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技術報告

平成 30 年北海道胆振東部地震による土砂災害地における
捜索救助活動に係る技術支援
新井場公徳、土志田正二、佐伯一夢、清水幸平
（令和 2 年 2 月 4 日

受理）

2018 年北海道胆振東部地震では 41 名の方がなくなったが、その殆どは土砂災害によるものであった。
この時の土砂災害現場において消防研究センターが実施した技術支援について報告する。我々は災害後 28
時間から 62 時間の間に、４箇所の捜索救助活動現場について調査を行い、危険性の評価と軽減策の提
案を行った。調査では地上踏査に加えドローンを活用し、地上では到達が難しい範囲まで情報を収集した。
その結果、二次的な崩壊の危険箇所と警戒方法などについて活動中の消防隊に助言を行った。これら調査
と分析の技術的な課題と消防活動における地理情報の活用方法について検討を行った。
1．はじめに

ら関係機関集結後の活動まで時系列に沿った安全管理や活

2018 年 9 月 6 日 3 時 7 分頃発生した北海道胆振東部地

動体制、連携のあり方などがまとめられている 3）。また、当

震（M6.7）により、
厚真町で震度 7 の揺れが観測されるなど、

該報告書を参考にして、消防機関においても活動要領などの

北海道胆振地方は強い揺れに見舞われた。震源近傍の厚真

作成が行われており、土砂災害時の消防機関の対応につい

町では広い範囲の斜面が崩落し、死者 41 名などの被害を生

て、一定の共通認識が醸成されつつあるところである。

1）

じた 。消防研究センターでは、土砂災害が広い範囲で発生

土砂災害現場では、当初の災害の後に再度土砂災害が発

しているという状況から、捜索救助活動における安全管理に

生することがあり、また、掘削などの作業に伴う地盤の崩れ

対する技術的助言のため研究官を派遣した。本稿では、そ

なども発生することから、安全性の管理及び効率的な活動

の内容を報告する。

が求められる 4）。消防研究センターでは、表 1 の土砂災害に

土砂災害は平均して年間約 1000 件発生し、被害家屋は

おいて、安全管理に係る技術支援を実施してきた 4）〜 8）。こ

約 300 棟 2）という我が国の主要な災害の一つであるが、その

れらの経験から、著者らは、消防機関の活動条件、環境及

対応については、個々の消防機関に経験が少ないことが多く、

び人的資源の現状に即した土砂災害現場の安全管理のため

苦慮することが多い災害である。2014 年度の「救助技術の

の技術や機材が不足していると感じている。十分な調査及

高度化等検討会」では、土砂災害時の救助活動のあり方に

び対策が可能な防災工事とは異なり、消防活動においては、

ついて検討され、基本原則のほか、救助隊一隊での活動か

迅速に実施する必要があること、調査を十分に行う時間がな

表１

土砂災害に係る消防研究センターの技術支援の実績

災害

助言の内容

2004 年中越地震

妙見崩壊地での救助活動における、二次的崩落の危険性（土木研究所の後を引き継いだもの）

2006 年長野県岡谷市土石流災害

湊 6 丁目の土石流災害地での救助活動における、二次災害の発生危険性、監視場所及び監視対象、緊
急待避にかかる猶予時間、降雨時の活動停止の基準、避難勧告の発出範囲

2008 年岩手宮城内陸 地 震 熊倉崩 壊

2 箇所の崩壊地での救助活動における、二次的崩落の危険性の評価、地下水の湧出量増に伴う退避の

地

助言、立ち入り危険箇所の指定、監視場所、監視対象及び退避範囲の指定、

2014 年広島市土石流災害
2016 年熊本地震

「山が動いている」という通報に対するヘリコプタによる確認、保育園の安全性に関する助言
3 箇所の崩壊地において、二次的な崩落の危険性の評価、監視場所及び監視対象の指定、変状の監視、
降雨時の活動停止の基準、降雨後の活動再開の判断

2018 年北海道胆振東部地震

吉野地区、富里地区、幌内地区における捜索救助活動における、二次災害の発生危険性の評価、降雨
時の活動停止基準、二次的な出水に対する対応策
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いこと及び軟弱な地盤などの環境の悪さがあることから、我

場は、自治会の地区名で管理されており、全体の活動統制、

が国の高い土砂災害対応技術が消防活動現場に十分には活

部隊配備及び各現場へのルート管理は、1 万分の 1 と見られ

かされていない現状がある。その背景には、体系的な安全

る都市計画図に現場名を付箋で取り付け（図 2）
、さらに細

管理手法が確立されていないことがあると考えられる。

かくは各地区の自治会の見取り図（手書きの道路と家の位置

本稿は、そのような手法の確立に資することを目的として、

の概略図に住民名が入ったもの）を利用して行われていた
（例

今回の技術支援において観察したこと、考察の経過及び判

として図 3 に吉野地区のものを示す）
。また、
7 日夜以降には、

断の内容を事例として報告するものである。末尾の付表にこ

国土地理院が HP にアップした災害後のオルソ画像が、現場

の技術支援の時系列をまとめた。なお、この地震の前の降

状況を指揮本部で把握するのに用いられた。図 4 に、4 つ

雨としては、アメダス厚真観測点において、9 月 5 日に 12 ミリ、

の捜索救助活動地点の周辺の地形図及び災害後のオルソ画

8 月 30 〜 31 日に 16.5 ミリの雨が観測された程度であり、降

像（いずれも国土地理院による。
「地理院地図」を利用して

雨による表層の自由水はほぼ流出していたものと考えられる。

作成）をまとめた。吉野地区以外は、図の中心を被災家屋
に合わせた。

2．技術支援の内容

土砂災害現場における安全管理上の着目点については、

図 1 は、国土地理院が 9 月 6 日、8 日及び 11 日に撮影し

これまでの技術支援の経験及び土砂災害のメカニズムに関す

た空中写真から判読した今回の地震によって生じたと考えら

る考察から表 2 の通りまとめており 10）、各現場について、地

9）

れる土砂災害の範囲を示したものである 。この地域に高い

形・地質の確認、発生した土砂災害の深さや機構に関する

密度で土砂災害が発生していることが分かる。このうち、著
者らが到着した 9 月 7 日 7 時の時点では、4 箇所（吉野地
区、富里地区、幌内地区第一現場、同地区第二現場）で行
方不明の住民の捜索救助活動が行われていた。救助活動現

図２ 緊急消防援助隊指揮支援隊によって消防活動の全
体統制に用いられていた 1 万分の 1 都市計画図とみら
れる地図

図１ 平成 30 年北海道胆振東部地震に伴う土砂災害の分
布（国土地理院作成の図に技術支援を行った救助活動
現場の位置を加筆）

図３
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吉野地区の自治会の見取り図（個人名は消去した）
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4 箇所の捜索救助活動地点周辺の地形図及びオルソ画像（国土地理院による）

