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１．問題意識 

「『避難』とは『難』を『避』けることです」と中央防

災会議（2020）が強調するように、この意味での避難が

必要なのはあくまでも「難（人的被害）」がある人におい

てであって、避けるべき「難」が無い人（水害の例では、

堅牢な建物の高層階の居住者など）において避難はそも

そも必要ない。これまでにも各地で幾多の避難促進方策

が検討されてきたが、それがもしも「難」が無い人にお

ける避難をも（無意識に、図らずも）促進・誘導してし

まうものであるとするならば、それによってもたらされ

るものは「難」を避ける以外の目的で行われる避難であ

り、もはや“過剰避難”とでも呼ぶべき事態である。 

過剰避難がもたらされる可能性は、往々にして、その

対象者を「『難』が生じ得る人」に限定せぬまま漠然と避

難を呼びかけるような避難促進方策において生じ得る。

実際の運用において「『難』が生じ得る人」を厳密に限定

して呼びかけることなど不可能に近いが、しかし、それ

であっても、原理原則として「避難」とは難を避けるた

めに行うものであるという基本スタンスを手放しては

いけないと思うのである。「難の有無とは関係なく、とり

あえず誰もが避難しておけば良いではないか」といった

スタンスがもしもあるならば、それには賛同できない。 

２．たとえば「広島ナッジ」 

いわゆる“広島ナッジ”もその例外ではないように思

われる。牛山素行氏（静岡大学）や永松伸吾氏（関西大

学）らが“広島ナッジ”に対して感じた違和感（永松 2020）

には、このような過剰避難に関する論点も含まれていた

のではないかと推察するのである。“広島ナッジ“とは、

2018 年の西日本豪雨災害をきっかけとして広島県で検

討された、行動経済学的な知見（いわゆるナッジ）を用

いた避難促進方策のことを指す造語である。ここでは、

従来までの呼びかけ（以後、「コントロール」と呼称）よ

りも、「あなたが避難することは人の命を救うことにな

ります」（利得フレーム）や「あなたが避難しないと人の

命を危険にさらすことになります」（損失フレーム）のほ

うが、より高い避難促進効果が期待される、という知見

が示されている（大竹ほか 2020）。なお、このうち、最

も効果が大きかったのは損失フレームであったが、実際

に広島県で運用されるに至ったのは利得フレームの方

である。いずれのフレームも、一貫して社会規範と利他

性に訴えかけるナッジとなっており、その当事者におけ

る「難」の有無については明示的に扱われていない点が

特徴的である。現にその検証に用いられた広島県のアン

ケート調査も、回答者の自宅における危険性の有無、す

なわち「『難』を『避』けるための『避難』」の要／不要

については不問のまま行われている。 

そこで本稿は、広島県が行った調査（表 1 のM1→M3

→M4→）をベースとして踏襲しつつ、そこに回答者の自

表１ 調査で提示した文章 

M1 あなたは現在自宅で過ごしています。 

M2 

ど 
れ 
か 
1 
つ 
提 
示 

自宅安全 過去の経験や洪水ハザードマップなどによると、

自宅の居住スペースは「危険になる可能性は低い」ことがわ

かっているとします。 

自宅危険 過去の経験や洪水ハザードマップなどによると、

自宅の居住スペースは「危険になる可能性が高い」ことがわ

かっているとします。 

M3 

あなたのお住まいの地域では前日から非常に激しい雨が降ってお

り、河川の氾濫や土砂災害の恐れがあります。時間帯は昼間で、

避難場所までの移動中の安全性は確保されているものとします。 

M4 

ど 
れ 
か 
1 
つ 
提 
示 

コントロール 毎年、6 月はじめ頃の梅雨入りから秋にかけ

て、梅雨前線や台風などの影響により、多くの雨が降りま

す。日本全国の各地でもこれまでに、山や急な斜面が崩れ

る土砂崩れなどの災害が発生しています。大雨がもたらす

被害について知り、危険が迫った時には、正しく判断して行

動できる力をつけ、災害から命を守りましょう。 

利得フレーム これまで豪雨時に「避難情報（避難勧告や避

難指示など）」で避難した人は、まわりの人が避難していた

から避難したという人がほとんどでした。あなたが避難するこ

とは人の命を救うことになります。 

損失フレーム これまで豪雨時に「避難情報（避難勧告や避

難指示など）」で避難した人は、まわりの人が避難していた

から避難したという人がほとんどでした。あなたが避難しな

いと人の命を危険にさらすことになります。 

M5 

このような状況で、行政から自宅周辺に対して「避難情報（避難勧

告や避難指示など）」が発表された際、あなたならどのような行動を

とると思いますか？ 

□ 自宅滞在（備えなし） 特別な備えや準備などはせずに自宅

にとどまり、普段通りの生活を自宅でそのまま続けると思う 

□ 自宅滞在（備えあり） 停電や断水への備えをしたうえで（停電

や断水を覚悟のうえで）、自宅にとどまると思う 

□ 知人の家へ どこか安全な「知人の家」へ避難すると思う 

□ 親戚の家へ どこか安全な「親戚の家」へ避難すると思う 

□ 宿泊施設へ どこか安全な「ホテルなどの宿泊可能な施設（通

常の宿泊料金が必要）」へ避難すると思う 

□ 公的な避難所へ どこか安全な「公的な避難所」へ避難すると

思う 

（表中の 内は本稿用のものであり、調査で回答者には示されない） 
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宅の危険性の有無の条件（M2）を新たに追加した調査（実

