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(a) Appearance of the nitrogen-enriched air discharge to a tank wall without fire.   See also page 12.
水微粒子で可視化した窒素富化空気の放射の様子（非燃焼時）　本文 12頁参照

減酸素気流による小規模タンク火災の抑制
Partial Suppression of Small-scale Oil Tank Fire using Oxygen-reduced Airflow

(b) Application of the nitrogen-enriched air to 320mm tank fire.   See also page 12.
窒素富化空気による抑制時の小規模タンク火災の様子　本文 12頁参照

80mm
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１．はじめに

心肺機能停止（以下CPA（Cardiopulmonary Arrest）
とする）傷病者に対して心肺蘇生法（以下 CPR
（Cardiopulmonary Resuscitation）とする）を開始するまで
の時間毎の１カ月後生存率、１カ月後社会復帰率は、10
分以内では、時間毎による大きな変化は少ないが、10 分
より時間が大きいと時間が長くなる程、急激に下がるこ
とが判明している１）（Fig.1）。また、この 10 分より大きい
事案の占める割合は、全体の 55％（10446 件 /18919 件）
と非常に多い。従って、本邦において１カ月後生存率、１
カ月後社会復帰率を向上させるためには、このCPR開始
までの時間を短縮することが必要である。
これに対し、平成 20 年度の総務省消防庁救急業務高

度化推進検討会　トリアージ作業部会２）において、「コー
ル・トリアージ（119 番通報内容により CPAなどを予
測し、それに対応した部隊運用を行うこと）を実施して
CPAと予測した事案の 90％について、目撃からCPR開
始と AED（自動体外式除細動器：Automated External 
Defibrillator）到着までの時間を「10 分以内」とすること
を目標とする救急体制を地域で構築していくことを望む」
という提言がされている。
この提言を実現するための一つの手段として、火災事
案を中心に出場するポンプ隊などの消防隊をCPAなどの
救急事案にも出場させるPA 連携（P ＝ Pump：ポンプ車、
A＝Ambulance：救急車）が有効であると考えられる。
このPA 連携は、ニューヨーク市等既に海外でも実施

されており、CPR開始までの時間短縮に効果を上げてい
る。しかし、本邦では、PA 連携実施率が全消防本部の
46％３）と少ない状況である。

前述した目標を達成するためには、このPA 連携実施
割合を増やしていく必要がある。筆者らは、CPR開始ま
での時間短縮以外のPA 連携効果を示すことにより、消
防機関においてPA 連携導入が促進され、PA 連携実施割
合が増加すると考えた。そこで、本報ではPA 連携の効
果と考えられる、「現場活動時間の短縮」、「胸骨圧迫の中
断時間割合の低減」、「救急隊員の疲労感の低減」の検討を
行った。

２．実験方法

実験は、一般住宅３階からの通報で、通報内容から
CPA 及び急性冠症候群（以下 ACS（Acute Coronary 
Syndrome）とする）の疑いがある事案について、救急隊単
隊（救急隊3名（内、救急救命士１名））の活動とPA連携（救

Fig.1 Relation of CPR started time and survival rate and 
full recovery rate after one month

救急現場活動時間短縮等へのPA連携の効果

久保田　勝明、坂本　哲也＊、安田　康晴＊＊、豊國　義樹＊＊＊

（平成 22 年 8 月 4日　受理）

本研究では、心肺機能停止、急性冠症候群等の緊急性の高い事案の現場活動において、ポンプ隊
を救急事案に出動させる PA連携等を行った場合の効果について検討を行った。検討は、救急現場に
おいて現場到着から救急車収容までを想定した実験において、救急隊単隊の場合と PA連携隊とを比
較する方法とした。その結果、現場の活動時間は CPAで 32%、ACSで 30% の短縮となったこと、胸
骨圧迫の中断時間の割合は大きな差が見られなかったこと、救急隊員の疲労感には大きな差が見ら
れたことが判明した。

　
＊ 帝京大学医学部救急医学講座教授　＊＊ 京都橘大学現代ビジネス学部准教授
＊＊＊ 自治医科大学大学院医学研究科後期博士課程

論　文
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急隊員 3 名（内、救急救命士 1名）、ポンプ隊員 5 名）の
活動とを比較した。
2.1　実験場所
実験を行った場所は、東京都調布市の消防大学校消防
研究センター内にある、機械研究棟とその周辺である。
機械研究棟 3 階の宿直室をエレベーターのない一般住宅
の居室として想定した（Fig.2）。居室内部は、救急活動
において、活動スペースの確保や搬送に障害となる家具
などの生活物品を再現するため、こたつの上には雑誌や
食料等を、部屋の隅に収納ボックス等の荷物を（Fig.3）、
玄関には多数の靴を配置した（Fig.4）。救急隊員は、１階
入り口前に救急車、消防車を停車させ、車両から資機材
を持ち、3 階までの階段、廊下を通り居室までを移動す
ることとした。
2.2　実験シナリオ
① CPA
ア　傷病者状況

・119 番通報内容…『男性、50 歳、3 階の自宅で胸痛を訴
え、意識がなくなったと親からの通報』『通報者は高齢
のため、資機材運搬の補助は不可』とした。

・傷病者役…救急隊の訓練用マネキン（重量約 21キログ
ラムで、胸骨圧迫、口対口又はバックバルブマスクに
よる人工呼吸、気管挿管、薬剤投与などが行え、さら
に胸骨圧迫のリズム等のデータを測定し、内部メモリ
に記録することが可能である）を使用した。実験スター

ト時は意識、呼吸なしの状態とし、応急手当による回
復はなしとした。

・バイスタンダー…1名で、隊員が現場到着した時には、
意識不明状態になってから 10 分以上経っていることを
伝えさせた。
イ　救急隊活動
救急隊の活動は、CPR、AED、薬剤投与、気管挿管、
居室から廊下までは布担架での搬送、その後はサブスト
レッチャーによる搬送とし、搬送途中の平らな場所にお
いては胸骨圧迫を必ず実施することとした。Table１に隊
員別のシナリオを示す。
救急隊単隊では、隊長が特定行為 ( 薬剤投与、気管挿
管等の救急救命士に認められた行為 ) の指示をメディカ
ルコントロールのドクター役から受け、特定行為の準備
から実施までなどを行った。その他の救急隊員は、人工
呼吸、胸骨圧迫を中心に行った。
PA 連携隊の場合は、救急隊単隊の時は救急隊員が行っ
ていた胸骨圧迫、人工呼吸をポンプ隊員の中の救急科修
了者が行うこととした。また、その他のポンプ隊員は、
現場活動スペースや搬出路の確保のため家具などの移動
を行った。救急隊単隊では、胸骨圧迫と人工呼吸を行っ

Fig.2 Experimental room and route for carrying out

Fig.3 Experimental room

Fig.4 Scattered shoes at entrance of experimental room
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ていた救急隊員 2 名は、PA 連携時にはAED、薬剤投与、
気管挿管の準備を行った。
②　ACS
ア　傷病者状況

・119 番通報内容…『男性、50 歳、3 階の自宅で 30 分ぐ
らい前から始まった胸痛を訴える通報。』とした。

・傷病者役…救急救命士の有資格者。救急隊接触時に胸
痛を訴えさせた。

・バイスタンダー…なしとした。
イ　救急隊活動
隊員は傷病者に心電図を装着、酸素投与等の必要な処
置をすべて行うこと、傷病者は自立歩行が困難なため、
布担架による搬出、サブストレッチャーによる階段搬送
を行うこととした。なお、搬出時は、傷病者役の安全確
保のためCPAの実験で使用した重量の軽いマネキンを使
用した。この際の傷病者役から、マネキンに替えた時間は、
活動時間として計測は行わなかった。
2.3　実験実施方法
本実験では救急隊員及びポンプ隊員を、消防大学校救
急科第 71期の学生（救急救命士）に依頼した。学生を 6
つの班 (A 班～H班 ) に分け、班毎に救急隊を行う学生（A
班 ,C 班 ,E 班 ,G 班）とポンプ隊を行う学生 (B 班 ,D 班 ,F
班 ,H 班 ) に分けた。救急隊を行う学生は、必ず救急隊単
隊とPA 連携隊の活動時双方で救急隊として活動するこ
ととした (A 班 ,C 班 ,E 班 ,F 班のメンバー )。
実験回数はCPAが 6 回（救急隊単隊 3回、PA 連携隊

3 回）、ACSが 2 回（救急隊単隊 1回、PA 連携隊１回）
とした。CPAに関しては、救急隊単隊を先に行う実験が
2 回（その後 PA 連携隊の救急隊を行う）、PA 連携隊の
救急隊を先に行う（後に救急隊単隊）実験を 1回行った。
Table2 に実験の組み合わせ、及び実施時刻を示す。実際
の実験模様をFig.5に示す。

2.4　測定方法・分析方法
①　現場活動時間の短縮
現場到着から救急車収容までの間における隊員の活動
を各活動起点毎にストップウォッチで計測し、記録した。
時間計測のポイントをTable3 に示す。
分析は、CPAについては、救急隊単隊事案、PA 連携
隊事案それぞれの平均を比較した。
②　胸骨圧迫の中断時間割合の低減
傷病者に接触してから居室を出発するまでと、居室を
出発してから救急車内に収容するまでの間で、胸骨圧迫
を中断した時間（以下Hands off Time）を、マネキンの胸
骨圧迫データ、および実験を録画したビデオより測定し
た。
分析は、傷病者に接触してから居室を出発するまでと、
居室を出発してから救急車内に収容するまでの間の 2 つ
の活動中における全活動時間にしめるHands off time の
割合を比較した。

③　救急隊員の疲労感の低減
救急隊員の疲労感の測定には、疲労感に関するアンケー
トを行った。アンケートは、特定保健用食品に対する抗
疲労臨床評価に用いる疲労感の評価指標である Visual 
Analogue Scale（VAS）検査（日本疲労学会）を使用した。
この評価方法は、100mmの直線の左端を 0：疲れをまっ
たく感じない最良の感覚とし、右端 100：何もできないほ
ど疲れ切った最悪の感覚とした上で、被験者が感じた疲
労度を直線上に印を付けるものである。
アンケート対象者は救急隊員のA班、C班、E 班、G
班の計 12 名である。分析は、この指標の平均とした。

Table 2　Experiment group assignments and schedule

Table 3　Time measure point

消防研究所報告　第 109 号 2010 年 9 月
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３．結果
3.1　実験実施日の状況

実験は 2009 年 11月 17日（木）午前 9 時から午後 3 時
までの昼間の時間帯に行った。天気は雨で、平均気温
10.4 度（東京都府中市　気象庁アメダス）であった。
3.2　現場活動時間の短縮
① CPA
Fig.6 に CPA事案の 3 実験の平均値、及び Fig.7に救
急隊単隊とPA 連携隊とでの、各主要活動間での現場活
動時間の差を示す。
CPA事案での救急隊単隊による平均現場活動時間は、

27分 12 秒で、PA 連携の活動時間は 18分 22 秒であった。
よって、PA 連携による現場活動時間は平均で 8分 50 秒
短縮され、32％の現場活動時間の短縮となった。その中で、
薬剤投与から気管挿管までの時間が 2分 31秒、気管挿管
から搬出開始までが 2分 12 秒と大きく短縮が見られた。
② ACS
Fig.8 に ACS 事案の実験結果、及びFig.9 に救急隊単
隊とPA 連携隊での、各主要活動間での現場活動時間の
差を示す。
ACS事案での救急隊による現場活動時間は16分28秒、
PA 連携の活動時間は 11分 35 秒であった。よって、PA
連携による現場活動時間は 4分 53 秒短縮され、30％の現
場活動時間の短縮となった。その中でも、搬出開始～救
急車へ収容が 4分 53 秒と大幅に短縮された。
3.3　胸骨圧迫の中断時間割合の低減
Table.4 に結果を示す。CPA事案で実施された 3 実験
の中で、救急隊単隊での接触から居室搬出までのHands 
off Time の全活動時間内に占める割合はそれぞれ、16％、
18％、17％で、居室から救急車内収容までの割合は、
46％、41％、45％であった。PA 連携隊による接触から居
室搬出までのHands off Time の活動時間内に占める割合
は、21％、17％、17％で、居室から救急車内収容までの

割合は 52％、48％、48％であった。
3.4　救急隊員の疲労感の低減
Fig.10 に疲労感に関するアンケートの結果を示す。回
答者は 9名であった（回答率：75%）。車内収容時におけ

Fig.6 Average action time at the scene of CPA (Average 
of 3 experiments)

Fig.7 Time difference between ambulance crew only 
action and with fire fighter of CPA

Fig.8 Action time at the scene of ACS

Fig.9 Time difference between ambulance crew only and 
action with fire fighter of ACS
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る隊員の疲労感は、PA 連携の場合平均 19.3、救急隊単隊
の場合平均 66.2となった。

４．考察

本実験では、心肺機能停止、急性冠症候群等の緊急性
の高い事案の現場活動において、ポンプ隊を救急事案に
出動させるPA 連携等を行った場合の効果について検証
を行った。その結果は以下の通りであった。

①　現場活動時間の短縮
CPA事案で現場活動時間が約 32％、ACS 事案で約
30％短縮されることが判明した。これはCPAに関しては、
特定行為を行うための準備を救急救命士 1人ではなく、
救急隊 3 名で行えたこと、ACSに関しては、搬出時に救
急隊 3 名では一度に資器材を持ち切れなかった為、傷病
者を救急車収容後にこの資器材を取りに行ったこと、さ
らに、CPA、ACSの両事案においてポンプ隊による搬出
路の確保を行えたことが、大きな要因であった。

②　胸骨圧迫の中断時間割合の低減
Hands off time の割合は、救急隊単隊とPA 連携隊では
大きな差は見られなかった。
当初の想定では、救急隊単隊の時は、現場活動の人数
がPA 連携隊と比較して少ない為、疲労が大きくなるこ

とにより、胸骨圧迫を続けることが困難になり、Hands 
off time の割合が活動後半になると増加すると考えてい
た。
しかし、今回の実験では、この傾向が見られなかった。
これは、今回の実験の活動が、救急車収容までと実際の
活動時間よりも短かった為であると考えられる。そこで、
今後Hands off time の割合の検討を行っていくには、医
療機関収容までの実験を行う必要がある。

③ 救急隊員の疲労感の低減
救急隊単隊の場合は、疲労感が高いこと、PA 連携隊の
場合は疲労感が低く、救急隊単隊と比較すると疲労感が
低減されることが判明した。
これは、現場活動の中で負担が大きいCPR及び傷病者
搬出をポンプ隊員が行い、救急隊員が行わなかったこと
が大きな要因であると考えられる。

しかし、これらの結果に関しては、以下の問題がある。
救急隊員役、ポンプ隊員役は全員が救急救命士であっ
たため、実験実施時は、ポンプ隊員役が救急隊員の動き
を予想して、かなりスムーズな動きをしていた。しかし、
実際の現場においてPA 連携の訓練が少ないことや、救
急業務の経験が少ないポンプ隊とのPA 連携の場合は、
本報で示したほどの効果が表れない可能性がある。
今後、今回の検討結果を使用する場合は、この問題を
ふまえ使用していく必要がある。
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Table.4 Rate of hands off time for CPA actions

Fig.10　Ambulance crew sense of fatigue
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Effects on Reduction of EMS Action Time by Sending Fire Fighters to 

the Emergency Medical Situations.

