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消防研究センターの取り組み状況 -趣旨説明に代えて細川直史

1.

はじめに
平成 23 年東日本大震災以降においても、最近では、平成 28 年糸魚川市大規模火災や平成 29 年

埼玉県三芳町大規模倉庫火災、平成 30 年北海道胆振東部地震など、大規模災害は毎年のように発
生し、国民をまもる消防の役割はますます大きくなっている。今日、南海トラフ巨大地震や首都
直下地震などの巨大地震の発生が危惧されており、地球温暖化よる気象災害の頻発・激化、さら
に、社会インフラの老朽化や少子高齢化など我が国の社会構造の変化により、大規模災害発生時
の被害リスクの増大が懸念される。これら高まる災害リスクに対応できるようにするためには、
情報通信技術などの先進技術を取り込むなどにより消防科学技術を高度化することで、消防力を
更に充実強化することが求められる。
本講演会では、消防研究センターで実施している最近の研究課題の概要と、それらの成果を紹
介し、消防を支える消防科学技術研究の今後を議論する。
2.

消防研究センターの主な業務
消防研究センターは、平成 18 年 4 月 1 日、消防大学校の内部組織として新たなスタートを切っ

た。消防研究センターの前身となった「消防研究所」は、昭和 23 年の自治体消防制度創設と同時
に発足し、平成 13 年 4 月 1 日に独立行政法人化、その 5 年後に独立行政法人消防研究所が廃止さ
れるなど、他の国立研究機関では類をみない経緯を経て現在に至っている。消防研究所の廃止と
消防研究センター設置の際に、危機管理など災害への対応に関する業務が重要視されたことから、
現在の消防研究センターの主な業務には、消防防災科学技術に関する研究開発や原因調査に加え、
以下に示すように、大規模・特殊災害発生時の専門家集団としての消防活動支援に関する業務が
掲げられている。
消防研究センターの主な業務
Ⅰ

消防防災に関する基盤から応用にわたる研究開発の実施

Ⅱ

火災、危険物流出事故等の原因調査の実施と支援

Ⅲ

大規模・特殊災害発生時の専門家集団としての消防活動支援

Ⅳ

消防の科学技術関係者の連携の構築

Ⅰの研究開発については、最近の災害の発生状況をふまえ、ロボット技術、危険物災害の抑止、
消防活動能力の向上、火災予防、救急に関する研究テーマを設定し、他分野の新しい研究成果を
取り入れつつ、消防の現場での成果活用を目標に、基礎から応用にわたる研究開発を実施してい
る。詳しくは次節で紹介する。
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Ⅱの原因調査では、火災・事故の再発防止と予防対策等の推進のために、消防本部と協力して、
以下の取り組みを行っている。
(1) 火災・危険物流出事故等の原因調査の実施
消防法の規定に基づく消防庁長官による火災・危険物流出事故等の原因調査（長官調査）を消
防研究センターが実施している。さらに、工場の爆発火災や危険物の漏洩事故など社会的に影響
が大きい火災についても、原因調査を実施している。これらについては、事案により検証のため
の大規模実験を実施している（平成 30 年度実績：長官調査 4 件、自主調査 2 件）
。
(2) 鑑識・鑑定の支援
消防本部からの依頼に基づき、火災現場等への調査官の派遣や、消防研究センターの鑑識室で
の鑑識・鑑定など、専門知識を有する研究官・調査官が消防本部の火災調査業務を支援している
（平成 30 年度実績：依頼による調査 150 件）。
(3) 調査技術会議の開催
全国の消防本部の調査技術の向上を図ることを目的に、各消防本部において実施された火災調
査・危険物流出事故等の調査事例を報告する会議開催し、火災・事故原因や調査手法の情報共有
を行っている（令和元年 5 月:東京都三鷹市、6 月:名古屋市、 9 月:仙台市、10 月：札幌市、令和
2 年 1 月:大阪市、2 月:福岡市）。

図 1 左：埼玉県大規模倉庫
火災 (長官調査)

中央：鑑識室

右：調査技術会議

（消防研究センター）

Ⅲの消防活動支援では、災害・事故への緊急対応として、研究官などからなる専門家チームを
災害現場へ派遣し、消火方法や消防活動への助言などの技術支援を実施している。平成 30 年 9 月
6 日に発生した「平成 30 年北海道胆振東部地震」においては、斜面崩落現場での検索救助活動に
おいて、救助隊への安全管理に関する技術的支援を行った。

図 2 平成 30 年北海道胆振東部地震での技術的支援
Ⅳの連携の構築については、消防研究センターで実施した研究開発や原因調査に関する取り組
みを、消防防災関係者をはじめ社会へ発信し、研究成果や火災原因に関する知見を消防活動の現
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場に役立ててもらうことを目的に、(1) 研究施設の一般公開（4 月）、(2) 全国消防技術者会議、(3)
消防防災研究講演会、(4) 消防防災科学技術賞などを毎年実施している。
また、消防職員などからの問合せや技術相談にも、電話や電子メールの窓口を設け、技術支援
なども含め丁寧に応えている。一方、消防研究センターからは、研究開発の成果が有効活用され
るように、消防活動現場における課題やニーズ調査を消防本部に対して行い、研究内容によって
は成果の検証や社会実装を目的とした共同研究なども実施している。
3.

消防研究センターで実施している主な研究について
消防研究センターでは、近年増大しつつあるコンビナート施設での災害や、南海トラフ等の大

規模地震、大津波といった従来の想定を超える大規模災害に備えるなど、消防防災行政において
急ぎ対策が求められる課題や、消防防災の科学技術上の課題を解決するための研究開発を重点的
に行っている（表 1）。
特に、
「エネルギー・産業基盤災害対応のための消防ロボットの研究開発」は、東日本大震災で
発生した石油コンビナート施設での火災により、新たな消防用ロボットのニーズが高まったこと
から、平成 26 年度から開始された。また、平成 28 年 12 月に発生した糸魚川市大規模火災が、昭
和 51 年に発生した酒田大火以後、はじめて延焼規模が 3 万 m2 を超える大規模な火災となったこ
とを踏まえ、平成 30 年度から「火災延焼シミュレーションの高度化に関する研究開発」を開始し
たところである。
表 1 消防研究センターで取り組んでいる重点研究
研究テーマ

研究期間

(1) エネルギー・産業基盤災害対応のための消防ロボットの研究開発発

H26～R2

災害時の消防力・消防活動能力向上に係る研究開発
(2) 高齢化、過疎化、災害を踏まえたモデル救急体制に関する研究-次世

H28～R2

代救急車の研究開発(3) 安全で迅速に土砂災害現場で救助活動をするための研究

H28～R2（夜間
の情報収集に関し
ては R4 まで）

火災延焼シミュレーションの高度化に関する研究
(4) 大規模地震災害時等の同時多発火災対応に関する研究

H28～R2

(5) 広域火災における火災旋風・飛火による被害の防止に向けた研究

H28～R2

火災予防と火災による被害の軽減に係る研究開発
(6) 火災時における自力避難困難者の安全確保に関する研究

H28～R2

(7) 火災原因調査の能力向上に資する研究

H28～R2

危険物施設の安全性向上に関する研究開発
(8) 石油タンクの入力地震動と地震被害予測の高精度化のための研究

H28～R2

(9) 化学物質の火災危険性を適正に把握するための研究

H28～R2

(10) 泡消火技術の高度化に関する研究

H28～R2
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(11) ライニングが施工された鋼製一重殻地下タンクの定量的評価に基づ

R1～R3

く健全性診断方法の研究開発
これら重点的に取り組む研究（重点研究）については、消防庁の策定する「消防防災科学技術
高度化戦略プラン」を踏まえたものになっており、概ね 5 年間の研究計画に基づいて研究を実施
している。なお、これら重点研究については、
「国の研究開発評価の大綱的指針」と「消防庁研究
開発評価実施指針」に基づき、外部有識者による「消防研究センター研究評価委員会」において
研究評価が実施されている。
一方で、基盤技術の向上など将来の課題に対応するために、上記の重点研究以外にも、中長期
的に視点にたった基礎的研究にも取り組んでいる。また、科学研究費助成事業（科研費）をはじ
めとした外部研究資金による研究開発も実施しており、特に、戦略的イノベーション創造プログ
ラム（SIP）では、「地震時の液状化を考慮した石油タンク周辺施設等の損傷評価技術及び損傷被
害防止技術の開発」を、
（独）港湾空港技術研究所や（独）土木研究所などとも連携し行った。
4.

おわりに
現在の消防研究センターの組織は、火災災害調査部、技術研究部、研究企画部の 3 部体制（職

員定数が 29 名）であり、限られた人員で、消防の科学技術に関する研究開発や長官調査など原因
調査業務を遂行しなければならない。そのため、これら業務を、効率的かつ実効的に実施する事
が求められている。例えば、図 3 に示すように、①それまで蓄積してきた技術的知見をもとに緊
急時の災害対応や消防活動支援を実施、②長官調査など原因調査を通じて現象や課題を現場から
学び、③それを踏まえた研究開発を実施、④その研究による成果を普及し消防活動現場で活用、
これらを繰り返すことで、経験や技術を蓄積し、消防科学技術の向上を効率的に実施することが
可能となる。消防研究センターにおいて、この PDCA サイクルを維持するためには、今後も全国
消防本部など関係機関との協力は非常に重要で有り、これまで以上に連携構築をすすめていくつ
もりである。
Disaster
④ 連携の構築(Ⅳ)

① 消防活動支援(Ⅲ)

研究成果の普及
平常時の技術支援

災害対応

消防科学技術におけ
るPDCAサイクル
調査と原因究明
対策技術の研究開発

② 原因調査(Ⅱ)

③ 研究開発の実施(Ⅰ)

消防科学技術の向上
（経験の蓄積と対策・予防技術の高度化へ）

図 3 消防科学技術の PDCA サイクル
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消防ロボットシステム：スクラムフォースの研究開発
実戦配備型の概要と実証配備の開始
天野久徳、田村佳宏

1.

はじめに
東日本大震災では球形ガスタンクにおいて火災・爆発が発生した。現在、南海トラフ地震や首

都直下地震の発生が懸念される中、自然災害によって石油コンビナートや化学プラントといった
エネルギー・産業基盤施設において大規模な火災が発生することも考えられる。自然災害ばかり
ではなく、平成 24 年の姫路市における化学プラントの爆発事案においては、消防隊員 1 名が殉職
し、多数の負傷者を出した。ここ数年は危険物施設における事故件数も増加傾向にある。このよ
うな大規模な火災や爆発危険の高い現場においては、消防隊員が火炎に近接して活動することは
困難を伴う。そこで、十分な距離を確保した位置から自律的に動作し、互いに協調連携ができる
複数のロボット等でロボットシステムを構成し、これらの大規模災害に対応する消防ロボットシ
ステム：スクラムフォースの研究開発を進めている。
平成 25 年度に基本的な構想をまとめ、平成 26 年度から 7 年計画にて研究開発を進めてきてい
る。平成 26 年度〜平成 28 年度の 3 年間で消防ロボットシステムを構成する各単体ロボットの一
次試作機を完成させ、平成 29 年度に、一次試作機を消防本部において試験評価し、その結果を基
に平成 30 年度末に実戦配備型を完成させた。平成 31 年度〜令和 2 年度の 2 年間で、実戦配備型
を消防本部に実証配備し、訓練や実戦を通して得られた評価を基に機能の最適化や新技術の導入
等を進め、令和 2 年度末に、実戦配備型の改良を完成させ、また、量産型の仕様をまとめる計画
である。
2.

消防ロボットシステムの構成と活動のイメージ
消防ロボットシステムの活動イメージを図 1 に示す。スクラムフォースは飛行型偵察・監視ロ

ボット、走行型偵察・監視ロボット、放水砲ロボット、ホース延長ロボットの 4 種類のロボット
と、消防隊員の判断や指令等を入力し、また､各種情報を表示するコンソールを備えた指令システ
ムで構成される。全システムをコンテナにパッケージ化し、10 トン車に積載できること、10 時間
以上連続稼働できること等をシステム全体の仕様としている。なお、各ロボットの寸法について
は、工場火災等にも対応できることにも配慮し、可能な限り小型化した。
3.

消防ロボットシステムを構成する各ロボット
消防ロボットシステムの概観及び搬送車両を図 2 に、各ロボットの概要を表 1〜4 に示す。耐放

射熱性能については、国内最大級の石油タンクの火災において、延焼防止あるいは爆発防止のた
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図 1 消防ロボットシステムの活動イメージ

図 2 消防ロボットシステムの概観及び搬送車両

めの冷却放水を実施するために、約 50m まで近接して活動する放水砲ロボットは 20.0kW/m2、約
100m まで近接して活動する飛行型偵察・監視ロボット及び走行型偵察・監視ロボットについては
8.0 kW/m2 とした。放水砲ロボットの部署位置から消防隊員が活動可能な領域に至るまでの距離を
300m 程度と推定し、ホース延長ロボットに積載するホースを 300m（50m×6 本）とした。放水砲
ロボットにあらかじめ 150A のホースを接続し、300m のホースを牽引しつつ移動することは難し
いため、ホースを敷設するロボットの開発が必要となった。ホースを敷設する自律ロボットの研
究開発は世界初の試みである。また、本消防ロボットシステムにおいては、放水砲ロボットが高
い放射熱環境下で活動するため、耐放射熱性能の高いホースが必要となり、新たに開発した。
飛行型偵察・監視ロボットは、ある程度の悪天候下でも運用できるように、風速 12m での飛行
を可能としている。走行型偵察・監視ロボットはこのシステムの中では最初に被災敷地内を走行
するため、障害物が散乱した状況での走行も想定し、車輪、履帯の 2 つの走行機構を備えている。
履帯は、悪路や障害物に対する走破性能は高いが、移動速度が遅く、自律走行の精度が低い。そ
こで、障害物等が検出されない範囲では、車輪で走行し、高速・高精度の自律走行を実現する。
放水砲ロボット及びホース延長ロボットは地震時の地盤の液状化等に対応できるように、サス
ペンション機構を備えた 4 輪駆動とし、農業用の部品を多く利用した。新たに開発したノズルは、
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表 1 飛行型偵察・監視ロボットの概要
寸法
質量
飛行方式
最高速度
搭載機器
情報伝送
制御機器
自律機能
耐放射熱
耐風性能
その他

機体 長さ:1.5m, 幅:0.5m, 高さ:1.0m，プロペラ径 2.5m
69kg
同軸二重反転，バッテリー/モーター駆動
時速約 60km(16.0m/s)
カメラ，熱画像カメラ，燃焼ガス検知器，放射熱量計
無線
高精度 GPS，慣性航法装置など
自動離着陸，自動帰還，指定経路・位置への飛行，目標物へのカメラ自動追尾
8.0ｋW/m2
風速 12m
遠隔操縦機能
表 2 走行型偵察・監視ロボットの概要

寸法
質量
走行方式
最高速度
搭載機器
情報伝送
制御機器
自律機能
耐放射熱
段差乗越
その他

長さ:1.4m, 幅:0.9m, 高さ:1.8m (アンテナ等を含む)
230kg
車輪（後輪駆動，前輪操舵）/履帯，バッテリー/モーター駆動
時速約 5.5km(1.5m/s)
マニピュレータ，カメラ，熱画像カメラ，燃焼ガス検知器，放射熱量計
無線（中継器を自ら搬送設置）
高精度 GPS，回転式レーザー距離計，車輪回転計，慣性航法装置など
電子地図上の指定位置への走行
8.0ｋW/m2
40cm
遠隔操縦機能，電子地図生成機能，簡易操縦装置による操作
表 3 放水砲ロボットの概要

寸法
質量
飛行方式
最高速度
搭載機器
情報伝送
制御機器
自律機能
連携機能
耐放射熱
放水ノズル
その他

長さ:2.0m, 幅:1.4m, 高さ:2.2m
1,700kg
4 輪駆動，前輪操舵（油圧），バッテリー/モーター駆動，サスペンション機構
時速約 7.2km(2.0m/s)
カメラ，熱画像カメラ，燃焼ガス検知器，放射熱量計
有線（2 重，自動繰り出し，巻き取り），無線によるバックアップ
高精度 GPS，回転式レーザー距離計，車輪回転計，慣性航法装置など
電子地図上の指定位置への走行，最適放水角度制御
監視ロボットの熱画像を解析することによる放水砲自動修正制御
20.0ｋW/m2
放水：広角，ストレート，泡放射：セミアスピレート
4,000ℓ/min，1.0MPa（有効射程 75m）
遠隔操縦機能，電子地図生成機能，簡易操縦装置による操作
表 4 ホース延長ロボットの概要

寸法
質量
飛行方式
最高速度
搭載機器
情報伝送
制御機器
自律機能
連携機能
耐放射熱
搭載ホース
その他

長さ:2.4m, 幅:1.8m, 高さ:2.1m
2,800kg（うちホース重量 600kg）
4 輪駆動，前輪操舵（油圧），バッテリー/モーター駆動，サスペンション機構
時速約 7.2km(2.0m/s)
カメラ，熱画像カメラ，燃焼ガス検知器，放射熱量計，張力検出器
有線（2 重，自動繰り出し，巻き取り），無線によるバックアップ
高精度 GPS，回転式レーザー距離計，車輪回転計，慣性航法装置など
電子地図上の指定位置への走行，ホース繰り出し/巻き取り制御
画像認識による放水砲ロボット追従走行
20.0ｋW/m2
直径 150mm ホース、300m（高耐放射熱タイプ）
遠隔操縦機能，電子地図生成機能，簡易操縦装置による操作
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図 3 指令システムの概観
広角噴霧放水、ストレート放水、泡放射をノズルの形状切り替えだけで実現している。泡放射は、
放水軌跡の安定性並びに泡発泡性状の両立を実現できるセミアスピレート方式を採用している。
消防隊が所有する最大級のポンプで送水可能な放水量 4000ℓ/min、放水圧 1.0MPa をノズルの仕様
とした。なお、この放水量及び放水圧に対応するために、消防ロボットシステムでは 150A のホー
スを採用している。
4.

