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技術報告

コーンスターチの粉塵爆発実験
佐藤

康博、塚目

孝裕、鈴木

（平成 31 年 2 月 4 日

健、田村

裕之

受理）

2015 年に台湾でカラーパウダーによる粉塵爆発事故が起こり、500 名以上が負傷した。従来、粉塵爆発
は粉体を取り扱う工業等の分野で危険性が認識されていたが、この事故は粉塵爆発が身近な危険性である
ことを示唆している。そこで、カラーパウダーの主成分であるコーンスターチを用いて、粉塵爆発の危険性を
啓発するための映像の作成を行った。映像を作成するにあたって、粉塵爆発実験を行う中で確認できた内
容を紹介する。

1.はじめに

粉塵の一部が着火し、連鎖的に粉塵が燃焼・爆発することで、

粉塵爆発による事故は国内外問わず非常に多くの例が知

火炎が伝播し、急激に圧力が上昇する現象である。粉塵爆

られている。粉塵が爆発すると認識されるようになったのは

発は急激な熱の発生と圧力の上昇を伴い、人身事故や大規

石炭鉱山における炭塵爆発に代表される災害であるが、プラ

模な設備の破壊をもたらす可能性が高い。粉塵爆発が起こ

スチック、有機合成工業等においても原材料や製品を粉体で

るためには以下の条件が必要である。

取り扱う工程が多い工業や、農産物由来の製粉、製糖など
の粉塵や金属粉塵においても多数の事故が発生してきた。

① 粉塵が空気中に浮遊・分散し、粉塵雲を形成している。

粉塵爆発は粉体を取り扱う工業等を中心に産業界で頻発

② 粉塵雲の濃度が爆発下限濃度以上であること。

しているものであったが、2015 年 6 月 27 日に台湾新北市八

③ 十分なエネルギーの着火源が存在する。

里区のウォーターパークで粉塵爆発事故が発生し、500 名以

④ 空気中に十分な酸素がある。

上が負傷した。この粉塵爆発事故では、ステージでカラーパ
ウダーが圧縮ガスで噴射され、その際に爆発が発生し、火

粉塵は、非常に細かい粒子や繊維状の可燃性固体が空気

災が発生した。台湾での粉塵爆発事故の際に用いられてい

中に浮遊・分散した粒子の総称である。また、この粉塵の

たカラーパウダーはコーンスターチが主成分であり、同種のカ

群が空気中に浮遊・分散する状態にある場合を粉塵雲と呼

ラーパウダーが日本国内で開催されるイベントでも用いられて

ぶ。粉塵粒子は、小さいほど最小着火エネルギーが小さく、

いる。そこで、粉塵爆発が身近に起こる危険性を啓発する目

単位質量あたりの表面積や空気との接触面積が増加するほ

的で、ビデオの作成を行った。ビデオの作成にあたり、コー

ど、粉塵爆発を起こす危険性が増大する。粒子径や密度の

ンスターチの粉塵爆発の再現実験・撮影を行った 。

大きい粒子は、浮遊しても重力の影響で落下して浮遊した状

1）

本報では、粉塵爆発の原理について簡潔に示し、開放系

態を保ちにくく、粉塵爆発を起こす可能性は小さい。

でのコーンスターチの粉塵爆発実験の結果についてまとめ、

粉塵爆発に対する関心は高く、粉塵爆発の発生の防止を

コーンスターチを用いた粉塵爆発の再現実験を行った際に得

目的として、安全工学や燃焼学の分野で数多くの研究が行われ

られた知見や実験結果を紹介する。コーンスターチやとうも

ている。粉塵爆発の実験的研究方法については、実験室規

ろこし粉を原因とする粉塵爆発事故事例について、表１にま

模や大型試験坑道について様々な方法で行われている3）。多

とめた2）。

くの実験の結果、粉塵爆発の爆発限界濃度、発火温度、最
小発火エネルギーなどについての実験的なデータが知られる

2.粉塵爆発の原理

ようになり、爆発危険性の評価技術の確立や、粉塵爆発の

粉塵爆発は可燃性の固体粒子が微小な粉末の状態で、空
気中に分散・浮遊し、単位体積あたりの量が一定の範囲内で

モデルに基づくシミュレーションによる危険性の予測も現在可
能となってきている4- 8）。

あるとき、十分なエネルギーの着火源が存在すると浮遊した
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表１

コーンスターチ、トウモロコシ粉の粉塵爆発事例
着火源 ･
原因

No.

年

業種

発生地

事故の概要

死
亡

死
傷

1

1966

飼料 ･ 有機質
肥料製造業

愛知県

飼料工場内において、とうもろこし粗粉砕機に混入した釘より発した火花
がとうもろこし粉に着火し、粉砕機下部のタンク内のとうもろこし粉が爆
発した。火炎を伴った爆風がタンク上部の掃除穴のふた板を押し上げ、鉄
筋の天井に突き当たり、2 階作業室に拡がった。この際にタンクより約
10m 離れたところにいた製造工 1 名が火傷を負った。

0

1

工場内

2

1971 倉庫業

兵庫県

穀物サイロの機械棟において、6 階にある選別機を修理するため、アーク
溶接作業を行っていたところ、シュート部に浮遊していた穀物（とうもろこ
し）粉じんがアーク溶接の火花で着火し、粉じん爆発が起こった。7 名が
被災した。

0

7

穀物サイロ
シュート
の機械棟

アーク溶 接
アーク溶接
の火花

3

1972 糖類製造業

愛知県

工場内において、乾燥機を用いたコーンスターチの乾燥工程の際、温度異
常があり点検中に爆発した。自然発火を起こしたらしい。

0

0

工場内

乾燥機

自然発火

4

1972 食料品製造業 三重県

工場内のでん粉用乾燥装置で熱風によりでん粉（コーンスターチ）の乾燥
を行う工程で、製品タンクが一杯になったので乾燥装置の熱源をいったん
止めて乾燥作業の休止中、約 30 分後に乾燥装置のダクト内で爆発が起
こった。でん粉の異常過熱が着火源らしい。

0

3

工場内

乾 燥 装 置、 でん粉の異 乾燥作業の
ダクト
常過熱
休止中

5

1973 飼料製造業

長野県

飼料会社内のサイロ（500t、鋼製、円筒型）において、鉄工業者がサイ
ロの 屋根上でシュートをアーク溶接作業中、サイロ内でトウモロコシ粉
じんが爆発し、サイロ上部が破壊して、溶接作業者が死亡した。原因は、 1
溶接火花がシュートを通ってサイロ内に入り、粉じん爆発を起こしたとみら
れる。

1

サイロ内

サイロ

0

1

穀物サイロ バ ケットエ
摩擦熱
荷役岸壁
レベーター

発生場所

発生装置

粗砕機下部
衝撃火花
タンク

溶接火花

作業工程

粉砕工程

乾燥工程

アーク溶接

6

1977 倉庫業

愛知県

穀物サイロ荷役岸壁の穀物倉庫において、主ビンから副ビンにとうもろこ
し粉を移送作業中であったが、終了 5 分前にバケットエレベーター上部で
爆発が生じ、1 秒後にその下部、さらに 2 秒後に搬入装置先端のコンベアー
が爆発した。原因は、サイロ送りバケットエレベーターのヘッドプーリーが
ケーシングと接触して摩擦熱により過熱し、ケーシング内に浮遊していたと
うもろこし粉じんに着火して粉じん爆発を起こしたものである。

7

1983 設備工事業

富山県

飼料工場内の飼料用サイロの内部構造物修理のため、鉄工業者がサイロ
内でアーク溶接作業中、壁面に付着していたトウモロコシ粉が地表に向け
て落下し、そこへ溶接火花が落下して発火し、火炎が上方へ伝ぱしてサイ
ロ内に入り、内部に浮遊していた粉じんが燃え、サイロ内の排出口付近に
いた作業者が全身に火傷を負った。

0

1

飼料工場内

飼料用サイ
溶接火花
ロ

愛知県

乾燥洋菓子製造のため、乾燥室から製品の搬出入をする作業で、乾燥室
入口において手押し式台車に積んだコーンスターチ（除湿用）入りの木箱
34 枚を誤って転倒させたため、乾燥室内にコーンスターチ粉じんが飛散、
その直後に粉じん爆発が起きた。着火源は不明であるが、乾燥室床下の 0
電熱ヒーター近辺に堆積したコーンスターチ粉のくん焼発火ではないかと
推定される。爆風は乾燥室天井の通気孔や天井裏のダクトを通して作業場
や屋上などに走り抜け、被害者が多くなった。

6

乾燥室

室内

電熱ヒータ
ー

製品の搬出
入

1

1

副生品工場

粉砕機

くすぶり粉

飼料粉製造

飼料の乾燥 く ん 焼 物、
乾燥工程
と加工機
静電気火花

8

1985 菓子製造業

9

1991 飼料製造業

愛知県

コーンスターチ、水飴、異性化糖等の製造工場で、グルテンフィード（家
畜飼料）の製造工程の粉砕機投入口から爆風が噴出し、作業者が着衣火
災で 8 日後に死亡した。原因は、1 時間ほど前に乾燥機付近で粉じんの
小爆発があり、乾燥製品の一部が焦げた。焦げた製品は除去したが、20
分ほどして再投入したため、乾燥 ･ 粉砕 ･ 分離の一連の工程途中で再発
火し、粉じん爆発の着火源になったと推定された。

10

2000 飼料製造業

北海道

飼料製造工場において、とうもろこしの加工と乾燥をする飼料製造機を停
止した際、粉じん爆発が 2 回起こった。原因は、通常よりも多かったため
機械内で除去しきれなかった穀物粉が、くん焼物か静電気火花によって着
火爆発し、連鎖的に堆積していたとうもろこし粉が粉じん爆発を起こした
とみられる。

0

1

飼料工場内

静岡県

食用油製造工場の専用岸壁に接岸している貨物船からとうもろこし胚芽を
サイロに搬送中、バケットエレベーター塔で爆発が起こり、数秒後に隣接
のバケットエレベーター塔も爆発した。この爆発により近くの事務所の窓
ガラスが割れるなどした。原因は、塔内のバケットベルトが残留防止ケー 0
スに接触して摩擦熱が生じておき火となり、とうもろこし粉が爆発した。
さらに飛散した火種が隣接塔の腐食でできた穴から侵入して爆発したと推
定された。

