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原著論文

微小重力環境における低速空気流中の

ポリエチレン被覆導線の燃焼挙動

藤田 修・西澤 勝弘・伊藤 献一

Combustion Behavior Over Polyethylene Coated Wire
in Slow External Flow under Microgravity

Osamu FUJITA, Katsuhiro NISHIZAWA and Kenichi ITO

Abstract

Opposed ‰ame spreading over polyethylene insulated wire in low air ‰ow velocity has been investigated under
microgravity environment. The experiments were performed at Japan Microgravity Center ( JAMIC) 10 s dropshaft.
Four samples of diŠerent insulation thickness, 0.075, 0.15, 0.3 and 0.5 mm, with the same inner core diameter, 0.5 mm,
were used. Experiments were performed with changing O2 concentration, 2150, and external air ‰ow velocity, 0
(quiescent)－20 cm/s. The results show that ‰ame shape changes strongly depending on air ‰ow velocity and oxygen
concentration. The ‰ame spread rate is aŠected by air ‰ow velocity, and the eŠect is much stronger in high oxygen con-
centration. According to the results, ‰ame spread phenomenon of wire insulation is classiˆed into four diŠerent regimes
based on air ‰ow velocity, namely, (1) oxygen supply control regime, (2) geometrical eŠect regime, (3) thermal regime
and (4) chemical kinetic control regime. In low ‰ow velocity region such as ventilation air in spacecraft, maximum ‰ame
spread rate appears in between the regime (1) and (2). The regime (2) is the one special for the wire insulation, ˆrstly
pointed out in the present paper, where the ‰ame spread rate increases with decrease in external ‰ow velocity under
strong wire geometrical eŠect, i.e. wire thickness and surface curvature.

. 緒 言

軌道上の宇宙船や宇宙ステーション内は狭い閉鎖空間で

あるため，地上での火災と異なり，乗員が船外へ避難する

方法は非常に限られている．このため，現在，有人ミッシ

ョンに使用される宇宙構造物においては，可燃性の材料お

よび着火源となりうるものは厳しく制限され，管理されて

いる1)．しかし，それにもかかわらず，宇宙船や宇宙ス

テーション内での火災がこれまでに数件報告されている．

スペースシャトルミッションにおいては，少なくともこれ

までに 5 件のボヤが発生しており，そのうち 2 回は過熱お

よびショートによる導線被覆材の溶融が，他の 3 回も抵

抗，コンデンサ等の電気回路部品の過熱が出火原因である

と報告されている2,3)．このような火災の状況を考える

と，宇宙船内の火災において最も確率が高いものとして，

各種の装置に電力を供給するためのケーブルの過熱や被覆

材の異常によるショートによって発生する導線被覆材上の

燃え広がりが考えられる．

これまでに報告されている宇宙火災は比較的小規模な段

階で発見され適切な処置がなされていたため，大事故には

至らなかった．しかし，現在建設中の国際宇宙ステーショ

ンは，これまでの宇宙船と比較して規模が非常に大きくな

るため，火災の初期段階での発見が非常に困難になるもの

と考えられる．そのために，火災安全性についてもより慎

重に検討する必要があるものと考えられる．

宇宙船内では各種の機器等の冷却，船内の換気等を行う

ために流速0.1 m/s 程度の低速の強制流が流れている4)．

また，宇宙船内を宇宙飛行士が移動することによっても微

弱な空気の流れが発生する．このため，このような条件下

における燃焼現象を明らかにすることは火災安全性の向上

に対して重要な意味を持つ．しかし，このような条件では

自然対流の影響が大きく，通常重力場において純粋に空気

流速の影響を明らかにすることは極めて困難であり，微小

重力場における実験が必要となる．

これまで，平板形状の紙などを試料として用いた研

究58)が数多く行われており，微小重力場における低速空

気流中での固体平面上の火炎燃え広がり現象については，

空気流速の増加にともなって，火炎燃え広がり速度が増加

する領域が存在する5)ことなどが明らかにされている．

一方，現在までに被覆導線を試料として行われた微小重
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Fig. 1 Schematic description of experimental setup.

