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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to obtain a system equation for understanding the effects of various factors, such as 
evacuation information during floods, changes in surrounding conditions, and the behavior of residents in the vicinity, 
on the temporal changes in evacuation initiation behavior.  First, the characteristics of evacuation initiation behavior 
were found from the temporal changes in the number of households initiating evacuation in a region and the triggers 
for evacuation, which were obtained through a face-to-face questionnaire survey.  Based on these characteristics, we 
derived the system equation that considers the evacuation initiation behavior of a region consisting of many residents 
as the motion of a single aggregate.  The system equation is derived as an equation of motion, which is a Logistic 
equation expressed in the second-order derivative form.  This system equation could reproduce the actual time 
change of the cumulative number of people starting evacuation very well.  Based on the high reproducibility, the 
evacuation initiation behavior can be interpreted as follows.  1) The sense of urgency that accumulates in response 
to multiple information regarding evacuation and hydrology and changes in the surrounding conditions uniquely 
defines the evacuation rate of a region.  2) Evacuation orders and changes in surrounding conditions such as 
inundation will trigger evacuation action of regions.  3) The evacuation initiation behavior of one resident affects the 
remaining residents and is one of the factors that accelerate and decelerate the time variation of the cumulative number 
of evacuees.   4) The results of the sensitivity analysis suggest the following: the more leading evacuees there are, 
the more the total number of residents starting evacuation increases and the shorter the time it takes for many residents 
to start evacuation. 
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和文要約 
 
我々は、地震・津波の科学的理解を深め、防災意識の向上に努める必要がある。特に、東日本大

震災からの教訓として、自動車避難や徒歩避難どちらかに固執するのではなく、適切な避難方法を

自ら検討できるようにすることが重要である。人間は体験から学ぶことが多いので、仮想的に津波

避難を体験することができれば、住民が避難方法を検討する一助になると考えられる。このような

観点から筆者らは、自動車避難と徒歩避難の両方を経験でき、自動車と歩行者の混在状況下での避

難を経験することのできる津波避難訓練用シミュレータシステムを開発した。また、宮城県石巻市

において、実際に津波避難を経験したことのある 10 名の協力を得て、開発したシミュレータシステ

ムの評価試験を実施した。その結果、シミュレータと実際の運転感覚・歩行感覚との違いに起因す

る違和感という問題はあるものの、シミュレータシステムにより、緊張感や切迫感を持ちながら避

難を体験できることが示唆された。この経験をすることで、自動車避難か徒歩避難かに固執するこ

となく、状況に応じた適切な避難方法を自ら検討できるようになることが期待できる。 
 
 

キーワード：津波避難、危険予知意識向上、ドライビングシミュレータ、自動車避難、 
徒歩避難 

 
１．はじめに 
地震・津波などの自然災害については、事前の想定

を超える可能性があることを十分認識すべきであると

される（内閣府, 2012）。また、地震・津波の科学的理

解を深め、住民等の防災意識の向上に努める必要性が

指摘されている（内閣府, 2011）。特に、2011 年 3 月 11
日に東日本大震災を経験したことを契機として、地

震・津波に対する防災教育の必要性・重要性が改めて

認識され、継続的かつ定期的に、具体的・実践的な防

災訓練を実施するなどの工夫が求められている（文部

科学省, 2012）。そして、この工夫は、今後、発生が危

惧されている南海トラフ巨大地震への防災教育に活か

さなければならない。 

南海トラフ巨大地震に向けた対策としては、土地区

画整理事業や道路の活用による安全確保など、被害を

最小限に食い止めるための施策が推進されている（内

閣府, 2013）が、地域住民の防災意識を向上させる取り

組みの推進も重要である。避難訓練はその手法の一つ

である。東日本大震災以降の防災・減災の取り組みと

しての避難訓練の事例は様々存在し、アプリケーショ

ンやシステム開発成果を避難訓練に適用する事例が増

えている。例えば津波避難訓練支援アプリの開発事例

（杉山他, 2019）や、ICT 技術と地理情報システムを活

用したもの（塩崎他, 2018）などがある。これに対して、

我々は、近年の技術の発達が著しいVR(Virtual Reality)
技術の一つである、シミュレータシステムの活用を提
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案する。人間は体験から学ぶことが多いので、仮想的

