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１．はじめに

市街地火災において、火災拡大を防ぎ、火災による人
的物的な損失を防ぐことが消防活動の目的である。その中
で火の粉による飛び火は、特に強風下では火の粉は飛散
しやすいため予想外に火炎を拡大し被害を劇的に拡大さ
せる事から警戒されてきた。近年ではこれまでの防火対策
により、火の粉による飛び火に関しては主に地震後火災に
おいてのみ着目されつつあった。しかしながら平時におけ
る大規模な市街地火災として40 年ぶりに起こった 2016 年
の糸魚川市駅北大火により、平時における火の粉による
飛び火の危険性が改めて指摘されている１］。また、2017年
5月 8日に発生した宮城県釜石市の火災では森林から住宅
に、福島県会津坂下町の火災では住宅から森林に飛び火
によって火災が拡大したといわれている。

火の粉に関する研究は発生、飛散、着火の 3 分野に分
けられる。既往の研究は主に飛散、特に飛距離に着目し
たものがほとんどで 2-10］、発生、着火に関する研究はあま
り多くはない。着火に関しては近年火の粉発生装置の開発・
改良により多くの研究がなされているが 11-15］、発生する火
の粉に関するデータは飛散研究・着火実験・シミュレーショ
ンへつながる重要なデータでありながら、建物から発生す
る火の粉に関するデータは実験・調査双方において多くは
ない 1,	16-24］。

Vodvarkaは屋外で 5 軒 16］、さらに 8 軒の家屋 17］を別々
に燃焼させ、燃焼家屋から発生する火の粉の大きさをポリ
ウレタンシートで測定した。各実験ののち、ポリウレタンシー
トに空いた穴の大きさを測定したため、重さに関する記録
は行っていないが、4748 個 16］、2357個 17］の火の粉に関し

て距離と大きさに関して検討を行い、建物の建築方法に
関わらず小さい火の粉がほとんどであり、0.23cm2 以下の
ものが多い、との結論を導き出している。

吉岡 18］は建築研究所火災風洞にて瓦屋根・モルタル仕
上げの家屋を対象として火の粉発生実験を行った。水あり
のアルミパンと水なしのアルミパンを用いて火の粉の採取
を行い、火の粉の性状の検討のみならず採取手法の違い
による検討を試みた。水なしのアルミパンで採取された火
の粉に関しては個数・全質量ともに水ありでの採取と比較
して少なかったが、採取された火の粉そのものの大きさは
大きかった。

Suzukiら19-22］は火の粉の発生に関する一連の実験を行っ
た。実大実験 19］では実在の家屋を対象として放水ありの
条件下で実験を行い、水を張ったアルミパンにより火の粉
の採取を行った。大規模実験として建築研究所火災風洞
で行った実験 20］では、3m×4m×4m の簡易家屋を対象と
して内部より着火し、有風下で燃焼実験を行ったうえで、
火の粉の採取を行った。さらに中規模実験 21］として、家屋
を燃焼させることなく壁面のみを燃焼させることで、家屋
から発生する火の粉の大きさを予測することが可能である
ことを示した。同様の手法を用いて、壁面外装材の影響に
関しても検討を行った 22］。

実際の火災に関連したデータとしては、1998 年の和歌
山県白浜温泉ホテル天山閣火災では飛び火が見られたた
め、火災後には火の粉に関して聞き取り調査が行われた。
火災時の風速は平均 7m/s 程度でああり、火の粉のほとん
どが最大長さ5cm 以下であると報告されている 23］。2010 年
の大分県別府市の火災で風速 10m/s下で発生した火の粉

３件の火災から発生した火の粉の性状に関する研究

鈴木　佐夜香

（平成 29 年 8 月 24 日　受理）

技術報告

市街地火災における火炎拡大の要因として火の粉による飛び火が挙げられるが、発生する火の粉の大
きさや、どれくらいの距離を飛散するのか、どのように着火するのか等科学的に分かっていないことは
多い。本報告では 3 件の低風速での火災で採取した火の粉の性状（投影面積と質量）に関して報告する。
複数住宅火災、アパート火災、単独住宅火災の 3 件の火災において採取した火の粉は元の建築資材によ
る違いは見られるものの、採取された火の粉のほとんどが質量 0.2g、投影面積 5cm2 以下という小さい
ものであった。今後このデータは火の粉着火実験において発生させる火の粉へと活用していく。
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の性状に関して火の粉の採取とともに、聞き取り調査が行
われた。この場合、採取され火の粉の多くは小さいもので
あった 24］。2016 年 12月の糸魚川市駅北大火においては平
均風速 9m/s下で 10 件の飛び火火災が発生したといわれ
ている１］。事後調査で採取された火の粉に関しては、60%
以上が 1g 以下の小さな火の粉である１］。

本報告では 2015 年から2016 年に日本国内で発生した 3
件の火災の調査の際に採取した火の粉の性状に関して報
告する。本報告で取り上げる事例では火の粉によって飛び
火は起こらなかったが、強風下では常に飛び火の危険性が
あり、建物から発生する火の粉のデータは今後の火の粉研
究に非常に有用であるためである。

２�．事例

火の粉は火災現場より火災後に採取された。採取された
時期は事例ごとに異なるため、2.1-2.3に記す。
2.1　複数住宅火災�(Several�Houses)

2015 年 10月 21日戸建て住宅から出火し、全焼 5 棟部
分焼 4 棟ぼや 1棟であった（図 1）。火災被害にあった住
宅家屋は木造土壁、瓦葺の家屋であった。火の粉の採取
は火災の 3日後に住宅周囲で行われた。火災時の風は風
向北北東、平均 0~1.5m/s 程度であった 25］。

2.2　アパート火災�(Apartment)
2016 年 4月16日、木造瓦葺モルタル壁 2 階建て共同住宅

（アパート）の一室が燃え、アパートの部分焼となった（図 2）。	
火災時の風向北西、風速は 1.3m/s 程度であった 25］。火の
粉の採取は火災より2日後にアパートの周囲で行われた。
2.3　単独住宅火災�(Single�house)

2016 年 4月14日、木造瓦葺モルタル壁 2 階建て専用住
宅が燃え、全焼となった（図 3）。火災時の風向は東北東、
風速 1.5m/s 程度であった 25］。火の粉の採取は火災より4
日後に家屋の周囲で行われた。

３．採取

火の粉の採取は火災被害のあった建物の周囲で主に
行った。この際、1事例（2.1の複数住宅火災）を除いては
周囲 4〜15m の範囲で採取を行った。複数住宅火災に関
しては広域にわたって火の粉の採取を行ったが、火災後採
取までの間に 4〜 5m/s の風 25］が吹いていたこと、道路の
突き当りで採取されたものもあることから、火の粉の着床
時点が不明確であるため本報告では距離に関しては考慮し
ないこととする。

図１　‘Several	houses’	fire

図２　‘Apartment’	fire

図３　‘Single	house’	fire
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４．解析方法

採取した火の粉は持ち帰り、乾燥させた後、大きさと質
量を計測した。火の粉自体は採取時ほとんどが乾燥してい
たが、念のため大きさ・質量計測前に乾燥させた。

大きさに関しては本報告では投影面積を採用する。火の
粉の大きさ、に関しては既往の研究 24］では長さ、厚さ等様々
なものが考慮されてはいるものの、調査において採取された
火の粉に関しては紙状のものもあったこともあり、厚さ等の
測定が不可能である（火の粉の詳細に関しては後述する。）。
また、回収した火の粉のほとんどは平べったい形状をしてい
たため、火の粉を平面に安定するように置き、参照物と共
に真上から撮影することで投影面積とした。撮影した写真
を画像ソフトで解析を行い、火の粉の投影面積を決定した。
この際の誤差は既知の形状の測定を複数回行い計算した
結果、10% 程度であった。また、質量に関しては、0.0001g
の測定まで可能な計測器を利用した。

５．火の粉の投影面積と質量

採取した火の粉の例を図 4〜 6 に示す。図 4 は複数住
宅火災、図 5 はアパート火災、図 6 は単独住宅火災で採
取した火の粉の例である。ここから、火の粉とはいっても

投影面積、質量ともにさまざまであることが分かる。採取
した火の粉の個数は複数住宅火災、アパート火災、単独
住宅火災の順に 17個、11個、14 個であった。図 4よりこ
の中でいくつかの火の粉に関してはその元の材料が明らか
であった。例えば、図 4下はその大きさ、薄さから壁紙の
ようなものが原料であったと考えられる。図 4 上右は土壁
の中のわらであると考えられる。また、中にはすべて燃え
ていないものもあった（図 5 左）。これに関してはどの時点
で燃焼が終了したのかはわからない。

採取された火の粉の投影面積と質量を示したものが図
7(a) である。複数住宅火災で採取した火の粉のうち、最大
質量のものは 1.0202g、投影面積 17.9cm2、最大投影面積
のものは 48.7cm2、質量 0.6375gであった。採取した中で
一つを除いた94%の火の粉が質量1g以下であった。アパー
ト火災から採取した最大の火の粉は質量 0.859g、投影面
積	6.4	cm2であった。すべての火の粉が質量 1g 以下であっ
た。単独住宅火災から採取した火の粉の中で、最大の火
の粉は質量 0.2176g、投影面積	3.9cm2であった。この火
災で採取された全ての火の粉が質量 1g 以下であった。図
7(a) より大きい火の粉に関しては投影面積・質量の関係が
ばらついている様子が見られるが、質量 0.2g、投影面積

図４　Images	of	firebrands	collected	from	‘several	houses’	fire
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5cm2 以下の範囲に関してはばらつきが小さい。そのため、
火の粉の投影面積と質量の関係を詳細に検討するため、
図 7(b) ではこの範囲を拡大した。図 7(b) 中に回帰直線
(y=ax) を示した。直線の傾きaは火の粉の投影面積当たり
の質量を示す。複数住宅火災による火の粉は R2 値が 0.40
とばらつきが大きいが、これは住宅の壁紙等から発生した
火の粉も採取したためであり、こういったものは元の材料
が紙のため、面積は大きいが質量は非常に小さい。また、
図７(b) ではデータと直線のズレが大きく見られるが、回帰
直線は全てのデータを対象として引いているためである。

アパート火災と単独住宅火災から採取した火の粉は R2
の値が 0.78、0.88であり、複数住宅火災のものによりもば

らつきが小さいことがグラフからも見て取れる。火の粉の
原材料が建築資材であったためと考えられる。既往の研究
ではグラフの傾きの違いに関して採取距離の違いだとして
いるものもある 26］が、そういった傾向は見られないと結論
付けているものもある 24］。特に本報告に関する火災事例に
関してはアパート火災と単独住宅火災に関しては距離によ
る検討はしていないもののすべてが 4〜15mの比較的狭い
範囲内で採取されたものであり、距離による影響は少ない
と考えられる。そのため、グラフの傾きに関しては火の粉
の原材料 ( 建物に使用していた建材 ) と考えるのが妥当で
あろう。

採取された火の粉に関して既往の研究 18］で得られた結

図５　Images	of	firebrands	collected	from	‘apartment’	fire

図６　Images	of	firebrands	collected	from	‘single	house’	fire
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図７(a)　Projected	area	and	mass	of	firebrands	in	this	study

図７(b)　Detailed	projected	area	and	mass	of	firebrands	(less	than	5	cm2	and	0.2	g)
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果と比較した（図 6）。既往の研究では風速が 0 〜 2m/s の
条件で採取された火の粉がないため、比較対象の実験とし
て風速 4m/s下で行われた家屋を対象とした実験を利用し
ている。吉岡らの実験では水ありと水なしのアルミパンに
て火の粉の採取を行った。火災現場では消火作業の際に
放水も行われているが、採取した火の粉が必ずしも水で消
火されているとは限らないため、水あり・水なしの両方の
データと比較した。

図 8 は投影面積に関して比較したものを示す。縦軸の割
合は各投影面積範囲の火の粉の個数の割合である。既往
の研究 18］では投影面積のピークが 0.25 〜1cm2 の位置にあ
るが、今回採取された火の粉では投影面積が 1〜 2cm2 の
位置にピークがあり、若干大きい火の粉が採取されたよう
である。火災後の火の粉採取ではすでに燃え尽きている、
もしくは採取できる場所の関係で小さいものが見つかりに
くいこともあるためこのような傾向が見られると思われる。

複数住宅火災では特に投影面積が大きい (4cm2 以上 )
火の粉の割合が多いが、これは紙状の火の粉によるもので
ある。質量で比較すれば複数住宅火災でも一つ (1.0202g)
を除いて 1g 以下と単独住宅火災・アパート火災から発生し
た火の粉とそれほど変わらないことが分かった。

図 9 では質量に関して比較したものを示している。縦軸

の割合は各質量範囲の火の粉の個数の割合である。既往
の研究 18］および単独住宅火災において発生した火の粉の
質量のピークは 0.1g 以下にあり、軽い火の粉が多かったこ
とが分かる。吉岡らの研究 18］も単独家屋を対象として実
験を行っていることから共通点が見られる。しかしながら、
複数住宅火災からの火の粉は 0.1g 以下の小さいものが割
合としては 50% 以上と多いものの、0.5g 以上の火の粉も
発生している。部分焼であるアパート火災から発生した火
の粉の質量は様々であることも考えると、今後火炎サイズ
等も考慮しつつ、発生する火の粉の違いに関して検討する
必要があると考えられる。

これら結果は今後火の粉による着火に関して、火の粉の
大きさ・形状を含めて検討していく必要があることを示して
いる。

６．まとめ

飛び火被害を起こさなかった 3 件の火災事例に関して家
屋から発生する火の粉の性状を検討し、既往の火の粉デー
タとの比較を行った。ほとんどの火の粉は投影面積 5cm2

以下、質量 1g の小さいものであった。既往の吉岡らの研
究と比較した結果、採取された火の粉は投影面積がより大
きかった。これは火災調査で火の粉採取を行うことの難し

図８　Comparison	of	projected	area	of	firebrands	in	this	study	and	in	Yoshioka’s	study18]
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さを反映しているともいえる。また、今後火の粉による着
火に関して、火の粉の大きさ・形状を含めて検討していく
必要がある。
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Study on Characteristics of Firebrands Collected from Three Different Fires

（Abstract）

Sayaka	Suzuki

（Accepted	August	24,	2017）

Structure	ignitions	by	firebrands	are	known	to	be	one	of	the	mechanisms	of	flame	spreads	in	urban	fires.	
Little	firebrand	data	from	actual	structure	fires	exists	while	firebrand	data	from	vegetation	exists.	It	is	important	
to	make	 database	 of	 characteristics	 of	 firebrands	 from	 various	 fires.	 To	 this	 end,	 firebrands	 were	 collected	
from	three	different	fires	in	order	to	understand	more	about	characteristics	of	firebrands	from	structures.	The	
firebrand	data	was	compared	with	literature	data	from	a	structure	in	laboratory	condition	under	a	similar	wind	
speed	to	those	fires.	Results	show	that	firebrands	from	three	fires	in	this	study	had	larger	projected	areas	than	
those	in	literatures	due	to	building	materials	and	the	difficulty	to	find	small	firebrands	on	sites.	

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.123（2017）
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１．はじめに

石油タンク火災や流出油火災時の消火対応としては、
泡消火が最も有効であるが、その泡消火過程は、燃料の
種類、泡の投入方法、泡消火薬剤の種類、泡性状（起泡性、
保水性、流動性）が関与する極めて複合的な現象である
ため、泡の性能を定める「泡消火薬剤の技術上の規格を
定める省令」１）においても、消火性能評価試験の実験条
件等は、海外規格の条件を参考にしたり、また、経験的
に取り決められていたりするのが現状である。また、現
在、危険物用に販売されている泡消火薬剤は、規格省令
試験に合格し、一定の実験条件等（ガソリン・ヘプタン、
所定の寸法・形状の火皿や発泡器）における泡消火性能
評価であり、それ以外の消火性能データ等の蓄積は、ほ
ぼなされていないのが現状である。そのため、泡消火性
能の定量的な評価は、極めて難しく、大規模石油タンク
火災等に対する詳細な消火戦術や、より効率的な泡消火
技術の提案までには至っていないのが現状である。

また、今日の消火システムに求められる性能は、「火災
が消えさえすれば良い」わけではなく、費用対効果や環
境への影響、また、迅速且つ、効率的、効果的に消火で
きる技術の開発等が、強く求められており、石油タンク

火災の泡消火効率改善に関する検討が益々重要となって
きている。特に、泡消火時の環境影響と言う観点からは、
2009 年に開催された、ストックホルム条約（POPs 条約）
の第 4 回締約国会議（COP4）２）で、残留性有機汚染物質
である、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）と
その塩類を含む 9 種類の物質が、同条約の付属書 B に追
加されたことを受け、2010 年の化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律（化審法）改正時に、第一種特定
化学物質に指定３）され、国内においても、PFOS 含有の
泡消火薬剤は、事実上使用禁止となった。

PFOSとその塩類は、水にも油にも溶けやすいため、
主に界面活性剤として利用され、最近まで撥水剤や紙の
防水剤及び泡消火薬剤等の製品に使用されてきた。また、
PFOS は安定な化学構造をしているため、環境中で分解
されにくく、高い蓄積性も有するため、近年、野生動物
や環境中に広範囲に存在していることが報告３）されてい
る。難分解性、生物蓄積性、長距離移動性、人の健康又
は環境への悪影響を有する化学物質である。

しかしながら、石油タンク火災時に使用される泡消火
薬剤のほとんどは、消火性能を担保するために、フッ
素化合物（PFOS やペルフルオロオクタン酸：PFOA）

石油タンク火災時のフッ素フリー泡消火薬剤の泡消火効率改善に関する検討

内藤　浩由

（平成 29 年 9 月 15 日　受理）

石油タンク火災時に使用される、各泡消火薬剤（粘性付与水成膜泡 :AR-AFFF、フッ素たん白泡：
FP、フッ素フリー粘性付与水成膜泡 :N-AR-AFFF、フッ素フリーたん白泡：	N-FP）に対する、各泡性
状（発泡倍率：E、還元係数：C）の消火限界泡供給率：Qc の検討を行い、今回の実験条件（泡投入方法、
油種、タンク模型の規模）に対し、以下のことが明らかとなった。
⑴　AR-AFFF の場合、積算放射熱量抑制効果：γ＝ 70％を達成するための泡性状毎の消火限界泡供

給率 Qc70 は、0.7~1.2［L/min/m2］となり、N-AR-AFFF の場合、Qc70 は、1.7~2.2［L/min/m2］とな
る。また、AR-AFFF の最小消火限界泡供給率：Qc70min は、0.69［L/min/m2］となり、N-AR-AFFFは、
1.71［L/min/m2］となる。これより、フッ素フリー泡消火薬剤の N-AR-AFFF で消火対応する場合、
AR-AFFFに比べ、約 2.5 倍以上の泡供給率で対応する必要があることが明らかとなった。

⑵　FP の場合、γ＝ 70％を達成するための泡性状毎の Qc70 は、0.8~1.2［L/min/m2］となり、また、
N-FP の場合、Qc70 は、1.0~1.8［L/min/m2］となる。さらに、FP の Qc70min は、0.81［L/min/m2］となり、
N-FPは、0.97［L/min/m2］となる。これより、フッ素フリー泡消火薬剤の N-FP で消火対応する場合、
FPに比べ、約 1.3 倍以上の泡供給率で対応する必要があることが明らかとなった。

技術報告
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が含有されているが、現在、規制対象となっていない
PFOAの使用禁止も近い将来、危惧されている４）。

この様な状況を踏まえ、現在、国家検定品として販売
されている泡消火薬剤に添加されているフッ素化合物（ペ
ルフルオロオクタン酸：PFOA）が、将来、使用禁止になっ
た場合を想定し、その使用禁止が消火性能に与える影響
評価と、フッ素フリー泡消火薬剤（PFOA 非含有）で消
火対応する場合の泡供給率等の対応策を検討することを
目的とする。

２�．泡消火性能に寄与する要素

石油類を貯蔵するタンクに火災が生じた場合、有効な
消火方法の一つとして、泡による消火が存在する。ガソ
リンなどの低引火点燃料油の火災に対する泡の消火原理
は、燃料油の表面を泡により被覆し、封鎖することによっ
て、燃料油から発生する可燃性蒸気を防ぐ除去消火が主
たる要因となる。泡による消火過程を考えると、タンク
内へ投入された泡は、火炎からの放射熱に暴露され、そ
の結果、泡塊の水分は烈しく蒸発し、また、泡の自然排
水（還元）により消泡しやすくなる。しかし、泡層が一
度形成すると、連続的に供給される泡が、泡層上部へ流
下しながら積層する。それにより、火炎からの放射熱か
ら、泡層を保護する役目をする。その結果、放射熱によ
る消泡が抑制され、泡層が燃焼油面の一部を被覆しはじ
めると、燃料油からの可燃性蒸気が抑制される。泡層へ
の熱暴露が減少することで、消泡量が減少し、それに伴
い、さらに泡の油面被覆が進むと考えられる５）。すなわち、
泡による消火を実現するには、火炎からの放射熱に対す
る消泡量に対し、泡層を形成できる量で泡を油面へ供給
しなければならず、このことから消火限界泡供給率：Qc［L/
min/m2］（消火限界時の単位面積当たり単位時間当たりの
泡の供給量）（以下 Qc）の存在があることは理解できる。

次に、泡消火過程で寄与する要素を図 1へ示す。上述
したとおり、泡消火において、泡供給率が大きな支配パ
ラメータであることは自明であるが、その他に、泡の消

火過程で寄与する要素として、泡消火薬剤の種類（フッ
素含有泡、フッ素フリー泡）、泡の物理的性質となる泡性
状（起泡性、保水性、流動性）、そして、燃焼油面への泡
投入方法（ジェントル、バックボード、フォースフル）
により、泡消火性能は大きく異なる。さらに、泡消火に
寄与するパラメータは、油面上に泡が展開する能力とな
る被覆性、可燃性蒸気を封鎖するための能力となるシー
ル性、燃焼している火炎から熱に耐える能力である耐熱
性、そして、燃料油により泡が破壊されない能力となる
耐油性がある。これら各性質は、相関関係にあり、泡の
消火過程は、極めて複合的な現象と言える。

そのため「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」１）

で定められている泡消火薬剤の消火試験においても、泡
の消火性能に対する定量的検討は難しく、既存の泡消火
設備でも経験的に安全率を考慮した泡の供給率や発泡倍
率、還元時間等が定められているのが現状である。

さらに、泡の消火性能を評価するための指標として、
完全消火する時間で評価できれば良いが、泡の消火過程
は、複合的であり、また、同じ泡消火薬剤、泡供給率、
泡性状、そして同じ泡の投入方法でも、消火時間の再現
性は極めて低くなる。その理由としては、泡面上に生じ
るフリッカー炎（泡面上に漏れ出した可燃性蒸気または、
泡投入時に油汚染された泡が原因となり、泡面上を炎が
伝播する予混合火炎のこと）または、キャンドル炎（泡
の油面被覆の隔たりや、火炎により加熱されたタンク側
壁に付着した泡が、熱により消泡し、泡面上、もしくは、
側壁から漏れ出した可燃性蒸気に着火して生じる、拡散
火炎のこと）が原因であり、フリッカー炎およびキャ
ンドル炎の発生やその消炎過程は、極めて偶発的とな
る。従って、本研究における泡の消火性能を評価するた
めの指標として、消火時間を採用するのは不適切である
と考えられる。また、非水溶性液体用低発泡泡消火薬剤
の ISO 規格６）では、泡消火試験時の、最大放射熱に対し
90% 放射熱が抑制された時間を「90% コントロール時間」
と定義し、消火性能の参考データーとして採用している。

図１　泡消火性能に寄与する要素
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本研究では、各泡性状に対し、ほぼ火炎抑制できない条
件でも、消火性能を何かしらの指標により定量しなくて
はならず、90% コントロール時間による指標でも、不適
切であると考えられる。そこで本研究は、各泡消火実験
時に得られる、放射熱データーを用いて、自由燃焼時の
放射熱の積算量に対する、泡消火開始からの放射熱の積
算量の割合から、火炎抑制効果を定量し、このパラメー
タを泡消火性能の指標として採用した。

積算放射熱量抑制効果γ［%］を式	⑴	により定義する。

	 ……⑴

ここで qfree は、自由燃焼時のある時刻 t の放射熱量を
示し、また、qfoam は、各泡性状に対する、ある時刻 t の
放射熱量とし、時間 dt の積を 0 から t1 まで積分した値を
積算放射熱量とした。今回は、dt=1［s］、t1=600［s］のも
と算出を行った。なお、t1 の設定は、消火実験の全条件
にて、qfoam=0［kW/m2］となる時刻である。

３．泡消火性能実験

3.1　実験装置及び方法
図 1に示した様に、様々な消火に寄与するパラメータがあ

るなか、本研究では、泡消火薬剤の種類と制御可能な泡性
状となる起泡性、保水性に着目し、泡消火にとって最適な
条件とは何か検討を行った。

今回使用する、泡消火実験用の装置を図 2 に示す。泡の
消火実験を行うため、実際の石油タンクを模擬した小規模タ
ンク（タンク表面積 1［m2］）を製作した。タンク底部及び横
方向はガラス製で、泡消火過程を可視化することができる。
小規模タンク底面下に 6 台のカメラを設置し、各映像を合成
して、燃焼油面中の泡の被覆面積や、また、横方向から撮
影することで、泡被覆時の泡厚さ等の測定も可能となる。そ
して、泡を生成する発泡器は、一定圧力 0.4［MPa］のもと、
泡水溶液と圧縮空気をフローメーターにより流量調整し、起
泡性の指標となる発泡倍率 E（=ρsolution：泡水溶液の密度 /ρfoam：

泡の密度）を制御し、さらに、保水性の指標となる還元係数 C（3.2
節で定義）を、発泡器の管路抵抗を可変することにより制
御を行った。泡の投入方法は、実際の石油タンクの泡消火
設備に採用されている、固定泡放出口７）を用い、泡消火実
験を実施した。投入された泡は、小規模タンク内壁に沿って