0

食用油製造
バ ケットエ
摩擦熱
工場の専用
レベータ塔
岸壁

11

2007

動植物油脂
製造業

3.実験方法

移送作業

修 理、アー
ク溶接

搬送運転中

させない場合についてそれぞれ実験を行っている。コーンス

粉塵爆発実験は実験室内で行い、実験の様子はビデオカ

ターチの加熱には電子レンジを用いた。薄く広げた状態で、

メラで記録した。実験に使用したコーンスターチと実験装置

700W で 40 秒の加熱を 3 回行った。コーンスターチを山盛

を以下に示す。

りにした状態で加熱した場合や、3 回に分けず、一度に長時

3.1 コーンスターチ

間加熱した場合には、コーンスターチが高温になり、コーン

粉塵爆発実験では可燃物としてコーンスターチを用いた。
コーンスターチは近年使用されているカラーパウダーなどの主

スターチが焦げるため、このような条件で加熱を行った。
3.2 実験装置

原料である。実験で用いたコーンスターチは和光純薬工業株

ステンレス製パイプで骨組みを作り、下部にポリプロピレ

式会社
（現富士フイルム和光純薬株式会社）製の特級である。

ン製のロートを取り付けた。ロートの下部はシリコーン製の

コーンスターチは水分を含んでいるため、コーンスターチ

チューブを通して、コンプレッサーに接続する。実験装置を

の燃焼熱が粒子に含まれる水分の蒸発に使われる可能性が

図１に示す。

あり、粉塵爆発実験の結果に大きく影響を及ぼすことが考

ロートには板あるいは網を取り付けたものの 2 種類を用い

えられる。本実験では、コーンスターチを乾燥させる場合と

て、粉塵爆発実験を行った。板は一辺 2 cm の大きさのプラ
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スチックでロートの中央部に針金で固定している。網はロー

によって火をつけることで、着火源として用いた。コーンスター

トの開口部に針金で固定している。それぞれのロートの写真

チを噴き上げ、粉塵雲が生じたところにライターの炎を近づけ

を図 1 に示している。板および網を取り付けない場合には、

る。

コーンスターチが塊状のまま噴き上げられ、粉塵爆発が起こ

スパークは発生装置を用いて粉塵爆発実験を行った。電

るような粉塵雲が生じない。板を取り付けたロートでコーンス

圧（V）80 kV、静電容量（C）40 pF の条件でスパークを発

ターチを噴き上げた場合には球形に近い粉塵雲ができ、網を

生させた。発生するスパークのエネルギーは 1/2CV2 で計算

取り付けたロートでコーンスターチを噴き上げた場合には鉛直

することができ、着火源として使用したスパークのエネルギー

方向に大きく広がった粉塵雲ができる。

は 128 mJ である。コーンスターチを噴き上げる前から、
スパー

ロートにコーンスターチを入れ、コンプレッサーでコーンス
ターチを噴き上げ、粉塵雲を発生させ、後述の 3 種類の着

クを発生させている。
3.4 実験条件
コンスターチの粉塵爆発実験を行い、ビデオカメラで撮影

火源を用いて、粉塵爆発実験を行った。
3.3 着火源

した。ロートや着火源の種類や位置、コーンスターチの乾燥

着火源は、ガスバーナー、ライター、スパークの 3 種類を

などの条件を変えて、表２に示す条件で実験を行った。
3.5 機器分析

用いた。

コーンスターチの粒子径と燃焼時の示差熱―熱重量同時

ガスバーナーはステンレス製のパイプに固定し、ロートの上
部に取り付けた。ガスバーナーの炎はガス及び空気の流量を

分析（TG-DTA）は以下に示す条件で行った。
コーンスターチの粒子径はマイクロトラック・ベル株式会社

調整し、目視で 10 cm 程度の長さ、青色の炎になるように
設定した。ガスバーナーの位置は容易に変更が可能である。

製の MT3300 を用いて乾式条件で乾燥前と乾燥後について

コーンスターチを噴き上げる前から、ガスバーナーは着火した

それぞれ測定した。
TG-DTA は 株 式 会 社 日 立 ハ イテク サイエ ンス 製 の

状態で固定している。
ライターは市販されているものを用いた。実験時の安全性

STA7200 を用いて測定を行った。約 7 mg のコーンスター

の確保のため長いステンレス製の棒の先端に養生テープで取

チを試料として、毎分 200mL の空気雰囲気下、30℃から

り付けた。ガスが常に出るように、スイッチ部分を針金で固

600℃まで毎分 20℃で昇温を行う条件で測定を行った。

定することで、常にガスが出るようにした状態で、別のライター

板を取り付けたロート

実験装置の全体像

図１

実験装置の様子
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表３

粉塵爆発実験条件

実験
番号

ロート

着火源

コーンスターチ 着火源とロート
の乾燥
の距離

1

板

バーナー

無

30 cm

2

板

スパーク

無

30 cm

3

板

ライター

無

40 cm

4

板

バーナー

有

30 cm

5

板

ライター

有

30 cm

6

板

バーナー

有

50 cm

7

網

バーナー

有

30 cm

8

網

バーナー

有

50 cm

9

網

ライター

有

30 cm

実験番号 粉塵雲の大きさ
1

30 × 40 cm

2

45 × 40 cm

3

70 × 35 cm

4
5
6

50 × 55 cm

7

45 × 10 cm

粉塵爆発実験結果
火炎の大きさ

火炎の様子

45 × 40 cm

着火源上部に伝播

50 × 35 cm

着火源上部に伝播

35 × 30 cm

80 × 60 cm

着火源下部や水平方向にも伝播

40 × 45 cm

70 × 65 cm

着火源下部や水平方向にも伝播

100 × 40 cm

着火源下部や水平方向にも伝播

火炎なし

火炎なし

8

60 × 25 cm

>160 × 40 cm

着火源下部や水平方向にも伝播

9

100 × 25 cm

>130 × 100 cm

着火源下部や水平方向にも伝播

幅 40 cm 程度に広がった状態でバーナーにより着火し、高さ
45 cm、幅 40 cm 程度の大きさの火炎となった。

4.結果と考察

実験 2 では、着火源としてスパークを用いて粉塵爆発実

4.1 コーンスターチの燃焼性の確認

験を行った。
（図４）スパークはロートの上部 30 cm の部分

粉塵爆発実験を行う前に、コーンスターチの燃焼性の確認

に設置した。粉塵雲の大きさが高さ 45 cm、幅 40 cm 程度

を行った。10 g 程度のコーンスターチを山盛りにして、
ライター

まで達したが、このときには粉塵爆発には至らなかった。ス

によって火を着けた実験の様子を撮影したものを図２に示す。

パークは二つの球の間でほぼ最短距離の部分の間で放電し

山盛りにしたコーンスターチの場合には、接炎した部分が黒

ていたが、粉塵雲が発生しているときには放電が発生してい

くなり、ゆっくりと黒い部分が広がっていくのみで、爆発的

る経路に変化が見られた。また、粉塵爆発には至らなかった

に燃焼反応が進むことはなかった。

が、粉塵爆発実験後にはコーンスターチの焦げた臭いがした

4.2 コーンスターチの粉塵爆発実験の結果

ため、コーンスターチの一部には着火していると考えられる。

表 2 に示す条件で粉塵爆発実験を行い、ビデオカメラで
撮影した結果の一部を画像として示す。粉塵爆発発生直前

今回発生させたスパークはコーンスターチの粉塵爆発に至る
のに十分なエネルギーを持っていないことが分かった。

の粉塵雲が最も広がった状態と、粉塵爆発が起きた後に最

実験 3 では、着火源をライターとして粉塵爆発実験を行っ

も火炎が大きくなった状態の写真を示している。ロートや着

た。
（図５）実験 1 や実験 2 に比べて粉塵雲は鉛直方向に

火源などの条件を変えて、粉塵爆発実験を行い、実験結果

広がった状態となり、高さ 70 cm、幅 35 cm 程度の大きさ

を表３にまとめた。

となった際に、ライターによる着火が起こった。ロートの上側

実験 1 〜 3 では、板を取り付けたロートで乾燥させていな
い状態のコーンスターチを噴出させ、バーナー、スパーク、ラ

40 cm 程度の部分で着火を行っている。火炎は着火源の上
部のみに伝播し、高さ 50 cm、幅 35 cm 程度の火炎となった。

イターを着火源として用いて粉塵爆発実験を行った。

実験 1 〜 3 の着火源の比較では、バーナーとライターでは

実験 1 では、板を取り付けたロートでコーンスターチを噴出

粉塵爆発が発生したが、スパークでは粉塵爆発が起こらな

し、
粉塵雲にバーナーで着火させた。
（図３）ロートとバーナー

かった。また、バーナーの場合よりもライターにより発生した

は 30 cm 離して設置した。粉塵雲の大きさが高さ 30 cm、

火炎の大きさは小さかった。これらの結果から、着火源のエ

着火作業の様子

着火後の様子

図２

コーンスターチの燃焼性の確認
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着火前に粉塵が最も広がっている様子
図３

粉塵爆発が起こり最も火炎が広がっている様子
実験 1 の粉塵爆発の様子
を行った。
（図６）ロートとバーナーは 30 cm 程度離して設置
した。粉塵雲の大きさが高さ 35 cm、幅 30 cm 程度に広がっ
た状態でバーナーにより着火し、高さ 80 cm、幅 60 cm 程
度の大きさの火炎となった。コーンスターチを乾燥させた場
合には、バーナーの上側だけでなく、水平方向や下側への火
炎の伝播も見られ、コーンスターチを乾燥させていない場合
よりも大きな火炎となった。
実験 5 では、ライターを着火源として粉塵爆発実験を行っ
た。
（図７）粉塵雲が高さ 40 cm、幅 45 cm 程度の大きさと
なった際に、ライターによる着火が起こった。ロートの上側
30 cm 程度の部分で着火を行った。火炎は実験 4 と同様に
着火源の下部や水平方向にも伝播し、高さ 70cm、幅 65 cm
程度の大きな火炎となった。
実験 4 および 5 では、いずれの場合にもコーンスターチを
乾燥させていない条件と比較して火炎が大きくなっただけで
なく、着火源の下方や水平方向にも火炎が伝播していること
が分かる。このことは、コーンスターチを乾燥させることで、
コーンスターチの燃焼が起こりやすくなったことに起因してい

