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豪雨進展過程における住民の避難行動や家財保全の行動は，その開始時期の遅れは甚大な被害につながる可

能性が高いことから，被害発生前のより早い段階からの行動開始が望まれる．しかし，その実施率の低さやタ

イミングの遅さについては，これまでの多くの事例において指摘されてきたことである．豪雨災害の発生過程

に立ち返って考えるならば，その根源的な発生原因は，あくまでも豪雨である．しかしながら，豪雨状況から

災害発生の危険性を推察する感覚が失われつつあるのではないかと危惧されるのである．以上のような基本認

識のもと，本研究では，豪雨の進展状況と住民の危機感の形成および対応行動実施との関係性を，実態調査結

果に基づき分析を行った． 
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１． はじめに 

 
豪雨進展過程における住民の避難行動や家財保全の行

動は，その開始時期の遅れは甚大な被害につながる可能

性が高いことから，被害発生前のより早い段階からの行

動開始が望まれる．しかし，その実施率の低さやタイミ

ングの遅さについては，これまでの多くの事例において

指摘されてきたことである１），２），３）． 
住民対応行動の実施率が低調にとどまる要因としては，

まず，災害発生による危険性を伝える災害情報伝達の不

確実性４）が挙げられる．しかし，根本的な原因は，情報

が伝達されたとしても，正常化の偏見（normalcy bias）５）

に代表される心理的なバイアスが影響し，行動すべきで

あるという意思決定を多くの住民ができないでいること

にある．さらに問題を深刻化しているのは，本来ならば

避難すべきであることは規範的には理解できるものの，

一方でこのような心的過程の中で避難できていない自分

との間に認知的不協和（cognitive dissonance）６）が生じ，
この不協和を解消すべく，避難していない自分を正当化

しようと積極的な情報取得行動を行うことが更なる避難

行動の阻害要因となるといった悪循環が発生しているこ

とである．行動していない自分を正当化する理由は，行

動すべき事を正当化する理由よりも一般に容易に数多く

取得することができ，たとえば，テレビは避難勧告を報

道していないとか，立派な防災施設が整備されたので大

丈夫であろうとか，前回の避難勧告のときはたいしたこ

とはなかったなどは，その最たるものである７）． 
このような，住民対応行動の迅速な実行を妨げる種々

の要因を概観するならば，それらにはいずれもハード面

とソフト面の双方における防災対策の進展が，背景に存

在しているものと考えられる．すなわち，避難勧告や気

象情報などの災害情報伝達の環境整備がままならないよ

うなかつての状況であれば，情報に依存するような住民

心理は形成され得なかったはずであり，あるいは，治水

施設の整備がままならないかつての状況では，それに依

存した安心感も形成され得ず，頻繁に発生する豪雨災害

に対して，対応行動を行わない自分は正当化され得なか

ったはずである． 
豪雨災害の発生過程に立ち返って考えるならば，その

根源的な発生原因は，あくまでも豪雨である．大量の雨

が降れば降るほど，崖崩れや土石流，河川氾濫の危険性

は高まるという関係性は，ここで改めて言及する必要す

らないほどに明らかである．しかしながら，この豪雨災

害に対する最も根本的な感覚，すなわち，大量に降った
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雨の状況から災害発生の危険性を推察する感覚自体が，

