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【研究・技術ノート】

大分市三佐地区における地理空間情報を用いた 
津波災害時の避難可能範囲の検証

平岡　透 *・内田　彰 **・野中尋史 ***・亀野辰三 ****

Verification of evacuation range in Misa Oita-shi using geospatial information at tsunami

Toru HIRAOKA*, Akira UCHIDA**, Hiroshi NONAKA**, Tatsumi KAMENO**

Abstract: We aim to analyze and evaluate an evacuation range in Misa Oita-shi using three-dimen-
sional geospatial information at the time of tsunami caused by the earthquake in Beppu Bay and the 
Nankai Trough. In addition, the analysis and evaluation are performed separately for healthy and 
vulnerable people. Features of our research are considering evacuation to a safe height of tsunami 
evacuation building and the distance to a connecting point of road network from the building. As a 
result of the analysis and evaluation, we indicate that all residents of Misa area including vulnerable 
people can evacuate from Beppu Bay Tsunami if every tsunami evacuation building is able to be 
used.
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１．はじめに
2012年11月26日に大分県庁で開かれた県地域防
災計画再検討委員会の有識者会議の想定部会（議長：
竹村恵二京都大学地球熱学研究施設教授）において，
大分市内は別府湾を震源とする地震（以下，別府湾
地震）が起きた場合，地盤沈下も含む最大7mクラ
スの津波で広範囲に浸水する恐れがあることが示さ
れている．このときの津波は十数分で到達するとさ
れており，できるだけ短時間で避難できるまちづく
りの検討の必要性が提言されている．また，大分市
は南海トラフの巨大地震（以下，南海地震）が起き
た場合，最大8mクラスの津波によって甚大な被害
が発生することも示されている．
一方で大分市は，少子高齢化が進み，地域コミュ
ニティが希薄となっている（大分市福祉保健部福祉
保健課，2009）．また，温泉保養地である別府市に
隣接していることもあり，身体障害者や難病患者な
どの災害時要援護者が多いという地域的特性もある

（大分市福祉保健部福祉保健課，2009）．
本稿では，大分市の中でも特に三佐地区に注目す
る．三佐地区は，図1に示すように大分市の沿岸部
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図 1　大分市三佐地区
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に位置し，北部に別府湾，西部に乙津川，東部に小
中島川があり，南北約2.7km，東西約1.6kmの範囲
に広がり，平地で地形的な高台がなく，高いビルも
少ない．また，現在公的に指定されている津波避難
ビルは三佐小学校のみであり，大分市などの行政機
関も大変困っている状況である．この三佐地区にお
ける地域防災を効果的に実施するためには，まずは
現状を正確に把握する必要がある．
そこで本稿では，各種地理空間情報を用いて，健
常者や災害時要援護者別の三佐小学校や避難可能な
建物までの避難可能な範囲を視覚的および定量的
に分析・評価することを目的とする．本分析・評
価では，道路ネットワークデータと建物データを
5mメッシュのDEM（Digital Elevation Model）（以下，
5mDEM）や建物階数情報により三次元化し，これ
らの三次元地理空間情報と津波高を用いて現実的な
三次元空間に近づける．津波高は，津波によって海
面が上昇した高さと平均潮位の差である．
津波災害時における避難場所や地区の安全性を分
析・評価する研究はこれまで多く行われている．竹
内ら（2002，2003）は，津波の侵入方向と避難場所
の建物の収容人数を考慮した避難場所の分析・評価
を行っている．越村ら（2003）は，避難者間の災害
情報伝達を考慮した避難場所を含めた避難計画の総
合的な分析・評価を行っている．源ら（2009）は，
迂回路時の経路探索や避難者間の情報伝達を考慮し
た地区の安全性を分析・評価している．村杉（2011）
は，東日本大震災における宮城県気仙沼市の実際の
避難場所の被害状況を把握および分析することで，
避難場所の評価を行っている．本稿で行う分析・評
価では，上述の津波の侵入方向や建物の収容人数，
避難者間の情報伝達などを考慮していないが，上述
の研究と異なる点として建物データの重心位置から
最近隣の道路ネットワークデータ上の位置までの移
動時間や津波避難ビルの安全な階数まで移動する時
間を考慮している．

