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   This study discusses evacuation planning from tsunami disasters at the low-lying area in Kushiro City by using 
existing tall buildings as temporal refuges. Serviceability of refuges is influenced by damage to buildings due to 
seismic ground motions. We estimate the damage to the buildings using a fragility function. In the worst case, the 
coverage area of evacuation decreases by 80% because of the damage to tall buildings. And the variability of 
coverage area in the histogram shows that the means value approximately coincides with the mode. 
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１．はじめに 
 

2011年東北地方太平洋沖地震を契機に，各地で津波想

定の見直しが進められている．北海道防災会議1)により

2012年6月に公表された津波浸水深予測図では，北海道

太平洋側に位置する釧路市の広範囲が浸水範囲となり，

対策の大幅な見直しが必要となっている．津波避難は浸

水範囲外の高台や，内陸に避難することが大原則である

が，高台までの避難に相当の時間を要する平野部では堅

固な中高層建築物を一時的な避難場所に利用することも

現実的な対応策のひとつである2)．図1に示す釧路市の旧

釧路市は東西は高台となっているが，この高台を除くと

沿岸部から内陸部まで起伏が少なく，標高5m程度の低

平地となっている．東側の高台へ避難するには釧路川を

渡る必要があるため，高台への経路が限られている．一

方，西側の高台は直線距離で1km以上離れている． 
東北地方太平洋沖地震では，車で避難した人の1/3が

渋滞に巻き込まれている3)ことや，徒歩で避難した人の

一次避難所までの距離は450mである3)ことから，旧釧路

市の低平地では津波到達前に高台へ避難することは困難

である． 
こうした中，釧路市4)では，北海道防災会議の津波想

定に基づき，2013年8月にハザードマップを更新した．

津波に対する避難先として，情報機器や食料等を備蓄し，

津波が引いた後の避難にも活用する緊急避難場所及び津

波緊急避難施設，また，津波をやり過ごすために緊急に

避難する津波避難ビルを指定し，その数を大幅に増やし

ている． 
しかし，釧路市によって指定された避難施設以外にも，

想定浸水深より高い建築物が存在しており，これらも津

波避難ビルとして併せて活用することで，より避難の可

能性が高まると考えられる． 
ここで，東北地方太平洋沖地震では津波による被害が

大きかったものの，地震動による建築物被害も報告され

ている5), 6)．非木造建築物では，件数は少ないものの柱

や壁がせん断破壊した事例が報告されている．また，

柱・梁などの構造躯体の損傷が軽微であるが，2次壁，

方立て壁などの非構造部材に大きな損傷が発生し，建築

物が使用できなくなる事例も報告されている． 
避難先に指定されていない中高層建築物の中には1981

年以前の建築基準法に基づいて建設された建築物も存在

するため，建築物の耐震性や地震動被害について考慮す

る必要がある．しかし，最大クラスの津波想定を行った

北海道防災会議では地震動の想定はなされていない．ま

た，中央防災会議7)ではこれまでに千島海溝沿いのM9ク
ラスの地震・津波に対する想定は行われておらず，2006
年の想定では，想定十勝沖地震，想定根室沖地震の単独

での地震動を想定しているが，500年間隔地震にあたる2
連動の地震での地震動は想定されていない． 
宮森ら8)は釧路市における巨大津波に対する津波避難
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の基礎的検討として，公表された津波浸水予測図を基に，

