
Newsletter Safety & Sustainability

8

■お問い合わせ
*禁無断転載複写：　ニュースレター掲載記事の複写、転訳載、磁気媒体等の入力は、発行者の承諾なしには出来ません

国立研究開発法人
産業技術総合研究所　安全科学研究部門
〒305‐8569 茨城県つくば市小野川16‐1
Phone  029-861-8452
E-mail: webmaster_riss-ml@aist.go.jp
URL: https://riss.aist.go.jp/

2021年11月19日発行　
RISS Newsletter： Safety & Sustainability　第41号

発　行　者 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門
企画・編集 安全科学研究部門広報グループ

AIST08-E000021-41

部門講演会「技術の社会実装を支援する評価研究」を
開催いたします。

編集後記
　第41号ではフィジカルハザード関係の
研究として、火薬類の爆発安全に関連す
る当部門での研究例をご紹介しました。

引き続き火薬類の安心・安全や火薬類取締法の改正に向けた研

究を進めていきます。今回は取り上げられませんでしたが、民間
との共同研究も精力的に進めておりますので、ご興味のある方は
お問い合わせください。（杉山勇太）

【概要・目的】
　企業等は、新規材料・製品・技術等の開発を進めており、そ
れらの社会実装においては、資源・環境制約への対応が求めら
れています。安全科学研究部門では、産業保安、化学物質リス
ク、LCA、エネルギーシステム、新型コロナウイルス感染症リス
ク等に関する研究を進めており、新規材料・製品・技術等の社
会実装やSDGs・ESG対応に資する定量的な評価やそのための
評価技術に関する研究を推進しています。今年度の部門講演会
では、Web開催形式にて、「技術の社会実装を支援する評価研
究」をテーマとし、講演・ショートプレゼンテーションを行います。

【開催概要】
日時：令和4年2月4日（金）　13：30 ～17：00（予定）　
場所：オンライン開催（Zoom Webinar 利用）※参加費無料

【プログラム案】
基調講演：
平尾 雅彦氏（東京大学大学院工学系研究科教授・安全科学研
究部門　研究顧問）

「SDGs時代に求められる評価研究」

研究紹介：
本下 晶晴（持続可能システム評価研究グループ　研究グループ長）

「事業の持続可能性の向上へ　―自然資本管理を支える評価技術
の開発（仮）」
河尻 耕太郎（社会とLCA研究グループ　主任研究員）

「AIを活用した革新的実験計画法「Multi-Sigma」による評価・
デザインのDX（仮）」
篠原 直秀（リスク評価戦略グループ　主任研究員）

「新型コロナ感染対策に資する換気・粒子拡散の評価（仮）」
企業との連携研究の紹介：
内藤 茂樹（エネルギー・環境領域研究戦略部連携推進室 イノ
ベーションコーディネータ） 

「産総研連携制度の紹介」
ショートプレゼンテーション（10件程度予定）

【参加申込】
下記Webページの参加フォームよりお申し込みください。
https://riss.aist.go.jp/symposium2022/
申込締切　令和4年１月24日（月）
※定員になり次第締め切らせていただきます。

■賞タイトル：第１回環境化学進歩賞
■受　賞　者　名：頭士泰之
■受　賞　日：令和3年6月3日
　この度、日本環境化学会より環境化学進歩賞を受賞致しまし
た。受賞業績は「二次元分離及びノンターゲット分析法による
混合物の分析・データ解析・リスク評価手法に関する研究」で、
受賞対象は次世代の分析手法の１つと捉えられる2次元分離手
法を取り入れた化学分析手法と、そのリスク評価への応用に関
して行ってきた研究取り組み成果です。従来的な化学分析は
我々が気にする物質のみを狙って測定しデータを積み上げリス
ク評価の基礎とします。それでは見逃される物質を捉えようと
する包括的な分析手法の開発を行いました。さらに、そのよう
なアプローチを採る場合扱う物質数が急増する課題が生じま

す。そこで効率的なデータ解析手法や測定データから直接リス
ク評価手法を行える枠組み開発を行いました。この取り組み全
体が環境化学会の前進に貢献するものと評価頂きました。今後さ
らに研鑽を重ね、測
定データをプラット
フォームとする事で
迅速かつ現実に即し
たリスク評価の実現
を目指します。
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受賞報告

慶應義塾大学理工学部　機械工学科
教授　松尾 亜紀子

現在、火薬学会の副会長を仰せつかっております慶應義塾大学の松尾亜紀子と申します。産総
研安全科学研究部門の皆様には、日頃より大変お世話になっております。この場をお借りしてお
礼申し上げます。

私は流体の研究者であり特に圧縮性流体に関する研究を行っています。研究内容の一つに水
素ガスなどを燃料とする予混合可燃性気体中を超音速で伝播する燃焼波（デトネーション、爆轟
波）の現象解析があります。本来、デトネーションとは様々な事故現場において散見され、破壊
的なエネルギーを持つ扱いにくい燃焼現象の一つと考えられてきました。しかしながら、世界の数
多くの研究者の知見と実績を積み重ねることにより、デトネーションをエンジンに利用する可能性
がでてきました。デトネーションエンジンは主に航空宇宙推進用として研究され、日本国内をはじ
めとして欧米、アジアなど世界中の拠点において取り組まれています。

