速度変動成分
を考慮した乱流モデルを導入する場合や速度変動を考慮
する場合には空間分割の影響を評価する必要が確認でき
た。
熱対流現象の理論解析では、グラスホフ数と不安定化
する渦スケールの関係が与えられている 14）。ところが
有限の流れ場の乱れと温度場の乱れが成長した段階での
グラスホフ数と不安定化する渦スケールの関係は数値計
算でしか与えられない 2）。理論解析の結果を見ると高グ
ラスホフ数では波数の高い成分に不安定な領域が拡大す
るので少なくとも数値計算の初期段階では波数の高い成
分がある程度成長すると考えられる。このような段階で、
波数の高い成分を平均化しながら計算を行うと速度変動
の数値計算結果等が見かけ上平滑化したり、変動したり
する原因となると推定される。
熱対流の問題では、決定論的非周期的流れ場 11）が知

られているので支配方程式と数値計算の特性によっては
見かけの異なる結果が同一の初期条件から見かけ上ラ
ンダムな挙動が生じる。今回の計算を行った分割数を
300、グラスホフ数 1.0×108 程度条件でグラスホフ数を
10% 程度変化させた場合、点 Pでの熱源との温度差 DT
と垂直方向無次元速度 Vの描く軌道は敏感に変化した。
このグラフで用いた温度差と垂直方向速度は、決定論的
非周期的流れ場 11）の研究でも流れ場の特性パラメータ
として用いられている。今回の数値計算では、空間分割

数の影響も受けているので確定できないが、駆動力とな
る温度差と垂直方向速度は単純な釣り合いではなく、流
れ場の特性に応じた準安定点の周囲で変動しているよう
にも見える。

５．結論

古典的な数値計算法を用い単純な二次元正方形の空間
を対象に数値計算を行った。数値計算の安定性を調べる
目的でグラスホフ数を増加させ、流れ場を計算した。空
間分割数 300、グラスホフ数 1.0×108 程度の条件でグラ
スホフ数に敏感な結果が得られた。空間分割数を減らし
数値計算を行い空間分割数の影響を低グラスホフ数側で
観察したが、高グラスホフ数側では不明確であった。
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A Study on Laminar Numerical Simulation of an Enclosure Fire

（Abstract）
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Numerical techniques are used to analyze fire phenomena for developing extinguishing systems.  With 
an appropriate set of initial and boundary conditions， a unique solution is obtained with the help of numerical 
techniques. For analyzing fire phenomena， the computational stability of the numerical scheme should be examined 
as well as the solution of the steady state. In this study， a series of numerical computations has been carried 
out using a classical numerical scheme for various values of Grashof number. During this series of numerical 
computations， several cases show that the no dimensional vertical velocity at the center of the flow field is 
strongly dependent on the value of the Grashof number around 1.0×108 with 300 grids. For the given boundary 
conditions， the solution behaves like an initial value problem.  The effect of the grid size on the no dimensional 
vertical velocity at the center of the flow field is observed with lower Grashof number.
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１．はじめに

水は熱容量と蒸発潜熱が大きいため、火炎から吸収す
る熱量は大きい。また、水が蒸発する時、比容積は約
1700 倍になり、その結果、火炎近傍において酸素は希
釈される。さらに環境負荷が小さいため、火災抑制に対
して水は好ましい物理的性質を持つ。水粒径を微細にす
れば、表面積が十分に大きくなり、熱の吸収や蒸発が促
進され、火災抑制に対する水の効果が増加する事が期待
されるが、微細水粒子による消炎機構の詳細については
不明な点が多い。本研究で使用した対向流拡散火炎は、
よどみ速度勾配を制御する事が出来るため、よどみ速度
勾配による消炎機構と微細水粒子による消炎機構を分け
る事が出来る。本研究では伸長を受けた拡散火炎の微細
水粒子による消炎機構を、物理的影響と熱的影響を考慮
し定量的に明らかにするため、位相ドップラー式レー

ザ粒子分析計（Phase Doppler Particle Analyzer：以下　
PDPA）を用いて微細水粒子特性を定量化し、微細水粒
子の粒子特性が消炎効果におよぼす影響を詳細に検討す
る事を目的とする。

２．実験装置および方法

2.1　対向流拡散火炎バーナー及びＰＤＰＡシステム
Fig.1に示すように、空気はロータリーブロワーから
サージタンクで脈動を抑えた後に、燃焼風洞に供給され、
流量はブロワー回転数で制御される。燃焼風洞は、広開
角拡散筒、整流筒、縮流ノズルからなり、縮流ノズルに
より出口流速が一様化され、燃焼室へ導かれる。多孔質
円筒バーナーは外径 30［mm］の焼結金属でできており、
燃焼室中心軸上、縮流ノズル出口下流側 100［mm］に設
置される。燃料に純度 99.8 % の CH4を用い、流量はマ
スフローコントローラーにより制御される。燃料は多孔
質円筒バーナーから均一に噴射され、空気流との間に対

微細水粒子による対向流拡散火炎の消炎

内藤浩由 *　萩原由梨 **　上戸徹 **　佐宗祐子 ***　小谷良信 **　吉田亮 **

（平成 22 年 2月 22 日受理）

論　文

従来から水は火災の消火に使われてきたが、火災形態に対する水の必要量が科学的に分析された
例は少なく、経験的に必要以上な大量の水を散布するため、大部分の水が蒸発しきれず、火災現場
等に残り、これが二次的被害をもたらしている。また現在でも、特定防火対象物に設置されている
スプリンクラー等は主に経験的に設計されており、効率的な消火、または水損防止の観点からも、
科学的根拠のある最適設計が望まれている。
微細化された水粒子による拡散火炎の消炎現象を支配する物理的な要因としては、運動量、物質
および熱の輸送現象と水の相変化（蒸発）が考えられ、また化学的要因としては、化学反応速度を考
慮する必要がある。微細水粒子による消火研究は、これまで数多く行われているが、しかしながら、
様々なパラメータが複合的に関与するため、微細水粒子による拡散火炎の消炎現象の物理的・熱的・
化学的機構の詳細はいまだに不明な点が多い。
そこで本研究では、従来必ずしも明確ではなかった微細水粒子の特性を正確に把握すると同時に、
それを制御する技術を確立する事に特徴がある。また、流体力学的特性が明確に定義される対向流
拡散火炎を使用し、この様に微細水粒子による消炎機構を定量化する事に独創性がある。
微細水粒子の粒径、数密度および粒径分布が消炎におよぼす影響を実験的に検討した結果、微細
水粒子の火炎帯滞留時間と水粒子消失時間の考察より、各よどみ速度勾配に対する消失粒径を導き、
対向流拡散火炎の消炎に寄与する微細水粒子の最適粒径を示した。
また PDPA（位相ドップラー式レーザ粒子分析計）で計測された、火炎帯近傍もしくは火炎帯中に
おける水粒子径の分布傾向は、微細水粒子の火炎帯滞留時間と水粒子消失時間の考察結果と良い一
致を示した。更に、微細水粒子による消炎特性は、水粒子の蒸発面積の増加に伴い消炎時のよどみ
速度勾配が減少する事が明らかとなった。

　
＊ 消防庁、＊＊東京電機大学、＊＊＊消防研究センター
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向流拡散火炎が形成される。後流への燃料噴射を防ぐた
め、多孔質円筒バーナーの下流側半分に、耐熱塗料が塗
布されている。燃焼室断面は、30［mm］×120［mm］の矩形
であり、燃焼室の両側は、火炎可視化および光学計測のた
め、石英のガラス窓２枚で構成されている。多孔質円筒バー
ナーを設置するため、一方の石英ガラス窓には、穴があけら
れている。
またPDPA（位相ドップラー式レーザ粒子分析計）を使用

し、水粒子速度および粒径計測を行なった。光源は、最大
出力 4［W］のアルゴンイオンレーザーを使用し、分光器で
514.5［nm］の波長帯へ分光し、ビーム間隔を20［mm］、焦
点距離 500［mm］で計測を行なった。また、レシーバーによ
り受光されたバースト信号は、リアルタイム信号処理器によ
り高速離散フーリエ変換が行なわれ、粒子流速および各バー
スト信号の位相差により粒径計測が行なわれる。PDPA計
測位置は、Fig.1の座標系へ示す様に、多孔質円筒バーナー
表面を原点 0とし、上流側を y方向、半径方向を xとし、
微細水粒子の粒径および流速は、x=0［mm］の条件のもとy
方向のよどみ流線に対して計測を行った。
2.2　微細水粒子供給系
Fig.1に示すように、広開角拡散筒の上流側に、微細水
粒子供給系を設置し、二流体噴射弁および超音波霧化装
置を設置し、ブロワーから供給される空気流と均一混合に Fig.2　Characteristic of AFAD for fine-water droplet.

Fig.3　Characteristic of AFAL for fine-water droplet.Fig.1　Experimental apparatus.

