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和文要約 
 
近年、「津波てんでんこ」は、津波避難の原則として、その普及と徹底が全国的に推し進められて

いる。しかし、「津波てんでんこ」は、「助けられたはずなのに、助けに行けなかった」、あるいは「逃

げる（逃がす）べきだったのに、助けに行ってしまった（助けに行かせてしまった）」といった心理

的葛藤をもたらしうる。本研究では、こうした感情を「リグレット（後悔）感情」と呼び、リグレ

ットの軽減に資する課題分析や避難計画を検討すべきことを主張する。その上で、どのような社会

的条件の下で、リグレットに直面する人の数は多くなるのか、またどのように解消しうるのかなど、

多様で個別的な各現場で現実的な避難計画を検討する作業を支援する「リグレットマップ」を提案

し、その作製方法を示す。さらに、適用事例を通じて、「リグレットマップ」の活用により示唆され

る知見を示す。 
 

キーワード：津波避難、不確実性、後悔、意思決定、てんでんこ 
 
 

１．はじめに 
（１）犠牲者数とリグレット 
本研究は、津波避難計画および研究の根幹に、従来の

犠牲者数の軽減という視点に加えて、避難計画や戦略の

失敗がもたらす「リグレット（後悔）感情」の軽減とい

う視点を新たに導入し、その点を、従来のハザードマッ

プとは異なる新たな表現形態（「リグレットマップ」）と

して可視化しようとするものである。これまでの津波避

難研究では、犠牲者の軽減が第一原理として設定され、

もちろんこれは当然だと言える。しかし、津波避難対策

の困難は、単に、犠牲者数の軽減の困難に由来するので

はない事実にも目を向ける必要がある。 
このことは、たとえば、津波避難原則の一つである「津

波てんでんこ」をめぐる論争について考えてみれば、す

ぐに了解できる。「津波てんでんこ」は、「助けられたは

ずなのに、助けに行けなかった」、あるいは「逃げる（逃

がす）べきだったのに、助けに行ってしまった（助けに

行かせてしまった）」といった心理的葛藤をもたらしうる。

本研究では、こうした感情を「リグレット（後悔）感情」 
と呼び、犠牲者数の軽減だけでなく（あるいは、それに

加えて）、リグレットの軽減に資する課題分析や避難計画

を検討すべきことを主張する。その上で、どのような社

会的または地理的条件の下で、リグレットに直面する人

の数は多くなるのか、またどのように解消しうるのかな

ど、多様で個別的な各現場で現実的な避難計画を検討す

る作業を支援する「リグレットマップ」を提案し、その

作製方法を示す。 
 

（２）「津波てんでんこ」 
東日本大震災の発災時、岩手県釜石市において、多く

の子どもが命を守りきった背景に、古くから三陸地方に

伝わる「津波てんでんこ」の原則を中心に据えた片田敏

孝氏（現東京大学特任教授）らによる防災教育の努力が

あった。このことは「釜石の奇跡」と賞され、津波災害

に対する避難の重要性、また事前教育の大切さをあらた

めて人びとに認識させることになった。「津波てんでんこ」
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は、その後、「津波のときは、親でも子でも人のことなど

は構わず、銘々ばらばらに一時も早く逃げなさい」（山下, 
2008）が、その第一義的な意味であると理解された。言

いかえれば、「津波てんでんこ」とは、「自分の命は自分

で守る」ことの重要性を主張する教えであると認識され

た上で、マスメディアに数多く取りあげられることにな

った（例えば、朝日新聞社, 2011）。さらに、有効な津波

避難原則として、国レベルの検討会でも言及された（例

えば、中央防災会議, 2012）。 
しかし他方で、「津波てんでんこ」に対しては、次のよ

うな批判的見解も提示された。児玉（2013）による手際

のよいまとめによれば、批判は主に 2 つに大別できる。

一つは、「自分さえ助かればいいという考え方で、非常に

利己的で倫理に反する」など、この原則の反倫理性を指

摘するものである。もう一つは、「仮に救援できないとわ

かっていても、現実問題として、自分の家族をおいて先

に逃げることなどできない」など、この原則を貫徹する

ことに対する心理的障壁を指摘するものである。 
こうした批判に関して、矢守（2013）は、「津波てんで

んこ」は上記の自助原則の強調だけでなく、複数の意味・

機能を合わせもっている点に留意を促している。すなわ

ち、自ら率先避難する姿を周囲に見せることで他者の避

難を促す機能、共に助かるための相互信頼を醸成する機

能（以上 2 つを、児玉（2013）は「間接的利他主義」と

巧みに表現している）、および、「自分だけ先に逃げて助

かってしまった」といった生存者の自責感情（サバイバ

ーズ・ギルト）を軽減する機能である。また、及川（2017）
も、「てんでんこ」について複数の意味をバランスよく理

解する必要性を強調するとともに、例外なしの固定的な

ルールとして定着してしまうことには警鐘を鳴らしてい

る。 
 
２．「リグレットマップ」の必要性 
（１）犠牲者軽減だけでなくリグレット軽減も 
１．で、「津波てんでんこ」の妥当性をめぐる経緯につ

いて略述したのは、この議論が、津波避難をめぐる研究・

実践の今後について重要なことを示唆しているからであ

る。津波避難を主題とした従来の研究・実践は、「犠牲者

数の軽減」を第一原則として、自然と人間（津波リスク

と避難行動）とを対照させ、両者の力関係を評価し改善

するアプローチをとってきた。具体的には、「この避難場

所に避難すれば、津波高に対して十分安全だ」、「最寄り

の避難場所までの所要時間と津波浸水の予想時間とを考

慮すると、このエリアは“避難困難地域”と言わざるを

えない」、「この高齢者は、津波到達予想時刻までに自力

で高台まで到達できず、支援が必要な“災害時要支援者”

