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2014 年 8 月広島豪雨災害で発生した広島市安佐北区可部東六丁目の崩壊の UAV 空撮写真。（撮影日
2015 年 6 月 16 日）崩壊頭部と崩壊末端を写す。本文 5 ページ参照。
The aerial photographs taken by unmanned aerial vehicle (UAV) (on 16th June, 2015). These
photographs show the head and the bottom of landslide which occurred in “Kabehigashi 6-chome” due
to Hiroshima heavy rainfall on Aug, 2014. See also page 5.

空撮写真から作成した数値標高モデル (DEM) と，数値標高モデルを基に作成した比高差図 ( 約 1.5m 四方 )。
比高差図は移動ルートの選定に用いることができる。本文 6 ページ参照。
The Digital Elevation Model (DEM) and the relative height difference (about 1.5 m2) map constructed
by the UAV photographs. The relative height difference map can be used for choice of a moving route.
See also page 6.

2016 年 4 月熊本地震で発生した南阿蘇村の長陽の丘の崩壊の UAV 空撮写真（撮影日 2016 年 7 月 29 日）
と、空撮写真から作成した数値標高モデル。数値標高モデルは 1 回のフライトで撮影した写真（174 枚）
を用いて作成した。本文 7 ページ参照。
The aerial photograph taken by UAV (on 29th July, 2016) and the DEM constructed by the UAV
photographs. The photograph and the model show the landslide which
occurred in “Tyouyounooka” due to Kumamoto earthquake on April, 2016. The DEM was created by
174 photographs of one UAV flight. See also page 7.

長陽の丘の崩壊の災害発生前後の空撮写真とオルソ画像。災害後のオルソ画像は UAV 空撮写真から作ら
れている。矢印で示した家屋が，災害後約 70 ｍ北北西に移動している。本文 7 ページ参照。
The aerial photograph and the orthoscopic image before and after the 2016 Kumamoto earthquake. The
orthoscopic image after the earthquake constructer by the UAV photographs. The house shown by the
arrow is moving to north-northwest about 70 m after the earthquake. See also page 7.

燃焼するナトリウムに水噴霧を使用した際の様子
実験 No. 5
本文 19 ページ図 5 参照
Water mist was applied to burning sodium.
Experiment No. 5.
See also fig. 5 in page 19.

燃焼するリチウムに水噴霧を使用した際の様子
実験 No. 10
本文 23 ページ 図 10 参照
Water mist was applied to burning lithium.
Experiment No. 10.
See also fig. 10 in page 23.

ナトリウムの小片を水中に投入した後の様子
実験 No. 7
本文 20 ページ図 7 参照
上段 通常のビデオ画像
中段 通常のビデオ画像
下段 熱画像
Small pieces of solid sodium were dropped
into water.
Experiment No. 7.
See also fig. 7 in page 20.
Top: video image
Middle: video image
Bottom: thermal image

リチウムの小片を水中に投入した後の様子
実験 No. 12
本文 23 ページ図 11 参照
Small pieces of solid lithium were dropped
into water.
Experiment No. 12.
See also fig. 11 in page 23.
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技術報告

消防救助活動における無人航空機（UAV）の利活用方法について
土志田

正二、新井場

公徳、佐伯

（平成 30 年 2 月 15 日

一夢

受理）

近年、無人航空機（UAV: Unmanned aerial vehicle）はその性能が急速に進化し、価格も安く広く市販
されるようになったため、消防救助分野においてもその利活用が注目されている。特に、情報収集・偵
察分野や、資機材の搬送での用途が期待されている。本論では、特別な機体ではなく一般的に市販され
ている UAV を用いて行うことのできる情報収集・偵察に関する内容について、実例を踏まえて紹介する。
また、UAV を手にして日の浅い消防・防災関係者の悩みを解決するため、基本的な飛行ルールや運用
方法などの内容も紹介する。

１．はじめに

体との性能比較のためにも記載している。どの UAV も飛

近年、無人航空機（UAV）はその性能が急速に進化し、

行時間はおおよそ 30 分程度であるが、搭載バッテリーの

価格も安く広く市販されるようになったため消防救助分野に

性能と重量がトレードオフの関係のため、一般的な UAV

おいてもその利活用が注目されている。特に情報収集・偵察

の場合には、おおよそ 20 〜 40 分程度の飛行が現在の限

分野では、大規模災害時における広域的な被害分布、被

界である。ただしこの飛行時間は強風、寒冷、高地など

害状況の偵察や、災害局面における詳細な観察などを目的

の悪条件下およびバッテリーの劣化状況によってはより

に、人が簡単に立ち入ることのできない場所や、危険な場所

短くなることに注意しなければならない。

の情報を収集してくることが UAV を用いることで容易となっ
てきた。大規模災害時の情報収集であれば、有人飛行機の

３．無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール

方が UAV に比べはるかに飛行距離・飛行時間が長いが、有

本章では、無人航空機の飛行ルールについて紹介する。

人飛行機はその機体数・配備・離着陸場所などにかなりの制

ただし、本内容は国土交通省「無人航空機（ドローン・ラジコ

限がある。有人飛行機でカバーしきれない箇所に UAV によ

（以下，
「飛行ルール」とする）を熟
ン機等）の飛行ルール」１）

る情報収集を行うことができれば、より安全・効率的に消防

読してもらえば網羅することができる。ここではその中でも消

救助活動を行うことが期待できる。本論では、用途に合わせ

防救助活動に関して関係が深そうなルールについて特に紹介

て改造を行った特別な機体ではなく、市販されている一般的

する。
UAV の飛行に関しては、航空法の一部を改正する法律（平

な UAV でできることを中心とした消防救助活動への利活用
方法について紹介する。これから UAV の導入を考えている

成 27 年法律第 67 号）により、規制がされている。詳細につ

消防関係団体や、すでに UAV を導入したもののその利活用

いては、
「無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な飛

方法について悩んでいる防災関係者の参考になれば幸いであ

行のためのガイドライン（国土交通省航空局）
」２）に記載されて
いるので、UAV 飛行前に禁止事項に当てはまらないか注意し

る。

なければならない。

２．無人航空機（UAV）の性能

ただし「捜索又は救助のための特例」３）が定められており、

消防研究センターでは、2018 年 1 月現在 3 機の UAV

下記の「飛行の禁止空域」及び「飛行の方法」については、

を所有している。その種類、性能は表 1 の通りである。

事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の

α UAV2（厳密にはバージョンアップ前のα UAV）は、津

依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために UAV を飛行さ

波被災者の探索に関する研究のために導入されたもので

せる場合については、適用されないこととなっている。消防

あり、ガス検知器を含め様々なオプションパーツが搭載

救助活動に UAV の利用を考えている場合には、このような

できることから、一般的な UAV とは言い難いが、他の機

事故・災害時における指示系統をあらかじめ確認しておくこと

― 1 ―

消防研究所報告

第 124 号

表１

2018 年 3 月

消防研究センターが所有する無人航空機（UAV）の仕様［2018 年 1 月現在］

機体名

α UAV2

Phantom3 Professional

Mavic Pro

メーカー名

㈱アミューズワンセルフ

DJI

DJI

対角寸法（プロペラ含まず）350 mm
（1280 g、バッテリー・プロペラ）

収納時 83 × 93 × 198 mm
（743 g、ジンバルカバーを含む）

展開時 1,000 × 1,000 × 450 mm
寸法（重量）
収納時 270 × 330 × 750 mm
（約 3.1 kg）
最大伝送距離

概ね 4 km
（周辺環境による）

2000 m
4000 m
（遮蔽物が無く見通しが確保された状態）（遮蔽物が無く見通しが確保された状態）

最大風速抵抗

概ね 12 m/s

10 m/s では飛行不可

10 m/s では飛行不可

飛行時間目安

概ね 35 分

約 23 分

約 27 分

最大搭載重量
（ベイロード）

概ね 2.5 kg

メーカー公表無し

メーカー公表無し

バッテリー

8,000 mAh、22.2 V、LiPo 6S × 2
又は
12,000 mAh、22.2V、LiPo 6S × 2

4,480 mAh、15.2V、LiPo 4S

3,830 mAh、11.4 V、LiPo 3S

・工具不要の簡単組み立て（折り畳み
・折り畳み型（工具不要）
式）
・Phantomと違い、モバイル端末が運
・墜落予防装置多数（メイン基盤の２ ・タブレット・スマートフォンなどの
転に必須ではない。
重化、８枚羽、並列バッテリー）
モバイル端末が運転に必要。
−操作用アプリ「DJI GO 4」をインス
・ オ プ シ ョ ン パ ー ツ 多 （ 画 像 転 送 装 − 操作用アプリ「DJI GO」のインス
トールしたモバイル端末が無いと不
置、2周波GNSS、ガス検知器等）
トールが必要。
便。
・自動飛行可能 1k m（標準）、オプ
・前方の対物センサー有り。
ションで無制限。

特徴

が重要である。また消防救助活動の訓練等で、下記のルー

る。

ル外での運用を希望する場合には、地方航空局長の許可や

・日中 （日出から日没まで）に飛行させること

承認が必要となる。許可・承認の申請手続きに関しても、
「飛

・目視（直接肉眼による）範囲内で無人航空機とその周

行ルール」 に記載されているが、申請書は飛行予定日の少

囲を常時監視して飛行させること（目視外飛行の例：

なくとも 10 開庁日前までに（申請が混みあっていることから 3

FPV （First Person’s View）、モニター監視）

１）

〜 4 週間程度余裕をもって）申請されることが望ましいとされ

・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件と

ている。

の間に距離（30m）を保って飛行させること

3.1 飛行の禁止空域

・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛

（A）地表又は水面から 150 m 以上の高さの空域

行させないこと

（B）空港周辺の空域

・爆発物など危険物を輸送しないこと

（C）人口集中地区（DID: Densely Inhabited District）の

・無人航空機から物を投下しないこと

上空

消防救助活動にUAVを用いる場合において、常に考えて

上記、
（B）、
（C）については、
「飛行ルール」１）内の国土

おかなければならないことは、UAVは「落ちる」可能性があ

４）
地理院地理院地図「人口集中地区 H27 年（総務省統計局）

ることを認識しておくことである。
「飛行ルール」１）において、

にて確認することができる。

「無人航空機による事故等の情報提供」として国土交通省

3.2 飛行の方法

に報告のあった事故情報が紹介されている。この一覧では、

飛行する場所に関わらず、無人航空機を飛行するために

平成27年度12件、平成28年度55件、平成29年度51件のUAV

は、以下の飛行の方法を守る必要がある。これらのルール

の事故事例が紹介されている。その原因は、操縦ミス、制御

によらず無人航空機を飛行させようとする場合には、安全

不能、接触、バッテリー切れなどが挙げられているが、そのよ

面を措置した上で、国土交通大臣の承認を受ける必要があ

うな事態を極力減らすための運用が求められている。
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４．UAV の運用体制（消防研究センターでの運用方法）
できる限り UAV を落とさず、安全に運用するためにその運

行わない。GPS 受信の問題もあるが、送信機（プロポ）と
UAV 本体の伝送状態も悪くなり、制御不能となる可能性が

用体制は重要である。そこで 2018 年 1 月現在の消防研究セ

高くなる。

ンターでの UAV 運用方法を紹介する。

③機体の目視による点検

・全体的な運用体制

目視点検項目は以下の通り

①基本 3 名で運用（運転者、監視者、指揮者）
（所内等での

モーター →

外観・異音の有無・回転の状態

動作確認などでは 2 名）

プロペラ →

外観（損傷・曲がり）

一般的な UAV では、送信機（プロポ）に接続したモバイ

フレーム →

外観（損傷・ネジのゆるみ）

ル端末による主観ショット [POV: Point of View Shot] を確認

電気系統

しながら運転することや，送信機に表示される機体のバッテ

送信機（プロポ）→

リー状況を確認しながら運転することが多い。その際、運転

→

外観（コネクタの状態・ケーブルの状態）
外観・スティックの状態

④事前の飛行ルートの相談

者は UAV 本体から一時的に目を離す必要があり、UAV との

運転者と監視者（および指揮者）で、飛行ルートを事前に

距離が離れている際には機体の場所を見失ってしまう場合が

おおまかで良いので共有しておく。対象物を常に撮影するた

多々ある。常に UAV 本体を監視し、機体の異常な行動など

めの飛行か、地図を作るためにくし型に飛行するかなど、目

があれば運転者に知らせる監視者を置くことで、運転者の精

的に合わせた飛行方法の意思疎通を図っておく。その際に、

神的負担も大幅に軽減することができる。また UAV の運用

飛行場所の樹高・建築物の高さなどをあらかじめ把握してお

の全体を指揮し、運転者・監視者周辺の安全監視・補助を

き、飛行高度についても共有しておくことが望ましい。

行う指揮者も必要である（UAV 運転中に一般の方に話しかけ

⑤離陸前の風速の測定

られる等も多い）
。運転者は UAV の運転に、監視者は UAV

地上で計測した風速が 5 m/s 以上の場合には、UAV の

の位置・挙動の確認に専念することが重要である。

飛行は基本行わない。
これは地上で 5 m/s の風速であっても、

・飛行前

上空ではさらに強い風が吹いている可能性が高いからである。

② UAV の離着陸場所の選定

（DJI の UAV の場合、風速 10 m/s 以下での運用を推奨して

峡谷、渓流地など空が開けていない場所での離着陸は

図１

いる）

消防研究センターにおける UAV 運用体制
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⑥離着陸時の安全確認

モデリングソフトウェアは数多く存在し、その精度も検証さ

一番事故が起こりやすい離着陸時の声かけ、バッテリー残

れている６）が、本論では PhotoScan [Agisoft（http://www.

