資料２

Ⅱ

火薬類の取扱いに関する保安管理技術

第１章 火薬類の性質、性能
１．１ 火薬類の概要
【産火、煙火】
１．１．１ 火薬類の定義
火薬類とは利用価値のある固体または液体の爆発物であって、その一部に熱または衝
撃を加えると化学変化を起こし、多量の熱およびガスを発生して、局部的に急激な圧力
の上昇を起こし、高温ガス中の活性分子の作用によって、他の部分に引き続き急激な分
解を起こすものである。
１．１．２ 爆燃と爆轟(ごう)
火薬類の爆発は、そのほとんどは酸化還元反応に基づく爆発で、ほとんどの場合、そ
の配合成分の中に酸素を供給する成分と、それによって酸化される成分とを併せ持って
いるので、外部から酸素の供給を受けなくても爆発反応を起こすことができる。この爆
発反応は、反応の伝播する機構、速度の違いによって爆燃と爆轟とに分けられる。
(1) 爆 燃
爆燃とは爆発的な燃焼のことで、爆燃によって生ずる力は、主に発生するガスの膨張
による推進力で、衝撃作用は伴わない。反応の伝播(ぱ)速度（燃焼速度）は音速以下で
あり、例えば黒色火薬の場合 300m/s 程度である。
(2) 爆 轟
爆轟とは、爆発物中を超音速で反応が伝播する現象で、主として衝撃作用による破壊
的爆発であるが、ガスの膨張による推進作用も伴う。反応の伝播(ぱ)速度（爆轟速度ま
たは爆速）は 2,000～8,000m/s であり、例えば硝安油剤爆薬の場合 3,000m/s 程度、含
水爆薬の場合 5,000m/s 程度である。
１．１．３ 法規による分類
法第２条において「火薬類」を具体的な例示により次の三つに分類されている。
(1) 火 薬
黒色火薬、無煙火薬、煙火原料用火薬、その他推進的爆発の用途に供せられるもので、
経済産業省令で定めるもの（爆燃反応）
(2) 爆 薬
ダイナマイト、含水爆薬、硝安油剤爆薬、硝安爆薬、アンモン爆薬、TNT 系爆薬、
煙火原料用爆薬、その他破壊的爆発の用途に供せられるもので、経済産業省令で定める
もの（爆轟反応）
(3) 火工品
工業雷管、電気雷管、導火管付き雷管、銃用雷管、実包、空包、信管、火管、導火線、
導爆線、信号焰管、信号火せん、煙火、その他火薬または爆薬を使用してある目的に適
するように加工したもの
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１．２ 主な火薬、爆薬の性能その他の概要
１．２．１ 黒色火薬 1),2)
【産火、煙火】
(1) 概 要
硝酸カリウム、硫黄、木炭の３成分からなる火薬を黒色火薬という。
(2) 種類および特徴等
表 1-1 種類および特徴等
種

類

特 徴 および 用 途

黒色鉱山火薬

直径3～7mmの球状の黒色火薬で光沢がある。
石切場での採石用に使用される。

黒色小粒火薬

直径0.4～1.2mmの高密度の粒状の黒色火薬で
光沢をつけていないものである。
主として煙火の打揚げに使用される｡

黒色粉火薬

0.1mm以下の粉状である。導火線の芯薬や煙
火の伝火薬として使用される。

黒色猟用火薬

直径0.4～1.2mmの粒状の黒色火薬で光沢があ
る。猟銃の発射薬として使用される。
上：黒色鉱山火薬

(3) 特 性
中：黒色小粒火薬
1) 色は黒く、火炎、スパーク、高温物体などわずかな点
下：黒色粉火薬
図
1-1
各種黒色火薬
火源で容易に着火する。また、打撃・摩擦に鋭敏であ
出典：日本火薬工業会「火薬学」
る。
2) 化学的に安定で自然分解のおそれがなく、吸湿性もな
いので長期の貯蔵に耐える。
3) 有煙火薬といわれるように発煙量が多く、しかも燃焼ガス中には一酸化炭素、二酸
化硫黄等が含まれているので、通気不良の箇所では使用してはならない。
１．２．２ 無煙火薬 1)
(1) 概 要
無煙火薬は、ニトロセルロース、ニトログリセリンなどの硝酸エステルを主剤とする
火薬で、銃砲弾の発射薬、ロケット等の推進薬として使用されている。
(2) 種類および組成
(a) シングルベース無煙火薬
ニトロセルロースを主成分とし、これに若干の硝酸塩等の消炎剤（砲口炎を抑制する）
と、ジフェニルアミン等の安定剤を加え、成形したものである。
用途例：散弾銃用無煙火薬、小火器弾および火砲弾用発射薬
(b) ダブルベース無煙火薬
ニトロセルロースとニトログリセリンを主成分とし、これに各種の消炎剤、エチルセ
ントラリット等の安定剤を加えて成形したもので、シングルベースに比べて威力は増す
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が、火炎温度が高くなるので、砲身等の焼食は大きくなる。
用途例：散弾銃用無煙火薬、迫撃砲弾および拳銃弾用発射薬、ロケット用推進薬
(c) トリプルベース無煙火薬
ダブルベース無煙火薬にニトログアニジンを加えた無煙火薬で、ガスの発生量が多く、
しかも燃焼温度が比較的低いため、装薬量を多くしても砲身等の焼食が少なく、砲弾等
に高初速を与えることができる。
用途例：火砲弾用発射薬
(3) 特 性
1) 理論的に成分および形状を設計し、さらに表面処理等によって燃焼性を調節するこ
とができるので、拳銃弾の発射や大口径砲弾の発射、ロケット弾の推進まで広く利用
されている。
2) 発射したときの煙および燃焼残渣が黒色火薬に比較して少ない。
3) 自然分解の傾向があり、長期間の貯蔵に注意しなければならない。
4) 直射日光に当てることは厳禁（自然分解を促進する）である。
5) 火炎に対し鋭敏であるので、火気を近づけないよう特に注意しなければならない。
１．２．３ 自動車安全部品用火薬 1)
自動車安全用部品用の点火薬には、ボロン系点火薬やジルコ
ニウム系点火薬が用いられている。
自動車用エアバッグのガス発生剤は、発生ガスが比較的低温
で一酸化炭素等の有害ガス成分が微量なこと、熱安定性が高い
こと、適度な燃焼速度を有する等の性能が要求され、テトラゾ
ール系の有機化合物や金属硝酸塩等が用いられ、自動車の構造
に合わせて、薬量、組成、形状等が決められる。
図 1-2 ガス発生剤の一例
出典：日本火薬工業会「火薬学」

１．２．４ 過塩素酸アンモニウム系コンポジット推進薬 1)
(1) 概 要
過塩素酸アンモニウムを酸化剤とし、これに各種の合成樹脂等の燃料兼結合剤、アル
ミニウム等の金属粉、その他の添加剤を加えて混和し、成形硬化させたものである。
宇宙用、防衛用各種ロケット等の推進薬として広く用いられている。
(2) 組 成
表 1-2 過塩素酸アンモニウム系コンポジット推進薬の組成（単位：%）
酸化剤

燃料兼結合剤

金属粉

その他の添加剤

60～90

10～20

0～20

0～5

(3) 特 性
1) ダブルベース系推進薬と比較して、かさ密度、比推力共に大きい。
2) 燃焼速度のコントロールが容易である。
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１．２．５ 硝安油剤爆薬（アンホ爆薬）1),3)
【産火】
(1) 概 要
硝安油剤爆薬の組成は、硝酸アンモニウム 94%、油剤（軽油）6%が基準で、鋭感剤
としての金属粉などを含まないものである。
硝酸アンモニウムは多孔質粒状のプリル硝安を、軽油は引火点 50℃以上のものを使
う。その他、静電気の帯電を防止するための帯電防止剤および赤系統の染料（使用現場
で識別を容易にするため）をごく少量配合するのが通例である。
(2) 種 類
現在、硝安油剤爆薬（以下「アンホ爆薬」という）には、通常のアンホ爆薬の他に中
和剤入りのアンホ爆薬がある。
中和剤入りのアンホ爆薬は、アンホ爆薬にクエン酸などの弱酸性の物質を混合し、ア
ンモニアガスの発生を抑えるアンホ爆薬である。NATM 工法によるトンネル掘削では、
コンクリートの吹き付けが行われている。装塡時にコンクリートとアンホ爆薬の主成分
である硝酸アンモニウムが反応し、アンモニアガスが発生するため、これを抑制するた
めに開発されたものである。
(3) 特 性
1) 衝撃に鈍感（雷管起爆感度試験で、６号雷管１本で起爆しない）で、起爆には含水
爆薬等の伝爆薬（ブースター）が必要である。
2) 後ガスが悪いので注意が必要である。
3) 吸湿性が大きく、耐水性がないので、湧水のある場所での使用には適さない。
4) 発破孔への装塡に装塡機を使用する場合、静電気が発生するのでアースを取り付け
る等、静電気対策が必要である。
表 1-3 アンホ爆薬の性能等
種類
項目

通常のアンホ爆薬

中和剤入りアンホ爆薬

0.8～0.9

0.8～0.9

2,500～3,000

2,500～3,000

雷管起爆性

なし

なし

JIS落槌(つい)感度

８級

８級

BAM摩擦感度

７級

７級

用途または特徴

坑 外 用

アンモニアガス抑制用

かさ比重
爆

速 (m/s)

１．２．６ ダイナマイト 1)
【産火】
(1) 概 要
ニトログリセリンとニトログリコールの混合物にニトロセルロースを配合して膠(こ
う)化させたものをニトロゲルいい、わが国では、このニトロゲルを基剤とし、それを
6%を超えて含有する爆薬をダイナマイトと呼んでいる。現在では国内生産は終了して
いる。これまで主に使用されてきたダイナマイトの種類および組成は次のとおりである。
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表 1-4 種類および組成（単位：%）
ニトロゲル

硝酸アン
モニウム

硝酸カリウム
または
硝酸ナトリウム

ニトロ
化合物

木粉、でん
粉、その他

３号桐ダイナマイト

18～24

64～74

－

2～10

3～8

２号榎ダイナマイト

20～24

50～60

10～20

2～10

4～8

成分
種類

(2) 性質、性能
1) 硝酸エステルを含有するので自然分解の傾向があり、所定の安定度試験を必要とす
る。
2) 硝酸アンモニウムを含んでいるので、吸湿、固化の傾向があり、固化すると感度が
低下し、不発、残留が生じやすくなるので注意が必要である。
3) 爆速は３号桐ダイナマイト、２号榎ダイナマイトとも 5,500～6,500m/s である。
１．２．７ 含水爆薬 1)
【産火】
(1) 概 要
含水爆薬は水を含む（水の含有率：8～15%）ことを特徴とする爆薬で、水に固体成
分が懸濁したコロイド状のものをゲル化し固まった寒天状のスラリ爆薬（ウォーターゲ
ル爆薬）と、微細な酸化剤水溶液の粒子を燃料油の膜で包んだ油中水型エマルションに
気泡剤の微小中空体（グラスマイクロバルーン）を添加した膠(こう)質ダイナマイトの
ような膠質状のエマルション爆薬の２種類がある。
表 1-5 含水爆薬の組成の一例
スラリ爆薬
成

分

（単位：%）
エマルション爆薬

組成

成

分

組成

水

12.0

水

10.0

硝酸アンモニウム

34.0

硝酸アンモニウム

75.7

硝酸ナトリウム

10.1

硝酸ナトリウム

5.0

モノメチルアミンナイトレート

30.0

ソルビタンセスキオレート

1.3

アルミニウム粉

3.0

マイクロクリスタリンワックス

3.0

グアガム

2.6

グラスマイクロバルーン

5.0

エチレングリコール

5.3

その他

3.0

現在は、従来の含水爆薬に比べガス発生量等の静的威力を増加させた高威力の含水爆
薬が製造されている。また、従来の薬包タイプ（紙巻き、フィルム巻き）の他に、機械
装塡用として開発された粒状の含水爆薬もある。

5

図 1-3 粒状含水爆薬と坑内での装薬状況
(2) 特 性
1) 最大の特徴は、打撃、摩擦、火炎に対し、他の爆薬に比べ安全性が高い。
2) 耐水性は優秀で、膠質ダイナマイトとほぼ同等である。
3) 後ガスは、非常に優れており、発煙量も少ない。
4) 威力は２号榎ダイナマイト、３号桐ダイナマイトより若干小さいが、硝安油剤爆薬
より大きい。
5) 加圧下では、不発になることがある。
表 1-6 含水爆薬と他の爆薬の特性比較
火薬類
特 性
状

態

かさ比重
爆

(m/s)

速

含 水 爆 薬
膠質状または
ゲル状
1.00～1.30
4,000～6,000

※

粒状含水爆薬
粒

状

硝安油剤爆薬 3 号桐ダイナマイト
粒

状

膠質状

0.7～0.9

0.8～0.9

1.35～1.45

3,500～4,000

2,500～3,000

5,000～6,500

弾動振子の振れ (mm)

65～75

－

－

78～88

雷管起爆感度

起爆

不爆

不爆

起爆

落槌(つい)感度(等級)

8

8

8

5

殉

爆

度

2～4

－

－

3～6

耐

水

性

優良

優良

耐水性なし

優良

後

ガ

ス

優良

優良

要注意

良

※PS、SB 用の含水爆薬の爆速は、薬径 20mm で 3,500～4,000m/s
１．２．８ アンモン爆薬 1)
【産火】
アンモン爆薬は、硝酸アンモニウムを基剤とし、6%以下のニトロゲルを含有、また
は、ニトロゲルを含有せず、10%以下のニトロ化合物または過塩素酸塩を含有する粉状
の爆薬で、爆速は 3,500～5,000m/s である。硝酸アンモニウムを多量に含み、粉状であ
るため吸湿性が大きいので、防湿には特に注意しなければならない。
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表 1-7 アンモン爆薬の組成例（単位：%）
成

分

硝酸アンモニウム

ニトロ化合物

アルミニウム粉

木粉、でん粉、その他

組

成

80～90

2～10

0～6

5～10

１．２．９ ＴＮＴ1)
【産火】
TNT は、ニトロ基 3 個をもつトルエンのニトロ化合物である。
一般にニトロ化合物は、打撃、摩擦に対しては比較的鈍感であり、構造上化学的に安
定で長期の保存に耐え、適当な方法で起爆すれば極めて大きい威力を発揮するので、優
秀な炸薬として砲弾等に使用される場合が多い。
TNT の爆速は、かさ密度 1.56g/cm3 で 6,900m/s、弾動臼砲試験の基準爆薬、また、
雷管の鈍性爆薬試験等の基準爆薬として使用されている。
１．２．１０ ＴＮＴ系爆薬 1)
TNT 系爆薬は、TNT を基剤としその含有量が 10%を超え、ニトロゲルを含まず、硝
酸アンモニウム等を含有する粉状または固形状の爆薬で、爆速は 3,500～5,500m/s であ
る。
表 1-8

TNT 系爆薬の組成例（単位：%）

成

分

TNT

硝 酸
アンモニウム

過塩素酸
アンモニウム

アルミニウム

木粉

その他

組

成

15～30

50～80

0～8

0～5

0～3

0～15

１．２．１１ 煙火原料用の火薬
【煙火】
煙火は、硝酸バリウム、硝酸ストロンチウム等を主剤とした火薬を作って星にしたり、
硝酸バリウムや硝酸カリウムにアルミニウムを混ぜた火薬を照明剤にしたりする。
また、がん(玩)具煙火には、炭粉、鉄粉、マグナリウム粉、チタニウム粉等を混合し
たものが火花剤として使用されている。
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１．３ 主な火工品の概要 1)
【産火、煙火】
火工品とは、火薬または爆薬を使用して、ある目的に適するように加工したもので、
爆薬を爆轟させる、火薬に点火する、信号の目的に使用するものなどがある。
表 1-9
大分類

中分類

小分類

発破用

伝播(ぱ)用

起爆用

その他
自動車用
産業用
火工品

火工品の用途別分類
品

名

電気雷管、IC 雷管、工業雷管、導火管付き雷管
導火線、導爆線
ジェットタッパ、カッターロード、V 型成型爆破
線、海洋底採泥機

安全部品用

エアバッグガス発生器、MGG

信号用

信号えん(焰)管、緊急保安炎筒

鉄道用

信号雷管、信号えん(焰)管

医療用

結石破砕器、結石破砕装置用圧力発生具

建築用

建設用びょう(鋲)打銃用空包
猟用装弾

狩猟･スポ
ーツ用

競技用紙雷管
電気用

緊急用

武器用

防衛用等

インフラ用

宇宙･防衛用

爆発びょう(鋲)、爆着栓

防犯用

盗難防止用発煙火工品

小銃用

実包、空包

点火用

銃用雷管、火管、信管

電源用

熱電池、電池用ガス発生器

弾薬用

砲弾、爆弾、ミサイル

煙火
がん(玩)具

ロケット、イグナイタ、イニシエータ、スクイブ

信号用

TBI、ジャイロ起動用薬包

分離用

ケーブルカッタ・分離ボルトナット

破壊用

パワーカートリッジ

救難用
煙火用

分岐管取付器、ガス解放用穿(せん)孔器

工事用

点火･推進用

火工品

閃絡表示器、避雷器遮断装置

信号火せん(箭)、緊急脱出薬包
点火用
伝播(ぱ)用

電気導火線、点火玉
速火線、親コード、雷コード
モデルロケット

煙火用
その他

打揚煙火、仕掛煙火
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１．３．１
工業雷管 1)
(1) 概 要
工業雷管とは、金属管体に起爆薬と添装薬とを装塡し
たもので、導火線を用いて点火し、爆薬を起爆させる目
的に使用する。
(2) 構 造
管体の材質は、銅、アルミニウム等で管長 35mm、外
径 6.5mm、内径 6.2mm を標準としている。
起爆薬にはジアゾジニトロフェノール（DDNP）やア
ジ化鉛が、添装薬にはペンスリット、ペントライト等が
用いられている。添装薬の標準薬量は 0.4g、起爆薬は通
常 0.2g 程度装塡されている。装薬面から管体の管口まで
は、導火線を挿入し、締めつけるために 12mm 以上の空
間が設けられる。
図 1-4 工業雷管の構造
(3) 性 能
出典：日本火薬工業会「火薬学」
1) 鉛板試験において 4mm の厚さの鉛板を貫くことができる｡
2) 鈍性爆薬試験において TNT70%、タルク 30%の試験体を起爆することができる｡
3) 釘(くぎ)試験において釘の曲がり角度が平均で 14 度以上となる。
１．３．２ 電気雷管 1)
【産火】
(1) 概 要
電気雷管は、金属管体に起爆薬と添装薬とを装塡した原料雷管に、電気点火装置およ
び必要により延時装置を組み込んだもので、爆薬を起爆させる目的に使用する。
(2) 種類と構造
電気を通ずると
ほとんど同時に爆
発する瞬発電気雷
管と、電気点火装
置と起爆薬との間
に延時装置を組み
込んだ段発電気雷
管がある。
段発電気雷管に
は 、 DS （ デ シ セ
カ ン ド ） 、 MS
（ミリセカンド）
がある。
瞬発電気雷管
段発電気雷管
図 1-5 電気雷管の構造
出典：日本火薬工業会「火薬学」
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表 1-10 電気雷管の延時秒時
段

数

DS電気雷管 (s)
MS電気雷管

(s)
(ms)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.30

0.025 0.050 0.075 0.100 0.130 0.160 0.200 0.250 0.300
25

50

75

100

130

160

200

250

300

注）MS 電気雷管の s(秒)表示は DS 電気雷管との比較のために、参考として記載した。
通常は ms(1/1000 秒)の単位で呼称される。
(3) 性 能
電気雷管は、表 1-11 の性能試験に合格することが日本工業規格に規定されている。
表 1-11 電気雷管の性能試験
項

目

性

能

鉛 板 試 験

厚さ4mmの鉛板を貫くこと。

鈍性爆薬試験

TNT70%、タルク30%の試験体を起爆すること。

釘(くぎ)試験

釘の曲がり角度が平均で14度以上であること。

点火電流試験

0.25Aの直流電流で30秒間通電し、爆発しないこと。1.0Aの
直流電流を10ms通電し、爆発すること。

耐 水 試 験

水圧98.1kPa{1kgf／cm2}で１時間以上浸した後、鉛板試験を
行い、鉛板を貫くこと。

段別爆発試験

段発電気雷管の場合において、段数の低いものから順次爆発
すること。

耐静電気試験

脚線と管体との間において2,000pF、8kVを印加させたときに
爆発しないこと。

１．３．３ 導火管付き雷管 1),4)
【産火】
(1) 概 要
導火管付き雷管は、外観上は電気雷管の脚線のかわりに導火管（細い中空のプラスチ
ックチューブの内壁に１m 当たり 0.03g 以下の爆薬を付着させたもの）が取り付けられ
ているものである。導火管は、その一端を起爆すると導火管の外面に損傷等の影響を与
えることなく、他端に爆轟(ごう)を伝えるものである。
(2) 構造と機能
導火管付き雷管には親ダイを起爆するための雷管と、導火管を起爆するための爆轟伝
達用の雷管（以下「コネクタ」という）がある。
親ダイ用の雷管には、起爆秒時差が DS 電気雷管（主にトンネルで使用される）、
MS 電気雷管（主に明りで使用される）に相当するものがある。
コネクタは、導火管、雷管（爆薬量が少ないもの）およびプラスチック連結具から構
成され、プラスチックの連結部に接続した導火管をコネクタの雷管で起爆させるもので
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ある。さまざまな起爆秒時差のものがあり、振動制御を目的として、それらを組み合わ
せて使用されることもある。
導火管付き雷管は、電気雷管の脚線を結線するような方法で結線することができない
ため、導火管を 20 本以内で束ねて導爆線で起爆するか、数本の導火管をコネクタに接
続して起爆する等の方法がある。
(3) 特 徴
1) 導火管は、約 2,000m/s の速度で爆轟が導火管内を伝播し、雷管を起爆する。
2) 漏洩電流、静電気、雷などに対して安全である。ただし、最初の起爆に電気雷管を
用いる場合には、電気発破と同様に注意を要する。
3) 結線作業が簡単である。
4) コネクタの使用方法によって多段化できるので、振動制御が容易である。図 1-6 の
ような結線を行なえば、１種類ずつの親ダイ用雷管、コネクタで 1 段当たり１孔の起
爆が可能となる。破砕された岩石によって導火管が切断されることを防ぐために、親
ダイ用には起爆秒時の大きな雷管を用いる。
5) 電気雷管を用いる場合に行われる導通試験のように、試験器等を用いて発破回路を
確認することができないので、結線の確認は目視によらなければならない。
6) 導火管内の爆薬が反応しても、導火管自体は残骸として残るので、骨材採取等に使
用する場合には、原石への導火管の混入に注意が必要である。
電気雷管
0ms

25ms

起爆順序
①

50ms

75ms

③

②

100ms

④

125ms

⑤

コネクタ

親ダイ用雷管： 起爆秒時５００ｍｓ
コネクタ
： 起爆秒時２５ｍｓ

親ダイ（ 親ダイ用雷管）
525ms

550ms

575ms

600ms

625ms

００ｍｓ は電気雷管点火後、各雷管が起爆するまでの秒時を示す。

図 1-6 導火管付き雷管の結線例（制御発破）

親ダイ用の雷管の例

コネクタの例
図 1-7 導火管付き雷管の例
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１．３．４ 導火線 1)
【煙火】
(1) 概 要
導火線は、黒色粉火薬を芯薬とし、これに被覆を施して紐(ひも)状にした火工品で、
燃焼を伝えるために用いる。
(2) 種 類
主に発破に用いられているのは導火線で、煙火のみに用いられるものとして、親コー
ド、雷コードがある。
表 1-12 導火線類の標準仕様
線径(mm)

薬

量

燃焼秒時

用

途

導 火 線

5.0±0.4

5～6g/m

100～140秒/m

親コード

6.0±0.4

8～10g/m

4～6秒/5cm

煙火玉の導火用

雷コード

5.0±0.4

5～7g/m

4～6秒/5cm

雷の導火用

工業雷管の点火用

(3) 特徴および性能
(a) 導火線
1) 耐水性は、耐水性試験において 2 時間以上でなければならない。
2) 導火線が吸湿すると燃焼秒時が不同となり、乾燥しても元どおりにならず事故の原
因となるので注意しなければならない。
3) 導火線を工業雷管に挿入するとき、導火線の挿入側の末端は直角に切断する。
(b) 親コード、雷コード
長期貯蔵、吸湿により燃焼秒時が変化するので、使用前に必ず燃焼秒時を測定し、確
認する必要がある。
切口に泥薬を塗布する場合は、溶剤の影響を受けて異常燃焼することがあるので、使
用前に溶剤の影響を確認する必要がある。
１．３．５ 導爆線 1)
【産火】
(1) 概 要
導爆線は芯薬にペンスリットを用い、これに紙テープ、麻糸等で被覆し、合成樹脂で
防水被覆を施した紐(ひも)状の火工品で、その一端を起爆することにより発生した爆轟
を他の末端まで伝達するものである。
(2) 種 類
表 1-13 導爆線の種類
種

類

標準外径

標準薬量

50グレイン

4.5～5.5 mm

9.5～11.5 g/m

25グレイン

3.5～4.2 mm

4.0～ 6.0 g/m

深水用

5.1～5.7 mm

9.5～11.5 g/m

※1gr.(グレイン)/ft.(フィート）＝0.213g/m
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図 1-8 導爆線
出典：日本火薬工業会「火薬学」

(3) 性

能
表 1-14 導爆線の性能

項

目

爆

速

性

能

5,500～7,000m/s
６号雷管で容易に起爆することができる。また、６号雷管で起爆できる爆薬はす

起爆伝爆力 べて導爆線で起爆できる。使用方法が正しければ、どんなに長くても、また、複
数の分岐があっても、全長にわたって爆轟を伝播できる。

耐水性

一 般 用 は 水 圧 29.4kPa ｛ 0.3kgf/cm2( 水 深 3m) ｝ 、 深 水 用 は 水 圧 147kPa ｛
1.5kgf/cm2(水深15m)｝、３時間以上水に浸しても起爆･伝爆力は低下しない。

１．３．６ 銃用雷管 1)
【産火】
銃用雷管は、小銃、機関銃、散弾銃等の
実包、空包の薬きょうの底部の中心部に装
着され、銃の撃針の打撃によって発火し、
発射薬に点火するものである。
銃用雷管には図1-9のように２種類があり、
散弾銃用実包（装弾と呼ばれている）には、
タイプ２が使われる。タイプ１はほとんど使
われていない。

図1-9 散弾銃用雷管の構造
出典：日本火薬工業会「火薬学」

1)

１．３．７ 実包、空包
(1) 実 包
発射される弾丸や散弾が装着されているものが実包である。
(a) 散弾銃用実包
散弾銃に使用される実包であって、一般的に「装弾」と呼
ばれ、クレー射撃、狩猟、有害鳥獣駆除等に使用される。
(b) ライフル実包
主としてライフル銃に使用される実包であるが、広い意味で
は、けん銃弾や小銃弾等も含めた呼称となっている。

図1-10 散弾銃用実包の構造

図1-11 ライフル実包の構造

出典：日本火薬工業会「火薬学」

出典：日本火薬工業会「火薬学」

13

(2) 空 包
散弾銃用実包やライフル実包から散弾や
弾丸を取り除いたもので、次のようなもの
がある。
・発射音によって鳥獣を威嚇駆除するもの
・弾丸発射を伴わない、自衛隊等の演習用
のもの
・建設用びょう(鋲)打ちに使用するもの
・と殺用でピストンだけを突出させるもの
図 1-12 びょう打ち銃用空包の構造
・ロープ発射に使用するもの
出典：日本火薬工業会「火薬学」
[建設用びょう打ち銃用空包]
現在、一般に用いられているびょう打ち銃用空包は、その形状と発火機構から、セン
ターファイヤー式とリムファイヤー式とに分かれ、発射薬には無煙火薬、起爆薬にはト
リシネートやテトラセンを主剤とする爆粉が用いられている。
１．３．８ 信 管1)
砲弾、爆弾、地雷等の弾薬類に装着し、それらを所定の位置、時点で爆発させるもの
で、ほとんどが防衛用である。産業用としては、捕鯨用信管が調査捕鯨で少量使用され
ている｡
１．３．９ 火 管1)
砲用の発射薬に点火するために用いるものである。
１．３．１０ 信号焰管1)
過塩素酸塩、硝酸ストロンチウムを主剤とした緩燃性発光剤を円筒形の紙筒に圧塡し
たもので、これに点火すると赤色の焰を噴出して燃焼する。
携帯に便利なように工夫した鉄道用の携帯用信号焰管や、電車等の運転席の屋上に取
り付けられ、内部からの
操作によって点火すると
燃焼発光して緊急信号を
発する動力車用信号焰管、
踏切や線路に近接した工
事現場、雪崩や落石のお
それのある箇所に設ける
地上固定用信号焰管、燃
焼時間を長くした高速道
路等での事故処理時に使
用される高速道路用信号
図 1-13 携帯用信号焰管とその構造
焰管等がある。
出典：写真は日本カーリット(株)資料、図は日本火薬工業会「火薬学」
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１．３．１１ 緊急保安炎筒 1)
緊急保安炎筒は、国内で
販売される自動車すべてに
装着が義務付けられており、
がん(玩)具煙火として取り
扱われる。

【産火、煙火】

図1-14 緊急保安炎筒とその構造図
出典：写真はピック付き、日本カーリット(株)資料、
図は日本火薬工業会「火薬学」

表 1-15 緊急保安炎筒の性能（例）
項

目

特

燃焼時間

5分（＋2分）

燃焼光度

140キャンデラ以上

徴

・

性

能

耐熱性

72±2℃で48時間放置しても変化は認められない

経時劣化

製造後４年経過しても性能の劣化は認められない

１．３．１２ 信号火せん1)
【産火、煙火】
火薬の燃焼により中空高く噴射推進される一種のロケットで、小爆発をして２、３の
彩星を残すように組み立てられた火工品で、もっぱら、船舶の信号に使用される。
１．３．１３ 煙火用の火工品
(1) 点火玉・電気導火線 1)
(a) 点火玉
点火玉は、電気雷管の点火装置と同じ
ように脚線の先端に白金線等の細線を電
橋として取り付け、その周りに点火薬を
付着させた火工品である。電気を通すと
電橋がヒーターとなり、そのまわりの点
火薬が発火する。一般的な構造として、
点火薬の表面に難燃性樹脂等の皮膜で補
強している。

【煙火】

図 1-15

点火玉概略図（例）

出典：日本火薬工業会「火薬学」
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(b) 電気導火線
点火薬に保護キャップが被せられ
たものを電気導火線という。
煙火関係では、打揚煙火や仕掛煙
火などの電気点火に用いられるが、
取扱い時には摩擦、衝撃に配慮する
必要がある。
図 1-16 電気導火線

出典：日本火薬工業会「火薬学」

(2) 速火線 1)
黒色火薬などを塗った綿糸をろう引きした紙製の細長い鞘(さや)に通したもので、燃
焼速度は、10m/s以上で、仕掛け花火や早打ち用の導火(みちび)として使用される。
１．３．１４
(1) 分 類 6)

煙

火

【煙火】

表 1-16
名称

煙火玉

形状等
球状
円筒状

煙火の構造および現象による分類
構造および現象等の概略

割り物：星を球状に開かせるもので菊や牡丹を主とする。
ぽか物：部品や星を放出させるもので信号雷、柳、蜂、分砲等がある。
星を不規則に放出させるものが多い。
（欧米型）
乱玉：紙製パイプに星を詰め連発式に打ち出すもの。
（仕掛用の通称小型煙火の主たる材料になる）

煙火玉

噴出煙火：筒に火薬を圧塡し噴出口から炎、火の粉を噴出するもの。

以外の

車花火：車輪に火薬筒を取り付け、火薬の噴射力により回転させるもの。

煙火

枠仕掛、綱仕掛：木枠、綱等に焰管(ランス)を取り付け、炎や火の粉によ
り絵や文字等を表現するもの。
（綱仕掛は滝・ナイヤガラをいう）
流星（竜勢）
：火薬の推進力を利用したロケット式の伝統煙火をいう。

