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観光客の津波避難経路選択について 
 －鎌倉市腰越地区をケーススタディとして－ 
Selection of tsunami evacuation routes for tourists 
 Case study in Koshigoe, Kamakura City 

伊藤	 渚生*・一ノ瀬	 友博** 
Sho ITO*･Tomohiro ICHINOSE** 

 
We analyzed tsunami evacuation routes and discussed appropriate evacuation guidance for tourists. We selected 
fifteen pairs as examinees who were students at Shonan Fujisawa Campus, Keio University and didn't live in 
Kamakura City. First, they decided an evacuation route from a starting point close to a beach and had to evacuate 
from the tsunami-affected area estimated by the government. We recorded their evacuation behaviors and locations to 
select a route. We classified the elements affecting the actions into two types, namely sequence and landmark. 
Moreover, we distinguished whether they could escape from the affected area within eight minutes, which is the 
shortest time of the tsunami reaching. As a result, six pairs could not escape within the time because they took the 
time to decide the route at some crossroads. The finding suggests that there should be evacuation signs to guide 
tourists to the closest hill. 
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1.背景 
	 中央防災会議では、円滑な避難行動のためのルール作成、津

波に強い街づくり、防災意識の向上を軸とする指針が出されてい

る。そして、この3つの軸を補強するための行政の施策や研究が

行われてきた。例えば高知県四万十町では子供達と共に避難訓練

の設計を行い、地域のお年寄りを巻き込み、避難訓練の実施やリ

スクに関する個別カルテの作成を行われた。この事例では地域の

コミュニティの醸成と防災リスクの認識を高める効果が望める
1）。津波に強いまちづくりという観点では、津波避難ビルとして

指定されたビルが東日本大震災以降の半年で約 2 倍 2）になり、

津波避難ビルの適切配置を検証する研究 3）も行われつつある。

しかしながらこれらはほぼ全てが住民に対する施策であった。津

波が想定されている海岸地域では湘南地域のように観光客も非

常に多い。そしてほとんどの観光客は土地勘がないとともに、防

災意識もあまり高いとは言えない4）。このような背景から、防災

に対する意識が教育されている住民と同様のアプローチを用い

た避難対策を行うことは適切ではないことがうかがえる。	

	 観光客や海岸利用者に対する津波避難対策の研究では、マルチ

エージェントシステムを用いて推定を行ったものや GPS で行動

観察を行ったものがある。前者の推定では現在行われている手法

で完璧に整備を行ったとしても一定量で避難成功率が頭打ちに

なることもわかった5）。後者では、避難誘導サインの効果と迷い

が発生する状況下の検証を行っている6）。	

	 しかし、避難中に何を判断基準として避難行動に影響を与えて

いるのか検証されているものは非常に少ない。	

そこで、本稿では観光客が避難する際の避難行動を決定してい

る要因を会話と行動に着目し、明らかにすることを目的とする。	

 

 

 

2. 手法 
2-1.研究対象地 

本稿では、鎌倉市腰越地区を対象とした。鎌倉市は毎年 2000
万人以上の海水浴客が訪れている。2017 年には由比ヶ浜、材木

座、腰越の3浜合計で約60万人程度が訪れている。 

鎌倉市は 2013年に観光客への津波避難ガイドライン 7)、2015
年に住民への津波避難ガイドライン 8)の作成を行い、避難誘導サ

インの設置、３Dの津波災害動画の作成、津波発生を想定した災

害弱者に対する避難行動訓練の実施などの津波防災避難対策を

行っている。しかしながら、このような対策を取りつつもハード

面では不十分な点が多い。例えば、観光地であることにより、防

波堤を作ることが困難であるため、津波避難ビルを指定すること

により、避難できる場所を増やし、対策を行っている。しかし、

避難ビル自体の指定数が少ない、または、津波避難ビルの高さが

津波の高さに対して不十分であり、効力を発揮できず、住民だけ

を対象としても十分に避難することができないという結果が出

ている 9)。そのため、観光客が避難するためには周辺の高台まで

逃げていく必要がある。 

そこで、海岸近くに丘陵地が多く、観光客にとって避難できる

可能性が高い腰越地区を対象とした。 

 

