ボイルオーバーの事例と最近の研究

Boilover: Occurrence and current research

直径 0.3m の燃焼容器を用いた燃焼実験の熱画像

燃料：アラビアンライト原油

本文 8 ページ参照
A series of thermography pictures in 0.3 m pan fire. Fuel: Arabianlight crude oil. See also page 8.

苫小牧市で実施された直径 5m の燃焼容器を用いたボイルオーバー実験（1999 年 2 月）の様子
本文 9 ページ参照
Boilover in Tomakomai 5m diameter pan fire test (1999.2). See also page 9.
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説

ボイルオーバーの事例と最近の研究
古積博 *、岩田雄策、Gilles Dussere**
（平成 26 年 7 月 22 日

１．始めに

受理）

現象も知られている１）。スロップオーバーは、火災のタン

ボイルオーバー（Boilover）は、石油タンク災害の中で

クに水が注入され、その水が高温の油に触れて、急激に沸

も最も危険なケースの一つで、長時間の火災の後に、突然、

騰、突沸するものである。また、フロースオーバーは、水

爆発的な水の突沸が起こり、周囲への放射熱は急激に増し、

を含む油類のタンクに高温の液体が注入され、その結果、

また、高温の油が周囲に飛び散り、場合によっては、多数

油類の温度が上昇し、水の沸騰、噴出が起こるもので必ず

の消防隊が死傷することがある１）。

しも火災に伴うものではないが、結果的に火災となる場合

著者は、長年、ボイルオーバーの研究を行い、また、過

も多い。これらの現象は、ボイルオーバーに比べて、危険

去にボイルオーバーの紹介を含めて総説２, ３）を書いたが、

性はより低いが、火災となり、更にボイルオーバーを引き

本稿では、事故事例、及び最近の著者の実験研究を中心に

起こすこともある。Fig. 1 は、ボイルオーバーと高温層形

紹介する。

成の簡単な説明図である４）。時間と共に高温層は厚くなり、

２．ボイルオーバーとは

き、その結果、水が気化、爆発的な火災となる。

降下し、燃料の下層に存在する水層に触れると熱交換が起

ボイルオーバーは、
「原油や重油の長時間の火災後、燃料

他 方、 最 近 で は 薄 層 ボ イ ル オ ー バ ー（Thin layer

層に生じた高温層（Hot zone, Isothermal zone）がタンク底

boilover）と呼ばれる現象の研究が行われている４, ５）。これ

部に存在する水に触れて、水が突然、沸騰して爆発的な火

は、軽油のように長時間燃焼を続けても燃料層内に高温層

災になる現象」と定義されている。このほか、スロップオー

が形成されないが、燃焼末期に水が突沸する現象で、一種

バー（Slop over）
、フロースオーバー（Froth over）という

のボイルオーバーのような現象が起こる現象であるが、ボ

Fig. 1 Schematic illustration of boilover and hot zone formation
v: Burning rate (Fuel level regression rate), u: Hot zone regression rate, Lh: Hot zone thickness t: time, t1 < t2 < t3,
T: Temperature, T0: Ambient temperature, TS: Fuel surface temperature, TS1 < TS2 < TS3
千葉科学大学

＊

＊＊

Ecole des Mines d’Ales, France
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イルオーバーに比べて穏やかな現象である。また、海上に

内容も、様々で、真偽が不明なものも多い。Table 1 では、

。しかし

文献等６, ７, ８）、インターネット等でボイルオーバー、スロッ

ながら、このような海上油流出によってボイルオーバーが

プオーバー及びフロースオーバーとされているものを列記

現実に起きたという報告例は聞かない。

した。日本では、過去 2 回大きなボイルオーバーが起きた

流出した油の燃焼でも起こるとされている

３, ４, ５）

ことが報告されている９）。また、第二次世界大戦やイラン

３．ボイルオーバー事例とその解析

イラク戦争、湾岸戦争中、空襲、砲撃等によって石油タン

3.1 ボイルオーバー事例

クが火災となり、ボイルオーバーを起こしたとの報告があ

ボイルオーバーの発生件数は必ずしも多くはないが、世

るが、情報が必ずしも十分でない。

界的には、過去、約 50 件程度が報告されている。報告の
Table 1 Major boilover incidents
Date

Place

Fuel

1892.6.22

Colegrove, PA, Crude oil
USA
Fuel oil

1917.10.14 Bakersfield,
Crude oil
CA, USA
1924.9.14 Monterey Bay, Crude oil
CA, USA
1926.4

Brea, CA,
USA

Crude oil,
Fuel oil

1926.4.7

San Luis
Obispo, CA,
USA
Hanigsen,
Germany

Crude oil
Fuel oil

1945.1.14

Rio Bravo,
CA, USA
1954.5.22 Signal Hill,
CA, USA
1954.10.15 Yokkaichi,
Japan

Crude oil

Tank

Summary, Cause

Time to
boilover

D=24.3 m, H=7.62
m in Pump station

Lightning in heavy
rain, Fire ball was
made(Height: 300m)
6hrs and 20 min after
ignition, BO occurred
Lightning, Totally 7
tanks were burnt

9hrs, 16 hrs
(Crude oil),
27hrs (Fuel oil)

AOC(Associated
oil Co), Refinery
D=35 m, H=9.1 m
H0=3.1 m, AOC,
Terminal.
Crude oil D=145m、Lightning, 300m high
H=7.4m、Fuel oil fire ball was made
D=130m, H=8.2m
in Oil therminal,
Union Oil
D=40m,
Lightning in heavy
H(=H0)14.8m,
rain, 300m high fire
Unocal, Tank farm ball was made
Fix roof, V=500kL, Aerial attack during
D=10.8m, H=5m、 WW Ⅱ
H0=1m, AG Oil Co.

Time to Damage
extinguishment
>5days 3 were
killed

BO started
after 6hrs and
20min.
8hr (Fuel oil),
15hrs (Crude
oil)

>5days

2 dead

Twice (9hrs,
27hrs)

>5days

2 dead

2hrs15min

No.

1946.5.26

1955.8.27

Whiting, IN,
USA

1958.5.22

Signal Hill,
CA, USA
Nigata, Japan

1964.6.16

1968.1.20

Pernis,
Rotterdam,
The
Netherlands

Refinery, Hanckoq
Oil.
Crude oil, Fuel oil :
Fuel oil C V=8000kL, D=32m,
H=10m, H0=8.75m
totally 6 tanks,
Refinery, Dikyo Oil
Co.
AOC refinerey

Crude oil,
Fuel oil
Crude oil,
waste oil

Froth over
No dike, Explosion
6hrs and 35min >28hr
suddenly in fuel oil
tank and oil spread
for 300m, 300m high
fire ball was made

Explosion occurred
inside tank, Large
fire ball was made
Refinery, Hanckoq Slopover
Oil
Multi-BO in crude
30000kL and
45000kL Crude oil oil and fuel oil tanks.
tanks, Showa oil
Sloshing by great
Refinery
earthquake
Totally 80
D=40m, H=14.8m, Runaway reaction
Shell refinery
occurred in emulsion tanks burnt
in waste oil tank, then
explosion, Slopover
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1971.6.26

Czechowise,
Poland

Crude oil

1972.8.4
1974.1.11

Trieste, Italia
Port Neches, Crude oil
TX USA

1975.6.19

Findlay, Ohio, Crude oil
USA

Findlay, Ohio, Crude Oil
USA
1980.6.2
Caleta
Cordoru,
Chubut,
Argentina
1982
Beaumont, TX, Crude Oil
USA
1982.12.19 Tacoa,
Fuel oil C
Venezuela

Cone roof,
V=12560kL,
D=33m,H=14.7m,
H0=11.7m
Refinery
V=3180kL

Milford Haven, Crude oil
UK
(Light)

1984.7.22

Bethlehem,
PA, USA
Thessaloniki,
Greece

1986.2.24

1986.10.1

New port, OH,
USA
1987.6.2
Port Edouard
- Herriot,
Lyon, France
1987.12.12 Maharasshatra,
India
1989
1989.8.12

Batum,
Georgia
Huang Dao,
China

Crude oil
Diesel oil

Cone roof

13 tanks were burnt

Cone roof,
V=45000kL,
D=60m,
H=20m(H0=6.1m),
Thermal power
plant
Floating roof
V=80000kL, D=78
m, H=20 m, H0=13
m, Amoco refinery

High temperature
heavy oil C ignited
inside tank and burnt,
and made BO, 450m
high fireball was
made
Vapor from crack
of tank was ignited
by high temperature
emission from flare
stack. 1000m high
fire ball was made.
BO occurred 2times

Fixed tank,
V=18000kL, D=40
m, H(=H0)14.8 m,
Floating roof (Max.
of D:80 m), Oil
terminal
Wooden roof, D=29
m, H=8.5 m
Shell

Frothover
Lightning
Not BO, but called
BO
Chemical reaction
occurred in tank, and
fire

Crude oil

Lightning

Venezuela

Fuel oil

1990.8.25

TX, USA

Crude oil

33
firemen
dead,
ca 100  
injured
One
injured

V=23000kL,
made of Concrete,
Refinery
Floating roof,
Power plant

BO occurred
20days
after 6hrs and
15 min, oil
spread over for
3km

ca 150
dead
and 500
injured

12hrs, 14hrs
and 10min

60hrs

6 injured
(firemen)

7days

1 dead, 7
injured

Spilled oil got fire
30hrs
with welding work in
the dike, 300m high
fire ball was made,
10 tanks burnt

(Recycled) Floating roof
Crude oil V=3300kL,
Refinery

1989.6.30

1hr and
30min
after
BO

Oil terminal

Chemical factory
Crude oil,
Fuel oil

5hr and 30mi

Lightning, Fire
expanded four
neighboring tanks,
BO occurred at least
twice
Lightning. BO
16hrs
occurred 16hrs after
ignition

1978

1983.8.30

Lightning, and roof
collaped. four tanks
were damaged.

Lightning
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FO started at
4hrs and 45min

Continued for 4 16 dead
days

22
firemen
injured
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1991

Kuwait

1991

Sherwood, ND,
USA
USA
High flash Cone roof
point liquid
OK,USA
Crude oil Cone roof,
V=8745kL

1995.3
1995.6.10
1995.6.20
1995.7.4
1999.5
1999.8.17
2002.7.20
2004.3.8
2005.10.4

2008.7.2
2009.4.4
2009.8.22
2014.3.21
2014.5.21

TX, USA
Eyguieres,
France
Franklin, LA,
USA
Iznit, Turkey

Crude oil

Sabotage, Several
tanks caused BO
during Gulf war
Slopover
Frothover
Lightning, Slopover
and then, BO
occurred

Lubricant
oil

V=2.5kL, D=1.5 m,
2hrs and 20min
H=2 m, H0=0.25 m
D=22m
3 times of Frothover

Naphtha

Earthquake, Fire
continued for 3 days
30000kL, Chevron Lightning caused lim
Oil terminal
fire, no firefighting
V=5000kL,
Attack by terrorist
refinery
V=5000kL, D=69 Over-filling and
14hrs
m, H=14 m, H0=10 vapor cloud explosion
m
Ignition : Spark of
car, 2 tanks burnt
Oil terminal
Lightning, 7 tanks
burnt

Escravos,
Crude oil
Nigeria
Tinsukia. distr. Gasoline
Assam, India
Skikda,
Crude oil
Algeria
Hardin, TX,
USA
Torrance, CA,
USA
Russia
Crude oil
Mendoza,
Argentine
Lukoil, Komi,
Russia

Crude oil

V=20000kL

2 firemen dead

8days
4hrs
30min

Lightning, Neibouring
two tanks burnt

Crude oil
Crude oil

V=5000kL

1fireman
injured

BO=Boil over, H=Tank height, D=Diameter, V=Volume, H0=Fuel depth at the start of fire
過去最大の被害を与えたボイルオーバーは、1982 年、ベ
ネズエラ・タコアで起きたものである。C 重油
（V=45000kL）

数基のタンクで起きた。また、同一のタンクで何度か起き
たことが報告されている。

であるため、火炎は比較的小さく、消防隊のほか、マスコミ、
周辺住民がタンク周辺にいたところ、出火から 6 時間 15
分後に突然、ボイルオーバーが起きた。タンクは丘の上に
設置されていたため、あふれた重油は、防油堤を越え、周
囲約 3 km に広がり、また、隣接タンクに延焼、合計 4 基
のタンクが火災となった。この結果、約 150 名の死者が発
生した。
1964 年、新潟地震後に新潟市で起きたタンク火災及び
ボイルオーバーは、非常に大きなもので、タンク数 10 基
が焼失、また、原油及び重油のタンクで多数のボイルオー
バーが起こった９, 10）。Fig. 2 は、地震発生第１日目の写真
であるが、原油タンク（V=30000kL）が地震動でスロッシ
ングを起こし、火災を起こし、その後、更に周囲タンクに
延焼していった。ボイルオーバーは原油、重油を貯蔵する

Fig. 2 Large crude oil tank fires on June 11, 1964 (FDMA)

― 4 ―

消防研究所報告

第 117 号

2014 年 9 月

3.2 ボイルオーバーの事例解析

⑶ ボイルオーバーが起こるまでの時間及び高温層降下速

過去の事例を基にボイルオーバー、スロップオーバー及

度の推定

びフロースオーバーの発災油種、原因等について調べた。

実際のボイルオーバーの事例から、出火からボイルオー
。大体、
バーが起こるまでの時間 t bo を調べた（Table 5）

⑴ 発災油種
ボイルオーバーを起こす油種は、原油、重油が圧倒的

出火から 10 時間前後で起きていることが判る。短時間で

に多い。軽油、ガソリン、ナフサがボイルオーバーを起こ

起こったものは、スロップオーバーの場合、あるいは、タ

したとの報告はあるが、真偽は不明である（Tables 1, 2）
。

ンク内の燃料が比較的少なかった場合が多い。

Table 2 では、複数の油種のタンクでボイルオーバーが起

Table 5 Time to onset of boilover, tbo

きた場合、最初に起きたタンクの油種を記載した。
Table 2 Fuels caused boilover, slopover and frothover

Pre-burn time, tbo

Number

0-5 hrs

3

Fuel

Number

5-10 hrs

5

Crude oil

29

10-15 hrs

3

Fuel oil

3

15-20 hrs

1

Diesel oil

1

20-30 hrs

1

Lubricant oil

1

Over 30 hrs

1

Others

3

高温層がタンク下部に存在する水に触れた時、直ちに水の
沸騰が起きてボイルオーバーが起こるものと仮定すると、初期

⑵ ボイルオーバーの発生原因
ボイルオーバーの原因について、本来、原著報告書を確

燃料層厚さ H0 が判れば、高温層降下速度 u が計算できる

認して検討する必要があるほか、原因が複数ある場合もあ

(u=H0/tbo)。そこで、初期燃料層厚さ H0 及びボイルオーバーま

る。ここでは、文献等６, ７, ８）に従ってまとめた。Table 3 は、

での時間 t bo が明らかな事故例及び著者らが過去に行った実

ボイルオーバーを起こしたタンク火災の出火原因、Table 4

験データを基に高温層降下速度 u を求めた (Table 6)。大略、

は、ボイルオーバーの発生原因である（著者の推定含む）
。

0.3 〜 1.0 m/hr であることが判り、出火時のタンク内燃料量

タンク火災は、落雷、地震、戦争によるものが多い。落雷

（燃料高さ）が判れば、大雑把なボイルオーバーの発生時間を

は、特に、欧米のタンク火災の主たる出火原因となってい

推定することが可能となる。

る 。地震も多いが、地震が起こると、消防隊の活動が阻
７）

Table 6 Hot zone regression rate in real fires and

害され、初期の段階で消火できず、火災が長引き、結果的
にボイルオーバーに至ったと考えられる。戦争による例も
多いが、同様に消防力の不足により、消火そのものがなさ
れず、その結果、ボイルオーバーに至ったものであろう。
Table 3

Cause of tank fire in which boilover occurred

Cause

Number

Lightning

5

Attack in war, terrorism

5

Earthquake

2

Electrostatics

1

Unknown

33
Table 4 Cause of boilover

Cause

Number

No fire-fighting（less capability of firefighting 5
because of war, earthquake or other reason）
Less capability of fire fighting

5

Less knowledge of boilover

3

Unknown

35

our experiment results
Date

Hot zone
regression
rate, u
(Calculated)
1924.9.14 USA
Crude oil
0.49 m/hr
1945.1.14 Germany
Crude oil
0.5 m/hr
1954.5.22 USA
Lubricant oil 0.23 m/hr
(Froth over)
1954.10.15 Yokkaichi, Japan Crude oil
1.33 m/hr
1971.6.26 Poland
Crude oil
2.1 m/hr
1982.12.19 Venezuela
Fuel oil C
0.98 m/hr
1983.8.30 Millford heven, Crude oil
1.08 m/hr
UK
(Light)
1986.2.24 Greece
Crude oil
0.5 m/hr
1999.2.1-2 Tomakomai・
Crude oil
0.34 m/hr,
Japan (D=5m,
0.40 m/hr
experiment)
1998.9
Akita･Japan
Crude oil
0.30m/hr,
(D=1.9m,
1.94m/hr*
Experiment）
u ＝ H0/tbo、u:hot zone regression rate、H0：initial fuel
height、tbo：time to boilover
*: Emulsion crude oil
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Table 7 Rates of propagation of hot zone

４．ボイルオーバーに関する研究
4.1 1980年以前の海外の研究
ボイルオーバーは 19 世紀後半から
主に 米 国 で 起こっているため、米 国
での研究が先行し、概ね 1920 年代に
は、報告書が出始めている。Hall11）を
始め、Burgoyne and Katan12）が有 名
で あ る。 ま た、 ロ シ ア の Blinov and
Khudyakovs13）の研究も知られている。
これらの研究の詳細は既報２, ３）や長谷
川 14）が解説しているので、ここでは省

Light crude oil
Under 0.3% water
(API 25°and above）
Over 0.3% water
Heavy crude oil and
fuel oil

Under 0.3% water
Over 0.3% water

Tops (light fraction
of crude oil)

Heat wave rate
mm/min (m/hr)
7.0 〜 15
(0.42 〜 0.90）
7.5 〜 20
(0.45 〜 1.20)
〜 8.0
( 〜 0.48)
3.0 〜 20
(0.18 〜 1.20)
4.2 〜 5.8
(0.252 〜 0.348)

Burning rate
mm/min (m/hr)
1.7 〜 7.5
(0.102 〜 0.45)
1.7 〜 7.5
(0.102 〜 0.45)
1.3 〜 2.2
(0.078 〜 0.132)
1.3 〜 2.3
(0.078 〜 0.138)
2.5 〜 4.2
(0.15 〜 0.252)

略するが、主に、高温層の形成機構の
解明に焦点が置かれた。Hall11）の研究が顕著な評価を得て

した 16）。Fig. 3 は、直径 57cm、高さ 48cm の容器で、混

いるが、その中で、ボイルオーバーが起こる条件として、

合油（軽油 80% + ガソリン 20%）の燃焼中に形成された高

以下の３つを挙げている

。

14）

温層を容器側壁に作った直径 40cm の窓から観測したもの

1）油中に水が存在すること

である。泡は、高温層内で生じ、時間の経過と共に激しく

2）液面降下に先行して、熱エネルギーが降下すること

なり、かつ、その径も大きくなっていた 17）。
このほか、BLEVE（Boiling Liquid Expanding Vapor

3）油に粘性があること
また、Burgoyne ら 12）によって、高温層降下速度がまと

Explosion, 沸騰液膨張蒸気爆発と訳す）等によって起こる

められている（Table 7）
。スエーデン・SKUM 社の実験研

ファイアボールからの放射熱、その継続時間についても研

究 15）も有名で広く知られている。

究したが、ファイアボールはボイルオーバー発生時にも起

これらの実験データは、非常に古いものではあるが、著
者らの結果や事故事例（Table 6）とも概ね一致し、石油タ

きる場合があり、被害を一層大きくする可能性がある 18）。
⑵ 古積の研究

ンク火災で大略、火災が終了するまでの時間及びボイル

古積（著者の 1 人）は、消防研究センター（以下、消

オーバー発生までの時間の推定に使える。これらのデータ

防 研 と 呼 ぶ ）に お い て、 ま た、 米 国 NIST（=National

から例えば、以下のことが明らかにされている。

Institute of Standards and Technology）に滞在中、D.

1）軽
 質原油は、ボイルオーバーを起こしやすい（起きるま

Evans の研究グループとの共同研究の中で、水面上での油
の燃焼性状の研究、及びボイルオーバーの研究を行い、燃

での時間が短い）
2）重
 質原油や重油は、ボイルオーバーが起こるまでに時

料層内の温度変化から高温層の成長（厚さ、温度の時間変

間が掛かる。しかし、形成される高温層の温度は高く、

化）を明らかにした（Fig. 4）19, 20）。NIST の研究は、コー

起きた場合には、より激しいものになることが予想され

ンカロリメーターでの小規模実験（D=10cm 程度）から、

る。

一辺 15m 容器での規模の実験にまで及び、様々な情報が

3）水
 が、燃料層中に存在するとボイルオーバーまでの時間

得られたが、燃焼性状が火災規模に大きく支配されること
を示した 21）。

は短くなる（高温層降下速度が大きい）。
4.2 1980年以降の消防研究センターの研究

その後、M. Kokkala（フィンランド・VTT）とアラビア
ライト原油を使って燃焼実験を行い、ボイルオーバーまで

⑴ 長谷川の研究
長谷川は、ガソリン、軽油及び両者の混合物を燃料とし

の時間、激しさ等について基礎的なデータを得た 20）。また、

てボイルオーバーの研究を行い、高い評価を受けている。

比較のために、A 重油、灯油でも実験を行い、原油、A 重

燃焼容器壁の一部に穴を空け管を通し、ガラス窓（直径

油は高温層を形成することを示した。その結果、燃料層と

4cm）を通して高温層の形成の様子を調べた。高温層とそ

ボイルオーバーの激しさ、ボイルオーバーまでの時間等の

の下部の層の境界は上下動を起こしていること、高温層と

情報を得た。また、高温層の温度上昇は、燃料の蒸留曲線

冷燃料層の境界上部で泡の発生が見られること、生じた泡

に従っていること、燃焼後に大量の残さが残るが、燃料量

は、時間経過とともに徐々に増し、また、その径も大きく

の 1 〜 2 割に達すること、燃料層厚さが増すと残さも増加

なることが判った。また、燃焼中の容器から試料を採取、

することを示した 19, 21）。

組成の変化を調べ、高温層形成のモデルを提案した。その

Fig. 5 は、ボイルオーバー時の火炎の変化の様子を熱

中で、燃料層内の対流が高温層形成に重要であること、容

画像装置で撮影したものである。熱画像で得られた温度

器材料が高温層形成に重要な影響を及ぼしていることを示

（Emisivity=1 と仮定、Apparent temperature と定義）で表
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Fig. 3 Visualization of hot zone formation in 58cm pan17). Duration is the time from the start of fire.

