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最近の廃棄物、再生資源の物性からみた火災危険 

 

消防庁 消防大学校 消防研究センター 古積 博 

 

１ 始めに  

 ここ数年、廃棄物、特に屋内外に大量に堆積した産業廃棄物の自然発火に起因する火災、

爆発が目立って起きているように思われる[1,2,3,4,5,6]。また、植物由来のバイオマス燃料

（固体、液体）や様々なリサイクル物質の火災例が、最近、国内外で報告されている[7,8]。

著者は、いくつかの火災･爆発の現場を訪れる機会を得、また、原因調査に関連した研究や

それらの危険性評価の研究を行なってきた。そこで、これらの活動をとおして得られた情

報を紹介する。  

 

２ 最近の火災例 

 最近の主な廃棄物、再生資源の火災例を表１及び図 1､2 に示す。 

 社会の発展と共に、また、廃棄物の量を減らすために多くのリサイクル方法が提案され、

多くの廃棄物が出され、また、新規リサイクル物質が作られている。リサイクルを目的と

した新規廃棄物の開発段階で安全面の検討が十分になされない場合には、火災を起こしや

すい物質が作られることになる場合がある。建設リサイクル法の特定建設資材として廃材

のリサイクルが義務付けられた結果、大量に作られている木材チップや主に一般家庭から

出されたごみから作られた RDF(Refuse Derived Fuel)は発電用燃料としてリサイクルを目

的とする。廃プラスチックや紙類から作られる RPF(Refuse Paper & PLastic Fuel)も製鉄業

等でリサイクル使用されている。また、最近では、廃プラスチックや廃金属類の中国等へ

の輸出が盛んに行われているが[9]、その結果、特に廃金属の輸送中の火災が目立って多く

なっている。 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 火災を起こした鈴鹿市不法    図２ オーストラリアでのバイオエタ 

投棄場所（H18.9 発災､著者撮影）    ノールタンクの火災(H16.1 発災､[7]) 
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表 主な廃棄物、再生資源に起因する火災､事故1

月日 場所 死者 負傷 概要
者

新潟市 再生油 廃プラスッチクを分解して再生油を製H8.12 0 0
造するプラントでの火災

千葉県野 活性炭 貯蔵されていた使用済活性炭から出火H13.2 0 0
栄町 したもの｡活性炭は油の精製に使用され

ており油かす等を含む

広島市 シュレッダ シュレッダーダスト一時置き場から発H13.6 0 0
ーダスト 火｡同一場所で３回火災を発生

宮城県大 マグネシウ 携帯電話筐体をバフ研磨中､排気ダクトH13.8 0 6
衡村 ム合金 内でマグネシウム合金粉が爆発

鹿児島市 肉骨粉 倉庫に保管中の肉骨粉が雨水に触れてH13.12 0 0
発熱･発火

所沢市 廃プラスチ 高さ に積みあげられた のH14.4 0 0 15m 9000m3
ック類、木 ごみ山が火災になり､ 日間続いたも19
屑等 の

東京都大 不燃ごみ処 プラスチック類をコンベアで移送中､金H14.5 1 4
田区 理施設 属で発火､無炎燃焼後に発火

宇都宮市 肉骨粉 倉庫に保管中の肉骨粉が雨水に触れてH14.9 0 0
発熱･発火

､ 川崎市 製造工場で、コンベア運搬時に発H15.5 RPF 0 0 RPF
火（同一工場で類似火災が 件発生）H15.6 2

福井市 製造された をコンテナに貯蔵中､H15.7 RPF 0 0 RPF
火災になったもの

三重県多 貯蔵施設(内径 ､高さ )でH15.8 RDF 2 1 RDF 15.4m 22m
度町 爆発･火災

佐倉市 木材チップ 屋外に大量に貯蔵されていた木材チッH15.8 0 0
プ(高さ ）から火災になったもの15m

大和市 生ゴミ スーパーの生ゴミ処理機から生じた可H15.11 0 11
燃性ガスの爆発

､ 滋賀県山 木材チップ 屋外に貯蔵されていた木材チップからH15.8 0 0
東町 火災になったものH15.11

オースト バイオエタ バイオエタノールタンクの爆発火災H16.1 0 0
ラリア ノール

名古屋市 ウエスに付いた の発火H16.8 BDF 0 0 BDF

横浜市 廃金属 コンテナ中の廃金属(亜鉛が主)の爆発H18.5 0 0

鈴鹿市 木材チップ 不法投棄の木材チップの火災H18.9 0 0

岩国市 木材チップ 大量に堆積した木材チップの火災H18.11 0 0

苫小牧市 廃プラスチ 廃プラスチック発電所の火災H19.1 0 0
ック

木更津市 廃金属火災 接岸した廃金属運搬船の火災H19.3 0 0
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これらの多くは、可燃性固体であり、場合によっては、消防法の指定可燃物に相当する

性状を有する場合もある。そのため、火災になった場合、延焼速度は大きく、また、消火

しにくく、一挙に大きな火災に至る場合もある。 

 最近では、バイオマス燃料（固体、液体）の火災例も増えている。特に、バイオ先進国

での火災例は、今後、日本でも類似の火災が起こりえると考え、原因、発火プロセス等の

情報を得て早めの対応が望まれる。 

 

３ 火災原因の究明手法及び危険性評価手法 

 廃棄物やバイオマス燃料は、複数の可燃物の混合物であり、また、組成が一定でないた

め再現実験が難しく、事故の原因究明は、極めて難しい場合が多々ある。特に、RDF や木

材チップといった生物による発酵現象が絡む可能性がある場合、安全研究者にこの分野の

知識が十分にないため、原因究明はより難しくなる。 

 一般的に言えば、廃棄物が大量に蓄積された状態での発火では、先ず、廃棄物の内部で

微少発熱現象が起こる。これは、通常なら無視できる程度の発熱量であるのに、大量にあ

るために放熱が十分でなく、その結果、内部で徐々に温度上昇が起こる。その後、内部温

度が廃棄物の構成物の発火点に達した場合には、発火し、火災に至る。この過程で可燃性

ガスが生じ、何らかの火源でもって爆発する場合もあるが、この場合には、廃棄物の発火

点に達する前に爆発､火災になる。 

 原因究明作業や危険性評価研究で最も難しいものの一つは、第一段階の微少発熱が何に

起因して起こるかと言うこと、次いで、火災に至るシナリオが明らかに出来るかというこ

とである。本稿作成時点でも多くの研究が続けられているところであるが、現時点で考え

られる可能性の一つと言うことで紹介させて頂く。 

 研究の手法として、多くのやり方があるが、著者らは以下の手順で行っている。先ず、

高感度の熱分析計、熱量計を使って、試料、火災原因物質からの微少の発熱を検知し、結

果を基に蓄熱発火を推定する方法である。次に断熱性の高い条件で、ある程度の量の試料

を使って、微少反応による温度上昇の状況を調べるものである。その上で、試料量を多く

して、実際に発熱、発火させてみるか、各種蓄熱発火モデルを使って、大規模貯蔵条件で

の発火温度を推定することを試みている。 

 通常、熱分析、熱測定として最も良く使われるのは、DTA(示差熱分析計)、DSC(示差走

査熱量計)である。DTA は、TG（熱天秤）と組み合わせて重量変化を得る場合も多い。こ

れらは、短時間に試料の熱的性質が容易に判るため、消防法の危険物判定試験方法として

も採用されており[10]、スクリーニングツールとして著者らも物質安全の研究で良く使う

機器である。例えば、図 3 は、木材チップの DTA-TG 曲線[4]であるが、試料の熱的性状

の情報が得られる。しかしながら、木材チップは、100℃以下での含水分の蒸発による熱移

動が大きく、蓄熱発火のきっかけである微少発熱現象までは明らかにすることが出来にく

い。この点、高圧 DTA-TG は、水の蒸発を抑え、また、雰囲気条件が任意に変えられるた

め、有効な機器と言える[1]。 
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図 3 木材チップの TG-DTA 曲線 

 

 著者らは、最近物質安全研究で広く使われている C80（フランス Setaram 社）を使って

各種廃棄物の熱的挙動を測定した。同装置は、10mW オーダーの発熱が測定できる。RDF

や木材チップは、水の添加で発熱があり、その状況をある程度捕まえることが可能である

[4]。従って、10mW オーダーの発熱があるならば、大略 C80 によって検知/解析可能である。

CRC 及び superCRC(共に米国 OmniCal 社)は、より簡便にこの種の混合実験を行うことが

可能であるが､感度は C80 よりもやや落ちる。また、MCPVT(小型密閉型圧力容器試験､

[11])は、感度は低いがｇオーダーの試料が扱える点で優れている。廃棄物の簡便なスクリ

ーニングツールとしても使用可能である。 

 更に高感度な熱量測定は、MS80（フランス Setaram社）及び TAM（スエーデン Thermometric

社､図 4）を使って行うことが可能である。ただ、これらの機器は、極めて高い感度特性を

持つため、設置場所周辺の環境は一定に保つ必要がある上、保守管理が難しい。著者らは、

MS80 を使って 40～50℃で木材チップの発酵によると思われる発熱を検知している[4]。こ

れらの発熱量はμW オーダーで、C80 では検知することは難しい場合がある。ただし、検

知されたこれらの微少発熱を火災に結びつけられるかどうかは、断熱実験を組み合わせる

必要がある。 

 断熱条件でのより現実的な蓄熱発熱･発火を知るには、デュワー(Dewar)びんが有力な手

法である。通常 500mL 円筒型が良く使われている。著者らは、更に断熱状態が良い 1L 球

型を使用した[12]。断熱性(総括熱伝達係数)は、1L 球型は、500mL 円筒型の 8 倍である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 TAM-Ⅲ          図 5 SIT-2 
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 発熱を検知しても、直ちにその発熱が火災に結びつくわけではない。発熱量よりも放熱

量が大きければ、蓄熱されず、温度上昇は起こらない(Semenov の熱発火理論､[13])。SIT(自

然発火試験装置､島津製作所､図 5)は、周囲との熱移動を無くした断熱の条件で、試験環境

の空気、酸素濃度を変えて発火に至るかどうかそのプロセスを明らかにすることが出来る

場合がある。また、試料量をより多くして(1L)ワイヤーバスケット試験 (Wire mesh test, 

[14])を行うことで発火温度が求められるが、いずれも熱量計に比べてやや精度が落ちる。

また、これらの結果を基に蓄熱発火モデルを使った計算でも推定可能であるが、そのため

には微少発熱現象のメカニズム、例えば、生物発酵、化学反応によるものか、十分に理解

しておく必要があろう[4]。 

 このように、多くの機器の組み合わせることで蓄熱発火現象は、ある程度まで解明され

つつある。しかし、これらの機器、試験装置は高価なものが多く、すべてを有して研究を

行うことが出来る大学、研究機関は無く、いくつかの研究機関が共同で測定、研究を行う

ことが望まれている。 

 

４ 各種廃棄物の発火機構 

 各種の廃棄物の発火機構について、最近の研究によって明らかになった結果を紹介する。

また、著者らによる各種再生資源燃料等の危険性評価研究の結果を紹介する。 

４．１ シュレッダーダスト 

 香川県豊島での大量不法投棄に代表されるように、自動車のシュレッダーダストは自動

車工業の発展と共に各地で社会問題になってきた。大量投棄されたシュレッダーダストは、

時々自然発火を起こすことが報告されている。シュレッダーダストは、廃自動車から金属

等の有価物を除いた後の可燃物/不燃物の混合物で複雑な組成を有する。大略な組成の例と

しては、可燃物 53～67%(wt)、その他 15～24％(wt)、水分 14～21％(wt)とされている[15]。 

 シュレッダーダストには裁断で生じた粉状の金属（鉄(平均 8％)、アルミ粉(平均 1％)

等）が残っているほか、車の椅子等用にウレタンフォームが使われている。この場合には、

清水らによる研究から、初期微少発熱は、微量の金属粉が水や空気と触れて発熱するので

はないかと考えられている。これらの金属粉は活性が高く、反応しやすい[15]。シュレッ

ダーダストにはウレタンフォームがあるため、断熱性は高く、反応熱は蓄熱しやすい。ま

た、ガソリンやオイルが残っており、これらの発火温度は 200℃前後であるが、これらが

発火を起こす場合もある。 

     

４．２ 活性炭 

 活性炭は、時々蓄熱発火、火災を起こしている。脱臭、脱色、ダイオキシン対策等を目

的として取り付けた触媒反応塔の活性炭での発熱からの火災も時々見られる。また、使用

済の活性炭を一時保管中にもその自然発火による火災が起こっている[16]。使用済み活性

炭は、容器、袋に詰めて一時貯蔵されるが、その際、吸着で生じた熱のために徐々に温度

が上昇し、蓄熱状態が良いと発火に至る場合がある。この際、吸着していた水の脱着があ

れば、その段階で一時温度上昇が止まるが、有機物が脱着した場合には、可燃性蒸気が生 
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じ、適当な火源があれば爆発する可能性もある。その後、更に温度上昇があり、80～100

℃で発火する場合がある。どういう条件（活性炭の性状、使用状況、貯蔵状況等）で蓄熱

しやすいのか、東京消防庁がすでに報告しているが[17]、今後、更に検討したい。 

 また、化学工場、清掃工場等で排水、排ガス処理のために使われている際に蓄熱して火

災に至る場合もある。この場合、設備そのものに問題がある場合や管理ミス等原因はさま

ざまである。 

 

４．３ RDF(Refuse Derived Fuel) 
 RDF は、平成 15 年、各地で火災･爆発を起こして大きな問題になった[3,18,19,20]。図 6