前述のような種々の要因の芽生えと同時に，失われつつ

あるのではないかと危惧されるのである． 
本研究では，以上のような基本認識のもと，豪雨の進

展状況と住民の危機感の形成および対応行動実施との関

係性を分析することを目的としている．豪雨の進展に伴

い，崖崩れや土石流，河川氾濫の危険性が高まると同時

に，住民意識としてその危険性をどの程度に呼応して認

識できているのか，そしてそれを具体の行動にどの程度

反映出来ているのかを，豪雨災害発生時の住民行動の実

態調査の結果をもとに考察を行う． 
豪雨時における住民対応行動の遅れについては，これ

まで行われてきた多くの調査では，実態把握を主たる目

的とする調査の性質上，主に時間軸を基本として整理さ

れることが多い．しかし，単なる時間の経過が住民対応

行動の実施の直接的な要因ではなく，自分に被害が生じ

るかもしれないという危機感を強く感じるか否かがその

基本的な動機付けであると考えるのが自然であろう．ま

た，その住民が抱く危機感についても同様であり，単な

る時間の経過が主たる要因ではなく，豪雨の進展状況の

ような直接的に災害の発生を予期させ得る要因を考える

ことが自然であろう．このような考えにもとづき，ここ

では，豪雨進展過程における住民の危機感の形成や対応

行動の開始時期について，主に臨床研究や信頼性工学な

どで多く用いられる加速寿命モデル（accelerated failure 
time model）８）を適用して分析を行うこととする． 
 
２． 分析の枠組み 

 
(1)  分析フレーム 
豪雨進展状況下で住民が危機感を感じる過程について

は，時間の進展そのものがその原因ではなく，豪雨状況

そのものとの関連を見る必要があるが，その反応過程の

程度は個人によって大きく異なることが予想される． 
ある住民が，ある程度の累積的な豪雨状況 R で初め
て危機感を感じるものと考える．ここで，R は雨量指標
であるので非負の確率変数として，その確率密度関数を 
fc(r)，累積分布関数を Fc(r) とすると，累積雨量 r にお
いて住民が危機感を感じる率 hc(r) は式(1)で表される． 
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これはハザード関数と呼ばれるもので，累加雨量 R の
時点で危機感を感じていなかった人が次の瞬間に危機感

を感じるという条件付き確率密度を表すものである． 

ここでの R は，住民が災害発生の危機感を感じるた
めの判断材料としての位置づけであり，豪雨災害発生の

危険性を示す指標であることから，土壌雨量指数や実効

雨量，さらには崖崩れ災害の発生に特化したかたちでの

指標などが提唱されている９），１０）が，ここでは，より大

量の雨が降ることが災害発生の危険性を増大させるとい

う関係性を失わない範囲で単純化することとして，累加

雨量を指標として用いることとする． 
なお，本研究での検討の着眼は，豪雨進展状況を示す

Rと危機感の有無との関係である．したがって，被害が
実際に発生した後で危機感を感じることは，言わば当た

り前であり，本研究における検討の趣旨からは外れるこ

ととなる．この点については，上記のハザード関数を考

える（打ち切りデータ（censored data）として扱う）こと
により考慮可能となる． 
このR の分布としては種々のものが想定されること
から，より実態に即した分布形状を選択する必要がある．

本研究において検討を行った分布形状は以下のとおりで

ある． 
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ここで，各住民の個人差は，説明変数ベクトル X に
より以下のようなかたちで考慮されることとなる． 
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(9) 
λは尺度パラメータ（scale parameter）とよばれるもので
あり，大きい値をとるほど，より少ない雨量においても

危機感を感じ得る状態にあることを示す．また，p は形
状パラメータ（shape parameter）と呼ばれるものであり，
ワイブル分布においては，p の値が1より大きい場合はハ
ザード関数が r についての増加関数となり，1より小さ
い場合は減少関数，1と等しい場合は一定となる（本研究
においては増加関数となることが予想される）．対数正規

分布や対数ロジスティック分布は一峰性の分布であり，p 
の値が大きいほど鋭い分布形状となる．説明変数として

は，自宅位置での豪雨災害発生に関する危険性の有無の

認識や，それまでの被害経験の有無，避難勧告の入手有

無等か考えられる． 

( )　

以上までが，豪雨進展過程における住民の危機感の形

成と累加雨量との関係を記述するモデル（以降，危機感

rF ≤= Pr( Rrc )



 

モデルと呼ぶ）の概説

ける対応行動が実施さ

害が生じるかもしれな

かがその基本的な動機

ち，豪雨進展過程にお

対応行動モデルと呼ぶ

レベルの危機感 T を
行動を行うものと考え

おける R を T に置き
づき考えることが可能

∞である必要があるこ

を累加雨量 r につい
という）を用いること

 
(2)  調査概要 
以上のような考え方

風23号災害を事例とし
調査を行った．調査実

調査対象地域は，連

600mmを超える降雨
崖崩れや土石流による

なった地域である．平

であり，分析対象地域

に被害をもたらした主

（8月18日），16号（8
げられるが，これらの

中心として生じており

被害をもたらしたもの

本研究では，これら

調査を実施している．調査では，台風23号時の対応行動
開始時期や危機感を抱き始めた時期に加えて，それらに

影響を及ぼす要因の把握，そして各回答者宅における毎

時間の雨量概況を把握するために，調査を住所記名式で

実施することで複数地点に存在する香川県の雨量観測所

データの平均値（距離による重み付き）として評価を可

能とした．このようにして調査回答者の位置における降

東かがわ市

実施時期 H17.1.20-1.3
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となる．一方，豪雨進展過程にお

