
 

実施計画書（仕様書） 

 

 

１． 件名 

令和３年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討事業 

 

２． 事業目的 

火薬類（火薬、爆薬、火工品）は、その有する爆発・燃焼という危険性から、火薬類取締

法（以下「法」という。）において、製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについ

て規制されている。 

本事業では、火薬類に係る保安技術の進展に伴う保安技術基準の策定・改正、火薬類に

よる事故原因の解析・再発防止対策の検討等の際に必要となる科学的データの取得等の事

業を実施し、火薬類による災害を防止し、公共の安全確保に資することを目的とする。 

 

３． 事業内容 

煙火製造施設等の火薬関連施設は、立地後の周辺環境の変化等に伴い、保安距離や施設

の能力の見直しが求められている。このため、爆発実証実験を実施するとともにシミュレ

ーションを活用し、爆発影響低減化に資する防爆壁の位置、構造及びこれらを踏まえた保

安距離等について提案する。 

 

４． 実施内容 

（１） 煙火製造施設及び火薬庫の爆発影響低減化に資する爆発実証実験計画の検討等 

煙火製造施設（危険工室や火薬類一時置場等）及び煙火製造所内の火薬庫は、その停

滞量又は貯蔵量に応じ施設等の外壁から保安物件に対し保安距離をとらなければなら

ないことと規定されている。過去の調査研究及び実験等の結果から、これらの施設等

に用いられる防爆壁の構造によっては、施設等に停滞又は貯蔵されている火薬類が万

が一爆発したときの爆風圧は、通常構造の防爆壁と比較して減衰することが確認され

ている。 

そこで、爆発影響低減化に資する防爆壁の構造、爆点から防爆壁までの位置関係等を

含めた爆発実証実験計画について、令和元年度及び令和２年度の実験結果を踏まえて

検討を行うとともに、同実験により取得したデータを元に、爆発影響低減化に資する

防爆壁の位置、構造及びこれらを踏まえた保安距離等について技術的知見をとりまと

め、技術基準改正案の提案を行う。 

その際、実験の条件設定等のため必要があれば、小規模室内実験やシミュレーション

の活用等を行う。 

 

（２） 爆発実証実験の実施   

爆発実証実験は５回程度を想定するが、具体的な回数やシミュレーションで代替可

別紙 



 

能なデータの取得項目については委員会で決めることとする。爆発実証実験において、

爆風圧、飛散物、地盤振動等のデータ取得等を通して爆発影響低減化に係る効果を検証

する。 

また、原則として、１／２～１／５規模程度の煙火製造施設又は火薬庫を想定した

実験とする。 

なお、爆発実証実験では、爆発現象を捉えるため、少なくとも以下のデータを取得す

ることとする。 

・高速度カメラ（１ｍｓ程度の速度）及び常速度カメラによる防爆壁等の破壊及び爆発

状況の映像デ－タ 

・爆発による飛散物及び防爆壁の破壊状況 

・漏斗孔の大きさ 

・Ｋ値に対応した爆風圧 

・地盤振動 

・騒音 

爆発実証実験実施場所については、大量の火薬類を爆発させるため、場所の手配が

出来ない場合は、経済産業省では、相談に応じることも可能である。 

 

（３） シミュレーションを活用した地中式一級火薬庫の保安距離策定に必要なデータの

取得 

平成27年度から平成30年度まで、地中式一級火薬庫の前室入口方向に対する角度に

応じた保安距離策定に資するデータを得るため、地中式火薬庫の小規模室内実験大規

模野外実験を行い、以下のような結果を得た 

・ 爆風圧は前室入口前方が強くなり入口方向に対する角度依存性がある 

・ 前室の断面積(S1)と火薬庫（薬室）の断面積(S2)の比(S1/S2比)が小さくなると爆

風圧は小さくなる 

・ 火薬庫全長(L)と薬室径(D)の比（L/D比）が大きくなると爆風圧が小さくなる 

保安距離の検討にあたっては、爆風圧に与える影響が一番大きいS1/S2比を変数とし

て用いたが、厳密に保安距離を検討するためにはL/D比も考慮に入れる必要がある。そ

のため、令和２年度に実施したシミュレーション活用調査の結果を踏まえ、保安距離

の検討に適切と考えるL/D比を４つ程度抽出しシミュレーションを行い、保安距離につ

いて技術的知見を取りまとめ、L/D比を組み入れた技術基準改正案の提案を行う。 

 