図２　泡消火実験用の小規模タンク装置
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流下し、燃料油面へ供給される。固定泡放出口の設置位置
は、実タンクのスケール比を模擬し、小規模タンクの底面か
ら高さ600［mm］に設置した。また、泡消火時の火炎抑制
に関する定量的判定のため、放射計を使用し、放射熱の計
測を行った。計測位置は、タンク模型中心から1680［mm］、
床面から高さ2840［mm］に設置した。さらに、タンク模型
をロードセルに載せており、泡消火実験時の重量変化量の
計測から発熱速度の算出も可能である。実験条件は、小規
模タンク内に敷水 100［L］を投入し、その後、燃料油とな
るノルマルヘプタン 20［L］（比重：0.684	at	20［℃］）を投入し、
温度 20［℃］一定のもと消火実験を行った。また、予燃焼
時間は、液面降下速度が一定となり定常燃焼へと移行する
60 秒とし、その後、泡放射を開始した。今回使用する泡消
火薬剤は、石油タンク火災に有効８）とされる、フッ素含有の
粘性付与水成膜泡（以下AR-AFFF）とフッ素たん白泡（以
下FP）を使用し、また、これら泡消火薬剤から、フッ素
系界面活性剤（PFOA）を抜いた、フッ素フリー粘性付与水
成膜泡（以下N-AR-AFFF）、フッ素フリーたん白泡（以下
N-FP）の計 4 種類を用い、3% の泡水溶液にして泡消火実
験を実施した。
3.2　泡の保水性の定義及び泡消火実験条件

同じ発泡器を使用して、泡の供給量や発泡倍率 E［-］（以
下E）を可変して発泡させた場合、泡の排水特性は大きく
異なり、また、泡消火薬剤の種類によっても異なることは、
一連の実験より明らかとなった９）。従って、泡の保水性を制
御すると言うことは、各パラメータ（泡消火薬剤、泡供給率、
発泡倍率）を考慮し、還元計測（底部に穴を設けた内径Φ
200［mm］、高さ60［mm］の泡採取容器内へ泡を満たし、
その時点から、泡から排水される水溶液量を時系列で計測）
を行うことで、泡の保水性を評価することになる。本研究で
使用する泡性状コントロールノズルは、発泡倍率は自在に変
化させることはできるが、泡の還元を自在に変化させ、厳密
に制御することは困難であることがわかった。そこで、還元
泡水溶液量（泡内に含まれる泡水溶液が重力によって排水
される量）の時系列データーを計測し、泡の保水性の指標
を新たに定義することで、保水性の違いによる泡消火性能
の定量化を試みた。上述した泡採取容器内に泡を投入し、
泡が、ある還元速度（単位時間当たりに泡から水溶液が排
水される質量）によって、一定の割合で質量減少すると仮
定すれば、還元の指標を定数として扱うことが可能となる。
すなわち、還元による泡質量減少割合を還元係数 C［s-1］（以

下C）と定義し、式	⑵	に示す。

	 ……⑵

C は、泡の還元速度 v	［g/s］を泡採取容器内の残存泡
質量 m	［g］で除した値とし、また、m は、泡の水溶液の
還元がほぼ終了する3000 秒での還元質量から、ある時刻
t における還元質量を差し引いて求められる。本研究では、
Cを保水性の指標として扱うことにした。Cが小さい場合は、
還元による泡質量減少割合が小さいことを意味し、保水性
の高い泡性状を示す。逆に、C が大きい場合は、保水性の
低い泡性状を示すことになる。泡の保水性の指標となる、
還元係数を新たに定義することで、保水性の違いと、起泡
性の違いによる泡消火性能を定量化することが可能となる。

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令１）では、泡の保
水性の指標として「25% 還元時間」を採用しており、低発
泡における、たん白泡消火薬剤、合成界面活性剤泡消火
薬剤、水成膜泡消火薬剤は、1分以上、大容量泡放水砲
用泡消火薬剤では 2 分以上と定められている。今回、採用
する還元係数は、泡内の水溶液の還元（排水）がほぼ終了
する時刻となる、3000 秒までの還元質量から、C を算出す
るため、25% 還元時間に比べより精度の高い、保水性の指
標として使用できる。

条件は、各泡消火薬剤に対し、EとC を変化させた場
合の消火性能評価を行うため、各泡消火薬剤（AR-AFFF、
N-AR-AFFF、FP、N-FP	の 4 種類）に対し、Eを4 倍、
8 倍、12 倍に設定し、C を約 0.001〜 0.006［s-1］の範囲	（保
水性の高い泡〜低い泡）	で変化させ泡消火実験を行った。
また、泡供給率 Q（以下Q）は 0.5 〜 2.25	［L/min/m2］の
範囲で変化させ、EとC をパラメーターにして、泡消火実験
を行った。

これまで、定義した各種パラメータの概要説明を表 1に示
す。
3.3　泡性状の違いによるフッ素含有泡とフッ素フリー泡の
消火性能の検討
図 3 に、Q=0.75［L/min/m2］で一定のもと、AR-AFFF

とN-AR-AFFFに対する、E［-］とC［s-1］の積算放射熱
量抑制効果γ［%］（以下γ）を示す。なお、Q=0.75［L/min/
m2］の条件は、先に行われたフッ素含有泡による実験結果
10）より、泡の EとC の違いにより、消火性能の変化が顕著

表１　各種パラメーターの概要説明
パラメーター 小　　←　　値　　→　　大

発泡倍率 E［-］ 低い発泡（重い泡） 高い発泡（軽い泡）
還元係数 C［s-1］ 保水性の高い泡（寿命の長い泡） 保水性の低い泡（寿命の短い泡）
積算放射熱量抑制効果γ［%］ 放射熱抑制効果が低い（消火性能が低い） 放射熱抑制効果が高い（消火性能が高い）
消火限界泡供給率 Qc［L/min/m2］ 消火限界時の泡供給率（消火性能が高い） 消火限界時の泡供給率（消火性能が低い）
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となる条件であることが分かっており、また、Q 以外の泡消
火におけるパラメーターEとC の影響を、フッ素フリー泡消
火薬剤においても検討するため、Q=0.75［L/min/m2］で一
定のもと泡消火実験を実施した。

図 3（左図）に示すAR-AFFF の場合、C が 0.001［s-1］
から0.002［s-1］の保水性の高い泡性状では、E=4 〜12 の
範囲で、γが 65［%］から80［%］となり、高い値を取る。
特に E=8 〜12 の領域では、γが 80［%］程度の抑制効果
が得られ、逆に E=4では、65［%］と低下している。一方、
保水性の低い泡性状となる、C=0.004［s-1］から0.006［s-1］
では、γが 50［%］から10［%］まで急激に減少している。
すなわちγは、C=0.003［s-1］より高い領域で、還元係数依
存性が高くなり発泡倍率依存性は低い泡消火薬剤であると
言える。	また、図 3（右図）に示す N-AR-AFFF の場合、
同様にEをパラメータとした時のCに対するγを見ると、0.001

［s-1］から0.006［s-1］にかけて、γは最大でも5［%］程度
であり、Eを変化させても、γはほぼ変化せず、泡性状を変
化させても、火炎抑制できないことを示している。すなわち
消火限界泡供給率は 0.75［L/min/m2］以上となり、さらに、
フッ素系界面活性剤の添加が、泡の消火性能を担保する上

で極めて重要であることを図 3 は示している。
図 4 に、Q=0.75［L/min/m2］ で 一 定 の もと、FPと

N-FPに対する、E［-］とC［s-1］のγ［%］の関係を示す。
図 4（左図）の FP の場合、各 E に対し、C が 0.001［s-1］
から0.004［s-1］に増加すると、比較的緩やかにγが減少し
ている。特に保水性の低い泡性状となる 0.004［s-1］から
0.005［s-1］では、γが 10［%］以下となる。また、C の全
領域で、γは E=8、E=4、E=12 の順に高くなり、C が 0.001

［s-1］では、50［%］から70［%］になり火炎抑制効果が最
も高い領域となる。また、C の増加と共に、各 E に対する
γは約 20 〜10［%］まで減少し、C が 0.004［s-1］ではγ
が 8［%］から12［%］となる。言い換えると、γに対するE
の依存性は低くなっている。FPにおいても、γの還元係数
依存性が高く、また、発泡倍率依存性は、比較的低い傾向
を示している。そして、図 4（右図）の N-FP の場合、Eを
パラメータにとりC に対するγを見ると、0.001［s-1］近傍では、
E=4、E=8 共に、γは 30［%］程度となり、また、E=12 では、
γは 12［%］まで低下している。C が 0.003［s-1］から0.005

［s-1］にかけて、E に対する依存性は低くなり、C の増加と
共に、γは 15［%］から5［%］まで緩やかに低下している。

図４　各 E と C に対する積算放射熱量抑制効果γの関係（左図 :	FP、右図	:	N-FP）

図３　各 E と C に対する積算放射熱量抑制効果γの関係（左図 :	AR-AFFF、右図	:	N-AR-AFFF）
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N-FPにおいて、FP ほどCと E に対するγの依存性は高く
ないが、E=4、E=8 においては、γの還元係数依存性があ
ることがわかる。Q=0.75［L/min/m2］において、N-FP の
γは最大でも30［%］となり、FP の最大値γ=80［%］に
比べれば消火性能は低下するが、泡性状を最適化すること
によって N-FP でも約 3 割程度、火炎抑制されている。

図 3、図 4 において、フッ素含有泡消火薬剤とフッ素フリー
泡消火薬剤の消火性能比較を行い、フッ素系界面活性剤の
添加が、泡の消火性能を担保する上で重要であることは明ら
かとなったが、泡性状に対する限界泡供給率の検討を行う
ことで、フッ素フリー泡消火薬剤においても、火炎抑制、ま
たは、効果的な泡消火性能を得られる可能性を次節で紹介
する。
3.4　フッ素含有泡とフッ素フリー泡における泡供給率の影響

図 5 に、AR-AFFF及び N-AR-AFFF の各泡性状（E,C）
に対する消火限界泡供給率 Qc［L/min/m2］（以下Qc）を
示す。γが 70［%］になるために必要となるQc（以下Qc70）を、
泡性状（E、C）毎に示している。なお、γが 70［%］の条件は、
自由燃焼時の最大放射熱に対し、9 割以上放射熱を抑制で
きる条件となり、火炎抑制及び消火可能な閾値である。また、
Qc70 が存在しない条件においては、より高い泡供給率での
検討を行わなければならないが、今回は、実験装置の制約
上、Q=0.5~2.25［L/min/m2］の間でしか検討できないため、
γが 70［%］未満の泡性状の条件は、ブランクにしている。

図 5（左図）に、AR-AFFF の泡性状毎の Qc70 を示す。
各泡性状に対して、Qc70 は存在し、C0.006 の条件を除き、
ほぼ均一な分布を取る。また、最小消火限界泡供給率：
Qc70min［L/min/m2］（以下 Qc70min）は、最も消火効率の高
い条件を示し、E8-C0.001、E8-C0.002、E12-C0.001の
条件で、各々 0.69［L/min/m2］となる。さらに、最大消火
限界泡供給率：Qc70max［L/min/m2］（以下Qc70max）は、消
火効率の最も低い条件を示し、ブランクになっている泡性状

の条件のどれかに該当するが、今回は、実験装置の制約上
Q=0.5~2.25［L/min/m2］の検討のため、γが 70［%］以上
の条件におけるQc70max とした。その結果、E4-C0.006 の条
件で、Qc70max は 1.23［L/min/m2］となる。すなわち、泡性
状の違いによりQc70 は、最大で 1.78 倍も異なることがわか
る。

図 5（右図）に、N-AR-AFFF に対する、泡性状毎の
Qc70 を示 す。Qc70min は、E8-C0.001、E12-C0.001、E12-
C0.002 の条件で 1.71［L/min/m2］となる。また、	Qc70max

は、実験の制約上 Q=0.5~2.25	［L/min/m2］の範囲で検討
を行い、E8-C0.004 の条件で、2.19［L/min/m2］となる。
N-AR-AFFF の場合、火炎抑制可能な泡性状の条件（γ
=70［%］）が、泡性状によって大きく変化する泡消火薬剤と
言えるが、火炎抑制可能な泡性状の条件であれば、Qc70 の
値は、ほぼ一定となり、今回の実験条件では、泡性状に依
存しない泡消火薬剤と言える。

図 6 に、FP及び N-FP の各泡性状に対するQc70 を示す。
図 5と同様、γが 70［%］になるために必要となるQc70 を、
泡性状（E、C）毎に示している。また、図中の Qc70 が存在
しない条件においては、より高い Q での検討が必要である
が、実験装置の制約上、検討できない条件である。

図 6（左図）に、FP の泡性状毎の Qc70 を示す。各泡性
状の条件に対して、Qc70 が高い条件は存在せず、ほぼ均一
な分布を取る。Qc70min は、E12-C0.001の条件で 0.75［L/
min/m2］となり、また、Qc70max は、E12-C0.006 の条件で、1.24

［L/min/m2］となる。泡性状の違いによりQc70 は異なるが、
最大で 1.65 倍の Qc70 の変化が見られる。図 6	（右図）に、
N-FP の各泡性状に対するQc70 を示す。γ=70［%］の時の
泡性状毎の Qc70 を見ると、概ね 1.0~1.8［L/min/m2］とな
る。また、N-AR-AFFFに比べ、Qc70 は、各泡性状に対し
広範囲に存在し、E4-C0.006 以外は、全てQc70 が存在し
ている。また、Qc70min は、E12-C0.003 の条件で 0.97［L/

図５　AR-AFFF と N-AR-AFFF の泡性状に対する Qc の関係
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min/m2］となり、さらに、Qc70max は、E4-C0.005 の条件で 1.8
［L/min/m2］となる。Qc70 が存在する領域での、各泡性状
に対するQc70 の依存性は、AR-AFFF及び N-AR-AFFF
に比べ、比較的高いと言える。また、N-FP の場合、E12-
C0.003~C0.004 の泡性状の条件であれば、より低い Qc70

を得ることができ、逆に、保水性の高い C0.001の条件で
は、Qc70 が高い結果となる。これは、N-FP の泡の流動性
に起因するものと考えられる。たん白系泡消火薬剤の場合、
E が高く、C が低い条件において、泡の流動性が低くなる
傾向があり11）、泡の油面被覆時の阻害要因として考えられる。
逆に、C が高い条件においては、泡の流動性に関しては改
善されるが、還元時間が早く、また、泡のシール性能及び
泡の寿命が短い泡性状となるため 11）、C が低い条件と同等、
Qc70 が高くなっている。N-FP の場合、泡の流動性を加味し
た、EとC の最適化を図ることで、より効果的な消火が達
成できると考えられる。
3.5　泡性状に対する泡供給率の各係数の検討

現行の消防法で規定されている、「製造所等の泡消火設
備の技術上の基準の細目を定める告示（総務省告示第 559

号）」12）内で定められている、上部泡放出口（Ⅰ型、Ⅱ型）
に対する泡供給率は、4	［L/min/m2］と規定されているが、
フッ素フリー泡消火薬剤で消火対応する場合、前節の結果
を踏まえ、同等な消火性能を得ようとした場合、各泡性状
に対する泡性状係数（図 7）を乗じた泡供給率で対応する
必要があると考えられる。

泡性状係数とは、各泡性状による消火性能の良し悪しを
定める指標であり、算出においては、最も消火効率の高い
泡性状で得られる、AR-AFFF、FP の Qc70min を用い、各
泡性状の Qc70 との比を、泡性状係数とした。

その結果を表 2 に示す。AR-AFFF の Qc70min に対す
るAR-AFFF及び N-AR-AFFF の泡性状係数を見ると、
AR-AFFFも、泡性状の変化により、1.0 〜1.8 倍となり、
また、N-AR-AFFFにおいては、2.5~3.2 倍となる。このこ
とは、AR-AFFFにおいても泡性状の変化により、最大で1.8
倍の泡供給率で消火対応しなければならないことを示し、
また、N-AR-AFFFにおいては、泡性状を最適化しても2.5
倍以上の泡供給率で対応する必要があることを示している。
また、FP の Qc70min に対するFP及び N-FP の泡性状係数

図７　フッ素フリー泡消火薬剤代替時の泡供給率の各係数について

図６　FP と N-FP の泡性状に対する Qc の関係
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を見ると、FP は、泡性状に対し1.0~1.7 倍の範囲となり、
N-FP においては、1.3~2.4 倍の範囲となる。FP において
も泡性状の変化により、最大で 1.7 倍の泡供給率で消火対
応しなければならないことを示し、また、N-	FPにおいては、
1.3 倍以上で対応する必要があることを示している。
3.6　泡消火の燃焼規模の検討

これまで、タンク火災の燃焼規模によって、泡の消火性
能は、大きく影響されることが一連の実験結果よりわかって
おり13）、本節では、燃焼規模による泡消火性能の変化を相
似則により考察を行った。

泡の消火原理は、燃料油表面を泡により被覆し、封鎖す
ることによって、燃料油から発生する可燃性蒸気を防ぐ除去
消火が主たる要因となる。泡が油面を被覆する過程を考えた
場合、主要パイナンバーΠ 14）は、式	⑶〜⑹	に示すように、
Π1 のフルード数：Fr（泡の被覆の速度と抗力）とΠ 2 のウェー
バー数：We1（泡と燃料油面の表面張力と抗力）、Π 3 のレイ
ノルズ数：Re（泡の粘性力と慣性力）、そしてΠ4 のウェーバー
数：We2（側壁と泡の表面張力と抗力）が、泡の油面被覆
における主要パイナンバーであると考えらえる。

	
……	⑶

	
……	⑷

	
……	⑸

……	⑹

ここで、Fi［N］は慣性力、Fg［N］は重力、Fs［N］は泡
と油面の表面張力、Fν［N］は粘性力、そして Fw［N］は
泡と壁面の表面張力を示し、また、l［m］は代表長さ、V［m/
s］は代表速度、g［m/s2］は重力加速度、ρ［kg/m3］は泡
もしくは水溶液の密度、μ［Pa･s］は泡もしくは水溶液の粘度、
σs［N/m］は泡と燃料の拡張係数、σw［N/m］は泡とタン
ク壁面の拡張係数を示している。なおσw の場合、泡塊を
燃料油面上に落とした時、その接触面では、燃料油の表面
張力γo、泡の表面張力γF、さらに燃料油と泡の界面張力
γof が作用し、γo ＞γF ＋γof ならば、泡は燃料油面上に
広がり、逆の場合には、燃料油面上にレンズ状の泡塊となっ
て浮くことを意味する。すなわち、σw ＝γo −（γF ＋γof）
は、泡が燃料油面上に広がる能力の目安として考えられ、σw

の正負によって、泡が燃料油面に広がるかどうか定まる。
そこで、泡消火過程の相似則を成立させるためには、原

型タンクにおけるパイナンバーΠと、模型タンクのパイナンバー
Π '（以下、模型の物理量は（’）とする）が、等しくなる必
要があり、Π 1=Π 1'、Π 2=Π 2'、Π 3=Π 3'、Π 4=Π 4' の関
係を満たす必要がある。

フルード数：Fr に関しては、g=g’とすれば、

	
……	⑺

となり、泡と燃料油面のウェーバー数：We1 においては、式	
⑸	の関係を用いれば、

	
……	⑻

表２　各泡消火薬剤の泡性状係数

AR-AFFF C［s-1］
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006

E［-］
4 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.8
8 1* 1* 1.3 1.3 1.3 1.7
12 1* 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4

N-AR-AFFF C［s-1］
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006

E［-］
4 2.5 2.6 3.0 - - -
8 2.5 2.5 2.8 3.2 - -
12 2.5 2.5 2.7 2.9 - -

FP C［s-1］
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006

E［-］
4 1.1 1.3 1.3 1.6 1.6  1.7
8 1.3 1.3 1.3 1.6 1.6 1.6
12 1* 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7

N-FP C［s-1］
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006

E［-］
4 2.0 2.2 2.1 2.1 2.4 -
8 2.1 1.7 1.4 1.7 1.9 2.0
12 2.1 1.5 1.3 1.4 1.7 2.1

*：Qcmin
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となる。また、レイノルズ数：Re においては、動粘性係数を
μ/ρ=νとし、式	⑺	の関係を用いれば、

	
……	⑼

となる。さらに、泡と壁面のウェーバー数：We2 においても
同様に、式	⑺	の関係式から、

	
……	⑽

が得られる。しかしながら、今回の泡消火実験用の模型タ
ンクは、上部泡放出口Ⅱ型を採用しており、泡被覆時の阻
害要因として、タンク側壁の摩擦の影響は比較的少ないこ
とを考慮すれば、式	⑽	の関係は、無視できると考えられる。
従って、式	⑺、⑻、⑼	の関係を満たす、模型実験ができ
れば良いが、特に、式	⑻、⑼	の関係を満たすには、既存
の発泡器や模型タンク装置、そして、燃料油、泡消火薬剤
では、極めて困難であることがわかる。具体的には、式	⑻	
の関係から、泡水溶液密度をρ=ρ’とすれば、σs'/σs=（l'/l）
2 になるので、模型実験での拡張係数は、長さスケールの 2
乗にしなければならない。拡張係数σs は、燃料油の表面
張力と泡水溶液の表面張力及び燃料油と泡水溶液の界面
張力で定まる値であり、σs の値を変化させるためには、表
面張力が大きく異なる燃料や泡消火薬剤を選定する必要が
ある。例えば、直径 40 〜100［m］の石油タンクに対し、1［m2］
タンクで、σs’ を算出すると、約 10-4 倍の拡張係数にする
必要がある。この様な値を有する、燃料と泡消火薬剤の試
作は極めて困難で、現実的ではない。また、式	⑼	のレイノ
ルズ数：Re においては、模型側の泡の動粘性係数をスケー
ル比の 3/2 乗で変化させる必要があり、例えば、直径 40 〜
100［ｍ］の石油タンクに対し、1［m2］タンクで、ν’ を算出
すると、約 10-3 倍の動粘性係数にする必要がある。しかし
ながら、現在使用している泡性状コントロールノズルは、E、
C の制御は可能であるが、泡の動粘性係数は、E、C を制
御すると従属的に決まるため、動粘性係数を大きく可変し
た泡を生成するには、発泡器、泡消火薬剤設計を含めた制
御技術を確立する必要がある。

一方、式	⑺	のフルード数：Fr においては、模型側の泡
の被覆速度を、スケール比の1/2乗で変化させる必要があり、
例えば、実際の直径 40 〜100［ｍ］の石油タンクに対し、1［m2］
タンクで、V’ を算出すると、約 10-1 倍の泡の被覆速度にす
る必要がある。泡の被覆速度を可変させるためには、ノズ
ルの断面積や泡の投入方法を変更し、ノズルの改良等行え
ば、模型実験は可能と考えられる。また、フルード相似則
に従って、泡水溶液流量を考えると、原型の泡水溶液流量

Q 及び模型の泡水溶液流量を Q’とし、式	⑺	及び原型と模
型の時間を各々 t、t’、泡水溶液密度をρ=ρ’とすれば、

	
……	⑾

となり、Q’ は、スケール比の 5/2 乗で変化させる必要がある。
現行の消防法で規定されている、「製造所等の泡消火設備
の技術上の基準の細目を定める告示（総務省告示第559号）」
12）で定められている、上部泡放出口（Ⅰ型、Ⅱ型）の泡供
給率は、貯蔵物が水溶性危険物の場合を除き4［L/min/
m2］と定められている。例えば、直径 40［m］の石油タンク
の場合、必要となる泡水溶液流量 Q は、5,024［L/min］と
なり、1［m2］タンクとのスケール比で Q’ を算出すると、約 0.5	

［L/min］となる。さらに、式	⑼	より算出したν’ は、実際
の固定泡消火設備で放出される泡の動粘性係数に対し、約
10-3 倍の泡を模型側で生成することができれば、Π 1 とΠ 3

を満たした模型実験が可能と考えられる。
以上の検討から、式	⑺〜⑽	の全てを満たす模型実験は、

極めて困難であることがわかる。従って、次節の検討におい
て、式	⑻〜⑽	の関係は、副次的に作用するものと仮定し、
今回は、式	⑾	のフルード相似則のみで検討を行うこととす
る。
3.7　燃焼規模の違いによるフッ素含有およびフッ素フリー
泡消火薬剤の消火性能の検討
実験装置は、図 2と同様の1［m2］模型タンクを使用し、

また、1［m2］模型タンク（直径 1.13m，高さ0.5 ｍ）と幾
何学的相似となるように製作した4	［m2］模型タンク（直径
2.26m，高さ1ｍ）を使用し、泡消火実験を行った。使用
するノルマルヘプタン燃料油及び敷水の量は、1［m2］模型
タンクで、それぞれ 20［L］、100［L］とし、また、4［m2］
タンクでは、液層高さがタンクスケール比と同じ2 倍となるよ
うに、それぞれ 160［L］、800［L］として実験を行った。

なお、今回の消火実験条件は、3.4 節において、γ＝ 70
［％］を達成するための泡性状毎（E,C）の消火限界泡供給
率：Qc70［L/min/m2］を求め、各 Qc70 の最小値：Qc70min［L/
min/m2］及び、最大値：Qc70max［L/min/m2］から、最も消
火効率の高い泡性状と最も消火効率が低い泡性状を明らか
にし、その条件を基に、1［m2］及び 4［m2］タンクの比較を行っ
た。従って、式	⑾	のスケール則に沿った泡水溶液流量での
比較ではないため、厳密には、スケール則に対する評価は
できない。しかしながら、実験条件毎の実際の放出流量と、
式	⑾	で算出した放出流量を比較した結果、1［㎡］の実験
条件は、僅かであるが約 0.2 〜 0.6［L/min］ほど高い流量
条件で、消火実験を行っていることがわかった。従って、こ
れら流量の差異を考慮し、表３に 1［m2］と4［m2］タンク
におけるγ［%］と、1［m2］と4［m2］タンクのγ［%］の差
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Δγ［%］を示す。
フッ素含有泡（AR-AFFF、FP）である1［m2］と4［m2］

タンクのγにおいて、同じ値を取る条件が2条件あり、さらに、
Δγは、AR-AFFF-Q1.2-E4.1-C0.0060 のΔγ=44［%］を
除き、各条件で、+10［%］程度となる。1［m2］タンクでの
γは、4［m2］タンクに比べ、同等または、高くなる結果となっ
た。このことは、フルード相似則による流量を考えると、1

［m2］タンクでは、0.2 〜 0.4［L/min］程度、流量の多い条
件で、消火実験を実施しており、Δγが正となる傾向は、ス
ケール則に合った結果と言える。しかしながら、フッ素フリー
泡（N-AR-AFFF、N-FP）は、N-FP-Q1.8-E4-C0.0050
のΔγ=14［%］を除けば、各条件ともΔγは負となり、その
差は、泡性状により異なるが、-3［%］から最大で -17［%］
となった。これはスケール則の傾向とは異なり、Δγの正負
が逆転する結果となっている。今回は Qc70 での検討である
ため、消火不安定性や、また、フッ素フリー泡は耐熱性がフッ
素含有泡に比べ劣ること、さらに、1［m2］タンクと4［m2］
タンクで、泡の被覆速度が大きく異なっている可能性も考え
られ、特にフッ素フリー泡においては、更なる燃焼規模効
果の検討が必要と考えられる。

４．おわりに

フッ素含有及びフッ素フリー泡消火薬剤に対し、泡性状（起
泡性・保水性）、泡供給率（単位面積、単位時間あたりの
泡投入量）の違いによる泡の消火性能について検討し、限
定的な条件ではあるが、泡消火に対する最適な泡性状及び
泡供給率を示してきた。さらに、フッ素化合物の使用禁止
が泡消火薬剤の消火性能に与える影響評価と対応策に関す
検討も行い、固定泡消火設備等で現在使用されているフッ
素含有の泡消火薬剤が規制され、フッ素フリー泡消火薬剤
で消火対応する場合の、泡性状に対する泡供給率も示して
きた。しかしながら、図 7 に示す様に、フッ素フリー泡消

火薬剤代替時の泡供給率を厳密に考える場合は、泡性状
係数だけではなく、油種の違いや泡の投入方法、また、3.6
節、3.7 節で言及した火災規模によっても泡消火性能は大き
く影響する。そのため、各パラメーターに対する、係数の検
討を引き続き行い、最終的に、フッ素フリー泡消火薬剤へ
代替した場合の技術指針を示せればと考えている。
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We	 investigated	 the	 extinguishment	 critical	 foam	 application	 rate,	 Qc	 [L/min/m2],	 for	 fluorine-free	 and	
fluorine-containing	fire-fighting	foams	with	different	foam	properties.	
The	followings	were	concluded:

In	the	case	of	AR-AFFF	(fluorine-containing	foam),	Qc	for	the	integrated	radiation	heat	inhibitory	effect,	
γ	%,	to	achieve	70	%,	were	0.7-1.2	L/min/m2.	In	addition,	Qc	for	each	foam	properties	of	N-AR-AFFF	(fluorine-
free	foam)	were	1.7-	2.2	L/min/m2.	From	consideration	of	the	minimum	extinguishment	critical	foam	application	
rate,	Qcmin,	N-AFFF	requires	to	be	supplied	at	2.5	times	or	higher	Q	compared	to	the	AR-AFFF.