観察及び考察を行い、この表の各項目について、検討した。

後斜面一帯から崩落し、浄水場（図中央の円筒形のタンク及

調査に当たっては、ドローン（DJI 社製 MAVIC Pro）を活

び RC 建造物）に襲来するとともに、浄水場の地盤も崩落

用し、現場の全体像の把握、沢の上流の閉塞の有無の調査

しており、その一部が住家を押しつぶしていた。図 6 に、地

及び結果を伝達する際の手段として用いた。

上から見た状況を示す。流出してきた土砂に巻き込まれた家
屋を重機を活用して捜索しているが、この土砂には、斜面の

3．各現場の状況

土砂のみならず、浄水場の立地していた地盤も含まれている。

3.1. 富里地区

図 7 は浄水場の敷地内である。白い矢印の先の人物がいる

図 5 に、9 月 7 日午後にドローンで撮影した富里地区の状

場所から図右手前にかけては、浄水場の地盤の上に斜面か

況を示す。浄水場の裏山一帯及び浄水場の地盤が崩落し、

らの土砂が堆積しているが、人物周辺から図左にかけて、地

下流にあった家屋を襲い、3 名が被災した。到着した 9 月 7

盤が崩落した跡の崖が残されており、斜面からの土砂も下方

日 8 時頃の段階で 2 名は既に救出されており、1 階にいたで

へ流出している。また、図右手前側には元々の地表が見えて

あろう 1 名の捜索救助が行われていた。土砂は浄水場の背

いるが、崩落には至っていないものの斜面下方へ沈下しつつ

表２

土砂災害地における捜索救助活動へ影響を与える事象の評価と軽減策の考え方

発生しうる事象

可能性に影響を与える因子

影響に影響を与える因子

軽減策の候補

斜面の再崩壊

亀裂の規模
地形
土質
余震
地下水

地形
土質
流走域の地下
水距離

活動制限
監視→退避

堆積している土砂の移動

地形
土質
地下水
余震

土砂量
土質
地下水

活動制限
監視→退避
地震警報器等

サイト周辺の掘削
箇所の崩壊

地形
土質
余震
地下水

地形
土質
作業状況

活動制限
監視→活動制限
亀裂計・傾斜計等

アプローチの危険

地形
土砂ダム

地形
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図７

図5

富里地区の浄水場の地盤の状況

富里地区の崩壊の状況（9 月 7 日に撮影した 2 枚の
画像を結合したもの。ひずみの補正は行っていない。）

図８

富里地区の浄水場の地盤の崩壊箇所

助活動に影響を与えうる事象は 2 つ見つかった。一つは活
動地点に近い、生き残った地盤の崩壊である。活動地点は
図６

浄水場の地盤が残っている部分と失われている部分の境界

富里地区の遠景

の延長にある。その残った地盤の様子が図 10 である。手前

激しい変形が生じており、液状化に近い現象が発生したこと

側の道路に亀裂があり、左向きに傾斜している。また、奥側

が推察される。図 8 は図 7 の人物の近くの地盤の崩落の結

にはその上に斜面上方から流れてきた土砂が堆積している。

果生じた崖の様子である。右側の崩落していない地盤には軽

変状した地盤にさらに荷重がかかっていることから、発生前

石層が見えており、他の地層よりもこの地層は圧縮されやす

よりも斜面の安定性は低下している。一方、本震を生き延び

いこと及び崩壊した土砂の流動が長距離に及んでいたことか

た斜面であり、地下水の排出もすんでいることから、危険性

ら、この層に地震動により圧縮が生じて、層内に滞留してい

が切迫しているというわけではないと考えられた。以上の考

た地下水の間隙水圧が高まり、軽石層内でせん断破壊が生

察から、活動を継続しつつ、変状が累積しないかの監視が

じ、破壊面よりも上の土砂がすべり落ちたという機構 11）が推

必要であると評価した。もう一つの懸念材料は、中腹に徐々

察された。次に述べる観察結果なども含め、図 9 にこの現場

に貯まっている泥であった。中腹には 7 日午前の段階でも、

の全体像を示す。

泥が徐々に前進してきている場所があった（図 11。紅白ポー

以上のように災害を引き起こした現象を把握した上で、救

ルの先から手前右手にかけての色の薄い泥）
。移動量や速度

― 4 ―
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図９

富里地区の危険性評価結果
は小さかったために、短期的に活動場所へ悪影響を与えると
は思えなかったが、雨が降った場合には泥流となって流れ下
ることも考えられた。そこで、降雨初期に樹林や草によって
遮断される雨量を考慮し、10 ミリ程度の降雨があれば活動
地点からは退避した方が良いと評価した。以上の内容を現地
で活動中の緊急消防援助隊秋田県隊長に伝達した。評価内
容は図 9 に示したとおりである。
3.2. 吉野地区
図 12 に、9 月 9 日にドローンで撮影した吉野地区の状況
を示す。丘陵が一面に崩落し、麓にあった 13 世帯が被災し
19 人が亡くなった。我々が到着した時には 12 名の方が行方
不明であった。

図 10

図 13 は 9 月 7 日の崩壊の源頭部の様子である。斜面は 1

富里地区の捜索救助活動現場の北の道路の状況

〜 2 ｍの深さで崩落しており、滑落崖には図 14 の通り軽石
が噴出した穴が見られたことから、地震動により軽石層の間
隙水圧が上昇して液状化に近い状態になったと推察された。
すでに地下水は流出しておらず、軽石は乾いていた。崩壊は

図 11 富里地区の土砂の中腹付近に見られた前進している
泥。

― 5 ―

図 12

吉野地区の崩壊の様子（9 月 9 日撮影）
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尾根のすぐ下から発生しており、亀裂は見えるものの、再度
崩落する場合でも奥行き数ｍ程度で、土砂量は小さいものと
見積もられた。図 15 は崩壊と捜索救助現場の状況である。
樹木を乗せたままブロック状に斜面上部からきた土砂が堆積
しており、土砂は土石流のような「流れ」の形態ではなく、
「す
べり」によって家屋を押しつぶしたように見受けられた。崩
落時及び流走中に発生した間隙水圧によって土砂が乾燥時よ
りも長距離流走した 11）可能性が高いと考えられた。
以上の観察結果を基に、二次的な斜面の崩落のリスクに
ついて次の通り考察した。斜面上部の地下水が流失している
ことから、再び地震動を受けた場合でも、残った斜面が崩
落にいたるおそれは極めて低く、また、万一崩落した場合で
も、間隙水圧を発生させやすい土層はすでに崩落済みである
砂量も小さいと見積もられることから、活動場所への影響は

図 15 吉野地区の捜索現場のうちの一つ。左奥に崩壊地
が見える。

ほとんど無く、この救助活動地点については、降雨が無い限

3.3. 幌内第二現場

ことから流走距離が小さいと見られること、さらに、崩落土

りは特段のリスクはないと評価し、現地で活動していた苫小
牧市及び仙台市の救助隊の隊長に伝達した。

幌内地区には 7 日朝の段階で 2 つの現場で行方不明者が
あり、消防本部から見て先に到達する方（西側）を第一現場、
遠い方（東側）を第二現場と呼び、二つの間は約 2km 離れ
ていた。第二現場のドローン画像を図 16 に示す。崩れた土
砂が民家を襲い、8 日 10 時の段階で一名が行方不明であっ
た。近隣の住民の話により、どの建物のどの辺りで寝てい
たかは明らかになっていた。また、現場のガレキ中から図 17
の航空写真が見つかっており、各隊はこれを見て以前の状況
を共通認識として持って活動に当たっていた。
ドローンによる調査及び周辺で発生している土砂崩落の
状況から、崩落場所の地形的な特徴及び崩落メカニズムは、
吉野地区と同様であると分かった。図 16 矢印に示した通り、
活動場所の少し上流側に水が溜まっているが、活動場所とほ
ぼ同じ標高であることから大きな影響はないものと考えた。
以上のことから、この救助活動地点については、降雨が無

図 13

図 14

い限りは特段のリスクはないと評価し、現地で活動していた

吉野地区の崩壊の源頭部の状況

吉野地区の崩壊現頭部に見られた軽石層の噴出口
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緊急消防援助隊の秋田県隊長及び横浜市隊長並びに北海

ところがその後、帰還のために図の左方向へ道路を歩いて

道警と陸上自衛隊の代表者に伝達した。

いたところ、前方から自衛隊員が 2 名、
「鉄砲水が出た」と

3.4. 幌内第一現場

走ってきた。集落を襲った土砂が流出した沢の隣の沢（図 18

図 18 は幌内地区の第一現場をドローンにより撮影したも

左端）から泥水が流出してきていた。ドローンで確認すると、

のである。沢の奥で崩落した土砂が、沢内を流下して集落

沢の上流で土砂が崩落して沢沿いに流送してきたのは第一現

を襲ったものである。崩落場所へ行って直接観察することは

場と同じだが、図 19 のとおり中流部分に 2 箇所土砂による

時間がかかることから、ドローンによって観察したところ、崩

せき止めで水がたまっていた。このうち下流側のせき止め箇

落場所の地形的な特徴及び崩落メカニズムは、吉野地区と

所から泥水が流出を始めて道路まで到達したのであろうと考

同様であると分かった。また、沢沿いにドローンを飛行させ、

えられた。下流側のせき止め箇所は道路から約 150 ｍ程度

沢の中に土砂が水をせき止めている場所がないか確認した。

離れていた。この土砂がこの後の浸食の進行によってまとまっ

これは、そのような場所がある場合には、時間とともに水が

て押し流されたり、上流側のせき止め土砂が押し流されたり

増えて土砂を水圧で押し流したりオーバーフローして土砂を

して、下流のせき止め土砂を巻き込みながら流れ下ることが

削ったりしてせき止めている土砂が不安定化し、土石流となっ

考えられた。蓋然性については不明だが、これらの現象によ

て流れ下る現象が発生するおそれがあるからである。この沢

り人命に影響のある規模の土砂が道路まで到達することは考

についてはそのようなせき止めはなく、活動地点に対する危

えられることから、この沢と道路が交わる箇所は危険である

険性は、軟弱な地盤上で活動する重機の転倒やすべりなど

と判断し、活動中の隊長にその旨を伝達した。隊長は他機

作業に起因するもののみと評価し、現地で活動していた緊急

関と情報共有して対策を考えると言うことであった。消防研

消防援助隊青森県隊長へ伝達した。

究センターは、厚真町役場に置かれているテックフォースにこ
のことを伝達し、対応を依頼するよう隊長から要請されたた
め、この箇所を迂回して厚真町役場へ向かった。
3.5. 評価結果のまとめ
以上の内容を表 2 の項目について現場ごとに整理したもの
を表 3 に示す。各項目について、蓋然性及び発生した場合
の影響の度合いの大きさについて、定性的に表現しており、
低としたものはほとんど懸念がないと考えていたもの、中とし
たものは備えつつ活動できると考えていたものである。
4．考察
土砂災害は、消防機関が日常的に対応している火災や事
故とは異なり、影響範囲が広域にわたり、見通しがききにくく、
移動がしにくい、地盤の中は見えないという理由から、情報