れるか否かについては，自分に被

いという危機感を強く感じるか否

付けであると考えられる．すなわ

ける住民対応行動のモデル（以降，

）に関しては，ある住民が，ある

抱いたときに初めて自発的に対応

るならば，上記の危機感モデルに

換えることで，同様の考え方に基

となる．ここで T は定義より0～
とから，前述のハザード関数 hc(r) 
て積分したもの（累積ハザード関数

とする． 

の検証を行うために，平成16年台
て，そこでの香川県民の行動実態

施概要は表-1に示すとおりである． 
続雨量（図-1参照）で局所的には
となった県東部の3市であり，主に
死者が11名におよぶ甚大な被害と
成16年は全国的にも災害多発の年
においても例外ではなかった．県

な台風としてはこの他にも，15号
月30日），18号（9月7日），などが挙
被害は主に県西部や県央の地区を

．分析対象地域の県東部に甚大な

は23号（10月20日）である． 
一連の災害発生後の時点において
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図-2 台風23号時の回答者地点の平均雨量 

 

雨量の平均値を示すと図-2のようになる． 
また，これら一連の台風災害以前の時点（以降、時点

①と呼ぶ），23号直前（以降、時点②と呼ぶ），調査時点
である23号後の時点（以降、時点③と呼ぶ）の３時点で
の災害意識を尋ねている．分析対象地域である香川県の

特徴として，それまで豪雨災害経験が希少である土地柄

も相まって，災害が発生していないという経験やそもそ

も豪雨自体が希であるという事実の積み重ね等によって

形成されてきた住民の時点①における災害意識は，低調

であったことが予想される．しかし，この一連の豪雨災

害の経験を介することで，特に台風23号後の時点③にお
いては危機意識が大きく変わっていることが予測される． 
 
３． モデルの推定結果 

 
危機感モデルにおける分布形状としては，対数ロジス

ティック分布が支持された（表-2）．推定結果は表-3に示
す通りである．説明変数として，台風 23号の直前である
時点②における自宅位置での豪雨災害発生に関する危険

性の有無の認識や，それまでの被害経験の有無，避難勧

告の有無およびそれらの交互作用項のうち，有意なもの

のみ採択すると表-3のようになる．横軸に累加雨量をと
り，縦軸にはその時点までに危機感を感じなかった回答

者のうちでその瞬間に危機感を感じたとする回答者の占

める割合の累積（累積ハザード）を回答集計に基づき示

すと，図-3の中の点線のようになる．これに，モデルに
よって推計された累積ハザードを重ねると，図-3の実線
のようになり，モデルによる推計値と調査集計による実

測値との比較から，概ね現状再現性が確保されているも

のと考えられる．また，推定結果より，同じ降雨状況で
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表-4 対応行動モデルのAIC 

AIC
ワイブル分布 1871.71
対数正規分布 1859.77
対数ロジスティック分布 1867.09  

表-5 対応行動モデルの推定結果 
Coeff.

Scale Palameter
定数項 1.59 10.72 ***
対応行動経験（1:有, 0:無） -1.53 -3.33 ***
Shape Parameter
σ 2.11 19.12 ***

L(C)
L(β)
χ2
Prob.