Fig. 4 Boilover and hot zone formation with time using Arabian crude oil in 1m pool tank. Numbers in the
Fig. are the duration from the start of fire.
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Fig. 5 A series of thermography (Nippon Avionics Co. 3000) pictures in 0.3 m pan fire, Fuel: Arabianlight crude
oil, taken every 0.1 second. Numbers show the duration (Unit: 0.1s ) from start of boilover. Temperature
of the flame is represented as apparent temperature (emissivity of the flame is assumed to be 1）
している。ボイルオーバーによる放射熱の急激な増加は約

tbo = H0/u

1 秒で終わり、
目視では、
一段の爆発現象のように見えるが、

tbo = H0（1- v/u）
Hh =（u - v）

二段の爆発現象（放射熱のピークは、2.3 秒及び 2.8 秒付
近にある）となっているのが判る 21）。

また、
縦軸は、
ボイルオーバーの激しさ I であるが、
ボイルオー

ボイルオーバーの激しさは、高温層が水層に触れた時の

バー時の周囲への最大放射熱量 r bo と定常燃焼時の放射熱

熱交換量に支配されることから、高温層の厚さとその温度

量 rst の比から得た。この結果、ホットゾーン厚さ Hh が増すと

に支配される。他方、高温層の温度は、ボイルオーバー発

ボイルオーバーが激しくなることが判る。但し、様々な燃料に

災時、大きな差はないので、高温層厚さがボイルオーバー

広く適用するかどうかは不明で、今後、検証の必要がある。

の激しさと関係すると考え、両者の関係を調べた（Fig. 6）
。

⑶ 旧石油公団・東大・消防研による大規模な実験

図の横軸はボイルオーバー時の高温層深さ H h で、次式か
ら得た。

旧石油公団（現・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構（JOGMEC）
）では、苫小牧、秋田の石油基地及
び苫小牧・東港において大規模な火災実験を行った 22,23,24）
（Table 8）
。1998 年の実験は、大規模な液面燃焼の性状を
調べるもの、2005 年のものは、ナフサの燃焼性状を調べ
るものである。ボイルオーバーについては、1998 年及び
1999 年に行った。1999 年の実験（苫小牧東港）において、
直径 5 ｍ、高さ 0.9 ｍの鋼製容器でアラビアライト相当原
油（複数の原油を混合して、API 度をアラビアライト原油
と同じとしたもの）を使って、燃焼実験を行い、ボイルオー
バーを起こした（Table 9, Figs. 7,8）
。本実験は、同一条
件で 2 回行い、燃焼速度、ホットゾーン降下速度等の基礎
的データを得た。また、火炎からの放射熱は、常に風下側

Fig. 6 Relation between depth of hot zone at onset of
boilover and intensity of boilover, I(=rbo/rst)

が大きかった。本実験は、世界的に見ても最大級の実験で、
当時の石油公団・高橋徹課長、苫小牧東部石油（株）
・夏
目泰忠副所長の努力によるものである。
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Table 8 A series of collaboration research by University of Tokyo, Japan National Oil Cooperation and NRIFD
Tomakomai

Date

Fuel

Pan diameter (m) Purpose

1998.1

Crude oil

5, 10, 20

Burning characteristics for large
scale fires (Radiation, burning rate,
smoke)

Akita

1998.9

Crude oil

1.9

Boilover, using Emulsified oil

Tomakomai

1999.2

Crude oil

5

Boilover

Tomakomai

2005.2

Crude oil, Gasoline, 4.6
Naphtha

Comparison burning characteristics
(Radiation, burning rate)

Table 9 Summary of Tomakomai Boilover experiments in 1999

Fig. 7 Boilover of first burn in Tomakomai 5m
diameter pan fire test (1999.2)

Test No.

1

2

Pan

D=5m, H=0.9m

D=5m, H=0.9m

Burnt oil(net amount)

2.4kL(=24% of
initial oil)

2.5kL(=25% of
initial oil)

Depth and temperature
of hot zone

331mm, 282℃

328 ｍｍ , 290℃

Time to boilover (min)

78.8

66.4

Intensity of boilover
5.8*, 22.0**
(Based on radiation data)

4.6*, 22.7**

Burning rate (mm/min)

1.6

2.0

Hot zone regression rate 5.7
(mm/min)

6.7

*: windward, **: leeward

Fig. 8 Time history in fuel temperature in Tomakomai test in 5m pan (First burn)
苫小牧での実験中、別に直径 60cm の容器で水層の厚さ

さが増すと、燃料層から熱を奪うため、高温層降下速度は

とボイルオーバーまでの時間との比較実験を行った。水層

小さくなり、ボイルオーバーまでの時間は長くなることが

の厚さを 0.01m から 0.2m まで変えて行ったが、水層の厚

判った。また、５ｍ容器の実験に比べて、高温層降下速度
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が小さくなったが、容器径が大きく影響するものと考えら
れる（Table 10）
。

Table 11 は、秋田（男鹿市）の石油備蓄基地での実験の
結果である。燃料の申川原油中に水分がエマルジョンの状
態で存在し、燃焼中でも分離がなされなかった。そのた

Table 10 Effects of water (Pan diameter=0.6m)

め、高温層が低い温度の時に、予想よりもかなり早くボイ

A

B

C

D

Height of water layer
(m)

0.01

0.05

0.10

0.20

Height of fuel layer (m)

0.21

0.21

0.21

0.21

Free board (m)

0.05

0.05

0.05

0.05

Time to boilover (min)

70.16

130.50 131.02 133.33

Hot zone thickness at
boilover (mm)*

マルジョン化して存在する水は取り除かなかった）
。水の

7.37

13.70

沸騰音は生じたが、ボイルオーバーは起こらなかった。高

13.76

ルオーバーが起こってしまった。

14.01

*: Estimation (Assumed to be: hot zone regression rate:
2.10 mm/min, Burning rate: 1.05 mm/min21))

実験は、4 回行い、Run #1 では、明確な高温層が形成
される前にボイルオーバーが起こった。Run#2 及び #3 で
は、ボイルオーバーが起こる直前の高温層温度は約 140℃
であった。他方、Run#4 では、水層は無くした（燃料にエ

温層は、380℃程度に達した。このことから、燃料にエマ
ルジョン状態で存在する水は、ボイルオーバーの引き金に
成り得るが、底部に水層がなければ、ボイルオーバーには

Table 11 Summary of Akita boilover experiments (September 1998)
Pan diameter

Run #1

Run #2

Run #3

Run #4

1.9 m

1.9 m

1.9 m

1.9 m

100 mm

200

400

400

Water thickness (mm)

700

500

300

0

Time to boilover (min)

Fuel thickness (mm)

12.3

15.4

31.0

-

Burning time (min)

18

32

40

>90

Burning rate (mm/min)

3.8

3.5 〜 4.2

3.2

3.3, 3.7

-

-

32.3

5.0

3〜8

5 〜 12

10 〜 20

-

Hot zone regression rate
(mm/min)
Intensity of boilover
Intensity of boilover is defined in Fig.6

Fig. 9 Relationship between burning rate and heat wave regression rate with pan diameter, gathering
experimental and real fire data
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至らないことが明らかになった。

されたが、流出油の厚さとボイルオーバーの起こり易さ、

ボイルオーバーの激しさは、高温層の厚さとその温度の

ボイルオーバーが起こるまでの時間について、著者の研究

積に支配される。高温層の厚さは、燃焼速度と高温層降下

結果に近い結果が得られた 26）。日本大学・島根らは、直

速度の差で表されるが、タンク直径が大きいほど、この差

径 9cm の容器を使って、界面活性剤の添加のボイルオー

が小さいことが判る（Fig. 9）
。他方、高温層の温度は、燃

バーへの影響を調べた 27）。

料、燃焼時間による。著者らの小型実験や苫小牧での実験

4.4 米国、ヨーロッパ、中国の研究
米国では、従来より多くの研究がなされてきたが、最近

結果では、最高 400℃程度に達していた。その結果、タン
ク直径が大きい場合、高温層は薄くなり、そのため、ボイ

では、ヨーロッパで広く研究がなされている。

ルオーバーは起こりにくく、また、激しくないことが判る。

⑴ 米国・NISTの研究

しかし、高温層は、経過時間と共に成長することから、長

米国・NIST の D. Evans、D.Walton らの火災研究グルー

時間の火災後に起こるボイルオーバーは激しいものになる

プは、米国・内務省、沿岸警備隊やカナダ・環境庁と共

ことが予想される。

同で、海上流出油の燃焼実験を行っていた 28,29,30）。その中

4.3 その他の日本での研究

で、ボイルオーバーの大規模火災実験を含めた研究を行っ

海上災害防止センターでは、タンカーのダブルハル化
（Hull, 油流出防止のために、最近建造されるタンカーは船

てきた。著者も一時、NIST に滞在し、実験に加わった。
NIST では、大規模な火災実験をアリゾナ州・Mobile の沿

底、壁が二重となっている）に関連して、ボイルオーバー

岸警備隊基地の実験場で行ったほか、カナダで海上流出火

の研究がなされた。その結果、二重壁の場合、海水でタン

災実験を行った（Fig. 11）
。また、消防研でも実験が行わ

クが冷却されず、ボイルオーバーが起こり易いことを示し

れた。その結果、小規模な実験では激しいボイルオーバー

（Fig. 10）
。
他方、
シングルハルでは、
海水の冷却のため、
た 25）

が起こるが、大規模な水面上での原油の燃焼では、ボイル

ボイルオーバーは起こりにくいことが判った。

オーバーが起こらないことを示したが、わずかに薄層ボイ

海上保安大学校では、海上流出油火災のための研究がな

Fig. 10 Schematic illustration of double hull model fire

ルオーバーと呼ばれる撥水現象が見られた（但し、周囲へ

Fig. 11 Crude oil burn near Newfoundland islands(1993.8)

Table 12 Comparison of experiment results between NIST and NRIFD using Louisiana crude oil
Place

Pan diameter (m)

Fuel depth (mm)

Burning rate
(mm/min)

10
11
50
NRIFD
20
2.0
50
6.0
61
Mobile
15.0sq.
54 〜 57
Mobile: Tests were conducted at US Coast guard base in Alabama,
Water thickness was larger than 20cm
NIST

0.4
0.6
1.2
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1.9
2.0
2.8
2.5
2.9
3.8
3.8
USA

Heat wave
regression rate
(mm/min)
3.0
3.0
3.1
2.9
3.0
5.1
4.1 〜 5.4

Time to boilover
(min)
5.4
5.8
16.2
7.2
16.8
12.0
10.0 〜 13.8
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の放射熱はほとんど増加しなかった。
）
。Table 12 は、結果

大規模なタンク（D = 2m）では起こらないことが報告され

をまとめたものである。

ている上、実火災でも起きた例がない。

⑵ B.Broeckmannらの研究

⑷ P.M. Michaelisらの研究

B.Broeckmann ら（ドイツ） は、容器直径 1.9m までの

P.M.Michaelis（フランス・TOTAL）は、長年にわたって、

31）

比較的規模の大きな実験を行い、高温層形成のモデルを

ボイルオーバーの研究を行った。同氏の研究成果は、ほと

提案した。彼らのモデルは、火災からの放射熱及び燃料

んど論文になっていないため、余り知られてはいないが、

層内に生じる泡によって燃料層内で強い対流が起き、そ

貴重な大作を残している６）。高温層形成機構については、

の結果、燃料層内に高温層が形成されるとし、長谷川の

従来の考えを踏襲している。また、フランス ･INERIS で

説に近い。

も実験が行われた 37）。
ボイルオーバーの起こり易さを燃料の性状（平均沸点、

彼らのグループは、最近では、ボイルオーバーの抑制の
研究を進めている。M.Gosewinkel, J. Van Buren らによっ

沸点範囲及び動粘度）から評価されるとし、次式を提案し

て、界面活性剤を燃料に添加し、ボイルオーバーの抑制

た。PBO が 1.4 以上の燃料でボイルオーバーが起こるとし

に効果があるか調べた。彼らの小規模実験（容器直径：

ている
（Table 13 は、
計算結果）
。従って、
A 重油は起こるが、

4cm）の結果によれば、ボイルオーバーの発生を遅らせ、

軽油、灯油では起こらない。同氏のボイルオーバーは、薄

かつ、その激しさも小さくなるとのことであった

。著者

層ボイルオーバーを対象にしておらず、軽油でみられるボ

32）

らのアニオン系界面活性剤添加による小規模実験（D=9cm、

イルオーバーは議論していない。

15cm）では、一定の効果（ボイルオーバー開始の遅延、激

この式は、必ずしも、広く採用されていないが、一定の

しさの低下）は見られた。他方、著者も参加した Lastfire

目安にはなる。

の実験（D=1.2m）でも界面活性剤添加の影響を調べる実験
1/3
（ΔTebul/60）
（VHC/0.84）
］
PBO ＝［
（1-393/Tbul）

が行われたが、余り、顕著な効果はなかった。規模の効果
を調べるとともに、火災時、どのように界面活性剤を投入

ここで、Tbul は、燃料の平均沸点、ΔTebul は、沸点範囲、

し、水とのエマルジョン化を図るのか、実用的な面での検
討が必要である（泡消火薬剤も界面活性剤の一種であるが、

V HC は、25℃での動粘度である。この考えに従えば、バイ

泡消火薬剤を投入してもボイルオーバー抑制に有効な水エ

オデイーゼルのように沸点範囲が狭い燃料ではボイルオー

マルジョンが確認されていない。
）

バーが起こらないことになる。
⑸ スペインのグループの研究

⑶ P. Garoらの研究
Garo ら（フランス・Poitiers 大学） は、薄層ボイルオー

F. Ferrero ら（スペイン）は、最大 6 ｍまでの容器によ

バーに最初に取り組んだ研究グループの一つである。燃

る大規模な実験も含めて、軽油を使って薄層ボイルオー

料層厚さとボイルオーバーが起こるまでの時間の関係を得

バーの実験を行っている 38）。放射熱測定から、火災時の

た。消防研との共同研究において、ボイルオーバーの激し

安全距離を求め、従来提案されている放射熱のモデルの評

33）

さと燃料層厚さの関係について消防研の結果と合致するこ

価を行った。容器直径が大きくなると定常燃焼時及びボイ

とを示した 34,35）。しかしながら、薄層ボイルオーバーは、

ルオーバー時の火炎の放射発散度が相対的に小さくなると

前記したように NIST（最大一辺 15m 角容器）や Petty36）の

の結果は、著者らの放射熱測定の結果と合致する。

Table 13 Calculation results for various fuels using PBO

Fuel

Tebul, K

Boiling range,
℃

Δ T, K

VHC, cSt

PBO

Boilover

Heavy crude oil

621

368 〜 1047

654

5.2

6.46

Yes

Lubricants

600

456 〜 789

333

11.7

5.29

Yes

Medium crude oil

556

348 〜 888

495

2.8

4.05

Yes

Fuel oil A

539

450 〜 647

197

7

2.89

Yes

FOD oil

564

482 〜 661

79

0.84

1.39

No

Diesel (Gas oil)

547

473 〜 633

160

0.81

1.24

No

Kerosene

441

408 〜 478

70

0.73

0.505

No

Naphtha

437

418 〜 458

40

0.41

0.279

No

Gasoline

405.5

363 〜 453

60

0.37

0.239

No
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⑹ D. Laboureurの研究

分率は、容器直径によって減少しないことを明らかにした。

D. Laboureur（ベルギー・Von Karman 研究所）

は、

G. Hankinson（Loughborough University）は、高温層形

39,40）

2012 年、ボイルオーバーと BLEVE の研究で学位を取得

成のモデル作成のため、ガラス容器のタンクの燃料上部に

した。同氏は、軽油のボイルオーバーについて小型実験を

高温板を置き、高温層形成とボイルオーバーの様子を明ら

主体に火炎構造との関係について明らかにした。同氏の研

かにした。長谷川が発見したボイルオーバー前の高温層の

究の中で、ボイルオーバーの激しさについて、過去のデー

上下動が見られず、高温層の上下動は、火炎の振動が関係

タをもとにまとめている）
。また、ボイルオーバーが起こ

しているのかもしれない 43）。

るまでの時間χについて、燃料の燃焼量 Vol f に関係すると

⑻ 中国の研究
W. C. Fan44）（中国科学技術大学）のグループは、長年、

して、

ボイルオーバーの実験を続けている。ボイルオーバー前後
χ＝ 93.57（Volf）

の燃焼音、水の沸騰音を調べた。ボイルオーバー直前で、

0.0752

急激にこれらの音が大きくなる。従って、ボイルオーバー
を与えているが、著者らは、初期燃料厚さ（または、初期

発生の予測に使えることを示した。また、
ガラス容器を使っ

燃料厚さ/容器直径）が、支配していると考えている。

て、高温層の様子を観測し、ボイルオーバー直前には、燃

⑺ Lastfire groupによる研究

料との境界で、泡が急激に増し、また、泡の大きさも大き

N. Lamsden（英国・Resource Protection International）

くなることを明らかにした。

は、世界の主要な石油会社 16 社の資金提供を受けて、

⑼ その他

41）

Lastfire（=Large Atomosperic Storage Tank）グループを

Jordan Hristov
（ブルガリア）も、
著者、
Garo その他のデー

作り、石油タンクの防災に関し、様々な活動を行っている。

タを使って、理論的にボイルオーバーの発生機構を調べて

特に、ボイルオーバーに関する一連の研究では、直径 2m

いる 45）。
Kozo Saito（米国・ケンタッキー大学）のグループでは、

程度の大きさのタンクを使って行い、著者のような研究者
だけでなく、企業の技術者にも見学させ、石油タンクの危

直径数ｃｍの容器での実験ではあるが、燃料内部への熱伝

険性の啓蒙にも役立っている（Fig. 12）
。日本からは、残

達（In-depth radiation）とその分布について調べた 46,47）。

念ながら、参加企業はいない（以前は、出光興産が参加し

水の沸点よりも高い燃料、例えば、トルエン等でも起こる

ていたが、現在は参加していない）

としているため、薄層ボイルオーバーに近い現象で現実的

彼らは、UAE で、大規模なボイルオーバーの実験（容
器直径：最大 4.5 ｍ）を行ったが、その成果の一部は発表

ではない面もある。また、高温層形成については論じてい
ない。  

されている 42）。ボイルオーバーで吹き消えは起こらず、何

S.E.Petty（米国）は、2 ｍ容器で水の上で様々な種類の

度もボイルオーバーが起きたことが報告されている。最近

原油を燃焼させてその燃焼性状を調べ、薄層ボイルオー

では、バイオエタノールの燃焼研究を行っており、スウェー

バーが起こらないことを示した 36）。

デン SP（Technical Research Institute of Sweden）と共同
で直径 10 ｍまでの大きさの容器で燃焼実験を行い、放射

５．バイオ燃料の燃焼研究及びボイルオーバー抑制の研究
最近、著者らは、普及しつつあるバイオ燃料の危険性評
価研究の一環として、バイオデイーゼルの薄層ボイルオー
バーの研究を行っている。また、ボイルオーバーへの対応
策の研究を進めている。
5.1 バイオ燃料の防災に関する研究
最近の地球温暖化対策として、また、東日本大震災での
福島での原発事故の結果、バイオ燃料の開発研究が促進さ
れている。バイオデイーゼル（BDF）は、引火点が高く、
安全性が高いと考えられており、軽油の代替燃料として、
世界的には広く使われている。他方、分子内に酸素を持っ
ているため、酸化されやすく、発火危険がある 48）。そのた
め、世界的には、タンク火災を含め多くの火災事例がある。

Fig. 12 Burn test at Coast guard training school in
Spain (May 2012)

Fig. 13 は、韓国でのバイオデイーゼルのタンクの火災で
ある。配管の溶接の火花が漏えいしていたバイオデイーゼ
ルに着火し、タンク火災に至ったとされている。
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そこで、その火災危険性について調べた。その結果、

⑴ タンク側板の冷却

BDF は、沸点範囲が均一であり、燃料層内にホットゾー

海上災害防止センターの研究 25）においても明らかだが、

ンは形成されないが、燃焼末期にボイルオーバーのように

小型実験では、タンク側板の冷却は一定の効果がある。燃

急激な爆発現象を伴うことを明らかにした（Figs. 14, 15）

料への熱の流入を減らし、燃焼速度は大きく低下する。直

。

49）

径 9cm の実験では、
周囲への放射熱は約半分になり。また、

5.2 著者らのボイルオーバー抑止のための研究

ボイルオーバーも起こらなかった（Fig. 16）
。また、高温

著者らは、フランス ･EMA（Ecole de Mine Ales）と共同

層形成のための熱も減る。Table 14 は、原油、軽油及び

でボイルオーバー抑制の可能性について実験的に研究して

BDF のボイルオーバーに及ぼす側板冷却の効果を調べた

いる。また、Lastfire グループを始め、様々な研究グルー

ものである。原油及び BDF では、冷却の結果、ボイルオー

プの実験研究に参加し、放射熱等を測定し、提供している。

バーは起こらなかった。軽油でもボイルオーバーまでの時

この中で、ボイルオーバー防止については、様々な提案が
なされている。例えば、以下の方法が考えられる。

Fig. 13 Biodiesel tank fire in Korea(July 2006)

Fig. 14 Distillation curves of biodiesels, petorodiesel
(normal diesel) and rapeseed oil

Fig. 15 Radiation from Biodiesel fire (Pan diameter: 0.92m), which were measured at L/D=5,7 and 9
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Fig. 17 Schematic illustration of floating beads in
burning tank
Table 15 Effects of beads on burning characteristics
in 15 cm pan
No bead

Small
beads

Large
beads

Burning rate
(kg/s/m2)

0.0046

0.0043

0.0064

Radiation
(kW/m2)

0.22

0.22

0.3

Time to boilover
(s)

248

261

231

Hot zone regression rate
(m/h)

0.13

0.12

0.14

Fig. 16 Effects of cooling tank wall (Murban crude
oil, D=9cm)
Table 14 Effects of cooling tank shell of 9cm pan by
water in NRIFD test
Fuel

Free burning
Time to
BO(s)

Crude oil

BO
Time to
Intensity* BO (s)

150

Diesel oil 180 〜 240
BDF

Water cooling

210

BO
Intensity*

6.1

-

-

14

252

2.7

14.5

-

-

Radiation was measured at L/D=5, L=Horizontal
distance from pan center, D=Pan diameter
Beads were added for one layer of beads

*：Definition is the same as that in Table 9

ズを使ってより丁寧な実験を行っており、ビーズの燃焼抑
制成果が期待されている。

間は長くなり、その激しさも小さくなり、側板の冷却の効

⑶ タンク内燃料の撹拌

果があることがわかった。

タンクは、内部に撹拌装置を有する場合がある。これを

⑵ 不燃性ビーズの投入

作動させることで、燃料表面温度の低下、高温層の破壊に

火災時、泡消火剤に加えてビーズ（シリカ製、プラスチッ

よって、燃焼速度、周囲への放射熱の低下、ボイルオーバー

ク製）をタンク内に投入することで、燃料表面積を縮小し、

の抑制（ボイルオーバーまでの時間、その激しさ）に一定

火炎を小さくする方法が、Lastfire のグループから提案さ

の効果がある可能性がある。そこで、その効果を調べたが、

れている。

原油、軽油ではほとんど効果がなかった。BDF では、一

著者らは、直径 10cm 及び 15cm の容器に原油、バイオ

時的に燃焼速度、放射熱が１~ ２割、低下したが、消火に

デイーゼルを燃料として、ビーズとしては、直径 1 〜 2 ｍ

は至らず、顕著な効果は見られなかった。しかし、燃焼初

ｍ及び 9 〜 12 ｍｍの２種類（シリカベース、見掛け密度：

期では、油温が低く、また、高沸点燃料では効果がある可

。燃料表面にビーズ
140kg/m ）を使って行った（Fig. 17）

能性があるので、今後共検討したい。

を厚さで一層程度投入してもほとんど効果がなかった（燃

⑷ 界面活性剤、アルコールの添加

3

焼速度の低下は見られず、また、ボイルオーバーも起こり、

事前に、燃料にアニオン系界面活性剤を数％、また、エ

ほとんど効果はなかった。Table 15）
。しかし、大量に投

タノール数％を入れて、タンク底部に存在する水を燃料と

入した場合や、ビーズのサイズが小さい場合には、一定の

混合（エマルジョン化）させ、ボイルオーバーの抑制につ

効果があるかもしれない。また、火災タンクへのビーズの

ながるか調べた。界面活性剤で十分に水と混合した燃料で

投入方法についても研究する必要がある。Last fire グルー

は、燃焼直後から、水の沸騰が観測され、ボイルオーバー

プはタンク上部から、及びタンク下部からの投入（SSI）

が起こるまでに水が気化することは確認した。そのため、

の両案を提案している。

界面活性剤の添加については、ボイルオーバー発生の抑制

諏訪東京理科大・須川グループ

では、
様々な物質のビー

50）

に一定の効果があることを確認した。他方、エタノール添
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加は、著者らの実験ではほとんど効果が見られなかった。

力しながら、ボイルオーバーの研究、特に対策のための研

引き続き、アルコールの添加量を変えて、また、コスト面

究を行う予定である。

から IPA
（イソプロピルアルコール）やグリコールを使って、

謝辞：本原稿作成に当たっては、夏目秦忠氏、三宅満次郎

同様の試みを検討している。

氏（共に元・出光興産）を始め、多くの方から情報提供を
受けています。また、大規模実験では、多くの方々の協力

5.3 ボイルオーバーへの対応策

を得ました。改めて感謝致します。

現時点で、ボイルオーバーの被害軽減に最も有効な手段
は、出来るだけ早く、発災タンク内の油を別なタンクに移
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Boilover: Occurrence and Current Research

（Abstract）
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Past boilover incidents were summarized and its analysis was conducted. Crude oil pool fire has most
possibility to occur boilover. Visualization inside fuel was conducted by several research groups, and bubbles
were formed at interface between hot zone and cold fuel layer. It contributes hot zone formation. Water/fuel
emulsion accelerates boilover.
Recently large pool fire tests including boilover were conducted world widely, and trials to mitigate
boilover were conducted by several groups, but still we need more research to get useful countermeasure against
boilover. Biodiesel occurs boilover, even its boiling range is very narrow.
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説

火力発電施設の火災事例について
鈴木

健

（平成 26 年 8 月 1 日

受理）

太火力発電施設での火災事例をまとめることは、公設消防機関が、消火、調査、指導などを行う際の
参考になると思われる。そのため、いくつかの資料から火災事例を収集し、まとめた。また、海外の文
献より、火力発電施設における消防活動の注意点をいくつか紹介した。

