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     Japan is a country where the most disaster is affected by earthquake, recently devising 
several countermeasures. One is to construct more strong embankments for reducing 
damages of tidal waves, another is develop a plan for taking people to a shelter from a 
distress area.  Kochi will suffer from huge earthquake probably within 50 years from now 
on. Kochi prefecture administration estimates Earthquake’s scale to be M8.4. Therefore, it is 
required for Kochi prefecture to prepare macro-scale countermeasures as rapidly as possible. 
However, at present there are little reliable evacuation plans from distressed area to a shelter. 
This plan is classified into two types of geographic information to be available and 
unavailable. One is that evacuee can see geography and decide the best route of evacuation at 
simulating systematic evacuation. This plan is already applied in actual areas and achieves 
effective results in some areas. However, this plan is inapplicable when evacuee cannot take 
information. At this time, evacuee gets the necessity of searching for the route to a shelter by 
oneself. Since evacuation in this case is not applied to an actual area, in this research, it 
creates the evacuation model by Multi Agent Simulator and confirms that simulation. 
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１．緒  言 
避難計画とは市民の避難行動を支援するため，あらか

じめ避難状況を想定し，その行動を支援するという計画

である．つまり地震や風水害により被災することが明ら

かとなった時点で，事前に或いは被災後に被災地に取り

残された市民についてできるだけスムーズに危険な場所

から安全な場所に避難させることができるように考える

ものである． 

地震津波を想定した避難計画においては，住民の避難

行動の基本的な考え方として津波から避難し，生活圏か

ら安全な場所である高台を目指し移動を行うものとして

いる．一般にこの避難計画においては次のような独立あ

るいは一連の3つの課題があると思われる 1)． 

①高台の選定問題 

②高台に向かう避難経路の選択に関する問題 

③高台に向かう途中の避難施設場所配置計画問題 

  

まず，想定される地震津波に備えて浸水域外の高台の

選定問題がある．次いで，高台に向かう避難経路の選択

(指定)に関する問題すなわち効果的な避難路の整備問題

が存在する. 避難施設場所配置計画問題は, 高台の選定

問題と高台に向かう避難路整備問題の後の課題であると

思われる．高台選択と施設配置を与条件とし, 避難経路

を選定し高台に向かう避難路整備問題が現在検討されて

いる． 

前述した避難行動について，被災前の避難行動また被

災後にも被災地の経路網が通常時とさほどの変化が無い

場合には避難行動避難計画の一つの形である避難誘導計

画というものが適用できる．避難誘導計画とは避難者が

周辺の経路網について把握できない部分が無いという前

提のもとに成り立っており，避難者は周辺の経路網の全

体図を把握しているものとして避難行動を組織的に捉え，

これを最適とするような経路を検討・決定するものであ
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る．しかし被災により経路の閉塞が発生し，経路網が一

変した状況下に置かれた場合，被災地に取り残された避

難者は周辺の全体図は把握できず先の分からぬ状態で目

の前のいくらかの経路を探索し避難所に向かわなければ

ならない．この探索行動が出てくる場合，先の避難誘導

計画はその前提条件から適用できなくなる．このような

場合に適用される避難計画は組織的に行わせることは困

難となり個人が思い思いに避難行動を続けることが予想

できる．このような場合に適用される避難計画は，個人

の避難行動計画といわれている．  

避難誘導計画については既に避難者同士が互助・共助

を行う場合について，実際に高知県中土佐町上ノ加江地

域 に 適 用 し た 評 価 を Geographic Information 
System(以下GISと略す)により行った研究がある2)．し

かしこの地域は道路幅員が狭く被災後の状況が確定不可

能だということが前提であり，これを誘導計画が適用で

きるように経路改善し最適化を図った結果になった．こ

の地域はその特性上，個人の避難行動計画による評価が

必要であるため，今回の研究では動的シミュレータであ

るMulti Agent Simulatorを用いて同地域を個人の行動

計画について適用し評価を行い，避難計画の違いによる

避難状況の相違や問題点等の考察を行った． 

 

