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○ 要旨 

東日本大震災と福島原発事故は、大規模な人の移動と避難を引き起こした。効果的な

救援活動、災害マネジメントと長期的な社会の復興を計画的に行うために、これらの

移動を把握し、予測することが重要である。本研究では、東日本大震災と福島原発事

故によって発生した避難行動を分析およびシミュレーションするためのインテリジェ

ントシステムを構築する。このシステムは2010年8月1日から2011年7月31日の間におけ

る、全国で160万人に及ぶ携帯電話のGPS記録を格納する。このオートGPSによる大規模

なモバイルデータをマイニングすることによって、東日本大震災と福島原発事故で発

生した短期的・長期的な避難行動を、全国から自動的に抽出および分析することがで

きる。また、このシステムは抽出された避難行動を用いて、災害時における人の移動

に対する理解を深め、シミュレーションをするための確率モデルを効果的に機械学習

する。トレーニングモデルに基づいて、災害時に影響を受けた全国様々な都市におけ

る人口移動を自動的にシミュレーションおよび将来予測することができる。このよう

なシステムに基づき、日本の大地震・津波・放射能の後における人口移動のパターン

や新しい特徴を見つけることが容易である。これは将来の災害救援や災害管理におい

て重要な役割を果たすであろう。 

 

 

○ キーワード 

インテリジェントシステム、災害情報、災害救援・災害管理、データマイニング 
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○ 本編 

 

Ⅰ. 研究目的・意義 

2011 年 3 月 11 日以降の度重なる地震と福島第一原発の事故によって災害対応は日

本社会にとってますます重要な課題になってきている[1][2][3]。震災時における多数

の人々の移動・活動（例えば、災害時の緊急避難、避難場所での滞在、仮設住宅や知

人・親戚宅等への移動や移住、被災地への復帰、日常生活の再開など）を記録できれ

ば、人々の日々の移動・行動パターンを分析することで、避難のあり方を評価し、避

難先での活動、元の居住地への帰還状況、他地域への移住状況などを明らかにできる。

さらに地域の復興の度合いを人々の帰還状況から評価できる。また、こうした避難か

ら移住・帰還に至る一連の行動を説明するシミュレーションモデルができれば、大規

模災害時の人々の避難・移住・帰還行動などをより定量的に想定できる可能性が生ま

れ、災害時の社会の対応能力が改善し、強靱な国土づくり・国土政策にユニークな寄

与ができる。 

 

この研究提案の目的は、１）160 万人に及ぶ携帯電話 GPS の長期間（約 15 ヶ月）移

動軌跡データを利用して東日本大震災を題材に、どこに居住しどのような日常活動を

行っていた人がどのように避難・移住・帰還したのか、その特性を明らかにすること、

その過程で人々の帰還という観点から覆工の度合いを評価すること、２）さらに居住

地の被災状況、避難地などの特徴に関するデータと、避難・移住・帰還行動特性と関

連分析することで、避難から移住・帰還に至る一連の行動を説明するシミュレーショ

ンモデルの可能性を定量的に評価することである。 

 

なお、本研究で利用するデータは、東京大学と携帯ナビサービス企業との共同研究

において利用可能となった GPS 付き携帯電話の移動軌跡情報である。収録されている

人数は全国の 160 万人、提供されているデータの期間は約 15 ヶ月(2010 年 8 月 1 日か

ら 2011 年 10 月 31 日)である。また位置計測の時間間隔は 5 分間であり、携帯電話が

移動しなくなる、あるいはスイッチが OFF になるときを除き常に計測が行われるため、

通勤・通学、買い物などの日常行動を推定することができ、その生活の場が大震災の

あと、どのように変化したのかを把握することができる可能性がある。なお、このデ

ータは座標値のみであり、一切の個人属性は付いていないため、個人情報には当たら

ない。また、情報の収集・利用に際してはナビサービス利用者個人の了解を個別に得



 7 

ている。 

 

従来から災害時の人々の避難・移住・帰還行動は、アンケート調査によらざるを得

ず、サンプル数が限定される、長期間にわたり追跡することは困難であるなどの課題

があった。本研究で利用するデータはサンプル数、収録期間、継続可能性の点で大き

な可能性がある。図 2 にこのデータを利用し人々の分布や避難概況を可視化した事例

を示す。 

 

その一方で個人属性が全く付いていないため、高齢者、就学児童などのデータはほ

とんど含まれていないと考えられる他、サンプリングバイアスが不明であるなど大き

な課題もある。そこで本研究では避難者等に関する既存の調査や統計と付き合わせる

ことにより、GPS 携帯電話データの限界も定量的に明らかにする。 

 

