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災害時の避難行動において避難を阻害する要因の一つに認知的不協和が挙げられる．本研究では，平成30年7月豪雨災害

および平成30年台風第21号高潮災害を対象に避難行動に関するアンケート調査で得られたデータを用いて，認知的不協和が

避難に与える影響を明らかにすることを目的とする．アンケート調査結果から，自宅が浸水する可能性があると認知してい

たにもかかわらず，実際に避難した人は少なく，認知的不協和が発生していた可能性が示された．さらに，避難行動選択に

関するロジットモデルを構築し，認知的不協和が避難行動に与える影響の定量分析を行った．分析により推定されたパラメ

ータの値から，人々は死亡確率または災害発生確率を不当に低く見積もっていたことがわかった．したがって，実際の避難

時には認知的不協和が発生していたことが明らかになった． 
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1. はじめに 
 近年，地球温暖化の影響により気象が極端化し，2018年に

起きた7月豪雨災害や台風第21号による高潮災害のような，

記録的な豪雨や大型で強い台風による災害のリスクが高く

なっている．こうした水災害時には住民の安全を守るべく，

各市町村では避難勧告・指示の発令，避難所の設置などの対

策が取られる．平成 30 年 7 月豪雨災害において，京都府で

は特別警報が出され，約 62 万人が避難指示・避難勧告の対

象となった．しかしながら，実際には多くの人が避難せず自

宅に留まり，避難者数は約4千人程度であった 1)．また，同

年の台風第 21 号災害において，兵庫県では約 3 万人が避難

指示，約 31 万人が避難勧告の対象となったものの，避難者

数は約 3千人程度であった 2)． 
 広瀬 3) は，災害時において人間は様々な要因で避難を躊躇

することを指摘している．泉谷ら 4) は，住民の避難行動を妨

げる要因には，浸水経験による慣れ，不十分なリスク理解，

正常性バイアスの作用などがあることを示している．正常性

バイアスをさらに助長する要素の一つに，認知的不協和が挙

げられる．認知的不協和とは，複数の認知が存在し，それら

が矛盾している場合に不協和が生じることであり，認知的不

協和が発生している場合，心理的な不快感を与えている認知

を低減するように動機付けられると考えられている．水災害

における認知的不協和の具体例を挙げると，警報などにより

自宅が浸水してしまう可能性を考えたものの，自宅の浸水に

対して怖いと感じる一方で，暴風雨の中を避難することが面

倒と感じ，自宅の浸水への恐怖感を解決するために，自宅は

浸水しないものと思い込んでしまうようなことである． 
 認知的不協和が人間の行動選択モデルに初めて導入され

たのはAkerlof and Dickens5) である．また，佐藤ら 6) やKono
ら 7) によってAkerlof and Dickens のモデルをベースに津波避

難行動モデルが開発された．ただし，認知的不協和が発生し

た場合のモデルでの検証であり，認知的不協和そのものが実

際の災害時に発生し，どれほどの影響を与えているかという

分析はされていない．また，認知的不協和を考慮した避難行

動選択モデルは津波避難を対象とされており，高潮災害や豪

雨災害のような，津波より比較的頻度が高い水災害時の認知

的不協和に関して定量分析された研究はほとんどない．今後，

記録的豪雨や大型で強い台風が発生・来襲する頻度が高くな

ると予測されている中，水災害時における住民の避難に関す

る課題を解決し，避難の実効性を高めるためには，認知的不

協和の影響度を明らかにする必要があるといえる． 
 そこで本研究では，平成30年7月豪雨災害および平成30
年台風第 21 号高潮災害を対象に避難行動に関するアンケー

ト調査を実施し，避難行動の実態を分析する．得られた避難

行動のデータを用いて，避難行動選択によるロジットモデル

を構築し，認知的不協和が避難行動に与える影響を明らかに

することを目的とする． 
 
2. アンケート調査の概要 
 表-1にアンケート調査の概要について示す． 
(1) 平成30年7月豪雨災害 
 平成30 年7 月豪雨災害について，京都府京都市桂川下流域の住