２．Multi Agent Simulator 

2.1 背景 

従来から，何らかの現象を解析するために多くの手法

が考えられてきたが，その多くは現象を支配方程式によ

って表しそれを解くといったものであった．この方法は

効果的ではあるが, その反面これでは解決できない現象

は世の中に多数存在している．その中の 1 つに複雑系現

象というものがある．複雑系とはその名の通り 1 つの方

程式では表せないような，多くの要因が絡み合った現象

を持つ系のことである．ただ複雑である現象をそう呼ぶ

のではなく，現象を要素に分解するとその要素1つ 1つ

はさほど複雑ではないが局所的な因果関係を切り出して

考えることが難しい，といった特徴を持っている現象の

ことを指す． 

複雑系を解析する際には，従来のような手法を用いる

のはあまり効率的ではない．このような系を解析するた

めの手法の中にマルチエージェントを用いたものがある.

マクロ的手法である従来型の解析手法と比べ，ミクロ的

手法であるマルチエージェントの手法は要素から積み上

げていく方法を採っている． 

2.2 Multi Agent Simulator 

各々の内部属性に関連づけられた独自の意思決定メカ

ニズムと行動計画に基づき，自律行動をする活動主体の

ことをエージェントという．Multi Agent Simulator (以
下MASと称す)とは, このエージェントを同時に複数生

成し(マルチエージェント)これにルールを与えると現れ

る現象を観察できるシミュレータである．複数のエージ

ェントが相互作用を及ぼすことによってモデル全体に流

れが生まれ，エージェントの個々の動きが動的に変化す

る．この循環プロセスによってモデル全体の流れが表現

され，これが現象となり現れる． 

MAS の特徴は従来のシミュレータの支配方程式によ

る現象の解析とは正反対に位置する，エージェント関数，

オブジェクト関数，コレクション関数など独自の関数を

使用したプログラムにより解析対象の行動を設定して要

素から積み上げていく解析方法を取っているため集団行

動等の複雑系現象の解析に適当な性質を持っている．ま

た一度のシミュレーションに解析対象を複数生成可能で

あること，コレクション関数等により他の解析対象とコ

ミュニケーションが可能なことから解析対象である避難

者らの行動を設定することで，これらの振る舞いが相互

作用を及ぼすことで個々の行動が動的に変化し現象を生

み出す 3)．  

 

