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            Ignition                Pre-burning (30 sec)       Foam ejection 0 sec (60 sec) 

 

   
           15 sec                        30 sec                      45 sec 

 

   
      60 sec (90% control)                75 sec                       90 sec 

 

   
      Extinction 101 sec                 120 sec                      135 sec 

 
 
【AR-AFFF 泡のコントロールおよび消火過程 の状況(泡供給率 2.5 Lpm/m2)】 



まえがき 
 

2003 年 9 月 26 日 4 時 50 分、北海道を中心とした「十勝沖地震」が発生し、苫小牧の

出光興産(株)北海道製油所の 2 基の石油タンクが火災となった。最初の火災は、地震発生

直後に発生した原油タンクの火災で、地上配管の漏油に着火し、火炎がタンク壁を伝って、

浮き屋根上に溢れた油に延焼した。浮き屋根上の油が燃え尽きた後には、リム火災（所謂

リング火災）が残り、発生から約 7 時間を要して消火した。 
更に 2 日後に、ナフサタンクから火災が発生し、浮き屋根が沈んでいたために全面火災

となり、苫小牧市を始め、近隣の公設消防、出光興産、石油連盟などの｢3 点セット｣や｢Ｉ

-Ｓ型｣による、懸命な消火作業にも拘らず、鎮火までに 44 時間を要した。 
日本における大型石油タンクの全面火災は、1964 年の新潟地震による、昭和石油のタン

ク火災があるが、それ以降、40 年間も発生していなかった。新潟コンビナートは、海面下

のゼロメートル地帯で、全域が１m 以上も水没して、人も消防車も近づけなかったため、

消火作業をしないまま、20 日間も放置して、自然鎮火を待ったという経緯がある。 
すなわち、苫小牧の火災は、日本で初めて、タンクの全面火災を消火できなかったとい

う事実であり、その社会的衝撃は非常に大きかった。 
消防庁では､直ちに石油タンクの消火に関する検討部会を構成して、タンクの全面火災に

有効とされる、大容量泡放射システムの検討を行った。その結果､平成 16 年 6 月に、「石

油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律」を公布して、「大容量泡放水砲」の導

入を決めた。 
しかし、大容量泡放水砲には、放射特性と放射時の泡性状など、未知な部分が多く残さ

れており､大容量泡放水砲の導入にあたり、早急な調査、検討が望まれた。それを受けて、

消防研究所では､平成 16 年度「石油タンクの安全確保に関する研究」の一環として､石油

タンク火災の消火に適した泡消火薬剤の性能把握と大容量泡放水砲に関する研究を開始し、

約 200 回もの n-ヘプタンのプール燃焼による泡消火実験と、石油備蓄基地の実タンクを使

用した大容量泡放水砲による大規模泡放射実験を実施した。 
本報告書は、平成 16 年度から平成 17 年度までの 2 年間で実施した「石油タンク火災の

安全確保に関する研究」に対する成果をまとめたもので、この共同研究の参加者は 次の

とおりである。 
 
●独立行政法人 消防研究所 竹元昭夫, 内藤浩由, 沖山博通, 松原美之 
●深田工業株式会社       木戸健二, 佐澤潔, 小川耕司, 高嶋武士       
●第一化成産業株式会社    田中良樹, 平塚保幸, 眞仁田健二, 中田稔, 築地千春, 

本多光浩, 増田哲也, 沼田賢二, 山谷誌朗, 小沢直也 
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第 1 章 概 要 
1.1 研究の概要 
「まえがき」に述べたとおり、この研究は、2003 年 9 月の石油タンク火災の対応と

して、消防庁が「大容量泡放水砲を導入」することを受けて、消防研究所における、平

成 16 年度「石油タンクの安全確保に関する研究」の一環として実施したもので、①石

油タンク火災の消火に適した泡消火薬剤を選択すること、②大容量泡放水砲の放射特性

と放射時の泡性状を把握することを目的としている。 
①「石油タンク火災の消火に適した泡消火薬剤の選択」については、石油タンクの泡

消火を模擬した小規模消火試験方法を確立し、その消火試験方法によって、石油タンク

用泡消火薬剤を選択することとした。試験に用いた泡消火薬剤は、国内で市販されてい

る「検定品」のほか、アメリカの消防隊が石油タンク火災に使用している泡消火薬剤

(AR-AFFF：多糖類添加耐アルコール泡)の国産品を対象にした 
泡消火薬剤の選別は、主として 2m2の火皿を用いて実施し、この中から選択した、石

油タンク火災の消火に適した泡消火薬剤を用いて、4m2、6m2 の火皿による試験を行っ

た。その結果、(1)消火性、耐火性、密封性を兼ね備えた泡消火薬剤、(2)消火性はよいが、

消火後に泡が消滅してしまう、耐火性、密封性を有していない泡消火薬剤、そして、(3)
消火性に懸念がある泡消火薬剤があることがわかった。 
試験した泡消火薬剤の多くは検定合格品であったが、石油タンクの消火に適さないも

のがあった。その理由は、現行規格省令の消火試験方法に問題がある(易しすぎる)こと

にあり、これは 30 年前から指摘されている。そこで、研究の結果を検討して、石油タ

ンク消火用の泡消火薬剤を選択するための、「規格省令の改正案」を提案した。 
なお、消火試験は、実際の火災をシミュレートしたものが好ましいので、その意味か

らすると、厳しい条件となる 6m2 火皿による消火試験方法が望ましいが、「規格省令改

正案」では、室内試験の限界である、4m2火皿を採用することにした。 
そのほか、大容量泡放水砲の放射状況を再現するための仰角泡放射試験、2 本のノズ

ルを同時に泡放射する試験、さらに、異種の泡を同時に放射する試験を実施した。これ

らについては、一応の見解は得たものの、さらに、種々の条件による試験が必要であり、

また、大容量泡放水砲を相似する小規模ノズルの検討もあわせて、次年度以降の継続研

究とすべきものである。 
②「大容量泡放水砲の放射特性と放射時の泡性状を把握」については、志布志石油備

蓄基地のタンクを用いて、アスピレート方式およびノンアスピレート方式の実用泡放水

砲（毎分放射量 20,000L）による泡放射試験を実施した。そのほか、苫東石油備蓄基地(石
油天然ガス・金属資源機構)、昭和四日市石油(四日市消防本部)、深田工業小牧工場にお

ける泡放射試験から、実用泡放水砲の放射特性と放射泡特性を検討した。 
実用泡放水砲の試験は、広大な場所と大量の水、泡消火薬剤を必要とし、人的、経済

的負担を考慮すると、十分な回数の放射試験は実施できないため、詳細な検討は困難で



あるが、試験結果と過去の経験、知見から判断して、大容量泡放水砲に使用できる泡消

火薬剤は、フッ素たん白泡であることがわかった。なお、水成膜泡は、起泡性がよいた

め、放水砲から放射された泡が放射中の空気抵抗によって二次的に発泡し、予想以上に

発泡倍率が大きくなり飛散してしまうので、タンクへの泡放射が難しいことがわかった。 
 
1.2 報告書の構成 
報告書の構成は、次の通りである。 
第 1 章 報告書の概要 
第 2 章 泡消火概論  泡消火概論では、泡消火に関する知識として、泡の消火原理、

泡消火に必要な性質などについて述べ、あわせて、市販されている泡消火薬剤を分

類、整理して解説して、本研究を理解する一助とした。 
第 3 章 泡消火試験方法の調査 世界各国の規格を調査し、石油タンクの消火に適し

た泡消火薬剤を選択する方法として、本研究で採用した消火試験方法を決定した根

拠を示した。なお、これは、第 4 章に包含されるものであるが、第４章では、消火

試験結果を簡潔、明確に記述するため、別章とした。 
第 4 章 泡消火薬剤選択のための消火試験 1m2、2m2、4m2、6m2の火皿を用いて、

200 回を超える泡消火薬剤選択のための小規模消火試験を実施した。同時に、異種

泡を同時に放射する消火試験を実施した。この章には、試験結果と考察を記した。 
第 5 章 大容量泡放水砲放射試験 実際の石油タンクと大容量泡放水砲を用いて、志

布志石油備蓄基地、苫東石油備蓄基地、昭和四日市石油、深田工業小牧工場などで

泡放射試験を実施した。この章には、その結果と考察を記した。 
第 6 章 大容量泡放水砲の性能と使用すべき泡消火薬剤 第 4 章で実施した消火試験

と、第 5 章で実施した大容量泡放水砲の放射試験の結果から、大容量泡放水砲に必

要な泡放射特性と使用するに適した泡消火薬剤の考察、検討を行った。  
第 7 章 泡消火薬剤の規格の提案 現行規格省令では、危険物の消火に適した泡消火

薬剤を選択することができないため、本研究の知見から、石油タンクなど「危険物

火災用泡消火薬剤の規格省令案」を提案した。 
参考資料 平成 16 年度～17 年度には、数回にわたり、大容量泡放水砲に関する国内

外の調査を実施した。その中から、次の調査結果を参考資料として掲げた。 
・大容量泡放水砲の推奨者である、アメリカの Williams 社とラマー大学消火試験場

の試験。 
・アメリカの Kidde 社(National Foam 社)において実施した、出光興産北海道製油

所が導入した、大容量泡放水砲（Iron Man）の放射試験。 
・消防庁の検討委員会により調査した、ネバダ大学消防科学アカデミーの試験。 
・ハンガリー国営石油会社におけるセミナーと放射試験などの調査。 
・福井石油備蓄基地での泡消火訓練調査。 



第 2 章 泡消火概論 
2.1 はじめに 
今では、油火災を泡(エアーフォーム)で消火する事は常識となっているが、第二次世界

大戦終了後に駐留した在日米軍によって、たん白泡消火薬剤が紹介されるまで、日本には

空気泡による石油タンクの消火の知識はなかった。 
その後、日本の産業は、石油、石油化学を中心とした高度成長を遂げ、1960 年以降、全

国各地に石油コンビナートや石油備蓄基地が建設され、超大型のタンクが出現したが、そ

の間、いわゆる「3 点セット」の設置が義務つけられたものの、これはタンクの全面火災

に対応できるものではなく、加えて、どのような泡消火薬剤が石油タンクに適応するかが、

正確には整理されていないという現実がある。 
事実、規格省令(泡消火薬剤の技術上の規格、昭和 50 年自治省令第 26 号)が制定され、

泡の種別として、たん白泡消火薬剤、合成界面活性剤泡消火薬剤、水成膜泡消火薬剤が規

定されたが、規格省令は、泡消火薬剤としての最低基準を示すものであるということから、

これらの泡消火薬剤のうち、どの泡が石油タンクに対処できるのか、あるいは、どのよう

な特性を持っているのかについては、規格省令からは理解できない。 
さらに、規格省令には、現在、世界各国で主力として、石油タンクに使用されている泡

消火薬剤である、フッ素たん白泡(FP)や多糖類添加水成膜泡(AR-AFFF)が規定されていな

いこともあって、日本における石油タンク火災の消火に用いる泡消火薬剤の現状は、世界

と大きく異なるものとなっている。これは、取りも直さず、十勝沖地震に起因する石油タ

ンク火災が長時間消火できなかった事にも関連する。 
 

2.2 消火泡の役目 
火災を消火するには、まず水を基本にして考えるべきである。これは、水が消火薬剤の

なかで最も経済的であり、冷却効果など優秀な消火性能を有しているためである。多量の

水は大概の火災を鎮圧できる。しかし水による消火が困難な場合がいくつかある。 
その第一は、水よりも比重の軽い液体可燃物の場合である。例えば、ガソリンが燃えて

いるときに、水で消火しようとしても、水はガソリン層の下に沈んでしまって、火面を覆

うことができず、逆にガソリンに火がついたまま、水の表面に浮かんで流動したりする危

険がある。原油のような油の場合には、油中の水分や油層の下に沈んだ水が熱によって激

しく蒸発して、燃料を吹き飛ばす、ボイルオーバー、スロップオーバーなどの現象により、

火災が拡大して危険となることすらある。 
このような液体燃料の火災に泡を供給すると、泡は燃料表面に浮かんで空気と燃料の接

触を妨げるから、全面を泡で覆えば火災を消火することができる。これは、泡が水にまさ

る最も重要な特性であって、泡消火薬剤は液体燃料火災を消火するために考案され、製造

されたものであるといえる。 
水による消火の第二の難点は、目的物に長く付着していないことである。建築物など立



体面の多い対象物の火災を消火しようとして放水しても、すぐに地面に流れ落ちてしまっ

て、さらに地上に拡がってしまう。ビル・マンションなどの火災の場合は、水はどんどん

階下へ流れて、火災は消えたけれども、関係ないところまでビショ濡れにしてしまうとい

ったこともある。つまり、水は被覆性と滞留性が悪いのである。このため、実際に必要な

量よりもかなり多量の水を用いないと消火の目的を達することができないことがある。 
それに対して、泡は少量の水溶液に多量の気体を分散させた、いわば空気を含んだ水で

あるから、その容積は液相の容積の数倍から数百倍にもなって、少量の液体で大容積を占

めるため、対象可燃物を被覆し、あるいは封塞して窒息消火させることができる。消火後

さらに泡を放出し続けると、泡は対象物表面をしっかりと覆い、蒸気の発生を許さず、再

着火を防止する。あるいは、泡の排水が可燃物に浸透して冷却し、一方、泡の粘着性によ

って、目的物を覆って流されない利点がある。 
このように、泡は被覆性と滞留性にすぐれているので、油などの平面火災ばかりでなく、

住宅や森林火災などの立体火災に、水の特性を保持したまま使用することができることに

特徴がある。 
 
2.3 泡の消火原理 
泡の消火原理は、油などのB火災に対しては、表面を泡層によって被覆し、封鎖すること

によって、可燃物から発生する気体と酸素が混合することを防止する「窒息効果」による。 
木材などのA火災に対しては、平面、立体面を問わず、泡の中に含まれる水分を深部にま

で浸透させて「冷却効果」により消火する。液体火災は「冷却効果」では消火できないが、

消火後の液面封鎖は「冷却効果」に助けられる。 
沸点の高い油に対しては、泡から蒸発する水蒸気による消火効果がある。例えば、重油

の消火試験では、重油の表面を泡で覆って展開する際、前方の未だ泡が展開していない油

の表面が既に消火していることが見られる。すなわち、泡の被覆時間よりも消火時間が早

いという現象で、これは、泡から蒸発する水蒸気による｢冷却と窒息｣の効果により、泡が

覆っていない液面が先に消火しているのである。 
泡が最も有効な対象物は、可燃性液体火災であり、表面を泡で被覆して封塞することに

よって消火し、さらに、消火した後も可燃物表面を長時間覆って、再着火、再燃焼するこ

との危険を防止する。この｢窒息効果｣は、本研究の目的である石油タンクに対する泡の役

目といえる。 
 

2.4 泡の分類 
2.4.1 発泡方法による分類 
消火泡は、少量の液体の中に多量の気体を分散させたものである。気体の分散の方法、

すなわち、泡の作り方によって化学泡(ケミカルフォーム)と機械泡(メカニカルフォーム)の
二つに分類される。機械泡は、一般に気体として空気が用いられるので、空気泡(エアーフ



ォーム)と呼ばれる。 
1) 化学泡 
化学泡は、化学反応によって泡を作るもので、一般的には、炭酸水素ナトリウム(重曹)

を成分とする A 剤と、硫酸アルミニウムを成分とする B 剤とを、それぞれ水溶液として、

AB 両者を使用時に混合すると、発生する炭酸ガスを核にした泡を形成する。 
化学泡は、今は消火器には使われてはいるものの、危険物施設など大規模火災を消火す

る目的には使用されない。これは対象施設の大規模化に伴って、連続的に泡を発生するこ

とができない化学泡は、自然消滅して古典的な発泡方法となったわけである。 
2) 空気泡 
空気泡は、使用時に混合器(プロポーショナー)で、少量の泡消火薬剤を水に混合して作

成した泡水溶液を発泡器に送り、発泡器において機械的方法で気体を混入して、撹拌して

泡を発生するものである。通常、空気を混合し、機械的に撹拌するため、空気泡・エアー

フォーム、あるいは、機械泡・メカニカルフォームと呼ばれた。 
泡の性質は、泡消火薬剤により異なるが、同一の泡消火薬剤でも、発泡器の構造や送水

圧力などの発泡条件で泡の性質、性能が異なるので、発泡装置が重要な役割を占める。 
空気泡は、発泡方法が簡単で、泡消火薬剤と水がある限り、少量の消火薬剤から大量の

泡を連続的に発生できること、消火薬剤が長期保存できることなどから、大規模施設の消

火泡として、固定消火設備や消防車で使用されている。現在は、空気以外の気体は使用し

ないこと、化学泡が使用されないことから、あえて、空気泡、機械泡と呼ぶことはなく、

単に「泡消火薬剤」、｢泡消火設備｣と呼ばれる。本研究でも、空気泡だけを対象とする。 
 
2.4.2 発泡倍率による分類 
泡消火薬剤は、使用するときには、指定された濃度の水溶液として、発泡器を用いて発

泡する。発生した泡が、水溶液の何倍の容積に膨張したかを、泡の発泡倍率(膨張率)といい、

その大小によって低発泡、中発泡、高発泡に分けられる。 
この区分は各国で異なるが、あまり意味のあるものではなく、規格で定められても、業

界では、その通りには使われていない。日本でも、消防法で低発泡と高発泡が規定されて

いるが、実際には法令による設備は、低発泡設備だけが設置されている現状がある。表2.4-1
には、各国規格での発泡倍率による泡の分類を示した。 
発泡倍率による区分は、実用発泡器の型式によって、発生する泡の種類をみることが理

解しやすい。たとえば、泡ノズルやタンクの固定設備であるフォームチャンバーは、たん

白泡、フッ素たん白泡によって、発泡倍率6～12程度の低発泡を発生する。アスピレータ型

の高発泡器は、界面活性剤系の泡により、発泡倍率50～500程度の中発泡を、そしてブロワ

ー型の高発泡器は、300～1000の高発泡を発生することができる。 
 
 



表2.4-1  発泡倍率による泡の分類 

消
防
法 

    低発泡                    6 ～    20 
 
               第一種         80 ～   250 
    高発泡     第二種        250 ～   500 
               第三種        500 ～  1000 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ 

    低発泡 (Low-Ex)           6 ～    50 

    中発泡 (Med-Ex)          50 ～   500 

    高発泡 (Hi-Ex)           100 ～  1000 

ア
メ
リ
カ 

N 
F 
P 
A 

    低発泡 (Low-Ex)           6 ～    20 
 
    高発泡 (Hi-Ex)           100 ～  1000 

国
際
規
格 

    低発泡 (Low-Ex)           20 以下 

    中発泡 (Med-Ex)          20 ～ 200 

    高発泡 (Hi-Ex)             200 以上 

 
 
2.5 泡消火薬剤の分類 
2.5.1 消防法の分類 
消防法に基づく泡消火薬剤の分類(種別)は、消防法と泡消火薬剤の規格省令において、次

のように区分されている。ただし、これは、用途、成分、機能による分類方法が混在して、

系統的な分類ではない。なお、水溶性液体用泡消火薬剤は、消防法に基づく「検定」から

除かれていて、規格省令では規定されていないが、法令が制定されてから、すでに30年を

経過しているわけであるから、水溶性液体用泡消火薬剤の検定を実施すべき時期となって

いる。 
 

(1) たん白泡消火薬剤：たん白質加水分解物を基材とするもの 
(成分による分類) 

(2) 合成界面活性剤泡消火薬剤：合成界面活性剤を基材とするもの 
(成分による分類) 

(3) 水成膜泡消火薬剤：合成界面活性剤泡消火薬剤のうち、 
シクロヘキサンの液面上に膜を形成するもの 
(機能による分類) 

(4) 水溶性液体用泡消火薬剤：水溶性液体の消火に用いる泡消火薬剤 
(用途による分類) 

 



2.5.2 成分による分類 
泡消火薬剤をその構成成分(起泡成分)からみると、たん白質の加水分解物を基剤としたも

のと、界面活性剤を基剤としたものとに分けられる。界面活性剤としては、炭化水素系界

面活性剤とフッ素系界面活性剤の二種類が用いられる。しかし、実際には、これらの成分

を相互に混合したものが多くなったこともあって、その分類・区分は曖昧になっている。 
例えば、たん白泡(プロテインフォーム)は、たん白質加水分解物に鉄塩などの安定剤を加

えたものであるが、たん白質加水分解物と界面活性剤を混合してなる泡消火薬剤のうち、

たん白質加水分解物に少量のフッ素系界面活性剤を添加したものが、フッ素たん白泡(フロ

ロプロテインフォーム)であり、フッ素たん白泡には、添加するフッ素系界面活性剤の種類

によっては、水溶性液体用泡消火薬剤として用いられる。また、フッ素系界面活性剤の種

類によって、水成膜を形成するたん白泡があり、FFFP (Film Forming Fluoro Protein：フ

ッ素たん白水成膜泡)と呼ばれている。又、FFFPには、水溶性液体用泡消火薬剤といえる

ものもある。 
合成界面活性剤泡は、通常、炭化水素系界面活性剤の水溶液であるが、性能向上のため

に、フッ素系界面活性剤を添加するものもある。 
一方、規格省令では、合成界面活性剤泡消火薬剤のうち、シクロヘキサンの表面に、水

性の膜を形成するものを水成膜泡消火薬剤というが、水成膜泡消火薬剤は、炭化水素系界

面活性剤とフッ素系界面活性剤の混合物であって、その量は、実際には、炭化水素系界面

活性剤の方がフッ素系界面活性剤よりも多量になっている。すなわち、合成界面活性剤泡

と水成膜泡の成分区分がなくなっている。 
 

表2.5-1  成分による泡消火薬剤の分類 

        
  

 たん白質加水分解物 
    

    

    
 たん白質加水分解物とフッ素界面活性剤の混合物 

     
    

 たん白質加水分解物と炭化水素系界面活性剤の混合物 

    

  

 たん白質加水分解物と 

 界面活性剤の混合物 

  

 たん白質加水分解物と炭化水素系界面活性剤と 

 フッ素界面活性剤の混合物 

    

    
 炭化水素系界面活性剤 

     
    

 炭化水素系界面活性剤にフッ素界面活性剤を添加したもの 

    

 

 界面活性剤 

  
 炭化水素系界面活性剤とフッ素界面活性剤の混合物 



さらに、本研究でも対象とする泡消火薬剤に、AR-AFFFで表示される粘性付与水成膜泡

がある。これは、本来、水溶性液体用泡消火薬剤で、ARは、Alcohol Resistant を意味す

る。しかし、欧米の消防隊は、水成膜泡(AFFF)の代わりに、AR-AFFF(耐アルコール泡)を
コンビナートの石油タンクなどの消火に使っている。これは、水成膜泡は、耐熱性が劣る

ために、流出油火災にしか使用できないことから、水成膜泡の性能改善策として、AR-AFFF
を使うわけである。 
しかしながら、泡消火薬剤の規格省令では、欧米で実用されているフッ素たん白泡と

AR-AFFFが規定されていないことからか、たん白泡とフッ素たん白泡、水成膜泡(AFFF)
とAR-AFFFを混同することがあり、その性能の認識が十分ではない。 
 
2.5.3 用途による分類 
泡の主要目的は、液体可燃物の消火にあることから、石油類用、アルコールなどの水溶

性液体用など、用途による分類をすることがある。一般には、石油類の消火に用いる泡を

普通に「泡消火薬剤」といい、水溶性や極性を有する液体可燃物に対する泡を「耐アルコ

ール泡」という呼び方をしている。海外では、石油類用の泡のことを普通の泡「Conventional 
Foam」と呼ぶ場合もある。これは、石油類用泡と耐アルコール泡の成分が同様であること

からの石油類用とアルコール用との泡区分である。 
石油類用泡と耐アルコール用泡の使い分けは、海外ではユーザーやメーカーの判断であ

るが、日本では法令で規定し、石油タンクに設備する泡は、課長通知(平成元年消防危24号)
により、石油コンビナート災害防止法では、消防隊が石油タンクに対処する場合を規定し

ている。この場合、検定が無い耐アルコール泡を石油類に使ってよいとする誤認があるが、

これは、法令の規定の難しさと解釈の無知による。なお、消防法施行規則は、低発泡と高

発泡の建築物への用途を規定している。 
 
2.5.4 使用濃度による分類 
泡消火薬剤の型式は、通常、1％型、3％型、5％型、6％型という表し方をする。これは

使用するとき、泡消火薬剤を水に混合する濃度(使用濃度)を表すものであって、性能を現す

ものではない。規格省令では3％型と6％型を規定しているが、ドイツでは、4％でも5％で

も使ってよいとして、4/5％を規定していた。最近のISO、ULなどでは、使用濃度を規定せ

ずに、メーカーの申請によることにしている。 
6％型は、1945年に制定された、アメリカ軍の規格(JAN-C-266)に倣っているが、当時は、

6％型たん白泡消火薬剤しか市販されていなかったために、6％と決めただけで、他には何

の意味もない。この頃のたん白泡は、組成濃度と粘度、混合器、発泡器などの関係から、6％
水溶液が最良であったわけで、その後、たん白泡を２倍の濃度に濃縮できる研究が進み、

設備機器の発展もあって3％型が開発され、貯蔵容積が半分になることから有用され、それ

を今も踏襲している。 



1970年代には、高発泡や中発泡、水成膜泡などの界面活性剤泡が出現し、これらは、粘

度が小さいことから、1％水溶液として混合できるものがあった。最近では、クラスAフォ

ームなどに 0.5％水溶液として使用するものがあるが、この場合、消火効果が泡によるので

はなく、水によるため、多少の混合誤差は問題にならないので使われている。しかし、泡

で消火する泡消火薬剤は、混合誤差が泡性能に影響するため、成分濃度と粘度の関係によ

って、使用濃度が設定されるわけである。 
使用濃度は性能の優劣を示すものではなく、簡単に言えば、1％型は3％型の濃度を3倍に

したもので、使用する際の水溶液中の成分濃度としては、1％型と3％型は同じであるから、

泡としての性能は同じである。 
大容量泡放水砲に使用する泡消火薬剤について、1％型の方が3％型より高性能であると

の意見があるが、これは、1％型は3％型泡消火薬剤を1％に希釈して使用するという意見と

ともに、無知による誤認である。 
 
2.6 泡消火薬剤の種類 
規格省令では、たん白泡、合成界面活性剤泡、水成膜泡消火薬剤の3種の泡消火薬剤を規

定しているが、泡の用途は規定していないので、検定品であれば、どの泡でも油火災(規格

でいうB火災)に有効であると勘違いするメーカーやユーザーが多く、合成界面活性剤泡を

コンビナート火災に備蓄している実情がある。ここでは、タンク火災に使用する泡に主点

を置いて、泡の種類を現状から解説する。 
 
2.6.1 たん白泡消火薬剤(プロテインフォーム：P) 
たん白泡は、動物の蹄角などのたん白質原料を細粒に砕いて、アルカリで加水分解した

後に、中和、濃縮して、耐熱強化泡安定剤(第一鉄塩)、不凍剤(グリコール類)、粘度調整剤(尿
素)、泡安定剤(サポニン)などを加えたものである。 
たん白泡消火薬剤は、今から半世紀前の1950年代半ばに日本に導入された。すなわち、

たん白泡は、石油産業を中心とした高度成長期に、石油施設の安全を対処してきた古典的

な泡消火薬剤である。 
たん白泡は、泡が油で汚染されていない状況では高い性能を有するが、昔の製品は泡の

流動性が劣るため、油面上の泡の展開が遅い。泡の流動性は、鉄塩の添加量で調節される。

たん白泡は、泡が油面に突入するような供給方法では、油に汚染されて性能が低下する。

高度成長期の石油タンクは小型であったが、直径が50 mを超えるタンクに対処しなければ

ならなくなると、消防隊のタンクへの直接放射では、油汚染を避けることができないので、

消火の成否は消防隊の熟練度にかかってくる。 
そのため、欧米では、1970年代の半ばから、たん白泡に代わってフッ素たん白泡が使用

されているが、日本では、たん白泡が主力の泡消火薬剤としてタンクに設置されている。

しかし、そうはいうものの、フッ素系界面活性剤、炭化水素系界面活性剤、これらを溶解



するための溶剤には、環境汚染、健康問題などがあることから、将来、天然製品である、

たん白泡の大量放射で対応する方策を考慮すべきかもしれない。すなわち、人工物で化学

的に安定すぎるフッ素系界面活性剤泡、水成膜泡などは、その安全性が完全にクリアでき

ないとすると、たん白泡による石油タンクの消火を再検討する必要があるかもしれない。 
 
2.6.2 フッ素たん白泡消火薬剤(フロロプロティンフォーム：FP、FFFP) 
フッ素たん白泡は、たん白泡の流動性、油汚染性を改善するために、たん白泡に少量の

フッ素界面活性剤を添加したものといえる。すなわち、動物の蹄、角などのたん白質の加

水分解物にフッ素界面活性剤を少量混合したものである。この場合、たん白泡の泡安定剤

である鉄塩を添加しない場合もある。添加するフッ素界面活性剤の種類によって性能が異

なり、また、フッ素たん白泡には、耐アルコール性が付加されて、極性の大きい水溶性液

体が消火できるものもある。 
欧米では、たん白泡というとフッ素たん白泡を意味するように、フッ素たん白泡は、油

火災に適した泡として、30年前から石油タンクの泡消火設備に使われているが、日本では、

泡消火薬剤の規格省令にフッ素たん白泡の規定はない。そのことから、SSI設備(タンク底

部泡供給方式)に一部使われたことはあっても、ほとんど使用実績がないのが現状である。

フッ素たん白泡の性能の把握は、本研究の目的のひとつでもある。 
一方、添加するフッ素界面活性剤の性質によっては、シクロヘキサンの表面に水成膜を

形成する、フッ素たん白水成膜泡というべき泡があり、NFPAやISOでは、これを FFFP 
(Film Forming Fluoro Protein)と定義している。しかし、日本では、FFFPは認められてい

ない。 
FFFPはフッ素たん白泡よりも、更に流動性に優れた泡であるため、水成膜泡に代わって、

航空機流出油火災を始め、消防隊が使用しているが、反面、フッ素たん白泡よりも耐熱性

は劣ることは、水成膜泡と同様である。 
 

2.6.3 合成界面活性剤泡消火薬剤(クラスAフォーム、Hi-EX、Syndet：SD) 
合成界面活性剤泡は、炭化水素系界面活性剤に、泡安定剤として炭素数が12前後の高級

アルコールを少量加えるほか、溶剤(グリコールエーテル類)、不凍剤(グリコール類)を添加

する。一般に、界面活性剤は低温で高濃度水溶液を得る事が難しいので、水成膜と同様に、

比較的多量の溶剤、不凍剤を添加する。 
発泡成分の界面活性剤としては、天然ヤシ油または合成オレフィンを原料とする高級ア

ルコール硫酸エステル塩とエーテル硫酸エステル塩などの陰イオン界面活性剤の混合物が

多く使用される。これは、シャンプーの界面活性剤と同じ化合物で、環境的に問題がない

ということから、生分解性の高い汎用品として、消火薬剤の分野でも使用さている。なお、

合成オレフィン原料は使用されないようである。 
日本では、合成界面活性剤泡を石油コンビナートの備蓄用の泡消火薬剤として使用する



という間違った考え方があるが、欧米各国の多くでは、泡が耐火性、耐油性に乏しいので、

低発泡として石油タンクの消火には使用しない。 
界面活性剤の化学メーカーは、合成界面活性剤泡は、油火災に不適であることが分かっ

たが、多種多量に生産される界面活性剤を何とか消費しようとして、使用方法を考え出し

たのが、泡の水分を利用して消火することであった。すなわち、合成界面活性剤泡は、泡

による消火効果を望むのではなく、泡に含まれる水による冷却を目的とするもので、水を

有効に使って消火するものである。 
界面活性剤水溶液の良好な発泡性に着目して、低発泡、中発泡、高発泡として、A火災(一

般火災)の消火に用いられるもので、海外では｢Hi-EX：高発泡｣、｢クラスAフォーム｣、

｢CAF：高圧発泡｣、｢ぬれ水：Wet water｣などと呼ばれて、石油タンクではなく、一般火災

に使用している。 
すなわち、合成界面活性剤泡は、泡消火薬剤というよりも、水が立体面でも流れないよ

うに、水を泡の形に変えて使うものである。界面活性剤を用いるのは、水に浸透性を付与

する目的であり、その消火効果は、泡によるのではなく、泡に含まれる｢水分｣、｢排水｣に

よるのである。 
水の消火効果は分かっているから、NFPA規格(NFPA-1150・1145)では、クラスAフォ

ームの消火性能は規定していない。クラスAフォームやWet Water (ぬれ水：NFPA-18 
Wetting Agent)は、混合比を小さくして使用するため、日本の合成界面活性剤泡消火薬剤

の成分から、泡安定剤、不凍剤などを除いたもので、合成界面活性剤泡消火薬剤そのもの

である。 
クラスAフォームは、水消火と同様に住宅火災、森林火災に使われるほか、航空機からの

空中消火に用いられる。ヘリコプターや飛行機の胴体に設けた水タンクに泡水溶液を入れ

ておき、タンクの蓋を開いて泡水溶液を空中に落下すると、落下の途中の空中で水が泡と

なるので、発泡装置を必要としない。これは、泡水溶液をバケツで高所から撒くと地面ま

で達する間に自然に泡となることが確認できる。 

CAF (Compressed Air Foam)は、泡の水分を長く保持するため、泡水溶液に高圧の圧搾

空気を吹き込んで発泡するもので、発生する泡は粒が細かく、排水しにくい、寿命の長い

泡となる。水溶液タンクとコンプレッサー、発泡ノズルを組み込んだスキッド形式のCAF
装置は、住宅設備に用いられ、また、消防車に搭載して、ブッシュ火災や森林火災などに

使われる。 
高発泡は、大きな発泡倍率(100～1000倍)になるように膨張させて、一挙に大量に放射す

るもので、倉庫、航空機格納庫、LNGタンクの周囲などの大空間を被覆する消火法である。 
高発泡、クラスAフォーム、CAF：高圧発泡、ぬれ水などは、基本的には同一の類似した

成分の消火薬剤で、発生する泡の違いは、発泡機器(発泡方法)によるものに過ぎない。 
 
 



2.6.4 水成膜泡消火薬剤(フロロケミカルフォーム：FC、AFFF) 
水成膜泡消火薬剤は、炭化水素系界面活性剤水溶液にフッ素系界面活性剤水溶液を添加

したものである。水成膜泡はフッ素系界面活性剤が成分であるといわれているが、実は発

泡基材は、炭化水素系界面活性剤に負っていて、そのため、その成分は、フッ素系界面活

性剤よりも炭化水素系界面活性剤の方が量的には多い。界面活性剤は高濃度溶液が得にく

く、0 ℃で凍結するので、成分の大半は、溶剤(グリコールエーテル類)や不凍剤(グリコール

類)である。 
水成膜泡は、1960年頃、アメリカの海軍研究所で開発されたもので、当時、養成に多額

の費用がかかるジェット戦闘機のパイロットを救出する目的で開発され、アメリカの3M社

で製品化されたものである。当初は、ドライケミカル粉末と共にジェット機に噴射して、

すばやく火災を消火すると共にパイロットを救出する、ピストル型の「ツインエージェン

トシステム」が開発された。当時のジェット燃料は、灯油とガソリンの混合物であったた

め、燃料表面に薄い水性の膜を形成するということから、AFFF (Aqueous Film Forming 
Foam)と呼ばれた。 
海軍研究所と3M社からは、薄い水性の膜が油面に形成することによって、可燃性蒸気の

蒸発を防止し、火災を消火すると宣伝されたが、水性の薄膜は、軽油や重油などには形成

するが、ガソリンなど沸点の低い油には形成しないことがわかった。加えて、水の薄膜は、

熱によって簡単に蒸発するから、燃えている高温の油面に形成するはずが無く、すなわち、

水成膜泡の消火効果は、フッ素界面活性剤泡の流動性によるもので、膜によって消火する

ものではないことが確認された。これら水成膜が形成する条件、水成膜では消火しないこ

とに関する詳細は、①沖山博通：日本火災学会誌・火災・1979年116～118号、②沖山博通：

東京消防機器研究会会報・1978年79号、③沖山博通：同 会報・1980年81号の研究報告を

参照のこと。 
水成膜泡は、泡の油面流動性がよいため、油層の薄い流出油に消防隊が対処するには適

した泡として、世界各国の飛行場の消防車に搭載されている。しかし、起泡成分を炭化水

素系界面活性剤、耐油性をフッ素系界面活性剤に負うため、泡の流動展開性がよいものの、

耐熱性が劣ること、気泡に油や蒸気を包含する性質があることにより、いったん消火した

後、火源があると着火して、泡自体がフレアアップ(大きく燃え上がること)してしまうなど

の欠点がある。 
一方、水成膜泡を泡放水砲で空中に放出した場合には、空気抵抗によって、飛んでいる

ときに二次的に発泡して、発泡倍率が必要以上に大きくなり、泡が飛散してしまうので、

風や火炎に対抗して泡をタンクに投入することは困難であることに注意すべきである。こ

のことは、本研究における、大容量泡放水砲による放射実験でも対応している。 
フッ素系界面活性剤は、安定性がよいという反面、人工物であるから分解しにくいので、

フッ素が人の血液中に残留するということから、最初に開発した3M社では、自社の水成膜

泡である「ライトウォーター」の製造を中止した。現在市販されているライトウォーター



以外の製品を提供するメーカーは、3Mの製品とは製造法が異なるから、人体に対する環境

問題は無いとしているが、人工物である有機フッ素化合物の影響を指摘する化学者もいる

ことから、欧米のメーカーは、フッ素フリーの泡消火薬剤を目指している。 
 

2.6.5 多糖類添加フッ素界面活性剤泡消火薬剤(AR-AFFF、AFFF/AR) 
AR-AFFFは、現行の規格省令では規定されていないため、検定品は市販されていない。

したがって、正式な名称はなく、便宜上、多糖類添加フッ素界面活性剤泡としたが、AFFF
を考慮すると、多糖類添加水成膜泡というべきかも知れない。 
日本では、法令に規定されていない泡であるが、ここで取り上げる理由は、ウィリアム

社がオリオン石油のタンク火災をAR-AFFFで消火したため、大容量泡放水砲に使用する泡

として話題になっているためである。 
この泡は、欧米でいうAR-AFFF (Alcohol Resistant Foam）のことで、多糖類を添加し

た耐アルコール泡をいう。多糖類は、アルコールに接すると不溶性物となって泡に付着し

て泡が破壊されるのを防ぐために使われる。 
AR-AFFFの成分は、フッ素界面活性剤および炭化水素系界面活性剤水溶液に多糖類(キサ

ンタンガム、サッカライド、マンナンガム、アルギン酸など)を加えたもので、多糖類を添

加した耐アルコール泡である。界面活性剤水溶液は、高濃度溶液が得にくく、低温(0 ℃付

近)で凍ってしまうので、合成界面活性剤泡、水成膜泡と同様に、比較的多量の溶剤、不凍

剤が添加されている。 
海外のように、AR-AFFFを耐アルコール泡と表現すると、日本には多糖類を添加しない

耐アルコール泡があって、それもAR-AFFFと表現することになって、混同する恐れがある

から、多糖類添加フッ素界面活性剤泡あるいは、多糖類添加水成膜泡とした。 
ただし、消防庁の大容量泡放射システム検討部会では、AR-AFFFを粘性付与水成膜泡と

表現することにしたので、本報告でも、大容量泡放水砲の放射実験に関する部分では、多

糖類添加泡ではなく、粘性付与水成膜泡と表現している。 
解説が複雑になるが、海外で言うAR-AFFFは、多糖類を含む耐アルコール泡を言うので、

粘性付与水成膜泡といっても、多糖類添加フッ素界面活性剤でない泡消火薬剤については、

大容量泡放水砲に関する海外のデータは参考にすることはできないから、大容量泡放水砲

で消火できるかどうかはわからない。 
なお、海外では「粘性付与泡」では通用しないから、英語表示はAR-AFFF あるいは 

polysaccharide containing と表現をすべきことから、粘性付与水成膜泡は、多糖類添加水

成膜泡消火薬剤だけのことをいうことは認識しなければならない。 
欧米の消防隊が石油タンク火災に耐アルコール泡であるAR-AFFFを使用する理由は、水

成膜泡の耐熱性が弱いこと、消火した後に泡自体がフレアアップ(燃え上がること)すること

を防ぐために、水成膜泡に代えて使用するものである。 
この泡を粘性付与水成膜泡として大容量泡放水砲に使用するのは、多糖類の添加によっ



て、いわば、水成膜泡の泡に粘性を与えたもので、大容量泡放水砲によって空中に放出し

た場合、水成膜泡のように、空気抵抗によって、二次的に発泡して、泡がバラバラに飛散

するのを防ぐためである。 
日本において、AR-AFFFが一般に知られるようになったのは、アメリカのWilliams社が、

直径82mのタンク火災を3M社のライトウォーターATC (AR-AFFF)を使って消火したため

である。欧米の消防隊は、AR-AFFFが耐アルコール泡であるという意識なしに石油タンク

火災に使用していて、これは、Williams社でも同様である。 

当初、多糖類添加の耐アルコール泡は、ライトウォーターATCとNational Foam社のPSL
だけであったが、ライトウォーターATCの製造中止により、現在は、National Foam社の

Universal Goldのほか、Williams社のThunderStormなど数社から販売されている。 
この泡は、シクロヘキサン上に水成膜を形成する耐アルコール泡ということから、欧米

ではAR-AFFF(ISO規格ではAFFF/AR)と表示するが、水成膜泡と同様に、水成膜の形成は、

消火には意味がない。なお、NFPA規格は、Alcohol Resistant Foamsとしている。 
 
2.6.6 高分子ゲル耐アルコール泡消火薬剤(AGF) 
ここでいう高分子ゲル泡は、日本で販売されている、高分子を含んだ耐アルコール泡に

限定する。すなわち、高分子ゲル泡は、陰イオン性・両性のフッ素系界面活性剤にポリイ

ミン高分子物を加え、これに、起泡剤として炭素系界面活性剤とグリコール系の溶剤、不

凍剤を添加したものといわれているが、検定品ではない製品が一部市販されているだけな

ので、その成分や性能の詳細は不明である。 
この泡は、消火の際に、泡がアルコール類に接すると、泡の表面にゲル状物を形成して

泡の破壊を防ぐというものであるが、耐アルコール泡といっても、多糖類を含まないから、

欧米でいうAR-AFFFではない。 
この泡は、日本に一製品があるだけで、世界の汎用品ではないから、泡消火薬剤の種別

に項目を設けて取り上げるものではないが、メーカーが特殊な販売方法をしている製品で

あり、かつ、一部の自治体では、コンビナートの備蓄としているようなので、掲げておく

ことにした。 
この高分子ゲル泡は、法令上の検定では、合成界面活性剤泡消火薬剤として型式承認を

受けている。しかし、耐アルコール泡として検定を受けずに市販され、それを石油類の消

火に用いてよいということから、コンビナートで備蓄しているようである。 
法令上、検定を受けない耐アルコール泡(水溶性液体用泡消火薬剤)は、石油類には用いる

ことができないので、明解な法令解釈が必要である。このことから、本研究では、高分子

ゲル耐アルコール泡について、TypeⅢ方式による消火試験を行ない、石油類に対して、泡

が油を包含して、泡が燃える状況を確認している。 



表2.6-1 泡消火薬剤の種類と組成 

名 称・成 分 構成成分含量 通称、略号 
(1) たん白泡 

たん白質加水分解物 
第一鉄塩 
グリコール類(低温用に添加する) 
尿素 
サポニン(添加しないものもある) 
 

(固形分量)  30～50％
(Feとして) MAX  3％

10～30％
MAX  3％
MAX  3％

Protein Foam 
P 

(2) フッ素たん白泡 
たん白質加水分解物 
フッ素系界面活性剤 
グリコール類(低温用に添加する) 
第一鉄塩(添加しないものもある) 
サポニン(添加しないものもある) 
 

(固形分量)  30～50％
MAX  5％

10～30％
(Feとして) MAX  1％

MAX  3％

Fluoroprotein Foam 
Film Forming Fluoro protein 
FP 
AR-FP (耐アルコール泡) 
FFFP 
AR-FFFP (耐アルコール泡) 

(3) 水成膜泡 
炭化水素系陰イオン界面活性剤 
フッ素系界面活性剤 
高級アルコール 
グリコールエーテル類 
グリコール類(低温用に添加する) 
 

MAX  5％
MAX  5％
MAX  2％

20～30％
10～40％

Fluorochemical Foam 
Aqueous Film Forming Foam 
AFFF 
FC 

(4) 合成界面活性剤泡 
炭化水素系陰イオン界面活性剤 
高級アルコール 
グリコールエーテル類 
グリコール類(低温用に添加する) 
フッ素系界面活性剤(添加しないも

のもある) 
 

5～10％
MAX  5％

20～30％
10～40％

MAX  5％

Synthetic Foam    S 
Syndet 
SD 
Hi-Ex (高発泡) 
クラスAフォーム 
CAF (高圧発泡) 
Wet Water (ぬれ水、浸透水) 

(5) 多糖類添加水成膜泡 
炭化水素系陰イオン界面活性剤 
フッ素界面活性剤 
多糖類 
グリコールエーテル類 
グリコール類(低温用に添加する) 
 

約   5％
約   5％

MAX  5％
20～30％
10～40％

ATC 
AR-AFFF 
AFFF/AR 
A4P 

(6) 高分子ゲル耐アルコール泡 
フッ素界面活性剤 
ポリイミン類(高分子物) 
グリコールエーテル類 
グリコール類(低温用に添加する) 
炭化水素系界面活性剤 
 

MAX  5％
MAX 10％
MAX 30％
10～40％

MAX  5％

AGF 

�成分含量は、水分量を含んで表示する場合があり、メーカーまたはブランドで統一されていない。 

�泡消火薬剤の略称は、成分、物性、現象、用途、俗称などで表示されるが、ここでは、世界の慣例に従った。 



2.7 消火泡に必要な性質 
油火災を消火する泡には、(1)起泡性、(2)泡の安定性・保水性、(3)油面上の流動展開性、

(4)泡の耐熱・耐火性、(5)耐油性・耐油汚染性、(6)消火後の油面封塞性などといった要素を

もっていることが必要とされる。 
ここでは、これら泡の性質を常温での個々の基本的な測定値、傾向を掲げるが、これら

の性質は、実際の消火においては、常温の値とは異なるのは当然である。しかも、これら

泡の性質が単独で消火に関与するものではなく、互いに複合して働くものであるとの注意

が必要である。特に、これらの性質は、油面への泡供給率に関係し、限界供給率において

は、厳しい状況になる。 
しかし、泡消火は、燃えている油面に放出する泡の供給率と供給方法、発泡器の種類と構

造によって変化するが、限界供給率を大きく上回り、経済的供給率をも超えるような大き

な供給率で泡を供給する場合は、泡の性質の良否が無視され、あるレベル以上の泡であれ

ば、多少の性能の差があっても消火することができ、結果として消火時間は同じになるこ

とも理解しなければならない。図2.7-1は、その関係を示したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図2.7-1 泡供給率と消火時間と泡供給量の関係 
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2.7.1 泡の起泡性、発泡倍率 
泡の起泡性は、泡消火薬剤の基本的な性質であって、発泡倍率(Expansion Ratio： 法令

では、膨張率)で表現され、保水性、耐熱性などに関連する。 
発泡倍率は、元の泡水溶液から何倍の泡が発生したかということで、その値は、元の泡

水溶液の容積と発生した泡の容積の比で表す。通常は、容積の分かった容器に泡を収集し

て測定する。大流量の場合は、発生した泡を大きな容器に放出し、発泡器の流量との比で

求める。 
発泡倍率は、発泡器の構造や放出圧力など発泡方法に支配される。石油タンクの消火に

用いる低発泡は、発泡倍率が大きいほどよいというのではなく、その火災の消火に適した

値がある。そして、それは泡消火薬剤の種類によって異なる。 

発泡器の発泡機構には、アスピレート方式とノンアスピレート方式があるが、タンクの

消火には、タンクのフォームチャンバー(固定泡放出口)を始め、ほとんどの消火設備がアス

ピレート方式の発泡器を用いていて、ノンアスピレート方式は、一部の大容量泡放水砲に

採用されつつあるが、まだ、その性能の確認はできていない。 
空気を吸引する機構を有するアスピレート方式の低発泡器は、高背圧発泡器を除き、た

ん白系の泡の発泡倍率が6～8倍になるように設計してある。たん白系の泡は、少なくとも

発泡倍率が6倍以上10倍程度までの泡でないと、充分な泡の安定性、消火性能を有していな

いからである。 
たん白系の泡用に発泡倍率が6～8倍になるように設計した発泡器で水成膜泡を発泡する

と、起泡性がよいので、発泡倍率は10～12倍以上の泡になる。水成膜泡や合成界面活性剤

泡を石油タンクの消火に使用できないのは、ノズルでもフォームチャンバーでも、必要以

上の高倍率になるからである。 
一般に、発泡倍率が大きい泡は、泡量は多くなるが、熱に曝されたときには、極端に耐

熱性、保水性が悪くなり消滅が速い。規格省令の水成膜泡ノズルは、これを認識して設計

されている。 
規格省令の水成膜泡ノズルは、発泡倍率が10倍になるノズルであるが、その先端に細く

長いパイプを付したアダプター(グーズネック)をつけて、泡の粒を細かく整えて、発泡倍率

が5～6倍以上にならないように制御して、保水性を有する泡が発生するようにして、規格

の上での消火性能を向上させるようになっている。法令の規定でも、水成膜泡だけが「発

泡倍率は5倍以上」という実用機器とは異なる規定にしている。 
これは、本研究で水成膜泡ノズルを使わなかった理由であり、規格省令ノズルのグーズ

ネックを廃止し、水成膜泡の発泡倍率は、実用機器と同様に、8～10倍以上の規定にすべき

ものである。 
一方、水成膜泡や合成界面活性剤泡は、起泡性がよいので、空気吸引機構のないノンア

スピレート方式が採用できる。この方式は、スプリンクラーヘッドや普通の水ノズルを用

いて放出する方法である。これらの空気吸引機構のないノズルは、泡水溶液が放出された



後に、水流同士が衝突して、水流中に空気を取り入れて、泡にする方法である。 
ノンアスピレート方式は、アスピレート方式に比べて、空気の吸引が十分でないので、

発泡倍率は2～3倍であり、還元時間の速い、保水性、安定性の悪い泡しか得られないが、

発泡器を使わないので、消防隊が小規模の流出油火災を消火する場合には、便利な方法で

ある。 
ノンアスピレート方式の大容量泡放水砲の発泡倍率は、10～20倍以上になるという結果

がある。これは、泡放水砲から放射されるときに発泡倍率が大きいのではなくて、大流量

の泡水溶液を放水砲から空中に放出すると、飛翔中の空気抵抗によって、起泡性のよい泡

が二次的に発泡して、高い発泡倍率となるのである。 
この場合の発泡倍率は、放水砲の放出角度や、風の向きなどの条件による。したがって、

発泡倍率を予測できないだけではなく、条件によっては、泡が「ばらばらに飛散」して、

石油タンクに届かないから、水成膜泡など起泡性のよい泡を石油タンクに用いるときには、

消防隊の豊富な知識と経験が必要である。 
なお、大型泡モニターノズルの発泡機構については、第5章 大容量泡放水砲(5.4.1)にて

説明しているので参照されたい。 
 
2.7.2 泡の安定性、保水性(泡の寿命) 
泡の安定性は、泡に含まれている水が排出せずに長く泡の中に保たれていて消滅しない

こと(保水性)、すなわち、泡の寿命を表す。 
タンク火災においては、保水性のよい泡は、油面を展開してタンク壁を冷却し、油表面

を被覆して完全消火する。さらに、消火後には、油面を封鎖して油蒸気の発生を防ぎ、再

着火を防止する能力を有する。しかし、実際の火災では、泡が供給される時には、火炎に

曝され、加熱されて、さらに、油に汚染された状況によっても、なお、保水性を有するこ

とが必要である。 
泡の安定性、保水性は、還元時間(ドレネージ)で表される、通常は、常温において、ノズ

ルから発生した泡を容器に採取し、そこから排出する水溶液の量を測定し、元の水溶液の

25％量、あるいは50％量が排水される時間をもって、25％還元時間、あるいは50％還元時

間という表現をする。泡の還元時間は、泡水溶液の濃度、温度、発泡方法、発泡器の構造、

圧力あるいは周囲温度などに影響される。 
通常、還元時間の測定は、常温の発泡直後の泡について行われるから、消火の過程での

泡の性能を表わすものではない。特に、規格の泡の還元時間の数値は、製品の同定(ロット

検査)のために測定するものと理解すべきである。 
常温で測定した還元時間は、同じ条件であれば、同種の泡については、その性質を比較

できることもある。例えば、還元時間が長い泡は安定性がよいが、長すぎる泡は流動しに

くいものとなる。よく撹拌する構造のノズルを高圧で発泡するときは、還元時間の長い泡

が発生する。 



また、還元時間の測定値は、泡の厚さで変わるから、同じ深さの測定値でなければ比較

しても意味がない。法令や基準には、これを無視したものがあり、例えば、点検基準では、

還元時間を1分以上に設定するために、たん白泡は深さ5cmのコンテナで測定するのに対し、

水成膜泡は、深さ30～40cmのシリンダーを使っている。泡消火薬剤の規格省令では、泡の

厚さ5cmとしているが、水成膜泡ノズルは、細く長いパイプを付けて、よく撹拌して、還元

時間の長い泡を発生する構造になっている。すなわち、これら法令の測定値では、泡の性

質の比較はできない。 
図2.7-2には、濃度、温度と泡性能(発泡倍率、還元時間)の一般的な関係を示した。通常は、

その泡消火薬剤に指定されている使用濃度において、最適な発泡倍率、還元時間を示し、

濃度が小さければ性能が低下することは理解できるだろうが、使用濃度が高すぎるときに

も、空気との撹拌が十分でなく、適正な性能は得られない。発泡倍率は、泡水溶液温度が

常温より高い場合には大きくなるが、排水が速く、すぐに収縮するなどの傾向がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2.7-2 泡水溶液濃度、温度と泡性能の関係 
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なお、水成膜泡の耐熱性を高めるために、発泡倍率を2～3倍に低くして、泡の中の水分

