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１．はじめに 

 

自然災害の危険性を取り除くことは人類の変わらぬ

夢である．今から 105 年前の新年，報知新聞は「２

０世紀の豫言」と題して百年後の科学技術の予測を掲

載したが，その中に「気象上の観測術進歩して天災来

たらんとすることは１ヶ月以前に予測するを得べく，

天災中の最も恐るべき暴風起らんとすれば，大砲を空

中に放ちて雨となすを得べし」と書かれていた

(1901.1.2)．確かに人工衛星による観測技術やシミュ

レーション技術の進展によって，台風の襲来は数日前

から予測できるようになったが，自然のエネルギーは

莫大であり，地震，津波，台風，火山の噴火などの現

象の進行を人間が止めることは不可能である．今後と

も我々にできることは,「自然災害は起こるもの」と

考えて，適切な準備を行い素早い対応行動をとること

であろう． 
自然災害は，自然と人間の関わりによって起こる．

例えば集中豪雨によって山の中の斜面が崩壊したとし

ても，人や家屋，道路などに被害がなければ，それを

「自然災害」とは呼ばない．したがって災害の危険性

がある所に「住まない，使わない，物を作らない」よ

うにすることができれば，自然災害は発生しない．し

かしわが国は，火山や地震の多発地帯に位置し，傾斜

の激しい森林地域とそこから短時間に流下してくる河

川の氾濫原に都市を築いてきているため，自然災害の

危険性があるところにも住む必要がある．これからは

最新の観測技術を生かして素早い避難ができるように

する一方で，人口減少に合わせて災害の危険性が高い

土地の利用をやめ，より安全な土地を利用するように

誘導することが必要となる．そのためには，自然と並

んで災害のあり方を左右する人々の行動について，研

究を深める必要がある． 
ところが，自然災害に直面したときの人々の行動を

直接観察したり調査したりすることは容易ではない．

自然災害がいつ，どのような範囲で起こるのかがわか

らないために，前もって観測機器を設置しておくこと

が困難であり，いったん災害が発生してしまうと，緊

急で対応すべきことが多い中で，避難や被災の状況を

冷静にカウントする余裕もなくなってしまう．事後的

に聞き取り調査を行う場合でも，被害を忘れて心の傷

を癒そうとしている被災者を相手に調査することは容

易ではない． 
今回の講演では，人々の災害への反応や行動を，間

接的な方法で調べた 2つの研究を紹介する． 
１つは「素早い対応行動」のひとつとして，広島県

の土砂災害を事例として，「避難勧告の信頼度と避難

行動への影響」に関する仮想的なアンケートに基づく

研究事例を報告する．ここでは避難勧告を出しても実

際に災害が発生しないという「空振り」の発生が，次

の避難勧告への信頼性を低下させるという，いわゆる

「オオカミ少年効果」の有無を検討した． 
次に災害への「適切な準備」のひとつとして，今後

土地利用を整理していく可能性を検討するために，奈

良県大和川流域の内水氾濫地域における「災害リスク

が土地利用に与える影響」の研究事例を報告する．こ

こでは過去の被災経験や，想定浸水深が土地利用に与

える影響を分析した． 
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２．避難勧告の信頼度と避難行動への影響 
 
（１） 土砂災害における避難の必要性 

土砂災害は，災害の進展のスピードが極めて速く

エネルギーも大きいため，事後的に被害を避けるこ

とは困難である．したがって降雨予測に基づき土砂

災害の発生を予測し，避難勧告などの方法で事前の

避難を促して人的な被害を避けることが必要である． 

地盤条件や豪雨の詳細な情報の入手可能性は高ま

っているものの，現況の技術では各地区の土砂災害

を事前に正確に予測できない．よって避難勧告を出

しても実際には災害が起こらない『空振り』が発生

する可能性がある．『空振り』を続ければ情報の信

頼度が低下し，情報を受け取っても住民が避難しな

いという「オオカミ少年効果」が懸念される． 

一方，避難勧告の基準を緩和すれば，避難勧告が

ないまま災害が発生するという『見逃し』が起こり，

人的被害が大きくなる危険性がある．以上のようなジ

レンマの中で，行政の担当者は避難勧告の発令に際し

て難しい判断に迫られる． 

本稿は， 1999 年 6 月の広島豪雨による土砂災害の

被災地域周辺でのアンケート調査結果を用いて，住民

の避難行動のモデル化を行う．さらに，同じアンケー

トを用いて避難勧告への信頼度の変化を分析し｢オオ

カミ少年効果｣の有無を検討する． 

 

