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１．初めに

浮き屋根式屋外貯蔵タンクは、デッキと呼ばれる一枚板
の鋼板の周囲にポンツーンと呼ばれる浮き室が付いた構造
の屋根を貯蔵油に浮かべたものであり、貯蔵油の増減に伴っ
て屋根が上下動する。このため、浮き屋根式タンクは液面と
浮き屋根とが密着し、可燃性蒸気の揮発が抑制でき、経済
的に有利であるとともに、火災に対しても安全性が高く、ま
た、万一発火しても、浮き屋根周縁部のリング火災となり、
消火も容易な構造となっている。浮き屋根式タンクの一例を
図１に示す。

過去には、地震時に、やや長周期地震動の影響により、
液面の揺動（スロッシング）にあわせて浮き屋根も揺動した

ことに伴い、多数の浮き屋根が損傷し、沈没したことがある。
その後、油面全体の火災（全面火災）が発生する大災害となっ
た１）。

その後、浮き屋根の耐震性に係る基準が策定され２）、地
震時に発生する浮き屋根のスロッシング揺動に対しては、損
傷を生じない構造とすることとなった。

しかしながら、平成 24 年11月には、地震時ではなく平
常時に、浮き屋根のポンツーンの維持管理が十分に成され
なかったことが要因と考えられる浮き屋根の沈没事故及び
危険物漏洩事故が発生し、露出した原油による火災の危険
性が生じるとともに、揮発成分等により周辺住民等にも影
響を及ぼした３）。

屋外貯蔵タンクの浮き屋根沈没事故への対応及び調査

西　晴樹

（平成 27 年 8 月 7 日　受理）

解　説

浮き屋根式屋外貯蔵タンクは、浮き室が付いた一枚板の鋼板で形成される浮き屋根を貯蔵油に浮かべ
た構造となっている。可燃性蒸気の揮発を抑制できるメリットがあるなど多くの利点を有するが、浮力
が失われると貯蔵油中に沈没し、火災の危険が生じる。

本報告では、浮き屋根沈没事故における緊急時対応の状況を概説するとともに、事故原因調査の結果
について述べる。強風による経年劣化、雨水の滞留などの要因が重なり、浮き屋根が沈没したものであ
る。

図１　浮き屋根式タンクの断面図の一例



消防研究所報告　第 119 号	 2015 年 9 月

― 2 ―

本稿では、石油タンク浮き屋根の沈没に対する消防研究
センターの現場対応及び調査事例として、強風等により浮き
屋根が沈没した事例について述べる。

２�．浮き屋根沈没事故の概要

台風及びその後の豪雨等の影響により、平成 24 年11月
に屋外貯蔵タンクの浮き屋根が沈没した。これに伴い、浮
き屋根にあるルーフドレンから防油堤内へ原油約 4.5kL が
漏洩した。事故発生時、当該タンクの貯蔵量は約 51,500kL
であった。当該タンクの容量は 99,600kL、直径は 84.7m、
側板高さは 19.5mである。当該事故については、文献３）に
詳細な報告があるが、事故発生を受け、事業所の自衛防災
組織及び所轄消防本部から、大型高所放水車、泡原液搬
送車、大型化学消防車、ポンプ車、指揮車が出動した。また、
当該特別防災区域に配備されている大容量泡放射システム

（毎分10,000L 以上の放水能力を持つ泡放水砲のシステム）
を配置した。さらに、事業所の事務所内に指揮本部が設置
された。当該事故発生を受けて、事業者に対して、所轄消
防本部は緊急使用停止命令を発令している。

写真１は異常発見時の状況を示すものであり、浮き屋根

の損傷に伴い生じた開口部から浮き屋根のデッキ上に原油
が漏洩し続けている状況である。

消防庁では、所轄消防本部からの要請を受け、応急対
策に関する助言のため、石油タンク構造に関する専門家を
現地に派遣した。派遣期間は約 40 日間と長期にわたった。
写真２は浮き屋根の沈下状況である、この時点では浮き屋
根は完全に沈没し、目視では確認できない状況であった。

消防庁の職員は主に指揮本部に常駐し、被害状況や事故
対応状況の聴取、対処方針の確認などを行ったが、発災タ
ンクの損傷状況や浮き屋根の状況、あるいは危険物の漏洩
状況など現地でのみ得られる一次情報の取得にも務め、可
能な限り正確な判断を行うために必要な現場確認も行った。
助言した内容及び現地で対応した事項の概要を以下に記す。
⑴　過去の浮き屋根沈没事故事例の情報提供。
⑵　浮き屋根沈没状況、タンクの損傷状況などの現場確認。
⑶　全面火災が発生した場合における輻射熱の影響に関す

る検討。
⑷　沈没した浮き屋根の位置や座屈変形状況の検証。浮き

屋根が着底しているのか、あるいは、油中に浮かんだ状
態かを判断する。

写真２　浮き屋根の沈下状況

写真１　異常発見時の状況
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⑸　タンク中の原油の着火防止策に関する情報提供。
⑹　原油の払い出し方法に関する助言（浮き屋根や底板を

損傷させずに原油を払い出すための助言）。
浮き屋根の変形状況と沈没位置の確認とそれらに合わせ

た着火源の把握は重要であり、把握された着火源に対応し
た着火防止策や漏洩防止策が自ずと選定されるものと思わ
れる。着火漏洩防止策としては、例えば、二酸化炭素によ
る液面の密封（シール）、泡によるシール、ステージやローリ
ングラダーなどの落下防止、浮き屋根沈降・浮上防止、静
電気発生防止、浮き屋根支持脚座屈防止などが想定される。

当該事案の場合は、二酸化炭素によるシールを実施した
が、その際には二酸化炭素の毒性に関する情報提供も行っ
ている。また、原油中に沈没した浮き屋根を視認すること
は不可能なため、作業中に発生する虞のある浮き屋根の異
常については、タンク外からの異音の検出や分銅による浮き
屋根位置測定で覚知することとした。浮き屋根については、

底板まで完全に沈没している部分もあれば、一部油中に浮
かんだままになっている部分もあると判断されたため、本事
案の場合には、油の抜き取りと同時に水を張り込み、浮き
屋根直下の空間の発生防止と浮き屋根位置保持を行うこと
とした。

油を移送していくと、次第に浮き屋根の上面が液面上に
現れてくるが、それ以降の油の移送については、ポンツーン
内の油を排出するなどして、浮き屋根に掛る荷重を減らし、
支持脚が座屈することを防止しなければならない。その際に
は、タンク内で作業する作業員の安全確保のため、側板に
開口部を設けるなど、万が一の火災発生時に作業員が二方
向に避難できるようにすることも検討する必要がある。

写真３は原油の移送につれて浮き屋根の一部が油面上に
現れてきた状況を撮影したものである。ゲージポールは「く」
の字の様に曲っており、屈曲部の近傍にはスライドプレート
が引っかかっている。ポンツーン上のウエザーシールド、エア
フォームダムが確認できる。また、ゲージポール直近のポン
ツーンマンホールの蓋は外れており、ポンツーン内に原油が
満たされている。当該マンホールの蓋がどの時点で外れたか
は不明であるが、当該蓋は液密型のものではなかった。また、
ローリングラダーには原油の跡が付着している。

写真４は浮き屋根上の油がほぼ除去された状況であり、
デッキがたわんだ部分には原油が少し残っている。この時
点では浮き屋根下の原油は水に置換されている。写真奥の
ポンツーンは座屈しており、ポンツーンのインナーリムやエア
フォームダムは液面下にある。

写真５は、浮き屋根上の油も完全に除去され、付着した
原油もきれいに清掃された状況を示したものである。座屈し
ていたポンツーンは多数のワイヤーロープで吊り上げられてお
り、浮き屋根下の調査時の作業性や安全性を確保している。

写真６は、浮き屋根下の状況であるが、浮き屋根支持脚
が底板を貫通している状況を示したものである。支持脚が底

写真３　	原油の移送につれて浮き屋根の一部が油面上に
現れた状況

写真４　浮き屋根上の油がほぼ除去された状況 写真５　浮き屋根上の清掃が終了した状況
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板を貫通した時期については不明である。この他にも１本底
板を貫通している支持脚が見られた。写真７は、写真６の支
持脚周辺の底板を撤去した状況を示したものである。支持
脚周辺の砂には170cm×100cm 程度の大きさの黒色のにじ
みが確認できる。

３．原油の揮発量の推定

当該事故においては周辺住民等から異臭に関する通報が
寄せられた。それらへの対応の一つとして、揮発した原油
の量を推定することが必要となった。原油からの揮発成分
の揮発については、大気に曝されている原油表面近傍に存
在する軽質成分が大気中における揮発成分の濃度との濃度
差により揮発するものと考えられる。さらに、タンク中の対
流や移送に伴う撹拌や流動を無視すれば、揮発により原油
中に生じた濃度差により原油表面以外の部分から徐々に拡
散していくものと考えられる。大気中への拡散と原油中での

拡散を比較すると、前者の方が後者よりもはるかに大きな拡
散係数であり、大気中に拡散した揮発成分を補うだけの原
油中の拡散が起こることは想定しづらいが、ここでは、簡
便に蒸発速度と液面面積の関係を表わす Kawamura	 and	
Mackay 式４）を用いて推定を行う。Kawamura	 and	Mackay
式は、

E ＝Ar×KM×｛（MW×PV）/（R × T）｝	 ⑴

で表される。
　ここで、E：蒸発速度（kg/s）、Ar：液面面積（m2）、

KM：物質移動係数（m/s）、MW：分子量（g/mol）、PV：
蒸気圧（Pa）、R：気体定数（J/(kmol・K)、T：気相の熱力
学的温度（K）である。

式⑴において計算条件として、液面面積はタンク直径から
概ね	5635	m2、物質はヘキサン（分子量 86）と見なし、気
相温度を293.15K（20℃）、気体定数を8314J/(kmol・K)、
蒸気圧を16.128kPa（アントワン式より算出）、物質移動係
数を 9.0× 10-5m/s（拡散係数 9×10-6m2/s、境界層厚さ
10cm から算出）とした場合、蒸発速度は 0.289kg/sと計算
される。これより、浮き屋根沈没による液面露出から11日
間（950,440s）の揮発量は約 274tonと計算される。

実際には、前述の仮定が成り立つ保証は無く、また、タ
ンク内の風の影響により、境界層厚さは変化するので、物
質移動係数も増減することが想定されるが、直径 84.7m の
タンク内の全面の境界層厚さを正確に見積もるのは困難であ
り、上述の揮発量の計算はあくまでも参考である。

別の推定方法として、油の蒸留曲線を用いる方法も考え
られる。文献５）によると、原油（アラビアンライト）の初留
点 (IBP) は 47℃であるが、漏洩した油の採取が可能であ
り、蒸留曲線を迅速に測定することが可能であれば、初留
点の変化でもって、大まかに推定できると思われる。発災
から１ヶ月後くらいに採取した油について、初留点を測定し
たところ108℃になっていた。採取した原油とアラビアンライ
トの蒸留曲線５）を図２に示す。２つの蒸留曲線と比較する
と、アラビアンライトは 108℃では約 6% 程度の留出量とな
る。当該タンクについては、原油の移送を毎日行っているた
めタンク内の原油の量は漸減しており、しかも、対流や移送
に伴う撹拌・流動があり、原油表面近傍のどの程度の原油
から揮発したのかを正確に見積もることは不可能である。し
かもサンプリングした部分と揮発した部分は異なることもあ
り、初留点の差異で揮発量を見積もることの妥当性の検証
は別途必要である。例えば原油表面から10cm程度の原油（約
563kL）から揮発したとすれば、その 6%であるから、揮発
量は約 34kLと計算される。

写真６　支持脚が底板を貫通している状況

写真７　支持脚貫通部の底板を撤去した状況
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４．浮き屋根沈没事故対応を終えて

浮き屋根沈没事故対応を終えて、現場対応において困難
であった点、あると便利だったと想像される機械器具、技
術的な革新を希望する点などを記す。
⑴　防爆カメラ、防爆ビデオなど防爆機器の必要性

可燃性蒸気が存在する屋外タンク貯蔵所の上で沈没した
浮き屋根やローリングラダーの状況に関する詳細な画像情報
を指揮本部において共有することが可能となり、作業手順
の判断等の際に非常に有効である。
⑵　原油中に沈没した浮き屋根の位置確認

油種によっては沈没した浮き屋根の位置が目視確認でき
ないため、油中の浮き屋根の位置確認を行える技術が事故
対応時に必要であった。
⑶　石油タンク内の可燃性蒸気の濃度の計測

可燃性蒸気の着火防止のために、石油タンク内のどの部
分で可燃範囲に入っているか否かの測定ができればより安
全な作業が可能となる。
⑷　二酸化炭素でのシールを行う際の濃度測定

上記の可燃性蒸気と目的は同じであるが、着火防止のた
めの対策が予想どおりに出来ているかを容易に確認ができ
る手法が必要。
⑸　揮発した原油の量の正確な見積もり

原油を採取して蒸留曲線を求めること無く、正確な揮発
量を見積もれる手法があると指揮本部での意思決定に活用
が期待できる。

⑹　沈没した浮き屋根の再浮上方法
沈没した浮き屋根を再浮上させ、安定化できれば二酸化

炭素シール以上のシール効果が期待できる。
⑺　損傷した浮き屋根の補修

原油が入ったままで、損傷した浮き屋根を溶接補修がで
きれば、浮き屋根の脆弱部を除去することができ、強風な
どの外力に耐えられる。

５．浮き屋根の沈没の経緯３）

３度の台風（平成 24 年 8月27日、9月16日、9月29 日）
による強風（瞬間最大風速 72.6m/s）の影響で、浮き屋根
のポンツーン下板に、疲労亀裂が発生し、増加していった。
当該亀裂部から、徐々にポンツーン内に原油が浸入し、浮
力が失われ、それにより浮き屋根が傾斜したと考えられる。
平成 24 年 8月28 日には、ポンツーンの1 室に滞油が確認
された後、9月19 日にはポンツーン4 室、10月1日でポン
ツーン 7 室の滞油があり、沈没するまでの間は補修はなされ
ていない。当該タンクの浮き屋根の円周方向補強材はトラス
構造を採用しているが、仕切り板（バルクヘッド）とトラスと
の間には隙間があり、また、トラスとポンツーン下板が断続
溶接（タック溶接）となっている。これらが当該ポンツーンの
弱点となっていることが指摘できる。

平成 24 年11月 4日には、事業所近隣の気象庁観測所
で過去最大となる10 分間降水量 23.5	mm を記録したが、
この降雨による浮き屋根上への滞水で、浮き屋根が更に傾
斜し沈下していったと考えられる。当日の雨量から計算する

図２　採取した原油の蒸留曲線
採取した原油の蒸留曲線とアラビアンライト５）の蒸留曲線を比較したもの
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と、通常のルーフドレンが正常に機能していると想定した場
合でも、排水量が不足し、一時的に浮き屋根上に 48トンの
滞水になったものと考えられる。

浮力を喪失したポンツーン及びデッキが沈み込むにつれ
て、ポンツーンに過大な応力が発生し亀裂が進展していくも
のと考えられる。ポンツーン室内の原油が仕切り板の上端ま
で達すれば、その後は隣接するポンツーンに越流し、浸油
したポンツーンがだんだん増加することになる。ポンツーン
の浮力喪失に伴い、浮き屋根が座屈し、写真１に示すよう
にデッキ上に原油が漏洩してくるようになったものと考えられ
る。写真８は浮き屋根ポンツーンの破断部を示したものであ
り、当該破断部から原油が漏洩したことも考えられる。デッ
キ上の原油が増え、浮き屋根全体の浮力を確保出来なくな
り、遂には、浮き屋根が沈没したものである。

６．終りに

石油タンク浮き屋根の沈没と危険物漏洩事故に対する現
場対応事例として、原油タンクでの事故事例について述べた。
浮き屋根沈没という事象は全面火災発生の虞が非常に高く
なる事象でもある。今回の事例では幸い火災は発生せずに、
原油を他のタンクに移すことができた。浮き屋根に係る保安
対策の徹底及び応急措置体制の整備の再確認が図られるこ
とを願う次第である。
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Emergency Response to the Sunken Floating Roof Accident 

and Cause Investigation

（Abstract）

Haruki	Nishi

（Accepted	August	7,	2015）

Floating	roof	is	usually	used	in	a	large	oil	storage	tank	since	the	steel	plate	called	a	“deck”	is	afloat	on	
the	surface	of	the	oil	and	this	contact	avoids	flammable	vapor	from	volatilizing.	However,	if	the	buoyancy	of	the	
floating	roof	is	lost,	the	roof	will	sink	into	the	oil	and	the	oil	might	catch	fire.