を多くして用いるという意見がある。低い発泡倍率の泡は、水分が多いことを示すが、泡

の中の水分が一時的に多くなっても、保水性が改善されなければ、泡の中の水分は、すぐ

に排水してしまうので意味がない。 
例えば、スプリンクラーヘッドやノンアスピレートノズルでは、確かに発泡倍率が低い

泡が得られるが、この泡は、還元時間が極めて短い泡なので、泡の中から短時間で排水し

てしまうので、消火対象物を限定して、泡供給率を大きくするなど、注意して使用すべき

である。 
 
2.7.3 泡の展開性、流動性 
油火災を早く消火するには、泡が油面上を速やかに流動、展開しなければならない。泡

の流動性は、泡の保水性、シアストレス(剪断応力)に関連する。泡のシアストレスは、一般

に水成膜泡、合成界面活性剤泡、フッ素たん白泡、たん白泡の順に大きくなる。 
シアストレスは発泡器の構造や放出圧力によって変わる。ノズルでは、一般に細長く、

しかも長いパイプの構造のノズルを用いて高圧で放出するときは、シアストレスは大きく

なり、stiff(硬い)な、流動性が小さい泡となる。 
フォームチャンバーは、シアストレスが小さい、流動性がよい泡を発生するような構造

になっていて、あわせて低い放出圧力で発泡するが、泡モニターノズルは、泡を遠くへ飛

ばすために放出圧力を高くして放出するので、一般的にはシアストレスの大きな泡となる。 
泡の展開性、流動性は、保水性やシアストレスの測定のほか、油面上に泡を展開させて

測定することがあるが、この場合でも、燃えている油面では泡が破壊され、特に容器の壁

面への泡の密着が遅れるので、火災時とは異なる。 
泡には自力で展開する力はない。すなわち、泡が油面を展開するときには、泡が油面に

投げ出された時の放出圧力と落下速度などの外力によるものであるから、大容量泡放水砲

などの泡モニターでは、放射角度(泡の投入角度)も影響する。 
油面上の泡の流動展開性を「フォームラン」という用語で表わすことがあって、石油タ

ンクの場合の「フォームランは30ｍである」という意見があるが、これは誤りである。な

ぜなら、どんな性質の泡でも、どんな泡の放出状態でも、外力で流動展開する泡が「展開

距離が同じである」はずはなく、具体的には、ノズルの大きさ、放出圧力、放射速度、放

射角度、泡の種類などに依存するからである。 
発泡器には適正な圧力が必要で、圧力が低い場合は十分な発泡が出来ないが、設計圧力

より高い場合は、発泡倍率は低下する。この場合は、不十分な泡になるのではなく、むし

ろ攪拌が大きすぎるために、細かい密度の高い泡になり、発泡倍率が低下する。この場合、

シアストレス(泡のせん断応力)が大きくなるから、硬い泡になり、泡の保水性、耐熱性は大

きくなるが、泡の油面への展開性は悪くなるのが一般的な傾向である。図2.7-3～図2.7-5に
は、各種泡のノズルの発泡圧力と泡性能の一般的な関係を示した。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2.7-5 泡の還元時間・シアストレスと泡の展開性 
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図2.7-4 発泡圧力と泡の流動性 

および耐火性能の関係 

図2.7-3 発泡圧力と発泡倍率 

および25％還元時間の関係 

25％　DT

EXp

ノズル元圧　(kgf/cm2)

25
％
還
元
時
間

（DT）

15105

発
泡
倍
率

(EXp)

ノズル圧力



2.7.4 泡の耐熱性(耐火性) 
泡の耐熱性、耐火性は、石油タンクの消火泡としての重要な要素であるが、油で泡が汚

染されているかどうかによって大きな差がある。 
泡の耐熱性、耐火性は、同意語であって、その測定は、容器に入った油の上に泡をのせ、

泡層に火炎や電熱を直接あてて、泡が破壊する過程を観察する。昭和30年に制定された、

損害保険料率算定会(損保)の規則では、この測定結果を「耐火性」と規定していたが、昭和

50年の規格省令公布以降は、消火試験で総合的に判断するようになって、泡そのものの耐

火性は議論しなくなった。 
なお、検定細則では、通常の消火試験の再燃性試験(バーンバック)を「耐火性」と表現す

るので混乱がある。本項でいう耐火性は、検定細則でいう耐火性ではなく、泡そのものが

火熱に耐える性質、耐熱性・耐火性をいう。 
泡の耐熱性(耐火性)は、たん白質系の泡が抜群に良いが、たん白泡は、油汚染した場合に

は耐火性が低下する。現在、市販されている合成界面活性剤泡は、耐火性、耐油汚染性が

極めて劣るので、石油タンク火災には使用できない。水成膜泡も耐火性が劣る欠点がある

が、流動性が優れるため、泡が破壊する前に消火するので、油火災の初期消火に有効であ

る。しかし、油汚染された水成膜泡は、泡の耐火性が劣ることと、泡膜に油を含み、さら

に、泡の中にガスを包含するため、消火した後の油面封鎖時に、火源があると大きく一挙

に炎上するので危険である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2.7-6 耐火性試験方法(損害保険料率算定会規則) 
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2.7.5 泡の耐油性(耐油汚染性) 
泡の耐油性、耐油汚染性は、液体火災を消火するのに重要な性質である。液体可燃物の

種類によって耐油性、耐液性は変わるが、泡の油面への突入方法、落下速度が大きく影響

する。 
損保規則では、ガソリンの上に一定量の容積の泡をのせて、泡が消滅するまでの時間を

測定することで、泡の耐油性を表していた。しかし、泡を油面に展開させるときは、多か

れ少なかれ、油面において泡が油汚染するから、油汚染性は(損保の方法ではなく)、油面に

泡を落下させるなどして、この油汚染状態を作って、どのくらいの油が泡に包含されたか

をガスクロマトグラフや油測定器などで測定して、油汚染度とすることが多い。 
油汚染度は、泡の「油ピックアップ率」で表現することがある。この測定方法は、石油

タンクの底から泡を投入する、タンク底部泡放射法の試験で用いられる。 
たん白泡は古くから油火災の消火用の泡として用いられていたが、泡を油面へ直接放出

すると、油にまみれて油汚染されると泡が消滅してしまうので、特に消防隊の泡消火の困

難性があった。これは合成界面活性剤でも同様である。 
フッ素たん白泡は、泡が油で汚染されても、なお泡の安定性、耐熱性、耐火性など、消

火に必要な性質を保持している泡である。油に汚染した泡に着火して、泡が燃えている状

況でも、泡が消滅する度合いが少ないことが観察できる。 
水成膜泡は、油汚染されにくい泡であるが、泡の中に油を包み込む性質があり、これに

着火すると一瞬に泡が燃えて消滅してしまうことはよく経験することである。 
図2.7-7には、常温の重油表面の直上から、ノズルで泡を重油面へ突入させたときの泡の

放出速度と油ピックアップ率との関係を測定した一例を示した。泡を油面に緩やかの放出

した時には、油汚染が少ないことが分かる。 
 

 

図2.7-7 泡の油面への突入速度と油汚染の関係 
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2.7.6 泡の油面密封性、再燃性(耐バーンバック) 
泡が油面を密封して消火し、また、消火後の蒸発を抑制して再着火、再燃(バーンバック)

を防止することは、泡の重要な性質で、これには泡の保水性、耐熱性、耐油性、油汚染性

が相互関連する。 
最近は火災抑制の速さだけが重要視され、消火の最後の詰め、すなわち完全消火や、消

火後の密封性や耐バーンバック性が軽んじられている傾向がある。密封性、耐バーンバッ

ク性は、他の消火薬剤にはない、泡だけが有する性質である。これらの性質は、泡が熱や

油に汚染されると極度に低下するので、消火後は常に新しい泡が存在するように、固定設

備においても、充分な量の消火薬剤を保有することが重要である。 
一般的な傾向としては、油に汚染されない状況では、たん白泡は油面を長い時間カバー

しているが、泡が油を含むと早く消滅する。規格省令では、泡をグーズネックによって緩

やかに放出して、泡の油汚染が起らない供給方法(TypeⅠ方式)にしている。 
フッ素たん白泡は、油に汚染されないといわれるが、そうではなく、油に汚染された状

況でも、耐火性、耐油性を有していて、油面を密封している。規格省令には、フッ素たん

白泡の規定はないので、この状況はわからない。 
合成界面活性剤泡は、油に汚染されない状況でも、泡の耐熱性、保水性、耐油性が劣る

ので、大量放出して消火した場合でも、泡はすぐに破壊されて、油面を封鎖することがで

きない。規格省令では、他の泡に比べて、泡放出時間を長くし、さらに、密封性や耐火性(バ
ーンバック)開始までの時間を短くして、規格を満足させるようにしてある。 
水成膜泡は、泡の膜に油を吸収する性質があり、加えて、気泡の中や泡と泡の間に油の

蒸気を包み込む性質があるため、消火後に油面を封鎖している場合であっても、泡に火が

触れると一挙に炎が燃え上がる(フレアアップ)危険がある。規格省令の消火試験では、発泡

倍率が低いノズルを使い、さらに泡を静かに油面に供給するため、油に汚染されないので、

泡が一挙に炎が燃え上がるという傾向は分からない。 
 
 



第3章 泡消火薬剤の実験方法 
3.1 既存規格の調査 
本研究に用いる消火実験方法を定めるため、各国の規格を調査した。タンク火災に用い

る泡の性能は、実大規模の消火実験を実施して確認すべきであるが、実験施設や環境問題、

あるいは経費と効率の関係から、日本では小規模の実験によることはやむを得ない。一方、

小規模消火実験は、実用設備をシミュレートしたものであることが望ましいが、実際問題

として、大規模な実用設備を小型の消火実験で相似することは困難である。 
そこで、タンク火災の消火を検討する本研究の「消火実験方法」と「泡消火薬剤の種類」

を選択するために、これまで各国で定められ、使用されてきた「泡消火薬剤の規格」を調

査した。しかし、各国規格は、いわば「泡消火薬剤の購入仕様書」ともいうべきもので、

その主目的は「泡消火薬剤の品質同定」のものであるから、想定する対象施設の火災の消

火をシミュレートしたものにはなっていない。 
すなわち、各国規格の消火試験方法は、タンク火災を対象とするものではなく、どちら

かと言うと、「泡消火薬剤の最低基準」を定めるためのものであって、タンク火災の泡消火

薬剤を選択するには、その試験を参考にしながら、タンク火災に適した実験方法を決める

必要があることはいうまでもない。 
なお、ここでは、油面に泡を供給する方式を次の「TypeⅠ～TypeⅢ」として表現する。 
1) TypeⅠ方式：ノズルにグーズネックなどの泡放出アダプターを付け、かつ、泡の流

下距離を短くして、泡が油で汚染しないように、泡を油面に緩やかに流下させる消

火しやすい方式であるため、規格としては、現在、日本の規格省令だけが採用して

いる方式である。実設備としては、NFPA-11 には記載されているものの、古典的な

泡放出方式であり、過去に日本では実用された事はない。 
2) TypeⅡ方式：ノズルから放出された泡を板に当ててから油面に放出する方式である。

火皿の一方に「泡反射板」を付した「バックボード方式」が一般的で、ISO 規格で

はジェントル・アプリケーション(gentle application method)という。ノズルから

放射された泡は、火炎を通って「泡反射板」を介して燃焼面へ流下して、一方の壁

面から全面に展開するので、泡の油汚染は少ない。泡が壁面から油面を展開すると

きは、火炎、油汚染から泡が保護され、消火しやすい方法といわれる。しかし、泡

反射板を火皿の中央に懸垂する方式もあり、これは、バックボード方式よりは厳し

いものとなる。 
3) TypeⅢ方式：泡を直接油面に落下させる方式で、通常はダイレクト(direct)方式、フ

ォースフル方式(forceful application method)などと呼ぶ。ノズルから放射された泡

は、火炎を通って油面に直接落下してから展開する。中央落下の場合は、落下の攪

拌で泡が油汚染するだけでなく、泡は周囲に向かって展開するから、壁面一方から

の展開よりも、落下点での泡密度は事実上少なくなるが、展開距離が短くなるので、

実験の規模によっては、消火が速くなる場合もあるともいわれる。 



3.1.1 米軍購入仕様書 JAN-C-266 
JAN-C-266は、1945年に米陸海軍統合仕様書(Joint Army-Navy Specification)として、

世界で始めて制定された泡消火薬剤の規格で、第 2 次世界大戦当時、世界に駐屯する米軍

が使用する「たん白泡の購入仕様書」である。現在は、1978 年に制定された、アメリカ連

邦規格 Fed-0-F-555 に移行された。 
この規格には、物性値、発泡性能、消火性能が規定されていて、消火試験方法だけでな

く、比重、粘度、水素イオン濃度、沈澱性(原液・水溶液)、流動点などの物性値、腐食試

験、変質試験、海水の成分規定、さらに消火試験方法とその規定値は、半世紀を経過した

今も世界の現行各国規格で用いられているように、世界の泡消火薬剤規格の基本となった

古典的な貴重な規格である。 
現在用いられている方法の根拠を知る人は少なく、泡水溶液供給率(2.5Lpm/m2)、予燃

時間(1 分)、泡放出後の放置時間(15 分)、密封性試験(トーチ)、バーンバック試験（ストー

ブパイプ法）などは、世界各国で JAN-C-266 が 60 年間も使われているわけで、規格省令

を見ても、異なる泡供給方法を採用しているのに、これら項目と規定は、JAN-C-266 その

ものである。 
JAN-C-266 の発泡試験は、他の規格と異なり、foam volume で規定している。放出量

が 225Lpm (60gpm)の海軍の実用ノズルを使って、泡受けタンク(直径約 1.3m、深さ約

1.5m）の接線方向に泡を 30 秒間放出して、発生した泡量を測定して、発生泡量と発生す

るに要した泡消火薬剤の量から、foam volume を計算する事としている。 
消火試験は、泡供給方式をTypeⅡ方式として、バックボード(泡あて板)を付した、面積

9.25m2 (10 ft×10ft)、深 60 cm (2ft)の角形火皿にガソリン 600L を入れて実施する。TypeⅡ
方式ではあるが、ガソリン 600L を使用する消火試験は現在でも例がなく、当時から相当

厳しい試験と位置づけられていた。試験には、泡水溶液放出率 22.7Lpm (6gpm)のノズル

を使用するため、泡水溶液供給率は 2.45Lpm/m2となる。 
予燃時間 1 分の後、ノズルから放出した泡を炎の中を通過させて、反対側にあるバック

ボードに当ててからガソリン面に展開させる。泡を 5 分間放出して停止し、15 分放置する

間に、火のついたトーチによる泡密封試験を行う。泡停止 15 分後、泡面に一辺が 15 cm (6 
inch)の角型に油面を露出させて点火し、5 分間燃焼するバーンバック試験を実施する。バ

ーンバックは、5 分後の油面の露出が 0.37m2 (24inch×24inch)以下と規定している。 
 
3.1.2 米国連邦規格 Fed-O-F-555 
連邦規格 Fed-0-F-555 は、1978 年に規定された、たん白泡の連邦規格(Federal 

Standard)である。その内容は、JAN-C-266 と同様であるが、消火試験では、バックボー

ドが火熱によって変形する事を防ぐため、火面皿積 9.25m2 の角形火皿のバックボードを

取り去って、深さを 90 cm と深くして、泡を火皿の壁に当てる方法とした。 
発泡試験は、JAN-C-266 が 225Lpm のノズルを使うのに対し、それよりも小型の放出



量が 22.7Lpm のノズル(JAN-C-266 の消火試験用ノズル)を使って、発泡倍率と 25％還元

時間を測定する。この際の泡の収集は、放出した泡を収集板に当てたのち、樋を使って、

容積 1400mL、深さ 5cm のパンに収集する方法を用いる。 
消火試験の方法と規格値は、バックボードを取り去ったほかは、JAN-C-266 と同様であ

る。試験火皿面積 9.25m2とガソリン量 600L は、大規模の試験であるため、現在、この試

験を実施する国は少ないが、2003 年版の NFPA-11 には、船舶用の消火試験として新規に

掲げられた。これは、日本海事協会を含め、世界の船級協会が、古くから JAN-C-266 を

採用しているためである。 
物性値の規定と測定方法は、JAN-C-266 と同様であって、すなわち、規格省令の比重、

粘度、水素イオン濃度、沈殿値、変質試験、海水の組成、金属腐食試験などは、すべて、

連邦規格 Fed-0-F-555 に倣ったものである。 
 
3.1.3 アメリカ保険研究所試験(1951) 
全米保険研究所というべき、NBFU (National Board of Fire Underwriters ) では、た

ん白泡の研究のために、1951 年に JAN-C-266 の火皿面積を約半分(5.5ft×5.5ft×1ft)の消火

試験方法を採用した。その詳細は「UL Report EX1798」に示されている。 
消火試験は、JAN-C-266 のノズルを使って、火皿の縁に儲けたマニホールドによって泡

の量を 1/2 から 1/4 に分割して、泡供給率を 1Lpm/m2～5 Lpm /m2に調節して供給できる

ようにしたものである。TypeⅠ方式の試験であるが、当時、泡消火薬剤の研究には好んで

用いられた。この試験における火皿面積 50ft2 (4.65m2)は、現在の UL 規格の原型である。 
 
3.1.4 アメリカ保険研究所規格 UL-162 (1960) 

UL-162 は、NBFU から受け継いだ UL (Underwriters Laboratory)が、JAN-C-266 の

火皿面積を約半分(50ft2：4.65m2)として 1960 年に制定された規格である。 
この規格では、たん白泡と合成界面活性剤泡を対象にしているが、合成界面活性剤泡は、

アメリカでは石油タンク火災に使用されないので、実際にメーカーが対象としたのは、た

ん白泡だけであった。 
火皿面積 50ft2 (4.65m2)、深さ 1ft (30cm)の角型火皿を用いて、TypeⅡ方式で消火試験

を行う。予燃焼時間 1 分、泡を 5 分間放出し、15 分放置の間に密封性試験、15 分後にバ

ーンバックを行うことは、JAN-C-266 と同じである。 

 
3.1.5 アメリカ保険研究所規格 UL-162 (1994、1999) 
現在の UL 規格で、6 回の改訂を経て 1999 年に改定した第 7 版である。2004 年に見直

したが、その内容は同じであるため、第 7 版を現行規格としている。1995 年に国際規格

として ISO-7203 が制定され、EU(欧州連合)各国は、これを EN-1568 として使用するこ

とになっているが、世界の泡の取引は、依然として、UL 規格により行われている。それ



ほど、UL 規格は重要なものであることを示すものである。 
UL 規格では、耐アルコール泡(AR-AFFF)を含めて、たん白泡、フッ素たん白泡、水成

膜泡、合成界面活性剤泡など、すべての泡を対象としているが、事実上、合成界面活性剤

泡は、NFPA-18 (Wetting Agent)、NFPA-1145、NFPA-1150 (Class A Foam)に規定する

ため、たん白泡、フッ素たん白泡と水成膜泡を別個の試験方法として規定している。 
消火試験は、面積 4.65m2・深さ 30cm の角型火皿を用いることは、当初と同じであるが、

泡の種別によって、TypeⅡと TypeⅢの放射方式、密封性試験と耐火性試験などの試験方

法を申請者(メーカー)が選択できる。 
泡供給率は、1.6Lpm/m2と 2.4Lpm/m2から選択することになっていて、TypeⅢ方式で

は、水成膜泡は 1.6Lpm/m2、フッ素たん白泡は 2.4Lpm/m2とする場合が一般的である。

また、たん白泡は、通常、TypeⅡ方式として申請するメーカーが多い。 
泡の種別によって、バーンバック(耐火性試験)試験の方法が異なり、フッ素たん白泡は、

泡を 5 分間放出の後 15 分放置するが、水成膜泡は、流出油火災に使うため、泡を 3 分間

放出の後 9 分間放置することに緩和している。 
油面封鎖試験(密封性)は、火のついたトーチを泡面に 2cm まで近づけて実施する。バー

ンバック(耐火性)は、泡面に直径 30cm の開口をあけて点火する方式で行い、5 分後の開口

面積が 0.9 m2以下としている。この場合、密封性、耐火性試験においては、泡または油面

が炎上した場合、炎の高さは、60cm 以下であることとしている。 
この規格の特徴は、TypeⅢ方式では、消火開始してから、角型火皿の隅に残る火は、人

が手に持ってノズルを動かして消火してよい事としていることである。試験用のノズルは、

実用設備と同じ性質の泡を発生するものを要求しているが、このシミュレーションは実際

には困難なので、最も古いメーカーであるナショナルフォーム社(現在は Kidde Fire 
Fighting 社)が作成したノズルを用いているのが現状である。 
なお、このノズルは、1980 年頃に、アメリカが ISO/SC6 の会議に提案したもので、基

本的には、JAN-C-266 仕様書に規定するノズルと同じ構造であり、ISO/SC6/N195 に図面

が開示されている。 
通常、TypeⅡ方式は、タンクの泡放出口(フォームチャンバー)を想定し、TypeⅢ方式は

泡ノズルや泡モニターを想定した試験方法といわれている。UL 規格の消火試験に、TypeⅡ
方式と TypeⅢ方式のいずれを選択するかは申請者の裁量であるが、ユーザーが TypeⅢ方

式の結果を望むため、最近では石油類用泡消火薬剤は TypeⅢにより実施し、水溶性液体

用泡消火薬剤の試験には、TypeⅡを用いるのが実態である。 
 
3.1.6 米軍購入仕様書 MIL-F-24385 

MIL-F-24385 は、水成膜泡を米軍が購入するための仕様書である。1963 年に

MIL-F-23905 として制定され、その後 1969 年に MIL-F-24385 に変わった。 
水成膜泡は、元々、アメリカ海軍研究所(NRL)が開発したもので、ジェット戦闘機の事



故の際に、すばやく、パイロットを救出することを目的としている。すなわち、流出油火

災を対象とするため、水成膜泡が耐熱性よりも流動性を重視している所以である。

MIL-F-23905 は、米軍、自らが使う泡消火薬剤であるため、実用的な消火試験として、扇

状に放射するスプレイノズルを用いて、28ft2 (2.6m2)と 50ft2 (4.65m2)の火災を消火するも

のである。 
 
3.1.7 英国防衛省規格(Def Stan) 

Defense Standard は、イギリス軍が泡消火薬剤を購入するための仕様書である。その

内容は、1960 年代のイギリス消防研究所(FRS：Fire Research Station)での研究を基にし

たもので、当初の規格は1976年の制定である。DEF-42-21が、たん白泡の規格、DEF-42-22
が、フッ素たん白泡の規格、DEF-42-24 が、フロロケミカル泡(fluoro-chemical foams)の
規格である。 
この規格では、水成膜泡を AFFF (Aqueous Film Forming Foams)ではなく、フロロケ

ミカル泡と呼称している。これは、水成膜泡は、膜により消火するのではないということ

から、泡消火薬剤の成分であるフッ素界面活性剤をフロロケミカルと表示したものである。

なお、Defense Standard では、界面活性剤泡は低発泡として油火災に使わないので、合

成界面活性剤泡の規格はない。 
1995 年には、規格が改正されて、泡の種別ごとに別個であったものが、すべての泡が

DEF-42-40 (1995)として、一つの規格にまとめられた。現行規格は、2002 年版である。 
消火試験は、底が緩やかな円錐状になった、面積 0.25 m2、深さ 15 cm の円形火皿を台

に乗せ、放水量が 0.75Lpm のノズルを用いて泡を放射する。すなわち、泡水溶液供給率

は 3.0 Lpm/m2である。 
この試験は「TypeⅢ:ダイレクト方式」ではあるが、放水量 5Lpm のノズルを泡にして

から分割して、放水量を 0.75Lpm に調整して放射するため、泡の油面への突入が弱く、

油で泡が汚染されるには至らない。しかし、メーカーは､軍への納入検査の規格と割り切っ

ているようで、民間の取引では、アメリカのUL 規格を取得して使用している。 
 
3.1.8 国際規格 ISO DP-5923 (1970) 

ISO 規格として、ISO-7203-1 が審議される前にイギリスから提案された規格で、1970
年から 1979 年まで、DP-5923(草案)として、泡だけでなく、炭酸ガス、ハロン、粉末も合

わせた規格として検討されていたものである。1980 年の ISO/SC6 会議では、ISO-7203
が提案され、火皿の面積を現在の 4.52m2に変更することになった。 

DP-5923 の内容は、イギリス消防研究所が研究した Defense Standard と同じである。

この規格は、一時、アメリカの UL-162 規格の中に「Routine Test：ロット検査の品質管

理用」として取り入れられたが、この小規模試験と現行の 4.65m2 との相関が不明確であ

るため、現在は UL 規格から除かれている。 



3.1.9 国際規格 ISO 7203-1 (1995) 
ISO 規格の消火試験は、面 4.52m2、深さ 20cm の円形火皿に対し、放水量が 11.4Lpm

のノズルを用いるもので、供給率は 2.5Lpm/m2である。試験は、TypeⅡ方式と TypeⅢ方

式の 2 方式が規定されていて、申請者が放射方式、密封性、耐火性などの試験方法を選択

できる。耐火性試験(バーンバック)は、直径 30cm、深さ 25cm のポットに 2L の n-ヘプタ

ンを入れて火皿の泡面に置く方法である。 
ISO規格は、試験方法はともかく、試験の結果をクラスとレベルによって区分するので、

合否判定から言えば、事実上、すべての泡消火薬剤が合格するようになっていて、その設

置する対象物に対する用途としての選択は、ユーザーに任せている。このクラス分け、レ

ベル分けの複雑さから、日本は、終始 ISO 規格の制定には反対投票をしている。試験の結

果をそのまま表示するから、例えば、淡水と海水のレベル、クラスが異なる表示になる可

能性もあり、これを日本に取り入れた場合、収集がつかない混乱が起きる可能性がある。

事実、ヨーロッパのメーカーのカタログには、このようなカタログ表示がなされるものが

出現している。 
 
3.1.10 欧州統一規格 EN-1568 
ヨーロッパ各国が EU に統合されたために、今まで各国で個別に制定し、運用してきた

規格を ISO 規格に統一しようとする流れから、EN 規格が制定された。その傾向は泡消火

薬剤の規格にも及び、EN-1568 を制定した。これを各国が工業規格に取り入れて、イギリ

スは EN-BS-1568、ドイツは EN-DIN-1568、フランスは EN-NF-1568 などと表示する事

に纏まった案である。今後、各国は、表面上は EN-1568 に統一される。 
ただし、泡消火薬剤を製作、販売、使用する主要国はアメリカであるため、各国メーカ

ーの主要取引の実態は、UL 規格や DEF 規格によっている。そのため、ISO 規格と同様

に EN 規格が制定されているものの、実際には使用されていないのが現状である。なお、

EN-1568 規格の規定の細部は、ISO-7203 と同様である。 
 
3.1.11 スウェーデン消防規格 STATENS BRANDINSPEKTION (1968, 1970) 
スウェーデンの消防規格で、スウェーデン消防研究所(Sveriges Provnings：Swedish 

National Testing & Research Institute)の研究を基に、たん白泡の低発泡泡の規格が 1968
年に制定された。 
面積 4.0m2 (直径 2.25m、深さ 0.3m)の円形火皿に対して、泡放出量 25.0Lpm を使用す

るので、泡供給率は 6.25Lpm/m2となる。バーンバック試験は、円形火皿の外側にポット

をおいて実施し、ポットの炎が火皿本体の泡に影響するかを判定するという、独特のもの

である。 
この試験方法は、TypeⅠ方式に加えて、泡供給率が多い易しい消火試験であるため、現

在は廃止され、ISO-7203-1 または Nord Test 023 が使われている。 



日本の規格省令は、スウェーデンの消防規格を参考にして作られたため、TypeⅠ方式の

消火試験方法を採用している。世界各国では、事実上 TypeⅠ方式は用いないので、世界

で日本だけに残るが、規格省令も改正すべき時期であろう。 
なお、1970 年には合成界面活性剤泡の規格が制定された。このうち、中発泡、高発泡の

規格は、そのまま、ISO-7203 および Nord Test 023 に使われている。 
スウェーデンの消防規格は、泡専門業者であるスウェーデン･スクム社(SVENSKA 

SKUM AB)によって作られたため、低発泡ノズル、中発泡ノズルおよび高発泡器は、スク

ム社のものを使用している。規格にスクム社の住所とノズル型番、図面を掲載して、購入

の便宜を図っている。 
 

3.1.12  北欧規格 Nord Test：NT FIRE 023 (1993) 
Nord Test 023 は、フィンランドに本拠を置く北欧三国の規格で、第１版は 1986 年に制

定され、現在は 1993 年の第 2 版である。北欧各国は、当初、スウェーデン規格に代えて、

ISO 規格を採用する予定であったが、ISO 規格の審議が延びて、20 年を経過しても定ま

らなかったので、ISO に先行して規定したという経緯がある。 
この規格は、スウェーデン規格を参考にしたため、TypeⅠ方式を残しているが、実質的

には、TypeⅡ方式、TypeⅢ方式を使用する。しかし、2004 年から EU 各国では、順次、

欧州統一規格 EN-1568 が制定されていくので、北欧各国も倣うのであろう。 
1993 年版の消火試験は、面積 3.14m2で、泡放出率は 2、3、4、5、10 Lpm/m2から選

択し、泡放出方式は、TypeⅠ方式、TypeⅡ方式、TypeⅢ方式から選択する。 
この規格の TypeⅡ方式には、ユニークな方法を取り入れており、火皿の中央に反射板

を吊り下げる形にして、この反射板に泡を放射して、油面に落とす方式としているため、

バックボード方式の TypeⅡというよりは、ダイレクト方式の TypeⅢに近い方式である。

そのため、泡の油汚染もあり、加えて、泡の落下による展開が中央から周囲に向かうので、

展開力がなくなる傾向となり、むしろ、ダイレクト方式よりも消火が遅れる、厳しい試験

ともいえる。 
低発泡のほか、中発泡、高発泡の規定があるが、これは、スウェーデン規格と同じで、

発泡器は、スクム社のものを使う。規格に特定一社を指定し、発泡器の購入先住所まで記

して便宜を図っているが、これは、日本にはないことである。 
 

3.1.13 フランス工業規格 NF-S-60-201 (1979) 
フランス規格は、1979 年に ISO に提案されたもので、たん白泡、フッ素たん白泡、水

成膜泡、界面活性剤泡が対象である。水成膜泡をフロロシンセテイック泡

(fluorosynthetiques)と規定しているのは、イギリスと同様のことである。 
消火試験は、石油類用泡は、直径 1.9m、深さ 0.2m、面積 2.8m2の火皿とし、TypeⅢ方

式により、ノズル放出量を 10Lpm とするため、泡供給率は 3.5Lpm/m2となる。 



水溶性液体用泡は、直径 1.5m、深 0.15m、面積 1.76m2の火皿を用い、TypeⅡ方式に

より、ノズル放出量を 10Lpm とするため、泡供給率は 5.3Lpm/m2となる。この試験方法

は、水溶性液体用泡の ISO 規格に影響を与えている。 
 
3.1.14 ドイツ工業規格 DIN-14272 (1975) 
ドイツ工業規格は、1975 年に草案として提案されたものである。この規格の特徴は、

TypeⅡ方式を用いているが、バックボード方式ではなく、直径 2.25m、面積 4m2 の円形

火皿の深さを 1m と深くして、泡を火皿の壁にぶつけてから油面に適用している。 
たん白泡と合成界面活性剤泡を対象にしているが、使用するノズルは放出量が毎分 23L

のスウエーデン規格のノズルを使うため、泡供給率 5.75Lpm/m2と多くなり、比較的易し

い試験である。この頃、世界各国の泡消火薬剤の使用濃度は、概ね、3％と 6％であったが、

ドイツでは、使用濃度を 4～5％としていた。 
 
3.1.15 イタリア工業規格 UNI (1980 案) 
イタリアでは、1980 年以降、ISO の審議に参加し、熱心に意見を述べていた。特にノ

ズルについては、それ以前は、イギリス、フランス、ドイツなどは自国の提案をしていた

が、イタリアが参加してからは、欧州各国は自国の提案に変えて、イタリア SABO の技師

である DR. Lancia の設計による UNI ノズルを支持した。 
イタリア規格案の消火試験方法は、その当時、イタリア工業規格 UNI 案としているも

ので、面積は ISO と同じ 4.5m2であるが、１辺が 3m と 1.5m、深さ 0.3m の矩形火皿を

使うTypeⅡ方式であることに特徴がある。使用するノズルは、放出量 11.4Lpm の UNI83
ノズルで、これは、現在の ISO 規格ノズル(UNI86)の原型である。泡供給率は、2.5Lpm/m2

となる。 
TypeⅡ方式ではあるが、泡の反射板は、1 辺が 3 m と 1.5m の矩形火皿の中央において、

ノズルから放出する泡をボードに当ててから、油面に落下させて展開させる方式であるた

め、通常の TypeⅡ方式よりも泡の油汚染が大きくなる。燃料は、n-ヘプタンのほか、ジェ

ット燃料 JP-4 を対象にする。 
 

3.1.16 カナダ CGSB 規格 CAN/CGSB-28-GP-28a (1977) 
CGSB (Canadian General Standard Board)規格は、アメリカ連邦規格 Fed-O-F-555 と

同じである。すなわち、消火試験は、面積 9.25m2 (10ft×10ft×3ft)の角型火皿と放出量

22.7Lpm ノズルを用いて、泡供給率 2.45 Lpm/m2にて、TypeⅡ方式により泡を放射する。

その他の規定は、物性値、発泡性能とも、連邦規格と同様である。 
 
 
 



3.1.17 カナダ CGSB 規格 CAN/CGSB-28-GP-74 (1973) 
CAN/CGSB-28-GP-74 規格もアメリカ MIL-F-24385 規格と同様で、流出油火災に使う

水成膜泡の規格である。スプレイノズルを用いて、28ft2 (2.6m2)と 50ft2 (4.65m2)の火災を

消火するものである。 
 
3.1.18 ICAO (国際民間航空機関) 

ICAO (International Civil Aviation Organization)は、1944 年に国際民間航空条約に基

づき、国際連合(UN)の一部として設立され、カナダのモントリオールに本部を置く国際機

関で、日本は 1953 年に加盟した。 
ICAO の泡消火薬剤の規格は、ICAO 9137-AN/898 Chapter 8 に規定されるもので、対

象は航空機事故の流出油火災である。当初は、米軍購入仕様書 MIL-F-24385 を参考にし

て、28ft2 (2.6m2)と 50 ft2(4.65m2)のジェット燃料(JP-4)の火災に対して、スプレイノズル

を用いて消火するものであった。 
現在の規格は、1990 年に改訂されたもので、泡消火薬剤を 2 種類に分けて、Level A (P、

FPなど)は2.8m2の消火試験とし、Level B (AFFF、FFFPなど)は4.5m2の火皿を用いる、

ISO-7203 の試験を実施することにしたが、実質的には、流出油火災に有効な水成膜泡が

対象となっている。 
 
3.1.19 IMO (国際海事機関)規格 MSC/Circ.582 (1992) 

IMO (International Maritime Organization)は、前身を IMCO (政府間海事協議機関)
といい、1982 年に IMO に改組され、約 160 カ国が加盟している。 

IMO では、当初、連邦規格 Fed-O-F-555 を用いていた。すなわち、一辺が 3.04m、深

さ 1m、面積 9.25m2の角型火皿を用いて、JAN-C-266 ノズルで泡放出量 22.7Lpm、泡供

給率 2.44Lpm/m2により、TypeⅡ方式の消火試験が規定されていた。 
現在の規格は、MSC/Circ.582 (1992)が低発泡規格、MSC/Circ.670 (1995)が高発泡の規

格である。低発泡規格は、ISO の審議を参考にして、1992 年に ISO に先行して ISO-7203-1
を規格に取り入れた。その内容は、角形火皿を用いるほかは ISO-7203-1 と同じで、面積

4.5m2、深さ 0.2m の角形火皿に対し、泡放出量 11.4Lpm の UNI86 ノズルにより、泡供

給率 2.5Lpm/m2で TypeⅡ方式の消火試験を実施する。 
 

3.1.20 NFPA-11 船舶用規格 
NFPA-11 は、1993 年版で船舶設備の規格を導入したが、消火試験方法としてアメリカ

連邦規格 Fed-O-F-555 を掲載している。船舶規格としては、IMO 規格があり、両者の使

い分けは不明であるが、恐らく面積 4.5m2の IMO 規格を使用するであろう。NFPA-11 の

試験は、TypeⅡ方式、面積 9.25m2、深 1m の角型火皿、泡供給率 2.44Lpm/m2である。 
 



3.1.21 損害保険料率算定会規則 
損害保険料率算定会規則は、昭和 23 年に制定され、昭和 50 年に「泡消火薬剤の規格省

令」が制定されるまで、日本の泡消火薬剤の納入規格として、その役割を果たしていた。

消火試験は規定がなく、放出量が 200Lpm の実用ノズルを実用設備と同じ放射圧力である  
3.5kgf/cm2で放射して、発泡倍率と還元時間を測定するのが特徴である。 
発泡した泡を用いて、耐火性 耐油性の測定を行う。耐火性は、ガソリンの上に厚さ 5cm

になるように泡を乗せてから、ガスの炎を直接当てて、泡が破壊してガソリンに引火する

まで、5 分以上でなければならないとしている。耐油性は、ガソリンの上に乗せた泡が消

滅するまでの時間が 30 分以上としている。この規則は、たん白泡のものであって、油汚

染しない常温の泡を対象とするため、上記の要求値となっている。 
なお、この規則は、型式認定を得た後、ロットごとに検査をすることになっていて、海

水による試験と老化試験も要求されている。 
 
3.1.22 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和 50 年自治省令第 26 号) 
各国の規格が任意規格であるのに対し、日本の規格省令は法令として定められている。 
規格省令の消火試験は、面積 4m2、深さ 30cm の角型火皿に対し、泡水溶液放水量が

10Lpm のノズルを用いる「TypeⅠ方式」であることに加えて、泡放出口の先端から油面

までの距離は 10cm 程度であるため、放出された泡が全く油汚染することがない。したが

って、ある程度のレベルの泡消火薬剤であれば、たん白泡、合成界面活性剤泡、水成膜泡

などの種別を問わず、検定に合格してしまうので、規格省令の消火試験では、石油タンク

に使用する泡消火薬剤の判断はできない。 
規格省令の問題点の一つは、たん白泡、合成界面活性剤泡、水成膜泡など、泡の種別に

よって、試験方法や規定が異なるのにも拘らず、検定結果の取り扱い、すなわち、同じ用

途に使用できると錯覚してしまうことである。 
また、泡の種別により異なるノズルを使い、その上、ノズルの先端に細く長いパイプと

泡放出アダプター(通称グーズネック)をつけるため、実用発泡器では発生しないような、

細かい粒子の安定性の良すぎる泡が放出され、油火災に使用できるかどうかが判断できな

い結果になっている。 
特に水成膜泡ノズルは、細長いパイプとグーズネックによって、発泡倍率が 5～6 倍の

範囲にしかならないように調節して、泡の耐火性を高めて、消火試験結果を向上させてい

る。水成膜泡は起泡性がよいので、実用設備の発泡倍率は 10 倍程度になるから、このノ

ズルでの試験結果では、実用的な意味はない。 
本研究でも、本来は、日本の試験方法を採用すべきであるが、泡の性能確認ができない

ので、規格省令の消火試験方法が使用できないのは残念なことである。 
規格省令では、比重、粘度などの物性値、合成海水の組成、腐食試験、老化試験などの

測定方法は、Fed-O-F-555 を参考にしているが、これは、ISO、UL をはじめ、カナダ、



イギリス、EN 規格などの各国規格も同様である。 
なお、規格省令は、消火試験の燃料には「ガソリン」を規定しているが、実際には、「n-

ヘプタン」を使用している。ガソリンと n-ヘプタンでは、同じ結果にはならないので、省

令を変更せずに検定細則で変更した過程と根拠は明確にすべきことである。 
すなわち、検定制度発足時の検定細則では、「たん白泡以外の型式試験では、n-ヘプタン

を使用できる」と規定して、水成膜泡と合成界面活性剤泡に対する「緩和措置」を定めて

いる。これは、検定開始当初に、水成膜泡と合成界面活性剤泡は、消火が厳しい対象物に

は使用できないことを意味するから、消火対象物に対する泡消火薬剤の適応性が明確にな

っていたわけである。しかし、「検定合格品は全て同じ性能」と見るユーザーが多く、これ

が、「規格省令は世界から遅れた規格」と見られる理由である。 
 
3.2 実験方法の検討と選定理由 
ここでは、本研究において採用した消火実験方法の選定経過を述べる。なお、本研究で

は、泡消火薬剤の優劣を判定することが目的ではないが、研究の進行上、目安としての判

定基準を定めて、石油タンクの消火に使用できる泡消火薬剤の選別をすることとした。 
 
3.2.1 泡供給方式の選定 
消火実験における泡の放射方式には、TypeⅢ方式(流し込み方式)、TypeⅡ方式(バックボ

ード方式)、TypeⅢ方式(ダイレクト方式・フォースフル方式)の 3 方式があるが、本研究で

は、次の理由によりTypeⅢ方式を採用することにした。 
1) TypeⅢ方式は、油面に泡を直接落下させて展開させる方式で、これは、大容量泡放水

砲を用いて石油タンクに泡を供給する方式と同じである。一方、ISO 規格、UL 規格

など、世界の泡消火薬剤の規格において、汎用されている実験方法である。 
2) TypeⅡ方式は、火皿に直立させた泡の反射板を介して泡を油面に送るため、泡は油面

に突入するわけではないので、大容量泡放水砲を用いて石油タンクに泡を供給する方

式とは異なる。また、実験としては、泡は火皿の壁に泡放射するため、泡が油汚染か

ら保護されるから、泡の耐油汚染性は判断できない。 
3) TypeⅡ方式では、実験用火皿に鋼板のバックボードを付けるが、鋼板は加熱により変

形するため、毎回、規格通りの火皿寸法を得られない。 
4) TypeⅡ方式は、泡が壁を伝って油面に達するため、石油タンクの固定設備の泡放出を

代表するといわれているが、実際には、固定設備から放出された泡が油面に達するま

でには、落下距離が大きいために、泡が油に汚染される危険が大きく、実験では、固

定設備であっても、TypeⅡのバックボード方式ではなく、TypeⅢのダイレクト方式

で実施することが妥当である。 
5) TypeⅠ方式は、規格省令が採用している方法であるが、泡を緩やかに流し込む方式で

あることに加えて、ノズルから油面までの距離が極端に短いので、泡が全く油汚染さ



れない。したがって、適正な泡の評価ができないので、油火災の消火実験としては適

さない方式である。 
3.2.2 火皿の面積の選定 
火皿は、面積 1m2、2m2、4m2、6m2 の円形火皿を用いることとした。このうち、1m2

は参考に実施した実験とした。1～6m2 程度の燃焼面積では、消火時間、コントロール時

間のみを比較すれば、差がないように考えたが、消火状況、再燃実験時の燃え上がり状況

は異なることが予測されるので、大小規模の比較実験は重要であることから選択した。 
火皿面積は、実火災を相似して、できるだけ大きくすべきであるが、煙による環境問題

もあって、小規模とせざるを得ない。環境を問題にしない時期は、米軍規格のように 9.25m2

の火皿を用いたが、これは野外において実施するものであり、正確なデータの比較をする

ためには、風などの影響を防ぐために室内実験が必要である。 
幸い、消防研究所には、大規模実験棟があり、実験が可能な 6m2までの火皿を用いるこ

ととした。おそらく、室内での 6m2火皿の燃焼が可能な実験場は、消防研究所だけではな

いかと認識する。 
ISO、UL など、現在の世界の主要規格は、4.0～4.6m2 の火皿を用いており、日本の規

格省令も 4m2である。いずれも、野外での試験を認めている。なお、円形火皿を用いるの

は、円形が汎用されていることと、角型の場合は、泡の展開の状況によって、四隅に火が

残ることがあり、これが、泡放出状況の偶然性によるため、これを回避する目的がある。

事実、UL の場合は角型火皿を用いるが、隅を消火するために、人がノズルを持って、ノ

ズルを動かして四隅を消火するという方法を採用しているが、購買仕様書ではともかく、

研究としては、再現性が難しいと考えることと、日本では馴染まないためである。 
 
3.2.3 予燃焼時間の選定 
予燃時間は 1 分間を基本として実施することとした。これは、およそ 1 分間で発熱量が

一定になるためと世界の規格が 1 分の予燃焼時間を採用しているためである。 
他に予燃焼時間の影響を知るため､10 分、20 分の燃焼実験を行う。この場合、状況によ

って、油温が 35 ℃、50 ℃など、一定温度に達した時間を目安とする場合もある。これは、

大規模消火実験場であっても、室内の燃焼は、4 m2、6 m2でも 10～20 分が強度の限界で

あることにもよる。 
 
3.2.4 実験ノズルの選定 
実験ノズルは、放水圧力 0.7MPa、放射量 10Lpm の「N54 改良ノズル」を使用する。

消火実験に用いるノズルは、実用機器から発生する泡と同じ性状の泡を放射するものが望

ましいが、大型流量の実用機器から発生する泡を消火実験用の極めて小さなノズルでシミ

ュレートした泡を発生させることは難しい。特に、小型ノズルでは、実用発泡器が採用し

ている低圧(通常 0.35MPa)で設計することは至難である。 



この目的に合致するノズルとして、日本が ISO に提案した､ISO/TC21/SC6/N195 に基

づく、ISO/TC21/SC6/WG4/N54 ノズル(ここでは、「ISO N54 ノズル」とする)を、UL で

使用しているということもあって、検討すべきであるが、過去に日本消火装置工業会が作

成していることから、「N54 改良ノズル」を類似のノズルとして選定した。しかし、今後

の実験のためには、世界で共通する「ISO N54 ノズル」が良い。一方、「規格省令・たん

白泡標準ノズル」も使用できることを付け加えておくが、これは、放水量が 10Lpm 前後

(8～12Lpm)の場合に限定される。 
「ISO N54 ノズル」は、ノズルのプレイパイプの長さと太さを調整することによって、

放射量を 2.5Lpm 程度まで変えられるノズルであることも認識して、供給率に対応する場

合は、採用を検討するノズルである。 
規格省令標準ノズルは、「たん白泡」、「合成界面活性剤泡」、「水成膜泡」の泡の種別によ

って、3 種の異なるノズルを用いるように規定していることと、ノズルの先にグーズネッ

クと呼ぶ泡放出のためのアダプターを付すため、粒子が細かく、還元時間が長い泡、すな

わち、実用設備の泡とは全く異なる泡を発生する。そのため、泡消火薬剤の相互比較が困

難なので使用しないこととした。 
しかしながら、規格省令標準ノズルのうち、「たん白泡標準ノズル」を グーズネックを

付けないで発泡する場合は、「ISO N54 ノズル」に近似の泡を発生するので、この実験に

おいても、使用できると判断している。それは、「たん白泡標準ノズル」の本体は、

ISO/TC21/SC6/N195 の図面を基本構造としているためで、N195 は、Fed-O-F-555、
NFPA-11 マリンノズルと同じ構造であるためである。ただし、この場合、放水量が 10Lpm
前後(8～12Lpm)の場合に限定される。 
なお、初期の段階で、1m2の火皿を用いて、放出量が 2.5Lpm の「BS ノズル」による

実験を実施した。「BS ノズル」とは、イギリス消防研究所(FRS：Fire Research Station)
において、研究用に用いたノズルで、イギリス防衛規格DEF-STD のほか、初期の ISO に

提案され、審議されたノズルで、この研究のために、放出量を半分(2.5Lpm)にしたノズル

である。 
 
3.2.5 泡放出時間 
泡の放出時間は、消火性能のほか、消火後の密封性、耐火性(バーンバック)に影響する。

消火した後に泡を放射する場合には、油に汚染されない、新しい泡が蓄積されるためであ

る。世界の規格の多くは、泡放出時間を 3 分または 5 分としている。5 分は、たん白泡の

規格である JAN-C-266、Fed O-F-555 を援用したもので、3 分は、水成膜泡の UL 規格、

ISO 規格によるものである。 
本研究では、厳しい条件を採用して、泡の種別に関わらず、泡放出時間は 3 分を基本と

し、参考のために、一部 5 分を実施した。 
 



3.2.6 耐火性実験(バーンバック実験) 
泡放出停止後に密封性、耐火性実験を実施した。密封性実験は、消火後に油の表面を泡

が封鎖し、蒸気の発生を抑制して、再引火を防ぐことを確認するものである。 
耐火性実験は、泡面の中央に、1L の n-へプタンを入れた、直径 18cm、深さ 6cm の容