（２）災害情報と避難行動に関する調査 

1999 年６月の集中豪雨による土砂災害の被害を受

けた広島市佐伯区観音台３丁目に隣接する東観音台団

地と，類似した地形であるが被害のなかった安佐北区

高陽Ｃ団地を対象に，1999 年 11 月にアンケート調査

を実施した．団地内の世帯の抽出はランダムに行い，

訪問配布／訪問回収方式をとったところ，いずれの団

地も90％近い高い回収率を得た（計392票配布中346

票回収）． 

調査内容は，世帯属性（世帯主個人属性，災害弱

者，避難場所の知識，防災用品の準備，防災保険の加

入状況，被災経験），仮想的な災害情報提供下におけ

る避難行動，および避難勧告への信頼度とその変化に

関する仮想質問である． 

2 つの団地の間では回答の傾向には大きな差が見ら

れなかったので，以下では両者を合わせて集計する．

避難勧告に対する意識の集計結果を図-１に示す．図

の左側は，どの程度の被災確率が見込まれるときに避

難勧告の発令を期待するかを示しており，縦軸は被災

確率の値，横軸は回答全体に対する構成比を表す．分

布の最頻値は 50％付近であるが，より低い被災確率

での避難勧告の発令を望む住民も，50％付近での発令

を望む住民と同程度存在している．なお，過去の被災

経験の有無による分布の違いは見られない． 

図中右側は，避難勧告を受けたとき，どの程度の

確率で実際に被災すると思うかを意味する「主観確

率」の分布を表している．主観確率の最頻値も 50％

付近にあるが，集中の度合いが極めて高い．過去家財

の被害を受けた住民の分布は，上方にやや偏っており，

避難勧告への信頼度がやや高い． 

 

（３）災害情報と住民の避難行動 

 どのような情報が避難行動に結びつきやすいかを分

析するために，仮想的な災害状況における住民の避難

行動を説明するモデルを作成する． 

時間帯，時間雨量，連続雨量，災害の予兆および

大雨の予報，避難勧告の発令の有無の状況を，情報間

の論理的整合性に注意して組み合わせ，調査票 1票あ

たり3つのケースを提示した． 
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主観確率の分布避難勧告を出す 

べき被災確率
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被災経験なし

家財被災あり

図－１ 避難勧告を出すべき確率とその受け止め方 



避難行動は以下の 6 つの選択肢の中から 1 つを選

択させた：1．すぐに全員で避難する，2．家族の一部

は避難をし，一部は家で待機する，3．いつでも避難

できるように準備する，4．家の外の様子を見に行く，

5．家で待機し，近所の人から積極的に情報を集める，

6．家で待機し，ＴＶ・ラジオから積極的に情報を集

める． 

回答に対して，Ordered Probit Model を適用して

分析を行った． 最尤法による推定結果を表-１に示す．

得られたモデルの尤度比は高く，モデルの適合度は良

好である．パラメータの符号は，正であれば積極的な

避難行動をすることを意味する． 

昼間よりも夜間の方が積極的な避難行動をする傾

向がある一方，年齢の高い人は避難行動に対し消極的

である．事実に関する情報では時間雨量や累積雨量は

有意にならなかったが，濁水，崖崩れ等の報告は有意

であり，積極的な避難行動に結びつく．ただし，これ

らの予兆現象を見落とす可能性や，すでに避難に対し

て手遅れになっている危険性がある．確率情報につい

ては，大雨に関する予報は有意にならなかったが，避

難勧告の発令は有意であり，パラメータ値も大きいの

で，避難行動を促す上で重要であることがわかる． 

主観確率のパラメータは正の有意な値を持つこと

から，誤報によって主観確率が低下すると，住民の避

難行動が消極的になる可能性がある． 

 