粉塵が最も広がっている様子（粉塵爆発は起こらなかった）
図 4 実験 2 の粉塵爆発の様子

ると考えられる。

ネルギーはバーナー＞ライター＞スパークの順になっているこ

離して設置した。この場合には粉塵の一部に着火しているが、

とが確認できた。粉塵爆発による火炎の伝播は主として着

粉塵爆発には至らなかった。
（図８）この条件のように板を

火源の上側に進行した。

取り付けたロートでコーンスターチを噴き上げた場合にバー

実験 4 〜 6 では、電子レンジで乾燥させたコーンスターチ
を用いて粉塵爆発実験を行った。

実験 6 では、実験 4 と比較してバーナーとロートの位置を
離した条件で実験を行った。ロートとバーナーは 50 cm 程度

ナーとロート間の距離が大きい条件では、バーナーで接炎す
る部分では粉塵雲の濃度が低下しているため、一部の粉塵

実験 4 では、着火源としてバーナーを用いて粉塵爆発実験

雲に着火したにもかかわらず火炎の伝播がほとんど起こらず、
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着火前に粉塵が最も広がっている様子
図５

粉塵爆発が起こり最も火炎が広がっている様子
実験 3 の粉塵爆発の様子

粉塵爆発に至らなかったと考えられる。

炎であったが、網を取り付けた場合には鉛直方向の広がりが

実験 4 と実験 6 の比較から粉塵雲の適切な濃度が粉塵爆
発を再現するのに重要であることが分かった。実験 7 〜 9 で

大きい火炎が粉塵爆発により生じた。火炎の形状は粉塵雲
の形に依存することが分かった。

は、粉塵雲の濃度を変える目的で、板を取り付けたロートか

実験 8 はバーナーの位置を高くした条件である。
（図 10）
ロー

ら網を取り付けたロートに変えることで実験を行った。板を

トとバーナーは 50 cm 程度離して設置した。粉塵雲の大きさ

取り付けた場合には、球状に近い形の粉塵雲ができ、網を

が高さ 60 cm、幅 25 cm 程度に広がった状態で、バーナー

取り付けた場合には鉛直方向に大きく広がった粉塵雲ができ

により着火し、高さ 160 cm 以上、幅 40 cm 程度の大きさの

る。粉塵雲の形だけでなく、着火源を接炎させる位置も重要

火炎となった。この条件では、ロートとバーナーの位置が近

であると考えられる。そのため、
実験 7 および 8 では、
バーナー

い条件（実験 7）と比較して、非常に鉛直方向の広がりが大

の位置を変えて実験を行った。

きくなった。この結果は、板を用いてロートとバーナーの距離

実験 7 はバーナーの位置が低い条件で、網を取り付けた

を大きくした実験 6 と大きく異なっている。

ロートでコーンスターチを噴き上げ粉塵爆発実験を行った。
（図

実験 9 は網を取り付けたロートでコーンスターチを噴き上

９）ロートとバーナーは 30 cm 程度離して設置した。粉塵雲

げ、ライターで着火した条件である。
（図 11）粉塵雲が高さ

の大きさが高さ 45 cm、
幅 10 cm 程度に広がった状態で、
バー

100 cm、幅 25 cm 程度の大きさとなった際に、ライターによ

ナーにより着火し、高さ 100 cm、幅 40 cm 程度の大きさの

る着火が起こった。ロートの上側 30 cm 程度の部分で着火

火炎となった。この条件では、着火源の下方や水平方向のい

を行った。火炎は着火源の下部や水平方向にも伝播し、高さ

ずれの方向にも火炎が広がったが、特に鉛直方向への火炎

130 cm 以上、幅 100 cm 程度の大きな火炎となった。この

の広がりが大きかった。板を取り付けたロートでは球形の火

条件の粉塵爆発実験では、上部の火炎が水平方向に非常に
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着火前に粉塵が最も広がっている様子
図６

粉塵爆発が起こり最も火炎が広がっている様子
実験 4 の粉塵爆発の様子

着火前に粉塵が最も広がっている様子
図７

粉塵爆発が起こり最も火炎が広がっている様子
実験 5 の粉塵爆発の様子
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着火源に接する前に粉塵が最も広がっている様子
図８

バーナーに接炎したが粉塵爆発が起こらなかった様子

実験 6 の粉塵爆発の様子

粉塵爆発が起こり最も火炎が広がっている様子

着火前に粉塵が最も広がっている様子
図９

実験 7 の粉塵爆発の様子
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着火前に粉塵が最も広がっている様子
図 10

粉塵爆発が起こり最も火炎が広がっている様子
実験 8 の粉塵爆発の様子

着火前に粉塵が最も広がっている様子
図 11

粉塵爆発が起こり最も火炎が広がっている様子
実験 9 の粉塵爆発の様子
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表４

広がっている。

コーンスターチの平均径のまとめ

4.3 コーンスターチの粒子径と TG-DTA に基づく考察

乾燥前

乾燥後

23.99

23.99

最頻度粒子径

メジアン径（μm） 23.58

24.01

累積 50% になる粒子径

個数平均径（μm） 14.88

14.97

∑（nd）/∑n

面積平均径（μm） 21.64

22.02

∑（nd3）/∑（nd2）

コーンスターチの粉塵爆発に関して科学的な知見を得るこ
とを目的に、コーンスターチの粒子径の測定および TG-DTA
による分析を実施した。
コーンスターチの頻度分布と累積分布を図 12 に示し、平
均径などについて表 4 にまとめた。これらの結果から、コー
ンスターチの粒子径は電子レンジによる乾燥の前後で変化し

モード径（μm）

体積平均径（μm） 26.97

ていないことが分かった。
労働安全衛生総合研究所技術指針では、コーンスターチ

27.7

∑（nd4）/∑（nd3）

比表面積値

0.277

0.272

m2/cm3

標準偏差

11.05

11.2

の最小着火エネルギーは平均粒径 10 μm 以下のものに関し

によるコーンスターチの分解・燃焼と考えられる。100℃付近

て 300 mJと記載されている9）。粒子径と最小着火エネルギー

での重量減少は電子レンジによる加熱前のコーンスターチで

の関係は、粒子径が大きくなるにつれ、おおむね着火エネル

は 12％であるのに対し、加熱後では 6％であった。このこと

ギーも大きくなることが示されている 10）。本実験で使用され

から、電子レンジによる加熱でコーンスターチの水分が半分

ているコーンスターチは報告されている粒子径よりも大きいた

程度取り除けていることが分かった。また、電子レンジで加

め、最小着火エネルギーは 300 mJ 以上であると考えられる。

熱する際に、連続して加熱を行った場合には炭化する現象が

TG-DTA による分析結果（図 13）では、コーンスターチ

見られた。これはコーンスターチが電子レンジによる加熱で

の乾燥の有無にかかわらずいずれの場合も、100℃付近で吸

250℃程度まで温度が上昇することによるものと考えられる。

熱を伴うわずかな重量減少が見られ、250℃以上で急激な発

このことを防ぐために、コーンスターチの乾燥は冷却しなが

熱を伴う重量減少が見られた。100℃付近の変化はコーンス

ら複数回の加熱で行っている。

ターチに含まれる水分の蒸発で、250℃以上での変化は加熱

(b) 乾燥後のコーンスターチ

(a) 乾燥前のコーンスターチ
図 12

コーンスターチの粒度分布の測定結果

(a) 乾燥前のコーンスターチ
図 13

粉塵爆発実験では、コーンスターチの乾燥の前後で違い

(b) 乾燥後のコーンスターチ
コーンスターチの TGDTA の測定結果
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が見られ、乾燥させていない状態では着火源の上方のみの

果と実験結果の比較―、日本鉱業会誌、100、pp.1113-

火炎伝播であるのに対して、乾燥させた場合には全方向へ
の火炎伝播であった。このことは、コーンスターチを乾燥さ

1118、1984
８）榎本兵治、駒井武、石原渉：炭じん雲の爆発下限界に

せることで、粉塵爆発が起こりやすくなっていることが分かる。

関する研究（第 2 報）―灰分の影響ならびに下限界濃度

コーンスターチの乾燥前後では、粒子径はほぼ同じであり、

の簡易計算法について―、日本鉱業会誌、101、pp.351-

水分量にのみ違いが見られた。

356、1985

TG-DTA の結果から、コーンスターチの乾燥は吸熱反応

９） 労 働 安 全 衛 生 総 合 研 究 所技 術指 針 JNIOSH-TR-

であり、さらに高温になった際の燃焼反応が発熱反応であ
ることが示唆されている。コーンスターチの粒子が燃焼する

NO.42、2007
10）
（社）日本粉体工業技術協会 粉じん爆発委員会 編：粉

際に発生する熱がまず隣接するコーンスターチの乾燥に使わ
れ、その後コーンスターチの粒子の温度上昇に使われ、高

じん爆発火災対策、オーム社、平成 18 年
11) 吉崎繁、瀧川具弘：農産粉じんの爆発性に関する 2,3 の

温になることで燃焼反応が引き起こされ、連鎖的に燃焼反
応が進行し、粉塵爆発が起こる。乾燥させていないコーン
スターチでは水の量が多く、ほとんどが水の気化に使われる
ため、火炎の伝播が起こりにくく、上方のみの火炎の伝播と
なったと考えられる。
粉塵爆発において水分が爆発性に及ぼす影響については
既に報告されている。もみがら粉塵および市販の農産粉体に
ついて、実験室規模の爆発実験を行い、水分は、最大爆発
圧力にほとんど影響しないが、最大圧力上昇率は水分の含
有量が高くなるほど減少するという報告がなされている 11)。
5.まとめ
粉塵爆発の啓発用ビデオの作成のために行った粉塵爆発
で得られた知見をまとめた。コーンスターチの乾燥状態が火
炎の伝播の様子に大きく影響を及ぼすことが分かった。乾燥
させたコーンスターチの場合には、10 g 程度のわずかな量で
あっても、ライター程度の小さな着火源で大きな粉塵爆発に
つながることが確認できた。
引用文献
１）総務省消防庁 粉塵火災広報啓発用映像
http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou_contents/
materials/movie/funjin_kasai.html
２）労働安全衛生総合研究所爆発火災データベース
ht t p s: //w w w.jn io sh. go.jp/public at ion / hou kok u /
houkoku_2018_02.html
３）石浜渉、榎本兵治：粉じん雲の爆発特性実験研究方法
の変遷、安全工学、14、4、195 － 212、1975
４）松田東栄：可燃性粉じんの爆発危険性評価技術、産業
安全研究所安全資料、RIIS-SD-90-1
５）田中達夫：粉塵爆発の話 (1)、粉 体工学会誌、18、2、
pp.114-123、1981
６）田中達夫：粉塵爆発の話（2）
、粉体工学会誌、18、3、
pp.190-198、1981
７）榎本兵治、駒井武、石原渉：炭じん雲の爆発下限界に
関する研究（第 1 報）―シミュレーションならびに計算結
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Dust Explosion Experiment using Cornstarch