また、圧縮性流体現象の一つとして爆発や爆風伝播があり、爆発発生とその再現に関わる研
究を進める際に爆発時の安全問題へと検討が深まり、産総研における爆発安全研究者の方々と
意見交換の機会を持つようになりました。爆発現象を流体力学的に考えると、高エネルギー源か
らのエネルギー放出による周囲への伝播です。このような事象が生じるのは、発破などによる瞬
時のエネルギー放出を用いる作業やエネルギー源の保管場所による事故などが考えられ、爆発の
発生源として固体や液体の爆薬を想定していました。しかしながら、最近では気体も爆発源と考
えなければなりません。国内においてガス爆発の事故は、住宅でのガス漏れや原子力施設での水
素ガスによる爆発事故が挙げられます。さらに、昨今のカーボンニュートラルの流れを受けて、水
素を積極的に利用しようとする国の施策があります。水素とは空気中に放出されると拡散しやす
く、また着火エネルギーも極めて小さいという特徴を持つなど一般には扱いにくいとされる燃料で、
水素の社会実装は十分には進んでいません。また、何らかの原因で事故が発生した場合には、
気体の性質から事故時の被害が拡大しやすい面を有しています。水素を用いた輸送系動力として
は、燃料電池自動車やトヨタが24時間耐久レースに用いたことで注目を浴びた水素エンジン自動
車など、新しいタイプが出現しています。航空宇宙についてもカーボンニュートラルの流れは同様
であり、ボーイングやエアバスに代表される航空機の推進機構についても水素利用は今後さらに
広がるものと思われます。

臆病な国民性を考えますと、水素の安全な社会実装無くして日本におけるカーボンニュートラル
は難しいのではないかと危惧しております。よって、今後の産総研における安全科学研究部門は、
カーボンニュートラルを安全面からサポートする国の研究機関として更に意義が増すものと思いま
す。これまでの知見を生かし、更なる展開に期待したいと思います。

安全科学研究部門講演会事務局



Newsletter Safety & Sustainability

32

特集：火薬類の爆発安全に関する研究動向

爆発安全研究グループ　松村 知治

最近の法令改正から：薬種による爆薬換算の改正
　火取法では、貯蔵する火薬、爆薬の薬種にかかわらず、一
律、火薬２トンを爆薬１トンに換算して貯蔵時の保安距離等を
算出します。火取法制定時に使用されていた爆薬はダイナマイ
トでしたが、近年は取扱い時の安定性がより高い硝安油剤爆
薬や含水爆薬が主流であり、また、一般的な火薬に比べて威
力の低いコンポジット推進薬（火薬の一種）がロケット等で活
用されています。
　平成28年度および29年度の野外実験において、これらの
火薬類について爆風圧等のデータを取得2,3)しました。その後、
野外実験で得られた結果を科学的な根拠として、令和3年4月
に火取法施行規則の一部が火薬類のリスク（ハザード）に対
応した内容に改訂5)されました。
　具体的には、特定硝安油剤爆薬等（注１）は1.2トンを爆薬
１トンに、特定コンポジット推進薬（注２）は10トンを爆薬１ト
ンとして、それぞれ算出します（ただし表１の※印に記載され
た場合については、現行の通り）。

表１　火薬庫の最大貯蔵量の改正内容（全火協弘報　第552号5））

（注１）特定硝安油剤爆薬等：日本産業規格K4801（2006）
に規定する硝安油剤爆薬又は日本産業規格K4827（2004）
に規定する含水爆薬（新設告示「火薬類取締法施行規則第一
条の七に規定する硝安油剤爆薬又は含水爆薬を定める告示」）

（注２）特定コンポジット推進薬：規則第１条の２第１号に規定
する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポ
リブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料とし
て爆薬を使用しないもの

　また、これらの火薬類に対する火薬庫の最大貯蔵量につい
ても表１のとおり改正されています（規則第1条の6、第1条の
7、規則第20条）。

おわりに
　たいていの辞書には、次のような記述があります。

【実験　じっ-けん（名詞）～スル】
①実際に試み、考え方の正否を調べること。
②理論や仮説が正しいかどうかを人為的に一定の条件を設定
してためし、確かめてみること。
③実際の経験。

　火取法の改正に科学的な根拠を付与するためには、理論や
仮説の正否を確認・実証する手段として野外実験を実施し、
所要の技術データを取得することは、今後も必要とされるで
しょう。当部門も野外実験の計画・準備・遂行・計測および
客観的な評価に関するポテンシャルを維持・向上し続けていく
努力が不可欠であると考えております。
　野外実験の実施には、関係各方面のご理解・ご協力が不可
欠です。引き続き、どうぞ宜しくお願いいたします。
　さて、文献1には、昭和30年代から続く野外実験の概要と
歴史がわかりやすくコンパクトにまとめられています。ご興味の
ある方は、ご一読されることをお勧めします。

参考文献
1) 杉山勇太, EXPLOSION, 31, No.1(2021).
2) 全国火薬類保安協会, 平成28年度火薬類爆発影響低減化

技術基準検討事業報告書(2017).
3) 全国火薬類保安協会, 平成29年度火薬類爆発影響低減化

技術基準検討事業報告書(2018).
4) 全国火薬類保安協会, 平成30年度火薬類爆発影響低減化

技術基準検討報告書(2019).
5) 全国火薬類保安協会, 全火協弘報, 第552号(2021).