量などの指差し・声出し確認。

agisoft.com/）] を用いて作成した地図およびその解析事例

・飛行中

を紹介する。空撮画像から三次元モデルの作成には、ある

⑦馴らし運転の実施

程度の解析時間を必要とし、精度良く広範囲の地図を作成

離着陸場所の変更、バッテリー・プロペラ交換等、状況が

するほどより時間がかかる。
（解析に使用した空撮写真の枚

変化した際の初フライト時には 1.5 〜 2 m 程度の高さで 1 分

数、解析を行うパソコン性能に依存するが、数時間〜数日

程度の空中停止（ホバリング）を行う。その際に、異音・違

程度かかる）。本論で紹介した地図は，解析する空撮写真

和感などがあれば無理せず運用を中止する。

を厳選し、解析処理精度も中程度で行っているため、一地

⑧目視内での運用

域あたり 1 〜 2 時間程度の解析時間であった。実際の現場

安全のため基本は目視内で運用する。Phantom3 程度の

での活用を考えた場合には空撮写真の選択も含めた解析時

大きさの UAV の場合、視力次第ではあるが 500m 離れると

間の短縮が求められる。

機体の目視確認が困難になる。どうしても目視外で運用する

5.1 2014 年広島豪雨災害の二次崩壊発生場所における適
用事例

必要がある場合（目視外飛行はルール外のため、事前に許可・
申請が必要）には、電波が通じなくなった場合の対応・設定

2014 年広島豪雨災害で発生した土砂災害のうち、二次

などを十分に確認しておく
（自動帰還モードの設定などを再度

崩壊が発生した広島市安佐北区可部東の崩壊７）８）９）を対

確認しておく）
。

象として、UAV による空撮を実施した。使用機体、写真

⑨バッテリー状況の確認

撮影枚数などを表 2 に示すとともに、空撮実施状況（図２）

バッテリー残量が少なくなると、急速に目減りすることがあ

および空撮写真（図３、４）を示す。
UAV による空撮写真 288 枚を用いて、三次元モデリング

る。残量が 30％を切った際には無理せず帰還させる。強風時、
寒冷地などでは、バッテリーが想像以上に早く減ることもある

ソフトウェアを用いて作成した三次元モデルを示す（図５）。
三次元モデルは視覚的にはわかり易いが、位置・方位な

ため、より注意が必要となる。
・飛行後

どがわかり難くなるため、平面図に投影したものを図６、図

⑩ UAV の飛行記録の記載

７に示す。図６は簡易オルソ画像であり、これに災害前の

記載項目は以下の通りである。

航空写真または衛星写真と比較することで、災害前後でど

飛行前

運
 転手名・飛行概要・無人航空機の種類・風速・

のような変化が起こったのかを確認できる。また新しい亀裂

バッテリー残量

や落ち残った斜面堆積物など、二次的な災害の危険性も確

離陸時間・離陸場所

認することもできる。

飛行開始

図７は数値標高図であり、地形の高低差情報を示してい

飛行終了 着 陸時間・飛行時間・着陸場所・バッテリー

る。地形の高低差情報は土砂災害の場合には非常に重要

残量
（備考）飛行の安全に影響のあった事項（バッテリーの急

で、土石流の流路想定、安全場所の推定などに利用可能で
ある。図８は数値標高図を基に、その 1.5 m 四方の比高差

激な変化、異音、鳥の来襲など）
特に、備考欄の「飛行の安全に影響のあった事項」は、

を抽出したものである 10）。比高差の情報は、その地形や障

次回の運用時の注意項目となるため、些細なことだと感じて

害物が乗り越えられる高さかどうかなど、救助活動等で移

も記載しておく。

動可能なルート（資機材の搬入が可能かなど）の判断材料
として利用できる。ただし、空撮画像から作成される標高

５．UAV の活用事例の紹介

データは DSM: Digital Surface Model であり、植生の残る

一般的な UAV で行うことができるのは、動画撮影・静

地域では樹冠部の標高データであるため、その地域での利

止画撮 影である。カメラレンズの視野角（FOV: Field of

用は難しい。そのため、最近では UAV に測量用のレーザ

view）を見ると、Phantom3 で 94°、Mavic Pro で 78.8°

機器を搭載し、樹木下の地上の高さを直接測定する機材も

であることから、高度 100 m から鉛直方向に向けて撮影す

開発されている 11）。

ると、おおよそ 200 m 四方の範囲が撮影される。消防用高

5.2

2016 年熊本地震における長陽の丘崩壊における適用

所監視装置が数多くの消防局で導入されていることからわ

事例

かる通り、高所から広域を撮影するといった情報は災害時

2016 年熊本地震で発生した崩壊で UAV 空撮を行った事

の状況把握に有効ではあるが、本章ではさらに、撮影画像

例の 1 つを示す。対象とした崩壊は京大火山研究所北側に

から三次元モデリングソフトウェアを用いて地図の作成５）を

位置し、
「長陽の丘」と呼ばれる場所にある 12）13）。空撮に

行い、その地図から解析を行った事例を紹介する。三次元

使用した機体、写真撮影枚数などを表３、空撮画像を図９
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2014 年広島豪雨災害における可部東崩壊での

UAV 運用事例
2014 年広島豪雨災害
撮影場所

広島県広島市安佐北区可部東

災害発生日

2014 年 8 月 20 日

UAV 空撮日

2015 年 6 月 16、17 日

使用 UAV

α UAV［AMUSE ONESELF lne.］

使用画像枚数

288 枚

撮影方法

静止画

撮影間隔

5 秒／枚

フライト数

4 回（基地局 2 カ所）

写真 GPS

無（GCP 後付）

モデル作成範囲

約 450 × 650 m

DEM 解像度

約 0.15 m

図３

図２

UAV による空撮・斜め写真（崩壊頭部）

図５

図４

UAV 空撮実施状況

UAV による空撮写真・鉛直写真 ( 崩壊下部 )

空撮画像を用いて作成した三次元モデル

左図は正面（南）、右図は右（南東）方向から望んだ三次元モデル。
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簡易オルソ画像

図７
表３

数値標高図

2016 年熊本地震における長陽の丘崩壊での

UAV 運用事例
2016 熊本地震
撮影場所

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽長陽の丘

災害発生日

2016 年 4 月 16 日

UAV 空撮日

2016 年 7 月 29 日

使用 UAV

Phantom3 professional［DJI］

使用カメラ

Sony exmor 1/2.3
［Phantom3 professional 標準装備］

使用画像枚数

174 枚

撮影方法

静止画

撮影間隔

2 秒／枚

フライト数

1回

写真 GPS

有

モデル作成範囲

約 370 × 470 m

DEM 解像度

約 0.15 m

に示し、空撮画像から三次元モデリングを行った結果を図
10 の数値標高図として示す。本地域での UAV 空撮は１回
のフライトのみであったが、約 400 m 四方の三次元モデルお
図８

災害後の数値標高データから作成した
比高差図（約 1.5m 四方）

よび数値標高図の作成が可能であった。図 10 からわかる
通り、崩壊の頭部から末端まで崩壊全体の地図が作成でき
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UAV による空撮・斜め写真（崩壊全景）

ているため、この地図は崩壊の全体像を把握することがで
き、活動時の一時避難場所や，現場へアプローチするため
のルート選定などの救助活動方針を決める補助的役割を担
うことができると考えられる。また本空撮結果で興味深い
のは、図 11 の災害前後の比較である。災害発生前の矢印
図 10 2016 年熊本地震における長陽の丘の

で示した建物が、崩壊の移動に伴い北北西に約 70 m 移動

崩壊事例（数値標高図）

していることがわかる（災害後の矢印の建物）。本崩壊地は

災害発生前：Google Earth［2016 年 4 月 15 日撮影］

図 11

災害発生時：Phantom3［2016 年 7 月 29 日撮影］

無人航空機の空撮画像を用いた土砂災害前後の比較 14)

一時所在不明情報が出ていたものの最終的には住民の所在

害前後の位置を把握できることは捜索する上で重要な情報

の確認ができたため要救助者が居なかった場所であるが、

となる。

もし要救助者の捜索が必要な現場であった場合、家屋の災
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６．まとめ

rea&vs=c1j0l0u0t0z0r0f0&d=l）

無人航空機（UAV）を消防救助活動に利用する場合、そ

５）内山庄一郎・井上 公・鈴木比奈子：SfM を用いた三

の最大の利点としては「人が入ることが困難かつ危険な場所

次元モデルの生成と災害調査への活用可能性に関する

の情報を入手できる」ことである。また空撮画像から三次元
モデルを作成することができれば、災害前の情報と簡単に比

研究、防災科学技術研究所研究報告 No．81、2014
６）早坂寿人・大野裕幸・大塚力・関谷洋史・瀧繁幸：

較することができるほか、地形の高低差情報の入手ができる。

UAV による空撮写真を用いた三次元モデリングソウト

これは、流出家屋の位置との比較・二次災害の危険性の抽

ウェアの精度検証、国土地理院時報、127、pp.107-116、

出や、土石流の流路想定、安全場所の推定などに利用可能

2015

だと考えられる。

７）土志田正二・新井場公徳・斎藤眞・川畑大作：2014

一方、問題点としては、有人飛行と比べ飛行時間が短い

年 8 月に発生した豪雨による広島市の斜面崩壊の事例、

（20 〜 40 分程度）ため、広範囲の情報取得は難しく（飛
行高度にもよるが 1 回のフライトで 400 m 四方程度）
、地図

日本地すべり学会誌、51（6）、pp. 38-41、2014
８）新井場公徳・土志田正二・佐伯一夢：2014 年８月広

作成にはある程度の処理時間がかかる（数時間〜数日程度。

島市において発生した降雨停止後の土砂災害の要因と

精度が良く広範囲の地図を作成するほど、
より時間がかかる）
。

土砂災害時の活動の安全確保に関する考察、消防研究

現在、ドローン技術発展は日進月歩であり、それに伴い利
活用方法も増えている。今現在は何ができ、
何ができない（難

所報告、121、pp. 1-8、2016
９）土志田正二：平成 26 年 8 月 20 日広島豪雨における

しい）のかを把握することが消防救助活動に利活用する上で

土砂災害現象について、安全工学会誌、Vol.57、No.1、

重要である。UAV の習熟訓練、日頃のメンテナンスなどを考
え、実際の災害時の消防救助活動において利活用するため

pp.22-27、2018.
10）土志田正二・新井場公徳：崩壊前後の地形データを

に、UAV を用いた測量を行っている会社等と協定を結んでい

用いた二次崩壊発生危険地域の考察，第 56 回日本地す

るところもある。ただし、その場合においても実機を運用す

べり学会研究発表会講演集，pp. 35-36、2017

る経験を積んでいれば、UAV を運用することで何ができるか

11）渡辺豊：「鳥の目」を操る市場開拓者 土木のドロー

についてより正確に把握することができ、飛行経路や撮影の

ン活用「使える技術」への飛躍（特集 俺たちが土木を

方法などを、具体的に協定先に指定することができる。

変える ! : 編集部厳選 次代を切り開く 10 人のテクノロ

本論で紹介した UAV 運用体制は、現在の消防研究セン

ジスト）、日経コンストラクション、680、pp.70-71、

ターにおけるひとつの指針を示しているだけであり、まだまだ

2018

改良していく必要がある。今後、全国の消防救助活動におけ

12）土志田正二・新井場公徳・尾川義雄：2016 年 4 月

る実用事例を収集することで、より現実的な運用の問題点・

16 日に発生した熊本地震による南阿蘇村周辺の斜面崩

課題などの把握を行っていきたい。UAV は非常に便利なツー

壊事例、日本地すべり学会誌、53（3）、pp. 100-104 、

ルであり、今後の消防救助活動をより安全かつ迅速に行うた

2016

めの道具になりえるが、注意点や課題も多いことを忘れては

13）新井場公徳・土志田正二・尾川義雄：2016 年熊本地

ならない。

震時の土砂災害現場における技術支援、消防研究所報
告、121、pp. 9-22 、2016

引用文献

14）土志田正二：土砂災害時における消防活動上の課題 -

１）国土交通省：無人航空機（ドローン・ラジコン等）の
飛行ルール、2018

土砂災害の基礎知識を踏まえて -、第 64 回全国消防技
術者会議資料、pp.90-99、2016

（http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html）
２）国土交通省航空局：無人航空機（ドローン・ラジコン等）
の安全な飛行のためのガイドライン、2018（http://
www.mlit.go.jp/common/001202589.pdf）
３）国土交通省航空局：航空法第 132 条の３の適用を受
け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン、
2015（http://www.mlit.go.jp/common/001110204.pdf）
４）国土地理院：地理院地図「人口集中地区 H27 年（総
務省統計局）」、2018
（http://maps.gsi.go.jp/#8/35.561926/140.337103/&bas
e=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&disp=11&lcd=kokua
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Because the performance of an unmanned aerial vehicle（UAV）evolves quickly in recent years, the use of
UAV is receiving a lot of attention in a fire-fighting relief activity. In particular, the use of UAV for information
gathering, reconnaissance, and conveyance of activity support materials is hoped. In this report, we introduce the
information gathering using general UAV based on the actual activity. And we also introduce flight rules and the
employment methods for a future fire-fighting rescue UAV user.
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技術報告

