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技術報告

地図情報を活用した防災情報の収集共有サイクルに関する研究
〜情報収集方法と EMT 江別体制構築の検証〜
目黒茂樹＊、小川健太＊＊、鄭炳表、遠藤真、細川直史
（平成 24 年 1 月 30 日

受理）

江別市では、過去に他地域で実績のある緊急地図作成チーム（EMT：Emergency Mapping Team）の
考え方１）を参考に、現在、災害情報を集約・整理・解析・共有する情報収集体制の構築とその検証に取
り組んでいる。本稿では、平成 23 年 9 月 30 日と 10 月 16 日の防災訓練において、情報収集体制の検証
を行うとともに、災害情報収集手段として消防研究センター及び情報通信研究機構が開発した災害情報
収集システム「イージー・レポータ」などを活用した結果を報告する。

１．はじめに

地図作成チーム（EMT：Emergency Mapping Team）の考

火災や救助事案が同時多発的に発生する地震や津波な

え方１）を参考に、現在、災害情報を集約・整理・解析・

どの大規模災害発生時に、消防活動を迅速かつ効果的に

共有する情報収集体制の構築とその検証に取り組んでい

実施するためには、できるだけ多くの災害情報を迅速に

る。本稿では、平成 23 年 9 月 30 日と 10 月 16 日の防災

集めることによって、災害の発生状況やその規模などの

訓練において、情報収集体制の検証を行うとともに、災

全体像を把握し、緊急的に対応すべき現場がどこかを迅

害情報収集手段として消防研究センター及び情報通信研

速に見つけ出して適切に部隊を派遣しなければならない。

究機構などが開発した災害情報収集システム「イージー・

そのための災害情報の収集体制やその情報を伝達するた

レポータ」などの活用結果を報告する。

めの通信システムが、消防防災の現場において不可欠で
ある。また、応急対応時のみならず、被災の状況や避難

２．EMT 江別体制構築の取り組み
大規模災害時には、現場対応に追われる行政職員が、情

所へ逃れた住民に関する情報が、被災地の外の国や自治
体などの関係機関によって迅速に共有されることは、緊

報の収集、処理、伝達を迅速に行うことが困難であること

急消防援助隊の派遣や地域住民の避難生活への支援など

から、江別市においても、災害全体を把握するのに時間を
要していた。この課題を解決するための情報収集体制構築

を迅速かつ適切に実施するために必要である。
しかしながら、震災などの大規模災害においては、被

にあたり、情報収集や可視化に有効な地理情報システム GIS

害が大きくなるほど、扱うべき災害情報の種類や量は膨

（Geographic Information System）の活用と、東日本大震災

大になり、情報の収集と集約に必要な人員と時間も増大

における内閣府での緊急地図作成で実証された EMT の取り

する。刻一刻と変化する状況に対し迅速に対応しなけれ

組みに着目した１）。平成 23 年度から、この EMT の体制を

ばならない消防防災の現場では、情報収集を行える人員

市町村単位で構築することを目的に、江別市内にある酪農学

や時間は限られており、さらに、火災や救助などの緊急

園大学の協力を得て、EMT 江別体制の構築に関する共同

事案に対応しなければならない短時間内に、大量の情報

研究を進めているところである。

をまとめ、その優先度を判断しなければならない。当市

EMT 江別体制とは、市民からの 119 番通報、行政職員

のような中小自治体における職員数や体制では、大規模

や関係機関からの情報を、江別市や消防本部の職員だけで

災害時の対応に必要な情報を効率的に収集できず、管轄

はなく大学スタッフにも協力を得て、集約整理、地図等を使っ

内や外部関係機関との情報共有に有効な地図化などを迅

て可視化し、そして、その共有までを実現するものである。図

速に行うことができないのが現状であり、そのための対

1 は、EMT 江別体制の参画機関と活動のイメージを示してい

策が急務となっている。

る。この体制は、行政職員が現場対応に追われる場合でも、

そこで、江別市では、過去に他地域で実績のある緊急
江別市消防本部、＊＊酪農学園大学

＊

専門知識を有した大学スタッフを中心に企業社員や市民が、
集められた災害情報を地図上で整理・可視化することにより、
災害全体の状況を把握・共有するまでの時間を短縮すること
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図１

図２

EMT 江別体制のイメージ

EMT 江別体制における情報のサイクル

で、図２に示すように、早期の災害対応から早期の復興を支

３．携帯電話を用いた情報収集端末「イージー・レポータ」

援するための情報サイクルを構築することを目的とする。GIS

について

の電子地図の上で集約された災害情報は、紙媒体だけでは

前述のとおり、大規模災害の発生直後においては、できる

なく電子媒体でも共有可能であり、報道対応をも含めた被災

だけ早く被害状況を把握し、適切な緊急対応を迅速に行うこ

状況等の国民への早期周知、そして復興支援にも活用できる

とが求められる。そのためには災害情報の集約、整理、解析、

など、効率的な災害対応の実現が期待できる。同時に、この

判断などができる体制の構築とともに、それらを支援する災

体制は、被災状況や対応状況などの情報を可視化することで、

害情報システムが必要である。災害情報システムは、被害情

状況認識を統一し、迅速かつ効果的で質の高い災害対応の

報を収集する端末用のシステムと収集した被害情報を蓄積、

実現を目指すものである。

解析するサーバ用のシステムに大きく分けることができる。
ところで、財政面などを考えると、人口約 10 万の中小自治
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体においては災害情報収集システムを新たに構築するよりは、

