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The occurring probability of the Nankai earthquake that will be 8 magnitude or more 

is estimated about 50% by 2030. In this paper, using Multi Agent Simulator (MAS) the pur-
pose of this research is an evaluation of the evacuation activity plan from the tidal wave. 
Geographic Information System (GIS) is an effective means to propose the evacuation guid-
ance plan to the citizens. However, it cannot be evaluated that whether the evacuation activity 
is smooth when using the GIS method, because of static state. In this research, to deal with 
this problem, study results of GIS are modeled for MAS that able to dynamic simulation. 
Evaluated and verified that the effect of with or without emergency drill, current state of 
evacuation guidance plan, blockage road improvement, and addition of shelter by using MAS. 
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１．緒  言 

1.1 南海地震の概要 

南海地震の発生確率は，政府の地震調査研究推進本部

地震調査委員会が発表したものによると，2009年1月1
日を基点とし，10 年以内で 10%程度，30 年以内で
50-60%程度，50年以内で 80-90%程度とされている 1)．

この地震は，100年から150年の周期で繰り返し発生し
ており，本県も大きな被害を受けている．昭和 21 年の
南海地震では，死者679人，負傷者1,836人という全国
で最大の被災地となった．近い将来発生すると予想され

る南海地震に対して，高知県では過去最大規模である安

政の南海地震相当M8.4の規模を想定している 2)．その

際の高知県内の最短津波到達予想時間は，25分以内とさ
れており短い時間である． 
1.2 避難計画の課題 

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．高台を与件とし，高台に向かう避難経

路の選択に関する問題が現在の課題であると考えている． 
避難誘導計画策定のためには，その地域の地理情報が

必要である．地理情報を活用するツールとして，GIS 
(Geographic Information System)がある．GISとは広
義には「実世界を空間的に管理することにより，より合

理的な意思決定を行おうとするアプローチ全般」を意味

するが，狭義には「空間情報を作成・加工・管理・分析・

表現・共有するための情報テクノロジー」を意味する． 
本研究では，既に実施されたGISによる上ノ加江地区
の静的な分析結果について，スムーズな避難の可否を検

証するために，MAS(Multi Agent Simulator)により動的
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な分析を行った．MAS を用いた動的シミュレーション
により，避難訓練や避難誘導計画の効果を分析すること

を目的とした．  
２．Multi Agent Simulator 

2.1 マルチエージェント手法の背景 

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，しかしその反面これでは解決できな

い現象が世の中に多数存在している．その中の1つに複
雑系現象がある．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

ことを指している 3)． 
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

げていく手法である． 
2.2 MASの構成要素の概要 

2.2.1 MASの階層構成 

本研究は株式会社構造計画研究所のMASを用いる．
以下，株式会社構造計画研究所のMAS について述べる．
MAS のプログラム構成は階層構造であり，最上位には
WORLD エージェントが存在する．WORLD の下階層
に｢空間｣や｢エージェント｣，｢変数｣を配置し，シミュレ

ーションを構成している．シミュレーションの実行に際

して，エージェント生成時に1度だけ実行され，各エー
ジェントに対して初期値を与える関数Agt_Initと， ス
テップ毎にシミュレーションが終了するまで繰り返し実