〔Supply System of Fine-Water Droplets〕
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近い状態となる様に設計した。また今回、流量レンジの異
なる2種類の二流体噴射弁（AFAS、AFAL）と、霧化能力
の異なる2種類の超音波霧化器（MGS、 MGL）を採用した。
二流体噴射弁へ供給する空気の質量流量 QC ［ml/min］と
水の質量流量 QW［ml/min］は、それぞれマスフローコン
トローラーで制御し、超音波霧化器との組み合わせによ
り微細水粒子体積流量および粒径制御を行った。これに
より、微細水粒子の平均粒径を一定にして体積流量を可
変したり、また体積流量を一定にして平均粒径を可変し
たりする事ができ、粒子特性に対する対向流拡散火炎の
消炎現象を定量化する事が出来る。
また、二流体噴射弁（AFAS、 AFAL）および超音波霧
化器（MGS、 MGL）の微細水粒子の粒子特性は、PDPA
により計測され、それぞれザウター平均粒径および体積
流量の特性を Fig.2、 Fig.3、 Fig.4に示す。

３．実験結果および考察

3.1　対向流拡散火炎の微細水粒子混入時の直接写真
Fig.5に対向流拡散火炎の直接写真を示す。Fig.5 （a）、

（b）と（c）、（d）は、各々、以下に定義するよどみ速度勾
配 2V/R（Ｖ：空気流速［m/s］、Ｒ：多孔質円筒バーナ半
径［m］）と無次元吹き出し速度 -fW の条件を合わせてお
り、微細水粒子がない場合（Fig.5：（a）、（c））と、ある
場合（Fig.5：（b）、（d））の条件のもと撮影を行った。微
細水粒子添加時の体積流量は、5.3 ［ml/min］一定とした。
ここで２V/R［s-1］は、二次元速度ポテンシャル流れを
仮定し、静止している円柱を過ぎる一様流から導く事が
出来る。速度Ｖ［m/s］の一様流の中に、半径 R［m］の円
筒が置かれた場合、速度ポテンシャルΦは、

 ⑴

で表す事が出来る 1）。ここでｒ［m］は、円筒中心から
の距離とする。また、よどみ点から任意の角度θ位置に

おける円筒表面に沿う速度成分Ｖθ［m/s］は、

 ⑵

であるので、円筒表面上であるr=Rでは、

 ⑶

となる。また、円筒表面上に沿うようにθ方向と同じ方向
にS 座標をとると、

 ⑷

と表す事ができ、また角度θが十分に小さい場合は、sinθ
＝θの関係が成り立つため、円筒表面に沿う速度成分Ｖθ
［m/s］は、

 ⑸

と簡易化される。すなわち円筒前方のよどみ領域におけ
る円周方向のよどみ速度勾配［s-1］は、

 ⑹

と表され、円筒前方よどみ領域に火炎が形成される場合
は、一様流により得られる平均の火炎伸張率として見積
もられ、火炎構造や火炎の振る舞いを支配する重要なパ
ラメーターである。
更に、-fwは、境界層の無次元吹き出し速度を式⑺で
定義され、

 ⑺

となる。ここで Re は空気流の Reynolds 数、 vw は燃料
噴射速度［m/s］を示す。
Fig.5（a）へ示す様に、ある vwに対し、空気流速Ｖを増
加する場合、すなわちよどみ速度勾配 2V/Rが高い場合、
火炎の厚さは徐々に減少し、層流二次元火炎が前方よど
み領域からある離れた位置で安定化される。火炎は非常
に安定な二次元層流拡散火炎となる。vwが減少、もしく
は Vが増加した場合、火炎は円筒表面に近づき、最終
的にはよどみ領域で消炎して、突然 wake flame（後流火炎）
へ移行する。一方、vwを増加しVを減少すれば、円筒か
らの火炎距離は徐々に増加する。しかしながら、vw /Vが
大きく増加した場合、大きなスケールの乱れが火炎面に
現れ、層流二次元火炎を形成する事はできない。更に、
Vが非常に大きい場合は、vwを十分に大きくしても火炎
は消炎する。従って、消炎する限界のよどみ速度勾配
（2V/R）c［s-1］が存在する事になり、その値を越えて火炎
を安定化する事はできない。
逆に、Fig.5（c）は、空気流速 Vが低く、燃料噴射速度

Fig.4 　Characteristic of MGS and MGL for fine-water 
droplet.
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vwが大きい場合、すなわちよどみ速度勾配 2V/Rが小さ
い場合、火炎は燃料側に黄色輝炎、酸化剤側に青炎が発
生し、火炎の厚さは数 mmとなり厚くなる。空気流速を
限界まで低くすると黄色輝炎と青炎は完全に別れ、火炎
を拡大し観察すると狭いダークゾーンが火炎の中間に現
れる。
更に、Fig.5 （a）と（b）の微細水粒子添加時の火炎を比
較すれば、微細水粒子を添加した場合、青炎である火炎
帯の厚さは、無添加時の火炎帯厚さに比べ約 35% 薄く
なり、発光も弱くなっている。これは、よどみ速度勾配
の低い条件である Fig.5 （c）と（d）でも同様な傾向がみ
られ、火炎の酸化剤側にある青炎部および燃料側の輝炎
が微細水粒子を添加する事で、約 20% 程度火炎帯が薄
くなる事が観測された。
3.2　微細水粒子非混入時の対向流拡散火炎の安定限界
Fig.6は、-fwに対するよどみ速度勾配 2V/Rを示して
いる。また図中には、黄色輝炎が消滅する限界も示して
いる。無次元吹き出し速度 -fwの小さい領域では、-fw
の増加と共に、2V/Rの値は急激に増加するが、-fwが十
分大きくなると 2V/Rは一定の値となり、-fwには依存
しない消炎限界よどみ速度勾配 （2V/R）cが存在する事
が分る。-fwが小さい時の消炎は、多孔質円筒バーナー
表面近傍での熱的消炎によるものであり、また -fwが大
きい場合に観察される、一定の消炎限界よどみ速度勾
配（2V/R）cは、化学反応速度の有限性のために生じる
もので前者とは区別される。すなわち、後者の消炎は、
Damköhler 数によって支配されており、この値が臨界値
に近づくと火炎が消炎する事が知られている。消炎限
界よどみ速度勾配（2V/R）cは、時間の逆数の次元を持
ち、流体力学的な特性時間の逆数に比例する。消炎時の
Damköhler 数が一定であると考えると、流体力学的特性
時間は、化学反応の特性時間に比例する。従って、よど

み速度勾配は燃料と酸化剤の総括的な反応速度の目安と
考えられる。
また黄色輝炎消炎限界も同じ傾向を示しており、-fw
が比較的小さい場合には、黄色輝炎消炎限界における
2V/Rの値は小さい。しかし -fwの増加とともに 2V/Rは
急激に増加し、十分に大きな -fwでは一定となる。この
事は黄色輝炎の消炎に関しても限界のよどみ速度勾配が
存在する事を示している。前者の黄色輝炎発生限界にお
いては、燃料流速が遅く火炎が円筒バーナー表面に近づ
くため、熱損失の影響が大きくなり、その結果、燃料の
熱分解速度が低下するため輝炎が消炎する。また後者の
黄色輝炎消炎限界では、火炎帯における固体炭素生成に
かかわる総括的な化学反応速度よりも、よどみ速度勾配
の方が大きくなると考えられる。
3.3　微細水粒子による消炎限界
小さな水粒子は、大きな水粒子より容易に蒸発する事が
出来るため、消炎におよぼす効果は、微細な水粒子の方が
大きくなる事は予想出来る。また、水の持つ熱容量も消炎
に寄与する重要なパラメータであり、空気流中に添加する
微細水粒子の質量も重要である。本研究において、微細水
粒子の蒸発過程は、対流熱伝達が支配的となり、水粒子の
蒸発面積が対向流拡散火炎の消炎において重要である事は
予想される。そのため微細水粒子の蒸発面積と質量流量の
比である面積パラメータΣS［m2/kg］により、対向流拡散
火炎の消炎を評価する事が出来る。
式 ⑻ に面積パラメータΣ S［m2/kg］を示す。

 ⑻

Y0 は水の質量分率、Y0=
4 4 4

で定義され、
4

と
4

は、それぞれ空気と水の質量流量［kg/s］である。

Fig.6 　Flame stability diagram for methane counterflow 
diffusion flame.

