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第 1章 序論 

 

1.1 研究の背景 
 

 本研究のテーマは，津波避難を社会的リアリティの観点から捉え，定量的に分析でき

るツールを開発し，その適用に関する評価を行うことである．特に，津波災害時におけ

る避難を促すリアリティ，具体的には，様々な人々や自然現象によって醸成される「逃

げなければならない」という雰囲気（以降，避難開始リアリティと呼ぶ）に着目する．  

 わが国は，その自然的な特徴から，地震，津波，洪水，高潮，火山活動など，様々な

自然災害が発生しやすい国土といえる．近年では，その被害の大きさから，平成 23 年

（2011 年）東北地方太平洋沖地震は記憶に新しい（以降，同地震に起因する災害を東

日本大震災，発生した津波を 2011 年東北津波と呼ぶ）．当該災害について述べる前に，

まず，わが国における自然災害の死者・行方不明者数の推移に注目する． 

 図 1.1は，地震・津波災害に注目した，わが国における自然災害の死者・行方不明者

数の推移である（平成 28年版防災白書のデータ 1)をもとに作成）．全体的な傾向を見る

と，死者・行方不明者数は昭和 35 年以降，前年までと比較して大きく減っていること

がわかる．これは，防災対策や予報・情報通信システムの充実に大きく起因しており，

昭和 36年に制定された災害対策基本法による貢献が大きい．同法は，昭和 34 年に発生

した伊勢湾台風（死者・行方不明者 5,098 人）を契機として，従来の防災体制の不備が 

 

 

図 1.1 わが国における自然災害の死者・行方不明者数の推移 

（平成 28年版防災白書のデータ 1)をもとに作成） 
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指摘され，総合的かつ計画的な防災行政体制を目的として制定された 2)．次に，地震・

津波災害に注目すると，その他の自然災害と比較して発生頻度は低いものの，甚大な被

害が発生していることがわかる．特に，平成 7年に発生した阪神・淡路大震災，そして

平成 23 年の東日本大震災による死者・行方不明者の多さは，特異なものといえる．阪

神・淡路大震災では，大都市神戸を中心とした地域を襲った都市直下型地震のため，甚

大な被害となった．また，同災害は，大都市における上下水道，電気，ガス，通信に加

え，道路，鉄度などの輸送システムを含めたライフラインの被害が大きく，復旧・復興

に長い年月を要した．地震の揺れなどの外力と被害の関係が予見できない災害であり，

都市災害と呼ばれる 3)．東日本大震災では，三陸沿岸の広い地域で津波被害を受けた．

被災地が広域であることに加え，地震に起因する揺れ，津波，液状化，火災，原発事故

といった複合的な災害が発生し，わが国は初めて広域複合災害に直面したといえる．近

い将来の南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生が懸念されている現状を踏まえる

と，これまで蓄積されてきた知見に基づく対策に加えて，既存の思考の枠組みに捉われ

ない，もしくは今まで見逃されてきた視点に基づく対策も求められる． 

さて，本研究で注目する津波災害に焦点を当てる．わが国は，古来より津波による被

害を繰り返し受けてきた．そのため，1,000 年以上にわたる津波の歴史記録，津波観測

データ，津波警報システムを有するわが国は，世界における津波先進国といっても過言

ではない．都司 4)によると，わが国は 1,300 年あまりの歴史津波記録を有しており，1880

年以前におきた発生した近地の津波記録を 58件，遠地の津波記録を 9件の，合計 66 件

の記録であり，世界においても類を見ない豊富さである．このような蓄積に基づく知

見・対策を有する現代においても，津波による被害は繰り返し起きている．ここで，わ

が国で起きた，戦後の主な津波災害（死者・行方不明者 100 人以上）を振り返る．戦後

間もなく発生した昭和南海地震（1946 年）では，12 月 21日の明朝に潮岬南方沖で発生

した地震・津波により，西日本の太平洋沿岸地域を中心に 1,443人の死者・行方不明者

が発生した．チリ地震津波（1960 年）では，チリ沖で発生した津波が，発生からおよ

そ 1日を経て深夜・明朝に日本列島太平洋岸に到達し，142人の死者・行方不明者が発

生した．日本海中部地震（1983 年）では，5 月 26 日の正午に秋田県西方沖で発生した

地震・津波により，東北・北陸地方日本海側を中心に 104人の死者・行方不明者が発生

した．北海道南西沖地震（1993 年）では，7 月 12 日の深夜に奥尻島北方沖で発生した

地震・津波により，北海道日本海側の島嶼部を中心に 230人の死者・行方不明者が発生

した．東日本大震災（2011 年）では，3 月 11 日の昼過ぎに三陸沖で発生した地震・津

波により， 15,894 人の死者（直接死，2016.9.9 現在）が発生した．災害に対する仕組

み・技術の進展したわが国であっても，津波による被害は繰り返されている． 

東日本大震災を経験し，わが国では現在，今後の津波対策を構築するに当たり，津波

の規模や発生頻度に応じて基本的に 2つのレベルの津波を想定した対策を行っている 5)．
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1 つ目のレベル（L1津波）は，数十年から百数十年に 1回程度の，比較的発生頻度が高

い津波を想定したものである．人命保護に加え，住民財産の保護，地域の経済活動の安

定化，効率的な生産拠点の確保の観点から，海岸保全施設等の整備を図ることとしてい

る．2つ目のレベル（L2津波）は，数百年から千年に 1回程度の，発生頻度が極めて低

いが甚大な被害をもたらす最大クラスの津波を想定したものである．住民等の生命を守

ることを最優先とし，住民等の避難を軸に，とりうる手段を尽くした総合的な津波対策

の確立を図ることとしている．住民等の避難を軸にするうえで，津波避難を含めた津波

災害時における人間行動全体を俯瞰し，現状の問題点を再整理する必要があるといえる． 

では，本研究が注目する津波避難の問題点を論じる．東日本大震災を振り返ると，

15,894人の死者の 9割以上が津波によって犠牲となっている．同災害における死亡率は

4%程度であり，10mを超える同規模の津波に対して推定される死亡率（10%以上）6)に

比べれば非常に低い水準に止められたという見方もできる．しかし，現状の被害規模で

はとても受け入れられる水準とはいえず，同水準で将来の南海トラフ巨大地震が発生す

ると，最大で死者数は 30 万人を超えることが想定されている 7)．今後，さらに死亡率

を低減できる津波対策を充実させることは喫緊の課題である． 

そのような中で，筆者が注目しているのは，地震発生から津波に対する避難行動を開

始するまでのプロセスである．本研究では，このプロセスを避難開始，津波に対する避

難行動を開始することを避難行動開始と定義する． 

上記の死亡率を見れば，従来から実施されてきた予警報システム，防災教育，避難訓

練などの一連の避難対策は，一定の効果を発揮してきたといえる．しかし，それでもな

お，東日本大震災においては，宮城県石巻市における，犠牲者の半数以上が自宅から避

難しなかった可能性があるとの調査報告 8)があり，避難開始の難しさが浮き彫りとなっ

た．避難行動を開始しても渋滞や避難場所を誤るなどして 2%が命を落としているが，

避難行動開始が生き残るための第一歩であることは，疑いの余地はない． 

 奥村ら 9)は、わが国における津波避難の研究や対策が，いずれも同じ思考の枠組みの

中で実施され，枠組みから外れる対策が見落とされていることを指摘している．具体的

には，津波警報や避難勧告などを受け取った住民が，自身の津波避難に関する知識や経

験に基づき，避難するか否かを論理的に判断すると考える枠組みである．これに対し， 

奥村ら 9)は，周囲で醸成される「逃げなければならない」という雰囲気（避難開始リア

リティ）を感じ，直観的に避難行動を開始する住民も存在すると述べている．これは，

先述の課題解決に非常に有益な指摘である． 

本研究では，公的機関からの情報だけでなく，住民一人ひとりのふるまいなど地域全

体で醸成される避難開始リアリティ，つまり，「逃げなければならない」という雰囲気

を感じ，直観的に避難行動を開始する住民がいることを前提に，津波避難の問題を捉え

直し，解決方策とする．  
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1.2 研究の目的 
 

 以上を踏まえ，筆者は，上記の概念に基づく，実地域における避難開始に関する問題

点の把握や分析を可能にする手法が必要であると考えた．こうした概念は，社会心理学

の分野で提唱され 10)，災害報道をめぐる問題解決への活用がなされている例えば 11)．しか

しながら，本概念に基づく，定量的な避難開始の分析ツールの提案，評価はまだなされ

ていない． 

 そこで，本研究では，様々な人々や自然現象によって醸成される「逃げなければなら

ない」という雰囲気（避難開始リアリティ）を感じ，直観的に避難行動を開始する住民

がいるという観点から，津波避難シミュレータの開発を目的とする．本シミュレータは，

地域における避難開始を定量的に，時空間的な分析を可能にするツールである．また，

当該シミュレータの実地域への適用に関する評価を行うことを併せて目的とする． 
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1.3 論文の構成 
 

本研究では，避難開始リアリティに着目した津波避難シミュレータを開発し，その適

用に関する評価を行う．研究のフローを図 1.2に示す． 

第 1章では，わが国における自然災害による被害を俯瞰したうえで，本研究で注目す

る津波避難の問題点とその解決方法，そして研究目的を述べた． 

第 2章では，関連する研究分野における本研究の位置づけを明確にした上で，その意

義を明示する．具体的には，避難の定義や避難開始の捉え方を確認したうえで，本研究

における定義を明確にする．その上で，避難開始における現状の課題を明らかにし，本

研究で注目する避難開始リアリティの考え方を述べ，実際の津波避難において，避難開

始リアリティに関するどのような現象が生じていたのかを明示する． 

第 3章では，第 2章で明示した本研究の立ち位置を踏まえた上で，これまでの既往調

査・研究を整理する．具体的には，避難開始に関する社会調査，避難開始のモデル化，

そして数値計算手法について俯瞰し整理する．そして，近年行われている，本研究と関

連した活動を紹介する． 

第 4章では，避難開始リアリティに着目して開発した，津波避難シミュレータの手法

について紹介する．特に，本シミュレータの 2大構成要素である，避難開始を表現する

避難者発生モデルと，避難開始後の挙動を表現する避難行動モデルそれぞれについて述

べる．  

第 5章では，当該シミュレータを，屋内施設（数 10m，数 100mオーダー）および地

域コミュニティ（1km前後から数 kmオーダー）における津波避難事例に適用し，その

妥当性を確認するとともに，対象施設・地域における避難開始の特徴を明らかにする．

具体的には，東日本大震災における高齢者施設，宮城県石巻市門脇・南浜地区，同県南

三陸町志津川地区の 3ケースに注目する． 

第 6章では，津波避難シミュレータを適用するに当たり，その適用性について考察す

る．具体的には，まず，屋内商業施設における避難開始について，揺れに伴う屋外退避

行動と津波避難行動の関係性に注目して実態を明らかし，シミュレータを屋内施設に適

用するうえで，検討すべきことを述べる．次に，第 5章第 4節で注目した志津川地区に

おける避難開始について，住民の移動と避難開始に注目して実態を明らかにする．また，

同地区を対象に行ったシミュレーション結果と比較することで，シミュレータを地域コ

ミュニティに適用するうえで，検討すべきことを述べる． 

第 7章では，本研究で得られた成果をまとめる．そして，今後の課題と展望について

示す． 
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図 1.2 本研究のフロー 
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第 2章 避難開始と社会的リアリティ 

 

2.1 概説 

 

 本章および次章では，関連する研究分野における本研究の位置づけを明確にした上で，

その意義を明示する．本章では，主に，避難に関する定義や捉え方について整理する． 

まず，避難の定義および避難開始の捉え方を整理する．さらに，本研究で着目する避難

開始リアリティについて，考え方の土台となる，社会的リアリティを説明した後，その

影響を受けたと考えられる津波避難事例を，東日本大震災における津波避難に関する手

記や体験談をもとに紹介する． 

なお，本研究は，土木工学におけるシミュレーション手法を土台とし，社会科学で提

唱される知見を取り込んだ，複合領域研究といえる．そのため，本研究の成果を記述す

る前に，避難や避難開始，社会的リアリティなど，社会科学の分野で多く用いられる用

語を整理し，本研究の立ち位置を明確にすることは重要である． 

まず，第 2節では，避難に関して，既往研究等における定義を紹介した上で，本研究

における定義を明示する． 

第 3節では，第 2 節を踏まえて，避難開始の捉え方を整理し，本研究の位置づけを明

確にする． 

第 4節では，避難開始リアリティの考え方の土台となる，社会的リアリティについて

説明する． 

第 5節では，第 4節までを踏まえた状況が，過去の津波災害時において生じているこ

とを確認する． 

最後に，第 6節にて，本章のまとめを行う． 
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2.2 避難の定義 

 

 避難は，解釈する人によって，その捉え方も様々である．本節では，研究者や委員会

等による避難の定義づけを紹介し，本研究での意味合いを明確にする． 

 廣井 1)は，災害時の多種多様な移動が避難と呼ばれており，命を守るための緊急避難，

自宅が被災し避難所などで生活を行うための収容避難，福島第一原子力発電所付近の住

民が行っている広域避難などがあると紹介している．本研究が対象とする津波避難は，

緊急避難にあたる．廣井は，緊急避難について，危険な場所の人が，危険が襲う前に，

安全な方法で，安全な場所に，危険が去るまでに移動することと述べており，重要な論

点は，①避難するかどうか，②どこに避難するか，③どのように避難するか，の 3点と

指摘している． 

 次に，災害情報学事典 2)では，避難という言葉には，狭義の避難（evacuation）と退避

（sheltering）が含まれていると指摘している．前者は，予想される危険を原因とする特

定地域からの退出行動（いわゆる立ち退き避難）のことで，水害，津波，火災などの危

険を避けて安全な場所に移動することが含まれている．後者は，留まることに主眼が置

かれ，雷や有毒ガスなどを避けて屋内に留まること，洪水になって自宅の二階に上がる

こと，あるいは生活を維持するために体育館などで寝泊まりすることなどが含まれると

解説している．本研究が注目する津波避難は，狭義の避難（evacuation）に含まれると

いえる． 

 一方で，中央防災会議 災害時の避難に関する専門調査会 3)では，避難を安全確保行

動と定義している．さらに，安全確保行動を，命を守るための緊急的な行動と，一定期

間仮の生活をおくる行動の 2つの視点から分類し，以下の 4 つに整理している．1点目

は，自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留まる，待避である．2点目は，屋内

の 2 階以上の安全を確保できる高さに移動する，垂直移動である．3点目は，その場を

立退いて近隣の安全を確保できる場所に一時的に移動する，水平移動（一時的）である．

これらは，緊急的な行動として分類される．それに対して，一定期間仮の生活をおくる

行動として，住居地と異なる避難先などで一定期間仮の避難生活をおくる，水平移動（長

期的）を 4点目に分類している．本研究で注目する避難は，命を守るための緊急的な行

動である．特に，水平移動（一時的）に注目し，津波避難シミュレータを開発する． 

ここまで，既往研究における避難の定義を紹介してきた．ところで，津波災害時にお

いては，津波による危険を認識することなく，地震の揺れに対する避難のため，結果的

に津波による危険がない場所へ移動したと考えられる例もある．仙台市の調査 4)による

と、東日本大震災で津波から逃げ切れた人々の 22%が「余震が続くと思った」ため避難

したと回答しており，津波を想定した行動でないケースも存在する可能性がある．この

ような，津波と直接関連しない避難を含めて，今いる場所が（津波に対して）危険だと
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認識していないにもかかわらず，結果的に安全だった場所へ移動する行動を，結果的避

難と定義し，上記の避難とは異なる行動であるとして考える．これと対比させて，本研

究では，危険だと認識している今いる場所から，安全だと認識している場所へ身を移す

ことを避難として定義する． 
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2.3 避難開始の捉え方 

 

本節では，本研究で注目する避難開始について，その問題点を述べた上で，地震発生

から津波襲来までの時間経過の観点から整理する．その上で，本研究における視点と，

既往研究に対する本研究の意義を明確にする． 

第 1章で述べたように，三上 5)が東日本大震災での生存者に対して実施した犠牲者の

避難行動に関する調査結果よると，避難のために 30 分以上の猶予があったにもかかわ

らず，宮城県石巻市においては犠牲者の半数以上が自宅から避難していなかった可能性

がある．今後，津波災害による人的被害を大幅に軽減するためには，避難開始に関する

課題の解決が最も重要であると言っても過言ではない．  

筆者は，避難における人間行動を俯瞰したうえで，津波避難が，火災避難における時

間進展に関する考え方と似ていることに気が付いた．そこで，先行研究が充実する，火

災避難における避難に要する時間の捉え方 6)
 （図 2.1(a)）を参考に，津波避難におけ

る避難に要する時間を整理し，図 2.1(b)のようにまとめた．同図において，本研究で

注目するフェーズは，避難行動開始までのプロセス（避難開始）である． 

 ここで，避難開始に関するこれまでの対策と，既往研究を整理する．わが国では，1952 

年の津波予警報システムの運用開始以降，同システムを前提とした津波避難体制が構築

されている 7)．適切な情報を伝えることで，適切な避難行動を促そうとの考えから，気 

 

 

(a) 火災避難における避難に要する時間の捉え方（Yung6)の図を一部修正して掲示） 

 

 

(b) 津波避難における避難に要する時間の捉え方 

図 2.1 避難に要する時間の捉え方 
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象庁や自治体が発信する情報を，メディアが住民に対して，迅速・正確に伝達する体制

の強化が図られてきた 8)．それは，専門家（行政など）が非専門家（住民など）に危険

を知らせ，その情報を受け取ったのちに，論理的な意思決定プロセスに従って，非専門

家が避難行動を開始するかどうかを判断するという捉え方である．これまで避難開始に

ついては，この枠組みの中で議論されることが多かった．例として，住民の心理的要因

をブラックボックス化して，周囲の状況など外的な情報が避難行動に影響を与えること

を前提とした研究例えば 9), 10)や，情報を受け取った住民の心理的プロセスを人間の合理的

行動なに基づいて扱うアプローチ例えば 11), 12)などがある．こうした取り組みや研究成果の

蓄積により，高度な津波予警報体制が構築され，これらの知見を踏まえた避難対策は，

一定の効果を発揮してきたといえる． 

 しかし，近年，こうした捉え方では説明ができない津波避難事例が報告されている．

スマトラ沖地震津波（2004 年）において，地震発生の約 8分後に 10 mを超える津波が

襲来したインドネシア北西部アチェ州のシムル島では，当時津波警報が発表されず，か

つ行政によるサイレンが無いにもかかわらず，ほぼ全員が一目散に高台へ避難した 13)．

人口約 8万人の島内において，住宅約 4,000軒が流されたにもかかわらず，津波による

犠牲者は 1 人のみであった．また，サモア諸島沖地震津波（2009 年）に注目すると，

米領サモアでは（少なくとも住民の認識においては）津波予警報体制がなかったにもか

かわらず，既往の津波災害と比較して死亡率は低いものであった 14)．奥村ら 14)は，そ

の原因を明らかにするため，米領サモアにおける生存者への詳細な聞取り調査を実施し

た．そして，従来の捉え方である，論理的判断に基づく避難開始の観点から，この避難

事例を説明できないとした上で，矢守による，リアリティの共同構築 15)という概念を用

いて，その原因を説明した．すなわち，専門家だけではなく，住民一人ひとりがコミュ

ニティの危機感を高める重要な情報発信源であると見なし，高められたコミュニティの

危機感によって住民が避難行動を開始するという捉え方である．このサモアの事例では，

Mayor による避難の呼びかけや住民による鐘をならす行為など，様々な住民自身の行動

がコミュニティの危機感を高め，それが避難開始に結びついたことで人的被害が大幅に

軽減されたと分析された．避難開始を個人レベルで捉えるだけではく，コミュニティレ

ベルで捉えている点に従来型のアプローチと大きな違いがある．本研究における避難開

始リアリティに関する考え方は，上述のリアリティに基づくものである． 

 以上を踏まえ，避難開始に関して，論理的判断に基づく捉え方と，直感的判断に基づ

く捉え方を比較した模式図を図 2.2 に示す．図 2.2(a)は，論理的判断に基づく捉え方

である．住民は，公的機関からの情報を取得すると，津波避難に関する各自の知識や経

験から論理的に判断し，避難を開始する住民がいる状況を示している．一方で，図 2.2(b)

は，地域住民を含めた様々な人々や自然現象によって醸成される「逃げなければならな

い」という雰囲気（避難開始リアリティ）によって，直観的に避難行動を開始する住民
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がいる状況を示している．本研究では，この捉え方に基づき，地域における避難開始を

定量的に，時空間的な分析を可能にするツールである津波避難シミュレータを開発し，

実地域への適用に関する評価を行う． 

 

 

(a) 論理的判断に基づく避難開始 

 

 

(b) 直感的判断に基づく避難開始（本研究の捉え方） 

 

図 2.2 論理的判断および直感的判断に基づく避難開始の模式図 
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2.4 社会的リアリティと避難開始リアリティ 

 

本節では，避難開始リアリティの考え方の土台となる，社会的リアリティについて説

明する．社会的リアリティという概念は，様々な研究者によって定義付けがなされてい

る．本節では，それらの一部を紹介し，本研究における避難開始リアリティの意味合い

を明確にする． 

1950年代に Festinger
16)は，主観的判断において，物理的な計測（身長や体重の計測な

ど）が可能な物理的リアリティ（physical reality）に基づく判断と対比させて，他者との

比較を通じた人それぞれの基準である社会的リアリティ（social reality）に基づく判断に

ついて述べている．1960 年代に入ると，Berger ら 17)は，人々が日常の中で体験してい

るリアリティに注目し，外在化・客体化・内在化によって社会が構築されているという

考え方における社会的リアリティ（social reality）を説明し，社会構築主義を確立した． 

Gergen
18)は，上述の Berger らの視点に基づき，あらゆる対象・事象は，人々の関係性を

通して共同的に構築されるものであると指摘し，人々に認識されている対象・事象の総

体をリアリティして表現している．これらの主張を踏まえ，近藤 19)は，世界・リアリテ

ィ・情報の連関を階層構造としてモデル化した，メディア・イベントをめぐるリアリテ

ィの共同構築モデルを提唱している．津波避難を例にとれば，実際に避難する住民，避

難誘導に関わる自治体の行政担当者，災害報道に従事するメディア関係者，災害研究を

行う専門家などをすべて含めた主体（リアリティ・ステイクホルダー20)）が，相互に影

響し合いながらリアリティを構築していく． 

 近藤の研究は，リアリティに注目して災害時のモデルを提案している点で斬新かつ画

期的なものであるが，筆者はリアリティの構築が人間ないし社会的な現象だけでなく，

自然現象によっても構築されることに言及したい．具体的には，リアリティを形成する

ものは，リアリティ・ステイクホルダーだけでなく，自然現象も含むものである．本研

究では，図 2.2(b)に示すように，地域全体で醸成される「逃げなければならない」と

いう雰囲気（避難開始リアリティ）を感じ，危機感を高めることで直観的に避難行動を

開始する住民がいることを前提に，津波避難の問題を捉え直す． 
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2.5 避難開始リアリティによる避難開始の実態 

 

 本節では，前節で述べた，地域全体で醸成される避難開始リアリティの影響を受け，

危機感を高めることで直観的に避難行動を開始した事例を，東日本大震災における津波

避難に関する手記や体験談をもとに紹介する．以下，避難開始リアリティと避難開始に

注目するうえで，主に①意図して行われた人々の行動の影響を受け避難行動を開始した

事例，②意図せず行われた人々の行動の影響を受け避難行動を開始した事例，③自然現

象の影響を受け避難行動を開始した事例，④避難行動以外の行動がなされた事例に分類

して，紹介する（表 2.1）．なお，本章第 3 節で述べた，サモアの事例における Mayor

による避難の呼びかけや住民による鐘をならす行為は，①に分類できる． 

 

（１）意図して行われた人々の行動の影響を受け避難行動を開始した事例 

岩手県陸前高田市では，周囲にいた人の呼びかけにより，高台へ逃げた事例が報告さ

れている．ここでは，小学校 A の校長の体験談を紹介する（以下，原文ママ）21)
 ．地

震発生後，出先から学校に戻ると，「知り合いのおじちゃんが『これはデッカイ津波が

くるぞぉ！』とアドバイスしてくれたので，私はすぐ『山に登れ！』と叫んだのです．

（中略）小５，６年の児童は猛スピードで，アスレチック用に使っていた校庭脇の高台

に一目散に逃げたのです．これを見た住民のみなさんも後を追って逃げてくれたので

す．」  

同様の状況が，同市の別の事例として報告されている．ここでは，津波を目撃した住

民の叫び声により避難を開始した，当事者の体験談を紹介する（以下，原文ママ）21)
 ．

自宅にいた時，「午後納品されるワゴン車を運ぶカーディーラーがちょうど運んできて

いた．このディーラーが『津波だぁ！』と叫ぶので外に出たら，気仙川の下流の方で，

茶色の砂埃が舞っていた．『それで，慌てて国道沿いに逃げたのです．息を切らしなが 

ら，国道を走って，高台の杉谷に上ったのです．』」 

 

表 2.1 避難開始リアリティの影響を受けた行動の分類 

避難開始リアリティを 

醸成する行動・現象 

避難開始リアリティの影響を受けた行動 

避難行動 避難以外の行動 

人々の行動 

（避難を促そうと） 

意図した行動 
① 

④ （避難を促そうと） 

意図しない行動 
② 

自然現象 ③ 

これらの事例では，それまで醸成されていた避難開始リアリティに，上記の体験談に
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登場する人物の呼びかけが加わることで，避難行動開始に至るリアリティが十分に醸成

され，住民は直感的に避難を開始することができたと考えられる． 

 

（２）意図せず行われた人々の行動の影響を受け避難行動を開始した事例 

 茨城県大洗町では，沖出しをする船舶の汽笛が住民の早期避難を促した事例が報告さ

れている．ここでは，汽笛を鳴らした商船の船長の体験談を紹介する（以下，原文ママ）
22)

 ．「船長は第一波到達までは約 30分かかると推測し，緊急出向を決断．（中略）周囲

の船に注意を促す汽笛を聞いて津波の襲来を察し，避難した大洗の住民もいたという．」  

この事例では，周囲の船に注意を呼びかける汽笛の音が，避難開始リアリティを醸成

し，「ただ事ではない」と感じた住民が避難行動を開始できたと考えられる． 

 

（３）自然現象の影響を受け避難行動を開始した事例 

 宮城県南三陸町では，商店の看板が津波で傾き，流される様子を目撃したことで危険

を感じ，当時いた指定避難所からさらに高台にある高校へ避難した事例が報告されてい

る．ここでは，奥村ら 23)が津波で被災した高齢者施設の職員から得た証言を紹介する（以

下，原文ママ）．「海岸近くの自分の家が心配で，駐車場から様子を見ていた．スーパー

マーケットの看板が横に動く様子を目撃し，異変を感じ，避難を開始した．」 

 同県気仙沼市では，津波氾濫が引き起こす音とともに，漂流物を目撃することで高台

へ逃げた事例が報告されている．ここでは，当事者の体験談を紹介する（以下，原文マ

マ）24)
 ．「鹿折唐桑駅にいたんですけれど，あっちからけむりみたいなものが上がって

きて，すごい音でごーごーと聞こえてきたんです．煙なんだか水しぶきなんだかわから

ないんですが，みなで駅からまた，かけあがりました．」 

 宮城県女川市では，津波氾濫によって「危険が迫っている」という雰囲気が醸成され，

その場にいた人々の話し合いで高台へ移動した事例が報告されている．ここでは，中学

校 A の教員の体験談を紹介する（以下，原文ママ）25)．中学校 A は「津波の際の避難

場所なので，避難してきた町民も含め，とりあえずその場で待機．（中略）ものすごい

音が聞こえた．何の音だろうと思って，坂の下を見ると家が流れていた．まるで映画を

見ているようだった．すぐに役場の人と話した．『ここで大丈夫ですかね？』『念のため

に浄水場まで登った方が…』校長にも話した．即決だった．」こうして，教員ら高台に

ある「浄水場へ移動」し，その移動につられて，周囲にいた人々も高台へ移動した． 

同市では，ラジオや防災無線などによって醸成された雰囲気に，津波氾濫が引き起こ

す音が加わることで，高い危機感のため避難を開始した事例も報告されている．ここで

は，小学校 Bの教員の体験談を紹介する（以下，原文ママ）25)
 ．「ラジオから流れる大

津波警報の情報と町内の防災無線が鳴っていた時，６年生の男子児童が『先生，何の音？』

と聞いてきた．その音は，電車が走るような音だった．何の音か分からないまま，テン
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トを立てるのをやめ体育館へと走った．体育館までたどりついた時には，学校の前まで

波がきていたということを後で知った．」 

また，岩手県陸前高田市においても，津波氾濫が引き起こす音とともに，漂流物を目

撃することで高台へ逃げた事例が報告されている．ここでは，当事者の体験談を紹介す

る（以下，原文ママ）21)
 ．地震発生から「20 分くらいたったら，娘が『お母さん，海

の方で家がクルクル回って，持ち上がっているよ？』というのです．慌てて外に出たら，

海の方からバキッ，バキッという音が聞こえてきたのです．砂煙のような粉塵が吹き上

がり，真っ黒な波が家と車を巻き上げ，破壊しながら襲ってきたのです．私はあまりの

驚きで腰が立たなくなったのですが，娘が『お母さん，ここにいたら危ない！』と私の

手を引いたのです．」 

同様の事例として，同市の保育園 Cの職員の体験談を紹介する（以下，原文ママ）21)
 ．

「ふと立ち上がってカーテンを開けてみたら，遠方の屋根の上から黒い砂塵のようなも

のが見えたのです．『アッ，津波だ』と直感し，30 人ほどの園児を連れ，20数人の職員

は乳幼児 10数人を抱いたり，おんぶしたりして，『絶対，後ろを見ないで走って！』と

叫びながら高台を目指して全力で走ったのです．」 

これらの事例は，それまで醸成されていた避難開始リアリティに，津波氾濫によって

引き起こされた現象が加わることで，避難行動開始に至るリアリティが十分に醸成され，

住民は直感的に避難行動を開始できたと考えられる． 

 

（４）避難行動以外の行動がなされた事例 

 上述した事例は，醸成された避難開始リアリティによって住民は危険を感じ，直観的

に避難を開始した事例であった．一方で，高い危機感ゆえに，避難以外の行動につなが

った事例も報告されている．ここでは，福島県浪江町における，地震発生時に浪江駅に

いた当事者の体験談を紹介する（以下，原文ママ）26)
 ．「商店街からは，人の騒ぎ声が

聞こえる．ガラスの割れる音も聞こえた．ただ事ではないと感じた．（中略）家には母

が一人でいる．（中略）今，戻らないと一生悔いが残ると思った．自転車に乗って駅の

駐輪場を出た．（中略）大津波警報が出ていると消防の人が放送している．避難する人

に言われた．『津波が来るぞ』と…..．家に急いだ．家は海から一キロメートルも離れて

いない場所にある．家に着く．（中略）母は大丈夫だった．ほっとした．『津波が来るか

もしれないから，避難するぞ』と，私は言った．母はバッグを持って外に出た．」その

後，役場に避難した彼らは一命を取り留めている． 

 この事例からは，避難開始に関する重要な知見が見いだせる．上述した通り，醸成さ

れた避難開始リアリティによって危険を感じた住民は，必ずしも避難を行うわけでなく，

他者を気遣う行動を避難よりも優先して行う可能性があるということである．本事例で

は，危険を津波による認識しながらも，母親を気遣って，海に近い場所へ移動している．
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こうした行動は愛他行動と呼ばれ，災害時などの極限状態の中で，人は他者も助けよう

とする心理的行動を行うことが知られている 27)．本事例における当事者の母親は，この

愛他行動のため，避難行動を開始している．本研究で開発する津波避難シミュレータは，

高い危機感によって住民は避難を開始することを仮定しているが，愛他行動は津波避難

における重要な知見である．これを踏まえた，シミュレータの適用性の議論を第 6章で

述べる． 

 

こうした状況は，東日本大震災における「避難開始のきっかけ」を尋ねた社会調査か

らも読み取れる．一例として，内閣府 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波

対策に関する専門調査会の調査 28)によると，「避難開始のきっかけ」として，「大きな揺

れから津波が来ると思ったから」は 48%，「家族または近所の人が避難しようといった

から」は 20%，「近所の人が避難していたから」は 15% などの要因が報告されている．

住民の避難開始は，公的機関からの情報だけでなく，様々な人々や自然現象の影響を受

けていたことを裏付けるものである． 

 ここまで，東日本大震災における事例を紹介してきた．一方で，こうした状況は 400

年以上前の書物からも読み取ることができる．蝦名ら 29)は，「ビスカイノ報告」におけ

る慶長奥州地震（1611 年）の記述について，津波の情報を知らず，現地住民の言葉が

通じない外国人が，住民たちの避難行動を目撃によって危険を感じ取っていたことを報

告している．ビスカイノはスペインの探検家であり，三陸沿岸の測量中に，住民たちが

村を捨て，小山の方へ逃げていく姿を目撃し，「私達にとって不慮の事態がもたらされ

る」として，その様子に困惑したことを記している．蝦名ら 29)は，ビスカイノが目撃し

た住民たちの逃げていく姿は，朝から大地震をうけて，海岸から高台に避難していた住

民たちの姿であり，住民たちが海辺から高台へ逃げていく様子は，海上のビスカイノか

ら見て，人々が自分たちから逃げていくような，異様な様子と見えたと解釈している．

上述した知見を踏まえると，避難開始リアリティの観点から避難開始を捉えることで，

言葉が通じない外国人であっても，迅速な避難開始を促す施策の一助となるといえる． 
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2.6 結語 

 

 本章では，関連する研究分野における本研究の位置づけを明確にした上で，その意義

を明示した．特に，避難の定義および避難開始の捉え方を整理し，本研究で着目する社

会的リアリティについてまとめた．その上で，注目する現象が，過去の津波災害時にお

いて実際に起きていたことを確認した．主要な結論を以下に列挙する． 

 

（１）避難は，研究者らによって，様々な定義がなされている．複数の定義づけを紹介

したうえで，本研究において，危険だと認識している今いる場所から，安全だと認識し

ている場所へ身を移すことを避難として定義した．また，避難とは異なるが，結果的に

津波による危険がない場所へ移動したケースについて，今いる場所が（津波に対して）

危険だと認識していないにもかかわらず，結果的に安全だった場所へ移動する行動を結

果的避難と定義した． 

 

（２）本研究で注目する避難開始について，火災避難における避難に要する時間の捉え

方 6)を参考に，津波避難における避難に要する時間を整理した（図 2.1）．また，避難開

始に関する従来のアプローチを紹介し，これとは別に，地域全体で醸成される「逃げな

ければならない」という雰囲気（避難開始リアリティ）によって，直観的に避難を開始

する住民がいるという捉え方を示した． 

 

（３）避難開始リアリティの考え方の土台となる，社会的リアリティに関する既往研究

を整理した．それを踏まえ，本研究では，地域住民を含めた様々な人々や自然現象によ

って醸成される避難開始リアリティを感じ，危機感を高めることで直観的に避難行動を

開始する住民がいることを前提に，津波避難の問題を捉え直す． 

 

（４）避難開始リアリティと避難開始に注目するうえで，東日本大震災における津波避

難に関する手記や体験談をもとに，主に，①意図して行われた人々の行動の影響を受け

避難行動を開始した事例，②意図せず行われた人々の行動の影響を受け避難行動を開始

した事例，③自然現象の影響を受け避難行動を開始した事例，④避難行動以外の行動が

なされた事例に分類して，紹介した．地域全体で醸成される避難開始リアリティの影響

を受け，直観的に避難行動を開始した状況が，実際に起きていたことを明らかにした．  
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第 3章 既往調査・研究の整理 

 