（Abstract）
Yasuhiro Sato, Takahiro Tsukame, Takeshi Suzuki, and Hiroyuki Tamura
（Accepted February 4, 2019）
Dust explosion accident by color powder occurred in Taiwan in 2015, and more than 500 people were injured.
Conventionally, although dust explosion was recognized as a danger in the field of industry such as powder handling,
this accident suggests that dust explosion is a familiar risk. Therefore, using a cornstarch which is a main component
of color powder, we made a video to enlighten the danger of dust explosion. We introduce the contents confirmed during
the dust explosion experiment.
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技術報告

水陸両用バギーのパンク対応
－ウレタン充填タイヤの開発と実用性評価－
久保田

勝明、尾川

義雄、山内

（平成 31 年 2 月 12 日

幸雄

受理）

東日本大震災の津波被害現場において、消防車両が進入できなかったことを踏まえ、津波被害現場用の
消防車両の開発に着手したが、そのベース車両とした水陸両用バギーは、ガレキ上を走行するとパンクする
という大きな課題があった。そこで本研究では、パンクしても走行可能な水陸両用バギー用パンク対応タイ
ヤの仕様検討と開発、及びその実用性評価を行った。その結果、水陸両用バギー用の「ウレタン充填タイヤ」
を開発するとともに、その「乗り心地」
「水上での浮力」など実用性評価試験を行い、実用性の要求性能を
満たすことが明らかになった。これにより、開発したウレタン充填タイヤが実用に耐えうることが判明した。

1．背景

レキが車重に耐えられるかどうかが分からない場合がほとん

東日本大震災では、津波被害を受けたエリアにいた被災者

どであり、無理に進入すると車両がスタックする可能性があ

から、火災の発生や家屋に閉じ込められているといった 119

る。この車両を救出するために他の車両を被害現場に進入さ

番通報が数多く寄せられた。ある小学校では、被災者が避

せることが困難なため、スタックした車両は身動きが取れな

難していたが、周囲が浸水して避難が困難な上に夜間に周辺

くなる。そのためベースとなる小型の水陸両用車はスタックし

で火災が発生し、火の手が迫るという事態も発生した1）。こ

ても脱出できる重量や大きさであることが重要となる。

のような避難した場所の周辺が浸水した場所には消防車両が
接近できず、救助が困難な状況であった。

水陸両用車には、例えば陸上自衛隊が運用する 94 式水
際地雷敷設装置や観光地で活躍している水陸両用バスな

こうしたことから、震災後の 2011 年 7 月 21 日に総合科学

どがあるが、これらは車体及び車重とも大きく今回の対象と

技術会議において科学技術重要施策アクションプランが策定

はならない。また、普通車クラスの水陸両用車としてドイツ

され、その中に「津波現場からのより確実な人命救助」が盛

RMA 社製のアンフィレンジャー3）というオフロード車がある

り込まれた。内容は、津波現場にいる生存者を発見し速や

が、重量は約 2 トンであるのとタイヤが 4 本と駆動数が少な

かに救出するため、無人ヘリ等による偵察技術と監視技術の

く一本のタイヤにかかる負荷が大きいためスタックしやすい。

開発、水やガレキが滞留している領域でも消防活動を可能に

また、窓やドアの開口部からしか要救助者にアクセスできず、

する消防車両の踏破技術と救助技術の開発を行うというもの

救助を行いづらい。
水陸両用車の大きさや重量、要救助者へのアクセスのしや

である。これを受けて、消防研究センターでは、2011 年に
津波被害現場用の消防車両の研究に着手した 。

すさなどを条件とすると、有力な候補はカナダの ODG 社が

2）

研究を進めるうえで最も重要となるのが、ベースとなる車両

製造する水陸両用バギー Argo（型式：Argo 750HDi）
（表１）

である。津波が起きた際に現場で必要とされる消防車両の

となった。これは、
ボートのような形状のポリエチレン製ボディ

機能は、水が引かない環境で機動力を発揮するコンパクトな

で、片側に 4 つの車輪がついた 8 輪駆動であり、大きさは

水陸両用機能；現場で要救助者を救出するとともに安全な場

幅 1.5 m ×長さ 3 m、車重が 650 kg 程度と他の候補となる

所まで搬送する機能；要救助者を炎から守るための消火機能；

水陸両用車よりかなり小さくて軽く、万が一ガレキの中でス

など多岐にわたる。これらをオールインワンで構成すると車体

タックしても消防職員 10 名程度の人力で脱出が可能である。

が大きくなり津波被害現場での機動力を欠く。そこで、小型

陸上ではタイヤの回転で進み、水上ではタイヤに備わった水

の水陸両用車をベース車両として、必要な機能を分散させて、

かきにより進む。山岳地帯などでのレジャーに使われるほか、

複数車両で構成することとした。

海外ではミリタリーやレスキュー分野でも活用される実績を持

津波被害現場では、車両が進む先の足元の状況が泥水に

つ4）。この車両について、水上と陸上での走破性や安定性を

隠れて見えないことや、ガレキの上に車両が乗ったときにガ

調査したところ、多くの部分で十分な性能を有することが確
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認できたので、消火、救助、救急搬送の機能を果たすため

レーキをかけ、反対側の車輪だけを動かして向きを変えるス

のベース車両として採用した。
（以下 Argo 750HDi を「水陸

キッドステア方式が採用されている。左右のタイヤの回転方

両用バギー」とする）

向を逆にすれば、その場で旋回することもできる。

しかし、現状の水陸両用バギーのタイヤは一般の自動車に

さらに、通常のタイヤと異なるのは、車体を水上で安定さ

使われているタイヤと同様の空気入りのゴム製チューブレスタ

せるための「浮袋」の機能と、水上で推力を得るための「水

イヤである（図１）
。これでガレキ上を走行するとパンクする可

かき」の機能である。車体がボートのような形状をしており、

能性が大きく、被災現場を走行するには大きな問題となる。

それ自体で水に浮くことができるが、車体の両側に配置され
ている空気入りタイヤがさらに浮力を与え、転覆しないように

2．目的

車体を安定させる機能を果たす。また、タイヤのトレッドには

上記背景を踏まえ、本研究では水陸両用バギーがパンクす

ラグと言われるひれ状のものがついており、タイヤを水上で

る可能性があるガレキ上を走行しても、支障なく消防活動を

回転させるとこのラグが水をかき、水陸両用バギーの水上で

継続することができる水陸両用バギー用のパンク対応タイヤ

の推進力となる。ラグのパターンは、タイヤが回転して水上

の開発を行った。また、本研究では実用化を目指しているた

を一方向に進むが逆方向には進まない構造となっている。こ

め、実用化に必要な評価も併せて行った。

れは、片側 4 本あるうちの１～２本を他のタイヤとは逆向き
に取り付けることにより、バックできるようにするためである。

3．水陸両用バギー用のパンク対応タイヤ

3.2 パンク対応タイヤの性能目標及び仕様の検討

3.1 水陸両用バギーのタイヤ特性

この水陸両用バギーの津波被災現場における、パンク対

水陸両用バギーは一般自動車のように振動を吸収するため

応タイヤの性能目標は存在していないので、過去の災害を参

のサスペンションがないため、路面の凹凸により生ずる振動

考に性能目標を設定した。

を吸収する機能をタイヤが担っている。そのため、空気圧を

阪神・淡路大震災では、

一般自動車の 250kPa 程度よりもかなり低い 15 ～ 50kPa に

①消防機関が救出した生存者は 1,387 人でありそのうち発

設定して、タイヤを柔らかい状態としてタイヤのみで走行時の

災後 1 日目 1,110 人（80.0%）
、2 日目 154 人（11.1%）
、

振動を防いでいる。また、空気圧が低くタイヤが柔らかいと、

3 日目 92 人（6.6%）、4 日目 16 人（1.2%）、5 日目 7 人

荒れた路面ではタイヤが路面に沿った形に変形するため、空

（0.5%）と 3 日目までに 97.7% 救出5）されており、4 日目以

気圧が高い通常タイヤと比較して広い接地面となるため、走

降は 3 日目までと比較するとかなり少ない人数となっている。
②救出者中の生存者の割合は発災後 1 日目 74.9％、2

破性が高くなる。
なお、この車両では、すべてのタイヤは常に直進方向を向

日目 24.2％、3 日目 15.1％、4 日目 5.4%、5 日目 4.8％

いていて、進行方向を変えるには、左右のタイヤの片方にブ

と6）、4 日目以降は 3 日目までよりかなり少ない値となってい

表１

水陸両用バギー（Argo 750HDi）の主な仕様

全長

3,020 mm

全前幅

1,525 mm

全高

1,900 mm

乗車定員

陸上 : 6 名、水上 : 4 名

最高速度

陸上 : 32 km/h、水上 : 4 km/h

登坂性能

登坂可能斜度 : 30 度

図１

る。
これらの過去の発災後の生存者の割合などの条件から、3
日目までの 72 時間が多くの生存者を救出可能な時間と考え
られる。そこで、本研究ではパンク対応タイヤに求められる
連続して走行可能な性能目標を
「パンクしても 72 時間走行可能」

水陸両用バギーに使用されているタイヤの外観（米・カーライル社製）
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と設定した。