（４） 委員会の開催 

爆発衝撃等に関する学識経験者、土木、材料及び火薬に関する専門家、煙火製造者等

を含む委員から構成する委員会（委員１５人程度、開催回数４回程度）を設置すること。

なお、必要に応じて委員会の下に目的別のワーキンググループを設置してもよい。 

 

（５） 事業実施条件 



 

本事業実施のためには、少なくとも以下の特殊技術及び設備等を保有している（又

は準備することが出来る）必要がある（同等以上の措置が取れる場合は、これに限らな

い。）。 

 

 【人員】 

  ・大規模な爆発実験の実務に係る技術的知見を有しており、以下の設備機器を使い、高 

速現象の正しいデータの測定、解析を行える技術を有していること。 

・爆発の影響の計測（爆風圧、地盤振動、騒音、飛散物）、土木・建築構造物の材料・構

造の評価、爆発に対する警戒等の技術的知見を有する人員１５名以上。 

  ・甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有す

る者５名以上（うち甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者３名以上。）。 

 

 【設備機器（野外での仕様であり、システムとして機能するものであること。）】 

  ○以下の設備機器から構成される点火システム 

  ＜デジタルオシロスコープ＞ 

   必要な性能：４チャンネル、サンプリング２ＧＨｚ 

   必要な台数：１台 

  ＜発破器＞ 

   必要な性能：４ｋＶ、１．５ｋＡの電気信号をμｓオーダーで発生できること。 

   必要な台数：３台（うち予備２台） 

  ＜パルス発生器＞ 

   必要な性能：８チャンネル、立ち上がり立ち下りが３５Ｖで１０ｎｓの信号出力が可

能であること。 

   必要な台数：３台（うち予備２台） 

○爆発時の周辺雰囲気を計測するための以下の機器 

  ＜ウェザーステーション＞ 

   必要な性能：室外の周辺雰囲気（温度、湿度、気圧）を室内で確認できること。 

   必要な台数：１台 

  ＜風向風速計＞ 

   必要な性能：風向と風速を計測し、その表示機が室内で確認できること。 

   必要な台数：１台 

○爆発時の衝撃波及び飛散物の変位を計測するための以下の機器 

  ＜高速度カメラ＞ 

   必要な性能：カラー１，０２４×１，０２４ピクセル時１，０００コマ／秒以上 

   必要な台数：３台 

○以下の設備機器から構成される爆風圧計測システム 

  ＜ピエゾ圧力素子＞ 

   必要な性能：立ち上がり速度２μｓ、感度２５～２００ｍＶ／ＰＳＩ 



 

   必要な台数：１５個以上 

  ＜ラインドライバー＞ 

   必要な性能：圧力素子への電源供給、出力信号の増幅。 

   必要な台数：１５個以上 

  ＜アンプレシーバー＞ 

   必要な性能：ラインドライバーへの電源供給、信号の受信 

   必要な台数：２台（８チャンネル） 

  ＜波形記憶装置＞ 

   必要な性能：サンプリングレート１ＭＨｚ、８チャンネル同時計測。振動及び埃に強

いこと。 

   必要な台数：３台 

○以下の設備機器から構成される地盤振動計測システム 

  ＜加速度センサー＞ 

   必要な性能：使用最大加速度±10,000ｍ／ｓ2、衝撃耐性 20,000ｍ／ｓ2、３軸加速度

計。 

   必要な台数：６個（予備２個） 

＜チャージアンプ＞ 

必要な性能：応答周波数 0.2Hz～30kHz、振動波形の増幅 1～100 倍 

必要な台数：１６台（予備４台） 

＜波形記憶装置＞ 

必要な性能：１６チャンネル、サンプリング５０ｋＨｚ。 

必要な台数：２台（予備１台）  

○爆発時の騒音を測定するための以下の設備機器 

  ＜精密騒音計＞ 

   必要な性能：平坦特性３８～１３０ｄＢで測定し、騒音レベルと音の波形を記録でき

ること。 

   必要な台数：２台 

  ＜マイクロフォン＞ 

   必要な性能：感度１．０ｍＶ／Ｐａ、レンジ～１７８ｄＢ 

   必要な台数：１台 

  ＜データレコーダ＞ 

   必要な性能：４チャンネル、サンプリングレート１０２．４ｋＨｚ、マイクロフォン

からの信号を受信できること。 

   必要な台数：１台 

 