（Abstract）

Katsuaki Kubota, Tetsuya Sakamoto, Yasuharu Yasuda, and Yoshiki Toyokuni

（Accepted August 4, 2010）

This experiment investigated effects on EMS (Emergency Medical Service) action time of paramedics 
by sending fire fighters to the emergency medical scene such as cardiac arrest and acute coronary syndrome. 
Investigation was carried by simulated emergency medical situations and measured length of action time difference 
between action by ambulance crew only and action by ambulance crew with fire fighters. Time was measured 
from arrival at the scene until loading patient into the ambulance. As a result, with fire fighters, action time 
reduced 32% for CPA patients, 30% for ACS patients, but there was no difference on hands off time of chest 
compressions, and there were major differences in the sense of fatigue among ambulance crew.

Report of National Research Institute of Fire and Disaster No.109（2010）
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１．緒言

2003 年９月の十勝沖地震により、苫小牧市で発生した
ナフサタンクの全面火災は、鎮火に約 44 時間を要した。
石油タンクの全面火災が継続すると、隣接タンクへの延
焼拡大の恐れに加え、燃焼排出物等による周辺住民の生
活や環境への影響も懸念されるため、全面火災を迅速か
つ確実に消火できる技術の確立が、強く求められている
ところである１）。
大容量泡放水砲等により放射された泡消火剤は、Fig.1

に示すように、タンク内に入り油面上を展開（spread）し
ながら次第に蒸発（evaporation）あるいは還元（drainage）
により消失していくか、あるいはタンク内に到達しない
（dropout）。ナフサのような低引火点の可燃性液体に対す
る泡消火剤の主な消火機構は、燃料蒸気の封じ込めであ
ることから、迅速な泡消火を実現するには、①タンク内
への泡消火剤の到達量の増大、②油面上を展開している
泡の消失速度の低減、③泡の展開速度の向上、等が有効
であると考えられる２）。
泡消火剤のタンク内への到達を阻害する要因としては、
強風およびタンクの高さの他に、火炎の熱による泡水溶
液中の水分の蒸発、火炎の上昇気流などが指摘されてい
る。また、油面上の泡の消失速度は、火炎からの放射熱
により増大することが知られている。
近年、多様化する防火対象物に適した火災安全技術の
合理的な選択の必要性等の観点から、減酸素雰囲気を利
用した火災安全技術の高度化が検討されてきた３）。石油
タンクの全面火災についても、大出力水噴霧４）のような
減酸素気流の利用により、火炎の発熱速度を部分的にで

も抑制することができれば、泡消火剤の油面到達割合の
向上や、油面上における泡消失速度の低減が期待できる。

本報では、タンク全面火災時の泡消火戦術の高度化を
目的として、減酸素気流による n- ヘプタンの小規模タ
ンク火災の抑制実験を行った。実規模火災への減酸素気
流の導入方法として有望なウォーターミスト噴霧は、水
滴の蒸発に要する時間スケールと火炎の空間スケールの
比を、小規模実験と実火災の間で一致させることが困難
であり、小規模実験では水滴の蒸発による酸素濃度の空
間的・時間的変動が大きくなる。このため、まず酸素濃
度を精度良く制御できる減酸素気流として窒素富化空気
（Nitrogen-Enriched Air、以下NEA）を用いて小規模実験
を行い、火炎基部に噴射するNEAの酸素濃度と噴射幅が、
火炎形状と燃料温度および燃料液面上の温度分布に与え
る影響を調べた。次に、タンク規模を若干増大させ、ウォー
ターミスト噴霧時の局所火炎抑制効果および燃料温度の

減酸素気流による小規模タンク火災の抑制

佐宗　祐子、内藤　浩由、廖　赤虹 *、山野　光一 *、坂本　直久 *

（平成 22 年 8月 17 日受理）

論　文

タンク全面火災時の上昇気流の抑制と、油面上の泡の消失を促進する放射熱の低減技術の開発を目
的として、減酸素気流による n- ヘプタンの小規模タンク火災の抑制実験を行った。火炎基部に噴射
した窒素富化空気の酸素濃度と噴射幅が、火炎形状や燃料温度等に及ぼす影響を調べた。また、ウォー
ターミスト噴霧時の、局所火炎抑制効果および燃料温度の変化を調べた。窒素富化空気またはウォー
ターミストを火炎基部に噴射すると、火炎の局所消炎現象が確認された。さらに燃料温度の上昇が
抑制され、減酸素気流の放射熱低減効果が示唆された。これらの結果は、タンク火災の泡消火戦術
の高度化に、大出力水噴霧の利用が有効であることを示唆している。

　
＊ 株式会社モリタホールディングス

Fig.1 Fate of fire-fighting foam applied to an oil tank fire.
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変化を調べた。これらの抑制実験の結果から、実規模火
災における大出力水噴霧の有効性について検討した。

２．実験装置と実験方法

2.1　窒素富化空気による抑制実験
Fig.2 に実験装置の概略図を示す。燃料には n- ヘプタ
ンを使用し、内径 320mm（面積 0.08㎡）、深さ 95mmのス
テンレス製タンクにTable 1に示す深さの燃料と水を注
入した。NEAは、空気圧縮機からの空気を気体分離膜モ
ジュールに導入して発生させ、同モジュールとマスフロー
コントローラー、ガルバニ電池式酸素モニター（泰榮電
器株式会社製OM-25MP）により流量と酸素濃度を調整し
た後、整流ダクトを通してタンクの側方から水平方向に
放射した。整流ダクトは、出口断面が 80mm角と 160mm
角の２種類を使用した。
火災抑制実験に先立ち、ダクト出口付近のNEAの流速
分布を、風速計（日本カノマックス社製MODEL 6533-
01）により測定した。また、ダクトから放射されるNEA
の流れを可視化するため、超音波霧発生器を用いて少
量の水の微粒子をNEAに混合し、非燃焼時と燃焼時の
NEAの流動パターンを把握した。火災抑制実験の際には、
水微粒子が気流に混入しないように、超音波霧発生器へ
の電力供給を遮断して実験を行った。
Table 1の実験条件 B（80mm 角ダクト、流量 200 l/
min）と実験条件E（160mm角ダクト、流量 570 l/min）に
おけるダクト出口付近の流速分布を Fig.3 に示す。図中
の x、y、zは各々、ダクト出口中心からの水平、垂直、
軸方向距離を示す。z=5mmと z=100mmの流速分布に大
きな違いが無かったことから、火炎によるダクトの温度
上昇を抑えるため、火炎抑制実験は全て、タンク側壁の
位置を z= 100mmに固定して行った。
燃料に着火し１分間予燃後、Table 1の条件で気流を放
射し、燃料温度ならびに燃料液面上の温度の変化をシー
ス外径 0.5 mmの K 熱電対により測定するとともに、火
炎形状の変化をビデオカメラとサーマルビデオカメラ（日
本アビオニクス社製TVS-200）により記録した。熱電対

の配置を、Fig.4と Table 2 に示す。
サーマルビデオカメラは、物体表面から放射される赤
外線エネルギー量を検出して温度を決定するため、あら
かじめ測定対象物体の放射率を与える必要がある。本研
究では、放射率を１と仮定して、火炎および火炎背後の
燃料液面から放射される赤外線エネルギー量より換算さ
れる、見かけの温度を測定した。

Table1　Experimental conditions for NEA suppression.

ID
Fuel 
depth 
(mm)

Water 
depth 
(mm)

Applied gas
(% O2)

Flow 
rate
(l/min)

Duct
size
(mm)

A 15 62 Air (21%) 200 80
B 15 62 NEA (10%) 200 80
C 15 62 NEA (12%) 200 80
D 15 62 NEA (15%) 200 80
E 15 62 NEA (10%) 570 160
F 30 0 - - -
G 30 0 NEA (10%) 200 80
H 30 45 - - -
I 30 45 NEA (10%) 200 80

Fig.2 Experimental set-up for NEA suppression. Fig.3 (a) Horizontal and (b) vertical profiles of the gas velocity.
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2.2　ウォーターミストによる抑制実験
Fig.5 に実験装置の概略図を示す。燃焼用タンクの大き
さは、内径約 1130 mm（面積 1㎡）、深さ 250 mmである。
125 mmの敷き水の上に 10 Lの n- ヘプタンを注入し実験
を行った。Fig.5 中の x、y、zは各々、NEAによる抑制
実験の場合と同様、ミスト噴霧装置の中心を原点とする
水平、垂直、軸方向座標を示す。
ミスト噴霧装置の詳細を、Fig.6(a) に示す。１流体ノズ
ル（㈱いけうち製KBN80125）４個を、100 mm 間隔で設
置した。噴霧圧力を 0.95 MPaとし、合計水量 0.276 L/
min 一定で、火炎抑制実験を行なった。ミストノズル先
端からタンク側壁までの距離は z= 200 mmとし、またミ
スト噴霧装置に対するタンク上端（実験場床面から 1000 
mm）の相対高さは、ミスト噴霧装置の高さを目視で調節
することにより、ミストの主流部が火炎基部に到達でき
る高さ（y = -50 mm）とした。
ウォーターミストによる抑制実験は、着火後 20 秒予燃
した後に、火炎基部へ向けミスト噴霧を行ない、燃料温
度ならびに燃料液面上の温度変化をシース外径 1.0 mmの
K 熱電対とサーマルビデオカメラ（日本アビオニクス社
製TVS-200）により計測した。熱電対による温度計測位
置（0ch～ 27ch）の詳細は、Fig.7に示したとおりである。

サーマルビデオカメラに与える放射率は、前項と同様１
に固定し、見かけの温度を測定した。
火炎抑制実験に使用したウォーターミストの特性を把
握するため、位相ドップラー式レーザー粒子分析計（Phase 
Doppler Particle Analyzer、以下PDPA）により、2次元
速度粒径計測を行なった。光源には 4Wのアルゴンイオ
ンレーザーの 514.5nm、488.8nmの２波長を使用し、ビー

Fig.5 Experimental set-up for water mist suppression.

Fig.4 Top view of the thermocouples.

Fig.6 Configuration of water mist nozzles and PDPA 
measurement positions.

(a) Configuration of
 mist nozzles

(b) PDPA measurement
 positions

ID
Distance between the bottom of the tank and the thermocouple junction (mm)

#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12

A-E 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 - -

F, G 95 85 75 65 55 45 35 30 25 20 10 115 135

H, I 30 85 75 80 90 95 55 70 65 80 60 115 135

Table 2 The thermocouple placement for NEA suppression experiment.

Fig.7 Top view of the thermocouples for water mist 
suppression experiments.
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ム間隔 20mm、焦点距離 500mmで計測を行なった。ビー
ム交差空間内の干渉縞を粒子が通過するときに検知され
る光電子増倍管からのバースト信号（特有の周波数を持
つ散乱光）は、リアルタイム信号処理機により高速離散
フーリエ変換が行なわれ、粒子流速および各バーストの
位相差により粒径計測が行なわれた。PDPA計測位置（７
×４＝ 28点）の詳細を、Fig.6(b) に示す。またミストの噴
霧状態を可視化するため、シリンドリカルレンズを使用
し、噴霧方向に対し垂直にレーザーシートを照射し、ミ
ストの可視化を行なった。

３．結果と考察

3.1　窒素富化空気による火炎抑制挙動
Fig.8 に、水微粒子を混入することにより可視化した
NEAの放射の様子を示す。非燃焼時には、Fig.8のとおり、
ダクトから放射された気流はほぼ水平方向に進行し、タ
ンク壁が存在すると壁近傍で下降する。しかし、燃焼時
には、タンク壁近傍に上昇気流が生じるため、流動パター
ンが変化する。
Fig.9 に、実験Bにおける火炎抑制時の火炎形状を示す。
Fig.9 では、NEAの放射により火炎基部が部分的に消炎
し、沸騰している液面と熱電対が視認できる。実験Bの
他、実験C、D、E、G、Iにおいても、NEA 放射による
同様の部分消炎が観察された。一方、空気を放射した実
験Aでは、部分消炎は全く観察されなかった。

NEAによる部分消炎は、熱画像によりさらに明確に確
認できた。Fig.10 に、実験H（左側）と実験 I（右側）の熱
画像を示す。また、各熱画像中の四角形 (1) で囲んだ領域
内の温度分布を、熱画像解析ソフト（日本アビオニクス
社製PEプロフェッショナル）を用いてグラフ化した頻度
分布図も、併せて示した。自由燃焼時（実験H）はタンク
上面全体が燃料の沸点（100℃）を大きく超えているのに
対し、NEA 放射時（実験 I）はダクトに近い部分の温度
がほぼ燃料の沸点を示している。
以上の結果から、直径 320mmのタンクに対し、酸素濃
度 15％以下で、タンク直径の 1/4 幅の NEA気流を放射
すれば、火炎を部分的に抑制できることがわかった。こ
のことから、タンクへ向かって泡消火剤を放射する際に、
一定条件の減酸素気流を同時放射すれば、泡消火剤が火
炎の熱により蒸発するのを抑制し、液面への泡到達割合
を向上できる可能性が示唆された。
次に、減酸素気流が、油面上の泡の消失速度を低減さ
せる効果があるかどうかを検討するため、燃料温度と燃
料液面上の温度分布を調べた。実験Aから実験Eまでは、
11本の熱電対を全て等しい高さ（タンク底面から 65mm）
に設置し、燃料温度の変化を計測した。NEA 放射の有無
に依らず、いずれの場合も熱電対の位置による温度の違
いは最大 20℃程度であり、燃焼継続時間の半ば付近で温
度差が最大となった。最も温度上昇の速い #2 から、#3
と #0、次いで #1と #5と #6と #8と #10、やや遅れて #7

Fig.8 Appearance of the NEA discharge to a tank wall 
without fire.

