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技術報告

熱分解ガスクロマトグラフィーによる焼損物の同定手法の確立に向けての
実験的研究の試み
佐藤

康博、塚目

（令和元年 8 月 5 日

孝裕
受理）

火災原因調査において、焼損物の材質を特定することが求められる場合がある。燃焼していない状態の
高分子化合物については熱分解ガスクロマトグラフィー（以下、熱分解 GC）による分析が行われ、データベー
ス化されているが、焼損物で既存のデータベースとの比較が可能かについては分かっていない。そこで、熱
分解 GC による焼損物の同定が可能かの検討を行った実験結果を紹介する。

１．はじめに

で加熱する方法（実験１）と実際に燃焼させる方法（実験２）

火災原因調査において、火災現場で採取した焼損物の材

を行った。実験１は再現性の良い加熱方法で、熱が試料に与

質を特定することが求められる場合がある。身近にある製品

える影響を予備的に調べる目的で行った。実験２では実際に

には、天然繊維、合成樹脂などの多種多様な高分子化合物

燃焼させた試料の結果が実験１での試料の分析結果と一致

が使用されている。一般に、高分子化合物の材質は、フー

するかの比較を行った。

リエ変換赤外分光光度計（以下、FT-IR）
、熱分解 GC、核

2.2 実験１

磁気共鳴装置（NMR）などの分析装置を用いて調べること

2.2.1 試料の材質
試料は一般的に繊維、樹脂などに使用されているものを想

ができる。燃焼していない状態の高分子化合物は様々な分
析機器で測定され、豊富なデータベースがある1）。しかし、

定し、構成する一次化学構造が大きく異なるものを基準に選

焼損物では火災の熱により溶融・炭化し、化学構造が本来

定し、各試料は試薬として市販されているものを用いた。試

の構造から変化することが想定され、既存のデータベースと

料の形状は粉末状、塊状、または、ペレット状である。塊状

の直接的な比較はできず、材質の特定が難しい。そのため、

の試薬は粉砕し、ペレット状の試料については薄く削った。

焼損物の材質を特定するための手法を確立することは、火

各試料の名称および形状を表 1 に示す。

災原因調査技術を高度化する上で重要である。先行研究とし

表１

て、擬似的に焼損させた合成樹脂等を FT-IR によって測定
する検証が報告されている が、さらなる火災原因調査技術
2）

の高度化を目的として、FT-IR とは異なる手法による焼損物

No.

実験 1 で用いた試料
試料名

形状

1

ポリエチレン

ペレット

の材質同定を可能にすることは鑑定結果の信頼性の向上に

2

ポリプロピレン

ペレット

つなげられる。本報では、熱分解 GC による焼損物の同定

3

ポリスチレン

ペレット

4

スチレンアクリロニトリルコポリマー

ペレット

変化を調べた3）。さらに、実際に燃焼させた試料について熱

5

ポリ塩化ビニル

粉末

分解 GC による分析を行い、TG-DTA により疑似的に燃焼

6

ポリ酢酸ビニル

塊状

の材質同定手法の確立を試みた。多様な手法での鑑定物件

手法の確立を目的とし、示差熱熱重量同時測定装置（以下、
TG-DTA）よる加熱前後の試料の熱分解 GC の分析結果の

させた試料との比較が可能かどうかの検討を行った4）。

7

ポリカーボネート

ペレット

２．実験方法

8

ポリエチレンテレフタレート

ペレット

2.1 実験の概要

9

ナイロン 6,6

ペレット

10

セルロース

焼損物の同定手法の確立を目的として、加熱した試料を
熱分解 GC で分析を行った。試料の加熱方法は、TG-DTA
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2.2.2 試料の加熱方法

表３

TG-DTA による試料の加熱を空気および窒素雰囲気につ

No.

いてそれぞれ行った。空気雰囲気での加熱は焼損物の表面、

実験 2 で用いた試料
試料の特徴

燃焼方式

1

プラスチック製ゴミ箱

A

TG-DTA は STA7200（株式会社日立ハイテクサイエンス）

2

プラスチック製ハンガー

A

を使用し、二通りの加熱を行った。加熱 1 は試料を高温で

3

プラスチック製照明の外枠

A

加熱した際の挙動について調べるために行った予備的な加熱

4

プラスチック製テレビの外枠

A

5

カバンの底板

A

加熱１は 600 ℃まで毎分 20 ℃で昇温させる条件で測定

6

電気ストーブの台座

A

を行っている。加熱 2 は加熱１の測定で調べた重量減少が

7

光沢のあるカバンの表面

A

起こる温度まで昇温させ、その後急速に温度を下げる温度

8

雑巾（綿）

B

9

布（ポリエステル）

B

10

網（ナイロン）

B

窒素雰囲気での加熱は焼損物の内部を想定した。

であり、加熱 2 は熱分解 GC 分析用の試料調整のための加
熱である。加熱 1 および加熱 2 は表 2 で示す条件で行った。

変化プログラムで測定を行っている。例えば、ポリエチレンの
空気雰囲気下での加熱では 350 ℃まで毎分 20 ℃で昇温し、
その後毎分 50 ℃で急速に冷却させている。
2.3 実験２
実際に試料を燃焼させる方法として、模擬家屋の燃焼実験

A：模擬家屋での燃焼
B：灯油をかけて燃焼

（A）
と灯油をかけて試料の燃焼
（B）
の 2 通り行った。燃焼
（B）

表４

では、5 mL 程度の灯油を使用している。2 通りの燃焼では

熱分解 GC の分析条件

検出器

FID（310 ℃）

の試料を燃焼させ、燃焼方法の違いを調べる目的ではなく、

気化室

250 ℃

燃焼（A）で回収できなかった試料について、実験結果の充

カラム

DB-1（アジレント・テクノロジー）

オーブン温度

40 ℃（5 分）～ 10 ℃ /min ～ 300 ℃（20 分）

キャリアガス

ヘリウム

それぞれ異なる試料で実験を行った。2 通りの燃焼は、同一

実を図る目的で、燃焼（B）で試料の作成を行った。
燃焼（A）と（B）について燃焼前と燃焼後について試料
を採取し、それぞれ熱分解 GC による分析を行った。試料
の採取方法については、樹脂状の試料については試料の表
面を削り、繊維状の試料については繊維を適切な大きさに切

３．結果と考察

断した。試料の特徴、燃焼方法を表 3 にまとめた。

3.1 実験１

2.4 熱分解 GC による分析

3.1.1 試料の加熱

実験１および実験２で得られた試料を熱分解 GC で分析
を行った。熱分解 GC は以下の条件で分析を行っている。

加熱 1 による TG-DTA の分析結果を図 1 に示す。いずれ
の試料についても、横軸は時間、縦軸は温度、示差熱量、

熱分解装置は JCI-22S（日本分析工業株式会社）
、GC

重量について 3 種類のグラフが示されている。

は GC-2025（株式会社島津製作所）を使用した。熱分解

どの試料も空気雰囲気での加熱では重量減少の際に大き

装置 JCI-22S は強磁性体の誘導加熱を応用した加熱方法

な発熱が見られるが、窒素雰囲気では発熱は見られない。ま

で、パイロホイルの組成によって一定温度に加熱することが

た、空気雰囲気の方が比較的低い温度から重量減少が見ら

できる。本報では 590 ℃に昇温できるパイロホイルを使用し

れる場合が多いことがわかる。

た。熱分解 GC の分析条件を表 4 に示す。

図１の各試料の TG-DTA の分析結果について、ポリエチ
レン、ポリプロピレンでは、100 ～ 200 ℃の比較的低い温度

表２

で重量変化の伴わない吸熱のピークが見られ、融点と考えら

TG-DTA の測定条件

れる。空気雰囲気では 300 ℃を超えたあたりから発熱を伴

加熱 1

加熱 2

雰囲気

空気または窒素

空気または窒素

測定温度

室温～ 600 ℃

室温～試料加熱温度

参照試料

アルミナ

アルミナ

るピークは見られず、さらに温度を上げた際の重量減少につ

測定容器

白金

アルミニウム

いてはポリエチレン、ポリプロピレンと同様の傾向であった。

う重量減少となり、窒素雰囲気では発熱を伴わない重量減
少となっている。ポリスチレン、アクリロニトリルコポリマーで
は、ポリエチレン、ポリプロピレンで見られた融点と推測され

ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニルについては、いずれも多段
階の分解反応が見られた。空気雰囲気下の一段階目につい
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ては、ポリ塩化ビニルでは吸熱、ポリ酢酸ビニルでは発熱と

ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニルについては、付加重合型

なっているが、側鎖の脱離により不燃性の塩化水素と可燃性

の高分子化合物にもかかわらず、上述のポリエチレン、ポリ

の酢酸がそれぞれ生成したことによる違いである。ポリカー

プロピレン、ポリスチレン、スチレンアクリロニトリルコポリマー

ボネートについてはポリスチレン、アクリロニトリルコポリマー

の結果とは異なり、加熱前後で熱分解 GC のピークパターン

と同様の傾向、ポリエチレンテレフタレートナイロン 6,6 はポ

に変化が見られた。ポリエチレン、ポリプロピレンは主鎖の

リエチレン、ポリプロピレンと同様の傾向であったが、ポリエ

切断がランダムに起こるランダム分解であり、ポリスチレンは

チレンテレフタレートの空気雰囲気下の加熱では 550 ℃を超

分解生成物の主成分がモノマーとなる解重合であるのに対

えたあたりから二段階目の重量減少が見られた。セルロース

し、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニルは側鎖の脱離が進行す

は 100 ℃付近で重量と示差熱量の低下が見られるが、水分

ることが知られている5）,6）が、加熱前後の熱分解 GC のピー

の蒸発と考えられる。

クパターンの違いは高分子化合物の熱分解機構の違いに基

加熱 2 の試料加熱温度については、いずれの試料につい

づくものと推測できる。

ても重量変化で 1 段階目の重量減少の範囲に収まる温度に

また、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニルは加熱前の標準試

設定し、加熱 2 の分析結果を表 5 にまとめた。表 5 ではプ

料の状態でも両者の熱分解 GC のピークパターンは類似して

ログラムで設定した上限温度および加熱後に残った重量の割

おり、空気雰囲気、窒素雰囲気かでのいずれの加熱後であっ

合を示している。

ても類似したピークパターンであった。これは、この 2 種類

3.1.2 熱分解 GC の分析結果

のポリマーの構造および分解過程が類似しており、共通の分

加熱を行っていない標準試料および加熱 2 により得られた

解生成物が生成するためと考えられる。このことから、2 段

各試料について熱分解 GC 分析を行った結果を図 2 に示す。

階以上の熱分解が起こる高分子化合物について側鎖の脱離、

熱分解 GC の結果は横軸の保持時間については 25 分まで、

分解等で類似の構造となる高分子化合物については熱分解

縦軸は主要なピークを確認しやすいように拡大して示してい

GC による材質同定では同様のピークパターンが得られ判別

る。

が難しいことが推測される。

付加重合型の高分子化合物であるポリエチレン、ポリプロ

縮合型の高分子化合物であるポリカーボネート、ポリエチ

ピレン、ポリスチレン、スチレンアクリロニトリルコポリマーに

レンテレフタレート、ナイロン 6,6、セルロースは上述の付加

ついては、窒素雰囲気の加熱では、加熱前後で同様のピー

重合型の高分子化合物と比較して、加熱前後でピークパター

クパターンの熱分解 GC の分析結果が得られた。空気雰囲

ンが変化する試料が多かった。
ポリカーボネートの加熱後の試料の熱分解 GC のピークパ

気下の加熱では、ポリエチレン、ポリプロピレンでは加熱前
後でほぼ同様のピークパターンであった。一方、ポリスチレン、

ターンは標準試料と比較して、異なるピークの出現や一部の

スチレンアクリロニトリルコポリマーではピークパターンが変化

ピークの消失程度であったが、ポリエチレンテレフタレートは

し、標準試料で見られる主要なピークは加熱後であっても見

窒素雰囲気の加熱では標準試料のピークパターンと類似した

られているが、新たなピークが出現していた。

結果となったが、空気雰囲気での加熱の結果得られた試料
表５

No.