行される関数 Agt_Stepとに分かれている．その他の関
数は必要に応じてユーザ自身が自由に定義することがで

きる．記述ルールには「エージェントルール」と｢共通ル

ール｣がある．｢エージェントルール｣は該当エージェント

のみ参照可能であり，「共通ルール｣は全てのエージェン

トが参照可能である．二次元表示マップや数値出力によ

ってエージェントの動作を視覚的に捉えることができる． 
2.2.2 エージェントと空間 

構成要素のうち、特に主体性をもち自律的に行動する

ものをエージェントと呼ぶ．エージェントという用語は

多くの分野においてさまざまな意味で使われるが、最も

適切な表現といえば、行為者や代理人など、独自の目的

を持ち、それを効率的な方法で実現しようとする、実行

主体といえる 4)．MASは簡単な操作でこのようなエージ

ェントを複数配置し，シミュレートさせることが可能で

ある． 
エージェントルールとは，エージェントが動作する上

での規律のことである．エージェントはこれをもとにシ

ミュレーション上で動作する．変数の中身は変化するが

エージェントルールはユーザが設定し直さない限り変化

しない．このルールにはエージェントが生成される時に

1 回実行される「初期ルール(Agt_Init)」，シミュレーシ
ョンのステップ毎に実行される「実行ルール(Agt_Step)」，
ユーザが独自に定義する「ユーザ定義関数」がある． 

WORLDエージェントは，このシミュレーション上で
基準となる最上位の特殊エージェントである．この中に

コンポーネントを定義してシミュレーションモデルを作

成していく．必ずしも空間が伴う必要はなく，空間が伴

わない抽象的なモデルも構築可能である． 
空間とは，エージェントや変数を配置する場所である．

現バージョンのMASでは二次元空間でサポートされて
いる．「格子モデル」と「六角形モデル」の 2 種類から
選択し，空間の端点は，座標が空間の範囲を超えたとき

反対側にループさせるか否かを設定しなければならない．

「ループする」に設定すると，右端で消えたエージェン

トが左端から再び現れるようになる．ただし，この機能

はMASの持つ関数の中でのみ有効なのでプログラム側
では別に処理を行う必要がある． 
2.2.3 コンポーネントと変数 

MAS では，シミュレーションに用いる要素全てを一
元的にコンポーネント（構成物）と呼んでいる．コンポ

ーネントツリーは，プログラムの階層構造を樹形図のよ

うに表したものである．WORLDの下の階層に「空間」
や「エージェント」，「変数」などを配置していく． 
ユーザが構築しようとしているコンポーネントの集合

のことをモデルという．（コンポーネントを配置し，ルー

ルを設定し，出力などの設定も完了した状態をモデルと

呼んでいる．）コンポーネントのうち「WORLD」「空間」
「エージェント」は，自分の下の階層にコンポーネント

を内包することができる．キャンバスは，この階層関係

をアイコンで示したもので，コンポーネントツリーと同

期している． 
変数は，各コンポーネントが持っている情報や状態を，

数値や文字の形で格納しておく場所で，導入前に型宣言

が必要である．型には整数型・実数型・文字型などがあ

り，扱う情報の種類に合わせて，適切な変数を用いる必

要がある．ローカル変数は，エージェントルール内での

み一時的に使用される変数であり，他のエージェントが

知ることは出来ない． 
2.2.4 コントロールパネル 

コントロールパネルは，シミュレーションの制御，パ

ラメータの設定を行う．シミュレーションの制御で可能
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Northern part 

Center part 

Southern part 

な操作は｢実行｣，｢ステップ実行｣，｢一時停止｣，｢停止｣

であり，パラメータの設定は WORLD 直下の変数につ
いてのみ可能である．設定されたパラメータは実行中に

変更することができる．設定の種類には｢ボタン｣，｢トグ

ルボタン｣，｢スライドバー｣，｢直接入力｣がある．出力画

面設定の種類には｢時系列グラフ｣，｢棒グラフ｣，｢二次元

表示マップ｣，｢数値画面出力｣，｢ファイル出力｣がある． 
2.2.5 組み込み関数 

モデルを作成しようとするとき，プログラムを組む上

で様々な処理を行える関数が必要となってくる．MAS
には組込み関数と呼ばれる予め定義されている関数があ

り，これを用いてプログラムを組んでいく．組み込み関

数には数値計算関数等，一般的なものから，MAS 独自
のエージェント関数，コレクション関数，空間関数，文

字列操作関数，ファイル入出力関数などがある 5)． 
今回の研究で作成したプログラムは，一般に用いられ

る事の多い if文や subルーチンの他にも，エージェント
に通過経路などを記憶させるための文など，MAS 独自
の関数を多く取り扱った． 
３．上ノ加江地区の概要およびMASモデル化 