（４）避難勧告への信頼性の変化 

アンケートでは，前回の災害時における３つのケ

ースを想定させて，今回の避難勧告に対する主観確率

をそれぞれ答えさせた．前回が，的中（ケース 1：被

災あり，避難勧告あり），見逃し（ケース 2：被災あ

り，避難勧告なし），空振り（ケース 3：被災なし，

避難勧告あり）の3 ケースの主観確率の回答値と，前

回の状況を設定せずに質問した主観確率を比較し，上

昇，不変，低下の3 カテゴリに分けて集計した結果を

図-2 に示す． 

避難勧告が『的中』した場合は，主観確率が上昇

する人が最も多く全体の 57％であった．避難勧告が

『見逃し』をした場合も，上昇する人が 47％と最も

多かった．これは，避難勧告が出ていなかったにも関

図− ２ 主観確率の変化方向 

説明変数 推定値

事実情報

時間帯 （0：昼間，1：夜間) 0.138
(1.87)

時間雨量  （m m ／hour） 0.005
(1.29)

連続雨量 （m m ） 0.002
(1.79)

濁水 （0：なし，1：発生） 0.408 **

(4.58)
崖崩れ （0：なし，1：発生） 0.642 **

(7.15)

確率情報

大雨注意報 （0：なし，1：あり） -0.153
-(1.17)

大雨警報 （0：なし，1：あり） -0.047
-(0.35)

避難勧告 （0：なし，1：発令） 0.658 **
(8.08)

世帯属性

年齢 （歳） -0.011 **
-(3.37)

性別 （0：女性，1：男性） -0.065
-(0.55)

居住年数 -0.02

-(0.34)
介助者 （0：いない，1：いる）-0.112

-(0.75)
子供 （0：いない，1：いる）-0.035

-(0.24)

被災経験 （0：なし，1：あり） -0.043
-(0.23)

主観確率 0.601 **
(2.88)

閾値1 0.357
閾値2 0.460

閾値3 0.907
閾値4 0.387

初期尤度
最終尤度

尤度比
サンプル数（有効回答数：301×3）

-2562.3
-1285.9

0.498
903

（　）内ｔ値，**：1％有意

表− １ 避難行動モデルの推定結果 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空振り

見逃し

的中
上昇 不変 低下

（ケース1）

（ケース2）

（ケース3）



わらず災害が起きたことにより，次に避難勧告が出た

場合の危険性をより大きく認知するためと考えられる．

避難勧告が『空振り』した場合，主観確率が上昇する

人と低下する人は同じ割合であった．主観確率の低下

は避難勧告への信頼性低下によるものと考えられる．

一方，主観確率が上昇する理由は明確ではないが，

「前回は災害が起きなかったが，次こそ起きる可能性

が高い」と考えている可能性がある．  

避難勧告の『的中』『見逃し』『空振り』と主観

確率の更新の方向（上昇，不変，低下）の間の関係を

分析するため，被災の有無と避難勧告の有無を説明変

数，主観確率の更新 3 方向を目的変数とした Ordered 

Probit Model の推定を行った．結果を表－２に示す．

モデルの尤度比は高く，適合度は良好である．パラメ

ータの符号が正であれば主観確率が上昇することを表

わす． 
事前の主観確率のパラメータは負の値であり，事

前の主観確率が高い世帯ほど事後の主観確率が低下し

やすいことを意味している． 
前回の災害状況および事前主観確率のパラメータ値

と変数のスケールから判断すると，避難勧告が『的

中』した場合は，事前の主観確率に関わらず主観確率

は上昇傾向を持つ．同様に『見逃し』の場合でも被害

があったことによる上昇分が大きいため，事前の主観

確率が 0.81 以下の場合は上昇傾向を持つ．しかし

『空振り』の場合は，事前の主観確率が 0.27 以下の

場合を除いて，主観確率は低下傾向を持つ．これより

「オオカミ少年効果」が存在することが確認できる． 

 

（５）ジレンマの解消方法 

２つのモデルより，土砂災害に関しては避難勧告，

主観確率が避難行動に強く影響すること，避難勧告の

『空振り』は主観確率の低下につながる「オオカミ少

年効果」があることがわかった．現在の的中率のまま

で積極的に避難勧告を出すと,「オオカミ少年効果」

により,次第に避難勧告への信頼性(主観確率)は低下

する．その一方で,住民の意向は空振りよりも避難勧

告の見逃しを問題視しており,たとえ災害が起こる確

率が低くとも,積極的な避難勧告の発令を望んでいる. 