３．行動ルールの考察 

3.1 概要 

 MAS のシミュレーションを行うにあたってまず考え

るべきことは解析対象の行動ルールを設定することであ

る．つまり避難時の避難者の行動をルール化することが

避難モデルをなるべく実際のものに近づけるために必要

であった．災害時には人々は強い恐怖に襲われ， あわて

ふためく．その状態において，人々の知的・行動的レベ

ルは大幅に低下し，また変容する． 多かれ少なかれ退行，

可塑性低減，視野狭窄，まわり道行動の不可能といった

状態が生じてくることが予想される．従って，防災心理

学ではフール・プルーフ，フェイル・セーフという 2 つ

の鉄則を建てている．前者はいざという場合，人々の頭

の働きは低下して，あたかも愚者のごとくになる．それ

をあらかじめ計算にいれて対策を練っておかなければな

らないということである．後者は，災害非常時の場合，

人々は得てして失敗しがちなものである．従って，いざ

というときに備えるにはたとえ失敗したとても大丈夫な

ようにしておくべきだということである． 以下に避難時

において無意識のうちにとりやすい行動と，その傾向に

ついて述べる 4）． 

(1) 常用行動 

無意識のうちに， 人は普段行き慣れた道を避難経路と

しやすい．避難時には，部分にとらわれ全体を見渡す能

力が低下することも理由の一つであるが，他の経路や出

入り口を考慮に入れる前に, 逃げ遅れるという不安要素

が重なり，日常利用する出入り方向に殺到する． 

(2) 危険回避行動 

予想される危険を避け，火や煙などの直接的危険から



逃れようとする．経験のない人ほど，｢いざとなれば一分

間くらい息をとめて，煙に逆らって脱出してみせる｣とい

うが，それは実際不可能に近い．黒く熱をおびた猛煙は, 

人々に容赦なく襲いかかり，体全身に突き刺すような激

痛を与える.窮地を自覚し必死にならなければ，その痛み

に耐えて熱煙に突入することはできない．このため, 

人々は危険に対して退却行動をとる． 

(3) 同調行動 

出口などの目的地が認識できず，行くべき方向が定ま

っていないとき，人は他者が向かう方向，または，他者

が大勢集まる方向に移動する．危機的場面で大勢が一気

に逃げ出すとき，その動きは心理的に強い誘引力となっ

て人々に働きかける． 

(4) 開放空間への移動 

煙の影響で息ができない，目もろくに開けられないと

いった窮地の状況の中で，人は外気と突破口を求めて明

るい方向や広い方向，すなわち開放空間に移動する． 

(5) リーダーの指示する方向への移動 

予期せぬ突然の災害発生に人々は動揺し，冷静さや自

己判断力を失う．恐怖に襲われる状況下において，人は

著しく不安定であり，極端に被暗示性に富む．そのため，

権威あるものに依存し，その指示に従う． 

(6) 攻撃的傾向 

避難とは，強いマイナスの状況や領域から脱出するこ

とであり，その方向にエネルギーが結集される．人々は

嫌でも｢人よりも早く脱出しよう｣という衝動に駆り立て

られる．しかし，それを不当に阻むものが出てくると, そ

の状況を打破し, 前進を遮る周囲の人々を押し退けてで

も脱出しようとする． 

こうした様々な基本的傾性のいずれが現実化するかは

置かれた物理的環境や火災の状況，リーダーの在り方や

情報の存在などによって異なるであろうし， また人々の

過去の経験や火災の知識， それにパーソナリティ要因も

交錯する． 

だがこれらはあくまで心理学的知見から想定される行

動であり，実際に擬似的状況において人間の避難行動の

実証実験を行った例は無く行動を定義付けることができ

なかった．そのため MAS による避難モデルを構築する

ためにはまず避難者の行動ルールの概形を決定する必要

があった．手元の情報から避難行動に影響を与える要素

を大きく 3 種類に分類し，それぞれの避難シミュレーシ

ョンの実行を比較検討することを行い避難経路選択行動

ルールを決定した． 

3.2 3種類の避難モデル 

まず実際の市街地を単純な構造にモデル化する．避難

経路が閉塞し閉鎖した市街地では避難者は経路の先を知

ることができないため，この経路網を迷路と仮定できる．

3種類の行動要素，つまり津波から逃げる，避難場所に向

かう，ランダムに逃げる，をそれぞれ適用した 3 つのモ

デル，Type1(既存モデル)，Type2(自作モデル) ，Type3
（提供モデル）について検証を行うため，避難者として

作成した人を迷路入口に発生させモデル毎の避難行動ル

ールを適用させる．避難者はどの経路が閉塞しているか

という情報は与えられない．解析を行うための条件は次

のように設定した．空間内に壁を設け幅 1 マスの経路を

作成し経路内にも壁をランダムに配置し経路の閉塞を考

慮した迷路と，この閉塞していない状態の街路の 2 種類

について適用させその結果をモデル毎，また街路と迷路

毎に脱出者数と所要ステップ，避難状態について比較検

討を行った．街路及び迷路図を図 1 に示す．また，作成