消防ロボットシステムの活動

4.1 システムの立ち上げ
ロボットシステムを積載した車輌が現場に到着し、指令システムを立ち上げると、コンテナに
設置された GPS の位置データから、プラントの電子地図を自動的に読み込む。指令システムを立
ち上げた状況を図 3 に示す。3 台の大型ディスプレイは、左からロボットに設置されたカメラの
画像表示画面、指令入力用画面、読み込まれた電子地図及び各ロボットと搬送車輌の位置等を表
示する画面である｡また、テーブル上に設置されたラップトップ型の 3 台コンピューターは、左か
ら走行型偵察・監視ロボット用、放水砲ロボット及びホース延長ロボット用、飛行型偵察・監視
ロボット用の端末となっており、写真奥に設置されているメインコンピュータからのデータを各
ロボットへ通信する機能も担っている｡なお走行型偵察・監視ロボット用及び飛行型偵察・監視ロ
ボット用の端末は取り外しでき、各ロボット単体での活動も可能な構成としている｡この他にも使
い勝手の向上を目的として、各ロボットを搬送車輌へ積載する際など、各ロボットを容易に移動
させるための簡易操縦装置も用意している。
4.2 発災施設の入力
典型的な例として、単純な活動における指令入力用画面の表示画面を図 4 に示す。指令システ
ムの中央コンソールで発災タンク等の危険物施設を指定すると、当該施設を赤色で示す。図中右
上に搬送車輌の部署位置が車両のアイコン、コンテナに設置された風向風速計が計測している風
向が緑色の矢印、風速が数値で示されている。放水砲ロボットの放水性能、危険物施設の位置及
び高さ、風向風速等を考慮し、指定した危険物施設に有効な放水が届く放水砲ロボットの部署位
置が円弧状に示されている。さらに、図では若干重なって見にくいが、この範囲と構内道路が重
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図 4 発災タンクと放水部署位置の表示画面

図 5 飛行経路の提案表示画面

図 6 飛行型偵察・監視ロボットの自動離陸

なる位置に、放水砲ロボットの推奨部署位置を 1、2、3 と数字とともに示している。これは部署
後、風向・風速が変わった際に放水砲の旋回・俯仰角制御のみで対応できる範囲がより広い位置
を選択している。
4.3 自律動作による偵察
災害全体の様子及び放水部署位置への移動経路等を飛行型偵察・監視ロボットがまず偵察する。
図 5 に示すように、指令システムが提案した飛行経路を表示する。飛行型偵察・監視ロボットは
飛行安定性が高い機体であるが、万が一の墜落も考慮し、飛行経路は構内道路あるいは河川ない
し海上空としている。この飛行経路は消防隊員が修正することも可能である。隊員が飛行経路を
決定すると共に、飛行型偵察・監視ロボットは自律的に離陸、飛行し、搭載された可視光カメラ
及び熱画像カメラの映像、放射熱や燃焼ガス検知器などの計測データを指令システムに伝送する
など上空から偵察活動を行う。自動離陸の様子を図 6 に示す。走行型偵察・監視ロボットも同様
に、走行経路をシステムが提案し、隊員が修正、決定することにより、自律的に走行し、偵察を
行う。
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図 7 放水砲ロボット及びホース延長ロボットの自律・連携走行

図 8 仮想タンクへの放水状況
4.4 自律動作及び連携による放水部署とホース延長
図 4 で提案された放水部署位置周辺の画像等、飛行型偵察・監視ロボットや走行型偵察・監視
ロボットから送られてきた画像やガスセンサや熱量計の計測値を確認し、隊員が部署位置を選択
する。飛行型偵察・監視ロボットの飛行経路と同様、選択された部署位置への移動経路が提案さ
れる。隊員が決定することによって、放水砲ロボットが自律的に移動を開始するとともに、ホー
ス延長ロボットが自律的に放水砲ロボットを画像認識し、連携技術によって追従移動を開始する。
自律走行、追従走行の様子を図 7 に示す。放水砲ロボットの機能を単純化するために、ホース延
長ロボットのホースをあらかじめ放水砲ロボットに接続してから自律走行を開始する。ホース延
長ロボットは放水砲ロボットとの間隔を一定に保つように走行するが、放水砲ロボットの動きに
よっては、接近または離れることがある。この時、ホースがたるむ、張ることによって各ロボッ
トの走行障害とならないように、ホース延長ロボットは自動的にホースリールの巻き取り及び繰
り出し動作を行う。
放水砲ロボットが部署すると、ホース延長ロボットは追従移動モードから、自律移動・ホース
延長モードに切り替わり、移動してきた経路を逆向きに自動走行するとともに、ホースを延長す
る。ここでも、ホースのたるみ、張りの状況を検知し、ホースリールを制御し、ホースを繰り出
す。
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図9

熱画像による放水軌跡の解析画面

ホース延長ロボットが、隊員が活動可能な安全な領域まで戻ると、加圧送水装置等の水源にホ
ースを接続し、放水準備が完了となる。なお、水源の位置などにより、ホース延長ロボットの自
律移動の到達先を別に指定することも可能である。
指令システムは、発災石油タンクの高さ、放水部署位置からタンクまでの距離、放水砲ロボット
に設置された風向風速計の計測値、活動の内容等から放水砲の俯仰角及び旋回角を算出し、提案
する。算出された値を隊員が確認し、決定するとウォーター・キャノンに取り付けられた放水砲
が算出された向きに設定される。放水砲の設定が完了し、隊員が水源から送水し、放水が開始さ
れる。性能検証実験における仮想タンクへの放水の状況を図 8 に示す。
4.5 協調連携による放水砲制御
放水開始後、放水の状況を飛行型偵察・監視ロボット及び走行型偵察・監視ロボットが継続的
に監視する。撮影された熱画像等から、放水の到達位置を自動認識し、風向風速の変化等によっ
て目標位置から放水が外れた場合、自動的に修正する。これは、偵察・監視ロボットからの画像
情報を指令システムで解析し、放水砲ロボットの放水砲を制御する協調連携技術によって実現す
る。熱画像による放水軌跡の解析画面を図 9 に示す。

図 10 スクラムフォースのロゴ・マーク
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5.

実証配備の開始
スクラムフォースは平成 30 年度に完成し、3 月 22 日に消防研究センターにおいて主に報道機

関向けに実演公開を行った。年度末に市原市消防局に無償貸与され、実証配備を開始した｡その後
習熟期間を経て、令和元年 5 月 24 日に市原市において特殊装備部隊として発隊し､緊急消防援助
隊に登録された。この部隊発足に合わせ、消防ロボットシステムをスクラムフォース、構成する
各ロボット、飛行型偵察・監視ロボットをスカイ・アイ、走行型偵察・監視ロボットをランド・ア
イ、放水砲ロボットをウォーター・キャノン、ホース延長ロボットをタフ・リーラーと命名し公
表した。さらにスクラムフォースのロゴ・マークを図 10 に示すとおり作成した。スクラムフォー
スは現在、市原市消防局において訓練を通して隊員の使い勝手、不具合の発生しやすい箇所等の
データの蓄積を進めている｡
ロボットが自律的に走行するためには、事前にロボット用の電子的データ地図が必要になる。
既に市原市の主要な石油コンビナートヤードの電子的データ地図の取得はできているため、現在
は石油コンビナート企業の協力を得ながら、東京湾岸の石油コンビナートヤードの電子的データ
地図の取得を開始している。
6.

おわりに
平成 26 年度から研究開発を開始した消防ロボットシステムは、5 年間をかけ、実戦配備型が完

成し、実証配備を開始した。今後、万一の災害発生時における実戦での活用を通してデータを蓄
積し、本プロジェクト開始以降に開発された新技術の導入可能性も検討しつつ消防本部にとって
使いやすいロボットシステムになるよう改良を進める。来年度末には配備により適した量産型と
しての仕様をとりまとめる計画である。一方で災害対応は海外においても重要な活動であり､また､
日本が世界に誇るロボット技術を活用した研究開発であるため､海外展開も検討していきたいと
考えている。
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次世代救急ツールの研究開発
久保田勝明、尾川義雄

1.

背景及び目的
2020 年東京オリンピック･パラリンピック等において外国人来訪者に適切に対応するとともに、

様々な災害や救急需要増加への対策を図ることができるよう、最新技術やビッグデータ、G 空間
等を利用した「次世代救急ツール」を研究開発し、世界最先端の救急サービスを目指す。
2.

研究内容

2.1 救急用多言語音声翻訳アプリ
昨今の外国人来訪者の増加に伴い、外国人の救急搬送人数が増加している（図 1）。また、外国
人傷病者への対応では、言葉が通じないことで対話に手間取り対応が困難となっていることが考
えられる。札幌市の例では現場滞在時間が全体平均と比べ 3～6 分と遅延が見られ（図 2）、救急
業務における外国人対応は喫緊の課題である。

図 1 外国人の搬送件数例（札幌市消防局）

図 2 外国人傷病者の現場滞在時間（札幌市消防局）
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そこで本研究では、救急現場で使用可能な救急用多言語音声翻訳システムを国立研究開発法人
情報通信研究機構との共同研究により開発した。研究開発は、情報通信研究機構の多言語音声翻
訳アプリ「VoiceTra」をベースに、マンパワーや対応時間が限られる救急現場に実装するために、
使用頻度の高い会話内容を「定型文」として搭載したアプリを開発した。定型文は救急隊員の協
力のもと、傷病者の観察に加え現場活動で必要と考えられる 46 件の会話内容を備えている。これ
を救急の現場を想定した実証実験（図 3）等を踏まえ実用化し、
「救急ボイストラ」と命名した（図
4、図 5）。

図 3

実証実験状況（バス事故）

図 4 救急ボイストラの使用状況
定型文選択画面

ワンタッチで翻訳発音

図 5 救急ボイストラの画面（定型文表示）
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平成 29 年 4 月から消防本部で使用できるよう公開し、令和元年 6 月 1 日時点で 434 本部（導入
率 59.8％）（表 1）に導入されており、消防庁では今後さらに導入を促進していく予定である。
まだ未導入の消防本部においては以下の「外国人・障害者に円滑に対応するための取組」のホ
ームページを参照し、導入促進を図っていただきたい。
「外国人・障害者に円滑に対応するための取組」
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/gaikokujin_syougaisya_torikumi/torikumi.html

表 1 導入状況（都道府県別）（令和元年 6 月 1 日時点）

2.2 救急車運用最適化
近年、救急車の現場到着時間・病院収容時間が延伸している。この延伸防止のため、救急車の
需要分析、傷病者情報分析等により、救急車の運用体制を最適化するプログラムの開発を目的と
している。これまでに「救急需要予測」
「救急隊の最適配置」のプロタイプを作成した。また、
「救
急需要予測」に関しては、このプロトタイプを使い名古屋市消防局の指令台及び救急隊において
実証実験（図 6、図 7）を行った。
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管内の救急需要を
気温や天気予報を
踏まえメッシュで
予測するもの。

図 6 プロトタイプ画面（需要予測）

タブレット端末に需
要予測が表示される
ことで救急車内でも
状況把握が可能。

図 7 実証実験状況（救急隊）
また、ドライバーから直接見えない周辺車両の情報を、車両同士や道路側インフラ設備と車両
が直接通信しドライバーに知らせる安全運転を支援する ITS Connect 技術＊1 の中の一つである、
「緊急車両存在通知」（図 8）を用いて、走行時間短縮の研究開発を行っている。
この「緊急車両存在通知」は、受信側である一部の一般車には搭載されているが、通知信号を
発信する緊急車両には搭載されておらず、その効果が明らかではなかった。そこで、名古屋市及
び豊田市において救急車に発信装置を搭載した実証実験を行った。
その結果、交差点や道路において一般車から直接救急車が見えなくても一般車が早めに停止し
たため、救急車がスムーズに走行できる状況とな（図 9）、救急車が走行する主要道の交差点間（計
16 区間）において、救急車の走行時間が平均 7.7％短縮した。
＊1

見通しが悪い交差点等において、車両同士や道路に設置された路側インフラ設備との無線通信
によって得られる情報をドライバーに知らせることで、運転の支援につなげるシステム（出
典：ITS CONNECT 推進協議会 ホームページ）

緊急車両が近づくと
その方向及び距離が
車内モニターに表示
される。

図 8 ITS Connect

（緊急車両存在通知）一般車内モニター表示
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救急車

図 9 ITS Connect

技術搭載一般車
救急車は直接見えな
いが早めに停止

実証実験状況（交差点）

2.3 乗員の安全防護
救急車の交通事故が例年発生しており、これを効果的に防ぐ手立てが必要である。また、万一
の衝突時も傷病者等を安全に防護することが必要である。そこで、救急車用の ITS Connect 技術
を用いた事故防止技術の開発、及び衝突時の安全防護に必要な構造・強度等の安全仕様を作成す
ることを目的としている。
救急車用の ITS Connect 技術（「右折時注意喚起」
、
「赤信号注意喚起」、
「信号待ち発信準備案内」、
「緊急車両存在通知」）の有用性評価と救急車搭載の必要性に関して、VR（バーチャルリアリテ
ィ）を用いて、消防職員 82 名に対してアンケート調査を行った。その結果 ITS Connect の有用性
は 87%が「大変役に立つ」、救急車搭載の必要性では 91%が「必要」との回答であり、消防職員
は ITS Connect の有用性や必要性を高く評価していることが明らかになった。
また、衝突時の安全防護のために救急車に搭載するストレッチャーの衝突実験を実施し、衝突
時の挙動を把握した。
3.

今後の展開
それぞれのツールの研究開発は来年度まで実施し、既に実用化したものはその普及を図ってい

くととともに、研究が終了したツールから順次実用化を図っていく予定である。
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土砂災害現場の救助活動に関する研究
安全で迅速な救助活動のために
新井場公徳、土志田正二

概要
土砂災害では、安全管理や捜索範囲の大きさなどから、捜索救助に時間を要することが多い。
土砂災害地における捜索救助活動をより安全で迅速なものとすることを目指し、航空機からの画
像などを活用して消防活動に必要な情報を得る方法の研究及び積み上がった岩石の山の中から岩
石の振動の特性によって取り除くことが可能な岩石を調べる技術の開発を行った。
1.

目的
平成 25 年 10 月 16 日の伊豆大島における災害や平成 26 年 8 月 20 日の広島市における災害な

どの土砂災害現場での救助活動においては、災害の全体像の把握、行方不明者の位置の把握、活
動の安全性の確保及び活動の効率性の維持が困難であった。本研究では、活動の効率性及び安全
性を向上するために必要な、災害の全体像の把握と要救助者の存在確率の高い場所の絞り込み及
び資源の配分に資する俯瞰的情報の収集・分析の方法の研究並びに要救助者に悪影響を与えない
ように岩石やガレキを取り除く手法の確立を目的とした技術開発を行う。
2.

はじめに
平成 25 年 10 月の伊豆大島における災害は、極めて広範囲に表層崩壊が発生し、流動性の高い

土石流となり、集落をおそった。その結果、家屋が基礎から押し流されるなど被害が発生し、39
名の死者・行方不明という大きな被害を生じ被害者の中には海まで流された方もあった。捜索は
広い範囲におよび、現在も行方不明の方がいるなど、捜索救助活動は難航した。また、平成 26 年
8 月の広島市安佐北区・安佐南区の土砂災害では、救助活動中の消防職員が後続して発生した土
石流に巻き込まれて殉職する、捜索救助活動中に上流に変状があったという情報があり活動が中
断されるなど、土砂災害現場の安全確保が難しいことが改めて明らかになった 1)。
火災や家屋の倒壊現場とは異なり土砂災害現場は、影響範囲が広いこと、視界不良や移動障害
が生じること及び二次災害危険から、全体像の把握が困難であり、活動に苦慮することが多い災
害である。これまで消防研究センターでは、斜面が崩壊する前の前兆変形の機構の解明や崩壊斜
面の変状を遠隔で測定する技術の開発などに取り組んできたが 2)、3)、現在の研究計画においては、
土砂災害現場における消防活動をより安全で迅速なものと出来るような技術開発として災害前の
地形図や衛星画像・ドローン画像などの空間情報を取得し活用して消防活動に資する情報を創り
出すこと、及び堆積した岩石から要救助者を安全に救出する技術の開発を進めている。
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3.

方法

3.1.

画像情報の取得と活用方法の構築

空間情報は、図 1 の通り、解像度、精度、入手に要する時間及び特徴が異なるいくつかの取得
方法があるが、消防活動に資する時間で入手できるデータをもとに、活動に有効な情報を創出す
る方法を研究した。そのため、地震や降雨によって引き起こされた当初の災害の箇所で数日以内
に再度災害が発生した事例、過去の土砂災
害対応事例における空間情報、被害発生状
況、要救助者の発見位置及び捜索救助活動
の状況を収集し、時間とともに変化する情
報量や精度を考慮しながら、全体像の把
握、二次災害のおそれのある箇所の把握、
要救助者の場所の同定及び現場への進入
経路の設定方法について検討した。なお、
これらを対象としたのは、これまでの災害
現場での活動経験から、消防活動上特に求
められている情報であると考えているか

図 1

らである 4)、5)。
3.2.

土砂災害対応に活用可能な空間情報の特
徴及び活用の内容に関するイメージ

安全な岩石の排除

土砂災害現場においては、土砂や岩石、ガレキなどに要救助者が埋まっていることが多いが、
これらを安全に取り除く方法は確立しておらず、現場ごとに試行錯誤で行われている現状がある。
例えば、2004 年新潟県中越地震時の妙見崩壊地における救助活動では、要救助者を覆っている岩
を安全に取り除く順序が分からず、救出に時間を要した。また、2013 年伊豆大島の災害では、ガ
レキに挟まれた生存者が救出作業中に亡くなったことが報告されている。
救出に当たっては、他の岩に悪影響を与えない岩から取り除く必要がある。取り除いても他の
岩石に影響を与えない岩石とは、他の岩石を直接又は間接に支持していない岩石であり、他から
の拘束を受けていないことから自由に振動でき、振動の自由度から判定しうるのではないかと考
えた。そこで、岩石を積み上げ（図 2）、他の
岩石を直接支持している岩石と、そうで無い
岩石の振動を測定し、その特徴について検討
した。
土砂の移動には、労力がかかる上に救助活

上の岩

動では狭隘な空間の作業となることが多いこ
とから、時間を要する。可搬型のベルトコン
ベアを活用した土砂の排除作業の効率性につ

支持の岩

いて山形市消防本部の土砂災害対応訓練の場
をお借りして検証をした。家屋内に土砂が流
図 2

入した場合を想定し、模擬家屋の窓から土砂
をスコップで投げる場合と、窓からベルトコ
ンベアを差し込んだ場合の作業効率を計った。
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4.

空間情報の活用

4.1.

二次災害危険箇所の把握

過去、一度崩れた斜面が数日以内に再び崩
れた事例及び地震や大雨で亀裂の入った斜面
が数日以内に崩れた事例を 36 事例集めた。こ
れらの中には、消防職団員や自治体職員、技
術者などが、当初に発生した崩壊や亀裂に対
応している際に殉職した事例が８事例あった
1)

。
平成 26 年 8 月の広島市安佐北区可部東六

丁目で発生した二次災害について、現地調査
及びドローンを用いた計測を行い、国土地理
院の地図も活用して、地形的特徴について分
析した（図 3）6)。このような空間情報を消防
活動に活用する目的で、危険地域を抽出する
ためのデータの性質、密度及び精度並びに入
手のし易さ等について検討し整理した（表 1）

図 3

7)

。

広島市可部東六丁目の二次災害発生箇
所の災害前後の地形の変化

表 1 代表的な空間情報の特徴及びその危険度評価への応用方法

平成 29 年 7 月に発生した大分県日田市小野地区の崩壊 8)、平成 30 年 4 月の大分県中津市耶馬
溪町の崩壊 9)でも同様に分析を行い事例と知見の蓄積を行っている。耶馬溪町の災害については、
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災害発生前後の詳細な地形データの分析から、移動した土塊の範囲、斜面に土砂がとどまってい
る場所及び堆積の量などを明らかにし、地表の土砂及び湧水状況と併せて考えることにより、落
石の危険な場所や逆に崩落しても活動地点に影響のない崖を見分けることができた（図 4）。

図 4 大分県中津市耶馬溪町における崩壊のレーザードローンを用いた地形分析の結果
捜索救助活動は堆積部(6～10)で実施された。主堆積部中央(7)における活動にお
いて警戒すべきは、崩壊地(2)と、地すべりブロック(4)である。(2)の星印箇所には
湧水が見られ、さらなる滑動への注意が必要であった。(4)は(1)により滑動してき
た土砂が堆積しており落石の危険性がより高い地域と推測される。一方、地すべり
ブロック(1)の滑落崖で万一崩落があっても、活動現場への影響は低いと考えられ
る。
4.2.