2−2．想定地震及び、避難可能範囲 
	 鎌倉市では 15種類の地震が発生する可能性が想定されてい

る。本稿で津波被害が最大となる（表−1）を採用した。なお、津

波浸水想定区域は、神奈川県県土整備局河川下水道部砂防海岸課

渚グループより提供を頂いたGISデータ 10)を用いた（図−1）。ま

た、避難をスタートする場所は、最も視野が開けていた神戸川下

流域（図―１	 星印）に設定を行った。 

また、津波が到達するまでに津波浸水域外に逃げることができ

たか検証を行うため、GISを用いて、スタート地点から避難する
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ことができる範囲を推定した。津波からの避難想定の場合、住民

を対象とした際には、避難するまでに数分の準備時間が必要であ

る 11)。ただし、観光客の場合は住民と異なり、避難のための準

備を行う必要性が無いため、最短到達時間の8分間逃げることが
できると仮定した。また、人の歩く速度については、2.38km/h

と設定し、津波到来までに避難することができる範囲を推定した

（図−2）。 
 

 
2−4.実験手法 

本稿では、観光客の避難を想定し、2人1組のグループを作成

し、9月〜10月にかけて晴れた日に避難行動実験を行った。これ
は、鎌倉市の観光客調査によると観光客のグループとして最も多

いグループは2人1組とされているためである 12) 。被験者は慶

應義塾大学湘南藤沢キャンパスの学生及び、文教大学湘南キャン

パスの学生のうち鎌倉在住ではなく、腰越地域についてあまりよ

く知らないものを15組30名選定した。 
被験者に対して事前に緊急避難場所及び津波避難誘導サイン

があるという情報は与えていない。これは、サインを探す行動を

促すことがないようにするためである。加えて、避難情報の有無、

津波到達時間、津波の浸水範囲についても情報を提供せず、地図

も配布しなかった。 

避難行動実験は何分間時間を空けて行った。先にスタートした

被験者の避難行動が次にスタートする被験者に見えないように

配慮した。まず、スタート地点より （図−１	 星印）より、周

囲を見渡した上で、どの場所に逃げるか質問した。その後、避難

中に考えていることを声に出してもらい、相手と相談しながら避

難してもらった。被験者には、2人が安全であると考える場所に

到達した時点で実験を終了した。被験者の音声は ICレコーダー

で録音し、後ろから避難の様子を撮影するとともに、GPS を用
いて避難経路を記録した。 

 

 
 

2−5.データ分析 

実験後、取得した GPSログの避難経路と津波浸水域を重ね合
わせ、被験者の避難経路の分類を行った。その上で、津波が到達

すると想定されている 8 分以内で安全な場所に避難できたか確
認した。録音した会話データを書き起こし、映像とGPSログを

照らし合わせた上で、どの地点において発言を行っているのか地

図上にプロットした。その際に、発言の内容を分類し、避難時に

何を見て経路を決定しているのか特定した。会話の中で分類した

要素は以下【表-２】の通り。 

 

【表-1】本稿で想定する津波 
最大浸水 
面積 

明応型地震 
相模トラフ沿い海溝型地震（西側モデル、

中央モデル） 
元禄型関東と神縄・国府津-松田断層帯の
連動地震 
による想定浸水区域を重ねた区域  

最大津波高 14.5m	 相模トラフ沿い海溝型地震（西側
モデル） 

最短到達 
時間 

8 分	 元禄型関東と神縄・国府津-松田断
層帯の連動地震 

 

 
【図-1】腰越地区における津波浸水範囲 

 
【図-2】避難可能圏域の推定 

 