民を対象に，自宅からの避難についてアンケート調査を行った．対

象地区は，避難情報発令履歴を参照し，桂川下流で避難者数が比較

的多かった西京区の桂東および桂徳小学校の学区を選定した．避難

者数が比較的多かった地域を選定した理由は，認知的不協和を考慮

した避難行動を分析する際に，避難者数のサンプル数が少ない（も

しくは避難者がいない）データだと，統計的に避難しなかった人と

の認知的不協和に関する比較が困難であると判断したためである．

ただし，対象地域では浸水被害は発生していない． 
 

(2) 平成30年台風第21号災害  
 平成 30年台風第21号災害について，兵庫県西宮市および

芦屋市沿岸域の住民を対象に，自宅からの避難と車の事前退

避行動についてアンケート調査を行った．今回の災害では，

西宮地方合同庁舎駐車場が浸水するなど，アンケート調査対

象地域近隣の，主に堤外地では浸水被害があったものの，ア

ンケート調査対象地域では浸水被害は発生していない．対象

地域の選定方法や理由は，7月豪雨災害調査と同様に，避難

者数の実績を参考にした． 
 
(3) アンケート調査方法 
 アンケート調査方法は，ポスティングでアンケート用紙を

配布，趣旨説明文で回答を依頼し，郵送により回収した．ア

ンケートでは，各地域において該当する災害時に取った行動

について質問した．アンケート調査では，調査結果を用いて

避難意識の分析を行う際に，年齢，性別に偏りがあると不正

確な考察になる恐れがあったため，表紙の説明文に「20歳以

上の方で，○月△日に誕生日がもっとも近い方」と記載し，

アンケート回答者のランダム選出を意図した．回収数や有効

回答数等は表-1に示すとおりで，最大浸水予測は各自治体に



 

 

