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避難速度低減率判定データを用いた数値的・視覚的避難経路解析 

 

岡 林 優 太* 
 

A quantitative and visual analysis for tsunami evacuation 
 in case of route blocking  

 
Yuuta OKABAYASHI 

 
 In Kochi Prefecture, the Nankai earthquake and tsunami measures are located as an 

important problem of prefectural administration. The study method for evacuation facility 
plan of the coastal fishing village with the high risk to tsunami is not yet established. 
Therefore, it is necessary to examine the tsunami measures immediately. In this study, the 
estimation of the damage, the analysis of evacuation infrastructure, and the evacuation 
simulation that considered about danger that road section occlude, were performed. The main 
conclusions are as follows. It was found that there were many aged people in this district, the 
population density was high, here were many old wooden houses and there were many narrow 
roads. By the evacuation speed measurement by participation of local inhabitant, the running 
speed at evacuation and the occupation area at evacuation were obtained. The effective 
election method of evacuation and the plan of evacuation road were predicted from the results 
of evacuation simulation. 

 
Key words : Evacuation routes，Nankai earthquake，Seismic sea wave，GIS  
 

 
１．緒  言 

高知県海洋局は「漁村における津波対策基本方針検討

会」を設置し，南海地震時に想定される津波からの避難

路や避難広場などの施設整備計画基本方針を，漁村地区

の上ノ加江をモデルとして検討している 1)．高台や既設

の避難場所に向かう避難路の整備計画及び避難誘導計画

のためには，現状の道路網における避難経路網を明らか

にする必要がある．また，避難経路の第一候補は最短距

離経路であるが，地震災害時には道路沿いのブロック塀

や古い建物等が倒壊する可能性があるため，必ずしも最

短距離経路を通り避難できるとは限らない．そのため，

ブロック塀や古い建物等の倒壊による，道路区間が閉塞

する危険性を考慮した避難経路網を示す必要がある．し

かし，現在の状況では避難計画がないため，全住民を安

全に避難させる事は難しいとされる． 

そのため事前に避難経路解析によって，住民が高台

まで避難する際，通行可能・不可能な経路を把握するこ

とは重要である．その解析結果を地域住民の避難計画に

役立てることで，地震後襲来する津波での二次災害を減

らすことができる． 

本研究は，道路網(link)の建物倒壊方向判定および避難

速度低減率判定データを用い，避難誘導計画策定に資す

ることのできる数値的・視覚的避難経路解析法を提案し

たものである．今回，上ノ加江地区住民の協力により，

様々な状況における避難時の低減率，また測量成果など

詳細なデータを得ることができた．詳しい地理データを

収集し，従来の解析方法に加えることで地域特性を生か

し，その地域に密接したより正確な避難経路解析が可能

となる．解析データは，GISのデータとして，高知県海

洋局および第一コンサルタンツより提供を受けた． 
 

２ 地域特性 

上ノ加江の解析対象地域の概況を図1に示す．これを

GISで視覚化したものを図2に示す．震災後，上ノ加江

漁港方向から侵入してくる津波から上ノ加江小学校に逃

げる状況を想定している．データとしては交差点(node)
数が195，道路(link)数が263である．人口892人(夜間，

2000 年国勢調査)を世帯分布に対応して交差点(node)に
配分している．道路総延長9278.4m のうち約4%が幅員

1m未満，約39%が幅員2m未満，約57%が幅員3m未
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満，約79%が幅員4m未満と全体的に見て狭幅員である．