アルカリ金属火災の消火に関する実験
鈴木

健

（平成 30 年 2 月 20 日

受理）

公設消防機関がリチウム、ナトリウムの火災に対処する際に参考にするための情報を得るために、小
規模な火災実験を行った。過去の知見と同様に、水は、リチウムとナトリウムに対する消火手段として
不適当であった。パーライトのように、ナトリウムに対しては使用可能であっても、リチウムに対して
は不適当となることもあった。ナトリウムに有効な消火手段が、リチウムにも有効とは限らなかった。

１．まえがき

径 200 mm､高さ 35 mm のものを使用した。小型のガスバー

リチウム、ナトリウム等のアルカリ金属は、様々な用途に

ナーの火炎により、ナトリウムまたはリチウムを加熱し、着

使われている。表 1 にアルカリ金属の性質、用途を示す。リ

火させた。着火から約 1 分後に、次のような手段で消火作

チウムの性質を表 2 に示す。表 2 には、リチウムの火災、

業を行った。消火の手段として、公設消防機関で手配しや

消火に関することを記載した。リチウムの性質については文

すいものを選んだ。

献 3 から文献 8 も参照されたい。リチウムの事故事例を表

①

燃焼するナトリウムまたはリチウムに、パーライトを散布

3 に示す。ナトリウムの詳しい性質については文献 12 から

することにより、ナトリウムまたはリチウムを被覆する。パー

文献 16 を､ 事故事例については文献 17 と文献 18 を参照さ

ライトは、真珠岩を粉砕し、加熱し、膨張させてつくった

れたい。過去の事例が示すように、リチウム、ナトリウムは、

多孔性の白色の砂状のものである 19）。主成分は、SiO2 と
Al2O3 である。

漏洩すると火災になることがある。リチウム、ナトリウムは、
消火の手段として通常使用されるもの（例えば、水）と反応

②

燃焼するナトリウムに AC ライトを散布することにより、

する。そのため、火災になった場合、通常の消火のための

ナトリウムを被覆する。AC ライトは、プランクトン殻の化石

手段が使用できず、対処が困難になることがある。公設消

を粉状に砕いて、成形し、焼成してつくった粉状のもので

防機関がリチウム、ナトリウムの火災に対処する際に参考に

ある 20）。主成分は、SiO2 と Al2O3 である。

するための情報を得るために、小規模な火災実験を行った。

③

燃焼するナトリウムに ABC 粉末消火薬剤を散布するこ
とにより、ナトリウムを被覆する。

この実験は横浜市消防局と共同で行った。
④

２．実験装置及び方法

燃焼するナトリウムまたはリチウムに、メタレックスを散
布することにより、ナトリウムまたはリチウムを被覆する。
メタレックスの主成分は塩化ナトリウムである 21）。

実験は排煙処理設備を備えた実験室内で行った。実験
室の大きさは、幅 25 m 、奥行き 25 m、高さ 22 m である。

⑤

排煙処理能力は 90000 m /h である。実験の様子は、デジ

燃焼するナトリウムまたはリチウムに、水噴霧を使用す
る。水 / 空気 2 流体混合噴霧消火システム 22）により水

3

タルカメラ、ビデオカメラ、熱画像カメラで記録し、解析した。
2 種類の実験を行った。

噴霧を供給する。
⑥

実験1

燃焼するナトリウムに、乾燥砂を散布することによりナ
トリウムを被覆する。

ナトリウムまたはリチウムをステンレス製シャーレ内に置い

実験2

た。ナトリウムは、和光純薬から購入した棒状の塊をナイフ
で切断して使用した。棒の断面は、1 辺約 1.8 cm であった。

ステンレス製シャーレ内に水を入れる。水中に、ナトリウムま
たはリチウムの塊を投入する。

純度は 98% であった。リチウムは、関東化学から購入した

パーライトと AC ライトは、交通事故等によりタンクローリー

円柱状の塊を切断して使用した。円柱の直径は約 0.9 cm で

等から油が路上に漏洩した際に、漏洩した油を吸収させて処

あった。純度は 99% であった。ステンレス製シャーレは、直

理するのにも利用される。そのため、公設消防機関にとって
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表１

アルカリ金属の性質、用途１）

元素記号

Li

Na

K

Rb

Cs

原子番号

3

11

19

37

55

イオン化エネル
513.3
ギー，kJ/mol

495.8

418.8

403.0

375.7

イオン半径，pm 78

98

133

149

165

金属半径，pm 152

154

227

248

265

沸点，℃

1347

883

774

688

678

融点，℃

180.5

97.8

63.7

39.1

28.4

971

862

1532

1873

紫色

密度，kg/m3 534
炎色反応の色 深紅色

黄色

赤紫色

青色

炎色反応の波 670.8
長，nm
ただし、原子スペクト
ルではなく、短寿命化
学種 LiOH による。

766.5
589.2
いわゆる、NaD 線であ
る。厳密には、589.0
nm と 589.6 nm の 2 重
線である。

780.0

455.2

性質

単体は銀白色で、軟ら
かい。
水と激しく反応し、水
素を発生し、水酸化ナ
トリウムを生じる。こ
の際、発火することも
ある。
空気中では、容易に酸
化されるが、115 ℃以
下では発火しない。
液体アンモニアに水素
を発生せずに溶ける。
この溶液は、強力な還
元剤である。
アルコールと反応し、
アルコキシドを生成す
る。

銀白色で軟らかい。
セシウムに次いで電気
的陽性が大きく、空気
中で自然発火する。
水と激しく反応して、
発火し、水素を発生す
る。
アルコールと反応し
て、アルコキシドをつ
くる。

単体は黄金色である。
強力な還元性を有す
る。
冷水とは爆発的に反応
する。-116 ℃以上で、
氷とも反応する。
液体アンモニアに容易
に溶ける。

単体は銀白色である。
水との反応はナトリウ
ムほど激しくない。
窒素と直接反応して、
窒化物をつくる。

ナイフで容易に切れる
ほど軟らかい。
新しい切り口は銀白色
である。
極めて反応性に富む陽
性の金属であるため、
たやすく酸化される。
水とたやすく反応して
水素を発生する。この
際、発火する。
液体アンモニアに容易
に溶ける。
ハロゲンと激しく反応
してハロゲン化物をつ
くる。
水素と反応して水素化
物をつくる。
空気中で燃やすと、過
酸化物と超酸化物を生
じる。
アルコール類と反応し
て、アルコキシドと水
素を生じる。

主な化合物と ステアリン酸リチウム 塩化ナトリウムは、食 塩化カリウムと硫酸カ ルビジウムとその合金
は、潤滑剤として利用 用の他、水酸化ナトリ リウムは化学肥料用で は光電池、光電管に使
用途
用される。
されている。耐水性が ウム、硫酸ナトリウム、ある。
あ り、-20 ℃ か ら 150 炭酸ナトリウム、塩素、過マンガン酸カリウム ルビジウムの 塩 は 特 殊
なガラス、セラミックスの
℃以上の範囲で安定で 塩 酸 な ど の 原 料 と な は酸化剤である。
る。
超酸化物は酸素発生剤 製造に使用される。
ある。
水酸化ルビジウムは強
水酸化リチウムは、潜 炭酸ナトリウムは、ガ である。
水艦のような密閉系で ラス、石けんなどの製 炭酸カリウムはガラス アルカリである。
の原料である。
の二酸化炭素吸収剤と 造に使用される。
し て 利 用 さ れ て い る。炭 酸 水 素 ナ ト リ ウ ム 硝酸カリウムと塩素酸
水素化アルミニウムリ は、 ベ ー キ ン グ パ ウ カリウムは火薬類の原
料である。
チウムは、還元剤とし ダーの原料である。
て有機化学分野で利用 硝酸ナトリウムは、窒 カリウムとナトリウム
素肥料などに使用され の合金は、低融点であ
されている。
り、熱媒体として使わ
炭酸リチウムは、窯業 る。
の 分 野 で 融 剤 と し て ナトリウムの蒸気を含 れる。
利用される。また、躁 む 放 電 ラ ン プ は、 特
鬱病薬として有効であ 有の橙黄色の発光があ
り、スモッグなどを透
る。
電池の負極として利用 過しやすい。
される。
+
Li → Li + e の電極
反応の標準電極電位は
-3.045 V で金属中で最
も卑である。
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水酸化セシウムは、最
も強い塩基であり、ガ
ラスも侵す。
光電管の光陰極として
使用される。
金属は酸素と非常に結
合しやすいため、電子
管内で残留酸素のゲッ
ターとして使用され
る。
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表２

リチウムの性質２）

性質
他の物質との 水
反応性

固体のリチウムの水との反応は、非常に遅い。固体のリチウムを大量の水中に投入すると、(1) 式のように、
水酸化リチウムの溶液ができ、気体の水素が生成する。(1) 式の発熱量は、17.51 kcal/g または 121.5 kcal/
mol である。この反応は、他のアルカリ金属に比べ、激しくない。
(1)
Li + H2O → LiOH + (1/2)H2
室温において、固体のリチウムの塊は、水中では自然発火せず、発生した水素は空気中では着火しなかった。
豆粒くらいの大きさのリチウムを水をはった容器中に投入すると、ナトリウムに比べ非常にゆっくりと反応
した。リチウムの破片が飛散せず、光を発しなかった。
固体のリチウムの小片を、室温において、水中に投入すると、形は変化せず、水と反応すると共にゆっくり
と小さくなった。
直径約 0.9 cm のリチウムの球体を、室温において、250 cm3 の水中に投入すると、空気雰囲気でも、アルゴ
ン雰囲気でも、リチウムの温度は 100 ℃前後に上昇した。直径約 0.9 cm のリチウムの球体を、室温において、
水と氷のスラリー中に投入すると、水の体積がリチウムの体積よりも遙かに大きい場合、リチウムの温度は
約 40 ℃に上昇した。
アルゴン雰囲気中で、固体のリチウムを､ 沸騰水中に投入すると、反応はしたが、燃焼しなかった。
これらのことは、周囲の水は、ヒートシンクとして作用していることを示している。
248 ℃のリチウムは､ 水噴霧によって着火した。
リチウムは水と反応する。しかし、リチウムが粉砕されない限り、着火しない。
平均粒径 0.022 mm のリチウムを分散させた状態で水中に投入すると、空気雰囲気でもアルゴン雰囲気でも､
着火した。
固体のリチウムを、蒸気の流れに暴露させた場合、白い被膜ができた。被膜の成分は、LiOH、LiOH･H2O、
Li2O であった。5 分以内に、被膜の端部が白熱した。リチウムが被膜の亀裂に沿って流れ、激しく燃えだした。
LiOH の被膜は、初めは、表面を保護した。しかし、厚くなるにつれて、亀裂ができ、表面を保護しなくなった。
被膜が断熱材として機能した結果、リチウムの温度が上昇し、融点になり、着火温度まで上昇した。着火温
度を超えると、反応が非常に激しくなった。リチウムと蒸気の間で火炎ができ、水素が生成した。
固体のリチウムと水との反応の初期では、光沢ある黒い被覆が、リチウムの表面にできた。黒い被膜は、ゆっ
くりと、LiOH からなる白い被膜に変化した。
水蒸気とリチウムの反応では、主に、LiOH と LiOH･H2O が生成する。200 ℃以上では、Li2O が生成する。
400 ℃に近づくと、少量の LiH も生成する。
窒素雰囲気と、空気雰囲気において、リチウムが水と反応した場合に、溶液中にアンモニアは検出されなかっ
た。このことは、リチウムと水の反応が、リチウムと窒素の反応よりも、優先的に進行したことを示している。

酸素

リチウムは、高温、純酸素雰囲気であっても、酸化されにくい。融点以下で、乾燥酸素雰囲気であれば、固
体のリチウムは酸化されない。リチウムが分散された状態であっても、乾燥酸素雰囲気、または、250 ℃ま
での空気雰囲気において、酸化されない。
湿潤酸素雰囲気（水の分圧が 4.6 mmHg）では、35 ℃で、固体のリチウムの表面に、白い反応生成物が生じる。
乾燥酸素雰囲気では、反応が停止する。
水の存在下でのリチウムの酸化は、(2) 式によると考えられる。
(2)
4 Li + O2 + 2 H2O → 4 LiOH
リチウムの酸化速度は、着火温度以下であれば、計測できないほど小さい。純酸素雰囲気での着火温度は､
文献によって異なる。低い値では 190 ℃、高い値では 630 ℃である。

窒素

室温の乾燥窒素の流れに、分散状態のリチウムを暴露させても、反応しなかった。
高温では、リチウムと窒素の反応速度は、Li3N 層中を窒素が拡散する速度に依存した。
窒素と固体のリチウムの間の反応速度は、初期には、窒化の進行と共に増加した。ある厚みを超えると、一
定になった。
湿度が 10 ppm を超えると、リチウムと窒素の反応速度が増加した。
乾燥窒素雰囲気と、湿潤窒素雰囲気（相対湿度 50%）において、リチウムの分散物の TGA を測定した。乾
燥窒素雰囲気では、リチウムの融点に達するまで、反応は観察されなかった。湿潤窒素雰囲気では、25 ℃付
近から反応が開始した。リチウムの融点を超えると、どちらの雰囲気でも、反応が急に進んだ。
(3) 式のような反応が起きたと考えられる。
6 Li + N2 → 2 Li3N
(3)