Fig.9 Application of NEA to 320mm tank fire. Fig.10 Thermal images and the frequency distributions.
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と #4、そして最も温度上昇の遅い #9まで、常にほぼ同
じ順序で温度が上昇したが、各熱電対の温度上昇の順が
何故このようになったのかは不明である。
Fig.11に、実験Aから実験Eまでの各実験における 11
点の温度の平均値の時間変化を示す。着火後、燃焼によ
る液面の低下とともに燃料温度はほぼ直線的に上昇し、
沸点付近で温度上昇が緩やかになった後、熱電対先端が
液面上に露出することにより温度が一時的に上昇し、そ
の後燃料の燃え尽きとともに低下した。Fig.11において、
気流幅の広い実験Eでは、燃焼継続時間が他の実験より
１割以上長くなっており、燃焼速度の明確な低下が認め
られるが、実験BからDまではNEA 放射による燃焼継
続時間の明らかな増大は確認できなかった。
実験 F～ I では、燃料深さを２倍にし、熱電対の高さ
をTable 2 のとおり各位置で異なるように設置した。燃料
のみを注入した実験 Fと Gでは、NEA 放射によるタン
ク内部の気相の温度低下はわずかであったのに対し、水
の上に燃料を注入した実験Hと Iでは、NEA 放射による
タンク内部の明らかな温度低下が認められた。両者の違
いの原因としては、水の有無によるフリーボード（タン
ク壁上端と液面間の距離）の差に起因する流体力学的効果
と、水の吸熱による熱的効果が考えられる。これらの効
果の寄与を明らかにし、減酸素気流による油面上の泡の
保護を効果的に実践するには、さらに詳細な検討が必要
である。
3.2　ウォーターミストによる火炎抑制挙動
Fig.12 に、自由燃焼時及びウォーターミスト噴霧時の
熱画像と、画像中に示した四角内の領域における温度頻
度分布を示す。熱画像および頻度分布から、ウォーター
ミストの噴霧により、火炎が明らかに抑制されているこ
とがわかる。自由燃焼時の頻度分布は 500℃付近にピー
クを持つガウス分布を示すのに対し、ウォーターミスト

噴霧時の頻度分布は、250℃付近までピークがシフトして
いる。また、n- ヘプタンの沸点である 100℃付近にもピー
クが観察され、ミスト噴霧による火炎基部への抑制効果
が定性的であるが確認できた。
自由燃焼時とウォーターミスト噴霧時における油面近
傍の温度変化について、28 本の熱電対の平均温度として
時系列で整理した結果を、Fig.13 に示す。燃焼による油
面位置の低下により、油温は沸点付近まで直線的に上昇
し、100℃付近で漸近しながら、その後、油面から熱電対
が露出すると急激な温度上昇が観測された。着火 20 秒

Fig.11 Variation of average temperature with time.

Fig.12 Thermal images and the frequency distributions.
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後にウォーターミストの噴霧を開始すると、自由燃焼時
に比べ約 10℃程度油温が低くなった。また熱電対が油面
より露出する 200 秒付近では、自由燃焼時に比べ約 20℃
の温度低下が観測された。燃焼継続時間を比較すると、
ウォーターミスト噴霧時は自由燃焼時に比べ 30 秒ほど
長くなった。これらの結果は、小規模タンク火災におけ
る油温上昇および油面からの燃料蒸発が、ウォーターミ
スト噴霧により抑制されたことを示している。すなわち、
タンク火災基部へのウォーターミスト噴霧は、火災タン
ク内部における油面への熱エネルギー供給を阻害する効
果を有しており、タンク内へ投入された消火泡の熱によ
る消失速度を低減できる可能性が示唆された。

次に、ウォーターミストの火炎抑制効果を減酸素気流
としての観点から評価するため、本研究で使用したウォー
ターミストの噴霧特性を PDPAにより調べた。Fig.14
に、噴霧方向に対し垂直にレーザーシートを照射した時
のウォーターミストの可視化画像を示す。ミスト噴霧装
置の中心を原点として、z=100mmおよび z=200mm 離れ
た位置での噴霧後方からの可視画像である。z=100mmの
位置では、個々のノズルの指向性が強く、各々のノズル
の噴霧特性が顕著に観察できるが、z=200mm の位置で

は、4つの噴霧パターンが重なり、ミストの噴霧方向に
主流を形成しているのが観察される。z=300mmおよび
z=400mmの位置における噴霧パターンについても観察し
たが、ウォーターミストが噴霧方向に対し下方側に落ち
込み、水粒子の主流がタンク内へ届かないことが確認さ
れた。
Fig.15 に、火災抑制実験と同条件でウォーターミス
トを噴霧し PDPAにより計測した、z=200mmにおける
ウォーターミスト粒子の z方向平均速度の空間分布を示
す。PDPA計測位置はFig.6(b) に示したとおり、120mm
× 60mmの領域を 20mm 間隔で区切ったメッシュの各交
点である。z=200mmにおける z方向平均速度を見ると、 
レーザーシートによる可視化では観察できなかった個々
のノズルの指向性が見られ、２つの島が存在しているの
がわかる。これらの島の中心平均速度は約2.0 m/sであり、
島を取り巻くようにして約 1.2 m/s 前後の平均速度を持
つ２つの大きな領域が形成されていた。
噴霧の方向が水平方向であるため、水粒子は粒径に応
じた沈降速度を有する５）。Fig.15 の島の領域も、ノズル
位置より僅かに下方に移動している。垂直方向の粒子速
度および粒径分布についても計測を行ったところ、下方
への平均速度は約 0.1m/s 以下となり、z=200mm 位置で
の垂直方向の速度成分は、主流方向速度に比べ、ほぼ無
視できる大きさであった。
Fig.16 に、PDPAで計測した z=200mmにおけるウォー
ターミスト粒子の z方向の体積流量の空間分布を示す。
単位時間に単位面積を通過する水粒子の量として定義さ
れる体積流量の分布は、Fig.15 に示した z方向平均速度

Fig.13 Variation of average temperature with time.

Fig.14 Visualization of water mist using laser sheet.
Fig.15 Spatial distribution of the mean water-mist flow 

velocity at z=200 mm.
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ほど明確な個々のノズルの指向性は見られなかったが、
下方付近に１つの島が観察された。中心から上方の領域
においては、ミスト噴霧装置の外周部分（S4 列）で体積
流量が著しく小さくなっており、ウォーターミストが噴
霧装置の中央下部に向かって次第に濃くなる噴霧パター
ンが形成されていることがわかった。
小規模タンク火災抑制実験におけるタンク壁面位置

（z=200mm）での非燃焼時のウォーターミスト噴霧特性を
把握するため、z=200mmにおけるPDPA計測結果を面平
均したところ、z方向平均速度は約 1.5 m/s、ザウター平
均粒径（D32）は約 96.8μm、体積流量は 0.05 ml/s/cm2
という値が得られた。ザウター平均粒径とは、全粒子の
総表面積に対する総体積の比であり、通常、D32と表記
される。単純な算術平均粒径は、細かい粒子の数に大き
く左右されてしまい、蒸発や燃焼等の現象と関連づける
のが難しい。このため、噴霧液滴の特性を表すための平
均粒径としては、一般的にザウター平均粒径が用いられ
る。
n- ヘプタン火災に対するウォーターミストの主要な火
炎抑制効果は、水粒子蒸発時の蒸発潜熱と、水蒸気によ
る吸熱と酸素濃度低下の両者に起因する、火炎温度の低
下により発現される。これら水粒子と水蒸気の寄与割合
は、水粒子の粒径分布や火炎帯突入時の滞留時間などに
依存する。従って、ウォーターミストの火炎抑制効果を
定量的に論ずるには、燃焼しているタンク周囲の上昇気
流や周囲空気の流入速度の影響などを考慮する必要があ
る。本研究では、火炎帯を通過する前に全ての水粒子が
蒸発し、さらに上昇気流等の影響は無視できると仮定す
ることにより、滞留時間と流れ場の影響を排除して、火
炎抑制効果を既存の研究と比較検討する。
尾川ら５）によれば、n- ヘプタンのカップバーナー火炎

に対する微細ウォーターミストの消火必要水量は 0.19 
kg/ m3 となることが、実験的に確かめられている。本研
究において局所火炎抑制が認められたウォーターミスト
の単位体積当たりの水量は、PDPA計測による面平均流
速 1.5 m/s と面平均体積流量 0.05 ml/s/cm2より、0.33 
kg/m3 と見積もられた。本研究における局所水量はカッ
プバーナー消炎水量の約 1.5 倍であることから、局所火
炎抑制が観察されたことは妥当であると考えられる。
また酒井らは、n- ヘプタンのカップバーナー火炎の

CO2 による消炎時の、CO2 ／空気混合気中の酸素濃度が
16.4（体積％）になることを報告している６）。本研究にお
けるウォーターミストの単位体積当たりの水量 0.33 kg/
m3 が、火炎に達する前に完全蒸発した場合、水蒸気濃度
は 30.9（体積％）、酸素濃度は 14.5（体積％）と算出される。
水分子と同じ３原子分子であるCO2 が、水蒸気とほぼ同
等の消火性能を有する７）ことを考慮すれば、CO2 による

カップバーナー火炎消炎時の酸素濃度より、本研究にお
けるウォーターミスト蒸発時の酸素濃度の方が２％弱下
回っていることから、局所火炎抑制が十分可能であった
と考えられる。

４．結言

減酸素気流を用いたタンク火災の泡消火効率改善方法
を提案し、小規模実験を行った。320mmタンクに対し、
酸素濃度 15％以下でタンク直径の 1/4 幅の NEA流を放
射すると、n- ヘプタン火炎基部に部分消炎が見られた。
また、酸素濃度 10％でタンク直径の 1/2 幅の NEA流を
放射すると、燃焼速度が低下した。さらに、実規模タン
クへの減酸素気流の導入方法として有望なウォーターミ
スト噴霧を用いた火炎抑制実験を行い、n- ヘプタン火災
の局所火炎抑制および油温上昇の抑制が確認された。
減酸素気流を用いたタンク火災抑制技術の開発には、
部分消炎による上昇気流の変化、水噴霧による放射熱遮
へい効果、放射熱流束と泡の消失速度の関係等について、
さらに検討が必要である。
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Fig.16 Spatial distribution of the volumetric flow rate of 
water mist at z=200 mm.
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Report of National Research Institute of Fire and Disaster No.109（2010）

Partial Suppression of Small-scale Oil Tank Fire using 

Oxygen-reduced Airflow

（Abstract）

Yuko Saso, Hiroyoshi Naito, Chihong Liao1, Koichi Yamano1, and Naohisa Sakamoto1

（Accepted August 17, 2010）

In order to advance the fire-fighting tactics against oil tank fires by developing a technique for reducing 
the updraft and the radiation heat, effect of oxygen-reduced airflow on the behavior of a small-scale n-heptane 
tank fire was experimentally investigated. Influence of the oxygen concentration of nitrogen-enriched air (NEA), 
which was discharged into the base of the fire plume, on the flame shape and the fuel temperatures near the pool 
surface was examined with different discharge cross-section area. Partial suppression behavior and the variation 
in fuel temperatures were also examined with spraying water mist. Both the NEA and the water mist showed 
partial extinguishing effect under certain discharge conditions. Furthermore, increases in the fuel temperature 
were suppressed, implying potential effect of oxygen-reduced airflow in diminishing the heat radiation. The 
results support the effectiveness of high-power water spray system with turbine engines in advancing the foam 
extinguishing tactics against full-scale oil tank fires.