図１：東日本大震災から何を学習できるか？地震および原発事故より大規模な人口移動が生じ

たため、こういった災害時の行動を記録するためのデータベースを構築する。このようなデー

タに基づいて、未来の災害に向けて備えることが可能だと考えられる。 
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Ⅱ. 研究手法 

1. 大量データ処理基盤の整備 

 

GPS 携帯電話データは量も膨大であることから、処理・分析手法にも工夫が必要で

ある。通常の計算方法ではハードディスクのデータの読み書きに要する時間が非常に

長くなり、申請者らの試算では比較的単純な集計処理にも数ヶ月を要する。そこで本

提案では大量データを並列に処理するために Hadoop などの処理系を導入し上記の問

題を軽減する。これについては既に図２のように現実的な時間で処理できる見通しを

得ている。 

 

2. 分析・モデリング手法の開発 

 

個人特性、行動特性と地域特性を突き合わせ人々の行動モデルを構築するに際して

は、避難の判断、避難先の決定など非集計行動モデル（Logit モデルなど）が適用で

きると考えられる。しかし、今回のデータは個人属性がないこと、サンプル数が非常

に多いことなどから、まず多量のデータから比較的単純なモデルを自動構築する機械

学習の方法を適用する。すなわち、まず人々の避難行動を確率グラフモデルにまとめ

る(図２ 参照)。このモデルでは、ノードは、避難行動が見受けられる重要な地域(震

災前後の居住地域や中継地点)を示す。エッジは震災時の人々の移動を示す。ノードの

接続、ノードの大きさ（避難所のサイズ、都市特性など避難先としての「魅力」）、エ

ッジのパラメータ（避難・移動に際しての移動しやすさなど）を推定するために 160

万人分の GPS 携帯電話データを使用する。推定されたパラメータの値から、避難先な

どの選択行動、移住・帰還行動の判断などがどのような要因に影響を受けるのかを評

価できる。さらにパラメータの当てはまり度合いから、将来類似の災害が発生した際

に、人々の移動や避難をどの程度の精度でシミュレーションできるのかを評価するこ

とができる。 
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なお、GPS 携帯電話データそのものには個人属性は付いていないが、震災前の活動

データを解析することで、一定の事業所に規則正しく通勤する職業か否か、休日（盆・

正月）における訪問先情報（その都市になじみがあるか、親戚がいる可能性があるか

など）なども得られる可能性があり、そうした特性が避難行動にどのような影響を与

えるかも分析できる。 

図２ : 震災時の人々の活動の記録として役立つサンプルデータ。図 A と 図 B は、地震が

発生した際の、東京都、福島県、宮城県の人々の GPS の記録を示している。図 C は、日本時

間 2011 年 3 月 11 日 12：00 から 3月 21 日 23：00 までの人々の移動を示している。図 D は、

日本時間 2011 年 3 月 15 日 1：00 から 4月 30 日 23：00 までの人々の移動を示している。 
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Ⅲ. 成果内容 

 

1．システム概要 

システム全体は図３に示されている通りで、主に 4 つのモジュールより構成されて

いる：データベースサーバーおよび可視化のモジュール、抽出および分析のモジュー

ル、機械学習のモジュール、そして確率的推論のモジュール。データベースサーバー

および可視化のモジュールは、記録している全員分の GPS データを保管し管理し、イ

ンデキシング（索引付け）・検索・編集・視覚化のサービスを行う。抽出および分析の

モジュールは、災害時の人々の行動を解析することができ、長期的・短期的の避難を

自動的に抽出する。機会学習のモジュールは、抽出された避難行動を基に確率モデル

を作り、確率的推論のモジュールは、全国の様々な都市において災害が発生した際、

人々のモビリティや避難行動をシミュレーションまたは予測することができる。 

 

 

2. 避難行動の抽出 

 

図３：システムは主に 4 つのモジュールより構成されている：データベースサーバーおよび可

視化のモジュール、抽出および分析のモジュール、機械学習のモジュール、そして確率的推論

のモジュール。 
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一般的に、深刻な災害は大規模な人口移動や避難行動を発生させ、これは東日本大

震災および福島第一原発事故の際、特に顕著であった。当然、こういった移動や避難

行動を短期的・長期的に分析することは、将来の効率的な人道支援・災害管理を計画

するために非常に重要な役割を果たす。本節ではオート GPS の膨大なモバイルデータ

セットを用いて、人々の避難行動を抽出する方法について説明する。 

 

2.1 地理的な位置分布 

 

各個人に対する位置の記録は、経度・緯度・時刻を示す点のセットである。日にち 

 の時刻 t における位置を  としたとき、個人  が期間  の時刻

 に滞在した位置履歴を  とする。地理的

な位置分布は二項分布で次のように表す： 

 

 

 
 (1) 

 

 

