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1. はじめに 

高層建築物や大規模複合施設等、多くの在館者を擁する施設からの実際の避難

時には、大量の避難者により、屋内外共に混雑状況が発生する可能性がある。建

築物の設計段階における火災時の避難安全性は、建築基準法に基づき新・建築防

災計画指針または避難安全検証法に基づく避難計算により評価される。寸法等の

仕様とともに上記避難計算に基づく空間設計が求められるが、階段室内について

は避難者による混雑や消防活動を考慮した広さが確保されていない。これによ

り、消火・救助等の消防活動が困難になるほか、避難経路上における消防活動が

避難経路を塞ぎ避難を阻害する可能性もある。 

これまで、国内外において高層建築物の火災とこれに伴う避難の事例が発生し

ている。2001 年の米国 WTC テロ事件や 2017 年の英国グレンフェルタワー火災に

おいて避難者のいる階段で消防隊が活動する状況が報告されている。国内におい

ても、2011 年の東日本大震災の折、超高層ビルにおいてスタッフが火災状況の確

認のために混雑した階段を上昇した事例が報告されている。火災時の消防活動と

して、出火階の下層階を活動拠点とすることが基本とされ、この場合、避難者の

経路確保のため附室等を使用するとしても階段を上昇する必要がある。また、地

震後の火災等において非常用エレベーターを使用できない場合、多数の避難者の

いる階段を通って消防活動を行う可能性も考えられる。多数の在館者が存在する

施設において、避難行動と消防活動が双方に与える影響を考慮した避難計画及び

消防活動が必要と考えられる。多層階の階段における群集の流動性状について、

実験 1–5 や調査 6–11、計算 12, 13 を通し、これまで研究が行われてきたが、上記の様

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。 
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本研究は、階段における避難者による群集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。本報では、実験により得られた上昇する消防隊の移動速度ならびに降下する

避難者の流動量に基づく各移動状況の解析を通して、相互影響の把握を行う。 

 

2. 階段避難時消防活動実験 

2.1 実験概要 

本実験は、階段における避難群集と消防隊の移動状況を把握することを目的と

する。このため、多層階を有する施設の火災避難時を想定し、実際の建築物内に

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）。なお、

設計時の避難安全性が担保されている場合、火災発生時における実際の避難にお

いても火災による延焼拡大は防火区画により抑制され、安全区画の先にある避難

階段を通過する多くの避難者は火や煙の影響が少ない状況で避難することが予測

される。この前提のもと、本実験では、火煙の影響を受けずに避難する状況を想

定する。 

実験日時：2017 年 10 月 17 日（火）9:00〜17:00 

実験場所：消防研究センター総合消火研究棟 屋内階段（図 1） 

実験空間である消防研究センター総合消火研究棟の屋内階段（踏面

290 mm、蹴上 177 mm、蹴込 18 mm）は階段幅 1200 mm、踊り場幅 1300 

mm を有し、高層建築物等不特定多数の在館者を有する建築物における

階段幅および踊り場幅の最低寸法である 1200 mm の幅を有する。 

被計測者：消防隊 8 名（横浜市消防局）/避難者（40 歳以下の成人健常者）72 名 

本実験は、階段における群集流動を再現するため、歩行に支障のな

い成人健常者を一般より募集し、選定した。 

2.2 実験方法 

実験では、避難者と消防隊両者の移動方向に加えて、避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）。実験手順として、以下の①〜④を実験全体の総試行回数とし

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（図 2）。 

①  避難者と消防隊を所定の階まで誘導する。 

②  避難者と消防隊を初期位置に整列させる。 

③  合図とともに避難と消防活動を開始させる。 

④  避難者と消防隊員の全員が避難階と火災階の階段室を退出した後、合図によ

り実験を終了する。 
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2F と 3F の避難者が合流する場合、踊り場において両避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・防火手袋・防火帽）6.5 kg を完全着装状態とし、このほか空気呼吸

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て運搬した。 

 

図 1 被計測者の初期位置と実験開始のタイミング 

 

 

合流の有無 階段内移動状況 移動方向 活動内容 移動方向

A1 消防隊のみによる移動 - - - 移動のみ 1F→3F 2

B1 なし 3F→1F 4

B2 あり 3F+2F→1F 2

C2 なし 3F→1F 2

C4 あり 3F+2F→1F 2

D1 なし 3F→1F 1F→3F 3

D2 3

D3 内側1列 3

E 静止避難者への消防隊の突入 あり
静止

（2列で整列）
3F+2F→1F 移動のみ 1F→3F 2

F1 鉛直方向に敷設 1

F2 階段に沿って敷設 1

避難者と消防隊の対向（すれ違い）
あり

消防隊によるホース敷設 なし

避難者のみによる移動 -

避難者と消防隊の対向（交錯）

ケース 状況設定
避難者 消防隊

自由歩行

自由歩行 移動のみ 1F→3F

-

試行回数

1F→3F

1F→3F3F+2F→1F

3F→1F外側1列

外側1列
移動のみ

表 1 実験条件一覧 
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図 2 実験映像例 

 