に津波避難を体験することができれば、防災意識の向

上や住民が避難方法を検討する際の有力なツールとな

ると考えられる。また、シミュレータでの避難時のCG
映像を記録しておき、津波避難教育用アプリケーショ

ンとして利用すれば、そのときに注意すべきことなど

を教示することもできる。シミュレータシステムは、

個人で所有することは難しいが、津波避難教育用アプ

リケーションであれば、スマートフォンなどの個人所

有の端末で実行することができ、これによって、継続

的かつ定期的に避難訓練の機会を提供できると考えて

いる。図-1に、我々が提案する避難訓練のスキームを

示す。なお、シミュレータシステムを津波避難訓練に

活用した事例は、筆者らが調査した限りでは、これま

でに存在しない。 
 

 
図-1 提案する避難訓練のスキーム 

 
これまでに提案されている避難訓練のツールは、徒

歩避難のみを想定したものである。これは、津波避難

時は徒歩避難が原則である（総務省消防庁, 2013）こと

によるものと考えられる。しかし、東日本大震災にお

いて車を利用して避難した人は全体の57%と多く見ら

れており、原則徒歩避難としつつも、自動車避難のあ

り方を検討する必要性も生じている（内閣府, 2012）。
実際には、自動車避難を行うかどうかは、自分の置か

れている環境や立地から、避難者が自主的かつ総合的

に判断することになる。適切な判断を下すためには、

徒歩避難と自動車避難それぞれの特性を十分に把握し

ておくことが必要であろう。つまり、災害時の自動車

利用に関する留意点やリスクの理解を通じ、自動車避

難や徒歩避難どちらかに固執するのではなく、それぞ

れの避難方法や地域の実情の理解を通じ、適切な避難

方法を自ら検討できるようにすることは重要かつ意義

のあることである。シミュレータシステムを避難訓練

に用いることの利点は、自動車・徒歩それぞれの避難

を同じシステムで体験できることと、両者の混在状況

下の避難を体験できることである。 
シミュレータシステムを避難訓練に供するに際し、

まず、シミュレータシステムが実際の津波避難を適切

に再現しているものであるか、また、適切な避難方法

を住民自らが検討できるツールに資するか、などを評

価する必要がある。そのためには、津波避難経験者が

体験し、自らの経験に照合しながら評価することが最

良である。そして、改善すべき点を見出し、修正する

ループを回しながら、訓練のツールとして、必要最低

限の要素が実装されたシステムを作り上げることが現

実的なアプローチである。 
このような背景から、本論では、開発した津波避難

訓練用シミュレータシステムの概要について述べると

共に、実際に、東日本大震災で津波避難された宮城県

石巻市の住民の協力を得た上で、開発したシミュレー

タシステムを評価した内容について述べる。そして、

その結果を整理することで、シミュレータシステムの

有用性と問題点を整理する。 
本論の構成は以下の通りである。第 2 章では開発し

たシミュレータシステムの概要を述べ、第 3 章では、

実際に津波避難の経験のある宮城県石巻市の地域住民

に対して実施したシミュレータシステムの評価実験の

実施方法とアンケート調査の結果について述べる。第

4 章ではアンケート結果を考察し、第 5 章では本論の

まとめ、今後の展望について述べる。 
 

２．シミュレータシステムについて 
（１）システムへの要求 
 シミュレータシステムへの要求として、 

① 自動車避難と徒歩避難の両方が体験できること 

② 避難する車両による交通渋滞を再現できること 

③ 避難時の緊張感や切迫感を与えること 

を設定した。③の要求は、過緊張が、災害時の避難行

動のような危急時における情報処理に影響を及ぼすと

言われており（室崎, 2011）、このことから「焦り」を

体験することが避難訓練として重要であるという考え

に基づき定めた。また、今後の津波避難未経験者への

避難訓練を実践する場として、愛知県西尾市の協力を

得た。愛知県西尾市は、南海トラフ巨大地震発生時に、

最大震度 7、最大津波高 5.1 [m]、津波高 30 [cm]の津波

到達時間 41 [分]、浸水面積 5,155 [ha]の被害発生が想定

されている（愛知県, 2014）地域であり、浸水面積は愛

知県内でも最大であるとされる。この理由から、シミ

ュレータには愛知県西尾市のマップを実装する。 

 
（２）システムの構成 
 構築したシミュレータシステムの概略を図-2 に示

す。シミュレータシステムにおいて、自動車避難と徒

歩避難のシナリオは、ともに 1 台のシミュレータシス

テム Sirius（三咲デザイン製）で動作する。交通環境

は、オープンソースのマルチエージェント交通流シミ

ュレーション・プログラムRe:Sim を用いて再現してい

る。使用しているPC は表-1の構成となっている。 
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図-2 シミュレータシステムの概略 

 
表-1 シミュレータ動作 PCのスペック 

CPU Intel CoreTMi9-9900K 
GPU NVIDIA® GeForce RTXTM 2080 

SUPER 
Memory 16GB DDR4 SDRAM(PC4-21300 、 

8GB×2) 
 
自動車避難の場合は、PC に接続されたステアリング 

コントローラを操作し、PC に接続されたディスプレイ

上の画面を見ながら運転をする。一方で、徒歩避難の

場合は、ヘッドマウントディスプレイ（HMD: Head 
Mounted Display, Vive Pro Eye, HTC 株式会社製）を装着

し、付属のコントローラのトリガーボタンを押し込む

ことで、その時に頭部が向いている方向に歩くように

している。歩行速度は、愛知県市町村津波避難計画策

定指針の避難シミュレーションにおける歩行速度の算

定結果（愛知県, 2020）に基づき、液状化の影響を考慮

しない場合の、通常健常者の昼間歩行速度である 2.65 
[km/h](≒0.74 [m/s])を基準とし、コントローラのトリガ

ーボタンの引き込み量によって、最小 0 [km/h]から、

実験実施者が設定する最大値まで歩行速度を変化でき

るようにしている。自動車避難時の様子を図-3(a)に、

徒歩避難時の様子を図-3(b)に示す。  
 
（３）マップ 

愛知県西尾市におけるシミュレータシステムの活用を

想定するため、愛知県立一色高等学校を中心とした、3 
[km]×3 [km]のエリアを対象としてマップを作成し、シ

ミュレータに実装した。図-4に、作成したマップに該

当するエリアと、エリアの拡大図を示す。エリアの中

心である愛知県立一色高等学校は、津波高 30 [cm]の津

波到達時間は 3 時間以上と想定されている（西尾市, 
2022）。マップ構築に要する工数の関係上、エリア内の

全ての道路および建造物は網羅しておらず、図-4の実

線で示した道路およびこの道路に沿った建造物のみ、

実際の環境とほぼ同様に再現している。マップは

Unreal Engine 4 で作成した。PC に接続したモニタや

HMD には、運転者や歩行者視点でマップが表示され、

小型のサブモニタを PC に接続することにより、俯瞰

したマップがサブモニタに表示されるようになってい 

 
図-3 シミュレータシステムを用いた避難の様子。

(a): 自動車避難、(b): 徒歩避難。 

 

 
図-4 シミュレータに実装したエリア 

(Map data ©2022 Google)(Google, 2022参照) 

 

 
図-5 サブモニタの画面 

 
る。サブモニタのマップには、信号・コンビニ・学校

など主要ランドマークのアイコンも表示されるように

なっている（図-5）。徒歩避難時は、HMD 画面左上部

に半透過型のマップを提示しているが、主要ランドマ

ークのアイコンは表示されない。これらのマップ表示

は、車両ではカーナビゲーションシステムにより、ま

た、徒歩の場合もスマートフォンにより地図を表示で

きることを踏まえ、その模擬の意味と、今後、避難情

報を提示するなどの避難支援方策の検討を行うことを

目的として取り付けたものである。マップ内の信号は、

地震発生後を想定し、終始滅灯もしくは 1 [sec]周期で

点滅するように設定できる。 

津波発生後、北上して避難する際に、国道・県道・
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市道を基準とした正規の避難ルートでなく、側道など

を通過するようなショートカットをして、正規の避難

ルートと合流するような避難も考えられる。しかし、

その場合、側道からの歩行者の出現などにより、自動

車と歩行者が交錯することによって、運転者・歩行者

ともに危険な事象が生じる可能性がある。愛知県立一

色高等学校中心のエリアは、国道・県道・市道から分

岐・合流する側道が多く、災害時に車両や歩行者が交

錯する危険性を有していると考えられる（図-6）。従っ

て､このエリアは、自動車と徒歩避難者の混在状況下に

おいて適切な避難方法を考えるという目的に沿って考

えると、本論の対象として適切であると考えた。 

 