この狭幅員道路で構成された道路網を人口密度51.32人

/ha の地域から高台に向かって，高さ 2m の第 4 波が到

達する 20.7 分後，あるいは最高津波高さである高さ

5.27m の第 5 波が到達する 32 分後 2)までに，全員避難

させる必要がある．しかし現在の状況では避難計画がな

いため，全住民を安全に避難させる事は難しいとされる．

そのため事前に避難経路解析を実施し，住民が高台まで

避難する際の通行可能・不可能な経路を把握し，その解

析結果を地域住民の避難計画に役立てることで，地震後

襲来する津波での二次災害を減らすことに大きく貢献で

きる．ここでは，避難経路網の探索を視覚的に，また数

値解析的に行うために GIS(Geographic Information 
System：地理情報システム)を用いて避難経路の解析を

行い，そこに上ノ加江地区の詳細なデータと測量成果を

加えることによって，従来の避難経路解析よりもさらに

正確な解析ができるかどうか，検討を行った． 

 

 
 

Fig. 1 Section aerial photo   Fig. 2 GIS display for kaminokae 
 

２．一般的なデータを用いた避難経路解析法 
2.1 nodeと link 
node と link の関

係を図3に示す．図

3 において，○印は

「交差点」などの「地

点」の node を表し

ている．○印を結ぶ

線は，「道路」，の

link を表している．

道路網は，この2つ   Fig. 3 Node and link 
から構成されている． 

道路区間の閉塞を考える場合，経路は最短経路と迂回

路も含めて複数存在する．ここで用いる避難経路解析法

は，閉塞していない経路のうち，最短経路を選択する解

析法である． 

上ノ加江地区の道路

網をnodeと linkで構

成したものを図4に示

す．点は node 人口，

点線は link を表して

いる．人口を示す点は

大きいほどその node

に存在する人口が多い

ことを示している．道

路幅の延長とその割合

について表 1 に示す．

値から地震時において

建物や壁の崩壊によっ

て閉塞する危険性が高

くなると予想される．   Fig. 4  Population map 
Table 1 Width of road and allongement 

Rate of road width(m) Allongement(m) Fraction(%)
0.6～1.0 375.938 4.1
1.0～2.0 3189.047 34.4
2.0～3.0 1722.054 18.6
3.0～4.0 2012.261 21.7
4.0～5.0 826.302 8.9
5.0～6.0 785.022 8.5
6.0～7.0 326.011 3.5

7.0 or more 41.764 0.5
Total 9278.4 100  

 

2.2 最短距離経路網の避難経路解析 

各nodeから小学校(高

台)に向けて避難する最

短距離経路網の解析結果

を図 5 に示す．この時，

道路上に歩行者の障害と

なるものが無く，避難者

は最も避難場所(小学校)

への最短距離経路を選択

して避難しようとする場

合が表われている．解析

結果を見ると，小学校に

向けて tree 状に集合す

る避難経路の状況となっ

ている． 

Fig. 5 Usage of shortest way 

2.2 閉塞率算定法 

2.2.1 閉塞率と到達率 

道路区間の閉塞率を考慮する場合，２つのnode間link
の閉塞率を pi とすると，複数の link を直列に接続した

経路の到達率（通過率）Ps は，次式で与えられる． 
Ps＝Π ( 1 - pi )            (１) 

Kaminokae elementary school

Elementary 
school 

Elementary 
school 
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この到達率 Ps の範囲は、０≦(1-pi)≦１であるので、

到達率を到達率の常用対数の絶対値に変換し、最短距離

経路の探索手法であるダイクスラ法を用いて、到達率最

大の経路を探索した。3) 
2.2.2 link幅員と長さを考慮した閉塞率算定法 

地区レベルにおいて避難(救助)活動を阻害する主な要

因は，一次避難地の整備状況と建物倒壊に伴う道路閉塞

である．地震発生時に道路幅員や沿道条件によって，道

路が通れなくなる程度はまちまちである．それを0から

1 の範囲を閉塞率とし，1 に近づくほど道路が閉塞する

割合が高いこととした．また，道路の閉塞状況に影響を

与える要因として，ⅰ)地震動の強さ，ⅱ)地盤の状態，

ⅲ)道路幅員，ⅳ)沿道建物の構造および階数，ⅴ)歩道の

有無，ⅵ)街路樹の有無，がある． 

1995年の阪神・淡路大震災における，道路の閉塞状況

が調査研究されている．浦中ら4)は，道路 linkの閉塞を

ⅰ)平常状態で車両通行可能，ⅱ)一部被害あるが車両通

行可能，ⅲ)車両は通行不能だが歩行者は通行可能，ⅳ)