である」といったフレーズとともに、課題が抽出・同定

され、その解消が目指されてきた。 
これに対して、「津波てんでんこ」の議論において生じ

る津波避難をめぐる困難や苦悩は、自然対人間の力関係

から判断して犠牲者が（多数）出ると予想されること（だ

け）から生じているわけではないことを示している。そ

の鍵が、本論文のキーワードであるリグレット（後悔感

情）である。具体的には、「助けられたはずなのに、助け

に行かなかった」（「見殺し」）というリグレット、「逃げ

る（逃がす）べきだったのに、助けに行ってしまった（助

けに行かせてしまった）」という後悔（「共倒れ」）が生じ

うるからこそ、「それではあまりに利己的ではないか」、

「そうは言っても、家族を見殺しにはできない」など、

「津波でんでんこ」をめぐって議論が百出してきたのだ。 
両者の違いは、要するに、前者が、自然と人間の力関

係をベースに、犠牲者数を軽減することを主眼としてい

るのに対して（もちろん、これはこれで非常に重要なア

プローチではあるが）、後者では、どのような形で犠牲者

が出たのか－例えば、「若者を巻き込んで共倒れになっ

てしまった」という形で－、また、どのような形で犠牲

者が出なかったのか－例えば、「こんなことなら十分助

けに行く時間はあった」（と、振り返る人は犠牲にはなっ

ていないのだから）という形で－が問われている。津波

避難について考えるとき、前者の側面（犠牲者の軽減）

だけではなく、後者の側面（リグレットの軽減）を十分

に考慮に入れる必要がある。後者の要素を組み込んだ、

より繊細な課題分析や避難計画が求められる。「津波てん

でんこ」をめぐる議論はこのことを示している。 
 

（２）倫理・心理学的考察から具体的な避難原則・方針

へ 
以上を踏まえた上で、本研究としては、さらに前進し

なければならない。すなわち、津波避難に関わるリグレ

ットについて、倫理（学）的または心理（学）的な課題

として、つまり、一般的な原理原則として、その是非に

ついて論じるだけでなく、多様な個別的な事情を抱える

実際の現場でリグレットがどのような形で生じうるのか

を同定し、その結果を踏まえて、各現場で採択可能な現

実的な避難原則・方針として落とし込んでいくための実

践的な作業を実施する必要がある。言いかえれば、どの

ような社会的条件下で、またどのような津波リスク（想

定）のもとで、リグレットがより深刻な問題として浮上

するのか、また、どのような解消法がありうるのか－こ

うしたことを具体的かつ個別的に検討する作業へとシフ

トする必要がある。本研究では、このような作業にチャ

レンジし、その成果を「リグレットマップ」として表現

することを試みることになる。 
次章以下で具体的な手順について述べる前に、ここで

言う実践的な作業が、今、実際に強く求められる社会的

な事情が存在することを指摘しておこう。以下、主なも

の 3 点について述べる。 
第 1 の事情は、日本社会、特に、津波リスクの大きな

沿岸の過疎地域における人口年齢構成の変化である。矢

守（2013）によれば、「津波てんでんこ」が東北地方を中
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は、その後、「津波のときは、親でも子でも人のことなど

は構わず、銘々ばらばらに一時も早く逃げなさい」（山下, 
2008）が、その第一義的な意味であると理解された。言

いかえれば、「津波てんでんこ」とは、「自分の命は自分

で守る」ことの重要性を主張する教えであると認識され

た上で、マスメディアに数多く取りあげられることにな

った（例えば、朝日新聞社, 2011）。さらに、有効な津波

避難原則として、国レベルの検討会でも言及された（例

えば、中央防災会議, 2012）。 
しかし他方で、「津波てんでんこ」に対しては、次のよ

うな批判的見解も提示された。児玉（2013）による手際

のよいまとめによれば、批判は主に 2 つに大別できる。

一つは、「自分さえ助かればいいという考え方で、非常に

利己的で倫理に反する」など、この原則の反倫理性を指

摘するものである。もう一つは、「仮に救援できないとわ

かっていても、現実問題として、自分の家族をおいて先

に逃げることなどできない」など、この原則を貫徹する

ことに対する心理的障壁を指摘するものである。 
こうした批判に関して、矢守（2013）は、「津波てんで

んこ」は上記の自助原則の強調だけでなく、複数の意味・

機能を合わせもっている点に留意を促している。すなわ

ち、自ら率先避難する姿を周囲に見せることで他者の避

難を促す機能、共に助かるための相互信頼を醸成する機

能（以上 2 つを、児玉（2013）は「間接的利他主義」と

巧みに表現している）、および、「自分だけ先に逃げて助

かってしまった」といった生存者の自責感情（サバイバ

ーズ・ギルト）を軽減する機能である。また、及川（2017）
も、「てんでんこ」について複数の意味をバランスよく理

解する必要性を強調するとともに、例外なしの固定的な

ルールとして定着してしまうことには警鐘を鳴らしてい

る。 
 
２．「リグレットマップ」の必要性 
（１）犠牲者軽減だけでなくリグレット軽減も 
１．で、「津波てんでんこ」の妥当性をめぐる経緯につ

いて略述したのは、この議論が、津波避難をめぐる研究・

実践の今後について重要なことを示唆しているからであ

る。津波避難を主題とした従来の研究・実践は、「犠牲者

数の軽減」を第一原則として、自然と人間（津波リスク

と避難行動）とを対照させ、両者の力関係を評価し改善

するアプローチをとってきた。具体的には、「この避難場

所に避難すれば、津波高に対して十分安全だ」、「最寄り

の避難場所までの所要時間と津波浸水の予想時間とを考

慮すると、このエリアは“避難困難地域”と言わざるを

えない」、「この高齢者は、津波到達予想時刻までに自力

で高台まで到達できず、支援が必要な“災害時要支援者”