図 17

幌内第二現場で見つかった航空写真

が入手しにくいという特徴がある。その結果として、不確実
性の高い情報に基づく判断が必要とされ、時間とともに質及
び量とも増える情報をもとに判断を更新していくことが求めら
れる。

図 18

幌内地区第一現場の状況

図 19 幌内地区第一現場の西隣りの沢の土砂による湛水
（矢印先の 2 箇所）の状況
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表３

現場ごとの二次災害の危険性の評価の結果

発生しうる事象

富里地区

吉野地区

幌内地区
（第二現場）

幌内地区
（第一現場）

斜面の再崩壊

蓋然性：低
影響：低

蓋然性：低
影響：低

蓋然性：低
影響：低

蓋然性：低
影響：低
蓋然性：低
影響：低

堆積している土砂の
移動

蓋然性：低
（雨の時：中）
影響：低
【図 10】

蓋然性：低
影響：低

蓋然性：低
影響：低

サイト周辺の掘削箇
所の崩壊

蓋然性：中
影響：中
【図 9】

蓋然性：低
影響：低

蓋然性：低
影響：低

蓋然性：低
影響：低

蓋然性：低
影響：低

蓋然性：低
影響：大
【図 22】

アプローチの危険

4.1. 不確実な中での安全管理

蓋然性：中
影響：中
【軟弱な地盤】
蓋然性：中
影響：中
【図 19】

認識のもと有効な活動及びその引き継ぎができると考えられ

災害の場所、
規模、
要救助者のいた場所及び現象の状況
（火

る。図 20 は国土地理院が HP に掲載したオルソ画像を筆者

災や事故車両、
土砂の分布等）という基本的な
「災害状況」は、

らがダウンロードし、つなぎ合わせて作成した吉野地区の地

通常の火災や事故であれば、住宅地図及び現着後の偵察な

図であり、作戦図として現場に入るルートの情報集約に用い

どで把握するが、土砂災害の場合には、住宅地図だけでは

ている様子である。指揮や統制の現場では、紙など認識を

状況が把握できず、偵察も前述の特徴によって時間を要する

共有しやすい媒体が役立つことが分かる。この図は筆者らが

ことが一般的である。近年ではドローンによる上空からの把

ＨＰからダウンロードし、
営業を再開したコンビニでＡ 3 カラー

握ができるようになり、天候が許せば早期の概要把握は可

印刷したものである。情報の創出は可能となって来たが、共

能となってきている。一方、地下水の流れの変化や地盤の特

有のための手段の確保（大判の印刷をいかにするか）が今後

徴など、二次的な崩落につながる情報は現在の技術では簡

の課題であると今回認識をした。

易に知ることが出来ないため、崩落した斜面の山が大規模に

吉野地区では、道路沿いに家屋が並んでおり、どの家で

崩落することや崩落した斜面に隣接する斜面が崩落すること

何人の行方不明が発生しており、それぞれの場所でどの部隊

を精度良く予測することは出来ない。必然的に、現場へのア

が活動しているのかの把握に混乱を来すおそれがあった。こ

プローチ及び現場土砂への進入には慎重である必要がある。

のような混乱は過去の災害でたびたび見聞きしている。これ

定量的な二次災害予測のためには、再度土砂が崩落した

を防ぐため、国土地理院の災害前後のオルソ画像を用いて、

場合に活動隊へ到達する時間を推定するための距離及び傾

消防本部及び消防団の協力を得て、行方不明者の場所を災

斜や、到達範囲を検討するための断面図（傾斜）などが必

害前の写真の上に落とし込み、災害後のオルソ画像と比較

要であるが、そのような情報を得るためには、現在の手法で

できるようにして、誤りを生じないようにした（図 21 に一部を

は画像解析をしなければならず、時間と手間（PC 及び電源）

示す）
。行方不明者の居住場所の把握には災害前の住宅地

を要する。今回の災害の例で言えば、富里地区の泥が貯まり

図が用いられることが一般的であるが、一方、捜索救助の作

つつある場所と掘削現場との間及び幌内第一現場付近の土

戦立案や作業は災害後の現地の状況を見ながら行われるた

砂による渓流のせき止めと道路までの間の標高差、水平距

め、両者の間に混乱が生じることがある。図 21 のように災

離、地表形状などが分かれば、より詳しく危険性を評価でき

害前・後の状況を早期に重ね合わせることができれば、作

たと思われる。災害後に三次元の地形形状を素早く把握す

戦立案や作業の実施を円滑に行うのに有効であると考えられ

る技術の開発が求められていると今回改めて感じた。

る。今回の災害では消防団の協力があったことが有効であっ

4.2. 空間情報の活用

た。

今回の災害では、都市計画図、災害前後のオルソ画像、

4.3. 広域な情報の収集

ドローン画像、災害前にあった航空写真、自治会の手書き

不確実な情報から発生した災害の機構を推察し、推察結

の略図など様々な空間情報が、それぞれの判断レベル（指揮

果及び現在の状況を元に次に起きうる現象を考察するには学

支援、県隊指揮、現場隊長）で用いられた。このような情

術的な知見が必要であり、早めに国土交通省や大学の専門

報がいち早く現地で得られ共有されるようになれば、共通の

家などの関係機関との連携を構築する必要がある。情報は
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国土地理院が HP に掲載した災害後のオルソ画像を貼り合わせて作った作戦図の活用状況
再確認した。
4.4. 生存救出の可能性
雪崩に埋まった人について、時間と共に生存率を調べた研
究によれば、図 23 のように主に窒息により生存が出来なく
なっていく。土砂は雪よりも密度が高いために、衝突時の衝
撃力及び埋没時の圧力が大きいことから、土砂災害に見舞わ
れた人は、衝撃による物理的損傷による死亡率はより高く、
また、
窒息の影響も、
より強く現れると考えられる。そのため、
土砂に巻き込まれてしまった人、特に水のある場所に埋まっ
た人の長期の生存は極めて厳しいといえよう。筆者らは土砂
災害における生存救出事例について収集しているが家屋の屋
根の下からのものが多く、その他、水の無い岩の間など呼吸
が確保できる場所で生存救出がなされている 13）。このことか

図 21 国土地理院の HP に掲載された災害前後のオルソ写
真に行方不明者の発生状況を示した地図。人名は画像
処理した。付箋の左肩の丸数字は不明者の人数。右の
数字はホワイトボードに一覧となっていた不明者の一覧
表の番号。

ら、生存者を救出するために次のような優先順位が考えられ
る。

時間の経過とともに質量ともに増える。特に、二次災害の原
因として警戒が必要な、河道閉塞による湛水については、土
砂災害防止法に国土交通省が緊急調査を行うこととされてお
り、このような情報を積極的に入手することが重要である。
後日判明したことであるが、幌内の二つの現場のそばを流れ
る日高幌内川の上流には、規模の大きな土砂災害が発生して
おり、そこでは河道閉塞が発生していたとのことであった（図
22）
。現地では、河床の勾配が緩く幅が広かったことから、
我々は気付くことができなかった。河川付近では上流に河道
閉塞の恐れがあることを認識して接近する必要があることを