「シーラント」は、従来のタイヤそのままに、内部に粘着性

しかし、この 72 時間は阪神淡路大震災の結果を踏まえた

の高いシーラント剤を封入しておき、釘などを踏んでもシーラ

数字であるため、今後発生する可能性がある土砂災害や津

ント剤で穴をふさいで空気が抜けないようにする対策である。

波被害においても同様の数字で良いかとの疑念があるのと、

この対策は、釘ふみなどによる接地面損傷によるパンクには

救助活動は被災種類や状況により何か月も続くことがあるた

対応可能であるが、サイドカットなどの側面損傷によるパンク

め、より長い時間の性能の方が望ましい。しかし、この 72

には効果がない。

時間は連続して走行可能な時間であり、実際に救助活動を

「サイドウォール補強」
（ランフラットタイヤ6）の対応技術の

行う消防隊員の連続活動可能時間や、72 時間以降はタイヤ

一つ）は、通常のタイヤの側壁（サイドウォール）を補強して、

を交換し継続して走行が可能になることを踏まえると、72 時

タイヤがパンクして空気が抜けても、タイヤがリムから外れる

間という設定が一つの目安であると判断した。

ことなく、側壁が一定の強度を保って車重を支え、一定距離

これに必要な仕様としては、津波被害現場を想定した耐

走れるようにしたものである。これは、サイドカットや複数回

パンク性能として「釘ふみ（接地面損傷）
」
「サイドカット（側

パンクに対応することが難しいことや、タイヤ自体の開発を

面損傷）
」
「複数回パンク」
（表２）と、
「乗り心地」
「水上で

伴い開発費がかなり高くなる。そのため、普及台数が少ない

の浮力」と設定した。

水陸両用バギー用としては適切ではないと考えられる。

3.3 パンク対応タイヤ手法の検討

「ウレタン充填」は、タイヤの中にタイヤの硬さと同じウレ

前節での仕様を踏まえ、水陸両用バギー用のパンク対応タ

タンを充填し、パンクした時はウレタンでタイヤ形状を維持す

イヤ開発に最も適した既存技術・手法の比較検討を行った。

る。パンクしていないときは、通常のタイヤと同じ状況で空

その結果を表３に示す。この表では必要な仕様に加え、実用

気によりタイヤ形状を維持する。全てのパンク種類に対応す

化に必要な「開発期間」
「開発コスト」も検討材料として加え

るのと、現状のタイヤがそのまま使えること、開発期間が短く、

た。また、一部の手法に関してはタイヤの硬さによる車体へ

タイヤ自体を開発する必要がなく開発コストが低い。

の損傷及び日常でのメンテナンスの容易性に関しても検討を

「中子挿入」は、タイヤ内部に中子と呼ばれるリング状のも
のをタイヤ内部に装着させるタイプで、空気が抜けた後はこ

行った。
表２
パンクの種類

パンクの種類とそれぞれの内容
内容

釘ふみ
（接地面損傷）

タイヤの地面と接触する部分に釘が刺さり、
接地面が損傷すること

サイドカット
（側面損傷）

タイヤの側面が切れて、損傷すること

複数回パンク

釘ふみやサイドカットを何度も行うこと
表３

パンク対策技術の比較

対応可能なパンク種類
パンク対策技術 , 概要

サイド
釘ふみ
カット
（接地面
（側面損
損傷）
傷）

要求事項

その他制限事項

複数回
パンク

乗り
心地

浮力
維持

現タイヤ
利用

リム
変更

開発
期間

開発
コスト

シーラント:タイヤ内部に粘着性
の強いシーラント剤を封入

〇

×

×

〇

〇

〇

ー

短

中

サイドウォール補強:タイヤ側面
に強化ゴムを配して補強

〇

△

△

△

△

×

必要

中

高

ウレタン充填:タイヤ内部にウレ
タンを充填

〇

〇

〇

△

△

〇

ー

短

低

中子挿入:内部に中子（アルミ ,
ゴムなどの支持体）を挿入

〇

〇

〇

〇

△

〇

ー

中

低

ボールタイプ:内部に複数の空
気入りボールを充填

〇

△

△

△

〇

〇

ー

短

低

エアレスタイヤ:ハニカム状の構
造体で車体の重量を支える

〇

〇

〇

×

×

×

必要

中

高
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の中子でタイヤの形状を維持し支えるものである。この方式

る。その中で本研究ではパンク後 72 時間走行可能とするた

は、パンクした時に中子のみで車体を支えるため、乗り心地

めに、これを想定した圧縮試験でウレタン硬度が 50% 以下

が極端に悪くなる。また、振動が直に伝わるため、車体が破

にならない材料特性として表４に示す物性値のエーテル系軟

損する可能性もある。

質ウレタンフォームで構成した。

「ボールタイプ」は、複数の空気入りボールをタイヤ内に充

圧縮試験条件

填する方法である。空気で車体を支えるので乗り心地の問題

・タイヤにかかる最大荷重 190㎏

はなく、安価に開発が可能である。一方で、ボール内の空気

・パンク時の最大速度 時速 15㎞

圧調整を行うのにタイヤをホイールから外す必要があるため、

・圧縮試験回数 40 万回≒ 1.5 回（走行中の１秒間圧縮

日常のメンテナンスで問題がある。

回数）× 3600 秒× 72 時間

「エアレスタイヤ」は、タイヤの構造部分をハニカム構造と

また、既存のタイヤにこのウレタンを充填するには、タイヤ

し、このハニカム部分で強度を保つ構造である。空気が入っ

のホイールを外し、ホイールとタイヤの接地面の隙間（図２）

ていないため浮力がない。現状の技術では通常のタイヤと同

からウレタンを充填する必要がある。またパンク後の修復で

程度の硬さであるため、サスペンションが無い水陸両用バギー

はウレタンを交換するためこの隙間を通して、抜き差しする必

では乗り心地がかなり悪い。また、振動が直に車体に伝わる

要がある。この隙間は約 15 cm 程度とタイヤの直径約 60cm

ため、車体が破損する可能性もある。

と比較するとかなり狭く、この隙間より大きなウレタンは充填

以上の検討結果を踏まえ、本研究では「ウレタン充填」の
方式が総合的に見て最も適していると判断した。そして、一
般の自動車のタイヤより柔らかい水陸両用バギーのタイヤと

することができない。そのため、ウレタンは図２に示す隙間
より小さくカットした形状とした。

同程度の硬さを持つ発泡ウレタンをタイヤの中に挿入し、パ

4．ウレタン充填タイヤの実用性評価

ンクしてタイヤの空気が抜けても内部のウレタンで車体の重量

4.1 実用性評価方法

を支えて走行できるウレタン充填タイヤを開発対象とすること

前節までに水陸両用バギーのパンク対応として、ウレタン

とした。

充填タイヤが最も適していると考えられることを示した。この

3.4 ウレタン充填タイヤの仕様

ウレタン充填タイヤの耐パンク性に関しては十分性能がある

ウレタンにはさまざまな種類や物的特性を持ったものがあ
表４

隙間から充填

と考えられるが、これを実用化するにはパンク対応技術の比

ウレタンの材料特性

品質特性

単位

物性値
65.0 ± 5.0

密度

kg/m

25%CFD 硬度

kPa

15.5 ± 3.5

引張り強さ

kPa

150 以上

3

伸び

%

60 以上

耐熱（140℃× 6 時間）後
強度保持率

%

60 以上

耐湿熱（90℃× 95% × 8 日）後
強度保持率

%

60 以上

ウレタンのカット形状
図２

ウレタン充填タイヤの構造
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較の時に明らかになっていなかった「乗り心地」
「水上での浮

・鋭利なガレキなどが刺さり大きな穴が開いた想定。パンク

力維持」の検討を行う必要がある。さらにパンク時だけでは

の穴が大きくこの穴から水が入る。
（以下

なくウレタン充填タイヤに空気が入っておりパンクしていない

験時はタイヤにドリルで直径 2 cm の穴を空け、タイヤ内に

状態は、ウレタンが入っていない既存のタイヤと比較して重
量が約 3㎏重くなる。この重量の増加は乗り心地などに影響

パンク大）実

水が入る状況とした（図３）
。
・ウレタン充填タイヤに規定圧の空気が入っており、外観か

する可能性があるためその評価も必要となる。

らウレタン充填されていないノーマルのタイヤと同じ状況に

これらを踏まえ、今回提案したウレタン充填タイヤが実用

見える状態（以下 通常時）
。

性に必要な要件を満たしているかどうかの実用性評価試験を

4.2 実用性評価試験の結果

行った。評価項目、実験方法、評価基準を表５に示す。

4.2.1 乗り心地および操縦安定性

この評価試験で設定したタイヤは、パンク２種類と、ウレ

乗り心地及び操縦安定性に関して、全タイヤ（8 本）をパ

タン充填タイヤに空気が入っている状態の以下の 3 種類で

ンク小と通常時のタイヤで舗装路直線走行及び荒地走行を

行った。

行い、操作に慣れたドライバーによる体感評価とした。

・釘が刺さって抜けた状況を想定。パンクの穴が小さくここ

１）試験方法詳細

からは空気だけが漏れ、空気以外の水等が入らない状態。
（以下 パンク小） 実験時は穴を空けずタイヤの空気をバ

・舗装路直線走行 ･･･ 平坦な舗装直線道路（距離 50 m）
・荒地走行 ･･･ 広さ：40 m × 25 m、路面状況：ダート

ルブから抜いた状況をパンク小の状況と同等と判断し空気

路面形態：丘（高低差 2 ｍ）
、ガレキを模した角材（断面

をバルブから抜いた状況で行った。
（
「パンク小」と「穴を

10 cm × 10 cm）
、平坦地、池（水深 1.0 ｍ）
（図４）

空けずタイヤの空気をバルブから抜いた状況」のパンク時

・走行時間 ･･･20 分間（舗装路直線、荒地）

走行のタイヤたわみ量が数 cm 程度と同等であった）

２）評価基準
水陸両用バギーの運転に慣れたドライバーの体感で、乗り
心地及び操縦安定性に問題がないこと。
一般の自動車では乗り心地や操縦安定性に関して、客観
的評価が行われているが、水陸両用バギーには一般的な自
動車と異なり参考となる指標がないため、運転に慣れたドラ
イバーのよる体感評価とした。
３）評価結果
パンク時の乗り心地や操縦安定性は、通常時のそれらと
比べて遜色なかった。