５．事業期間及びスケジュール 

（１）事業期間 

委託契約締結日～令和４年２月２８日 



 

 

（２）スケジュール 

 

実施項目 

令和３年度 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

１．煙火製造施設及び火薬庫

の爆発影響低減化に資する爆

発実証実験計画の検討 

            

２．爆発実証実験の実施             

３．煙火製造施設及び火薬庫

の爆発影響低減化に資する小

規模室内実験及びシミュレー

ション 

（必要に応じ実施） 

            

４．実験結果の解析と整理             

５．地中式火薬庫のシミュレ

ーション 

            

６．地中式火薬庫の爆発影響

低減化に資する小規模室内実

験（必要に応じ実施） 

            

７．委員会の開催  ●   ●   ●   ●  

８．報告書の作成             

 

６．納入物 

（１） 調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ） １式 

 調査報告書、調査で得られた元データ、委託調査報告書公表用書誌情報（様式１）、二次

利用未承諾リスト（様式２）を納入すること。 

 調査報告書は、ＰＤＦ形式以外にも、機械判読可能な形式のファイルも納入すること。 

様式１及び様式２は EXCEL 形式とする。調査で得られた元データについては、機械判読

可能な形式のファイルも納入することとし、特に図表・グラフに係るデータ（以下「EXCEL

等データ」という。）については、EXCEL 形式等により納入することとし、かつ、データ

が複数にわたる場合は一つにまとめたフォルダにより納入すること。 

（２） 調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ） ２式（公表用） 

 調査報告書及び様式２（該当がある場合のみ）を一つのＰＤＦファイル（透明テキスト

付）に統合したもの、並びに公開可能かつ二次利用可能な EXCEL 等のデータを納入する

こと。 

 セキュリティ等の観点から、経済産業省と協議の上、非公開とするべき部分については、

削除するなどの適切な処置を講ずること。 



 

 公開可能かつ二次利用可能な EXCEL 等データが複数ファイルにわたる場合、１つのフォ

ルダに格納した上で納入すること。 

・各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をとること。 

・EXCEL等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、経済産業省以外

の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないものとすること。 

 調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されることを前提と

し、経済産業省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告書に盛り込む場合は、

①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に

二次利用の了承を得ること。二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、下記の様式

２に当該箇所を記述し、提出すること。 

 

※調査報告書電子媒体の具体的な作成方法の確認及び様式１・様式２のダウンロードは、

下記ＵＲＬから行うこと。 

https://www.meti.go.jp/meti_lib/jyutaku/CD-sakuseihouhou.pdf 

※１委託調査報告書公表用書誌情報（様式１） 

本事業の報告書のオープンデータとしての公表に際し、データとしての検索性を高

めるため、当該データの属性情報に関するデータを作成すること。 
※２二次利用未承諾リスト（様式２） 

二次利用の了承を得ることが困難な場合又は了承を得ることが報告書の内容に大き

な悪影響を与える場合は、報告書の当該箇所に出典等を明示し、知的財産権の所在を

明らかにした上で、当該データを様式２に記載すること（知的財産権の所在が不明な

ものも含む）。 
※３機械判読可能な形式 

コンピュータプログラムがデータ構造を識別し、データを処理（加工、編集等）で

きること。例えばHTML，ｔｘｔ，ｃｓｖ，ｘｈｔｍｌ，ｅｐｕｂ，ｇｍｌ，ｋｍｌ，

ｐｎｇ等のほか、Word，EXCEL，Power point等のデータが該当する（スキャンデータ

のようなものは該当しない）。 

 

７．納入場所 

  経済産業省産業保安グループ鉱山・火薬類監理官付 

 

８．その他 

会議（検討会、研究会及び委員会を含む。）を運営する場合は、国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）第６条第１項の規定に基づき定

められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和２年２月７日変更閣議決定）に

よる以下会議運営の基準を満たすこととし、様式により作成した会議運営実績報告書を納

入物とともに提出すること。 

  ○環境物品等の調達の推進に関する基本方針 

 https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/r1bp.pdf 

https://www.meti.go.jp/meti_lib/jyutaku/CD-sakuseihouhou.pdf


 