空気

リチウムは空気と接触すると、金属光沢が失われる。アルカリ金属の中で、失われる速度は最も遅い。
リチウムの空気との反応速度は、他の物質（ナトリウム、カリウム、アルミニウム）の存在により増加する。
乾燥空気雰囲気では、高温においても、リチウムは酸化されにくい。
リチウムの分散物 0.2 g（100 から 150 mesh）の TGA を測定した。
室温の乾燥空気雰囲気に、1 週間暴露させたが、重量は増加しなかった。乾燥空気雰囲気で 200 ℃に加熱し
ても、重量は増加しなかった。
水と接触すると、リチウムは強力な還元剤になる。
リチウムの空気との反応は、空気中の湿度により､ 促進される。
新鮮なリチウムの表面を用意した。湿度 50% の空気雰囲気と湿度 50% のアルゴン雰囲気では、20 ℃で湿度
1% の空気雰囲気に比べ、10 から 30 倍速く表面の光沢が失われた。

― 12 ―

消防研究所報告

第 124 号

2018 年 3 月

空気が水分を含んでいた場合、リチウムと空気の反応により、水酸化リチウムと炭酸リチウムが生成する。
相対湿度が 80% より小さい場合、主に、窒化リチウムが生成する。
リチウムが空気と触れた際にできる黒い層は、空気中の水分による水酸化物である。
乾燥空気雰囲気では、リチウムの表面は光沢を維持するが、湿潤空気雰囲気では、リチウムの表面は、
LiOH、LiOH･H2O、Li2CO3、Li3N の混合物に覆われる。
乾燥空気雰囲気では、融点でも、リチウムは酸化されない。湿度が 10 から 15 ppm であれば、室温でも酸化
される。
空気雰囲気での着火温度は､ 文献によって異なる。低い値では 180 ℃、高い値では 640 ℃である。プール状
態または噴霧状態での空気中での着火温度は、リチウムの純度、加熱に使った気体の湿度、圧力、試料の大きさ、
調製の方法、測定装置、測定手法に依存する。
二酸化
炭素

二酸化炭素雰囲気で、リチウムの分散物の TGA を測定した。乾燥二酸化炭素雰囲気では、250 ℃まで温度を
上昇させても、重量は増加しなかった。相対湿度 50% の二酸化炭素雰囲気では、50 ℃から重量が増加した。
二酸化炭素雰囲気でのリチウムの粉末（粒径 0.1 mm 未満）の着火温度を測定したところ、330 ℃であった。
リチウムは溶融し、その後、気相中で燃焼した。燃焼は激しかった。

六 フ ッ 化 リチウムと六フッ化硫黄の間では、(4) 式のような反応が起こる。
硫黄
生成物は気体ではない。
(4)
8 Li + SF6 → Li2S + 6 LiF
着火温度である 790 ℃より低い温度では、六フッ化硫黄と溶融リチウムの反応は、非常に遅い。
炭 素、 炭 800 ℃以上では、リチウムと炭素は反応し、炭化物が生成する。
加熱されたリチウムとエチレンが接触すると、発光を伴った反応が起こる。水素化リチウムと炭化リチウム
化水素
が生成する。
シリカ、セ 遷移金属の酸化物に対しては、液体のリチウムは強い還元剤として作用する。
ラミック、シリカガラスに対する 250 ℃のリチウムの浸食は、非常に速かった。
その 他 の 石英ガラスの容器中に、285 ℃までの、高純度の液体のリチウムを収納することができた。
酸化物
市販品のリチウムは、ガラス、石英ガラス、磁器、他のケイ酸塩の物質をすみやかに浸食する。
溶融リチウムは、コンクリート、水を含んだ物質と激しく反応する。
また、セラミックの断熱材とすみやかに反応する。
リチウム火災 水
の消火のため
の手段

アルカリ金属と水は、爆発的に反応するので、水は消火のための手段として不適である。
14.5 lb のリチウムが燃焼している火災に対し、水噴霧を使用した。
水 2 リットルを作用させたところ、2 回の爆発が起きた。生成した煙は、
雲のようであった。リチウムの破片が、
高さ 50 feet まで、燃焼容器から 45 feet の距離まで飛散した。爆発により、11 から 12lb のリチウムが飛散
した。リチウムの破片は、最長で 75 feet 飛散した。
4 lb のリチウムが燃焼している火災に対し、高圧のジェットを使って、大量放水を行った。直径が 4 から 5
feet の fire ball ができた。
リチウムの破片が飛散した。
1 feet =0.3048 m
1 lb=0.453 kg

泡 消 火 薬 リチウムは泡消火薬剤とすみやかに反応するので、泡消火剤は消火のための手段として不適である。
剤
14.2 lb のリチウムが燃焼している火災に対し、AFFF（濃度 6% に希釈）で作った泡を使用した。2 リット
ルを作用させたとき、1 回目のリチウムとの反応があり、次に 2 回目の激しい反応があった。生成した煙は、
雲のようで、直径 10 feet であった。激しい反応により生じた爆風の圧力は 2.5 psig であった。燃焼容器から、
5 から 75 feet の距離に、リチウムの破片が飛散した。
1 lb のリチウムが燃焼している火災に対し、AFFF（濃度 6% に希釈）で作った泡を使用した。2.5 gallons を
作用させたとき（作用開始から 2 から 4 s 経過）、2 回の大きな爆発があり、5 feet 以上離れた所に飛散物があっ
た。泡の使用を継続したところ、火は徐々に小さくなり、その後、消炎した。
4 lb のリチウムが燃焼している火災に対し、AFFF（濃度 6% に希釈）で作った泡を使用した。2.5 gallons を
作用させたとき、リチウムの火炎が大きくなった。また、燃焼容器からリチウムの破片が飛散した。泡の使
用を停止したところ、リチウムは燃焼を継続した。
3 lb のリチウムが燃焼している火災に対し、AFFF（濃度 3% に希釈）で作った泡を使用した。2.5 gallons を
作用させたとき、3 回の激しい爆発があり、4 から 5 feet 離れた所に飛散物があった。さらに激しい爆発があり、
10 feet 離れた所に飛散物があった。
1 gallon=3.785 リットル
1 psi=6.89 kPa ゲージ圧で表示したのが psig
炭素

黒鉛は、TEC powder または NaCl よりは有効なようだった。少量のリチウムが燃焼する火災に対して、黒鉛
を使用したところ、黒鉛が反応した様子はなく、リチウムの表面を被覆できれば、消火できた。
10 g のリチウムが燃焼している火災に対し、39 g の黒鉛が消火に必要だった。
100 g のリチウムが燃焼している火災に対し、439 g の黒鉛が消火に必要だった。
40 g のリチウムを陶製の容器に入れ、着火し、2 分間燃焼させた。
炭素と花崗岩を 86:14 の比で混合した市販の粉を使用したところ、粉の層を抜けて火が出た。大過剰の粉を
追加で使用して消した。15 分後にかき回すと、激しく再出火した。
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G1 powder（顆粒状の炭素に硫黄化合物を加えたもの）をリチウム火災に使用すると、硫黄化合物の分解物と
炭素がリチウムの表面を被覆し、冷却した。
少量のリチウムを燃焼させた火災に、LITH-X（炭素粉を使ってつくった粉体、かさ密度 0.9 g/cm3）を使用
したところ、ほとんど反応せず、被覆することができれば消火できた。
塩 化 リ チ リチウム火災に対して、塩化リチウムを使用しても、反応がほとんど起きないか、反応が起きなかった。そ
ウム
のため、塩化リチウムはリチウム火災に対して有効であろうと考えられたが、塩化リチウムは吸湿性が強く、
保管に問題があった。
塩 化 ナ ト 塩化ナトリウムの粉末は、リチウム火災に対して有効であると考えられてきた。
リウム
塩化ナトリウムは、MET-L-X の主成分である。0.75 lb のリチウムが燃焼している火災に対し、0.8 lb の
MET-L-X を散布したところ、MET-L-X は溶融リチウムの下方に沈降せず、有効だと見なせた。
10 kg のリチウムが 0.2 m2 の容器内で燃焼する火災に対し、MET-L-X をリチウムの表面に均等にシャベル
で散布した。MET-L-X はリチウムの下方に沈降しようとしたが、消火できた。NaCl とリチウムの間の反応
により生成したナトリウムの火災が発生したが、MET-L-X を追加で散布することで消火できた。
塩化ナトリウムは、リチウム火災には有効ではないという意見もある。
MET-L-X はナトリウムとカリウムの火災には有効だが、リチウムの火災には推奨できないという意見もあ
る。
1 g のリチウムが燃焼している火災に対し、5 から 10 g の塩化ナトリウムが使用されたところ、激しく反応した。
酸 化 ア ル 1 g のリチウムが燃焼している火災に対し、Al2O3 を散布したところ、激しい反応が起き、Al2O3 の一部が溶
ミニウム 融した。火炎が大きくなり、発光が増し、煙が増加した。
砂（ 二 酸 1 g のリチウムが燃焼している火災に対し、5 から 10 g の SiO2 を散布したところ、激しい反応が起き、火炎
化ケイ素） が大きくなり、発光が増し、煙が増加した。
乾燥砂は、燃焼しているリチウムと反応した。
炭 酸 ナ ト リチウムはすみやかに炭酸ナトリウムと反応するので、十分に成長したリチウム火災には、炭酸ナトリウム
リウム
系の消火剤は不適である。
1 g のリチウムが燃焼している火災に対し、5 から 10 g の炭酸ナトリウムを作用させたところ、リチウムの
破片が噴霧のように飛ぶのが観察された。しかし、火災は拡大しなかった。
10 kg のリチウムが 0.2 m2 の容器内で燃焼する火災に対し、1.9 kg の Na2CO3 を 1.3 min の間に散布したとこ
ろ、火勢が強くなった。
10 kg のリチウムが燃焼する火災に対し、1.9 kg の Na-X（Na2CO3 系の消火剤）を 78 s の間に作用させたと
ころ、リチウムと激しく反応し、黄色の炎が見え、リチウムの液面から約 2 m 上方までリチウムの破片が吹
き上がった。
炭 酸 水 素 NaHCO3 を含む粉末は、アルカリ金属火災に対しては不適である。
ナ ト リ ウ 少量のリチウムが燃焼する火災に対して、NaHCO3 を使用したところ、激しい反応が起きた。NaHCO3 は燃
料のように作用した。
ム
炭 酸 カ リ 1 g のリチウムが燃焼している火災に対し、5 から 10 g の炭酸カリウムを振りかけたところ、強い光を発し
ウム
ながら、激しく反応した。
炭 酸 水 素 14.2 lb のリチウムが燃焼容器内で燃焼する火災に対し、Purple K(KHCO3) を充填した 15 lb の消火器 2 本を
カリウム 使用した。やや激しい反応が起き、溶融したリチウムが燃焼容器から 5 feet 離れた所まで飛散した。
ABC 粉末 ABC 粉末消火薬剤は、リチウムと爆発的に反応した。
消火薬剤 0.45 kg のリチウムが燃焼している火災に対し、9.1 kg の ABC 粉末消火薬剤を使用したところ、爆発的に反
応した。
TEC
Powder

TEC powder は 3 種類の無機物から成り、その組成は、塩化バリウム（25 wt%）、塩化ナトリウム（35 wt%）、
塩化カリウム（40 wt%）である。この混合物は 640 ℃で溶融する。
少量のリチウムが燃焼している火災に対したところ、反応は起きず、液状の被膜のようなもので火災を覆った。
消火の手段として有効であった。
火災の規模を大きくした。すなわち、TEC と Li の比を、2.5:0.5、2.5:0.75、2.2:2.0、1.5:5.0 とした。リチウ
ムとの燃焼生成物が珊瑚のようになり、TEC がリチウムの下方に沈むのを邪魔した。消火の手段として有効
とみなせた。
TEC powder は、ナトリウム火災とカリウム火災の消火には有効だが、リチウム火災には推奨できないとい
う結果もある。TEC powder を充填した加圧容器から作用させた際には、効果がなかった。
4.5 kg のリチウムが燃焼している火災に対して使用したが、消火できなかった。リチウム火災は高温になる
ので、TEC powder が溶融してしまった。

バ ー ミ 1 g のリチウムが燃焼している火災に対し、バーミキュライトを使用した。バーミキュライトは激しく反応し
キュライト た。火勢が強まり、リチウムの破片の飛散が増えた。
有 機 ハ ロ 四塩化炭素はアルカリ金属と爆発的に反応するので、アルカリ金属火災の消火の手段としては不適である。
ゲン化物 炭化水素のハロゲン化物は、アルカリ金属火災の消火の手段としては不適である。
14.2 lb のリチウムが燃焼している火災に対し、ハロン 1211 を充填した 15 lb の消火器 2 本を使用した。激
しく反応した。爆発が連続しておき、燃焼容器から 20 feet 離れた所までリチウムの破片が飛散した。爆発に
より生じた爆風の圧力は、0.12 psig と 0.25 psig であった。リチウムの重量の 10 から 15% が飛散したと推
定された。
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二 酸 化 炭 リチウムはすみやかに二酸化炭素と反応するので、二酸化炭素はアルカリ金属火災の消火の手段としては不
素
適である。
14.2 lb のリチウムが燃焼している火災に対し、二酸化炭素を充填した 17 lb の消火器 2 本を使用した。燃焼
容器から少量のリチウムが飛散した。消火の効果はなかった。