要救助者の位置の推定、移動経路の分析

生存救出事例及び要救助者の発見場所の事例を収集した。災害状況により要救助者の移動距離
や方向にばらつきがあり、データの検討を継続している。生存救出事例には屋根の下から見つか
った事例が複数あること、また、土砂内における生存条件を考えれば、地表付近の次に、空隙の
大きい堆積物（岩など）であって水につかっていない場所の捜索が優先度が高いと考えている 10)。
ドローンによる画像解析から地表の凹凸度合いを求め、ルートの探索に資することが出来ない
か検討した。考察の結果、平面的でも泥のある場所が困難であることから、他の指標を用いる必
要があると考えられ、他の計測方法の活用など、継続して検討を続けている。
4.3.

新しい技術を用いた展開

以上のような研究を通して、現時点では取得に時間を要する（数日程度）ものの航空機からの
レーザー測量データが、消防活動に必要な情報を得る上で有効であることが分かった。それが得
られるまではドローンの画像による表面形状のデータを用いることが現実的であるが、最近の技
術進歩を踏まえ、ドローンにレーザー測定装置を搭載してより迅速にデータを取得し、解析する
技術開発を本年度から開始している。
5.

安全な岩石の排除

5.1.

岩の安全な除去方法

図 5 に、崩壊して堆積した岩石の相互関係のモデルを示す。ある岩を取り除いた場合に他の岩
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図 5 堆積した岩石の相互関係のモデル。A の岩を取り除いた場合に発生する影響で 3 類型し

が移動するモードは 3 つあるが、すべりモード
以外のものは支えている岩が他の岩から力を
受けている（拘束されている）ので、その振動
に制約が与えられていると考えられる。その制
約が振動計により検出できるかどうか図 2 に
示したような積み上げた岩石を用いて実験を
行った 11)。
図 6 に岩石の位置による振動変化の様子を
表す。常時微動の上下動の振幅スペクトルを表
しており、岩の場所によって振動の特性が変わ
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ることが示唆されている。但し、雑音も大きい
ことから、特定の周波数で分析すること及び振
動を与えるなどにより特性に関する信号を大
きして岩の自由度を判定する方法を検討して
いる。
5.2. 土砂の効率的な移動
約 0.5ｍ3 の土砂の排出に要した時間は、1 隊
5 名（2 回隊の入替え）の隊員による手動の場
合は 4 分 40 秒であった。ベルトコンベアを利
用した場合、設置に 5 分 30 秒、排出に 6 分 40

35

40

秒かかった。設置に時間を要するものの、作業
時間はこの規模の土砂量であればほぼ同じで
あった。作業の疲労はベルトコンベアの方が低
いという隊員の意見があった。図 7 に手動排出
の場合の作業開始後 10 秒ごとの排出回数を示
す。疲労又は作業性の低下のために排出効率が
落ちていくことが分かる。土砂が多い場合には
ベルトコンベアを活用した方が効率が上がる
ことが示唆された。
6.

成果の活用・普及
以上のような研究のほか、これまでの研究で

得られた知見及び経験を元に、2016 年熊本地
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25
30
周波数

35
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図 6 岩石の常時微動（上下方向）の振幅スペ
クトル。上から、支持している岩、その上
に乗っている岩、さらに上に岩を載せた
ときの二段目の岩の振動
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震 12)、2018 年胆振東部地震 13）の土砂災害において、各救助活動地点における危険性評価を行い、
安全管理について現場の消防隊等に助言を行った。図 8 に熊本地震時の高野台における危険度評
価の結果を示す。

図 7

7.

土砂排除実験（手動）におけ
る作業開始後 10 秒ごとに土砂
を窓から投棄した回数

図 8 熊本地震による救助地点「高野台」における
危険性評価結果

おわりに
土砂災害現場における消防活動をより安全で迅速なものとできるよう、空間情報を取得し活用

する方法及び岩石を安全に排除する技術について研究してきた。今後、明らかになった課題につ
いて検討を深めるとともに、土砂災害対応における対応要領等へ成果を反映する予定である。幅
広い観点からご意見ご指摘を頂ければ幸いである。
謝辞
災害対応及び災害調査にあたり、多くの消防本部の方々にお世話になりました。感謝します。
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大規模地震災害時等の同時多発火災対応に関する研究
高梨健一、細川直史

1. はじめに
近年、首都直下地震や南海トラフ地震の発生確率が高まり、その対策が急務とされている。ま
た、平成 28 年 12 月 22 日に発生した糸魚川市大規模火災 1)を踏まえ、木造密集地域等における火
災防ぎょ計画の策定や訓練の実施が必要となっている。
大規模地震や強風に伴い発生すると予想されている市街地における同時多発火災の延焼シミュ
レーションは、事前・事後の対策を行う際の被害想定に重要な役割を担っているが、下記の課題
が存在する。
(1) 現行の広域事前想定で用いられているモデルはクラスタ方式などの簡易なモデルが主流で
あり、地域の火災リスクを詳細に把握するためには精度に欠けるものが多い。
(2) 高精度で計算を行うモデルも存在するが、計算資源や多種多様なデータを大量に必要とす
るため、繰り返しての実行や広い範囲の火災延焼被害を高速で予測することが難しい。
(3) 地震発生直後に、広い範囲の火災延焼被害を高速で予測する仕組みが無い。
消防研究センターにおいても、従来から消防本部の指令台や防災講演会での利用を目的として、
高速性を重視した各棟延焼方式の市街地火災延焼シミュレーションシステムの開発を行ってきて
いるたとえば 2)ものの、高速計算を目的として、風速 0m の条件での延焼経路の事前計算や、建物の
高低差や樹木等の延焼阻止要因を取り入れないなどの簡略化を行っているため、精度に関する検
証が十分とは言えない状況にある。
本稿では、上記課題の解決を目指して本研究で取り組んできた次の 3 つのサブテーマについて、
その進捗状況を報告する。
(1) 地域の詳細な火災リスク評価が可能なシミュレーションモデルの構築
(2) 広域の延焼被害予測を高速で実行可能なシミュレーションモデルの構築
(3) 糸魚川市大規模火災への対応
2. 地域の詳細な火災リスク評価が可能なシミュレーションモデルの構築に関する進捗状況
現在の消防研究センターの市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアでは、高速化のため
に建物は同一平面上に建てられているものとし、階数も一律 2 階建てとしているため、建物高さ
や立地面の標高などの高低差の要素が盛り込まれていない。また、風速 0m の条件での延焼経路
を事前計算し、この延焼経路を利用して隣接建物間の距離と風向・風速から 1 棟対 1 棟の延焼時
間を求め、先に延焼先の建物の重心まで延焼する経路を採用することとしているため、複数の建
物が同時に炎上した場合の影響を盛り込むことができていない（図 1）。
本サブテーマでは、市街地火災延焼シミュレーションシステムの延焼モデルの高速性を維持し
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つつ高精度化を図る手法について検討を行う
とともに、市街地火災延焼シミュレーション
システムを延焼阻止要因や感震ブレーカー等
の出火防止対策、自治体の初期消火対策等の
効果を評価できるように高度化することを目
的としている。
2.1 延焼時間式に関する検討

図 1 建物データと延焼経路の例

形態係数は、輻射熱の計算に用いられる係数
であり、消防研究センターの市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアで用いている延焼時
間式の導出にも用いられている。同じ温度の輻射熱源が複数存在し、それらからの輻射熱の総量
を求めたい場合には、各々の形態係数を合計した値を用いて計算することが可能である。この性
質を用いることが、複数の建物が同時に炎上した状況を計算するために有効であると考えられた
ことから、延焼時間式を隣接建物間の距離に基づくものから形態係数に基づくものへ変更するこ
ととした。現在利用している隣接建物間の距離に基づく延焼時間式の導出条件にあわせて算出し
た隣棟間距離、形態係数の逆数、延焼時間の関係から、多項式近似により形態係数に基づく延焼
時間式を得た（図 2）。
2.2 形態係数の計算式に関する検討
形態係数は平面の向かい合う角度や遮蔽の影響を受けることから、それらの影響を盛り込んだ
形態係数の計算式を複数作成した。例として、受熱側壁面上の点（微小面）が壁面の一部の三角
形領域から輻射を受ける場合の形態係数の式を図 3 に示す。
さらに、既存のシミュレーションと同様に、同一平面上に一律 2 階建ての建物が存在する場合
について、形態係数の計算式の作成結果に基づいて必要なパラメータを絞り込み、建物ポリゴン
上の 1 点から見通せる壁面のパラメータを求める機能を延焼経路作成プログラムに組み込んだ。
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図 2 隣棟間距離と形態係数の逆数、延焼時間の関係
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(1) 三角形領域の形態係数の計算式を作成するために設定した位置関係
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(2) 作成した形態係数の計算式
図 3 形態係数の計算式の例（壁面の一部の三角形領域に対する形態係数）
2.3 過去の斜面地における市街地火災の延焼データ作成
実際に斜面地で発生した延焼火災と照らし合わせて検証を行うために、昭和 25 年 4 月 13 日に
発生した熱海市大火について、現行の市街地火災延焼シミュレーションシステムで利用可能な建
物データおよび延焼経路データを作成した。また、同熱海市大火、昭和 31 年 8 月 18 日大館市大
火および関東大震災横浜火災図から延焼速度データを作成した（図 4）。
2.4 今後の課題
今後は、導出した延焼時間式及び形態係数の式を適用するために計算アルゴリズムの修正を行
い、精度の検証を行っていく予定である。
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左上：延焼動態図と現在の地図の重ね合せ
右上：延焼動態図からの建物ポリゴンの生成
左下：延焼速度の測定点

図 4 過去の斜面地火災に関するデータの例（熱海市大火）

3.

広域の延焼被害予測を高速で実行可能なシミュレーションモデルの構築
消防研究センターでは、消防庁の大規模地震災害発生直後における緊急消防援助隊に関する業

務等の意思決定に資するために、広域版地震被害推定システムの開発を従来から進めてきた。当
該システムでは、気象庁から発表される震源情報や震度情報のほか、米国地質調査所から送信さ
れる全世界の震源情報を入力として、各地の地盤情報や木造家屋数等に基づいて計算を行い、各
種被害の推定結果を表示する機能を持っている。
火災に関する項目としては、火災発生件数のみを推定することが可能となっているが、複数の
都道府県にまたがるような広い範囲の火災被害を高速に予測することができれば、震災発生直後
に被害地域の推定と必要部隊数の見積もりを行い、緊急消防援助隊派遣のための意志決定支援に
資することが可能となると考えられる。
本節では、大規模地震災害発生時に火災が出火率に基づいて確率的に発生し、放任火災となっ
た場合の延焼棟数の期待値を参考情報として提示する機能を追加することを目指し、加藤ら
提案したクラスタ方式の考え方を応用して、検討してきた内容

3)

の

4、5)

について報告する。

3.1 延焼棟数の期待値の計算手法に関する検討
広域版地震被害想定システムでは、計算や表示をメッシュ単位で行っていることから、加藤ら
の方式をメッシュに対応させることとした。また、災害発生直後の運用を考慮して、計算を簡素
にするとともに、事前に準備できる計算を済ませておくことにより、できる限り高速に結果を提
示することとした。また、延焼棟数の期待値の計算にあたっては、風向風速ごとの延焼クラスタ
をメッシュごとに事前計算するとともに、隣接メッシュに属する延焼クラスタ間の接続関係も事
前に準備し、地震発生時にそれらのデータを基に延焼棟数の期待値を計算することとした。延焼
棟数の期待値の計算方法のうち、事前準備を 3.1.1 に、災害発生時の計算を 3.1.2 にそれぞれ示す。
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3.1.1 事前準備
延焼棟数の期待値を計算するための事前準備は、下記とおり行うこととした。
(1) 延焼範囲ポリゴンの作成
建物ポリゴンデータに対して、風向・風速に応じた延焼範囲を設定し、延焼範囲ポリゴン
を作成する。
(2) メッシュごとの延焼クラスタの作成と延焼クラスタデータベースの作成
あるメッシュ内に建物重心がある建物を当該メッシュに属する建物と定め、メッシュに属
する建物の延焼範囲ポリゴンの重なりを利用して延焼クラスタポリゴンを作成し、延焼ク
ラスタポリゴンに含まれる建物数等を延焼クラスタデータベースに記録する。
(3) 接続関係表の作成
あるメッシュに属する延焼クラスタが、隣接するメッシュに属する延焼クラスタに重なる
か否かを、延焼クラスタポリゴンを利用して判定し、接続関係表に記録する。
(4) 震度階級に応じた出火率の計算
震度階級に対応する表面最大速度の範囲を利用して、震度階級に応じた出火率を準備する。
(5) 隣接メッシュに属する延焼クラスタと接続関係を持たない延焼クラスタの風向・風速・震
度に応じた延焼棟数の期待値の事前算出
各メッシュにおいて、隣接メッシュに属する延焼クラスタと一切接続関係を持たない延焼
クラスタのデータと(4)で算出した震度階級ごとの出火率を利用して、それらの延焼クラス
タに係る延焼棟数の期待値を、風向・風速、震度階級に応じて計算し、記録する。
(6) 延焼クラスタデータベースの整理
(5)で事前計算を済ませた延焼クラスタのデータは以降の計算では使用しないため、延焼ク
ラスタデータベースから削除する。
横浜市青葉区を包含する地域を対象として、風向（8 方位）・風速（3 段階）の場合について作
成したメッシュごとの延焼クラスタの計算結果から、一例を図 5 に示す。

図 5 メッシュごとの延焼クラスタの計算結果例（風向：北、風速：6m/s）
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3.1.2 大規模地震災害発生時の計算
大規模地震災害が発生してメッシュごとの地震動が与えられた際、下記の計算を行い、延焼棟
数の期待値を計算することとした。
(1) 対象領域内の計算対象メッシュの選択
対象領域の中から、計算対象のメッシュを選択する。
(2) 接続関係を持たない延焼クラスタの期待値読込
計算対象メッシュのメッシュ ID、風向、風速、震度階級を手掛かりに、計算対象メッシュ
における計算済みの延焼棟数の期待値を読み込む。
(3) 隣接メッシュに属する延焼クラスタと接続関係を持つ延焼クラスタに関する期待値計算
1) 延焼クラスタデータベースから、計算対象メッシュに含まれ、風向風速条件を満たし、
隣接メッシュに属する延焼クラスタと接続関係を持つ延焼クラスタを見つける。
2) 接続関係表を繰り返し検索して、近隣メッシュにおける風向・風速条件を満たし、1)で
見つけたクラスタと接続関係にあるクラスタをすべてピックアップする。
3) ピックアップされたクラスタに属するメッシュからの出火確率とクラスタ内の建物数
から延焼棟数の期待値を計算する。
4) 計算結果を計算済みの期待値に加える。
5) 計算対象メッシュ内に期待値を計算していないクラスタが残っている場合は 1)に戻る。
(4) 終了判定
対象領域内に計算対象となるメッシュが残っている場合は(1)に戻る。
(5) 全域における延焼棟数の期待値計算
対象領域内の各メッシュで計算された延焼棟数の期待値を合計し、対象領域全域における
延焼棟数の期待値を求める。
3.2 延焼棟数の期待値計算ツールの試作
試作した延焼棟数の期待値を計算するツールに、前出の横浜市青葉区を包含する地域を対象と
して作成した延焼クラスタデータベース及び接続関係表、メッシュごとの風向・風速、震度分布
を入力として与えた際の、計算結果の例を図 6 に示す。期待どおり、風速や震度分布の変化に応
じた計算結果が出力されていることが分かる。対象地域の計算に要した時間は、デスクトップ
PC（CPU:Intel Core i7 4.2GHz、メモリ：64GB）で約 4 秒であった。面積比からは日本全国の計
算に 4 時間程度を要すると考えられるが、計算対象メッシュの絞り込みや計算手順の修正などに
よって高速化が図れる可能性がある。
3.3 今後の課題
今回は延焼限界距離が重なった場合に延焼クラスタになるものとして延焼クラスタデータベー
スを作成したが、この条件では延焼クラスタの規模が大きくなり、推定結果が過大になってしま
うため、クラスタの作成方法を見直す必要がある。また、クラスタ作成方法の変更に合わせて計
算アルゴリズムの一部修正も生じると考えられる。今後はこれらの課題解決に向けて検討を進め
ていく予定である。
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⇒

(1) 一様の風（北風、6m/s）、一様の揺れ（震度 5 強）の場合

⇒

(2) (1) に対して一部の風速を変更した場合

⇒

(3) (1) に対して一部の震度を変更した場合
図 6 地震時の同時多発火災を放任した場合の延焼棟数の期待値の計算結果例
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3. 糸魚川市大規模火災への対応
研究計画を変更して、平成 28 年 12 月 22 日新潟県糸魚川市において発生した大規模火災への対
応を行った。対応の主な内容は、市街地火災延焼シミュレーションソフトによる検証、そして、
「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」の報告書

6)

を受けて行っ

た市街地火災延焼シミュレーションソフトへの機能追加ならびに消防本部等への提供である。
4.1 市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアによる検証
糸魚川市大規模火災に関して消防本部から得られた情報や周辺住民への聞き取り調査結果に基
づいて計算を行い、簡易な検証を行った。
その結果、従来のモデルを用いた場合、あくまでもシミュレーション上の結果ではあるもの
の、消防活動によって図 7 中の赤丸で囲んだ箇所の被害が少なくなり、延焼被害が凡そ 2/3 に抑
えられた可能性が示された 7)。

図 7 糸魚川市駅北大火の情報を用いた市街地火災延焼シミュレーションの検証例
（出火 6 時間後の状況）
4.2 市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアの機能向上
糸魚川市大規模火災をうけて、木造密集市街地の危険性を把握することが求められたことか
ら、市街地火災延焼シミュレーションソフトに対して、都市の火災リスクを計算可能とするため
の各種機能の追加及び向上を行った。
(1) メッシュ単位の延焼リスク計算機能（図 8）
市街地火災延焼シミュレーションで利用する都市データに基づいて、地域の延焼危険度に関連
すると考えられる各種指標（木造建ぺい率、延焼経路リンク数等）を計算し、表示する機能であ
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る。計算結果はランクごとに色分け表示される。

※ 各メッシュのランク分けは、東京都地域
危険度測定のランク分けを参考に、対象
地域内の相対評価として設定した。
赤

： 約 1.6%

オレンジ： 約 5.6％
黄色

： 約 15.8％

緑

： 約 31.8％

青

： 約 45.2%

※ 読み込んだ都市データの中でのランク分
けであり、他都市のランク分けと同等に
はならない。

図 8 メッシュ単位の延焼リスク計算機能（左：表示例、右：凡例）
(2) メッシュ単位の延焼量の計算機能（図 9）
設定された風向・風速条件下において、設定された出火件数の火災をメッシュ単位の木造建物
数を考慮しつつランダムに割り当てて市街地火災延焼シミュレーションを複数回実行し、シミュ
レーション結果に基づいて経過時間ごとの平均延焼棟数や同時炎上棟数をメッシュ単位で計算す
る機能である。木造建物数が多いほど火災が割り当てられやすくなっており、地域全体の出火率
を設定した場合の延焼危険性を示すことができると考えられる。