 は 、 位 置 に 関 連 す る 二 項 分 散 指 数 を 計 算 す る 関 数 で あ り 、

 は期間  の時刻  に個人  が位置  にいる確率を

図４：震災前と震災後における人々の地理的分布の一例。円の大きさは、ある特定の時刻に

おいて、ある個人がその位置に滞在する確率を示し、より大きい円は人がそこに滞在・住む

確率が高いことを示す。青色の円は地震の前、オレンジ色の円は地震の後の分布を示す。図

A はある 1人の地理的分布を示し、図 B は福島県・宮城県におけるある 4人の分布を示す。
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示す。この分布の例は図４,５の通りである。円の大きさは、特定の時刻において、そ

の位置に滞在する確率を示し、より大きい円は人がそこに滞在・住む確率が高いこと

を示す。青色の円は地震の前、オレンジ色の円は地震の後の分布を示す。この分布に

より、自宅や職場の位置など、各個人に対して頻繁に訪れる場所を特定することがで

きる。 

 

2.2 類似性の計算 

 

災害時の避難行動を抽出するために、各個人について、震災前と震災後における位

置分布の類似性を計算し、その類似性が十分に低ければ、避難行動として判断できる

（図４, 図５参照）。ここで類似性を計算するにはジャカード係数を利用し、震災前の

期間  および震災後の期間  における係数  は以下のように計算され

る： 

 

図５：福島県・宮城県における、複数人における地理的な分布の一例。 
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 (2) 

 

この類似性を用いてオート GPS のデータセットを全てマイニングすれば、短期的・

長期的の避難行動を自動的に抽出することができる。抽出された避難行動の一部を図

２－C,D に示し、これらは今後のトレーニングデータやテストデータとなるためのサ

ンプルデータセットとなる。 
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3．推論モデルの構築および機械学習 

 

災害時における人々の移動を理解しシミュレーションおよび将来予測を行うために、

抽出した避難行動を効果的に表現する簡潔なモデルが必要である。本研究では、確率

的推論モデルを開発し、抽出した避難行動を用いて機械学習を行うことによってパラ

メータを設定する。また我々が使用するオート GPS のデータセットは、災害時の全体

的な人口移動を代表するものとする。このような推論モデルの構築が可能である理由

は、ほとんどの都市（完全に破壊されたものは除く）では社会的相互作用、交通ネッ

トワーク、政府の対応などは時間が経過しても変化しないことが多く、異なる災害で

も（これらの条件の影響を受けやすい）大規模な人口移動の状況は変わらない可能性

が高いからである。 

 

確率的推論モデルを構築するには、主に二つのステージがある：避難グラフの作成

およびシミュレーションモデルの学習（図３(a)-(d)）。まずは、トレーニングデータ

における避難行動の地理的な分布を用いて、いくつかの被災地における人々の避難グ

ラフを作成する。Collaborative learning [11]を用いて、ノードのパラメータやエッ

ジの接続を推定する。次に、学習済みの避難グラフを用いて、Markov Decision Process

（MDPs）[12]を基にした推論モデルを構築し、Inverse Reinforcement Learning 

[13][14]を用いてパラメータを推定する。本節では、この確率的推論モデルの構築お

よび学習方法に関する詳細を説明する。 

 

3.1 避難グラフの作成 

 

3.1.1 領域の生成 

 

避難グラフを作成するため、まずは抽出した避難行動を用いて、災害時に連結され

た地域を特定する（図６）。ここでは、人々の避難行動を以下の通り定義する： 

 

定義１（避難行動）：個人 kの避難行動を  とする。 と  は震

災前と震災後の主な居住地を示し、地理的な位置分布を基にした最も確率が高い位置

である。  は個人 kの震災中に観測された移動行動である。 

 

地理的範囲を、長さ  のセルに分割する。セルのセットを  と示し、各セルの ID

番号を  とする。 よって避難行動の具体的な位置をセルに落とし込むことができ、 

 が含まれるセルを   とすれば、全体的な避難行動をセルの配列 
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 と表すことができる。ある二つのセル  および  は、 

 かつ  である場合、空間的に近接していると呼ぶこととする。 

 

また、連結された地域を把握するため、避難行動の間の相関関係を定義する必要が

ある。あるセル  とし、  としたとき、避難行動  はセル  を横断す

るといい、  と表す。  がセル  から  に移動する場合、  と表

し、移動時間は  と表す。よって、避難行動の時空間相関関係

（st-correlation）は次のように定義する： 

 

定義２（時空間相関関係）：二つの避難行動  と  について、サブ軌跡を 

 と  とする。時間的制約を  とおいた場合、以下の条

件を満たす場合  と  は相関関係にあるといえる。 

 

（１）
  

 

       

（２）以下のルールのうち少なくとも一つが満たされている： 

 ルール１：  と  は空間的に近接していて、 。 

 ルール２：  であり、  と  は空間的に近接している。 

 