表３

リチウムの火災事例

№

年

月

都道府県

概要

出典

1

2010

2

兵庫

リチウム電池等を製造する工場において、リチウムの保持タンクから鋳造機へ溶かした高温の液体
リチウムを送る工程において、火災が発生した。
配管に設けてあるフランジボルトの締め付けが不適当であったため、ボルトが破損し、フランジに
隙間ができ、リチウムが漏洩し、配管の断熱材であったガラス繊維等と反応し出火したと推定され
た。

9

2

2010 12

東京

研究施設の実験室においてリチウムを廃棄処理する作業中に爆発が起きた。3 名が負傷し、搬送さ 10
れた。
廃棄処理のために、リチウムを水の入ったバケツに投入したところ、発熱し、水素が発生し、着火し、
爆発したと推定された。

3

2008 10

神奈川

リチウムの炉が燃えた。2 名が負傷した。
リチウムが爆発したと推定された。

11

4

2000 11

香川県

事業所において、金属スクラップを詰めたドラム缶を 6 月までテント倉庫に収納していた。6 月に
テント倉庫を撤去し、それ以降、海岸沿いの屋外の資材置き場に放置した。10 時頃にドラム缶が爆
発した。15 時頃に、別のドラム缶が爆発し、溶融した金属が燃えながら周囲に飛散した。
原因については以下のように推定された。発災事業所では、臭化リチウム、塩化リチウム、酸化リ
チウム、亜鉛化合物等を回収し、再生処理して出荷するか、または、亜鉛顔料等として出荷していた。
爆発したドラム缶の内容物は、他社でリチウムの精製を行った後の残渣であった。発災事業所の従
業員は、主成分は酸化リチウムで、リチウムは若干量しか含まれていないと認識していた。屋外に
放置されたドラム缶が腐食し、雨水がドラム缶内に進入した。ドラム缶内にあったリチウムの量は、
若干量ではなく、もっと多かった。リチウムが水等と反応し、発熱し、水素が発生し、着火し、爆
発した。

9

5

1994 6

大阪

リチウムを溶解し、電池の原料となるリチウム箔を製造する事業所があった。
円筒形のリチウムの塊を油圧プレス機で押し出し、リチウム箔に加工する作業が終了した後、グロー
ブボックスの排気フィルターとして使用しているステンレスウールを 3 リットル缶に入れ、蓋をせ
ずに帰宅した。21 時頃に火災が発生し、防護服、計測器類、照明器具、壁、天井等を焼損した。
原因については以下のように推定された。ステンレスウールにはリチウムが付着していた。付着し
ていたリチウムを処理せずに､ 3 リットル缶に蓋をせずに放置した。リチウムが空気中の水分等と
反応し発熱して出火した。

9

6

1981 9

大阪

リチウム屑 * を収納したドラム缶 ** が建物内に置かれていた。
火災が発生し、2 缶のドラム缶が焼損した。
通常、リチウムを流動パラフィン中に保管していた。火災時には、リチウム屑の再利用のために、
アルゴンガスを封入して保管していた。
ドラム缶の密封が不十分であったため、アルゴンが漏れ、空気が侵入し、リチウムと水分等が反応し、
発熱し、出火したと推定された。
* 2 kg
** 直径 400 mm ､ 高さ 800 mm

9

３．結果及び考察

なじみのある物質である。
1 回の実験で使用するナトリウムまたはリチウムの量は多く

主な結果を表 4 に示す。実験の様子を図 1 から図 11 に

ても 25 g 程度とした。実験場に損害を与えないこと、消火作

示す。リチウムとナトリウムはどちらもアルカリ金属であり、

業を行う者の安全等を考慮してこの量に決めた。

周期表上の位置も近く、化学的性質はある程度似ている。
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しかし、実験結果には似ている部分と異なっている部分が

パーライトを散布した直後は、火炎が大きくなり、煙が増え

あった。

た。散布を継続すると、リチウムの表面を被覆することがで

図 1 に示すように、燃焼しているナトリウムにパーライトを

きた。シャーレの底面の周囲が赤く発光し、熱画像で見ても、

散布した直後は、火炎が大きくなり、煙が増えた。散布を

底面の周囲の温度が高くなっていた。被覆した直後は、パー

継続すると、ナトリウムの表面を被覆することができた。パー

ライトの表面に高温の部分はなかったが、時間が経過する

ライトの表面を熱画像カメラで観察すると、高温の部分は

と、パーライトの表面に高温の部分が見えた。パーライトの

見えなかった。図 8 に示すように、燃焼しているリチウムに

主成分は、SiO2 と Al2O3 である。表 2 が示すように、燃焼

表４
№

実験
使用され
金属 M1, g
M2, g
内容
た物質

主な結果

t1, s

結果

1 実験 1
①

Na

26

パーライ 109
ト

32

燃焼するナトリウムをパーライトで被覆した。熱画像カメラで観察したところ、パー
ライトの表面に温度上昇はみられなかった。
図 1 参照

2 実験 1
②

Na

25

AC ラ イ 425
ト

26

AC ライトの投入開始時には、燃焼するナトリウムからの発光が強くなった。燃焼す
るナトリウムを AC ライトで被覆した。熱画像カメラで観察したところ、AC ライト
の表面に温度上昇はみられなかった。
図 2 参照

3 実験 1
③

Na

25

A B C 粉 818
末消火薬
剤

73

ABC 粉末消火薬剤の投入開始時には、燃焼するナトリウムからの発光が強くなった。
燃焼するナトリウムを ABC 粉末消火薬剤で被覆した。熱画像カメラで観察したとこ
ろ、ABC 粉末消火薬剤の表面に温度上昇はみられなかった。
図 3 参照

4 実験 1
④

Na

25

メタレッ 605
クス

37

燃焼するナトリウムをメタレックスで被覆した。熱画像カメラで観察したところ、メ
タレックスの表面に温度上昇はみられなかった。
図 4 参照

5 実験 1
⑤

Na

24

水噴霧

6 実験 1
⑥

Na

25

乾燥砂

7 実験 2

Na

9

水

8 実験 1
①

Li

20

パーライ 211
ト

88

9 実験 1
④

Li

18

メタレッ 3832
クス

165 燃焼するリチウムをメタレックスでシャーレごと埋めることにより被覆した。熱画像
カメラで観察したところ、メタレックスの表面に温度上昇はみられなかった。
図 9 参照

10 実験 1
⑤

Li

5

水噴霧

燃焼するリチウムが水と接触すると、小さな fire ball がみえた。火花が発生した。リ
チウムの小さな破片が飛散した。
図 10 参照

11 実験 2

Li

4

水

リチウムの小片を 3 個水中に投入した。リチウムの小片は、水と反応し、煙を発生し
ながら小さくなった。小さな破片の飛散､ 発光は観察されなかった。

12 実験 2

Li

10

水

リチウムの小片を 6 個水中に投入した。リチウムの小片は、水と反応し、煙を発生し
ながら小さくなった。小さな破片の飛散､ 発光は観察されなかった。
図 11 参照

燃焼するナトリウムが水と接触すると、強く発光し、音を発しながら飛散した。
図 5 参照
866

31

燃焼するナトリウムを乾燥砂で被覆した。
熱画像カメラで観察したところ、乾燥砂の表面に温度上昇はみられなかった。かき回
すと、燃焼を開始した。
図 6 参照
ナトリウムの小片を水中に投入した。投入から 13 s 後に有炎燃焼を開始した。投入
から 15 s 後に爆発し、ナトリウムの小さな破片が飛散した。
図 7 参照
パーライトの投入開始時には、燃焼するリチウムからの発光が強くなった。シャーレ
内をパーライトで満たして、被覆した。パーライトで被覆しても、熱画像カメラで観
察したところ、パーライトの表面とシャーレの底が高温になっていた。パーライトと
リチウムの反応熱により、シャーレの底に穴が開いた。シャーレの下にあったガラス
繊維の板と､ リチウムが反応した。
図 8 参照

M1：実験で使用したアルカリ金属の重量
M2：燃焼するアルカリ金属に使用した物質の重量
t1：燃焼するアルカリ金属を被覆するのに要した時間
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着火前の様子

散布作業開始 8s 前

着火作業の様子

散布作業開始 11s 後

散布作業開始 33s 後
表面を被覆した

図１

燃焼しているナトリウムにパーライトを散布した際の様子

No.1
上段

通常のビデオ画像

中段

通常のビデオ画像

下段

熱画像
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散布作業開始 5s 前

散布作業開始 1s 後

散布作業開始 26s 後
表面を被覆した

図２

燃焼しているナトリウムに AC ライトを散布した際の様子

No.2

散布作業開始 5s 前

散布作業開始 1s 後

散布作業開始 73s 後
表面を被覆した

図３
No.3

燃焼しているナトリウムに ABC 粉末消火薬剤を散布した際の様子
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散布作業開始 3s 前

散布作業開始 7s 後

散布作業開始 37s 後
表面を被覆した

図４

燃焼しているナトリウムにメタレックスを散布した際の様子

No.4
しているリチウムは SiO2 とAl2O3 のどちらとも反応する。
パー
ライトがリチウムと反応して発熱し、その熱によりシャーレの
底面に穴があき、シャーレの下にあったガラス繊維の板とリ
チウムが反応したと思われる。パーライトはナトリウムに対し
ては使用可能であった。しかし、リチウムに対しては不適当
であった。
図 2 に示すように、燃焼しているナトリウムに AC ライトを
散布した直後は、火炎が大きくなり、煙が増えた。散布を
継続すると、ナトリウムの表面を被覆することができた。AC
ライトの表面を熱画像カメラで観察すると、高温の部分は見
えなかった。
図 3 に示すように、燃焼しているナトリウムに ABC 粉末
消火薬剤を散布した直後は、火炎が大きくなり、煙が増えた。
散布を継続すると、ナトリウムの表面を被覆することができ
た。ABC 粉末消火薬剤の表面を熱画像カメラで観察すると、
高温の部分は見えなかった。
図 4 に示すように、燃焼しているナトリウムに対して、メタ
レックスの散布を継続すると、ナトリウムの表面を被覆する
ことができた。メタレックスの表面を熱画像カメラで観察す

放水開始から 1s 後
図５
No.5

燃焼しているナトリウムに水噴霧を使用した際の様子

ると、高温の部分は見えなかった。図 9 に示すように、燃
焼しているリチウムに対して、メタレックスの散布を継続する
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散布作業開始 5s 前

散布作業開始 2s 後

散布作業開始 31s 後
表面を被覆した

図６

燃焼しているナトリウムに乾燥砂を散布した際の様子

No.6

投入から 13s 後

投入から 15s 後

自然発火した

爆発的に反応した

図７
No.7

ナトリウムの小片を水中に投入した後の様子
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着火前の様子

散布開始 6s 前

着火作業の様子

散布開始から 1s 後

散布開始から 40s 後

散布開始から 6min 後

表面を被覆した
図８

燃焼しているリチウムにパーライトを散布した際の様子

No.8
と、リチウムの表面を被覆することができた。熱画像カメラ

する。シャーレ内で、リチウムとメタレックスが反応し、発熱

で観察すると、シャーレの底面の周囲の温度が高くなってい

していたと思われる。

た。散布を継続し、シャーレをメタレックスで埋めた。散布

燃焼するナトリウムに水噴霧を使用すると、図 5 に示すよ

開始から約 12 分経過した後に熱画像カメラで観察すると、

うに激しく反応した。ナトリウムが強く発光しながら、火花

メタレックスの表面には高温の部分は見えなかった。シャー

のように飛散した。燃焼するリチウムに水噴霧を使用すると、

レを取り出して、底面を熱画像カメラで観察すると、底面が

図 10 に示すように激しく反応した。リチウムが強く発光しな

高温になっていた。メタレックスの主成分は塩化ナトリウムで

がら、火花のように飛散した。表 2、文献 12 から 16 も示

ある。表 2 に示すように、塩化ナトリウムはリチウムと反応

すように、水は、リチウムとナトリウムに対する消火手段とし
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散布作業開始 3s 前

散布作業開始 11s 後

散布作業開始 160s 後
容器を被覆した

散布作業開始 11min 50s 後
図９

散布作業開始 12min 22s 後
燃焼しているリチウムにメタレックスを散布した際の様子

No.9

― 22 ―

消防研究所報告

第 124 号

2018 年 3 月

放水開始から 10s 後
図 10

投入から 39s 後

燃焼しているリチウムに水噴霧を使用した際の様子

図 11 リチウムの小片を水中に投入した後の様子

No.10

No.12

て不適当であった。

図 7 に示すように、ナトリウムを水中に投入すると、激しく

図 6 に示すように、燃焼しているナトリウムに乾燥砂を散

反応し、着火した。図 11 に示すように、リチウムを水中に

布した直後は、火炎が大きくなり、煙が増えた。散布を継

投入しても、着火しなかった。熱画像カメラで観察すると水

続すると、ナトリウムの表面を被覆することができた。乾燥

温が上昇した。本実験では、水中に投入したリチウムは最

砂の表面を熱画像カメラで観察すると、高温の部分は見え

大で 10 g であった。排煙処理装置のある大きな実験室で実

なかった。散布作業開始から約 11 分経過した後に、砂を

験を行ったので､ 水素が発生しても滞留しにくい環境であっ

金属製トングでかき回した。熱画像カメラで観察すると砂の

た。本実験の結果のみをもって、リチウムを水中に投入して

温度が上昇した。また、砂の中に赤い発光が見えた。砂の

も火災、爆発は起きないとは断言できないと思われる。

下には、未反応のナトリウムが残っており、かき回すことに

実験結果が示すように、ナトリウムに有効な消火手段が、

より空気中の水分等と反応したと思われる。燃焼しているナ

リチウムにも有効とは限らなかった。同じアルカリ金属だか

トリウムを被覆することができ、火炎が見えなくなっても、未

ら、ナトリウム火災用の消火手段が、リチウム火災にも有効

反応のナトリウムが砂の下に存在している場合、ナトリウムを

だろうと安易に考えずに、文献を調べる、防災メーカーに相

どのようにして安全に処理するかを考える必要がある。この

談するなどして、情報を集め、リチウム火災に対しては、有

ことはナトリウムに限らない。

効なことが確認された消火手段を用いるべきであろう。
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Alkaline metal has found a number of applications in industries and in research area. Fires of lithium and
sodium can be serious problems since lithium and sodium are reactive chemically with majority of the substances
which are in general use as firefighting media. Thus information on behavior and extinguishment of lithium and
sodium fires is necessary for fire departments which become involved with fires of lithium and sodium.
In order to get information needed for dealing with alkaline metal fires, an experimental study on extinction
of lithium and sodium fires was done. Perlite, AC-Lite, ABC powder, Metalex, and water were applied. Water
was not appropriate for sodium and lithium fires. Though perlight was effective to sodium fire, perlight was not
appropriate to lithium fire. Chemical reactivity of sodium and lithium to firefighting media was different.
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技術報告