は RDF の TG-DTA である。含水した RDF は徐々に発熱することは以前から知られている

が、この発熱が十分に検討されたかどうか、また、この発熱が何に起因するかを明らかに

することは難しい。水の吸着による発熱、RDF 中の微量の金属粉、消石灰といった構成物

質と水（または、空気中の水蒸気）との化学反応等いろいろ考えられるが、なお、今後の

検討課題である。添加水の pH を変えて行った実験では、発熱の差は小さく、中和反応の

寄与は小さいようである。また、含水分が小さくても常温でも発熱する。しかし、それが

無視しえるかどうかは、貯蔵、取扱いの条件によるものと思われる。放熱しやすいような

状態で貯蔵するならば、蓄熱しないため、安全上問題ではない。 

 C80 は、10mW オーダーの発熱が測定でき、水の添加での発熱について、実験を手早く

行って、その状況をある程度捕まえることが可能である。また、その後に起こる発酵によ

ると見られる発熱も測定出来る。 

 著者らが行った高感度等温式熱量計（TAM）の実験では、水分を 5%程度含有する RDF 

を 20℃、60℃に長時間断熱保管しておいた場合極めて微少な発熱（μW/g オーダー、発酵

の可能性はある）が見られるが、このような微少発熱は通常の熱分析機器や熱量測定機器

では、検知不能であり、通常は安全なオーダーの発熱といえる。他方、常温で水を 10%～  

30%（wt）程度添加した場合には、添加直後から数 100μW/g～mW オーダーの発熱が見ら

れる。この場合でも同様の実験を DSC 等で行っても見落とす可能性がある程度の微少な発

熱ではある。一方、水の添加で顕著な発熱が見られた。これらのことから、RDF の場合、

発熱･発火現象への発酵の寄与は大きいことが判る(図 7)。                      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

図６ RDF の TG-DTA 曲線                     図 7 RDF の発熱曲線（TAM-Ⅲ） 
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４．４ RPF 

 RPF は、廃プラスチック、紙類等から作られる固形化燃料の一種で、転炉用添加剤（鎮

静剤）としても大量に利用されている。RPF 製造段階で、高温となるため、その過程で、

発火して火災となった場合もある。また、RPF が十分に冷却されていない場合には、貯蔵、

運搬時に、蓄熱、発火する場合もある。RPF には、廃プラスチック、紙類以外の金属類等

が混入する可能性もあるが、それが火災になる場合もある可能性がある。RPF 処理施設で

の火災の中には、高温の RPF をコンベアで移送中、火災となった例もある。RPF に限らず、

廃棄物施設においてコンベア移送中の火災､事故は平成 14 年 5 月の東京の不燃物処理施設

での火災等非常に多く、ベルトの不燃化、難燃化が重要である[21]。         

 

４．５ 木材チップ  

 建設リサイクル法の施行に伴い、建築廃材からリサイクルを目的に木材チップが大量に

作られ、その処理、リサイクルが追いつかないため、屋外で大量に（不法）放置されてい

る例が目立つ。佐倉市の場合、不法に積み上げられた木材チップは高さ 15m 程度に達し、

それが火災を起こしたものである。一度、火災になった場合には完全に消火することは極

めて難しい。類似の火災は、岩国市、鈴鹿市（図１）等、国内各地で起きているほか、国

外でも多々起きている。 

 現地消防機関、著者らによる現場での温度、ガス分析の結果では、堆積物の内部温度は、

深さ 1m 程度の場所で 80～90℃に達し、一酸化炭素、メタンを検知した。また、この部分

を空気に曝すと容易に有炎燃焼を始めた。この温度は、従来、木材が低温発火する温度(100

～150℃､［22］)に比べてかなり低い。そこで、SIT 試験を行ったところ、100℃以下の温

度でも条件によっては容易に発火することが確認できた[4,23]。  

 火災現場で採取した木材チップをそのまま、加熱殺菌及び 20%（重量）の水を加えて

MS80 により発熱状況を調べた（図 8）。50～60℃付近で発熱があり、加熱殺菌で熱発生が

消えることから木材チップ中の微生物による発酵が起因している可能性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 8 木材チップの発熱曲線（MS80）  
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４．６ 肉骨粉（MBM） 

 狂牛病（BRE）の発生に伴い、処分が進まなくなった肉骨粉が屋内外に大量に貯蔵され

ているケースが出てきた(図 9)。肉骨粉製造時 130℃位まで温度を上げるため、製造後の一

時保管の際、十分に冷却されていない肉骨粉は、活性が高く、空気酸化されて、徐々に温

度が上昇し、発火する可能性がある。著者らは、SIT を使って、発熱･発火現象を調べたと

ころ、178～185℃で発熱が見られた。また、結果を基に Frank ｰ Kamenetskii の発火モデル

式で堆積高さと発火温度の関係を得た[24]。 

 また、十分に冷却された場合でも、水分との接触で発熱、火災に至る場合がある。鹿児

島、宇都宮の火災は共に貯蔵中、雨水と反応して蓄熱発火、火災となった可能性が高い。 

 表 2 は、肉骨粉の基本的な性状である。代表的な自己発熱性物質である天ぷらかすに比

べて安全といえるが、徐々に発熱･発火する危険性は残っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 肉骨粉の貯蔵(1 トンプラスチック容器) 

 

表 2 肉骨粉の基本的な熱的性状[23] 

試験項目 結果 

反応開始温度（TG-DTA） 

自然発火温度（SIT） 

発火点（ASTM式) 

自己発熱性試験 

（ワイヤーバスケット） 

燃焼熱 

180～190℃ 

178～185℃ 

468℃ 

>150℃ 

 

18550～18620 kJ/kg 

 

４．７ マグネシウム合金等の廃金属 

 マグネシウム合金は、パソコン筐体、携帯電話等に幅広く使われているようになり、最

近の IT 化で急に事故が多発し始めた。広く使われているものは、AZ91D と呼ばれるもの

で、マグネシウムのアルミニウムが約 9%含有され、そのほか、亜鉛、マンガン、ケイ素等

が微量入っている。携帯電話、パソコン本体等の製造で出来たものをグラインダー等で研
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磨した際に微粉末が出来るものである。その粒度はばらばらである。 

 マグネシウム合金粉末の場合、微粉末の粉塵爆発による事故も急に目立つようになった。

特に多いのは、清掃中やダクト内での爆発である。 

 なお、マグナリウムと呼ばれるマグネシウム、アルミニウム 50/50 合金は、花火の白色

光や効果音を高めるためのもので、目的は異なるが、粉末で使用され、火災､事故を起こし

やすい。 

 最近では、中国の経済発展に伴い、中国の金属需要のために様々な廃金属（スクラップ

金属）が輸出されているが、その結果、その輸送の途中で火災が起きている。船に積み込

むまでは、消防が主体で消火、原因究明を行わなければならない。船に積まれて、出航後

は海上保安庁が主に担当する。火災の原因は、不明とされることが多いが、廃金属中に存

在した電池等のショートする場合や、雨水、海水が金属と反応し、徐々に発熱し、更に可

燃物等の発火に至る場合等、いろいろな可能性が考えられる。著者らは、コイン型の小型

リチウム１次電池も原因物質の一つと考えている。小型のリチウム電池は、リチウムイオ

ン電池に比べ、余りリサイクルが進んでおらず、容易に廃棄物中に紛れ込む可能性を有し

ており最近廃棄物施設で火災原因物質になっていることが報告されている。その爆発性状

（落つい感度）は、中程度の火薬並であることが、著者らの実験で判っている[25]。 

 また、廃金属がコンテナに入れていた場合、廃金属が水等と反応で生じた水素等の可燃

性ガスが爆発するといった例もある[26]。 

 

４．８ 生ゴミ 

 平成 15 年 11 月大和市のショッピングセンターで起きた生ゴミ処理機から発生したガス

の爆発事故では、消防職員が負傷した。これは、敷かれていた杉材、生ゴミが長時間の加

熱で可燃性ガスを生じ、爆発した可能性が高い[27]。また、生ごみ処理機は、家庭用も普

及し始めている。 

 

４．９ 各種固体系バイオマス燃料 

 ＲＤＦ、ＲＰＦ、木材ペレット（バーク（木材の外皮部分）、ホワイト（内側部分））、

下水汚泥燃料、木材／石炭混合燃料、鶏糞等、様々なバイオマス燃料等（再生資源）が提

案されている。また、これらによる火災も報告されている。消防研究センターでは、消防

庁の依頼により発熱特性、ガス発生量について水の存在の有無の影響に関連して多くの試

料について、熱分析（TG-DTA）、熱量測定（C80、TAM）等によって危険性評価を行い、

石炭やセルロースと発火危険性を比べた（[28]）。鶏糞は、水添加で非常に大きな発熱が

起こるが、同時に測定したガス発生（定性､定量）から大量の二酸化炭素が生じること等か

ら鶏糞中の微生物による発酵によるものである可能性が高い（図 10）。 

その結果、一部の下水汚泥燃料、鶏糞が発熱危険性、ガス発生危険性を有していること

が明らかになった。また、木材ペレット（バーク）も比較的火災危険性が高いことを明ら

かにした。今後、様々なバイオ燃料が提案される可能性がある。消防研究センターに御相

談頂きたい。 
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図 10 鶏糞の発熱曲線（TAM-Ⅲ） 

 

４．１０ 液体系バイオマス燃料  

 ETBE 添加ガソリン、エタノール含有ガソリン、バイオデイーゼル（BDF）等が新しい自

動車用燃料として提案され、国内でも試験的に流通が始まった。多く出回るようになれば、

それに伴い火災、事故が起こることが予想される[7,29]。例えば、オーストラリアでは、バ

イオエタノールのタンクが爆発・火災があった(図 2、[7])。 

消防研究センターでは、これらの火災危険性、消火特性について検討を始めたところで

ある。バイオデイーゼルは、原料である植物油同様それ自身自然発火性を有しているが[8]、

引火点は高く、火災時の危険性（火炎高さ、周囲への放射熱、燃焼速度等）は、軽油に比

べて小さい(表 3､図 11)。しかし、原料の一つであるメタノール濃度が高まると引火点も低

下し、引火危険性は増す。一方、消火面では数％程度のエタノール、ETBE が添加されて

もガソリンと大きな差異はない可能性があるが、更に濃度が増した場合、耐アルコール型

消火薬剤が必要になる。 

注 ETBE：エチル-t-ブチルエーテル 

 

表３ バイオデイーゼルの性状及び規格                

 バイオデイーゼル 軽油 

引火点 170℃ （開放式） 70℃ (密閉式) 

発火点 255℃ 220～300℃  

ヨウ素価 <120 0 

流動点 ｰ 5.5℃ ｰ 11℃ 

セタン価 60 58 

メタノール濃度 ＜0.01％ 0 

 

 図 11 バイオデイーゼルの 

火炎（直径 0.95m） 
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５ まとめ 

 廃棄物は、社会情勢に応じて今後ともより複雑なものが作られる可能性が大きい。シュ

レッダーダストが問題になったのは、日本で自動車が広く普及し始めた 30～40 年前であ

る。また、パソコン、携帯電話が普及すると、それに使われるマグネシウム合金の火災･

事故が頻繁に起こるといった具合である。また、木材チップのように環境、建設等の行政

に影響することもある。地球温暖化と原油価格の高騰は、新しいバイオマス燃料の開発と

普及を促進させている。新技術を伴う場合には、安全面を考慮しながら開発する必要があ

ろう。最近では、中国の経済発展に伴い、中国の金属需要のために廃金属を輸出している

が、その結果、その輸送の途中で火災が起きている。 

 今後とも類似の火災、事故は起こる可能性はある。廃棄物の防災は緊急を要するテーマ

の一つである。また、測定に長時間を要し、多数の高額な機器を特性に応じて使うため単

独の研究グループだけではやりにくい面もある。複数の研究機関(グループ)が協力して効

率的に解明していく必要があろう。また、第一線の消防機関や研究開発者にあっては、消

防研究センターに御相談頂ければ出来るだけ対応したい。 
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再生資源化施設の火災爆発事例 
 

鶴田 俊（消防研究センター 技術研究部 特殊災害研究室） 

 

１．はじめに 

再生資源とは、生産、輸送、使用過程で不要となり、エネルギー源や材料源として回収された

資源である。再生資源にはエネルギー源として使用される再生資源燃料と材料源として使用され

る再生資源原料とがあることになる。再生資源は、現代社会の物流網の中で発生源から遠く離れ

た処理施設へ輸送されることもある。廃棄物や再生資源に関連する条約、法令等によって安全な

再生資源の取り扱いが、関係者に求められている。 

再生資源の取り扱いには、困難な問題が顕在化している。少なくとも国際的に問題が認識され､

日本国が問題に対応しているものを拾い上げる。2007 年 12 月上旬の時点で、１）使用済みブラ

ウン管ＴＶ及びＣＲＴモニター、２）使用済みぱちんこ遊戯機等、３）自動車部品、４）使用済

み電子機器等、５）廃ＰＥＴボトル、６）使用済み鉛バッテリー、７）プラスチックのくず、８）

ミックスメタル（エアコン室外機等）がバーゼル条約・バーゼル法の観点から指摘されている。 

「廃ＰＥＴボトル等の不適正な輸出の防止について（通知）（平成１７年１月１９日 環廃企発

第 050119001 号）」の中で”市町村が収集した廃ＰＥＴボトル等を国内事業者に売却後、当該事業

者が廃ＰＥＴボトル等を輸出しようとする場合に、当該市町村は、輸出しようとする廃ＰＥＴボ

トル等が、再生利用するため分別、洗浄、裁断等により適正に調整された状態のものであるかの

確認を行うこと。確認の結果、残余物の混入等に伴い強い悪臭の発生が見られる等の場合には、

輸出者に対しバーゼル法等上の手続きをとるよう、指導されたいこと。なお、輸出しようとする

廃ＰＥＴボトル等が廃棄物等に該当するか否かについて判断が困難な場合は、積極的に環境省に

相談されたいこと。”と指摘されている。 

国際的には、廃棄物と再生資源は厳密に区別されている。再生資源として扱うのであれば、そ

の性状を正確に把握し、適正に申告・表示して取り扱うことが国際的には求められている。輸出

の段階で問題が認識されていることから国内の再生資源の取り扱い実態は、国際的な再生資源の

取り扱いに比べ廃棄物との区別が厳密でないようである。「再生利用するため分別、洗浄、裁断等

により適正に調整された状態のもの」と国際的に認知されないものが国内で再生資源として流通

している可能性がある。関連文書に『分別については、ＰＥＴ及びキャップ、フィルム以外のも

のが混入しないこと。洗浄については、目視で内容物が確認できない状態であることが必要。裁

断についての大きさは問わない。なお、ＰＥＴボトルを圧縮したもの（ベール状）については、

ボトルの中に飲み残しや汚れがある場合には洗浄されているとは判断できないため「再生利用す

るために調整されたもの」とは言えないが、目視で内容物が確認できない状態にまで洗浄されて

いれば規制対象外となる。』と記載されているので分別は、通常の原料と比べるとある程度混入物

が存在する水準を受け入れざるをえない。 

2007 年 4 月に総務省消防庁は、「再生資源燃料等の安全の確保に係る調査検討報告書」の中で”
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研究や実用化されている再生資源燃料等について、製造から消費段階まで、現時点での取り扱い