器(耐火実験用ポット)を、容器の上縁と泡面が同位置になるように置いて点火し、5 分間燃

焼させることとした。 
密封性実験は、通常は、泡停止後 15 分の間、泡が油表面を封鎖していることを確認す

るため、火のついたトーチを泡面に近づけて、密封性を確認するが、この間に泡に着火す

ると、耐火性実験支障が生じるので、先に耐火性実験を実施し、5 分間燃焼させている間

に、ポット周囲の泡面の数カ所において、火のついたトーチを泡に接触させる方法で実施

した。これは、JAN-C-266 の方法であって、泡が油で汚染された状況でも、燃焼に耐える

泡であるかどうかの判断である。 
UL 規格では、泡面から 2.5cm の位置にトーチを近づけるが、検定細則では、トーチを

火皿の縁に置くことにしたため、泡面から 10cm 以上離れた位置でトーチを移動させるの

で、蒸気が発生していても引火しない状況になるという、易しい試験になっている。 
なお、耐火性という用語は、一般に、泡そのものの耐熱性、耐火性を指すものであって、

ここでいう耐火性実験は、世界の規格でいう「バーンバック試験」のことであるから、バ

ーンバックと呼ぶか、あるいは「再燃性実験」というのが適切であるのだが、「検定細則」

で耐火性試験と規定しているので、それに倣った。したがって、例えば、英訳するときに

は、ここでの耐火性は、「heat resistance」ではなく、「burn back」としなければ、間違

った意味になるので注意したい。 
 
3.2.7 実験燃料 
泡による消火は、油の種類によって、結果に大きく影響するので、実験燃料は慎重に選

定する必要があるが、本研究では「n-ヘプタン」を用いた。これは各国規格の消火試験が

n-ヘプタンを使うことに倣うものである。 
しかし、JAN-C-266 では、「ガソリン」を用いていて、これに倣って、日本の規格省令

でも、「ガソリン」と定められているが､合成界面活性剤泡と水成膜泡については､検定細則

で「n-ヘプタン」を使用してよいことになっている。なお、最近は､たん白泡も、型式試験

はガソリンで実施するが、個別検定はヘプタンで試験してよいとされている。試験燃料の

消火性能に占める要素は重要なので､これら変更の根拠の確認が必要であるが、法令の規定

を検定細則で変更している理由は曖昧である。 
それはともかく、本来は、燃料の相違による性能の確認、検討をすべきであるが、諸般

の事情から、後に検討することとして、ここでは、世界の規格で汎用する n-ヘプタンを用

いた。n-ヘプタンを用いる理由の一つは、純物質が得やすいとことによる。 
危険物用消火設備、大容量泡放水砲の対象物には、多くの異なる種類の油が存在し、特



に、苫小牧のタンクが消火し難かったことは、内容物がナフサであったことも検討すべき

ことである。 
 
3.2.8 泡供給率 
泡供給率は 2.5Lpm /m2を基準とした。2m2の実験では、1.0～5.0Lpm/m2までの変化を

確認した。4m2は、2.5 ～5.0Lpm/m2まで、6 m2は、2.5Lpm/m2の実験を実施した。 
 
3.2.9 泡性状の測定 
泡性状(発泡性能)は、それぞれの消火実験の開始直前に、ノズル流量とともに、泡の性

能として、発泡倍率と 25％還元時間を測定した。泡の性能を測定する際の泡の収集は、ノ

ズルから放射した泡の到達点、すなわち、自然落下点に置いた泡収集装置(泡コレクター)
を介して、泡受容器に受けるが、この際には、泡が二次発泡しないように注意すべきで、

熟練した技術者が下記 3.3.1 に示す方法により収集した。 
 
3.2.10 ノンアスピレート方式ノズルについて 
本研究は、アスピレート方式のノズルを用いて消火実験を実施した。併せて、ノンアス

ピレート方式ノズルによる消火実験を実施すべきだが、実用機器と相似するノンアスピレ

ート方式の消火実験ノズルを製作することは非常に難しい。 
ノンアスピレート方式は、ノズルから放射された水流同士がぶつかり合って、空気を水

流に取り込んで発泡するから、放射量と水流の圧力によって衝突撹拌状況が変わるため、

大小規模の相似ができないわけである。したがって、現状では、アスピレート方式ノズル

により消火実験を実施することはやむを得ないが、そうはいうものの、ノンアスピレート

方式の大容量泡放水砲と同じ泡性状(膨張率、還元時間)の泡による消火実験が必須であり、

これが確立されるまで、事実上、ノンアスピレート方式の大容量泡放水砲の泡により消火

できるかどうかの確認は出来ない。今回の実験では、これには触れていないため、早急な

検討が必要である。 
 
3.3 本研究に採用した実験方法と判定基準 
本研究では、泡消火薬剤の優劣を判定することが目的ではないから、実験の判定基準は  

必要ないが、研究の進行上、目安としての基準を定めて、石油タンクの消火に使用できる

泡消火薬剤を一次的に選別することとした。 
本研究では、1m2、2m2、4m2、6m2の火皿を用い、泡供給率を 1.25～5.0Lpm/m2から

選択して実験を実施したが、ここには、放射圧力が 0.7MPa のときに、放水量 10Lpm の

ノズルと面積 4m2の火皿を用い、供給率が 2.5 Lpm/m2の場合の概要を掲げておく。火皿

面積(1、2、4、6m2など)、ノズルの種類(N54 改、N54、BS など)、放射圧力、放水量（2.5、
3、4、5、8、10、12、15、18、20、24Lpm など）、泡供給率(1.25、2.5、3、4、5Lpm/ m2



など)を変えた場合は、それぞれに対応して設定すべきことであって、実験方法と判定基

準は同様である。なお、今年度は、合成海水による実験、変質試験後の泡消火薬剤につい

ての実験は実施していないが、最終的には確認すべきことを付記しておく。 
 

3.3.1 泡性状(発泡性能)の測定方法 
泡水溶液温度 20℃とし、泡ノズルは圧力 0.7MPa で操作する。ノズルから発泡した泡は、

二次発泡しないように、泡の自然落下点においた、泡収集装置(泡コレクター)を介して、

深さ 20 cm、容積 1600mL の泡受容器(ISO ポット)に受けた。 
泡の発泡倍率は、泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比で表すが、実際には、泡水

溶液の比重を 1 と見做して、容積 1600mL の泡の重量から算出する。 
泡の還元時間は、容積が 1600mL の泡に含まれる水溶液量の 25％の泡水溶液が、泡か

ら還元するために要する時間で表した。 
泡の発泡倍率は 6 倍以上、泡の 25％還元時間は 2 分以上を目安として、次の実験に用い

る泡消火薬剤を選択した。なお、合成海水による泡水溶液、および変質試験後の泡水溶液

についても同様とするが、本研究では省略した。 
 

3.3.2 消火性能の測定方法(火皿面積 4m2、放水量 10Lpm ノズルの場合) 
ここでは、面積 4m2の火皿に n-ヘプタンを 200L 入れ、泡供給率を 2.5Lpm/m2、ノズ

ル放水量が 10Lpm の場合について記したが、火皿面積に応じて、泡供給率、ノズル放水

量、n-ヘプタンの厚さを定めることとした。 
面積 4m2、深さ 0.3m の円形火皿に 200L の n-ヘプタンを入れて点火し、点火 1 分後に

温度 20 ℃の泡水溶液を圧力 0.7MPa、放水量 10Lpm の実験ノズルから、泡を 3 分間連続

して、火皿中央の液面に直接落下させる。なお、海水による泡水溶液、および変質試験後

の泡水溶液についても同様とするが本研究では省略した。 
1) 消火性能の判定：3 分間の発泡終了後、1 分以内で消火することとし、この場合、小

炎(ローソク炎、およびフリッカー炎)は無視することにした。ただし、小炎が残って

いる場合は、発泡終了後 15 分以内に消火しなければならい。 
2) 耐火性能(バーンバック)の判定：発泡を終了してから 15 分後に、1L の n-ヘプタンを

入れた、直径 18cm、深さ 6cm の容器(耐火実験用ポット)を、泡面の中央部に、容器

の上縁と泡面が同位置になるように置いて、n-ヘプタンに点火して5分間燃焼させる。

この場合、泡面で燃焼する炎の高さは、容器で燃焼する n-ヘプタンの炎の高さ(約 60 
cm)を超えない大きさであり、泡面の開口部の露出面積は、0.09m2以下であることと

した。なお、放射熱計による放射熱の計測によっても判断した。 
3) 密封性能の判定：耐火性実験終了後、泡面にトーチの炎を接触させた場合に着火しな

いこととした。着火した場合は、1 分間の放置において、泡面において燃焼する炎の

高さは、容器において燃焼する n-ヘプタンの炎の高さを超えない大きさであることと

した。 



 



 
 

第 4 章 消火実験 

4.1 実験の目的 

本研究は、石油タンク火災に有効な泡消火薬剤を選定することを主目的とし、泡供給率

を パラメーターにとって泡消火性能を評価するほか、燃焼面積による規模効果、予燃時

間の影響、および、タンク内の油量に対する消火性能の検討を行ったものである。 

同時に、実火災時に現実に遭遇する諸問題を解決するため、大容量泡放水砲で放射され

た泡性状を模擬した消火実験、2 本のノズルから泡を同時に放射したときの消火性能、  

異種の泡を同時に放射して、液面で泡が混合した場合の影響などを検討した。 

消火実験は、泡モニターによるタンク火災の消火をイメージして、泡の油汚染を相対的

に大きくするため、アスピレート型(吸気発泡方式)ノズルから発生した泡を燃焼面の中央

に直接落下させる TypeⅢ(フォースフル方式)により実施した。その際の実験機材と消火実

験方法の設定理由は、第 3 章に述べたとおりである。 

アスピレート型ノズルを用いた理由は、実験用泡ノズルは、実用の泡放水砲と同様な泡

を放射するものを用いることが必須条件であるためである。ノンアスピレート型ノズルを

使用できなかった理由は、現在、ノンアスピレート型実用泡放水砲の泡性状が世界的に解

明されておらず、加えて、大流量が空中で衝突するノンアスピレート型実用放水砲の泡に

相似する小流量のノズルの製作が困難なためである。したがって、新しく大容量泡放射シ

ステムに関する法令が規定されても、ノンアスピレート型大容量泡放水砲による石油タン

クの消火が可能かどうかは、判断できないことを付記しておく。 
 

4.2 実験方法 

実験方法は第 3 章に説明したが、これを図 4.2-1 に明確に示した。 

消火実験の燃焼火皿は、面積 1、2、4、6 m2、深さ 0.3 m の円形火皿を用い、タンク内

の油量の変化に対する消火性能の比較には、面積 1 m2、深さ 0.9 m の円形火皿を用いた。

(図 4.2-2) 
また燃料は、ほとんどの実験で、敷き水は使わずに、n-ヘプタンを直接火皿に投入した。

実験用アスピレート型ノズル(N54 改良工業会ノズル：図 4.2-3)を高さ 1 m に設置し、泡

を水平に放射して、火皿中央の油面に直接落下させた。泡放射時間は 3 分間とした。 

泡性能の計測は、NFPA11-Annex C. 4-1)に準拠した。ノズルから放出した泡をフォーム

コレクターを介して、深さ 20 cm の 1600 mL ポット(泡収集容器)により、発泡倍率と 25％
還元時間を測定した(図 4.2-4～4.2-6)。 

予燃時間は、放射熱がほぼ定常となる 1 分 4-2)とし、石油タンク火災時の予燃時間の影響

を調べる時は、油層高さ 25 mm の位置での油温が 35 ℃、50 ℃になった時点で消火を開

始し、油温の影響、加熱された壁面の影響などの観察を行った。なお、燃料の初期温度や

雰囲気温度により予燃時間は可変することになる。 

さらに、燃焼開始からの油温計測(火皿中心から 10 cm 間隔で 6 箇所計測)、火皿壁面の



 
 

温度計測(火皿底面から 2 cm 間隔で 9 箇所計測)、そして油層、泡層内の温度データーを計

測するため、火皿底面 2.5 cm 上方から 5 mm 間隔で、計 16 点の計測を行なった。 

また、予燃時間の影響を見る実験については、側壁温度が消火に及ぼす影響を観察する

ため、壁面温度の計測も行なった。さらに、放射計により、火炎からの放射熱を計測し、

泡供給率の変化による各種泡消火薬剤の消火性能を把握した。ここで消火性能は、予燃後、

泡を 3 分間放射した時の最大放射熱量に対し、90％放射熱量が抑制された時の時間で評価

した。 
消火後の再燃性実験(バーンバックまたは検定では耐火性)と密封性実験は、3 分間の泡放

射で消火した場合にのみ実施した。すなわち、泡の供給を停止してから 15 分後に、面積 4 
m2の実験の場合、直径 18 cm、深さ約 6 cm の金属製ポットに、n-ヘプタンをポットの上

縁 1 cm 下まで入れ(このときの量は 1 L となる)、ポットは火皿中央の泡面に、泡面とポッ

トの上縁が同レベルになるように置く。ポットに入れた n-ヘプタンに点火し、5 分間放置

後、泡の状況と火炎の拡大状況を記録する。密封性実験は、再燃実験終了と同時に、トー

チを泡に接触させる方法で行う。ここで再燃とは、自由燃焼時の最大放射熱に対し、5％
以上の放射熱に達する状態と定義する。目視では、泡面で燃焼する炎は、ポットで燃焼す

る炎より小さいことを目安にした。 

 

 
図4.2-1 実験装置概要 
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図4.2-2 燃焼用火皿(面積1 m2、深さ0.3 m) 

 
 
 
 

 
図4.2-3 N54改-5L アスピレート型ノズル 

 
 



 
 

  
図4.2-4 泡供給システム 

 

 
図4.2-5 泡性能の計測（NFPA11-Annex C.）サンプリング 

 

 
図4.2-6 深さ20 cmのポットによる泡性能の計測（NFPA11-Annex C.） 



 
 

4.3 実験結果 

4.3.1 消火実験結果一覧 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

1-1 AR-AFFF 9.12 11分25秒 19.3℃ 33秒 40秒 1分24秒
着火現象観察されず．
強制接炎:手前側壁部着火しFLA-up,収束し消炎．

18.1℃→
32.6℃

16℃
69%

1-2 AFFF 8.54 3分52秒 20.0℃ 33秒 38秒 1分13秒
着火現象観察されず．
強制接炎:手前側壁部着火しFLA-up,収束し消炎.対壁部側泡面
着火せず．

16.3℃→
31.0℃

13.5℃
62%

1-3 FP 6.77 4分37秒 19.8℃ 45秒 1分05秒* 3分02秒
ポット周囲の泡面にFL.
強制接炎:ポット周囲にFL．FLは小炎で即消炎．

17.4℃→
35.4℃

17℃
61%

1-4 P 7.12 5分09秒 20.3℃ 2分05秒 1分37秒* 2分58秒
着火現象観察されず．(手前側に露出油面あるも）
強制接炎:対壁部側１ヵ所着火即消炎．油面は燃焼．

17.2℃→
33.3℃

15℃
84%

1-5 SD 11.40 11分15秒 20.3℃ 40秒 1分05秒 2分46秒
17秒ポット手前側の油面を露出し着火,次第に燃焼拡大し
2分15秒後模型面積の約半分に拡大．

16.5℃→
―℃

15℃
78%

1-6 AFFF(Ⅱ） 9.07 2分57秒 19.5℃ 27秒 43秒 1分05秒
即FLA-up全面拡大,収束し1分15秒消炎.以降FL繰返す.
4分10秒ポット周囲油面露出継続燃焼

24.9℃→
―℃

24℃
75%

1-7 AGF 10.78 6分36秒 19.8℃ 24秒 50秒 消火せず 実施できず.
18.1℃→

―℃
15℃
78%

表4.3-1 円形1m
2 、供給率2.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン60L(敷水120L）N54改-5Lノズル（放水量2.5L/分、放出圧力0.74MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

2-1 AR-AFFF 8.69 10分49秒 20.8℃ 30秒 42秒 1分17秒
FL有るもFLA-up無,FL側壁部燃焼するも消炎.
強制接炎:着火せず.

27.3℃→
35.6℃

28.5℃
64%

2-2 AFFF 8.91 4分27秒 21.1℃ 28秒 41秒 1分03秒
即FLA-up有も1分36秒消炎,ポット周囲継続燃焼.
以降FL有.
強制接炎:着火せず

27.1℃→
35.0℃

28℃
67%

2-3 FP 8.25 10分49秒 20℃ 50秒 1分00秒 2分20秒
着火現象観察されず．
強制接炎:着火せず

28.6℃→
35.4℃

29℃
71%

2-4 P 8.04 14分05秒 21.4℃ 53秒 1分00秒 2分36秒
着火現象観察されず．
強制接炎:着火せず

25.5℃→
35.2℃

26℃
76%

2-5 SD 9.97 10分57秒 20.3℃ 32秒 1分10秒 消火せず 実施できず.
26.3℃→

―℃
26℃
76%

2-6
AR-AFFF3％
(海外品N)

9.12 14分29秒 20.4℃ 18秒 36秒 1分35秒
着火現象観察されず．
強制接炎:FLからCA継続,ポット周囲は着火するも消炎.

26.4℃→
36.1℃

23℃
96%

2-7
AR-AFFF1％
(海外品N)

6.17 5分41秒 19.9℃ 27秒 1分00秒 3分09秒 即FLA-up有,30秒収束するも側壁部油面露出継続燃焼.
26.5℃→
35.6℃

23.5℃
91%

2-8 AFFF(Ⅱ） 8.99 4分08秒 20.2℃ 27秒 42秒 1分14秒
即FLA-up,手前側半面拡大,収束し1分19秒消炎.
ポット周囲油面露出継続燃焼.

24.3℃→
―℃

23.5℃
75%

表4.3-2 円形1m
2
  、供給率2.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン100L、BS-2.5ノズル（放水量2.5L/分、放出圧力0.67MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

3-1 AR-AFFF 8.08 7分01秒 20.0℃ 1分20秒 1分38秒
CA残

消火せず

(強制消火し実施）
即FLA-up,収束し52秒消炎.ポット周囲油面露出継続燃焼．
徐々に拡大し,5分時ポット面積の約3倍.

25.0℃→
44.3℃

24.5℃
75%

3-2 AFFF 8.97 3分08秒 20.3℃ 1分15秒 1分28秒 9分16秒 即TF23秒消炎.ポット周囲継続燃焼,時々FL有．
25.4℃→

―℃
24℃
75%

3-3 FP 6.78 3分42秒 21.0℃ 1分30秒 2分20秒* 消火せず 実施できず．
25.9℃→

―℃
24.5℃
75%

3-4 P 7.01 3分51秒 19.0℃
被覆

できず
2分56秒* 消火せず 実施できず．

25.5℃→
―℃

27℃
63%

3-5 SD 9.61 6分46秒 20.0℃
被覆

できず
抑制

できず
消火せず 実施できず．

25.3℃→
―℃

26℃
69%

3-6
FFFP

(海外品C)
7.79 1分48秒 19.5℃ 1分05秒 1分52秒* 消火せず 実施できず.

26.0℃→
―℃

26℃
73%

3-7
FFFP

(海外品A)
7.94 2分44秒 20.0℃ 55秒 1分11秒* 消火せず 実施できず.

25.8℃→
―℃

25℃
84%

3-8 AGF 9.25 4分43秒 20.0℃ 38秒 1分50秒 消火せず
実施できず.
強制接炎:1箇所着火するも即消炎,他箇所は着火せず.

17.3℃→
―℃

23℃
85%

表4.3-3 円形2m2 、供給率1.25Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン120L、N54改-5Lノズル（放水量2.5L/分、放出圧力0.74MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

4-1 AR-AFFF 8.08 8分09秒 19.5℃ 48秒 1分15秒 3分41秒
即FLA-up有,拡大し1分後ほぼ全面FLA-up,
1分27秒収束するもポット周囲等油面露出継続燃焼．

23.6℃→
―℃

23℃
83%

4-2 AFFF 8.70 2分54秒 21.9℃ 46秒 1分18秒 消火せず 実施できず．
24.6℃→

―℃
24.6℃
83%

4-3 FP 6.42 3分51秒 19.5℃ 1分10秒 2分20秒　 5分30秒
ポット周囲に着火するも継続せず,FL現象は観察されず,
強制接炎:泡落下箇所周辺でFL発生するも3秒で消炎.
それ以外着火せず．

24.1℃→
―℃

22.5℃
87%

4-4 P 6.55 4分29秒 20.0℃ 1分58秒 3分00秒 消火せず 実施できず．
24.0℃→

―℃
22℃
82%

4-5 SD 8.63 7分位 19.5℃
被覆

できず
抑制

できず
消火せず 実施できず．

24.2℃→
―℃

23℃
83%

表4.3-4 円形2m2 、供給率1.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン120L、N54改-5Lノズル（放水量3.0L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

5-1 AR-AFFF 7.34 10分49秒 20.6℃ 39秒 58秒 1分41秒
FL,CA有,拡大しFLA-up,2分50秒ほぼ全面,
3分50秒収束するも側壁部油面露出継続燃焼．

26.0℃→
38.4℃

23.5℃
91%

5-2 AFFF 7.86 4分19秒 20.0℃ 28秒 50秒 1分30秒 即FLA-up有,収束するも側壁部油面露出継続燃焼,次第に拡大．
26.2℃→
36.0℃

24℃
87%

5-3 FP 6.78 6分46秒 20.5℃ 47秒 1分55秒* 4分05秒
1分55秒FL,2分45秒消炎,拡大燃焼なし
強制接炎:泡落下箇所周辺以外着火せず．

25.6℃→
42.9℃

23℃
87%

5-4 P 6.65 8分28秒 20.4℃ 1分15秒 2分27秒* 3分55秒 FL&FLA-up無．
26.2℃→
40.9℃

24℃
83%

5-5 SD 9.91 9分29秒 19.5℃ 30秒 1分40秒 消火せず 実施できず.
25.4℃→
43.8℃

24℃
91%

5-6
AR-AFFF1％
(海外品W)

6.64 5分40秒 19.4℃ 36秒 51秒 2分47秒
即TF,FLA-up状になり1分07秒消炎.ポット周囲油面露出継続燃焼.
5分後φ約34×40cm

13.3℃→
34.8℃

14.5℃
78%

5-7
AR-AFFF1％
(海外品N)

5.70 5分14秒 19.5℃ 1分35秒 58秒 3分12秒
即TF,側壁部近傍でCA,3分半面づつFLA-up,収束するも
ポット周囲油面露出継続燃焼.
5分後φ約40×80cm

14.2℃→
38.5℃

16.5℃
74%

5-8
AR-AFFF3％
(海外品W)

7.90 14分28秒 20.0℃ 35秒 45秒 消火せず
実施できず.
泡供給停止後状況観察：13分33秒後全円周部でFLA-up.

12.1℃→
―℃

18℃
66%

5-9
AR-AFFF3％
(海外品W)

8.85 13分24秒 19.6℃ 38秒 44秒 4分39秒
着火現象観察されず．
強制接炎:手前側側壁部から全周着火CA残,
やがて側壁部油面露出継続燃焼.

20.0℃→
33.9℃

22℃
74%

5-10
AR-AFFF3％
(海外品N)

6.64 22分43秒 19.5℃ 50秒 50秒 1分48秒
即TF,4分後ポット周囲継続燃焼.5分間ではFLA-up起らず.
8分38秒ほぼ全面FLA-up。
強制接炎:着火するも即消炎

11.9℃→
31.2℃

18.5℃
76%

表4.3-5-1 円形2m
2
  、供給率2.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン120L、N54改-5Lノズル（放水量4.8L/分、放出圧力0.72MPa）、予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

5-11 AGF 8.56 7分09秒 20.3℃ 33秒 1分22秒 消火せず 実施できず.
16.7℃→
36.3℃

25℃
57%

5-12
 AFFF 1%
(海外品L)

6.60 3分43秒 20.1℃ 55秒 42秒 1分46秒
即TFからFLA-up,収束し1分14秒消炎.
ポット周囲油面露出継続燃焼.5分時ポット面積の約1/2.
強制接炎:着火せず

19.8℃→
―℃

23℃
83%

5-13
FFFP

(海外品A)
7.28 4分50秒 19.6℃ 1分00秒 1分40秒 消火せず

（強制消火後実施）
2分27秒遅れで開始.TF発生するもFLA-up起らず.

19.8℃→
36.5℃

22.5℃
79%

表4.3-5-1 円形2m
2
 、供給率2.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン120L、N54改-5Lノズル（放水量4.8L/分、放出圧力0.72MPa）、予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

5-14 AR-AFFF 7.13 17分17秒 19.5℃ 42秒 50秒 1分25秒
即TF,19秒消炎.側壁部以外の箇所でTF&CAを繰返す.
3分23秒燃焼拡大し,4分05秒ほぼ全面．
5分20秒収束傾向だが手前側油面露出．

7.3℃→
39.3℃

10℃
44%

5-15 AR-AFFF 〃 〃 19.3℃ 43秒 58秒 1分48秒
即TF,手前側CA残以降TF繰返し,2分10秒FLA-up.
2分50秒ほぼ全面,3分50秒ポット周囲手前側油面露出し燃焼拡大．

15.0℃→
50.3℃

11℃
44%

5-16 AFFF 6.92 6分43秒 19.8℃ 38秒 51秒 1分30秒
即TF,FLA-up状になり40秒収束傾向.手前側壁油面露出継続燃焼,
1分55秒ポット周囲油面露出継続燃焼.3分50秒25％以上拡大．

5.3℃→
39.4℃

8℃
50%

5-17 AFFF 〃 〃 19.3℃ 40秒 1分06秒 1分56秒
即TF,FLA-up状.手前側油面露出.20秒ほぼ全面.40秒収束傾向,
1分23秒燃焼拡大．2分25秒25％以上拡大．

15.7℃→
52.0℃

9℃
48%

5-18 FP 6.36 8分40秒 20.3℃ 46秒 1分16秒* 4分57秒
ポット周囲で僅かにFL有.
強制接炎:着火するも即消炎．

6.9℃→
43.2℃

13℃
37%

5-19 FP 〃 〃 20.0℃ 45秒 1分11秒* 4分26秒
ポット周囲で僅かにFL有.
強制接炎:着火するも即消炎,中央部は着火せず．

18.1℃→
51.1℃

13℃
37%

5-20
AR-AFFF3％
(海外品N)

7.73 38分28秒 19.3℃ 42秒 50秒 5分58秒
2分34秒TF側壁部CA.6分FLA-up状ポット周囲油面露出燃焼拡大.
5分時は模型面積約1/4が燃焼

11.6℃→
38.3℃

7℃
63%

5-21
AR-AFFF3％
(海外品W)

7.75 21分01秒 19.3℃ 40秒 52秒 消火せず 実施できず.
15.7℃→
52.0℃

9℃
48%

5-22
FFFP

(海外品A)
6.92 6分12秒 21.0℃ 46秒 1分41秒 9分59秒

29秒TF2分11秒ポット近傍で継続燃焼し、
4分25秒ポット周囲油面露出し燃焼拡大.

6.6℃→
―℃

12℃
37%

表4.3-5-2 円形2m2、供給率2.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン200L(予燃焼10分）400L(予燃焼20分）
　　　　　　　　  N54改-5Lノズル(放水量5.0L/分、放出圧力0.70MPa)　予燃焼10分&20分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

6-1 AR-AFFF 8.54 11分49秒 19.3℃ 28秒 43秒 1分49秒
ポット周囲FL発生するも消炎(4回）5分35秒TF対壁部CA.
6分22秒消炎,
8分09秒TFからFLA-up気味12分32秒消炎．

7.0℃→
24.0℃

10℃
50%

6-2 AFFF 7.73 4分04秒 19.7℃ 30秒 42秒 1分32秒
12秒TF.FLA-up状1分51秒消炎.3分10秒TF消炎.
強制接炎:着火しTF発生するも消炎．

14.0℃→
29.3℃

8.5℃
60%

6-3 FP 7.02 5分46秒 20.3℃ 58秒 1分04秒* 2分36秒
ポット周囲でFL時々発生するも即消炎.
強制接炎:中央部でFLあるも即消炎．

5.4℃→
29.2℃

11℃
52%

6-4 P 7.24 7分15秒 20.3℃ 59秒 1分03秒* 3分36秒
2分20秒後ポット周囲にFL有即消炎.
その他の箇所5分間着火せず．
強制接炎:泡面にFL(青炎）あり継続燃焼．

14.9℃→
36.6℃

17℃
75%

6-5 SD 12.56 10分56秒 20.6℃ 25秒 1分15秒 消火せず 実施できず．
15.1℃→
35.8℃

20℃
73%

6-6 AGF 11.04 7分35秒 19.4℃ 20秒 46秒 消火せず 実施できず.
6.2℃→
―℃

12℃
48%

6-7
AR-AFFF3％
(海外品W)

12.56 10分56秒 20.2℃ 36秒 40秒 4分26秒
着火現象観察されず．
強制接炎:手前側側壁部半周着火CA残.対壁側&中央部は着火せず.

19.9℃→
33.4℃

22.5℃
78%

6-8
FFFP

(海外品A)
8.10 4分46秒 20.1℃ 48秒 50秒 1分28秒

即TFから手前側壁半周FLA-up対壁側はTF.1分06秒消炎.
以降TF時々発生.ポット周囲油面露出継続燃焼.
強制接炎:TF発生.

20.2℃→
36.4℃

24℃
75%

表4.3-6 円形2m
2
、供給率3.0Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン120L、N54改-10Lノズル（放水量6.0L/分、放出圧力0.70MPa）、予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

7-1 AR-AFFF 8.23 13分26秒 ― 30秒 36秒 1分16秒
2分45秒TF即消炎.これを4回繰返す.5分間FLA-up現象観察されず.
強制接炎:左対壁着火し継続燃焼,手前側FLA-up状.

9.3℃→
25.1℃

14.5℃
67%

7-2 AFFF 9.47 4分35秒 19.9℃ 30秒 35秒 53秒
12,28秒FL.1分25秒TFから手前側FLA-up気味,3分40秒収束傾向,
消炎せず.4分33秒手前側油面露出燃焼継続.
強制接炎:着火しTF全面.消炎後2度目は着火せず.

10.0℃→
24.8℃

12.5℃
68%

7-3 FP 7.73 7分25秒 ― 34秒 46秒* 2分08秒
着火現象観察されず．
強制接炎:着火せず.

9.6℃→
29.9℃

15℃
68%

7-4 P 7.85 9分25秒 19.8℃ 41秒 1分27秒* 3分18秒
着火現象観察されず．
強制接炎:泡面にFLあり,消炎．

16.3℃→
34.3℃

20℃
73%

7-5 SD 10.78 10分46秒 20.1℃ 21秒 1分04秒 消火せず 実施できず．
17.2℃→
38.6℃

23℃
55%

7-6 AGF 9.79 7分13秒 20.1℃ 22秒 40秒 消火せず
実施できず.
（泡供給停止後暫く観察の後,強制接炎:中央部泡面着火せず）

17.4℃→
33.6℃

24.5℃
56%

7-7
FFFP

(海外品A)
8.61 4分06秒 20.4℃ 33秒 37秒 1分05秒

即TFから手前側壁半周FLA-up対壁側はTF.収束し1分25秒消炎.
以降TF時々発生.ポット周囲油面露出継続燃焼
強制接炎:TF発生.

19.9℃→
34.3℃

23.5℃
75%

表4.3-7 円形2m2、供給率4.0Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン120L、N54改-10Lノズル（放水量8.0L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

8-1 AR-AFFF 8.45 11分06秒 19.8℃ 18秒 32秒 4分09秒
即TF,手前側CA1分06秒消炎.その後FL,TF有り.
強制接炎:着火燃焼拡大．

19.4℃→
―℃

17.5℃
69%

8-2 AR-AFFF 8.99 12分37秒 20.0℃ 20秒 30秒 4分10秒
即TF10秒後消炎,その後FL,TF.5分過ぎ手前側FLA-up.
強制接炎:対壁側に着火→側壁に沿いCA発生.

14.8℃→
―℃

19.5℃
56%

8-3 AFFF 9.31 4分18秒 19.4℃ 18秒 30秒 46秒
即TF,FLA-upし2分16秒消炎.FL有り.
強制接炎:一度も着火せず。

16.5℃→
31.5℃

16.5℃
75%

8-4 AFFF 9.20 4分36秒 20.1℃ 16秒 28秒 38秒
ポット周囲からTF側壁部に拡がりやがてFLA-up収束するもCA残.
強制接炎:TF発生→収束を繰返す．

15.2℃→
31.6℃

19.5℃
60%

8-5 FP 6.45 6分04秒 19.5℃ 45秒 1分16秒 1分47秒
着火現象観察されず．
強制接炎:泡面にFL有るも消炎.

16.1℃→
33.8℃

18.5℃
76%

8-6 P 6.74 8分29秒 19.6℃ 52秒 1分18秒 2分57秒
着火現象観察されず．
強制接炎:泡面にFL,CA有り.

17.9℃→
35.5℃

20℃
73%

8-7 SD 11.27 11分38秒 20.0℃ 23秒 42秒 消火せず
実施できず.
消火せず強制接炎:泡面2ヶ所着火するも,他箇所は着火せず.

18.2℃→
33.8℃

20℃
78%

8-8 AGF 10.27 7分18秒 20.3℃ 21秒 40秒 消火せず 実施できず。
17.1℃→
34.9℃

26.5℃
52%

8-9
FFFP

(海外品A)
7.48 4分32秒 20.6℃ 26秒 40秒 1分01秒

即TFから手前側壁半周FLA-up対壁側はTF.収束し2分05秒消炎.
以降TF時々発生.ポット周囲油面露出継続燃焼.
強制接炎:TF発生.

20.4℃→
33.4℃

23.5℃
71%

表4.3-8 円形2m2、供給率5.0Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン120L、N54改-10Lノズル（放水量10.0L/分、放出圧力0.71MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

9-1 AR-AFFF 7.84 18分31秒 20.8℃ 56秒 55秒 1分31秒
即TFからFLA-up,収束するもポット周囲側壁部油面露出継続燃焼.
露出油面は模型の約1/6．

18.1℃→
35.3℃

18℃
90%

9-2 AFFF 8.48 6分33秒 21.0℃ 53秒 50秒 1分27秒
即TFからFLA-up,収束するもポット周囲側壁部油面露出継続燃焼.
5分時25%拡大.露出油面は模型の約1/6．

18.6℃→
36.3℃

19℃
81%

9-3 FP 7.18 11分56秒 20.9℃ 1分38秒 1分40秒* 9分28秒 ポット周囲にFL.継続燃焼は起らず強制接炎:着火するも即消炎.
20.5℃→
47.4℃

22℃
50%

9-4 P 7.28 13分08秒 20.5℃ 1分30秒 1分56秒* 消火せず 実施できず．
22.0℃→
53.0℃

24℃
53%

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

9-5 AR-AFFF 7.90 8分47秒 21.1℃ 56秒 58秒 消火せず
（強制消火後実施）
即TF.2分30秒FLA-up状手前側半面に拡大,

27.3℃→
36.5℃

29.8℃
60%

9-6
AR-AFFF
(Ⅱ)

8.15 8分35秒 20.8℃ 53秒 46秒 1分19秒
FL,TF発生CA有,拡大し手前側FLA-up状,収束し,5分時手前側壁にCA.
強制接炎:側壁部着火CA中央部着火TF

28.2℃→
37.2℃

29.4℃
62%

9-7 AFFF 8.02 3分35秒 21.7℃ 1分00秒 48秒 1分40秒
即TF,FLA-upほぼ全面,収束するも手前側油面露出燃焼拡大.
3分55秒強制消火．

29.9℃→
42.1℃

29.9℃
59%

9-8 FP 6.80 7分18秒 21.1℃ 1分08秒 1分35秒* 5分30秒
TF発生消炎.以降FL,TFが時々起るも燃焼拡大には至らず.
強制接炎:FL,TF有るも消炎.

27.4℃→
44.5℃

30.1℃
59%

表4.3-9-2 円形4m2、供給率2.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン200L、N54改-10Lノズル（放水量10.0L/分、放出圧力0.71MPa）予燃焼1分、供給5分

表4.3-9-1 円形4m2、供給率2.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン200L、
　　　　　　　　　N54改-10Lノズル（放水量10.35～10.40L/分、放出圧力0.69～0.70MPa)予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

9-9 AR-AFFF 7.96 10分02秒 20.0℃ 48秒 55秒 5分18秒
即TF,FLA-up2分ほぼ全面,2分30秒位から収束傾向.
手前側油面露出燃焼拡大.

23.7℃→
43.8℃

25.3℃
82%

9-10 AR-AFFF 〃 〃 20.0℃ 40秒 1分10秒 6分16秒
即TF,FLA-up1分45秒ほぼ全面,2分30秒位から収束収束傾向.
手前側油面露出燃焼拡大.

28.6℃→
―℃

27.2℃
72%

9-11 AFFF 8.36 3分15秒 20.2℃ 54秒 1分03秒 1分38秒
即TF,FLA-upほぼ全面,1分10秒位から収束傾向.
手前側油面露出燃焼拡大.

―℃→
40.4℃

27.3℃
72%

9-12 AFFF 〃 〃 20.3℃ 49秒 46秒 1分48秒
即TF,FLA-upほぼ全面,55秒位から収束傾向.
手前側油面露出燃焼拡大.（1分31秒強制消火）

―℃→
―℃

27.8℃
68%

9-13 FP 7.22 11分47秒 21.6℃ 1分29秒 1分45秒* 8分25秒
ポット周囲にFL.継続燃焼は起らず．
強制接炎:着火するも即消炎.

19.5℃→
47.7℃

20℃
73%

9-14 FP 7.20 11分44秒 20.4℃ 1分11秒 1分44秒* 8分44秒
(泡供給停止後,泡落下箇所の油面が露出し継続燃焼.FL等消炎が
8分44秒.露出油面を泡で塞ぎ強制消火してB.B試験実施）ポット周囲
にFL.継続燃焼は起らず．強制接炎:着火するも即消炎.

20.5℃→
59.7℃

24℃
49%

9-15 FP 6.77 7分29秒 20.5℃ 1分10秒 2分05秒 7分44秒
(1分30秒遅れてB.B.試験開始）
即TF発生消炎.以降FL,TFが時々起るも燃焼拡大には至らず.
強制接炎:FL,TF有るも即消炎.

24.8℃→
―℃

29.7℃
64%

（注記）9－9,11,13は予燃焼10分。9-10、9-12、9-14は予燃焼20分、9-15はノルマルヘプタン800L、予燃焼20分。

表4.3-9-3 円形4m2、供給率2.5Lpm水平放射、ノルマルヘプタン400L(予燃焼10分）500L(予燃焼20分）
　　　　　　 　　　N54改-10Lノズル（放水量10.0L/分、放出圧力0.71MPa）予燃焼10分＆20分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

10-1 AR-AFFF 7.59 11分53秒 20.0℃ 56秒 50秒 6分46秒
即TF,54秒ポット周囲継続燃焼,3分57秒FLA-up.
5分時模型面積の1/3燃焼.

24.0℃→
―℃

24℃
79%

10-2 AFFF 7.78 6分02秒 20.1℃ 51秒 43秒 1分20秒
即TF,FLA-upほぼ全面,1分28秒収束するもポット周囲油面露出
継続燃焼.5分時ポット面積の約2倍.強制接炎:着火せず

23.7℃→
―℃

24℃
78%

10-3 FP 6.58 ― 21.5℃ 54秒 1分18秒* 8分31秒
即TF発生消炎.以降FL,TFが時々起るも燃焼拡大には至らず.
強制接炎:中央部はFL,TF.側壁部は着火せず

23.4℃→
45.2℃

23℃
―

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

11-1 AR-AFFF 6.49 10分08秒 21.8℃ 42秒 40秒 5分09秒
即TF,FLA-up3分04秒手前側半面に拡大.収束するも再度FLA－up.
収束するも手前側油面露出燃焼拡大.

28.2℃→
40.0℃

30.5℃
56%

11-2 AFFF 6.63 3分15秒 20.9℃ 53秒 49秒 1分28秒
即TF,FLA-up35秒ほぼ全面,1分56秒消炎.手前側油面露出燃焼拡大.
5分30秒ポットと同面積油面露出継続燃焼.

28.8℃→
39.8℃

29℃
57%

11-3 FP 5.82 10分48秒 21.2℃ 1分00秒 2分20秒* 9分29秒
即TF発生消炎.以降FL,TFが時々起るも燃焼拡大には至らず.
強制接炎:FL,TF有るも即消炎.

27.5℃→
45.8℃

27.9℃
63%

表4.3-10 円形4m2、供給率3.0Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン200L、N54改-10Lノズル（放水量12.0L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼1分、供給3分

表4.3-11 円形4m2、供給率4.0Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン200L、N54改-10Lノズル（放水量16.0L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

12-1 AR-AFFF 8.61 4分06秒 20.0℃ 1分04秒 55秒 3分11秒
即TF,FLA-up1分55秒ほぼ全面,3分22秒消炎.
ポット周囲油面露出継続燃焼.
5分時ポット面積の約4～5倍.

23.0℃→
43.9℃

25.6℃
79%

12-2 AFFF 7.28 3分34秒 20.0℃ 1分18秒 48秒 1分52秒
即TF,FLA-up30秒ほぼ全面,1分29秒消炎.
ポット周囲油面露出継続燃焼.
5分時ポット面積の約7～8倍.

23.7℃→
41.1℃

25.2℃
83%

12-3 FP 6.18 5分32秒 21.3℃ 1分23秒 1分10秒* 8分08秒
即TF発生消炎.以降FL,TFが時々起るも燃焼拡大には至らず.
強制接炎:FL,TF有るも即消炎.

23.3℃→
45.1℃

23.7℃
88%

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

13-1 AR-AFFF 7.02 10分23秒 21.2℃ 48秒 57秒 4分54秒
即TF,FLA-up1分49秒ほぼ全面,2分43秒収束するも
手前側油面露出燃焼拡大.
4分11秒強制消火

28.1℃→
42.0℃

29.2℃
65%

13-2 AFFF 5.93 3分05秒 20.5℃ 1分04秒 58秒 2分09秒
即TF,FLA-up27秒ほぼ全面,55秒収束するも
手前側油面露出燃焼拡大.
4分10秒強制消火(燃焼面積は模型の1/4）

28.2℃→
41.8℃

29.8℃
60%

13-3 FP 5.97 6分16秒 20.4℃ 1分08秒 1分36秒* 7分35秒
TF発生消炎.以降FL,TFが時々起るも燃焼拡大には至らず.
強制接炎:FL,TF有るも即消炎.

27.9℃→
46.3℃

28.2℃
75%

表4.3-12 円形6m2、供給率2.5Lpm、水平放射ノルマルヘプタン300L、N54改-10Lノズル（放水量15.0L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼1分、供給3分

表4.3-13 円形6m2、供給率2.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン600L、N54改-10Lノズル（放水量15.0L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼10分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

14-1 AR-AFFF 6.43 6分49秒 19.5℃ 1分34秒 2分20秒 消火せず
実施できず.
強制接炎:一度も着火せず.

14.8℃→
―℃

19℃
61%

14-2 AFFF 9.94 1分59秒 20.0℃ 1分30秒 1分45秒 3分29秒
即TF,ポット周囲CA継続,油面露出継続燃焼.FLA-up現象は無．
強制接炎:着火ほぼ全面に拡大,収束しTF.

13.8℃→
32.7℃

17.5℃
65%

14-3 FP 5.77 1分55秒 19.5℃
被覆

できず
抑制

できず
消火せず 実施できず．

15.2℃→
―℃

20℃
56%

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

15-1 AR-AFFF 7.98 10分18秒 19.6℃ 38秒 38秒 4分11秒
即TF,CA,消炎,この現象を8回繰返す.4分過ぎFLA-up状になる.
(5分時手前側半周）(燃焼面積は模型の1/6）

21.3℃→
35.2℃

20℃
88%

15-2 AFFF 8.63 3分23秒 20.4℃ 42秒 45秒 52秒
即TF,1/3FLA-up,収束するも手前側壁部油面露出継続燃焼拡大,
ポット周囲も油面露出継続燃焼.5分時ポットの約5倍.
強制接炎:側壁は着火せず.中央泡面は着火しだいに燃焼拡大.

20.9℃→
38.5℃

21℃
86%

15-3 FP 6.42 5分26秒 19.5℃ 57秒 1分53秒* 3分47秒
ポット周囲に即FL,消炎,この現象を繰返す(左側半分では起らず）
燃焼拡大には至らず.
強制接炎:着火するもすぐ消炎．

20.7℃→
37.5℃

20℃
91%

表4.3-14 円形2m2、供給率1.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン120L、
　　　　　　　　 N54改-5Lノズルでバラツキノズル（放水量3.0L/分、放出圧力0.70MPa）、予燃焼1分、供給3分

表4.3-15 円形4m
2
、供給率４Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン200L、

　　　　　　　　 N54改-10Lノズルでプレーパイプ1/2Bパイプ（放水量16.3L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

16-1 AR-AFFF 7.53 10分13秒 19.6℃ 34秒 41秒 1分44秒
即TF,CA,消炎,この現象を繰返す.5分間FLA-up状起らず.
5分時側壁部CAと中央部FL,TF.FLA-upは5分40秒で起る。

21.2℃→
33.4℃

21℃
88%

16-2 AFFF 7.53 3分48秒 20.1℃ 36秒 34秒 56秒
即TF,1/3FLA-up,収束するも手前側壁部油面露出継続燃焼.
竜巻発生しポット周囲の泡を撹乱,油面露出し燃焼拡大.
5分時燃焼面積は模型の1/6．

20.5℃→
34.1℃

21.5℃
78%

16-3 FP 6.27 5分23秒 20.2℃ 48秒 1分35秒* 2分58秒
ポット周囲にFL,CA状になるも5分間燃焼拡大せず.FLA-up起らず．
強制接炎:着火するも消炎.

21.2℃→
36.8℃

21℃
82%

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

17-1 AR-AFFF 8.51 10分01秒 19.5℃ 59秒 1分03秒 6分47秒
TF発生し側壁部に移動しCA継続しポット周囲もFL＆TF発生し
継続燃焼FLA-up状となり,4分20秒手前側油面露出燃焼拡大.
5分時燃焼面20cm×100cm.

15.5℃→
44.3℃

16℃
49%

17-2 AFFF 8.64 3分34秒 20.1℃ 1分05秒 57秒 1分27秒
TF発生し側壁部に移動しFLA-up.50秒収束するもCA継続し,ポット周囲
油面露出,しだいに拡大3分50秒模型面積の1/6燃焼.強制消火.

16.0℃→
47.8℃

13℃
58%

17-3 FP 6.85 4分57秒 20.8℃ 2分18秒 2分24秒* 消火せず
(泡落下箇所を泡で塞ぎ観察.7分19秒消火)52秒ポット周囲FL,
以降FL＆TF断続的に発生.4分50秒ポット周囲油面露出継続燃焼.
強制接炎:側壁部中央泡面共着火するも即消炎.

15.6℃→
51.9℃

18℃
40%

表4.3-17 円形6m
2
、供給率2.5Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン500L、

　　　　　　　　  N54改-10Lノズルでプレーパイプ1/2Bパイプ（放水量15.0L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼1分、供給3分

表4.3-16 円形4m2、供給率５Lpm、水平放射、ノルマルヘプタン200L、
                 N54改-10Lノズルでプレーパイプ1/2Bパイプ（放水量20.0L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

18-1
FP
/FP

6.78
7.28

5分38秒
6分21秒

20.5℃
20.7℃

1分25秒 1分30秒* 8分17秒
即TF発生消炎.以降FL,TFが時々起るも燃焼拡大には至らず．
強制接炎:FL,TF有るも消炎.

26.1℃→
44.0℃

25℃
80%

18-2
AFFF
/FP

6.83
7.28

3分48秒
6分21秒

21.9℃
20.0℃

1分00秒 1分58秒 3分13秒
即TF,FLA-up,収束するもポット周囲油面露出継続燃焼拡大.
4分強制消火(燃焼面積は模型の1/5）

25.8℃→
52.1℃

25℃
78%

18-3
AR-AFFF

/FP
6.90
7.28

11分38秒
6分21秒

20.0℃
20.7℃

1分00秒 1分39秒 2分28秒
即TF発生CA有,ポット周囲のCAから拡大しFLA-upほぼ全面,収束し,
ポット周囲油面露出継続燃焼拡大．
３分45秒強制消火(燃焼面積は模型の1/4）

26.3℃→
46.1℃

25.5℃
70%

18-4
AR-AFFF
/AR-AFFF

6.90
7.93

11分38秒
9分33秒

20.6℃
20.6℃

50秒 55秒 4分58秒
即TF発生CA有,ポット周囲のCAから拡大しFLA-upほぼ全面,収束し,
ポット周囲及び手前側壁部油面露出燃焼拡大,
3分20秒強制消火(燃焼面積は模型の1/4）

32.4℃→
49.6℃

27.5℃
78%

18-5
AR-AFFF
/AFFF

6.90
8.49

11分38秒
4分00秒

21.5℃
21.1℃

56秒 55秒 1分40秒
即TF発生CA有,ポット周囲のCAから拡大しFLA-upほぼ全面,収束し,
ポット周囲及び手前側壁部油面露出燃焼拡大．
3分55秒強制消火(燃焼面積は模型の1/5）

26.1℃→
47.7℃

28.5℃
67%

18-6 AFFF/AFFF
7.28
8.49

3分47秒
4分00秒

―℃
21.8℃

50秒 55秒 2分08秒
即TF発生拡大しFLA-upほぼ全面,収束し,手前側壁部油面露出
継続燃焼拡大．
2分45秒強制消火(燃焼面積は模型の1/5）

36.1℃→
51.3℃

29.5℃
67%

18-7 SD/AFFF
8.70
7.88

8分02秒
3分51秒

21.0℃
21.0℃

1分00秒 2分13秒 消火せず 実施できず．
26.7℃→
43.4℃

24℃
78%

18-8
SD/

AR-AFFF
8.70
8.27

8分02秒
10分34秒

21.2℃
21.1℃

54秒 2分32秒 消火せず 実施できず．
26.2℃→
44.0℃

24℃
78%

18-9 SD/FP
8.70
6.83

8分02秒
5分37秒

― ℃
19.8℃

1分00秒
抑制

できず
消火せず 実施できず．

26.0℃→
45.5℃

24℃
78%

表4.3-18 円形4m2、同種及び異種泡の水平同一箇所落下放射、供給率2.5Lpm、ノルマルヘプタン200L、
　　　　　　　　 N54改-5Lノズル2本（放水量5.20L/分、放出圧力0.68MPaと放水量4.89L/分、放出圧力0.72MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

19-1 FP/FP
6.40
6.83

5分30秒
5分37秒

21.0℃
21.0℃

1分19秒 2分10秒* 8分30秒
即FLすぐ消炎,以降16回繰返すも燃焼拡大には至らず.
強制接炎:側壁部着火せず,中央TF発生するも数秒で消炎．

26.0℃→
44.0℃

24℃
67%

19-2 FP/AFFF
6.63
7.90

6分29秒
4分35秒

20.5℃
20.5℃

1分28秒 1分20秒 3分21秒
即TF(FP側からAF側へ)AF側FLA-up1分20秒収束.
55秒ポット右手前油面露出継続燃焼,5分時ポット面積の約3倍.
強制接炎:側壁部着火せず,中央泡面着火しTF発生．

16.4℃→
41.2℃

―
65%

19-3 FP/AR-AFFF
6.63
7.98

6分29秒
12分16秒

19.5℃
19.6℃

1分05秒 1分10秒 2分51秒
即TF(FP側からAR側へ)AR側FLA-up2分18秒全周.3分34秒消炎.
2分秒ポット周囲油面露出継続燃焼,5分時ポット面積の約2倍弱.
強制接炎:側壁部,中央泡面着火するも数秒で消炎．

16.1℃→
38.4℃

16℃
69%

19-4
AR-AFFF
/AR-AFFF

7.24
7.98

10分54秒
12分16秒

21.0℃
―℃

1分05秒 58秒 1分58秒
即TF16秒消炎,以降この現象を繰返し.2分16秒FLA-up3分32秒全周.
4分50秒収束.3分52秒ポット周囲油面露出継続燃焼,
5分時ポット面積の約2/3倍と側壁側10×30cmの油面露出継続燃焼.

16.2℃→
34.1℃

17℃
70%

19-5
AFFF

/AR-AFFF
6.76
7.85

4分38秒
17分39秒

21.3℃
19.7℃

1分19秒 58秒 1分47秒
即TF（AF側から）36秒左手前からFLA-up右左と炎移動.4分42秒消炎．
5分時中央泡面にTF&FL有るも露出油面箇所無.
強制接炎:側壁部着火7秒消炎,中央泡面着火せず.

5.8℃→
29.5℃

12℃
82%

19-6 AFFF/AFFF
6.76
7.63

4分38秒
4分38秒

20.9℃
19.9℃

1分17秒 54秒 1分37秒
即TF全周移動しFLA-up26秒ほぼ全面.1分22秒消炎.以降TF&FL繰返す.
3分02秒ポット周囲油面露出,燃焼拡大.5分時ポット面積と同面積.
強制接炎:側壁部着火数秒消炎,中央泡面着火しTF発生.

