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2016年の熊本地震では，自治体の指定避難所だけでは避難者を収容しきれずに，指

定外の場所に避難者が集まり，一種の避難所を形成することとなった．しかしこれ

らの避難所では自治体により認知されていないがために，支援の手が届かないなど

の問題を残した．本研究ではこれらの指定外の避難所を同定する手法を提示し，そ

れらの避難所の人口動態を明らかにして，避難所の変遷過程を明らかにする．  
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1. はじめに	 

	 2011 年の東日本大震災において，滞在型と一時

避難型の避難所の区分けが不明確であったこと

により被害の拡大につながった．これを受けて，

2013 年に災害対策基本法が改正され，災害の発生

時における被災者の滞在先となるべき適切な施

設の確保を図るため，市町村長による指定避難所

の指定制度が設けられた．	 

	 2016 年 4 月 14 日,16 日に発生した熊本地震で

は,熊本県・大分県を中心に多大なる被害が生じ，

多数の避難者がこれらの指定避難所に押し寄せ

た．その結果指定避難所だけでは，避難者を収容

できなくなり，指定されていない場所に多数の避

難者が集まり,避難生活を送ることになった．	 

	 これらの指定外の避難場所に対して．自治体以

外にも様々な支援団体による支援がなされたが，

どこに指定外の避難所があるのかがわからない

ために，地道に探し周ることでしか避難所位置を

特定できず，支援は局所的であり，なおかつ多大

な時間を要するものとなった．	 

	 本研究では,この非効率を解消し，即時に網羅

的に避難所を同定する方法としてマイクロジオ

データを用いた避難所の同定手法を提示し，また

それらの避難所の変遷過程を明らにし，避難所の

類型を行う．	 

	 

2.	 熊本地震における課題分析	 

2.1	 熊本地震の概要	 

	 熊本地震は布田川・日奈久断層の二つの断層に

よる連動型地震であり，14日の地震ではMj6.5,16

日の地震では Mj7.3 を記録した．熊本市における

被害を見てみると，災害関連死を含めた死者が 36

名，全壊戸数が 2438 棟,半壊が 14384 棟,一部損

壊 84491 棟であった．また避難者数は 大で

108266 名(4 月 17 日 9 時 30 分時点)に上った．	 

	 熊本市の地域防災計画書(2016 年)では,布田

川・日奈久断層帯（中部単独型）の地震による死

者を 87 人，全壊戸数を 1482 戸,半壊を 4504 戸，

避難生活者数を 44600 名と想定している.	 

舩越康希	 〒606-8501	 京都市左京区吉田本町	 

京都大学大学院	 情報学研究科	 

	 Phone:	 0774-38-4283	 

	 E-mail:	 funakoshi.koki.32e@st.kyoto-u.ac.jp	 



	 両者を比較すると，地震の規模と死者数に関し

ては想定内であると言えるが，被害戸数と避難者

は大きくかけ離れたものとなっている．この想定

以上の避難者の発生により，指定避難所では避難

者を収容できなくなり,結果として自治体から指

定されていない場所に,暫定的な避難所が各地に

形成されることとなった．	 

2.2	 指定外の避難場所の課題点	 

	 指定外の避難場所の発生は，災害対応のフェー

ズの切り替えのタイミングを自治体がコントロ

ールできないという問題をもたらす．	 

	 通常の避難所では，発災直後に開設され，その

まま一定期間は避難者のための生活場所として

機能するが，災害対応のフェーズが復旧・復興期

に入ると，避難所を閉鎖し，被災以前の機能に戻

し，それに伴い避難者には仮設住宅へ移動するこ

とになる．しかし，指定外の避難場所は自治体と

の連携が手薄なため，フェーズ移行のタイミング

を捉えられず，避難者が居座り続けてしまう可能

性がある．	 

2.3	 研究の位置付け	 

	 想定以上の避難者が発生し，指定外の避難場所

が形成されてしまうことは今後の災害において

も十分に考えられる．そのため,熊本地震におい

て発生した指定外避難場所が，どこで発生したの

か，どのような変遷をたどり解消されていったの

かを把握することが必要となる．本研究では,NTT

ドコモのモバイル空間統計を用いて,避難所の変

遷過程を探り，避難場所を同定する手法を提示す

ることを目的とする. 

 

3.	 熊本地震における避難所同定方法	 

3.1	 モバイル空間統計について	 

	 モバイル空間統計とは,携帯電話ネットワーク

の運用データを用いて，NTT ドコモによって作成

される人口統計のことを指す.携帯の基地局から

得られる携帯電話の情報を周期的にキャッチす

ることで,一定地域ごとの NTT ドコモの携帯電話

台数を集計し,普及率を加味した上で人口を推計

している.具体的には運用データを非識別化処理

(個人識別性の除去),集計処理(ドコモの携帯電

話の普及率を加味して人口推計),秘匿処理(少人

数の除去)することでデータ化を行っている.	 