方法や保管方法について実態の把握”状況を記述している。 

この報告書の中で安全対策として、１）製造時に当該燃料の性状は、酸化反応や微生物発酵等

を防止するために必要な性状管理を徹底する体制を確保することにより、発熱を防止する必要が

ある、２）保管時に当該燃料等の発熱・可燃性ガスの発生を起こさない対策が必要である、３）

当該燃料の状態を監視し、異常発生時に直ちに対応を図るための体制を確保することが必要であ

り、貯蔵形態に応じた対策を確保する必要がある、４）当該燃料等は、ひとたび発熱・発火する

と、消火が非常に困難であることから、異常発熱時には貯蔵量に応じ対策が迅速に図られる体制

の確保が必要である、５）事故発生時に迅速かつ容易に消火活動を行うことのできる貯蔵方式等

とすることが必要である、６）日常の安全管理体制に係る対策の確保が必要である、７）当該燃

料等関係施設の実態、貯蔵・取り扱い方法等に応じたそれぞれの火災危険要因を関係者が事前に

把握し、これに対応した安全対策を確保していくことが重要であり、この点について消防機関も

確認を行っていく必要がある、８）以上の他にその燃料の特有な性状に応じた安全対策を講じる

必要がある。 

この報告書で想定している現象は、１）蓄熱発火、２）可燃性気体の発生、３）可燃性粉塵の

発生、４）混触発火、５）水蒸気爆発などである。報告書の中で、廃棄物燃料（ＲＤＦ）の危険

性評価を用いた性状把握が紹介されている。 

再生資源化施設では、回収された物質を分別、洗浄、裁断、減容、一時貯蔵される。この過程

で、回収された物質は洗浄液等と接触したり、裁断機や破砕機で物理的な作用を受けたり、圧縮

機で加圧されたり、加熱される。このような力学的な操作や熱的な操作によって物質が化学的な

変化を起こし、やがて発熱すると火災や爆発を起こすことがある。このような操作の中で粉塵が

生成すると空気流による輸送や選別を行う過程で粉塵爆発を起こすことがある。 

この発表では、ＲＤＦ発電所の爆発火災事例とその後の対策を紹介する。 

 

２．ＲＤＦ発電所の爆発火災事例 

ＲＤＦとは、家庭から出される一般廃棄物を原料に製造された燃料である。平成 15 年 8 月 19

日に三重県多度町ＲＤＦ発電所で爆発火災が発生し、消防職員 2 名殉職、作業員 1 名が負傷して

いる１）。 

爆発火災は、円筒形の RDF 貯蔵槽で発生した。RDF 貯蔵槽の半断面模式図を図１に示す。爆発

火災発生時には、RDFがコンクリート基礎部分上に高さ約 8mまで積みあがったと推定されている。

爆発によって重量およそ 10 トンの屋根は、190m 離れた丘の上まで吹き飛ばされた（図２）。コン

クリート基礎部分にも、爆発時に応力が作用し、損傷が生じた(図３）。 

貯蔵槽内で爆発が起こった場合、槽全体が膨らむ方向に応力が発生する。この貯蔵槽の場合も

屋根と側板の接合部、側板とコンクリート基礎部分の接合部に応力が作用し、損傷が生じている。 

側板に設けられた二箇所の開口部から平成 15 年 8 月 14 日に発生した爆発事故で RDF が噴出し

た。その範囲を図４に示す。平成 15 年 8 月 19 日の爆発火災ではこの開口から白煙が噴出した。 

RDF 貯蔵槽底部は図５に示すような構造となっており、貯蔵槽内部と側板の開口部はつながっ
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ていた。 

以上の観察結果から貯蔵槽内部で圧力上昇がたびたび発生し、最終的は屋根の破壊に至る爆発

が起きたと推定された。 

RDF 貯蔵槽は、開口が少ない上に、通常の建築物と異なる構造を有していた。内部で爆発など

の圧力上昇によりどのような部分に大きな応力が作用するかを短時間で検討することは難しい。 

爆発火災によって大きな応力と高温に曝された RDF 貯蔵槽がどの程度の強度を有しているか判

断することもきわめて難しかった。周囲で消防職員が安全に活動できるような危険区域の設定が

必要となった。そこで、地元大学の工学系研究者と危険物保安技術協会に意見を求め、不確実な

因子を考慮し、危険区域を設定した。 

図６に平成 15 年 8 月 21 日夕方に再度発火した RDF 貯蔵槽の赤外線カメラ画像を示す。貯蔵槽

上部から高温の気体が流れ出し、側板の温度が部分的に上昇している。8 月 19 日から 8 月 21 日

昼までは、貯蔵槽上部から高温気体が流れ出す現象は見られていなかったので、8月 21 日昼過ぎ

から火災が拡大したと考えられた。 

RDF は一般廃棄物を裁断、成型、乾燥し製造されている（図７）。成型時に添加剤が加えられる

ことを除くとそのほとんどは一般廃棄物由来である。このような物質を単に集積しただけで発熱

したことは、RDF 発電所事業者と RDF 化施設事業者にとって想定外の事態だった。 

RDF 貯蔵槽には、周囲の RDF 化施設で製造された RDF がトラックやベルトコンベアによって搬

入されていた。悲劇的な爆発火災に至るまで RDF 貯蔵槽では、RDF の発熱が継続して発生し、RDF

発電所事業者と RDF 化施設事業者の努力にもかかわらず終息することはなかった。 

図８に示すような大量放水によって RDF の発熱を抑制しながら貯蔵槽内部の RDF を徐々に取り

出した。RDF を取り出す作業を行う前に貯蔵槽内部の温度状況を図９に示すような赤外線カメラ

画像で確認した。 

図１０に示すように貯蔵槽は、最終的に撤去された。 

図１１に石川北部 RDF センター発電所 No.1RDF 貯蔵サイロエスケープゾーン内 RDF 発熱の赤外

線カメラ画像を示す。RDF は、保存条件によってはカビが生え、発熱することがこの写真からわ

かる。 

図１２に石川北部 RDF センター発電所で回収された炭化 RDF の塊を示す。RDF に含まれる樹脂

類が溶融固着し、ペレットが塊状となり流動性が著しく低下している。さらに発熱が継続すると

発火、火災、爆発に至ることになる。 

図１３、１４に示すような大量の窒素注入により貯蔵槽内部の酸素濃度を低下させ、発熱をあ

る程度制御できるようになった。 

三重県多度町ＲＤＦ発電所爆発火災事故後、図１５に示すように搬入される RDF を抜き取り検

査し、受け入れ基準と照らし合わせ、低品質 RDF を排除し、貯蔵設備内部の一酸化炭素濃度、二

酸化炭素濃度、可燃性気体濃度、酸素濃度、温度分布等を詳細に計測し、管理基準に合致してい

るか厳格に管理する対策が取られている。このような対策実施後、RDF 火災爆発や RDF 異常発熱

は報告されていない。 

ＲＤＦの集積を条例で細かく規制したことにより安全な貯蔵と取り扱いが実現したように見える｡ 
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３．ＲＤＦ発火機構 

ＲＤＦ貯蔵槽内での火災爆発に至る過程を検討するとＲＤＦが、徐々に発熱し、その熱が外部

に十分放熱できない状況となって発火したと考えられる。この現象は、熱着火理論で検討されて

いる２）。図１６の状況での発熱速度ｑ１と放熱速度ｑ２は、次式のように表すことができる。図１６

では、系内部と系外部は、それぞれ一定温度と考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７に系外部温度Ｔ０の発熱速度ｑ１と放熱速度ｑ２への効果を示す。発熱速度ｑ１は、温度の

逆数の指数に反比例し、図中に示すような右上がりの曲線となる。放熱速度ｑ２は、系内外の温度

差に比例するので、右上がりの直線となる。そのため高温側では、発熱速度ｑ１が放熱速度ｑ２を

上回る領域が存在する。また低温側でも、発熱速度ｑ１が放熱速度ｑ２を上回る領域が存在する。

中間の温度領域では、放熱速度ｑ２が発熱速度ｑ１を上回る場合がある。系内部の温度を系外部と

同じにした場合、放熱速度ｑ２は零となるので系内部の温度は上昇、発熱速度ｑ１と放熱速度ｑ２

が増加し、発熱と放熱が釣り合う温度で安定となる。 

系外部温度が上昇するとやがてどの温度でも発熱速度ｑ１が放熱速度ｑ２を上回る。この条件で

は系内部の温度は上昇を続ける熱着火の条件となる。限界条件となる系内部の温度の上限がＴ１ｃ

である。系内部温度がこの上限を超えてしまうと正の帰還が作用するので急速な温度上昇が起き

る。 

図１８に活性化エネルギーの発熱速度への効果を示す。活性化エネルギーをわずかに減少させ

ると熱着火の条件を満たし、逆にわずかに増加させると熱着火の条件を満たさなくなる。 

発熱速度ｑ１は、系内部の体積Ｖに比例し、放熱速度ｑ２は、系の表面積Ｓに比例している。系

の体積Ｖは、系の代表長さＬの三乗に比例し、系の表面積Ｓは、系の代表長さＬの二乗に比例す

るので代表長さＬが増大すると発熱速度ｑ１は放熱速度ｑ２よりも急激に増加する。 
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代表長さＬの小さい縮小プラントで得られた結果を実プラントにこの代表長さＬの影響を考慮

せずに適応すると熱着火の条件となるおそれがある。このような自己発熱する物質を大量に集積

する場合には、このような代表長さＬの影響を十分に考慮する必要がある。小規模で取り扱った

実績を大規模の貯蔵に適応できないことを理解する必要がある。 

 

４．発熱する物質の貯蔵と取り扱い 

現在、様々な再生資源化が行われているが、物質の発熱特性と貯蔵設備の放熱特性を正確に把

握した上で徐々に貯蔵規模を増加させ、物質の挙動が予測と一致するかを検証しない限り、ある

日突然の異常発熱、発煙、発火、爆発、火災に遭遇することになる。 

再生資源の製造管理と出荷時の品質管理を行い、貯蔵施設の維持管理と運転監視を継続しなけ

れば再生資源の安全な貯蔵や製造は実現しない。 

もし、熱発火の条件となった場合、系内部の温度を低下させても時間の経過と共に再び温度が

上昇する。そこで系内部の温度を低下させ、熱伝達率ｈを増大させることができれば放熱速度を

増加させ熱発火の条件を満たさないようにすることができる。熱伝達率ｈを増加させる代わりに

速度定数Ｂを小さくできれば同様に熱発火の条件を満たさないようにすることができる。単純に

系の代表長さＬを縮小する作業を反復すれば必ず熱発火の条件を満たさないようにすることがで

きる。 

三重県多度町ＲＤＦ発電所の爆発火災の場合には、ＲＤＦの温度を放水によって低下させ内部

のＲＤＦを取り出すことによって熱発火の条件を満たさないようにすることによって消火したこ

とになる。つまり、消火を発火しない条件を満たした段階とすると、系の代表長さを縮小する作

業によって始めて消火が達成されたことになる。この物理的な条件が満たされた段階で鎮火と判

断された。 

RDF 発電所事業者と RDF 化施設事業者がＲＤＦ貯蔵槽の発熱を注水によって冷却していたが、

（３．１）式を見ると気温が上昇する状況下では発熱速度が増大し、注水速度を増加させなけれ

ば温度低下させることが難しくなることがわかる。貯蔵槽にＲＤＦを充填した時点で発火の条件

は成立していたので気温上昇の影響を打ち消すことが可能な注水速度を実現できなければいつか

発火することも（３．１）式からわかる。 

 

５．再生資源化施設の安全管理 

これまで述べたように新しい再生資源を実際に利用する前までに、再生資源の特性を把握し、

再生資源化施設での処理過程で想定される危険な状況を洗い出し、安全な条件をひとつひとつ丹

念に調べる必要がある３－６）。得られた再生資源の特性と施設の特性を考慮し、安全操業可能範囲、

注意すべき操業範囲、緊急に対応が必要な範囲と対応策を策定し、消防機関等との事前調整と連

携実動訓練を完了することが望ましい。これを事前に行うには多大な労力が必要である。しかし、

ひとたび災害が発生すると甚大な被害が広い範囲におよぶ。 

対策を講ずるのであれば、明確な現象論で対策の有効性を確認する必要がある。その場しのぎ

の対策は、被害を拡大させるおそれがある。
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        図１ RDF 貯蔵槽半断面模式図 
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   図２ 白煙を上げる貯蔵槽 