１）大規模災害の発生により、携帯電話基地局の被害や輻

他の自治体や組織などが構築した既存のシステムを活用し、

輳が発生した場合の対応

災害情報システムとして運用することが望ましい。

災害情報収集システムの多くは、災害情報を収集する端末

文献や 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地

と災害情報を集約するサーバとの間がインターネットで繋がっ

震時の事例調査を行った結果、災害情報を蓄積、分析する

ていることを前提とするため、東日本大震災のように、基地

ためのサーバ用の仕組みとして、東北地方太平洋沖地震時

局被害や輻輳などにより、ネットワークが切れてしまうと機能

に内閣府の EMT において緊急地図作成のために用いられた

しなくなる恐れがある。

GIS システムを、また、災害現場で被害情報を収集する端末

これに対し、イージー・レポータは、大規模災害が発生して

として、消防研究センターなどが開発したイージー・レポータを、

サーバとの間で通信ができなくなった場合、収集した災害情

当市の災害情報システムとして活用することとした２）３）。

報をメモリに蓄積し、
近くの防災拠点
（避難所や災害対策本部）

特にイージー・レポータは、中小規模の自治体のための災

に直接持参して、災害情報集約サーバへ提供する機能を有し

害情報収集システムとして、開発段階から、一般住民を対象

ている。

とし、一度操作方法を習得すれば時間が経っても容易に操

２）位置情報取得について

作を思いだすことができるシステムの操作性や、いつ発生す

一般的に携帯電話で位置情報を取得する際、計算時間を

るか分からない地震などの災害に対しても円滑にシステム操

早くするため、位置アシストサーバから一定周期でアシストデー

作ができるように開発され、検証を繰り返されている。また、

タを基地局経由で受け、最終的な自己位置を携帯電話端末

Google Earth と組み合わせれば、特別なサーバシステムを構

側で計算している（MS-Based 方式）
。そのため、地震など

築しなくても運用が可能なシステムである。図３は後述する汎

の大規模災害発生により基地局の被害や輻輳などが発生す

用性の特徴を生かし、当市の訓練用に操作メニューを変更し

ると、自己位置の取得ができなくなる恐れがある。

たイージー・レポータの操作画面を示したものである。
以下にイージー・レポータの特徴を示す（図４）
。

図３
表１

基地局

イージー・レポータは上記のような場合、測位方式を自動
的に Autonomous 方式に切り替え、位置を計算し、ネットワー

イージー・レポータ操作画面

イージー・レポータにおける GPS 測位方式の切り替えの条件３）

通信可能
（通常時）
通信不可能
（災害発生時）

GPS 衛星の条件
捕捉可能（室外）
捕捉不可能（室内）
MS-Based

Autonomous

MS-Assisted

測位不可能

― 3 ―

消防研究所報告

第 112 号

2012 年 3 月

図４

イージー・レポータの特徴３）

クが回復した場合、MS-Based 方式、または MS-Assisted

4.1 避難所運営訓練での実証実験

方式での測位に移行する。測位方式の切り替え条件につい
て、表１に示す。

平成 23 年 9 月 30 日に実施された江別市東野幌地域にお
ける避難所運営訓練において、イージー・レポータを用いての

３）システムの汎用性について

災害情報収集に要する時間の確認や、測位位置精度の検証

これまでのアプリケーションベースの災害情報収集システム

を目的とした実験を行った。この実験は、地域住民が 3 方向

とは異なり、情報を収集する目的に合わせ、画面構成、メニュー

から避難所へ向かう訓練途上、江別市総務課から提供され

や収集項目などの入力メニューを、設定ファイルの変更によっ

た訓練想定被害情報（図５参照）に基づいて実際の現場に立

て任意に変更できる。例えば、A 市の災害情報収集システム

ち寄り、イージー・レポータの携帯端末で火災や道路閉塞の

を B 市や C 市へ転用したり、また、災害情報収集用として

災害情報を収集し、さらに、端末を徒歩で避難所から消防

開発されたシステムを防犯システムとして転用したりする際に、

本部まで運ぶことで行われた。なお、消防本部まで運ぶ者

設定や項目などを変えるための大幅なプログラム改修が不要

の軌跡はリアルタイムで終始記録するものとした。

であり、システムの汎用性が優れている。

１）情報収集ではイージー・レポータを３台使用し、１台はデー
タを入力するごとにサーバに伝送し、
他の２台はカードへデー

４．防災訓練における実証実験について

タを蓄積することにより情報収集を行った。図６は、訓練

多くの災害情報を「いかに早く・ニーズに沿って・見やすく

の状況の写真で、イージー・レポータ（手前）の示す座標と、

共有するか」を追及する EMT 江別体制を構築するためには、

専用の GPS レシーバ（奥）の座標を比較しながら、情報

まず、情報をいかに収集するかが重要な部分である。市民や

入力をしている様子を示す。

現場職員からの貴重な情報を得る方法として、EMT 江別体

２）情報整理（地図化）の手順としては、イージー・レポータ

制の構築にむけた情報収集方法とその可視化（地図化）の検

で収集したデータを Google Earth 上に取り込んで表示し、

証を、イージー・レポータも活用し、平成 23 年 9 月と 10 月の

その後、そのデータをもとに訓練想定被害状況が入力され

２回の防災訓練において行った。

た ESRI 社 ArcGIS 上にそのデータを重ね合わせて情報
を整理・可視化し、収集した情報との位置精度などの比較
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図５

訓練で使用された想定被害状況３）
②地図化に要した時間は、約１時間であった。
・全てのデータを Google Earth 上に表示するまでの所
要時間は約 30 分であった。
マイクロ SD 内の情報を一度サーバに送信し、その
情報を CSV ファイルと KML ファイルへデータ変換し、
Google Earth で表示した。
・ArcGIS で地図表示するまでに要した時間は約 30 分
であった。
KML ファイル若しくは生成されている CSV ファイ
ルを整理し、GIS に取り込む。この際には、撮影され
た写真も同時に取り込んだ。

図６

図７に想定情報と収集結果の位置精度を矢印の長さによっ

訓練の様子

て示す。この実験に利用した訓練想定被災状況の位置とイー
ジー・レポータで収集した被害情報の位置は、ほぼ同じであ

をおこなった。

り、これは、今回のような情報収集端末機器を使用した場

３）実験結果と評価

合、実災害においても災害位置をほぼピンポイントで把握可

①情報収集を実施した時間は、1 時間 15 分であった。

能であることが実証できたと言える。図８はイージー・レポータ

14 時 50 分 情報収集開始
15 時 32 分

で収集された情報と訓練参加者の移動軌跡を Google Earth

避難所までの情報収集終了（最終班終

で表示したものである。赤マークは情報を発信した地点
（マー

了時間）

クは変更可能）、黄色線は端末内にログ（約 30 秒に１回）さ

16 時 05 分 消防本部に情報到着

れた軌跡情報が表示されたものである。今回の検証では、
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想定被害情報と収集結果の位置精度の比較（矢印の長さは想定位置と収集位置との差を示す）

図８

イージー・レポータ収集情報と軌跡
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携帯端末の持ち方
（ポケットに入れる、首から下げる等）によっ
て、軌跡の表示の仕方が変わることが分かった。その理由

で行われた。
②タブレット PC（iPad）を使用した避難所での情報登録の

としては、GPS 衛星からの電波を受信する際の携帯端末の

検証

位置によって測位精度が変化することが考えられる。

この検証は、情報収集員が移動中に現場で情報入力す

今回の検証では、地震の影響で携帯電話のネットワークが

る方法では無く、避難所に集まった市民が、訓練時に付与

途絶えたという想定で、徒歩による情報の搬送実験を行った。

された想定震災被害状況を記載した紙地図を見ながら、タ

当日は雨という悪条件下であったが、情報収集から約 2 時間

ブレットPC 上に表示されたデジタルマップに被害状況の地

15 分で、約 2km2 の範囲の被害状況が地図に表示できたこ

点や被災内容を手入力し、被災状況を電子地図化するとい

とは、満足すべき結果であると評価できる。実験直前に端末

う方法で行われた。今回のこの収集方法については、市民

の操作方法の説明を受けた 20 〜 40 代の男女 4 名によって

から口頭や紙地図で提供される情報を、避難所などでタブ

今回の実験が行われたが、操作が容易で分かりやすい情報

レットPC を使用することで、どの程度効率的に集約できる

収集機器であるという総評を受けた。イージー・レポータの携

かを検証するために実施した。震災時において、避難住民

帯端末については、①位置情報を得られる。②写真が撮影

の地域の土地勘に基づいた正確な災害情報が多数提供さ

可能である。③誰でも簡単に操作可能である。④ネットワーク

れる場合や避難所が複数になった場合でも、災害情報の

寸断時にもデータを蓄積できる。⑤徒歩によるデータの搬送
も可能である。など災害情報の収集に有効活用できることが

効率的な地図化を実現することを目的にするものである。
③情報共有化の検証

示されたことから、今後は、普及が進んでいるスマートフォン

災害情報は、AR 防災マップの電子地図上に一件ずつ

への対応など、機能向上に期待するところである。

手入力され、さらに、AR 防災マップの Web サーバ機能に

4.2 江別市防災訓練における実証実験

より他のコンピュータからインターネットを経由して閲覧可

平成 23 年 10 月 16 日に実施された江別市立上江別小学

能となる。今回は、災害情報がインターネット上で閲覧可

校を避難場所・訓練会場とした江別市防災訓練においてシス

能となった状態を共有化されたこととして、収集された全て

テムの実証実験を行った。検証内容としては、前述の 9 月 30

のデータ入力に要する時間を計測することで検証を行った。

日の情報収集の訓練に加えて、紙地図や口頭で収集される

④携帯電話による音声およびメール等による情報伝達の検証

災害情報のデジタル化とその地図化、さらにインターネットで

避難所で市民が作成する情報マップおよび避難者数等

の閲覧を可能とすることによる情報の共有化に主眼をおいた。

の紙資料を携帯端末で写真撮影し、そのデータを電子メー

１）検証に用いた機器とソフト

ルで本部へ送信した。さらに、音声による情報伝達の検

①情報収集の機器としては、イージー・レポータを用いた。

証も行った。この場合、携帯電話の輻輳を想定して、江

②災害情報のデジタル化とその地図化には、次世代の情報

別市で活用されている防災行政無線（デジタル MCA 無線

収集端末とも言える iPad 等のタブレット型 PC を活用し、

の移動局、復信方式）を活用することが実践的な訓練で

これら機器の災害情報の収集における有効性を比較検証

あると考えられるが、今回は口頭の伝達が災害情報やそ

した。タブレット PC では、国際航業㈱が開発した地図

の位置情報を正確に伝えられるかの検証を目的とすること

作成ソフトを使用し、災害情報を入力した。災害情報全
体の解析・地図化には ESRI 社の ArcGIS を使用した。

から、携帯電話を利用した実験にとどまっている。
３）検証結果と評価

③収集された災害情報の共有化には、消防研究センターの
AR 防災マップ［4］を使用した。

表２に、情報収集開始から地図が印刷されるまでの時間
経過を示す。

２）検証内容

①イージー・レポータを活用した情報収集は、約 30 分以内

①イージー・レポータを使用した現場での情報収集の検証

で終了し、約３ｋ㎡の範囲であれば、情報端末を使って

検証実験は、前述の 9 月 30 日の訓練と同様に、避難

現場で直接データ入力することで、迅速な災害情報共有

所へ向かう途上で、想定された被災状況を収集する形式

ができるということが実証できた。今後は、EMT 江別体

表２

時間経過

時刻
  9 時 30 分
10 時 00 分
10 時 15 分
10 時 20 分
10 時 50 分
11 時 28 分

経過
イージー・レポータによる情報収集開始
避難所までの情報収集終了
タブレット PC による避難所内情報収集開始
ArcGIS での地図化開始
音声および画像により、避難者数を本部へ伝達
タブレット PC による避難所内情報収集終了、
最初に作成された地図が印刷
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制の構築において、イージー・レポータを含めた現場での