Sample Size 1362

t-ratio

※対数正規分布, *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

-935.7
-928.7
14.0
0.000
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図-4 対応行動モデルの再現性 

あっても，自宅位置での危険性を認識している住民や，

被害経験を有する住民，避難勧告を入手した住民は，よ

り多くの割合で危機感を感じる傾向にあることが確認さ

れた． 
一方，対応行動モデルについては，対数正規分布が支

持され（表-4），その推定結果は表-5のようになる．説明
変数としては，過去に同じく対応行動を行った経験が有

るか否かのみが有意となった．横軸には前述の危機感に

関する累積ハザードをとり，縦軸にはその時点までに対

応行動を行った回答者の割合の累積を回答集計に基づき

示すと，図-4の中の点線のようになる．これに，モデル
による推計値を重ねると，図-4の実線のようになり，こ
こにおいてもモデルによる推計値と調査集計による実測

値との比較から，概ね現状再現性が確保されているもの

と考えられる． 
以上より，どれほどの累加雨量に対して住民が危機感

を感じ，対応行動を行うのかの関係性が記述された．こ

こで，あらためて，横軸に累加雨量を，縦軸に危機感を

感じる住民の割合（全体平均）と対応行動実施率（全体

平均）をとり図化すると，図-5のようになる．なお，調
査回答者における崖崩れ被害の発生雨量の分布を併せて

(1)として併記してある．また，たとえば図-6 のように，
危機感を感じる住民の割合と対応行動の実施率を時間軸

の中で累加雨量との関係の中で推計することも可能とな

るものと思われる．しかしながら，ここでの結果は，言

うまでもなく，あくまでも調査対象地域における降雨・

被害・危機感・対応行動との関係性を記述したにとどま

っており，さらには，平成 16年台風 23号という単一豪
雨時における記録に基づくものであることを踏まえると，

ここで記述された関係性をより一般化するためには，他

の豪雨時における記録や他の地域での記録をも踏まえて

分析を行う必要がある． 
 

表-2 危機感モデルのAIC 

AIC
ワイブル分布 2424.69
対数正規分布 2375.20
対数ロジスティック分布 2369.92  

表-3 危機感モデルの推定結果 
Coeff.

Scale Palameter
定数項 6.47 158.15 ***
避難勧告（1:入手, 0:未入手） -0.33 -5.85 ***
事前意識（1:高, 0:他） -0.37 -4.70 ***
被害経験（1:有, 0:無） -0.44 -4.63 ***
事前意識 * 被害経験 0.41 2.11 **
Shape Parameter
避難勧告（1:入手, 0:未入手） -0.15 -1.94 *
被害経験（1:有, 0:無） -0.17 -1.63
σ 0.55 16.97 ***

L(C)
L(β)
χ2
Prob.

Sample Size 1163

t-ratio

※対数ロジスティック分布, *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

-1215.7
-1180.0
71.6
0.000
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図-3 危機感モデルの再現性 

４． 改善方策の影響 

 
平成 16年の台風 23号接近時での調査対象地域におけ
る豪雨進展状況に対する危機感と対応行動実施率を，た

とえば図-5(1)に示される崖崩れ発生件数が概ね 50％に
至った時点での累加雨量時点で見てみると，危機感につ

いては約 30％，対応行動実施率については約 10％にとど
まっていることがわかる．これらの値について，人的被
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図-5 累加雨量との関係 
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図-6 危機感と対応行動の時間的推移 
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図-7 自分が被害を受ける可能性認識の推移 
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図-8 危機感モデルの感度分析 
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図-9 対応行動モデルの感度分析 

害の最小化の観点からは，さらに向上させていくこと，

すなわち，豪雨状況に対する住民の感度を上げていくこ

とが重要となる． 
台風 23号は，自宅位置での豪雨災害発生に関する危険
性の有無の認識が時点②の状態で迎えたこととなるわけ

で，それ以外の一連の災害経験，つまり時点①～②の間

に発生した災害の経験に基づき形成された意識状態で

23号を迎えたこととなる．そこで，住民の自宅位置での
豪雨災害発生に関する危険性の有無に関する認識の，時

点①から時点③に至るまでの変遷を，図-7において見て
みる．これによると，自宅での豪雨災害発生の危険性を

認識していた住民は，時点①ではわずか 13％弱であった
のに対して，時点③においては半数近くの住民が認識す

るようになるなど，大幅に変化していることが確認でき

る．また，時点①から時点②への変化に関しては，この

間に発生した豪雨災害での被害は分析対象地域以外での

被害が甚大であり，概して多くの回答者が幸いにも被害

は軽微もしくは免れた状況にあるにも関わらず，それら

の見聞が少なからず意識の向上に寄与していることがわ

かり，時点②から③への変化については，この間の台風

0423号による被害は，分析対象地域を中心として甚大な
被害となっていることから，意識変化量も大きなものと

なっていることがわかる． 
仮に台風 23号が，平成 16年のように先行する多くの
豪雨災害の後に発生したものでなく，時点①のように住
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民の多くが「自分の地域は豪雨が少なく，ましてや豪雨