はじめに
　経済産業省は、火薬類の保安行政に資する技術データを取
得する目的で大量の火薬類を野外で爆発させる実験（野外実
験）を行い、様々なデータを取得する事業を昭和36年から継
続1)しています。安全科学研究部門は、火薬類の爆発安全研
究の一環として本事業に参画し、室内実験および野外実験計
画の立案、各種データの取得・評価、報告書のとりまとめを
通じて、科学的根拠に基づく火薬類取締法（以下、火取法）
の改正に貢献しています。
　ここでは、野外実験の近況と、野外実験の結果を受けて最
近、改正された火取法施行規則をご紹介します。

最近の野外実験から：地中式火薬庫に関する実験
　現行の火取法では、火薬類の貯蔵施設である火薬庫は、そ
の種類によらず、火薬庫外壁から対象の保安物件（第１種か
ら第４種）に対し、貯蔵量に応じて決められた保安距離をとら
なければなりません。
　保安距離は爆発圧を基に決められています。爆風は爆源か
ら等方的に広がりますが、爆源から離れるにつれて圧力が減
衰してその影響は小さくなります。薬量が増えると、遠方にま
で影響が及び、保安距離は長くなります。
　近年、火薬庫が立地後の周辺環境の変化（例：新たな保
安物件が敷地境界の近くにできる）に伴い、保安距離や施設
の能力の見直し（貯蔵量の削減）を求められる事態が起きて
います。これを受けて、平成28年度から30年度にかけて、地
中式火薬庫に関する実験2,3,4)を行いました。地中式火薬庫は、
山や丘陵に横穴（トンネル）を掘り建設・設置される火薬庫で、
庫口から放出される爆風は顕著な角度依存性を呈して伝播・
減衰することから、庫口を基点とする爆風圧を計測し、庫口方
向からの角度を考慮した保安距離に関する技術基準策定の可
能性を検討しました。各年度で実施した内容を以下に記載しま
す。

○平成28年度
【試験体】鋼管（長さ(L)2000mm、内径(D)668mm、板厚
16mm）で1/20スケールの地中式火薬庫（薬室と薬室へ通
じる通路）を模擬（L/D=約3）。鋼管の周囲に土嚢（大型・

小型）を設置して固定。庫口周辺は平成27年度に先行実施し
た室内実験と相似の形状を再現（図1a）。

【供試火薬】含水爆薬5kg
【結果概要】ほぼ相似形で実施した室内実験の結果と同様な
角度と爆風圧の減衰傾向を確認。

○平成29年度
【試験体】平成28年度より３倍長い鋼管（L/D=約9、内径と
板厚は平成28年度と同じ）を使用（図1b）。

【供試火薬】含水爆薬5kg
【結果概要】爆風のピーク静水加圧が平成28年度より 7% 減
少（全計測点の平均値）することを確認（ほぼ相似形で実施
した室内実験と同様の結果）。

○平成30年度
【試験体】通路の内径を薬室の1/2とした鋼管（薬室＋通路の
全長(L)、は平成29年度と同じ）を使用（図1c）。

【供試火薬】含水爆薬5kg
【結果概要】爆風のピーク静水加圧が平成29年度より 32% 
減少（全計測点の平均値）することを確認（ほぼ相似形で実
施した室内実験と同様の結果）。

　以上のことから、地中式火薬庫の庫口方向からの角度を考
慮した保安距離の設定が可能であるとの見通しが得られまし
た。今後、この知見を根拠として、地中式火薬庫の保安距離
に関する法令の改正が待たれます。

図1　実験の様子
(a) 準備が完了した地中式火

薬庫（平成28年度）2)

(b) 地中式火薬庫の鋼管本体
（平成29年度）3)

(c) 地中式火薬庫の鋼管本体
（平成30年度）4)

(a) (b) 

(c)

野外実験の近況と必要性

（

。） （
（

。）



Newsletter Safety & Sustainability

32

特集：火薬類の爆発安全に関する研究動向

爆発安全研究グループ　松村 知治

最近の法令改正から：薬種による爆薬換算の改正
　火取法では、貯蔵する火薬、爆薬の薬種にかかわらず、一
律、火薬２トンを爆薬１トンに換算して貯蔵時の保安距離等を
算出します。火取法制定時に使用されていた爆薬はダイナマイ
トでしたが、近年は取扱い時の安定性がより高い硝安油剤爆
薬や含水爆薬が主流であり、また、一般的な火薬に比べて威
力の低いコンポジット推進薬（火薬の一種）がロケット等で活
用されています。
　平成28年度および29年度の野外実験において、これらの
火薬類について爆風圧等のデータを取得2,3)しました。その後、
野外実験で得られた結果を科学的な根拠として、令和3年4月
に火取法施行規則の一部が火薬類のリスク（ハザード）に対
応した内容に改訂5)されました。
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１トンに、特定コンポジット推進薬（注２）は10トンを爆薬１ト
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表１　火薬庫の最大貯蔵量の改正内容（全火協弘報　第552号5））

（注１）特定硝安油剤爆薬等：日本産業規格K4801（2006）
に規定する硝安油剤爆薬又は日本産業規格K4827（2004）
に規定する含水爆薬（新設告示「火薬類取締法施行規則第一
条の七に規定する硝安油剤爆薬又は含水爆薬を定める告示」）

（注２）特定コンポジット推進薬：規則第１条の２第１号に規定
する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポ
リブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料とし
て爆薬を使用しないもの