１．まえがき

火力発電施設が正常に運転された方がよいのはもちろんで

資源エネルギー庁が公表したエネルギー需給実績１）より、
2010 年から 2012 年における発電用燃料の内訳を図 1 と 2

あるが、故障や事故が起きることもある。千葉５）は、火力発
電施設での故障、事故として、以下の 7 項目を挙げている。

に示す。日本国内で使用される電力のほとんどが石炭、
石油、

①

周波数低下

天然ガスを燃焼させることによりまかなわれていることが明確に

②

蒸気タービンの振動

示されている。石炭、石油、天然ガスなどの燃料を燃焼して

③

微粉炭装置の爆発

得られる熱エネルギーを、適当な原動機設備で機械的なエネ

④

補機のトリップ
保安用補機に関するトラブル

ルギーに変換し、さらに発電機により電気エネルギーとしてとり

⑤

だすことは、火力発電とよばれている２）。火力発電は、表 1

⑥ タービン非常停止事故

のように分類できる。さらに、廃棄物発電と呼ばれる方式もあ

⑦

る。廃棄物を燃焼させ、その熱エネルギーを利用して発電す

表 3 に①から⑦の説明を簡単に示す。このように火力発

火災

るもので、表 2 のように分類される。廃棄物発電を火力発電

電施設ではさまざまな故障や事故が想定されるが、本報では、

に含めない場合もあるが、ここでは、火力発電に含めた。

火災に注目することとした。件数は少ないが、ほぼ毎年、火

図１

発電用燃料（事業用発電）の燃料の構成

図２

P（ペタ）は 10 の 15 乗を意味する。
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力発電施設で火災が発生している。火災が発生すれば、管

施設での火災事例をまとめることは、公設消防機関が、消火、

轄する公設消防機関が出動し、消火活動を行い、次に火災

調査、指導などを行う際の参考になると思われる。そのため、

調査を行う。また、火力発電施設の多くは、燃料油、潤滑

いくつかの資料から火災事例を収集し、まとめ、簡単な解説

油などを多量に取り扱うため、
危険物施設にあたる。そのため、

を加えた。

管轄する公設消防機関は査察、指導などを行う。火力発電
表１

種類によ
る分類

使用する
燃料によ
る分類

火力発電の方式２，３）

汽力発電

燃料をボイラで燃焼し、発生した熱エネルギーで高温高圧の蒸気を作り、蒸
気タービンを使い機械動力（回転動力）に変換し、さらに発電機で電気に変
える方式である。
火力発電の主流を占めており、火力発電というと、汽力発電をさすことが多
い。

コンバインドサイクル発電

ガスタービンによる内燃力発電と、ガスタービンから排出される高温の排気ガスをボ
イラに導いて熱回収を行うことにより発生した蒸気による汽力発電を組み合わせた方
式である。

地熱発電

火山地帯などの地下に存在する地熱流体 ( 蒸気や熱水 ) の持つエネルギーを
利用する方式である。
熱サイクルとしては、地球をボイラと考えれば、汽力発電と同様である。

内燃力発電

燃料を内燃機関で燃焼させ、発生した熱エネルギーを、直接、機械動力 ( 回
転動力 ) に変換し、発電機で電気に変える方式である。内燃機関としては、
ディーセル機関、ガソリン機関、ガスタービン機関などがある。

石油火力

重油、原油、ナフサなどの石油類を燃料とする方式である。

石炭火力

石炭を燃料とする方式である。
石炭を粉砕して微粉炭にして燃焼させる微粉炭燃焼方式 * が主流である。

ガス火力

LNG、LPG などの地下資源を使用する方式と、製鉄所の溶鉱炉から副生す
る高炉ガスなどを使用する方式である。

混焼火力

石油と石炭、あるいは、石油とガスなど、二つ以上の燃料を燃焼させること
が可能な方式である。

事業用と
自家用

事業用

需要家の需要に応じて、電気事業者が電力を供給する方式である。

自家用

需要家が自ら発電する方式である。
自社の工場などを対象として発電する施設を産業用、ビルや家庭などを対象
として発電する施設を民生用と呼ぶ。
産業用火力発電所は、自社の工場で消費する電力と蒸気を供給するだけでな
く、工場内で副生する燃料ガス、廃熱を利用出来るので、多くの工場に導入
されている。特に、鉄鋼、化学、石油精製、製紙など 24 時間操業で素材を
製造する産業でよく使われている。
産業用火力発電所の中には、電力を大量に消費する工場、燃料ガスを発生す
る工場、地域電力会社が共同で設置した共同火力発電所もある。
発電に利用した熱の一部あるいは全部を蒸気や温水の形で利用する設備を、
一般的にコージェネレーションと呼ぶ。

ベース用

常にほぼ一定の出力で運転を行う。

目的によ
る分類

ピーク用
電力需要の変動に応じて稼働し、主としてピーク時に必要な電力供給を行う。
ベース用と
ベース用とピー
ピーク用
ク用の中間
ベース用とピーク用の中間の役割を持つ。
（ミドル）
* 屋外貯炭場、屋内貯炭場、サイロなどの貯炭設備から、ベルトコンベヤで送られた石炭は、石炭バンカにいったん貯蔵され、さら
に石炭バンカ下部の計量石炭機を経て、微粉炭機に送られる。微粉炭機は、数 mm から数 cm の大きさの石炭を受け入れ、平均粒
径約 40 μ m の微粉炭にし、乾燥させる。その後、数本の微粉炭管に分配され、気流搬送でボイラに送られ、燃焼する。
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表２

廃棄物発電３，４）

従来型

ゴミ焼却場などに、蒸気タービンと発電機を併設し、ゴミを燃焼させた際に発生する比較的
低温、低圧の蒸気を使って発電する方式である。

RDF 発電

RDF とは、refuse derived fuel の略である。一般廃棄物を粉砕し、圧縮、成形、乾燥により
固形化し、流動床ボイラなどで燃料として燃焼させ、蒸気タービンと発電機で電気に変える
方式である。粉砕したものに生石灰（CaO）を加える方式もある。

ガス化溶融発電

廃棄物を熱分解、ガス化し、そのガスを燃焼させ、灰を溶融させるとともに、燃焼により発
生する熱を回収して、蒸気タービンと発電機で電気に変える方式である。

スーパーゴミ発電

蒸気タービンとガスタービンを複合した発電方式である。都市ガスなどのクリーンな燃料を
使ってガスタービンと発電機で発電する。さらに、ガスタービンから排出される高温の排気
ガスを使って、ゴミの燃焼により発生した比較的低温、低圧の蒸気を加熱して、高温、高圧化し、
蒸気タービンと発電機で発電する。
表３

①周波数低下
蒸気タービン
火力発電施設は、設計上、特
定周波数以外では運転できな
ポンプ類
い。規定の周波数より低下し
た場合、右に示す設備が影響
を受ける。
送風機

火力発電設備の故障、事故５）

周波数が低下すると、速度が低下し、翼に振動が生じる可
能性が出る。また、運転が不安定になる可能性もある。
所内電源は主機に直結しているので、周波数が低下すると、
関連した機器の回転数が低下する。ポンプ類の速度が低下
すると、吐出水量も減少する。
周波数が低下すると、速度が降下し、風量も減少する。

微粉炭機

回転数が低下し、微粉化する機器類の効率が低下する。

発電機

夏期など温度の高い時期には、速度が低下すると、通風が
減少し、発電機の温度が上昇することがある。

変圧器

周波数が低下すると、効率が低下する。

②蒸気タービンの振動
不平均
蒸気タービンと発電機は直結
されているので、蒸気タービ
ン側の原因による場合が多い
が、発電機側の原因によるこ
ともある。
振動の原因として、右の項目
があげられる。
蒸気タービンは高速度で回転
しているので、過大な振動か
ら蒸気タービンが破壊される
と、大事故になる。

a. 軸の反り
b. バランスウェイトの位置不良
c. バランスウェイトの移動
d. 翼のスケール
e. 翼の腐食
f. 翼車の温度不同による変形
g. 強曲げ力による不平均力
h. 発電機の導線の移動
i. 発電機の空隙不同
原因として上の項目が挙げられる。対応として、運転を停
止し、検討を加えることが考えられる。

臨界速度＊1

設計の問題なので、対応として、使用回転数を変更するこ
とが考えられる。

中心の不良

a. 継手の偏心
b. 基礎の不同沈下
c. 蒸気管の伸縮
原因として上の項目が挙げられる。対応として、中心を合
わせることが考えられる。
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蒸気の障害

a. ドレンの流入
b. スケール
原因として上の項目が挙げられる。対応として、修理、スケー
ル等の有無の検査が考えられる。

パッキンの故障

a. ラビリンスパッキン＊2の調整不良
b. パッキン環の過小
原因として上の項目が挙げられる。対応として、調整また
はパッキンの取り替えが考えられる。

給油障害

a. 給油不良のための油膜破れ
b. 給油停止
c. 不良な油の給油
原因として上の項目が挙げられる。対応として、給油方式
の改良、油の浄化が考えられる。

軸受油膜不安定

a. 軸受の間隙の不良
b. 油みぞの不良
原因として上の項目が挙げられる。対応として、軸受の間
隙と油みぞの改良が考えられる。

基礎不良

a. 台板下のモルタルの不良
b. 台板の取り付けの不良
c. 不同沈下、不同基礎
原因として上の項目が挙げられる。対応として、基礎を強
固にすることが考えられる。

取り付けの緩みおよび a. 軸受の間隙の過大
薄弱

b. 球軸受のゆるみ
c. 組み立て羽根車のゆるみ
d. 軸継手またはボルトのゆるみ
e. 発電機導線のゆるみ
f. パイプブラケット不足または薄弱
原因として上の項目が挙げられる。対応として、軸受の調査、
必要によっては、締め付け、修理などが考えられる。

内部摩擦

a. 動翼の摩擦
b. 翼先端の空隙不良
c. 仕切板円板または車軸振れ
d. 推力軸受の故障
e. 仕切板ひれの空隙不良
原因として上の項目が挙げられる。対応として、修繕、調
整が考えられる。

③微粉炭装置の爆発

石炭を長期間貯蔵すると、自然発火する危険性がある。
微粉化する作業では、粉じん爆発の防止のために着火源となるものを除去する。爆
発が発生したときに被害を局限化するための設備を用意する。
石炭を微粉化してから燃焼させるまでの間に、微粉炭が経路上のどこかで停滞、堆
積すると、火災、爆発の原因となることがある。

＊3

④補機のトリップ
給水ポンプ
補機が故障した場合、出力の
低下、主機の停止になること
がある。主要な補機を右に示
す。

ポンプの台数が減ると、給水量も減るので、負荷を給水量
に合わせて減らす必要がある。ポンプ全台がトリップした
場合、予備のポンプが起動しなければ、タービンをトリッ
プさせ、ボイラーを消火する場合がある。
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冷却水ポンプ

ポンプの台数が減ると、排気温度の上昇、復水器の能力低
下のため、出力を低下させる必要がある。ポンプ全台がト
リップした場合、復水器の能力が低下するため、ポンプの
停止時間によっては、タービンをトリップさせる場合があ
る。

復水ポンプ

ポンプ全台がトリップした場合、復水器から復水が排出さ
れないため、復水器の能力が低下する。予備のポンプを起
動することにより能力を回復させることができないと、ター
ビンをトリップさせなければならない場合がある。

重油ポンプ

ポンプの台数が減ると、燃料をボイラに供給する能力が減
少し、出力も減少する。

微粉炭機

微粉炭機の台数が減ると、微粉炭の供給能力が減少する。

通風機

台数が減少すると、ボイラに燃焼用空気を送る能力が低下
するため、ボイラで燃焼させることのできる燃料も減少す
る。全台がトリップした場合、ボイラへの燃料供給を遮断
する装置がついている場合がある。

⑤保安用補機
A) 安全に停止させるために無電源になってはならない補機
設置されている補機の中には、 補助油ポンプ
タービン運転中に必要となる潤滑油、制御油、駆動油は、
発電設備を始動させる際ある
主油ポンプにより供給される。主油ポンプは、高速時にの
いは停止させる際に不可欠な
4
み送油する。低速時には補助油ポンプが送油する。解列 *
ものがある。
後においては、補助油ポンプが送油しないと、軸受に悪影
安全に停止させるために無電
響が出る。
源になってはならない補機も
5
ある。また、外部からの電力 密封油ポンプ
タービン発電機 * の冷却媒体として、一般的に、水素が使
供給がなくなるなどして無電
用されている。タービン発電機内に充填された水素の漏洩
源になった場合のバックアッ
および水素への空気の混入を防止するために、タービン発
プも必要である。それぞれを
電機内の水素よりも高圧の油を軸貫通部に供給している。
右に示す。
そのために使用するのが密封油ポンプである。密封油ポン

プが停止すると、発電機内から水素の漏洩が起こる。
油 タ ン ク ガ ス 抽 出 機、 発電機の軸受から油タンクに回収される潤滑油中には水素
6
油清浄器ガス抽出機
が混入している。油タンクまたは油清浄器 * 内に水素が滞
留しないように、ガス抽出機によって大気中に放出する。
タ ー ニ ン グ モ ー タ、 タービンを停止しても、未だ高温であるため、タービンロー
ターニング油ポンプ
タを放置しておくと、タービンロータの曲がりが起こる。
ターニングモータにより、2 ～ 10rpm 程度で回転させる運
転をターニング運転という。ターニング運転中、軸受の油
が気化して油膜が切れる可能性があるので、ターニング油
ポンプにより給油する。
火炎検出器、テレビ冷 停止させるための操作の過程において、ボイラ内の燃焼状
却ファン
態の監視が必要である。冷却ファンが停止すると、火炎検
出器、テレビカメラが焼損するため、ファンの運転の継続
が必要である。
真空破壊弁

一般に、タービン発電機には、回転停止用の制御装置がつ
いていない。解列後、復水器に空気を入れて減圧状態を解
消しないと、低速で長時間回転し、軸受に悪影響がある。
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制御電源

ボイラ、タービンも含めた電気式制御系の機器の電源、状
態を監視するための機器類の電源は、現在では不可欠であ
る。

電子計算機

現在では、発電機器類の状態の監視には不可欠である。

ボイラ給水ポンプ関係 ボイラ給水ポンプは大容量であるため、電動機よりもター
の補機
ビン駆動にすることが多くなった。その場合、主タービン
と同様な理由で、ターニングモータ、ターニング油ポンプ、
油タンクガス抽出機が設置される。これらも無電源になっ
てはならない。
所内灯

保安および安全に停止する作業のために所内灯を確保する
必要がある。非常灯とも呼ばれる。

その他

制御用圧縮機、空気予熱器駆動電動機、誘引通風機、通信
用電源など

B) 電源からの供給が停止した場合のバックアップ
直流装置によるバック 交流の補機とは別に、同一の機能を有する直流の補機、直
アップ
流電源を用意する。直流電源として、必要な電源に見合っ
た容量の蓄電池を使用する。
非常用交流電源による ディーゼル発電機を用意し、補機に供給できるように結線
バックアップ
する。
直流装置と非常用交流
電源の併用によるバッ 上記の併用。
クアップ
⑥タービン非常停止事故

タービンが非常停止した場合、蒸気の流入がなくなるため、タービン内部の金属の
部分の温度は時間の経過と共にゆっくりと低下する。再始動した場合、停止してか
ら経過した時間によっては、ボイラから流入する蒸気の温度は、タービン内部の金
属の部分の温度より相当低くなる。金属の部分の温度と流入する蒸気の温度の差が
大きいと、金属の部分が急冷されて熱応力を受ける。これを避けるには、再始動を
なるべく短時間で行う必要がある。

⑦火災
ボイラ
火災のおそれのあるものとし
て、右のようなものがあげら
れる。
タービン

ポンプ、配管の継ぎ目などから、燃料が、ガス状あるいは
ミスト状に漏洩し、周囲にあった高温の部分に触れ発火す
ることが考えられる。
タービンの運転には、潤滑油、制御油、駆動油などが必要
である。それらの油を保有するためのタンクが設置されて
いる。
潤滑油、制御油、駆動油などが、タービン本体や配管から、
ガス状あるいはミスト状に漏洩し、タービンの高温の部分
に触れて着火することがある。また、タービンの保温材に
しみこんで燃焼することもある。
軸受の部分において、回転している部分と静止している部
分が触れて、潤滑油が着火することがある。

発電機

回転子軸の折損、軸受の破損、ケーシングの破壊、密封の
切れなどにより、水素、潤滑油、密封油などが漏洩して火
災になることがある。密封の切れに対する対策も必要であ
る。

変圧器

変圧器には、大量の絶縁油が使われている。絶縁油が漏洩
して火災になることがある。
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重油タンク、原油タン 燃料の重油、原油をタンクに貯蔵している。周囲の火災か
ク
らタンクへの延焼を防ぐ対策が必要である。地震が発生し
た際に、タンクが火災になることもある。
建屋の内部

火災が発生した場合、火災の拡大を防止し、発電設備に被
害がでないようにすることが必要である。そのための対策
として、火災を検知し消火するための設備の充実があげら
れる。
ケーブル、ケーブルダクト、ケーブルトレイの火災対策も
重要である。自衛消防隊の活動も重要である。人数の確保、
装備の充実、訓練の実施が必要となる。

*1 タービンロータの持つ固有振動数が回転運動と共振するときの回転速度。危険速度ともいう。
*2 前後に大きな圧力差を有する静止部と回転部の間に設けられる蒸気またはガスの漏れ防止フィン。
*3 設備に故障などが発生した場合に、設備を保護するために保護装置により自動停止させること。
*4 一つの電力系統に別の電力系統または同期機などを加えて運用しようとするときに、両者の周波数と電圧の位相を同
期させて接続することを並列という。負荷が減少し、供給力に余剰が出て並列運転を継続する必要がなくなったとき、
事故等の原因により並列運転を継続することができなくなったときに、発電機の負担している負荷を他の発電機に移し、
遮断器を開き、系統との並列運転を解くことを解列という。
*5 蒸気タービンによって運転される交流発電機
*6 タービン潤滑油は、運転中に水分や種々の異物が混入して劣化することがある。油清浄器を使って、タービン潤滑油
を浄化し、再生する。油清浄機ともいう。

２．火災事例

がある。なお、発電設備の詳細な構造等については、例えば、

表 4 に火災事例を示す。自衛消防隊による初期消火活

文献 2 から 11 を参照されたい。発電設備を製造している工

動が行われたこと、公設消防機関による消火活動が行われ

場で、発電設備の試運転中に発生した事故であっても、筆

たこと、死傷者が発生したことが、参照した文献中に記載さ

者が重要だと考えたものは表 4 に加えた。発電設備で使用さ

れていた場合、表 4 に記入した。一般加入電話とは、119、

れる各種の油の説明を表 5 に示す。

ホットライン、警察電話以外の電話によって覚知した場合であ

図 3 に、公設消防機関への通報の手段を示す。火力発

る。多くの公設消防機関では 119 で通報されると会話を録

電施設で発生したすべての火災事例を表 4 で網羅したわけ

音可能だが、一般加入電話で通報されると録音できないこと

ではない。また、大手の電力会社の火力発電所と、小規模

図３

図４

覚知の手段
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の自家発電設備を同列に並べることに問題があるかもしれな

れる。

いが、
ここでは規模の違いは無視した。通報が 119 またはホッ

図 4 に、発災時の設備の状況を示す。定常運転中に火

トラインで行われるのが理想であるが、実際にはそれ以外の

災になることが多いが、試運転中、停止中、起動中、工事

手段で通報されることがある。また、通報が遅れるどころか事

中などの非定常時に火災になることもある。表 4 と図 4 から、

後聞知になることもある。事業者の意識が変わることが期待さ

以下のようなことが考えられる。

表４
No

年

月 都道府県 事業の種類

火災事例
概

要

覚知

発災時の設 出
備の状態 典

10-1 2010 9 宮城県

伸線業

自家発電施設の運転中に火災が発生した。時系列で 119
示す。
8:35 自家発電設備を起動した。
9:20 ごろ事務所内の遠隔監視盤の警報が発報し、
従業員が見に行き、発電設備からの白煙を確認した。
9:32 119 通報
11:31 現場に到着した危険物責任者が送油バルブを
閉鎖した。公設消防隊が消火活動をし、鎮火させた。
自家発電設備 1 基を焼損した。
燃料ポンプ取り付け部のボルトが緩み、ポンプ取り
付け部より燃料（重油）が漏洩し、エンジンの熱に
より発火したと推定された。

定常運転中 12

10-2

8 茨城県

119
火力発電所 ボイラ施設の配管等が焼損した。
燃料送油配管が外面腐食により減肉し、送液圧力に
耐えきれずに破損し、流出した重油が高温のボイラ
外壁に接触し、発火したと推定された。

定常運転中 12

10-3

1 東京

農林水産
金融業

10-4

11 神奈川

廃棄物処理 廃棄物の焼却処理施設において、中央監視室の総合 一般加入 定常運転中 12
エネルギー 操作盤で自動火災報知設備の発報を確認し、現場に 電話
行ったところ、処理施設に設置された発電用ガス
供給
タービンの上部から炎がでていた。消火器 3 本を使
用し、初期消火活動を実施した。
ガスタービンの潤滑油清掃機出口側のホース上部に
亀裂があり、潤滑油が噴出し、ガスタービンの上部
の高温部分に触れて着火したと推定された。

10-5

2 富山県

パルプ
製造業

設備管理会社の社員が、建物屋上に設置されている 事後聞知 試運転中
非常用発電機の点検のため、約 20 分間運転したと
ころ、制御盤から煙が出ているのを確認した。
励磁変圧器と電線が焼損した。
基盤内の変圧器の絶縁が劣化したため、層間短絡が
発生し、絶縁紙に着火したと推定された。

重油と石油コークスを燃料とする発電用蒸気ボイラー 119
を停止させ、マニュアル通りにファンによる冷却作業を
行っていた。監視モニターが灰処理異常を表示したた
め、作業員が見に行ったところ、ケーシングが発熱し
ていた。消火器および水道水を使用したが、発熱が
継続し、ケーシングが破裂し、溶融物が外部に流れ出
てきた。従業員が消防に 119 通報をした。
発電用蒸気ボイラーの脱硝設備、空気予熱器、コン
ベアが焼損した。原因は以下のように推定された。
脱硝設備の触媒装置の点検、清掃が行われなかった。
そのため、触媒装置内にコークス灰と未燃コークス
が堆積した。それらが酸化し、発熱し、着火した。
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10-6

7 大阪

火力発電所 蒸気タービンのインターセプト弁の駆動装置のコー 119
キング作業が行われていた。作業中に弁グランド部
付近で火災が発生した。
作業場の養生ができていなかったため、ウェスに付
着していたコーキング剤が落下し、弁グランド部の
高温部に接触し、発火したと推定された。

10-7

6 石川

火力発電所 微粉炭を燃料するボイラーに空気予熱器から燃焼用 記載無し 定常運転中 13
空気を送っていた。14 時頃、空気予熱器の上部軸
14
受付近から発煙と発火を確認した。公設消防機関へ
通報するとともに、消火器による初期消火活動を
行った。公設消防機関が到着後、大型消火器で消火
活動を行い、消火した。発煙と発火を確認した後に、
発電機を停止させる作業を開始した。
空気予熱器の上部軸受付近の保温材が焼損した。
空気予熱器の軸受の潤滑油レベルが低下したため、
補給を行った際に、補給量が過大であったため、油
槽からオーバーフローし、潤滑油が軸を伝わって外
部に流れ、発煙、発火したと推定された。

10-8

7 愛知

火力発電所 火力発電所構内にある工作所においてグラインダー 記載無し 記載無し
作業を行っていた。13 時頃、可燃性洗浄液 * の入っ
たオイルパン ** から出火した。
作業員が消火器 1 本で初期消火活動を行うととも
に、公設消防機関に通報した。
グラインダー作業により生じた火花が、可燃性洗浄
液を着火させたと推定された。
*2 リットル
** 寸法 30cmx44cm、深さ 12cm

09-1 2009 11 和歌山

定常運転中 12

15

化学品の製 工場内のガスタービン発電装置の電気室で煙感知器 事後聞知 定常運転中 12
造業（石け が発報した。従業員がガスタービン発電設備制御盤
ん、洗剤等） 内から煙と火炎がでているのを確認した。従業員が
炭酸ガス消火器 1 本で初期消火活動を行った。
制御盤内の電圧制御用トランス内部で層間短絡し、
配線の被覆に着火したと推定された。