行政が積極的に避難勧告を出す方針に転じるために

は，このジレンマを解消することが必要である.長期

的には予兆や雨量などの事実情報への住民の理解力を

高めることにより,ジレンマを根本的に解消すること

が望まれる.ただし,ダムや堤防などの災害対策が進み

自然災害の発生頻度が少なくなり，直接の被災経験が

ますます乏しくなる状況にあるため，住民への災害教

育がきわめて重要である． 
また，中期的には避難勧告に頼らなければならない

ことから，避難勧告がどのような基準で発令され何を

指示しているかについて，住民への情報の開示と啓蒙

活動を続けていく必要がある．つまり，避難勧告など

の確率情報が『空振り』であっても，その地域が安全

であったことを意味しないことを理解させるとともに，

他地域の災害を直接的な被災経験に置き換えて，その

意味を理解させることが必要であり，そのための報道

や教育のあり方を検討する必要がある． 

説明変数 推定値

前回の災害の状況

被害 （0：なし，1：あり） 0.645 **
(6.85)

避難勧告 （0：なし，1：あり） 0.219 *
(2.28)

世帯属性

年齢 （歳） 0.008 *
(2.28)

性別 （0：女性，1：男性） 0.27 *
(2.20)

居住年数 -0.009
-(1.50)

介助者 （0：いない，1：いる） -0.139
-(0.87)

子供 （0：いない，1：いる） 0.143
(0.97)

避難場所 （0：知らない，1：知っている）0.339 **
(2.73)

防災用品 （0：あり，1：なし） -0.150
-(1.92)

災害保険 （0：未加入，1：加入） 0.097 *
(2.29)

被災経験 （0：なし，1：あり） -0.108
-(1.27)

閾値 0.357

初期尤度
最終尤度
尤度比
サンプル数（有効回答数：291×3）

-1324.0
-822.2
0.379
871

（　）内ｔ値，*：5％有意，**：1％有意

事前の主観確率 -0.792 **
-(3.42)

表− ２ 主観確率更新モデルの推定結果 



３．災害リスクが土地利用に与える影響 
 
（１）水害リスクの影響評価法の問題点 
わが国は，地形，地質，気象等の自然条件から災害

を受けやすい環境にあり，古くから防災対策の重要性

が認識され，様々な防災事業が進められてきた．防災

事業が税金でまかなわれる以上，その防災事業の効果

を正確に把握し，それを住民に説明することが重要で

ある．これまでの治水事業の評価方法の多くは，100
年に1 度といった，低頻度で大規模な水害が起こった

ときのシナリオをもとに被害額を算定し，確率をかけ

た期待被害額をベースにしている．ところが，この方

法では，信憑性のある被害シナリオを設定することが

難しい上，その内容を住民に納得させることが極めて

難しいという問題がある．  
本研究では，水害リスクが平常時に及ぼす影響に着

目する．水害により活動に支障が出るようなタイプの

経済活動は，そもそも水害被害の起こる可能性の高い

地点には立地しないはずである．それに対応して，本

来付けられるべき地価が実現せず，土地がより低い値

で取引されると考えられる．そこで，他の条件がほぼ

同じで治水安全度のみが異なるような地点の地価を比

較することができれば， 100 年に 1 度といった，低

頻度で大規模な水害が起こったときのシナリオを作成

しなくても，水害の影響を分析できることになる． 

ところが，一般に，地価の調査地点はそれほど多く

ないため，こうした地価の比較は容易ではない．さら

に，公示地価をはじめとする評価地価はデータ入手は

容易であるが，政策的な意図が入りやすく，水害リス

クの影響がすぐに反映されない可能性もある． 

他方，土地利用データは多くの地点で入手でき，ま

た水害により開発事業が止まるというように，公示地

価よりも水害リスクの影響が早く出る可能性がある．

そこで本研究では，著者らが開発した土地利用データ

と公示地価の双方を同時に説明するモデルを用い，地

価データの個数が少ないという問題を回避して地価の

分析を行うこととする．土地利用データを併用するこ

とで，水害リスクの影響を用途区分ごとに議論できる

ことも，既往の研究に見られない特徴である． 

 

