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はじめに1.

中央防災会議は， 年度を基準に， 年の安政南海地震と同じマグニチュード( ) 規模の南海地震2001 1854 M 8.4

の発生確率として， 年以内 未満， 年以内 程度， 年以内 程度， 年以内 程度と発表し10 10% 30 40% 40 60% 50 80%

た． 年の の昭和南海地震の約 倍の地震規模とされる．また， 年度末，南海地震と東南海地震1946 M8.0 4 2002

が同時に発生した宝永地震の 規模の可能性を発表した． 年の の昭和南海地震の約 倍の地震M8.6 1946 M8.0 8

規模であり，日本史上では最大級の地震とされる．このような巨大地震発生時には，津波を想定し，浸水予想

域や境界域の住民は，できるだけ早く安全な場所に避難しなければならない．本研究では，浸水予想域および

境界域の標高を 以下とし，最短距離経路で，浸水予想域および境界域外へ避難しようとする場合と浸水予9m

想域内も含む既設避難場所に避難しようとする場合の つの場合を仮定し，高知市と須崎市の住民の避難行動2

の数値解析結果を，避難所要時間に着目して，津波予想最短到達時間（ ～ 分） と比較して評価・検討20 25 １）

したものである．高知市と須崎市の市街地の標高は，ほぼ標高 以下の浸水予想域である．なお，道路網が6m

閉塞する危険性は考慮していない．

解析データ2.

2500 50m 7解析データは，国土地理院の数値地図 （空間データ基盤），数値地図 メッシュ（標高），平成

年国勢調査地域メッシュ統計である．道路網は幅員 以上のリンクと交差点であるノードで構成される．世3m

帯数の分布は， メッシュデータの属性として追加し，最も近い道路網ノードを起点として避難するとする．50m

避難行動解析3.

浸水予想域および境界域外へ避難しようとする場合3.1

( )高知市1

まず，図 に示すように，高知市の主要道路網である県道1

384 16 270 6 368 38 56号， 号， 号， 号， 号， 号，および国道

号線上各 ヶ所の合計 ヶ所のノードを，浸水予想域および1 7

境界域外の避難の目標地点の高台と仮定した．図 では，リ1

0 50 100ンク通行世帯数を， の場合は非表示として， 以下，

以下， 以下， 以下， 以下， 以下， 以200 500 1000 2000 10000

下， 以上の 段階のリンクの線の幅で区分し， ヶ所の 図 避難通行量（高知市）10001 9 7 1.

高台に向かって 状に集合しているようすが示されている． 表 自動車および徒歩の避難所要時間Tree 1.

表 として， カ所の避難場所に向かう世帯1 7

の最大断面通行量と世帯数を自動車台数と置

き換えた避難所要時間を示している．高知市

4 1内の道路網は，道路の種別を第 種都市部第

～ 級の標準的な断面であると仮定して，そ3

の可能交通容量の平均を求めると約 台 となることから，断面通行量を 台 で割って自動車による1300 /h 1300 /h

所要時間を求めている．また，最大移動距離と徒歩速度 分＝ による所要時間を示している．500m/10 0.833m/s

その結果は，自動車による避難所要時間が徒歩による所要時間を上回り，いずれの場合も津波予想最短到達時

間( ～ 分)を越える結果となっている．安全な避難場所を分散した避難行動計画が必要であるといえよう．20 25

高台 断面通行量（世帯） 所要時間(h) 最大移動距離(m) 徒歩所要時間(h)

県道384号 35,255 27時間7分 15,497 5時間10分

県道16号 2,503 1時間56分 4,742 1時間35分

県道270号 56,350 43時間21分 15,527 5時間11分

県道6号 3,961 3時間3分 5,796 1時間56分

県道368号 8,892 6時間50分 4,951 1時間39分

県道38号 213 10分 2,688 54分

国道56号 16,249 12時間30分 7,026 2時間21分



( )須崎市2

図 に示すように，県道 号，県道 号，国道 号，2 23 314 56

国道 号線，県道 号線上各 ヶ所の合計 ヶ所のノー494 315 1 5

ドを，浸水予想域および境界域外の避難の目標地点の高台と

仮定した． ヶ所の高台に向かって 状に集合しているよ5 Tree

うすが示されている．表 として， カ所の避難場所に向か2 5

う世帯の最大断面通行量と世帯数を自動車台数と置き換えた

避難所要時間を示している．また，最大移動距離と徒歩速度

による所要時間を示している．その結果は，県道0.833m/s

号線を除き，自動車による避難所要時間が徒歩による避難 図 避難通行量（須崎市）315 2.

所要時間よりも短くなっている．なお，県道 表 自動車および徒歩の避難所要時間315 2.

号線は須崎中学校前よりも北側の領域とし

た．しかし，自動車による県道 号線と国314

道 号線以外は，津波予想最短到達時間を494

超えることがわかる．安全な避難場所を分散

した避難行動計画が必要であるといえよう．なお，断面通行量

が少ない場合，自動車によるお年寄りや子供の避難誘導計画の

可能性を検討する必要もあるといえよう．

浸水予想域などの既設避難場所に避難しようとする場合3.3

( )高知市1

図 として，平成 年度の既設避難場所を，最も近い道路3 12

網ノード ヶ所と置き換え，緊急避難の目標地点と仮定し128

た． ヶ所の緊急避難場所に向かって 状に集合している128 Tree

ようすが示されている．既設避難所までの所要移動距離の大き

い地域は，高知港湾合同庁舎(最大2443m)、一宮東小(最大2416

m)、潮江中(最大2343m)、・・・，種崎地区(最大1755m)などで

ある．特に種崎地区は、徒歩所要時間約35分であり、高台が無く、 図 避難場所の分散（高知市）3.

高知市の他の地域よりも津波の到達が早いと思われる。

( )須崎市2

4 14 29図 として，平成 年度の既設避難場所を、最も近い道路網ノード

ヶ所と置き換え、緊急避難の目標地点と仮定した。 ヶ所の緊急避難場所29

に向かって 状に集合しているようすが示されている．既設避難所までTree

の所要移動距離の大きい地域は，新荘小学校 最大 、須崎プリンスホ( 2529m)

テル 最大 、須崎生コン駐車場 最大 、高野山 最大 、( 2377m) ( 1798m) ( 1291m)

市民文化会館 最大 、市民館 最大 、青少年育成センター 最( 1130m) ( 1109m) (

大 、 市役所 最大 、多ノ郷公民館 最大 などである．1088m) ( 1050m) ( 939m)

特に，経路沿いの山側が急斜面であり，避難移動距離の長い地域もある． 図 避難場所の分散（須崎市）4.

４．まとめ

データを用いて，南海地震津波を想定した高知市と須崎市における避難行動に関する数値解析的・視覚GIS

的検討を行った．その結果は次のようである．①浸水予想域および境界域の世帯数は多く，安全な避難場所を

分散した避難行動計画が必要であるといえよう．②断面通行量が少ない場合，自動車によるお年寄りや子供の

避難誘導計画の可能性を検討する必要もあるといえよう．

1 2000５．参考文献 )高知県：高知県津波防災アセスメント調査事業報告書，

高台 断面通行量（世帯） 所要時間 最大移動距離(m) 徒歩所要時間

県道23号 612 30分 4,305 1時間24分

県道314号 220 12分 2,654 54分

国道56号 1,085 48分 3,084 1時間

国道494号 72 6分 1,727 36分

県道315号 4,748 3時間42分 5,048 1時間42分