3.1 概説 
 

 本章および前章では，関連する研究分野における本研究の位置づけを明確にした上

で，その意義を明示する．本章では，避難開始に関する既往調査・研究，特に，社会

調査，モデル化，数値計算手法を整理する．その後，本研究で注目する避難開始リア

リティの観点から，地域の迅速な避難を促す取り組みを紹介する． 

まず，第 2 節では，避難開始に関する既往の社会調査について整理する． 

第 3節では，避難開始のモデル化に関する調査・研究について整理する． 

第 4節では，避難に関する数値計算の研究を整理する． 

第 5節では，東日本大震災以降の津波避難開始に関する取り組みを紹介する．  

最後に，第 6節にて，本章のまとめを行う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3.2 避難開始に関する社会調査 
 

 避難開始についての社会調査はこれまで多くなされてきた．本節では，まず，避難

開始に関する社会調査を紹介する．その後，東日本大震災を例にとり，避難開始につ

いてどのようなことがわかるのかを述べる． 

 わが国における避難開始に関する社会調査は，①大学，②企業，③公的機関など，

様々な機関によって行われている．①大学による調査の一例として，東京大学大学院

情報学環「災害と情報」研究会 1)および東京大学・東洋大学災害情報研究会 2)が挙げら

れる．これらの調査は，災害情報に調査の中心に据えた上で，住民の避難に関する実

態がまとめられている．また，同研究会の中核の一人として活躍した故廣井脩氏の調

査・報告の蓄積は，廣井文庫としてデジタルアーカイブされている 3)．②企業による

調査の代表例として，サーベイリサーチセンター4)やウェザーニューズ 5), 6)による調査

が挙げられる．東日本大震災による被害を対象としたサーベイリサーチセンターの調

査 4)は，発災 1 か月後に個別面接形式で行われ，当時の状況が詳細にまとめられてい

る．ウェザーニューズによる調査 5), 6)は，インターネットサイトやスマートフォンアプ

リケーションを用いた調査によって，回答総数が多い特徴がある．③公的機関による

調査は，国，地方ともに実施されている．一例として，中央防災会議 防災対策推進検

討会議 津波避難対策検討ワーキンググループによる調査 7)や，中央防災会議 東北地

方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 8)が挙げられる．こ

の他，地方自治体による調査例えば 9)も行われている． 

さて，調査報告を俯瞰するうえで，回答者はみな津波からの生存者であることに留

意しなければならない．犠牲者の行動に着目した調査例えば 10)も行われているが，調査

結果の多くが生存者自身の体験に基づくものであり，犠牲者の行動が含まれていない．

ここでは，東日本大震災を例に，当時の避難開始の特徴を示す重要な質問とその回答

結果をまとめる．以下，①地震発生時の居場所，②公的機関からの情報取得の有無，

③避難のきっかけ，④避難行動開始のタイミングの 4点を紹介し，（生存者の回答に基

づく）当時の状況を推察する．まず，①地震発生時の居場所について，甚大な津波被

害を受けた宮城県沿岸部を対象として調査したサーベイリサーチセンターの報告 4)に

よると，52%の住民が自宅，23%が会社・学校，11%が上記以外の建物にいた．平日の

昼間ではあるが，津波被災地にいた住民の半数が自宅にいるという地域の特徴がわか

る．次に，②公的機関からの情報取得の有無について，中央防災会議の調査 7)による

と，岩手・宮城・福島県内の住民の 61%が，サーベイリサーチセンターの調査 4)では

宮城県沿岸住民の 56%が津波情報を聞いたと答えている．以上より，被災地域におけ

る住民の過半数が，公的機関からの危険を知らせる情報を取得していたことがわかる．

続いて，③避難のきっかけについて，避難開始リアリティが影響したと考えられる項
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目に注目する．中央防災会議の調査 8)によると，岩手・宮城・福島県内の沿岸地域で

県内避難をしている住民を対象に，その 48%が「大きな揺れから津波が来ると思った

から」，20%が「家族または近所の人が避難しようといったから」，15%が「近所の人が

避難していたから」，避難を開始したと報告されている（複数回答可）．このため，専

門家（行政など）だけでなく，住民一人ひとりが他者の危機感を高める重要な役割を

果たしていたことがわかる．④最後に，避難行動開始のタイミングについて，サーベ

イリサーチセンターの調査 4)では，宮城県沿岸住民の 68%が揺れの 25分くらい後まで

に避難行動を開始したと答えているものの，19%が揺れの 30 分以上後に避難行動を開

始したと答えている．津波防災意識がわが国でトップクラスの津波常襲地域である三

陸沿岸地域においても 20%近くが避難開始に 30 分以上を要していることから，津波避

難の難しさが改めて浮き彫りとなってくる．  

 以上，本節では，避難開始に関する社会調査を紹介し，東日本大震災を例に，当時

の避難開始の特徴を示す重要な質問を俯瞰し，その特徴を述べてきた．こうしたデー

タは，本研究で開発した津波避難シミュレータの入力パラメータや，適用における妥

当性を確認する指標として活用される．詳細は，第 4章における手法の説明，第 5 章，

第 6章における実地域の適用で述べる． 

 ここで，避難開始リアリティを分析するうえで，これまで述べた選択肢を用いた調

査手法（量的調査）のみでは不十分であることに言及しておきたい．それは，従来の

社会調査の結果を用いて，地域全体で醸成される避難開始リアリティを十分に把握す

ることが難しいということである．先ほどの避難のきっかけをもとに，どのような情

報・イベントが，地域における避難開始リアリティを醸成していたのか，おおよその

推測による議論にとどまり，自由回答（質的調査）を丁寧に分析していく必要がある．

これを踏まえ，筆者は，避難開始リアリティを丁寧に分析するために，今後の避難開

始に関する調査においては，「当時，周囲の様子はどうであったか」という質的調査が

重要であると考えている．なお，質的心理学の分野では，量的データから質的分析を

行う手法 11)も提案されており，そちらも参照されたい． 
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3.3 避難開始のモデル化 
 

 本節では，避難開始のモデル化について，個人の特徴，集団の特徴で記述するモデ

ルであるか，ということに注目し，3 点に分類した（図 3.1）．具体的には，①個人の

特徴で記述するモデル，②集団の特徴で記述するモデル，③個人の特徴と集団の特徴

の両方で記述するモデルである． 

 

（１） 個人の特徴で記述するモデル 

 まず，個人の避難開始を考えるうえで基礎となる，情報の伝達に関するモデル化に

ついて述べる．情報の発信，取得を議論するうえで，その送り手と受け手を対置した，

情報伝達プロセスの原型となったのが，Shannon らの通信モデル 12)である．このモデ

ルでは，送信者から受信者に向けて情報が一方向的な過程で伝えられる．伝達の途中

で，ノイズによる干渉が考慮されている．その後，当該モデルに基づく考え方は対人

コミュニケーションに応用され，様々な研究者による修正・改良がなされている．例

として，コミュニケーションを二段階の流れで説明した Katz らの研究 13)や，循環を考

慮した McQuail らの研究 14)などがある．また，経営学の分野では，情報の伝達過程で

特に影響力の大きい存在（influentials）がいることを考慮した Merton の研究 15)が著名

である． 

 さて，ここで避難開始に話題を戻す．武田ら 16)は，高潮災害における避難情報を受

けた集団を対象に，避難動機ごとに乱数を与えることで避難開始率を推定するモデル

を提案している．この手法において，個人差を考慮せず，20人程度の集団の動きに注

目している．永川ら 17)は，既往の津波災害を対象とした津波避難アンケートから得ら

れた，揺れの大きさや継続時間，居住場所の立地条件，津波経験の有無などをパラメ

ータとして避難開始時間の推定手法を提案した．この手法において，避難開始時間の

個人差は考慮されていない．早川ら 18)は，上述の手法を改良し，個人差を考慮した避

難開始時間の推定手法を提案している．この手法において，地震発生時，警報発令時， 

 

 

図 3.1 避難開始のモデル化の分類 
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津波到達時といった，3 段階の避難率を算出している． 

この他，避難開始における心理的プロセスに注目した研究も紹介したい．佐々野ら
19)

 は，地下街における火災避難について，ファジィ理論を用いた避難者の不安度を算

出することで避難開始を表現している．また，池田 20)
 は，緊急時の情報処理モデルを

提案している．初期条件として，知力，体力，知識が存在する．まず，危機の手がか

り情報が入ることで，状況を判断する．その後，環境に対し働きかけを行う外的対応

や，恐怖感の処理などの内的対応を判断し，最終的に，労力（コスト）の低い行動が

対応行動として選択される．つまり，避難することが避難しないことよりもコストが

低い場合，避難を開始する．このように，避難する場合，しない場合のコストを比べ

ることによる避難開始のモデル化は様々な形で取り組まれている． 

近年では，上記のようなコストの観点からの避難開始の研究も盛んに行われている．

佐藤ら 21), 22)は，合理的意思決定メカニズム・認知的不協和・情報待ちの 3 点に着目し，

よりコストが小さい代替案を選択するという考えに基づいた，避難行動意思決定モデ

ルを提案している．浦田ら 23)は，時間変化する将来効用に注目し，避難開始選択モデ

ルを提案している．この手法において，避難，非避難を選択する効用関数を設定し，

将来効用に関するパラメータを推定している．時間を 4 期に分け，空間を海からの距

離に応じた 4 分割のみで考えており，避難開始の特徴を時間，空間において連続的に

分析することは困難である．関谷ら 24)は，合理的行動理論，計画的行動理論に基づき，

避難の意思決定過程をモデル化し，心理コスト，経済コスト等の避難を決定する要因

の影響度を考察している． 

一方で，中村 25)は，避難の要因や過程について足し算によって表現する，避難のオ

ーバーフロー・モデルを提案している．これは，危険認知のタンクと社会的要因のタ

ンクから避難のバケツに水が注がれ，あふれる（閾値を超える）と，避難が起きると

いうイメージを用いて説明している． 同様に，閾値の観点から，及川ら 26)-28)は，豪雨

進展過程における住民の避難開始に対して，加速寿命モデルを用いて，住民の避難行

動に対する意向を主に洪水経験との関係を中心に分析している．住民避難の意思決定

には避難意図の心理量が存在し，これはイベントの発生に伴って変化するとともに，

閾値を越えることで住民は避難を開始すると述べている． 

 

（２） 集団の特徴で記述するモデル 

まず，時空間的に状態が伝播する基礎的なモデルとして，感染モデル（SIR モデル）
29)や閾値モデル 30)

 を紹介する．SIR モデルは，1927 年の Kermack らの提案 29)に始ま

り，その歴史は古い．これは，感染者から非感染者への感染症の流行過程をモデル化

したもので，伝播に関するミクロな現象を無視し，マクロな伝播現象に注目したもの

である．その後，様々な改良がなされ，現在，複雑ネットワークの分野で広く用いら
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れている．一方で，閾値モデルは，1978 年の Granovetter
30)の提案に始まる．自身が動

き出す際の，個別の閾値を超える周囲の人々が行動する場合，その人自身も行動する

というものである．この時，伝播現象が拡大するか収束するかは，限界質量と呼ばれ

る絶対量によって決定される．この理論は様々な応用がなされ，キャズム理論 31)など

経営学の分野で著名である． 

さて，避難開始に話題に話を戻す．井料ら 32)は，人間行動のマクロ的特徴に注目し，

SIR モデルを用いた避難開始時間の推定手法を提案している．この手法において，避

難者は災害の体感，避難に関する情報の取得，避難の完了に応じた 5 つのグループに

属し，グループ間の移行による避難開始の状況を推測している．熊谷ら 33)は，使用す

るパラメータを極力絞り込めるマクロ的な観点から，津波避難開始時間の数理モデル

を提案している．この手法において，避難者を自発的避難群，非自発的避難群，津波

切迫避難群といった，避難開始理由に基づく 3 群に分類し，避難開始比率の時間変化

を説明している． 

 

（３） 個人の特徴と集団の特徴の両方で記述するモデル 

まず，著名な研究として，避難誘導法に関する Sugiman ら 34)の知見を紹介する．

Sugiman ら 34)
 は，災害時の避難誘導方法として, 指差誘導法（声と動作で避難方向を

指示）, 吸着誘導法（少数の人々を引き連れて避難）という誘導法を提案し，現場実

験によって個々の避難者と群集全体の行動パターンを分析した．この結果，条件によ

っては，吸着誘導法が指差誘導法よりも有効であり，少数の避難行動が全体の避難開

始に大きく影響することが明らかとなった． 

ここから，本研究で着目する避難開始リアリティと関連が深いモデルを紹介する． 

岡田ら 35)は，住民・行政・メディア・専門家の四者を結び付けた災害対応を議論す

る，減災の正四面体モデルを提唱している．当モデルは，火山災害の知見を踏まえ，

火山防災における代表的な主体である四者の距離を均等に配置した，正四面体構造で

表現される．同モデルにおいて特筆すべきことは，住民を中心とした構造でなく，住

民が正四面体の頂点に配されており，他の構成要素と同じ立ち位置で住民を災害当事

者として捉えていることである． 

近藤 36)は，岡田らのモデルを，共同構築されるリアリティから捉え直し，メディア・

イベントをめぐるリアリティの共同構築モデルを提案している．近藤は，減災の正四

面体モデルが頂点に配された各主体を線分でつなぐ連携構造に焦点があてられていた

ことに対して，各面によって成り立つ空間に焦点を当てている．つまり，線分は，情

報の送り手・受け手といった，従来型の議論に収束するが，各面ないし空間で捉える

ことにより，各主体が当事者として，相互に影響し合いながらリアリティを共同で構

築することに言及している． 



29 

 

さて，前章で述べたように，本研究で着目する避難開始リアリティは，地域住民を

含めた様々な人々のみならず，自然現象によって醸成される「逃げなければならない」

という雰囲気である．そのため，本研究において醸成される避難開始リアリティは，

住民・行政・メディア・専門家にとどまらないことに注意が必要である． 
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3.4 避難に関する数値計算手法 

 

 本節では，避難に関する数値計算手法として，①避難開始に関する数値計算手法，

②避難行動に関する数値計算手法に分類して述べる． 

 

（１） 避難開始に関する数値計算手法 

 避難開始に関する数値計算手法は，後述する避難行動に関する数値計算手法の蓄積

に比べると，既往研究は少ないといえる．以下，避難開始に関する数値計算手法を紹

介する． 

まず，主に個人の特徴で記述される手法について整理する．桑田ら 37)や片田ら 38),39)

は，住民個人の避難行動の意思決定に注目したシミュレータを開発し，地域防災力の

向上を目的とした防災教育を実施している．このモデルでは，避難の意思決定構造に

影響を与える内的要因および外的要因それぞれに注目した分析を行っている．佐々野

ら 25)
 は，地下街における火災避難について，ファジィ理論を用いた避難者の不安度を

算出することで避難開始を表現している．佐藤ら 17), 18)は，合理的意思決定メカニズム・

認知的不協和・情報待ちの 3 点に着目し，よりコストが小さい代替案を選択するとい

う考えに基づいた，避難行動意思決定モデルを提案している．浦田ら 23)は，時間変化

する将来効用に注目し，避難開始選択モデルを提案している． 

次に，集団の特徴で記述される手法について整理する．前節と同様の記述になるが，

井料ら 32)は，SIR モデルを用いた避難開始時間の推定手法を提案し，避難開始の状況

を推測している．熊谷ら 33)は，避難者を自発的避難群，非自発的避難群，津波切迫避

難群といった，避難開始理由に基づく 3 群に分類し，避難開始比率の時間変化を説明

する数理モデルを提案している． 

一方で，個人の特徴と集団の特徴の両方で記述される手法は見られない．そのため，

上述した数値計算手法は，避難開始を個人の特性，もしくは集団全体の特性から捉え

ており，地域内における個人と周囲の相互影響について，時空間的な分析を十分にで

きるとは言えない． 

 

（２） 避難行動に関する数値計算手法 

避難行動に関する数値計算は，前述の避難開始に関する数値計算と比較すると，今

日まで数多くなされている．しかしながら，現状では数値計算の結果の精度・信頼度

には常に疑問が残されており，2015 年にようやく，避難行動数値計算に対する品質保

証の方法としての検証・妥当性確認手法が提案された 40)．一方で，避難開始数値計算

に対する品質保証の方法はまだ確立されていない．避難行動計算の歴史を俯瞰すると，

かつては，主に建築や心理学の分野を中心として，過去の災害事例調査による手法や，
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避難行動実験による手法が用いられてきた．近年では，コンピュータの普及に伴い，

避難行動シミュレーションも広く行われるようになった．避難行動シミュレーション

は，災害事例調査や避難行動実験から得られた結果を基に計算を行うことで，様々な

状況を考慮したモデル化が可能である． 

シミュレーションにおいて，対象空間のモデル化に注目すると，ネットワーク型，

メッシュ型，座標型の，大きく 3 つに分類できる．ネットワーク型は，対象空間をノ

ードとリンクのネットワークとして置き換え，各ノード間の歩行者数や密度，移動人

数により群集流動を表現し，避難者の流動量を調べる手法である例えば 41)．歩行者の流

動状況を量的に把握できる．メッシュ型は，平面的な広がりを考慮し，歩行空間をメ

ッシュに分割することで，各メッシュ内の歩行者数や密度，メッシュ間の移動人数に

より群衆流動を表現する手法である例えば 42),43)．歩行者は対象メッシュから隣接する周

囲のメッシュへの移動を行う．比較的容易にモデル化できる．座標型は，対象空間を

空間座標で表現する手法であり，座標上を歩行者が移動するものである例えば 44)．避難

者に詳細な位置情報等を与えることができ，より詳細に避難行動を表現することが可

能である． 

次に，避難者のモデル化に注目すると，集団型と個人型の 2 つに大別できる．集団

型は，複数人を 1 つの集団とみなし，複数の人間の行動を群集流として扱う．通路・

出入口等における流出係数を求めた後，避難行動完了までの時間を算出する．この手

法による研究は，個人型と比較して古くから行われている．避難者全体の傾向を容易

に把握できる一方，各個人について検討，特に個々の心理状況や挙動の考慮が困難な

場合もある例えば 45)．個人型は，避難者それぞれに歩行速度や避難経路等の情報を与え

て解析を行う．各個人の年齢や社会的役割，また避難者間の影響を考慮することが可

能である．以前は座標型と同様，計算時間が長いという欠点を抱えていたが，計算機

の発達により，近年では多く採用されている例えば 43), 44)． 

シミュレーション手法の代表例として，セルオートマトン法（CA 法），ポテンシャ

ルモデル，マルチエージェントシステム（MAS），個別要素法（DEM）等がある．セ

ルオートマトン法（CA 法）とは，空間を一様に格子分割してセルを配置し，各セルの

状態を局所的な相互作用の原理に基づき変化させる計算手法である 43), 44)．複雑な現象

を比較的簡単に表現できる一方，個人属性を反映させるのが難しい点が挙げられる．

ポテンシャルモデルは，CA法と同様に，各メッシュをポテンシャルの重ね合わせで表

現し，避難者の進行方向を決定する計算手法である例えば 43)．格子分割した空間モデル

を用いる津波伝播・氾濫計算との相性がよく，連成が容易であることが挙げられる． 

マルチエージェントシステム（MAS）とは，エージェントと呼ばれる行動主体が周囲

の環境を知覚し，自らの意思決定によって行動するとともに，周囲の環境に影響を与

える様子を表現する計算手法である例えば 48)-50)．避難行動に限らず，生態系や経済の分
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野においても広く用いられている．個別要素法（DEM）とは，解析対象を非連続的な

粒状体の集合と考え，各要素の挙動をそれぞれ独立な質点の運動方程式で表現する計

算手法である 40)． バネとダッシュポットを用いて要素間の相互作用を考慮するため，

滑らかな障害物回避やすれ違い，追い越しといった基本的な人間行動を表現できる．  

 本研究では，社会的リアリティ，特に，避難開始リアリティに着目した，地域にお

ける避難開始に関する状況を時空間的に分析し，その特徴を考察できる数値計算手法

を開発する．また，前述した，DEM に基づく避難行動モデルと統合することで，避難

開始と避難行動を同時に計算できる津波避難シミュレータを開発する．本シミュレー

タの詳細な説明は次章に譲ることとする． 
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3.5 東日本大震災以降の避難開始に関する取り組み 
 

東日本大震災を経験した昨今，日本各地の沿岸域において，様々な津波避難の対策

が行われている．本節では，避難開始リアリティの観点から地域の迅速な避難を促す

取り組みを紹介する． 

兵庫県南あわじ市阿万地区で毎年行われる避難訓練では，地域に眠っていた半鐘を

活用し，住民たちで地域に危険が迫っていることを知らせる取り組みがなされている．

具体的には，一時避難場所となる高台の中腹に設置された半鐘を，避難行動を終えた

住民が鳴らすことで，「逃げなければならない」という雰囲気を醸成し，地域の迅速な

避難開始を促すものである（写真 3.1）．  

同県姫路市姫路港で毎年開催される防災訓練では，船舶の沖出しの際に汽笛を連続

して鳴らすことで，周辺船舶に加え，周辺住民の危機感を高める取り組みがなされて

いる．この取り組みは，前章第 5 節で紹介した茨城県大洗町での事例 51)のように，汽

笛の音が，「ただ事ではない」という雰囲気を醸成し，住民の避難開始を促すことが期

待されている． 

以上の取り組みは，地域における昔の資産の活用事例として，国土技術政策総合研

究所の研究報告にも記載されている 52)． 

 

 

写真 3.1 南あわじ市阿万地区の高台中腹にある半鐘 

（階段部に書かれた 23.5 は高台の標高（m）を表している） 
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3.6 結語 
 

本章では，関連する研究分野における本研究の位置づけを明確にした上で，その意

義を明示するため，避難開始に関する既往調査・研究，特に，社会調査，モデル化，

数値計算手法を整理した．さらに，東日本大震災以降の津波避難開始に関する各地の

取り組みを紹介した．主要な結論を以下に列挙する． 

 

（１）避難開始に関する調査報告を俯瞰するうえで，回答者はみな津波からの生存者

であることに留意しなければならない．調査結果の多くが生存者自身の体験に基づく

ものであり，犠牲者の行動が含まれていない． 

 

（２）避難開始の特徴を示す重要な質問とその回答結果として，①地震発生時の居場

所，②公的機関からの情報取得の有無，③避難開始のきっかけ，④避難開始のタイミ

ングの 4 点を紹介した．この視点から東日本大震災による避難開始を捉えると，津波

防災意識がわが国でトップクラスの津波常襲地域である三陸沿岸地域においても，必

ずしも迅速な避難開始ができたとは言えず，津波避難の難しさが改めて浮き彫りとな

った． 

 

（３）避難開始リアリティを分析するうえで，既往の社会調査では，地域における雰

囲気を醸成していたのか，おおよその推測による議論にとどまる．今後の避難開始の

調査においては，「当時，周囲の様子はどうであったか」という質的調査が重要である． 

 

（４）避難開始のモデル化について，個人の特徴，集団の特徴で記述するモデルであ

るか，ということに注目し，3 点に分類した（図 3.1）．具体的には，①個人の特徴で

記述するモデル，②集団の特徴で記述するモデル，③個人の特徴と集団の特徴の両方

で記述するモデルである．本研究は，地域全体で醸成される避難開始リアリティに注

目し，同時に個人の避難開始を表現することから，上述の 3 点目に分類されるといえ

る． 

 

（５）避難に関する数値計算手法として，避難開始に関する数値計算手法と避難行動

に関する数値計算手法に分類して整理した．避難開始に関する数値計算手法において，

個人の特徴，もしくは集団の特徴で記述する手法が提案されている．しかし，個人の

特徴と集団の特徴の両方で記述する手法は提案されておらず，地域内における個人と

周囲の相互影響について，時空間的な分析を十分にできるとは言えない． 

 



35 

 

（６）東日本大震災以降の避難開始に関する各地の取り組みについて，避難開始リア

リティの観点から地域の迅速な避難を促す取り組みを紹介した．兵庫県南あわじ市阿

万地区における津波避難訓練では，地域に眠っていた半鐘を活用し，住民たち自身が

「逃げなければならない」という雰囲気を醸成し，地域の迅速な避難開始を促す取り

組みがなされている．また，同県姫路市における防災訓練では，船舶の沖出しの際に

汽笛を連続して鳴らすことで，汽笛の音が，「ただ事ではない」という雰囲気を醸成し，

住民の避難開始を促すことを期待した取り組みがなされている． 
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第 4 章 津波避難シミュレータの開発 

 

4.1 概説 
 

本章では，避難開始リアリティに着目して開発した，津波避難シミュレータの手法

について紹介する．本シミュレータは，避難行動開始に至るプロセス（避難開始）を

表現する避難者発生モデルと，避難行動開始後の挙動を表現する避難行動モデルの 2

つに大別できる（図 4.1）．本研究では，避難者発生モデルを開発し，清野ら 1)-3)が開

発した個別要素法（DEM）を用いた避難行動モデルと統合した，津波避難シミュレー

タを開発する．DEM に基づく避難行動モデルの主たる特徴は，住民を円柱要素でモデ

ル化し，住民間の物理的距離および心理的距離をバネとダッシュポットを用いること

で表現できること，また，各要素に働く外力に対して運動方程式を解くことで，それ

ぞれの挙動を表現できることである．障害物回避やすれ違い，追い越しといった基本

的な人間行動を再現でき，屋内等の比較的狭い空間での避難行動分析に適した手法で

あるが，屋外の広域における避難シミュレーションにも適用できる．なお，避難者発

生モデルは，DEM に基づく避難行動モデルだけでなく，他の手法を用いた避難行動モ

デルと統合して津波避難シミュレータを構築することも可能である．このとき，後述

する，両モデルの計算時間間隔を調整する必要がある．  

まず，第 2 節では，本研究で開発した避難者発生モデルについて述べる． 

次に，第 3 節では，DEM を用いた避難行動モデルについて述べる． 

最後に，第 4 節では，本章のまとめを行う． 

 

 
図 4.1 津波避難シミュレータの構成 
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4.2 避難者発生モデル 
 

4.2.1 概説 

 これまで，避難開始の定量的な表現として，前章で述べたように，個人の特徴，も

しくは集団の特徴で記述する手法が提案されてきた．主に，各住民が避難する・しな

いといった論理的な意思決定に注目したものが多い（図 2.2(a)）．一方で，本研究で

は，地域住民を含めた様々な人々や自然現象によって醸成される「逃げなければなら

ない」という雰囲気（避難開始リアリティ）によって，直観的に避難行動を開始する

住民がいる状況に注目している（図 2.2(b)）． 

図 4.2 は，図 2.2 を踏まえた，本研究における避難開始の考え方を，地震・津波災

害時における状況の推移に着目した簡単なフローで示したものである．まず，地震の

揺れにより，日常モードは，揺れに警戒モードになる．その後，社会を構成する様々

な要因によって，避難開始リアリティが十分に醸成されれば避難モードになる． 

 

 

(a) 論理的判断に基づく避難開始 

 

 

(b) 直感的判断に基づく避難開始（本研究の捉え方） 

 

図 2.2（再掲） 論理的判断および直感的判断に基づく避難開始の模式図 

 

 

図 4.2 地震・津波災害時における状況の推移に着目した避難開始のフロー 
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4.2.2 避難者発生のモデル化 

筆者が開発した避難者発生モデルは，地域住民を含めた様々な人々や自然現象によ

って醸成される「逃げなければならない」という雰囲気（避難開始リアリティ）によ

って，住民が直観的に避難行動を開始する，という考え方に基づいている．これは，

前章でも述べたように，避難開始の表現として，個人の特徴と集団の特徴の両方で記

述される手法として分類できる． 

具体的には，避難開始を，①人々の行動や自然現象に醸成される避難開始リアリテ

ィ（Reality of Evacuation Start）𝑅𝐸𝑆 が醸成される（(4.1) 式），②住民は周囲の避難開

始リアリティ 𝑅𝐸𝑆 を感じ危機感（Awareness Level of Danger）𝐴𝐿𝐷 を高める（(4.2) 式），

③危機感 𝐴𝐿𝐷 が上限（閾値）𝜃 を超えると避難行動を開始し避難開始リアリティ 𝑅𝐸𝑆 

を醸成する一因（ソース）となる（(4.3) 式）ことで表現している．基本的なコンセプ

トを図4.3に，アルゴリズムを図4.4に示す． 

 

 

 

図4.3 避難者発生モデルの基本的なコンセプト 

 

 

図4.4 避難者発生モデルのアルゴリズム 
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𝑅𝐸𝑆(𝑥,𝑦,𝑡) = 𝐶𝐵(𝑛(𝑥,𝑦,𝑡)) ∑(𝑅𝑖𝑠(𝑥,𝑦,𝑡) 𝑋𝑖𝑠(𝑡) 𝑊𝑖𝑠(𝑡))

𝑛𝑠

𝑖𝑠=1
 

(4.1) 

𝐴𝐿𝐷𝑖𝑝(𝑡) = min{𝜃𝑖𝑝
, ∫ 𝑅𝐸𝑆(𝑥,𝑦,𝑡)

𝑐𝑖𝑝

𝑑𝑠}
 

(4.2) 

𝑋𝑖𝑝(𝑡) = {
0, 𝐴𝐿𝐷𝑖𝑝(𝑡) < 𝜃𝑖𝑝

1, 𝐴𝐿𝐷𝑖𝑝(𝑡) ≥ 𝜃𝑖𝑝
 (4.3) 

 

ここで，𝑅𝐸𝑆(𝑥,𝑦,𝑡) は時刻 𝑡 において座標  (𝑥, 𝑦) で醸成される避難開始リアリティ，

𝐶𝐵(𝑛(𝑥,𝑦,𝑡)) は時刻 𝑡 において座標 (𝑥, 𝑦) で避難開始リアリティ 𝑅𝐸𝑆(𝑥,𝑦,𝑡) を醸成するソ

ースの数 𝑛(𝑥,𝑦,𝑡) に依存する集団同調性バイアス（Conformity Bias，(4.4)式で定義，本

節第6項で詳細を説明），𝑛𝑠 はソースとしてのポテンシャルを持つ因子の総数，𝑅𝑖𝑠(𝑥,𝑦,𝑡) 

は時刻 𝑡 において座標 (𝑥, 𝑦) とソース 𝑖𝑠 の位置関係を表す関数（(4.5)式で定義，本節第

3項で詳細を説明），𝑋𝑖𝑝(𝑡) は時刻 𝑡 において住民 𝑖𝑝 がソースとして機能しているかを表

す関数（ソース 𝑖𝑠 に注目して(4.6)式で定義），𝑊𝑖𝑠(𝑡) は時刻 𝑡 におけるソース 𝑖𝑠 の影響

度（重み，本節第4項で詳細を説明），𝐴𝐿𝐷𝑖𝑝(𝑡) は時刻 𝑡 における住民 𝑖𝑝 の危機感，𝜃𝑖𝑝
 は

住民 𝑖𝑝 の閾値（(4.7)式で定義，本節第5項で詳細を説明），𝑐𝑖𝑝
 は住民 𝑖𝑝 が避難行動を

開始するまでに通過する経路である． 

 

𝐶𝐵(𝑛(𝑥,𝑦,𝑡)) = 1 +
45.09

45.68
 ln (𝑛(𝑥,𝑦,𝑡)) (4.4) 

𝑅𝑖𝑠(𝑥,𝑦,𝑡) = {
0, 𝑖𝑠(𝑥,𝑦,𝑡)

 の影響範囲外

1, 𝑖𝑠(𝑥,𝑦,𝑡)
 の影響範囲外 

(4.5) 

𝑋𝑖𝑠(𝑡) = {
0, 𝑖𝑠(𝑡)

 がソースとして機能していない（オフ）

1, 𝑖𝑠(𝑡)
 がソースとして機能している（オン）  

(4.6) 

𝜃𝑖𝑝
= 𝐶/𝑟𝑖𝑝 (4.7) 

 

ここで，𝑟𝑖𝑝
 は住民ごとにランダムに与えられる0～1の一様乱数であり，𝐶 は地域ごと

の避難開始のしやすさを表す定数（地域定数）である． 

 住民ごとの危機感の高まりは，神経細胞の機能を表現するニューロンの仕組みを参

考に開発した．ニューロンの機能を要約すると，①シナプス前ニューロンの出力信号

がシナプス後膜電位に変化を与え，②多くのシナプスの出力信号の総和によって膜電

位が決まり，③膜電位がある閾値を超過すると，シナプス後ニューロンは興奮しイン
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パルスを出力する．このような機能のみを考慮したモデルは，ニューロンモデルとよ

ばれ，1943年のMcCullochらの提案に始まる4)．彼らはニューロンモデルを以下のよう

に定式化している． 

 

𝑦𝑖
𝑡 = ∑ 𝑋𝑘  𝑊𝑖𝑘 −  𝜃𝑖

𝑛

𝑘=1
 

(4.8) 

𝑓(𝑦𝑖
𝑡) = {

0, 𝑦𝑖
𝑡 < 0

1, 𝑦𝑖
𝑡 ≥ 0 (4.9) 

 

ここで，𝑋𝑘 はニューロン 𝑘 の状態（静止状態あるいは興奮状態）であり，出力値 0

（静止状態）もしくは 1（興奮状態）をとる． 𝑊𝑖𝑘 はニューロン 𝑘 からニューロン 𝑖 へ

の結合の強さ（シナプス結合荷重），𝜃𝑖 はニューロン 𝑖 の発火に対する閾値である．

また，(4.8) 式における ∑ 𝑋𝑘  𝑊𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1  は多数のシナプスからの刺激による影響の総和を

表し，𝑓(𝑦𝑖
𝑡) は 時刻 𝑡 におけるニューロン 𝑖 の状態（静止状態あるいは興奮状態）

を表している．この関数は階段関数で定義され，動作関数とよばれる．(4.9) 式の場合，

出力値 0 もしくは 1 をとる．  

 

 

4.2.3 ソースの影響範囲 

 本研究では，避難開始リアリティを醸成するソースについて，その影響範囲に注目

し，表4.1のように4種類に分類した．①全領域型は，地震の揺れのように，対象領域

全体に影響を与える．②非影響範囲を含む全領域型は，遡上する津波のように，浸水

域の拡大や接近により影響範囲の大きさや位置が変化する影響範囲が変化する．③円

形型は，避難者の呼びかけや防災行政無線などの聴覚情報のように，ソースを中心と

する同心円内に影響を与える．④非影響範囲を含む円形型は，住民の避難行動などの

視覚情報のように，ソースを中心とする同心円内に影響を与えるが，遮蔽物により，

影響範囲の一部に影響が及ばない．なお，②，③，④は，ソースを時間変化させなけ

れば静的に取り扱える． 

次に，③，④における影響範囲の設定方法を，それぞれ，聴覚情報および視覚情報

を例に述べる． 

まず，聴覚情報を考慮する場合，影響範囲について，ソースを点音源と仮定し，距

離減衰を考慮した次式で表現する． 

 

𝑑𝑆𝑖𝑠(𝑡)
= 10

1
20

(𝑆𝐼𝑖𝑠(𝑡)−𝑆𝐼 (𝑥,𝑦,𝑡))
 (4.10) 
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ここで，𝑑𝑆𝑖𝑠(𝑡)
 は時刻 𝑡 においてソース 𝑖𝑠 からの聴覚情報が届く限界距離，𝑆𝐼𝑖𝑠(𝑡) は時

刻 𝑡 においてソース 𝑖𝑠 が発する音の強さ(dB)，𝑆𝐼(𝑥,𝑦,𝑡) は時刻 𝑡 において座標 (𝑥, 𝑦) で聞

き取れる音の強さ(dB)である．本研究では，テレビ・ラジオよる音の強さを80 dBとし

（大きめに設定），60 dB（日常会話における音の強さ）以上の強さで聞き取れる状況

を仮定し，(4.10)式を用いて得られる10 mをテレビ・ラジオの影響範囲として用いる．

また，呼びかけ（大声）による音の強さを90 dBとし，同様の手順で得られた30 mを避

難行動者の呼びかけの影響範囲として用いる．  

 次に，視覚情報を考慮する場合，視力と視認距離の関係を表す次式を用いる． 

 