In	 the	 case	 of	 FP	 (fluorine-containing	 foam),	 Qc	 for	γ	 to	 achieve	 70	%,	 were	 0.8-1.2	L/min/m2.	
Furthermore,	Qc	of	N-FP	(fluorine-free	foam)	were	1.0-1.8	L/min/m2.	N-FP	requires	to	be	suppliedat		1.3	times	
or	higher	Q	compared	to	the	FP.
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１．はじめに

2011 年 3月の東日本大震災では多様な火災が多数発生
し、様々な課題に対応した新たな防災対策の導入が急務と
なっている。また災害時ではない平常時においても、経年
劣化などによる石油タンクの浮き屋根沈没事故１）から、電力
自由化や空き家の増加などの社会の急速な変化への対応ま
で、多様化する災害に対策を講じる必要性が増大している。
高度成長期に建設された設備の老朽化と少子高齢化が同時
に進行する中で、限られた経済的資源を有効に活用し、良
識ある防災対策を選択することが、ますます強く求められ
ている。そこで本報では、前報２）に続き、ハード・ソフト両
面の防災対策の大前提となる、法制度等のルール作りをす
る組織や、そこでの意思決定のしくみ、すなわち適切なガ
バナンスを備えることの難しさについて、考えてみたい。

東日本大震災で発生した原発事故を調査した国会東京電
力福島原子力発電所事故調査委員会（以下、国会事故調）
は、事故の根本原因を「規制の虜（Regulatory	Capture）」

（規制当局が事業者の「虜」のように操られること）と結論
づけ、その背景に原子力関係者共通のマインドセット（思い
込み）があったと報告した３）。原発事故の教訓を今後の防
災対策に活かしていくことを目的として、著者らは前報２）で、
人の無意識の認知プロセスを理解するのに重要であると考
えられる社会心理学の主要な研究成果を紹介した。人とい
う情報処理システムの能力には限界があり、情報処理能力
を無駄遣いしないように自動的に節約することによって、避
けることのできない様々なエラーが生じる。その中でも特に
頑強で普遍的なエラーの１つが、他者の行動の原因を外的
要因よりも内的要因に帰属しやすいという「基本的な帰属の
エラー（fundamental	 attribution	 error）」４）である。さらに
人は、環境から発信される刺激によって自動的に駆動され
判断や行動をする「駆動される行為者」でもある。「規制の虜」

という概念は、基本的な帰属のエラーを誘発することによっ
て社会の多くの人々に広く浸透し、問題を規制当局と事業者
の間の関係に矮小化し、根本的な問題を覆い隠す５）。

愚かな意思決定を下す集団には、「集団浅慮（または集
団思考、groupthink）」６）と呼ばれる、合理的な決定を妨げ
る共通した思考形態が生じていることが知られている。国
会事故調報告書３）も、原発事故の根本原因を規制の虜と
結論づけたことによって、「集団思考は組織、国家を殺す

（Groupthink	Can	Kill）」ことを示したとされる７）。副作用が
強い規制の虜という概念に比べれば、集団浅慮の方が中立
的な表現ではあるが、規制の虜も集団浅慮も、それ自身を
事件や事故の根本原因にしてしまうと、後知恵バイアスに過
ぎないことになってしまう。これまでに規制の虜であると指
摘された事件や事故は、新たな病原体の出現や新技術の導
入など、不確実な要素が状況要因として絡んでいる場合が
少なくない。そこで本報では、集団浅慮を防止する上で重
要であると考えられる、不確実性下の意思決定と状況認識
に関する主要な研究成果を紹介する。
「不確実性」という言葉は日常的に、確実でないすべて

の事柄に対して用いられるが、防災の文脈で使用される場
合には、どのような結果に至るか（生起事象）とその発生
確率が分かっているかどうかによって、表１のように分類・
定義されることが多い８,９）。本報では原則として、表１のリス
ク、不確実性、無知の区別にこだわらずに、これらをすべ
て含めて「不確実性」と呼ぶ。

不確実性下の意思決定と状況認識

野村　祐子

（平成 29 年 9 月 13 日　受理）

東日本大震災に伴い発生した福島原子力発電所事故の教訓を、今後の防災対策に活かしていくことを
目的として、原発事故の根本的な原因であると指摘されたガバナンスの問題を検討する上で重要である
と考えられる、不確実性下の意思決定と状況認識に関する主要な研究成果を紹介する。

解　説

表１　不確実性の分類８, ９）

区　分 定　義
リスク（risk） 生起事象と発生確率の、両方が既知
不確実性

（uncertainty） 生起事象は既知で、発生確率は未知

無知（ignorance） 生起事象と発生確率の、両方が未知
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不確実性下の意思決定に関する研究は２種類に大別され
る。１つは不確実な状況に置かれた人間が行っている意思
決定の特徴を明らかにする研究であり、もう１つは不確実な
状況における望ましい意思決定のあり方を探究する研究で
ある。本報では主に前者について紹介する。

２�．自由意思と選択力の限界

1986 年1月28日、スペースシャトル・チャレンジャー号が
打ち上げから僅か 73 秒で炎上爆発し、民間人 1 名を含む
乗員 7名全員が死亡した。当時フロリダ半島に襲来していた
寒波の影響で Oリングが硬化しブースターから高温ガスが噴
出する危険性があることは、事前にメーカーもNASAの担当
者も承知していた。しかし打ち上げを予定通り遂行すること
に強く捉われていた NASAの担当者は、Oリングのシール不
良を予測するデータが不確実であることを強調した。確実な
データを示すことができなかったメーカーの技術担当副社長
は、NASAとの契約の継続に捉われていた上級副社長に「技
術者の帽子を脱いで経営者の帽子をかぶれ」と言われて打
ち上げ延期の進言を撤回したため、事故を防ぐことが出来な
かったとされる10-14）。この事故は、集団浅慮の危険性を説明
するための事例 10）として、また技術者倫理の代表的教材 11,	

12）としても利用されている有名な意思決定の失敗事例の１つ
である。チャレンジャー号事故の原因を調査した大統領事故
調査委員会 13）は、同じ事故は繰り返さないとの約束を報告
書に記した。その後 NASAでは報告書の勧告が順守されて
いたにもかかわらず、2003 年 2月1日、スペースシャトル・コ
ロンビア号が大気圏再突入時に空中分解し、乗員 7名全員
が死亡した 14）。チャレンジャー号とコロンビア号の事故は、い
ずれもシャトル打ち上げの経験を重ねるうちに正常と異常の
境界が曖昧になっていく「逸脱の正常化（normalization	 of	
deviance）」と呼ばれる類似の状況で起きたと考えられている
12）。意思決定の失敗が繰り返され、過去の事例から学ぶこと
が困難な現実を、我々はどのように理解すれば良いのだろう
か。

人間はいつでも明確な目的を持っており、その目的を達成
するために合理的な意思決定を行っていると、伝統的な経済
学は仮定してきた 15）。このような仮定に基づく「合理的行為
者モデル」は、政府の公共政策過程における意思決定の説
明にも利用されてきた 16）。一方、哲学者らは、長年にわたり、
人間の行為に関する「自由と決定論」の問題に取り組んでき
た。丹治によれば、決定論とは「すべての出来事や状態が時
間的に先行する出来事や状態によって一義的に決定されるよ
うな何らかの法則が、この世界で成り立っている」という説で
ある17）。これと対比される行為の自由とは、身体に対する物
理的拘束がない限り、一定範囲の動作をすることもしないこ
ともできる、という自由である。決定論と自由との両立可能性
は、主に哲学の分野で議論されてきたが、この論点を、人間

の日常生活に無関係な抽象的な問題としてではなく、現実社
会における人間どうしの協働や組織管理上の諸問題の根底
にある「感情」の問題として捉えたのが、近代組織論を構築
した Barnard である。

実業家であり経営学者であった Barnard は、法学や経済
学などの抽象化された社会科学が人間行動の最も基本的な
要素を無視していると指摘した。そして、「社会の人々に影響
を及ぼす重要な意思決定を実際に行っているのは組織であ
る」という経験的事実に基づき、実社会を理解するには法学
や経済学よりむしろ、組織およびそこにおける人間行動を説
明する組織論が必要であると説いた 18,	 19）。経営学では、協
働によって成果を得るために組織成員の意欲をどうやって喚
起するかが重要な問題となる20）。このような問題を解くため
の理論を構築するには、「人間とはどのようなものなのか」と
いう、人間の姿についての一定の解釈（仮説）を前提とする
必要が生じる。この仮説を人間モデルという（表２を参照）。
経営学の理論は３つの大きな理論体系に分けられる。初期
の伝統理論は先行する経済学の影響を受け、人間行動にお
ける経済的要素を過度に重視していた（経済人モデル）。しか
し工場従業員の生産性が仲間との気持ちの通い合いによっ
て高まることが発見されると、組織成員間の社会的な関係
によって動機づけられ行動する人間（社会人モデル）を前提
とする人間関係論が形成された 21）。ちょうど同時代にニュー
ジャージー・ベル電話会社の社長であった Barnard は、伝
統理論では説明できない自身の豊富な管理体験を社会学が
説明できるという手掛かりを得ていた 19）。彼は自分が体験し
た多くの事実を体系的に説明できる本格的な組織の科学が
必要であると考え、自らの経営者としての経験に、社会学、
経済学、人間関係論などの幅広い知識を結びつけて、経営
学史上初めて包括的な組織論を構築したとされる18-20,	 22,	 23）。
組織をシステムとして捉え、意思決定という視点から組織行
動を解明しようとした Barnard の理論構築は、経営学にお
けるパラダイム革命であったため、後に「Barnard 革命」と
呼ばれるようになった 20,	22）。

Barnard は組織論の基礎として人間の心理的特性を考察
し、個人を規定している物的、生物的、社会的要因が個人
の自由意思や選択力を制限していると論じた 19）。均等な機
会が多い場合には、選択力の麻痺によっても自由意思は限
られる。例えば小島から漕ぎ出したボートの上で居眠りをして、
目を覚ました時に大洋の真ん中で濃霧に覆われていたら、ど

表２　経営学の理論が前提とする人間仮説 20）

理　論 人間仮説
伝統理論 経済人モデル

新古典派の理論
（人間関係論） 社会人モデル

近代理論
全人モデル
経営人モデル
自己実現人モデル
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の方向に進もうと自由だとしても、意思決定を行うことは容易
ではない。僅かな風の向きや海流など、環境中から何らかの
手掛かりを必死になって探すだろう。Barnard によれば、現
実社会における意思決定の過程は主として、選択をせばめる
技術である。選択には可能性の限定が必要であり、しては「い
けない」理由を見出すことが、なすべきことを決定する一般
的方法の１つである。人は、国民としての愛国的準則、家庭
義務の準則、専門職としての準則、組織の一員としての準則

（組織準則）など幾つもの道徳準則（moral	 code）によって
支配されている。「目的」の設定は、意思力を行使し得るよう
に選択条件を限定することである19）。

Barnard は自身の管理経験から、組織成員の選択の可能
性が狭い範囲に限られることを学んだ。個人の選択力を過
大視すると、誤解や間違った無駄な努力の原因となる。あり
もしない選択力を個人が持つという前提にもとづいて組織の
意思決定がなされることは頻繁にあり、その場合、命令に服
従しない組織成員は、実は服従「できない」のに、意識的に
反抗していると誤解される。できもしないことをしようとすれ
ば、必ず協働の破壊あるいは失敗に終わる。自由意思につ
いて正しい認識を持たないことが、管理活動の失敗の重要な
原因となる。特に政治の領域において、組織の解体や効果
のない改革方法に陥ることとなる。人間の特性こそ、意思決
定過程の意義ある説明のための基本的な公準であるとされる
19）。

三戸によれば、Barnard の組織論が前提とする「全人仮
説」（図 1を参照）は、人間を物的・生物的・社会的側面（客
観的に把握可能な事実的側面）と信念・信条・道徳・規範
等の価値的（主観的）側面の２側面から成る存在であると
考える22）。人間は自律的人格という感覚を保持する個人とし
て、経済的な欲求だけでなく社会的な様 な々欲求を併せ持ち、
変動する環境との相互作用の中でそれらを実現しようとして、
僅かな選択力を駆使して行動する20）。人間をこのように捉え
ると、事実と価値の結合、個と全体の統合、そして必然と自
由意思の統合が実現する可能性が生じる22）。例えば図 1に
示すように他者が存在する状況においては、人間の特性に関
する他者の基本的態度、すなわち人を「操縦しうる客体」と
みなすか、「動機を満たすべき主体」とみなすかによって、人
間行動に影響を及ぼす 2 通りの方法が可能になる19）。

Barnard によれば、組織の失敗の基本的な原因は、組織
外の諸力のなかにある19）。外的環境が変動する中で組織を
存続させるには、組織内の再調整が必要である。管理者が
組織成員の行動を調整しようとするとき、「人はどの程度まで
選択力や自由意思をもつものか」という問題に暗黙のうちに
答えていることになる。例えば部下を説得する管理者は、部
下に選択力があるものと予想している。教育や訓練をしよう
とする場合には、部下の選択力がかなり限られたものである
ことを予想している。この場合、最も有効な方法は模範を示

すことである24）。管理者が組織成員の選択力を過大視するこ
とによって組織内の再調整に失敗すると、組織は有効性を
失う。本節の冒頭で紹介したシャトル事故の事例では、シャト
ル技術が安全基準に追いつかないまま打ち上げスケジュール
を維持しようとした背景として、NASA 幹部による予算獲得
のための誇大な計画提案および現場技術者との意思疎通の
欠如、幹部にとって不都合な現場からの情報を抑えてしまう
中間管理職の存在が指摘されている13,	 25）。一般にこのような
要因は責任感の欠如すなわち自律的自己の問題と解釈され、

「道徳」と「責任」が混同されてしまう。しかし「技術者の帽
子」と「経営者の帽子」という表現が端的に示しているよう
に複数の道徳準則の間に対立が生じている状況下で、管理
者を最も強く拘束する道徳準則は一般に組織準則であるた
め、組織の存続と雇用の継続に対する強い責任感が管理者
の行動を支配し、他のすべての対立的な道徳準則の侵犯を
正当化する。従って前述したシャトル事故の要因は、道徳の
複雑性を解決する能力の不足、すなわち訓練や環境調整に
より改善が期待できる事実的側面（決定論的自己）の問題で
あると言える。

組織準則の強い影響力による不正行為は、産業組織より
も政治組織、政府や軍、宗教組織において発生しやすいと
される19）。これらの組織は、能力より忠誠心を基準として人
事が行われる傾向が必然的に強くなる。多くの道徳準則の対
立から生じるジレンマは、一般に、道徳の低下、責任感の減退、
不活発な状況への逃避、対立を解消する能力の伸張などを
もたらす。様々な種類の多くの義務を同時に果たすという重
荷に堪えることが出来ない人に「過重負担」がかかると、能力、
責任、道徳性のいずれか、もしくはこれら全てが破壊される。
複雑な道徳性、大きな活動性、高度の責任感を同時に維持
するには、それに対応した能力が必要になる。責任感の強い
人を、そういう技術的能力をはるかに越えるような地位に就
かせると、結果は破壊的であるとBarnard は強く警告してい

図１　全人仮説 22）と協働体系における心理的要因 19）
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る19）。
以上に述べたように、Barnard は「自由意思と決定論」の

問題を、組織の失敗および組織成員の道徳的分裂の中に
見出した。道徳的分裂を避けるには「道徳的創造性（moral	
creativeness）」、すなわち思考の枠組みを拡げて共通の理想
を創造する力が必要であり、それには感情的な受容を広く浸
透させることを必要とする。しかし現実の組織社会の中では、
協働自体に対する２つの相反する信念、すなわち個人の選択
権を求める「悲観的な個人主義者」と、完全な調整を無批
判的に擁護し個人的選択を阻止しようとする「追従的で楽観
的な全体主義者」の間に、感情の根深い対立が存在する。「自
由意思と決定論」を論点とする全くかけ離れた信念から生じ
る感情の対立こそが、協働の破綻に内在する問題の核心であ
るとBarnard は論じている19）。

Barnardと同様に、個人と組織の双方が共に能力を発揮
し有効な成果を生み出すことによって責任を全うする「健全
な社会」の構築を希求した Argyris は、経営への第三者の
介入による組織改善方法を示すとともに、組織成員の自己防
衛思考を建設的な思考に変えるための人材育成手法として、
一人ひとりが経験を通じて自分の価値観や常識を修正し能
動的に行動改善を目指す「ダブル・ループ学習」を提案して
いる（7.	3 節を参照）14,	26）。

３．限定合理性と満足化

Barnard の影響を受け、組織における意思決定過程に
関する研究 27）で 1978 年にノーベル経済学賞を受賞した
Simon は、市民が政府や大企業などの巨大組織の監視者
としての役割を果たしていく上で、意思決定過程の観点か
ら組織を理解できるようになることが重要であると考えた 28）。
Simon は「限定合理性（bounded	rationality）」という概念を
唱え、人が達成できる合理性は非常に限定されたものである
ことを強調した。合理的な意思決定には、①選択の基準とし
ての価値体系が定まっていること、②可能な選択肢が網羅さ
れていること、③各選択肢から生じる結果がすべて分かって
いること、が必要であるが、我々はこれらのいずれも不完全
あるいは部分的にしか実行できない。特に認知能力の限界に
よって人が入手し処理できる情報の量はごく僅かであるため、
問題が複雑になると、意思決定に関わる要素のいくつかを思
考や検討の対象から外さざるを得なくなる。多くの場合、行
動に先立つ選択の過程は単なる確立された反射作用にすぎ
ず、選択が意識的であれ無意識的であれ、それによって断
念することになる他の可能な行動があったという事実と、選
択した行動が本来の目的以外の多くの求めざる結果をもたら
すという事実を伴う。そして選択の正しさの評価には、予想
された結果のみでなく、選択された行動と断念された行動に
よって生じる結果と生じない結果のすべてが関係してくる。

Simon によれば、人は意思決定を行う際に、複雑な問題

を単純化するための一般戦略を用いている29-32）。「近似的な
最適化（approximate	 optimization）」は、要素をいくつか無
視して問題を絞ることによって、分析的に評価できるようにす
る戦略である。研究者は、研究対象を自身の専門分野に絞
ることによって、有限の認知資源を特定の要素に集中的に配
分している。「満足化（satisficing）」は、最高の選択肢を追
求すること（次節で述べる効用の最大化）を諦め、人が心の
中に持っている「要求水準」を上回れば良しとする戦略である。
Simon の研究対象であった経営者をはじめとする人々の意思
決定の主要な戦略は、最適化ではなく満足化であるとされる。
Simon によれば、人は誰でも、効用を最大化できるような情
報処理力や予測力を持たないため、主観的合理性の範囲の
中で行動し、主観的な満足化をはかる「経営人」である。こ
のようなSimon の人間仮説は、経営人モデルと呼ばれている。

Barnard	の全人仮説とSimon の経営人モデルは、いずれ
も人間の選択力に制約があるという現実を強調している点は
同じである。しかし実務家であった Barnardと科学者であっ
た Simon の組織論を比較すると、両者の間には決定的な質
的相違が見られる。Barnard によれば、組織にとって最も重
要なのは「組織目的が適正で重要であるという感覚」を組織
成員が共有していることである19）。一方、Simon は Barnard
組織論の後継者と見なされているにも拘らず、組織の意思決
定に役立つ再現可能な不変の「原理」を導くことを目指した
28）ため、Barnard が最も重視した主観的な価値判断の問題
を切り捨て、意思決定の問題領域を矮小化してしまい、組織
管理の技術論に陥ってしまったとされる。その結果、Simon
の意思決定論には、ガバナンスにとって最も重要な「目的」の
設定や共有価値の創造という視点が欠けているとの批判があ
る19,	 20,	 22）。他方、意思決定理論の分野からは、選択肢を要
求水準と比較すること自体が莫大な情報処理力を必要とする
点や、要求水準が客観性に欠け、選択に論理的一貫性を付
与するための後付けの説明に過ぎない可能性がある点などが
批判されている 33）。

科学者は一般に、普遍的な法則や合理性を重視するため、
分析力を駆使して意思決定の質の最適化をはかることに関心
を持っていると思われがちである。しかし実際には、学界で
広く受け入れられている強固な理論に満足して一度それを使
い始めると、次節で紹介するような反例が見つかっても、学
界の中で活動する科学者が理論の欠陥に気付くことは非常
に難しいと言われている 34）。このような理論の欠陥を発見す
るには、心の中の要求水準が異なる、学界の外側にいる異
分野の研究者の視点を積極的に活用するしくみが必要にな
る。

４．Allais のパラドックスと確実性効果

米国経済学界が前提としてきた合理的行為者モデルは、
「期待効用理論」と呼ばれる合理的選択理論によって支えら
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れてきた。「効用（utility）」とは心理的（主観的）価値の大き
さを表す経済学用語であり、18世紀に物理学者のBernoulli
によって考案された概念である。期待効用理論によれば、人
は合理性の基準となる一定の公理に従い、期待効用（効用の
期待値）を最大化するように意思決定を行う。1988年にノー
ベル経済学賞を受賞したフランスの経済学者のAllaisは、以
下に紹介するような一連の選択問題を提示することによって
期待効用理論の反例を示し、米国経済学界を強く批判した
34-36）。

まず、選択肢A（確実に１万円もらえる）とB（10％の確率で
２万５千円、89％の確率で１万円もらえ、１％の確率で０円）が
与えられ、確実にもらえるAを選んだとする。このとき、効用uに
ついて式(1)が成り立つ。

0.11u	(10000)	>	0.1u	(25000)	+	0.01u	(0)	 ⑴
次に、選択肢C（11％の確率で１万円もらえ、89％の確率で

０円）とD（10％の確率で２万５千円もらえ、90％の確率で０
円）が与えられ、同じ人が金額の大きいDを選んだとする。この
とき、効用uについて式(2)が成り立つ。

0.11u	(10000)	<	0.1u	(25000)	+	0.01u	(0)	 ⑵
式	⑴	と式	⑵	は明らかに矛盾しており、同じ人がAとDを

選ぶことは期待効用理論の独立性公理から逸脱した意思決
定を行っていることになる。Allaisが期待効用理論の反例とし
て挙げたこれらの思考実験は「Allaisのパラドックス」と呼ば
れ、実際に多くの実験で確認されている９,	36）。

Allaisのパラドックスは、不確実な利得よりも確実な利得を
高く選好するという「確実性効果（certainty	 effect）」によっ
て生じると考えられている９,	 34）。人は、複雑なことを総合的に
検討する場合、関わりのある各要素に重みをつけて評価す
る。このような重みづけは、たとえ意図しなくても、無意識のう
ちに自動的に行われる。不確実性下の意思決定においては、
必ず起きる出来事が重要視され、「ほぼ確実」でも100％確実
ではない出来事は、必ず起きる出来事に比べて非常に小さく
重みづけされる（軽視される）傾向、すなわち確実性効果が
存在することが、広く認められている。確実性効果は、リスクを
「ゼロ」にすることを重要視する「ゼロリスク効果」の原因の１
つであると考えられている９,	37）。