　
１ Morita Holdings Corporation
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１．はじめに

現在、加圧防煙システムや光点滅走行式避難誘導シス
テムに見られるように、消防用設備等の性能規定化が進
められている。その中で、消火設備であるスプリンクラー
設備に注目すると、性能規定化による要求性能の合理的
見直しの結果、想定される火災危険度に応じたレイアウ
ト等の自由な設計が可能となる。よって、設置コスト削
減の可能性が生じ、近年発生している一連のグループホー
ム火災の防火の観点からも、スプリンクラー設備設置を
促進する一助となり得る。その点についても性能を適切
に評価することが前提であり、評価手法を確立すること
は重要なことである。これまでに、事務所用途に対する
スプリンクラー設備の性能評価手法が検討され１-３）、実際
に木材クリブの消火試験を行うことにより性能を評価し
ている。
本研究の目標としては、検定でデータを取得している
天井高さ 1.20 [m] における 1個のスプリンクラーヘッド
の散水分布データを基に、スプリンクラー設備全体の性
能を把握することである。本稿では、消火設備の性能規
定につながるスプリンクラー設備の性能を評価するため
の考え方の一つを提案する。

２．スプリンクラー設備の性能と評価手順

スプリンクラー設備の「性能」とは、性能規定の立場か
らは消防法の仕様規定で示される基準に潜在的に（もし
くは明示的に）保持している性能と解釈される。よって、
感覚的には消火抑制の可否（消えた消えない）の判断を性
能の基準にしたいが、消火抑制の判断には未だ議論の余

地があるため、本研究では、性能を客観的に判断する指
標として、「時間」（例えば、点火から消火までの時間）を
用いる。
評価手順として、実用的には検定で取得する散水デー
タのように、スプリンクラーヘッド 1個の散水データ、
建物の用途や構造から、設置高さ、想定火源等を入力条
件として与えることにより、点火から消火までの時間を
評価手法から予測する。
スプリンクラー設備に内在する各種性能（この性能は
単に時間という意味ではない）には 3つあり、それらは感
知性能、散水性能、消火性能である。感知性能とは，い
かに早く、かつ、的確に火災を感知する能力である。散
水性能とは，1個以上のスプリンクラーヘッドから放水
した際の散水分布、散水密度、水滴粒子径等の散水を特
徴付ける性質である。消火性能とは，散水性能及び可燃
物の燃焼性状に関連し、火災を消火抑制する能力である。
本研究ではそれら本来の性能とは異なり「性能」＝「時
間」と捉えた。建物の用途から可燃物を想定することによ
り火源を設定し、スプリンクラーヘッドの感知時間及び
その時の火源の発熱速度や火災成長率を予測する。一方、
散水時のスプリンクラーヘッド 1個の散水分布、散水密
度から正方配置したスプリンクラーヘッド 4個が散水し
た場合の散水分布、散水密度を予測する。以上の関係か
ら散水から消火までの時間、延いては点火から消火まで
の時間を予測し、それらをスプリンクラー設備の性能と
する。

スプリンクラー設備の性能評価手法に関する一提案

阿部　伸之、田村　裕之、細川　直史、内藤　浩由 *、浅見　高志 **、竹内　孝 ***、菊池　正勝 ***

（平成 22 年 6 月 10 日　受理）

技術報告

スプリンクラー設備を性能規定化し、レイアウト等の自由な設計を可能にするためには、その性
能を適切に評価する評価手法の確立が前提である。本稿では、スプリンクラー設備による火災感知、
散水、消火実験及び木材クリブの燃焼実験を実施し、それを基に消火時間を数値的に予測するモデ
ルを提案した。具体的には、1個のスプリンクラーヘッドの散水分布から 4個正方配置したスプリン
クラーヘッドの散水分布及び散水密度を補間法により予測し、消火時間が火災成長率と散水密度の
関数として表せることを示した。本研究により、スプリンクラー設備の性能評価手法として、一つ
の考え方を示すことができた。

　
＊ 消防庁消防技術政策室　＊＊ 能美防災株式会社　＊＊＊ 千住スプリンクラー株式会社
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３．スプリンクラー設備に関する実験の概要

スプリンクラー設備の性能評価手法の構築に必要な
データを取得するために、燃焼・感知・散水・消火の実
験を実施した。実験実施は 2回である（実験①と実験②）。
3.1　実験実施日及び実施場所
⑴　実験実施日
実験①：2007年 12月（燃焼、感知、消火実験）
実験①：2008 年 2月（散水実験）
実験②：2008 年 12月（燃焼、感知、消火実験）
実験②：2009 年 2月（散水実験）
⑵　実施場所
千住スプリンクラー株式会社　岩手工場　丸森
能美防災株式会社　消火システム研究室　B実験場
3.2　実験条件
⑴　実験場：16 [m] × 16 [m] ×約 21 [m]（高さ）可動吊り

天井部（14.4 [m] × 14.4 [m] ×高さ 1.8 ～ 20 [m]）（図１）
⑵　天井高さ：2.5、4、6、10 [m]
⑶　スプリンクラーヘッド：閉鎖型（千住スプリンクラー
ZQRⅢ）（表１、図２）
⑷　木材クリブ：A6、A7、A8、A10、A12、A14（数字は
木材クリブの段数を表す）　クリブサイズ 1800 [mm]　
（表２、図３）　含水率 6.0 ～ 9.0 [％ ]、木材クリブの設
置位置は図１の通り。
⑸　測定条件：測定位置は図４を参照
・発熱速度：木材クリブ重量減少測定（スプリンクラー
放水まで）

・スプリンクラーヘッド作動時間、放水時間：目視およ
び熱電対の温度低下による時間

・クリブ消火時間：判定員 2名の目視による火炎の消滅
時間

・クリブ燃焼面積：面積計測、写真撮影
・散水密度：0.1 [m2] 採水マスによる床面 8方向及び木材
クリブ面の散水密度測定

・その他：感知ヘッドが 2個作動したことを目視で確認
後、散水ヘッドすべてから 4個同時散水した。

種　類 閉鎖型スプリンクラーヘッド、標準型、高感度型

型　式 ZQRⅢ（千住スプリンクラー株式会社製）

感度種別 １種

取り付け方向 下向き（フラッシュタイプ）

有効散水半径 2.6 [m]

標示温度 72 [℃ ]

放水量 80 [L/min.]（圧力　0.1 [MPa]）

表１　スプリンクラーヘッドの仕様

⒝　立面図
図１　実験場概略図

クリブ、スプリンクラーヘッド位置（単位：mm）

⒜　平面図

図２　スプリンクラーヘッドの外観及び設置状況
 ⒜　外観 ⒝　設置状況
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クリブ名 A6 A7 A8 A10 A12 A14

杉材寸法［mm］ 30 × 40 × 1800 ／本

段数［段］ 6 7 8 10 12 14

組み方
（下から）［本］ 17,17,16,16,17,17 17,17,16,16,17,17,

16
17,17,16,16,17,17,

16,16
17,17,16,16,17,17,
16,16,17,17

17,17,16,16,17,17,
16,16,17,17,16,16

17,7,16,16,17,17,
16,16,17,17,16,16,

17,17

総本数［本］ 100 116 132 166 198 232

重量［kg］ 72.5 84.3 99.7 114.8 139.7 170.7

火災荷重［[kg/m2］ 22.4 26 30.8 35.4 43.1 52.7

含水率［％］ 6.0 ～ 9.0

着火源 n- ヘプタン　80 [mL]　（火皿φ 120 [mm] ×高さ 110 [mm]）

火災成長率［kW/s2］ 0.019 0.036 0.056 0.067 0.074 0.103

火災成長時間［秒］ 140 ～ 520 100 ～ 420 110 ～ 390 100 ～ 360 60 ～ 360 90 ～ 340
※ 重量はクリブ初期重量値からの平均値である。
※ 火災荷重＝重量／クリブ面積（1.8 [m] × 1.8 [m] ＝ 3.24 [m2]）
※ 杉材の含水率は、木材含水率計によりすべて測定し、含水率 6.0 ～ 9.0 ［％］のものを使用している。
※ 火災成長率及び火災成長時間は、燃焼実験のうち参考として代表的な一例を挙げた。
※ 火災成長時間は、火災成長率に示す値で火災が成長する時間範囲である。

表２　クリブモデルの概要

図３　クリブモデル概要図〔A6クリブ（例）〕
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４．スプリンクラー設備の性能評価手法

ここでは、実験結果を基に、スプリンクラー設備の性
能を評価するための手法を考える。まず、木材クリブの
燃焼性状を把握し、次いで、散水、感知、消火の各性能
について評価法を考える。
4.1　木材クリブモデルの燃焼性状
木材クリブを燃焼させた時、助燃剤に点火した t 時間
後の発熱速度Q

・
は、

 (1)
と表されるとする。ここで、発熱速度の単位は [kW]、
αは火災成長率 [kW/s2]、tは助燃剤点火後の経過時間 [s]、
t0 は助燃剤から木材クリブへの着火の遅れ時間 [s] であ
る（目視観察等により確実に木材クリブへ着火する時間
として t0=90 [s] とした）。火災成長率αを最小自乗法に

より求め、木材クリブ段数毎に天井高さ 6、10 [m] の実
験（天井が燃焼性状に影響を与えないように高天井にし
た自由燃焼実験）について、火災成長率αを平均したも
のを図５に示す。なお、木材クリブ A6 及び A12 ではサ
ンプル数（実験実施数）4、A7 ではサンプル数 6、A8
ではサンプル数 1、A10 及び A14 ではサンプル数 3 か
ら算術平均しており、A8 は厳密には平均値ではないこ
とに注意されたい。木材クリブの段数が増えるに従い、
火災成長率も大きくなる傾向を持つ。ただし、木材クリ
ブ A10 及び A12 では変化がなく一定になった。
以上、木材クリブの段数の違いによる火災成長率の変
化を調べた。自由燃焼の場合の木材クリブの燃焼によ
り、火災成長率が木材クリブの段数とほぼ直線関係があ
ることがわかった。可燃物の火災成長率が後述する性能
評価手法の入力データとして必要となるため、火災成長
率と木材クリブ段数の関係を示した。実際に設置する可
燃物を想定し、その火災成長率を火災実験データベー
ス（http://firedb.fri.go.jp/）や米国防火協会（NFPA）が
ランク分け（Ultrafast, Fast, Medium, Slow）したデータ
NFPA 92Bを基におおよそ決めることが可能である。例
えば、薄い合板の洋服ダンスであれば火災成長率は 0.1876 
[kW/s2] である。
4.2　散水性能
本実験ではスプリンクラーの散水分布を取得するため、
床面 8方向に採水マスを配置した実験を行い、スプリン
クラーヘッド 1個の散水分布の情報は表３のように取得
できる。このデータから等高線分布で示すと図６のよう
になる。

図４　各種センサーによる測定位置（平面図）

図５　木材クリブの段数と平均火災成長率 (*) の関係
(*)…A8 はサンプル数１のため平均値ではない。

図６　散水分布（スプリンクラーヘッド 1個散水時）
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等高線分布を作図する際に、極座標系を考えた場合、
半径方向 Ri ≦ R≦ Ri+1、周方向θj ≦θ≦θj+1（下添え字 i, 
j は各格子の配列を表す）で囲まれた任意の変数 f（ここで
は散水密度）を求めるために以下の補間式⑵を用いた。

 ⑵

 ⑶

 ⑷

ここで、式⑶及び式⑷は補間のために必要な式⑵に含ま
れる補助変数 a 及び b の算出式である。スプリンクラー
ヘッド 1 個散水時の分布をスプリンクラーヘッド 4 個が
散水したものとして単純重ね合わせした散水分布の例を
図７に示す。スプリンクラーヘッド1個が散水した場合、
方向によって散水密度は異なる。したがって、スプリン
クラーヘッド 4 個の場合の散水分布を予測する際に、1
個散水の場合のどの方向を 4 個ヘッドに囲まれた中央に
向けるかによって、その中央位置の散水密度が異なるこ
とになる。
4個ヘッド散水の散水密度は、1個ヘッド散水時の不均
一な散水分布を基に、4個ヘッド散水を想定して単純に重
ね合わせた 4個ヘッド中央の散水密度のことである。各
ヘッドの散水分布は不均一であるため、ランダムに回転
し、組み合わせ、それを 5,000 回試行して得た散水密度
の平均値を 4個ヘッド散水時の予測平均散水密度とした。
その予測値と実際に実験で得られた 4個ヘッドからの散
水密度との比較を図８に示す。各天井高さにおいて予測値
も実験値も 4マス相当、16マス相当、全マス（36マス）
相当（4個ヘッド中央に採水マスを 2マス× 2マス、4マ
ス× 4マス、6マス× 6マス設置した場合）の順に散水密
度が低くなる傾向にある。天井高さ 5 [m] 付近の散水密度
の実験値以外は、概ね予測値と実験値は一致している。
散水密度の予測値を用いて最小自乗法により散水密度

ρと天井高さ Hの近似関係式を算出すると式⑸のように
なる。

表３　採水マス水量（例）

図７　スプリンクラーヘッド 1個散水分布から重ね合わせ
で予測したスプリンクラーヘッド 4個散水分布
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 ⑸

ここで、4マス相当の時は、係数δ =11.629、γ
=-0.258、（評価にはこの係数を用いる）、16マス相当の時
は、係数δ=11.615、γ=-0.266、クリブ上面面積と等し
い全マス相当の時は、係数δ=11.336、γ=-0.273、である。
4.3　感知性能
感知性能については、図９に示すような火源からの熱
気流が上昇し天井に到達した後に水平方向に広がってい
く天井流を考える。
天井に到達する煙を予測するため、Heskestad and 

Delichatsios の発熱速度Q
・
が時間 t の二乗で増大する火源

における天井中の温度及び速度の予測式４），５）を用いる。
図９のスプリンクラーヘッド位置の気流の無次元上昇
温度ΔT* は、気流の先端がスプリンクラーヘッド位置に
到達するか否かによって、

 ⑹

ここで、t* は無次元時間、tf* は気流の先端がスプリン

クラーヘッド位置に到達する無次元時間である。
同位置における流速 u* は、0.3  r/H の時、

 ⑺

で表される。
無次元温度ΔT* 及び無次元速度 u* は式⑻，⑼により
有次元の温度ΔT及び速度 uと関連付けられる。

図８　天井高さに対する散水密度の変化
－予測値と実験値との比較－

図９　火源からの上昇気流と天井流の概要図
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 ⑻

 ⑼

ここで、A=g/（ρ0 cp Ta）、H [m] 及び r [m] は図９に示
す天井高さ及び水平距離、g [m/s2] は重力加速度、ρ0 [kg/
m3]は空気の密度、cp [kJ/(kg K)]は空気の定圧比熱、Ta [K]
は雰囲気温度である。
以上により求めた温度ΔT及び速度 uから、式⑽を用い

てスプリンクラーヘッド感知部の温度Tsを予測する６），７）。

 ⑽

ここで、Tg 及び u は感熱部付近の空気の温度及び流速
の瞬時値、Tb はスプリンクラーヘッド本体の温度（計
算中では雰囲気温度として扱った）、RTI 及び C は感熱
部の応答特性を表す応答指数及び伝熱係数であり計算中
では 1 種感度を考慮し RTI=15.0 [m1/2s1/2]、C=0.2 [(m/
s)1/2] とした。
スプリンクラーヘッドの感知部の温度 Ts が、実験で
扱ったスプリンクラーヘッドの標示温度 72 [℃ ] 以上に
なった場合に感知したと判断した。予測時間間隔は 0.5
秒で 10 分間の計算を実施し、時間進行は前進オイラー法
を用いた。ここで、本実験及び実験条件に対応した本予
測計算による感知時間は、表 2に示す火災成長時間内で
あり、本実験で用いた木材クリブは火源モデルとして妥
当である。
図 10 はスプリンクラーヘッドの位置における風速と
ガス温度の実験値と予測値を比較したものである。なお、
予測値については、助燃剤から木材クリブに着火する時
間を基点としたため、その時間 90 秒を遅れ時間として考
慮している。
風速（図 10(a)）については、天井高さが高くなるにつ
れて大きな値となり、予測値は実験値と相関がよい。た
だし、天井高さ 10 [m] の場合（破線で囲まれている）、0.3
 r/H を満たさず予測値が算出できなかったため、便宜上
0秒となっている。また、天井高さ 6 [m] の中の一部（破
線で囲まれている）では、実験値よりも高い風速を予測し
た。仮に実験値と同程度の予測ができたとすると、天井
高さ4 [m] の場合の風速とほぼ同じになる。天井高さ6 [m]
についてはクリブ段数の大小に依存していないため、そ
の相関がとれない原因についてはさらなる検討が必要で
ある。
ガス温度（図 10(b)）については、予測値が比較的低く
なるが、概ね相関関係がとれている。
図 11は、スプリンクラーヘッドの作動時間（感知時