試料調整のまとめ

試料名

空気雰囲気

窒素雰囲気

温度

重量

温度

重量

1

ポリエチレン

350 ℃

77%

480 ℃

42%

2

ポリプロピレン

320 ℃

50%

450 ℃

37%

3

ポリスチレン

350 ℃

56%

400 ℃

80%

4

スチレンアクリロニトリルコポリマー

400 ℃

38%

400 ℃

77%

5

ポリ塩化ビニル

350 ℃

38%

350 ℃

38%

6

ポリ酢酸ビニル

350 ℃

40%

350 ℃

43%

7

ポリカーボネート

500 ℃

72%

550 ℃

33%

8

ポリエチレンテレフタレート

450 ℃

24%

450 ℃

37%

9

ナイロン 6,6

450 ℃

56%

450 ℃

52%

10

セルロース

360 ℃

13%

360 ℃

17%
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のピークパターンは標準試料の場合と大きく変化していた。

試料 No.3 および試料 No.4 の比較から、この実験条件では

また、ナイロン 6,6、セルロースは窒素雰囲気、空気雰囲気

試料の形状は加熱前後のピークパターンの変化の結果に影響

にかかわらず、加熱前後で大きくピークパターンが変化し、標

を与えないことがわかった。

準試料との直接的な比較による熱分解 GC での同定が困難
であることが分かった。

試料 No.7 は製品の形状や特徴および熱分解 GC のピー
クパターンからポリ塩化ビニルを含むと考えられるが、複数の

実験 1 の結果を表 6 にまとめた。これらの結果では、縮

高分子で構成されている可能性が高く、材質の特定まではで

合型の高分子化合物は加熱後に標準試料のピークパターンと

きなかった。保持時間が 9.8 および 15.5 min のピークは燃

大きく異なる場合が多く、標準試料との直接的な比較による

焼前後の熱分解 GC の分析結果で明確に観測されているが、

熱分解 GC による同定が困難になる可能性が高いことがわ

GC-MS での分析結果から可塑剤として混ぜられたフタル酸

かった。また、窒素雰囲気で加熱した試料は空気雰囲気で

誘導体と考えられる。この結果は主成分である高分子だけで

加熱した試料よりも標準試料に近い分析結果が得られる場

なく、混入させている物質による試料の材質特定の可能性を

合が多かったことから、焼損物の材質同定を熱分解 GC で

示唆している。

行う場合、空気に触れていない焼損物の内部を採取・分析

試料 No.8 はセルロースである。実験１の結果との比較で

することで可能であることを示唆している。

は、9.7 min および 13.5 min の主要なピークは類似している

3.2 実験 2

が、その他のピークについては窒素雰囲気および空気雰囲

表 3 に示した各試料の燃焼前、燃焼後について熱分解

気で加熱したいずれの試料とも異なっている。

GC 分析を行った結果を図 3 に示す。実験１の結果と同様に、

試料 No.9 はポリエチレンテレフタレートで、実験１の結果

熱分解 GC の結果は横軸の保持時間については 25 分まで、

では空気雰囲気で加熱した場合にはピークパターンが変化す

縦軸は主要なピークを確認しやすいように拡大して示してい

るにも関わらず、実験 2 の条件では燃焼前後でピークパター

る。

ンの変化が見られなかったことから、窒素雰囲気での加熱に

熱分解 GC の分析結果、試料 No.1 および試料 No.2 は

近い条件で燃焼が起きていたと推測することができる。

ポリプロピレン、試料 No.3 および試料 No.4 はポリスチレン、

試料 No.10 は製品表示からナイロンであるが、標準試料が

試料 No.5 はポリエチレンであることがわかった。試料 No.6

なく、ポリマーの化学構造を明確に決定できていない。この

は標準試料を得られなかったため、高分子化合物の詳細な

結果は、ナイロン 6,6 について加熱前後に大きくピークパター

構造まで決定できていないが、製品に ABS 樹脂製という表

ンが変化する実験 1 の結果とは異なっている。同様のアミド

記があったため、付加重合型の高分子化合物と推測するこ

結合を有するナイロンであっても化学構造によって燃焼前後

とができる。試料 No.1 〜 6 は付加重合型の高分子化合物

の変化の影響が異なることがわかった。

であり、実験１の結果と同様に加熱前後のピークパターンの

以上の実験 2 の結果を表 7 にまとめた。試料 No.8 ～ 10

変化は見られなかった。また、試料 No.1 および試料 No.2、
表６

表７
No.

実験 1 の熱分解 GC の結果のまとめ

No.

試料名

実験 2 の熱分解 GC の結果のまとめ

空気雰囲気 窒素雰囲気

分析結果

1

ポリプロピレン

1 ポリエチレン

○

○

2

ポリプロピレン

2 ポリプロピレン

○

○

3

ポリスチレン

3 ポリスチレン

△

○

4

ポリスチレン

4 スチレンアクリロニトリルコポリマー

△

○

5

ポリエチレン

5 ポリ塩化ビニル

△

△

6 ポリ酢酸ビニル

△

△

6

ABS 樹脂＊

7 ポリカーボネート

△

△

7

ポリ塩化ビニル等＊#

8 ポリエチレンテレフタレート

×

○

8

セルロース#

9 ナイロン 6,6

×

×

9

ポリエチレンテレフタレート

10 セルロース

×

×

10

ナイロン＊

○：ほぼそのまま判別可能
△：標準試料と異なるピークが出現 or 一部のピークが消失
×：標準試料に見られたピークがほとんど消失

標準試料がなく、ポリマーの化学構造が明確に決定できていな
い試料を示している。
#
燃焼前後で熱分解 GC の分析結果が大きく変化した試料を示し
ている。
＊
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については、灯油をかけて燃焼させているが、熱分解 GC

焼時の生成ガスについて」消防研究所報告，116, pp.1-

では灯油由来のピークは見られなかった。この理由として灯

10, 2014 年 3 月

油が完全に焼失したためではなく、熱分解 GC の分析に使
用した試料量が非常に少ないため、試料に含まれる灯油が検
出限界を下回ったためと推測している。
４．まとめ
熱分解 GC での焼損物の材質同定は有効であると認めら
れたが、材質によってはピークパターンの類似性により同定に
注意が必要な試料がある。特に、ナイロン 6,6、セルロース
等の縮合型の高分子は加熱前後で大きくピークパターンが変
化するため、詳細な検討が必要である。
付加重合型の高分子は燃焼前後で熱分解 GC の結果にほ
とんど違いが見られないものが多く、標準試料による材質同
定が容易であると考えられる。セルロース、ポリエチレンテレ
フタレート、ナイロン等の縮合型の高分子は燃焼前後で標準
試料と大きく異なる可能性があるため、材質同定が困難な可
能性が高い。実際の燃焼の条件では、TG-DTA の疑似的
な加熱において窒素雰囲気に類似する結果に近い結果がこ
れまでの実験結果では多かったが、十分な検討が行われてお
らず、熱分解 GC での同定手法を確立するためには詳細な
検討が必要である。また、可塑剤などのわずかに混入した物
質による材質の特定ができる可能性を見出した。
謝辞
本研究の模擬家屋の燃焼実験にあたり、富山県消防学校
から多大なご協力を得ました。ここに記して感謝いたします。
「火災原因調査に
また、本研究は JSPS 科研費 19K15272（
おける熱分解 GC を用いた焼損物の同定手法の確立」研究
代表者：佐藤康博）の助成を受けたものです。
引用文献
１）柘植新、大谷肇：高分子の熱分解ガスクロマトグラフィー
基礎およびデータ集，株式会社テクノシステム，1989 年
２）水田亮、木田清春、黒田裕司、鳥谷淳：
「焼損した合成
樹脂等の材質を特定する手法に関する検証」 消防技術
安全所報 , 50, pp.111-119, 2013 年
３）佐藤康博、塚目孝裕：
「熱分解 GC を用いた焼損物の材
質同定に関する予備的検討」平成 30 年度日本火災学会
研究発表会概要集，pp.136-137, 2018 年 5 月
「熱分解 GC を用いた焼損物の材
４）佐藤康博、塚目孝裕：
質同定に関する実験的研究」2019 年度日本火災学会研究
発表会概要集，pp.248-249, 2019 年 5 月
５）神戸博太 郎編：高分 子の熱分 解と耐 熱 性、培風館、
1974 年
６）塚目孝裕、阿部伸之、田村裕之、松島早苗、尾川義雄、
高梨健一、河関大祐、志水裕昭：
「太陽電池モジュール燃
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ポリエチレン，空気雰囲気

ポリエチレン，窒素雰囲気

ポリプロピレン，空気雰囲気

ポリプロピレン，窒素雰囲気

ポリスチレン，空気雰囲気

ポリスチレン，窒素雰囲気

スチレンアクリロニトリルコポリマー，空気雰囲気

スチレンアクリロニトリルコポリマー，窒素雰囲気

図１

加熱 1 の TG-DTA の結果
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ポリ塩化ビニル，空気雰囲気