図 1-17

割り物の構造（菊・牡丹の構造）
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図 1-18
表 1-17
名称

ぽか物の構造図

煙火の消費方法による分類

性能

消費方法による分類
単発打ち揚げ
打揚火薬、煙火玉を打揚筒に入れ、1 個ずつ打ち揚げる。

打揚火薬を使用
打揚煙火

して打ち揚げ二
次点火するもの

連続打ち揚げ（振り込み式等)
同上の装塡方法で、連続して打ち揚げる。
連発打ち揚げ（焼金式早打ち)
打揚筒に焼金を入れ、薬包付煙火玉を落とし込み、連続
して打ち揚げる。(使用筒は鉄製に限る)
スターマイン（煙火玉を使用する仕掛煙火)

打揚火薬を使用
して打ち揚げ二
次点火するもの

大小多数の煙火玉を連続して打ち揚げ効果を現す。
水中仕掛（煙火玉を使用する仕掛煙火)
煙火玉を水上に発射または設置し、星を扇状に開かせる。
内筒打ち出し等（通称小型煙火の主たる材料になる)
紙製のパイプに煙火部品を詰め、連発式に打ち出すもの。

同上で二次点火
しないもの
仕掛煙火等

限定範囲で効果
を現すもの

乱玉、トラ、花束等（通称小型煙火の主たる材料になる)
紙製のパイプに星等を詰め、連発式に打ち出すもの。
水中金魚（打揚火薬を使用）
十数本の火薬筒が火を吹きながら水面を遊泳するもの。
車花火（表 1-11 参照）

打揚火薬を使用
せずに限定され
た範囲で効果を
現すもの

噴出煙火（表 1-11 参照）
手筒煙火(脇に筒を抱え火の粉を噴出させるものが主流)
噴水花火(筒を固定し火の粉を噴出させるものが主流)
枠仕掛、綱仕掛（表 1-11 参照）
枠仕掛（速火線で一斉に点火する)
綱仕掛(枠仕掛より大きな焰管を使用するものが主流)
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(2) 観賞用・信号用の煙火
(a) 打揚煙火
[割り物]
日本の打揚煙火を代表するものは割り物である。特に真ん丸く整然と開花し、二重三
重の芯を重ね、更に花弁の色が変化する｢芯入菊花型花火｣は、世界で最も精巧で華麗な
花火といわれている。
割り物は、紙製の半球状の外殻（玉皮）の中に、外殻にそって星（光や煙を発して燃
えながら空中を飛ぶ和剤の小さな固まり）を内蔵する。中心部に強い割薬を配し、その
爆発によって星を四方八方に飛ばして火の花等を現すもので､菊、牡丹、椰子、煙菊
（昼間用）
、または輪、文字等を現す型物等がある。
割り物が開いたときの構図は、型物を除き、おおむね円形を現す。
[ぽか物]
ぽか物は、紙製の半球状の外殻の中に、雷粒（爆音を出す薬包）、小花（小さい花を
咲かせる部品）、星、パラシュート付きの旗、または煙や炎を出す筒等の部品を内蔵す
る。上空に打ち揚げて、弱い割薬で外殻をぽかっと二つに割り、内蔵した部品に点火し
て、これを空中に放出する。ぽか物は、一般に玉の重量は軽く、薬量も少ない。
爆発音を出すものには信号雷や花雷があり、小さい花を複数咲かせるものを小花とい
い、色星や煙星を柳状に降下させるものを柳物という。
また、旗や人形等を空中に浮かべるものを旗物、袋物等という。
ぽか物が開いたときの構図は、おおむね非円形である。
[円筒状]
円筒状の玉は、欧米で製造され、星を不規則に放出するものが多く、現在では一般に
使用されることは少ない。
(b) 仕掛煙火
仕掛煙火とは、表 1-12 にあるように打揚煙火以外の煙火をいい、性能、消費方法に
より多種にわたる。
[枠仕掛]
枠仕掛は、木材や竹で文字や絵型を組み立て､これに焰管（ランス）を並べて取り付
け､ 速火線で接続する。速火線の一端に点火すると一斉に焰管にも点火され、各種の色
火で形を現すものである。
[綱仕掛]
直径 2 ㎝くらいの紙パイプに、アルミニウム粉を多量に含有する火薬を詰めたものを、
適当な長さのロープに間隔をおいて吊し、速火線で一斉に点火するとアルミニウム粉が
大気中で燃えながら落下する。銀色の火の粉はあたかも滝のようにみえる。
ロープを山型に張った物を富士滝等といい、ロープを水平に張ったものを銀滝やナイ
ヤガラの滝等という。その長さは 1,000m に及ぶものもある。
[スターマイン（煙火玉を使用する仕掛）]
打揚玉を、小玉から大玉まで筒を並べてセットし、連続して打ち揚げ、まとまった効
果を表すものであり、現在は花火大会の構成上、重要なプログラムとなっており、煙火
玉以外（枠仕掛等）と組み合わせる場合もある。
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点火は導火線または電気により点火する場合が多く、最近はコンピュータ制御で打ち
揚げる方法もとられている。
[水中仕掛（水上仕掛）]
水中仕掛は、海や川または湖等の水面を利用して行う花火で、煙火玉を使用するもの
は煙火玉を水上（水面）に発射または設置して開かせ、星を扇状に開かせる。
その他、限定された水面範囲で効果を表すものに水中金魚がある。水中金魚の一例を
示すと、 直径 2.5cm、長さ約 20cm の紙パイプに、火の粉剤（黒色火薬系）、銀光剤
（アルミニウム粉剤）または紅光剤等を詰め、これを複数内蔵した筒状の煙火を水面に
発射する。着水後に筒状の煙火からパイプが水面に放出され、各パイプは火の粉や光を
発しながら火薬の噴出ガスによって水面を走るため、あたかも金魚が群をなしているよ
うに見える。
[その他の仕掛]
打揚火薬を使用して部品（小割、笛、音等）を打ち揚げ、二次点火させる内筒打ち出
し等や、大小の星を打ち揚げ二次点火させない乱玉、トラ、花束等があり、いわゆる通
称小型煙火の主たる材料となっている。
その他、車花火、噴出煙火、流星等、各地域において伝統行事の中で多く用いられる
ものがある。
(3) 観賞用・信号用以外の煙火
(a) 演出効果用煙火
映画、もしくは放送番組の制作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興業ま
たは博覧会その他これに類する催しの実施において演出用に用いられる煙火で、火花、
発音等の効果を現すものが多い。
(b) 動物駆逐用煙火
火薬類の爆発音を利用して、農業や漁業等に被害を及ぼす動物を追い払うため消費す
る煙火で、動物駆逐用以外の目的に使用してはならない。
(c) 雪崩制御用煙火
予期し難い雪崩発生事故を防止するため、火薬類の爆発による衝撃等を利用して人工
的に雪崩を発生させる煙火で、雪崩制御以外の目的に使用してはならない。
(d) その他
発煙筒、照明筒、競技用紙雷管
(4) がん(玩)具煙火
がん具煙火には、おもちゃとして遊ぶことができる煙火のほかに、煙火や火工品であ
っても、法の規定により「がん具煙火」として取り扱うことが認められているものも含
まれている。
[がん具として用いられる煙火]
がん具煙火は、メーカーや機能によって何百種類もあり、それぞれに名称がついてい
るが、法律上の区分によると次の８種類になる。使用される火薬類は、花火の性能や現
象によって危険度の少ない少量（0.004g～15g）に制限されている。
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① 炎、火の粉または火花を出すことを主とするもの
吹き出し（噴水）
、朝顔、スパークラー、サーチライト、線香花火等
②回転することを主とするもの
ピンホイール、サキソン等
③走行することを主とするもの
爆竜、花車（ねずみ花火）等
④飛しょうすることを主とするもの
笛ロケット、流星（ロケット）、人工衛星等
⑤打ち揚げることを主とするもの
単発打ち揚げ、連発打ち揚げ（乱玉）、内筒打ち揚げ（パラシュート）等
⑥爆発音を出すことを主とするもの
スモーククラッカー、クラッカーボール（かんしゃく玉）クリスマスクラッカー、
平玉、巻玉、爆竹等
⑦煙を出すことを主とするもの
煙幕、スモークボール等
⑧その他
へび玉等
[法的にがん具煙火として取り扱われている火工品等]
①気密試験用として用いられる発煙火工品であって、火薬量が 15g 以下のもの（コン
テナ・配管等の試験、煙道等の試験）に用いる主として白煙を出す発煙筒
②緊急保安炎筒であって、火薬 150g 以下のもの
自動車の非常用信号用具として用いられる赤色発炎筒
③模型ロケットに用いられる噴射推進器であって、火薬 20g 以下のもの
④模型ロケットに用いられる点火具であって、火薬 0.1g 以下のもの
⑤火災警報用または盗難防止用として用いられる煙火であって、爆薬（発音薬に限る）
0.18g 以下のもの
１．４ 火薬類の性能 1)
【産火】
火薬類の性能で重要なものは感度と爆発効果（威力）である。
感度とは、火炎、打撃等の外的刺激に対して、どの程度発火または起爆が起こりやす
いかを示す尺度のことである。爆薬の感度は種類によって異なる。爆薬に砂等の異物が
混入すると感度が敏感になるので、戻りマイトや不発残留薬には砂等が混入している可
能性があるので注意が必要である。電気雷管等の雷管類には衝撃等に敏感な火薬類が使
用されているので特に注意が必要である。
また、爆発効果（威力）は、普通、仕事効果（静的威力）と破壊効果（動的威力）と
に分けて考えられているが、これは火薬類を効率的、かつ、安全に使用するために把握
しておかなければならない。
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１．４．１ 落槌(つい)感度
火薬類の打撃に対する感度を測
定する代表的な試験方法である。
鉄槌を高所から落とし、その打撃
によって火薬類の試料が爆発する
かどうかをみる方法である。
実施例を、表 1-18、表 1-19、表
1-20 に示す。
表 1-19

表 1-18
品

種

ペンスリット
3 号桐ダイナマイト
ア ン ホ 爆 薬
含 水 爆 薬
黒色火薬

新桐ダイナマイトの落槌感度の例
※鉄槌の質量は 5kg

砂混入率
0%
10 %
30 %
50 %
70 %
90 %

品種と落槌感度の例
落槌感度
1/6 爆点
等級
10～15 cm
３
15～50 cm
４～７
50 cm 以上
８
50 cm 以上
８
10～15 cm
３

表 1-20 電気雷管に 10kg の錘りを
落とした時の実験例（発火数／実験数）

落槌感度(1/6 爆点)
35 cm
5 cm
5 cm
3 cm
3 cm
13 cm

高さ(cm)
80
100
150
170

瞬発
－
1/5
4/5
10/10

段発
0/10
1/5
9/10
10/10

10kg 錘り
落高

鉄板(厚さ 10mm)

電気雷管
図 1-19

電気雷管に対する落槌感度試験方法
出典：日本化薬(株)技術資料

１．４．２ 熱感度
火薬類は比較的低い温度で発火するので、火気を近づけないことが肝要である。
表 1-21
品

火薬類の熱感度の例
種

発火点（℃）

ニトログリセリン

205～215

桐ダイナマイト

200 以上

黒色鉱山火薬

310～350

ジアゾジニトロフェノール

170～185
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※ジアゾジニロトフェノ
ールは電気雷管に使用さ
れている起爆薬

１．４．３ 爆速
火薬類の爆速は使用条件によって異なり、爆薬径が大きいほど、密閉強度が高いほど
爆速は大きくなる。発破孔と爆薬との隙間を小さくする、込め物を確実にすることで爆
速は大きくなり、残留等の防止につながる。新桐ダイナマイトで爆速を測定した例を表
1-22 、表 1-23 に示す。
表 1-22

薬径と爆速の例

表 1-23

薬径と鋼管径と爆速の例

薬 径(mm)

爆 速(m/s)

薬 径(mm) 鋼管径(mm)

20

6,130

20

25

2,590

30

6,250

32

35

5,040

40

6,510

32

40

3,650
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爆 速(m/s)

第２章 火薬類の危険時の対応措置ほか
２．１ 危険時の対応措置および届出
【産火、煙火】
地震、近隣の火災、山火事または集中豪雨等による危険時は、予期していない時に突
如として起こり、その対応にはとっさの判断が要求される。このため危険時の対応を具
体的に定め、平素から訓練（シミュレーション）をしておくことが重要である。
火薬類は、製造工場、火薬庫、運搬中、消費現場等どこにおいても危険時の対策をと
れる体制を構築しておく。
規則第 87 条の「危険時の措置」は､一般原則的な表現で記されており、緊急事態発生
の際に火薬類取扱保安責任者は、個々の事情に即応した、保安上必要と認める指示を行
う必要がある。また、危険時の対応措置が円滑にとれるよう従業者、運送業者等を含む
事業所ごとに危険時対策のマニュアルを事前に作成しておくことが重要である。
なお、危険な状態を発見したあらゆる者は、直ちにその旨を警察官、消防吏員、消防
団員または海上保安官に届け出ることになっている。
２．１．１ 近隣の火災の発生時における措置
【産火、煙火】
(1) 連 絡
1) 火薬庫は、通常市街地から離れた山中に設置されているため、周辺の山火事の発生
をいかに早く知るかが重要である。そのためには火薬庫が設置されている地元住民と
の人間関係の構築を図り、そのような緊急時に第一報をもらえる体制づくりをしてお
くことが肝要である。また警察、消防関係と緊急時の連絡体制等の対策を可能な限り
事前に協議しておくことも必要である。
2) 住民および関係者から火災の発生連絡を受けた者あるいは火薬庫の所有者または占
有者（従業者を含む。）で、自ら火災の発生を発見した者は直ちに警察官、消防団員、
関係者に連絡する。
3) (2)に記述する指揮者は、(2)に記述する各担当者を至急集めて指示をする。
(2) 緊急対策体制の整備（非常事態連絡網）
緊急時の管理体制の一例を示す。
1) 指揮者を定める。指揮者は、事業所内人員を統括指揮し緊急措置作業に対応する。
なお、指揮者は原則として火薬類取扱保安責任者とする。
2) 副指揮者を定める。副指揮者は、指揮者不在の場合には指揮者に代わりその任に当
たる。なお、副指揮者は原則として火薬類取扱保安責任者の代理者とする。
3) 作業者の中から警備係、連絡通報係、消火係等の担当を定め、指揮者の統率の下に
連絡を密にし、任務を遂行できる組織を編成する。
4) 上記組織図を事業所や事務所内等の見やすい場所へ掲示し、周知を図る。
5) 非常事態を想定した訓練を日常的に実施し、緊急対策体制組織が運用できるように
しておく必要がある。
(3) 安全区域の設定
火薬庫周辺の火災発生による火薬類の搬送を想定し、発生箇所、風向等のさまざまな
要因を検討する中で、数箇所の安全区域を設定しておき、事業所や事務所内等の見やす
い場所に掲示し、周知を図る。
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(4) 対 応
(a) 搬送する時間的な余裕のある場合
1) 火薬庫内の火薬類を搬出し、あらかじめ決めておいた安全区域に搬送する。
2) 安全区域は数ヶ所リストアップしておき、風向きなどにより適切に選択する。
3) 爆薬と火工品は分離して荷崩れしないように置き、防炎シート等で覆い、見張人を
付ける。
4) 飛び火に備え、水または砂を入れたバケツ、消火器等も用意しておく。
5) 常日頃から防火のための空地がその機能を十分に発揮できるよう管理しておくこと
や、土堤の草刈をこまめに行うなども飛び火や延焼から防ぐ意味から重要である。
(b) 搬送する時間的な余裕のない場合
1) 山火事が火薬庫に迫り時間的に余裕がない場合において、近辺に沢や池等があるよ
うな好都合な立地条件に恵まれた火薬庫や防火用水が貯蔵量に似合う程の水量を用意
している火薬庫では、火薬類を水中に沈める等の安全な措置を講ずる。
2) そのような水量のない火薬庫では、法的には、火薬庫の入口、窓、開口部（床下通
気孔、つま換気孔）を目塗土にて密閉し、露出している木部（軒下等）には防火の措
置を講じるようになっているので、目塗土等を用意しておくことが望ましい。
3) また、必要に応じて付近住民に避難するよう警告する。
(5) 避 難
火薬庫のみがある事業所は、指揮者の指示に従って、事業所にいる全員が安全な区域
に退避する。指揮者は、火災現場との距離、火炎の勢い、風向き、風の強さ等を考慮し
て退避場所を決める。
火薬庫が火薬類製造所の敷地内にあるような場合は､製造所全体の緊急時における緊
急対策体制に基づき、事業所全体の総指揮者の指揮の下に退避する。
この場合の避難方法および退避場所に関し、危険時に迅速で安全な避難誘が行えるよ
う、次の事項を内容とした計画をあらかじめ作成する。
〇 避難が必要と認められる状況の想定および判断基準
〇避難誘導担当者の選任と避難誘導担当者による避難の際の必須実施事項
・指揮者の避難指示を直ちに従業員に正確に伝達する。
・従業員を速やかに避難場所へ誘導する。
・人員を確認後、避難終了を指揮者に報告する。
〇 避難指示（伝達内容、伝達手段、伝達経路）
〇 避難場所の名称、所在地
あらかじめ、爆発等による影響を受けず、また、容易にそこへ移動が可能な安全な
場所を選定しておく。
〇 避難場所への経路および誘導方法
平常時からその避難場所およびそこへの移動経路を地図で示し、従業員に周知する。
〇 情報伝達手段の整備
危険時の措置の責任者である指揮者の発令する避難指示を確実に伝達するため、そ
の方法を整備しておく。
〇 避難指示の解除
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指揮者は、避難の必要がなくなった場合は、避難誘導担当者に避難解除を指示する。
２．１．２ 地震に対する措置
火薬庫は住宅や倉庫等より地震に対して堅固にできているとみてよいが、万一の場合
を想定して次の対応策をとることが望ましい。また、地震防災対策強化地域に指定され
た地域は津波等に配慮した対策が必要である。
(1) 緊急連絡体制の整備
1) 夜間、休日にも対応ができるよう、緊急連絡網を整備しておき、必要な保安要員を
確保する。
2) テレビ、ラジオ等の報道で地震発生を知った場合に、自主的に事業所に参集するシ
ステムを導入しておく。
(2) 地震災害情報の収集
地震発生情報、被災状況、災害復旧状況などの地震災害情報を的確に収集するため、
停電時でも利用可能なラジオ、テレビ等を備えておく。
(3) 緊急点検の実施
地震後、直ちに火薬庫等の緊急点検を行い、被災状況を確認するとともに、必要な補
修等の応急措置を実施する。
(4) 被災火薬類の収納
万一、火薬庫が全半壊した場合は、収納火薬類の回収に努め、施錠が可能な安全な場
所へ搬送、収納する。
(5) 地震時の津波に対する対策
特に海岸線等が搬送経路にあたる場合は、火薬類搬送中における地震時津波対策とし
て、搬送経路を掌握しておく。地震が発生した場合は、運転手は車両を路肩に寄せて避
難し、警察官等（警察署もしくは荷主を経由してもかまわない）に速やかに通報する。
２．１．３ 台風・豪雨等自然災害に対する措置
【産火、煙火】
台風・集中豪雨等で長期にわたる雨が続き、土石流等の災害を発生する可能性がある
場合は、火薬類を流失させないよう事前に対策をとる必要がある。
火薬庫所有者、消費現場を抱える事業者は、天気予報等の情報入手を万全にして対策
をとる必要がある。特に土木工事にかかわる二級火薬庫は、他の火薬庫と比べ、厳しい
立地条件の場所に設置される可能性が高いと思われるので、対策として例えば、緊急時
に近傍の火薬商の一級火薬庫等に一時保管できるような体制を整えておく必要がある。
２．２ 喫煙、火気の取扱いに関する制限
【産火、煙火】
火薬庫の所有者または占有者は、何人も火薬庫において喫煙し、または火気を取り扱
うことのないよう火薬庫の周辺に制限区域を明示するばかりでなく、制限区域の境界に
警戒札を掲げる等の措置をする。必要に応じ、喫煙し、火気を取り扱う場所として、災
害防止上安全な場所をあらかじめ指定し、当該場所を明示する。
また、火薬庫に立ち入る者が発火しやすい物を携帯しないよう、あらかじめそれらを
提出させる等の具体的な措置をする。
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火薬類を消費する者は、火薬類を取り扱う場所付近では、喫煙し、火気を取り扱うこ
とのないよう関係者に周知徹底を図る。
保安意識の高揚を図る中で、火気による火薬類のトラブルが引き起こす影響の大きさ
を強調することが大切である。
火薬類取扱保安責任者は、これらのことについて保安教育の機会をとらえて周知徹底
を図るとともに、これらが確実に実施されているか常にチェックしなければならない。
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第３章 販

売

３．１ 基本的な注意事項
【産火、煙火】
３．１．１ 基本的な心構え
火薬類販売業者ならびに火薬類取扱保安責任者等は、取り扱う商品の特殊性から社会
に対して負うべき責任が極めて重いということは言うまでもない。事故や盗難、紛失、
さらには故意、過失にかかわらず不正流通などの事態が起きた場合は、公共の安全に大
きな脅威を与えることは明白である。販売業者ならびに火薬類取扱保安責任者は法令を
遵守し、公共の安全の確保こそが経営の柱であることを認識し、基本的な心構えとしな
くてはならない。
３．１．２ 販売営業上の留意点
(1) 火薬類販売業者の責務
流通の中心的役割を果たす火薬類販売業者は、顧客に対しても「保安」を付けて売る
必要がある。保安を付けて売るという意味は、火薬関係法令に精通するとともに、火薬
類の性能等についてもその知識および取扱いを習得し、販売にあたって、これら保安事
項に十分留意するとともに、常に顧客にも保安の理解を求めつつ違反のない販売を行う
ということに他ならない。
顧客に対する“サービス”と“妥協”の意味をはき違えてはならない。顧客から結果とし
て、法違反となるような要求があった際に、販売業者がそれに迎合し妥協してしまうこ
とは真のサービスではない。違反行為には勇気を持った指導が必要であり、それが顧客
のためにもなる。
(2) 売買契約
火薬類の販売に当たっては、できるだけ事前に売買契約書を作成し取り交わすことが
望ましい。相手方が消費者の場合には、譲受許可証を有する者であることが原則である
が、申請中もしくはその予定者の場合には、契約書中に「行政庁の譲受許可がなされた
日をもって本契約の効力発生日とする」旨の特約をしておく。
(3) 煙火の販売
1) 販売業者は、無許可で煙火を消費しようとする者に対し、消費する煙火の特性、煙
火の取扱方法ならびに無許可の消費でも法令上の技術基準が適用されることを説明す
るとともに、その基準や保安上の技術的アドバイスを行う。
2) 煙火の消費の許可を受けて消費しようとする者に対しても、必要に応じて煙火の特
性、取扱方法、消費に係る保安上の技術的アドバイスを行う。
３．１．３ 販売（譲渡）時の確認事項
顧客に火薬類を譲渡するときは、火薬類販売営業許可を受けた販売所において、次の
許可証の確認義務を履行しなければならない。万が一にも火薬類の不正流出が発生しな
いよう万全を期すことが必要である。
1) 譲受許可証が原本であること。
（偽造許可証で火薬類を違法者に渡すことがないように注意する必要がある。）
2) 譲受人が名義人であること、または、名義人の委任状を所有していること。
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3) 譲受許可証の残数量、許可期限。
4) 引渡しを求められた火薬類の種類が許可証と一致していること。
5) 譲渡数量が運搬証明書を必要とする場合、その運搬証明書があること。
6) 譲受許可証引渡しを求められた火薬類の種類が許可証と一致していること。
以上の確認を行ったうえで許可証の譲渡人記載欄に所要事項を記載し、記名押印する。
３．１．４ 預かり品の管理
一旦譲渡した火薬類を、消費現場でやむを得ない都合により一時的に預かる場合があ
るが、その預かり品の確実な受け入れ、払い出しを行うため、次の事項を確実に履行す
ることが必要である。
1) 火薬庫別出納帳における預かり品の記載に加え、「預かり帳簿」を補助簿として別
に作成し記載する。
2)「預かり帳簿」には、預かり得意先別に受け入れ、払い出し年月日および火薬類の種
類、数量を記載する。
3) 預り証の発行および保管委託書を受領する。（保管委託書および預かり証には預か
り期間を明記しておく。）
4) 預かる火薬類の製造年月日を確認し、必要に応じて安定度試験を実施しなければな
らない。結果的に合格となった火薬類のみを預かる。また、安定度試験は預け主側の
責任において実施することを明確にしておく。
5) 預かり品の火薬類は、在庫管理上帳簿だけでなく現品も自己所有在庫の火薬類とは
別に管理し、互いに流用してはならない。
３．１．５ 譲受・譲渡
販売業者が、販売する目的で火薬類を譲り受け、その譲り受けた火薬類を譲り渡すと
きは、譲渡譲受の許可は不要である。しかしながら、現在は販売営業の許可に際し、取
り扱うことのできる火薬類が細かく区分されている。このため、販売業者の売買に際し
ては、取引する火薬類の販売許可を双方とも受けているかどうかを確認する必要があり、
販売営業許可証の写しを交換しておくことが望ましい。
火薬類の受払いは火薬庫に対し許可を受けた火薬類および貯蔵量の範囲とし、入荷は
夜間の受け入れを避ける。また、長期在庫品を発生させないためにも確実な在庫管理を
実施する。
３．２ 帳 簿
【産火、煙火】
1) 販売業者は、販売所ごとに帳簿（販売台帳）を備え法令で定める事項を記録する。
2) 法令では定められていないが、火薬類の譲受、譲渡の都度、記録することが保安管
理上望ましい。
3) 庫外貯蔵庫を所有している販売業者は、庫外貯蔵庫に庫外貯蔵出納帳を備え、火薬
類の入出庫の都度、法令で定める事項を記載する。
4) 帳簿（販売台帳）は、販売業者に指定された者が記録し、記載された事項が正確で
あることを確認する。庫外貯蔵庫に備える帳簿の記録者および確認者も同様とする。
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5) 帳簿の様式（販売台帳および庫外貯蔵の帳簿）については規則では定められて
いないが、各都道府県でそれぞれ独自の様式を定めている。その一例を次に示す。
火薬類販売台帳
火薬類の種類（
月

年
日

譲受人
(譲渡人)

）
住

所

許可番号

譲受数

譲渡数

差引残高

備考

庫外貯蔵出納帳簿
火薬類の種類（
年
月

日

氏

名

）
住

所

入庫量

出庫量

差引残高

備 考

３．３ 報 告
【産火、煙火】
３．３．１ 報告の内容、提出先と期限
規則第 11 条第１項の記載事項を毎年度集計した報告書を、販売所の所在地を管轄す
る都道府県知事（指定都市の区域内にあっては、指定都市の長）に年度終了後 30 日以
内に報告する。（以下、都道府県知事の事務を指定都市の長が行うことがありうる場合
は「都道府県知事＊」と記す。）
ただし、報告書には、月別明細を付すことを行政担当部署より求められることがある。
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３．３．２ 報告の様式例
(1) 火薬類販売数量年度報告書
火薬類販売数量年度報告書
（

年４月～

年３月）
年

月

知事殿
住所
氏名
種類

単位

火
薬

繰越数量

譲受数量

計

譲渡数量

年度末残

kg
kg
kg

爆
薬

kg
kg
kg

火
工
品
備
考

(2) 火薬類販売数量明細書
年度
種類

単位

４月

火薬類販売数量明細書
５月

２月
６月～
１月

30

３月

年度合計

日

(3) 火薬類販売数量年度報告書（煙火）
火薬類販売数量年度報告書（

年度分）
年

月

日

知事殿
販売所所在地
名称
代表者氏名
電話
取扱保安責任者
種類

単位

cm 玉

個

cm 玉

個

cm 玉

個

cm 玉

個

cm 玉

個

cm 玉

個

cm 玉

個

cm 玉

個

繰越数量

譲受数量

計

譲渡数量

年度末残

(4) 火薬類販売数量明細書（煙火）
年度
種類：打揚煙火
年

火薬類販売数量明細書

cm 玉
月

繰越数量

譲受数量

計

4

譲渡数量

月末算

単位
個

5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
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第４章 貯

蔵

４．１ 基本的な注意事項
【産火、煙火】
４．１．１ 火薬庫設置場所の注意
「火薬庫の設置は、湿地をさけて選定すること」（規則第 24 条第１号）と規定され
ている。近年の異常気象による集中豪雨等の影響で大規模災害が各地で頻繁に発生して
いる状況からみて、土石流等の影響を受け難いところを選定の条件として考慮する必要
がある。
なお、火薬庫を設置する場合は、その選定候補地の過去の災害事例や地震防災対策強
化地域に指定された地域であるかどうか等も参考にする必要がある。
４．１．２ 最大貯蔵量、貯蔵区分他
火薬庫には、火薬類以外のものを貯蔵しないことはもちろんであるが、在庫量を正確
に把握し、許可内容以外の火薬類を貯蔵しないことや、許可された最大貯蔵量を超えな
いように管理するほか、次項の貯蔵上の取扱いに関する留意事項を守らなければならな
い。
これらの条件を満たすように貯蔵し管理するため、火薬類の種類や製造年月日、搬出
入の頻度等を考慮して貯蔵時の配置を工夫する。
４．１．３ 貯蔵上の取扱いに関する留意事項
火薬庫における火薬類の取扱いに当たっては、貯蔵する火薬類の性状を熟知し、火気
の発生防止、火薬類の劣化防止、荷崩れなどによる衝撃の防止を考慮した慎重な作業が
求められる。
主な注意事項は、次のとおりである。
1) 火薬庫内には鉄類が表れた器具を持ち込まない。例えば、搬出入装置が他の物と接
触するおそれのある鉄部に対して、ゴムカバー等をとりつける。
2) 火薬庫内における荷造り、荷解き、開函(かん)作業は、火薬庫内の整理、整頓を維
持しにくくなり、ひいては事故につながるおそれがあるとして、ファイバー板箱（強
化ダンボール箱）を除き禁止されている。
3) 火薬庫内の換気に注意し、温度をできるだけ一定に保ち、火薬類の劣化（分解、吸
湿、固化など）を避ける。
4) 火薬類の劣化の進行を防止するため、製造年月日の古いものから先に搬出する。
5) 荷崩れの衝撃による事故防止のため、積み荷の高さをできるだけ制限する。
※通常床面から 1.8m 以下、搬出入装置を使用して貯蔵する場合は 4.0m 以下。
6) 火薬庫内は、常に清掃しておく。
7) 庫外貯蔵庫における火薬類の貯蔵においては、おおむね火薬庫での取扱いに準じて
行うことになるが、設置場所が市街地となることから、火災、盗難の防止に特に留意
するとともに、取り扱う火薬類の包装形態が内装のみ、または簡易なものとなってい
る場合が多いので慎重に取り扱う。
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４．２ 帳簿
【産火、煙火】
４．２．１ 火薬庫に備える帳簿
1) 火薬庫ごとに帳簿を備え、法令で定める事項を記録する。
2) 法令では定められていないが、火薬類の入出庫の都度、記録することが保安管理上
望ましい。
3) 火薬庫に火薬類が到達したときは、火薬庫の責任者は、注文した品種、数量をチェ
ックし、受領書にサインをしてから、帳簿に記録する。
4) 出庫するときも、同様に品種、数量を確認してから、帳簿に記録する。
5) 帳簿は、基本的には火薬庫の所有者（または占有者）から指定された者が記録する｡
6) 火薬類取扱保安責任者は、帳簿の記載の内容について監督することになっているこ
とから、帳簿に記載された事項が正確であることを確認する。
４．２．２ 帳簿の様式
帳簿の様式については、規則では定められていないが、各都道府県で、それぞれ独自
の様式を定めている。その例を次に示す。
例１