図 22 幌内第二現場の上流に生じた土砂ダムとそれによる
湛水（2018 年 12 月 24 日撮影。京都大学防災研究所
王功輝准教授提供）
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４）新井場公徳・土志田正二・佐伯一夢：2014 年 8 月広島
市において発生した降雨停止後の土砂災害の要因と土砂
災害時の活動の安全確保に関する考察、消防研究所報告、
第 121 号、pp.1-8 (2016)
５）消防研究所：斜面崩壊現場の二次崩壊危険度予測手法
に関する研究報告書、消防研究所研究資料第 70 号、平
成 18 年 3 月
６）新井場公徳・田村裕之・杉井完治・喜多洋樹：岩手・宮
城内陸地震における斜面災害地での技術支援について、
消防研究所報告第 106 号、pp. 6-16 (2009)
７）新井場公徳・土志田正二・尾川義雄：土砂災害地での
図 23 カナダ（青色）及びスイス（黒色）における雪崩に巻
き込まれたあとの生存率の変化 点線はカナダのデー
12）
タのうち窒息によるもの

応急対応活動における危険性管理、日本地すべり学会誌、
第 54 巻 2 号、pp. 10-17 (2017)
８）新井場公徳・土志田正二・佐伯一夢：2014 年 8 月広島
市において発生した降雨停止後の土砂災害の要因と土砂

１）災害直後であれば、見える地表を全て検索する

災害時の活動の安全確保に関する考察、消防研究所報告、

２）屋根、車、家屋痕跡の間などの空間

第 121 号、pp.1-8 (2016)

３）岩などが集まっていて空間が大きく、かつ、水に満たさ

９）国土地理院：斜面崩壊・堆積分布図、国土地理院ＨＰ

れていない場所

https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H30-hokkaidoiburi-

４）上記以外

east-earthquake-index.html#10

今回の災害の場合は、発生した土砂災害について、崩壊

10）新井場公徳・土志田正二・尾川義雄：地震後の土砂災

の深さが深くとも 2、3m で土砂の厚さが限られていたこと、

害地での捜索救助活動の危険管理 , 第 55 回 ( 公社 ) 日本

岩の少ない土砂からなっていたこと、崩れた土砂内の水の量

地すべり学会研究発表会 , 2016.8.

が少なかったこと及び家屋の流送が短く早く見つかったこと

11）佐々恭二・李宋学：高速リングせん断試験機による地す

から優先順位付けは不要であったと見られるが、様々な形態

べり運動時の見かけの摩擦角の測定、地すべり、第 30 巻、

の土砂災害が発生した場合にはこのような考え方を準備して

第 1 号、pp.1-10.

おく必要があると改めて考えた。

12）Pascal Haegeli et al., “Comparison of avalanche
su r v iva l patter n s in Ca nada a nd Sw itzerla nd ”,

5．おわりに

Canadian Medical Association Journal, Vol. 183, No. 7,

土砂災害現場に限らず、大規模な自然災害の現場では、

pp. 789-795, 2011.

消防機関が通常扱う火災や事故よりも情報の不確実性が大

13）新井場公徳・土志田正二：土砂災害現場における生存

きくかつ長時間継続する傾向がある。そのような場合、状況

救出の可能性に関する考察，第 57 回 ( 公社 ) 日本地すべ

の把握、今後の推移に対する考察及び対応の優先付けが重

り学会研究発表会 , 2018.8.

要である。そのための安全管理に関する技術な課題及び空
間情報の活用法について考察した。本稿が、土砂災害対応

附表 2018 年北海道胆振東部地震に係る消防研究センター

における一つの事例として、参考になれば幸いである。

による土砂災害現場における技術支援に係る時系列

引用文献
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24：55 現場発

ト。調査及び評価の実施。

25：55

12：30

吉野地区発

9月9日

13：00

胆振東部消防本部。指揮支援隊に報告

07：40

胆振東部消防本部。活動状況の把 握（2 人不明

14：00

富里地区着。ドローンによる空撮実施。有人機多く、
08：10

吉野地区対岸。ドローンによる俯瞰撮影。有人機

10：10

胆振東部消防本部着。捜索状況確認（1 人不明

般の状況及び降雨があった場合の対応方針につい

10：35

桜丘地区の土砂災害現場の調査

の通行について。

思うように飛行できず。
14：50

富里地区発

15：15

吉野地区西端着。仙台市救助隊長とコンタクト。

15：50

胆振東部消防本部着。活動引き継ぎ会議へ出席
（全

宿舎着

吉野地区、幌内地区）
が多く、思うような飛行が困難
幌内地区）
。

て）
。

12：00 消防本部着

宿舎にて充電。営業を再開したコンビニにて、国土

12：40

消防本部発

地理院の災害前後のオルソ画像及び富里地区のド

13：00

吉野地区の西端に到着。調査開始

ローン空撮画像を印刷。

14：45

調査終了

胆振東部消防本部の緊援隊指揮本部へ画像提供。

15：00

消防本部着。活動状況及び道路通行状況の把握
（こ

16：30

消防本部。雨が本降りになる。幌内地区アクセス

9月8日

18：00

佐伯、
清水両研究官到着。土志田主任研究官離任。

08：00 胆振東部消防本部。活動隊の入れ替えの引き継ぎ。

20：30 明日の予定について、指揮支援隊長と相談

08：30 胆振東部消防発

20：50 宿舎

09：18

幌内地区到着。横浜市隊、東京消防庁隊とコンタ

9 月 10 日時

クト。

04：30 胆振東部消防本部。活動状況の把握（幌内地区 1

17：00

19：30

消防団へ行方不明者の家の画像上への同定を依
頼。
23：55

のころ渋滞が激しい）

活動終了

路が課題となっている。

09：45 西側（第一現場）通過

名発見。捜索活動中断）

10：35

東側（第二現場）到着。

11：00

ドローンによる空撮実施。危険性評価

11：40

秋田県隊長、横浜市隊、北海道警、陸自の代表者

04：45 吉野地区東端着。幌内地区に調査出向も道路補修
のため通行できず。富里地区まで徒歩調査
06：45 富里地区についてドローンによる空撮

とコンタクト。

07：25

吉野地区東端発

12：50

第二現場を出発

08：10

吉野地区西端着

13：40

第一現場到着。ドローンによる空撮実施。他機関

08：24 吉野地区の一部についてドローンによる空撮。

のドローンの飛行有り。

09：45 技術支援任務の解除の通知を受信

14：15

青森県隊長にコンタクト。

09：45 胆振東部消防本部。緊援隊指揮支援隊長、札幌

14：32

徒歩で帰路の途中、2 名の自衛隊員が「鉄砲水が

市道内隊指揮支援隊長及び厚真消防署長に離任

出た」と退避してくるのに会う。ドローンにて状況
確認。上流に小さな池 2 つを確認。青森県隊長、

16：00

の挨拶。
10：00

神奈川県警隊長、陸自及び空自の代表者にコンタク

拶。テックフォースに幌内の沢の湛水対策について

ト。

念押し。撤収（桜丘地区・朝日地区の土砂災害地を

胆振東部消防本部着。仙台市指揮支援隊長、道

調査後札幌へ）

内隊指揮支援隊長及び胆振東部消防署長、夜の
活動隊である宮城県隊長にコンタクト。
16：20

町役場にて胆振東部消防本部消防長に離任の挨

厚真町役場にてテックフォースに対応を依頼する
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以上

Report of National Research Institute of Fire and Disaster

No.128（2020）

Report of technical assistance to rescue activity in affected areas of
landslides due to 2018 Hokkaido Iburi-Tobu Earthquake (M6.7)

（Abstract）
Kiminori Araiba, Shoji Doshida, Hitomu Saiki, and Kohei Shimizu
（Accepted February 4, 2020）
Many landslides were triggered by the 2018 Hokkaido Iburi-Tobu Earthquake (M6.7) on September 6, 2018 and
claimed 41 lives in Atsuma Town, Hokkaido. This report describes technical advises by authors given to rescuers in
the field. The authors were dispatched to four sites of search and rescue activity from about 28 to 62 hours after the
main shock, assessed risks of each site and made advices concerning safety control. Field investigation both by foot and
by drone, consideration of potential secondary process of landslide and planning of countermeasures to the risks, such
as identification of position of potential failure, monitoring method etc., were done. Technical problems on the safety
assessment and utilization of geographical information are discussed.
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技術報告

火災現場における無人航空機を用いた情報収集方策に関する調査
清水幸平、新井場公徳、土志田正二、藤井皓介
（令和 2 年 2 月 10 日

受理）

火災現場において素早い情報収集と確実な実態把握は、消防活動の指揮判断を迅速に行う上で重要であ
り、上空からの俯瞰情報を取得できる無人航空機（以下、ドローン）の消防活動における活用が期待されて
いる。しかし、火災現場におけるドローンの使用実績は乏しく、消防活動時の活用方策について十分な整理
がなされていない。
本報では、火災活動中のドローン利活用の課題や有効性を抽出するために、消防吏員を対象に実施
したアンケート調査の結果について報告する。