施概要は表 1、表 2 を参照のこと）を実施することで、

いわゆる“広島ナッジ”がもたらす効果に関する再検証

を行った結果を報告する。 

３．広島ナッジの再検証の結果 

集計結果を図 1 に示す。「自宅危険」の条件下では【自

宅滞在】は基本的には不適切なはずである。ここで【自

宅外避難】を選択した回答者割合はいずれも約 50～60％

となっており、そこで提示されるメッセージ（コントロ

ール／利得フレーム／損失フレーム）が異なることによ

る有意な差異は認められない。 

一方、「自宅安全」の条件下では、わざわざ【自宅外避

難】を選ぶ必要はない。【自宅滞在】で何ら問題ないはず

である。現に「コントロール」のメッセージが提示され

た場合には 60％以上の回答者が【自宅滞在】を選択して

いる。「利得フレーム」条件下においてもその割合は概ね

変わらない。しかし、「損失フレーム」条件下では、その

割合は減少し、逆に【自宅外避難】が過半数を占めるに

至っていることがわかる。その割合は、図 1 下部の「自

宅危険」の条件下における割合とおおむね同等である。 

この調査結果をそのまま額面通り解釈するならば、以

下のとおりである。すなわち、自宅が危険であると既に

認識している人々にとって、【自宅外避難】が相応しいか

否かを判断するに際して“広島ナッジ”は何ら役に立っ

ていない、ということである。“広島ナッジ”が新たにも

たらすことは、本来なら避難の必要が無くてそのまま自

宅に滞在しておけばよい人々の一部が、他人に迷惑をか

けるかもしれないという理由“だけ”で、（難が無いにも

かかわらず、無意識に、図らずも）わざわざ【自宅外避

難】へと駆り出される、ということである。このような

“広島ナッジ”によってもたらされる事態は果たして本

当に「人々の厚生を高めている」と解することが出来る

のであろうか。「皆様も、避難を呼びかける際には是非、

このメッセージの活用を御検討ください」（三宅・大竹

2019）と広く呼びかける前に、ともすると過剰避難をも

たらしているだけかもしれないという可能性を疑って

立ち止まり、いまいちど再検討する必要はないだろうか。 

なお、これほどまでの“広島ナッジ”の強大な影響力

は、確かに、実際には自宅は危険なのに頑なに安全だと

信じている人や避難を拒む人を【自宅外避難】へとスム

ーズに誘導する、ということには有効に利用可能かもし

れない。しかしそれは最終手段とすべきであろう。その

強大な影響力が実際には自宅が安全で避難不要な人々

にも及んでしまう危険があることに注意は必要である

し、そもそもの原則としてまず目指すべきことはやはり、

自宅の危険性の正しい理解であろうと考えるのである。 

予算制約の都合上、本稿での調査のサンプル数は限定

的である。より潤沢なサンプル数での追調査が望まれる。 
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図 1 各条件下での避難意向 
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表 2 調査実施概要 

実施時期 2020 年9 月25 日～28 日 

調査方法 インターネット調査 （対象地域：日本全国） 

配布数 600 票（性別（2 区分）×年代（5 区分）×下記6 組で均等割付） 

設問文章の提示順序 

自宅 
安全 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ M1→M2 自宅安全→M3→M4 ｺﾝﾄﾛｰﾙ→M5 

利得ﾌﾚｰﾑ M1→M2 自宅安全→M3→M4 利得ﾌﾚｰﾑ→M5 

損失ﾌﾚｰﾑ M1→M2 自宅安全→M3→M4 損失ﾌﾚｰﾑ→M5 

自宅 
危険 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ M1→M2 自宅危険→M3→M4 ｺﾝﾄﾛｰﾙ→M5 

利得ﾌﾚｰﾑ M1→M2 自宅危険→M3→M4 利得ﾌﾚｰﾑ→M5 

損失ﾌﾚｰﾑ M1→M2 自宅危険→M3→M4 損失ﾌﾚｰﾑ→M5 

有効回答  反転項目に矛盾のあるサンプルを除いた 592 票 

及川康：過剰避難問題～広島ナッジの再検証～, 日本災害情報学会第22回学会大会予稿集, pp.154-155, 2020年11月.