間）td 及びその時の発熱速度について実験値と予測値を比
較したものである。また、原点を通るような近似式も同
時に描いた。感知時間の予測値は、実験値と線形的に相
関がよいが、およそ半分の時間になっている。一方、感
知時の発熱速度に関しても予測値は、実験値と線形的に
相関がよいが、およそ半分の発熱速度になっている。図
11(a) では考慮されていないが、評価手法に予測感知時間
を導入する際には、助燃剤から木材クリブに着火する時
間 90 秒を遅れ時間として加算する。
4.4　消火性能
ここでは、スプリンクラーヘッドから放水した後、消
火に至るまでの時間（消火時間と呼ぶ）を考える。
図 12は、感知時の発熱速度と消火時間の関係について、
天井高さ別に見た場合と木材クリブの種類別に見た場合
とを表したものである。

図 10　感知時のヘッド位置における風速とガス温度
－予測値と実験値との比較－

⒜　風速

⒝　ガス温度
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天井高さ別（図 12(a)）に見た場合では、各天井高さで
近似式としては若干の正の勾配があるが、ほぼ横ばいの
傾向である。感知の観点では、天井高さによって感知時
間及び感知時発熱速度に影響を与え、感知時発熱速度に
関しては天井高さが決まれば感知時発熱速度は概ね変わ
らない。図８に示した通り、散水密度は本研究では天井
高さのみ関数になるから、ある天井高さで消火時間と感
知時発熱速度が横ばいという状況は、感知時発熱速度が
同程度の火源を決まった散水密度で放水しても、消火時
間が定まらないことを意味する。
一方、木材クリブの種類別（図 12(b)）に見た場合では、

A6、A7以外はばらつきがあるものの感知時の発熱速度と
消火時間との間に概ね相関がある。よって、想定する可
燃物量（木材クリブの種類）を決め、感知時発熱速度は図
11(b) で示した予測式から算出すれば、消火時間が求まる

ことになる。しかし、その一連の予測において散水密度
の情報が入っておらず、それなしに消火時間が決まって
しまう。
そこで、散水密度と何かしらの因子の関係性から消火
時間を導き出せれば、消火時間が予測できるようになる
可能性がある。図 13は、各散水密度（天井高さで決まる）
における火災成長率と消火時間の関係を示したものであ
る。散水密度が小さく、火災成長率が大きいと消火時間
が長くなる。散水密度 5.45 [L/min/m2]（天井高さ 6 [m]）
のデータに関してはばらつきがあるので無視すると、散
水密度に対する原点を通るような線形近似式の勾配（消
火時間 -火災成長率比）には、図 14 のような直線関係が
ある。よって、散水密度をρ [L/min/m2]、火災成長率を
α [kW/s2] とすると、消火時間 te [s] は以下の式で表現で
きる。

図 11　感知時間と感知時の発熱速度
－予測値と実験値との比較－ 図 12　感知時発熱速度と消火時間の関係

⒜　感知時間

⒝　感知時発熱速度

⒝　木材クリブの種類別

⒜　天井高さ別
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図 13 　各散水密度（天井高さ）における火災成長率
と消火時間の関係

図 14　散水密度と消火時間 -火災成長率比の関係

図 15　評価手法の妥当性　－予測値と実験値との比較－
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 ⑾

ここで、今回は係数 c1=2005.4、c2=20398 とした。
4.5　評価手法の流れと検証
この評価法に沿って実際に着火してから消火するまで

の時間を予測し、実験値と比較することで精度を検証し
てみる。
図 15は、実験条件から当日の気温、天井高さ、木材ク

リブの種類（段数）、火災成長率を入力した結果、評価手
法に従って予測した点火から感知までの時間、感知から
消火までの時間、点火から消火までの時間を実験値に対
して示したものである。
点火から感知するまでの時間は、感知時間が短い場合

の予測精度は良いが、感知時間が長くなるほど予測時間
が実験値よりも短くなる傾向があった。木材クリブ段数
が少ないとその傾向が強い。
感知から消火するまでの時間は、予測値と実験値の平

均的な相関は取れているが、全体的にばらつきがある。
点火から消火するまでの時間は、点火から感知するま

での時間と感知から消火するまでの時間の和であり、そ
の傾向は後者の時間の影響を受けている。概ね予測値と
実験値との相関は取れているが、評価手法としては実験
数を増やし、より精度の高い予測が必要である。

５．おわりに

目標としては検定でデータを取得している天井高さ
1.20 [m] における 1個のスプリンクラーヘッドの散水分布
データを基に、スプリンクラー設備全体の性能を把握す
ることである。現状では、実験により取得したスプリン
クラーヘッド 1個散水時の散水分布データからスプリン
クラーヘッド 4個正方配置時の中央位置の散水密度を予
測することは可能であるが、それを拡張して任意の天井
高さの散水密度を予測するには至っていない。そもそも、
天井高さ 1.20 [m] における 1個のスプリンクラーヘッド
の散水分布データが同じヘッドであっても、それ以外の
天井高さでも同様の散水分布データとなる保証はない可
能性もある。
また、今回はパラメータとして天井高さと可燃物の規
模の 2 つに注目したが、各スプリンクラーヘッドの設置
間隔も実用上重要なパラメータであるため、実用化を目
指すには設置間隔の評価も実施しなければならない。
以上により、実用化のために解決すべき課題も多いが、
本研究によりスプリンクラー設備の性能評価手法として
一つの考え方を示すことができた。
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Techniques to evaluate performance of sprinkler systems are essential for performance-based design of them.  We 
proposed a technique for evaluating the performance by using data of water-sprinkled distribution on the ground from 
one sprinkler head.  Specifically, we predicted water discharge density at the center of four squarely-arranged sprinkler 
heads by interpolating water-sprinkled distribution of one sprinkler head.  In addition, it was found that the fire 
extinguishment time was expressed as a function of the water discharge density and the fire growth rate.
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１．はじめに

近年、石油タンクなどの危険物施設の漏洩および火災
事故件数は増加傾向にある。図 1の危険物施設の漏洩・
火災事故の統計データによると、平成 20 年の総事故件
数（580 件）は、平成元年（352件）の件数の約 1.6 倍となっ
ている。
ところで、我が国において、国内に多数設置された浮
き屋根式石油タンクの安全性管理は非常に重要である１）。
浮き屋根式石油タンクの浮き屋根は、貯蔵石油類の揮発
防止および雨水の混入防止する目的で設置されている
２）。浮き屋根は、デッキ外周部に取り付けられた箱状ポ
ンツーンの浮力を利用して油面に浮いている。接液面の
大部分を占めるデッキの板厚は 5mm程度であり、10万
kl 級の大形石油タンクにおいてもデッキ板厚は同程度で
ある。浮き屋根上にき裂が発生した場合はデッキ上へ油
が滞留し、最悪の場合は浮き屋根が滞留した油の重みで
沈没してタンク火災に発展する恐れがある３）。
近年の著者らの調査で、国内南部に設置されている容
量 10万 kl（直径 80ｍ、高さ 22m）の原油タンクの浮き屋
根表面に複数個のき裂が発見を確認した４）。き裂の長さ
は数十 mmほどで、デッキの曲げ剛性を強化するために
設置されたスティフナリング溶接部の近傍に多くき裂が
発見された。き裂発生原因は、春季でも日中の寒暖によ
る浮き屋根デッキ上の温度差は 30℃も生じること、お
よび、夏季には台風の被害が生じたタンクのある精油所
の近海を通過する頻度が比較的多いことなどから、熱応
力あるいは風荷重によるものと思われる。
本研究においては、まず、熱応力による浮き屋根損傷
の可能性について検討を行った。本報では、実浮き屋根
に構築中の計測システム（ひずみ、温度、風速計測。現

在、作動調整中）を紹介すると伴に、数値解析を用いた
決定論的な手法と確率論に基づいた非決定論的な手法に
おいて浮き屋根損傷の可能性の検討結果を示す。

２．実タンクでの計測

図 2および表１に実際に計測を行っている浮き屋根と
タンクの詳細を示す。計測対象とする石油タンクは、容
量 10万 klの原油タンクである。浮き屋根は、主に 4.8mm
板厚のデッキ、デッキを取り巻く箱状のポンツーン、お
よび、中心部のセンターポンツーンから構成されている。
2.1　計測システム
計測システムのセンサー配置図および詳細位置を図３
および表２にそれぞれ示す。ひずみ、温度および変位の
計測箇所は 4方向とし、それぞれの方向に対して、デッ
キ上半径方向に４ヶ所 ( ひずみ：λ1～λ4)、ポンツーン

熱応力による浮き屋根の損傷可能性の検討

廣川　幹浩、山田　實、西　晴樹、座間　信作、畑山　健

（平成 22 年 6 月 25 日　受理）

技術報告

国内南部に設置されている容量 10万 kl（直径 80ｍ、高さ 22m）の原油タンクの浮き屋根表面に複数
個のき裂が発見された。そこで、浮き屋根上のき裂の発生原因を特定するために、実験的および数
値的の両面から検討を行った。本報においては、実浮き屋根に設置した計測システム（ひずみ、温度、
風速計測。現在、作動調整中）を紹介した。実計測に差し当たり、き裂発生について有限要素解析を
用いた決定論的な解析と確率論に基づいた非決定論的な検討を行った。その結果、日中に生じる熱
応力だけでは浮き屋根に損傷が生じる可能性は低いことを示した。しかし、何らかの原因で生じた
初期き裂は、経年的な熱応力の繰返しで進展する可能性があることを示した。

図１　危険物施設の漏洩・火災事故の統計データ



消防研究所報告　第 109 号 2010 年 9 月

― 30 ―

内部に３ヶ所 ( ひずみ：λ5～λ7) を取り付けた。なお、
λ1～λ4は、デッキ板とスティフナリング（スティフ
ナ 1～ 4）との溶接近傍に取り付けた。温度センサーは、

λ２とλ３の中間あたり、各方向センサーラインの横位置
に設置した。図４に方向１のλ４のひずみセンサーを示す。
浮き屋根上は防爆エリアであるため、熱電対や抵抗線
型のひずみゲージは使用することができない。そのため、
温度およびひずみの計測については FBG(Fiber Bragg 
Grating) 光ファイバーセンサーを用いた５）。センサーの
測定原理を図５およおびひずみ振幅Δεの算出式を式 ⑴ 
に示す。光ファイバーは、中心を通りコア部とコアを取
り巻くクラッド部からなっている。センサーとなるコア
部に紫外線を照射して一定周期の回折格子を加工したも
のである。FBGに入射された光は、グレーティングの
周期に応じて特定波長の光が反射される。FBG近傍の
光ファイバーに軸方向のひずみεが発生すると、FBGの
グレーティング周期が変化し、反射光の波長λのシフト
Δλが生じる。この波長のシフトを測定器で計測し、光
弾性係数 Pを用いて温度あるいはひずみの値に変換す
る。

図２　計測対象の浮き屋根

図３　計測システムのセンサー配置図

型式 センターポンツーン付
シングルデッキ型浮き屋根式タンク

容量 10 万 kl

直径 80m

高さ 22m

貯蔵油 原油

完成年 1980 年 (29 年使用 )

表１　計測対象の石油タンクの詳細

図４　浮き屋根に設置したひずみセンサーの様子
（方向１、λ４）

各ひずみ計取り付け位置（センター
ポンツーンからの距離〔m〕）

方向 λ1 λ2 λ3 λ4

方向１ 11.83 12.13 12.03 11.99

方向２ 17.95 18.03 18.03 17.99

方向３ 24.07 24.02 24.05 24.00

方向４ 29.50 29.45 29.50 29.50

表２　各センサーの設置位置の詳細
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Δλ＝λ(1－ P)Δε ⑴

また、台風などの強風計測などに備えた風速計は、回
転梯子が渡されたタンク側板の頂部に設置した。
2.2　計測結果
浮き屋根上での作業時間の制約などにより、現時点に
おいて各センサーは作動調整中であり、未だ本計測に至っ
ていない。そのため、以下に各センサーの計測結果の一
例を示す。
⑴　温度振幅値：日中の温度振幅の計測結果の一例を図
６に示す。図６の計測開始時間は、深夜 0 時である。
日中のデッキ表面の最高温度は約 60℃で夜間の温度は
約 30℃であり、温度差は 30℃になる。λ2の温度デー
タに関しては、センサーの設置不良により、妥当なデー
タが入手できなかった。
⑵　ひずみ振幅値：図７に日中のひずみ振幅の計測結果
の一例を示す。図７の計測開始時間は、深夜0時である。
図７より、中心に近いスティフナの近傍ほど高いひずみ
振幅が生じていることが分かる。ひずみ振幅の最大値
は12時間後に412μstrainのひずみ振幅が生じている。
デッキの材質は一般構造用炭素鋼SS400であり、ヤン
グ率を 206GPaとすると応力振幅値は 83MPaとなる。
この値は、一般構造用炭素鋼の降伏点の半分以下の値

である６）。
⑶　風速：図８に正午から 1時間計測された風速を示す。
最大風速は 11.7m/sであり、最小風速は 0.9m/sであっ
た。今後、台風通過時期に合わせ、風速を計測する予
定である。

３．数値解析による検討

浮き屋根での本計測に先立ち、浮き屋根の全体的な
挙動を把握するために、有限要素プログラムADINA 
Ver.8.3(ADINA R&D Inc.) を用いて数値解析を行った。
3.1　熱応力解析
浮き屋根モデルは、対称性を考慮して二次元軸対称モデ