１．はじめに

2.3 調査項目

火災現場において素早い情報収集と確実な実態把握は、

アンケート調査は以下の 3 つの項目について図１で示す手

消防活動の指揮判断を迅速に行う上で重要であり、上空か

順で実施した。

らの俯瞰情報を取得できるドローンの消防活動における活用

①火災現場における既存の情報収集に関する調査

が期待されている。消防本部を対象に実施したアンケート調

②消防本部におけるドローン利活用状況の調査

査（令和元年度 6 月 1 日時点）では全国 726 消防本部中

③ドローン利活用方策に関する調査

201 本部がドローンを保有しており（保有率 27.7%）
、その中、

またアンケートは対象者にアンケート用紙を配布し、回収

災害時にドローンを活用した実績のある消防本部は 139 本部

後に回答結果をとりまとめた。アンケート調査③は、警防科

（69％）であった1）。しかし、活用実績の中、最も活用されて

105 期生、街区火災想定訓練において撮影した図１中 A、B

いるのは火災調査で、同じ火災現場でも火災活動中の活用

の映像を見せた後にアンケートを実施した（2．4 実証実験）
。

実績は乏しく、消防活動時の活用方策について十分な整理

表１

がなされていない。
本報では、火災活動中のドローン利活用の課題や有効性

所属先

を抽出するために、消防吏員を対象にアンケート調査を実施
し、火災現場におけるドローンを用いた情報収集方策につい
て検討した。

年

齢

アンケート対象者の情報
47 都道府県の 115 消防機関
（消防本部及び県の消防学校）
41.5 歳（対象者 120 名の平均）

勤務年数

19 年（対象者 120 名の平均

※組織としての回答ではなく、個人の意見を収集

２．調査概要
2.1 調査目的
以下の内容について明らかにするべくアンケート調査を実
施した。
（1）消防隊が火災現場で実施している既存の情報収集につ
いて整理する。
（2）
（1）の結果を火災現場におけるドローンを活用した情報
収集と比較し、優位性があるか確認する。
2.2 調査対象
アンケート調査は、令和元年度の消防大学校警防科学生
（105 期生（60 名）・106 期生（60 名）
）120 名を対象に実施

図１

した。アンケート対象者の情報を表１に示す。
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2.4 実証実験
火災現場におけるドローンを用いた情報収集の有効性や課
題を整理するために、消防活動訓練時の隊長視点と上空か
らドローン視点を撮影し、映像を比較する実証実験を実施し
た。実験の条件を表３に、実験状況を図２から図４に示す。
表３

実験条件

訓練想定

街区火災想定（訓練時間 1 回 40 分）

実施日時

令和元年 7 月 17 日
（水）
１回目（13：30 ～ 14：10）
２回目（15：10 ～ 15：50）

実施場所

消防大学校屋外訓練場

訓練時の
人員配置

警防科 105 期 学生 60 名
活動隊：30 名
進行・現示・安全管理等：30 名

ドローン
運用人員

４名（操縦者、補助者、監視・安全管理
者 2 名）

撮影用
資器材

ドローン
DJI 社製

Phantom4 Pro V2.0

アクションカメラ
GoPro 社製 GoPro Hero7

図４

隊長視点の撮影状況（図中〇印：アクションカメラを
取付けたヘルメット）

３．調査結果
3.1 アンケート調査①
「火災現場における既存の情報収集に関する調査」の集計
結果を以下に示す。
（1）先着隊の隊長として建物火災の情報収集のために何を
見るか（選択式、複数回答可、有効回答数 118）
項目（何を見るか）

図２

ドローン操縦状況（図中〇印：ドローン）

回答数

割合

火炎

113

95%

煙

103

87%

建物構造等

103

87%

人

89

75%

建物位置

83

70%

玄関

73

61%

窓

71

60%

ガスボンベ

57

48%

水利（消火栓等）

50

42%

ベランダ

49

41%

屋根

40

33%

電柱・電線

36

30%

その他（※）

15

12%

※住所、車庫・車、自転車、ソーラーパネル、ホームタンク、
隣接建物の距離、周辺の道路状況、赤外映像（温度計測）
等
（2）3 大危険要因（人命危険、延焼危険、活動危険）を把
握するために何を見て、
何を確認するか（記述式、
重複あり、
有効回答数 118）
図３

アクションカメラ取付状況
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危険要因

何を見て

（5）高所からの情報収集では何を把握するために、何を見る

何を確認する

・火災建物周辺及び ・要救助者がいるか
（見えるか）
外観、開口部
・建物外観、周囲の ・在宅可能性、家族
構成（推定）
物、室内の照明
・火災建物周辺の人 ・関係者の有無、負
傷者の有無
（詳細に見る）

人命危険

延焼危険

活動危険

2020 年 3 月

・火災建物と隣接建 ・開口部の開閉状況、
離隔距離等
物（街区配置、距
・風向風速、延焼経
離）
路（方向）推定
・煙の流れ、火煙の
、
噴出、木や草の揺 ・出火元（出火箇所）
延焼領域の推定
れ
・火災建物
（ドア、窓、
開口部）
・火災建物の周囲（四 ・ 危 険 物 の 有 無
（LPG、 灯 油タン
方、火点一巡）
・建 物 構 造（ 屋 根、 ク、車等）
看板、外壁、ベラ ・落下物の有無、倒
壊危険の推定
ンダ）
・屋根（ソーラーパネ ・感電危険、架線障
害の有無
ル）、電柱・電線

か（記述式、重複あり、有効回答数 120）
何を把握する

延焼状況（出火建物及び隣 火 災建 物の焼 損、屋根の
棟の延焼状況）
燃え抜け
消防隊の活動状況（車両部 車両、ホースライン、隊員
署 位 置、 筒先 配 備、 隊の の場所と動き
配置）
災害程度・災害規模・災害 現 場 付近、全 体、火 煙の
実態
状況
3.2 アンケート調査②
「消防本部におけるドローン利活用状況の調査」の集計結
果を以下に示す。
（1）対象者の消防機関におけるドローン保有状況（選択式、
有効回答数 120）
項目

（3）火災現場における地上からの情報収集に課題はあるか
（選択式、複数回答可、有効回答数 120）
項目

回答数

割合

火点一巡ができない場合がある

94

78%

火点一巡に時間を要する

80

66%

地上からでは見えない部分がある

79

65%

活動中の隊員から離れる

73

60%

その他（※）

2

1%

課題はない

0

0%

何を見る

回答数

割合

保有している

43

36%

保有していない

71

59%

保有していないが委託している

6

5%

（2）ドローンを保有・委託している消防機関（49 所属）にお
けるドローン活用状況（選択式、有効回答数 49）
項目

※部隊（人員）が少数の場合、他の活動（ホース延長等）
を優先しなければならない

回答数

割合

実災害で活用

29

59%

訓練演習のみで活用

11

22%

活用なし

7

14%

わからない

2

4%

（3）ドローンを活用している消防機関（40 所属）におけるド
ローン活用実績（選択式、複数回答可、有効回答数 40）

（4）高所からの情報収集の実施状況（選択式、複数回答可、
有効回答数 120）
項目

回答数

項目

割合

実施したことがある

37

31%

実施したことがない

83

68%

高所からの情報収集方法（実施あり 37 名の回答）
隣接建物を活用

22

59%

消防防災ヘリを活用

14

37%

はしご車を活用

13

35%

その他（※）

7

18%

※ドローンを活用、高台から収集、橋の上から収集

火災現場

回答数
19

割合
48%

火災以外の災害現場（※）

18

45%

火災想定の訓練・演習

12

30%

火災以外の想定訓練・演習（※※）

21

53%

※土砂災害、水難・交通救助、捜索、等
※※山岳、河川、多数傷病者、津波避難、等
（4）火災現場におけるドローンの有効と考えられる使用目的
（選択式、複数回答可、有効回答数 110）
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項目

回答数

割合

有効であると思うが、人員等によりなかなか難しい

鎮圧・鎮火後の調査

73

66%

指揮本部での映像共有

56

50%

火災初期の情報収集

51

46%

消防活動時の安全管理

38

34%

残火処理中の情報収集

35

31%

飛火警戒

33

30%

火災現場では活用できない

2

1%

その他（※）

13

11%

消火活動をしないでドローン操縦している職員を住民が見
てどう思うか？（住民の理解が得られない）
空撮映像を解析する人員がいない
安全性の課題（火煙の影響、夜間、強風・雨天時等）
（2）火災初期における消防活動時のドローン活用の有効性
（選択式（選択理由を記述）
、重複あり、有効回答数 84）
項目