 3.1 MASモデル化のための基本概要 

3.1.1 上ノ加江の概要 

上ノ加江は，南北約1km，東西約250mの市街地に夜
間人口 892人，65歳以上人口の高齢化率約 4割，道路
総延長9278.4mのうち幅員2.0m未満道路は約38.5%を
占める．昭和 56 年以前の旧耐震基準による木造住宅の
割合は80.3%である 6)． 

3.1.2 道路網とモデル空間の作成 

本研究でモデルにする地理情報及び避難路解析は本校

専攻科の卒業生の，岡林優太氏の研究である「道路網リ

ンクの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-上ノ加江を事例として-」7)のデータを用

いる．Fig.3.1 は，上ノ加江の上空写真である．Fig.3.2
は，上ノ加江のGIS道路網のリンクとノードである．空
間はGISより得られた道と，避難場所のデータを参考に
作成した．また，空間の作成は，道，閉塞路及び人エー

ジェントと，避難場所のエージェントを用いて作成した．

作成した空間をFig.3.3に示す． 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 3.1 Aero photograph   Fig. 3.2 GIS data   Fig. 3.3 Modeling 

 of Kaminokae      of Kaminokae        of Kaminokae 

3.1.3 道エージェントの基本行動ルール 

道エージェント（以下道）は，自分の隣（上下左右）

に他の道が3つ以上存在する場合，自分と同じ位置に分
岐点の要素を発生させる．その際に発生した分岐点は，

発生順に固有の番号が付けられる． 
3.1.4 人エージェントの基本行動ルール 

本研究では，地域的な比較を行うために，北部，中央

部，南部の3ヶ所からそれぞれ30人（計90人）の人エ
ージェント（以下エージェント）が避難行動を開始する． 
エージェントは進行方向に道及び分岐点がある場合は，

前進することが出来る．もし道及び分岐点が無い場合に

は方向転換の行動を行う．また道を通過する場合は，通

過した道を記憶する．分岐点ではまずその分岐点の固有

の番号と経路候補を取得し，次に自分の通過した道の記

憶を読み込み，経路候補に通過した道がある場合は，そ

の経路を候補から削除する．そして，残った経路候補を

ランダムに選択する．また，全経路候補を複数回通過し

た記憶がある場合は，その候補の内，最も通過回数が少

ない経路を選択する．なお全候補を同じ回数通過してい

る場合は，ランダムに選択をする．他のエージェントが

進行方向にいる場合は，ランダムに折り返すか，すり抜

けるかを選択する． 
3.2 閉塞および改善道路網モデル空間の作成 

3.2.1 現状の道路網の閉塞を考慮した場合 

 避難経路解析の結果より閉塞する避難路を取得し，3.1
で作成したモデルに変更を加える．変更したモデルを

Fig.3.4に示す．Fig.3.5の青色の経路が通行可能な経路
である．また黄色の点は北部，中央部，南部のエージェ

ントの初期位置である． 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3.4 Modeling  Fig. 3.5 Passable links and starting points 
3.2.2 迂回の要因となる閉塞区間を改善した場合 

避難経路解析では，上ノ加江中央部の閉塞路が避難経

路網に特に影響を与えているとして解析を行った結果，

避難可能人口が増加したことが分かっている．そのため

本研究では，マルチエージェントモデルを用いた場合で

も同様の結果が得られるのか，シミュレーションを行う．

避難経路網で特に影響を与える中央部の閉塞路を整備し

たモデルを作成する．変更したモデルをFig.3.7に示す． 
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Fig. 3.6 Before improvement      Fig. 3.7 After improvement 
3.2.3 避難困難な地域に避難場所を追加した場合 