09-2

4 長崎

事後聞知 定常運転中 12
火力発電所 水素発生装置が火災となり、焼損した。
水素発生装置本体で生成された水素の純度を上げる
ための補機ユニットの脱酸素触媒タンク内で着火
し、水素発生装置本体に伝ぱし、爆発が起きたと推
定された。

09-3

8 愛知

火力発電所 14 時頃、撤去工事中の 5、6 号機本館屋上の外装板 記載無し 工事中
から火災が発生した。
公設消防機関に通報するとともに、初期消火活動を
行った。
約 120m2 が延焼した。
鉄骨を溶断する際の火花が、外装板の塗装を着火さ
せたと推定された。

08-1 2008 11 神奈川

火力発電所 発電設備の建設現場において、軽油配管台座と軽油 119
配管サポートを固定するため、電気溶接機を使用し
て溶接しているときに、軽油ラインのオートサンプ
ラーのフレキシブル配管の被覆が焼損した。
原因は以下のように推定された。アーク溶接機の電
流の一部が溶接物件基礎の配筋を伝わり、閉回路を
循環したため、回路を構成したフレキシブルチュー
ブが過熱し被覆が焼損した。
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08-2

6 茨城

火力発電所 ボイラーの高さ10m 付近の場所でガス溶断作業中に火 事後聞知 改造工事中 12
災が発生した。下方（1 階床面）に置いてあった養生ネッ
トおよびエアーホースが焼損した。
1 階床面に置いてあった養生ネット及びエアホース等に溶
断痕が飛散し、合成樹脂類が出火したと推定された。

08-3

7 栃木

塗料製造業 屋外の自家発電設備の始動中、タービンが爆発し、破 事後聞知 自家発電施 12
設の始動中
損した。従業員が二酸化炭素消火器で初期消火作業
を行った。
原因は以下のように推定された。エンジンが失火したにも
かかわらず、異常を検出する条件設定が不十分であり、
エンジンへ燃料供給を継続したため、異常燃焼になった。
タービンに加速が加わり、爆発し、タービンが破損した。

08-4

12 神奈川

火力発電所 社員が巡回中、発電タービン設備から焦げくさい臭 一般加入 試運転中
いと煙を発見し、内線電話で設備機械制御室に連絡 電話
中に炎が見えたので粉末消火器 3 本および屋内消火
栓で初期消火活動を実施した。
原因は以下のように推定された。再熱蒸気止め弁の
保温材は 8 層構造だが、騒音対策のため、第 6 層に
天然ゴムを材料とした遮音シートが使用されていた。
遮音シートが加熱された結果、火災に至った。

08-5

11 愛知

火力発電所 一般取扱所の屋外に設置された冷却器海水電解装置 事後聞知 定常運転中 12
17
を稼働中、装置保護カバーの両側板が轟音とともに吹き
18
飛び、周辺機器（ポンプ、モーター）にあたり破損した。
電解槽から水素が漏れ、漏水検知器 ** の検知部で生
じた火花により引火し爆発したと推定された。
* 海水を電気分解し、塩素を含んだ海水を製造する装
置。海水系配管に注入することにより、貝類等の成長
を抑制する。
** 海水の漏水を検知し、警報を発する装置。

08-6

3 兵庫

火力発電所 タービンの定期点検において、低圧タービン翼下半 ホットラ 定期点検に 12
よる修理中
部の浸透探傷検査のため洗浄剤を使用していたとこ イン
ろ、「どーん」という音とともに炎が吹き上がり、
作業員 5 名が火災による熱傷で負傷した。ホットラ
インで通報するとともに、従業員が ABC 粉末消火
器及び屋内消火栓を使用し初期消火作業を行った。
負傷者の内訳は、重傷 2 人、中等症 1 人、軽傷 2 人
であった。負傷者は公設消防隊により搬送された。
原因は以下のように推定された。第 1 石油類の洗浄液
と金属製の洗浄液噴霧ノズルを使用していた。換気をし
ていなかったこともあり、洗浄液により可燃性蒸気が滞留
した。可燃性蒸気と空気の可燃性予混合気が着火し、
近くにあったもの（ウェス及び着衣）が焼損した。

08-7

5 兵庫

火力発電所 発電機の定期点検を終了し、試運転中だった。発災 ホットラ 試運転中
約 2 時間前に給水ポンプ駆動タービンの蒸気を停止し イン
た際は異常は認められなかったが、巡回点検中に給水
ポンプ駆動タービン下部から白煙が上昇しているのを目
視し、現場で監視したところ異臭と火の粉を確認した。
ABC 消火器を使用し初期消火作業を行うとともにホッ
トラインにて通報した。ただし、白煙の発見から通報ま
で 30 分以上を要した。
原因は以下のように推定された。空気配管内に滞留し
ていた油分が油切り部から排出され、飛散した。蒸気
配管保温材へ付着し、温度が上昇し火災に至った。
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火力発電所 通常運転中に、中央制御室のモニターで主蒸気の温 119
度が急に下がったのを確認した。ほぼ同時に、巡回
中の所員が重油の漏れを発見し中央制御室に電話連
絡した。監視モニターを見ると重油が配管から噴出
していたため、直ちに燃料の供給を停止し、現場の
確認に向かった。ボイラ下部の排ガス再循環ダクト
上部から炎が出ていたので、粉末消火器で初期消火
作業を実施した。初期消火作業のために、10 型と
50 型を計 67 本を使用した。また、公設消防機関へ
119 番通報を行った。漏れた重油が拡がらないよう
土嚢積みを実施した。到着した消防隊が屋内消火栓
を使用し、注水した。
原因は以下のように推定された。燃料配管に外面腐
食による減肉が進行し、内圧により破孔が生じた。
流出した C 重油が保温材内部に浸透して高温によ
り発火した。
公設消防機関への通報が遅れた。また、後着した公
設消防機関の現場への誘導に問題があった。

自家発電設備（第 2 タービン）を監視しながら稼働 事後聞知 定常運転中 12
させていたところ、点検口から炎があがった。従業
員 3 人で消火器 5 本を使用し初期消火作業を行っ
た。その後、点検口から内部を確認したところ、保
温材の焦げのみで運転に支障がなかったため運転を
継続した。工場長が出張中であったため、翌日に消
防機関へ通報（報告）が行われた。
原因は以下のように推定された。軸受け油切り部分
からミスト状の油が滲み保温材に付着した。保温材
が排気熱により加温され、付着した油の温度が上昇
し、発火した。発災した第 2 タービンは予備機であっ
たため、12 年前に自主点検して以来ほとんど稼働
していなかった。稼働させる前の点検では、潤滑油
装置の配管機器は見落とされていた。

07-1 2007 7 北海道

パルプ
製造業

07-2

下水道処理 耐火造地上 3 階建て、地下 3 階建てのポンプ棟内の 119
施設維持管 2 階非常用発電室内（一般取扱所）に設置されてい
るガスタービン発電機のエンクロージャ *、ガスター
理業
ビンエンジン 1 基、減速装置、排気ファン、排気
ダクトを焼損した。焼損した配管から灯油約 1,200
リットルがガスタービン下の防油堤内に漏洩した。
さらに、排気ダクトを伝わり地下 1 階の床面に漏洩
した。
従業員が 10 型粉末消火器 3 本で初期消火活動を実
施したが、炎が拡大してきたので、待避し、ハロン
消火設備を起動させた。しかし、エンクロージャ内
の火災には、ハロン消火設備が有効でなかった。
燃料遮断の制御弁の遠隔操作ができなかったことが
漏洩につながった。
油圧装置に接続する配管接続部に緩みが生じ、漏洩
したオイルが高温の排気コレクタに飛散して着火
し、漏洩したオイルに延焼拡大したと推定された。
* ガスタービンおよび減速装置を囲っている箱

9 東京

定常運転中 12
19
20
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07-3

12 東京

航空運送業 耐火造（11/1）の 1 階南側に設置されている自家 その他
発電機室に自家発電機 2 基、隣接するボイラー室に
ボイラー 2 基が設置されている。ボイラ排気管及び
屋上に設けてある排気用煙突（自家発電機、ボイラ
兼用）の最上部に設置してある雨覆いが点検中に爆
発した。ボイラ 2 基、煙突の雨覆いが破損した。

試運転中

12

07-4

5 三重

火力発電所 定常運転中に、自動火災報知器が作動したため制御 ホットラ 定常運転中 12
21
員が確認したところ、1 次ガスダクト伸縮継ぎ手部 イン
22
分から出火しているのを発見した。状況を責任者に
報告すると同時に、粉末消火器 7 本を使って初期消
火活動を行った。責任者は、報告と現場監視カメラ
の状況から運転は継続不可と判断し、緊急停止した。
1 次ガスダクトの断熱材を焼損した。また、直上の
配管、ケーブルに延焼した。
伸縮継ぎ手部分の劣化により 1 次ガスの漏洩が発生
し、配管が加熱されて出火したと推定された。

07-5

6 大阪

火力発電所 空気予熱器の空気ダクト部から加熱空気が漏れてい 事後聞知 定常運転中 12
るのを発見したので、加熱空気漏れ箇所に仮処置と
して当て板を実施した。処置箇所の確認を行った際
異臭があったので周辺を点検したところ、ダクト上
部の消火水配管の保温材（アスファルトフェルト）
からの発煙を発見した。事業所所員 2 名により初
期消火活動（ABC 消火器 5 本使用）を実施した。
消火水配管の保温材を焼損した。
漏洩した加熱空気が、消火水配管を加熱したことに
より出火したと推定された。

06-1 2006 12 北海道

日用紙製品 監視室にいた従業員は、建屋内の自家用ディーゼル 119
製造業
発電機の燃料供給圧力低下を知らせるアラームによ
り現場に向かった。そこで、重油噴出を目撃、バル
ブ操作をしようとしたが高温のため、手指に火傷を
受け断念した。内線電話にて状況を上司に報告した。
報告を受けた上司は別棟より駆けつけ、状況を確認
中に、ダクト部より火炎が上がった。発電機を緊急
停止し、消火器（ABC20 型）1 本により初期消火
活動を行った。他の従業員も到着し、消火器、屋内
消火栓を使用した。
軽傷を負った従業員 1 名が公設消防隊により搬送さ
れた。
原因は以下のように推定された。発電機の燃料供
給配管の脈動制御用に取り付けられているアキュ
ムレータ上部に取り付けられたエア抜きバルブのね
じこみオスプラグ基部が破断し、直径 6mm の開口
部ができ、内部圧力により重油が噴出した。重油が
2m 程度上方に位置する排気ダクトにかかり、断熱
材を浸潤し、ダクト配管表面に触れたため出火した。

定常運転中 12

06-2

6 宮城

伸線業

発電機のエンジン部分に接続されているゴム製ダク 119
トが燃えた。従業員がバルブを閉鎖し、燃料供給を
停止させた。発電設備 1 基が焼損した。

定常運転中 12

06-3

6 宮城

乳製品
製造業

パッケージ型ディーセル発電装置の底部に取り付け 事後聞知 定常運転中 12
られているブローバイパイプから重油が漏れている
のを発見した。吸着マットで油処理をした後、パッ
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ケージの扉を開け覗いたら、エンジン部から霧状に
油が噴出していた。扉を閉め、緊急停止作業に取り
かかったところ、エンジン部の左側より火が噴き出
し、同時期に警報音が鳴り発電装置が停止した。従
業員が粉末消火器で初期消火活動を行い、燃料供給
バルブを閉鎖した。
燃料を供給するパイプから漏れ出した霧状の油が、

排気管の熱により着火したと推定された。
06-4

7 福島

ホットラ 停止中
火力発電所 停止中に、タービン建屋で火災が発生した。
当直員が消火器により初期消火した後、屋内消火栓 イン
により放水した。原因については以下のように推定
された。タービン建屋 2 階のインターセプト弁 * 油
筒下部のブロー配管の亀裂により潤滑油が漏洩、滴
下した。1 階の配管の保温材に潤滑油が付着し温度
が上昇し、発火した。
* 速度制御あるいは負荷制御を行うための弁

12

06-5

12 千葉

火力発電所 定期点検中、ボイラ水圧試験のためボイラ電動給水 一般加入 試運転中
ポンプ（3CBFP）を起動したところ、
「3CBFP モー 電話
ター故障」警報が発生し、3CBFP がトリップした。
現場ではモーターケーブル端子箱より火災を確認し
た。従業員が、ABC10 型消火器 4 本使用し、初期
消火活動を行った。火災によりケーブルが損傷した。
火災発生当時、当直長（連絡責任者）は試運転の総
括管理をしており、ホットラインに接続されている
場所にはいなかったため、一般加入電話にて連絡す
ることとなり、通報が遅れた。
S 相ケーブル端子接続部が過熱により絶縁破壊 ･ 地
絡が発生し、火災になったと推定された。

12

06-6

5 大阪

火力発電所 タービン定期点検の事業者検査試運転中の現場点検 119
において、主蒸気管サポート部から白煙が発生して
いるのを発見した。消防機関に通報するとともに消
火器にて消火作業を実施し、タービン停止操作を実
施した。
タービン装置の主蒸気配管の一部を焼損した。
原因は以下のように推定された。配管サポート部と
配管保温材の外装版の隙間を埋めるため、塗布を
行っていたシール材の一部に施工不良があった。そ
れにより配管サポート部と保温材の隙間にシール材
が入り込んだ。温度上昇により火災になった。

12

06-7

11 兵庫

火力発電所 発災施設は、再加熱炉装置と呼ばれるアフターバー ホットラ 修理中
ナ * で、一般取扱所に指定されている。アフターバー イン
ナには、A、B、C の 3 つのバーナーがある。各バー
ナは、メインバーナ（重油と蒸気をミスト状に噴射）、
パイロットバーナ（メインバーナの失火防止）、ウ
ルトラビジョン（メインバーナの確認）からなる。
アフターバーナを稼働させながら、C メインバーナ
を交換する作業中に火災が起きた。作業員が粉末消
火器で初期消火活動を行った。
再加熱炉装置、LP ガス配管部が焼損した。
作業員は出火後すぐに粉末消火器で初期消火活動を
行ったが、火災という認識はなかった。工場の管理
者は、火災が鎮圧状態であったため、石災法に定め
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る異常現象に該当するか逡巡し通報が遅れた。
原因は以下のように推定された。C メインバーナ交
換作業時、C パイロットバーナーを消火せずに交換
作業を実施中、アフターバーナ内の気流の加減で、
C パイロットバーナが失火しプロパンガスが供給さ
れ続け、C パイロットバーナ差込口部から漏洩して
いる所に C メインバーナ先端部に付着 ･ 赤熱した
重油の未燃物が落下してプロパンガスに引火して火
災になった。パイロットバーナは本来消火すること
になっていたが、運転の都合で点火していた。メイ
ンバーナは、目詰まり防止のため 14 日毎に交換し
ていた。
* 発電用蒸気タービンの高温の排ガスを脱硫後に再
加熱し、排出基準に合った排ガスを高所の煙突から
排出できるようにするもの
05-1 2005 7 青森

洋紙製造業 カットタイヤをボイラの燃料として使用する発電設 119
備が設置されていた。カットタイヤを搬送するため
の高さ 50m の垂直型コンベヤから出火した。タイ
ヤチップに延焼した。
従業員が消火器、消防ポンプ車を使用して初期消火
活動を行ったが、消火できなかった。公設消防隊が
消火活動を行った。

05-2

12 千葉

火力発電所 蒸気タービン ･ 発電機コンパートメントから発煙し ホットラ 定常運転中 12
ているのを社員が確認し、中央操作室に連絡した。 イン
中央操作室から、発電設備を非常停止し、遠隔操作
でハロン消火設備を起動した。
アキュームレータ * の潤滑油が漏れ、この潤滑油が
近傍にある高温の主蒸気止め弁にかかり発火したと
推定された。
* 動力の変動が大きい際に、圧力や蒸発量の変動を
小さくするために設置する。

05-3

1 神奈川

娯楽業（飲 常用と非常用を兼ねた自家発電設備として、灯油を 119
食店、映画 燃料とするディーゼルエンジン発電機が設置されて
館、遊技場、 いた。
ディーゼルエンジン発電機の自動運転中に、火災報
浴場）
知設備と排気温度異常警報により、従業員が異常を
覚知した。現場を確認し、発電機を停止した後、消
防機関に通報を行った。
パッケージ内の開閉できない部分において火災が発
生したので、公設消防隊が外装鉄板をエンジンカッ
ターを使用して切断し、施設内の散水栓を使って消
火作業を行った。従業員は来店者の避難誘導を行っ
た。排気管の消音装置周辺の断熱材、発電装置本体
の外装鉄板が焼損した。原因については以下のよう
に推定された。発電装置の燃料噴射が不調になった
ため、未燃の燃料が発生し、排気管の消音装置内で
燃焼した。パッケージ内が高温となり、周囲の外装
鉄板の塗料が出火した。

05-4

12 愛知

塗料製造業 自家発電設備のコージェネレーションエンジンの下 事後聞知 改造工事中 12
部からのオイル漏れの修理を行っていた。オイルパ
ン内に設けられている仕切り板の穴あけのために、
プラズマ溶断を開始した。その直後に爆発した。
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火災の翌月に公設消防機関が別件で出向した際に、
覚知した。
オイルパン下部に設置されているサブタンク内に残
留していた可燃性蒸気に着火し、爆発したと推定さ
れた。
05-5

10 愛知

火力発電所 発電用ボイラについていたガラス製のぞき窓が外れ 事後聞知 定常運転中 12
た。これが、付近にあった点検用浸透液スプレー缶
の入ったビニール袋に接触した。ビニール袋、スプ
レー缶が燃えた。
ガラス製のぞき窓のシール部分の性能が低下し、ボ
イラーの熱により、ガラス製のぞき窓が外れ、飛び
出したと推定された。

05-6

12 愛知

火力発電所 発電用ボイラに設置されている再生式空気予熱器の 一般加入 定常運転中 12
電話
上部軸受け部分で火災が発生した。
再生式空気予熱器の上部軸受用ギアーオイルがオー
バーフローし、着火したと推定された。

05-7

2 大阪

火力発電所 タービン発電機室において、ボイラ配管の酸化防止 119
用に水加ヒドラジンをタンクに補給するため、従業
員が水加ヒドラジン * の入った 20 リットル容器に
サクションパイプを差し込み、ポンプを起動してい
た。ポンプグランド部から水加ヒドラジンが漏れた
ため、付近に置いてあったウェスで拭き取り、ウェ
スをそのまま収納庫に収納した。その後、ウェスが
発火した。従業員が ABC 消火器で初期消火活動を
行った。水加ヒドラジンを含んだウェスが、自然発
熱し、発火したと推定された。
* 濃度が 60% のもの。

05-8

5 兵庫

高炉銑
製造業

蒸気タービンを使用する自家発電施設で火災が発生 その他
した。
以下に時系列で示す。
14:15 製鉄所の動力センターの屋外に設置された 1
号ボイラの火災により、電気ケーブルダクト部で火
災が発生した。
14:18 頃 1 号ボイラ、5 号ボイラを停止させた。
14:27 ボイラー停止により蒸気量が低下したため、
6 号発電機を解列し、6 号タービントリップの操作
をしたが停止しなかった。
16:11 1 号ボイラの火災が鎮火した。
17:40 頃 6 号タービン発電機の緊急停止作業中に
タービン発電機から出火した。
公設消防隊が消火活動を行ったが、電気設備につい
て把握しているものが付近にいなかったため、電気
の遮断に時間を要し、消火活動を迅速に行うことが
できなかった。
翌 01:28 鎮火した。
動力センターの建物、屋外に設置されたタービン発
電機、変圧器、電気設備が焼損した。
原因については以下のように推定された。1 号ボイ
ラの火災により、電気ケーブルダクトが焼損し、1
号ボイラの緊急停止を行った。ボイラ停止により蒸
気量が低下したため、6 号発電機を緊急停止させよ
うとしたが、6 号発電機と母線の遮断器が「開」に
ならなかったため、母線から電力供給された発電機
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がモータリング * を起こした。タービン翼が、ター
ビン内部に接触し、破損した。タービン軸に過大振
動が発生し、軸受が破損し、軸受部から潤滑油がミ
スト化して噴出した。噴出した潤滑油が着火した。
* タービン発電機が系統に並列して運転していると
きに、タービンへの流入蒸気がなくなったまま運転
された場合、発電機が系統から電力の供給を受け、
タービンを逆に駆動する現象。タービンは温度が急
激に上昇し安全限度を超える。
05-9

6 兵庫

タービン
製造業

ガスタービン複合サイクル発電プラントの実証をす 一般加入 試運転中
電話
るための設備で火災が発生した。
8 時ガスタービン複合サイクル発電プラント実証設
備において、ガスタービン負荷運転を開始した。
14 時頃排気ダクト上部から火が出ているのを発見
した。消火器 2 本で初期消火活動を行った。
原因については以下のように推定された。排気ダク
トの外装板が、排気ダクトからでている高温の配管
と接触した。外装板に使われていたシール材（シリ
コンコーク）が加熱され、発火した。

12

05-10

9 兵庫

タービン
製造業

ガスタービン複合サイクル発電プラントの実証をす 事後聞知 試運転中
るための設備で火災が発生した。
発災の 4 日前の 6 時ガスタービン複合サイクル発電
プラント実証設備において、ガスタービンを起動し
た。また、アンモニア希釈空気ファンを起動し、連
続運転を実施した。
発災日の 7 時頃アンモニア希釈空気ファンの警報ブ
ザーが鳴ったため、ブレーカーを遮断した。
その後、ポンプ室に行ったところ、白煙が充満して
いたため、部屋を開放して排煙を行った。
アンモニア希釈空気ファン軸受部から炎が上がってい
るのが見えたため、消火器で初期消火活動を行った。
7:22 頃一般加入電話で消防署に通報した。

12

原因については以下のように推定された。連続運
転時に、軸受部が損傷し、軸と軸受け油切り部が
接触した。それにより、潤滑油が発火した。
自家発電施設の発電機で燃焼不良となり、修理を行っ 事後聞知 定常運転中 12
た。その後、通常運転を行っていたところ、火災となっ
た。ABC10 型 1 本を使用し、初期消火活動を行った。
潤滑油が漏洩し、排気管に付着し、着火したと推定
された。

04-1 2004 4 群馬

有機化学
工業製品
製造業

04-2

8 愛知

火力発電所 発電を開始するために、ボイラに点火し、タービン 事後聞知 始動中
を起動させた。界磁開閉器を「入」にした後、故障
を知らせるアラームが鳴った。現場に駆けつけたと
ころ、励磁制御変圧器から煙が出ていた。炭酸ガス
消火器で初期消火活動を行った。その後、一般加入
電話で消防本部に連絡した。
励磁制御変圧器の製造時の欠陥により絶縁劣化し、
コイル間で短絡し、火災になったと推定された。

04-3

4 三重

火力発電所 ボイラの定期修理中、ボイラ内の作業用足場上にお ホットラ 定期修理中 12
いて、ガス溶断器用の酸素ホース、アセチレンホー イン
ス、養生シートが焼損した。水バケツで初期消火作
業を行った。
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養生シートに落ちた溶断ノロがグラインダ用のエ
アーホースと接触し、エアホースに穴が開きエアー
が噴出し、溶接ノロが発火し、養生シート（カーボ
ンクロス）を焼損したと推定された。
04-4

1 兵庫

火力発電所 ボイラの設置工事に伴い、蒸気配管サポートを作業 ホットラ 建設工事中 12
をしていた。そのために、タービン室の外壁面の鉄 イン
骨に、アーク溶接でサポートを取り付けていた。現
場での養生のために、カーボンクロスの下に防炎
シートを敷いていた。昼休憩のために作業員が現場
を離れたところ、他の作業に従事していた社員が、
溶接現場から煙が上がっているのを発見した。自衛
消防隊員が消火器で消火作業を行った。
アーク溶接の火花が、養生用のカーボンクロス上に落
下し、カーボンクロスを溶融し、防炎シートに触れた
ことにより、防炎シートに着火したと推定された。

04-5

7 山口

百貨店

04-6

8 北海道

火力発電所 11 時頃に、タービン、発電機の分解を行うために、 記載無し 定期点検に 23
発電機冷却用の水素ガスを放出配管を通じて、ター
による停止
ビン建屋屋上より放出する操作入った。タービン建
中
屋屋上への立ち入り制限等の準備をした後、中央操
作室の運転員は水素ガスの緊急放出弁を全開にし
た。緊急放出弁を全開にするとほぼ同時に、
「ドーン」
という音が中央操作室で聞こえた。屋外にいた社員
より「水素ガス放出口付近発火模様」という電話連
絡を受け、中央操作室の運転員は水素ガス放出停止
の操作をした。5 分後に、タービン建屋屋上の出入
り口のドアから見たところ、火は見えたがくすぶっ
ている状態であった。
水素ガス放出管と近傍の配管の表面が焼損した。水
素ガス放出管出口から約 2m 下方にあった金属製の
屋根材 * が約 1m2 焼失した。屋根材の継ぎ目に使わ
れていたシール材 ** が焼損した。焼失した屋根材の
直下にあった梁、配管の保温カバー等も焼損した。
原因については以下のように推定された。水素ガス
放出管の放出口の向きが下向きであった。放出された
水素が着火し、水素火炎が形成された。水素火炎が、
放出口の下方にあった屋根材等を焼損させた。公設
消防機関への連絡は、発災から約 1 時間後であった。
* アルミ製、厚さ 2mm
** 2 成分系変性シリコン