通行不能，の4つの閉塞ランクに分けて調査・分析して

いる．幅員が 12m 以上であれば，道路が一部被害を受

けたとしても自動車が通行する余地が確保される．幅員

が 6～8m になると自動車が通行不能の割合が約25％に

なり，歩行者が通れないところも約10％と急激に増加す

る．さらに，幅員4m未満の道路になると自動車が通行

不能の割合は40％に増え，歩行者が通る余地のない道路

の割合も25％と増加する． 

2.2.3 道路幅員を考慮した閉塞率算定法 

歩行者がガレキを乗り越えないことを前提として，

linkの閉塞率の算定法を幅員別に示している． 

 

Fig. 6 Analysis method of road blocking rate 
 
図6に示した3式で用いたmは1 linkに面する片側の

平均建物棟数，Z は建物倒壊率，U は道路側へのガレキ

流出率である．ZU は１軒の建物が倒壊する確率，(ZU)2
は対面する建物が同時に倒壊する確率，1-ZUは1軒の建

物が倒壊しない確率，1-(ZU)2は対面する建物が同時に倒

壊しない確率，(1-ZU)2mは2軒の建物が倒壊しない確率，

{1-(ZU)2} m は対面する m 組の建物が倒壊しない確率，

C1=1-(1-ZU)2m は 2 軒の建物が倒壊する確率，

C2=1-{1-(ZU)2} mは対面するm組の建物が1組以上倒壊す

る確率，m(ZU) 2･{1-(ZU)2} ｍ-1は対面するm組の建物のう

ち1組倒壊する確率，C3=1-{1-(ZU)2} m－m(ZU) 2･{1-(ZU)2} 
ｍ-1は対面する m 組の建物が 2 組以上倒壊する確率であ

る． 

2.2.4 採用値 

図 6 の算式を用いる．昭和 56 年以前の木造住宅の割

合0.803を各リンクの一般的な建物倒壊率として使う．

(昭和56年以前の耐震基準を旧耐震基準といい，昭和56
年改訂の耐震基準を新耐震基準という．1995年の阪神大

震災においては，昭和56年以降に建築された建物の倒壊

はほとんどなかったとされる．)ガレキ流出率は道路側，

反対側，道路に沿って左右の 4 通りを同じ割合として，

道路側に流出すると仮定したガレキ流出率を 1/4 とした．

また建物の一区画を 20m とした．多少のガレキは乗り

越えて避難するものとする． 
2.3 閉塞率を考慮した避難経路の解析 

これまで述べた一般的

なデータを使用した各

link の閉塞率を考慮し，

避難場所を小学校と仮定

して，各 node から小学

校までに最も閉塞率が低

くなる経路を選択して避

難する時の解析結果を図

7に示す．node人口を示

す点は大きいほどその

nodeの人口が多く，link
通過人数を示す線は線が

太いほどその link を通

過した人数が多いことを

示す．解析結果を見ると  Fig. 7 Detour for road blocking 
最短経路網では tree状に 
集合していたが，閉塞率を考慮すると小学校北側のnode
からは迂回して避難していることが分かる．それは最短

経路ではなく最大到達率を重視した経路を選択している

からである． 

 