する避難者数は 50 人とした. 結果はステップ毎の脱出

者数をグラフに明示する．なお，各モデルの条件を同等

とするため行動ルール内の設定変数は条件が等しくなる

よう配慮を行っている．また, 各グラフは迷路図を適用

した場合の脱出者数を表したもので，縦軸が脱出者数，

横軸がステップ数（時間）である. 横軸は実行時間毎に

目盛値が変化して表示している． 
これから3種類のモデルに対して検討を行う． 

Type1．既存モデル 

 Fig.1 Figure of street and maze 
 

避難モデルは既にMASのコミュニティサイト5)にて一

般公開されているものがあった．このモデルは避難者の

視界の広さ，最大移動力から，他の避難者の行動にどの

程度同調し同様の行動をとるのかを表す同調性，避難者

同士の押し合う力が行動にどの程度支障をきたすかを表

す圧力指数などが設定可能であり，また火災の発火率を

設定することも可能となっている．設定を変えていくこ

とで各変数が避難にどのような影響が現れるのか知るこ

とができるモデルである．だがこのモデルは部屋から発

生した火災から逃げるように避難するルールであり，経

路選択を必要とする迷路に適応するかは分からなかった．

このモデルを適用するにあたって元の避難モデル図であ

る図 2 の空間を同図の街路及び図 4 の迷路に変更した．

津波と同じく火災は避難対象であるため，火災を津波と

みなして適用した．人エージェントは迫る火エージェン

トから逃げるルールのため、迷路入口に火災を発生させ

ゴールに向かわせた．他のモデルと条件を同等にするた

め視界の広さ、最大移動力は1，このモデルのみにある同



調性，圧力指数は0と設定した． 

  
Fig. 2 Original evacuation map and Evacuation at street map of 

case 1 

 

Fig. 3 Bihourly evacuated count graph at street of case1 
 

結果は，街路図の場合では迷路内側は通らず外壁際の

経路を通り脱出した．脱出の様子は図 3 に表すとおり，

60～100 ステップ目の間の短い時間に避難者がまとまっ

て避難を終えていることが分かる．迷路図の場合は外壁

際の経路の閉塞部と入口とをひたすら往復する現象が現

れ脱出ができず比較にならなかったため，モデルの元の

空間に壁を設定し経路の閉塞の考えを適用した．この場

合，図 5 に示すように脱出者数が少ない結果となった．

原因は避難対象に向かって迂回することができないので

閉塞部で右往左往するうちに避難対象に囲まれる現象が

起こったためである．経路の閉塞という概念がこのモデ

ルの思考の範疇外であり，この部分が改善点であること

が分かった．また避難対象から逃げるだけでは迷路脱出

に適しないことが分かった． 

 

Fig. 4 Evacuation at maze map and remedy maze of case 1 

     

  Fig. 5 Bihourly evacuated count graph at remedy maze of 
case1 

 
Type2. 提供モデル 

MAS の製作元である構造計画研究所の吉松氏より提

供されたプログラムを迷路脱出に適用した．このモデル

は最下段のスタート地点から避難者が経路を選択しなが

ら最上段のゴールを目指すものである．モデル実行画面ま

た街路への適用を図６に示す．避難者の行動ルールは分

岐点においてランダム(前，右，左)に経路を選択し進行

していく縦型探索を用いているが，避難者が探索経路を

記憶できるため盲目的な探索ではなくなっている．つま

り探索中の分岐点では既に通った道を除いて他の経路を

優先させているが未探索の分岐点における経路選択は全

くランダムで行われている． 

    

Fig. 6 Original evacuation map and Evacuation at street map of 
case2 

       

    Fig. 7 Bihourly evacuated count graph at street of 
case2 

 

街路では，避難者は時間をかければ経路を探索し必ず

脱出することができる．避難時間のばらつきが大きく，

全員が避難完了するまでのグラフは読み取りづらくなる

ため図7では30人ほどの脱出まででシミュレーションを

停止している．図 8 の迷路の場合は街路より脱出に要す

るステップ数が多くなるのがグラフからみてとれる。優

先する経路の選択により探索時間が左右されることから，

閉塞経路を選択する要素の分だけ街路での適用に比べ脱

出時間のばらつきが大きくなっている．閉塞による不都

合はこの他にはなかったが，分岐点での経路選択をラン

ダムに行うため迷路出口近くに来ても元の方向の経路を

選択し出口から遠ざかる場合がある為，経路選択の優先

付け方が問題となった． 



 