きる機能は備えていないが、当初の予想以上に効率的に

直接的な災害情報マッピングの検討を続ける予定である。

情報入力が可能で、35 分で入力が可能であった。今後、

②図９は、避難所において、市民が、紙地図や口頭でもた

更に効率的な情報集約を可能とするためには、メニュー

らされる災害情報を、タブレット PC を用いた電子地図へ

形式の採用や選択肢の内容検討を踏まえたシステム開発

登録を行っている様子を示す。表２の実験結果から、避

を行ってゆく必要があると考えられる。

難訓練開始からタブレットPC で情報登録が完了するまで

③情報の共有化については、今回の実験では検証内容が多

に要した時間は、1 時間 20 分で、さらに、ArcGIS によ

く訓練時間内に検証できなかったため、②で作成された

る地図化（図 10）には約 1 時間 13 分を要しているが、全

地図をもとに訓練終了後に情報入力を行った。訓練当日

体として、情報収集を開始してから情報をとりまとめた地

の 15 時 47 分に情報入力作業を開始し、16 時 08 分に入

図を印刷し、本部内に配付するまで、約 2 時間以内で行

力を完了したことから、入力に要した時間は 21 分間であっ

うことが出来た。今回の実験で、避難所内での情報登録

た。図１１に AR 防災マップ上に集約された災害情報の表

に用いたソフトは、イージー・レポータのような火災や建

示画面を示す。

物被害などの情報項目がメニューによる選択形式で入力で

図９

以上の平成 23 年 10 月の実験の結果を踏まえ、避難所

避難所におけるタブレッド PC による情報集約風景

図 10

地図化された災害情報収集の結果
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における情報集約から共有までにかかった時間を図１２に

難しいという課題があった。

示す。

ネットワークが利用可能であれば、携帯端末やタブレット

④一方、携帯電話によって撮影した写真をメールで災害対策

PC でデジタルマップ上に災害情報を集約する方法は、ホー

本部へ送信する方法は、現場の状況が臨場感をもって伝

ムページなどで提供される防災マップに情報をマッシュアッ

えられることから、伝達手段として有効であった。また、

プすることで、効率的な情報共有が可能である。また、災

携帯電話によって音声で情報伝達する方法は、災害の状

害対策本部などの対応の現場においては、どのような地図

況によっては位置情報など正確な情報を伝達することが

が必要とされているのか、部局によって異なるニーズに合

図 11

図 12

AR 防災マップ上に集約された災害情報

避難所における情報集約にかかった時間（平成 23 年 10 月の実験の結果から）
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わせた地図を限られた時間でどのようにして作成するかが、

例として挙げられる。通信システムが被災したり輻輳をした

EMT 江別体制構築において重要な検討項目の一つである。

場合に、座標や現場写真が含まれる情報の共有に有効であ

定型化された一つの地図にこだわらず、消防、水道部や避

ると思われる。

難住民を支援する生活環境部など、複数部局のニーズに合

３）Web マップによる共有

わせた地図を複数種類作成し、それらを配布することで、

現場にいる職員が Web サーバのマップ上にそれぞれ情報

関係部局が選択して利用する考えかたなども、今後の検討

入力し、地図をマッシュアップする方法は、リアルタイムで災

課題であると感じた。

害情報を一元管理することが可能になり、収集・処理・共
有に要する時間を大幅に短縮できる。収集される情報の種

５．考察

類によっては、公開内容や公開先などを今後検討する必要

今回の実証実験の結果をふまえて、EMT 江別体制の構

があるが、震災時においても、インターネットや Web サーバ

築において、実際の震災時の活動において活用できると考

が利用できる環境であれば、有効活用が期待できる IT ツー

えられる情報共有方法について述べる。

ルである。東日本大震災においては、Web マップを利用し

１）紙地図による共有

避難所運営支援を行った事例もあるため、今後は、標準的

プリンターが稼働できる環境下でないと使用できない、情
報共有が配布先のみに限られる、雨天時においての防水性
能に欠けるなどの課題もあるが、従来からの共有方法であり、

な方法として検討していく予定である。
６．おわりに

最も簡便な方法の一つである。今回の実験で実施したよう

今回の検証実験では、EMT 江別体制を構築するうえで、

に、避難所などにおける災害情報の登録作業で、一時記録

情報収集端末の利用、情報収集・可視化・リアルタイム処

するための媒体としての活用が考えられる。

理能力に優れた GIS の活用は、早期の情報収集と可視化

２）災害情報データを人が搬送することによる共有

を可能にすることが分かった。

携帯端末のメモリ上に災害情報を蓄え、そのデータを消防

筆者らが考える EMT 江別体制は、情報連携という手段

本部まで徒歩で搬送するというイージー・レポータの機能が

で災害に対応するものである。その情報連携とは、単に人

図 13

EMT 江別体制による情報連携
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や組織のつながりだけを意味するのではなく、
「防災教育か
ら防災復興までの一連の流れ」であり、発災前の DIG 等の
防災教育活動に始まり、被災状況情報収集の大切さや避難
所での地図作成を根付かせ、産学官により開発された誰も
が利用できる情報収集端末等により、実際に市民により作
成された避難所地図から読み取れる大切な情報を行政が集
約するというものである。
被災状況や対応状況の情報、その他の情報を EMT が
様々な形で GIS を活用し可視化する。民学産官により可視
化された震災情報を国内すべてが共有し、避難所運営等に
活用し、情報源である市民にフィードバックさせる。つまり、
EMT 江別体制は防災教育から復興支援までの繋ぎ役であ
る。図 13 に EMT 江別体制による情報連携の構築のイメー
ジ図を示す。
今後は、実証実験を重ねながら、消防隊など実際に活
動する部隊に求められる地図の表現を探るなど、収集され
る災害情報の利活用を検証する予定である。また、ライフラ
インの被災や利用状況、避難所の運営や復興への利活用、
森林火災発生時の対応体制構築への活用などを検討してい
る。さらに、応援協定を結んだ市町村間もしくは都道府県
間において防災対策上のデータの相互保管が実現すれば、
被災地の外の自治体が、被災地の状況を確認しながら災害
対応支援活動を行えるという体制が実現可能である。今後
も、道内消防本部や大学等と連携しつつ、様々な地域環境
下における実証実験を重ね、国内どのような場所でもこのサ
イクルが実現可能となるよう検証を続ける予定である。
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We are experimenting with getting up the Emergency Mapping Team (EMT) in Ebetsu city to resolve
difficult issues how we can gather disaster information occurred in the city rapidly on large scale disaster such
as earthquake. In this paper, we present the report of experiments to verify the system of information gathering
using the EMT and the Easy Reporter which the National research institute of fire and disaster is developing.
The experiments were holed twice time at disaster drills in Ebetsu City on September 30th and October 16th in
2011. As the result, it is made clear that we can share disaster information within 2 hours of occurrence disaster
using the EMT and map information.
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技術報告

金属粉の微少発熱挙動に与える湿度の影響
岩田

雄策

（平成 24 年 2 月 22 日

受理）

マグネシウム粉およびアルミニウム粉の微少発熱挙動に与える湿度の影響について等温型高感度熱
量計を用いて調べた。マグネシウム粉およびアルミニウム粉の発熱反応に関して、湿度および温度が高
くなるにつれて試料からの発熱が大きくなった。両者の発熱反応は湿度および温度に依存する自己触媒
反応によって進行することが分かった。

１．はじめに

から 80％ RH（80℃の水蒸気の絶対圧：0.374atm）の範囲と

マグネシウム（Mg）およびアルミニウム（Al）の金属粉は有

した。湿度調整用の水として蒸留水を用いた。また、雰囲

機試薬、パーソナルコンピューターや携帯電話等の筐体の原

気について、窒素、窒素 / 酸素混合気およびアルゴンを用

料として広く使用されている。これらの金属は度々火災や粉

いて測定を行った。

じん爆発の原因物質となる場合がある。また、Mg 粉等の

Mg 粉 について 純 度 99.9％で、 粒 径 が 0.149mm 未 満

金属粉は消火活動の阻害物質になることがある。これまで

（-100mesh）のものを用いた。Al 粉について、純度 99％以

Mg の発熱挙動について報告があり、粒径が小さいほど、ま

上で、粒径について 0.053-0.150mm［Al ⑴］および 0.045mm

た、湿度や温度が高いほど発熱速度が大きいことが報告さ

以下［Al ⑵］のものを用いた。

れている

。また、廃棄物中の Mg が水と反応して

１），2），3），4）

発熱するとともに水素を発生し、火災原因となることも報告
されている。そのため、本報告では Mg 粉および Al 粉の微
少発熱について、等温型高感度熱量計（以下 TAM という）
を用いた結果について報告する。金属粉が空気中の水分と
反応することも予想されるため金属粉に対する、湿度の影
響について調べた。また、不活性な雰囲気としてアルゴン
雰囲気で実験を行い、微少発熱反応への影響を検討した。
２．実験
2.1