𝑑𝑉𝑖𝑠(𝑡)
 = 𝑘𝑉  ℎ𝑖𝑠 (4.11) 

 

ここで，𝑑𝑉𝑖𝑠(𝑡)
 は時刻 𝑡 においてソース 𝑖𝑠 からの視覚情報が届く限界距離(m)，𝑘𝑉 は視

力係数，ℎ𝑖𝑠
 はソース 𝑖𝑠 の高さ(m)である．視力1.0の場合，𝑘𝑉 = 0.67 となる．本研究

では，20~24歳男性の平均身長1.72 mおよび20~24歳女性の平均身長1.59 mの平均 

ℎ = 1.65 m5) を視認できる距離を，視力1.0の場合の視力係数 𝑘𝑉  を用いて，(4.11)式よ

り110 mと算出した．これを視覚情報に関する避難行動者の影響範囲として用いる． 

 

 

4.2.4 ソースの重み 

 ソースの重みは，それぞれの影響の大きさを表し，社会全般や各地域において，ど

のソースを重視するかを相対的に表現している．そこで，重みを，人びとの避難行動

表 4.1 影響範囲に注目したソースの分類 

 
① 全領域型 

② 非影響範囲を 

   含む全領域型 
③ 円形型 

④ 非影響範囲を 

 含む円形型 

模式図 

    

説明 
対象領域全体に 

影響を与える． 

影響範囲の 

大きさや位置が 

変化する． 

ソースを中心と 

した同心円内に 

影響を与える． 

遮蔽物により， 

円形型の影響範囲 

の一部に影響が 

及ばない． 

ソース 

の例 
地震の揺れ 津波の氾濫 

呼びかけ 

（避難行動者に 

よる聴覚情報） 

避難行動 

（避難行動者に 

よる視覚情報） 

 

影響範囲は矢印が示す方向へ時間変化する 
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開始に及ぼす影響力の大きさを表すソースごとに与えられる固有の数値として定義す

る．多くの人びとが避難のきっかけとしている情報ほど大きな影響力があると考えて，

社会調査のデータを用いて以下のように算出する． 

まず，①ソース 𝑖𝑠 による影響を受けた住民の割合 𝑚𝑠 とその影響を避難のきっかけ

とした住民の割合 𝑝𝑠 の両項目がある社会調査を選定し，②ソース 𝑖𝑠 による影響力の大

きさ 𝑝𝑠 𝑚𝑠 ⁄ を算出する．次に，③ソースごとに算出した 𝑝𝑠 𝑚𝑠 ⁄ を地震の揺れによる影

響力の大きさ 𝑝𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒 𝑚𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒 ⁄ との比で整理する．続いて，④地震の揺れ直後に避難し

た人びとの割合について，社会調査の実績値と，シミュレーションで得られる値が一

致するように，地震の揺れの重み 𝑊𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒 を試行錯誤的に決定する．最後に，⑤整理し

た影響力の大きさの比と，地震の揺れの重み 𝑊𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒を用いて，その他のソースの重み

 𝑊𝑖𝑠
 を決定する．以上の算出フローを，図 4.5にまとめて示す． 

東日本大震災を例に挙げると，上記の手順①で使用できる社会調査として，中央防

災会議 防災対策推進検討会議 津波避難対策検討ワーキンググループが実施した調査6)や

中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会が

実施した調査7)，サーベイリサーチセンターが実施した調査8)，ウェザーニューズが実施し

た調査9)などがある．避難のきっかけを尋ねた社会調査は，避難のきっかけとなった要

因の影響力の大きさとその要因の影響を受ける人口の多さ（暴露人口）の両方の影響

を受けている場合が少なくない．そのため，重みの算出において，いかに後者の影響

を取り除くかという課題がある．上述した算出フローにおいて，暴露人口の影響を取

り除くことを考慮している． 

  

 

図4.5 重みの算出フロー 
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さて，前項と本項で述べたソースに関して，避難者発生モデルで用いるソースの特

徴の例を表 4.2に示す．ここでは，中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地

震・津波対策に関する専門調査会が実施した調査 7)における，避難のきっかけに関する

回答割合を使用した． 

 

 

4.2.5 住民の閾値 

同じ時間，同じ強さの避難開始リアリティに触れていても，住民それぞれの避難開

始のタイミングは異なる．これを，危機感の上限（閾値）として表現する．住民 𝑖𝑝 の

閾値 𝜃𝑖𝑝
 について，地域ごとの避難開始のしやすさを表す地域定数 𝐶 を考慮している．

地域定数 𝐶 の値が小さいほど，当該地域にいる住民の閾値は低くなる．そのため，避

難行動を開始するために蓄積しなければならない危機感の上限が低くなり，避難の開

始は迅速になる．なお，本研究では，住民ごとにランダムに与えられる0～1の一様乱

数 𝑟𝑖𝑝
 を用いて，住民ごとの閾値の違いを表現している．地域における住民の閾値の分

布について，今後より詳細に検討していく必要がある． 

 

 

4.2.6 集団同調性バイアス 

災害時の避難開始において，住民は物事を解釈するとき，事象そのものの特徴を受

け入れるのではなく，様々にゆがめて認知を行う傾向（認知バイアス）10)が作用する

ことが指摘されている．心理学のアプローチとして，邑本 11)は，災害時における人間

の情報処理に①正常化の偏見，②比較楽観主義バイアス，③集団同調性バイアス，④

表 4.2 ソースの特徴の例 

  
地震の揺れ 

他者の 

呼びかけ 

他者の 

避難行動 

テレビ・ 

ラジオ 

防災行政 

無線 

回答割合 1.00 0.42 0.31 0.15 0.04 

重み 7.3×10-3 4.3×10-3 2.7×10-3 2.1×10-3 2.4×10-3 

時間特性 

(影響時間) 

地震発生から 

160秒まで 

地震発生から 

160秒後以降 

地震発生から 

160秒後以降 

地震発生から 

160秒後以降 

地震発生から

160秒後以降 

空間特性 

(影響範囲／

位置) 

― 
影響半径30m 

／避難者の位置 

影響半径110m 

／避難者の位置 

影響半径10m 

／各住居 
― 

空間特性 

(カテゴリー) 
 

 

全領域型 

  

 

円形型 

  

非影響範囲を 

含む円形型 

 
非影響範囲を 

含む動く円形型 

 
 

全領域型 

数 1 最大1,450 最大1,450 569 1 
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コントロール幻想，⑤エキスパート・エラーの 5 種類の認知バイアスが作用すると述

べている． 

①正常化の偏見は，正常性バイアスともよばれる．異常事態発生に際して，ある程

度までの異常は異常だと感じずに，正常の範囲だと認識する心理的作用である．その

ため，ふだんとは異なる事態が発生したにもかかわらず，普通の範囲で以上ではない

と感じてしまう．②比較楽観主義バイアスとは，望ましいことは他人よりも自分が高

い確率で経験するが，望ましくないことは自分よりも他人が高い確率で経験すると判

断する心理的作用である．例として，被災後の「まさか自分の住む地域が大被害を受

けると思わなかった」のようなコメントが挙げられる．③集団同調性バイアスは，多

数派同調バイアスともよばれ，社会心理学では同調現象として知られている．異常事

態発生時，人々が集団として存在すると，他者の意見を自分の判断基準として採用し

ようとする心理作用である．例として，他者が避難行動をしている姿を目撃し，自分

も避難行動を開始したなどが挙げられる．Kameda
12)らは，人間は，限られた情報処理

能力の制約下で判断や意思決定をしなければならないが，近隣の人間関係に頼った判

断と意思決定をすることが多いと述べている．また，他者の判断や意思決定に頼るこ

とは，リスクの社会的増幅を強化させ，非合理的な世論を醸成する基盤となっている

ものの，情報処理の節約に対して，ある程度の妥当性のある判断や意思決定がなされ

ると主張している．④コントロール幻想は，ある事象に自分が及ぼすことのできる影

響力を高く見積もる心理作用である．例として，「いざとなったら自力で逃げられる」，

「自分は津波にさらわれない」などのコメントが挙げられる．⑤エキスパート・エラ

ーは，専門家による影響を鵜呑みにしてしまう心理的作用である． 

避難開始のモデル化において，上記の認知バイアスの取り扱いを考えるうえで，社

会心理学者の矢守 13)は，正常化の偏見に関する大変興味深い考察を行っている．つま

り，正常化の偏見の存在を示す根拠の多くが，事後調査の結果に基づいており，本来，

事後の sense-making（事後的なプロセス）が関与して生じる正常化の偏見が，事前の

decision-making を規定する概念へと転用されがちであると指摘している．簡潔に言え

ば，正常化の偏見は，災害による被害等の事実が知られた後の，一種の結果論とも解

釈でき，sense-making が大きく関与しているといえる．矢守 13)は，今何が起こりつつ

あるのかというリアリティに着目することで．社会を構成する様々な人々による，リ

アリティの共同構築が正常化の偏見という用語で，問題とする事態を sense-making し，

防災情報を楽観視する結果として災害避難が低調であると考えること自体を無意味化

し，リアリティの共同構築という新しい sense-making を通して，これまでと異なる解

決方向性を示すことができると主張している．本研究においても，矢守の考えに立脚

したリアリティに注目して避難開始を議論するツールを作成している．矢守の主張を

踏まえると，上述した 5 種類の認知バイアスのうち，①正常化の偏見，②比較楽観主
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義バイアス，④コントロール幻想，⑤エキスパート・エラーは，事後の sense-making

が大きく影響していると考えることができる．  

一方で，集団同調性バイアスは，より多くの他者から発信される情報（無意識のう

ちに発信する情報を含む）を，単純な足し合わせとして捉えるのではなく，より大き

な影響を与えると考えるものであり，事後的な sense-making とは異なるものである．

そこで，本研究では，災害時の認知バイアスとして，集団同調性バイアスを考慮した

モデル化を行う， 

定式化において，歩行者の同調行動を観察・分析した Milgram ら 14)の研究成果を用

いる．Milgram らは，ニューヨークの市街地において，歩道に立って空を見上げてい

るサクラ（おとり）を用意し，サクラの人数に応じて，つられて空を見上げる周囲の

人数を観察した．本研究では，Milgram らが得たデータを使用し，影響を与える人数

が増えるほど模倣する人数の増加率が逓減することを対数近似で表現し，集団同調性

バイアスを(4.4)式のように定義した． 

 

 

4.2.7 避難者発生モデルの計算時間間隔 

本研究では，本節で述べる避難者発生モデルと，次節で述べる避難行動モデルを統

合したシミュレータを開発する．そのため，避難行動モデルにおける時間間隔との関

係性が重要になる．避難行動モデルにおける計算時間間隔が 0.05 秒であること（詳細

については次節を参照）を踏まえ，避難者発生モデルにおける計算時間間隔 (∆𝑡𝐺) を

0.1 秒とする．この場合，避難行動モデルにおける時間解像度が本モデルよりも細かく

なる．0.1 秒以下の精度において，避難行動が，他者の避難開始に大きな影響を与えな

いと考えることができる．一方で，∆𝑡𝐺 が大きくなる場合（例えば 1 秒以上），避難行

動者の移動速度（移動速度については次節を参照）とソースの影響範囲（例えば，呼

びかけの影響範囲は 30m）について，計算精度が粗くなる．この点について，∆𝑡𝐺  を

0.1 秒にすることで，十分な計算精度を担保できるといえる． 

 

 

4.2.8 避難者発生モデルの基本機能 

 本項では，新たに開発した避難者発生モデルの基本性能を，正しく設計どおりの挙

動をするかを検証（verification）とともに紹介する．期待される基本機能は，表 4.3

に示す 7 項目である．  
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表 4.3 避難者発生モデルの基本機能 

 基本機能 

1 集団における相互作用 

2 閾値 𝜃𝑖𝑝
 の個人差 

3 重み 𝑊𝑖𝑠
 による影響の違い 

4 遮蔽物による影響遮断 

5 ソースの影響範囲のパターンによる違い 

6 集団同調性バイアスによる影響 

7 危機感の高まりやすさの地域差 

 

（１）集団における相互作用 

 集団における，避難開始に関する相互影響を，避難者発生モデルで表現できるかを

検証するため，以下の条件（図 4.6，表 4.4）で検証を行う．まず，図 4.6に示す 200 

m×400 m の矩形の領域に住民 3 人（住民 A, B, C）を配置する．避難開始リアリティ

を醸成するソースとして，避難行動（視覚情報）を考慮する．図中の住民 B, C ともに，

閾値を 1.0 とする．使用するパラメータを表 4.4にまとめて記す．本検証では，まず，

住民 A が図の右方向へ，1.0 m/s で移動する．その後の住民 B, C それぞれの危機感の

高まりおよび避難行動を開始する時間について，手計算で得られる理論値とシミュレ

ーションで得られる計算値を比較することで，設計通りの結果が得られることを確認

する． 

 検証の結果として，住民 B, C それぞれの危機感の高まりを図 4.7に，避難行動を開

始する時間を表 4.5に示す． 図表より，理論値と計算値が一致していることが確認で

きる．住民 B は，2.0 秒から 100.0 秒間，住民 A によって醸成される避難開始リアリテ

ィを感じ危機感を高め，102.0 秒に危機感が閾値に達し避難行動を開始した．住民 C

は，54.2 秒から 100.0 秒間，住民 A によって醸成される避難開始リアリティを感じ危

機感を高め，102.0 秒から 26.1 秒間，住民 A および避難行動を開始した住民 B によっ

て醸成される避難開始リアリティを感じ危機感を高め，128.1 秒に危機感が閾値に達し

避難行動を開始した． 

以上より，避難開始における住民間の相互影響を表現した検証結果を得られたこと

から，期待される機能を正しく表現できることを確認した． 

 

（２）閾値 𝜃𝑖𝑝
 の個人差 

本節第 5 項で述べたように，閾値 𝜃𝑖𝑝
は，避難を開始しやすい住民，開始しづらい住

民のように，住民それぞれが避難行動を開始するハードルを表現している．本検証で

は，閾値 𝜃𝑖𝑝
の個人差を，避難者発生モデルで表現できるか検証するため，以下の条件

（図 4.8，表 4.6）で検証を行う．まず，図 4.8に示す 200 m×400 m の矩形の領域に

住民 2 人（住民 A, B）を配置する．避難開始リアリティを醸成するソースとして，避 
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 表 4.4 検証における諸元 

（避難者発生モデルの検証 1） 

 ソース 避難行動 
 ソースの重み 1.0×10

-2
 

 ソースの空間特性 
(影響範囲／位置) 

影響半径110m 

／避難者の位置 
 

ソースの空間特性 
(カテゴリー) 

 
非影響範囲を含む 

動く円形型 

図 4.6 空間モデルと住民の配置 

（避難者発生モデルの検証 1） 

 閾値 1.0 

 移動速度 (m/s) 1.0 

 

 
図 4.7 検証結果（避難者発生モデルの検証 1，危機感の高まり） 

 

表 4.5 検証結果（避難者発生モデルの検証 1，避難行動を開始する時間） 

住民 
避難行動を開始する時間 (s) 誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

B 

2.0+100.0 = 102.0 

[備考] 

・0~2.0 s：危機感を高めない 

・2.0~102.0 s：住民 A によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

102.0 0 

C 

54.2+47.8+26.1 = 128.1 

[備考] 

・0~54.2s：危機感を高めない 

・54.2~102.0s：住民 Aによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，102.0-54.2=47.8 秒間 

・102.0~128.1s：住民 A, B によって醸成される避難開始リアリティ 

を感じ危機感を高める， 

{1.0-(1.0×10-2) ×47.8}/(1.0×10-2×2) = 26.1 秒間 

128.1 0 
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難行動（視覚情報）を考慮する．使用するパラメータを表 4.6 にまとめて記す．本検

証では，まず，住民 A が図の右方向へ，1.0 m/s で移動する．その後の住民 B の危機感

の高まりおよび避難行動を開始する時間について，手計算で得られる理論値とシミュ

レーションで得られる計算値を比較することで，設計通りの結果が得られることを確

認する．本検証では，住民 B の閾値 𝜃𝐵 を変化させ，その個人差を表現できることを確

認する．具体的には，（１）の検証で設定した閾値を使用する場合（Case 1），閾値を低

く設定する場合（Case 2），閾値を高く設定する場合（Case 3）の比較を行う． 

 検証の結果として，住民 B の危機感の高まりを図 4.9に，避難行動を開始する時間

を表 4.7に示す．図表より，理論値と計算値が一致していることが確認できる．Case1

における結果は，（１）の検証結果と同じであるため，説明を割愛する．Case2 におい

て，住民 B は，2.0 秒から 50.0 秒間，住民 A によって醸成される避難開始リアリティ

を感じ危機感を高め，52.0 秒に危機感が閾値に達し避難行動を開始した．Case3 におい

て，住民 B は，2.0 秒から 196.0 秒間，住民 A によって醸成される避難開始リアリティ

を感じ危機感を高める．避難開始リアリティの影響範囲外となる 198.0 秒において，

住民 B の危機感は閾値に達していない．このため，住民 B は避難行動を開始しなかっ

た． 

以上より，閾値 𝜃𝑖𝑝
 の個人差を表現した検証結果を得られたことから，期待される機

能を正しく表現できることを確認した． 

 

（３）重み 𝑊𝑖𝑠
 による影響の違い

本節第 4 項で述べたように，重みはソースによる影響の大きさを表し，社会全般や

各地域において，どのソースを重視するかを相対的に表現している．本検証では，避

難行動をソースとする場合の重みによる影響の違いについて，避難者発生モデルで表

現できるか検証するため，以下の条件（図 4.10，表 4.8）で検証を行う．（２）の検証

と同様に，まず，図 4.10に示す 200 m×400 m の矩形の領域に住民 2 人（住民 A, B）

を配置する．避難開始リアリティを醸成するソースとして，避難行動（視覚情報）を

考慮する．使用するパラメータを表 4.8 にまとめて記す．本検証では，まず，住民 A

が図の右方向へ，1.0 m/s で移動する．その後の住民 B の危機感の高まりおよび避難行

動を開始する時間について，手計算で得られる理論値とシミュレーションで得られる

計算値を比較することで，設計通りの結果が得られることを確認する．本検証では，

住民 A による避難行動の重みを変化させ，その影響の違いを表現できることを確認す

る．具体的には，（１）の検証で設定した重みを使用する場合（Case 1），重みを高く設

定する場合（Case 2），重みを低く設定する場合（Case 3）の比較を行う． 

検証の結果として，住民 B の危機感の高まりを図 4.11に，避難行動を開始する時間

を表 4.9に示す．図表より，理論値と計算値が一致していることが確認できる．Case1 
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 表 4.6 検証における諸元 

（避難者発生モデルの検証 2） 

 ソース 避難行動 
 ソースの重み 1.0×10

-2
 

 ソースの空間特性 
(影響範囲／位置) 

影響半径110m 

／避難者の位置 
 

ソースの空間特性 
(カテゴリー) 

 
非影響範囲を含む 

動く円形型 

図 4.8 空間モデルと要素の配置 

（避難者発生モデルの検証 2） 

 閾値 (Case1 / 
 Case2 / Case3) 

1.0 / 0.5 / 2.0 

 移動速度 (m/s) 1.0 

 

 

図 4.9 検証結果（避難者発生モデルの検証 2，危機感の高まり） 

 

表 4.7 検証結果（避難者発生モデルの検証 2，避難行動を開始する時間） 

Case 
避難行動を開始する時間 (s) 誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

1 

2.0+100.0 = 102.0 

[備考] 

・0~2.0 s：危機感を高めない 

・2.0~102.0 s：住民 A によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

102.0 0 

2 

2.0+50.0 = 52.0 

 [備考] 

・0~2.0s：危機感を高めない 

・2.0~52.0s：住民 Aによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，0.5/(1.0×10-2) = 50.0 秒間 

52.0 0 

3 

避難行動を開始しない 

[備考] 

・0~2.0 s：危機感を高めない 

・2.0~198.0 s：住民 A によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，196.0 秒間 

危機感の蓄積 (1.0×10-2)×196.0=1.96 < 閾値𝜃𝐵=2.0 

・198.0 s 以降：危機感を高めない 

避難行動 

を開始 

しない 

― 
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 表 4.8 検証における諸元 

（避難者発生モデルの検証 3） 

 ソース 避難行動 
 ソースの重み

(Case1 / Case2 / 
Case3) 

1.0×10
-2
 / 2.0×10

-2
 / 

0.5×10
-2
 

 ソースの空間特性 
(影響範囲／位置) 

影響半径110m 

／避難者の位置 
 

ソースの空間特性 
(カテゴリー) 

 
非影響範囲を含む 

動く円形型 

図 4.10 空間モデルと要素の配置 

（避難者発生モデルの検証 3） 

 閾値 1.0 

 移動速度 (m/s) 1.0 

 

 

図 4.11 検証結果（避難者発生モデルの検証 3，危機感の高まり） 

 

表 4.9 検証結果（避難者発生モデルの検証 3，避難行動を開始する時間） 

Case 
避難行動を開始する時間 (s) 誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

1 

2.0+100.0 = 102.0 

[備考] 

・0~2.0 s：危機感を高めない 

・2.0~102.0 s：住民 A によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

102.0 0 

2 

2.0+50.0 = 52.0 

 [備考] 

・0~2.0s：危機感を高めない 

・2.0~52.0s：住民 Aによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(2.0×10-2) = 50.0 秒間 

52.0 0 

3 

避難行動を開始しない 

[備考] 

・0~2.0 s：危機感を高めない 

・2.0~198.0 s：住民 A によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，196.0 秒間 

・198.0 s 以降：危機感を高めない 

・危機感の蓄積 (0.5×10-2)×196.0=0.98 < 閾値𝜃𝐵=1.0 

避難行動 

を開始 

しない 

― 
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における結果は，（１）の検証結果と同じであるため，説明を割愛する．Case2 におい

て，住民 B は，2.0 秒から 50.0 秒間，住民 A によって醸成される避難開始リアリティ

を感じ危機感を高め，52.0 秒に危機感が閾値に達し避難行動を開始した．Case3 におい

て，住民 B は，2.0 秒から 196.0 秒間，住民 A によって醸成される避難開始リアリティ

を感じ危機感を高める．避難開始リアリティの影響範囲外となる 198.0 秒において，

住民 B の危機感は閾値に達していない．このため，住民 B は避難行動を開始しなかっ

た． 

以上より，重み 𝑊𝑖𝑠
 による影響の違いを表現した検証結果を得られたことから，期

待される機能を正しく表現できることを確認した． 

 

（４）遮蔽物による影響遮断

ここでは，本節第 3 項で述べた，非影響範囲を含む円形型の特徴である，遮蔽物に

よる影響遮断について，避難者発生モデルで表現できるかを検証するため，以下の条

件（図 4.12，表 4.10）で検証を行う．まず，図 4.12に示す 200 m×400 m の矩形の領

域に住民 3 人（住民 A, B, C）を配置する．避難開始リアリティを醸成するソースとし

て，避難行動（視覚情報）を考慮する．なお，住民 B と住民 C の間には壁が存在し，

視覚情報によって醸成される避難開始リアリティは，壁によって影響が遮断される．

図中の住民 B, C ともに，閾値を 1.0 とする．使用するパラメータを表 4.4にまとめて

記す．本検証では，まず，住民 A が図の右方向へ，1.0 m/s で移動する．その後の住民

B, C それぞれの危機感の高まりおよび避難行動を開始する時間について，手計算で得

られる理論値とシミュレーションで得られる計算値を比較することで，設計通りの結

果が得られることを確認する． 

 検証の結果として，住民 B, C それぞれの危機感の高まりを図 4.13 に，避難行動を

開始する時間を表 4.11に示す．図表より，理論値と計算値が一致していることが確認

できる．住民 B について，（１）の検証結果と同じであるため，説明を割愛する．住民

C は，壁により，住民 A および住民 B によって醸成される避難開始リアリティが常に

遮断されるため，危機感を高められない．このため，住民 C は避難行動を開始しなか

った． 

以上より，避難開始における遮蔽物による影響遮断を表現した検証結果を得られた

ことから，期待される機能を正しく表現できることを確認した． 

 

（５）ソースの影響範囲のパターンによる違い 

本節第 3 項で述べたように，本モデルにおいて，ソースの影響範囲に注目し，表 4.1

のように 4 種類に分類した．以下，カテゴリー別に条件を設定し，検証を行う．なお，

非影響範囲を含む円形型について，（４）の検証で遮蔽物による影響遮断を正しく表現 
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 表 4.10 検証における諸元 

（避難者発生モデルの検証 4） 

 ソース 避難行動 
 ソースの重み 1.0×10

-2
 

 ソースの空間特性 
(影響範囲／位置) 

影響半径110m 

／避難者の位置 
 

ソースの空間特性 
(カテゴリー) 

 
非影響範囲を含む 

動く円形型 

図 4.12 空間モデルと要素の配置 

（避難者発生モデルの検証 4） 

 閾値 1.0 

 移動速度 (m/s) 1.0 

 

 
図 4.13 検証結果（避難者発生モデルの検証 4，危機感の高まり） 

 

表 4.11 検証結果（避難者発生モデルの検証 4，避難行動を開始する時間） 

住民 
避難行動を開始する時間 (s) 誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

B 

2.0+100.0 = 102.0 

[備考] 

・0~2.0 s：危機感を高めない 

・2.0~102.0 s：住民 A によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

102.0 0 

C 

避難行動を開始しない 

 [備考] 

壁により，住民 Aおよび住民 B によって醸成される避難開始リアリ

ティが常に遮断されるため，危機感を高められない． 

避難行動 

を開始 

しない 

― 
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できることを確認済みであるため，ここでは，①全領域型，②非影響範囲を含む全領

域型，③円形型の 3 種類について，検証を行う． 

まず，①全領域型について，図 4.14に示す 200 m×400 m の矩形の領域に住民 2 人

（住民 B, C）を配置する．避難開始リアリティを醸成するソースとして，地震の揺れ

を考慮する．図中の住民 B, C ともに，閾値を 1.0 とする．使用するパラメータを表 4.12

にまとめて記す．本検証では，対象領域全体に地震の揺れを与える．その時の住民 B, C

それぞれの危機感の高まりおよび避難行動を開始する時間について，手計算で得られ

る理論値とシミュレーションで得られる計算値を比較することで，設計通りの結果が

得られることを確認する．なお，本検証では，揺れの継続中に避難行動をとることが

可能である． 

 検証の結果として，住民 B, C それぞれの危機感の高まりを図 4.15 に，避難行動を

開始する時間を表 4.13に示す．図表より，理論値と計算値が一致していることが確認

できる．住民 B, C にともに，0 秒から 100.0 秒間，地震の揺れによって醸成される避

難開始リアリティを感じ危機感を高め，100.0 秒に危機感が閾値に達し避難行動を開始

した． 

 次に，②非影響範囲を含む全領域型について，図 4.16に示す 200 m×400 m の矩形

の領域に住民 2 人（住民 B, C）を配置する．避難開始リアリティを醸成するソースと

して，津波の氾濫を考慮する．図中の住民 B, C ともに，閾値を 1.0 とする．使用する

パラメータを表 4.14にまとめて記す．本検証では，対象領域内で津波の氾濫を目撃で

きる領域，目撃できない領域を設定し，それぞれの領域に配置した住民 B, C それぞれ

の危機感の高まりおよび避難行動を開始する時間について，手計算で得られる理論値

とシミュレーションで得られる計算値を比較することで，設計通りの結果が得られる

ことを確認する．なお，本検証では，非影響範囲を含む全領域型による影響に注目す

るため，避難行動によって避難開始リアリティが醸成されないものとする． 

 検証の結果として，住民 B, C それぞれの危機感の高まりを図 4.17 に，避難行動を

開始する時間を表 4.15に示す図表より，理論値と計算値が一致していることが確認で

きる．住民 B は，0 秒から 100.0 秒間，津波の氾濫によって醸成される避難開始リアリ

ティを感じ危機感を高め，100.0 秒に危機感が閾値に達し避難行動を開始した．住民 C

は，津波の氾濫を目撃できない領域にいるため，醸成される避難開始リアリティを感

じることができず，危機感を高められない．このため，住民 C は避難行動を開始しな

かった． 

 最後に，③円形型について，図 4.18に示す 200 m×400 m の矩形の領域に住民 2 人

（住民 B, C）を配置する．避難開始リアリティを醸成するソースとして，テレビを考

慮する．図中の住民 B, C ともに，閾値を 1.0 とする．使用するパラメータを表 4.16

にまとめて記す．本検証では，テレビから半径 10 m 以内に影響を与え，住民 B はこの 
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 表 4.12 検証における諸元 

（避難者発生モデルの検証 5-①） 

 ソース 地震の揺れ 
 ソースの重み 1.0×10

-2
 

 

ソースの空間特性 
(カテゴリー)  

全領域型 

 閾値 1.0 
   

図 4.14 空間モデルと要素の配置    

（避難者発生モデルの検証 5-①）    

 

 
図 4.15 検証結果（避難者発生モデルの検証 5-①，危機感の高まり） 

 

表 4.13 検証結果（避難者発生モデルの検証 5-①，避難行動を開始する時間） 

住民 
避難行動を開始する時間 (s) 誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

B 

100.0 

[備考] 

・0~100.0 s：地震の揺れによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

100.0 0 

C 

100.0 

[備考] 

・0~100.0 s：地震の揺れによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

100.0 0 
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 表 4.14 検証における諸元 

（避難者発生モデルの検証 5-②） 

 ソース 津波の氾濫 

 ソースの重み 1.0×10
-2
 

 

ソースの空間特性 
(カテゴリー) 

 
非影響範囲を 

含む全領域型 

 閾値 1.0 
 

  

図 4.16 空間モデルと要素の配置    

（避難者発生モデルの検証 5-②）    

 

 
図 4.17 検証結果（避難者発生モデルの検証 5-②，危機感の高まり） 

 

表 4.15 検証結果（避難者発生モデルの検証 5-②，避難行動を開始する時間） 

住民 
避難行動を開始する時間 (s) 誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

B 

100.0 

[備考] 

・0~100.0 s：津波の氾濫によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

100.0 0 

C 

避難行動を開始しない 

 [備考] 

壁により，住民 Aおよび住民 B によって醸成される避難開始リアリ

ティが常に遮断されるため，危機感を高められない． 

避難行動 

を開始 

しない 

― 
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 表 4.16 検証における諸元 

（避難者発生モデルの検証 5-③） 

 ソース テレビ 
 ソースの重み 1.0×10

-2
 

 ソースの空間特性 
(影響範囲／位置) 

影響半径10m 

／テレビの位置 
 

ソースの空間特性 
(カテゴリー)  

円形型 

図 4.18 空間モデルと要素の配置 

（避難者発生モデルの検証 5-③） 

 閾値 1.0 

   

 

 
図 4.19 検証結果（避難者発生モデルの検証 5-③，危機感の高まり） 

 

表 4.17 検証結果（避難者発生モデルの検証 5-③，避難行動を開始する時間） 

住民 
避難行動を開始する時間 (s) 誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

B 

100.0 

[備考] 

・0~100.0 s：テレビによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

100.0 0 

C 
避難行動を開始しない 

 [備考] 

テレビによる影響の範囲外のため，危機感を高められない． 

避難行動 

を開始 

しない 

― 
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囲内に存在する．その時の住民 B, C それぞれの危機感の高まりおよび避難行動を開始

する時間について，手計算で得られる理論値とシミュレーションで得られる計算値を

比較することで，設計通りの結果が得られることを確認する．なお，本検証では，円

形型による影響に注目するため，避難行動によって避難開始リアリティが醸成されな

いものとする． 

 検証の結果として，住民 B, C それぞれの危機感の高まりを図 4.19 に，避難行動を

開始する時間を表 4.17に示す図表より，理論値と計算値が一致していることが確認で

きる．住民 B は，0 秒から 100.0 秒間，テレビによって醸成される避難開始リアリティ

を感じ危機感を高め，100.0 秒に危機感が閾値に達し避難行動を開始した．住民 C は，

テレビによる影響の範囲外に存在するため，醸成される避難開始リアリティを感じる

ことができず，危機感を高められない．このため，住民 C は避難行動を開始しなかっ

た． 

以上より，避難開始におけるソースの影響範囲のパターンによる違いを表現した検

証結果を得られたことから，期待される機能を正しく表現できることを確認した． 

 

（６）集団同調性バイアスによる影響 

本節第 5 項で述べたように，本研究では，避難開始に影響を与える心理的作用とし

て集団同調性バイアスを考慮したモデルを作成している．集団同調性バイアスは，避

難開始リアリティを醸成するソースの数に応じて，その影響を大きくする効果を有す

ると考えられる．本検証では，集団同調性バイアスを避難者発生モデルで表現できる

かを検証するため，以下の条件（図 4.20，表 4.18）で検証を行う．まず，図 4.20 に

示す 200 m×400 m の矩形の領域に住民 3 人（住民 A, B, C）を配置する．避難開始リ

アリティを醸成するソースとして，避難行動（視覚情報）を考慮する．図中の住民 B, C

ともに，閾値を 1.0 とする．使用するパラメータを表 4.18にまとめて記す．本検証で

は，まず，住民 A が図の右方向へ，1.0 m/s で移動する．その後の住民 B, C それぞれ

の危機感の高まりおよび避難行動を開始する時間について，手計算で得られる理論値

とシミュレーションで得られる計算値を比較することで，設計通りの結果が得られる

ことを確認する．本検証では，集団同調性バイアスを考慮する場合（Case 1）と，考慮

しない場合（Case 2）の比較を行う．なお，Case2 は，（１）の検証で得られた結果を

用いる． 

検証の結果として，住民 B, C それぞれの危機感の高まりを図 4.21 に，避難行動を開

始する時間を表 4.19に示す．図表より，理論値と計算値が一致していることが確認で

きる．住民 B は，Case1, Case2 ともに，2.0 秒から 100.0 秒間，住民 A によって醸成さ

れる避難開始リアリティを感じ危機感を高め，102.0 秒に危機感が閾値に達し避難行動

を開始した．住民 B が避難行動を開始するまで，避難開始リアリティを醸成するソー 
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 表 4.18 検証における諸元 

（避難者発生モデルの検証 6） 

 ソース 避難行動 
 ソースの重み 1.0×10

-2
 

 ソースの空間特性 

(影響範囲／位置) 

影響半径110m 

／避難者の位置 
 

ソースの空間特性 

(カテゴリー) 
 

非影響範囲を含む 

動く円形型 

図 4.20 空間モデルと要素の配置 

（避難者発生モデルの検証 6） 

 閾値 1.0 

 移動速度 (m/s) 1.0 

 

 
図 4.21 検証結果（避難者発生モデルの検証 6，危機感の高まり） 

 

表 4.19 検証結果（避難者発生モデルの検証 6，避難行動を開始する時間） 

住民 Case 
避難行動を開始する時間 (s) 誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

B 

1 
2.0+100.0 = 102.0 

[備考] 

・0~2.0 s：危機感を高めない 

・2.0~102.0 s：住民 A によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

102.0 

0 

2 0 

C 

1 

54.2+47.8+26.1 = 128.1 
[備考] 

・0~54.2s：危機感を高めない 

・54.2~102.0s：住民 Aによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，102.0-54.2=47.8 秒間 

・102.0~128.1s：住民 A, B によって醸成される避難開始リアリティ 

を感じ危機感を高める， 

{1.0-(1.0×10-2) ×47.8}/(1.0×10-2×2) = 26.1 秒間 

128.1 0 

2 

54.2+47.8+15.5 = 117.5 
[備考] 

・0~54.2s：危機感を高めない 

・54.2~102.0s：住民 Aによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，102.0-54.2=47.8 秒間 

・102.0~128.1s：住民 A, B によって醸成される避難開始リアリティ 

を感じ危機感を高める， 

{1.0-(1.0×10-2) ×47.8}/{(1.0+45.09

45.68
ln2)×(1.0×10-2×2)}  

= 15.5 秒間 

117.5 0 
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スの数は 1 つであるため，集団同調性バイアスによる影響は生じない．そのため，Case1, 