In	this	report,	the	author	describe	the	emergency	response	to	the	sunken	floating	roof	accident	of	a	crude	
oil	storage	tank	and	the	result	of	the	cause	investigation	of	the	accident.

The	 floating	 roof	 sunk	 into	 the	 crude	 oil	 since	 the	many	 factors	 coincide	 one	 another,	 such	 as	 the	 roof	
deteriorated	by	the	strong	wind	and	the	rainwater	due	to	the	heavy	rain	remained	on	the	deck.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.119（2015）
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１．はじめに

消防研究センターでは、消防庁長官による火災原因調査
（消防法第 35 条の 3の 2、以下調査）を実施している。そ
の調査の過程において必要に応じてコンピュータ上で火災を
再現するシミュレーション技術を活用している。

本解説では、シミュレーションを実施する上で必要な入力条
件となる火災現場の情報やその出力結果の扱い方、妥当性
検証の必要性について述べる。

２�．シミュレーション技術とは？

火災分野におけるシミュレーション技術とは、コンピュータを
用いて数値計算を実施し、その結果を可視化することを通し
て火災を再現する技術であり、研究としては確度の高い再現
を目指すものである。

本解説で述べるシミュレーション手法としては、数値流体力
学（Computational	Fluid	Dynamics、以下 CFD）を扱うことに
する。CFDでは、後述する火災現象の支配方程式を計算
機で解くことによって主に熱気流の運動を予測する。計算機
資源にも依存するが、基本的には現実に近い詳細な運動を
再現できるため、実火災を相手にする調査に用いるのには適
している。

ここでは、シミュレーション技術の概要として、シミュレーショ
ンで扱う火災の物理モデルやシミュレーションを適用しようとす
る際の火災特有の取り扱いの困難さについて述べる。
2.1　火災の物理モデル

シミュレーションが再現すべき主な火災の物理として、燃焼、
伝熱、流動の 3 つの現象がある。これらの現象の特徴を抽
出した物理モデルをシミュレーションに組み込み利用することに
なる。一般的に物理モデルには精緻なモデルから簡易なモデ

ルまで様々あり、シミュレーションでは計算負荷や要求精度に
見合った物理モデルが選択される。そのため、火災分野では
緻密性よりも実用性を優先したモデルが選択される場合が多
い。

燃焼は、燃料が酸素と接触すると直ちに燃えることで、二
酸化炭素や一酸化炭素、煤などを生成する工学的な拡散燃
焼モデルを用いる。二酸化炭素や煤の生成量は、単位質量
あたりの燃料消費量に比例すると仮定することが多い。

伝熱は、熱伝導、熱伝達、熱放射の 3 つを伝熱モデルと
して用いる。熱伝導は壁面に垂直な1 次元方向の壁面内の
熱の伝わる量を、熱伝達は壁面と気体の間の熱の伝わる量
を予測する。熱放射は気体を介さない電磁波による熱の伝わ
る量を予測するが、熱放射の計算量（計算時間）は全体の
計算量の 3 ～ 4 割を占めることがあり熱放射が重要な伝熱で
ないケースでは計算コストを考えて熱放射の計算を省くことがあ
る。

流動は、酸素や一酸化炭素、煤の輸送を担う。この運動
には流体力学の運動方程式（運動量保存式）を用いる。例
えば、単成分系の非定常圧縮性流れである熱気流の支配
方程式は、以下の質量、運動量、エネルギーの保存式に加
え状態方程式から成る。火災に用いる場合には、これらの支
配方程式に対して音速オーダーの密度波の伝播を捕らえる必
要がないとして低マッハ数近似を適用することになる。音速と
同じ流速の場合の状態をマッハ数 1として、火災ではそのよ
うな高速な流体運動はないという意味で低マッハ数という言
葉が用いられる。その低マッハ数近似を適用した結果、運動
量方程式に含まれる圧力とエネルギー保存式及び状態方程
式に含まれる圧力を異なる圧力（流体力学的と熱力学的）と
みなすことで、方程式のつながりを弱めコンピュータで扱いや

シミュレーション技術を火災原因調査に活用するための取り組み

阿部　伸之

（平成 27 年 8 月 10 日　受理）

消防研究センターでは、火災原因調査の実施過程においてシミュレーション技術を活用している。そ
の目的は、コンピュータ上で火災を再現し、その結果から調査に有用な情報を取得することである。シ
ミュレーションにより再現した火災から熱や煙の伝播状況を予測することにより、火災現場がどのよう
な環境であったのかを時間変化を追いながら辿ることができる。本解説では、シミュレーションを実施
する上で必要な入力条件となる火災現場の情報やその出力結果の扱い方、妥当性検証の必要性について
述べている。

解　説
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すくすることができる。

［質量保存式（連続の式）］

［運動量保存式］

［エネルギー保存式］

［状態方程式］　

ここで、Rは気体定数、Tは温度、cpは定圧比熱、gは
重力加速度、kは熱伝導率、pは圧力、･q''' は発熱量、tは
時間、uは速度、xは位置、δijはクロネッカーのデルタ、λは

第二粘性率、μは粘性率、ρは密度、下添え字はデカルト座
標系の座標方向を表す。

以上の物理現象をコンピュータで数理的に解くのに、その
解き方（解法、アルゴリズム）は種々存在するが、本解説で
はそれは主眼ではないため割愛する。
2.2　火災特有の取り扱いの困難さ

火災には前述した燃焼や流動など複数の物理現象を含む。
燃焼における火炎面の厚さスケールから建築物内の煙流動の
移動スケールまで大小様々なスケールの物理現象を同時に扱
う際には、そのシミュレーションを実施する目的は何かということ
を再確認しなければならない。現状では、それらを同時に解
く計算資源は身近に存在しない（マルチスケールの（大小様々
なスケールの現象を扱う）問題）。CFDはメッシュと呼ばれる
細かい領域に空間を分割し、その各メッシュに対して支配方
程式を解く。メッシュが細かければ細かいほど、時間分解能
も細かくしなければ計算が不安定になるため、計算時間が非
常にかかるようになる。一方、簡易的な物理モデルを使用す
ることが多いため、メッシュを細かくすることを含め詳細な条件
設定が必ずしも有効にならないことは少なくない。

また、マルチスケールの問題とは別に火災は複数の物理
現象を含んでいるため各現象に即した物理モデルが存在する
が、それらの相互作用まで現実に即して物理モデルを構築す
る必要があり未だ研究段階にある（マルチフィジックスの（多
種多様な物理現象を複合的に扱う）問題）。

図１	シミュレーション実施の手順
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３．シミュレーションを調査で活用するためには？

シミュレーションを実施する際の手順を図１に示す。発生した
火災に対してどのような特徴を持った火災かを考察し、注目
すべき現象がどのような仮説の下に生じているかを考える。そ
の仮説をもとにシミュレーションの条件設定を行う。その条件設
定は当然ながら火災現場の状況を反映しているわけであるが、
その状況から比較的容易な実験や過去の知見に基づいた経
験式により検証できる場合にはそれらを活用した方が負担は
少ない。それらで対応できない場合はシミュレーションを実施す
る。計算結果や可視化した情報から注目すべき現象が説明
できるかどうか検証し、説明できなければ仮説を改める。説明
できればそれがシミュレーション結果となる。

本章では、以上の手順から実施したシミュレーションからどの
ような情報が得られるのかを述べ、次にそれを得るために必
要な情報は何かを述べる。また、シミュレーションでは適用でき
ない条件は何かについて触れ、シミュレーションの限界につい
ても述べたい。
3.1　火災実験の必要性

火災実験を実施することで得られる情報は、シミュレーション
においても取得可能である。例えば、ガス温度、ガス濃度、
煙濃度や熱、質量、運動量のフラックス（流束）などである。
数値データだけでなく、シミュレーションの最大の特徴は結果の
可視化であり、火災の様子の全体像が視覚的に把握できる。
ここで注意しなければならないのは、シミュレーションの出力結
果に対して定量的な評価をするためには、火点付近に関する
火災実験が必要になることである。現在のシミュレーション技術
では火点付近の可燃物の燃焼性状及びその周辺の可燃物
への延焼については実験データに頼らざるを得ない。大規模
な建築物内の火災の場合、少なくとも火災室の燃焼性状デー
タは実験で取得することを勧める。
3.2　シミュレーションを実施するために必要な情報

ここでは、調査において入手すべきシミュレーションで必要と
なるデータについて述べる。
▶図面（平面図、立面図）

建築物形状のモデリングは基本となるため、図面の入手は
必須である。可能であれば竣工時の図面や改築、改装した
場合はその直後の図面を入手したい。また、建築物寸法が
不明である場合も少なくなく、その場合は実測するか写真があ
ればそこから寸法を読み取る。
▶火災現場の写真

火災現場の見分情報と合わせて写真も極めて重要な視覚
情報となる。写真撮影する際にはもれなく撮影する必要があ
る。また焼損前の写真も重要で建築物のモデリングの際の参
考となる。最近ではインターネット上で道路沿いの風景を写真
撮影し公開しているGoogleストリートビューを利用すると焼損前
の建築物の外観や周辺建築物の状況も理解しやすい。
▶戸、窓、換気口の位置、寸法、開閉状況

熱気流の運動は開口部条件により大きく左右される。建築
物にある開口部として、戸、窓、換気口が挙げられる。それ
らの位置、寸法はもとより開閉状況も情報として必要である。
例えば、煙突効果のような熱気流の運動は開口部の開閉状
況によりもたらされるもので、防火上重要な意味がある。
▶火災室内の可燃物の位置、寸法、材質

シミュレーションでは火点の燃焼性状を高精度に再現するレ
ベルには到達しておらず、シミュレーションの入力条件データを
取得することを目的として火災室全体に対して火災実験を実
施することもある。その際に火災室内に設置してある可燃物の
位置、寸法、材質の情報が重要で、その違いによって火災
室内の火災進展状況が異なる。
3.3　シミュレーションが適用可能な条件

シミュレーションがあらゆる火災の再現に適用できるわけでは
ない。現時点で適用可能にする条件は以下の 4 つである。
▶耐火建築物であること

木造建築物のように火災進展によって天井、壁、床が燃
え抜ける場合には、それらの障害物がなくなりそこが新たな開
口部になるだけでなく、その障害物が燃焼して発熱体となるこ
とを意味する。このような急激な変化が生じた時に計算が不
安定になりやすいため、区画が焼失しない耐火建築物はシミュ
レーションに適している。また、建築物ではないが、同様の理
由によりトンネル火災はシミュレーションに適している。
▶延焼が少ないこと

前述した通り、燃え移るといった延焼そのものの予測は難し
い。燃え移るというメカニズム自体をシミュレーションで忠実に
再現するのが難しいことと、延焼過程がカオスであり予測も難
しい。火災実験を実施することでその点を補完しており、建
築物内火災では延焼が火災室内で止まっている方がシミュ
レーションには適している。
▶外気への通気性があること

前述した低マッハ数近似は、圧縮性流れに見られる圧力に
よる気体の密度変化はあってはならないと仮定している。その
ため、外気が流出入しない建築物を密閉空間としてシミュレー
ションを実施することは避けなければならない。実際には建築
物には外気に通じる換気口などを含めた隙間が存在し、完全
な密閉空間となっていない。マルチスケールの問題で述べた
ように隙間のようなミリメートルオーダーのスケールのメッシュは
構成しにくいため、シミュレーション上では隙間を設定すること
が難しくしばしば隙間を省略することがある。シミュレーションを
実施する上で戸や窓など比較的スケールの大きな開口部の開
放が望まれる。外気への通気が確保できないシミュレーション
を実施せざるを得ない場合は、室の圧力が上昇しない火災
の初期段階のシミュレーションに留めたい。
▶爆発が起きていないこと

同じく低マッハ数近似により密度波の伝播は生成することが
ないため爆発を再現することができない。今後、爆発と火災
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が連成したシミュレーションの需要は高いため、両者が両立で
きるようなシミュレーション手法を研究開発していく必要がある。

４．シミュレーションのメリット

これまで述べてきた調査で活用するシミュレーションは、時
間軸を考えた時に既に起こった過去の火災を再現するもので
ある。一方、これから起こる（未だ起こっていない）未来の火
災を予測することで役に立つのは消防用設備等の性能評価
や災害時の図上訓練である。

時間軸を考えた場合の調査にシミュレーションを活用する主
なメリットとして、可視化情報を生かした共通認識・情報共有
と多くの証言の整理（時間軸の生成）の 2 つがある。
4.1　可視化情報を生かした共通認識・情報共有