Fig. 2 Description of combustion chamber.
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力下での研究例は，その重要性にもかかわらず非常に限ら

れている．著者らが以前に行った研究例9,10)では酸素濃度

や導線形状の影響を調べたが，基本的に静止雰囲気の実験

であった．低速空気流中における数少ない研究例のうち代

表的なものは，1992年に USML1 で行われた WIF (Wire

Insulation Flammability Experiment)11,12)である．WIF で

は，通電加熱したニクロム線上のポリエチレン（PE）被

覆材の燃焼挙動が，対向流（燃え広がり方向と流れの方向

が逆の場合）および同軸流（燃え広がり方向と流れの方向

が同一の場合）中において観察された．しかしながら，こ

の実験ではわずかに，同軸流および対向流中でそれぞれ 2

回ずつの実験が行われただけであり，さらに同軸流，対向

流中ともに流速を変化させての実験は行われていない．ま

た，平田らによっても，通電加熱した ETFE 被覆導線の

低速空気流中における燃え広がりの研究13)が行われてい

る．しかし，火炎の燃え広がり機構に関する議論はあまり

行われておらず，とくに本研究で主題の一つとして取り扱

った試料幾何形状（被覆材厚さ，曲率の影響）に関する検

討は行われていない．

本研究では，大型落下塔により得られる微小重力環境を

利用して低速空気流中における導線被覆材の燃焼特性を明

らかにするために，ニクロム線にポリエチレンを被覆した

被覆導線を試作し，これを試料として実験を行った．ポリ

エチレン被覆導線を試作することで，任意の被覆材厚さに

対しての実験が可能となることや，ポリエチレンが ETFE

材などに比べ安定した燃焼状態を示すことなどから，燃焼

機構などの議論を行う上で有利であると考えた．実験で

は，雰囲気酸素濃度，空気流速，被覆材厚さが燃焼現象に

ついて与える影響について調べた．さらに，これらの実験

結果に基づき，燃え広がり機構についての議論を行った．

. 実 験 装 置

本研究では微小重力環境を得る手段として，500 m 級の

大型落下塔（株地下無重力実験センターJAMIC）を使

用した．得られる微小重力時間は10秒間，重力レベルは

10－5 G 程度である．

本研究で使用した実験装置の概略図を Fig. 1 に示す．

本実験装置は燃焼室，撮影装置，制御機器などから構成さ

れており，これらの装置が，落下カプセル内に搭載可能な

ように長さ870 mm，幅425 mm，高さ443 mm 以内の大き

さに納められている．実験装置中央部に設置された燃焼室

は，長さ390 mm，幅265 mm，高さ190 mm の直方体形状

をしており，内部に一様な低速空気流中で試料を燃焼させ

るためのダクトが設置されている．燃焼室には上面に 1

面，側面に 2 面の計 3 面の観察窓を設けてある．燃焼現象

はこの観察用ガラス窓を通して記録される．撮影装置とし

ては Fig. 1 に示すように，1 台の Hi8 ビデオカメラおよ

び 1 台のデジタルビデオカメラを用いた．

燃焼室の概念図を Fig. 2 に示す．ダクトは一様な強制

流を得るため，ファンを用いた吸引式となっており，ダク

ト内の空気流速はファンの回転速度を制御することにより，

0～30 cm/sec の間で任意に変更することが可能となる．流

速は地上においてレーザードップラー流速計により検定を

行った．また，ダクトの入口および出口には，流れを整流

するためにセルサイズ 1 mm のアルミハニカムが挿入され

ている．

実験試料は，ダクト中央部に流れに平行になるように試

料ホルダーに固定されている．着火はカンタル線コイルに