図 9 メッシュ単位の延焼量の計算機能の計算結果
(3) 各建物の延焼拡大危険性表示機能（図 10）
ある 1 棟から出火した際に設定した時間内に何棟延焼するかを、すべての建物に対して計算す
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る機能である。この機能の計算結果は、地域内での火災の拡大しやすさを示している。

図 10 建物 1 棟単位の延焼リスク計算機能の計算結果
(4) 改良した消防水利の入力機能（図 11）
市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアを提供した消防本部から警防計画の検討のため
に水利情報の表示に関して要望が寄せられたことを踏まえて機能を向上した消防水利の入力機能
である。CSV ファイルを編集することにより、地図上の消火栓や防火水槽の位置に口径や容量
に応じたアイコンを表示することができるほか、有効範囲を表示して消防水利の充足の度合いを
示すことが可能である。

図 11 改良した消防水利の入力機能
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4.3 市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアの普及に向けた取り組み
平成 29 年 9 月 29 日に消防研究センターホームページにおいて、消防本部及び消防団に対して
市街地火災延焼シミュレーションソフトウェア、延焼経路作成ソフトウェア及び関連資料を公開
（図 12）したほか、利用申請のあった都道府県や区市町村に対してソフトウェアや延焼経路デ
ータを提供した。
令和元年 6 月末までに、消防研究センターに問い合わせのあった約 90 の機関に対して、市街
地火災延焼シミュレーションソフトウェアや計算用の都市データを提供したところである。

図 12 市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアのダウンロード用ページ
4.4 今後の課題
現行の消防研究センターの市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアでは、平面直角座標
系を用いて計算用の都市データを用いているため、全国的なデータの取り扱いには向いていない。
そのため、緯度経度を用いるよう市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアを改良するとと
もに都市データの作成を行っているところである。都市データについては、平成 30 年度中に首都
直下地震と南海トラフ地震により被害が想定される都府県のデータを作成済みであり、今後、残
りの地域のデータを作成する予定である。
また、火災延焼シミュレーションを Web ブラウザ上で実行できるよう Web 版市街地火災延焼
シミュレーションシステムの開発も進めている。
これらのシステムの実装を通じて、市街地火災延焼シミュレーションソフトウェアの普及に向
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けた取り組みを続けていく予定である。
4. 終わりに
本稿では、大規模地震災害時等の同時多発火災対応に関する研究と題して取り組んでいる内容
について報告した。今後も市街地火災延焼シミュレーションに関する研究を継続していくが、研
究成果を消防関係機関の活動に資することができれば幸いである。
5. 参考文献
1) 総務省消防庁、新潟県糸魚川市大規模火災（第 13 報）、http://www.fdma.go.jp/bn/2016/detail/985.
html
2) 独立行政法人消防研究所：消防活動支援システムの開発に関する研究報告書、2003
3) 加藤ら、建物単体データを用いた全スケール対応・出火確率統合型の地震火災リスクの評価手
法の構築、pp.1-10、地域安全学会論文集 No.8、2006
4) 高梨健一、細川直史、広域版地震被害想定システムへの機能追加を目的とした大規模地震災害
発生時の延焼被害推定手法に関する検討、pp.54-55、日本火災学会研究講演会概要集、2018
5) 高梨健一、細川直史、広域版地震被害想定システムへの機能追加を目的とした大規模地震災害
発生時の延焼被害推定ツールの開発、pp.260-261、日本火災学会研究講演会概要集、2019
6) 総務省消防庁、糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会報告書、2017
7) 高梨ら、糸魚川市駅北大火への市街地火災延焼シミュレーションの適用、pp.54-55、日本火災
学会研究講演会概要集、2017
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災害対応のための無人飛行制御技術に関する研究開発
佐伯一夢

1.

はじめに
地震や津波などの大規模災害時に、災害の全体像をできるだけはやく、正確に把握することが

重要である。東日本大震災においても、電話網および消防無線通信網の被害のため、全体像の把
握に時間を要したとされており 1）、迅速に詳細な情報を得られるシステムの開発が必要である。
災害の全体像の把握には、上空からの俯瞰的情報が有効であり、近年では、その一手段として
マルチロータドローンなどの無人航空機を用いた上空からの活動が期待されている。平成 28 年熊
本地震では、ドローンによる行方不明者の捜索が行われ、平成 29 年九州北部豪雨では、緊急消防
援助隊の活動にあたり、ドローンによる道路閉塞状況や流木の流出範囲の確認などが行われた。
そのほか、平成 28 年糸魚川市大規模火災においても、ドローンによる鎮火後の被害状況の確認が
行われるなど、災害時にドローンが活用されてきている 2）。また、平成 29 年 6 月に消防本部に対
して実施したアンケート調査の結果、70 か所の消防本部でドローン（4 つ以上のロータによって
飛行するマルチロータ型のもの）が導入されていることが確認されており

2）

、今後も継続的に消

防分野における無人航空機の需要の増加が見込まれることから、災害現場で安全かつ効率的な偵
察活動を実現するための技術が必要である。
このような背景を踏まえ、筆者は災害対応時の活動の支援、特に災害現場での情報収集を確実
かつ安全に行うための無人飛行制御技術の研究開発として、首都直下型地震時の市街地での災害
監視を目的とした無人飛行船の自律化 3）や、比較的小規模な現場での運用を目的としたマルチロ
ータドローンなどの無人回転翼機の自動飛行精度の向上 4）、5）に関する研究開発に取り組んできた。
本稿では、災害対応時の無人航空機の活用を念頭に、無人航空機の種類と特徴、それぞれの機
体の適性について述べ、これまでに取り組んだ無人飛行制御技術に関する研究開発を紹介し、今
後の研究開発の課題を示す。
2.

災害対応時の無人航空機の活用
災害現場で被災状況を把握し、二次災害を防止するための技術として、様々な形態の無人航空

機の研究開発が行われている。消防防災ヘリコプタなどの有人航空機の機数は限られており、地
上の隊員との緊密な連携が容易ではないことから、災害時の情報収集手段として、無人航空機を
用いようというものである。本章では、無人航空機の種類と特徴を整理し、それぞれの機体を用
いた災害監視活動への適性について述べる。表 13）に無人航空機の種類と特徴を示す。
無人航空機は、有人航空機と同様、飛行原理の違いから重航空機と軽航空機に大別できる。重
航空機とは、翼や流線形状の胴体に働く空気の動的な揚力を利用するものであり、軽航空機とは、
空気よりも軽い気体がもつ浮力（静的な揚力）を利用するものである。固定翼機や回転翼機、VTOL
（Vertical Take-Off and Landing、垂直離着陸）機などが重航空機、気球や飛行船などが軽航空機
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表 1 無人航空機の種類と特徴 3)

に分類される。VTOL 機は、固定翼機と回転翼機両方の特性をもつ航空機、つまりヘリコプタの
ように垂直に離着陸できる飛行機であり、飛行中に推力の方向を変えることで上向きの揚力を発
生させ、空中静止や垂直離着陸を行う。無人の VTOL 機としては、ティルトロータ方式（プロペ
ラまたはロータの角度を飛行中に変えられる方式。オスプレイの愛称で呼ばれている V-22 のよ
うな方式。）やティルトウィング方式（翼ごと推進器の角度を飛行中に変えられる方式。上向きの
揚力を得る原理はティルトロータ方式と同じ。
）、テイルシッター方式（飛行機を縦に置くように、
機体の姿勢を変えることで上向きの揚力を得る方式）の機体が開発されている。
固定翼機は、高速度で飛行できるため長距離飛行に適しており、その飛行原理から大型の機体
の製作が比較的容易であり、同じ重量の回転翼機に比べて輸送効率が高いという利点をもつ。一
方で、離着陸に滑走距離が必要、失速しないだけの一定の速度以上でしか飛行できない（低速飛
行や空中静止、後退移動が不可能）ため、他の航空機に比べて小回りがきかない、という欠点を
もっている。
回転翼機は、ロータを用いて直接上向きの揚力を発生することができるため、低速移動や空中
静止ができ（真横移動、後退移動もできる）空中で小回りがきく、垂直に離着陸ができ滑走路が
不要、という利点がある。一方で、固定翼機のような高速度では飛行できないため、長距離飛行
には適していない。
マルチロータヘリコプタは 3 つ以上のロータを持つ回転翼機のことで、巷でドローンと呼ばれ
ている機体である。基本的にロータの数が増えるほど制御が複雑になるが、最大推力も増えるた
め、より大きな揚力が得られ、きめ細かな姿勢制御が可能となる。また、ロータの数が増えるほ
ど、飛行の安定性が高く、積載可能な重量も増える。ただし、構造が複雑になることで実現コス
トも上がり、消費電力も増えるというトレードオフがある。近年の小型センサの計測技術の高精
度化や、機体の位置や姿勢の制御技術の向上に伴い、ホビー用として低価格で簡単に飛ばすこと
のできるラジコン機として普及が進んできている。
VTOL 機は、固定翼機の高速移動性能と回転翼機の空中静止性能を兼ね備えた機体であるため、
離着陸に滑走路が不要、固定翼機では不可能な空中静止や真横移動、後退移動ができる、回転翼
機に比べて高速度飛行ができ、航続距離が長い、という利点をもつ。一方で、垂直離着陸時の電
力（もしくは燃料）消費が大きい、航続距離や積載能力で同サイズの固定翼機に劣る、構造的に
複雑となる、という欠点をもつ。
飛行船や係留気球は、ヘリウムガスなどの浮揚ガスがもつ浮力を利用して飛行するため、急に
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墜落する可能性が極めて低く、固定翼機やヘリコプタに比べて輸送効率が高く、航続時間も長い。
また、低騒音であり、空中静止や垂直離着陸も可能、という利点をもつ。一方で、機体が大きく、
風の影響を受けやすいため、地上での運用に人手がかかる、操縦が難しいという欠点をもつ。機
体が大きいということは欠点でもあるが、地上からの視認性が高いという長所になりうることも
ある。
以上の特性を活かして、迅速な偵察活動には、機動性の高い回転翼機を、広範囲の情報を効率
的に得たい場合には、飛行速度が速い固定翼機を、長時間の監視活動や、活動隊員や要救助者の
真上で偵察させたい場合には、墜落の危険性が低い係留気球や飛行船を、というように活動フェ
イズに分け、様々な無人航空機の活用が考えられている。
筆者は、現場での安全かつ効率的な災害監視活動に寄与するために、図 1 の飛行船型の機体（神
戸大学との共同研究）と図 2 のマルチロータ型の機体の自律化に関する研究に取り組んできた。
それぞれラジコン型の機体を購入し、研究開発用に改造したものである。それぞれの機体の特性
を活かした飛行制御技術の特徴と課題、これまでの取り組みについて紹介する。

図 1 飛行船型無人航空機（神戸大学との共同研究）

図 2 マルチロータ型無人航空機（左）と模擬家屋燃焼上空での飛行実験の様子（右）
3.

災害対応のための無人飛行制御技術の研究開発
現場で安全、確実にかつ効率的に運用するためには、機体の位置と姿勢を目標値に高精度に保

つ制御技術が重要となる。無人航空機から空撮したい場合には、特に撮影中の飛行の精度（位置
と姿勢の保持）が空撮の精度にも効いてくる。また、飛行精度が高いほど余裕を持った飛行の計
画も立てやすくなる。災害現場での偵察活動では、空中静止ができる機体を、可能な限り人手を
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介さず、簡単に運用可能なことを重視し、飛行船型とマルチロータ型の機体の飛行制御技術の向
上を目標に研究を行ってきた。飛行船型は市街地上空からの偵察や長時間監視する用途、マルチ
ロータ型は比較的小規模な現場上空からの迅速な偵察用途というように差別化している。
これまでの研究では、機体に搭載した全球測位計測システム（以降、GNSS：Global Navigation
Satellite System とよぶ。）や慣性計測装置（以降、IMU：Inertial Measurement Unit とよぶ。）、超音
波風速計などの情報をもとに、機体の位置と姿勢を目標値に対して、精度よく保つための飛行制
御技術の開発に取り組んできた。最近量産されている、ドローンなどの機体に用いられている従
来の技術に加え、飛行中に受ける風外乱に対してロバストとなるような手法を提案している点が、
本研究開発の特徴の一つである。
3.1 災害監視を目的とした飛行船型無人航空機の開発と自律化
市街地低空からの偵察飛行や、長時間の災害監視を行うための無人飛行船の飛行制御技術の研
究開発について紹介する。活動拠点を離陸し、事前に設定した偵察経路に沿って飛行し、拠点に
戻り着陸するという、一連の運用の自律化を進めてきた。
3.1.1 飛行船の特性と飛行制御の課題
飛行船は、浮揚ガスによる浮力を利用して飛行するため、急に墜落する可能性が低く、同サイ
ズの他の航空機に比べて低騒音であることから、被災者や活動隊員への安全性が高い。また、有
人機からの視認性も高いため、被災地低高度からの情報収集に適している。さらに、輸送効率が
高く、航続時間も長いため、高機能な計測装置を用いた詳細な情報収集が長時間可能である。特
に古い木造建築が倒壊した地域での詳細な情報収集は、低高度から行うことにより、遮蔽部分が
少なく、鉛直方向の情報収集が可能となるため有効である。
一方で、浮力を確保するために船体が大きくならざるを得ず、風の影響を受けやすい。さらに
機体の真横方向への移動損失が大きいため、真横方向への直接的な推進力を持たない劣駆動シス
テムであることが多く、機体の真横方向からの風を受けると、位置を保つことが特に難しい。そ
のため、災害時に少ない人員で確実に偵察活動を行うためには、飛行時の風の変動や強風に対し
て、ロバスト性の高い飛行制御技術を実現することが特に重要となる。
3.1.2 自律化の目標と特徴
災害監視システムとして実用化するためには、限られた場所で確実に離着陸可能な自動制御技
術の確立と、地上運用の省力化と短時間化が求められる。具体的な運用場所として、全国に存在
し、災害時にも利用可能である小中学校の校庭を想定し、半径 30m の円内で垂直離着陸可能な自
律飛行制御技術の実現を目指してきた。これまでの研究で、上空風速 8m/s 程度の状況下で自動離
着陸が行える技術を開発している。また、地表の状況を確実に収集するために、偵察経路に沿っ
て、低速で自律巡航ができる飛行制御技術の開発にも取り組んできた。これまでの研究で、上空
風速 10m/s 程度の状況下で、直線的な目標経路に対して±1m 以内（風向変動が大きい場合には±
5m 以内）の位置精度を保ちながら自律巡航が行える技術を開発している。いずれの制御技術とも
機体が“風見安定（風上方向に機首を立てようとする性質、方向安定。）”に設計されているとい
う前提で、制御系を設計している。
3.1.3 自律飛行制御実験の結果と課題
図 1 の実験機に実装し、飛行制御実験を行った際の代表的な結果を図 3～5 に示す。実験機体本
体は、米国 Galaxy RPV 社製のラジコン型軟式飛行船で、米国内で宣伝広告飛行や、スポーツ競
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技の実況中継などで使用されているものである。操縦用プロポからの切替信号で、機上の飛行制
御計算機の指令による自律飛行するモードと、手動操縦飛行モードを切り替えて実験できるよう
に改修している。風見安定である性質を利用して、偵察経路を風上風下方向に沿って直線的に設
定し、カメラの画角と飛行高度、速度に応じて旋回半径を決定している。図 3 は風向変動が小さ
な場合に自律巡航させて際の水平面内の飛行軌跡（機上の GNSS データ）であり、精度良く偵察
経路に沿って飛行できていることがわかる。図 4 は離陸から着陸までの一連の運用を自律化した
飛行結果である。上側に水平面内の飛行軌跡、下側に鉛直面内の飛行軌跡を示す。この結果は上
空で約 6m/s の北東風を受けながら、南北に直線的な偵察経路を設定し、自動離陸後、自律巡航を
行い、離陸地点上空に到達後自動着陸させた結果である。地上要員が離陸地点で機体を保持した
状態から、自動制御を開始（離陸）、高度 50m に到達後、離陸地点から北に 500m 直進させ、500m
先の地点で、旋回半径 50m で左旋回させた後、往路の直線から 100m 西側に復路の直線経路を再
設定し、その直線に沿って自律飛行させた。機体の南北の座標位置が離陸地点まで戻ると、再度
旋回半径 50m で左旋回させ、離陸地点を通って再び往路の直線経路に沿って自律飛行させた。進
行方向の斜め方向から風を受けた際の機体の位置制御の性能を評価するために、目標高度 50m を
保ちながら、同じ経路で 2 周自律巡回させ、2 周目完了後に離陸地点に自動着陸させるという実
験を行った。自律巡回の部分では、想定外の方向からの風を受け、機体が大きく流されている部
分（最大で約 30m）もあるが、流された後は目標経路に復帰しようと制御系がうまく機能してい
るのが確認できる。現場での長時間の運用において、風向がこのように変動することは充分想定
できるため、想定外の方向から風を受けた際に、風に流される量をさらに小さくできる制御技術
の開発に現在取り組んでいる。自動離着陸制御技術に関しては、ほとんど同じ離陸地点に自動離
着陸が達成できており、今後も継続して飛行データの蓄積を行い、実運用に耐えられるレベルに、
システムの信頼性を高めていきたい。図 5 は、自律巡回中に撮影した 165 枚の静止画（オリンパ
ス社製 STYLUSTG2Tough30 使用。）から再構成した、地表の 3 次元地図であり、機体の飛行制御
技術の開発に加え、自律巡回中に得た情報を、このようなかたちで提示するシステムの開発にも
取り組んでいる。