  ○グリーン購入の調達者の手引き（令和２（２０２０）年２月） 

 https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/tebiki/r2_tyoutatusya.pdf 

なお、委託業務完了後、別記様式により実績を報告すること。 

 

 

  

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/tebiki/r2_tyoutatusya.pdf


 

別記 

 

会議運営について 

 

会議（検討会、研究会及び委員会を含む。）を運営する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律（平成１２年法律第１００号）第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基

本方針（令和２年２月７日変更閣議決定）による以下会議運営の基準を満たすこととし、様式により作成した会

議運営実績報告書を納入物とともに提出すること。 

 

環境物品等の調達の推進に関する基本方針 

URL：https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/r1bp.pdf 

グリーン購入の調達者の手引き（令和２（２０２０）年２月） 

URL：https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/tebiki/r2_tyoutatusya.pdf 

２２－１４ 会議運営 

(1) 品目及び判断の基準等 

会議運営 【判断の基準】 

○会議の運営を含む業務の実施に当たって、次の項目に該当する場合は、該当する項目に掲げ

られた要件を満たすこと。 

①紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、紙の使用量の削減が図

られていること。また、紙の資料として配布される用紙が特定調達品目に該当する場合

は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 

②ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、印刷に係る判断の基準を

満たすこと。 

③紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイクルを行うこと。 

④会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資する次の取組の奨励を行う

こと。 

ア．公共交通機関の利用 

イ．クールビズ及びウォームビズ 

ウ．筆記具等の持参 

⑤飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。 

ア．ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。 

イ．繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返却・回収が行われるこ

と。 

【配慮事項】 

①会議に供する物品については、可能な限り既存の物品を使用すること。また、新規に購入する

物品が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。 

②ノートパソコン、タブレット等の端末を使用することにより紙資源の削減を行っていること。 

③自動車により資機材の搬送、参加者の送迎等を行う場合は、可能な限り、低燃費・低公害車が

使用されていること。また、エコドライブに努めていること。 

④食事を提供する場合は、ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。 

⑤資機材の搬送に使用する梱包用資材については、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ

及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 

備考 
１ 「低燃費・低公害車」とは、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に示した「１３－１ 自動車」を

対象とする。 

２ 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」（平成24年10月）に基

づく運転をいう。 

（参考）①ふんわりアクセル『ｅスタート』②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転③減速

時は早めにアクセルを離そう④エアコンの使用は適切に⑤ムダなアイドリングはやめよう⑥渋滞を避け、余

裕をもって出発しよう⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備⑧不要な荷物はおろそう⑨走行の妨げとなる

駐車はやめよう⑩自分の燃費を把握しよう 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/r1bp.pdf
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/tebiki/r2_tyoutatusya.pdf


 

様式 

令和    年    月     日 

 

 

  支出負担行為担当官 

経済産業省大臣官房会計課長 殿 

 

                                                住          所 

                                                名     称 

                        担 当 者 氏 名 

                                                 

                         

会議運営実績報告書 

 

契約件名：令和３年度火薬類爆発影響低減化技術基準検討事業 

 
会議（検討会、研究会及び委員会を含む。）の運営を営む業務の実施に当たって、次の項目に該当する場合

は、該当する項目に掲げられた要件の実績を記載すること。 
 

基 準 実 績 基準を満たせなかった理由 

・紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、紙

の使用量の削減が図られていること。また、紙の資料として配布され

る用紙が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基

準を満たすこと。 

・ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、印刷

に係る判断基準を満たすこと。 

・紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイ

クルを行うこと。 

  

・会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資する次

の取組の奨励を行うこと。 

ア．公共交通機関の利用 

イ．クールビズ及びウォームビズ 

ウ．筆記具等の持参 

  

・飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。 

ア．ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装※を使用しな

いこと。 

イ．繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返却・

回収が行われること。 

  

 
記載要領 
１．委託契約において複数回会議を運営した場合、全会議を総合して判断すること。 
２．実績については、すべての基準が満たせた場合は、「○」を記載し、基準を満たせなかった項目があった場
合は、「×」を記載し基準を満たせなかった理由を記載すること。該当しない項目基準については「－」を記
載すること。 

※ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装とは、一般的に一度だけ使用した後に廃棄することが想定さ
れるプラスチック製のもので、具体的には、飲料用のペットボトル、カップ、カップの蓋、ストロー、マドラ
ー、シロップやミルクの容器等を指す。 

 