より試料の下流端（Fig. 2 の左端）で行われる．着火後，

火炎は流れの上流方向に向かって被覆導線上を燃え広がっ

ていく．また，現象への影響を最小限にするため，着火コ

イルへの通電時間は 6 秒間とした．微小重力実験時におけ

る試料への着火は，カプセル落下直後に生じるように着火

コイルへの通電タイミングを設定した．

実験供試体には，ポリエチレン（PE）被覆導線を使用

した．Table 1 に本研究で使用したポリエチレン被覆導線

の諸元を示す．また，雰囲気の酸素濃度は21から50ま

で変化させて実験を行った．なお，雰囲気圧力は大気圧，

また，バランスガスは N2 である．
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Fig. 3 Photographs of spreading ‰ames over polyethylene in-
sulated wire with diŠerent ambient oxygen concentra-
tion (#2, Ve＝5.2 cm/s).
(a) 21 (b) 35

Table 1 Sample dimensions of polyethylene insulated wires

Sample Wire diameter
(mm)

Insulation thickness
(mm)

Sample diameter
(mm)

#1 0.5 0.075 0.65
#2 0.5 0.15 0.8
#3 0.5 0.3 1.1
#4 0.5 0.5 1.5
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. 実験結果および考察

. 燃焼挙動の観察

雰囲気酸素濃度の影響

微小重力場において供試ポリエチレン被覆導線上を燃え

広がる火炎の写真を，異なる雰囲気酸素濃度について

Fig. 3 に示す．試料は#2，主流空気流速（Ve）は5.2 cm/s

であり，図中の右から左へ向かって流れている．供試試料

は図中において水平方向に設置されており，左側で着火さ

れた火炎が右方向へ燃え広がっていく様子をとらえてい

る．火炎は，導線に対しほぼ軸対称の紡錘型となっている

ことがわかる．また，図中ではやや見にくいが火炎内部の

導線上に楕円状の影が観察できる．これは，火炎からの熱

を受けて溶融した被覆材が，心線上に液滴を形成している

ものと考えられる．心線を通電加熱した WIF での強制対

流の実験11,12)においても観察されているものであるが，本

研究により，心線への通電加熱を行わない場合でも同様な

現象が存在することが明らかとなった．

ビデオカメラの撮影条件が異なるためわかりづらいが，

火炎の輝度は酸素濃度が高い場合ほど大きくなり，また，

火炎直径は酸素濃度が高いほど小さくなることがわかる．

酸素濃度が21の場合には火炎前方に青炎領域が存在して

いることがわかる．また，酸素濃度35の場合についても

火炎前方に青炎領域は存在しているものと考えられるが，

撮影条件を火炎輝度の高い輝炎にあわせているため Fig. 3

(b)に示した写真では観察できない．

さらに，火炎後部から輝粒子の放出が全ての実験におい

て確認された．また，この現象は酸素濃度が高い35の場

合に，より顕著に観察された．

主流空気流速の影響

Fig. 4 に，異なる主流空気流速において，ポリエチレン

被覆導線上を燃え広がる火炎の写真を示す．雰囲気酸素濃

度は35，試料は#1 である．火炎形状は流速が遅い場合

にはほぼ球形であるが，流速の増加により紡錘形へと変化

する．また，火炎直径は流速の増加とともに減少すること

がわかる．これは，流速の増加により，火炎に供給される

酸素量が増加したため，火炎がより被覆材表面に近い位置

で形成できるようになったためと考えられる．また，Fig.