9.6℃→
34.2℃

13.5℃
―

19-7 SD/AFFF
8.65
7.75

10分09秒
4分04秒

19.7℃
20.1℃

1分09秒 1分20秒 消火せず 実施できず．
11.9℃→
33.7℃

15℃
69%

19-8
SD/

AR-AFFF
8.65
7.70

10分09秒
11分19秒

20.2℃
20.8℃

1分04秒 54秒 消火せず 実施できず．
13.1℃→
35.4℃

16℃
68%

19-9 SD/FP
8.65
6.25

10分09秒
7分23秒

20.3℃
19.3℃

1分26秒 1分58秒 消火せず 実施できず．
11.2℃→
39.3℃

17.5℃
63%

表4.3-19 円形4m2、同種及び異種泡の水平平行放射、供給率2.5Lpm、ノルマルヘプタン200L、
　　　　　　　　 N54改-5Lノズル2本（放水量5.20L/分、放出圧力0.68MPaと放水量4.89L/分、放出圧力0.72MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

20-1 AR-AFFF 7.37 6分29秒 20.3℃ 30秒 50秒 2分05秒
即FLA-up有,全面に至らず58秒収束,
ポット周囲油面露出継続燃焼,FLも有．

23.8℃→
30.3℃

23.5℃
79%

20-2 AFFF 8.77 3分16秒 20.6℃ 30秒 40秒 1分37秒
即FLA-up有,拡大しほぼ全面,1分08秒収束,
手前側壁部油面露出継続燃焼．

24.2℃→
31.8℃

24℃
83%

20-3 FP 6.64 3分36秒 20.4℃ 40秒 1分10秒* 3分22秒 突入箇所周囲僅かにFL,継続燃焼箇所無．
24.3℃→
31.4℃

26℃
69%

20-4 P 7.13 4分39秒 20.1℃ 40秒 1分10秒* 3分28秒
全面にFL走り,以降時々FL,4分ポット周囲僅かに
油面露出継続燃焼．

24.1℃→
34.1℃

25℃
70%

20-5 SD 9.50 6分56秒 20.2℃ 35秒
抑制

できず
消火せず 実施できず．

24.3℃→
―℃

27℃
70%

表4.3-20 円形1m2、供給率2.5Lpm、俯角放射、ノルマルヘプタン120L、N54改-5Lノズル（放水量2.5L/分、放出圧力0.74MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

21-1 AR-AFFF 8.12 10分28秒 19.0℃ 18秒 30秒 1分00秒
5分間着火現象無.強制接炎:側壁部着火し全周移動し1分30秒消炎.
中央泡面着火せず.

18.1℃→
33.0℃

17℃
37%

21-2 AR-AFFF 〃 〃 18.8℃ 26秒 42秒 56秒
TF発生し側壁部に移動しFLA-up2分37秒消炎.
強制接炎:中央は小さなTF,側壁部着火せず.

16.1℃→
27.3℃

18℃
35%

21-3 AFFF 8.48 3分39秒 20.3℃ 26秒 35秒 54秒
5分間着火現象無.強制接炎:側壁部着火し3/4円周部移動,
手前側油面露出継続燃焼.中央泡面着火せず.

16.4℃→
32.9℃

15℃
49%

21-4 AFFF 〃 〃 19.7℃ 30秒 47秒 55秒
3分08秒FL,4分08秒ポット周囲着火継続燃焼,5分時の燃焼油面ψ30cm,
側壁部も継続燃焼.強制接炎:実施せず.

15.3℃→
29.6℃

17℃
39%

21-5 FP 6.79 5分16秒 19.8℃ 28秒 1分03秒 1分53秒
5分間着火現象無.
強制接炎:側壁部,中央泡面着火せず.

18.0℃→
33.0℃

17℃
34%

21-6 FP 〃 〃 18.6℃ 29秒 1分08秒 1分40秒
ポット設置時に油面露出有,そこが着火し継続燃焼するも
2分53秒消炎.
強制接炎:側壁部,中央泡面着火せず．

17.5℃→
27.3℃

17℃
39%

表4.3-21 円形1m2深タンク(タンク高さ:0.9m、フリーボード高さ違い/敷水で深さ調整）供給率2.5Lpm、仰角50°放射、ノルマルヘプタン200L、
　　　　　　　　 N54改-5Lノズル（放水量2.5L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼20分、供給3分 21-1,-3,-5はフリーボード0.2m、21-2,-4,-6はフリーボード0.7m



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

22-1 AR-AFFF 6.56 7分21秒 19.8℃ 1分15秒 1分33秒 4分00秒
即TF消炎,ポット周囲継続燃焼,時々FL有、2分FLA-up,
3分47秒収束.ポット周囲油面露出継続燃焼.
5分後ポット面積の約5倍の露出油面燃焼.

19.1℃→
37.6℃

22.5℃
78%

22-2 AFFF 8.66 3分29秒 19.8℃ 58秒 1分30秒 13分28秒
即TF消炎,ポット周囲継続燃焼,時々FL有、
5分後ポット面積の約2倍の露出油面燃焼.

18.9℃→
35.6℃

21℃
86%

22-3 FP 6.53 3分56秒 19.4℃ 2分22秒 1分30秒* 消火せず 実施できず.
19.6℃→

―℃
22.5℃
78%

22-4 P 7.09 5分09秒 19.3℃
被覆

できず
抑制

できず
消火せず 実施できず.

19.5℃→
―℃

23℃
83%

22-5 SD 14.85 8分45秒 19.6℃
被覆

できず
抑制

できず
消火せず 実施できず.

19.6℃→
―℃

23.5℃
79%

22-6 AGF 9.70 5分16秒 19.5℃ 27秒 1分34秒 消火せず 実施できず.
19.4℃→

―℃
23℃
83%

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

23-1 AR-AFFF 7.68 15分19秒 19.0℃ 42秒 38秒 2分15秒
5分間着火現象無.強制接炎:側壁部着火し移動し2分10秒消炎．
(炎はAFFFより小さい）中央泡面着火せず.

11.5℃→
27.6℃

14℃
67%

23-2 AFFF 8.25 4分36秒 20.0℃ 38秒 34秒 1分33秒
5分間着火現象無.強制接炎:側壁部着火し移動し2/3Flare状,
1分55秒消炎.中央泡面着火せず.

8.3℃→
26.5℃

12℃
65%

23-3 FP 6.56 6分29秒 20.1℃ 1分04秒 1分30秒 2分51秒 5分間着火現象無.強制接炎:側壁部,中央泡面着火せず.
14.8℃→
33.8℃

14.5℃
62%

表4.3-23 円形4m2、供給率2.5Lpm、仰角50°放射、ノルマルヘプタン200L、N54改-10Lノズル（放水量10.0L/分、放出圧力0.70MPa）、予燃焼1分、供給3分

表4.3-22 円形2m2、供給率1.25Lpm、俯角25°放射、ノルマルヘプタン150L、N54改-5Lノズル（放水量2.5L/分、放出圧力0.74MPa）、予燃焼1分、供給3分



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験
番号

消火剤
タイプ

膨張率
25％

還元時間
泡水溶
液温度

被覆時間
90％

抑制時間
消火時間 再燃性試験

燃料温度
（試験前→
試験後）

気温
湿度

24-1 AR-AFFF 6.89 12分12秒 20.0℃ 42秒 44秒 2分03秒
5分間にFL&TF5回発生するもFLA-up無,5分時目立った火炎無.
以降ポット周囲油面露出し継続燃焼.10分時ポット面積の約2倍
油面露出継続燃焼.強制接炎:側壁部TF,消炎中央部着火せず.

20.5℃→
31.5℃

21℃
91%

24-2 AFFF 4.91 4分38秒 20.4℃ 52秒 48秒 1分12秒
5分間にFL&TF5回発生するもFLA-up無,5分時ポット円周部
継続燃焼のみ．10分時ポット同面積油面露出継続燃焼.
強制接炎:側壁部TF,消炎中央部着火せず.

20.4℃→
32.3℃

21℃
90%

24-3 FP 4.90 6分43秒 20.1℃ 30秒 1分43秒 2分59秒
4分42秒ポット周囲にFLが1回のみ.8分57秒にポット周囲CA.
10分時僅かにポット周囲油面露出継続燃焼.
強制接炎:着火せず.

20.0℃→
32.4℃

20.5℃
86%

24-4 AFFF 10.60 2分54秒 19.6℃ 40秒 51秒 2分21秒
5分間ポット周囲でFLのみ.6分過ポット周囲油面露出継続燃焼.
10分時ポット面積の3～4倍.
強制接炎:中央部着火無,側壁着火し3/4周TF,40秒で消炎.

20.3℃→
31.3℃

21℃
91%

（注記）24－4はN54改-10Lノズル（放水量１0.0L/分、放出圧力0.70MPa）でノズル先がデフレクター取付でなく、プレーパイプ1/2Bパイプを取付けて実施した実験。

２．90％抑制時間欄、○分○○秒*と表記されている場合は90％抑制時間ではなく、80％抑制時間を示す。
　　　　　　　　　　泡供給箇所が泡により撹乱され泡供給停止まで炎が大きくなり90％抑制できていると目視により判断できなかった。

【試験結果一覧表の表記について】

３．再燃性試験欄、FLA-up：フレアアップ、炎が大きく立昇る燃焼の略。
　　　　　　　　　TF：泡面を撫でるように炎が移動する様相の燃焼（Transmit Flame）の略。
　　　　　　　　　FL：フリッカー、炎が立昇らず揺らぎながら泡面をすばやく動く燃焼の略。
　　　　　　　　　CA：キャンドル、ある点でロウソクの炎のように小さな炎が立昇る燃焼の略

１．消火剤、AFFF（Ⅱ）あるいはAR-AFFF（Ⅱ）は品番が異なるものを示す。
　　　　　　AR-AFFF（海外品○）、FFFP（海外品○）あるいはAFFF（海外品○）は海外メーカー消火剤を示す。

表4.3-24 円形4m2、供給率2.5Lpm、仰角50°放射、ノルマルヘプタン200L、
　　　　　　　　 N54改-10Lノズルの先にデフレクター取付（放水量10.0L/分、放出圧力0.70MPa）予燃焼1分、供給3分



 
 

4.3.2 消火実験の写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 点火 

(2) 点火から30 sec 

(3) 放射開始 

(4) 放射から15 sec 

(5) 放射から30 sec 

(6) 放射から45 sec 

(7) 放射から60 sec 

(8) 放射から75 sec 

(9) 放射から90 sec 

(10) 放射から105 sec 

図 4.3-1 円形 2m2, AR-AFFF, N54 改-5L, 2.5 Lpm/m2, 

 水平, 予燃 1min (5-1) 



 
 

図4.3-2 円形2m2, AR-AFFF, N54改-5L, 2.5Lpm/m2,  

水平, 予燃1min (5-1) バーンバック実験

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 点火 

(2) 点火から15 sec 

(3) 点火から30 sec 

(4) 点火から45 sec 

(5) 点火から60 sec 

(6) 点火から75 sec 

(7) 点火から90 sec 

(8) 点火から105 sec 

(9) 点火から120 sec 

(10) 点火から135 sec 

(11) 点火から150 sec

(12) 点火から165 sec 

(13) 点火から180 sec 

(14) 点火から195 sec 

(15) 点火から210 sec 

(16) 点火から225 sec 

(17) 点火から240 sec 

(18) 点火から255 sec 

(19) 点火から270 sec 

(20) 点火から285 sec 

(21) 点火から300 sec 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 点火 

(2) 点火から30 sec 

(3) 放射開始 

(4) 放射から15 sec 

(5) 放射から30 sec 

(6) 放射から45 sec 

(7) 放射から60 sec 

(8) 放射から75 sec 

(9) 放射から90 sec 

(10) 放射から105 sec 

図 4.3-3 円形 2m2, AFFF, N54 改-5L, 2.5Lpm/m2, 

 水平, 予燃 1min (5-2) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3-4 円形 2m2, AFFF, N54 改-5L, 2.5Lpm/m2,  

水平, 予燃 1min (5-2) バーンバック実験 

(1) 点火 

(2) 点火から15 sec 

(3) 点火から30 sec 

(4) 点火から45 sec 

(5) 点火から60 sec 

(6) 点火から75 sec 

(7) 点火か ら90 sec 

(8) 点火か ら105 sec 

(9) 点火から120 sec 

(10) 点火から135 sec 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 点火 

(2) 点火から30 sec 

(3) 放射開始 

(4) 放射から15 sec 

(5) 放射から30 sec 

(6) 放射から45 sec 

(7) 放射から60 sec 

(8) 放射から75 sec 

(9) 放射から90 sec 

(10) 放射から105 sec 

(11) 放射から120 sec 

(12) 放射から135 sec 

(13) 放射から150 sec 

(14) 放射から165 sec 

(15) 放射から180 sec 

(16) 放射から195 sec 

(17) 放射から210 sec 

(18) 放射から225 sec 

(19) 放射から240 sec 

(20) 放射から255 sec 

図 4.3-5 円形 2m2, FP, N54 改-5L, 2.5Lpm/m2, 水平, 予燃 1min (5-3) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 点火 

(2) 点火から15 sec 

(3) 点火から30 sec 

(4) 点火から45 sec 

(5) 点火から60 sec 

(6) 点火から75 sec 

(7) 点火から90 sec 

(8) 点火から105 sec 

(9) 点火から120 sec 

(10) 点火から135 sec 

(11) 点火から150 sec 

(12) 点火から165 sec 

(13) 点火から180 sec 

(14) 点火から195 sec 

図 4.3-6 円形 2m2, FP, N54 改-5L, 2.5Lpm/m2,  

水平, 予燃 1min (5-3) バーンバック実験 

(15) 点火から210 sec 

(16) 点火から225 sec 

(17) 点火から240 sec 

(18) 点火から255 sec 

(19) 点火から270 sec 

(20) 点火から285 sec 

(21) 点火から300 sec 



4.4 考察 

4.4.1 石油タンク火災に有効な泡消火薬剤の選択に関する実験 
油火災を消火する泡は、起泡性があり、また泡の保水性、泡の耐熱性、耐油性、流動性、

そして泡による油面封塞性などが必要となる。 
ここで泡の耐熱性とは、ある一定の発泡倍率、還元時間を有する泡の表面へ熱を加えた

時、その泡の消泡量と泡の保水性(還元時間の変化)から、泡の耐性を評価したものである。 
泡の耐油性とは、ある一定の発泡倍率、還元時間を有する泡が、泡の体積流量、油温、

油種などの影響により消泡していく速度により評価することを言う。 
泡の油面展開性とは、ある一定の運動量を持った泡が、油面を流動する能力であり、    

泡のシェアストレス、油面と泡の界面張力に支配される。実際の石油タンク火災において

油面展開性を考慮する時、耐火性、耐油性も加味され、複合的現象として考える必要があ

る。実験で使用した泡消火薬剤の成分と物性値を表 4.4-1 に示した。 

 
表4.4-1 各種泡消火薬剤の成分と物性値 

たん白泡 フッ素たん白泡 合成界面活性剤泡 水成膜泡 粘性付与型水成膜泡

(P） （FP） (SD） (AFFF） (AR-AFFF）

加水分解たんぱく質 加水分解たんぱく質 炭化水素系界面活性剤 炭化水素系界面活性剤 炭化水素系界面活性剤

無機鉄塩 フッ素系界面活性剤 グリコールエーテル系溶剤 フッ素系界面活性剤 フッ素系界面活性剤

グリコール系溶剤 無機鉄塩 グリコール系溶剤 グリコールエーテル系溶剤 グリコールエーテル系溶剤

水 グリコール系溶剤 水 グリコール系溶剤 グリコール系溶剤

水 水 多糖類水溶性高分子

水

比重(20℃） 1.16 1.15 1.03 1.04 1.04

pH値(20℃） 6.8 6.8 7.9 7.8 7.8

粘度(20℃） 33mm2/sec 36mm2/sec 14mm2/sec 7mm2/sec 1,800mm2/sec

物
性
値

主な成分

種別
(略号）

 
(1) 各泡消火薬剤の火炎コントロール性能 
煙や臭気などの環境問題や実施場所、経費などの関係で、実大規模の消火実験を行なう

ことは不可能である。そこで模型実験で確認することが必要となり、実験は、面積 2 m2

の火皿を使用して実施した。また、図 4.4-1 へ泡供給率 2.5 Lpm/m2の AR-AFFF 泡のコ

ントロールおよび消火過程および、泡供給率に対する発泡倍率、25％還元時間を表 4.4-2
に示す。 
各泡供給率に対する発泡倍率は類似しているが、泡供給率 2.5、5.0 Lpm/m2 に対する

25％還元時間は、1.25、1.5 Lpm/m2 と比べ長く、保水性の高い泡、すなわち単位体積あ

たりの質量変化が低い泡性状と言える。泡の還元時間(保水性)と泡の発泡倍率(空気混入率)
が同じでない条件で、泡の消火性能を評価する事は出来ないが、後述する消火までの 90％
コンロール時間と比べ、25%還元時間は同等もしくはそれ以上に長く、定性的議論となる

が、火炎の 90％コンロール時間までは、泡の性状(保水性)は保たれていると仮定し下記考

察を行った。 



   
            Ignition                Pre-burning (30 sec)       Foam ejection 0 sec (60 sec) 

   
           15 sec                        30 sec                      45 sec 

   
      60 sec (90% control)                75 sec                       90 sec 

   
      Extinction 101 sec                 120 sec                      135 sec 

 

図 4.4-1 AR-AFFF泡のコントロールおよび消火過程 

(泡供給率2.5 Lpm/m2) 

 
 
 
 
 



表4.4-2 泡供給率実験時の各泡消火薬剤の泡性能 

発泡倍率 25%還元時間 発泡倍率 25%還元時間 発泡倍率 25%還元時間

1.25 8.97 3分08秒 8.08 7分01秒 6.78 3分42秒

1.5 8.7 2分54秒 8.08 8分09秒 6.42 3分51秒

2.5 7.86 4分19秒 7.34 10分49秒 6.78 6分46秒

5 9.31 4分18秒 8.45 11分06秒 6.45 6分04秒

発泡倍率 25%還元時間 発泡倍率 25%還元時間

1.25 7.01 3分51秒 9.61 6分46秒

1.5 6.55 4分29秒 8.63 7分

2.5 6.65 8分28秒 9.91 9分29秒

5 6.74 8分29秒 11.27 11分38秒

泡供給率

*泡水溶液濃度：3％
**25%還元時間は、1600mLポット

使用

P SD

泡供給率
AFFF AR-AFFF FP

 
 

(2) 各泡消火薬剤の油面被覆特性 
図 4.4-2 に、燃焼時の泡供給率と被覆時間の関係を示す。泡供給率の増加に伴い、各泡

の被覆時間は短くなる。逆に泡供給率が減少すると、被覆時間は急激な増加傾向を示す。 
泡の供給率が低い場合、火炎からの暴露時間の増加に伴い、泡の破壊が進行するため、

被覆時間が増加すると考えられる。特に、低い泡供給率の領域において、水成膜系の泡消

火薬剤である AFFF 、AR-AFFF は、たん白系の泡消火薬剤に比べ、急激に被覆時間が

増加している。これは、水成膜系泡消火薬剤は、たん白系の泡消火薬剤に比べて、耐熱性

が弱いためと予想される。また FP はフッ素界面活性剤の効果により、P と水成膜系泡消

火薬剤との中間の油面被覆展開性を有しているが、P は水成膜系の泡消火薬剤に比べ、被

覆に約 2 倍以上の時間を要しており、油面展開性が悪いと言える。 
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図4.4-2 燃焼時の泡供給率に対する被覆時間 

 

 



本実験で行った、フォースフル方式(TypeⅢ)で展開性を議論する場合、耐熱性の他に、

耐油性、泡放射時の運動量、油面と泡との界面張力、または泡性状(発泡倍率、還元時間)、
泡のシェアストレスなど、様々なパラメーターが作用する。従って、非常に複雑な現象と

なるため、今回行った実験の展開性も定性的に判断すべきと考えても、水成膜系の泡とた

ん白系の泡との展開性は、大きく異なることが確認された。 
 

(3) 各泡消火薬剤の火炎コントロール特性 
図 4.4-3 に各泡供給率に対する燃焼時の 90％コントロール時間を示す。90％コントロー

ル時間とは、自由燃焼時の最大放射熱量に対し、90％を制御したときの時間を示す。また

丸で囲まれた記号は、90％コントロールはできるが、完全な消火には至らなかったことを

示す。 
SD は、泡供給率 5.0 Lpm/m2に大きくしても消火することが出来なかった。また泡供給

率 1.25、1.50 Lpm/m2における消火実験も実施しているが、泡供給率が低い時には、90％
のコントロールも出来ないことを示している。 

また、図 4.4-2 に示すように、P は、他の泡に比べて、泡の展開性が悪く、90％コント

ロールまでの時間が長くなる。更に、泡供給率が低いときには、消火性能が極めて悪化し

ている。 
AFFF、AR-AFFF も、図 4.4-2 に追従したコントロール性能を有している。僅かである

が、AR-AFFF は、AFFF に比べてコントロール性能が劣る。これは、水成膜泡に付与し

た粘性が、泡の油面展開能力に影響すると考えられる。これにより泡の展開速度は、消火

に対し重要な要素の一つであると考えられる。 
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図4.4-3 泡供給率による90％コントロール時間の変化 



FP の 90％コントロール時間は、P と水成膜系の泡消火薬剤との間に位置する。FP は、

AFFF に比べ耐熱性、耐油性にすぐれており 4-7)、火炎や油からの消泡を防止できる。そ

のため、泡の展開時間の長さを泡性能と泡供給率によりフォローできる可能性があり、ま

た、図 4.4-3 の勾配から、水成膜泡消火薬剤に比べて、泡供給率に対するコントロールの

寄与効果が大きいことが、観察される。 
 

(4) 各泡消火薬剤の消泡性 
消泡性は、耐熱性と耐油性を加味しており、今回の実験では、それぞれ個々の評価は出

来ないが、耐熱、耐油性の両者を含めた消泡性について定性的であるが検討を行った。 
図 4.4-4 は、泡供給率に対し、消火時に消泡した厚み(量)をまとめたものである。この図

に示すように、消火できない条件下での泡の厚み計測は、壁面での温度分布を参考にして

概算した。 
各消火薬剤の中で、SD がもっとも消泡しやすいことが分かる。またＰも SD の次ぎに

消泡しやすく、上述したように油汚染による影響 4-6)、展開性の悪さによる火炎からの熱暴

露に伴う消泡作用が多く寄与すると考えられる。 
また、AFFF も消泡量が多く、同じ水成膜系の泡消火薬剤である AR-AFFF と比べて、

5 倍近く消泡量が大きくなる。90％コントロール時間を考えても展開は、たん白系の泡に

比べ、2～3 倍程度速く、また火炎に暴露される時間も短いと言える。このような条件下で

消泡量が多いと言うことは、AFFF の耐熱性が低いと考えられる。特に低い泡供給率では、

図 4.4-4 をみても、火炎からの暴露時間が長く消泡しやすくなることが予想される。 
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図4.4-4 泡供給率に対する消泡量 

 



消泡量は、消火性能を評価する上で、消火の際の最低泡供給率を決定する一つの重要な

要素と考えられる。今回使用する泡消火薬剤の中で、AR-AFFF と FP がもっとも消泡し

にくく、定性的であるが、耐熱性および耐油性に優れた泡消火薬剤であると考えられる。 
 

(5) 各泡消火薬剤の再燃特性 
図 4.4-5 に各泡消火薬剤に対する再燃特性を示す。再燃性とは、自由燃焼時の最大放射

熱に対し、5％以上の放射熱に達する状態と定義する。 
今回は、泡供給率 2.5 Lpm/m2のみ掲載するが、泡供給率が高い状態、または低い状態

でも現象的に類似傾向を示す。 
表 4.4-3 へ示すように、火皿中心に置かれる再燃実験用ポットに着火し、12 秒後の 

AFFF の再燃強度は、全面燃焼時の 6～7 割に達する。泡放射条件(TypeⅡ・ジェントル、

TypeⅢ・フォースフル)によって再燃特性は変化するが、フォースフル方式の場合、AFFF 
は、泡が油を包含しやすいので、全面燃焼に近い状態で再燃するものと認識する必要があ

る(図 4.4-6 参照)。 

また、水成膜系の泡消火薬剤である AR-AFFF の再燃実験時の放射強度は、全面燃焼の

時の 3 割程度であるが、AFFF と同様に、再燃時にフレアアップ(炎上)が生じることを認

識する必要がある。泡に粘性があるため油を包含しやすく、油面に泡を直接落下する放射

方法(TypeⅢ･フォースフル)によっては、全面燃焼に近い状態となる。一方、油汚染された

泡からの可燃性蒸気の発生が抑制され、AFFF に比べ再燃開始時間が遅れたものと考えら

れる。 
たん白系の泡は、水成膜系の泡とは異なり、再燃実験時のフレアアップは生じない。し

かしながら、図 4.4-7 に示すように、自由燃焼時に対する最大放射熱の 5％以下の火炎は、

P、FP ともに存在し、泡表面を伝播する火炎(フリッカー火炎）、または局所的に発生する

輝炎(キャンドル炎)は、泡表面上にランダムに存在する。しかし、水成膜系の泡消火薬剤

とは異なり、再燃実験開始直後に生じる、全面燃焼に近い再燃特性のフレアアップは、ど

の泡供給率においても見られなかった。 
 

表4.4-3 水成膜系泡消火薬剤の再燃特性 

泡消火剤
再燃開始時間

[sec]
最大再燃強度

[kW/㎡]
再燃継続時間

[sec]
AFFF 12 6.5 32

AR-AFFF 133 2.8 85  
 
 
 
 



0

1

2

3

4

5

6

7

0 50 100 150 200 250 300
Time [sec]

H
ea

t f
lu

x 
[k

W
/ ㎡

]

P FP AFFF AR-AFFFAFFF

AR-AFFF

 
図4.4-5 各泡消火薬剤の再燃(バーンバック)性 

 

 
         【点火】               【点火 10 秒後】           【点火 20 秒後】 

図4.4-6 AFFFの再燃実験時の様子 

 

  
【フッリカー炎・走り火】 

図4.4-7 FPのフリッカー炎の様子 

 



4.4.2 タンク面積の規模効果に関する実験 
(1) 泡の性状 
規模効果の評価実験、すなわち、タンク面積が消火性能に与える影響を評価するときに

使用した泡消火薬剤、および発泡倍率、25％還元時間を表 4.4-4 に示す。 
 

表4.4-4 規模効果の評価時の泡性状 

発泡倍率 25%還元時間 発泡倍率 25%還元時間
1 8.8 3分16秒 7.4 6分29秒
2 7.9 4分19秒 7.3 10分49秒
4 8.5 6分33秒 7.8 18分31秒
6 8.6 3分34秒 7.3 4分06秒

発泡倍率 25%還元時間
1 6.6 3分36秒
2 6.8 6分46秒
4 7.2 7分56秒
6 6.2 5分32秒

火皿面積
【㎡】 *泡水溶液濃度：3％

**25%還元時間は、

1600mLポット使用

火皿面積
【㎡】

AFFF AR-AFFF

FP

 
 
火皿面積 1～6 m2毎の各泡消火薬剤の発泡倍率は、ほぼ類似しているが 25％還元時間は、

火皿面積ごとに異なる。ただし、この結果は、実際には、規模効果に関係するものではな

くて、面積ごとに、泡供給率を一定にしたため、泡放射量が異なることから、実質的に、

数種の異なるノズルを使用しているために相違したものである。実際の規模効果を確認す

るためには、同一な泡性状で評価すべきであるが、小型ノズルの特性上、同じ性状の泡を

生成するノズルを製作することは、極めて困難であるため、今回の実験では、表に示すよ

うな泡の性状となった。 
したがって、定性的議論となるが、油面被覆時間、90％コントロールまでの時間は、25％

還元時間に比べ短く、その間、泡性状(保水性)が保たれると仮定し、以下の考察を進める。 
 

(2) 規模効果による考察 
規模効果による、油面への泡被覆時間、および 90％コントロール性能は、火皿面積に対

するフットプリント(泡落下領域)の面積率に影響すると考えられる。泡落下領域の面積率

が 変化すれば、泡の油面展開長の変化に伴う油汚染の影響や被覆時間の変化により、消

火性能に大きく影響することが予測される。 
図 4.4-8 に、泡供給率 2.5 Lpm/m2で、火皿面積に対するフットプリント(泡落下領域)の

面積率を示す。面積率は、AFFF 、AR-AFFF、FP の順に高くなっており、これは表 4.4-4
に示す発泡倍率の大小に影響すると考えられる。また、各泡消火薬剤における面積率は、

火皿面積が、1 m2と 2 m2では、ほぼ同等の値を有し、4 m2から 6 m2にかけて、急激に面



積率が減少している。この様な傾向は、ノズルの放射特性、および各泡消火薬剤の発泡倍

率に大きく依存すると考えられる。 
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(泡供給率 2.5 Lpm/m2) 

図 4.4-8 火皿面積に対する泡落下領域の面積率 

 

実際、規模効果を考察する場合、火皿面積に対する、フットプリント(泡落下領域)の面

積率の割合を一定にし、消火性能を評価しなければならないが、今回は、面積率が変化す

るとき、被覆時間と 90％コントロール性能に対し、どのような影響を与えるのか、定性的

に図 4.4-9 と図 4.4-10 へまとめた。図 4.4-9 の油面被覆時間は、各泡消火薬剤に対し、火

皿面積の増加に伴い長くなる。これは図 4.4-8 に示す面積率の傾向と、それぞれの泡の展

開性に影響される。 
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図4.4-9 火皿面積に対する泡の被覆時間(泡供給率 2.5 Lpm/m2) 

 



油面展開性の優れた水成膜系泡の油面被覆時間は、火皿面積が増加しても、たん白系泡

の FP に比べ早くなる。これは、図 4.4-9 に示した AFFF、AR-AFFF と FP の油面展開性

に起因するものと考えられる。また、図 4.4-8 の面積率から見ても、面積率の低い FP は、

油面被覆時間も増加しており、逆に面積率の高い AFFF、AR-AFFF は、短くなっている。

ただし、たん白系の泡に比べて起泡性のよい水成膜系泡は、小流量ノズルでも、発泡性の

よいノズルが製作できることが影響することは、認識しておくべきことである。 
AFFF に比べ面積率が小さい AR-AFFF が同等の被覆時間になる理由として、発泡倍

率、25％還元時間からも、AR-AFFF の単位体積あたりの泡質量は、AFFF に比べ高くな

り、油面展開時の高い運動量を確保するため、AFFF と同等の被覆時間になると考えられ

る。 
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図 4.4-10 火皿面積に対する90％コントロール時間 

 

更に、図 4.4-10 に示す火皿面積に対する 90％コントロール時間の傾向も、図 4.4-9 の油

面被覆時間とほぼ同じ傾向となる。すなわち展開能力の差が 90％コントロールに影響され

ることが分かる。 
火皿面積に対する泡の油面被覆時間、および 90％コントロール時間から、規模効果は存

在し、油面展開性、および火皿面積に対する泡落下領域の面積率に大きく影響されること

が分かった。 
石油タンク火災(n-ヘプタン)に対する泡供給率を決める際、規模効果を考慮した上で、

実消火時の泡供給率を決めるべきである。 
 
 
 
 
 



4.4.3 予燃焼時間(消火開始時間)が与える影響に関する実験 
(1) 油温昇温特性 
面積が 2 m2の円形火皿に入れた、n-ヘプタン(280 L)の油層は 14 cm、初期温度は 15 ℃

として、プール燃焼させたときの油温昇温特性を調べた。そのときの計測位置は、図 4.4-11
に示す。油層縦方向の温度を火皿底面から 2 cm 間隔で 180 cm まで測定し、各油層高さで

の昇温傾向を把握した。 
図 4.4-12 は、燃焼時間に対する n-ヘプタン温度上昇の傾向である。n-ヘプタンの沸点は、

0 ℃、1 気圧の時で 98.4 ℃であり、油面の降下に伴い温度が 100 ℃付近に漸近している様

子が見られる。蒸発潜熱(38.01 kJ/mol＠273 K)により約 100 秒程度の平衡状態が続き、そ

の後、油面が降下して、熱電対が露出したことにより、急激に温度上昇した状況がわかる。

また、初期燃焼時(燃焼開始時)の油層は約 14 cm であり、計測位置は概知であることから、

油面降下速度(燃焼速度)が判定できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.4-11 油温計測位置 

 
2 m2のプール燃焼において、油面降下速度は、約 0.46～0.5 cm/min であると計測され

た。昇温特性は、指数関数的な上昇傾向がみられ、そのあと沸点(100 ℃)となり、勾配は 0
となる。すなわち、Hill の方程式に漸近すると考えられる。各油層(壁面の測定点)で、昇

温の勾配が異なっているので、各油層高に対する、昇温の近似式が導けると考えられるが、

今回は、定性的把握につとめ、詳細は今後の検討とする。次に示す図 4.4-13 は、火皿中心

から半径方向に対する温度分布を示している。熱電対の高さは 2.5 cm で一定であり、油層

14 cm (280 L)に対して、20 分の予燃時間に対する油温昇温特性を示している。 

縦方向温度（油層14 cm） 
2 cm間隔で測定底面から

2cm間隔９カ所温度測定 

油温(高さ2.5 cmの位置) 
半径方向10 cm間隔で計測 

放射計 



計測高さ(ここでは 2.5 cm)が同じであれば、火皿半径方向に対する油の温度変化は見ら

れない(図 4.4-13)。燃焼時における拡散火炎内部の圧力変動と温度勾配により、液層の流

動が促進されるため、半径方向に対しての温度は、ほとんど変化しないことが分かる。 
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図4.4-12 縦方向の温度計測 
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図4.4-13 横方向温度計測 

 



(2) 予燃時間が消火性に与える影響 
予燃時間、すなわち、油に点火してから泡の放出を開始するまでの時間が、泡の消火性

能に与える影響を調べた。実験は、面積が 2 m2の火皿に対して、泡供給率は 2.5 Lpm/m2

の条件のもと、予燃時間を 1 分、10 分、20 分の 3 条件をパラメーターにとり、水成膜系

の泡消火薬剤である AFFF、AR-AFFF、たん白系の泡消火薬剤である FP の 3 種類の泡

消火薬剤について、それぞれ被覆時間、90％コントロール時間、消火時間に対する、予燃

時間の影響を定性的に判断した。また、同時に、予燃時間が消火後の再燃特性に与える影

響を評価している。 
図 4.4-14 に各泡消火薬剤に対する予燃時間と油面被覆時間の関係を示す。今までの実験

結果と同様に、油面被覆性能の高い泡消火薬剤は AFFF、AR-AFFF、FP の順となる。予

燃時間を 10 分、20 分とした時、FP、AR-AFFF の被覆時間に対して大きな変化はないが、

耐熱性、耐油性の劣る AFFF は、予燃焼時間の増大と共に、油面被覆時間の増加傾向を

示す。FP、AR-AFFF については AFFF に比べて、耐熱性、耐油性、消泡性が優れてお

り、予燃時間の増加に対しても、被覆性能にほぼ影響しない事が分かる。 
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図4.4-14 予燃時間に対する油面被覆時間 

 
図 4.4-15 には、予燃時間に対する 90％コントロール時間を示す。FP、AR-AFFF、AFFF

の各泡消火薬剤に対し、予燃時間に対するコントロール性能は、ほぼ同じであると言える。 
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図4.4-15 予燃時間に対する90％コントロール性能 

  
図 4.4-12 に示すように、油層表面温度は、n-ヘプタンの沸点 98 ℃で漸近していて、ほ

ぼ変化していない。また、その直下油層の温度勾配もほぼ一定となり、ある温度勾配を持

った油層厚さが、燃焼時に一定速度で降下する状態となっている。したがって、予燃時間

が消火性能に与える影響は少ないと考えられ、90％コントロール時間においてもその傾向

はほぼ観察されないことがわかる。 
最終消火時間に対しては、周囲雰囲気の僅かな風の影響や泡の油面投入時の非定常的な

落ち方など加味し、完全消火に至る時間で消火性能を評価することは難しい。しかし今回、

目視観察の結果、10 分、20 分の予燃焼の場合、FP、AFFF 、AR-AFFF における、フリ

ッカー炎およびキャンドル炎の発生が、1 分予燃時に比べ発生頻度が比較的高く観察され

たため、図 4.4-16 に予燃時間に対する最終消炎時間をまとめ検討した。 
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4.4-16 予燃時間に対する最終消炎との関係 



しかしながら予燃時間増加に対しても、AFFF と AR-AFFF の最終消炎時間は、90％
コントロール時間の傾向と同様に変化しない。また FP に関しては、10 分予燃に対して最

終消炎時間は僅かに長くなるが、予燃時間が消火性能に寄与する割合は、少ないものと今

回の一連の実験によって分かった。しかし再現性等、今後確認すべきであり今後の課題と

考えられる。 
 

(3) 予燃時間が再燃性能に与える影響 
消火性能については、予燃時間に大きく影響されないことが、前述の結果より分かった

が、次に、予燃時間が、再燃性能にどの様に影響するのか調べた。図 4.4-17 は、再燃用ポ

ット着火時間に対する、FP の再燃強度である。パラメーターには、予燃時間 1 分、10 分、

20 分を取り各予燃時間に対する再燃評価を行った。 
FP は、予燃時間 1 分の時には、ポットの油に点火後、1 分 55 秒で泡表面にフリッカー

炎(小さな走り火)が発生したが、2 分 45 秒で消炎している。また、予燃時間 10 分の時は、

再燃用ポット周辺で僅かにフリッカー炎が発生するものの拡大燃焼は生じていない。更に、

予燃焼時間が 20 分の時も、同様な結果となった。その間、トーチによって、強制的に着

火を試みても、各条件の実験のとき、共に直ちに消炎している。すなわち、耐熱性、耐油

性に優れた FP においては、特に予燃時間に影響されない結果となることが確認された。 
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図4.4-17 FPの予燃時間に対する再燃特性 

 
 
 



図 4.4-18 に示す AFFF は、予燃時間 1 分の実験時には、再燃実験を開始したときに、

直ちにフレアアップし、その後、約 40 秒で収束するが、手前の側壁部が油面露出するた

めに、継続して燃焼している。また予燃時間 10 分の実験時は、フリッカー炎が、ポット

中心から側壁へ伝播し、フレアアップの状態へ移行した。フレアアップは、40 秒で収束す

るが、1 分経過して、手前側の壁部の油面が露出したため、継続して燃焼している状態と

なった。また、1 分 55 秒後にポット周辺も油面露出し始め、3 分 50 秒経過後に消火模型

の全面積の 25％以上が燃焼拡大した状態となっている。更に、予燃時間 20 分であるが、

10 分燃焼時と同様に、ポット着火後、フリッカー炎が発生し中心から外周へ向かい火炎が

伝播しそのままフレアアップが生じる。そのとき手前側壁部の油面露出が確認され、20 秒

後にほぼ全面燃焼へと移行する。これは約 40 秒で収束するが、ポット周辺を含め 1 分 23
秒で燃焼拡大している。 

AFFF の場合、予燃時間 1 分、10 分、20 分共に、ポット着火後直ぐにフレアアップす

る傾向は、変わらないが、フレアアップ収束後、予燃時間の差により継続燃焼の様子や燃

焼拡大の様子が異なる。これは、フレアアップ時に消泡した泡の量や、耐熱、耐油性能に

大きく寄与する油温や雰囲気温度の影響と考えられる。特に、油温、壁面温度など高い 20
分燃焼においては、25％燃焼拡大までの時間が早く、逆に 10 分予燃の場合はそれに比べ

70 秒ほど遅くなっている。AFFF の耐熱、耐油性は、油温、周囲温度など特に影響を受

けやすい事が分かる。 
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図4.4-18 AFFFの予燃時間に対する再燃特性 

 
 



また図 4.4-19 に示す AR-AFFF は、予燃時間 1 分の時、ポット着火後に側壁部フリッカ

ー炎、キャンドル炎が発生し、25 秒に収束した。その後、1 分 6 秒にポット周囲に着火し、

1 分 55 秒後に、燃焼拡大し 2 分 50 秒でほぼ全面燃焼へと移行した。その後、3 分 50 秒

で 95％程度収束したが、ノズル側側壁部の油面露出のため、継続燃焼へと移行した。また

予燃時間 10 分の時は、ポット着火後、フッリカー炎が中心から壁面へと伝播し 19 秒後消

炎したが、側壁部以外の箇所で、フリッカー炎、キャンドル炎の発生が非定常的に発生し、

3 分 23 秒で燃焼拡大し 4 分 5 秒でほぼ全面燃焼へと移行する。5 分 20 秒過ぎに収束に向

かうが、ノズル方向側の側壁部が油面露出し継続的な燃焼となった。更に、予燃時間 20
分であるが、10 分燃焼時と同様に、ポット着火後フリッカー炎が側壁方向へ伝播し、その

後ノズル方向手前の側壁付近でキャンドル炎が残り、それ以降、泡面にフリッカー炎が非

連続的に伝播し 2 分 10 秒フレアアップし、2 分 50 秒でほぼ全面燃焼へと移行した。その

後、予燃時間 1 分、10 分同様に、収束傾向を示すが、3 分 50 秒ポット周囲および、ノズ

ル方向手前側の側壁の油面露出のため燃焼が拡大し、4 分 26 秒に強制消火した。 
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図 4.4-19 AR-AFFFの予燃時間に対する再燃特性 
 
予燃焼 1 分のときと 20 分に対して、再燃開始時刻は、同じであるが、予燃焼 10 分のと

きは約 70 秒遅れて再燃が開始している。初期再燃時間の遅れには、初期油温の関係や、

フリーバーン時の温度勾配の違い、または、発泡倍率、還元時間などの泡性状、もしくは、

泡の油面投入時における、油汚染の影響の違い、様々な要素が寄与するため、今回の測定

のみでは把握することはできないが、フォースフルでの油面打ち込みの場合の汚染に対す

るパラメーターの把握など、今回の計測を踏まえ早急に調べなくてはならないと思われる。 



4.4.4 大容量泡放水砲の泡性状を模擬したノズルによる消火実験 
(1) 実験の概要 
1) 仰角放射実験 
大容量泡放水砲の実験において得られた結果から、その泡放射の特性は、非常に分散性

(ばらつき)のあるものとなることが分かっている(大容量泡放水砲の詳細は第 5 章参照)。ま
た、泡消火薬剤の選択実験(第 4 章 4.4.1)で実施した水平での泡放射では、非常に指向性(ま
とまり)のある N54 改ノズルを使用している。一方、実際のタンク火災のときに、大容量

泡放水砲で地面からタンク内に向けて泡放射するときには、当然、その泡放射状況は仰角

放射となる。このことから、ここでは、泡が分散性(ばらつき)のある状態で、仰角に放射

されたときの消火実験を実施した。 
実験は、円形 4 m2、深さ 30 cm の火災模型を用いた。泡放射状況を比較するため、分

散性(ばらつき)のあるノズル(バラツキノズル)と指向性(まとまり)のあるノズル(N54 改ノ

ズル)を用い、放射角度 50°で仰角放射した。泡消火薬剤は、水平放射での実験から得られ

た知見を考慮して、AFFF、AR-AFFF、FP を使用することとした。 
 

2) 高倍率の泡による実験 
AFFF は大容量泡放水砲により泡放射すると、大気中に放射されたときの空気抵抗によ

って、二次発泡して、15～25 倍の高倍率の泡となることが確認されている。このような高

倍率の泡は、更に泡自身が軽くなって飛散してしまい、あるいは、火炎に破壊されやすく

なってしまって、タンクには届かない状況となる。 
このことから、発泡倍率が、より高い泡を放射できるノズル(NFS-N54 改-10L(1/2B)ノ

ズル)を作成して、消火実験を行った。 
 

3) 油量と油面高さの影響実験 
タンクのフリーボード(油面と壁面上端までの距離)が消火に及ぼす影響を確認するため、

実際のタンク形状に近い深さの火災模型(円形 1 m2、深さ 90 cm)を用いた消火実験を実施

した。ここでは、併せて、タンク内の油の量(すなわち、タンク内の油面の高さ)が消火に

及ぼす影響を確認した。 
 

(2) 泡性状と放射状況 
仰角放射実験、高倍率の泡による実験、油量と油面高さの影響実験に使用したノズルに

よる、各泡消火薬剤の発泡倍率及び 25％還元時間を表 4.4-5 にまとめて示した。比較のた

めに、併せて、大容量泡放水砲の泡性状を示した。 
 
 
 



表4.4-5 各ノズルにおける各泡消火薬剤の泡性能 

AFFF AR-AFFF FP       泡消火薬剤 

ノズル 発泡倍率 25％還元時間 発泡倍率 25％還元時間 発泡倍率 25％還元時間

バラツキ 4.91 4分 38秒 6.89 12分 12秒 4.90 6分 43秒 

N54改-10L 8.25 4分 36秒 7.68 15分 19秒 6.56 6分 29秒 

N54改-5L 8.48 3分 39秒 8.12 10分 28秒 6.79 5分 16秒 

NFS-N54改-10L(1/2B) 10.60 2分 54秒 － － － － 

大容量泡放水砲＊ 23.7 1分以下 7.4 9分 42秒 9.8 3分 33秒 

＊大容量泡放射実験で使用した大容量泡放水砲は、泡の種類により下記の通り。 

  AFFF：Kidde Fire Fighting製ノンアスピレート方式ノズル(24600 Lpm) 

  AR-AFFF：深田工業製ノンアスピレート方式ノズル(20000 L/pm) 

  FP：深田工業製アスピレート方式ノズル(20000 Lpm) 

 

1) バラツキノズル 
バラツキノズルによる放射は、大容量泡放射実験時に見られたような非常に分散性のあ

る、ばらついた放射状況となったが、AR-AFFF を除き発泡倍率は低くなった。特に AFFF
の発泡倍率は、ノズルにアスピレート方式とノンアスピレート方式という違いはあるもの

の、大容量泡放射実験で得られた結果とは大きく異なるものであった。25％還元時間は、

大容量泡放水砲での値よりも長くなった。 
 

2) N54 改ノズル 
N54 改ノズルによる発泡倍率は、バラツキノズルよりも高倍率となったが、バラツキノ

ズルと同様の傾向が見られた。放射時の状況は、バラツキノズルと水平放射の間程度に分

散性のある放射となった。25％還元時間は、大容量泡放水砲での値よりも長くなった。 

 
3) NFS-N54 改-10L(1/2B)ノズル 

NFS-N54 改-10L(1/2B)ノズルによる発泡倍率は、N54 改ノズルよりも更に高倍率とな

ったが、それでも大容量ノズルの値の半分程度であった。25％還元時間は、大容量泡放水

砲での値よりも長くなった。 
 
これらのノズルの泡性状は、大容量泡放水砲の泡性状と比較して、発泡倍率は低く、25％

還元時間は長くなるという傾向があり、大容量泡放水砲と同様の泡性状は得られなかった。 
このように、放射量が 10000～30000 Lpm に達する、大容量泡放水砲と同様の泡性状

と放射状況を模擬する小型のノズルの製作は極めて難しく、この状況での成果は疑問視さ

れたが、大容量泡放水砲システムの確認のためには、このような模擬ノズルが必要なこと

から、今後の参考にするため、傾向を確認する目的での消火実験を行った。 
 



(3) 消火実験及び耐火性実験 
1) 4 m2、深さ 30 cm の火災模型による実験 
a) 実験方法 
火災模型に面積 4 m2、深さ 30 cm の円形火皿を用い、燃料は n-ヘプタン(200 L)を入れ

た。ノズルを高さ 65 cm の位置に設置し、仰角 50°として泡を放射し、火皿に泡が直接落

下する状況で、消火実験を実施した。 
ノズル放射量は 10 Lpm とし、従って、泡供給率を 2.5 Lpm/m2とした。また、予燃時

間は 1 分とし、泡供給時間を 3 分とした。 
 

b) 実験結果 
各ノズルにおける各泡消火薬剤の消火性能を、表 4.4-6 に示した。また、比較として、

第 4 章 4.3 で述べた、高さ 1 m からの水平放射による消火性能も併せて示した。 
 

表4.4-6 各ノズルにおける各泡消火薬剤の消火性能 

AFFF AR-AFFF       泡消火薬剤 

 
ノズル 

被覆 90％コン

トロール
消火 被覆 90％コン 

トロール 
消火 

バラツキ 52 秒 48 秒 1 分 12 秒 42 秒 44 秒 2 分 03 秒

N54 改-10L 38 秒 34 秒 1 分 33 秒 42 秒 38 秒 2 分 15 秒

NFS-N54 改-10L(1/2B) 40 秒 51 秒 2 分 21 秒 － － － 
N54 改-10L(水平放射) 58 秒 1 分 10 秒 1 分 27 秒 1 分 02 秒 1 分 15 秒 1 分 31 秒

FP       泡消火薬剤 

 
ノズル 

被覆 
90％コン

トロール
消火 

バラツキ 30 秒 1 分 43 秒 2 分 59 秒

N54 改-10L 1 分 04 秒 1 分 30 秒 2 分 51 秒

NFS-N54 改-10L(1/2B) － － － 
N54 改-10L(水平放射) 1 分 38 秒 2 分 20 秒 9 分 28 秒

 

c) 観察結果と考察 
① 消火実験 
バラツキノズルと N54 改-10L ノズルを用いて、ノズルの違いによる泡消火薬剤ごとの

被覆、90％コントロール及び消火の時間を確認する実験を実施したが、ほとんど違いがな

いと言える結果となった。また、AFFF のみの実験ではあるが、NFS-N54 改-10L(1/2B)
ノズルでは、被覆、90％コントロールの時間は変わらないものの、消火時間は若干遅くな

った。 
バラツキノズルによる、各泡消火薬剤の消火実験中の経時変化の状況を、それぞれ図



4.4-20、図 4.4-21 及び図 4.4-22 に示す。 

 

 
【0 秒(泡放射開始)】 【15 秒】 【30 秒】 

 
【45 秒】 【60 秒】 【90 秒】 

 
【120 秒】 【150 秒】 【180 秒(泡放射停止)】 
図4.4-20 バラツキノズルによる消火実験中の経時変化の状況(AFFF) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【0 秒(泡放射開始)】 【15 秒】 【30 秒】 

 
【45 秒】 【60 秒】 【90 秒】 

 
【120 秒】 【150 秒】 【180 秒(泡放射停止)】 

図4.4-21 バラツキノズルによる消火実験中の経時変化の状況(AR-AFFF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【0 秒(泡放射開始)】 【15 秒】 【30 秒】 

 
【45 秒】 【60 秒】 【90 秒】 

 
【120 秒】 【150 秒】 【180 秒(泡放射停止)】 
図4.4-22 バラツキノズルによる消火実験中の経時変化の状況(FP) 

 
これらの仰角放射による消火実験の結果は、水平放射の消火実験の場合と比較して、被

覆時間、90％コントロール時間は仰角放射の方が若干早い傾向にあるものの、FP を除い

て顕著な違いが見られなかった。しかし、仰角放射の消火実験中の状況は、水平放射と異

なる状況が観察された。すなわち、水平放射では泡の落下位置で炎が大きく燃え上がるが、

仰角放射では同様の現象は見られなかった。仰角放射において、分散性のより高いバラツ

キノズルの消火実験で、この傾向が、より顕著に現れた。 
N54 改-10L ノズルによる、各泡消火薬剤の仰角放射及び水平放射での消火実験中の状

況を、図 4.4-23 に示す。 
 
 
 
 
 



  
【仰角放射(AFFF、45 秒)】 【水平放射(AFFF、60 秒)】 

  
【仰角放射(AR-AFFF、60 秒)】 【水平放射(AR-AFFF、60 秒)】 

  
【仰角放射(FP、120 秒)】 【水平放射(FP、120 秒)】 

図4.4-23 N54改-10Lノズルによる仰角放射及び水平放射での消火実験中の状況 
 
消火実験中における状況の相違の原因として、水平放射の場合、使用したノズルの特性

から、非常に指向性のある、まとまった放射となり、泡の落下速度が大きく、供給された

泡により油面を被覆しても、泡落下位置で泡面落下時の衝撃により油面が露出してしまう

ので、そこで大きく炎が燃え上がってしまうことが考えられる。 
これに対して仰角放射の場合、分散性のあるばらついた放射となり、水平放射よりも穏

やかに泡面へ到達するため、泡落下位置での油面の露出があまりなく、そこで大きく燃え



上がりにくいということが考えられる。 
従って、仰角放射時の方が水平放射時よりも泡が穏やかに油面に到達していることが、

消火中の状況の差異として現れると考えられる。特に、AFFF や AR-AFFF と比べて重く

硬い泡となる FP でこの傾向が強く見られ、水平放射時よりも被覆、90％コントロール及

び消火の時間が若干早くなり、特に消火時間は 6 分以上早いという結果が得られた。 
表 4.4-7 には、消火後の泡厚を示したが、その結果は各ノズルで異なり、泡消火薬剤ご