（２） 土地利用モデルの設定 

本研究で用いる「地価土地利用同時推定モデル」は,

同一の付け値関数に対して,その相対的な大小関係の

情報を土地利用データから得るとともに,絶対値に関

する情報を地価データから得て推定を行う.具体的に

は,ロジットモデルによる実測用途の再現率を高めつ

つ，地価が観測されているメッシュでは最大付け値と

観測地価の間の誤差が小さくなるように付け値関数の

パラメータ推定を行う． 

古くから土地利用がなされてきた地域では，事前の

土地利用の状況により新たな土地利用を行うためのコ

ストが異なり，結果として用途の選択確率にも影響が

あると考えられる．例えば，前時点の用途と同じ用途

で継続的に利用する状況と比較して，用途変更を行う

とすれば，建物が建っている土地は解体にかかる廃棄

費用等が必要である．一方，事前に何らかの建物が建

てられている場合には整地や道路・上下水道の引き込

みが不要になることから建設コストが節約できる可能

性もある．これらの効果は，前用途と新用途が同じで

あれば作用しない．また前用途が山林，農地であれば

除去コストが，新用途が山林，農地であれば建設コス

トが不要であると仮定できる． 

誤差項がガンベル分布に従うと仮定してロジットモ

デルを定式化し,最尤法を用いて，付け値関数，地域

ダミー変数のパラメータと同時に用途変更における前

用途の影響，新用途の影響を，内生的に求める． 

 

（３）分析対象地域とその特徴 

奈良県の大和川流域では，内水氾濫などの水害が頻

発している．特に1982，1995，1999年は集中的な降雨

が多く，大きな水害が発生した．1982年の水害では特

に大きな被害を受け，流域全体の水害区域面積は

3,127.8ha，被災家屋数は21,696棟であった．また奈

良盆地で最も標高の低い地域である王寺町周辺では1m

以上の浸水被害を受けた場所もある． 

本研究では，奈良県大和川流域のなかでも水害の発

生頻度が高い地域である奈良県大和郡山市から王寺町

一帯を分析対象地域とする． 

 この地域について次のようなデータを用意した. 