火薬庫の所有者または占有者（製造業者および販売業者）の場合
火薬庫出納帳簿（

火薬類の種類（
年

月

）
受払先

日

号庫）

氏

住

名

所

入庫量

出庫量

差引残量

備

考

差引残量

備

考

繰越数量

例２

火薬庫の所有者または占有者（消費者）の場合
火薬庫出納帳簿（

火薬類の種類（
年

月

日

）
受払先
氏

名

住

号庫）

受払先①：

住所

受払先②：

住所

所

入庫量

繰越数量
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出庫量

例３

火薬庫の所有者または占有者（消費者）の場合（電気雷管段毎明細付）
火薬庫出納帳簿（

火薬類の種類（電気雷管
年 月 日

受払先

DS MS 脚線長：

電気雷管総数

瞬発

m）
2段

号庫）
受払先①：

住所

受払先②：

住所

3段

…

入庫 出庫 残数 入 出 残 入 出 残 入 出 残

繰越数量

…

8段

9段

10段

入 出 残 入 出 残 入 出 残

…
…
…
…

４．３ 報 告
【産火、煙火】
４．３．１ 報告の内容、提出先と期限
規則第 33 条に規定された事項を毎年度集計した報告書を、火薬庫を管轄する都道府
県知事＊に年度終了後 30 日以内に報告する。月別明細についても求められることがあ
る。
４．３．２ 報告の様式
報告の様式については、規則では定められていないが、各都道府県で、それぞれ独自
の様式を定めている。その一例を次に示す。
年度
（

火薬庫出納報告書
年４月～

年３月）
年

月

知事殿
火薬庫所(専)有者住所
名称
代表者氏名
火薬庫所在地
火薬類の種類および棟数（例）地上式一級火薬庫 爆薬庫 号庫、火工品庫 号庫 棟
種類

単位

繰越数量

受入数量
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計

払出数量

年度末数量

日

年度

火薬庫出納明細書
名称

火薬類の種類および棟数（例）地上式一級火薬庫 爆薬庫
種類

単位

繰越

４月

号庫、火工品庫 号庫 棟

５月

２月

３月

年合計

年度末残

受入
払出

６月
～
１月

受入
払出
受入
払出
受入
払出
受入
払出

４．４ 盗難予防
４．４．１ 火薬庫
【産火、煙火】
(1) 施設および設備の管理の徹底等による盗難予防
JIS K 4832「火薬類の盗難防止設備の要求事項」が 2018 年に改訂され、火薬庫およ
び庫外貯蔵所に設ける扉、錠、金網および自動警報装置の細部が見直された。火取法へ
の反映はまだなされていないが、その動向に注意が必要である。
(a) 警戒設備他
1) 火薬庫の境界内に必要がある者以外の者が立ち入らないようにするためのフェンス、
有刺鉄線等の警戒設備ならびに屋根、壁、扉等の施設について定期的に点検し、結果
を記録しておく等管理の徹底を図る。
2) 必要に応じて速やかに補修する。
(b) 自動警報装置
1) いつでも正常に作動するよう、自動警報装置の点検、
管理の徹底を図る。
2) 責任者を定め、その日の作業終了後、警戒スイッチの
入れ忘れの有無等を点検する。
3) 自動警報装置が作動した場合の連絡体制を確立する。
火薬庫の一例
(c) 施 錠
1) 施錠の機能が正常かどうかを点検し、施錠状態を常に確認する。
2) 鍵の取扱いおよび保管は、管理責任者を定め、その者以外の者に取り扱わせないよ
うに、また、保管させないようにする。
3) 鍵の保管場所は特定し、定期的に点検する。
(d) 見張所
自動警報装置の設置に代えて見張所を設置し、見張人を常時配置する場合、当該見張
所の設置場所、見張人の員数、見張り行為の具体的方法、異常時の連絡先および連絡方
法を明確にしておく。
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(2) 火薬類の管理
1) 出納簿の記入者は、受け払いする火薬類（種類ごと）の数量を確認して必要項目を
出納簿に記載する。
2) 保管している火薬類の種類、数量を確認しやすくするよう、貯蔵位置、表示方法を
定めて管理する。
(3) 異常事態の発見の際の報告等
火薬類の盗難、盗難未遂の形跡等の異常事態を発見した場合の報告・連絡先（警察官
他関係機関）を定めておく。
４．４．２ 庫外貯蔵庫(所)
【産火、煙火】
庫外貯蔵庫(所)は、火薬庫外に火薬類を貯蔵しようとする場合に、都道府県知事＊の
指示する安全な場所であって、貯蔵する者等の区分により技術基準が定められている
（以下、庫外貯蔵庫という）。
盗難予防、火薬類の管理については、4.4.1 項に準ずる。
４．５ 日常点検
【産火、煙火】
４．５．１ 火薬庫
火薬庫については、保安の確保のため年２回以上の定期自主検査が義務づけられてい
る。しかしながら、技術基準に適合するよう維持することを常に心がける必要がある。
そのためには、日常の点検が必要で、管理体制を確立しておくことが大切である。
日常の点検は、点検者、点検項目、点検頻度を決めて基本的に目視により行う。
点検頻度として例えば、火薬類の入出庫の際に点検するとか、また、火薬類の出し入
れが当分の間ない場合でも、火薬庫に火薬類が貯蔵されているときは、２～３日に１回
程度は点検し、盗難防止および災害防止に努める。
また、大雨、強風、地震等の直後には、火薬庫の破損、土堤の崩壊や避雷装置の異常
等の有無について点検するよう心がける必要がある。
なお、点検を確実に実施するために、また、事故、盗難等が発生した場合の原因究明
のために点検記録をとっておく必要があろう。
日常点検の際のチェックポイントを参考として、次に示す。
また、自動警報装置については、点検計画を定めて最低１ヶ月に１回は点検を行うよ
うにする。定期点検の際の点検表を参考までに示す。
(1) １級火薬庫 、２級火薬庫、３級火薬庫、実包火薬庫および煙火火薬庫
点検項目

チェックポイント

排

水

・排水設備が機能しているか

壁

体

・壁体に亀裂、破損はないか

扉

・扉、錠の破損、不具合はないか

通気孔

・通気孔の金網に腐食、破損はないか

換気孔

・換気孔の金網に腐食、破損はないか
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内

部

・天井、側面、床等は補修する必要はないか
・床面に鉄類が露出していないか

屋

根

・屋根材に破損、腐食はないか
・雨樋に枯葉等が詰まっていないか、損傷はないか

避雷装置
土

・避雷装置に損傷はないか

堤

・土堤に崩壊、亀裂の箇所はないか

防火用空地
警戒設備
盗難防止

・防火のための空地が整備されているか
・設置されている警戒札に破損はないか、文字は鮮明か
・消火設備が整備されているか
・警戒設備に破損はないか
・外部の照明設備に破損はないか

自動警報装置

・警戒スイッチの入れ忘れ防止措置がなされているか
・電源の電圧は低下していないか（自動警報装置点検表参照）

（注） それぞれの火薬庫においては、該当する点検項目について行う。
自動警報装置点検表 7)

項

月
日

目

時
刻

／

：

／

：

／

：

／

：

火薬庫本体
電 作 音 外 回
池 動 量 箱 路
シ
外 線
Ｖ ス
観 ・
テ
セ
ム
ン
サ
｜
の

自動警報装置
管理場所本体
目 電 作 音 外 回
視 池 動 量 箱 路
検
シ
外 線
査 Ｖ ス
観 ・
テ
セ
ム
ン
サ
｜
の

目
視
検
査

予備品
ヒ 電 ユ
ュ 池 ニ
｜
ッ
ズ Ｖ ト

その他
鍵 ア 回
の ン 路
管 テ 線
理 ナ の
及 目
び 視
ア 検
ン 査
テ
ナ

備

点
検
者

考

名

(2) がん(玩)具煙火貯蔵庫
点検項目
構

造
扉

チェックポイント
・防火措置は適切か
・盗難防止措置は適切か

また、自動警報装置については、点検計画を定めて最低１ヶ月に１回は点検を行うよ
うにする。定期点検の際の点検表を参考までに示す。

37

４．５．２ 庫外貯蔵庫(所)
技術基準および都道府県知事＊の指示する安全な場所に関する基準に適合するよう維
持することが、盗難防止および災害防止のために必要である。
そのためには、庫外貯蔵庫の日常点検が重要である。日常の点検は、点検者、点検項
目、点検頻度を決めて、基本的に目視により行う。その際、点検記録をとっておく必要
があろう。
なお、日常点検の際のチェックポイントを参考として、次に示す。
また、自動警報装置については、点検計画を定めて最低１ヶ月に１回は点検を行うよ
うにする。
点検項目
構造等
扉
自動警報装置

チェックポイント
・貯蔵する建物の破損はないか
・扉、錠の破損はないか
・警戒スイッチの入れ忘れ防止措置がなされているか
・電源の電圧は低下していないか

４．６ 定期自主検査
【産火、煙火】
定期自主検査の意味するところは、次のとおりである。
火薬類を貯蔵する火薬庫については、災害の発生の防止と盗難を防止することによっ
て、第三者に被害を及ぼさないことを目的として、その構造、位置および設備に対する
技術上の基準が定められている。
その適用に当たっては、個々の火薬庫で周辺の状況等が異なることから、その状況に
沿った保安の確保を図っていく必要がある。そこで、選任されている保安責任者が現場
に即した検査内容を自主的に計画し、その指揮監督のもとに定期的に検査を行い、上記
の目的を達成させようとするものである。
４．６．１ 火薬庫の定期自主検査
火薬庫の所有者または占有者は、年２回以上毎年定期自主検査を行う。そのうち１回
は、繁忙期の直前に行う。火薬類取扱保安責任者の指揮、監督のもとに点検者、記録者
を決めて計画的に行う。
４．６．２ 火薬庫に係る検査項目およびチェックリスト
1) 次の項目について検査を実施する。
・火薬庫の構造、位置および設備が省令の技術上の基準に適合しているか否か。
・避雷装置、警鳴装置、消火設備等が円滑に作動するか否か。
2) これらの検査を漏れなく確実に実施するためには、チェックリストを作成して検査
を実施することが有効である。チェックリストの一例を表 4-１に示す。
４．６．３ 検査結果の報告
定期自主検査の終了後、遅滞なく都道府県知事＊に次の内容をとりまとめた報告書を
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提出する。報告書の様式例を表 4-2 に示す。
・火薬庫の所在地および名称
・検査実施期日
・検査結果
・補正、補修した事項
・検査を指揮、監督した保安責任者（記名、押印）
表 4-1
定
検査年月日
番号 検査項目

年

月

定期自主検査表の一例

期

自

日

検 査 事

主

検

査

表

監督者氏名

項

可 否

１

保安距離 第１種保安物件に変化はないか
第２種保安物件に変化はないか
第３種保安物件に変化はないか
第４種保安物件に変化はないか

２

防火のた ２ｍ以上の空地が保たれているか
めの空地

３

境

４

運 搬 具 整備状態はどうか

５

土

６

簡易土堤 側壁板、頂部の板等の状況はどうか
土砂の流出はないか

７

防 爆 壁 崩壊、亀裂等の異常はないか

８

排

９

消火設備 貯水槽および砂槽の貯蔵量は適正か

界 境界柵(さく)および警戒札の整備状態はどうか
堤 崩壊部分はないか
芝草の整備状態はどうか
土留に崩壊、亀裂等の異常はないか

水 排水路のつまりはないか

消火栓は、正常に作動するか
消火器の整備状況はどうか
消火栓用ホース、バケツ等の整備状況はどうか
10

避雷装置 避雷導線と他の電気配置および金属製品との間隔が１ｍ以
上あるか
雷撃、風圧等により損傷しないように支持されているか
接地抵抗は、何オームあるか

11

屋

根 外面（金網を含む）の腐食はないか
雨どいに落葉等によるつまり、損傷等はないか

12
13

構造(壁体) 崩壊、き裂はないか
通 気 孔 土砂でうずもれてはいないか
鉄棒にゆるみ、腐食等はないか

14

扉

外扉に腐食および塗装のはげはないか
作動状態（錠および蝶番を含む）はどうか
内扉の作動状態(錠および蝶番を含む)はどうか
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対 策

備 考

15

窓

防火戸の施錠の状態はどうか
鉄棒のゆるみ、腐食等はないか
ガラス戸には、曇りガラスを使用しているか
亀裂、損傷はないか

16

床・内面 床板の損傷はないか
鉄類が表れていないか
内壁の損傷はないか

17

換 気 孔 天井の金網の損傷はないか
両つまの部分の腐食、塗装のはげ、損傷等はないか

18

照明設備 器具、配線等の損傷はないか

19

警鳴装置 作動状態はどうか

作動状態はどうか

表 4-2 定期自主検査報告書の様式の一例
定 期 自 主 検 査 報 告 書
年

月

日

殿
氏名
当社所有の下記の火薬庫について火薬類取締法第35条の２第１項の規定による定期自主検
査を実施しましたので火薬類取締法第35条の２第３項の規定により報告します。
記
名
称
火薬庫の所在地
検 査 実 施 日
検 査 実 施 者 名
検 査 結 果

別紙定期自主検査表のとおり

４．７ 安定度試験
【産火、煙火】
４．７．１ 安定度試験を必要とする火薬類および整理の方法
安定度試験を実施しなければならない火薬類は、①硝酸エステル、②硝酸エステルを
含有する火薬または爆薬および③硝酸エステルを含有しない爆薬である。
火薬類の安定度試験の実施時期は、製造年月日から判断することから、これらの火薬、
爆薬を火薬庫等に貯蔵する場合には、製造年月日を管理することが必要となる。
そのためには、火薬庫に火薬類を入庫する際に製造年月別に置くようにする｡
また、出庫する際には、製造年月日の古いものから出すよう常に心がけなければなら
ない。
硝酸エステルを含有する火薬または爆薬を貯蔵する火薬庫では、硝酸エステルを含有
する火薬類のみを集積する範囲を明示し、実施すべき安定度試験の種類と試験の期限を
記した札を当該火薬箱に付して、区分して整理集積する等、安定度試験の実施に遺漏な
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きを期すのが望ましい。
また、硝酸エステルを含有しない爆薬も、長期間貯蔵する場合には、安定度試験の期
限を記した札を当該火薬箱に付して、区分して整理集積する等の措置が必要となる。
いずれにしても、安定度試験を実施しなければならないほど長期間貯蔵しないよう、
在庫管理を適切に行うことが大切である。
（定度試験の実施区分については、法令編第 8 章参照）
４．７．２ 安定度試験の実施
一般に火薬類の所有者は、自ら安定度試験を行う試験器等を備えていないところがほ
とんどであることから、安定度試験を実施しなければならないときに備えて安定度試験
が実施可能なところと相談し、対処できるようにしておくことが望ましい。
４．７．３ 報 告
安定度試験の実施結果は、安定度試験の結果の合否にかかわらず都道府県知事＊に報
告する。
報告の様式例を以下に示す。

安定度試験結果報告書
年

月

日

知事 殿
住
氏

所
名

㊞

火薬類について、下記のとおり安定度試験を実施したので、火薬類取締法第 36 条第１項の規
定により報告します。
記
製造所及び製造年月日
火 薬 類 の 種 類
火薬類の数量（対象箱数）
試 験 実 施 年 月 日
試
験
方
法
試
験
成
績
（ 総 合 判 定 ）
試
験
実
施
者
試
験
責
任
者
備
考

遊離酸試験 ・ 耐熱試験 ・ 加熱試験

試験成績書別紙

４．７．４ 安定度試験不合格の火薬類の取扱い
安定度試験で合格基準を満たさない火薬類は、不良火薬類として廃棄する。（4.8 項
参照）
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４．８ 不良火薬類の措置
【産火、煙火】
４．８．１ 不良火薬類の廃棄
安定度試験で合格基準を満たさない火薬類や吸湿、変質、不発等のために著しく原性
能もしくは原形を失っている火薬類は、廃棄しなければならない。
廃棄する場合は、廃棄地を管轄する都道府県知事＊の許可を受けなければならない。
４．８．２ 廃棄作業における留意事項
廃棄作業は、次に示す留意事項を基本に周辺に見張り人を置き、警戒、安全を確認し
て実施する。
1) 廃棄作業監督者は、廃棄処分の作業は極めて大切で、難しい作業の一つであり、経
験豊富な者が注意深く行う必要があることを従事者に理解させる必要がある。
2) 一回に処理する量が次第に多くなり、誤りを生じ易く、事故につながることに留意
を要する。
3) 異種の火薬類を一緒に廃棄することは、不測の事態を生じる危険があり、厳に慎ま
ねばならない。
4) 一回の最大処理量を火薬類の種類ごとに定めて守る。
5) 燃焼による廃棄は風下から点火する。
6) 電気点火の場合は離れた安全な場所で点火する。また、電気発破（規則第 54 条）も
しくは電気点火（規則 56 条の 4 第 5 項）に関する規則も遵守して廃棄処分を実施す
る。
４．８．３ 実包・空包等の廃棄処理
法第２条第１項の火薬類は、廃掃法では一般廃棄物に分類される。したがって、実包
・空包および銃用雷管を廃棄するためには規則第 67 条および廃掃法規則第１条の７の
構造基準を満たした焼却設備で廃棄する必要がある。また、廃掃法には野焼き禁止条項
があり、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い等でも焼却す
ることはできない。
所持者が、不用となった実包・空包および銃用雷管を自ら廃棄することは極めて難し
いと言わざるを得ない。廃棄する場合は、一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会の広
域認定制度を利用して廃棄することができる。
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第５章 運

搬

【産火、煙火】
火薬類の運搬は、他の物品の運搬と異なって危険物を運搬するものであり、ひとたび
事故が発生すれば社会に与える影響は甚大である。このため、火薬類は手続きを経て、
「火薬類の運搬に関する内閣府令」（以下、府令という）に従って運搬する必要がある。
５．１ 留意事項
火薬類の運搬中に事故が発生した際には、多くの場合第三者にも被害を及ぼすことか
ら社会に大きな影響を与えることを認識し、運搬に当たっては細心の注意を払わなけれ
ばならない。特に、運搬中は火薬類取扱保安責任者または管理者等の目が届かないとこ
ろの作業であるから、運転者に対しあらかじめ火薬類の取扱い方法や非常時の措置等に
ついて、定期的に教育を行うことが必要である。
（全火協の火薬類従事者手帳を所持させるのも一つの方法である。）
５．２ 運転者に対する教育の内容
運転者 (運送会社等の場合はその管理者を含む。) に対して行う教育の内容は、次の
事項を含む内容とするのが望ましい。
(1) 取扱い上の注意事項
火薬類の取扱いに当たって、絶対にしてはならない行為や特に注意を要する事項につ
いて分かりやすく解説する。
・衝撃（投げる、落とす、ころがす）
・摩擦（引きずる）
・熱（火気、直射日光）
・電気（電流、静電気、雷）
・湿気（水分、降雨雪）
(2) 技術上の基準
法令および府令の技術上の基準に関することについて、具体的な事例を挙げて解説す
る。
(3) 非常時の措置
交通事故や車両火災等の事故発生時における応急処置の方法や、緊急連絡先等につい
て、イエローカードを携帯させるとともに周知徹底しておく。（イエローカードの様式
例を参照）8)
また、イエローカードをもとに、交通事故等を想定した応急措置、緊急通報等につい
てあらかじめ訓練をしておくと、いざという時に役に立つ。
(4) 運搬中に遭遇した大地震等災害に対する対応策の事前教育
(5) 過去の代表的な事故例についての概要と原因など
(6) その他一般的な注意事項
・運搬車両および積み荷の事前点検（車両点検は運転者自ら行う方が良い。）
・消火器や緊急保安炎筒の備え付けと点検
・交通情報、天気予報のチェック
・不必要な人を運搬車両に乗車させない

43

・運搬計画表の時間から大幅に遅れる場合の処置（最寄警察署への届出等）
・不時の警察官の検問等に対する対応の方法、その他
（イエローカード様式例

サイズ A4 版）

（表面）
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（裏面）
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第６章 産業火薬の消費
６．１ 帳 簿
６．１．１ 火薬または爆薬を１箇月に 25kg 以上消費する消費者の帳簿の管理【産火】
1) 消費者は、消費場所ごとに帳簿を備え、法令で定める事項を記載する。
2) 火薬類消費帳簿は、消費者から指定された者が記入し､火薬類取扱保安責任者が確認
する｡
3) 帳簿の様式については規則では定められていないが、各都道府県でそれぞれ独自の
様式が定められている。その一例を次に示す。

火

消費場所 〇〇造成現場

薬

類

消

費

帳

簿

火薬類の種類と数量
爆薬（kg）
年月日

火 薬

含水
50×1000

アンホ アンホ
重袋 50×750

火工品 電気雷管（個）
計

瞬発
4.5m

備 考

MS段発 MS段発

4.5m
＃2

4.5m
＃3

計

〇〇年7月6日

100.0

200.0

300.0

40

30

30

100

A切羽

〇〇年7月７日

80.0

160.0

240.0

40

30

10

80

A切羽

〇〇年7月8日

50.0

100.0

150.0

25

25

50

Ａ切羽

取扱保安
責任者
確認
野
田
野
田
野
田

６．１．２ 火薬類取扱所、火工所、発破場所における帳簿類の管理
【産火】
1) 当該消費場所には、火薬類取扱所、火工所の帳簿および発破場所における発破記録
を備える。
2) 火薬類取扱所帳簿、火工所帳簿および発破記録は、当該消費場所責任者（取扱保安
責任者）が指名した記録責任者が現品と照合して記入する。
3) 火薬類取扱保安責任者は、火薬類取扱所帳簿および火工所帳簿ならびに発破記録に
ついて、記載された事項が正確であることを確認する。特に、火薬類取扱所の帳簿に
ついては､１日の作業終了後において､火工所の帳簿､発破記録を照合して、この帳簿
（火薬類取扱所帳簿）に記載された数量が正確であることを確認する。
4) 帳簿の様式は規則では定められていないが、通達（昭和 49 年 3 月 2 日付け 49 立局
第 158 号）で様式が示されている。その帳簿等の様式の一例を次に示す。
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記載注意
1．火薬類の種類の欄には、火薬類取締法第 2 条（定義）に掲げる火薬、爆薬および火工品の種類まで記入するか
またはこの種類の品種まで記入すること。
2．前日の存置量の欄には、火薬類取締法施行規則（以下「規則」という。）第５１条第 14 号の規定の「やむを得ない
場合」に該当するもののみを記入すること。
3．受入数量の欄には、火薬庫もしくは火薬庫外貯蔵場所または販売業者等から火薬類取扱所に持ち込んだ数量
を記入すること。
4．払出数量の欄中火工所の部分には、薬包に工業雷管、電気雷管もしくは導火管付き雷管を取り付けるために必
要な火薬類（以下「親ダイ用火薬類」という。）を火工所へ払出した数量を記入し、発破場所の部分には親ダイ用
火薬類以外の火薬類を発破場所へ払出した数量を記入すること。
5．返送数量の欄中火工所の部分には、親ダイ用火薬類が火薬類取扱所に返送された数量を記入し、発破場所の
部分には、親ダイ用火薬類以外の火薬類が火薬類取扱所に返送された数量を記入すること。
6．火薬庫等へ返納した数量の欄には、火薬庫もしくは、火薬庫外貯蔵場所または販売業者等に返納した数量を記
入すること。
7．残数量の欄には、現に火薬類取扱所に存置している数量を記入すること。
8．記録者名の欄には、この帳簿を記入した者の署名または記名捺印を行うこと。
9．取扱保安責任者確認の欄には、一日の作業終了後において火工所の帳簿、発破記録を照合してこの帳簿に記
載された数量が正確であることを確認した後、署名または捺印を行うこと。
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記載注意
1．火薬類の種類の欄には、火薬類取締法第２条（定義）に掲げる火薬、爆薬および火工品の種類まで
記入するか、またはこの種類の品種まで記入すること。
2．受入数量の欄には、１日の火薬類の消費見込量が火薬または爆薬にあっては 25 キログラム以下、
工業雷管、電気雷管または導火管付き雷管にあっては 250 個以下、導爆線にあっては 500 メート
ル以下、制御発破用コードにあっては 100 メートル以下の消費場所（以下「少量消費場所」という。）
については、火薬庫もしくは火薬庫外貯蔵場所または販売業者から火工所に持ち込んだ数量を記
入し、少量消費場所以外の消費場所については、火薬類取扱所より受けた数量とすること。また、１
日の火薬類消費回数が１回である場合で、火薬類取扱所を設けない場合には、火薬庫から親ダイ
作成用の火薬類および火工品を火工所に持ち込んだ数量を記入する。
3．払出数量の欄中親ダイの部分には、薬包に工業雷管、電気雷管もしくは導火管付雷管を取り付け
たもの（以下「親ダイ」という。）を発破場所へ払出した数量を記入する。少量消費場所では火工所に
おいて火薬類の管理を行うため、増ダイ部分には親ダイ以外の火薬類（以下「増ダイ」という。）を発
破場所へ払出した数量を記入すること。少量消費場所以外の消費場所については増ダイの欄に記
入する必要ない。
4．発破場所からの返送数量の欄中増ダイの部分には、少量消費場所のみを記入すること。
5．火薬類取扱所へ返送または火薬庫等へ返納した数量の欄には、少量消費場所については、火薬
庫もしくは火薬庫外貯蔵場所または販売業者に返納した数量を記入し、少量消費場所以外の消費
場所については、火薬類取扱所に返送した数量を記入すること。
6．残数量の欄には、現に火工所に存置している数量を記入すること。ただし、少量消費場所以外で
は、火工所に長時間存置してはならない。
7．記録者名の欄には、この帳簿を記入した者の署名または記名捺印を行うこと。
8．取扱保安責任者確認欄には、記載された数量が正確であることを確認した後、署名または捺印を行
うこと。
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記載注意
1．発破記録は、１回の発破ごとに１葉とする。
2．記録者名の欄には、発破記録責任者に指名され、この記録を記入した者の署名または記名捺印
を行うこと。
3．種類の欄には、火薬類取締法第２条（定義）に掲げる火薬、爆薬および火工品の種類を記入する
こと。
4．火薬類取扱所・火薬庫の欄は、１日の火薬類の消費見込数量が火薬または爆薬にあっては 25 キ
ログラム以下、工業雷管、電気雷管または導火管付き雷管にあっては 250 個以下、導爆線にあっ
ては 500 メートル以下、制御発破用コードにあっては 100 メートル以下の消費場所（以下「少量消
費場所」という。）以外の消費場所のみ記入すること。
5．火薬類取扱所・火薬庫の区分は、どちらかに○で囲む。なお、火薬庫の場合は、１日の火薬消費
回数が１回であり、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合に限る。
６．火工所の欄中親ダイの部分には、薬包に工業雷管、電気雷管もしくは導火管付き雷管を取り付け
たもの（以下「親ダイ」という。）について記入すること。
7．火工所の欄中親ダイ以外の火薬類の部分は、少量消費場所のみ記入すること。
8．孔数の欄には、孔径、孔長および１孔当たり装薬量が同一である場合を除き１孔ずつ記入するこ
と。
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9．張り付け発破その他特殊な発破については、孔径および孔長の欄には記入する必要がない。また
孔数および装薬量の欄には、その発破に合った記録方法により記入すること。
10．同一の発破場所において、直前の発破と同一の装塡方法により発破を行う場合には、発破孔ま
たは薬室に対する装塡方法の欄への記入を省略することができる。この場合においては、装塡方
法が直前の発破と同一である旨を記事の欄に記載すること。
11．記事の欄に記載すべき事項は、前号によるもののほか、不発火薬類等の措置その他特記事項を
記載することが望ましい。

６．１．３ 庫外貯蔵庫における帳票類の管理
【産火】
1) 庫外貯蔵庫を所有している販売業者および消費者は、庫外貯蔵庫に庫外貯蔵庫出納
帳を備え、火薬類の出し入れの都度、法令で定める事項を記載する。
2) 庫外貯蔵庫出納帳は、指定された者が記載する。
3) 庫外貯蔵庫出納帳の様式は、火薬庫帳簿に準じたものとする。
６．１．４ 建設用びょう(鋲)打ち銃用空包を消費する消費者における帳簿類の管理
1) 建設用びょう打ち銃用空包を消費する消費者は、一定の場所（建設用びょう打ち銃
用空包を存置している場所）に帳簿を備え、消費者から指定された責任者が記入し、
指定された者が確認する。
2) 帳簿の様式は規則では定められていないが、通達（昭和 49 年 3 月 2 日付け 49 立局
第 158 号）で、次のとおり様式が示されている。
日時
年

月

日

時

品種

分

〇〇

7

9

8 30

R255A

〇〇

7

9

9 05

R255A

〇〇

7

9 12 00

R255A

〇〇

7

9 13 00

R255A

受入数量

払出数量

返納数量

300
200
100
200

残数量

記録者名

備考

300

前原

庫外貯蔵所より

100

前原

作業員Aへ

200

前原

作業員Aより

0

前原

庫外貯蔵所へ

記載注意
１．受入数量の欄には、火薬庫もしくは火薬庫外貯蔵場所または販売業者等から消費場所に持
ち込んだ数量を記入すること。
２．払出数量の欄には、消費するために払出した数量を記入すること。
３．返納数量の欄には、消費するために払出した空包が返納された数量を記入すること。
４．残数量の欄には、現に建設用びょう打ち銃用空包存置場所に存置している数量を記入する
こと。
５．記録者名の欄には、この帳簿に記入した責任者の署名または記名捺印を行なうこと。
６．備考の欄には、１日の作業終了後、残った建設用びょう打ち銃用空包の返納場所その他必
要な事項を記入すること。
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６．２ 報 告
【産火】
６．２．１ 報告の内容、提出先と期限
火薬または爆薬を１箇月に 25kg 以上消費する消費者は、規則第 56 条の５に規定され
た事項を毎年度集計した報告書を、消費地を管轄する都道府県知事＊に年度終了後 30
日以内に報告する。
６．２．２ 報告書の様式例
報告書の様式については、規則では定められておらず、各都道府県でそれぞれ独自の
様式を定めている。その一例を次に示す。
火薬類消費数量年度報告書
（平成29年４月～平成30年３月）
東京都 知事

殿
平成〇〇年〇〇月〇〇日
住 所 東京都○○区○○町1-1-1
〇〇建設株式会社
氏名
代表取締役

種類

単位

繰越数量

譲受数量

計

消費数量

〇〇〇〇
年度末残

火薬
含水

kg

0

18,000

18,000

18,000

0

アンホ

kg

0

54,000

54,000

54,000

0

計

kg

0

72,000

72,000

72,000

0

電気雷管

個

0

24,000

24,000

24,000

0

爆薬

火工品

備考

６．３ 盗難予防
【産火】
６．３．１ 施設および設備の管理の徹底等
1) 火薬類取扱所の境界柵(さく)、屋根および扉等の建物の構造、ならびに火工所の柵
等の点検、管理の徹底を図る。
2) 火薬類取扱所の施錠が正常に機能するかどうかを点検し、施錠状態を常に確認する。
3) 鍵の取扱いおよび保管は、その管理責任者を定め、その者以外の者に取扱いまたは
保管させないようにする。
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4) 鍵の保管場所は特定し、定期的に点検する。
5) 消費場所において火薬類を取り扱うことができる者は、「火薬類を取り扱う必要の
ある者（取扱従事者の届出をした者）」であると限定するとともに、他の作業者と明
火 と赤書きで表示（ラベ
確に区別する。例えば、火薬類を取り扱うことができる者は○
ル形式でもよい。）した腕章またはヘルメットを着用する。
６．３．２ 火薬類の管理
1) 火薬類取扱所または火工所において帳簿に記録する者は、受け払いする火薬類（種
類ごと）の数量を確認して必要項目をその都度記載する。
2) 火薬類の発破場所において発破記録に記録する者は、受け払いする火薬類（種類ご
と）の数量を確認して必要項目をその都度記録する。
3) 消費場所では火薬類取扱所、火工所または発破場所以外の場所に火薬類を存置して
いないか、担当者を決めて巡回チェックする。
なお、やむを得ず火薬類を存置する場合は、見張人を置くようにする。
4) １日の消費作業終了後は、火薬類取扱所、火工所または発破場所に火薬類を存置し
ていないか担当者を決めて巡回チェックする。
なお、やむを得ず火薬類を消費場所に存置する場合は、見張人を置くようにする｡