（４）避難経路の設定 

避難経路は、筆者らが 2019 年 6 月に宮城県石巻市に

おいて実施した、東日本大震災時の実際の避難状況や

行動に関する津波避難経験者を対象としたヒアリング、

西尾市津波避難計画（西尾市, 2022）および筆者らが

2019 年 10 月に西尾市役所危機管理課にヒアリングを

実施した内容を元に検討した。南海トラフ巨大地震が

発生した場合、三河湾（西尾市から見て南方）から北

の方向に浸水することが想定されている。「南から北に

逃げる」ことを前提として、図-7の(a)から(e)内、実線

で示す避難経路を設定した。これらの避難経路は、マ

ップ対象エリアに含まれる町内会において、西尾市が

設定している、津波浸水想定区域外までの避難経路で

あり、本論で対象となるエリアに含まれる避難経路で、

それぞれの避難ルートの経路が極力重複せず、移動距

離が 2 [km]以上となるルートを目安に選定した。実際

の避難経路と同様、それぞれの地区（町内会）のうち、

津波浸水想定区域の外から最も遠い居住地を始点（図

-7中○Sの箇所）とした。終点は図-7中○Gの箇所で示し

ている。実際の避難経路における終点が、本論で構築

したエリア外にある場合は、実際の避難経路と、作成

マップの外周との交点を終点とした。全ての避難ルー

トは、市道から県道・国道に抜け、県道・国道に沿っ

て避難し、西尾市が、それぞれの地区（町内会）毎に

指定している避難所に向かうようになっている。 
参考までに、図-7(a)から(e)それぞれの避難ルートに

ついて、○Sから○Gの距離を表-2に示す。実際に図-7(a)
から(e)の経路を走行・歩行する実験を実施する際には、

実験協力者に対して、自動車避難時には図-3(a)内、ス

テアリングコントローラ左側に設置したサブモニタ上

に表示した地図で、また､徒歩避難時にはHMD 画面上

に表示した地図で周辺環境を把握しながら、図-7の実

線の避難経路に沿って避難するように指示する。 
 
（５）避難時の状況 

 本システムは、自動車・歩行者混在状況を想定して

いることを大きな訴求点としている。そのため、自動 

 
図-6 愛知県立一色高等学校周辺で、災害時に 

自動車と歩行者の交錯が懸念される場所の例。 

写真は点線円箇所において東方向を向いたときの様子。 

(Map data ©2022 Google)(Google, 2022参照) 

 

 
図-7 避難経路(Map data ©2022 Google) 

(Google, 2022参照) 
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市道を基準とした正規の避難ルートでなく、側道など
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の方向に浸水することが想定されている。「南から北に

逃げる」ことを前提として、図-7の(a)から(e)内、実線

で示す避難経路を設定した。これらの避難経路は、マ

ップ対象エリアに含まれる町内会において、西尾市が

設定している、津波浸水想定区域外までの避難経路で
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の避難経路と同様、それぞれの地区（町内会）のうち、

津波浸水想定区域の外から最も遠い居住地を始点（図

-7中○Sの箇所）とした。終点は図-7中○Gの箇所で示し

ている。実際の避難経路における終点が、本論で構築

したエリア外にある場合は、実際の避難経路と、作成

マップの外周との交点を終点とした。全ての避難ルー

トは、市道から県道・国道に抜け、県道・国道に沿っ

て避難し、西尾市が、それぞれの地区（町内会）毎に

指定している避難所に向かうようになっている。 
参考までに、図-7(a)から(e)それぞれの避難ルートに

ついて、○Sから○Gの距離を表-2に示す。実際に図-7(a)
から(e)の経路を走行・歩行する実験を実施する際には、

実験協力者に対して、自動車避難時には図-3(a)内、ス

テアリングコントローラ左側に設置したサブモニタ上

に表示した地図で、また､徒歩避難時にはHMD 画面上

に表示した地図で周辺環境を把握しながら、図-7の実

線の避難経路に沿って避難するように指示する。 
 
（５）避難時の状況 

 本システムは、自動車・歩行者混在状況を想定して

いることを大きな訴求点としている。そのため、自動 

 
図-6 愛知県立一色高等学校周辺で、災害時に 

自動車と歩行者の交錯が懸念される場所の例。 
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図-7 避難経路(Map data ©2022 Google) 

(Google, 2022参照) 

表-2 ルートごとの避難距離 

ルート (a) (b) (c) (d) (e) 
避難距離[km] 2.8 3.5 1.8 2.3 4.3 

 
車や歩行者についても、極力、実際の避難を想定した

状況にしている。これらの状況は、先述した石巻市民

に対するヒアリングの内容を反映させて検討した。車

両の起終点(OD: Origin/Destination)は、交通センサスを

元に設定しており、避難行動を考えて車両のOD を変

更している。また、西尾市避難計画に準じて歩行者（成

人男性・女性、子連れの男性、ペット連れの女性、介

助者を伴った車椅子の高齢者、子供、後期高齢者）の

出現をシミュレートしている。それぞれの歩行者の速

度は、愛知県市町村津波避難計画策定指針（愛知県, 
2020）の避難シミュレーションにおける歩行速度の算

定結果を参照し、この結果を平均値として正規分布に

従うように設定した。それぞれの歩行者について、正

規分布の平均と分散は表-3のように設定した。 
 

表-3 歩行者の種類と速度分布 

歩行者の種類 速度分布 [m/s] 
成人男性 N～(0.74, 0.0932) 
成人女性 N～(0.59, 0.0932) 

子連れの男性 N～(0.74, 0.0932) 
ペット連れの女性 N～(0.56, 0.0932) 
介助者を伴った 
車椅子の高齢者 N～(0.59, 0.1202) 

子供 N～(0.37, 0.1072) 
後期高齢者 N～(0.37, 0.1072) 

 

なお、歩行者の中に、介助者を伴った車椅子の高齢者

を設定しているが、具体的な移動速度については示さ

れていない。森下らの先行研究（森下他, 2019）では、

健常者の歩行時平均速度は 1.32 [m/s]であり、要介護者

の車椅子移動時平均速度は 1.05 [m/s]と報告されてい

る。従って、要介護者の車椅子移動時の平均速度は、

健常者の歩行時平均速度の約 0.8(≒1.05/1.32)倍と示唆

される。これを踏まえ、本論でも、成人男性の歩行速

度に対して 0.8 倍と設定した。また、図-7(a)から(e)の
ルートのそれぞれ、○G手前の箇所で渋滞が発生するよ

うになっている。ただし、渋滞発生時にデッドロック

はせず、僅かに渋滞車両が進むようになっている。 
 
（６）シミュレータシステム動作時の様子 

2(1)節から2(4)節で述べたシミュレータシステムを

動作させた際の様子を図-8 と図-9 に示す。図-8 は、

自動車避難時のシミュレータの画面、図-9は、徒歩避

難時のシミュレータの画面を表している。図-8および

図-9において、画面右下に表示されている時間は、津

波到着までの時間を示している。この時間は実験実施 

 
図-8 自動車避難時の画面 

 