図３

4.2.2 水上走行

パンク大の穴の状況
表５

評価項目
乗り心地
操縦安定性
水上での浮力

タイヤがパンクしてタイヤ内に水が入ると水上での浮力が
ウレタン充填タイヤの実用性評価項目

実験方法
舗装路直線走行
荒地走行
舗装路直線走行
荒地走行

評価基準
通常時

パンク小

パンク大

操縦に慣れたドライバーによる体感評価

−

操縦に慣れたドライバーによる体感評価

−

信頼性評価

水上走行

−

耐久性

舗装路（夏場）
8 の字連続走行

−

ウレタンの耐熱温度に
達しない

−

リム外れ回避

舗装路
8 の字走行

−

コーナリング時の横荷重に対
して , タイヤがホイールリムか
ら外れることがない

−

路面とリムの
接触回避

角材乗り上げ時の
タイヤたわみ量

−

ホイールリムが路面に
接触しない

−

冬季ウレタン凍結による
タイヤ ･ 車体破損回避

凍結したウレタンでの
雪面走行

車両内に水が侵入しない

−
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平坦地

丘（高低差 2 m）

池
ガレキを模した角材
図４

荒地走行試験場

失われ、水上走行に影響が出る可能性がある。浮力低下の

・パンク大

影響は、水が入ったタイヤの本数により左右される。そこで、

パンクさせたタイヤの浮力が失われたため、その場所が

水陸両用バギーを水上に浮かべた状態で、車室内に水が入っ

沈んだ。片側全部（４本）をパンクさせた時には、乗車人

てくるかどうかで評価した（図５）
。

数に関係なく車両の傾きが大きく車室内へ浸水した。
（図

１）試験方法詳細

６）また、片側 1 〜 3 本パンクした状態では、乗員が傾き

パンク小（対象タイヤ数 １～８本（右前から後ろへ左前か

に対してバランスをとれば、乗車人数に関係なく浸水しな

ら後ろの順番とした）及びパンク大（対象タイヤ数 右側１～
4 本）において、乗員 1 ～４名乗車し水上走行試験を行った。
２）評価基準
パンクした状態での水上走行において、水陸両用バギーの
車室内への水の浸入が無いこと。
３）評価結果
・パンク小
乗車人数に関係なく水陸両用バギーの車室内には水が
入ってこなかった。

図６

図５

水上走行試験状況

パンク大（右側 4 本）時の浸水状況

図７
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かった（図７）
。
この結果、右側 4 本がパンク大の時は水上走行不可能で
あることが判明した。筆者らが把握している範囲では水陸
両用バギーの被災現場での消防活動（平成 26 年 8 月豪雨、
平成 28 年
（2016 年）熊本地震等）の中でパンクになったのは
最前輪の 1 本のみであるため、実際の被災現場で 4 本のタイ
ヤが同時にパンク大になる可能性はかなり低いと考えられる。
そのため水上走行において本仕様で問題ないと判断した。
4.2.3 パンク後の信頼性評価
パンク後走行におけるタイヤの信頼性評価のため以下の３
項目の実験を行った。
・連続運転耐久性 ･･･ 外気高温時の連続運転によるウレタン
許容温度超えの有無
・リム外れ回避 ･･･ 横荷重発生時（コーナリング時）のホイー

図９ 「リム路面接触回避」の実験

ルリム外れ有無
・リムの接触回避 ･･･ 突起物を乗り越え時のホイールリムの
突起物への接触有無

９）
。
２）評価結果

１）試験方法詳細

・連続運転耐久性

「連続運転耐久性」及び「リム外れ回避」は以下の条件で

トレッド部 64℃、中心部 43℃とウレタン許容温 度の

行った。

90℃以下であった。実験日の最高気温が 23.8℃でありさ

・日時 2015 年 8 月 20 日 10：00 ～ 15：00

らに高い日本の最高気温記録の 41.1℃であったとしても実

・最高気温 23.8℃

験日の気温にプラス 17.3℃のため、この温度差分ウレタン

・場所 タイヤ試験路面（栃木県黒磯市 B 社テストコース）

温度が上昇したと仮定するとトレッド部温度が 81.3℃とな

・タイヤ状況 ･･･ パンク小（右側 ４本）

り、ウレタンの許容温度の 90℃に達することはないと考え

・走行試験条件 ･･･ 速度：20 km/h（水陸両用バギーの平均
速度）

られる。
・リム外れ回避

・時間：20 分（水陸両用バギーの連続走行可能時間）

タイヤがホイールリムから外れることはなかった。

・評価対象タイヤ：右側４本をパンク小とした時の最も荷重

・リムの接触回避

が大きなタイヤ（右前から 3 本目 図８）

ホイールリムは角材に接触しなかった。

「リムの接触回避」は、10 cm 角の角材の上にパンク小のタ

4.2.4 凍結の影響

イヤを乗せて角材がリムに接触するかどうかを確認した（図

パンク大で水上走行をすると、タイヤ内に水が浸入する。
この状態が寒冷地で発生すると、浸入した水を吸ったウレタ
ンが凍結して固化することが考えられる。このような状態で
走行し、タイヤに強い力がかかると、充填されたウレタンの局
所に強い応力が発生して、その部分が損傷してしまう可能性
があるため、この固化した状態での走行可否を検討する。
１）試験方法詳細
以下の条件で試験を実施した。
・走行実験日 2016 年 2 月 2 日
・場所
北海道苫小牧市消防本部内駐車場（雪面）
・気温 平均 − 4.3℃、
（最低− 9.0℃、最高− 0.3℃）
・水を吸ったウレタンの凍結条件 ･･･ タイヤ内の半分まで水
注入（図 10）
（水注入後に屋外日陰に走行実験の１日前（以
下 1 日凍結品）
、２日前（以下 2 日凍結品）
、４日前（以

図８ タイヤ別荷重
（パンク状態 : 左側は通常時、右側はパンク小）

下 4 日凍結品）から設置して凍結させた）
・凍結したウレタンタイヤの装着場所 ･･･ 進行方向右側をパン
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タイヤ内の注水状況

図 11

ウレタン充填タイヤの浸水 ･ 凍結試験の条件

ク大とし、そのうちの負荷が高い 2 軸目と 3 軸目に凍結さ

たドライバーの体感で評価した。また、走行試験後のウレタ

せたタイヤを装着した（図 11）
。

ンの破損状況を目視により確認した。

２）評価基準

３）評価結果

通常時のタイヤと凍結したウレタン充填タイヤの「乗り心地」
「操作感」
「振動」
「異音」を、水陸両用バギーの運転に慣れ
表６
経過時間

表６に結果を示す。１日凍結品では運転上の支障はなかっ
たが、2 日凍結品・4 日凍結品は乗り心地が硬くなる傾向が

ウレタン充填タイヤの浸水 ･ 凍結試験の結果

1 日凍結品

2 日凍結品

4 日凍結品

走行開始直後

操作感 : 通常時と同等
乗心地 : 通常時と同等
振動 : なし
異音 : なし

操作感 : 通常時と同等
乗心地 : 通常時より硬い
振動 : あり
異音 : なし

操作感 : 通常時と同等
乗心地 : 通常時より硬い
振動 : あり
異音 : なし

15 分走行時

操作感 : 通常時と同等
乗心地 : 通常時と同等
振動 : なし
異音 : カラカラ音

操作感 : 通常時と同等
乗心地 : 通常時と同等
振動 : なし
異音 : カラカラ音

同上

30 分走行時

同上

同上

同上

走行終了時
（45 分走行時）

同上

同上

同上

まとめ

走行開始から通常時と
比べて違和感なし

表７
評価項目
乗り心地
操縦安定性
水上での浮力

15 分経過で
乗心地 ･ 振動改善

45 分走行でも変化なし
乗心地硬く , 振動あり

ウレタン充填タイヤの実用性評価結果（まとめ）

実験方法

評価基準
通常時

舗装路直線走行
荒地走行
舗装路直線走行
荒地走行

パンク小

パンク大

問題なし

−

問題なし

−

信頼性評価

水上走行

−

連続運転耐久性

舗装路（夏場）
8 の字連続走行

−

ウレタンの耐熱温度
に達しなかった

−

リム外れ回避

舗装路
8 の字走行

−

リムは外れなかった

−

リムの接触回避

角材乗り上げ時の
タイヤたわみ量

−

リムが突起物に接触
しなかった

−

冬季ウレタン凍結による
タイヤ ･ 車体破損回避

凍結したウレタンでの
雪面走行

車両内に水が浸入しなかった

−
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見られた。ウレタンの凍結度合いについては、1 日凍結品・
2 日凍結品は周辺部のみ、4 日凍結品は内部まで凍結してい
た。1 日凍結品・2 日凍結品で走行開始 15 分後に観測され
たカラカラ音は、ホイールとウレタン間に付いた氷が砕けて、
走行中にリムに当たる音であり、走行には影響が無いことが
判明した。また、ウレタンの破損状況は走行に影響が出るよ
うな致命的な破損はなかった。
実際の被災現場を想定すると、基本的には毎日消防活動
を行うことが想定されるため、2 日以上水陸両用バギーを使
用しないことは考えにくい。そのため、本検証結果では 2 日
凍結品・4 日凍結品は乗り心地が通常時より硬かったが、上
記理由により本仕様で問題ないと判断した。
5．まとめ
ウレタン充填タイヤに対して実施した実用性評価試験の結
果を表７に示す。このようにすべての評価項目に対して評価
項目をクリアーし、この仕様で実用化しても問題がないこと
が判明した。
参考文献
１）河北新報：
「わがこと 防災・減災」第 10 部 津波火災（上）
リスク／勢い増す炎、校舎に接近、2014
２）消防研究センター：津波被害現場用消防車両の開発、
消防の動き ʼ13 年 11 月号、p.13、2013
３）https://de.wikipedia.org/wiki/Amphi-Ranger
４）https://www.argoatv.com.au/applications
５）消防庁：阪神・淡路大震災の記録２、p78、1996 の「表
6-21 救助活動の状況」から計算
６）阪神・淡路大震災の経験に学ぶ、国土交通省、近畿地
方整備局、震災復興対策連絡会議 平成 14 年 1 月、第
1 章 図 2、2002
７） 道 路 運 送 車 両 の 保 安 基 準 の 細 目を 定 め る 告 示
【2010.03.22】別添 3 乗用車用空気入タイヤの技術基準
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Report of National Research Institute of Fire and Disaster

No.126（2019）

A Urethane-filled Puncture-proof Tire for Disaster Rescue
Amphibious Vehicles−Reliability Test Results and Usage

（Abstract）
Katsuaki Kubota, Yoshio Ogawa, and Yukio Yamauchi
（Accepted February 12,2019）
Development of a disaster rescue amphibious vehicle has started since the great east Japan earthquake in 2011,
during which difficulties were experienced in bringing rescue vehicles to tsunami flooded areas, obscured by the
heaps of rubble in disaster areas. A light-weight amphibious vehicle was selected as a base-vehicle for disaster rescue
operations, such as earthquake, tsunami, torrential rain storm, and flooding. Air-filled tires used in those vehicles are
weak for punctures, and chances of having tire punctures are high during operations in disaster areas. Under these
circumstances, puncture-proof tires for amphibious disaster operation vehicles have been investigated. A polyurethanefilled tire was found promising for the usage in which running speed is limited to as low as 32 km/h; thus, a series
of reliability tests for the polyurethane-filled tire were conducted, which includes ease of operation and ride on offroad surfaces, floating characteristics on water, and the performance reliabilities after occurrence of a puncture
and in severe usages, such as activities in high temperature environment during summer and in freezing temperature
environment during winter. It has been proved that at least 72 hours of rescue operation（including on-water activity）is
possible with punctured tires with no repair-work.
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技術報告