である」といったフレーズとともに、課題が抽出・同定

され、その解消が目指されてきた。 
これに対して、「津波てんでんこ」の議論において生じ

る津波避難をめぐる困難や苦悩は、自然対人間の力関係

から判断して犠牲者が（多数）出ると予想されること（だ

け）から生じているわけではないことを示している。そ

の鍵が、本論文のキーワードであるリグレット（後悔感

情）である。具体的には、「助けられたはずなのに、助け

に行かなかった」（「見殺し」）というリグレット、「逃げ

る（逃がす）べきだったのに、助けに行ってしまった（助

けに行かせてしまった）」という後悔（「共倒れ」）が生じ

うるからこそ、「それではあまりに利己的ではないか」、

「そうは言っても、家族を見殺しにはできない」など、

「津波でんでんこ」をめぐって議論が百出してきたのだ。 
両者の違いは、要するに、前者が、自然と人間の力関

係をベースに、犠牲者数を軽減することを主眼としてい

るのに対して（もちろん、これはこれで非常に重要なア

プローチではあるが）、後者では、どのような形で犠牲者

が出たのか－例えば、「若者を巻き込んで共倒れになっ

てしまった」という形で－、また、どのような形で犠牲

者が出なかったのか－例えば、「こんなことなら十分助

けに行く時間はあった」（と、振り返る人は犠牲にはなっ

ていないのだから）という形で－が問われている。津波

避難について考えるとき、前者の側面（犠牲者の軽減）

だけではなく、後者の側面（リグレットの軽減）を十分

に考慮に入れる必要がある。後者の要素を組み込んだ、

より繊細な課題分析や避難計画が求められる。「津波てん

でんこ」をめぐる議論はこのことを示している。 
 

（２）倫理・心理学的考察から具体的な避難原則・方針

へ 
以上を踏まえた上で、本研究としては、さらに前進し

なければならない。すなわち、津波避難に関わるリグレ

ットについて、倫理（学）的または心理（学）的な課題

として、つまり、一般的な原理原則として、その是非に

ついて論じるだけでなく、多様な個別的な事情を抱える

実際の現場でリグレットがどのような形で生じうるのか

を同定し、その結果を踏まえて、各現場で採択可能な現

実的な避難原則・方針として落とし込んでいくための実

践的な作業を実施する必要がある。言いかえれば、どの

ような社会的条件下で、またどのような津波リスク（想

定）のもとで、リグレットがより深刻な問題として浮上

するのか、また、どのような解消法がありうるのか－こ

うしたことを具体的かつ個別的に検討する作業へとシフ

トする必要がある。本研究では、このような作業にチャ

レンジし、その成果を「リグレットマップ」として表現

することを試みることになる。 
次章以下で具体的な手順について述べる前に、ここで

言う実践的な作業が、今、実際に強く求められる社会的

な事情が存在することを指摘しておこう。以下、主なも

の 3 点について述べる。 
第 1 の事情は、日本社会、特に、津波リスクの大きな

沿岸の過疎地域における人口年齢構成の変化である。矢

守（2013）によれば、「津波てんでんこ」が東北地方を中

心に知られるようになったのは、100 年ほど前のことだ

と推定される（この言葉の生みの親とされる山下文男氏

は 1924 年生）。その当時と現在とでは、社会の年齢構成

に真逆と言えるほどの大きな違いがある。総務省統計局

（2016, p.2）には、約 100 年前の 1920 年（大正 9 年）に

おける文字通りピラミッド型を描く年齢分布図と、2015
年（平成 27 年）における 70 歳前後で大きく膨れあがっ

た逆三角形の分布図とが対照されている。 
端的に言えば、「津波てんでんこ」は、救援する若者が

救援される高齢者よりも圧倒的に多数存在する社会を前

提に誕生したが、現在は、両者の関係が正反対になって

いる。実際、Goltz（2017）は、「津波てんでんこ」に関す

る社会学的な考察と題した論考でこの点に注意を促し、

救援しうるポテンシャルをもった人びとの割合が急速に

減少している社会で、「津波てんでんこ」を第一義的な避

難原則として普及させることに疑義を呈している。本研

究は、より定量的な形でこの問題について検討するため

のベースを提供することになる。 
第 2 の事情は、「災害時要支援者」、「個別支援計画」と

いった用語にあらわれている。現在、国は、災害時に犠

牲となりやすい高齢者や障がい者など要支援者について、

だれがどのように支援するのかを個別具体的にプラニン

グすることを地元自治体や地域社会に求めている（内閣

府, 2013）。これはたしかに必要なことだが、その作業は

容易ではない。「支援できる若者が足りない（いない）」

という即物的な事情もさることながら、本論文に言うリ

グレットの問題が重くのしかかってくるからだ。 
例えば、岩手県大槌町安渡地区は、東日本大震災で、

人口の 11 パーセントにあたる 218 人もの犠牲者を出し

た。同地区が、その経験を踏まえて新たに設定した避難

原則は「ギリギリの共助」という用語に集約されている。

これは、高齢者などに「地震後 15 分までに這ってでも玄

関先までは出てきて」と努力を求める一方で、近隣住民

がリアカー等で要支援者を救援する訓練を繰り返すとい

うものである。大震災当時、救援にあたった側（消防団

など）にも多数の犠牲者が出たこと（「共倒れ」）を反省

し、加えて、「それでも同じ集落に暮らす者としてできる

だけ多くの人を救援したい」（「見殺し」にはできない）

という思いをギリギリのところですりあわせた原則だと

言える。本研究で作成する「リグレットマップ」は、こ

こで言う「ギリギリ」が、どのポイントで成立しうるの

かについて示すものとなる。 
第 3 の事情は、特に東日本大震災後、最大クラス（L2

クラス）の津波（だけ）を念頭に置いて、避難対策を含

む津波対策が推進されてきた経緯と関連する。「想定外」

（より深刻な規模のハザードを十分考慮した防災対策が

とられていなかったこと）の批判に応える意味もあって、

南海トラフ地震・津波対策を中心に、近年の避難対策は、

最大クラスのハザード（だけ）を念頭に置いたもの－巨

大な津波が襲来するのだから、とにかく「てんでんこ」

に逃げるしかない－に偏向する傾向にある。しかし、言

うまでもなく、次の津波が最大クラスでやってくるとい

う保証はない。かつ、より小さなもの（例えば、L1 クラ

ス）を想定していて、実際にはより大きなものがやって

きたときに生じる「共倒れ」のリグレットが深刻である

のと同様に、より大きなものを想定していて、実際には

より小さなものがやってきたときに生じる「見殺し」の

リグレットも決して無視することはできない。いずれに

しても、２．（１）で述べた通り、津波避難対策に伴う困

難は、単にハザードの大きさに対して人間のパフォーマ

ンスが及ばないという点に由来しているのではない。ハ

ザード予測の不確定性に人間の側が十分柔軟に対応でき

ないことからも生じている。本研究は、ハザード予測の

不確実性に起因するリグレットについて明示的に考慮す

ることで、この問題についても新しい視角を提示する。 
 

（３）ハザードマップに関する先行研究と本研究の位置

づけ 
空間情報は、防御インフラや避難計画の検討の際に不

可欠な情報である。利用可能な情報は、避難計画の検討

に大きな影響を与える。本研究では、これまでの防御イ

ンフラや避難計画の際に用いられてきたハザードマップ

では可視化できていないが、しかし極めて重要な要素で

あるリグレットの感情を認識し、検討の際の考慮を促す

ツールとしてリグレットマップを提案する。空間情報の

発展系譜におけるリグレットマップの位置づけを以下明

らかにしておこう。 
金井・蟻川・片田（2017）は、国内のハザードマップ

に関する既存研究が 1) ハザードマップを公表したこと

による防災意識向上などの効果（公表効果）の研究（e.g., 
朝位・古賀・榊原, 2011; 松見・雁津, 2009; 榎村, 2012）、
2) 住民に対してわかりやすい表記や表現をするために、

ハザードマップについて認知的な側面から明らかにする

研究（e.g., 柿本・榎村, 2012; 田中・堀, 2012; 榎村, 2012; 
三阪・小池, 2006; 朝位他, 2011; 財賀・藤井・雁津・松見, 
2011）と、3) 新しいハザードマップの開発の 3 つに大別