Case2 ともに住民 B に関する結果が一致する．住民 C について，Case2 は（１）の検

証結果と同じであるため，説明を割愛する．Case1 において，住民 C は，54.2 秒から

47.8 秒間，住民 A によって醸成される避難開始リアリティを感じ危機感を高め，102.0

秒から 15.5 秒間，住民 A および避難行動を開始した住民 B によって醸成される避難開

始リアリティを感じ危機感を高め，117.5 秒に危機感が閾値に達し避難行動を開始した．

住民 C について，両ケースを比較すると，住民 B が避難行動を開始する 102.0 秒まで，

危機感の高まり方は同じである．その後，住民 B の避難行動開始によりソースが 2 つ

（住民 A，住民 B）になるため，集団同調性バイアスの影響によって，避難開始リア

リティは Case1 のほうが強く醸成され，住民 C の危機感がより大きく高まるため，避

難行動を開始する時間が早くなっている． 

以上より，避難開始における集団同調性バイアスの影響を表現した検証結果を得ら

れたことから，期待される機能を正しく表現できることを確認した． 

 

（７）危機感の高まりやすさの地域差 

本節第 5 項で述べたように，本モデルでは，地域ごとの避難開始のしやすさを表す

地域定数を導入し，同じ時間，同じ強さの避難開始リアリティに触れていても，住民

それぞれの避難開始のタイミングが地域によって異なることを表現している．本検証

では，危機感の高まりやすさの地域差を避難者発生モデルで表現できるかを検証する

ため，以下の条件（図 4.22，表 4.20）で検証を行う．まず，図 4.22 に示す 200 m×

400 m の矩形の領域に住民 3 人（住民 A, B, C）を配置する．このとき，図の上側と下

側で，危機感の高まりやすさの地域差を考慮するため，上側の地域定数を 𝐶 = 2.0 ，下

側の地域定数を 𝐶 = 1.0 とする．また，危機感の高まりやすさの地域差に注目するため，

住民の閾値の設定（(4.7)式）において，𝑟𝑖𝑝
= 1.0（定数）として扱う．住民 B を下側，

住民 C を上側に配置すると，住民 B の閾値は 𝜃𝐵 = 1.0，住民 C の閾値は 𝜃𝐶 = 1.0 と決

定される．また，避難開始リアリティを醸成するソースとして，避難行動（視覚情報）

を考慮する．使用するパラメータを表 4.20にまとめて記す．本検証では，まず，住民

A が図の右方向へ，1.0 m/s で移動する．その後の住民 B, C それぞれの危機感の高まり

および避難行動を開始する時間について，手計算で得られる理論値とシミュレーショ

ンで得られる計算値を比較することで，設計通りの結果が得られることを確認する．

本検証では，危機感の高まりやすさの地域差を考慮する場合（Case 1）と，考慮しない

場合（Case 2）の比較を行う．なお，Case2 は，（１）の検証で得られた結果を用いる． 

 検証の結果として，住民 B, C それぞれの危機感の高まりを図 4.23に，避難行動を

開始する時間を表 4.21に示す．図表より，理論値と計算値が一致していることが確認

できる．住民 B は，Case1, Case2 ともに，2.0 秒から 100.0 秒間，住民 A によって醸成 
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 表 4.20 検証における諸元 
（避難者発生モデルの検証 7） 

 ソース 避難行動 
 ソースの重み 1.0×10

-2
 

 ソースの空間特性 

(影響範囲／位置) 

影響半径110m 

／避難者の位置 
 

ソースの空間特性 

(カテゴリー) 
 

非影響範囲を含む 

動く円形型 

図 4.22 空間モデルと要素の配置 

（避難者発生モデルの検証 7） 

 閾値 1.0 

 移動速度 (m/s) 1.0 

 

 
図 4.23 検証結果（避難者発生モデルの検証 7，危機感の高まり） 

 

表 4.21 検証結果（避難者発生モデルの検証 7，避難行動を開始する時間） 

住民 Case 
避難行動を開始する時間 (s) 誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

B 

1 
2.0+100.0 = 102.0 

[備考] 

・0~2.0 s：危機感を高めない 

・2.0~102.0 s：住民 A によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，1.0/(1.0×10-2) = 100.0 秒間 

102.0 

0 

2 0 

C 

1 

54.2+47.8+26.1 = 128.1 
[備考] 

・0~54.2s：危機感を高めない 

・54.2~102.0s：住民 Aによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，102.0-54.2=47.8 秒間 

・102.0~128.1s：住民 A, B によって醸成される避難開始リアリティ 

を感じ危機感を高める， 

{1.0-(1.0×10-2) ×47.8}/(1.0×10-2×2) = 26.1 秒間 

128.1 0 

2 

避難行動を開始しない 
[備考] 

・0~54.2s：危機感を高めない 

・54.2~102.0s：住民 Aによって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，102.0-54.2=47.8 秒間 

・102.0~145.8s：住民 A, B によって醸成される避難開始リアリティ 

を感じ危機感を高める，145.8-102.0=43.8 秒間 

・145.8~200.0s：住民 B によって醸成される避難開始リアリティを 

感じ危機感を高める，200.0-145.8=54.2 秒間 

・198.0 s 以降：危機感を高めない 

・危機感の蓄積 (1.0×10-2)×(47.8+54.2)+ (1.0×10-2)×2×43.8=1.90 < 閾値𝜃𝐶=2.0 

避難行動 
を開始 
しない 

― 
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される避難開始リアリティを感じ危機感を高め，102.0 秒に危機感が閾値に達し避難行

動を開始した．本検証では，Case1, Case2 ともに住民 B の閾値 𝜃𝐵 が同じであるため

（ 𝜃𝐵 = 1.0），危機感の高まり方および避難行動を開始する時間が一致する．住民 C に

ついて，Case2 は（１）の検証結果と同じであるため，説明を割愛する．Case1 におい

て，住民 C は，54.2 秒から 47.8 秒間，住民 A によって醸成される避難開始リアリティ

を感じ危機感を高め，102.0 秒から 43.8 秒間，住民 A および避難行動を開始した住民

Bによって醸成される避難開始リアリティを感じ危機感を高め，145.8秒から54.2秒間，

住民 B によって醸成される避難開始リアリティを感じ危機感を高める．避難開始リア

リティの影響範囲外となる 200.0秒において，住民 Cの危機感は閾値に達していない．

このため，住民 C は避難行動を開始しなかった． 

以上より，避難開始における危機感の高まりやすさの地域差を表現した検証結果を

得られたことから，期待される機能を正しく表現できることを確認した． 
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4.3 避難行動モデル 
 

4.3.1 概説 

本研究では，清野ら 1)-3)によって開発された DEM に基づく避難行動解析手法を用い

る．DEM は，1971 年に Cundall によって提唱された理論が基になっている 15)．解析

対象物の媒質を非連続的な粒状体の集合と考え，その挙動を各要素についてそれぞれ

独立な質点の運動方程式で表す．各要素間の相互作用は，接触点におけるバネとダッ

シュポットによって表す．また，各要素の運動方程式を解いて時間軸上で数値積分す

ることによって，その挙動を解析する手法である．数値シミュレーションとしての

DEM は，主に岩盤力学，地盤工学，構造工学の分野などで研究が行われている．例

として，地盤の液状化 16)，地盤の動的破壊 17)，構造物の破壊 18)の解析等が挙げられる．

清野ら 1)-3)は，避難行動を力学的側面から，各避難者の挙動に加え，全体的な挙動も把

握できる DEM を避難行動解析に適用した．障害物の回避，他者とのすれ違い，追い

越し等の人間の基本的な行動を表現でき，屋内空間や経路が複雑な空間における人間

行動の表現に強みを持っているが，屋外空間でも適用することができる．本モデルの

アルゴリズムを図 4.24に示す． 

 

 

図 4.24 避難行動モデルのアルゴリズム 

（清野らの研究 1)-3)をもとに作成） 
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4.3.2 人間のモデル化 

 人間は，他者と物理的に接触が起こりそうになると，この接触を避けようとする心

理が働き，ある一定の距離を保とうとする 19)．本モデルでは，この心理的距離を個体

要素仮想半径として定義している．また，地震工学や構造工学などで用いられてきた

DEM を用いた手法では，要素同士が物理的に接触することで力の受け渡しを行うため，

個体要素仮想半径の概念をそのまま避難行動解析に適用すると，避難行動中に起こる

避難者同士の接触が多く発生することになる．そこで，法線方向と接線方向に，個体

要素バネとは独立した，人間の心理的距離を考慮に入れた個体要素仮想バネを設定し

ている．この概略を図 4.25(a)に示す．これにより，接触を妨げようとする心理作用

が表現できる．本モデルでは，個体要素を剛体としているため，バネとダッシュポッ

トを直列に配置することは，永久変位を生じることから不適である．そこで，図 4.25 

(b)の点線で示されるように，個体要素仮想バネは法線方向と接線方向にそれぞれ 1 本

ずつのバネとダッシュポットの並列配置として表現する． 

 

 

(a) 物理的半径および心理的半径 

 

(b) バネおよびダッシュポット 

図 4.25 個別要素法（DEM）に基づく人間のモデル化の模式図 

（清野らの研究 1)-3)をもとに作成） 
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4.3.3 運動方程式 

住民（個体要素）𝑖 の質量を 𝑚𝑖 と表し，𝑥 , 𝑦 方向の変位を 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  とすると，運

動方程式は以下のように表現できる．ただし，人間を対象としているため，回転運動

は拘束されていると考え，回転モーメントに関する運動方程式は考慮しない． 

 

 𝑚𝑖𝑥�̈�(𝑡) = 𝑓𝑖
𝑥(𝑡) (4.12) 

 𝑚𝑖𝑦�̈�(𝑡) = 𝑓𝑖
𝑦(𝑡) (4.13) 

 𝑓𝑖
𝑗(𝑡) = 𝑓𝑓 + 𝑓𝑘 + 𝑓𝑐 + 𝑓′𝑘 + 𝑓′𝑐 + 𝑓𝑤𝑘 + 𝑓𝑤𝑐 + 𝑓𝑎 (4.14) 

   

ここで，𝑥�̈�(𝑡),  𝑦𝑖̈ (𝑡) は，はそれぞれ時刻 𝑡 における個体要素 𝑖 の 𝑥 方向および 𝑦 方

向の加速度，𝑓𝑖
𝑥(𝑡) , 𝑓𝑖

𝑦(𝑡) はそれぞれ時刻 𝑡 における個体要素 𝑖 に作用する 𝑥 方向

および 𝑦 方向の合力である．また，𝑓𝑓 は個体要素が他の個体や壁からの影響を受け

ずに目標点に向かおうとする個体推進力，𝑓𝑘 , 𝑓𝑘
′ は個体要素 𝑖 に接触する他の個体要

素から受けるバネ乗数 𝑘 の弾性スプリングによる抗力，𝑓𝑐  , 𝑓𝑐
′ は減衰定数 c の粘性

ダッシュポットによる抗力，𝑓𝑤𝑘 , 𝑓𝑤𝑐 は接触する壁などの境界から受ける反力，𝑓𝑎 は

個体がスムーズにコーナーを曲がる動きを表現する，コーナーの頂点からの遠心力に

対する抗力である．これらの力について，次項で詳細を述べる． 

時刻 𝑡𝑛−1 ~ 𝑡𝑛 の ∆𝑡 区間内で加速度が一定であると仮定すれば，(4.12) 式，(4.13) 

式を積分することで，時刻 𝑡𝑛 における速度，変位が以下のように求められる． 

 

 𝑥�̇�(𝑡𝑛) = 𝑥�̇�(𝑡𝑛−1) + 𝑥�̈�(𝑡𝑛−1)∆𝑡 = 𝑥�̇�(𝑡𝑛−1) + ∆𝑥�̇� (4.15) 

 𝑦�̇�(𝑡𝑛) = 𝑦�̇�(𝑡𝑛−1) + 𝑦�̈�(𝑡𝑛−1)∆𝑡 = 𝑦�̇�(𝑡𝑛−1) + ∆𝑦�̇� (4.16) 

 𝑥𝑖(𝑡𝑛) = 𝑥𝑖(𝑡𝑛−1) + 𝑥�̇�(𝑡𝑛−1)∆𝑡 +
1

2
𝑥�̈�(𝑡𝑛−1)∆𝑡2 (4.17) 

 𝑦𝑖(𝑡𝑛) = 𝑦𝑖(𝑡𝑛−1) + 𝑦�̇�(𝑡𝑛−1)∆𝑡 +
1

2
𝑦�̈�(𝑡𝑛−1)∆𝑡2 (4.18) 

 

ここで，𝑥�̇�(𝑡𝑛), 𝑦�̇�(𝑡𝑛) はそれぞれ時刻 𝑡𝑛 における個体要素 𝑖 の 𝑥 方向および 𝑦 方

向の速度，∆𝑥�̇�, ∆𝑦�̇� はそれぞれ時刻 𝑡𝑛−1 ~ 𝑡𝑛 の ∆𝑡 区間内 における個体要素 𝑖 の 

𝑥  方向および 𝑦 方向の速度の変分である．各時刻における個体要素にかかる力を 

(4.14)式から算出し，(4.12) ~ (4.13)式および(4.15) ~ (4.18)式を用いることで，個体要素

の相対的な加速度，速度，変位を求めることができる． 
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4.3.4 作用する力 

本モデルでは，個体推進力 𝑓𝑓 ，各個体要素間のバネ・ダッシュポットによる抗力 

𝑓𝑘 , 𝑓𝑐  , 𝑓𝑘
′ , 𝑓𝑐

′ ，接触する壁などの境界から受ける反力 𝑓𝑤𝑘 , 𝑓𝑤𝑐 ，個体がコーナーを

曲がる際に働く遠心力に対する抗力 𝑓𝑎 を考え，これらの総和として得られる合力を

運動方程式に代入する． 

個体要素は，周囲の環境から影響を受けないという仮想的な状況下では，それぞれ

が固有に有する速度で動くと考えられる．平井ら 20)は，この速度を個体固有速度と呼

び，個体要素 𝑖 が固有速度で動くための力を前方推進力 𝐹𝑓𝑖 として次式で定義した． 

 

 𝐹𝑓𝑖 = 𝑎
𝑥�̇�

|𝑥�̇�|
 (4.19) 

 

ここで，𝛼 は定数，𝑥�̇� は個体要素 𝑖 の固有速度である．清野ら 3)は，この前方推進力

を歩行速度実験により求めた加速度 𝛼 と個体要素の単位高さ当たりの質量 𝑚𝑖 を用

いて決定した 𝑓𝑓𝑖 を個体推進力と定義し，次式で表現している． 

 

 𝑓𝑓𝑖 = 𝑚𝑖𝛼 (4.20) 

 

個体推進力について，進行経路の設定と歩行領域の概念を導入し，歩行領域とその隣

接状況から目標点を設定し，その目標点に向かって作用するものとした． 

次に，現実の避難行動においては多くの場合，周囲の環境から影響を受ける状況に

ある．本研究では，接触により他の個体要素から受ける力は圧縮方向のみを考え， 2

要素 𝑖 , 𝑗 の位置関係から法線，接線方向の相対変位増分 ∆𝑢, ∆𝑣 を求め， ∆𝑡 から近

似的に相対速度 ∆𝑢 ∆𝑡⁄ , ∆𝑣 ∆𝑡⁄ を求める．法線・接線方向の個体要素のバネ定数および

減衰定数をそれぞれ 𝑘𝑛, 𝑘𝑡, 𝑐𝑛, 𝑐𝑡 とすると，時刻 𝑡𝑛 における法線・接線方向のバ

ネとダッシュポットを通じて，個体要素が他の個体要素から受ける抗力の総和 𝑓𝑘
𝑛(𝑡), 

𝑓𝑘
𝑡(𝑡), 𝑓𝑐

𝑛(𝑡), 𝑓𝑐
𝑡(𝑡) は以下のようになる． 

 

 𝑓𝑘
𝑛(𝑡𝑛) = 𝑓𝑘

𝑛(𝑡𝑛−1) + 𝑘𝑛∆𝑢  (4.21) 

 𝑓𝑘
𝑡(𝑡𝑛) = 𝑓𝑘

𝑡(𝑡𝑛−1) + 𝑘𝑡∆𝑣 (4.22) 

 𝑓𝑐
𝑛(𝑡𝑛) = 𝑐𝑛

∆𝑢

∆𝑡
 (4.23) 
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 𝑓𝑐
𝑡(𝑡𝑛) = 𝑐𝑡

∆𝑣

∆𝑡
 (4.24) 

また，個体要素仮想バネ，ダッシュポットの法線・接線方向のバネ定数および減衰定

数をそれぞれ 𝑘′𝑛, 𝑘′𝑡, 𝑐′𝑛, 𝑐′𝑡 とすると，時刻 𝑡𝑛 における法線・接線方向のバネ，

ダッシュポットを通じて，要素が他の要素から受ける抗力の総和 𝑓′𝑘
𝑛(𝑡), 𝑓′𝑘

𝑡 (𝑡), 𝑓′𝑐
𝑛(𝑡), 

𝑓′𝑐
𝑡 (𝑡) は以下のようになる． 

 

 𝑓′𝑘
𝑛(𝑡𝑛) = 𝑓′𝑘

𝑛(𝑡𝑛−1) + 𝑘′𝑛∆𝑢  (4.25) 

 𝑓′𝑘
𝑡 (𝑡𝑛) = 𝑓′𝑘

𝑡 (𝑡𝑛−1) + 𝑘′𝑡∆𝑣 (4.26) 

 𝑓′𝑐
𝑛(𝑡𝑛) = 𝑐′𝑛

∆𝑢

∆𝑡
 (4.27) 

 𝑓′𝑐
𝑡 (𝑡𝑛) = 𝑐′𝑡

∆𝑣

∆𝑡
 (4.28) 

 

壁から受ける力について，バネ定数に壁そのものの材料定数を用いると，現実には

起こり得ないような大きな力が壁から作用する．そこで，壁の変形を考慮せずに，各

個体間の抗力と同様に個体要素バネ定数および減衰定数により，壁から受ける力を求

める．また，壁との接触により受ける力についても，各個体間の抗力と同様に圧縮方

向のみを考える．個体要素と接触している壁の位置関係から法線・接線方向の変位増

分 ∆𝑢w , ∆𝑣𝑤 を求め，相対変位増分と ∆𝑡 から近似的に相対速度 ∆𝑢𝑤 ∆𝑡⁄  , ∆𝑣𝑤 ∆𝑡⁄  

を求める．法線・接線方向のバネ定数および減衰定数をそれぞれ 𝑘𝑛, 𝑘𝑡, 𝑐𝑛, 𝑐𝑡 とす

ると，時刻 𝑡𝑛 における法線・接線方向のバネとダッシュポットを通じて，要素が壁

から受ける抗力の総和 𝑓𝑤𝑘
𝑛 (𝑡), 𝑓𝑤𝑘

𝑡 (𝑡), 𝑓𝑤𝑐
𝑛 (𝑡), 𝑓𝑤𝑐

𝑡 (𝑡) は以下のようになる． 

 

 𝑓𝑤𝑘
𝑛 (𝑡𝑛) = 𝑓𝑤𝑘

𝑛 (𝑡𝑛−1) + 𝑘𝑛∆𝑢𝑤  (4.29) 

 𝑓𝑤𝑘
𝑡 (𝑡𝑛) = 𝑓𝑤𝑘

𝑡 (𝑡𝑛−1) + 𝑘𝑡∆𝑣w (4.30) 

 𝑓𝑤𝑐
𝑛 (𝑡𝑛) = 𝑐𝑛

∆𝑢𝑤

∆𝑡
 (4.31) 

 𝑓𝑤𝑐
𝑡 (𝑡𝑛) = 𝑐𝑡

∆𝑣𝑤

∆𝑡
 (4.32) 

 

また，接触点近傍のせん断変形は，主に壁と個体要素との間の摩擦力によって生じる
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ため，(4.32) 式には以下の条件が付与される． 

 

 |𝑓𝑤𝑘
𝑡 | ≥ 𝜇𝑤𝑓𝑤𝑘

𝑛 sgn(𝑓𝑤𝑘
𝑡 ) (4.33) 

 

ここで，𝜇𝑤 は壁と個体要素間の摩擦係数であり，sgn(𝑓𝑤𝑘
𝑡 ) は 𝑓𝑤𝑘

𝑡  の正負に応じた符

号の付け替えを表している．以上より，時刻 𝑡𝑛  における法線・接線方向の全抗力 

𝑓𝑛(𝑡𝑛), 𝑓𝑡(𝑡𝑛) は次式として表現できる． 

 

 𝑓𝑛(𝑡𝑛) = 𝑓𝑘
𝑛(𝑡𝑛) + 𝑓𝑐

𝑛(𝑡𝑛) + 𝑓′𝑘
𝑛(𝑡𝑛) + 𝑓′𝑐

𝑛(𝑡𝑛) + 𝑓𝑤𝑘
𝑛 (𝑡𝑛) + 𝑓𝑤𝑐

𝑛 (𝑡𝑛)  (4.34) 

 𝑓𝑡(𝑡𝑛) = 𝑓𝑘
𝑡(𝑡𝑛) + 𝑓𝑐

𝑡(𝑡𝑛) + 𝑓′𝑘
𝑡 (𝑡𝑛) + 𝑓′𝑐

𝑡 (𝑡𝑛) + 𝑓𝑤𝑘
𝑡 (𝑡𝑛) + 𝑓𝑤𝑐

𝑡 (𝑡𝑛)  (4.35) 

 

人間がコーナーを曲がる際には，最短距離となる壁沿いのラインではなく，滑らか

に曲がることができるようなルートを選択する．図 4.18に示すように，本研究では個

体要素がコーナーを滑らかに曲がるために，コーナーから 1.5 m 手前を引力作用領域

とし，この領域に入った個体要素は曲がろうとするコーナーから引力を受けるものと

する．個体要素 𝑖 に働く引力 𝑓𝑎𝑖 を以下の式で次式によって求めた． 

 

 𝑓𝑎𝑖 = 𝑚𝑖
𝑣𝑖

2

𝑅𝑖
  (4.36) 

 

ここで 𝑚𝑖 は個体要素 𝑖 の単位高さ当たりの質量，𝑣𝑖 は個体要素 𝑖 が曲がろうとす

るコーナーを中心とした円の接線方向の速度成分，𝑅𝑖 は個体要素 𝑖 からコーナーま

での距離を表している． 

 

 

4.3.5 目標点の設定 

 目標点の決定に関して，直進と曲がりの 2 種類に分ける．この判定方法として，個

体要素が現在いる領域と選択した避難経路の関係から定められる． 

個体要素が直進と判断する場合，それぞれの領域の位置関係から，個体要素が現在

いる領域と選択した避難経路の関係から目標点を決定するものとする．  

曲がりの場合における目標点の設定方法を図 4.26に示す．その際，個体要素は曲が

ろうとするコーナーから距離 𝑟 離れた点 P を目標点とする．つまり，曲がろうとす

るコーナーを中心に半径 𝑟 の円を描き，個体要素からこの円に接線を引き，その接点

P を目標点とする．コーナーからの距離 𝑟 の値は，曲がり角における人間の歩行線形

を調査した仙田らの実験結果 21)より，コーナーからの距離の平均値 0.48 m を用いる． 
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図 4.26 コーナーからの引力および目標点の模式図 

（清野らの研究 1)-3)をもとに作成） 

 

4.3.6 経路選択 

 避難場所に向かう経路が複数ある場合，必ずしも全員が同じ経路を選択するとは限

らない．そこで，本研究では，各避難者の経路をランダムに設定する．経路選択が必

要な個体要素に対して乱数 (𝑟: 0~1) を与え，経路の数を 𝑘 とし，𝑟 と 1/𝑘 を比較

することで，その大小関係に基づいて経路選択を行う．  

 

 

4.3.7 接触判定 

 本研究では，Fruin ら 19)による人間の占有面積 0.21 m
2
 (0.45 m × 0.6 m) の人体楕円

を参考に，人間を半径 0.259 m の単位高さの円柱体としてモデル化した．また，清野

ら 3)による，20 歳～25 歳の成年男子 35 人の身長，体重に関する調査結果を参考に，

個体要素の単位高さ当たりの質量を 0.354 × 103 N/m とし，個体要素仮想半径につい

ては，信号待ちの人間の相互距離に関する測定結果より，0.717 mを用いる．各個体要

素に設定されている法線方向のバネ定数 𝑘𝑛 は，清野ら 3)によって行われた人体圧縮

実験の結果より，1.26 × 104 N/m を用いた．ただし，性別や年齢によるバネ定数の差

はないものとし，一律にこのバネ定数を与えた．接線方向の個体要素バネ定数 𝑘𝑡 は，

以下の式を用いた． 

 

 𝑘𝑡 = 𝜆𝑘𝑛  (4.37) 

 

ここで，𝜆 は接線方向バネ定数低減定数であり，一律に 0.05 とした．また，個体要素

の減衰定数 𝑐𝑛, 𝑐𝑡 は，木山らの研究 22)を参考に，臨界減衰値を用いた．以下に式を



74 

 

示す． 

 𝑐𝑛 = 2√𝑚𝑖𝑘𝑛  (4.38) 

 𝑐𝑡 = 𝑐𝑛√𝜆  (4.39) 

 

個体要素仮想バネについて，仮想バネが自然長の状態を心理的距離の状態とする．

心理的距離以遠において，心理的抵抗は無く，仮想バネは作用せず，個体要素相互に

力は働かない．物理的接触を示す個体要素半径 𝑟，心理的距離を表す個体要素仮想半

径を 𝑟′ とするとき，法線方向の個体要素仮想バネ定数 𝑘′𝑛 を以下の式により決定す

る． 

 

 𝑘′𝑛 =
𝑓𝑓

𝑟′ − 𝑟
 (4.40) 

 

ここで，法線方向の個体要素仮想バネ定数 𝑘′𝑛 を，この仮想バネによって加わる力の

最大値が個体推進力 𝑓𝑓 となるように定めた．また，接線方向のバネ定数，個体要素

仮想減衰定数については，個体要素の減衰定数と同様に，臨界減衰値を用いて決定し

た． 

 

 𝑘′𝑡 = 𝜆𝑘′𝑛  (4.41) 

 𝑐′𝑛 = 2 √𝑚𝑖𝑘′𝑛  (4.42) 

 𝑐′𝑡 = 𝑐′𝑛 √𝜆  (4.43) 

 

以上を踏まえ，本モデルを使用する際のパラメータを，表 4.22にまとめて示す． 

 次に，個体要素の移動速度について考える．本研究では，岡田ら 23)による群集歩行

を観察した調査結果を参考に，表 4.23 に示す平均・分散・最小値・最大値を用いて，

正規乱数により求める． 
 

 

 

4.3.8 避難行動モデルの計算時間間隔 

DEM による解析において，計算時間間隔 ∆𝑡𝐵 が解析の安定性に非常に大きな影響

を及ぼす．そのため，適切な ∆𝑡𝐵 の決定が要求される．差分近似解を得る際の解の収

束性と安定性を得るために，Cundall
15)は計算時間間隔 ∆𝑡𝐵 を次式で与えることを推奨

している． 
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 ∆𝑡𝐵 < 2√
𝑚

𝑘𝑛
 (4.43) 

 

ここで，𝑚 は質量，𝑘𝑛 は法線方向のバネ定数である．表 4.9 に示すパラメータを用

いると，∆𝑡𝐵 < 0.107 s となる．そこで，本研究では，計算時間間隔として ∆𝑡𝐵 = 0.05 s 

を用いることにした．  

 

 

4.3.9 避難行動モデルの基本性能 

 避難行動を目的とするシミュレータにおいて，基本性能に関する，一般的に指標と

されやすいのが，避難完了の推移・時間である 24)．本モデルは表 4.24に示す基本機能

を有しており，それらを正しく設計どおりの挙動をするかを検証（verification）ととも

に紹介する．なお，本モデルは徒歩による避難行動を対象としている．各検証におけ

る空間モデル，パラメータは，日本地震工学会 津波等の突発大災害からの避難の課題

と対策に関する研究委員会の資料 25)をもとに設定した． 

 

 

 

 

表 4.22 避難行動モデルにおける諸元 

（清野らの研究 1)-3)をもとに設定） 

要素半径 (m) 0.259 

仮想半径 (m) 0.717 

個体要素の単位高さあたりの質量 (N/m) 0.354×10
3
 

個体推進加速度 (m/s
2
) 0.861 

要素バネ定数（法線方向）(N/m) 1.26×10
4
 

要素バネ定数（接線方向）(N/m) 0.630×10
3
 

要素減衰定数（法線方向）(N･s/m) 1.35×10
3
 

要素減衰定数（接線方向）(N･s/m) 0.302×10
3
 

要素仮想バネ定数（法線方向）(N/m) 0.662×10
2
 

要素仮想バネ定数（接線方向）(N/m) 0.331×10 

要素仮想減衰定数（法線方向）(N･s/m) 0.979×10
2
 

要素仮想減衰定数（接線方向）(N･s/m) 0.219×10
2
 

 

表 4.23 移動速度の設定 

（岡田ら 22)による調査結果をもとに設定） 

平均(m/s) 標準偏差 最小値(m/s) 最大値(m/s) 

1.21 0.30 0.67 2.40 
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表 4.24 避難行動モデルの基本機能 

 

 

 

 

 

 

（１）避難者の出現タイミングと場所 

 津波避難において，避難者によって地震発生時にいる場所は異なり，状況によって

出発時間も異なる．そこで，避難者の出発時間と出発位置を設定し，避難行動モデル

において，避難者による設定された通りの出発時間と出発位置からの避難行動開始を

表現できることを確認するため，以下の条件（図4.27，表4.25）で検証を行う．まず，

図4.27に示すL字型の道路の端点に住民2人（住民A, B）を配置する．両者ともに図の

右下を目標地点として避難行動を行う．本検証で使用するパラメータを表4.25にまと

めて記す．なお，本検証では，住民それぞれの目標地点到達時間（避難完了時間）お

よび移動時間から得られる出現タイミングについて，手計算で得られる理論値とシミ

ュレーションで得た値を比較することで，設計通りの結果が得られることを確認する． 

 ここで，移動時間に関して，シミュレーションにおける計算手法と理論値の算出方

法が異なるため，注釈を加える．筆者が用いる避難行動モデルは，前述のとおり，住

民の移動速度を直接与えるのではなく，目標地点に向かう個体推進力を作用させ，周

囲の状況に応じて住民に作用する力（接触する他の住民から受ける抗力など）も含め

た運動方程式を解くことにより移動速度を決定している．住民の移動速度を制御する

ために，最大移動速度を設定できる．住民がこの速度を超えると個体推進力を0 Nにし，

それ以上加速しないようにモデル化されているが，個体推進力が0 Nのままだと移動の

向きを変えられないため，移動速度が最大移動速度を下回るまで摩擦が作用するよう

になっている．したがって，移動速度は等速にはならない．このため，評価指標とし

て本モデルの理論値を求めることは容易ではないため，本項では，等速で移動した場

合の避難時間を評価指標として用いることにした．例として，本検証における住民A

の場合，移動距離100 mを1.3 m/sの等速で移動するため，移動時間の理論値は，100÷

1.3=76.9 s と算出される．シミュレーション結果と理論値に差が生じる場合，その根

拠を明示し，モデルが期待通りの挙動をしていることを確認する． 

 検証の結果として，住民それぞれの避難完了時間，移動時間，出現タイミングの誤

差について，表4.26に示す．移動時間ついて，シミュレーション結果は理論値に対し

て，住民A，住民Bともに違いが生じている．本モデルの移動速度は初速度0 m/sから次

第に加速していくこと，最大移動速度1.3 m/sを超えると最大値を下回るように移動速 

 基本機能 

1 避難者の出現タイミングと場所 

2 避難者の移動速度 

3 避難者の避難路選択 

4 避難路の状態が移動速度に与える影響 

5 避難者の周囲との干渉（交通量による混雑） 
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表4.25 検証における諸元 

（避難行動モデルの検証1） 

 移動速度 (m/s) 1.3 

 
避難者出現の 

タイミング (秒後) 

住民A：5 

住民B：10 

 

移動距離 (m) 
住民A：100 

住民B：50 

  

図4.27 空間モデルと住民の配置 

（避難行動モデルの検証1） 
   

 

表4.26 検証結果（避難行動モデルの検証1） 

住民 
避難完了時間 (s) 移動時間 (s) 出現タイミング 

の誤差 (%) 

|(b-d) - (a-c)|/(a-c) 理論値 a 計算値 b 理論値 c 計算値 d 

A 100/1.3+5=81.9 85.5 100/1.3=76.9 80.5 0 

B 50/1.3+10=48.5 50.6 50/1.3=38.5 40.6 0 

 

度を低下させているため、等速移動を仮定した理論値よりも避難完了時間が長くなっ

たと考えられる．一方で，避難者出現のタイミングは正確にモデル化できており，出

現場所についても，移動距離と移動時間から正確にモデル化できている． 

以上より，避難者の出現タイミングと場所について，期待される機能を正しく表現

できることを確認した． 

 

（２）避難者の移動速度 

避難者の移動速度は避難者の個人属性によって異なる．移動速度は避難完了の推移

に直接影響するため，その検証は重要である．そこで，避難者の移動速度を設定し，

避難者が設定された通りの移動速度で移動することを表現できることを確認するため，

以下の条件（図4.28，表4.27）で検証を行う．まず，図4.28に示す，100 m×2 mの矩形

の道路の左端に住民2人（住民A, B）を配置する．二者の間隔は1.0 mであり，スタート

地点である図の左端を出発し目標地点である図の右端を目指して避難行動を行う．本

検証で使用するパラメータを表4.27にまとめて記す．なお，本検証では，住民それぞ

れの移動時間について，手計算で得られる理論値とシミュレーションで得た値を比較

することで，設計通りの結果が得られることを確認する． 

検証の結果として，住民それぞれの移動時間について表4.28に示す．移動時間につ

いては，住民Aがおよび住民Bともに4.8 %の誤差が生じた．前述のとおり，本モデル

では初速度0 m/s から加速し，最大移動速度1.3 m/s を超えると最大値を下回るように

移動速度を低下させるため，等速移動を仮定した理論値よりも所要時間が長くなった 
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表4.27 検証における諸元 

（避難行動モデルの検証2） 

 移動速度 (m/s) 1.3 

 
壁までの距離 

（初期配置）(m) 
0.5 

 
二者の間隔 

（初期配置）(m) 
1.0 

図4.28 空間モデルと住民の配置 

（避難行動モデルの検証2） 
 移動距離 (m) 

住民A：100 

住民B：50 

 

表4.28 検証結果（避難行動モデルの検証2） 

住民 
移動時間 (s) 移動時間の誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

A 100/1.3 = 76.9 80.6 4.8 

B 100/1.3 = 76.9 80.6 4.8 

 

と考えられる．しかし，住民Aおよび住民Bの移動速度は1.3 m/s前後に保たれており，

期待通りの挙動を示している． 

以上より，避難者の移動速度について，期待される機能を正しく表現できることを

確認した． 

 