図 3 風の変動が少ない場合の飛行軌跡 3)
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図 5 自律巡航中に取得した静止画像から作成した地上の 3 次元地図（下図は一部を拡大）3)
3.2 災害対応用無人航空機の姿勢安定化のための飛行制御技術の研究開発
無人飛行船やマルチロータなどの機体を、消防活動中の偵察に活用するためには、現場で安全
に飛行できることが大前提であり、機体の姿勢安定化に関する飛行精度を高めることが、非常に
重要となる。また、飛行中の風外乱に対して、ロバスト性の高い姿勢安定化制御系を設計するこ
とも重要である。本節では、これらの取り組みについて紹介する。
3.2.1 災害対応用無人航空機の飛行中に起こる機体の振り子運動
本来､力学的に最も安定して飛行できるように､重心と（飛行時の）空力中心（浮力中心）が計
算され､機体が設計･構築されているが､災害対応を行う際には､情報収集に用いるカメラなどの計
測機器類や、その他の資機材を機体に新たに搭載して運用することになるため､重心位置が、本来
の位置と変わっていることが多い｡ほとんどの機体は､フライトコントローラからのデジタル信号
により制御されているため､特に空撮など目標の上を正確に飛行させたい場合に､上下左右などの
操舵が頻繁に与えられ､機体の重心位置の変化によって振り子運動が発生し､姿勢が不安定となる｡
これまでの研究からも､空撮に悪影響を及ぼす､このような振り子運動が発生することが明らかと
なっている｡図 6 は、図 1 の無人飛行船を用いて、YE=0 の偵察経路にできるだけ沿うように自律
飛行させた際の結果である｡左右の操舵を頻繁に用いることで（図 6 右下図）､目標の直線経路に
対して、横偏差±1m 以内の精度を保ちながら飛行できている（図 6 左図）が､操舵量が大きくなる
につれて､機体のロール方向の姿勢角度の変化が大きくなって（図 6 右上図）しまっている｡この
飛行結果では､最大で機体がロール方向に約 0.2rad 傾いており､例えば､地上高度 50m において機
体がロール方向に 0.2rad 傾くと､機体の下向きに固定されたカメラから得られる撮影画像は､地上
の計測地点から約 10m ずれることになる｡
左右の操舵､つまり､方向舵角が変わると、機体はヨー方向に回転しようとする角速度をもつ｡そ
の結果､図 7 のように機体の重心（cg:Center of Gravity）位置が加振され､体積中心（cv:Center of
Volume）を支点とするロール方向の振り子運動が発生する｡図 8 は図 6 の飛行の際の機体のヨー
角速度とロール角度の時間履歴をそれぞれプロットしたものである｡機体のヨー方向の変化に遅
れて、ヨー方向の変化量（角速度）に正の相関をもつロールが発生していることがわかる｡本稿で
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は割愛するが､これまでの飛行実験の結果､マルチロータでも同様の振り子運動が起こることを確
認している｡
3.2.2 振り子運動の安定化制御
空撮に必要な位置制御の精度を保ちながら､この振り子運動を抑制するためには､左右の操舵に
よって発生するヨー角速度の大きさから､どの程度ロール方向に揺れが発生するか､つまり､機体
にどの程度のロールモーメントが発生するかを推定し､それを打ち消す力を機体に発生させる制
御技術が有効である｡図 9 に､それぞれ三つの条件で飛行制御シミュレーションを行った結果を示
す｡次の三種類の制御系を用いて､それぞれ同条件で自動制御を開始し､左図中の直線的な偵察経
路上を沿うように自律飛行させた結果である｡一つ目が通常の制御系（振り子運動抑制制御なし｡
右図青線）､二つ目が機体に発生したロール方向の揺れを検知し､それを打ち消すような操舵も与
える制御系（右図緑線）､三つ目が機体のヨー角速度からロール方向に発生するであろう､ロール
モーメントを推定し､それを打ち消すような操舵も与える制御系（右図赤線）である｡この結果､飛
行中のヨー角速度からロールモーメントを推定し､それを打ち消すように機体に新たに操舵を与
えることで､機体の位置制御の性能を損なわず、姿勢を安定化するのに有効であることがわかる｡
野外での実機実験の結果からも、この方法が有効であることを確認している 3）｡

図 6 YE=0 の偵察経路に沿って自律飛行させた場合の飛行データ 3)

図 7 機体ロール方向の振り子運動 3)

図 8 飛行中のヨー角速度とロール角度の時間履歴 3)
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図 9 機体の姿勢安定化制御技術の導入の有無による性能比較（シミュレーション結果）3)
3.2.3 上昇気流に対してロバストとなる飛行制御技術の研究開発
無人飛行船やマルチロータを、火災現場での消防活動中の偵察に活用できるかというのが、本
研究の動機の一つである。先に述べた通り、最近消防分野でのマルチロータの導入が増えてきて
おり、火災現場上空に限らず、特にこれらの機体を風向風速の変動の大きな状況下で確実に飛行
できる制御技術の開発が必要である。火炎上空での機体の挙動を知るために図 2 右側の写真のよ
うに、模擬家屋燃焼上空を飛行させた経験（図 10 はその際の空撮映像。PARROT AR.DRONE2.0
使用。）や、消防本部に導入済みの機体を開発しているメーカの聞き取りの結果、筆者の知る限り、
これまでに火炎上昇気流の影響を受けて機体が墜落したという事例はまだないが、火炎上空での
飛行データの蓄積もかねて、継続的に取り組むことが重要であると考えている。
飛行中の風向風速の変動、特に上昇気流の変動に対して、ロバストな制御手法として、これま
でに H∞制御理論を用いた飛行制御技術を提案している 4）。飛行中に機体を目標高度に維持するた
めの制御技術であり、従来の制御性能を損なわずに、飛行中に受ける鉛直方向の風外乱に対する
理論的な安定性を補償できる制御系設計手法を考案した。図 11 に開発した手法を用いて、飛行制
御実験を行った結果を示す。上図青線が飛行中の地上高度（GNSS のデータ）、赤線が目標高度、
下図青線が飛行中の機体のピッチ角度（IMU のデータ、地面と平行な状態が 0rad）である。左右
それぞれ二つの飛行結果を示しており、右側が特に風の変動の大きかったケースでの実飛行デー
タである。飛行中の重心位置と、対気速度（風と飛行速度から決まる機体の風から見た相対速度）
から、水平飛行する機体の姿勢の状態が決まるが、飛行中に受ける風の情報が正確に得られない
場合には、この“望ましい（姿勢）状態”を知ることは極めて困難である。開発した制御技術

図 10 模擬家屋燃焼の上空からの空撮映像の一部
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では、飛行中の状態から、機体が水平飛行するためにとるべき目標（ピッチ）姿勢角度が推定さ
れ、その状態に制御される。図 11 右下図では、この飛行の際の望ましい姿勢角度に機体が制御さ
れることで、風の変動の大きなケースでも、目標高度に機体が制御できていることが確認できる。
図 1、2 のような機体を用いて、災害現場での偵察監視を行う際には、目標位置への“移動”と
目標位置での“静止”という二つの動作を基本として飛行することになり、これらの動作の精度
向上が重要である。これまでの研究開発から、機体の姿勢を不安定にする“移動”と、機体の姿
勢を安定化する“静止”という、相反するこの二つの状態のバランスをうまくとることが、災害
対応のための無人飛行制御技術の研究開発の本質ではないかと考えている。

図 11 鉛直方向の風の変動に対してロバストな飛行制御技術を用いた実験結果
4.

おわりに
本稿では、災害対応時の無人航空機の活用を念頭に、無人航空機の種類と特徴、それぞれの機

体の適性について述べ、これまでに取り組んできた災害監視のための無人飛行制御技術に関する
研究開発について紹介した。ドローンなどの無人航空機を使って、的確に現場の情報収集を行う
ためには、機体の飛行精度を向上することが非常に重要となる。そのためには、まず運用する機
体の重心位置と飛行中の空力中心（揚力中心）を把握することが大切であり、そこから風や気流
に対する制御の仕方や、飛行中にどんな姿勢をとれば安全に飛行させることができるかがわかっ
てくる。今後はこれまでの知見を活かして、機体の落下や衝突を回避するための飛行制御技術の
開発や、消防隊員が使いやすい操縦インターフェイスの開発などにも取り組みたい。
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火災時における自力避難困難者の安全確保に関する研究
塚目孝裕、田村裕之、阿部伸之、大津暢人、藤井晧介
北海道科学大学

宮坂智哉

1. はじめに
特別養護老人ホーム、グループホーム等の要介護者が入居する施設（以下、
「福祉施設等」とい
う）は、入所者が介護を必要とすることから、健常者よりも避難が困難であり、過去の火災事例
をみても多数の死者が発生している。これらを踏まえ、消火設備等が義務付けられ安全対策が図
られている。これから超高齢化社会を迎えるにあたって、これらの施設が増加し、入居している
自力避難困難者の火災時における安全確保が一層重要となる。
これまでは、自力避難困難者を要避難者のタイプ別として「自力のみで行動ができにくい人」
と分類され、
「重病人、老衰者、乳幼児、精薄者、身体障害者など」が例示されているものがある
(1)

。また、病院まで含めた福祉施設等の避難を対象とした報告は、日本建築学会の報告書がある(2)。

その報告書では、避難行動能力は 5 段階に分類されているが、日常の運動能力による分類であり、
認知まで含めた運動能力に関しては言及がなされていない。また、介護の必要性の指標として要
介護度があるが、要介護度には運動能力に対する介護要件に、認知に関する介護要件が内在され
る。更に、介護度が運動能力による指標で同じであっても、障害の部位によって避難能力は大き
く差がある。このため自力避難困難者の避難能力を要介護度で判断することが難しい。この問題
点は、日本火災学会の報告書においても述べられているが(3)、自力避難困難者個々の詳細な評価を
実施するまでは至っていない。
また、自力避難困難者の避難には必ず介助者が必要となり、避難の際の介助方法もそれぞれ異
なる。それぞれの場合に最も適切な手法を用い、効率的な避難行動を行うことは、介助者の効果
的避難訓練も必要となる。
これらを踏まえ、自力避難困難者（以降、入所者等と呼ぶ）の避難能力に部位による運動能力
の詳細と現場医療の視点を取り入れて認知度を考慮した評価を行い、そこから避難時間短縮の方
法を検討し、更に施設における避難計画の作成に必要な情報提供、適切な避難方法・避難計画の
提案を事業者に対し行うと共に、指導に当たる消防職員の参考となる情報を提供することを目標
とする。
2. 調査方法
共同研究先である札幌市消防局の管内にある福祉施設等の訓練状況を動画撮影し、その映像か
ら各個人の避難行動に要する時間、介助者の動きについて解析した。また、各施設の入所者約 10
名について、その身体運動能力、認知能力についてのアンケート調査を行った。
動画撮影は 3～4 名で行い、3 名は介助者の後方から介助の状態について撮影し、4 名の場合は、
残った 1 名が避難経路の任意の場所で定点撮影を行った。アンケート調査については、施設職員
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が任意に抽出した約 10 人の入所者の身体運動能力、認知能力について、表 1 に示した調査項目を
記載したシートをあらかじめ渡し、後日回収する方法を取った。
表 1 施設職員に対するアンケートシート（回答例つき）

動画撮影、アンケート調査共に、研究の意義、被験者の保護について施設職員に説明し、同意
を得たうえで実施し、動画撮影については個人が特定できないように配慮した。
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3.

調査結果

3.1

入所者の運動能力

アンケートをまとめた結果を表 2 に示す。この数値は、平成 26 年 7 月までに行ったグループホ
ーム（以下 GH とする）2 件、特別養護老人ホ

表 2 調査項目および集計結果
性別
基 人数 (人) (特養は任意抽出)
本
平均年齢 (歳)
属
性 平均要介護度
平均介助人数 (人)
体重60kg以上
身
体 座位 背もたれ無し椅子可
機 座位 背もたれあり椅子必要
能
おんぶ可能
階段昇降
運
動 歩行（居室から同フロア避難口へ）
機 車いす移動（標準）
能
車いす移動（専用・特殊）
歩 杖
行
支 歩行器
援
装具
機
器

男

特養
女

5

28

男

想定した避難訓練の調査結果をまとめたもの
女

2

8

である(4)。特養では、運動機能の低下が顕著で

87.8

88.8

あり、入所者の全てが避難行動に身体介助が

3.0

4.2

必要であった。GH では、身体介助は約半数で

1.0

1.2

あるが、残りの半数のほとんどに移動や動き

人数 (人)

率 (%)

人数 (人)

率 (%)

6

18.2

0

0.0

18

54.5

1

10.0

13

39.4

9

90.0

23

69.7

0

0.0

12

36.4

0

0.0

15

45.5

2

20.0

14

42.4

6

60.0

2

6.1

2

20.0

5

15.2

0

0.0

1

3.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

に対しての見守り介助が必要であった。身体
介助、見守り介助共に、介助者が補助しなけれ
ばならないことは同じであり、避難を行う運
動機能があっても、自力避難ができる入所者
は少数であることがわかる。
これらの結果と、避難訓練の状況を併せて
考察すると、今まであまり注目されていない
いくつかの考慮が必要と思われる事項が抽出
された。その結果を表 3 に示す。
表 3 避難に考慮が必要と思われる事項
ＧＨ

特養

ＧＨ

人数(人)

特養
率(%)

義足

0

0.0

0

0.0

軽度

7

21.2

1

10.0

16

48.5

3

30.0

10

30.3

6

60.0

6

18.2

0

0.0

18

54.5

0

0.0

5

15.2

0

0.0

認知能力の低下や、補聴器の使用、夜間に眠

14

42.4

0

0.0

剤などの薬剤を常用している入所者は、火災

17

51.5

10 100.0

報知設備の警報音に対して火災である認識を

31

93.9

10 100.0

持てない可能性があるということである。こ

13

39.4

中等度
認
知 重度
機 出口・避難口を認識可
能
従命、指示に従うことができる

眠剤など常用
介 準備・移乗・移動 見守り介助
助
必 準備・移乗・移動 身体介助
要
性 避難に介助必要
そ
の
他

ーム（以下特養とする）1 件についての夜間を

GH

施設種別

4

40.0

総数

33

10

夜間火事を直接知らせる必要が
ある※

16

6

48.5

60.0

避難準備に介助が必要

31

10

93.9

100.0

3

0

9.1

0.0

退避中に見守り介助が必要

100.0

100.0

れらの入所者に対しては、介助者が直接火災
であることを知らせる必要がある。就寝状態

から避難行動に移るのに要する時間は避難準備時間とされているものであるが、この準備におけ
る介助に要する時間も各々の入所者の運動能力、認知能力に左右される。さらに、自力歩行を行
っている入所者や、屋内等へ避難が終了した入所者に対しても、見守りの介助が必要となる場合
がある。見守り介助は見逃されがちであるが、介助者が補助するという面では身体介助と同等で
あり、こような介助状態まで含めて避難行動を評価することがより実態に近いと考えられる。
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3.2 避難に要する時間
入所者等の避難には、介助者が各居室に至るのに要する時間、居室等で介助用具等に乗り換え
等準備にかかる時間（これらを合計して以降「避難準備時間」と呼ぶ）、入所者等が居室から屋外
等まで移動する時間（これらを以降「移動時間」と呼ぶ）の合計で決まる。札幌市内の認知症グ
ループホーム 1 施設の夜間火災時を想定した避難訓練において、ビデオ映像から避難行動のそれ
ぞれの動きにどの程度の時間を要しているかについて集計した結果を表 4 に示す(5)。
表 4 介助者の各動作ごとの所要時間
フロア
入所者
(階）
1
1→2

2

累積
(sec)

報知器発報→出火場所確認

10

10

出火場所へ移動

12

22

夜間の火災で 2 名の介助者が 7 名の入所者を

8

30

介助して、同一フロアの安全な地点まで避難

出火場所へ移動→到着

26

56

させるとなっている。表 4 に示したものは、

初期消火

35

91

2 名の介助者のうち、7 名を介助して避難させ

居室へ移動

15

106

避難準備

13

119

避難（片手歩行介助）

28

147

居室へ移動

18

165

介助に当たる施設職員（複数いる場合は 1

3

168

名）は、火災覚知後に現場の確認、初期消火

避難（車椅子介助）

31

199

等の後、入所者の避難介助にあたる。声かけ、

居室へ移動

17

216

避難準備

30

246

避難（両手歩行介助）

50

296

行い、移動に関する身体介助を行い、安全な

1階へ移動

13

309

場所まで移動することで一連の行動が終了し、

階段降りる

7

316

これを繰り返す。移動時間は、ほぼ全てが入

居室へ移動

17

333

所者等が廊下などを移動する時間となるので、

避難準備

48

381

避難（片手歩行介助）

48

429

居室へ移動

16

445

避難準備

16

461

れるように、運動能力が低下した入所者は、

避難（車椅子介助）

16

477

避難時の移動に車いすを使用することがほと

9

486

んどで、杖などの移動支援機器を用いた自力

避難準備

15

501

避難（片手歩行介助）

48

549

居室(リビング)へ移動

10

559

避難準備

11

570

用いて自力歩行を行なうことが推奨されるが、

23
593

593

火災等の緊急時には車いすの利用により避難

階段昇る

1

2

3

2→1
4

5
1

避難準備

居室へ移動
6

7

この施設は、2 階建てで、定員が各フロア 9

(sec)

介助者行程

避難（両手歩行介助）
計

名の合計 18 名の施設である。調査時の想定は、

た職員の、訓練開始から終了までの行動とそ
れに伴う時間である。

車いすへの移乗、立位等、移動までの準備を

この部分の時間は各入所者の運動能力で大き
く左右することとなる。特養施設等に代表さ

歩行に比較して短時間で移動できる傾向があ
る。このため、日常生活においては杖などを

時間の短縮を図ることが望ましい。車いすな

ど器具の利用による移動時間は、それ以上に時間短縮が見込めないため、介助者の各居室の移動
時間と避難準備時間の短縮が図れるかについて検討した。
表 5 に入所者の避難準備詳細と時間を示す。時間は、介助者が入所者の各居室に到着し、避難
準備を始めてから、移動開始までの時間である。
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表 5

入所者の避難準備の詳細及び時

入所者 性別

避難準備の行程

2 の入所者を除いて、ベッドに寝ている状態

(sec)

1 男性 声かけ→ベッド臥位→端座位→立位

13

から開始している。この入所者の避難準備が 3

2 男性 声かけ→（車椅子にすでに乗車）

3

秒しか要していないのは、訓練のため入所者が

3 女性 声かけ→ベッド臥位→端座位→立位

30

車いすに乗り待機していたことによる。全ての

4 男性 声かけ→ベッド臥位→端座位→立位
声かけ→ベッド臥位→端座位→
5 女性 立位→立位方向変換→車椅子
着座

48

入所者に、「火災であることの声かけ」、「身体

16

介助によるベッド上での起き上がり」、
「立ち上

6 女性 声かけ→ベッド臥位→端座位→立位

15

7 女性 声かけ→床上座位→立位

11

平均
標準偏差
最小
最大

がり歩行・車いす着座」という一連の動作で避

19.4
15.0
3
48

難準備が終了する。特に 5 の入所者は、車いす
への移乗があり、他の入所者に比べ介助動作が
多かったにもかかわらず、他の入所者と大きく
変わらない時間内で動作が完結している。また、
この訓練では一連の動作が速やかに行われて

おり、介助者が日頃より入所者に合わせた介助方法を取得しているものと思われた。また、時間
を要した 3、４の 2 人の入所者は火災認識が困難で、声かけから動作の促しに準備時間の大半を
占めている。これらより、避難準備時間には、入所者の認知能力、介助者の介助作業の巧拙が影
響を及ぼすと考えられる。
また、複数の介助者が介助にあたる中規模以上の施設においては、介助者同士の意思疎通を十
分に行うことが、複数の入所者を効率的に避難させることができる可能性があることが分かった。
避難済みの居室の確認に廻る際、避難済みで無人の居室であることが明示されていれば、再度の
確認が容易になり、避難時間の短縮、入所者や職員の火災安全を高めることにつながるものと考
えられた(6)。
更に、小規模の施設においては、入所者を移動させる車いすスペースがなく、入所者をシーツ
に乗せ床を引きずり移動させる訓練を行っている施設があった。シーツの端を握り、約 60kg のダ
ミー人形を引きずる作業は、時間もかかり、体力も必要とするもので、この作業を小さな力でス
ムースに引きずることで時間短縮につなげられるものと考えられた。
避難訓練の調査から、前記 2 点は改善できる課題となると考え、これらの解決方法について検
討した。
4. 課題の検討
4.1 在不在インジケーターの検討
避難行動中において、その居室が無人かどうかを示す手段について検討した。ある施設では、
居室入り口にあらかじめ紙を貼っておき、マーカーにより印をつける方法を用いていた。もう一
か所の施設では、居室の入り口に名札を磁石止めし、避難終了後この札を落として避難済みを現
していた。これらの方法は、コストもかからず簡便に実施できる手法ではあるが、夜間における
視認性は悪い。そこで、居室前に避難済みを示すランプを設置し、点灯、又は消灯により室内の
在不在が即座に判断できるような表示装置の可能性について検討した。
ランプの点滅であるが、表示方式の利点と問題点について評価した。その結果を表 6 に示す。
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表 6 ランプ表示方式 1、2、3 の表示状態と問題点