 

 

  図３ 損傷を受けたコンクリート基礎部分 
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    図４ 飛散物の分布範囲 

            図５ RDF 貯蔵槽底部構造の概略 
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 図６ RDF 貯蔵槽の赤外線カメラ画像 

 

 
 

     図７ RDF 成型機 

－31－



 

          

  図８ 放水による冷却作業 

 

          

 

 図９ 貯蔵槽内高温部 
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       図１０ RDF 貯蔵槽跡地（平成１６年６月） 

 

 

 

  図１１ 石川北部 RDF センター発電所 

No.1RDF 貯蔵サイロエスケープゾーン内 RDF 発熱状況 
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図１２ 石川北部 RDF センター発電所で回収された RDF 

 

図１３ 大牟田リサイクル発電所窒素注入状況 
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     図１４ 石川北部 RDF センター発電所窒素注入状況 

 

 

    図１５ 搬入された RDF の検査の様子（平成１６年６月） 
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           図１６ 熱着火理論 

 

 

 
 

         図 17 外部温度の発熱速度と放熱速度への効果 
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          図１８ 活性化エネルギーの発熱速度への効果 
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生ごみ施設における火災危険と対策 

 岩田 雄策（消防大学校 消防研究センター） 
 

 

１．はじめに 
平成 15 年 11 月、大規模ショッピングセンター（神奈川県大和市）の生ごみ処理室で火災

が発生し、消火活動中の消防職員等 11 人が生ごみ処理室で起きた爆発により負傷した[1, 2]。 
近年、生ごみの減量化、再資源化のために生ごみ処理機が稼働し、時々火災を起こしてい

る[3]。そのため、出火原因について知見を得ることは火災予防の点で重要である。本報告に

おいて、火災爆発の出火原因を解明するために TG-DTA 実験及び検証燃焼実験を実施した。

実験結果を基に生ごみ処理過程における火災危険と対策について考察したので紹介する。 
 

２．生ごみ処理機の概要 
出火した建物構造は、鉄骨鉄筋コンクリート構造 / 地下１階 地上５階建ての構造であっ

た。生ごみ処理機の概要を図1に示す。生ごみ処理機は１階の間口 15.8m、奥行き 8.6m、高

さ 5.6m の部屋に設置されていた。生ごみ処理機の大きさは、幅 8m、奥行き 2.7m、高さ 2.1m
であった。生ごみ処理装置は生ごみを減量化し、肥料原料を製造する装置である。生ごみ処

理槽において底部のパイプから熱風を出して、生ごみの水分を蒸発させて生ごみの減量化を

図っていた。生ごみ処理槽内に生ごみの他に処理底部に杉チップが敷き詰められている。乾

燥槽で乾燥処理を行った後、最後に排出口から肥料原料として排出される。本処理装置は元々、

80℃程度に生ごみ処理槽内を保ち発酵によって減量化するものであったが、熱風によって生

ごみを乾燥し減量するようになった。 
事故当時の生ごみ処理機において生ごみの一部が投入ホッパと蓋の間に挟まる等の理由で

安全装置が作動したことにより、自動投入装置が停止し、攪拌装置が待機状態となり、エア

レーション（熱風供給）装置が継続の状態となっていた。その後、復旧操作が行われなかっ

たため、撹拌が停止したまま熱風が生ごみに吹き付けられた状態を維持していた。出火前の

今回の使用状態では爆発の約 11 時間前から撹拌装置が停止したにもかかわらず、高温空気

（130～150℃）のエアレーションは継続して生ごみ処理槽内に吹き続けていたと考えられる。

火災・爆発の原因として熱風によって生ごみが乾燥し加熱が継続したことが考えられた。130
～150℃の温度条件で微生物が死滅するため発酵は起こらないため、発酵が火災原因とは考え

にくい[1]。 
エアレーション装置の送風温度は、各ヒータ部に取り付けられた熱電対とサーモスタット

で制御している。生ごみ処理槽の外板の温度について３点で計測のみが行われている。通常

状態では、熱電対が設定温度を超えたことを検知すると、当該ヒータの電源を遮断し、送風

のみ継続した状態となり、20 秒後に自動的にヒータの電源が投入されることを繰り返す。し

かし、温度の検出位置が発酵槽外のヒータ部であるため、直接生ごみ処理槽内の温度異常を

検知してヒータを停止させることはできない。ヒータ部の温度異常以外にエアレーション装
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置が停止する条件は、制御盤で自動運転を停止した場合、及び非常停止釦を押した場合の人

為的な操作があった場合であり（これらの場合はヒータ、ブロアともに停止）、自動投入装置

及び攪拌装置と連動した制御は講じられていない。 
 
３．実験 

TG-DTA（示差熱分析－熱重量分析）によって生ごみ試料及び生ごみ試料に油を添加した

試料の分解開始温度等の発熱挙動を調べた。また、燃焼実験において、およそ 90kg の生ごみ

試料を用いて火災の可能性を検証した。また、燃焼実験において燃焼に伴い発生するガスの

定性・定量分析を行った。 
 
3.1 TG-DTA 実験 
3.1.1 試料 

TG-DTA 実験の試料として、生ごみ処理槽内で使用されていたものと同製品を天日によっ

て乾燥させて使用した。乾燥させた試料に大豆油と菜種油を等量混合した食用油を添加し、

均一になるようよく混合して、下記の油含有量の試料も作成した。DTA 実験に使用した試料

は次のとおりである。(DTA)試料 1：乾燥重量比 10.9％（生ごみ処理物のみ、食用油無添加）、

(DTA)試料 2：乾燥重量比 14.1％（イオン事故機処理物相当品）、(DTA)試料 3：乾燥重量比 20.0％、

(DTA)試料 4：乾燥重量比 30.5％、(DTA)試料 5：乾燥重量比 40.0％。なお、(DTA)試料 1 は燃

焼実験で食用油を添加する前の試料と同じものである。 
3.1.2 測定装置及び測定条件 
理学電機株式会社製 Thermo Plus TG-DTA 8120 を用いて TG-DTA を測定した。TG-DTA の

測定条件は次のとおりである。試料量：17mg、昇温速度：2K/min、測定雰囲気：空気（150ml/min）、
試料容器：アルミ開放容器 
 
3.2 燃焼実験 
事故機である生ごみ処理槽の一部を想定した燃焼実験装置を試作した。燃焼実験装置に試

料を投入し、低層部から高温空気を送り込み、試料内部の温度を測定した。処理物の熱分解

過程で発生する分解生成物を調べるために、ガスクロマトグラフを用いてガスの定性・定量

分析を実施した。また、検知管によるガス分析も行った。燃焼実験は 3 回実施した。 
3.2.1 試料 

燃焼実験に使用した試料は次のとおりである。（燃焼）試料 1 として、他県で稼働中の生ご

み処理機から採取した製品（事故機に使用していたものと油分等が異なるが同じ製品）を使

用した。（燃焼）試料 1 の含水率は 32.8％、含油率は 10.9％であった。（燃焼）試料 2 及び 3
は事故機から採取した処理物の含油率（14.08%）に近づけるため、（燃焼）試料 1 を天日に

よって乾燥させた後、食用油を添加したものを使用した。含油率は 14.1％である。(燃焼)試
料 2 及び 3 は事故機内の生ごみ処理物と同量の油分を含有している。試料 2 及び 3 の違いは、

天日による乾燥時間等によるもので基本的には同じ試料である。（燃焼）試料 2 の水分量は 3
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のものより、天日による乾燥時間等から水分量が少なかったと考えられた。食用油は未使用

の大豆油及び菜種油を 1：1 で混合したものを使用した。表1に添加した油の性状を示す。食

用油は処理物 200L に対し食用油 3kg を添加して試料を調製した。 
3.2.2 実験装置 

生ごみ処理槽に対し、水平投影面積比 50:1 のステンレス製の実験装置を製作した（図2）。
側板の一面は試料の状況を目視できるように耐熱ガラス製とした。高温空気として、ヒータ

で 150℃に外気を昇温し、4 本のエアノズルから底層部から吹き込んだ。燃焼装置に導入し

た高温空気の流量は給気ダクト部で 320L/min とした。 
生ごみ処理槽内に杉チップが敷かれていたので、状況を再現するために実験装置の底板か

ら 8cm の高さまで杉チップを 21L を投入した。試料を杉チップの上から、80cm の高さまで

投入した。投入量は約 90kg（約 187L）である。 
3.2.3 熱電対、ガス分析及び流速計 

試料内部の温度について試料及び装置各部の温度を測定するために熱電対を設置した（装

置内 24 点、側壁外面及び排気ダクト内 1 点）。ガス分析にガスクロマトグラフ（FID、TCD）

及びガス検知管を用いた。一酸化炭素、メタン、エタン及び二酸化炭素の検出に FID を用い、

水素の検出に TCD を用いた。一酸化炭素及び二酸化炭素は、カラムによって分離されたも

のをメタナイザーで還元した後、検出した。ガス検知管としてアセトアルデヒド、酢酸、水

素及び硫化水素用のものを使用した。ガスのサンプリングは、排気ダクト縦管部に設けたガ

ス採取口からガラスシリンジまたは北川式真空法ガス採取器で吸引した。空気流量を測定す

るために給気ダクト部及び排気ダクト部に流量計を設置した。 
 
４．結果及び考察 
4.1 TG-DTA 実験 
燃焼実験等の中規模実験を実施する前に、TG-DTA を用いて試料の熱的性状に影響を与え

る要因を前もって知ることは、安全で効率的に実験を実施する上で重要なことである。生ご

み処理物中に含まれる食用油の含有率と、酸化による発熱開始温度の関係を DTA の重ね書き

として図3に示す。油及び菜種油は、天ぷら用及びサラダ用に大量に使われており、火災現場

の生ごみ中にこれらの油成分があったことは十分考えられる。各試料の TG 曲線から、水分

及び揮発成分の蒸発によって 80℃付近まで減量が見られ、その後、温度に対する減量の勾配

は小さくなり、燃焼時に大きな減量勾配をもって減量した。 
各試料の DTA 曲線において、100℃付近までに主に脱水及び揮発成分の揮発による吸熱ピ

ークがあった。その後、酸化と分解ガスの燃焼による発熱ピークが観測された。各試料の酸

化開始温度を、DTA のベースラインから発熱方向へずれ始めの点として読み取った結果（ベ

ースラインから 0.2µV 程度ずれる温度）を、表2に示す。参考ため食用油のみの場合も加えた。

食用油の含有率が増えるに従って、酸化による発熱開始温度が低温側にシフトしてくること

を示している。一方、燃焼実験に用いたものと同じ（DTA）試料 1（油含有量 10.9％）と（DTA）

試料 2（油含有量 14.1％）の温度差は 3～5℃と小さい。食用油の含有率を 40％まで上げると
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約 40℃低温側へシフトした。生ごみ処理物に食用油が混合されることによって、蓄熱発火の

原因となる酸化による発熱開始温度が、低温側にシフトすることが分かった。この原因は、

食用油には、リノール酸、オレイン酸等の脂肪酸が多く存在し、これらの脂肪酸は 60～80℃
程度で分解を始めることが知られている[4]。そのため、火災現場においてこれらの脂肪酸に

熱風が当たることで徐々に分解し燃焼したものと考えられる。 
大容量の試料において試料と油が均一に混合されず、部分的に油含有量の多い場所があれ

ば、油含有量に応じて発熱開始温度は下がり、そこが出火源となり火災につながる可能性が

ある。また、てんぷら玉のように油含有量の多い油製品が部分的に混入していた場合、それ

が発火源となることも予測される。DTA 測定結果から、発火時の発熱開始温度は油の種類と

油の含有量に依存することが分かった。このため、試料の平均的な油含有量で予測した温度

よりも、低い温度で火災が発生することも考えられる。今回の測定は試料量約 17 mg、昇温

速度 2K/min の測定条件で行なった。大量の試料を昇温せず一定な温度で保持した場合の発

熱開始温度は、今回の DTA 測定で得られた温度よりも下がることが予測される。 
 
4.2 燃焼実験 
燃焼実験は 3 回実施した。各回の試料の条件及び主な結果を表3に示す。(燃焼)試料 1 を用

いた第 1 回実験では、顕著な発熱、発火の可能性は見出せず、開始からほぼ 27 日後実験を終

了した。水分の蒸発による約 35％の重量減少が見られた。第 2 回実験では減少率は 0.7%程

度であったことから、第 2 回実験の試料は十分乾燥していたことが分かる。第 2 回及び第 3
回の実験において、試料を乾燥させた条件で食用油を添加した場合、くん焼状態から有炎燃

焼に移行した。ここでくん焼とは酸素不足のため火炎が存在せず、熱分解のため煙が発生し

ている燃焼をいう。検知管の分析から、燃焼時にアルデヒド、酢酸、硫化水素、水素が発生

することが分かった。 
熱電対の温度履歴から、試料内部の燃焼に伴う急激な温度上昇が、ノズル付近で起こると

考えられる。燃焼実験後の試料の観察から、ノズル先端付近の焼けが強く、その付近から出

火したことが認められた。燃焼までの時間は試料の水分量に影響され、水分が多いと燃焼ま

での時間は長くなると考えられる。（燃焼）試料 2 の水分量は 3 のものより、天日による乾燥

時間等から水分量が少なかったと考えられる。燃焼まで至るか否かの結果について、含油率

が大きい要因であった。 
図4にガスクロマトグラフによって測定された試料 3 の水素、一酸化炭素、二酸化炭素、メ

タン、エタン濃度の経時変化を示す。760 分を経過したあたりから水素、一酸化炭素、二酸

化炭素、メタン濃度が増加し 800 分を経過したとき、濃度の増加が止まった。エタン濃度に

ついて 790 分を経過したときから増加が始まり、810 分でほぼ一定となった。各化学種（水

素、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、エタン）のガス濃度を時間ごとに足し併せてガス量

（g）の経時変化を積算した。図5にガスクロマトグラフによって測定された積算ガス量の経

時変化を示す。縦軸はガス量を積算してモルで示した。横軸は経過時間（分）である。エタ

ンについては時間に対する比例関係は明確ではないが、その他の化学種について積算したガ
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ス量は時間に対して比例関係で上昇した。積算ガス量から見ると二酸化炭素、一酸化炭素、