ポリ塩化ビニル，窒素雰囲気

ポリ酢酸ビニル，空気雰囲気

ポリ酢酸ビニル，窒素雰囲気

ポリカーボネート，空気雰囲気

ポリカーボネート，窒素雰囲気

ポリエチレンテレフタレート，空気雰囲気

ポリエチレンテレフタレート，窒素雰囲気

図１

加熱 1 の TG-DTA の結果（前ページからの続き）
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ナイロン 6,6，空気雰囲気

ナイロン 6,6，窒素雰囲気

セルロース，空気雰囲気

セルロース，窒素雰囲気

図１

加熱 1 の TG-DTA の結果（前ページからの続き）
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ポリエチレン，標準試料

ポリエチレン，空気雰囲気

ポリエチレン，窒素雰囲気

ポリプロピレン，標準試料

ポリプロピレン，空気雰囲気

ポリプロピレン，窒素雰囲気

ポリスチレン，標準試料

ポリスチレン，空気雰囲気

ポリスチレン , 窒素雰囲気

スチレンアクリロニトリルコポリマー，標準試料

スチレンアクリロニトリルコポリマー，標準試料

スチレンアクリロニトリルコポリマー , 窒素雰囲気

ポリ塩化ビニル，標準試料

ポリ塩化ビニル , 空気雰囲気

ポリ塩化ビニル , 窒素雰囲気

図２

実験 1 の熱分解 GC の測定結果
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ポリ酢酸ビニル，標準試料

ポリ酢酸ビニル , 空気雰囲気

ポリ酢酸ビニル , 窒素雰囲気

ポリカーボネート，標準試料

ポリカーボネート , 空気雰囲気

ポリカーボネート , 窒素雰囲気

ポリエチレンテレフタレート，標準試料

ポリエチレンテレフタレート，空気雰囲気

ポリエチレンテレフタレート，窒素雰囲気

ナイロン 6,6，標準試料

ナイロン 6,6，空気雰囲気

ナイロン 6,6，窒素雰囲気

セルロース，標準試料

セルロース，空気雰囲気

セルロース，窒素雰囲気

図２

実験 1 の熱分解 GC の測定結果（前ページからの続き）
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試料 No.1

燃焼前

試料 No.1

燃焼後

試料 No.2

燃焼前

試料 No.2

燃焼後

試料 No.3

燃焼後

試料 No.4

燃焼後

試料 No.3

試料 No.4

燃焼前

燃焼前

図３

実験 2 の熱分解 GC の測定結果
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試料 No.5

燃焼前

試料 No.5

燃焼後

試料 No.6

燃焼前

試料 No.6

燃焼後

試料 No.7

燃焼前

試料 No.7

燃焼後

試料 No.8

燃焼前

試料 No.8

燃焼後

図３

実験 2 の熱分解 GC の測定結果（前ページからの続き）
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試料 No.9

燃焼前

試料 No.9

燃焼後

試料 No.10

燃焼前

試料 No.10

燃焼後

図３

実験 2 の熱分解 GC の測定結果（前ページからの続き）
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Report of National Research Institute of Fire and Disaster

No.127（2019）

Experimental Study to Establish Identification Method of
Burn-out Maerials by Py-GC

（Abstract）
Yasuhiro Sato, Takahiro Tsukame
（Accepted August 5, 2019）
In the fire investigation, it may be required to specify the burn-out materials. Many polymer compounds that
have not been burned are analyzed by Py-GC and have been compiled into a database. However, it is not known if
chromatogram of burn-out materials by Py-GC can be compared with the existing database. We examined whether it is
possible to identify burn-out materials by Py-GC.

― 14 ―

消防研究所報告

第 127 号

2019 年 9 月

技術報告

スプレー缶を使用したガス爆発実験について
鈴木

健

（令和元年 8 月 23 日

受理）

スプレー缶によりガス爆発が発生しうることの危険性を示すための資料等とするために、市販されている
スプレー缶の内容物を密閉した区画内に噴射し、電気火花で着火したところ、火炎が伝ぱする様子を撮影
できた。スプレー缶の種類により、火炎が伝ぱしないことがあった。

１．まえがき

も参照されたい。

スプレー缶には噴射剤として可燃性ガスである LPG（液
化石油ガス）または DME（ジメチルエーテル）が使用さ

２．実験装置及び方法

れているものがある。密閉された区画内にそのようなスプ

図 1 に実験装置を示す。図 1
（a）に示すように、スチー

レー缶の内容物が放出されると、区画内に LPG と空気の

ル製アングル（幅：40 mm）を使用して奥行き 50 cm、幅

可燃性予混合気、または DME と空気の可燃性予混合気が

50 cm、高さ 40 cm の直方体の枠をつくり、直方体の 6 面

形成される場合がある。そのような場合、適切な着火源が

に透明なプラスチックシート（材質 : エチレン ･ 酢酸ビニ

あればガス爆発が発生しうる。スプレー缶の内容物の放出

ル共重合物、厚さ : 0.1 mm）を貼り付けることにより密閉

が爆発の原因になったと推定された事例を表 1 に示す。

された区画をつくった。貼り付けるために両面テープまた

このような危険性を示すための教育用の資料等として使

は梱包用養生テープを使用した。区画の内部に向けてスプ

用するために、市販されているスプレー缶の内容物を密閉

レー缶の内容物を噴射した。この際、噴射前後のスプレー

した区画内に噴射し、電気火花で着火し、火炎が伝ぱする

缶の重量変化をロードセルで測定した。スプレー缶上部の

様子を撮影した。
この実験は横浜市消防局と共同で行った。

噴射ボタンを押した際に、単位時間あたりに噴射される内

なお、スプレー缶の着火危険性については、これまでに、

容物の重量は、スプレー缶内の残存量に依存する。すなわ

、国民生活センター

ち、使い始めのスプレー缶とある程度中身が減っているス

、板垣 12, 13）が報告している。興味のある読者はそれら

プレー缶では、同じ時間噴射ボタンを押しても噴射される

名古屋市消防局

、札幌市消防局

5, 6）

7, 8）

9-11）

図１

実験装置

― 15 ―

消防研究所報告

第 127 号

2019 年 9 月

表１
年月

都道府県

1998 年 東京
3月

2004 年 東京
2月

場所等

事例

概要

出典

1
清掃車（塵芥車） 清掃作業員が、走行中に「ボン」という音を聞き、車を止めたところ、清掃車から煙が
出ていた。初期消火活動を行ったが、消火できなかった。近くの消防署に駆けつけた。
出場した消防隊により消火された。
以下のように推定された。収納された不燃物ゴミの中に、殺虫剤のスプレー缶が入って
いた。スプレー缶が荷台内で圧縮され、亀裂が生じた。漏洩した LPG ガスが、着火した。
複合用途（共同
住宅、ホテル）
（耐火造 14/0）
の 13 階の共同
住宅部分

噴出の悪くなったエアゾール缶をダイニングキッチンの流しの上に置き、瞬間湯沸器の
湯をかけて温めていたところ、爆発した。行為者は、爆発が発生した時には、ダイニン
グキッチンを離れていたが、爆発音がしたためダイニングキッチンに戻り、火災を発見
し、初期消火活動を行った。ぼやになった。1 名が負傷した（中等症）。
火元に住む行為者の祖母が緊急通報システム登録者であり、同システムの感知器が作動
し、119 番に自動通報された。
温められたエアゾール缶が破裂し、放出された可燃性ガスが、瞬間湯沸器のバーナーの
火により着火したと推定された。

1

2006 年 東京
1月

共同住宅（防火 居住者が外出するために、石油ファンヒーターのスイッチを消そうと近づいたところ、 1
造 2/0）の 1 階 負傷した（顔面に火傷）。ぼやになった。天井、窓ガラス等が破損した。
近隣住民が爆発音と地響きがしたので外を見たところ、向かいの共同住宅のサッシとガ
居室
ラスが飛び散っていたので、119 番通報を行った。
居住者が石油ファンヒーターの前で整髪後に、ヘアスプレー缶を放置したため、ヘアス
プレー缶が加熱され、破裂し、放出された可燃性ガスが、石油ファンヒーターにより着
火したと推定された。

2006 年 東京
8月

共同住宅（耐火 居住者が、使用中のガステーブルの横で、毛染めスプレー缶を廃棄するために千枚通し
造 4/0）の 2 階 で穴を開けたところ、爆発が発生した。
ぼやになった。居住者 1 名が負傷した（火傷）。
にある台所
缶内のガスが放出され、ガステーブルの炎で着火したと推定された。

1

2007 年 東京
3月

事務所

事務所の従業員が、シュレッダーの清掃のため、掃除機でシュレッダー内の紙を吸い取
り、その後、エアダスター*を使用した。清掃終了後に、シュレッダーを稼働させた。数
秒後に、「ボン」という音とともに炎が発生した。シュレッダー内部の紙くずにも燃え拡
がったため、粉末消火器を使用し、初期消火を行った。
従業員は両腕に熱傷を負った。
シュレッダー内にエアダスターの可燃性ガスが滞留し、着火したと推定された。
なお、地元消防本部は、エアダスターの販売会社に対し、シュレッダーへの使用に関す
る危険表示を大きくするように要望した。
* パソコン等の OA 機器に付着したほこりを除去するためのスプレー缶である。一般のス
プレー缶は、噴射用のガスと塗料や薬剤等が充填されているが、エアダスターは噴射用
のガスのみが充填されている。

2

2007 年 神奈川
5月

建設機械製造業 建設重機組み立てラインの重機搬送用コンベヤ*の一部が破損していた。コンベヤはピッ
の工場
ト式であった。電気溶接による修理を行うため、洗浄剤のスプレー缶**により、電気溶接
を行う部分を洗浄し、水で洗い流した。電気溶接を行ったところ、爆発が発生した。ピ
ット式コンベヤの鉄製の床板 16 枚、工場上部の明かり取りの窓ガラス 8 枚が破損した。
ピット式のコンベヤ内に滞留していた可燃性気体が、電気溶接機により着火したと推定
された。
発災から公設消防機関の覚知まで、2 時間以上を要した。
* 金属製
** 第 1 石油類

3

2008 年 兵庫
5月

ガソリンスタン 給油取扱所の作業場のピット内において、洗浄剤のスプレー缶*を使用し、周囲に付着し
ドの作業場
た油脂の洗い落とし作業を行っていたところ、爆発が発生し、火災になった。作業員 1
名の衣服が焼損し、火傷により中等症になった。
洗い落とし作業を行った後、17 時頃に、休憩のために喫煙しようとしてライターに着火
したところ、周囲の可燃性気体に着火し、爆発が発生したと推定された。
* アルコール系の洗浄剤 危険等級 II