【表-２】会話の分類 
要素 対象ワード（例） 内訳 

シークエンス

要素 

あっち 
方向について

言及している

もの。 

こっち 

そっち 

ランドマーク

要素 

小動神社 上記4つに関

しては避難場

所となってい

る。 

その他、具体

的な地物に関

して言及する

場合はこちら

に区分され

る。 

満福寺 

東漸寺 

腰越小学校 

神戸川 

海 

高台 
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3. 結果 

3-1. 避難結果 

	 被験者の最終到達地点を図-４に示した。赤丸で囲まれている
2例（4,13）を除いて津波浸水想定区域外に逃げることができた。

津波浸水域内にとどまっている2例についても、建物の上へ逃げ

るという判断をした。 

 

 

	 次に、津波の最短到達時間である8分後に被験者がいた場所
を、GPS ログで記録した避難経路から推定した。結果として、

15例中6例(4,5,8,10,14,15)が選んだ経路では、津波浸水域外に避
難することができないことがわかった。 

 
 
 

3-2. 避難行動パターン 

	 避難行動パターンとしては（１）海沿いの高台へ逃げていく例、

（２）海から離れる方向へ逃げていく例の2パターンあることが

わかった。そのうち、15例中 8例が海沿いの高台を逃げていく

事例であり、残りの7例が海から離れる方向へ逃げて行ったこと
がわかった。 

 

 

（１）海沿いの高台へ逃げていく例 

 
	 海沿いの例では被験者らは異なる3つの方向を選択した。この
分岐点は、少し高台になっており視界的に開けている。海側には

更に高台にある神社の鳥居、陸側には、奥になるお寺の墓地が見

える状況となっている。多くの事例では、海側の神社の鳥居を見

つけて、そちらへ向かうか、陸側の墓地を見つけてそちらへ向か

う選択をしている。直進していく事例では、これまで登り坂であ

ったことを考えて、このまま登り坂が続くと予想し、選択した。 

 

（２）海から離れる方向へ逃げていく例 

 
	 海から離れる事例においても、被験者らは異なる3つの方向

を選択した。分岐点は、大きな十字路であり、視界的にも開けて

おり、北東方向に山が見え、北西方向は開けているものの、高台

等はあるように見えないことが特徴である。 

山の方へ行くために直進を選ぶ被験者が7例中4例であった。
一方で、北西の方向へ行く事例では早い段階で、避難サインなど

の手がかりを見つけていた。 

 
3-3. 避難行動比較 

海沿いへ逃げていく事例、海から離れる方向へ逃げる事例の中

で、それぞれ逃げ切れた事例と逃げ切れなかった事例があるため、

そちらの原因を検討する。 

 

 
【図-3】避難者の最終到達地点(赤丸内が避難未完了者) 

 

 
【図-4】8分後の被験者の到達箇所 

（赤丸内が避難未完了者,5と10は同一経路であった） 

 
【図-5】海沿いを避難していく事例 

 
【図-6】海から離れる方向へ避難する事例 
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（１）海沿いへ逃げていく事例 
	 見られた避難パターンは以下の通り。 

 

 
	 海沿いへ逃げているパターンでは、すべての事例において、海

側の高台の方へ逃げていく意向を示していた。逃げ切れなかった

事例と逃げ切れた事例を図-7,図-8に示した。逃げ切れた事例 (図
-7）では3-2で言及したように、神社の鳥居または、高台の墓地

を発見することにより、避難することができた。陸側の高台と海

側の神社に判断がわかれた理由として、海が近いことが要因であ

った。図-7 の事例においても、最初は海側の高台へ逃げる意向

を示していたのに対して、分岐点において、内陸の高台を発見す

ると海から離れようとする意向が働き、そちらの方へ避難行動を

とり始めていた。 

その一方で、逃げ切れなかった事例では、分岐点のところで内

陸方向の高台という選択肢はなかった。最初は道なりに標高が上

がっていたこともあり、このまま直進することで、避難できるの

ではないかと考えていた（図−8）。通過後、再度下っていく間に、
進んでいる方向と反対の方向にシークエンス要素が出ていたり、

満福寺の墓地について言及をしていたりすることより、どのよう

にして高台へ行こうかと迷っていたことがわかった。 
 

 

 

（２）海から離れていくパターン 
	 見られた避難パターンは以下の通り。 

 

 

