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交通制御による災害避難の
効率化シミュレーション
鈴木

勉，長谷川

大輔，若林

建吾

災害発生時に遅滞なく迅速に避難するにあたり，豪雨水害といった被害が広域に及ぶ場合には，自動車による
避難が有効であると考えられる．しかし，自動車と歩行者の動線が錯綜すると，かえって混乱を招く可能性もあ
るため，効率的な避難のためには，歩行者の動きも考慮した交通制御が重要な役割を果たすものと考えられる．
本稿では，自動運転技術の進化を睨みつつ，自動車と歩行者の錯綜を回避する経路誘導，さらには自動運転による
隊列走行制御による効率化の効果を，常総市を対象とした災害避難の交通流シミュレーションに基づいて論じる．
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1.

自動車であり，避難時にも自動車が利用されたのは自

はじめに

然なことである．しかし，東日本大震災のときにも見

2015 年 9 月関東・東北豪雨では 80 を超える河川が
氾濫した．なかでも，茨城県常総市では，鬼怒川の堤

られたように，一斉に自動車による避難を行うと，渋
滞が発生する可能性がある．

防決壊により市の面積の半分近くが浸水し，床下浸水

そこで，本稿では，災害に遭った水海道地区を対象

を含め被害を受けた家屋は 8,300 戸に上り，浸水域で

に，衛星画像をもとに車道ラインと歩道エリアをトレー

孤立した約 4,000 人以上がヘリコプターなどで救出さ

スして道路ネットワークを再現し，交通マイクロシミュ

れる事態となるなど，甚大な被害を受けた．入江 [1] は

レータ VISSIM 9.0 および VISWALK 9.0 を用いて

面接調査によって，住民の半数以上が自宅などから避

自動車と歩行者の錯綜を反映した避難シミュレーショ

難場所などへの「立ち退き避難」をしていたが，自宅

ンを行い，経路誘導や隊列走行などの交通制御の導入

などにとどまる「屋内安全確保」を選択した人も 38％

の有用性を示す．

を占め，このうち高齢者などの要援護者を抱える人を
中心に半数以上が結果的に孤立したことを明らかにし

2. 交通制御による避難効率化の可能性

ている．地域の水害リスクの認識を高めることに加え

近年の ICT 技術の進展によって，車両情報を活用し

て，避難を迅速に行うことができるような対策の重要

た信号制御・車車間通信など自動車交通流改善の実装

性が改めて示されたと言えよう．

への応用が期待されている．

迅速な避難のためには自動車利用の役割は大きい．

情報技術を活用した交通制御としては，自動車の場

鬼怒川と小貝川との間に位置する水海道地区では，地

合，車車間，路車間通信による車両制御と交通状況の

区のほとんどが水没し，住民の多くは標高の高い鬼怒

提供による経路誘導が挙げられ，以前からその有効性

川西側に位置する学校に避難した．住民の行動記録に

が示されている．たとえば，小川と秋山 [2] は，VICS

よると，避難時は原則徒歩と定められているにかかわ

などの車載情報提供機器を活用したリアルタイムの交

らず，避難時に使用した交通手段の約 9 割は自動車で

通状況を把握した経路選択が可能である状況を想定し，

あった．日常時の水海道地区の住民の主な移動手段は

仮想的な格子状道路を対象に経路誘導による走行時間
の短縮を図り，結果として，車載器の普及による経路
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誘導は同一の起点–終点 (origin and destination; OD)
の組に対して，別経路に誘導することが効果的である
ことを示している．対象が自動車のみであることや，
現実の道路網を想定した交差点による遅延や交通手段
の違いによる影響を考慮することが課題とされており，
適切な経路別の誘導量を検証していくことが効率化に
つながると考えられる．
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また，歩行者の場合は，避難システムなどのアプリ

通量（全体で 8,642 人）とする．水海道地区内の全人

ケーションによる経路誘導などが挙げられる．たとえ

口が同時に避難する場合を最悪のケースとして想定し，

ば，衣笠と仲谷 [3] は，歩行者に対する情報提供によ

以下，計測を行う．

る時差の経路誘導の効果をシミュレーションによって

3.2 避難経路の設定

計測を行い，需要の集中を抑える避難誘導システムを

避難の出発地は，上記 500 m メッシュの中央の点と

提案している．ただし，歩行者のみの避難を対象とし

する．一方，目的地は，鬼怒川決壊時の住民の行動調

ており，幅員や交差点の影響を考慮することが課題と

査に基づき，歩行者については高台にある市内の避難

なっている．

所（図 2 左）
，自動車での避難者についてはこれらの避

これらは，交通手段別の検討であるが，特に災害避

難所または地区外（図 2 右）のいずれかであるとし，

難時には，多様な交通手段が混在するマルチモードで

最短経路で向かうものとする．水害時の住民の行動実

の検討が必要となってくる．たとえば，佐藤と鈴木 [4]