常用電源を供給するため、キュービクル式の自家発 119
電機が 7 基設置されていた。定常運転中に、そのう
ちの 1 基から出火した。防災センターの職員が 10
型粉末消火器 4 本、大型消火器で初期消火活動を
行った。公設消防隊が放水を行って消火した。
3 階建ての建物の屋上駐車場の一角に、自家発電機
が設置されていた。駐車場への進入口と駐車場から
の出口に、高さ制限のゲートがあったため、消防車
が進入できなかった。また、ゲートから火災現場ま
でが長距離であったため、火災現場までのホース延
長に時間がかかった。キュービクル 1 基が全焼し、
隣接する 2 基の外部塗装がはげた。
燃料噴射管のパイプが破損し、重油が噴き出し、高
温の排気部分に触れて、出火したと推定された。
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03-1 2003 2 千葉県

火力発電所 ガスタービンの軸受部から潤滑油が漏洩し火災に 119
なった。
ガスタービンを緊急停止し、自衛消防隊が消火器を
使って、初期消火活動を行った。
原因については以下のように推定された。ガスター
ビンの軸受部の温度を測定するために、熱電対が設
置されていた。その熱電対は電線管の中を通ってい
た。軸受部内の潤滑油がある部分と、電線管の内部
の間にはパッキンがあったが、パッキンが正常に機
能せず、電線管内に潤滑油が流れ込んだ。電線管内
から外部に漏洩した潤滑油が、ガスタービン外装板
上に滴下した。外装板上の高温の部分で加熱された
潤滑油が発火した。

定常運転中 12

03-2

11 東京

下水道処理 非常用発電機機の試運転を行ったところ、排気ダク その他
施設維持管 トの外周部のロックウール断熱材から出火した。
関係者が、エンジンを停止し、燃料弁を閉鎖し、消
理業
火器による初期消火活動を行った。
原因については以下のように推定された。発電機の
試運転時に、燃料遮断弁から、燃料油（灯油）が漏
れ、ガスタービンエンクロージャ内の床面に溜まっ
た。さらに、排気ダクト外周部のロックウール断熱
材に浸透した。ガスタービンエンクロージャ内の床
面に溜まった燃料油は回収されたが、排気ダクト外
周部のロックウール断熱材に浸透した燃料油は回収
されなかった。再び、発電機の試運転を実施したと
ころ、ダクトが高温となり、ロックウール断熱材に
浸透した燃料油が発火した。

試運転中

03-3

2 神奈川

火力発電所 巡視中の作業員が、脱気器 * 周囲の外観点検をして ホットラ 定常運転中 12
いた。脱気器加熱用蒸気入口弁付近で、コールター イン
ルのような臭気と白煙が立ち上るのを確認し、中央
操作室に連絡した。当直員が現場を確認し、消火器
による初期消火活動を行った。
蒸気配管の被覆時に施工する防水材が、高温の加熱
用蒸気入口弁に接触し、加熱され、発火したと推定
された。
* ボイラの給水系の腐食防止のために、水を加熱し、
水中から、酸素、二酸化炭素などの気体を除去する
機器。

03-4

6 神奈川

火力発電所 作業員が階段を上がっていく際に、足下のグレーチ ホットラ 試運転中
ングの隙間から、白煙と炎が上がるのを見て、中央 イン
操作室に連絡した。他の作業員と共に、消火器で、
初期消火活動を実施した。
配管の被覆時に施工する防水材が、配管内の熱によ
り加熱され、発火したと推定された。

12

03-5

11 愛知

火力発電所 発電設備の定期点検の最終確認として、主タービン 一般加入 試運転中
を定格運転し、各部の状態を監視していた。常駐請
負会社の社員が、主タービンの第 2 軸受下部の保温
材付近から白煙が上がっているのを発見した。社内
通報した後、状態を監視中に、その保温材から火炎
が上がった。
監視員が、ABC20 型消火器 1 本を使用し、初期消
火活動を行った。定格運転中の発電設備を緊急停止
した。当直責任者が、公設消防機関に通報した。

12
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軸受に注入したグリースが、施工不良により、保温
材に付着し、主タービンから伝わった熱により、加
熱され、発火したと推定された。
03-6

8 広島

RDF を 燃 RDF を燃焼させる炉の付近で火災になった。
事後聞知 試験運転中 12
料とする発 自衛消防隊が、消火器、粉末消火設備を使って初期
消火活動を行った。炉を停止させた。
電所
2 次燃焼室に付属する助燃バーナ 2 基に設置してあ
る送風機の蛇腹、配電盤、電気ケーブルが焼損した。
ガス化溶融炉の温度が低下するまで、調査ができなかった。

03-7

4 福岡

RDF を 燃 不燃物排出砂循環装置系統が設置されており、以下 119
料とする発 のようになっていた。
・流動層燃焼ボイラで RDF を燃焼させ、不燃物を
電所
砂と共に、炉底部不燃物排出管から取り出す。
・不燃物排出スクリューコンベヤで取り出す。
・不燃物排出スクリューコンベヤからガラスクロス
製の伸縮継手を介し、不燃物コンベヤに送る。
・振動篩器に送り、振動篩器で砂と不燃物を分離する。
・砂は循環させて使用し、不燃物は不燃物バンカに送る。
不燃物排出スクリューコンベヤと不燃物コンベヤを結
ぶガラスクロス製の伸縮継手が損傷し、高温の砂が
通常の経路から溢れ出た。そのため、不燃物コンベ
ヤが焼損した。
現場作業員が付近の消火器を使用し、初期消火活動
を行ったが、消火出来なかった。現場に到着した公
設消防機関が、放水を行った。
原因については、以下のように推定された。炉内の
耐火壁の一部が脱落し、炉底部不燃物排出管を閉塞
させ、炉底部不燃物排出管内に空隙ができた。その
ため、流動層内の高温の気体、高温の砂が、ガラス
クロス製の伸縮継手に流れた。

定常運転中 12

03-8

1 鹿児島

ボルトナット 旋盤加工機でボルト、ナットを製造する工場で、 119
製造業
ディーゼル発電機を稼働させていた。ディーゼル発
電機が破損し、ディーゼル発電機を設置した発電設
備棟が火災になった。発電設備棟、ディーゼル発電
機 2 基、受電盤が焼損した。
公設消防隊が、化学消防車で泡消火を行った。
原因については、以下のように推定された。稼働中
のディーゼル発電機のクランクに潤滑油が供給され
なかったため、内部で焼き付いた。ピストンロッド
がエンジン壁を突き破って飛び出し、燃料の噴射ポ
ンプを損傷させた。漏れた燃料が、高温の部分に接
触し、着火した。

定常運転中 12

02-1 2002 12 兵庫

高炉銑
製造業

02-2

総 合 ス ー 自家発電機（ディーゼル発電機）を運転中に、潤滑 一般加入 定常運転中 12
パー
油が漏洩し、火災になった。
漏れた潤滑油が、排気管の高温の部分に触れ、着火
したと推定された。

5 広島

製鉄所内で全停電となり、発電設備の緊急停止作業 事後聞知 緊急停止中 12
を行っていたところ、圧縮空気供給設備のアフター
クーラーで爆発が起きた。アフタークーラーが破
損し、飛散物が半径 15m の範囲内に飛散し、周囲
40m2 が焼損した。
作業員が消火器で初期消火活動を行った。
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事業所内の発電室に、自家発電機（ディーゼル発電 事後聞知 定常運転中 12
機）が設置されていた。ディーゼルエンジンの地下
のピット内で、ためます異常の警報が発報したため、
従業員が発電室に行ったところ、ディーゼルエンジ
ンの排気管付近で炎を発見した。
エンジンを非常停止させた後、自衛消防隊員が大型
消火器で初期消火活動を行った。
潤滑油タンクと遠心フィルタをつなぐ配管に亀裂が
生じ、潤滑油が霧状に漏洩し、ディーゼルエンジン
の排気管の高温部分に触れ、着火したと推定された。
また、亀裂の原因は、長期間の使用と、振動による
金属疲労と推定された。

02-3

7 愛知

医薬品
製造業

02-4

8 三重

火力発電所 LNG を燃料とするガスタービンと、ガスタービン 119
の排気ガスにより蒸気を発生させる蒸気タービンが
設置されていた。ガスタービンの軸受付近から潤滑
油が漏洩し、火災になった。軸受付近の計器類、ケー
ブル、スイッチ、漏れた潤滑油約 420 リットルが
焼損した。
二酸化炭素消火設備が作動した。現場に到着した公
設消防機関は、筒先警戒を行った。
原因については以下のように推定された。製造時の
不具合によりガスタービンの動翼の一部が折損し
た。折損により異常振動が起き、軸受付近での潤滑
油の漏洩につながった。漏洩した潤滑油が、軸受付
近の高温の部分に触れ、着火した。

02-5

8 和歌山

火力発電所 本館（タービン建屋）の外壁の修繕工事が行われて 一般加入 定常運転中 12
おり、外壁鋼板の塗装工事用の足場の組み立てをし
ていた。鋼管足場材を外壁につなぐために、屋外か
ら本館内に向けて、外壁鋼板にボルトを差し込み、
本館内の間柱に壁つなぎ用ナットをアーク溶接して
いた。本館 5 階の文書保存庫の自動火災報知設備が
発報した。従業員が文書保存庫で火災を確認し、粉
末消火器 2 本で初期消火活動を行った。
段ボール製文書保存箱が焼損した。
公設消防機関への通報が遅れた上に、公設消防機関
が現場に到着した際には、火災現場が保存されてい
なかった。
計画では、壁つなぎ用ナットをアーク溶接する際には、
溶接火花が屋内に飛び散らないように養生作業が行
われることになっていた。養生作業が不十分であった
ために、溶接火花が本館内の文書保存庫に入り、段
ボール製文書保存箱を着火させたと推定された。

02-6

9 和歌山

119
火力発電所 以下に時系列で示す。
11 時 35 分 本館（タービン建屋）3 階の主タービン
において発煙が見つかった。
11 時 38 分 公設消防機関に通報すると共に、自衛
消防隊が出動した。
12 時 2 分 タービン蒸気加減弁の保温材の一部で発
火していたため、消火器（ハロン 1301）で初期消
火活動を行った。その後、状況を監視した。
14 時 7 分 現場に到着した公設消防機関が、燻っ
ていた保温材を除去した。その後、鎮火とした。
公設消防機関が火力発電所の入口に到着した際に、
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社員による現場への誘導がなかったため、火災現場
に到着するのが遅れた。
タービン蒸気加減弁の保温材 2m2 が焼損した。
原因については以下のように推定された。前回の定
期点検作業において、駆動装置サーボ弁取り付け時
に、ボルトの締め付けが不足していた。また、運転
中に油圧が変動した。そのため、一部で O リング
が損傷し、蒸気加減弁駆動装置作動油が漏洩した。
弁ボディと保温材の高温部に付着したため、発煙、
発火した。
4 東京

大学

地上 7 階、地下 2 階、耐火造の大学の建物の地下 2 119
階に、非常用の自家発電設備として、ディーゼルエ
ンジンが設置されていた。
出火前日の 23 時 01 分頃に出火した大学の付近一
帯で停電が発生し、大学内も停電した。そのため、
大学の自家発電設備が自動的に起動した。23 時 55
分頃に停電は復旧したが、大学の電気主任技術者が
不在であり、当直の警備員には自家用発電設備を停
止することができなかった。電気主任技術者と電気
担当者が翌朝 6 時 30 分頃に出勤してくるまで、自
家用発電設備は約 7 時間 30 分にわたり連続運転し
ていた。出勤した電気主任技術者が発電機室に入る
と、ディーゼルエンジンが高速回転中であったため、
発電設備の制御盤の「停止ボタン」で停止しようと
したが、停止しなかった。次に、ディーゼルエンジ
ン本体についている燃料供給を停止する緊急停止レ
バーを操作して、ディーゼルエンジンを停止した。
ただし、この緊急停止から数分後に燃料供給が自動
で復旧した。
ディーゼルエンジンが停止したので、隣室の電気
室に行き、停電の復旧の操作を行っていたところ、
ディーゼルエンジンが再起動した。一緒にいた電気
担当者が再度エンジンを停止しようとして、近づい
たところ、ディーゼルエンジン本体からエンジンオ
イルが吹き出し、煙が出ていた。電気担当者にエン
ジンオイルがかかり、前腕に熱傷を負った。その後、
電気担当者は発電機室を離れた。その間に、ディー
ゼルエンジンは大破した。
隣の部屋で停電の復旧を待っていた大学職員が煙を
確認したと同時に、通報を依頼され、119 番通報を
行った。
発電機室 65m2 の内、54m2 が焼損した。ディーゼル
エンジンのヘッド部分とピストン部分は大破し、周
囲に飛散してた。発電機室の壁のグラスファイバー
製の吸音材が焼損し、エンジンの一部があたって破
損した。消音器および排気筒が焼損し、飛散物によ
りへこんでいた。
原因については以下のように推定された。自家用
発電設備の制御盤へ電源が供給されていないため、
電気主任技術者が発電設備の制御盤の「停止ボタ
ン」で停止しようとしても停止しなかった。ディー
ゼルエンジン本体についている燃料供給を停止す
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る緊急停止レバーを操作して、ディーゼルエンジン
を停止したことにより、発電機側遮断器が遮断され
なかった。その状態で、停電の復旧操作中に、受電
側遮断器を投入したため、商用電源の電流が発電機
側まで回り込んだ。ディーゼルエンジンがモータリ
ング * を起こし、過運転し、焼き付き、破損した。
自家用発電機のエンジン冷却水ポンプが、防災関係
の電源遮断により停電停止であったため、冷却水ポ
ンプが起動しなかった。ディーゼルエンジンが過熱
し、焼き付き、破損した。
* 発電機が原動機を回転させること
01-1 2001 10 茨城

コンビナート
に設置され
た火力発電
設備

発電用の蒸気タービンに蒸気を供給するボイラの火 119
炉には、16 カ所にバーナ * が設置されていた。そ
のうちの 1 カ所のバーナに燃焼用の空気を供給する
ためのダクトの一部が溶融し、開口ができた。開口
から火炎が噴出した。
ダクトの一部、周辺のダンバー、周辺の保温材、周
辺のケーブル、周辺の計装設備などが焼損した。
原因については以下のように推定された。バーナに
燃料を供給する配管が経年劣化により破損した。燃
料の一部が霧化せずに、空気を供給するためのダク
トの中に入り、炭状になり、赤熱しながら燃焼した。
熱によりステンレス製のダクトが溶融した。
* 蒸気の噴出する力によって重油を霧化させ、燃焼
させるバーナ

定常運転中 12

01-2

コンビナート
に設置され
た火力発電
設備

ガスタービン発電設備の排ガスは、廃熱ボイラを 119
通ってから、脱硫装置で脱硫された後に、電気集塵
機で処理され、煙突から放出されていた。脱硫装置
として、吸収塔が設置されていた。廃熱ボイラを通っ
た排ガスは、水と水酸化ナトリウムで冷却されてか
ら、吸収塔に流入した。吸収塔の内部に、ポリプロ
ピレン製の充填物を充填した充填層があり、排ガス
が充填層を通過する際に、水酸化ナトリウム水溶液
と接触することにより、硫黄化合物が吸収、除去さ
れた。吸収塔の上部には、排ガスに含まれるミスト
を除去するためのポリプロピレン製のミストエリミ
ネータ、散水設備が設置されていた。
発災の約 7 週間前に、定期修理のために脱硫装置の
運転を停止した。
発災の 4 日前から運転を再開したが、脱硫機能が低
下し、改善しなかった。発災した日の時系列を以下
に示す。
15 時 47 分 点検のため、運転を停止し、冷却操作
を開始した。
脱硫装置内の温度が急に上昇し、緊急冷却のために、
散水設備が自動起動した。散水を継続すると、吸収
塔の底部から水酸化ナトリウム水溶液が溢れる可能
性があったので、手動で散水量を絞った。
18 時 25 分 頃脱硫装置の下流の煙突から黒煙が上
昇した。散水を全開にしたが、火災になった。
18 時 40 分 運転員が、自衛消防隊、共同防災組織
に連絡した。
18 時 41 分 119 番通報した。

停止作業中 12

6 神奈川
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自衛消防隊、共同防災組織、公設消防隊が放水を行っ
た。19 時 37 分 鎮火した。
脱硫装置と周辺の機器が焼損した。
原因については以下のように推定された。排ガスの
冷却が不十分であったために、排ガスが高温のまま
吸収塔に流入した。吸収塔内の充填物が溶融し、落
下した。排ガスが高温のまま吸収塔を通過したため
に、ミストエリミネータが着火した。
01-3

9 神奈川

火力発電所 19 時頃に、構内道路を照らす水銀灯のプラグコン ホットラ 休止中
イン
セント部分から出火した。
自衛消防隊は、消火器で初期消火活動を実施し、コ
ンセントへの電源供給を停止した。現場に到着した
公設消防隊は、消火活動を実施しなかった。
水銀灯のプラグコンセント一式が焼損した。
原因については以下のように推定された。発災日は、
台風により、長時間暴風雨にさらされた。コンセン
ト接触部分がゆるみ、この部分が塩害により絶縁劣
化し、出火した。

01-4

8 兵庫

有機化学
工業製品
製造業

自家発電用設備として、重油を燃料とするボイラ設 119
備、蒸気タービン発電機が設置されていた。発電し
た電気を化学プラントへ送電する途中にある遮断器
から出火した。
自衛消防隊が粉末消火器で初期消火活動を行った。
公設消防機関への通報が遅れた。
遮断器の一部が焼損した。
施設内で発生する微量の硫化水素による腐食が原因
であると推定された。

定常運転中 12

01-5

8 東京

大規模総合 地上 11 階、地下 2 階、耐火造の病院には、2 基の 119
病院
ガスエンジンを使ったコージェネレーション方式の
発電設備が設置されていた。発電設備から病院施設
内に電気を供給するとともに、ガスエンジンから発
生する廃熱を利用して、病院施設ならびに地域の契
約した需要家に対し冷温水による冷暖房を供給して
いた。
地下 2 階に設置された冷温水ポンプの起動直後に、
地下 2 階の中央監視室内の警報パネルの内「過電流
遮断」および「漏電遮断警報」のランプが点灯した
ことにより、勤務中の監視員は変電室に異常が発生
したことを知った。同じ頃に、1 階の防災センター
でも地下 2 階の自動火災報知設備の作動を確認し
た。中央監視室から監視員が現場に向かったところ、
変電室内に白煙が漂っていたのを発見し、監視室か
ら 119 番通報した。
白煙を発見したときには、炎が認められなかったた
め、初期消火活動は行われなかった。
公設消防機関が電気室全体を見分したところ、焼損
したのはバスダクト * のみで、室内に設置された配
電盤や監視盤等の計器類に焼損は見られなかった。
バスダクトは低圧屋内幹線用として設置され、電気
室の天井から吊り下げられた状態で敷設されてい
た。
原因については以下のように推定された。バスダク
ト付近の上階で発生した水漏れ事故により、コンク

冷水循環ポ 26
ンプの起動
直後
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リートからバスダクト上に水が滴下した。バスダク
ト上部側の接続ボルトのナット部から、バスダクト
内部に水が浸入した。そのため、絶縁が破壊され、
地絡した。
* 金属製のダクトの中に、適当な間隔で絶縁物に
よって支持された裸電線を収めた構造のもの。
00-1 2000 12 宮崎

総 合 ス ー 2 階の屋上に塔屋があり、塔屋の屋上に発電室があ 119
パー
り、発電室には 2 基の発電設備があった。燃料の A
重油を、地下タンク貯蔵所からポンプアップして供
給していた。夏期は 2 基を同時に稼働するが、それ
以外の時期では 1 基を交互に稼働していた。
保安室で監視していた保安員がモニターで異常を見
つけ、見回ったところ、発電室が燃えているのを発
見した。
発見が早かったため、塔屋の屋上という活動困難な
場所であったにもかかわらず、公設消防機関が消火
器 2 本で消火した。
発電設備 1 基が全損となった。
原因については以下のように推定された。発電機に
ついているターボチャージャー * に潤滑油を供給す
るホースが外れ、オイル供給が止まり、外れたホー
スからオイルが撒き散らされた。オイル供給が止
まったため、焼き付き状態になり高温になった部分
に、オイルが触れ発火した。
* エンジンの排気ガスの持つエネルギーを、タービ
ンによって動力として回収し、遠心式または軸流式
圧縮機を駆動することによって、吸入空気量を増大
させるシステム

定常運転中 12

00-2

1 岡山

化学薬品の イオン交換膜法により食塩を電気分解し、水酸化ナ 119
製造業
トリウム、塩素、水素を製造する化学工場に、自家
発電用設備として、ディーゼル発電機が 11 基設置
されていた。発電した電力は、電気室を経由して、
自社の電解設備と他社に供給していた。電解設備に
は、No.1 から No.4 の整流 * 装置が設置されていた。
電気室制御盤から No.3 整流装置へ向かう電力ケー
ブルが出火した。その結果、
出火箇所周辺の電気ケー
ブル 26 本、木製のケーブルサポートが焼損した。さ
らに、
電力ケーブルが短絡し、
母線の遮断器が作動し、
ディーゼルエンジンが停止し、全停電となった。
No.3 整流装置へ向かう電力ケーブルの地絡が、出
火の原因であると推定された。
* 交流を直流に変換すること

定常運転中 12

00-3

11 滋賀

舶用内燃機 他用途の発電用エンジン（燃料：重油）の試験運転 事後聞知 試験運転中 12
関製造業
中に火災になり、発電用エンジンのシリンダ部分を
焼損した。
原因については以下のように推定された。発電用エ
ンジンの燃料送油管の結合部ボルト締め不良によ
り、加圧された状態で送油された燃料がミスト状に
吹き出した。排気マニホールドの高温部に燃料が触
れ、着火した。

00-4

4 滋賀

舶用内燃機 ガスタービン発電装置の出荷前の起動試験を実施し 事後聞知 試験運転中 12
関製造業
ていた。発電装置のキュービクルの内部で爆発が起
き、キュービクルのドアの取手および金具が破損し、
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すべてのドアが開いた。開いたドア付近に居合わせ
た従業員 1 名にドアがあたり、重傷を負った。
原因については以下のように推定された。ガスター
ビン発電装置の潤滑油の戻りラインのプラグの締め
が十分でなかったため、漏洩した潤滑油がガスター
ビンに吸い込まれ、排気ダクトに送られた。ガス状
態またはミスト状態になった潤滑油が着火した。
00-5

7 新潟

百貨店

百貨店に自家発電施設として設置されていたディー 事故聞知 定常運転中 12
ゼル発電機の内の 1 台が火災になった。時系列で示
す。
17 時 27 分 発電機室の火災感知器（熱式）の発報が、
防災センターで表示された。
17 時 28 分 防災センター員が発電機室外部から黒
煙を確認した。発電機室内に入り、発電機から炎が
上がっているのを確認した。
17 時 34 分 防災センター員がもう 1 人発電機室に
到着した。粉末消火器 3 本で初期消火活動を行った。
翌朝 公設消防機関が覚知した。
ディーゼル発電機 1 台の配線、ラジエータ等が焼

損した。
設置申請時の火災時のマニュアルでは、二酸化炭
素消火設備を使用することになっていたが、火災
当日には使用しなかった。
原因については以下のように推定された。オイル
フィルタが振動により緩み、エンジンオイルが漏
洩した。エンジンオイルが、高温の排気筒に触れ、
着火した。
00-6

3 千葉

99-1 1999 10 山形

製鉄業

119
以下のような排熱回収発電設備があった。
・焼結工程で発生する 350℃前後の温風を熱交換器
に送る。
・熱媒体の蒸気を発生させ、タービンを回転させ発
電させる。
・蒸気は復水器で冷却され、熱交換器に循環される。
定期修理のため、作業員 2 名が酸素アセチレントー
チを使って、復水器内部の復水器細管（薄肉チタン
製）のガス溶断作業を始めた。始めてからすぐに、
切断した復水器細管数本が赤熱状態になり、急速に
赤熱部が拡大し、発火した。作業員は、即座に待避
し、酸素とアセチレンのバルブを閉鎖し、初期消火
活動を行った。連絡を受けた自衛消防隊は、119 番
通報し、共同防災隊と冷却放水を行った。現場に到
着した公設消防隊は放水を行った。
復水器という一種のタンク内で、チタン製の細管全
体が燃えていたため、燃焼している細管に直接放水
出来なかった。その結果、発災から鎮圧まで約 1 時
間半を要した。