とに比較すると、バラツキ、N54 改-10L、NFS-N54 改-10L(1/2B)ノズルの順に泡厚が大

きくなった。 
 

表4.4-7 各ノズルにおける各泡消火薬剤の消火後の泡厚 

      泡消火薬剤

ノズル 
AFFF AR-AFFF FP 

バラツキ 2.5 cm 3.0 cm 1.5 cm 
N54 改-10L 4.5 cm 4.0 cm 2.5 cm 

NFS-N54 改-10L(1/2B) 5.5 cm － － 
N54 改-10L(水平放射) 8.0 cm 6.0 cm 3.0 cm 

 
表 4.4-6 に示した消火実験の結果から、供給された泡が熱に暴露されていた時間は泡消

火薬剤ごとにほぼ同等と考えられるので、これらの泡厚の相違は、ノズルによる発泡倍率

の違いに起因すると思われる。 
また、水平放射に比べて仰角放射の方が消火後の泡厚が薄いという結果であった。この

要因として、仰角放射の場合、水平放射よりも広範に泡放射されるため火災模型外へロス

する量が多いこと、泡が緩やかに落下してくるため火炎の上昇気流の影響を水平放射より

も受けやすく周囲に飛散しやすいことなどが考えられる。 
これらのことから、実際に火災模型内に供給された泡量は、仰角放射の方が水平放射よ

りも少なかったと思われるが、それにも係わらず、仰角放射の実験結果を水平放射の実験

結果と比較すると、AFFF や AR-AFFF では同程度の消火性能を示し、FP では同等以上

の消火性能を示した。従って、今回行った小規模実験では、仰角放射の方が水平放射より

も消火しやすいといえる。つまり、消火には、できるだけ穏やかに必要量の泡を燃焼油面

上に供給することが重要であると考えられる。 
 

② 耐火性実験(再燃実験、バーンバック実験) 
消火実験に引き続き、耐火性実験を実施した。 
バラツキノズルの場合、AFFF は、ポットに点火してから 1 分 30 秒以降、断続的にポ

ット周囲で泡に着火し、直ちに消炎するという現象が発生した。しかし、ポット点火から

5 分間、ポット周囲以外で着火することはなく、フレアアップすることはなかった。また、



ポット点火 5 分後、ポット周囲で泡厚の減少が見られ、わずかに油面の露出があった。 
AR-AFFFは、ポットに点火してから1分55秒以降、AFFFと同様の現象が見られたが、

ポット点火 5 分後に油面の露出は全くなかった。 
FP は、ポットに点火してから 4 分 42 秒、AFFF と同様の現象が見られたが、ポット着

火 5 分後に油面の露出は全くなかった。 
AR-AFFF の耐火性実験中の経時変化の状況を、図 4.4-24 に示す。 
 

 
【0 秒(ポット点火)】 【30 秒】 【60 秒】 

 
【90 秒】 【120 秒】 【150 秒】 

 
【180 秒】 【210 秒】 【240 秒】 

 

 

【270 秒】 【300 秒】  
図4.4-24 バラツキノズルによる耐火性実験中の経時変化の状況(AR-AFFF) 



N54 改-10L ノズルの場合、各泡消火薬剤で、ポット点火から 5 分間、泡に着火するこ

とはなかった。ポット点火 5 分後、ポット周囲の泡厚の減少が見られ、AR-AFFF 及び FP
に関しては、わずかに油面の露出があった。 

FP の耐火性実験中の経時変化の状況を、図 4.4-25 に示す。 

 

 
【0 秒(ポット点火)】 【30 秒】 【60 秒】 

 
【90 秒】 【120 秒】 【150 秒】 

 
【180 秒】 【210 秒】 【240 秒】 

 

 

【270 秒】 【300 秒】  
図4.4-25 N54改-10Lノズルによる耐火性実験中の経時変化の状況(FP) 

 
 



NFS-N54 改-10L(1/2B)ノズルの場合、AFFF は、断続的にポット周囲で泡に着火し、

直ちに消炎するという現象が発生した。しかし、ポット点火から 5 分間、ポット周囲以外

で着火することはなく、フレアアップすることはなかった。また、ポット点火 5 分後、ポ

ット周囲で泡厚の減少が見られ、わずかに油面の露出があった。 
AFFF の耐火性実験中の経時変化の状況を、図 4.4-26 に示す。 

 

 
【0 秒(ポット点火)】 【30 秒】 【60 秒】 

 
【90 秒】 【120 秒】 【150 秒】 

 
【180 秒】 【210 秒】 【240 秒】 

 

 

【270 秒】 【300 秒】  
図4.4-26 NFS-N54改-10L(1/2B)ノズルによる耐火性実験中の経時変化の状況(AFFF) 
 



各ノズルの実験で、ポット周囲での泡への着火に若干の違いはあるものの、全ての実験

においてポット点火から 5 分間、泡面で大きく炎が燃え上がることはなかった。 
これに対して、水平放射の場合(結果の詳細は第 4 章 4.3 参照)、AFFF 及び AR-AFFF

では全面燃焼に発展し、一時的に収束傾向を見せるものの、その後、燃焼が拡大した。ま

た、FP でも全面燃焼には至らないものの、ポット周囲から壁方向に向けて断続的にフリ

ッカー炎が発生した。これらの相違は、先に述べたように仰角放射する事により水平放射

に比べて泡が緩やかに燃焼油面に到達したために、油による泡の汚染が少なかったことに

起因すると考えられる。 
 

d) 4 m2、深さ 30 cm の火災模型による実験のまとめ 
以上の結果から、仰角放射の方が水平放射よりも消火しやすいと考えられ、消火に必要

な泡供給率以上の量の泡を穏やかに、油汚染の少ない状態で燃焼油面に供給することが、

消火性能及び耐火性能の向上に大きく寄与することが示唆された。 
タンク火災を消火する時の泡放射方法として、地上から仰角放射するのではなく、放射

距離を有利にするため、高所から泡を放射することも考えられるが、放射角度が水平に近

くなり、泡放出速度が大きくなるため、これらの実験結果から、泡の油による汚染が懸念

される。 
表 4.4-5 に示したように、大容量泡放水砲による泡放射の場合、今回行った実験で使用

したノズルよりも高倍率で軽い泡となることが知られている。このため、火炎の影響によ

り周囲に飛散して、タンクに届かない泡が多くなることが考えられ、消火に必要な泡量を

供給できない可能性もあることが予想される。 
一方、泡が油面上に展開していくためには、その拠点となる泡の塊である「泡の橋頭堡」

を築く必要があるが、泡の放射が、あまりにも分散性のある、ばらついたものとなった場

合、この「泡の橋頭堡」を築けず、泡が油面を展開できないため、消火が困難になる危険

性もある。 
更に、第 4 章 4.4.2 の規模効果の実験から、火災模型が大きいほど消火が困難になると

いう規模効果の存在が明らかとなっている。 

従って、実際のタンク火災の消火を行うには、これらのことを考慮して泡供給率を決定

する必要があると考えられる。それ故、実験場所、設備、費用等の問題から現実は難しい

と思われるが、可能な限り、実大規模による実験を実施することが好ましい。それととも

に、実用の大容量泡放水砲の泡性状を模擬したノズルによる実験を実施するなど、更なる

検討が必要である。ここでの実験は、その発端として、将来のための初期実験であること

を申し添えておく。 

 

 

 



2) 1 m2、深さ 90 cm の火災模型による実験 
a) 実験方法 

火災模型に面積 1 m2、深さ 90 cm の円形火皿を用い、燃料は n-ヘプタン(200 L)を入れ、

フリーボード 70 cm の場合は燃料のみとし、フリーボード 20 cm の場合は燃料の他に敷水

(500 L)を入れた。ノズルを高さ 65 cm の位置に設置し、仰角 50°として泡を放射し、火皿

に泡が直接落下する状況で、消火実験を実施した。 
ノズルは N54 改-5L ノズルを使用した。ノズル放射量は 2.5 Lpm とし、従って、泡供

給率を 2.5 Lpm/m2とした。また、予燃時間は 20 分とし、泡供給時間を 3 分とした。 
 

b) 実験結果 
フリーボードが20 cm及び70 cmのときの各泡消火薬剤の消火性能を表4.4-8に示した。 
 

表4.4-8 各泡消火薬剤の消火性能 

AFFF AR-AFFF       泡消火薬剤 

 
フリーボード 

被覆 90％コン

トロール
消火 被覆 90％コン 

トロール 
消火 

フリーボード(20 cm) 26 秒 35 秒 54 秒 18 秒 30 秒 1 分 00 秒

フリーボード(70 cm) 30 秒以前 47 秒 55 秒 26 秒 42 秒 56 秒 

FP       泡消火薬剤 

 
フリーボード 

被覆 
90％コン

トロール
消火 

フリーボード(20 cm) 28 秒 1 分 03 秒 1 分 53 秒

フリーボード(70 cm) 29 秒 1 分 08 秒 1 分 40 秒

 

c) 観察結果と考察 
① 消火実験 

フリーボードの大きさの違いによる泡消火薬剤ごとの被覆、90％コントロール及び消火

の時間の違いは、ほとんどないと言える結果となった。 
フリーボードが20 cm及び70 cmのときの、FPによる消火実験中の経時変化の状況を、

それぞれ図 4.4-27 及び図 4.4-28 に示す。 
 
 
 
 
 
 



 
【0 秒(泡放射開始)】 【15 秒】 【30 秒】 

 
【45 秒】 【60 秒】 【90 秒】 

 
【120 秒】 【150 秒】 【180 秒(泡放射停止)】 

図4.4-27 フリーボード20 cmのときの消火実験中の経時変化の状況(FP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【0 秒(泡放射開始)】 【15 秒】 【30 秒】 

 
【45 秒】 【60 秒】 【90 秒】 

 
【120 秒】 【150 秒】 【180 秒(泡放射停止)】 

図4.4-28 フリーボード70 cmのときの消火実験中の経時変化の状況(FP) 
 

② 耐火性実験(再燃実験、バーンバック実験) 
消火実験に引き続き、耐火性実験を実施した。耐火性実験では消火実験とは異なり、フ

リーボードの大きさの違いにより、大きく異なる結果が得られた。 
フリーボード 20 cm の耐火性実験では、泡消火薬剤ごとに大きな相違はなく、ポット点

火から 5 分間、ポット周囲で泡厚が減少したものの、泡面には着火しなかった。 
これに対して、フリーボード 70 cm の耐火性実験では泡消火薬剤ごとに異なる結果が得

られた。 
AFFF は、ポットに点火してから 4 分過ぎ以降、ポット周囲で着火して油面が露出し始

め、5 分経過時で油面露出部分は、およそ直径 30 cm 程度の大きさに拡大した。また、壁

部付近でも Flame 状に燃焼し始めた。 
AR-AFFF は、ポットに点火してから 16 秒後、ポット周囲に着火して中央から壁部へ炎

が移動し、大きくフレアアップした。その後、徐々に収束し、2 分 37 秒で完全に消炎した。

また、ポット点火から 5 分後、泡厚は全面で減少したが、油面の露出はなかった。 



FP は、ポット据え置き時にできた露出油面に着火したものの、それ以外に着火するこ

とはなかった。 
フリーボードが 20 cm 及び 70 cm のときの AR-AFFF の消火実験中の経時変化の状況

を、それぞれ図 4.4-29 及び図 4.4-30 に示す。 
 

 
【0 秒(ポット点火)】 【30 秒】 【60 秒】 

 
【90 秒】 【120 秒】 【150 秒】 

 
【180 秒】 【210 秒】 【240 秒】 

 

 

【270 秒】 【300 秒】  
図4.4-29 フリーボード20 cmのときの耐火性実験中の経時変化の状況(AR-AFFF) 

 
 



 
【0 秒(ポット点火)】 【30 秒】 【60 秒】 

 
【90 秒】 【120 秒】 【150 秒】 

 
【180 秒】 【210 秒】 【240 秒】 

 

 

【270 秒】 【300 秒】  
図4.4-30 フリーボード70 cmのときの耐火性実験中の経時変化の状況(AR-AFFF) 

 
d) 1 m2、深さ 90 cm の火災模型による実験のまとめ 
これらの結果から、火災模型のフリーボードの大きさの相違は、消火にはあまり影響し

ないが、耐火性に大きく影響するものと考えられる。この要因として、フリーボードが大

きい場合、つまり、泡面がタンク下部付近の低い位置にある場合は、泡面がタンク上部付

近にある場合に比べて、火炎により熱せられたタンク壁の面積が大きく、泡面付近に熱が

こもりやすい状況となることが考えられる。従って、FP に比べて耐熱性の劣る AFFF や



AR-AFFF によるフリーボード 70 cm のときの耐火性実験でのみ、油面の露出や、フレア

アップが発生したと考えられる。 

 
実施した 2 種類の仰角放射による実験の結果から、消火性能、耐火性能を考慮し、タン

ク火災の消火に推奨する泡消火薬剤を総合的に評価すれば、FP > AR-AFFF > AFFF の順

になり、これは水平放射による実験で得られた知見と同様である。 
この際、AFFF は、実際の泡放射における空中での泡の飛散は、想像以上に厳しいもの

であることは認識すべきことである。 
 

(4) 模擬ノズルによる実験のまとめ 
この実験に使用したノズルでは、大容量泡放射実験で得られた泡性状を再現するには至

っていないため、更なる検討が必要ではあるものの、以下に示す知見が得られた。 

 

1) 仰角放射することにより、水平放射と比べて穏やかに、油汚染の少ない状況で燃焼油面

に泡を供給可能となり、消火性能、耐火性能の向上につながる。 

2) タンク火災に推奨する泡消火薬剤の種別の順は、水平放射実験から得られた知見と同様

であり、FP > AR-AFFF > AFFF の順になるといえる。 
3) 仰角放射すると放射範囲が広範に広がり、また、火炎の上昇気流により、放射された泡

がタンク周囲に飛散するため、タンク火災を消火する場合、設計された泡供給量よりも

実際の泡供給量が少なくなることを考慮して泡供給率を決める必要がある。この傾向は、

特に発泡性のよい AFFF で顕著であり、一連の実験では、実火災の厳しい条件が再現

されていないと考えられるので、今後の検討が必要である。 
4) フリーボードが大きいと、消火しても加熱されたタンク壁からの熱暴露が多くなり、耐

熱性の劣る泡消火薬剤では再燃の危険が大きい。このことから、消火後には、耐熱性の

高い泡消火薬剤による泡放射が必要であり、かつ、タンクの壁を冷却することが重要で

ある。 
5) 小規模の消火実験により実火災時の状況を把握するためには、実用の大容量泡放水砲の

放射状況や泡性状を再現できる、小型の消火実験用ノズルが必要である。実火災を模擬

した消火実験は今後の検討課題である。特に、他の実験と同様に、ここで実施された実

験もアスピレートノズルによるものであり、実験が実施されていないノンアスピレート

ノズルに関しては、その性能について未知であることを、認識しておくべきである。 
 
 
 
 

 



4.4.5 同時に 2 本のノズルで泡放射する消火実験 
(1) 目的と実験方法 
これまで、火災模型の面積、泡供給率など種々のパラメーターを変えて、様々な条件下

で実験を行ってきたが、これらの実験は全てノズル 1 本のみを使用しての実験であった。

しかしながら、実際のタンク火災を消火する場合、複数のノズルを使用して、ノズルごと

に異なる種別の泡消火薬剤を併用することも考えられる。 
そこで、ここでは 2 本のノズルを使用して、落下位置を変えて、同種の泡及び種別の異

なる泡を併用した場合の消火実験を行い、泡の展開性、消火性能、耐火性能等を確認する

ことにより、その効果、併用の可否などを検討することとした。 
放射方法としては、火災模型に対して同方向からの放射や、反対方向からの放射という

ように、2 本のノズルの設置位置により様々なバリエーションが考えられるが、過去の火

災現場における消防隊の泡放射を見ると、必ずしも意識的な泡放射をしたとは考えにくく、

消火に手間どったり、不成功に終わった状況からは、結果的に 3 点セットの無差別放射に

終わったと見られている。 
そこで、今回は火災模型に対して、2 本の N54 改-5L ノズルを、①同方向から火災模型

中央の同位置に放射する方法(同位置落下放射)、②2 本のノズルを平行に設置して火災模型

中央付近に放射する方法(平行放射)という 2 種類の放射方法について検討した。 
同方向からの泡放射は、泡放射の現場作業における鉄則である、「風上から」に倣ったも

ので、油面中央の同位置に放射する方法は、泡の橋頭堡を築く場合の泡のまとまり(太い泡

束)が得られる半面、異種の泡が混合されるための影響を確認しやすいためである。 

使用する泡消火薬剤は AFFF、AR-AFFF、FP、SD の 4 種類とし、表 4.4-9 に示すノズ

ルと泡消火薬剤の組合せにより実験を実施した。 
 
表4.4-9 同位置落下放射及び平行放射による実験時のノズルと泡消火薬剤の組合せ 

ノズル② ノズル② 同位置 

落下放射 AFFF AR-AFFF FP 
平行放射 

AFFF AR-AFFF FP 
AFFF ○ － ○ AFFF ○ ○ － 

AR-AFFF ○ ○ ○ AR-AFFF － ○ － 

FP － － ○ FP ○ ○ ○ 

ノ
ズ
ル
① 

SD ○ ○ ○ 

ノ
ズ
ル
① 

SD ○ ○ ○ 

 ○：実験を実施した組合せ 
 
 
 
 
 



(2) 泡性状 
各実験ごとに測定した発泡倍率と 25％還元時間を、表 4.4-10 及び表 4.4-11 に示す。な

お、表中の矢印は、引き続き同じプレミックス水溶液を用いて実験を実施したために測定

を省略したことを表す。 
同じ種別の泡消火薬剤でも、表 4.4-10 及び表 4.4-11 に示した結果から、ノズル①とノ

ズル②では発泡倍率が異なり、ノズル①の方がノズル②よりも 0.5～1 程度低い数値となっ

た。この原因としては、主に小型ノズルの個体差によるものと思われるが、このことは特

に考慮せずに消火実験を行うこととした。 

 
表4.4-10 同位置落下放射実験時の各泡消火薬剤の組合せごとの発泡性能 

ノズル① ノズル②         ノズル 

泡消火薬剤 

ノズル① ノズル② 
発泡倍率 25％還元時間 発泡倍率 25％還元時間 

PF FP 6.78 5 分 38 秒 7.28 6 分 21 秒 
AFFF FP 6.83 3 分 48 秒 ↓ ↓ 

AR-AFFF FP 6.90 11 分 38 秒 ↓ ↓ 

AR-AFFF AR-AFFF ↓ ↓ 7.93 9 分 33 秒 
AR-AFFF AFFF ↓ ↓ 8.49 4 分 00 秒 

AFFF AFFF 7.28 3 分 47 秒 ↓ ↓ 

SD AFFF 8.70 8 分 02 秒 7.88 3 分 51 秒 
SD AR-AFFF ↓ ↓ 8.27 10 分 34 秒 
SD FP ↓ ↓ 6.83 5 分 37 秒 

 

表4.4-11 平行放射実験時の各泡消火薬剤の組合せごとの発泡性能 

ノズル① ノズル②         ノズル 

泡消火薬剤 

ノズル① ノズル② 
発泡倍率 25％還元時間 発泡倍率 25％還元時間 

FP FP 6.40 5 分 30 秒 6.83 5 分 37 秒 
FP AFFF 6.63 6 分 29 秒 7.90 4 分 35 秒 
FP AR-AFFF ↓ ↓ 7.98 12 分 16 秒 

AR-AFFF AR-AFFF 7.24 10 分 54 秒 ↓ ↓ 

AFFF AR-AFFF 6.76 4 分 38 秒 7.85 17 分 39 秒 
AFFF AFFF ↓ ↓ 7.63 4 分 38 秒 

SD AFFF 8.65 10 分 09 秒 7.75 4 分 04 秒 
SD AR-AFFF ↓ ↓ 7.70 11 分 19 秒 
SD FP ↓ ↓ 6.25 7 分 23 秒 

 



(3) 消火実験及び耐火性実験 
1) 実験方法 
消火実験は、2 本のノズルを高さ 1 m の位置に水平に設置し、同位置落下放射及び平行

放射の 2 種類の放射方法で実施した。同位置落下放射及び平行放射における、火災模型と

2 本のノズルの設置位置の概略を、図 4.4-31 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.4-31 ノズル設置位置概略図 

 

火災模型は面積 4 m2、深さ 30 cm の円形火皿を用い、燃料は n-ヘプタン(200 L)を入れ

た。予燃時間は 1 分とし、泡供給時間を 3 分とした。 
このときの泡供給率は、2 本のノズルを合わせて、2.5 Lpm/m2とした。すなわち、1 本

のノズルの泡供給率は 1.25 Lpm/m2となる。 

耐火性実験は、泡供給停止15分後にノズル1本のときの実験と同様な方法で実施した。 
 

2) 消火実験結果と考察 
同位置落下放射及び平行放射による、各泡消火薬剤の組合せごとの消火性能を、それぞ

れ表 4.4-12 及び表 4.4-13 に示す。 
 

表4.4-12 同位置落下放射による各泡消火薬剤の組合せごとの消火性能 

ノズル 
No. 

ノズル① ノズル②
被覆 

90％コン

トロール

泡落下 

位置消炎
消火 

T-1 FP FP 1 分 25 秒 1 分 30 秒 3 分 07 秒 8 分 17 秒 
T-2 AFFF FP 1 分 00 秒 1 分 58 秒 3 分 06 秒 3 分 13 秒 
T-3 AR-AFFF FP 1 分 00 秒 1 分 39 秒 2 分 23 秒 2 分 28 秒 
T-4 AR-AFFF AR-AFFF 50 秒 55 秒 1 分 45 秒 4 分 58 秒 
T-5 AR-AFFF AFFF 56 秒 55 秒 1 分 32 秒 1 分 40 秒 
T-6 AFFF AFFF 50 秒 55 秒 2 分 08 秒 2 分 08 秒 
T-7 SD AFFF 1 分 00 秒 2 分 13 秒 3 分 00 秒 消火不可 
T-8 SD AR-AFFF 54 秒 2 分 32 秒 2 分 54 秒 消火不可 
T-9 SD FP 1 分 00 秒 不可 不可 消火不可 

火災模型 

ノズル 

平行放射 

火災模型 ノズル

同位置落下放射 



表4.4-13 平行放射による各泡消火薬剤の組合せごとの消火性能 

ノズル 泡落下位置消炎 No. 
ノズル① ノズル② 

被覆 90％コン

トロール ノズル① ノズル② 
消火 

T-10 FP FP 1 分 19 秒 2 分 10 秒 3 分 10 秒 3 分 10 秒 8 分 30 秒

T-11 FP AFFF 1 分 28 秒 1 分 20 秒 3 分 04 秒 1 分 52 秒 3 分 21 秒

T-12 FP AR-AFFF 1 分 05 秒 1 分 10 秒 2 分 51 秒 1 分 18 秒 2 分 51 秒

T-13 AR-AFFF AR-AFFF 1 分 05 秒 58 秒 1 分 23 秒 1 分 08 秒 1 分 58 秒

T-14 AFFF AR-AFFF 1 分 19 秒 58 秒 1 分 21 秒 1 分 02 秒 1 分 47 秒

T-15 AFFF AFFF 1 分 17 秒 54 秒 1 分 37 秒 1 分 30 秒 1 分 37 秒

T-16 SD AFFF 1 分 09 秒 1 分 20 秒 2 分 07 秒 1 分 53 秒 消火不可

T-17 SD AR-AFFF 1 分 04 秒 54 秒 1 分 30 秒 1 分 26 秒 消火不可

T-18 SD FP 1 分 26 秒 1 分 58 秒 3 分 00 秒 3 分 10 秒 消火不可

 
同種の泡消火薬剤による実験(表 4.4-12 の T-1、T-4、T-6 及び表 4.4-13 の T-10、T-13、

T-15)では、同位置落下放射及び平行放射ともに、ノズルを 1 本のみ使用した同条件の実験

(詳細は第 4 章 4.3 参照)とほぼ同等の結果を示した。 
同位置落下放射の AR-AFFF の消火時間のみ、3 分以上消火時間が遅くなったが、タン

ク壁面部分付近にキャンドル状の小炎が残ったことによるもので、被覆時間及び 90％コン

トロール時間は、それぞれ同程度であった。 
AR-AFFF による同位置落下放射の消火実験における、キャンドル状の小炎の残存状況

を、図 4.4-32 に示す。 
 

  

【泡放射開始 180 秒後】 【泡放射開始 270 秒後】 

図4.4-32 同位置落下放射(AR-AFFF)におけるキャンドル状の小炎の残存状況 

 

FP と AFFF との組合せ(表 4.4-12 の T-2 及び表 4.4-13 の T-11)では、それぞれ同種の泡

消火薬剤による実験の FP と AFFF との中間程度の消火性能を示した。しかし、同位置落

下放射による実験の 90％コントロール時間のみ、この傾向に当てはまらず、FP の同種泡

による実験よりも若干遅くなった。また、90％コントロール時間は、同位置落下放射より



平行放射による実験の方が早い傾向にあった。 
FP と AR-AFFF との組合せ(表 4.4-12 の T-3 及び表 4.4-13 の T-12)でも、FP と AFFF

との組合せの実験と同様の傾向が見られた。 
これまでの実験から FP は AFFF や AR-AFFF に比べて、泡落下位置付近の消炎時間が

遅いことが分かっている。従って、平行放射では、AFFF や AR-AFFF 側の泡落下位置の

炎の収まりが FP 側に比べて早いのに対して、同位置落下放射ではそれがないために、平

行放射よりも 90％コントロール時間が遅れるものと思われる。 

FP と AFFF との組合せ及び FP と AR-AFFF との組合せによる、同位置落下放射及び

平行放射の消火実験中の状況を、図 4.4-33 に示す。同位置落下放射では、写真内上側が

FP 放射側であり、平行放射では、写真内下側が FP 放射側である。平行放射では、FP 放

射側の泡落下位置付近でのみ、炎が大きく燃え上がっている様子が見て取れる。 
 

  
【同位置落下放射(FP/AFFF)】 【平行放射(FP/AFFF)】 

  
【同位置落下放射(FP/AR-AFFF)】 【平行放射(FP/AR-AFFF)】 

図4.4-33 同位置落下放射及び平行放射の消火実験中の状況 
 
 
 
 
 



AFFF と AR-AFFF の組合せ(表 4.4-12 の T-5 及び表 4.4-13 の T-14)では、それぞれ同

種の泡消火薬剤による実験と同程度の消火性能を示した。もともと AFFF 及び AR-AFFF
による同種泡の実験結果(表 4.4-12 の T-4、T-6 及び表 4.4-13 の T-13、T-15)を比較すると、

それほど変わりはなく、これらを同時に放射した場合も同様の消火性能を示したといえる。 
SD との組合せ(表 4.4-12 の T-7、T-8、T-9 及び表 4.4-13 の T-16、T-17、T-18)では、全

ての組合せにおいて、消火することができなかった。特に、同位置落下放射での FP との

組合せでは、90％コントロールすることさえ、できなかった。SD がタンク火災の消火に

適さないことは、これまで、随所で述べてきたが、SD を消火可能な別の泡消火薬剤と併

用した場合でも、消火が困難であることが示唆された。従って、SD をタンク火災の消火

に使用することは、いかなる場合でも避けるべきである。 
SD と他の泡消火薬剤との組合せにおける、同位置落下放射の消火実験中の経時変化の

状況を、それぞれ図 4.4-34、図 4.4-35 及び図 4.4-36 に示す。 
 

 
【0 秒(泡放射開始)】 【60 秒】 【120 秒】 

 
【150 秒】 【180 秒(泡放射停止)】 【210 秒】 

 
【240 秒】 【270 秒】 【295 秒】 

図4.4-34 同位置落下放射による消火実験中の経時変化の状況(T-7、SD/AFFF) 
 



 
【0 秒(泡放射開始)】 【60 秒】 【90 秒】 

 
【120 秒】 【150 秒】 【180 秒(泡放射停止)】 

 
【210 秒】 【240 秒】 【270 秒】 

 
【300 秒】 【330 秒】 【360 秒】 

図4.4-35 同位置落下放射による消火実験中の経時変化の状況(T-8、SD/AR-AFFF) 
 
 
 
 
 
 
 



 
【0 秒(泡放射開始)】 【60 秒】 【90 秒】 

 
【120 秒】 【150 秒】 【180 秒(泡放射停止)】 

 
【210 秒】 【240 秒】 【270 秒】 

図4.4-36 同位置落下放射による消火実験中の経時変化の状況(T-9、SD/FP) 
 
表 4.4-12 及び表 4.4-13 に示したように、同位置落下放射と平行放射で同じ組合せの泡

消火薬剤の実験ごとに、消火性能を全体的な傾向として比較すると、消火時間はほとんど

変わらないものの、わずかではあるが被覆時間は同位置放射の方が早く、逆に 90％コント

ロール時間は平行放射の方が早い傾向が見られた。 
その原因として、同位置落下放射では、2 本のノズルから放射された泡束が同位置に落

下するため、別々の位置に落下する平行放射と比べて、泡が油面に展開するための運動量

を、より多く確保できると考えられる。その結果、同位置落下放射の方が平行放射よりも、

被覆時間が若干早くなると思われる。 
逆にその分、同位置落下放射では、放射された泡の油面到達時の衝撃が大きいと考えら

れる。従って、供給された泡により油面を被覆しても、その衝撃で油面が露出してしまう

ために、その部分で大きく炎が燃え上がってしまい、90％コントロール時間が遅れると思

われる。 
また、平行放射では泡の落下位置が 2カ所で、その部分の消炎時間がそれぞれ別になり、



FP は AFFF や AR-AFFF に比べて泡落下位置の消炎が遅く、SD は実験ごとに泡落下位

置の消炎時間が異なり、他方の泡落下部分と同等の時間で消炎した。同位置落下放射の場

合、泡の落下位置での消炎時間は、平行放射の場合の遅い方の泡消火薬剤に近い時間とな

った。このことも、同位置落下放射の方が、平行放射よりも 90％コントロール時間が遅れ

る要因だと思われる。 
ここで実施した実験では、同位置落下放射と平行放射とでは、火災模型の大きさと各ノ

ズルの泡落下領域の大きさとの関係から、平行放射の実験でも、同位置落下放射と同様に

比較的近い位置に泡が放射されたために、消火性能に顕著な差がなかったことも考えられ

る。 
従って、2 本のノズルをもっと離して、両者が干渉しない位置に設置し、平行放射の実

験を実施すると異なる結果が得られる可能性もあるが、これらについては、実大タンクに

対する、消防隊の大容量泡放水砲の運用状況と関連して、今後の検討すべき課題とする。 
泡の展開に関して、FP のみ泡の色がベージュ色で、他は白色であることから、FP と他

の泡消火薬剤との組合せについては、消火実験後の目視による観測から、次のような傾向

が見られた。 

消火実験後の泡面の色から、主に放射された側に泡は展開するが、ベージュ色の部分(FP)
と白色の部分(AFFF や AR-AFFF)とがマーブル状に混ざり合っていることが確認できた。

また、ベージュ色の FP 部分の色も、FP 同時放射の実験後に比べて白っぽくなっており、

泡が全体的に混ざり合っていることが予想される。同種泡や AFFF と AR-AFFF との同時

放射では、目視による区別がつかず、確かなことは分からないが、同様に泡が混ざり合っ

て展開していると思われる。 
消火後の泡面の状況を、図 4.4-37 及び図 4.4-38 に示す。同位置落下放射では、写真内

上側が FP 放射側であり、平行放射では、写真内下側が FP 放射側である。 
 

  
【同位置落下放射(FP/AFFF)】 【平行放射(FP/AFFF)】 

図4.4-37 同位置落下放射及び平行放射の消火後の泡面の状況(FP/AFFF) 
 
 



  
【同位置落下放射(FP/AR-AFFF)】 【平行放射(FP/AR-AFFF)】 
図4.4-38 同位置落下放射及び平行放射の消火後の泡面の状況(FP/AR-AFFF) 

 
3) 耐火性実験結果と考察 
消火実験に引き続き実施した耐火性実験の結果を、表 4.4-14 及び表 4.4-15 に示す。な

お、SD と他の泡消火薬剤との組合せでは、消火不可能であったため、耐火性実験は実施

できなかった。 

 
表4.4-14 同位置落下放射及び平行放射における耐火性実験結果 

泡消火薬

剤の組合

せ 

同位置落下放射 平行放射 

FP 

FP 

・断続的にポット周囲から壁方向に向け

て、フリッカー炎が発生した。 

・フレアアップは発生しなかった。 

・断続的にポット周囲から壁方向に向け

て、フリッカー炎が発生した。 

・フレアアップは発生しなかった。 

FP 

AFFF 

・ポットの炎から泡面に着火し、全面燃

焼に拡大した。 

・燃焼はいったん収束するものの、ポッ

ト周囲で油面が露出して、再び燃焼が

拡大した。 

・ポットの炎から泡面に着火し、FP 放射

側を壁方向に移動して、さらに壁付近

で AFFF 放射側に移動し、AFFF 放射

側の壁付近からフレアアップが発生し

た。 

・フレアアップした炎は、FP 放射側へ

徐々に移動したが、燃焼は収束して、

全面燃焼には至らなかった。 

・ポット点火から 5 分後、ポット周囲で

油面が露出して、継続燃焼していた。

 

 

 



表4.4-15 同位置落下放射及び平行放射における耐火性実験結果(続き) 

泡消火薬

剤の組合

せ 

同位置落下放射 平行放射 

FP 

AR-AFFF 

・ポットの炎から泡面に着火し、FP 放射

側からフレアアップが発生して、全面

燃焼に拡大した。 

・燃焼はいったん収束するものの、ポッ

ト周囲で油面が露出して、再び燃焼が

拡大した。 

・ポットの炎から泡面に着火し、FP 放射

側のノズル設置側の壁付近で、フレア

アップが発生した。 

・徐々に、ほぼ全周へ拡大したものの全

面燃焼には至らず、その後、消炎した。

・ポット点火から 5 分後、ポット周囲で

油面が露出して、継続燃焼していた。

油温計測部も燃焼していた。 

AR-AFFF 

AR-AFFF 

・ポットの炎から泡面に着火し、全面燃

焼に拡大した。 

・燃焼はいったん収束するものの、ポッ

ト周囲及びノズル設置側の壁面付近で

油面が露出して、再び燃焼が拡大した。

・ポットの炎から泡面に着火し、フレア

アップが発生したが、全面燃焼には至

らなかった。 

・ポット点火から 5 分後、ポット周囲、

 ノズル設置側及び反対側の壁面付近で

油面が露出して、継続燃焼していた。

AR-AFFF 

AFFF 

・ポットの炎から泡面に着火し、ノズル

設置側からフレアアップが発生して、

全面燃焼に拡大した。 

・燃焼はいったん収束するものの、ポッ

ト周囲及びノズル設置側の壁付近で油

面が露出して、再び燃焼が拡大した。

・ポットの炎から泡面に着火し、AFFF

放射側のノズル設置側の壁付近でフレ

アアップが発生した。 

・徐々に、半面燃焼(AFFF 放射側)へ拡大

したが、全面燃焼には至らなかった。

・泡面の燃焼は収束しつつ AR-AFFF 放

射側の壁付近に移動して、継続燃焼し

た。 

・その後、消炎して、ポット点火から 5

分後、油面の露出及び泡面での燃焼は

見られなかった。 

AFFF 

AFFF 

・ポットの炎から泡面に着火し、全面燃

焼に拡大した。 

・燃焼はいったん収束するものの、ポッ

トと壁面の間の中央付近で油面が露出

して、再び燃焼が拡大した。 

・ポットの炎から泡面に着火し、全面燃

焼に拡大した。 

・全面燃焼収束後、ポット周囲から壁方

向に向けて小炎が断続的に発生した。

・ポット点火から 5 分後、ポット周囲で

油面が露出して、継続燃焼していた。

 



表 4.4-14 及び表 4.4-15 に示したように、同位置落下放射と平行放射で同じ組合せの泡

消火薬剤の実験ごとに、耐火性能を全体的な傾向として比較すると、同位置落下放射の方

が平行放射よりも耐火性能に劣るという結果が得られた。先にも述べたが、同位置落下放

射の方が平行放射と比べて、放射された泡の油面到達時の衝撃が大きいと考えられ、その

ため泡の油による汚染が大きかったことが原因だと思われる。 
また、FP と FP の同時放射では、AFFF、AR-AFFF よりも泡の流動性に劣り、消火時

間は遅いが、優れた耐火性を有しており、耐火性実験でフレアアップは発生していない。

しかし、FP と AFFF や AR-AFFF を併用すると、消火時間は早くなるものの、FP の優

れた耐火性が低下し、フレアアップが発生した。 
逆に、AFFF や AR-AFFF の同種泡同時放射では、消火時間は早いが、耐火性実験でフ

レアアップが発生している。しかし、FP と併用しても、消火時間が遅くなるだけで、耐

火性実験でのフレアアップの発生を抑制できなかったともいえる。 

従って、2 種類の泡を同時放射する利点は特にないといえ、むしろそれぞれの泡消火薬

剤のもつ、優れた面を打ち消す方向に作用すると考えられる。これらのことから、実際の

タンクが火災になったときの消火の際には、できる限り異種泡を同時に使用することは避

けるようにするべきだと考えられる。 
FP と AFFF との組合せによる、同位置落下放射及び平行放射の耐火性実験中の経時変

化の状況を、それぞれ図 4.4-39 及び図 4.4-40 に示す。 
また、FP と AR-AFFF との組合せによる同位置落下放射及び平行放射の耐火性実験中

の経時変化の状況を、それぞれ図 4.4-41 及び図 4.4-42 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【0 秒(ポット点火)】 【5 秒】 【10 秒】 

 
【20 秒】 【30 秒】 【40 秒】 

 
【60 秒】 【90 秒】 【150 秒】 

 
【180 秒】 【210 秒】 【240 秒】 

図4.4-39 同位置落下放射による耐火性実験中の経時変化の状況(T-2、FP/AFFF) 
 
 
 
 
 
 
 



 
【0 秒(ポット点火)】 【5 秒】 【10 秒】 

 
【20 秒】 【30 秒】 【40 秒】 

 
【60 秒】 【90 秒】 【120 秒】 

 
【180 秒】 【240 秒】 【300 秒】 

図4.4-40 平行放射による耐火性実験中の経時変化の状況(T-11、FP/AFFF) 
 
 
 
 
 
 
 



 
【0 秒(ポット点火)】 【5 秒】 【10 秒】 

 
【20 秒】 【30 秒】 【40 秒】 

 
【60 秒】 【75 秒】 【90 秒】 

 
【120 秒】 【150 秒】 【180 秒】 

 

 

【210 秒】 【225 秒】  
図4.4-41 同位置落下放射による耐火性実験中の経時変化の状況(T-3、FP/AR-AFFF) 



 
【0 秒(ポット点火)】 【10 秒】 【20 秒】 

 
【30 秒】 【40 秒】 【60 秒】 

 
【90 秒】 【120 秒】 【150 秒】 

 
【180 秒】 【210 秒】 【240 秒】 

 

 

【210 秒】 【225 秒】  
図4.4-42 平行放射による耐火性実験中の経時変化の状況(T-12、FP/AR-AFFF) 



(4) 2 本のノズル同時放射実験のまとめ 
1) 消火性能は、同種の泡消火薬剤の場合、ノズル 1 本のときとあまり変わらず、異種の泡

消火薬剤では、それぞれの同種泡実験の中間程度の性能を示した。 
2) SD と他の泡消火薬剤との同時放射では、消火が困難であるから、SD との併用は、SD

の単独使用と同様に避けるべきである。すなわち、SD は、タンク火災に使用できる泡

消火薬剤ではないことを、ここでも再認識すべきである。 

3) ノズル 2 本による同時放射で、同位置落下放射と平行放射とでは、若干の違いはあるも

のの顕著な違いは見られない。 
4) 耐火性は同じ泡消火薬剤の組合せでも、同位置落下放射の方が平行放射よりも劣る。 

5) FP のみの放射では、耐火性実験でフレアアップは発生しないが、AFFF や AR-AFFF
と同時放射することにより、フレアアップが発生したように、異種の泡を同時放射した

場合、それぞれの優れた面が打ち消されるように作用するので、異種泡の同時使用は避

けるようにするべきである。 
 

4.4.6 泡のレオロジー的性質と油面泡展開性の実験(Cold Test) 
(1) 実験の概要 

石油類タンク火災における、泡消火薬剤の選定のため、泡供給率をパラメーターにとり

代表的な泡消火薬剤である、たん白泡(P)、フッ素たん白泡(FP)、水成膜泡(AFFF)、粘性

付与水成膜泡(AR-AFFF)、合成界面活性剤泡(SD)の消火性能を、油面被覆特性、火炎コン

トロール特性、消泡性、そして再燃特性から評価してきた。 
その結果、最大放射熱の 90%をコントロールする時間および、消泡性、再燃特性などの

消火性能を総合的に評価すれば、FP > AR-AFFF > AFFF の順になることが、200 回程度

の n-ヘプタンのプール燃焼による消火実験により確認された 1)。 
この場合、SD では、泡供給率を増加しても、消火困難であること、また P は、油面展

開性が悪く低い泡供給率では、極めて消火性能が悪化する事も分かった。 
第 4 章 4.4.2 において、規模効果について述べたが、規模効果の存在は、特に泡落下領

域(フットプリント)と油面被覆性能に影響されると考えられる。そこで、泡の落下が明確

に観察できる、非燃焼時のコールドテストにおいて、油面への泡供給率を変化させて、泡

落下領域がどの様に変化するか、また油面被覆性能が各泡消火薬剤と泡供給率によって、

どの様に変化するか非燃焼時の泡展開性の検討を行った。 
あわせて、泡の粘弾性計測から、泡の硬さ、柔らかさなど、すなわち泡の流動性を判断

し、油面展開と関連付けることを目的とする。 
 
 
 
 



(2) 実験装置および実験方法 
1) 非燃焼時における泡の展開性評価実験 
実験装置は、これまで実施した消火実験で使用した、面積 2 m2の火皿とアスピレート型

の実験用ノズルを用いて実施した。泡水溶液供給システムは、第 4 章 4.2 に示した装置を

使用した。 

ノズルは、泡供給率によって異なるが、概ね、N54 改ノズルを使用して、オリフィスに

よる流量調節により、泡水溶液放射量を変化させた。ノズルは床に対して水平に置いて泡

放射し、面積 2 m2の火皿の中央付近に泡を落下させる。泡放射時間は、泡の展開を比較す

るため、消火実験時と同じ放射時間、すなわち、3 分間の泡放射時間とした。 
泡消火薬剤は、非燃焼時における、泡の落下領域と油面の展開性を消火実験の結果と比

較するため、消火実験で使用した、FP、AR-AFFF、AFFF、P、SD のすべての泡消火薬

剤を用いて実験を実施した。 
 

2) 泡の粘弾性計測 
泡のレオロジーパラメーターを把握するため、泡の粘弾性計測を行った。計測機器は、

粘度・粘弾性測定装置(Haake 社製 RheoStress600)3)を使用し、各泡に対し一定周波数(正
弦波)を印加しながら応力(τ)、歪(γ)を増加させたときの応答波を検出し、貯蔵弾性率(G’)、
損失弾性率(G’’)などの値を計測した。 
これより泡の硬さや、流動点、構造成長、破壊など定量的な評価が可能となる。今回は、

泡と測定プレート間のすべりを抑えるため直径 60 mm のプレートを使用し、また、測定

ギャップを 2 mm として計測した。 
 

(3) 実験結果及び考察 
1) 非燃焼時の油面被覆性能(Cold Test) 
規模効果の存在は、特に泡落下領域(フットプリント)と油面被覆性能に影響されると考

えられる。そこで各泡供給率における泡落下領域がどの様に変化するか、また油面被覆性

能が各泡消火薬剤と泡供給率によりどの様に変化するか、非燃焼時において検討を行った。 
図 4.4-43 は、2 m2の火皿における泡供給率に対する各泡消火薬剤の面積率を示す。各

泡消火薬剤に対し泡供給率の増加に伴い、火皿面積に対する泡落下領域の面積率は、増加

傾向を示す。 

この場合、P、FP の傾向は、低い発泡倍率に起因し、特に高い泡供給率の場合でも、水

成膜系の泡消火薬剤に比べ、火皿面積に対する泡落下領域の面積率が低くなっている。逆

に発泡倍率が高く、泡の分散性(ばらつき)が大きい 4)水成膜系の泡消火薬剤は、泡供給率の

増加に伴い、たん白系の泡に比べて、泡落下領域の面積率も増加傾向を示す。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.4-43 泡供給率に対する泡落下領域の面積率 

 
面積率は、ノズルの発泡機構や放射特性、泡消火薬剤との組合せなどに大きく影響し、

更に、放射される泡の発泡倍率、還元時間など、様々なファクターが影響すると考えられ

る。特に、4.4.2 に示したように、6 m2火皿において、たん白系の泡消火薬剤の油面を被

覆する時間が長くなる理由の一つとして、面積率が大きく関係することが予測される。 
しかしながら、図 4.4-43 からは、高い供給率であれば、油面被覆をより短い時間で達成

する事を示していることがわかる。すなわち、大容量泡放水砲によるタンク火災の消火は、

大量の泡を油面に一挙に放出して、大きな泡落下領域と泡の橋頭堡を早く築くことにタン

ク火災の消火達成のポイントがあることが示唆される。 
図 4.4-44 には、FP、AFFF、AR-AFFF の油面被覆率に対する到達時間を示した。FP

は、被覆時間における泡供給率の影響が顕著に表れ、逆に水成膜系の泡消火薬剤は、泡供

給率に対する寄与効果が少ないと言える。更に FP は、被覆率 80%を越えると完全被覆ま

で、水成膜系の泡消火薬剤に比べ急激に増加傾向を示す。これは、壁面の影響もしくは、

被覆している泡との剪断応力により、油面の全面被覆には時間を要するためと考えられる。

特に展開性の劣る P は、これら傾向が顕著に表れている。ただし、この現象は、泡供給率

を大きくする場合には、解決されることである。 
一方、1.25 Lpm/m2といった、実験時のみに採用される、低供給率の場合の被覆時間は、

全ての泡消火薬剤に対し急激な増加傾向を示す。定性的であるが、実験のときであっても、

消火に対する泡供給率の限界として考えられる。このことは、第 2 章 2.7 に示す泡供給率、

泡供給量と消火時間の関係から理解される。 
更なる検討は必要であるが、石油タンク火災(n-ヘプタン)の場合、これ以下の低供給率

で泡放射を行っても消火出来ない事を意味している 1)。実火災を想定した各泡消火薬剤の

限界泡供給率を求めておくことは、今後の重要な課題である。 
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図4.4-44 被覆率に対する被覆時間(上からFP、AFFF、AR-AFFFの順) 
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2) 泡の粘弾性計測 
泡の展開性を議論する上で重要となるレオロジーパラメーターを用い、泡の流動性を評

価した。図4.4-45は、各種泡消火薬剤へ歪み(γ)を加えた時の泡の粘弾性計測結果から、貯

蔵弾性率(G’)、損失弾性率(G’’)、損失正弦(tan(δ))を求めたものである。これにより各種泡

消火薬剤の降伏挙動、すなわち泡の流動開始や泡の凝集、破壊などの評価を行うことが出

来る。 
具体的に貯蔵弾性率(G’)とは、物質が変形することにより貯蔵されるエネルギーであり、

泡の硬さや柔らかさの評価を可能とすると考えられる。また損失弾性率(G’’)は、物質の変

形により組成間で失われた熱エネルギーを示し、今回の計測においては、泡の流動あるい

は破壊を示すものといえる。 
更に、損失正弦(tan(δ))は、貯蔵弾性率(G’) と損失弾性率(G’’)の比、すなわちG’’/G’で表

わされ、泡の流動性あるいは安定性の指標となる。Pについて見てみると、G’およびtan(δ)
のプロットから、変形量10-1以上の変形が加わると急激に泡の構造が破壊され、流動が開

始していることが読み取れる。またFPは、変形量10-1付近から徐々に構造が破壊される様

子が観察できるが、100からまた新たな構造が形成され、その構造もγ = 3付近から再び破

壊されている様子が見られる。これはFPが、たん白質化合物とフッ素界面活性剤から構成

されている事に起因するものと推察される。又、AR-AFFF、AFFF、SDは、構造的な強

さに違いはあるが、変形に対して緩やかに泡構造が破壊される傾向にあり、レオロジーの

面からもたん白系泡消火薬剤との違いを鮮明にしている。 

泡の硬さ、柔らかさの官能評価をG’により定量化することが可能となり、そのG’の大き

さから、硬質性状の泡は、P > SD > FP > AR-AFFF > AFFFの順となる。一方、泡の流動

性指標といえるtan(δ)より、構造的な泡安定性は、FP > P > SD > AR-AFFF > AFFFの
順となる。SDを除き、これまでの定性的な泡の評価と同一の結果になっている5)。 
加えて、FP の泡安定性(消泡性、保水性)に付随して、FP が耐火・耐熱性に優れること

を意味し、今までに行ってきた消火性能実験及び各種計測試験結果を裏付けるものといえ

る。 
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図 4.4-45 泡粘弾性計測 

 
(4) まとめ 
非燃焼時の流動性評価及び粘弾性計測より流動性の優れた泡は、AFFF、AR-AFFF、

FP、SD、P の順となり、また泡の安定性(保水性、消泡性)及び消火性能を考慮すると、

FP が最も優れた性能を有する泡消火薬剤と考えられる。 
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4.4.7 ガソリン油面上の泡の挙動観測 
(1) 観測の目的 
泡の優れた性質の一つに、油面封鎖性がある。引火性危険のある液体可燃物は、火災の

規模によっては、ガスや粉末消火薬剤でも消火できる場合があるが、消火後の油面は露出

してしまうので、せっかく消火した後に再着火する危険がある。泡は、油面を展開して消

火し、消火後も油面上に留まって、再引火、再着火することを防ぐ特性がある。 
特に、石油タンク火災においては、消火後にも泡を供給して、再燃防止のために油面を

全面に亘って覆う必要がある。オリオン石油の直径 82 m のガソリンタンク火災は、ノン

アスピレート方式の大容量泡放水砲で、タンクを消火した唯一の例であるが、この際に、

消火に要した泡消火薬剤の量と消火後の油面シールに要した泡消火薬剤の量は、同程度の

量であったといわれる。使用した泡消火薬剤は、3M 社の AR-AFFF であるが、消火した

というものの、高温の油を泡でシールすることの困難さを示した例である。 
また、火災時以外でも、例えば、タンクの浮き屋根が沈んだ場合には、出火危険防止の

ために、泡で油面を覆う必要がある。この泡の供給はタンク内の油を抜き取るまで行われ

る。 
ここでは、各種泡消火薬剤のシール性(油面封鎖性)について、泡が油面上でどのような

挙動を示すのか、泡が最も破壊しやすい油の一つである、ガソリン上での消滅の状況を観

察した。ただし、この実験は、消火実験に付随して実施した予備的実験であるので、各実

験時の環境条件も異なることから、詳細な検討は、引続き実施する予定である。 
 

(2) 実験方法、実験条件および観測方法 
1) 実験方法、実験条件 
表 4.4-16 に、観測時の実験条件を示す。なお、この観測は、本研究での消火実験時を利

用して実施した、いわば、予備的な観察というべきものであって、そのため、表 4.4-16 で

は、ノズルの種類、放射方法が異なるものになっている。 
実験に用いたガラス容器は、実験 No.0 では 3 L ビーカー（直径 153 mm、高さ 225 mm）

を使用したが、それ以外は、外径 300 mm（内径 285 mm）、高さ150 mm(中央深さ 130 mm)
のガラス製容器を使用した。実験 No.3 以降は投入する泡の量を増やしたので、ガソリン

の量を減らした。 
 
 
 
 
 
 
 



表4.4-16 使用した泡の放射条件と観察時の条件 

実験
No.

