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1. はじめに
近年，度重なる災害が社会的に大きな関心を集

めている．同時に，これらの災害を防災対策だけ
で防ぎきることは難しいという考え方が浸透し始
め，減災（Disaster risk reduction: DRR）という
考え方が注目されている．
本研究では，個別の被害状況に応じて避難民を

適切な避難施設（避難所）に割当てる問題を避難
施設割当て問題としてモデル化する．このモデル
を実行することで，災害が起きた直後，迅速な避
難計画の作成を支援することを目的とする．

2. 避難施設割当てモデル
本研究における避難施設とは，避難民が宿泊滞

在できる施設のことであり，一時的な避難場所と
は区別する．多くの場合，小中学校や公民館が避
難施設に指定されており，3日分を目安に水や食
糧などが備蓄されている．このとき，施設の広さ
や備蓄の量などに応じて，避難施設には収容でき
る人数（収容上限）が計画されている．
本研究では，各避難施設の収容上限を満たし，避

難民の移動距離をできるだけ少なくしつつ，かつ，
同じ地区内の避難民を積極的に同じ避難施設に割
当てる問題を考える．ここでは，輸送問題とビン
パッキング問題（以後，BP問題）[1]の両方の特
性を活かした，以下の式 (1)のモデルを提案する．
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ここで，dijは地区 iから避難施設 jまでの移動距
離を表す．aiは避難指示地区 iの人口，bjは利用可
能な避難施設 jの収容上限，pmaxは人口が最多で

ある地区の人口である．xijは地区 iの住民を避難
施設 jに割当てるとき 1，そうでないとき 0の値を
とる変数であり，yijは地区 iの避難民を避難施設 j

に割当てる人数の変数である．yijは正の整数であ
り，xij = 1のときのみ値を持つことができる．ま
た，定数 αは 0より大きく 1以下の値 (α ∈ (0, 1])

をとるバランス係数である．

3. シナリオと数値計算例

ここでは，秋田県由利本荘市の津波ハザードマッ
プ [2]に基づくシナリオを用いて，輸送問題，BP

問題，提案モデルの比較をおこなう．
由利本荘市の総人口は 84,902人（平成 22年度
国勢調査）であり，避難施設の総数は 390箇所（国
土数値情報ダウンロードサービス）である．本研
究では，地理情報システム（GIS）を用いて，津
波ハザードマップ [2] の浸水予測地域と重複する
地区（町丁目）と避難施設を特定し，それぞれの
代表点間の道路距離を計算する．図 1に由利本荘
市の避難施設と各町丁目の人口密度，図 2に津波
浸水予測地域を示す．この結果，浸水予測地域に
含まれる人口（避難民）は 34,583人であり，浸水
予測地域に含まれない施設（利用可能な避難施設）
の数は 230箇所である．すなわち，このシナリオ
では，34,583人の避難民を，できるだけ近い 230

箇所の利用可能な避難施設に割当てる問題となる．
尚，避難が必要な地域の指定と利用可能な避難
施設の指定は，それぞれ 0/1インデックスのファ
イルで指定されているので，どのようなシナリオ
にも対応できる．

3.1. 数値計算結果と比較
図 3，図 4，図 5に，輸送問題，BP問題，提案モ
デルの計算結果による割当てを適用した避難民の
移動距離帯別のヒストグラムを示す．横軸は 300m

刻みの移動距離であり，縦軸はその人口を表す．折
れ線グラフは人口の累積頻度であり，右側の縦軸
に尺度を示す．棒グラフの一番右の階級（最後の階
級）には 6km以上の人口がまとめられている．図
4と図 5 を比べると，2,100m以降の範囲では同じ

1-E-9 日本オペレーションズ・リサーチ学会
2019年 秋季研究発表会



�ã@

�0ßºãÆ¦(º/m^2)

0.18 - 552.55

552.556 - 1527.12

1527.13 - 2872.81

2872.82 - 4907.75

4907.76 - 11419.93

0 126 km

´

図 1: 町丁目と避難施設
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図 2: 津波浸水予測地域

図 3: 輸送問題の結果

図 4: BP問題の結果

図 5: 提案モデルの結果

表 1: 各モデルの比較
分割指数 平均移動 最長移動

距離 (m) 距離 (m)

輸送問題 2.02 1,793.81 5,966.65

BP問題 1.00 2,760.21 10,498.07

提案モデル 1.02 2,046.40 5,707.68

ような分布となっているが，最後の階級に注目す
ると，図 5の方の人口は 0である．これは，BP問
題で 6km以上の避難施設に割当てられた人口が，
提案モデルでは解消されていることを示す．
また，表 1にモデル別の特性値の比較を示す．表

中の分割指数を以下の式 (2)で定義する．

分割指数 =

∑
i

∑
j xij

総地区数
(2)

BP問題では地区の避難民を分割しないので 1.00

となり，輸送問題ではひとつの地区が平均 2箇所
以上に分割して割当てられていることがわかる．
提案モデルの分割指数は 1.02であり，避難民はほ
ぼ同じ避難施設に割当てられていることがわかる．
これにより，家族がバラバラになるような状況を
できるだけ避けることが可能となる．
また，提案モデルにおける避難民の平均移動距

離はBP問題よりも 713.81m 短縮されている．避
難民の最長移動距離を見ると，提案モデルは BP

問題よりも 4790.39m 短縮されている．

4. おわりに
本研究では，避難施設の収容上限を超えないよ
うに，なるべく地区のまとまりが分割されないよ
うに，かつ，できるだけ近い避難施設に避難民を
割当てるモデルを提案した．また，シナリオの数
値計算により，提案モデルは，輸送問題よりも地
区のまとまりが分割されず，BP問題よりも避難民
の平均移動距離が短くなることを示した．
また，0/1インデックスのファイルで避難民の
地区（町丁目）と利用可能な避難施設の指定を変
更すれば，さまざまな災害状況に対応することが
できる．災害を防ぎきることは難しいが，このよ
うなシステムの活用が被害の軽減につながること
を期待する．
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