Fig.5 　Direct photographs of counterflow diffusion flame 
without water mist （a, c） and with water mist （b, d）.
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またρwは水の密度［kg/m3］、Ciは直径 Di［m］の水粒子数、
そして DSはザウター平均粒径［m］を示す。更に、水粒
子の単位時間当たりの総表面積を

4

［m2/s］とすれば、
単位質量当りの面積は

4 4 4

 と表され、Y0/DS に
比例する。また DSは、微細水粒子全体の体積平均値を、
全体の面積平均値で割った値であり、表面積を感度パラ
メータとして捉える事ができ、火炎帯近傍で蒸発する水
粒子の蒸発過程すなわち表面積依存性の高い現象を考え
る場合に DSは有効となる。
微細水粒子無しの消炎限界よどみ速度勾配 （2V/R）cを

ac［s-1］、また微細水粒子添加時の消炎限界よどみ速度勾
配 （2V/R）ext を aext［s-1］と定義し、 ΣSに対する aext/ ac
の関係を Fig.7に示す。
超音波霧化器（MGS、MGL）および二流体噴射弁

（AFAS、AFAL）の組み合わせにより、DSと Y0を変化
させ、ΣSによる消炎限界の計測を行った。ΣSの増加
に伴い、消炎時の限界よどみ速度勾配は減少する。これ
は水粒子の蒸発面積が、拡散火炎の消炎において重要で
ある事を示している。Chelliahらの結果 2-3）と比べると、
Y0/DSが 0.5× 10-3 ［μm-1］以上から傾向が異なっている。
Chelliahらは、単一粒径に近い水粒子特性で消炎限界値
を求めており、そのため本研究との粒子特性の違いが、
消炎限界の結果 4-6）として表れたと考えられる。また 3.4
節で示す微細水粒子の粒径分布は、正規分布に近い分布
となり、粒径範囲は広く、1［μm］から 60［μm］の水粒
子が存在している。次節で示す、対向流拡散火炎の消炎
に対する最適粒径より大きい粒径、または小さい粒径の
場合、対向流拡散火炎の微細水粒子による消炎効果は減
少すると考えられる。
3.4　微細水粒子速度分布および粒径変化

火炎帯近傍で水粒子の特性がどの様に変化しているの
か調べるため、Fig.5 （b）、（d）の条件で計測された、よ

どみ流線に沿った水粒子の平均速度と算術平均粒径 D10
［m］を Fig.8 へ示す。尚、蒸発による粒径変化を議論す
る場合、Dsでの評価より、物理的な粒径変化を捉える
事が出来る D10 により検討した。
バーナ表面を原点として上流側 40［mm］の位置から

PDPAで計測を行った。尚、火炎帯近傍における粒子速
度と粒子径の変化を詳細に捉えるため、Fig.8に示す y
方向のある点からスケールを変化（Scale split）させ示し
ている。
2V/R = 300［s-1］の時の速度分布を見ると、火炎帯下
流側に位置するよどみ領域に向かい、水粒子の速度は、
約 2.2 ［m/s］から 0.3 ［m/s］までほぼ直線的に減少してい
る。また火炎帯に近づくと、水粒子速度は、約 0.7［m/s］
まで急激に増加し、そして火炎帯を通過した後、よどみ
領域へ向かい速度は、y=10［mm］から 4［mm］の速度分布
の傾向と比べ急激に減少している。これは、Tsujiら 7-9）

が行った、メタン対向流拡散火炎のよどみ流線に沿った
速度分布とほぼ同じ傾向を示し、温度境界層に入ると急
激な温度上昇による気体膨張および水粒子の急激な蒸発
により、火炎帯付近に存在する水粒子が加速されたもの
と考えられる。

Fig.7　Variation of the flame strength vs. ΣS = Y0/DS.
Fig.8 　Water mist velocity and diameter on stagnation 

stream line at 2V/R = 300 s-1 （Up） and 2V/R = 68 
s-1 （Down）.
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また 2V/R = 68［s-1］の水粒子速度は、よどみ速度勾配
の違いにより速度の絶対値は異なるが、2V/R = 300 ［s-1］
時の傾向とほぼ同じとなる。また算術平均粒径 D10 に着
目すると、2V/R = 300［s-1］の時、y = 40 ［mm］から 5 ［mm］
付近までは、D10 が約 20［μm］となるが、水粒子速度
が急激に増加する火炎帯近傍から、D10 の値も急激に増
加する。また 2V/R = 68 ［s-1］の時は、y = 40 ［mm］から
11 ［mm］付近までは、D10 が約 18［μm］でほぼ一定とな
るが、火炎帯に近づくにつれ、平均粒径が増加している。
これら火炎帯近傍における水粒子の急激な粒径変化を
検討するため、縮流ノズル出口近傍と火炎帯上流側、火
炎帯中（2V/R = 68 ［s-1］は火炎帯上流のみ）の微細水粒
子の粒径分布割合を Fig.9に示す。
2V/R = 300 ［s-1］の時、縮流ノズル出口付近に位置す
る y = 34.8［mm］の粒径分布は、粒径 18［μm］付近にピー
クを持つ分布を示す。また火炎帯近傍に位置する y = 3.7 
［mm］の分布は、同じような分布を示すが、ピーク値が
約 21［μm］となり、また粒径分布全体が大粒径側へシ
フトする事が分る。これは火炎帯近傍において、特に粒
子径の小さい微細水粒子が、温度境界層付近で蒸発した
結果と言える。更に、火炎帯中で計測された粒径分布（y 

= 2.2［mm］）は、ひとつのピークを持つ分布ではなくなり、
粒径 36［μm］付近にピークを持つ分布になる。粒径分
布の割合は、粒径 30［μm］から 40［μm］付近にかけて
大きくなり、大粒径の広い範囲に水粒子が分布している。
縮流ノズル出口近傍で 18 ［μm］にピークを持つ水粒子
の粒径分布が、火炎帯近傍に近づくにつれ、大粒径側へ
シフトすると言う結果は、火炎帯へ向かう水粒子の蒸発
現象を捉えていると言える。
次に、2V/R = 68［s-1］の粒径分布に関しては、縮流ノ

ズル出口付近（y = 40.6［mm］）と火炎帯付近（y = 9.9［mm］）
における粒径分布は、2V/R = 300［s-1］の粒径分布とほ
ぼ同じとなる。また今回、2V/R = 68 ［s-1］の条件におい
て、火炎帯もしくは火炎帯下流側での PDPA計測を試
みたが計測ができず、そのため火炎帯直近である y = 7.9
［mm］での粒径分布を示している。この時、ひとつのピー
クを持つ分布は崩れ、24［μm］付近にピークを持つ分布
となり、小粒径側の粒径分布割合は減少し、大粒径側へ
とシフトしている。これは 2V/R = 300［s-1］で計測され
た傾向と同じとなる。よどみ速度勾配の違いは、火炎帯
厚さや水粒子の火炎帯滞留時間に大きく影響するため、
火炎帯もしくは火炎帯下流側において粒子特性は大きく
影響する事が予測される。
3.5　微細水粒子の消失時間の考察
微細水粒子が、火炎帯に滞留する時間と、火炎帯近
傍で水粒子が熱せられ消失するまでの時間との関係を
明らかにすれば、対向流拡散火炎の消炎に寄与する微
細水粒子の最適粒径を示す事が出来る。そこで、Fig.8
の PDPAによる速度データー v ［m/s］および火炎帯厚
さ y ［m］から水粒子の滞留時間 tr［s］を算出した。火
炎帯厚さは、Fig.5（a）と（c）の直接写真より計測し、2V/R
=68 ［s-1］では 2.5［mm］、また 2V/R=300［s-1］では 1［mm］
となる。dtr=（1/v）dyから、dy=0.1［mm］の条件のもとで
算出し、2V/R= 300［s-1］の時は tr = 1.74［ms］、2V/R = 68
［s-1］の時は tr = 11.74［ms］となる。また微細水粒子が火
炎帯近傍で熱せられ消失するまでの時間を、

①水粒子が沸点温度までに要する時間［s］：th
②水粒子の蒸発時間［s］：tv
③水粒子の消失時間［s］：tt = th + tv

と定義する。
thの算出は、水粒子を球と仮定し、高温の一様流中に
置かれた場合を考える。体積 V［m3］、密度ρ［kg/m3］、
表面積 S［m2］、そして表面積温度 T［K］の水粒子が、周
囲温度 Tf［K］の流体から熱を吸収し、微小時間 dt［s］の
間に dT［K］温度上昇がある場合、

 ⑼

となり、c は比熱［J/kg・K］、h は熱伝達率［W/m2・K］

Fig.9 　Change in particle size distribution through a 
flame zone at 2V/R = 300 s-1 （Up） and 2V/R = 68 
s-1 （Down）.
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を示す。初期条件［T］t=0=T0 から

 ⑽

となり、沸点温度を Th［K］、水粒子半径を r［m］を示
す。また熱伝達率h ［W/m2･K］とヌセルト数Nuの関係は、
式 ⑾ で与えられており、

 ⑾

λは熱伝導率［W/m・K］、Dは代表長さ［m］となり、
ここでは水粒子直径D［m］とした。坪内ら 10）が行った、
微細粒子の自然対流による熱伝達による実験から、空気
中におかれた直径 2［mm］以下の微粒子では、レイリー
数Ra の範囲 10-4<Ra<1 において、式 ⑿ が成り立つ事を
示している。