a）土地利用データ 



近畿圏細密数値情報10ｍメッシュ土地利用データを

用い，標高30～60ｍの範囲で工業，商業，住宅，農地，

山林のいずれかであるメッシュを対象とする．また，

データ数が莫大になることから，全体の3％にあたる

メッシュを抽出して推定に用いた．以下，表―３に，

サンプリング前とサンプリング後の各用途数とその割

合を示す． 

b）土地条件データ 

 GIS（ArcView3.2）上で，各メッシュの周囲に100m

半径のバッファを作成し，その中の1996年の実績用途

の分布数を計算して，周辺の環境を表す変数を作成し

た． 

 国土地理院1:2,500数値地図及び，1:2,5000数値情

報から得られる駅，幅員5m以上の道路，小学校，中学

校，病院，警察，文化施設の位置情報を各10mメッシ

ュの中心点からこれらの地物までの距離を求め，利便

性を表す変数を作成した． 

 大阪までの時間距離は，各メッシュの中心点から最

寄り駅までの時間と最寄り駅から大阪市のJR大阪駅ま

たは近鉄難波駅までの所要時間の合計とした．前者は

各メッシュの中心点から最寄り駅までの距離を求めて，

500m以内は3km/hの徒歩による移動時間を与え， 500m

以遠は自動車を利用して一律10分で移動できると仮定

した．後者は時刻表から求めた． 

 現行の用途規制である1993年の奈良県都市計画図を

デジタイズし，市街化区域を表すダミー変数を作成し

た．また，用途地域ごとのポリゴンデータを作成した

上で，各メッシュにおいて，住宅，商業，工業がそれ

ぞれ立地可能であることを表すダミー変数を作成した． 

c）地価データ 

 1985，1996 年の公示地価及び奈良県地価調査デー

タを用い，これら地価データが観測されている地点の

10mメッシュにその地価を与えた． 

ｄ）水害経験回数 

大和川河川事務所の 1982，1995，1999 年の水害で

の被害区域図より，対象地域内で浸水実績のあった

10m メッシュを判別した．これより，対象とする水害

の経験回数（0～3 回）を算定する．図―３は 3 回の

水害の経験回数である． 

 

ｅ）浸水深 

大和川河川事務所では,1982，1995，1999 年の水害

時の実績浸水深は，限られた地点で断片的にしか調査

されていない．そこで，50m メッシュの標高データに

基づき各年の水害における浸水polygonごとに，その

内で最も標高の高い地点に 10cm を加えた値をその

polygon の浸水位と仮定する．その浸水位と 50m メッ

シュ標高データとの標高差をとり，その値を浸水深と

する．図―４には，1982年の浸水深を示している． 

 

表－３ 各用途数とその割合 

土地利用分類 メッシュの数 割合（%） メッシュの数 割合（%）
山林 55049 11 934 7
農地 259220 53 7904 57
住宅 117414 24 3080 22
商業 27854 6 720 6
工業 30823 6 1133 8
合計 490360 100 13771 100

サンプリング前 サンプリング後
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図－３ 水害経験回数 
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図－４ 浸水深(1982年水害) 
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表－４ 水害経験回数を用いた推定結果 

項目 用途 説明変数 推定値 t値
水害リスク 山林 水害経験回数 -0.693 -10.37 **

利便性 駅までの距離 1.251 118.53 **
主要道路までの距離 0.001 5.87 **

周辺環境 100m内の工業数 -0.011 -12.81 **
100m内の住宅数 -0.004 -5.23 **
100m内の商業数 -0.059 -13.26 **

水害リスク 農地 水害経験回数 -0.420 -7.81 **
利便性 駅までの距離 1.547 240.75 **

周辺環境 100m内の工業数 -0.021 -25.15 **
100m内の住宅数 -0.009 -18.67 **
100m内の商業数 -0.010 -7.44 **

利用規制 市街化区域 -0.629 -13.82 **
水害リスク 住宅 水害経験回数 -0.395 -8.72 **

利便性 大阪までの時間距離 0.008 2.18 *
主要道路までの距離 -0.002 -10.74 **
病院までの距離 -0.438 -8.76 **
文化施設までの距離 -3.410 -39.09 **
警察までの距離 -0.170 -3.98 **
中学校までの距離 -0.256 -7.42 **
小学校までの距離 0.562 12.82 **

周辺環境 100m内の工業数 -0.013 -10.67 **
100m内の住宅数 0.019 32.20 **
100m内の商業数 -0.014 -7.19 **
100内の公園・緑地数 0.006 3.15 **

利用規制 市街化区域 -0.772 -11.29 **
用途規制（住宅） 0.260 4.66 **
用途規制（商業） 1.150 4.32 **
用途規制（工業） -0.058 -0.43
定数項 39.924 43.00 **