ルで作成した。実際には、太陽光の入射角により側板や付
属設備などが浮き屋根上で部分的な影をつくるが、浮き屋
根の受熱面積に対する板厚の比は十分小さいことから、入
射量の差異の影響は無いものとして解析を行った。

図５　FBG光ファイバーセンサーの測定原理

図６　日中の温度振幅の変化（2008 年 8 月 13 日計測）

図７　日中のひずみ振幅の変化　2008 年 3 月 15 日計測）

図８　日中の風速の変化（2008 年 6 月 22 日計測）



消防研究所報告　第 109 号 2010 年 9 月

― 32 ―

図９に解析モデルを示す。解析モデルは、センターポン
ツーン、ポンツーン、および、デッキから構成されている。
デッキ下面にリング状のスティフナリング (STR1～ 4) が
四本取り付けられており、それらのスティフナリングも図
10に示すようにモデル化した。板厚も、実浮き屋根の板
厚を可能な限り忠実に再現できるようにした。解析モデル
の節点数は 60、および、要素数 348である。
材料物性値を表３に示す７、８）。デッキ下面は油と安全に
接しているものと仮定した。熱伝達は、主に、接液部で起
こるものと思われるが、ポンツーン内面の総面積は大気側
のデッキ部の面積の約７割であるため、センターポンツー
ンおよびポンツーンの内面にも熱伝達係数を与えて解析を
行った。
デッキ上のスティフナリングの周辺およびポンツーン部

は、デッキ上のスティフナリングが取付られていない部分
は、スティフナリングが無い部分、および、ポンツーンの
直射日光を受ける部分よりも 10℃ほど温度が低いことが
分かっており、表面温度の時刻歴を図 11で与えた。図 11
の各温度変化を与えた部分を図１２の①から③に示す。図
11および図 12の①はデッキ表面（スティフナリング無し）、
②はデッキ表面（スティフナリング有り）およびポンツー

ン表面、③はポンツーン内面を示す。図 12の接液部につ
いては、初期温度として 27℃を与えるのみとした。
拘束条件については、図 12に示すよう、中心線に沿う

要素に水平方向固定、および、アウターポンツーンの要素
については垂直方向を固定とした。
3.2　解析結果
鉛直方法の変位結果を図 13に示す。図 13より、デッ
キ中間部の変位は、鉛直方向に -36.7mmであった。また、
デッキ上のスティフナリングの取付位置における半径方
向のひずみ振幅の変化を図 14に示す。図 14の結果より、

図９　本解析に用いたモデル

図 10　モデル化されたスティフナリング

ヤング率 N/m2 2.1 × 1011

ポアソン比 0.3

線膨張係数 1/℃ 1.13 × 10-5

熱伝導係数 W/(m・℃ ) 51.6

熱伝達係数（ポンツーン内面）W/(m2・℃ ) 10

熱伝達係数（接液面） W/(m2・℃ ) 35

表３　数値解析で用いた材料物性値

図 12　浮き屋根上の温度分布

図 11　浮き屋根表面の温度変化
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STR1から 4に生じるひずみ振幅の値は内側ほど値は若
干大きく、その傾向は図７においても見られる。発生応
力値についても計測値とオーダーは一致しており、妥当
な解析結果が得られていると思われる。図 15に有効応力
の変化を示す。図 15より、スティフナ近傍の最大応力値
は高々 30MPa 程度であり、熱応力のみでデッキが破断
する確率は極めて低いものと考えられる６）。また、村田
らの実験９）により得られたSS400 の疲労限度 250MPaと
比較しても、発生応力の値は疲労限度の半分以下であり、
疲労破壊の可能性も極めて低いと考えられる。

４．破壊確率の検討

３章の数値解析の結果より、日中の寒暖で発生する熱応

力で浮き屋根上にき裂が生じる可能性は低いことを示し
た。続いて、何らかの原因で生じた初期き裂が熱応力で進
展し、浮き屋根が破断するかどうの検討を確率論的破壊力
学を用いて破壊確率の算出を行った 10）。
4.1　モンテカルロ法
破壊確率を算出する方法としてはモンテカルロ法があ

る。モンテカルロ法は、式 ⑴ に示すよう、M回の試行を行っ
てそのうちNf 回の破壊確率Pfを求める方法である 11）。

 NfPf ＝ －－－ ⑵ M

4.2　破壊確率の算出手順
図 16に破壊確率算出の手順とその詳細を示す。
⑴　初期き裂の算出：浮き屋根表面に生じるき裂は、図
17に示す２次元表面き裂とする。図中の aはき裂長さ
（mm）、hはデッキ厚さ 4.8mmとし、μはき裂の平均
深さ（mm）とする。本解析においては、μ=h/3, h/5, 
h/8の３通りの検討を行った。き裂の密度関数 f ⒜は
式 ⑶ で与えられるとすると、き裂深さ 0から aまで
の累積確率密度 P⒜ は式 ⑷ となる。式 ⑷ の左辺を
式 ⑸ のように rとおいて、r 値を乱数で与えて初期き

図 13　浮き屋根の鉛直方向の変位

図 14　ひずみ振幅の変化の解析結果

図 15　有効応力の変化の解析結果 図 17　2次元表面き裂

図 16　破壊確率算出の手順
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裂 a0を求めると式 ⑹ となる。

 
⑶

 
⑷

 
⑸

 ⑹

⑵ き裂進展：き裂進展量に関しては、式 ⑺ に示すParis
則を用いて算出を行った 12）。式中のΔKは応力拡大範
囲 であり、き裂近傍の応力特異場パラメータ
である応力拡大係数Kの最大値Kmaxと最少値Kmin の差
として式 ⑻ で与えられる。aはき裂長さ（mm）、Nは
繰り返し数（回）を示す。Cとmは無次元材料定数であり、
Cは 5.21× 10-13、mは 3.0とした 13）。ただし、き裂は
ある応力状態における応力拡大係数範囲が、下限界応力
拡大係数範囲ΔKth ＝ 2.0 13）より大きい場合
のみ進展するとする。

 ⑺

 ⑻

き裂先端の応力拡大係数 Kは、３章の熱応力解析結
果および原子炉圧力容器の加圧熱衝撃事象の解析コード
PASCAL（日本原子力研究開発機構）14）のき裂近傍の応力
分布を 3次関数で近似した式 ⑼ を用いて算出した。式 ⑼ 
の Ai は応力係数、ξは x/hとし、き裂近傍の応力分布の
座標系を図 18に示す。Aiは、熱応力解析結果で得られた
デッキ板厚方向の応力分布に合うように値を決定する。本
解析については、デッキ板厚方向の応力分布はほぼ一様で
あったため、図 15の最大応力値を参照し、A0=30とした。

 ⑼

 応力拡大係数は重ね合わせの原理に基づき、式 ⑽ で
与えられる。F0 は、a/hの値により、式 ⑾ あるいは式 ⑿ 
で与えられる。

 ⑽

a/h＜＝ 0.7の場合

 ⑾

a/h＝＞ 0.7の場合

 ⑿

⑶　破壊確率の算出：破壊確率は式 ⑵ を用いて算出
を行った。本解析においては、平均き裂長さμ=h/3, h/5, 
h/8 の３通りとし、各ケースにつき1,000 個の初期き裂を
ランダムに与えて計算を行った。本解析で示す破壊は、初
期き裂長さが板厚hに等しくなった時点を表すものとする。
4.3　破壊確率
破壊確率を図 19に示す。図 19より、破壊が生じ始める

のは、h/3で 3.7年後、h/5で 10.7年後および h/8で 21.5
年後となり、初期き裂によって破壊発生時期が異なる。ま
た、30 年後の破壊確率は、h/3で 0.6、h/5で 0.43および
h/8で 0.16となった。
本解析においては検査による欠陥検出および補修は考慮
せず、危険側に見積もりを行っているものの、検査で発見
できなかったき裂は日中の熱応力の繰返しでき裂進展が生
じる可能性が高いことを示している。

図 18　き裂近傍応力分布の座標系
図 19　熱応力による破壊確率

（き裂平均長さ h/3、h/5 および h/8）
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５．まとめ

浮き屋根上のき裂の発生原因を特定するために、実験
的および数値的に検討を行った。実験的な検討として、
現在、浮き屋根上に構築中の計測システムを紹介した。
また、数値的な検討においては、有限要素解析を用いた
決定論的な解析と確率論に基づいた非決定論的な検討結
果を示した。以下にまとめを示す。
⑴　実際にき裂が生じた浮き屋根に構築中の FBG光
ファイバーセンサーを用いた計測システムを紹介し、
ひずみ、温度および風速の計測データの一例を示した。
試験計測より、８月の浮き屋根上の表面温度は正午あ
たりで 60℃に達し、日夜の温度差が 30℃にもなるこ
とを確認した。また、浮き屋根上には 500μstrain 程
度のひずみ振幅が生じていることを確認した。
⑵　浮き屋根の全体的な挙動を把握するために熱応力解
析を行った。スティフナリングの周りに生じる最大有
効応力は高々 30MPa 程度であり、日中に生じる熱応力
だけでは浮き屋根に損傷が生じる可能性は低いことを
示した。
⑶　何らかの原因で生じた初期き裂の熱応力による破壊
確率を算出した。き裂平均深さを h/3とした場合の 30
年後の破壊確率は 0.6、h/5 で 0.43 および h/8 で 0.16
となった。破壊確率は、き裂平均長さ、および、検査
によるき裂検出などに大きく影響を受けるため、本計
測で得られる実測値を用いて再検討を行う予定である。
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Study on the Possibility of the Damage on

 the Actual Floating Roof due to Thermal Stress

（Abstract）

Yoshihiro Hirokawa, Minoru Yamada, Nishi Haruki, Shinsaku Zama, and Ken Hatayama

（Accepted June 25, 2010）

Several cracks were found on some actual floating roof of the crude oil tank in the southern part of Japan. We assumed 
that one of causes is due to thermal stress during the day. In order to figure out whether the thermal stress could cause 
damages on the floating roof, the measurement system composing of an optimal fiber gauge was set up on the actual 
floating roof. In this report, some of the measurement results were shown. Furthermore, the numerical simulation and the 
fracture possibility estimation were also conducted and these results were also shown.

Report of National Research Institute of Fire and Disaster No.109（2010）
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１．はじめに

タオル等の布類に染みこんだ植物油が酸化発熱し、蓄
熱して自然発火することにより火災に至った事例が年間
で数例報告されている。過去の同種の火災事例を表 1に
まとめた１～６）。出火原因として、植物油等が染みこんだ
タオル類が乾燥機中や乾燥機から取り出されて高温のま
ま重ねられた状態で自然発火を起こした事例が報告され
ている。また、植物油や植物性ワックス等を拭いた布を
放置した状態から自然発火に至った事例もある。また、
老人福祉施設において、リネン室にあった植物油を主成
分とするマッサージオイルの染みこんだタオルが出火
し、死者が発生した火災も発生している。
植物油の例として、アマニ油、大豆油及びオリーブ油
などがあり、これらは塗料、食用油、マッサージオイル、
一部の潤滑油や切削油に使用されている。タオル等の布
類に染みこんだ植物油の自然発火という思わぬ原因で火
災になり、被害が増大することもある。繊維に染みこん
だこれらの植物油の自然発火危険性について、熱分析を
行った実験結果を基に、発火の温度条件及びメカニズム
について解説し、類似火災予防のための情報提供を行う。

表１　植物油等による火災事例
発生場所 発　火　源

マッサージ店等 マッサージオイルが染みこんだ洗濯乾燥後の
タオル

クリーニング店 マッサージオイルが染みこんだタオル

工場 床用ワックスを拭き取ったタオル

老人福祉施設 マッサージオイルが染みこんだ洗濯乾燥後の
タオル

学校 油絵具の画用液を拭き取った布等

飲食店 金ザルに盛った揚げ玉

一般家庭 天ぷら油が染みこんだ古着等

２．熱分析実験

布類の繊維に染みこんだ植物油の発火メカニズムは、
植物油の酸化によって発熱した熱が布類中で蓄熱し、そ
の熱によって、さらに植物油の酸化が促進され、布類の
発火点に至って発火するものと考えられる。そこで、２
種類の熱分析装置を用いて、タオル等の繊維に染みこん
だ植物油の発熱挙動を調べた。
⑴　装置及び試料の概要
熱分析実験として、TG-DTA（熱天秤 - 示差熱分析）及
び SIT（自然発火温度測定装置）を使用した。TG-DTA
は所定の昇温速度で加熱したときの試料の発熱開始温度
を確認するために用いた。また、TG-DTAの結果より発
熱反応の反応機構を把握し、燃焼に至る過程について調
べた。図 1に SITの装置の概要図を示す。SITは試料か
ら外部への放熱が無い状態（断熱状態）で、試料の自然
発火温度を測定する装置である。一般に酸化発熱を調べ

植物油の蓄熱による自然発火危険性について

岩田　雄策

（平成 22 年 7 月 22 日　受理）

技術報告

植物油等が染みこんだタオル等の布類が酸化発熱し、蓄熱して自然発火することにより火災に至っ
た事例が年間で数例報告されている。本報告では、熱分析を行った実験結果から、繊維に染みこん
だ植物油の自然発火危険性について解説し、類似火災予防のための情報提供を行う。

図１　SITの測定部の概要
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る場合には試料容器に空気を流しながら、測定を行う。
試料容器の外径は 14mm、長さは 37mmである。SITは
酸化によって上昇した試料温度とヒーター用熱電対の温
度が同じとなるようにヒーターを制御し、試料容器から
外部への放熱を防ぐ。SITによって試料からの発熱が外
部に逃げることが無い状態（熱損失が無い状態）で、言
い換えると最も発熱しやすい条件で測定が可能となり、
試料量の影響の少ない状態でデータを取得できる。熱損
失がある測定では、試料量が多いほど単位体積あたりの
表面積が小さくなるため、放熱が少なくなり（熱損失が
小さくなり）、蓄熱発火し易くなる。試料として主成分
に市販の植物油を含むマッサージオイルを実験に使用し
た。
⑵　実験条件
１）TG-DTA
試料量：約 10mg（植物油のみを TG-DTA用試料容器
に入れて測定を行った。）
昇温速度：2K/min