表示方式 1 では、平常時消灯しており、避難済みの居室のスイッチを入れることにより点灯す
る。この方法では点灯している避難確認済み居室の視認性は良いが、未確認居室が消灯している
ため見落とす可能性がある。
表示方式 2 では、平常時赤色に点灯しており、避難確認が済んだ状態でスイッチによりランプ
の表示色を緑色に変化させる。介助者の移動は、赤ランプの居室のみに向かえばよいため行動が
効率的になる。しかし、この方法では、平常時に常時ランプが点灯しているため、安らぎ感を損
なう。
表示方式 3 では、自動火災報知設備の作動に連動して避難未確認ランプを点灯させ、避難確認
が済んだ状態でスイッチによりランプの表示色を変化させる。ランプ点灯後の状況は、方式 2 と
同じ動作であるが、平常時に消灯しているために安らぎ感の劣化が生じない。しかし、この方式
では、自動火災報知設備との連動機構が必要となる。
いずれの方式においても、表示状態を管理室等に送信する機能を付加すれば、モニターや PC 等
で全体の避難状態を把握することができる。
4.2 引きずり力低減の検討
調査を実施した施設の中で、GH に代表される比較的規模の小さい施設において、写真 1 にみら
れるような布団やシーツに入所者を乗せ、床を引きずって運ぶ避難手段（以下引きずり避難と呼
ぶ）を行っている施設があった。
シーツや布団を用いた引きずり避難は、
端部を手で持ち引きずるために、握力、体
力が必要とされる。また、写真に示した施
設では床が木製であるが、施設の設備によ
っては滑り止め付きシートや、絨毯の場所
もあり、床材の違いによっても引きずり力
や所要時間が大きくなることが予想される。
写真 1 引きずり避難訓練の状況
そこで、床との摩擦を小さくし、かつ持ちやすい工夫をした搬送用の布地（以下、引きずり用
布と呼ぶ）の試作を行った。
厚手の布地に引きずりの強度のある幅広の紐を縫い付け、裏面にプラスチック板を固定した。
頭部にあたる部分は、衝撃が少なくなるよう緩衝材を埋め込んだ。引きずり用布の構造の 1 つを
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写真 2 に、ダミー人形を乗せた状態を写真 3 示す。

写真 2 引きずり用布の表裏面

写真 3 ダミー人形を乗せた状態

幅広の紐にデジタルフォースゲージを取り付け、引きずり力を測定している状態を写真 4 に示
す。
裏面に固定したプラスチック板の種類をポ
リテトラフルオロエチレン（テフロン、以下
PTFE）、ポリカーボネート（以下 PC）、ポリエ
チレン（PE）の 3 種類について、ソフト床、カ
ーペットの 2 種類の床について引きずり力を測
定した。
引きずりは、計測開始から 2 秒後に引きずり
始め、2m 移動して 1 回の引きずりを終了した。
引手の紐はシート前端から約 80cm、角度は床面
に対し約 40 度の状態で力を加えた。
試技は、3 人の被験者が各 2 回ずつ行った。
結果の一例を図 1、2 に示す。図 1 はソフト床
に対する 3 種類のプラスチックの違い、図 2 は
カーペット床に対する 3 種類のプラスチックの
違いである。
写真 4 引きずり力を測定している様子
床に対する引きずり力は、PC が他の 2 種類とは異なった。PC は移動の間中、約 250N の力を要
したのに対し、PTFE と PE は、初めの動き出す際に約 250N を必要としているが、動き出すと約
150N 程度の力で移動している。カーペットに対する引きずり力は、いずれのプラスチックでも傾
向が似ており、動き始めに約 250N 必要とした後、約 150N 程度の力で移動が可能であった。また、
移動距離の 2m に要した時間は全ての場合で約 4 秒であり、大きな違いは見られなかった。しか
し、床の場合で更に距離が長くなり、接触面が PC の場合は、移動に必要なトータルの力が大きく
なるため、他の 2 者よりも移動時間を要することになる可能性がある。
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図 1 床に対する引きずり力の違い
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図 2 カーペットに対する引きずり力の違い

次に、布団カバーを取り付けた疑似的な布団を作成し（以下、カバー付き PTFE と呼ぶ）、カー
ペット上の引きずり力を PTFE とカバー付き PTFE 間で比較を行った。この実験では、引きずり距
離を 4m に延ばし、布に変位計を取り付け移動距離と力の関係の詳細を測定した。その結果を図
3、図 4 に示す。ここで、左側の縦軸は引きずり力（kN）、右側の縦軸は移動距離（m）、横軸は時
間（sec）である。
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図 3 PTFE の引きずり力

kN

2

0.1

-0.1

4.5
4

0
10 0.5
-0.05
0
-0.5

-0.1

m

kN

0.25

1

0
-0.05

4.5

5

10

15 0.5
0
-0.5

図 4 カバー付き PTFE の引きずり力

PTFE は、動きはじめに約 0.2kN の力を要するが、動き出してしまうと 0.1kN で移動している。
これに対し疑似蒲団では、動き始めの約 0.2kN は同じであるが、移動の間も約 0.2kN の力を必要
としている。また、PTFE では変位曲線の傾きがほぼ一定であり、移動速度がほぼ一定であるが、
疑似蒲団では、引きずり力が 0.1kN 以下になるあたりで、変位曲線の傾きがなだらかになる。即
ち移動速度が落ちている。PTFE を用いた移動補助器具を用いることにより、移動開始後に異動さ
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せるために必要な力は布団の約 1/2 となり、介助者の負担軽減、また移動時間の短縮に寄与して
いることが明らかになった。
5.

まとめ
これからの社会は高齢化社会を迎えるといわれており、高齢者を対象とした施設は一層増えて

いくものと考えられる。その中で生活する入居者は、介助者の介助がないと避難が相当困難であ
ることは明らかである。入居の建物自体の安全性は、建築基準法による建物本体の基準、消防法
による消防設備による基準で、安全であることが目指されている。
これらの規定を十分満たしている施設でなければならないのはもちろんであるが、限られた労
力で充分な避難介助を行うためには、介助者の能力向上や少しの工夫等が有用となる。そのため
に、広く施設の避難訓練で指導に当たる消防機関の職員が、いろいろなケースを各施設職員に対
して紹介し、今回発表したような情報を提供することで、一人でも多くの人を助けることにつな
がることを期待し、更に充実した研究成果を上げていきたいと考えている。
6. 参考
(1) 堀内三郎、新版建築防火、朝倉書店、1999
(2) 一般社団法人日本建築学会、避難安全のバリアフリーデザイン特別調査委員会 2013 年度報
告書
(3) 公益社団法人日本火災学会、高齢者が生活する空間における火災安全対策のあり方に関する
調査研究事業報告書 2014 年 3 月
(4) 宮坂智哉、田中勇治、川嶋恵子、棚橋嘉美、難波志帆、塚目孝裕、田村裕之、阿部伸之、高
梨健一、松島早苗、河聞大祐、斎藤貴幸、田津了、伊藤潤、宮下典之、高齢者施設入所者の避難
能力の検討、平成 27 年度日本火災学会研究発表概要集、p.44-47
(5) 宮坂智哉、塚目孝裕、田村裕之、阿部伸之、高梨健一、藤井晧介、河聞大祐、斎藤貴幸、山
崎正信、伊藤潤、高塚浩平、認知症グループホーム火災避難訓練時における介助を伴う避難準備
と所要時間に関する考察、平成 28 年度日本火災学会研究発表概要集、p.82-83
(6) 河関大祐、塚目孝裕、田村裕之、阿部伸之、高梨健一、藤井晧介、宮坂智哉、斎藤貴幸、山
崎正信、高齢者施設における避難済み居室の確認方法について、平成 29 年度日本火災学会研究
発表概要集、p.154-155
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火災原因調査の能力向上に資する研究
田村裕之、塚目孝裕、鈴木

健、阿部伸之、佐藤康博、原島裕貴

1 目的
火災が発生したときの原因調査は消防の義務として消防法第 31 条に示されている。火災原因
調査は、鎮火の状況を詳しく調べることによって出火に遡る作業であるが、さらには、建物火災
や工場災害の防止、人的物的被害の低減等の対策を決定する根拠となる重要な役割を担っている。
調査現場においては、分析方法や現場の見方で経験値的に対処していたことが多く、分析方法の
ノウハウや現場の観察の仕方において科学的データを基にした方法をまとめたもの、例えば、静
電気着火や爆発などのように専門的な知見やデータが必要な分野でのマニュアルがなかった。一
方、消防研究センターには過去の火災原因調査における火災事例や分析事例が蓄積されており、
多くの手法をまとめることが可能で、分析のノウハウや現場の見方について、火災原因調査を行
う上で活用できる、新たなマニュアルを作成することができると考えた。
火災原因調査では、火災現場で起きたかもしれない「現象の理解」や、火災現場から収去した
物質に対する「分析技術の選択と結果の評価」
、また、「火災現場の状況を把握する技術」が重要
である。ここでは、以下の 4 課題において、実火災の現場の状況や証言、データ等を活用しなが
ら研究を進め、消防現場の火災原因調査に有効なマニュアルを作成する。
2 各課題の概要
①着火性を有する静電気放電の特性を把握することによる原因特定能力の向上
危険物施設での火災では、消防白書によるとここ数年静電気放電が出火原因の 1 位を占めてい
る。大規模な工場で発災すれば人的物的被害は甚大となる。静電気放電による着火のリスクを低
減するには、適切な対策を取ることが重要であるが、そのためには、帯電する部分はどこで、ど
のように帯電し、その帯電量がどのくらいであるのか、また、どのような物質間で放電が起こる
と着火が起こるのか、を明らかにする必要がある。これらの結果を基に、静電気放電による着火
の条件や火災防止の対策をマニュアル化する。
絶縁物からの放電エネルギーを計算するために、放電電流を計測する方法について、高周波数
帯域をもつ放電電流プローブで電流波形を測定する系を構築した（図 1）。数種類の作業着に使わ
れている生地を用いて、帯電させた生地から接地された球電極への放電電流を計測した（図 2）。
図 2 の例では、放電エネルギーは約 1×10-10Ｊとなり、最小着火エネルギーの小さい水素ガスに
さえ着火させることはできない。
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図 1 放電電流波形計測装置
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図 2 -16kV に帯電した布からの放電電流の例（布は帯電防止の作業着）

②試料の採取・保管方法、及び解析結果をどのように利用するかに関する指針の策定
機器分析に供するために採取する現場試料について、分析機器のデータに影響を及ぼさない採
取方法、また分析機器に導入するまでに変質・変化させない試料の保管方法に関して検討を行い、
現場調査時に各調査員が実施できる指針としてマニュアルの作成、現場活動時に使用しやすい採
取キットの作成を目的とする。更に、分析機器で採取試料を検査する際に、どのような機器を用
いれば何がわかるのか、機器のデータはどのように解釈するのかを一般に使用される数種類の機
器毎にデータと共に示し、過誤の無い結果を導く
ための理論的裏付けを示し、技術の向上を図るこ
とを目的とする。
火災現場で試料を採取する場合において、効果
的かつ間違いのない採取ができるように、試料採
取のための器具、保管のための袋、ビン類等を一
つにまとめた、図 3 のような試料採取用キットを
製作し、10 消防本部に供用し、試用を開始した。
試料採取用キットの中で、使用頻度の低い器具、
更に追加した方が良い器具などに関する意見交
図 3 試料採取用キットの例

換を行い、基本的なキットを提案した。
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熱分解ガスクロマトグラフを用いて燃焼物の材質同定を行った。付加重合型の高分子の場合は
燃焼後の残渣でも物質同定が可能であること、縮合型の高分子の場合は分子構造によって分析結
果を詳細に検討しないと分からないことを示した。鉱物油類の検出について、ポリ袋が 1 重と 2
重の場合の比較を行った上で、揮発せず検査に影響を及ぼさない保管方法を確立すべく、保存温
度、保存容器の違いが及ぼす影響について検討を行うための実験環境を整備し、予備的なデータ
の取得を行った。
③煤の壁面付着状況の観察に基づく煙の動きの推定
火災現場ではしばしば壁面に煤の付着が見受けられるものの、証言から得られる煙の動きと必
ずしも一致しない。したがって、火災原因調査において単に「煤の付着状況＝煙の動き」と見誤
る可能性も否定できない。より確度の高い煙の動きを見極める方法を確立することは、火災原因
調査の高度化のために必須である。
煤の壁面付着状況の観察に基づく煙の動きの推定では、火災現場において調査員が煤の壁面付
着状況から煙の動きを推定する方法を研究開発するために実験を実施する。まずは、建物火災時
の煙の動きと煤の壁面付着の関係性を見出すのに必要な実験装置を作成し、煙の濃度、温度、燃
料の種類、付着する側の壁の材質等をパラメータとした実験を実施し、煤の壁面付着条件を検討
する。煤の壁面付着条件を建物火災に適用したときに壁面にどのように煤が付着するかについて
火災シミュレーションを用いて確認する。この火災シミュレーションは火災原因調査に活用して
いるので、その現場再現性の向上を図ることを通して、火災原因調査の技術向上も目指す。最後
に、火災原因調査において調査員が煤の壁面付着状況から煙の動きが現場で判断できるように、
マニュアルを作成する。
建物火災時の煙の動きと煤の壁面付着の関係性を見出すのに必要な実験装置を作成し、煤を付
着させる壁面を石こうボード、燃料をトルエンとした火災実験を実施した。
実験データを検証するために、実験条件と同様の計算条件にて火災シミュレーションを実施し
た。火源から立ち上がるプルームやそれが天井に衝突する領域での煤付着を火災シミュレーショ
ンと実験では捕らえているが、火災シミュレーションの天井流の煤付着が、実験では照明の陰と
区別がつかず不明瞭であった（図 4）。また、壁面近傍気体温度の鉛直方向分布を比較すると、実
験に比べ、火災シミュレーションでは天井流の温度が高く、高温層の厚さが薄い（図 5）。煤付着
で支配的な熱泳動速度を求めるために温度勾配が必要となるので，気体温度に対して高い計算精
度が求められる｡
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図 4 煤壁面付着における実験と火災シミュレーションの比較
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図 5 壁面近傍の鉛直方向温度分布
④火災現場において、どのような爆発があったか判断するためのガイドラインの作成
公設設消防機関が、化学工場で爆発があったらしいという通報を受けて出動し現場に到着した
際に、施設が激しく壊れており大きな音がしたという証言があれば、爆発があったと判断できる。
しかし、現場に到着したときには火災が見えず、施設の一部に破壊の跡が発見されたのみであっ
た場合、破壊の原因は爆発かどうかの判断が容易にできないことがある。また、現場に到着した
ときには火災を発見したが、火災のみでは説明できない破壊の跡が施設の一部にあった場合、爆
発を起点とする火災なのかどうか容易に判断できないことがある。このように、小規模な爆発が
発生し、施設の一部のみが破壊されると、爆発があったかどうか容易に判断できないことがある。
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爆発があったかどうかを判断し、爆発があったとしたらどの程度の規模かを推定するためには、
何を見たらよいか、どこを見たらよいかを示す消防機関向けのガイドラインを作成する。
内部に可燃性混合気を充満させて電気火花で着火し、火炎の拡大等が観察できる透明な実験容
器を作成した。容器内部に工場等で使用頻度の高い可燃物として薄い紙、ポリ塩化ビニルシート、
テフロンシート、低密度ポリエチレンシートを設置し、容器内にヘキサンを適量投入して可燃性
混合気を形成させ、爆発を伴った燃焼の実験を行った。実験装置の大きさは、容積約 400 リット
ル（1 m×1 m×0.4 m）とした。燃料には、揮発性の高い溶媒であるヘキサンを用いた。ヘキサン
の蒸気と空気からなる可燃性予混合気に着火すると、装置内を火炎が伝ぱし、装置内に設置した
可燃物が熱により収縮、溶融、焼損する様子を撮影し、解析した（図 6 参照）。
①着火位置と反対側に、試料を設置する。密
閉容器内に設置した試料は、工場等で使用さ
れる可能性のあるものを選んだ。左から薄い
紙、ポリ塩化ビニルシート、テフロンシート、
低密度ポリエチレンシート。
②着火すると、可燃性予混合気中を火炎が伝
ぱする。
③火炎が伝ぱすると、容器内の圧力が上昇し、
プラスチックシートの一部が破れる。

④火炎が試料を通過し、外部に噴出する。
⑤火炎が通過した後、薄い紙の表面の一部が
黒く変色した。ポリ塩化ビニルシートは有炎
燃焼した。テフロンシートは変化しなかった。
低密度ポリエチレンシートは溶融し、落下し
た。
図 6 小規模爆発実験の様子
3 調査事例の紹介
ここでは、火災原因調査において上記の研究テーマに関連した技術を活用した調査事案の中か
ら、火災原因が静電気放電による火災であることを示した事例を紹介する。
3-1

出火場所の状況

床、壁、天井が鉄製で水密性の高いバッテリー室（約 10 ㎥）に鉛蓄電池 78 個が格納されてい
た。バッテリー室への入口は天井面と壁面にマンホール（陸上トラック型で 65cm×45cm）があ
るだけであった。壁面のマンホールを外部から開けたところ、発火に伴う爆発が発生し、複数の
作業者が死傷する事故が発生した。出火時の作業者の行動や現場の状況から、着火したものはバ
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ッテリーの過充電等により発生した水素しか考えられなかった。この水素の着火原因として想定
された静電気放電に関して帯電実験等を実施し、着火の可能性を検討した。
マンホールには水密性を上げるため、厚さ 5mm の導電性のゴムパッキン（クロロプレンゴム
製）を蓋とフランジの間に挟み、24 本のナットで周囲を締めて固定していた。鉛蓄電池の充電は
太陽電池パネルの電力で行い、6 直列の鉛蓄電池に対して過充電防止装置なしで充電を行ってい
た。
3-2

出火時の作業状況と着火メカニズム

作業者はバッテリー搬出のためにバッテリー室壁のマンホールを外部から開放しようとしてい
た。このマンホールは 9 年間開放されていなかった。マンホールを固定していたナットを外し、
鉄製の蓋を引き、外し始めた際に爆発した。電動工具は近くにあったが、爆発時には使用してい
ない。可燃性のガスや粉じんが滞留する環境ではないため、作業者は、静電気対策はとらず、一
般的な綿の作業服と軍手、安全靴を身に着けていた。バッテリー室内には制御弁式鉛蓄電池があ
り、過充電や電極の酸化が起こっていたならば水素の発生が考えられた。今回の事故の際、徐々
に燃え広がったのではなく、周りの作業者が吹き飛ばされるくらいの爆発が起こっていたので、
予混合状態のガスに着火したことが推定された。着火メカニズムとしては次のことが考えられた。
マンホール開放時に、①金属同士の衝突や摩擦による衝撃火花、②電動工具を使用した際の電気
火花、③バッテリーのターミナル間での短絡などの電気火花、④ゴムパッキンの剥離帯電に起因
する放電火花によりバッテリー室内に貯まっていた水素ガスへの着火が考えられたが、現場調査
の結果、可能性の高いのはゴムパッキンの剥離帯電に起因する放電と考えられた。
3-3