５．プロスペクト理論

期待効用理論の反例は、Allaisのパラドックスの他にも報
告されている。行動経済学を確立したTversky	とKahneman
は、不確実性を伴う単純な選択問題を数多く作成し、人々に
選択させる実験を繰り返すことによって、期待効用理論に系
統的に反するいくつかの事実を確認した34）。そして、これらの
事実を説明できるように期待効用理論を修正し、主観的価
値と客観的（金銭的）価値の乖離に一定の規則性があるこ
とを示す「プロスペクト理論（prospect	 theory）」を提案した
38）。図２に、プロスペクト理論に基づく主観的価値（縦軸）と

客観的価値（横軸）の関係を示す。この理論によれば、主観
的価値は絶対評価によって定まるのではなく、基準となる「参
照点（reference	 point）」との相対的な比較によって決まるた
め、参照点の設定が重要な意味を持つ。客観的価値が一定
であっても、参照点が低ければ対象の主観的価値は高くなり
（利得領域）、参照点が高ければ対象の主観的価値は低くな
る（損失領域）。例えば、今日の所持金が同額の五百万円であ
る２人の昨日の所持金が、各々百万円と九百万円だったら、今
日の２人の幸福の度合いは異なる34）。人の主観的な感じ方が
「変化」によって決まることは、匂いや音や明るさなどを想像
すれば容易に理解できる。

行動経済学は、従来の経済学が想定する合理的行動か
ら逸脱した人間行動の特徴（「アノマリー（anomaly）」または
「行動バイアス」という）を、数多く発見してきた34）。代表的な
アノマリーとして、後述するフレーミング効果とともに良く知ら
れている「損失回避（loss	 aversion）」は、利益を得たい気持
ちより損失を避けたい気持ちの方が大きく感じられる傾向で
ある。図２のS字曲線の勾配は利得領域より損失領域の方が
大きく、損失がもたらす不満足が同額の利得による満足より
も大きいという損失回避性を示している。損失回避がもたら
す行動バイアスとして、現状の変更を最小限にとどめようとす
る「現状維持バイアス」や、入手したものを手放すときに購入
金額以上の対価を求める「授かり効果」、過去の投資を惜し
む気持ちから一旦動き出した計画を途中で止めることができ
なくなる「サンクコスト（埋没費用）効果」などが知られている
39）。

損失回避とともに良く知られているアノマリーが、「リスク追
求（risk	 seeking）」である。人は損失を避けたい気持ちを持
つ一方で、非常に過酷な選択肢を突き付けられた場合には、
リスク追求的な行動を選択しがちであることが知られている
34）。これら正反対のアノマリーのどちらが観察され易いかは、
起こり得る結果が利得と損失のどちらと認識されるかと、結
果の発生確率に依存する。人が意思決定に際して、起こり

図２　プロスペクト理論に基づく主観的価値関数 38）
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得る結果に割り当てる重み、すなわち「決定加重（decision	
weight）」と、その結果の発生確率の関係を、図３に示す。発
生確率が高いと決定加重は客観的確率を下回り、「確実」と
「ほぼ確実」の差が過大に感じられる確実性効果が表れる。
その結果、発生確率が高い２つの事象を評価するとき、多くの
人は確実な利得を選好するためリスクを回避し、確実な損失
を嫌うためリスクを追求する。反対に発生確率が低い事象の
決定加重は客観的確率を上回り、小さな可能性が過大に感じ
られる「可能性効果（possibility	 effect）」が表れる。滅多に
当たらない宝くじや、滅多に起きない損害に対する保険が売
れるのは、可能性効果によって説明できる。利得・損失の各領
域における、発生確率とリスク回避・リスク追求の関係を、表３
にまとめた34）。

６．フレーミングによる選好の逆転

6.�1　良い結果と悪い結果
プロスペクト理論は、不確実性下の意思決定において、目の

前の問題を利得と損失のどちらと捉えるか、つまり意思決定者
が問題をどのように理解しているかが、非常に重要な意味を
持つことを示している。意思決定者による問題の理解のしかた
を、Tversky	とKahnemanは「意思決定の枠組み（フレーム）」
と呼び、枠組みを変化させることによって選好が逆転する場
合があることを様 な々実験で実証した40）。一例として、「アジア
の病気問題」として有名になった選択問題を以下に紹介する

40,	 41）。括弧内の数字は、各選択肢を選んだ回答者の割合で
ある。

想定死者数600人の、ある異常なアジアの病気の大流行
に、米国が備えていると想像して下さい。対策として、以下の
効果が予測される２つのプログラムが提案されています。あな
たは、どちらのプログラムを支持しますか。
問題１：

A：200人が助かる。（72%）
B：	1/3の確率で600人が助かり、2/3の確率で１人も助

からない。（28%）
問題２：

C：400人が死亡する。（22%）
D：	1/3の確率で誰も死亡せず、2/3の確率で600人が死

亡する。（78%）
２つの問題は実質的に同一であるにもかかわらず、「助か

る」という「良い」結果を提示されると過半数がリスクを回避
し、「死亡する」という「悪い」結果を提示されると過半数がリ
スクを追求した。このように、同じ事象であっても情報を提示
する際の表現方法を変えると主観的価値が変動することを、
「フレーミング効果（framing	 effect）」（または枠組み効果）
という33,	41）。

意思決定の枠組みは、問題の与え方（フレーミング）と、意
思決定者が持っている規範（内的基準）や習慣、遺伝的性質
などの個人特性の２つの要素の相互作用によって形成される
と考えられている。Tversky	とKahnemanが行った実験は、２
つの要素の内、問題の与え方を変化させたものであり、学生、
教授、物理学者を含む様々な個人特性を持った多くの人々が
系統的な選好の逆転を示したことから、意思決定に用いられ
る枠組みの形成が、個人の内的要因よりも状況要因に大きく
依存している可能性を示したものと言える。しかし意思決定者
が選択に用いる枠組みは、意思決定者自身の性格などにも依
存するため、フレーミング効果はすべての人に普遍的に生じる
訳ではない。集団による意思決定の場面でフレーミング効果
が働くと、判断が本質的でない事柄に左右される41）ため、暗
黙の共通規範が意思決定の枠組みを強力に規定している集
団では、集団浅慮を引き起こすメカニズムとしてフレーミング
効果に特に留意する必要がある。
6.�2　単独評価と並列評価

フレーミングによる選好の逆転は、提示される結果の良し悪
しだけでなく、多様な要因によって引き起こされる。例えば、好
きな予定と他の予定の実施時期を決める場合、２つの予定を
つながりのある一連の事象として認識させると、人は経済学
が前提とする時間割引モデルに反して好きな予定を先延ばし
にする傾向を示す42）。また、複数の公共政策案の費用と効果
を提示して望ましい政策を選択させる場合と、各政策案の効
果に見合う費用を回答させる場合では、費用に注意が向けら
れる度合いが異なるため、政策に対する選好が逆転するとの

図３　プロスペクト理論における決定加重 38）

表３　利得・損失とリスク回避・リスク追求 34）

領域
客観的確率

低い確率
（可能性効果）

高い確率
（確実性効果）

利得 リスク追求 リスク回避
損失 リスク回避 リスク追求
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報告もある43）。
他者との社会的相互作用も、フレーミングによる選好逆転

を引き起こす要因となる。Bazermanらは、組織成員が自分の
報酬と同僚の報酬を同時に提示された時に、自分の報酬額
への関心と同僚との比較への関心のどちらをより強く示すか
を予測するための実験を行った44）。自分と他者の報酬の様々
な組み合わせ（例えば自分が500ドルで他者も500ドルの場合
と、自分が600ドルで他者が800ドルの場合）を各々単独で評
価させると（単独評価）、被験者は他者との比較に強い関心
を示し、公平な配分を望んだ。次に２通りの組み合わせを同
時に提示し比較評価させると（並列評価）、他者との比較へ
の関心は弱まり、自分の報酬額に強い関心を示すようになっ
た。このような単独評価と並列評価の間の選好逆転現象を、
Kahnemanは人の認知過程における２つのシステム２,	 41）の違
いに由来するものとして説明している34）。２通りのシナリオを
並列評価する場合には、他者の報酬を無関係な要素として排
除し、自分の報酬に注意を向けやすくなる。このとき働いてい
るシステム２（統制的な遅い思考）は、自分の報酬を注意深く
比較検討することができる。これに対して単独評価では、シス
テム１（自動的な速い思考）による感情反応が支配的となり、
他者の報酬との比較が判断の決め手になったと考えられる。

Kahnemanによれば、システム１は善悪や好き嫌いを直感的
に判断し、単純に感情の強さに応じた結論を導く34）。さらに
比較対象が異なるカテゴリーに属する場合には、カテゴリーに
応じた評価基準が想起されるため、一貫性を欠く判断を招き
やすい。例えばイルカの保護政策と発がん率が高い職業のが
ん検診強化政策を個別に単独評価させると、イルカ保護政策
の方が高く評価されやすいが、並列評価になると単独評価で
は意識されなかった「人間対動物」という決定的な要因が認
識され、選好が逆転する。「絶滅危惧種」というカテゴリーに、
イルカは含まれるが人間は含まれない。一方、「公衆衛生」と
いうカテゴリー内でイルカが評価されることはない。単独評価
という狭いフレーミングでは、人間と動物のように別のカテゴ
リーに属する評価対象を比較するための妥当な評価基準を想
起できない。より広い総合的な枠組みで考える方が、システム
２が働くので、一貫性のある合理的な意思決定が期待できる
とKahnemanは主張している34）。他の意思決定の専門家も同
様に、複数の選択肢を比較することを勧めるのが一般的であ
る。

しかし単独評価と並列評価の間の選好逆転の事例を数多
く報告しているHseeによれば、並列評価の方が単独評価より
優れているとは必ずしも断定できず、どちらの評価モードの方
が優れているかは、評価の目的と主観的な価値判断に大きく
依存するとされる45）。Hseeが特に強調しているのは、人々が
行う意思決定と、その結果人々が経験することの間の隔たり
である。意思決定の際にシステム２が綿密な並列評価を行った
としても、その結果経験する現実は多くの場合システム１の感

情反応によって単独評価される。これを説明するのに、Hsee
は以下のような話を紹介している。

オーディオ店を訪れたS氏は、店員に案内された防音の試
聴室で、購入を検討していた2種類のスピーカーを比較した。
魅力的な外観の商品Aより、不格好な外観の商品Bの方が、
僅かに音質が優れていた。スピーカーは音質が重要だと考え
たS氏は、商品Bを購入した。新品のスピーカーで好きな音楽
を聴くS氏の満足感は、長くは続かなかった。スピーカーの外
観が次第に気になり始めたS氏は、ある日スピーカーを地下室
に運び、2度と使うことはなかった。
6.�3　評価可能性仮説と解釈レベル理論

上述の話は、Hseeが提唱した評価可能性仮説によって次
のように説明することができる45）。2種類のスピーカーの「音
質」は単独で違いが分かる程の顕著な差がなかったのに対
し、スピーカーの「外観」は単独で容易に優劣を評価できた。
評価可能性仮説によれば、評価が困難な属性（例えば相場を
知らない商品の価格）と容易に評価できる属性（例えば商品
の包装材表面の傷の有無）の相対的な影響力は、２つの評
価モードの間で異なる。単独評価では、評価が困難な属性は
判断の明確な根拠となり難いため、容易に評価できる属性に
選好が大きく依存する。並列評価では、評価が困難な属性の
評価可能性が増大するため、容易に評価できる属性の相対
的寄与は小さくなる。従って、評価が困難な属性は、単独評価
より並列評価において、相対的に大きな影響力を持つように
なる。複数の評価対象の2種類の属性間にトレードオフが存在
する場合、属性間の評価の容易さの違いによって、単独評価
と並列評価の間で選好逆転が起こる可能性が生じる。実際、
このような選好逆転が引き起こされることが、様々な実験に
よって確認されている45）。

Hsee	 &	 Zhangは上述の仮説を拡張し、様々な変化へ
の人々の反応を体系的に予測する「一般評価可能性理論
（general	 evaluability	 theory,	以下GET）」を提案した46）。
この理論によれば、様々な属性に対する人の感受性と評価可
能性は、①評価モード、②知識、③先天的・安定的な「生得的
基準」の有無、の３つの要因に依存する。選好逆転が起こる
かどうか、或いは意思決定の影響を受ける将来の自分や他者
の反応を誤って予測するかどうかは、これら３つの要因の組み
合わせ次第で決まる。快適な温度や睡眠時間、社会的つなが
りや孤立のように生得的基準で評価できる属性は、世代間で
評価が比較的安定しており、このような属性を改善する政策
は次世代の幸福を絶対的に増す。一方ダイヤモンドの大きさや
車の性能のように学習や比較を行わないと評価できない属性
は、時代によって社会規範が変化すると評価も変わるため、こ
のような属性を改善する政策が次世代の幸福を増す保証はな
く、終わりなき満足感の追求が続くだけであるとGETは予測
している46）。

本来有益と思われた当初の目的（例えばスピーカーの音
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質や結婚の意義など）が、時間の経過とともに目的以外の
要因（例えばスピーカーの外観や挙式の準備など）により強
く影響を受けて選好が変化する現象は、「解釈レベル理論
（construal	 level	 theory,	以下CLT）」によっても説明するこ
とができる47-49）。CLTは、人々が対象や出来事に対して感じる
心理的距離（psychological	 distance）の遠近と、当該対象や
出来事を解釈するレベルの高低（例えば抽象的か具体的か）
の間の関係（表４を参照）49,	 50）を説明する意思決定理論であ
る。例えば、将来使用する予定の製品を選ぶときより購入した
製品を実際に使うときの方が、製品に対する心理的距離は近
くなる。この距離感の変化によって当該製品に対する解釈の
レベルが高次から低次へシフトすると、目的とは無関係な要因
が重要になり、選好逆転が生じると考えられる。CLTを検証し
たTrope	&	Libermanの初期の研究は、このような時間の次
元に関する距離が解釈レベルと選好に及ぼす影響を調べた
ものであった51）が、心理的距離の次元は時間だけに限定され
るものではなく、空間的距離、社会的距離、確率的距離など
様 な々種類が報告されている。Fiedlerは、情報的距離、経験
的距離、情緒的距離、展望的距離を加えることにより、リスク
追求やリスク回避を含む様 な々選好逆転現象を説明できる統
合的枠組みとしてのCLTの有用性を示している48）。

以上、第４節から本節までで紹介した、アジアの病気問題
に代表される選択や判断の問題を用いた認知的研究は、被験
者の選好を求めるだけで、選好した結果を被験者が経験する
ことはない33）。しかし現実社会では通常、意思決定の結果が
当事者にフィードバックされ、次の意思決定に影響を与える。
実際、単数回選択で起こる確実性効果が複数回選択では弱
まることが、実験により確認されている33）。次節では、経験が
意思決定に及ぼす影響を調べた研究を紹介する。

７．経験が意思決定に及ぼす影響

7.�1　熟練者の決定行動
意思決定研究者が実験室で再現性の高いデータを得る

ためには、ほとんどの人が経験したことのない未知の問題

を設定することによって、被験者間の経験の差が実験結果
に影響を及ぼさないようにしなくてはならない。Tversky	と
Kahnemanを中心とする認知心理学者らは、単純化された人
工的な問題状況の中で取得した実験データを主な根拠とし
て、人間の直感的思考の欠陥を数多く報告してきた。一方、
環境との複雑な相互作用を伴う困難な現場での熟練者の意
思決定過程をあるがままに観察・記述しようとする自然主義
的意思決定研究（naturalistic	decision	making,	以下NDM）
の研究者らは、数多くのフィールド（現場）調査を行い、長年
の訓練や実践を通じて獲得されたスキルに裏付けられた「直
観」が非常に高精度で信頼性の高いものであることを報告し
ている41,	 52-54）。例えば、NDMの代表的研究者であるKleinに
よれば、火災現場の消防隊長は、厳しい時間的制約のもと
で瞬時になすべきことを的確に決定していた53）。NDMが対
象とする意思決定は、実験室での意思決定のように与えられ
た問題に答えるのではなく、現場の状況を把握し将来の事態
を予期55）することによって解決すべき問題を特定することが
最重要となる。複雑な現場も熟練者にとっては馴染み深い環
境であり、過去の経験から現在の状況を１つの典型的パター
ンまたは典型的パターンからの逸脱として認識できる。適切
な対応策も以前の経験から連想できるため、問題が特定され
ると取るべき行動が自然に決まり、瞬時に行動できる。他の
選択肢を考える必要がないため、並列（比較）評価は行われ
ない。NDM研究によって明らかになった、このような熟練者
の経験に基づく直観的決定行動を、再認（認知）主導意思決
定（recognition-primed	 decision,	以下RPD）と呼ぶ52-57）。
Klein	によれば、RPDは熟練者の仕事に限定されるものでは
なく、誰でも自分の得意分野では、経験に基づく効率的で素
早い直観的決断すなわちRPDを日常的に行っている53）。

従来の規範的意思決定論が目指してきた、様々な代替案
の間の比較評価を網羅的に行い「決める・選ぶ・解く」ための
論理は、過去に経験したことのない未知の状況では非常に役
立つ。Klein	は、コンビナート火災の事例を用いて、このような
状況を説明している53）。しかし、論理的分析は情報処理プロ
セスの負荷が大きく、時間的制約や状況の曖昧さなどのストレ
ス要因によって著しく阻害される。熟練者は、有限の資源（時
間、認知容量、エネルギー）の有効活用に長けている。椹木
によれば、熟練者の意思決定は、「自身以外の周辺要素、環
境や状況、文脈からの拘束条件を巧みに知覚・利用すると同
時に、自らの能動的・構成的な理解を重ね合わせて文脈を創
りだすことで巧みに選択自由度の軽減を計っている」点に特
徴がある54）。このようなNDMの研究は、論理的分析に代わる
「見る・知る・分かる」という認知プロセスの定式化を目指す
ものであると言える。

米国陸軍の要請で始まったNDM研究の目的は、熟練者の
経験が意思決定にどう結びついているのかを解明し、意思決
定の訓練や効率的なチーム編成に役立てることであった。看

表４　心理的距離と解釈レベルの関係 49,	50）

心理的距離
遠い 近い

解
釈
レ
ベ
ル

高低 高次 低次

特徴

抽象的
単純
構造的
一貫性がある
脱文脈的
本質的
上位
目的に沿っている
何のために（Why）
製品の機能
結果の望ましさ

具体的
複雑
非構造的
一貫性がない
文脈的
表面的
下位
目的とは無関係
どうやって（How）
製品の使いやすさ
結果の実現可能性
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護師やパイロットなど様々な分野の熟練者が現場で無意識
に用いている暗黙知を他者に伝達可能な形式知に変換する
「認知的タスク分析」という手法が開発され、実際に意思決定
の決め手となった兆候や手掛かりが教材化され、訓練プログ
ラムに利用されている53,	56）。

Klein	は、RPDの限界についても述べている（表５を参照）
53）。経験の蓄積が優れた意思決定に結びつかない分野の
例として、政治、株の売買、カウンセリング、子育てを挙げてい
る。これらの分野に共通するのは、選択した行動と結果との
因果関係が不明確であるという点である。因果関係を明確に
できない理由は、①分野が絶えず変化している、②人間の行
動を予測する必要がある、③適切なフィードバックを得るのが
困難、④繰り返し経験できない、⑤実験が困難、等であるとさ
れる。防災政策のような社会的意思決定は、結果が明らかに
なるまでの時間のずれが大きく、様々な要因が複雑に絡み合
うためフィードバックを得るのが困難な分野である。政策が決
定してから当該政策が社会に与える長期的影響が明らかにな
るまでには、通常、長い年月を経る必要がある。因果関係が不
明確な分野では、間違った因果関係を導く可能性が大きく、
慣例や噂、信念、迷信などに基づく意思決定が行われやす
い。

意思決定と結果の因果関係が不明確な分野であっても、長
年の経験はパターン認識による状況判断を習慣化するため、
表面的な日常業務を円滑にさばくことができるという意味に
おいて有能な職業人になることはできる。しかし、適切なフィー
ドバックを入手できないと、本当の力となる専門知識を築くこ
とは難しい。繰り返し経験できない分野では直接経験による
意思決定力の向上が期待できないため、手掛かりのリスト化
と意思決定訓練プログラムの開発がより一層重要であるとさ
れる53）。さらに集団による意思決定では、「事態をどう見るか」
という状況判断の質を高めるコミュニケーションが重要になる
55）。組織の経験が意思決定に及ぼす影響については、7.	 3節
で述べる。
7.�2　自信過剰

意思決定と結果の因果関係が不明確な分野におけるRPD
が陥り易いもっとも危険な欠点は、確証バイアスが生じ易いこ
と、すなわち自分の描いたストーリーを支持する証拠ばかり探
して、矛盾する証拠をすべて無視してしまう傾向が潜んでいる
ことである53,	58）。その結果、RPDが逆効果になることがある。

過去の成功経験は、ある条件のもとでのみ成功したに過ぎな
いのだが、その条件が変わっても気付かずに以前の成功方程
式が成り立つと思い込んでしまう59）。こうした「思い込み」は、
その人が熟知している、或いはその場面で念頭にあった因果
スキーマ（行為と結果の因果関係に関する知識）やスクリプト
（定型化された判断や行為の筋書き）が生み出すものである
ため、因果スキーマやスクリプトの状況適合性の判断は極め
て重要である55）。しかし現実には、正常性バイアスの働きに
よって定型化された状況解釈が行われ易く、使い慣れた自分
の成功方程式を捨てることは非常に難しい。

我々が行う行動のほとんどは、我々が生まれてからの経験
を通じて学習したものである。学習とは、広義の立場では、経
験によって行動や考え方などに永続的な変化が生じることと
考えられている60,	61）。経験を重ねることによる「慣れ」も、学習
の一種である。自分自身の経験だけでなく、他者の行動を観
察することによっても、我々は絶えず学習している。学習によっ
て適切な行動をとれる場合もあれば、学習が不適切な行動
に導く場合もある。人は、論理的に必ず上手くいく保証はない
が、経験上、「たいがい上手くいく」ことが分かっている簡便な
判断の方法を好んで利用する傾向があり、これらの簡便法を
ヒューリスティック（heuristic）という。例えば、ある特定のカテ
ゴリーを代表する典型的な事例は、そのカテゴリーに属する確
率が高いと判断する推論方法を、「代表性ヒューリスティック」
という41）。ヒューリスティックには「経験則」という訳語がある
62）ことから、RPDとヒューリスティックは類似概念であると考え
られ、実際、両者の利点と欠点には共通性が見られる。

高度技術システムについては豊富な専門知識を有するが、
人間社会に対する理解、すなわち「社会リテラシー」63）は高く
ない科学技術の専門家による意思決定において特に問題と
なるのは、過信（complacency）である。稲垣によれば、過信と
は、文字どおり過大な信頼を抱くことであり、適正な警戒心を
持って事象や状況を見定める努力を怠ることをいう57）。例えば
長い間トラブルが起こらない状況を経験すると、「このシステム
は安全だ」という過剰な自信が生まれ、いつしか「事故など起
こる筈がない」との盲信に至る。しかし現場では配置転換など
により人々が交代するとともに、作業時間を短縮する「効率の
良い手順」が考案され、安全を確保するための規則や手順は
達成感を体感できないため骨抜きにされていく。意図や理由
を理解できず、効果が目に見えない面倒な作業を実践し続け
られる強固な意志を持つ人は限られるという現実に、専門家
は思い至らない57）。

臨床医や政治評論家など、根拠に乏しい長期予想を行う
専門家の自信過剰（overconfidence）を、Kahnemanは「妥当
性の錯覚（illusion	of	validity）」によって説明している34,	41）。
妥当性の錯覚とは、基本的に予測不能な事象について、過去
の自分の予測がまったく不正確であったという揺るぎない証
拠がフィードバックされた後でも、全然自信が揺らがず、なお自

表５　再認主導意思決定（RPD）の利点と欠点 53,	58）

利　点 欠　点

非常に迅速
意識的思考がほぼ不要
認知負荷が小さい
特異でない状況で有効
実行可能で十分な解決策
ストレスの影響が小さい

経験を必要とする
根拠の説明が困難
確証バイアスが生じ易い
未知の状況で応用が困難
最適な対策を保証しない
因果関係が不明確な分野では
　信頼性が低い
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分の判断は妥当だと感じ、そのように振る舞ってしまうという
認知的錯覚である。事象の予測が可能であるのは、スキル習
得の２条件、すなわち、①十分に予見可能な「規則性」を備え
た環境であること、②長期間の訓練を通じて規則性を学ぶ機
会があること、の両方を満たす場合であるとされる34）。

畑村は、事件や事故の現地調査の経験から、調査実施前
に報道されていた「事実」に基づき予想していた事故の様子
と実態がまったく違う場合が多いことを指摘している59）。事故
報道では、専門分野に拘束された専門家の固定的な視点だ
けで事象の全体像をつくりあげようとする結果、報道内容が
実態とかけ離れた見方になってしまうことがよくあると説明し
ている（図４を参照）59）。社会のダイナミックな変化と不可分
な投票行動研究の分野でも、研究者は偏見とヒューリスティッ
ク的判断の固まりであり、確固としたステレオタイプによって社
会事象の判断を素早く行いうるが、そこで生じている微細な変
化を安易に見逃しうることが指摘されている64）。統一論的な
科学的知見を固定的にとらえずに個々の事象を丁寧に分析す
ることが、研究者の謬見を絶つ重要な手段であるとされる。
7.�3　組織の経験とセンスメーキング