 
図-9 徒歩避難時の画面 

 

者側が任意に設定できるようにしている。 
このような到達時間の提示は、現実の津波避難には

起こり得ない状況である｡シミュレータには現実感の

欠如が指摘されており（例えば栗谷川他, 2009）、筆者

らの過去の知見からも、実験協力者に対して現実の環

境ほどの切迫感を与えないことがわかっている。その

ため、実験協力者に対し、津波から避難するよう行動

することを指示したとしても、切迫感を持てずに避難

行動を行うことが懸念される。ドライビングシミュレ

ータ実験において、切迫感を与える方法として、警報

音の提示（鈴木他, 2014）などの方法があるが、本実験

では、運転中常に切迫感を与え続けることを目的とし、

残り時間を常時提示することとした。 
 

３．宮城県石巻市における津波避難経験者によるシミ

ュレータ評価実験 
 第 2 章で述べたシミュレータシステムを用いて、

2021 年 6 月 14 日(月)から 16 日(水)の 3 日間、宮城県

石巻市のみやぎ生協文化会館「アイトピアホール」ホ

ールA にて、宮城県在住で、東日本大震災において津

波避難を経験した方 10 名（男性 4 名、女性 6 名、54
歳～82 歳；全員運転免許保有者）の協力を得て、シミ

ュレータ評価実験（以下、実験と称す）を実施した。

実験に際しては、愛知工科大学ヒトを対象とする研究

審査の承認を得て実施した（01-1 号）。 
 実験は表-4に示す流れで実施した。なお、実験にお

いては、新型コロナウイルス感染症対策を万全とし、

シミュレータのオペレータと実験協力者の間は透明の
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アクリルパーティションで仕切ることで飛沫を防止し、

実験開始前後には除菌クリーナでステアリングコント

ローラやヘッドマウントディスプレイのコントローラ、

椅子、机など、実験協力者が触れた箇所は除菌をする

などの対策を講じた。実験は最小限の人数で実施し、

「三密」を避けている。また、シミュレータに実装し

ているマップは愛知県西尾市のものであり、宮城県石

巻市の津波避難経験者にとっては土地勘がない。しか

し、実験の目的として、津波避難経験者の体験を活か

しシミュレータの評価に繋げることを設定しており、

避難訓練の提供そのものではない。また、マップに慣

れる目的で、実験協力者に練習走行・歩行（後述）を

行ってもらうことや、旅行先など見知らぬ土地で被災

する場合もあり得る。これらを勘案すると、対象とな

るマップが実際の居住地ではないことは、シミュレー

タの評価を行う上で問題にならないと判断した。 

 
表-4 実験の流れ 

内容 想定所要時間 
実験概要・方法説明、同意書記入 15 分 
自動車避難（練習走行 2 回） 10 分 
休憩 5 分 
自動車避難（本番走行） 5 分 
休憩 5 分 
徒歩避難用HMD 装着 5 分 
徒歩避難（練習歩行 1 回） 5 分 
徒歩避難（本番歩行） 5 分 
口頭アンケート 10 分 

 

 以下に、実験の流れについて、概要を説明する。 

 
・ 実験概要説明・実験方法説明・同意書署名 

 実験実施者が、インフォームド・コンセントの観点

から､実験協力者に対し、実験概要および実験方法につ

いて文書で提示した。それと共に、研究目的や、研究

協力の任意性と撤回の自由、研究終了後の資料などの

取扱方針について口頭で説明した。実験協力者は､実験

概要および実験方法について十分な説明を受け、その

上で、実験参加に納得した場合、実験同意書に署名し

た。但し、実験同意書署名の後も、実験協力を撤回す

ることができる。その際には、実験協力者は、実験同

意撤回書に署名の上､実験協力を撤回することとなる。 
・ 自動車避難（練習走行 2回） 

 各実験協力者は、シミュレータシステムによる運転

経験が皆無である。また､実験で使用するマップは、愛

知県西尾市のものであるため、実験協力者にとって全

く土地勘が無い環境を走行することになる。そのため、

シミュレータシステムによる運転感覚に慣れることと、

走行する避難経路を把握するという目的のために、練

習走行を行った。各自指定された経路について、○Sか

ら○Gを走行する時間は 1 回の練習走行あたりおよそ 5
分であり、全ての実験協力者は 2 回の練習走行を実施

した。なお、練習走行では、シミュレータや走行環境

への慣れや経路の把握を優先するため、歩行者、他車

両が一切出現しない環境を用意した。また、津波到達

までの時間も表示しないようにした。練習走行では、

経路内で右左折をすべき箇所 100 [m]手前に差し掛か

った際に、小型サブモニタの画面上に右左折の方向を

提示すると共に、音声で情報提示した（図-10）。 
 

 
図-10 練習走行の様子 

 
・ 休憩（練習走行と本番走行の間） 

 ドライビングシミュレータは酔いが生じやすく、実

験に支障を来すことが多く知られている（高桑他,  
2009）。そのため、練習走行を終了した段階で、酔いの

有無を確認すると共に、軽い休憩を挟んだ。 
・ 自動車避難（本番走行） 

 実験協力者は練習走行と同じ経路を 1 回だけ走行し

た。但し、練習走行と異なり、他車両および歩行者が

出現するようにした。また、愛知県西尾市がホームペ

ージで公開している大津波警報の音声ファイル（西尾

市, 2021）をバックグラウンドでループ再生している状

況で走行した。なお、音声ファイルの音量は、車の中

で聞いている程度に調整している。加えて、津波到達

の時間を表示するようにした。ここでは、実験協力者

に、残り 20 分で津波が到達することを想定して、避難

経路に沿って、津波から逃げるように運転するように

教示した。なお、練習走行と異なり、避難走行中に避

難経路を指示するなど情報提示は一切行わなかった。 
・ 休憩（本番走行と徒歩避難用 HMD装着の間） 

 実験協力者は先の休憩と同様の理由で休憩した。 
・ 徒歩避難用 HMD装着 

 徒歩避難訓練を実施するため、実験協力者は HMD
を装着した。なお、HMD と顔が直接接触しないよう

に、実験協力者は衛生布（保護マスク）を着用した。 
・ 徒歩避難（練習歩行 1回） 

 自動車避難と同様に、各実験協力者は、HMD を装

着した VR 環境での歩行経験が皆無である。従って、

VR 環境での歩行経験に慣れることを目的として、練

習歩行を実施した。歩行経路は自動車避難の経路と同

一とし、歩行者、他車両が一切出現しない条件で練習
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アクリルパーティションで仕切ることで飛沫を防止し、