住宅火災による死亡率の推移とその変動要因
鈴木

恵子､ 中村

隆（統計数理研究所）

（平成 31 年 2 月 21 日

受理）

住宅火災による死者数や死亡率の推移は、人口構造の変化や時代背景が社会全体に与える影響、世代
の違いなどが複雑に絡み合うため、変動要因を明らかにするのが困難である。同様の課題は疫学調査等に
もありコウホート分析法が用いられる。本報は、住宅火災死亡率の推移（住宅火災全体、男女別、出火原
因別および出火原因の熱源別）に対してベイズ型コウホート分析を行い、年齢、時代、世代の各効果に分
離した結果を示した。
住宅火災全体の時代効果は、1981 年以降微減の傾向にあるが、2006 年を境に低下傾向が強まっていた。
出火原因を熱源別にみると、1990 年代後半以降、電気が石油の時代効果死亡率を上回り、最も高くなって
いた。

１．はじめに

するものである。これにより、死者数や粗死亡率、あるいは

住宅火災による死者数は、建物火災による死者数の約 9

年齢調整死亡率※の推移ではとらえることのできない、住宅

割（2017 年）１）を占めている。1990 年以降、その低減は重

火災死者数や死亡率の変動要因の理解を深めることが可能

要な施策課題であり、消防関係機関は死者の半減を目指し

となる。

て啓発等に取り組んできた２）。にもかかわらず、死者数は住

本稿は、住宅火災死亡率についてコウホート分析法を適

宅用火災警報機の設置義務化が開始される 2006 年まで、

用し、死亡率の変動要因の効果を明らかにしようとするもの

僅かな増減を繰り返しながらも増加傾向にあった（2006 年

であり、住宅火災全体及び、性別、出火原因別及び出火原

以降は減少に転じた）
。

因の熱源別の死亡率について分析を行った結果を示す。

この増加については、住宅火災による死亡率が年齢や性
ことが既
別によって異なり、特に高齢層の死亡率が高い１）３）

２. 分析方法

に知られており、この間、高齢者人口は急激に増加している

2.1 分析対象

ことから、死者数の増加が高齢者人口の増加に関係すること

分析対象は、火災報告等で把握された住宅火災による死

は十分予想された。しかしその人口構造の変化の影響や、何

者数のうち自損を除くものとし、各年の 0 歳～ 84 歳の年齢

らかのリスク要因が付加された可能性、啓発の効果による死

5 歳階級別死者数と 85 歳以上死者数を用いた。死亡率算

者数の抑制がどの程度生じていたのかについて、判断するこ

出のための人口には総務省統計局の年齢 5 歳階級別人口推

とは困難であった。

計値６）を用いた。分析対象期間は 1981 年から 2015 年の 35

一方、2006 年以降は住宅火災死者数が減少に転じている

年間である。
分析は、住宅火災死者総数を対象としたほか、男女別、

が、高齢者人口の増加は続いており、施策の影響を評価す
るには、少なくとも人口構造の変化を考慮する必要がある。
同様の課題は疫学調査や継続的に実施される意識調査等

出火原因別及び出火原因の熱源別に行った。
2.2 分析手法
分析手法にはベイズ型コウホート・モデル（BAPC モデル）

にも存在しており、その解決にコウホート分析法が用いられ
る

。コウホート分析法は、死亡率の変動の背景にあって

４）５）

複雑に絡み合う、人口の年齢構成の変化、同時代を生きる
世代
（同時出生集団あるいはコウホート、
以下「世代」という。
）

を用いた。コウホート分析法は、死亡率の推移を年齢

７）８）９）

（A）
・時代（P）
・世代（C）の各効果に分離し（APC モデル）
、
それぞれの大きさを明らかにする。
年齢効果は、年齢による死亡率の普遍的な傾向を示す。

の特性及び時代背景が社会全体に与える影響を分離し、そ
れぞれの影響の大きさ（以下、
「効果」という。
）を明らかに

世代効果は、同時出生集団毎の死亡率の傾向を示す。時代
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効果は、年齢効果と世代効果を除いたものであり、社会全

布である。

体の死亡率の推移を表す。施策の効果はこの時代効果の中
に現れるものと考えられる。
本研究で用いるモデルは、年齢階級数を I、時点数 J とし、

1990 年代以降に生まれた世代では、急激に低下している。

、期待住宅火災死者数

ただし、若い世代は現在年齢以降のデータが得られていない

とするとき、対数期待死者数を以下の形に分解するも

ため、計算の特性上低く出る傾向にある。この傾向は以下

第 j 時点の第 i 年齢階級の人口を
を

世代効果は、1910 年代後半から 1930 年代前半生まれの
世代で低く、1950 年代から 1960 年代前半生まれで高い。

のである。

の分析結果にも共通する。


ここで、 は総平均効果、 、 、
世代効果のパラメータである。

（1）

はそれぞれ年齢、時代、
は第 j 時点の第 i 年齢階

に見える。
3.1.2 死者数および死亡率の推移との比較

の区分の重な

級に対応する世代区分と世代効果パラメータ
、

り具合により決まるウェイトであり、

時代効果は、1981 年以降微減の傾向にあるが、2006 年
を境に低下傾向が強まっており、推移の傾向が転化したよう

を

時代効果の推移を死者数、死亡率及び年齢調整死亡率の
推移と比較したものが図２である。

満たす。各効果パラメータは、それぞれ相対的な値となるよ
うゼロ和制約を課して基準化する。

粗死亡率は、死者数を人口で除したものである。年齢調
整死亡率は年齢構成に変動が無かった場合に実現されたで



（2）

総平均効果は、ゼロ和制約により相対化した 3 効果の中心

あろう死亡率のことであり、
国内では通常昭和 60 年
（1985 年）
モデル人口（昭和 60 年人口をベースに作られた仮想の人口モ
デル、基準人口ともいう）が用いられる11）12）。
また、時代効果は総平均効果を足して逆変換したものが

となる対数死亡率の全体平均である。
ところで、このような APC モデルには、各効果を一意に
決められないという識別問題の存在が知られている。この識

死亡率に相当する値となることから、本報ではこれを「時代
効果死亡率」と呼ぶこととし、図２に示した。
死者数と粗死亡率はほぼ同じ傾向を推移している。ま

別問題を克服するのがベイズ型コウホート・モデルである。
ベイズ型コウホート・モデルでは、パラメータの漸進的変

た、年齢調整死亡率と時代効果死亡率もほぼ同じ値を推移

化の条件（各効果の隣り合う区分での違い、即ち 1 次階差

している。死者数と粗死亡率は 2006 年以降低下傾向にあ

の重み付き 2 乗和を最小にするという条件）

り、1990 年前後の値に近づいてきているものの、2015 年は
1990 年の値を上回っている。これに対して年齢調整死亡率


（3）

と時代効果死亡率は 1990 年頃に比べ低い値を示している。
年齢調整死亡率と時代効果死亡率は、いずれも高齢者人
口の増加などの人口構造の変化を取り除いたものであるが、

を与え、これを事前分布として表現し、尤度関数とあわせて

年齢調整死亡率がその結果のみを示すのに対し、時代効果

ベイズ型モデルを構築する。3 効果の有無により 8 つのモデ

は同時に年齢効果と世代効果も分離することから、これらと

ル（無効果の G モデル、単効果モデルの A、P、C モデル、

併せて何が住宅火災死亡率の変動に影響を及ぼしたのかを

2 効果の AP、PC、AC モデル、3 効果の APC モデル）から

理解することが可能になる。

なるモデル群を設定し、赤池のベイズ型情報量規準（ABIC）

3.2 男女別の分析結果13）

９）

を最小にするモデルを選択する。詳細は中村
（2005）を参照。

男女別にコウホート分析を実施した結果が図３及び図４で
ある。

３．分析結果

年齢効果は 15 ～ 19 歳階級が最も低く、加齢に伴い上昇

3.1 住宅火災死亡率の変動要因とその効果

するのは男女共通であるが、男性は青壮年期から上昇するの

3.1.1 BAPC 分析の結果10）

に対して、女性では上昇時期が遅く、高齢期に急激に上昇し

住宅火災による死亡率の推移をベイズ型コウホート・モデ

ている。

ルにより分析を行った結果、年齢、時代、世代の 3 効果モ

世代効果は、女性に比べ男性の方が世代による差異が大

デルが選択された。結果を図１に示す。図の縦軸は分析によっ

きい。1970 年代から 1990 年代生まれの世代は、男性が

て得られた各効果の指標であり、相対対数死亡率である。3

1950 年代生まれに比べて比較的低い効果を示すのに比べ、

効果のうち年齢効果の変動幅が最も大きく示され、次いで世

女性では同程度の効果を示した。

代効果が大きく、時代効果の幅が最も小さい。

時代効果は、男性では 1990 年頃から 2005 年頃までほ

年齢効果は、15 ～ 19 歳階級が最も低く、加齢に伴い上

ぼ一定であるが、2006 年以降は顕著な低下傾向を示す。女

昇する。これは住宅火災死亡率の年齢階級分布と同様の分

性は 1980 年代から 90 年代にかけて緩やかな低下傾向を示
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図１

図２

住宅火災死亡率の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果

死者数、粗死亡率、年齢調整死亡率、時代効果死亡率の推移

図３

住宅火災死亡率（男性）の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果

図４

住宅火災死亡率（女性）の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果
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し、2006 年以降は低下傾向が強まるものの、男性に比べ緩

