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災害に強い街を目指すために

る．また，現在取り組んでいる大規模展示ホールの
避難シミュレーションの事例を紹介する．

突発的に発生する地震などの災害から，地域の被
害を軽減し，災害に強い街づくりには，国や自治体
の行うハードの整備と，地域のコミュニティ活動の

群集避難シミュレーションモデル

ソフトの一体化が重要である．ソフトに注目した場

災害に対する危機対応力の強化には，あらかじめ

合，地域には住民，学校，企業などさまざまなまと

避難計画などを検討し用意しておくことが重要であ

まりがあり，これら多種多様な主体が一丸となり災

る．一言で災害といっても，地震，火災，津波，土

害に強い街づくりに取り組んでいる．

砂災害，水害など，その事象に合わせて非難計画を

自治体が主導している企業・住民参加型の防災訓

用意する必要があるとともに，さまざまな被災ケー

練などは，街歩きをしながら街の危険個所や防災施

スが存在する．このため広域で大規模な避難となる

設などを確認し，危険な個所や安全情報を地図に落

とあらかじめ用意することが困難となる．近年，こ

として情報共有するなどしている．一方，来街者の

れら災害に負けない街づくりを考えるツールとして，

多い大規模な街では，災害に強い街づくりに向けて

さまざまなシナリオを計算機上で評価できるマルチ

取り組みがすすめられている．

エージェント・シミュレーションが注目されている．

ひとたび大規模災害が発生すると，ビジネスビル，
商業施設などから大量な人があふれ出し，避難・誘導
など通常の訓練では補えない状況が予想される．特に

574

歩行者行動モデル

数万～数十万人が特定のエリアに集まるような大都市

大規模複合施設や高層ビルを抱擁する複雑な現代

では，その課題は重要といえる．しかし，防災訓練を

都市空間において大規模災害時の避難誘導計画を検

するにしても，この規模では実施不可能であり複雑な

討する場合，建物内部空間と周辺都市空間をシーム

要因が予想されるため，その対策は非常に難しいもの

レスに繋がった世界として捉えることが重要である

となる．そこで大規模なマルチエージェント・シミュ

と考える．すなわち，複雑化する都市空間に対して

レーションを用い，あらゆる状況を想定し，施策に結

群集避難シミュレーションを実施する場合，建物内

び付けることによって，災害に強い街づくりを実現し

部の幾何形状まで考慮できるような歩行者行動モデ

ようとする試みがされている．

ルであることが望まれる．また，避難途上における

本稿では，災害時広域避難を対象とした群集避

群集災害の危険性を定量的に評価するためには，混

難シミュレーションの取り組みを紹介するととも

雑状態における歩行者間の接触応力を取り扱える歩

に，シミュレーションを実現する要素技術について，

行者モデルが有用であると考える．一方，歩行者行

我々が開発している MASH（Multi-Agent based

動を理解するという立場から見れば，歩行者行動に

Simulator for Human behavior）モデルから紹介す

関する観測結果を直接的に再現するというよりも，
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歩行者の視覚情報

歩行者内部の認知プロセスに基づいて観測結果を間
接的に再現できるような歩行者行動モデルを構築す
るほうが有益であろう．
以上の観点より，既存の歩行者行動モデルの一つ
1）

をベースとして，

であるヒューリスティックモデル

歩行者が将来軌道を計画する際の意思決定プロセス
を新たに定式化し，複雑な都市空間における災害時
の安全な避難誘導計画の検討に資する歩行者流動シ
２）

ミュレーションモデルを提案する

．認知科学的視

点から構築されるヒューリスティックモデルは，歩

図 -2 狭窄部を通過する歩行者流動
（a）歩行者発生 （b）狭窄部前で滞留発生
（c）アーチ現象 （d）狭窄部通過

行者に内在する意思決定プロセスを明示的に表現す
るものであり，直感的に理解しやすいアプローチで

方向を選択するものと仮定する．次に，歩行者は選

ある．

択した歩行方向にある最初の障害物までの距離に対

複雑な現代都市空間において避難誘導計画を検討す

し，少なくとも衝突するまでのいくらかの時間が確

る場合には，歩行者行動モデルは，建物内部の幾何形

保されるように行動する．歩行者はこれを繰り返す

状を視覚によって認識した情報をヒューリスティック

ことで衝突を避けながら目的点を目指す．

・

に処理することで，自身の動きを決定していると考え
る．つまり，周辺歩行者や壁などの障害物がある場合
に，目的地に向かう歩行者がどのように行動するかと
いうことを歩行者の意思決定プロセスからボトムアッ
プ的に表現するモデルが必要となる．
たとえば，歩行者の視覚によって得られる情報を
図 -1 のように考えてみる．対象歩行者の振舞いは位
置座標と歩行速度によって記述され，歩行者は自由

・

歩行者行動モデルの動作検証
歩行者行動モデルでは，災害時の大規模避難を想
定し，いくつかの仮想的な条件下での動作検証を行
う必要がある．
たとえば，狭窄部を通過する歩行者流動や複雑通
路における対向流の検証である．

