
高台避難誘導を促進する「まちのあかり」

－照明社会実験から始める整備計画－

1. 夜間の緊急避難に求められる照明
　東日本大震災を契機として、日本各地の沿岸部では地
震発生直後、津波が到来する前に即座に高台へと避難す
ることの重要性が改めて認識された。今回の地震・津波
は日中に起こったが、内閣府が発表している南海トラフ
地震の被害想定 (2012.08)1) では、深夜に津波が襲来し
た場合、昼間の三倍以上の被害が出ると予測している。
多数の人々が就寝しているために初期行動が遅れること
と夜間の屋外では位置情報が得られにくく、咄嗟に避難
方向や経路を認識することができないためである。一帯
が停電になった場合はさらに深刻な状況となるであろう。
　津波は海溝型の地震によって発生するために、周期性

を持って必ず襲来する。日中・夜間を問わずに発生する
ため、避難がより困難になる日没後の対策を講じておく
ことは非常に重要である。しかしながら、夜間や深夜に
発生する地震や津波、それに対する避難対策は十分に行
われていない。地震発生時には停電になることも予想さ
れ、照明が消灯し、行政やテレビ等による避難勧告も届
かないことがある。地震発生から 10 分程度の間に、行
政や他者に頼ることなく、各個人が自主的に、即座に避
難できるようにしなければならない。そのためには、停
電となった暗闇の中で、高台などの安全な避難先へと効
果的に誘導する照明が灯ることが求められる。
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City Lights which Facilitate Evacuation to Higher Ground

-The improvement design started from social lighting experiments

東日本大震災を契機として、夜間津波から高台へと安全に避難することの重要性が認識された。高台への避難照明においては、光によって地形

や避難場所の特徴を可視化することが主要な手法となる。各々の場所の要求性能に合わせた設計によって、省エネルギーで合理的な光環境の実

現が可能となる。地域の照明環境整備は、まちづくりへの先駆けとなり、整備への時間も比較的かからず、他の土木工事と比較して低予算でも

ある。

The importance of evacuation to higher ground away from a tsunami safely at night has been recognized right after the Great East 

Japan Earthquake in 2011. In the evacuation lighting to heights, it is principal methods to visualize geographical feature and 

the characteristic of an evacuation area by lights. By designing according to the demand performance of each location, energy 

saving and a reasonable lighting environment are realizable. Lighting environment improvement of the area leads city planning. It 

does not require a long period of time and 

a big budget as compared with other infrastructure constructions.
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東西道路に対して、昼間はほとんどの道路で高台方向が認識
できるが、夜間ではその範囲が約 1/5 となり不安要素が増幅
していることが予想される。

観音寺　照明整備完成イメージ
調査に基づき計画されている。

図 1 釜石中心市街地における高台避難路の認識範囲
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2. 高台避難誘導照明の考え方
　津波による大きな被害を受け、復興・復旧が進められ
ている地域では、夜間に避難できる高台方向を認識させ
ることは、住民の安心確保と減災への意識向上にとって
重要となる。
　筆者らが被災後に岩手県釜石市の中心市街地で、昼間
と夜間の避難経路の認識度合いを調査した結果 2）、高台
にある避難場所の認識度合いやその範囲は、夜間には昼
間より格段に低くなっていることが判明した（図 1）。ま
た夜間でも避難経路が認識されやすい箇所には、下記の
いずれかの光が存在していることを確認した。
　①夜間のイルミネーションなどのランドマーク的な光
　②高台方向や交差点部分の目印となる光
　③避難場所や坂道や階段が確認できる光
高台から遠い地点で避難を開始する場合、まず①のよう
な光によって地理的な方向が把握できると、初期行動の
方向性が与えられる。地形を表すランドマークとなる光
が存在することで、広範囲な場所において避難方向の誤
認を防ぐものとなる。市街地では、多様な街路の中で避
難場所へ続く経路とその起点となる②のような交差点を
認識させる光が必要である。また避難場所の近隣では、
③のようなそこが目標地点であることを認識させること
が重要である。効果的な照明によって避難場所の入口部
分の誘目性を高めることができる。
　高台にある避難場所を特徴づけるような照明を常設す
ることで、住民たちは「ここにいたらこの高台に避難で
きる」という避難所への意識を日常化するようになる。
街の広い範囲で高台方向を認識できるようになると、住
民だけでなく、その地域を通過する人や観光などで訪れ
た人々へも安心感を持たせることになる。高台にある特
徴的なランドスケープを光によって印象づけるような景
観をつくることで、災害時の速やかな避難を促すだけで
なく、地域の固有の財産を可視化することにもつながっ
ていくだろう。まずは重要な高台入口からはじめて、周
辺建物やランドスケープ、街路や交差点へと整備範囲を
部分から全体へと積み重ねていくことが重要である。