内陸へ逃げていくパターンにおいては、すべての事例において、

最初の交差点まで同様の動きをしている。津波浸水域外へ逃げ切

れた事例では、3-2で言及したように、避難誘導サインに従って、
北西へ進んだ事例、または高台を見て右折した事例であった。逃

げ切れなかった事例では、直進してそのまま奥まで進んでいたこ

とがわかった。 
逃げ切れなかった事例と逃げ切れた事例を図-9,図-10に示した。

逃げ切れなかった事例では、会話内の要素で、多数の方向にシー

クエンス要素とランドマーク要素が出ていることがわかる。これ

は、逃げる方向を一方向に定めることに時間がかかっていたこと

を示す。特に、反対側に山が見えているため、そちらの方向に行

きたいが、その手段がなく困っている様子が見られる事例が多く

見られた。 

一方で、避難できた事例においては、最初の段階においてすで

に逃げる方向を定めていた。そのため、早い段階で高台の方向を

選択していた。また、避難誘導サインを発見し、確信してその方

向へ逃げることができた事例もあった。 
 

 

 
【図-7】避難することができたパターン（海沿い） 

 
【図-8】避難できなかったパターン（海沿い） 

 
【図-9】避難できたパターン（海から離れる） 

 
【図-10】避難できなかったパターン（海から離れる） 
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4 議論 
4−1 避難方向の検証 

本稿では、避難場所の提示を行わず、周辺の土地の状況のみを

見て避難する方向を判断した。結果として、半数が海から離れる

方向、もう半数が海沿いから高台へ逃げる方向へ向かった。これ

は、北原 5）のマルチエージェントによる避難経路の想定を行っ

た研究においても言及されており、被験者の判断として海から離

れるか、それとも高台を目指すのか判断が半分に分かれたことは、

妥当であったと考えられる。 
 

4−2避難完了者と未完了者の検証 

	 今回の事例では、主に対象地域に土地勘がないという前提で被

験者の選定をおこなった。また、事前に地図なども渡すことも行

わなかったため、地形のみを見て避難をしてもらった。どちらの

方向へ逃げた場合においても、避難を完了した人、完了できなか

った人が出てきている。いずれの事例においても特定箇所で経路

の選択が分かれていた。この2か所については、異なる方向へ逃
げることができる場所になっており、視界も開けている、近隣に

高台が見えていることなどが分岐点となった理由として考えら

れる。 
	 避難ができなかった事例ではいずれの場合においても多くの

シークエンス要素が出ていた。遠くに見えている高台へ逃げよう

とする意識が強く、土地勘もあまりないことから、最短経路を探

るために川沿いを逃げる経路を選択していることがわかった。実

際に、川の反対側に見える高台へ逃げようとしていたものの道が

見つからず困惑していた事例もあった。 

	 今回の実験において津波到達時間および、津波の浸水範囲につ

いては伝えてない。そのため、どの場所に逃げることが適切であ

るのか考えてもらう必要もあった。多くの事例で、津波浸水域の

外へ逃げることができており、また浸水域内にいた事例において

も、建物の3階や屋上という回答を得ることができた。そのため、
津波からの避難場所として高いところへ行くということは今回

の被験者では共通認識であった。しかし、津波到達時間について

は、特に意識をしておらず、すぐに避難するよりもなるべく高い

ところで海から遠いところへ行こうとする意識が働いているこ

とがわかった。特に海沿いの道から内陸部のお寺へ逃げた事例

（図-7）では、内陸部のお寺の方が海側の神社より安全のように

見えるからという考えで避難場所を変更したことがわかった。こ

のことより、津波避難において高台へ逃げるということと、海か

ら離れることのどちらを優先するか被験者によって分かれてい

たため、先に高台を探すことを優先させるように、避難誘導する

べきである。鎌倉市の津波避難計画 8)及び観光客津波避難ガイド

ライン 7)においても、直ちに高台または一時避難場所へ避難を促

すことと定義されているため、高台の情報を得やすくするために

見通しを良くする、または到達までの時間が少ないことを意識さ

せ、近隣の高台を探させるよう誘導する必要がある。 
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