図６：避難グラフの構築。図 A の抽出された避難行動を用いて、図 B のように災害時に連結さ

れた地域をノードとして特定する。図 C のように、こういった地域をつなげる避難行動を用い

てエッジを作成した。最後に、図 Dは作成された避難グラフを表す。 
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更に、連結サポートを以下の通り定義する。 

 

定義３（連結サポート）：セルのセットを  とし、特定のセル  が空間的に近

接しているとする。組み合わせ  の連結サポートは  と定義する。 

 であり、サブ軌跡である  と  は st-correlated で、 

 、  、 とする。  であり、サ

ブ軌跡である  と  は st-correlated で、  、  、 

 とする。 

 

よって、近接するセルおよび閉鎖されたセルは以下の通り定義される： 

 

定義４（近接するセル）：セルのセットを  とし、特定のセル  があるとする。

組み合わせ  の連結サポートが最小連結サポート  以上である場合、  は近

接セルであり、  と表すことができる。 

 

以上の条件より、連結された領域と閉鎖されたセルは次の通り定義される： 

 

定義５（領域）：セルのセットを  とし、特定のセル  があるとする。

 に対し、 ,  が成り立つ場合、

連結された領域が形成されるとする。 

 

定義６（閉鎖されたセル）：セルのセット  に対し、あるセル  とした場合、地

域  , が成り立つ場合、cは閉

鎖されているとする。 

 

したがって、まずはセルのセット  から全てのセルの組合せを生成し、 に含まれ

る他のセルを確認することによって、各組合せの連結サポートを計算することができ

る。次に、各組み合わせの連結サポートが最小連結サポート  を満たし、領域を形

成するか、確認できる（図 6-B）。更に、  を構築し、各セルに対し、ユニーク

ID、数値を表す  、そして避難行動のリストを与えることに

よって、計算コストを抑えることができる。領域を形成するためのアルゴリズム全体

は、アルゴリズム（１）とアルゴリズム（２）に詳述されている。 

 

3.1.2 エッジの推定 

 

避難グラフのノードが生成された後、エッジを推定し、移動頻度や移動時間等、エ
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                    アルゴリズム 1 :領域の形成 
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ッジ情報を推定する必要がる。本研究では、避難グラフは有向グラフ  とし、 

 は頂点のセットであり  はエッジのセットである。各頂点  は領域を表し、有向

エッジ  は移動頻度や移動時間を含む、移動の関係を示す。 

 

構築した領域  と、抽出した避難行動データセット  を用いて、領域を横断する

避難行動を使って、エッジの連結や領域内の情報を求める。ある領域を横断する各避

難行動について、領域内の仮想双向エッジを使って任意の連続する点の間の最短経路

を推論し、エッジ内全ての移動時間の中央値を計算しエッジの移動時間を推定する。

                    アルゴリズム 2 : セルの結合 
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また各エッジについて、横断回数を記録することによって移動頻度を推定することが

できる。同様に、領域間のエッジを生成することができる：いくつかの避難行動が、

ある領域から別の領域に横断する場合、その二つの領域の間にエッジが生成し（図６

－C）、上述の方法でエッジの情報が推定する。 

 

3.2 モデルの機械学習 

 

生成した避難グラフに基づいて、Markov Decision Process (MDPs)[12]を用いて推

論モデルを構築することができる。MDP は、複数の領域を渡る避難行動など、逐次的

意思決定を表すためのフレームワークを提供する。MDP の理論では、行動  の一

連をとり、これらは状況  と、行動に基づくコスト  の間を推移する。目

的地に達するためにコストを最小限に抑えようとし、行動の一連はパスと呼ばれる。

MDP では、一連のフィーチャ  が各行動を特徴づけ、行動のコストは、コストの

重みベクトルを用いてこれらフィーチャをパラメータ化した線形関数に従う。パスの

フィーチャ fは、パスに含まれるアクションのフィーチャの合計である。したがって、

パスのフィーチャに適用されるコストの重みは次の通りである： 

 

図７：推論モデルの機械学習。構築された避難グラフに基づいて、Markov Decision Process 

(MDPs)を用いて推論モデルを作成。 
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 (3) 

 

ここでは、避難グラフを MDP とし、領域（ノード）を状況、エッジを行動、そして

人の避難行動をパスとして見ることができる（図 7）。これらの避難行動は、パスのフ

ィーチャｆによってパラメータ化される。例えば、ある人の避難行動は次のように説

明できる：領域 A (d = 25km, type = small)から領域 B (d = 55km, type = middle)

へ避難し、領域 C (d = 65km, type = large)に滞在し、経路１(frq = 0.53, time = 0.72) 