歩行速度で移動する．また，歩行者の視野角は進行

狭窄部を通過する歩行者流動（図 -2）は，左右

方向の左右 φ とし，衝突回避行動のために歩行者に

2 つの部屋から歩行者群を流し，狭窄部を通過する

．歩
より観測される視覚距離を dmax とする（図 -1）

歩行者行動を調べた．開口部を通過できる単位時間

行者は観測領域の境界上に対応する目的点 Oi を設定

あたりの人数は歩行者の人体円半径により物理的制

し，観測領域内のほかの歩行者や周辺障害物の存在

限を受けることから，開口部入口で滞留者が発生す

を考慮した上で，目的点 Oi に最も近づけそうな進行

る．また，滞留者はアーチ状の形態を形成すること
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既知のリンク

図 -4

道路の存在の初期認識

辺障害物の存在を認識した上の行動を表現する．広
図 -3 複雑通路における双方向流
（a）MASH モデル （b）移動時間最小モデル

域行動モデルは，市街地や大規模商業施設内といっ
た広域における避難者の行動を表現し，そこへ避難

が観測された．外部環境（開口幅）によって滞留特

者の土地勘や避難所，道路の認識率などを考慮に入

性が規定される問題であるので，衝突回避行動のモ

れながら，それらに影響されるモデルである ．避

デル依存性は歩行者行動のマクロ特性に大きな影響

難者は一人ひとり異なる地図認識を持ち，周囲の環

は与えないと推察される．

境を認識しながら避難者固有の道路情報（避難所の

3）

複雑通路における対向流は，複雑通路の両端から

位置，道路，道路の状況）をシミュレーションのタ

歩行者群を流し，対向流が発生する場合の歩行者行

イムステップごとに更新していく．また，避難者は

動を調べた（図 -3）
．我々が提案するモデル（a）は，

自分の道路情報に基づき，目的地や経路を決定する．

曲がり角付近でいくぶん混雑するものの，歩行者集

注意すべきは，避難者の土地勘である．避難者は地

団による自発的なレーン形成が観測できる．同じ方

域住民だけでなく，その土地をよく知らない訪問者

向に向かう歩行者群はあたかも専用のレーンを設置

であることもある．これは避難者が避難行動を決定

しているかのごとく振る舞い，効率的な歩行者交通

するときの避難所と道路認識状態に強く影響するこ

流が実現される．一方，既存モデル（b）は，曲がり

とが予想される（図 -4）
．以上のように，広域行動

角付近で大きな滞留の発生が確認できる．歩行者は

モデルはこのような避難者属性をモデルに取り込み，

目的地への移動時間が最小となるように行動する傾

評価する必要があるだろう．

向が強いために曲がり角の内側を進もうとするので

狭域行動モデルと広域行動モデルを用いて，大規

滞留する．
（a）のように外側の空いている空間を使

模な避難シミュレーションを行った例を図 -5 に示す．

って迂回すれば滞留は軽減できる．

この例は河川氾濫を想定した架空のシナリオで浸水
シミュレーションと 2.1 万人の避難シミュレーショ

広域行動モデル
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ンを実施し，一部を CG 化したものである．交差点
などの人が集まる部分でも不自然な滞留もなく，複

次に，避難する群集がどのように目的地に向かう

数の目的地に向かって進行していることがうかがえ

のかをモデル化する必要がある．先に説明したモデ

る．また，CG 化にすることにより，浸水状況が建物

ルを狭域行動モデル，現在地から目的地までの経路

などに遮られることで周囲の把握がしにくく，浸水

選択の行動を広域行動モデルと呼ぶことにする．狭

が避難者の目の前に突如現れるといった特徴を描き

域行動モデルは，観測領域内のほかの歩行者や周

出している．
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図 -6

みなとみらい地区の 3 次元データ構築（ESRI ジャパン（株））

安心の取り組みとして，大規模なコンベンション施
設である横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜）を
舞台に，既存避難計画における大規模群集流の避難性
状を把握することを目的にした，展示ホール内の在館
者 2 万人の群集流動エージェントシミュレーションの
実施を準備中である．シミュレーション結果を用いて，
図 -5 大規模浸水避難における群集避難のシミュレーション結果
（a）交差点周辺 （b）全体俯瞰図

避難誘導計画をより良いものにするための協働的な検

災害に強い街づくりとマルチ
エージェント・シミュレーション
の取り組み

目指すものである．

21 地区全域に対象エリアを拡大し，数万から数十万

横浜市のみなとみらい 21 地区では，現在，横浜

ミュレーションする技術を開発し，災害に強い街づ

国立大学と横浜市環境未来都市推進課，同地区のエ

討を進め，安全・安心による施設価値の一層の向上を
今後，この取り組みを足掛かりに，みなとみらい
の大規模エージェントで，屋内外をシームレスにシ
くりに貢献したいものである．

リアマネジメント組織である（一社）横浜みなとみ
らい 21，海洋研究開発機構（JAMSTEC），ESRI
ジャパン，
（株）日立製作所，（株）インテックなど
で「地球環境未来都市研究会」を組織して，みなと
みらい 21 地区の屋内外の安全・快適でスマート＆
マルチモーダルなモビリティ，災害時の避難計画と
マネジメントのテーマなどを中心に CPCS（Cyber
Physical City System）構築・活用の共同研究に着

・
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・

手している．
CPCS を構築するには，その土台となる 3 次元の
空間モデル（図 -6）
，その空間での人の動き，空間
の環境状態，の 3 つの基本的な構成要素が必要と考
えている．また，その空間における人の動き，環境
状態については，フィジカル空間でのモニタリング
（センシング）とサイバー空間構築に向けた解析・
シミュレーションとの間の循環が必要である．
現在，本研究会では，みなとみらい 21 地区の安全
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