　また、これらの火薬類に対する火薬庫の最大貯蔵量につい
ても表１のとおり改正されています（規則第1条の6、第1条の
7、規則第20条）。

おわりに
　たいていの辞書には、次のような記述があります。

【実験　じっ-けん（名詞）～スル】
①実際に試み、考え方の正否を調べること。
②理論や仮説が正しいかどうかを人為的に一定の条件を設定
してためし、確かめてみること。
③実際の経験。

　火取法の改正に科学的な根拠を付与するためには、理論や
仮説の正否を確認・実証する手段として野外実験を実施し、
所要の技術データを取得することは、今後も必要とされるで
しょう。当部門も野外実験の計画・準備・遂行・計測および
客観的な評価に関するポテンシャルを維持・向上し続けていく
努力が不可欠であると考えております。
　野外実験の実施には、関係各方面のご理解・ご協力が不可
欠です。引き続き、どうぞ宜しくお願いいたします。
　さて、文献1には、昭和30年代から続く野外実験の概要と
歴史がわかりやすくコンパクトにまとめられています。ご興味の
ある方は、ご一読されることをお勧めします。

参考文献
1) 杉山勇太, EXPLOSION, 31, No.1(2021).
2) 全国火薬類保安協会, 平成28年度火薬類爆発影響低減化

技術基準検討事業報告書(2017).
3) 全国火薬類保安協会, 平成29年度火薬類爆発影響低減化

技術基準検討事業報告書(2018).
4) 全国火薬類保安協会, 平成30年度火薬類爆発影響低減化

技術基準検討報告書(2019).
5) 全国火薬類保安協会, 全火協弘報, 第552号(2021).

はじめに
　経済産業省は、火薬類の保安行政に資する技術データを取
得する目的で大量の火薬類を野外で爆発させる実験（野外実
験）を行い、様々なデータを取得する事業を昭和36年から継
続1)しています。安全科学研究部門は、火薬類の爆発安全研
究の一環として本事業に参画し、室内実験および野外実験計
画の立案、各種データの取得・評価、報告書のとりまとめを
通じて、科学的根拠に基づく火薬類取締法（以下、火取法）
の改正に貢献しています。
　ここでは、野外実験の近況と、野外実験の結果を受けて最
近、改正された火取法施行規則をご紹介します。

最近の野外実験から：地中式火薬庫に関する実験
　現行の火取法では、火薬類の貯蔵施設である火薬庫は、そ
の種類によらず、火薬庫外壁から対象の保安物件（第１種か
ら第４種）に対し、貯蔵量に応じて決められた保安距離をとら
なければなりません。
　保安距離は爆発圧を基に決められています。爆風は爆源か
ら等方的に広がりますが、爆源から離れるにつれて圧力が減
衰してその影響は小さくなります。薬量が増えると、遠方にま
で影響が及び、保安距離は長くなります。
　近年、火薬庫が立地後の周辺環境の変化（例：新たな保
安物件が敷地境界の近くにできる）に伴い、保安距離や施設
の能力の見直し（貯蔵量の削減）を求められる事態が起きて
います。これを受けて、平成28年度から30年度にかけて、地
中式火薬庫に関する実験2,3,4)を行いました。地中式火薬庫は、
山や丘陵に横穴（トンネル）を掘り建設・設置される火薬庫で、
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向からの角度を考慮した保安距離に関する技術基準策定の可
能性を検討しました。各年度で実施した内容を以下に記載しま
す。
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16mm）で1/20スケールの地中式火薬庫（薬室と薬室へ通
じる通路）を模擬（L/D=約3）。鋼管の周囲に土嚢（大型・

小型）を設置して固定。庫口周辺は平成27年度に先行実施し
た室内実験と相似の形状を再現（図1a）。

【供試火薬】含水爆薬5kg
【結果概要】ほぼ相似形で実施した室内実験の結果と同様な
角度と爆風圧の減衰傾向を確認。

○平成29年度
【試験体】平成28年度より３倍長い鋼管（L/D=約9、内径と
板厚は平成28年度と同じ）を使用（図1b）。

【供試火薬】含水爆薬5kg
【結果概要】爆風のピーク静水加圧が平成28年度より 7% 減
少（全計測点の平均値）することを確認（ほぼ相似形で実施
した室内実験と同様の結果）。

○平成30年度
【試験体】通路の内径を薬室の1/2とした鋼管（薬室＋通路の
全長(L)、は平成29年度と同じ）を使用（図1c）。

【供試火薬】含水爆薬5kg
【結果概要】爆風のピーク静水加圧が平成29年度より 32% 
減少（全計測点の平均値）することを確認（ほぼ相似形で実
施した室内実験と同様の結果）。

　以上のことから、地中式火薬庫の庫口方向からの角度を考
慮した保安距離の設定が可能であるとの見通しが得られまし
た。今後、この知見を根拠として、地中式火薬庫の保安距離
に関する法令の改正が待たれます。

図1　実験の様子
(a) 準備が完了した地中式火

薬庫（平成28年度）2)

(b) 地中式火薬庫の鋼管本体
（平成29年度）3)

(c) 地中式火薬庫の鋼管本体
（平成30年度）4)

(a) (b) 

(c)