（３）避難者の避難路選択 

同一の道路ネットワークにおいても，避難経路の選択方法に応じて，避難者が利用

する避難経路が変わることになる．避難経路によって移動距離が異なる．避難経路選

択は避難完了時間に直接影響するため，その検証は重要である．そこで，避難者の避

難経路を設定し，避難者が選択した通りの経路を利用していることを確認するため，

以下の条件（図4.29，表4.29）で検証を行う．まず，図4.29に示す道路網の左端A点

に住民1人を配置する．A点を出発した住民は目標地点である右端F点を目指して避難

行動を行う．本検証で使用するパラメータを表4.27にまとめて記す．AF間には複数個

所の分岐（B点，C点，D点，E点）があり，表4.29に示す4通りの経路が考えられる．

本検証では，各分岐点での経路選択確率を0.5と設定し，住民が目標地点であるF点に

移動するよう設定した．この時，各避難経路の選択について，シミュレーションを1,000

回実施し，手計算で得られる理論値とシミュレーションで得た値を比較することで，

設計通りの結果が得られることを確認する． 

検証の結果として，経路ごとの選択確率について表4.30に示す．試行回数1,000回の

場合，経路ごとの選択確率に多少のばらつきがあるものの，概ね0.25に近い値をとっ

ており．期待通りの挙動を示している． 

以上より，避難者の避難路選択について，期待される機能を正しく表現できること

を確認した． 
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図4.29 空間モデルと住民の配置 

（避難行動モデルの検証3） 

 
表4.29 検証における諸元 

（避難行動モデルの検証3） 

 移動速度 (m/s) 1.3 

 選択可能経路数 4 

 各経路の通過点 

経路1 : A-B-C-E-F 

経路2 : A-B-C-D-E-F 

経路3 : A-B-D-E-F 

経路4 : A-B-D-C-E-F 

 

表4.30 検証結果（避難行動モデルの検証3） 

通過経路 理論値 a 計算値 b 

経路 通過点 配分（選択確率） 配分（選択確率） 

経路1 A-B-C-E-F 0.25 0.25 

経路2 A-B-C-D-E-F 0.25 0.22 

経路3 A-B-D-E-F 0.25 0.27 

経路4 A-B-D-C-E-F 0.25 0.26 

* 試行回数は1,000回 

 

（４）避難路の状態が移動速度に与える影響 

徒歩での避難の場合，坂道や階段など道路の状態によって移動速度が異なる．この

結果，滞留や移動速度低下が発生し，避難完了時間に直接影響するため，その検証は

重要である．そこで，複数の道路勾配や階段等の道路状態を含む避難経路を設定し，

避難者が設定された通りの移動速度で移動することを表現できることを確認するため，

以下の条件（図4.30，表4.31）で検証を行う．まず，図4.30に示す，50 mごとに道路

状態の異なる，450 m×2 m の矩形の道路の左端A点に住民1人を配置する．A点を出発

した住民は目標地点である右端J点を目指して避難行動を行う．ここでは，1.3 m/sの速

度で移動できる勾配の無い道路に加え，速度が半減する（0.65 m/s）上り勾配および上

り階段，通常時と同じ速度（1.3m/s）で移動できる下り勾配および下り階段を考慮する．

なお，上り勾配において，勾配の大きさによらず，速度は通常時の半分としている．

本検証では，道路状態の異なる区間ごとの移動時間について，手計算で得られる理論

値とシミュレーションで得た値を比較することで，設計通りの結果が得られることを

確認する．  

検証の結果として，区間ごとの移動時間について表4.32に示す．前述のとおり，本

モデルでは初速度から最大移動速度に達するよう加速し，最大移動速度を超えると最

大値を下回るように移動速度を低下させるため，等速移動を仮定した理論値よりも所

要時間が長くなったと考えられる．しかし，区間ごとの移動時間の誤差は5 %以下に保

たれており，期待通りの挙動を示している． 

以上より，避難路の状態が移動速度に与える影響について，期待される機能を正し

く表現できることを確認した． 
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図4.30 空間モデルと住民の配置 

（避難行動モデルの検証4） 

 

表4.31 検証における諸元 

（避難行動モデルの検証4） 

 表4.32 検証結果（避難行動モデルの検証4） 

 

区間 
移動時間 (秒) 

移動時間の 

誤差 (%) 

|b – a| / a 移動速度 (m/s) 1.3  理論値 a 計算値 b 

移動距離 (m) 450  A-B 38.5 40.4 4.9 

   B-C 76.9 78.5 2.1 

   C-D 76.9 78.6 2.2 

   D-E 38.5 40.1 4.2 

   E-F 38.5 39.9 3.6 

   F-G 76.9 78 1.4 

   G-H 38.5 40.1 4.2 

   H-I 38.5 39.9 3.6 

   I-J 38.5 39.9 3.6 

 

（５）避難者と周囲との干渉 

避難者どうしの干渉や避難路の空間形状によって，混雑が生じることがある．混雑

は避難完了の遅れにつながり，避難完了時間に直接影響するため，その検証は重要で

ある．そこで，①停止している他の避難者との干渉，②対向者との干渉，③順向避難

者との干渉，④障害物との干渉，⑤合流といった，5種類の状況を考慮し，各状況にお

ける避難者と周囲との干渉を表現できることを確認するため，以下の条件で検証を行

う．  

まず，①停止している他の避難者との干渉について，以下の条件（図4.31，表4.33）

で検証を行う．まず，図4.31に示す100 m×2 mの矩形の道路の左端に住民Aを，10 m

離れた右側に住民Bを配置する．住民Aは道路の右端を目標地点として直線距離で100 

m 移動するが，住民Bは静止状態を続ける．本検証で使用するパラメータを表4.33に

まとめて記す． 

次に，②対向者との干渉について，以下の条件（図4.32，表4.34）で検証を行う．

図4.32に示す100 m×2 mの矩形の道路の左端から5 mの場所に住民Aを，右端から5 m

の場所に住民Bを配置する．住民Aは道路の右端を目標地点として，住民Bは道路の左

端を目標地点として直線距離で100 m移動する．本検証で使用するパラメータを表4.34

にまとめて記す． 

続いて，③順向避難者との干渉について，以下の条件（図4.33，表4.35）で検証を
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行う．図4.35に示す100 m×2 mの矩形の道路の左端に住民Aを，5 m離れた右側に住民

Bを配置する．住民A，住民Bは道路の右端を目標地点として，直線距離でそれぞれ100 

m，95 m移動する．本検証で使用するパラメータを表4.35にまとめて記す． 

次に，④障害物との干渉について，以下の条件（図4.34，表4.36）で検証を行う．

図4.34に示す100 m×2 mの矩形の道路の左端に住民Aを，10 m離れた右側に障害物を

配置する．住民Aは道路の右端を目標地点として，直線距離で100 m移動する．本検証

で使用するパラメータを表4.36にまとめて記す． 

最後に，⑤合流について，下の条件（図4.35，表4.37）で検証を行う．図4.35に示

す幅0.8 mの矩形を組み合わせたT字型の道路（縦50 m，横100 m）の下部に住民Aを，

上部に5 m間隔で複数の住民を配置する．住民はみな図の左上部を目標地点として移動

する．本検証で使用するパラメータを表4.37にまとめて記す． 

各ケースともに，移動する住民の設定速度を1.3 m/sとする．上述した5ケースそれぞ

れにおける，住民の移動時間について，手計算で得られる理論値とシミュレーション

で得た値を比較することで，設計通りの結果が得られることを確認する． 

検証の結果として，移動時間を表4.38に示す．計算値の算出において，初速度から

最大移動速度に達するよう加速し，最大移動速度を超えると最大値を下回るように移

動速度を低下させるため，等速移動を仮定した理論値よりも所要時間が長くなったと

考えられる．また，①～④における誤差には，他者や障害物を回避することで移動距

離が100m以上となるため，移動時間が増したことも含まれる．⑤に注目すると，他の

4ケースと比較して，理論値に対するシミュレーション結果の誤差が大きくなっている．

住民Aは，上側の道路との合流部に到達する直前から，他の住民の列に入ろうとする

ため，大きく減速し，理論値に対する移動時間が大きくなっている．この時，本モデ

ルにおける周囲の状況に応じた進行方向の修正に加えて，住民どうしの接近による心

理的な接触を表す，個体要素仮想バネが作用するため，速度を低減させる方向に力が

作用している．さらに，合流部を曲がることで移動距離が増加し，理論値に対する移

動時間が大きくなっている．以上より，理論値との誤差が生じたものの，住民と周囲

との干渉を表現するうえで，期待通りの挙動を示している． 

以上より，避難者と周囲との干渉について，期待される機能を正しく表現できるこ

とを確認した． 
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図 4.31 空間モデルと住民の配置 

（避難行動モデルの検証 5-①） 

 表 4.33 検証における諸元 
（避難行動モデルの検証 5-①） 

 
移動速度 (m/s) 

住民A：1.3 

住民B：0 

 初期の二者間 

の距離 (m) 
10 

 
移動距離 (m) 

住民A：100 

住民B：0 

 

 
図 4.32 空間モデルと住民の配置 

（避難行動モデルの検証 5-②） 

 表 4.34 検証における諸元 
（避難行動モデルの検証 5-②） 

 移動速度 (m/s) 1.3 

 初期の二者間の距離 (m) 90 

 移動距離 (m) 100 

   

 

 
図 4.33 空間モデルと住民の配置 

（避難行動モデルの検証 5-③） 

 表 4.35 検証における諸元 
（避難行動モデルの検証 5-③） 

 移動速度 (m/s) 1.3 

 初期の二者間 

の距離 (m) 
10 

 
移動距離 (m) 

住民A：100 

住民B：90 

 

 
図 4.34 空間モデルと住民の配置 

（避難行動モデルの検証 5-④） 

 表 4.36 検証における諸元 
（避難行動モデルの検証 5-④） 

 移動速度 (m/s) 1.3 

 初期の住民から 

障害物までの距離 (m) 
90 

 移動距離 (m) 100 

   

 

 

  
 表 4.37 検証における諸元 

（避難行動モデルの検証5-⑤） 

 移動速度 (m/s) 1.3 

 初期の住民間 

の距離 (m) 

（住民Aを除く） 

5 

 

移動距離 (m) 
住民A：100 

その他：5~100 

図 4.35 空間モデルと住民の配置 

（避難行動モデルの検証 5-⑤） 
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表4.38 検証結果（避難行動モデルの検証5） 

検証 住民 
移動時間 (s) 移動時間の誤差 (%) 

|b – a| / a 理論値 a 計算値 b 

① A 100/1.3= 76.9 80.7 4.9 

② 
A 100/1.3= 76.9 80.6 4.8 

B 100/1.3= 76.9 80.6 4.8 

③ 
A 100/1.3= 76.9 80.6 4.8 

B 95/1.3= 73.1 76.6 4.9 

④ A 100/1.3= 76.9 80.7 4.9 

⑤ A (50+50)/1.3= 76.9 98.2 27.7 
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4.4 結語 
 

本章では，避難開始リアリティに着目して開発した，津波避難シミュレータの手法

について述べた．本シミュレータは，避難行動開始に至るプロセス（避難開始）を表

現する避難者発生モデルと，避難行動開始後の挙動を表現する避難行動モデルの 2 つ

に大別できる． 

ここまでの説明を踏まえ，津波避難シミュレータ全体のアルゴリズムを図 4.36に示

す．繰り返し計算部において，避難者発生モデル，避難行動モデル，出力部が独立に

存在しており，それぞれの該当時間において計算が行われる．前節までの計算時間間

隔を踏まえると，避難者発生モデルは 0.1 秒間隔で，避難行動モデルは 0.05 秒間隔で

計算が行われる． 

以下，本章で得られた主要な結論を列挙する． 

 

 

図 4.36 津波避難シミュレータのアルゴリズム 
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（１）本シミュレータは，避難開始を表現する避難者発生モデルと，避難行動開始後

の挙動を表現する避難行動モデルの 2 つから構成される．避難者発生モデルは，地域

住民を含めた様々な人々や自然現象によって醸成される「逃げなければならない」と

いう雰囲気（避難開始リアリティ）によって，直観的に避難行動を開始する住民がい

る状況を表現している．避難行動モデルは，清野らが提案した DEM に基づくモデル
1)-3)を使用した．避難行動モデルは，住民を円柱要素でモデル化し，バネとダッシュポ

ットを用いて各要素に働く外力に対して運動方程式を解くことで，それぞれの挙動を

表現している．なお，避難者発生モデルは，DEM に基づく避難行動モデルだけでなく，

他の手法を用いた避難行動モデルと統合して津波避難シミュレータを構築することも

可能である． 

 

（２）避難者発生モデルと避難行動モデルを統合するうえで，各モデルの計算時間間

隔の検討が必要になる．本研究では，Cundall
15)の推奨する計算時間間隔および許容で

きる時間解像度の精度を踏まえて，避難行動モデルでは 0.05 秒間隔，避難者発生モデ

ルでは 0.1 秒間隔で設定した． 

 

（３）避難者発生モデルは，①人々の行動や自然現象に醸成される避難開始リアリテ

ィが醸成される，②住民は周囲の避難開始リアリティ感じ危機感を高め，③危機感が

上限（閾値）を超えると避難行動を開始し避難開始リアリティを醸成する一因（ソー

ス）となることで，避難開始を表現している． 

 

（４）避難者発生モデルを用いるうえで，ソースの影響度を表す重みと，住民ごとの

閾値の設定が必要となる．重みは，社会調査における，避難のきっかけを用いること

で設定できる．閾値は，地域ごとの避難開始のしやすさを表す地域定数と住民ごとの

バラツキを表現する一様乱数を用いることで，住民各自の避難しやすさの違いを表現

できる．なお，ソースは，影響範囲に注目し，4 種類に分類して表現している． 

 

（５）災害時の避難行動開始に至る心理プロセスを考えるうえで，集団同調バイアス

を定式化し，本モデルに導入した．これは，より多くの情報を，単純な足し合わせと

して捉えるのではなく，より大きな影響を与えると考えるものである． 

 

（６）DEM に基づく避難行動モデルは，避難行動を力学的側面から，人間の基本的な

行動を表現でき，周囲との相互作用を表現することができる．障害物回避やすれ違い，

追い越しといった基本的な人間行動を再現でき，屋内等の比較的狭い空間での避難行

動分析に適した手法であるが，屋外の広域における避難シミュレーションにも適用で
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きる． 

 

（７）避難者発生モデルの基本性能7項目および避難行動モデルの基本性能5項目につ

いて，正しく設計どおりの挙動をするか，検証を行い，各検証項目における期待通り

の挙動を示していることを確認した． 
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第 5 章 津波避難シミュレータの実地域への適用 

 

5.1 概説 
 

本章では，避難開始リアリティに着目して開発した，津波避難シミュレータを実地

域に適用し，その評価を行う．具体的には，小規模な空間モデル（数 10m，数 100m

オーダーの屋内施設）における津波避難と大規模な空間モデル（1km 前後から数 km

オーダーの地域コミュニティ）における津波避難に焦点を当てる．実地域への適用に

あたり，どのような条件に適用できるのか，どのようなデータが必要なのか，何が分

かるのか，対象事例ごとに述べる． 

第 2 節では，東日本大震災における高齢者施設の津波避難事例を対象に津波避難シ

ミュレータを適用し，その妥当性を確認する．当該事例は，施設屋内の間取り，避難

行動開始時の人々の配置が既知であり，空間モデルや対象避難者に関してモデル化が

比較的容易である．  

第 3 節では，同災害における宮城県石巻市門脇・南浜地区の津波避難事例を対象に

シミュレータを適用し，その妥当性を確認する．また，津波避難に関する地域コミュ

ニティの特徴を分析するとともに，屋外で醸成される避難開始リアリティに対して，

対象地域の屋内にいる住民のアクセス性が，避難開始にどれほど影響を与えるのか分

析する． 

第 4 節では，同災害における同県南三陸町志津川地区の津波避難事例を対象にシミ

ュレータを適用し，その妥当性を確認する．また，避難開始に関する地域コミュニテ

ィの特徴を分析するとともに，地域に応じた閾値の設定について述べる．  

最後に，第 5 節では，本章のまとめを行う． 
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5.2 屋内施設における津波避難への適用（高齢者施設の場合） 

 

5.2.1 概説 

 本節では，開発した津波避難シミュレータを，東日本大震災における高齢者施設で

の津波避難事例に適用し，妥当性を確認するとともに，当該施設での避難開始に関す

る特徴を分析する．  

 なお，本シミュレータは，適用する施設屋内の間取り，避難開始時の人々の配置が

既知である場合，屋内施設からの避難事例に適用できる．本項では，奥村ら 1)が施設

職員から得た証言等をもとに，高齢者施設の空間モデルおよび職員の配置を設定した． 

 

 

5.2.2 対象事例および施設概要 

対象とする高齢者施設は宮城県南三陸町志津川地区に位置し，東日本大震災におい

て想定に無い津波被害を受け，施設関係者の約 4 割が犠牲となった 1)．入所者とショ

ートステイ利用者 46 人が死亡，1 人が行方不明になり，職員も 1 人が亡くなっており，

その被害は甚大なものであった．同施設の被害状況は，河北新報 2),3)や奥村らの研究 1)

で取り上げられており，そちらも参照されたい． 

施設の位置関係，周辺環境を図 5.1および図 5.2に示す．対象施設は，標高 12~13 m

程度の高台に位置しており，震災以前の想定津波浸水予測エリア外にあり，津波発生

時の避難場所にも指定されていた 4)．図 5.1 に示すように，海岸線からは 1km 以上離

れており，70 段の階段によって，南西方向の標高約 30 m の高台に位置する高校とつ

ながっている．また，図 5. 2に示すように，建物の東側にある駐車場からは市街地を

一望でき，建物南側（A, B, D のエリア）から隣接する公園に出ることが可能である．

建物内の A, B, C, D, E の空間は，施設利用者の共有スペースとなっていた． 

奥村らが当該施設にいた関係者から得た証言 1)によると，地震発生後，一度みな，

施設屋外にある公園に避難したが，非常に寒かったため，再び屋内に戻った．余震に

よる落下物の危険性が少ないとして，津波からの避難行動を開始するまでの間，施設

関係者は A を除くスペースで待機していた（図 5.2，図 5.3）．そのため，本事例では，

揺れに伴う屋外退避後，津波避難モード（図 4.2）へとただちに遷移できなかったと

考えられる．  

 

 

5.2.3 条件設定 

（１）初期条件 

津波避難シミュレーションに必要な初期条件の設定において，奥村ら 1)による当該 
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図 5.1 高齢者施設の位置関係 

 

 
図 5.2 高齢者施設の周辺環境と施設内の間取り 

 

 
図 5.3 高齢者施設の空間モデルと職員の配置 
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施設の関係者への面接調査・研究結果のうち，避難開始に関する内容を抽出し用いた．

また，当時，津波避難に関連する出来事が発生した時間帯を把握するため，津波伝搬・

氾濫計算を行った． 

A) 空間モデルと職員の配置 

 施設関係者の証言 1)
 によると．地震当日，職員 30 人，利用者 69 人が施設にいた．

避難開始において，職員は駐車場に 4 人，スペース B, C, D, E にそれぞれ 7 人，6 人，

7 人，6 人，施設利用者は，スペース B, C, D, E にそれぞれ 15 人，15 人，17 人，22 人

が待機していた．これらを踏まえ，施設と職員の配置を図 5.3のようにモデル化した．

避難者は，高校への階段がある，同図の左上の領域を到達目標として避難行動を行う

ものとする．なお，施設利用者は自力で移動できないため，シミュレーションにおい

ては職員それぞれの避難開始に注目する．避難行動における施設利用者の設定は，後

ほど説明する． 

 B) 計算時間 

当該施設における津波襲来時刻は，津波伝播・氾濫計算を行い算出した．具体的に

は，今村らの波源モデル 5)を用いて，非線形長波理論を staggered・Leap-frog スキーム

を解くことで算出した．地形，堤防，粗度のデータは中央防災会議が提供する資料を

使用し，空間格子間隔は，1350, 450, 150, 50, 10 m の 5 段階の領域を接続し，計算時間

は 0.2 秒間隔で 6 時間行った．この結果，津波は地震発生 45 分後に海岸堤防を越え，

その 3 分 30 秒後に対象施設付近に到達した． 

また，施設関係者の証言 1)によると，駐車場の職員 4 名は，津波が鉄道盛土を超え

た様子を目撃し，避難行動を開始した．その後，彼らの呼びかけなどにより，他の職

員も避難行動を開始していた．本研究では，施設関係者の証言 1)を踏まえ，津波が鉄

道盛土を越えてから施設 A に到達するまでの 160 秒間を，本シミュレーションにおけ

る避難に使えた時間とし，最初に避難行動を開始した時点を起点として，当該施設に

おける津波避難の状況を分析する． 

C) ソース 

 本節では，津波の氾濫，避難行動，避難者の呼びかけの 3 種類を，避難開始リアリ

ティを醸成するソースとして設定する．重みは，東日本大震災に関する一連の調査結

果 6)-9)を用いて，表 5.1のように設定した． 

D) 閾値 

 本分析では，高齢者施設の職員という職業的な観点から，施設職員の避難開始のし

やすさを同質であると仮定し，避難者すべての閾値を 1.0 とした． 

E) 避難経路 

 証言 1)より，駐車場にいた職員のうち，1 人はスペース A, B の外側を，2 人は建物内

に入りスペース C, B を通過して建物外へ，残り 1 人は建物内に入りスペース C, B を通
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過して建物外へ移動した．各職員とも移動しながら，他の職員へ避難を呼びかけてい

る．職員 4 人の避難経路を，図 5.3 中に赤の破線で示す．各職員の避難経路は，経路

が判明している職員を除き，ランダムに選択できるように設定した． 

F) 移動速度 

移動速度は，前章第 3 節で示した値（表 4.23）を用いて，職員それぞれに固有の値

として与えた．施設利用者の移動に関して，例外なく職員の補助が必要であった．ま

た，「偶然目のあった利用者の手を引いて避難した」と証言する職員がいた 1)．これら

を踏まえ，津波避難シミュレーションにおいて，利用者に接近した職員は，職員 1 人

あたり利用者 1 人を引き連れて避難するものとする．利用者とともに避難する職員の

移動速度は，通常の移動速度の半分とする． 

G) その他 

 職員・利用者の配置と人数を，エリアごとに整理して表 5.2 にまとめる．また，そ

の他，津波避難シミュレーションに用いる諸元を表 5.3に示す． 

 

（２）妥当性の評価指標 

堀ら 10)は，避難シミュレーションの妥当性を確認するうえで，一人ひとりの行動に

再現性がないことを踏まえ，集団の避難行動として，避難完了の推移を妥当性確認の

具体的な対象とすることが適当であると述べている．そこで，津波襲来時の避難完了

者数を妥当性の評価指標として用いる．また，本事例では，当時施設内にいた関係者

の証言 1)により，津波避難に関する対象者の心情・行動の推移が具体的にわかってい

る．これを評価指標として考慮する．改めて，本シミュレータの適用における妥当性

評価指標として，整理する． 

A)  津波の第一波に飲まれず避難した職員は 10 人ほどであった． 

B)  エリア B の屋外にいた職員は，津波の氾濫を目撃し危機感を高めた後，他の職員 

による呼びかけを聞き，避難行動を開始した． 

 これらの項目はそれぞれ，当該施設における津波避難の全体および局所的な状況を

示しており，これを再現できるかどうかを指標として，本シミュレータ適用の妥当性

を確認する． 

 

 

5.2.4 結果 

当該施設における津波避難シミュレーションのスナップショットを図 5.4 に，避難

完了者数を表 5.4 に示す．シミュレーションの結果，駐車場の職員が避難を開始して

から津波が高齢者施設に到達する 160 秒間に，職員，施設利用者それぞれ 10 人が避難

を完了することを確認できた．これは，避難完了者数の評価指標を満たしている．次 
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に，エリア B の屋外にいた職員 2 名を職員 A，職員 B とし，危機感の変化を図 5.5に

示す．職員 A は，駐車場の職員の避難行動開始 19 秒後まで津波の目撃によって危機

感を高め，その後，津波の目撃とともに避難を促す呼びかけを聞き，24 秒経過時に避

難行動を開始した．職員 B も同様に危機感を高め，最終的に 25 秒経過時に避難行動を

開始した． 以上より，エリア B にいた職員の避難開始に関する評価指標を概ね満たし

ているといえる． 

以上より，開発した津波避難シミュレータは，高齢者施設で得られた証言に基づく

条件下において，津波避難の状況を概ね再現できる． 

表 5.1 高齢者施設におけるソースの特徴 

  
津波の氾濫 

職員の 

呼びかけ 

職員の 

避難行動 

重み 8.4×10
-3

 4.2×10
-3

 2.5×10
-3

 

時間特性 

(影響時間) 
― ― ― 

空間特性 

(影響範囲／位置) 
― 

影響半径 30m 

／避難者の位置 

影響半径 110m 

／避難者の位置 

空間特性 

(カテゴリー) 
 

非影響範囲を含む 

全領域型 

  

 

円形型 

  

非影響範囲を含む 

円形型 

数 1 最大 30 最大 30 

 

表 4.23（再掲） 移動速度の設定 

平均(m/s) 標準偏差 最小値(m/s) 最大値(m/s) 

1.21 0.3 0.67 2.4 

 

表 5.2 高齢者施設におけるエリ    

アごとの職員・利用者数 

 表 5.3 高齢者施設における津波避

難シミュレーションの諸元 

所 職員(人) 利用者(人)  対象人数 (人) 30 

駐車場 4 0  解析時間 (s) 160 

エリア A 0 0    

エリア B 7 15    

エリア C 6 15    

エリア D 7 17    

エリア E 6 22    

合計 30 69    
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(a) 0 秒後 (b) 5 秒後 (c) 30 秒後 

   

(d) 60 秒後 (e) 90 秒後 (f) 120 秒後 

  
 

 

 (f) 150 秒後 (g) 津波襲来時 

図 5.4 高齢者施設における津波避難シミュレーションのスナップショット 

（各時間は駐車場にいた職員が避難行動を開始してからの経過時間を示す） 

 

   表 5.4 高齢者施設における 

職員の避難完了者数 

 

初期位置 完了者数（人）  

 駐車場 0  

 エリア B 7  

 エリア C 2  

 エリア D 1  

 エリア E 0  

 合計 10  

 
  

 

 
  

 図 5.5 高齢者施設におけるエリア B の 

屋外にいた職員の危機感の変化 
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5.3.5 考察 

図 5.6，図 5.7 は，津波避難シミュレータの適用により明らかとなった，エリアご

との危機感の変化およびソースごとの影響度を，避難行動開始率とともに示している．

これらを用いて，対象施設において推測される，避難開始について以下にまとめる． 

①施設全体の危機感の変化は，0~20 秒，20~32 秒，32~50 秒の 3 段階に分けられる．

20~32 秒における急激な危機感の上昇は，エリア C の職員の避難行動開始と避難経路

が大きな要因であると考えられる． 

②エリア E では，避難開始リアリティが醸成されず，職員の危機感が上昇しないた

め，誰も避難行動を開始しなかった．これは，筆者らが 2014 年 3 月に行った，当時エ

リア E いた職員への聞き取り調査結果と合致するものである．（この職員は，避難行動

を開始せず津波に飲まれたが，その後幸運にも救助され，大きな怪我もなかった） 

③エリア B では，危機感の上昇において，呼びかけの影響が最も大きい．また，ソ

ースごとの影響度の総和が，蓄積される危機感に比べてかなり小さいため，集団同調

性バイアスの影響が大きいことが考えられる．これは，エリア C の職員の避難行動開

始により，避難開始リアリティを醸成するソースが増加したためである． 

④エリア C では，危機感の上昇において，呼びかけの影響が最も大きい．これは，

駐車場にいた職員からエリア C の職員へ呼びかけが届いたが，施設内の壁により，避

難行動を目撃できないためだと考えられる．  

⑤エリア D では，エリア B と同様に，危機感の上昇において，呼びかけの影響が最

も大きく，エリア C の職員の避難行動開始による集団同調性バイアスの影響が大きい

ことが分かる．一方で，危機感の上昇において，避難行動の影響が非常に小さい．こ

れは，エリア C とエリア D の間の壁により，視野が遮られるためである． 

⑥施設全体の危機感の上昇において，呼びかけの影響が最も大きい．続いて，津波

の氾濫による影響が大きい．これは，施設屋外にいた職員の避難行動開始が，津波の

目撃に大きく起因すると考えられるためである．一方で，避難行動による影響は小さ

い．これは，施設内は壁が多いため視野が遮断され，他者の避難行動を目撃しづらい

ためだと考えられる．また，集団同調性バイアスの影響が大きいことも確認できる． 

以上より，対象施設での避難を大きく促すソースは，呼びかけと津波の氾濫である

ことがわかった．また，対象施設（および同様の屋内施設）の避難開始を考えるうえ

で，壁の影響，ソースの種類，避難経路，集団同調性バイアスの影響が重要であると

考えられる． 

一方で，本シミュレーションでは建物横の公園内の経路が簡略化されており，一旦

避難を完了した職員が再度利用者を救出に向かうといった動きを考慮していないこと

にも注意が必要である． 
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図 5.6 高齢者施設における危機感の変化および避難行動開始率の推移 

（実線が危機感，破線が避難行動開始率を表している） 

 

 

 

 

(a) エリア B  (b) エリア C 

 

 

 

(c) エリア D  (d) 全体 

 

図 5.7 高齢者施設におけるソースに注目した危機感の変化および避難行動開始率の推移 

（実線が危機感，破線が避難行動開始率を表している．集団同調性バイアスの影響があるため，

ソースによる影響度の合計が危機感の平均になるとは限らない） 
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5.2.6 まとめ 

 本節では，開発した津波避難シミュレータを，東日本大震災における高齢者施設で

の津波避難事例に適用し，妥当性を確認するとともに，当該施設での避難開始に関す

る特徴を分析した．得られた主要な結論を以下にまとめる．  

 

（１）開発したシミュレータは，適用する施設屋内の間取り，避難開始時の人々の配

置が既知である場合，屋内施設からの避難事例に適用できる．本項では，奥村ら 1)が

施設職員から得た証言等をもとに，高齢者施設の空間モデルおよび職員の配置を設定

した． 

 

（２）開発したシミュレータを高齢者施設での津波避難事例に適用し，施設関係者か

ら得られた証言に基づく条件下において，ソースを表 5.1 のとおり設定することで概

ね再現できることを確認した． 

 

（３）対象施設における危機感の変化は，0~20 秒，20~32 秒，32~50 秒の 3 段階に分

けられる．このうち，20~32 秒における危機感が急激に上昇していた．これは，エリ

ア C の職員の避難行動開始と避難経路が大きな要因であると考えられる． 

 

（４）対象施設全体の危機感の上昇において，呼びかけの影響が最も大きい．一方で，

避難行動による影響は小さい．これは，施設内は壁が多いため，他者の避難行動によ

る視覚情報が遮断されると考えられる．また，集団同調性バイアスの影響も大きい． 

 

（５）今後，対象施設と同様の屋内施設における避難開始を考えるうえで，壁の影響，

ソースの種類，避難経路，集団同調性バイアスの影響が重要であると考えられる． 
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5.3 地域コミュニティにおける津波避難への適用（宮城県石巻市門 

脇・南浜地区の場合） 

 

5.3.1 概説 

本節では，東日本大震災における石巻市門脇・南浜地区を対象に津波避難シミュレ

ータを適用し，その妥当性を確認するとともに，同地区の津波避難の特徴を明らかに

する．また，屋外で醸成される避難開始リアリティに対して，対象地域の屋内にいる

住民のアクセス性が，避難開始にどれほど影響を与えるのか分析する． 

 なお，本シミュレータを，多くの建物を含む広いエリアに適用する場合，一軒一軒

の建物内の間取りおよび避難開始時の人々の配置を詳細にモデル化することは困難で

ある．そこで，国勢調査等のデータを用いて，区画ごとの人口を求め，区画内に住民

をランダムで配置することとする． 

 

 

5.3.2 対象事例および地域の概要 

本節では，東日本大震災で甚大な津波被害を受けた，宮城県石巻市門脇・南浜地区

を対象に避難再現計算を行う． 

当該地区は前節の高齢者施設と同様に，東日本大震災において，想定に無い津波被

害を受けた．石巻市全域では，死者 3,279 人（直接死），行方不明者 425 人（2016 年 8

月末現在）が発生した 11)．これは，同市の浸水域人口 12)の 3.1 %を占めている．門脇・

南浜地区では，津波浸水および火災によって 400 人余りの住民が犠牲となった 13)．同

地区の犠牲者数は，石巻市全体の津波犠牲者数のおよそ 11 %である一方，被災区域面

積に注目すると，石巻市全体の被災区域面積の 1.3 %ほどにすぎない 13)．また，三上ら

の調査 14)によると，同地区内では犠牲者率が 10 %を超える町丁目が多く，石巻市全体

における犠牲者率が 2.0 %である．以上より，同地区が石巻市の中でも特に甚大な被害

を受けたことがわかる． 

本地区の被害状況や被災者の証言は河北新報 2),15)や旬報社 16)，三上の研究 15), 17)で取

り上げられており，そちらも参照されたい．三上 17)が同市における津波からの生存者

に対して実施した，犠牲者の避難行動に関する調査結果よると，避難のために 30 分以

上の猶予があったにもかかわらず，同市においては犠牲者の半数以上が自宅から避難

していなかった可能性があった．同市の津波犠牲者 816 人の津波遭遇時の居場所およ

び行動について，66.2 %が自宅で津波に遭遇し，54.2 %が自宅から移動していないこと

を言及しており，避難開始の難しさを示すものである． 

同地区は，南側が石巻湾に面しており，東側を旧北上川が流れる地勢となっている．

また，同地区の北東側は日和山と呼ばれる比較的標高の高い地区となっており，日和  
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図 5.8 門脇・南浜地区の位置関係および津波

浸水範囲と震災以前の津波ハザード

マップとの比較 

（中央防災会議の調査報告資料 18）に加筆） 

 

 図 5.9 門脇・南浜地区の空間モデルと 

住民の配置および住所区分 

 

山の南側から海沿いにかけて低地が広がっている．図 5.8 は，対象地区の位置関係お

よび津波浸水範囲と震災以前の津波ハザードマップとの比較を示している 18)．本研究

における対象地区は，震災前の津波ハザードマップにおいて浸水範囲外であった．ま

た，対象地域の空間モデルと住民の配置，住所区分を図 5.9に示す．  

 

 

5.3.3 条件設定 

（１）計算時間 

本研究では，津波避難シミュレーションに必要な，地震発生から対象地区での津波

浸水までの時間を算出することを目的として，東北地方太平洋沖地震における津波伝

播・氾濫再現計算を別途行った．データ・手法は，前節と同じものを使用した．この

結果，地震発生から 51 分 30 秒後に対象地区の南岸を津波が越流していることがわか

った．これを踏まえ，津波避難シミュレーションは，地震発生から 51 分 30 秒間を対

象に行う． 

 

（２）津波避難シミュレーション（避難者発生モデルと避難行動モデルに共通する事項） 

避難者発生モデルおよび避難行動モデルに共通する初期条件について述べる．共通

する諸元を表 5.5 に示す．本研究では，対象地区内の 1,450 人の徒歩避難者の避難行

動に注目する．また，対象地区内の避難者のエリアごとの人数は，日本地震工学会 津

波等の突発大災害からの避難の課題と対策に関する研究委員会の資料 19)をもとに設定

した．住民は，図 5.9にて青色で示す，標高 15 m 以上の高台のうち，最も近い場所へ

避難すると仮定する．高台から最も遠くに位置する住民までの直線距離はおよそ 650 m

である．また，気象庁のデータ 20)を用いて，地震による強い揺れが 160 秒間継続する
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ものとした．揺れの継続中は，避難を開始できないものとする． 以上，本シミュレー

ションで用いる諸元（避難者発生モデルおよび避難行動モデルに共通）を表 5.5 にま

とめて示す． 

 

（３）避難者発生モデル 

避難者発生モデルでは，地震の揺れ，テレビ・ラジオ，防災行政無線，他者の避難

行動，他者の呼びかけの 5 種類をソースとして設定する（表 5.6）．揺れの継続中は，

すべての住民が危機感を高めるが，避難行動を開始できない． テレビ・ラジオについ

ては，対象地区の各世帯が 1 台ずつを保有していると仮定する．総務省統計局の資料
12)より，石巻市内の浸水域における 1世帯あたりの人口が 2.66人であることを用いて，