釧路市で避難に利用可能な建築物の調査を行っている．

宮森らでは建築物の耐震性について，建築年代による判

別を行っているが，特に1981年の新耐震基準以前に建て

られた既存の建築物が揺れによって被害を受け，津波避

難に活用できない可能性がある． 
そこで，本研究の目的は釧路市の中で，避難対象者が

建築物に避難しなければならないと考えられる地区につ

いて，対象地区すべての中高層建築物を利用した場合の

避難可能性を，比較的簡便な方法で把握することである．

さらに，地震動による建築物の被害に着目し一部の避難

可能建築物が地震動により被害を受け，津波避難に活用

できないとした場合，避難可能性に与える影響を検討す

る． 
具体的には，北海道旧釧路市の低平地において現地調

査を行い，避難に用いることのできる中高層建築物のデ

ータを簡易的な手法で取得し，地図上で建築物に避難が

可能な範囲を表示する．そして，津波避難が可能な建築

物の耐震性を建築年代により簡易的に判別する．また，

北海道の太平洋沖で想定されている地震が発生した際の

地震動強度を仮定し，津波避難に活用することとした既

存建築物の被害率を求める．その結果，一部の避難可能

建築物が地震動により被害を受け，津波避難に活用でき

ないとした場合，避難可能範囲がどの程度影響を受ける

のかを検討する． 
 
 
２．建築物情報と避難可能範囲の算出 

 
(1) 対象地区 
本研究の対象地区は，釧路市の旧釧路市のうち，大楽

毛地区，鳥取地区，愛国地区，鉄北地区，橋北地区とす

る．対象地区の地図9)を図1に示す． 
旧釧路市の地理的特徴として，南側は太平洋に面して

おり，北側の内陸部には広大な釧路湿原が広がっている．

対象地区の東西は高台となっており，東側の高台は標高

約20m以上で住宅地が広がり，西側の高台は小高い山の

ようになっている．東西の高台を除くと沿岸部から内陸

部まで起伏が少なく，標高5m程度の低平地となってい

る．本研究の対象地区は南北に約4km，東西に約12kmの

低平地である． 
対象地区の津波想定4)では，地震発生から30分後に津

波第1波が来襲し，最大想定浸水深は海岸近くでは10m
以上，内陸部でも5m以上で，浸水範囲は対象地区の外

側の釧路湿原にまで及ぶ．避難対象者は約12万人である．

したがって，津波到達前に徒歩で浸水範囲外や高台に避

難することが困難と考えられる地区である． 
 
(2) 現地調査 
現地調査では，建築物の高さを測定するためのレーザ

ー距離計Nikon LASER1000AS，建築物の状況と位置を記

録するためのGPS機能付きデジタルカメラはCASIO EX-
H20G及びPanasonic DMC-TZ40の2機種を用いて，調査対

象地区における建築物の高さ・状況・位置を調べるとと

もに，屋上の状況，外階段などにより外部からの避難が

可能かどうかを可能な範囲で調査を行った．元データと

して紙媒体で保存した建築物１棟ごとの調査記録は，全

て統合しGIS上でデータベース化している． 
避難先として建築物を選定する際に選定基準を設ける

ために，北海道防災会議1)で公表されている津波浸水深

のGISデータから，各町の最大浸水深の値を選定基準と

した．そのため，同じ地区においても，選定基準は違う

値をとることとなる．調査により得られた建築物の高さ

データと選定基準を比較したうえで，調査した全ての建

築物を対象として避難先となり得るか選定する． 
例として，5階建て15ｍで屋上が存在する建築物が最

大浸水深10mの町にあるとする．この建築物は1階当た

りの高さが3m，浸水しない高さが5mとなる．次に，浸

図 1 対象地区の地図
9) 

 2 
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水しない階数が存在することを確かめるために浸水しな