 ⑿

ここで、標準大気圧下の空気に対するプラントル数は、
Pr=0.71 となるが、微細水粒子は空気流体と相対的に運
動せず、静止しているとすれば、浮力の影響を受けずグ
ラフホフ数Gr=0 となる。すなわち、ヌセルト数Nu=2 の
もと、hを算出した。
次に水粒子の蒸発時間 tv［s］は、水の蒸発潜熱 Q’［J/

kg］、完全蒸発するのに必要な熱量 Qｖ［J］、水粒子半径
を r［m］とすれば、

 ⒀

となり、初期条件［r］t=0=r0、［r］t=tv=0 から、

 ⒁

となり、各水粒径に対する th、tv から、水粒子が火炎帯
近傍で熱せられ消失するまでの時間 tt = th + tv［s］が
算出される。
Table 1に、水粒子平均粒径 D10 に対する微細水粒子の
消滅時間 tt および滞留時間 trを示す。各粒径に対するミ
ストの消滅時間 ttを見ると、2V/R = 300［s-1］の時、30［μ
m］より粒径が小さい場合 tt < trとなり、火炎帯で水粒子
が消滅する事がわかる。しかし 30［μm］より大きい粒
径の場合は tt > trとなり、火炎帯で蒸発しきれず、通過
する事になる。これは Fig.9に示した、火炎帯で計測さ
れた粒径分布の割合が、大粒径側へとシフトしている実
験結果を良く表している。更に、2V/R = 68［s-1］の場合は、
微細水粒子の消滅時間 tt が、常に tt < trとなり、60［μm］
の水粒子でも、火炎帯に滞留している間に消滅する事が
わかり、火炎帯下流側で水粒子径および速度が計測でき

ない結果を説明出来る。

Table1 　Disappearance time of water mist and residence time

D10 [μm] th[ms] tv[ms] tt（=th+tv）[ms]
tr [ms]

2V/R=300[s-1] 2V/R=68[s-1]

10 0.024 0.24 0.264

1.74 11.74

20 0.096 0.959 1.056

30 0.217 2.159 2.376

40 0.386 3.838 4.223

50 0.602 5.996 6.599

60 0.868 8.634 9.502

また Fig.10に示す、水粒子の体積流量から、2V/R = 
300［s-1］の時、火炎帯付近で急激に水粒子の体積流量は
減少するが、火炎帯中でも計測されており、これは粒径
30［μm］以上の水粒子が火炎帯中または、火炎帯下流側
に存在する事を示唆している。

４．まとめ

PDPAを用いて微細水粒子特性を定量化し、微細水粒
子の粒子特性が消炎効果におよぼす影響を検討し以下の
事が明らかとなった。
・微細水粒子の火炎帯滞留時間と水粒子消失時間の考察
から、各よどみ速度勾配に対する消失粒径を導き、対
向流拡散火炎の消炎に寄与する微細水粒子の最適粒径
の検討を行う事が出来た。

・2V/R = 300［s-1］の時、30［μm］より粒径が小さい
場合は tt < trとなり、火炎帯で水粒子が消滅するが、
30 ［μm］より大きい粒径の場合は tt > trとなり、火
炎帯通過する事が分かった。すなわち、このよどみ速
度勾配において最も消火効果の高い微細水粒子径は、
30［μm］付近に存在する事を示した。
・2V/R = 68 ［s-1］の時は、常に tt < trとなり、60 ［μm］
の水粒子でも、火炎帯に滞留している間に消滅する事
がわかった。これより最も消火効果の高い微細水粒子
径は 60［μm］以上に存在する事を示した。

　　Fig.10 　Water mist velocity and volume flux on 
stagnation stream line at 2V/R = 300 s-1.



消防研究所報告　第 108 号 2010 年 3 月

― 21 ―

・PDPAで計測された、火炎帯近傍もしくは火炎帯中に
おける水粒子径の分布傾向は、微細水粒子の火炎帯滞
留時間と水粒子消失時間の考察結果と良い一致を示し
た。

・微細水粒子の面積パラメーターΣsの増加に伴い、対
向流拡散火炎消炎時のよどみ速度勾配は、低下する事
がわかった。
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Extinction of Counterflow Diffusion Flame by Fine-Water Droplets

（Abstract）
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It is known that the water mist has distinct three effects, namely the physical effect due to water mist size, 
the thermal effect due to heat capacity and latent heat and the chemical effect due to dilution of air by water 
vapor and also due to the enhanced overall three-body recombination reactions and shift in water-gas reaction. 
In the present study, the role of such physical, thermal and chemical effects are partly quantified experimentally 
using a methane counterflow diffusion flame. The critical stretch rate at extinction without water mist agrees well 
with the previous studies[4-6]. Introduction of water mist into air results in reduction of the extinction stretch 
rate due to evaporation which causes the cooling and depletion of oxygen near the flame. Since the evaporation is 
controlled by the surface area parameter of mists, which are expressed by ratio of mass fraction of mist to Sauter 
mean diameter, the critical stretch rate at extinction decreases with the increase of the surface area parameter. 
By a simple analysis, the evaporation time was compared the residence time and it was found that there exists a 
critical diameter below which mist can evaporate within the flame zone. PDPA measurement also showed that the 
mist with large diameter passes through the flame zone towards the stagnation point. 
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１．始めに

プリンターやコピー用のトナーカートリッジ粉は、需
要が増加しつつあると共に印刷技術の向上と共にその粒
度がより小さくなり、粉じん爆発を起こす危険性は増し
ている。また、環境への配慮からトナー粉のリサイクル
（再生）が進んでいる。従って、そのリサイクル施設等
での事故発生の可能性は、今後、増加すると考えられて
いる。トナー粉メーカーのMSDS（物質安全データシー
ト）では、消防法・指定可燃物（合成樹脂類）とされて
いるものが多い。また、その組成はメーカー MSDSに
よれば、合成樹脂 50～ 80%、黒鉛、ワックス、添加物
等数 %を付着して作られている場合が多い１，２）。
平成 20 年 1月及び 8月、トナーカートリッジの再生
処理作業中による爆発・火災が神奈川県で 2件起こった
ことから２）、再生トナーカートリッジ粉の危険性につい
て実験的に調べた。

２．秦野市、横浜市で起きた事故の概要

2.1　秦野市での爆発事故２）

・発生年月日：平成 20年 1月 7日（月）13時頃
・発生場所：秦野市戸川、Tリサイクルセンター
・施設の概要：コピー機等を解体して有価物を回収する
施設である。コピー機を破砕機で破砕し、破砕片を選
別して含まれる有価物を回収する。破砕は 2段階で行
われ、先ず、一次破砕機でコピー機を押しつぶして平
たくし、これを二次破砕機で細かく裁断する。この作
業は、安全面を考慮して全て閉鎖空間となっている。
同社では、以前はトナーカートリッジを取り外したコ
ピー機を破砕していたが、トナーカートリッジの処理
も一緒に行えるように装置を改造し、トナー粉は、同

時に回収されるようになっている。
・事故の概要：同社は、事故当日が新年の仕事始めで、
前年末に試運転が終了して引渡しを受けた改造破砕装
置の運転を開始した。午前中にトナー処理作業を行い
作業を終了した。昼休みの後、12時 45分から別な作
業を始めた。解体後のパソコンの外装（鋼製）破砕を
行っていたところ、13 時頃に破砕装置内で爆発が発
生し、火災となった（図１）。

・被害状況
人的被害：負傷者 3名（従業員）
物的被害：事業所内被害破砕装置の建屋は大破。事業
所内建屋はほぼ全焼
事業所外被害：爆風により隣接建物 2棟が一部破損

・原因：現場の状況から判断して、この事故は粉じん爆
発を伴う火災と断定された。粉じん爆発性を有する起
因物質としては、トナーカトーリッジ中に残存してい
た廃棄トナー粉以外は考えられず、トナー粉が爆発し

トナーカートリッジ粉の火災爆発危険性について

古積　博，岩田　雄策，西村　浩次郎 *

（平成 22 年 2 月 17 日　受理）

＊ ㈳産業安全技術協会

技術報告

プリンター等に利用されるトナーカートリッジ粉は、粉じん爆発の危険性があると言われていた。
平成 20年中に、トナーカートリッジの再生処理作業中に粉じん爆発による火災が 2件起こったこと
から、トナーカートリッジ粉の火災爆発危険性について調べ、その危険性を明らかにした。一般的
な有機物系粉じんと比べて、粉じん爆発を起こす危険性が高く、トナー粉を取り扱う施設では、十
分な粉じん爆発対策をとる必要がある。

図１ 　トナー粉の粉じん爆発現場（秦野市、㈶総合安全
工学研究所提供）
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たと結論付けられた。
2.2　横浜市での爆発事故
・発生年月日：平成 20年 8月 28日（木）14時 45分頃
・発生場所：横浜市金沢区、Eテック
・施設・事故の概要：コピー機を解体して有価物を回収
する施設である。トナーカートリッジを粉砕作業中、
粉砕機内部で爆発、火災となったもの。

・被害状況
　人的被害：負傷者 2名（従業員）
　物的被害：工場の建物（約 1380 m2）のうち、約 150 
m2 が焼失した。

・原因：粉砕作業中にカートリッジに残っていたトナー
粉が機内で飛散し、何らかの火源によって粉じん爆発
を起こしたものと思われる。

３．その他の過去のトナー粉の爆発事故例

㈳災害情報センターの情報では、平成 11年、愛知県
尾張旭市のリサイクル工場で再生処理中のトナーが粉じ
ん爆発を起こした。また、平成 15 年には、大阪府枚方
市の製造工場でトナーカートリッジの製造施設の集じん
機の内部でコピー用トナー粉が原因で粉じん爆発が起
き、2人が負傷した。また、ユーザーでのトナー粉詰め
替え時にも粉じん爆発が起こった例がある。