3 の場合と同様，Fig. 4 においてもビデオカメラの撮影条

件がそれぞれ異なるためわかりづらいが，火炎の輝度も流

速の増加とともに増している．

Fig. 4(d)の流速15.8 cm/s の直接写真では，燃え広がり

火炎先端部に細長い青炎領域が存在していることがわか

る．また，Fig. 4(a)～(c)についても直接写真では確認し

づらいが同様の青炎領域が存在していることが確認でき

る．さらに，火炎前縁部における試料表面と火炎面との距

離（Stand oŠ Distance）は，空気流速の増加にともない，

小さくなっていることが確認できる．

また，流速によらず，輝粒子の放出が確認されたが，流

速の増加にともない放出量は減少していく．

被覆材厚さの影響

被覆材厚さの異なるポリエチレン被覆導線上を燃え広が

る火炎の様子を，雰囲気酸素濃度35，主流空気流速9.1

cm/s の場合について Fig. 5 に示す．撮影時の拡大率が小

さいためやや不鮮明な映像であるが，これらの写真から以

下のようなことが言える．

Fig. 5(a), (c), (d)の撮影は同一条件で行ったが，直接

写真からは火炎輝度の明確な変化は見られない．また火炎
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Fig. 4 Photographs of spreading ‰ames over polyethylene insulated wire under diŠerent external air ‰ow (#1, O2＝35).
(a) 0 cm/s (b) 1.3 cm/s (c) 5.2 cm/s (d) 15.8 cm/s

Fig. 5 Photographs of spreading ‰ames over polyethylene insulated wire with diŠerent insulation thickness (O2＝35, Ve＝9.1 cm/s).
(a) #1 (b) #2 (c) #3 (d) #4
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形状にも明確な違いは見られなかったが，被覆材厚さの増

加に伴い，火炎直径は大きくなっていることがわかる．こ

れは被覆材厚さの増加にともない可燃性気体の発生量が増

加したためであると考えられる．Fig. 5(d)において火炎

面位置の非定常変動が確認できる．この火炎面の非定常変

動は溶融試料からの非定常的な気体の噴出によるものと考

えられる．このような気体の噴出現象は PMMA の燃焼実

験14)や WIF の実験11,12)においても観察されている．これ
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Fig. 6 Image of spreading ‰ame.

Fig. 7 Flame spread rate in microgravity as function of exter-
nal air ‰ow velocity with diŠerent ambient oxygen con-
centration (#2).
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は，ポリマーの熱分解温度より低い沸点を持つ分解生成物