TAM

TAM の湿度調整法の概略を図１に示す。試料容器に飽
和水蒸気と窒素が導入され、試料容器内で所定の湿度に調
整される。TAM 測定の湿度の妥当性について金属塩の飽
和水溶液によって調整された湿度を用いて検証したところ、
TAM の表示湿度は、金属塩の飽和水溶液による湿度とほ
ぼ同じであった。導入する気体の湿度と金属塩の飽和水蒸
気圧に相当する湿度が一致した時、熱流束がゼロになるこ
とになる。
2.2 試料
Mg 粉および Al 粉の試 料量は 0.10g とし、試 料容 器と
して 20ml のステンレス製容器を用いた。温度は 50℃から
80℃、湿度は 30％ RH（50℃の水蒸気の絶対圧：0.0366atm）
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３．結果および考察

2.3 実験方法
以下の手順で実験を行った。⑴試料を試料容器に入れ

3.1

て秤量した。試料容器中を窒素等の所定の雰囲気で置

マグネシウム粉の発熱挙動に与える湿度の影響

測定例として図２に温度 80℃、湿度 80％ RH の条件で

換した。⑵調整した雰囲気中で所定の湿度に調整した。

の熱流束の経時変化を示す。原点は所定の湿度に達した時

⑶ TAM による熱流束測定を開始した。測定時、空の参

点である。所定の湿度になった直後は水蒸気と試料容器の

照容器を用いた。ベースラインについて所定の湿度の条

吸着熱が測定されたが、その後の反応熱に比較して小さい

件で空の参照容器と空の試料容器を用いて、その安定性

ため、吸着熱に関して解析は行わなかった。

を確認した。

測 定例として図３、 図４および 図５でそれぞれ、80％
RH/80℃、80％ RH/60℃、30％ RH/80℃における発熱量 q

図２

窒素中のマグネシウム粉の熱流束の経時変化
湿度：80%RH、温度：80℃、窒素雰囲気

図３

マグネシウム粉の発熱量と熱流束の関係
湿度：80%RH、温度：80℃、窒素雰囲気
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（J）の変化を示す。q はある時刻までの発熱量である。回帰

料容器および試料との吸着熱の影響が大きい部分（例えば

分析により熱流束は次の式⑴によって最適化された。
m

n

HF=k × H（1-q/H）（q/H）

および図５において実線は測定データ、波線は水蒸気と試

式⑴

図４で約 11J 以下）を除いた回帰分析を示す。図３、図４お

ここで HF は熱流束（W）、k は反応速度定数（1/s）、m、

よび図５より回帰式が測定データに良く合っていることが分

n は反応次数を表す。H は測定した試料が持つ試料量あた

かる。熱流束 - 時間の関係を示すグラフ（図２）と熱量 - 熱

りの反応熱（J）である。式⑴において q/H は反応率を示す。

流束の関係を示すグラフ（図３）を比較すると形状は、類似

この反応式は自己触媒反応を表すものである５）。図３、図４

している。なお、図５では吸着のピークは大きく現れていな

図４

マグネシウム粉の発熱量と熱流束の関係
湿度：80%RH、温度：60℃、窒素雰囲気

図５

マグネシウム粉の発熱量と熱流束の関係
湿度：30%RH、温度：80℃、窒素雰囲気
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い。

R: 気体定数（8.314J/mol/K））。活性化エネルギーは水蒸

熱量（J）- 熱流束（W）の関係において、湿度および温度

気圧の低い順から 10.4kJ/mol（0.0366-0.14atm）, 11.3kJ/

が高いほど熱流束曲線の極大値が早く現れることが分かっ

mol（0.15-0.19atm）, 14.0kJ/mol（0.20-0.37atm）であった。

た。しかし、温度が 60℃以下では湿度が 80％であっても明

括弧内は水蒸気圧の絶対圧表示である。活性化エネルギー

確な極大値は観察されなかった。

を比較すると水蒸気圧が高いほど活性化エネルギーも大き

回帰分析結果から発熱反応は自己触媒反応で進み、発
熱の極大値を経た後はその後、1 次反応または拡散によって

くなっている傾向があることが分かった。
3.2 アルミニウム粉の発熱挙動に与える温度の影響

反応が進行することが考えられるが、ここでは式⑵のように
1 次反応を仮定して解析を行った 。

図７に Al 粉について粒径を変えた場合の熱流束の経時
変化を示す。図８に Al 粉について湿度を変えた場合の熱

６）

HF=k × H（1-q/H）

式⑵

流束の経時変化を示す。図９に Mg 粉について雰囲気を変

式⑴に関して温度、湿度が変化しても n は 0.3 と一定で、

えた場合の熱流束の経時変化を示す。原点は所定の湿度に

m の値が変化した。自己触媒反応を表す式⑴において（q/

達した時点である。Al 粉について Mg 粉の場合と同様所定

H）の項は生成物の割合を示していることから、Mg の微少

の湿度になった直後は水蒸気と試料容器の吸着熱が測定さ

発熱反応について温度・湿度条件が変わっても反応生成物

れたが、解析は行わなかった。図７に Al 粉の測定例として

の関与に変化が無いことを示している。

80％ RH/60℃の条件での熱流束の経時変化を示す。試料

H について計算では 0.1g あたり 220J として回帰分析を
行った。Mg と水との発熱量が TAM による測定によると

として粒径の大きい試料 Al ⑴と小さい試料 Al ⑵を用いた。
Al 粉の粒径が発熱挙動に大きく影響し、粒径が小さいほど

146J
（0.1g あたり）であることから、今回用いた H
（220J/0.1g）

大きな発熱をすることが分かった。図８で湿度を 30RH％、

は妥当と考えられる２）,３）,４）。

50RH％、80RH％と変えた場合の、熱流束の変化を調べた。

水と Mg の反応後の気体を調べたところ、水素が 0.1-3％

それぞれ、水蒸気圧は 0.059atm、0.098atm、0.157atm で

程度検出された。Mg 表面で水素が発生する反応が進行す

ある。湿度が高くなるにつれて熱流束は大きくなった。特に

ることが推定された。熱流束曲線を考慮すると、温度また

80％ RH の時、水蒸気圧の増加と比較して急激に発熱が大

は湿度が高いほど水素の発生速度も速くなることが分かる。

きくなることが分かった３）。

図 6 に温度と反応速度定数の関係を示す。横軸は温度の

Al 粉 は 熱 量（J）- 熱 流 束（W）の 関 係 から、 湿 度 が

逆数を、縦軸は反応速度定数の自然対数を取ったアレニウ

80RH％程度になると極大値が観察されることから自己触媒

スプロットである。水蒸気圧によって 3 種類の反応型がある

反応によって発熱が進行することが分かった。前述したよう

ことを示している。いずれの場合も自己触媒反応で、同じ

に Mg 粉の場合は自己触媒反応後、一次反応または拡散で

m と n の反応型である場合に直線関係が得られた。直線の

反応が進行しているが、Al 粉の場合は、今回の測定条件

傾きは -E/R を表している（E: 活性化エネルギー（J/mol）、

では自己触媒反応だけが観察された。Mg 粉と Al 粉につい

図６

マグネシウム粉に関する温度と反応速度定数の関係
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て同じ温度と湿度（60℃ /80％ RH）の時で比較すると Al 粉

みなした。また、窒素とアルゴンで熱流束曲線がほぼ同じ

は Mg 粉と比較して自己触媒反応の性質が大きいことが推

結果であった。アルゴンは代表的な不活性ガスであることか

定される。

ら、Mg 粉と水蒸気の反応に窒素との関与が無いことが分

3.3 発熱挙動に対する雰囲気の影響

かった。Mg 粉の場合、酸素が 21％（空気中程度）と存在し

図９に異なる雰囲気における Mg 粉の熱流束の経時変化

た場合は窒素だけの場合と比べて熱流束が最大でも 30％

を示す。雰囲気として、窒素 79％ / 酸素 21％、窒素 60％ /

程 度大きく、酸素の影 響は小さかった。さらに、酸素が

酸素 40％、窒素 100％、アルゴン 100％とした。窒素 79％

40％存在しても 21％存在する場合とほぼ同じ発熱挙動が得

/ 酸素 21％の雰囲気で 2 回測定行ったが両者はほぼ同じと

られた。

図７

アルミニウム粉の熱流束の経時変化
湿度：80%、温度：60℃、No1：粒径 53-150μm、No2：粒径 45μm 以下、窒素雰囲気

図８

種々の湿度におけるアルミニウム粉の熱流束の経時変化
周囲温度 60℃、窒素雰囲気
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図９