シミュレーションの結果は、数値データとして得られるだけで
なく、それをもとにコンピュータ上でコンピュータグラフィックスに
より可視化することができる。時間が進むにつれて進展する
火災の様子を見ると、あたかも実際の火災を見ているかのよう
な錯覚を覚える。その可視化した情報を調査員で共有し、可
視化情報を見ることで各調査員がそれぞれに頭に描いた火災
の様子が共通の火災状況として頭が整理される。その共通
認識のもとで火災状況を議論すれば、効率の高い調査が実
施できる。

4.2　多くの証言の整理（時間軸の生成）
火災の進展状況の大きな手がかりとなる多くの証言（口述

調書）が出てくる。その証言は、発災建築物の住人や近隣
建築物の住人、消防隊員の場合もある。それらの証言は具
体的内容ではあるが、どの時間帯での証言かがはっきりしない
ことは少なくない。その時にシミュレーション結果と証言を照ら
し合わせ、時間変化の中で進展する火災状況を見ながら証
言を時間軸の上に整理していくことができる。

５．妥当性検証の必要性

CFDを用いたシミュレーションの結果は可視化することにより
グラフィカルで見栄えが良い。前述した通り、それはシミュレーショ
ンの大きなメリットではあるが、一方で適切な条件によるシミュ
レーションを実施してない結果にもかかわらず、現実にそのよう
な火災が起こったと見誤る恐れも多々あり、『CFD	＝	Colorful	
Fluid	Dynamics?』と揶揄されることもある。特に調査では正確
な火点情報や火災進展のデータがあるわけではないので、現
場の状況とシミュレーションの結果の比較検証ができない。そこ
で、そのような制約された状況においてもシミュレーション精度
を保証する試みとして、実験の積み重ねによる実験結果との
比較や現場の情報からシミュレーションの精度を保証することを
実施している。

図２	実験結果と計算結果の比較（例：小規模建物階段室火災における熱気流の数値解析）

⒜　実験区画（左図） と計算空間（右図）
⒝　火源条件及び開口条件

⒞　開口条件による壁面付近ガス温度分布への影響　(Side A 壁面から 5cm の位置 )

階段室入口：閉鎖 4 階ドア：閉鎖 階段室入口：開放 4 階ドア：開放
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5.1　実験結果との比較
火災実験との比較検証を行うことによって、シミュレーション

の計算精度が良い計算対象や逆にシミュレーションが不得意

な計算対象を見出すことができる。一例として、図２に小規
模建物階段室火災における熱気流の数値解析の実験との比
較事例を示す。開口条件による熱気流温度の経時変化をシ

図３	壁面に付着した煤や壁紙の焼けの状況から煙層の下端位置の予測

階段室内の温度分布
予測シミュレーション

図４　製品樹脂部分の熱変形

⒜　エアコン ⒝　換気口 ⒞　自動販売機
※屋外火災で放射熱伝達
（熱放射）により損傷
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ミュレーションは再現しており、階段室のような竪穴区画につ
いてシミュレーションは十分な精度を保持しているという例であ
る。調査においてシミュレーションを適用する実際の火災と火
災実験の比較検証から見出したシミュレーションの得意不得意
分野を照らし合わせて、精度保証を間接的に評価することが
できる。
5.2　火災現場の情報

火災現場には種々の情報が存在する中で、シミュレーション
の妥当性検証のために、火災現場での煙層の高さ、樹脂の
熱変形を観察する。

図３は火災現場の壁面に付着した煤や壁紙の焼けの状況
から煙層の下端位置を予測しているものである。証言と合わ
せると必ずしも実際の煙の動きと合致しない場合もあることを
留意しつつ、火災現場の参考情報として有用であるため活用
すべきである。

図４は火災現場になる製品の樹脂部分を観察したものであ
る。特に、樹脂が燃焼せずに熱変形している場合、その場
所のガス温度が概ね着火温度以下、熱変形温度以上であっ
たと考える。ただし、似たような樹脂の熱変形でも図４(c) に示
すように、製品から火炎が直接見通せる場合には、製品の
樹脂の熱変形は放射熱伝達（熱放射）による影響が支配的
であり、対流熱伝達による影響は受けないのでガス温度の評
価は困難であることに注意を要する。

６．おわりに

これまで消防研究センターでは多くの課題に対して CFDを
用いたシミュレーションを活用してきた（図５）。特に 2001 年か
らは調査を対象にシミュレーション技術を活用し、現在まで多く
の成果を残してきた。今後もシミュレーション技術を高度化（予
測結果の高精度化、予測処理の高速化、予測条件の標準
化）し、誰もがより正確により速く火災を再現することを可能に
するよう研究開発を行っていきたい。
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Activity on Application of Simulation Technology to Fire Investigation

（Abstract）

Nobuyuki	Abe

（Accepted	August	10,	2015）

Simulation	technology	has	been	applied	to	fire	investigation	in	the	National	Research	Institute	of	Fire	and	
Disaster.	The	aim	is	to	obtain	the	useful	information	for	fire	investigation	by	reproducing	a	fire	on	computer.	The	
information	is	fire	environment	(fire	behavior,	smoke	movement,	and	so	on)	over	time.	This	article	describes	the	
necessary	information	of	the	fire	environment	for	input	data,	the	way	in	which	output	result	 is	handled	and	the	
necessity	of	validation.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.119（2015）



消防研究所報告　第 119 号	 2015 年 9 月

― 16 ―

１．はじめに

テロ災害を含む化学災害において、原因物質の簡易検知
は、活動マニュアル⑴において初期に行う事項として記載さ
れている。この活動は、その後の活動であるホットゾーンの
設定、現場や曝露者の除染、搬送先病院への情報提供へ
つながる、要救助者の救出と並んで重要な活動の一つであ
る。原因物質を特定するための主要な機器としては、主な
消防本部に対し表 1に挙げたものが消防庁から無償貸与さ
れている。また、いくつかの本部においては、これらの機
器を地方財源で配備しているところもある。

これらの機器は、常時使用できるよう訓練等が行われて

はいるが、化学災害は他の災害と比べて発生頻度が少なく、
実際の現場で使ったことがある消防隊員は決して多くはな
い。その中でも、HazMat	 ID、Gas	 ID 等は一般の研究レ
ベルで物質の解析に使用される性能や機能を持っている機
器であり、取扱いに習熟するためには、機器の検知原理や
操作方法をある程度習得しなければならず、機器の能力を
十分に生かし切れないことがある。

そのため、日常の訓練で簡便に扱うことができ、技能向
上に効果があると考えられる試料を揃えた、HazMat	 ID 向
け物質同定トレーニング用キットを試作し、消防本部におけ
る検知訓練に使用したので報告する。

現場検知用可搬型赤外分光光度計の物質同定トレーニング用キットの試作

塚目孝裕＊１、志水裕昭＊２

（平成 27 年 8 月 18 日　受理）

　
＊１消防研究センター　　＊２消防研究センター（現東京消防庁）

解　説

1995 年発生の地下鉄サリン事件以来、テロ災害の現場で原因物質を迅速に特定できる機器として可
搬型赤外分光光度計、可搬型質量分析装置等が全国の主要な消防本部に整備されている。これらは、上
記のようなテロ災害に使用するのみでなく、日常対応している異臭事案や不審物の同定に至るまで広く
利用されている。そのうち、可搬型赤外分光光度計を用いて物質を同定する際の基本的な操作方法等に
習熟することを目的に、日常の訓練等で使用できるトレーニング用キットを試作したので報告する。

表１　主な消防本部に装備されている主要機器

名称 用途 特性 検知原理

LCD3.3 サリン、ソマン等の化学剤、シアン化水素、
硫化水素等有害工業ガス

特定の検知可能な化合物の有無が検
出できる。 イオンモビリティー

ChemPro100 サリン、ソマン等の化学剤、一般有機化
合物

特定の検知可能な化合物の有無が検
出できる。 イオンモビリティー

FP-100 シアン化水素、アルシン、ホスゲン等 特定の検知可能な化合物の有無が検
出できる。 光電光度法

Gas	ID サリン、ソマンなどの化学剤、有害工業
ガス等の約 5,500 種類が同定可能

ほとんどのガスに対してスペクトルの測定
ができる。 フーリエ変換赤外分光光度法

HazMat	ID 液体、固体の化合物に適用可能。約
4,400 種類が同定可能

固体、液体のほとんどの化合物に対し
てスペクトルの測定ができる。 フーリエ変換赤外分光光度法

Rapid	BioAlert
BTAテストストリップ 炭疽菌、ペスト菌等、生物剤 特定の検知可能な菌類等が検出できる。 抗原抗体反応

スマートバイオセンサー 炭疽菌、大腸菌、リシン、ウイルス等の
生物剤

空気中に浮遊した生物剤の有無が検出
できる。生物剤の種類までの判定は不能。

PCR 法
蛍光分光分析

IBAC 炭疽菌、大腸菌、リシン、ウイルス等の
生物剤

空気中に浮遊した生物剤の有無が検出
できる。生物剤の種類までの判定は不能。

PCR 法
蛍光分光分析
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２�．現場検知対応機器の特性、測定・同定の原理

2.1　機器の特性
表 1の機器のうち、HazMat	ID、Gas	IDを除いた機器は、

検知対象となる物質があらかじめ決まっており、その物質の
有無を検知するためのいわゆる「検知器」である。これらの
機器は、もともと軍事向けに開発されたものであり、現在わ
かっている軍事用の化学剤、生物剤（以下、化学剤等と呼ぶ）
のほとんどが検知可能である。そのため、過去に起こった、
地下鉄サリン事件、炭疽菌事件のような化学剤等が使用さ
れる化学災害又は生物災害については、検知対象となる物
質が含有されていれば、たとえ溶媒や夾雑物質等が混在し
ていたとしても、検知が可能である。また、検知できる物質
が限定されていることから、小型で比較的価格も安く、導入
しやすい機器である。その一方で、検知できる物質が十数
種類と限定的であるため、化学剤等が検知されない場合で
あっても、それ以外の化学薬品等の存在を否定できない面
がある。

これに対し、HazMat	 ID、Gas	 ID は、赤外分光分析を
検知原理としたものであり、赤外線のエネルギー領域に吸
収を持つ化合物であれば、スペクトルを得ることができるい
わゆる測定器である。ほとんどの有機化合物は赤外領域に
吸収を有しており、ほぼすべての有機化合物は測定できるこ
とになる。更に、化合物の構造とスペクトルは、基本的に一
対一対応しているので、得られたスペクトルから物質の同定
ができることになる。
2.2　測定・同定の原理

表 1の機器のうち、検知器の性質が強いものは、検知対
象となる物質が存在する場合、表示やブザーで検出を知らせ
る。その時点で、対象化合物がある一定以上の濃度で存在
するかどうかが判断できる。また、検出器が特定の化合物
にのみ反応するため、数種類の化合物が混在して検出器に
到達しても、検出できるのは対象となっている化合物のみと
なる。取扱い自体は簡易である。

一方、HazMat	ID、Gas	ID では、試料を測定して得られ
るものは化合物の赤外吸収スペクトルであり、物質の同定に
は、このスペクトルを解析する必要がある。前述のとおり、
赤外吸収スペクトルは、化合物と基本的に一対一対応してい
るため、単一化合物のスペクトルを前もって取得しデータベー
ス化しておき、得られたスペクトルをデータベースから検索す
ることで、測定化合物の同定を行うものである。HazMat	ID
では約 4,400 種、Gas	 ID では約 5,500 種のデータベースを
標準で有し、このデータに収録されている化合物であれば
同定することが可能となる。データベース検索機能は、測定
から検索まで一連の流れとして行われ、測定を開始すると
自動的に検索結果の表示まで行われる。このように赤外分
光光度法を測定原理として用いている機器は、未知化合物
の同定に効果があるが、その反面、以下のように同定が不
能となる場合もある。一つは、データベースに収録されてい
ない化合物のスペクトルが得られた場合である。これは、デー
タベースのスペクトル数を増やすオプションで対応できる場
合がある。また、データベース非収録化合物である場合は、
得られたスペクトルのピークを詳細に解析して、構造を推定
するという方法で解決できる場合もある。この場合は、赤
外分光法に対する深い知見が必要となる。

もう一つは、測定した試料が 2 種類以上の混合されたも
のである場合である。データベース収録のスペクトルは、基
本的に単一成分のスペクトルであるため、測定試料が単一成
分の場合はデータベース収録のスペクトルと一致する可能性
が高くなり同定が行える。しかし、複数の成分が混在してい
ると、混在している各々の異なるスペクトル全てが重なり合っ
たスペクトルとなり、データベース収録のスペクトルとの類似
度が低くなり、それぞれ単独の化合物がデータベースに搭載
されていても、混合されたことで同定は著しく困難になる。
このとき、混合している成分が既知の場合には、その成分
のスペクトルを差引くことで、他の成分を同定できることがあ
るが、ピーク位置や吸収強度によっては難しい場合もある。

写真１	HazMat	ID の全景と測定部分拡大
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2.3　試料測定から同定までの流れ
現在、整備されている機器のうち、未知化合物の同定能

力が高く、固体、液体の試料に幅広く利用できる、HazMat	
ID による同定手法の流れを示す。HazMat	ID の全景と測定
部分拡大を写真 1に示す。充電式電池で稼働し、光源、ミ
ラーなどは箱内部に格納されている。防水措置が取られてお
り、使用後の除染で水洗いを行っても内部に浸透しない保
護がなされている。表面は、機器制御やデータ解析を行うタッ
チパネル部分と、試料測定部分に分けられる。赤外分光光
度法による測定手法は、透過法や反射法等、いくつかの手
法があるが、HazMat	 ID では、センサー部にダイヤモンドク
リスタルを用いた一回反射測定法を採用している。

測定は、機器を立ち上げスタンバイさせ、まず何もない状
態のバックグラウンドを測定する。次に、センサー部に試料
を載せ、必要により上部から加圧治具により試料を密着させ
る。測定を開始させると、数分後にタッチパネル部分に試料
のスペクトルが表示される。

得られた試料のスペクトルは、自動的にデータベース掲載
の標準スペクトルと照合（以下、データベース検索と呼ぶ）さ
れ、類似度の高いスペクトルから順に10 件の化合物名が検
索結果として表示される。

即ち、HazMat	ID による化合物の同定法は、⑴機器操作、
⑵試料の測定、⑶照合結果の評価という3 つの項目からなっ
ている。

３．トレーニング用キットの試作で選択した試料

未知試料の同定を過誤なく行うためには、データベース
検索に適した測定スペクトルを得て、正しく照合結果を評価
する必要がある。HazMat	ID は、液体試料、固体試料に適
用が可能であり、センサー部に試料が適切に接触すれば、
良いスペクトルが得られる。液体試料を測定する際、特に揮
発性の液体はセンサー部から拡散を抑えるための治具（液体
保持リング）と、その治具にかぶせるカバーが標準付属品と
して付いている。測定には数分を要するので、この治具を用
いてセンサー部に試料を保持しながら測定することで良好な
スペクトルが得られる。