がポリマー内部において生成され，気泡破裂するためであ

ると考えられる．本研究においても，ほぼすべての実験に

おいてこのような噴出現象が確認されている．

以上，微小重力，低速空気流中におけるポリエチレン被

覆導線上の燃え広がり火炎に及ぼす各パラメータの影響を

観察してきたが，この中から，条件によらず一般的に現れ

るの特徴をまとめると以下のようになる．

火炎は被覆導線に対して軸対称な，球形もしくは紡錘形

となる．火炎内部には，溶融被覆材の液滴が形成され，こ

の溶融被覆材内部における気泡破裂，気体噴出によるもの

と思われる火炎の非定常変動が発生する．また，火炎はそ

の大部分が輝炎であるが，火炎の燃え広がり方向先端部に

は青炎領域が存在する．さらに，火炎の後方からの輝粒子

の連続的な放出が観察される．

ここで，観察火炎映像を元に，火炎の形状を Fig. 6 に

模式的に示すとともに次章の議論に用いられる用語の定義

を示す．火炎直径（Flame width）は Fig. 6 の模式図に示

したように導線軸方向に垂直な方向の最大直径を示すもの

とする．同様に，火炎前縁部（Flame front）は視認可能な

輝炎の先端位置，Stand oŠ Distanceは火炎前縁部における

試料表面と火炎との距離，また，予熱層長さ（Preheat

thickness）は火炎前縁部から前方の未燃試料側において試

料近傍の雰囲気が予熱されている長さと本研究では定義す

る．

. 火炎燃え広がり速度

雰囲気酸素濃度および主流空気流速の影響

本研究で取り扱った，低速空気流中におけるポリエチレ

ン被覆導線上の燃焼は，約10秒の微小重力時間の間ほぼ定

常的な燃え広がり速度を示した．そこで，本研究では火炎

燃え広がり速度（Vf）を，火炎前縁部の移動速度として，

ビデオの映像をコマ送りにしながら算出した．

Fig. 7 に微小重力場における Vf の空気流速に対する変

化を示す．試料は#2 であり，21から50の異なる雰囲

気酸素濃度についてのデータが示されている．Fig. 7 より

主流空気流速によらず，Vf は酸素濃度の増加にともなっ

て増加していることがわかる．

雰囲気酸素濃度50の場合について Vf に及ぼす主流空

気流速の影響を見ると，3 つの領域に分けることができ

る．まず第1の領域は流速10 cm/s 以下の領域であり，こ

の領域では Vf は流速の増加にともない増加する．第 2 の

領域は流速10～15 cm/s の領域であり，この領域では第 1

の領域とは逆に Vf は空気流速の増加とともに減少する．

さらに15 cm/s より空気流速が速い第 3 の領域において

は，空気流速の変化による Vf の変化はほとんどないこと

がわかる．雰囲気酸素濃度35場合においても50の場合

と同様に，Vf が空気流速の増加とともに増加する領域，

減少する領域，変化しない領域が存在することがわかる．

実際には，空気流速をさらに速めると，化学反応速度が律

速となり15)，燃え広がり速度が流速とともに低下する第 4

の領域が存在するが，この領域では一般的に流速条件がか

なり速く，重力の影響をほとんど受けなくなるので，ここ

では議論には含めていない．

薄い平板状の紙を試料として微小重力，低速空気流中で

行われた火炎燃え広がりの研究では，燃え広がり速度が流

速の増加とともに増加し，ある空気流速以上では燃え広が

り速度は一定になることが示されている5)．このとき，燃

え広がり速度が流速とともに増加する領域では，火炎へ供

給される酸素量により燃え広がり速度が決まる．この領域

が前述の第 1 の領域に対応している．一方，燃え広がり速

度が流速に対して変化しない領域は，de Ris によって示さ

れた燃料表面への熱伝達律速領域16)である．被覆導線の場

合でも，流速がある程度大きくなると，同様に流速依存性

が現れなくなる領域（Ve＞15 cm/s）が見られ，この領域

が前述の第 3 の領域に対応する．しかしながら，平板状の

試料においては本実験で見られたような極大値を持つ現象

は現れないが，導線被覆の燃焼においては，流速低下とと

もに燃え広がり速度が増大する条件が存在し，この領域を

第 2 の領域と定義した．

燃え広がり火炎において，この領域では火炎と試料の距
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Fig. 8 Flame spread rate as a function of external air ‰ow
velocity with diŠerent insulation thickness (O2＝35).
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離（Stand oŠ Distance）が流速の増加にともない減少する．