異なる雰囲気におけるマグネシウム粉の熱流束の経時変化
湿度：80%RH、温度：80℃

図 10

異なる雰囲気におけるアルミニウム粉の熱流束の経時変化
湿度：80%RH、温度：60℃

図 10 に異なる雰囲気における Al 粉の熱流束の経時変化
を示す。雰囲気として、窒素 79％ / 酸素 21％、窒素 60％ /
酸素 40％、窒素 100％とした。空気中程度の酸素が存在す

ることが分かった。
４．まとめ

ると窒素のみの場合と比較して熱流束が 2 倍以上増加する

Mg 粉および Al 粉の微少発熱挙動について等温型高感

ことが分かった。しかし、酸素濃度が 21％から 40％と倍に

度熱量計（TAM Ⅲ）を用いて調べた。また、発熱挙動に対

なっても熱流束の最大値で比較するとほぼ同じで、発熱挙

する湿度の影響を調べた。

動についても大きな差がなかった。Al 粉の場合には Mg 粉

⑴ Mg 粉の発熱反応に関して、湿度および温度が高くなる

の場合以上に、酸素の有無が発熱挙動に大きく影響を与え

と発熱速度も大きくなった。発熱反応は湿度および温度
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に依存する自己触媒反応で進行した。
⑵ Al 粉の発熱反応は、Mg 粉と同様、湿度および温度が
高くなると発熱速度も大きくなり、発熱反応も自己触媒反
応で進行することが分かった。また、Mg 粉の場合以上
に、酸素の有無が発熱挙動に大きく影響を与えることが
分かった。
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The small heat generation behavior of magnesium and aluminum particles was investigated with a thermal
activity monitor under the humidity condition. The heat flow in their heat generation reaction increased when
the humidity and temperature became high. It was elucidated heat generated in the autocatalytic reaction style
regarding to both of metal particles. The reaction parameters of the autocatalytic reaction depended on the
temperature and the humidity.
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技術報告

各種金属類の事故事例と消防法による危険性評価
古積

博、岩田

（平成 24 年 2 月 29 日

雄策
受理）

金属類の事故事例と消防法等による危険性評価方法について調べた。その結果、アルミニウム、
マグネシウム及びナトリウムの事故が多く、また、危険性が高いことが判った。今後、金属類の回
収が進んだ場合、事故がますます増加することが予測されるが、その対策を十分にとる必要がある。

１．始めに

インターネット、災害情報センターの収集した事故情報

最近、携帯電話、パソコンといった電子機器の普及、

（大正 14 〜平成 12 年の合
及び清水らがまとめた結果１，２）

発展に伴い、その原料となるレアメタル（希少金属）、レ

計件数）を表２、３にまとめた。多いのは、アルミニウム、

アアース（希土類元素）と呼ばれる金属類の重要性が叫ば

マグネシウムである。レアメタルの中では、チタンが最

れているが、その産地が世界的に偏在しており、ニーズ

も多い。最近では、電池用にリチウムの需要が多くなっ

の多い日本ではほとんど産出されていない。また、主要

ていることから、リチウムの事故が増えることが予想さ

生産国である中国の輸出制限のため、都市の電気機器等

れる。

の金属系廃棄物（いわゆる「都市鉱山」）からの有価金属
のリサイクルが脚光を浴びている。

また、原料のスクラップ金属の貯蔵、輸送中にも火災
が発生しているが（図１）、有効な消火剤がないため消火

従来から金属類は多くの事故を起こし１, ２）、また、その

が難しく長時間火災が続く場合があり、また、含まれる

消火困難性から消防でも規制、消火対応の面から検討が

プラスチック類の燃焼で大量の煙が発生し、対応する地

行われていた。最近では、レアメタルを含め多くの金属

元消防は苦慮する場合も多い。

の回収が試みられつつある。特に、リチウムは携帯電話、

スクラップ金属には、鉄を主体にアルミニウムその他

パソコン、自動車等に使われるリチウムイオン電池の需

様々な金属やプラスチック類等が含まれ、最近では中国

要が、今後一層伸びる可能性があり、都市鉱山からのリ

に輸出される場合も多く、その輸送途中で火災、爆発を

サイクルが急がれている。他方、回収原料となるスクラッ

起こすこともある。その消火困難性から長時間の火災に

プ金属類は、中国等へ大量に輸出されているがその回収、

なる場合もあり、その防災対策を立てるため、平成 21 〜

輸送、再生（精錬）、貯蔵等において火災、爆発が報告さ

表1

れている３）。
そこで、本稿では、レアメタルを含め広く金属類の規
制について述べ、また、事故事例を収集すると共にその
問題点、危険性評価について調べたので報告する。
２．主な金属とその性状
表 1 に過去に事故例の多い金属を含めて主な金属類の
性状を示す４）。レアメタルと呼ばれる金属は合計 30 種類、
レアアース（希土類）は 17 種類あるが、今後、リサイク
ルが進んだ場合、リサイクル時の事故が起こる可能性も
あるので、その危険性を知る必要がある。
３．金属類の事故事例
金属ごとの災害事例情報は十分でないが、ここでは、

金属
アルミニウム
マグネシウム
ニオブ
チタン
リチウム
亜鉛
ニッケル
ナトリウム
鉄
タンタル
ジルコニウム
シリコン

元素
記号
Al
Mg
Nb
Ti
Li
Zn
Ni
Na
Fe
Ta
Zr
Si

主な金属類の性状
沸点
℃
2520
1095
2900
3289
1333
907
2890
883
2863
4100
4361
2600

密度
kg/m3
2700
1783
8570
4507
534
7130
8902
971
7874
16650
6520
2330

（出典により、データに若干の違いがある）
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熱容量
J/kg/K
900
1020
265
520
3600
390
440
1230
440
140
278
700
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金属種ごとの事故事例件数１）

４．消防法による金属類の規制

（大正 14 〜平成 12 年の合計件数）
アルミニウム
マグネシウム
ナトリウム
チタン＊
亜鉛
鉄（粉）
カリウム
リチウム＊
ニッケル＊
ジルコニウム＊
コバルト＊
鉛
タンタル＊
マンガン＊
カルシウム
スズ
＊
: レアメタル

金属類は、その形状（特に粒度）、性状から消防法危険

件数
114
54
44
19
15
9
6
5
5
4
3
3
2
2
2
2

物第２類（可燃性固体）、第３類（自然発火性物質及び禁
水性物質）に該当する性状を有するものがある。
第２類危険物（候補）としては、マグネシウム、鉄粉、
様々な金属粉が挙げられている。また、第３類危険物（候
補）としては、カリウム、ナトリウム、リチウム、カルシ
ウム等がある。これらは、必要に応じて危険性判定試験
を行って危険物か否かが決まる場合もある。
引火性固体を対象とする判定試験としては、第２類危
険物では、小ガス炎着火試験及び引火点試験がある。前
者は、点火器具で試料に何秒で着火するかどうか評価す
る試験である。後者は、セタ式引火点試験器で測定し、
40℃で引火するかどうかで評価する試験である。第３類
危険物の場合には、自然発火性試験（空気中での発火の
危険性を判断するための試験）及び水との反応性試験（水
と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性を
判断するための試験）がある。
危険物に該当する場合には、1 日に一定数量（指定数
量、例えば、ナトリウムでは 10kg、鉄粉では 500kg）以上、
貯蔵取り扱いする場合には（他に危険物があれば合算す
る）、危険物施設として一定の技術基準に合致する必要が
あり、設置に当たっては市町村長等による許可が必要と
なるほか、危険物取扱者を置くこと、貯蔵取り扱い方法
等について、様々な規制を受ける。
国際連合危険物輸送勧告書でも可燃性物質類水反応性
可燃性物質 (Class 4.3) に対して自然発火試験及び発生ガ
ス量測定試験が判定方法として定められている。
５．金属類の危険性とその評価手法
金属類の危険性評価試験方法には、まだ、十分に定め