い高さから1階当たりの高さを除すことで浸水しない階

数が求まる．この例の場合は1.67で1階存在することと

なりさらに屋上もあるため，この建築物は5階と屋上に

避難できることとなる．しかし，5階建て15mで屋上な

し最大浸水深が13mの場合，1階当たり3ｍ，浸水しない

高さが2mとなるため浸水しない階数が0.67となることか

ら，浸水しない階が存在しない，つまり避難ができない

こととなる． 
以上の現地調査により，対象地区で津波避難に活用で

きる建築物として，718棟を選定した． 
 

(3) 選定建築物の建築年代の判別 
本研究では，現地調査にて選定した718棟の避難可能

建築物において，建築物の耐震性について検討する．津

波避難ビル等に係るガイドライン2)の津波避難ビル等の

要件及び留意点として新耐震設計基準に適合しているこ

とが挙げられている．そのため，1981年の建築基準法改

正前後の住宅地図を比較する方法で建築年代を可能な範

囲で調べることとする． 
建築年代の調査は1981年に建築基準法が改正されたこ

とから，2011年の住宅地図10)(以降「新地図」と表記)と
新耐震基準以前の住宅地図である『釧路市住宅明細地図 
昭和53年(1978年)度版』11)(以降「旧地図」と表記)の比

較を行い，避難可能建築物が新耐震基準(以下，「新耐

震建築物」と表記)もしくは旧耐震基準で建てられた建

築物(以下，「旧耐震建築物」と表記)なのかを判断する． 
基本的な判断方法は，建築物が旧地図に存在した場合

は旧耐震建築物と判断し，旧地図に存在しなかった場合

は新耐震建築物と判断する． 
ただし，旧地図と新地図を比較したとき，旧地図に存

在するが建築物の形が変化している場合には，建て替え

が行われたと考えられるため，新耐震建築物であると判

断する．また，建築物の名前が若干変化しているが，建

築物が同じ場所に同じ形で存在している場合は，旧耐震

建築物であると判断する．名前の似たマンションやアパ

ートなどの集合住宅に関しては，集合住宅の階数や部屋

数を比較し，一致した場合は旧耐震基準で建てられたと

判断する．また，現地調査での写真データをもとにブレ

ースなどの耐震補強が行われているかを目視で確認し，

確認できた場合は新耐震建築物と判断する． 
この他に，学校などの公共施設に関しては，釧路市の

ホームページ12)や学校のホームページなどで建て替えや

耐震化が行われているかを可能な限り確認する． 
以上のように，住宅地図の比較や釧路市のホームペー

ジでも判断が難しい建築物に関しては，安全側にとり旧

耐震建築物であると判断する． 
 

(4) 建築年代調査の結果 
前節より，避難可能建築物の建築年代の調査を行った

結果を地区ごとにまとめ，表1に示す．これより，718棟
の避難可能建築物のうち29%が旧耐震基準で建てられ，

71%が新耐震基準で建てられた建築物であるとわかった．

大楽毛地区に関しては，避難可能建築物数が他の地区に

比べて圧倒的に少なく，旧耐震基準の建築物が30%存在

している．その他の地区では，旧耐震基準で建てられた

避難可能建築物は鳥取地区では24%，愛国地区では11%，

鉄北地区では29%，橋北地区では40%だった．対象地区

の中で，愛国地区が旧耐震建築物の割合が低い．これは，

愛国地区は北部がニュータウンとして昭和50年代に造成

される13)など，比較的新しい住宅地であるためと考えら

れる． 
 
(5) 避難可能距離の算出方法 
本研究では，徒歩による避難を前提とする．これまで

の歩行による避難可能距離の算出方法としては，参考文

献2)，14)を参考に，次の式[1]，[2]を用いる． 
 

 ( )111 tTPL −×=  [1] 

 21 PHt =  [2] 

 
ここで， 
L1：建築物に対する避難可能距離(m) 
P1：歩行速度(m/s) = 0.9m/s15), 16) 
T：避難に使用できる時間(秒) = 600秒 
t1：津波が届かない高い建築物へ階段を用いて上るのに

要する時間(秒) 
H：津波最大浸水深(m) 
P2：階段昇降速度(m/s) = 0.21m/s15) 