ここまで「組織」という用語を定義に触れずに用いてきた
が、経営学における組織の定義は、物理学における力やエネ
ルギーの定義のように一義的ではなく、研究者の視点によっ
て様々である。意思決定という視点から近代組織論を構築し
たBarnardによる組織の定義は、「意識的に調整された人間
の活動と諸力のシステム」であった18,	 19）。常に移ろう人の心を
組織論の基礎に据えたBarnardが描いた組織は、組織図や
標準業務手順書といった固定的な人工物からなる静的システ
ムではなく、人間どうしの相互作用によって絶え間なく変化す
る不安定な動的システムである。そこでの意思決定には、統制
された公式組織だけでなく、偶発的または個人の潜在的動機
などから生じる個人間相互作用によって成り立つ非公式組織
が大きく関わっており、管理者には、個人のシステム１を満足さ
せる非論理的な調整力と道徳的態度が求められる（表６を参
照）。

意思決定研究が「決める・選ぶ・解く」ための規範的論理

から「見る・知る・分かる」という認知プロセスの定式化へシ
フトしてきたのと同様に、経営学においても、組織論の軸足
は意思決定からそれに先立つ状況認識へとシフトしてきた54,	

65）。「組織は自らが順応しなければならない現実を創造する」
という着想に基づき組織の認識論を展開したWeickは、組織
を進行中の「組織化（organizing）」のプロセスと捉え、組織
化を「意識的な相互連結行動によって多義性を削減するのに
妥当と皆が思う文法」と定義した65）。つまり、組織化とは「常
識」や「社会的リアリティ」といった組織特有の認識の枠組み
となる「合意された妥当性（consensual	 validation）」の生成
であり、組織化において重要な合意とは、行為を生成するレシ
ピ（処方箋）と結果を解釈するレシピである65）。

組織が環境の変化に適切に対応し、長期にわたって存続・
成長していくことを組織の「適応」という66）。近年頻発して
いる安全を脅かす組織事故の特徴として、一過性のエラーで
はなく、目に見えない形で長い年月をかけて組織全体の中で
徐々に進行していく、組織の環境適応障害とでも呼ぶべき根
深い問題が存在することが知られている54）。例えば第２節で
紹介したチャレンジャー号の事故の場合、事故発生までの約
９年間にわたり、工業基準に適合しないOリングの工作法を
許容可能とする文化がNASA	とメーカーの２つの組織の間の
やりとりを通して形成されていったことが、地道な調査の結果
として報告されている67,	 68）。各職場のレベルでの複数の小集
団間の非公式の規範が公式の意思決定を空洞化する現象に
ついて、松本は、「構造災」の重要な要素であると説明してい
る67）。構造災とは、科学と技術と社会のあいだの界面（インタ
フェース）で起こる、ガバナンスの機能不全に由来する災害を
さす。Reasonによれば、チャレンジャー号事故と同様の組織事
故（organizational	 accident）をもたらす潜在的条件（latent	
conditions）は、あらゆる組織に常時存在している68）。

組織の適応のメカニズムを、遠田は「組織の適応モデル」
によって次のように説明している（図５を参照）66）。常識は一
般的、普遍的に通用するものではなく、個々の組織によって異
なり、同じ組織でも時期によって異なる。例えば、隠ぺいを善
とする常識を持つ組織もあれば、隠ぺいを悪とする常識を持
つ組織もある。組織の常識は、組織成員が判断や行動をす
るときの共通の基準として機能することによって、組織の描く
環境像を現実のものにする。こうして組織によって主体的に
想像された環境像が「予言の自己成就」となって実際の環境
を創造すると、組織は自らが創造した環境に拘束されるよう

図４　「専門家」の視点から得られる知見の性質 59）

表６　意思決定に関わる２つのシステム 19,	24,	41）

システムの種別
決定主体

個人 社会
潜在的動機に基づく
非統制システム システム１ 非公式組織

顕在的目的に基づく
統制システム システム２ 公式組織
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になる。これが「常識の環境想造性」である。想造とは、想像
（imagination）が創造（creation）することを意味する造語で
ある66）。適応モデルによれば、環境は組織から独立した確固
たる客体として既に存在しているものではなく、組織の常識が
「主婦の店○○」や「宇宙旅行ビジネスの時代」などの「もっ
ともらしい」環境を主体的に想造するのである。組織の適応に
とって重要なのは、時代の流れではなく自ら想造した環境の
流れである。自ら想造した環境が損なわれない限り、時代が
変わっても組織は維持される。一方、自ら想造した環境が製品
ライフサイクル曲線のように成長過程から衰退過程へ移行し
終焉に近づくと、常識という従来のレシピに従った行動が予
想外の結果と不安をもたらすようになる。不安の増大が環境
の変質を示唆する手掛かりとなり、予想外の結果を非公式組
織のメンバーが様々に解釈するようになると、新たな環境を想
造する動きが組織の胎内で生まれ育まれ、産みの苦しみを経
て、組織は自ら変化していく66）。

既存の常識に適合しない予想外の状況に直面したとき、
その状況を解釈し、意味づけすることを、センスメーキング
（sense	making）という69）。例えばシャトルのOリングのシール
不良が発見されたとき、関係者集団内部において、「何ら危険
は認められない」という「第一の説明（コントロール幻想によっ
て不安を解消するセンスメーキング）」と、「早急に改善手段を
講じる必要がある」という「第二の説明（異常を検知するセン
スメーキング）」の２通りの状況理解が併存することとなった13,	

70）。そしてこの新たな事象の多義性を削減するプロセスにおい
て、許容リスクの再定義が「常態化」されたのである70）。組織
の価値判断の基準となる組織文化には非公式組織と公式組
織の各レベルで相互に矛盾する下位文化が存在し、これらが
組織の存続に不可欠な柔軟性と安定性を与えている。多様な
センスメーキングが適切に統合されず、新たな認識枠組みが創
り出されることのないまま組織活動が継続されると、組織の
適応を阻害する要因となる71）。センスメーキングの齟齬がもた
らす組織事故を防ぐためには、組織において人々が行う活動
の発達過程、すなわち組織学習（organizational	learning）に
ついて理解する必要がある54,	61）。

学習の主体として個人ではなく組織を想定する「組織学習
論」は、環境が劇的に変化する近年、経営学のもっとも重要
な分野の１つになっている61,	 72）。第２節で紹介したArgyrisの
組織学習論は、所与の組織目標達成のための行動変容（シン
グル・ループ学習）だけでなく、組織の価値体系や組織目標
の見直しを含む行動変容（ダブル・ループ学習）が可能な組
織を目指す規範的な理論である。しかしダブル・ループ学習に
よって既存の価値体系や目標を棄却する必要があると判断さ
れた場合でも、それに代わる新しい価値体系や目標が組織の
有効性を高める保証はなく、逆に誤った知識に基づく不適切
な目標変更が成功することもあり得るのが、人間社会という
複雑系の特徴である。さらに言えば、何が成功で何が失敗か
を判断する基準も、主観的要素と文脈に依存する。分析的・
記述的な組織学習論が捉えた、両義性をもつ現実の組織学
習に見られる基本特性と様 な々逆機能（負の効果）を、表７に
示す61,	73）。

組織学習の経路依存性は、本節で紹介した科学技術ガバ
ナンスの機能不全に由来する構造災のメカニズムと密接に関
わっていると考えられる。構造災の要素の１つとして、松本は、
「対症療法の増殖」を挙げている（図６を参照）67）。想定と
現実の不一致によって問題が発生すると、その場限りの想定
にもとづく対応策が講じられるが、その対応策はさらに別の問
題を発生させ、次のその場限りの想定にもとづく対応を招き
よせる。構造災は、このような対症療法の対症療法の対症療
法・・・といった増殖が、本来解決すべき問題を視界から遠ざ
けてしまうプロセスを含んでいる。意思決定に費用便益分析
を用いると、便益が一定の場合、対症療法の費用の方が構造
災の解決に必要な構造変革の費用より桁違いに低いため、対

図５　「想造」された環境の推移 66）

表７　組織学習の基本特性と逆機能 61,	73）

項目 説明

基
本
特
性

ルーティン・
ベース

ルーティン（組織の規則や習慣）をベース
とした適応行動である

経路依存的 過去に経験した行為やその結果に対する評
価に依存して変化する

逆
機
能

能力の罠
現行のルーティンを使用する能力の向上に
よって新たなルーティンへの変更が難しく
なる

過剰探索
新たな可能性を積極的に探索し、それが失
敗すると再び新たな探索を行う悪循環（失
敗の罠）に陥る

過剰活用
既存の知識や技術の活用による確実な短期
的利益が、新たな探索を排除してしまう（成
功の罠）

時間の近視眼 短期的な成果が重視され、長期的な視点が
見落とされる

空間の近視眼 身近な環境が重視され、全体としての適応
が困難になる

失敗の近視眼 成功体験が重視され、失敗体験が見落とさ
れる
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症療法を選択する誘因が働く。これは、合理的な選択が不合
理な状態をもたらし得ることを意味している。不確実性を必然
的に伴う技術や制度の開発と普及は、こうして他の経路への
変更が困難な「ロック・イン」と呼ばれる状態へ組織や社会を
導く67）。福島原発事故後の原子力工学者らが、なお「グロテス
クな技術的解決」ばかりを志向し、その動機や意図が「善意
から」生み出され続けるメカニズムを放置することは、他の分
野も含めて、工学と公益の乖離を招来し続けることになると危
惧されている74）。

８．人とシステムの相互作用と状況認識

不確実性下の意思決定と状況認識に関する研究は、人間
機械系（human-machine	 systems）における信頼性向上の観
点からも活発に進められてきた54）。人と技術の調和を図るた
めシステムの信頼性を評価する上で、人間の認知機能は重要
な因子である。人間の信頼性を解析する手法は、当初、機械
にはない人間ならではの認知特性、例えば時間的余裕や複数
作業の組み合わせや順序などがエラー率に及ぼす影響を、ブ
ラックボックスとして要素還元論的に評価することを目指して
いた。しかし人間を機械システムの要素と同様に個々の要素と
して扱う手法には、多くの限界があった。例えば、人間は置か
れた文脈に応じて能動性や積極性を必ず発揮し、これが想定
外の事故を未然に防いだり、逆に想定外の事故を招いたりす
る54）。要素分解の原理に基づく手法の限界を克服するため、
チームや管理組織まで含めたシステムを全体として捉え、人間
の認知メカニズムと人間行動について、状況との相互作用や
関係要素間の相互依存性を考慮した動的モデルが検討され
てきた75）。これらのモデルにおいて、ヒューマンエラーは事故
原因ではなく状況が招いた結果であり、人をエラーに導く文
脈、すなわち「エラー強制情況（error-forcing	 context）」の発
生を回避することが、事故防止対策の基本となる54）。

人間と機械（自動化）の分業化によって、自動化への過
信による人間側の警戒心の欠如や、不測の事態における
状況認識の難しさなど、様々な負の効用が出現した76）。全
く故障がなくても自動化の適正な稼働状況を人間が見失
い混乱に陥ることもあり、この現象を「自動化に誘起された
驚愕（automation-induced	 surprise）」という54）。これらの
問題は、人間との関係生成能力に欠ける「自閉的な自動化
（autistic	 automation）」の弊害であると指摘されており、自
動化が人間と対等な立場で円滑に共同作業にあたるパート
ナーとなる上で、透明性と被介入性の付与による状況認識の
共有が必要であると考えられている（図７を参照）76）。

同様の状況は、専門化が高度に進んだ今日の社会一般に
も成り立つであろう77）。専門家集団の抱える深刻な問題とし
て、社会との関係生成能力の不備が指摘されている。専門家
は自動化のように記憶容量や処理能力を拡張できない生身
の人間であることから、この不備は専門家自らが単独で克服
できるものではないと思われる。専門馬鹿という言葉があるよ
うに、１つのことに習熟することは、他の世界を捨てることにな
る。「習熟のパラドックス」、または「深さと広さのトレードオフ」
と呼ばれる現象である78）。自動化に被介入性を付与する必要
があるのと同様に、専門家を生かすには、周囲（仲間、家族、
組織、社会）からの支えが必須であるとされる。さらに最近、脳
（神経）多様性（neurodiversity）という概念が広く知られる
ようになり、「社会的リアリティ（現実）」に基づき行動する一
般の人 と々「物理的リアリティ（実在）」79）を重視する科学者
は、遺伝的に異なる存在である可能性が指摘されている80）。
円滑なチームワークに必要な「他者の誤った信念を推測でき
る能力」は、社会的動物である人間にとっては無意識に遂行し
ている基本的な社会知の能力の１つであるが、機械や自閉症
者には欠落している機能であるとされる。図７に示したような
人間機械系の「ガバナンス」を構築するエンジニアリングの試
みは、科学技術にかかわる専門家と市民社会の共同作業系

図６　対症療法の増殖の概念図 67）

図７　人間と自動化の共同作業系 76）
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のあり方を模索する上で、大変興味深い。

９．信頼と感情ヒューリスティック

人間は、機械や組織などのシステムに対してメンタルモデル
を形成し、人間と同様に信頼したり不信を抱いたりする。シス
テムの信頼性（reliability）をいかに向上させても、人間がシス
テムを信頼（trust）しない限り、安全には限界がある。人間が
システムに対して抱く信頼は、人間に対する信頼と本質的に
同じであるとされ、表８に示す４つの次元で構成されると考え
られている54,	 81,	 82）。これらの次元に関する人間の主観的判断
（思い込み）とシステムの客観的状態（物理的リアリティ）との
間に齟齬が存在する場合、人間の主観的判断が客観的状態
を上回れば過剰信頼、下回れば不信であると解釈できる。ど
ちらの齟齬も、事故を引き起こす潜在的要因となる。前節で
紹介した「自動化に誘起された驚愕」は、これらの齟齬が顕
在化したものであると言えるであろう83）。

研究機関や行政機関に対する人々からの信頼は、技術や
政策への受容／拒否を決める重要な要因である９）。信頼と同
様に、技術や政策への受容／拒否を直感的に判断するとき
に頻繁に用いられる、感情を手掛かりとする意思決定方略
を、「感情ヒューリスティック（affect	 heuristic）」という41）。物
事を好き嫌いだけで単純に判断する感情ヒューリスティックに
は、エラーを犯しやすく非合理的な結論を導きやすい欠陥の
ある方略であるとする捉え方と、適応的な結論を導く優れた
方略であるとする捉え方がある39）。後者の立場をとるSlovic
によれば、知識が乏しく感情的で非合理的なリスク判断をす
ると見なされてきた一般の人々は、リスク評価の専門家によっ
て無視された要素を含む、より豊かなリスク概念を持ってい
る84）。リスクに関わる社会的意思決定に携わる専門家や政
策決定者が、このことを十分に理解しないと、有効性のない
政策を選択する可能性があると、Slovicは主張している。公
共政策学の分野でも、公共政策過程における合理的意思
決定を目指して導入された「自動化の選好（preference	 for	
automation）」と称される試みが挫折した最大の原因は、費用
便益分析が「誰の費用であり誰の便益であるか」を無視した
ためであると考えられている85）。「誰に」便益が発生している
かを分析する便益帰着表を用いても、それをもとに一義的に
政策を選択することは不可能である。社会の様 な々アクターの

多様な状況認識の相互共有を促進することが、「人間の尊厳
（the	dignity	 of	man）」という価値を守るための公共政策過
程の基礎になると考えられている。

10．政治的リスクと専門家の集団浅慮

最後に、公共政策過程における政権と専門家の集団浅慮
のリスクに関する最近の研究を紹介する。立憲主義の視点か
らリスク問題を考察したVermeuleは、専門家の見解の政治問
題化、すなわち利益集団や政治家や行政機関の政治任用官
が科学技術に関わる問題を隠された目的のために戦略的に
利用するリスクについて、詳細に分析した86）。Vermeuleによれ
ば、科学的茶番劇を演じるのに虚偽のデータを捏造する必要
はなく、科学的コンセンサス（合意）がまだ得られていない段
階で妥当性を持つ見解の中から政治的な動機を満たす見解
を選択すれば事足りる場合が多い。多くの場合、政治問題化
された科学技術的問題について、根拠が不十分であるとの専
門家集団の合意事項が結論として利用される。

専門家パネルは集団であり、多くの場合、メンバーが専門家
であるためだけでなく、集合知すなわち「衆人の知恵」の長所
のため優れた仕事をする。しかし同時に専門家集団は、集団
による意思決定に必然的に潜在する病理すなわち「群衆の愚
かさ」87）と、専門知識に特有の病理の両方に見舞われる可能
性がある。例えば、専門家集団は、自信過剰、技術者の視野
狭窄、合意性の過大評価、不十分な動機づけなどに陥りやす
いとされる。共通の専門知識は共通の盲点を意味し、専門分
野内で標準化された教育訓練や慣行が一様な誤った信念を
形成している場合、複数の専門家に助言を求めても認知的多
様性は保証されない。群衆を愚かな行動に導く「情報カスケー
ド（information	 cascade）」は、情報のコストが高い場合や不
安が大きい場合に、自分の判断を自ら無視し、自信過剰な他
者の判断を模倣することによって集団成員の独立性が失われ
る現象である。「評判カスケード（reputational	cascade）」は、
独自の判断を表明することによって社会的非難を受けること
を集団成員が懸念する場合に生じる。会議の場では、出席者
が自分の内部情報を合理的に無視し、先に提供された見解
に「ただ乗り（free	 riding）」する場合に、相関性は高いが信
頼性のない一様な見解が生み出される。或いは、見解の不一
致が存在すると専門家委員会の影響力が損なわれ、行政や
社会の混乱を招くのではないかという温情主義的な懸念から
も、実際には存在しないコンセンサスをでっち上げる場合があ
ることを、事例研究が示している。専門家パネルの一様な見解
によって政策に強固な政治的正当性が付与されると、これが
社会に政策への過剰信頼をもたらし、軽率な意思決定のリス
クを高める可能性がある。専門家でない意思決定者による、
専門家間の見解の不一致の「調整」は、そのプロセス自体が
不合理な意思決定を保証するものであるとされる。Vermeule
は、問題化したリスクと対抗リスクの両方、すなわち対策によっ

表８　信頼の４つの次元 54,	81,	82）

基礎 自然界を支配する法則や社会の秩序に合致してい
ること

能力 終始一貫して、安定的かつ望ましい行動や性能が
期待できること

方法 行動を実現するための方法、アルゴリズム、ルー
ルが理解できること

目的 その背後にある意図・動機が、納得できるもので
あること
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て低減されるリスクと対策がもたらすリスクの両方に注意を払
い、より大きな枠組みの中で両リスクに対する配慮を調和させ
る「成熟した立場（mature	position）」を支持している86）。

松本も同様に、構造災を乗り越えるための提言として、社会
的問題に対する許容派と慎重派の両方の立場を尊重する「立
場明示型」の問題解決手法を提案している67）。構造災によっ
て発生する責任は無限責任であり、いかなる利害関係者も責
任をとりおおせるものではない。しかし表８に示したように、信
頼は「社会の秩序に合致していること」が前提となる。引き起
こされた結果が重大である場合、その社会的責任がきちんと
問われているか否かは決定的な意味を持つ。さらに構造災の
背後には、社会的責任を問われることのない利害関係者が、
特定セクターや組織のために貢献してくれる「よい人」として作
り上げられる巧妙な制度が存在するとされる。社会的責任の
配分がなされないまま時間が経過すると、ロック・インのメカニ
ズムと自己運動する制度のメカニズムによって、責を負うべき
利害関係者が再び公のポストを占める可能性が高くなる。こ
れらの理由から、無限責任を社会的責任の配分問題に有限
化する必要があるとされる。社会的責任の所在を透明化する
ための方法として、①立場を異にする複数の科学技術コミュニ
ケータを多元的に競わせること、②立場明示型の研究助成、
③経路依存的対症療法からの脱却、の３つが提言されている
67）。

11．おわりに

東日本大震災に伴い発生した福島原子力発電所事故の教
訓を、今後の防災対策に活かしていくことを目的として、原発
事故の根本的な原因であると指摘されたガバナンスの問題を
検討する上で重要であると考えられる、不確実性下の意思決
定と状況認識に関する研究成果の一端を紹介した。

調査の結果から示唆されるのは、政策決定のプロセスと政
策の実施のプロセスに関わる多様なアクター間の、状況認識
の隔たりの救い難い深刻さである。Barnardが指摘したよう
に、社会がますます複雑化することによって、「方法と目的と
の矛盾と、増大する専門化が生む大きな集団間の誤解のため
に、最終結果、純効果、全体の関心を感じとる心理のごとき、
あるいはまた具体的部分を知覚することが同時に全体という
見えざるものを含んでいるという心理のごとき矯正剤を必要と
するのである」19）。社会の矯正剤となる心理は、経験によって
培われる。知性は、経験を積むのに有望な行為の分野を選ぶ
のを助ける。研究は、無統制な経験では知覚し得ない事実、
概念、類型を導入することによって、経験学習の過程を補充す
る19）。

事故や災害に襲われると、我々は、日常生活の拠り所として
きた「社会的リアリティ」が、「物理的リアリティ」を都合良く無
視することによって成り立ってきた幻想であることを思い知ら
される。事故や災害に強い社会を築くためには、多様な人々が

持っている社会的リアリティと物理的リアリティの齟齬を埋め
る地道な努力が必要になる。科学者は、物理的リアリティを追
求することによって齟齬を埋めることに貢献してきた。一方、
技術者は、物理的リアリティを変化させることによって齟齬を
埋めることに貢献してきた。例えば、「地震は建築物を破壊す
る」という物理的リアリティは、建築技術の進歩によって大きく
変化した。しかし、この変化を科学者の視点から批判的に捉え
るなら、建築技術の進歩は、建材の持つ位置エネルギーによ
る潜在的リスクの総量を著しく増大させた。

技術は常に状況依存の性格を持つため、技術者には当事
者性が求められる。技術開発には、不可能を可能にし、夢を
実現する強い意志と自信が不可欠である。技術はイノベーショ
ンを生むと考えられているため、経済成長を期待する社会と
の親和性が高い88）。一方、科学は事実を解明する営みである
ため、科学者には客観性が求められる。たった１つの反証の
存在が法則を否定するため、批判的思考力が不可欠であり、
過信は禁物である。科学は、その目的ないし効果として物理的
リアリティの変化をめざしてはおらず、むしろ社会の常識に異
を唱え不都合な真実を暴露するため、経済成長を期待する社
会から排除されやすい。「科学技術から社会を守る」という役
割を国が手放してはいけない理由は、ここにある89）。さらに言
えば、福島原子力発電所事故のような複雑系のノーマル・アク
シデントに関する物理的リアリティを社会に浸透させる努力を
十分果たしてこなかった科学者の社会的責任は極めて大きい
ことを認めなくてはならないと思う。石油コンビナートも典型
的な複雑系であり、事故が発生した場合にどのような経過を
辿るかを予測することは、原発と同様に不可能である90）。

科学技術のグローバル化に伴い国際学力調査91）の影響力
が増した学校教育の現場でも、燃焼や消火の認識に齟齬が
生じている。寺田らは理科の教科書の国際比較を行い、海外
の多くの教科書に記載されている消火が日本では扱われてい
ないことを指摘している92）。消防研究センターは平成28年度
から公式ウェブサイト上でキッズページを公開する等、研究機
関からの情報発信によって社会の状況認識の共有促進を支
援する試みを模索している。インターネットを利用した専門知
識の提供は、社会の多様な経済主体の外部資源として活用さ
れることにより、地方創生や労働生産性の向上にも寄与する
と期待される。

今日、日本の存亡に関わる最も深刻な問題は少子化である
（図８を参照）93,	 94）。永松によれば、日本人は絶滅危惧民族
のトップグループにノミネートされており、日本の社会システム
は、あと1000年余りで日本人を消滅させる自己消去プログラム
を内蔵している93）。この状況を無視して近視眼的意思決定を
続けていれば、将来、消防機関が守るべき市民も、市民を守
るべき消防職員もいなくなってしまう。国家の権威や国家への
アクセスを一部の企業や自治体に切り売りするような政策で、
ライフサイクルの短い空疎な常識を自転車操業的に更新し続



消防研究所報告　第 123 号	 2017 年 9 月

― 36 ―

けている限り、絶望しか生まない95）。消防防災政策によって
出生率を直接向上させることは難しいかも知れないが、公共
政策には個人や社会の相互作用を方向づける「予言の自己成
就」のような制度的側面があると言われている85）。社会全体
で状況認識を共有し、一人ひとりが痛みを分かち合いながら
「力の温存」のため「撤退戦」に身を投じる覚悟を決め、「持
続可能な社会の実現」をめざして将来世代が抱える物理的リ
スクを地道に低減していくことが、未来への望みをつなぐ現
在の人々の行動の支えになるのではないだろうか96）。
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１．まえがき

工場等では、各種の油類が使用されている。それらの油
類が、劣化、汚染等の理由により使用できなくなった場合に、
廃油として排出される。廃油の処理方法の一つとして、再生
がある。再生する場合には、廃油を回収し、貯蔵し、精製し、
廃油でなく再生油として使用する。この場合、回収、貯蔵、
精製、使用の各工程において、火災、漏洩などの事故が起こ
ることがある。

火災、漏洩などの事故が起きた場合に、公設消防機関に
よる消火、漏油の処理、調査などの各種の活動が行われる。
それらの活動の参考にするために、事例を集め、紹介するこ
ととした。

２�．災害事例

火災が発生した事例を表 1	に、漏洩が発生した事例を表
2	に示す。火災が発生した際にどの工程であったか、または、
漏洩が発生した際にその工程であったかを、「回収」、「荷卸
し」、「貯蔵」、「精製」、「使用」に分けた。改造工事中、また
は、修理中に発生した場合は、「工事」とした。いずれにも分
類できない場合は、「その他」とした。出典とした資料を読ん
でも判断できない場合は、「判断できず」とした。表 1	と表 2	
を見ると、回収、荷卸し、貯蔵、精製、使用の各工程において、
火災、漏洩の事故が起きていることがわかる。工事中に火災
が起きたことがあることもわかる。