固体試料は、センサー部に密着させないと、良好なスペク
トルが得られない。特に試料量が少量の場合、センサー部
に試料が密着していないと、スペクトルが歪んだり、吸収強
度が小さくなったりする。実用上は、測定の際に試料を加圧
治具で上から押さえつけるため、粉砕され粒子が小さくなる
ことでセンサー部との密着が保たれる。そこで、HazMat	ID
を使用する隊員が、機器の操作法等に習熟でき、未知試料
の同定を過誤なく実施できることを目的としたサンプルを液
体、及び固体試薬の中から選び、これらを収納ケースに入
れ訓練時に利用できるようなキットとした。

選定した試料は、機器操作、測定方法、照合結果の評
価の 3 つの作業の習熟を目的としたものを中心とした。ま
た、現場で採取される試料には、水や土等の環境由来物質
等が混在することがあり、それゆえ物質同定に至らない場合
も少なくない。そこで、現場測定の際に混在しやすい試料、
LCD3.3 で化学剤として偽陽性の反応をする偽剤であり実践
的な訓練で使用することができる試料を更に加えた。
3.1　機器操作に慣れるための試料

機器自体の操作方法に慣れることを目的に、試料は素手
で取扱えて、かつ、測定後に拭取り等の必要がなく、繰返
して使用できるように、フィルム状あるいは板状の樹脂を選
定した（表 2）。また、明瞭なスペクトルが得られ、データベー
スに標準スペクトルが掲載されているものとし、以下の理由
で選定した。

表２　機器操作の習熟のために選定した試料
番号 試料名
1 ポリエチレン
2 ナイロン
3 ポリテトラフルオロエチレン
4 ポリスチレン
5 エチレン酢酸ビニル共重合体

3.1.1　ポリエチレン（表 2-1）
典型的な炭化水素のピークのみが現れるもので、灯油等

のスペクトルと類似している。データベース検索で上位にヘキ
サン等の炭化水素が表示されるが、試料形状から可燃性液
体に該当するような化合物ではないと判断することが可能で
ある。
3.1.2　ナイロン（表 2-2）

タンパク質と類似の構造を持つことから、データベース検
索を実施すると、生物剤（タンパク質を主体としている）の可
能性があるとして警告が出る。試料形状から生物剤でない
と判断することが可能である。

これら2 種類の試料は、HazMat	 ID の結果では可燃性
液体や生物剤として警告が出る。しかし、試料形状という
情報と照らし合せることで、その可能性を否定することがで
き、照合結果の評価に慣れることも併せて考慮している。
3.1.3　ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレン、エチレ
ン酢酸ビニル共重合体（表 2-3 〜 2-5）
明瞭なスペクトルが得られる試料であり、データベース検

索で上位にこれらの化合物が表示されることで、機器操作
に誤りがないことを確認することを目的に選定している。デー
タベース検索によりこれらの化合物が上位に表示されない場
合は、測定手順等に誤りがあるということになる。
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3.2　測定方法に慣れるための試料
測定方法に慣れるため、以下の表 3 に示す試料を選定し

た。
試料は、比較的安価で毒性を持たず、皮膚などに付着し

ても影響が少ないもの、またなるべく発火や引火の危険性
が少ないものを選択した。

表３　測定方法の習熟のために選定した試料
番号 試料名
1 2- プロパノール
2 オレイン酸
3 ポリエチレングリコール 600
4 セルロース
5 クエン酸

3.2.1　2-プロパノール（表 3-1）
アルコール類の一つであり揮発性が高い。そのままの状

態でセンサー部に滴下すると揮発してしまい良好なスペクト
ルが得られない。そのため、液体保持リングとカバーを用い
て、揮発を抑えた状態で測定を行う手法を用いる。
3.2.2　オレイン酸、ポリエチレングリコール 600（表 3-2、
3-3）
揮発性が低く若干粘性がある。液体保持リングは必要なく、

粘性のある液体の測定技術習得を目的としている。データベー
ス検索では、類似したスペクトルとして、例えばオレイン酸の
場合、ステアリン酸やパルミチン酸が表示される場合がある。
3.2.3　セルロース、クエン酸（表 3-4、3-5）

固体試料を測定する場合は、加圧治具を用いて試料をセ
ンサー部に密着させる必要がある。密着が不十分な場合、
十分な吸収強度が得られず、データベース検索に適したスペ
クトルを得ることができない。そのため、操作者は、タッチ
パネルに表示されるプレビュー画面で十分な吸収強度が得
られていることを確認した後に測定を開始する必要がある。
3.3　照合結果の評価に慣れるための試料
3.3.1　α-アルミナ（表 4-1）

アルミニウムの酸化物であるアルミナは、有機物と異なり、
同定に利用できる特徴的な吸収がほとんどない。α−アルミ
ナのような無機物は、赤外光をほとんど吸収しないものも多
くある。

表４　照合結果の評価を習熟するために選定した試料
番号 試料名
1 α - アルミナ
2 テトラデカン
3 流動パラフィン
4 0.005M 硫酸

3.3.2　テトラデカン、流動パラフィン（表 4-2、4-3）
測定法は液体の測定法で良好なスペクトルが得られる。

スペクトルは典型的な炭化水素のピークが現れ、データベー
ス検索ではポリエチレンと同様にヘキサン等の炭化水素が表
示される。得られたスペクトルと炭化水素類の標準スペクト
ルとを目視により比較しても区別は困難である。テトラデカ
ンの構造は CH3 − (CH2)12 − CH3 であり、流動パラフィンの
構造 CH3 − (CH2)n − CH3（n は 18 以上の混合物）と基本
構造がきわめて類似しており、赤外吸光分析では区別がつ
かない。
3.3.3　0.005M 硫酸＊（表 4-4）＊注

硫酸は水が含まれているため、水のスペクトルのみしか得
られないのが普通である。酸やアルカリの液体は、ペイント
等に触れると変色させたり、布地を損傷させたりする作用が
ある。液体がかかっている部分に変化がみられるにもかかわ
らず、その液体の検索結果が水であるということは現場の状
態と合致しないことになる。このような場合は、スペクトル
が得られ、水という検索結果が出たとしても、付着物が水
であるという結論を導いてはならない。その他の資器材（pH
試験紙等）を用いて更にチェックすることが必要である。

水は希釈溶媒に使用されたり、生活環境中の至るところ
に存在すため、データベース検索で水が上位に表示される
例が多い。しかし、着色している試料が水と検索されたり、
臭気のする試料が水と検索されたりする場合は、注意が必
要である。また、水のピークに小さなピークが重なっている
ような場合もある。このような場合は、水に何かが混合され
ているということを疑う必要がある。
＊注）0.005M 硫酸の 0.005M は濃度の単位。硫酸であれば

1L 中に 98g の硫酸が入っていると1Mとなる。
3.4　現場測定の際に混在しやすい試料
珪藻土、炭酸カルシウム（表 5-1、5-2）
珪藻土、炭酸カルシウム共に無機物であり、無機物特有

のブロードで単調なスペクトルしか示さない。珪藻土は二酸
化ケイ素を主として、土砂と類似の吸収を示し、炭酸カルシ
ウムも同様に環境中や工業材料として多様なものに含有して
いるものである。これらの化合物の吸収はモル吸光係数が
高く、少量の混合であっても大きなピークとなり、目的とした
いピークの妨害となるものがある。実際に測定を行った際に、
この位置に現れる吸収は環境由来の混在物ということが早
期に認識できれば、目的となる化合物の判断が容易になる。

表５　現場測定の際に混在しやすい試料
番号 試料名
1 珪藻土
2 炭酸カルシウム
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3.5　実践的な訓練に使用可能な試料
3.5.1　サリチル酸メチル（表 6-1）

サリチル酸メチルは、湿布や消炎鎮痛の経皮薬として利
用される化合物である。この化合物は、化学剤検知器であ
るLCD3.3 で化学剤のマスタード（びらん剤の一種）と検知
される。サリチル酸メチルをマスタードと検知することは、誤
検知に相当するものであるが、実際の化学剤を用いた訓練
は不可能なことから、機器が検知した際の状態を知る観点
から、訓練の際の偽剤として利用できるものである。実際の
検知における一連の作業は、検知器を所持して原因物質付
近に接近していき、検知器が化学剤として検知する物質が
存在すれば、検知器が反応する。次に HazMat	 ID により
測定を行い、その物質が何であるかを同定する。後述するが、
実際に訓練では LCD3.3 によりマスタードと検知されたもの
を、HazMat	ID により測定し、サリチル酸メチルという有害
性の低い化合物であるという確認を行い、その後の処理を
行うという実践的な訓練を行うことができる。

表６　実践的な訓練に使用可能な試料
番号 試料名
1 サリチル酸メチル
2 マラソン乳化希釈液（1% 水溶液）
3 オルトラン粒剤

3.5.2�マラソン乳化希釈液（1%水溶液）（表 6-2）
農薬は誤飲事故等の事例が多く、原因物質の特定を行う

機会のある化合物である。この一つであるマラソン乳化希釈
液を試料とした。マラソン乳化希釈液は、有効成分であるマ
ラソンを 50% 含有した有機リン系液体農薬である。農薬は
原体のまま使用されることは少なく、水希釈によって使用さ
れる。水希釈されたマラソンは、白色で臭気もあり、明らか

に何らかの化合物が混在していることがわかる。しかし、水
は妨害となる大きなピークを示す化合物であり、濃度によっ
ては得られたスペクトルからマラソンの存在を読み取ること
が難しい場合がある。このように、水が含まれた試料の場合、
測定前処理をすることで目的のスペクトルを得ることができ
る⑵。
3.5.3　オルトラン粒剤（表 6-3）

オルトラン粒剤は、有効成分であるアセフェートを 5% 含ん
だ農薬製剤であり、95% を鉱物質等が占めている。そのた
め、測定スペクトルはアセフェートと鉱物質が混在したもので
あり、そのままでは農薬製剤だと同定することは困難である。
しかし、鉱物質のスペクトルを差引くことでアセフェートを同
定することが可能である。

４．試料を保管するケース等

上記 3 で述べた試料を以下のように取り扱いがしやすい
ように収納した。各瓶は相互にぶつからないように、スポン
ジの隔壁によって保護し、収納ケースも外部の力で瓶が破損
しないようアルミニウム製のものを用いた。また、余ったスペー
ス部分には、液体・固体の測定を行った後にふき取りがで
きるよう紙製ウエスを入れた。更に、ケース上部トレイにはサ
ンプリング用の使い捨て樹脂製スポイトと、金属製薬さじ、
それぞれ数本を付属させた。収納した試料の状態を写真 2、
3 に示す。

3.1で述べた樹脂の試料については、15cm×5cm に裁断
し、ケース上段のトレイ部分に収納した。それぞれの樹脂に
は、化合物名を示すシールを貼付した。樹脂試料の一例を
写真 4 に示す。

3.2 〜 3.5 で述べた試料については、ねじ蓋付き100ml
のガラス瓶にそれぞれ適量を入れ、化合物名を示すシールを
貼付した。0.005M 硫酸と 2-プロパノールは、液体試料が
取扱いしやすいようにスポイト付ガラス瓶に入れた。スポイ

写真２　試料を箱に収納した状態 写真３　箱上段に収納されるトレイと試料等
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ト部分は樹脂製であり、2-プロパノールによって長期間の保
存は劣化を招く恐れがあるが、2-プロパノールは溶媒として
HazMat	 ID センサー部の洗浄にも使用できるため、利便性
を考え試験的にスポイト付ガラス瓶を容器とした。瓶に入れ
た試薬の状態を写真 5、6 に示す。

それぞれの試料には、正しく測定された際に表示される
スペクトルや検索結果、また試料の物性などを記載したシー
トを付属し、訓練時に得られた結果が正しいものであるかを

図１　樹脂試料の説明シート

写真５　液体試料の一例（スポイト付属容器収納のもの） 写真６　液体試料の一例（通常瓶収納のもの）

写真４　樹脂試料の一例
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確認できるようにした。シートの例を図 1〜3 に示す。

図２	液体試料の説明シート（表面）

図３	液体試料の説明シート（裏面）
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５．試作キットを用いた訓練

那覇市消防局が行った特殊災害対応訓練において、試作
したキットを使用してもらい、効果を調査した。

訓練には、テロ災害の対応に当たる救助隊員が参加して
行われた⑶。

検知器・測定器の運用をする際の注意点や、測定方法等
をトレーニング用キットを用いて確認し、実際に機器を操作
する隊員はできるだけ装置に触れ操作を習得することを目的
とし、隊長等指揮に当たる職員は、これらの機器からどのよ
うな情報が得られるのかについて、実際の化学物質を用い
て実施した。訓練の様子を写真 7に示す。

トレーニングキットを使用した訓練では、通常の消防局自
身で行われる訓練と異なり、消防研究センターや機器の納
入業者であるエスティジャパンが同席していたため、機器操
作等に関して不明な点をすぐに聞くことができること、デー
タの評価や解析に関して取扱説明書以上の詳細な内容を聴
くことができること等で好評であった。

６．おわりに

今回試作した訓練用キットは、普段訓練で扱うことが少な
い検知の部分に関して、装置に慣れること、得られたデー
タを適切に評価することを重点に作成した。身近にこのよう
な試料があることは、定期的に行われる訓練や、各自の技
能向上の自主的訓練に容易に利用することができるため、
HazMat	 IDと一体化で整備されていくことが望まれる。ま
た、より正確な同定を行うためには、良いスペクトルを取得
することが最も重要なことである。そのため、今後は測定時
に現場で行うことが可能な試料前処理法等について検討す
ることが課題である。
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Development on a Trainning Sample Product for Portable Infrared 

Spectrometer Using Firefighters in Accident Scene

（Abstract）

Takahiro	Tsukame*1	and	Hiroaki	Shimizu*2

（Accepted	August	18,	2015）

Portable	 infrared	 spectrometer	 was	 equipped	 in	 large	 city	 fire	H.Q.	 The	 instrument	 have	 been	 used		
identification	 for	materials	 on	 chemical	 accident.	 Ability	 of	 identification	 for	 chemical	 materials	 on	 infrared	
spctrometer	is	high,	but	evaluation	of	a	spectrum	is	a	difficult	for	beginners.

In	 this	 report,	 it	 is	 described	 that	 we	manufactured	 a	 set	 of	 training	 samples	 for	 portable	 infrared	
spectrometer	to	firefighters.