ノズルの種類
ノズル角度

・高さ
使用した泡 容器

ガソリン
（mL）

泡の量
(mL)

投入時の油
面露出の泡

0
N54改-5L型
(2.5L/min )

俯角25°放出
（高さ1ｍ）

①～⑤
3Lビー
カー

約1,750mL 237

1 〃
水平放出

（高さ1ｍ）
①～⑤,⑦

ガラス製
水槽

約6L 635 FP(F),P(F)

2 〃
俯角25°放出
(高さ1ｍ）

①～⑤,⑥ 〃 〃 〃 P(F),SD(F)

3 〃
水平放出

（高さ1ｍ）
①～⑤,⑥ 〃 約4L 1,240

4
N54改-10L型
(10L/min)

〃 ①～⑤ 〃 〃 〃 P(F)

5 〃 〃 ①,② 〃 〃 〃

6
N54改-5L型
(4.8L/min)

〃 ⑧1％＆3％ 〃 〃 〃

注1）「使用した泡」は特記しない場合は3％濃度である。
注2）使用したノズルはISO案に対して、日本が提案した改良型のノズルで、「N54」はISO
TC21/SC6/WG4/N45の文書番号の略。  

 
2) 観察方法 
実験は、消火実験に先立って泡の性状を測定する際に、ノズルから放出された泡を容器

に採取して、その泡を、図 4.4-46 に示すガラス製容器に入れた自動車用レギュラーガソリ

ンの上面の中央に流し込んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.4-46 泡の観察方法 

 
観察は、図 4.4-46 に示す水平及び斜め上方の位置の 2 カ所からビデオカメラで撮影した

画像により、泡の消滅状況、泡の厚みの経時変化について調べた。また、実験の合間に目

視観測を行って記録した。 
 

VC1
ガソリン

泡

VC２

ガラス製容器

VC1,VC2：ビデオカメラ



3) 使用した泡消火薬剤 
実験に使用した泡消火薬剤は、一連の消火実験に使用したもので、①～⑥が国産品であ

り、⑦～⑩が、輸入品である。なお、国産品のうち、②の AR-AFFF (F)以外は検定合格品

であるが、③のフッ素たん白泡 FP は、たん白泡として検定に合格し、⑥の合成界面活性

剤泡 SD (D)は、同じものを検定を受けないで高分子ゲル泡 AGF として販売している。な

お、輸入品は、すべて、UL 合格品である。 

a) 国内品 
①水成膜泡 AFFF (F)                           ④たん白泡 P (F) 
②多糖類添加粘性付与水成膜泡 AR-AFFF (F)     ⑤合成界面活性剤泡 SD (F) 
③フッ素たん白泡 FP (F)                        ⑥合成界面活性剤泡 SD (D) 
b) 輸入品 
⑦フッ素たん白水成膜泡 FFFP (A)   ⑨多糖類添加粘性付与水成膜泡 AR-AFFF 1×3％(N) 
⑧フッ素たん白水成膜泡 FFFP (C)   ⑩多糖類添加粘性付与水成膜泡AR-AFFF 1×3％(W) 

 
(3) 結果及び検討 
図 4.4-47 に消火実験用に測定した実験毎の泡の発泡倍率及び 25％還元時間を示す。こ

のような特性の泡を用いて実験を行った。なお、図 4.4-47 の実験 No.2 の AR-AFFF 及び

SD の発泡倍率が他の実験番号と大きく異なっているのは、低流量と俯角の影響により、

ノズル部での空気吸引が不安定であったことが発泡性能に影響したと考えられる。 

図4.4-47 各実験における泡特性 

(a)　 発泡倍率
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図4.4-48 各種泡消火薬剤の厚みの時間変化 



図 4.4-48 は、泡消火薬剤毎にガソリンの上に泡を投入してからの時間経過に対する泡の

厚みの変化を示す。 図 4.4-48 の b)に示す AR-AFFF (F)の経過時間が長いのは、単に放置

しただけで特に意味はない。他の泡消火薬剤は、あわせて実施している消火実験に要する

時間によって、経過時間が変わっている。図 4.4-48 の a) AFFF (F)、b) AR-AFFF (F)、f) 
FFFP 及び h) 輸入品 AR-AFFF はいずれも水成膜泡系で、経過時間と共に泡の厚みが増

す傾向を示した。c) 及び d) のたん白系の泡は時間の経過と共に泡の厚みが緩やかに減少

する傾向を示した。 
この厚みが増すというのは、泡と泡の間や泡粒の中に、ガソリン蒸気を巻き込んだため、

泡が膨らんでしまったことによるためで、厚みが増したために、性能が上昇したわけでは

ない。例えば、消火実験において、AFFF や AR-AFFF などの水成膜系の泡は、消火後の

バーンバック実験において、泡が一挙に炎上する「フレアアップ」の危険な現象が生ずる

が、これは、この実験と同様に、水成膜泡が、泡と泡の間や泡粒の中にガソリン蒸気を巻

き込んだためである。すなわち、この実験の観察状態のときに、マッチなどで、泡に火を

近づけた場合は、一挙に燃え上がってしまったはずであるから、この観察実験での泡の厚

みだけで、異なる泡の比較は、すべきではない。 
水成膜系の泡に対しては、ガソリン蒸気は泡の油面接触部に小さな気泡を形成し、時間

の経過に伴って液面近くの気泡は大きくなり、部分的に更に大きな気泡となって、泡表面

からガスが抜ける現象(図 4.4-51 の a) )が見られた。このような状態が更に進み泡の厚みは

あっても、シール効果は殆ど無くなると思われる。ガス抜け現象は図 4.4-51 の a)と b)の
比較から明らかなように、泡の投入量によっても、変わることが判った。 
一方、たん白泡は、図 4.4-49 に示すように、ガソリンが泡の表面に浸みだしてくる現象

が見られた。これは、たん白泡が同系統の、フッ素たん白泡に比べると、油に汚染されや

すい状況の一例を示している。 
e)は合成界面活性剤泡であるが、他に比べて、短時間に泡が消滅している。図 4.4-47 に

示すように、還元時間は AR-AFFF と変わらないのに、短時間で泡が消滅するのは、合成

界面活性剤泡はガソリン蒸気で壊され易い泡と言えよう。 
g)は合成界面活性剤系の AGF であるが、高分子ゲル合成界面活性剤泡消火薬剤として

販売されているように、耐アルコール性を付与する為、アルコール等極性溶剤に対し泡膜

を保護する能力を有する水溶性高分子が添加されている。このため、生成された泡は保水

性が高く、泡寿命が長いと考えられる。しかし、この泡は泡の膨張性が増すと、その泡寿

命が短くなってしまうことが知られている。図 4.4-50 に示すようにガソリン蒸気の影響に

より泡のふくらみが一時的に大きくはなるが、その後、短時間のうちに泡破壊が起ってし

まう特徴があり、泡の厚みはあってもシール効果は悪くなってしまう。 
今後の課題として、燃料の種類及び温度と発泡倍率(膨張性)、還元時間(保水性)及び泡の

膜厚との関係についても検討を行いたいと考える。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) まとめ 
1) 消火実験に付随して実施した予備的実験であったので、環境条件も異なり、詳細な検討

は行えなかったが、各種泡に対する大まかな特徴が把握できた。 

2) この実験は、実施した日時が異なり、それぞれの実験における環境条件が同じではない。

泡の消滅は、気温と湿度に影響されるため、改めて、同一条件での実験実施が必要であ

る。 
3) そのためには、実験を短時間で終了させることも一考であり、ガソリンを高温にして、

意識的に消泡を早める実験も必要である。同時に、このことは、消火直後の油面温度は

高温であるので、油温度による泡への影響を調べることで、より明確になる。なお、高

温ガソリン上の泡の挙動については、次の研究報告がある。 
  沖山博通：火災 第 116～118 号、日本火災学会誌 

4) 油面上の泡の消滅は、油の種類で異なるから、例えば、原油、ナフサ、軽油、灯油など、

異なる油種の実験での検討が必要である。 
5) 合成界面活性剤泡は、シール用泡剤としても不適格である。特に、合成界面活性剤泡や

水成膜泡は、気温湿度に影響されやすく、高温時や乾燥時には、泡の消滅は早いことが

知られている。 
6) たん白泡をシール目的で用いる場合は、泡が油で汚染されないような供給方法が必要で

ある。 

a)泡量 635 mL b) 泡量1240 mL 

図 4.4-51 AR-AFFF(F)泡の量による 

シール効果の違い(泡投入50分後) 

図 4.4-49 No.4の P(F)泡 図4.4-50 No.2の SD(D)泡 

泡量635 mL、泡投入30分後 



第 5 章 大容量泡放水砲に関連した実験 
 
5.1 大容量泡放水砲について 
5.1.1 大容量泡放水砲の背景 
平成15年9月に発生した十勝沖地

震により、北海道苫小牧市内で浮き

屋根式屋外貯蔵タンクの全面火災が

発生し、懸命な消火活動にも係わら

ず、約 44 時間後に貯蔵物であるナフ

サが焼失したことで消火した。国内

の屋外貯蔵タンクには、石油コンビ

ナート等災害防止法や消防法に基づ

き、3 点セットや固定泡消火設備の

設置が義務づけられているが、これ

らの設備はタンク周囲のリム火災

(リング火災)の消火を想定している

ため、タンク全面火災に対しては能

力不足となり対応が困難であった。このタンク全面火災を契機に、消防法及び石油コンビ

ナート等災害防止法の一部を改正する法律が公布されたことから、タンク全面火災の消火

に対応できるシステムとして、大容量泡放水砲の導入が本格的に検討された。その結果、

平成 20 年 11 月 30 日に、政令で定める石油コンビナート等特別防災区域の広域共同防災

組織にて、大容量泡放水砲の配備が予定されている。 
これらの背景を踏まえ、本章では大容量泡放水砲についての定義や、発泡方式並びに、

大容量泡放水砲に関連する実験と、第 6 章では、タンク全面火災に有効な大容量泡放水砲

に必要とされる要件と、大容量泡放水砲に適した泡消火薬剤について考察する。 
 
5.1.2 大容量泡放水砲の定義 
大容量泡放水砲とは世界の消防業界でいう「BigMonitor」すなわち、放射量(泡水溶液

放射量)が大きい泡モニターターレットノズルのことである。石油タンク火災を大型泡モニ

ターで消火する試みはアメリカの Williams 社(Willimans Fire & Hazard Control 
Inc.)と、イギリスの Angus 社(Kidde Fire Fighting/Angus Fire)によってなされた。「大容

量泡放水砲」という呼称は石油連盟が 3 点セットの代替えに提案した「新機材の名称」で、

3 点セットの放射量が 3000Lpm に対して、5700Lpm と「大容量」になっていることに起

因する。現在は、「消防法及び石油コンビナート等災害防止法及び一部を改正する法律(平
成 16 年法律第 65 号)」により石油コンビナート等災害防止法が改正され、「石油コンビナ

ート等災害防止法施行令の一部を改正する政令(平成 17 年政令第 353 号)」及び「石油コン

図5.1-1 浮き屋根式タンク全面火災 



ビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令

(平成 17 年総務省令第 159 号)」にて大容量泡放水砲は、10000Lpm 以上の放水能力を有

する泡放水砲として定義されていることから、本報告書では「大容量泡放水砲」の呼称を

用いることとする。 
 
5.1.3 政省令で定められた大容量泡放水砲の性能 
公布された政省令では、表 5.1-1 に示すように、タンクの直径に応じた必要放水量と放

水砲 1 基当たりの 低放水能力が規定されている。この中で、「特定事業者は、その特定

事業者の屋外タンク貯蔵所に浮き屋根式屋外貯蔵タンクで直径 34m 以上のものがある場

合には、当該自衛防災組織に表 5.1-1 に掲げるタンク直径に応じ、全体の放水能力が、B
欄に掲げる放水能力を有する大容量泡放水砲(10000Lpm 以上の放水能力を有する泡放水

砲で総務省令に定めるもの)を備え付けなければならないものとする。」とされている。 
 

表5.1-1 タンクの直径に応じて投入する必要放水量と放水砲1基当たりの最低放水能力 

浮き屋根式屋外貯蔵タンクの直径 
Ａ 

放水能力 
Ｂ 砲 1 基当たりの 低放水能力Ｃ

34m 以上 45m 未満 10,000Lpm 

45m 以上 60m 未満 20,000Lpm 
10,000Lpm 

60m 以上 75m 未満 40,000Lpm 

75m 以上 90m 未満 50,000Lpm 

90m 以上 100m 未満 60,000Lpm 

100m 以上 80,000Lpm 

20,000Lpm 

 
5.1.4 大容量泡放水砲の発泡方式 
大容量泡放水砲は泡の発生方法よって、ノズル部分で空気を吸引する機構を持つ①アス

ピレート方式、ノズル部分で空気と吸引する機構を持たない②ノンアスピレート方式、ノ

ズル部分に空気吸引量を調節できる機構を持つ③セミアスピレート方式の 3種類に分類さ

れる。各発泡機構について順に解説する。 
 

① アスピレート方式 
アスピレート方式は、加圧された泡消火薬剤の水溶液がノズルに流入したとき、空気吸

引口で空気を吸引し、ノズル本体のプレイパイプで攪拌、整粒され、保水性の高い泡とな

って放射される。特徴としては、ノズル本体の設計時に空気の吸引量を設定するので、放

射された泡の性状を予測しやすく、使用する泡消火薬剤の種類を選ばないことから、結果

的に泡は安定性のある泡を放射することが可能となる。 
国内での泡放射実績は、平成 16 年 2 月に志布志国家石油備蓄基地にて実施された大容



量泡放水砲による泡放射実験で、深田工業製 20000Lpm スピレートノズルが、フッ素たん

白泡との組み合わせで放射された。世界で 大のアスピレートノズルは、Angus 社の

40000Lpm の泡モニターがある。 

 

表5.1-2世界の主な大型アスピレーターノズル 

名称 会社 積載方式 国名 放射能力 使用泡 

MegaClossus Angus トレーラー イギリス 40000Lpm FP 

Alco Albach トレーラー ドイツ 12000Lpm  

FMC 深田工業 トレーラー 日本 10000～30000Lpm FP 

 
② ノンアスピレート方式 
ノンアスピレート方式は、ノズル本体に空気を吸引する機構を持たないノズルで、いわ

ば、消防隊が使うスプレイノズルを大型にしたものである。ノズルより放出された泡水溶

液は、空気中で水溶液同士が衝突した際に、外部の空気を水流に取り込んで発泡する。特

徴としてノズル出口近傍では、発泡倍率が低いが、飛翔中に二次発泡して倍率が高い泡に

なるなど、空中の泡散布状況や空気抵抗によって、泡性状、放射性能がかわるので、その

予測が出来ない。大流量で圧力の高いスプレイノズルの場合、放出後の水流が有効に衝突

して、外部の空気を巻き込むように設計されたものは、攪拌が激しくなるから、小型のス

プレイノズルよりも、有効なノンアスピレート泡が発生する。しかしその場合であっても、

パイプの中で強制的に攪拌し発泡するアスピレート泡に比べると安定性が劣る泡となる。

吸気 吸気 

水流衝突 泡 

泡水混合 

吸気 吸気 泡水混合 

水溶液 
→ 

図5.1-3ノンアスピレートノズルの発泡機構 

吸気 

吸気 

泡 水溶液 → 撹拌・整泡

プレイパイプ 

図5.1-2アスピレートノズルの発泡機構 



また、国内では消火の実績が無いため「ノズルと泡消火薬剤の組み合わせ」に注意が必要

である Williams 社の泡モニターはノンアスピレート方式で、 大のものは、放射料が

53000Lpm モニターがあり、オリオンタンク火災時に Williams 社の私設消防隊が用いた

大容量泡放水砲は、同社のノンアスピレートノズルである。国内では、平成 15 年 12 月に

苫小牧東部国家石油備蓄にて実施された大容量泡放射実験で、National Foam 社のノンア

スピレートノズルを使用して、水成膜泡とフッ素たん白泡を放射している。また、平成 16
年 2 月には、志布志国家石油備蓄基地で行われた大容量泡放射実験にて、深田工業製のノ

ンアスピレートノズルと、フッ素たん白泡の組み合わせにより、直径 82m、高さ 24m の

浮き屋根式タンクへの泡放射に成功している。 
 

表5.1-3世界の主な大型ノンアスピレーターノズル 

名称 会社 積載方式 国名 放射能力 使用泡 

Bigfoot Williams トレーラー アメリカ 4000～14000GPM  

Chemguard Chemguard トレーラー アメリカ 5000GPM  

FJM-200 Skum トレーラー ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 20000Lpm  

Typhoon TFT 単体 アメリカ 15000Lpm  

Alco300D Albach トレーラー ドイツ 30000Lpm  

IronMan NatinalFoam トレーラー アメリカ   

FMC 深田工業 トレーラー 日本 10000～30000Lpm AR-AFFF

 
③ セミアスピレート方式 
セミアスピレーター方式は、泡水溶液がスプレイノズル本体に加圧流入した際に、ノズ

ル本体に付属する空気吸引装置・空気口を調節して、空気を吸引して泡を発生し、さらに

スプレイノズルから外部に放出された水の流れは水流同士が衝突して、その際に外部の空

気を巻き込んで発泡するわけである。空気吸引口は調節して閉鎖に近い状態にすることも

できるが、この場合は、実質的には、ノンアスピレーター方式のノズルになる。このこと

から、セミアスピレーター方式は、セミノンアスピレター方式と呼ぶほうが適切かもしれ

ない。発泡倍率は 6 倍を得られるとあるが、アスピレーターのような十分な泡の攪拌、整

粒が出来ないことから、泡性状はノンアスピレートに近いものになる。泡消火薬剤もアス

吸気 吸気 

水流衝突 泡 

泡水混合 

吸気 吸気 泡水混合 

水溶液 
→ 

図5.1-4セミアスピレートノズルの発泡機構 



ピレーターと同じものが使用できるが、空気口が閉鎖に近い状態では、たん白系の泡は発

泡しにくい。また、大型のタイプが製作難しく、個々に差が見られることから、ノズルと

泡消火薬剤の整合性確認して使用する必要がある。国内でのセミアスピレートノズルによ

る大容量泡放射の実績は確認されていない。 
 

表5.1-4世界の主なセミアスピレーターノズル 

名称 会社 積載方式 国名 放射能力 使用泡 

TerminatorⅡ Williams 社 トレーラー アメリカ 53000Lpm  

Gladiator Williams 社 トレーラー アメリカ 37000Lpm  

 
5.2 昭和四日市石油製油所における泡放射実験 
5.2.1 実験目的 
平成16年5月25日、昭和四日市石油(株)

四日市製油所において、四日市市消防本部

が所有する、Williams 社製 Hydro-Foam 
Nozzle Ranger HFR1.5 の泡放射訓練が実

施され、共同実験として泡放射実験を実施

した。放水砲はノンスピレート方式の発泡

機構を採用しており、泡放射時に放出量で

570Lpm (0.7MPa)で約 84m の射程を得る

ことが出来ると言われている。放射量より

大容量泡放水砲の定義には属さないが、苫

東備蓄及び、志布志備蓄に於ける大容量泡

放射実験を前提にした、泡放射における測

定手法の確立と、基礎データの収集を目的

に実施した。 
 

5.2.2 実験実施概要及び実験場配置 
実験は、三重県三重郡楠町昭和四日市石油

(株)四日市製油所内の楠タンクヤードにて

実施した。タンクヤードの屋外給水栓(送水

圧力 0.7MPa)を水源として、大型化学消防

車 2 台から放水砲である RangerHFR1.5
に送水し、消防車に付随する電磁流量計にて放水量を測定した。使用した放水砲の仕様を

表 5.2-1 に示す。ノンアスピレート方式のノズル部分に泡消火薬剤のピック機構を備えて

いるため、この機構を利用して泡消火薬剤を 3%の混入比にて混合した。 

図5.2-1 Williams社製放水砲 

図5.2-2 Ranger HFR1.5による泡放射 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 5.2-1 放水砲仕様 
 
 
 
 

 
放水升への放射方法については、図 5.2-4 に詳細を示す。採水升北側空地部分(放水砲左

側)への事前放射において定格の放水量が得られたことを確認後、採水膜の設置方向へ放射

する。また今回、泡をサンプリングする採水升配置については、同型の泡放水砲の放射実

験結果を参考にして決定した。測定領域は 30m×13m で、測定面積は 390m2とし、また、

測定領域に置かれる採水升は、放射方向に 16 個(A～P)、横方向に 7 個(1～7)、計 112 個

の採水升により泡を採取し、分散分布密度を計測した。採水升はプラスチック製の内径

20.5cm、高さ 25cm、要領 7.5L の容器を用いた。採水升に採取された泡の高さをスケー

ルで計測し体積を算出、また水の放射時にはメスシリンダーを用い、採水升に採取された

水の体積を計測した。更に、放射時の泡の発泡倍率と 25% 還元時間は、

NFPA11AnnexC.(ISO7203-1)に基づき、計測された。また、計測用のビデオカメラは、図

5.2-4 に示すように、放射方向に対し、正面、対面、両側面、そして梯子車の計 5 台を設

置し撮影した。 
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図5.2-3 四日市泡放射実験 実験場配置 

泡放射砲 Hydro-Form Nozzle Ranger HFR1.5
放射能力 950～5,700  L/min
射程距離 約84m＠0.7MPa
泡形成 ノンアスピレート方式
アプリケーション B火災用
混合比 １％ or ３％可変可能

水砲 
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5.2.3 実験結果及び考察 
各実験条件における結果を表 5.2-2 に示す。今回 Williams 社のノンアスピレートノズル

を使用したことから、合成界面活性剤、水成膜泡、粘性付与水成膜泡の各泡消火薬剤と水

との放射特性の違いを、泡の相対分散分布密度、放射時の直接写真により検討した。これ

は、タンク火災への適用評価、 終的には、ノンアスピレート型の大容量泡放水砲(放射能

力 10,000Lpm 以上)での適用評価を行う上で重要となる。 
また今回、各放射実験の考察中に、「指向性」、「分散性」、「分散分布密度」そして

「相対分散分布密度」を使用するが、指向性とは、放射目標位置へどれだけの水、泡が到

達するのか、放射時の「まとまり」の良さを定性的に判断して使用する言葉である。また

逆に分散性とは、目標地点への水、泡の到達割合の悪さ、いわゆる「ばらつき」を定性的

に表現するときに使用する。更に、分散分布密度は、単位面積、単位時間あたりの体積と

定義しており、また相対分散分布密度は、求められた、分散分布領域に対する、分散分布

密度と定義している。具体的には表 5.2-3 へ示すように、発泡倍率と放射流量が分かれば、

体積流量が算出される。また泡の分散分布領域を、射程の 大距離、 小距離、分布幅か

ら楕円と仮定し、領域の面積として算出した。放射される泡の体積流量が、全て分散分布

領域(楕円と仮定した領域)へ到達するときの分散分布密度として考えれば良い。 
 

・・・(5-1) 

図5.2-4 昭和四日市製油所 放射実験の概略図
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 従って、式 5-1 に示すように、分散分布領域から求められた分散分布密度に対する各測

定点で得られた分散分布密度は、相対的な分散分布密度として考えられる。これは、各条

件(泡性状、放射角度、風向・風速など)を包含した、泡の指向・分散性を評価できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記の観点から、①合成界面活性剤泡放射、②水放射、③水成膜泡放射、④粘性付与水

成膜泡放射の４通りについて、それぞれ実験の結果を検討する。 
①合成界面活性剤泡放射 
 表 5.2-3 に示すように、放射時の発泡倍率、25%還元時間、混合比などの泡性状は測

定していないため、放射写真及び、泡の相対分散分布密度より、泡の指向性を定性的に調

べた。最大射程は 66m、射高は 16m となり、また分散分布領域は表 5.2-3 に示すように、

放射角度 45°において約 195m2となり、他の実験と比較しても大きな泡の分布領域を形成

している。図 5.2-5 の実験 1 に示す放射時の直接写真は、放射方向に対し左方向から撮影

表5.2-3 分散分布領域と分散分布密度 

表5.2-2 各放射時における放射特性と泡性状 

 
気温 湿度 気圧 混合率 放射角度 放射時間 放水量 射高 発泡倍率

風向 [ｍ/ｓ] [℃] [%] [hPa] [体積%] [deg.] [sec] [L/min]
最小
[m]

最大
[m]

長さ
[m]

幅
[m]

[m] [倍]

9.00 1分以下

1600cc

9.50 1分以下

9.50 1分以下

1600cc 10.30 1分以下

4.20 1'45"

4.34 1'57"

1600cc 4.20 1分以下

4.30 1'45"

4.70 1'58"

1600cc 4.40 1分以下

11.70 1'00"

12.50 1'15"

1600cc 13.90 1分以下

4.30 1'05"

3.92 1'28"

1600cc 4.50 1分以下

2.7

3.6

1000cc

1000cc

1000cc

1000cc

1000cc

1000cc

2.2

2.5

3.7

25 3 20
20秒で泡消火剤切れ
水放射により消泡したため
分布測定せず

20 5990 50 75

分散分布密度中心：45m

9
北西
(北西)

3.5
(4.5)

AR-AFFF 3 45

60 30 8 1030 30 6170 3044 1022 AFFF 38
北西
(北西)

4
(3.5)

26.5

22 3 12 分散分布密度中心：62m330 6220 48 70

風向計故障、
以後目視により計測
分散分布密度中心：56m

7
北西
(北西)

3.5
(3)

26.1 41 1022 AR-AFFF 3 30

66 26 5 1745 30 6150 4049 1022 AR-AFFF 36
北西
(北西)

4.5
(5.5)

25.2

20 4 14
実験4の再放射実験
20秒で泡消火剤切れ
分散分布密度中心：53m

20 6080 44 64

風の影響により測定中止
分散分布密度中心：69m

5
北西
(北)

2.5
(3)

26.3 42 1022 AFFF 3 45

64 24 4 1445 30 5950 4044 1022 AFFF 34
北西
(北)

2
(2.5)

26.7

23 7 16 分散分布密度中心：68m30 5980 52 75

分散分布密度中心：64m

3
北北西
(北北西)

4
(4)

27 40 1022 - 30

72 22 7 2245 30 5440 5034 1022 -2
北西
(北西)

5
(5)

27.3

32 7.3 16
容器からオーバーフローし
たため、20秒で放射停止。
分散分布密度中心：52m

20 5000 34 66

備考

1 北西 -3.5 26.2 37 1022
合成界面
活性剤

3 45

分散分布領域
泡採取容
器の種類

25%還元
時間

混合比実験

風向風速

泡消火剤

射程

 
実験 泡消火剤

放射角度
（ deg.）

分散分布領域
（㎡）

発泡倍率
（倍）

放射流量
（ L/min）

体積流量
（L/min）

分散分布領域に対
する分散分布密度

（ L/㎡  min）
1 ｽ-ﾊﾟｰﾌｫｰﾑ 45 195 11.4 5000 75000 293
2 - 45 121 1.0 5440 5440 45
3 - 30 126 1.0 5980 5980 47
4 AFFF 45 63 9.0 5950 53550 853
5 AFFF 45 63 9.9 6080 60192 958
6 AR-AFFF 45 102 4.3 6150 26261 257
7 AR-AFFF 30 52 4.5 6220 27803 537
8 AFFF 30 188 12.7 6170 78359 416
9 AR-AFFF 45 59 4.2 5990 25398 431

WIN
線



しているが、実験 4 の AFFF や実験 6 の AR-AFFF に比べ、落下位置手前での泡の分散性

は、低く抑えられている。 
今回発泡倍率の測定は行っていないが、同型の泡放水砲で行われた放射実験の結果を引

用し、合成界面活性剤泡の相対分散分布密度を算出した。相対分散分布密度は、他の実験

と比べて、もっとも高く、水に近い指向性と相対分散分布密度を示すことが分かる。合成

界面活性剤における発泡倍率は、ノンアスピレート方式で約 12 倍と高くなる事が報告さ

れており、風や放射角度などの外的要因に影響されやすい泡消火薬剤であると考えられる。

しかし本実験において、北西 3.5m/s の風が吹いているが、直接写真や相対泡分散分布密

度を見ても、ほぼ影響されていない。従って、合成界面活性剤泡の発泡倍率および分散性

は比較的低く、AFFF、AR-AFFF に比べ、高い相対分散分布密度が観測されたと考えら

れる。発泡倍率を、通常高くして使用する合成界面活性剤泡は、風などの外的要因に影響

されやすい泡消火薬剤であると認識すべきであるが、泡放水砲の種類によっては、指向性

の高い泡消火薬剤となる可能性もある。しかし、指向性と消火性能は、全く異なる議論で

あり、混同してはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図5.2-5 放射状況写真 

実験1(合成界面活性剤泡 45°) 実験2(水 45°) 

実験3(水 30°) 実験4(AFFF 45°) 

実験5(AFFF 45°) 実験6(AR-AFFF 45°) 

実験7(AR-AFFF 30°) 実験8(AFFF 30°) 

実験9(AR-AFFF 45°) 

  



②水放射 
 表 5.2-3 に示すように、 大射程は、放射角度 45°で 72m、放射角度 30°で 75m とな

る。また、射高は、それぞれ 22m と 16m となり、射程、射高とも、泡の放射に比べ高く

なる。発泡倍率を１と考えれば、低い発泡倍率ほど射程、射高は高く、また逆のことも言

える。 大射程と射高、そして放射角度が分かれば、空気抵抗を考慮しない水の放射の初

速度がわかる。45°の放射角度では、放射の初速度は 31.9m/s と算出され、また 30°の放射

角度では 36.7m/s となる。実験 2、3 での放射の初速度の変化は、放射時のポンプ圧力の

変動によるものであるが、放水圧力が一定

で速度が変化した場合は、射高や射程は、

風等の外的要因により影響される、一つの

要素として考えられる。また表 5.2-3 に示

す放射角度 45°での分散分布領域は、約

118m2、放射角度 30°では、約 114m2とな

り、水の放射の指向性の高さ、または分散

性の低さを示している。これは、図 5.2-5
の実験 2 と 3 の写真からも確認できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

実験2(水 45°) 実験3(水 30°) 

図 5.2-6 合成界面活性剤泡と水放射の相対分散分布密度 
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実験 1(合成界面活性剤泡 45°) 
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図 5.2-6 に示す水の相対分散分布

密度は、AFFF と AR-AFFF の相対

分散分布密度と比べ、放射方向に

対して、正確に測定領域へ分布して

いる。泡に比べ放射時の空気抵抗を

受けにくく、目標位置へと分布する。

水の相対分散分布密度のデータは、

泡の放射性能や指向性、またノズル

の性能を評価する上でも重要である。

このような野外実験などの、不確定

要素の多い条件下においては、比較

対象物が重要であり、この分布をも

とに、泡の相対分散分布密度の状況

を把握することは、非常に有効であ

る。水の相対分散分布密度を見ると、

密度分布のピークが、放射方向の下

流側へと移行しており、射程が泡の

放射に比べ長くなることがわかる。

泡の射程は、発泡倍率に大きく依存

することが、水の放射からも推測さ

れる。放射角度によっても、水の相

対分散分布密度の値は異なり、45°
の放射角度では低く、また放射角度

30°では高くなる。この傾向は、泡の

放射時と類似しており、より効率良く目標地点へ放射するには、角度を低くすることが有

効である。すなわち、放射角度を大きくすれば、水もしくは泡の分散性が大きくなること

が示されている。従って、消火戦術的には図 5.2-6 から見て取れるように、放射角度を低

く保つこと、発泡倍率の低い泡を使用することが、効率よく目標位置へ放射するために必

要なことを示している。 
 
③水成膜泡放射 
表 5.2-3 に示す実験 5、8 は、AFFF の放射特性を示している。ここで実験 4 も AFFF

の放射を行っているが、風の影響により泡の性状を正確に計測することができなかったた

め、ここでは議論しない。実験 5 の放射角度 45°の 大射程は 64m、放射角度 30°では 60m
となり、また射高は、それぞれ 14m と 10m となる。水の放射と同様に、放射の初速度を

算出すると、28.3m/s と 30.9m/s となり、両条件共にほぼ一致する。すなわち放射の軌跡

図5.2-7 各放射に対する射程距離と射高との関係 

 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80

射程距離 [m]

射
高

 [
m

]

実験3-水 30°
実験7-AR-AFFF 30°
実験8-AFFF 30°

 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80

射程距離 [m]

射
高

 [
m

]

実験.1-ｽﾊﾟｰﾌｫｰﾑ 45°
実験2-水 45°

実験4-AFFF 45°
実験5-AFFF 45°
実験6-AR-AFFF 45°

実験9-AR-AFFF 45°

放射角度30° 

放射角度45° 



は、放物線を形成しながら、ほぼ 大射程まで到達すると考えられる。 
図 5.2-5 の実験 5,8 および図 5.2-7 に示す射程と射高の軌跡を観測すると、放射軌跡上空

側では、放物線を示す。しかし、水の放射と明らかに異なる点は、放射軌跡地上側での泡

の分散性の高さであり、 大射高となる手前から、全体的に泡のばらつきが観測される。

梯子車から観測される放射は、その傾向を良く示しており、AFFF の分散性は、発泡倍率

の高さに起因すると考えられる。今回測定された発泡倍率は、混合比の違いにより約 9～
14 倍の範囲となり、この範囲の発泡倍率でも、45°の放射角度では、高い泡の相対分散分

布密度を達成することは困難であることが予想される。 
図 5.2-8 に AFFF の相対分散分布密度を示す。AR-AFFF の混合比(3.0～3.7)に比べ

AFFF(2.5～2.7)の混合比は低いにもかかわらず、AFFF は、2 倍程度高い発泡倍率が達成

される。上述したように、発泡倍率が高いと言うことは、空気抵抗を受けやすく、風の影

響を受けやすいため、泡の分散性や分散分布の状況も、トランジェントに変化することを、

考慮した上で議論しなくてはならない。今回、実験 5(放射角度 45°)における、測定時の風

向風速は、2.5m/s、北西方向であり、風の影響を受けたと思われる F-6 付近に、泡の相対

分散分布密度のピークがあり、北西方向(放射方向右側)へと泡が流されたことが確認でき

る。また実験 8(放射角度 30°)においても、発泡倍率、25%還元時間から判断して、泡性能

は、実験 5 とほぼ同じであると考えられ、放射角度と風向風速による影響が評価できる。

風の影響がなく空気抵抗が一定であれば、放射角度を 30°にすれば、射程は伸びるが、こ

こでは、放射角度 45°に比べても、射程は、短くなっている。直接写真や、ビデオ映像を

みると、放射された泡の下流領域では、空気抵抗を受け突然失速し、真下に落ちるような

傾向が見られる。これは、放射された泡の密度、流量、速度、すなわち泡の塊の運動量の

時間的変化量に支配されており、空気抵抗力と放射された泡の塊の運動量の時間的変化量

が釣り合う場所に泡の塊が落ちるので、30°の放射角度で、射程が短くなるには、外的要

因である風の影響による、空気抵抗の増大が起因している。また、 大の相対分散分布密

度が、放射角度 30°の時に高く測定されるのは、射高の影響が大きく、落下距離が短くな

れば、風などの外的要因に影響されにくく、ある領域に高い相対分散分布密度を形成する

と考えられる。これは、放射角度 30°、45°に対する分散分布の状況を直接写真から比較し

ても明らかであり、楕円に近い分布を形成するのは、放射角度 30°となり、また放射角度

45°では、泡の分散性が大きいことが観察される。具体的に、噴射角度 45°での相対分散分

布密度の平均値は約 10%、また 30°の時は約 55%となり、この値からも確認される。すな

わち、AFFF においては、放射角度、風などの外的要因に影響されやすい、泡消火薬剤で

あることが、この図 5.2-7 の射程と射高に加え、図 5.2-8 より明らかとなった。 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④粘性付与水成膜泡放射 
 表 5.2-3 の実験 6、7 における AR-AFFF の発泡倍率は、4.2～4.7 倍であり、AFFF に

比べ、低い発泡倍率となる。45°の放射角度では、 大射程、射高はそれぞれ 66m、17.3m
であり、また、放射角度 30°では、それぞれ、70m、12m となる。すなわち、流体的特性

として、水に近づくために、射程、射高は、AFFF に比べ高くなっている。従って、風の

影響を AFFF ほど受けないことが分かる。また、射程、射高により求められる、放射の所

速度は、放射角度 45°、30°に対して、それぞれ 29.6m/s、33.6m/s となり、AFFF の放射
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図 5.2-8 AFFFと AR-AFFF放射の相対分散分布密度 



における初速度とほぼ同じになるため、放射の軌跡傾向も類似すると考えられる。しかし、

本稿には掲載していなが、梯子車からの直接写真を確認すると、 大射高まで主流部の軌

跡を残しながら放射され、そして AFFF の場合とは異なり細かい泡が、霧状に分散してい

る様子が確認できる。またAFFF とAR-AFFF を比べても、AR-AFFF の指向性の良さは、

図 5.2-5 に示す実験 5 と 6、そして実験 8 と 7 の直接写真からも観測される。北西の風の

ため、放射方向に対して、右側へ泡が流されているが、これらの傾向は、実験 7 以外、ほ

ぼ一致した傾向となる。放射時直前の風向風速の測定は行われているが、放射時から放射

終了時まで、時系列での変化は、今回計測されておらず、風による泡の流動性の評価は、

詳細にはできないが、実験 7 においては、風の時系列変化が大きいものと考えられる。 
図 5.2-8 に示す相対分散分布密度は、放射角度に対する違いが顕著に現れており、放射

角度 30°での泡の相対分散分布密度と指向性は、45°の放射角度のそれらと比べ高くなる。

これは、AFFF で述べた傾向と一致している。また同様に、低い角度での放射ほど、風等

の外的要因を受けにくいことが分る。今回の実験から泡消火薬剤、発泡倍率の違いに依ら

ず、傾向は同じであることが分かる。しかしながら、両角度とも相対分散分布密度の平均

値は、約 30%程度となり、AFFF ほどの差はなく、外的要因に影響されにくい泡消火薬剤

であることが分かる。ただし今回の AR-AFFF の発泡倍率は、4～5 倍であるが、これが更

に高倍率(例えば 10～15 倍)の場合は当然異なる結果となり得る。放射目標位置への泡の落

ち方、分散性、相対分散分布密度、目標位置へ届く確率など、今回の実験だけでは、放射

の特性を把握することは困難である。しかし、指向性、高い相対分散分布密度など、放射

特性のみを考えれば、上述した低角度での放射、低い発泡倍率を形成する泡消火薬剤、大

容量泡放水砲による大きな運動量の確保が有効であると考えられる。アスピレートノズル

では、消火に適した泡性能を確保できるため、泡消火薬剤は、タンパク系から水性膜の泡

まで、燃焼物に適した泡消火薬剤の選択は可能である。しかしノンアスピレートノズルで、

消火に適した泡性能、低い分散性、射程、高い相対分散分布密度などの性能向上を目指す

には、適切な泡消火薬剤の選定と低角度での放射が非常に重要であると考えられる。 
実規模レベルでの放射特性、各泡消火薬剤による放射時の相対分散分布密度を検証した

ものであり、次の結論が得られた。 
 
1) 合成界面活性剤泡は、発泡倍率及び、分散性は AFFF、AR-AFFF に比べ比較的低く、

高い相対分散分布密度が観測された。 
2) 水の相対分散分布密度を見ると、そのピークが泡の放射に比べ、放射方向下流側へ移

行しており、射程が泡の放射に比べ、長くなることが分かった。また、泡の発泡倍率

は、射程に大きく影響することが、水の放射から推測された。 
3) AFFF は、放射角度、風などの外的要因に影響されやすい泡消火薬剤であることが、

放射写真、相対分散分布密度より明らかとなった。 
4) AR-AFFF は、AFFF との相対的な比較で、外的要因の影響を受けにくく、分散性も



図5.3-1 Kidde社 Iron Man 

低いことが分かった。 
5) 泡の分散分布領域の面積は楕円と仮定し、算出したが、高い放射角度、高い発泡倍率

では、風等による外的要因の影響を受け、楕円形の分散分布領域にはならないことが

明らかとなった。 
6) アスピレートノズルとはことなり、ノンアスピレートノズルでは、消火に適した泡性

状、低い分散性、長射程、高い相対分散分布密度などの性能向上を目指すには、適切

な泡消火薬剤の選定と、泡消火薬剤との整合性がとられた放水砲により泡放射を行う

ことが、非常に重要であると考えられる。 
 
5.3 苫東石油備蓄基地における泡放射実験 
5.3.1 実験目的 
平成16年11月30日～12月2日の3日間、

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構の主催

で、苫小牧東部国家備蓄基地において、大容

量泡放水砲による泡放射試験を実施した。出

光興産(株)北海道製油所が所有する、Kidde 
Fire Fighting 社製のノンアスピレート方式

の大容量泡放水砲である Iron Man を使用し、

大容量泡放水砲などの資機材の搬送、設置から放射開始までの所要時間の確認及び、国内

製の水成膜泡、フッ素たん白泡放射による、放射性能、泡性状の確認をおこない、タンク

全面火災の消火活動計画の知見を得ることを目的とした。 
 
5.3.2 実験実施概要及び実験場 

3 日間に渡って実施された実験の実施状況は表 5.3-1 に示す通りである。大容量泡放水砲

システムの積込、搬送、設置は、当該放水砲を所有する出光興産(株)北海道製油所で、システ

ムをトラックに積み込み、苫小牧東部国家石油備蓄基地まで搬送、現地にて、放射準備が完了

するまでの時間を測定した。 
また、水、泡による放射測定方法は、泡放射用仮設タンク外へ向けて放射角度 40°にて

放水し、定格放水量に達したところで、放射方向を仮設タンク内へ向け、水放射性能を測

定後、泡放射に切り替え、約 2 分間泡放射し、測定を行った。その後、放射角度を 50°に
変更し、約 2 分間泡放射の測定を行った。 
 苫東石油備蓄(株)苫小牧事業所の構内配置及び、実験場の機材配置図を図 5.3-2 と図

5.3-3 に示す。 
 
 

 



表5.3-1 苫東備蓄における泡放射実験実施状況 
日程 実験内容 実験条件等 

大容量泡放水砲システムの積込、

搬送、設置 
 

11 月 30 日 

水放射 放射角度 35°,40°45°、50°、60° 

水 放射 放射角度 40°、45° 
12 月 1 日 

水成膜泡 放射 放射角度 40°、45° 

水 放射 放射角度 40° 
12 月 2 日 

フッ素たん白泡 放射 放射角度 40° 
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図5.3-2 苫東石油備蓄(株)苫小牧事業所 配置図 

図5.3-3 苫東備蓄における泡放射実験 実験場配置部 
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大容量泡放水砲は放射された泡が実規模タンクと同径の直径 82m の仮設サークル内に

入る用に配置された。また、クレーンから吊り下げられたラインに 5m 間隔で目印を付け、

タンク内に泡が入る放水砲の放射角度を調べる為に、実規模タンクの高さ 24.5m の位置に

も目印を配した。 
 

5.3.3 実験機材及び測定 
実験に使用した大容量泡放水砲の仕様とシステム構成を表 5.3-2 及び図 5.3-4 に示す。 
 

表5.3-2 苫東備蓄における大容量泡放水砲仕様 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名称 KiddeFireFighting社 IronMan 

型式 － 

発泡方式 ノンアスピレート方式 

放射性能 30300[L/min]@0.72[MPa] 大射程150[m] 

 

図 5.3-4 苫東備蓄における泡放射実験 泡放射砲システム構
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実験に使用した泡消火薬剤と、実験における泡放射時の測定項目を表 5.3-3、表 5.3-4 に

示す。 
 

表5.3-3 苫東備蓄における泡放射実験 泡消火薬剤 

分類 水成膜泡消火薬剤 たん白泡消火薬剤 
型式 水成膜泡 3%(-10℃～+30℃) たん白泡 3%(-10℃～+30℃) 

型式番号 泡第 10～6 号 泡第 52～5 号 

主要成分 フッ素系界面活性剤、他 たん白質加水分解物 
フッ素系界面活性剤、他 

表5.3-4 苫東備蓄における泡放射実験測定項目 

測定項目 測定機器詳細 

発泡倍率 

還元時間 

フォームサンプルコレクター(ISO、NFPA 準拠) 

1600cc シリンダー(2 セット 4 個)を使用して測定 

※放射の落下中心部で泡の採取が出来るようにする 
泡性状 

混入比 デジタル糖度計を用いて混入比(3％水溶液)の確認 

射程 放射中、目視にて目印後、巻尺にて確認 

射高 
射高計にて目視確認(5m測定ポールにより実験後ビデオで再確

認) 
泡放射性能 

射幅 放射中、目視にて目印後、巻尺にて確認 

気温・湿度 温湿度計、デジタル温度計  

水温・液温 棒状温度計、デジタル温度計 気象条件等 

風向・風速 風向・風速計、デジタル風速計 

正面 

対面 

側面 

固定デジタルビデオカメラにて泡放射状態を撮影 

フリー 泡放射時の泡の飛翔、落下状態の撮影 

ビデオ撮影 

高速度カメラ 火皿中の液面に対する泡粒の落下状況を撮影 

放射流量 超音波流量計 

吐出圧力 ポンプ吐出圧力計、ノズル元圧力計 
ノズル 

性能 
放射角度 角度計(泡放水砲に装備) 

積込～放水 

時間 
時間測定 

大容量泡放水砲積み込みから放水までの 

各要所に於ける時間の測定 

 
5.3.4 実験結果及び考察 
 表 5.3-5～表 5.3-7 に各実験日(実験条件)における実験結果と、図 5.3-5～図 5.3-15 に放

射状況を示す。 



表5.3-5 苫東備蓄における泡放射実験結果(11月 30日 水放射) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図5.3-5 11月 30日 水放射 35° 図5.3-6 11月 30日 水放射 40° 

図5.3-7 11月 30日 水放射 45°   図 5.3-8 11月 30日 水放射 50° 

図5.3-9 11月 30日 水放射 60° 

11月30日 放射圧力 気温 水温 3[℃]

流量 湿度 液温 -

MAX MIN 東 西 幅 射高 距離

35°水放射 84 67.2 7.5 8 15.5 21.3 46.7

40°水放射 87 74.5 8 10.5 18.5 26.9 46.3

45°水放射 78 65.8 8.7 10.5 19.2 30.7 43.9

50°水放射 73 61.3 8.9 10.7 19.6 33.4 42.1

60°水放射 64 50.1 5.5 12 17.5 38.8 32.4

93[PSI]　 1.56[℃]

水放射 25300[L/min] 63.5[%]

射程[m] 射幅[m] 射高[m]
風向・風速

北北西　2.33　[m/s]

東北東　1.63　[m/s]

北北東　1.98　[m/s]

北　1.71　[m/s]

北北東　1.75　[m/s]



表5.3-6 苫東備蓄における泡放射実験結果(12月 1日 AFFF放射) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図5.3-10 12月 1日 水放射 40° 図5.3-11 12月 1日 AFFF放射 40°

図5.3-13 12月 1日 AFFF放射 50° 

12月1日 放射圧力 気温 水温 3.2[℃]

流量 湿度 液温 20.0[℃]

MAX MIN 東 西 幅 射高 距離

40°水放射 84 68.4 13.1 1 14.1 28.4 49.9

40°AF3放射 87 68.8 19.9 -0.8 19.1 30.3 47.6

50°AF3放射 78 57.8 14.2 1 15.2 38.3 42.6

50°水放射 76 59.3 11.5 0.1 11.6 35.9 46.5

泡消火剤名 基準液1 基準液2 基準液3 泡水溶液

製造番号 糖度計値 0.6 1.1 1.6 1.3

製造年月 濃度 1.5% 3.0% 4.5% 3.6%

1 2

泡重量 70[g] 65[g]

発泡倍率 22.8倍 24.6倍

1/4還元時間 1分以下 1分以下

90[PSI]　 5.8[℃]

水成膜泡
放射

24600[L/min] 53.7[%]

射程[m] 射幅[m] 射高[m]

40°AF3放射　

75[g]

風向・風速

西　4.82　[m/s]

西北西　5.02　[m/s]

西　4.72　[m/s]

西　5.78　[m/s]

サーフウォーター

SWD-3541
混入比

2004.11

50°AF3放射

シリンダー1 シリンダー2 シリンダー3 シリンダー4

85[g] 90[g] 85[g]

21.3倍 18.8倍 17.7倍 18.8倍

1分40秒 1分30秒 3分40秒 2分20秒

図5.3-12 12月 1日 水放射 50° 



表5.3-7 苫東備蓄における泡放射実験結果(12月 2日 FP放射) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12月2日 放射圧力 気温 水温 2.9[℃]

流量 湿度 液温 23.0[℃]

MAX MIN 東 西 幅 射高 距離

40°水放射 100 82.7 6.5 13 19.5 25.8 53.1

40°FP放射 100 81.3 0.4 19.4 19.8 25.8 52.6

泡消火剤名 基準液1 基準液2 基準液3 泡水溶液

製造番号 糖度計値 1 1.8 2.9 2.3

製造年月 濃度 1.5% 3.0% 4.5% 3.7%

泡重量

発泡倍率

1/4還元時間

93[PSI] 0.85[℃]

フッ素た
ん白泡放
射

25700[L/min] 91.8[%]

射程[m] 射幅[m] 射高[m]

FB-3062

風向・風速

北北西　2.59　[m/s]

北　2.00　[m/s]

フロロフォーム

混入比
2004.11

40°FP放射

シリンダー1 シリンダー2 シリンダー3 シリンダー4

245[g] 260[g] 325[g] 345[g]

6.5倍 6.1倍 4.9倍 4.6倍

1分以下 1分以下 1分以下 1分以下

図5.3-15 12月 2日 FP放射 40° 図5.3-14 12月 2日 水放射 40° 



実験では、ポンプの吐出圧力が定格値まで

昇圧できなかったために、定格値の放水量の

30000Lpm で実施できなかった。実験結果と

実験時の観察から、①大容量泡放水システム

の展開時間、②大容量泡放水による泡特性、

③大容量泡放水砲ノズルの放射特性、④大容

量泡放水砲ノズルと泡の整合性による特性、

⑤立地・取水などの条件について、のそれぞ

れの項目について考察する。 

 

①大容量泡放水システムの展開時間 
 大容量泡放水砲システムの機材積込～搬

送～設置までに費やした時間の測定結果か

ら、事前のリハーサルでは 4 時間(設置時間

は 3 時間)であったが、実験当日では 2 時間

46 分(設置時間は 1 時間 52 分)であったこ

とから、事前の訓練が非常に重要であると

いえる。 
 
②大容量泡放水による泡特性 
水成膜泡については、起泡性が容易なため、飛翔中に二次発泡し、高倍率の泡となる傾

向があることが実験前の知見としてあった。実験でも図 5.3-16 に示すように、風速 5m/s
前後の右方向からの横風の影響を受けたことから、放射方向左側に流されたため、発泡倍

率が 20 倍、還元時間が 1～3 分と高倍率の泡性状となった。従って、消火時の耐熱性、耐

油性に劣ることが予想されるため、高倍率の水成膜泡による消火性能確認が必要である。 
フッ素たん白泡については、たん白系の泡は飛翔中の二次発泡は少なく纏まった放射特

性が得られることが実験前に知られていた。それに対し放射結果は、発泡倍率が 4～6 倍、

還元時間 1 分以下と保水性の無い泡となったことから、消火時の耐火・耐熱性が劣ると予

想される。 
 
③大容量泡放水砲ノズルの放射特性 
 泡放射では放射角度、放射高さ、放射距離、有効放射範囲は環境条件に左右され、放射

距離はアスピレート方式で水放射に対し、80～85%、ノンアスピレート方式では水放射に

対し、85～90%程度の射程になり、国内の平均的なタンク高さに対する有効な放射角度は

40°以上必要との知見があった。これに対し、実験ではノンアスピレートノズルを使用し

図5.3-16 12月 1日 AFFF放射 50° 

図5.3-17 12月 2日 FP放射 40° 



たことから、実験 2 日目の水成膜泡放射時では、放射角度 40°において、水放射 40°が 84m
に対して、水成膜泡放射で 87m と放射時の風向・風速もあり、泡放射時の射程が大きい