P1は参考文献15), 16)を参考に0.9m/sに設定している．

避難に使用できる時間Tは600秒(10分)としている．これ

は，北海道防災会議による最大想定津波の第1波到達時

間として30分とされていることと，参考文献17)の調査

により，東日本大震災における地震発生から避難開始ま

でに要した時間は生存者で平均19分，亡くなった方は平

均21分であったことに基づく．t1で用いる津波最大浸水

深Hは北海道防災会議1)で公表されている津波浸水深の

GISデータを用いた．階段の昇降速度P2は参考文献15)を
参考にした． 
さらに，建築物への避難を論じる場合には，建築物の

収容力と範囲内の人口も勘案することが必要となる．本

研究では次の式[3]を用いて建築物の収容力と周辺地域

の人口密度から避難可能距離L2を算出している． 
 

 
π

DCL =2  [3] 

 
ここで， 
L2：収容力を考慮した建築物への避難可能距離(m) 
C：収容可能人数（人）=建築物面積(m2)×避難可能階数

/1人当たりの面積（m2/人） 

表 1 避難可能建築物の耐震基準別棟数 

地区名 
避難可能 
建築物 

新耐震 
建築物 

旧耐震 
建築物 

旧耐震建築

物の割合 
大楽毛 
地区 

23 棟 16 棟 7 棟 30% 

鳥取 
地区 

97 棟 74 棟 23 棟 24% 

愛国 
地区 

135 棟 120 棟 15 棟 11% 

鉄北 
地区 

218 棟 154 棟 64 棟 29% 

橋北 
地区 

245 棟 147 棟 98 棟 40% 

全地区 
合計 

718 棟 511 棟 207 棟 29% 

 

 3 
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D：地域人口密度(人/m2) 
収容可能人数Cについては基盤地図情報18)で得られた