図１ スクラップ金属の火災の例（愛媛県、鉄、

られているとはいえない所があると考えられる。ここで

非鉄等約 1000 トンが約 27 時間にわたって火

は、考えられる危険性とその評価方法について列記する。

災となった）

5.1 燃焼性状
大部分の金属は着火しにくいが、着火した場合、高温

23 年度、国立環境研究所、海上保安庁、消防研究センター

になる危険性を有する。消防法では、着火性については、

等が共同研究を行った４）。

小ガス炎着火試験が採用されているが、本試験を適用し

出火原因（発火源）としてリチウム電池、リチウムイオ

てもほとんどの金属類では着火はしないものと思われる。

ン電池、鉛蓄電池等、様々な電池類の短絡（内部、外部）

東京消防庁の実験５）では、マグネシウム（粒径 :0.2mm）

の可能性があるほか、金属同士の衝突による火花も考え

及び鉄（粒径 :0.05mm）が該当する危険性を有し、着火
後は 1000℃を越える高温になったことが報告されている

られる。
また、再生（精錬）に当たっては、溶融、強酸、強アル

（表４）。

カリを使った化学反応を伴う工程がある場合、その過程

また、東京消防庁消防技術安全所や消防研究センター

で事故を起こす危険を伴う。また、粉体を製造する場合

では高感度熱量計 TAM を使った危険性評価が試みられて

には、粉じん爆発の危険性もある。大量に保管する場合

いる（図２）５, ６）。消防研究センターの結果では、マグネ

には、蓄熱発火の可能性もある。火災、爆発等の事故例

シウムの発熱は、雰囲気の影響をほとんど受けないこと

を表３に示す。

を明らかにした。

― 22 ―

消防研究所報告

第 112 号

2012 年 3 月

表３
物質

年月

主な金属類の事故事例

場所

形態

滋賀県

粉じん爆発

アルミニウム製
造

アルミニウム製造工程で空気中に浮遊してい
たアルミニウム粉が爆発した。

埼玉県

粉じん爆発

アルミホイール製造

アルミニウム溶解装置の点検中、アルミニウ
ム粉が爆発。負傷者 2 名。

H21.10 滋賀県

粉じん爆発

アルミ鋳造工程

ダクト清掃中、粉じんが溶鉱炉内に落下、爆
発した。死者 1 名負傷 2 名。

H9.2
アルミニウム H14.1

工程

概要

アルミニウ
ム・マグネシ H5.10
ウム合金

岡山県

堆積粉末の火災、
製造
粉じん爆発

アルミニウム ･ マグネシウム製造時、合金塊
を原料ホッパーに投入中、発火、更に粉じん
爆発が起こった。

マグネシウム
H13.8
合金

宮城県

粉じん爆発

携帯電話の筐体を研磨機で仕上げ中、マグネ
シウム合金粉末がダクト内で爆発したもの。
負傷者 6 名。

製品仕上げ工程

マグネシウム H10.12 兵庫県

チタン製造工程
溶融マグネシウムの漏洩、水と反応、水素が
化学反応で生じた
（溶融マグネシウ
発生し爆発したもの。
水素の爆発
ム回収）

ナトリウム

H23.5

東京都

化学反応で発生し
大学での実験中
た水素の爆発

ナトリウムとメタノールを反応させてメトキ
シド製造中、水素が発生し、何らかの火源で
爆発したもの。

ナトリウムカ
H21.5
リウム合金

京都府

熱媒体の漏洩

原子炉熱媒体の
漏洩

原子炉熱媒体用のナトリウムカリウム合金が
配管から漏洩したもの。

クロム

H2.12

山形県

粉じん爆発

粉砕工程

クロムの純度を高めるため、フレーク状クロ
ムを粉砕、化学処理する工程の排気装置内で
粉じん爆発が起きたもの。

H8.6

千葉県

粉じん爆発

亜鉛メッキ鋼管
製造

製造工程で生じた亜鉛粉の集塵機内で粉じん
爆発が起こった。ファンに粉じんが付着、ファ
ンのバランスがくずれたもの。

H14.7

群馬県

水蒸気爆発

亜鉛精錬 ( 溶鉱
炉)

溶鉱炉で 500℃の亜鉛溶融液が水蒸気爆発飛
散。負傷 8 名。

H11.8

愛知県

火災

切削鉄

切削した鉄くずをフレコンパックに入れて保
管中、自然発火したもの。

H9.4

福島県

火災

タンタル粉製造

タンタル粉製造中、バグフィルタにおいて集
塵したタンク粉の回収作業中に発火。

H14.6

東京都

火災

タンタル粉貯蔵
中

リサイクルされたタンタル粉の貯蔵中、溶接
の火花が着火、火災となった。

H8.6

東京都

火災

研究（チタン製
機器使用中）

高圧 TG-DTA で測定中、チタン製の天秤が発
火したもの。

H22.4

宮城県

火災

ゴルフ中

ゴルフ場でプレイ中、チタン製ゴルフクラブ
の火花で芝生が火災となったもの。

リチウム

H18.6

香川県

火災

化学合成

リチウムからブチルリチウム製造中、火災と
なったとのこと。

ニッケル

H19.5

中国 ･
湖南省

爆発火災

溶鉱炉

ニッケルの溶鉱炉で水が入り、これに溶融ニッ
ケルが触れて爆発火災となった。10 人負傷。

ジルコニウム S.31.5

米国

爆発

研究

オークリッジ研究所。ジルコニウム粉末の爆
発が起き、作業員 2 名死亡、負傷 1 名。

マンガン

H16.2

岡山県

火災

マンガン鉄粉砕
工場

マンガン粉砕機の中で出火した。負傷者 1 名。

S62.11

群馬県

粉じん爆発

シ リ コ ン 加 工 工 シリコン微粉砕設備（オイルシール部）内で
程
粉じん爆発が起こった。

H 元 .12 群馬県

粉じん爆発

シリコン加工工
程

シリコン微粉砕設備（ブロワー部）内で粉じ
ん爆発が起こった。

神奈川
県

火災・爆発

回収 ( 溶融 )

回収作業 ( 溶融 ) 中、爆発火災となった。

亜鉛

鉄

タンタル

チタン

シリコン

セレン

H21.12
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険物輸送勧告書でも試験方法が定められている。
5.3 粉じん爆発危険性
金属は粉末状になった場合、粉じん爆発危険性が生じ
る。そこで、粉じん爆発の危険性試験が重要になる。こ
の場合、粉じんの粒子径が重要であるが粉じん爆発の起
こりやすさとその激しさの面から評価する。前者は、爆
発下限界濃度（JIS Z8818 2002、Hartmann 式測定装置）
によって、後者は、爆発圧力特性（Kmax、爆発圧力、圧
力上昇速度）を求めることで得られる。
文献７）等によれば、特にアルミニウム、マグネシウム
が高い粉じん爆発や水素発生による水素爆発の危険性を
有している。他方、チタンは発火等の火災危険があるが、
図２

粉じん爆発危険性は小さい（表３、５）。

TAM によるマグネシウム粉の微少発熱挙動

5.4 水蒸気爆発の危険８）

Mg 粉の粒径は 99% 以上が 150 μ m 以下
表４

燃焼している金属類が水に触れた場合、高温のため水
の急激な沸騰を引き起こす。その危険性は、火災時の金

金属類に対する小ガス炎着火試験の結果
粒径

マグネシウム

平均着火 危険性の判定＊
時間

1.5mm

39 s

危険物非該当

1mm

15 s

危険物非該当

3s

危険物該当
（1 種）

0.2mm
ステンレス

1mm 着火せず

鉄

0.05mm

チタン

0.05mm

9s
117 s

0.5mm 着火せず

合金＊＊
ニオブ

属の温度と熱容量で表されると考えられる。金属の温度

0.05mm

30 s

危険物非該当
危険物該当
（2 種）
危険物非該当
危険物非該当
危険物非該当

アルミニウム
マグネシウム
鉄
亜鉛
マンガン
チタン

<10
28
12
21
16
30

る必要がある。
金属を空気中に放置したり、あるいは、水と触れた場
合に有害なガスを生じる場合がある。
酸化物を生じ、消火作業中の消防隊員に影響が出る可能
性がある。
5.6 消火困難性
金属類に対する十分有効な消火剤は、まだ開発されて
いない。消防法令では、消火薬剤として乾燥砂、膨張ひ
る石、膨張真珠岩及び一部の消火粉末が例示されている
が必ずしも十分な効果がない。また、高温の金属に注水

金属粉の粉じん爆発危険性

粒度 ( μ m)

爆発危険性の指標となる可能性があるが、今後、検討す

また、火災時、高温の有害物質、例えば、高温の金属

：着火時間 3 秒以下は、第１種可燃性固体、3 秒超 10
秒以下の場合は、第 2 種可燃性固体の性状を有する。
＊＊
：マグネシウム、アルミニウム合金

物質

固体金属の最高到達温度（沸点）と熱容量が金属の水蒸気

5.5 有害物質の発生

＊

表５

は火災時には沸点付近まで達する可能性はある。従って、

爆発下限界濃 Kmax ( ×
度 (g/m3)
100kPam/s)
60
515
30
508
500
50
250
93
157
-

することで化学反応が起き、また、水蒸気爆発を起こす
可能性がある。
消火薬剤メーカーからは金属用消火薬剤が販売されて
いるが今後の開発が望まれる。
６．まとめ
金属類の事故事例と消防法等による危険性評価方法に
ついて調べた。金属類の事故は、今後、回収プロセスに
おいてますます増加することが予測されるが、その対策

5.2 水との反応性

は十分にとらえられていない。引き続き、レアメタル、

金属によっては、例えば、ナトリウム、亜鉛のように
水に触れて発熱するほか水素等の可燃性ガスを生じる場
合がある。消防法では、第３類危険物の判定試験として

レアアースを含め、金属類の危険性評価、防災対策の検
討を行う予定である。

水との反応性について試験方法が記載されているので、
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技術報告