3
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2008 年 千葉
6月

共同住宅内の事 事務所内に設置されたシュレッダーから「バーン」という音ともに火炎が噴き出した。
務所
シュレッダーの取扱者 1 名が負傷した（顔面火傷 I 度）。
カッター部に巻き付いた細断屑の一部の外周部分に変色、焦げがあった。ダストボック
ス内に、外周部分が焦げた細断屑があった。
シュレッダーで細断中に紙詰まり状態になり、紙詰まりを解消するために OA 機器用の
スプレー式エアダスターを使用し、機器内部に滞留した可燃性ガスが着火したと推定さ
れた。

4

2009 年 東京
2月

共同住宅（耐火 殺虫剤に残ったガスを抜くために、ハンマーとアイスピックで缶に穴を開けていたとこ
造 5/0）の 2 階 ろ、爆発した。床およびカーテンが焼損し、窓ガラスが破損した。
火元建物の 1 階居住者が、「ドーン」という爆発音がしたため外に出たところ、2 階から
にある玄関
煙が見えたため通報した。
放出されたガスに着火したと推定された。

1

2009 年 東京
12 月

作業場（準耐火 作業場で使用するエアゾール缶（塗装剤）を電気ストーブの前に置き温めていたところ、
造 2/0）の 1 階 爆発した。部分焼になった。作業場の火元者と来訪者の 2 名が負傷した。
エアゾール缶が加熱され、破裂し、放出された可燃性ガスが電気ストーブにより着火さ
の雑用室
れたと推定された。

1

2010 年 東京
4月

事務所（耐火造 事務所の作業員がシュレッダーを使用していたところ、紙詰まりが発生した。エアダス
4/1）の 4 階事 ターを使用して紙くずを除去した後、細断作業を再開させた。シュレッダーの刃が動き
始めた際に、「バン」という大きな音と共に火と煙が吹き出した。ぼやになった。作業員
務室
1 名が負傷した（髪の毛と衣類が燃えた）。
シュレッダー内に滞留したエアダスターの可燃性ガスが、シュレッダーのモーター稼働
時に着火したと推定された。

1

2010 年 東京
4月

共同住宅（木造 ヤカンで湯を沸かすために石油ストーブに点火後、屋外でタバコを吸い、居室に戻った。
2/0）の 1 階居 石油ストーブ上にネズミ駆除剤のエアゾール缶が置いてあることに気付き、取り除こう
としたところ、爆発が発生した。ぼやになった。2 名が負傷した。窓ガラス 4 枚、天井
室
10 m2 が破損した。
火元建物の近隣者が、外から爆発音がしたので外部を観察すると、火元建物から煙が見
えたので 119 番通報を行った。
石油ストーブ上に置かれたエアゾール缶が加熱され、内圧が上昇し、破裂し、放出され
た可燃性ガスが着火したと推定された。

1

2010 年 東京
7月

住宅（防火造
2/0）の 2 階台
所

居住者がスプレー缶を処分するため、台所の流しで穴開け作業を行っていたところ、居
住者の目の前で爆発音と共に炎が上がった。ぼやになった。1 名が負傷した。
放出された可燃性ガスが、調理中のガステーブルの火炎により、着火したと推定された。

1

2011 年 東京
9月

共同住宅（耐火
造 3/0）の 1 階
エレベータピッ
ト内

作業員 2 名がピット内でのエレベータ点検のためパーツクリーナーでガイドレールを清
掃した後、ピット内で喫煙するためにライターに点火したところ、爆発が発生した。ぼ
やになった。作業員 2 名が負傷した。エレベータ設備が破損した。
近隣に居住している男性が自宅にいたところ、爆発音と共に助けを呼ぶ声が聞こえ、自
動火災報知設備の鳴動音がしていたため、駆けつけると、エレベータ扉が破損しており、
ピット内から助けを求める声を確認した。その後通報した。
ピット内で喫煙するためにライターに点火したため、ピット内に滞留していた可燃性ガ
スが着火したと推定された。

1

2012 年 東京
12 月

共同住宅（耐火 居住者がエアゾール缶の残存ガスを浴室で噴出させた後、シャワーを浴びようと風呂釜
造 5/0）の 5 階 の点火装置を作動させたところ、爆発した。ぼやになった。天井材 2 枚、窓ガラス 1 枚
等が破損した。1 名が負傷した（熱傷）。
浴室

1

2015 年 東京
5月

共同住宅（耐火 居住者が、風呂釜の口火が点火された状態であったことに気付かず、浴室内で殺虫剤を
造 5/0）の 3 階 噴射したところ爆発した。ぼやになった。浴室ドア、浴室窓ガラスが破損した。1 名が
負傷した。
浴室
滞留した可燃性ガスが、風呂釜の口火により着火したと推定された。

1

販売している歯科技工用スプレーの廃棄処分を行うために従業員 2 名がスプレー缶に穴
開け作業を行っていた。従業員はスプレー缶の穴開け作業を行っている途中で、書き物
をするためにボールペンを使おうとした。インクの出が悪かったためペン先を溶かそう
とライターを点火した。爆発音が発生し、火災になった。穴開け作業を行っていた作業
員 2 名が負傷した。部分焼となった。10 m2 が焼損した。
爆発音を聞いた清掃員 2 名が 119 番通報を行った。
室内に滞留していた可燃性ガスが、ライターにより着火したと推定された。
なお、作業員 2 名は室内で 100 本以上のスプレー缶の穴開けを行っていた。また、過去
にも同じ作業を室内で行っていた。

1

2016 年 東京
2月

複合用途（物品
販売店舗、共同
住宅、事務所）
（耐火造 16/1）
の 8 階事務所
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2016 年 東京
8月

屋外駐車場に駐 車両の所有者は、仕事後に同僚と共に車両に戻り、エンジンを始動させ、エアコンを内
車中の車両
気循環にし、左右のスライドドアを開けた。その状態でスポーツ用冷却スプレーを約 20
秒間噴射した。その後、左右のスライドドアを閉め、喫煙しようとライターを点火した
ところ、火災になった。車両 3 台が破損し、2 名が負傷した。
近隣に居住している男性が自宅にいたところ、爆発音と共に警報ブザーのような音が聞
こえたので、外に出た。駐車場に駐車していた車両の窓が吹き飛び、車体が激しく変形
し、白煙が漂っていたので、119 番通報を行った。
車内に滞留していた可燃性ガスが、ライターにより着火したと推定された。

1

2016 年 東京
10 月

共同住宅（耐火 居住者が、キャリーケースの車輪を修理するために、畳上に段ボールを敷き、パーツク
造 2/1）の 2 階 リーナー*を使用した。その後、喫煙しようとしてライターを点火したところ、火災にな
った。ぼやになった。
居室
滞留していた可燃性ガスが、ライターにより着火したと推定された。
* 溶剤（第 1 石油類）がスプレー缶に充填されており、LPG で噴射する

1

2017 年 新潟
3月

ガソリンスタン 屋外給油取扱所の営業準備中に、販売室内で、スプレー缶*を石油ファンヒーターの前で
ドの販売室
温めていたところ、火災になった。爆風により、販売室の網入りガラス 3 枚と天井の一
部が破損した。従業員 1 名が、軽傷になった（顔に I 度熱傷）。
スプレー缶が温められたことにより破裂し、火災になったと推定された。
* 第 2 石油類

3

2017 年 東京
12 月

住宅（防火造
2/0）の 1 階居
室

居住者の母が起床後にガスファンヒーターに着火した。この時、ガスファンヒーターの
すぐ脇にスプレー缶タイプの殺虫剤が置いてあった。居住者の息子が昼食を食べている
と、居住者の息子の背後から爆発音と火炎が発生した。居住者の息子は火炎により軽傷
を負った。建物がぼやになり、窓ガラス 3 枚が破損した。
ガスファンヒーターによりスプレー缶タイプの殺虫剤が加熱され、内圧が上昇し、破裂
し、放出された可燃性ガスに着火したと推定された。

1

重量が異なる。そのため、スプレー缶の重量変化を測定し

吸引してガス検知器（機種 : 新コスモス電機製 XA-4400）

た。区画内の攪拌は行わなかった。

に送り、ガス濃度を簡易的に測定した。電気火花着火装置

図1
（a）
と図1
（b）に示すように、鉛直な面（幅 50 cm、

を設置した高さにおいて、下限界付近になっていることを

高さ 40 cm）のほぼ中央から電気火花着火装置の 2 本の電

ガス検知器の表示から判断した後に、電気火花装置に通電

極を内部に差し込み、鉛直な面から 7 cm 内側の位置で火

し、火花を発生させた。スプレーの内容物を噴射してから

花が発生するようにした。電気火花着火装置に使用されて

10 分以内に火花を発生させた。ビデオカメラ、デジタル

いる変圧器の諸元を以下に示す。

カメラを使用して火炎伝ぱの様子を撮影した。

型式 長野愛知電機製 IG-A1 型

実験は 2 月前半に屋内で行った。実験を行った場所の雰

周波数 50・60 Hz

囲気温度は 9 から 11 ℃であった。

1 次電圧 100 V

３．結果及び考察

容量 280・210 VA
2 次電圧 10 kV

実験 1、実験 2、実験 3、実験 5 では着火し、火炎が伝

2 次電流 23 ・18 mA

ぱした。

2 次中性点設置

実験 1 における火炎伝ぱの様子を図 2 に示す。図 2
（a）

時間定格 連続

から
（d）については、毎秒 240 フレームの動画をデジタ

表 2 に示すように、実験 1 から実験 6 を行うために、6

ルカメラで撮影し、動画を静止画に変換した。図 2
（e）に

種類の市販のスプレー缶を使用した。実験 1 で使用したダ

ついては、毎秒 960 フレームの動画をデジタルカメラで

ストブロワーの缶表面には「DME100%」と記載されてい

撮影し、動画を静止画に変換した。t は火炎伝ぱを開始し

た。その他の缶については、詳細な組成は不明である。内

てから経過した時間である。電気火花着火装置に通電する

容物の分析は行わなかった。噴射前後のスプレー缶の重量

と、火花が電極間に発生した。その直後に着火し、図 2
（a）

変化 M を表 2 に示す。

に示すように火炎が伝ぱを始めた。この時の火炎伝ぱ速度

スプレー缶の内容物の詳細な組成は不明であるので、区

は 2 m/s 程度であった。火炎伝ぱが進行すると、内圧が

画内が下限界濃度以上かどうか判断するために、区画内の

上昇し、プラスチックシートが外に向けてふくらんだ。プ

ガス濃度を簡易的に測定した。電気火花着火装置を設置し

ラスチックシートがはがれ、開口ができた。開口ができる

たのと同じ面のアングル近傍で、電気火花着火装置とほ

前は図 2
（b）に示すように火炎は球状だったが、開口がで

ぼ同じ高さの位置から、ガス採取用チューブを差し込み、

きると図 2（c）に示すように火炎の先端が急に伸び始め、

採取口を約 1 cm 内側に設置し、区画内の気体をポンプで

図 2（d）と
（e）
に示すように火炎が外部に噴出した。この
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表２
実験