建築物の面積に対して，避難場所として利用可能と考え

られる階数(屋上が利用可能な場合は屋上も含む)を乗じ，

1人当たりの面積として1m2を除した値を用いている．1
人当たりの面積は参考文献2)より決定した．また，地域

人口密度Dは基盤地図情報における各地区の面積と釧路

市統計書19)における各地区の人口から算出している． 
以上で求めたL1及びL2のうち，値の小さなものを避難

可能距離として取り扱う．そして，釧路市低平地におい

て現地調査で選定した中高層建築物と避難可能距離を

ArcGISに入力して避難可能範囲を可視化したものを図2
に示す． 
鳥取地区と愛国，鉄北地区の境界である新釧路川，鉄

北地区と橋北地区の境界であるJR根室本線では行き来が

制限されるため，避難可能範囲を区切っている． 
避難可能範囲をグラデーションにして中心から離れる

ほど薄く表示する．これは，避難は直線的に行われるの

ではなく道のりに沿うものであるため，各円の外縁部で

は条件によって対象の建築物に避難できる可能性が低く

なることを感覚的に表現したものである． 
現実の避難は地盤の液状化による道路被災による移動

速度の低下や建築物の倒壊による道路閉鎖，また冬季の

場合は積雪や路面凍結による移動速度の低下が考えられ

るが，それらを考慮していない．これらの不確定な要素

がある中で，本研究では対象地区の津波による人的被害

のリスクを大筋で把握することを目的とし，直線距離で

避難可能範囲を算出している． 
避難可能範囲は建築物の耐震基準別に色分けで表示し

ている．全体のカバー率は73%であるが，地区によるば

らつきが見られる．図2より，旧耐震建築物のみでカバ

ーしている範囲がある．旧耐震建築物のみでカバーして

いる範囲は，地震動被害によって空白域となるリスクが

大きい． 
なお，本研究でのカバー率は避難可能範囲の面積を地

区の面積で除した，面積に基づくカバー率である．本研

究では地区ごとに人口密度を一定として式[3]のL2を算出

しているため，各地区の人口密度から対象人口を求めた

人口に基づくカバー率と，面積に基づくカバー率は同じ

値となることから，面積に基づくカバー率を用いた． 
 
 
３．釧路市で想定される地震動強度及び建築物の

被害率 

 
(1) これまでに公表された千島海溝沿いの地震動想定 
東北地方太平洋沖地震の後，北海道防災会議では，北

海道太平洋沿岸で確認された津波堆積物を基に，千島海

溝沿いで発生する最大クラスの津波想定を行っている．

しかし，北海道防災会議では地震動の想定や，地震動に

関する断層面の設定は行われていない． 
その他の千島海溝沿いでの地震想定として，中央防災

会議は2006年に根室沖・釧路沖(根室沖)の地震，十勝

沖・釧路沖(十勝沖)の地震を想定している．さらに，根

室沖，十勝沖2連動の500年間隔地震を想定しているが，

これも津波のみの想定である．また，北海道防災会議20)

では，中央防災会議の根室沖，十勝沖の断層面を参考に

して，それぞれの想定地震の断層面を設定している．  
このように，根室沖，十勝沖の2連動地震や，より規

模の大きい最大クラスの地震については，津波想定のみ

で，地震動の想定は行われていない．この理由として，

津波想定は津波堆積物に基づいているが，地震動につい

ては，過去の地震の震度が明らかでないことが挙げられ

ている7)．  
 
(2) 本研究での地震動の想定 
本研究では，2012年6月に北海道防災会議により想定

された，千島海溝沿いでのM9.0の津波を対象としている．

そのため，地震動の想定も，この地震によるものを用い

ることが望ましい．しかし，北海道防災会議では地震動

の想定や，地震動に関する断層面の設定は行われていな

い． 
東北地方太平洋沖地震の際に，K-NET，KiK-net観測点

21)では震度7は2観測点，6強は18観測点で記録されてい

る．地表面での地震動強度は震源特性，伝播経路特性，

サイト増幅特性の影響を受ける．そこで，東北地方太平

図 2 選定建築物の避難可能範囲 

避難可能建築物 

新耐震建築物の避難可能範囲 

旧耐震建築物の避難可能範囲 

大楽毛地区 鳥取地区 
愛国地区 

鉄北地区 

橋北地区 

 4 
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洋沖地震での震度6強を記録した観測点を対象に，震源

特性(マグニチュード)，伝播経路特性（断層最短距離），

サイト増幅特性(AVS30)を調査し，千島海溝沿いの地震

の際の釧路市での震度を仮定する． 
東北地方太平洋沖地震と千島海溝沿いでは，マグニチ

ュードは9クラスで同等，ただし，強震動生成域の位置

は千島海溝沿いでは不明である． 
東北地方太平洋沖地震で震度6強を観測したK-NET，

KiK-net観測点の断層最短距離を算出する．東北地方太

平洋沖地震の断層面は防災科学技術研究所22)を参考に，

走向195°，傾斜13°，走向方向の長さ510km，傾斜方

向の幅210kmとして図3のように設定した．各観測点の

断層最短距離を表2に示す．断層最短距離は55～75km程

度となった．  
一方，千島海溝沿いでの地震動の断層面として，ここ

では，根室沖地震と十勝沖地震の断層面を覆う断層面と

仮定し，北海道防災会議20)を参考に，走向236°，傾斜

15°，走向方向の長さ325km，傾斜方向の幅114kmとし

た．設定した断層面を図4に示す．図4にはその他の想定

断層面も示している．本研究で設定した断層面は最大ク

図 4 千島海溝沿いの断層面
1), 7), 20) 

表 2 東北地方太平洋沖地震の際，震度 6 強を観測した K-NET，KiK-net 観測点
21) 

コード 観測点名 緯度(°) 経度(°) 標高(m) 計測震度 断層最短

距離(km) AVS30(m/s)23) 