６．４ 火薬類取扱所および火工所の日常点検

【産火】
火薬類取扱所および火工所は消費場所に設置し火薬類を直接取り扱うので、事故防止
および盗難防止に留意しなければならない。そのために、火薬類取扱所および火工所の
日常点検が重要である。
日常の点検は、点検者、点検項目、点検頻度を決めて基本的に目視により行う｡その
際、点検表を活用し点検記録をとっておく必要がある。参考として日常点検の際のチェ
ックポイントを次に示す。
(1) 火薬類取扱所
点検項目

チェックポイント

設置場所

・消費許可申請の際、許可された位置に設置されているか

構 造等

・錠の破損はないか
・床には鉄類が表れていないか
・錠の破損はないか

警戒設備
掲示板

・境界柵(さく)、警戒札、関係法規、取扱心得はよいか

その他

・境界柵内に可燃物等の堆積物はないか

(2) 火工所
点検項目

チェックポイント

設置場所

・消費許可申請の際、許可された位置に設置されているか
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構造等
見張人の配置
警戒設備
掲示板
その他

・錠の破損はないか
・建物を設ける場合には、建物の破損等はないか、床には
鉄類が表れていないか、換気の措置はよいか
・火薬類を存置する場合、常時見張人を配置しているか
・柵、警戒札、関係法規、取扱心得はよいか
・柵内に可燃物等の堆積物はないか

６．５ 発 破
６．５．１ 発破に関する知識
【産火】
(1) 発破に関する大切な用語
(a) 自由面
破壊される物体が空気または水と接している面をいう。自由面の数が多く、また、大
きくなるほど破砕効果はよくなる。
(b) 最小抵抗線
装薬の中心から自由面までの最短距離をいう。

図 6-1 最小抵抗線と自由面（ベンチ発破の場合）
(c) デカップリング効果
穿(せん)孔径に比べて装塡する爆薬の径が小さいとき、または装薬室に比べて爆薬の装
薬量が少ないとき、爆薬の周囲に空間ができ、穿孔壁に作用する圧力が小さくなる。この
現象をデカップリング効果という。
穿孔径と装塡する爆薬の径の比をデカップリング指数といい、装薬室の容積に対する爆
薬が占める体積の比を体積デカップリング指数という。
(d) 原単位
単位体積または単位質量当りの岩石を破砕するのに必要な爆薬使用量をいう。

54

岩石の硬さ、自由面の数や発破の大きさ（規模）、使用する爆薬の種類などによって
異なるが、発破の適正さを知る目安となる。
(e) 込め物
爆薬を装塡した残りの装薬孔の空所には、粘土や砂などを充塡する。このような材料を
込め物という。込め物の利き具合が発破効果や鉄砲現象の発生に影響を及ぼす。
(f) 適正装薬
適正装薬はハウザーの公式の考え方に従って、一自由面発破において漏斗半径と最
小抵抗線が等しくなるような装薬量を指していたが、現在では「計画したとおりの発
破結果の得られる装薬量」を適正装薬と考える方が適当である。
(2) 発破効果に影響を及ぼす要因
要求される発破効果に影響を及ぼす要因には、表 6-1 のように発破箇所の地形その他
で決まっている「既定要因」と「検討可能な要因」がある。
既定要因を考慮して要求される発破効果を得るために、検討可能な要因を発破設計に
盛り込む必要がある。
表 6－1 発破効果に影響を及ぼす要因
既定要因
物体の強度と特性
節理や亀裂の程度
地質
天候
激しい湧水
その他

検討可能な要因
穿(せん)孔パターン
穿孔径
穿孔長
穿孔の角度
サブドリリング
ベンチの高さまたは掘進長
自由面の大きさ
孔間隔
塡塞長
込め物の材質
最小抵抗線
最小抵抗線と孔間隔の比
起爆方法
爆薬の種類
爆薬の性能または強さ
爆薬の使用量
自由面の方向
自由面の数
段発秒時の選択
装薬の方法（集中・分散装薬）
その他

要求される発破効果
破砕の程度
破砕物の飛散状況
破砕物の堆積状況
破砕粒度
発破振動の程度
発破音の程度
飛石発生の有無
バックブレークの有無とその程度
余掘りの有無とその程度
発破の後ガス
不発の有無とその状況
その他

(3) 岩石についての知識 9)
(a) 用語の意味
古くから発破に関係ある岩石の性質として、岩石の硬軟、靱(じん)性（しなやかさ）、
脆(もろ)さ、せん断強度、引張強度、最近では弾性波速度等が問題にされている。
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この他に岩石の節理、層理等も、飛石の発生、大塊の発生、穿(せん)孔配置、装薬量
等に大きな影響を与える要素である。
ここでは、簡単に発破に関連した事項について述べる。
[節 理]
節理とは、岩盤中に見られる明瞭な割れ目構造のことで、一般には一定の方向に平行
な群をなし規則的に配列しているものをいう。形状的には次のような種類がある。
・柱状節理･･･火成岩に多くの縦の割れ目を生じた結果、ちょうど五角形、六角形の
柱を並べて立てたような形をしている。
例：玄武岩、安山岩、石英粗面岩、花こう岩
・板状節理･･･岩石が平行な多数の平面に沿って割れ目を作り、ちょうど無数の板を
積み重ねたような外観をもつ。
例：安山岩、石英粗面岩、石灰岩、硬質頁岩
・方丈節理･･･火成岩が互いに直角な３組の平面に沿って割れ目を作り、ちょうど立
方体を多く重ねたような形をしている。
例：花崗岩
[層 理]
堆積層（例えば砂岩）、変成岩（例えば千枚岩）の特徴で常に層状をしている。
・地層･･･堆積岩の一つの層
・互層･･･数種の地層が交互に重なり合うもの。
・断層･･･地殻の変動により地層がある面で破壊され、岩盤の両側が水平または上下
に食い違っているもの。
[片 理]
岩盤中に板状の結晶が方向性をもって配列して面状を示し、その方向に剥げやすい構
造のことをいう。層状をなし、片理に平行に穿孔すると発破効果が悪い。
・片麻岩 ･･･例：花こう片麻岩、黒雲母片麻岩
・結晶片岩･･･例：雲母片岩、緑泥片岩、石英片岩
・その他 ･･･例：千枚岩、ホルンフェルス、大理石
[空 洞]
石灰岩などによく見られる岩盤中の空洞（“がま”ともいう）は、アンホ爆薬等の装塡
時に過装薬の原因となることがある。
[亀 裂]
発破した際、衝撃波の伝播が妨げられて発破効果が悪くなるばかりでなく、ガスが突
出して飛石の原因ともなる。
[石 目]
花こう岩によく見られるもので、岩石の組織がある方向に向かい、石材を採取すると
きによく利用される。
(b) 節理、層理、片理等の利用
節理や層理の方向やベンチの切羽の方向を考慮する必要がある。また、穿孔配置とも
無関係でなく発破効果に大きく影響する。
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６．５．２ 発破の種類と方法
(1) トンネル掘進発破
【産火】
(a) 掘削工法
掘削工法には、全断面工法、補助ベンチ付き全断面工法、上半先進ベンチカット工法、
導坑先進工法、中壁分割工法が主として用いられる。その特徴について以下に示す。
[全断面工法]
トンネル全断面を一度に施工する工法である。極めて安定した硬岩および中硬岩や小
断面に採用される工法で、発破掘削での実績が多い。掘削効率は極めて高いが、地質変
化への適用性が低い。
[補助ベンチ付き全断面工法]
全断面工法では、施工が困難となる地山において、2～5m のベンチを設け上半と下
半を同時に施工することにより、切羽の安定と掘削効率の向上を図る工法である。通常
80～100m2 断面程度での発破掘削方式においては、もっとも多く採用されており、地質
への適用性も高い。
[上半先進ベンチカット工法]
上半部断面（上半）と下半部断面（下半）に分割して、同時併進あるいは交互掘進す
る工法で、ベンチの長さに応じてショートベンチ、ロングベンチ等に分けられる。切羽
の安定が困難な軟岩や比較的良好な土砂地山において広く採用されている。地質への適
用性も高い。
[導坑先進工法]
不良地山における地耐力不足、水位低下、前方調査および事前補強等や大断面トンネ
ルの安定確保のため、導坑を先進させる工法で、導坑の設置場所により側壁導坑、頂設
導坑、底設導坑などに分類される。不良地山への適用性は高いが、一般的には施工効率
が低下する。
近年は、TBM を用いた導坑先進により、長大トンネルの高速施工を図る場合も増え
ている。
[中壁分割工法]
天端(てんば)孔
断面を左右に二分割して併進掘削する
払い孔
工法であり、各々のトンネルが開合され
た状態で掘削されるため、地表面沈下や
周辺孔
変形の防止に対して有効である。土砂地
心抜き孔
山や大断面での機械掘削にて採用される
場合も増えている。
心助（しんすけ）孔
(b) トンネルの穿(せん)孔配置
踏前(ふまえ)孔
トンネルの穿孔配置とその名称は、次
のとおりである。
図 6-2 トンネル掘進の穿孔配置と名称
[心抜き孔]
一自由面発破であり最初に起爆する箇所である。起砕が不十分であれば全体の発破も
失敗に終わる。確実な起砕が必要である。心抜きの方法には主としてアングルカットと
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平行心抜きがある。アングルカットは、くさびカットもしくは通称抱きカットとも呼ば
れ、V カット、ピラミットカットなどがある。ここでは、代表的な V カット心抜きと平
行心抜きについて述べる。
[Ｖカット心抜き]
心抜き位置に 60～70 度の角度で穿孔し、穿孔の先端（孔尻）の孔間隔は 20～40cm
とする。従って、穿孔長は払い孔の 1.1 倍程度となる。また、装薬量も孔当り 10～20%
程度多くなる。孔尻から穿孔に直角に引いた垂線が切羽面（L0）で坑道幅の内に納まる
ようにしなければならない。納まらない場合には、起砕を確実にするため心抜きの中に
補助心抜きを用いる。
この場合、本心抜きの孔尻から穿孔に直角に引いた垂線が、補助心抜きの孔尻を通る
切羽に平行な面（L1)で坑道幅の内に納まり、また補助心抜きの孔尻で穿孔に直角に引
いた垂線が切羽面（L0）で坑道幅の内に納まるようにする。

図 6-3 V カット心抜き
[平行心抜き]
切羽面に対して直角に空孔および装薬孔を穿孔し、空孔を自由面として空孔に向けて
発破することにより切り拡げる心抜きである。通常はバーンカット心抜きと呼称してい
るが、小孔径の空孔を用いる場合を小孔径バーンカット、大孔径の空孔を用いる場合を
大孔径バーンカットまたはシリンダ－カットという。小孔径バーンカットは、小断面で
上記穿孔角度がとれない現場において、一発破進行を長くとりたい場合に適用されるが、
孔間隔が 10～15cm 程度で平行に穿孔する技術が必要なため定着しにくく、適用されて
も 1.5m 程度である。
大孔径バーンカットは、穿孔機械の進歩により、大孔径でも短時間に精度良く穿孔す
ることが可能となったため、採用される現場が増加している。一発破進行長は平行穿孔
精度がよければ理論的には限界はないが、全体の施工効率から現状では 3.0～4.0m の実
績が一般的である
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○：空孔

●：装薬孔

図 6-4 バーンカット心抜き
平行心抜きを実施する際、現場で起こる現象としては焼結現象（セメンテーション）
と奥鳴り現象が考えられる。
焼結現象（セメンテーション）とは、空孔と装薬孔の孔間隔が拡がり過ぎるため、そ
の間の岩石が粉砕されたまま爆発圧力で固まる現象をいい、それを防ぐには空孔と装薬
孔の孔間隔を空孔径の 1.5 倍以下とする。なお、空孔（直径 d）が複数（n）ある場合に
は、次式で換算直径（d′）を求め、孔間隔とする。
d′＝d×√n
また、起爆秒時も影響を与える。秒時差が短か過ぎると粉砕された岩石が飛び出るま
でに次の雷管が起爆することによってその移動が妨げられる結果、焼結現象を起こす。
そこで秒時としての実績では 50～100ms が適用されている。
しかし、進行長が長くなれば破砕された岩石の移動に時間がかかり、また、岩種によ
っては粉砕の状況も変わってくるため、試験発破により空孔と装薬孔の間隔、または起
爆秒時を決定することが望ましい。
塡塞長が長すぎると切羽面まで起砕されないで孔の奥だけが起砕される。これを奥鳴
り現象という。対策としては、塡塞長を適正にし、爆薬を順序よく殉爆不良のないよう
に装塡する。塡塞は確実に行う。なお、親ダイは孔尻に配置する（逆起爆）のが普通で
ある。穿孔は決められた長さ、位置を守り、平行穿孔に特に注意する。
[心助(しんすけ)孔]
心抜き孔だけでは十分に 2 自由面を作ることができない場合がある。そのため心抜き
の近くに孔を配置して、心抜きの次に起爆することによって確実な自由面を作る。
[払い孔]
上記心抜きで得られた自由面を切り拡げる孔であり、最小抵抗線、孔間隔ともに大き
くとることができるが、その距離は 70～100cm 程度で、岩種や岩質、亀裂の状態によ
って大きく左右される。雷管の段数の配置方法によって主に巻き方式が採用されている
が、一部ラインカット方式を採用しているところもある。
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図 6-5

払い孔の配置方式

[天端(てんば)孔および周辺孔]
トンネルが最終的に形成される場所であるため、地山を傷めず、かつ、凸凹が少なく、
設計線により近く掘削することが望まれる。その目的のために行われている工法にスム
ースブラスティング工法（SB 工法と略称する。）がある。これは爆力を小さくして孔
間に亀裂を生じさせることを主体としており、孔径デカップリング法と体積デカップリ
ング法がある。
[孔径デカップリング法]
これは SB 工法用の爆薬を使用する。
通常の爆薬は、爆速が 6,000m/s、薬径が 25～30mm 程度であるのに対し、この爆薬
は 3,500～4,000m/s で薬径が 20mm 程度である。装薬に当たっては、デカップリング
指数（薬径に対する孔径の比）を大きくとることによって発生圧力を下げている。
空隙

込め物

スムースブラスティング爆薬
図 6-6

通常爆薬

孔径デカップリング法装薬図

[
体積デカップリング法]
これは通常の爆薬を孔底部に装薬し、口元側にスペーサーと呼ばれる紙筒等を挿入し
て、込め物と装薬の間に空隙を保持する装薬法である。主に亀裂の多い岩盤やカットオ
フによる残留薬が発生しやすい場合に使われる。この方法は、体積デカップリング指数
（込め物を除いた穿孔内容積と爆薬の体積比）を大きくとることによって発生圧力を下
げている。
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空隙

込め物

図 6-7

スペーサー

通常爆薬

体積デカップリング法装薬図

[踏前(ふまえ)孔]
トンネルの地盤を確保するための孔であり、若干下向きの孔にする。また、現在の穿
孔機械はほとんどが水を利用して穿孔するため、発破作業の際は水の影響を十分考慮す
る必要がある。例えば、死圧現象、殉爆不良、リーク現象、電気雷管の脚線の被覆の損
傷によるショート等である。
また、場所としては底部であり起砕には持ち上げるだけの力が必要なため、に１孔当
たり装薬量は平均的な装薬量より 10～20%程度多くなる。
(c) 込め物の使用義務の緩和
発破孔に爆薬を装塡した後、発破孔には砂や粘土など発火性または引火性のない込め
物によって塡塞または孔込めを行う。この塡塞の効果は、爆薬に対する密閉効果とガス
圧の有効利用を狙ったものである。この塡塞作業は、摩擦、衝動、静電気等に対して安
全な装塡機または装塡具（木の込め棒など）を使用して行わなければならない。
一方で、発破作業時の死傷事故は、切羽近傍での崩落事故が多数を占めるため、込め
物作業等で切羽に近づく作業員の安全確保が求められるようになった。
そのため、技術基準を満たした発破の場合には、込め物の使用義務が緩和されること
となった。（法令編 11.9.3 項参照）
なお、現時点では特定硝酸アンモニウム系爆薬としては、硝安油剤爆薬（アンホ爆薬）
しかない。含水爆薬の粒状の製品もあるが、成分に塩素酸塩、過塩素酸塩、気泡剤とし
て微小中空粒子、金属粉等の鋭感効果を有する材料を含んでいるため特定硝酸アンモニ
ウム系爆薬とは認められていない。したがって、含水爆薬の粒状製品を装塡機により発
破孔に装塡した場合には、従来どおり、込め物を使用する必要があるので注意が必要で
ある。
(d) ＳＢ工法の留意点
「天端孔および周辺孔」の項で述べたが、ここでは実施に当たっての留意点について
述べる。
[天端孔または周辺孔の孔間隔Ｄとその手前孔（通常これを天助孔、または、払い助孔
と称している。）との最小抵抗線（Ｗ）の関係]
（D／W）≦0.8 の関係が平滑な起砕を得ている。
例えば、W＝90cm に対しては D＝70cm 程度の適用が望ましい。また、より効果を
発揮させるには天助孔または払い助孔の位置にペイント等でマーキングをして正確に穿
孔することが有効である。
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[余掘り対策]
穿孔角度を大きくとると余掘りの拡大につながる。そこで常に差し角度を確認しなが
ら穿孔を行う。なお、天端孔または周辺孔とその天助孔または払い助孔の抵抗線が不均
一になると、近い場合には当たり現象（凸部）を生じ、遠い場合には起砕し難いために
地山を損傷することにより、地山を緩ませて余堀り(凹部)となる可能性が高い。
その対策としては、天端孔または周辺孔と払い助孔を同じ角度で穿孔することにより
よい結果を得ている。
[めがね現象の防止]
塡塞長が長すぎると孔口付近が起砕されないで当たり現象となる。これをめがね現象
という。塡塞長を 50～70cm までとして確実に塡塞する。
[起爆方法]
SB 孔は通常、10 段前後の DS 電気雷管によって起爆されるが、秒時のばらつきによ
って効果が十分得られない場合がある。起爆精度の高い電子雷管を SB 孔に使用するこ
とによって良い結果が得られたという報告がある。
(e) 長孔発破の留意点
近年、NATM 工法の採用、地山変位の測定と対応技術の進歩等により、安全に作業
のできる環境が整った。また、穿孔機械についても、油圧削岩機の採用によって穿孔速
度の向上と長孔穿孔が可能となり、急速施工による工期短縮と危険性の高い切羽での作
業時間短縮の観点から長孔発破が実施に移されつつある｡
わが国における長孔掘進長は 3.5～4.0m が報告されており、ヨーロッパ等では 4～5m
が一般的であると報告されている。ここでは、適用に当たっての留意点について述べる。
[平行穿孔精度]
穿孔角度が変化すれば、他の孔と貫通し、あるいは最小抵抗線が過大となって起砕し
なくなる。そのため、常に平行性を保つように心がけなければならない。
[殉爆不良による不発残留の防止]
装薬長が長くなることにより装薬本数が多くなり、薬包同士が密着しにくくなる可能
性が増す。そのため、穿孔内は装薬前に必ずくり粉を取り出す。また、水を抜き出す等
の措置を行い、その後、例えばローディングパイプ等を用いて確実に密に装塡する。
[チャンネル効果]
穿孔の孔壁が非常に滑らかな場合には、薬径と孔径の比が大きくなると、衝撃波が爆
薬の爆発よりも速く進み、まだ爆発していない爆薬を加圧するために爆轟中断を起こす。
この現象をチャンネル効果という。この現象は SB 工法で起こりやすい。対策としては、
導爆線を添わせる等の方法が考えられる。
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(2) ベンチ発破
(a) 概 要

10),11)

【産火】

ベンチ発破は階段状の掘削面を作り、進行するにつれて掘り下がっていく採掘または
掘削の発破方法で、垂直か垂直に近い１列または多数列の発破孔を自由面に向かって発
破する方法とも定義できる。掘削機械の大型化とともに、掘削の作業性や能率、環境問
題や保安対策、経済性などが検討され、大規模な土木工事や採石業において広く採用さ
れている。
ベンチ発破の主な特徴を以下に列記する。
・自然の地山を最適なベンチに造成するまでに初期投資が必要となる。
・平坦(たん)なベンチ面と岩質に応じたベンチ高さを確保できるので安全である。
・ベンチの表面を観察することができるので、落石や崩落などの対策がしやすい。
・大型の機械が投入できるので合理的で大量生産が可能である。
・発破パターンが単純化できて管理しやすくなり、計画的な採掘ができる。
・地質状況に変化があっても採掘箇所を選別できるので品質調整ができる。
ベンチ発破の諸元を以下に示す。
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W

W
D

d

ℓn

H

ℓ
ℓc

θ

図6-8

ℓs

H：ベンチの高さ(m)
W：最小抵抗線(m)
D：穿孔間隔(m)
d：穿孔径(mm)
θ：穿孔角度( °)
ℓ：穿孔長(m)
ℓs：サブドリリング長(m)
ℓc：装薬長(m)
ℓn：塡塞長(m)

ベンチ発破の諸元

[ベンチの高さ(Ｈ)]25)
ベンチの高さは、岩質や節理の発達状況、岩盤強度、穿孔機械、発破方法、積み込み
運搬の方法、希望する生産量、法令による規制等の諸条件によって決められるが、一般
には 3～15m である。
[最小抵抗線(Ｗ)]
最小抵抗線を決める目安として、装薬径の倍数で表すのが便利である。一般的に、装
薬径の 30～60 倍の値が適当といわれ、硬岩では小さく、軟岩では大きく、また、アン
ホ爆薬では小さく、含水爆薬やダイナマイトでは大きくとる。最近では孔径 100mm の
場合、35～40 倍程度にとることが多いようである。また、最小抵抗線は、破砕粒度を
細かくする場合は小さく、破砕粒度を大きくする場合は大きくとり、原石処理施設の粗
砕機（一次破砕機）の給鉱口の大きさも参考にするとよい。
表 6-2

ベンチ発破の最小抵抗線と装薬径の比

岩石の種類
軟
中
硬

硬

最小抵抗線と装薬径の比

岩

50～60

岩

45～55

岩

30～50

[穿孔間隔(Ｄ)]
最小抵抗線が適正であれば、孔間隔は最小抵抗線の 0.8～1.5 倍が一般的であるが、最
小抵抗線と同じ値にする場合が多い。
多列段発発破において、破砕粒度を細かくし、かつ、均一にする発破方法の一つにワ
イドスペース発破がある。この発破では２列目からの最小抵抗線を通常の 1/2 程度にす
るのが普通であり、孔間隔は最小抵抗線の 4～8 倍程度とする。なお、ワイドスペース
発破では飛石が多くなるので採用時には注意が必要である。
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[穿孔径(d)]
穿孔径によって最小抵抗線と孔間隔が決められる。穿孔径の大きさは発破規模や穿孔
能率等とも関係があるので、破砕粒度、現場の生産規模、ベンチの規模、穿孔コスト等
を考慮して選定する。一般のベンチ発破ではクローラドリルが多く用いられ、その穿孔
径は 65～75mm が多く、一部の大型のベンチ発破では大孔径穿孔機が導入され 100mm
前後から 300mm の場合もある。
参考までに、現在国内で供給されているボタンビットの直径は、表示値の－0mm＋
2.5mm の製造規格となっている。
[穿孔角度(θ)]
穿孔は垂直に行う場合もあるが、一般には 60～80°の角度をつける場合が多い。穿孔
角度をつけると破砕効果や根切れが良くなるだけでなく、切羽に傾斜がついて崩壊の心
配が少なくなるほか、バックブレークの防止にも役立つ。
[サブドリリング長(ℓs)]
根切りを良くするためにサブドリリングを行う。サブドリリングの長さは、最小抵抗
線の 0.3～0.35 倍をとる。
[装薬長(ℓc)]
親ダイ、増ダイを含めた全ての装薬長さである。穿孔径と爆薬の装塡密度から計算
することができる。ただし、後述するプレスプリッティング発破のような特殊な場合
には実際に充塡された長さを確認する必要がある。
[塡塞長(ℓn)]
塡塞長は、飛石および発破効果の面から、穿孔長の 30～40%が必要であるが、一般
的には最小抵抗線と同じかまたは少し長くする。
込め物には、くり粉や砂、粒の細かい砕石等が使われる。粘土は粘りがあり孔壁に付
着して落下しにくいので、ベンチ発破のような下向き孔では途中で孔詰まりになる場合
がある。
2) ベンチ発破薬量計算法
ベンチ発破の薬量計算は次式によって計算する。
L＝C・D・W・H
ここで、L は装薬量（kg）、D、W、H は上述した諸元値であり、発破係数（C）
は、１m3 の岩石を起砕するのに必要な爆薬の量である。
表 6-3 に発破係数（C）の参考値を示す。
表 6-3 発破係数の参考値 (kg/m3)
ダイナマイト
含水爆薬等

アンホ爆薬

岩

0.1～0.2

0.2～0.3

岩

0.2～0.3

0.3～0.4

岩

0.3～0.4

0.4 以上

岩石の種類
軟
中
硬

硬
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ただし、乾燥した発破孔にアンホ爆薬をバラで装薬した場合、穿孔径と同じ直径で密
装塡されるため、想定以上に発破効果が現れることがあるので注意が必要である。
(3) 盤下げ発破（盤打ち発破）11)
【産火】
(a) 概要と発破設計
盤下げ発破とは、宅地・工場敷地・ゴルフ場等の造成工事や道路建設などに多く採用
されている発破方法の一つで、比較的に平面状になっている岩盤を掘り下げる発破であ
る。また、トンネル発破で踏前(ふまえ)部が十分起砕されないとき、修正発破を行うの
も盤下げ発破というが、この場合には、ほとんど横向き穿(せん)孔で、このような発破
は盤打ち発破と呼ばれることが多い。
盤下げ発破は１自由面発破が多く、その方法も盤下げの規模によって一様ではない。
大規模の土地造成のような場合では、穿孔長を 2～3ｍ程度にして行うことが多いが、
場合によっては 5ｍ以上に及ぶこともある。
盤下げ発破では、最小抵抗線は穿孔長方向となる。岩質や装薬の長さを考慮して、最
小抵抗線は穿孔長の 50～80%程度と考えるのが適当である。また、孔間隔は最小抵抗
線の 1.0～1.25 倍程度が標準とされているが、孔間隔を最小抵抗線と同じにする場合が
多い。
盤下げ発破の設計方法には定説がなく、それぞれの経験によって実施されているよう
であるが、薬量の計算はベンチ発破の薬量計算式が用いられることが多い。この場合、
ベンチ高さの値は穿孔長とし、最小抵抗線は孔間隔の値を用いる。盤下げ発破では、１
自由面でもあり岩盤の拘束力が強いので、孔底まで破砕できることはまれである。
発破係数は、岩質、爆薬の種類、込め物、装薬状況によって異なるが、１自由面の場
合、一般に次の値を目安とする。
表 6-4 発破係数の参考値（kg/m3)
軟
中
硬

硬

岩

0.10～0.20

岩

0.15～0.25

岩

0.20～0.30

また、住宅地などの保安物件の近くで大量の岩盤を掘削するような場合、機械力によ
る掘削を容易にするために盤下げ発破を行うことがある。この場合は、表 6-4 の数をさ
らに小さくして行う、いわゆる「ゆるめ発破」と呼ばれる方法が採用される。これは、
掘削する岩盤を事前に発破で緩めて、ブルドーザ等よるリッピングを容易にさせる方法
である。
(b) 飛石防止対策
前述したように、盤下げ発破は住宅地や道路などの保安物件の近くで行われることが
多いので、飛石、発破振動、発破音、粉塵(じん)等の発生に留意しなければならない。
過去の事故例を見ると、ほかの発破法に比べて飛石の発生率が高く、これを防ぐには直
接防護が有効である。飛石防止の方法として一例を図 6-9 に示す。特に DS 段発発破を
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適用する場合、先行する前段の発破により後段の防護が移動して飛石事故が発生するお
それがあるため、防護材の重ね方は段発順序の後段側を下にする必要がある。また、ゆ
るめ発破を行う場合は、弱装薬による鉄砲現象の発生を考慮して、穿孔の孔口方向を保
安物件に向けないようにするなどの配慮が必要である。

図 6-9

防護材の重ね方法

(4) 修正発破
【産火】
一般に、ベンチ発破等において、発破後の根切りが悪いために法尻部にコブ状の塊と
して残った箇所を修正するために行う発破のことである。
特に横孔にて修正発破を行う場合には、対象物の状態（形状、岩質、クラックの有
無）を十分に把握してから発破設計を行うことが必要である。
対象物が不規則な形状であるために形状の把握がしづらく、穿孔箇所の上段および端
部では、最小抵抗線の十分な確保に努める必要がある。
また、その箇所では過装薬および、最小抵抗線の不足により飛び石による事故のおそ
れがあるため、ゴムマットやブラスティングマット、防爆シート等による飛石防止対策
を十分に行う必要がある。
(5) 小割発破
【産火】
(a) 概 要
一般に、発破後にまだ残っている掘削、積み込み、運搬、クラッシングの邪魔になる
ような大塊を処理することを小割発破または二次発破という。また、玉石や転石として
自然に存在する大塊を破砕することを玉石発破または転石発破という。ここでは、これ
らを総じて小割発破と呼ぶことにする。
小割発破を行う場合、特に重要なことは飛石に対する保安対策である。小割発破によ
る飛石事故は一般の発破より多くなっているが、これは玉石とか被破砕岩石の大きさ、
形状や岩質が千差万別であり、また、その直径の測定も難しく、若干の穿(せん)孔のず
れが最小抵抗線の値を相違させることが多いからである。また、被破砕岩石の全表面が
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自由面であるから、どちらの方向に飛ぶかの予測が難しいことも原因である。前の発破
で生じた大塊の小割発破は、ひずみや微細な亀裂などのダメージを受けているので自然
に生じた岩石に比べれば簡単に破壊できるが、飛石が発生することが多い。
(b) 小割発破の方法
小割発破には、穿孔法、貼付(はりつけ)法のほか、蛇穴法などがあるが、通常穿孔法
がもっとも多く行われているので、ここでは、穿孔法について述べる。

穿孔法

貼付法

図 6-10

小割り発破の種類

穿孔法は、破砕する岩石に対して適切な位置に穿孔し、装薬して発破する方法であ
る。すなわち、被破砕岩石の短径、長径をできるだけ正確に測定して、穿孔位置、穿孔
長、所要爆薬の算出等を決定していく方法である。
穿孔の位置は、被破砕岩石の大きさから判断して１孔でよいか２孔、３孔が必要かに
よって異なるが、大体岩石の直径が 1.0～1.5m であれば、１孔で十分である。大きな岩
石では、２孔または３孔の方法も必要となる。穿孔長は、岩石の短径の約 60～65%と
する。また、小割発破のために行う穿孔の位置を決めるときには、岩の目やクラックに
考慮を払う必要がある。
(c) 小割発破薬量計算法 1)
小割発破では、薬量は次式によって計算する。
L＝C・D2
ここで、L：装薬量（kg）
C：発破係数（kg/m2)
D：岩石の短径（m）
小割りをする岩石の中央部箇所を測って、その短径を D(m)とする。
岩石の状態、破砕度その他の要因を加味して１孔にするか、２～３孔にするか判断す
る。
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短径 Ｄ

せ ん孔長
Ｄ ×(0.6～0.65)

長径

図 6 -9 せ ん 孔 法

図 6-11

穿孔法

小割発破では、発破係数（C）の値は発破の方法によって異なるが、表 6-5 のような
数値を参考として岩石の形状、岩質等から判断して決定する。
表 6-5 発破係数の参考値（kg/m2)
参
考