3.2	 先行研究	 

	 避難所の研究については,個別に避難所を調査

した事例は幾つかあるが,避難所全体の動向を概

観した研究見られない.さらには,それらの研究

のいずれもが,指定の避難所について調査したも

のであり,車中泊や指定外避難所についてまとめ

た研究は見られない.避難所の同定についての研

究は,瀬戸・樫山・関本(2016)が，ゼンリンの混

雑統計データを用いて，避難所を推定する手法を

提示している．Yahoo 株式会社もまた，関本研究

室と共同でメッシュの混雑から避難所を推定す

る方法を提示している．しかし，指定・非指定の

避難所の類型や，それらの問題点を踏まえた分析

はなされていない．	 

3.3	 避難所同定までのプロセス	 

	 本研究では,利用したモバイル空間統計は，熊

本県全域を 500m に分割した人口メッシュデータ

である．期間は地震発生を含む 2016 年 3 月 1 日

から 5 月 31 日までであり，サンプリングは，就

寝時間帯として午前 4 時とした．	 

	 アプローチとして,まずは熊本県より提供いた

だいた避難所データ（災害発生以前からの指定避

難所に加えて、発生後に指定された避難所を含む）

を用いて,避難所が位置するメッシュにおける人

口推移を明らかにする.その後，それらの人口推

移から避難所を抽出するための分析手法を考案

する．そして，その方法をもって，平常時の各メ

ッシュの人口と,発災後の各メッシュの人口とを

比較して,人口の変動が激しい地域を抽出するこ

とで，避難所となりうる候補地域を見つけ出し,

その地域の人口推移を明らかにする.	 

3.4	 避難所が開設されたメッシュの人口推移	 

	 地震発生後の 4月 26日に避難所が機能してい



たと確認されるメッシュをもとに,その地域の人

口動態を確認した．その結果を以下に述べる. 

	 メッシュの人口推移は，図１に示すような 3つ

のタイプに大別される． 

	 一つ目のグラフ（左）では地震直後に人口が急

増し，そのまま紫の基準線を超えた状態を維持し

ている．は地震直後に人が集まるも,時間の経過と

ともに人口が減少していることが分かる.ここか

ら地震直後に人が集まり,そのまま解消されるこ

とがなかったことがわかる.それゆえ,この人口推

移を示すメッシュでは,地震直後から避難所が発

生し,解消されることなくそのまま避難所として

機能していたことが伺える，  

	 二つ目のグラフ（中央）は地震直後に人が集ま

るも,時間の経過とともに人口が減少しているこ

とが分かる.  

	 三つ目のグラフ（右）では,地震直後には人口が

急激に低下しているものの,その後数日で増加し

ていることが伺える.このことからこれらの地域

では,地震直後に避難者がメッシュ外の指定の避

難所に避難したために人口が激減するも,その後

しばらくしてメッシュ内に避難所が指定された

ため,このメッシュ内の避難所に移ってきたため，

人口が増加したと解釈できる. 

	 調査対象 266のメッシュのうち，これらの３つ

のパターンに分類されるメッシュはそれぞれ，24

箇所，57箇所,89箇所であり，その他 96箇所は人

口の変動が激しいく分類できなかった． 

	 以上の，熊本市内では人口推移を取るメッシュ

において３つのパターンが確認された．ここから

震災前後で人口の増加・減少が激しい地域では，

多数の人が密集している，すなわち避難所が設置

されていたと考えられる．ただし，日毎の人口変

動が激しく，人口動態からは避難所の有無を判断

できないメッシュも確認できた．	 

3.4	 避難所の推定手法	 

	 先の人口推移から，震災前後で人口の増加・減

少が激しいメッシュには避難所が存在する可能

性が高い．そこで平常時と地震後の人口の変動が

μ+3σを超える人口が確認される地点を人口密

集地と捉え，避難所があるものとして考える. 

3.5	 避難所の推定結果	 

	 各メッシュの地震以前の人口平均と分散値と

の合計値を基準として，その基準値を超える変動

を見せるメッシュを抽出した．なお基準値は人口

増加地区，減少地区ともにそれぞれ 4段階に分け

ている．その結果，先ほどの 3パターンの人口推

移を示す避難所が確認されたことに併せて，それ

らとは異なる次のようなグラフが確認された． 

図  1	 熊本地震におけるメッシュの人口推移の類型  



 
図  2	 熊本県内の人口推移の一類型

 
 

	 このグラフでは地震の発生と人の集まりに若

干のタイムラグが見て取れる．ここから，地震直

後には避難所として機能しなかったものの，他の

避難所が閉鎖されたなどの理由から，人が徐々に

集まり，避難所が形成されたことが示唆される． 

	 これらの同定手法の精度について言及する.推

定に関して,各メッシュの人口平均と分散値との

合計値を基準としている．基準値を何段階かに分

けて，それぞれに精度を表すようにした．その結

果は以下の通りである． 

表- 1	 基準値ごとの推定精度の比較	 	 	 	 	 

（上：人口増加地区 , 下：人口減少地区）  

	 

	 メッシュの人口推移を見ると,平常時から人口

推移のバラツキが激しい地域では,避難所があっ

たとしても,見つけることができないため別手法

によって，避難所を同定することが必要となる. 

 

4.	 おわりに	 

	 以上本研究では,マイクロジオデータを用いて,	 	 

各メッシュの人口推移を取り上げ,そこから避難

所を推定する手法を示した. 

	 今後はこれらのメッシュにおける人口の年齢

層や性別などの特性を明らかにし,各避難所の特

性を明らかにしたい.また今回の分析で示した避

難所の類型や避難所の候補が実際に避難所なの

かどうかを,現地調査などを通じて実証したい. 

	 一方で,現状の推定方法では精度が高くなく,人

口のバラツキが激しい地域では避難所の推定が

難しい.これを今後の課題として,推定精度を上げ

る方法を考えたい 
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図	 3	 熊本県の避難所の推定場所  
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