できるとしている。 
新しいハザードマップの開発は、大きく 2 つの批判を

受けて登場したものである。第 1 に、ある特定の災害（例

えば、L2 クラスの津波）のイメージだけが固定化される

ことを回避するために、Web 技術やシミュレーションな

どを用いて、動的なハザードマップを作成しようという

流れである。例えば、気象変化、地域の現状などの要素

も考慮したハザードマップ（鈴木・加賀屋・川村・大林, 
2011）、Web 技術を用い、段階的な情報提供を行うハザー

ドマップ（齋藤, 2014）、動く高潮ハザードマップ（児玉

他, 2013; 桑沢・片田・境・浅野, 2008）などが挙げられる。

第 2 に、一方的な行政からの立場だけでは、網羅的にリ

スク特性を表現できないことを受け、住民が自発的に行

動したり、理解が容易な概略的なハザードマップを作成

災害情報　No.18-1  2020 61



したりするものである。例えば、洪水リスク統括マップ

（気づきマップ）（片田・及川・渡邉, 2011）、行動指南型

洪水ハザードマップ（片田・及川・児玉, 2011）、コミュ

ニケーションを前提とした「粗なマップ」（片田・木村・

児玉, 2007）などが挙げられる。 
しかしながら、本論文で作成するリグレットマップは、

評価軸となるものがそもそも異なるという意味で、この

金井・蟻川・片田（2017）で指摘された「新しいハザー

ドマップの開発」という潮流とも異なるものである。マ

ッピングを試みる対象は、「津波てんでんこ」をめぐる議

論の中でも指摘された、「共倒れ」や「見殺し」のリグレ

ット（後悔）感情である。つまり、従来の研究で扱われ

たハザードマップは、直接的には「死」のリスクに関連

した犠牲者の軽減を目的としていたのに対し、本研究で

は、そうしたリスクを踏まえながらも、すでに述べたよ

うに、津波避難において現れるリグレットを軽減するこ

とを目的としている。本研究の主眼は、あくまでもリグ

レットを考慮することの重要性にあるが、行政や住民が

防御インフラや避難計画を検討する際に、リグレットと

いう新たな視点を明示的に認識させるツールとして空間

情報を活用するという点に、ハザードマップの発展系譜

から見ても新たなアプローチを提示している。 
なお、リグレットの軽減を目的としつつも、リグレッ

トマップ自体が、直接リグレットを解消するものではな

い。リグレットマップは、例えば、災害時要支援者の個

別避難計画立案にあたる自治体関係者、それを受けて近

隣の高齢者一人一人の避難について頭を悩ませている自

主防災組織関係者が、リグレットの軽減をも考慮した避

難計画の立案をする際の有用な情報として活用される。 
本研究のように、ハザードマップが表示する対象その

ものを変えてマッピングをしようとする研究は、国際的

にも管見の限り見当たらない。近年では、物理的なハザ

ードだけでなく、脆弱性（ヴァルネラビリティ）やレジ

リエンス、ソーシャル・キャピタルなどの社会的・文化

的側面に着目した研究や、GIS を用いた（究極的には個

人レベルの）より詳細なハザードマップの作成も進んで

いる。だが、そこで問題となっているのは、ハザードマ

ップが評価する対象というよりも、ハザードマップを表

現する際のより適切なハザード（災害因）をめぐる議論

である。災害時における PTSD やサバイバーズ・ギルド

に関連した研究はたしかに古くからなされているが、そ

れらを具体的にハザードマップに落とし込んで理解しよ

うとしたものは、従来の研究にもないと言える。 
 
３．津波避難におけるリグレットの発生構造 
（１）リグレットの定義 
津波避難におけるリグレットは、「てんでんこ」に逃げ

る（以下、「てんでんこ避難」と呼ぶ）のか、身内、知り

合いなどの避難弱者を救援する（以下、「救援避難」と呼

ぶ）のか、望ましい避難ルールを決める際の心理的葛藤

として生じる。救援避難を考える場合には、必然的に救

援者、被救援者という意味で、避難非弱者（以下、「非弱

者」と呼ぶ）と避難弱者（以下、「弱者」と呼ぶ）の 2 つ

のタイプの避難者の存在を想定することになる。以下で

は、こうした環境の中、非弱者と弱者は話し合いを通じ

て、「てんでんこ避難」か「救援避難」のうち、いずれか

の避難ルールを選択する状況を考える。 
リグレット感情を考慮した意思決定理論（リグレット

理論）は、Loomes and Sugden（1982）によって提唱され、

そこでは、リグレットは「自身が選択した決定によって

もたらされた効用と結果として望ましかった決定によっ

てもたらされたであろう効用の差」として定義される。

リグレットの感情は、選択した避難ルールと結果として

望ましかった避難ルールに齟齬があった場合に発生する。

したがって、リグレットが発生する類型には、表-1に示

す「見殺し」と「共倒れ」の 2 つが考えられる。 
 

（２）見殺し 
見殺しは、てんでんこ避難を選択したが、結果として

救援避難が望ましい選択だった場合に生じる。非弱者は、

てんでんこ避難の結果、助けに行っていれば、一緒に助

かっただろうに、自分だけ生き延びたという罪悪感に苛

まされる。一方、弱者にとっても、助けにきてもらって

いれば、一緒に助かることができただろうに、という後

悔が生じる。見殺しは、比較的大規模な津波を想定して

いたところに、比較的小規模な津波が生じた場合に該当

する。 
 

（３）共倒れ 
共倒れは、救援避難を選択したが、結果として、てん

でんこ避難が望ましかった場合に生じる。非弱者にとっ

ては、てんでんこをしていれば、自分だけでも生き延び

ることができたのに助からなかったという感情が生じる。

一方、弱者にとっては、救援をお願いしておかなければ、

非弱者を巻き添えにすることはなかったのに、という感

情が生じる 1)。共倒れは、比較的小規模な津波を想定し

ていたところに、比較的大規模な津波が生じた場合に該

当する。 

表-1 リグレットの発生構造 
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したりするものである。例えば、洪水リスク統括マップ