使用したスプレー缶

一般名，用途等

主な内容物

危険物に関する表示

M, g

1

カメラ、レンズ用ダストブロワー

DME（缶に DME100% と表記されている）

13.7

2

パーツクリーナー

石油系溶剤，グリコール類、LPG、二酸化炭素

第 2 石油類

危険等級 III

33.5

3

ゴキブリ用殺虫剤

LPG、DME、1 号灯油

第 3 石油類

危険等級 III

23.73

4

部屋の消臭

エタノール、窒素

5

女性用ヘアスプレー

エタノール、LPG

6

メンズデオドラント

エタノール、LPG

40.66
アルコール類

危険等級 II

24.87
43.03

M：噴射前後のスプレー缶の重量変化

図２

実験 1 における火炎伝ぱの様子

時、火炎伝ぱ速度は 5 m/s 程度に増加した。参考のため、
DME の火炎伝ぱ速度の測定例を表 3 に示す。
実験 2 における火炎伝ぱの様子を図 3 に示す。図 3
（a）
から
（d）
、図 3
（f）については、毎秒 240 フレームの動画を
デジタルカメラで撮影し、動画を静止画に変換した。図 3

図３

（e）については、毎秒 960 フレームの動画をデジタルカメ

実験 2 における火炎伝ぱの様子

ラで撮影し、動画を静止画に変換した。電気火花着火装置

開口ができた。開口ができる前は図 3
（b）に示すように火

に通電すると、着火し、図 3
（a）に示すように火炎が伝ぱ

炎は球状だったが、開口ができると図 3
（c）に示すように

を始めた。この時の火炎伝ぱ速度は 2 m/s 程度であった。

火炎の先端が急に伸び始め、図 3
（d）
と
（e）
に示すように火

火炎伝ぱが進行すると、内圧が上昇し、プラスチックシー

炎が外部に噴出した。この時、火炎伝ぱ速度は 5 m/s 程

トが外に向けてふくらんだ。
プラスチックシートがはがれ、

度に増加した。図 3
（f）に示すように、火炎が噴出した後
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に底面上に約 0.1 s の間、小さな火炎があった。消炎した

後に底面上に約 0.1 s の間、火炎があった。

後に、底面上に液体が残っていた。参考のため、LPG の
火炎伝ぱ速度の測定例を表 3 に示す。

実験 5 における火炎伝ぱの様子を図 5 に示す。図 5
（a）
から
（d）
、図 5
（g）
については、毎秒 240 フレームの動画を

実験 3 における火炎伝ぱの様子を図 4 に示す。図 4
（a）

デジタルカメラで撮影し、動画を静止画に変換した。図 5

から
（d）
、図 4
（f）については、毎秒 240 フレームの動画を

（e）
と
（f）
については、毎秒 960 フレームの動画をデジタル

デジタルカメラで撮影し、動画を静止画に変換した。図 4

カメラで撮影し、動画を静止画に変換した。電気火花着火

（e）については、毎秒 960 フレームの動画をデジタルカメ

（a）に示すように火炎が
装置に通電すると、着火し，図 5

ラで撮影し、動画を静止画に変換した。電気火花着火装置

伝ぱを始めた。この時の火炎伝ぱ速度は 1 m/s 程度であっ

に通電すると、着火し、図 4
（a）に示すように火炎が伝ぱ

た。火炎伝ぱが進行すると、内圧が上昇し、プラスチック

を始めた。この時の火炎伝ぱ速度は 1 m/s 程度であった。
火炎伝ぱが進行すると、内圧が上昇し、プラスチックシー
トが外に向けてふくらんだ。プラスチックシートがはが
れ、開口ができた。開口ができる前は図 4
（b）に示すよう
に火炎は球状だったが、開口ができると図 4
（c）に示すよ
うに火炎の先端が急に伸び始め、図 4
（d）
と
（e）
に示すよう
に火炎が外部に噴出した。この時、火炎伝ぱ速度は 2 m/
s 程度に増加した。図 4
（f）
に示すように、火炎が噴出した
表３
燃料

酸化剤

DME

空気

LPG

空気

火炎伝ぱ速度 14）

濃度
化学量論比 6.5 vol%
化学量論比 4.02 vol%

図４

点火の方法 火炎伝ぱ速度 , m/s
電気火花

4.40 ± 0.14

電気火花

3.72 ± 0.14

実験 3 における火炎伝ぱの様子

図５
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シートが外に向けてふくらんだ。プラスチックシートがは

６）名古屋市消防研究室： “ 便利なスプレー缶 ” その危険

がれ、開口ができた。開口ができる前は図 5
（b）に示すよ

性を探る，近代消防，2 月号， pp.97-107, 1989

うに火炎は球状だったが、開口ができると図 5
（c）に示す

７）橋本好弘，菅原法之：エアゾール缶・カセットボンベ

ように火炎の先端が急に伸び始め、図 5
（d）
から
（f）に示す

についての調査 ･ 実験，札幌市消防局 消防科学研究所報 ,

ように火炎が外部に噴出した。この時、火炎伝ぱ速度は 2

No.8, pp.35-38, 2001

m/s 程度に増加した。図 5
（g）に示すように、火炎が噴出

８）札幌市消防局：エアゾール缶とカセットボンベについ

した後に底面上に約 7 s の間、火炎があった。

ての研究報告， 月刊消防，8 月号，pp.5-8, 2002

実験 2、実験 3、実験 5 において火炎伝ぱ後に底面上に

９）国民生活センター： スプレー缶の破裂 ･ 爆発に気をつ

火炎があったのは、内容物に含まれた比較的沸点の高い可

けて， 2000（http://www.kokusen.go.jp）
（Last accessed

燃性液体が電気火花着火装置の通電前に気化せずに液体と
して残り、伝ぱ火炎により着火したと考えられる。実験

on 25 Sept.2019）
10）国民生活センター： スプレー缶製品の使用上の安全性， 

を行った場所の雰囲気温度は、9 から 11 ℃であったので、

2006（http://www.kokusen.go.jp）
（Last accessed on 25

もっと雰囲気温度の高い時期に実験を行えば、可燃性液体
が気化し、結果が変わった可能性がある。

Sept.2019）
11）国民生活センター： スプレー缶製品の事故に注意， 

実験 4、実験 6 では着火しなかった。実験 4 では、噴射

2014（http://www.kokusen.go.jp）
（Last accessed on 25

後であってもガス検知器は 0 %LEL を表示した。実験 6

Sept.2019）

では、ガス検知器が起動しなかった。実験 4 と実験 6 で

12）板垣晴彦： 市販スプレー缶についての GHS 方式によ

は爆発下限界濃度に達しなかったと思われる。なお、ガス

る着火危険性試験結果について，  平成 20 年度日本火災

検知器の取り扱い説明書には「シリコン系ガス雰囲気での

学会研究発表会概要集， pp.134-135, 2008

使用は、機器の性能を損なう恐れがありますので避けて下

13）板垣晴彦：市販スプレー缶についての GHS 方式によ

さい」という記載があった。スプレー缶表面に記載された

る着火危険性試験，労働安全衛生総合研究所特別報告，

情報を確認すると、使用したスプレー缶のなかにシリコン
系の化合物を含むものがあった。そのために、ガス検知器

JNIOSH-SRR-NO.40, pp.13-17, 2010
14）日本 DME フォーラム編：DME ハンドブック，p.404,

内のセンサーが障害を起こし起動しなかったと思われる。
スプレー缶の内容物の放出によるガス爆発を防ぐ方法に
ついて、業界団体がまとめたことがある。参考 1 に示す。

オーム社，2006
参考 1
衛産第 67 号

４．まとめ

平成 9 年 12 月 16 日

スプレー缶によりガス爆発が発生しうることの危険性を
示すための資料等とするために、市販されているスプレー

宛 各都道府県・政令市 産業廃棄物主管部（局）長 殿
発 厚生省生活衛生局水道環境部 産業廃棄物対策室長

缶の内容物を密閉した区画内に噴射し、電気火花で着火し
たところ、火炎が伝ぱする様子を撮影できた。スプレー缶

廃棄物処理事業における爆発事故防止対策の徹底について

の種類により、火炎が伝ぱしないことがあった。
産業廃棄物の適正処理の推進については、かねてより御

５．参考文献

高配を願つているところである。

１）東京消防庁：火災の実態

さて、本年 5 月以降、返品されたスプレー缶等の廃エ

２）東京消防庁：シュレッダー等の機器にエアダスターを
使用し火災発生 , 報道発表資料（平成 22 年 8 月 17 日）
（http://www.tfd.metro.tokyo.jp）
（Last accessed on 1
Oct. 2019）

アゾール製品の処理に伴い放出された可燃性ガスが原因と
思われる爆発及び火災事故が相次いで発生したところであ
る。原因究明は消防当局等が中心となり進められていると
ころであるが、この度、
（社）日本エアゾール協会等関係

３）消防庁：危険物に係る事故事例

十団体からなる「エアゾール製品処理対策協議会」が、今

４）千葉市消防局予防部予防課 : シュレッダーから出火

後の類似事故の発生を防止するための留意事項について、

した火災について，消防科学と情報，No.98, pp. 72-80,

別添のとおり「事業者によるエアゾール製品の安全廃棄処

2009

理指針」として取りまとめたので、参考にされたく送付す

５）三浦秀明，平田勝久：スプレー缶等の危険性に関す

る。各都道府県及び政令市においては、その内容について

る研究，名古屋市消防局 消防研究室年報，No.18, pp．

排出事業者及び処理業者に対し周知するとともに、爆発事

36-57, 1989

故防止対策を含め廃エアゾール製品の適正処理確保を徹底
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されるようお願いする。

（2）処理するエアゾール製品から放出された可燃性ガスが

なお、返品されたスプレー缶等の廃エアゾール製品を破

爆発の危険がある濃度に達しないように以下の措置を

砕し、充てんされているガスを放出させる作業は産業廃棄
物の中間処理に該当することに留意されたい。

講ずること。
ア 換気の良い場所を選ぶとともに、排出された可燃性ガ
スが滞留しないような換気設備を備えること。

事業者によるエアゾール製品の安全廃棄処理指針

イ ガス濃度検知器を備え、定期的に可燃性ガスの濃度を

平成 9 年 11 月 20 日
エアゾール製品処理対策協議会

測定すること。
ウ ー度に多量にガスが排出しないように、あらかじめ時

はじめに

間当たりの処理量を定め、これを遵守すること。

本指針は、消費者の手に届かずに処理せざるを得ない製

（3）処理を行う場所では、火花若しくはアークを発生し、

品を廃棄処理する場合に適用します。

又は高温になって点火源となるおそれのある機械又は

これらの廃棄処理しなければならない製品は、内容物が

火気を使用してはならないこと。

入っているので、一般的には容器を壊し、内容物を取り除

（4）処理を行う場所は、爆発等の災害が発生した場合を配

き。容器はスクラップ材、内容物は廃液として、それぞれ

慮して、民家その他の施設に対して安全な距離を保つこ

リサイクル又は産業廃棄物として処理されます。

と。

この過程において注意しなければならないことは、家庭

（5）内容物についても、引火性が高く可燃性を有するもの

で使用される場合とは異なり、内容物の入っているものが
一度にしかも大量に処理されることです。この場合、安全

が多いので、危険物に準じて取扱うこと。
（6）処理責任者を定めて、常に監督を怠らないようにする

なエアゾール製品も、不適切な取扱いによってはきわめて

こと。

危険なものに変わります。放出される LP ガス等の可燃性

（7）処理を行う場合、消防法、労働安全衛生法など他の関

ガスと内容物による引火、火災、爆発の危険の可能性が予

連法規の趣旨をよく理解し、安全作業に努めること .