出火時の再現実験

マンホール開放時の帯電実験は、ゴムパッキンの新品または使用済み品を挟んだマンホールは
それぞれ 2 箇所ずつで、それぞれ 1 回計測した。測定前にゴムパッキンはマンホールの蓋とフラ
ンジの間に通常の状態に挟み静置した。挟んだ期間は新品が 2 日間、使用済み品が 15 日間であ
る。
表面電位を測定したのはゴムパッキンの表面と金属製のマンホールの蓋の表面である。それぞ
れ、表面電位計 DZ-3（シシド静電気）と KSD-2000（春日電機）で測定し、表面電位計からのア
ナログ出力をデータロガー（GL-900（グラフテック））を用いて 1ms 間隔で記録した。作業者は
テフロンシート（500×500×2mm）の上に乗り作業をした。
表面電位を測定するとゴムパッキンは－側、マンホールの蓋は＋側に帯電した。マンホール 1
～3 では、変化しても 0.1kV 程度であったが、マンホール 4 では、ゴムパッキンが-18kV、マンホ
ールの蓋が 1kV を超えた。ゴムパッキンとマンホールの蓋を測定した際の表面電位の変化を図 7
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図 8 マンホールの表面電位の変化
と図 8 に示す。表面電位計は手で持ってゴムパッキンの各所を測定したため、図 7 のように測定
値が変動した。また、測定をしていた 80 秒間の結果をみると、ゴムパッキンの帯電はほとんど緩
和されていない。図 8 はマンホールの蓋の表面電位を計測した結果であるが、剥がれたゴムパッ
キンのぶら下がり具合により表面電位が変化した。測定で最大の表面電位は 1.014kV であった。
3-4

ゴムパッキンからの放電

帯電したゴムパッキンがマンホールの蓋の表面に付いた状態で、ゴムパッキンからフランジボ
ルトに放電した場合の放電エネルギーを推定した。蓋を模擬した金属板（500×500×2mm）の上
に厚さ 2mm のテフロンシートを敷き、その上にゴムパッキンを置き、ゴムパッキンをマイナス
に帯電させた。直径 15mm の球電極をゴムパッキンに近づけ放電させ、放電電流を放電電流プロ
ーブ（Pt-5（プローブテック））とオシロスコープ（DLM2000（横河電機））で観測した。何度か
測定した中で最も放電エネルギーが大きかったのは帯電電位-27kV のときで、その結果を図 9 に
示す。
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図 9 ゴムパッキンからの放電電流
3-5

考察

帯電したゴムパッキンの誘導帯電でマンホールの蓋が誘導帯電した場合の放電エネルギーを試
算する。マンホールの蓋とフランジに固定されたボルト間での放電が起こったと想定すると、こ
の 2 者間の静電容量は LCR メータ（U1733C アジレント）で測定すると 300pF であった。静電容
量を C（300pF）、電位差を V（1.014kV）として（1/2）CV2 で放電エネルギーを求めると 0.154mJ
となった。静電気安全指針 2007（労働安全衛生総合研究所）によれば水素の最小着火エネルギー
は 0.016mJ とあるため、今回の条件で蓋とボルト間で放電が起こったとすれば、水素と空気の混
合気に着火させることは可能であった。
一方、ゴムパッキンとフランジのボルト間で放電したと仮定したとき、図 9 の電流波形からエ
ネルギーを推定する。電流プローブの終端抵抗は 50Ωなので、電流 I（図 9 の測定値）と抵抗 R
（50Ω）から I2R の時間積分でエネルギーを求めると 1.63×10-7J となり、水素の最小着火エネル
ギーより二桁小さい値となったため、着火させることは難しい。
4 まとめ
火災原因調査には数多くの経験や専門的な知識を必要とする場合が多いが、火災件数の減少、
ベテラン職員の退職などにより、知識や技術の伝承が十分でないことが懸念されている。我々は
今後、限られた分野ではあるが、火災原因調査に役立つ技術情報を、消防の現場で活用できるよ
うな形でまとめ、マニュアルとして作成していく予定である。
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大型石油タンクの地震・津波
被害予測
畑山 健
（消防研究センター）

内 容
■石油タンクのスロッシング被害の簡易予測
■石油タンクの津波による被害の簡易予測
■短周期地震動による石油タンクの被害の
簡易予測
■「石油コンビナート等特別防災区域地震動
観測情報システム」
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石油タンクの
スロッシング被害の簡易予測
■ スロッシング高さの簡易予測

地震動（速度応答）が与えられれば高い精度で予測可能

■ 内容液の溢流量の簡易予測

地震動（速度応答）が与えられれば高い精度で予測可能

■ 浮き屋根の損傷の簡易予測

傾斜 ・ 沈没に到るような甚大なものは，おおむね予測可能

（地震動（速度応答）が与えられれば）

地震記録からスロッシング高さを推定する方法の例
■ 速度応答スペクトル法［坂井 (1980) J
D
Wh=—x0.837x-xSv(i:)
2g
Wh
乃

スロッシング高さ（最大波高）
スロッシング固有周期(1次モードの）

z; �2,r,/
ふ(Ts)
D
H
g

3 H
�
c
o
3 8 th( .� )

周期Tsにおける地震動の速度応答（地震記録から計算）
タンクの内径
地震時の液面高さ
重力加速度
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地震動記録（波形，スペクトル）から
スロッシング高さはどの程度の精度で予測できるか？
2003年十勝沖地震－苫小牧

3.11－新潟東港
Niigata District
240
220

Niigata‐E
East

200

West
Niigata‐W

180

Wh‐CAL(cm)

160
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80
60
40
20
0
0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Wh‐OBS(cm)

Comparison of Observed Sloshing Heights
with Sloshing Heights Calculated
from the 2011 Niigata-E Seismogram

［座間による計算］

スロッシング高さ→油の溢流量の予測
■西の方法（2008）

v   R 2 

   h  ( R  r0 )  0
R

∆𝑣
𝑅
𝛿ℎ
𝑟 ,𝜃
𝛼
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スロッシング高さから油の溢流量は
どの程度の精度で予測できるか？
(kl)

Estimated Overflow Amount (kL)

1500

2003
Tokachi-oki

1000

1964
Niigata
500
1983
Nihonkai-chubu

2003
Tokachi-oki

0
0

500

1000

1500

(kl)

Actual Overflow Amount (kL)

スロッシングにより浮き屋根外周浮き部分に発生する応力の計算
［H17年消防危第14号]

●１次モード
入力
地震動
（速度応答）

液面
揺動
高さ

M
水平
面内曲げ
モーメント

●２次モード
入力
地震動
（速度応答）

円周方向
面外曲げ
モーメント

液面
揺動
高さ

Mx
円周方向
圧縮力

円周方向
面外曲げ
応力

 b1 

M
( Z ) eff

水平
面内曲げ
応力

 b2 

Mx
( Z x ) eff

円周方向
圧縮応力

 c2 

N

N
Aeff

●応力の組合わせ（１次モード＋２次モード）
 max   b21  ( b 2   c 2 ) 2

≧ 材料の許容応力
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スロッシング高さから
浮き屋根の損傷はどの程度の精度で予測できるか？
2003年十勝沖地震の際の3万kL，4万kL，10万kLタンクの
浮き屋根沈没への適用例

ポンツーン破損→沈没
は計算上説明できた

［やや長周期地震動に係る危険物
施設の技術基準に対応した合理的
改修方法に関する調査検討報告書
（平成18年3月，総務省消防庁）]

津波による石油タンクの
被害の簡易予測
■最大浸水深が与えられれば，おおよそのイメージが持てる
（東日本大震災の経験から）

■石油タンクの移動被害（浮き上がり・滑動）の簡易予測
最大浸水深が与えられれば（流速がわからなくても），高い精度
（的中率75%程度）で予測可能
■配管の被害の簡易予測
最大浸水深が与えられれば，被害率を見積もることができる
（東日本大震災の経験から）
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浸水深

N=337

浸水深
2.5～5m

被害発生状況
vs.

浸水深
5m～

浸水深
～2.5m

消防庁提案の
移動被害（浮き上がり・滑動）
簡易予測式
2004年 Indonesia Sumatra島沖地震 (Mw9.0) 津波

［後藤 (2005)］
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「浮き上がり」発生簡易予測式

浮き上がりのおそれなし
浮き上がりのおそれあり

「滑動」発生簡易予測式

喜
FSb

=

［滑動抵抗力J
［水平波力J

µ(Wr

+ WL - F;v)
F;H

滑動のおそれなし

-{。 th:�ise

滑動のおそれあり
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津波波力算定式
l

［消防庁・東電設計（株） (2009)]

「

F;H 万— "pg [ a77max

■津波水平波力

(p。

■津波鉛直波力

F:v =2
(q。

=

2

芦凡

cos(m0)] R cos 0d0

0.680, Pi =0.340, A =0.015, A =-0.035)

い［かlJ 立 cos(m0)]応in 0d0
max

= 0.720,

2

m-0

q, =0.308, q2 =0.014, q3 =-0.042)

●津波波圧分布

●aの算定式：流速依存
タンク周囲の水平波圧
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「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツール」
（消防庁危険物保安室）

■津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）
§８ 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定（津波が
あった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。）を設定するものとする。
② 都道府県知事は、前項の規定により津波浸水想定を設定しようとするときは、国土交通大臣に対
し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
③ （略）
④ 都道府県知事は、第一項の規定により津波浸水想定を設定したときは、速やかに、これを、国土
交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。
（以下略）

石油タンクの配管被害の被害率曲線

被害率
(%)

 ln   0.98 
P ( )   

 0.48 

津波最大浸水深 (m)
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短周期地震動による
石油タンクの被害の簡易予測
側板の座屈の簡易予測，浮き上がりの影響による隅角部の
変形・破断の簡易予測については，ともにさらなる研究が必要

消防法令基準に基づく短周期地震動によるタンク本体被害予測手法
■側板の座屈

■浮き上がりの影響による
隅角部の変形・破断
【入力地震動】 バルジング固有周期Tbにおける加速度応答値
※減衰は10～15 %とされることが多い．

S58年消防危44号で示された計算方法

側板に発生する
円周方向引張応力

危告示§79二及び
H6年消防危73号で示された計算方法

側板に発生する
鉛直方向圧縮応力

底板アニュラ部の必要保有水平耐力

≧

≧

≧

材料の降伏応力

材料の限界座屈応力

底板アニュラ部の保有水平耐力
（危告示§79一）

損傷発生

損傷発生

損傷発生
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消防法令基準に基づく短周期地震動によるタンク本体被害予測手法

確度の高い予測は可能だろうか？
■側板の座屈
○1995年兵庫県南部地震の際の被害事例（数百kLクラス）をおおむね説明できる［消防
研による阪神・淡路大震災における石油タンクの座屈強度に関する調査研究から］．
○2007年中越沖地震の際の原子力発電所における水タンク（1千～1万kL）の側板座屈
被害：①座屈被害あり2基のうち，2基とも被害ありと（事後）予測；②座屈被害なし6基
のうち，4基を被害なしと（事後）予測，2基は被害ありと（事後）予測．
○2011年東北地方太平洋沖地震及び2018年北海道胆振東部地震では，大型タンクに
側板座屈なし，このことはおおむね説明できる．
○2018年北海道胆振東部地震の300 kLタンクの側板座屈は説明できる．
■浮き上がりの影響による隅角部の変形・破断
○浮き上がりの影響による隅角部の変形・破断は，1978年宮城県沖地震以後は起きて
いない（我が国では）．

→方法の妥当性を検証できる事例がない．
○危告示§79二及びH6年消防危73号で示された必要保有水平耐力・保有水平耐力の
計算方法は， 1978年宮城県沖地震の被害事例を説明できるように作られたもの．

数値解析によるタンク本体浮き上がり被害予測手法
■浮き上がり挙動についての研究（数値解析）が進められている．
○1994年三陸はるか沖地震の際に浮き上がったとされるタンクについて，浮き上がったことが数値解析で説明
できたという事例あり．
○力学的なモデル化にやりかたによって，数値解析結果が大きく変わるという指摘もある．

■2018年北海道胆振東部地震の際の観測事実が説明可能かどうかを検証するなどし
て，今後研究を進めていく必要あり．

［河野］

［日本高圧力技術協会（1996）］
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「石油コンビナート等
特別防災区域地震動観測
情報システム」

「石油コンビナート等特別防災区域地震動観測情報システム」
消防研観測点
データ

○情報は消防庁に提供され，消防庁応急体制で活⽤されている.

メール

（影響を受けるおそれのある石コン地域をもれなく把握→迅速な被害情報収集，事
業者への点検の呼びかけ，広域応援の準備）

自動

防災科研
強震観測点データ
FTP

○地震発⽣時に，揺れ（長周期地震動を含む）が大きかった石油コンビ
ナート地域を，すみやかにリスト化，地図表示するシステム．
○このシステムの情報により早期警戒，的確な初動対応が可能.

自動

■全国84の特防区域
○特防区域内の消防研の観測点
（20区域23地点）
○特防区域周辺の防災科研強震観測点
（残り）

石油コンビナート等
特別防災区域
地震動観測情報サーバ
（消防研究センター）
自動

自動
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地震発生

閲覧

苫小牧，北斗，仙台，秋田，酒田，京葉臨
海北部・中部・南部，京浜臨海，新潟東
港・西港，清水，衣浦，名古屋臨海，四日
市臨海，大阪北港，堺泉北臨海，和歌山
北部臨海中部，尾鷲，志布志

お知らせ
メール

■消防研の観測点がある特防区域

手動
24

登録ユーザ
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2011年東北地方太平洋沖地震に対する表示例
（地震発生時に本システムが稼働していたと仮定して場合）
長周期帯域
速度応答（h=0.5%）

計測震度

[周期3～15秒の最大値]

【長周期帯域最大速度応答】
その地震動が石油タンクにどの程度のスロッシングを引き起しう
るものであるかということに関係する指標.

25

「石油タンク地震・津波被害シミュレータ（全国版）」の開発計画
背景と課題

国（消防庁）で研究を行う必要性

〇南海トラフ巨大地震・都市直下地震の切迫
〇長周期地震動→スロッシングは，思わぬところで発生するおそれあり

〇消防庁は，石油コンビナート災害発生時の政府の
非常災害対策本部の事務局と位置づけ

（例：東日本大震災の際の新潟，酒田，東京湾岸での浮き屋根・浮き蓋被害，2016年熊本地震で
の大阪湾岸での大きなスロッシング）

腐⾷開⼝
〇地震後は点検困難（津波警報発令で事業所から避難，余震頻発→タンクに登ること
ができない，夜間，悪天候・・・）＋浮き屋根損傷は外見上の点検だけからでは
判別困難（浮き屋根はすぐに沈まない，数日かけて沈没，2003年苫小牧の事例）
→シミュレーションで石油タンクの地震・津波被害を予見し，被害発生
のおそれのある石コン地域をもれなく把握→「見落とし」「不意打ち」を
防ぎ，的確な早期警戒・対応準備をすることが必要

東日本大震災

○消防庁は，ドラゴンハイパー・コマンドユニット（緊急
消防援助隊）の派遣調整を担う．→そのオペレー
ションを行うための意思決定支援情報が必要
○九都県市首脳会議からの「初動対応に役立てるた
めのスロッシングの早期検知技術の開発｣に関する
から国（消防庁含む）への要望（平成29年度）

石油コンビナート地域の大型石油タンクを対象とした地震・津波被害シミュレータの開発
石油タンク地震・津波被害シミュレータ

地震発⽣

■シミュレーションプログラム
■全国石油タンクデータベース
■石コン周辺堤防データベース

地震計

石油タンク

石油コンビナート地域 B

石油タンク一基ごとに被害をただちに推定
被害あり
被害なし 要警戒

・
・
・

研究開発課題

○全国大型石油タンクデータベースの作成
（どこにどのようなタンクがあるか？）

○石油コンビナート地域周辺堤防データベースの整備
○石油コンビナート地域における
津波浸水深迅速推定手法の開発

■緊急消防援助隊（ドラゴンハイパー・
コマンドユニット）派遣意思決定支援
■大容量泡放射システムの
運用に関する助言
■消防本部を通じて
＊無警戒な事業者への点検呼びかけ
＊浮き屋根沈没前の油抜き取り

スケジュール
R1年度

研究開発内容

■被害・
影響を受けるおそれのあ
る石コン地域をもれなく把握
■点検困難な状況であっても被
害・
影響の程度を迅速に推定

消防庁・消防研究センター

石油コンビナート地域 A

＊全国石油タンクデータベース作成
＊石油コンビナート地域周辺
堤防データベース整備
＊石油コンビナート地域
津波浸水深迅速推定手法開発
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R2年度

成果イメージとアウトカム

2003年十勝沖地震

＊全国石油タンクデータベース作成
＊石油コンビナート地域周辺
堤防データベース整備
＊津波被害予測システム化
（プログラム開発）
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まとめ（１）
■石油コンビナート地域における強震観測＋全国強震観測網＋「石油コンビナート
等特別防災区域地震動観測情報システム」により，地震発生後に石油コンビナー
ト地域の揺れを速やかに把握することができるようになっている．
■スロッシング高さ，溢流量，地震動（長周期帯域の速度応答）が的確に与えられれば，
確度の高い予測が可能．浮き屋根の甚大な被害も相当程度確度の高い予測が
可能．
■消防庁提案の津波移動被害発生予測方法の的中率約75％，将来の津波に対す
る石油タンクの移動被害の発生予測に利用可能（津波浸水深が的確に与えられれば）．
■津波浸水深が与えられれば，配管の被害率も見積もることが可能．

まとめ（２）
■「石油コンビナート等特別防災区域地震動観測情報システム」で収集した地震動
観測情報に基づいて，地震発生後すみやかに全国の大型石油タンクのスロッシン
グ高さ，溢流量を推定することが技術的に可能（ただし全タンクが満液と仮定）．
■石油コンビナート地域における津波浸水深を，地震発生後すみやかに推定するこ
とができれば，石油タンク及び配管の津波被害態様を推定することが可能．
→「石油タンク地震・津波被害シミュレータ（全国版）」の開発に取り組んでいく．
◎大容量泡放射システムや「ドラゴンハイパー・コマンドユニット」のオペレーションに活用可能か．
◎タンクのデータベースの整備が必要．

■今後の大きな研究課題として，
＊短周期地震動によるタンク本体被害の予測手法の高精度化
＊スロッシングによる浮き屋根損傷の予測手法の高精度化
＊精度の高い地震動予測（一つの石油コンビナート地域内での長周期地震動の場所による違い）
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化学物質等の火災危険性評価法に関する研究
岩田雄策

1. はじめに
現代社会において、科学技術の発達および社会環境の変化にともなって、膨大な種類の化学物
質が製造・使用されている。さらに、化学物質は貯蔵・取扱の形態によって、種々の火災危険性
を有する。化学物質を取り扱う危険物施設等が、一旦、火災となると多大な人的被害および経済
的損失をもたらす。化学物質の火災を予防するためには、多岐に及ぶ化学物質の火災危険性を適
正に把握し、火災予防・被害軽減対策を立案しておくことが重要である。しかしながら、消防法
等を含む従来の火災危険性判定方法では化学物質等によって、蓄熱による自然発火（さらし粉、
金属粉、石炭）、加熱分解（有機過酸化物）、混合（鉄イオン等が過酸化水素に混入）および燃焼性
（可燃性固体）に関して、火災危険性の評価が困難な場合がある。
本研究課題では、化学物質および化学反応について、現在把握できていない火災危険性を明ら
かにするために、適正な火災危険性評価方法を提言することを目的とする（図 1）。提言した評価
方法を用いて得られた火災危険性に関する知見は、化学物質による火災に対する予防・被害軽減
対策に役立てることができる。本報告では、蓄熱による自然発火の危険性評価法、分解による危
険性評価法および燃焼危険性評価法について説明する。