Fig. 8 Evacuation at maze map and bihourly evacuated count 
graph at maze of case2 

 

Type3． ヒューリスティックモデル  

このケースでは経路探索行動の中で無意識の内に用い

られ探索の効率を上昇させるとされるヒューリスティッ

ク探索なるものに注目し，筆者はこの探索法に基づいた

モデルを作成・検討した．避難者は経験則により出口の

方向を知っているものとして，出口に向かって進行する

ルールに沿うものとした．避難者の行動は単純に出口に

向かって進むのみ．このルールで他のモデルに比べ探索

時間の短縮が可能かの検討を行う． 

 

Fig. 10 Evacuation for street map and bihourly evacuated count 
graph at street of case3 

 

この結果は, 街路を適用した図10では迷路内部を通

って同図右のグラフに示すように少ないステップ数でス

ムーズに避難することができた．図11に示す迷路解析の

場合でも, 他のモデルに比べ少ないステップ数で避難者

が脱出し始めたが，同時に閉塞部で混雑を起こし閉塞部

に集団が停滞する現象もみられた．またこれから前方の

避難者が閉塞部を塞ぐため後続の避難者が出口に進行で

きる確率が高くなる現象が見られた． 

 

Fig. 11 Evacuation for maze map and bihourly evacuated count 
graph at maze of case3 

 

3.3 行動ルール検討のまとめ 

行動ルール別動的シミュレーションを行った結果を以

下に示す. 

(1)既存の避難モデルは迷路の脱出に完全には適用出来

なかった為、迷路脱出モデルの開発の必要性があるこ

とが分かった. 

(2)動的シミュレーションにより閉塞部での人の停滞、パ

ニック行動を示すことができた. 

(3)縦型探索の提供モデル(盲目的でない縦型探索)が3種
のモデルの中で避難シミュレーションを行うのに最

も適当な性質を持つことが分かった. 

(4)ヒューリスティックの考えによる探索時間の短縮は

避難において大きな要素であることが分かった. 

 

４．適用地域 

4.1 上ノ加江地区 

今回の避難モデル適用地区の高知県中土佐町上ノ加江

地区の概要について触れる．航空写真を図12に示す 6) ． 

 
Fig. 12 Kaminokae section aerial photo 

 
対象地区の総人口は夜間892人，昼間815人(2000年

国勢調査)で，世帯数404世帯，漁業の一次産業を中心と

した地区である．年齢層は65歳以上が全体の4割を占め

最も多い．また，将来人口は減少する傾向にあり，65歳

以上の割合が65歳以下の割合を上回ることとなる．また，

2020年の将来人口は642人と28%マイナスの傾向がある．

また上ノ加江地区は背後の急峻な山地と，海に挟まれた

狭隘な平地に住宅が密集している．地区中央には県道，

幹線道路があるが，多くの集落道は 2m 未満で地震や津

波などの災害への体制の確立がなされていない状況であ

る． 
 4.2 モデル化 

この地域の経路網を図13のGISデータを元に図14の
ようにモデル化した．避難人数は実際の約1/10の90人

とした．また地域的な避難特色を観察するため地区内を

北部・中央部・南部の 3 地域に分け各々最も人口密度の



高い分岐点1点より発生させた．この道路網をGISの適

用と同じく，Case1 として現状の道路網，最適経路での

閉塞の改善を行った場合を Case2，更に北部地域に避難

所を増設した場合をCase3としてそれぞれシミュレーシ

ョンを行った． 

 
Fig. 13 Kaminokae area map by Geographic Information 

System  

 
Fig. 14 Kaminokae area map by Multi Agent Simulator 

 
4.3 避難シミュレーション 

適用地域の経路網は密集市街地のため経路幅員が一様

に狭く，また家屋のほとんどは建築基準改定前に建てら

れたものが多いという適用地域の特性から，被災後の道

路網は一変し通常時の地理情報は適用できないと思われ，

迷路状態となることが想定されるので，3章で評価を行っ

た迷路状態での経路探索モデルType3を適用した．結果

は 5 回のシミュレーションの平均値をグラフに表した. 