実験開始前後には除菌クリーナでステアリングコント

ローラやヘッドマウントディスプレイのコントローラ、

椅子、机など、実験協力者が触れた箇所は除菌をする

などの対策を講じた。実験は最小限の人数で実施し、

「三密」を避けている。また、シミュレータに実装し

ているマップは愛知県西尾市のものであり、宮城県石

巻市の津波避難経験者にとっては土地勘がない。しか

し、実験の目的として、津波避難経験者の体験を活か

しシミュレータの評価に繋げることを設定しており、

避難訓練の提供そのものではない。また、マップに慣

れる目的で、実験協力者に練習走行・歩行（後述）を

行ってもらうことや、旅行先など見知らぬ土地で被災

する場合もあり得る。これらを勘案すると、対象とな

るマップが実際の居住地ではないことは、シミュレー

タの評価を行う上で問題にならないと判断した。 

 
表-4 実験の流れ 

内容 想定所要時間 
実験概要・方法説明、同意書記入 15 分 
自動車避難（練習走行 2 回） 10 分 
休憩 5 分 
自動車避難（本番走行） 5 分 
休憩 5 分 
徒歩避難用HMD 装着 5 分 
徒歩避難（練習歩行 1 回） 5 分 
徒歩避難（本番歩行） 5 分 
口頭アンケート 10 分 

 