態を参考にして，発生交通量のうち，徒歩で避難する

は，津波避難時における歩行者と自動車が混在した避

住民が 10％，自動車で避難する住民が 90％（避難先

難を想定したシミュレーションを行い，歩車間の影響

は市内避難所と地区外が半々で 45％ずつ）という状況

をなくすためにそれぞれの利用領域を制限することで

を基準とする．避難所へ到達するか，または浸水が想

避難可能領域の拡大が可能であると述べている．この

定される領域から脱出したら，避難完了とみなす．な

ように，非常時において一斉に移動するような状況下

お，道路データとしては，平成 21 年拡張版全国デジ

では，異なる交通手段，特に歩行者と自動車の利用す

タル道路地図データベースを用いる．

る道路の設定や制御方法の観点が重要となると考えら
れる．

歩行者は最寄りの避難所，自動車は使い慣れた道を
利用して遠くへと，交通手段で避難方向が異なる．そ

一方，近年は，自動運転技術の進歩によって車両制

のため，いくつかの地点で歩車錯綜が生じる．

御による交通流の効率化といった効果も期待される．

3.3 パラメータの設定

車車間通信の一つに ACC (Adaptive Cruise Control)

交通マイクロシミュレータ VISSIM 9.0，歩行者マイ

と呼ばれる速度制御による追従走行機能があり，この

クロシミュレータ VISWALK 9.0 を用いて歩車の錯綜

機能をさらに高度化したものに CACC (Cooperative

．VISSIM は追従モデルであるのに
を再現する（図 3）

ACC) がある．たとえば，星野ら [5] は CACC を用

対して，VISWALK はソーシャルフォースモデルが用

いて，車両間が加減速の情報を共有することで隊列走

いられている．ソーシャルフォースモデルでは歩行者

行が可能となり，スループットが向上されると述べて

を粒子として捉え，歩行者の加速度にほかの歩行者や

いる．こうした研究の対象はほとんどが高速道路であ

壁から受ける斥力を合成することで歩行者の進む向き

り，交差点の多い市街地やさまざまな車種の車両や歩

と力を算出することで，歩行者の挙動を再現している．

行者が存在する状況での活用には課題が残されている

シミュレータ上の道路ネットワークは衛星画像をもと

が，将来の技術進歩を見据えると，災害避難時の活用

に，VISSIM では道路をリンクとして，VISWALK で

による効果を検証しておくことも重要であろう．

は歩道をエリアとして作成する．

3.

シミュレーションによる避難完了時間の
推定

本稿では，若林ら [6] で用いている交通シミュレー
ションによって，避難が完了するまでの時間を推定す
ることにより，避難の効率性を評価した結果を示す．

シミュレーションにおける自動車と歩行者のパラメー
タの設定値は，表 1 に示すとおりとする．災害時を想
定しているため，信号機は使えないものとし，交差点
では，①自動車同士間の場合，道路幅員の広い道路を
優先，非優先道路を利用する車両は 3 秒間一時停止，
②幅員が同じ交差点の場合，全方向一時停止を行い，