高感度熱量計とガス分析を用いた
再生資源燃料等の火災危険性評価方法
岩田

雄策

（平成 30 年 3 月 6 日

受理）

近年、種々の再生資源燃料等が開発されているが、それらは貯蔵中に発熱し蓄熱した後に自然発火を
引き起こし、火災に至る可能性があるものがある。再生資源燃料等の自然発火による火災の初期段階の
発熱は非常に微少であることから自然発火の危険性を従来の方法のみでは適正に評価することは困難
である。本報告において、自然発火のプロセスを解説するとともに、多種類の試料に対する熱量計等を
用いた測定結果およびガス分析結果を基に、再生資源燃料等の自然発火の危険性を相対的に判定する危
険性評価方法について紹介する。

１．はじめに
地球温暖化対策やエネルギー源の多様化に対応するため

料量が必要であるため、安全性の点で問題がある。また、

に、近年、多種類の再生資源燃料等が開発されているが、

価が難しい短所もある。これらを解決するために高感度な

再生資源燃料等の中には、火源が無くても蓄熱によって自

熱量計を使用することは有効な方法である。本報告では蓄

然発火するものがある。そのため、再生資源燃料等につい

熱による自然発火のおそれがある再生資源燃料等の中で、

て十分な危険性評価が行われないまま、屋内貯蔵施設にお

固体のものを対象とした。固体の再生資源燃料等として木

等温試験のため試験時間がかかることや定量的な危険性評

いて大量に貯蔵された場合には、火災・爆発を起こす可能

質ペレット（木材をペレット状に固めたもの）、RDF（Refuse

性がある１）。また、それらが屋外で大量に堆積した場合には

Derived Fuel）および木材チップ等が挙げられる。これら

広範囲に及ぶ火災となることがある。このため火災予防の

の再生資源燃料等に対して熱分析およびガス分析を実施し、

観点から、新規に開発された再生資源燃料等の火災危険性

測定結果に基づいた自然発火による火災危険性評価方法を

に関して事前に情報を得ておくことは非常に重要である。

提案する。

現状で自然発火の危険性を評価する方法として、針金を
編んだかご（ワイヤーバスケット）や断熱性の高いデュワー瓶
を使用した等温試験が考えられる。しかしながら、再生資

２．自然発火のプロセス
図１に再生資源燃料等の自然発火のプロセスを示す。最

源燃料等からの発熱が微少なことから数百グラム以上の試

初に、微生物の代謝による有機物の分解（発酵・腐敗）が

＊括弧内は危険性評価に使用される 熱分析装置
図１

自然発火プロセス
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始まり、発酵熱等の熱が発生する。この発酵熱は微少であ

C80 は参照容器および試料容器を持ち、周囲を昇温する

るため、TAM や C80 のような高感度熱量計を使用して発

ことにより試料容器からの発熱を熱流束として検知する双

熱を測定する必要がある。保持温度 50℃において、多くの

子型熱量計である。TAM（thermal activity monitor）も

微生物活動が活発になっていると考えられる 。TAM は保

C80 と同様に参照容器と試料容器を持つが、C80 等と異な

持温度 50℃の条件で等温測定を実施している。木材チップ

り、周囲温度を一定温度に保持した等温条件で試料容器

２）

（木材の切りくず）を試料とした TAM の測定において、保

からの熱流束を検知する等温型熱量計である。本報告では

持温度 50℃の条件で他の保持温度 30、40、70℃と比較し

TAM は保持温度 50℃で測定を行った。SIT（spontaneous

て、大きな発熱（熱流束）が観察されている。一方、C80 は、

ignition tester）は試料に空気を導入して、酸化によって上

全体的な温度範囲（室温から 200℃）における熱挙動につ

昇した試料温度と試料容器の周囲温度が等しくなるように

いて知見を得るために使用される。

ヒーターを制御して、試料容器から外部への放熱が無い状態

微生物活動は水、空気（酸素）および温度等が影響する

（熱損失が無い状態）で、試料の温度上昇を測定する。試

ため、発酵熱の大小にもそれらの条件が効く。例えば、水

料量について、C80、TAM および SIT とも 1g 程度が測定

や空気が無ければ生物活動は抑制され、発酵熱の発生は少

に使用される。表１に主な測定装置の特徴をまとめた。試

ない。空気に関して、木材チップを試料とした TAM の測定

料量は今回使用した試料量を参考のために載せた。また、

において窒素雰囲気下で保持温度 50℃の条件では、発熱

試料をこれらの測定装置で測定する前に熱重量示差熱同時

（熱流束）はほとんど測定されない。ただし、酸素が少なく

分析装置（TG-DTA）を用いて発熱挙動の概略を把握して

ても生物活動を行う嫌気性菌の場合は、発酵熱は少ないが、

おくことも火災危険性および水分量に対して有用な情報を与

可燃性ガスを発生するので注意が必要である。TAM と異な

える。TG-DTA は、試料からの発熱および吸熱を検出する

る熱量計によっても、発熱が発酵・腐敗によるものである根

と同時に重量変化を測定する装置である。

拠が得られている。C80 よりも 10 倍程度高感度である双子

3.2 測定条件

型超高感度熱量計（MS80）を用いて、一度、200℃まで加

C80 の試料容器はステンレス製高圧型密封容器で容量は

熱し滅菌した後の木材チップ試料を室温に戻して再昇温して

約 8mL である。C80 測定において、試料量を 1.5g とした。

も、最初の昇温時に見られた室温からの発熱が見られない。

昇温速度を 0.1K/min に設定して、昇温測定を行った。参

以上のことから、室温から TAM、MS80 および C80 によっ

照容器には試料の熱容量とほぼ同じになるような試料量の

て測定される発熱は発酵・腐敗によるものと考えられる。

アルミナを詰めて測定した。測定雰囲気は空気とした。室温

次に、放熱よりも発熱が上回った場合に発酵熱が蓄熱し、

（25℃）から200℃まで加熱し、発熱開始温度
（℃）、熱流束
（W）

試料温度が約 50℃を上回ると、試料中の油脂類（脂肪酸エ

および発熱量（J）を測定した。C80 の測定目的は、自然発

ステル）等の酸化発熱する段階に移行する。温度が上昇し

火火災の開始点となる室温付近からの発熱挙動（微生物の

約 80℃付近では、生物活動が高温のため抑制されて、酸化

活動によると考えられる発熱）を把握することである。

発熱が発熱に関して大きな部分を占めるようになる。その後、

TAM の試 料容 器はステンレス製 密閉容 器で容量は約

温度上昇が進むと有機物が分解し、くん焼状態（無炎燃焼）

4mLである。試料量を 1.0g とした。周囲温度を 50℃に設定

となり、空気が入り込んだ場合には火炎の発生が見られる

して、等温測定を行った。参照容器は空で測定した。測定

有炎燃焼に至る。

雰囲気は空気とした。測定時間は 72 時間とし、熱流束（W）
及び発熱量（J）を測定した。TAM の測定目的は、温度を
一定に保持し、発熱挙動の経時変化と発熱量を把握するこ

３．火災危険性評価に使用する測定
3.1 測定装置

とである。

再生資源燃料等の自然発火の危険性評価に有効な熱分

発酵（腐敗）は水分の存在下で促進されるため、試料に

析装置として、双子型高感度熱量計（C80）、等温 型高感

水を添加して、C80 および TAM による熱量測定および可

度熱量計（TAM）、自然発火温度測定装置 SIT を用いた。

燃性ガスの測定を行った。可燃ガスの測定方法については

表１

測定条件比較表

温度制御方法等

試料容器

試料容器材質

試料量（g）

主な測定項目

双子型高感度熱量計（C80）

昇温（0.1K/min）

密閉式

ステンレス

1.5

熱流束（mW）
発熱量（J）
微少な発熱の検知温度（℃）

等温型高感度熱量計（TAM）

等温（50℃）

密閉式

ステンレス

1.0

熱流束（mW）
発熱量（J）

自然発火温度測定装置（SIT）

等温から
流通式
断熱（空気導入後） （空気を導入）

石英ガラス

1.3

自然発火温度（℃）
発火までの時間（分）
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「４．可燃ガスの測定方法」で説明する。水分量は多くの試
料で、内割で 20wt％の水分を加えた。内割について、[ 水

５．木材系再生資源燃料等の火災危険性
種々の試料に対する C80 および TAM の測定結果を表２

重 量 ] ／ [ 試 料 量 ＋ 水 重 量 ] × 100（wt％） を 20（wt.%）

にまとめた。Ta
（C80）は C80 による発熱検知温度、
H
（C80）

とした。木質ペレット、RPF および汚泥燃料では外割で

は C80 によるピークの発熱量である。発熱検知温度とはベー

20wt％の水を添加した（C80 のグラフ中の数字は内割に

スラインから立ち上がった時の温 度である。H（TAM）は

直した）。

TAM による 72 時間の発熱量
（一部 64 時間から推算した値）
である。
最初に木質ペレットおよび木材チップの火災危険性につい

４．可燃性ガスの測定方法
再生資源燃料等の屋内貯蔵時の火災危険性を知る上で、

て説明する。

発生した可燃性ガス（水素、メタン、一酸化炭素等）の情報

5.1 木質ペレット

は火災予防上重要であるため、室温において試料から発生

木質ペレットは、木材を固形化したもので燃料として使用

した可燃性ガスを測定して危険性評価に用いた。試料への

される。木質ペレットには樹皮部分から製造した木質ペレッ

水の添加（以下、水添加という）の有無の条件で発生ガス

ト（バーク）と幹の中心部分から製造した木質ペレット（ホワ

の比較も行って危険性評価に適用した。

イト）がある。木質ペレット
（バーク）および木質ペレット
（ホ

試料 50g を 1,000mL ガラス瓶中に入れ、恒温槽中に置き

ワイト）の C80 測定結果を図２および図３に示す。グラフの

26℃± 1℃の環境下で 10 〜 11 日間密栓保持した。試料量

横軸は温度（℃）、縦軸は熱流束（mW）である。木質ペレッ

について、50g よりも少ない試料を使用する場合には、ガラ

ト
（バーク）において、発熱開始温度は水を加えない場合（水

ス瓶の体積に対する試料量の比が、20 となるようにして測

無添加）と水を加えた場合（水添加有）、で大きな低下は無

定を実施する。水を添加する場合、使用した試料量が 50g

かったが、ピーク温度が水添加の場合約 14℃低下した。木

の時には、水 12.5g（水分量：20%[ 内割 ]）を添加した。発

質ペレット（ホワイト）の場合も約 20℃低下した。

生ガスの採取方法としてテドラーバッグにほぼ全量を採取し

木質ペレット（バーク）の水添加有の TAM 測定で、二つ

た。テドラーバッグ中のガスを均一に混合した後、100mL

の発熱ピークが見られた。最初のピークは水の試料等への

程度をシリンジに採取した後、ガスクロマトグラフの検量管

吸着によるもので、数十時間後に出現した 2 番目のピークは

（2mL）にそれを導入して一酸化炭素、二酸化炭素、水素、

発酵（腐敗）によるものである。木質ペレット（バーク）に

メタンについて調べた。発生したガスの全量を用いて平均化

ついて 72 時間の発熱量は水を添加しない場合は、2.9J/g、

して、その一部をガスクロマトグラフで分析することが本測

水を添加した場合は 18.3J/g となり、水の添加によって発酵

定方法の特徴である。

が促進されて、発酵による発熱量が増加することがわかる。
木質ペレット（ホワイト）の場合、発酵による明確な発熱ピー
表２

木質ペレット（バーク）

C80 および TAM の測定結果

水無
Ta（C80）
（℃）

水有
Ta（C80）
（℃）

58.0

56.0

水無
H（C80）
室温から 120℃
（J/g）

水有
H（C80）
室温から 120℃
（J/g）

11.4

水無
H（TAM）
50℃
（J/g）

11.6

2.9

水有
H（TAM）
50℃
（J/g）
18.3

木質ペレット（ホワイト）

53.0

53.0

11.9

11.5

3.7

木材チップ

42.0

30.0

15.8

14.0

6.0

枯草 A

76.2

31.8

12.5

13.6

2.6

汚泥燃料

49.0

26.0

13.3

9.1

12.1

109.0

108.0

RDF（A）

53.1

29.5

19.5

14.4

5.2

43.1

PKSF

90.7

56.5

4.9

3.2

2.1

15.1

石炭 A

37.4

22.7

24.1

石炭 B

39.1

13.7

9.9

RPF

−

37.8

−

14.7

−

17.3

0.4（0.4）

29.7
−

1）Ta（C80）: C80 による発熱検知温度
2）H（C80）：C80 による発熱量
3）H（TAM）：TAM による経過時間 72 時間の発熱量（括弧内の数字は経過時間 64 時間の発熱量）
4）−：発熱が検知されない
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る植物油に変化したことが推定される。TAM の測定結果に
おいて、両試料の水添加無で発酵がほとんど起こらないこ
とと両試料の水添加有の周囲温度 50℃の時、発酵による
発熱が観測されていることがこの推定を支持する。
木質ペレット（バーク）および木質ペレット（ホワイト）の
可燃性ガス測定において、水添加無と水添加有の条件で可
燃性ガスの発生は検知されなかった。
5.2 木材チップ
リサイクルを目的に建築廃材等から木材チップが大量に作
られ、その処理が追いつかず、野外に大量に放置されてい
る例が最近多くなった。ここで木材チップとは建築廃材の
木材を破断して得られる木片のことをいう。木材チップは大
量に堆積すると蓄熱によって自然発火することがある。木材
図２