４．トナー粉の危険性評価試験

4.1　使用したトナー粉
現在広く使われているごく一般的なトナー粉 3種類

（再生品（ブラック）2種類、純正品（ブラック）1種類）
を購入して実験に使用した。本報告では、それぞれトナー
C、トナー E、トナー Rと呼ぶ。実験に供した再生品は

帯電性を有するエポキシ樹脂粒子に黒鉛、顔料、ワック
スを付着させて作られている。再生品は純正品に比べて、
粒度分布が広く、粒度が細かい粉が存在し、危険性が高
いと考えられる。先ず、電子顕微鏡（SEM）で写真撮影
を行った。その一例を図２に示す。
得られた写真を基に粒径分布（平均粒径±標準偏差）
を調べた。また、粒子の長径 L、短径Wを測定しその
平均値を求めた。球の場合には、L/Wは 1となる。こ
れらの測定結果を表１に示す。平均粒径は、レーザー回
折・散乱法（㈱日機装製）でも求めた。

表１　トナー粉の粒度分布
粒径分布
（μm）

L/W
（平均値）

平均粒径*
（μm）

トナーC 9.57±4.00 1.31 10.35±3.41
トナーE 10.34±2.70 1.43 10.49±3.72
トナーR 7.13±1.63 1.10 ―
* レーザー回折・散乱法

トナー C、Eは、大きさは 10μm程度で、八島らの
結果（9.52μm～ 10.26μm）１）と大差がない。再生品（ト
ナー C、E）は、写真から見ても、球形とはいえない。
また、大きさもかなりばらついている。他方、純正品（ト
ナー R）はかなり球に近い形をしており、ばらつきも比
較的少ないが、大きさは再生品よりも小さい。レーザー
回折・散乱法によって得られた平均粒径は写真から得た
値よりもやや大きい結果となった。トナー Eの方がい
ずれの方法でも大きい。石炭、プラスチック等の有機物
の平均粒径との比較からも粉じん爆発を起こす粉じんの
粒度としてもかなり小さく、また、形状からみても粉じ
ん爆発を起こしても何らおかしくはない。
4.2　実験項目
再生トナー（トナー C、E）について以下の項目の危
険性評価実験を行った。
⑴　爆発下限界濃度
JIS Z 8818：2002（可燃性粉じんの爆発下限界濃度測
定方法）に定める吹き上げ式の Hartmann 式測定装置（内
径 70 cm、内容積 1.2 L）によった。JISに定められてい
る粉じん雲の形成方法には、落下式と吹き上げ式があ
る。いずれも生じた粉じん雲にネオントランスによる交
流アーク放電の火花を与えて爆発の有無を調べ、その時
の粉じん濃度を求めるものである。
⑵　爆発圧力特性
JIS Z 8818：2002（付属書 2）に定める 30L球状ステン
レス鋼製容器内で爆発させて、圧力変換器を使って粉じ
ん爆発圧力と圧力上昇速度を測定した。着火は化学着火
剤に点火して生じる 10 kJエネルギーによる。
⑶　最小着火エネルギー
国 際 規 格 IEC-61241-2-3 （Section 3： Method for 

図２ 　使用した再生トナー粉の電子顕微鏡（SEM）写真
（トナーC、撮影は、日機装㈱Vixen Micronavi 使用、
倍率 3000 倍）



消防研究所報告　第 108 号 2010 年 3 月

― 25 ―

determing minimum ignition energy of dust/air mixtures）
（1994-09）に準拠して作られた吹き上げ式測定装置（円
筒容器容量；1.2L、Kuhner 社 Mike3）で静電気火花を与
えて最小着火エネルギーを測定した。本装置では与えら
れる放電エネルギーは 1mJ～ 1000mJの間で 7段階で変
えることが可能である。
⑷　爆発限界酸素濃度
JIS Z 8817：2002（可燃性粉じんの爆発圧力及び圧力
上昇速度測定方法、附属書 2）に定める 30L球状容器を
用いて、また、酸素は窒素で希釈して濃度調整の上、測
定を行った。着火源は、2.5 kJの化学着火剤を使用した。
ここで、爆発の有無は、爆発圧力が概ね 2× 102 kPa 以
上あった場合に爆発があるものとした。
⑸　浮遊粉じんの発火温度
国際規格 IEC-61241-2-1 （Electrical apparatus for use 

in the presence of combustible dust，Part 2： Section 1：
Methods for determining the minimum ignition temperatures 
of dust （Method B））（1994-12） に 定 め る Godbert-
Greenwald 炉を用いて浮遊状態の粉じんの発火温度を調
べた。試験は、一定温度に加熱したセラミック管（内径；
3.7 cm、長さ；22 cm）に試料を下向きに分散させて、発
火の有無を目視観察するものである。
⑹ 　小ガス炎着火試験（消防法に基づく第 2 類危険物に
対する確認試験）３）

火炎による着火の危険性を判断するため、試料約 3mL
を断熱板上に置いて、小型ガスバーナーによる火炎を接
触させて着火実験に供した。
⑺　熱分析
トナー粉の熱安定性を調べるため、㈱リガク製

TG-DTA（常圧、空気雰囲気）及び DSC 8120（密閉、容
器耐圧 5MPa、空気雰囲気）を使って行った（昇温速度；
10K/min、室温～ 550℃で測定を行った。SUS製試料容
器使用）。
（8）　燃焼熱量
JIS M8814：1993（石炭類及びコークス類の発熱量測定
方法）に定める㈱島津製作所製ボンベ熱量計を使って、
トナー粉の燃焼熱量を測定した。試料量は約 1gとした。
4.3　実験結果及び考察
⑴　爆発下限界濃度
爆発下限界濃度（g/m3）は爆発に関する最も基本的な
特性で、爆発の起こりやすさを示す。粉じん爆発危険性
の評価を行う場合、先ず、最初に測定が行われる。
結果は、トナー C、Eは、それぞれ、65 g/m3、75 g/

m3となった。これらの値は、粉じん爆発性が高いとさ
れる石炭、一般のプラスチックと同程度の危険性を有し
ていると考えられる４，５）。
⑵　爆発圧力特性

30L球状容器を用いて粉じん爆発圧力と圧力上昇速度
を測定し、最大爆発圧力 Pmax、及び Kstを求めた。Kst
とは、測定した圧力上昇速度（dp/dt）を 1 m3 円筒容器
の値に相当するよう次式で修正した値で、爆発の威力を
表すパラメーターである。

Kst=（dp/dt）･V1/3

ここで、Vは容器の容積である。結果は、表２に示す
（粉じん濃度は、最大で 1500 g/m3まで測定）。

表２　爆発圧力特性の測定結果
トナーC トナーE

Pmax，kPa 7.8×102･ 7.8×102

（dp/dt）max，kPa/s 546×102 615×102

Kst，kPa･m/s 170×102 191×102

表２の結果から、トナー Eの方が爆発の威力はやや大
きいが、いずれも、爆発の激しさは「弱」（爆発クラス
St=1、爆発クラスでは、爆発の激しさを Kstの値から 0
～ 3の段階に分けている３））に相当する。この値は、石炭、
大部分の食品類、木粉、プラスチック等の有機物系粉末
に比べるとやや大きく、爆発威力はやや激しいと言える。
他方、アルミニウム粉等の金属粉よりは小さい。
⑶　最小着火エネルギー
トナー C、Eの最小着火エネルギーは、それぞれ、1.9 

mJ及び 1.4 mJであった。この値は、非常に小さな値で
微小なエネルギーで着火することを示し、また、多くの
有機物系粉じん、石炭（1000mJ以上）よりも小さな値で
ある。従って、有機物系粉じん、石炭よりも静電気エネ
ルギーによって容易に粉じん爆発が起こる可能性が高い
ことが判る。
⑷　爆発限界酸素濃度
トナー C、E、それぞれ 11.2%（粉じん濃度は 520g/

m3、爆発圧力は 180 kPa）、11.7%（粉じん濃度は 520g/
m3、爆発圧力は 180 kPa）となった（表３）。値が小さい
ほど爆発を起こしやすいが、多くの物質で 13～ 16% で
あることから４）、トナー粉は粉じん爆発を起こしやすい
物質と考えられる。