穿孔法

0.05～0.1

蛇穴法

0.3 ～0.7

貼付法

0.8 ～2.0

(6) プレスプリッティング発破（ＰＳ発破）11)
【産火】
(a) 概要
プレスプリッティング発破（以下「PS 発破」という。）は、残壁保持等によく採用
される工法であり、主として明かり発破で用いられる。
採掘終了後の残壁を残す場合は、岩質を考慮した安全な勾配と、法面の安定化を図り
地山の崩壊を防止しなければならない。
PS 発破用の孔は他の発破孔に先行し
て点火されることに特徴がある。した
がって最終仕上げ法面を最初に点火す
ることになり、この時点では自由面は
得られていないのが普通である。いい
かえれば、PS 発破は破断予定線上に
穿(せん)孔された隣接孔間に亀裂を発
生させ、縁を切ることを目的とする制
＃２
＃３
＃１
御発破である。
ＰＳ 発破孔
実施に当たり注意することは、ベン
チカットにおいて PS 発破孔列とその
後に掘削する主発破の自由面までの距
主発破 （通 常の発 破孔 ）
離が接近している場合、PS 発破単独点
図 6- 1 0 Ｐ Ｓ 発 破 の 起 爆 順 序
火で地山を緩めてしまう結果となり、
図 6－12 PS 発破の起爆順序
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主発破の穿孔作業等に不都合を生じ、後の発破を困難にすることがある。また、PS 発
破と主発破を一度に段発発破を行う場合は、PS 発破孔を１段（瞬発）で点火する。PS
の理論は、隣接する発破孔が同時に爆発することにより岩盤に引張応力が発生し、発破
孔間に亀裂が生じるというものである。このため、隣り合う発破孔には起爆秒時差がな
い方がよい。
PS 発破における装薬方法として、孔径デカップリング法と体積デカップリング法が
ある。（デカップリング効果については、6.5.1 項を参照）
(b) 孔径デカップリング法
孔径デカップリング法といわれる装薬方法は、装薬孔の直径より小さい直径をもった
爆薬を装薬することをいい、装薬孔壁に作用する圧力を小さくし孔壁を痛めず掘削する
発破に利用される。このような装薬方法で点火するデカップリング法が広く応用されて
いる。現在、鉱山や採石場、ダム現場等で実施されている穿孔径は、65～90mm 程度
で、孔間隔は 70～150cm が一般的である。デカップリング指数を大きくするため薬包
径 20mm 程度の PS 専用爆薬等が使用される。
(c) 体積デカップリング法
体積デカップリング法を利用した PS 発破がある。エアーデッキ法とも呼ばれ、孔底
に通常の爆薬を装塡し、その上部は空孔のままにして、口元近くに空気枕のような特殊
なプラグ、例えば、廃袋や新聞紙などを利用して強固な栓をする。爆薬の爆発圧力は空
孔の部分にも作用し、孔壁を痛めず余掘りの少ない発破が可能となる。
基本的に PS 発破では、発破孔内に岩盤の引張強度を大きく超えない圧縮圧力を発生
させることが重要で、その効果を十分発揮するためエアーデッキを設ける。

図 6-13

孔径デカップリング法

図 6-14

体積デカップリング法

(7) 端縁(はぶち)処理 11)
鉱山等で、山の周囲をなす周辺部（端縁）の切羽は急傾斜となっているのが普通であ
る。急傾斜の端縁採掘において通常の発破を行えば破砕岩の一部は落石となって転落す
る。転落石による被害あるいは災害を防止するため端縁における発破は特に注意を要す
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る。端縁から離れている場合は主体となるベンチ発破が行われるが、端縁処理では、転
落石を防止するために弱装薬発破工法、静的破砕剤による無発破工法、重機による破砕
処理が行われる。

図 6－15

端縁処理

(8) その他の発破
(a) 水中発破 9),10),12),13)
水中発破とは、一部または全体が水で覆われた岩盤などに対して行う発破である。港
湾施設の建設、改良、古い橋脚の撤去、橋脚の基礎掘削、船舶航行のための岩礁の除去
などに用いられる。地上の発破に比べ、より慎重で念入りな計画が必要となり、発破作
業はより複雑となる。
一般に、次のようなことを考慮する必要がある。
・特別な作業方式と特別な穿(せん)孔機械
・特別な装薬方式
・岩石や表土を移動させるためのより強力で、水中特性が良い爆薬
・安全で信頼性の高い起爆システム
・発破により発生する振動と水中衝撃波の制御
(b) 構造物解体用発破 14)
【産火】
構造物解体用発破は、発破によって構築物の全体または一部を解体することで、解体
発破あるいは発破解体とも言われる。構築物とは、ビル等の鉄筋コンクリート造、鉄骨
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、および地中構造物のマスコンクリートなどを含めた各種
構造物の総称である。また、これら構築物を発破することによって、落下、移動、回転
等の動きを伴う場合に適用される。
[発破解体の基本的な考え方]
この工法の基本的な考え方は、非構造部材を極力事前に撤去しておき、主要な構造部
材にのみ発破を行うということである。主要部材であっても構造力学上の安定を確保で
きるならば部分的に弱体化させておく場合もある。さらに、発破解体工法は、重力の作
用を最大限に利用する工法とも言える。
[発破時の周囲へ与える影響]
他の発破方法でも同様のことが言えるが、特に発破解体では市街地やあるいは公共の
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場に近い場所で行われることもあって、以下の事項について綿密な計画と慎重な作業が
要求される。
・発破により発生する騒音、振動、飛散物
・構造体の落下・衝撃によって発生する騒音、振動、粉塵(じん)
・周辺への広報・連絡、交通渋滞や第３者の立ち入りに対する処置
飛散物については実害を伴うので十分な防護が必要であり、粉塵については特にアス
ベストは事前に撤去する必要がある。周辺への広報や警備もきめ細かな対応が要求さ
れ、発破時の退避と警戒の方法を事前に計画しておく必要がある。
[騒音と振動に対する管理目標値]
平成 3 年、都市構築物解体用発破対策委員会がまとめた「コンクリート構造物発破解
体工事保安技術指針」によれば、以下に示す最大値を超えないように管理目標値を設定
しなければならない。
・騒音レベルの最大値：120 dB（A）
・振動レベルの最大値：89 dB（振動速度 2cm/s）
実施例（鉄筋コンクリート構造物）

６．５．３ 発破作業の留意点
【産火】
(1) 計 画
発破は、爆薬の爆発エネルギーを用いて物体を破壊する作業であってその利用面は非常
に広く、破壊の対象である被破壊物の種類も自然物、構造物、橋構造や建築物などあらゆ
るものに及んでいる。したがって、発破を目的に合致するように合理的に実施するために
は、被破壊物の性質や爆薬の性質を十分に理解したうえで、関係するあらゆる条件を綿密
に考慮して計画と設計がなされなくてはならない。少なくとも下記に挙げるような条件に
ついて十分な考慮を払う必要がある。
・発破の規模と形状
・岩石あるいは岩盤の性質
・火薬類の性能および使用量
・発破孔の条件
・同時に発破する発破孔の数
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・発破方法
・発破時に発生する騒音、振動等の周辺環境へ与える影響度合い
(2) 準備作業
作業手順
1. 発破現場の状
況の確認

作業内容

留意事項

地形、岩石の硬さ、地層等の状

火薬類取扱保安責任者または発破技士等の有

況等を確認する。

資格者が行なう。

2. 作業前打ち合わ 作業前ミーティングを行なう。

1. 作業分担、作業予定、発破場所、時刻など

せ

について打ち合わせをする。
2. 作業標準の遵守、雷が近づいたときの避難
方法、地質・地形・湧水等の状況などの注意
事項や伝達事項について打ち合わせをする。
3. １日・１ヶ月の最大消費量等の消費計画書に
記載された内容の確認、作業員の登録の確
認を行う。

(3) 火薬類取扱所での作業（規則第 52 条第１項ただし書きに該当しない場合）
作 業 手 順

作 業 内 容

留 意 事 項

1. 火薬庫からの受

取扱所責任者が請求した火薬類

受け入れ数量は１日の消費見込量以下とす

け入れ

の種類と数量を現品と照合し異常 る。
の有無を確認する。

2. 火薬類の収納
3. 帳簿の記載

火薬類を種類毎に区別し収納す

1. 整理棚等を使用して整理・整頓する。

る。

2. 荷解きは乱暴に行わない。

火薬庫から受け入れた火薬または ※1参照
爆薬と火工品は、それぞれの帳簿 帳簿は1冊で良いが、品種ごとに頁を分

4. 火工所および発

に記録する。

けるなど明確に記録する。

火工所および発破場所の責任者

１回の発破の消費見込量を超えて払い出し

破場所への払い

から請求を受けた火薬類の種類と しない。

出し

数量を確認し、運搬者に渡す。

5. 帳簿の記載

火工所および発破場所に払い出

※1参照

した火薬類の種類、数量を確認し

払い出し後の残数量も確認する。

て明確に記録する。
6. 火工所および発

火工所および発破場所からの返

破場所からの受

送があった場合、火薬類の種類、

け入れ

数量を確認する。

7. 火薬類の収納

不良火薬類の有無を確認する。

使用に適さない火薬類があった場合は、そ
の旨を明記し、別容器に収納する。

8. 帳簿の記載

火工所および発破場所から受け

※1参照

入れた火薬類の種類、数量を確

返送があった場合。
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認して記録する。
9. 火薬庫への払い

火薬類の返納数量を確認し、運搬 残火薬類がないかを確認する。

出し

者に渡す。

返納があった場合。

10. 帳簿の記載

火薬庫へ払い出した火薬類の種

※1参照

類、数量を確認して明確に記録す 返納があった場合。
る。
11. 盗難防止

1. 責任者は建物出入口の扉およ 1. 建物および境界柵の鍵のかけ忘れ、そ
び境界柵(さく)扉の施錠を確実に

の他異常がないかを確認する。

行う。
2. 鍵は責任者を定め、所持保管

2．施錠していない場合、見張り人を立

する

てる。

その他、遵守事項〔規則第 52 条等〕
1. 火薬類取扱所においては、火薬類の管理および発破の準備以外の作業を行わない。
2. 定員を定め、定員内の作業者または特に必要がある者のほかは立ち入らない。
3. 内部は整理整頓し、作業に必要な器具以外の物を置かない。
4. 境界柵(さく)付近では喫煙または火気を使用しない。
5. 境界柵内には、爆発し、発火しまたは燃焼しやすい物を堆積しない。
6. 「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てる。
※１ 帳簿の記載の注意事項
1) 受け入れおよび払い出しの都度、現品と一致するか確認して明確に記録する。
2) 鉛筆での記録はせずに、ボールペン等で記帳する。
3) 帳簿の記録で誤りが生じた部分には、横線二本で消して訂正し、訂正印を押す。
4) 帳簿は記載の日から１年間保存する。

(4) 火工所での作業（規則第 52 条の２第２項に該当しない場合）
作業手順

作業内容

留意事項

1. 火薬類取扱所か 火工所責任者が請求した火薬類の 発破計画に基づき、親ダイ作製に必要な薬包と
らの受け入れ
２．火薬類の収納

種類と数量を照合し、異常の有無を （電気）雷管を受け入れる。
確認する。

※2参照

火薬類を種類毎に区別し

整理棚等を利用して整理・整頓する。

収納する。
3. 帳簿の記載
4. 親ダイの作製

火薬類取扱所から受け入れた火薬

(3)※1参照

類の種類および数量を記録する。

※2参照

発破場所の責任者が請求した数量 1．雷管の挿入は、雷管挿入棒を使用する。
2．電気雷管の脚線の端部は短絡していることを

を確認し、親ダイを作製する。

確認する。
5. 発破場所への払 火工所の責任者は、発破場所の責
い出し

任者からの請求数量と現品を確認し
、運搬者に渡す。
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親ダイは専用の運搬箱で運ぶ。

6. 帳簿の記載

発破場所へ払い出した火薬類の種 (3)※1参照
類および数量を明確に記録する。

7. 発破場所からの 発破場所で装塡が終了し、残った

発破場所から返送があった場合、受け入れた親

受け入れ

ダイは解体し、火薬類取扱所に返送する。

親ダイの受け入れをする。

※2参照
8. 帳簿の記載

発破場所から受け入れた火薬類の

(3)※1参照

種類および数量を明確に記録する

返送があった場合。

。
9. 火薬類取扱所へ 発破場所から返送があった親ダイ
の払い出し

火薬類の置き忘れがないかを確認する。

用の火薬類を火薬類取扱所に返送 ※2参照
する。

10. 帳簿の記載

返送があった場合。

火薬類取扱所に返送する火薬類の (3)※1参照
種類、数量を明確に記録する。

※2参照
返送があった場合。

11. 盗難防止

見張人を常時配置する。

火薬類を存置する場合には、見張り人を常時配
置して盗難防止に努める。

その他、遵守事項〔規則第52条の２等〕
1. 親ダイの作製は、必ず火工所内にて行う。
2. 親ダイ作製または、解体に際しては、静電気に注意する。
3. 火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置する。
4. 定員を定め、定員内の作業者または特に必要がある者のほかは立ち入らない。
5. 内部は整理整頓し、作業に必要な器具以外の物を置かない。
6. 柵(さく)付近では喫煙または火気を使用しない。
7. 柵内には、爆発し、発火しまたは燃焼しやすい物を堆積しない。
8. 「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てる。
※2 平成 24 年 5 月規則改正に伴い火薬類取扱所を設置しない場合。
（規則第 52 条第１項ただし書き第２号）
１日の火薬類消費回数が１であり、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合において火薬類取扱所
を設置しない消費場所では、表中の「火薬類取扱所」を「火薬庫」として読みかえること。

(5) 発破場所（切羽）での作業
作 業 手 順
1. 穿(せん)孔

作 業 内 容

留 意 事 項

穿孔径、穿孔長、孔間隔、最小抵 1. 穿孔時のビットの進み具合やくり粉の変化に
抗線を設計どおりに穿孔する。

注意し、異常があれば責任者に報告する。

なお、地山状況を考慮し、発破パ

2. 孔曲がりのないよう留意する。

ターンを設計から変更する場合は 3. 前回の発破孔を利用して穿孔し、または装塡
、発破作業指揮者が指示する。

しない。

発破計画および地山状況を考慮

(3)※1参照

求、火薬類の して、発破作業指揮者が1発破分

(4)※2参照

2. 火薬類の請
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受け入れ、発

の火薬類を火薬類取扱所・火工所

破記録、残火

に「火薬類請求伝票」等により請求

薬類の返送

する。
火薬類取扱所、火工所から受け入
れた火薬類の数量が「火薬類請求
伝票」等の数量であることを確認す
る。
火薬類の装填後、受入数量、消 1. 装塡終了後、残火薬類は直ちに火薬類取扱
費数量、残火薬の数量を「火薬

所または火工所に返送する。

類返送伝票」に記録し、残火薬 2. 親ダイは火工所へ、増ダイは火薬類取扱
は、火薬類取扱所、火工所に直

所へ返送する。(4)※2参照

ちに返送する。
装填後の消費数量を「発破記録
」にその都度、記録する。
3. 装塡

1. 発破孔は装塡前にキューレン
等で掃除する。

1. 装塡具は、木製その他摩擦、衝撃、静電気
等に対して安全なものを使用する。

2. 薬包は１本ずつ小石等が間に
入らないように丁寧に密着させ

2. 装薬長を確認しながら設計どおりになるよう
確実に装入する。
3. アンホ爆薬の流し込みの場合は、静電気の

て装塡する。

発生に注意し、親ダイの装塡はすぐに行わず
、時間をおいてから装塡する。
3. 水孔についてはできるだけ水
抜きを行う。

4. 親ダイを装塡するときは、電気雷管の脚線を
傷めないように一端を保持し、無理に押し込ま
ないよう注意する。
5. 込め物を、塡塞するときも電気雷管の脚線を
傷めないように十分注意する。
6. 塡塞長は、設計どおりであることを確認する
7. 込め物は砂、粘土等の発火性または引火性
のないものを使用する。なお、明かり発破での
水孔の場合は砕石(7号)等が適当である。
8. 雷が近づいたら、速やかに退避する。

4. 結線

電気雷管の脚線は確実に結線す
る。

1. 結線もれがないよう孔数や結線部の数を確
認する。

一般的に発破回路は直列とする 2. 結線部は、岩壁や水溜りなどに接触しないよ
が、場合によっては並列、直並
列もある。

うにする。リーク（漏電）のおそれがある場合に
は、結線部の防水または絶縁措置を行う。
3. 結線が終わった後、導通試験器で導通確認
を行う。(1mA以下の光電池式導通試験器を
用いる）
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4. 導通の確認後、発破母線と脚線、補助母線と
の接続前に、発破器側の発破母線の端が短
絡されていることを確認する。
5. 雷が近づいたら、速やかに退避する。退避の
判断基準や方法はあらかじめ定めておく。
5. 防護

直接防護：装塡箇所を防護材で覆 1. 電気雷管の脚線や補助母線を切らないよう
う。

に注意する。

間接防護：必要に応じ保安物件等 2. 段発発破の場合は防護材の重ね合わせ部
を防護する。
6. 退避

分を大きくとり、重ね方に注意する。

1. 危険区域にいる者を、定められ 1. 見張人の位置は、切羽前面を避け、見通しの
た退避場所に全員退避させる。
2. 見張人を配置して危険区域へ
の立入を禁止する。

良い安全な場所とする。
2. 見張人は全員が退避したことを発破作業指
揮者に連絡する。

3. 発破作業指揮者は退避状況の 3. 見張人や退避している者は、警戒解除の指
確認をする。

示があるまでその場を離れず、発破地点およ
び周囲を注視する。

7. 導通・抵抗測

1. 導通・抵抗の測定を行う。

1. 電流回路の抵抗測定は、切羽から30m以上

定・点火

離れた安全な場所で行う。
2. 発破母線を発破器に接続する。 2. 接続部に汚れや錆がないか確認する。
3. サイレン等で発破の合図をする。3. 定められた合図により行う。
4. 発破器にキーを挿し込み点火

4. 発破作業指揮者の指示により点火する。

する。
8. 発破終了後の 1. 発破器のキーを外す。
点検

1. 外したキーは、点火責任者が携帯する。

2. 発破器から発破母線を外す。

2. 発破母線の端部を短絡する。

3. 発破場所の点検をする。

3. 点火後、法令で定められた時間を経過した
後、天盤、側壁等の落石の有無を点検し、不
発残留薬の有無を確認する。
（規則第55条第１項第3号）

9. 発破場所切
羽の点検

発破孔または、薬室の位置および 1. 起砕不十分な場所は、特に注意して確認
岩盤等の状況を確認する。

する。
2. 発破孔に不発残留薬がないか確認する。

10. 浮石

後ガス等の排除が終わったら、浮

この作業は経験の豊かな発破作業指揮者また

石や肌落ちの原因となるものの除

は掘削作業主任者等の指示により行う。

去（こそく）作業を行う。
11. 不発残留薬 不発残留があった場合は、その箇 1. 発破場所付近に施錠できる回収箱を置き、
の回収

所を明示し、発破作業指揮者の指

収納する。
2. 回収した数量と処置した旨を発破記録の記

示により措置を行う。

事欄に記入する。
その他、遵守事項〔規則第53条、第54条等〕
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1. 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えない。
2. 発破による飛散物により、人畜、建物等に損害が生じるおそれのある場合には損傷を防ぎ得
る防護措置を講ずる。
3. 水孔発破の場合には、使用火薬類に防水の措置を講ずる。
4. 可燃性ガス等による危険性があるときは、火薬類の使用を中止する。
5. 温泉孔その他の高温孔で火薬類を使用する場合には、異常分解を避けるための措置を講ずる。
6. 発破をしようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしない。ただし、安全な
方法により行う場合にはこの限りでない。
7. 電気発破器および乾電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめる。
8. 発破母線は、600ボルトゴム絶縁電線以上の絶縁効力のあるもので機械的に強力なものであ
って30メートル以上のものを使用し、使用前に断線の有無を検査する。
9. 発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部または帯電するおそれが多いものから
隔離する。
10. 火薬類の取扱い中は、盗難予防に留意する。

６．５．４ 飛石対策
【産火】
(1) 火薬類の作用と飛石の関係
岩盤に対する火薬類の作用としては、衝撃波による動的作用と、ガス圧力による静的
作用があり、両者が相伴って岩盤を破壊する。
動的作用である衝撃波は、図 6－16 に示すように爆源から自由面に向かって岩盤内を
伝わるが、自由面に達するとその面で反射する。そこで中から伝わってきた圧縮応力波
と、反射して中へ引き返そうとする引張応力波が岩盤を引き裂く作用となって破壊を進
行させる。これをスポーリング現象、または剥離現象と呼んでいる。
一方、静的作用は、図 6－17 に示すように、爆源で発生したガスの圧力が岩盤を圧縮
することによって、直角方向に引張応力が起こり、そこに亀裂が生じて破壊が進む。
圧縮応力

引張応力波
亀裂

引張応力

圧縮応力波
スポーリング現象
（ 剥離現象）
爆源

爆源

図 6－16 衝撃波破壊理論

図 6－17 引張り応力破壊理論

以上の二つの作用により岩盤は破壊されが、その作用以上にエネルギーが与えられる
と飛石現象となって現れる。
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(2) 飛石の現象と原因
飛石の現象と原因は、次の３つに大別される。(下図参照)
（参考）飛石の現象と原因
原因

現象

直接原因

間接原因
薬量過大・威力過大

投げ出し
飛石

過装薬

吹き出し

被害拡大要因
人員

最小抵抗線が短い

点火位置不良

その他（発破設計不良）

退避場所不良

岩質等の検査不十分

警戒不十分

岩盤等に弱部存在
防護措置不良

打ち出し
塡塞不良

施設・器材

塡塞資材が不適切

防護措置不良

塡塞が不十分

切羽の方向不良

塡塞長が不足

鉄砲

薬量過小
弱装薬

最小抵抗線過大
湧水対策不良

(a) 過装薬（投げ出し）
岩盤の破壊以上に爆発エネルギーを与えた場合で、全体的に飛石となる。転石の小割
発破で過装薬となれば、岩石の全てが周囲へ飛散する場合が見られる。
(b) 吹き出し（打ち出しの一種）
岩盤の一部に節理や断層等の軟弱な部分や空洞等がある場合、法面に凹部がある、ま
たは孔曲りや穿孔角度の誤りによって最小抵抗線が規格よりも薄くなっている場合、あ
るいは柱状節理等の岩盤に対して多列発破や段発発破を適用した場合や、前回の発破に
よって表面が軟弱な状態になっている場合には、その箇所からガスが噴出して岩石を吹
き飛ばす現象である。
(c) 鉄砲（打ち出しの一種）
爆発によるエネルギーが岩盤を破壊しえない場合や、破壊してもその岩盤の動きが不
十分な場合に、穿孔方向へ集中して力が加わって噴出する現象であり、穿孔口付近の岩
石が飛ばされることとなる。特に、塡塞長の不足と込め物の種類が不適正、かつ、確実
な塡塞がされていない場合に起こる。
(3) 飛石の防止対策
飛石を防止するためには、上記原因を考慮し、各現場に即した対策を実施する必要が
ある。そして、作業手順は同じであっても岩盤条件や湧水の有無等が日々変化すること
を考慮して、その都度確認を行い、変化に応じた対策を行う。また、決められた規則を
守る。
特に、最近の明かり発破における飛石事故で得られた教訓として、上記原因の他に留
意すべき事項は次の２点である。
① 退避場所および点火場所は、破砕岩が移動する方向（切羽の前面）を避けるの
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が原則である。
② 修正発破を横孔で行う場合は上部が前回の発破で軟弱となっており、かつ、抵
抗線が短くなっている場合もある。その弱部から吹き出し飛石となり、飛石は孔
口方向（鉄砲現象）だけでなく、上部や側面および孔尻方向にも飛散する。
このため、常に「万一」を考えて、完全な防護および退避の設備と措置、見張りの徹
底、確実な連絡を実施する等が必要である。
次にその防止策を具体的に述べる。
(a) 発破計画時点
各現場の岩質、節理、断層、空洞等を調査し、それに適応した発破工法（ベンチ発破、
盤下げ発破等）および諸元（孔径、最小抵抗線、孔間隔、装薬量等）を決める。また、
直接防護（防護マット、防護シート等）や間接防護（金網、防護シート等）の必要性の
有無を判断し、周囲の被害の対象となる物件（建造物、学校や人の集合する場所等）と、
その利用時間帯、道路の使用状況等も調査が必要である。
[物件が近くにある場合]
1) 穿孔方向および法面は、物件に向けない。
2) 段発雷管を用いて、岩石の移動が物件を避ける方向に向ける。（図 6－18 参照）
3) 発破時刻は、人の集合時間帯や交通量の多い時間帯を外す。
4) 防護措置（直接防護、間接防護）を検討する。

対 象物件
1段
2段

3段

4段

5段

6段

図 6-18 段発発破による岩盤移動状況
[発破工法および諸元の検討]
1) 周囲に同種の岩盤掘削をやっている所があれば、その諸元を参考にして試験発破諸
元を決定する。また、火薬メーカーの技術者の協力を得るのも良い。
2) 柱状節理等で、多列発破や段発発破を行うと、前列または前段の影響で後列または
後段の最小抵抗線が小さくなって吹き出し飛石となる場合がある。その影響は DS 段
発雷管適用時の方が MS 段発雷管適用時よりも大きい。
3) その理由は、MS 段発雷管を適用すると、後列または後段の雷管が起爆する時点で前
列または前段の岩盤は崩れ落ちないで壁の役割を果たすものと考えられる。
4) DS 段発雷管適用時の場合には前列または前段の岩盤は崩れ落ちた状態となって飛石
の要因を作り出す。
5) よって対策としては、１列発破を適用する。または MS 電気雷管を用いて時間差を
小さくする必要がある。
文献 24)によると、ベンチ発破において、岩石は 100ms で 3m 移動する。そのため、
１列目を瞬発、２列目を MS３段（遅延秒時 50ms）とすれば、１列目が 1.5m 移動し
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た時点で２列目が移動を開始するの
で、前に１列目の壁ができているこ
とにより飛石を防ぐ。（図 6-19 参
照）

図 6-19 岩石の移動状態
(b) 試験発破
1) 試験発破は全く予期しないことが起こり得るため、万が一、飛石があっても安全な
場所を選び、小規模発破によって計画した諸元が安全であることを確認する。また、
必要に応じて直接防護（防護マット、防護
シート等）を確実に行う。
2) 表土が被さっている場合や以前の発破に
よる亀裂で軟弱化している場合には、最小
抵抗線を決定するのは極めて難しい。
3) そのため、表土や軟弱な部分の除去に努
めるとともに予備的に穿孔して状況を把握
し岩盤を確認した上で、計画の長さに対し
て 1.5～2.0 倍の最小抵抗線を用いて発破を
行い、その移動状況によって適正な発破諸
元を見いだす（図 6-20 参照）。
図 6-20 表土が被さっている場合
(c) 通常発破
試験発破により起砕状況を判断し、適正発破と判断されれば、その諸元を基準として
孔径および穿孔長、最小抵抗線や孔間隔、塡塞長および込め物の種類、爆薬の種類とそ
の発破係数 (kg/m3)、電気雷管の種類、段数、数量等を決定する。
[切羽状況の観察]
1) 浮石の除去、こそくを徹底する。これらは吹き出し飛石や鉄砲現象の際、飛石の拡
大につながる。また、落石による災害の防止にもつながる。
2) 節理、断層、空洞、凹凸、前回発破による軟弱部分等の状況を把握する。これらは
部分的な過装薬、吹き出しによる飛石の原因となる。
3) 特に端縁処理や埋もれた岩塊の小割発破、貫通発破等では、事前調査を行い、必要
に応じて防護措置を講じる。
[穿孔作業]
1) 穿孔中は、くり粉の変化を十分観察する。水の噴出、くり粉の色や粒子に変化が見
られる場合や穿孔速度が速くなった場合は、節理や断層、空洞があることを示してい
る。このような変化があれば、必ずその場所と状況をメモしておき、装薬時の参考と
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する。
2) 計画された最小抵抗線および孔間隔、穿孔長および角度、平行穿孔精度を厳守する
とともに、孔曲りを防止する。最小抵抗線が小さくなった場合、または、穿孔した孔
同士が近づけば、その場所は過装薬となる。また、穿孔長が短いのに規定の装薬長を
取れば塡塞長が短くなり、鉄砲現象の原因となりかねない。
3) 穿孔完了後は、孔口に布等で栓をしておく。栓をしない場合、岩石が落ち込み、孔
内を荒らしたり、詰まらせたりすることによって、装薬が確実にできないで弱装薬と
なる。また、塡塞長不足により鉄砲現象を生じる可能性がある。
[装塡作業]
1) 穿孔時に観察した結果をもとに、節理や断層がある場合には、その部分は薬量を調
整する（例えば、デッキチャージによる装薬とする等）。また、空洞に対しては、長
いフイルムチューブの中に装薬した物を定位置まで装塡する等の措置を講じる。
2) 水孔の場合は、原則として水抜きをする。湧水等で水抜きが不可能であれば、耐水
性の爆薬を使用するか、防水措置を行う（長いフイルムチューブを用いて、その中に
爆薬を装塡する方法がある）。
3) 装薬に当たっては、水の比重に対する爆薬の比重を考慮し、確実に装塡されている
ことを確認する。もしも孔底まで装塡されないで途中に浮いた状態となった場合には、
塡塞長不足や塡塞が不十分となって飛石の原因と結び付く。
4) 塡塞長はあらかじめ決定しておく。装薬中は、度々計測して決められた長さを確実
に維持する。計測に当たっては、こめ棒にあらかじめ目印を付けておくことが望まし
い。塡塞長は、爆薬の場合は最小抵抗線または孔間隔の 1.0～1.5 倍以上を確保するこ
とによって良好な結果が得られている。塡塞長が不足する場合には、孔口に土のうを
被せる、砂を盛る等の防護策を講じることも必要である。
5) 塡塞は確実に行う。また、込め物にも留意が必要である。特に水孔の場合に、細か
い粒子の砂をそのまま流し込むと塡塞効果が少なくなり、鉄砲現象の要因となること
がある。この状況では７号砕石が良好な結果を得ている。
6) 水のない孔に対してはくり粉でも確実に行えば有効であるが、10%程度の水を含ん
だ砂（手で握り締めて開いたときに手の跡形が残る程度）を一握りずつ孔に入れ、静
かに強く押し固める方法は良い結果を得ている。
7) 荒れ孔や、孔内のせり出した石に引っかかって、装薬が不良となった孔に対しても
塡塞は必ず実施し、確実に行う必要がある。もしも塡塞をせず装薬した孔と隣りの孔
が断層や節理等でつながっている場合には、発破時に隣接孔の発生ガスによって詰ま
っている岩石を飛ばす鉄砲現象を生じることとなる。
[防護措置]
発破作業に当たって、岩盤条件によっては、節理や断層を含んでいるが表面では判断
できない場合がある。そのような状況で、近くに人家やその他保安物件があり、飛石に
よる災害を防止する必要がある場合には、防護措置を講じなければならない。措置とし
ては、発破場所に行う直接防護と、対象となる物件の周囲に施す間接防護がある。
※直接防護
防護材としては、防護マットや防護シート等を使用するが、効果としては重量が
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重い程良い結果が得られるので、例えば、鉄骨材にゴムベルトと鉄板を組み合わせ
て重量物とし、穿孔した孔の上に覆い被せる方法を採用している現場がある。なお、
防護シートを防護マットや重量物、土のうと併用する場合には、防護シートは最後
に被せて、端は風に飛ばされない程度に固定する。
防護材を覆い被せるときには、脚線の断線、鉄材が濡れている所に結線部が接触
することによるリーク、ショート等の不具合が生じる可能性があるため、その対策
を講じる必要がある。
① 盤下げ発破等の平面で適用する場合には、防護材を重ね合わせるときは、保安
物件側を広い範囲に、かつ、隙間がないよう密に重ね合わせる。また、段発発破を
適用する場合には、後段側を下に被せることが重要である。（図 6-9 参照）
② ベンチ発破における法面方向の防護としては、凹部がベンチ高の低い位置にあ
れば、法面前方に前回発破の岩石を被せることが有効である。また、前回発破を行
った岩石をそのまま堆積した状態で発破する方法（これを「打掛け発破」と称して
いる）があり、法面の前面に対する飛石防止対策としては最善である。ただし、穿
孔方向に対しては十分な防護対策を講じる必要がある。