チップの火災では燃焼が広範囲に生じるため、消火が困難

C80 による木質ペレット（バーク）の結果

となり、火災が長期間続くことが多い。ここではコンテナ
中の粉砕した木材（木材チップ）が蓄熱により自然発火し、
火災となった疑いのある事例の木材チップについて C80 お
よび TAM によって測定を行った３）。次の二つの状態の試料
について測定を行った。一つは現場から採集したままの状態
（湿った状態）のもので、他方は室内（温度約 25℃、湿度
約 60％）で約 4 日間自然乾燥したものである。
図４（a）に現 場から採 取した受けいれたままの（湿っ
た 状 態 の） 木 材 チップ 試 料と乾 燥した 試 料 の 測 定 結
果（20~300℃）を示す。図４（b）に C80 による測定 結果
（20~120℃）を示す。図４（a）および図４（b）において横
軸は温度（℃）、縦軸は熱流束（mW）である。実線は受け
いれたままの（湿った状態の）木材チップで点線は乾燥した
試料である。
図３

図４（b）において、受け入れたままの試料は室温付近か

C80 による木質ペレット（ホワイト）の結果

ら 58℃付近にかけて発熱ピークがあり、その後引き続き高

クは見られなかったが、72 時間の発熱量は水を添加しない

温領域まで発熱ピークが続いた。一方、自然乾燥した試料

場合は 3.7J/g で、水を添加した場合は 13.0J/g と増加した。

には室温付近から 58℃にかけて発熱ピークは見られなかっ

明確な発熱ピークは観察されないが発酵による発熱が起こっ

た。室温付近からの発熱ピークは微生物の活動
（発酵、腐敗、

ていると推定される。木質ペレット（ホワイト）において木質

増殖など）によるものと考えられ、微生物の栄養となる植物

ペレット（バーク）で見られたピークが観察されなったことや

に加えて水、空気、温度、菌などの条件がそろったときに

水添加の時の木質ペレット
（ホワイト）の発熱量が木質ペレッ

多く観測される。発酵発熱の後、木材に含まれる油脂類の

ト（バーク）の値よりも小さい理由として、木の中心部分（ホ

酸化発熱（ピーク温度 86℃）に移行した。さらに温度上昇

ワイト）には発酵に関与する微生物が少なく発酵が起きにく

が続くと酸化発熱後も容器内には酸素が残存しているため、

いことが考えられる。なお、水を添加した試料について測定

図４（a）のように 120℃以上で木材の分解による発熱が見

直後のピークは水分の試料等への吸着と試料からの発熱を

られ、火災に至るものと推定される。

含んでいると考えられる。

現場から採集したままの状態の試料および自然乾燥した

C80 による木質ペレット（バーク）および木質ペレット（ホ

試料について TAM による測定結果を図５に示す。TAM の

ワイト）測定について、水添加無で植物油の酸化ピーク、水

測定は C80 の測定結果から発熱反応が活発に起こっている

添加有でピーク低温側（50℃付近）の発酵による発熱とピー

温度である 50℃を保持温度として測定を行った。現場から

ク高温側（80℃付近）の植物油の酸化熱が合わさったピー

採集したままの状態の水分を含んだ試料と乾燥させた試料

クが観測されたと考えられる。ピークの低温側付近では、

の測定結果を比較した。各試料の測定開始から 24 時間ま

発酵菌により植物油が分解され、より低温側で分解発熱す

での発熱量と、24 時間から 72 時間までの発熱量について
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検討した。水分を含んだ試料の場合、測定開始から 12 時

自然乾燥させた試料では測定を行っていない。

間の間に微生物の活動と思われる大きな発熱ピークが観測
された。一方乾燥した試料にはこの発熱ピークは観測され
なかった。この傾向は C80 の測定結果とよく一致している。

６．枯草の危険性
自然発火による火災の原因となった枯葉（枯葉 A）につい

採取したままで水分を含んだ試料について測定開始から 24

て測定を行った。C80 の測定において水添加無で発酵によ

時間までの発熱量は 14.1J/g であった。この値は過去に木

る発熱は見られず、植物油の酸化による発熱が 78℃付近か

材チップの大量蓄積で火災になった木材チップの試料の発

ら観察された。熱重量（TG）測定から、試料には 10wt％

熱量とほぼ同じであった 2）。文献（2) によると 50℃保持で

程度の水分が含まれている。水添加（20wt％）した試料で

14.9J/g であった。これまでの研究結果から C80 で室温付

は 31℃付近から発酵による発熱ピークが表れ、植物油の酸

近から発熱ピークが検知され、C80 による発熱量（室温から

化発熱へと移行した。発酵による発熱量は 13.6
（J/g）となっ

120℃付近まで）または TAM による発熱量（50℃、
24 時間）

た。

が、約 10J/g 程度以上であれば火災に至る可能性があるこ

TAM の測定において、水添加無ではほとんど発熱しな

とが最近の研究で示されつつある 。TAM の方が等温型の

かったが、水添加した場合、発酵によるピークが測定開始

熱量計であることおよび 50℃における発熱であるため、C80

（50℃）から約 8 時間経過後にみられた。TAM の 24 時間

４）

の室温の発熱量よりも大きくなることが多い。

発熱量は（18.2J/g）であった。なお、72 時間の発熱量は

可燃性ガスの測定において、受けいれたままの（湿った

21.0（J/g）であった。

状態の）試料で、水素の発生が確認された（0.3％）。なお、

図４(b) C80 による水分を含んだ（受け入れのまま）木材
チップと乾燥させた木材チップの測定結果 ( 拡大）

図４(a) C80 による水分を含んだ（受け入れのまま）木材
チップと乾燥させた木材チップの測定結果

図５

TAM による水分を含んだ（受け入れのまま）木
材チップと乾燥させた木材チップの測定結果

図５

TAM による水分を含んだ（受け入れのまま）木
材チップと乾燥させた木材チップの測定結果
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これまでの研究結果から、C80 で室温付近から発熱ピー
クが検知され、C80 による発熱量（室温から 120℃付近まで）

７．RDF および RPF の危険性
生ごみ固形化燃料（RDF）は発電用燃料として使用され

または TAM による発熱量（50℃、24 時間）が、約 10J/g

ているが、過去には火災 ･ 爆発を起こしている。RDF に

程度以上であることが、火災を起こすための必要条件であ

ついて、採取した貯蔵場所が異なる 2 種類の RDF（以下

ることが経験的ではあるが明らかとなってきた。水添加した

RDF（A）および RDF（B）という）について測定を行った。

枯草 A についても、TAM 等の発熱量がそれ以上であった

RDF（A）の C80 の測定結果を図８に示す。水添加無で、

ことから、枯草 A が自然発火の原因となったことが十分考

発熱開始温度は 53℃からで、水添加によって室温付近まで

えられる。また、C80 による発熱開始温度が 30℃程度で室

低下した。水添加無の時の発熱は主に植物油等の酸化によ

温付近から発熱することと、発熱量が 10（J/g）以上である

るもので、水添加有の時の発熱は発酵熱が、主なものである。

ことを合わせると、測定した枯葉 A は、自然発火する危険

両者はそれぞれ 19.5（J/g）、14.4（J/g）であった。

性があることがわかる。

RDF（A）の TAM の測定結果を図９に示す。図９で横軸

可燃性ガスの測定では、水添加無では可燃性ガスは発生

は時間、縦軸は（水添加した場合も）試料 1g あたりの熱流

しなかった。水添加有では、他の試料と比較して水素が多

束（mW/g）である。RDF（A）は水分を添加しないと大きな

く（約 1.1％）発生した。なお、水添加有では、酸素の低下

発熱が見られないが、水分を添加すると大きな発熱が検出さ

と二酸化炭素の発生が確認された。これは発酵によるもの

れ、測定時間の経過とともに減衰はするが比較的大きな発

と考えられる。

熱（0.1mW/g）が継続した。
C80 による RDF（A）の測定について、水添加無で植物
油の酸化ピーク、水添加有でピーク低温側（30℃付近）の
発酵による発熱とピーク高温側（80℃付近）の植物油の酸
化熱が合わさったピークが観測されたと考えられる。ピーク
の低温側付近では、発酵菌により植物油が分解され、より
低温側で分解発熱する植物油に変化したことが推定される。
TAM の測定結果において、水添加無で発酵がほとんど起こ
らないことと水添加有の周囲温度 50℃の時に発酵による発
熱が観測されていることがこの推定を支持する。
別の貯蔵場所から採取した RDF（B）の TAM 測定では
15 時間程度の時間を経て、ピークが見られた。この場合も
RDF（A）と同様、水を添加した場合、微生物による発酵
が観察された。RDF（A）および RDF（B）とも、木材チッ

図６

枯草 A の C80 測定結果

プ同様、火災危険性に発酵が寄与していた。なお、水分を
添加した試料において測定開始時間ゼロ付近の発熱には水
が試料等に吸着したときに生じる吸着熱も発酵熱の他に含
まれていると考えられる。RDF はごみを固形化したものであ
るから植物油を含むことが多くリノール酸やリノレン酸も存
在している。そのため、木材チップの火災事例と同様、水
分を含む状態で大量貯蔵された場合、発酵発熱から植物油
の酸化発熱に移行し、30℃程度でも火災となる可能性があ
る｡
RDF の可燃性ガスの測定では、水添加無ではほとんど可
燃性ガスは発生しなかったが、水添加有で水素が 0.05％発
生した。
廃プラスチック固形化燃料（RPF）は、廃プラスチックや
紙類等から作られる固形化燃料の一種である。RPF の自然
発火の危険性について TAM で調べた。RPF の TAM によ
る測定結果を見ると、RDF の場合と異なり水を添加してい
ない場合および水を添加した場合でも、大きな発熱は見ら

図７

枯草 A の TAM 測定結果

れなかった。RDF の発熱ピークは RPF のものと比較してお
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RDF（A) の C80 測定結果

図 10

汚泥燃料の C80 測定結果

この程度の水分では微生物活動は活性化されない。C80 の
水添加無の室温における最初のピークは汚泥燃料の酸化に
よるものと考えられる。
汚泥燃料について TAM による測定結果において、水を
添加した場合に再生資源燃料等としては比較的大きな発熱
ピーク
（8mW/g 程度）が観察され、その後も発熱が継続した。
水添加の有無で発熱量を比較すると水添加無の値および水
添加有の値はそれぞれ、
12.1J/g（72h）、
79.6J/g（64h）であっ
た。
可燃性ガスの測定では、水添加無では可燃性ガスは発生
しなかったが、水添加有で水素の発生
（0.01%）が観測された。
図９

RDF（A) の TAM 測定結果

よそ 70 倍以上であった。時間が経過した後の RPF の熱流

９．椰子（やし）殻燃料（PKSF）
椰子（やし）殻燃料（PKSF）はパーム椰子の果実の殻

束も、RDF と比較して小さかった。TAM による測定結果か

から製造された燃料である。PKSF の C80 による測定結果

ら RPF は貯蔵に対して自然発火の危険性は RDF より小さ

について、水添加無の場合および水添加有の場合を図 11

い。ただし、RPF の製造段階では高温であるため、製造

に示す。水を添加しない場合、室温からの発熱は見られず、

過程で発火して火災となった場合もある。RPF が十分に冷

91℃付近から小さな発熱が測定され始めた。これは酸化発

却されていない場合には、貯蔵や運搬時に発火する場合が

熱と推定された。水を添加すると 57℃付近から発熱が検知

あるので注意が必要である。RPF について可燃性ガスの測
定では、水添加無および水添加有で可燃性ガスはほとんど
発生しなかった。
８．汚泥燃料
汚泥燃料は石炭と混合して火力発電の燃料等に使用され
る。汚泥燃料は製造方法や原料によって種々の種類がある
が、ここでは下水道の残渣物由来のものについて測定結果
を説明する。
汚泥燃料について水添加の有無の C80 による測定結果
を図 10 に示す。水添加無で発熱開始温度は、49℃で水添
加有で室温まで低下した。TG の測定結果から、水を添加
しない汚泥燃料 A には数パーセントの水が含まれていたが、
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され、水を添加しない場合とは異なる酸化発熱が観察され