  

 

 
図 3 消防隊員の装備及び運搬資機材 

A1 消防隊のみ B1,2 避難者のみ C1,2 対向（交錯） D1,2 対向（すれ違い, 避難者外側1列）

E 静止避難者への消防隊突入 F2 ホース 敷設（階段沿い）D3 対向（すれ違い, 避難者内側1列） F1 ホース 敷設（鉛直方向）

資機材 隊にける運搬総数 重量（1つあたり） 重量（合計）

消防ホース　口径60㎜ 2 9.0kg 18.0kg

消防ホース　口径40㎜ 2 6.0kg 12.0kg

エンジンカッター 1 11.0kg 11.0kg

携帯投光器（ライト） 2 1.4kg 2.8kg

ホース搬送バンド 1 0.5kg 0.5kg

双口媒介 1

縮小媒介（65㎜→40㎜） 2

ガンタイプノズル 1 2.4kg 2.4kg

ロープ　30ｍ 1 3.0kg 3.0kg

4.0kg(1式) 4.0kg
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3. 避難者の流動量と消防隊の移動速度 

実験において上部より撮影した映像を用いて、階段内を移動した避難者および

消防隊の移動状況を観測する。開口部と踊り場ならびに段部と踊り場の境界を計

測断面 L とし、当該断面における被計測者の通過時刻を抽出する（図 4）。通過

時刻を用いて、各分析で必要とする避難者の流動量および消防隊の歩行速度を測

定する。 

 

 

図 4 被計測者の通過計測断面 L 

 

3.1 消防隊の移動速度 

消防隊が階段室に進入してから火災階で退出するまでの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（図 5）。計算に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

直角に描いた線上の距離を用いた。なお、消防隊が階段内側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。 

全ケースの中で、単独で移動する 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の影響が見て取れる。D3

は A1 とほぼ同様の値をとり、避難者が外側を 1 列で移動する D1、D2 より高い。

D3 では避難者が階段内側を 1 列で移動したため消防隊は外側を移動した。消防隊

員より階段外側の方がボンベ等の避難者への接触を避けやすく移動しやすいとの

報告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下を軽減したと

言える。 

L 1

L 1.2

L 1.4 L 1.6

L 2.2

L 2.4 L 2.6

L 1.8

L 2

L 2.8

L 3
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ホースを敷設する F1、F2 の移動速度は敷設方法による大きな違いはない。ま

た、避難者が同様に外側を 1 列で降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 程の低下は

生じる可能性がある。 

3.2 避難階到達時における避難者の流動量 

各ケースについて、計測断面 L1.2 における１秒ごとの通過人数を用いて、1 階

踊り場に到達した避難者の平均流動量を算出した（図 5）。B1、B2 以外の消防隊

が活動を行なった条件については、消防隊が 1 階段部に進入してから 3 階踊り場

に到達するまでの値として、消防隊の最後尾が L1.2 を通過後、先頭が L2.8 を通

過するまでの値を求めた。これにより、避難者が階段降下中に消防隊全体の移動

による影響を受けている状況下での値を求めた。 

 

 

図 5 1 階踊り場における避難者の平均流動量 

 

消防隊員が活動を行ったケースにおける流動量は、避難者のみが移動する B1、

B2 における流動量よりも低い。避難者の流れが消防隊員の活動の影響を受けたこ

とがわかる。避難者が階段内側を 1 列で移動する D3 の移動速度は、避難者と消

防隊員の両方が階段で移動する条件の中で最も高かった。一方、避難者が自由歩

行を行う C4 の流動量は、1 列で移動する D2、D3 の流動量よりも高い。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。しかしながら、消防隊の通過後、避難者は自由に歩くことが

できることから、消防隊が通過した後に流動量が回復したと考えられる。 
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消防隊員が階段の内側に沿ってホースを敷設した F2 の流動量について、避難