水害リスク 商業 水害経験回数 -0.455 -3.74 **
利便性 大阪までの時間距離 0.000 -0.01

主要道路までの距離 0.000 0.47
周辺環境 100m内の工業数 -0.002 -1.32

100m内の住宅数 0.006 5.53 **
100m内の商業数 0.036 17.64 **

利用規制 市街化区域 -0.341 -2.56 *
用途規制（商業） 0.579 1.33
定数項 5.559 13.10 **

水害リスク 工業 水害経験回数 -0.616 -5.37 **
利便性 大阪までの時間距離 0.001 0.15

主要道路までの距離 -0.001 -2.90 **
周辺環境 100m内の工業数 0.013 21.40 **

100m内の住宅数 0.002 1.79
100m内の商業数 0.006 2.35 *

利用規制 市街化区域 -0.721 -6.53 **
用途規制（工業） 1.142 6.55 **
定数項 6.689 19.32 **

地価関数 分散 0.890 78.20 **
大和川右岸（北側） 2.643 34.05 **
大和川左岸（南側） 2.852 63.35 **

コスト 建設コスト 2.539 32.22 **
除去コスト -0.455 -3.02 **

尤度比 0.52
サンプル数 13771

* 5%有意　** 1%有意  

表－５ 用途ごとの再現数と的中率 

山林 農地 住宅 商業 工業 サンプル数的中率
山林 1 799 128 6 0 934 0.1
農地 0 7188 649 40 27 7904 90.9
住宅 3 981 2028 51 17 3080 65.8
商業 0 244 126 333 17 720 46.3
工業 1 265 65 24 778 1133 68.7
推定Total 5 9477 2996 454 839 13771 75.4

実
測

用
途

推定用途

 

 

（４）地価・土地利用モデルの推定結果 

a) 水害経験回数の影響 

土地利用が変化した期間に直接的に影響を与えたと考

えられる1982，1995年の2回の水害経験回数が1996

年の地価・土地利用に及ぼす影響を分析する．最尤法

によるパラメータの推定結果を表－４に，用途ごとの

再現数と的中率を表―５に示す．尤度比は0.52でモ

デルの説明力は良好であり，ほとんどのパラメータは

統計的に有意であった． 

「建設コスト」のパラメータは正であり，以前の用

途と異なる建物を建てれば，従前のままの用途で使い 

 表－６ 浸水深を用いた推定結果 

項目 用途 説明変数 推定値 t値
水害リスク 山林 S57浸水深 -0.945 -15.24 **

利便性 駅までの距離 1.279 118.08 **
主要道路までの距離 0.001 5.73 **

周辺環境 100m内の工業数 -0.012 -13.35 **
100m内の住宅数 -0.006 -9.02 **
100m内の商業数 -0.050 -11.78 **

水害リスク 農地 S57浸水深 -0.769 -13.64 **
利便性 駅までの距離 1.578 230.22 **

周辺環境 100m内の工業数 -0.022 -26.08 **
100m内の住宅数 -0.011 -23.13 **
100m内の商業数 -0.008 -5.90 **

利用規制 市街化区域 -0.601 -13.13 **
水害リスク 住宅 S57浸水深 -0.837 -14.73 **

利便性 大阪までの時間距離 0.022 5.87 **
主要道路までの距離 -0.002 -11.14 **
病院までの距離 -0.393 -7.94 **
文化施設までの距離 -3.108 -35.05 **
警察までの距離 -0.153 -3.66 **
中学校までの距離 -0.378 -11.60 **
小学校までの距離 0.606 13.92 **

周辺環境 100m内の工業数 -0.015 -11.70 **
100m内の住宅数 0.016 30.23 **
100m内の商業数 -0.007 -3.92 **
100内の公園・緑地数 0.008 4.36 **

利用規制 市街化区域 -0.725 -10.91 **
用途規制（住宅） 0.002 0.04
用途規制（商業） 1.004 3.82 **
用途規制（工業） -0.133 -0.99
定数項 37.104 39.21 **