定期修理中 12

コンビナー 母線に接続された遮断器が作動した。運転員が現場 事後聞知 停止中
トに設置さ に向かったところ、多量の煙が見えた。炎は確認出
れた発電所 来なかった。
メタルクラッドが焼損した。
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99-2

5 宮城

プラスチッ プラスチック製品を製造する工場には、自家発電施 119
ク製品製造 設として、ディーゼル発電機 3 台（燃料：A 重油）
があり、常時稼働していた。発電棟内に 3 台のディー
業
ゼル発電機が設置されていた。
深夜にディーゼル発電機の 1 台から出火した。自衛
消防隊が、粉末消火器により初期消火活動を行うと
共にディーゼルエンジンの非常停止の操作をした。
当直の守衛が 119 番通報を行った。到着した公設消
防機関が、粉末消火器とポンプ車で消火活動を行っ
た。
発電棟が全焼した。
ディーゼルエンジンに燃料を供給する配管が折損
し、燃料が漏洩、飛散し、高温の部分に付着し、着
火したと推定された。

定常運転中 12

99-3

6 宮城

プラスチック プラスチック製品を製造する工場には、自家発電施 119
製品製造業 設として、発電棟内に、ディーゼル発電機 4 機（燃
料：A 重油）が設置されていた。
午後 5 時ごろにディーゼル発電機から出火した。自
衛消防隊が粉末消火器で初期消火活動を行った。公
設消防機関が粉末消火器で消火活動を行った。
発電機に付属するセンサ類、パッキン類が焼損した。
燃料主管と燃料圧力調整弁を結ぶ燃料戻り管のクラ
ンプ部に穴が開き、噴出した燃料が、過給器の高温
の部分に付着し、着火したと推定された。

定常運転中 12

99-4

7 広島

舶用内燃機 タービンエンジンの試運転中に、エンジン内の回転 119
関製造業
軸の部品が破損し、周囲に飛散した。
飛散した部品が、周辺の潤滑油配管、制御機器を破
損させた。試運転を行っていた建屋の内壁、外壁、
屋根が破損した。タービンエンジン周辺の床面約
1000m2 にタービン油約 4000 リットルが飛散した。
飛散した破片が、試運転を監視していた作業員 2 名
に当たった。1 名は死亡した。1 名は重傷を負い、
事故から 3 日後に死亡した。
公設消防機関への通報が遅れた。試運転を行ってい
た建屋は一般取扱所であったが、危険物取扱所を無
許可で変更し、保安監督者が不在のまま、タービン
エンジンの試運転を行っていた。

試運転中

12

98-1 1998 7 鹿児島

製紙パルプ 発電装置の修理のために、出力ダウンしていたとこ 119
製造業
ろ、タービンケーシング * 内で火災が発生した。ター
ビンケーシング内、タービン側盤の計器類、天井ク
レーンが焼損した。
原因については以下のように推定された。タービン
油配管が破断し、タービン油がタービンケーシング
内に飛散した。タービン油は、高温の保温材に付着
し、着火した。
* タービンロータや翼列を収納する耐圧構造の容器

シャット
ダウン中

12

98-2

百貨店

12 熊本

百貨店の建物の屋上に、自家発電施設として、4 基 119
のディーゼル発電機が設置されていた。営業中に、
火災が発生し、発電機 1 機が全損となった。
自家用発電機操作盤の配線から出火したと推定され
た。なお、重油配管等については異常が見つからな
かった。
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プラスチッ 常用の自家発電設備として、3 基のディーゼル発電 119
ク製品製造 機（燃料：A 重油）が、発電棟内に設置されていた。
ディーゼル発電機より出火した。
業
自衛消防隊が、粉末消火器 4 本で初期消火活動を
行った。
シリンダー上部が焼損した。
原因については以下のように推定された。ディーゼ
ル発電機の稼働中に、燃料を供給する高圧管が破損
した。噴霧となった A 重油が高温の排気筒に触れ
て着火した。

定常運転中 12

97-1 1997 11 神奈川

火力発電所 発電設備の定期整備を終え、試運転中であった。ボ 119
イラからタービンへ蒸気を送るための主蒸気配管の
保温材から出火した。
自衛消防隊が、粉末消火器 12 本を使用して初期消
火活動を行った。
ボイラ、タービン、発電機を手動で停止した。
主蒸気配管の保温材が焼損した。
加減弁 * を制御する油圧配管のフランジ継手から、
作動油（第 4 石油類）が漏れ、下方にあった主蒸気
配管の保温材に浸透し、発火したと推定された。
* タービンに送り込む蒸気の量を調節する弁

試運転中

12

97-2

火力発電所 定期点検が終了し、朝から試運転を行っていた。作 119
業員が 19 時頃に中圧蒸気タービン軸受下部から煙
が出ているのを発見し、中央操作室に連絡した。作
業員らが消火器 13 本を使用して、初期消火活動を
行った。
中圧蒸気タービン軸受部配管の断熱材が焼損した。
発災の 20 日前に、蒸気タービン軸受けの潤滑油（第
4 石油類）の濾過を行う際に、隣接する別の配管バ
ルブを開放したため、潤滑油が、取り外されていた
振動計の取り付け部から漏洩し、周囲に飛散した。
潤滑油の拭き取りと、潤滑油が浸潤した断熱材の交
換が行われた。一部の断熱材が交換されずに、潤滑
油が浸潤したままだったために、潤滑油が浸潤した
断熱材が、蒸気配管により加熱され、発火したと推
定された。なお、潤滑油の漏洩は公設消防機関に通
報されなかった。

試運転中

12

製鋼圧延を 製鉄所に設置された石炭を燃料とする発電所におい その他
行う高炉に て、定期修理を行っていた。ボイラに供給する石炭
よる製鉄業 を微粉炭に粉砕するためのミル装置内で爆発が発生
した。作業中の作業員 2 名が火傷により、重傷となっ
た。
原因については以下のように推定された。ミル装置
内のシールリングを送炭管から外すために、作業員
がミル装置内に入っていた。金属製のクサビをシー
ルリングと送炭管の隙間に入れ、金属製ハンマーで
叩く作業をしていた。装置内にあった微粉炭が落下
し、粉じん爆発となった。
なお、爆発が発生した際には、製鉄所の立会人が不
在であった。また、作業関係者全員は、製鉄所に第
1 報を連絡した後、現場からいなくなった。そのた
め、爆発事故の内容確認が不十分となった。さらに、
公設消防機関への通報が遅延した。

定期修理中 12

98-3

11 福島

3 東京

96-1 1996 7 兵庫
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96-2

7 三重

火力発電所 定期修理が終了し、発災の前日から、ボイラと発電 ホットラ 試運転中
用タービンを作動して試運転を行っていた。8 時頃 イン
から発電のための準備に入ったところ、8 時 10 分
頃に当直の職員が界磁遮断器 * の上部から煙が出て
いるのを発見した。当直員及び作業員約 10 名で、
炭酸ガス消火器 16 本、粉末消火器 3 本を使用して、
初期消火活動を行った。
界磁遮断器が焼損した。
* 発電機の回路を「入」「切」するための装置

96-3

10 岐阜

機械設備に
よりアルミ
製自動車部
品を製造す
る製造業

12

A 重油を燃料とするディーゼル発電機が、自家発電 一般加入 定常運転中 12
施設として設置されており、管理室でコンピュータ
管理していた。毎日の始業点検も実施されていた。
午後 11 時頃に、通常の燃料使用量よりも多いとい
う異常をコンピュータが示した。係員が点検に行っ
たところ、自動火災報知設備が作動し、燃料の戻し
配管接合部が外れ、火災になっているのを発見した。
係員が消火器で初期消火活動を行った。他の社員が
公設消防機関に通報した後、自家発電施設を停止さ
せた。公設消防機関が泡消火剤で消火させた。
発電設備、燃料配管が焼損した。

95-1 1995 9 広島

総 合 ス ー 自家発電施設として、常用 ･ 非常用兼用のタービン 119
パー
発電機が設置されていた。
発電の異常を示す警報ランプが制御室で点灯したた
め、係員が緊急停止させた。消火器により初期消火
活動を行った。
発電機を焼損した。防油堤内に潤滑油（第 4 石油類）
約 40 リットルが滞留した。
原因については以下のように推定された。潤滑油の
送油管が発電機の振動により疲労破壊を生じ、フラ
ンジとパイプの接合部が破損した。破損した部分か
ら潤滑油が漏れ、発電機の高温部分に触れ、着火し
た。

95-2

火力発電所 鉄道用自家発電所のボイラ近くで火災が発生した。 事後聞知 定常運転中 12
付近の作業員が消火器で初期消火活動を行い、ボイ
ラを緊急停止させた。
ボイラ壁体、ボイラ保温材を被覆する鉄板を焼損し
た。
原因については以下のように推定された。ボイラの
点火用軽油配管ストレーナ * に亀裂が生じ、軽油が
噴出した。軽油が、運転中のボイラー壁体に触れ、
発火した。
なお、火災の発生から、公設消防機関への通報まで
約 3 時間を要した。
* 油、水、蒸気中の固形分を除去するためのろ過器。
フィルタの方がストレーナより目が細かい。

7 神奈川

94-1 1994 12 大阪

ポリプロピレ
ン、 化 学 肥
料等を製造
する製造業

定常運転中 12

タービン発電機で使用するため、ボイラで蒸気を発 一般加入 定常運転中 12
生させていた。蒸気は、発電に使用した後、各工場
に蒸気として送っていた。
5 時頃に、発電係員がボイラの側面が赤熱している
のを発見し、その後、運転主任も確認した。ボイラ
燃料の C 重油、空気、水の供給を停止する作業を
実施していたところ、ボイラの側面が破損し、C 重
油が飛散した。ボイラは緊急停止した。
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原因については以下のように推定された。ボイラに
は、C 重油を噴霧燃焼させるバーナ 6 本が設置され
ていた。C 重油の油滴の一部が正常に燃焼せずに、
燃焼用の空気を送るための通路の内部に飛び込み滞
留した。滞留した C 重油が、周囲から加熱され燃
焼した。燃焼により発生した熱が、近くにあった水
配管を局部加熱した。水配管が破裂し、水が噴出し、
水蒸気が大量に発生した。これにより、ボイラの側
面が破損し、C 重油が飛散した。
94-2

1 神奈川

火力発電所 蒸気タービンに送る蒸気をつくるためのボイラの点検と その他
修理を行っていた。作業員 3 名が、ボイラの内部に入
り、ボイラの内側の鋼板の溶接作業を行っていた。溶
接作業を行う場所が水配管の近くであったため、鋼板
と水配管に挟まれた非常に狭い場所（深さ 1.5m、幅
35cm）で作業を行っていた。溶接箇所と作業員の身
体が接近していたため、作業員の着衣が着火した。
他の作業員が、水バケツ 3 杯と 10 型消火器 2 本で
消火活動を行った。火傷により、作業員 1 名が重傷、
1 名が軽傷となった。作業員は、溶接用の革製の胸
あてを着用していなかった。

94-3

6 福島

火力発電所 発災日の朝にボイラ設備を起動し、出力を上昇させてい 一般加入 定常運転中 12
た。バーナの一つが点火しないため、現場を確認したと
ころ、点火用トーチの配管継手部から、軽油が漏洩して
いるのを発見した。ボイラの外装板に付着した軽油を拭
き取っていたところ、ボイラの外装板の継目部から煙が
出始めたので、公設消防機関に通報した。消火器で
初期消火活動を行うと共に、
ボイラの停止操作を始めた。
ボイラの外装板、保温材が焼損した。
原因については以下のように推定された。点火用
トーチの配管継手部が折損し、軽油が漏洩した。ボ
イラの外装板の継ぎ目から、内部の保温材に、漏洩
した軽油が浸透した。ボイラの熱により加熱された
保温材が着火した。

94-4

11 福島

火力発電所 以下のようなプロセスの石炭ガス化パイロットプラ 119
ントの研究開発を行っていた。
石炭を粉砕し、微粉化する
→空気と微粉炭をガス化炉に送り、可燃性ガスを
発生させる
→熱交換器で冷却する
→不純物である未燃の炭素を回収装置で除去し、
精製する
→生成した可燃性ガスをガスタービンに送り、発
電する
発災は、ガス化炉の改修工事を終えて、運転を再開
した日であった。運転を再開してから 2 時間 30 分
後に、巡回点検を行っていた作業員が、未燃の炭素
の回収装置からの可燃性ガスの漏洩を発見した。発
見から約 20 分後に可燃性ガスが発火した。ガス化
炉を緊急停止し、その後、公設消防機関に通報した。
回収装置が焼損した。
発災事業所の自衛消防隊および隣接事業所の自衛消
防隊が出動し、放水準備の態勢で警戒した。公設消
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防機関は、消火活動を行わなかったが、再燃防止と
二次災害防止のために警戒活動を実施した。なお、
隣接事業所の自衛消防隊および公設消防機関への情
報提供が十分でなかった。
原因については以下のように推定された。ガス化炉の改
修工事が終了した後、回収装置の冷却水の弁を閉めた
まま運転を再開した。回収装置内の可燃性ガスの温度
が上昇し、回収装置のシールが失われ漏洩した。
石油精製業 触媒再生塔で発生する排ガス（一酸化炭素ガス）を 119
利用して、タービンを駆動し、発電する装置が設置
されていた。
触媒再生塔とタービンの間にある圧力調節弁の整備
･ 点検を行った後、自動に復帰した瞬間に、圧力調
節弁が全開となり、発電量が急増したため、発電機
が解列した。タービンの回転数が異常に上昇し、ター
ビンが破損した。その結果、排ガスが着火した。さ
らに、飛散したタービンの部品が危険物配管等を破
壊した。そのため、石油類、ガス類が火災となった。
発生から鎮火まで約 8 時間を要した。
飛散物は、750m の範囲に飛散した。火災により、流
動接触分解装置が焼損した。タービンの建屋、タービン、
タービンに付属する空気圧縮機、潤滑油設備、タービン
関連の配管などが被害を受けた。圧力調節弁の整備 ･
点検の際に、部品が正常に取り付けられなかったことに
より、圧力調節弁が全開になったと推定された。

定常運転中 12
27

93-1 1993 11 秋田

火力発電所 配管のドレンより回収された廃油を地下貯蔵タンク 119
に貯蔵し、満油になると、ボトムヒータ * により加
熱し、ポンプで油分離層へ圧送していた。
発電用ボイラを定常運転中、回収した廃油を貯蔵す
る地下貯蔵タンクから廃油が逆流した。ボイラで燃
料を燃焼させる際に使用する加熱空気のためのダク
トに、廃油が触れ、加熱され、着火した。
自衛消防隊が、事業所内の消火器（第 4 種、第 5 種）
を使用すると共に、粉末消火設備（第 3 種）を起動
させ、初期消火活動を行った。同時にボイラーの緊
急停止を行った。公設消防機関が、消防車の車載の
消火器、事業所内の消火器で消火活動を行った。
ボイラー制御用電気配線 231 本、延べ 5895m が焼
損した。
原因については以下のように推定された。ボトム
ヒータにより、廃油が沸騰に近い状態まで加熱され
た。通気管が目詰まりしていたことも重なり、廃油
がボイラー棟の 3 階まで逆流し、噴出した。廃油が
3 階から 1 階に流れ、加熱空気のダクトに触れた。
* タンク内の油の温度を、油の流動点以上に上げるため
の加熱器。タンク底部に蒸気管を配置し、加熱する。

定常運転中 12

93-2

記載無し

建物の消防用設備等の非常用発電設備として、ガス 119
タービン発電装置が設置されていた。発電機室内に、
エンクロージャがあり、エンクロージャ内に、発電
機とガスタービンがあった。発電機室内には、消音
器室もあった。エンクロージャからでた排気筒が消
音器室をへて、煙道に接続されていた。
建物の設備担当者が発電設備の定期点検中、目視点

定期点検中 28

94-5

2 神奈川

2 東京
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検等の一連の点検が終了したため、発電機室内の制
御盤から自動起動をかけた。その後数分間、計器類
の確認作業をしていたところ、発電機室内の排気筒
から「ドーン」という音とともに爆発した。その後、
発電機室内にある消音器室で火災が発生した。
発電設備の排気は、地下 5 階から煙道により、1 階
部分に排出されることになっていた。この煙道を伝わっ
て、爆発音が近隣に伝わった。爆発音を聞いた近隣
者が、煙道から噴出する煙を見て、119 番通報をした。
エンクロージャ内では、ガスタービンは焼損していたが、
発電機は焼損していなかった。ガスタービンの部品の金
属片が、排気筒内から消音器室内まで飛散していた。
原因については以下のように推定された。ガスター
ビンの軸受部分の潤滑油 * の二次管 ** の取り付けが、
不完全な状態になっていた。この状態のまま発電設
備を起動させたため、運転中に漏洩した。漏洩した
潤滑油は、冷却用の空気取り入れ口から消音器に至
る排気筒内に吸収され、滞留した。潤滑油の蒸気ま
たはミストが高温の排気筒内で着火し、爆発した。
爆発によりガスタービンも損傷し、潤滑油の一次管
も破断し、漏洩した潤滑油が着火し、火災になった。
二次管の取り付けが不完全であったのは、点検の不
備によると考えられた。
* 引火点 210℃、発火点 210 ～ 370℃。
** 潤滑油の配管は、入口管となる一次管と、戻り管
となる二次管がある。
91-1 1991 12 神奈川

警備保障業 2 階事務室で当直していた社員が、午前 4 時頃に、 119
自動火災報知設備の受信盤で、別棟 5 階の自家発電
機室で発報しているのを知った。確認に行ったとこ
ろ、自家発電機室のドアを開けたら、濃煙が充満し
ていた。手動でハロン消火設備を起動した。
発電機上部に煙感知器が設置されていた。火災の感知
により、燃料の供給が停止され、発電機は自動停止した。
当直者が 1 人であったため、火災現場の確認、他の
場所にあるコントロールセンターとの連絡等に時間
をとられ、公設消防機関への通報が遅れた。
燃料供給ポンプに取り付けられている部品が脱落
し、燃料（重油）が霧状に噴出し、排気管に触れ、
着火したと推定された。

定常運転中 12

91-2

地方鉄道業 重油を燃料とする蒸気タービンを使った自家発電施 119
設を鉄道会社が所有していた。午前 3 時頃、発電機
を起動させるため、給水ポンプおよび空気押し込み
ファンを起動させた。蒸気ドラムに異常現象が見ら
れたため、運転を停止し、各部を点検したが、異常
を確認出来なかった。運転を再開し、発電機を起動
させたところ、午前 4 時頃に加熱警報が鳴ったため、
ボイラーを停止し、点検を行ったが、原因が分から
なかった。運転と停止を繰り返していたところ、午
後 3 時頃に空気予熱器 * の下部に炎が認められた。
事業者は、ドライアイス 1ton を投入し、温度低下
をはかった。公設消防隊は警戒態勢をとった。
空気予熱器が焼損した。
ボイラーの排気ガスに含まれた重油の未燃焼分が、

起動中

1 神奈川
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空気予熱器の内部に蓄積し、加熱され、着火したと
推定された。
* 直径 4.6m、高さ 2.6m の縦置き、円筒型。ボイラー
の排気ガスの熱によりボイラーへ送る空気を予熱す
る熱交換器。
90-1 1990 5 和歌山

火力発電所 湿式排煙脱硫装置の解体作業を行っていた。10 時 ホットラ 解体中
頃から上部のダクト等を撤去した。15 時頃から、 イン
吸収塔、上部のケーシングをアセチレンガスバーナ
で溶断した。16 時頃から、溶断したケーシングを
クレーンで吊り降ろすために、アセチレンガスバー
ナを使って、吊金具取付穴を開ける作業を始めた。
くりぬかれた高温の溶断鉄片が、解体中の排煙脱硫
装置の中に落下した後、発煙、発火した。
自衛消防隊が、隣接事業所の自衛消防隊の応援を得
て、3 点セット、化学車等を使って、泡放射、冷却
放水の作業を行った。公設消防機関は、3 点セット、
化学車等を使い、泡放射、冷却放水などの消火作業
を行った。
アセチレンガスメータ、酸素メータ、足場用丸太、
酸素ホース等の溶接器具類、解体中の排煙脱硫装置
を焼損した。
排煙脱硫装置内には、噴霧された吸収剤と排気ガス
の接触をよくするために、ポリプロピレン製の格子
が設置されていた。落下してきた高温の溶断鉄片が、
ポリプロピレン製の格子に触れ、ポリプロピレン製
の格子を着火させたと推定された。

90-2

7 神奈川

火力発電所 16 時頃に、電気関係の保護リレーが突然作動し、 ホットラ 定常運転中 12
ユニットが停止した。停止した直後に、清掃作業を イン
していた従業員が、閉鎖配電盤 * の火災を発見し、
中央操作室に通報した。現場を確認したところ、閉
鎖配電盤の周辺には煙が充満していた。
公設消防機関は、空気呼吸器を着装し、屋内進入し、
大型粉末消火器により消火活動を行った。火勢が抑
制されたら、アースを設置し、高圧噴霧注水で消火
活動を行った。自衛消防隊は、大型粉末消火器と噴
霧注水により、公設消防機関に協力した。なお、自
衛消防隊の指揮本部と発災場所が離れていたため、
公設消防機関への情報提供が不十分であった。
受電盤、遮断器、ケーブル等が焼損した。
経年劣化により、閉鎖配電盤の計器用変圧器の絶縁
が低下し、短絡が起き、絶縁材料、ケーブル等に着
火したと推定された。
* 発電機により発電された電気は、変圧器、閉鎖配
電盤を介して、補機に供給される。遮断器、計器用
変圧器、計測装置、接続ケーブルなどをスチール製
の箱に収納したものが閉鎖配電盤である。閉鎖配電
盤は、変圧器から 4kV の電気を受電していた。

90-3

7 茨城

火力発電所 19 時頃に、蒸気タービンの前部軸受付近から出火 一般加入 定常運転中 12
した。
自衛消防隊は、粉末消火器で初期消火活動を行った。
公設消防機関は、粉末消火器で消火活動を行った。
蒸気タービンの前部軸受部分が焼損した。
原因については以下のように推定された。蒸気ター
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ビンの潤滑油（第 4 石油類）の配管の一部が劣化し、
破損した。霧状に噴出した潤滑油がタービンの高温
部分に触れ、発火した。軸受部分が火災になった。
自家発電施設として、A 重油を燃料とするディーゼ 事後聞知 定常運転中 12
ル発電機が設置されていた。1 階の発電機室には、
ディーゼル発電機とサービスタンク（390 リットル）
があり、地下タンクからサービスタンクに燃料を供
給していた。発電機室には、第 3 種消火設備（ハロ
ン消火設備）があった。
発電機室内で火災が発生した。
ディーゼル発電機、発電機室の扉、配管の被覆、内
壁、自動火災報知設備、屋内照明が焼損した。
原因については以下のように推定された。ディーゼ
ルエンジンのピストン部の過熱により、ピストン
ロッド、クランクシャフトが破損した。エンジンオ
イルに着火し、飛散した。

89-1 1989 9 福岡

衛生陶器
製造業

89-2

10 山口

貸事務所業 ビ ル 内 の 自 家 発 電 機 室 に、A 重 油 を 燃 料 と す る 119
ディーゼル発電機が 2 台設置されており、定常運
転中だった。自動火災報知設備が発報したため、防
災センターの職員が確認に行き、火災を発見した。
119 番通報すると共に、発電機を緊急停止し、燃料
バルブの閉止、電気遮断を行った。熱と煙のため、
自衛消防隊は初期消火活動を出来ず、ビル内の避難
誘導を実施した。公設消防機関が放水による消火活
動を行った。
ディーゼルエンジン、発電機、ボイラ、周辺機器を
焼損した。
ディーゼルエンジンの上部にある燃料供給ポンプの
出口の継手部から燃料が噴出し、高温の排気管に触
れ、発火したと推定された。

89-3

4 石川

製紙業

89-4

12 東京

電信電話業 建物の発電機室に、非常用発電機が 3 台設置されて 一般加入 試運転中
いた。非常用発電機の排気筒の出口は、消音室につ
ながっていた。耐火構造の部屋が消音装置の役割を
果たしていて、消音室と呼ばれていた。
9 時から調子の良くなかった 1 台を整備し、何回か
始動を試みたが始動しなかった。14 時頃、再始動
させたところ、エンジンが始動した。エンジンの回
転数が上がると、爆発が起きた。