２．方法
大分市三佐地区の津波発生時の津波避難ビルまで
の避難可能範囲（G1［s］からG2［s］に避難できる範囲）

を調べる方法の手順を以下に示す．
Step1： GIS（Geographic Information System）上で津

波避難ビル i (=1,2,…I )を設定する．ここで，
Iは津波避難ビルの棟数である．また，津波
高をH［m］，津波到達時間をT［s］，津波発
生からの避難開始時間をS (<T )［s］，避難者
の歩行速度をV［m/s］，階段を昇るために要
する時間をW［s/階］，建物の1階の高さをF

［m］と設定する．
Step2： 道路ネットワークデータ（財団法人日本デジ

タル道路地図協会提供）のノードに5mDEM

を用いて最近隣内挿法で標高を付与する．
Step3： 建物データ（大分市都市計画部都市計画課提

供）の重心位置の地盤高を5mDEMを用いて
最近隣内挿法で付与する．得られた各建物
データの地盤高をB[ j]( j=1,2,…J )［m］とす
る．ここで，Jは建物データの棟数である．

Step4： 津波避難ビル iからG［s］以内に避難できる
道路ネットワークの範囲を式（1）で求める．

 
max

[ ]
D
G

subject to G D E V H B j F W

G T S

= +( ) + −( ) 
≤ −

 （1）
Step4： ここで，図2に示すように，Eは津波避難ビ

ル iの建物データの重心から道路ネットワー
クの接続点までを直線で測った斜距離，D

は接続点からの道路ネットワークに沿った
斜距離である．また，   は小数点以下切
り上げた値を求める記号である．式（1）は，
津波高Hでも安全を確保できる津波避難ビ
ル iの階数までの移動時間（図3参照），道路
ネットワークの接続点から津波避難ビル iま
での移動時間，道路ネットワーク上の移動
時間の合計が，避難を開始してから津波避
難ビル iに津波が到達するまでの時間よりも
小さくなる道路ネットワーク上の斜距離D

を求めることを意味する．
Step5： すべての津波避難ビル iについて式（1）で求

めたG［s］以内に避難できる範囲の道路ネッ
トワークを求める．
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Step6： 以上の処理でG1［s］とG2［s］以内に避難で
きる範囲の道路ネットワークデータを求め，
G2の道路ネットワークからG1の道路ネット
ワークの差を取ることで避難可能範囲を作
成して着色する．

３．避難可能範囲の評価
まず避難可能範囲を評価するための条件を示し，
その後に現状の三佐小学校のみを津波避難ビルとし
た場合の避難可能範囲を視覚的および定量的に評価
する．また，対象となる津波高において避難可能な
建物データを抽出し，その建物を津波避難ビルとし
た場合の避難可能範囲も評価する．

３．１．評価の条件
別府湾地震と南海トラフ地震で発生した津波に対
してそれぞれ評価を行った．別府湾地震での大分
市三佐地区付近の津波高と津波到達時間を，2012

年11月26日に大分県庁で開かれた県地域防災計画
再検討委員会の有識者会議の想定部会の新聞発表
（2012）を参考に，それぞれ7.33mと18分と設定した．
また，南海地震での大分市三佐地区付近の津波高と
津波到達時間を，それぞれ3.66mと88分と設定した．
健常者と災害時要援護者別でも評価した．健常者
と災害時要援護者の避難時の歩行速度を，国土交通
省都市局（2012）を参考に，それぞれ0.78 m/sと0.54 

m/sと設定した．健常者と災害時要援護者の避難時
の階段を昇るために要する時間を，内閣府津波避難
ビル等に係るガイドライン検討会（2005）と浜松市
教育委員会（2011）を参考にして，それぞれ15s/階
と20s/階と設定した．1階の高さを3m，避難開始時
間 S地震発生直後の0として評価した．

３．２．三佐小学校のみを津波避難ビルとした場合
現在，大分市三佐地区で公的に指定されている津
波避難ビルは，三佐小学校のみである．そこで，三
佐小学校のみを津波避難ビルとした場合の避難可能
範囲を分析・評価する．このとき，三佐小学校への
出入口は，現地調査の結果，図4に示す黒丸の2箇
所のみであった．
まず，別府湾地震での健常者と災害時要援護者の
避難可能範囲をそれぞれ図4と図5に示す．図4と
図5は，避難開始時間Sを0に設定している．図4と
図5は三佐地区全体を表示したものである．図4と
図5の道路ネットワークの青色が6分以内，緑色が6