各エリアの人数に応じたテレビ・ラジオを住居エリア内にランダムに配置した．テレ

ビ・ラジオの音声が届く範囲を 10m 以内とする．また，無作為に抽出した住民の 36.3%

が，揺れが小さくなった後，防災行政無線による情報を常に取得するものとする．こ

の値は，中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する

専門調査会の調査結果 8)を参考に，大津波警報を見聞きした住民の割合（「覚えてい

ない・わからない」を含まない）に，その情報媒体が防災行政無線であると回答した

割合を乗じたものである． 

本研究では，すべての住民が呼びかけを行わないことを考慮し，避難行動者のうち

20 %が他の住民へ呼びかけを行うものとした．呼びかけが届く範囲を30 m以内とする． 

避難行動による影響は，危機感が 80 %を超えた住民が目撃し影響を受けると仮定し

た．これは，ある程度危機感を高めた住民が建物外に出て周囲の状況を確認すること

により，他者の避難行動を目撃できることを考慮している．避難行動者を目撃できる

範囲を 110 m 以内とする． 

なお，本シミュレーションでは，中央防災会議 防災対策推進検討会議 津波避難対

策検討ワーキンググループの調査結果 9)を用いて，表 5.6 のように各ソースの重みを

設定した．この重みは，同災害において揺れの直後に避難行動を開始した住民の割合

が 20.0 %であるとした既往調査 9)の結果を再現できるよう，設定したものである．こ

のとき，閾値 𝜃𝑖𝑝
 が 1.24 以下である住民が揺れの直後に避難行動を開始した． 

 

（４）避難行動モデル 

 移動速度について，日本地震工学会 津波等の突発大災害からの避難の課題と対策に

関する研究委員会の資料 19)を参考に，平均値を 1.3 m/s とした．標準偏差，最小値，最

大値は表 4.23と同じ値を使用した．以上を表 5.7にまとめる．なお，図 5.9にて茶色

で示す上り坂では，避難行動速度を通常速度の半分としている． 
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（５）妥当性の評価指標 

 シミュレーションの妥当性を確認する評価指標として，同地区で行われた東日本大

震災に関する住民の避難行動調査 22)から，約 80%と推測された地区全体の避難行動開

始率を用いる．これを再現できるかどうかを指標として，本シミュレータ適用の妥当

性を確認する． 

 

 

 

 

表 5.5 門脇・南浜地区における津波避難シミュレーションの諸元 
（避難者発生モデルおよび避難行動モデルに共通） 

対象エリア (m
2 

) 1,272×1,257 

避難者数 (人) 1,450 

強い揺れの継続時間 (s) 160 

地震発生から門脇地区の津波 

浸水開始までの時間 (min) 
51.5 

解析時間 (min) 51.5 

 

表 5.6 門脇・南浜地区におけるソースの特徴 

  
地震の揺れ 

他者の 

呼びかけ 

他者の 

避難行動 

テレビ・ 

ラジオ 

防災行政 

無線 

重み 7.3×10-3 4.3×10-3 2.7×10-3 2.1×10-3 2.4×10-3 

時間特性 

(影響時間) 

地震発生から 

160秒まで 

地震発生から 

160秒後以降 

地震発生から 

160秒後以降 

地震発生から 

160秒後以降 

地震発生から

160秒後以降 

空間特性 

(影響範囲

／位置) 

― 
影響半径30m 

／避難者の位置 

影響半径110m 

／避難者の位置 

影響半径10m 

／各住居 
― 

空間特性 

(カテゴリ

ー) 

 
 

全領域型 

  

 

円形型 

  

非影響範囲を含む 

円形型 

 
非影響範囲を含む 

円形型 

 
 

全領域型 

数 1 最大1,450 最大1,450 569 1 

備考 ― 

避難行動者のう

ち20%が呼びか

けを行う 

危機感が閾値の

80%を超えた住民

が影響を受ける 

― 

36.3%の住民

が影響を受

ける 

 

表 5.7 門脇・南浜地区における移動速度の設定 19)
 

平均(m/s) 標準偏差 最小値(m/s) 最大値(m/s) 

1.30 0.3 0.67 2.4 
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5.3.4 結果 

門脇・南浜地区における津波避難シミュレーションのスナップショットを図 5.10に

示す．シミュレーションの結果，対象地区における津波来襲までの避難行動開始率は

84.9%であった．これは，約 80%と推測された地区全体の避難行動開始率と概ね一致す

るものである．これを踏まえ，本モデルは，既往の調査・研究に基づく条件下におい

て，呼びかけを行う住民の割合 20%，危機感が閾値の 80%に達した住民が他者の避難

行動を目撃すると設定することで，対象地区の避難開始の状況を概ね再現できる．  

 

 

   
(a) 地震発生直前 (b) 2 分後 

（強い揺れの継続中） 

(c) 4 分後 

（強い揺れが収まった直後） 

   

(d) 10 分後 (e) 20 分後 (f) 30 分後 

  
 (f) 40 分後 

図 5.10 門脇・南浜地区における津波避難シミュレーションのスナップショット 

（各時間は地震発生からの経過時間を示す） 
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5.3.5 考察 

（１）空間的な考察 

 図 5.11は，図 5.9の住所に対応した対象地区内の区画ごとに，住民の危機感の変化

を示している．同図より，門脇 4 丁目（水色で表示），5 丁目（茶色で表示）の住民の

危機感は，他の地区と比較して高まりやすいことがわかる．一方で，南浜 1 丁目（赤

色で表示）では，他の地区と比較して高まりづらいことがわかる．この理由として，

海岸付近（南浜 1 丁目）では高台側の地区（門脇 4 丁目，5 丁目）と比較すると避難

開始リアリティの醸成度が低く，危機感を高めづらい状況であったことが考えられる．

実際に，海岸付近は高台側の地区と比較して人口密度が低く，呼びかけや避難行動と

いった住民間の相互影響が小さいことが考えられる．さらに，図 5.10に示したスナッ

プショットを参考に，津波避難時は高台への避難経路に住民が集まるため，高台側の

地区では住民間の相互影響が大きくなると推測できる． 

このような現象は，平成 16 年紀伊半島沖・東南沖を震源とする地震における尾鷲市

民の避難行動調査 23)においても報告されている．この調査では，市全体の避難率が低

調であったが，海側の地区の避難率およびその住民の避難経路にあたる地区の避難率

が高かったことが明らかになっている．片田 23)は，避難行動者の目撃やその呼びかけ

を聞くことにより，避難経路にあたる内陸側の地区の避難が促されたと考察している．

ここで，図 5.11に注目すると，地震発生後 13 分から 15 分にかけて，門脇 2 丁目（紫 

色で表示）において急激な危機感の高まりが確認できる．この理由も，上記の現象と

同様に説明できる．図 5.9 より，門脇 2 丁目は他の地区と比較して狭い区画となって

いる．また，同地区の中央から，西側に位置する高台に向けて避難経路が存在してい

る．このため，比較的小さな区画の中央に避難行動者が集まるため，地区内の危機感

が急激に高まったと考えることができる． 

 

（２）時間的な考察 

図 5.12は，各ソースが住民の危機感に与えた影響を示している．黒色の実線に注目

すると，地震発生直後は対象地区全体の危機感が急激に高まっているが，時間の経過

とともに頭打ちとなっていることがわかる．この理由として，住民が高台へと避難す

るため，時間の経過とともに住民の数が減少し，呼びかけや避難行動といった住民間

の相互影響が小さくなることが考えられる．この状況は，図 5.10 からも確認できる．

ここで，図 5.12における，呼びかけが危機感の高まりに与える影響（青色で表示）に

注目する．地震発生後 3 分から 7 分にかけて大きく上昇しているが，その後は頭打ち

となっている．これも，同様の考え方を用いて説明することができる． 
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（３）ソースに注目した考察 

図 5.12 において，地区全体の危機感の高まりに対するソースの影響に注目すると，

地震の揺れが，危機感蓄積の 6 割ほどを占めている．図 5.13 は，住民が避難行動開

始の直前に感じた避難開始リアリティを醸成するソース，つまり避難行動開始の最後

の一押しとなった影響を示している．同図より，対象地区内の住民の 6 割以上が，揺

れ以外のソースが最後の一押しとなったことがわかる．以上を踏まえ，対象地区の避

難開始において，地震の揺れによる影響が危機感の蓄積において支配的である一方で，

揺れによる影響だけでは住民の多くを避難させる動機とはならず，様々なソースの影

響が，多くの住民の避難開始を促したことが推測できる． 

 

 

 
 

 

 

図 5.11 門脇・南浜地区における危機感の    

変化および避難行動開始率の推移 

（実線が危機感，破線が避難行動開始率を表

している） 

 図 5.12 門脇・南浜地区におけるソースに

注目した危機感の変化および避難

行動開始率の推移 

（実線が危機感，破線が避難行動開始率を表し

ている．集団同調性バイアスの影響があるた

め，ソースによる影響度の合計が危機感の平均

になるとは限らない） 

 

 

図 5.13 門脇・南浜地区における住民が避難行動開始の直前に受けた影響 
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5.3.6 住民の行動に注目した避難開始の分析 

 本項では，避難を促す呼びかけを行う住民の割合および他者の避難行動を目撃する

条件に注目し，避難開始に与える影響を分析する．具体的には，呼びかけを行う割合

および他者の避難行動目撃に必要な危機感の 2 種類をパラメータとして設定し，それ

ぞれ 20 %ごと，計 36 通りのシナリオで津波避難シミュレーションを行う． 

各シナリオにおける避難行動開始率（対象地区南側における津波浸水開始時の値）

を表 5.8 に示す．表より，呼びかけと避難行動の目撃に応じて，対象地区では最大で

99.7 %の住民が津波襲来時までの避難を開始する結果となった．一方で，条件によっ

ては，避難開始率が 56.9 %と落ち込む可能性があることも判明した．同表では，特に，

避難行動を目撃する条件が対象地区の避難行動開始率に大きな影響を与えることがわ

かる．常に他者の避難行動が目撃できる条件下（危機感が 0 %以上）では，呼びかけ

を行う住民の割合によらず，95 %以上の住民が避難を開始できる結果となった． 

筆者は，避難行動が，避難開始リアリティを醸成する他のソースと異なる性質を持

つと考えている．避難開始リアリティに対する住民の姿勢，つまり，避難開始リアリ

ティへのアクセス性について，受動的アクセスと能動的アクセスに分類する．地震の

揺れ，テレビ・ラジオ，防災行政無線，他者の呼びかけによって醸成される避難開始

リアリティは，受動的アクセスに分類され，住民の意思によらず受動的にアクセスで

きる．一方で，屋内にいる住民は自ら屋外の状況を確認しない限り，屋外における避

難行動を目撃することはできない．このため，避難行動によって醸成される避難開始

リアリティは，自発的な行動によってのみアクセスできるため，能動的アクセスに分

類できる．（実際には，屋内外によって音の聞こえ方が異なるため，聴覚情報によって

醸成される避難開始リアリティを，能動的アクセスとして考えることもできるが，本

研究ではこの違いを考慮せず，聴覚情報については，受動的アクセスとして分類した） 

ここで，能動的アクセスに分類した，避難行動の目撃は，地域の建物配置によって

視野が遮られるため，設定した視野範囲内におけるすべての避難行動を目撃できるわ

けではないことに注意しなければならない．これを踏まえると，まちづくりの観点か

ら，周囲を見渡しやすい構造物の配置を検討することで，避難行動による避難開始リ 

 

表 5.8 門脇・南浜地区におけるシナリオごとの避難行動開始率(%) 

 
他者の避難行動目撃に必要な危機感 (%) 

0 20 40 60 80 100 

呼
び
か
け
を

行
う
割
合

(%
) 0 95.3 94.3 94.3 81.7 68.2 56.9 

20 99.7 96.1 95.3 91.2 84.9 76.6 

40 99.7 96.7 95.8 93.6 89.6 82.9 

60 99.7 97.3 95.9 94.8 91.5 86.8 

80 99.7 97.5 96.3 95.6 93.2 89.6 

100 99.7 97.9 96.8 96.1 95.3 91.7 
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アリティの醸成度を高めることができ，津波からの早期避難が可能な，津波に強いま

ちを形成できる可能性を見出せる．  

 

 

5.3.7 まとめ 

本節では，東日本大震災における石巻市門脇地区を対象に津波避難シミュレータを

適用し，その妥当性を確認するとともに，同地区の津波避難の特徴を明らかにした．

また，屋外で醸成される避難開始リアリティに対して，対象地域の屋内にいる住民の

アクセス性が，避難開始にどれほど影響を与えるのか分析した．得られた主要な結論

を以下に示す． 

 

（１）開発したシミュレータを，多くの建物を含む広いエリアに適用する場合，一軒

一軒の建物内の間取りおよび避難開始時の人々の配置を詳細にモデル化することは困

難である．そこで，国勢調査等のデータを用いて，区画ごとの人口を求め，区画内に

住民をランダムで配置することで適用できる． 

 

（２）開発したシミュレータを石巻市門脇・南浜地区での津波避難事例に適用し，既

往の調査・研究に基づく条件下において，ソースを表 5.6 のとおり設定することで概

ね再現できることを確認した． 

 

（３）海岸付近では，高台付近と比較して避難開始リアリティの醸成度が低く，危機

感を高めづらいため，避難行動を開始しづらい状況であったことがわかった．一方で，

高台付近は避難経路となっているため，住民が集まり，住民間の相互影響が大きくな

り，避難行動を開始しやすい状況であったことが考えられる． 

 

（４）住民が高台へと避難するため，時間の経過とともに住民の数が減少し，呼びか

けや避難行動といった住民間の相互影響が小さくなる．このため，対象地区内の危機

感の高まりは頭打ちとなり，避難行動を開始しづらい状況へと推移したことがわかっ

た． 

 

（５）対象地区の避難開始において，地震の揺れによる影響が危機感の蓄積において

支配的である．しかし，揺れによる影響だけでは住民の多くが避難行動を開始する動

機とはならず，様々なソースの影響が，多くの住民の避難開始を促したことがわかっ

た． 
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（６）呼びかけを行う割合と他者の避難行動を目撃する条件について複数のシナリオ

を設定し，津波避難シミュレーションを行った結果，避難行動を目撃する条件が対象

地区の避難行動開始率に大きな影響を与えることがわかった． 

 

（７）避難開始リアリティに対する住民の姿勢，つまり，避難開始リアリティへのア

クセス性について，受動的アクセスと能動的アクセスに分類した．特に，能動的アク

セスである避難行動の目撃に注目し，周囲を見渡しやすい構造物の配置を検討するこ

とで，避難行動による避難開始リアリティの醸成度を高めることができ，地域全体で

の津波からの早期避難が可能になると考えられる． 
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5.4 地域コミュニティにおける津波避難への適用（宮城県南三陸町

志津川地区の場合） 

 

5.4.1 概説 

本節では，東日本大震災における宮城県南三陸町志津川地区の津波避難事例を対象

にシミュレータを適用し，その妥当性を確認し，津波避難に関する地域コミュニティ

の特徴を分析する．ここでは，地域内の津波避難に向けた危機感の高まりやすさの地

域差に注目し，地域に応じた住民の閾値の違いについて論じる．前節より，同質の避

難者を想定すれば，高台付近の方が避難時にそこを通過する住民が多く，避難開始リ

アリティがより強く醸成されるため，海岸付近よりも避難開始という点では好条件で

あることが分かった．一方で，宮城県南三陸町を対象に実施した調査では，海が見え

る地域と比べて，海が見えない地域の犠牲者率が顕著に高いという報告がある 24)．そ

れぞれの地域が海岸付近，高台付近だと考えると，上記の知見から予想される結果と

は真逆である．前節までは，避難開始リアリティの醸成に注目した検討を行い，それ

を感じ取る地域住民の側の危機感の高まりやすさについて，地域ごとの違いを十分に

検討してこなかったことが一因と考えられる． 

本節では，宮城県南三陸町志津川地区を対象に津波避難シミュレータを適用し，海

側地域と陸側地域の住民の危機感の高まりやすさについて，地域差を分析する．  

 

 

5.4.2 対象事例および地域の概要 

南三陸町では，東日本大震災において最大震度 6 弱が観測され（志津川地区），その

後押し寄せた津波により大きな被害が出た．人的被害は死者 620 人，行方不明者 212

人（2015 年 12 月現在）であった．表 5.9 に，宮城県警察による，身元が確認された

犠牲者の一覧（現在は非公開），ネットの電話帳（2007 年版）25)
 ，国勢調査（総務省

統計局）の統計データ 26)
 を用いて推定した，犠牲者率を示す．犠牲者全員の住所が把

握できないため，推定される犠牲者率には幅がある．対象地域全体の推定犠牲者率は

3.49 %～5.29 %となった．同町全体の犠牲者率が 3.07 %であったことから，対象地域

は同町の中でも特に犠牲者率が高かったことが分かる．陸側地域と海側の地域の犠牲

者率は，それぞれ 4.20 %～6.70 %，1.30 %～3.46 %と推定された．海側地域の犠牲者率

は，町の平均と比べて特別低いわけではないが，陸側地域の犠牲者率は顕著に高い水

準であったと言える． 

本地区の被害状況や被災者の証言は，河北新報 2),15)や旬報社 16)，また，谷下らの研

究 24)で取り上げられており，そちらも参照されたい．谷下ら 24)は，南三陸町を対象に，

行政区別に犠牲者率の影響要因を分析している．同町では，海が見える地区の犠牲者 
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表 5.9 志津川地区における推定犠牲者率 

地区 海側地域 陸側地域 全体 

人口 (人) 1496 3855 5351 

標本数 (人) 504 955 1459 

標本犠牲者率 (%) 2.38 5.45 4.39 

標本誤差※ 1.08 1.25 0.90 

推定犠牲者率 (%) 1.30~3.46 4.20~6.70 3.49~5.29 

※危険率 5%として算定 

 

 
 

 

図 5.14 志津川地区の位置関係 
 図 5.15 志津川地区における津波浸範囲 

と震災以前の津波ハザードマッ 

プとの比較 

（震災以前の旧志津川町のハザードマップ
27)に浸水域を加筆） 

 

率の中央値が 4 %程度であったのに対し，海が見えない地区の犠牲者率の中央値は

16 %程度であったことが示されている．この事例では，同町全体の犠牲者率は 3.07 %

であったため，海が見えない地区の犠牲者率が顕著に高かったといえる． 

図 5.14 に対象地区の位置関係を，図 5.15 に浸水範囲と震災以前の津波ハザードマ

ップとの比較を示す．図 5.15は，震災以前の旧志津川町のハザードマップ 27)に浸水域

を加筆している．両図から，震災前の津波浸水想定範囲外においても津波被害を受け，

多数の建物が流出したことがわかる．なお，同地区は地区の南側が志津川湾に面して

おり，地区を流れる折立川，八幡川，水尻川に沿って低地となっている．図 5.15中の

①④付近は比較的標高が高く（標高 30m 以上），津波襲来時は多くの人が避難してい

る． 
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5.4.3 条件設定 

（１）計算時間 

本研究では，津波避難シミュレーションに必要な，地震発生から対象地区での津波

浸水までの時間について，津波伝播・氾濫再現計算で対象とした地域が同じであるこ

とから，本章第 2 節で算出した値を用いる．したがって，津波は地震発生 45 分後に海

岸堤防を越えたことから，津波避難シミュレーションにおける計算時間を地震発生か

ら 45 分後までとする． 

 

（２）津波避難シミュレーション（避難者発生モデルと避難行動モデルに共通する事項） 

図 5.16に示すように，対象地域を東西方向に約 3,200m，南北方向に約 2,200m の領

域でモデル化した．住民は，5,351 人を国土地理院の基盤地図情報を基に，災害前の住

宅に該当する場所に配置した．また，国土交通省都市局 復興支援調査アーカイブ 29)
 の

データを参考に，住民は，図 5.16にて青色で示す避難場所のうち，最も近い地点へ移

動すると仮定する．なお，揺れが小さくなる，地震発生 160 秒後 20)までは移動できな

いものとする． 

 

（３）避難者発生モデル 

本項では，地震の揺れ，大津波警報，行政の呼びかけ，住民の呼びかけ，避難行動

の目撃の 5 種類をソースとして設定する（表 5.10）．岩手・宮城・福島の 3 県を対象

にした中央防災会議 防災対策推進検討会議 津波避難対策検討ワーキンググループが

実施した社会調査 9)による避難のきっかけおよびサーベイリサーチセンター7)による

「南三陸町で揺れのあと何もせずに避難をした人びとの割合は 13.0 %」，「南三陸町で

大津波警報を受け取った人びとの割合は 87 %，行政の呼びかけを聞いた人の割合は

76.1 %」という調査結果を用いて，表 5.10に示すように，重みを決定した． 

 また，住民の閾値について，海側地域と陸側地域の地域定数をそれぞれ 𝐶𝑆, 𝐶𝐿  とし

たとき，以下の式で与えられる． 

 

𝜃𝑖𝑝

𝑆 = 𝐶𝑆/𝑟𝑖𝑝 
(5.1) 

𝜃𝑖𝑝

𝐿 = 𝐶𝐿/𝑟𝑖𝑝 (5.2) 

 

推定犠牲者率を満足する 𝐶𝑆, 𝐶𝐿 の範囲を見つけ出すため， 𝐶𝑆, 𝐶𝐿 の値を 0.1 ずつ変化

させ，試行錯誤でシミュレーションを繰り返した．このとき，地震の揺れがおさまっ

た時点で避難行動を開始する人の割合が全体の 13%となる条件が崩れないように留意

した（誤差 1%まで許容，12.87%～13.13%）． 
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図 5.16 志津川地区における空間モデルと住民の配置 

 

表 5.10 志津川地区におけるソースの特徴 

 地震の 

揺れ 
大津波警報 

行政の 

呼びかけ 

住民の 

呼びかけ 

避難者の 

目撃 

「重み」 7.1×10
-3

 7.1×10
-3

 5.3×10
-3

 5.3×10
-3

 3.0×10
-3

 

時間特性 

(影響時間) 

地震発生から

160 秒まで*
  

地震発生から

180 秒後以降
** 

地震発生から

180 秒後以降
** 

地震発生から

160 秒後以降*
 

地震発生から

160 秒後以降*
 

空間特性 

(影響範囲 

／位置) 

― ― ― 

影響半径 30m 

／避難者の 

位置 

影響半径 110m 

／避難者の 

位置 

空間特性 

(カテゴリー) 
 

全解析領域型 
 

全解析領域型 
 

全解析領域型 
 

円形型 
 

円形型 

数 1 1 1 最大 5,351 最大 5,351 

備考 ― 

受け取らない

住民の割合
13.0%

***
 

受け取らない

住民の割合 

23.9%
***

 

― ― 

* 石巻市で震度 4 に相当する揺れが継続していた時間 （気象庁 20)）．揺れている間は動けないと仮定． 

** 地震発生から 180 秒後に津波警報が発令された 28) 

*** 南三陸町で大津波警報を受け取った人びとの割合 87%，行政の呼びかけを聞いた人の割合 76.1%

（サーベイリサーチセンター7)） 

 

表 4.23（再掲） 移動速度の設定 

平均(m/s) 標準偏差 最小値(m/s) 最大値(m/s) 

1.21 0.3 0.67 2.4 

 

（４）避難行動モデル 

 移動速度は，表 4.23に示す値を用いた．また，対象地域において津波が海岸堤防を

越え始めたと予想される地震発生から 45 分後の時点で避難を完了していない住民を

犠牲者とした．実際には，津波が海岸線を越えた後の数分間で助かった住民もおり，

この避難の成否の判断方法によって算出される犠牲者率は実際よりもやや高くなる点

に注意が必要である． 
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（５）妥当性の評価指標 

 シミュレーションの妥当性を確認する評価指標として，表 5.9 に示した，対象地区

における推定犠牲者率を用いる．地区全体で 3.49~5.29 %，海側の地域で 1.30~3.46 %，

陸側地域で 4.20~6.70 % である犠牲者率を再現できるかどうかを指標として，本シミ

ュレータ適用の妥当性を確認する． 

 

（６）住民の相互影響 

対象地区において，避難の呼びかけを行った人の割合や，避難開始前に避難行動者

を目撃した人の割合を知るデータが存在しない．そこで，本研究では住民全員が呼び

かけを行い，全員が避難者を目撃できたと仮定したケース（Case 1）と，住民全員が呼

びかけを行わず，全員が避難者を目撃できないと仮定したケース（Case 2）の両極端な

2 ケースを検討する．実際は，この両ケースの中間であると考えられる． 

 

 

5.4.4 結果 

 Case 1，Case 2 ともに，地震の揺れがおさまった時点で，陸側地域にいる人が１人で

も避難行動を開始していると，シミュレーションで得られる全体の犠牲者率が推定値

に対して大きくなり過ぎることが分かった．地震の揺れがおさまった時点で，海側の

地域の人だけで地域全体の避難行動開始率 13 %を満足するためには，海側地域の揺れ

がおさまった時点での避難行動開始率が 46.06 %でなければならず，海側地域の地域定

数は 𝐶𝑆 = 0.61 と定まる．しかし，国土交通省都市局 復興支援調査アーカイブ 29)によ

ると，陸側の地域において，地震発生から 2 分後の時点で避難を開始していた人が 131

人中 6 人いた．  

 次に，推定犠牲者率を満足する，陸側地域の地域定数 𝐶𝐿 の範囲について述べる．図

5.17は，Case 1について，陸側地域の地域定数 𝐶𝐿による算出犠牲者率の変化の様子

（𝐶𝑆 = 0.61 で固定）である．算出犠牲者率は，海側地域では地域定数 𝐶𝐿 によって変

化しないが，陸側地域と対象地域全体でみると単調増加となった．算出犠牲者率が，

対象地域全体，海側地域，陸側地域のいずれについても推定値の範囲に収まるように，

陸側地域の地域定数 𝐶𝐿の範囲を0.1の精度で明らかにしたのちに，上限と下限について

は0.01の精度で繰り返しシミュレーションを実施した結果，4.74 ≦ 𝐶𝐿 ≦ 6.72 となった．

陸側地域の地域定数は，海側地域の地域定数の7.77倍から11.02倍である．陸側地域の

人びとは海側地域の人びとに比べて，平均的な閾値がそれだけ大きいという結果であ

り，避難行動を開始するには，同一の避難開始リアリティに8倍から11倍の時間，アク

セスする必要があることを示唆している．また，Case 2についても同様の検討を行い，

1.79≦𝐶𝐿≦3.00を得た（図5.18）．海側地域と陸側地域の地域定数の差は小さくなり，
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危機感の高まりやすさの地域差は小さい．陸側地域の地域定数は，海側地域の地域定

数の2.93倍から4.92倍である． 

 以上より，海側地域の地域定数を 𝐶𝑆 = 0.61 とし，全員が避難者を目撃できたと仮定

した場合における陸側地域の地域定数を 4.74 ≦ 𝐶𝐿 ≦ 6.72，住民全員が呼びかけを行わ

ず，全員が避難者を目撃できないと仮定した場合における陸側地域の地域定数を

1.79 ≦ 𝐶𝐿 ≦ 3.00 と設定することで，それぞれの地域の推定犠牲者率と調和的な結果を

得ることが可能となり，対象地区の津波避難の状況を概ね再現できる． 

 

  

(a) 地域全体 (b) 海側地域と陸側地域の比較 

図 5.17 志津川地区における地域定数 𝐶𝐿 と犠牲者率の推定値の関係 (Case 1) 

 

  

(a) 地域全体 (b) 海側地域と陸側地域の比較 

図 5.18 志津川地区における地域定数 𝐶𝐿 と犠牲者率の推定値の関係 (Case 2) 

 



115 

 

5.4.5 考察 

志津川地区における津波避難シミュレーションのスナップショットを図 5.19 およ

び図 5.20 に示す．図 5.19 は，Case 1 において，𝐶𝑆 = 0.61, 𝐶𝐿 = 6.72 としたときの結

果である．地震発生 2 分 30 秒後において，強い揺れが継続しているため，避難行動を

開始できない．地震発生 3 分後になると，海側地域の広い範囲で避難開始リアリティ

が強く醸成されていることが分かる．強い揺れが収まった時点で，避難行動を開始す

る住民は海側地域に集中し，住民間の相互影響が強いためである．特に，避難者が東

に集中して発生しているため，東側で強く醸成されている．地震発生 5 分後において，

海側地域で避難行動を開始した住民が避難場所に向かう経路上で，避難開始リアリテ

ィが強く醸成されている．地震発生 8 分後になると，陸側地域で避難行動を開始する

住民が現れ，陸側地域においても避難開始リアリティが強く醸成されている．その後，  

 

   

(a) 地震発生直前 

(b) 2 分 30 秒後 

（強い揺れの継続中） 

 

(c) 3 分後 

（強い揺れがおさまる） 

   

(d) 5 分後 
(e) 地震発生 8 分後 

 

(f) 地震発生 10 分後 

  
 

(g) 地震発生 15 分後 
(h) 地震発生 20 分後 

 

図 5.19 志津川地区における津波避難シミュレーションのスナップショット（Case1） 

（各時間は地震発生からの経過時間を示す） 
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(a) 地震発生直前 

 

(b) 2 分 30 秒後 

（強い揺れの継続中） 

 

(c) 3 分後 

（強い揺れがおさまる） 

   
(d) 5 分後 

 

(e) 地震発生 8 分後 (f) 地震発生 10 分後 

  
 (g) 地震発生 15 分後 

 

(h) 地震発生 20 分後 

 

図 5.20 志津川地区における津波避難シミュレーションのスナップショット（Case2） 

（各時間は地震発生からの経過時間を示す） 

 

住民が避難を完了するにつれて，醸成度は徐々に下がっていく． 

図 5.20は，Case 2 において，𝐶𝑆 = 0.61, 𝐶𝐿 = 3.00 としたときの結果である．強い揺

れが継続する間は，避難開始に関する状況は，Case 1 と同じである．しかし，Case 2 

では住民全員が呼びかけを行わず，全員が避難者を目撃できないと仮定しているため，

避難開始に関する住民の相互影響が生じず，避難開始リアリティの空間的な偏りは見

られない．強い揺れが収まった後，避難開始リアリティを醸成しているのは，大津波

警報と行政の呼びかけのみである（厳密には，両情報が提供されるのは地震発生3分後

以降である）．このため，避難開始に関する住民間の相互影響がある場合，無い場合

と比較すると，危機感の高まりやすさに関する地域差が顕著に表れることが明らかと

なった． 
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5.4.6 まとめ 

本節では，東日本大震災における宮城県南三陸町志津川地区の津波避難事例を対象

にシミュレータを適用し，その妥当性を確認し，津波避難に関する地域コミュニティ

の特徴を分析した．また，海側と陸側の住民の危機感の高まりやすさについて地域差

を分析した．得られた主要な結論を以下に記す． 

 

（１）東日本大震災において南三陸町志津川地区では，陸側地域の犠牲者率は，海側

の地域よりも高かった．これを津波避難シミュレーションで表現するためには，避難

開始リアリティを醸成するソースにだけ注目するのではなく，危機感の高まりやすさ

について，地域ごとの違いを考慮しなければならない． 

 

（２）開発したシミュレータを南三陸町志津川地区での津波避難事例に適用し，既往

の調査・研究に基づく条件下において，ソースを表 5.10のとおり設定し，危機感の高

まりやすさの地域差を表現する地域定数を，陸側地域，海側地域それぞれにおいて設

定することで，概ね再現できることを確認した． 

 

（３）避難者全員が避難の呼びかけを行い，避難をしていない住民全員が避難者を目

撃できるという条件のとき，南三陸町志津川地区の陸側地域，海側地域における推定

犠牲者率の違いを再現するためには，陸側地域の地域定数は海側地域の8倍～11倍大き

くなければならない．具体的には，避難行動を開始するために，同一の避難開始リア

リティに8倍から11倍の時間，アクセスする必要があることを示唆している．一方で，

避難者全員が呼びかけを行わず，避難をしていない住民全員が避難者を目撃できない

という条件のとき，陸側地域の地域定数は海側地域の3倍～5倍大きくなければならな

い．避難開始に関する住民間の相互影響がある場合，無い場合と比較すると，危機感

の高まりやすさに関する地域差が顕著に表れる．これらは，両地域間の避難開始の難

しさの違いを示す指標の一つとなる． 
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5.5 結語 
 

本章では，開発した津波避難シミュレータを実地域，つまり，小規模な空間モデル

（数 10m，数 100m オーダーの屋内施設）における津波避難と大規模な空間モデル（1km

前後から数 km オーダーの地域コミュニティ）における津波避難に適用し，その妥当

性を確認した．また，実地域への適用にあたり，どのような条件に適用できるのか，

どのようなデータが必要なのか，何が分かるのか，対象事例ごとに記述した．本章で

得られた主要な結論を以下に列挙する． 

 

（１）開発したシミュレータは，適用する施設屋内の間取り，避難開始時の人々の配

置が既知である場合，屋内施設からの避難事例に適用できる．また，多くの建物を含

む広いエリアに適用する場合，一軒一軒の建物内の間取りおよび避難開始時の人々の

配置を詳細にモデル化することは困難である．そこで，国勢調査等のデータを用いて，

区画ごとの人口を求め，区画内に住民をランダムで配置することで適用できる． 

 

（２）開発したシミュレータを，東日本大震災における高齢者施設での津波避難事例

に適用し，施設関係者から得られた証言に基づく条件下において，ソースを表 5.1 の

とおり設定することで概ね再現できることを確認した． 

 

（３）高齢者施設全体の危機感の上昇において，呼びかけの影響が最も大きい．一方

で，避難行動による影響は小さい．これは，施設内は壁が多いため，他者の避難行動

による視覚情報が遮断されると考えられる．今後，同様の屋内施設における避難開始

を考えるうえで，壁の影響，ソースの種類，避難経路，集団同調性バイアスの影響が

重要であると考えられる． 

 

（４）開発したシミュレータを，東日本大震災における石巻市門脇・南浜地区での津

波避難事例に適用し，既往の調査・研究に基づく条件下において，ソースを表 5.6 の

とおり設定することで概ね再現できることを確認した． 

 

（５）石巻市門脇・南浜地区において，海岸付近では，高台付近と比較して避難開始

リアリティの醸成度が低く，危機感を高めづらいため，避難行動を開始しづらい状況

であったことがわかった．一方で，高台付近は避難経路となっているため，住民が集

まり，住民間の相互影響が大きくなり，避難行動を開始しやすい状況であったことが

考えられる．また，住民が高台へと避難するため，時間の経過とともに住民の数が減

少し，呼びかけや避難行動といった住民間の相互影響が小さくなる．このため，対象
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地区内の危機感の高まりは頭打ちとなり，避難行動を開始しづらい状況へと推移した

ことがわかった． 

 

（６）避難開始リアリティに対する住民の姿勢，つまり，避難開始リアリティへのア

クセス性について，受動的アクセスと能動的アクセスに分類した．特に，能動的アク

セスである避難行動の目撃に注目し，周囲を見渡しやすい構造物の配置を検討するこ

とで，避難行動による避難開始リアリティの醸成度を高めることができ，地域全体で

の津波からの早期避難が可能になると考えられる． 

 

（７）東日本大震災において南三陸町志津川地区では，陸側地域の犠牲者率は，海側

の地域よりも高かった．これを津波避難シミュレーションで表現するためには，避難

開始リアリティを醸成するソースにだけ注目するのではなく，危機感の高まりやすさ

について，地域ごとの違いを考慮しなければならない． 

 

（８）開発したシミュレータを，東日本大震災における南三陸町志津川地区での津波

避難事例に適用し，既往の調査・研究に基づく条件下において，ソースを表 5.10のと

おり設定し，危機感の高まりやすさの地域差を表現する地域定数を，陸側地域，海側

地域それぞれにおいて設定することで，概ね再現できることを確認した． 

 