メタン、エタン、水素の順でグラム換算した発生量が多いことが分かる。発生した化学種の

ガス量（モル）を炭素で換算すると、燃焼で減少した試料中の炭素重量は 4.2kg と推定され

た。 
ガス分析の結果から一酸化炭素を含む煙がくん焼状態で発生したと考えられる。LP ガスの

小炎を発生したガス（白煙）にかざすと、火炎が噴出ガス全体に拡大することで、その可燃

性を確認した。発生するガス量を基に計算すると、実際生ごみ処理槽装置を設置してあった

部屋において、数十分で混合ガスの可燃範囲に入ることが分かる。くん焼状態から有炎燃焼

に移行し、くん焼状態で発生したガス（白煙）に着火して爆発することが考えられる。検知

管による測定でアセトアルデヒド及び酢酸が全ての実験で、硫化水素は実験番号 3 において

検出された。 
 

５．まとめ 
発酵槽底層部は、攪拌装置による熱の拡散がなくなると同時に、高温空気による加熱が継

続される状態になった。放熱よりも蓄熱が上回ることにより温度が上昇し、その結果、底層

部、とくにエアノズル先端付近にある杉チップや処理物の熱分解が急激に進行し、くん焼状

態となり白煙が部屋に充満した。くん焼状態から有炎燃焼に移行し、充満したガスに着火し

て爆発したと考えられる。火災予防の観点から、（１）油等を含めて生ごみ処理槽に投入され

る可能性のあるものについて熱分析機器等を使用して熱的性評価を実施する。（２）危険性評

価に基づき、生ごみ処理槽に投入する生ごみの種類及び投入量について制限する等安全対策

を立てる。（３）撹拌停止などの異常があった場合に備えて、生ごみ処理槽内の数点の温度計

測データに基づき熱風を止めるなどの過加熱を防止する過加熱防止措置を講ずる。 
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表 1 添加油の性状 
 
 
 
 
 
 
 

 
*：クリーブランド開放式引火点試験装置 
**：ASTM 式試験法(ASTM E659-1978) 
***：14102 の化学商品（化学工業日報社、平成 14 年） 
 
表 2 TG-DTA 実験の結果 

 
 
 
 
 
 
 

 
表 3 燃焼実験の結果 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 大豆油 菜種油 
比重                                        0.926                  0.914 
引火点（℃）＊                         320 321
発火点（℃）＊＊                      405                     400 
燃焼点（℃）                           357                     357 
ヨウ素価＊＊＊

                 123~142                95~127
燃焼重量(kJ/kg)                    39540                  39710 

試料番号 油含有量(%) 発熱開始温度(℃) 
1 10.9 156.3 
2 14.1 152.1 
3 20.0 142.2 
4 30.5 132.3 
5 40.1 114.6 

食用油 100 96.4 

 
乾燥処理 含油率(%) 発煙時間 

（時間:分）
検知管による検出ガス 

1 無し 10.90  発煙せず アセトアルデヒド、酢酸 

2 自然乾燥 14.08  4:50 アセトアルデヒド、酢酸 

3 自然乾燥 14.08  11:00 アセトアルデヒド、水素、硫化水素 
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図 1 生ごみ処理機の概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 燃焼試験装置 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 種々の含油率の生ごみの生ごみの DTA 曲線 
 

1０ ０ 35０２ 5０1505０ 4０ ０２ ０ ０ 3０ ０

TEMPERATURE (℃)

H
E

A
T

F
LO

W
（

µV
)

食用油100%

14.1%

10.9%

30.5%

20.0%

40.1%

30

-20

-10

0

10

20

乾燥槽 

生成物 

処理物 生ごみ処理槽 

処理物

投入ホッパ

攪拌装置
乾燥槽

発酵槽

生成物

投入ホッパ

杉チップ エアノズル

攪拌装置 

－47－



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 各種ガス濃度の経時変化 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 各種ガス発生量の経時変化 
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堆積廃棄物の火災と実大実験の概要 

 

独立行政法人国立環境研究所 

循環型社会・廃棄物研究センター 

遠藤和人 （k-endo@nies.go.jp） 

 

１．はじめに 

不法投棄現場や中間処理施設の仮置きと称した不法堆積廃棄物では人為的不注意や発酵熱が原因で火

災が発生することがある。その数は不法投棄件数からすればごくわずかであるが，一度，火災が起こるとその

規模は甚大となることが多い。これら堆積廃棄物の火災は，よほど大規模でなければ全国的に知れ渡ることが

なく，各自治体の管轄内にて処理され，報道としても地方紙の一部に掲載されるに過ぎない。しかしながら，こ

れら堆積廃棄物の火災の対処では，多くの税金が投入されている。消火行為自体もそうであるが，その後の撤

去作業などは行政代執行となり，県税と国税が投入される。廃棄物火災については，データベースがなく，年

間にどの程度の火災が発生しているか定かでないことから，その対策費用についても見当が付かないのが現

状である。そればかりか，堆積廃棄物火災には調査指針がなく，各自治体の経験によって調査が行われており，

その調査行為をとりまとめる必要性が感じられる。 

火災が発生していなくても発酵熱や化学反応熱などによって水蒸気などが発生し，地表面が高温になること

が考えられる。その判定については，今後も研究・調査を継続して実施する必要があるが，本論では，火災が

疑われる堆積廃棄物現場における燃焼範囲同定のための調査フローについて紹介する。 

 

２．廃棄物と有価物 

そもそも，廃棄物が堆積することを防げれば火災は発生しないが，堆積しているモノが「廃棄物」であったか，

「有価物」であったかの判断が難しく，事前に不法投棄等による堆積を防げない場合がある。我が国の廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（以下，廃掃法）では，「廃棄物」と「有価物」を明確に分けており，廃棄物である

と断定できないモノに関しては，廃掃法の適用ができない。また，行政の許可を得た業者が適正であるかどう

かを監視することは可能であるが，無許可の自称リサイクル業者が廃棄物の受け入れをしているかどうかにつ

いては監視する術がない。周辺住民が，何かしらの異変を感じて通報してこない限り，数人の廃棄物行政官が

いくらパトロールを繰り返しても，無許可リサイクル業者を発見するのは至難の業といわざるをえない。また，許

可業者が，許可品目以外の廃棄物を取り扱っているかどうかを見極めることも難しい。このような許可業者は，

許可品目も扱いながら，巧みに無許可品目を取り扱って私腹を肥やしているためである。発覚すれば，無許可

での廃棄物の受託（委託も同様）は，廃掃法違反となり，懲役もしくは罰金刑の罰則が与えられることになる。 

「廃棄物」であるように思えるが，その保管事業者（所有者）が，これは「有価物」であると主張している場合，

そのモノが廃棄物であるかどうかを総合的に判断する必要が生じる。ただし，総合的判断を行う時点では，そ

のモノは廃棄物でないことから，行政は強制的な捜査権を持たないため，限りなく「廃棄物」であると思いながら

も，情報不足となり，断定するには時間を要することとなる 1)。この総合的判断を行っている間も，そのモノは，

一日に数百トンという速度で堆積され続けてしまう。現在，このような「廃棄物」であるかどうかの判断が困難な

モノ（木くずチップ，廃タイヤ，RDF）について「準廃棄物」と定義 2)して，廃棄物と同等の適正処理を求めた処

理施設の届け出制度などの確立が長野県にて検討されている。 

 

 

－51－



３．不法投棄等の状況について 

本節で紹介する不法投棄等の状況は環境省より報告されている平成 17 年度版 3) を引用しており，平成 17

年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日までに発覚した不法投棄（廃棄物処理法に規定する産業廃棄物であっ

て，同法第 16 条に違反して不法投棄されたもので，1 件当たりの投棄量が 10 トン以上のもの。ただし，特別管

理産業廃棄物を含む事案については１０トン未満でも含まれる）を対象としている。ただし，硫酸ピッチ，フェロ

シルトの事案については除外している。 

平成 17 年度に新たに発覚した不法投棄の件数は全国で 558 件，不法投棄量は 17.2 万トンであった。図 3.1

に不法投棄件数と投棄量の推移を示す。ここ 10 年近くの統計の中では最も少ない投棄量となっており，投棄

件数も比較的減少している。平成 15 年度の不法投棄量が突出して多いのは岐阜市の大型不法投棄事案が

発覚したためであり，その事案は 56.7 万トンに及ぶ。現在，その不法投棄現場では地中深度 10 m 弱の位置で

数百度を超える温度が検出されており，不定期に急激な不同沈下も観測されている。平成 17 年度に発覚した

不法投棄の件数と不法投棄量の都道府県別統計値をもとに，それぞれのワースト５について表 3.1 にまとめる。

茨城県，千葉県は件数，量ともに多く，首都圏周辺において不法投棄が現在も進行している状況が明らかとな

っている。 
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図 3.1 不法投棄件数と投棄量の推移（平成 6～17 年度調査結果） 

 

表 3.1 不法投棄件数と不法投棄量のワースト５（平成 17 年度調査） 

順位 不法投棄件数 不法投棄量（千トン） 

１ 101 茨城県 33.5 岐阜県 

２ 73 千葉県 26.3 千葉県 

３ 38 宮崎県 17.8 愛媛県 

４ 37 群馬県 15.6 茨城県 

５ 25 栃木県 14.6 兵庫県 
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 平成17年度に発覚した不法投棄件数558件のうち約70％の393 件が，不法投棄量17.2 万トンのうち約83％

の 14.3 万トンが建設系の廃棄物で占められている。ここで，がれき，木くずのうち建設系由来のもの，建設混合

廃棄物，廃プラスチック類のうち建設系由来のもの，汚泥のうち建設系由来に分類される廃棄物を建設系廃棄

物と呼んでいる。がれきによる不法投棄等が 200 件で 4.6 万トン，木くず（建設系）が 85 件で 1.5 万トン，建設

系混合廃棄物が 85 件で７.0 万トンと大部分を占めており，解体廃棄物による不法投棄が極めて多いことが明ら

かとなっている。 

 例えば，10 トンのダンプを 5 台持っている業者があるとする。工業地帯や建設現場から廃棄される建設系廃

棄物現場から不法投棄現場までの距離を 60 km として，片道約 1 時間の行程だとすると，10 トンダンプは 1 日

に 2 往復は可能である。5 台×2 往復/日で 10 回/日×10 トンとすると 1 日に 100 トンあまりの建設系廃棄物を

不法投棄現場に運ぶことができる。したがって，開発地区や工業地帯から数十 km 離れた不法投棄現場に，2

～3 ヶ月の間に 1 万トンの廃棄物の山を作ることなど造作もない話となる。 
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図 3.3 不法投棄実行者の内訳（平成 17 年度） 

 

 不法投棄を実施している実行者についても統計データがまとめられている。平成 17 年度のみの統計値を図

3.3 に示す。排出事業者が実行者となった投棄件数が最も多く 228 件（41％）であり，実行者が不明も 186 件と

多く，全体の 34％を占めている。投棄量をみると，無許可業者によるものがもっとも多く，約半分を占める 82.8

千トンとなっている。 

 ここまでは平成 17 年度に発覚した不法投棄等の事案を整理してきたが，実際，我々が問題とするのは，これ

までに累積された不法投棄等である。平成 17 年度末までに残存している不法投棄件数と不法投棄量につい

て，都道府県別にまとめた統計を図 3.4 に示す。この残存量データについても環境省の統計値としてホームペ

ージにまとめられている。全国における残存件数は 2,670 件，残存量は 1,567 万トンとなっており，100 件以上

の不法投棄がある都道府県は青森，福島，栃木，群馬，茨城，千葉県の 6 県である。合計で 100 万トンを超え

る不法投棄量が残っている都道府県は，岩手，宮城，千葉，福井，三重県の 5 県となっている。 
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(a) 平成 17 年度末までの不法投棄等の残存件数 
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(b) 平成 17 年度末までの不法投棄等の残存量 

図 3.4 都道府県別の不法投棄等残存件数と残存量（平成 17 年度末時点） 

 

４．火災が疑われる堆積廃棄物現場でのモニタリング事例 

４．１ 現場概況 

 調査対象現場は，周辺には中間処理施設や，別の不法投棄現場等が多数存在する地域であり，建設系解

体廃棄物（写真 1，2 参照）が高さ約 15～16 m 程度堆積した不法投棄現場である。過去に火災が発生して消

火活動が実施され，その際，堆積廃棄物表層には覆砂が施されている。その厚さは 10～50 cm 程度であり，時

間の経過とともに廃棄物が再露出している領域があった。最上面の法肩付近には複数の亀裂があり，その亀

裂からは水蒸気が噴出していた。また，亀裂部には硫黄と思われる黄色の結晶が析出している（写真 3 参照）。

亀裂にも二種類あり，明らかに亀裂であることが目視できる場所（写真 4 参照）と，地表面の色の変化から発見

されるような潜在的な亀裂である（写真 5 参照）。法肩以外の中央部では，水蒸気の噴出や亀裂は発生してお

らず，地表面温度も低く，草木が生い茂っている状況であった。 
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写真 1 堆積廃棄物の様子       写真 2 堆積廃棄物の層序 

 

   

写真 3 硫黄と思われる析出      写真 4 法肩部に発生した亀裂 

 

 
写真 5 色と温度より判断される潜在的な亀裂 

 