まれの世代が高く、それ以外はほぼ一定であるが、1980 年

やかである。

代後半生まれの以降の世代では低下している。

なお、
男女のリスク差は総平均効果（

）の差で示される。

3.3.4 火遊び

総平均効果は、年齢・時代・世代による違いを取り除いた全

火遊びによる死亡率についても 3 効果モデルが選択された

体平均と理解でき、これを自然対数で逆変換した値は男女そ

（図８）
。時代効果は低下傾向を続けおり、2000 年頃から低

れぞれの全体平均としての死亡率を表す。本報の分析対象の

下傾向が強まっている。年齢効果は、乳幼児期が最も高く、

全体平均としての死亡率は、男性 0.80 人 /10 万人･ 年、女

青壮年期で低く、高齢期で再び上昇するが、乳幼児期と同

性 0.44 人 /10 万人･ 年である。

程度かそれ以下である。世代効果は 1900 年前後生まれで

3.3 主な出火原因別の分析結果

高く、最も低い 1930 年前後生まれの世代に向けて低下する

次に、出火原因別に分析を行った結果を示す。

が、それ以降の世代では再び上昇し、1980 年代以降に生ま

3.3.1 たばこ

れた世代では 1890 年代生まれの世代と同程度の効果を示

たばこを出火原因とするものについては、失火者本人が死
亡したケースのみを対象として分析を実施した。その結果、３

し、高止まりしている。
3.3.5 灯明・線香

効果モデルが選択された（図５）
。年齢効果は 10 代後半から

灯明と線香による火災の死亡率は、年齢効果と時代効果

加齢とともに急激に上昇している。時代効果は 2005 年まで

が選択され、世代効果については特段の傾向は認めなかった

は横ばいの状態であったが、2006 年頃から低下傾向に転じ

（図９）
。時代効果は分析対象期間中低下傾向を続けている。

ている。

年齢効果は、乳幼児期で若干高いものの、加齢とともに上

世代効果は、1900 年前後生まれと、1940 年代後半から
1960 年代前半までの生まれの世代の効果が高く、それ以降

昇し、80 代以上では非常に高い効果を示す。
3.3.6 放火

に生まれた世代の効果は低くなっている。

放火による火災による死亡率も、年齢効果と時代効果が

3.3.2 ストーブ

選択され、世代効果は反応が得られなかった（図 10）
。時代

ストーブを出火原因とする死亡率の時代効果は、分析対象

効果は、2005 年前後に高い効果を示すものの、分析期間中

期間中、2005 年～ 2006 年の一時期を除き単調に低下して

ほぼ一定であった。年齢効果は 10 代が最も低く加齢ととも

いる。年齢効果は乳幼児期と高齢期で高く、高齢層ほど効

に上昇するが、他の出火原因の加齢による上昇に比べ、比

果は高い。世代効果は、1900 年前後生まれから 1950 年前

較的緩やかな上昇を示す。

後生まれの世代にかけて上昇し、それ以降の世代の効果は

3.3.7 放火自損

急激に低下している（図６）
。

放火自損は本報の住宅火災全体の死亡率の分析に含めて

3.3.3 コンロ

いないが、放火自損による住宅火災の死亡率のみを対象とし

コンロによる火災の死亡率についても 3 効果モデルが選択

て分析を行った（図 11）
。その結果、時代効果は 1996 年～

された（。時代効果は、2000 年代前半に停滞がみられるも

2003 年頃に若干高い効果を示すものの、それ以外は概ね

のの、ほぼ単調に減少傾向を示しており、特に 2008 年以降

減少傾向にある。年齢効果は乳幼児期で若干高いものの、

の減少傾向が大きい。年齢効果は、乳幼児期で若干高く、

10 代前半が最も低く、10 代後半から 20 代前半に急激な上

加齢とともに急激に上昇する。30 代から 40 代の効果が他の

昇を示す。高齢期に向けての上昇は穏やかで、40 代後半以

出火原因に比べ高く出ている。世代効果は 1900 年前後生

降はほぼ一定であった。一方世代効果は、1920 年代生まれ

図５

住宅火災死亡率（たばこによる失火者本人）の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果
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住宅火災死亡率（ストーブ）の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果

図７

住宅火災死亡率（コンロ）の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果

図８

住宅火災死亡率（火遊び）の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果

図９

住宅火災死亡率（線香･灯明）の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果
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図 10

図 11

住宅火災死亡率（放火）の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果

住宅火災死亡率（放火自損）の年齢（左）･時代（中央）･世代（右）効果

まではほぼ一定で低く、1940 年代から 50 年代生まれの世

3.4.2 ガス

代で高く、1960 年代生まれ以降の世代では低下している。
3.4 出火原因の熱源別分析結果

ガス油類を燃料とする道具装置のうち、ガスを燃料とする
道具・設備 14）から発生した住宅火災による死亡率について分

前項では出火原因別に分析結果を示したが、たとえばス

析を行った（図 13）
。3 効果モデルが選択され、時代効果は、

トーブ（図６）の中には、石油（灯油）ストーブ、ガスストーブ、

分析期間を通して低下傾向を示した。特に 2008 年以降は低

電気ストーブ、薪ストーブなど異なる熱源によるストーブが含

下傾向が強まっている。コウホート効果は 1930 年代後半か

まれており、燃焼部分の温度や形状、使われ方、また火災

ら 50 年代生まれの世代が高い傾向を示すが、概ね新しい

を発生させないための安全装置や対策も異なる。そこで、出

世代ほど低下する傾向を示す。

火原因となった機器等の種類とは別に、熱源に着目した分析

3.4.3 電気

を行った。石油、ガス、電気の 3 種類を熱源とする機器等

電気による発熱体 14）から発生した住宅火災による死亡率に

から発生した火災による死亡率について行った分析結果を以

ついて分析を行った（図 14）
。3 効果モデルが選択され、時

下に示す。

代効果は 2006 年頃に一時的な上昇と低下があるが、それ

3.4.1 石油

以外は分析期間を通じてほぼ一定である。年齢効果は、乳

ガス油類を燃料とする道具装置のうち、油を燃料とする道

幼児期に高く、10 代後半が最も低く、それ以降加齢ととも

具・設備 14）から発生した住宅火災による死亡率について分析

に上昇する傾向は、住宅火災全般の年齢効果と似た傾向を

を行った（図 12）
。3 効果モデルが選択され、時代効果は、

示すが、20 代から 30 代にかけての上昇が緩やかである。世

分析期間を通して急激な低下傾向を示した。特に 2007 年以

代効果は 1950 年前後の世代の効果が高く、それ以降は低

降の低下傾向が加速している。年齢効果は乳幼児層で高く

下の傾向を示している。

10 代後半で最も低く、加齢と共に上昇する住宅火災全体と

3.4.4 各熱源別時代効果死亡率の比較

同様の分布を示す。世代効果は、1940 年代から 50 年代生
まれの世代が若干高い効果を示すが、その後の世代は低下

熱源別の時代効果死亡率（時代効果に総平均効果を足し
て指数変換したもの）の推移を比較したものが図 15 である。

し、
特に 1980 年代以降生まれの世代の効果の低下が大きい。

ガスの時代効果死亡率は 3 種類の熱源の中で常に最も
低く、低下傾向を示している。石油等の時代効果死亡率は
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図 12

住宅火災死亡率（石油）の年齢（左）･ 時代（中央）･ 世代（右）効果

図 13

住宅火災死亡率（ガス）の年齢（左）･ 時代（中央）･ 世代（右）効果

図 14

住宅火災死亡率（電気）の年齢（左）･ 時代（中央）･ 世代（右）効果

図 15

住宅火災の熱源時代効果死亡率の比較
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分析期間の初期には最も高かったが、着実な減少を示し、

代効果はほぼ一定であった。その結果、2000 年以降はこの

2015 年にはガスとほぼ同程度まで低下した。一方、電気の

3 種類の熱源の中で電気が最も時代効果死亡率の高い熱源

時代効果死亡率は、分析期間初期と 2006 年頃に高い時期

となっており、住宅火災対策としては電気機器や配線等への

があるものの、分析期間を通して 0.05 人 /10 万人付近を推

対策に重点を置くべき事を示している。しかし、この結果がそ

移している。その結果、1990 年代後半を境に電気の時代効

のまま最近の電気機器が危険であることや、火災安全対策

果死亡率は石油の時代効果死亡率を上回り、3 種類の熱源

が進んでいないことを示すものではなく、住宅内で用いられ

の中では最も時代効果死亡率の高い熱源となっている。

る熱源が石油やガスから電気に置き換わり、その分のリスク
を電気が引き受けている側面があることに留意すべきである。

４．考察

世代効果に着目すると、火遊びを除くほとんどの分析で、

住宅火災による死亡率の時代効果（図１）の推移の傾向

1950 年代に生まれた世代がその前後よりも高い効果を示し

が転化した 2006 年は、法令による住宅用火災警報器の設

た。その原因については本研究の議論の対象ではないが、

置義務化が始まった年であることから、傾向の変化は住宅用

高い世代効果を示すこの世代が、年齢効果の高い高齢期を

火災警報器の普及の影響である可能性がある。しかし、因

迎えつつあることから、住宅火災による死者低減のための喫

果関係を確認するためには、住宅用火災警報器の普及と死

緊の対策として、1950 年代生まれの世代に対する働きかけ

者数の変化についてさらに詳細な検討を行う必要がある。

が重要であることを読み取ることができる。

住宅防火に関連する法令による規制として、消防法令によ
る住宅用火災警報器の設置義務化のほかに、ガス事業法及

５．まとめ
住宅火災による死亡率について、住宅火災全体と男女別、

び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法
律（液石法）による、新規に設置されるガスコンロの全口安

出火原因別および出火源の熱源別にベイズ型コウホート分析

全センサーの設置義務化（2008 年 10 月 1 日）と、消費生

を行い、年齢、時代、世代の各効果に分離した結果を示した。

活用製品安全法による使い捨てライターのチャイルドレジスタ
ント機能の義務化（2011 年 9 月 27 日）がある。
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This study conducted a Bayesian age-period-cohort analysis on home fire fatality rate as a whole, and according
to sex, cause of fire, and heat source.
Analysis results for home fire as a whole revealed that of the three effects (age, period, and cohort), the one
for age was the largest. The period effect decreased slightly throughout the analysis period, and the downward trend
increased after 2006.
Results also show a decline in period effects of fires from tobacco, cooking stoves, playing with fire, and candles
and incense sticks. In contrast, the period effect of arson fire was almost constant.
With regard to heat source, the period effect of gas fire was always the lowest and declined throughout the
analysis. Likewise, the period effect of petroleum fire had an abrupt decreasing trend while that of electricity fire
remained constant. The period effect of electricity was the highest among the three after the latter half of the 1990s.
Considering cohort and age effects, we should focus on people born in the 1950s to minimize deaths caused by
house fires, as their cohort effect is high and they are near a period of high age effect.
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