測されます。
産業廃棄処理に伴う多くの危害を回避するためには、エ

II．廃棄を委託する場合の留意事項

アゾール製品の特性をよく理解し、適切に設計され設備さ
れた施設で処理を行わなければなりません。

エアゾール製品の廃棄処理を産業廃棄物処理業者に委託
する場合は、廃棄処理の最終責任が委託者にあることを自

廃棄物の処理に関しては、
「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」により、事業者の責務（第 3 条第 1 項）及び

覚し、産業廃業物処理業者において処理作業が安全に行わ
れることを確保するために、次の手続きを行うこと。

事業者の処理（第 12 条）が規程されており、また。産業

（1）処理業者に、下記に記載してある事項及び委託するエ

廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合の基準（第

アゾール製品の性状についての必要な情報を提供し安

12 条第 3 項）及び違反した場合の罰則（第 26 条）が規定

全な取り扱いについて十分な情報を提供すること。

されています。

【廃棄処理時に考慮すべき事項】

したがって、
これらの諸規定を十分に認識するとともに、

① エアゾール製品は可燃性のガスが使用されていること

エアゾール製品を大量に廃棄処理する場合に安全を確保す
るために事業者において考慮すべき事項を掲げて、当該処

が予想されること。
② 可燃性液化ガスは、気化して多量の可燃性蒸気を発生

理に係る適切な処理及び事故の防止を図るための指針とし
ます。

すること。
③ 液化ガスの蒸気は、通常空気より重く、容易に大気中
に拡散せず、特に窪地等に滞留する可能性が高いこと。

I．事業者自ら廃棄処理を行う場合の留意事項

④ 放出された内容液も、可燃性のものが多く、また、少

（1）エアゾール製品の廃棄処理は、着火源となる火気や静
電気の発生を防止するために、以下の条件を備えたエア

量の液化ガスが溶解していること。
（2）事業者は実際に処理業者の現場を確認し、上記「I．

ゾール製品の廃棄のための処理設備で行わなければな

事業者自ら廃棄処理を行う場合の留意事項」に掲げる措

らない。

置が採られており、エアゾール製品を安全に処理できる

ア 破砕機等の電気を使用した設備が防爆構造となってい
ること。

ことを自ら確認すること。
（3）処理終了後は、委託した製品が確実に処理されたこ

イ 処理に使用する機械器具については、静電気が帯電し

と、処理後の廃液等が法に準拠して処分されたことを確

て火花が発生しないように、接地その他静電気を確実に

認するとともに、処理完了報告書を受領しておくこと。

除去するための措置が講じられていること。

以上
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Report of National Research Institute of Fire and Disaster

No.127（2019）

Gas Explosion Experiments Using Spray Cans

（Abstract）
Takeshi Suzuki
（Accepted August 23, 2019）
A flammable gas, in many cases LPG （liquid petroleum gas） or DME （dimethyl ether）, is used in spray cans as
a propellant． When contents of a spray can is released inside a confined enclosure, a flammable mixture of LPG/air or
DME/air can be made． Subsequent ignition can lead to an explosion． To record explosion behaviour of the flammable
mixture caused by release from a spray can, experiments were done． The recorded images can be used for educating
firefighters． The experiments were carried out jointly with Yokohama City Fire Bureau.
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技術報告

化学物質の燃焼速度に関する研究
岩田

雄策

（令和元年 8 月 29 日

受理）

本研究は、試料として可燃性固体である硫黄および自己反応性物質である発泡剤等を用いて、化学物質
の燃焼危険性の評価指標の一つである燃焼速度について考察した。測定装置として TG-DTA（熱重量 - 示
差熱同時測定装置）、燃焼熱量計および pDSC（圧力 - 示差走査同時測定装置）を用いて、熱流束および
圧力等の測定を行った。燃焼速度と熱量計による測定データの相関関係を検討し、少量で燃焼速度を評価
および推定する方法を検討した。これらの測定値と試作した燃焼速度測定装置の結果を基に、測定結果を
検討した結果、有機物等について（反応熱 /To [pDSC]）によって、燃焼速度を推定できる可能性があること
がわかった。

１．はじめに

ニトリル、
和光純薬）
および GN( グアニジン硝酸塩、
関東化学 )

化学物質の燃焼危険性を把握することは、火災による被

を使用した。可燃性の固体として硫黄（和光純薬）を使用し

害の軽減にとって重要である。固体の化学物質について燃焼

た。また、感光剤である NQ（1,2- ナフトキノン -2- ジアジド

危険性の評価指標の一つとして燃焼速度が用いられる。しか

-4- スルホン酸ナトリウム、和光純薬）を用いた。マグネシウ

し、燃焼速度試験は火炎や煙の発生により、実施が困難な

ムとして削り状マグネシウム（和光純薬）および粉状マグネシ

場合がある。本研究において燃焼速度と熱量計による測定

ウム（和光純薬）を用いた。

データの相関関係を検討した。試料として可燃性固体である

小ガス炎着火試験において、半球状に形を整えた試料（3

硫黄および自己反応性物質である発泡剤等を用いた。これ

cm3）に電子ライターを使用して着火した。電子ライターの火

らの試料の中には火災原因物質となったものが含まれる。そ

炎の長さはおよそ 60 mm とした。10 秒以内の接炎で着火し

の他の試料として、マグネシウム粉は消防法で危険物第 2 類

た場合、
「着火」と判定した。着火は目視で判断した。
有機物等の燃焼速度試験において、断熱材で覆った幅

「可燃性固体」に分類されているため、本研究で燃焼速度試

23 mm、長さ 135 mm、深さ 20 mm の溝を持つステンレス製

験を実施した。
測定装置として TG-DTA（熱重量 - 示差熱同時測定装

燃焼速度測定装置を用いた。図１に燃焼速度測定装置の概

置）
、燃焼熱量計および pDSC（圧力―示差走査同時測定装

要図を示す。幅方向の中央で試料表面から深さ 10 mm
（上段）

置、pressure tracking differential scanning calorimeter）

および深さ 20 mm（下段）の位置で、それぞれ長手方向（火

を用いて、熱流束および圧力等の測定を行った 。これらの

炎の進行方向）に 40 mm および 50 mm の間隔で熱電対を

測定値と試作した燃焼速度測定装置の結果を基に、化学物

配置した。マグネシウムについては、断熱材を用いて上記と

質の燃焼危険性の評価指標である燃焼速度について考察し

同じ寸法の溝を作成して燃焼速度測定に使用した。試料は

た。

特別圧縮しないで、そのままの状態で燃焼速度測定装置に

1）

詰めた。試料を燃焼速度測定装置に詰めた後、電子ライター

２．実験方法

（火炎長：約 60 mm）で熱電対から 30 mm 程度離した位置

実験に使用した試薬および略語を表１にまとめた。試料と

に着火した。なお、小ガス炎試験で不着火の場合でも火炎

して、発泡剤である ADCA（アゾジカルボンアミド、和光純薬）

の先端を 10 秒以上試料に当てることにより燃焼速度試験で

および DPT（ジニトロソペンタメチレンテトラミン、
和光純薬）
、

は着火した。

OBSH（4,4’- オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）
、

TG-DTA（リガク製 TG8120）を使用して重量減少を測定

和光純薬）を使用した。自己反応性物質として、BPO（過

した。昇温速度を 2K/min とし、試料量は 5 mg とした。燃

酸化ベンゾイル、Alpha Aesar）
、AIBN（アゾビスイソブチロ

焼熱量計（IKA 製 C2000）を使用して燃焼熱を測定した。
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表１
No.