４．２ 調査方法 

（調査法 1：現地踏査による地形把握） 

堆積廃棄物現場などの不法投棄現場では，現地の図面等がないため，調査のためには対象現場の地形図が

必要である。そこで，ハンディ GPS（GARMIN 製）ならびにレーザー式測距計を用いて法肩の緯度経度座標と

標高を記録して，データを持ち帰った後に地形概況を描写した。 

 

（調査法 2：メッシュ作成による調査基準線の確保） 

調査対象領域や地表面で温度の高い領域（ホットスポット）を検索したり，次回調査やその他の作業を行ったり

する際にも，調査位置を知るための基準線が必要である。また，廃棄物処分場の表層からの全ガスフラックス

などを測定する際には格子メッシュの作成が有効であったことから，本調査でも格子メッシュの作成を行った。

調査対象が比較的小さかったため，1 格子が 15 m の正方形になるようにメッシュを作成した。 
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（調査法 3：赤外線サーモグラフィによるホットスポットの探索） 

ホットスポットを検索する際には，地表温度を直接計測していくことも一つの手法であるが，局所的な高温部な

どは発見しにくく，データ整理にも時間が必要である。そこで，本調査では写真 6 に示される赤外線サーモグラ

フィ（NEC 三栄製サーモトレーサ TH7800N）を用いて表面温度の測定を実施した。利点としては，現地踏査と

同時にホットスポットを探索できることと，地表面を網羅的に調査できるため，局所的なホットスポットを発見しや

すい。逆に，地表面の状態によって反射率や日射の影響を受けやすいという欠点もある。本調査では，赤外線

サーモグラフィで発見されたホットスポットに，カラーコーンを設置し，そのカラーコーンに識別番号を付けること

でホットスポットの整理を行った（写真 7 参照）。 

    
写真 6 赤外線サーモグラフィ    写真 7 ホットスポットのカラーコーン 

 

（調査法 4：地温分布測定） 

調査法 2 にて作成したメッシュの交点と格子の中心点，ならびにホットスポットを対象にして地表面から深度 10 

cm，45 cm の地温を測定した。10 cm 深度は日射の影響や熱放射の影響を受け，日変動の激しい深さである

が，深度 45 cmであれば日変動が少ないことが推察される。また，深部からきている熱フラックスが大きければ，

10 cm と 45 cm 深度の温度差が小さくなることを利用して，地点毎の熱フラックス量を判定することが可能である。

いずれの深さの測定についても，食品用もしくは土壌用の突き刺し式の温度プローブを用いて測定した。測定

状況を写真 8 に示す。 

   

写真 8 地温の測定状況（10 cm と 45 cm を     写真 9 閉鎖型チャンバー法による地表面ガスフラックス 

センサーで同時に測定）                  測定の様子 

 

（調査法 5：地表面ガスフラックス分布測定） 

閉鎖型チャンバー法（写真 9 参照）を用いてメッシュ交点やホットスポットにおける地表面から放出されるガス成
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分の速度（ガスフラックス）の測定を行った。地表面ガスフラックスを測定することで，その地点におけるガスフラ

ックスの有無を把握することができ，地中に滞留していたガスであるかを判断することができる。また，ガスフラッ

クス分布は，地下に埋蔵された廃棄物や覆土の質や構造の偏りを反映していると考えられ，地表面温度や地

温分布測定結果と比較検証することで，地下埋蔵廃棄物の性状（燃焼や発酵など）を評価することができる。 

 

（調査法 6：簡易ボーリングバー法による孔内ガス濃度測

定） 

地表面からのガスフラックスは，その成分が最終覆土で吸

着されたり分解されたりし，間隙水への溶解など含水比性

状によっても変化しやすい欠点がある。そこで，簡易ボー

リングバーを用いて深さ 50 cm 程度掘削し，直径 15 mm

程度の測定孔を設けて，その孔内ガス濃度を検知管，ポ

ー タ ブ ル ラ ン ド フ ィ ル ガ ス セ ン サ ー （ Geotechnical 

Instrument 社製：GA2000Plus）にて測定すると同時に，1L

のテドラバックにガスを採取して，持ち帰った後にガスクロ

マトグラフィによって濃度分析を行った。GA2000Plus を用

いた測定模式図を図 4.1 に示す。検知管，ポータブルガ

スモニター，ガスクロのいずれの手法を用いた場合でも，

少なくともメタン，二酸化炭素，酸素，一酸化炭素の 4 成

分の測定を行った。酸素，窒素，水素の測定には TCD

（島津製作所：GC8），硫化水素の測定には FPD（島津製

作所：GC14B），二酸化炭素，メタン，一酸化炭素の測定

には FID（GL サイエンス：GC390B）を使用した。 

 

（調査法 7：亀裂部ガス濃度調査） 

本調査は，当初計画にはなく，調査をしていく上で必要と

思われ実施した調査である。亀裂部からのガスフラックス

が大きく，そのガス濃度自体は簡易ボーリングバー等で

は測定できないことから，写真 10 に示されるように即席の

ミニチャンバーを作成し，その中に溜まったガスをサンプ

リングして，持ち帰り後に分析するという方法である。亀裂

部からの直接的なガスサンプリングでは，大気による希釈

の影響を受ける可能性があるため，このような手法を採用

した。 

 

（調査法 8：植生調査） 

地表面が高温になることで，表層の植生には何らかの影響が出ることが予想される。例えば，熱による枯死で

あったり，草木の変色（赤色に変色など）であったり，なんらかの変化を観測していけば高温領域の同定を行う

ことが可能であると同時に，調査すべき場所を目視のみでも特定できる可能性がある。また，高温になった廃

棄物堆積現場に特化した植生の有無も発見できる可能性があることから，植生調査を実施した。 

GA2000Plus

Φ15 mmの試験孔

ステンレス管
内径6 mm

ゴムスリーブ

フレキシブルチューブ

 

図 4.1  簡易ボーリングバーによる調査図

（GA2000Plus の例） 

 

 
写真 10 亀裂部噴出ガスのサンプリング状況 
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４．２ 調査結果 

メッシュ交点 A0 をメッシュ原点とし，北西方向を ABC 軸，南西方向を 0123 軸として格子状のメッシュを作成

した。メッシュ交点間の距離は 15m とした。山や藪など立ち入り出来ない部分があるが，最大で ABC 軸方向に

5 メッシュ（75 m），0123 軸方向に 4 メッシュ（60 m）の格子を作成した。メッシュ軸は東西南北の方角と一致しな

いため，以下のデータ整理が煩雑になることから，便宜上の原点を決め，東を x 軸，北を y 軸として調査データ

の整理を行った。図 4.2 に格子状メッシュ，ホットスポット，地形，亀裂の情報を含んだ調査地の位置情報を示

す。図 4.3 には空中写真と重ね合わせた調査値情報を示す。 

 

1

1021

テ

2

47 110
イ

113

サ

107

ス102

Q3

44

505

17Q2

111
101

番号無し

G7

109

タ

き

108
101り

103いセ
105

ア

506

Q4

#

20 40 60 80 100 120 140

20 40 60 80 100 120 140

80

100

120

140

160

180

200

80

100

120

140

160

180

200

A0

A1

A2

B0

B1

B2

B3

B4

C4

C0

C1

C2

D1
E1

E2

F'1

F'2

D4

Hot Spot
Grid
Grid center

Crack

 
 図 4.2 調査地のメッシュ，ホットスポット，地形，亀裂の位置図  

 

（１）地形の把握（調査法 1） 

ハンディ GPS と測距，野帳への地形描写によってとりまとめられた地形は図 4.2 中の破線であり，法肩の軌

跡である。草木が生い茂っており，作業が難航したため，十分な地点数を確保することができなかったが，図

4.3 に示される空中写真との重ね合わせ結果をみると，現地の地形を十分に描写できているものと思われる。ま

た，図 4.4 には現地踏査で得られた情報をもとにした等高線図を示す。本図より分かるとおり，現地は起伏に富

んだ地形となっている。現在，測量を実施して，法肩等の沈下，側方流動の挙動を定量的に評価できるように

作業中である。 

 

（２）メッシュの作成（調査法 2） 

前述したように，メッシュ交点 A0 を原点として，15 m 角の正方格子を基本とした基準線となる ABC 軸方向

に 5 メッシュ，0123 軸方向に 4 メッシュの格子を作成した。地形が複雑であったため，F’のメッシュの交点のみ

基本となる 15 m 格子メッシュとは異なる大きさとなっている。図 4.2 中に示される＋印はメッシュ交点を示してお

り，白黒の小さな○印は格子の中心を表している。これらメッシュ交点の情報は，現地にペグを埋め込んでマー
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キングしており，次回以降の調査においても利用できるようにしている。 
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図 4.3 調査位置図と空中写真  

 

 
図 4.4 調査地の等高線図（単位は m） 

 

（３）赤外線サーモグラフィによるホットスポット探索（調査法 3） 

赤外線サーモグラフィを用いて地表面温度の測定を行い，周辺の地表面温度よりも特異的に温度の高いホ

ットスポットの探索を行った。その結果，約 60 地点のホットスポットが検出された。図 4.2 の赤丸で示されるポイ

ントがホットスポットであり，主に亀裂に沿って存在している。亀裂が発生していない調査地中央部（メッシュ C2，

B1 付近など）では，ホットスポットが検出されず，主に法肩付近に集中して高温部が存在していることが明らか
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となった。 

 

（４）地温分布調査（調査法４） 

深度 10 cm と 45 cm の地温分布を図 4.5 に示す。深度 10 cm に比較して 45 cm の方が全体的に高い温度

を示しており，深度 45 cm では，局所的に温度が高いわけではなく，全体的に高い温度を維持していることが

わかる。それぞれの深度における最低と最高温度を表 4.1 に示す。10 cm では最低で 17.7 度，最高で 77.6 度

であり，45 cm になるとそれぞれ，37.8 度，87.1 度という結果であった。また，各深度における温度の度数分布

を図 4.6 に示す。度数分布をみても，45 cm の方が全体的に高い温度となっていることが確認できる。深度 10 

cm では，20～50 度の範囲が最も多く，45 cm になると 60～80 度の範囲が大半を占めるという結果となった。 

 

 
図 4.5 地温分布測定結果 
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図 4.6 地温の度数分布 

 

深部からの熱フラックスが大きければ深度 10 cm と 45 cm の温度差が小さくなるはずである。そこで，各深度
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表 4.1 各深度における地温の最低と最高温度 
深度 最低（℃） 最高（℃） 
10 cm 17.7 77.6 
45 cm 37.8 87.1 
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の温度差が 10 度未満の地点を抽出したところ，図 4.7 に示される 3 地点となった。これら温度差の小さい 3 地

点は各温度が 50 度台の地点もみられ，高温に限った現象でないことが明らかとなった。同時に，極めて高温な

領域を検出するため，10 cm と 45 cm 深度の温度の合計が 140 度以上となる地点を調査したところ，3 地点が

抽出された。図 4.7 に高温地点も併記する。ともに抽出された点はホットスポット番号 111 の点であり，写真 11

に示されるように木くずが堆積した場所であり，その木くずには若干の炭化が認められる。ただ，この炭化現象

が，現在進行中で起こっているのか，過去に発火した際に燃えた残留物であるのかは判断できない。また，木

くずという間隙抵抗の小さい材料が堆積している関係で，下部からのガス流れが卓越しているために温度が高

く，深部との温度差が小さい可能性も否定できない。 
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図 4.7 深度 10，45cm の地音差の小さい点と合計温度の大きい点   写真 11 ホットスポット 111 の地点 

 

 

（５）地表面ガスフラックス分布調査（調査法 5） 

閉鎖型チャンバー法を用いて測定したメタンと二酸化炭素の地表面ガスフラックス分布の結果を図 4.8 に示

す。メタンフラックスはグリッド交点のみで測定された。当初は，ホットスポットでの測定も考えていたが，ホットス

ポットの分布が亀裂部に集中したため，閉鎖型チャンバー法は取りやめ，代わりに調査法 7 で示される亀裂部

ガス濃度測定を行った。したがって，図 4.8 は図 4.2 で示した＋印の地点のみの測定結果である。メタンフラッ

クスは-0.727（グリッド C0）から 0.493（グリッド B2）L h-1 m-2 の範囲であり，二酸化炭素フラックスは-1.427（グリッド

C0）から 5.453（グリッド B2）L h-1 m-2 の範囲となった。ともにグリッド C0 が負のフラックスを示し，グリッド B2 が最

も高いフラックスとなった。 
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図 4.8 地表面ガスフラックス分布の等値線図（単位は L h-1 m-2） 

 

各グリッドでのガスフラックス一覧を図 4.9 に示す。メタンガスフラックスは総じて低いが，二酸化炭素ガ

スフラックスは比較的高く，特に，グリッド A と B のラインで高いことがわかる。ライン C，D，E と中央部へ

向かうほどフラックス量が減少しており，その下部の堆積廃棄物内部でのガス生成量が減少しているもの

と思われる。グリッド B2 と B3 は写真 11 で示されたホットスポット 111 の近傍であり，温度が高く，深度方

向の温度差が小さいこの領域では，ガスフラックスも高いということから，堆積廃棄物内部において，大き

な熱フラックスとガスフラックスを生成させるような反応が生じていることが推察される。 
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図 4.9 地表面ガスフラックスの一覧 
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（６）簡易ボーリングバーによるガス成分測定（調査法 6） 