廃油の回収、荷卸しの工程で発生する火災、漏洩の事故を、
ガソリン、灯油等の石油類の積み込み、輸送、荷卸しの工程
で発生する火災、漏洩の事故と比較すると、事故の経緯は
大きくは変わらないようである。従って、廃油の火災、漏洩の
事故においても、ガソリン等の石油類の積み込み、輸送、荷
卸しの工程で発生する事故と同様な安全対策が使えると思わ

れる。移動タンク貯蔵所の機能、構造、安全設備等が正常
でないと、事故につながることがある。移動タンク貯蔵所の点
検については、文献 15	が参考になる。

移動タンク貯蔵所への油の積み込みの際の一般的な安全
対策については、以下のことがあげられる16）。
１）入構時

1-1）運転免許証、危険物取扱者免状、車検証、危険物
施設完成検査済証などの携行品を確認する。

1-2）作業員の服装を確認する。
1-3）タンクローリーの車窓を閉じ、ラジオ等を停止する。
1-4）指定場所に停車する。
1-5）エンジンを停止し、エンジンキーを抜き、サイドブレー

キを確認する。
1-6）歯止めを設定する。

２）積み込み準備
2-1）事務所で伝票を確認する。
2-2）積み込みする油種、油量を確認する。
2-3）アース線の接続、荷積み場所の散水、作業前の作業

者の除電などの帯電防止措置を行う。
2-4）吐出弁、底弁等の開閉状況を確認する。
2-5）ローディングアーム、配管等を設定する。

３）積み込み中
3-1）油種によっては、油の積み込み前にガスパージを行う。
3-2）作業中に会話をしない。
3-3）積み込みを監視する。

４）積み込み終了
4-1）ローディングアームを収納し、アース線を取り外し、片

付ける。
4-2）タンクローリーの周囲、注入孔の蓋、吐出弁、底弁

等を確認する。

再生油に関係した火災、漏洩について

鈴木　健

（平成 29 年 9 月 19 日　受理）

廃油を回収し、貯蔵し、精製し、廃油でなく再生油として使用することが行われている。その工程に
おいて、火災、漏洩などの事故が起こることがある。事故が起きた場合に、公設消防機関による消火、
漏油の処理、調査などの各種の活動が行われる。それらの活動の参考にするために、事例を集め、紹介
した。

技術報告
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表１　廃油の再生に関係した火災事例

No.	 年 月 都道
府県 概要

出火時
におけ
る工程

出典

15-1	 2015	 11 岩手 セメントを製造する工場において、ロータリーキルンで消費する燃料とし
て再生油を使用していた。再生油 * が漏洩し、ロータリーキルン前の床面
に拡がり、火災になった。
火災により、ロータリーキルン前の床面 3.5	m2、付近の監視カメラの配線
ケーブル等を焼損した。
従業員が、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。ロータリーキルンで消費する
燃料の再生油のタンク系統の切り替え作業の際に、再生油の配管の空気抜
きバルブを完全に閉止しなかった。
タンク系統の切り替え後に、ポンプを起動したところ、再生油がドレンか
ら漏洩した。ローターキルン前の床面に拡がり、床面の隙間から、下部に
あるエアクエンチングクーラー ** の表面に流れ落ち、発火した。
漏洩量は約 30	リットルであった。
* 第 2	石油類
** ロータリーキルンから排出されたクリンカを、空気を使い急激に冷却す
る装置である。高温になった空気を予熱装置に送り、熱を回収する熱交換
器としての機能も有する。

使用 1
2

13-1	 2013 2 奈良 不純物の混ざった灯油から、純度の高い灯油を精製する製造所があった。
火災が発生し、鉄骨造スレート葺2階建442	m2 が焼損し、製造所が全焼した。
消防吏員 1 名が中等症になった。
消火薬剤の混入等により、灯油約 50 キロリットルが使用不能になった。

判断で
きず

1

13-2	 11 千葉 廃油を精製し、再生油 * を製造する事業所があった。工程の概略を図 1 に
示す。事業所の外観を図 2 に示す。午後 4	時頃に製造所で爆発が起き、火
災になった。
従業員 2 名が死亡した。16 名が負傷した。
製造所 ** が部分焼になるとともに爆発により破損した。事業所の敷地内の
7 棟が破損した。
近隣の 50 事業所 123 棟、一般世帯 16 世帯 25 棟、共同住宅 1 棟、公共施
設 3	施設 5	棟が爆発により被害を受けた。
原因については以下のように推定された。ガソリンと軽油のコンタミネー
ション *** によりできた混合油 **** が、廃油を精製する工程に投入された。
この工程の設備は、第 3 石油類相当の油を処理することが想定されていた。
加熱タンク、遠心分離機などを通過する間に可燃性蒸気が発生し、製造所
の建物内に可燃性予混合気が滞留した。可燃性予混合気が着火し、爆発が
起きた。
事業所による再発防止対策は以下のようなものである。
①回収先での廃油の分別
②回収した廃油の引火点測定
③社員への教育体制の見直し
この事故の後、消防庁から通知が出た。付録 1 に示す。
* 重油相当
** 延面積 479	m2

*** 異なった油種が混ざり合い、性状の劣化または悪化を起こすこと
**** ガソリン 8560 リットル、軽油 1320 リットル

精製 1
3
4
5
6

12-1	 2012 7 滋賀 廃食用油からバイオディーゼル燃料油を製造する製造所があった。廃食用
油の入ったドラム缶が腐食し、穴が空き、漏洩した。従業員は、使用済み
の軍手で、漏洩した廃食用油を拭き取り、製造所の建物内にあったプラス
チック製のゴミ箱 * に捨てた。廃食用油を拭き取った軍手は、プラスチッ
ク製のゴミ箱の半分くらいまでたまった。その後、従業員は退社した。
翌朝、従業員が出社し、製造所の建物の出入り口の戸を開けると、煙が噴
出してきた。足元を見ると、赤くなってきた。
水の入ったバケツを持ってきて、赤くなっているところに持っていき、水
をかけた。

その他 1
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製造所の建物の内壁 5.3	m2 を焼損した。
事後聞知であった。
*	容量 30	リットル

10-1	 2010 9 愛知 廃油を精製し、再生油 * を製造する製造所があった。火災が発生し、建物
15	m2 が焼損する部分焼となり、遠心分離機、避雷設備、加熱タンク、ボイ
ラーが焼損した。
初期消火活動を行った従業員 2	名が負傷し、重傷になった。
*	第 3	石油類

判断で
きず

1

09-1	 2009 10 愛知 廃油をエマルジョン化し、再生油を製造する製造所があった。製造所に設
置されたタンク * に廃油を荷下ろししていたところ、タンクが爆発、炎上
した。
爆発によりタンク 4	基が焼損した。爆発による飛散物が半径 300	m	の範囲
内に飛散し、住宅 3	棟の屋根等を破損させた。エマルジョン化した再生油
を製造する施設が焼損した。
廃油 74	キロリットルが被害を受けた。そのうち、55	キロリットルがタン
ク外に漏洩した。
従業員が屋外消火栓、消火器等を使用し、初期消火活動を行った。また、
敷地外に漏洩した廃油の回収作業を行った。
原因については、以下のように推定された。タンクへの廃油の荷下ろし中に、
通気管から、可燃性予混合気が外部へ押し出された。通気管の出口付近で
行われていた溶接作業の火花により、可燃性予混合気が着火した。火炎が、
通気管を通り、タンク内に伝ぱした。
*	容量 28.6 キロリットル

荷卸し 1

08-1	 2008 9 埼玉 有機溶剤等を蒸留、精製し、再生油 * を製造する製造所 ** があった。火災
が発生し、火元となった製造所を含む事業所内の建物 3	棟が全焼した。ま
た、事業所内の建物 1	棟、事業所外の建物 2	棟 *** が部分焼となった。車両、
事業所に面する架空線が焼損した。
従業員 2	名が負傷し、中等症になった。
再生油約 8	キロリットルが焼損した。
原因については、以下のように推定された。再生油の受槽から漏洩した。
そのため、製造所内に可燃性予混合気が滞留した。非防爆型のフォークリ
フトを使用したため、着火した。
*	第 1	石油類
**	平屋建、延面積 111	m2

***	倉庫 1	棟、住宅 1	棟

貯蔵 1

07-1	 2007 4 愛知 製造所で廃油 * を精製していた。屋内タンクに貯蔵された廃油を振動ふる
い機にかけ、ろ過装置に送っていた。ろ過装置には、ろ過網があり、不純
物を取り除いていた。この工程で火災が発生した。
原因については、以下のように推定された。ろ過網に詰まった不純物を電
気掃除機で吸引していた。電気掃除機が非防爆であったため、周囲にあっ
た可燃性予混合気が着火した。
ろ過網、電気掃除機が焼損した。
電気掃除機を使用していた作業員が火傷を負い、重傷になった。
電気掃除機を使用していた作業員と、出入り業者 ** が粉末消火器を使用し
て、初期消火活動を行った。
*	第 3	石油類相当
**	ローリーの運転手

精製 1

07-2	 7 栃木 セメントを製造する工場で、屋外タンク貯蔵所 * から再生油 **	を焼成炉に
送油し、消費していた。焼成炉の定期整備終了後に、送油するための移送
ポンプを起動したところ、ポンプ室が火災になった。
工場の関係者が初期消火活動を行ったが、火勢が強かったため避難した。
通報を受けた公設消防機関が、屋外タンク貯蔵所の冷却注水、ポンプ室の
消火活動を行った。
ポンプ設備およびポンプ室 1	棟 *** が焼損した。
原因については、以下のように推定された。焼成炉の定期整備終了後に、「開」
とすべきバルブを「閉」のままで移送ポンプを稼働した。

使用 1



消防研究所報告　第 123 号	 2017 年 9 月

― 44 ―

ポンプ室内のポンプの主軸付近のシール部分から廃油が漏洩した。漏油が
着火し、周囲に火災が拡大した。
返油管があったが、流量調節用の自動弁は流量計と連動していたため、「閉」
の状態だった。また、監視室では、移送ポンプの起動後に、流量計の指示
値から異常を把握することができなかった。
再生油約 4	キロリットルが損害を受けた。
*	固定屋根式地上タンク、容量 53	キロリットル
**	第 2	石油類
***	18	m2

06-1	 2006 3 愛知 各種の廃液、廃油を再生し、販売する事業所の製造所に、有機廃液を蒸留
する設備 * があった。洗浄油 ** を塔底に投入し、リボイラー *** により蒸気
で加熱し、洗浄油を循環させ、装置の洗浄を行っていた。午前 3	時頃にリ
ボイラー付近より爆発音がし、煙が噴出した。
リボイラーが破壊された。
装置内で爆発が起きたものと推定された。
公設消防機関が覚知したのは、爆発発生の 7	時間後であった。
*	常圧蒸留装置、直径 55	cm、高さ 1.15	m
**	ジメチルホルムアミド
***	蒸留塔の塔底液などを他の熱媒により加熱、蒸発させるための熱交換器、
再沸器とも言う。

精製 1
7

06-2	 8 埼玉 産業廃棄物処理業者の製造所において、廃油の処理を行っていた。ドラム
缶 * の蓋を、工具を使用して開封した際、ドラム缶の蓋が飛び、廃油 ** が
着火した。
廃油約 1	リットルがドラム缶から漏洩した。
*	容量 200	リットル
**	第 2	石油類相当

精製 1

05-1	 2005	 8 茨城 セメントを製造する工場に、再生油 * を貯蔵する屋外タンク貯蔵所 ** があっ
た。タンクが爆発炎上した。
従業員は、第 3	種泡消火設備を作動させた。しかし、屋外タンク貯蔵所が
爆発した際に、第 3	種泡消火設備のチャンバー部分が損傷したため、タン
ク内に泡が入らなかった。補助消火栓を使用し、タンク側板に放水を行った。
現場に到着した公設消防機関は、タンク側板に冷却のための放水を行った。
泡消火剤が集結すると、梯子車 2	台を使い梯上から泡を放射し、鎮火させた。
爆発により、工場及び守衛所のガラス 19	枚が破損した。屋外タンク貯蔵所
1	基が全焼し、再生油 271	キロリットルが焼損した。
原因については、以下のように推定された。貯蔵されていた再生油に引火
点の低い有機溶剤が混入していたため、タンク内に可燃性予混合気があっ
た。爆発のあった当日の早朝に再生油の受け入れがあった。これにより、
可燃性予混合気が、通気管、戻り配管に押し出された。爆発のあった当日に、
払出配管、戻り配管の改修工事を実施しており、溶接作業が行われていた
***。改修工事を実施していた施工業者は、戻り配管 **** に閉止弁を付ける
などの対策を実施しなかったため、溶接部分とタンク内部が直接つながっ
た状態であった。戻り配管内の可燃性予混合気に着火し、タンク内に火炎
が伝ぱした。
*	第 3	石油類相当
**	固定屋根式地上タンク、内径 5.8	m、高さ 13.7	m、容量 350 キロリットル
***	爆発発生の 20	日前に行われた危険物施設の立入検査において、払出配
管からの漏洩が見つかった。これにより改修工事が行われていた。
****	戻り配管には、構造上、バルブ等がなかった。

使用 1
8
9

99-1	 1999	 9 神奈川 自動車の点検、整備、板金塗装を行う事業所 * があった。ソルベントリサ
イクラー ** で再生油を抽出する作業中に、火災になった。
作業棟 1	棟 *** が全焼した。
使用済み塗料がソルベントリサイクラーからあふれ出し、近くにあった
ジェットヒーターの火により着火したと推定された。
*	無許可施設
**	使用済み塗料を蒸留し、第 2	石油類相当の再生油を抽出する装置
***	地上 2	階建、延べ面積 750	m2

精製 1
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99-2	 4 栃木 移動タンク貯蔵所及びドラム缶で回収してきた廃油を精製して、再生油を
製造する製造所があった。廃油 * の入ったドラム缶をフォークリフトで回
転させ、回収槽に充填する作業が行われていた。回収槽内の廃油が着火し、
爆発した。
作業員が、製造所内の第 3	種泡消火設備（移動式）で初期消火活動を行った。
作業員 2 名が軽傷になった。
屋根、壁体が焼損した。廃液 1	キロリットルが焼損した。
*	第 1	石油類相当

精製 1

99-3 8 埼玉 油を蒸留し、精製する製造所があった。キシレン系の廃油を蒸留した後の
蒸留装置の塔底から残渣物を、フォークリフトに吊り下げた開放容器に抜
き取った。同時に、アセトン系の廃油を蒸留した後の蒸留装置の残渣物の
量を確認するために、塔底のハッチを開けた。作業員はこれらを放置した
まま現場を離れた。数分後に、別の作業員がフォークリフトで開放容器を
移動しようとしたところ、火災になった。
作業員 2	名が重傷になった。

精製 1

98-1	 1998 8 愛知 タンクローリー等で回収した廃油 * を屋外タンク貯蔵所に貯蔵し、屋外タ
ンク貯蔵所から廃油を製造所に送り、製造所で廃油を精製し **、再生油 ***
として出荷していた。
午前 9	時頃に、工場長が、製造所 1	階の油分離槽の鉄板蓋の穴から炎が上
がっているのを発見した。消火器で初期消火活動を行ったが、次に、グレー
チング部分で炎が上がった。工場長は、119	番通報を指示すると共に、他
の従業員と共に初期消火活動を行ったが、屋外タンク貯蔵所の防油堤の油
分離槽まで火炎が拡がった。
原因については以下のように推定された。製造所 2	階に、水処理に使用す
るタンクがあった。老朽化したために新品に交換する工事を午前 8	時頃か
ら始めた。午前 9	時頃に、アセチレンガス溶接溶断器により、タンクに接
続された配管のフランジのボルトを切断する作業を始めた。油分離槽内に
貯まった油が油膜を形成していた。製造所 2	階から落下した溶断火花によ
り着火した。
*	大部分は、ガソリンスタンド等から回収された自動車関連の廃油、工場か
ら回収される潤滑油、作動油等の廃油
**	図 3	を参照
***	重油相当

工事 1

97-1	 1997 11 愛知 廃油を精製して再生油を製造する製造所があった。午後 11	時頃に、製造所
で廃油を精製していたところ、火災になった。夜間には製造所の作業員は 1	
名で、休憩中であったため、出火時には、製造所は無人だった。製造所を
離れていた従業員が、爆発音を聞き、製造所から出火しているのを発見した。
固定消火設備を作動させ、119	番通報を行った。
製造所 806	m2 が全焼した。
廃液を貯蔵するタンク * からオーバーフローし、漏洩した廃油の蒸気が着
火したと推定された。
*	直径 2	m、高さ 4	m、容量約 14	キロリットル

貯蔵 1

96-1	 1996 8 埼玉 セメント工場では、タンクローリーとドラム缶から再生油 * を屋外タンク
貯蔵所 ** に受け入れ、バーナーの燃料として使用していた。屋外タンク貯
蔵所が爆発し、火災になった。
従業員による初期消火活動は行われなかった。
公設消防機関は、タンク本体の冷却、泡による消火を行った。
爆発により、屋外タンク貯蔵所の屋根が飛散した。中央管理室の窓ガラス
が破損した。
爆発により従業員 1	名が軽傷になった。
原因については、以下のように推定された。火災当日は、移送用ポンプの
交換、移設工事を行っていた ***。そのために、ドラム缶から屋外タンク貯
蔵所への受け入れ給油配管の取り替え工事を行っていた。配管をアセチレ
ンガス溶断機で溶断し、溶断部分をサンダーで研磨し、配管を合わせた後、
仮止めのために電気溶接を行っていた。屋外タンク貯蔵所の内部に可燃性
予混合気が形成されており、電気溶接の火花により着火し、火炎が配管を
通って屋外タンク貯蔵所の内部に伝ぱした。

使用 1
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*	第 3	石油類
**	固定屋根式地上タンク、容量 38	キロリットル
***	工事は無許可だった。

96-2	 12 静岡 産業廃棄物処理業者が、廃油 * の運搬に、移動タンク貯蔵所 ** を使用して
いた。午後 6 時頃に作業を終了し、洗車のため、従業員が移動タンク貯蔵
所のタンク内を確認しようとした際に爆発が起きた。
従業員 1 名が軽傷を負った。
公設消防機関は、火災通報ではなく、救急要請により出動した。出動した
救急隊が、爆発による火災を覚知した事後聞知であった。
原因については、以下のように推定された。従業員が、タンク内を確認す
るために、タンク内を覗き込もうとした。その際に、ライターを点火した。
タンク内に可燃性予混合気があり、着火した。マンホールから高温の気流
が噴出した。
*	第 3	石油類相当
**	容量 12	キロリットル

その他 1

95-1	 1995	 11 愛知 廃油から再生油を製造する事業所において、廃油 * を油槽 ** に移し、攪拌し、
廃油に含まれるゴミ、スラッジ等を分離していた。油槽内の廃油を次の工
程に送油した後、次の廃油をドラム缶から油槽に移していたところ、油槽
内から出火した。
従業員が、第 4	種、第 5	種の消火器により初期消火活動を行った。
公設消防機関が、泡による消火を行い、周辺に冷却放水を行った。
*	主にガソリン、第 1	石油類相当
**	容量 4	キロリットル

精製 1

93-1	 1993	 10 京都 回収した廃油をタンクに貯蔵し、加温することにより廃油に流動性を持た
せ、遠心分離機によりスラッジと水分を除去し、再生油として出荷する施
設があった。設備の稼働中に、爆発が起き、火災になった。
施設から脱出してきた火傷の従業員に対し、他の従業員が粉末消火器で消
火にあたった。
従業員 1	名が火傷により死亡した。
施設の建物 45.5	m2	が全壊した。
施設の建物内に可燃性予混合気が形成され、着火したと推定された。

判断で
きず

1

90-1	 1990 2 兵庫 廃油を加熱缶で加熱し、蒸留塔で精製し、再生する製造所があった。加熱
缶で加熱中に、廃油 * を仕込んだところ、ガス抜き口から廃油があふれ出た。
製造所内で爆発した。
製造所 109	m2 が全焼した。隣接事業所の外壁が焼損した。
重量員 2	名が火傷により軽傷になった。
製造所内において、可燃性予混合気が形成され、着火したと推定された。
*	第 1	石油類相当

精製 1

89-1	 1989 5 愛知 石油の精製加工及び販売を行う事業所において、製造所の設置申請に伴い、
既設の屋外タンク貯蔵所 * の配管にドレンバルブを取り付ける工事を行っ
ていた。配管の一部を溶断しようとしたところ、屋外タンクが爆発し、炎
上した。
タンクの上部が破損した。
原因については、以下のように推定された。屋外タンク内に可燃性予混合
気が形成されていた。屋外タンクと接続されている配管内にも可燃性予混
合気があり、溶断作業により着火した。火炎が配管を通り、タンク内に伝
ぱした。
*	縦 6	m、横 3	m、高さ 5.9	m、容量 100	キロリットル、固定屋根式

工事 1

89-2	 5 茨城 廃油を再生処理し、シンナーを製造する事業所があった。工作物 * 内にお
いて、2	階に上がる階段を取り除く改造工事を行っていた。アセチレンガ
ス溶断器を使っていたところ、2	階床面で火災が発生し、延焼した。
2	階床面上にあった廃油 ** が、アセチレンガス溶断機を使った作業により
着火したと推定された。
*	S	造、2	階建、一般取扱所
**	第 1	石油類相当

工事 1
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89-3	 11 大阪 廃油の再生を行う製造所があった。常圧蒸留装置 * に廃油を投入し、蒸気
を送ることにより加熱を開始した。従業員が交代のため、施設を離れた数
分後に爆発が起こり、火災になった。
爆発と火災により、製造所が全焼した。また、隣接建物のガラス等が破損した。
蒸留装置の塔底の水抜き用バルブが破損し、蒸留中の廃油が漏れ、着火し
たと推定された。
*	1	バッチの容量 8	キロリットル

精製 1

89-4	 10 福岡 廃油の再生を行う事業者が、廃油及び再生油を貯蔵する施設を持っていた。
廃油 * を貯蔵するタンク ** から、防油堤内に廃油が漏洩した。
漏洩量は約 16	キロリットルであった。電動の移動式モーターポンプで廃油
の回収作業を行っていたところ、漏油に着火した。
防油堤内にあった他のタンクも焼損した。焼損したタンクは以下の通りである。
50	キロリットルタンク 3	基
34	キロリットルタンク 1	基
18	キロリットルタンク 2	基
7	キロリットルタンク 1	基
6	キロリットルタンク 1	基
防油堤外にあった 10	キロリットルタンクローリー 1	基も焼損した。
火炎からの放射熱により、隣家の雨樋が損傷した。
原因については以下のように推定された。廃油にガソリン等の低引火点の
可燃性液体が混入し、その蒸気と空気の可燃性予混合気が着火した。
*	第 3	石油類相当
**	円筒型 ( 地上 ) タンク容量 18	キロリットル

その他 1

83-1	 1983	 7 大阪 各種の工場から排出される廃油を回収し、精製し、再生油を出荷する事業
所があった。危険物第 4	類の製造所、屋外貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、一
般取扱所に該当する施設からなっていた。工程の概略を図 4	に示す。
事業所周辺は道路が狭く、進入路は事業の北側にある幅員 6.6m	の正門に通
じる道路のみであった。
製造所内には、2	基の蒸留用加熱タンク * が設置されていた。
出火前日に廃油 6	キロリットルを、容量 6	キロリットルの加熱タンクに入れ、蒸気
で加熱し、約 2	キロリットルの半製品を抽出した。その日は作業を中断した。出
火当日の朝、容量 6 キロリットルの加熱タンクを再び蒸気で加熱し、蒸留作業を
開始した。数分後に、受槽上部から白煙が噴き出し、シンナーのような臭気が立
ちこめた。コンデンサーの異常の有無等を調べていたところ、加熱タンクの下部に
ある残渣取り出し口であるマンホール付近からも、白色のガスが漏れだした。
作業を行っていた作業員 3	名が避難した直後に爆発した。
製造所の周囲及び一般取扱所 ** には、原料の廃油がドラム缶で違法に貯蔵
されていた。その廃油に延焼した。屋外貯蔵所に貯蔵されていた危険物、
事務所等にも拡大した。
断続的に、ドラム缶が爆発し、ファイヤーボールが形成された。敷地外に
飛散したドラム缶もあった。
公設消防機関は、延焼阻止の冷却放水を行いつつ、火点への泡放射を実施
した。泡消火剤約 12	キロリットルを使用した。
公設消防機関から出動した人員等は以下の通りである。
人員 295	名
車両 75	台 ***
ヘリコプター 1	機
火点から半径 100	m	以内の住民に対する避難誘導が行われた。
製造所が全壊し、事務所及び付属建物が焼損した。
敷地外の建物 3	棟の屋根、雨樋等が焼損した。
従業員 1	名が重症 ****、従業員 1	名が軽症、配達のため敷地入口にいた会
社員 1	名が軽症、敷地内で活動していた消防職員 1	名が軽症になった。
この事故の後、消防庁から通知が出た。付録 2	に示す。
*	容量 10	キロリットル及び 6	キロリットル
**	ドラム缶の詰め場
***	特別防災区域の 3	点セットを含む。火災当日には、出火した事業所から
約 3	km	離れた河川敷で、地域防災総合演習が行われており、3	点セットも
泡放射の準備をし、待機していた。
****	翌月に死亡

精製 1
10
11
12
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５）出構時
5-1）歯止めを外す。
5-2）車体全体を確認する。
道路を走行中の移動タンク貯蔵所の事故防止については、

例えば、全日本トラック協会 17）から情報が得られる。文献 18
および文献 19も参考になる。

移動タンク貯蔵所の荷卸しの際の一般的な安全対策として
は、以下のことがあげられる20）。
１）配送先到着時

1-1）施設関係者の指示に従い、注入口近くの所定の位置
での停車、サイドブレーキ、歯止めの設定、エンジン停
止等を確実に行う。

1-2）施設関係者と積み荷の品名、数量を納品書等により
相互に確認する。

２）荷卸し準備時図１　表１の事例 13-2における廃油を精製する工程の概略

図２　表 1 の事例 13-2 における廃油を精製する事業所

爆発の発生した製造所

爆発が発生し、屋根と外壁が吹
き飛んだ製造所

図３　表 1 の事例 98-1における廃油を精製する工程の概略
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2-1）施設関係者に荷卸し時の立ち会いを依頼する。
2-2）タンクローリーをアース接続箇所につなぐ。
2-3）消火器を準備する。
2-4）オーバーフロー、コンタミネーションを防止するために、