（気づきマップ）（片田・及川・渡邉, 2011）、行動指南型

洪水ハザードマップ（片田・及川・児玉, 2011）、コミュ

ニケーションを前提とした「粗なマップ」（片田・木村・

児玉, 2007）などが挙げられる。 
しかしながら、本論文で作成するリグレットマップは、

評価軸となるものがそもそも異なるという意味で、この

金井・蟻川・片田（2017）で指摘された「新しいハザー

ドマップの開発」という潮流とも異なるものである。マ

ッピングを試みる対象は、「津波てんでんこ」をめぐる議

論の中でも指摘された、「共倒れ」や「見殺し」のリグレ

ット（後悔）感情である。つまり、従来の研究で扱われ

たハザードマップは、直接的には「死」のリスクに関連

した犠牲者の軽減を目的としていたのに対し、本研究で

は、そうしたリスクを踏まえながらも、すでに述べたよ

うに、津波避難において現れるリグレットを軽減するこ

とを目的としている。本研究の主眼は、あくまでもリグ

レットを考慮することの重要性にあるが、行政や住民が

防御インフラや避難計画を検討する際に、リグレットと

いう新たな視点を明示的に認識させるツールとして空間

情報を活用するという点に、ハザードマップの発展系譜

から見ても新たなアプローチを提示している。 
なお、リグレットの軽減を目的としつつも、リグレッ

トマップ自体が、直接リグレットを解消するものではな

い。リグレットマップは、例えば、災害時要支援者の個

別避難計画立案にあたる自治体関係者、それを受けて近

隣の高齢者一人一人の避難について頭を悩ませている自

主防災組織関係者が、リグレットの軽減をも考慮した避

難計画の立案をする際の有用な情報として活用される。 
本研究のように、ハザードマップが表示する対象その

ものを変えてマッピングをしようとする研究は、国際的

にも管見の限り見当たらない。近年では、物理的なハザ

ードだけでなく、脆弱性（ヴァルネラビリティ）やレジ

リエンス、ソーシャル・キャピタルなどの社会的・文化

的側面に着目した研究や、GIS を用いた（究極的には個

人レベルの）より詳細なハザードマップの作成も進んで

いる。だが、そこで問題となっているのは、ハザードマ

ップが評価する対象というよりも、ハザードマップを表

現する際のより適切なハザード（災害因）をめぐる議論

である。災害時における PTSD やサバイバーズ・ギルド

に関連した研究はたしかに古くからなされているが、そ

れらを具体的にハザードマップに落とし込んで理解しよ

うとしたものは、従来の研究にもないと言える。 
 
３．津波避難におけるリグレットの発生構造 
（１）リグレットの定義 
津波避難におけるリグレットは、「てんでんこ」に逃げ

る（以下、「てんでんこ避難」と呼ぶ）のか、身内、知り

合いなどの避難弱者を救援する（以下、「救援避難」と呼

ぶ）のか、望ましい避難ルールを決める際の心理的葛藤

として生じる。救援避難を考える場合には、必然的に救

援者、被救援者という意味で、避難非弱者（以下、「非弱

者」と呼ぶ）と避難弱者（以下、「弱者」と呼ぶ）の 2 つ

のタイプの避難者の存在を想定することになる。以下で

は、こうした環境の中、非弱者と弱者は話し合いを通じ

て、「てんでんこ避難」か「救援避難」のうち、いずれか

の避難ルールを選択する状況を考える。 
リグレット感情を考慮した意思決定理論（リグレット

理論）は、Loomes and Sugden（1982）によって提唱され、

そこでは、リグレットは「自身が選択した決定によって

もたらされた効用と結果として望ましかった決定によっ

てもたらされたであろう効用の差」として定義される。

リグレットの感情は、選択した避難ルールと結果として

望ましかった避難ルールに齟齬があった場合に発生する。

したがって、リグレットが発生する類型には、表-1に示

す「見殺し」と「共倒れ」の 2 つが考えられる。 
 

（２）見殺し 
見殺しは、てんでんこ避難を選択したが、結果として

救援避難が望ましい選択だった場合に生じる。非弱者は、

てんでんこ避難の結果、助けに行っていれば、一緒に助

かっただろうに、自分だけ生き延びたという罪悪感に苛

まされる。一方、弱者にとっても、助けにきてもらって

いれば、一緒に助かることができただろうに、という後

悔が生じる。見殺しは、比較的大規模な津波を想定して

いたところに、比較的小規模な津波が生じた場合に該当

する。 
 

（３）共倒れ 
共倒れは、救援避難を選択したが、結果として、てん

でんこ避難が望ましかった場合に生じる。非弱者にとっ

ては、てんでんこをしていれば、自分だけでも生き延び

ることができたのに助からなかったという感情が生じる。

一方、弱者にとっては、救援をお願いしておかなければ、

非弱者を巻き添えにすることはなかったのに、という感

情が生じる 1)。共倒れは、比較的小規模な津波を想定し

ていたところに、比較的大規模な津波が生じた場合に該

当する。 

表-1 リグレットの発生構造 

 

４．リグレット領域 
（１）避難モデル 
今、次のような避難モデルを考えてみる。避難者は大

地震が発生したら、津波が来ることを前提として、即座

に避難行動に移る。都市空間の地形は均質であり、避難

者は任意の場所を通過することができると考える。した

がって、すべての避難者は大地震が発生すれば、海岸線

と垂直方向に海岸線とは反対側に避難する。避難者は一

斉に避難するが、簡単化のため、交通混雑は発生しない

とする。  
また、避難者には、健全な脚力を有する通常の避難モ

ビリティを有するタイプ𝛼𝛼𝛼𝛼（以下、モデル以外の説明部分

では「非弱者」と呼ぶ）と、足が不自由であり相対的に

避難モビリティが低いタイプ𝛽𝛽𝛽𝛽（以下、モデル以外の説明

部分では「弱者」と呼ぶ）の 2 つのタイプが存在する場

合を考える。タイプ 𝑖𝑖𝑖𝑖 の移動速度を𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖と表す。ただし、

𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 > 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽である。  
 海岸線から 𝑥𝑥𝑥𝑥 の距離に居住するタイプ 𝑖𝑖𝑖𝑖 の避難者を避

難者(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑖𝑖𝑖𝑖)と呼ぶ。津波が到達するまでの時間を𝑡𝑡𝑡𝑡とする

と、避難者(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑖𝑖𝑖𝑖)は、海岸線から 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡の地点まで逃げる

ことができる。津波想定シナリオ𝑗𝑗𝑗𝑗の下で、海岸線から𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗
の距離まで浸水する場合を考える。したがって、避難者

(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑖𝑖𝑖𝑖)による避難行動の帰結は、 

�
生存 if 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 > 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗  
死亡 if 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗

 

と表される。𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 > 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽より、 

�
タイプ𝛼𝛼𝛼𝛼,𝛽𝛽𝛽𝛽とも死亡    if 0 𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡 

 タイプ𝛼𝛼𝛼𝛼のみ生存 if 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑡 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽𝑡𝑡𝑡𝑡

タイプ𝛼𝛼𝛼𝛼,𝛽𝛽𝛽𝛽とも生存           if  𝑥𝑥𝑥𝑥 > 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽𝑡𝑡𝑡𝑡

 

となる 3 つの領域が導かれる。 
次に、非弱者が弱者を救援し、一緒に避難する場合を

考える。地震発生時には、非弱者の避難者は、弱者の避

難者と同じ場所に存在している場合を考え、地震発生と

同時に避難を開始する。実際には、地震発生時に救援者、

非救援者が同じ場所に居る保証はない。しかし、本研究

では、津波避難ルール検討のためのベンチマーク情報を

導出することが目的であり、現実的な状況を描写するこ

とに分析の意図がないことを断っておく。救援避難の下

では、非弱者、弱者の避難者ともに、移動速度𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 ∈
[𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 , 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽]で避難する。このとき、避難者(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑖𝑖𝑖𝑖)による避難行

動の帰結は、 

�
両タイプともに生存 if 𝑥𝑥𝑥𝑥 > 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾𝑡𝑡𝑡𝑡 
両タイプともに死亡 if 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑡 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾𝑡𝑡𝑡𝑡

 

となる。 
 
（２）リグレット領域の定義 
リグレットは、事前の想定と実際に生じた想定が異な

りうるという不確実性の下、選択した避難ルールが結果

として望ましくなかった場合に生じる。このことを表現

するため、2 つの異なる津波想定、レベル 1 想定とレベ

ル 2 想定を考える。以下、レベル 1 想定の下での浸水範

囲を𝐿𝐿𝐿𝐿1、レベル 2 想定の下での浸水範囲を𝐿𝐿𝐿𝐿2とする。図

-1には、領域ごとのてんでんこ避難と救援避難の結果を

示しており、上段にはレベル 1 想定の下での結果を、下

段にはレベル 2 想定の下での結果を示している。黒く塗

りつぶした領域は、救援避難でもてんでんこ避難でも逃

げきれない領域であり、灰色で塗りつぶした領域は、救

援避難では非弱者、弱者ともに逃げきれないが、てんで

んこ避難であれば、非弱者のみ逃げきることができる領

域（以下、「てんでんこ避難推奨領域」と呼ぶ）である。

白で塗りつぶした領域は、救援避難の場合、非弱者、弱

者ともに逃げきることができるが、てんでんこ避難の場

合、非弱者のみが逃げきることが領域（以下、「救援避難

推奨領域」と呼ぶ）である。残りの領域では、てんでん

 

(a) 2つの想定の差が小さい場合 

 

 

(b) 2つの想定の差が大きい場合 

避難不可能領域     てんでんこ避難推奨領域 

救援避難推奨領域    全員避難可能領域 

注）〇、×の記号は、各避難ルールを採用した場合の避難結果

を表し、〇は生存、×は死亡を意味する。また、上段にはタイ

プ𝛼𝛼𝛼𝛼（非弱者）の結果、下段にはタイプ𝛽𝛽𝛽𝛽（弱者）の避難結果

が記されている。 

図-1 リグレットの発生領域 
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こ避難を採用したとしても、弱者も含めて全員が逃げきる

ことができる領域（以下、「全員避難可能領域」）である。 
ここで、図-1の(a)の点線で囲った領域に注目しよう。

この領域において、レベル 2 想定の下では、てんでんこ

避難が望ましい避難方法となる。しかし、レベル 2 想定

の下で望ましいてんでんこ避難を選択し、レベル 1 相当

の規模の津波が生じれば、見殺しのリグレットに直面す

る。逆に、レベル 1 想定の下で望ましい救援避難を選択

し、実際にレベル 2 相当の規模の津波が生じれば、共倒

れのリグレットに直面する。 
次に、図-1の(b)の二重線で囲った領域に注目しよう。

この領域において、レベル 1 想定の下では、てんでんこ

避難、救援避難のいずれも望ましい避難方法となる。こ

のとき、仮に救援避難を選択し、実際にレベル 2 相当の

規模の津波が生じれば、共倒れのリグレットに直面する。

しかし、てんでんこ避難を採用していれば、本研究で定

義した意味でのリグレットは生じない 2)。二重線で囲っ

た領域において、リグレットが発生するかどうかは、選

択された避難方法に依存するものの、てんでんこ避難を

選択している限りは、リグレットは発生しないことから

リグレット領域には含まれないと考える。 
以上のリグレット領域の定義に基づけば、リグレット

領域は、 

[max{{𝐿𝐿𝐿𝐿1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝐿𝐿𝐿𝐿2 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡}, 
min{{𝐿𝐿𝐿𝐿1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝐿𝐿𝐿𝐿2 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾𝑡𝑡𝑡𝑡}] 