雰囲気：空気、流量 150ml/min
試料容器：白金製開放式試料容器
２）SIT
試料量：約 65mg（約 400mg の木綿製タオル地に 65mg
の植物油を含浸させて測定した）
保持温度：100℃、80℃、70℃、60℃、50℃
保持時間：164時間（約 7日）以内
雰囲気：空気
試料容器：石英製ガス流通試料容器セル
⑶　実験結果
１）TG-DTA　
室温から昇温速度 2K/minで 600℃まで昇温した場合
の測定結果を図 2に示す。更に発熱開始温度と酸化の様
子を正確に確認するために、同じ測定について室温か
ら 200℃の温度範囲を拡大して図 3に示す。TG-DTA曲
線において横軸は試料の温度、左軸は試料の重量変化率
(%)、右軸は熱流束（μV）を示す。熱流束とは、試料か
ら発生する単位時間あたりの熱量で、DTAでは試料容
器の温度上昇によって発生した熱電対の起電力を熱流束
として表している。上に凸のピークが発熱ピークを表す。
図 2より 175℃付近までの酸化増量の後、おおよそ 3
段階で発熱分解が進み、燃焼している様子がわかる。発
熱分解は 175.9℃－ 374.5℃－ 419.3℃－ 517.4℃の領域に
大まかに分けることができ、連続的に分解反応が進行す
ることがわかる。すなわち、実験に供したオイルは、一
度酸化により熱が蓄積され温度が上がりはじめれば、分
解、燃焼まで続いて進行することが確認された。
図 3の DTA曲線より、2K/minで昇温した場合の酸化
による発熱開始温度は、試料による温度上昇が見られ
た 92.0℃であった。これは、試料からの放熱が小さい
状態で一定温度に保持した場合に、酸化はこの 92.0℃
より低い温度でも起ることを示唆している。TG曲線よ
り 175.9℃までわずかな（0.16％）増量が観測されている。
これは 175.9℃までオイルはまだ分解せず、酸化により
増量し、焦げて茶色く変色していく過程を示している。
この 175.9℃の重量増加は温度領域を拡大した測定で観
測された（図３）。
２）SIT
環境温度を 100℃、80℃、70℃、60℃、50℃で保持し
たときの SITの測定結果を、図 4に示す。試料が自然
発火を起こさない場合、試料温度は環境温度と等しい。
一方、自然発火が起こると試料温度は環境温度より上昇
し 300℃以上に至る。今回の測定結果では 100℃、80℃、
70℃、60℃の各温度で発熱を検出し、自然発火に至っ
たことが確認された。環境温度を 50℃に保持した場合、
前記測定条件の範囲内では発熱は検出されなかった。本
実験条件における自然発火の限界温度は 50℃と 60℃の

図２ 　植物油を含むマッサージオイルのTG-DTA曲線
(20-600℃ )

図３ 　植物油を含むマッサージオイルのTG-DTA曲線
(20-200℃ )
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間にあることがわかった。
⑷　熱分析結果のまとめ
植物油を含むマッサージ用オイルを染みこませたタオ
ルを 60℃以上の温度で保持すると、酸化熱が蓄熱され
自然発火を起こすことが SITにより確認された。SITの
60℃保持の実験結果において空気を導入してから、発火
までの時間（誘導時間）は 6221分であった。SITの実験
結果からタオルに残留したマッサージ用オイルが発熱し
た後、自然発火を起こし、火災に至る可能性が高いこと
が確認できた。
断熱条件下において試料からの発熱挙動に関して式 
⑴ が成立する７）｡ ここで、発熱開始時は試料がほとんど
消耗されていない状態なので零次反応で反応が進行する
としている。

cρ（dT/dt）＝ΔH・Aexp（-E/（R・T）） 式 ⑴

ｃ：比熱 (J/mol)、ρ：比重 (g/cm3)、T: 試料温度 (K)、Δ H：
発熱量 (J/mol)、E：活性化エネルギー（J/mol）、A：頻
度因子（mol/cm3/min）、R：気体定数（8.314J/K/mol）

(dT/dt) が一定値をとると仮定し、式 ⑴ を積分して自
然対数を取ると式 ⑵ が得られる。SIT の誘導時間と活
性化エネルギーには式 ⑵ の関係がある。

lnΔt＝E/（R・T）＋ ln（ΔT・c・ρ/（ΔH・A））
 式 ⑵
ここで、誘導時間Δ t（分）は、試料温度が T（K）か
ら（T+ Δ T）(K) まで上昇するために要する時間である。
Δ T は発熱したと見なした温度上昇幅のことで、ここ
では 4(K) とした。
SIT の測定結果を式 ⑵ に代入して得られる値を図 5 の
様に縦軸を ln（Δ t）、横軸を 1/T に取ると直線が得ら
れる。この直線の傾きは（E/R）であることから、活性
化エネルギーを求められる。結果は直線性の良い関係が
得られ、植物油の活性化エネルギーは 55.4kJ/mol となっ
た。例えば動物性飼料である肉骨粉の活性化エネルギー
は 170.7kJ/mol、天かすは 96.1kJ/mol である８）。活性
化エネルギーが小さいほど反応が進行しやすく、すなわ
ち、発熱し易いことから植物油の染みこんだ繊維はこれ
らに比較して発火しやすいことがわかった。

⑸ タオル等の布類に染みこんだ植物油に関する自然発
火の危険性
SITによる自然発火温度及び誘導時間は周囲への熱損
失が無い状態での測定値である。実際の発熱温度や発熱
するまでの時間は、タオルに残留したオイルの種類や量、
タオルの繊維の中に含浸したオイルと空気の接触面積、
部分的に高温になっているタオルの温度、保管中のタオ
ルの断熱状態（保管量、密度、放熱状況等）などの影響
を受け、今回測定した結果よりも更に低い温度や短い時
間で発熱する可能性も十分にある。また、植物油がタオ
ルに単に付着した状態よりも、洗濯しても完全に植物油
が除去されない場合、繊維に十分染みこんだ植物油は酸
素との接触面積が増え、酸化発熱しやすい状態にあるこ
とが考えられる。

３．植物油の酸化発熱のメカニズム

植物油の成分は表 2にあるように数種類の脂肪酸の混
合物である９）。代表例として炭素数が 18個の 4つの脂
肪酸の分子構造を図 6に示す。脂肪酸の中には分子中に
二重結合を持つものがある。二重結合を持つ脂肪酸の反
応機構は図 7に示すとおりである。以下図 7に示す①等
の反応について解説する。①「熱及び金属等の作用によ

図４ 　SIT によって測定された植物油を含むマッサージ
オイルの自然発火温度と時間の関係（グラフ中の数
字は保持した環境温度）

図５　SITの周囲温度と誘導時間の関係
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り二重結合の隣の水素が引き抜かれてアルキルラジカル
（遊離基）が発生する。」一般にラジカルは高い反応性を持
つ。②「発生したラジカルが空気中の酸素と結合してパー
オキサイドラジカルとなる。」この反応において酸化熱が
発生する。③「次にパーオキサイドラジカルが他の脂肪
酸から水素を引き抜き、新たにラジカルを形成させるの
と同時に自らはハイドロパーオキサイドとなる９，10，11）。」
②と③を繰り返すことにより連鎖的にハイドロパーオキ
サイドが生成することになる。「連鎖的に」とは、③で
発生したアルキルラジカル（Ｒ•）が酸素と反応した後、
再びハイドロパーオキサイドとアルキルラジカルを生成

することをいう。ハイドロパーオキサイド基（－ OOH）
は、二重結合の隣の炭素に形成される。④「ハイドロパー
オキサイドは不安定なため、アルデヒド類やケトン類に
分解して分解熱を発生させる。また、脂肪酸を酸化して
エポキシ化合物を生成させ、酸化熱を発生させる９）。」
TG-DTA実験で図 3に示すように試料の重量の増加が
発熱開始付近から見られた。これは二重結合の隣の炭素
に酸素が付加したことを示すものである（上記②及び③
の反応）。通常、植物油を含めた液体に対する気体の溶
解度は液温が高いほど小さくなる。しかし、不飽和脂肪
酸を含む植物油に対する酸素の溶解度は、逆に液温が高
いほど大きくなることが知られている 10）。これは酸素
が不飽和脂肪酸と付加物（過酸化物）を形成し、温度が
高くなるほど酸素の付加する量が増えるためと考えられ
る。

図６　脂肪酸の構造式 図７　脂肪酸の酸化反応機構

表２　主な植物油の脂肪酸組成

植物油の
名称

脂肪酸 組成　（％）＊

ヨウ素価パルメチン酸 パルミトレイン酸 ステアリン酸 オレイン酸 リノール酸 リノレン酸

16：0 16：1 18：0 18：1 18：2 18：3

アマニ油 4～ 9 0 ～ 1 2 ～ 5 20 ～ 35 5 ～ 20 30 ～ 58 175 ～

サフラワー油 4～ 8 0 ～ 1 1 ～ 4 8 ～ 25 60 ～ 80 0 ～ 1 140 ～ 150

大豆油 5～ 12 － 2～ 7 20 ～ 35 50 ～ 57 3 ～ 8 123 ～ 142

トウモロコシ油 7～ 13 － 2～ 5 25 ～ 45 40 ～ 60 0 ～ 3 103 ～ 130

ゴマ油 7～ 12 － 3～ 6 35 ～ 46 35 ～ 48 0 ～ 2 103 ～ 118

ナタネ油 1～ 4 0 ～ 1 0 ～ 2 56 ～ 62 15 ～ 24 7 ～ 11 95 ～ 127

コメ油 11 ～ 21 0 ～ 1 1 ～ 3 35 ～ 50 25 ～ 40 0 ～ 1 92 ～ 115

オリーブ油 7～ 15 1 ～ 3 1 ～ 3 70 ～ 85 4 ～ 12 0 ～ 1 75 ～ 94
＊）脂肪酸名称の下段は、（炭素数）：（二重結合数）。
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４．植物油の自然発火

⑴　化学的要因
自然発火の化学的なメカニズムを考慮すると、植物油
の組成に関して、分子内に二重結合の数が多い脂肪酸を
多く含むほど、植物油は大きな酸化熱が発生することが
理解できる。例えば、図 6においてリノレン酸、リノー
ル酸、オレイン酸、ステアリン酸の順で二重結合が多い
ため、大きな酸化発熱を生じ、酸化発熱による自然発火
を起こし易い。
植物油について二重結合の数の指標としてヨウ素価が
用いられる。ヨウ素価は油脂 100gに対してその二重結
合に付加するヨウ素の量をグラム数で表した値である。
表 2に植物油のヨウ素価を示した。表 2にあるように脂
肪酸組成とヨウ素価を基に、植物油の自然発火危険性を
ある程度推測できる。ヨウ素価の大きい植物油は不飽和
脂肪酸の含有量が多く、酸化発熱を起こし易い。
ヨウ素価 120以上の油は薄くのばして空気中に放置す
ると酸化による重合が早く、乾燥被膜を作りやすいので
乾性油と呼ばれ、90～ 120は半乾性油、90以下は不乾
性油と呼ばれる。ヨウ素価の大きいものが、自然発火危
険性を持つ例として、アマニ油を含有した製品のしみ込
んだ布類が室温下で自然発火した事例もある。
ヨウ素が大きいほど酸化発熱を起こし易いが、不乾性
油であるアーモンドオイル及びホホバオイルであっても
タオルに付着した場合、120℃に保持すると酸化発熱し、
燃焼にまで至ることが報告されている４）。また、銅、マ
ンガン、鉄等の金属が植物油中に含まれていると触媒作
用により酸化を促進し自然発火し易くなることが分かっ
ているので注意する必要がある。
⑵　物理的要因
ここまで、自然発火の化学的な面を中心に見てきたが放
熱等の物理的要因も影響している。酸化や分解によって発
生した熱が、外部に放熱しにくい状態であるほど、発生し
た熱が蓄熱して自然発火し易い。高温のタオル等の布類を
広げずに積み重ねた場合は酸化発熱の量は同じでも放熱
に寄与する表面積が小さくなるため、蓄熱し易くなる。また、
一般的に周囲温度が高ければ放熱量は少なくなる。夏場
は気温が高くなることから、植物油のしみ込んだ布類が自
然発火し易くなる。

５．自然発火の予防について

植物油等がしみこんだ布類の自然発火を予防するため
に留意すべき点を挙げる。
１ ）マッサージオイル等に使用される植物油がしみこん
だタオル等の布類は洗濯後、乾燥機を使用せずに自然
乾燥する。または、乾燥機で乾燥後、放置せずに扇風
機等を用いて冷却して布類の温度が室温程度になるま

で待って収納する。
２ ）アマニ油等のヨウ素価が大きい植物油を多く含む製
品を使用している場合は自然発火し易い（室温で自然
発火する可能性もある）。植物油に銅や鉄等の金属が
含まれている場合にはさらに自然発火し易い。ヨウ素
価が大きい植物油がしみこんだ布等を廃棄する場合に
は、安全のため、他のごみと分けて、水で湿らせて金
属缶に入れる等の措置が必要である。水で湿らせる理
由は、自然発火する前に発生する酸化熱を水の潜熱で
奪い、酸化反応を促進させないためである。
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The textile with vegetable oil generates heat by the oxidation. The several fire cases that the generated 
heat accumulates and becomes the cause of fire are reported during year. This report explains the hazards of self-
ignition of the vegetable oil on the basis of experiment results by thermal analysis for the purpose of giving the 
information to prevent similar fires by self-ignition.
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１．はじめに