平成 23 年台風 12 号による三重県南部及び和歌山県東部における土砂
災害の現地調査
新井場

公徳、久保田

勝明、若月

（平成 24 年 3 月 9 日

薫

受理）

平成 23 年台風 12 号は、紀伊半島を中心として広い範囲で 1000mm を越える記録的な豪雨をもたらし、
洪水の他、土砂崩れ、土石流、深層崩壊などの土砂災害を引き起こした。紀伊半島南部から和歌山県東
部の花崗岩類分布地域では土石流が多数発生した。これらの災害地の発生場所の地形的状況を把握する
目的で現地調査を行った。洪水から避難するために谷間にある家屋に避難したところ裏山で発生した土
石流により被災した事例、前兆を捉えて尾根上の宅地へ避難したために土石流から逃げ得た事例があっ
た。土砂災害に対する避難のタイミング、避難場所及び経路の選定の考え方について、技術的に検討し
ていく必要があると考えた。

１．はじめに

土砂災害が多数発生した。国土交通省の集計によれば、

2011 年 9 月 3 日に四国に上陸した台風 12 号は、上陸

この台風により全国で 207 件の土砂災害が発生２）し、そ

に先立つ 8 月 30 日から日本海側に抜けた 9 月 4 日にかけ

のうち三重、奈良、和歌山の 3 県において、土砂災害 101

て西日本の広い範囲に大雨を降らせた。奈良県上北山村

件（図２）３）、死者 71 名、行方不明者 16 名（2012 年 3 月

にあるアメダスでは 72 時間雨量が 1652.5mm とこれまで

19 日現在）となっている４）。

の国内の観測記録である 1322mm（宮崎県神門（みかど））

紀伊半島の山間部では、きわめて規模の大きな崩壊（「深

を大幅に上回り、総降水量は 1808.5mm に達し、一部の

層崩壊」と呼ばれる。）が複数発生し、その一部は河川を

地域では解析雨量（気象レーダーとアメダス等の雨量計

閉塞して湛水の原因となった。そのうち 5 カ所は、土砂

を組み合わせて、雨量分布を 1km 四方の細かさで解析し

災害防止法に基づく緊急調査の対象となった。また、三

たもの）で 2000mm を超えるなど、記録的な大雨となった。

重県南部から和歌山県那智勝浦町にかけての紀伊半島南

特に紀伊半島では、台風の東側の強い雨雲が長期間にわ

東部では、斜面の崩壊や土石流が多数発生した。

たり停滞したことから、広い範囲で総降水量が 1000mm
を越え（図１）１）、三重県、奈良県、和歌山県で洪水災害、

図１ 解析雨量による総降水量分布（推定）

図２ 紀伊半島における土砂災害発生分布図
（文献 3）に加筆）

（8 月 30 日 17 時〜 9 月 6 日 24 時）

１）
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図 3 調査した土砂災害の位置とその他の主な土砂災害の分布（この図は産業総合技術研究所作成 20 万分の 1
日本シームレス地質図データベースを用いて、Google Earth によって作成した）
表１

調査地点の一覧

図 5 熊野市大馬の土石流被災地周辺の地形図
図4

調査地点の分布

（矢印で土石流の流下方向を示す。
）
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消防研究センターでは、土砂災害への対応活動の安全
性確保の観点から、研究を実施してきた５）。その一環と
して、9 月 12 〜 13 日に三重県内及び和歌山県内の土砂災
害地を調査した。調査は、豪雨時の避難場所及び経路の
安全性を検討するのに資する知見を得るために、土砂災
害が発生した場所の状況を把握する目的で表 1 の地点に
ついて行った（図 4）。インターネット上に公開されてい
る航空写真６）、７）、８）、９）を参照して求めた主な土砂災害の
発生場所と調査地点を産業総合技術研究所作成 20 万分の

図６

熊野市大馬の土石流の状況

1 日本シームレス地質図上にプロットしたものを図 3 に示
す。図から、紀伊半島南東部の熊野酸性岩類（花崗岩類
を主体とする火成岩）分布地域で土石流や崩壊が多数発生
していること、四万十層群内で大規模な崩壊が発生して
いることが分かる。
２．被害の状況
2.1

三重県熊野市大馬地区の土石流

この地区では、集落に図 5 に矢印で示す 2 方向から土
石流が到来した。土石流は住家のすぐ横を流下し、田畑
や道路に堆積し、幸いにも人的被害は免れた。堆積物には、
角が削られて丸みを帯びた花崗岩類の岩塊と大量の倒木
が含まれていた（図６）。
2.2 三重県紀宝町下地の土石流
この地区では、小学校の裏山で土石流が発生し、小学
校の一部と民家を埋没した（図７，
８）。図 9 に堆積物の様
子示すが、丸みを帯びた大きな花崗岩塊と倒木が目立つ。
土石流は小学校の建物の山側（東側）に堆積しているほか、
民家が埋没した。図 10 に被災状況を示す。この写真の左
にテントが写っているが、この位置にすんでいた住民が

図７ 紀宝町下地の土石流被災地周辺の地形図
（土石流のおおよその範囲を網がけで示す。）

設置したもので、この住民（男性）の方に発災時の状況を
聞いた。この方によれば、土石流の直前、虫が逃げ出し
石も転がってきたので、この谷は危険だと思い、隣の住
宅のおばあさんとともに尾根上の宅地（図８及び図 10 の
矢印）に避難し、難を逃れたとのことであった。土石流が
発生するの 10 分ほど前のことであったとのことである。
2.3 和歌山県新宮市相賀地区の洪水による家屋流出
熊野川水系では流域における記録的な降雨の影響で洪
水となり、新宮市熊野川行政局のある日足（ひたり）地区
で 5 名の死者を生じるなど被害をうけた。また、熊野川
行政局は 3 階近くまで浸水して 4 日 0：30 の防災行政無
線による放送を最後に機能を失い、職員は裏山に待避を
余儀なくされた。
熊野川支流の高田川沿いの新宮市相賀地区では、川そ
ばに立っていた家屋が流された（図 11，12）。家屋にい
た 2 名のうち 1 名は、約 2km 下流の熊野川との合流点に
ある橋（図 11 矢印）に引っかかり自力で脱出したが、1
名は行方不明となっている。この地区では他にも 2 名が
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図８

紀宝町下地の土石流の遠景
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図９ 紀宝町下地の土石流堆積物

写真中央上部に小学校の上部が見える。

図 10 紀宝町下地の土石流による被害の状況
洪水で死亡している。高田川が屈曲して水位が上がりや
すい側に家屋があったことともに、図 12 に見られるよう
に倒木が橋に引っかかっており、これが流水の障害となっ
て川があふれる一因になったことも考えられる。
2.4 新宮市南檜杖地区の土石流による被害
この地区（図 13）では、土石流が 2 箇所で発生してお
り、工場と家屋を倒壊させた（図 14，15）。熊野川の水
位が上昇してきたことから、熊野川沿いの住宅からより
高い場所としてこの場所に避難されていた 4 名の方が亡
くなった。西側の土石流が発生した谷には図 15 の通り砂
防堰堤が設置されており、土石流の危険性があるとされ
ていたことが分かる。なお、図 13 を見ると東側の土石流
の発生した谷の上部は谷がいくつも分岐しており、また、
尾根線が分離している。この地区の地形の形成過程が複
雑なものであったことを示唆していると見られる。
2.5 新宮市木ノ川
この地区（図 16）では、斜面が崩壊し、下にあった家屋
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図 11

新宮市相賀地区の家屋流出地点周辺の地形図
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図 12

新宮市相賀の洪水による家屋流出地点

図 13 新宮市南檜杖の土石流被災域周辺の地形図
（矢印で土石流の流下方向を示す。）

図 15

新宮市南檜杖の西側の土石流の堆積状況

を破壊して 1 名の方が行方不明となった。図 17 に被災家屋
のあった付近から崩壊した斜面を示す。崩壊した土砂は土
石流化して流下したようで、家屋は破壊され流出した。また、
この地点のすぐ東を流れる渓流には土砂が大量に堆積して
おり、上流で別の土砂流出が生じていたことがうかがわれる。
図 18 に捜索活動状況を示す。写真中央にある巨岩のた
め、捜索が難航したとのことであった。調査時点では、新
宮市消防本部及び県内応援の消防隊のほか、自衛隊、警
図 14

新宮市南檜杖の東側の土石流の堆積状況

察が活動していた。重機が導入されており、座布団などが見
つかった場所を重点的に捜索しているところであった。活動
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の安全の確保のため、警察官（図 17 中央やや左よりに上