積み荷の品名と数量、注入タンクの品名と在庫量を確認
する。

2-4）オーバーフロー、コンタミネーションを防止するために、
施設関係者に指示された注入口に、注入ホースを緊結す
る。

３）荷卸し作業中
3-1）荷卸し中、その場を離れず監視する。

４）荷卸し終了後
4-1）荷卸し後、タンクローリー内及び注入ホースに油が残っ

ていないことを確認する。
4-2）底弁操作ハンドルを確実に閉止する。
表 1と表 2を見ると、各工程において、受槽、貯槽などの

石油タンクが関係した事故が発生している。屋外タンクでの
事故を防ぐための考え方、対策として以下のようなことが考え
られる21）。
１）考え方

1-1）貯蔵タンク本体の健全性を維持し、長期間にわたり
安全なものにする。

1-2）貯蔵タンクの破壊を防止するために、運転時に異常
な圧力が生じない構造にする。

1-3）油の気化により生じた気体の着火を防止する。
1-4）漏洩、火災、爆発による被害の拡大を防止する。

２）漏洩対策
2-1）外面防食

屋外タンクの外面には、腐食による油の漏洩または強度
低下を防止するために、塗装、被覆等による防食処置が必
要である。塗装、被覆等には、防食を有効にするために、
耐候性、耐食性、耐水性などの性能が要求される。
2-2）底板の防食

屋外貯蔵タンクの底部の外面張り出し部近傍から底板
の下への雨水の浸入、底板直下における水の滞留により、
底部の腐食が起きる。そのため、建設時に予防措置を講じ
る。
2-3）保温、保冷面の防食

屋外貯蔵タンクの外面に保温材または保冷材を施工する
場合、雨水等がタンク壁面に侵入して外面を腐食しないよ
うに配慮する。
2-4）通気管等

油の出し入れ、気象条件の変化等により、屋外貯蔵タン
クの内圧が異常に上昇または低下した結果、タンク本体が
破壊される可能性がある。それを防ぐため、内圧を適度に
保つように、通気管または安全装置を設ける。
2-5）地震動による液面揺動への対策

液面が上昇してもタンク外部に漏洩しないように、液面の
高さに余裕を持たせる。

３）火災、爆発の防止のための対策
3-1）開口部

引火するおそれのある油を貯蔵するタンクの通気管等の

図４　表１の事例 83-1における廃油を精製する工程の概略
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表２　廃油の再生に関係した漏洩事例

No.	 年 月 都道
府県 概要

漏洩時
におけ
る工程

出典

15-1	 2015	 9 滋賀 危険物の製造所に、廃油 * を精製する施設があった。移動タンク貯蔵所か
ら、廃油受け入れタンクへ、廃油を送油したところ、防油堤内に廃油が漏
洩した。さらに、再度送油作業を行った際には、ホース接続部から廃油を
防油堤外に漏洩させた。
ストレーナ ** の目詰まりにより漏油が起きたと推定された。
防油堤外の地盤面における漏洩範囲が、降雨により拡大した。
公設消防機関の覚知は、漏洩発生の翌日であった。降雨により漏洩範囲が
拡大した後に、公設消防機関に一般加入電話で連絡した。
漏洩が発生したのは、施設の本稼働前であり、予防規程、保安監督選任届
が未届けだった。
漏洩量は不明であった。
*	大型船舶の廃エンジンオイル、C	重油、船舶内に結露した水、海水が混
ざったもの
**	油、水、蒸気中の固形物を除去するためのろ過器

荷卸し 1
13

15-2	 1 広島 紙類を製造する工場において、屋外タンクから、屋外タンクに、再生油 *
の送油を開始した。巡回中の職員が、ストレーナから再生油が防油堤内に
漏洩しているのを発見し、ストレーナの出入り口弁を閉止した。
受け入れ時に「開」にしておくべきバルブを「閉」にしていたため、圧力
が加わり、ストレーナが破損したと推定された。
再生油 1200	リットルが漏洩した。
*	第 3	石油類。潤滑油、グリース等から再生した油

その他 1

15-3	 10 福岡 セメントを製造する工場において、1500	キロリットルのタンクに、船か
ら C	重油を送油していたところ、480	キロリットルの屋外タンクから、
送油されていた C	重油と貯蔵されていた再生油 * が漏洩した。
原因については以下のように推定された。1500	キロリットルのタンクと
480	キロリットルのタンクは、輸送ラインが共通であった。また、480	キ
ロリットルのタンクの受け入れバルブが開いていた。そのため、480	キロ
リットルのタンクが満量となり、送油されていた C	重油と、480	キロリッ
トルのタンクに貯蔵されていた再生油が、タンクの上部からオーバー
フローした。
480	キロリットルのタンクの天板と側板の溶接が一部損傷し、天板が一部
変形した。
再生油と C	重油があわせて約 64	キロリットル漏洩した。
*	第 3	石油類

その他 1

15-4	 12 静岡 回収した廃油から再生油を製造する製造所には、50	キロリットルの地下
貯蔵タンク 3	基からなる地下タンク貯蔵所があった。立入検査が実施さ
れた際に、地下タンク貯蔵所において、漏洩検知管 1	カ所で漏洩が検知
された。
地下貯蔵タンクへの送油管約 1.5	m	が減肉し、3	カ所が開口した。また、
埋設配管周囲の土壌約 0.4	m3	が汚染された。
事業者が汚泥 0.4	m3	を回収し、処理した。
漏洩量は不明であった。

貯蔵 1

15-5	 5 静岡 廃棄物処理業を営む会社 * の社員が、路上において、事業所内の廃油タ
ンクから、自社の移動タンク貯蔵所へ廃油 ** を送油する作業行っていた。
移動タンク貯蔵所の上部マンホールから廃油がオーバーフローし、道路上
に漏洩した。さらに、水路を経由し、湖に流入した。
公設消防機関の覚知は、漏洩発生の翌日であった。出動した公設消防機関
は、湖への流入を確認し、オイルフェンスと油吸着材による処理を行った。
廃棄物処理業を営む会社の社員が、タンク許容量の確認を怠ったことによ
りオーバーフローしたと推定された。
*	廃油の回収、精製の事業を行っていた。
**	エンジンオイル ( 第 4	石油類 ) からなる廃油

回収 1
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15-6	 12 栃木 再生油を製造する事業所 * において、再生油 ** を移動タンク貯蔵所に送
油していた。移動タンク貯蔵所の運転手が単独で午前 3	時頃に送油作業
を行っていた ***。送油する装置が停止されなかったために、タンクが満
量になり、移動タンク貯蔵所のマンホールから漏洩し、事業所の外に拡大
した。
移動タンク貯蔵所の上で作業していた運転手が、転落して動けなくなった
ものと推定された。
巡回中の警備員が、漏洩と運転手を発見し、警備会社に連絡した。警備会
社が 119	番通報を行った。
公設消防機関が現場に到着した際、運転手は再生油が身体に付着した状態
で倒れていた。意識障害があり、負傷していた。中等症であった。なお、
運転手は安全帯を装着していなかった。
公設消防機関は、火災警戒活動、油吸着マットによる漏洩拡大防止活動、
広報活動を行った。
漏洩した再生油は、事業所の従業員が回収した。
再生油の漏洩量は、事業所内に約8	キロリットル、事業所外に約2	キロリッ
トルであった。
事業所外に漏洩した再生油は、下水道に流入し、地元自治体の下水道処理
施設まで到達した。
*	一般取扱所
**	第 2	石油類
***	当時、事業所内には、作業をしていた運転手しかいなかった。

その他 1

14-1	 2014	 5 福岡 廃油を集荷し、精製し、B	重油相当の製品にする事業所があった。一般
取扱所で 1	日あたり 10	キロリットル程度の重油を精製し、屋外タンクに
送油していた。一般取扱所で精製された油がオーバーフローし、漏洩した。
漏油は事業所外にも拡がった。
原因については、以下のように推定された。防油堤内と油分離槽内に、降
雨により油が溜まっているように見えたため、油が漏れていると感じた作
業員が、廃油原料バルブを閉めた。この際に、誤って、製品バルブも閉め
た。一般取扱所から屋外タンクへの配管が閉められたため、一般取扱所で
精製された油がオーバーフローした。
施設が老朽化し、さらに、維持管理が不十分であったため、事業所内に微
量の油漏れが発生していた。
漏洩の発生は午後 10	時頃であった。翌日の昼頃に、一般加入電話で公設
消防機関に連絡した。
漏油量は約 100	リットルであった。
事業所外への漏油は、用水路と河川に流入した。
事業所が、バキューム車、吸着マットで漏油を回収した。
公設消防機関は、付近の河川にオイルフェンス、吸着マットを設置した。

その他 1

12-1	 2012 6 広島 廃油を回収するために契約先に行き、路上に移動タンク貯蔵所 * を停車さ
せた。運転者は、移動タンク貯蔵所を離れた。移動タンク貯蔵所に戻った
ところ、移動タンク貯蔵所のタンク内にすでに回収された廃油 ** が、ホー
ス先端から路上に漏洩していた。
運転者は自社へ電話連絡した後、回収作業を行った。電話連絡を受け、現
場に駆けつけた社員が 110	番通報を行った。公設消防機関は、事故発生
から約 2	時間後に、警察からの電話により覚知した。
漏洩量は 200	リットルであった。
*	バキューム式、タンク容量 3500	リットル
**	第 3	石油類相当

回収 1

12-2	 1 長野 廃油を処理する工場 * において、製造された再生油 ** を移送するため、
移動タンク貯蔵所***に積み込み中であった。上部マンホールからオーバー
フローした。漏洩した再生油は、事業所の側溝から河川に流入した。
漏洩の原因として以下のことが推測された。
①移動タンク貯蔵所のタンク内には在庫が残っていたが、空の状態と思い
込み、確認をせずに、積み込みを開始した。
②積み込み作業中に作業員が、その場を離れた。
③過剰注入になったことに気が付くのが遅れた。

その他 1
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再生油 800	リットルが漏洩し、400	リットルが河川に流入した。
工場の従業員が以下の作業を行った。
①土嚢を積むことによる拡散防止の作業
②吸引車による回収作業
③油吸着材による回収作業
④中和剤による処理作業
公設消防機関への通報が、事故発生の 3	日後であった。
*	少量危険物製造所
**	第 3	石油類
***	タンク容量 4	キロリットル

12-3	 10 群馬 産業廃棄物処理業者の移動タンク貯蔵所 * が、事業所をまわり、廃油を回
収するために、道路を走行していた。車両下部のストレーナのドレンから
廃油 ** が漏洩した。
廃油約 100	リットルが、半径 5	m	の範囲に道路に拡がり、側溝にも流入
した。
交差点を左折する際に、車両下部のストレーナのドレンが縁石に接触し、
破損し、そこから漏洩したと推定された。
*	タンク容量 4300	リットル
**	第 3	石油類相当

回収 1

11-1	 2011 11 神奈川 回収した廃油を、混合し、調整し、燃料代替品を製造する製造所におい
て、溶解槽で混合した廃油を、製品タンクに送油し、これをエマルジョン
化するためにポンプで繰り返し循環させていた。作業員がポンプを停止し、
10	分後に製造所に戻ったところ、溶解槽の上部から廃油 * がオーバーフ
ローしていた。
オーバーフローした廃油は、側溝を伝わり、油水分離槽に達した。当日は
雨であったため、雨水と合わさり、油水分離槽の処理能力を超え、運河に
流入した。運河において、幅 20	m、長さ 150	m	にわたり拡がった。
製品タンクの底弁を閉止し、漏洩を止めた後、製造所の従業員が、油回収
マット等により回収作業を行った。
通常の作業では、溶解槽から製品タンクに送油した後、溶解槽の本弁を閉
止して逆流防止の措置をとる。本弁の樹脂製パッキンが劣化し、溶融し、
弁として機能しなかったため、溶解槽に逆流し、溶解槽の上部からオーバー
フローしたと推定された。
漏洩量は 4	キロリットルであった。
*	第 2 石油類相当

精製 1

08-1	 2008 4 岩手 廃油から再生油を製造する製造所があった。製造所では、廃油 * を投入タ
ンク ** に送油し、粘度と熱量を調整し、攪拌機に送油し、攪拌機で攪拌
された廃油を投入タンクに戻し、さらに、投入タンクから攪拌機に送油す
る作業を行っていた。休憩時間中に、投入タンクから漏洩した。
漏油は、市道に流れ、さらに河川に流入した。
原因については、以下のように推定された。休憩時間には、作業員は各送
油バルブを閉鎖し、投入タンクへのバルブの閉止と送油ポンプの停止をす
ることになっていた。しかし、作業員は各送油バルブを閉鎖したが、投入
タンクへのバルブの閉止と送油ポンプの停止をしなかった。そのため、廃
油の投入タンクへの送油が継続した。その場に作業員がいなかったため、
投入タンクからオーバーフローした。
作業員が、廃油の臭いで漏洩を知り、投入タンクへのバルブが閉止されて
いなかったことに気づき、バルブを閉止した。
廃油 10	キロリットルが漏洩した。
作業員が、漏油の回収作業を行い、市道と側溝への吸着マットの敷設を行った。
*	第 2	石油類相当、水溶性
**	容量 1.5	キロリットル

精製 1

06-1	 2006 12 青森 廃油から再生油を製造する製造所があった。廃油 *1	キロリットルが施設外に漏洩
した。漏油は、油分離槽、道路の側溝、用水路を経て、海に流入した。
港湾管理事務所職員が巡回中に漏洩を発見した。警察からの電話により、
事故発生から約 3	時間後に公設消防機関が覚知した。
岸壁にオイルフェンスが展張された。

精製 1
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原因については、以下のように推定された。製造工程の最終工程には、遠
心分離機を使った油水分離装置が設置されていた。遠心分離機の異常によ
り、油水の分離が行われなかった。
通常は分離された水が排出される系統から、廃油が分離されずに排出された。
*	第 3	石油類相当

04-1	 2004 6 愛知 廃油の再生を行う製造所があった。作業開始後に、配合タンクから廃油 *
の漏洩が起きた。2	キロリットルが漏洩したが、製造所内のためます、排
水溝で回収された。
公設消防機関の覚知は、漏洩発生の 7	日後だった。
原因については以下のように推定された。閉まっているはずのバルブが開
いていた。作業開始前にバルブの確認を行うことになっていたが、行われ
なかった。作業者が、作業開始後に、作業場を無人にした。そのため、タ
ンクドレンバルブから漏洩したが、発見が遅れた。
*	第 1	石油類相当

精製 1

02-1	 2002 8 愛知 廃油を再生し販売する事業者の屋外タンク貯蔵所 * に、移動タンク貯蔵所
から、一般取扱所の配管を経由して、廃油 ** を送油していた。タンクの
側面に亀裂が入り、廃油 1	キロリットルが防油堤内に漏洩した。
事業者が、漏油をバキューム車で吸引し、別のタンクに回収した。
公設消防機関の覚知は、漏洩発生の 1	時間半後だった。
原因については、以下のように推定された。屋外タンク貯蔵所の大気放出
弁が、送油時に閉塞していた。屋外タンク貯蔵所の内圧が上昇し、変形し、
亀裂が生じた。
*	容量 120 キロリットル
**	第 2 石油類相当

荷卸し 1

01-1	 2001 11 大阪 廃油を精製し、再生油 * を製造する製造所があった。再生油を移動貯蔵タ
ンク ** にポンプで送油したところ、タンクの上部安全装置から漏洩した。
漏油は、事業所の側溝から水路に流れ、河川に流入した。
事業者は、施設内の漏油を回収し、中和剤で処理したが、公設消防機関に
は通報しなかった。
公設消防機関の覚知は、漏洩発生から約 5	時間後であった。
公設消防機関が、水路の 2	カ所で吸着マットにより漏油を回収した。また、
水路と河川の合流地点にオイルフェンスを展張し、漏油を回収した。
タンクの残量を確認せずに、送油を行ったため、漏洩したと推定された。
*	重油相当
**	容量 14	キロリットル、無許可

その他 1

91-1	 1991	 12 三重 廃油を蒸留し、分離槽に入れて静置し、沈降分離させ、再生油 * として出
荷する製造所があった。蒸留終了後に、蒸留装置の塔底を清掃するため、
バルブを開け、内部に水を注入した。
蒸留装置から、水と油が噴出した。
周辺の田畑の作物、民家の屋根などが汚染された。
装置が十分に冷却されない状態で水を注入したため、水と油が噴出したも
のと推定された。
*	重油相当

その他 1

90-1	 1990 8 鹿児島 油水分離装置等を使い、廃油を再生油にする事業所があった。
屋外タンク貯蔵所 * に貯蔵されていた再生油 ** から分離した水を排出す
る作業を行っていた。その際に、配管により、防油堤外に直接排水していた。
屋外タンク貯蔵所の底部にたまった水が排出された後、再生油が排出され
た。再生油は、雨水と混ざり、敷地外に流れ出し、公共側溝を経て、河川
に流入した。河川において、約 930	m	に拡がった。
排出された再生油の量は、約 2	キロリットルであった。
公設消防機関が、河川にオイルフェンスを展張し、油吸着マットで回収作
業を行った。
*	固定屋根式地上タンク、直径 2.7	m、高さ 3.6	m、容量 20	キロリットル
**	重油相当

その他 1
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88-1	 1988 4 愛知 廃油を屋外タンク貯蔵所に貯蔵し、製造所に送油していた。廃油 * を貯蔵
するタンク ** の循環作業を行っていたところ、午前 5	時頃に、他の廃油
を貯蔵するタンクからオーバーフローした。防油堤内に漏洩した廃油は、
防油堤外に流れ出した。0.8 から 1	キロリットルが近くの川に流入した。
漏油は、幅 3	m、長さ約 800	m	にわたり拡がった。
従業員 6	名が川にオイルフェンスを展張し、吸着マットで回収作業を行っ
た。
原因については、以下のように推定された。廃油を貯蔵するタンクの循環
作業を行っていた際に、循環ポンプのバルブの誤操作により、他の廃油を
貯蔵するタンクからオーバーフローした。さらに、防油堤のドレンバルブ
に閉め忘れがあり、防油堤外に流れ出した。
事業者から、公設消防機関への通報はなかった。
公設消防機関の覚知は、漏洩発生から約 10	時間後であった。
*	第 1	石油類相当
**	直径 3	m、高さ 5.7	m、容量 28	キロリットル

その他 1

88-2	 3 福井 回収した廃油を精製する製造所があった。回収した廃油は、以下のように
処理されていた。
　コンクリート製廃油ピット
→ろ過槽
→油水分離装置
→遠心分離装置
→再生油タンク
従業員が、水の混ざった廃油を廃油ピットに投入し、その場を離れた。そ
の後、午後 5	時頃に廃油が廃油ピットから漏洩し、製造所内の溝、分離
槽を経て、側溝に流入した *。さらに、灌漑用水に流入した。
従業員が、自社のバキューム車で漏油を回収した。
原因については、以下のように推定された。廃油ピットは満液の状態であっ
たが、従業員がそれに気が付かずに、水の混ざった廃油を廃油ピットに投
入した。また、分離槽は掃除中であったため、水抜きがしてあり、分離槽
の機能を果たさなかった。
公設消防機関への通報が遅れた。公設消防機関の覚知は、漏洩発生の約 3	
時間後であった。
*	側溝には、廃油約 200	リットルが流入した。

精製 1

87-1	 1987	 6 高知 船舶から廃油を回収し、処理後にボイラー用燃料として販売する事業所が
あった。前年から、遠洋漁船のエンジンオイル、ビルジ * をタンクローリー
で回収していた。油水分離装置 ** を使用し、回収した廃油から水分を分
離していた。油水分離槽がオーバーフローし、廃油 *** 約 500 リットルが
漏洩し、近くの河川に流入した。
公設消防機関が、警察、海上保安部、市公害課、県河港事務所、事業所と
共に、河川にオイルフェンスを展張し、吸着マットにより漏油を回収した。
原因については以下のように推定された。油水分離装置の清掃が行われて
いなかったため、油分がたまっていた。大雨が降ったことにより、油水分
離槽がオーバーフローした。
*	船底の湾曲部、船底にたまる廃油
**	一般取扱所
***	第 3	石油類相当

その他 1
14

87-2	 6 鹿児島 廃油を処理して、再生油を製造する製造所があった。油水分離槽から廃油
* 約 600 リットルが漏洩した。漏油は、道路、水田 20 アールに拡がった。
従業員 6	名が、油吸引車 2	台、吸着マットにより漏油の回収作業を行った。
公設消防機関の覚知は、漏洩発見から約 2	時間後だった。
原因については以下のように推定された。豪雨により敷地内に大量の雨水
が降った。そのため、製造所が浸水した。さらに雨水が油水分離槽に流入
し、オーバーフローした。
*	第 4	石油類相当

その他 1

87-3	 7 東京 廃油を精製する会社の従業員 2	名が、移動タンク貯蔵所 * に廃油 1.1	キロ
リットルを積載し、横浜から、都内まで輸送した。都内の会社の敷地に、

回収 1
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開口部には、フレームアレスター等の引火を防止するための
装置を備える。金網を付けさえすれば、フレームアレスター
として機能するとは限らない。
3-2）浮屋根等

浮屋根の上に設けられている可動はしご、回転止め、検
尺管、浮き屋根の外周部の被覆等の滑動部分は、火花等
が発生しないように、材料及び構造について考慮する。固
定屋根付き内部浮き屋根タンクについては、固定屋根と内
部浮き屋根の間に滞留する可燃性蒸気に対する安全対策
として、以下のことがあげられる。
・滞留している可燃性蒸気が、可燃性予混合気を形成しな

いように、換気のための開口部を設けるなどのことをする。

・不活性ガスを封入する。
3-3）接地設備

静電気、落雷による火災を防止するために、屋外貯蔵タ
ンクの本体に接地設備を設ける。

４）被害の拡大を防止するための対策
4-1）放爆構造

固定屋根式屋外貯蔵タンク内での爆発等により、タンク
内の圧力が異常に上昇した場合に、側板の破壊、または、
側板と底板との間の隅角部の破壊により、油の漏洩が起き
ないようにするため、タンクの内部のガスを上部に放出する
ことのできる構造にする必要がある。

周囲で発生した火災の放射熱により、タンク内の圧力が

移動タンク貯蔵所を駐車していたところ、廃油 **200	リットルが漏洩した。
漏油は、会社の敷地外に拡がった。会社の敷地前の路上に、長さ 200	m、
幅 1	m	にわたり拡がった。
従業員が、乾燥砂により漏油の回収作業を行った。
公設消防機関が、パーライト、乾燥砂等を使用し、漏油の回収作業を行った。
移動タンク貯蔵所のタンク底弁、吐出操作バルブ、荷下ろし管ドレーンバ
ルブのバルブが完全に閉止されていなかったために、ドレーンバルブから
漏洩したと推定された。
*	容量 1.2	キロリットル
**	第 3	石油類相当

85-1	 1985	 6 福岡 廃油 *4.5	キロリットルを積載した移動タンク貯蔵所 ** が、九州自動車道
下り線を走行中に横転した。廃油約 2	キロリットルが漏洩し、高速道路
橋上に幅 10	m、長さ 50	m	にわたり拡がった。さらに、雨水排水管を通り、
道路法面下の排水溝に流入した。
運転手は死亡した。
公設消防機関が、乾燥砂、油吸着マットを使用して、漏油の回収作業を行っ
た。
*	第 3	石油類相当
**	容量 4.5	キロリットル

回収 1

82-1	 1982	 12 愛知 廃油を満載した移動タンク貯蔵所 * が、名神高速道路下り線を走行中に、
ガードレールに激突し、横転した。
緊結ホースから少量の廃油が漏洩した。
*	容量 4.5	キロリットル

回収 1

82-2	 11 埼玉 廃油を再生する製造所があり、以下のように処理していた。
　廃油 * を貯蔵する屋外タンク
→常圧蒸留装置 **
→冷却用パイプコンデンサ
→サブ製品タンク
→攪拌タンク
→製品を貯蔵する地下タンク
午前 9	時頃に、常圧蒸留装置に廃油約 400	リットルを投入し、加熱を開
始した。午後 3	時頃に運転を終了するまで連続運転した。その後、装置
内に残っていた廃油約 300	リットルが漏洩した。
原因については以下のように推定された。蒸留装置の側面下部と底部の
ジャケット内における蒸気圧力が高くなり、蒸留装置の底部のジャケット
が破損した。それにより、ドレン配管が破損し、装置内に残っていた廃油
が漏洩した。
製造所は完成検査前であった。
*	シンナーなどの有機溶剤が混合した廃油、第 1	石油類相当
**	ボイラーから、側面下部と底部のジャケットに蒸気を送り加熱する。

その他 1
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異常に上昇するのを防ぐための、非常用通気装置を設ける
必要がある。
4-2）防油堤

防油堤の目的は、貯蔵タンクから漏洩した油を貯蔵タン
ク周囲に止め、流出した油による被害の拡大を防ぐことで
ある。

そのため、防油堤内が油で満たされた場合における液の
圧力、地震動に対して、防油堤が安全であることが求めら
れる。

油が漏洩して火災になっても、防油堤が火災の熱に耐え
て、機能を失わないような材質を使い、設計する必要があ
る。
4-3）消火設備

屋外貯蔵タンクに設置する消火設備は、以下の点を考慮
する。
・屋外貯蔵タンクの消火、周辺の構造物、周辺の装置等

への延焼防止を考慮し、消火装置の機能、方式、能力、
個数を決める。

・必要に応じ、複数の異なった消火設備の組み合わせも考
慮する。

・地震後に発生した火災にも対応するように、消火設備を
地震動に対して安全なものにする。

表 1を見ると、事例 13-2 のように、精製の工程中に、可
燃性予混合気が建物内等に形成され、着火し、爆発が起き、
火災になったと推定される事例がある。以下の１）から４）の
条件が満たされると、爆発が起こりうる。
１）回収した廃油に、低引火点の可燃性液体が混入している。
２）低引火点の可燃性液体が気化し、可燃性気体が建物内