災害の初動対応を的確に行うためには、災害発生の事
実やその内容を迅速かつ的確に把握・共有する必要があ
り、現場からの通報情報がきわめて重要となる。しかし
ながら、地震などの災害発災時に消防本部や市町村が受
け取る情報は、電話などを使った音声によるものがほと
んどであり、それらの取り纏めは人手に負うところが大
きく、応急対応における情報共有のボトルネックになっ
ている。他方、119 番通報の発信地表示システム、市町
村の震度情報ネットワーク、気象庁の降雨レーダなどの
センサーシステムは、位置情報をともなった災害情報を
迅速に集約することが可能で、災害対策本部などの要員
の災害対応業務の効率化には無くてはならないものに
なっている。
一方、平成１７年～２０年度の消防庁の「ユビキタス機
能を応用した高機能自動火災報知設備の開発に関する検
討会」１）では無線機能の導入に関する検討が行われ、結
果、ARIB（財団法人電波産業会）の標準規格（＊）に基
づく無線連動式の住宅用火災警報器が実用化されてい
る。この検討会においては、今後の方向性として、図 1
に示す「火災感知器のユビキタスセンサーネットワーク
化」についても提言がなされている。この提言は、地震
や火災など災害時における情報収集活動の支援を目的
に、火災の発生、地震動の強さ、構造物の損壊、要救助
者の位置などの災害情報を、センサーとネットワークを
用いて位置（緯度・経度）付きで自動収集するしくみと
して紹介されている。本稿では、この検討結果などを踏
まえて行っているユビキタス機能を利用した火災報知シ
ステムの研究開発について紹介する。

２．本研究で取り組む課題について

自動火災報知設備は、火災で発生する熱や煙を感知器
により自動的に検知し、音響装置（ベル）を鳴動させて
建物内に報知することにより、避難と初期消火活動を促
す設備で、施設内の安全確保に無くてはならないもので
ある。感知器からの信号は受信機に集められ、防排煙設
備、消火設備、消防本部の指令台へとつながっている場
合もあり、自動火災報知設備は建物内における一種のセ
ンサーネットワークであるといえる。
一方、住宅用火災警報器の設置が、新築住宅について
は全国一律で平成 18 年 6月 1日より義務化されており、
さらに、既存住宅については市町村条例の規定により平
成 23 年 6月 1日までに順次義務化されることになって
いる。東京消防庁の調べによると、住宅用火災警報器の
普及にともなって、奏功事例が多く報告されるように
なっている２）。

表１　年度別住警器の設置率と奏功件数２）

年度 奏功件数（住警器の設置率）
平成１７年   48件（14.7％）
平成１８年   56件（19.3％）
平成１９年   76件（24.3％）
平成２０年 128件（33.8％）

この報告によると、住宅用火災警報器の警報音に気づ
いた人は、居住者が 176 件（51%）であるが、隣人・通行
人等は 144件（41%）にのぼり、この中には居住者不在時
の67件が含まれている。また、居住者が就寝中に、隣人・
通行人等が警報音に気づいた事例が 15件含まれていた。
このことから、火災警報を近隣の人に伝えることにより、
119 通報、初期消火や避難補助などの行動が期待できる。

ユビキタスセンサーネットワークによる災害情報の収集と伝達に関する研究
̶ユビキタス機能を利用した火災報知システムの試作̶

細川　直史、高梨　健一

（平成 22 年 7 月 14 日　受理）

研究紹介

携帯電話などのユビキタス機能を利用した火災報知システムの研究開発について紹介する。この
システムの目的は、火災が発生した建物の在館者が早期避難など適切な防災行動をとれるように、
現状理解（Context Awareness）を支援することである。火災警報が、IPネットワーク、携帯電話、電
子メール、ブルートゥース（Bluetooth）などの無線通信を活用して伝達されるシステムを試作した。

　
（＊） STD-30 小電力セキュリティシステムの無線局無線設備
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平成 19 年 1月 20日（土）宝塚市内のカラオケボック
スにおいて発生した火災では、3名が死亡し、5名が負
傷者するという惨事となった３）。火災が発生した建物は、
カラオケボックスへの用途変更が無届けであることや、
非常用警報設備などが設置されていないなど、数々の
法令違反が指摘されている。この火災では、第 1通報者
は、カラオケを楽しんでいる最中に、停電で照明が消え
カラオケ機器が止まったことで異変を覚知していること
から、このような音響機器や照明器具が設置された環境
では、火災警報のベル音や叫び声や逃げまどう騒音など
の火災初期の現象が聞こえにくくなると考えられ、適切
な音量や光量をもった非常用警報設備の各個室での設置
が重要となってくる。さらに、この火災に対する１１９
番通報は６報あったが、そのうちの１報は、出火建物内
で逃げ遅れた女性からの通報であった。消防指令室では、
この通報により要救助者の存在と位置を把握し、要救助
者は姿勢を低くし部屋の中で救助を待ったことで生存救
助につながった事例である。
火災の発生を迅速かつ的確に把握し、そのことを在館
者に迅速に通知する自動火災報知設備は、火災の初期消
火や避難安全を確保するために極めて重要であり、以上
のことから、この仕組みをさらに効果的にするためには、
以下の視点が重要になってくると考えられる。

⑴　警報の伝達範囲を広げる 。
火災の発生した部屋やその建物に限らず、火災発生後
に速やかな消防署への通報、初期消火、避難誘導など防
災行動が期待できる近隣の人への火災警報を伝達する。
⑵　火災の覚知を的確に行う。
従来から利用されている音による方式と比較して環境
による影響を受けにくい警報の伝達方式について検討を
行うこと。例えば、耳や目が不自由な人にたいして検討
が行われている光や振動なども重要な研究対象である。
⑶　火災に関する適切な情報提供を行う。
火災が発生した事実と共に、火災の発生位置やその状
況を在館者やその近隣の人に伝え、適切な防災行動につ
なげることが肝要である。

３．ユビキタス機能を利用した火災報知システムの試作

ユビキタス (Ubiquitous) とは、それが何であるかを意
識させず、しかも「いつでも、どこでも、だれでも」が
恩恵を受けることができるインタフェース、環境、技術
のことであるが、坂村教授によると、ユビキタス・コン
ピューティングの本質は、1）人の位置と属性、2）モノ
の位置と属性、3）周囲の状況、という 3つを把握するコ
ンテクスト・アウェアネス（Context Awareness、状況理解）
にあると説明されている４）。人が火災によって被害を受

図１　火災感知器のユビキタスセンサーネットワーク化１）
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ける可能性がある場合、火災が発生した事実、火災と自
分の位置の関係、火災の種別や規模などの状況を理解す
ることは、早期避難や初期消火などにより被害を未然に
防ぐために必要なことである。したがって、火災などの
災害においてのユビキタスとは、火災現場や近くに居る
人が、火災の発生やその性状など自分の置かれた状況を
把握することと解釈することができる。本研究では、図
2のイメージで示すように、携帯電話などユビキタス機
器への警報の伝達や環境情報の提供を行うことで、避難
行動への明確な動機付けなど適切な防災行動を期待する
ものである。
本稿では、前述の⑴ 警報の伝達範囲を広げる、⑵ 火
災に対する覚知を的確に行う、⑶ 火災に関する適切な
情報提供を行うという３つの課題を解決し、ユビキタス
の視点を具備した火災報知システムを実現することを目
的に、インターネットや携帯電話などのユビキタス機器
を利用した研究開発について紹介する。
3.1　インターネットを利用した環境観測システム
一つめの「警報の伝達の範囲を広げる」ことについて
は、現状は、非常ベルや放送設備などの音響設備で実現
されているが、ユビキタス機器との親和性が良い IPネッ
トワークを活用することによって、その到達範囲を制御
した警報伝達が可能になると考えられる。しかし、新た
な研究用システムを自動火災報知設備受信機インター
フェース（以下 I/Fと略す）に接続することは、開発コ
ストがかかることから、スポット型の火災感知器の出力
情報を IPパケット化しインターネット上のWEBサー
バのデータベース（以下 DBと略す）に送ることが可能
な実験用の環境計測システムを試作した。
　このシステムは、図３に示すように、感知器（アナロ
グ型煙濃度または住宅用火災警報器）、温度、CO、在室
者、加速度のセンサー値を IP パケット化する I/F ボッ
クッスと、これらの環境計測データを位置（緯度・経度）

情報付きで DB に蓄積するWEB サーバからなる。設置
方法を含む機能は以下の通りである。
⑴　各センサーを信号線で I/Fボックッスとむすび、さ
らに、I/FボックッスをLANケーブルでインターネッ
ト回線に接続されたDHCP機能付きルータに接続する。
⑵　同じルータに接続した PCから、センサー値の送信
先であるWEBサーバの IPアドレスの指定などの初
期設定を行う。
⑶　WEBブラウザでWEBサーバにアクセスし、セン
サーの設置位置とセンサー種別、設置場所施設管理
者などの情報を、地図表示に基づいた GUIを用いて
WEBサーバに登録する。
⑷　I/Fボックッスは、IPパケット化したセンサーデー
タを最小 1秒の間隔でWEBサーバデータベースに登
録する。住宅用火災警報器については、移報接点の
on/offをデータ化してWEBサーバに送る。WEBブラ
ウザでWEBサーバにアクセスし、センサー設置位置
のリンクをクリックすることによって、その場所の煙
濃度や温度などの環境計測情報や、警報の状況が閲覧
可能である。
このシステムは、火災などの環境の変化を判断し警報
を発信する機能が I/Fボックス側にもあるが、WEBサー
バ側にも火災判断機能を持たせることが可能で、この後
述べる移報システムへの警報の受け渡しにおいて、柔軟
な条件設定が可能となっている。
3.2　火災警報の移報に関する検討
火災警報を人に伝える媒体として、音はもっとも有効
な手段であるが、環境音による阻害要因もあることから、
音に限らず、光、振動（皮膚の感覚に刺激となるような）
などの手段が考えられる５）。そこで、前述の ⑴ 警報の
伝達範囲を広げる、⑵ 火災に対する覚知を的確に行う
という 2つの課題に対応することを目的に、携帯電話に
対する警報の通知（移報）について検討した。携帯電話

図２　ユビキタス機能を利用した火災報知システムのイメージ
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への警報の移報をとりあげた理由は以下の通りである。
⑴　携帯電話の契約数が１億台を超え、生活に身近な機
器となっている。
⑵　携帯電話のメール機能などは、聴覚障害者をはじめ
とした災害時要援護者の重要な連絡手段になってい
る。
⑶　ほぼ全ての携帯電話に備わっている音、光、振動を
発する機能により、人の視覚・聴覚・触覚に訴えこと
が可能ある。例えば、単に電話・メールだけでなく、
目覚まし時計のかわりなど様々な用途に使われてい
る。
⑷　NTTドコモのエリアメールを始め、緊急地震速報
の通知など様々な警報伝達に活用されている。
そこで、環境計測システムから通知された火災信号
を火災警報通知サーバから携帯電話や携帯端末（PDA: 
Personal Digital Assistant）に通知（移報）する機能を図４
ならびに以下に示す。

⑴　携帯電話への電子メールによる移報機能
警報通知サーバには、携帯電話のメールアドレスと
その位置、センサーを中心とした警報の伝達範囲を、
WEBブラウザに表示された地図上で指定することで登
録が可能である。さらに、携帯電話の位置については、
携帯電話に内蔵された FeliCa（フェリカ）機能を利用し、
パソリと呼ばれる非接触型 ICカードに携帯電話をかざ
すことで携帯電話のソフトが起動して位置を登録する機
能も備えている。
⑵　携帯端末への近距離無線による移報機能
電子メールを利用する方式は、特定の建物内や範囲で
火災警報を通知する場合には、あらかじめ携帯電話の位
置を警報通知サーバ側で把握する必要がある。携帯電話
の位置を把握することなく火災近傍の一定領域に火災警
報を伝達する方式として、建物に火災信号の電波源を設
置し、電波の到達範囲内の在館者の持つ携帯電話に対し
て、警報を伝達する方式を検討している。本研究では、

図３　インターネットを利用した環境観測システムの構成

図４　携帯電話などを利用した警報の通知（移報）
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無線による移報機能として、携帯端末に搭載が進んでい
る Bluetoothの機能を利用した警報システムを試作した。
火災警報通知サーバは予め位置と IPアドレスが登録さ
れた Bluetooth 送信機に警報情報を通知し、Bluetooth警
報送信機は警報の通知が可能な携帯端末を検索して、そ
の携帯端末に対して火災の発生とその位置（緯度・経度、
住所）、温度、煙濃度などを通知可能である。
3.3　火災に関する詳細情報の提供
　火災に関する適切な情報提供を行うという３つめの課
題に対応するために、携帯電話や携帯端末に通知された
情報には、火災に関する詳細情報の閲覧が可能な URL
が含まれ、携帯電話や携帯端末からも火災の発生位置の
地図など火災の状況を確認出来るようになっている（図
５）。さらに、今後の課題ではあるが、このような URL
への接続をサーバ側で認識することで、在館者などの把
握にも活用が可能と考えられる。

４．課題と今後

ユビキタス機能に着目した火災報知システムについて
述べてきたが、携帯電話を持っていない人がいることや
警報の着信を見逃す危険性もあり、建物内の火災警報を
不特定多数の在館者に的確に伝達するためには、音響設
備や放送設備との併用が必要である。現在のところ、聴
覚障害者などの災害時要援護者への警報伝達と情報提供
がもっとも有効な活用方法と考えられる。また、メール
機能で火災警報を通知する場合には、あらかじめ携帯電
話の位置を警報通知サーバ側で把握する必要があるが、
GPSなどの使えない屋内や地下において、携帯電話の
位置を正確に把握する技術の研究は多方面で行われてい
るが実用化していない。したがって、要救助者や消防隊
の位置を正確に把握するための屋内測位技術の研究開発
とその普及が望まれる６,７, ８）。

一方、携帯電話を使った災害対応要員の招集システム
や安否確認システムが防災の現場では不可欠となってい
る現状から、火災現場付近での火災警報の周知、例えば、
小規模施設の職員やその近隣住民で構築した応急体制に
おいて、火災の早期覚知とともに、早期に人をあつめて
初期消火や避難補助を行うための警報伝達システムとし
て活用することが考えられる。
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A study on Gathering and Communication of Disaster Information 

using Ubiquitous Sensor Network 

- a development of fire alarm system using ubiquitous equipment -

（Abstract）
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This report introduces a development of fire alarm system using ubiquitous equipment such as cellular 
phone. The objective of this system is that to aid “Context Awareness” of person staying in the building that 
caught fire, for appropriate action such as early evacuation. We developed a system which inform fire alert and 
its detail to ubiquitous equipment utilyzing IP network, cell-phone, text-messaging and the bluetooth wireless 
communication.
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