結果が得られた。 
また、実験 3 日目のフッ素たん白泡放射では、水放射 100m に対して、泡放射 100m と、

追い風の条件下であったため、ほぼ同じ射程が得られた。従って、実験前の知見として知

られていた、泡放射による射程の減少を実験にて確認する状況には至らなかった。また、

タンク高さに対する有効な放射角度については、実験で設置した 24.5m の目印に対して、

30000Lpm の泡放水砲を使用しても、放射角度は 40°以上が必要であることが分かった。 
 
④大容量泡放水砲ノズルと泡の整合性による特性 
 アスピレート方式では、ノズルの設計時に空気吸引量が決定されるので、放射された泡

性状を予測しやすく、ノンアスピレート方式では、外部の空気を水流に取り込んで発泡す

るため、飛翔中に二次発泡し、泡性状の予測が困難であると言われていた。 
これに対し、実験では、ノンアスピレートノズルを使用したため、水成膜泡が 20 倍前

後、25%還元時間が 1 分半から 3 分と、高倍率の結果となったことから、適正な泡性状が

得られたとは言い難い結果となった。 
また、フッ素たん白泡については、発泡倍率が 4.6～6.5 倍、25%還元時間が 1 分以下と

保水性の無い泡となった。Kidde 社の測定によるデータが発泡倍率 8.5 倍、25％還元時間

は 1 分 6 秒であったため、ノズルとフッ素たん白泡の整合性が取れていないといえる。 
以上の結果から、ノンアスピレートノズルを使用する場合には、泡消火薬剤との組み合

わせが非常に重要な要素であると言える。 
 
⑤立地・取水などの条件について 
 海外製の泡消火薬剤には海水を水源とした場合に、泡性状の性能低下が見受けられる製

品がある。また、寒冷地などでの使用によっては、加温作業が必要であると言われている。

これに対し、今回の実験では工水を水源し、保温作業を行ったため、適正な混入状態が得

られた。国内で市販されている国内製の泡消火薬剤は海水での使用や、温度範囲の条件は

考慮されているものの、オリオンタンク火災で Williams 社が消火作業に使用した、泡消

火薬剤などは、海水による発泡性能・消火性能の確認が必要と思われる。 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 志布志石油備蓄基地における泡放射実験 
5.4.1 実験目的 
平成 17 年 2 月 7 日～9 日の 3 日間、志布志国家石油備蓄基地おいて、消防庁及び(独)石

油天然ガス・金属鉱物資源機構の共同主催にて、大容量泡放水砲による泡放射実験を実施

した。苫東備蓄に於ける実験結果を反映し、アスピレートノズルとフッ素たん白泡、ノン

アスピレートノズルと粘性付与水成膜泡の組み合わせによる放射性能、泡性状の確認及び、

実際の浮き屋根タンク(直径 83.3m、高さ 24m)に対する泡放射の有効性を確認した。 

5.4.2 実験実施概要及び実験場配置 
実験日程と実験実施概要を表 5.4-1 に示す。 
 

表5.4-1 志布志備蓄における泡放射実験実施状況 

日程 実験使用ノズル 放射種別 実験場所 

2月7日 ノンアスピレートノズル 水 放射 50° 

ノンアスピレートノズル 水 放射 50° 

アスピレートノズル 水 放射 50° 

アスピレートノズル フッ素たん白泡消火薬剤 放射 50° 

2月8日 

 

 

ノンアスピレートノズル 粘性付与水成膜泡消火薬剤 

放射 50°40° 

消火訓練場 

ノンアスピレートノズル 水 放射 50° 2月9日 

ノンアスピレートノズル フッ素たん白泡消火薬剤 放射 50° 
タンク 

 
 
 
 
 

図5.4-1 志布志国家石油備蓄 



図 5.4-2 に志布志国家石油備蓄株式会社の構内配置及び実験場の配置を示す。 
 
 

 

図5.4-2 志布志備蓄実験場配置 

2 月 7～8 日 消火訓練場 

2 月 9 日 タンクヤード放射

志布志国家石油備蓄基地配置図 

事務棟 

No.6 タンク 

直径：83.3[m] 

高さ：24[m] 

 P1

放射砲 

P3

P2 



実験場における測定機材等の詳細配置を図 5.4-3 及び図 5.4-4 に示す。実験場には直径

50m の泡回収囲い、高さ表示吊り下げクレーン、射程表示用看板、カラーコーン等を配置、

泡性状、放射軌跡の測定に対応した。 

 

24m 
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④
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図5.4-3 消火訓練場実験配置 
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図5.4-4 浮き屋根式タンク実験配置 



5.4.3 実験機材及び測定 
 実験に使用した大容量泡放水砲の仕様及び、システム構成を図 5.4-5 に示す。 

 
実験にはフカダ大容量泡放水砲システム(FUKADA FMC Systems)のアスピレートノズ

ル、ノンアスピレートノズルの 2 種類のノズル及び、2 種類の泡消火薬剤(フカダ・フロロ

エアフォーム、フカダ・ライトニング AR)が実験機材として採用された。FUKADA FMC 
Systems の放射性能はアスピレートノズルおよびノンアスピレートノズルともに

16000Lpm＠0.7MPa～20000Lpm＠0.9MPa である。本システムの特徴は、アスピレート

ノズルとフッ素たん白泡、ノンアスピレートノズルと粘性付与水成膜泡といった具合に、

図5.4-6 FUKADA FMC Systems 

ノンアスピレートノズル 
図5.4-7 FUKADA FMC Systems 

アスピレートノズル 

図5.4-5 大容量泡放水砲システム構成 



それぞれの発泡方式に合わせた泡消火薬剤を組み合わせることで、風や火炎などの外的要

因に影響されにくい、纏まり感のある泡を放出することができるところにある。 
表 5.4-2 に実験に使用した泡消火薬剤を示す。泡消火薬剤の選定については、苫東備蓄

における泡放射実験にて、ノンアスピレートノズルとフッ素たん白泡、水成膜泡の放射を 
行い、その結果、フッ素たん白泡をアスピレートノズルで放射した場合の泡性状の確認の

必要性及び、オリオンタンク火災にて消火実績のある、粘性を付与した水成膜泡とノンス

ピレートノズルの組み合わせによる泡性状確認が必要とされたことから、表 5.4-2 に示す、

フッ素たん白泡と粘性付与水成膜泡の 2 種類が選定された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表5.4-2 志布志備蓄における泡放射実験 泡消火薬剤仕様 

分類 フッ素たん白泡 粘性付与水成膜泡 

製品名 フカダ・フロロエアフォーム フカダ・ライトニングAR 

型式番号 泡第 52～6 号 － 

主要成分 
たん白質加水分解物 

フッ素系界面活性剤、他 
フッ素界面活性剤、他 

 
また、表 5.4-3 に実験における測定項目を示す。消火訓練場(地上放射)による実験では、

放射された泡を回収する目的で、直径 50m の仮設泡回収囲いを設置し、囲い外へ向けて

水放射にて定格圧力まで放射を行い、昇圧後に、囲いに向けて泡放射を行った。囲いの中

には、発泡倍率及び、25%還元時間の泡性状を測定するため、図 5.4-9 に示す、

NFPA11AnnexC.(ISO7203-1)に基づくフォームサンプルコレクターが 3 台配置され、6 個

の泡ポットにより放射された泡がサンプリングされた。また、単位面積当たりの泡放射量

を算出する目的として 0.266m2のコンテナを 2 個二組で配置し、一定時間コンテナの蓋を

開閉することにより、単位時間当たりにコンテナに入る泡重量を測定し、単位面積当たり

の泡放射量を算出した。また、混入比については、デジタル糖度計を用いて、事前に混入

比率を表す検量線図を準備し、放射された泡水溶液から、混入比を測定する。 

図5.4-8 深田工業製大容量泡放水砲 

大容量泡放水ノズル 泡消火剤 
アスピレート方式

16000 ～30000[ L/min]  
 @0.7[MPa]  

  

フッ素たん白泡消火剤 

フカダ・フロロ 
エアーフォーム

 粘性付与水成膜消火剤 

フカダ・ 
ライトニングＡＲ

トレーラー モニター 

ノンアスピレート方式

16000 ～30000[ L/min]  
 @0.7[MPa]  

大容量泡放水ノズル 泡消火剤 

アスピレート方式

16000 ～30000[ Lpm]  
 @0.7[MPa]  

  

フッ素たん白泡消火剤 

フカダ・フロロ 
エアーフォーム

 
粘性付与水成膜消火剤 

フカダ・ 
ライトニングＡＲ

トレーラー モニター 

ノンアスピレート方式

16000 ～30000[ Lpm]  
 @0.7[MPa]  



 
表5.4-3 志布志備蓄のおける泡放射実験 測定項目 

 消火訓練場に於ける実験

(地上放射) 

2 月 7 日～8 日 

タンク放射実験 

(タンクヤード) 

2 月 9 日 

放射性能 ビデオ撮影 

目視による測定 

ビデオ撮影 

目視による測定 

泡性状 発泡倍率・25%還元時間 

混入比 

散布分布 

 

その他、気象条件等 風向・風速 

気温・湿度、水温・液温 

放射圧力、放出量 

風向・風速 

気温・湿度、水温・液温 

放射圧力、放出量 
 

 

 

泡コレクター 還元時間測定用ポット及びメスシリンダー 

 

コンテナ及び測定員の配置 

コンテナ（0.266[m
2
]×2 個 1 組） 

図5.4-9 発泡倍率、25%還元時間測定機器 

図5.4-10 散布分布測定コンテナ 



 
放射性能の測定はビデオカメラによる映像確認と、目視による実測で測定を実施した。

ビデオカメラは、図 5.4-12 に示す、放射軌跡を取り囲むように 10 カ所に配置し、撮影さ

れた映像から、射高、射程などの解析を行い、目視で測定したデータと照合を行った。ま

た、目視確認では、射程方向( 大射程、 短射程)を 2 人、射高 1 人、射幅 2 人にて、実

験場に配置されたコーンなどを目印に確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
その他、風向・風速は放水砲付近、高所作業車(タンク放射時はタンク上)及び、放水砲

付近に設置し、ロガーにて記録したデータを平均、 大風速として使用した。また、ノズ

ル部分に設置した、圧力計、圧力センサーによる放射圧力、ポンプ部分での放射量及び、

泡消火薬剤の混入量もデーターロガーにて記録したデータを使用した。 
 
 

図5.4-12 ビデオカメラ撮影配置 

 
デジタル糖度計 
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図5.4-11 泡混入比測定 

  

1：仮設やぐら上より放射軌跡全体を  
撮影(射程、射高測定に反映)   

2：高所より散布形状を撮影   
3：放水砲後方より全体を撮影   
 (射幅測定に反映)   

4：隣接タンク上から放射軌跡全体   

 を撮影(射程、射高測定に反映)  

5：ノズル近傍の放射状態を撮影   
6：ハイスピードビデオカメラ   
7：高所より散布状況を撮影   
8：散布状況を撮影   
9：散布状況を撮影   
10：高所より散布形状を撮影   
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5.4.4 実験結果及び考察 
 実験日毎の実験結果を表 5.4-4～表 5.4-6、放射状況及び 大射程時の放射曲線を図

5.4-13～図 5.4-28 に示す。 
 

表5.4-4 志布志におけるノンアスピ泡放射実験結果(2月7日) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

天候 気温

水温 液温

MAX MIN 高さ 距離 左 右 合計

深田NAN-水放射
(ノンアスピレート)

50 0.88 19500 92.3 74.1 33.2 50.2 5.8 6.5 12.3 西 0.1

雨

17℃

湿度

海水塩分濃度

ノズル
放射
角度

圧力
[MPa]

放出量
[L/min]

8℃

-

最大射程時
風向・風速[m/s]

射程[m] 射高[m] 射幅[m]

2月7日

ノンアス
アスピ
訓練場

図5.4-13 2月 7日 ノンアスピ水放射 50° 

図5.4-14 2月 7日 ノンアスピ水放射 50° 最大射程放射曲線図 



表5.4-5 志布志におけるアスピ泡放射実験結果(2月8日) 

 

天候 気温

水温 液温

MAX MIN 高さ 距離 左 右 合計

深田LRN-水放射
（アスピレート）

50 0.88 21000 100.7 77 41.9 54.5 21 0 21 西南西 4.7

深田LRN-泡放射
（アスピレート）

50 0.9 20000 92.5 72.3 43 47.7 6.5 13.8 20.3 西南西 3.1

泡消火剤名

製造番号

泡質量[g]

発泡倍率

25%還元時間

1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1 5-2

コンテナ泡質量[kg] 2.4 2.42 3.46 3.8 2.4 2.28 1.98 1.92 1.74 1.46

泡密度
[L/min・m2]

18.0 18.1 25.9 28.5 18.0 17.1 14.8 14.4 13.0 10.9

ノズル
放射
角度

圧力
[MPa]

放出量
[L/min]

射程[m] 射高[m] 射幅[m] 最大射程時
風向・風速[m/s]

フカダ・フロロエアフォーム

FP-3065 3.18%混入比

ポット5 ポット6

150 165

ポット1 ポット2 ポット3 ポット4

10.67 9.70

170 170 160

9.41 9.41 10.00 -

-

5分16秒 3分27秒2分52秒 2分34秒 3分38秒 -

晴 18～21℃ 湿度

17～18℃ FP：12℃　AR：11℃ 海水塩分濃度

製造年月
2月8日

アスピ
訓練場

図5.4-15 2月 8日 アスピ水放射 50°      図5.4-16 2月 8日 アスピFP放射 50° 

図5.4-17 2月 8日 アスピ水放射 

50°最大射程放射曲線図 

図5.4-18 2月 8日 アスピFP放射

50°最大射程放射曲線図 



表5.4-6 志布志における泡放射実験結果(2月8日) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAX MIN 高さ 距離 左 右 合計

深田NAN-水放射
（ノンアスピレート）

50 0.86 19000 91.9 69.9 31.1 47.7 0 11.5 11.5 西 1.5

50 0.88 19000 73.4 36.4 26.9 34.4 27.5 17.5 45 西南西 4.2

40 0.88 19000 79.1 41.9 26 42.2 19.5 11.5 31 西南西 5.7

泡消火剤名

製造番号

泡質量[g]

発泡倍率

25%還元時間

1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1 5-2

コンテナ泡質量[kg] 1.52 1.32 0.9 0.74 0.46 0.38 0.44 0.46 0.26 0.28

泡密度
[L/min・m2]

11.4 9.9 6.7 5.5 3.4 2.8 3.3 3.4 1.9 2.1

放出量
[L/min]

フカダ・ライトニングＡＲ 製造年月

ノズル
放射
角度

圧力
[MPa]

最大射程時
風向・風速[m/s]

射程[m] 射高[m] 射幅[m]

ポット5 ポット6

235230 225

6.81 7.11

ポット1 ポット2 ポット3 ポット4

8.00 8.00 7.80 6.96

200 200 205

7分26秒 7分00秒 10分28秒 9分24秒 11分41秒 12分14秒

2月8日

ノンアス
訓練場

深田NAN-泡放射
（ノンアスピレート）

AR-002 混入比 3.00%

図5.4-19 2月 8日 ノンアス水放射 50°

図5.4-20 2月8日 ノンアス水放射

50°最大射程放射曲線図 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

図5.4-21 2月8日 ノンアスAR放射 50° 図5.4-22 2月8日 ノンアスAR放射 40°

図5.4-23 2月 8日 ノンアスAR放射

50°最大射程放射曲線図 

図5.4-24 2月8日 ノンアスAR放射

40°最大射程放射曲線図 



表5.4-7 志布志におけるノンアスピ泡放射実験結果(2月9日) 

 

 
 
 
 

天候 気温

水温 液温

泡消火剤名

製造番号

MAX MIN 高さ 距離 左 右 合計

深田NAN-水放射
（ノンアスピレート）

50 0.88 19500 101.1 72.1 38.4 57.1 7 -1.8 5.2 西 1.1

深田NAN-泡放射
（ノンアスピレート）

50 0.91 19000 97.6 76.2 39.9 54.7 7 -0.6 6.4 西 1.1

18℃ 13℃ 海水塩分濃度

3.40%

湿度13～14℃小雨

ノズル
放射
角度

圧力
[MPa]

放出量
[L/min]

射程[m] 射高[m] 射幅[m]

FP-3065 混入比

最大射程時
風向・風速[m/s]

2月9日

ノンアス
タンク放
射

フカダ・フロロエアフォーム 製造年月

図5.4-25 2月 9日 ノンアス水放射 50° 図5.4-26 2月9日 ノンアスFP放射 50°

図5.4-27 2月9日 ノンアス水放射

50°最大射程放射曲線図 

図5.4-28 298日 ノンアスFP放射

50°最大射程放射曲線図 



放射実験の結果と、実験状況から、①大容量泡放水砲ノズルについて、②大容量泡放水

砲に使用する泡消火薬剤について、③大容量泡放水砲と泡消火薬剤との整合性について、

④タンクへの放射の有効性について、のそれぞれの項目について考察する。 
 
①大容量泡放水砲ノズルについて 
アスピレートノズルはノズル本体で空気を吸引

するため、設計時に発泡性能を予測しやすいとい

われている。実験の結果から、アスピレートノズ

ルによる水放射では 100m、泡放射においても

93m の射程を得ることが出来た。放射量にかか

わらず、長射程のアスピレートノズルを製作す

ることは可能であると思われる。 
 
ノンアスピレートノズルについては、本体に空

気を吸引する機構が無く、放出された水溶液が

外部の空気を巻き込んで発泡する機構となっ

ているため、ノズル先端部分で水流が分散しなければ、水放射に近い射程が得られると言

われている。それに対し実験結果から図 5.4-23 に示すように、風の影響を大きく受けたこ

ともあるが、アスピレートノズルと比較して射程が短い結果となった。ノンアスピレート

ノズルには広義的に水ノズルのような射程を重視した構造のノズルもあることから、どの

ようなノズルを選択するかによって放射性能と泡性状が異なるという認識が必要である。 
 
アスピレートノズルとノンアスピレートノズルの射程の違いについては、一般的に「ノン

アスピレートノズルはアスピレートノズルより長射程である」といわれているが、今回の

実験ではアスピレートノズルの射程がより長射程であったということから、大容量泡放水

砲の射程に関しては、かならずしもアスピレートノズルが不利ではないという新たな知見

が得られたと解釈できる。 
 
②大容量泡放水砲に使用する泡消火薬剤について 
AR-AFFF については、粘性付与水成膜泡は、泡の粘性を高めることにより、放射の飛翔

中の「ばらつき」を防止し、高倍率になるのを防ぐ効果があると言われている。海外での

実績として、Williams社のノンアスピレートノズルにより、3M社のライトウォーターATC
を放射し、6～７倍の発泡倍率を得られたとの報告がある。国内では、苫東備蓄での実験

より、ノンアスピレートノズルと水成膜泡消火薬剤の組み合わせによる放射で 20 倍前後

の高倍率となったことから、今回の実験ではノンアスピレートノズルと粘性付与水成膜泡

の組み合わせにより泡性状、放射性能を確認した。 

図5.4-29 FP 50° 

24m ライン 
放射砲側タンク壁 

図5.4-30 AR-AFFF 50° 

24m ライン 

放射砲側タンク壁 



実験結果から、泡の落下領域(分散分布面積)が大きく、放射がばらついているように、非

常に風の強い条件下(放射時の 大瞬間風速 10.4m/s)で実施したという前提で結果を解釈

する必要がある。また、苫東備蓄と今回の結果では、実験時の外的要因による影響や、放

水砲の構造自体が異なるため、厳密な対比は出来ないが、泡性状に関しては、粘性を付与

した効果が表れているといえる。但し、今回実験に使用した、ノンアスピレートノズルは

発泡性能を重視した構造になっているため、ノズルと泡消火薬剤の整合性に起因するとこ

ろが大きいと思われる。 
 
フッ素たん白泡については、消防危第 24 号にⅢ型泡放出口で使用できる泡消火薬剤と記

されているが、アスピレートノズルによる発泡倍率は一般的には 6～7 倍、還元時間 1～4
分と言われている。また、苫東備蓄での実験から、ノンアスピレートノズルとフッ素たん

白泡の組み合わせでは発泡倍率 4～6 倍、還元時間 1 分以下の結果が得られている。これ

に対して、今回の実験では、発泡倍率が 9～10 倍と高い数値となったのは、強風(放射時の

大瞬間風速 8.2m/s)による影響が大きいと思われる。しかしながら、還元時間について

は、2 分半～5 分と一般的な範囲にあり、水放射時の泡の落下領域(分散分布面積)と比較し

ても、バラツキが少なく、放射時の纏まりは良好であったと思われる。また、苫東備蓄で

の実験と比較すると、各条件が異なるため、厳密な対比は出来ないが、放射から得られた

泡性状から、フッ素たん白泡はノンアスピレートノズルよりも、アスピレートノズルでの

使用が適していると言える。 
 
③大容量泡放水砲と泡消火薬剤の整合性について 
ノンアスピレートノズルと水成膜泡の組み合わせでは、ノズルの発泡構造上、高倍率にな

りやすいといわれているが、粘性付与水成膜泡との組み合わせでは、風の影響を受けにく

く、纏まった放射性状が得られると言われている。それに対し、実験では、強風(放射時の

大瞬間風速 10.4m/s)の影響により散布面積が拡大し、確認は困難であった。しかしなが

ら、発泡倍率が苫東備蓄では 20 倍前後であるのに対し、7～8 倍と高倍率に至らなかった

ため、粘性を付与した効果が表れていると考えられる。 
 
フッ素たん白泡とアスピレートノズルの組み合わせについて、アスピレートノズルはノズ

ル内部で空気を吸引し、攪拌・発泡することから、放射中の水流が自然攪拌によって発泡

することは少なく、纏まりのある泡が放出され、界面活性剤系の泡消火薬剤に見られるよ

うな放射の飛翔中に泡が空中を舞うような現象は少ないと言われている。結果として、9
～10 倍といった比較的高倍率の結果にも係わらず、水放射と比較した場合の射程の減少率

(100.7m から 92.5m)が少ないことから、放射された泡の纏まりの良さを確認する事が出来

る。 
 



放射レート及びタンクへの放射の有効性について、タンク全面火災を泡放射で消火するに

は火面に泡の拠点(橋頭堡)を作る必要がある。その拠点を作ることの出来る泡落下点での

泡密度は、30Lpm/m2と言われているが、火面に橋頭堡を作るには風や火炎、ドラフトに

対抗できる太い泡束をタンク内に放射しなければならない。実験では泡放射密度の測定を

行ったが、アスピレートノズルとフッ素たん白泡の組み合わせでは 11～28Lpm/m2であり、

ノンアスピレートノズルと粘性付与水成膜泡の組み合わせでは、2～10Lpm/m2 の結果と

なり、アスピレートとフッ素たん白の組み合わせでは、風による影響があるものの、消火

に必要とされる数値に近い結果が得られたが、ノンアスピノズルと粘性付与水成膜の組み

合わせでは、風の影響から泡回収囲い内に放射が出来なかったこともあり、充分なデータ

を得ることができなかったことから、風に対抗して太い泡束をタンク内に投入するという

ことを考慮すると、ノンアスピノズルによる放射は、その発泡機構から、放射の泡束が外

的要因に対して、脆弱であると思われる。 
 
④タンク内への放射の有効性につい

て、苫東備蓄での実験結果から、タ

ンク高さを想定した 24m 以上の射

高を得るための放射角度は、放射圧

力 0.63～0.65MPa 放出量 24600～
25700Lpm の放射条件で放射角度は

40°以上が必要であることが分かっ

ていた。従って、今回の実験では、

放射角度を 50°に設定し、実際のタ

ンクへ向けた泡放射を行った。実験

当日は風の影響が無く、道路に面し

たタンクへ放射を行ったため、水、泡共に有効な放射を行うことができたが、実際の火災

時に於ける放水砲の配置は、タンク内の火炎による上昇気流や、タンク周辺の風向・風速

なども考慮しながら決定する必要があると思われる。特に道路に面していない配置のタン

クに、どのように対応していくかが今後の検討課題であると思われる。また放射性能の有

効性は今回確認する事が出来たが、タンク内に投入された泡の発泡性能の測定及び、油面

上の泡の展開性確認などを行い、放射された泡の消火に対する有効性も確認する必要があ

る。 
 
 
 
 
 

図5.4-31 浮き屋根タンク内への泡放射 



5.5 直径 18m 模型タンクにおける泡の展開性に関する実験 
5.5.1 実験目的 

泡の展開性については、第 4 章で述べた小型アスピレートノズルを使用した小規模プー

ル燃焼実験時に、各泡消火薬剤により非火災時における油面上での泡の展開性確認試験、

いわゆるコールドテストを実施している。小型ノズルによる実験では、燃焼時と非燃焼時

の泡の展開性の違い及び、被覆時間の比較検討、泡供給率に対する泡落下領域の面積率に

ついて、言及したため、泡の持つ粘弾性による展開性についての検討は行っていない。 
今回の泡展開性実験は、来年度以降の実験計画を考慮している泡の粘弾性による展開性

実験や、固定泡消火設備による泡消火実験に先駆けて計画したものであり、実機に近い規

模で実験を実施することにより、実機での泡放射における問題性を確認する。 
 
5.5.2 エアフォームチャンバーによる泡展開実験 
 実験は、図 5.5-1 に示すように、直径 18m、高さ 1m の仮設タンクを設営し、タンク内

には、展開距離を把握するため、直径 6m 及び 12m に円を設定する。200Lpm @0.35MPa
のエアフォームチャンバーは高さ 2m に設置し、ラインプロポーショナーにより泡消火薬

剤の 3%ピックアップを行う。泡消火薬剤はフッ素たん白泡消火薬剤と水成膜泡消火薬剤

の 2 種類とし、泡消火薬剤の違いによる展開性の比較を行った。 
エアフォーム
チャンバー

直径18m

2m

水(深さ0.3m)

泡消火剤

ラインプロポー
ショナー

ポンプ

エアフォーム
チャンバー

直径18m

2m

水(深さ0.3m)

泡消火剤

ラインプロポー
ショナー

ポンプ

図5.5-2 エアフォームチャンバーによる泡展開実験 

  
図5.5-1 直径18m仮設タンク 



① エアフォームチャンバー＋AFFF 放出 
 試験を行ったエアフォームチャンバーの放射状況とカットモデルを図 5.5-3 へ示す。構造

は、左にある泡水溶液取入口から、水溶液が入り、途中にある、空気取入口より空気を混

入する。その後、右側にある混合室へと導かれ、空気と混合、整泡された後、泡放出口か

ら、泡が放出される構造となる。また、可燃性蒸気のタンク外部への排出を防ぐため、実

際の石油タンクに設置してある、エアフォームチャンバーには、図 5.5-3 左側に示す、排出

防止用のガラスが取り付けられている。実際、エアフォームチャンバーを稼働する場合は、

そのまま泡水溶液を流し、その圧力でガラスを破り、泡放出を開始する構想である。 
 
 
 
 
 
 

        
図5.5-3 エアフォームチャンバーの構造 

 図 5.5-4 は、エアフォームチャンバーからの泡放出状況、また泡が仮設タンク内を展開

している様子を示している。泡が、水面(または油面)を展開するときは、発泡器(泡性状)、
放出方法、泡消火薬剤、油種の要素が互いに影響しあい泡が液面を展開する。エアフォー

ムチャンバーから流出する泡は、タンク壁を模した壁に沿って、液面へ放出され、水面全

体へと被覆する様子が分かる(図 5.5-4 右側)。放出する圧力と泡の自重により、泡は、水面

に拡がろうとするが、水面と泡界面での摩擦抵抗により、展開速度は支配される。しかし

ながら、泡の剪断応力が低い場合は、泡層内での流動が生じるため、油面への流動は良く

なり、もう一つの展開能力を決める要素として泡の剪断応力が挙げられ、泡の展開性を評

価する上で、この 2 つの要素が展開速度に対し律速となる。今回の剪断応力の低い水成膜

泡消火薬剤は、後述する、フッ素たん白泡と比べても、約 30 秒ほど早く展開しており、

水成膜泡消火薬剤(AFFF)の流動性の良さが伺える。 

    
図5.5-4 エアフォームチャンバーの放射状況と展開の様子 

混合室 

泡放放出 

泡水溶液 

空気取入口 
可燃性蒸気混

入防止用ガラ

ス 



 

    0 秒            20 秒           40 秒 
 

      60 秒           80 秒          100 秒 
 

      120 秒          140 秒          165 秒 

 
仮設タンク内の泡の経時変化による被覆状況を、図 5.5-5 へ示す。水面被膜時間は、約 165
秒となり、泡の液面被覆面積が 80%程度になるときから 終被覆までに多くの時間を要す

ることが、今回の実験で分かった。 
 
 
 
 

図5.5-5 水成膜泡による泡の被覆状況 



② エアフォームチャンバー＋FP 放出 
 仮設タンク内の泡の経時変化による被覆状況を、図 5.5-6 へ示す。 
 

0 秒           25 秒           50 秒 
 

      75 秒           100 秒           125 秒 
 

      150 秒           175 秒           195 秒 
 

 
液面被膜時間は、約 195 秒となり、上述したように、試験２のAFFF 被覆時間に比べて、

30 秒ほど展開時間が長くなる。FP の展開性は、AFFF に比べ悪いと言える。しかしなが

ら今回は、展開性のみの評価であり、泡消火性能等を考慮すれば、FPの総合的評価はAFFF
に比べ高い事が知られている。図 5.5-6 にあるように実験では、放出された泡が一部で均

一に水面に展開しない状況も観察された。これは、仮設タンク一部の不備が原因とするも

図5.5-6 フッ素たん白泡による泡の被覆状況 



のであるが、実際、固定泡消火設備が設置されている浮き屋根式タンク上面を想定すれば、

タンク上に障害となる構造物がある場合は、タンク全面へ泡が展開しないということを表

していると捉える事が出来る。 
また図 5.5-7 に示すように、フローティング用のエアフォームチャンバーから放出され

る泡は、壁面を伝い緩やかに流下しないことが今回の調査で明らかとなった。これは、タ

ンク壁面から 1.2m 程度のフォームダム内へ泡が流下すれば良い構造になっているためで

あり、また、コーンルーフ用のエアフォームチャンバーは、壁面へ伝いながら、泡が流下

すると言われている。実際の石油タンクにおいて、油面がタンク上壁付近にある場合と、

油面がタンク壁下層付近にある場合の、泡油面到達時の突入速度が大きく異なることが予

測され、それに伴う泡の油汚染の影響にも深く寄与すると考えられる。今後に行う基礎的

な検討課題の一つである。 
 

    
図5.5-7 エアフォームチャンバーの液面突入時の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.3 アスピレートノズルによる泡放射・展開実験 
 図 5.5-8 に示すように、仮設タンクを使用した実験として、泡ノズルによる泡放射から、

仮設タンク内における、水面上の泡展開性を確認した。使用したノズルはアスピレート方

式で、400Lpm @0.35MPa であり、泡消火薬剤は、フッ素たん白泡消火薬剤と、粘性付与

水成膜泡消火薬剤の 2 種類を SPP 方式により 3%混入し泡水溶液を 40°の角度で放射、展

開性、放射性状、泡性状の違いを比較した。 

 
① アスピレートノズル＋AR-AFFF 放射 
  放射された AR-AFFF の発泡倍率は 9.8 倍、25%還元時間は 4 分 12 秒と計測され、

AR-AFFF としては、比較的還元時間が短い泡性状となる。また、上方にあるリフト、やぐ

らに設置されたビデオにより、泡落下領域が観察され、 大射程 24m、 小射程 13m、ま

た射幅は 2.2m であった。泡の展開状況を、図 5.5-10 に示す。展開の状態をみると、泡放

射直後から放射方向に対し、右側からの風が吹いており(図 5.5-10 では、左から右方向)、泡

の水面落下領域から左方向へ展開する様子が確認される。経時と共に左側へ展開し、約 215
秒後に仮設タンク全面を被覆する。今回は、40°で仰角放射したため、風向風速による影響

が顕著に表れており、分散抑制効果を持つ粘性付与水成膜泡においても、10 倍程度の発泡

倍率では、風等により放射特性に強く影響されることがわかる。 

     

図5.5-9 AFFF泡放射時の様子 
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図5.5-8 アスピレートノズルによる泡放射展開実験 
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図5.5-10 粘性付与水成膜泡による泡放射展開状況 



② アスピレートノズル＋FP による泡放射 
 フッ素たん白泡消火薬剤(FP)を放射した場合の発泡倍率は、8.3 倍、25%還元時間は、2
分 03 秒であり、ノズルの放射圧力が 0.35MPa のため、還元時間は、泡の性質も加味し、

比較的短い還元時間となっている。また、泡落下領域は、 大射程 25m、 小射程 15m、

また射幅は 3.4m となり、粘性付与水成膜泡の放射とほぼ同様な分散分布領域を形成してい

る。泡の展開状況を図 5.5-12 へ示すが、放射開始 20 秒ぐらいまでは、ほぼ無風状態であっ

たが、その後、放射方向に対し、右側からの風が吹いており(図 5.5-12 では、左から右方向)、
泡の水面落下領域から左方向へ展開する様子が、図 5.5-12 の写真より確認される。粘性付

与水成膜泡放射と同様に、経時と共に左側へ展開し、約 180 秒後に仮設タンク全面を被覆

する。粘性付与水成膜泡と比べ被覆時間が短いが、これは、放射開始 20 秒までの、無風状

態により泡が効率良く、仮設タンク内へ投入され、結果として 45 秒程度早く液面を被覆し

た結果となる。泡放水砲での、油面被覆は、外的要因である、風向風速に大きく影響される

ことが、この調査からも理解できる。 
 

図 5.5-11 より、小型アスピレートノズルによる泡の展開性試験では、風向・風速に影響さ

れないため、放射方向(タンク側奥より)から泡が蓄積され、タンク壁を沿うように泡が展

開している様子が分かる。しかしながら、今回の実験では、仮設タンクから放射レートは

約 1.5Lpm/m2となるため、厳密な比較は出来ないが、仮設タンクの外周部に沿うような形

で泡が展開するような状況は見られなかったことから、実規模による泡放射と小型ノズル

による泡放射の相似性なども今後の検討課題である。 
 
 
 

図5.5-11 小型ノズルによるフッ素たん白泡(左)と水成膜泡(右)の泡展開状況 
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図5.5-12 フッ素たん白泡による泡放射展開状況 



第 6 章 大容量泡放水砲の性能と泡消火薬剤 
6.1 大容量泡放水砲の性能と使用すべき泡消火薬剤 
 ここでは、実施した試験による知見と泡による石油タンクの消火に関する長い間の経

験から、大容量泡放水砲に必要とされる放射特性と大容量泡放水砲で使用すべき泡消火

薬剤について検討する。 
 
6.1.1 大容量泡放水砲に必要とされる放射特性 
大容量泡放水砲を使用してタンク全面火災に対処する場合、泡放射により効果的に消

火を行うには図 6.1-2 に示すような、泡の束による放射の指向性（まとまり）が必要で

ある。纏まった泡の束は、高温の火炎を通過し、油面に到達することができるから、油

面上に泡の塊である「泡の橋頭堡」を築く。この泡の橋頭堡が拠点となって油面上に泡

が展開し、火炎の抑制・消火に至ることができる。しかしながら、図 6.1-1 に示すよう

に放射に分散性(ばらつき)があると、燃えている火炎によって、泡が飛散し、あるいは、

破壊されて、油面に到達することができない。もし、仮に一部の泡が油面に到達したと

しても、油面上で橋頭堡が築けないため、泡を展開する事が出来ない。分散性のある泡

放射によって消火するには、タンク全面に泡を降らすような、大量の泡放水砲が用意で

きる状況が必要である。このように泡放射の指向性、分散性といった泡放射特性は重要

な要素であり、実大規模によ

る大容量泡放水砲を用いた

泡放射実験結果の指向・分散

性を評価することは、火災時

の消火に対する有効性を評

価するためにも重要である。 
そこで、第 4 章の消火試験

で使用した、アスピレート方

式の小型ノズルによる泡放

射の特性に着目し、実大規模

の大容量泡放水砲による泡

放射の指向・分散性を評価す

る。 

図6.1-1 大容量泡放射の分散性(ばらつき)イメージ 

図6.1-2 大容量泡放射の指向性(まとまり)イメージ



6.1.2 大容量泡放水砲による泡放射実験 
第 5 章で述べた大容量泡放水砲に関連した実験から、四日市における Williams 社製 

Hydro-Foam Ranger HFR1.5 ノズルを用いた泡放射実験、苫東石油備蓄基地における

Kidde Fire Fighting 社製 Iron Man を用いた泡放射実験及び、志布志石油備蓄基地に

おける深田工業製 FMC Systems のアスピレート方式、ノンアスピレート方式の 2 種類

の大容量泡放水砲を用いた泡放射の実験結果を表 6.1-1 に抜粋した。また、実施場所、

日時、風向・風速などの実験条件は異なるが、四日市における実験 Williams 社製ノズ

ルを用いた実験結果には、Ranger HFR1.5 ノズルを用いて、フッ素たん白泡を放射し

た結果も表中に合わせて示す。 
 

表 6.1-1 実大規模泡放水砲による泡放射結果 
泡放水砲 泡性状 泡落下領域 

実験場所 
泡消火薬

剤 放射方式 放射量 Lpm 発泡倍率 25%還元時間 幅 m 長さ m 

AFFF NASP 6080 10.3 1 分以下 4 20 

AR-AFFF NASP 5990 4.5 1 分以下 3 25 四日市 

FP NASP 5700 6.3 1 分以下 3 25 

AFFF NASP 24600 19.15 2 分 17 秒 19.1 18.2 
苫東 

FP NASP 25700 5.53 1 分以下 19.8 18.7 

FP ASP 20000 9.84 3 分 33 秒 20.3 20.2 

AR-AFFF NASP 19000 7.45 9 分 42 秒 45 37 志布志 

FP NASP 19000 6.00 1 分以上 6.4 21.4 

  
なお、発泡倍率と 25%還元時間の測定は、NFPA11-AnnexC.に準拠して、泡収集容

器として、深さ 20cm のポットを使用した。これは、ISO 規格と同様のものである。泡

消火薬剤の混入比率は 3%、放射角度は 40°～45°のデータを引用した。また、表中の

ASP  はアスピレート方式、NASP は、ノンアスピレート方式の大容量泡放水砲であ

ることを示している。 
 
6.1.3 小型ノズルの泡放射特性と指向・分散性 

第 4 章で述べた、小規模プール燃焼における泡消火実験から、アスピレート方式の小

型ノズルによる泡放射特性に着目した。 高さ 1m に設置した小型ノズルの放射量を

2.5、5、10、15Lpm と変化させた場合の泡落下領域(フットプリント)の測定結果を表

に示す。あわせて発泡倍率、25%還元時間の泡性状の測定値を揚げた。 
泡消火薬剤は、FP、AR-AFFF、AFFF の 3 種類の 3%水溶液を使用し、発泡倍率と 25%
還元時間の測定は NFPA11-Annex C.に準拠した。 
 



表 6.1-2 小型ノズルによる泡放射結果 

ノズル仕様 泡性状 泡落下領域 
泡消火薬

剤 放射方式 放射量 Lpm 発泡倍率
25%還元時

間 
幅 m 長さ m 

ASP 2.5 6.77 4 分 37 秒 0.13 0.26 

ASP 5 6.78 6 分 46 秒 0.17 0.385 

ASP 10 7.18 11 分 56 秒 0.22 0.5 
FP 

ASP 15 6.18 5 分 32 秒 0.2 0.52 

ASP 2.5 9.12 11 分 25 秒 0.17 0.24 

ASP 5 7.34 10 分 49 秒 0.18 0.47 

ASP 10 7.84 18 分 31 秒 0.22 0.66 
AR-AFFF 

ASP 15 8.61 4 分 06 秒 0.22 0.56 

ASP 2.5 8.54 3 分 52 秒 0.16 0.34 

ASP 5 7.86 4 分 19 秒 0.215 0.52 

ASP 10 8.48 6 分 33 秒 0.3 0.65 
AFFF 

ASP 15 7.28 3 分 34 秒 0.22 0.68 

 
 
小型ノズルの泡供給率を2.5Lpm/m2として、火皿面積が1、2、4、6m2と変化した場

合に、火皿面積に対する泡落下領域が占める割合を図6.1-3に示した。面積率を比較す

るとFP＜AR-AFFF＜AFFFの順

で泡落下領域が大きくなり、小型

ノズルの泡放射特性からは、FP
が最も指向性が高く、AFFFは分

散性（ばらつき）が大きいと言え

る。このように泡消火薬剤の違い

により指向・分散性が見られるこ

とから、風向・風速等の外的要因

を除外すれば、実大規模と小型ノ

ズルによる泡性状・放射特性を相

対比較することにより、実大規模

における泡放射の指向・分散性を

評価することが可能となる。 
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図 6.1-3 火皿面積に対する泡落下領域の面積



6.1.4 実大規模の泡放射による指向・分散性の評価 
図6.1-4に実大規模及び小型

ノズルの泡放射実験結果から、

泡落下領域に対する泡供給率

と発泡倍率の関係を示した。泡

供給率は泡落下領域を楕円と

仮定し、単位面積、単位時間あ

たりの流量で算出したもので

ある。これらのパラメータは放

射量に依存しないため、実大規

模と小型ノズルの泡放射デー

タを同一条件で比較する事が

出来る。図6.1-4では泡供給率

と発泡倍率の関係から、右下領

域へ行くほど指向性が高く、左

上領域へ行くほど分散性が高

いことは経験的に理解出来る。 
しかしながら、平成18年3月

28日に消防庁告示第2号で公布された「大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準」では、発

泡倍率6倍以上10倍未満(水成膜泡にあっては5倍以上)とされていることから、図中の斜

線部は実際の使用に適さない条件の領域として設定した。この傾向から実大規模による

泡放射結果を泡消火薬剤毎に評価すると以下のような特徴が挙げられる。 
・ FPは、実大規模放水砲による発泡倍率は全て小型ノズルと同じ5～10倍の範囲内に

ある。また志布志実験におけるアスピレート放射は分散性も小型ノズルに近いこと

から、指向性が高いと評価できる。 
・ AFFFは、四日市、苫東の結果ともに発泡倍率が10倍以上となり、小型ノズルによ

る結果と相違が大きく、分散性が高く、泡が放射中に「ばらつく」傾向にある。ま

た発泡倍率は基準値を超えるため実際の使用に適していない。なお,「水成膜泡は５

倍以上」の規定は、現行規格省令に準じたものだが、この基準で使用する泡ノズル

は、規格省令とは異なることから、水成膜泡のように発泡しやすい泡は、前記の小

型ノズルでは8倍前後、実用の大容量泡放水砲では、15～20倍になることを観測し

ている。 
・ AR-AFFFは、小型ノズルと比較して分散性が高い傾向にある。特に志布志の試験で

は、風による影響から泡落下領域が拡大したため、分散性が高くなったと解釈でき

る。このことから、AR-AFFFはノズルとの整合性が重要であると考えられる。 
「大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準」では25%還元時間について2分以上とされてい
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図 6.1-4 泡落下領域に対する泡供給率と 

発泡倍率の関係 



る。従って指向・分散性を総合

的に評価するには、図6.1-5に示

した発泡倍率と共に25%還元

時間で測定された保水性も考

慮しなければならない。図6.1-5
は泡落下領域に対する泡供給

率と25%還元時間の関係を表

したものである。図中の斜線領

域は25%還元時間が2分以下で

あるので、実際の使用に適して

いない領域として設定し、図

6.1-4の結果を踏まえ図6.1-5か
ら実大規模の泡放射結果を次

に評価する。 
・ FPは、図6.1-4から志布志で

の試験におけるノンアスピ

レート放射は、指向性が高

いと評価できるが、保水性が実際の使用に適していない。また四日市の結果も保水

性が得られていないことからノンアスピレートノズルとの整合性が取れていないと

考えられる。 
・ AFFFは、実大規模放射では、図6.1-5の小型ノズルの結果と異なり、還元時間が短

いことから、ノズルと泡消火薬剤の整合性が取れていないと考えられる。 
・ AR-AFFFは、志布志の結果では、分散性が高い結果となったことから外的要因の影

響を受けやすいと考えられる。 
 
6.1.5 大容量泡放水砲に適した泡消火薬剤の検討 

大容量泡放水砲に適した泡消火薬剤を選定するには、ノズルとの組み合わせが実証ま

たは保証されていると共に、タンク火災に対して消火能力があることが必要不可欠であ

る。表6.1-4に示すのは、一般的に市販されている泡消火薬剤について、タンク火災へ

の適合性を消火性能と放射性能の両面から評価したものである。消火性能については、

第4章で述べた、小型アスピレートノズルを使用した小規模プール燃焼における泡消火

実験結果から、消火時における泡の液面展開性及び、消火時の耐熱性、再燃性について

実験結果から、相対的に評価したものである。 
放射性能については、四日市製油所、苫東石油備蓄基地、志布志石油備蓄基地におけ

る、実大規模泡放水砲による泡放射実験の結果から、放射された泡の泡性状及び、小型

ノズルとの比較から、泡放射の指向・分散性(纏まり)を相対的に評価した。 
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フッ素たん白泡については、アスピレートノズルとの組み合わせにより、長射程で指

向性のある泡放射特性が得られることは、小型ノズルとの対比でも明らかである。また、

消火性能についても再燃性、展開性ともに相対的に良好である結果が示されているため、

大容量泡放水砲にもっとも適した泡消火薬剤と評価することが出来る。 
水成膜泡については、実大規模よる放射の指向・分散性の結果から、小型ノズルの泡

放射特性と異なり、分散性が高い傾向が見られ、外的要因の影響を受けやすいと言える。    
このことから、ノズルとの組み合わせにより消火に適した泡性状、放射特性が得られ

ない可能性もあるので、注意すべきである。また、消火性能については、展開性は良好

と判断できるが、第4章の結果からも明らかなように、耐火性（耐熱・再燃性）、密封

性（液面封鎖性）については適しているとは言い難い結果となっている。従って、放射

性能、消火性能の両面から、水成膜泡は大容量泡放水砲に適していないと考えられる。   
事実、ISO規格、UL規格では、水成膜泡には、消火後の耐熱・再燃性(バーンバック)

や液面封鎖性の試験は要求していない。すなわち、水成膜泡は、流出油火災のように、

素早く消火することが必要であるが、泡による液面封鎖は必要ないといった火災に使用

するものである。国際空港の全ての消防車が水成膜泡を搭載しているのは、これが水成

膜泡の最良の用途であるとの判断からである。 
したがって、大容量泡放水砲によって、石油タンクを消火する際に水成膜泡を使用す

る場合は、油の種類、タンクの形状、タンクの大きさ、周囲のレイアウト、気象、環境

条件などを考慮して、消防隊の責任において使用すべきであって、特に、経験のない消

防隊は、水成膜泡を使用しない方がよい。 
粘性付与水成膜泡は、水成膜泡の欠点を改良したものであるが、フッ素たん白泡と比

表 6.1-4 タンク火災に対処する各種泡消火薬剤の適合性 

注記 1 ◎＝推奨 ○＝使用可 △＝使用に難有り ×＝推奨せず 

注記 2 フッ素たん白泡はアスピレート方式、水成膜泡、粘性付与水成膜泡、合成界面活性剤

泡はノンスピレート方式の放射による評価 



較すると、水成膜泡ほどではないが、泡放射時の外的要因による影響を受けやすい傾向

にある。泡性状のみ捉えれば、適正な結果が得られる場合も見受けられる。また、消火

性能については、再燃は生じるが、再燃強度は水成膜泡ほど大きくないため、ノズルと

の整合性に注意することにより、大容量泡放水砲での使用は可能とも考えられるが、日

本では、市販されていない(検定品がない)ため、実績がなく、その性能は未知数である。

また、海外における実績は、アメリカのウイリアムス社が、オリオン石油のタンクを消

火したというものの、消火後の泡消火薬剤の使用量は、消火に使用した量よりも多かっ

たというように、高温の液面を封鎖するためには、泡を出し続けたことが推察される。 
 

6.2 大容量泡放水砲の活用 
6.2.1 放射性能の評価の困難性 

（1）大容量泡放水砲の放射性能の評価方法について、小型ノズルと対比した指向・分散

性の観点からの評価を行ったが、莫大な物的人的経費を使って試験したというものの、

いわば、予備的データを取得し、その糸口を示したものに過ぎない。厳密な評価は、

大容量泡放水砲の泡放射時に於ける外的要因や、泡が飛翔中に発泡して、泡の性状が

変化している状況もあり、これらは今後の課題として検討する必要がある。 
（2）大容量泡放水砲は、流量が同じであっても、放射特性や泡性状は放水泡に固有のも

のであるので、本研究の試験結果が全ての放水砲を代表するものではない。また、大

容量泡放射泡には、アスピレート方式、ノンアスピレート方式があって、両者の発泡

機構は全く異なり、結果として、泡の性状、消火性能は異なるので、別個に性能評価

必要である。 
ノンアスピレートノズルは、その発泡機構上、消火試験用の小型ノズルの製作が不

可能のため、消火実験で確認することができない。そのため、ノンアスピレート方式

ノズルの性能は未知であり、実火災には、いわば「ぶっつけ本番」となるので、これ

を嫌う場合は、ノンアスピレート方式ノズルは使用できない。 
（3）大容量泡放射システムや大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準が示されたというもの

の、基準に基づいて機材を用意すれば足りることではなく、泡放射システムを最適に

使用するには、対象施設のレイアウトや規模、環境、気象条件などを考慮した、詳細

なる作業計画を自らで立案し、それに基づき日常の訓練、点検を実施すべきである。 
 

6.2.2 泡放水砲によるシミュレーション 
泡放水砲システムの詳細検討には、実用の大容量泡放射泡による、実大規模の放射試

験、消火試験の実施が必須であるが、経費と効率、環境問題から考慮すると、実タンク

火災の消火試験は不可能であるというならば、実大規模をシミュレートした、小型機器

による消火試験、放射試験の確立が重要課題である。 
 本研究では、随所に今後の検討課題とした部分があるように、その結果は十分ではな



かったが、次のシミュレーションを試みた。これらの結果と考察については、各章にお

いて示した。ここでは、重複するが、大容量泡放水砲の活用に関する部分について、幾

つかを纏めて述べる。 
(1) 泡消火薬剤の選択のための消火試験 
(2) 泡放射までの燃焼時間の影響 
(3) 泡供給率の影響 
(4) 大容量泡放水砲によるタンクへの仰角放射 
(5) ２本のノズルによる展開と異種泡の影響の確認 
(6) フリーボードの影響  