Report	of	National	Research	Institute	of	Fire	and	Disaster	 No.119（2015）
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１．はじめに

火災の調査は、火災の発生とともに開始される、消防が実
施しなければならない重要な任務である。出火原因は、現場
における見分をはじめとする客観的事実及びその他の情報収
集の結果などから総合的に検討され、その結果は最終的に火
災調査書などの書類に取りまとめられる。

一般的に火災調査の過程では、図 1に示すとおり現場の
見分から火災の状況に関する主要な情報が得られ、これを基
に調査方針が組み立てられていく。そして、火災現場に残され
た物の性状を明らかにすることが、調査方針の裏付けに役立
つ場合がある。物質の性状のうち人間の五感では把握できな

いものがあるが、分析機器の活用により得られる客観的な情報
は、火災調査の進捗に寄与するものである。本稿では、分析
機器による客観的情報の取得までの過程を火災鑑定と呼ぶこ
ととし、火災鑑定で使用する機器及び火災鑑定の事例につい
て紹介する。

２�．火災鑑定で得ようとするもの

分析機器の活用により採取物について何らかの分析結果は
得られるが、単に分析を行うだけでは調査方針を支えるものにな
らない。重要な事は、調査方針の裏付けのために何が必要で、
採取物からどんな情報を得ようとするかという、調査を実施する

分析機器の活用による火災原因調査の支援

尾川　義雄

（平成 27 年 8 月 21 日　受理）

解　説

火災現場に残された物の性状を分析機器を用いて明らかにすることが、消防本部が行う火災調査に役
立つ場合がある。分析機器によって得られる物質の性状に関する客観的な情報は、消防本部の調査方針
を裏付けるものとして活用される。火災原因調査に使用する分析機器及びそれらを活用した現場採取物
の分析事例について紹介する。

図１　火災原因調査の過程における火災鑑定の位置づけ
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消防職員の目的意識である。例えば、
・出火箇所付近に油臭が感じられることから、油分の有

無及び油種の確認をしたい。
・現場で使用されていた素材がどの温度で溶融するか知

りたい。
などといったものが挙げられる。油分の有無及び油種の確認

については、採取物から油分を抽出し成分分析を実施する。
素材の溶融温度については、加熱試験によりその温度を直接
測定する方法があるが、別の方法として素材そのものが何であ
るかを分析し、既知の素材であれば文献から溶融温度を調べ
ることもできる。分析方法は、採取物の状態と火災調査担当
者との情報交換によって適切な方法を選択している。

火災鑑定により出火原因を絞り込む情報が得られるのが望ま

しいことであるが、分析結果が事前に立てた調査方針にそぐわ
ないこともある。火災の影響による採取物の変質や火災発生か
ら分析実施までに経過した時間の長さ等が分析結果に影響す
ることから、分析結果は調査方針に照らすとともに火災調査の
過程で得た全ての情報を集約し総合的に解釈することが必要
である。

消防研究センターとしては、火災鑑定は消防本部から相談
の連絡を受けた時点から開始するものと考えている。採取物の
送付に先立って消防本部と行う情報交換により、採取物に適
した保管と送付方法を伝えることが出来るため、採取物の劣化
を抑えより良い結果を得ることにつながる。採取物の状態は火
災ごとに異なるので、消防本部との情報交換で得られる情報
は貴重であり、分析結果の有効活用にも役立つものである。

３．火災鑑定に使用する機器

消防研究センターで保有している分析機器について、名称、
用途などについて紹介する。なお、括弧内に示した英文字の
組み合わせが略称として用いられることがある。
3.1　ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS）

試料中に含まれる成分を分析する装置で、主に油分の分析
に用いる。混合物のように複数の成分が混在している場合でも
成分毎に分離して、得られた信号から成分を同定することが可
能である（図 2）。ガスクロマトグラフ質量分析計はカラムと呼ば
れる中空管を備えており、カラム内部に固体が充填されるか液
体が塗布された状態で成分の分離に用いられる。図 3に概略
図を示す。混合状態の試料は注入された後にカラム内を通っ

図２　ガスクロマトグラフ質量分析計

図３　ガスクロマトグラフ質量分析計のカラム内における成分分離



消防研究所報告　第 119 号	 2015 年 9 月

― 27 ―

て分析機に導入される。カラム内の充填物または塗布物への
吸着されやすさが成分毎に違うためカラム内の移動速度は異な
り、分析機に導入されるまでに各成分が分離される。

ガソリン、灯油等の油分の存在は出火原因及び延焼拡大に
寄与するため、火災後に油分の有無が確認される。油分の有
無については、採取物からの油臭、水に採取物を接触させた
場合の油膜、ガス検知管による油分反応を確認するなどといっ
た、火災直後の現場において油分の存在を説明する手法が用
いられている。これらの方法は、油分に含まれる成分の同定が
難しいこと、火災現場に存在する他の物質により確認結果が
影響を受けることがあり、調査結果が「何らかの油分が存在す
る」という内容にとどまることがある。

ガスクロマトグラフ質量分析計を用いた油分の分析により、火
災現場で採取された採取物をからガソリン、灯油、軽油等に含
まれる成分を同定し油分を特定することができる。分析結果は
火災現場における確認結果と共に原因調査に役立っている。
3.2�　エネルギー分散型蛍光 X線分析装置（EDXまたは
XRF）
試料中に含まれる元素を分析する装置で、元素の種類及び

割合を求めることができる（図 4）。試料にX 線を照射し、試
料から発せられる蛍光を検出する。蛍光のエネルギー値は元素
別に固有値があるので試料中にどの元素が含まれているかが分
かる。採取された金属片や金属粉の分析に使用している。
3.3　熱重量測定装置（TGA）

試料を一定の速度で昇温させ、試料内に起こる重量変化を
測定する。温度上昇に伴い試料の蒸発や熱分解が起これば
重量は減少する。また、金属粉等が酸素と結び付く酸化反応
を起こせば重量増加となる。
3.4　示差走査熱量計（DSC）

試料を一定の速度で昇温させ、試料内に起こる融解、酸化、
分解等の物質変化に伴う熱的変化を測定する。試料が融解、
蒸発すれば吸熱となり、酸化分解時には発熱が記録される。

同一試料に対して熱重量測定装置と示差走査熱量計の両
方を用いた測定結果があれば、試料の熱的挙動をより詳しく把
握することができる（図 5,6）。
3.5　粒度分布測定装置

試料中に含まれる粒子の粒径計測にレーザー光を使用し、

図４　エネルギー分散型蛍光 X	線分析装置

図６　熱重量測定装置と示差走査熱量計で得られる試料の熱的特性

図５　熱重量測定装置（左）と示差走査熱量計（右）
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粒子に当てた光の散乱状況を測定し粒度分布に変換する装置
である（図 7,8）。出火原因として粉塵爆発が考えられる場合
には、採取された粉末試料について微細な粒子の有無と割合

を測定する。分析結果は出火原因の考察に役立っている。
3.6　フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）

試料に赤外線を照射し、その吸収状態から試料を構成する
分子の形状や構成する原子の組み合わせを明らかにする装置
であり、未知試料の吸収波形が基準物質の吸収波形と全体
的に一致していれば、両物質が同一であるというよい証拠にな
る（図 9,10）。木綿に代表されるセルロース、ポリエチレン、ナ
イロン、ポリ塩化ビニル等、主として繊維や樹脂類の材質分析
に活用している。
3.7　その他の機器

その他、必要に応じて各分野の研究官が保有している専門
性の高い機器を活用し、火災原因調査に役立てている。
・試料の詳細見分と含有元素を把握するための走査型電

子顕微鏡
・微少な発熱と吸熱が検出できる熱分析装置１）

・静電気による出火可能性を検討するための静電電位計

図７　粒度分布測定装置

図８　レーザー光を用いた粒度分布測定概略

写真９　フーリエ変換赤外分光光度計（左）と固体・液体試料用測定部（右）

図 10　フーリエ変換赤外分光光度計による測定例
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４．火災鑑定事例

消防研究センターで実施した火災鑑定の事例を紹介する。
4.1�　石油ストーブの異常燃焼がガソリンの誤給油に起因する
と考えられた事例
住宅内の石油ストーブが異常燃焼して火災が発生した。消

防本部は、家人より石油ストーブには以前から保管していたポ
リタンク内の油を給油したとの情報を得た。出火した石油ストー
ブのカートリッジタンクに灯油以外の成分の存否について、ガ
ス検知管では識別できなかったことから、消防本部が当セン

ターに分析を依頼したものである。
採取された油分について、ガスクロマトグラフ質量分析計に

よる成分分析を実施した結果、石油ストーブのカートリッジタン
ク内の液体からはガソリンに由来する成分の信号が強く現れる
とともに、灯油に由来する成分の信号も明確に検出された（図
11）。このことから、カートリッジタンク内の液体はガソリンと灯油
の混合物であり、石油ストーブの異常燃焼の原因がこの液体
に起因することが分かった。

図 11　ガスクロマトグラフ質量分析計による油分の分析結果
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4.2　爆発火災の原因に金属粉塵が関係すると考えられた事例
自動車の車体の製造と加工を行う工場の操業中に爆発が発

生した。火災現場には金属粉と思われる多量の粉体が存在し
ていたことから、消防本部が粉塵爆発の可能性を検討するた
め、分析を依頼したものである。

採取された粉体に含まれる金属元素をエネルギー分散型蛍
光Ｘ線分析装置で分析した結果、アルミニウムの含有量が多
いことが分かった（図 12）。さらに、粒度分布測定装置で粉
体の粒度分布を確認したところ、50μm 以下の微細な粒子が
多く含まれていることが示された（図 13）。1μm は 1mm の

1000 分の 1 の長さである。アルミニウムの微粒子は粉塵爆発
を起こしやすいことが知られており２）、これらの測定結果は消防
本部が出火原因を粉塵爆発に絞り込む際の検討資料として活
用された。
4.3�　電気用品の出火箇所付近に付着していた樹脂状物質の
分析事例
発火源と考えられる電気除湿機を分解して詳細な見分を

行っていたところ、除湿機内部に何らかの樹脂状物質が付着し
ているのが確認された。除湿機を構成する樹脂が火災時の熱
により変化したものなのか外部から混入したものなのかを明らか

図 12　蛍光Ｘ線分析装置による元素分析結果

図 13　粒度分布測定装置による粒度分布測定結果
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にするため、当該樹脂状物質の性状確認行った。
樹脂状物質をフーリエ変換赤外分光光度計により分析し標

準物質の赤外線吸収スペクトルと比較したところ、シリコン樹脂
であることが判明した（図 14）。除湿機の仕様情報を参照する
とシリコン樹脂は使用されておらず、樹脂状物質は製品に由来
するもので無いこと分かった。

このように分析機器による結果は、電化製品や燃焼機器の
詳細見分時にも、有用な情報として活用されることがある。

５．おわりに

当センターで保有する分析機器の一部と火災鑑定の事例を
紹介した。

火災鑑定の結果は、消防本部が実施する調査方針を客観
的な情報として裏付けるものであり、分析結果は調査方針と結
びつけて初めて意味を持つものである。これには消防本部の
調査担当者と当センターとの連携が重要である。

今後も全国の消防本部が実施する原因調査の支援を進めて
いく所存である。
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図 14　フーリエ変換赤外分光光度計による標準物質と分析試料の赤外線吸収スペクトル
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１．はじめに

消防防災を任務とする消防関係者が「災害への備え」と聞
けば、通常、資機材等のハード面の備えや、防災計画等のソ
フト面の備えを、頭に思い浮かべるだろう。本報では、これらハー
ド・ソフト両面の備えの大前提となる、法制度等のルール作りを
する組織体制自身、すなわちガバナンスを備える（適正に維持
する）ことの難しさについて、考えてみたい。

2011 年の東日本大震災で発生した原発事故を調査した、
国会東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（以下、
国会事故調）は、2012 年 7月5日に報告書を発表し、福島
原発事故が人災によって発生したと報告した１）。同報告書は
冒頭部分（p.5）で、「想定できたはずの事故がなぜ起こった
のか。その根本的な原因は、日本が高度経済成長を遂げた
ころにまで遡る。政界、官界、財界が一体となり、国策とし
て共通の目標に向かって進む中、複雑に絡まった『規制の虜

（Regulatory	Capture）』が生まれた。」と報告している。
「規制の虜」という経済学用語は、消防関係者には馴染み

がないと思われるが、事業者と規制当局との関係において必
要とされる「独立性」と「透明性」が確保されることなく、規制
当局が事業者の「虜」になったと、国会事故調報告書１）は述
べている。さらに同報告書は、規制当局の専門性の欠如と、
規制当局・事業者双方の、組織優先・訴訟リスク回避の姿勢
が、規制の虜の背景にあったと指摘している。

そもそも規制は、なぜ必要なのだろうか。その根拠は、市場
の失敗にある。市場の失敗とは、第 2.1 節で詳しく説明するが、
市場に任せていては望ましい状況が達成できない状況のことを
言う２）。

公的規制は、政府が法的権限をもって経済主体の行動を制
限するものであるが、市場の失敗の補正を目的とした、経済主

体に対する政府の政策（ここでは公的関与と呼ぶ）には、多
様な形態が存在する３）。図１に、市場機構に対する公的関与
の体系を示す。公的関与には、政府による市場経済へのあら
ゆる形態の介入が含まれるため、「規制の虜」という用語につい
ても、広義の解釈と狭義の解釈が成り立つ４）。広義の解釈に
よれば、規制の虜は、公的関与がいかなる形態であれ、利益
集団が公的関与に影響を及ぼすプロセスであり、課税や、外交・
金融政策の選択、研究開発に影響を及ぼす法律の制定など、
様々な領域で発生し得る現象である。狭義の解釈によれば、
規制の虜は、競争が機能しにくい運輸、通信、電力など特定
の産業分野で直接規制を受ける独占企業が、規制機関を操る
ようになるプロセスである４）。

経済学における「規制の虜」の理論は、ノーベル経済学賞
受賞者の Stiglerによる草分け的な論文５）の中で明確に述べ
られ、その後、様々な改良や拡張がなされて来た４）。Stigler
の手法は、利益集団が公共政策に及ぼす影響を重視するシ
カゴ学派や公共選択学派の考え方と、密接に関係している４）。
Stiglerは、多くの規制が業界の要望で存在し、業界に利益を
もたらしているという経験的事実を説明することにより、経済モ
デルを用いた分析の有用性を示した４，	６）。

他方、唯一の「規制の虜」対策であると、不可避性の感
覚を伴って社会全体に広く信じられた、規制緩和という荒療治
は、市場競争の原理を人間の生のあらゆる領域に導入し、社
会の格差を拡大した７，	８）。業界の圧力が規制の範囲を拡大す
るのではなく縮小する方向に働く「腐食性の虜（Corrosive	
Capture）」の方が、おそらく現在では、より一般的であると思
われる７）。