(A → B)と経路２(frq = 0.23, time = 0.52)(B → C)を使う。dを地震または原子力

発電所からの距離、type を都市の種類、frq を経路の移動頻度、time を経路の移動時

間、などとする。したがって、災害時の人々の行動を最適に表現するため、抽出した

避難行動を全て用いて、MDP モデルを機械学習させる必要がある。当然、これは逆強

化学習(Inverse Reinforcement Learning)の問題である [13][14]。本研究では、最大

エントロピー逆強化学習(Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning) 

[13][14]アルゴリズムを用いてシミュレーションモデル全体を機械学習させる。 

 

最大エントロピー原理（Maximum Entropy Principle）に基づいて、パスの分布を次

のように定義する： 

 
 (4) 

 

 

したがって、抽出した避難行動におけるフィーチャの制約を受けるパスの分布に対

し、エントロピーを最大化することによって、コストの重みベクトルφを機械学習さ

せる。また、最大エントロピー分布において観測されたデータの尤度を、次のように

最大化することを意味する： 

 

 
 (5) 

 

この関数は決定論的 MDP に対し凸性であり、勾配に基づいた最適化手法を用いて最

適解を求めることができる。勾配は、期待される実証的フィーチャ数と学習者フィー

チャ数の差であり、次のように表す： 
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 (6) 

Ga は期待される行動の頻度であり、全てのパスを数え上げ、各パスにおいてその状

況に行きつく回数を確率的に数えることによって、アルゴリズム（３）や 式（7）の

ように、計算することができる。 

 

    アルゴリズム（３）はより扱いやすいアプローチをとり、出発地点  から特

定の行動  まで 
 
、行動  から到着地点  まで 、

そして出発地点から到着地点まで の全てのパスにおける確率的

な重みを求める。したがって、期待される行動の頻度  は次のように計算される： 

 

 
 (7) 

 

まとめると、抽出した避難行動データセット  を用いて、式（５）、式（６）、ア

ルゴリズム（３）および式（７）でコストの重みパラメータを求めることによって、

推論モデルを機械学習させることができる。このトレーニングモデルでは、将来の災

害時における人々の移動や避難行動をシミュレーションまたは予測することができる。 
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            アルゴリズム 3 : 期待される行動の頻度の計算 
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4. 確率的推論 

 

機械学習された確率推論モデルに基づいて、将来同様な災害が起きた際、人々の避

難行動や動きをシミュレーションまたは予測することができる。この確率推論を実行

するためには、ベイズの規則を用いる：一部の観測された避難行動（例えば災害発生

後数時間以内の避難行動）が  と与えられたとして、目的地の事後確率を次のよ

うに計算することができる： 

 

  (8) 

 

 は先にいた領域  の避難場所であり、避難グラフにおける使用頻度の高い

経路の推論に依存する[11]。  は尤度を示し、以下に依存する：  

 

 
 (9) 

 

式（9）は、アルゴリズム（３）の Forward Pass を使って、A から B から可能な目

的地全てのパスの和を用いて容易に推論できる。 

 

したがって、式（9）の最大事後確率（Maximum a Posteriori, MAP）の推定を用い

て、人々の避難経度や避難場所の候補をシミュレーションまたは予測することができ

る。 
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5．実験および結果 

 

本章では、データベース、システムの実験結果、および構築した推論モデルの評価

を紹介する。これらのデータ、抽出した避難行動パターン、および本研究の推論モデ

ルは、大規模の災害や放射能の拡散が発生した際の人々の行動を客観的かつ詳細に反

映し、世界中の様々な分野に貢献するため、非常に価値があり重要であると考えられ

る。 

 

 

図８：東日本大震災が発生した一日における、東京都市圏の人の移動データを示す

もの。点の色は、移動の方向を示し、図 A と図 B は地震の前、図 C と図 D は地震の

後の様子を示す。地震発生直後には交通機関が停止した様子が明らかである（図 C，

図 D）。 
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5.1 データベースおよび可視化 

 

データベースは 2010 年 8 月 1 日から 2011 年 7 月 31 日における、匿名化された約

160 万人分の GPS 記録を含み、600GB 以上の CSV ファイルが約 92 億のログを含んでい

る。東日本大震災の地震が発生した際、東京にいる人の移動を可視化したものを図８

に示す。この図を見ると、地震前の交通ネットワークが活発であることが分かる（図

８の A-B）。この様子とは対照的に、地震後の交通ネットワークが滞ることがわかる（図

８の C-D）。 

 

5.2 避難行動の抽出および分析 

 

一般的に、深刻な災害は大規模な人口移動や避難行動を発生させる。しかし、放射

能の影響は人間社会に対し未だ不確実であり、長期間に残るため、東日本大震災は今

 