より公表されているハザードマップ 8),9) を参照した． 
 回答者の属性は，性別は男性より女性の方が多い結果とな

った．年代については，2015 年の国勢調査 10) の結果に比べ

て，20代と30代の若年層の割合は少なく，40 代以上の割合

は多い結果となった．防災白書 11)でも示されているような若

年層の地域防災への関心の低さが影響したと考えている． 
 
3. アンケート調査結果 
 アンケート調査結果を分析し，平成 30 年 7 月豪雨災害お

よび平成 30 年台風第 21 号高潮災害時の避難行動の実態を

明らかにする． 
(1) 避難行動の実態 
 図-1の(a)に，平成30年7月豪雨時の避難行動，(b)に平成

30 年台風第 21 号時の避難行動についての集計結果を示す

（(a)および(b)については，以下同様）．今回行った調査の回

答者の避難率は，7 月豪雨災害の方が台風第 21 号に比べて

避難率は高い結果となったものの，両災害とも約9割の人が

避難していなかったことがわかった． 
 

(2)水害被害可能性の認識 
 図-2に，アンケート回答者の主観的な水害被害の予測確率

を示す．水害被害の可能性について，7月豪雨災害では「こ

の豪雨による河川氾濫があると思いましたか？」，台風第 21
号災害では「高潮による浸水被害がお住いの場所で起こると

予想しましたか？」と災害前に想定していた水害被害につい

て尋ねた．7月豪雨災害では，半数以上の人が河川氾濫の可

能性を「ほぼある（70%以上）」または「ありうる（30%以

上70%未満）」と考えたにもかかわらず，実際に避難した人

は約1 割に留まった．人々は水害が発生するかもしれないと

思いつつも，避難行動に至らなかったことがわかった． 
 
(3) 水害被害可能性の認識毎の避難行動実態 
 図-3 は，水害被害可能性の認識と避難行動の関係を示す．

7 月豪雨災害および台風第 21 号災害いずれも「ほぼある

（70%以上）」と答えた人ほど，避難しなかった人の割合は

低いことがわかった．また，7月豪雨災害では，「絶対ない

（0%）」と答えた人に，避難意思がある人はいなかった．水

害被害可能性の認識と避難行動との関連性について分析し

た結果，p 値<0.01 で有意性がみられたため，住民の水害被

害可能性の予想は避難行動に影響しているといえる．しかし

ながら，水害被害可能性を「ほぼある（70%以上）」または

「ありうる（30%以上70%未満）」と答えた人のうち，実際

に避難しなかった人は半数以上いるため，水害による被害の

可能性を予想しているにもかかわらず，何らかの要因で避難

しなかった人が多いことがわかる． 
 
(4) ハザードマップ浸水想定を認知していた回答者の避難行

動実態 
 ハザードマップ浸水想定の認知と避難行動の関係につい

て調べるため，ハザードマップを見たことがあり，かつ自宅

の浸水が予測されていたと回答した人を対象に，さらに分析

を行った．図-4に示すように，実際に避難した人は7月豪雨

災害時に14.0%，台風第21号災害時に9.5%であった．ハザ

ードマップの事前確認により，自宅が浸水する可能性がある

と認知していたにもかかわらず，実際には避難行動を取らな

かった人が多いことがわかった．このことから，リスク認知

と発災時の危機意識が繋がらない，認知的不協和があると考

えられる． 
 

表-1 アンケート調査の概要 
調査名称 平成 30 年 7 月豪雨 

災害調査 

平成 30 年台風第 21 号 

災害調査 

調査目的 避難行動・防災意識 避難行動・防災意識・ 

車の退避行動 

 

対象地 

京都府京都市西京区 

桂東地区・桂徳地区 

兵庫県芦屋市潮見町 

兵庫県西宮市 

泉町・前浜町・西波止町・浜甲子園 

実施方式 ポスト投函・郵送返信 

配布期間 2018 年 11 月 4 日-26 日  2018 年 12 月 9 日-27 日 

対象者 一戸建ておよび集合住宅 1 階に住む 20 歳以上の男女とし，偏りがないよ

うにランダムに選出するよう調査用紙に工夫 

配布数 1210 世帯 2240 世帯 

回収数 451 世帯 1086 世帯 

回収率 37.3% 48.5% 

最大浸水 

予測 

水害ハザードマップ 3.0m 高潮ハザードマップ 

芦屋市：3.0m  

西宮市：5.0m 以上 

 

 

 

 

 

質問項目 

回答者の属性 

（年齢，性別，同居人数，家族構成，職業，要援護者，水害経験，居住期間， 

居住形態，住宅構造，建物階数，築年数） 

避難行動の詳細（避難開始時刻，避難場所，きっかけ，交通手段・移動時間等）

水害被害可能性の予測 

（7 月豪雨：河川氾濫の可能性，台風第 21 号：高潮による浸水被害） 

情報取得（避難勧告・指示，情報入手方法，情報の認知，情報源の有用性） 

災害前の状況（ハザードマップ，浸水予測，事前準備） 

※台風 21 号調査では，車の退避行動と南海トラフ地震対策として日常か

らの防災対策を追加で質問した 

 
図-1 避難行動の実態 

 

 
図-2 アンケート回答者の主観的な水害被害の予測確率 

 

 
図-3 水害被害可能性の認識毎の避難行動実態 



 

 

4. 避難行動選択ロジットモデルの構築 
 ロジットモデルは，選択行動の分析に用いることができる

モデルであり，本研究においても避難時における行動選択モ

デルの分析にロジットモデルを採用した．ロジットモデルは，

二項変数の選択問題を扱うモデルである．本研究では，ロジ

ットモデル分析のツールとして統計ソフトSPSS Statistics 25 
12) を用いた． 
 人々が「避難する」・「避難しない」場合のコストの定式

化を行う．豪雨・台風予報や当日の警報・避難情報等の発令

に伴い，人々は水害被害について考え，避難の有無を選択す

る．本研究におけるコスト比較では，住民の避難時に発生す

る費用をロジットモデルに組み入れる必要がある．本節では，

避難した場合に発生する費用に比例する不効用の関数をV1，

避難しなかった場合に想定される被害額に比例する不効用

の関数をV2として，式(4)および式(5)に示す．V1がV2より大

きくなる場合，つまりV1－V2＞0となった場合，避難した方

が効用が高くなり，「避難する」を選択する． 

  1V     
    

避難時の負担額

　　 移動コスト+避難所滞在のコスト
 (4) 

  2V     
        

被災における想定損害額

　　 被災に対しての死亡確率 生命価値
 (5) 

