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Abstract: Wind increases fire spread speed and expands burning area. In our laboratory, a computational method for wildfire has been 

developed to predict fire spread speed and burning area affected by the wind. In the previous computation, fire spreading speed was 

compared with an experimental result. As a result, the speed was much lower than the experimental one because of the inefficient 

radiative heat transfer. In this study, we modeled the radiative heat transfer between adjacent wood elements. Comparing with and 

without the radiation, fire spread speed was about eight times faster than the without radiation case. However, the speed was lower 

than our previous experiment. Therefore, we must identify parameters of wood combustion. 

 

１． はじめに 

日本では毎年林野火災や市街地火災が発生し，時に

は大きな被害が生じている．この被害の要因として風

による火災の延焼が考えられる．風は火災の延焼速度

に影響を与えるため，火災の時の現場指揮や消火活動

に大きな影響を与える． 

そこで林野火災の対策として，本研究室では森林に

おける局所的な地形の起伏や，風況の変化を考慮出来

るよう，林野火災予測のためのシミュレーション法を

構築している．前年度までに平井により林野火災解析

法で用いられる木材燃焼モデルの検証として，空気間，

木材と空気の間の放射効果を考慮した延焼解析が行わ

れた．風速の増加，木材の温度上昇率の増加により延

焼速度が増加することが分かったが，延焼速度は文献

値よりも小さくなった．エネルギー方程式右辺におけ

る対流熱伝達項と放射熱伝達項の値の変更を検討した

が，同様に文献値よりも延焼速度が小さくなった［1］． 

そのため本研究では木材間の放射効果を考慮したプ

ログラムへの改良を行い，改良前と改良後，そして既

に川井，中澤らによって行われた延焼実験での延焼速

度［2］を比較し，解析における放射効果を検討するこ

とを目的とする． 

２． 解析手法 

 用いる解析手法は気流解析と木材燃焼解析をそれぞ

れ解く連成解析法である． 

（１）気流の支配方程式 

ここで用いる気流の解析手法は低マッハ数近似を用

いた圧縮性流体方程式を VMS 有限要素法により離散

化したものである［3］． 
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状態方程式 

𝑝0 = 𝜌𝑇 (5) 

 

ここで，𝑢𝑖は流速，𝜌は空気密度，𝑇は温度，𝐶𝑝は比熱，

𝑓は外力，𝜎𝑖𝑗は応力テンソル，𝑝は流体力学的圧力，𝜇は

粘性係数，𝑘は熱伝導率，𝑆𝑟は外部からの熱量，𝑝
0は熱

力学的圧力である． 

（２）木材燃焼の基礎方程式 

 ここで用いる木材燃焼の解析には Morvan らのモデ

ルを改良して用いた［4］．木材の温度は以下の微分方

程式から求められる． 

 

𝑚𝑠

𝑑𝑇𝑠
𝑑𝑡

= 𝐷𝑚 + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑟 + �̃� (6) 

ここで木材温度の微分方程式の右辺の𝐷𝑚は木材の化

学反応に伴い生成される熱量𝑄𝑐，𝑄𝑟はそれぞれ対流熱
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伝達，放射熱伝達であり，流体のエネルギー方程式の

右辺に現れる項と同一である．�̃�は木材を燃焼させる

ために本研究で強制的に加える熱量である．エネルギ

ー方程式右辺の𝑆𝑟および木材温度の方程式右辺の𝐷𝑚，

𝑄𝑐，𝑄𝑟  は以下のようにモデル化される． 

 

𝐷𝑚 = −𝐿𝐻2𝑂𝜔𝐻2𝑂 − 𝐿𝑝𝜔𝑝 − 𝛼𝑠𝑔𝐿𝐶𝜔𝐶 (7) 

 

𝑄𝑐 = ℎ𝐶𝛼𝑆𝜎𝑆(𝑇 − 𝑇𝑆) (8) 

 

𝑄𝑟 = 𝛼𝑆
𝛼𝑆𝜎𝑆
4

(4𝛼𝑇4 − 4𝛼𝑇𝑆
4) (9) 

 

ここで，𝑚𝑠は木材の質量，𝑇𝑠は木材の温度，𝛼𝑠は木材

の充填率，𝐷𝑚は木材の反応に対する生成熱，𝐶𝑝𝑠は木材

の比熱（=1300[J/(kg･K)]），𝜔𝐻2𝑂
は水分の反応速度，𝜔𝑝

は乾燥木材の反応速度，𝜔𝐶は炭化木材の反応速度，

𝐿𝐻2𝑂 = 2,26×106[J/kg]，𝐿𝑝 = 4.18×102[J/kg]，𝐿𝐶  = -1.2

×107[J/kg]，ℎ𝐶  = 100[W/(m2･K)]，𝜎はステファンボル

ツマン定数（= 5.67×10-8[W/(m2･K)]）である． 

３． 境界条件および解析結果 

Figure 1 に示すように 1 要素あたり幅，高さ 0.01m の

木材要素を 60 要素並べた 1 次元解析を行う．境界条件

は左端の要素には�̃� = 7.94(MJ/s)の熱量を加え，木材を

加熱する．また，1 次元的な延焼を評価するため，解析

領域に一様に風速 0.01m/sを与えた． 

延焼速度の評価方法は，木材の燃焼開始温度である

500K（226.85℃）に達した時間を燃焼開始時間とし，

500K に達した要素までの距離を燃焼時間で割り算出

する．木材間の放射効果を考慮しない改良前と考慮す

る改良後の解析結果を Figure 2，Figure 3 に示す． 

Figure 2，Figure 3 に示すように左端の木材に熱を加え

ることで隣の木材へと熱が伝わっていることが分かる．

改良前は解析開始 200s後に0.02mまで 500Kに達した．

改良後は 0.16m まで 500K に達し，約 8 倍の延焼速度

増加となった．したがって，木材間の放射効果が延焼

に大きな影響を及ぼすことが明らかとなった． 

続いて，過去に実験により測定した延焼速度との比

較結果を Figure 4 に示す．解析による延焼速度の値は

実験による値よりも小さい結果となった．実験で用い

たクヌギの枯葉に類するパラメータ設定，燃焼させる

ために加えた熱量の見直しが必要と考えられる． 

 

 

 

Figure 1. Computational and boundary conditions 

 

 

Figure 2. Fire spread without radiation from the adjacent 

wood element 

 

 

Figure 3. Fire spread with radiation from the adjacent 

wood element 

 

 

Figure 4. Comparison of fire spread speed 

 

４． まとめ 

本研究では，火災の延焼に及ぼす放射の影響を，木

材を一次元的に配置した解析で検討した．その結果，

木材間の放射を考慮すると，延焼速度が約 8 倍に増加

した．ただし，過去の実験結果との差異が見られたこ

とから，今後は解析に用いるパラメータを検討する必

要がある． 
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