3.1 対象地区と発生交通量

FIFO で通過，③自動車と歩行者の場合，歩行者の横

茨城県常総市水海道地区を対象地区とする．図 1 に

断を優先，というルールで動くものとする．

対象地区の道路網の構成と人口分布を示す．携帯電話

自動車と歩行者の錯綜は VISSIM と VISWALK を組

の台数に NTT ドコモのシェアを加味し， 1 時間ごと

み合わせることで再現可能である．横断歩道では VIS-

に滞在人口を推計したモバイル空間統計データを用い

SIM で作成した道路と VISWALK で作成した歩道を

て，500 m メッシュで集計した発災前の平日（2015 年

交差させ，歩道側に VISSIM で作成した道路を重ねる

9 月 1〜4, 7〜8 日）の 6 時の平均滞在人口を発生交

ことで，自動車側から見て歩行者を車両として認識さ
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図1

対象地区と人口分布（モバイル空間統計データ 500 m メッシュ 午前 6 時）

図2

せ，停車する仕組みである（図 4）
．

避難経路

全員が徒歩で避難する場合よりも自動車割合が 10〜

3.4 歩車混在避難による計測結果

30％の場合の避難完了時間のほうが短いことから，避

前述のとおり，自動車で避難する人の避難先は市内

難時に自動車を利用することで避難時間が短縮される

避難所と地区外が半々であるとしたうえで，全避難者

ことがわかる．しかし，自動車割合が 40％以上になる

のうち自動車を利用する人の割合（以下，自動車割合）

と，全員徒歩避難の場合よりも完了までの時間は長く

を 0〜100％の間で 10％刻みで変え，徒歩および自動

なり，自動車割合が増加するほど避難完了時間がより

車の避難完了時間を計測した結果を図 5 に示す．

長くなることがわかる．自動車利用は面積効率の面で
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表1

エージェントごとのパラメータ設定

移動手段
希望速度 [km/h]
サイズ L×W [m]
加速度 [m/s2 ]
減速度 [m/s2 ]

自動車
40〜45
3.75×1.99
3.50
−2.75

歩行者
2.56〜5.83
0.46×0.57
3.00
−3.00

図4

図3

歩車が錯綜するポイントでの歩行者優先

シミュレーションの様子

徒歩に劣るのと，交差点での減速効果が効くために，混
雑が発生すると，歩車間の錯綜および自動車間の渋滞
で避難時間の遅れが顕著となる．
経過時間ごとの避難完了人数の推移を図 6 左に示す．
すべての人が徒歩で避難する場合，避難が完了する人
が発生し始める時間が少し遅くなるため，グラフの形

図5

自動車の割合と避難完了時間（全体）

が線形に近くなる．自動車よりも徒歩だと速度は遅い
ので，避難完了までの時間が長くなるが，交差点では
歩行者優先というルールになっているため，避難所ま
での所要時間はほぼ一定である．

4. 交通制御による避難効率向上の評価
自動車と歩行者が同様の避難所に向かった場合，狭

自動車と歩行者別の避難完了時間を図 6 中および右

いエリアに歩行者も自動車も集まってくるために，歩

に示す．自動車のグラフは自動車割合が低くなるほど

車間の錯綜が発生しやすくなり，渋滞が起きやすくな

グラフの傾きが緩やかになっているが，経過時間に伴

る．したがって，自動車と歩行者の動線がなるべく重

う避難完了人数は自動車割合が低く歩行者割合が高い

ならないように経路誘導を行うことが有効であると考

ほど，歩行者との錯綜により，渋滞が発生して遅くなっ

えられる．そこでまず，経路誘導による改善効果を計

ていると考えられる．しかし，自動車割合が高くなる

測する．

と自動車間の影響が渋滞となって現れ，歩車間の錯綜

4.1 自動車の経路誘導による効果

を上回る不効率が生じ，最終的な避難完了時間が遅く

自動車の動線と歩行者の動線を分離することは，歩

なることが読み取れる．

車分離と称され，交通事故の削減などを目的に数多く

一方，歩行者の避難完了人数を見ると，歩行者の避

の事例があるが，この歩車分離は効率的な避難の実現

難完了時間を見ると交差点で歩行者優先のため，どの

のためにも有効な手段となりうる．そこで，ここでは

自動車割合でもほとんど変わらないが，避難完了人数

自動車と歩行者の錯綜を抑えるため，歩行者は地区の

は自動車割合が低いほど若干早い時間で避難が完了す

内部にある避難所への経路を，自動車は地区外への経

る．シミュレーション時の状況を見てみると，たとえ

路へと誘導し，避難所付近の交通の集中とそれによる

ば，図 7 に示す地点では，歩行者が継続して通過し続

錯綜を抑えることを想定し，避難時の経路誘導の効果

けるため，自動車の渋滞が長引く状況が発生している．

を測定した．歩行者 10％，自動車 90％として評価し
た結果を図 8 に示す．「対策なし」に対して，上述の対
策をとったものが，
「地区外最短距離誘導」で示される
グラフとなる．
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図6