Case1 の結果を図 15，Case2 の結果を図 16，Case3 の

結果を図17に示す．これらのシミュレーションから北部

地域は大きな迂回が必要となり避難が困難であることが

わかった．閉塞経路を改善した場合，避難所を増設した

場合には改善による効果があまり現れなかった．避難状

況を見ると避難所近くまで来て引き返し行動を起こす様

子が見られることから，地理情報を全く与えられていな

い場合には、まるでこの地域の土地勘をまったく持たな

いよその住民の起こす避難行動を表したものになってい

ることがわかった． 

 

Fig.15 Result of evacuee random choice pathway case1 

  
Fig. 16 Result of evacuee random choice pathway case2 

  
Fig. 17 Result of evacuee random choice pathway case3 

 
4.4 行動ルールの見直し 

 先の結果から，通常の地理情報は被災時に変化した場

合には誤りの情報となる可能性はあるが地域住民は無意

識にこれを経験的知識，ヒューリスティクスとして用い

探索の効率を向上させていると言えることがわかった．

これから避難者には誘導計画のように全体を把握するま

でには至らなくとも断片的な地理情報を与えることにし

た．情報の提供方法にもいろいろな手段が考えられるが，

今回は主要な分岐点20箇所，避難所増設時にはもう3箇

所プラスして標識を配置し経路選択肢に優先度を与える

ことにした． 

 まず簡単なルールとして上方向と下方向の優先付けを

行うようにした．具体的には自分のいる位置が避難場所

より上の場合には経路選択の際に上方向を選ばないよう

にし，避難場所より下の場合は経路選択の際に下方向を

選ばないようにするようにした．しかし上方向と下方向



の優先付けをしても，実際にはあり得ないような経路選

択をする事が多く見られた．このため更に詳しい優先付

けのルールが必要である． 

 土地の情報を持っている避難者は，ふつうなら経路選

択では避難場所に近づく経路を選択する．そのため今回

はこの普通はこの経路を選択，もしくは選択しないと思

われる分岐点に標識というエージェントを設置し，その

標識エージェントに優先方向を与えることでその土地の

情報を与えることにした．しかし優先方向の先が閉塞し

ていた等で引き返した場合，再び優先方向に移動してし

まうので，各標識エージェントに有効回数を定めた．

Case1 及び Case2 の場合は 20 個，Case3 の場合は 25
個の標識エージェントを設置した．設置場所を図18に示

す． 

     
Fig. 18 Express where add evacuee geo information 

 
Case1 の結果を図 19，Case2 の結果を図 20，Case3

の結果を図21に示す．行動ルールを変更した場合のシミ

ュレーション結果は地理情報を与えない場合に比べ避難

状況に不自然な点は見られず，総じて避難速度が高かっ

た．避難状況を見ることで北部地域の住民は避難するに

あたって危険な海岸側の経路を用いる大きな迂回行動が

必要であることが分かった．中央部の住民も海岸側の経

路を用いる状況が多く見られた．しかしこの行動は閉塞

経路改善及び避難所の増設時には他の経路を用いること

で緩和されることを確認した．改善による効果が大きく

現れた． 

  
Fig. 19 Result of add evacuee geo information case1  

 
Fig. 20 Result of add evacuee geo information case2 

 
Fig. 21 Result of add evacuee geo information case3 

 
4.5 避難猶予時間の考慮 

上ノ加江地区では地震発生から 25 分で津波が到達する

ため避難猶予は10分であるとされている．MASでは時間

はステップ数で表現されるので，道路の状態毎に計算し

た避難者の歩行速度とGISデータとの比較から得たマッ

プの１セルあたりの距離を基に規定のステップ数を計算

で求め，どの程度の人数が避難できるかを調べる． 

 1ステップの時間を計算するには, 1セルの長さと人の

移動速度が必要である．1セルの長さを求めるには，ある