図 6-21 法面前方に岩石を被せる方法

図 6-22 打掛け発破

※間接防護
対象物件の周囲に金網を張り巡らせる方法が一般的であるが、防護シートを併用
している場合もある。また、ガラス窓の外側に鉄板や木板を設置する等も有効であ
る。
[退避、見張り、連絡の徹底]
発破に際して、十分飛石対策を立てても、「万が一」を考慮して退避は確実に徹底し
て行う。そして、第三者の安全確保も含めて、見張りおよび連絡を十分に行い、全ての
安全が確認された上で点火を実施する。
なお、法面の前面に退避することは避けなければならない。ただし､トンネルの場合
には、切羽から離れた安全な退避場所に退避する。発破後、所定の時間が経過し安全が
確認されるまでは退避場所から出てはならない。
６．５．５ 発破振動対策
【産火】
(1) 発破振動の特徴
一般的に発破振動の持続時間は数十ミリ秒～数秒である。微小振動も含めると数十秒
～数分続くこともある自然の地震動と比較すると、非常に短い持続時間である。また、
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発破振動は、その周波数が高いことが特徴であり、一般的に地震の卓越周波数は１～
10Hz であるが、発破振動の場合は数十 Hz～数百 Hz である。このため、発破振動と地
震では構造物や人体への影響が異なる。
表 6-6
項

目

発破振動と地震の比較

発破振動

地

震

変位加速度

70gal

70gal（震度４)

周波数

100Hz

5Hz

変位

0.000177cm

0.071cm

変位速度

0.111cm/s

2.23cm/s

人間の感じ方

一般に多くの人々が振動を感
じる

かなりの恐怖感があり一部の
人は身の安全を図ろうとする

(2) 発破振動の予測式
発破振動が構造物に与える影響について多くの研究結果が報告されている。その報告
によると、変位速度と構造物への影響被害の関係は高い相関関係があり、その変位速度
の予測式として一般的に次式が提案されている。
V＝K・Wm・D－n
カイン

ここで、V：変位速度（cm/s、kine）
K：発破条件、岩盤特性により変化する係数
W：段当たり薬量（kg）
D：発破位置からの距離（m）
m、n：指数
m＝0.75、n＝2 のとき、K の値の一例を表 6-7 に示す。
表 6-7

発破区分と K の値

トンネル発破

Kの値

明かり発破

Kの値

心抜き

450～900

ベンチ発破

100～300

払い、天盤

200～500

踏前

300～700

盤下げ発破
ゆるめ発破

300～2000

(3) 変位速度（振動速度）と振動レベルとの関係 14)
振動レベルと変位速度は、周波数が 8Hz 以上の振動では理論的に次式の関係が成り
立つ。
VL＝20logV＋91
ここで

デシベル

VL：振動レベル（ d B ）
V ：変位速度（cm/s、kine）
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ただし、上式は周波数８Hz 以上の連続正弦波に対して成立するもので、発破振動の
ような高い周波数で継続時間が短い振動に適用すると、振動レベルを過大に評価するこ
とになる。研究者の提案によると、定数の平均は 83 程度となる。よって、発破振動の
事前検討では次式を用いて計算すれば誤差は少ないと思われる。
VL＝20logV＋83
(4) 発破振動と被害の関係 15)
発破振動による被害は、変位速度の大きさと被害の程度に相関があるという学説が多
く、一般に変位速度または振動レベルを使って被害との関係が表される。発破振動に対
する最大振動振幅による許容限界を図 6－23 に、気象庁震度階級と対応する変位加速度
および振動レベルを表 6-8 にそれぞれ示す。
また、岩盤斜面に対する変位速度の影響については Oriard の示した値があり、表 69 に示す。

図 6-23

発破振動に対する最大振動振幅による許容限界
出典：火薬学会「発破工学ハンドブック」
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表 6-8

気象庁震度階級と対応する変位加速度、振動レベル
出典：日本火薬工業会「あんな発破こんな発破」

表 6-9

岩盤斜面に対する変位速度の影響

出典：火薬学会発破専門部会「現場技術者のための発破工学ハンドブック」

変位速度(inch/s [

]内は cm/s 換算)

2～4 [5.08～10.16]
5～15 [12.70～38.10]
25 以上 [63.5 以上]

岩盤斜面に対する影響
斜面上の浮石が落下
ゆるんだ岩石の崩落
弱い斜面に損傷が起こる

(5) 発破振動の管理値 16)
現在、発破に関する行政の規制値はないが、建設工事に関する振動の規制値としては、
振動規制法に衝撃的な振動（杭打ち等）について、「敷地の境界線で昼間において
75dB を超えない値」が示されており、発破は対象になっていないにも関わらず、発破
にも準用されているようである。また、県や市の条例で規制が設けられていることもあ
る。火薬学会では、発破振動に関する管理値として次のように提言している。

86

表 6-10

発破振動の管理値

項 目

振動（周波数）

対 象

10～50Hz

50Hz 以上

昼

間

73
暗振動+30

79
暗振動+30

85
暗振動+30

夜

間

58
暗振動+20

64
暗振動+20

70
暗振動+20

強度の明確な構造物

1.25

2.5

5.0

一般構造物（民家）

0.50

1.0

2.0

重要な構造物

0.25

0.5

1.0

人
（dB）

構造物
(cm/s)

10Hz 未満

注(1)上段に管理値の数値、下段に暗振動に対する卓越度を併記した。何れか小さい方のを
管理値とする。
注(2)得られた振動波形を上記の周波数別管理値で区切り、それぞれの値以上になっている
部分の周波数を計算し、周波数別管理値と比較する。周波数分析のできない場合は
10Hz 未満の管理値を適用する。

(6)発破振動の軽減対策 12)
発破振動は、基本的に火薬量と切羽からの距離によって決定される。しかし、距離は
ほとんど場合変えることのできない条件であるから、その対策はまず火薬量すなわち段
当たり薬量を削減することが一般的である。また、同一の火薬量でも、定数Ｋを小さく
することのできる対策も有効である。表 6-11 に明かり発破、表 6-12 にトンネル掘進発
破の発破振動対策を示す。
表 6-11

明かり発破の発破振動対策
対

策

方

法

段当たり薬量の削減
・段発発破の採用（MS/DS 雷管の併用、導火管付き雷管、IC 雷管の使
用）
・段数の増加、デッキチャージの使用
火薬量での対策

発破規模の縮小
・穿(せん)孔径および孔間隔・抵抗線の縮小
・穿孔長およびベンチ高さ（盤下げ深さ）の縮小
機械工法の併用
・ゆるめ発破とリッピングの組合せ
波動干渉の利用

K 値での対策

・MS 雷管、IC 雷管の使用
伝播経路対策
・スロット溝、プレスプリット、破砕帯による波動減衰促進
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表 6-12

トンネル掘進発破の発破振動対策
対

策

方

法

段当たり薬量の削減
・段数の増加（MS、DS 雷管の併用、導火管付き雷管の使用）
火薬量での対策

発破規模の縮小
・１発破進行長の縮小
・掘削断面の分割（分割発破）
心抜き方法の変更
・MS、DS 雷管での心抜き

Ｋ値での対策

・補助心抜きの使用
機械工法の併用
・TBM、ブレーカ等による心抜き形成
・スロット溝の併用

【産火】

160
140
120
音圧レベル(dB)

６．５．６ 発破音対策
(1) 発破音の特徴 12)15)
発 破音 は、日 常接 し
ている音とは異なり一
過性で、しかも衝撃的
な音である。短いもの
は１秒以下、長くても
10 秒 程 度 で あ る 。 ま
た、100 Hz 以下の低い
周波数の音を多く含
み、距離減衰しにくい
ので遠くまで影響す
る。人の可聴領域（A）
と発破音領域（B）の比
較を図 6-24 に示す。

(Ｂ)発破音の領域

100
80

(Ａ)人の可聴領域

60

22

40
20
0
1

2

5

10

20

50

100

500

1k

2k

5k

10k 20k

周波数(Hz)

図11- 25 人の可聴領域（Ａ）と発破音領域（Ｂ）の概略の比較

図 6-24

人の可聴領域（Ａ）と発破音領域（Ｂ）の比較

ベンチカットの発破音
とクローラドリルの穿(せん)孔音、ブレーカの打撃音の音圧スペクトル例（相対レベル）
を図 6-25 に示す。
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図 6-25

発破音の音圧スペクトル例

出典：火薬学会「発破工学ハンドブック」

2) 発破音の予測
発破音の予測方法については、発破振動ほど確立されたものがないが、いくつかの式
が提案されている。
(a) トンネル掘進発破（船津の式）17)
騒音レベル

LA＝A＋16 logW－16 logD－20 logR＋ΔL

低周波音レベル

LC＝C＋7 logW－20 logR＋ΔL

LA：推定騒音レベル（dB）
LC：推定低周波音レベル（dB）
A ：定数 騒音レベル
DS 雷管 130
MS 雷管 136
C ：定数 低周波音レベル
DS 雷管 141
MS 雷管 148
W ：総薬量（kg）
D ：坑内距離（m）
R ：坑外距離（m）
ΔL：指向性、防音扉、回折減衰等の補正値（dB）
※参考（指向性）騒音レベルでは、30°：－11dB、60°：－22dB、90°：－27dB、
120°：－33dB（低周波音レベルでは、指向性による減衰は少ない。）
【計算例】
防音扉１基を設置したトンネル掘削において、坑内距離 100m で発破（総薬量 80kg、
DS 雷管）したときの民家（坑外距離 500m、指向性 30°）の発破音を計算する。
・騒音レベル LA
ΔL の要素として、指向性 30°より－11dB、防音扉 1 基－19dB、回折減衰 0dB
LA＝130＋16log80－16log100－20log500＋（－11－19)＝44dB
・低周波音レベルＬＣ
ΔL の要素として、指向性 30°より 0dB、防音扉 1 基－13dB、回折減衰 0dB
LC＝141＋7 log80－20 log500＋（－13)＝87 dB
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(b) ベンチ発破 18)
騒音レベル

LA＝114.7＋13.0 logW－20 logD－0.7 ΔL

低周波音レベル

LC＝146.4＋12.2 logW－20 logD－0.8 ΔL

LA：推定騒音レベル（dB）
LC：推定低周波音レベル（dB）
W：段当たり最大薬量（kg）
D：発破地点からの距離（m）
ΔL：障害物による減衰（dB）
【計算例】
ベンチ発破（穿孔径 65mm、ベンチ高さ 10m、最小抵抗線 3.0m、孔間隔 3.0m、１
孔当たり装薬量 25.0kg、穿孔数 10 孔、瞬発電気雷管１孔、MS 段電気雷管２～10 段各
１孔）で民家 500m における発破音を計算する。ただし、障害物はないものとする。
・騒音レベル LA
LA＝114.7＋13.0 log25－20 log500＝79 dB
・低周波音レベルＬＣ
LC＝146.4＋12.2 log25－20 log500＝109 dB
(3) 発破音の影響
(a) 可聴音の人体への影響 19)
人体への影響を評価する尺度としては騒音レベルが適している。騒音レベルは周波数
および継続時間に依存する人間の音に対する感覚を補正した尺度であり、発破に伴う可
聴音についても適用できる。表 6-13 に騒音レベルの大きさの例を示す。
(b) 動物などに対する影響
発破音の動物に対する影響に関する研究はないが、類似した単発的衝撃音による影響調
査によると、乳牛については何らかの影響が認められるようであるが、豚については影
響が認められない。鶏に関しても成長、産卵ともに影響はないようであるが、順応する
までは驚愕する行動を示すようである。
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表 6-13

音圧レベルによる影響例と発生源例 出典：日本火薬工業会「あんな発破こんな発破」

(c) 低周波音の影響 15)20)
発破に限らず、低周波音による影響
とし て考えられる のが圧迫感 や振動
感、睡眠への影響などの「人体への影
響」と、がたつきなどの「建具への影
響」である。超低周波音による人体へ
の影響を図 6-26 に、低周波音による建
具のがたつきを図 6-27 に示す。
人は周波数が低くなるほど音圧レベ
ルが大きくならないと低周波音を感じ
ないが、建具は低い周波数ほど低周波
音に敏感であることがわかる。

図 6-26
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超低周波音による圧迫感と振動感

図 6-27

低周波音による建具のがたつき限界

出典：火薬学会「「発破工学ハンドブック」

(d) 発破音の管理値 16)
発破振動と同様に現在のところ発破音に対する行政による規制値はない。建設工事に
関する騒音の規制値として、騒音規制法に「衝撃的な騒音（杭打ち等）」に対して「敷
地の境界線において、週日・昼間で 85dB を超えない値」が示されている。発破は対象
外であるが、発破にも準用されているのが実態である。また、県や市の条例で規制が設
けられていることもある。火薬学会では、発破音に関する管理値として表 6-14 のよう
に提言している。
表 6-14

騒音・低周波音の管理値
騒

対 象
人(dB)

音(dB)

低周波音(dB)
（参考値）

昼 間

100 あるいは「暗騒音+30」の何れか小さいほう

130

夜 間

70 あるいは「暗騒音+20」の何れか小さいほう

100

注(1) 騒音レベルは管理値の数値、および暗振動に対する卓越度を併記した。
何れか小さい方の値を管理値とする。
注(2) 低周波音は、一般の低周波音についてもその影響度合、測定方法等不明確な点が
多いため当面の間、発破低周波音の管理値は参考値とする。

(e)発破音の軽減対策 12)
発破音の軽減対策は、発生源での対策と伝搬経路での対策の 2 つに大別できる。
明かり発破では、伝播経路対策は一般的に困難で、発生源での対策が重要である。ト
ンネル発破では伝播経路対策が有効で、坑口に防音扉を設けることにより効果的に軽減
が可能である。表 6-15 に明かり発破、表 6-16 にトンネル掘進発破の発破音対策を示す。
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表 6-15

明かり発破の発破音対策（発生源での対策）
対

策

方

法

・斉発孔数の削減（段発発破の採用、段数の増加）
発破規模の縮小

・穿孔径および孔間隔、抵抗線の縮小
・穿孔長およびベンチ高さ（盤下げ深さ）の縮小

発破方法の変更
波動干渉の利用

・多列発破、打掛け発破への変更
・ゆるめ発破とリッピングの組合せ
・MS 雷管、IC 雷管の使用

表 6-16

トンネル掘進発破の発破音対策
対

策

方

法

[火薬量の減少]
・段数の増加（DS 雷管の段数増加、導火管付き雷管、IC 雷管の使用）
・掘進長を短くし、１発破総薬量を減少する
発生源での対策

[発破方法の検討]
・装薬は深い位置に行い、込め物を十分に行う
・段発時間間隔を長くする
[機械工法の併用]
・スロット溝の併用

伝播経路での対策

防音扉、防音シェルター、防音ドーム、防音壁の設置

６．６ 建設用びょう(鋲)打ち銃用空包の消費 5)
６．６．１ 建設用びょう打ち銃用空包
建設用びょう打ち銃用空包（以下「空包」という。1.3.7（2）項参照）は、建設用び
ょう打ち銃（銃砲刀剣類所持等取締法で規制されている。以下「銃」という。）に装着
し、銃の撃針の打撃により空包内に装塡された火薬が発火し、その燃焼ガス圧を、ピス
トンを介在させてピン等（以下「びょう」という。）に作用させて、そのびょうがコン

図 6-28

びょう打ち銃の一例
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クリート、鋼板等（以下「母材」という。）に打ち込まれる。主として建設の用に供さ
れ消費される。
銃およびびょうの種類は多く、用途が広いため、それに用いられる空包も多数の種類
があり、それぞれの銃の構造、機能に適合するように設計し造られているので、空包の
消費に際しては、その銃の製造業者が指定する空包を用いなければならない。
この空包は、火薬類取締法からも、また、危険防止のためにも他の銃器等に流用する
とか、他の目的に用いることは厳に禁じられている。
したがって、空包の消費については、使用する銃、施工方法にも配慮して保安管理を
行う必要がある。
消費上の保安管理の主要ポイントは、規則第 56 条の３の規定を遵守することが重要
であるが、その他に次に掲げる事項について留意することが必要である。
1) 銃、空包等は、法律の定めに従い、所定の手続きを経て所持する。
2) 銃の使用者は、取扱説明書をよく読み、その操作方法、分解組立および手入れ等の
要領を習得しておく。
3) 母材の材質、厚さ、条件に適した打ち込み強さの空包を選択し、施工面の状況等は
安全施工上重要なことなのでよく調査確認しておく。
4) 銃の点検整備を確実に行い、使用前後には、必ず銃の内部を点検し、打殻薬爽等が
残留していないことを確認する。
5) 空包等を装着せずに、正しい操作で数回空打ちをし、銃の動作の異常のないことを
確認する。
6) 空包は使用前に外観のキズ、変形、空包の先端の開口状況等の異常の有無を検査し、
異常のある場合には、その空包は使用せず、その旨空包に着色等の識別をし、その旨
標示された専用容器等に収納して、火薬庫または決められた場所に返納する。
7) 空包の装着は全ての作業準備が完了し、消費直前に行うこと。作業を中止したとき、
または作業を終了したときは必ず銃から空包を抜き取る習慣をつける。
8) 火気厳禁その他特定の規制のある場所での消費は、そこの責任者または監督者の指
示を受ける。
9) 消費に際しては、必ず安全眼鏡、手袋等の保護具を着用する。また、低音とはいえ、
耳栓を使用することが望ましい。
10) 消費の際には、しっかりした足場の上で正しい姿勢をとる。無理な姿勢、不安定状
態のまま作業してはならない。
11) 消費途中での休憩中、昼休み等には銃は携帯箱に入れて、所持者の目の届く場所に
置くか、現場事務所のロッカー等に預ける。
12) 市街地または人が集まっている場所での消費は、第三者への安全に注意を払い、消
費現場に関係者以外の人を近づけないよう見張り人等を配置するか、ロープ等を張る
か、もしくは見やすい箇所に立入禁止の標示等をする。
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図 6-29

びょう打ち銃の使用例

６．６．２ 建設用びょう(鋲)打ち銃用空包の取扱い
1) 空包は、管底の縁または中央を打撃すると発火するので、特に管底に衝撃を与えな
いように取り扱う。
2) 空包は、吸湿により性能劣化を起こしたり、不発に至ったりする場合もあるので、
高い湿度 状態での保管は避ける。
3) 空包に充塡されている火薬は、経年変化により空包の不発が起こることもあるので、
古い空包の使用は避ける。古い空包は速やかに処分する。
4) 空包は 2,000 個以内であれば、自宅、事務所等の安全な場所に保管できる（ただし、
1 個の装薬量が 0.4g 以下のものは 4,000 個以内）ので、盗難、火災防止に十分注意
し、金属製ロッカー、金庫等に入れて施錠を確実にする。
5) 消費者間において空包の貸借をしたり、譲受許可を受けた者が譲渡許可を受けずに
下請業者に支給したりしてはならない。
6) 空包を運搬する場合は、衝撃等に対して安全なように緩衝材を入れた堅固な容器に
入れる等の安全措置を講ずる。
６．７ 電気発破における電波に対する留意事項 21),22)
【産火】
発破や煙火の電気点火を行う場合、落雷、静電気、漏洩電流、送電線等の危険性のほ
か、さまざまな電波が電気点火に及ぼす影響についても留意する必要がある。
(1) 電波による電気雷管発火の可能性
雷管が真っ直ぐ 1 本に張られた脚線の中央につけられ、その脚線の長さが周波波長の
半波長に等しいか、その倍数に等しいときには発火の危険がある。無数の電波が錯綜
(さくそう)している地表上において、電波による電気雷管の発火の可能性は非常に小さ
いが、過去に次のような電波による電気雷管の発火が報告されている。
（例１）出力 50W、1602kHz の送信機を設備したメキシコ湾内の作業船上で、その送
信電波を発すると同時に、船上にあった親ダイが爆発した。
（例２）アメリカの実験によると 5kW、610kHz の放送所から距離約 90m の電気雷管
が発火した。
（例３）10W、156 MHz の警察無線において、脚線を電波の影響を受けやすい状態に
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した電気雷管が送信アンテナから 30～60cm で発火した。
(2) 送信機の種類と危険性
(a) AM ラジオ放送、船舶用（レーダーを除く）送信機
AM ラジオ放送は大電力、低周波数（中波～短波）で、水平アンテナを使用すること
もあるので最も危険である。船舶用送信機は比較的低い周波数を採用しているので、危
険である。
(b) FM ラジオ放送、テレビ放送、アマチュア無線等の送信機
高周波数（超短波、マイクロ波）を採用しているので危険性は少ない。
(c) 移動無線送信機（タクシー等）、携帯電話等
電力が小さく、高周波数を採用しているので危険性は少ないが、送信アンテナの至近
距離では注意する必要がある。
(d) トランシーバ（簡易無線局で携帯が容易なもの）等の送信機
普通の使用方法ではほとんど危険性はないといわれているが、至近距離で雷管脚線の
状態によっては危険なこともある。
(3) 保安対策
1) 各送信機付近で電気点火を行う場合、保安距離をとる。
2) 発破母線は常に地面に接近させておき、故意に地面から高く上げない。また、往復
両線をできるだけ密接させる。
3) 送信アンテナと母線との方向を直角にする。
4) 発破回路の結線部分、短絡部分は接地せず絶縁する。
5) 運搬や保管する電気雷管または点火玉の脚線は折り重ね、短絡しておく。
6) 船上やラジオ放送所付近の煙火の打ち揚げは、電波対策を行う。
7) 携帯電話は電源が入っていれば、通話中でなくても常に電波を出しており、 電池端
子も露出していることから、電気雷管または点火玉等に係る作業中、取扱中は携行し
ないことが望ましい。
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第７章 煙火の消費 24)
７．１
煙火の取扱い
【煙火】
煙火は、表 1-16 に示すように種類が多く、その消費場所も打揚煙火のように広い場
所を必要とする場合と屋内の限られたスペースの舞台等で演出効果用に使用される場合
などがあり、その消費方法も多岐にわたっている。
いずれにしても煙火の消費は、観衆を集めて行われるものであるから、災害防止のた
めに綿密な計画と細心の注意が必要である。
７．１．１ 煙火の運搬
煙火を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講じなければならない。
消費場所で煙火を運搬するときは、蓋または防炎シート等の覆いをかけた丈夫な容器
を使用する。煙火を打揚筒に装塡した状態で運搬する場合は、筒内の煙火玉の衝突また
は動揺による親導(おやみち)（煙火玉の導火線を以下「親導」という。）の損傷、火薬
のこぼれ等を防ぐ措置を講ずる必要がある。
また車両により道路交通法上の一般道を使用して運搬する場合には、「火薬類の運搬
に関する内閣府令」等を遵守しなければならない。
７．１．２ 煙火の検査
(1) 検査をする場所等
煙火の検査は、工場内で事前に装塡する場合は準備工室等で、また、消費場所におい
ては煙火置場または打揚場所等で行う。特に焼金方式で行う早打ちでは、打揚担当者が
煙火玉を打揚筒に落とす直前にも検査する必要がある。
(2) 検査をする者
煙火の検査は、検査担当者を決めて行う。
(3) 検査をする内容
1) 煙火玉の表面および親みちの切り口が吸湿していないか。
2) 親導(おやみち)の取り付けが不十分なものや損傷しているものはないか。
3) 煙火玉の表面が特に荒れていたり、変形したりしていないか。
4) 早打ちの場合、煙火玉に打揚薬包が確実に付いているか。破損していないか。薬量
は適当か。
(4) 使用に適さない煙火の取扱い
1) 検査の結果、不良品と決定し使用を中止したものは、その旨を明記した上で良品と
混同することがないように容器を明確に区分し、煙火置場の特定の場所に保管する。
2) 煙火置場のない場合は、見張りのための要員を配置した安全な場所に置き、盗難防
止に留意する。
７．１．３ 打揚火薬の計量
煙火が爆発または燃焼しているときは、打揚火薬の計量は禁止されている。
スターマイン等の準備作業において、打揚筒に大きな火薬の容器から計量升で火薬を
量り入れることは火薬の計量作業であり、この作業による事故が多いので絶対に行って
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はならない。
打揚火薬の計量は、あらかじめ煙火玉の種類に応じた適正薬量で計測し、小袋等に小
分けしたものを筒に入れる。
７．２ 煙火置場
【煙火】
消費場所において、煙火の管理および打揚等の準備をするため必要があるときは、煙
火置場を設けなければならない。（規則第 56 条の４第２項）
７．２．１
設置が必要な場合
1) 消費中に煙火の出し入れ作業を行う場合。
2) 煙火置場において、煙火の異常の有無の点検を行う場合。
3) 煙火置場において、打揚火薬の計量作業を行う場合。
4) 煙火置場において、煙火の導火線を切る作業を行う場合。
5) 煙火置場において、煙火への打揚火薬の取付け作業を行う場合。
6) 煙火置場において、煙火と打揚火薬の組合せ等の作業を行う場合。
７．２．２ 設置場所
1) 湿地等はできるだけ避ける。河原、河川敷または海岸等に近く、煙火置場に水の浸
入するおそれがある場合は、周囲に溝を掘るなど、水の浸入を防ぐ措置を講ずる。
2) 地盤面が軟弱、かつ湿気の多い場合は枕木、木板を敷くなど、煙火等が吸湿しない
ような措置を講ずる。
3) 傾斜地を避け、地盤面はできるだけ平らにする。
4) 煙火置場は、打揚筒の設置場所、仕掛煙火の設置場所および火気を取り扱う場所
に対して 20m 以上の距離をとる。ただし、船上で煙火を消費する場合、その他やむ
を得ず、この距離をとることができない場合には、星の衝突等による衝撃が煙火置場
の内部に及ばないように措置を講ずる。
７．２．３ 構造等
1) スレート板、鉄板または木板等を用いて、屋根、側壁等を構築した場合は各部位に
隙間がなく、火の粉等が容易に侵入しないような構造とする。
2) 煙火置場の出入り口は、打揚場所、仕掛煙火、火気の取扱所等に対し反対の方向に
設け、出入り口にはできるだけ扉を設ける。
3) テント張りの場合は、打揚筒設置場所方向の補強を必ず実施する。
4) 容器を使用する場合は、木箱、プラスチック箱、または段ボール箱等の隙間のない
容器に収納し、確実に蓋をし、その箱には防炎シート等を重ねて十分に覆いをする。
覆いをしたシートは爆風等で容易に剥がされないようにする。
5) 車両を利用する場合は、煙火等を出し入れする方向は、できるだけ打揚場所、仕掛
煙火、火気の取扱場所等に対し反対の方向に入口を設け、エンジンは停止し車輪を固
定する。
6) 煙火等を置く場所の内部には、電気配線を露出させない。
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７．３ 煙火の消費方法
【煙火】
７．３．１ 打揚筒の設置
1) 打ち揚げられた煙火は風の影響を受けやすいため、筒が風下方向に傾いていると、
黒玉（打ち揚げられた煙火玉が不発となって落下したものをいう。）が発生した場合、
筒からの到達距離は想像以上に大きくなる。消費場所では、観客席の位置を考慮し、
筒が観客席の方に傾かないように注意する。
2) 筒を立てる位置の地面または床面（船上等）の状態に注意し、平らな面であること
を確認して筒を立てる。
3) 筒を船上または軟弱な地面等に設置する場合は、打揚筒の大きさに応じ、筒の底部
分に緩衝材、厚板等を並べて敷き、発射の衝撃で筒が著しく土中に埋没したり、船の
甲板等を破壊したりして筒の角度が変わることのないようにする。
4) 筒を防波堤等コンクリート上に設置する場合は、筒の底部分に畳床、緩衝材等を敷
き、発射の衝撃で打揚筒の角度等が著しく変化しないようにする。
5) 打揚筒は上下２箇所を縛って固定する。ただし、支柱、杭等を立てることができな
い場合は、筒立器（打揚筒の外径より少し大きい内径の筒に底板を付けたもので、鉄
筒の長さは、打揚筒の長さの３分の１以上のもの）や土のう等で確実に固定する。
6) 筒を立てるために使用する杭、支柱、横ざん等は、筒の大きさに応じて十分な強度
があるものを使用する。
7) 内径が 40cm を超える打揚筒を設置する場合は、以下の点に注意する。
・筒の長さの３分の１以上を土中に埋めて固定する。
・筒の下部を３分の１以上の高さまで、土のう等を囲むように積み固定する。
・筒を丸太、形鋼等を用いてやぐらを組み堅固に固定する。
8) スターマイン等で多数の煙火玉を連続して打ち揚げる場合には、前記 1)～7)による
ほか、複数の打揚筒を鉄板等で溶接して接続したものまたは木枠等に入れて接続した
もの等を組み合わせるなどして全体の重量を増し、かつ、杭、土のう等で転倒しない
ように固定する。

図 7-1

大玉筒の固定（例）

図 7-2

スターマイン方式の固定（例）

７．３．２ 離隔距離と点火者の保護
点火者等の保護のため、直径 3cm を超える煙火を打ち揚げる場合、20m 以上の離隔
距離（打揚筒から関係者までの距離）を取らなければならない。ただし、次に掲げる場
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合のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1) 直径 24cm 以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であって離隔距離が 5m 未満になる
場合において、打揚筒が破裂したときに発生する飛散物を遮断する防護措置を講ずる
とき。
2) 直径 24cm を超え直径 30cm 以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であって離隔距離
が 5m 以上 20m 未満となる場合または直径 30cm を超え直径 60cm 以下の球状の煙火
を打ち揚げる場合であって離隔距離が 10m 以上 20m 未満となる場合において、飛散
物の威力を軽減する防護措置を講ずるとき。
3) 直径 24cm 以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であって離隔距離が 5m 以上 20m 未
満となる場合において、飛散物に対する安全対策を講ずるとき。
筒ばねによる飛散物に対する防護措置および安全対策の方法として、過去の実験結果
から畳床またはポリカーボネート板（以下「ポリカ」という。）の使用が有効であるこ
とから、参考値および具体例を表 7-1 に示す。
表 7-1

打揚筒と球状の煙火玉の離隔距離と防護措置
打揚筒からの離隔距離(m)

球状煙火
玉の直径

5m 未満

3cm 超
15cm 以下
(5 号玉)

飛散物を遮断する防護措置
例)2mm 厚ポリカまたは畳
床

21cm 以下
(7 号玉)

例)4mm 厚ポリカまたは畳
床

例)2mm 厚ポリカ
または畳床

24cm 以下
(8 号玉)

例)28mm 厚ポリカまたは
畳床 7 枚または鋼板
8.1mm

例)4mm 厚ポリカ
または畳床

5m 以上 10m 未満

10m 以上 20m 未満

飛散物に対する安全対策
例)ヘルメット着用等

例)2mm 厚ポリカ
または畳床

飛散物の威力を軽減する防護措置
30cm 以下
(10 号玉)

60cm 以下
(20 号玉)

例) 4mm 厚ポリカ
または畳床 2 枚ま
たは鋼板 2.3mm
不

20m 以上

その他の
安全対策

例) 5.9mm 厚ポリ
カまたは畳床 4 枚
または鋼板 4.6mm
例) 16mm 厚ポリカ
または畳床 4 枚ま
たは鋼板 4.6mm

可

60cm 超

※平成 20 年 11 月 (社)日本煙火協会 ｢煙火の消費保安基準｣ から引用

・防護措置の大きさは、人がかがみ、隠れる程度の大きさ以上とする。
・4mm 厚ポリカは 2mm 厚ポリカ 2 枚でも可。（同様の重ね使用可）
・表 7-1 と同等以上の防護措置能力のあるものでも可。
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図 7-3

畳床の設置（例）

図 7-4

ポリカーボネート板（例）

７．３．３ 打揚筒の構造等
打揚筒は、鉄製のものが多く使用されてきたが、近年、筒の軽量化のためにそれ以外
の材質のものも多く使用されるようになった。
(1) 軽量飛散物となる筒
ステンレス製、FRP 製、紙製の打揚筒は、煙火玉が筒内で爆発しても重量飛散物を
生じないので大きな災害にならない利点がある。ただし、紙製の大玉用打揚筒は発射時
に打揚火薬による発射圧力によって筒が破損することも考えられ、その場合には煙火玉
は十分に上昇せずに落下し、低空または地上で破裂するおそれがある。紙筒は、筒本体
に使用歴を明記（使用回数を定めておくことが必要）するとともに、筒の保管場所、使
用後の手入れ等の管理に特に注意しなければならない。
(2) 鉄製の筒
鉄製の打揚筒は、煙火玉が筒内で爆発したとき筒体が破片となって飛散し、災害を大
きくすることがある。これは大玉打揚筒について特に問題となる。
大玉用打揚筒は、長期間の使用により火薬による焼蝕および金属疲労等により筒本体
がぜい弱化し、煙火玉が筒内で爆発したとき筒が破壊されやすいので筒の保存管理およ
び使用歴に注意しなければならない。
７．３．４ 打揚煙火の開発高度
打揚煙火は、その大きさに応じた相当の高さで開かせないと危険であるので、少なく
とも通路、人の集合する場所、建物等の 20m 以上の上空で星等が燃え尽きるようにす
る。
表 7-2
煙火玉が開く高さと星の開く直径
玉の大きさ