簡易ボーリングバーで削孔し，孔内ガスを測定した結果を図 4.10 に示す。孔内ガスは GA2000Plus ならびに

検知管，ガスクロマトグラフィによって測定を行い，クロスチェックを行う予定であったが，GA2000Plus では一酸

化炭素の測定に不具合が生じ，検知管ではレンジオーバーとなってしまったため，ガスクロマトグラフィによる

測定結果のみをとりまとめた。図 4.11 には各ホットスポットにおけるガス濃度の一覧を示す。 

各濃度の最大と最小値を表 4.2 に示す。水素はいずれのサンプルでも検出されなかった。二酸化炭素濃度

が高く，最小値でも 1.3％以上の濃度を示したが，一酸化炭素は最高でも 44 ppm と比較的低かった。一酸化

炭素と二酸化炭素の比は極めて小さく，最大でも 0.0011 程度という結果となった。 

孔内ガス濃度の高い地点を選出した結果を図 4.12 に示す。硫化水素濃度で 400 ppm 以上の地点は，4 カ

所，メタンが 3 %以上の地点は 2 カ所，二酸化炭素濃度が 10％以上は 3 カ所，一酸化炭素が 20 ppm 以上は

4 カ所となった。なお，一酸化炭素高濃度地点の内，2 カ所は近接点であるので，図中には 1 カ所として記して

ある。各ガス成分が最も高い地点はメッシュ交点 C0 付近であり，ホットスポット Q2，G7（この 2 点は近接）であっ

た。このメッシュ交点 C0 付近は，地表面ガスフラックス調査において，メタン，二酸化炭素ともに大きな負のフラ

ックスが観測された地点である。この負のフラックスと，各濃度の高さに関する関係は明確にできていないが，ク

ラックの大きさや規模も加味して，非常に興味深い領域の一つである。温度調査で着目された No. 111 は硫化

水素と二酸化炭素濃度が他に比較して高かったが，一酸化炭素濃度が 17 ppm，メタンが 0.56％と比較的低い

値となっていた。 

 

 
図 4.10 簡易ボーリングバー掘削による孔内ガス測定結果（単位は ppm） 
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表 4.2 簡易ボーリングバーによる孔内ガス成分測定結果 
ガス H2 O2 N2 H2S CH4 CO2 CO CO/CO2

単位 ppm % % ppm ppm ppm ppm - 
最小値 0.0 0.5 73.4 0 11 13,406 4 0.0000 
最大値 0.0 18.8 82.7 667 45,628 125,312 44 0.0011 
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図 4.11 孔内ガス成分の一覧 
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図 4.12 孔内ガス濃度が高い地点の抽出結果 

 

４．３ 連続モニタリング 

 地表面温度分布，地表面ガスフラックス測定，孔内ガス濃度測定結果より，連続モニタリング地点として，ホッ

トスポットの 111 と 2 を選定した。ホットスポット 2 については，当該自治体がモニタリング地点として選定してい

た場所である。前者を No.1，後者を No.2 としている。連続モニタリングが必要な理由は，ある測定日に測定さ

れた温度は点の情報であり，定期的に測定を繰り返したとしても，その測定温度が代表値であるかどうかが決
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められないためである。連続的にモニタリングし，温度の日変動や変動要因を明らかにすることで，いつ，どの

深さの温度を測定すれば良いかが決定される。したがって，連続モニタリングは数年間も継続する必要はなく，

代表的な温度を測定するための前調査に相当するともいえる。測定深度については，現時点で明確なことを

述べられないが，ここでは，深度 1，2，3，4 m を連続モニタリング深度として決定した。 

        

写真 12 連続モニタリング設備の概観        写真 13 連続モニタリング観測小屋の中 

 

 温度の測定には，K 熱電対を用いた。熱電対ならびに補償導線に求められる性能は， 

1) 数百度まで測定できる耐熱性であること。 

2) 地中に埋設するため防水性であること。 

3) 硫化水素等の処分場ガスに対する耐腐食性があること。 

4) 応答時間の早さよりも耐久性に長けていること。 

が挙げられる。熱電対自体は上記を満たすことが容易であるが，補償導線部については上記の要求要件を満

たすことが難しい。そこで，本調査では，測定深度に合わせた長さを有するシース電極を用いた。つまり，測定

深度 3 m であれば，シース長さを 3 m とし，補償導線部は埋設されないように工夫した。 

 温度変動の要因として気候条件（雨量や風速など）が考えられたため，温度測定地点に気象ステーションも

設置した。連続モニタリング設備の概観を写真 12 に示す。写真 13 には，観測小屋の中を示す。気象ステーシ

ョンの制御ならびに記録装置，温度ロガー，処分場ガスアナライザー（GA2000Plus），変圧器，太陽光発電モ

ジュールなどを設置している。 

 約 2 ヶ月間にわたって測定された連続モニタリング結果の一例を図 4.13 に示す。図 4.13 は上から，大気圧，

気温，風速，日降雨量，堆積廃棄物層内温度（深度 1 ならびに 4 m）を表している。層内温度は摂氏 75～85

度の範囲にあり，ときに，大きな変動を示している。気象条件と変動を比較すると，降雨のあった翌日の温度が

低くなっていることが確認され，大きな温度変動の要因として降雨が挙げられる。一度，減少した温度は数日内

に再び上昇して，減少する前の温度に戻っていることも読み取れる。これより，熱源は別の場所にあり，熱容量

の大きな降雨が浸透することによって一時的に温度が減少する現象であると判断される。ただし，10 月初旬の

データをみると，No2_4m の温度のみ減少し，No2_1m の温度は変化していないことから，水みちやまだ未解明

な現象も多く，今後も連続モニタリングを継続していく予定である。 
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図 4.13 連続モニタリングの結果の例 

 

４．４ 調査結果のまとめ 

(1) 赤外線サーモグラフィによるホットスポット探索結果より，ホットスポットが堆積廃棄物の法肩部に集中してい

ることが確認された。また，ホットスポットは，地表面の亀裂に沿って存在していることが明らかとなった。 

(2) 地温分布評価結果より，深度 10 cm の温度は 17.7 度から 77.6 度，深度 45 cm では 37.8～87.1 度の範囲

であることがわかった。各深度間の温度差が小さく，かつ温度も高いと判断されたホットスポットは No. 111 で

あり，メッシュ交点 B2～B3 の間である。 

(3) 地表面ガスフラックスは，メタンガスフラックスが小さく，二酸化炭素ガスフラックスが大きいことが確認された。

また，二酸化炭素ガスフラックスの大きかった領域は，メッシュの A とBのラインであった。また，メッシュ交点

C0 では，メタン，二酸化炭素ともに大きな負のフラックスが検出された。 

(4) 簡易ボーリングバーを用いた孔内ガス濃度の測定結果より，近接したホットスポット No. Q2 と G7 付近にお
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いて，他の領域に比較して高濃度の一酸化炭素，二酸化炭素，メタンが検出された。 

(5) 孔内ガス濃度の一酸化炭素と二酸化炭素の比（CO/CO2）を計算したところ，最大でも 0.0011 という小さい値

となった。 

 

 以上の調査結果より，堆積廃棄物層中で燃焼が生じているという決定的な根拠を得ることはできなかったが，

高温部では深度の 45 cm において 80 度以上の地点が 6 点程度観測され，地表面温度の高いホットスポットは，

亀裂の発生している法肩部に集中していることが確認された。ガス濃度の調査結果からは，このガスが発酵由

来なのか燃焼由来なのかを明確に区分することは困難であったが，大きなガスフラックスがあるにもかかわらず，

一酸化炭素濃度が発行由来にしては高い状況を維持していることを考えると，燃焼由来である可能性が高い

ことも考えられる。また，法肩部に発生している亀裂は，数ヶ月前には存在していなかったというヒアリング情報

より，亀裂の発達は比較的速い速度で進行していることになる。亀裂の進行が，堆積廃棄物の体積減少に起

因しているとするならば，発酵による有機物分解よりは速度の速い燃焼による体積減少と考えられる。 

 燃焼由来かどうかは別として，高温部探査という観点から得られた結論は，法肩部に高温部が集中しており，

特に，ホットスポット No. 111 や Q2，G7 の付近が熱フラックスならびにガスフラックスが大きい結果となった。 

 

 

４．５ 調査フロー案 

 燃焼が疑われる堆積廃棄物現場において，燃焼領域を特定する調査方法として図 4.14 に示される調査フロ

ーが考えられる。本報告では，連続モニタリングまでを実施しており，今後，燃焼地点やその深度の決定を行

い，表面温度や深度プロファイル結果を用いたシミュレーションによって燃焼領域の空間情報把握へと移行し

ていく。最終的には，その空間分布にしたがって再調査（ボーリング掘削や温度の直接測定）を行って消火対

策を検討することになる。 

 調査フローは，最初は現地踏査とヒアリングから始まる。亀裂，水蒸気の有無，色，植生，地形などを調べ，

堆積廃棄物が形成された経緯や時期，廃棄物の種類などを当該自治体や実行者，周辺住民にヒアリングする

ことが必要である。建設系廃棄物が主体であったとしても，部分的に PCB や爆発性ボンベ，飛散性アスベスト

などの危険物がまとまって混入している場合もあり，堆積している廃棄物の種類をある程度把握してから，ボー

リング等の掘削調査に移行することが望ましい。地表面探査として，最初に行うことはホットスポットの抽出であ

り，次いで地温分布や地表面ガスフラックス，土壌ガス，亀裂部ガスなどの概要調査を実施する。この地表面

概要調査を基にして，詳細調査地点を決定し，深度方向の温度プロファイル調査を実施するという調査フロー

を提案する。 
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図 4.14 火災が予想される堆積廃棄物現場での調査フロー案 

 

５．おわりに 

 堆積廃棄物の火災は発生してしまうと甚大な被害を及ぼし，多大な税金を投入して消火を行い，消火後の地

下水汚染調査などを継続して実施する必要に迫られる。このような火災は頻繁に発生するものではないが，発

生時の影響と被害を考えると，廃棄物行政はその対策を十分に考慮しておく必要がある。また，不法投棄量自

体を減少させるとともに，残存する堆積廃棄物の火災を未然に防止するような規定を設け，監視する体制を作

ることも重要と考えられる。 

 

参考文献 

1) 大田安男（2005）：長野県の廃棄物条例原案における「準廃棄物」の導入について，いんだすと，Vol. 20，

No. 12，pp. 32-34. 

2) たとえば，http://eco.goo.ne.jp/word/ecoword/E00642.html 

3) http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7743 
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破砕工程ゴミピット ベルトコンベア 

廃棄物施設の防火・消火技術の開発 
 

佐宗祐子（消防研究センター）、廖 赤虹（株式会社モリタ）、 
尾川義雄（横浜市安全管理局）、鶴田 俊（消防研究センター） 

 

 

１．はじめに 

家庭や産業から排出される廃棄物の処理は、現代社会の正常な営みを維持するための重要

な事業である。一方、廃棄物処理業の事故発生率は全産業平均値の 10 倍近くに達しており、

その中で火災と爆発が占める割合は、一般廃棄物処理においては 41％、産業廃棄物処理にお

いては 50％にのぼっている 1)。このように、廃棄物処理における火災・爆発事故の対策は重

要な課題となっている。 

旧独立行政法人消防研究所は、平成 15 年度から平成 17 年度までの３年間、「廃棄物処理施

設の火災安全技術に関する研究」プロジェクトを実施した。このプロジェクトの中で、著者

らは、廃棄物処理施設における火災の特徴について検討し、減酸素気流を利用した防火・消

火技術の開発を行った。本講演では、これらの検討結果および技術開発の概要を紹介する。 

 

２．廃棄物処理施設における火災の特徴 2) 

廃棄物処理施設では、廃棄物の貯蔵、分別、破砕、搬出、減容、焼却等の処理が行われて

いるが、特に貯蔵時、破砕工程ならびに搬出コンベアにおける火災・爆発事故が多くみられ

る。図１に、破砕工程を伴う廃棄物処理施設における主な火災発生場所を示す 3)。火災事例

97 件の発生場所別割合は、受入貯留ピット・ヤードが 28％、破砕機が 19％、ベルトコンベ

アが 25％であった。廃棄物処理施設における火災原因は、ベルトコンベア上での蓄熱発火や

破砕時の摩擦熱、有機物の酸化熱の蓄熱等であり、ひとたび火災が発生すると多大な被害を

もたらすとともに、鎮火までに長時間を要してしまうことがある。発災の状況や燃焼物は様々

であるが、消防隊活動の視点から共通する問題点として、廃棄物を大量に高く堆積している

こと（高さ約 10ｍ）、タイヤやプラスチックの消火困難性、大量の黒煙および悪臭の発生、

消火活動が環境に及ぼす影響、および十分な消防水利確保の困難という点が挙げられる。 

図１ 破砕を伴う廃棄物処理施設における主な火災発生場所 

× 
××
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３．蓄熱体への注水時における熱移動とその影響 4) 

平成 14 年５月７日、東京都内の不燃ごみ処理施設「京浜島不燃ごみ処理センター」で発生

した火災において、施設内で活動中の消防職員が突然の濃煙と熱気に包まれ、１名が殉職、

４名が負傷した 5)。濃煙と熱気の異常な挙動の原因について、東京消防庁は委託研究を行い、

ベルトコンベアの中央部から火種が落下し、下方で新たな燃焼領域が発生・拡大したことに

より、煙層と熱気層が急激に降下したと推測した 5)。 

廃棄物処理施設の多くは京浜島不燃ごみ処理センターと同様の屋内型であり、また、施設

内におけるごみの搬送には、鉄製のカバー付きのベルトコンベアが多く使われている。この

ような構造は、粉塵飛散や臭気の拡散を防止する等、労働環境の改善に役立つ反面、火災の

発見を遅らせることにもなり得る。そして、消火が遅れると、天井に濃煙と熱気が溜まり易

く、ベルトコンベアは熱を蓄えることにより巨大な蓄熱体となる。 

このように一般の建物とは異なった特徴を持つ廃棄物処理施設において消火活動を行う消

防職員の安全を確保することを目的に、蓄熱体への注水時における水の挙動について検討し

た。高温の固体に注水する際の熱移動とその影響を定量的に把握するために、高温の水蒸気

と低温の空気が混合するときの熱移動とそれにより生ずる混合体の浮力変化を熱力学的に考

察した。蓄熱体との接触により蒸発した水が再び凝縮する際に放出される凝縮熱は、周囲の

空気を温めるため、水蒸気と混合した空気全体の浮力は、もとの水蒸気より大きな浮力を持

つことになる。初期条件と混合状態によっては、形成される混合気の浮力が、水蒸気そのも

のの 3倍になる可能性もあることがわかった。  

そこで、8m3の区画を用いてこの熱移動過程の模擬実験を行った。図２に、実験に用いた区

画と蓄熱体（電気ヒーター）及び注水器の写真を示す。 

 