野外実験の近況と必要性

（

。） （
（

。）
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はじめに
　地中や地表面で火薬類が爆発をすると、そのエネルギー
は空気中のみならず、地盤へも伝播し地盤振動として広範
囲に影響を及ぼします。その名の通り地盤振動とは「地面
の揺れ」のことを指しますが、揺れの程度が大きいとそこ
に存在する建物などに大きな被害を及ぼす恐れがあります。
同じ地面の揺れとしては、地震の方が馴染み深いですが、
数秒間～数十秒揺れが続く地震と比較すると、爆発に伴う
地盤振動はコンマ数秒で終了する「一瞬の激しい揺れ」で
あり、地震とは大きく異なる特徴を持っています。このた
め、万が一の事故に備え地盤振動影響についても正確に把
握する必要があります。本記事では野外大規模実験での地
盤振動の計測手法や評価方法について紹介します。

地盤振動の計測・評価手法
　図１に示すような計測系で地盤振動の計測を行なってい
ます。爆発に伴う地盤振動のような高速の振動現象では加
速度センサーを用いて振動加速度を計測することが一般的
です。センサーは地表面に3～4点設置します。地盤振動は
地表面水平成分（x・y軸）、と地表面垂直成分（z軸）の3成
分ありますが、これら3軸全て方向の振動加速度をセンサー
で取得し、それぞれチャージアンプを介して高速データロ
ガーで記録します。地盤振動による人体や建物等への影響
は、その周波数特性から振動加速度よりも振動速度による
評価が適しているとされているため、得られた波形はそれ
ぞれ積分処理することで振動速度を算出し、最大振動速度

（Peak Particle Velocity, 以 下PPV）を 求 め ま す。こ の
PPVの評価においては以下の例に示すようないくつかの評
価値が用いられています。

•振動の地表面垂直成分の最大値
•3方向の振動成分の合成値の最大値
•3方向の各振動成分の最大値の二乗和平方根

　二乗和平方根によるPPVは、各成分において最大値がそ
の発現時刻に関係なく採用されるため、最も保守的な値と
されています。一方、3方向の振動成分の合成値の最大値は
決まった時刻での合成ベクトルの最大値となるため、より
正味の振動に近い値となります。算出したPPVは換算距離K
を用いて図21)のように整理します。Kは実距離を火薬量の3
分の1乗根で除した距離のことです。PPVと建物の被害の関

係についてはいくつか報告がなされています2)。これらの報
告のもと、現在は市街地や病院、村落等の第一種及び第二
種保安物件では建物に深刻な被害が出ないとされるPPV 10 
cm/s以下に、発電所や国・県道などの第三種及び第四種保
安物件では40 cm/s以下となるか評価します。最近の野外
試験では防爆壁や土堤の設置による爆風圧低減技術に関し
て検討を行っていますが、爆風を低減した結果、地盤振動
が大きくなっては問題です。地盤振動影響についても上記
の値を下回るか慎重に評価しています。

まとめ
　火薬庫の爆発事故で発生する地盤振動も爆風同様に建物
や人体に対して大きな影響を及ぼす可能性があります。そ
のため地盤振動影響についても適切に把握した上で火薬庫
や土堤・防爆壁等を設計する必要があります。今後も色々
な方々と連携しながら野外実験に参加し、安全・安心な社
会の実現に向け貢献していきたいと考えております。

参考文献
1) 令和元年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討報告書

（2020）
2) 現 場 技 術 者 の た め の 発 破 工 学 ハ ン ド ブ ッ ク, p450

（2001）

　液体の水を用いた緩衝材は、運動エネルギーや内部エネ
ルギー（温度変化、相変化）として爆発エネルギーを吸収
することが見込まれ、大きな爆風低減効果が期待されます。
また、飛散物を生じるおそれが少なく、土堤や防爆壁と比
べて短工期で導入・撤去できると考えられるため、様々な
爆発現場に適用できる可能性を秘めています。
　想定される水緩衝材には爆発物を囲う水壁や、シャワー
状あるいは霧状に散布した水液滴が挙げられます。爆風の
低減には、水緩衝材の質量や設置位置が影響することが知
られています。それに加えて、水液滴の場合には、粒径や
充填率といった液滴群に特有の要素が爆風低減に影響する
ことが報告されています。
　本研究では、水壁と水液滴の爆風低減効果を比較しなが
ら、特に水液滴による爆風低減に焦点を当て、低減メカニ
ズムの解明や低減効果の最大化を目指した実験研究を行っ
ています。図1に示すように、爆風源となる爆薬の周囲に散
水装置で水液滴を均一に散布し、球対称に近い理想的な系
で爆風と水液滴の干渉を実現しています。散水装置は水液
滴の総質量や粒径、充填率、散布範囲を制御して散布でき
るよう設計されており、それら変数の影響を独立に評価可
能となっています。
　爆薬の周囲に配置した圧力センサで計測した爆風圧力の
時間履歴の例を図2に示します。水液滴を散布した場合に
は、水緩衝材を投与しない基準爆発よりも爆風圧力の最大
値が減少し、最大で約30％の低減を実証しました。また、
水液滴の総質量や粒径が等しいとき、充填率が高いほど爆
風低減効果が大きくなることが示され、効果的な水液滴の
投与条件について明らかにされつつあります。
　注目すべきは水壁と水液滴の比較です。水液滴とほぼ同
質量の水壁では爆風圧力の最大値が減少せず、水緩衝材の
投与形態によって低減効果が大きく異なることが明らかに
なりました。爆発で飛び散る水壁を高速度撮影した画像（図
3）の解析からは、水壁の運動エネルギーが爆発エネルギー
の大部分を吸収しており、水壁の内部エネルギーの寄与は
ほとんどないことが示唆されています。
　今後は、高い爆風低減効果が得られることが明らかになっ
た水液滴について、低減メカニズムの解明や大スケールへ
の適用可能性について研究を進めていく予定です。