表３　爆発限界酸素濃度の測定結果
トナーC トナーE

爆発限界酸素濃度，% 11.2 11.7

粉じん濃度，g/m3 520 520

爆発圧力，kPa 180 180

⑸　浮遊粉じんの発火温度
浮遊粉じんの発火温度は、トナー C、E、それぞれ、
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500℃（トナー Cの測定値は 520℃、発火遅れ時間は 1.67
秒）、510℃（トナー Eは、同じく測定値 530℃、発火遅
れ時間は2.26秒）を得た。一般の可燃性物質（固体、液体。
例えば小麦粉で 430～ 470 ℃）と比べて発火温度は高く、
通常の取り扱いの範囲では自然発火する可能性は小さい
と言える。
⑹ 　小ガス炎着火試験（消防法に基づく危険物第 2 類の
試験）
トナー C、Eそれぞれ 10回行ったが、いずれも 10秒
間の接炎で着火せず（トナー粒子の表面のみが溶融）、
消防法第 2類危険物（可燃性固体）としての性状は有し
ていない。
⑺　熱分析
図３（a）、（b）にトナー Cの TG-DTA、DSCの結果の
一例を示す。69℃付近にワックスの融解に伴う、吸熱が
見られ、また、185℃まででほとんど発熱は見られない。
この間、酸化等によるトナーの重量増加は見られない。
350℃付近から発火に伴う急激な発熱と重量減少が見ら
れた。また、発火後も約40%の重量が残っており、金属分、
無機物質が多く含まれていることが判る。従って、空気
中での室温から最高数 10℃程度までの一般的な貯蔵を
行っている場合には、発熱が見られないことから蓄熱発
火は起こりにくいと考えられる。
⑻　燃焼熱量
結果を表４に示す。多くの可燃性物質（固体、液体）
に比べて、トナー粉は、顔料、鉄等を含むため燃焼熱量
はやや小さいと言える。従って、火災、爆発時に生じる
熱量は小さい。

表４ トナー粉の燃焼熱量の測定結果
トナーC トナーE

燃焼熱量  22.23 kJ/g  22.15 kJ/g

図３（a）TG-DTAの一例（トナーC）

図３（b）DSCの一例（トナーC）

4.4　問題点と対策
トナーカートリッジ粉は、消防法・指定可燃物に該当
する場合が多く、一定の火災危険性を有している。
得られたデータを見ても粉じん爆発についても危険性

（起こりやすさとその激しさ）が高いことが明らかになっ
た。他方、室温～数十度では自然発火性はない。秦野市
で爆発したトナーを使った危険性評価実験が㈶総合安全
工学研究所において行われたが、全体的に見れば、今回
の測定結果との間で大きな差異は認められない。
今回の実験では、色の違いの影響は調べなかった（試
料はいずれもブラック用のものを使用した）。一般的に
は、ブラック、シアン、黄色、マゼンダの 4色で構成さ
れている。八島ら 1）によればこれらの間で粒度分布や危
険性の差は大きくないとのことであるが、今後検討する
必要がある。
トナーカートリッジ粉は、粉じん爆発を起こしやすい
ことが判ったので、取り扱う施設では、例えば、以下の
ような対策を取ることが望ましい。
１ ）作業場所では清掃等をこまめに行い、出来るだけ粉
じんが存在しないことが望ましい。
２ ）着火源を減らし、スイッチ、照明機器等、防爆電気
設備に出来るものは出来るだけ防爆にする。
３ ）建物自体に、例えば、屋根を軽量にする等、放爆構
造をとることが望ましい。
４ ）破砕機内部で粉じん爆発を起こしやすいことから、
破砕機に圧力放散口を設けるほか、窒素または不活性
ガスによるシールを行う。
５ ）静電気対策（ハード（例えば、静電気除去装置の設
置）、ソフト（例えば、帯電防止服、帯電防止くつの
着用））を取る。

５．まとめ

トナー粉は全体的に見て粉じん爆発を起こす危険性が
高いが、特に再生トナー粉は粒度分布が広く微小なト
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ナー粉を含むこと、また、形状からみても凸凹が多くあ
るために危険性がより高いことが明らかに出来た。
今後、より高い性能を有するコピー機器が作られれば、
更に、トナーの粒度が小さくなり危険性が高くなること
が予想される。また、環境面からもトナーの再生は望ま
しい。そのため、製造、貯蔵、取り扱いには、十分な防
災対策をとる必要がある。
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Danger of Fire and Explosion of Toner Cartridge Particles

（Abstract）
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Because of developing of printing technology，toner cartridge particle becomes smaller and more 
dangerous. And we had two accidents with dust explosion of toner particle at recycling facilities，in Kanagawa 
prefecture in 2008. Therefore we studied on danger of toner particle relating with dust explosion. We found that 
toner particle is so dangerous compared with most organic solids and coal，even though it does not belong to 
hazardous materials in the Fire Service Law.
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１．はじめに

火災の警報は建物内の人に火災を知らせ、初期消火あ
るいは避難を促すものとして重要である。 現在日本では、
火災が発生した際の警報は、ベル、ブザーあるいは音声
警報等の主に音による方法が用いられている。音は人の
注意を引きつけやすく、睡眠から目覚めさせることも可
能であり、空気中を広範囲に伝わるなど警報手段として
優れた特徴を有する。しかし、警報音の覚知が困難な人
に対して火災の発生を伝えるためには、音響による警報
のみならず、他の警報手段を用いることが有効であると
考えられる。消防研究センターでは、警報音の覚知が困
難な高齢者や聴覚障害者等にも効果的に火災警報を伝え、
災害時要援護者の火災における被害軽減に資する火災警
報・通報システムに関する研究を行った１）。 本稿では、
聴覚障害者への火災警報に深く関わる事象として調査し
た、人の聴覚の特性、聴覚障害者の情報伝達方法および
聴覚障害者の火災安全意識に関するアンケート結果の一
部について述べる。

２．警報音と人の聴覚

2.1　警報音
自動火災報知設備の警報音の音圧は、消防法施行規則
において、音響装置の中心から 1 m 離れた位置で 90 dB
以上（音声警報装置の場合は 92 dB 以上）と規定されて
いる。住宅用火災警報器の警報音の音圧については、平
成 17 年総務省令第 11 号（住宅用防災警報器及び住宅用

防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令）におい
て、警報部の中心から 1 m 離れた位置で 70 dB 以上と定
めている。自動火災報知設備や住宅用火災警報器の警報
音には主にベルや電磁ブザーの音が使われている。ベル
音については詳しい周波数分析の結果はないが、電磁ブ
ザー音は 500 Hz ～ 4.5 kHz と帯域が広い。また、近年多
く用いられる圧電ブザーは、低電力で能率良く音を発す
るもので、2 kHz や 4 kHz といった比較的高音で帯域の
狭いものが多く使われている２，３，４）。非常放送での警報音
は、第１シグナルが 740 Hz と 494 Hz の繰り返し音、第
２シグナルが 300 Hz ～ 2 kHz のスイープ音が使われて
いる５）。
2.2　聴覚障害
人の耳は、図１６、７）に示すとおり、外耳、中耳、内耳

の３部位に分けられる。外耳は耳介と外耳道からなり、
音を集め鼓膜へ導く役割をする。中耳は鼓膜と耳小骨か

聴覚障害者への火災警報伝達

河関大祐＊、田村裕之＊

（平成 22 年 2月 19 日受理）

警報音の覚知が困難な高齢者や聴覚障害者等にも効果的に火災警報を伝え、災害時要援護者の火災に
おける被害軽減に資する火災警報・通報システムを開発するにあたって、人の聴覚の特性や聴覚障害者
の情報伝達方法等について文献調査、聴覚障害者の火災安全意識に関するアンケート調査を行った。こ
れらの調査の結果、高齢者に対しては、電磁ブザー音やスイープ音のような周波数帯域の広い警報音の
方が覚知に有利であること、聴覚障害者の約 72％が日常的に火災を不安に感じていることなどが判っ
た。

解　説

　
＊ 消消防研究センター 図１　耳の構造７）
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らなり、音を鼓膜の振動として耳小骨を通じて内耳の蝸
牛へ伝達する役割をする。内耳は蝸牛と三半規管からな
り、蝸牛に伝わった音の振動を電気信号に変換し聴神経
を通じて大脳の聴中枢へ伝える。 大脳では、伝わってき
た神経刺激を音に変換し理解しようとする。また、外耳
と中耳を伝音器、内耳から大脳の聴中枢までを感音器と
いう。
難聴は、伝音難聴、感音難聴、混合難聴の３種類に分
類される７）。 伝音難聴は、外耳または中耳に原因があり
音をうまく内耳まで伝達できない難聴であり、原因とし
て例えば、外耳道のつまりや鼓膜の損傷などがあげられ
る。伝音難聴の場合、補聴器で音を大きくしたり、骨伝
導ヘッドフォンなどで伝音器を介さずに音を内耳に伝え
ることで聴力を得られる場合がある。感音難聴は、内耳
や聴神経、大脳の聴中枢に原因がある場合に内耳に届い
た振動をうまく脳まで伝達できず、特定の周波数域が認
識できない、雑音との聴き分けができない、音は認識し
ても言葉として理解できないなどの症状となる難聴であ
る。感音難聴の原因は、聴神経に影響をおよぼす病気や
ある種の薬の副作用などがあげられる。また、加齢によ
る難聴である、老人性難聴や長時間激しい騒音にさらさ
れた場合に発症する外傷性難聴も感音難聴に分類される。
感音難聴の場合、いくら大きな音を与えても聞き取りの
効果はなく、人工内耳の使用など限られた範囲での治療
法はあるものの、一般的には医学的治療により聴力を得
ることは困難とされている。 混合難聴は、伝音難聴と感
音難聴の併発による難聴である。
聴覚障害者数は、厚生労働省の平成 18 年度身体障害
児・者実態調査結果８）によると、29 万 1、800 人となっ
ている。この数は身体障害者手帳所持者および手帳は未
所持であるが身体障害者福祉法に掲げる聴覚障害程度等
級表（表１）の 6級（聴力レベルが 70dB）以上の人数で
ある。話をするのにやや不便を感じ始めるとされる、聴
力レベルが 40dB以上の人を含めると難聴者は全国に 600
万人、すなわち人口の約 5%いると言われている９）。なお、
WHOにおける聴覚障害程度等級は表 2に示すとおりであ
り、聴力 41dB 以上（41 db 以上の音が聞ける）から補聴
器の使用を薦めている。

