
 

 

平成２３年５月１２日 

消 防 庁 

 

「内部浮き蓋付き屋外貯蔵タンクの安全対策に関する検討報告書」の公表 

 

 

 

 

 

 

※東日本大震災の被害状況の調査結果によっては、更なる見直しが必要となる場合が

あります。 

 

【別添資料】 

 「内部浮き蓋付き屋外貯蔵タンクの安全対策に関する検討報告書」の概要 

※報告書につきましては、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/） 

に掲載します。 

 

＜参考＞ 

内部浮き蓋付き屋外貯蔵タンクとは、右図の 

ように、固定屋根構造の屋外貯蔵タンクであっ 

て、液面上に内部浮き蓋を有するものをいう。 

ガソリンなど揮発性の高い危険物を貯蔵するも 

のが多い。 

 

 

  

 
[お問い合わせ先] 

 消防庁危険物保安室 

 永友課長補佐、宮内係長 

 ＴＥＬ ０３－５２５３－７５２４ （直通） 

 ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３４  

消防庁では、内部に浮き蓋を有する屋外貯蔵タンクの地震時の安全性などを

確保するため、「内部浮き蓋付き屋外貯蔵タンクの安全対策に関する検討会」

を開催し、安全対策について検討してきました。この度、報告書が取りまとめ

られましたので公表します。 

屋外貯蔵タンク 

内部浮き蓋 

固定屋根 
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内部浮き蓋付き屋外タンク貯蔵所の安全対策に関する検討報告書の概要について

検討会の設置目的
近年、固定屋根構造の屋外貯蔵タンクであって液面上に内部浮き蓋を有するものにおいて、地震等に伴う液面揺動に起因すると考えられる内部浮き蓋の沈下、傾斜、損

傷等の事故が発生している。一方、東海地震や東南海・南海地震の切迫性が指摘されており、長周期地震動による液面揺動の状況についても知見が蓄積されてきたこと
から、内部浮き蓋付き屋外貯蔵タンクの内部浮き蓋に係る耐震性の評価など必要な安全対策について検討する。

2 0 11年５月１ ２日
消防庁危険物保安室

検討会委員
大谷英雄 横浜国立大学環境情報研究院教授（座長）
亀井浅道 横浜国立大学教授
松井徹哉 名城大学理工学部建築学科教授
古積 博 消防研究センター技術研究部危険性物質研究室長
西 晴樹 同 技術研究部主任研究官
森 新一 川崎市消防局予防部危険物課長
野澤憲司 苫小牧市消防本部保安課長
鳥枝浩彰 堺市消防局予防部指導課長
堀内 浩 石油連盟タンク部会
下手正紀 石油化学工業協会
月俣正典 日本タンクターミナル協会
柳澤秀基 産業機械工業会タンク部会技術分科会長
柳澤大樹 危険物保安技術協会 タンク審査部次長

本年度検討結果
①アルミ製簡易フロート型内部浮き蓋の液面揺動に対する強度に関する安全対策
・液面揺動時にフロートチューブが受ける繰り返し曲げ変形により破損することに対して、安全
を確保するための要件を検討し、次の通りまとめた。
a フロートチューブ相互の接合部に回転性があること。
b フロートチューブに周方向の溶接接合がないこと。
c タンク内径30ｍ未満で、ν５