消防機関の業務や公的研究機関による知の創出を、市場
機構に対する公的関与として捉えると、図１の中の、①公的提
供の「公共財」に該当する。また、消防サービスの受益と費
用負担の乖離が防火努力を低下させる「モラル・ハザード」へ

災害への備えと「規制の虜」について

野村　祐子、岸本　充生＊

（平成 27 年 8 月 25 日　受理）

　
＊東京大学公共政策大学院／政策ビジョン研究センター

解　説

東日本大震災に伴い発生した原子力発電所事故の教訓を、今後の防災対策に活かしていくことを目的
として、原発事故の根本的な原因であると報告された「規制の虜」に関わる、規制の経済学の主要な研
究成果と、最近の詳細な事例研究の成果を紹介する。また、過去に「規制の虜」であると指摘された、
規制政策や事件・事故の具体的事例についても、併せて紹介する。
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の対処が、消防法等により規制が行われる経済学的根拠であ
ると考えられる３）ことから、消防サービスは③公的規制と密接に
関係している。さらに消防研究は、③公的規制のためのエビデ
ンス形成やデータ作成にも関わっている。従って、広義の解釈
による規制の虜は、規制行政に直接携わっていない消防隊員
や研究者にとっても、日常の業務に影響を与える身近な現象で
あると言える。そうであれば、原発事故のような重大な事故をも
たらす「悪性」の規制の虜の詳細な発生メカニズムを理解して
おくことは、消防関係者のみでなく、公的関与とつながりのある
すべての人々にとって、非常に重要であると考えられる。

規制を体系的に分析した日本語の経済学の教科書３，	９）は、
「規制の失敗」、「囚われの身」、「産業界の虜」、「護送船団
方式」などの表現で、規制の虜を紹介している。背景にある規
制の受益者への情報偏在やインセンティブの偏在などを説明し
てはいるが、規制の虜に関わる理論研究・実証研究の発展
過程や、規制の虜の詳細な発生メカニズムの事例研究までは、
包含していない。

そこで本報では、日本語で書かれた詳細な情報が容易に見
当たらない、「規制の虜」に関わる規制の理論 10）と「規制の虜」
の理論４，	10）について、米国経済学の研究成果を中心として、
概要を紹介する。また、これら理論研究に代わって最近成果
を挙げている事例研究の成果についても、紹介する７）。さらに、
「規制の虜」がどのような社会的事象を引き起こしてきたのかを
理解するため、これまでに「規制の虜」であるとの指摘がなさ
れた国内外の具体的事例の概要を、紹介する。

２�．規制の理論�10）

規制は何故、存在するのか。政府は何故、市場経済にお
ける事業者の判断に制限を設けるのか。これらの問いに答える
のが、規制の理論の目的である。規制が誰に利益をもたらすか、
どのような産業が規制を受けやすいか、どのような種類の規制
が導入されるかなどを予測するために、規制の理論は発展して
きた５）。規制の経済学の教科書 10）とDal	Bóの総説４）中で紹
介されている、規制の理論に関わる主要な論文の一部を、表
1に示す。

規制の理論の発展過程は、3 段階に分けられる10）。初期
の仮説は、市場の失敗を抱えた産業に規制が導入されるとい
うものであり、「公益理論」、或いは「実証的理論としての規

範分析（Normative	analysis	as	a	positive	theory	(NPT)）」
と呼ばれる。しかし実際には市場の失敗を抱えていない産業
にも規制が導入されている等、NPT の矛盾を示す事例 11，	12）

が多数報告されると、次の段階として、捕獲理論（Capture	
theory	 (CT)）が考案された。CT は、規制機関が被規制産
業に「捕獲」されることを明確に示したものであり、規制が公
益ではなく業界の利益を促進するとしている13）。しかしNPT
もCTも真の理論ではなく、仮説や経験則の域を出なかった。
一方、第 3 段階である規制の経済理論（Economic	 theory	
of	 regulation	 (ET)）は、一連の仮定の下で予想される検証
可能な仮説を導くことができる、本来的な意味での理論であっ
た。ET は規制の理論に大きな進展をもたらしたが、後述する
ように、最近の詳細な事例研究は、単純化された前提条件
に基づく理論研究の限界を、明らかにしつつある。

図１　市場機構に対する公的関与の体系３）

表１　「規制の虜」に関わる規制の経済学の発展過程 4,	10）

年 事　項

1962 Stigler	&	Friedland が電力料金規制の効果を分
析し、NPT との矛盾を示す 6,	11）

1971 Stigler が、経済的規制の理論を発表。規制の虜
の発生メカニズムを示す 5）

1972
Jordan が生産者保護・優先の市場構造と政府規
制の効果に関する論文の中で、規制の本質は生
産者優遇であるとの見解を示す 13）

1974
Posner が、経済的規制の理論に関する論文を発
表。規制の導入が、市場の失敗の存在と相関し
ていないことを示す 12）

1976 Peltzman が Stigler の分析を定式化し、より一
般化された規制の理論を発表 14）

1982 Stigler がノーベル経済学賞を受賞

1983

Becker が、政治的影響力をめぐる圧力団体間の
競争モデルに関する論文を発表。より大きな影
響力を持つ利益集団が、自身の利益の増大に規
制を利用するという仮説を提案 15）

1984
Kalt	&	Zupan が、政治の経済理論における捕獲
とイデオロギーに関する論文を発表。規制の理
論にイデオロギーを導入 16）

1986 Tirole が、規制の虜を３階層のプリンシパル・
エージェント・モデルで分析 17）

1990

Spiller が、政治家、利益集団、規制者間の複数
プリンシパル ‐ エージェンシー規制理論を発
表。国会議員と規制者間の情報の非対称性がも
たらす規制者の裁量権を分析 18）

Rucker	&	Thurman が、米国ピーナッツ計画を
分析し、規制が大規模集団を犠牲にして小規模
集団に利益をもたらした実例を示す 19）
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2.�1　公益理論 10）

「公益理論」は、市場の失敗を抱えた産業に規制が導入さ
れるとする仮説である。市場の失敗とは、自由競争市場が上
手く機能せず、政府の介入が必要となる状況であり、自然独
占と外部性の２つが一般的である。
「自然独占」とは、唯一の企業が社会的に最適な量を生産

することによって、業界のコストが最小化されている状態を指す。
自然独占は、コストに占める固定費の割合が大きい場合に生じ
やすい。例えば、地域の電力や電話などの公益事業の大半は、
自然独占である。自然独占に伴う問題は、配分効率と生産効
率の不一致である。資源価格は、唯一の企業が生産する場
合に最小となり、このとき生産効率も最大となる。しかし唯一の
企業は費用を上回る価格を設定するので、配分効率が悪くな
る。配分効率を得るには競争が必要だが、企業数が多くなると
生産効率が低下する。このように、市場が自然独占である場合、
政府の介入を求める根拠となる。
「外部性」とは、事業者 A の活動が事業者 B の利益に影

響を及ぼすと同時に、事業者 Aが自身の行動によって事業者
Bにどのような利害が及んでいるかについて無関心な場合を指
す。外部性が存在すると、完全競争は資源配分を最適化でき
ず、競争行動によって、富が減少するような取引が行われる。
外部性には、負の外部性と正の外部性がある。負の外部性の
代表例は、公害である。一般に、負の外部性が存在する場合、
自由競争下では、利益追求のための活動が過多になり、生産
量や消費量が多くなり過ぎる。正の外部性の例としては、伝染
病に対する予防接種が挙げられる。予防接種を受けると、本
人が病気に罹らないだけでなく、他の人々への感染も防ぐこと
ができる。正の外部性が存在すると、通常、利益追求のため
の活動が過少になる。

市場の失敗が起こると、政府が規制を導入する可能性が生
じる。自然独占産業には、独占的価格設定を制限するための
価格規制や、生産効率を高めるための参入規制が導入された。
負の外部性には課税、正の外部性には助成金交付の選択肢
がある。市場の失敗への対策として規制を導入すると、理論
的には社会の富を増大できる筈だが、実際にそうなるかは全く
別の問題である10）。

経済学的知見の利用方法を誤らないようにするためには、
知見が規範的（Normative）か実証的（Positive）かを明確に
区別して認識することが重要であると思われる。「規範分析」は、
現実社会がどのようにあるべきか処方箋を与えるための分析であ
り、価値判断が含まれる。「実証分析」は、事実関係を把握
するための分析であり、価値判断は含まれない。例えば、各
国の一人当たり所得水準と環境汚染量の関係を把握すること
は実証分析であり、汚染量をどの国がどれだけ減少すべきかは、
規範分析になる20）。「実証的理論」は事実関係を説明するも
のであるが、市場の失敗への対処を求める市民の要求に応え
て規制が導入されると主張するNPT（公益理論）は、規範分

析を用いて「規制を導入すべき状況」を導き、これを実証的
理論として用いることにより、「規制が導入される状況」を説明し
ている10）。

NPT の主要な問題点として、以下が指摘された。第 1に、
NPTは、市民が規制の導入を要求するようになるメカニズムを
説明していない。規制は、法的措置に基づく規制機関の活動
を通じて行われる。市場の失敗が生じた場合に、どのようにし
て議会が法律を制定し、規制機関に適正な規制活動を実施さ
せるのか、NPT は説明していない。第 2 の問題は、実際に
導入された規制の多くが、合理的な根拠を持たず、市民でなく
業界の要請で導入された等、NPTと矛盾する事例が多数存
在することである。これらの矛盾に直面したNPT は、修正が
加えられた。規制は市場の失敗を修正するために導入されるが、
規制機関が不正に運用するというものである。しかし修正後の
NPTも、単なる仮説に過ぎず、規制機関が規制を不正に運
用する理由を説明していない上、市場の失敗が生じていない
産業が規制されている事実とも矛盾し、実質的な改善はなされ
ていない。
2.�2　捕獲理論 10）

1960 年代までの米国における規制の歴史を振り返ると、市
場の失敗と規制は、あまり関係していない。経験的に、規制
は生産者に有利であり、業界の利益を増大する傾向にあった。
トラック運送やタクシーなど競争の激しい産業では、料金規制
によって費用を上回る料金が維持され、参入規制によってレント

（超過利潤）の獲得が維持された。電力業界などの自然独占
産業でも、規制導入によって料金はほとんど低下せず、レント
の獲得が維持された。これらの経験的事実に基づき、「捕獲理
論（CT）」が考案された。CTは、NPTとは逆に、業界から
の要求に応えて規制が導入される（業界が国会議員を捕獲す
る）か、規制機関が徐々に業界に支配されるようになる（業界
が規制機関を捕獲する）かの、いずれかが起こるとする考え方
である。

CTは、支持する事例が多いという点ではNPTより説得力
があるが、NPTと同様、理論的裏付けがなく、規制が業界
に支配される経緯を説明していない。規制の影響を受ける利
益集団は、消費者団体や労働者団体など、他にも存在する。
何故、他の利益集団ではなく企業が規制を支配するのか。当
初の CTはこれを説明しておらず、単に仮説を述べているに過
ぎなかった。CTに対する最大の反証は、環境、製品安全、
労働安全に関する社会的規制など、業界の利益を制限し、業
界に支持されていない規制も多く存在するという事実である。
2.�3　規制の経済理論 10）

以上をまとめると、規制は、市場の失敗とはあまり関係してお
らず（NPTに矛盾）、もっぱら生産者寄りでもない（CTに矛盾）。
規制によって富を獲得する利益集団は、産業の種類により様々
である。これらの事実を説明できる規制の理論が必要である。
20 世紀後半に、経済的規制（経済効率性の改善のための規
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制）の減少と、社会的規制（健康、安全、環境に関する規制）
の増大が、同時進行したことについても、説明できる必要がある。
2.�3.�1　Stigler の手法

規制の理論の前進は、Stigler の 1971 年の論文５）によると
ころが大きい。この論文の結論は基本的にCTと同じだが、こ
の論文の価値は、規制の存在理由を示すためにStiglerが採
用した手法にある。Stigler は一連の仮定から出発し、規制さ
れる産業の特徴と、導入される規制の形態を、論理的に予想
したとされている10）。

Stiglerの分析の根底には、「政府の基本的な資源は強制
力である」という前提がある。政府を動かし、政府の強制力を
自身の利益のために行使させることができる利益集団が、富
を獲得する。次の前提として、「人間は効用極大化動物であ
る」６）と仮定する。

これら2 つの前提から、規制は、自身の利益を最大化する
ために活動する利益集団の要求に応じて導入される、という仮
説が導かれる。規制は、政府が社会の他の部分から集めた富
を利益集団に再分配させることで、利益集団が自身の利益を
増やす、手段の 1 つである。

仮説から導かれる一般的な予測として、規制は、良く組織化
され、有利な法律の制定によって多くの利益を獲得する利益
集団の味方になるように、偏向しやすい。つまり、規制は、選
好が弱い大規模利益集団を犠牲にして、強い選好を持つ小
規模な利益集団に利益を移転する。

その理由は、認識と施行にある。利益集団が特定の法律の
必要性を認識するためには、その法律によって各メンバーが多
くの利益を得られる必要がある。規制がもたらす 1 人当たりの
利益が大きい利益集団ほど、どのようにして自身に利益をもたら
す法律を作ることができるかを、より認識しやすい。また、利益
を得るには、特定の法律の必要性を単純に認識するだけでは
不十分であり、その法律が施行されなくてはならない。法律の
施行には、適切な法案の作成、提出、通過に関与できる国
会議員への、政治的支援（選挙運動と資金）の提供が必要
である。大きな集団はフリーライダー（ただ乗り）効果２，	３）のため、
積極的な政治的支援の提供がより困難であり、不利な立場に
ある。利益集団の規模が小さいほど、フリーライダー効果は小さ
くなる。このように、規制の必要性の認識と、規制の施行の
両面で、規制による1 人当たりの利益が大きい小規模利益集
団が、有利になる。

この予測から、生産者に有利な規制が多い理由が見えてくる。
生産者集団は通常、小規模であり、規制による各企業の利益
が大きい。一方、主な敵対関係にあるのは、何百万人にも上
る消費者であり、規制がもたらす損害は、全体としては大きいが、
消費者個人にとっては小さい。

Stigler の手法の問題点は、小規模な集団の利点のみを強
調したことであった４）。大規模集団は、集団行動の問題を抱え
る反面、票を求める政治家を通じて、有利な規制を導入するこ

とができると考えられる。
以下に、規制の経済理論（ET）の代表的な2 つのモデルと、

各モデルから導かれる予想についてまとめた。
2.�3.�2　Peltzmanのモデル

Peltzmanは、Stigler の考え方を精緻化し、拡張した 14）。
Peltzman のモデルの要点は、以下の 3 つである。第 1に、
規制の制定は富を再分配する。規制の形態を規定する最大
の要因は、規制が社会の構成員間でどのように富を移動させる
かにある。第 2に、国会議員の行動は再選への願望によって
引き起こされるため、政治的支援を最大化するように法律が作
られる。第 3に、国会議員への政治的支援を通じて、自身に
有利な法律が制定されるよう、利益集団どうしが競合する。