災害などはまず発生しないだろう」という意識の状況で

発生したものであったとするならば，前章で把握された

ように，豪雨が降りしきるなかで災害危険度が高まって

いくにも関わらず，危機感を高めることができずに，対

応行動が後手になってしまう状況が想起される．図-8お
よび図-9には，このような状況想定での危機感の推移と
対応行動実施率の推移を時点①として示しており，これ

により，豪雨進展に対する危機感と対応行動の感度が，

時点②で台風 23号を迎えた実際の状況と比べて，低下し
ていることが確認される．一方，甚大な被害を自分たち

の地域で経験することとなった台風 23 号直後の時点③
での意識状態であったならばとの想定（図中では時点③）

では，豪雨に対する感度はより機敏なものとなっている

ことが確認される． 
さらに，避難勧告を周知徹底（全回答者が避難勧告を

入手）した場合や事前意識の改善（全回答者が，自宅位

置での豪雨災害発生の危険性を認識）を行った場合，そ

れら両方を組み合わせた場合においては，豪雨進展に対

する危機感の感度は大幅に上昇し，累加雨量 300mm 程
度の段階での危機感を感じる住民は 30％程度であった
ものが，約 50％程度まで向上することが確認される．し
かし，対応行動実施率の向上効果については限定的なも

のにとどまる可能性が確認される．ここにおいて，過去

の豪雨災害時において実際に対応行動を実施した経験を

有することが，その場での対応行動実施率の向上に大き

な影響をもたらしていることがわかる．このことから，

実際の豪雨時の対応行動経験を有することに代替するも

のとして，たとえば訓練などで実際に行動してみるなど

は，たとえ豪雨状況から危機感を感じたとしても具体的

な行動に移ることができない住民の割合を減少させるこ

とが期待される． 
 
５． おわりに 

 
豪雨進展時において災害発生の危険度を知るための方

法として，ともすると避難勧告などの人為的な災害情報

に依存してしまいがちであるが，立ち返ると目前の降雨

状況も重要な判断材料のひとつであるはずとの認識のも

と，本研究では，周辺の豪雨進展状況と住民の危機感お

よび対応行動との関係性について，加速寿命モデルの考

え方を援用しつつ記述した．しかし，ここでの結果は，

あくまでも調査対象地域における降雨・被害・危機感・

対応行動との関係性を記述したにとどまっており，さら

には，平成 16年台風 23号という単一豪雨時における記
録に基づくものであることから，ここで記述された関係

性をより一般化するためには，他の豪雨時における記録

や他の地域での記録をも踏まえて分析を行う必要がある． 
また，豪雨状況の中でより適切な方向で危機感を強め

対応行動を行うことが可能となるためには，事前から地

域の災害の危険性について関心を持っていることのみな

らず，具体的な対応行動の経験を有することが一層の効

果をもつことが示された． 
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THE SENSITIVITY OF RESIDENTS’ PERCEPTUAL VIGILANCE  
AND BEHAVIOR TO HEAVY RAINFALL 

 
Yasushi OIKAWA and Naoki FUJIKAWA 

 
It is important for residents to take action in early stage of heavy rainfall disaster, because its delay will 

read to serious damage. However, the low rate and delay of behavior in disaster are often pointed out by 
some research on the actual condition of natural disasters.  

The root cause of heavy rainfall disaster is just the rainfall. But we have some misgivings that the 
sensitivity of residents’ perceptual vigilance and behavior to heavy rainfall has vanished. So, in this study, 
we analyze the relationships between the process of heavy rainfall, residents’ perceptual vigilance and 
behavior, using the data from a questionnaire survey instancing the case of residents of Kagawa prefecture 
in heavy rainfall disaster by Typhoon 23 in October 2004. 
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