避難経路解析より，上ノ加江北部に高台（北部）を設

置した場合，安全に避難できる人数が増加する結果を得

られているので，本研究でも同様の条件を与え，避難行

動の変化を調べる．3.2.2で作成したモデルに避難場所を
設置する．変更したモデルをFig.3.9に示す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.8 GIS data     Fig. 3.9 Modeling 
3.3 避難訓練有無の区分 

3.3.1 避難訓練有の場合の集団行動ルール 

従って，避難誘導計画は，Fig.3.10，Fig.3.11，Fig.3.12
に示す最短所要時間の避難経路網に沿って，小学校ある

いは追加避難場所まで避難誘導する3通りの計画であり，
出発地点を，Fig.3.5に示す北部，中央部，南部の3地点
に集約している．また，避難訓練の有無のうち，有の場

合は Fig.3.10，Fig.3.11，Fig.3.12 のいずれかに示す最
短所要時間の避難経路網に沿って，小学校あるいは追加

避難場所まで避難移動しようとする行動である． 
 
    
    
    
    
    
    
    
Fig. 3.10 Passing    Fig. 3.11 Passing route  Fig. 3.12 Passing route 

route (Current)      (Improved road)      (Shelter addition) 

3.3.2 避難訓練無の場合の個別行動ルール 

避難訓練無の場合は，最短所要時間の避難経路網に関

する情報がなく，個々に判断しながら，Fig.3.5に示す通
行可能リンクあるいは改善避難路に沿って，できるだけ

早く小学校あるいは追加避難場所まで避難移動しようと

する行動である．ここでは，個々の判断は2つのパター
ンとした．1 つ目は，被災後の道路網は一変し，平常時
の記憶や情報は役に立たないと仮定して，交差点での経

路選択をランダムとした．ただし，通過経路を記憶して，

最悪でも全ての経路を探索すれば避難場所に到達できる

とした．2 つ目は，平常時の情報として，出発地点を基
準に避難場所の方向を与え，避難場所に近い交差点から

順次，避難場所方向の選択行動を優先する標識を約 20
基設置した．平常時の標識に従って行動し，袋小路であ

れば戻り，同じ標識に従わず，新たな経路を探索すると

した． 
４．動的MASシミュレーション解析 

4.1 道路および避難場所の条件設定 

道路および避難場所の条件設定は Table4.1 に示す
Case1，Case2，Case3の 3通りとする．シミュレーシ
ョンはTable 4.1に示す各Caseについてそれぞれ5回ず
つ行い，終了時の脱出者数と終了ステップ数，及び脱出

者数の時系列的な増加について調べる． 
Table 4.1 Case of simulation 

Number of people Condition of escape route Shelter 
Case1 30×3 Considered blockage One place
Case2 30×3 Improved part of blockage One place
Case3 30×3 Improved part of blockage Two places  
4.2 避難訓練および事前情報無の場合 

避難訓練および事前情報無の場合は，エージェントは

ランダムな避難行動を取るものとしている．この場合，

エージェントは最初から避難場所と反対方向に向かった

り，避難場所の近くの交差点でウロウロする様子が観察

される．また少数ではあるが，スムーズに避難場所に到

達するエージェントも観察される．このランダムな避難

行動について，Table 4.1の3通りの条件で実行したシミ
ュレーションの結果とその様子をFig.4.1-Fig.4.4に示す．
グラフの縦軸は避難完了者数，横軸は時間の経過を示す

ステップ数である．グラフ中の3本の曲線はそれぞれ北
部，中央部，南部を出発点とした場合の5回のシミュレ
ーションにおける避難状況の平均値を示している．また，

北部，中央部，南部の曲線の上下関係を，図中にその順

番で凡例を示す．Case1の Fig.4.1では，北部のエージ
ェントは避難場所へ移動する最短経路が閉塞しており，

迂回をしなくてはいけないために，避難出来たエージェ

ント数は他のエージェントより少ない一番下の曲線とな

った．次にCase2のFig.4.2の閉塞路の一部を改善した
場合は，北部及び中央部のエージェントが最短経路を通

Elementary school 
(Upland) 