3号玉

4号玉

5号玉

7号玉

10号玉

20号玉

30号玉

打揚火薬量

約25g

約50g

約85g

約180g

約500g

約4kg

約15kg

玉が開く高さ

約120m

約150m

約200m

約250m

約300m

約450m

約600m

星が開く直径

約100m

約120m

約150m

約200m

約280m

約450m

約600m

玉の総重量(割り物)

約230g

約550g

約1100g 約2700g

約8kg

約60kg

約220kg
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７．３．５ 煙火の装塡
煙火玉を打揚筒に装塡する場合は、煙火玉の親導(おやみち)の損傷を防ぎ、かつ、煙
火玉本体に激しい衝撃を与えないように紐(ひも)等を用いて静かに入れる。注意を怠る
と、特に大玉が筒内爆発（筒ばね）する原因の一つとなり厳に守らなくてはならない。
また、スターマイン等で煙火玉の上にザラ星、小花等を装塡する場合は、ビニール袋
等に入れ、過度に入れすぎないよう（打ち揚げる煙火と同寸の重さを超えない程度）に
注意する。
７．３．６ 煙火が打ち揚がらない場合の措置
点火後、煙火が打ち揚がらない場合は、打揚筒をのぞき込まずに直ちに打揚筒から離
れ、十分な時間が経過した後に、打揚筒に多量の水を注入する等の当該煙火が打ち揚が
らない措置を講じ、煙火を取り出す。
遠隔点火（電気点火）の場合、点火しても打ち揚がらないとき、またはその確認が困
難であるときは、点火母線を点火器から取り外し、かつ、点火器の錠を取り外す等によ
り当該煙火が打ち揚がらない措置を講じてから煙火を取り出す。取り出す場合は、点火
玉または電気導火線に衝撃や摩擦が生じないよう十分に注意する。
直接点火方式の場合、打揚筒内に火種または早打ちの煙火玉を落としても打揚火薬に
点火せず、煙火玉が発射しないときは、その理由として次のことが考えられる。
・打揚火薬が無い。
・打揚火薬はあるが火種が届かなかった。
・早打ちの煙火玉が筒内につかえて焼き金に接していない。
このような場合は、再度火種を入れたり、筒をのぞいたりすることは極めて危険であ
る。従事者は直ちに安全な場所に避難し十分な時間が経過した後、打揚筒内に多量の水
を注入する等の措置を講じ、煙火を取り出さなければならない。
この状態で親導(おやみち)に着火していれば導火線は燃焼し、20 秒以内（最大 20 号
玉としても）に煙火玉が筒内で破裂するため、「十分な時間」とは点火してから 20 秒
以上が目安となる。
７．３．７ 黒玉、筒ばね等の防止対策
(1) 黒玉の発生原因と防止方法
(a) 親導(おやみち)の吸湿または水ぬれの場合
煙火の製造、貯蔵または運搬中に煙火玉全体が吸湿するか、消費準備中の雨等で
親導が水ぬれする等により、打揚火薬の火が親導に着火しない場合には、煙火玉は上空
で開かず落下して黒玉となる。消費する直前の検査を厳重にし、吸湿、水ぬれした煙火
玉の使用を中止する。
(b) 打揚火薬の火が重ね玉した煙火玉の親導に点火しない場合
煙火を重ね玉（１本の筒に煙火を２個以上重ねて装塡する方法）にして打ち
揚げる場合は、一般に重ね玉のうち上に乗せる煙火が黒玉になる率が大きいと思われる。
また、煙火の単発打ち揚げや重ね玉の下の煙火玉でも親導への不点火で黒玉になるこ
とも皆無ではない。
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(c) 黒玉の防止方法
打揚方法の如何にかかわらず、黒玉の防止に極めて有効と思われる方法として次のよ
うな方法がある。
1) 親導の先端を割り、薬紙をはさみ、薬こぼれを防止するとともに親導への着火を確
実にする。（図 7-5 A）
2) 親導に穴をあけ、その穴に薬紙を紙撚(よ)りにしたものを通すか、その代わりに、
燃焼しやすくした綿糸に黒色火薬を塗ったもの（「着火線」という。）を通して薬こ
ぼれを防止し、親導への着火を確実にする。（図 7-5 B）。

図 7-5 親導への着火を確実にする方法（例）

重ね玉の場合の上の玉の不点火防止法の
例としては、上下の玉をクラフト紙または
ビニール袋で図 7-6 のように包み、運搬中
に上下の玉の衝突または動揺による親導の
火薬のこぼれ、または損傷を防ぎ、上玉の
不点火を防止する。

図 7-6 重ね玉の場合の親導ぶつかり防止方法（例）
(2) 筒内破裂（筒ばね）の防止対策
筒ばねとは、煙火玉が何らかの原因により打揚筒から打ち揚がらず、筒内で爆発し、
筒を破壊することをいう。このとき、打揚筒の破片等が周囲に飛散して打揚従事者、観
客に被害を及ぼすことが多い。
筒ばね防止対策をまとめると、次のとおりである。
1) 打揚火薬を入れ忘れない。
2) 打揚火薬の取り付けてない早打ち煙火を筒内に落下させない。（事前検査の徹底）
3) 親導を損傷しないよう煙火玉を静かに装塡する。
4) 煙火玉の製造には、確実な性能の導火線(親導)を使用し、かつ、煙火玉本体と親導
の装着部分の補強を十分に行い、煙火玉の取り扱い中に親導が緩んで、親導と煙火玉
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本体との間に隙間を作らないようにする。
(3) 打揚火薬の入れ忘れ防止対策
1) 打揚火薬の装塡漏れ（入れ忘れ）の発生を防止するため適切な装塡方法を用いるほ
か、従事者の訓練も行う。
例１：打揚火薬の装塡は２名以上で行い、装塡済みの筒と火薬が入っていな筒とが
標識等により明瞭にわかるようにする。
例２：打揚火薬を薬包に入れて速火線等を接続し、打揚筒に火薬を装塡し
た後、速火線等を筒口から出して火薬が入っていることを明示する。
2) 大玉用の打揚筒に火薬を装塡する場合の装塡漏れ防止法としては、上記のほか、大
玉に速火線等のついた打揚火薬を取り付けて煙火の装塡と同時に火薬が装塡できるよ
うにする。
3) 早打ちを行う場合、できるだけ煙火容器から煙火を出す係とそれを受け取って煙火
を打揚筒の中に落とし込む係の２名以上とし、両者は早打ちに係わる一連の作業にお
いて、煙火に取り付けられている打揚火薬包の状態を手の感触で調べ、打揚火薬の量
等に異常があると思われる煙火は、絶対に筒内に落とし込まないようにする。
７．４ その他の煙火の消費
【煙火】
７．４．１ 通称小型煙火の消費
通称小型煙火は、中国製を主とする多種多様な製品が存在するが、基本的には紙筒数
十本あるいは数百本単位に束ねて、その紙筒に装塡された煙火部品が連続して発射され
効果を現すもので、打ち揚げ後に二次点火するものと、二次点火しないものに分かれる。
また発射筒の内径や煙火部品は多種にわたることから、消費にあたっては、事前に製
品情報（現象、仕様、高度、飛散範囲等）を把握するとともに、打ち揚げの衝撃等によ
り方向が変化しないように確実な固定方法を行う必要がある。
特に 乱玉型式等の安定の悪いものは、転倒防止を十分に考慮しなければならない。
７．４．２ 噴出煙火の消費
噴出煙火は、伝統行事または神社仏閣等の祭事等で、噴出薬を詰めた筒を脇に抱え、
または手でつかみ消費する手筒花火と、杭や台等に固定して消費する噴水花火の２つに
分かれる。
(1) 手筒花火
1) 手筒花火を消費する場合には、噴出口をあける等の消費の準備作業は、手筒花火の
消費場所以外の場所ではしてはならない。
2) 手筒花火に点火する者は、噴き出し方向の側面から点火し、点火後は速やかに退避
する。
3) 消費中は、噴出口および筒底を観客に向けないように保持する。
4) 手筒花火を同時に２本以上消費する場合には、手筒花火の薬量に応じて、筒相互間
は安全な間隔を確保する。
5) 点火しても火の粉が吹き出さないときは、噴出口をのぞき込まずに、噴出口から筒
に多量な水を注入する。
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(2) 噴水花火
1) 噴水花火を消費する場合には、筒を確実に固定し、噴出の衝撃等により方向が変
化しないようにする。
2) 噴水花火は、手に持って（抱えることを含む。）消費してはならない。
3) 消費場所付近は、下草、枯れ草等燃えやすい物は事前に除去し、散水等の適切な
防火の措置を行う。
７．４．３ 動物駆逐用煙火の消費
動物駆逐用煙火は、規則 49 条第 6 号（無許可消費数量 200 個以下）に該当する火薬
または爆薬 10g 以下の煙火で、手投げ式のものと、発射式のものに分かれる。
(1) 手投げ式の場合
点火後の導火線への着火確認や、動物の出現を待ったために、投げ遅れ事故が発生し
ているため、点火後は速やかに投げ出さなければならない。
(2) 発射式の場合
(a) 連続発射式
直接手に持たず、固定台または杭等に確実に固定し使用する。
やむを得ず手に持って使用する場合は、当該製品の専用ホルダー（ステンレス製等）
に差し込み使用する。
(b) 単発発射式
当該製品の専用発射台（角度調整付き等）に差し込み点火する。
手に持って使用してはならない。
７．５ 電気点火
【煙火】
(1) 概 要
筒ばね等による災害から従事者の安全を確保するため、遠隔点火が実施され、電気点
火を採用するようになった。特に安全性から大玉の打ち揚げや、複数箇所からの同時点
火など演出上の効果からも広く利用されようになってきた。また遠隔点火が義務化され
たことに伴い、煙火の消費に際しての電気点火の基準が規定された。
(2) 点火玉と電気導火線
(a) 点火玉
点火玉は、通電により発火させる点火具で、脚線の先に電橋を取り付け、その電橋の
周りに点火薬を付着させたものである。一般的な構造として、点火薬の表面に難燃性樹
脂等の皮膜で補強している。（1.3.13 (1) (a)項および図 1.14 参照）
(b) 電気導火線
電気導火線は、以前は電気的に導火線に点火させる火工品として使用されていたが、
電気雷管が多く使用されるようになってからは、ほとんど使われなくなっていた。
しかしながら、近年、煙火消費の電気点火用として有用性が見直され、多く使用され
るようになった。構造的には点火玉部分に衝撃あるいは摩擦が直接加わらないよう十分
な強度を持つキャップ等で点火薬の部分を保護している。
特徴としては、点火玉が露出していないため装着時の取扱い安全性が高く、煙火火薬
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庫に無制限に貯蔵が可能なため、煙火用点火具の主流になっている。（1.3.13 (1) (b)項
および図 1.15 参照）

図 7-7

電気導火線概略図（例）

(3) 電気点火の方法
電気点火器から、点火母線を経由して点火玉または電気導火線を用いて打揚火薬、速
火線または導火線に点火する。
(4) 電気点火を行う場合の編成
1) 電気点火を行う場合は指揮者を定める。
2) 指揮者は、点火者を指名する。（指揮者１人で点火してもよい。）
3) 点火者は、指揮者の命令によりスイッチを入れる。
(5) 電気点火に必要な用品
1) 電気点火器（電気発破器を含む）
2) 導通試験器または抵抗試験器（測定電流値が 0.01 アンペア以下のもの。）
3) 点火玉または電気導火線
4) 点火母線（補助母線を含む。）
5) その他電気点火作業に必要なニッパー、ビニールテープ類等および標識のための立
て札または荷札等
6) 雷探知器（AM ラジオ含む。）
以上の用品は、煙火の消費計画に応じたものを選定し、事前にその機能を点検してお
く。
(6) 電気点火の手順（例）
1) 仕掛煙火または打揚煙火の筒場等に点火順序を示す番号立て札（荷札等）を立てる。
2) 点火母線を敷設し、母線の両端に点火順序を示す番号札（荷札等）を付ける。
点火母線の煙火用点火器側は短絡（ショート）しておく。
3) 点火玉または電気導火線を導火線（速火線含む。）に取り付ける。
4) 点火玉または電気導火線の脚線と点火母線を接続し、２本の裸線部分が接触しない
ように接続部分をビニールテープ等で巻き絶縁する。
5) 関係者が安全な場所に避難したことを確認した後、電気点火器側から点火回路の導
通または抵抗を測定し、回路の良否を確認する。もし、不良の場合は不良箇所を探し
て修復する。
6) 電気点火器と点火母線を接続する。
7) 電気点火器の電源のスイッチを入れる。
8) 指揮者の合図に従って点火用スイッチを順番に入れる（点火）。
(7) 煙火の電気点火を行う場合の技術基準（規則第 56 条の４第５項参照）
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1) 点火には、点火玉または電気導火線を用いる。
2) 点火玉または電気導火線は、できるだけ導通または抵抗を試験する。この場合にお
いて､ 試験器はあらかじめ電流を測定し、0.01 アンペアを超えないものを使用し、か
つ、危険防止の措置を講ずる。
3) 落雷の危険がある場合には、点火玉または電気導火線に係る作業を中止する等の適
切な措置を講ずる。
4) 漏えい電流により点火するおそれがある場合には、電気点火をしてはならない。た
だし、安全な方法により行う場合は、この限りでない。
5) 電気点火器および電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめる。
6) 点火母線は、電気点火器の出力電圧に耐え得る絶縁効力のあるもので機械的に強力
なものを使用し、使用前に断線の有無を検査する。
7) 点火母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部または帯電するおそれの多い
ものから隔離する。
8) 電気点火器と点火母線との接続後は、打揚筒に近づかない等の危害予防の措置を講
ずる。
9) 点火に際しては、電圧ならびに電源、点火母線および点火玉または電気導火線の全
抵抗を考慮した後、点火玉または電気導火線に所要電流を通ずる。
10) 電気点火器には、当該電気点火器による点火作業に従事する者以外の者が点火でき
ないようにする措置を講ずる。
11) 電流回路は、点火する前に導通または抵抗を試験し、かつ、試験は関係者が安全な
場所に退避した後、安全な場所で実施する。
12) 点火装置はメーカーによって電源の有無やスイッチの内蔵有無等、構造が異なるの
で注意する（落雷時、点火装置が作動したのちは点火玉を外すことは困難であるので、
その場合の対処方法を検討しておく必要がある）。
７．６ 消費終了後の点検、不発煙火の回収
【煙火】
不発の煙火を発見した場合は、速やかに回収して水に浸す等の処理をしなければなら
ない。
不発の煙火には、黒玉のみでなく煙火部品（雷粒、小花等）もあるので、これらの回
収に努力しなければならないが、花火大会等では、夜間に煙火を消費することが多く、
不発の煙火をその日のうちに回収することは容易でなく、翌日に持ち越すことがある。
このような場合には、子供が拾って事故を起こすことがあるので、不発の煙火を発見
した場合は、警察、消防、主催者等に届け出るよう広報する等の措置を徹底するととも
に、花火大会終了後、直ちに消費現場付近の落下物の回収に努め、さらに翌朝早く一般
の人が立ち入らないうちに回収作業をすることが望ましい。
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第８章 保安教育

【産火、煙火】
火薬類のエネルギーは非常に大きく、どのような条件でも瞬時にその威力を発揮する
ことができる極めて有効なものである。しかし、間違った使用によっては大きな被害を
及ぼすことになるため、法律で規制することによって「災害を防止し、公共の安全を確
保」している。
そこで、事業者は、その目的を達成し、かつ継続していくために、火薬類を取り扱う
全ての者に対して保安教育を施さなければならないことになっている。その「法の趣旨」
の徹底と「法で定められている正しい取り扱い方」について共に確認し合うのが「保安
教育」である。ただし、その取り扱う場所や方法は各事業所により異なるため、法の下
に各事業所に合った保安教育計画を作成して実施する必要がある。
販売業者、または都道府県知事＊から保安教育計画の作成を指定された消費者は、保
安教育計画を定め、都道府県知事＊の認可を受けた上で、その計画に基づいて保安教育
を実施しなければならない（製造業者についても規定されているが、ここでは省略す
る。）。
また、都道府県知事＊から指定されていない消費者（例えば、火薬または爆薬を１月
に 25kg 未満消費する者、煙火等の消費者。）および運搬業者についても保安教育を実
施しなければならない。
受講対象者は幹部従業者、保安関係従業者、一般従業者等であり、保安教育は火薬類
取扱保安責任者または経験、知識豊富な者が行うことになっている。そこで、火薬類取
扱保安責任者が保安教育の実施状況を監督する観点から、8.1 項および 8.2 項を記載し、
保安管理の向上を図っていく観点から 8.3 項を記載した。
８．１ 保安教育の内容および留意事項
【産火、煙火】
８．１．１ 法令に規定されている保安教育計画の実施
保安教育計画の法的内容は、規則第 67 条の５（販売業者）、規則第 67 条の６（消費
者）に規定されている。保安教育計画は、上記規則の下で各事業所に合った内容で、実
施が可能なものとする。保安教育計画の作成を指定されていない消費者や運搬業者につ
いても上記規則に準じた内容で保安教育の計画を定めて実施すべきである。
保安教育計画の例を表 8－1 に示す。
８．１．２ 保安教育を実施する際の留意事項
保安教育の実施に当たっては、各事業所の計画に基づいて、法令遵守に関する事項と、
実際に取り扱うときの保安管理技術に関する事項を具体的に教育する。時には法の解釈
や保安技術について質問をしたり、法の改正事項について説明したりする等、教育方法
にも変化を与える。また、教育内容が実際の作業に対して適時的確な内容となっている
か否かを常に考慮しつつ保安教育を実施する。なお、教育の実施に当たっては、受講者
全員が理解できるように心掛ける必要がある。
1) 保安教育計画に基づき、従業者全員に対して、保安教育の日時、場所、内容を定め
て実施する。実施に当たっては、必要に応じて、幹部従業者、保安関係従業者、一般
従業者等に対して対象者別に行う。なお、作業条件が通常と異なっている場合や未熟
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練従業者が作業に加わる場合には、作業開始の前に臨時の保安教育を必ず実施すべき
である。
2) 火薬類の販売、貯蔵、消費に関して、保安委員会なるものをできるだけ設置し、定
期的に各火薬類を取り扱う現場において、総点検を実施し、その結果を協議し改善事
項および教育事項を実行に移していく。
3) 事故事例およびその分析結果を取り入れ、その事故の教訓を各自の火薬類を取り扱
う場所に活かした保安教育を進めることによって、保安教育の効果を上げていく。
例えば、最近の事故は、法面の前面に退避していたため事故に遭った事例が多い。
そこで事故例を示し、その事故の要因となった「指示、助言の不足」、「慣れ」、
「確認の不十分」、「ミス」または「注意力の不足」等の行動に対し、各自の火薬類
を取り扱う場所で起こり得るヒューマンエラ－を想定し、その対策を取り入れる。
また、近年の気象異常による集中豪雨や寒暖の激変、台風および地震や津波、竜巻
等に対しても、事前に具体的な対策の立案を行い、保安教育の中で周知徹底を図るこ
とが必要である。
８．２ 保安教育の実施記録および実施効果の把握
【産火、煙火】
８．２．１ 保安教育の実施記録
保安教育計画に沿って実施されているか、内容は十分か、従業者全員が受けたかなど
を確認するため、日時、場所、教育内容、保安教育者名、出席者等の保安教育実施記録
を作成する。
実施記録記入例を表 8-2 に示す。
８．２．２ 保安教育の実施効果の把握
保安教育を実施後、保安教育の内容を従業者がどれだけ理解し、実行しているか、保
安教育の実施効果を把握することは重要である。
保安教育を実際に行う火薬類取扱保安責任者または火薬類取扱保安責任者に指示され
た者が定期的に火薬類の販売、貯蔵、消費の現場をパトロールし、保安教育の内容が理
解され実行されているかを点検することも、保安教育実施効果の把握方法の一つである。
把握の結果、従業者が理解または実行していないようなことが見受けられるときは、
そのことについて繰り返し保安教育に取り入れて行うべきである。
８．３ 火薬類の保安管理の向上
【産火、煙火】
火薬類の消費中の事故を更に減少させ、また、大事故を起こさないためには、法の遵
守を図るとともに、一般的に用いられている次に述べる保安管理の手法を理解させ、実
施させること、ならびに安全第一を優先することにより火薬類の保安管理の水準を向上
させることが必要と考えられる。
８．３．１ 一般的な保安管理の手法
(1) ハインリッヒの法則から見た火薬類の事故
ハインリッヒの法則に見られるように、大きな事故が発生する場合、その事故以前に
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軽微な事故、不安全行動および不安全状態が多数存在すると考えられる。
ハインリッヒの法則は、次の通りである。
・同じ人間の起こした同じ種類の 330 件の災害の内、300 件は無傷で、29 件は軽
い障害を伴い、1 件は重い障害を伴っている。
・障害を伴うにせよ伴わないにせよ、全ての災害の下には、おそらく数千に達す
ると思われるだけの不安全行動と不安全状態が存在する。
・そこで、「不安全行動と不安全状態」まで含めて表すと、｢1：29：300：数千｣
ということになる。

１
重

傷

２９
軽

傷

３００
無傷の災害
数千
不安全行動・不安全状態

【ハインリッヒの法則】
この法則は火薬類の事故についても成り立つものと考えられる。
そこで、上記観点で火薬類の事故を見ると、報告されている事故数は、最近 10 年で
は１年間に 24～79 件であるが、その下には多数の不安全行動、不安全状態が繰り返し
発生あるいは存在し、一つ間違えれば大事故に至る事態も考えられる。したがって、こ
れら事故として報告されていない事象（以下、「ヒヤリハット」という。）についても、
災害に結びつく原因を究明して対策を実施することにより、これらの再発を防止し、事
故の減少にも寄与できるものと考えられる。
よって、火薬類による災害事故を防止するためには、ヒヤリハットの積極的な掘り起
こしを行ってその芽を摘み取る努力が肝要である。
(2) ヒヤリハットの処理の手順
1) 作業する者同士がヒヤリハットを出し合う。しかし本人しか知らないヒヤリハット
は、情報が報告されない傾向にあるので、情報を確実に収集するための方策を考える
必要がある（例：ヒヤリハット収集箱等）。
2) 得られた情報は、原因を究明して再発防止対策を検討する。ある調査によると、ヒ
ヤリハットが発生する主な原因として、次のことが示されている。これらは、火薬類
についても共通するものが多いと思われる。
・知らなかった
・事実の捉え方が悪かった
・考えても分からなかった
・勘違い、聞き間違いをした
・安易に考えていた
・危険感が乏しかった
・他の事を瞬間考えていた
・大丈夫と思い、手を抜いた
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3) 対策を実行に移し、その効果を確認する。
(3) 危険予知訓練
事故防止には、ヒヤリハットの処理が有効であるが、更に一歩進めてヒヤリハットの
発生防止の方法として、危険予知訓練（KYT）が有効である。
KYT とは、職場に潜んでいる危険要因を事前に予知し、ヒヤリハットおよび事故の
発生を予防するために訓練し、作業者の危険性に対する感受性を高めようとするもので
ある。火薬類による事故を抑制するためにも有効な手法である。
(4) リスクアセスメント
災害を防止するために、従来は災害事例に学び、再発防止対策を行うという方法が採
られてきた。そして、近年はリスクアセスメントによって「危険」を定量的に評価する
方法も取り入れられるようになった。
リスクアセスメントとは、事故が発生する潜在的な危険源を特定（見出す）し、「事
故の起こりやすさ」および「事故が発生した場合の重大性」等のリスクを推定し、事前
評価することにより対策の優先度を定量的に決定し、その結果に基づいて対策を行い、
事故の発生を未然に防止する安全管理の手法である。評価方法は作業、資材、機械、工
法、現場の状況などにより発生が予想されるリスクをあらかじめ設定した基準に従い点
数評価を行い、評価点数の大小によって対策の優先順位を決め、許容可能なリスクにな
るまで対策を行う。火薬類による事故を防止する上でも有効な方法である。
土木現場におけるリスクアセスメント実施例の一部を表 8-3 に示す。
８．３．２ 経済性と保安管理
火薬類の事故が発生すると、事故の大きさにもよるが、次の損害を被り、場合によっ
ては、経営の存続に係わる事態を招き、これまでの努力は水の泡となってしまうことが
考えられる。
・第三者の死傷、物的損害に対する補償
・当該事業所の作業者の死傷に対する補償
・当該事業所の施設、設備の喪失に対する修復
・工程の遅延
・社会的信用の低下等
このことから、優先して保安管理の徹底を図る「安全第一」の思想は、経済性を犠牲
にするものでなく、安定的、かつ、安心した経営が営まれるものと考えられる。
火薬類取扱保安責任者は、経営上「安全第一」が重要であることを経営者に理解して
もらい、従業者に保安管理の徹底の重要性を理解させる努力が必要である。
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表 8-1 保安教育計画表（実施予定および実施結果の記入例）23)
28年9月
総
重
１．保安意識の高揚
●
２．火薬庫の構造、設備および貯蔵上の取扱い
●
３．取扱所、火工所の構造および火薬類の管理
●
４．火薬類の出納および帳票
○
５．盗難および不正流出の防止
●
６．運 搬
○
７．火薬類の性質
●
８．警戒方法、避難方法、危険時の応急措置
●
９．発破作業
●
１０．発破記録
○
合 計 時 間 数
1.5

28年11月 29年１月
総
重
総
重
●
○

教育項目

実

実
施
結
果

施

月

講 状 況

備

考

出
欠

○
○
○
○

○
○
○
○
○

●
●
1.0

9月12日

日

受

●
●
○
◎
●

29年3月
総
重
○

11月14日
出
欠

18
2

12
0

出
欠

出
欠

欠席者につ
いては9月
16日に実施

1. ●は実施済、○は実施予定または実施できなかったもの、◎は計画に追加し実施したもの。
2. 表中、「総」とは総合教育を、「重」とは重点教育を表す。
3. 計画段階で総、重の区別をしておき、実施後に総、重のいずれかを○で囲む。

表 8-2 保安教育実施記録（記入例）23)
項

目

教育の種類

内

総合教育・重点教育・新規入場時教育・着工時教育・計画変更時教育

実施日時

平成28年9月12日

実施場所

当作業所会議室

講

師

教育資料

出

席 者

欠

席 者

そ

の 他

容

（月）

16：00～17：30

１．山元安全課長（支店）
別添のとおり
1. 山 田 太
2. 川 上 三
3. 下 田 次
4. 田 川 三
5. 川 中 五
6. 吉 田 六
7. 川 下 四
1. 田 中 二
2． 中 山 郁

郎
郎
郎
男
郎
男
郎
郎
夫

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
追

２．川上所長
山 中 次 郎
山 下 六 郎
山 田 一 三
大 山 一 朗
上 田 一 夫
山 上 七 朗
文 川 浩 朗
加

教

育

15.山
16.山
17.原
18.小
19.
20.
21.