野外試験における地盤振動の計測と評価手法について

図2　PPVと換算距離の関係の一例1)

図１　地盤振動計測システム

図3　水壁の飛散状況

図2　爆風圧力の時間履歴

図1　水液滴干渉の実験系
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また、飛散物を生じるおそれが少なく、土堤や防爆壁と比
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野外試験における地盤振動の計測と評価手法について

図2　PPVと換算距離の関係の一例1)

図１　地盤振動計測システム

図3　水壁の飛散状況

図2　爆風圧力の時間履歴

図1　水液滴干渉の実験系

0.1

2

4

6
8

1

2

4

6
8

10

2

4

6
8

100

P
P

V
 (c

m
/s

)

1
2 3 4 5 6

10
2 3 4 5 6

100
Scaled distance (m/kg

1/3)

No1-3
PPV_x
PPV_y
PPV_z
PPV_srss
PPV_nato
PPV_true

第３種・第4種保安物件における
PPVの判断値40cm/s
第1種・第2種保安物件における
PPVの判断値10cm/s



Newsletter Safety & Sustainability

6 7

　前記事までは薬量キログラムオーダーの野外実験やグラ
ムオーダーの室内実験による爆発影響評価や爆発影響低減
化技術を紹介しました。近年では実験に加えて爆発影響評
価手法の高度化を目指して数値解析手法の開発を進めてい
ます。実験では爆風圧などの計測点数が限られてしまいま
すが、数値解析では計算領域全体においてデータを取得で
きます。また爆発はマイクロ秒～ミリ秒の高速現象が支配
的であり、実験だけでは定量的な爆発影響低減化機構の解
明が困難な場合があり、数値解析を用いた定量的な評価が
活用できると考えています。ここでは前稿で紹介した室内
実験について、管内を伝播する爆風と水1)、ガラス粒子2)、
多孔質金属を干渉させた場合のエネルギー吸収の促進によ
る爆風低減効果を定量的に検討しました。
　水1)とガラス粒子2)は1面（床面）のみ、多孔質金属は1面

（床面）のみおよび4面（床面、側壁、天井）の数値解析を
行いました。多孔質金属を1面に配置した場合の流れ場とし
て、図1に起爆後257 μsにおける空気圧力と多孔質金属の
温度分布を示します。黒線は空気/多孔質金属の界面です。
爆風が出口に向かって伝播している短い間に、爆発によっ
て生じた高温空気からの熱伝達によって多孔質金属の温度
が15度程度上昇しました。図2は火薬類が放出したエネル
ギーに対する各材料によるエネルギー吸収率の時間履歴で
あり、1ミリ秒に満たない時間で数十%に達しました。
　爆風低減効果を検討するため図3に管外部の爆風圧分布を
示します。黒線は爆風低減を検討する材料を設置しない場
合の基準データとなります。床面のみに配置した場合は水
が最も爆風低減効果が大きいことが確認されました。水は
他の材料に比べて比熱が大きく、熱輸送量が大きくなった
ことが要因と考えられます。多孔質金属を4面配置した場合
は、1面配置した全ての条件よりもさらに爆風低減効果が高
くなりました。図2と図3から、エネルギー吸収率が高いほ
ど爆風低減効果が大きくなることから、「高比熱な材料」、

「空気と材料の接触面積増大」による熱伝達の向上が重要で
あることがわかりました。
　本稿は爆風圧の検討でしたが、それにとどまらず地盤振
動、飛散物などを考慮した総合的な爆発影響評価を可能と
する数値解析技術の開発・改良を進め、実験だけでは難し
い定量的な爆発影響低減化機構の解明、それに基づく新し
い爆発影響低減技術の開発に貢献していきたいと思います。

　この研究はJSPS科研費 JP18K04643の助成を受けまし
た。謝意を表します。

1) Y. Sugiyama, T. Homae, K. Wakabayashi, T. Matsu-
mura, and Y. Nakayama, Int. J. Multiphase Flow 
99, 467‒473 (2018).

2) Y. Sugiyama, T. Homae, T. Matsumura, and K. 
Wakabayashi, Int. J. Multiphase Flow 136, 103546 
(2021).
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数値解析を活用した爆発影響低減化技術開発