避難にかかる費用は，避難時の負担額を表す．本研究では，

避難時の移動コストに加えて避難所滞在における負の便益

額を考慮した．藤見ら 13) は，避難所生活における負の便益

評価額を平均で 6772.6 円/日・人と推計しており，この額を

用いた．避難時の負担は各個人の負担であるため，ロジット

モデルにおけるパラメータの符号は，負と推測される．また，

避難時における移動の大変さは，避難場所までの距離や年代

等の個人属性毎に異なるため，個人属性を考慮した移動コス

トを算出する必要がある．Kono ら 7) は，時間価値や精神的

負担・肉体的負担を貨幣価値に換算した値を用いて，単位時

間当たりの移動コストを算出している．本研究においても，

Kono らを参考に移動コスト算出時のパラメータを設定した． 
 
5. ロジットモデル分析結果 
 ロジットモデル分析を行うにあたり，分析に必要な質問項

目に対して，回答の欠落がないものを有効回答とした．分析

結果を以下に示す． 
(1) 避難行動選択によるロジットモデル分析 
 避難ありの確率をPr (y)とするとき，式(6)および式(7)のよ

うな回帰式により，各パラメータが推定される．yは避難の

有無，C mは移動コスト，C rは避難所滞在のコスト，psはア

ンケート回答者による主観的災害発生確率，pdは浸水深毎の

客観的死亡確率，Vlife は統計的生命価値，A は定数項であり

モデル内で説明不可能なその他の項目を表している．ただし，

式(8)で示すように，b は c・pd/psとも表す．河川氾濫の可能

性や高潮災害による浸水被害といった災害発生確率は，既往

研究等にも明示されておらず，整備条件や地域特性が異なる

ため，避難行動モデル内に外生コストとして導入することは

難しい．そこで本研究では，主観的災害発生確率，客観的死

亡確率を用いて，b を c・pd/psと置き換えることで，式(6)だ
けでなく，式(7)からも認知的不協和の定量化の検証を行った．

浸水深毎の客観的死亡確率 pdは，内閣府 14) が浸水深毎に避

難者の年齢を考慮した死亡確率を公表している．対象地域の

ハザードマップによる想定浸水深から，客観的死亡確率を設

定した．また，避難情報発令地区による地域性を考慮するた

め，モデル内に避難勧告発令地区ダミーを設けた． 
表-2に，ロジットモデル分析の際に用いる数値と分析によ

り推定される数値，そして推定された数値と比較する数値に

ついてまとめる．なお，推定された数値には「*」を付け，分

析の際に用いる数値と区別化する．また，「比較・評価」は

比較する数値を示しており，推定された数値と比較する数値

との間に差異が発生しているかを検証する．つまり，認知的

不協和に関する影響の定量分析を行うということである  
式(6)を用いた場合，アンケート調査で得られた主観的災害

発生確率psを用いて，主観的な平均死亡確率pd*を推定する．

そして，主観的死亡確率 pd*と客観的死亡確率 pd を比較し，

人々がどれほど死亡確率を低く見積もっているかを確認す

る．一方，式(7)を用いた場合，浸水深毎による客観的死亡確

率pdを用いて，分析により主観的な平均災害発生確率ps*を
推定する．そして，主観的災害発生確率 ps*とアンケート調

査で得られた主観的災害発生確率psを比較し，差異が発生し

ているかを検証する． 

 
(2) 避難行動選択によるロジットモデル分析結果 
 表-3に，ロジットモデルの分析結果を示す．モデルのカイ 
2 乗検定は全ての分析パターンで 1%水準で有意であった．

表-3 の右列には，各パラメータを避難負担額の係数-a1 で割

ることで費用化した値を示しており，認知的不協和の評価に

用いる． 
分析①および分析②について，移動コストの避難状況（雨

風や夜間等）を考慮した場合の推定精度の比較結果について

述べる．避難負担額1は避難状況を考慮する前の移動コスト

+避難所生活コスト，避難負担額 2 は避難状況を考慮した後

の移動コスト+避難所生活コストを示す．調査票には，避難

できなかった状況の質問に「外出（避難のための）は，雨風

が強く身の危険を感じたから」や「夜の避難は，安全の確保

ができず危険と思ったから」という質問項目を設けた．中央

防災会議15) では，夜間の避難速度を昼間の8割としており，

降雨や強風等の状況においても避難行動に影響することが

考えられる．避難を考えた住民が避難できなかった理由に，

避難時の状況により自宅の方が安全と判断したという回答
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図-4 ハザードマップを確認して自宅の浸水が予測されて