2.7 那智勝浦町市野々地区の土石流災害

半身が写っている）が活動地点すぐ上で上方を目視してい

那智川沿いの市野々地区では多数の土石流が発生して

るほか、上部の山林内に自衛隊員 3 名が派遣されて、崩

いる。図 22 は、国際航業グループ７）の航空写真から土石

壊面を監視しているとのことであった。

流の発生箇所を読み取り地形図上に網がけして示したも

2.6 和歌山県那智勝浦町井関西山の土石流災害

のである。

和歌山県那智勝浦町では、台風通過後にも強い雨雲が

このうち二の瀬で発生したもの（図 22 のＡ地点）の被

停滞したために、長期間にわたる降雨の後に強い降雨が

災状況を図 23 に示す。二の瀬では家屋及び道路が埋没し

あるという、土砂災害が発生しやすい降雨の状況となっ

た。図 24 は図 22 のＢ地点の土石流の遠景である。この

た。那智勝浦町では、洪水がよく発生する太田川水系に

渓流には砂防堰堤が設置されており、土砂の一部は堰堤

おける洪水を意識して対策を行っていたが、経験のない

を乗り越えて那智川まで到達しているが、多くは堰堤で

降雨によって、過去に大きな災害経験がなかった那智川

補足された模様である。
那智勝浦町井関地区及び市野々地区ではこれらの他に

水系において洪水が発生し、同水系井関地区及び市野々

も土石流が多数発生しているが、これらの発生の直前に

地区で高密度に土石流が発生した。
井関西山地区（図 19）では、大規模な土石流が発生した。

は、井関地区の保育園に避難していた方々が（当該保育

調査時間の制約から最上部まで到達できなかったため詳

園が洪水に見舞われる恐れがあるとして（実際、その後

細は不明だが、土石流は広いところでは 50 ｍ以上の幅で

そうなった））市野々地区にある小学校へ二次避難してお

1km 以上の長さを流下して那智川に到達しており、周辺

り、間一髪の事態であった。

の家屋や田畑を破壊した。図 20 に図 19 に黒丸で示した
点で撮影した被災状況を示す（写真左が下流）。図 21 に
この付近の流路内の堆積物を示す。花崗岩類の岩塊が主
体であり、写真の中央には巨礫が堆積している。土石流
には巨礫が先端部分に集中する性質があり、この堆積状
況から、この巨礫が集中している部分は、後続して発生
した土石流堆積物の先端であると見られる。同様に巨礫
が集中して堆積している箇所は他にも見られ、この地区
では、複数の土石流（又は一連の土石流ではあっても複
数のサージ（波））が生じたと考えられる。

図 17

新宮市木ノ川の土石流の源頭部

図 18

新宮市木ノ川における捜索状況

図 16 新宮市木の川の崩壊による被災域周辺の地形図
（網がけで土石流のおおよその範囲を示す。）
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３．防災対応に関する予察
内閣府、消防庁（消防研究センター含む）、国土交通省、
気象庁は、奈良県五條市・十津川村、和歌山県田辺市・
新宮市・那智勝浦町の市町村長や防災担当者に、この災
害時の避難勧告発出などの防災対応の実態と課題につい
て聞き取り調査を行い、図 25 の通りポイントと今後の課
題を整理した 10）。この災害では、洪水がよく発生する地
域及びその周辺については、災害経験に基づき有効な対
応がなされたが、熊野川流域を中心として経験のない水
位において洪水被害が急激に拡大したこと、那智川水系
を中心として最近の経験がない種類の災害（土石流）が発
生したこと、十津川村、五條市、田辺市においてそれほ
ど多くは発生しない（あまり経験のない）深層崩壊という
現象が発生したことにより、大きな被害を生じた。多く
の自治体において、災害の通報があっても「イメージが
湧かなかった」という話を聞いた。防災対応において経験
に学ぶことは重要ではあるが、経験を越える規模の現象
（今回の場合には雨量）が発生しそうな場合には、技術的

図 19 那智勝浦町井関西山の土石流被災地周辺の地形

予測に基づく災害イメージを描く必要がある。そのため

図 20

図 21

図（網がけで土石流のおおよその範囲を示す。
）

那智勝浦町井関西山の土石流被災状況（図 19 ●付近）

那智勝浦町井関西山の土石流の堆積状況（図 19 ●付近）
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専門家の知見を市町村が有効に活用できるような仕組み
が有効であろう。
特に土砂災害に対して、安全性を確実に保証できる避
難所及び経路を中山間地に確保することが難しいことか
ら、市町村長等による避難勧告等の発出の判断が難しい
という現状がある。例えば、目前に迫った洪水の危険を
避けるために避難した先で被災した新宮市南檜杖の例は
きわめて不幸な一例である。一方、「斜面から水の吹き出
しなどの異常があれば避難する」という先人の教えを守っ
て自主避難を行い難を逃れた例（田辺市）、この報告で触
れた紀宝町下地の自主避難の例など、自主避難により被
害を免れた例もある。今後、避難のタイミング、避難場
所及び経路の選定の考え方について、検討していく必要
があると考えられる。
４．まとめ
台風 12 号による被害のうち、三重県南部及び和歌山県
東部の熊野酸性岩地域で多発した土石流による被害につ
いて調査した。熊野市大馬や新宮市南檜杖、那智勝浦町

図 23

図 22 那智勝浦町市野々地区の地形図（網がけで
土石流のおおよその範囲を示す。
）

那智勝浦町市野々二の瀬の土石流（図 22 のＡ地点）の被災状況

図 24

那智勝浦町市野々地区の土石流（図 22 のＢ地点）の状況
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３）小山内信智：台風12号による土砂災害とその対応に
ついて、日本地すべり学会平成23年台風12号による土
砂災害に関する速報会資料（http://japan.landslide-soc.
org/news/2011/sokuhoukai1.pdf）（2011）
４）消防庁：平成23年台風12号による被害状況及び消防
機関の活動状況等について（第18報）（2012）
５）新井場公徳、吉原浩、座間信作、河関大祐、鄭炳
表：土砂災害への対応活動のあり方に関する考察、消
防研究所報告、第103号、pp. 64-75（2007）
６） 国 土 地 理 院 ホ ー ム ペ ー ジ （ h t t p : / / s a i g a i . g s i .
go.jp/2011typhoon12_photo/index2.html）
７）国際航業グループホームページ（http://www.kk-grp.
jp/csr/disaster/201109_kii/index.html）
８）中日本航空株式会社ホームページ（http://www.nnk.
co.jp/research/disaster/d110906.html）
９）アジア航測株式会社ホームページ（http://www.ajiko.
co.jp/bousai/wakayama2011/index.html）
10）消防庁防災課：平成23年台風12号に関する現地ヒ
アリング調査概要、都道府県防災主幹課長会議資料
（2011）

図 25 内閣府、消防庁、国土交通省、気象庁
による被災自治体へ聞き取り調査結果 10）
市野々などでは、狭い地域内で複数の土石流が発生して
いた。土石流の前兆を覚知した住民が土石流が発生する
直前に避難した事例がある一方、洪水から避難するために
谷間にある家屋に避難したところ裏山で発生した土石流によ
り被災した事例があった。土砂災害に対する避難のタイミン
グ、避難場所及び経路の選定の考え方について、技術的に
検討していく必要があると考えた。
おわりに
今回の災害で被災された方々及びご家族の方々に心よ
りお見舞い申し上げます。災害後の大変な状況におい
てお話を聞かせて頂いた住民の方々及び調査にご協力下
さった新宮市消防本部の皆様に感謝申し上げます。
参考文献
１）気象庁：平成23年の天候とトピックス、河川、2012
年２月号、pp.12-16（2012）
２）国土交通省：土砂災害防止法に関する政策レビュー
委員会 第2回配付資料（http://www.mlit.go.jp/river/
s a b o/d o s ya hou_r ev iew/02/111031_s h i r yo2.p d f）
（2011）
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Eastern Part of Wakayama Prefecture Caused by Typhoon Talas (1112)

（Abstract）
Kiminori Araiba, Katsuaki Kubota, and Kaoru Wakatsuki
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Typhoon Talas made landfall on Shikoku on 30 August 2011 and brought heavy rain nationwide. Kii
Peninsula sufferred from the record-braking rainfall; the total amount of the precipitation at the station reached
1805.5 mm and precipitation higher than 1000 mm was observed over wide area of the peninsula. The rainfall
induced river flooding, failures of slope, debris flows and deep-seated landslides. Many debris flows were induced
by the rainfall in Kumano Acidic Rock area in southern part of Mie Prefecture and eastern part of Wakayama
Prefecture. We investigated seven damaged areas of this area to grasp the topographic situation of each disaster.
We found a case where residents having evacuated from river flooding were killed by debris flow from hill at
the back and a case where residents could evacuated in advance of debris flow who have caught the precursor.
We consider that further technical research is needed in the topic of timing, place and route of evacuation from
landslide.
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