 
(1) 

と表される。 
 
（３）リグレット領域の大きさの比較静学 
式(1)から、リグレット領域の大きさ（一次元空間モデ

ルでは長さ）は、 
1）𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 ≥ (𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)/2 ↔ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 ≤ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽のとき、 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 if 0 ≤ Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾�𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾�𝑡𝑡𝑡𝑡 if 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾�𝑡𝑡𝑡𝑡 < Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡 − Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 if 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡 < Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡

0              if Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 > 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡       

 

となる。また、 
2）𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 < (𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)/2 ↔ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 > 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽のとき、 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 if 0 ≤ Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡 if 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡 < Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾�𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡 − Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 if 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾�𝑡𝑡𝑡𝑡 < Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡

0              if Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 > 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡             

 

となる。 
リグレット領域の大きさは、レベル 1 とレベル 2 での

想定のギャップ（以下、想定ギャップ）の大きさΔ𝐿𝐿𝐿𝐿と弱

者、非弱者、救援時の速度と津波到達までの余裕時間に

依存する。1）のケースは、𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾の値が𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼の値に近く、救援

しても比較的速度が落ちず、救援の効果が高い場合に相

当する。一方、ケース 2）は、𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 > 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽であり、

救援すれば、比較的速度の低下が大きく、救援の効果が

低い場合に相当する。図-2は、移動速度𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖と避難時間𝑡𝑡𝑡𝑡を
所与とした場合の、想定ギャップΔ𝐿𝐿𝐿𝐿とリグレット領域の

大きさの関係を示している。 
リグレット領域は、𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 = (𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)/2のとき、最大で

(𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑡𝑡𝑡𝑡/2となる。すなわち、救援の効果が十分に高

ければ、救援避難を選択することが望ましくなる領域が

増加し、逆に救援の効果が小さければ、てんでんこ避難

を選択することが望ましくなる。そのどちらでもないパ

ターンが最も悩ましく、リグレット領域が最大となる。

あくまでも完全にフラットで均質な都市を対象とした場

合の話であるが、一般的に示唆できることを、次の命題

として取りまとめておこう。 
 

命題 1 リグレット領域の可能最大は、弱者と非弱者の

避難速度のギャップが大きいほど、また避難時間が長い

ほど大きくなる。 
 
命題 2 想定ギャップは中程度の範囲のとき、リグレッ

ト領域は最大となる。 
 
５．リグレットマップの作製方法 
実領域において、４．（２）で定義したリグレット領域

を視覚化した地図であるリグレットマップの作製方法を

以下に示す。 
2 つの津波シナリオの想定（大想定、小想定）の下で、

てんでんこ避難の下での非弱者、弱者の生存可否と救援

避難の下での避難者の生存可否をシミュレーションによ

り判定する。判定結果を視覚化したマップを速度別避難

結果マップと呼ぶ。速度別避難結果マップからリグレッ

ト領域の定義に従い、リグレット領域を抽出する。その

具体的な作成手順は以下の通りである。 
① 建築物の重心の座標Ⅰを取り出す。 
② 近傍解析により、取り出した座標から、最近傍にな
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こ避難を採用したとしても、弱者も含めて全員が逃げきる

ことができる領域（以下、「全員避難可能領域」）である。 
ここで、図-1の(a)の点線で囲った領域に注目しよう。

この領域において、レベル 2 想定の下では、てんでんこ

避難が望ましい避難方法となる。しかし、レベル 2 想定

の下で望ましいてんでんこ避難を選択し、レベル 1 相当

の規模の津波が生じれば、見殺しのリグレットに直面す

る。逆に、レベル 1 想定の下で望ましい救援避難を選択

し、実際にレベル 2 相当の規模の津波が生じれば、共倒

れのリグレットに直面する。 
次に、図-1の(b)の二重線で囲った領域に注目しよう。

この領域において、レベル 1 想定の下では、てんでんこ

避難、救援避難のいずれも望ましい避難方法となる。こ

のとき、仮に救援避難を選択し、実際にレベル 2 相当の

規模の津波が生じれば、共倒れのリグレットに直面する。

しかし、てんでんこ避難を採用していれば、本研究で定

義した意味でのリグレットは生じない 2)。二重線で囲っ

た領域において、リグレットが発生するかどうかは、選

択された避難方法に依存するものの、てんでんこ避難を

選択している限りは、リグレットは発生しないことから

リグレット領域には含まれないと考える。 
以上のリグレット領域の定義に基づけば、リグレット

領域は、 

[max{{𝐿𝐿𝐿𝐿1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝐿𝐿𝐿𝐿2 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡}, 
min{{𝐿𝐿𝐿𝐿1 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝐿𝐿𝐿𝐿2 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾𝑡𝑡𝑡𝑡}] 

 
(1) 

と表される。 
 
（３）リグレット領域の大きさの比較静学 
式(1)から、リグレット領域の大きさ（一次元空間モデ

ルでは長さ）は、 
1）𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 ≥ (𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)/2 ↔ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 ≤ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽のとき、 
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⎪
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⎪
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0              if Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 > 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡       

 

となる。また、 
2）𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 < (𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)/2 ↔ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 > 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽のとき、 
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𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡 if 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡 < Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤ 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾�𝑡𝑡𝑡𝑡
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0              if Δ𝐿𝐿𝐿𝐿 > 𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑡𝑡𝑡𝑡             

 

となる。 
リグレット領域の大きさは、レベル 1 とレベル 2 での

想定のギャップ（以下、想定ギャップ）の大きさΔ𝐿𝐿𝐿𝐿と弱

者、非弱者、救援時の速度と津波到達までの余裕時間に

依存する。1）のケースは、𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾の値が𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼の値に近く、救援

しても比較的速度が落ちず、救援の効果が高い場合に相

当する。一方、ケース 2）は、𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 > 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽であり、

救援すれば、比較的速度の低下が大きく、救援の効果が

低い場合に相当する。図-2は、移動速度𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖と避難時間𝑡𝑡𝑡𝑡を
所与とした場合の、想定ギャップΔ𝐿𝐿𝐿𝐿とリグレット領域の

大きさの関係を示している。 
リグレット領域は、𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 = (𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)/2のとき、最大で

(𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑡𝑡𝑡𝑡/2となる。すなわち、救援の効果が十分に高