３．地域の協力が得られた場合の避難経路解析法 

3.2 避難速度低減率算定法 

昭和 56 年以前の木造住宅および変状のあるブロック

塀は倒壊し，ブロック塀や平屋の倒壊幅員は徒歩可能と

する．表2 の諸量を用いた，道路幅員W のnode間 link
の歩行速度低減率 F は，次式で与えられる．W1，W2，

W3 は，ブロック塀や 1,2 階建物の倒壊によって，影響

を受ける幅員である． 
 

F =〔W1×F 1／(W-W3)+W2×F 2／(W - W3) 
    +( W - W1+ W2+ W3)×1.0／(W - W3)〕×T  (2) 

 

Elementary 
school 
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避難速度にかかる低減率の模式図を図8に示す．この

3項目は地震後の道路状況の基本モデルとなる． 

 
Table 2 Reduction rate (F) on evacuation 

 

Blockage width  
=

block height
W1=H

Reduction rate：

0.7

Blockage width
W2=1.0～3.0m

Reduction rate：
0.5

Blockage width
W3=1.0～3.0m

Reduction rate：
0

Fall of block wall

One story

Two stories

 

Fig. 8 Reduction rate for obstruction 
 

3.3 実証実験 

高知県および第一コンサルタンツにより行われた避難

速度低減率の実証実験は，倒壊ブロック，倒壊家屋のガ

レキを想定し，地元住民の協力で実施している．参加者

は上ノ加江地区住民(20 名：男女比，65 歳以上比，15
～64 歳比，小学生比は，対象地域の構成割合より決定)，

その他，学生等である．実施したパターンは次の3通り

である． 

①グループ走行，歩行による避難行動の分析，速度の

計測 

②単独歩行による避難行動の分析，速度の計測 

③援助走行による避難行動の分析，速度の計測 

 

計測で用いる道路状況は 図9で示すように[ケース1]
障害物の無い場合，[ケース 2]ブロック塀が倒壊した場

合を想定(被災時)，[ケース 3]家屋が倒壊した場合を想

定(被災時)，の3通りで計測した．幅員は現地調査によ

り，幅員2m前後の道路が当地区内の道路の多くを占め

ていることから2mとした．1ケース20mの道路として

60m間を歩行，または走行することとした． 

実証実験の結果を表3に示す．今回の実験では短い距

離において計測実験を行ったが，実際には長距離を避難

する事が考えられるため，体力的な疲労による速度の低

減の割合を「疲労係数」と定義し，0.9 とする．避難時

は各地域において災害弱者を援助しながら避難すること

が考えられるため，援助走行することによる速度低減の

割合を「援助率」と定義し，0.9 とする．今回得られた

低減率はあくまでも避難訓練より得られた係数であり，

同じ条件において繰り返し計測するため，ある程度の教

育効果の影響が考えられる．そこで実際に被災した状況

(液状化等の影響)における速度低減も考慮する必要があ

り，「現実率」と定義し，0.8とする．昼間に比べ，夜間

における速度低減の割合を「昼夜率」と定義し，0.9 と

する．これより，基本避難速度を1.034 m/sとする． 

 

 