FKS016 白河 37.1228 140.1914 375 6.1 69 462.7 
FKS017 須賀川 37.2842 140.3689 263 6.0 68 326.2 
FKSH10 西郷 37.1616 140.093 565 6.0 71 413.3 
FKSH18 三春 37.4894 140.538 410 6.0 66 775.5 
FKSH19 都路 37.4703 140.7227 510 6.0 63 775.5 
FKSH20 浪江 37.4911 140.9871 12 6.2 59 282.1 
IBR003 日立 36.5915 140.6453 57.5 6.4 58 482.7 
IBR004 大宮 36.5516 140.4102 61 6.0 61 291.2 
IBR005 笠間 36.3851 140.2372 62.6 6.1 63 321.5 
IBR013 鉾田 36.1587 140.4892 28.5 6.4 57 254.1 
IBRH11 岩瀬 36.3701 140.1401 67 6.2 64 332.9 
MYG006 古川 38.5801 140.9654 20 6.1 65 162.8 
MYG012 塩竈 38.3175 141.0193 1.7 6.0 63 286.0 
MYG013 仙台 38.2663 140.9293 5 6.3 64 160.7 
MYGH10 山元 37.9411 140.8924 18 6.0 63 374.3 
TCG009 今市 36.7258 139.7155 361.4 6.2 74 332.9 
TCG014 茂木 36.545 140.1742 130 6.3 65 383.8 
TCGH13 馬頭 36.7342 140.1781 135 6.1 67 775.5 

 

図 3 東北地方太平洋沖地震の断層面
22)
と震度 6

強を観測した K-NET，KiK-net 観測点
21) 
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ラスの津波断層面より陸側となる．断層最短距離は橋北

地区に位置するK-NET釧路で54kmとなった．対象地区

は南北に約4km，東西に約12kmと，断層面に比べて狭い

ので，断層最短距離は53～56kmと，ばらつきが少ない

結果となった． 
AVS30はJ-SHIS23)のデータを用いた．AVS30の値は表2

の通りであり，160～700m/s以上と，ばらつきが大きい．

一方，釧路市の対象地区のAVS30の分布を図5に示す．

ややばらつきはあるものの，概ね140～270m/sである． 
以上のことから断層最短距離，AVS30ともにばらつき

は比較的少ないと考え，本研究では1ケースとして，対

象地区で一様に計測震度6.2と仮定した．この計測震度

の値は表2の計測震度の平均が6.13であることから，安

全側を取り6.2と仮定したものである． 
 
(3) 被害率関数 
建築物の被害率関数は，中央防災会議24)で検討されて

いる南海トラフでの巨大地震に対する被害想定で用いら

れているものとする．被害率関数は構造別（木造，非木

造），建築年次別に与えられている．本研究では非木造

建築物を津波避難に活用するとしており，調査した建築

物が1981年の新耐震基準以前に建てられたかどうかを調

べている．そのため，ここでは図6に示す非木造建築物

の全半壊率のうち，建築年代が1981年以降の被害率と，

1971年～1980年の被害率を用いる． 
本研究では被害率関数として，全半壊率を用いている．

実際の避難の際，特に切迫避難の場合には半壊の建築物

に避難することも考えられるが，本研究では，事前の津

波避難対策として，安全な浸水範囲外への避難の代替と

して，建築物を用いることを考慮するため，半壊の建築

物は津波避難に利用できないと仮定する． 
 
 
４．避難可能範囲カバー率の最小ケースと最大ケ

ースの検討 

 
前章での地震動による被害率から，避難可能範囲のカ

バー率への影響を検討する． 
まず，地区ごとに計測震度6.2の揺れが起こると想定

し，全半壊棟数を求める．全半壊率は，新耐震建築物で

6.4%，旧耐震建築物で19.6%となる．この被害率から算

出した地区ごとの全半壊棟数を表3に示す． 
避難可能建築物のうち，どの建築物が地震動被害を受

けるかによって，避難可能範囲は変化するが，被害を受

ける建築物は個別の建築物の違いではなく，被害率関数

による確率で決まるため，一意に決まるものではない．

したがって，ここではカバー率に着目し，求めた全半壊

棟数から，カバー率が最小となるケースと，カバー率が

最大となるケースを検討する．図2より，避難可能建築

物が隣接している場合は避難可能範囲が重なる部分があ

る．避難可能範囲が他と重なっていない部分が広い建築

物は，地震動による被害を受けた場合の影響が大きい．

表 3 全半壊棟数と地震動被害による避難可能範囲カバー率の変化 

 