 以下に、実験の流れについて、概要を説明する。 

 
・ 実験概要説明・実験方法説明・同意書署名 

 実験実施者が、インフォームド・コンセントの観点

から､実験協力者に対し、実験概要および実験方法につ

いて文書で提示した。それと共に、研究目的や、研究

協力の任意性と撤回の自由、研究終了後の資料などの

取扱方針について口頭で説明した。実験協力者は､実験

概要および実験方法について十分な説明を受け、その

上で、実験参加に納得した場合、実験同意書に署名し

た。但し、実験同意書署名の後も、実験協力を撤回す

ることができる。その際には、実験協力者は、実験同

意撤回書に署名の上､実験協力を撤回することとなる。 
・ 自動車避難（練習走行 2回） 

 各実験協力者は、シミュレータシステムによる運転

経験が皆無である。また､実験で使用するマップは、愛

知県西尾市のものであるため、実験協力者にとって全

く土地勘が無い環境を走行することになる。そのため、

シミュレータシステムによる運転感覚に慣れることと、

走行する避難経路を把握するという目的のために、練

習走行を行った。各自指定された経路について、○Sか

ら○Gを走行する時間は 1 回の練習走行あたりおよそ 5
分であり、全ての実験協力者は 2 回の練習走行を実施

した。なお、練習走行では、シミュレータや走行環境

への慣れや経路の把握を優先するため、歩行者、他車

両が一切出現しない環境を用意した。また、津波到達

までの時間も表示しないようにした。練習走行では、

経路内で右左折をすべき箇所 100 [m]手前に差し掛か

った際に、小型サブモニタの画面上に右左折の方向を

提示すると共に、音声で情報提示した（図-10）。 
 

 
図-10 練習走行の様子 

 
・ 休憩（練習走行と本番走行の間） 

 ドライビングシミュレータは酔いが生じやすく、実

験に支障を来すことが多く知られている（高桑他,  
2009）。そのため、練習走行を終了した段階で、酔いの

有無を確認すると共に、軽い休憩を挟んだ。 
・ 自動車避難（本番走行） 

 実験協力者は練習走行と同じ経路を 1 回だけ走行し

た。但し、練習走行と異なり、他車両および歩行者が

出現するようにした。また、愛知県西尾市がホームペ

ージで公開している大津波警報の音声ファイル（西尾

市, 2021）をバックグラウンドでループ再生している状

況で走行した。なお、音声ファイルの音量は、車の中

で聞いている程度に調整している。加えて、津波到達

の時間を表示するようにした。ここでは、実験協力者

に、残り 20 分で津波が到達することを想定して、避難

経路に沿って、津波から逃げるように運転するように

教示した。なお、練習走行と異なり、避難走行中に避

難経路を指示するなど情報提示は一切行わなかった。 
・ 休憩（本番走行と徒歩避難用 HMD装着の間） 

 実験協力者は先の休憩と同様の理由で休憩した。 
・ 徒歩避難用 HMD装着 

 徒歩避難訓練を実施するため、実験協力者は HMD
を装着した。なお、HMD と顔が直接接触しないよう

に、実験協力者は衛生布（保護マスク）を着用した。 
・ 徒歩避難（練習歩行 1回） 

 自動車避難と同様に、各実験協力者は、HMD を装

着した VR 環境での歩行経験が皆無である。従って、

VR 環境での歩行経験に慣れることを目的として、練

習歩行を実施した。歩行経路は自動車避難の経路と同

一とし、歩行者、他車両が一切出現しない条件で練習

歩行をした。但し、自動車避難と異なり、右左折すべ

き箇所に差し掛かったときの情報提示は行わなかった。

これは、歩行避難については、避難時の歩行経路選択

行動を調べることも重要であるためである。VR 酔い

と呼ばれる、めまい、吐き気、ふらつきなどの乗り物

酔いに似た不快な症状（笹山他, 2021）が生じることが

懸念される。そのため、練習歩行終了後に実験協力者

に状態を確認し、必要に応じて休憩もしくは実験を中

断した。なお、今回の実験協力者は高齢者が多いこと

から、立位で操作する（図-11(a)）場合と、椅子に着

座して操作する（図-11(b)）場合のどちらも可とした。 
 

 
図-11 徒歩避難の様子。(a): 立位で操作、(b): 椅子

に着座して操作。 

 
・ 徒歩避難（本番歩行 1回） 

 実験協力者が練習歩行と同じ経路を 1 回だけ歩行し

た。自動車避難の場合と同様に、車両および他の歩行

者が出現するようにした。また、愛知県西尾市がホー

ムページで公開している大津波警報の音声ファイル

（西尾市, 2021）をバックグラウンドでループ再生して

いる状況で歩行した。なお、音声ファイルは、煩わし

くない程度の音量になるように調整している。加えて、

津波到達の時間を表示するようにした。自動車避難と

同様に、津波到達の時間を 20 分後と設定し、実験協力

者には、歩行開始前に、残り 20 分で津波が到達するこ

とを想定して、避難経路に沿って、津波から逃げるよ

うに徒歩避難するように教示した。練習歩行と同様に、

立位で操作しても、着座して操作する場合のどちらも

可とした。 
・ 口頭アンケート 

 実験終了後に、実験協力者自らの経験に照合しなが

らシミュレータシステムを評価すると共に、改善点を

抽出することを目的として、口頭アンケートを実施し

た。評価手法は様々存在するが、本論では、実験協力

者に高齢者が多いため、実験協力者の負担が少なく、

比較的容易に評価が可能である口頭アンケート（質問

項目を読み上げ、実験協力者が口頭で回答）による評

価を採用した。アンケートの内容は次の通りである。 
(1) ドライビングシミュレータで自動車避難を体験し

て頂きましたが、どう感じましたか？ 
(2) 徒歩避難を体験して頂きましたが、どう感じまし

たか？ 
(3) 自動車避難時に、自動車を乗り捨てた方が良いと

感じましたか？ 
(4) 自動車避難と徒歩避難のどちらが良いと感じまし

たか？ 
(1)と(2)はシミュレータシステムの評価や改善点の抽

出、(3)と(4)は、シミュレータシステムの体験により自

動車避難と徒歩避難を避難者が独自に検討できるかど

うかを評価する目的で設定した。アンケート時の様子

を図-12 に示す。アンケート時は、実験協力者は一人

ずつ参加した。質問者は、質問の漏れがないようにす

るために相互確認しながらアンケートを実施する目的

で 2 名、加えて、実験協力者の回答を記録する係の計

3 名が同席した。アンケートの結果を表-5に示す。 
 

 
図-12 アンケート時の様子 

 
４．シミュレータ評価実験結果に関する考察 
 第 3 章で述べたアンケート結果について考察し、シ

ミュレータシステムの有効性や、徒歩避難と自動車避

難の意識について考察する。 
まず、(1)については、4 名（実験協力者 A、B、E、

F）が、緊張感や切迫感、焦りなどを覚えたと答えて

おり、シミュレータであっても緊張感、切迫感、焦り

のような感情を持って訓練できる可能性が示唆される。

特に、実験協力者A、E、F については、切迫感や焦り

を感じた旨を述べている。もちろん、このような切迫

感や焦りは、過去に東日本大震災で経験したからこそ

生じたものかも知れない。一方で、他車両や歩行者、

サイレン音、津波到達までの残り時間表示などによっ

て、シミュレータにそれなりのリアリティがあったか

らこそ、そのような感情が想起されたとも解釈できる。 
 このような切迫感や焦りを感じていることを定量的

に示すために、練習走行 2 回目と本番走行それぞれに

ついて、直線路の任意の区間を走行するまでの時間を

比較した。なお、本番走行では、練習走行と異なり、

渋滞が発生したり、他車両の存在による減速が生じる。

そのため、分析に際しては、「走行経路上の直線路にお

いて、渋滞や他車両の存在によって自車両の減速が生

じない、練習走行と本番走行に共通する区間」を、実

験協力者A、B、F の場合で抽出し、この区間を走行す

るのに要する時間を求めた。なお、実験協力者E は、
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表-5 アンケート結果 

実験協力者番号 年齢・性別 項目 回答 

A 72 
女性 

(1) 心がざわつく、急がなきゃ、10 年前の当日を思い出す。ドキドキした。焦りが

あった。残り時間が気になった。知っている道があればスピードを出すと思う。 
(2) 車と同じ距離だが遅い、長く感じた。車に乗る以上にざわつく、足がもつれる。 
(3) 時間との戦いだからそのまま車にのる。渋滞などがあれば乗り捨てる思いある。 
(4) 後で後悔したくないので、状況次第でその場の判断だと思う。 

B 62 
女性 

(1) 通ったことがない道なのでルートを覚えるのがやっと。緊張した。 
(2) 遅く感じた。 
(3) 残り 5 分で病院の建物があってそこに逃げようかと思った。 

(4) 車は遠くまで行ける。歩きだと歩道橋に登れる。どちらがいいかは状況次第。

渋滞になったらどうしようも無いので、それならば高い所へ行く。 

C 65 
女性 

(1) 歩行者や自転車が車道を通っていたので危なかった、車避難は大変。 

(2) 歩道が狭い。人がいると車道にはみ出してしまい思うように避難できないか

も。急ぎたいのに周りがゆっくり歩いている。 
(3) 車を停めると他の人のじゃまになると思った。 

(4) 
避難場所が近ければ徒歩でも。車だと、渋滞などがあるので、徒歩が良いかも。

健常者とそうでない方の逃げ方の違いがある。体の不自由な人は大変。優しい

気持ちで周囲の人のお手伝いをしてあげて、皆で避難をしないと。 

D 
69 
男性 

(1) 実際の運転とは違い慣れない。スピードや感覚がシミュレーションでは難しい。 
(2) 震災時は川岸の工場に残っていた。当時のことなどを思い出した。 

(3) 直線的に逃げられるなら車、余裕があるなら使わない。切羽詰まったら車かな。

海から直接離れる道があるなら車。 
(4) 基本は徒歩。健常者とそうでない方にも声を掛ける。臨機応変の判断が必要。 

E 71 
男性 

(1) シミュレーションでもあわてる。スピードも出てしまった。 
(2) いつもの自分より速さが遅い。 
(3) 車を捨てて逃げられるだろうか。習性で乗っていくと思う。 

(4) 
自分の足が健在なら歩き。ここなら逃げられると言っても混んでいたら無理。

目標や近い場所に高い場所があれば車を捨てて逃げ込む。 

F 71 
女性 

(1) 本番時に経路を間違えた。切迫感がある。前の車についていってしまったら渋

滞に巻き込まれた。 
(2) 歩くスピードが遅い。周りにいる人がゆっくりとしていて走り出したくなった。 

(3) 最近の津波警報で車を使ったが渋滞に巻き込まれた。車で逃げたほうがいいと

思った。復興住宅なら復興住宅の上に逃げる方がいいと思った。 
(4) まず車で逃げて山の方になど早い判断で早く逃げる。近くの高い場所へ向かう。 

G 54 
女性 

(1) 操作方法にとまどった。曲がるところがわかりにくい。方向がわからなくなる。 

(2) 
乱視でメガネをかけていたので、焦点を合わせるのが大変。足踏みしながらの

方が楽だったかも。最初から障害物がある方がやりやすかったかも。 
(3) 思わなかった。マナーは守られなかった。 
(4) ケースバイケース。高いものがあれば歩きでも。 