＊＞1.0であるタンクでは、フロート長さが６ｍを超えないこと。

②簡易フロート型内部浮き蓋のシール機能の維持に必要な安全対策
・内部浮き蓋の自重の２倍以上の浮力を有すること。

・噴き上げが要因となった事故が６件あることから、気体が混入するおそれのある配管には噴
き上げ防止措置が必要。

・耐油性が低く劣化したシールゴムが使われて事故に至った事例があることから、タンク開放
時にシールゴムの点検が必要。

③鋼製バルクヘッド型内部浮き蓋の耐震性及び浮き性能の評価
・損傷がない状態でも危険物が内部浮き蓋上に乗り上げると外リムが座屈してしまうおそれが
ある。

・直径30ｍ以上（１万㎘相当）のタンクについては、ν５＝2.0に相当する液面揺動に対して、内

部浮き蓋に全く損傷がない場合でも傾斜沈没するおそれがある。
・66基中２基で通常時に沈没する事故が発生しており、浮き性能が脆弱。

④これまで３年間の検討結果をもとに、内部浮き蓋付き特定屋外貯蔵タンクに必要な安
全対策をとりまとめた（次ページ及び次々ページ）。

線形解 

非線形スロッシング

L

十勝沖地震で破断したフロートチューブ

①パン型（17基） ②バルクヘッド型(66基）

③ポンツーン型（251基） ④ダブルデッキ型（22基）

⑤簡易フロート型（385基） ⑥ハニカム型（２）

内部浮き蓋の型式（かっこ内は特定屋外タンク貯蔵所における設置数（H19年））

＊ν５は消防法令で想定する液面揺動の高さに関する補正係数で、
タンクの設置場所やタンクのサイズによって決まり、 小値は１。



●内部浮き蓋の型式別に必要な安全対策

パン型 バルクヘッド型 ポンツーン型 ダブルデッキ型 簡易フロート型

事故
事例

通常時の沈降事
故１，日本海中部
地震での沈降事
故３

通常時の沈降事故２ 十勝沖地震でポンツーン型浮き屋
根６基が沈降。
浮き蓋では、ポンツーン開口４、ポ
ンツーン内への内容物浸入５。

沈没に至る損傷は浮き屋
根も含めて報告されてい
ない。

十勝沖地震によるチューブ破損２、デッキ亀裂３、通常時デッ
キシート破損２、火災１、シールゴム不具合

特定
タンク
設置数

17 66 251 22 385

耐震
性能

耐震性は有して
いない。

耐震性を有していない
ものがある。浮き屋根
の評価式は適用でき
ない。有効な補修方法
なし。

浮き屋根の評価式を適用して耐震
性を評価できる。現在、内部浮き蓋
に対して強度計算はされていない。

充分な耐震性を有してい
る。

現在規定無し。
チューブ長とタンク径、液面揺動高さとの関係でチューブが破
損しやすい条件が求められた。

浮き
性能

平常時及び液面
揺動時に沈没に
つながるおそれ
が高い。

消防法令で想定する
大の液面揺動に対

しては、損傷がない状
態でも大きなタンクで
は沈没するおそれ。

浮き屋根の評価式を適用して浮力
性能を評価できる。現在、浮き蓋に
対して浮き性能は確認されていない。

現在、内部浮き蓋に対し
て浮き性能は確認されて
いない。

自重の２倍以上の浮力及び２チューブ破損時に浮力が自重を
上回る。

安全
対策

事故のおそれが
高いため、一定期
間を定めて安全
性の確認できる
型式への変更を
進める必要があ
る。

耐震性の確認が難し
いこと、浮き性能が脆
弱であり通常時でも事
故が発生しており、一
定期間を定めて安全
性の確認できる型式へ
の変更を進める必要
がある。

次の全てが必要
・浮き屋根と同じ耐震性能及び浮き性能。
・浮き屋根の基準と同じ浮き室の溶接方法。
・浮き屋根の基準と同じ浮き室マンホールの液密性。

次の全てが必要
・上記浮き性能。
・チューブ相互接合部が回転性を有すること。
・アルミ製の場合、チューブに周方向の溶接接合がないこと。
・アルミ製の場合、タンク径及び液面揺動高さに対して安全な
チューブ長さであること。

・気体が混入するおそれのある配管に対して噴き上げを防止
する措置が必要。

特別な
特定屋
外貯蔵
タンク

●引火点が40℃以上の内容物を貯蔵するタンク及びガスシールされているタンク

液面露出時の火災危険性が低いことから、上記安全対策案に替えて、既存の浮き蓋に対する事前の安全確保方法として、ガ
ス検知器などの異常覚知措置（簡易フロート型については、噴き上げ防止措置も必要）により内部浮き蓋のシール機能の異常
を覚知することで、一定の安全性を担保することも考えられる。

●不燃性ガスにより常時ガスシールされているタンク
万一液面が露出しても火災危険がきわめて低いことから、上記安全対策は不要。

内部浮き蓋付き特定屋外貯蔵タンクにおける安全対策

●内部浮き蓋の型式に共通した必要な安全対策
溶接部の漏れ試験 浮力計算の液比重 浮き蓋の通気管 浮き蓋の回転止め シールゴム 滑動部分の発火防止 アースの設置 特別通気口＊ センターベント＊