 図９：福島県・宮城県・岩手県における、各ステージで抽出された避難状況。図 A－図 E のオ

レンジ色の線は、そのステージの前と後の居住地を結んでいる。図 F は震災に関する重要な政

府の発表や報道を示す。 
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ま

での災害と大きく異なることがわかる[7]。このような今までと異なる災害では、人々

はその危険性を判断できず、彼らの避難行動は政府の発表や報道に影響されると考え

られる。この影響具合を調べるため、2011 年 3 月 11 日から 16 日の間における、政府

の発表[15,16]、NHK の報道[17]や海外の主なメディア局の報道[17]を集めた。この情

報に基づいて、福島第一原発事故の期間を４段階のステージに分け、避難行動をそれ

ぞれ分析した。これらのステージは次の通りである：（１）事故直後で、その深刻さが

比較的知られていない期間（2011 年 3 月 12～14 日）、（２）事故の深刻さが知られて

きた期間（2011 年 3 月 15～19 日）、（３）その深刻さが海外メディアでも報道され出

した期間（2011 年 3 月 20～23 日）、そして最後に（４）放射能の重大性について理解

図１１：震災前（青色の円）と震災後（オレンジ色の円）における居住地分布を示す。大きい

円は高い人口密度を表し、10 キロ四方のグリッドが用いられている。 

図１０：各ステージにおける、抽出された避難行動による移動距離の合計。 
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が深まり、世界中で報道された期間（2011 年 3 月 24～31 日）。それぞれのステージに

ついて、福島県・宮城県・岩手県において抽出された避難行動を図 9 に示す。また、

震災前後の人口分布を把握するために、震災の 161 日前および 20 日後における居住地

分布を図１１に示す。 

 

更に避難行動を分析するため、福島県・宮城県・岩手県について、短期・長期にお

ける人口の変化率を示す（図１２参照）。 

 

図１２に示す通り、地震の 12 日後には、双葉町（福島県）・女川町（宮城県）・気仙

沼市（宮城県）・南相馬市（福島県）・釜石市（岩手県）・石巻市（宮城県）では人口が

 

図１２：図 A－Dは異なる時期における人口の変化率を表し、円の大きさは避難行動の数を示し

（大きい円ほど多い）、円の色は変化率を示す（－100％～100％）。図 Eは主な被災地における、

定量的な分析を表す。 
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図１４：推定されたエリアタイプ。０から１の値に正規化され、この値が高いほど、そのエリ

アから避難する人が多く、この値が低いほど、そこに避難する人が多い。 

図１３：構築された避難グラフ。円の大きさはノードのウェイトを表し、その領域で発生また

は集中した避難行動の回数を示す（ただし、ここでは小さいウェイトのものは非表示である。）

エッジの色はパラメータを示し、災害時の移動頻度を０から１の値に正規化されたもので表す。
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50%以上減少したことがわかる（図１２-E）。これとは対照的に、花巻市（岩手県）・仙

台市泉区（宮城県）は人口が少し増加したため、避難先として利用されたことが考え

られる。地震発生 20 日後には、原発事故の状況がより深刻化し、双葉町（福島県）・

南相馬市（福島県）の人口は益々減少した一方、他の被災地では少しずつ人口が増加

し、人々が自宅に戻ったことが考えられる（図１２-E）。 

 

50 日後には、双葉町（福島県）・南相馬市（福島県）を除くほとんどの被災地にお

いて、人口が増え続けた（図１２-E）。81 日後には、全ての被災地において人口の変

動がなくなった（図１２-E）。 

 

5.3 確率的推論 

 

震災後の初期評価に基づき、避難行動は政府の発表や報道等に影響され、人口移動

は異なるステージにおいて状況が異なった、と判断した。したがって、それぞれのス

テージにおいて抽出した避難行動を用いて、福島県・宮城県・岩手県における避難グ

ラフを作成した（図１３、１４、１５）。このグラフに基づいて、重要な避難経路に加

え、都市パターンや被災地どうしのつながりを認識することができた（図１５のA-E）。

更に、避難グラフによると、2011 年 3 月 12～23 日の間は、学習したパラメータが異

なるのにも関わらず、グラフの構造が非常に類似していることがわかり（図１５の B、

図 1５：福島県・宮城県・岩手県について、震災後の各ステージにおいて作成された避難グラフ。
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C、D）、これらの地域における避難行動のパターンは似た特徴を持つことを示した。例

えば、人々は最も深刻な被害を受けた地域から避難し、近接する大きな都市や政府が

任命した避難所に移る傾向があった。 

また、福島県・宮城県・岩手県における任意の地域や都市について、移動軌跡の一

部を用いれば、我々のモデルは人口移動やモビリティを自動的にシミュレーションま

たは将来予測することができる。シミュレーション結果を表すためには、二つの災害

（地震および原発事故）が同じ場所で発生したと仮定し、トレーニングモデルを用い

て人口移動をシミュレーションした。言い換えると、災害時における人口のモビリテ

 