表 1　聴覚障害に係る傷害程度等級表（身体障害者福祉法）
級別 聴　覚　障　害　の　程　度
１級 該当項目なし

２級
両耳の聴力レベルがそれぞれ 100dB 以上のもの（両耳
全ろう）

３級
両耳の聴力レベルが 90dB 以上のもの（耳介に接しな
ければ大声語を理解し得ないもの）

４級

1. 両耳の聴力レベルが 80dB 以上のもの（耳介に接し
なければ話声語を理解し得ないもの）  
2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50%以
下のもの

５級 該当項目なし

６級

1. 両耳の聴力レベルが 70dB 以上のもの（40cm 以上の
距離で発声された会話語を理解し得ないもの）  
2. 一側耳の聴力レベルが 90dB 以上、他耳の聴力レベ
ルが 50dB 以上のもの

表 2　WHOにおける聴覚障害程度等級

等級
ISO聴力
測定値

状　態 勧　告

０ 聴者 0-25dB

・ 問題ないかほんのわ
ずかな聴力障害 ・さ
さやきを聞くことが
できる

１ 軽度難聴 26-40dB
・ 1m 離れた地点で通常
に話す言葉を聞き復
唱できる

・ カウンセリング 
・ 補聴器が必要かもし
れない

２ 中等度難聴 41-60dB
・ 1m 離れた地点で大声
で話す言葉を聞き復
唱できる

・ 補聴器の使用を推奨

３ 重度難聴 61-80dB
・ 良い方の耳に叫ばれ
たときいくらかの言葉
を聞くことができる

・ 補聴器が必要 
・ 補聴器が利用できな
い場合、読話や手話
を教えるべき

４ 最重度難聴
（全ろうも含む）

81dB 以上
・ 叫び声を聞いて理解
することができない

・ 補聴器は言葉の理解
に役立つかもしれない

・ 補助的なリハビリが
必要

・ 読話や手話が不可欠

2.3　加齢による聴覚機能の変化
一般に聴力は加齢により低下する。この加齢による聴
力の衰えは老人性難聴と呼び、その多くは蝸牛内の有
毛細胞の消失や神経細胞の障害が原因の感音難聴であ
る。図 2に 10 歳代を基準とした年代別の聴力の変化を
示す 10）。この図によると、8kHz の高音は 20 歳代でも低
下が始まり、50 歳代を過ぎると広い周波数範囲で低下が
目立ってくる。とくに、60 歳以上の高齢者にとっては、
2kHz以上の高音は聞き取りにくくなる。先に述べた通り、
圧電ブザーなどは、2kHz や 4kHz の高音であり、高齢者
にとっては聞き取り難い周波数域の音となるため、電磁
ブザー音やスイープ音のような周波数帯域の広い警報音
の方が覚知に有利であると考えられる。 
聴力損失と日本語の母音や子音の周波数域および音圧
の分布に対する関係を調べた結果を図 3に示す７）。折れ
線は、ある聴覚障害者の右耳および左耳の聴力損失を表
す。母音は 2kHz以下で音圧も高いため聴覚障害者にとっ
ても聞き取りやすいが、無声子音 (s、k、t など ) は周波
数が高く音圧が低いため聞き取り難いことがわかる。
加齢に伴い、音の高低の聞き分け能力も低下して、言
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葉の聞き取りや認識に影響が出る。東京都老人研究所の
研究で、（125/250/500/1k/2k/3k/4k）Hz の純音に対し
て数%違う純音を聞かせる実験において、40 歳までは純
音に対して周波数が 1%違うと音の高さの違いが認識で
きるのに対して、80 歳を超えると 2%の違いが必要とな
るとの報告 11）がされている。さらに、騒音の中での言葉
の聞き分け能力についても加齢に伴い低下する。人間生
活工学研究センターの研究によると、音声と騒音が同じ
音圧の場合、言葉の聞き間違い率はどの年代でも 20%を
大きく下回る。しかし、音声よりも騒音が 10dB 高い場
合においては、60 歳以下では言葉の聞き間違い率は 20％
前後であるが、60 歳以上では 30 ～ 90％になると報告 12）

している。加えて、難聴の場合、聞こえ始める音圧が上
昇する一方で、大音量として苦痛に感じる音圧が下降し、
快適に聞こえる音圧の範囲が狭くなる 10）ことも言葉の聞
き分けに不利に作用する。
さらに、雑音の中での言葉の聞き分けについて、どの
ような言葉が認識されやすいかということが研究されて
いる 13）。それによると言葉の理解度は、具象性が高く（イ
メージが具体的に浮かぶ言葉；りんご、赤など）親密度
が高い言葉（聞き慣れている言葉；西暦、流通など）ほ
ど周りの雑音などに惑わされず認識することが可能であ
るとしている。 警報や避難のメッセージは、聞き取りや
理解が容易な言葉を選んで流すことが望まれる。

３．聴覚障害者のコミュニケーションの方法

3.1　手話、読話、指文字、筆談
聴覚障害者の視覚を用いたコミュニケーションには手
話、読話、指文字、筆談などの方法が用いられる。手話
は手指や腕の動きを主体とする視覚言語である。日本で
使用される手話には、日本語と異なる文法体系で、頭や
上体の動き、顔の表情、視線、口の形等も重要な文法要
素である日本手話、音声会話の語順どおりに手話を行う
日本語対応手話、さらに日本手話と日本語対応手話の中
間的な手話があるとされる 14）。日本手話はろう者が用い、
日本語対応手話は中途失聴者が用いるとされているが、
通常の日本語を第一言語とするろう学校教育により、本
来の日本手話を使う人は少なくなっている。また、中途
失聴者や老人性難聴者の多くは手話習得の機会がなかっ
たことから手話を使用できないとされる。読話は相手の
口やアゴの動き、顔の表情から話の内容を理解する方法
である。補聴器等により発声のアクセントやリズムの違
いが感じ取れると読話の精度が高まる。指文字は日本語
の五十音、数字およびアルファベットを指の形で表す方
法で、固有名詞など手話にない単語を表現するのに使用
される。筆談は紙や手のひら、場合によっては空中に文
章を書いて会話する方法である。

図２　年代ごとの相対的な聴力の変化 10）

図３　難聴者の聴力損失と言葉の聞こえ７）
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3.2　聴覚障害者用補装具・生活用具
聴覚障害者が使用する補装具や生活用具で火災警報伝
達に関連する機器には、補聴器や屋内信号装置がある。
補聴器は、音をマイクロフォンで受け、それを電気的に
増幅して外耳の入口で拡大して中耳に伝達する機器であ
る。音声信号処理技術の進歩により、入力音を装着者の
聴覚特性に対応するように細かくチューニングすること
が可能となっている。就寝時以外は装着が可能なものも
増え、日常的には音響警報が有効である場合も多いが、
聴覚障害者すべてが補聴器で対応できるわけではなく、
また、苦痛防止のために大音量の入力があった場合に音
を遮断する機能により警報音が伝わらない可能性がある。
また、補聴器と似た機器に、会話補助器がある。これは、
補聴器と同じく音を増幅して中耳に伝達する装置である
が、常時補聴器を装着しているのが苦痛な人が必要な時
だけイヤフォンを着けて周囲の音を聞く装置である。騒
音等の状況に応じて音声増幅度や帯域を調整する機能を
持ち、周囲の騒音を低減するとともに人の声を大きくす
ることができる。 屋内信号装置は電話やファクシミリの
着信、目覚し時計、来客のチャイムなどの信号や乳児の
泣声などをフラッシュライトや振動装置等で在宅者に知
らせる装置である。 フラッシュライトは光の色を複数用
意することで用途ごとの情報伝達ができる。なお、光の
点滅を使用する場合は光過敏性発作防止のため点滅の周
期などに注意する必要がある。振動装置は、ポケット型、
ペンダント型、腕時計型などがある。また、液晶文字表
示で用件の通知が可能なものもある。
聴覚障害者用補装具・生活用具ではないが、一般に販
売されている携帯電話もそのメール機能、振動機能なら
びに web 閲覧機能等を用いて意思の伝達や各種情報の入
手に用いられる。携帯電話は高機能化や web サービスの
多様化にともない、聴覚障害者の日常生活を支える道具
として様々な用途で使用される重要な位置付けとなって
きているが、操作等の慣れなどの点で高齢者の使用率は
低い。
また、多くの人に一斉に合図を送る方法として、天井
照明をゆっくり点滅させる方法や太鼓を鳴らして体で振
動を感じる方法などが用いられている。