ければ、救援避難を選択することが望ましくなる領域が

増加し、逆に救援の効果が小さければ、てんでんこ避難

を選択することが望ましくなる。そのどちらでもないパ

ターンが最も悩ましく、リグレット領域が最大となる。

あくまでも完全にフラットで均質な都市を対象とした場

合の話であるが、一般的に示唆できることを、次の命題

として取りまとめておこう。 
 

命題 1 リグレット領域の可能最大は、弱者と非弱者の

避難速度のギャップが大きいほど、また避難時間が長い

ほど大きくなる。 
 
命題 2 想定ギャップは中程度の範囲のとき、リグレッ

ト領域は最大となる。 
 
５．リグレットマップの作製方法 
実領域において、４．（２）で定義したリグレット領域

を視覚化した地図であるリグレットマップの作製方法を

以下に示す。 
2 つの津波シナリオの想定（大想定、小想定）の下で、

てんでんこ避難の下での非弱者、弱者の生存可否と救援

避難の下での避難者の生存可否をシミュレーションによ

り判定する。判定結果を視覚化したマップを速度別避難

結果マップと呼ぶ。速度別避難結果マップからリグレッ

ト領域の定義に従い、リグレット領域を抽出する。その

具体的な作成手順は以下の通りである。 
① 建築物の重心の座標Ⅰを取り出す。 
② 近傍解析により、取り出した座標から、最近傍にな
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る道路ネットワーク上の点座標Ⅱを算出する。 
③ 浸水想定範囲の外縁部分と、道路ネットワークの交

点の座標Ⅲを出す。 
④ 座標Ⅱのうち、指定津波避難タワー及び指定津波避

難ビル、民間の津波避難協力ビルに該当する座標Ⅳ

を抽出する。 
⑤ 座標Ⅱを出発点、座標Ⅲと座標Ⅳを目標点とし、各

出発点から各目標点まで、ダイクストラ法により最

短経路探索を行う。 
⑥ ⑤の操作により算出された、各出発点から各目標点

までの最短距離のうち、その値が最小となるものを

各出発点に固有の避難距離（𝐷𝐷𝐷𝐷）とする。 
⑦ 各建築物の𝐷𝐷𝐷𝐷と𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡（避難速度×避難時間）の大小関

係を比較し、てんでんこ避難及び救援避難の下での

各タイプの避難者の生存可否を判定する。 
⑧ 2 種類の想定（大想定、小想定）に対して速度別避難

結果マップを作成する。 
⑨ 2 つの速度別避難結果マップを比較し、小想定の下

で救援避難推奨領域と、大想定の下でてんでんこ避

難推奨領域が重なる領域を抽出して示す。 
 

６．適用事例 
（１）静岡県焼津市 
５．に示した方法で作製したリグレットマップの適用

事例を示そう。なお、建築物データは国土地理院基盤情

報ダウンロードサービスから入手した。また、道路ネッ

トワークは OpenStreetMap データを Geofabrik 社ダウン

ロードサービスから入手し、国土地理院提供の道路縁デ

ータをもとに修正した。 
まず、静岡県焼津市焼津駅北を対象として分析を行っ

た。津波の浸水想定データについて、大想定のものは、

国土政策局国土情報課国土数値情報ダウンロードサービ

スから入手し、小想定のものを常葉大学社会環境学部社

会環境学科の阿部郁男教授から提供して頂いた（表-2参

照）。ここで、地震発生から対象地域が浸水し始めるまで

の時間から、地震の揺れが続く時間を差し引いた値を避

難可能時間𝑡𝑡𝑡𝑡maxとし、揺れが収まってから避難を開始す

るまでの時間を準備時間 𝑑𝑑𝑑𝑑、避難時間を𝑡𝑡𝑡𝑡max − 𝑑𝑑𝑑𝑑として、

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,60,120（すなわち、揺れが収まってから 0 分後、

1 分後、2 分後に避難を開始）の 3 パターンを検討した。

避難者の移動速度𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖は、「市町村における津波避難計画策

定指針」（総務省消防庁, 2013）を参考に 1.00m/sec（時速

3.6km/h）を最大値とし、[1.00, 0.75, 0.50, 0.25, 0.00]の値の

中で，𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 > 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽となるように変化させ，𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾は、(𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)/2
とした。パラメーターの組み合わせに応じて、さまざま

なケースが想定できる。表-3には、各ケースのリグレッ

ト領域に含まれる建築物の戸数を示している。 
表-3 から、リグレット領域に含まれる建築物戸数は、

非弱者と弱者の速度ギャップ（𝑣𝑣𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽）が大きいほど、

リグレット領域が大きく、避難可能時間が長いほど（𝑑𝑑𝑑𝑑が

短いほど）多くなる傾向をみることができ、命題 1が確

認できる。リグレット領域に含まれる建築物戸数が最大

となるのは、𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0のケース⑦（速度ギャップ最大）のと
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紙面の都合上、ケース⑦の場合のみの大想定、小想定の

下での速度別避難結果マップ（図-3）及びリグレットマ

ップ（図-4）を示す。 
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次に、高知県黒潮町佐賀地区を対象として分析を行っ

た。津波の浸水想定データは高知県南海トラフ巨大地震

対策課に提供して頂き、表-4に示す 2 つの想定シナリオ

を検討対象とした。６．（１）と同様に、表-5には、各ケ

ースのリグレット領域に含まれる建築物の戸数を示して

いる。また、紙面の都合上、リグレット領域が最大とな

る𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0のケース②の場合のみの大想定、小想定の下で

の速度別避難結果マップ（図-5）及びリグレットマップ

（図-6）を示す。 
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（防潮堤非破壊） 
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このように、焼津市の例では命題 1が成立するのに対

して、黒潮町佐賀地区の例では成立しない。この理由は、

以下のように説明できる。命題 1を導いたモデルでは、

理想的に平坦な土地に一様に住民が居住している空間を

想定していた。このとき、図-1で見たように、各領域の

グラデーションが見られ、想定規模が大きくなるほど、

避難不可能領域が拡大し、それ以外の領域が海岸から離

れていく形でシフトする。しかし、黒潮町佐賀地区は、

対象地区の居住空間範囲が津波の規模に対して小さい。

また、本例では、避難可能時間にも違いが見られる。避

難可能時間が長くなれば、各領域の面積も拡大する。例

えば、救援避難推奨地域（緑の領域）の幅は(𝑣𝑣𝑣𝑣𝛾𝛾𝛾𝛾 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝛽𝛽𝛽𝛽)𝑡𝑡𝑡𝑡で
あり、避難可能時間に比例する。このとき、図-5(b)に示