　火薬をより安全に保管するため、地中にトンネル状の通
路がある地中式／地下式火薬庫の設置が行われています。
また、一般の地下通路やトンネル内を狙ったテロ攻撃の可
能性があります。これらの内部における爆発では、開放空
間での爆発と異なり、発生した爆風は衝撃波としてトンネ
ル内を1次元的に伝播します。トンネル外の爆風の強さは、
トンネル出口での衝撃波の強さに依存することから、トン
ネル内で爆発のエネルギーをより多く吸収することにより、
トンネル内外の被害を低減することができます。
　トンネル内で爆発のエネルギーを吸収する方法として、
爆発物の周囲を水や多孔質で囲む方法、トンネル経路にク
ランクを設ける方法、トンネル内部にオリフィスを設ける
方法などがあります。しかし、これらの方法は、火薬庫や
トンネルの使い勝手を悪くすることが多く、必ずしも最善
の方法とは言えません。
　この研究では、一次元的に伝播する衝撃波がトンネルの
床面や壁面、天井面と相互作用しながら伝播することに着
目しました。通常の壁面等は、爆発のエネルギーのごく一
部しか吸収せず、爆風の低減にはほとんど寄与していませ
ん。しかし、壁面の材料を考慮することにより、爆発エネ
ルギーの吸収量を大きくすることができれば、トンネルの
使い勝手と被害低減を両立することができると考えました。
　本稿では、表面積が大きいことにより、爆風からのエネ
ルギーの吸収をより短時間で行うことが期待できる多孔質
金属1)を用いた結果を紹介します。当グループで開発した爆
風シミュレータ2)の実験系を用いてトンネル内爆発の縮小モ
デル実験を行いました。供試火薬として、アジ化鉛100 
mgを主とする小型電気雷管を単体で使用しました。図1に
示すアクリル製直管でトンネルをモデル化し、多孔質金属
として純度99%以上の多孔質ニッケル（空孔率95%）を管
の床面にあたる図1の水色部分に配置し、配置しない実験と
比較しました。また、床のみではなく壁と天井を含め、合
計4面に配置した実験も行いました。モデルを地表面に見立
てた鋼板上に置き、管外の6点で圧力の時間履歴を計測する
ことにより、爆風の強さを評価しました。
　得られた圧力の時間履歴から最も高い圧力値を求め、測
定点の管出口からの換算距離（距離を爆薬量の1/3乗で除

して規格化した値）との関係をまとめた結果を図2に示しま
す。床面に多孔質金属を置いた場合は置かない場合に比べ
て圧力が小さくなりました。また、4面に配置した場合は、
さらに圧力が小さくなりました。これらのデータから、床
面に置いた場合は爆発のエネルギーの44%を、4面に置い
た場合は96%を多孔質金属が吸収したことを明らかにする
ことができました。すなわち、壁面に多孔質金属を配置す
ることにより、使い勝手を妨げずに爆風を弱くすることが
でき、被害を低減化できる可能性が示されました。
　一連の研究では、床面に水やガラスビーズを配置するこ
とによっても爆風を低減化できることを明らかにしていま
す。また、数値計算により爆風低減化のメカニズムを調べ
る研究も行っています。
　この研究はJSPS科研費 JP18K04643の助成を受けまし
た。謝意を表します。

1) T. Homae, Y. Sugiyama, T. Matsumura, and K. 
Wakabayashi, Sci. Technol. Energ. Mater., 82, 
83‒87 (2021).

2) 中山良男，杉山勇太，Explosion, 27(2), 87-93 (2017).
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多孔質金属をトンネル壁面材料として用いることよる
トンネル内爆発の爆風低減技術

図1　実験で用いた直管モデル

図2　ピーク過圧と出口からの換算距離の関係
図3　管外部の爆風圧分布

図2　各材料によるエネルギー吸収率

図1　管内を伝播する爆風と多孔質金属の温度（257 μs）
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(2021).
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Wakabayashi, Sci. Technol. Energ. Mater., 82, 
83‒87 (2021).

2) 中山良男，杉山勇太，Explosion, 27(2), 87-93 (2017).

爆発安全研究グループ　保前 友高

多孔質金属をトンネル壁面材料として用いることよる
トンネル内爆発の爆風低減技術

図1　実験で用いた直管モデル

図2　ピーク過圧と出口からの換算距離の関係
図3　管外部の爆風圧分布

図2　各材料によるエネルギー吸収率

図1　管内を伝播する爆風と多孔質金属の温度（257 μs）
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■お問い合わせ
*禁無断転載複写：　ニュースレター掲載記事の複写、転訳載、磁気媒体等の入力は、発行者の承諾なしには出来ません

国立研究開発法人
産業技術総合研究所　安全科学研究部門
〒305‐8569 茨城県つくば市小野川16‐1
Phone  029-861-8452
E-mail: webmaster_riss-ml@aist.go.jp
URL: https://riss.aist.go.jp/
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発　行　者 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門
企画・編集 安全科学研究部門広報グループ

AIST08-E000021-41

部門講演会「技術の社会実装を支援する評価研究」を
開催いたします。

編集後記
　第41号ではフィジカルハザード関係の
研究として、火薬類の爆発安全に関連す
る当部門での研究例をご紹介しました。

引き続き火薬類の安心・安全や火薬類取締法の改正に向けた研

究を進めていきます。今回は取り上げられませんでしたが、民間
との共同研究も精力的に進めておりますので、ご興味のある方は
お問い合わせください。（杉山勇太）

【概要・目的】
　企業等は、新規材料・製品・技術等の開発を進めており、そ
れらの社会実装においては、資源・環境制約への対応が求めら
れています。安全科学研究部門では、産業保安、化学物質リス
ク、LCA、エネルギーシステム、新型コロナウイルス感染症リス
ク等に関する研究を進めており、新規材料・製品・技術等の社
会実装やSDGs・ESG対応に資する定量的な評価やそのための
評価技術に関する研究を推進しています。今年度の部門講演会
では、Web開催形式にて、「技術の社会実装を支援する評価研
究」をテーマとし、講演・ショートプレゼンテーションを行います。