全半壊棟数 
地震動被害を考慮しない 

カバー率 

地震動被害を考慮したカバー率 

新耐震

建築物 

旧耐震

建築物 

最小となる 

ケース 

最大となる 

ケース 

大楽毛地区 2 棟 2 棟 51% 32% 51% 
鳥取地区 5 棟 5 棟 88% 71% 88% 
愛国地区 8 棟 3 棟 78% 64% 78% 
鉄北地区 10 棟 13 棟 98% 87% 98% 
橋北地区 10 棟 20 棟 100% 85% 100% 

全地区 35 棟 43 棟 73% 56% 73% 
 

図 5 対象地区の AVS3023) 
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図 6 非木造建築物の全半壊率
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そこで，各建築物が地震動被害により津波避難に活用で

きない場合の影響の大小を判断するため，耐震基準ごと

に他の建築物の避難可能範囲と重なっていない部分の面

積が大きい順，小さい順に全半壊棟数分を地図上から削

除することで，カバー率最小，最大のケースを考える． 
以上の方法により，カバー率最小となるケース，最大

となるケースの避難可能範囲を図7に示す．また，地震

動被害を考慮した場合の避難可能範囲のカバー率を表3
に示す． 
図7(b)の避難可能範囲のカバー率が最小となるケース

を見ると，図7(a)と比較して，全体的に避難可能範囲の

カバー率が減少しており，表3からカバー率は地震動を

考慮しない場合の73%に対し，56%に減少した．地区別

ではそれぞれ1割から2割減少している． 
大楽毛地区では最小となるケースのカバー率が32%で

あり，図7(b)からも避難可能範囲でカバーできていない，

空白域が広いことがわかる．大楽毛地区に関しては，も

ともと避難可能建築物の数が少なく，1棟当たりの重要

度が高い．そのため，避難可能建築物が地震動被害によ

り利用できなくなった場合には他の地区に比べて避難可

能範囲のカバー率が小さくなる．鳥取地区では，カバー

率が88%から71%に減少し，減少幅2番目に大きい．図

7(b)と(a)を比較すると，地区の中央部ではなく北側や西

側で空白域が増えていることが分かる．愛国地区ではカ

バー率が64%に減少している．愛国地区は住宅地であり，

空白域には戸建住宅などの避難に使用できない建築物が

多く存在するため，現存する避難可能建築物の重要度は

高い．鉄北地区は他の地区に比べ，カバー率の減少が少

ない．鉄北地区に関しては，他の地区に比べ避難可能建

築物の数が多く，地区全域に偏りなく配置されているこ

とから，避難可能範囲への影響が少ないと考えられる．

橋北地区は，西側の避難可能建築物が少ない部分でカバ

ー率が減少している． 
一方，図7(c)の避難可能範囲が最大となるケースでは，

倒壊後は倒壊前の避難可能範囲とほとんど変化していな

いことがわかる．全体のカバー率は倒壊前と倒壊後で共

に約63%であり，ほとんど変化はない．このケースは，

中高層建築物が周辺に複数存在し，その建築物が利用不

可になったとしても代替の避難先があるためである． 
 
 
５．避難可能範囲の頻度分布 

 
前章では地震動被害を考慮したときの，避難可能範囲

のカバー率の最小と最大のケースを検討した．しかし，

これは両極端のケースでの検討であり，地震動被害によ

るカバー率への影響の範囲を知ることはできるが，それ

ぞれの発生確率は低い．カバー率が最小のとなるケース

について対策を講じることができればよいが，カバー率

は最小と最大の間でばらつきを持つことから，その平均

値や発生確率の高いケースについて検討し，対策を講じ

ることが現実的と考えられる． 
表3から，大楽毛地区はカバー率の最小と最大の差が

最も大きいため，ここでは，大楽毛地区ですべての地震