Fig. 9 Road blocking situation 
 

Table 3 Result of field test on evacuation 

Estimatedvalues

Basic　speed
Walking speed with a group of

20 people
1.596 m/s

Fatigue coefficient C 1 =0.9
Support rate C 2 =0.9
Reality rate C 3 =0.8

Evacuation walking
speed

1.596×0.9×0.9×0.8 1.034m/s

Reduction rate of collapsed
block wall

F 1 =0.7

Reduction rate of collapsed
one story house

F 2 =0.5

Ratio of day and night T =0.9

Reduction rate related
to basic speed

Reduction rate on
evacuation

Item

 
3.4 上ノ加江地区のGIS道路網データ 

GIS道路網データは，linkとnodeで構成される．node
の属性データは人口を含み，linkの属性データは，幅員，

link長，変状ブロック塀の高さ，旧耐震基準の平屋の有

無，旧耐震基準の木造2 階家屋の有無，歩行速度低減率

で構成される． 
図 10 はブロック塀や家屋が震災後障害を与える link

を示す．その中でブロック塀や家屋の障害が比較的大き

く，震災後の通行可能復員が1.0m 未満となり通行困難

となる閉塞 linkを図11 に示す．図11 の閉塞 linkを除

く通行可能な linkを図12 に示す．図12 の通行可能な

linkの歩行速度低減率は，式(2)によって求められる．な

お，家屋の建築位置を考慮して，ブロック塀及び1,2 階
建物の倒壊によって影響を受ける幅員W1 は各linkで異

なり，W2，W3は2.0mとする． 

W Breadth(m) F Reduction rate at the crossroads 
W 1 block wall (m) F 1 block wall : 0.7
W 2 bungalow (m) F 2  house : 0.5
W 3 House of two stories  (m) T Daytime : 1.0，nighttime : 0.9

Width of road Reduction rate
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Fig. 10 obstruction link   Fig. 11 block link  Fig. 12 passable link  
 
 

４．詳細測量成果と地域の協力が得られた 

場合の避難経路解析事例 

4.2所要時間を考慮した避難経路の解析結果 

4.2.1 現状の解析結果 

最短所要時間経路網は，

各 node からの最短距離

経路ではなく，通行可能

な link および歩行速度

低減率を考慮し，各 link
を通過するのにかかる所

要時間の合計時間が最も

少なくなる経路を選択し

たものである．その解析

結果のデータを図 13 に

示す．linkの線の幅は通

行人口を示し，通行人口

が多い程幅も大きくなる．

①上ノ加江小学校に向か

って，Tree 状に集合する Fig. 13 Realistic route selection 
様子が示されている． 
②小学校手前の北側にお   Table 3 Time distance 
いて，小学校までの最短

経路を選択せず大きく迂

回する状況が示されてい

る．③通行量の多い link
は，比較的広幅員の道路

であり，細街路の利用も

含まれる．④避難可能な    Table 4 Distance 
人口，到達距離，到達所

要時間，link通行人口が

求められる． 
解析結果のデータより，

linkの閉塞による上ノ加

江小学校まで到達不可能 
な人口は 142 人である．他の 750 人は 25 分未満に到

達可能である．しかし，上ノ加江地域への津波到達最短

予想時間は20 分である 2) が，地震動時間2 分，家族・

近隣住民の安否確認時間 3 分，避難準備時間 5 分の合

計10 分を避難開始遅れとしているため，10 分未満に到

達可能な人口は 266 人となる．従って，現況の道路網，

沿道条件，避難場所のままでは，避難誘導計画策定は困

難である． 
4.2.2 4つの linkを整備した場合 

小学校手前北側の通行不可能となる link，通行可能幅

員が狭い link の中で避難時において特に重要と思われ

る link 幅員を 6ｍに拡幅整備したものとして解析する．

図14に整備した4つの linkを太線で示した．図15に4
つの linkを整備した後の避難経路の解析結果を示す．整

備したことにより迂回傾向にあった避難経路が小学校に

向けて tree 状に収束する避難経路となっている．表 5，
表6にnode数と人数を所要時間別，移動距離別に示す．

避難経路網に重要な link を整備することによって迂回

傾向を改善し，整備後の解析結果である表5より，安全

に避難可能な人数が全体の 30％から 51％に増加してい

ることが分かる． 

 

 
Fig. 14 Improved evacuation route Fig. 15 Analysis result 

Table 5 Time distance      Table 6 Distance 
Time distance（min） Node Number

0～5 18 107
5～10 86 351

10～15 59 283
15～20 5 9
20～25 0 0

Impossible to reach 27 142
Total 195 892  

 