発電用の蒸気をつくるボイラ（燃料：重油）が設置 119
されていた。係員 2 名が 6 時にボイラーを停止させ
た。7 時半頃に、ボイラ付近で異常音を聞いたため、
現場に行ったところ、節炭器 * から煙が出ていて、
さらに、節炭器が異常に過熱しているのを発見した。
公設消防機関に通報すると共に、自衛消防隊が、消
火栓からホースを延長し、冷却注水を行った。公設
消防機関は、節炭器に冷却注水を行った。
原因については以下のように推定された。バーナの
変更工事を行った結果、バーナから未燃分を多く含
むダストが発生した。そのダストが節炭器内部に堆
積し、燻っていた。運転が停止された後、新鮮な空
気が流入し、ダストが燃焼した。
* 燃焼ガスが保有する熱を利用してボイラの給水を
予熱するために設けられた熱交換器。
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発電機室の排気筒、ケーブルラック、通気管、防火
戸、防火シャッターが破損した。消音室も破損した。
公設消防機関が覚知したのは、爆発から約 3 時間後
であった。
原因については以下のように推定された。エンジン
の始動を試みたが始動しなかったため、そのとき発
生した燃料の蒸気（またはミスト）が、排気筒と消
音室に滞留していた。エンジンが始動した際に、排
気筒と消音室に滞留していた燃料の蒸気（またはミ
スト）が着火し、爆発が起きた。
3 東京

火力発電所 発電設備の補機へ電源供給する操作盤内にある端子 119
台から出火した。自衛消防隊が粉末消火器で初期消
火活動を行った。公設消防機関が排煙車を使って排
煙作業を行った。
端子台、配線、ケーブルを焼損した。
ベークライ
ト製の端子台の投入用電源（マイナス側）と操
作用電源（プラス側）との間に粉じんが付着して絶縁劣
化となり、
トラッキング現象が起き、出火したと推定された。
なお、公設消防機関への通報が遅れた。

定常運転中 12

88-1 1988 4 福岡

火力発電所 LNG を燃料するタービン発電機が 5 基設置されて 119
いた。そのうちの 3 基が建物の 3 階にある一つの
発電機室に設置されていた。2 時頃に、運転中の発
電機の前後 2 カ所の軸受部分から炎が吹き出した。
炎の大きさは 4 ～ 5m になった。警報の鳴動で火災
に気がついた従業員が、発電機の運転を停止し、消
火器で初期消火活動を行った。発電機内の水素ガス
を放出させた。
発電機の軸受部分とその周囲を焼損した。
異常振動により軸受部が損傷して、軸受部の潤滑油
または発電機内の水素ガスが漏洩し、着火したと推
定された。なお、公設消防機関への通報が遅れた。

定常運転中 12

87-1 1987 12 山口

火力発電所 化学工場が、微粉炭と C 重油をボイラ用の燃料と 119
する自家用の火力発電所を設置していた。9 時頃、
定時パトロール中に、ボイラ用バーナが設置されて
いる場所から黒煙が出ているのを発見した。
ボイラと関連施設を緊急停止した。自衛消防隊と公
設消防機関が、冷却注水を行った。
バーナ、バーナの架台、バーナに空気を送る流路が
焼損した。
原因については以下のように推定された。フランジ部
が緩んだため、バーナの先端部に送られ燃焼するは
ずだった微粉炭が漏れ、バーナの外で燃焼し、火災
になった。他のバーナにも延焼し、C 重油の漏洩が起
きた。漏れた C 重油も着火し、延焼拡大していった。
公設消防機関の覚知は、発見から約 30 分後であった。
公設消防機関の活動初期に、事業所からの情報収集
に苦慮した。

定常運転中 12

87-2

火力発電所 12 時頃に、タービン発電機の冷却用水素ガスの緊 ホットラ 点検中
急放出テストを行った。緊急放出弁を開くと同時に、 イン
タービン本館屋上に設置されている水素ガスの緊急
放出口の付近で火災が発生した。
テスト監視中の作業員が、消火器及び屋内消火栓で
初期消火活動を行うと共に、中央制御室に連絡した。

89-5

6 兵庫
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自衛消防隊は 3 点セットで出動し、警戒配置につい
た。公設消防機関が現場に到着したときには、鎮火
状態であった。
タービン本館屋上の床面のアスファルト防水層
25m2 が焼損した。
原因については以下のように推定された。水素ガス
が配管内を移動し、緊急放出口から空気中に出た際
に着火し、火炎が形成された。緊急放出口が床面を
向いていたために、火炎が床面のアスファルト防水
層を加熱し、着火させた。
87-3

5 東京

86-1 1986 1 神奈川

火力発電所 発電用ボイラーに燃料である原油を送るための設備 119
の変更工事中であった。9 時頃に燃料中継タンク *
が爆発した。タンクの屋根が約 16m 飛び、タンク
は約 2m 持ち上がってから横倒しになった。タンク
内の油が防油堤の内外に流れ、火柱が上がった。
自衛消防隊は屋外消火栓、泡消火栓を使い、初期消
火活動を行った。
共同防災組織が 3 点セットで泡放射を行った。その
後、可搬型 3,000 型泡放水砲を使い、周辺タンク等
へ放水を行った。公設消防機関は、大型化学車 3 隊
を含む化学車 15 隊、ポンプ車 15 隊、消防艇 3 隻
など合計 80 隊が出動し、泡放射による消火活動、
隣接するタンク等への冷却注水を行った。覚知から
約 2 時間後に鎮火した。
燃料中継タンク 1 基、その付属設備 1 式、操作室、
大型クレーン車 1 台、小型トラック 1 台が焼損した。
燃料中継タンクに隣接する低圧ポンプヤード周辺に
いた作業員 4 名が死亡した。消防職員 1 名が活動中
に軽傷を負った。
119 番通報は近くの工場の社員が行った。現場に到
着した公設消防機関が、事業所の守衛、当直長、自
衛消防隊に接触したが、消防活動、救助活動に必要
な情報を十分に得られなかった。
* 屋外タンク。縦置円筒型、固定屋根式、高さ 8.3m、
内径 5.8m。容量 200 キロリットル、実油量 164 キ
ロリットル、油種 : 原油と軽油の混合油。
製鉄業

重油、工場内で副生する高炉ガス、コークス炉ガス その他
を燃料とて使用する蒸気タービン発電機を自家用発
電施設として設置していた。
作業員が燃焼用空気の空気量の低下に気がつき、手
動に切り替え、空気量を調節するベーン * の駆動用
空気の予備コンプレッサーを稼働させた。すると、
4 基のバーナの内、3 基が失火した。燃料を遮断す
る操作中に、1 時頃、ボイラで爆発が起きた。
爆発が起きたボイラは緊急自動非常停止した。
公設消防機関から 1 隊が出動したが、火災が見られ
なかったため、消火活動は行わなかった。
ボイラ本体が変形し、穴が空いた。燃焼用空気の流
路が破損した。ボイラの付属配管、点検用足場が変
形した。
原因については以下のように推定された。バーナー
が失火し、ボイラ内で未燃焼の燃料と空気が可燃性
混合気を形成した。可燃性混合気が着火し、爆発と
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なった。
* 燃焼用空気の流れを調整し、旋回力を与え、火炎
の形状及び燃焼状態を適切にするために設けられた
羽根。
84-1 1984 12 鳥取

製紙業

発電用のボイラ設備を 24 時間運転してした。20 時 119
頃、中央操作室にいた作業員がボイラ設備の異常
に気付き、現場に確認に行った。ボイラ設備は高
さ 42m であった。高さ 22m の位置にあるボイラ設
備の点検用の歩廊付近から炎が出ているのを確認し
た。消火器 3 本を使用して初期消火活動を実施した。
また、ボイラの稼働を停止した。
公設消防機関と消防団をあわせて、12 台が出動し
た。
ボイラのアルミ製アウタケーシング *、モニター用
ケーブル、制御ケーブル、電灯用配線、照明器具、
ボイラ掃除に使用する足場用の丸太、足場用の板を
焼損した。
* ボイラの断熱材の外側を覆う板。鋼板あるいはア
ルミニウム板を用いる。

定常運転中 12

83-1 1983 2 東京

公共下水
処理業

排水ポンプ駆動用の自家発電装置として、重油を燃 119
料とするディーゼル発電機が設置されていた。定期
点検のため、発電機を起動させたところ、14 時頃に、
発電機室で爆発が起きた。
発電機室内の排気ダクト、照明器具が破損した。
原因については以下のように推定された。発電機の
燃焼室に空気を送り込む調整器の弁が作動しなかっ
たため、空気が供給されず、燃料が燃焼しなかった。
そのため、未燃焼の燃料が排気ダクトに滞留してい
た。調整器の弁が作動し、空気が供給され、排気ダ
クト内で爆発が起きた。

定期点検中 12

83-2

火力発電所 日本海中部地震の発生直後、中央監視室の受信盤の 119
作動により、No.7 から No.10 タンクの火災を覚知し
た。中央操作室の職員が現場に行ったところ、No.10
タンクの浮き屋根周辺部から黒煙が上がっており、
部分的に火炎があるのが見えた。自衛消防隊の出動、
119 番通報、共同防災への出動要請が行われた。
No.10 タンクが、リング火災となっていた。
公設消防機関および共同防災組織の消防車両（大型
高所放水車と大型化学消防車）が現場に到着し、部
署し、タンクの冷却放水を始めた。泡原液搬送車が
現場に到着すると、泡放射に切り替えた。
火災になった No.10 タンク、隣接する No.8 タンク、
No.9 タンクの冷却散水設備を起動させた。その後、
定期修理中だった電源を復活させ、No.10 タンクの
固定泡消火設備を起動させた。
3 点セットと固定泡消火設備から泡薬剤が放射され
たが、火炎が立ち上る箇所が数カ所あった。発電所
内に備え付けてあった小型消火器を集め、37 本の
消火器を使用して、火炎を消火した。
No.10 タンクの損害は以下の通りであった。
シール部全焼、ウェザーシールド全損、側板の一部
が熱変形、泡消火設備一部損傷、ハロン消火設備の
配管及びヘッド焼損、散水管の一部変形、ローリン

需給停止中 12
34
35
36

5 秋田
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グラダーの一部変形、フォームダムの一部変形、火
災報知設備及び計器等損傷。
地震発生時の No.10 タンクの状況は以下の通りで
あった。
浮き屋根式、内径 50m、高さ 20m。大慶原油（引火
点：32℃）が 33394 キロリットル貯蔵されており、
タンクはほぼ満油だった。ボトムヒーターが使用さ
れ、油温は 47.8℃だった。
81-1 1981 10 新潟

火力発電所 火力発電所では、4 号機、5 号機、7 号機、8 号機 119
を運転していた。夜間の当直 4 人（A、B、C、D
とする）のうち、A が配電盤監視室にいて、他の 3
人は構内巡視を終え配電盤室で休憩をしていた。自
動火災報知器が鳴動したため、C と D が発電機室
に駆けつけ、5 号機の過給機付近からの出火を確認
した。大型消火器で初期消火活動を行うと共に、A
と B に知らせた。さらに、4 基とも運転を停止した。
公設消防機関から消防車 2 台が出動したが、放水は
行わなかった。
燃料油（C 重油）約 40 リットルが焼失した。
全機が運転を停止したため、約 4000 戸が約 30 分
間停電した。
原因については以下のように推定された。屋内タン
クとエンジンを結ぶ燃料配管に亀裂が生じ、燃料が
漏洩した。過給機に触れ着火した。

運転中

12

81-2

5 北海道

製紙工場

試運転中

12

81-3

6 大阪

火力発電所 重油用タンク * の保温材の張り替え工事をしてい 事後聞知 記載無し
た。タンク上部のブラケット、雨樋をアセチレンガ
ス溶接機で溶断作業中に出火した。
自衛消防隊が、粉末消火器と屋外消火栓を使用し、
初期消火活動を行った。

12

製紙工場に設置された発電機に対し定期検査が行わ 119
れた。前日に整備点検が終了したので、午前 8 時ご
ろから試運転を行っていた。午後 7 時半頃、出力を
上げるため、混圧蒸気主塞止弁を操作した。しかし、
制御用のタービン油がタンクから 11kg/cm2 で圧送
されているにもかかわらず、制御弁が開放しなかっ
た。操作員が、操作ハンドルとスイッチを点検して
いたところ、混圧蒸気主塞止装置と油送パイプ（直
径 36cm）を接続するフランジ部分から、タービン
油が霧状に噴出した。噴出したタービン油は発電機
本体に触れ、着火した。さらに、自動的に圧送され
てくるタービン油にも着火し、延焼拡大した。
タービン油約 800 リットルが焼損した。
粉末消火器 20 本を使用し初期消火活動を行った。
公設消防機関から、47 人（団員と吏員の合計）、水
槽車 3 台、ポンプ車 2 台が出動した。

溶断火花が、地上の保温材の上に落下し、出火した
と推定された。
* 発再時には空だった。
79-1 1979 8 愛知

火力発電所 火力発電所に設置されたボイラのバーナ部分から燃 119
料油 * が漏れ、火災になった。
午前中、現場作業者によりボイラのバーナの定期点
検作業が実施された。バーナを交換した。
14 時頃、ボイラ主蒸気圧力に異常が発生した。
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数分後に、4 階のバーナ付近に設置してある可燃性
ガス検知器から漏油検知警報が鳴った。所員が現場
に急行し、火と煙を発見した。
4 階から漏洩した燃料油が、階下にも落下した。柱、
床、配管等に付着し、燃えた。
自衛消防隊が、第 3 種粉末消火設備、屋内消火栓 6 ヶ
所、消火器 67 本を使用し、初期消火活動を行った。
公設消防機関から消防車 6 台と 27 人、共同防災組
織から 3 点セットと 9 人、地元消防団から消防車 7
台と 87 人が出動した。公設消防隊が現場に到着し
た際には、自衛消防隊により火勢が鎮圧状態であっ
た。公設消防隊は出火棟に冷却放水を行った。
漏洩した燃料油の処理のために、油吸着剤 2400 枚、
油処理剤 180 リットル、土のう 400 袋を使用した。
原因については以下のように推定された。バーナを
交換した際に、締め付け不良があり、締め付け不良
箇所から燃料油が漏洩した。落下、飛散した燃料が、
1 階の熱風ダクトに触れ、加熱され発火した。
* 重油と原油を 1:1 で混ぜたもの。
78-1 1978 1 神奈川

鉄道会社所 火力発電所には、4 基の発電機が設置されていた。 119
有の火力発 1 号機は休止中で、2 ～ 4 号機の 3 基で発電をして
いた。
電所
2 号機の起動中に、高圧配電盤室から出火した。以
下に時系列で示す。午前 3 時 25 分頃 2 号機を起動
させるための操作を発電棟 3 階の中央操作室から遠
隔で始めた。
3 時 40 分 ボイラーに点火した。
4 時 16 分 頃中央操作室で直流制御電源接地警報が
鳴った。
その後、構内が停電した。
構内を調査中に、4 階高圧配電盤室から煙が噴出し、
磁気開閉器から火と煙が出ているのを確認した。
発電所員数名が粉末消火器を使用して初期消火活動
を行ったが消火出来なかった。
出動した公設消防隊が、噴霧注水により消火した。
6 時 40 分 鎮火
高圧配電盤室内の開閉器 9 基が焼損した。
原因については、以下のどちらかであろうと推定さ
れた。
・発電棟 4 階に設けてある給水ポンプ用メタルク
ラッドを 3 階中央操作室で操作した際、このメタル
クラッド内の遮断器接続部の故障により過熱した。
その熱により、近くのエポキシ樹脂が着火した。
・メタルクラッド内の制御回路の故障により発熱し、
発火した。

始動中

12

77-1 1977 4 愛知

火力発電所 13 時より保安監督者立ち会いの下、下請け作業員 1 119
名が屋外タンクのボトムヒーターのドレン管の腐食部分を
修理するため、防熱板を用いてガス溶接の作業を行っ
ていた。作業完了後に漏洩テストを行ったところ、不備
があったので再度溶接を行った。ただし、この時は防
熱板を使用しなかった。15 時半頃、タンク保温材の防
水紙であるアスファルトルーフィングから出火した。
現場付近にいた操作員がページングを使用し、緊急信

記載無し

12
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号を発すると共に、指令室に通報した。さらに近くの粉
末消火器を使用して初期消火活動をすると共に、補
助消火栓から放水した。通報を受けた自衛消防隊員、
関係者 40 名が消火栓 5 本を使用して放水した。
通報を受けた公設消防機関は、消防車 8 両を警戒の
ため出動させた。
屋外タンク本体の保温材、アスファルトルーフィン
グが焼損した。
防熱板を使用せずに溶接作業を行ったため、溶接火
花がタンク保温材の防水紙であるアスファルトルー
フィングを着火させたと推定された。
77-2

10 富山

火力発電所 火力発電所の本館の付属棟である脱気器室 * の工事 ホットラ 記載無し
中に出火した。
イン
降雨、降雪時の対策として、脱気器室へ入る階段の
上部に、鉄製のひさしを取り付けるために、建物の
屋根に鉄骨を電気溶接する工事を行っていた。10 時
から工事会社の作業 3 名が、電気溶接器を使用して
作業を開始した。11 時頃に脱気器室内から出火した。
自衛消防隊が、10 型 ABC 消火器 4 本、20 型 ABC
消火器 15 本を使用し、初期消火活動を行った。さ
らに、本館の屋内消火栓 ** を使用して放水した。
公設消防機関はポンプ車 4 台を出動させたが、放水
はしなかった。
脱気室の内壁面に使用されていた防音吸音材
***210m2 が焼損した。
脱気器室の屋根と壁体の隙間から、溶接の火花が室
内に入り、内壁面の防音吸音材を着火させたと推定
された。
* 鉄骨造、2 階建、ボイラーへ送水する水に含ま
れる空気を除去するための脱気器及び貯水タンク
（100 トン）が設置されている。
** 1 階 1 ヶ所、2 階 1 ヶ所、3 階 2 ヶ所の、計 4 ヶ
所の消火栓を使用した。
*** セルロースファイバー製、厚さ 50mm、吹き付け

77-3

4 神奈川

製油所

製油所に液化石油ガスと重油を燃料とする蒸気ボイ 119
ラ設備が設置されており、発生させた蒸気を発電用
タービンで使用した後、製油所の関連装置の加熱に
使用していた。
ボイラの定期検査が終了し、4 日後に始動する予定
であった。準備のため、運転員が燃料ガス用バルブ
を開けた直後に爆発が起きた。
自衛消防隊 6 隊、128 名が計 12 口で泡放射を行った。
公設消防隊 69 隊 333 名が出動した。
以下のような損害が出た。
発電用スチームボイラ 1 基が大破、焼損
コンプレッサー室外壁破損
発電機室外壁破損
重油 1 キロリットル焼失
3 名負傷
バルブの操作ミス等により、漏れた燃料ガスがボイ
ラ設備内に滞留し、着火したと推定された。
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定常運転時には、多量の燃料が消費されることにより、

①

様々な場所が高温になっている。また、配管内を燃料ガス、
燃料油、高温の潤滑油等が流れている。配管内が高圧

発火した
②

になっていることがあるので、配管に問題があると、漏洩に

油が漏れて、断熱材などの多孔体に浸潤し、断熱材の

内側にある高温の表面に触れて発火した

つながることがある。配管からの漏洩など、何らかのトラブル

③

が起これば、燃料と、着火源になるかもしれない高温の場

油が漏れて、断熱材などの多孔体に浸潤し、酸化反応

が進行し、高温になり発火した

所が、同じ場所に存在する可能性がある。
②

油が液状またはミスト状に漏れて、高温の表面に触れて

④

試運転中、停止中、起動中では、施設の状況が非定

油が漏れて、断熱材などの多孔体に浸潤し、高温にな

り発火した

常で一定ではない。頻繁にするものでないので、作業員

①と②は熱面点火といわれる現象である。③は自然発火

が経験を積み重ねにくい。また、修理、改造の後では、そ

現象、または蓄熱発火現象である。②と③は本来、別の現

の前とは施設の状況が多少変わっていることがある。

象である。断熱材を詳細に調べれば区別可能と思われるが、

③

工事中では、施設内にいる人員、施設内にある機器類、
工具類、作業内容が、普段と異なっているのがあたりまえ

外見だけを見ていると区別出来ない。そこで、現象は異なる
が外見上は同じに見える②及び③を、④で代表させた。

となる。
④

熱面着火については、自動車、航空機の分野などでこれま

工事のために外部から作業員が来た場合、情報のやり

で多くの研究が行われている 37-40）。油が浸潤した多孔体の発

とり、意思疎通がうまくいかないことがある。

火については、船舶火災の観点から調べた研究がある 41-43）。

2006 年から 2010 年の間に起きた油が漏洩して発火した

熱面あるいは高温の多孔体と、油が接触した際に着火するかど

事例を表 4 から抜き出して、推定原因に簡単な分析を加えた

うかは、様々な条件に依存することが示されている。熱面点火

結果を表 6 に示す。次のように分類出来る。

を実験で再現しようとしても簡単ではない。
表５

各種の油４）

作動油

油圧装置の中で動力伝達媒体として使用される流体。一般に、鉱物系作動油と難燃性作動油がある。

潤滑油

機械類の固定部と回転部との接触面における摩擦を減少させるために使用する油。

タービン油

潤滑、制御及びシールオイルとして使用される油。要求性能を満足させるために、ベースとなる油に、
添加剤（酸化防止剤、さび止め剤、消泡剤など）を添加している。

絶縁油

電気絶縁に使用される油。変圧器、コンデンサー、ケーブルなどの油入り電気機器の絶縁と冷却の役割
をする。
表６

2006 年から 2010 年の間に起きた油の漏洩による発火の事例
推定原因

事例の番号

燃料ポンプ取り付け部のボルトの
燃料の重油の漏洩
緩み

エンジンの高温部により発火

①

10-1

配管の外面腐食、減肉、破損

燃料の重油の漏洩

ボイラ外壁の高温部に触れ発火

①

10-2

ホースに亀裂

潤滑油の噴出

ガスタービンの高温部に触れ発火

①

10-4

保温材の内部に浸透し、高温に
④
より発火

08-8

潤滑油装置が長年点検されて 軸受の油切り部分から潤滑油が 保温材が排気熱により加熱され、
④
いなかった
ミスト状に漏れ、保温材に付着 発火

07-1

燃 料 配 管 の 外 面 腐 食、 減 肉、
燃料の重油の噴出
破損

燃料の配管系が破断

燃料の重油が噴出

排気ダクトの断熱材に浸透し、
④
高温により発火

06-1

燃料を供給するパイプに漏れ

燃料の重油が霧状に漏洩

排気管の高温部に触れ、発火

①

06-3

配管の亀裂

潤滑油が漏洩

下階の配管の断熱材に浸透し、
④
高温により発火

06-4

①油が液状またはミスト状に漏れて、高温の表面に触れて発火した
④油が漏れて、断熱材などの多孔体に浸潤し、高温になり発火した
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油の漏洩による発火を防ぐ方法として以下のことが考えられ

チや扉の前に人がいると怪我をすることがある。

る。
①

自家発電設備の設置目的、用途による分類を表 7 に示
点検、整備を、定期的かつ確実に行う。

す。表 7 が示すように、外部から電力が供給されない状態

②

修理を確実に行い、修理ミスをしない。

が継続する非常時には、防災用自家発電設備が重要とな

③

現場の整理、整頓、清掃を行う。

る。日本内燃力発電技術協会が平成 23 年から行っている

④

見回りを行い、早めに漏洩を発見する。

調査

⑤

油漏れを発見するための計器、測定器、警報装置をつ

化が進んでいるものがあった。全く機能しなければ火災にな
らないかもしれないが、劣化しているのに機能してしまうと、

ける。
⑥

漏洩が起きても、高温の部分に触れないようにする。そ

のための機器類をつける。なお、設計段階で対応出来て

潤滑油漏れ、燃料漏れ、冷却水の不足、過熱、短絡など
から火災につながる可能性がでてくる。
表 3 で示したように、
タービンは高速で回転しているので、
ター

いた方がよい。
⑦

火災報知器等を適切な位置に設置し、早めに火災を発

ビンが過大な振動、過大な回転、材料の劣化などにより破
壊されると、
部品などが高速で飛散することがある。大型のター

見する。
⑧

によると、防災用自家発電設備の中には経年劣

50-53）

ビンであれば、トン単位の重さの部品が飛ぶこともある 54，55）。

見回りを行い、早めに火災を発見する。

なお、油類が漏洩しても、高温の部分に触れないようにす

飛散した方向に人がいなければ物損だけで済むが、飛散した
方向に人がいると表 4 の事例 99-4 のように死傷者がでること

るための対策が、例えば文献 44 から 46 に示されている。
あまり一般には知られていないことであるが、表 3 に示した

がある。事例 99-4 は、火災ではなく漏洩事故として扱われ

ように、発電機内部の冷却には水素が使用されている。表

ているが、死者が発生した事例であるので、表 4 に加えた。

4 の事例 04-6、事例 87-2 のように、点検等のために、発
電機内部から水素を放出した際に火災になったことがある。こ

３．海外における公設消防機関の活動上の注意点
米国でも、小型のガスタービン発電機を自家発電設備とし

れについては、例えば文献 44 に対策が示されている。また、
水素を発電機から放出する配管だけでなく、水素を供給する

てビル等に設置している場合がある。小型のガスタービン発電

ための水素ボンベと、発電機と水素ボンベを結ぶ配管が建屋

機が関係した災害における公設消防機関の活動の注意点に

内にあるはずである。消防活動を行う際には、それがどこなの

ついて Spadafora 56）が以下のようにまとめている。
・自家発電設備の周辺では、むやみに放水しないこと。他の

かを確認した方がよいと思われる。

消火手段も考慮すること。

表 4 をみると、キュービクルとエンクロージャという言葉が出
てくる。どちらも自家発電設備の発電機を覆う箱である
外見は同じようであるが、キュービクルは法令の基準