※活動後の事後検証、指令センターとの映像共有、不明、
検討中等
（5）火災現場におけるドローン利活用の課題（選択式、複数
回答可、有効回答数 120）
項目

回答数

割合

火災現場ではドローンを飛行させる
人員・時間に余裕がない

88

73%

火災現場で安全に飛行できるかわ
からない（火や煙の影響で墜落し
ないか明確でない）

66

55%

ドローンをどう使えば有効か整理
できていない（火災現場で何を空
撮するか明確でない）

29

24%

その他（※）

30

25%

※別の活動を優先、保守点検、技能維持、法規制、費用、
夜間運用、放水の影響、プライバシー、映像共有、墜落
のリスク、飛行時間（バッテリー）、等

回答数

割合

有効である

82

98%

有効でない

2

2%

有効である理由
活動前にとイメージを共有できる（活動統制が図りやすく
隊員も活動しやすい）
火災建物を俯瞰的に見ることができれば早期に戦術を選
択することが可能になる
手薄な箇所へ効率的にホースを延長できる
映像情報を少しでも得られると必要な資器材を用意でき、
安全に活動ができる
有効でない理由
ドローンの空撮が初動の段階で実施されるのかは疑問で
ある
人員に余裕がない（映像解析に時間がかかる）
人命救助・延焼防止を迅速に行うには飛ばす余裕がない
（人命救助最優先）
自分の足と目で確認する必要がある（画面ごしの情報だけ
では不足）

3.3 アンケート調査③
「ドローン利活用方策に関する調査」の集計結果を以下に

（3）実証実験の空撮映像から建物火災現場で有効と考えら

示す。

れるドローン使用目的は何か（記述式、重複あり、有効回
答数 84）

（1）火災初期における指揮活動時のドローン活用の有効性
（選択式（選択理由を記述）
、重複あり、有効回答数 84）
項目

回答数

割合

有効である

82

98%

有効でない

2

2%

何を把握するために

何を見るか

火点と周辺の延焼状況（延 街区状況、建物配置、炎・
焼危険、延焼方向、飛火等） 煙、 煙 の 流 れ、 屋 根 の 燃
え抜け等
活動・作業危険
立地・高低差、建物構造、
（活動障害、危険物の有無 死 角、 屋 根（ ソ ー ラ ー パ
の確認）
ネル）等

有効である理由

活動状況
指令番地付近の建物・道
（車両部署位置、筒先配備 路、立地・高低差、車両、
位置の確認）
ホースライン等

地上からは見えない俯瞰的な情報を迅速に収集できる
全体図を早期に把握でき、消防戦術が練りやすくなる
広範囲・死角が多い現場で初期対応や火災の進行状況を
把握することができる

（4）実証実験で撮影した図４で示す６項目について地上情

無線情報だけを活用した活動と比べ、ドローン映像を見
ることで的確な指揮が行える

情報は何か（
（選択式（有効性を 4 段階（◎ : とても有効で

有効でない理由

報と空撮情報を比較してドローン映像が有効だと思われる
ある、〇 : やや有効である△ : あまり有効でない、× : まっ
たく有効でない）で評価）
、有効回答数 84）
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項目①

指令番地付近の周辺情報

隊長視点（地上）

ドローン視点（上空 150m）

ड़ࢨྫॽ

ஏਦๅ


空撮情報の有効性評価：◎：40 人、〇：32 人、△：12 人、×：0 人
項目②

火点周辺の建物配置

隊長視点（地上）

ドローン視点（上空 70m）

空撮情報の有効性評価：◎：68 人、〇：14 人、△：2 人、×：0 人
項目③

車両部署位置・ホース延長状況

隊長視点（地上）

ドローン視点（上空 60m）

空撮情報の有効性評価：◎：55 人、〇：25 人、△：4 人、×：0 人
項目④

活動状況及び延焼状況

隊長視点（地上）

ドローン視点（上空 40m）

空撮情報の有効性評価：◎：60 人、〇：23 人、△：1 人、×：0 人
― 17 ―
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項目⑤

人命危険、活動作業危険

隊長視点（地上）

ドローン視点（上空 30m）

空撮情報の有効性評価：◎：32 人、〇：35 人、△：16 人、×：1 人
項目⑥

隊員の安全管理

隊長視点（地上）

ドローン視点（上空 20m）

空撮情報の有効性評価：◎：31 人、〇：44 人、△：9 人、×：0 人
図４

消防活動訓練時における地上情報と空撮情報の比較（空撮情報の有効性評価）
4.3 アンケート調査③

４．まとめ

火災現場において、ドローンを活用することで地上からは

4.1 アンケート調査①

見えない上方や俯瞰的な情報を収集することができ、またそ

火災現場における情報収集において、多くの情報を把握す

の映像を活動隊で共有できるメリットがあることがわかった。

るために、火点周囲の確認が必要であり、既存の地上から

しかし、現状はドローンを活用する人員に余裕がなく（人命救

の情報収集では、時間がかかることや、全てを確認できない

助等の他の活動を優先している）
、また映像だけでは十分な

場合があることがわかった。また、情報収集のために活動中

情報が得られない（自分の目で見ることが必要な場合もある）

の隊員から離れることも安全管理上、課題になっていること

という課題も確認できた。

がわかった。

また、実証実験の空撮映像から建物火災現場で有効と考

現状では高所からの情報収集はあまり実施されていないこ
とがわかった（対象者の約 7 割が実施なし）
。

えられるドローン使用目的についてより具体的な意見を抽出す
ることができた。

4.2 アンケート調査②

消防活動訓練時における隊長視点とドローン視点の比較で

火災現場におけるドローン利活用の課題は「人員・時間に

は、火災現場でドローンを活用する情報収集において、
「火

余裕がない」が最も多く、次いで「火災現場で安全に飛行で

点周辺の建物配置」
、
「活動状況及び延焼状況」
、
「車両部署

きるかわからない」が多いことがわかった。また火災現場に

位置・ホース延長状況」を把握できる飛行高度 70m ～ 40m

おけるドローンの有効と考えられる使用目的は「鎮圧鎮火後

で空撮した空撮情報の有効性が期待されていることがわかっ

の調査目的」が多いことがわかった。

た。

現状の火災現場では、人員・時間等の活用コスト（または
安全性の不安）が課題となり火災調査以外での利活用が進

５．おわりに

んでおらず、火災活動中のドローンの有効性・課題について
十分な整理がなされていないことが確認できた。

本報では、火災活動中のドローン利活用の課題や有効性
を抽出するために、消防吏員を対象に実施したアンケート調
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査の結果について報告した。
調査の結果、火災現場において有効なドローン活用は火
点周辺の建物配置、活動状況及び延焼状況、車両部署位置・
ホース延長状況の把握であることがわかった。
火災現場において効果的・効率的なドローン情報収集方策
を構築するためには、現状の消防活動時における情報収集
の方法・効果・課題等と比較し、現場活動の課題を改善す
る手段の 1 つとして、ドローンの利活用について検討する必
要がある。
謝辞
本研究の調査にあたり、消防大学校警防科 105 期、106
期生及び担当教官から多大な協力を得ました。ここに記して
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１）消防庁消防・救急課：無人航空機の災害時における活用
状況等調査について，消防の動き，20 年 2 月号，pp.1112（2020）
.
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Investigation of the Information Gathering Policy in Fire Scenes
by an Unmanned Aerial Vehicle

（Abstract）
Kohei Shimizu, Kiminori Araiba, Shoji Doshida and Kosuke Fuji
（Accepted February 10, 2020）
It is important to collect information quickly and accurate understanding of the situation at the fire scenes. It
is expected to utilize Unmanned Aerial Vehicles （UAV） that can obtain bird’s-eye view information from the sky in fire
fighting activities.
However, the use record of UAV at the fire scenes is poor, and measures for utilizing it during fire fighting
activities have not been sufficiently organized.
In this report, we report the results of a questionnaire survey conducted for firefighters in order to identify the
issues and effectiveness of UAV utilization during fire fighting activities.
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説

階段における避難群集の流動と消防活動の相互影響に関する研究
藤井皓介
（令和 2 年 2 月 18 日

受理）

高層建築物等多数の在館者を擁する施設の火災時において、大量の在館者が避難中の階段を消防隊
員が火災階への移動等活動に使用する場合がある。このような状況は、消防活動および避難時間の遅延
に繋がる可能性が高い。本研究は、階段における避難群集の流動と消防隊による消防活動の相互影響を、
実空間を用いた被験者実験に基づき把握した。被験者と現職の消防職員が実際の階段で移動した実験を実
施した結果、階段内における避難群集の流動量と消防隊員の移動速度は、避難群集の降下状況と消防隊
の移動箇所により異なる結果となった。本結果は、避難や消防活動に掛かる時間の算出や計画の作成にお
ける一助となると考えられる。
１．はじめに