水害リスク 商業 S57浸水深 -0.765 -12.89 **
利便性 大阪までの時間距離 0.005 0.72

主要道路までの距離 0.000 0.67
周辺環境 100m内の工業数 -0.002 -1.67

100m内の住宅数 0.004 3.83 **
100m内の商業数 0.039 19.08 **

利用規制 市街化区域 -0.299 -2.22 *
用途規制（商業） 0.581 1.35
定数項 5.436 12.48 **

水害リスク 工業 S57浸水深 -0.763 -13.12 **
利便性 大阪までの時間距離 0.008 1.29

主要道路までの距離 -0.001 -2.83 **
周辺環境 100m内の工業数 0.013 20.78 **

100m内の住宅数 0.000 -0.11
100m内の商業数 0.009 3.46 **

利用規制 市街化区域 -0.643 -5.79 **
用途規制（工業） 1.123 6.39 **
定数項 6.486 18.26 **

地価関数 分散 0.893 78.44 **
大和川右岸（北側） 2.514 32.17 **
大和川左岸（南側） 2.700 58.78 **

コスト 建設コスト 2.566 32.75 **
除去コスト -0.567 -3.79 **

尤度比 0.52
サンプル数 13771

* 5%有意　** 1%有意  

表－７ 用途ごとの再現数と的中率 

山林 農地 住宅 商業 工業 サンプル数的中率
山林 1 805 122 6 0 934 0.1
農地 0 7182 653 39 30 7904 90.9
住宅 3 966 2037 53 21 3080 66.1
商業 0 245 124 334 17 720 46.4
工業 1 261 65 23 783 1133 69.1
推定Total 5 9459 3001 455 851 13771 75.6

実
測

用
途

推定用途

 

 
続けるよりも，建設コストを上回る魅力が期待でき，

評価が高くなることを表している．「除去コスト」の

パラメータは負であり，建物が建っている土地は解体

にかかる廃棄費用等が必要であり，除去コストがかか

ることを表している． 

「水害経験回数」のパラメータは,全ての用途に対

して負であり，水害経験回数が多いほど付け値が低く

なる．商業，工業用途に比べ，住宅用途のt値が大き

い．これは，水害リスク軽減のために土盛り等の対策

を行うには大きな費用がかかり，商業，工業に比べ住

宅の立地主体が対策を施すのは難しいため，住宅は水



害実績のある場所に立地しにくいことを表している． 

ｂ）浸水深と地価・土地利用 

水害被害は,床上浸水か床下浸水かによって被害の

程度が異なる．そのため,水害リスクとして水害の程

度を考慮できる変数をとりあげる．ここでは，3回の

水害実績のうちで最も被害の大きかった1982年の浸水

深が1996年の地価・土地利用に及ぼす影響を分析する．

最尤法によるパラメータの推定結果を表－６に，用途

ごとの再現数と的中率を表―７に示す． 

尤度比は 0.52 でモデルの説明力は良好であり，ほ

とんどのパラメータは統計的に有意であった． 

「浸水深」のパラメータは全ての用途に対して負で

あり，浸水深が大きいほど付け値が低くなる．水害経

験回数を用いた表－４と比較すると，すべての用途で

浸水深を用いた場合の t値の絶対値が上回っている．

特に商業用途と工業用途のパラメーター値とｔ値が大

きくなり,住宅用途とほぼ同様の値となっている.また

的中率を比較しても,表－５よりも表－７の方が高く，

浸水深を用いたモデルの方が優れている．  

ｃ）資産価値損失額の算定 

水害リスクのパラメータは，水害の危険性が存在す

ることにより経済活動が損害を被る可能性があるため

に,資産価値が減少していることを表している．そこ

で，水害の危険性が存在するメッシュの全てに対して,

水害実績の変数の値を仮想的に０とおくことにより，

水害の危険性がなくなった場合の資産価値の上昇額を

計算できる． 

 水害経験回数に起因する合計資産価値の損失額は，

表－８に示すように1,000億円となり，浸水深に起因

する合計資産価値の損失額は，表－９に示すように 1

兆3,000億円となった．このように両者の計算値には

大きな開きがあるが,これは水害の回数が平均的に減

ることよりも,一旦起こった場合の浸水深が軽減され

ることの経済的効果のほうが大きいことを表している.

したがって対象地域の全域にわたり浸水の確率を低め

るプロジェクトよりも,浸水の程度がひどい地域の被

害を軽減するようなプロジェクトを集中的に実施した

方が効果が大きい可能性がある． 

 

 

表－８ 水害経験回数に起因する合計資産価値の損失 

用途 山林 農地 住宅 商業 工業 合計
損失額（億円） 3 517 230 221 25 996  

表－９ 浸水深に起因する合計資産価値の損失 

用途 山林 農地 住宅 商業 工業 合計
損失額（億円） 5 88 230 12,700 13 13,036  
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