。

47，48）

・高圧電気設備を遮断したからといって気を抜かないこと。ガ

に適

スタービンがまだ停止していないかもしれない。どこかに電圧

49）

応したものである。法令の規定に適応していないものはエンク
ロージャである。燃料漏れ、エンジン内で燃焼が正常に行わ
れなかったなどにより、エンクロージャまたはキュービクルの中
に、可燃性気体または可燃性ミストが滞留すると、ガス爆発ま

が残っているかもしれない。
・ガスタービンの排気筒は高温になっている。触れば火傷を負
うかもしれない。可燃物が触れれば、
着火するかもしれない。
・蓄電池が設置されていれば、感電の可能性がある。鉛蓄

たはミスト爆発になることがある。その場合、エンクロージャまた

電池があれば、硫酸と水素の漏洩の危険性がある。

はキュービクルが破壊されなくても、点検用のハッチや扉が急

・ガスタービンと周辺機器の運転を直ちに停止する。

に外に向かって開放されることがある。事例 00-4 のようにハッ

・気体燃料を使っている施設で、燃料の漏洩があった場合、

表７

常用

非常用

自家用発電設備の種類 48）

発電専用

電気のみを供給するもの。
可搬型発電設備も含まれる。可搬型発電設備とは、建設工事現場等の電気機
器に仮設電路等を用いて専ら電力を供給する目的で使用されるものである。

コージェネレーション用

電気と共に熱も供給するもの。

常用 ･ 防災兼用

常用のものであって、防災用の機能も兼ね備えたもの。

防災用

法令に基づく防災設備（消防用設備、建築設備）に電力を供給するもの。
防災設備のみを対象にしたものと、防災設備に加え保安設備（一般照明、医
療機器、コンピューター等）も対象にしたもの。

保安用

保安設備のみを対象に電気を供給するもの。
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火花を発生させるような道具を使ってはならない、また、電

で放水した場合、水が石炭の山の中を浸透し、燃焼して

気のスイッチの入り切りをしてはならない。

いて高温になっている場所に達する場合もある。そうなると、

・可能であれば、離れたところから遠隔でガスタービンを停止さ
せること。

水蒸気爆発のようになる可能性がある。
･ 貯炭場にある石炭の山には、粉じんがある程度含まれてい

・電源を遮断すること。断りなく、復旧させないこと。

る。石炭の山の中で、水蒸気爆発のような現象が起こると、

・気体燃料を使っている施設では、燃料弁を閉じること。

粉じんが分散することがある。着火源になるようなものがある

・ガスタービンの周囲を換気すること。

と、粉じんが着火し、粉じん爆発になることもある。

・配管、弁からの漏洩を調べるだけでなく、ガス濃度計で空
気の可燃性ガス濃度の分析をすること。

・貯炭場において、石炭の山の中で火災が発生すると、燃焼
した部分が空洞になるなどして不安定になり、山が内側に

･ ガスタービンの運転を復旧させないこと。燃料供給を復旧さ

向けて崩壊する場合がある。厚い板の上に載るなどして重

せないこと。

量を分散する手段をとらない限り、公設消防機関は、石

・燃料設備、電気設備の担当者に来てもらうこと。
Shelley ら

炭の山の上に登って活動するべきではない。また、命綱を

は、米国における火力発電所での公設消防

つける必要もある。しかしながら、火災になった石炭の山の

57）

機関の活動の注意点について、以下のように述べている。
①

水素について

上に登らない方がよいのはもちろんである。
・ベルトコンベヤの火災は、ホースからの放水などにより消火可

・水素が漏洩して着火した場合、漏洩を止められなければ、

能である。ベルトコンベヤの運転中に火災が発生し、火の

燃焼を継続させるべきである。

ついたコンベヤベルトがどこかに運ばれた可能性があるなら、

・水素の漏洩を止めるための弁に近づくために、水素火炎を
消火しなければならない場合もあるかもしれない。しかし、こ
れは最後の手段とすべきである。

ベルトコンベヤ全体を調べる必要がある。
④ケーブルトレイ
・監視、制御などのために、制御室、各施設には多量のケー

・水素火炎により加熱されているものは冷却すべきである。し

ブルが敷設されている。ケーブルはまとめられて、ケーブルト

かし、冷却のために放水するならば、活線にかからないよ

レイに載せられる。ケーブルトレイは、天井の下に敷設され

うに注意すべきである。水を使用した消防活動をするなら、

たり、壁に沿って鉛直方向に敷設されたりする。水平な地

火力発電所の担当者に事前に相談すべきある。

下トンネル（ケーブルトンネル）の中に敷設されることもある。

・水素火炎は無色に近いため、明るい日中において、水素火
炎を肉眼で発見するのは困難である。

・ケーブルトレイ上には、ほこりなどの可燃物が堆積することが
ある。

② ガス火力

・ケーブルトレイは、建物と建物を結ぶように敷設されることもあ

・燃料ガスが漏洩して着火した場合、漏洩を止められなけれ
ば、燃焼を継続させるべきである。

るので、延焼媒体になることもある。
・ケーブルトレイ上の堆積物、ケーブルに着火した可能性がある

・燃料ガスの漏洩を止めるための弁に近づくために、火炎を
消火しなければならない場合もあるかもしれない。しかし、こ
れは最後の手段とすべきである。

なら、ケーブルトレイ、ケーブルトンネルを調べる必要がある。
４．おわりに

・火炎により加熱されているものは冷却すべきである。しかし、

火力発電施設での火災事例をまとめることは、公設消防

冷却のために放水するならば、活線にかからないように注

機関が、消火、調査、指導などを行う際の参考になると思わ

意すべきである。水を使用した消防活動をするなら、火力

れる。そのため、いくつかの資料から火災事例を収集し、まと

発電所の担当者に事前に相談すべきある。

めた。全国の消防機関の役に立てば幸いである。

・燃料ガスが漏洩したが未だ着火していない場合、着火源に
なりうるものを除去する。ベーパーカーテンを使用してもよい。
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Fires in Thermal Power Generating Plants

（Abstract）
Takeshi Suzuki

（Accepted August 1, 2014）

Most everything in our lives, including our safety and security, depend on the use of electric power. This
electricity is produced in power generation plants. According to the statistics of Agency of Natural Resources
and Energy, nearly 90% of the electricity generated used coal, oil, natural gas, and city gas as fuel in 2012. The
obvious fire hazards involved in electricity production are the fuels used and the combustion process used to
create the heat for generating electricity. Rotating machinery, such as the steam turbines, requires large amount
of lubricating oils. This oil may be combustible.
Record of fires which occurred in thermal power generation plants are collected and listed. Also
firefighting tactics in thermal power generation plants are briefly shown. The author hopes that the information
will be useful for inspection, pre-incident response planning, safe firefighting operation, and fire investigation.
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説

平野敏右消防研究所元理事長の業績について
鈴木

健

（平成 26 年 9 月 5 日

受理）

独立行政法人消防研究所の元理事長である平野敏右先生が 2014 年 2 月 13 日にご逝去された。平野先
生は 2001 年から 2004 年まで独立行政法人消防研究所の理事長であった。その後、2004 年から 2010
年まで、千葉科学大学の学長を務めた。千葉科学大学は、危機管理学部がある日本で唯一の大学として
有名である。平野先生は、主著と共著を合わせると、非常に多くの学術論文を執筆している。また、多
数の解説記事も書いている。著書も多い。それらの中には、消防職員の業務の参考になるものがいくつ
もあるので、ここで紹介することとした。
１．まえがき
独立行政法人消防研究所の元理事長である平野敏右先
生が 2014 年 2 月 13 日にご逝去された。表 1 に示したよ
うに、平野先生は 2001 年から 2004 年まで独立行政法人
消防研究所の理事長を務められた。平野先生の在任期間
は、対処困難な火災が続発した時期でもあった 1-7）。その
後、
2004 年に千葉科学大学の学長に就任された（写真 1）。
千葉科学大学は、危機管理学部がある日本で唯一の大学
として有名である。また、危機管理学部は、消防研究セ
ンターとの結びつきも強い 8）。平野先生は、主著と共著
を合わせると、非常に多くの学術論文を執筆された。また、
多数の解説記事も書かれた。著書も多い。それらの中に

写真１ 2010 年 2 月 9 日、10 日に千葉科学大学で開

は、消防職員の業務の参考になるものがいくつもあるの

催された第 2 回地域防災力と学生消防組織シ

で、ここで紹介することとした。

ンポジウムで挨拶する平野学長

なお、Dobashi ら 9）、土橋 10,11）がすでに追悼記事を執筆
しているのでそちらも参照されたい。
２．業績
数が多いので、まず次の 4 項目に大きく分類した。そ
れぞれを表 2、表 3、表 4、表 5 に示した。
・原著論文
・総説、解説
・随想、巻頭言、会議報告
・著書

表１
1968 年
1968 年
1971 年
1976 年
1985 年
1999 年
2001 年
2004 年
2010 年

略歴

東京大学大学院博士課程修了
茨城大学工学部講師
茨城大学工学部助教授
東京大学工学部助教授（反応化学科）
東京大学工学部教授（反応化学科）
東京大学名誉教授
独立行政法人消防研究所理事長
千葉科学大学学長
千葉科学大学学長を退任

平野先生の研究分野は非常に広いので、原著論文を以
下のように分類し、表 2 に示した。

c．燃焼騒音

a．固体の燃焼 ･ 固体表面の燃え拡がり

d．境界層拡散火炎

b．可燃性液体表面に沿っての燃え拡がり ･ 可燃性液体

e．濃度勾配のある可燃性予混合気中の火炎伝ぱ

が浸潤した多孔性固体表面に沿っての燃え拡がり

f．乱流火炎
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g．噴霧火炎 ･ 粉塵火炎

なったのは残念である。

h．ガス爆発

物質移動は、濃度勾配だけでなく、温度差によっても

i．危険性評価 ･ 安全確保の考え方

生じる。このことは以前から分かっていたが、地上で実

j．火炎の静電探針測定

験すると、重力の影響があるので熱泳動の効果を観測す

k．弱電離気体の静電探針測定

るのが困難であった。当時、北海道にあった地下無重力

l．廃棄物

センター（JAMIC）を利用し、微小重力環境下で熱泳動

m．熱泳動

の効果を調べた。

n．タンク火災

総説、解説が数多くあるので、次のように分類し、表

o．危険性物質の漏洩

3 に示した。

p．その他

q．火災 ･ 爆発 ･ 安全

平野先生の研究は、辻廣先生の指導の下での、可燃帯

r．燃焼現象の基礎

中での電離に関する研究から始まった。そのために、静

s．ガス爆発

電探針を使用した。その後、古川純一教授と共同で乱流

t．危機管理学

火炎の構造を静電探針を使用して調べる一連の実験を

u．消防

行った。古川純一教授と、その指導を受けた丸太薫教授は、
乱流火炎の構造解明に関して優れた業績を残した。

千葉科学大学の学長になる以前から、危険性評価、安
全管理に関する論文、解説を執筆していた。危機管理学

1972 年に米国に渡り、イリノイ工科大学の Waterman

部のある千葉科学大学の学長になってから、危機管理、

博士の下で可燃性固体上を燃え拡がる火炎の詳細な観察

危機管理学という言葉を使うようになった。表 5 に示し

を行った。その後、この分野は、紙の燃え拡がり、有風

たように「危機管理 - しあわせの条件 -」という解説書も

下での燃え拡がり、PMMA の燃え拡がり、可燃性液体表

執筆した 12, 13）。

面での燃え拡がり、可燃性液体を浸潤させたビーズ層の

消防研究所の理事長になったことが示すように、平野

表面での燃え拡がり、可燃性液体を浸潤させた紙の燃え

先生は消防分野との縁が深い。消防関連の雑誌に、多く

拡がり、毛羽だった表面の燃え拡がり、接着剤を含んだ

の文章を載せている。また、様々な災害調査に関わって

紙の燃え拡がり、移動する固体の燃え拡がりなど、様々

きた経験をもとに、近代消防誌に、災害調査に関する連

な研究に発展した。また、火炎を詳細に観察するという

載記事を執筆した。
表 5 に示したように「燃焼学－燃焼現象とその制御－」

態度は、関係者の間で受け継がれている。
日本経済が発展するにつれて、一般の住居での都市ガ

という教科書も執筆した。燃焼の基礎現象から応用技術

スや LP ガスの爆発が注目されるようになってきた。密

に至るまでのことが一通り書かれた優れた教科書である。

閉容器中に形成された一様な可燃性予混合気中での火炎

大学における燃焼に関する講義で教科書として使われた。

伝ぱ現象については、古くから研究が進められていた。

現在では入手困難になったのは残念である。
なお、毎年国内で開催される燃焼シンポジウム講演論

しかし、一般の住宅でのガス爆発には以下のような特徴
があり、それまでの研究からでは解明出来なかった。

文集、日本火災学会研究発表会概要集については、含め

・実際の住宅は、完全な密閉ではなく、どこかに隙間が

なかった。平野先生は、消防庁をはじめとする、国と地
方自治体の多くの委員会で委員を務めてきた。それらの

ある。
・可燃性予混合気の濃度は一様ではなく、時間的、空間
的な分布がある。
・爆発が起こると、窓や壁が壊れ、開口が新たに形成さ

委員会の報告書は含めなかった。
３．おわりに
平野敏右先生は 2014 年 2 月 13 日にご逝去された。先

れる。
・可燃性予混合気中を伝ぱする火炎が、住居内の可燃性

生は広い見識と高まいな人格をもって日本の燃焼研究の

固体を着火させることにより、火災になることがある。

発展に尽力するとともに、多数の若者を教育された。生

そこで、濃度勾配のある可燃性予混合気の爆発、開口

涯にわたり、数多くの論文、解説を執筆された。その中

部のある容器中でのガス爆発、脆弱部のある容器中のガ

には消防職員の参考になるものがあるので、一覧表をつ

ス爆発、伝ぱ火炎による固体の着火などの実験を行った。

くり紹介した。

表 5 に示したように「ガス爆発予防技術」という著書も
執筆した。予混合火炎や破壊現象に関する優れた教科書

４．参考文献

は何冊もあるが、ガス爆発に関する優れた教科書は「ガ

1）総務省消防庁：ごみ固形化燃料等関係施設の安全対策

ス爆発予防技術」しか見あたらない。現在では入手困難に
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告書（その 1），消防研究技術資料，77, 2007

Toshisuke Hira no （1939-2014）, Combustion a nd
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表２

原著論文

a. 固体の燃焼・固体表面の燃え拡がり
Hirano, T., Noreikis, S. E., and Waterman, T. E.: Postulations of Flame Spread Mechanisms, Combustion and Flame,
22, pp. 353-363 (1974).
Hirano, T., Noreikis, S. E., and Waterman, T. E.: Measured Velocity and Temperature Profiles Near Flames Spreading
Over a Thin Combustible Solid, Combustion and Flame, 23, pp. 83-96 (1974).
Hirano, T. and Sato, K.: Effects of Radiation and Convection on Gas Velocity and Temperature Profiles of Flames
Spreading Over Paper, Proceedings of the Combustion Institute, 15, pp. 233-241 (1975).
Hirano, T., Sato, K., and Tazawa, K.: Instability of Downward Flame Spread Over Paper in an Air Stream, Combustion
and Flame, 26, pp. 191-200 (1976).
平野敏右 , 田沢浩一 : 紙の下方燃え拡がりに及ぼす厚さの影響 , 日本火災学会論文集 , 26, pp. 7-13 (1976).
秋田一雄 , 平野敏右 , 越田孝久 : 可燃性固体表面に沿っての燃え拡がり機構 , 東京大学工学部紀要 A, 15, pp. 7071(1977).
田沢浩一 , 平野敏右 : 空気中での紙の上方燃え拡がり , 日本火災学会論文集 , 27, pp. 9-16 (1977)．
平野敏右 , 越田孝久 , 秋田一雄 : PMMA 表面に沿っての燃え拡がり機構 , 日本火災学会論文集 , 27, pp. 33-39 (1977).
Hirano, T. and Tazawa, K.: A Further Study on Effects of External Thermal Radiation on Flame Spread Over Paper,
Combustion and Flame, 32, pp. 95-105 (1978).
Mutoh, N., Hirano, T., and Akita, K.: Experimental Study on Radiative Ignition of Polymethylmethacrylate, Proceedings
of the Combustion Institute, 17, pp. 1183-1190, (1979).
秋田一雄 , 平野敏右 : 熱放射のもとでの難燃化 PMMA の燃焼 , 災害の研究 , 10, pp. 284-290 (1979).
Ohtani, H., Hirano, T., and Akita, K.: Experimental Study on Bottom Surface Combustion of Polymethylmethacrylate,
Proceedings of the Combustion Institute, 18, pp. 591-599 (1981).
Hirano, T. Sato, K., and Minami, H.: Response of Flame Spread Phenomena to Ambient Air Stream Velocity Changes,
Proceedings of the 6th Joint Meeting U.S.-Japan Panel on Fire Research and Safety, Tsukuba/Tokyo, pp. 597-615,
Building Res. Inst., Tsukuba, 1982.
Ohtani, H., Akita, K., and Hirano, T.: Scale Effects on Bottom Surface Combustion of PMMA Pieces with Circular and
Rectangular Sections, Journal of Fire and Flammability, 13, pp.203-214 (1982).
Hirano, T., Sato, K., Sato, Y., and Sato, J.: Prediction of Metal Fire Spread in High Pressure Oxygen, Combustion
Science and Technology, 32, pp. 137-159 (1983).
Sato, J., Sato, K., and Hirano, T.: Fire Spread Mechanisms along Steel Cylinders in High Pressure Oxygen,
Combustion and Flame, 51, pp. 279-287 (1983).
Hirano, T., Sato, K., and Sato, J.: An Analysis of Upward Fire Spread along Metal Pieces, Fire Dynamics and Heat
Transfer - HTD -, 25, pp.83-87 (1983).
Hirano, T., Sato, K., and Sato, J.: An Analysis of Upward Fire Spread Along Metal Pieces, Annual Report of the
Engineering Research Institute, Faculty of Engineering, University of Tokyo, 43, pp. 171-176 (1984).
Sato, K., Miki, K., and Hirano, T.: Flame Spread Over Paper in an Air Stream with a Velocity Change, Transactions
of the ASME, Journal of Heat Transfer, 106, pp. 707-712 (1984).
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平野敏右 , 鶴田俊 , 長井尚 : 火災時における光ファイバケーブルの性状に関する研究（第 1 報）, 旭硝子工業技術奨励
会研究報告 , 49, pp. 131-137(1986).
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51, pp. 271-276(1987).
Sato, J. and Hirano, T.: Fire Spread Limits along Metal Pieces in Oxygen, Flammability and Sensitivity of Materials
in Oxygen-Enriched Atmospheres: Third Volume, ASTM STP 986,  D. W. Schroll, Ed., pp. 158-171, American Society
for Testing and Materials, Philadelphia, PA, 1988.
Takeno, K. and Hirano, T.: Delayed Extinction of Flames Spreading Downward over Paper Sheets, Fire Safety Science
- Proceedings of the Second International Symposium, pp. 97-105, 1989.
Suzuki, M., Dobashi, R., and Hirano, T.: Burning Process of Cellulosic Fibers Composing Filter Paper During Flame
Spread, Fire Science and Technology - Proceedings of the First Asian Conference, pp. 499-504 (1992).
Hirano, T., and Sato, J.: Fire Spread along Structural Metal Pieces in Oxygen, Journal of Loss Prevention in the
Process Industries, 6, pp. 151-157 (1993).
Suzuki, T., Sucahyo, B., Kawamata, M., and Hirano, T.: Polyurethane Foam Smoldering Supported by External
Heating, Fire Safety Science - Proceedings of the Fourth International Symposium, pp. 397-408 (1994).
Suzuki, M., Dobashi, R., and Hirano, T.: Behavior of Fires Spreading Downward over Thick Paper, Proceedings of the
Combustion Institute, 25, pp. 1439-1446 (1994).
Sato, J., Ohtani, H., and Hirano, T.: Ignition Process of a Heated Iron Block in High Pressure Oxygen Atmosphere,
Combustion and Flame, 100, pp. 376-383(1995).
八島正明 , 平野敏右 : 移動する可燃性固体表面上の火炎先端の性質 , 燃焼の科学と技術 , 3, pp. 29-40 (1995).
Yashima, M. and Hirano, T.: Characteristics of Leading Flame Edge on a Moving Combustible Solid Surface,
Combustion Science and Technology, 129, pp. 371-391(1997).
鈴木正太郎 , 土橋律 , 平野敏右 : 紙に沿った鉛直下方燃え拡がりにおける温度場に及ぼす厚さの影響 , 日本火災学会論
文集 , 44, pp. 9-14 (1996).
Gao, L., Dobashi, R., and Hirano, T.: Flame Spread over a Cellulose Sheet Permeated with an Adhesive, Fire Safety
Science - Proceedings of the 5th International Symposium, pp.357-366 (1997).
八島正明 , 平野敏右 : 可燃性気体吹き出し領域の移動に伴う火炎先端の挙動 , 日本機械学会論文集 (B 編 ), 63, pp.
3396-3403 (1997).
Kushida, H., Suzuki, M., Dobashi, R., and Hirano, T.: Effects of Humidity on Downward Flame Spread over Combustible
Solids, Fire Science and Technology - Proceedings of the Third Asia-Oceania Symposium, pp. 181-187 (1998).
高黎静 , 鈴木正太郎 , 土橋律 , 平野敏右 : 接着剤を浸み込ませたセルロース薄板表面に沿って燃え拡がる火炎先端付近
の熱移動 , 日本火災学会論文集 , 49, pp.19-25 (1999).
Suzuki, M., Kushida, H., Dobashi, R., and Hirano, T.: Effects of Humidity and Temperature on Downward Flame Spread
over Filter Paper, Fire Safety Science - Proceedings of the Sixth International Symposium, pp. 661-670 (1999).
Charuchinda, S., Suzuki, M., Dobashi, R., and Hirano, T.: Behavior of Flames Spreading Downward over Napped
Fabrics, Fire Safety Journal, 36, pp. 313-325 (2001).
チャルチンダ・シリラット , 土橋律 , 平野敏右 : 起毛生地表面に沿って燃え拡がる火炎の熱的構造 , 日本火災学会論文集 ,
51, pp. 27-33 (2001).
Gao, L. and Hirano, T.: Mechanism of Flame Spread over a Filter Paper Permeated with an Adhesive, Univ. Bull.
Chiba Inst. Sci., 1, pp. 159-165 (2008).
b. 可燃性液体表面に沿っての燃え拡がり・可燃性液体が浸潤した多孔質固体表面に沿っての燃えがり
Suzuki, T. and Hirano, T.: Flame Propagation Across a Liquid Fuel in an Air Stream, Proceedings of the Combustion
Institute, 19, pp. 877-884 (1982).
Hirano, T., Suzuki, T., Sato, J., and Ohtani, H.: Flame Spread over Crude Oil Sludge, Proceedings of the Combustion
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Toshisuke Hirano, Emeritus Professor at the University of Tokyo, passed away on 13 February 2014. He
served for National Research Institute of Fire and Disaster as a president from 2001 to 2004. He authored more
than 200 original papers and review papers. Those papers are collected and listed since some of his papers are
thought to be helpful to pre-planning of fire fighting activity, firefighting on the scenes, and fire investigation.
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