分から12分，橙色が12分から18分での避難可能範囲，
赤色が避難不可能範囲である．また，三佐地区全体
の道路ネットワークの総延長33.5kmに対する6分以
内，6分から12分，12分から18分，18分以上で避
難に要する道路ネットワークの長さの割合は，健常
者でそれぞれ3.8%，25.5%，29.9%，40.8%，災害時
要援護者でそれぞれ1.0%，9.2%，22.4%，67.4%であっ
た．避難開始時間も考慮すると，現状では避難が困
難である地域が多数を占めることがわかる．
次に，南海地震での健常者と災害時要援護者の避
難可能範囲をそれぞれ図6と図7に示す．図6と図7

は，避難開始時間Sを0に設定している．図6と図7

の道路ネットワークの青色が30分以内，緑色が30
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図 2　式（1）で用いる変数 Eと Dの概念図

図 3　安全を確保できる津波避難ビルの階数と移動時間
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分から60分，橙色が60分から88分での避難可能範囲，
赤色が避難不可能範囲である．また，三佐地区全体
の道路ネットワークの総延長33.5kmに対する30分
以内，30分から60分，60分から88分，88分以上で
避難に要する道路ネットワークの長さの割合は，健
常者でそれぞれ89.1%，10.9%，0.0%，0.0%，災害
時要援護者でそれぞれ70.2%，29.6%，0.2%，0.0%

であった．現状では地震発生後60分以内に避難す

れば，図6と図7では青色と緑色の道路ネットワー
クが避難可能であることから，災害時要援護者も津
波が到達する前に三佐小学校に避難できることがわ
かる．

３．３． 避難可能な建物も津波避難ビルと想定した
場合

対象となる津波高でも避難可能な建物データを抽
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図 4　三佐小学校までの避難可能範囲
（別府湾地震・健常者）

図 5　三佐小学校までの避難可能範囲
（別府湾地震・災害時要援護者）

図 6　三佐小学校までの避難可能範囲
（南海地震・健常者）

図 7　三佐小学校までの避難可能範囲
（南海地震・災害時要援護者）
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出し，津波避難ビルとした場合で避難可能範囲を分
析・評価する．このとき， H B i F−( )  +[ ] 1以上の
階数を持つ建物データを津波避難ビルとして抽出し
た．別府湾地震での災害時要援護者の避難可能範囲
を図8に示す．図8は，避難開始時間Sを0に設定し
ている．このとき津波避難ビルとして抽出された建
物データは図8に表示している68軒であった．図8

の道路ネットワークの青色が6分以内，緑色が6分
から12分，橙色が12分から18分での避難可能範囲，
赤色が避難不可能範囲である．また，三佐地区全体
の道路ネットワークの総延長33.5kmに対する6分以
内で避難に要する道路ネットワークの長さの割合が
100.0%であった．地震発生後12分以内に避難すれ
ば，災害時要援護者も津波が到達する前に津波避難
ビルに避難できることがわかる．
ただし，今回の試算では，条件を満たすすべての
建物が津波避難ビルとして利用でき，かつ各ビルの
収容者数の制約を設けていない．現実には，津波避
難ビルとして使用できない建物（津波避難ビルに指
定できない民間の建物や津波によって破壊される可
能性が高い建物など）が存在することや，建物の収
容能力の制約などがある．今回の結果の取り扱いに
は一定の注意が必要である．

４．おわりに
大分市三佐地区の別府湾地震と南海地震による津
波発生時の津波避難ビルまでの避難可能範囲を視覚
的および定量的に分析・評価した．この結果，別府
湾地震による津波に対しては，現在の津波避難ビル
である三佐小学校のみでは避難が困難であることが
わかった．また，仮に避難可能な建物を津波避難ビ
ルと設定すれば，災害時要援護者も含め津波が到達
する前に津波避難ビルに避難できることもわかっ
た．
今後の課題は，津波の侵入方向や建物の構造や収
容人数，避難者間の情報伝達などを考慮した分析・
評価を行うことである．また，今回の分析・評価の
方法を新たな津波避難ビルの建設計画に役立てるこ
とも今後の課題である．
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