4.2.3避難場所を2ヵ所に設置した場合 

図16に示すように linkを整備せずに避難場所を小学

校の他にもう 1 ヵ所(北山)設け，2 ヵ所の避難場所のど

ちらかに向かって避難する．各 node から 2 ヵ所の避難

場所に向けて避難する時，避難場所までの所要時間が少

ない方を各 node の目標として選択する．そして避難場

Elementary 
school 

Elementary 
school 

Time distance（min） Node Number
0～5 15 15

5～10 60 251
10～15 38 213
15～20 43 201
20～25 12 61

Impossible to reach 27 151
Total 195 892

Moved distance（m） Node Number
0～300 24 127

300～600 64 270
600～900 36 195

900～1232 44 158
Impossible to reach 27 142

Total 195 892

Moved distance（m） Node Number
0～300 27 158

300～600 95 477
600～900 45 115

900～1232 1 0
Impossible to reach 27 142

Total 195 892
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所までの所要時間が最も少なくなる経路を通り避難した

場合の解析結果を図17に示す．図13のような迂回傾向

は改善され，2 ヵ所の避難場所に向かって避難経路が

tree状に収束していることが分かる．表7，表8にnode
数と人数を所要時間別，移動距離別に示す．避難場所を

2 ヶ所設置することで迂回傾向を改善し，避難場所 2 ヵ

所の解析結果である表7より，安全に避難可能な人数が

全体の30％から66％に増加していることが分かる． 

 

 
Fig. 16 Evacuation place addition  Fig. 17 Analysis result 

Table 7 Time distance    Table 8  Distance 
Time distance（min） Node Number

0～5 36 155
5～10 108 430

10～15 24 165
15～20 0 0
20～25 0 0

Impossible to reach 27 142
Total 195 892  

 
4.2.4避難場所を4ヵ所，linkを整備した場合 

以上のような対策を更に改善し組み合わせ，図 18 に

示すように太線の linkを整備し，避難場所を４ヵ所に設

置したと仮定する．各 node から避難場所までの所要時

間が最も少なくなる経路を通り避難した場合の解析結果

を図 19 に示す．4 ヵ所の高台に向かってそれぞれ tree
状に集合する避難経路となり避難場所手前の混雑も改善

できている． 
表9，表10にnode数と人数を所要時間別，移動距離

別に示す．避難場所を増やし，比較的重要な linkを整備

することで迂回傾向がより改善し，解析結果である表 9
より，安全に避難可能な人数が全体の 30％から 88％に

増加していることが分かる． 

この解析結果を各node で判断すると図 19 において，

○が安全に避難できるnode，△が避難はできるが10分

以上かかってしまうnode，×が避難不可能であるnode
を示す．これより，×と△の node からの避難経路の更

なる改善が必要である． 

 

Fig. 18 Improved links and 4 place  Fig. 19 Analysis result  
Table 9 Time distance     Table 10  Distance 

Time distance（min） Node Number
0～5 89 445

5～10 85 340
10～15 6 23
15～20 0 0
20～25 0 0

Impossible to reach 15 84
Total 195 892  

 

５．結  言 
本研究によって得られた結果は次の通りである． 

(1)link の閉塞率を考慮した避難経路網の数値解析結果

は次の3点である．①最短距離経路網とは異なり，大き

く迂回する．②通行量の多い linkは，比較的に広幅員で

ある．③到達距離，到達確率が求められる． 
(2)通行可能な link および歩行速度低減率を考慮した最

短所要時間経路網の数値解析結果は次の4点である．①

大きく迂回する．②上ノ加江小学校に向かって，tree状
に集合する．③通行量の多い linkは，比較的に広幅員で

あり，細街路の利用も含まれる．④避難可能な人，到達

距離，到達所要時間が求められる． 
(3)閉塞する危険性を考慮あるいは閉塞判定および歩行

速度低減率を考慮した数値的・視覚的避難経路解析法は，

避難誘導計画策定に資することが可能と考えられる．混

雑度の影響を更に検討する必要もある． 
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Moved distance（m） Node Number
0～300 58 286

300～600 102 451
600～900 8 13

900～1232 0 0
Impossible to reach 27 142

Total 195 892

Moved distance（m） Node Number
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