図２ 実験区画（左）と蓄熱体及び注水器（右） 

 

蓄熱体へ注水することにより発生した水蒸気は、周囲空気と混合しながら凝縮し熱を放出

することが、実験で確認された。この熱が周囲の空気を温めることにより、水蒸気そのもの

より浮力の大きい空気と水蒸気の混合体が形成され、より大きい上昇気流が発生する。 

図３に、蓄熱体への注水により区画内に形成される上昇気流と煙層の流動パターンを示す。
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あらかじめ実験区画内の天井付近に形成

させておいた煙層は、蓄熱体への注水に

より生じた上昇気流に押されて天井中央

付近に穴ができ、周囲に押しやられた煙

が壁に沿って降下した後に区画中央に流

れ込む。従って、区画中央付近で活動し

ている人員から見ると、蓄熱体への注水

により煙層は上方から降下してくるので

はなく、下方から上昇してくるように見

えることになる。このような煙層の流動

パターンが実際の火災区画内で再現され

た場合、煙層が上方から降下する状況に

比べ察知・脱出が困難になり、より危険な状況になることが考えられる。 

火災区画内で活動する消防職員の安全を確保するためには、放水による熱気と煙層の急激

な変動を十分に警戒し、適切な措置をとる必要がある。 

 

４．減酸素気流を利用した防火・消火技術の開発 

液体の水は重力の影響により流下・沈降し、ガス系消火剤のように火災区画内に充満させ

ることが難しいため、消火を達成するには火源に直接注水する必要がある。屋内型の廃棄物

処理施設には、破砕機、分別機、ベルトコンベア等の機械類が多く収納されており、またベ

ルトコンベアには鉄製のカバーが取り付けられている等、散水の死角が多い。このようなと

ころに火災が発生すると、既存の水系消火設備では有効に消火できるとは限らない。可燃物

が大量に集積された貯蔵サイロや集積ピット等の火災に対しても、水は必ずしも有効な消火

剤ではない。集積可燃物内部の燃焼部位に水を到達させることは容易ではなく、消火に莫大

な時間と大量の水を要し、消火後の汚水処理が問題になることもある。また、サイロ火災へ

の放水中に消防隊員が死傷した事例が国内外とも発生しており、米国連邦危機管理庁(FEMA)

はサイロ火災の消火に水や泡を使用してはならないとしている 6)。非開放の空間に可燃物が

大量に積載されていると、消火に長時間を要する間に可燃性ガスが蓄積され、注水による冷

却が外部の空気をサイロ内に送り込み、爆発を誘発する。このような火災の消火にあたって

は、爆発防止を最優先すべきである。 

気体分離膜技術の進歩により、大気中から窒素濃度を高めた窒素富化空気を生産する技術

は既に様々な用途に利用されている。この技術を火災安全に適用すれば、低コストで二酸化

炭素より安全な窒素富化空気を防火・消火の現場で生産することができるので、出火頻度が

高く水による消火が困難な廃棄物処理施設への応用が期待できる。 

４．１ 窒素富化空気を用いた消火システムの試作および小規模実験 

研究の第１段階として、既に実用化されている窒素分離膜（図４）を消防・防火の分野に

応用する可能性を検討するために、市販されている窒素分離膜の性能、窒素富化空気を生産

図３ 蓄熱体への注水による区画内の煙の流動

 

上昇気流 

煙の流動

蓄熱体 

上昇気流 

蓄熱体 

煙の流動
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する動力消費（経済性）を分析し、可能な利用方法と課題を検討した 7)。 
また、密閉された無人空間に設置する窒素分離膜を用いた防火システムを検討するために、

窒素分離膜を用いた窒素富化空気供給システムを試作した。発生させた窒素富化空気を約２

ｍ角（約７m3）の区画に注入し、注入ガスの酸素濃度と流量および設定酸素濃度に到達する

までの注入時間を測定し、自由流出の式による計算値と比較した。さらに、窒素富化空気の

注入方法（注入口と排出口の位置関係、循環／非循環方式の別）を変えて、注入効率を向上

する方法についても検討した 8)。 
 実験結果に基づき、防護区画内の酸素濃度を予め設定値まで低下させる防火装置「火災防

止システム」を考案した 9)。 

 
図４ 窒素分離膜 

 

４．２ ウォーターミストを添加した窒素富化空気による消火実験 

廃棄物処理施設に設置されている廃棄物集積ピットも、出火危険の高い場所のひとつであ

る。廃棄物集積ピット内で一旦出火すると、大量に集積された可燃物内部にある火源に水が

直接届かないため、鎮火までに大量の水と長時間の作業が必要となる。 

窒素富化空気は、毒性を有する二酸化炭素と比較すると人体に対する危険性は低いが、通

常空気より軽いため、上部開口を有する区画内に滞留させることができず、上方が開放され

た区画に対しては消火剤としての効果が期待できない。廃棄物集積ピットやアトリウムのよ

うに上方開放あるいは大容積の区画に対して、窒素富化空気を防火または消火の目的で利用

するために、ウォーターミストを窒素富化空気に添加し、窒素富化空気を沈降させる新しい

方法を考案した 10)。 

 境界層厚さの理論計算から、ウォーターミストの粒子径と窒素富化空気を沈降させるのに

必要な最少水量の間の関係式が導かれ、これにより、水滴が小さいほど単位体積あたりの窒

素富化空気に必要な水量を低減できることがわかった。また、上方開放の区画内に窒素富化

空気／ウォーターミスト混合体を吹き込んだときの酸素濃度分布の測定結果から、水滴まわ

りの粘性を利用して窒素富化空気を沈降できることが確認された。 

 窒素富化空気（NEA）を沈降させる方法として、①冷却、②重いガスの混合、③ウォーター

ミスト（WM）の添加（微細 WM の粘性を利用し比重の大きい NEA／WM の集団をつくる）、等が

考えられる。本研究では、二酸化炭素と WM の加重効果を比較した。図５に実験装置の概略を
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示す。発泡スチロール製の上面開放区画（800×800×800mm）の床面中央から上方に200、400、

600mm の 3点の酸素濃度を、また床中央から 400mm 上方の位置で二酸化炭素（CO2）濃度と温度

を測定した。酸素濃度10%の NEAを区画床面から100mmの高さにある注入口から流量250L/min

で注入した。 

図５ 加重 NEA の沈降実験装置  
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図６ ウォーターミストを 100g/m3添加した場合   図７ 二酸化炭素を４％添加した場合 

 

 図６と図７に、各々NEAにWMを添加した場合とCO2を添加した場合の酸素濃度変化を示す。

どちらも酸素濃度は 10%まで低下しているが、NEA 供給停止後の両者の挙動には隔たりが見ら

れる。本研究で用いた粒径 15μm 以下の微細な WM であっても、NEA の供給を停止すると、WM

は浮遊し続けることなく速やかに NEA と分離し落下する。 

 これらの加重方法を利用すれば、区画の全域に窒素富化空気を充満しなくても、床面にあ

る可燃物の火災を消火できることが、消火実験により確認された 10)。 

４．３ 窒素富化空気を利用した破砕機の安全対策技術 11) 

 廃棄物処理施設の破砕工程における火災・爆発事故の防止対策として、上述の窒素富化空

気を利用したシステムを考案した 12)。窒素富化空気を利用することにより、従来型の水蒸気

利用に比べて、(1) 防爆範囲をベルトコンベアまで拡張できる、(2) 施設内で水蒸気を取り

扱う危険を避けられる、(3)臭気の改善、(4) ランニングコストの削減、等の利点が期待でき
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ることを示した 11)。 
 

５．おわりに 

 廃棄物処理施設に搬入される

廃棄物の種類は、多様化の一途

を辿っている。予期せぬ火災や

爆発事故を未然に防止するため、

事前の危険性評価がますます必

要になっていくと思われる。廃

棄物の特性と施設の特性の各々

に配慮した、柔軟な防火・消火

技術の選択が重要である。 
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1.

RDF RDF

1-4

RDF

5-8 RDF 9,10 RDF RDF

11-13

RDF RDF 20 kg

2.

2.1

RDF 20 kg : 90 cm x 90 cm x 10 cm Figure 1

3 dm
3

RDF

RDF

Table 1

14 30

30 RDF

NEC TH7102 0 250

Figure 2

RDF

Figure 3 RDF Test 2

Test 3

2.2

Table 2 Test 1 10

14

2 Figure 4

2

220 RDF Figure 5

1.2 cm

Test 2 30 Figure 4
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40

400 57

100

4.1 cm

Test 3 60 Figure 4 5 cm

82

2 cm

400 97 250

5.4 cm
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Table 1 Experimental condition

Burn time Thermocouples .

Centre axis Hot area

Test 1 10 min 5, 12, 17 cm above base

Test 2 30 min 5, 12, 17 cm above base surface

Test 3 60 min 5, 12, 13, 14, 15, 17 cm above base surface, 1 cm beneath surface, 2

cm beneath surface

Table 2 Information on water application and depth of charred area.

Burn time Time of water application Volume of water used d =b-a

Test 1 10 min 12 s first , 11 s second 20.9 dm
3

1.2 cm

Test 2 30 min 17 s 5.7 dm
3

4.1 cm

Test 3 60 min 12 s 3.4 dm
3

5.4 cm

Figure 1 Outline of pile Not to scale . Figure 2 Layout in the test room Not to scale .

Figure 3 Location of thermocouples Not to scale .
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Test 1 Test 2

Test 3

Figure 4 Variation of temperature with time.
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Test 1 t=220 min

Test 2 t=57min

Test 3 t=97 min

Figure 5 Schematic diagram of cross sectional area of pile Not to scale .

a Drawn from image taken by a thermal image camera. b Drawn from image taken by digital

camera.
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3.

3.1

2.1 Table 3 Figure 6

RDF Test 2 RDF20 kg

Test 2 RDF 10 kg

NEC SANEI TH7102 2

1 RDF

2 6.2 mm 50 mm 300 W

4

RDF

2

1 2 14

RDF

2 10 mm 4

Test 1 Test 2 Test 3

Test 4 7

Test 3 5 7 50 dm
3
/min Test 4 6 10 40

dm
3
/min 10 dm

3
/min

3.2

Figure 7 Figure 8 Figure 7

Test 1

Test 2

60

Test 1 1000 dm
3
/min

Test 2 10 dm
3
/min Test

2

Figure 9

Figure 10

Figure 9 Test 1 0.1 MW

Test 2 1 kW Figure 10

0.1 kW

Figure 11 13 RDF

Test 3
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Figure 11

Test 5

Figure 12

Figure 7

Test 4 Figure 13 Test

7

40 Figure 7

80

Test 6

1

2 3

4

－85－



Table 3 Experimental condition

Test W0 Pile geometry Method of ignition Water application V

Test 1 20 15 cm h , 70 cm heptane 3 dm
3

mist at t=30 no

dia

Test 2 9.5 12 cm h , 50 cm Electric heater no no

dia

Test 3 20 15 cm h , 70 cm no no 50 0 t 50

dia

Test 4 20 15 cm h , 70 cm heptane 3 dm
3

no 10 30 t 50 ,

dia 20 50 t 70

30 70 t 90 ,

40 90 t 110

Test 5 20 15 cm h , 70 cm heptane 3 dm
3

no 50 30 t 90

dia

Test 6 20 15 cm h , 70 cm Electric heater no 10 30 t 50 ,

dia 20 50 t 70

30 70 t 90 ,

40 90 t 110

Test 7 20 15 cm h , 70 cm Electric heater no 50 30 t 90

dia

W0:initial weight of RDF pile kg , t:time after ignition min , V:supply rate of nitrogen

dm
3
/min
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a b

Figure 6 Outline of Experimental setup. Not to scale. Unit:cm.

Figure 7 Variation of weight with time.
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Figure 8 Variation of weight loss rate and volume of air needed for complete combustion with

time.

Figure 9 Figure 10

Variation of heat release rate with time Variation of heat which nitrogen gas

carries with time.
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Figure 11 Thermal image of a pile. Test 3.

a External appearance at 15 min after start of nitrogen injection

b Cross sectional area revealed by cutting the pile open

Figure 12 Figure 13

Thermal images of a pile. Test 5. Thermal images of a pile. Test 7.
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4.

RDF RDF

RDF 20 kg

RDF RDF

5.

1 :RDF , , 104, pp. 29-52, 1996.

2 : RDF , , 105, pp. 17-28, 1996.

3 : RDF , , 106, pp. 27-37, 1996.

4 : RDF , , 107, pp. 23-29, 1997.

5 :RDF , , 26 5 ,

pp. 26-31, 2004.

6 :RDF , 37 , pp.

189-192, 2004.

7 : RDF

, , NII-SG-No. 3, 2004.

8 :RDF , , SSR-No.

34-06, 2006

9 : , 2003.

10 : RDF , , 43, pp. 254-261, 2004.

11 : RDF 15 ,

, 71 , 2006.

12 : RDF 1 ,

, 77 , 2007.

13 : RDF 2 ,

, 78 , 2007.

14 : VI 2, , 35, pp. 20-29, 2004.

6.
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