者と消防隊の同じ経路で移動し消防隊が移動のみ行う D1 および D2 との差は見ら

れない。一方で、F2 の移動速度は、避難者と消防隊の移動経路が同じ D1 および

D2 よりも 約 0.1m/s 低い。両条件は活動時における消防隊の上階への移動状況が

近く流動量に差が見られないことから、階段沿いにホースを敷設したことによる

避難者の流動への影響は小さく、移動速度の低下はホースの敷設作業によるもの

と考えられる。なお、F1 の流動量には、D1 および D2 との差が見られた。映像よ

り、F1 では階段内側で鉛直方向にホースを伸ばす際に消防隊員が上下階に分かれ

てホースを保持するため、階段沿いに移動しながら敷設する F2 と比較して消防

隊員が上下階に分散していた。F1 において、一定箇所に留まり作業する際、避難

者の移動を阻害し避難階における流動の低下が生じた可能性がある。 

実験条件として、合流の有無で異なる B1 と B2、C2 と C4 ならびに D1 と D2 を

それぞれ比較すると、B1 と B2 における流動量の間に差が生じている。B1 では、

2 階における合流がないことで、3 階からの避難者が B2 と比べて円滑に移動でき

たことが要因として考えられる。 

3.3 各計測断面における避難者の流動量 

各ケースについて計測断面毎に避難者の平均流動量を求めた（図 6）。各計測

断面における避難者の合計通過人数を通過に要した時間で割ることで算出した。 

合流なしと合流ありの場合のいずれについても、全ての計測断面において避難

者のみが移動するケース B は、避難者と消防隊両者の移動が同時に行われるケー

ス C、D を上回る。避難者が階段を降下する中、逆方向から消防隊が階段を移動

することで避難者の流動量が低下することが確認できる。消防隊が移動するケー

スを比較すると、合流が生じない条件間において C2 の流動量は D1 より高く、合

流が生じる条件間において C4 の流動量は D2 および D3 の流動量より高い。上記

のケースはいずれも消防隊が避難者と反対方向から階段を上昇するが、このうち

C2、C4 では避難者が自由歩行状態であることから、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。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避難者の流

動量は回復したと考えられる。一方、D1、D2、D3 では、予め 1 列で移動をしてお

り、消防隊が階段を上昇する経路が確保されているため、避難者が消防隊のため

に道を譲る必要がない。消防隊の移動による混雑は生じず、消防隊員の通過が避

難者の流動に与える影響は極めて小さいと言える。避難者が階段を 1 列で進むこ

とで自由歩行時よりも流動量が減少し、C2 より D1、C4 より D2 および D3 の流動

量が低くなったと考えられる。 
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合流なし   

合流あり   

ホース敷設  

図 6 各計測断面における避難者の平均流動量 

 

ケース B2、C4、D2、D3 では、 2 階踊り場において 3 階から段部を降下してき

た避難者と開口部から入室してきた避難者による合流が生じ、2 階開口部 L2 と 2

階 L2.2 から上の計測断面において流動量の低下が見られる。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 階開口部 L3 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い。対して、避難者が 1 列に並んだ他

の条件（D2、D3）における 3 階の流動量は合流後の流動量よりも低い。避難者が

自由歩行を行う B2 および C4 では、3 階からの避難者全員が滞留発生前に 3 階踊

り場に入ったことを映像により確認している。このため、L3 における流動量は減

少し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 D3 では、避難者

1
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3
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は 1 人ずつ並んで移動するため、2 階で合流が発生する前に 3 階踊り場に入るこ

とができず、減速や停止が生じたことを映像により確認している。B2 と C4 の間

の流動量にも差が見られ、C4 の流動量は、すべての計測断面において B2 の流動

量よりも低かった。C4 では、消防隊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。避難者が自由歩行を行う場合、合流に加え対向

する消防隊の通過が避難者の流動量を低下させる要因となることが確認できる。 

合流箇所となる 2 階踊り場通過後の計測断面 L1 から L1.8 において、B2、C4、

D2、D3 いずれのケースにおいても計測断面による流動量の変化は見られない。当

該断面について、それぞれ合流のない B1、C2、D1 と比較すると、C4 のみ合流のな

い C2 よりも流動量が高くなる。B2 における流動量は B1 より低く、C4 はさらに低

くなることから、C2 の流動量は 2 階層の合流のみによる影響ではない。合流状況

下における消防隊の移動により、2 階踊り場において C2 以上の滞留が生じたこと

や、C4 においては消防隊が 2 階踊り場を通過後、L2.2〜L2.8 の避難者の流動が影

響を受けている間も 2 階開口部から避難者が供給されるため、L1.8〜L1 の流動量

が C2 よりも確保されやすいことが要因と考えられる。また、避難者が 1 列で移動

する D1、D2、D3 の当該断面における流動量はいずれも同様の値を示している。合

流下階の流動量について、合流、消防隊の移動ならびに作成する列の違いが与える

影響は見られない。 

消防隊がホースを敷設する F1、F2 では 2 階踊り場における合流はなく、避難

者全員が 3 階から止まることなく階段室に入った。このため、B1、C2、D1 同様、

L2 以上と L1.8 以下の計測断面における流動量の間に差はない。加えて、F1、F2

いずれの流動量も、同じく避難者が外側 1 列で移動する D1 の流動量と同様の値

をとる。避難者の流動量について、ホースの敷設による影響は見られない。 

 