小ガス炎試験、燃焼速度試験および燃焼熱の結果

試料

略語

小ガス炎着火
燃焼速度試験
試験
（下段）（mm/s）
0.17

燃焼熱
（kJ/g）

1

アゾジカルボンアミド

ADCA

不着火

9.0

2

ジニトロソペンタメチレンテトラミン

DPT

着火（3 秒以内） 17

19.4

3

過酸化ベンゾイル

BPO

不着火

2.7

18.1

4

4,4’- オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド

OBSH

着火

11

20.7

5

1,2- ナフトキノン -2- ジアジド -4- スルホン酸ナトリウム

NQ

着火

1.9

16.8

6

アゾビスイソブチロニトリル

AIBN

着火

1.7

31.2

7

グアニジン硝酸塩

GN

不着火

燃焼しない

燃焼しない

8

硫黄

S

不着火

0.11

10.5

9

松脂

RES

不着火

0.094

36.3

10 マグネシウム削り状

Mg-T

不着火

10

24.8

11 マグネシウム削り状＋水 (20 wt%)

Mg-T-W

不着火

74

49.8＊

12 マグネシウム粉

Mg-P

不着火

3.2

24.8

13 マグネシウム粉＋水 (10 wt%)

Mg-P-W

不着火

170

49.8＊

＊：反応熱（kJ/g）

図１

図２

BPO の燃焼速度試験における燃焼の様子
（点火後 30 秒後）

図３

OBSH の燃焼速度試験における燃焼の様子
（点火後 3 秒後）

燃焼速度測定装置の概要図

試料量は 0.5 ～ 1.5 g とした。オムニキャル社製 pDSC を使
用して、熱流束、反応熱および圧力を測定した。昇温速度
を 0.8 K/min とし、試料量を 50.5 ± 1 mg とした。
３．結果および考察
3.1 有機物等試料
小ガス炎着火試験、燃焼速度試験および燃焼熱測定の結
果を表１にまとめた。小ガス炎着火試験において、DPT は 3
秒以内に着火し、これは測定試料の中で最短であった。GN

様子を示す。図４および図５に BPO および OBSH の燃焼

は電子ライターでは着火せず、バーナー火炎を当て続けると

速度試験で下段の熱電対に記録された温度上昇を示す。火

分解したが火炎は見られなかった。

炎が観察された試料は、DPT、BPO、AIBN、S、RES お

図２および図３に BPO および OBSH の燃焼速度試験の

よび Mg であった。煙が観察された試料は、ADCA、OBSH
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図６に TG による重量減少開始温度（To [TG]）と pDSC

および NQ であった。
燃焼速度試験において、DPT は他の試料と比較して上段

による発熱検知温度（To [pDSC]）の関係を示す。To [TG] お

の燃焼速度が下段の燃焼速度よりも大きくなった。DPT の

よび（To [pDSC]）を調べると、To [pDSC] が To [TG] よりも低

ビデオ画像を検証すると DPT では他の試料と異なり主に気

くなる傾向があるが、両者に比較的良い相関関係があった。

相部で火炎が伝播していることから、熱分解物が生成し火

図７から図 13 に S と RES を除いた各試料の pDSC の測

炎伝播することがわかった。DPT を除いて深さ方向（上段と

定結果を示す。pDSC による硫黄（S）の測定で圧力上昇は

下段）について燃焼速度に大きな違いは見られなかった。以

観測されなかった。pDSC による松脂（RES）の測定で明

後、固体の燃焼を議論するために下段の燃焼速度を用いた。

確なピークが存在しないため最大圧力上昇速度を求めること

OBSH を用いて、試料の詰め方の影響を調べるために 2

ができなかった。最大圧力上昇速度は、圧力上昇速度の最

倍程度圧縮して燃焼速度試験を行った。その結果、熱電対

大値で圧力の最大値である最大圧力と共に分解の激しさの

による測定で圧縮した試料の燃焼速度は約 1/3 になった。
圧縮していない試料の方が、空気が多く含まれるため燃焼速
度が速いことが推測される。

図６

To[TG] と To[pDSC] の関係

図４

BPO の燃焼速度試験における下段の温度上昇結果
実線の熱電対（T1）と破線の熱電対（T2）の距離：
40 mm、
破線の熱電対（T2）と一点鎖線の熱電対（T3）
の距離：50 mm

図７

図５ OBSH の燃焼速度試験における下段の温度上昇結果
実線の熱電対（T1）と破線の熱電対（T2）の距離：
40 mm、
破線の熱電対（T2）と一点鎖線の熱電対（T3）
の距離：50 mm
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図８

pDSC による ADCA の測定結果

pDSC による DPT の測定結果
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図 13

pDSC による BPO の測定結果

図 14

pDSC による OBSH の測定結果

pDSC による GN の測定結果

最大圧力と最大圧力上昇速度の関係

指標となる。
図 14 に pDSC による最大圧力上昇速度と最大圧力の関
係を示す。最大圧力上昇速度と最大圧力に正の相関関係が
あった。DPT、ADCA および AIBN の最大圧力上昇速度は
他の試料と比較して大きい。
図 15 に燃焼熱と最大圧力の関係を示す。pDSC 測定にお
いて圧力上昇が見られない S と燃焼熱量計測定において着
火しない GN を除いて、燃焼熱が小さい試料程、最大圧力
が大きい関係が得られた。図 １６ に燃焼熱と最大圧力上昇速
図 11

pDSC による NQ の測定結果

度の関係を示す。BPO の燃焼熱は比較的大きいが、BPO
の最大圧力は S および RES に次いで小さかった。BPO の
燃焼では分解ガスが他の試料（自己反応性物質）と比較して
あまり発生しないことがわかる。また、BPO について pDSC
による最大圧力上昇速度は S に次いで小さかった。
燃焼速度の推定法を調べるために、燃焼速度と種々の指
標との相関関係を調べた。図 17 に TG-DTA による最大重
量減少速度と燃焼速度の関係を、図 18 に pDSC による最
大圧力上昇速度と燃焼速度の関係を示す。いずれの測定値
も、燃焼速度と明確な関係が見られない。図 19 において横
軸を pDSC の反応熱を pDSC による To で除した値（反応熱

図 12

pDSC による AIBN の測定結果

/To [pDSC]）に、縦軸を燃焼速度とした。縦軸は対数軸で
ある。他の指標と比較して（反応熱 /To [pDSC]）と燃焼速

― 27 ―

消防研究所報告

第 127 号

2019 年 9 月

図 18
図 15

図 16

最大圧力上速度と燃焼速度の関係

燃焼熱と最大圧力の関係

図 19

燃焼熱と最大圧力上昇速度の関係

反応熱 /To[pDSC] と燃焼速度の関係

性がある。
3.2 マグネシウム試料
表１中、マグネシウムの燃焼熱は酸化マグネシウムの生成
熱とした（式 1）
。
Mg(s) ＋ O2(g) ＝ MgO (s) ＋ 601.7(kJ/mol)

（式 1）

また、表１のマグネシウムと水と反応によって生じる反応
熱は式 (2) の反応熱と式 (3) の燃焼熱を足し合わせて求め
た。マグネシウムの分子量は 24.31(g/mol) である。
Mg(s) ＋ 2H 2 O (l) ＝
Mg(OH) 2(s) ＋ H 2(g) ＋ 924.5(kJ/mol)
H 2(g) + 1/2O2(g) ＝ H 2 O (l) ＋ 285.8(kJ/mol)
図 17

（式 2）
（式 3）

削り状マグネシウムと粉状マグネシウムについて、燃焼速

最大重量減少速度と燃焼速度の関係

度を測定した。また、それらに水を添加したものについても
燃焼速度を測定した。両試料とも水添加した場合、水添加

度の間に良い相関関係があった。このことから、
（反応熱 /

無しの場合よりも火炎が大きく、赤みを含む白色の火炎が、

To [pDSC]）によって本報告で用いた試料に関して、燃焼速

燃焼中進行していった。測定後試料の様子を観察したところ、

度を推定できることがわかった。反応熱は「反応の強度」の

水添加の有無に関わらず、黄褐色の窒化マグネシウムは見ら

指標、1/To は「反応の起こりやすさの指標」であることから、

れなかった。空気が不足した際に生じる窒化マグネシウムが

（反応熱 /To [pDSC]）が大きい程、燃焼危険性が大きいこと

生成しないと考えられる。

を示す。今後、試料の種類を増やして検証する必要があるが、
この関係を利用して少量の試料で燃焼速度を推定できる可能

測定結果を表１に示す。水添加しない場合と比較すると、
削り状および粉状ともに添加した場合に着火しやすくなると
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ともに、削り状 Mg の燃焼速度でおよそ 7 倍以上、粉状 Mg
の燃焼速度でおよそ 50 倍以上に増加することがわかった。
これは水添加の場合に発生する水素が燃焼を促進するため
である。水を添加した場合、試料温度が約 100 ℃で一定に
なり、その後温度上昇したことから、水分が蒸発後にマグネ
シウムが燃焼することを示している。また、深さ方向（上段と
下段）について燃焼速度に大きな違いは見られなかった。
４．まとめ
種々の固体試料について、TG-DTA および pDSC を用
いて重量減少開始温度、発熱検知温度および反応熱等に
関する情報を得た。測定結果を検討した結果、
（反応熱 /
To [pDSC]）によって、燃焼速度を推定できる可能性があるこ
とがわかった。粉末マグネシウムについて、水添加した燃焼
速度が水添加しない値よりも 50 倍程度大きくなった。
参考文献
１）第 51 回安全工学研究発表会予稿集、化学物質の燃焼
危険性評価方法、岩田、pp.161-162、2018
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The relationship between the burning rate and the data measured with various calorimeters were investigated.
The burning rate was measured by the apparatus made in this report. The mass loss rate, the heat flow, the heat of
combustion and the pressure data were measured with the thermogravimeter - differential thermal analyzer (TGDTA), the combustion calorimeter and the differential scanning calorimeter which could measure pressure (pDSC). The
measurement sample were, for examples, the flammable solids such as sulfide and the reactive substances such as the
blowing agent. The evaluation method for burning rate was considered on the basis of these data. The burning rate of
organic substances was estimated by the value of the heat of reaction divided the heat detection temperature measured
with pDSC.
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説

火の粉に対する茅葺屋根の脆弱性に関する実験
鈴木 佐夜香、Samuel L. Manzello
（令和元年 9 月 2 日

受理）

茅葺屋根は屋外での火災において着火しやすい箇所であることが知られている。茅葺屋根に対する火の
粉による着火メカニズムを検討するため、風洞施設においてベンチスケール式の継続型火の粉発生装置を用
いて茅葺屋根に対して火の粉による着火実験を行った。風速 3m/s と 6m/s で実験を行い、着火と火炎の拡
がりを観察した。火の粉は茅葺屋根の中に潜り込み、外から見えないことも多いが、中から着火し結果的に
火炎伝播が非常に速いことが分かった。本実験で得られた知見は今後歴史的建造物における火の粉への対
策を考える際に参考になると思われる。

１．緒言

する研究は火の粉を木材クリブやガスバーナーで代用したも

茅葺屋根（図１）は屋外での火災において着火しやすい箇

のであり、実際に火の粉の「シャワー」が茅葺屋根に降りか

所であることが知られている。茅葺屋根家屋の着火を防ぐ手

かっている様子を表現できたものではなかった。既往の研究

法は研究されており、世界遺産施設にはスプリンクラーやド

にあるような木材クリブを利用する手法は屋根飛び火試験［2,

レンチャー放水銃などの仕様が提案されている［1］ものの、こ

3］

れらの防御手法の火の粉に対する効果は検討されていない。

火性に関しては、テラコッタ製のスペイン風瓦やコンクリート

しかしながら建物や森林が燃える際に火の粉は発生し、容易

製の洋瓦に対して米国国立標準技術研究所（NIST）製火の

に風で飛散し、建物へ影響を与えることが知られている。

粉発生装置を用いた実験が行われている［4-6］。この研究では

と同様のものである。これまでの屋根における火の粉の着

火の粉による茅葺屋根の着火に関する基礎的な研究はこ

ベンチスケール式の継続型火の粉発生装置を用いて火の粉の

れまで行われてこなかった。火の粉は茅葺屋根の中に潜り

「シャワー」を再現し、有風下で茅葺屋根試験体に対して実

込み、くん煙燃焼が起こることで着火に至り、建物への被

験を行った。火の粉による茅葺屋根の着火メカニズムに関し

害が起きると考えられている。既往の茅葺屋根の着火性に関

て、現実的な手法で初めて検討したものである。
２．実験概要
火の粉の発生にはベンチスケール式の継続型火の粉発生
装置が使用された（図２）
。詳細は参考文献 6 にあるが、こ
こでも紹介する。消防研究センターの総合消火研究棟主実
験場の送風設備と組み合わせるために、オリジナルのベンチ
スケール式の継続型火の粉発生装置［7］を改良してある。こ
のベンチスケール式の継続型火の粉発生装置は主に 2 つの
部位、メインボディと継続型の試料供給部、から形成されて
いる。試料供給部はメインボディに接続しており、コンベヤー
ベルトとメインボディの間にゲートを 2 つ設置することで、メ
インボディからの火炎の侵入を防いでいる。片方のゲートが
空いている際にはもう片方のゲートは閉じている。小型送風

図１

Gasshou-style house, which have thatched roofs, in
Shirakawa-go, Gifu, Japan, registered as UNESCO’s
cultural heritage in 1995.