（９）避難者全員が避難の呼びかけを行い，避難をしていない住民全員が避難者を目

撃できるという条件のとき，南三陸町志津川地区の陸側地域，海側地域における推定

犠牲者率の違いを再現するためには，陸側地域の地域定数は海側地域の8倍～11倍大き

くなければならない．具体的には，避難行動を開始するために，同一の避難開始リア

リティに8倍から11倍の時間，アクセスする必要があることを示唆している．一方で，

避難者全員が呼びかけを行わず，避難をしていない住民全員が避難者を目撃できない

という条件のとき，陸側地域の地域定数は海側地域の3倍～5倍大きくなければならな

い．避難開始に関する住民間の相互影響がある場合，無い場合と比較すると，危機感

の高まりやすさに関する地域差が顕著に表れる．これらは，両地域間の避難開始の難

しさの違いを示す指標の一つとなる． 

 

なお，本章第 2 節の研究成果は土木学会論文集 B2（海岸工学）30)
 に，第 3 節の研

究成果は土木学会論文集 A1（構造・地震工学）31)に，第 4 節の研究成果は土木学会論

文集 B2（海岸工学）32)に採録されている． 
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第 6章 津波避難シミュレータの適用性 

 

6.1 概説 
 

 前章では，津波避難シミュレータを実地域に適用し，関係者の証言を用いた断片的

な状況や，既往の社会調査結果を用いた地域全体の状況を用いて，解析結果の妥当性

を確認した．しかし，地域の特徴をより丁寧に分析するには，避難開始の詳細な実態

を明らかに，本シミュレータの適用性を確認する必要がある．そこで，本章では，当

該シミュレータを適用するに当たり，その適用性について考察する．具体的には，屋

内施設および地域コミュニティを対象に，避難開始の実態を分析する．それを踏まえ，

当該シミュレータの適用性を明確にする． 

 第 2 節では，屋内施設からの避難開始を考えるうえで，地震から津波襲来に至るま

での避難行動として，津波避難と揺れに伴う屋外退避行動の関係性に注目する．具体

的には，大型商業施設における避難を対象に，聞き取り調査，監視カメラの映像分析，

津波避難シミュレーションを実施することで，その関係性を明らかにし，屋内からの

津波避難事例に当該シミュレータを適用するうえで考慮すべき事象を明らかにする． 

 第 3 節では，地域コミュニティにおける避難開始の実態を分析する．具体的には，

東日本大震災における南三陸町志津川地区に注目し，住民のいた場所の種類と避難開

始，住民の移動と避難開始に注目して，避難開始の実態を明らかにする．また，津波

避難シミュレータを用いた解析結果を実態と比較し，シミュレータの適用性について

評価を行う． 

最後に，第 4 節では，本章のまとめを行う． 
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6.2 屋内施設における避難開始の実態分析 

 

6.2.1 概説 

本節では，屋内施設からの避難開始の実態を分析し，当該シミュレータを適用する

うえで考慮すべき事象を明らかにする．特に，津波避難を考えるうえで，地震の揺れ

に伴う屋外への退避行動と津波避難の関係性に注目する．  

屋内にいる人びとが強い地震の揺れに遭遇した場合，建物倒壊などを恐れて慌てて

屋外に逃げ出す行動やその後の余震を恐れてしばらく屋外で待機する行動など，いわ

ゆる揺れに伴う屋外退避行動が見られる．これらはいずれも津波避難行動そのもので

はないが，避難開始と密接な関係にあると考えられ，迅速な避難開始の実現のために，

両者の関係性を明らかにすることは極めて重要である．太田ら 1)によると，地震時の

人間の心理的反応・行動に関する調査研究が積極的に行われるようになったのは新潟

地震（1964 年）以降である．震度の強さを考慮した事例分析 1)の他，シミュレーショ

ンモデルの開発 2)や振動台を用いた人間の行動能力の実験的研究 3)などがある．しかし，

いずれも津波避難との関係には注目していない．  

そこで本研究では，2014 年チリ北部沖地震津波におけるチリ国イキケ市内にある商

業施設 ZOFRI（ソフリ）モール（以降，ZOFRI モールと呼ぶ）の施設利用者と職員の

避難行動を対象に，聞き取り調査，監視カメラの映像分析，津波避難シミュレーショ

ンを実施することで，津波避難と揺れに伴う屋外退避行動の関係性を明らかにし，屋

内からの津波避難事例に当該シミュレータを適用するうえで考慮すべき事象を明らか

にする． 

 

 

6.2.2 2014 年チリ北部沖地震と津波の概要 

当該地震（Mw 8.2）は 2014 年 4 月 1 日（火）20 時 46 分頃（現地時間）に発生し，

イキケ市内で MM 震度 7（気象庁震度階の震度 4 から 5 弱に相当 4)）が観測された 5)．

その 19 分後には同市の検潮所において 2.11 m の津波が観測された．直後に実施され

た調査 6)によると，沿岸の津波高さは 2.84~3.15 m であり沿岸で一部浸水があった．津

波による直接の死者はなく，6 名の死者は外壁落下や火災による．同地域では，同年 3

月 16 日に前震とみられる Mw 6.7 の地震が発生し，本震発生の翌日に，最大級の余震

である Mw 7.7 の地震が発生している 7)． 
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6.2.3 聞き取り調査 

 本章では，まず地震発生から避難行動開始までの関係者の行動及び施設内外の状況

を概観するため，ZOFRI 職員への聞取り調査を実施した．なお，本調査は，共同研究

者である奥村与志弘氏が，調査チームの一員として参加した 2014 年チリ北部沖地震津

波避難行動調査 8)の一部である． 

 

（１）調査手法 

調査は 2014 年 4 月 23 日，ZOFRI の管理事務所で幹部職員 2 名（A 氏，B 氏）に対

して実施した．地震発生時，A 氏は勤務中であり同事務所内にいたため，自身も徒歩

で高台へ避難している．しかし，ZOFRI 施設内外における当時の状況を彼自身が詳細

に把握することは不可能であり，証言内容は発災後の総括等に基づいていると考えら

れる．一方，B 氏は当時自宅にいた．本項では，得られた証言を，ZOFRI モールの基

本情報，避難者の人数，避難経路，当時の関係者の行動に分け，整理して示す．  

 

（２）商業施設 ZOFRI モールの基本情報 

ZOFRI モールは，イキケ市北部の標高 3 m ほどの低地に位置し，免税特区 ZOFRI（以

下，ZOFRI）の一画にある．ZOFRI は，157 ha の敷地内が産業地区と商業地区及び卸

地区に分けられ，2,000以上の企業と660の倉庫が集積している．商業地区にあるZOFRI

モールは最大 3 万人が来客する．当該施設へは，買物客の 4 割，従業員の全員がバス

を利用し，それ以外の多くは自動車を利用している．なお，営業時間は 11 時から 21

時（日曜定休）である． 

 

（３）避難者の人数 

地震発生時，ZOFRI モールは閉店の直前であったが，産業地区は終業時間後であっ

たため，産業地区の従業員の多くはすでに帰宅していた．証言によると，当時 ZOFRI

全域には約 9,000 人がおり，そのうち ZOFRI モール内にいたのは約 5,000 人（従業員

1,200 人，客 3,800 人，その他清掃員や警備員が 80 人）である．客の人数等どのよう

にして把握されたものか不明であるが，施設管理者の証言であるため倍半分程度の精

度は期待される． 

また，ZOFRI モールに駐車されていた自動車が発災前の約 400 台から翌日には 100

台になっていたとの証言から，最大で 300 台の自動車が津波避難に使用された可能性

がある．1 台あたり 3 人乗っていたと仮定すると，900 人が自動車で避難したことにな

る．ちなみに，チリでは自動車での津波避難は禁止されている． 
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（４）避難経路 

当時，計画されていた避難経路を図 6.1(a),(b)に緑色の矢印で示す．また，図 6.1(a)

の黒色の矢印は証言に基づく実際の避難経路である．当時，出口 2 は施錠されていた

ため，自動車の利用を試みた人びとを除き，多くは出口 3 あるいは出口 9 を利用した．

ZOFRI 地区へのゲートになっている出口 10 を通過し，図中で黄色で示した 2 本ある幅

3~5 m の歩行者専用の斜路を登った先が高台である．周辺状況を示す参考として，

ZOFRI モールに隣接する道路を図 6.1(c)に，高台へ向かう歩行者専用道路を図 6.1(d)

に示す． 

 

（５）関係者の行動 

表 6.1 は，証言により得られた当時の関係者の行動に関する情報を時系列で整理し

たものである．ただし，青字は施設内外で発生した避難行動に関係する出来事である．

得られた情報は全部で 18 個あり，そのうち屋内での行動が中心となる時間帯に関する

ものが 12 個（A01～A12），屋外での行動が中心となる時間帯に関するものが 6 個（B01

～B06）である．また，関係者の行動に関する情報のうち，A02 のみ A 氏自身の行動

に関するものである． 

 

（６）避難開始の視点による考察 

現地の人びとは，今回の地震のように立っていられないような揺れを感じたら，す

ぐに津波避難を行うことになっていた（A02）．実際，揺れたあと直ちに津波を思い浮

かべて行動した人もいただろうが，得られた証言の多くは津波よりもむしろ揺れその

ものに不安を募らせた人びとの様子を示していた．A 氏が建物内は危険だと考える人

が多い（A02）と言っているように，人びとは揺れが収まる前から逃げ始めたり（A03），

買ったものを乗せたままベビーカーを放置したりしており（A08），怪我の危険を顧み

ず，一刻も早く屋外に脱出したいという，建物の倒壊を恐れる人びとの心理が伺える．

揺れで軋む建物の音（A01）や停電（A04）は人びとの不安を一層増幅させた可能性が

ある． 

一方で，避難しながら携帯電話で周辺の様子を撮影する人がいた（A09）ことも分

かった．こうした人びとは，建物の倒壊や津波の来襲をまったく恐れていないという

ことではないかもしれないが，ベビーカーを放置する人びとに比べれば，気持ちに余

裕があったことは確かであろう．また，全体としては大きな混乱なく整然と避難して

いた（A07）ものと考えられる．多くの関係者が屋外に到達した時点で鳴ったと考え

られる津波避難を促すサイレンの音に背中を押され，また避難訓練よりも早く高台に

到達していた（B05）ようである． 
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(a) ZOFRI モールの位置関係（左下の写真は，出口 10 の北東側から高台の方向に撮影） 

 

 

(b) ZOFRI モールの屋内図と監視カメラの場所 

 

 

 

 

(c) ZOFRI モール周囲の道路  (d) 高台へ向かう歩行者専用道路 

図 6.1  ZOFRI モール屋内外の地図と監視カメラの場所 

（写真は地震発生 22日後に，共同研究者の奥村与志弘氏が撮影したものを使用した．高台へ向か

う道路は当時，幅員拡張工事が行われていた．） 
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表 6.1  ZOFRI モールにおける当時の関係者の行動 

【A. 屋内での行動が中心となる時間：20:46～20:51】 

A01 地震で揺れたとき，建物が大きな音を立てたため，人びとは不安を増幅させたのではな

いかと思う． 

A02 (私は) 津波が来るかもしれないと思った．自動車で避難するのは危険だと考え，徒歩で

避難し，そのまま帰宅した．立っていられないような揺れのときには直ぐに（津波）避

難することになっている．特に建物内は危険だと考える人が多く，建物の外に出ようと

する． 

A03 人びとは揺れが収まる前から逃げ始めていた． 

A04 揺れたあと 15 秒間くらい停電して真っ暗になった． 

A05 直後心配したのは照明．以前実施した訓練は日中だったが，4 月 1 日の地震の発生は夜

だった． 

A06 その後，非常用電源が作動し屋内が明るくなった． 

A07 歩行者はまず出口 3 と 9 を目指した．大きな混乱はなく整然と避難していた．車いすの

客も問題なかった． 

A08 翌日，買ったものを乗せたベビーカーが施設内に残っていたり，アイスが落ちたりして

いた． 

A09 避難中，携帯でビデオ撮影をする人も多かった． 

A10 建物内に避難誘導標識を設置していたが，出口の場所を知らない買物客もいて，想定し

ていた以上に時間を要したように感じている． 

A11 全従業員が客を誘導してくれるとは限らなかった． 

A12 出口 3 と 9 の外に出るのに 5 分程度要していた． 

【B. 屋外での行動が中心となる時間：20:51～21:00】 

B01 出口 3 と 9 を出た人びとは出口 10 を目指した． 

B02 建物の外にはソーラー照明が 12 機あり，そのうち 9 機が機能し，建物外の通路を照ら

してくれた． 

B03 (自動のサイレンが鳴らなかったため) ZOFRI 関係者が手動でサイレンを作動させた． 

B04 避難を促すサイレンの音はかなり恐怖心を抱かせるようであった． 

B05 15 分程度で多くの人が高台に到達していた．これは訓練時よりも早い． 

B06 訓練では，避難路の坂の手前で避難者が詰まるが，4 月 1 日は問題なかった．この場所

で避難者が詰まるのは，高台へ向かう道路が狭いためと考えている． 

（注）青字は避難行動に関係する出来事を表す． 



129 

 

6.2.4 監視カメラ映像の分析 

本項では，地震発生直後のZOFRIモール内の人びとの行動を定量的に把握するため，

ZOFRI から入手した屋内 15 カ所の監視カメラ映像（地震発生前後の約 5 分間の音なし

映像）を分析した．図 6.1(b)にカメラ設置場所を示す． 

 

（１）分析手法 

分析には，映像に映し出された人びとが屋外に退避するかどうか，また屋外退避者

が屋外退避行動に続けて津波避難行動をするかどうかを一定の判断基準を設けて，一

人ひとり目視で判別し，分類する方法を用いた． 

まず，監視カメラ 7 の映像を例に，揺れに伴う屋外退避行動をとったか否かの判別

方法について述べる．分析には揺れ始めてから停電するまでの映像を用いた．図 6.2 

(a),(b)に示す 2 人組 A は，揺れを感じるとすぐに走って移動する．揺れに反応して

いる様子から，津波避難ではなく，建物倒壊などを恐れての行動と考えられる．揺れ

による建物の音が人びとの不安を増幅させたのではないかとの証言（A01）とも矛盾

しない．このように，揺れ始めるとすぐに走り出す行動や互いに肩を寄せ合いかばい

合いながら移動する行動等，揺れに起因する移動を，ここでは揺れに伴う屋外退避行

動と見なした．本分析では，揺れ始めから約 50 秒後まで 10 gal 以上の揺れが継続して

いる 5)ため揺れや建物崩壊・落下物への恐怖心が絶えず掻き立てられること，ショー

ウィンドウの崩壊など各店舗では買い物を行える状況になかったことなどから，揺れ

始め直後に走り出す等の行動をとる人々の大半は，その後屋外に退避すると判断した． 

一方で，図 6.2 (c),(d)に示す女性 B は終始店舗の扉を押さえていた．また，女性

C は一度店外に出たあと，再び店内に戻った．女性 D は机の下に隠れている．これら

はいずれも屋内残留者とした．分析対象は 15カ所のカメラに映っていた 265人である．  

次に，監視カメラ 1 の映像を例に，屋外退避者が屋外退避行動に続けて津波避難行

動を行ったか否かの判別方法について説明する．多くの人びとは屋外に出たあと，そ

のまま移動を続けるが，図 6.3 の赤丸で囲った女性のように一度屋外に出た後，再び

屋内に戻る場合もあった．ここでは屋内に戻らなかった人びとを津波避難者と見なし

た．屋内に戻らない人びとのうち，高台以外の場所へ移動した者も考えられるが，施

設職員が高台へ誘導していたこと，屋外で津波避難を促すサイレンが鳴り響いていた

こと，高台へ向かう流れができていたことから，大多数が高台へ向かう津波避難を行

っていたと考えられる．分析対象は屋外に続く出口付近を捉えたカメラ 1 の映像に映

っていた 214 人である．  

カメラが屋内すべてのエリアを映しているわけではなく，また，揺れ始めてから 5

分程度で映像が終わるため，入手した映像だけですべての人の行動を把握できない．

そこで，本研究では，時間的，空間的に断片的な映像から全体像を予測する． 
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(a) 0 秒後  (b) 5 秒後 

   

 

 

 

(c) 10 秒後  (d) 15 秒後 

図 6.2 揺れ始め直後の様子（監視カメラ 7） 

（各時間は地震発生からの経過時間を示す．また，個人が特定できないよう，一部画像に

加工を加えた．） 

 

 

 

 

(a) 2 分後  (b) 2 分 10 秒後 

図 6.3 揺れ始めから約 2 分経過後の建物出口付近の様子（監視カメラ 1） 

（各時間は地震発生からの経過時間を示す．また，個人が特定できないよう，一部画像に

加工を加えた．） 
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（２）揺れと停電の様子 

 映像によると，揺れ始めてから約 50 秒間強く揺れ，2 分 20 秒後から再び約 15 秒間

の強い揺れがあった．揺れる度に慌てる人びとの様子は，津波避難というよりはむし

ろ揺れに警戒して身を守る行動と見なすべきものだった．また，証言（A04）にあっ

たように，映像からも約 15 秒間の停電を確認した．停電は揺れ始めてから約 15 秒後

に始まり，カメラが捉えた全エリアで発生していた．また，カメラ 9, 12, 13 付近では

復電しなかった．さらに，カメラ 3, 11, 12, 13 付近では崩落した天井部材や割れたショ

ーウィンドウのガラスが通路に散乱していた．ただし，通行できないほど深刻ではな

かった． 

 

（３）屋外への退避行動と屋内残留 

図 6.4(a),(b)は屋外退避と屋内残留を分類した結果である．揺れに伴い屋外退避と

みられる行動をとった人びとの割合は 90 %に達した．カメラ 7 は屋内残留の割合が他

よりも多くなっているが，どのカメラの結果も概ね 9 割程度かそれ以上が屋外退避と

なった．また，出口に近いカメラ 9 では，屋外に出る人びとに追従するように 10 人す

べてが屋外に退避した．一方で，揺れから身を守るようにその場に留まる人びとも見

られた．また，揺れが小さくなった後，店舗に戻り，片付けや施錠を行う店員も多く

確認できた．今回使用した映像はいずれも通路を撮影しており，店舗内の状況を正確

には把握できない．揺れても店内に留まる店員などの人びとが一定数いたとすれば，

揺れに伴う屋外退避行動率は 90 %よりも低い可能性がある．ZOFRI 従業員を対象とし

た村上のアンケート調査 8)によると，揺れの直後，安全な場所へ移動した従業員は 45 %

ほどである．  

 

（４）屋外退避行動と津波避難行動 

前述の判定手法に従い映像分析をした結果，図 6.4(c)に示す通り，屋外へ退避した

人びとのうち 77 %が続けて津波避難をしていたことが分かった．厳密には，屋内にい

たときから津波避難の認識があった人びとと，その認識はなく揺れが恐くて屋外に出

た人びとが混在していると考えられる．屋外退避行動をとった 9 割のうち，23 %が屋

内に戻っていると考えられることからも，屋外退避者が必ずしも津波避難者ではなか

ったと考えられる．しかし，当初，津波避難を意識していなくても，屋外へ退避する

ことで，高台に向けて移動する人びとの様子や自動車の様子など，津波襲来を恐れる

人びとによって醸成されるただならぬ雰囲気を感じ取ることが可能になる．そうした

周辺の雰囲気を感じ取った結果，自身も高台へ向かったという人びとも少なくなかっ

たと考えられる． 

 以上を踏まえ，筆者が注目する，様々な人々や自然現象によって醸成される「逃げ 
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(a) 地震発生から停電までの 15 秒間に各監視カメラで確認できた人数及びそれぞれがとっ

た行動の割合（青：揺れに伴う屋外退避，朱：屋内残留，1～15 はカメラ番号） 

 

 

 

 
(b) 地震発生から停電までの 15 秒間に 15

台の監視カメラ確認された行動の割

合 (N=265) 

 (c) 監視カメラ 1 の映像に映る，屋外に出

た人びとが続けてとる行動の割合
(N=214) 

図 6.4 揺れに伴う屋外退避者と屋内残留者の割合および津波避難者と屋内への引返

し者の割合 

 

 

図 6.5 屋内空間からの津波避難の概念図 
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なければならない」という雰囲気（避難開始リアリティ）に触れることで直観的に避

難行動を開始する，という視点に基づくと，地震の揺れに伴う屋外退避行動によって，

結果的に津波避難に関する屋外の状況にアクセスでき，津波避難が促進されたと推測

できる．当時，施設内外において，日常モードから揺れに伴う屋外退避モード，津波

避難モードへと順次推移したと考えられる．図 6.5 に揺れに伴う屋外退避行動を考慮

した屋内空間からの津波避難の概念図を，本分析で判明した割合とともに示す． 

ここで，前章第 2 節で注目した高齢者施設における津波避難事例を，図 6.5 にあて

はめて，施設における屋外退避行動と津波避難への影響について考える．奥村らが当

該施設にいた関係者から得た証言 9)によると，地震発生後，一度みな，施設屋外にあ

る公園に避難したが，非常に寒かったため，再び屋内に戻った．余震による落下物の

危険性が少ないとして，津波からの避難行動開始までの間，施設関係者は図 5.3 にお

ける A を除くスペースで待機していた．地震の揺れに伴う屋外への退避行動と津波避

難開始の関係性を踏まえると，当該事例では，揺れに伴う屋外退避モードから津波避

難モードへとただちに遷移できなかったことが推測される．その原因として，揺れに

伴う屋外退避を行った段階で，屋内外において避難開始リアリティが十分に醸成され

ていなかったことが考えられる．また，高齢者施設という性質上，前節の大型商業施

設における事例と比較して，施設内にいた関係者は津波避難において，揺れに伴う屋

外退避後に全員で津波避難を行うのか，それとも誰も津波避難を行わないといった，

いわゆる 0 か 1 の現象が施設内で起きやすいとも考えられる．最終的に，津波避難シ

ミュレーションの結果，エリア E にいた職員を除いた，施設内の職員の 80 %が，津波

襲来前に避難行動を開始したことが示された． 

 

 

6.2.5 津波避難シミュレーション 

本項では，これまで述べた揺れに伴う屋外退避行動と津波避難の関係について，津

波避難全体を踏まえた上でさらに考察を行うため，津波避難シミュレーションを実施

した．  

 

（１）シミュレーション手法 

本項では，津波避難シミュレータにおける避難行動モデルのみを用いた分析を行う．

本分析では，当該地震における，津波避難のきっかけを集計した社会調査のデータを

得ることができなかった．そこで，本シミュレーションでは，ZOFRI 地区全体におけ

る津波避難の状況を時空間的に捉えることを目的として，避難行動モデルのみを用い

た津波避難シミュレーションを行う．本モデルは，障害物回避やすれ違い，追い越し

といった基本的な人間行動を再現できるため，本事例のような比較的狭い空間での避 
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難行動分析に適している．避難者それぞれの移動速度は，群衆歩行を観察した過去の

調査結果 10)を参考に表 6.2 に示す平均，分散および最小値，最大値を用いて正規乱数

により求めた．なお，各避難者の屋内外の移動速度をそれぞれ設定した．監視カメラ

映像から，屋内の歩行速度は通常時の歩行よりも速いと考え，青信号終了直前に横断

する場合の歩行速度を用いた．また，屋外では落下物等への危機感等，屋内ほどの切

迫感がないと考え，通常時の歩行速度を用いた．なお，徒歩避難者は走行する自動車

の影響を受けず，理想的な条件で円滑に歩行できたと仮定する． 

 

（２）空間モデルと避難者発生の方法 

図 6.6に本シミュレーションで用いた空間モデルを示す．実際の ZOFRI モール屋内

の空間形状は複雑であるが，避難者の発生方法を工夫することで，屋内に関しては施

表 6.2 ZOFRI 地区における移動速度の設定 10)
 

  平均(m/s) 標準偏差 最小値(m/s) 最大値(m/s) 

屋内 1.85  0.59 1.15 4.11 

屋外 1.21 0.30 0.67 2.40 

 

 

図 6.6  ZOFRI 地区における空間モデルと避難者の配置 

 

 

図 6.7 ZOFRI 地区に存在する徒歩避難者数の推移 
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設 1 階の北東側以外をモデル化した．徒歩避難者の総数は，ZOFRI モール内にいた

5,000 人中 900 人が自動車で避難したと仮定して 4,100 人とした．施設の床面積の割合

を考慮し，揺れ始め直後，計算エリアの屋内部分に徒歩避難者総数の 1/4 にあたる 

1,025 人をランダムに配置した．その後，監視カメラ映像から確認された，出口 3 を

通過する人数の推移から導出した近似式を用いて，徒歩避難者総数の 3/4 にあたる

3,075 人を図 6.6内の茶色で示す地点から流入させることで，施設全体の徒歩避難者の

動きを表現した（図 6.7）． 

 

（３）結果 

図 6.8に ZOFRI 地区における津波避難シミュレーションのスナップショットを，図

6.9に避難完了率の推移を示す．両図より，地震発生 8分後には，ほとんどの人が ZOFRI

モールの屋外に出ており，10 分過ぎから徐々に高台に到達し始め，15 分後の避難完了

率は 49 %（約 2,000 人）に達している．この結果は，15 分程度で多くの人が高台に到

達していたという証言（B05）と概ね一致している．また，全体の避難開始が 3 分遅れ

ると，津波到達が予想される地震発生 20 分後の避難完了率が 94 %から 73 %へと著し

く低下することが分かった． 

 

（４）考察 

前節にて，対象施設内外において，日常モード，揺れに伴う屋外退避モード，津波

避難モードへとその場の雰囲気が順次遷移したとする考え方を示した．特に，多くの

人びとが揺れに伴い屋外に退避することが，当初津波避難を意識していない人びとを

も津波避難へと導く重要な行動になっていた可能性がある．本項の避難避難シミュレ

ーションの結果は，こうした迅速な津波避難行動の開始がなければ，津波の来襲想定

時間内での避難完了率が著しく低下していた可能性があることを示している． 
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(a) 0 分後 (b) 2 分後 (c) 4 秒後 

 

(d) 6 分後 (e) 8 分後 (f) 12 分後 

 

(g) 16 分後 (h) 20 分後 (i) 24 分後 

図 6.8 ZOFRI 地区における津波避難シミュレーションのスナップショット 

（各時間は地震発生からの経過時間を示す） 

 

 

図 6.9  ZOFRI 地区における避難完了率の推移 
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6.2.6 まとめ 

 本節では，屋内からの津波避難事例おける実態を分析し，当該シミュレータを適用

するうえで考慮すべき事象を明らかにした．具体的には，2014 年チリ北部沖地震津波

における ZOFRI モールの避難状況に関する聞き取り調査，監視カメラの映像分析，津

波避難シミュレーションを実施することで，地震の揺れに伴う屋外への退避行動と津

波避難の関係性を明らかにした．得られた主要な結論を以下に示す． 

 

（１）2014 年チリ北部沖地震津波における ZOFRI モールでは，当初，津波避難を意識

していなかったものの，屋外退避により，屋外で醸成されていた避難開始リアリティ

を感じ，自身も高台へ向かった人々も少なくなかったと考えられる．映像分析の結果，

揺れの直後に屋外退避と思われる行動をとった人びとの割合は 90 %に達し，屋外へ退

避した人びとのうち 77 %が続けて高台へ向かっていた可能性があることが分かった． 

 

（２）対象施設内外において，日常モードから揺れに伴う屋外退避モード，津波避難

モードへと順次遷移したと考える．揺れに伴う屋外退避行動を考慮した，屋内空間か

らの津波避難開始モデルの概念図（図 6.5）を示した． 

 

（３）この概念図に基づき，前章第 2 節で注目した高齢者施設における津波避難事例

を考えると，当該施設において，揺れに伴う屋外退避モードから津波避難モードへと

ただちに遷移できなかったことが推測される．その原因として，屋内外において避難

開始リアリティが十分に醸成されていなかったことが考えられる．これと比較すると， 

ZOFRI モールの屋外では，避難開始リアリティが十分に醸成されていたため，迅速な

津波避難につながったと考えられる． 

 

（４）揺れに伴う屋外退避行動と津波避難は密接な関係にあると考えられるが，別の

行動である．ZOFRI モールのように，人々が揺れに伴う屋外退避行動をとる割合が高

い場合には，揺れに伴う屋外退避行動を無視して津波避難を考えることはできない．

揺れに伴う屋外退避行動をとる割合が高い場合，この行動を考慮して津波避難を分析

する必要がある．両者の関係性は以下の 3 つの視点で論ずることができる． 

①揺れに伴う屋外退避者が，屋外において醸成される避難開始リアリティへのアク

セス性をどれだけ高められるか． 

②屋外退避者のうちどれだけが津波避難を始め，どれだけが屋内に戻るのか． 

③揺れに伴う屋外退避者が屋内に戻ったあと，津波避難行動を開始できるのか． 
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6.3 地域コミュニティにおける避難開始の実態分析 

 

6.3.1 概説 

 本節では，地域コミュニティにおける避難開始の実態を分析する．また，津波避難

シミュレータを用いた解析結果を比較し，シミュレータの適用性について評価を行う．

具体的には，前章第 4 節と同じく，東日本大震災時の宮城県南三陸町志津川地区に注

目する．本節では，東日本大震災時の生存者の行動に注目した，国土交通省都市局 復

興支援調査アーカイブのデータ 11)
 （以降，アーカイブと呼ぶ）を用いて，住民のいた

場所の種類と避難開始，住民の移動と避難開始に注目して，避難開始の実態を時空間

的に明らかにする．当該データには，住民（生存者）の移動に関する詳細なデータ（移

動開始時間，到達時間，移動目的，移動手段など）がまとめられている．なお，南三

陸町を対象とした同データのサンプルの属性は，男性 41 %，女性 59 %であり，60 歳

以上の回答者が全体の 51 %を占めている． 

 

 

6.3.2 分析手法 

本節では，アーカイブにおける，地震発生時に当該地域内にいた人および地域内で

避難を完了した人を対象とする．サンプル数は 236 人であり，同地域に居住する全住

民（5,351 人）の 4.4 %にあたる．また，使用するデータには，対象地区の避難開始の

特徴に加え，調査方法の特徴（例えば，聞き取り調査における調査員と回答者のやり

取りの中で生じる認識の差異）なども含まれることに留意する必要がある．そこで，

本研究では前者に注目し，以下の時空間解像度を用いる． 

時間解像度について，使用するデータには，住民の移動に関する出発時間，到達時

間が分単位で記載されている．しかし，聞き取り調査における調査員と回答者のやり

取りの中で，分単位での議論が困難な事例も見られる．例として，地震発生直後に出

発したにもかかわらず，15 時頃に出発したとする回答も見られた（地震発生は 14 時

46 分）．そこで，筆者らは，20 分ごとのフェーズに注目することで，上記の誤差を許

容できる範囲で丸めることができると考えた．具体的には，①地震発生 0 分~20 分後

（地震発生直後のフェーズ），②地震発生 21 分~40 分後（地震発生から少し後のフェ

ーズ），③地震発生 41 分~60 分後（津波氾濫開始のフェーズ），④ 地震発生 61 分~80

分後（津波氾濫中のフェーズ）に分類した． 

また，空間解像度について，図 6.10に示す志津川地区 2,200 m 四方の空間を 200 m

四方の領域（以降，メッシュと呼ぶ）121 カ所に分割することにより，避難開始に関

する状況の空間的な分布・広がりを考える．なお，空間解像度が 200 m のため，数 10 

m 規模のブロック（道路に囲まれた区画）における状況を評価することはできない．  
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図 6.10 志津川地区における空間解像度 

 

しかし，アーカイブで得られたサンプル数では，10 m 精度で地区の特徴を分析するこ

とが困難である．一方で，開発した津波避難シミュレータにおいて，ソースの影響範

囲に焦点を当てると，避難者の呼びかけが半径 30 m，避難行動（の目撃）が半径 110 m

であるため，空間解像度を 500 m ほどにすると，これらの影響を十分に考慮すること

ができない．200 m の解像度であれば，メッシュを 2 名以上のサンプル数を用いて分

析することができ，かつ，シミュレーションにおける避難行動の影響を考慮できる．

以上の理由から，空間解像度を 200 m とした． 

 

 

6.3.3 住民のいた場所と移動に関する実態 

（１） 地震発生時および避難行動開始時にいた場所の種類 

 はじめに，住民の地震発生時および避難行動開始時にいた場所の種類に注目し，地

震発生時を図 6.11(a)に，避難開始行動開始時を図 6.11(b)に示す．両図より，当時，

自宅・近所にいた住民が全体の半数以上を占めていたことがわかる．また，地震発生

時と避難行動開始時を比較すると，自宅・近所にいた住民が 9 %増加する一方で，職

場や店舗にいた住民の割合は半減しており，それぞれ 10 %，4 %減少している．屋外

の住民の割合は変化していない．したがって，地震発生時に職場や店舗にいた住民の

多くが自宅に戻った後避難行動を開始していたことが推測できる．なお，地震発生時

に自宅・近所，職場，店舗，屋外のいずれかにいた住民は全体の 9 割を占めており，

避難開始の特徴をこの 4 か所ごとに評価する．地震発生時の住民の分布を上記の 4 カ

所ごとに分類して図 6.12に示す．自宅・近所にいた住民は対象地区の全体に広く分布

しており，職場，店舗，屋外にいた住民は，志津川地区中心部である図の中央付近に

集中していることがわかる． 



140 

 

  
(a) 地震発生時 (b) 避難行動開始時 

図 6.11 志津川地区における住民のいた場所の種類（アーカイブを使用，n=236） 

 

  
図 6.12 志津川地区における地震発生時の住民の分布（アーカイブを使用） 

 

一方で，図 6.11中のその他に含まれる，幼稚園・保育園・小学校・中学校にいる住

民の割合に大きな変化は見られなかった．同災害では，保護者が低地にある学校に子

どもを迎えに行き，津波にのまれる事例が報告されている．しかし，志津川地区では

学校・学童施設が比較的標高の高い場所にあるため，子どもを迎えに行くことで，親

子ともに津波の届かない場所に到達できたと推測できる．これは，第 2 章第 2 節で述

べた，結果的避難であり，同地区の避難開始の特徴の一つとして，津波から生き残る

点において有利に働いたといえる． 

 ここで，本分析結果と他の調査報告を比較する．サーベイリサーチセンター12)
 によ

ると，地震発生時にいた場所の種類に関して，宮城県全体では 52.3 %の住民が自宅に，

23.1 %が会社・学校に，11.1 %がそれ以外の建物の中に，5.8 %が屋外にいた．南三陸

町では 52.2 %の住民が自宅に，28.3 %が会社・学校に，4.3 %がそれ以外の建物の中に，

10.9  %が屋外にいた．これらは，アーカイブと似た傾向を示しており，宮城県全体お

よび南三陸町の平均的な特徴が対象地区に表れていることを示唆するものである． 
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（２） 地震発生後最初の移動 

 次に，地震発生後最初の移動の状況を図 6.13に示す．図 6.13(b)より，地震発生時

にいた場所の種類ごとに傾向が異なることがわかる．対象地域全体（図 6.13(a)）で

は，避難行動を行った住民が過半数（67 %）を占め，避難以外の行動が 30 %であった．

自宅・近所（図 6.13(b)）にいた住民の大部分（86 %）は避難行動を開始している．

屋外にいた住民（図 6.13(b)）も，自宅・近所ほど顕著ではないが，過半数の住民（62 %）

が避難行動を開始し，残りはそれ以外の行動をとっている．一方で，職場にいた住民

（図 6.13(b)）に注目すると，避難行動を開始した割合，それ以外の行動をとった割

合がともに半数ほどであった．店舗にいた住民（図 6.13(b)）は，避難以外の行動を

とった住民が過半数を占めており（67 %），宮城県全体および南三陸町の傾向 12)と比較

してかなり特異な傾向が見られた．したがって，自宅・近所にいた住民の多くは，直

接避難場所に移動していたことがわかる．対照的に，店舗にいた住民の多くは，避難

行動を開始する前に別の場所に移動していたことがわかる． 

 中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査

会の調査報告 13)によると，対象とする宮城・岩手・福島の 3 県それぞれにおいて，半

数以上の住民は揺れが収まった直後に避難行動を開始している．本分析において，地

域全体の傾向は既往調査報告と類似しているが，地震発生時に店舗にいた住民の行動

は特徴的なものであることがわかる．避難行動開始までの移動目的と移動場所を図

6.14に示す．移動目的に注目すると，同図の目的 1 および 2 に該当する，家族・親戚・

知人を気遣う行動が各場所で 30 %以上と多く，移動場所に注目すると，自宅・近所に

移動する住民が各場所で 30 %以上と多いことがわかる．これは，図 6.11 から読み取

れる，地震発生時に職場や店舗にいた住民の多くが自宅に戻り避難行動を開始すると

いう推測と調和的である． 

 