いるのを認知していた人の避難行動 

表-2 避難行動選択モデルの設定値 
式 分析の際に用いる

数値 
分析により 

推定される数値 
比較・評価 
（平均値） 

(6) 主観的災害
発生確率 

ps 主観的死亡
確率 

pd* pd 

（8.63%） 

(7) 客観的死亡
確率 

pd 主観的災害
発生確率 

ps* ps 

（27.22%） 

 



 

 

が見受けられた．そのため，避難状況が危険と判断して避難

しなかった人に対して，移動速度を昼間の8割として移動コ

ストを算出し，ロジットモデル分析によって精度比較を試み

た．その結果，避難時の状況を考慮することで，定数項以外

のパラメータが全て5%有意となり精度が向上した． 
認知的不協和に関しては，内閣府 16)が公表している統計的

生命価値2.13億円/人の値を用いる場合，分析②の結果より-
b/ a1は0.00183%となる．-b/ a1は主観的災害発生確率psに対

する主観的な平均死亡確率 pd*であるから，ほとんどの人が

自身の死亡確率を 0%に等しいほぼ被災しないと予測してい

るということになる．客観的死亡確率の平均値は8.63%であ

る．人々が各自で水害のリスクに対して考え，正しい行動を

とっている場合は，8.63%に近い値が推定されるはずである．

すなわち，推定された主観的な平均死亡確率pd*は0.00183%
であることから，認知的不協和により，主観的死亡確率は客

観的死亡確率の0.00183/8.63 = 21/100000となり，不当に低く

見積もっていたことが明らかになった． 
一方，分析③での結果，-c/ a1は 0.000009 となり，推定さ

れた平均の主観的災害発生確率 ps*は 0.0009%である．アン

ケート調査による主観的災害発生確率の平均値は 27.22%で

ある．人々が想定する水害のリスクに準じて，行動をしてい

る場合は，27%に近い値が推定されるはずである．つまり，

推定された主観的な平均災害発生確率 ps*は 0.0009%である

ことから，ps*は psの 0.0009/27.22 = 33/100000 となり，実際

の避難行動では不当に低く見積もっていたことが明らかに

なった．以上のことより，警報などにより自宅が浸水してし

まう可能性を考えたものの，認知的不協和の影響により，死

亡確率または災害発生確率の適切な値に対して 0.0002～
0.0003 倍低く見積もり，多くの住民は「自宅は安全である」

と思いこむことで避難しなかったと考えられる． 
 

6. 結論 
 本研究では，アンケート調査結果のデータからロジットモ

デルを用いて実際の避難行動における認知的不協和の定量

分析を行った．以下に，本研究で得られた主要な結論を示す． 
(1) アンケート調査結果から，自宅が浸水する可能性があ

ると認知していたにもかかわらず，実際には避難行動

を取らなかった人が多いことがわかった．このことか

ら，リスク認知と発災時の危機意識が繋がらない，認知

的不協和があると考えられる． 

(2)  避難行動選択のロジットモデル分析により，主観的死

亡確率や主観的災害発生確率が不当に低く推定された

ため，認知的不協和が発生したことが明らかになった．

分析結果から，死亡確率または災害発生確率の適切な

値に対して，実際の行動では，人々は約0.0002～0.0003

倍低く見積もっていた． 
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表-3 避難行動選択によるロジットモデル分析結果 

分析 N=1032  係数 p値 -1/ a1 

① 

避難負担額1 a1 -0.000517 0.092 - 

主観的被災確率×

生命価値 
b 1.209 E-08 0.000 0.0000234 

地域ダミー a2 1.035998 0.000 2005.523 

定数項 A -0.205667 0.928 -398.139 

② 

避難負担額2 a1 -0.000665 0.033 - 

主観的被災確率×

生命価値 
b 1.221E-08 0.000 0.0000183 

地域ダミー a2 1.030981 0.000 1549.404 

定数項 A 0.887177 0.700 1333.289 

③ 

避難負担額2 a1 -0.000699 0.023 - 

生命価値×客観的

死亡確率 
c 6.305E-09 0.007 0.0000090 

地域ダミー a2 1.692570 0.000 2422.401 

定数項 A 1. 462260 0.515 2092.905 

分析①・②：N=1049   分析③：N=1030 

 