すように、モデル分析（図-1）で見られたような、複数

の領域からなるグラデーションが観察できず、1 つの避

難ルールのみが支配的に望ましいケースが見られる。こ

のように、空間的、時間的条件により、領域のグラデー

ションがシフトする範囲が制限されたり、避難可能時間

が変化すれば、命題 1が成立しなくなる。一方、焼津市

では、黒潮町佐賀地区と比較して、津波で被害を受ける

対象範囲が面的な広がりを持っているため、モデルで想

定した状況に近いケースとなり、命題 1が成立した。 
要するに、リグレットの増減は、ケースによって異な

り、実際にマップを作成しないと明らかにすることが難

しい場合がある。例えば、リアス式海岸でよく見られる

ように、山で囲まれて空間的に閉鎖的な地形のような場

所では（佐賀地区が該当）、リグレット領域の大きさは、

避難時間、浸水範囲、速度の組み合わせに依存する。し

たがって、その現場レベルで、リグレットを考慮した検

討を行い、その上で、どのようなケースでリグレットの

問題が深刻化するのか、シミュレーション分析によって

同定する必要がある。 
 

７．おわりに 
本研究では、リグレットの軽減を目的としたマップの

開発を行ってきた。ハザードマップに関する先行研究か

らも明らかなように、これまでのほとんどの研究が、津

波犠牲者、つまり災害による犠牲者の軽減を目的にした

ハザードマップの開発や防災意識の向上のための実践を

行ってきた。既往の研究に対して、本研究が提示した「リ

グレットマップ」は、直接的にリグレットを軽減するも

のではないが、防御インフラや避難計画の検討の際の参

照情報として活用することにより、従来の犠牲者数の減

少という目的に加えて、リグレットの軽減という視座を

政策決定者や住民に可視化して示すことができる。 
だが、本研究に対して、大きく 2 つの立場から批判が

想定される。第 1 のものは、リグレットを含みこんだハ

ザードマップが、津波発生後、直ちに犠牲になるために

リグレットが発生しない（逃げても助からない）領域を

想定することに対する倫理的な批判である。本研究では、

リグレットの軽減の必要性を示すマップを作成したが、

それは犠牲者の軽減を蔑ろにすることを意味していない。

リグレットの軽減と同様に、当然、犠牲者の絶対数の軽

減もなされるべきであると考えている。だが、こうした

リグレット感情が来るべき災害で生まれうるということ

が、事前の避難行動に両義的に意味を与えうるのも事実

である。この両義性とは、ネガティブな意味では、避難

しても助からない、助けに来てもらっても共倒れになる

といった避難放棄につながる可能性もあるし、ポジティ

ブな意味で、事前に、避難や救援を可能にするための話

し合いを喚起する場合もあるということである。本研究

では、リグレット領域の可視化のみにとどまったが、ハ

ザードマップが一方向的な情報ツールではなく、互いの

意思疎通を図るコミュニケーションツールであるべきと

指摘されている（片田他, 2007）ように、今後は、リグレ

ット領域の軽減のために、本マップを活用したコミュニ

ケーションと実践が求められる。 
第 2 の批判は、第 1 のものとも関連するが、犠牲者の

軽減を第一の目的とした従来のハザードマップに基づく

対策をそれでも推進すべきであるという批判である。こ

の批判は、リグレットマップが直接的な犠牲者を軽減す

ることのみを目的としていないという意味ではたしかに

正しい。しかし、リグレットマップが想定するリグレッ

ト領域の軽減を行うことは、別の意味で死者の軽減につ

ながると考えられる。それは、発災時以後に生じうる広

義の災害関連死を軽減する可能性である。例えば、金菱

（2013）は、東日本大震災において、行方不明者が多数

出たこと、十分な鎮魂ができなかったこと、そして、助

かった（助けられた）かもしれない、もしかしたら生き

ているかもしれないという「if」の感覚から、生と死の領

域が曖昧になっていると指摘している。リグレット領域

の軽減は、こうした「if」の感覚に由来する強度の心的ス

トレスや身体的ダメージによって遺された遺族が苛まれ、

 

※ 凡例は、図-3と同様 

図-6 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0のケース②のときのリグレットマップ 
（黒潮町佐賀地区） 
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最悪の場合、自殺や慢性疾患の悪化等によって死にいた

る可能性が高いエリアを事前に同定し、その縮減を図る

意味がある。 
また、本研究で軽減の対象としたのは、津波避難に伴

う「リグレット」領域のみであった。しかし、2016 年の

熊本地震では、災害による直接死が 50 名であった一方

で、災害関連死は 217 名にも上っている。それにもかか

わらず、「関連死」についても考慮したハザードマップは

ほとんど議論されていない。これは、「直接死」よりも「関

連死」が重要であると主張したいのではなく、旧来のハ

ザードマップが評価する対象が、本研究も含め、いかに

限定されていたかに注意を喚起したいのだ。今後、「（直

接の）犠牲者」や救援活動に関わる「リグレット」以外

にも、「関連死」など、多様な観点からハザードマップの

評価対象を考え、議論していく必要があるだろう。 
 
謝辞：国際的な文献調査を行うにあたり、デラウェア大

学災害研究センター（DRC）のRuwaithi 氏には、研究セ

ンターがもつ災害専門の図書館での調査に協力いただき
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常葉大学社会環境学部社会環境学科の阿部郁男教授には、

静岡県焼津市における津波の浸水想定範囲を提供いただ

きました。ここに感謝申し上げます。また、本研究は JSPS

科研費 JP26242030の助成を受けたものです。 
 
補注 
1) 助けにきてもらっていれば、一緒に助かることができただ

ろうにという感情、てんでんこをしていれば自分だけでも

生き延びることができたのに助からなかったという感情、

救援をお願いしておかなければ非弱者を巻き添えにする

ことはなかったのにという感情の3 つの感情は、実際には

死の直前か死後に生じると考えられるが、本研究では、こ

うしたリグレット感情が生じることを事前認識し、検討段

階で考慮することを目的としているため、死の直前や死後

を想定した感情を考慮することに積極的な意味が存在す

る。 
2) 無論、現実的には理性的に助けられないことが分かってい

ても、いわゆるサバイバーズギルトのようなリグレット感

情に苛まれることはある。しかし、本研究は、あくまでも

「○○していれば結果は違っていたのに、そうしておけば

よかった」というリグレット感情が生じることを、ある意

味で理性的に事前認識し、検討段階で考慮することを目的

としているため、いずれの想定の下でも救援できない場合

はリグレット領域から除いている。 
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限定されていたかに注意を喚起したいのだ。今後、「（直

接の）犠牲者」や救援活動に関わる「リグレット」以外

にも、「関連死」など、多様な観点からハザードマップの

評価対象を考え、議論していく必要があるだろう。 
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補注 
1) 助けにきてもらっていれば、一緒に助かることができただ

ろうにという感情、てんでんこをしていれば自分だけでも

生き延びることができたのに助からなかったという感情、

救援をお願いしておかなければ非弱者を巻き添えにする

ことはなかったのにという感情の3 つの感情は、実際には

死の直前か死後に生じると考えられるが、本研究では、こ

うしたリグレット感情が生じることを事前認識し、検討段

階で考慮することを目的としているため、死の直前や死後

を想定した感情を考慮することに積極的な意味が存在す

る。 
2) 無論、現実的には理性的に助けられないことが分かってい

ても、いわゆるサバイバーズギルトのようなリグレット感

情に苛まれることはある。しかし、本研究は、あくまでも

「○○していれば結果は違っていたのに、そうしておけば

よかった」というリグレット感情が生じることを、ある意

味で理性的に事前認識し、検討段階で考慮することを目的

としているため、いずれの想定の下でも救援できない場合

はリグレット領域から除いている。 
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ABSTRACT 
 

‘Tsunami Tendenko’ has been recently promoted as a principle of tsunami evacuation in Japan. However, 
‘tsunami tendenko’ may cause psychological conflict such as “I could not go to help anybody though I could do so” 
or “I have come to help somebody though I should have evacuated alone”. This paper calls such a psychological 
emotion as ‘regret’ and claims that we should investigate critical issues and develop evacuation plan not only for 
minimizing the number of fatalities but also reducing the number of people who feels regret. Bases on the background 
mentioned above, we propose ‘regret map’ which provides information to support investigating problems concerning 
the practical evaluation plan in each field with unique local features such as ‘under which social conditions the area 
where residents faces regret would be larger’ or ‘how such an area can be reduced’. In addition, we show application 
cases to demonstrate how regret map brings implication in developing actual evacuation plans.  
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