等に滞留する。
３）可燃性気体が空気と混合して、可燃性予混合気を形成

する。
４）何らかの着火源により、着火する。

建物内で可燃性予混合気が爆発すると、気体の分子数が
増大し、温度が上昇することにより、圧力が増加する。建物
がその圧力に十分に耐えることができる場合には、建物の外
部には影響がない。耐えられない場合には、建物が破壊され、
圧力が低下する。建物がどの程度破壊されるか、建物の一
部が飛散するかどうかは、爆発の際に発生するエネルギーの
大きさ、建物の構造等により異なる。内容積約 200リットル
の密閉容器中におけるヘキサンと空気の可燃性予混合気の
爆発の様子を図に示す。金属アングルで直方体の枠をつくり、
その 6	面に薄いプラスチックシートを貼り、密閉容器をつくっ
た。密閉容器内でヘキサンを気化させ、空気との可燃性予混
合気を形成させた。図 5 の1）で示すように密閉容器内で電
気火花を発生させた。図 5 の 2）と3）で示すように着火し、
火炎が伝ぱする。圧力が上昇すると、図 5 の 4）と5）で示
すように、容器が膨張し、一部が破壊される。条件によっては、

図 5 の 6）で示すように火炎が外部に噴出する。爆発を防止
するための対策としては以下のようなことが考えられる。
１）に対する対策は、回収した廃油の性質を正確に把握する

ための体制を、排出する事業者と回収する事業者が整備す
ることである。回収した廃油に低引火点の可燃性液体が混
入していたとわかった場合に、それを安全かつ適法に処理
する設備を備えてもよいと思われる。

２）に対する対策は、配管、容器から可燃性の気体が出ない
ようにすることである。ガス濃度検知装置と警報装置を適
切に設置し、維持すれば、建物内に滞留した可燃性気体
の検知に効果がある。

３）に対する対策は、適切な換気設備、排気設備を設置す
ることである。空間を窒素または二酸化炭素で置換する方
法、化学反応を抑制する気体で希釈する方法もある。

４）に対する対策は、着火源になりそうなものを減らすとともに、
機器類を防爆にすることである。
廃油の精製工程で発生した爆発については、文献 22 およ

び文献 23も参照されたい。
引火点の低い可燃性液体と、引火点の高い可燃性液体が

混合した場合、混合してできた可燃性液体の引火点は、その
間の値になる。また、混合比により、引火点は変化する。灯
油とガソリンの混合油の引火点を表 3 に示す 24）。灯油中に
ガソリンを数パーセント混合させた混合油の引火点は、灯油
のみの状態の引火点よりも、大幅に低くなる。松井、安藤 25）

によると、原油と軽油を混合した場合、原油のみの状態での
引火点よりも、混合油の引火点が低くなる場合がある。原油
と軽油の混合油の引火点を表 4 に示す。原油のみの状態で
は、常温では粘度が大きく、原油の軽質成分が原油中に拘
束され、気相中に拡散しにくい。原油に、流動性のよい軽油
を適量添加すると、混合油の粘度は、原油のみの状態よりも
小さくなり、軽質成分の気相中への拡散量が増大して、引火
点が低下すると考えられる。プロピレングリコールと可燃性液
体の混合油の引火点を表 5 に示す 26）。プロピレングリコール
は、不凍液、冷却液、可塑剤などとして使用される。プロピ
レングリコールの引火点は 99℃	、沸点は 187.4℃である。1,4-
ジオキサンは洗浄剤、溶剤として使用される。1,4-ジオキサン
の引火点は 12℃	、沸点は 101.3℃である27）。単体では常温
で引火しない可燃性液体でも、他の可燃性液体と混合するこ
とにより、常温で引火しうる混合油ができることがある。廃油
を安易に混合することは危険である。

メタノール、エタノールのような水溶性の低引火点可燃性液
体に水を混合すると、引火点が上昇する。可燃性液体の水溶
液の引火点を表 6	に示す 26,	 28-30）。メタノール、エタノールの
濃度が 30%	になるまで水で希釈しても、夏期の酷暑の時期
であれば、昼間の気温が引火点よりも高くなることがあり得る。
水溶液であっても注意が必要である。

表１を見ると、火気を使用した工事により火災になったと推
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図５　密閉容器内での可燃性予混合気の爆発の様子

１）密閉容器内で電気火花を発生させる。

２）可燃性予混合気が着火し、火炎伝ぱを開始する。

３）火炎が伝ぱする。

４）密閉容器内で圧力が上昇し、膨張する。

５）密閉容器の一部が破壊される。

６）火炎が外部に噴出する。
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表３　ガソリンと灯油の混合油の引火点 24）

x1
T1,	℃

Specimen	1 Specimen	2
0 45.5 46.6
1 30.6 33.4
2 23.6 25.8
3 16.9 18.1
4	 10.2 12.1
5 3.5 6.1
10 -9.1 -10.7
15 -16.7 -19.2
40 less	than	-25* less	than	-25*
60	 less	than	-25* less	than	-25*
80 less	than	-25* less	than	-25*
x1：	 	灯油とガソリンの混合油中のガソリンの混合比率 ,	体積

百分率
T1：	 タグ密閉式引火点測定方法による引火点
Specimen	1：		2009 年 11 月に入手した灯油とレギュラーガソ

リンを混合
Specimen	2：		2010 年 4 月に入手した灯油とレギュラーガソリ

ンを混合
* 測定下限界以下

表５　可燃性液体とプロピレングリコールの混合油の引火点 26）

x3
T3,	℃

Ethanol Aceton 1,4-Dioxane
10 45 2 38
20 33 -10 31
30	 27 -13 28
40 23 -14 22
50 20 -15 18
60 19 -15 16
70 18 -16 16
80 17 -18 15
90 16 -19 15
100 15 -18 12
x3：	 	プロピレングリコールとの混合油中の可燃性液体の混合

比率 ,	体積百分率
T3：	 タグ密閉式引火点測定方法による引火点

表４　原油と軽油の混合油の引火点 25）

x2 T2,	℃
0 49,	50
20 39,	34
40 31,	26
60 21,	17
80 16,	13
100 26,	23
x2：	 	原油と軽油の混合油中の原油

の混合比率 ,	体積百分率
T2：	 	ペンスキー・マルテンス式引

火点試験測定法による引火点

表６　可燃性液体の水溶液の引火点

x4
T4,	℃

Methanol Ethanol Ethanol Ethanol 1-Propanol Aceton 1,4-Dioxane
5 62.2
10 56.3 48.9 44.5 40.7 16 49
20 43.7 37.8 36.1 32.2 34.4 5 37
30 36.3 29.4 30.2 33.4 -2 31
40 29.5 28.7 26.1 27.3 31.8 -7 26
50 25.8 23.9 26.3 33.4	 -10 22
60 24.0 25.6 22.2 24.3 32.2 -11 21
70 21.4 21.1 23.0 31.3 -12 19
80 18.2 22.2 20.0 21.5 31.0	 -15 19
90 16.4	 18.0 26.5 -16 18
95 17.2
96 16.7
100 12.5 14.9 12.8 13.5 23.4 -18 12
Method * **	 ** * * * *
Reference 28, 29 30 30 28, 29 28, 29 26 26
x4：	 	水溶液中の可燃性液体の混合比率 ,	体積百分率
T4：	 引火点
*	 	 タグ密閉式引火点測定方法で測定
**		 測定方法の記載なし
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定される事例がある。火気を使用した工事における事故を防
止するための一般的な対策としては、以下のようなことが考え
られる 31）。
１）火気作業における留意事項

1-1）作業開始時および作業中に、随時、作業箇所の引火
性の物質の蒸気または可燃性ガスの濃度を測定する。

1-2）作業場所へは、容器内部の可燃性ガス等の完全な排
気等により、爆発又は火災の危険が生ずるおそれがない
措置が講じられている場合を除き、火気又は点火源とな
るおそれのある機械等を一切持ち込まない。

1-3）作業場所には、消火器等を配置するとともに、避難
方法をあらかじめ定め、かつこれを関係者に周知する。

1-4）作業場所においては、必要に応じ不燃性シート等を
用いて養生を行う。

２）火気作業に関するチェック項目の例
2-1）作業前
・作業の手順は周知徹底されているか
・許可されたもの以外の火気は持ち込んでいないか
・点火源となるおそれのある機械等を持ち込んでいないか
・消火器等は配置されているか
・可燃性ガス、可燃性物質、引火性液体等を除去したか
・周辺通路、機械等への火花飛散防止のための対策、

周辺通路、機械等に対する養生は十分か
・緊急時の避難方法、連絡方法は周知されているか
・隣接するプラントや関係先への連絡と了解は得ているか
・立会者から作業開始の了解は得ているか
2-2）作業中
・随時、可燃性ガスの濃度を測定しているか
・火気の取扱いは適切か
・周辺通路、機械等への火花飛散防止対策、周辺通

路、機械等に対する養生は十分か
・火花が落ちる場所に散水等をしているか
・作業の手順等は計画通りに実施されているか
・周囲の異常（	例えば、臭い、煙）	はないか
・個人保護具が必要な場合、個人保護具を適切に使用

しているか
・監視人は配置されているか
2-3）作業後
・作業直後、異常（	例えば、残り火、臭い、煙）	はないか
・後片付けは十分か
・火災報知設備を遮断した場合、復旧させたか
・1時間くらい経過した後に再点検した際に、異常がないか
なお、一般高圧ガス保安規則 32）の第 18	条には、修理等

を行う際の安全対策について規定されている。以下に抜粋を
示す。

第十八条法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術
上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一貯槽により貯

蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ　可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に

設置された貯槽によりすること。
ロ　貯槽（	不活性ガス（	特定不活性ガスを除く。）	及び空気

のものを除く。）	の周囲二メートル以内においては、火気の
使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。
ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物と
の間に当該貯槽から漏えいしたガスに係る流動防止措置又
はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の
火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

ハ　液化ガスの貯蔵は、液化ガスの容量が当該貯槽の常用
の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないよう
にすること。

ニ　貯槽の修理又は清掃（以下ニにおいて「修理等」という。）
及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保
安上支障のない状態で行うこと。
イ　修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画

及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計
画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は
異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報す
るための措置を講じて行うこと。

ロ　可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の
貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置
を講ずること。

ハ　修理等のため作業員が貯槽を開放し、又は貯槽内に
入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。

ニ　貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の
部分から当該ガスが漏えいすることを防止するための措
置を講ずること。

ホ　修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないこ
とを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。

表１と表２で紹介した事例から、消防活動上の注意点とし
て以下のことがあげられる。
・事業所内で単独で作業していた場合、作業者が被災して

しまうと、公設消防機関への通報が遅れる。また、公設
消防機関への情報提供が困難になる。

・廃油は成分が一定でない。そのため、排出した事業所と
回収した事業所の間で連絡を密にする、回収した事業所
で分析を行い成分と危険性を把握するなどのことが行わ
れないと、回収した事業所で事故が発生した際に、公設
消防機関への情報提供ができない。なお、排出した事業
所からの情報提供については、環境省が「廃棄物情報の
提供に関するガイドライン」を策定している33）。

・事業所内には、廃油、再生油が貯蔵されている。油火災
になった場合、状況によっては泡放射を行う。火災の規
模が大きい場合、大量の泡消火剤が必要になる。近隣の
公設消防機関、泡消火剤を備蓄している事業所、運送業
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者、泡消火剤の販売業者等と協定があると調達が円滑に
なることがある。

・火災規模が大きい場合、周辺に民家等があれば、住民等
の避難誘導が必要になる場合がある。

・3点セットを要請すれば、火災現場で泡放射が可能にな
るとは限らない。指揮本部による化学車の誘導、水利の
確保、水源車の確保、泡消火剤の補給、車両への燃料の
補給などが必要となる。火災現場付近の道路状況、空き
地の有無などによっては、風下にしか部署できないこと
もある。風下では、泡放射の射程が短くなる。要請が遅
れると、火災現場付近の道路、空き地が車両、資機材等
で埋まり、化学車が火災現場に進入するのが困難になる
ことがある。化学車のみが火災現場の近くに進入できた
場合、化学車に泡消火剤、水を補給するためのホースが
長くなり、作業負担が増える。

・事業所に設置されている設備、事業所の持つ廃油または
再生油の在庫量と種類、業務内容が、公設消防機関の持
つ書類の記載内容と異なることがある。

・事業者から公設消防機関への119通報は、事故発見後に
すみやかに行われるとは限らない。
なお、揮発油類、灯油類、軽油類の廃油、すなわち、引

火点が 70℃	未満の燃焼しやすい廃油は、特別管理産業廃
棄物になる 34）。特別管理産業廃棄物の保管、収集運搬、中
間処理、再生、最終処分を行う場合には、特別管理産業廃
棄物の処理基準に従う必要がある 35）。

廃油を取り扱う事業者は、廃棄物処理業者でもあることが
多い。廃棄物処理業における事故については、環境省が事
故対応マニュアルの作成指針を公表している36）。廃棄物処理、
リサイクルに関係する安全管理については文献 37および文献
38 に記載がある。

廃棄物の有害特性に応じた排出方法について、文献 33 に
記載されている。概要を以下に示す。
１）爆発性を有するもの

爆発性とは、化学反応によりそれ自体が周囲に対して損害
を引き起こすような温度、圧力および速度でガスを発生する
ことが可能なものをいう。トリニトロベンゼンや危険物第 5 類
に分類されるような物質を含有する廃棄物や、微細な粉塵が
発生するおそれのある廃棄物も該当する。爆発性を有する廃
棄物を排出する場合には以下の対策を施す。
・分別排出の徹底
・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮
・衝撃が加えられることの防止
・静電気帯電の防止
・微細な粉塵が発生するおそれのあるものについては、調

湿等により粉塵が飛散することの防止
・少量単位に小分け
２）引火性を有するもの

引火性とは、引火点が 70℃未満のものをいうが、特に処理
の過程で問題となるものは、常温ないしそれに近い温度以下
で引火性の蒸気を発生するものである。二硫化炭素や揮発
油等危険物第４類の特殊引火物や第１石油類に分類されるよ
うな物質を含む廃棄物も該当する。引火性を有する廃棄物を
排出する場合には以下の対策を施す。
・分別排出
・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮
・昇温の防止
・静電気帯電の防止
３）可燃性のもの

可燃性とは、通常の取り扱いや運搬等の条件下で燃焼し
やすいもの、または摩擦により容易に燃焼し、または、発火
するか発火を助けるものをいう。危険物第 2 類に分類される
物質を含む廃棄物も該当する。可燃性の廃棄物を排出する
場合には以下の対策を施す。
・分別排出
・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮
・衝撃が加えられることの防止
・静電気帯電の防止
４）自然発火しやすい物質を有するもの

通常の取り扱いや運搬等の条件下で自然に発熱したり、
空気と接触することによって発熱したりしやすく、そのため発
火しやすいものをいう。危険物第３類に分類される物質を含
む廃棄物も該当する。自然発火しやすい物質を含む廃棄物
を排出する場合には、以下の対策を施す。
・分別排出
・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮
・直射日光等による昇温の防止
・水封等による空気との遮断
・少量単位に小分け
５）水と作用して引火性ガスを発生する物質を有するもの

水との接触により自然発火しやすくなるか、または危険な
量の引火性ガスを発生しやすいものをいう。危険物第３類に
分類される物質等も該当する。水と作用して引火性ガスを発
生する物質を含む廃棄物を排出する場合には、以下のような
対策を施す。
・分別排出
・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮
・油封等による水との遮断
６）酸化性を有するもの

それ自体には必ずしも燃焼性はないが、酸素を発生するこ
とにより他の物質を燃焼させたり、熱、衝撃、摩擦等によっ
て分解し他の物質の燃焼を助けたりするものをいう。硝酸塩
や過塩素酸塩等の危険物第1類および過酸化水素等の危険
物第６類に分類されるような物質を含む廃棄物が該当する。
酸化性を有する物質を含む廃棄物を排出する場合は、以下
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の対策を施す。
・分別排出
・他の廃棄物（	特に可燃性物質や還元性物質）	との混合

処理を避けるための考慮
・加熱の防止
・衝撃が加えられることの防止
７）有機過酸化物を含むもの

2 価の -O-O- の構造を含む有機物質は熱的に不安定であ
り、発熱を伴う加速的な自己分解を行う物質である。過酸化
ベンゾイル等の危険物第 5	類に分類されるような物質（有機
過酸化物）を含有する廃棄物が該当する。有機過酸化物を
含む物質を含む廃棄物を排出する場合には以下の対策を施
す。
・分別排出
・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮
・加熱の防止
・衝撃が加えられることの防止
・少量単位に小分け
８）急性毒性を有するもの

吸入又は皮膚接触した場合に、死亡または重大な傷害を
引き起こす物質、健康を害しやすい物質をいう。「毒物及び
劇物取締法」で規制された毒物、劇物、これらを含む廃棄
物も該当する。急性毒性を有する物質を含む廃棄物を排出
する場合には、漏洩、流出、飛散等が起こることのない完全
密閉容器を使用する等の対策を施す。
９）感染性を有するもの

人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含ま
れ、若しくは付着しているものをいう。感染性を有する物質
を含む廃棄物を排出する場合には、容器のままの処理が前
提となるので、以下の対策を施す。
・分別排出
・スプレー缶、廃溶剤、廃試薬、水銀体温計等の処理に悪

影響を与えるものは混入しない
・「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

39）」にしたがう
10）腐食性を有するもの

腐食性とは、化学作用により、生態組織に接触した場合
に重大な傷害を生じる可能性のある物質、漏洩した場合に他
の物品を著しく損傷もしくは破壊する可能性のある物質をい
う。これに該当するものとしては、次のような物質を含む廃棄
物が該当する。
・フッ酸、硝酸、硫酸、塩酸等の無機酸
・酢酸、シュウ酸等の有機酸
・水酸化ナトリウム等
・アクリル酸類
・アリルアルコール、クレゾールなど

これらの特性を有する廃棄物を排出する場合には、以下の

対策を施す。
・耐腐食性を有する容器に収納
・漏洩、流出、飛散等の起こることのない完全密閉容器を

使用
11）毒性ガスを発生するもの

空気、水、太陽光等の作用により、危険な量の毒性ガス
を発生しやすい物質をいう。有機塩素系溶剤を含む廃棄物
も該当する。毒性ガスを発生する物質を含む廃棄物を排出す
る場合には以下の対策を施す。
・漏洩、流出、飛散等の起こることのない完全密閉容器を

使用
・油封等により水や空気と遮断
・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮
12）遅発性又は慢性の毒性を有するもの

吸入、摂取又は皮膚浸透した場合に、発がん性を含む遅
発性又は慢性の影響を及ぼす物質をいう。トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、有機すず化合物等の化審法特定化学
物質及び化管法指定対象物質を含む廃棄物が該当する。遅
発性又は慢性の毒性を有する物質を含む廃棄物を排出する
場合には、漏洩、流出、飛散等の起こることのないような完
全密閉容器を使用する等の対策を施す。
13）重合反応性を有するもの

重合しやすい物質を含む廃棄物を排出する場合には、以
下の対策を施す。
・発熱や固化を防ぐ為に、あらかじめ重合反応を終了させ

てから排出
・重合反応防止剤等を添加し重合を抑止
14）生態毒性を有するもの

生態系に放出された場合に、生物濃縮や生物系に対する
毒性作用により、環境に対し即時または遅発性の悪影響を
及ぼす恐れのある物質をいう。生態毒性を有する物質を含む
廃棄物を排出する場合には、漏洩、流出、飛散等の起こる
ことのないよう完全密閉容器を使用する等の対策を施す。
15）有害物質を生成するもの

廃棄物等を処理することにより、有害物質を生成する可能
性を有する廃棄物は、生成が予測される有害物質についての
情報を提示すること。
16）臭気、刺激性を有するもの

これに該当するものとしては、メルカプタンやアンモニア等の
「悪臭防止法」で規定された物質やホルマリン、ピリジン、フェ
ノール等の不快臭や刺激臭を発生する物質がある。臭気、刺
激性を有する物質を含む廃棄物を排出する場合には、以下
の対策を施す。
・分別排出
・少量単位での小分け
・漏洩、流出、飛散等の起こることのない完全密閉容器を

使用
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上記の１）から16）の特性を有する物質を含む廃棄物を
排出する場合には、以下のことを行う。
・運搬容器への内容物の表示
・取扱方法についての情報の提示
・漏洩、流出、飛散防止のための対策
・その他の注意事項の表示もしくは提示

廃油を精製する工程では、蒸留が行われることがある。廃
油に混入した不純物の性質によっては、蒸留中に、反応暴走
が起きる可能性がある 40）。

３．あとがき

廃油を回収し、貯蔵し、精製し、廃油でなく再生油として
使用することが行われている。その工程において、火災、漏
洩などの事故が起こることがある。火災、漏洩の事例を集め、
紹介した。また、事故防止についての情報も簡単に紹介した。
事故が起きた場合に、公設消防機関による消火、漏油の処理、
調査などの各種の活動が行われる。それらの活動の役に立
てば幸いである。
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付録 1
廃油処理施設等における事故防止対策の徹底について
消防危第 195 号
平成 25 年 11月 18日
宛	 各都道府県消防防災主管部長
	 	 東京消防庁・各指定都市消防長
発	 消防庁危険物保安室長

廃油処理施設等については「廃油処理施設の事故防止
について」（昭和 58 年 8月 19 日消防危第 78 号）等によ
りその事故防止に取り組んでいただいているところです
が、平成 25 年 11月 15日に、千葉県野田市の廃油処理施
設（危険物製造所）で火災が発生し、死者 2 人、負傷者
15人が発生しました。

この火災については、現在、原因の究明が行われてい

るところですが、同種事故の再発を防止するため、貴職
におかれましては下記の事項に留意の上、危険物施設で
ある廃油処理施設又はこれに類する施設（貯蔵施設等）
に対し、適時適切に事故防止対策の徹底を図られますよ
うお願いします。

各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県
内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含
む。）に対してもこの旨周知いただきますようお願いしま
す。

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）	
第 37条の規定に基づく助言として発出するものであるこ
とを申し添えます。

記
１　廃油処理施設等においては多数の事業所等から廃油

等が集められるため、ともすると許可品名以外の低引
火点の廃油等が混入するおそれがあることから、廃油
等の受入れ時の品質管理の徹底が必要である。

このため、廃油処理施設等に係る危険物施設の設置
又は変更許可並びに立入検査においては、取り扱う危
険物の品名、性状等について十分確認するとともに、
併せて廃油等の受入れ時の品質管理体制の確認を行い、
必要に応じてその取扱い等の実態に応じた適切な安全
対策を講じられたいこと。

２　廃油処理施設では廃油精製工程、油水分離工程等に
おいて危険物の加熱・加圧等が行われることから、当
該工程に係る設備については日常点検や定期点検等に
よる適切な維持管理、運転時の適切な監視・制御等の
徹底が必要であること。

３　異常発生時の緊急停止作業その他の必要な応急対応
について、その作業手順の再確認及び従業員等に対す
る周知を図るとともに、訓練等によりその徹底を図る
必要があること。

付録 2
廃油処理施設等の事故防止について
消防危第 78 号
昭和 58 年 8月 19 日
宛	 各都道府県消防主管部長
発	 消防庁危険物規制課長

危険物施設の事故防止については、日頃より御努力願
つているところであるが、去る 7月 29 日大阪市において
廃油処理工場が爆発炎上し、大量に野積みされた危険物
のドラム缶が延焼、爆発、飛散を繰返し、消火活動に困
難をきたし、周辺住民に大きな不安を与える事故が発生
した。

また、この事故により負傷者 4 名（うち 1 名は 8 月 8
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日死亡）を出すこととなった。
火災の原因については、現在調査中であるが、当該事

業所においては、消防法に違反して、施設の無許可変更、
完成検査前使用、許可品名以外の危険物の貯蔵、取扱い
等が行われていたものである。

ついては、かかる実態にかんがみ、危険物施設である
廃油処理施設又はこれに類する廃液処理施設におけるこ
の種の事故防止について、今後、下記事項に留意のうえ
危険物行政上遺憾のないよう御配慮願いたい。

なお、貴管下市町村に対してもこの旨示達されよろし
く御指導願いたい。

記
１　廃油処理施設等においては、多種の工場より集めら

れた多品種の廃油等が処理されるため、ともすると許
可品名以外の低引火点の廃油等が混入した危険物の貯
蔵又は取扱いが行われ、又は施設の変更が行われるこ
とがあるので、適宜、立入検査を行う等により、危険
物施設の実態の把握に努めること。

なお、消防法に違反した事実が認められた場合は、
法に基づいて強力な措置を講ずること。

２　廃油処理施設等において処理される危険物について
は、必要に応じ当該危険物を収去し、許可に係る品名
について確認をする等の措置を講ずること。

３　廃油処理施設等に係る危険物施設の設置又は変更許
可申請の受理に際しては、危険物の品名、性状等につ
いてあらかじめ十分確認する必要があること。
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Accidents of Fire, Explosion, and Oil Leak which Occurred in Plants Related 

with Recycling of Waste Oil

（Abstract）

Takeshi	Suzuki

（Accepted	September	19,	2017）

Some	of	waste	oil	is	collected,	stored,	re-refined,	and	used	as	regenerated	oil.	During	collecting,	storing,	
and	re-refining	processes,	accidents	of	fire,	explosion,	and	oil	 leak	can	occur.	Case	histories	of	those	accidents	
are	 collected	 and	 tabulated.	 Also	 preventive	measures	 are	 shown.	 It	 is	 hoped	 that	 information	 shown	 here	 is	
beneficial	to	local	fire	departments	which	deal	with	those	accidents.
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