４．聴覚障害者の火災警報意識調査

本調査は、個人を対象にアンケート調査により実施し
た。 調査方法は、㈶全日本聾唖連盟会員 420 人、㈳全
日本難聴者・中途失聴者団体連合会会員 417 人、聴覚障
害者対象の催し物会場での個別調査 663 人の合計 1,500
人にアンケート用紙の郵送または対面調査により行い、
1407 人（回収率 93.8%）から回答を得た。以下に、調査
結果の一部を示す。

4.1　属性
回答者の性別・年齢構成は表 3に示す通り、男女の比
50：47、25 ～ 64 歳で約 73% を占めるが全体的に極端
な偏りはない。失聴年齢は表 4に示す通り、生まれつき
の人が 34.5% と最も多い。また、誕生後、小学校入学ま
でに失聴した人は約 28%、加齢とともに失聴した人が約
12% である。次に回答者の聴力レベルを表 5に示す。表
5によると、回答者の約 2/3 が聴力レベルが 91dB 以上
（91dB 以上の音が聞ける）である。日常生活で音のレベ
ルは、静かな声の会話で 40dB、普通の声の会話で 60dB、
大きな声の会話で 80dB とされている。聴力レベル 90dB
以上の人の場合、耳もとの大声でも聴き取りは困難と言
われている７）。表 6は、大きな音に対する聞こえの状態
を示すもので、「音がわかる程度」を選択した人が約 44%
で最も多い。

表３　アンケート回答者の年齢と性別

年齢
性別（人） 合計

（人）
割合（%）男性 女性 無回答

無回答 6 3 17 26 1.8

15 歳未満 3 1 0 4 0.3

15 ～ 24 歳 81 46 2 129 9.2

25 ～ 34 歳 87 111 2 200 14.2

35 ～ 44 歳 136 94 2 232 16.5

45 ～ 54 歳 141 156 3 300 21.3

55 ～ 64 歳 140 142 7 289 20.5

65 ～ 74 歳 82 79 4 165 11.7

75 歳以上 28 32 2 62 4.4

合計 704 664 39 1,407 100

表４　失聴年齢
度数（人） 割合（%）

生まれつき 486 34.5

3 歳未満 219 15.6

3-5 歳 173 12.3

6-12 歳 106 7.5

13-15 歳 18 1.3

16-21 歳 32 2.3

22-34 歳 55 3.9

35-44 歳 36 2.6

45-59 歳 43 3.1

60-74 歳 13 0.9

75 歳以上 1 0.1

加齢とともに 164 11.7

無回答 61 4.3

合計 1,407 100
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表５　傷害等級と聴力レベル
聴力レベル 度数（人） 割合（％）

0-39dB 11 0.8

40-69dB 45 3.2

70-90dB 232 16.5

91- dB 941 66.9

わからない 104 7.4

無回答 74 5.3

合計 1,407 100

表６　大きな音に対する聞こえの状態
 度数（人） 割合（％）

音がわかる程度 622 44.2

高音部または低音部の識別可能 184 13.1

声（話）の判別可能 207 14.7

無回答 394 28

合計 1,407 100

表 7 に、失聴年齢が６才未満とそれ以降のグループ別
の手話や指文字の使用割合を示す。この結果によれば、
手話や指文字の使用割合は、失聴年齢が６歳未満の人の
グループで屋内：約 70 %（632/902）と屋外：約 71 %
（642/902）、６歳以上の人のグループで屋内：約 37 %
（161/438）と屋外：約 47 %（205/438）であった。 こ
の結果に対して二群の比率の差の検定 15）を行ったとこ
ろ、有意確率（データの偏りが偶然生じる確率）pは屋
内、屋外とも p=2.2×10-16 と非常に小さく、失聴年齢に
より、手話や指文字の使用割合に差が生じていると考え
られることがわかった。 補聴器の使用は、家の中、外と
もに回答者の約 1/3 程度であった。補聴器の使用状況は
表 8に示すとおり、「起きているときはいつも使用してい
る」、「( 車の運転など ) 必要なときだけ使用している」、「使
用していない」がそれぞれ約 1/3 であった。

表７ 　失聴年齢６才未満と６歳以上での手話・指文字の
使用状況

失聴時期 屋内・屋外 使用割合 使用人数
有効回答
人数

６才未満
屋内 70.10% 632

902
屋外 71.20% 642

６才以上
屋内 36.80% 161

438
屋外 46.80% 205

表８　補聴器の使用状況
使用状況 度数（人）割合（%）

起きている間はいつも使用している 497 35.3

（車の運転など）必要なときだけ使用している 407 28.9

使用していない 427 30.3

無回答 76 5.4

合計 1,407 100

4.2　火災安全に対する意識
⑴　火災の不安
「日常、火災の心配があるか」との質問に対して約
72％（1,019/1,407）が心配があると回答している。表
9に火災の経験の有無と火災の不安の有無のクロス集
計結果を示す。なお、「火災の経験」は、ボヤや近隣の
身近な火災も含まれる。クロス集計結果によると、火
災経験ありと回答した人の約 83 %（435/526）が火
災不安ありと回答している。また火災経験なしと回答
した人のうち火災不安ありと回答した割合は約 69 %
（584/844）であった。この結果に対して二群の比率の
差の検定結果は、有意確率 pは p=2.56×10-8 と非常に
小さく、火災経験の有無により火災不安を感じる割合
に差が生じていると考えられる。 火災不安を感じる割
合を聴力レベル別に集計したところ、表 10 の結果と
なった。各聴力レベル間の二群の比率の差の検定結果
は、有意確率 pがいずれも 0.75 程度と大きな値であり、
有意な差はないと考えられる。
火災を不安に思う状況については、表 11 に示すとお
り、自宅での就寝時やホテル、旅館での宿泊といった、
就寝に関連した状況で火災を不安に思う人が多いこと
がわかった。

表 9　火災経験と火災への不安
火災の経験

合計
あり なし 無回答

火災の不安 不安あり 435 584 19 1,038

不安なし 69 219 7 295

無回答 22 41 11 74

合計 526 844 37 1,407

表 10　聴力レベルと火災への不安

聴力レベル 火災不安あり 対象者
( 人 )

0-39dB 8 人 (72.7%) 11

40-69dB 36 人 (80.0%) 45

70-90dB 170 人 (73.3%) 232

91- dB 699 人 (74.3%) 941
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表 11　火災を不安に思う状況
状況 度数 ( 人 ) 割合 (%)

自宅で就寝する時 957 68

ホテル、旅館に宿泊する時 751 53.4

自宅にいるとき 500 35.5

乗り物（飛行機やバス）に乗っている時 467 33.2

大きな建物にいる時 369 26.2

職場にいる時 217 15.4

その他 139 9.9

⑵　有効な警報の方法
火災を知らせる方法として、各種警報方式が各自に
有効であるか否かを調べたところ、表 12 のような回答
が得られた。この表によると、光や振動で警報する方
式が有効と思う人が多いことがわかる。これは、光や
振動による合図の方法が既に用いられており、それら
を利用した経験に基づくものと考えられる。表 13 は、
目を覚ます方法として有効か否かを調べた結果である。
目覚めに有効な警報方法についても振動(ベッド、時計)
と光 ( 光点滅、ランプ点灯 ) が有効と考える人が多い。
また太鼓の音、こげ臭、刺激臭が有効と思う人がラン
プ点灯が有効と思う人と同程度以上あった。なお、こ
の有効な警報の方法については日常的な経験の他に「警
報に気づくと思う」という推測が含まれる。実際の効
果については実験等による検証が必要である。

表 12　火災を知るのに有効と思う方法
警報の方法 有効である 有効でない わからない 無回答

音増幅
度数 ( 人 ) 182 383 356 486

割 合 (%) 12.9 27.2 25.3 34.5

光
度数 ( 人 ) 868 100 172 267

割 合 (%) 61.7 7.1 12.2 19

振動
度数 ( 人 ) 787 115 206 299

割 合 (%) 55.9 8.2 14.6 21.3

におい
度数 ( 人 ) 366 202 374 465

割 合 (%) 26 14.4 26.6 33

表 13　目を覚ますのに有効と思う方法
警報の方法 度数 ( 人 ) 割合 (%)

音で目覚める

非常ベル 138 9.8

救急車サイレン 115 8.2

ことば 36 2.6

太鼓 339 24.1

その他の音 71 5

光で目覚める

光点滅 581 41.3

ランプ点灯 288 20.5

その他の光 56 4

振動で目覚める

振動ベッド 712 50.6

振動時計 609 43.3

その他の振動 85 6

においで目覚める

こげ臭 461 32.8

刺激臭 299 21.3

未経験臭 134 9.5

その他の臭い 50 3.6

５．おわりに

警報音の覚知が困難な高齢者や聴覚障害者等にも効果
的に火災警報を伝え、災害時要援護者の火災における被
害軽減に資する火災警報・通報システムを開発するにあ
たって、人の聴覚の特性、聴覚障害者の情報伝達方法お
よび聴覚障害者の火災安全意識に関するアンケート調査
を行った。その結果、高齢者に対しては、電磁ブザー音
やスイープ音のような周波数帯域の広い警報音の方が覚
知に有利であること、聴覚障害者の約 72%が日常的に火
災を不安に感じていることなどが判った。
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