水・熱等

反応熱量計・危険性評価試験装置

温度・圧力・発生気体の流速・燃焼速度等

化学物質
（金属粉・
禁水性物質等）

・分解危険性評価
・燃焼危険性評価
・（可燃性ガスを発生する化学物質の）
混合危険性評価
・蓄熱発火危険性評価

従来法では困難であった化学物質等の火災危
険性評価結果
→火災予防のための重要な情報

図 1 研究概要図
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2. 自然発火の危険性評価方法
地球温暖化対策やエネルギー源の多様化に対応するために、現在、多くの再生資源燃料が開発
されている。再生資源燃料の中には、蓄熱による自然発火（蓄熱発火）および再生資源燃料から
発生する可燃性ガスによる火災危険性を有するものがある。そのため、十分な危険性評価が行わ
れないまま、実用化された場合には、貯蔵施設において爆発火災のような事故を起こす可能性が
ある。また、屋外で大量に堆積した場合にも自然発火を起こし広範囲に及ぶ火災となることがあ
る。再生資源燃料の火災事例として、2015 年の生ごみ等固形化燃料（RDF）火災（三重県）や 2018
年の椰子殻燃料（PKSF）の火災（秋田県）等がある。本報告では、蓄熱発火のおそれがある再生
資源燃料および化学物質（以下、再生資源燃料等という）について、熱分析手法およびガス分析
を用いた測定結果に基づき、類似火災の予防のための情報提供を行うことを目的とする。
有機物が堆積および貯蔵中に発熱し自然発火を引き起こし、火災に至ることがある。有機物の
自然発火における火災初期段階の発熱は、非常に微少であることから その危険性を従来の方法で
適正に評価することは困難である。一般に蓄熱発火危険性を評価するためには、発熱が微少なた
め数百グラム以上の試料が必要であるが、安全性や労力が必要な点で問題がある。少量の試料量
で安全に測定を行うためには、高感度な熱量計を使用することが有効な方法である。
本報告では蓄熱発火に関連した熱的危険性評価を行うために有効な方法であるC80（双子型高
感度熱量計）およびTAM（等温型高感度熱量計）を使用した。熱量計の結果に加えて可燃性ガス
の発生量を組み合わせて相対的に蓄熱発火危険性を評価する方法についても述べる。
図 2 に再生資源燃料等の自然発火のプロセスを示す。最初に、微生物の代謝における有機物の
発酵・腐敗が始まり、発酵熱等の熱が発生する。この発酵熱は微少であるため、TAM や C80 のよ
うな高感度熱量計を使用して発熱を測定する必要がある。微生物活動は栄養、水、空気（酸素）
および温度等が影響するため、発酵熱の大小にもそれらの条件が効く。例えば、水や空気が無け
れば生物活動は抑制され、発酵熱の発生は少ない。空気に関して、TAM および C80 の測定におい
て試料容器中の酸素が微生物によって消費されると発熱はなくなり、換気することにより再び発
熱が観測される。ただし、酸素が少なくても生物活動を行う嫌気性菌の場合は、発酵熱は少ない
が、可燃性ガスを発生するので注意が必要である。
発熱検知温度、発熱量およびガス発生量を指標として各再生資源燃料の火災危険性を比較する
ために相対的な危険性評価を行った 1）。発熱検知温度は「発熱反応の起こりやすさ」を、発熱量は
「発熱の強度」を表すものと考えられる。各再生資源燃料に水を添加した場合についても同様な
約 60℃

常温

発酵熱
（C80, TAM）

約 120℃

油脂類の酸化熱（C80）
自然発火温度（ SIT）

発酵による可燃性ガスの発生
＊括弧内は危険性評価に使用される熱分析装置
図 2 自然発火プロセス
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判定方法で危険性評価を行った。
C80 によって、全体的な温度範囲（室温から 200℃）における熱挙動について知見を得るととも
に、発熱検知温度を求めた。低い発熱検知温度のもの程、危険性が高いことから高い点を与えた。
TAM は保持温度 50℃の条件で等温測定し、1g 当たりの発熱量（J/g）を求めた。TAM による 64 時
間または 74 時間の発熱量を危険性評価に用いた。64 時間の発熱量と 74 時間の発熱量（J/g）の間
に大きな差は無い。発熱量が大きいもの程、危険性が高いことから高い点を与えた。木材チップ
（木材の切りくず）を試料とした TAM の測定において、保持温度 50℃の条件において、他の保
持温度 30、40、70℃と比較して、大きな発熱（熱流束）が観察されている。保持温度 50℃におい
て、多くの微生物活動が活発になっていると考えられる。可燃性ガス発生量について可燃性ガス
の可燃限界を考慮して危険性評価点を与えた。ガスクロマトグラフにより発生した可燃性ガスの
定量分析を行い、測定した水素、一酸化炭素およびメタンの発生量を可燃下限界濃度でそれぞれ
除した値を足し合わせてガス発生の危険性評価の指標とした。水素、一酸化炭素およびメタンの
可燃下限界濃度はそれぞれ 4.0％、12.5％、5.0％とした。
「発熱検知温度」、「発熱量」および「可燃性ガス」の危険性評価点は、危険性を相対的に比較
できるように、以下の様に設定した。点数が高いほど可燃性が大きく火災危険性が高いことを示
す。括弧内の数字は評価点である。
C80 による発熱検知温度に関する危険性評価点：
0℃≦(5)＜30℃≦(4)＜60℃≦(3)＜90℃≦(2)＜120℃≦(1)
TAM による発熱量に関する危険性評価点：
0(J/g)≦(1)＜10(J/g)≦(2)＜20(J/g)≦(3)＜30(J/g)≦(4)＜40(J/g)≦(5)＜60(J/g)≦(6)
可燃性ガスの危険性評価点＝（水素濃度）/4.0+（一酸化炭素濃度）/12.5＋（メタン濃度）/5.0
0≦(1)＜0.001≦(2)＜0.01≦(3)＜0.1≦(4)
「水添加無し」および「水添加有り」の場合について、相対的な火災危険性評価結果を図 3 に
まとめた。横軸は発熱検知温度に関する危険性を表し、縦軸は TAM の 50℃での発熱量の危険性
評価点を示す。グラフの右上にある試料が、火災危険性がより高いことを示す。反対にグラフの
左下にある試料が、火災危険性がより低いことを示す。円の面積は発生した可燃性ガスによる火
災危険性を表している。水分が添加されると火災危険性および可燃性ガスの危険性も増加するこ
とがわかった。PKSF、木材チップおよび枯草は火災現場から採取した試料である。
TAM の方が等温型で一定温度に長時間保持するため C80 よりも発熱量が大きくなる。その意味
で TAM の発熱量の方が安全側の指標となる。ただし、C80 は室温付近からの発熱を捉えているた
め、発熱を評価するための有用な情報を与える。これまでの研究結果から C80 で室温付近から発
熱ピークが検知され、C80 による発熱量（室温から 120℃付近まで）または TAM による発熱量
（50℃、24 時間）が、約 10J/g 程度以上であれば火災に至る可能性がある 1）。図 3 中の PKSF は実
際に火災を起こした試料で、水添加した試料の TAM 発熱量は 14.6（J/g）であることから、火災を
起こす可能性があることがわかった。また、木材チップについて、火災を起こした水分を含んだ
試料のみで評価を行った。
室温からの発酵発熱には水分が必要であるが、どの程度の水分で発酵が最も促進されるのかを
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枯草を用いて調べた。C80 を使用して、試料量は 1.0 g とした。水添加試料として、乾燥した枯草
に水を加えて、所定の水分濃度（[水の重量]/（[水の重量＋枯草の重量]）]×100％）に調製した。
水分濃度を 3wt％から 65wt％まで変化させ、室温からの発熱挙動を調べた。

図 3 火災危険性評価図
1.木質ペレット（ホワイト）、2．木質ペレット（バーク）、3．汚泥燃料、4．RPF（古紙および
廃プラスチック等固形化燃料）、5．RDF、6．PKSF（椰子殻燃料）、7．石炭（亜瀝青炭）、8．石
炭（瀝青炭）
、9．木材チップ、10．枯草
水分濃度を変えた枯草の C80 測定結果を図 4 に示す。水分濃度と発熱量の関係を図 5 に示す 2）。
試料容器中の空気（酸素）が、発酵または酸化により消費されると発熱が終了する。発熱に関し
て、低温側（室温から 35 ℃付近）から起こる発酵熱と高温側（ピーク温度 80 ℃ 付近）から起
こる酸化熱を分けた（図 4）。図 5 によると、発酵による発熱量は水分濃度が 30wt ％から 50wt ％
で発熱量が最大となった。水分 10wt ％までは酸化発熱が、発酵熱と比較して大きいが、水分量の
増加と共に酸化発熱は小さくなった。水分 10wt ％以下で、菌の活動のための水分が不足し発酵熱
は小さい。水分 65wt ％で、発酵発熱量および酸化発熱量のデータにばらつきが見られた。この理
由として、試料の詰め方によって容器底部の枯草が水没することなどの理由で、空気との接無面
積が減少することから発酵熱が減少する場合や詰め方等によって面積が減少しないで発酵熱も減
少しない場合があるためと考えられる。通常、試料に水分が 10wt ％程度含まれていることから、
水分の発熱挙動を評価するために、試料に 20wt ％の水を添加して火災危険性を評価することは
適当と考えられる。
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図 4 枯草の発熱挙動に対する水分の影響

図 5 枯草を試料とした水分濃度と発熱量の関係
3. 化学物質の分解危険性評価
現在、種々の熱量計が化学物質等の発熱挙動を定量的に測定し、その火災危険性を評価するた
めに使用されている。例えば、示差走査熱量計（differential scanning calorimeter, DSC）は、化学物
質等の熱的危険性をスクリーニングするために使用されている他に、消防法危険物第 5 類の自己
反応性物質の危険性評価方法としても用いられている。DSC では 1~10mg 程度の試料量を用いて
測定が行われる。また、双子型高感度熱量計 C80 は DSC では捉えることができない微少な発熱を
測定することができる。C80 では 0.5～5g 程度の試料量で測定が実施される。両者の比較におい
て、C80 のデータが熱量測定部の熱電対数および加熱方法を考慮すると、最も信頼性が高い。
一般に化学物質等の発熱挙動に及ぼす試料量の影響は大きい。そのため、試料量の影響を検討
することは火災危険性を評価する上で重要なことである。本研究では上記 2 種類の熱量計を用い
て、発熱量に対する試料量および熱量計の影響を比較・検討したので報告する 3）。
有機過酸化物である DTBP（ジ-tert-ブチルパーオキシド）のトルエン溶液を試料として実験を
行った。発熱量に対する試料量および気相における分解反応を検討し、分解危険性評価法につい
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てその妥当性を検証した。なお、DTBP/トルエン溶液は断熱型熱量計の標準試料として用いられ
ている。
3.1

DSC

図 6 に 5％、10％および 20％DTBP/トルエン溶液について、試料量と 1g（測定した試料）当た
りの発熱量（ΔHintake, J/gintake）の関係を示す。図 6 において、3 種類の濃度とも試料量 5mg 程度
までは発熱量は試料量に対して減少した。試料量 5mg 程度までは試料量の増加に対して
DTBP10％の発熱量の方が、DTBP20％の発熱量よりも大きい減少率で減少し、試料量 5mg 以上で
は両者はほぼ一定値となった。試料量の高さによる熱挙動への影響がないことが確認されている
ことから、このような減少の原因は DTBP/トルエン溶液の分解（反応）によるものと考えられる。
図 7 に試料量に対する DTBP10％または 20％の DTBP 濃度を DTBP100％に換算した 1g 当たりの
発熱量（100％換算発熱量）の関係を示す。DTBP 濃度を x％、その時の発熱量をΔHintake（J/g）と
すると 100％換算発熱量（ΔHconvd, J/gDTBP100％）＝100ΔHintake/x とする。単純な反応では、測定
した試料 1g 当たりの発熱量は DTBP 濃度に比例し、試料量が増加してもあらゆる濃度から求めた
100％換算発熱量は一定値をとると考えられる。しかし、実験結果を見ると 100％換算発熱量につ
いて試料量が 5mg 以下では、DTBP10％の値が、DTBP20％の値よりも大きくなった。例えば、
DTBP10％の値 2,036J/g（1.46g）に対して DTBP20％の値は、1,778J/g（1.56g）であった。このこと
は、試料量が少ないと 100％換算発熱量が大きくなることを示している。5mg 以上では両者はほ
ぼ一定値（1,600J/g）をとった。図 7 は試料量が小さい範囲では気相における DTBP 蒸気と酸素の
反応熱が 100％換算発熱量に大きく影響を与えていることを示唆している。

試

料

量

図 6 DSC 測定における試料量と DTBP5％、DTBP10％、
DTBP 20％/トルエン溶液の発熱量の関係
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試

料

量

図 7 DSC 測定における試料量と DTBP100％に換算した発熱量の関係
3.2

C80

C80 による DTBP10％トルエン溶液について、試料量と 1g（測定した試料）当たりの発熱量の
関係を図 8 に示す。黒丸はアルゴン中の発熱量を示す。1g 当たりの発熱量は試料量約 2g までは
大きく減少し、それ以上になると発熱量の減少率は小さくなった。アルゴン中では気相の発熱は
見られなかった。
DSC および C80 の測定結果から、気相における揮発した試料の発熱が危険性評価に影響するこ
とから、試料容器の体積を考慮する必要があると考えた。そこで DTBP 溶液試料の体積を除いた
空間の体積に対する DTBP 量（体積％）の比（空間体積/DTBP 体積、 [Vs‐ms/ρs]/[ms･cDTBP/100/
ρDTBP]）と 100％換算発熱量（Hconvd）の関係を調べた（図 9）。横軸は常用対数である。Vs、ms、
cDTBP、ρs、ρDTBP はそれぞれ、試料容器体積（cm3）、試料量（g）、DTBP 濃度（重量％）、試料密
度（g/cm3）、DTBP 密度（g/cm3）である。図 9 のように（空間体積/DTBP 体積）を用いると測定
装置（試料容器）および濃度に依らず 100％換算発熱量は一つの曲線で表すことができた。また、
（空間体積/DTBP 体積）がおよそ 20 以下では 100％換算発熱量はほぼ一定値をとることから、発
熱量測定の標準試料として DTBP トルエン溶液用いる場合に、気相における揮発した試料の発熱
を配慮して、この範囲で行うことが望ましいと考えられる。DTBP/トルエン溶液以外の試料につ
いても、気相の発熱の影響を小さくするため、測定に支障が無い範囲で試料量を増やし、空間体
積を小さくした条件で測定を行うことが適正な危険性評価において必要である。
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試

料

量

図 8 C80 測定における試料量と発熱量の関係

図 9 （空間体積/DTBP 体積）と 100％換算発熱量の関係
4. 化学物質の燃焼危険性評価
化学物質の燃焼性を把握することは、火災による被害の軽減にとって重要である。固体の化学
物質について燃焼性の指標として燃焼速度が用いられる。しかし、燃焼速度試験は火炎や煙の発
生により、実施が困難な場合がある。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提案することを目的とした。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た。これらの試料の中に
は火災原因物質となったものが含まれる。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-示差走査熱量同時測定装置）を用いて、熱流束および圧力等の測
定を行った

4）

。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、化学物質の燃焼危険

評価方法について考察した。
試料として、発泡剤である ADCA（アゾジカルボンアミド、和光純薬）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）、OBSH（4,4'-オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジ
ド）、和光純薬）を使用した。自己反応性物質として、BPO（過酸化ベンゾイル、Alpha Aesar）、
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AIBN（アゾビスイソブチロニトリル、和光純薬）および GN（グアニジン硝酸塩、関東化学）を
使用した。可燃性の固体として硫黄（和光純薬）を使用した。また、感光剤である NQ（1,2-ナフ
トキノン-2-ジアジド-4-スルホン酸ナトリウム、和光純薬）も用いた。
断熱材で覆った幅 23mm、長さ 135mm、深さ 20mm の溝を持つステンレス製燃焼速度測定装置
を用いた。幅方向の中央で試料表面から深さ 10mm（上段）および深さ 20mm（下段）の位置で、
それぞれ長手方向（火炎の進行方向）に 40mm および 50mm の間隔で熱電対を配置した。試料を
燃焼速度測定装置に詰めた後、電子ライターで熱電対から 30mm 程度離した位置に着火した（火
炎長：約 60mm）。また、TG-DTA（リガク製 TG8120）を使用して重量減少を測定した。昇温速度
を 2K/min とし、試料量は 5mg とした。燃焼熱量計（IKA 製 C2000）を使用して燃焼熱を測定し
た。試料量は 0.5～1.5g とした。pDSC を使用して AIBN を除いて、熱流束、反応熱および圧力を
測定した。昇温速度を 0.8K/min とし、試料量を 50.5±1mg とした。
燃焼速度試験において、DPT は他の試料と比較して上段の燃焼速度が下段の燃焼速度よりも大
きくなった。DPT の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炎伝播することがわかった。以後、固体の燃焼を議論す
るために下段の燃焼速度を用いた。NQ は火炎を形成しないがくん焼状態で燃焼が進行した。AIBN
では融解を経た後で燃焼した。GN 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分
解したが火炎は見られなかった。
TG による重量減少開始温度（To[TG]）および pDSC による発熱検知温度（To[pDSC]）を調べる
と、To[pDSC]が To[TG]よりも低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。
pDSC の測定結果の一例として、図 10 に BPO の測定結果を示す。種々の試料において、DSC に
よる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 および ADCA の圧力上昇速度は
他の試料と比較して大きい。BPO の燃焼熱は比較的大きいが、pDSC による圧力上昇速度は硫黄
を除いて最小であった。BPO の燃焼では分解ガスがあまり発生しないことがわかる。なお、GN お
よび硫黄で圧力上昇速度が、GN で燃焼熱が測定できなかった。図 11 において横軸を pDSC の反
応熱を pDSC による発熱検知温度で除した値に、縦軸を燃焼速度とした。燃焼速度と種々の指標
との相関関係を調べたところ、他の指標と比較して（反応熱/To[pDSC]）と燃焼速度の間に良い相
関関係があることから、（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。

図 10 pDSC による BPO の測定結果
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図 11 [反応熱/To[pDSC]]と燃焼速度の関係
5. まとめ
化学物質による火災に対する予防・被害軽減対策に役立てるために、蓄熱による自然発火の危
険性評価法、分解による危険性評価法および燃焼危険性評価法に関する研究を行い、以下の結果
を得た。
（1） 発熱検知温度、発熱量およびガス発生量を指標として、各再生資源燃料に対して相対的な
火災危険性評価を行った。多くの試料で水の添加によって自然発火の危険性が高まった。
（2） DSC および C80 熱量計を用いて DTBP トルエン溶液の発熱量を調べたところ、気相におけ
る発熱が危険性評価に影響を与えた。DTBP トルエン溶液用いる場合に、気相における揮発し
た試料の発熱を配慮して、
（空間体積/DTBP 体積）がおよそ 20 以下で測定を行うことが望まし
いと考えられる。
（3） 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。
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