（３） 避難以外の行動を行った住民の移動目的と移動場所 

続いて，避難以外の行動を行った住民の割合が多い場所（職場，店舗，屋外）に注

目し，彼らが避難行動開始までにどのような目的で，どこに移動したのかを分析する． 

ここで，家族・親戚・知人を気遣う行動に関する移動を開始した場所および，それ

らの住民が避難行動を開始した場所を図 6.15に示す．図からは，家族等を気遣う移動

を開始した場所が志津川地区の中心部に集中し，それらの住民が避難行動を開始した

場所が地区全体に分布していることがわかる．したがって，当該地区では，家族等を

気遣う行動のため，郊外の方向に向けた動きがあったことが推測できる．これは，図

-3 から得られる，職場，店舗，屋外にいた住民は地区中心部に集中しており，自宅・

近所にいた住民は対象地区の全体に広く分布していることと整合する． 

 避難開始までの行動に関して，サーベイリサーチセンターの調査 12)によると，宮城 
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(a) 全体 (n=236) (b) 地震発生時にいた場所の種類ごと 

図 6.13 志津川地区における地震発生後最初の移動（アーカイブを使用） 

 

 
 

 
 

 
 

   

(a) 職場 (n=27) (b) 店舗 (n=10) (c) 屋外 (n=8) 

     
図 6.14 志津川地区における避難以外の移動を行った住民の避難行動開始までの移動目

的と移動場所 

（アーカイブを使用，地震後最初の移動目的が避難以外であった住民が対象，複数回答可） 
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図 6.15 志津川地区における家族・親戚・知人を気遣う移動を開始した場所およびそれら

の住民が避難行動を開始した場所（アーカイブを使用） 

 

県全体で 18.4 %，南三陸町で 23.9%の住民が出先から自宅に戻っていたことがわかっ

ている．また，宮城県を含む 1 道 6 県を対象としたウェザーニューズの調査結果 14)で

は，避難したと推察される住民の 2 割ほどが家族や知人を迎えに行ったことが報告さ

れている．これらの調査結果は，アーカイブを用いた本分析結果と整合する．また，

サーベイリサーチセンター12)が行った，地震発生時の家族の居場所について，宮城県

全体では 62.7 %，南三陸町では 56.5 %の回答者が自宅と回答している．これは，本分

析における，職場・店舗から自宅に移動した住民が多く存在し，家族を気遣う行動が

多かったことと調和的である． 

 

（４） 避難行動開始時の人数 

次に，避難行動開始時の人数について注目する．アーカイブでは，移動手段ととも

に 1 人での行動か複数人の行動か記載されている．手段の中には「車（自分で運転）」，

「その他」という選択肢があるが，この選択肢では人数の単複がわからないため，1

人，複数とは別の項目で考える．それぞれの避難行動開始場所の分布を図 6.16に示す． 

図から，1 人で避難行動を開始した住民は地区の中心部に集中しており，複数人で避

難した住民は地区全体に広く分布していることがわかる．これは，上述の知見に照ら

し合わせて考えると，自宅・近所にいた住民の多くが複数人で避難行動を開始したこ

とが推測され，家族等と合流し，複数人で避難行動を行う推測と整合する． 

 

（５） メッシュごとの人数 

 はじめに，対象地区における住民の分布の推移を図 6.17 に示す．地震発生時（図

6.17(a)），住民は志津川地区中心部に比較的多くいるものの，地区全体に分布してい

る．時間の経過とともに，志津川地区の郊外，特に標高が高い所に多く移動している 
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(a) 1 人で避難 (n=20) (b) 複数人で避難 (n=109) (c) 避難の際の人数不明 (n=69) 

図 6.16 志津川地区における避難行動開始時の人数に注目した住民の分布 

（アーカイブを使用，避難行動開始時に対象領域にいた人数を記載しているため，プロットした人数はサ

ンプルの総数 236と異なる） 

 

ことがわかる．特に，地震発生 61~80 分後における住民の分布に注目すると，図 6.17(e)

の濃い赤色で示される，標高 30 m 以上の志津川小学校や志津川高校に住民が多くいる

ことがわかる．一方で，同図では，中央下側に黄色で示される，標高が低い地区中心

部に住民が比較的多くいたこともわかる．このメッシュには，4 階以上の高さを持つ

高野会館や志津川病院がある．当時，当該建物にいた生存者の手記をまとめた文献 15), 

16)から，高野会館には 300 人ほど，志津川病院に 250 人ほどがそれぞれ建物の屋上や

最上階にいたことがわかっている． 

 

（６） 移動開始者の分布 

次に，移動開始者の分布の推移を図 6.18に示す．津波襲来までの移動を開始する住

民の分布（図 6.18(a),(b)）は，図 6.17に示した住民の分布と概ね一致している．一

方で，津波襲来時の移動を開始する住民の分布（図 6.18(c),(d)）は，図 6.17と少し

異なる．このフェーズで移動を開始した住民がいるメッシュの多くが，標高 10~20 m

ほどである．当時，当該メッシュから移動を開始した住民の体験談をまとめた文献 17)

によると，「指定避難所の上の山都市緑地を目指しました．（中略）誰かの『ここも危

ない』という叫び声を合図に，さらに高台にある志津川保育所へ逃げました．園庭に

も濁流が迫ってきたので，みんなでやぶをかき分けて，裏山伝いに志津川小まで逃げ

ました．」という証言がある．アーカイブにおいて，地震発生 41~80 分後に道路のない

場所を志津川保育所付近から志津川小学校付近に移動する住民が複数おり，証言に整

合する． 

 

（６） 避難開始リアリティに注目した考察 

 上述した分析結果から，当該地区では時間の経過とともに，郊外へと移動していく動き

が見られた．これは，津波避難を目的として標高が高い所に移動する住民に加え，中心部 
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(a) 0 分後 (b) 1~20 分後 (c) 21~40 分後 

 

   
(d) 41~60 分後 (e) 61~80 分後  

図 6.17 志津川地区におけるメッシュごとの住民の分布の時間変化 

（アーカイブを使用，各時間は地震発生からの経過時間を示す，(b)から(e)は 1 分ごとの時間平

均しており，図の左下の数字は，対象領域にいた住民の合計人数を表す） 

 

  

 

(a) 1~20 分後 (b) 21~40 分後  
 

   
(c) 41~60 分後 (d) 61~80 分後  

図 6.18 志津川地区におけるメッシュごとの移動開始者数の時間変化 

（アーカイブを使用，各時間は地震発生からの経過時間を示す．図の左下の数字は，対象領域内で

移動を開始した，各フェーズの住民の合計人数を表す） 
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(a) 直接避難場所に向かう動き (b) 自宅に戻って家族と合流した後避難場所 

に向かう動き 
図 6.19 志津川地区における移動の方向の模式図 

 

  

図 6.20 志津川地区における実際の津波浸水域と震災前の予想浸水域の比較 

 
 

から郊外へ，家族・親戚・知人を迎えに行く，自宅の様子を心配して帰宅する，ある

いは逃げる意思があっても貴重品の持ち出しやペットの連れ出しのために戻る，とい

う行動も含まれていると考えられる．これらを，図 6.19に模式図で示す．これらの行

動の多くが郊外への移動，つまり，より標高の高い所の近くへの移動であったため，

避難開始においては，結果的に有利に働いたといえる．また，住民の移動に伴い，避

難開始リアリティは時間の経過とともに，志津川地区の中心部から郊外に向けて伝播

していったことが推測できる．図 6.20より，地区の郊外においては，津波浸水予測エ

リアの外側に位置する場所が多い．このため，当該地区では，津波浸水予測エリアの

外側においても，住民の移動に伴う避難開始リアリティが伝搬し，避難行動を開始し

やすい状況に推移したと考えられる． 
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6.3.4 津波避難シミュレーションと実態の比較 

本項では，前項で得られた実態と，津波避難シミュレータを用いた解析結果を比較

し，シミュレータの適用性について評価を行う．解析結果として，前章第 4 節で使用

したデータを用いる．ただし，できるだけシンプルな設定下におけるシミュレーショ

ン結果と実態を比較することで，シミュレータの適用性を見出そうとする狙いから，

第 5 章第 4 節において，海側地域，陸側地域について，ともに地域定数 𝐶 = 1 と設定

し，解析を行った． 

 

（１） 避難行動開始と移動開始のタイミング 

図 6.21は，津波避難シミュレーションで得られた避難行動開始のタイミングと，ア

ーカイブを用いて分析した避難行動開始および移動開始のタイミングを比較したもの

である．図より，シミュレーション結果とアーカイブによる実態が大きく異なってい

ることがわかる．シミュレーションの結果，99 %の住民が地震発生 20 分後以内に避難

行動を開始した．一方で，アーカイブによると，同じタイミングで移動を開始したの

が 77 %，そのうちの 49 %が避難のためであった．この差が生じる原因の 1 つとして，

閾値と避難開始に関する設定が挙げられる．本シミュレーションでは，危機感が閾値

を超えるとすぐに避難行動を開始すると表現している．一方で，実態は，住民の 3 割

ほどが避難以外の移動を避難行動よりも優先して行っている（図 6.13(a)）．この移動

目的として，強い揺れのため自宅を心配することや家族等を気遣って移動したことが，

アーカイブなどから読み取れる．このような，自宅を心配する，家族等の安否を確認

する，家族等を迎えに行く，地域の防災活動をするといった行動は，高い危機感ゆえ

に，避難行動よりも優先して行われた可能性がある．また，体が不自由であるため，

危機感が高くとも，自ら移動できない住民も存在する．発災 1 か月前の南三陸町にお

ける障がい者は全体の 5.3 %，高齢化率は 29.3 %であった 18)．以上を踏まえ，図 6.21

における地震発生 20 分以内に注目すると， シミュレーションにおける避難行動開始

率（99 %）とアーカイブにおける移動開始率（77 %）の差 22 %は，それぞれにおける

避難行動開始率，移動開始率を同等と見なすことで，調和的であるといえる．  

 

（２） 避難開始リアリティと移動開始者数の分布 

次に，シミュレーションで得られた，避難開始リアリティの醸成度の時空間分布と，

アーカイブから得られた移動開始者の分布の推移を比較する（図 6.22）．シミュレー

ションにおいて，避難行動者の周囲では，避難開始リアリティがより強く醸成され，

住民が危機感を高め，避難行動を開始しやすい状態となる．つまり，両図は対象とす

るものが異なる一方で，避難開始リアリティの醸成度が高い場所と移動開始者が多く

発生するメッシュを比較することで，シミュレーションと実態の比較をすることが可 
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図 6.21 志津川地区に避難行動開始と移動開始のタイミングの比較 

 

   

(a) 10 分後 

 

(b) 30 分後 (c) 45 分後 

   

(d) 1~20 分後 (e) 21~40 分後 (f) 41~60 分後 

      

図 6.22 志津川地区における避難開始リアリティの醸成度と移動開始者の分布の比較 

（(a)~(c)はシミュレーションで得られた避難開始リアリティの醸成度，(d)~(f)はアーカイブから得ら

れた移動開始者の分布，各時間は地震発生からの経過時間を示す） 
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能であると考えられる．地震発生直後のフェーズである，図 6.22(a),(d)では，空間

分布が似通っている．一方で，シミュレーションでは地震発生 20 分以降に避難行動を

開始する住民が極めて少ないため，このフェーズにおける危機感の空間分布は，移動

開始者の実態と異なっている．これを踏まえ，本シミュレーションでうまく再現でき

なかった地震発生 21~40 分のフェーズにおいて，避難開始に関するどのような状況が

実際には生じていたのか，その実態を分析する． 

 

（３） 地震発生 21～40 分後における避難に関する状況 

ここでは，アーカイブを用いて，21~40 分のフェーズにおける住民の移動に注目す

る．分析の結果，地震発生 21~40 分後に初めて移動した住民のうち，84 %が避難行動

であった（地震発生後 20 分までは避難を目的とした移動は 64 %）．対象フェーズにお

ける移動の多くが避難であったことがわかる． 

 また，対象フェーズに避難行動を開始した住民のきっかけについて，38 %が「地震

の揺れ」および「津波の接近」，20 %が「津波警報」，13 %が「家族・知人の勧め」と

回答していた（複数回答可）．地震から 20 分以上が経過したにもかかわらず，避難の

きっかけとして「地震の揺れ」と回答した住民が多い．この回答者の中には，地震発

生直後に危険を感じて移動し，その後，当該フェーズで避難行動を開始したため，「地

震の揺れ」を避難のきっかけとして回答した人が少なからずいると考えられる．この

推測は，地震発生時に職場，店舗，屋外から，家族等を気遣う行動のため自宅に移動

した住民が多く存在したことと調和的である．したがって，本フェーズでは，家族等

と合流し，複数人で避難を行う状況が支配的であったことが推測される． 

 

 

6.4.5 まとめ 

 本節では，東日本大震災時における南三陸町志津川地区を対象に，地域コミュニテ

ィにおける避難開始の実態を分析し，津波避難シミュレータを用いた解析結果を比較

することで，シミュレータの適用性について評価を行った．得られた主要な結論を以

下に示す 

 

（１）対象地域では，地震発生時にいた場所の種類によって，地震発生後最初の移動

の目的が大きく異なる傾向にあった．自宅・近所にいた住民の 86 %，屋外にいた 62 %

が他の場所へ移動することなく，避難を行っていた．一方で，職場にいた住民の 47 %，

店舗にいた 67 %は避難以外の行動をとっていた．その大部分は家族・親戚・知人を気

遣う行動であり，自宅に戻った後避難行動を開始していた． 
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（２）時間の経過とともに，住民の多くが郊外へと移動していた．これは，津波避難

を目的として，標高が高い所に移動する住民に加え，中心部から郊外へ，家族・親戚・

知人を迎えに行く行動も含まれていると考えられる．家族等を迎えに行く移動は，標

高の高い場所に近い，郊外への移動であったため，津波避難において，結果的に有利

に働いたといえる． 

 

（３）対象地域では，上記の移動に伴い，志津川地区の中心部から郊外に向けて，避

難開始リアリティが伝播していったことが推測できる．そのため，津波浸水予測エリ

アの外側においても，周囲の雰囲気に触れることで，避難行動を開始しやすい状況に

推移したと考えられる． 

 

（４）津波避難シミュレータは，危機感が閾値に達することで避難行動を開始すると

仮定している．一方で，アーカイブにおいて，避難開始における住民の行動に着目す

ると，家族を気遣うなどの避難以外の行動も多くみられた．家族などによる直接的な

働きかけは，本シミュレータが着目する，避難開始リアリティによる影響とは異なり，

避難開始を考えるうえで重要な行動であるといえる． 

 

（５）以上を踏まえ，津波避難シミュレータを用いて避難開始の特徴を時空間的に分

析する場合，以下を考慮する必要がある． 

①地震発生時にいた場所ごとの割合はそれぞれどれほどであるのか． 

②危機感を高め直観的に行動した人々のうち，避難行動開始者の割合はどれほどで

あるのか． 

③家族等の直接的な働きかけによって避難行動を開始した人の割合はどれほどであ

るのか． 
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6.4 結語 
 

 本章では，避難開始に関する実態を明らかしたうえで，津波避難シミュレータの適

用性について述べた．本章で得られた主要な結論を以下に列挙する． 

 

（１）揺れに伴う屋外退避行動と津波避難は密接な関係にあると考えられるが，別の

行動である．2014 年チリ北部沖地震津波における，ZOFRI モールのように，人々が揺

れに伴う屋外退避行動をとる割合が高い場合には，揺れに伴う屋外退避行動を無視し

て津波避難を考えることはできない．揺れに伴う屋外退避行動をとる割合が高い場合，

この行動を考慮して津波避難を分析する必要がある．両者の関係性は以下の 3 つの視

点で論ずることができる． 

①揺れに伴う屋外退避者が，屋外において醸成される避難開始リアリティへのアク

セス性をどれだけ高められるか． 

②屋外退避者のうちどれだけが津波避難を始め，どれだけが屋内に戻るのか． 

③揺れに伴う屋外退避者が屋内に戻ったあと，津波避難行動を開始できるのか． 

 

（２）2014 年チリ北部沖地震津波における ZOFRI モールでは，当初，津波避難を意識

していなかったものの，屋外退避により，屋外で醸成されていた避難開始リアリティ

を感じ，自身も高台へ向かった人々も少なくなかったと考えられる．映像分析の結果，

揺れの直後に屋外退避と思われる行動をとった人びとの割合は 90 %に達し，屋外へ退

避した人びとのうち 77 %が続けて高台へ向かっていた可能性があることが分かった． 

 

（３）屋内空間からの津波避難開始モデルとして，日常モードから揺れに伴う屋外退

避モード，津波避難モードへと順次遷移するフローを概念図にまとまた．この概念図

に基づき，前章第 2 節で注目した高齢者施設における津波避難事例を考えると，当該

施設において，揺れに伴う屋外退避モードから津波避難モードへとただちに遷移でき

なかったことが推測される．その原因として，屋内外において避難開始リアリティが

十分に醸成されていなかったことが考えられる．これと比較すると，ZOFRI モールの

屋外では，避難開始リアリティが十分に醸成されていたため，迅速な津波避難につな

がったと考えられる． 

 

（４）津波避難シミュレータを用いて避難開始の特徴を時空間的に分析する場合，以

下を考慮する必要がある． 

①地震発生時にいた場所ごとの割合はそれぞれどれほどであるのか． 

②危機感を高め直観的に行動した人々のうち，避難行動開始者の割合はどれほどで



152 

 

あるのか． 

③家族等の直接的な働きかけによって避難行動を開始した人の割合はどれほどであ

るのか． 

 

（５）南三陸町志津川地区では，地震発生時にいた場所の種類によって，地震発生後

最初の移動の目的が大きく異なる傾向にあった．自宅・近所にいた住民の 86%，屋外

にいた 62%が他の場所へ移動することなく，避難を行っていた．一方で，職場にいた

住民の 47%，店舗にいた 67%は避難以外の行動をとっていた．その大部分は家族・親

戚・知人を気遣う行動であり，自宅に戻った後避難行動を開始していた． 

 

（６）同地区では，時間の経過とともに，住民の多くが郊外へと移動していた．これ

は，津波避難を目的として，標高が高い所に移動する住民に加え，中心部から郊外へ，

家族・親戚・知人を迎えに行く行動も含まれていると考えられる．家族等を迎えに行

く移動は，標高の高い場所に近い，郊外への移動であったため，津波避難において，

結果的に有利に働いたといえる．また，この上記の移動に伴い，地区中心部から郊外

に向けて，避難開始リアリティが伝播していったことが推測できる．そのため，津波

浸水予測エリアの外側においても，周囲の雰囲気に触れることで，避難行動を開始し

やすい状況に推移したと考えられる． 

 

（７）津波避難シミュレータは，危機感が閾値に達することで避難行動を開始すると

仮定している．一方で，アーカイブにおいて，避難開始における住民の行動に着目す

ると，家族を気遣うなどの避難以外の行動も多くみられた．家族などによる直接的な

働きかけは，本シミュレータが着目する，避難開始リアリティによる影響とは異なり，

避難開始を考えるうえで重要な行動であるといえる． 

 

なお，本章第 2 節の研究成果は，土木学会論文集 B2（海岸工学）19)
 に採録されて

いる． 
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第 7章 結論 

 
 本研究では，津波避難を，様々な人々や自然現象によって醸成される「逃げなけれ

ばならない」という雰囲気（避難開始リアリティ）に着目し，地震発生から津波に対

する避難行動を開始するまでのプロセス（避難開始）を定量的に，かつ時空間的に分

析できるツールを開発し，その適用に関する評価を行った．本論文の結論を，章ごと

にまとめる． 

 

 第 2 章では，関連する研究分野における本研究の位置づけを明確にするため，避難

に関する定義や捉え方について整理した．また，避難開始リアリティに起因して避難

開始が行われていた事例を確認した． 

本研究において，危険だと認識している今いる場所から，安全だと認識している場

所へ身を移すことを，避難として定義した．それと対比させて，避難とは異なるが結

果的に津波による危険がない場所へ移動したケースについて，今いる場所が（津波に

対して）危険だと認識していないにもかかわらず，結果的に安全だった場所へ移動す

る行動を，結果的避難と定義した．その上で，住民を含めた社会を構成する様々な人々

や自然現象が，「逃げなければならない」という雰囲気（避難開始リアリティ）を醸成

すると考え，地域全体で醸成される避難開始リアリティを感じ，危機感を高めること

で直観的に避難開始を判断する住民がいることを前提に，津波避難の問題を捉え直し

た． 

避難開始リアリティと避難開始に注目するうえで，東日本大震災における津波避難

に関する手記や体験談をもとに，意図して行われた人々の行動の影響を受け避難行動

を開始した事例，意図せず行われた人々の行動の影響を受け避難行動を開始した事例，

自然現象の影響を受け避難行動を開始した事例，避難行動以外の行動がなされた事例

に分類して，紹介した．地域全体で醸成される避難開始リアリティの影響を受け，直

観的に避難行動を開始した状況が，実際に起きていたことを明らかにした． 

 

第 3 章では，第 2 章に引き続き，関連する研究分野における本研究の位置づけを明

確にするため，避難開始に関する既往調査・研究，特に，社会調査，モデル化，数値

計算手法を整理した．また，本研究で注目する避難開始リアリティの観点から，地域

の迅速な避難を促す取り組みを紹介した． 

避難開始のモデル化について，個人の特徴で記述するモデル，集団の特徴で記述す

るモデル，個人の特徴と集団の特徴の両方で記述するモデルの 3 点に分類し，整理し

た．本研究は，地域全体で醸成される避難開始リアリティに注目し，同時に個人の避
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難開始を表現することから，上述の 3点目に分類されるといえる． 

また，東日本大震災以降の避難開始に関する各地の取り組みについて，避難開始リ

アリティの観点から地域の迅速な避難を促す取り組みを紹介した．兵庫県南あわじ市

阿万地区における津波避難訓練では，地域に眠っていた半鐘を活用し，住民たち自身

が「逃げなければならない」という雰囲気を醸成し，地域の迅速な避難開始を促す取

り組みがなされている．また，同県姫路市における防災訓練では，船舶の沖出しの際

に汽笛を連続して鳴らすことで，汽笛の音が，「ただ事ではない」という雰囲気を醸成

し，住民の避難開始を促すことを期待した取り組みがなされている． 

 

第 4 章では，避難開始リアリティに着目して開発した，津波避難シミュレータの手

法について述べた． 

本シミュレータは，避難開始を表現する避難者発生モデルと，避難行動開始後の挙

動を表現する避難行動モデルの 2 つから構成される． 

避難者発生モデルは，①人々の行動や自然現象によって避難開始リアリティが醸成さ

れ，②住民は周囲の避難開始リアリティ感じ危機感を高め，③危機感が上限（閾値）

を超えると避難行動を開始し避難開始リアリティを醸成する一因（ソース）となるこ

とで，避難開始を表現している．本モデルを用いるうえで，ソースの影響度を表す重

みと，住民ごとの閾値の設定が必要となる．重みは，社会調査における，避難のきっ

かけを用いることで設定できる．閾値は，地域ごとの避難開始のしやすさを表す地域

定数と住民ごとのバラツキを表現する一様乱数を用いることで，住民各自の避難しや

すさの違いを表現できる．なお，ソースは，影響範囲に注目し，4 種類に分類して表

現している．また，災害時の避難開始に至る心理プロセスを表現する，集団同調バイ

アスを定式化し，本モデルに導入した．  

避難行動モデルは，清野らが提案した個別要素法（DEM）に基づくモデルを使用し

た．本モデルは，住民を円柱要素でモデル化し，バネとダッシュポットを用いて各要

素に働く外力に対して運動方程式を解くことで，それぞれの挙動を表現している．な

お，避難者発生モデルは，DEM に基づく避難行動モデルだけでなく，他の手法を用い

た避難行動モデルと統合して津波避難シミュレータを構築することも可能である． 

また，避難者発生モデルの基本性能7項目および避難行動モデルの基本性能5項目に

ついて，正しく設計どおりの挙動をするか，検証を行い，各検証項目における期待通

りの挙動を示していることを確認した． 

 

第 5章では，開発した津波避難シミュレータを実地域に適用し，その評価を行った．

具体的には，小規模な空間モデル（数 10 m，数 100 mオーダーの屋内施設）における

津波避難と大規模な空間モデル（1 km前後から数 kmオーダーの地域コミュニティ）
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における津波避難に焦点を当て，実地域への適用にあたり，どのような条件に適用で

きるのか，どのようなデータが必要なのか，何が分かるのか，対象事例ごとに記述し

た． 

開発したシミュレータは，適用する施設屋内の間取り，避難開始時の人々の配置が

既知である場合，屋内施設からの避難事例に適用できる．また，多くの建物を含む広

いエリアに適用する場合，一軒一軒の建物内の間取りおよび避難開始時の人々の配置

を詳細にモデル化することは困難である．そこで，国勢調査等のデータを用いて，区

画ごとの人口を求め，区画内に住民をランダムで配置することで適用できる． 

開発したシミュレータを，小規模な空間モデルである，東日本大震災における高齢

者施設での津波避難事例に適用し，施設関係者から得られた証言に基づく条件下にお

いて，概ね再現できることを確認した．また，大規模な空間モデルとして，同災害に

おける石巻市門脇・南浜地区での津波避難事例および南三陸町志津川地区での津波避

難事例に適用し，既往の調査・研究に基づく条件下において，概ね再現できることを

確認した．これらの適用において，社会調査による避難のきっかけをもとにソースを

設定し，住民ごとに閾値を設定する必要がある． 

また，避難開始リアリティに対する住民の姿勢，つまり，避難開始リアリティへの

アクセス性について，受動的アクセスと能動的アクセスに分類した．特に，能動的ア

クセスである避難行動の目撃に注目し，周囲を見渡しやすい構造物の配置を検討する

ことで，避難行動による避難開始リアリティの醸成度を高めることができ，地域全体

での津波からの早期避難が可能になると考えられる． 

 

第 6 章では，屋内施設および地域コミュニティを対象に，避難開始に関する実態を

明らかしたうえで，津波避難シミュレータの適用性について考察した． 

津波避難シミュレータを用いて避難開始の特徴を時空間的に分析する場合，地震発

生時にいた場所ごとの割合はそれぞれどれほどであるのか，危機感を高め直観的に行

動した人々のうち，避難開始者の割合はどれほどであるのか，家族等の直接的な働き

かけによって避難を開始した人の割合はどれほどであるのか，考慮する必要がある． 

また，屋内施設からの津波避難について，人々が揺れに伴う屋外退避行動をとる割

合が高い場合には，揺れに伴う屋外退避行動を無視して津波避難を考えることはでき

ない．揺れに伴う屋外退避行動をとる割合が高い場合，この行動を考慮して津波避難

を分析する必要がある．両者の関係性は，揺れに伴う屋外退避者が，屋外において醸

成される避難開始リアリティへのアクセス性をどれだけ高められるか，屋外退避者の

うちどれだけが津波避難を始め，どれだけが屋内に戻るのか，揺れに伴う屋外退避者

が屋内に戻ったあと，津波避難行動を開始できるのか，といった視点で論ずることが

できる．  
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また，屋内空間からの津波避難開始の概念図として，日常モードから揺れに伴う屋

外退避モード，津波避難モードへと順次遷移するフローをまとまた．この概念図に基

づき，前章で注目した高齢者施設における津波避難事例を考えると，揺れに伴う屋外

退避モードから津波避難モードへとただちに遷移できなかったことが推測される．そ

の原因として，屋内外において避難開始リアリティが十分に醸成されていなかったこ

とが考えられる．2014 年チリ北部沖地震津波における ZOFRIモールでは，当初，津波

避難を意識していなかったものの，屋外退避により，屋外で十分に醸成されていた避

難開始リアリティを感じ，迅速な津波避難につながったと考えられる． 

また，南三陸町志津川地区では，地震発生時にいた場所の種類によって，地震発生

後最初の移動の目的が大きく異なる傾向にあった．自宅・近所，屋外にいた住民の多

くは，他の場所へ移動することなく，避難を行っていた．一方で，職場にいた住民の

半数ほど，店舗にいた多くが避難以外の行動をとっていた．その大部分は家族・親戚・

知人を気遣う行動であり，自宅に戻った後避難行動を開始していた．津波避難シミュ

レータは，危機感が閾値に達することで避難行動を開始すると仮定している．一方で，

避難開始における住民の行動の実態に着目すると，家族を気遣うなどの避難以外の行

動も多くみられた．家族などによる直接的な働きかけは，本シミュレータが着目する，

避難開始リアリティによる影響とは異なり，避難開始を考えるうえで重要な行動であ

るといえる． 

 

本研究の成果により，津波災害時において地域で醸成される避難開始リアリティの

観点から，地域の津波避難を時空間的に分析することが可能になり，従来のアプロー

チとは異なる観点から，地域の特徴（津波避難において有利な点，不利な点など）を

明示するツールを開発できたといえる．しかしながら，本研究は，避難開始リアリテ

ィの観点から避難開始を時空間的に議論するための土台を築いたに過ぎず，その手法

においては，多くの課題が残されている．このうち，特に重要な課題を 3 点挙げる． 

まず，閾値の設定には，多くの課題が残されている．地域に応じた閾値の分布を明

らかにし，その設定について，詳細に議論していく必要がある．これと併せて，閾値

を面接調査等の社会調査から推定することが可能なのかといった議論も望まれる． 

 次に，避難開始の計算に対する品質保証となる検証・妥当性確認手法の確立が必要

となる．精度・信頼度を担保する検証・妥当性確認手法の確立が，避難開始の学術的

な発展に大きく寄与するといっても過言ではない． 

最後に，論理的判断に基づく避難開始および直観的判断に基づく避難開始が，対象

とする地域でそれぞれどの程度存在するのか確認していく必要がある．もちろん，論

理的判断と直観的判断の両面から避難行動を開始したケースも考えられる．避難開始

をより明確に分析するためには，それぞれのおおよその割合が必要になる．この割合
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は，津波災害における地域の特徴を示すものであるといえる． 

 

 最後に，本研究の今後の展望の 1 つとして，小型の無人航空機（UAV）を活用した，

津波避難訓練への応用について紹介する．UAV による津波避難訓練の空撮は，人びと

の動きについて，時間と場所を正確に記録できるとともに，周辺の人びとの動きと合

わせて分析できる点に有用性がある．写真 7.1は，第 3 章第 5 節で紹介した，兵庫県

南あわじ市阿万地区で 2016 年 11 月 12 日に行われた，津波避難訓練の様子を，上空

250mから UAV で空撮写真である．（本飛行は，国土交通省航空局安全部，国土交通省

大阪航空局の許可のもと行った） 

 ここで，空撮動画の分析により得られた知見を 1 つ紹介する．同地区では，防災行

政無線による自治体からの避難の呼びかけや半鐘が鳴り響く中，自宅を出て周囲を 1

分ほど徘徊した後，再び自宅に戻った住民を複数人確認できた．こうした行動は，第

5 章第 3 節で述べた，能動的アクセスにあてはめて考えることができる．自治体の呼

びかけや半鐘の音が醸成する避難開始リアリティにより，自宅にいた住民は危機感を

高め，危機感がある段階に達したとき，自発的に屋外の状況を確認しようとする行動

をとったと推測できる．能動的アクセスを行った住民のうち，その後，避難訓練に参

加した住民もいれば，避難訓練に参加しなかった住民もいた．もちろん，これらは訓

練下における行動であり，実際の津波災害と同じ現象として論ずることは不適である．

しかしながら，避難開始リアリティが醸成される状況において，人間行動全体を俯瞰

して現状の問題点を再整理するという視点のもと，これまで議論すらできなかった知

見を明らかにする手法の 1つとして，今後の展開が強く期待される． 

 

 

写真 7.1  UAV を用いた津波避難訓練の空撮写真 
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これまで述べてきたように，本研究は避難開始リアリティの観点から避難開始を時

空間的に議論するための土台を築いたに過ぎず，研究の余地は大いに残されている．

今後，本研究および後進となる研究の成果とその知見が蓄積されることで，津波災害

の被害を大きく逓減させる施策の一助となる期待を込め，本稿を締めくくりたい． 
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高橋教授は，筆者と異なる研究室の教官にもかかわらず，快く副査をしていただい

た．また，WECC2015 に参加する機会を提供いただき，その経験は貴重な財産となっ

ている． 

古川准教授は，研究への姿勢，学生への接し方など，一挙手一投足が，筆者にとっ

てのお手本であった．常に親身になって接していただいたことに，深く感謝したい． 

  

この他にも，多くの方々に，人間としても研究者としても拙い筆者を支えていただ

いた．本稿では，ほんの一部の方々のみの紹介となることをご容赦願いたい．多くの

方に出会い，支えていただいたことを，心から感謝したい． 

奥村与志弘氏（現・京都大学大学院・助教）には，研究のはじまりから，研究者と

しての生き方に至るまで，そのすべてをご教授いただいた．筆者が博士後期課程に進

学する際にご教授いただいた「三本のはり」は，今も深く心に残っている．そして，

どんなときも親身に真剣に接していただいた．  

小山真紀氏（現・岐阜大学大学院・助教）には，シミュレータ開発の基礎となるプ

ログラミングについて，多くのご助言をいただいた．筆者にとっては，研究，教育，

育児，地域とのかかわり方，そして，「きれい事でない，本音の議論」を体現される姿

に深い感銘を受けた．  

当研究室の秘書である吉田佳美氏，瀧井優子氏，2 年前まで長年勤められた古川小

百合氏には，すばらしい研究室環境をご提供いただいた．そして，研究にさまよう筆

者を，何度も励ましていただいた． 

有川太郎氏（現・中央大学大学院・教授），大家隆行氏（現・パシフィックコンサル
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タンツ）には，港湾空港技術研究所における実習にて，大変お世話になった．両氏を

含め，当該研究所津波チームの方々の，研究への向き合い方に刺激を受け，筆者の研

究活動への熱意が一段と増している． 

清野研究室の学生一同は，常に筆者の心の拠り所であった．研究室の内外を問わず，

多くを語り合い，豊かな時間を共にした．良き後輩に恵まれたことを，深く感謝して

いる． 

また，博士後期課程に進学した同期にも，多く支えられた．良き仲間として，良き

戦友として，研究に対する思いを燃え上がらせていただいた． 

さらに，トライアスロン競技およびチームのメンバーに感謝を示したい．筆者にと

って，研究と趣味のトライアスロンは無くてはならない存在であった．精神面，肉体

面の維持・向上のみならず，研究で溜まったストレスの捌け口として，これに勝るも

のはない． 

なお，博士後期課程の最終年度は，日本学術振興会による特別研究員奨励費の助成

を受けた．ご支援に感謝を表したい． 

 

最後になるが，家族には格別の感謝を送りたい．母，妹，亡き祖父母には，何不自

由なく勉学に励む機会，環境をいただいた．研究に苦しむときも，人間関係に苦しむ

ときも，家という場があり，家族という存在があったからこそ，ここまでがむしゃら

に駆け回ることができた． 

 

振り返ってみると，博士後期課程 3 年間，そして，この研究に携わった 4 年間は，

あっという間であった．その一瞬ともいえる 4 年間は，多くの人，考え方，生き方と

出会い，筆者と本研究を支えていただく連続であった．みな様からいただいた御恩に

報いることができるよう，今後より一層，研究活動に精進致します． 

 

今後とも，何卒よろしくお願いいたします． 