Kitayama 
(Upland) 

To be improved  
road 
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過できるようになったので，避難者数は増加した．Case3
の Fig.4.3 の避難場所を北部に追加した場合は，北部と
中央部のエージェントが利用できる避難場所が迂回せず

に移動出来るようになったので，避難者数は増加した．

GISの避難経路解析では閉塞路を改善した場合と避難場
所の追加は避難者数の増加に大きな効果が出る結果であ

ったが，MAS を用いたシミュレーションではあまり効
果は大きくなかった．また南部のエージェントには閉塞

路の改善や避難場所の設置の影響は無いはずであるのに，

シミュレーションでは避難者数は減少していた．この理

由として，エージェントは分岐点での経路選択がランダ

ムであり，出口手前の分岐点の閉塞改善により分岐数が

増えたために，避難場所にすぐに移動できる人が減少し

たということが考えられる．また経路選択がランダムな

ため，出口の近くでも出口方向に移動しないので，全体

的に避難するのが遅くなった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1 Case1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.2 Case2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.3 Case3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.4 Appearance of simulation (Case3) 
4.3 避難訓練無の事前情報有の場合 

シミュレーションの結果よりMASでシミュレーショ
ンを行う場合には，分岐点での方向選択が完全なランダ

ムでは上手く出来ないことが分かった．分岐点での方向

選択が完全にランダムな人というのはその土地に関して

情報を持っていない人である．もしその土地の情報を持

っている人であればある程度は経路選択に優先順位があ

るはずである．そのためヒューリスティックの要素を加

え，エージェントの分岐点でのルールを経路選択に優先

順位をつけるルールに修正した． 
4.3.1 上下方向の優先付け 

 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． 
4.3.2 標識を用いた土地の情報 

 土地の情報を持っている人は，経路選択では避難場所

に近づく経路を選択するのが普通である．そのため今回

は，普通はこの経路を選択，もしくは選択しないだろう

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，

各標識に有効回数を定めた．Case1及び 2の場合は 20
個，Case3の場合は25個の標識を設置した． 
4.3.3 シミュレーション結果 

シミュレーションの結果とその様子を Fig.4.5-Fig.4.8
に示す．まずCase1のFig.4.5の閉塞を考慮した場合，
北部エージェントは優先方向に従い中央部の最短経路を

移動するが行き止まりのため，引き返し迂回行動をとる

ために他のエージェントに比べて避難者数が少なかった．

次にCase2のFig.4.6の閉塞を改善した場合，北部及び
中部のエージェントは最短経路を移動できるので避難者

数は増加し，脱出する時間も減少した．最後にCase3の
Fig.4.7の北部に避難場所を追加した場合，北部のエージ
ェントは避難場所が近くに出来たために脱出者数，脱出

時間はCase2よりよくなり，1000ステップ以内でほぼ
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全員が避難できた．また中央部のエージェントは北と南

のどちらに移動しても避難場所があるので北部エージェ

ントと同じような結果になり，1000ステップ以内でほぼ
全員が避難できた．南部エージェントは閉塞路の影響や

避難場所の追加は関係が無いので全ての Caseにおいて
同じような結果になることが分かった． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.5 Case1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 Case2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7 Case3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4.8 Appearance of simulation (Case3) 

4.4 避難訓練有の場合 

 避難訓練の経路は安全という仮定で，エージェントが

避難訓練通りに行動をした場合に，津波到達予想時間ま

でに逃げ切れるかどうか確認することにした． 
4.4.1 エージェントルールの変更点 

分岐点ではランダムではなく Fig.3.10，Fig.3.11，あ
るいはFig.3.12のいずれか可能な決まった経路を選択す
る．また，他のエージェントとぶつかったときにランダ