内部浮き蓋の点検口＊ （＊は不燃性ガスにより常時ガスシールされているものには不要）



固定屋根式タンク 浮き屋根式タンク 内部浮き蓋付きタンク

用途等

◆直径が比較的小さなタンク
◆揮発性が低い油（重油等）を貯

蔵するタンク

◆直径が比較的大きなタンク
◆揮発性が高い油（ガソリン，原油等）を貯蔵するタ

ンク［揮発抑止］

◆直径が比較的小さなタンク
◆揮発性が高い油を貯蔵するタンク［揮発抑止］
◆雨水等の混入が嫌われる製品を貯蔵するタンク

［雨水等の混入防止］

特定タンク設置数
（H19年現在）

約5,000基 約2,400基 約740基

屋根・浮き蓋のタ
イプ

◆コーン型、ドーム型 ◆鋼製ポンツーン型、鋼製ダブルデッキ型

◆鋼製パン型、鋼製バルクヘッド型
◆鋼製ポンツーン型、鋼製ダブルデッキ型
◆簡易フロート型等

屋根構造の基準
（ 新 法 特 定 タ ン
ク）

◆鋼板の材質【危則第20条の5】
◆鋼板の最小厚さ（4.5mm）【危

告示第4条の17】

◆鋼板の材質【危則第20条の5】
◆鋼板の最小厚さ（4.5mm）【危告示第4条の17】
◆一枚板構造の浮き屋根の外周浮き部分の強度（液面

揺動により損傷を生じない構造）【危則第20条の4
②三】

◆一枚板構造の浮き屋根の外周浮き部分の溶接方法
（完全溶込み溶接等）【告示第4条の22一ハ】

◆浮き屋根損傷に備えた余裕浮力【告示第4条の22一
イ】

◆浮き室マンホールの密閉性【告示第4条の22一ホ】等

◆固定屋根部分については，固定屋根式タンクに
おける屋根構造の基準（鋼板の材質及び最小厚
さ）が適用される．

◆型式に応じた技術基準を規定する必要がある．

一般的に想定され
る主たる事故（屋
根 部 分 に 係 る も
の）及び事故事例

◆タンク内部の圧力の急激な変化
により固定屋根が変形・破口

（→通気管の設置（政令第11条第
１項第八号）

◆浮き屋根沈没→揮発性の高い貯蔵油が大気に露出→
火災

【事例】平成15年十勝沖地震の際の苫小牧市における
タンク全面火災
（→平成17年浮き屋根に関する基準の強化）

◆内部浮き蓋沈没・破損・損傷→燃焼濃度の可燃
性蒸気がタンク内部に滞留→爆発・火災

【事例】平成14年、横浜市におけるタンク火災

（参考）屋根形式による屋外貯蔵タンクの分類



十勝沖地震による浮き屋根の損傷
●浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の103基が損傷。沈没したもの７基。うち１

基で全面火災。浮き屋根上や浮き室内に危険物が漏れたもの83基。

●平成17年基準強化（省令改正）
・液面揺動に耐える強度を浮き屋根に持たせる。
・浮き屋根に一部損傷があった場合にも、浮いていられる性能の強化。

（参考）内部浮き蓋の技術基準の必要性

屋外タンク貯蔵所にやや長周期の地震動が作用すると、液体の揺れと地震動が共振し、液体が非常に大きく波
打つことがある（「液面揺動」）。平成１５年十勝沖地震では、強いやや長周期地震動が発生し、液面揺動により、
浮き屋根の沈没、火災、内部浮き蓋の損傷などが発生。

十勝沖地震による内部浮き蓋の損傷
●内部浮き蓋付き屋外タンク貯蔵所52基のうち34基が損傷。

●損傷した場合、安全性が確保できない。
→ 安全性を確保するため、基準が必要（現在、基準なし）。

※内部浮き蓋には様々な型式があり、検討課題が多い。

十勝沖地震による浮
き屋根沈没・火災 十勝沖地震による内

部浮き蓋の破損事例

可燃性蒸気
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10B 液面計ポール

タンク内径 18100 mm
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ルーフマンホール内部浮き蓋が損傷した場合の影響
●液面シール機能の低下・喪失

→気相部に可燃性蒸気が高濃度で滞留
（＋特別通気口からの酸素供給）

→爆発・火災の危険性
●内部浮き蓋の沈没

→機能障害（側板、底部、付属品損傷）
※なお、万一内部浮き蓋が損傷した場合には、
「内部浮き蓋付き屋外タンクの異常時におけ
る対応マニュアル作成に係る検討報告書」
（消防庁）に基づき、開口部を閉鎖して気相部
に不燃性ガスを注入することにより、酸素濃
度を低下させる措置がとられる。

平成14年11月横浜市における内部浮
き蓋付き屋外タンク貯蔵所の火災

浮き屋根沈没事故後の
浮き蓋の状況

側板、底部、
付属品損傷

やや長周期地震動

浮き屋根

液面揺動


	報道資料（案）.pdf
	概要