経路の長さをGISデータから取得し，その経路がMASで

何セルで表されているかで計算した．3ヶ所の経路で計算

した結果，1セルの大きさは平均6.421ｍであった．避難

者の移動速度は瓦礫の状態によって変わるが本研究では

平均値を用い, 移動速度を0.793ｍ/sとした．1ステップ

に避難者は 1 セル移動するので，1 ステップの時間は

6.421ｍ/0.793ｍ/s＝8.098秒となる．また10分は600秒

/8.097秒＝74ステップである。表2に道路の状態毎に得

た歩行速度から算出した避難者の平均歩行速度，表3に1
セルあたりの距離の計算結果を示す． 

 

Table2 Evacuee walking speed 

  

road condition waking speed(m/s) 

rubble 0.621

broken concrete fence 0.827

normal condition 0.931

average 0.793   
 
 
 



Table3 Cell length  

link load length cell cell length（m）

1 238.321 38 6.272

2 129.174 20 6.459

3 119.33 21 5.682

4 65.448 9 7.272

average 6.421

  
実行結果と照らし合わせてみると，避難者が 1 番早く

避難できる Case3 で標識が有る場合でも 74 ステップ以

内に避難できた人数は全体の 1 割にも満たなかった．仮

に地震後すぐに避難行動を開始出来て 20 分(148 ステッ

プ)の猶予時間が有ったとしても全体の2割程度しか避難

できない．さらに中央部の避難者は猶予時間内ではその

ほとんどが脱出できなかった． 

4.6 GISの適用結果との比較 

図 22 に同地域を以前 GIS で適用した研究結果を示す
2)．現状の閉塞路では北部区域の住民は海岸側の経路を使

った大きな迂回を必要としたが，閉塞経路の改善を行う

とその傾向は改善された．さらに避難所を北部に増設し

た場合は，北部区域の住民は増設した避難所を利用し避

難者が分散したためスムーズな避難となった．今回の

MAS シミュレーションによる適用は GIS の結果とほぼ

同じ傾向を示した．これから被災により経路網が一変す

ると思われる地域において避難誘導計画による避難行動

と個人の行動計画による避難行動が同じ効果を与えると

いうことがいえる．本研究では地理情報は標識により与

えたが，避難状況別に用いられてきた避難誘導計画と個

人の行動計画が，地理情報の与え方により最終的にはど

ちらの考えも取り入れた計画の提案ができる可能性があ

るという知見を得ることができた． 

 
Fig.22 Result evacuation at Kaminokae area by Geo 

Information System  
 
 
 

５．結  言 

本研究では，まず避難モデルの構築のために避難者の

行動ルールを検討するため 3 種類のルールを簡単な迷路

モデルに適用し評価した．そこで得られた行動ルールを

実際の地域に適用したところ，次のことが分かった． 
(1)地理情報の全く無い場合では地域住民の避難とならな

い. 

(2)地理情報は避難に使用され避難効率の上昇につながる

ため，個人の避難行動の場合にも地理情報は必要とな

る. 

この結果を受け，行動ルールの改善を図り，また GIS
の評価との比較を行ったところ，次のことが分かった． 

(1)MAS の実行から時系列毎の避難状況を把握すること

が可能である(北部地域の危険性等). 

(2)個人の避難行動においても閉塞路整備、避難所の追加

は有効に機能した. 

(3)最も避難のスムーズなケースにおいても避難猶予時

間を考えると避難可能者は全体の1割に満たない. 

(4)MASの適用結果はGISでの適用結果と合致したことか

ら避難誘導の考えも含めた個人の行動計画の提案が

可能と思われる．  

 最後に，まだ避難者の行動ルールは改良の余地がある．

今後さらに歩行速度から情報の取得率などの避難者の個

人差や，同調性・避難者同士の情報交換ら情報の取得方

法の拡張を含めたモデルを作成することで新たな知見が

得られるであろう． 
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