水添加無の TAM 測定結果から、石炭 A の発熱量は石

た。この発熱量は 3.1J/g と小さい。PKSF について TAM

炭 B の値よりも大きかった。石炭に関して水の添加によって

の測定結果において、水を加えない場合はほとんど 50℃で

発熱量が大きく増えることは無かった。

発熱しない。水を添加した場合、発酵による発熱が促進さ

石炭の酸化による自然発火の危険性については自然発火

れ 72 時間での発熱量は 15.1J/g であった。TAM のデータ

温度測定装置（SIT）によっても調べることもできる。SIT

から自然発火による火災となる可能性が考えられる。

は空気中での発熱を断熱制御下で測定する装置である。た

可燃性ガスの測定では、水添加無および水添加有で可燃
性ガスはほとんど発生しなかった。

だし、SIT は、C80 等の高感度熱量計で捉えることができ
る微少な酸化発熱を検知することはできないため、ある程
度酸化発熱が大きくなった温度が自然発火温度として測定さ

10．石炭
石炭は再生資源燃料等と混合して発電等の燃料に使用

れることになる。SIT の石炭測定において次の注意すべき

されるために測定試料に選んだ。石炭 A および石炭 B の

発する。水分の蒸発による潜熱によって試料温度が下げら

C80 の測定結果を図 12 および図 13 に示す。C80 測定結

れている。そのため、水分が蒸発しきって無くなった後は見

果において、石炭 A では水添加無で 37℃付近から酸化発

かけ上、試料が発熱したと SIT は見なし、断熱制御に入っ

熱が検出された水添加有でも同様であった。石炭 B の水添

てしまい正しい自然発火温度を得ることができない。このた

加無では室温から 39℃付近から酸化発熱したが石炭 A と

め、石炭の水分を抜いて、SIT 測定を行う必要がある。実

比較して発熱は小さく、水を添加した場合には水に発熱が

際の測定では、石炭試料を所定の測定温度で、試料温度

吸収され、発熱は測定されなかった。石炭の発熱は酸化発

と周囲温度の温度差がほぼ無くなるまで数時間から数十時

熱と考えられる。

間、保持した。石炭 A（亜瀝青炭）および石炭 B（瀝青炭）

点がある。それは石炭には水分があるため測定中水分が蒸

について 1.3g を用いて SIT 測定を行った。石炭 （亜瀝青炭）
A
の SIT の測定結果を次に示す。石炭 A（亜瀝青炭）の自然
発火温度は 95℃となった。石炭 （
B 瀝青炭）では 105℃となっ
た。SIT による自然発火温度は C80 のピークと比較してお
よそ 20℃高い値となった。C80、TAM および SIT の結果
から、亜瀝青炭のほうが瀝青炭よりも火災危険性が高いこ
とがいえる。
可燃性ガスの測定では、水添加無および水添加有で可燃
性ガスはほとんど発生しなかった。
11．水の影響
室温からの発酵発熱には水分が必要であるが、どの程度
の水分で発酵が最も促進されるのかを実際に堆積して火災
図 12

石炭 A の C80 測定結果

となった「６．枯草の危険性」で検討した枯草を用いて調べ
た。試料には室温で自然乾燥したものを使用した。この試
料は完全に水分が蒸発した状態（絶乾状態）に近い。C80
を使用して、室温付近からの発熱量を調べた。試料量は 1.0g
とした。
水添加試料として、乾燥した枯草に水を加えて、所定の
水分濃度
（[ 水の重量／
（水の重量＋枯草の重量）] × 100 %）
を調製した。水分濃度は内割で、3wt％から 60wt％まで変
化させた。枯草 A の C80 の測定結果を図 14 に示す。水分
濃度と発熱量の関係を図 15 に示す。発熱に関して、低温側
（室温から 35℃付近）から起こる発酵熱と高温側（ピーク温
度 80℃付近）から起こる酸化熱を分けた。ここで発酵によ
る発熱量は、水分濃度が 30wt％から 50wt％で発熱量が最
大となった。水分 10wt% までは酸化発熱が、発酵熱と比較

図 13

石炭 B の C80 測定結果

して大きいが、水分量の増加と共に酸化発熱は小さくなった。

― 33 ―

消防研究所報告

第 124 号

2018 年 3 月

水分の増加に伴い、発酵菌の活動が活発となり植物油が分

発酵菌によって消費されると発熱が止まり、新鮮な空気に

解されたことが考えられる。

入れ替えると再び発酵発熱することが考えられる。そのこと

水分 10wt％以下で、菌の活動のための水分が不足し発酵

を確かめるために C80 を用いて、昇温後、空気を入れ替え

熱は小さい。水分 60wt％で、発酵発熱量および酸化発熱

て発熱挙動を調べた。この操作は数回行った。測定条件は

量のデータにばらつきが見られた。この理由として、試料の

以下のとおりである。本測定で使用した枯葉は「６．枯草の

詰め方によって容器底部の枯草が水没することなどの理由

危険性」で使用した枯草 A とは異なる枯葉であるが、この

で、空気との接触面積が減少することから発酵熱が減少す

枯葉 B も堆積して自然発火を起こした試料である。昇温は

る場合や詰め方等によって接触面積が減少しないで発酵熱

70℃までとし、室温に戻した後、新鮮な空気に入れ替えて 6

も減少しない場合があるためと考えられる。現実問題として、

回、昇温した。試料量は 1.5g とした。枯葉 B の水分含有

試料に水分が 30wt％含まれることは少ないと考えられること

量は 55％で、発酵に必要な水分を含有している。4 回目と

から、水分の発熱挙動を評価するために試料に 20wt％の水

6 回目の測定では空気を入れ替えないで昇温した。図 16 に

を添加して火災危険性を評価することは適当と考えられる。

C80 の測定結果を示す。測定条件と結果は以下のとおりで
ある。5 回目の昇温測定は、4 回目の測定後における保持
時間の発熱挙動（換気後）に対する影響を調べるために実
施した。
（測定条件）
１回目の昇温：枯葉 B を測定した。発熱量（12.6J/g）
２回目の昇温：換気有。発熱量（13.6J/g）
３回目の昇温：換気有。発熱量（11.9J/g）
４回目の昇温：換気無。発熱無。
５回目の昇温：装置の中で 70℃ 100 時間保持後、換気有。
発熱量（4.8J/g）
６回目の昇温：換気無。発熱無。
測定結果から、試料容器を換気すると再度発熱すること
がわかった。ただし、試料容器中の空気量は、全ての試料

図 14

を発酵させるために十分ではないことがいえる。発熱ピーク

枯草 A の発熱挙動に対する水分の影響

の発熱量は容器中の空気量に依存していることから、空気
が十分あった場合は本実験の発熱量以上になる。

図 15

枯草 A を試料とした水分濃度と発熱量の関係
図 16

12．空気の影響
有機物の室温付近からの発熱について好気性菌の活動に

枯草 B を試料とした空気の有無による発熱挙動

よるものと考えられる。その活動には空気が必要である。一

13．植物油の酸化発熱
再生資源燃料等の火災において、微生物による発酵発熱

方、空気を必要としない嫌気性菌は発熱が小さいことが考え

が開始し植物油の酸化発熱に移行した後、最終的にくん焼

られる。C80 等の密閉式試料容器を使用した場合、空気が

や有炎燃焼に至ることが考えられる。そのため、植物油の
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酸化は再生資源燃料等の火災危険性を把握するために重要
である。

相当する。
⑶

パーオキサイドラジカルが、別の脂肪酸（RH）から水素

植物油の成分は数種類の脂肪酸の混合物である。脂肪

を引き抜き、新たにラジカル（R・）が生成する。同時に

酸の中には分子中に二重結合を持つものがある。酸化反応

自らはハイドロパーオキサイド（ROOH）となる（③）。ハイ

として次の①から⑥の過程が考えられる 5,6）。

ドロパーオキサイド基（− OOH）は、二重結合の隣の炭

⑴

素に形成される。生成した R・が、酸素と反応して酸化
熱を発生させ、ROO・となる（②）。②と③の反応が繰り

般にラジカルは高い反応性を持つ。

返され、ROOH が蓄積する。

⑵

熱の作用により、脂肪酸の二重結合の隣にある水素が
引き抜かれて、ラジカル（遊離基）が発生する（①）。一
発生したラジカル（R・）が空気中の酸素と結合してパー

⑷

蓄積した ROOH が分解して、分解熱を発生する（④）。

オキサイドラジカル（ROO・）となる
（②）。酸化（酸素付加）

⑸

発生した分解熱により、燃焼状態となり燃焼熱を発生

の過程が C80 における 80℃付近の酸化熱ピーク部分に

する。例えば、図４
（a）の乾燥した木材チップ試料において、
130℃付近から、立ち上がるピークに相当する）。
14．総合的な火災に対する危険性評価方法
発熱検知温度、発熱量及びガス発生量を指標として各再
生資源燃料等の火災危険性を比較するために相対的な危険
性評価を行った 3,4,7,8）。発熱検知温度は「発熱反応の起こり
やすさ」を、発熱量は
「発熱の強度」を表すものと考えられる。
各再生資源燃料等に水を添加した場合についても同様な判
定方法で危険性評価を行った。低い発熱検知温度のもの
程、危険性が高いことから高い点を与えた。発熱量につい
て TAM による 64 時間または 72 時間の発熱量によって評
価を行った。64 時間の発熱量と 72 時間の発熱量の間に大

図 17

きな差は無い。発熱量が大きいもの程、危険性が高いこと

脂肪酸の酸化機構

から高い点を与えた。発熱量に関して、あくまで、経験的な

1. 木質ペレット（ホワイト）、2．木質ペレット（バーク）、3．汚泥燃料、4．RPF、5．RDF(A) 、
6．PKSF、7．石炭 A、8．石炭 B 、9．木材チップ、10．枯葉 A
図 18

火災危険性評価図
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推定ではあるが、C80 で室温付近から発熱が始まり 120℃

C80 よりも発熱量が大きくなる。その意味で TAM の発熱量

程度までの発熱量が 10（J/g）以上、または TAM を使用し

の方が安全側の指標となる。ただし、C80 は室温付近から

て周囲温度 50℃で 24 時間の発熱量が 10（J/g）以上の条

の発熱を捉えているため、発熱を評価するための有用な情

件が、火災となる必要条件であることが考えられた。枯葉 A、

報を与える。C80 において室温から 60℃付近までの発熱が

枯葉 B および木材チップは自然発火の原因と推定されてい

大きい場合には、火災危険性が大きくなる。

る。また、一般的に石炭の微少な酸化発熱も大量に堆積す
ると自然発火の原因となることが考えられる。なお、C80 お
よび TAM の発熱量は空気量に依存しているため、換気す
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危険性評価点は以下の様に設定した。点数が高いほど可
燃性が大きく燃焼危険性が高いことを示す。括弧内の数字
は評価点である。
C80 による発熱検知温度に関する危険性評価点：
0 ℃ ≦ (5) ＜ 30 ℃ ≦ (4) ＜ 60 ℃ ≦ (3) ＜ 90 ℃ ≦ (2) ＜
120℃≦ (1)
TAM による発熱量に関する危険性評価点：
0(J/g）≦ (1) ＜ 10(J/g) ≦ (2) ＜ 20(J/g）≦ (3) ＜ 30(J/g）
≦ (4) ＜ 40（J/g）≦ (5) ＜ 60（J/g）≦ (6)
発生ガスの危険性評価点＝（水素濃度）/4.0+（一酸化炭
素濃度）/12.5 ＋（メタン）/5.0
0 ≦ (1) ＜ 0.001 ≦ (2) ＜ 0.01 ≦ (3) ＜ 0.1 ≦ (4)
「水添加無」及び「水添加有」の場合について、各試料
の相対的な危険性を比較し易くするために、危険性評価結
果を図 18 にまとめた。水分量は基本的に内割で 20wt% と
した。横軸は発熱検知温度に関する危険性を表し、縦軸は
TAM の 50℃での発熱量の危険性評価点を示す。基本的に
72 時間の発熱量を用いた。グラフの右上にある試料が、火
災危険性がより高いことを示す。反対にグラフの左下にある
試料が、火災危険性がより低いことを示す。円の面積は発
生した可燃性ガスによる燃焼危険性を表している。木材チッ
プについて乾燥前のものを水添加有としてプロットしている。
水分が添加されると火災危険性および可燃性ガスの危険性
も増加することがわかった。この危険性評価方法は経験的
知見に基づくものであるが、新規の試料についても適用可
能であることが期待される。
TAM の方が等温 型で一定温 度に長時間保持するため
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Recently many recyclable resource fuels are developed. The large amount of recyclable resource fuels are
in the storage. After they generated heat, the generated heat is accumulated. Finally they self-ignited and become
fire.
It is difficult to evaluate the hazards of the self- ignition with the exiting methods because the heat
generated from recyclable resource fuels is very small in the early stage of fire. The process of self-ignition is
explained in this reports. Many samples are measured by the high sensitive calorimeter. In addition, the analysis
of flammable gas generated in the room temperature is conducted. The evaluation method for fire hazards of many
recyclable resource is proposed on the basis of the measurement results. Some samples increased fire hazards
because of the fermentation prompted by the water addition.
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