9月16日
実施者
森本保安責任者

1. 実施状況写真添付

（注）１．実施した教育の種類を
で囲む。
２．欠席者に対する追加教育は、遅くとも１週間以内に実施する。
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川
本
田
林

良
仁
達
一

夫
志
夫
也

表 8-3

「リスクアセスメント」実施例
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第９章 参考資料
９．１ 火薬類に関わる事故、盗難等の推移
【産火、煙火】
昭和 40 年代から現在に至る火薬類の事故件数、火薬類を使用した犯罪件数、火薬類
の盗難件数の推移を図 9-1 に示す。保安手帳制度（保安教育講習）は昭和 50 年から始
まっている。手帳制度が始まる前の昭和 40 年代の事故件数は 150 件～310 件であるが、
手帳制度の効果もあり現在では 60±10 件程度で推移している。
件数、人
350

300

火薬類の事故件数
事故による死者（人）
火薬類を使用した犯罪件数
火薬類の盗難事件発生件数

250

200

150

100

50

0
S41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 H2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

年

図 9-1 火薬類の事故件数、事故による死者数、火薬類を使用した犯罪件数、
火薬類の盗難件数の推移（経産省事故統計、警察白書、日本建設業連合会資料）
最近 10 年間の事故件数等を表 9-1 に示す。平成 29 年に死亡事故が発生しているので
注意が必要である。
平成 21 年から平成 29 年における火薬類の盗難事件の場所別発生件数推移は、表 9-2
のとおりである。
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表 9-1 事故件数と死傷者数の推移
年（平成）

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

件

数

13

6

2

5

5

8

5

7

10

9

死亡者数

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

負傷者数

9

1

2

3

3

4

5

6

9

3

計

10

2

2

3

3

4

5

6

9

4

数

31

18

28

19

43

61

59

46

48

32

死亡者数

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

負傷者数

57

32

30

16

27

36

27

35

15

17

計

59

32

30

16

27

36

27

35

15

17

数

4

0

6

4

8

10

13

8

8

17

死亡者数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

負傷者数

4

0

2

17

4

9

4

2

3

6

計

4

0

2

17

4

9

4

2

3

6

数

48

24

36

28

56

79

77

61

66

58

死亡者数

3

1

0

0

0

0

0

0

0

1

負傷者数

70

33

34

36

34

49

36

43

27

26

計

73

34

34

36

34

49

36

43

27

27
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表 9-2 場所別盗難事件の発生件数（警察庁調べ）
産業用火薬類

全発生件数

火薬庫

庫外貯蔵庫

消費場所

その他

平成 21 年（2009）

0

0

1

0

11（0）

平成 22 年（2010）

0

1

0

0

2（0）

平成 23 年（2011）

0

0

0

0

5（0）

平成 24 年（2012）

0

6

1

1

11（1）

平成 25 年（2013）

0

2

0

0

3（0）

平成 26 年（2014）

0

0

0

1

1（1）

平成 27 年（2015）

0

0

0

0

0

平成 28 年（2016）

0

0

0

0

2

平成 29 年（2017）

0

0

0

0

2

注：全発生件数には実包、空包、導爆線等を含む。また、（

115

）内は未遂を示す。

９．２ 産業火薬の消費中の事故例 26,27）
【産火】
産業火薬の消費中の事故は、直近（平成 28 年、平成 29 年）の事故 5 件を取り上げた。
事故 No.1

岩石の崩落（落石事故）

発生日時

平成 28 年 1 月 8 日（金）10 時 35 分頃

発生場所

千葉県安房郡鋸南町

被害状況

人的被害：なし
物的被害：NTT および KDDI の光ケーブル断線
県道鴨川保田線の片側通行規制

事故概要

採石場において、硬岩掘削の発破作業の振動により、県道鴨川保田線
に長さ 10m にわたり岩石が落下した。また、それに伴い NTT および
KDDI の光ケーブルが断線した。発破作業 1 分前から上下線とも通行
止めにしていたため通行車両等に被害なし。県道に流出した土石の撤
去および崩落危険の岩石撤去後、片側交互通行規制を行った。

使用火薬類

含水爆薬
2kg
アンホ爆薬 250kg
電気雷管（瞬発～DS10 段各 2 個）20 個

推定原因

発破場所から 70m～80m の地点（消費場所周辺図）に、県道側に突き
出ていた岩石があり、当該作業員も岩石の存在を目視で確認してい
た。岩石は地山に根が入っていると判断し作業を続けたが、実際のと
ころ亀裂が入っており、浮石状態で表土により薄く覆われているだけ
であった。その結果、作業の振動で浮石部分の岩石が崩落した。
斜面岩盤の崩落の直接原因は、発破振動の影響によるものと考えられ
る。現場では、岩盤崩落の危険性を認識しており、発破時には通行止
めの措置を講じる対策をとっていたが、崩落箇所に対する観察が足り
なかった。
実際の発破規格を見ると、穿(せん)孔間隔を大きくし、穿孔長も深め
で盤下げ発破としては、規模の大きな発破となっている。振動制御を
目的として多段発破としているが、DS 段発電気雷管を使用してお
り、起爆秒時差が大きいため、段ごとの振動波を確実に分離できる
が、起砕効果については、各段の間の相乗効果が期待できないため、
かなり「荷が重い」発破となっていたと推察される。その際には振動
値は大きくなる傾向があるので、崩落箇所にはかなり大きな振動が伝
わっていたと考えられる。

対

(1) 岩盤斜面の状況を的確につかみ、必要に応じて落石防護柵の設置
や浮石撤去も検討する。
(2) 崩落が懸念される危険箇所周辺での発破方法については、極力規
模を小さくし、雷管１段当たりの装薬量を減らす必要がある。具体的
にはビット径を 65mm とし、穿孔長は 3.0m 程度が妥当であろう。

策

採石場
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参考図

被災現場（県道を片側通行可とした時点）
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参考図

穿孔配置および発破諸元
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事故 No.2

盤下げ発破（鉄砲現象による防爆マットの飛散）

発生日時

平成 28 年 1 月 18 日（月）12 時 15 分頃

発生場所

岩手県陸前高田市今泉地区

被害状況

人的被害：なし
物的被害：52m 離れた民家の屋根瓦 9 枚および雨樋約 1m 破損

事故概要

高台移転工事、陸前高田今泉地区南進入路造成のため、穿(せん)孔長
3.7m×75 孔、穿孔長 3.0m×5 孔合計 80 孔冠水箇所を挟んで 2 箇所
の発破を行った。
80 孔のうちの 1 孔に弱装薬による鉄砲現象が発生しゴムマットが破損
（2 分割）して大きく吹き上がり、強風に乗って約 52m 離れた民家の
屋根に当たり、瓦 9 枚、雨樋約 1m を破損した。
飛散したゴムマット一部の大きさは 1.5m×0.7m、質量は 24kg であ
った。発破防護はゴムマット（1.5m×1.8m、50kg/枚）80 枚、防爆
シート（4m×6m、7kg/枚）25 枚を敷設した。
当日の風速は 3.9m（最大 12.5m）であった。

使用火薬類

含水爆薬（φ75mm×2kg）310.0kg
電気雷管 80 個（瞬発 2 個、MS2 段 3 個、3 段 5 個、4 段 4 個、
5 段～11、14、15 段各 6 個、12 段 5 個、13 段 7 個）

推定原因

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

対

(1) 施工状況が変わればその都度無理せず対策を講じる。
(2) 当該現場では、ゴムマットを使用しない。
(3) 装薬箇所全面に防護マット（1.8m×1.5m、50kg/枚）を敷き、そ
の上を防爆シート（4m×6m）に加えワイヤーネットで覆う。シート
間は隙間ができないように重ね合わせ、めくれないように土嚢(のう)
等の錘りを乗せる。
(4) 込め物は 6 号あるいは 7 号砕石を使用し、塡塞を確実に行う。
(5) 保安物件が近い場所での発破では、ビット径は 75mm 以下が望ま
しい。
(6) 発破諸元および防護の方法は、民家から離れた場所で試験発破を
行い、確認することが望ましい。
(7) 気象情報等把握し作業に反映させる。

策

掘削レベルが下がり、岩質が硬く部分的に弱装薬になった。
通常作業と違う施工状況にあった。
込め物がしっかり詰まっていなかった。
保安物件が近いにも関わらず、ビット径(89mm)が大き過ぎた。
悪天候（強風）での作業であった。
防護材および方法が適正でなかった。
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参考図

現場状況見取図（平面図）

参考図

発破場所と被災民家関係断面図
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発破諸元①

発破緒元②

吹き出したと推定さ
れる発破孔

上記 5 孔（瞬発 2 孔、MS２段 2 孔）の
み発破諸元②（穿孔長 3m）
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事故 No.3

小割り発破（黒色鉱山火薬使用）

発生日時

平成 29 年 2 月 27 日（月）8 時 50 分頃

発生場所

宮城県石巻市

被害状況

人的被害：重傷（左手第 4 指(薬指)および第 5 指(小指)の欠損）
物的被害：なし

事故概要

用材採取場において、前回発破での大塊を小割すべく粘板岩（幅 11m、
奥行 1.9m、高さ 0.8m）を上下に割るため、ドリルで水平に穿孔（直径
2.6cm、深さ 67cm）した。その孔内にビニール袋に入れた黒色火薬およ
び導火線を入れ、砂利（3mm～5mm）による込め物を行い、真鍮製の
込め棒で突き固めをしていたところ爆発し、左手第 4 指(薬指)および第 5
指(小指)を欠損した。付近に置いてあった残火薬 900g も焼失した。

使用火薬類

黒色鉱山火薬
導火線

推定原因

(1) 横孔発破はほとんど実施していない作業所であった。慣れない作業
にも関わらず、ポリ袋（厚さ 0.03mm）に、黒色鉱山火薬と導火線を入
れた後、口元を紐(ひも)等で縛らず、捻っただけの状態で装薬した。
(2) 込め物も、砂だけを使わずに砕石（砂利）が混入していた。
(3) 砕石混入の込め物もポリ袋等に入れずに突き固めていたため、紐等
で縛っていなかった黒色鉱山火薬内に込め物が混入し、その繰り返し作
業をしているうちに、摩擦が生じ爆発したものと推定される。
本件は、発破作業における準備および作業において、本来行わなければ
ならない安全確認等を怠ったため、二次災害も含めて然るべくして事故
が発生したと考えられる。

対

(1) 火薬（黒色火薬）の危険性および特性をよく理解し、黒色火薬を
入れる袋の厚み等の品質をよく検討し、口元を紐等で必ず締める。
(2) 込め物は、砕石（砂利）等を混入させない。
(3) 込め物は砂とポリ袋を使い、装塡された火薬に突き棒が届かない
ようにする。
(4) 縦孔発破、横孔発破にかかわらず ,安全作業を念頭に手順を確認
し、細心の注意を払い作業を行う。
(5) 二次災害を防ぐためにも、発破作業付近に火薬、揮発性等の危険
物を置かない。

策

用材採取場

100g
1本
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参考図（現場写真および装塡要領図）

前回の発破
発破計画

穿孔

込め物の装塡要領図
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事故 No.4

ベンチ発破（デッキチャージでの飛石）

発生日時

平成 29 年 5 月 19 日（金）10 時 00 分頃

発生場所

鹿児島県肝属郡肝付町

被害状況

人的被害：なし
物的被害：なし

事故概要

飛石が発生し、砕石場から約 400m 離れた民家の屋根等を破損した。

使用火薬類

含水爆薬（φ25mm×100g）
1.2kg
ANFO 爆薬（重袋、ピース品） 113.46kg 爆薬合計
電気雷管：瞬発、MS2～6 段（各 2 本/孔） 12 本

推定原因

当該砕石場は、砂岩と頁岩が互層となっており、節理、目が発達して
いたため、次の原因により吹き出し飛石が発生したと思われる。
(1) 穿(せん)孔中に孔曲りが発生して最小抵抗線または孔間隔が計画
値よりも小さくなり過装薬となった。
(2) 穿孔中に極めて軟弱な節理や層、目または空洞（ガマ）があり過
装薬となった。穿孔作業において、繰り粉の変化や穿孔圧力、穿孔速
度の変化の観察とその位置の記録が不十分だったため、装薬作業時
に、飛石防止対策を具体化できなかった。
(3) 前回発破後および穿孔時に発生した浮石の観察と除去の徹底が不
十分であった。
(4) MS 電気雷管を用いた段発発破の雷管配置において、岩盤の移動方
向が保安すべき民家の方向となっていた。

対

(1) 岩質の状態は常に変化することを念頭に、発破作業前には法面の
状況観察を行い、法面の温度差や湧水による浮石の発生があれば、こ
そく（浮き石落とし）の徹底を図る。作業中は、穿孔位置の法面箇所
からのく繰り粉や湧水等の挙動観察を必ず行う。発破終了後は、法面
のこそくを必ず行う。
(2) 孔曲りに対しては、繰り粉の状態や穿孔（フィード）速度や打撃
圧力や回転圧力等の変化を常時観察し、その対策を実施する。
(3) 孔曲りや軟弱部のために過装薬になり、吹き出し飛石の可能性が
あれば、次の方法を適用するのが望ましい。①孔曲りで、最小抵抗線
が危険な距離と判断された場合には、その位置に原石を被せる。②軟
弱部に対してはデッキチャージ方法をとり、岩質の軟弱な位置に込め
物を塡塞(てんそく)するか、または袋物（ピース）の ANFO で薬量調
整をする。なお、常に上記要因がある現場では、打ち掛け発破工法が
有効であると考えられる。
(4) 前回発破後の浮石および穿孔時に発生する浮石（特に節理や層、
目等の軟弱部）の観察とこそくを徹底する。
(5) 民家等の保安すべき物件がある場合には、岩盤の移動方向を物件
に向けない努力をする。

策

採石場
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114.66kg

発破パターン装薬図

発破パターン穿孔配置図

採石場周辺図
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事故 No.5

ベンチ発破（あたり発破による飛石が重機オペレータ直撃）

発生日時

平成 29 年 5 月 29 日（月）15 時 40 分頃

発生場所

福島県いわき市

被害状況

人的被害：死亡（1 名）
物的被害：積込機（バックホー）のキャビンガラス全損

事故概要

当採石場は原石採取のため通常黒色火薬による発破（切断）を行って
いるが、積込機での採取が困難であったため、隣接した岩盤（節理の
発達した花崗岩 3～4m3）を発破で除去しようとした。製品となる原石
を傷つけないよう発破孔は 3 孔とし、ハンドドリルでφ26mm を穿(せ
ん)孔し、含水爆薬を装塡した。飛石防止の観点から、装薬量は前列 1
孔を 50g、後列 2 孔を 100g とした。発破従事者 2 名のうち、点火者
は発破箇所から真横（側方）30m 地点を点火場所とし、被災者は発破
箇所から前方斜め方向 50m 地点に退避した。被災者は積込機バケット
を楯代わりに前方に固定し、キャビン内に退避した。発破による飛石
（質量 1.3kg）がバケットの横を通過し、キャビン内に退避していた
オペレータの腹部を直撃した。

使用火薬類

含水爆薬（φ25mm×100g） 250g
電気雷管 瞬発
3個

推定原因

(1) 穿孔径φ26mm、穿孔長 0.9～1.5m、抵抗線 0.4m、孔間隔 0.4m、
穿孔数 3 孔、発破対象岩 3～4m3 から計算される発破係数は 0.063～
0.083kg/m3 と小さいが、孔間隔、抵抗線を小さく取って発破対象岩の
前方に発破孔を集中させているので、局部的に過装薬となり飛石が発
生したと考えられる。
(2) 通常は原石採取のため黒色火薬による発破（切断）を行っている
ため黒色火薬と含水爆薬の違いを認識しておらず、いつもどおりと考
え岩石の飛散を想定していなかった。
(3) 被災者は、飛石は発破箇所から前方に飛ぶものと考えて前方斜め
方向に退避したが、発破による飛石は四方に飛散する。なおかつ、発
破対象岩がせり出していたため自由面は一方向ではなかった。
(4) 使用薬量が 250g と少量なため、飛石もないだろうと安易に考え、
退避距離 50m で安全であると思い込んでいた。

対

(1) 発破対象岩の節理、亀裂、形状等を考慮し発破設計を立てる
(2) 穿孔径、穿孔長から考えて最小抵抗線0.4mは小さ過ぎる。倍以上
くらい取るべきである。
(3) 発破による飛石は、前方だけでなく四方に飛散する。装薬量に関
係なく、前方方向には退避しない。
(4) 発破退避する場合は機械から降り、機械の陰に隠れる。
(5) 使い慣れていない火薬類を使用する場合は、事前に従事者に対し
て保安教育を行う。

策

採石場
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参考図（事故 No.5)
現場写真
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参考 鉱山における火薬類事故 28）
鉱山においても火薬類消費中の事故が年間 5 件程度発生している。鉱山であるため火
薬類取締法の対象ではないが、参考に資するため平成 28 年の火薬類事故例を、表 9-3
に示す。
表 9-3
発生日時
平成 28 年
8 月 23 日
11：40 頃

平成 28 年
12 月 28 日
11：42 頃

発生
場所
福岡県
石灰石

栃木県
石灰石

鉱山における火薬類事故例

死

傷

0

0

事故
原因
飛石

0

0

飛石

事故概要、原因、対策
[概要]
鉱山北側の切羽 70mL ベンチで横向き穿孔によるベ
ンチ発破（10 孔）および盤修正発破（4 孔）を行っ
た。（うち、飛石が発生したと推測される盤修正発
破１孔の穿孔長および装薬量は、孔長 2.5m、装薬
量 0.35kg（親ダイ：含水爆薬、増ダイ：ANFO））
発破後間もなく、発破箇所から水平距離約 260m 離
れた民家の住人から、飛石による被害について通報
があり確認したところ、家の壁の角を保護する金属
製の L 字型カバーに約 3cm 程度の穴が開き、周辺に
0.5～2.0cm 程度の岩片が複数落ちていた。
発破作業監督者、発破作業者および見張り人とも
に、住人からの通報があるまで飛石の発生を確認で
きていなかった。
[原因]
(1) 発破作業者は、最小抵抗線を正確に把握してお
らず、実際より過小に見積もった。
(2) 民家に近いため、過装薬による飛石を警戒する
あまり、意識的に装薬量を少なくした。また、弱装
薬による飛石は経験がなく、警戒していなかった。
(3) 孔口が民家方向に向いていたにも関わらず、飛
石対策を実施していなかった。
(4) 作業手順書が長期間見直されておらず、現状と
合致していなかった。
[対策]
(1) 作業監督者を中心とした発破関係者による発破
設計の打合せを徹底する。必要な場合は、保安統括
者または保安管理者へ打合せ内容を報告し、指示・
判断を仰ぐ。
(2) 発破対象物の大きさを正確に測り、適正装薬量
とする。
(3) 民家に近い場所での発破は、孔口を含め必ず防
護シート等による飛石対策を実施する。
(4) 作業手順書の見直しを行い、教育を行う。
[概要]
露天採掘場において発破を行ったところ、発破箇所
で飛石が発生した。南東側約 300m 離れた市道に鉱
石と粘土が散乱し、鉱山施設である電線１本が破損
しているのが確認された。市道の被害状況を確認し
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たところ、市道の擁壁に飛石によるものと思われる
打撃痕 30 箇所、路面に打撃痕 2 箇所がそれぞれ認
められた。
[原因]
(1) 発破孔付近の岩盤に粘土帯があるにも関わらず
その対策として作業手順書に定められたチューブが
使用されていなかった。
(2) 作業手順書の状況を管理する体制がなかった。
（不遵守放置）
[対策]
(1) 保安統括者等の管理側による現場把握、保安規
程および作業手順書の遵守状況確認の徹底。
(2) 保安教育方法の見直し。
(3) 発破にかかる監督者と作業者の職責の明確化。

129

９．３ 煙火の消費中の事故例 26,27）
【煙火】
煙火消費中の事故例は、直近（平成 28 年、平成 29 年）の事故で、重傷者または多数
の負傷者が発生した事故例を取り上げた。
事故 No.1

通称小型煙火の打揚げでの部品落下

発生日時

平成 28 年 8 月 2 日（火）20 時 37 分頃

発生場所

岐阜県下呂市

煙火種類

通称小型煙火 100 個
品名：爆裂王（輸入品）

被害状況

人的被害：なし
物的被害：観客のハンドバッグ、財布、小銭入れ、携帯電話、キーケー
スの焼損

事故概要

花火大会において、消費位置から約 80m 離れた橋上（安全距離外）で
花火を見物していた女性のハンドバッグ内に煙火の燃え残りが入り、バ
ックおよび収容物が焦げた。

推定原因

製品不良
煙火部品の中に完全燃焼しないものが混入していたため。

対

策

輸入品の品質管理、適正安全距離の検討
消防本部は、主催者および煙火業者に対し、当該消費場所の安全距離を
90m 以上にするよう指示した。

備

考

晴れ、東の風 平均 3.2m/s
号玉 300m、電気点火

最大 8.9m/s、安全距離
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8 号玉 210m

20

事故 No.2

通称小型煙火の打揚での異常飛翔

発生日時

平成 28 年 8 月 27 日（土）20 時 00 分頃

発生場所

福島県いわき市

煙火種類

通称小型煙火１個（36 連）
品名：世紀星 火薬量 510ｇ（中国製）

被害状況

人的被害：従事者 1 名重傷（鼻骨骨折）
物的被害：なし

事故概要

老人ホームの夏祭りにおいて、最後の通称小型煙火（ブロック 4 個で固
定）を消費する際に、導火線に点火し避難しようとした。すると、発射
された煙火部品（内筒と思われる。）が想定する方向とは別方向に飛
び、点火者に当たった。

推定原因

製品不良による異常飛翔と思われる。

対

策

輸入品の品質管理
当該煙火の消費については消費許可が必要であり、県は関係者および煙
火業者に対し、法令順守の徹底と、次回消費については煙火業者より技
術者を派遣して電気点火を行う等、安全管理に努めるよう指導した。

備

考

雨→曇り、晴れ、東の風 3m/s、安全距離 20m、無許可消費、直接点火
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事故 No.3

伝統煙火（手筒煙火等）消費中の異常燃焼

発生日時

平成 28 年 10 月 1 日（土）19 時 05 分頃

発生場所

愛知県新城市

煙火種類

手筒煙火
火薬量 3,200g 1 本

被害状況

人的被害：従事者 1 名重傷
消費者（右上肢熱傷、右側胸部熱傷）
従事者 1 名軽傷
点火者（顔面熱傷、頸部熱傷）
物的被害：なし

事故概要

神社祭礼において、手筒煙火 2 本を同時に消費中、内 1 本が始めのうち
炎の噴出が少なく様子をうかがっていたところ炎が噴き出し始め、通常
どおり炎が安定してきた。そのため消費者が手筒を抱え垂直になるよう
に抱え上げようとしたところ手筒が突然破裂し、従事者 2 名が負傷し
た。

推定原因

製品不良
噴出薬の塡薬密度が均一でなかったため、手筒内部で異常燃焼が起こっ
たと推定される。塡薬時から隙間があった、運搬時に火薬が緩んだ、竹
の形状に問題があった等は不明。

対

策

製造工程の追跡調査
県は県内消費者の団体等に対し、事故に関する説明会を開催し、事故防
止の啓蒙(けいもう)を図った。

備

考

曇り、西南西の風 0.4m/s、安全距離
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前後方向 20m

側面方向 17m

事故 No.4

その他の煙火（動物駆逐等）消費中の異常燃焼

発生日時

平成 28 年 8 月 3 日（水）6 時頃

発生場所

福島県北塩原村

煙火種類

動物駆逐用煙火
品名：駆除雷 5 連発 1 個（中国製）

被害状況

人的被害：従事者 1 名軽傷（81 歳女性の左手人差し指の出血、火傷）
物的被害：なし

事故概要

動物駆逐用煙火（5 連発）を、猿の追い払いのため手持ち（素手、ホル
ダーなし）で使用していたところ、1～3 発目が不発のまま火種が 4 発
目に到達した。その結果、4 発目が暴発し持ち手（左手）を負傷した。
4 発目が暴発した際に手に熱さを感じたので煙火を投げ捨て、その後 5
発目が発射した。

推定原因

製品不良（取扱い不備）
村では、同煙火を地上に固定して使用するように指導していたが、受傷
者は被害を目の当たりにし、とっさに手持ちで使用してしまった。

対

策

輸入品の品質管理、保安教育の徹底
村では事故後、防災無線により、同煙火を使用する際には地上に固定し
て使用するよう注意喚起を行った。また、村発行の広報誌に注意喚起の
記事を掲載した。

備

考

晴れ
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事故 No.5

打揚・仕掛煙火消費中の筒ばね

発生日時

平成 29 年 7 月 30 日（日）19 時 52 分頃

発生場所

山形県新庄市

煙火種類

スターマイン
2.5 号玉 11 個、3 号玉 10 個、4 号玉 1 個、割り物（国産）

被害状況

人的被害：従事者 2 名軽傷（1 名:左腕前腕挫創、1 名:右腕前腕挫創）
物的被害：なし

事故概要

花火大会において、スターマイン（3 号と 2.5 号の重ね玉 10 筒、4 号
と 2.5 号の重ね玉１筒）を直接点火（速火線にガスバーナーで点火）
で消費中に、1 筒目は通常どおり打ち揚がったが、2 筒目から 10 筒目
が筒ばねし、従事者２名（点火係および防火紙を外す助手）がステン
レス製打揚筒の破片に当たり負傷した。

推定原因

製品不良
親導の取付け部分を、ボンドを付けた糸で巻く構造であったが、ボン
ドが均一に付いていなかったと推定。

対

製造工程の追跡調査、点火方式の検討
今後は主催者から煙火業者に対し、煙火玉の親導部分の点検を実施す
るよう依頼し、電気点火で消費する対策をとる。

策

備考

晴れ、南東の風 平均 2.8m/s 最大 5.4m/s、安全距離 110m、直接点
火、防護材：ポリカーボネート板１枚
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事故 No.6

打揚・仕掛煙火消費中の異常飛翔および異常燃焼

発生日時

平成 29 年 8 月 10 日（木）19 時 45 分頃

発生場所

栃木県那須郡

煙火種類

通称小型煙火
水面打ち出し仕掛（48 連）
品名：クローゼットじゅうたん（中国製）

被害状況

人的被害：観客 2 名軽傷（1 名：右足脛火傷、1 名：右足ふくらはぎ火
傷）
物的被害：なし

事故概要

湖畔で連日にわたり開催された花火大会において、通称小型煙火（水面
打ち出し仕掛 48 連）を発射角度 45 度で消費中に、星の一部と推定され
る火の粉が消費位置から約 100m 地点（安全距離外）の観客席に飛び込
み、観客 2 名が火傷を負った。

推定原因

製品不良、取扱い不備
水面に向け打ち出す角度を従来の 30 度から前日に 45 度に変更したため
水平距離が増加したことと製品性能について理解不足であった。

対

策

適正安全距離の検討、輸入品の品質管理
県は主催者に再発防止対策を講じるよう指示した。全市町村および関連
団体に対し、保安に関する文書を発出した。

備

考

濃霧、安全距離 40m、発生地点対面方向、電気点火
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事故 No.7

その他の煙火（動物駆逐等）消費中

発生日時

平成 29 年 11 月 26 日（日）9 時 30 分頃

発生場所

千葉県四街道市

煙火種類

動物駆逐用煙火
品名：海獣追い音弾 1 個（延時秒時 10 秒、火薬量 10g）（国産）

被害状況

人的被害：軽傷 2 名
（1 名：右手親指付け根に幅 7cm、深さ 5mm の裂創）
（1 名：腹部に約 2cm の切り傷および内出血）
物的被害：なし

事故概要

サバイバルゲーム場において、サバイバルゲームの開始合図として動
物駆逐用煙火を使用した。途中で導火線の火が消えてしまったため、
再度導火線に点火し投擲(とうてき)しようとしたところ途中で爆発
し、使用者の右手首付け根に裂創を負った。また、爆発の際に使用者
の周囲に 3 名がいたが、うち 1 名が腹部に切り傷を負った。

推定原因

不注意等
一度火が消え途中から再点火したことにより、本来 10 秒後に爆発する
ところ、数秒後に爆発したため。

対

策

保安教育の徹底
県は管理者に対し、当該煙火を他の目的で使用する場合は消費許可が
必要となる旨を伝え、今後は法令を順守するよう口頭指導を行った。

備

考

無許可消費
消防署への届出あり。

使われた煙火は次の写真１のとおり持ち手のない旧型のも
のであった。
延時秒時 10 秒
直径 5.1cm
薬量 10g
導火線の長さ 9.2cm
写真１

事故で使用されたもの

手投げ式の動物駆逐用煙火については、平成 19 年から平
成 20 年にかけて発生した重傷事故の教訓を踏まえ、取手
等を取り付けた製品に改良されている。（写真２参照）

写真２
煙火消費中における事故の原因と対策については、次ページの図を参照。
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改良型

煙火消費事故の原因と対策
概
区分（消費方法等）

要
現 象
筒ばね

打 揚 煙 火等

過早発

(単発打ち揚げ)
(連続打ち揚げ)

低空開発

原

因

製品等

再発防止対策
製品

製品不良

使用前検査の徹底

星等の燃焼不良

製造工程の追跡調査

着火不良

製造技術上の改良
品質性能の把握

（スターマイン等）
地上開発
黒 玉

作業等
装薬・装填ミス

輸入品の品質管理
器材

操作ミス
仕掛煙火等

部品落下

(通称小型煙火)
(伝統煙火)
(動物駆逐用煙火)

残 滓

取扱い不備

消費器材の充実

固定不備

消費器材の点検

不注意等

防護用器材の充実
点火方式の検討

異常燃焼

気象等

(水中仕掛け)
(演出効果用煙火)

人
異常飛翔

風の影響
火の粉飛散

(その他)
火 災

保安教育の徹底
消費技術の教育

その他

従事者の適正配置

その他
保安環境
適正安全距離の検討
気象情報の把握
防火消火対策の徹底
初期救護体制の検討
中止判断基準の検討
観客への注意喚起
※現象の定義

（平成 30 年 3 月 5 日）

（筒ばね） ⇒ 煙火玉が筒内で開発する。
（過早発） ⇒ 煙火玉が筒から発射直後に開発する。
（低空開発）⇒ 煙火玉が性能上危険な低い高度で開発する。
（地上開発）⇒ 煙火玉が上空で開発せず地上に落下し開発する。
（黒 玉） ⇒ 不発煙火玉。（水中仕掛等で着火不良のものは未着火玉と称す。）
（部品落下）⇒ 煙火の構成部品（玉皮破片・パイプ・燃え殻等・星等）が危険な状態で落下する。
（残 滓） ⇒ 割薬等の燃えかすが落下したもので、着火原因とならなかったもの。
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９．４ 火薬類の事故発生における留意事項および事故調査
【産火、煙火】
1) 事故が発生した場合、その原因を究明し、対策を立てることが再発防止に有効であ
る。消火活動や人命救助活動のために現場が変更されることはやむを得ないが、いた
ずらに現場をさわることはその後の原因究明活動に支障を与える。したがって、現場
を保存するように努めることが大切である。
2) 法第 62 条には両罰規定が定められており、罰則を受ける行為があった場合には、そ
の違反者のみでなく、その法人（会社）も罰せられる。
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付

録

発破業務における有資格者と無資格者の作業可能区分を次表に示す。有資格者は、火
薬類取扱保安責任者免状を有している者（黒手帳保持者）、鉱山関係の保安関係技術職
員試験に合格した者または発破技士免許を有している者（青手帳所持者）をいい、無資
格者は黄手帳保持者をいう。

発破業務における有資格者と無資格者の作業区分（〇印は可、×印は不可）
(1) 消費場所内の火薬類の運搬
作

業

の

内

容

有資格者

無資格者

〇

〇

〇

×

〇

〇

(2) 穿孔用器具ビット、ロッド準備

〇

〇

(3) 穿孔機の発破場所への搬入

〇

〇

(4) 発破場所の作業環境、岩盤等の点検

〇
〇

×
〇

〇

〇

(1) 浮石外し、踏前のズリ出し

〇

〇

(2) ロッドの保持

〇

〇

(3) のみの受け渡しまたは取り替え作業

〇

〇

(4) 穿孔
(5) 穿孔中の孔荒れ復旧作業手伝い

〇
〇

×
〇

(6) エアーブロー手伝い

〇

〇

(7) ロッド抜き手伝い

〇

〇

(8) 穿孔機移動
(9) (1)～(3)および(5)～(8)の作業と安全上同等と見な
すことのできる作業

〇

〇

〇

〇

片

(1) 穿孔用器具ビット、ロッド等の片付け

〇

〇

付

(2) 穿孔機片付け等

〇

〇

(1) 火薬類取扱所から火工所への運搬
(2) 消費場所内の火薬類の検査
作

業

の

内

容

(1) 火薬類の検査
(3) 穿(せん)孔作業
作 業 の
(1) 穿孔機の点検、給油
準
備

内

容

(5) 発破場所の作業環境、岩盤等の点検の手伝い
(6) (1)～(3)および(5)の作業と安全上同等と見なされる
作業

穿

孔
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(4) 装塡作業
作 業 の 内 容
(1) 親ダイ作成（火工所における）

〇

×

(2) 親ダイを火工所から発破場所へ運搬

〇

×

準

(3) 増ダイを火薬類取扱所または火工所から発破場所へ
運搬

〇

〇

備

(4) 装塡工具類および込め物の運搬

〇

〇

(5) 移動式製造設備または装塡機の発破場所への搬入

〇

〇

(6)装塡ホースを発破孔口へ運搬

〇

〇

(7) 発破場所の迷走電流測定

〇

×

〇

〇

(2) 装薬孔掃除付帯作業手伝い

〇
〇

×
〇

(3) 増ダイを装薬場所付近へ運搬

〇

〇

(4) 親ダイを装薬場所付近へ運搬

〇

×

(5) 装塡

〇

×

(6) 込め物装塡

〇

×

(7) 込め物装塡付帯作業手伝い

〇

〇

(1) 込め物等の片づけ

〇

〇

(2) 装塡工具類および装塡ホースの片付け

〇

〇

後

(3) 残火薬類返送のための運搬（増ダイ）

〇

〇

片

(4) 残火薬類返送のための運搬（親ダイ）

〇

×

付

(5) 移動式製造設備または装塡機（残火薬類の取り出し
を含む。）の片づけ

〇

〇

(6) (1)～(3)および(5)の作業と安全上同等と見なすこと
のできる作業

〇

〇

(1) 発破場所～点火位置間発破補助母線、母線敷設

〇

〇

結

(1) 各脚線、補助母線、母線結線

〇

×

線

(2) 結線点検、修正、確認

〇

×

(1) 片付け

〇

〇

(8) (3)～(6)の作業と安全上同等と見なすことのできる
作業
(1) 装薬孔掃除（エアブロー等）
装
塡

け

(5) 結線作業
作
準
備

片
付

業

の

内

容
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(6) 防

護
作

業

の

内

容

(1) 防護材等の運搬

〇

〇

(2) 防護材の敷設

〇

×

(1) 導通試験

〇

×

(2) 発破回路再点検（導通試験不良時）

〇
〇

×
〇

(4) 予備点火具の保持

〇

〇

(5) (3)および(4)の作業と安全上同等と見なすことので
きる作業

〇

〇

(1) 発破器接続

〇

×

点

(2) サイレン吹鳴

火

(3) 発破点火合図

〇
〇

〇
×

(4) 点

〇

×

(1) 発破器から発破母線の取り外し

〇

×

点

(2) 発破場所の安全点検

〇

×

火

(3) 不発の確認および不発残留薬のある場合の回収作業

〇

×

終

(4) 発破終了合図

〇

×

了

(5) サイレン吹鳴

〇

〇

後

(6) 発破母線、補助母線、発破器、防護材等の片付け

〇

〇

(7) 点火作業後のズリ取り出し作業

〇

〇

有資格者

無資格者

(1) 火薬庫（庫外貯蔵所）から火薬類取扱所、火工所へ運搬

〇

〇

(2) 火薬類取扱所、火工所から火薬庫（庫外貯蔵所）へ運搬

〇

〇

〇

〇

(1) 火薬類取扱所における帳簿の記載記録の責任者

〇

〇

(2) 火工所における帳簿の記載記録の責任者

〇

〇

(3) 発破記録の責任者

〇

×

(7) 点火作業
作
準

(3) 警
備

参

業

の

内

容

戒

火

考

１．火薬類取締法令上のみから判断するもの
作 業 の 内 容
1. 火薬類の運搬

２. 火薬類の管理
(1) 火薬類取扱所または火工所における火薬類の管理
３．帳簿等の記載記録の責任者
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