H 70 
女性 

(1) 高いところ探しながら、今より安全な所を走る。歩行者、交差点が怖い。 
(2) もっと早く動きたい、走りたい。 
(3) 切羽詰まっていないのであれば車で走った方が良い。高い所を意識した。 
(4) 徒歩のほうが良い。自由に動ける。 

I 82 
男性 

(1) 難しい。車や歩行者がいた方が走りやすかった。 
(2) ＜酔いで実験せず＞ 
(3) （車を置いて歩いて逃げようと思ったことは）ない。 

(4) 場所と状況による。なるべく車。自己判断と経験が重要。常に避難についてシ

ミュレーションや情報共有をしておく。 

J 73 
男性 

(1) 歩行者いるため事故起こさずに逃げるのが大変。 
(2) 切迫感あまり無い。電柱が倒れてこないか不安。 
(3) 乗り捨てた方が良い。渋滞リスク。車あぶない。 
(4) 歩いての方が良い。どちらにせよ高いところへ。 
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表-5 アンケート結果 
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健常者とそうでない方の逃げ方の違いがある。体の不自由な人は大変。優しい

気持ちで周囲の人のお手伝いをしてあげて、皆で避難をしないと。 
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69 
男性 

(1) 実際の運転とは違い慣れない。スピードや感覚がシミュレーションでは難しい。 
(2) 震災時は川岸の工場に残っていた。当時のことなどを思い出した。 

(3) 直線的に逃げられるなら車、余裕があるなら使わない。切羽詰まったら車かな。

海から直接離れる道があるなら車。 
(4) 基本は徒歩。健常者とそうでない方にも声を掛ける。臨機応変の判断が必要。 

E 71 
男性 

(1) シミュレーションでもあわてる。スピードも出てしまった。 
(2) いつもの自分より速さが遅い。 
(3) 車を捨てて逃げられるだろうか。習性で乗っていくと思う。 

(4) 
自分の足が健在なら歩き。ここなら逃げられると言っても混んでいたら無理。

目標や近い場所に高い場所があれば車を捨てて逃げ込む。 

F 71 
女性 

(1) 本番時に経路を間違えた。切迫感がある。前の車についていってしまったら渋

滞に巻き込まれた。 
(2) 歩くスピードが遅い。周りにいる人がゆっくりとしていて走り出したくなった。 

(3) 最近の津波警報で車を使ったが渋滞に巻き込まれた。車で逃げたほうがいいと

思った。復興住宅なら復興住宅の上に逃げる方がいいと思った。 
(4) まず車で逃げて山の方になど早い判断で早く逃げる。近くの高い場所へ向かう。 

G 54 
女性 

(1) 操作方法にとまどった。曲がるところがわかりにくい。方向がわからなくなる。 

(2) 
乱視でメガネをかけていたので、焦点を合わせるのが大変。足踏みしながらの

方が楽だったかも。最初から障害物がある方がやりやすかったかも。 
(3) 思わなかった。マナーは守られなかった。 
(4) ケースバイケース。高いものがあれば歩きでも。 

H 70 
女性 

(1) 高いところ探しながら、今より安全な所を走る。歩行者、交差点が怖い。 
(2) もっと早く動きたい、走りたい。 
(3) 切羽詰まっていないのであれば車で走った方が良い。高い所を意識した。 
(4) 徒歩のほうが良い。自由に動ける。 

I 82 
男性 

(1) 難しい。車や歩行者がいた方が走りやすかった。 
(2) ＜酔いで実験せず＞ 
(3) （車を置いて歩いて逃げようと思ったことは）ない。 

(4) 場所と状況による。なるべく車。自己判断と経験が重要。常に避難についてシ

ミュレーションや情報共有をしておく。 

J 73 
男性 

(1) 歩行者いるため事故起こさずに逃げるのが大変。 
(2) 切迫感あまり無い。電柱が倒れてこないか不安。 
(3) 乗り捨てた方が良い。渋滞リスク。車あぶない。 
(4) 歩いての方が良い。どちらにせよ高いところへ。 

避難訓練時、実験開始直後に避難経路を間違えたため、

分析から除外した。実験協力者A、B、F について練習

走行時に要した時間と本番走行時に要した時間の差を

表-6に示す。表-6において、時間差が正値であれば、

本番走行時の方が短い時間で走行したことになる。 
 

表-6 練習走行時と本番走行時の時間差 

実験協力者 A B F 
時間差 [s] 1.0 -4.0 12.0 

 