機がメインボディに接続しており、発生する火の粉の燃焼状
態を調整し、火の粉を浮遊させている。本実験における、小
型送風機からの風速はメインボディの火の粉発生口にて測定
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されており、風速 4 m/s である。これ以下であると燃焼が十

ルトの速度は 1.0 cm/s で試料は 12.5 cm おきに置かれ、供

分に進まないため大量の煙が発生し、これ以上であると煙の

給されている。本実験においては試料の供給速度は 80 g/

発生は抑制できるものの、有炎燃焼状態の火の粉が発生す

供給上限に近い値となっている。実験にはステー
min であり、

ることになる。長距離を飛散する火の粉は無炎状態であるこ

ジを利用しており、ステージ上での風速の誤差は 2.0 m × 2.0

とが知られており、本実験では無炎状態の火の粉を発生させ

ｍの領域で 10 ％以内である。茅葺屋根試験体は本実験の

ている。メインボディを長くすることで火の粉発生部のみがス

ために製作されたものであり、45 度角度で 0.9 ｍ（幅）
ｘ 1.1

テージ上にあることになり試料供給部による風の乱れを減ら

ｍ（縦）ｘ 0.4 ｍ（最大厚さ）である。図３に見られるように

している。

試験体は葦及び竹と木材のフレームでできている。本試験体
は専門の業者に依頼して作製されている。葦の平均水分割
合は乾燥重量ベースで 10 ％であった。既往の実験結果を元
にして、試験体は火の粉発生装置から 0.5 ｍ風下に設置し、
実験を行った［6］。実験は風速 3 m/s と 6 m/s で行われた。
３．結果と考察
まずは使用している火の粉の基礎的な形状、すなわち質
量と大きさを確認した。水を入れた容器をベンチスケール式
の継続型火の粉発生装置の風下に置き、異なる風速下で火
の粉を採取した。火の粉の燃焼を停止させるため水が必要
である。水がないと燃焼状態が継続するため、質量・大きさ
共に変化し続けてしまう。回収された火の粉は水を取り除い
た後、104 度の乾燥器で完全に乾燥するまで（24 時間ほど）
乾燥させた。乾燥時間は火の粉の質量を測定し、質量が一
定になるまで乾燥させることで決定した。使用した火の粉の

Schematic of reduced-scale continuous-feed firebrand generator.

質量と投影面積を図４に示した。火の粉の投影面積は画像

試料の供給にはコンベヤーベルトが利用されている。本実

に写真を撮って解析する。投影面積の誤差は繰り返し大きさ

図２

解析ソフトウェアを用いて測定した。火の粉を平らなところに
置き、投影面積が最大になるようにして参考スケールと一緒

験では試料としてひのきチップを用いている。既往の研究で、
試料としてひのきチップを使用した場合、建物から発生する
火の粉をよく再現できることがわかっている［8］。コンベヤーベ

図３

Thatched roofing assembly mock-up used for the
experiment.

図４

Projected area as function of mass of the firebrands produced using reduced-scale continuous-feed
firebrand generator.
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が既知の対象物を測定して決定し、10 ％程度である。個々

れた。表面に集積した火の粉による有炎燃焼がいったん観

の火の粉の質量は 0.001 g まで測定できるスケールで測定す

察されると、すでに茅の中に複数のくん煙燃焼が起こってい

る。繰り返し測定の結果、質量の誤差は 1 ％であった。本

るために、燃焼は中へ向かって急速に進んでいく。火炎が内

実験で使用された火の粉の形状は風速に寄らずほぼ一定で

部に向かって進行していく様子は木材クリブと火の粉による

あり、平均質量は 0.03 g（± 0.02g）であった。
各風速下での火の粉の着床速度（単位時間あたりに火の
粉が茅葺屋根に着床する数）を測定することは非常に重要
である。火の粉発生装置から発生した火の粉の全てが試験
体に着床するわけではない。火の粉の着床速度を調べたとこ
及び 7.3 個（風速 6 m/s）
であっ
ろ、
毎秒 8.3 個（風速 3 m/s）
た。これらのデータはビデオ解析で計算された。風速が上が
ると到着する火の粉の量が減ることになる。また、試験体に
到着した火の粉の多くは試験体の下半分に着床している。図
5 は風速 3 m/s における実験の様子を示している。火の粉が
茅材の中に潜り込んでいる様子が見られる。

図６

Temporal evolution of thatched roofing assembly
ignition during an experiment under a 6 m/s wind.

図５

Photograph demonstrating the penetration of firebrands into the water reed of the thatched roofing
assembly at 3 m/s wind speed.

風速 6 m/s における実験の様子を図 6 に示した。風速 3
m/s での実験と同様に、着火するまでは煙は確認できなかっ
たが、着火すると茅葺屋根全体に一気に燃え広がった。図
6 にも見られるように風速 6 m/s での実験では、着火から
20 秒で火炎が試験体の裏側に届いている様子が確認でき
る。木材クリブによる茅葺屋根の着火と火の粉発生装置によ
る茅葺屋根の着火を比較する。表 1 に風速３  m/s の結果を
示している。火の粉による着火に関しては着火までには時間
がかかったものの、火の粉は無炎燃焼状態であり、木材クリ
ブは有炎燃焼状態であるから予想された結果ではある。しか
しながら火炎伝播、特に内部に向かって火炎が広がっていく
様子に関しては火の粉による着火では非常に早くなっており、
全く違っていると言える。図７は着火メカニズムの違いを示し
ている。火の粉発生装置から火の粉の「シャワー」が継続的
に発生するため、複数の無炎火の粉が茅の中に潜り込んだ。
これら無炎火の粉が集積し、風の影響でくん煙燃焼が有炎

図７

燃焼に遷移することによって、有炎着火がまず表面に観察さ

― 33 ―

Schematic of the difference of ignition mechanisms
of thatched roofing assembly between firebrands (left)
and a burning wood crib (right).
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表１ Comparison of time to ignition of thatched roofing assemblies using reduced-scale continuous feed firebrand
generator to that of conventional crib tests under 3 m/s wind
着火手法

試験体サイズ

着火にかかった時間

火炎伝播速度

木材クリブ [2]

1600 mm (L) x 1000 mm (W) x

0 s (ignited immediately

400 mm /22 min

400 mm (thickness) with an

after placing a crib)

angle of 45°
火の粉

1100 mm (L) x 900 mm (W) x

81 s (from the first firebrand

200 mm

400 mm (maximum thickness)

landed on the roof)

(estimated) /
within 1 min

with an angle of 45°

焼抑制効果日本火災学会研究発表会予稿集、256-257,

着火では非常に異なっている。木材クリブでは未燃焼の茅を、

2017.

炎で余熱→着火している一方で、火の粉による着火では火の
粉の周囲の茅がすでに予熱されているため、着火にかかる時

[4] Manzello, S.L., et al., Quantifying the Vulnerabilities

間が非常に短くて済む。風速 3 m/s での実験を比較すると、

of Ceramic Tile Roofing Assemblies to Ignition during

木材クリブで着火した場合には 400 mm に 22 分かかったの

a Firebrand Attack, Fire Safety Journal, 45:35-43,

に対し、火の粉で着火した場合には 200 mm を 1 分以内に

2010.
[5] Manzello, S.L., Enabling the Investigation of Struc-

燃え広がっている。

ture Vulnerabilities to Wind-Driven Firebrand Show-

４．結言

ers in Wildland Urban Interface (WUI) Fires, Fire
Safety Science 11: 83-96, 2014.

茅葺屋根を対象として火の粉による着火メカニズムを検討
した。実験はベンチスケール式の継続型火の粉発生装置を

[6] Suzuki, S., and Manzello, S.L., Experiments to Pro-

利用し、消防研究センターの総合消火主実験場で行われた。

vide the Scientific-Basis for Laboratory Standard Test

風速を変化させて着火と火炎伝播の様子を確認した。火の

Methods for Firebrand Exposure Fire Safety Journal,
91, 784-790, 2017.

粉は茅葺屋根の中に潜り込み、外からは見えにくいことも多
いが、着火や素早い火炎伝播に至ることが分かった。このよ

[7] Suzuki, S. and S.L. Manzello, SL., On the Develop-

うな基礎的な情報は、今後茅葺屋根のある歴史的建築物に

ment and Characterization of a Reduced-Scale Contin-

対する効果的な防御手法の開発や評価に役立つと考えられ

uous Feed Firebrand Generator, Fire Safety Science
10:1437-1448, 2011.

る。
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Initial study on thatched roofing assembly ignition
vulnerabilities to firebrand showers

（Abstract）
Sayaka Suzuki, Samuel L. Manzello (NIST)
（Accepted September 2, 2019）
It is well known that thatched roof assemblies are at risk of firebrands. Due to the nature of thatched roof
and structures, extra care must be taken to protect those. This experiment was performed to understand fundamental
ignition mechanism on thatched roof assembly in order to develop mitigation strategies in the future. The experiments
with the firebrand generator and the comparison with the traditional brand test showed that it takes more time to ignite
thatched roof assembly by firebrands, however flame spreads quicker (within 20 seconds). This article is translated
from the original paper published in Fire Safety Journal (Suzuki, S., and Manzello, S.L., Vol. 103, 2019, pp.34-37,
https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2018.12.001).
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