Peltzman のモデルの最も重要な仮定は、国会議員や規制
機関が、業界や消費者からの政治的支援を最大化する政策を
選択するというものである。この仮定の下で、価格規制と参入
規制のモデル化を行い、経済的規制が導入されやすい産業の
タイプを予測すると、捕獲理論の考え方とは異なった結果が得
られた。最も規制が導入されやすい業界は、比較的競争が激
しいか、独占的であるかの、いずれかの状態にある業界である
と予測された。どちらの場合も、規制の導入は、特定の利益
集団に大きな利益をもたらす。競争が激しい業界では、企業が
利益を得ることになる。独占的な業界では、規制の導入によっ
て消費者が利益を得る。

実際に、これら両極端な状態にある産業に経済的規制が導
入されやすい傾向が、確認されている。独占的な業界としては、
通信、電力、ガス、鉄道等が挙げられる。競争が激しい業界
としては、農業（規制は買い支えの形態をとる）、トラック運送、
タクシー等が挙げられる。
2.�3.�3　Becker のモデル

Beckerは、利益集団間の競争に着目し、より影響力の大き
い利益集団の利益の増大に、規制が利用されると仮定したモ
デルを提案した 15）。このモデルは、利益集団の圧力が、政治
家、政党、有権者によって伝達されると仮定しており、国会議
員や規制機関の力が相対的に抑えられている10）。

2 つの利益集団（集団 1と集団 2）を仮定する。集団 1は、
規制政策に影響を及ぼすことによって、自身の利益を増大させ
ることができるものとする。集団 1 への富の移転は、集団 1が
国会議員や規制機関に加える圧力（p1）と、集団 2が加える
圧力（p2）の両方に依存する。圧力の大きさは、集団内のメンバー
の数と資源の使用量によって定まる。集団 1が加える圧力が大
きく、集団 2が加える圧力が小さいほど、政治プロセスに対す
る集団 1 の影響力は大きくなる。影響力が大きいほど、集団 1
への富の移転は増大する。

規制により集団 1に富をT＝I（p1,	p2）だけ移転するために、
集団 2 の富を（1	+	x）T	だけ減少させなければならないと仮定
する（x	>	0）。I（p1,	p2）は影響関数であり、集団 1が加える
圧力の増大とともに増大し、集団 2が加える圧力の増大ととも
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に減少する。x	 >	 0	のとき、集団 1に移転される量より多くの
富が、集団 2から奪われることになる。この「消える」富（xT）
は、規制による富の損失を示す。

Becker のモデルは、影響力の合計が不変であるという特徴
を持つ。これは、ある集団への富の移転として定量化される規
制活動の量が、他の集団と比較した場合の、その集団の相対
的影響力の大きさによって定まることを意味している10）。各集
団は、他の集団が選択した圧力レベルに応じて、自身の利益
を最大化するように圧力レベルを選択する。大きな圧力をかけ
るには集団の資源を費やす必要があるため、どの集団も、圧
力をかけ過ぎることは望まない。他方、圧力が足りないと、他
の集団の影響力の方が勝ってしまう。すなわちp1を小さくする
と、集団 1 の相対的影響力は低下し、集団 1 への富の移転
も減少する。圧力の費用と便益を考慮することにより、任意の
p2 に対し、p1 の最適値Ψ１（p2）を求めることができる。Ψ１（p2）
は、「最良応答関数」と呼ばれる。集団 2 の圧力が増すと集
団 1 の影響力は低下するため、これを相殺するように、集団 1
の最適圧力レベルは大きくなる。従って、Ψ１（p2）は p2 の増大
とともに増大する。

2 つの最良応答関数Ψ１（p2）とΨ 2（p1）の交点（p*1,	p*2）を、
「政治的均衡」と定義する。この交点で、両方の利益集団が、
同時に最適圧力レベルを行使する。規制政策を決定するのは

「相対的」影響力であるため、すべての集団に内在するフリー
ライダー問題も、相対的深刻さのみが重要になる。また、両集
団とも、より少ない費用で、同じ政治的成果をもたらし得るとい
う点も、政治的均衡の重要な特性である10）。

政治的均衡の理論を用いて、規制の性質に関する検証可
能な仮説を導くことができる。例えば、規制の損失係数 xが増
大すると、規制活動の量（富の移転量 T ）は減少する。損
失係数が増大すると、集団 1 への富の移転がいかなる量であっ
ても、集団 2が被る損失の方が大きくなる。この大きな損失を
避けるために、集団 2は、さらに大きい圧力を行使するようにな
る。x の増大は、従って、集団 2 の最良応答関数をシフトさせ、
その結果、政治的均衡もシフトする。集団 1 の最良応答関数
に変化はないが、集団 2 の圧力の上昇に対し、集団 1 は攻
撃的に応答する。しかし、通常、集団 1 の圧力の上昇は、集
団 2 の圧力の上昇に比べると小さく、全体として、規制を求め
る圧力は減少する。

Becker のモデルが示唆する重要な点は、利益を増大させる
規制政策の方が、利益を増大させない規制政策よりも実施さ
れやすいということである。Becker のモデルは、市場の失敗が
生じている業界の方が、より規制されやすいことを示唆している。
従って、Stigler の予測とは対照的に、NPTに対し一定の正
当性を与えている。しかしBeckerのモデルはNPTとは異なり、
市場の失敗が発生した場合のみ規制が導入されるとは予測し
ていない。規制活動を支配しているものは利益集団の相対的
影響力であり、規制の厚生効果だけでなく、利益集団が国会

議員や規制機関に圧力を行使する際の相対的な効率も、影響
している10）。
2.�3.�4　規制の経済理論から導かれた結果のまとめ

Stiglerが示した規制の理論の手法を用いることにより、4 つ
の主要な結果が導かれた。第 1に、規制は、選好が弱い、
相対的に大規模な集団を犠牲にして、規制を求める強い選好
を持った、相対的に小規模な集団に、利益をもたらす傾向が
ある19）。第 2に、規制政策は、業界の利益だけを最大化す
るように策定される訳ではない。第 3に、規制が最も導入され
やすいのは、競争的な業界、または独占的な業界である。最
後に、市場の失敗の存在は、規制の導入を促進する。
2.�3.�5　規制の経済理論に対する批判

上述のモデルは皆、利益集団が規制政策に直接影響を及
ぼすという共通の仮定に基づいているが、規制政策には、有
権者、国会議員、規制機関など多くの当事者が関与している。
規制の経済理論は、利益集団が国会議員の行動を支配し、
国会議員が規制機関の行動を支配すると単純に仮定している
だけで、規制の制定や執行に影響を及ぼす他の要素を考慮し
ていない 10）。

国会議員は、再選を望むだけでなく、自己の利益に直接関
係ない様々な問題に対しても、選好やイデオロギー（信念）を
持っている16）。従って、支持団体のためだけでなく、自身のイ
デオロギー追求のために行動する場合もあると予想される。国
会議員が利益集団の操り人形でないのと同様に、規制機関も
国会議員の操り人形ではない。規制機関は、政策の実施に
係る裁量権を持っている。例えば1960年に米国食品医薬品局

（FDA）の審査官となったFrances	Kelsey は、業界や政界
から圧力を受けながら、サリドマイドの認可を拒絶し続けることに
よって薬害を食い止め、食品医薬品化粧品法改正法案の採
択に影響を与えた３）。前述のモデルでは考慮されていない、こ
れらの要素も、規制プロセスに影響を及ぼしている。
2.�4　規制の理論の検証 10）

米国において、様々な産業に導入された規制の多くが、後
に撤廃されるに至った理由を説明することが、規制の理論の中
心的課題となった 10）。そのため、規制撤廃に至った要因が、
各理論に基づき推定された。NPT の場合、市場環境の変化
によって、市場の失敗が除去されるか十分改善され（または
規制が社会の利益を大きく損なうようになり）、規制撤廃が社会
の利益に適う場合に、規制の撤廃が生じたと推定された。ET
の場合、規制によって利益を獲得してきた利益集団の相対的
影響力が弱まった結果、規制撤廃が生じたと推定された。しか
し、鉄道、トラック運送、通信の各業界で生じた規制撤廃の
要因が検証された結果、これらの業界で観察された現象をす
べて説明できる単一の理論は存在せず、いずれの理論でも矛
盾が残ることが分かった21）。この検証結果は、個々の業界毎に、
規制の政治的側面を詳細に分析する必要があることを示唆して
いる。公益目的の他に作用している影響力が確実に存在する
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ということは、現在までの規制の政治経済学によって明らかに
なっている。しかし、作用している政治機構を最も良く捉えるこ
とができる、合意された具体的なモデルは、未だに存在しない。
単一のモデルでは描写できない、多数の要因が影響していると
考えられている10）。

３．「規制の虜」のモデル化 4,�10）

前節で紹介した規制の経済理論では、利益集団による影響
力の行使と、規制者による自由裁量のプロセスが、いずれもブ
ラックボックスとして扱われていた４）。規制機関が被規制業界に
捕らえられる「規制の虜」現象の核心である、これら２つのブラッ
クボックスの中身に焦点を当てた研究を、次に紹介する。

Noll は、対立する社会的利害関係による圧力の中心にい
る規制機関が、自由裁量を用いて、自身に対する外部からの
批判を最小化しようとする、規制の外部シグナル理論を提案し
た 22）。自身の活動に承認を与える集団の力を増進し、自身の
活動を非難する政治勢力の力を制限することを目的として、規
制機関が規制の制定と施行に係る行政装置を構築するモデル
を、Nollは提案している10）。

取引主体の一方に情報が偏在しているために、他方の取引
主体が不確実な状況におかれることを「情報の非対称性」９）

といい、情報の非対称性を扱う分野を「契約理論」という２）。
契約理論は、契約を提示する側である依頼人（プリンシパル）
と、それを引き受ける側である代理人（エージェント）の関係によっ
て理解することが多い２）。規制を「契約」として捉えた場合のプ
リンシパル・エージェント（P—A）関係を、図２に示す９）。規制
の P—A 関係は極めて重層的な構造となっている。図２の中
の消費者と規制者の P—A 関係では、規制者 Aが消費者 P
の代理人として、交渉相手の被規制企業 Kに消費者 P の利
益を的確に実現させることが、この関係の核となる９）。
３階層の P—Aモデルは、情報の非対称性が規制の自由裁

量の源となり捕獲を可能にするメカニズムを理解するのに、有
効な枠組みである４）。規制の虜の分析に３階層モデルを初めて

用いたのは、おそらくTirole17）であるとされている４）。最初に、
政府が独占企業を規制するモデルを仮定する９，	23）。企業は自
身の費用に関する私的情報を所有している。政府は企業に対
して許容すべき料金の上限が分からない。規制者にとって最
善の対応は、企業に次善契約を提案し、非対称情報による利
益獲得に制約を設けることである。しかし次善契約を提案する
際には、企業に撤退されては困るので、実際の費用が低いよ
うな状況でもレント（超過利潤）を企業に残しておく必要がある。
情報の非対称性によって企業が獲得するレントを、「情報レント」
という９）。

次に、業界に精通した規制者が、企業の真の費用を知ると
仮定する。真の費用が低い企業は、それを政府に知らせぬよ
う、規制者に贈賄するインセンティブを持つ。このような企業に
よる規制者の捕獲の可能性は、規制者が獲得する情報の量
と、規制者に贈賄するのがどの程度容易な環境であるかに依
存する。規制者が情報を隠ぺいすれば、政府が提案できる契
約は、レントを企業に残すものとなり、消費者余剰を低減させ
社会的厚生の最大化を妨げることになる。

政治学や経済学の論文は、影響力を行使する手段として、
贈賄より情報提供について分析したものの方が多い４）。規制者
が利益集団のバイアス（偏見）から完全に自由になることが不
可能な情報処理モデルを用いて、規制者がバイアスのかかった
助言者でも活用しないよりは活用する方を好む傾向が、導かれ
ている。このため利益集団は、費用をかけてでも情報を作成し、
情報ロビー活動を行うことが、示されている。

Lohmannは、大衆の政治行動に関する研究において、費
用のかかる行動に携わることが、シグナリング（私的情報の所
有者が自ら情報を開示するような行動）になるというモデルを、
提案した 24）。このモデルによれば、費用のかかる行動に携わ
ること自体が、情報を伝えることになる、すなわち、費用がかか
ることがメッセージになる。費用のかかる行動に携わることによっ
て、企業などの利益集団は、政策の妥当性に関する自身の私
的情報を発信している可能性が、指摘されている。

国会議員に焦点を当てた研究としては、利益集団が国会議
員に様々な「価格」を提示し、最小コストの国会議員を集めて
過半数を獲得しようとすることや、より大きな集団に影響を及ぼ
す方が一般に高額の費用がかかること、大きな集団に所属す
る議員ほど票を安く売ること、ロビー団体が委員会の委員に対
し、他の委員の行動に左右されるような提案を持ち掛けること
によって、費用をかけずにどんな規模の委員会でも簡単に捕獲
できること等を示した研究が、報告されている４）。さらに、議会
内における政党の団結力が強いと、国会議員への情報ロビー
活動のインセンティブが弱められ、ロビー団体が規制機関を標的
にする傾向が強まること等が、示されている４）。

頻繁に話題に上るインセンティブの形態として、業界内での
有利な雇用を約束することが挙げられる。規制者が退職後に
業界に就職する現象（天下り）と、業界から規制機関に出向

図２　規制のプリンシパル・エージェント関係９）
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または転職する現象を合わせて、海外では「回転ドア」現象と
呼んでいる４）。業界出身の規制者は、業界の環境に「適応」
しているため、業界寄りの判断を下す可能性がある。また、将
来的な業界への就職を期待する規制者は、雇用の可能性を
増大させる方向に判断が偏る可能性がある。企業にとっては、
影響力を行使するためでなく、単に有益な職能を備えた元規制
者を雇用したいだけかも知れない。そうだとしても、業界に関心
を持つ人材を雇用したい企業に対し、規制者が寛大な判断を
下すことは、業界に関心があることを示すシグナルになる。この
ようなケースの規制の虜は、人的資源の流通に伴う「巻き添え
被害」であると言える４）。