実験協力者A と F について、練習走行時に比べ本番

走行時の速度が増加している傾向が見られる。一方、

実験協力者Bは練習走行時の方が短い時間で走行して

いる。練習走行では他車両および歩行者が出現しない

ため速度が出ていた可能性がある。表-6 より、切迫

感・焦燥感による「早く逃げなければならない」とい

う気持ちが走行時の速度増加に現れ、運転行動に影響

する可能性があるが、これを表-6の結果から明確に示

すのは不十分であり、ここでの議論は傾向を述べるに

留まる。また、全ての実験協力者について、切迫感・

焦燥感が与えられたわけではないため、シミュレータ

のリアリティの向上は引き続き検討する必要がある。 

 なお、徒歩避難については、ほぼ全員の実験協力者

が、練習歩行時、本番歩行時共にコントローラのトリ

ガーボタンを最大まで押し込んでおり、常に最大速度

で避難していたため、時間差を見出すことが困難と判

断した。そのために、徒歩避難については、分析から

除外している。徒歩避難については、長時間の徒歩に

よる疲労の影響なども検討する必要があると考えられ

る。そのため、実際に走行や歩行可能な、物理的なイ

ンタフェースを実装する必要があると考えている。 
車両での避難時に、歩行者に対する怖さや危険性に

ついて回答した実験協力者が 3 名（実験協力者C、H、
J）いた。シミュレータシステムにおいて、歩行者と自

動車の混在状況下での車両避難時に注意すべき点を経

験できることが確認できた。その一方で、実車との比

較という観点から、実車とは違い違和感を覚えた実験

協力者が 2 名（実験協力者 D、G）いた。操作性につ

いては、例えば車両モデルの調整などよってある程度

は解消することができるものの、ドライビングシミュ

レータを使用した実験において、実車との違和感につ

いては従来問題にされており（玄葉他, 2016）、今後検

討し続けるべき課題といえる。 
 (2)については、歩行速度が「遅い」と回答した実験

協力者が 5 名（実験協力者 A、B、E、F、H）いた。

歩行速度もシミュレータ特有の課題と考えられ、実際

の速度と VR 空間上の速度のギャップを感じるために、

ソフトウェア上における歩行速度は、数値的には、愛

知県市町村津波避難計画策定指針の避難シミュレーシ

ョンにおける歩行速度の算定結果（愛知県, 2020）を入

れたとしても、違和感を覚えた実験協力者が見受けら

れたと考えられる。自治体等が想定する歩行速度は、

避難計画を策定するための安全側の設定であり、実態

とは多少の乖離があるものと考えられる。従って、実

際にシミュレータシステムを運用するにあたっては、

公表されている数値情報を基準とした上で、ある程度

の数値のチューニングが必要になろう。 
(3)については、避難においては車でなく徒歩で行う

という、徒歩避難の原則に従った回答をした実験協力

者が多かった。また、渋滞であれば車を捨てる、とい

う行動をとると回答した実験協力者が見受けられた。

しかし、実験協力者 F と I のように、シミュレータ経

験後であっても、車避難を前提として考えている実験

協力者も見受けられた。自動車と歩行者が混在し、渋

滞が生じる状況を体験した中で、なお車避難を前提と

した意識を持ち続けていることは、「車の方が早く遠く

へ逃げられる」「できるだけ車で遠くへ避難し、動けな

くなったら徒歩で避難すればよい」という観念による

と考えられる。徒歩避難を原則として推進するのであ

れば、徒歩による避難でも、十分余裕を持ち、安全な

場所に避難できることをシミュレータで体験してもら

い、徒歩避難に対する安心感を与えることも津波避難

訓練のツールの重要な役割であろう。 
最後に、(4)については、2 名（実験協力者H、J）は

徒歩避難と回答したが、その他の 8 名は、状況次第も

しくはそれに類する回答であると解釈できる。本論の

シミュレータシステムを経験したことにより意識変容

に繋がったかは把握できないが、「状況次第」とは、適

切な避難方法を自ら検討できることの現れであると解

釈できる。今後、津波避難未経験者に対しては、実験

前後での意識変容を評価する予定である。 
 
５．まとめと今後の展望 
 本論では、自動車避難と徒歩避難を体験できる津波

避難訓練用シミュレータシステムの開発について述べ

た。また、このシミュレータシステムを、宮城県石巻

市に在住で、実際に津波避難を経験した実験協力者の

方々に評価して頂いたことについて述べた。その結果、

シミュレータシステムであっても、実験協力者が緊張

感や切迫感、焦りを感じる程度のリアリティを再現で

きることが確認できた。また、状況次第で、自動車避

難か徒歩避難を判断するという回答が得られたように、

シミュレータを経験することで、原則徒歩避難としつ

つも、自動車避難のあり方を検討するきっかけを与え

るツールとしての活用が期待できる。その一方で、シ

ミュレータ固有の問題である、実車や実歩行との違和

感といった問題を再確認した。本論で述べたシミュレ

ータシステムはある程度の効果が期待できるものの、

実際のシチュエーションと遜色ないレベルに仕上げる

ためには、シミュレータシステム自体の更なる改善の
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余地があると考えられる。 
 今後は、第 1 章でも述べたように、愛知県西尾市に

おける活用を目指す。具体的には、今回の宮城県石巻

市での避難訓練において、10 名の実験協力者の視線挙

動および自動車避難時における車速などの運転行動や、

徒歩避難時における歩行速度のデータを取得しており、

これらのデータは、津波避難経験者としての行動や、

避難時の注意の払い方として重要なデータになると考

えられる。我々は、このデータを活用して、今後、南

海トラフ巨大地震に備えることができる津波避難教育

用アプリケーションの開発を進める計画であり、これ

を愛知県西尾市の住民に試用してもらうことで有効性

を検証する予定である。これについては別途報告する。 
 
謝辞：本研究の遂行にあたって、西尾市役所危機管理

課、西尾警察署交通課、日本カーシェアリング協会の

皆様、三咲デザイン合同会社の小田蛍太氏に多大なる

ご協力を頂いた。本研究は科研費基盤研究 (B)
（19H01723, 代表：荒川俊也）の支援を受けて遂行さ

れた。 
 
補足：本論文の第 1 章と第 2 章は、自動車技術会 2021
春季大会で発表した内容（荒川他, 2021）を元に加筆修

正したものである。 
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余地があると考えられる。 
 今後は、第 1 章でも述べたように、愛知県西尾市に

おける活用を目指す。具体的には、今回の宮城県石巻

市での避難訓練において、10 名の実験協力者の視線挙

動および自動車避難時における車速などの運転行動や、

徒歩避難時における歩行速度のデータを取得しており、

これらのデータは、津波避難経験者としての行動や、

避難時の注意の払い方として重要なデータになると考

えられる。我々は、このデータを活用して、今後、南

海トラフ巨大地震に備えることができる津波避難教育

用アプリケーションの開発を進める計画であり、これ

を愛知県西尾市の住民に試用してもらうことで有効性

を検証する予定である。これについては別途報告する。 
 
謝辞：本研究の遂行にあたって、西尾市役所危機管理

課、西尾警察署交通課、日本カーシェアリング協会の

皆様、三咲デザイン合同会社の小田蛍太氏に多大なる

ご協力を頂いた。本研究は科研費基盤研究 (B)
（19H01723, 代表：荒川俊也）の支援を受けて遂行さ

れた。 
 
補足：本論文の第 1 章と第 2 章は、自動車技術会 2021
春季大会で発表した内容（荒川他, 2021）を元に加筆修

正したものである。 
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ABSTRACT 
 

To deepen our scientific understanding of earthquakes and tsunamis and raise disaster preparedness and 
awareness, effective evacuation drills should be developed and widely spread. In particular, as a lesson learned from 
the Great East Japan Earthquake, it is important to enable residents to consider appropriate evacuation methods on 
their own, rather than sticking to either evacuation by car or on foot. Since most people learn more through 
experience, it would be helpful for residents to experience tsunami evacuation virtually using simulation technology. 
From this perspective, the authors have developed a simulator system for tsunami evacuation drills that can 
experience both car evacuation and evacuation on foot, and can experience evacuation under mixed conditions of 
cars and pedestrians. The simulator system was evaluated by the 10 people who had actually experienced a tsunami 
evacuation, living in Ishinomaki City, Miyagi Prefecture. The results suggested that the simulator system enables 
people to experience evacuation with a sense of tension and urgency, although there is a problem of discomfort 
caused by the difference between the simulator and the actual driving and walking sensations. It is expected that this 
experience will enable them to consider on their own the appropriate evacuation method depending on the situation, 
without being fixated on whether to evacuate by car or on foot.  
 
 

Keywords：：Tsunami evacuation, consciousness for disaster awareness, driving simulator, evacuation by car, 
evacuation on foot 
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