動被害パターンを計算し，避難可能範囲のばらつきの度

合いを検討する． 
大楽毛地区での倒壊のパターンは新耐震建築物が16C2

の120通り，旧耐震建築物が7C2の21通り，したがって，

すべての組み合わせは120×21の2520通りある．2520通

りのカバー率を求め，作成した頻度分布図を図8に示す．

カバー率の最小値32%，最大値51%，平均値45%，中央

値46%，最頻値46%，標準偏差3.304となった．カバー率

の最小，最大は表3と整合している．また，平均値，中

央値，最頻値が同等である．カバー率の最小値と最大値

では19%の差があるが，最小値付近は頻度が少なく，カ

バー率が40%以下になるケースは1割未満である．この

ことから，ここでは発生頻度が多い，カバー率が平均的

なケースについてさらに検討を加える． 
カバー率が平均値となる2つのケースの避難可能範囲

を図9(a), (b)に示す．図9(a), (b)は計算上は同じカバー率

であるが，図9(a), (b)の赤枠で囲った場所は図10に示す

JR大楽毛駅周辺であり，地区内で比較的住民が多く住ん

でいる場所である．図9(a)では図10の左側に写っている

中高層建築物でカバーしているが，図9(b)のように，そ

の建築物が利用できなくなった場合は周辺の住民の避難

が課題となる．このように，計算上は同じカバー率であ

るが住民ひとりひとりにとってはまったく異なる結果が

(a) 地震動被害を考慮しない場合の避難可能範囲 

(b) 避難可能範囲のカバー率が最小となるケース 

(c) 避難可能範囲のカバー率が最大となるケース 

図 7 地震動被害による避難可能範囲の変化 
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あり得る．このことは住民個人のレベルで避難を考える

場合に複数のシナリオを考慮する必要があることを示し

ている． 
 
 

６．まとめ 

 
本研究では，巨大津波による被害が懸念されている旧

釧路市の低平地を対象に，現地調査により避難可能建築

物の選定を行い，既存建築物を利用した津波避難の可能

性について検討した．避難場所として指定されていない

建築物を津波避難に活用する際には耐震性についての検

討が求められるが，建築年代による判別を行い，地震動

被害による津波避難可能範囲の影響を検討した． 
地震動被害を考慮した場合，カバー率が最大となるケ

ースでは，カバー率が変わらなかったが，カバー率が最

小となるケースでは，カバー率が地区全体で地震動を考

慮しない場合の8割程度に減少し，最も影響の大きい大

楽毛地区では6割程度に減少した．大楽毛地区では，避

難可能な建築物が少なく，1棟ごとの重要度が高い．そ

のため，建築物の耐震化や避難可能建築物を群として配

置し，1棟当たりの重要度を下げてリスクを分散させる

ことが挙げられる． 
大楽毛地区でカバー率の頻度分布を算出したところ，

平均値付近が最も頻度が大きくなった．ただし，個々の

住民にとっては多様な避難シナリオを考慮することが必

要である． 
本研究では地震動強度についてはこれまでの想定で行

われておらず，対象地区で一様に設定していることや，

現地調査による建築物情報の取得や耐震性の判別など，

簡易な方法で検討しているが，地区内の避難可能性につ

いて，地震動による影響を含めて検討することができた． 
対象地区では，指定された津波避難ビルだけでなくす

べての中高層建築物を活用したとしても，地震動被害を

考慮しない場合でも全員が避難できるわけでなく，避難

可能構造物の地震動被害によって被害が大きくなる恐れ

がある．津波避難は高台への避難が原則と考えると，自

動車避難の効率化を進める一方で，建築物への対策も推

進すると良いと考える． 
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