図１６：南相馬市（図 A－E）・いわき市（図 F－J）・石巻市（図 K-O）・仙台市若林区（図 P-T）

の被災地の各ステージにおける、避難行動の将来予測を示す。ある地域を赤い円で表し、避難

先の候補は緑の円とで表す。緑の円の大きさは避難先として使用される確率を示し、大きいほ

どその確率が高い。また、移動奇跡は移動経路の候補を表し、０から 1 に正規化された値で使

用される確率を示す。 
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ィを容易に再現することができる。南相馬市（福島県）・いわき市（福島県）・石巻市

（宮城県）・若林区仙台市（宮城県）など、いくつかの被災地における各ステージのシ

ミュレーション結果を示す（図１６）。 

 

一方で、このトレーニングモデルに基づいて、似た災害が起きた時に安全かつ素早く

移動できる避難経路を提案しようとする。ここでは、災害時に多く使われる経路を安

全なものと仮定する。そこで、最も使用頻度が多く、素早く移動できる（移動時間が

短い）経路を避難グラフの出発地点と到着地点の間から探し、災害時の避難経路とし

て提案する。図１７、１８では選択された経路をいくつか示す。 

 

図１７：福島県から東京都に移動するために提案された避難経路。 
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5.4 避難先などの判断などがどのような要因に影響を受けるのかを評価できる 

 

上記の結果と分析に基づけば、避難は通常、政府宣言や様々なニュース報道に影響 

されるということが判明する。それゆえ、政府宣言とニュース報道が人々の避難行動

に対し、いかに影響するかを評価するために、パラメータ M を利用する。 我々は、 第

5.2 節での分析に応じて、5 つのレベル（1-5）に、パラメータ M を分けて、推定す

る。 M=1 が政府宣言とニュース報道の最低レベルを意味し、最高のものは M=5 で示

す。このパラメータを用いて、人々の避難行動への影響を、図 19 に示す。 

   

 

 

図１８：南相馬市から新潟県（図 A）、石巻市から秋田県（図 B）、日立市から東京都（図 C）、

山本町から十和田市（図 D）に移動するため、提案された避難経路。線の色は経路の安全性を

表し、赤みが増すほど高いことを示す。 
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5.5 評価および検証 

 

以上の結果に基づき、避難行動の多くは政府の発表や様々な報道によって影響を受

けたことが分かった。よって発表や報道を M 因子とし、この因子がシミュレーション

精度に与える影響を分析するために K-分割交差検証を行った。抽出した避難行動のサ

ンプルをランダムに３つのサブサンプルに分割した：１つは検証データとして用いて、

残り２つをトレーニングデータとして用いた。交差検証は３回行われ、各サブサンプ

ルが検証データとして一回ずつ使用された。各回で、トレーニングモデルから得られ

たシミュレーション結果と、福島県・宮城県・岩手県の主な被災地（ノードの重みが

高い場所）のサンプルにおける実際の避難行動の分布を用いて、ジャカード係数[10]

を計算した。M 因子の影響を見るため、５つの異なるステージ（前章を参照）を通し

て機械学習させた５つのモデル、そして避難行動の全期間（2011 年 3 月 11～31 日）

における、シミュレーション精度の平均値（表１）を評価した。 

 

この評価によると（表 1）、政府の発表や報道等を考慮した、５つのステージに分か

れているトレーニングモデルの方がシミュレーション結果の精度が高く、特に、福島

第一原発の事故に大きな影響を受けた、福島県の地域において顕著だった。また三県

の多くの地域では、トレーニングモデルのシミュレーション結果が８割以上の精度に

達した。 
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図１9：避難先などの判断などがどのような要因に影響を受けるのかを評価できる。 
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         被災地 シミュレーションの精度 w

（M 因子含まず） 

シミュレーションの精度  

（M 因子含む） 

南相馬市 72.37% 85.38% 

双葉町 73.62% 88.36% 

いわき市 68.71% 83.29% 

郡山市 63.38% 81.3\% 

石巻市 78.75% 84.67% 

女川町 81.72% 86.37% 

気仙沼市 76.73% 82.38% 

仙台市若林区 63.77% 77.35% 

宮古市 77.52% 82.38% 

釜石市 68.74% 75.38% 

花巻市 73.78% 81.59% 

 

 

表１：シミュレーションの精度（M因子の影響を受ける場合） 
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6．関連した研究 

 