(1) 泡消火薬剤の選択のための消火試験 
1) 本研究における、泡消火薬剤の選択のための消火試験は、アスピレートノズルによ

り実施したので、その結果によって、ノンアスピレート放水砲に用いる泡消火薬剤を

選択することはできない。これは今後の必須課題である。 
2) フッ素たん白泡は、アスピレートノズルとの組み合わせにより、長射程で指向性の

ある、まとまりのある泡放射特性が得られることは、小型ノズルとの対比でも明らか

である。また、消火性能についても、消火後の再燃性、展開性ともに相対的に良好で

ある。 
3) 水成膜泡は、放射された泡が軽く、放水砲の泡放射の際に、風や空気抵抗など、外

的要因の影響を受けるので、ノズルとの組み合わせにより、消火に適した泡性状、放

射特性が得られない可能性があり、何よりも、タンク内に泡を投入させるのが容易で

はない懸念がある。    
消火実験の結果から、タンク内に必要量の泡が到達すれば、消火が可能であること

は予測できたが、消火後の暖められた油から発生する蒸気を泡に巻き込んでしまうた

め、火源があると、泡に含まれる可燃ガスが一挙に炎上して、泡が破壊してしまう欠

点から、耐火性（耐熱・再燃性）、密封性（液面封鎖性）は有していない。  
水成膜泡は、消火するだけが目的の泡であることは、各国で承知していることで、

例えば、ISO規格、UL規格では、水成膜泡には、消火後の耐熱・再燃性(バーンバッ

ク)や液面封鎖性の試験は要求していない。すなわち、水成膜泡は、消火後に泡によ

る液面封鎖が必要ない、層の薄い流出油火災に使用する泡であることを示唆している。

これは、国際空港の全ての消防車が水成膜泡を搭載しているのは、水成膜泡の最良の

用途であるとの判断からである。 
したがって、水成膜泡を石油タンクの消火に使用しなければならない場合であって

も、油の種類、タンクの形状、タンクの大きさ、周囲のレイアウト、気象、環境条件

などを考慮して、全面に泡を大量放射できるような小さいタンクで、しかも、高さが

低いタンクを除き、石油タンクの消火には使用しない方がよい。 
また、小さい石油タンクでも、消火後の油面上の水成膜泡は、すぐに消滅してしま

うから、タンク内の油の処理が完了するまでの間、泡を放出し続けなければならない

結果となるので、他の泡に比べて、水成膜泡を大量に保有し、あるいは、用意なけれ

ばならない。これは、次項に示す、オリオン石油の消火の際に、水成膜泡よりも再燃

性の耐性の大きい、AR-AFFFでさえも、消火後にも長時間にわたり、泡を放出し続

けたことからも判る。 
 4) 粘性付与水成膜泡は、多糖類を添加して、水成膜泡の欠点を改良したものであるが、

水成膜泡ほどではないが、泡放射時の外的影響を受けやすい傾向にある。また、消火

実験では、再燃は生じるが、再燃強度は水成膜泡ほど大きくない。 
ただし、日本では検定品がないため、石油類への実績はなく、性能は未知数である



が、海外で、本来 AR-AFFF、すなわち、耐アルコール泡として販売されているもの

であるから、石油タンクに対しては、海外でも実績は少ない。海外の実績は、アメリ

カのウイリアムス社が、オリオン石油の直径 82ｍのガソリンタンクをライトウオー

ターＡＴＣという商品名の AR-AFFF で消火したというものの、消火後の泡消火薬剤

の使用量は、消火に使用した量よりも多かったといわれている。これは、高温の液面

を冷却して封鎖するためには、泡を出し続けたことが推察される。 
なお、ライトウオーターATCが製造中止になったため、現在、ウイリアムス社では、

サンダーストームという商品名のAR-AFFFを使っているが、AR-AFFFとしては、多

糖類添加水成膜泡だけしか使わない。しかも、タンクの消火作業は、経験豊富で技能

の優れたウイリアム社の消防隊が作業するから、まだ、実績や経験がない日本におい

て使用するには、自らで実証するとか、ウイリアム社の情報を得るなど、十分な検討

が必要である。 
5）海外で実績のある、フッ素たん白泡や多糖類添加の AR-AFFF は、泡消火薬剤の規

格省令には規定されていない。規格省令は、海外規格に比べて 30 年以上も遅れてい

て、危険物施設用の泡消火薬剤の選択が出来ないなどの不備もあるから、全面的な改

正が必要である。現行では、泡の性状、寿命の実証のみならず、消火実績がないまま、

開発途上の泡が使用される恐れがある。 
6）日本では、日本語で表示する必要から、多糖類を含む AR-AFFF を粘性付与水成膜

泡という名称にしたため、今後、粘性付与水成膜泡という名称で、多糖類を含まない

泡消火薬剤が出現するかもしれない。この場合は、消火性能や放射性能は未確認であ

り、AR-AFFF といっても、本研究の結果やウイリアムス社をはじめとする、国内外

のデータや情報は参考に出来ない。 
 
(2) 泡放射までの燃焼時間の影響 

1）本研究では、油の温度が 50℃になるまで、燃焼時間を長くして影響を検討した。燃

焼時間は、概ね 20 分であったが、これは、室内実験場の耐火限界である。その結果、

泡水溶液供給率が 2.5 Lpm/m2の場合でも、十分な泡が油面に到達して展開するので、

消火が達成されることがわかった。 
2）泡種別ごとの実験結果では、長時間燃焼の影響は、水成膜泡の場合に顕著であり、

消火後の再燃性、油面封鎖性が大幅に低下し、泡に着火した場合、直ちに炎上して破

壊し、油面が露出した。実火災の場合、消火後の高温油面上では、水成膜泡は消滅す

るので、長時間にわたって泡を放出し続けなければならないから、泡消火薬剤を大量

に保有しなければならない。  
3) タンクの消火作業は、泡放射開始までに時間が掛かるといわれていて、例えば 2001
年に発生した、ルイジアナ州にあるオリオン石油のタンク火災では、事故発生後、泡

放射が開始されるまでに、13 時間という長い時間を要したという。 



米国では、タンクの消火作業は、公設消防が消火に当たるのではなく、石油会社が

専門の民間消防隊と契約しているケースが多く、オリオン石油では、ウイリアムス社

の消防隊と契約していたという。 
オリオン石油の事故では、局地的な豪雨によって浮き屋根が沈み、周囲は水浸しに

なってタンクに近づけないこともあったが、オリオン石油の機材では足りないので、

ウイリアムスの消防隊は、ルイジアナから 400km も離れた、ウイリアムスと契約し

ている他の企業から泡消火薬剤などの機材を集めたこともあって、泡放出までに時間

がかかったという。 
NFPA 規格には、最近まで、浮き屋根タンクに固定消火設備を設置する規定はなく、

NFPA 規格は任意規格で強制権はないため、固定消火設備を設置するかどうかは、保

険との絡みであった。現在でも固定設備を設置していない浮き屋根タンクがあり、事

故のときの消火作業は、契約している民間消防隊に任せることになる。 
日本の場合は、法令によって、固定消火設備が義務設置され、これにはバックアッ

プのための補助泡消火栓も義務設置されている。その上、今回、大容量泡放射システ

ムの基準により、必要機材が用意されるわけであるから、これらが予定通りに機能す

れば、事故発生から泡放射開始までに長い時間がかかる筈がないわけであるから、公

設消防による消火作業はスムースに行われる筈である。 
  

(3) 泡供給率について 
1) 泡供給率は、基本的に 4～5 Lpm/m2で消火できる。 

本研究では、泡水溶液供給率を 1.25～5.0 Lpm/m2 として、消火実験を行った結果、

泡供給率が 2.5 Lpm/m2以上であれば消火できることを確認した。このことから、安全

率を 1.25 Lpm/m2に対して、60％から 2 倍に勘案すれば、実火災に対する泡供給率は、

4～5 Lpm/m2 で消火できる筈である。これは、全ての泡がロス無くタンクに入れば消

火できる泡供給率を示している。 
タンクの固定消火設備であるフォームチャンバーは、放出された全ての泡がタンクに

入るわけであるが、この実験結果は、固定設備の泡供給率の規定（4 Lpm/m2）を証明

したことになる。 
2) 環境条件によって、泡供給率の「増し分」が必要である。  
①増し分は、消防隊にかかる：通常のタンク火災は、泡水溶液供給率 4～5 Lpm/m2で

消火できる筈であるが、大容量泡放水砲によりタンクの外部から遠く離れて泡を放射

する場合は、条件により、多量のロスが生じることが予測されるので、ロスの「増し

分」が必要である。 
泡のロスは、事故発生から泡放射開始までの燃焼時間、火災現場のレイアウト、タ

ンクの直径、高さ、油の種類、気象条件、作業条件などの環境条件によるが、ロスの

「増し分」の判断は、作業に当たる消防隊の経験と技能が大きく左右する。 



②燃焼時間による増し分：海外では、固定設備を設置しないタンクがあり、さらに、契

約している専門の民間消防隊が消火作業にあたるので、消火機材の収集に時間がかか

ることもある。しかし、日本では、法令により固定消火設備が義務設置され、さらに、

事故発生から短時間で泡放射ができるよう、大容量泡放射システムの法令に基づき機

材が義務設置されているから、直ちに泡放射が開始されるだろうから、燃焼時間の増

し分は必要ない理屈になる。この事前準備の事情は平素から判っている筈だから、も

し、燃焼時間が長くなる予測がある場合は、増し分が必要である。 
③環境条件による増し分：大容量泡放水砲による泡放射は、風上からが鉄則であるが、

現場のレイアウト、気象条件、さらに、泡の種別と放水砲の組み合わせによっては、

非火災時のマニュアルや訓練通りにいかない場合がある。マニュアルは、あらゆる条

件を想定した、その現場に応じた各論を作成すべきであるが、条件変化の対応が難し

く、消防隊の指揮者の判断が重要である。厳しい条件では、泡供給率の増し分が大き

くなるのは当然である。 
④固定設備を充実すべきである：タンクには、法令により固定消火設備が義務設置され、

さらに、大容量泡放射システムの機材が用意されるが、泡放射が遠距離となり、また

は、風上から放射できない場合、泡は風に流されるから、タンクへの泡投入は容易で

はない。本研究の泡放射でも、この状況に遭遇していて、むしろ、タンクへ投入でき

る状況は幸運であるともいえる。優秀な消防隊といえども、厳しい条件では、大容量

泡放水砲によるタンク火災の消火は容易ではないことが予測される。この場合、人が

操作し、気象条件に左右される大容量泡放水砲よりは、確実に泡が投入される固定設

備を充実する方が得策であるといえる。 
3) 6.5 Lpm/m2について 

法令では、消防隊による泡水溶液供給率は規定していないが、「6.5 Lpm/m2が規定さ

れている」という誤解が定着してしまっている。それどころか、公表されている３点セ

ットのマニュアルやビデオでは、NFPA-11 を根拠として、「泡供給率 6.5 Lpm/m2で泡

放射すると 120 分で消火できる」と解説しているものがある。 
NFPA-11 は、固定設備の規格であり、消防隊が浮き屋根タンクに対する規定はどこ

にもない。NFPA-11 にあるのは、「直径 18ｍ以下のタンクに固定泡モニターを設置す

る規定」で、このときの「6.5 Lpm/m2で 65 分」は、「モニター設備が保有すべき泡消

火薬剤の量」であって、消火できる泡供給率や消火時間ではない。 
一方、ドワイト・ウイリアムスは、自身の経験から「NFPA-11 の 6.5 Lpm/m2 は少

なすぎる」として、「タンク直径が 45mまでは 6.5 Lpm/m2、大きいタンクは 8.8 Lpm/m2

に増すべし」としているが、これも NFPA-11 の読み違いである。実験データの議論な

らともかく、目的が違う NFPA-11 を対象にするのは意味がない。 
泡供給率を「6.5 Lpm/m2」にするのは、本研究の泡供給率 4～5 Lpm/m2よりも多い

から悪いことではないが、これは、NFPA–11 の別項目から探し出した値であるが、不



思議なことは、これを誰も検証しないで、盲目的に従っていることである。 
今回の法令改正で、大容量泡放水砲の泡放射は、直ちに開始されるように機材が準備

される筈であるから、泡供給率 6.5 Lpm/m2は十分な数値である。経験豊富で訓練され

た消防隊は、例えば、直径 40ｍ、高さ 15ｍのタンクは、泡供給率 6.5 Lpm/m2で泡放

射するならば、泡放射開始後 30 分程度で火災を制圧できる筈である。これは、本研究

における、泡供給率 5.0 Lpm/m2の消火実験において、いわゆる、フットプリント、フ

ォームランは無視されるような、泡の落下、展開状況になることからもわかる。これら

の確認は、相似則など、シミュレートによる、今後の検討課題である。 
過去のタンク火災では、3 点セットにより 6.5 Lpm/m2以上の泡放射をして消火でき

なかった場合があるが、これは、合成界面活性剤泡消火薬剤をコンビナートの備蓄にし

ていたこと、3 点セットを十分な効果がある位置から、効果のある方法で泡放射ができ

なかったためであろう。 
4) 消防隊の泡供給率は決められない。 

放射した全量の泡がタンクに入れば、泡水溶液供給率は 4～5 Lpm/m2で消火できる

という実験結果を得たが、消防隊による消火は、泡消火薬剤の種別やタンクの大きさ、

環境条件、気象条件で異なるから、タンクへの泡の投入量が不確実になり、その施設の

条件や当日の環境、消防隊の経験技能で異なるので、消防隊が作業する泡供給率は、決

めた通りにはならない。 
すなわち、泡供給率は、固定消火設備では決めることができるが、消防隊が作業する

泡供給率を一律に決めることはできない。もし、タンクへの泡の投入量が不確実な大容

量泡放水砲の泡供給率が、条件を示さずに決められているならば、この数値を最低泡供

給率として、消防隊の技能や施設に応じた条件を勘案して、「増し量」を検討すればよ

い。 
ウイリアムス社では、「6.5 Lpm/m2 以上」を最低基準としているようだが、彼らは、

自社の消防隊が、自社の泡消火薬剤、自社の泡放水砲など、自社の機材を使って作業す

るから、数値を決めてもよいわけである。しかし、ウイリアムスとは異なる消防隊が、

異なる泡放水砲、異なる泡消火薬剤を使い、そして火災現場の環境、条件が異なるのに、

一律に「6.5 Lpm/m2」にできる筈がなく、ましてや、これを消防隊が消火する泡供給

率として、法令に取り入れることはできない。 
 

(4) タンクへの仰角放射  
本研究では、仰角放射の方が水平放射よりも消火しやすいという結果を得た。これは、

仰角放射の場合は、水平放射よりも泡を穏やかに、油汚染の少ない状態で燃焼油面に供

給することができるためである。 
これは、高所放水車で、高い位置から泡放射するときは、放射角度が水平に近くなり、

泡放出速度が大きくなるため、油面を撹拌して、泡が油汚染されることを示唆する。 



大容量泡放水砲で仰角放射すると、高倍率で軽い泡となるため、空中で泡が分散して

広がり、火炎の上昇気流によって、泡が飛散したり破壊するため、消火に必要な泡量が

タンクに入らない。この傾向は、発泡性のよい水成膜系の AFFF などに顕著である。 
一方、泡が油面上に展開するためには、泡の束でタンクに供給し、油面では拠点とな

る泡の塊である「泡の橋頭堡」を築く必要があるが、泡が「ばらついた」場合、この「泡

の橋頭堡」を築けず、泡が油面を展開することができないため、消火が困難になる危険

性もある。 
 

(5) 2 本のノズルの同時放射による泡の展開と異種泡の影響 
消防隊の泡放射は「風上から」が鉄則である。油面中央の同位置に放射する方法は、

泡の橋頭堡を築く場合の泡のまとまり（太い泡束）が得られる半面、異種の泡が混合さ

れる影響がある。 
1) タンクへの泡放射は、2 本のノズルの同時放射でも、「風上から」が鉄則である。 
2) 消火性能は、同種の泡放射の場合、ノズル 1 本のときとあまり変わらず、異種の泡

では、同種の泡放射との中間程度の性能を示した。 
3) ノズル 2 本による同時放射で、同位置落下放射と平行放射とでは若干の違いはある

ものの顕著な違いは見られない。すなわち、 異なる 2 種類の泡を同時放射する利点

は特になく、むしろ、それぞれの泡が持つ、優れた面が打ち消される結果となったの

で、タンク火災の消火の際には、異種泡の同時使用は避けるべきである。 
4) 消火後の泡の耐火性は、同じ泡の組み合わせでも、同位置落下放射の方が平行放射

よりも劣る。これは、同位置に泡が落下すると、強く攪拌されて、泡の油汚染が大き

くなるためであろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.2-1 同時放射の概念図 

 

5) 合成界面活性剤泡(SD)と他の泡との同時放射では消火が困難であるので、合成界面

活性剤泡と他の泡との併用は避けるべきである。すなわち、合成界面活性剤泡は、タ
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ンク火災に使用できる泡消火薬剤ではないことを再認識すべきである。 
6) フッ素たん白泡(FP)の放射では、消火後の耐火性試験でフレアアップは発生しない

が、水成膜泡(AFFF)や多糖類水成膜泡(AR-AFFF) と同時放射するときには、フレア

アップが発生した。この場合も、異種泡の同時使用は避けるべきである。 
7) 消火後に油面を泡で封鎖する目的ならば、フッ素たん白泡(FP)によるのが望ましい。

なお、この場合は、必ずしも、泡をタンクの油面中央に打ち込む必要はなく、泡の油

汚染を防ぐため、壁を利用して、静かに流し込んでもよい。 
 

(6) フリーボードの影響  
フリーボードが大きく、泡面がタンクの低い位置にある場合は、加熱されたタンク壁

からの熱暴露が多くなり、泡が壁に密着できないので完全消火が遅れる。加えて、耐熱

性の劣る泡では、油面の封鎖が出来ないための再燃の危険が大きい。このことから、消

火後には、耐熱性の高い泡による泡放射が必要であり、一方、タンクの壁を冷却するこ

とが重要であることが推測される。 
本研究では、実験回数や規模から、十分な試験ではなく、継続研究が必要であるが、

結果として、消火時間の違いは殆どないが、消火後の耐火性試験では大きな差が生じた。

この要因として、フリーボードが大きい場合は、火炎により熱せられたタンク壁面積が

大きく、泡面付近に熱がこもりやすい状況となり、FP に比べて耐熱性の劣る AFFF や

AR-AFFF では、油面の露出や、フレアアップが発生したと考えられる。 
 

6.2.3 ノンアスピレート泡放水砲について 
本研究では、一部の泡放射試験を除いて、アスピレートノズルによる試験を実施し

た。すなわち、ノンアスピレート泡放水砲の消火性能は未確認である。ノンアスピレ

ート方式は、ノズルから放出された、何本かの水流同士が空中で衝突して、その際に、

水流の流量、速度と圧力によって、泡水溶液が空気を巻き込んで発泡する方式である

から、泡の性能が水流に依存されるため、発生する泡は粒子が不均一で、発泡倍率は

低く 2～4 程度、泡の安定性(還元時間)は劣る寿命の短い泡となる。 
流量が大きい大型ノズルでは、激しく攪拌して、うまく空気を取り入れた

場合には、発泡倍率6程度になることがあるが、泡の安定性は悪い。さらに、

ノンアスピレート放水砲の泡は空中を飛翔する間に空気を巻き込んで、二次

的に発泡するが、そのときの条件によるから、常に一定の泡が発生するわけ

ではない。  
したがって、ノズルの大小によって、水流の流量、速度と圧力が異なれば異なる泡と

なり、二次発泡する条件は、そのとき飛翔する空気抵抗によって異なるから、大容量泡

放水砲をシミュレートした消火試験用の小型ノズルが作れないわけである。 
ノンアスピレート方式は、水成膜泡など、起泡性のよい泡消火薬剤が使用されるが、



放射された泡が空中で飛散し、二次発泡して軽くなるのは避けられないので、タンクに

泡が到達することができにくく、どのくらいのロスがあるのか予測が出来ない。規定量

の泡が油面に到達して展開すれば、水成膜泡でも消火は可能であるが、泡が油やガスを

巻き込む性質があるため、消火後のフレア・アップの炎上現象によって泡が消滅し、油

面を封鎖する能力がないから、大型のタンクの消火には不適である。 
 水成膜泡は、実大タンクのデモに近い消火実験では、多くの場合、バラツキがある泡

放射でも消火している。それは、実験では、風上から泡を放射することができ、燃料と

して、消火しやすい軽油、灯油を使い、燃料の厚さも数センチと小さくし、さらに、点

火後の泡放射時間が短い場合が多いので消火できる。この場合、通常は、消火後の油面

封鎖やバーンバック再燃試験は実施しないので、見学者には判らない。 
 
6.2.4 海外情報について 
 日本では、海外情報を引用して、法令や基準を決めることが多いが、海外情報でも実

験データに基づくものは少ないことに注意すべきである。特に、大容量泡放水砲による

消火は、固定設備と異なり、消防隊が消火作業に当たるものであるから、海外と同じ機

器や機材を使用しても、泡消火の際の環境条件とともに、消防隊の経験と技能が重要な

要素となるので、情報の扱いが難しいことも認識すべきである。 
実用タンクを使用した消火試験では、例えば、軽油、灯油などの消火しやすい油を使

用し、泡放射までの予燃焼時間を短くした、いわば、デモンストレーション的な消火試

験が多いことも認識すべきである。 
したがって、消防隊自らが使用する大容量泡放水砲によって、タンクに対する消火訓

練を実施して、火炎の輻射熱を経験すべきで、海外情報といえども、大容量泡放水砲に

よる消火に関しては、実験データを示したものは少なく、意味が曖昧なものが多いので、

情報を鵜呑みにすることなく、その内容を検討し、理解できる資質を有している人達に

よる議論が重要である。 
大容量泡放水砲の活用については、海外では、軍隊が消防の責任を負っている場合も

あるが、多くは、保険に関係して、石油会社などが消火に責任を持っていて、消火作業

は、専門の消防隊と契約している場合が多い。これに対し日本では、自治体消防が、法

令による対処をするわけであるから、特に、指揮者の経験、知識、技能が重要になる。

消防隊員には、大容量泡放水砲の技能とともに、大型タンクの燃焼、火炎輻射の実体験

は必須なことである。大容量泡放水砲を備えても、一般的マニュアルで消火作業を理解

しても意味はなく、自治体消防や石油会社などの企業の消防隊は、企業の現場の環境条

件から、その施設の火災想定をして、対処することが重要である。 



第 7 章 泡消火薬剤の規格省令改正の提案 
7.1 泡消火薬剤の規格省令の検討 
7.1.1 規格省令改正の提案理由 

泡消火剤の消火試験方法は、規格省令(昭和 50 年 12 月 9 日自治省令第 26 号：泡消火薬剤の

技術上の規格を定める省令)で規定されている。したがって、本来、本研究の主題である、石

油タンクの消火に適した泡消火剤を選択するには、規格省令により判定できる筈であるが、残

念ながら、規格省令による検定合格品が石油タンクの消火に適さないこともあって、規格省令

では泡消火剤を選択することはできない。そこで、ここでは、2 年間の研究による泡消火の知

見により、問題点を指摘し、規格省令の改正案を掲げることとした。 
 
7.1.2 規格省令の検討すべき点 
(1) 技術基準と設置基準の改正 

現行規格省令は、駐車場などの極めて少量のガソリンが流出した火災と屋外タンクな

どの大規模火災に使う泡を同一の消火試験(Type I)によって判定するため、結果として、

検定に合格した泡消火剤であっても、石油タンクなどの大規模危険物施設の火災を消火

できるものにはなっていない。 
泡消火剤の主用途である、石油タンクなどの危険物施設の消火設備は、課長通知(平成元

年 3 月 22 日・消防危第 24 号・危険物規制課課長通知)により設置するように指導されてい

る。したがって、これを基にすれば、消防隊による石油タンクの消火やコンビナート備蓄の

泡消火剤が選択できるはずであるが、24 号通知により選択することは難しい現状がある。 
したがって、泡消火剤の規格省令とともに、24 号通知も見直して、対象物に適応する泡消

火剤を明確にする必要がある。加えて、24 号通知には、水溶性液体用泡消火剤(耐アルコー

ル泡)の試験方法として、規格省令の方法(Type I)が規定されているので、水溶性液体の区分

と泡水溶液に乗ずる係数が適正なものでないこととあわせて改正すべきである。 
一方、消防法(施行規則第 17 条)の泡設備規定は、実質的には、水成膜泡による駐車場設

備だけが設置されているが、これらと石油タンクの泡消火剤は、別の規格省令として規定す

べきである。 
(2) 泡消火剤の現状認識 

規格省令では、泡消火剤の種別を「たん白泡消火薬剤と合成界面活性剤泡消火薬剤」

に 2 分し、さらに、合成界面活性剤泡消火薬剤のうち、油面上に水成膜を形成するもの

を「水成膜泡消火薬剤」として、事実上 3 種類に区分し、それぞれ異なる試験方法や規

定を定めているが、それぞれの用途(対象物)を示していない。 
これは各国規格にも見られることではあるが、各国規格が保険を目的とした任意規格であ

るため自由裁量があるが、規格省令は法令として定められていることに相違点がある。 
よく言われることは、法令は泡消火剤としての最低基準を示すものであるから、泡消火

剤の特性や石油タンクに対処できる泡の判断は、ユーザーが自分で決めるべきことである



というが、法令至上主義の日本の国民性にもよって、法令(検定)を｢お墨付き｣と判断するた

め、「検定品はどの泡でも同じ性能である」と錯覚するメーカーやユーザーなどの関係者が

多く、泡消火剤の選択に際しては、結果として｢性能よりも価格｣を優先して採用すること

が多いのが実情である。 
さらに、規格省令には、各国で石油タンクに使用されている、フッ素たん白泡(FP)やフッ

素たん白泡水成膜泡(FFFP)、多糖類添加泡(AR-AFFF)が規定されていないことの検討が必

要であろう。 
(3) 発泡試験、消火試験方法 
1) 泡供給方式と泡ノズル 
既に述べた通り、消火試験での泡の供給方式には、 Type I(流し込み方式)、TypeⅡ(バ

ックボード方式)、TypeⅢ(ダイレクト方式)の 3 方式があって、規格省令では Type I を
用いるが、泡放出口から油面までの距離は 10cm 程度であるため、放出された泡が油汚

染することがなく、実際に石油タンクが消火できるかどうかが判断できない。 
しかも、規格省令では、たん白泡、合成界面活性剤泡、水成膜泡など、泡の種別によ

って、使用するノズルが異なるだけではなく、ノズルの先端に細く長いパイプと泡放出

アダプター(グーズネック)をつけて、実用発泡器から発生する泡と異なる、細かい粒子

の安定性の良い泡を放出し、ほとんど油汚染しないようにしている。なお、「検定便り」

平成 8 年 9 月号に、省令ノズルと実用発泡器の泡の比較が写真で示されている。 
TypeⅡ方式は、泡が壁を伝って油面に達するため、石油タンクの消火設備を代表する

というが、実際には、タンクの上部にあるフォームチャンバーから泡が放出されるとき

は、泡の放出速度や油面までの距離があるなどから、泡はタンクの壁を伝うというより

も、多かれ少なかれ、壁を伝わらずに、油面にダイビングするから、泡が油に汚染され

る危険が大きい。 
すなわち、落下距離の短い消火試験では、TypeⅡ方式では、泡は油汚染から保護され

るから、まだ、性能が十分でない水溶性液体泡消火薬剤を除き、小規模試験では TypeⅢ
方式によるのが妥当である。 
2) 合成界面活性剤泡の現行規定 
規格省令の消火試験は、泡放出時間は 5 分、耐火性試験までの放置時間は 15 分と規

定しているが、合成界面活性剤泡については、消火時に油面上に泡が多量に残すように

するため、泡放出時間は 8 分とし、さらに、耐火性の規定を満足させるために、泡放出

後の耐火性試験までの放置時間を 12 分と短縮している。 
この規定緩和から、合成界面活性剤泡は、油火災には不適正と判断できるのであるが、

実際には、検定合格という結果だけで、合成界面活性剤泡をコンビナートの備蓄にして

いる現状がある。 
 
 



3) 水成膜泡の現行規定 
規格省令ノズルは、細長いパイプとグーズネックによって、細粒の泡にして、消火試

験を満足するようにしていることは前に述べたが、特に、水成膜泡ノズルは、泡の保水

性、耐火性を高めるために、発泡倍率が 5～6 倍の範囲にしかならないようなノズル構

造に調節して、消火試験結果が規格値になるようにしている。 
水成膜泡は、合成界面活性剤泡と同じく、起泡性がよい炭化水素界面活性剤を使用し

ているので、通常の実用ノズルでの発泡倍率は 10 倍程度になる。すなわち、発泡倍率

10 倍の泡では、消火試験が合格しないので、ノズルで調節して、発泡倍率が 5～6 倍に

しかならないよう調節したのである。 
例えば、タンクのフォームチャンバーなど、実用設備の発泡器は、たん白泡用に設計

してあるから、フォームチャンバーで水成膜泡を放出すると、発泡倍率は 10 倍程度に

なる。これは、規格省令ノズルでも同様で、グーズネックをつけないで、水成膜泡を発

泡すると 12～13 倍の泡が発生する。 
関係者は、これを知らないようで、点検基準でも、大容量放水砲用泡消火薬剤の基準

でも、水成膜泡は 5 倍以上との「但し書」をつけている。すなわち、水成膜泡は｢発泡

しにくい泡｣と誤認識しているようで、この根源は、規格省令の｢水成膜泡の発泡倍率は

5 倍以上｣の規定にある。 
(4) 泡消火薬剤の物性値など 

比重、粘度などの物性値、合成海水の組成、腐食試験、老化試験などの測定方法は、

世界の規格と同様に、Fed-O-F-555 を参考にしているので、物性値関係の見直しは不要

であるが、泡消火薬剤の種別で特有なもの、例えば、チキソトロピー性を有する泡消火

薬剤の粘度、フッ素界面活性剤添加泡の表面張力、拡散係数などを除き、比重、水素イ

オン濃度、沈殿性、流動点、貯蔵温度範囲などの物性の規格値は、泡種別に関係なく基

本的に同一にすべきである。 
(5) 泡消火薬剤の種別 

規格省令には、石油タンクに各国で主力として使用されている、フッ素たん白泡(FP)
やフッ素たん白水成膜泡(FFFP)、多糖類添加泡(AR-AFFF)が規定されていないが、こ

の扱いは今後の検討課題である。 
(6) 消火試験の燃料 

規格省令は、消火試験の燃料に「ガソリン」を規定しているが、環境に問題ありとし

て、検定細則にて規定を変更して、「n-ヘプタン」を使用している。もし、変更するな

らば、その根拠が必要である。 
ここには、ガソリンとヘキサンによる試験例を掲げておく。掲げた試験は、比較的消

火が容易な、Type I 方式による例であるが、この結果を見ると、Type I 方式による易し

い試験でも、ガソリンでは、規定を満足しない場合があるので、さらに、消火が容易な

燃料である、n-ヘプタンを用いて消火試験を実施することにしたとも考えられ、ガソリ



ンに代えて n-ヘプタンを用いるのは、環境問題だけではないようである。 
法令を変えずに、検定細則にて、ガソリンをヘキサンに変更して使用できるかどうか

は知らないが、変更するならば、根拠が必要であろう。 
表 7.1.-1 規格省令に定める消火試験結果例(ガソリンによる結果)火災学会誌 116-120 号 

火皿：4m2、自動車ガソリン：200L、敷き水：320L、 予燃焼時間：1分 

泡放射時間：5分間(合成界面活性剤泡も 5 分とした) 

 たん白泡 フッ素たん白泡 水成膜泡 合成界面泡 

膨張率 9.0 8.5 6.0 12.0 

還元時間 4分00秒 3分40秒 4分40秒 2分30秒 

被覆時間 25秒 15秒 10秒 15秒 

抑制時間 2分20秒 1分50秒 1分15秒 1分50秒 

消火時間 3分40秒 2分40秒 2分35秒 2分55秒 

泡厚(cm) 9 8 6 8 

密封性 良好 良好 着火したが10秒

で消火 

着火して燃焼 

耐火性 30ｘ30cm 

良好 

25ｘ30cm 

良好 

金枠を抜くと48秒

で自然消火。抜か

ない場合は直径43

cmに拡大。 

燃焼拡大 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

      

表 7.1.2-2  規格省令に定める消火試験結果例(40℃のヘキサンによる結果) 

火皿：4m2、ヘキサン：200L 

(敷き水：45℃の水を 300L の上に、40℃のヘキサンをいれた) 

予燃焼時間：1分、 泡放射時間 5 分間(合成界面活性剤泡も 5分とした) 

 たん白泡 フッ素たん白泡 水成膜泡 合成界面泡 

膨張率 8.0 8.7 6.4 10.2 

還元時間 3分35秒 2分40秒 3分44秒 8分25秒 

被覆時間 25秒 20秒 20秒 20秒 

抑制時間 3分30秒 2分10秒 1分10秒 1分10秒 

消火時間 小炎残り 4分06秒 消火せず 消火せず 

泡厚(cm) 小炎吹き消し 

10 

 

10 

泡で消して測定 

6 

測定不能 

耐火性 20ｘ20cm 25ｘ20cm 60ｘ40cm 実施不能 

油温 前℃ 

     後℃ 
41 

42 

42 

43 

42 

43 

42 

43 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



7.1.3 泡消火について 
本案では、屋外タンクや製造所等の危険物施設の「石油火災の消火用の泡消火薬剤」

として、下記を勘案して提案した。 
(1) 各国で市販される泡消火薬剤は、その成分から、たん白系のフッ素たん白泡消火薬剤

と界面活性剤系の水成膜泡消火薬剤に区分される。フッ素たん白泡は、消火後の再燃性

と液面封鎖性を要求する場合にも用いられ、水成膜泡は、すばやく消火して、消火後の

再燃性と液面封鎖性を必要としない対象に用いられる。 
本案では、これを同一規格としたが、もし、異なる規格が必要ならば、供給率、供給

時間と再燃性、液面封鎖性(耐火性、密封性)の必要性を勘案して区分すべきであるが、

同じ対象には、同じ規定にすべきである。 
(2) 水成膜泡は、ジェットパイロットを救出するために米海軍研究所が開発した泡であるか

ら、すばやく消火することだけに目的がある流出油火災は、水成膜泡が最も得意とする。泡

ヘッド設備や消防隊のタンクローリーの対処、空港の消防車は、水成膜泡またはフッ素たん

白水成膜泡を積載している。この場合、消火後に液面を封鎖する耐油性、耐火性(バーンバ

ック性)は必要としないため、ISO 規格や UL 規格では、水成膜泡には、耐火性、密封性試

験を軽減または要求しないが、ユーザーやメーカーは、耐火性、密封性を必要としない対

象に使う。 
(3) 油層の厚い石油タンクの固定消火設備は、消火後の液面封鎖が要求されるから、フ

ッ素たん白泡が適している。この場合、通常、泡供給率は 4 Lpm/m2で設備されるが、

放出した泡の全量が油面に供給され、加えて、火災発生後に短時間で泡放出が開始され

るため、泡放射量にロスがなく消火できる。たん白泡は、フッ素たん白泡が存在する限

りは、使用しない方がよいが、もし使用する場合は、流動性のある泡を、油汚染しない

ような方法で放出できるような設備とすべきである。 
水成膜泡は、泡に油やガスを巻き込むため、泡が炎上(フレアアップ)しやすく、この

炎上は防ぐことは不可能なので、液面封鎖が要求されるタンク設備には不適である。 

同時に、フォームチャンバーから放出されるとき、発泡倍率が 10 倍以上の泡となるた

め、油面での泡の消滅が速いので、水成膜泡はタンクの固定設備に使用されない。 
多糖類添加水成膜泡(粘性付与水成膜泡)も、程度の差はあるが、水成膜泡と同じよう

に、泡が油を巻き込むので、アルコールなど水溶性液体を対象とする場合を除き、タン

クの固定設備には使用しない。 
(4) 合成界面活性剤泡は、消防法施行規則第 17 条対象物に使用することとし、危険物を

対象とする施設には使用できないものとした。   
現在、石油タンクの消火に適さない合成界面活性剤泡消火薬剤が、コンビナートの備

蓄に貯蔵されているのは、法令上、「どの泡でも検定合格品は同じ」という解釈から、

泡消火薬剤を選択している。本案では、世界的傾向を勘案し、本研究の結果から、これ

を明確にした。 



(5) 大容量泡放水砲に使用する場合は、タンクの大きさ、高さ、危険物施設のレイアウト、

気象などの環境条件によって選択すべきであるが、海外では、フッ素たん白泡と

AR-AFFF(粘性付与水成膜泡)が使用される。なお、粘性付与水成膜泡とは、多糖類を成分

とした AR-AFFF に限定される。 
 
7.1.4 ISO、UL 規格に関連して 
(1) 危険物用泡検討委員会と工業会の試験 

危険物保安技術協会(KHK)では、平成 17 年 3 月に「危険物に適合した泡消火薬剤の検

証方法の確立に資する調査検討委員会」を組織して、泡消火薬剤の検証実験を 5 月に実施

した。また、平成 17 年 8 月には、日本消火装置工業会において、所属する泡消火薬剤の

メーカーによる、同様の検証実験を実施した。 
 このとき、両者が実施した消火試験方法は、本研究の消火試験方法を参考にし、すべて

の試験機材も本研究のものを使用した。すなわち、火皿面積を 4m2とし、泡放出方式を液

面中央落下の Type Ⅲにより、ノズル泡放出量 10Lpm、泡供給率 2.5 Lpm/m2として、3
分間の泡放射をした。泡停止後 15 分に、燃焼面を泡面と同じレベルとした、ポットによ

る耐火性(バーンバック)試験とトーチの炎を泡面に接触させる方法の密封性試験を実施し

た。 
(2) 大容量泡放射システム用泡消火薬剤の基準 

 1) 大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準 
本研究および危険物用泡検討委員会、工業会の試験の結果を参考にして、消防庁(特殊

災害室)では、平成 18 年 1 月に｢大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準を決める告示案｣を公

表して意見を募ったところ、「基準案は、ISO 規格や UL 規格と異なるため、海外で使用

されている泡消火薬剤が不合格になる可能性があるので、消火実績のある泡消火薬剤の採

用が阻害されないような基準にすることを望む」という意見が寄せられ、これに対し、消

防庁は「大容量泡放水砲用泡消火薬剤の国際規格が定められていない」ことを理由の一つ

にして、原案を「大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準」を告示した。 
ここで、「大容量泡放水砲用泡消火薬剤の国際規格が定められていない」、「ISO 規格や

UL 規格と異なるので、海外品が合格しない」に関して錯誤があるので、次項で説明して

おく。 
2) 大容量泡放水砲用泡の国際規格 
 まず、「大容量泡放水砲用泡消火薬剤の国際規格が定められていない」のではなくて、

ISO 規格や UL 規格に「大容量泡放水砲用」という用途の指定がないだけで、ISO や UL
の合格品の中には、大容量泡放水砲用泡として使用できるものがあり、それは、大容量泡

放水砲用泡の基準を満足する筈である。 
 
 



3) ISO 規格、UL 規格   
ISO 規格や UL 規格は、法令基準ではなく、任意規格であって、規格の中で幾つかの異

なった試験方法を規定していて、泡消火薬剤の性能に優劣をつけているが、それに応じた

泡消火薬剤の用途は規定していない。すなわち、ISO や UL では、合格品であっても、幾

つかのレベルやクラスがあって、同じ性能ではないのである。  
実質的には、メーカーが泡消火薬剤のグレードに応じた試験方法を申請し、その結果か

ら、ユーザーが用途に応じた泡消火薬剤を選択する。これは、耐アルコール泡である

AR-AFFF(多糖類添加水成膜泡)が、耐アルコール泡の名称で大容量泡放水砲に使用され

ることからもわかる。 
ISO 規格では、数種の消火試験方法と 10 種類にも及ぶ判定基準の組み合わせが定めら

れていて、申請した泡消火薬剤は、どこかのクラス、どれかのレベルで合格するようにな

っているから、事実上、「不合格になる泡消火薬剤が無いようにした規格」である。すな

わち、合格品の中にも幾つかのレベルがあって、レベルの高い泡消火薬剤は、「告示基準」

も満足するのであって、「海外で使用されている泡消火薬剤が不合格になる」との懸念は

間違いである。 
付け加えれば、日本は 20 年に亘る審議で、終始「ISO 規格に反対」しているが、ここ

に、その理由があるわけで、ISO 規格は、試験方法と判定基準の細かい区分が多すぎるわ

けで、各国は任意規格であるから扱えるかもしれないが、ISO 規格を日本が採用する場合

には、任意規格ではなく、法令基準になるわけであるから、収拾がつかないことになる。 
具体的に言えば、ISO 規格の消火試験は、泡放射方法を TypeⅡと TypeⅢの 2 方式から

選択し、泡放射時間と消火後の耐火性、液面封鎖性を選択して組み合わせて実施するよう

な申請ができる。すなわち、数種の消火試験方法と判定基準の組み合わせによって、クラ

スとレベルを判定するから、試験した泡消火薬剤は、いずれかのクラスとレベルに該当す

ることになり、事実上、不合格になる泡消火薬剤がない規格である。 
結果から、泡消火薬剤を区分すると、概ね、｢①消火が速く、消火後の耐火性、液面封

鎖性のあるもの｣、「②消火が速いが、耐火性、液面封鎖性がないもの」、｢③消火は遅いが、

消火後の耐火性、液面封鎖性のあるもの｣、「④消火は遅く、消火後の耐火性、液面封鎖性

のなくてよいもの」に大別される。ユーザーは、このレベルの中から、自分の対象物に適

した泡を使うようになっている。 
一方、UL 規格は、たん白系の泡と水成膜泡とを異なる試験方法と判定基準にして、事

実上、別の規格にしている。すなわち、TypeⅡと TypeⅢの方法によって消火試験を実施

し、たん白泡は、消火後の耐火性、液面封鎖性を必要とするが、水成膜泡は、耐火性、液

面封鎖性の試験を大幅に緩和している。なお、UL 規格は、ノズルを人が手に持って消火

することになっているから、残り火の消火が容易になる。もし、UL 合格品が告示基準で

不合格になるとすれば、この試験方法に起因するかもしれないが、この方法は、日本では

法令としては馴染まないので、ノズルを人が持つ UL の方法は採用できない。 



UL規格も法令ではないから、どの泡をどのように使うかは、ユーザーの自由であって、

固定設備を設置する基準や消防隊が使用する際の供給率と泡消火薬剤の貯蔵量は、ユーザ

ーの意志で、保険会社と協議して任意に決めるのである。 
日本のように、用途により、泡消火薬剤の種類、消火の際に使用する泡供給率、泡消火

薬剤の貯蔵(備蓄)量までを法律で決めることを要求する国民性とは、根本的に大きく異な

ることを認識すべきである。 
このように、一概「海外で使用される泡消火薬剤」といっても、その性能は同一ではな

いことを知れば、海外品でも「最高の性能を持つ泡消火薬剤であれば、ここで提案する規

格省令の改正案に合格する」から、「ISO 規格や UL 規格と異なるため、海外で使用され

ている泡消火薬剤が不合格になる可能性がある」、「大容量泡放水砲用泡消火薬剤の国際規

格が定められていない」と言う意見には錯誤があることがわかるであろう。    
 

7.2  提案する規格省令改正案について 
7.2.1 主な提案点(採用すべき最低事項) 
(1) 危険物施設などの石油火災に用いる泡消火薬剤を対象にする。すなわち、消防法施

行規則第 17 条に用いる泡消火薬剤は、別途の規格とする。 
(2) 泡消火薬剤の種別：現行省令にある木材を削除し、泡の種別は、世界の泡消火薬剤

を参考にし、フッ素たん白泡と多糖類添加水成膜泡(粘性付与水成膜泡)を加えた。 
合成界面活性剤泡消火薬剤は、世界では石油火災に使用しない現状から削除した。 
フッ素たん白水成膜泡(FFFP)は、検討する場合は、この規格にいれる。 

2) 物性値：非ニュートン性流体など、泡の種別により特有の物性を除き、比重、水素

イオン濃度などは、統一した値にした。フッ素たん白泡の同定のために表面張力を

測定する。 
3) 発泡性能、消火性能 

a) 石油類を対象とする試験方法と規定値に統一した。 
b) ノズルは、構造が同じ「N54 N195 改良ノズル」「N54 改良工業会ノズル」「規格

省令たん白泡ノズル」から選択することとする。 
圧力 0.7MPa で放出量は毎分 10L のものを用いる。 

c) 発泡性能測定用の泡受容器は、容積 1600mL の ISO ポットとした。泡収集容器が

20cm と深くなったので、還元時間は 1 分を 2 分にした。   
膨張率は、6 倍に統一する。なお、現行の水成膜泡の 5 倍は、規格制定時の錯誤

である。 
d) 消火試験は、4m2円形火皿を用い、TypeⅢを採用。水は入れずに、ノルマルヘプタ

ン 200L をいれる。泡放射時間は 3 分とする。 



e) 耐火性試験(バーンバック)は、容器の上縁を泡面と同一に置く。現行規格は、容器

壁が燃焼障害になり、泡が流動して開口部が塞がると試験を終了するなどの不備が

ある。 
f) 密封性試験は、トーチを泡面に接触させる。検定細則は、トーチと泡面の距離が大

きすぎる。 
g) 耐火性、密封性試験に放射熱を規定する場合は、放射計 4 個を用い、受熱放射熱は、

全面燃焼時の受熱放射熱に対して、1 パーセントを超えないこととする。  
h) 淡水による泡水溶液の試験とともに、海水による泡水溶液と変質試験後の泡水溶液

についても実施する。  



7.2.2 規格省令改正案 
(趣旨)  
第 1 条 この規格は、石油など不溶性液体火災に用いる泡消火薬剤の規格を定めるものとする。  

(定義)  
第 2 条 この規格において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  
1  泡消火薬剤 基剤に泡安定剤その他の薬剤を添加した液状のもので、水(海水を含む。以

下第 6 号において同じ。)と一定の濃度に混合し、空気を機械的に混入し、泡を発生させ、

消火に使用する消火薬剤をいう。 
2  たん白泡消火薬剤 たん白質を加水分解したものを基剤とする泡消火薬剤(次号に掲げる

ものを除く)をいう。  
3  フッ素たん白泡消火薬剤 たん白質の加水分解物を基剤とする泡消火薬剤で、これにフッ

素界面活性剤を添加して、表面張力を低下させたものをいう。 
4   水成膜泡消火薬剤 炭化水素界面活性剤を基剤とする泡消火薬剤で、フッ素界面活性剤を

添加して、油面上に水成膜を形成するものをいう。  
5 多糖類添加水成膜泡消火薬剤 水成膜泡消火薬剤で、多糖類を添加して、泡に粘性を付与

した、非ニュートン性液体の性質を有するものをいう。 
6  泡水溶液 泡消火薬剤に水を加え、1 パーセント型は 1 容量パーセント、3 パーセント型

は 3 容量パーセント、6 パーセントは 6 容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。  
7 変質試験後の泡消火薬剤 泡消火薬剤を温度 65 度に 216 時間保った後に室温にもどし、

かつ、温度零下 18 度に 24 時間保った後に室温にもどす試験を行った後の泡消火薬剤をい

う。  
8 変質試験後の泡水溶液 変質試験後の泡消火薬剤に係る泡水溶液をいう。  

  

(性状)  
第 3 条  泡消火薬剤の性状は、次の各号に適合するものでなければならない。  
1  均質であること。  
2  変質防止のための有効な措置が講じられていること。  
3  発生した泡は、石油類など可燃性液体の表面を流動展開するものであること。  
4  著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。  
 
(貯蔵温度範囲) 
第 4 条  泡消火薬剤は、零下 5 度以上 30 度以下(耐寒用泡消火薬剤は零下 10 度以上 30 度以

下、超耐寒用泡消火薬剤は零下 20 度以上 30 度以下)の温度範囲(以下「貯蔵温度範囲」という。)
で使用した場合において、消火の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。        

 
 



(比重) 
第 5 条 泡消火薬剤の比重は、JISZ8804、または、K0061 に定める液体比重測定方法により、

温度 20 度の泡消火薬剤を用いて測定した場合において、1.00 以上 1.20 以下でなければならな

い。  

 
(粘度)  
第 6 条 泡消火薬剤の粘度は、JISK 2283 に定める粘度試験方法により、貯蔵温度範囲で測定

した場合において、400 センチストークス以下でなければならない。 この場合において、非

ニュートン性流体の性質を有する泡消火薬剤の粘度は、JISK 7117 に定める方法により、ブル

ックフィールド粘度計を用いて、スピンドル 4 番、毎分 60 回転で測定した場合において、

5.0Pa・s(パスカル秒)以下でなければならない。                             

 

(流動点)  
第 7 条  泡消火薬剤の流動点は、JISK 2269 に定める石油製品流動点試験方法により測定し

た場合において、温度零下 7.5 度(耐寒用泡消火薬剤は、零下 12.5 度、超耐寒用泡消火薬剤は、

零下 22.5 度)以下でなければならない。  
 

(水素イオン濃度) 
第 8 条  泡消火薬剤の水素イオン濃度は、温度 20 度の泡消火薬剤を JISZ 8802 に定める pH
測定方法により測定した場合、6.0 以上 8.5 以下の範囲内でなければならない。               

 
(沈澱量)  
第 9 条  泡消火薬剤の沈澱量は、温度 20 度の泡消火薬剤を JISK2503 に定める航空潤滑油試

験方法により沈澱用ナフサを添加せずに測定した場合において、0.1 容量パーセント以下でな

ければならない。  
2 前項の測定後の泡消火薬剤の上澄み液に係る泡水溶液の沈澱量は、前項の規定の例により測

定した場合において、0.05 容量パーセント以下であり、かつ、白濁又は浮遊する生成物は、

JISG3555 に規定するステンレス鋼線平織金網 80 メッシュを容易に通過するものでなけれ

ばならない。 
3 変質試験後の泡消火薬剤の沈澱量は、第 1 項の規定の例により測定した場合において 0.2 容

量パーセント以下でなければならない。  
 
(引火点)  
第 10 条  泡消火薬剤の引火点は、JISK 2265 に定める石油製品引火点試験方法により、JISK 
2265 に適合する引火点試験器を用いて測定した場合において、温度 60 度以上でなければなら

ない。  



(鋼等の腐食による質量損失)  
第 11 条  鋼、黄銅及びアルミニウム(以下この条において「鋼等」という。)を温度 38 度の泡

消火薬剤の中に 21 日間放置した場合において、鋼等の質量損失は、それぞれ、1 日につき 20
平方センチメートル当り 3 ミリグラム以下でなければならない。  

 
(発泡性能)  
第 12 条  温度 20 度の泡水溶液を水圧力 0.7 メガパスカル、放水量 10 リットル毎分で別図第

一に示す標準発泡ノズルを水平に置いて発泡させ、放射した泡の到達点においた別図第二に示

す泡収集装置を介して、別図第三に示す深さ 20 センチメートル、容積 1600 ミリリットルの

泡受容器に受けて測定した場合において、泡の膨脹率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量と

の比をいう。)は 6 倍以上 10 倍未満であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の 25 パーセント

の泡水溶液が泡から還元するために要する時間は、2 分以上でなければならない。変質試験後

の泡水溶液についても同様とする。  
 

 (消火性能)  
第 13 条  泡消火薬剤の消火性能は、200 リットルのノルマルヘプタンを入れた別図第四に示

す、面積 4 平方メートル、深さ 0.3 メートルの円形火災模型に点火し、点火 1 分後に温度 20
度の泡水溶液を前条の規定の例により 3 分間連続して発泡させ、火皿中央の液面に直接落下さ

せた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液につ

いても同様とする。  
1 発泡終了後、消火に要する時間は 1 分以内であること。この場合において、小炎(ローソク

炎、およびフリッカー炎)は無視する。ただし、小炎は発泡終了後 15 分以内に消火しなけれ

ばならい。 
2 発泡を終了してから 15 分後､1 リットルのノルマルヘプタンを入れた、別図第五に示す直径

18 センチメートル、深さ 6 センチメートルの容器を、泡面の中央部に、容器の上縁と泡面

が同位置になるように置いて点火し、5 分間燃焼させた場合において、泡面において燃焼す

る炎の高さは、容器において燃焼するノルマルヘプタンの炎の高さを超えない大きさである

こと。 
同時に、放射熱計により測定を補完する場合は、5 分間の燃焼試験中に、4 台の放射熱計の

受熱放射量が全面燃焼時の 1 パーセントを超えないこと。 
3 前項に続き、別図第六に示す点火器を用いて泡面に炎を接触させた場合、着火しないこと。

着火した場合は、1 分間の放置において、泡面において燃焼する炎の高さは、容器において

燃焼するノルマルヘプタンの炎の高さを超えない大きさであること。 
同時に、放射熱計により測定を補完する場合は、1 分の間に、4 台の放射熱計の受熱放射量

が全面燃焼時の 1 パーセントを超えないこと。 
 



(拡散係数)  
第 14 条  泡水溶液(水成膜泡消火薬剤に係るものに限る。以下本条において同じ。)の拡散係

数は、温度 20 度の泡水溶液を JISK8464 に適合するシクロヘキサンを用いて、JISK2241 に

定める切削油剤試験方法により測定した場合において、3.5 以上でなければならない。変質試

験後の泡水溶液についても同様とする。 
 
(表面張力) 
第 15 条  泡水溶液(フッ素たん白泡消火薬剤に関わるものに限る。以下本分において同じ。)
の表面張力は、温度 20 度の泡水溶液を JISK2241 に定める試験方法により測定した場合に

おいて、30ｍN/ｍ以下でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。 
 

(容器) 
第16条  泡消火薬剤の容器は、次の各号の一に該当するもの又はこれらと同等以上の耐食性、

耐撃性等を有するものでなければならない。 
 
(表示)  
第 17 条  泡消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないよ

うに表示しなければならない。 
 

別図第 1 標準発泡ノズル  図は省略 
別図第 2 泡収集装置   
別図第 3 泡受け容器   

別図第 4 火災模型   
別図第 5 再燃試験容器  
別図第 6  点火器 
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