経過時間と避難完了人数（左：全体，中：自動車，右：歩行者）

図7

図8

地区内避難における歩車錯綜による渋滞の発生例

交通制御による避難効率改善効果（左：全体，中：自動車，右：歩行者）

自動車を地区外へ誘導し，歩車錯綜を抑えることで

えられる．ここでは前節の経路誘導を行ったうえで，

避難完了時間が短縮しており，交通手段別に避難時の

交通渋滞の発生する箇所の交差点の一時停止をなくし，

目的地を変えることで避難の効率化が可能であること

隊列走行を実装した場合の避難効率の評価を行う．希

がわかる．シミュレーションを見ると，図 9 右上のよ

望速度を 40 km/h とし，先行車とほぼ同時に加速して

うに地区外への道の交通量が多くなって渋滞が発生し

3 メートルの車間距離を保った車群で走行するように

ている箇所も見られるが，避難完了時間は早くなり，自

．隊列走行を
シミュレーション上で設定する（図 10）

動車間の渋滞を一部容認してでも歩車錯綜を抑えたほ

行う道路は，地区外へ通じる国道・県道のみとし，交通

うが効率的であることがわかる．

量と経路は前節と同様とする．先に述べたように，地

4.2 自動車の隊列走行制御による効果

区外最短距離の経路を用いると幹線道路で渋滞が発生

経路を誘導することで，自動車は特定の道路に集中

することがあるが，ここに隊列走行を導入することで

する傾向が現れ，合流部では渋滞の原因となる．そこ

．図 8 の
渋滞を緩和させることができる（図 9 右下）

で，さらに自動運転技術を導入し，隊列走行を実現す

「地区外最短経路＋隊列走行」に示すように，避難完了

ることによって時間のロスを抑えることができると考

2018 年 7 月号

時間を一層早めることができる．
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図9

経路誘導による自動車渋滞の発生と隊列走行導入による渋滞緩和効果

短経路に誘導する場合よりもさらに自動車の避難完了
時間が短縮されている．避難所までの距離が長くなっ
たとしても，歩車錯綜を抑えた経路を利用することで
隊列走行がより効率的になることがわかる．

5. おわりに
図 10

隊列走行の設定

実際に水害のあった常総市水海道地区に対して，交
通制御による改善効果をシミュレーションを用いて計

4.3 地区内歩車錯綜を回避する経路誘導に変更した
場合

測・評価した．その結果，自動車避難の割合が増加す
るとより早い避難が可能になるが，過度の増加は渋滞

前節までは，自動車に対して地区外へ避難誘導する

を通じて効率の低下をもたらすこと，この点を克服す

際，最短距離を利用する経路を仮定している．しかし，

るために，自動車と歩行者の錯綜の少ない経路への誘

地区内で歩車錯綜が発生し，隊列走行の効果が十分に

導や，合流や交通の集中しやすい幹線道路での隊列走

．そこで，自動
発揮されない箇所が発生する（図 11）

行の導入が避難完了時間の短縮効果として有効である

車に対しては，隊列走行を効果的に行えるように歩車

ことなどを示した．

錯綜を抑えた経路を選択して利用することを考える．

近年の ICT 技術の進歩を実効性のあるものにするた

手順としては歩行者が利用する地区内避難所への経

めには，こうしたメカニズムを社会制度の設計に入れ

路に接するリンクに重みを与え，避難者発生ポイント

込んでいくことが必要である．とりわけ自動車は，平

から最短時間の地区外までの経路を算出する．歩行者

常時の移動手段としてだけではなく，災害のような非

の避難経路が交差しない経路が存在しない場合，なる

常時の避難支援・移動式電源・IoT 情報基盤といった

べく交差する回数の少ない経路を利用するものとする．

レジリエントな地域社会形成を支えるインフラとして

このようにして算出した経路（歩車錯綜対策経路と呼

の利活用が考えられ，今後，産官学の取り組みの進展

ぶ）を図 12 左に，さらに歩行者経路と重ねたものを

が期待される．

図 12 右に示す．地区内避難の経路と比較すると，錯
綜ができる限り抑えられた経路が算出されていること
がわかる．
図 8 の「歩車錯綜対策経路誘導＋隊列走行」のグラフ
が，シミュレーションの結果を示している．歩車錯綜
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図 11

図 12

地区内での歩車錯綜による自動車渋滞

歩車錯綜を回避した地区外への経路（左）と地区内経路と歩車錯綜対策経路との比較（右）
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