すなわち，単位面積の試料表面へ伝達される熱量は増加す

ることとなる．一方で火炎前方試料の予熱層長さは流速の

増加にともない減少する．ここで，試料形状が平面の場合

には予熱層全面に伝達される熱量は Stand oŠ Distance の

減少効果と予熱層長さの減少効果が同等であるため流速依

存性がほとんど現れなくなると考えられている16)．本研究

で用いたポリエチレン被覆導線上の火炎燃え広がり現象に

おいても流速がある程度速い領域では平板状試料の場合と

同様に Stand oŠ Distance の減少効果と予熱層長さの減少

効果が同等になるため流速依存性がほとんど現れなくなる

領域が存在するものと考えられる．この領域が前述の第 3

の領域に対応している．

試料形状が円筒形の場合には本研究で新たに定義した第

2 の領域において，空気流速の低下により Stand oŠ Dis-

tance が増大しても火炎から試料表面へ輸送される熱量の

減少量は試料の幾何形状効果（Logarithmic eŠect）のため

平板状試料の場合と比較して小さくなる17,18)．一方，予熱

層の長さは試料の幾何形状と関係なく流速の減少とともに

増加し，合計の流入熱量は増大する．この結果，Vf が流

速の低下にともない増加する領域が現れることになる．

さらに，円筒形の試料では，平板状試料の場合と異な

り，低流速における温度低下が起こりにくくなることが知

られている10)．しかしながら，最終的には，火炎に供給さ

れる酸素量が不足し，火炎燃え広がり現象の支配要因が試

料表面への熱伝達量から火炎面へ供給される酸素量へと変

化する．この結果，火炎温度が低下することにより，Vf

は酸素供給律速領域においては流速低下にともない低下す

ることになる．

一方，酸素濃度50において，空気流速が15 cm/s 以上

の比較的流速が速い領域においては，試料表面と火炎面の

間の Stand oŠ Distance が試料径と比較して十分に小さい

ため，Logarithmic eŠect は無視できるようになる．また，

ここで対象としている領域は化学反応律速領域15)と比較す

ると空気流速が遅いため，熱伝達律速領域となり，平板試

料の場合と同様，Vf は空気流速に依存しないものと考え

られる．

ところで Fig. 7 において，酸素濃度が高い場合ほど，

低流速付近で生じる極大値が他の酸素濃度条件に比べ顕著

に現れている．これは酸素濃度が高い場合には，火炎温度

が高くなるため，Logarithmic eŠect による試料への供給熱

量が低流速条件でとくに多くなることが理由の一つと考え

られる．

また，雰囲気酸素濃度21の場合にもVfが流速ととも

に増加する領域と減少する領域が存在している．ここで，

酸素濃度が低い場合には熱伝達律速領域が存在せず，低流

速において酸素供給律速領域から化学反応速度律速領域へ

直接移行する5)．このことより，酸素濃度21の場合に Vf

が流速とともに増加する領域は35および50の場合と同

様，第 1 の領域に対応するが，Vf が流速とともに減少す

る領域は第 4 の領域であると考えられる．

本研究により得られた結果は，燃焼学的に非常に興味深

いだけでなく，宇宙ステーション等の火災安全性を考える

上でも非常に重要な意味を持つ．すなわち，本研究により

得られた火炎燃え広がり速度が最大値となる主流空気流速

は，宇宙船内における換気流と極めて近い条件であり，宇

宙ステーション内が，結果的に燃焼の生じやすい条件とな

っていることがわかる．

被覆材厚さの影響

微小重力場における Vf の主流空気流速に対する変化を

異なる被覆材厚さの場合について，Fig. 8 に示す．雰囲気

酸素濃度は35である．

Fig. 8 より，Vf は被覆材厚さが薄いほど速くなること

がわかる．また，空気流速の Vf に及ぼす影響についてみ

ると，被覆導線の直径に関係なく，#1, #2 ともに低流速領

域において極大値を持つことがわかる．しかし，Vf が極

大値となる流速を#1 と#2 で比較すると，#1 の方が低流速

側に極大値が存在することがわかる．これは，流速が等し

い場合には，試料単位表面積あたりの酸素供給量が試料直

径が小さいほど大きくなることによる10)．このため，試料

直径が小さくなると酸素供給律速領域へ移行する流速がよ

り低流速側へ移行する．また，曲率を持つ試料の場合に

は，前節で述べた第 2 の領域で，流速の低下にともなっ

て，試料への熱伝達量が大きくなり，Vf は速くなる．こ

のため，試料直径の小さい試料ほど，より遅い空気流速で

極大値を持つものと考えられる．このように燃え広がり速

度が極大値を与える条件は，試料の幾何形状に強く影響を

受ける．
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. ま と め

本研究では，微小重力環境における低速空気流中のポリ

エチレン被覆導線の燃焼挙動の観察を行った．この結果を

まとめると，以下のようになる．

 微小重力環境では，通常重力環境と異なり，低速空

気流中においても火炎は導線に関して対称な2次元構造と

なり，燃え広がり現象に及ぼす純粋な相対空気流速影響を

観察することができる．

 火炎燃え広がり現象は空気流速により，酸素供給律

速領域，幾何形状影響領域，熱伝達律速領域に分けられ，

火炎燃え広がり速度は，酸素供給律速領域と幾何形状影響

領域の間で最大となる．また，火炎燃え広がり速度の空気

流速に対する依存性は，酸素濃度が高くなるほど強くなる．

 被覆材厚さ（試料直径）によらず，火炎燃え広がり

速度は極大値を持つ．また，被覆材厚さが薄いほど，小さ

な空気流速において燃え広がり速度が極大値をとる．これ

は，試料の幾何形状効果により，被覆材厚さが薄い場合ほ

ど，酸素供給律速領域から幾何形状効果領域へ遷移する流

速が低下するためである．
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