ムに折り返すか，すり抜けるというプログラムを排除し，

列になって移動することができるようにした． 
4.4.2 シミュレーション結果 

シ ミ ュレ ーシ ョン の結 果と その 様子 を

Fig.4.9-Fig.4.12に示す．Case1のFig.4.9では，避難場
所の前でエージェントの列が立ち往生していた．そのた

め，全員が避難するまでに約300ステップ近くかかった．
Case2のFig.4.10でも避難場所の前でエージェントの列
が立ち往生していた．閉塞路を改善したために北部のエ

ージェントが中央部のエージェントの前にでることがあ

ったため，グラフが交差したと考えられる．この場合も

全員が避難するまでに約300ステップ近くかかっている．
Case3のFig.4.11では，避難場所の前でエージェントの
列が立ち往生することに対して改善されており，スムー

ズに避難できていると考えられる．全員が避難するまで

のステップ数も約170ステップとCase1，Case2に比べ
減少していることがわかる． 
 エージェント全員が避難場所に到達するのに Case1，
Case2の場合は約300ステップ，Case3の場合は約170
ステップ必要な事が分かった．このステップ数より早く

避難するのは不可能なので，エージェント全員が避難す

るためには最低170ステップ必要ということになる． 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.9 Case1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.10 Case2 
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Road condition Walking speed(m/s)
Rubble 0.621

Collapsed block wall 0.827
Without hurdle 0.931

Average 0.793

Link Length Number of cells Length of 1 cell (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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.11 Case3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.12 Appearance of simulation (Case3) 
4.5 MAS分析結果と津波到達予想時間の比較分析 

4.5.1 時間とステップ数の関係 

 上ノ加江では地震発生から 25 分で津波が到達すると
されており避難猶予は20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，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，
あるリンクの長さをGISデータから取得し，そのリンク
がMASにおいて何セルで表されているかで計算する．4
ヶ所のリンクで計算した結果，1 セルの大きさは平均
6.421m であった．人の移動速度は瓦礫の状態によって
変化するが本研究では平均値を用い，移動速度を 0.793 
m/sとした．1ステップにエージェントは 1セル移動す
るので，1ステップの時間は6.421 m／0.793 m/s＝8.097
秒となる．また20分は1200秒／8.097秒＝148ステッ
プである．Table4.2，Table4.3に歩行速度とセルの大き
さを示す． 

Table 4.2 Walking speed      
 
 
 
 
 

Table 4.3 Size of cell 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2 結果及び考察 

  Fig.4.13のシミュレーション解析結果は，縦方向に北
部，中央部，南部，横方向に避難計画の現状解析(Case1)，
避難路改善(Case2)，避難場所追加(Case3)の場合として，
合計9個のグラフを示す．またこのグラフには津波到達
が予想される148ステップに，破線を追加した． 

Case3の「避難訓練有」では全体の約9割が，津波到
達までに避難できる．しかし，北部脱出者に限っては，

Case1では「避難訓練有」でも避難できず，Case2でも
約 6 割しか避難できなかった．「避難訓練無の事前情報
有」の場合は良くて全体の約 1 割程度，「避難訓練無の
ランダム」の場合は，ほぼ避難できていないことがわか

った．  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.13 Simulation analysis result 
4.6 事後情報有の場合の行動ル－ルとその結果 

これまでのいずれの行動ルールでも，事後情報によっ

てエージェントは必ず避難場所に行きつくものとしてい

る．この事後情報を共通の情報として扱う行動ルールを

設定し，事前情報のみよりも早く避難場所に行きつく場

合を想定した．「事後情報有」の場合は，「避難訓練無の

ランダム」の行動ルールに加えて，避難時の共助として，

交差点での経路選択の記憶をすべての人が共有し，交差

点における枝線の選択の際に，最も選択回数が少ない経

路を選ぶものとした．しかしその結果は，避難者全員の

避難所要時間の平均値を増加させるものとなったため，

今後，事後情報の効果的な活用法を検証する必要がある． 
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５．結  言 