名と避難者として一般より募集した 40 歳以下の成人健常者

高層建築物や大規模複合施設等、多くの在館者を擁する

72 名が実験に参加した。実験場所は消防研究センター総合

施設からの実際の避難時には、大量の避難者により、屋内

消火研究棟の屋内階段（踏面 290 mm、蹴上 177 mm、蹴

外共に混雑状況になる可能性がある。特に、階段室内は避

込 18 mm）を使用した（図 1）
。

難者による混雑や消防活動を考慮した広さについて、設計

実験では、避難者と消防隊両者の移動方向に加えて、避

時には考慮されていない。これにより、消火・救助等の消防

難者の流動形態および階段占有状況と消防隊の活動内容を

活動が困難になるほか、避難経路上における消防活動が避

実験条件として設定し、
状況設定に従い組み合わせた
（表 1）
。

難経路を塞ぎ避難を阻害する可能性もある。2001 年の米国

実験手順として、以下の①〜④を実験全体の総試行回数と

WTC テロ事件や 2017 年の英国高層住宅火災で避難者の

して 35 回繰り返し、状況をビデオカメラ撮影により記録した

いる階段で消防隊が活動する状況が報告されている。避難

（図 2）
。

行動と消防活動が双方に与える影響について、現在の避難
計画及び消防活動では反映されていない。多層階の階段に

① 避難者と消防隊を所定の階まで誘導する。

おける群集の流動性状について、実験 1-4, 7 や調査 5, 6, 9, 11-13、

② 避難者と消防隊を初期位置に整列させる。

計算

8, 10

を通し、これまで研究が行われてきたが、上記の様

③ 合図とともに避難と消防活動を開始させる。

な状況について検討したものはない。両者を横断した評価方
法作成のためには基礎資料として実態を把握する必要がある。
本研究は、階段における避難群集の流動と消防隊による
消防活動の相互影響を、実空間を用いた被験者実験に基づ
き実証的に把握することを目的とする。 実験により得られた
消防隊の移動速度と避難者の流動量を基に相互影響の把握
を行なった。
２．階段避難時消防活動実験
本実験は、階段において避難群集と消防隊が逆方向に移
動する場合の両者の行動と基礎となる各単体の行動を把握
するため、多層階を有する施設の火災避難時を想定し、実
空間において避難者と消防隊 1 隊（4 名）の両者に階段を
移動させた（表 1）
。消防隊員として横浜市消防局の職員 8
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難者の先頭を合流させるため、2F 避難者への実験開始の
合図は、3F 避難者の先頭が両階の中間踊り場の中央「開始
判断ライン」通過時に行った（図 1）
。また、避難者と消防隊
の両者が移動する場合は、両者の階段室入退室がお互いに
影響を与えない様、避難者が階段を降下し終わる前に消防
隊が階段の段部に到達する必要がある。消防隊初期位置の
直近に設定した中間踊り場中央の「開始判断ライン」を避難
者が通過した時に消防隊に開始の合図を出した。
各隊員は、個人装備（防火上衣・防火ズボン・防火靴・防
図２

実験映像例

気呼吸器（面体・ボンベ）10 kg1 式、小綱 0.5 kg 1 本を必
ず身につけた（図 3）
。消防ホース等の資機材は隊内で分担し

㈨ᶵᮦ
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㔜㔞䠄ྜィ䠅
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㻥㻚㻜㼗㼓
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て運搬した。なお、ダミー人形は救助活動を行う実験条件
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時間に基づき試行毎に算出した移動速度を平均し、各ケース
における消防隊の移動速度 [m/s] を算出した（表 1）
。計算に
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図３

火手袋・防火帽）6.5 kg を完全着装状態とし、このほか空
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３．消防隊の移動速度

用いた移動距離は段部と踊り場の合計とした。階段段部に

消防隊員の装備及び運搬資機材

ついては段鼻同士を結んだ斜め方向の距離を用い、踊り場
については形状に沿って直角に描いた「直線」と円弧状に描
いた「曲線」の 2 通りを用いた。なお、消防隊が階段内側

④ 避難者と消防隊員の全員が避難階と火災階の階段室

もしくは外側を通る場合はそれぞれの端から幅の 4 分の 1 の

を退出した後、合図により実験を終了する。

距離を保った線上、その他の場合は階段中央を経路とした
距離を用いた。

2F と 3F の避難者が合流する場合、踊り場において両避
表１

実験条件一覧及び消防隊の移動速度

㻌
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消防隊が階段を上昇する条件を比較すると、単独で移動

本報では、特に階段内で混雑や滞留が生じやすい合流状

する A1 が最も高くなる。避難者がおり消防隊が移動のみを

況下の条件として、B2、C4、D2、D3 を扱う。また、ホー

行う他のケースと比較して、D3 を除き、直線の場合で少なく

スを敷設した条件 F1、F2 のうち、活動時における消防隊の

とも 0.17 m/s 高くなる。消防隊の移動速度に対する避難者

上階への移動状況が D2 と近い F2 を扱う。

の影響が見て取れる。D3 は A1 とほぼ同様の値をとり、避

条件毎に、1 階踊り場に到達した避難者の平均流動量を

難者が外側を 1 列で移動する D1、D2 より高い。D3 では避

算出した（図 5）
。B2 以外の消防隊が活動を行なった条件に

難者が階段内側を 1 列で移動したため消防隊は外側を移動

ついては、消防隊が 1 階段部に進入してから 3 階踊り場に

した。消防隊員より階段外側の方が移動しやすいとの報告

到達するまでの値を求めた。消防隊員が活動を行った条件

があったことからも、階段外側の移動が避難者による速度低

における流動量は、避難者だけが歩いた条件での流動量よ

下を軽減したと言える。

りも低い。避難者の流れが消防隊員の活動の影響を受けた

ホースを敷設する F1、F2 の移動速度は敷設方法による

ことがわかる。避難者が階段内側を 1 列で移動する D3 の

大きな違いはない。また、避難者が同様に外側を 1 列で降

移動速度は、避難者と消防隊員の両方が階段で移動する条

下し消防隊は移動のみ行う D1、D2 と比較して速度が低くな

件の中で最も高かった。一方、避難者が自由歩行を行う C4

る。両者の平均値を比較すると敷設により 0.10 m/s 程の低

の流動量は、1 列で移動する D2、D3 の流動量よりも高い。

下は生じる可能性がある。要救助者を搬送する A3-1、A3-2

C4 では、消防隊は自身の移動経路を作るため避難者をよせ

の移動速度は段部において同様の値となり差は見られない。

る必要があり、その間は避難者の流れが低下する。しかしな

ただし、1 名で搬送する A3-1 は搬送開始前に踊り場にいる

がら、消防隊の通過後、避難者は自由に歩くことができるた

要救助者の段部への移動、装備の解除、背負いに 41 秒掛

め、消防隊が通過した後に流動量が回復したと考えられる。

かっており、踊り場において 2 人で抱えてそのまま搬送を開
始するA3-2と比べ、
救助全体として時間を要する。このため、
階段室内における移動速度としては、A3-2 の方が A3-1 より
も高くなる。
消防隊単独で降下する A2 の速度は単独で上昇する A1 よ
り 0.10 m/s 高く、一般的な歩行同様、降下する方が速くなる。
また、避難者が内側 1 列で上昇する G2 は A2 より 0.10 m/s
程低下しており、避難者の存在が消防隊の降下速度に影響
を与えることが推察される。消防隊が階段を上昇するケース
A1、D3 では速度が同等となったのに対して、降下する A2、
G2 は速度に差が生じている。降下時は重力に従って移動す
るため速度が上昇しやすい。A2 は、避難者との接触を考慮
して降下中に速度を制限する必要がないため、降下中にさら