近年、災害時における人々のモビリティパターンに関する研究はいくつか出ていて

[18,19]、そのほとんどが小規模かつ短期間の緊急事態（例えば集団パニックや火災な

ど）に焦点を当てている。しかし、大規模な災害時（例えば地震、津波、ハリケーン、

など）における、全国規模の人口移動に関する研究は非常に限られている[7]。これは、

社会基盤や社会秩序が崩壊した場所[20,21]や、人口が非常に広い範囲を移動する時

[7]は、代表となる縦断的データを収集することが困難であるからだと考えらえる。そ

の一方で、オート GPS のセンサデータは、高い時空間分解能を持ち、バイアスを持た

ず、大規模な縦断的データを提供できるため、これらの課題を回避する方法を提供す

る[5, 6, 7, 20, 22, 23]。 

 

また、様々な研究分野において、人のモビリティや移動軌跡のデータマイニングは

ホットなトピックになってきている[8, 9, 24, 25]。 

 

最近は、Lu et al. [7] は 2010 年のハイチ地震後の人口移動を分析するため、ハイ

チにおける携帯電話利用者 190 万人からデータを集め、人々の避難行動パターンは日

常的な移動パターンと強い相関を持つため、災害時の人口移動は今まで考えられてい

たよりも予測可能であると結論付けた。しかし、東日本大震災の時に生じたモビリテ

ィパターンは 2010 年のハイチ地震の時とは異なると考えられる。まず、巨大な地震お

よび津波に加え、福島第一原発事故により大規模な人口移動が発生した。より多い自

然災害（例えば地震や津波のみ）に比べ、放射性物質の拡散は歴史的にもまれである。

1986 年以来、最も広範囲に渡る放射能の拡散が起きたため、人々のモビリティパター

ンは今までの様子と異なることは明らかであった。また、日本の国土面積はハイチよ

りもはるかに大きいため、避難行動がより複雑であった。 
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7．結論および考察 

 

本稿では、大規模な人口移動のデータベースを構築し、東日本大震災および福島第

一原発事故の後に生じた人口移動のパターンを示した。また、将来の災害に対応する

ため、日本の複雑な地理的特徴を考慮した、人口移動のシミュレーションや予測を行

う確率モデルを構築し、実験的な評価を行うことによって、災害時における大規模な

人口移動のシミュレーションや予測は可能であることを示した。 

 

本研究では以下の課題が明らかになった。人口移動のデータベースは、携帯電話に

よるデータで構築されたため、全人口を正しく反映しているとは限らない（例えば、

携帯電話を持たない人や、GPS のサービスに登録されなかった人は、本研究に含まれ

ていない）。特に高齢者に比べ、若年層の方が GPS 機能付き携帯電話を持つ可能性が高

いため、データは偏っていたと考えられる。しかし、約 160 万人分の移動行動を示す

データは、震災後の全体的な移動パターンを反映していると我々は確信している。二

つ目の課題は、本研究のシミュレーションモデルで推定された移動パターンを、国内

の被災地以外や海外に適応することが、困難であったことである。また、日本で似た

災害が再び起きない限り、このモデルのパフォーマンスを完全に評価することは困難

である。 

 

今後、本研究を拡大および改善できる方法は次の通りである：（１）当然、人々の避

難行動パターンは非常に複雑であり、様々な要因（例えばメディア報道や都市の特徴

など）に影響される。幸い、構築したモデルは一般的なモデルであり、こういった情

報を追加することは非常に容易である。そこで、人のモビリティを影響する要因を調

査し検討し、より精度の高いシミュレーションモデルを構築する必要がある。（２）現

時点では、日本の交通ネットワークに関する情報をモデルに含んでおらず、今後考慮

することによって、継続的な災害対策および管理に向けて、モデル全体の実用性を高

める予定である。 
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資料編 

資料 1: 東日本大震災が発生した一日における、東京都市圏の人の移動データを示

すもの。 
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資料 2: 福島県・宮城県・岩手県における、各ステージで抽出された避難状況。
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資料 3: 福島県・宮城県・岩手県について、震災後の各ステージにおいて作成され

た避難グラフ。 

福島県・宮城県・岩手県について、震災後の各ステージにおいて作成された避難グラフ

(2011,3,12-2011,3,14)。 
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福島県・宮城県・岩手県について、震災後の各ステージにおいて作成された避難

グラフ(2011,3,15-2011,3,19)。 

福島県・宮城県・岩手県について、震災後の各ステージにおいて作成された避難グラフ

( )
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福島県・宮城県・岩手県について、震災後の各ステージにおいて作成された避難グラフ

( )
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資料 4: 被災地の各ステージにおける、避難行動の将来予測。 

 

南相馬市(2011,3,15-2011,3,19)。 
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南相馬市(2011,3,24-2011,3,31)。 
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いわき市(2011,3,15-2011,3,19)。 
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いわき市(2011,3,24-2011,3,31)。 
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石巻市(2011,3,15-2011,3,19)。 
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石巻市(2011,3,24-2011,3,31)。 
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仙台市若林区(2011,3,15-2011,3,19)。 
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仙台市若林区(2011,3,24-2011,3,31)。 