4. 避難群集と消防隊の相互影響 

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れる際、避難群集の歩

行状況とそれに伴う消防隊の移動経路によって両者の移動効率が異なることが示

唆された。 

避難者が自由歩行する場合においては、消防隊員が活動を行った条件での流動

量は、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少し、通過に要する時間は増加する。消防隊員の活動が避

難者の流動量を低下させる要因となる。 
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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合と自由歩行する場

合の流動量は、合流および消防活動の有無に関わらず自由歩行の方が高い。実験

で使用した階段室の 1 階出入口と階段幅はほぼ同じであったことから、出入口の

幅による影響ではなく、避難者の移動効率によるものと考えられる。消防隊の階

段上昇中における 1 階到達時の避難者の流動量は自由歩行と 1 列歩行の場合でそ

れぞれ同様の値となる。両者による流動量の差は約 0.1 人/s となり、極めて大き

な差とは言えない。一方で、消防隊の移動速度は避難者が 1 列歩行する場合の方

が合流の有無に関わらず高い傾向にある。両者の移動経路を明確に区分した方

が、避難者と消防隊員が同時に階段を使用する場合、避難者の混雑予防と消防隊

の活動効率を考慮した方法と言える。 

ただし、消防隊員の移動速度は、避難者の群集が降下する際、消防隊が階段の

外側に沿って移動するか内側に沿って移動するかによって異なる。消防隊が階段

外側に沿って上昇し、避難者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、避難者と消防隊が同時に階段内を移動する他の場合よりも速いことに加

えて避難者がいない場合の速度に近似している。階段外側を移動することで、消

防隊にとっては、自身や資機材が避難者に接触せずに通過するための空間的余裕

が生じるとともに接触の不安が緩和され、心理的にも移動しやすくなる。このこ

とから、消防隊が移動のみを行う際、避難者が内側を使用し、消防隊が外側を使

用することで、避難者は滞留なく消防隊は上昇速度の低下を抑制し、円滑に移動

することが可能となると考えられる。なお、ホースの敷設は敷設距離や手すりへ

の設置等を考慮し階段内側とする可能性が高い。避難者が 1 列歩行する場合にお

いて、階段内の各箇所通過時における平均的な流動量にホースの敷設方法による

差は見られない。ただし、鉛直方向にホースを伸ばして設置する場合、作業場所

における避難者の流動量が、敷設作業中に、階段に沿って床上に設置する場合よ

りも一時的に低下する可能性がある。実験では、1 階踊り場と上階へ続く段部に

留まって敷設作業をする際に、体の向きや動かし方によって避難者の移動経路を

狭めたと考えられる。1 列歩行する避難者の移動効率を維持するためには、可能

な限り流動を阻害しない様、作業時の動き方に留意することも重要となる。 

現在の避難計画及び消防活動では反映されていない両者を横断した評価方法

も、今後、必要となることが予想される。本研究の結果は、多数の在館者の避難

により混雑が予想される階段における避難群集の流動と消防隊活動の相互影響を

考慮した避難計画と消防活動に資するものと考えられる。 
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4. 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階段を上昇する消防隊の移動速度と階

段を降下する避難者の流動量に基づき、両者の相互影響を把握した。 

 

（1）階段室内において避難者の降下中に消防隊が活動を行う場合における避難

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

量よりも低下する。 

（2）消防隊が階段を上昇し、避難者が階段を 1 列で降下する場合、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

に差は生じない。 

（3）消防隊員が階段内側に沿ってホースを敷設する中で階段外側を 1 列で降下

する避難者の流動量は、消防隊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） 消防隊員が階段内側でホースを鉛直方向に伸ばして設置する中で避難者が

階段外側を 1 列で降下する場合、階段内の各箇所通過時における平均的な

流動量にホースの敷設方法による差は見られないが、避難階となる 1 階に

到達する際の避難者の流動量は、階段内側に沿ってホースを床上に敷設す

る場合よりも一時的に低下する可能性がある。 

（5）階段室内において避難者の降下中に消防隊が移動のみ行う場合における消

防隊の移動速度は、合流の有無に関わらず避難者が 1 列で降下する場合の

方が自由歩行で降下する場合に比べて高い傾向にある。 

（6）避難者が階段内側に沿って 1 列で降下し消防隊員が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

する他の場合における移動速度よりも高くなる。 

（7）避難者が階段外側に沿って 1 列で降下する間に消防隊が階段内側を上昇し

ながら消防ホースを敷設する場合における消防隊員の移動速度は、避難者

が同様に 1 列で降下し消防隊が階段上昇のみを行う場合の速度よりも低く

なる。 
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