【開催概要】
日時：令和4年2月4日（金）　13：30 ～17：00（予定）　
場所：オンライン開催（Zoom Webinar 利用）※参加費無料

【プログラム案】
基調講演：
平尾 雅彦氏（東京大学大学院工学系研究科教授・安全科学研
究部門　研究顧問）

「SDGs時代に求められる評価研究」

研究紹介：
本下 晶晴（持続可能システム評価研究グループ　研究グループ長）

「事業の持続可能性の向上へ　―自然資本管理を支える評価技術
の開発（仮）」
河尻 耕太郎（社会とLCA研究グループ　主任研究員）

「AIを活用した革新的実験計画法「Multi-Sigma」による評価・
デザインのDX（仮）」
篠原 直秀（リスク評価戦略グループ　主任研究員）

「新型コロナ感染対策に資する換気・粒子拡散の評価（仮）」
企業との連携研究の紹介：
内藤 茂樹（エネルギー・環境領域研究戦略部連携推進室 イノ
ベーションコーディネータ） 

「産総研連携制度の紹介」
ショートプレゼンテーション（10件程度予定）

【参加申込】
下記Webページの参加フォームよりお申し込みください。
https://riss.aist.go.jp/symposium2022/
申込締切　令和4年１月24日（月）
※定員になり次第締め切らせていただきます。

■賞タイトル：第１回環境化学進歩賞
■受　賞　者　名：頭士泰之
■受　賞　日：令和3年6月3日
　この度、日本環境化学会より環境化学進歩賞を受賞致しまし
た。受賞業績は「二次元分離及びノンターゲット分析法による
混合物の分析・データ解析・リスク評価手法に関する研究」で、
受賞対象は次世代の分析手法の１つと捉えられる2次元分離手
法を取り入れた化学分析手法と、そのリスク評価への応用に関
して行ってきた研究取り組み成果です。従来的な化学分析は
我々が気にする物質のみを狙って測定しデータを積み上げリス
ク評価の基礎とします。それでは見逃される物質を捉えようと
する包括的な分析手法の開発を行いました。さらに、そのよう
なアプローチを採る場合扱う物質数が急増する課題が生じま

す。そこで効率的なデータ解析手法や測定データから直接リス
ク評価手法を行える枠組み開発を行いました。この取り組み全
体が環境化学会の前進に貢献するものと評価頂きました。今後さ
らに研鑽を重ね、測
定データをプラット
フォームとする事で
迅速かつ現実に即し
たリスク評価の実現
を目指します。

カーボンニュートラルへ向けての期待
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受賞報告

慶應義塾大学理工学部　機械工学科
教授　松尾 亜紀子

現在、火薬学会の副会長を仰せつかっております慶應義塾大学の松尾亜紀子と申します。産総
研安全科学研究部門の皆様には、日頃より大変お世話になっております。この場をお借りしてお
礼申し上げます。

私は流体の研究者であり特に圧縮性流体に関する研究を行っています。研究内容の一つに水
素ガスなどを燃料とする予混合可燃性気体中を超音速で伝播する燃焼波（デトネーション、爆轟
波）の現象解析があります。本来、デトネーションとは様々な事故現場において散見され、破壊
的なエネルギーを持つ扱いにくい燃焼現象の一つと考えられてきました。しかしながら、世界の数
多くの研究者の知見と実績を積み重ねることにより、デトネーションをエンジンに利用する可能性
がでてきました。デトネーションエンジンは主に航空宇宙推進用として研究され、日本国内をはじ
めとして欧米、アジアなど世界中の拠点において取り組まれています。

また、圧縮性流体現象の一つとして爆発や爆風伝播があり、爆発発生とその再現に関わる研
究を進める際に爆発時の安全問題へと検討が深まり、産総研における爆発安全研究者の方々と
意見交換の機会を持つようになりました。爆発現象を流体力学的に考えると、高エネルギー源か
らのエネルギー放出による周囲への伝播です。このような事象が生じるのは、発破などによる瞬
時のエネルギー放出を用いる作業やエネルギー源の保管場所による事故などが考えられ、爆発の
発生源として固体や液体の爆薬を想定していました。しかしながら、最近では気体も爆発源と考
えなければなりません。国内においてガス爆発の事故は、住宅でのガス漏れや原子力施設での水
素ガスによる爆発事故が挙げられます。さらに、昨今のカーボンニュートラルの流れを受けて、水
素を積極的に利用しようとする国の施策があります。水素とは空気中に放出されると拡散しやす
く、また着火エネルギーも極めて小さいという特徴を持つなど一般には扱いにくいとされる燃料で、
水素の社会実装は十分には進んでいません。また、何らかの原因で事故が発生した場合には、
気体の性質から事故時の被害が拡大しやすい面を有しています。水素を用いた輸送系動力として
は、燃料電池自動車やトヨタが24時間耐久レースに用いたことで注目を浴びた水素エンジン自動
車など、新しいタイプが出現しています。航空宇宙についてもカーボンニュートラルの流れは同様
であり、ボーイングやエアバスに代表される航空機の推進機構についても水素利用は今後さらに
広がるものと思われます。

臆病な国民性を考えますと、水素の安全な社会実装無くして日本におけるカーボンニュートラル
は難しいのではないかと危惧しております。よって、今後の産総研における安全科学研究部門は、
カーボンニュートラルを安全面からサポートする国の研究機関として更に意義が増すものと思いま
す。これまでの知見を生かし、更なる展開に期待したいと思います。

安全科学研究部門講演会事務局