図５ 1 階踊り場における避難者の平均流動量

に速度が上昇したと考えられる。

消防隊員が階段の内側に沿ってホースを敷設した F2 の移

４． 避難者の流動量

動速度は、避難者と消防隊の移動経路が同じ D2 よりも 約

実験 開口部ならびに段部と踊り場の境界を計測断面と

0.1m / s 低い。一方で、両条件における流動量に差は見ら

し、撮影映像を用いて当該断面を通過した被験者の時刻を

れなかった。ホースを敷設するため、移動速度が低下したと

目視により抽出した。これに基づき各段面における 1 秒ごと

考えられる。
各条件について計測断面毎に避難者の平均流動量を求め

の通過人数を計測し、それぞれの流動量を算出した。

た（図 6）
。F2 を除く条件では、2 階踊り場において段部を
降下してきた避難者と開口部から入室してきた避難流による
合流が発生した。合流による滞留が生じ、後続の流動を伝
播したことで、2 階から上の計測断面における流動量が階下
の流動量よりも低くなったと考えられる。なお、流動量低下
の傾向は条件によって異なる。B2 および C4 の 3 階におけ
る流動量は、合流後の 1 階から 2 階への流動量よりも高かっ
た。対して、避難者が 1 列に並んだ他の条件（D2、D3）に
図４

計測断面

おける 3 階の流動量は合流後の流動量よりも低かった。避
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難者が自由歩行を行う B2 および C4 では、すべての避難者

５． 考察

が滞留発生前に 3 階踊り場に入ったことで、流動量は減少し

同じ階段において避難群集の降下と消防隊の上昇が行わ

なかったと考えられる。避難者が 1 列で移動する D2 および

れる際、避難者が通る場所によって両者の速度が異なること

D3 では、避難者は連続して降りるため、2 階で合流が発生

が示唆された。消防隊員が活動を行った条件での流動量は、

する前に 3 階踊り場に入ることができず、減速や停止が生じ

避難者のみが階段を降下した条件よりも低かった。避難者が

たことを映像により確認している。

消防隊のために道を空けたことによる流動量の低下は、消

B2、C4 間の流動量にも差が見られる C4 の流動量は、

防隊通過後には解消するが、その間に避難者の流動量は減

すべての計測断面において B2 の流動量よりも低かった。ま

少する。避難者の流れが消防隊員の活動の影響を受けたこ

た、B2 の 2 階から 3 階に繋がる階段の流動量は、3 階に近

とが要因と考えられる。

づくにつれ C4 の流動量よりも増加した。C4 では、消防隊

また、避難者が階段内側もしくは外側に沿って降下する場

が階段を移動したため、2 階の踊り場の合流に加えて消防隊

合と自由歩行する場合の流動量の差は約 0.1 人 /s となり、

と避難者の対向によって混雑が発生し、これにより流動量

極めて大きな差とは言えない。1 階の階段室出入口と実験で

が低い状態が維持されたと考えられる。避難者が自由歩行

使用した階段の幅はほぼ同じであったことから、出入口の幅

を行なった場合、消防隊の移動が流動量に影響を与えると考

による影響ではなく、避難群集の移動効率によるものと考え

えられる。

られる。両者の移動経路を明確に区分した方が、避難者と

各階について比較すると、C4 の流動量は、D2 および D3

消防隊員が同時に階段を使用する場合、避難者の混雑予防

の流動量よりも高かった。上記の 3 ケースはいずれも消防隊

と消防隊の活動効率を考慮したものと言える。ただし、消防

が避難者と反対方向から階段を上昇するが、このうち C4 で

隊員の移動速度は、避難者の群集が降下する際、消防隊が

は消防隊が避難者を端によせながら移動する必要があった。

階段の外側に沿って移動するか内側に沿って移動するかに

道を譲った避難者の流動にはボトルネックが生じ流動量が低

よって異なる。消防隊が階段外側に沿って上昇し、避難者

下したが、消防隊通過後は自由歩行が可能となったことから

が内側に沿って降下する条件における消防隊の移動速度は、

避難者の流動量は回復したと考えられる。一方、D2、D3 で

避難者と消防隊が同時に階段内を移動する他の場合よりも

は、避難者が消防隊のために道を譲る必要がなく、消防隊

速いことに加えて避難者がいない場合の速度に近似してい

の移動による混雑は生じなかった。流動量は、消防隊員が

る。このことから、避難者が内側を使用し、消防隊が外側

通過する前後で変化しなかったと考えられ、避難者が階段を

を使用することは、消防隊が移動のみを行う際において、避

1 列で進むことが、流動量が C4 より低くなったことの要因と

難者は滞留なく、消防隊は円滑に移動することが可能となる。
これまで、多数の在館者の避難により混雑が予想される

言える。
F2 では 2 階踊り場における合流はなく、避難者全員が

階段における避難群集の流動と消防隊活動の相互影響は明

3 階から止まることなく階段の吹き抜けに入った。このため、

らかにされてこなかった。現在の避難計画及び消防活動で

D2、D3 とは異なり、2 階から上と 2 階より下の計測断面に

は反映されていない両者を横断した評価方法作成も、今後、

おける流動量に差はない。 2 階より下の階では、F2 の流動

必要となることが予想される。本報で示した結果は、避難や

量は D2、D3 に近かった。避難者の流動量は、ホースの敷

消防活動に掛かる時間の算出や計画の作成における一助と

設による影響を受けなかったことがわかる。

なると考えられる。
６． まとめ
本研究は、階段における避難群集の流動と消防隊による
消防活動の相互影響を把握することを目的とし、実空間にお
いて、避難群集と消防隊員を移動させる被験者実験を実施
した。実験により得られた消防隊の移動速度と避難者の流
動量に基づき、両者の相互影響を把握した。
（1）消防隊が活動を行なった場合、避難者の流動量はその
歩行状態に関わらず避難者のみが降下した場合の流動量
よりも低下した。
（2）消防隊が階段を上昇し、避難者が 1 列になって階段を
降下する状況において、避難者が階段内側で列を作った
場合と外側で列を作った場合における避難者の流動量に

図６

差は生じない。

各計測断面における避難者の平均流動量
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（3）消防隊員が階段内側に沿ってホースを敷設する中で 1 列

people on stairs during fire evacuation drill ―Japanese

になって階段外側を降下する避難者の流動量は、消防隊

experience in a highrise office building, Fire Safety
Science, pp. 553-540, 1986

が階段上昇のみを行なった場合と比較して変化はない。
（4）避難者が階段を自由歩行で降下し、消防隊が上昇する

7

Proulx, G.: Evacuation time and movement in apartment
buildings. Fire Safety Journal, 24（3）, pp. 229-246,

場合における避難者の流動量は、消防隊が通過後、両者

1995

の対向による滞留が解消するため、階段を 1 列で下りる場
合よりも高くなると考えられる。一方、前者における移動

8

Hoskin s , B. L ., a nd Milke, J. A .: Dif ferences in
measurement methods for travel distance and area for

速度は後者における速度よりも低い。

estimates of occupant speed on stairs. Fire Safety

（5）避難者が階段内側に沿って 1 列で降下し、消防隊員が

Journal, 48, pp. 49-57, 2012

階段の外側に沿って移動する場合における、消防隊の移
動速度は、避難者と消防隊員の両方が移動する他の場合

9

Peacock, R.D., Hoskins, B.L., and Kuligowski, E.D.:
Overall and local movement speeds during fire drill

における移動速度よりも高い。

evacuations in buildings up to 31 stories. Safety

（6）避難者が階段外側に沿って 1 列で降下する間に消防隊

Science, 50（8）, pp.1655-1664, 2012

が消防ホースを階段内側に沿って敷設しながら上昇する消
防隊員の移動速度は、避難者が同じ状況で消防隊が階段

Ronchi, E., Reneke, P. A., Kuligowski, E. D., and

10

Peacock, R. D.: An analysis of evacuation travel paths

上昇のみを行う場合の速度よりも低い。

on stair landings by means of conditional probabilities,
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避難者の平均流
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Study on Influences between Evacuation Flow and Firefighter’s
Movement in Stairwell

（Abstract）
Kosuke Fujii
（Accepted February 18, 2020）
The firefighters may move on the stairs of the buildings, when many evacuees are moving toward outdoor for
safety in the event of a fire in a high-rise building, like the September 11attacks and Grenfell Tower fire.   When
the firefighters carried out their activities while the crowd are moving in the staircases, the evacuees need to make
way for the firefighters or the firefighters have to stop due to the evacuee’s congestion.   Above situations make the
firefighting activities and evacuation more difficult.  This paper focuses on influences between the evacuee’s crowd flow
and the firefighter’s movement in a stairwell.  This study used the results of the experiments in which the participants
as evacuees and the incumbent firefighters moved in the real building.  The flow rate of evacuee’s crowd flow and the
walking speed of firefighters were varied according to where they moved in the staircase.  The results of this study
will be useful for calculating the time or making the plan for evacuation and firefighting.
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