本研究の課題は，津波からの避難行動計画の評価およ

び検証方法の提案である．避難誘導計画を市民に提案す

る有効な手段としてGISがある．しかし，GISを用いた
方法では，避難行動がスムーズであるか否かという評価

ができない．本研究では，この課題に対応するために，

GISの研究成果を，MASを用いて避難訓練の有無や避
難誘導計画の現状および閉塞路改善，避難場所の追加に

よる効果を評価，検証した．具体的には，GISを用いた
静的な分析によって得られた改善計画を評価するための

避難住民の動きを表現することのできる動的なMAS分
析モデルを作成することである． 
①まず，上ノ加江地区の道路網を GIS モデルと同様に

MASモデルとして作成することが出来た． 
②上ノ加江地区の人口892人の分布は，GISモデルでは
ほぼ再現しているが，MASモデルでは 892人のエー
ジェントを表現することが困難であり，北部中央地点

30人，中央部中央地点30人，南部中央地点30人の3
ヶ所とした．そのために，最大 30 ステップの避難開
始遅れが生じている．今後改善すべき課題である．な

お，北部，中央部，南部の地域差など，GISモデルの
分析結果とほぼ同様の，閉塞路改善や避難場所追加に

よる効果を示すことが出来た． 
MAS 分析モデルで得られた結果は，既に述べたよう
に次のようになる． 
③「避難訓練無のランダム」，「避難訓練無の事前情報有」，

「避難訓練有」の全ての場合において，北部，中央部，

南部の地域の違いによる効果など，閉塞路改善，避難

場所追加による効果が見られた．  
④「避難訓練無のランダム」の場合は，どの Caseにお
いても，ほぼ全ての人が津波到達までに避難できなか

った．また，「避難訓練無の事前情報有」の場合も，全

ての Caseにおいて，ほとんどの人が津波到達までに
避難できなかった． 
⑤「避難訓練有」の場合，中央部脱出者，南部脱出者は

全ての Caseにおいて，津波到達までにほぼ全ての人
が避難できたが，北部脱出者に限っては，Case1で避
難できた人はなく，Case2で約6割，Case3では全て
の人が避難できた． 
⑥「事後情報有」では，避難時の共助として，交差点で

の経路選択の記憶をすべての人が共有し，他の人の事

後の経験情報を活かして経路を選択するように行動ル

ールを設定し，事後情報の共有を試みたが，他の人の

事後の経験情報が必ずしも有用ではなく，シミュレー

ションの結果として，避難者全員の避難所要時間の平

均値が増加する事となった． 
なお，④の理由としては，「避難訓練無」の場合，閉塞

路や避難場所を整備したことによる効果が得られたもの

の，避難場所と逆方向に向かう挙動や，避難場所近くの

交差点でウロウロする様子が観察されたことがあげられ

る． 
 ⑤の理由としては，北部脱出者が「避難訓練有」の最

適避難経路網に沿って避難行動をする場合，スムーズな

経路選択であるにもかかわらず，経路距離が長いために，

現状のままではほとんどの人が津波到達までに避難する

のが困難であったことがあげられる． 
⑥については，経験情報の共有が有効であると仮定し

たが，結果的に避難所要時間が逆に増加することとなり，

誤情報となる危険性を示していた．震災直後の地域の

人々を避難する側と避難所側の2つに区分したとき，今
回は，避難する側のエージェントの交差点における点の

情報を共有するとした結果であるが，線あるいは面の情

報の共有方法を検討する必要がある．現在，その具体的

なアイデアを見出せていない．それ故，「稲むらの火」の

ように，避難所側の積極的な誘導が必要であると考えて

いる． 
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