Salant は、回転ドア現象を、関係特殊投資におけるホール
ドアップ問題として分析している４，	25）。被規制企業が設備投資
によって生産能力を拡大すると、消費者余剰の最大化を使命
とする規制者は、企業に埋没投資を回収させずに料金を引き
下げようとする。企業はこれを予測して、設備投資を控えようと
する。企業と規制者が共に永続する無限回繰り返しゲームで
は、両プレーヤーが「協力」する、つまり企業が設備投資を行
い、規制者は企業に資本の回収を許可する戦略が、最適反
応となる。ゲーム理論では、このような戦略を部分ゲーム完全
均衡という２）。現実社会で両プレーヤーが永続することはない
が、次世代（後任）のプレーヤーによってゲームは受け継がれる。
Salantは、回転ドア現象が、世代間の協力を促進することを示
した。「フェンスの向こう側」に見える将来の収入を獲得できるか
どうかは、企業や規制機関に在職している間の自身の協力行
動にかかっている。このゲームは、非協力的な行動に対する制
裁装置としても機能するため、企業と規制機関は、互いに協力
して設備投資と資本の回収を継続することになる。回転ドア現
象がもたらす重大なリスクとして、企業と規制機関が協力関係
を維持するインセンティブが、双方にとって余りに大き過ぎるため、
消費者のためにならないプロジェクトがいつまでも継続され、生

産能力が拡大し過ぎる可能性を、Salant のモデルは予想して
いる。

利益集団による影響力行使の手段には、威圧や脅迫、悪
い噂を流すなどの、負のインセンティブも存在する４）。直接的な
暴力によって影響力を行使する事例は、新興経済国の一部
において蔓延している。Dal	Bóの総説４）中で紹介されている、
利益集団による影響力の形態と、規制者の様々なインセンティ
ブを、表２にまとめた。

４．「規制の虜」の具体的事例

「規制の虜」がどのような社会的事象を引き起こしてきたのか
を理解するための一助として、これまでに規制の虜であるとの
指摘がなされ、国内外でよく知られている具体的事例の一部を、
表３に示す。「規制の虜」という表現が直接使われていないも
のでも、実質的に同等の指摘がなされている事例は、表３に含
めた。

エネルギー産業や銀行業のように、非常に大規模で強い影
響力を持つ産業分野に、深刻な事例が見られることが、表３か
ら分かる。特に、2007 年から2009 年にかけての世界金融危
機と、2010 年のメキシコ湾ディープウォーター・ホライズン原油
流出事故は、いずれも発生後直ちに、規制の虜であるとの「診
断」が下った、典型的な事例であるとされている７）。

具体的事例について留意すべき点は、多くの場合、白か黒
かを明確に判定するのは困難だという点である７）。Stiglerが提
唱した古典的な捕獲の完全形は、存在するとしても稀であると
言われている７）。近年、多くの研究が、Stiglerタイプの捕獲
であると広く認識されていた過去の有名な事例の一部に、疑問
を投げかけている。古い文献で採用された証拠の多くは、直
接的な証拠ではない。初期のモデル研究の限界と、詳細な事
例研究の重要性が、明らかになりつつある７）。

５．影響力に関する最近の研究 7,�27）

5.1　非物質的捕獲
米国社会が抱える大きな問題として広く認識されるようになっ

た規制の虜は、近年、盛んに研究が行われている分野であり、
新たな知見や見解が次々に発表されている。利益集団による
影響力の形態も、表２に示した典型的な形態に加え、新しいタ
イプの影響力の形態が注目を集めるようになって来ている。

Stigler が提 唱した典 型 的な捕 獲は「 物 質 的 捕 獲
（Materialist	 Capture）」と呼ばれるようになり、最近研究
が進んでいる捕獲は「非物質的捕獲（Non-	materialist	
Capture）」と呼ばれている27）。非物質的捕獲は、「認知の捕
獲（Cognitive	Capture）」、或いは「文化の捕獲（Cultural	
Capture）」28)とも呼ばれ、利益集団が規制者の物の見方・考
え方を次第に捕獲するようになる現象を指している。一例として、
世界金融危機の発端となった金融業界の規制緩和は、規制
当局が、「ウォール街にとって良いことは、米国にとって良いこと

表２　規制の虜に関係する諸要因 4）

要　因 種　類

利益集団による
影響力

贈賄
情報ロビー活動
シグナリング
雇用（回転ドア）
選挙運動の支援
抗議・威圧
流言の流布
脅迫・暴力

規制者の
インセンティブ

社会的厚生の最大化
企業の私的情報の入手
将来の雇用（回転ドア）
組織への忠誠
外部からの批判の最小化（評判）
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だ」と思い込むようになったことが原因の 1 つであると考えられて
いる27，	28）。

非物質的捕獲の概念について検討を進めると、思想や信条
までもが、他の商品と同様、市場競争に曝されているという見
解に辿り着く。そうなると、規制の虜の定義の根底にある「公
益に反する」という言葉の定義が困難になる27）。公益とは一
体何なのか。規制者の思想信条で公益を判断することの危険
性を、最近の研究は示している。
5.2　「規制の虜」という概念に捕獲される社会

最後に、エネルギー産業災害予防の観点から特に関心が持
たれる、メキシコ湾ディープウォーター・ホライズン（DH）原油流
出事故の原因として規制の虜が指摘された、米国鉱物資源管

理部（MMS）の変遷を調査した詳細な事例研究 29）の概要を、
簡単に紹介する。

2010 年４月の DH 原油流出事故は、メキシコ湾に約 490 万
バレルの原油を流出させ、米国史上最悪の環境災害とされて
いる。海底油田掘削の規制機関であったMMS の職員と石油
業界の間に、贈賄や贈答品の交換だけでなく、薬物使用や
違法な性行為など、通常の捕獲の範囲を逸脱した関係があっ
た事実が、事故前から知られていた。事故後、多方面から
様々な対策が提案されたが、主要メディアの解説者らが一斉に
MMSと業界の癒着を報じると、多様なイデオロギーを持つ諸
機関が揃って、MMSが規制の虜であることに同意した。すると
メディアの解説者らは、規制の虜の原因として頻繁に利用され

表３　「規制の虜」であると指摘された具体的事例 1,	7,	26,	30,	35）

年 事　例 概　要

1887
～

1995

州際通商委員会
（ICC）26）

歴史学者、政治学者、経済学者らが、規制の虜の古典的事例としてよく用いる、かつ
ての米国の連邦規制機関。長年の反鉄道運動により、鉄道規制のために設立された連
邦機関だが、市民には鉄道業界を規制しているように装いながら、高額の運賃を設定
したり新規参入規制を行うなどして、実際には鉄道業界を強化していた。

1927 連邦無線委員会
（FRC）７）

米国内の通信事業の規制機関であった FRC は、1927 年、ラジオ放送用の無線帯域を
拡張しない決定をした。新規参入を恐れた既存の放送事業者が FRC を規制の虜にし
た古典的事例の１つとされたが、放送事業者が決定に関与した証拠はなく、既存の番
組の品質確保を望む視聴者も FRC の決定を支持していた。

1980
年代 薬害エイズ事件 26)

HIV 感染者の血液を原料に使用した非加熱の血液凝固因子製剤を、血友病患者に投与
したため、多くの患者が HIV に感染した。（当時の）厚生省は、安全な加熱製剤が開
発されてからも、製薬業界を保護するため、非加熱製剤の回収措置を講じなかったと
して、規制の虜であると指摘されたが、最近、別の詳細な説明が提示された 35）。

1986
～

2001

BSE	（牛海綿状脳症）
問題 30）

1986 年に英国で確認され 1990 年代英国で猛威をふるった BSE が、2001 年に日本国
内で発見されると、牛肉消費が低迷し食肉業界がパニックに陥った。1996 年に WHO
から肉骨粉禁止勧告を受けながら、農林水産省が法律で肉骨粉を禁止せずに行政指導
で済ませたことが、「生産者偏重の体質」によると指摘された。

2005 水圧破砕法の
EPA 規制除外 26）

シェールガス採掘技術としてハリバートン社が開発した水圧破砕法は、飲料水の安全
性に影響を与えると懸念されていたが、2005 年のエネルギー政策法は、米国環境保
護庁（EPA）による規制対象から水圧破砕法を除外し、水圧破砕を事実上、自由化した。
ハリバートン社が EPA を規制の虜にしたと指摘されており、「ハリバートンの抜け穴」
とも呼ばれている。

2007
～

2009
世界金融危機 7,	26）

2007 年に米国で発生したサブプライムローン問題から連鎖的に発生した、リーマン
ショック等の一連の国際的な金融危機と世界同時不況。金融業界からの働きかけに
よって、住宅ローン規制が緩和され、巨大なバブルが生じたことが発端とされている。

2010 メキシコ湾原油
流出事故 7,	26）

BP 社の海底油田掘削施設ディープウォーター・ホライズンで爆発火災が発生し、大
量の原油がメキシコ湾に流出した。海底油田掘削規制を担っていた米国鉱物資源管理
部（MMS）が規制の虜であると指摘された。MMS は、BP その他多くの企業に、環
境影響評価書の提出義務を免除し、掘削許可を与えていた。米国海洋大気庁（NOAA）
は、メキシコ湾における原油流出事故の増加を軽視していた MMS に対し、大量流出
のリスクを文書で警告していた。

2011 福島第一原子力
発電所事故 1,	26）

東日本大震災で原子炉が損傷しメルトダウンを起こした事故の原因を調査した国会事
故調は、政界、（原子力安全・保安院を含む）官界、財界が複雑に絡まった規制の虜を、
事故原因と結論づけた。
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る２種類の通説によって、MMS の失敗を説明するようになって
いった。１つは、規制機関が「相反する複数の任務」を抱え
ていたことであり、もう１つは、被規制業界に対する規制機関の
「協力的な姿勢」であった。これらを根拠として、事故から僅
か1か月後にMMSの廃止が発表された。税の徴収、規制監督、
およびエネルギー開発の推進という3 つの機能を、内務省内
の 3 部門に分散させる計画が示された。

しかし、MMS の設立から事故に至る、国家エネルギー政策
の推移、浅水域から大水深域への掘削環境・掘削技術の変
化、独立系企業の参入、MMSに関わる法律の制定、規制
と開発推進の各業務に係る議会公聴会の開催回数、原油流
出量と生産量の推移、事務系職員と技術系職員の数、予算
配分、環境保護と経済成長に対する世論の選好等の変遷を
精査した結果、通説として挙げられる2 要因が、規制の虜の
本質的な原因であるとする根拠は乏しいことが示唆された。事
故当初の印象とは対照的に、原油流出事故の原因を説明す
る上で、規制の虜の重要性が誇張され過ぎていること、ならび
に、環境保護より安価なエネルギーを望む世論と、大水深掘
削を推進した大統領府と連邦議会の方が、事故を引き起こした
要因として重要であることを、事例研究の結果は示している。
「規制の虜」という曖昧でセンセーショナルな概念は、別の妥

当な説明を覆い隠す。このような失敗は、政策対応を誤った
方向へ導き、真に存在する問題が是正されない可能性がある
と、Carriganは指摘している29）。

６．おわりに

東日本大震災に伴い発生した原子力発電所事故の教訓を、
今後の防災対策に活かしていくことを目的として、原発事故の
根本的な原因であると報告された「規制の虜」に関わる、規
制の経済学の主要な研究成果と、最近の事例研究の成果を
紹介した。また、過去に「規制の虜」であると指摘された、具
体的事例について、紹介した。

規制の虜に関する最近の報告は、外部の利益集団によって、
公的機関の政策が丸ごと「認知的・文化的」に「捕獲」され
る危険性が存在することを、示唆している。さらに近年、規制
政策への「ステークホルダーの参加」が重要視されており、こ
れが規制の虜の温床になりかねないという難しさもある。

捕獲は、程度と形態の両面で、規制機関と規制の種類によ
り様々である。規制の虜の「予防」を検討する上で、捕獲の
多様性は重要な意味を持つと考えられている７）。現実社会にお
いて、規制の虜は必要悪の側面もあり、白黒ではなく相対的
に捉えることが重要であると思われる。その上で、捕獲の相対
的な強さや弱さを決定づけているものを明らかにすることが、実
効性のある「予防対策」につながると考えられる７）。虜にされ
た規制機関ばかりに関心が集まるが、他の多くの規制機関が、
最悪の形態の捕獲を寄せ付けない、驚くほど強力な免疫システ
ムを備えていることに、捕獲研究者らは注目している７）。

国会事故調報告書１）は、規制当局の専門性の欠如を規制
の虜の発生要因の１つとして指摘している。しかし他方では、
複雑で大規模な技術を評価するには多種多様な専門的知
見が要求され、現実には困難になり得るという指摘もある31）。
藤垣 32）は、社会的意思決定の現場を支配する2 つのシン
プルな思い込みとして、専門主義に基づく「技術官僚モデル

（technocratic	 view）」と、多様な価値観を重視する「民主
主義モデル（democratic	 view）」を紹介している。日本の科
学技術をめぐる重要な社会的意思決定は、これまで技術官
僚モデルに基づいて行われてきた。一部の専門家の「工学
的判断」に基づく意思決定のあり方を、再検討すべきである31）と
いうことこそが、原発事故の最大の教訓なのではないだろうか。

原子力政策と消防政策は、一見すると大きく異なっているよ
うに思えるかも知れないが、どちらもエネルギー産業が関わって
おり、国民保護法 33）施行後の消防政策は安全保障とも密接
に関係している34）等、内容や社会的位置づけに共通点が少な
くない。安全でなくてはならない、原発と石油コンビナート。莫
大なエネルギーが集中する巨大システム、物理現象の複雑さ、
実大実験による検証の難しさ。類似点は多い。

さらに東日本大震災以降、原子力から火力へ電力依存が大
きくシフトしていることから、電力業界における石油など危険物の
取扱いに関する保安責任も増大していると考えられる。国会事
故調報告書１）の「提言 5：新しい規制組織の要件」に掲げら
れている、2）透明性に係る要件は、消防行政における規制の
虜対策としても重要であると思われる。

消防関係者その他読者の方々が、今後の防災対策の在り
方を検討する上で、本報が少しでも参考になれば、幸いである。
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Failure of Disaster Prevention and “Regulatory Capture”

（Abstract）
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In	order	 to	make	appropriate	use	of	 lessons	 learned	 from	the	Fukushima	nuclear	accident	occurred	with	
the	Great	East	Japan	Earthquake,	within	future	disaster	prevention	measures,	this	article	focuses	on	“regulatory	
capture”	that	was	reported	as	the	underlying	cause	of	the	nuclear	accident.	Major	findings	relevant	to	regulatory	
capture	in	the	field	of	economic	theory	of	regulation	and	recent	research	findings	obtained	through	fine-grained	
empirical	 work	 are	 presented.	 Some	 previous	 examples	 of	 regulatory	 policies,	 accidents	 and	 cases	 that	 were	
reported	as	regulatory	capture	are	also	presented.
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