3. 避難照明整備を優先することの利点
　　－迅速、低コスト、意識改革－
　実践的で地域の実情に即した津波対策が各地で急がれ
ている。防潮堤の建設や避難道路の整備、地盤の嵩上げ
などの長期的な計画と並行してより簡単な整備が求めら
れている中で、光環境の整備は他のインフラと比較して
も短期に低コストで実施でき、誰にでも目に見えて変化
が実感できるというメリットがある。
　また整備計画を固めてから実際に整備を行うという通
常のやり方ではなく、照明社会実験を行いながら効果を
確認したり、住民の意見を汲み取ったりしながら整備の
方針を考えていくという方法を取ることが出来る。こう
した過程で整備方針などのソフトを住民に提供すること
で、ある程度自発的に整備を進めていくことも可能であ
る。照明整備は街に対する住民の意識改善にもつながる。
官民が協力し、街路灯ではなく街に明かりを置くことで、
インフラと民地の境界を失くし街に意識が向くようにな
る。
　◆暗がりがなくなり安心感と防犯性が向上
　官民一体の整備では、道から奥まった部分（ボイド）
に明かりを設置するため、暗がりがなくなり地域の安心
感と防犯性向上につながる
　◆地域の特徴が際立つ夜間景観をつくる
　特徴的な地形（坂、階段など）を可視化し、地域のモニュ
メント（神社お寺などの鳥居、記念碑など）を目立たせ
ることで、高台としての認識向上だけでなく景観向上に
もつながる

4. 岩手県陸前高田市での取り組み
　陸前高田市の竹駒地区は海から約 3km離れ、なおかつ
直接海が見えない場所ではあるが、気仙川を逆流した津
波によって被害を受けた。この地区は今泉街道と高田街
道が交差する交通の要所でもあり、仮設の店舗や銀行な
どが多数設置され、現在陸前高田市内で最も活気のある
場所となっている。この仮設商店街群はあくまでも仮設
の前提で建設され、都市計画のマスタープラン上にはこ
の商店街群を生かす計画は考慮されていない。防潮堤の
設置や地盤のかさ上げ、高台の整備などが行われた後に
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図 2 岩手県陸前高田市竹駒地区での照明社会実験
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それらの地域に移設される予定である。しかし、これら
土木事業のスケジュールには曖昧な部分があり、どの時
期に移転することになるかは確定されていない。
　震災後 3年が経過し、今や生活の中心地として成立し
ているこの地区において、いつでも安心して生活しても
らうためにも、高台避難を促進する環境整備は必要不可
欠である。そこで、竹駒地区周辺の。高台へ通じる気仙
川支流沿いの道路が認識できるように照明を設置した。
(2013.09) 住民などへのアンケートを行った結果、実験
前と比較して高評価となった。同時に仮設商店街群にお
いて、ボイド照明と人気を感じる照明の照明実験も行っ
た。（図 2、表紙写真参照）

5. 静岡県熱川温泉での取り組み (2013.07)
　伊豆半島の東海岸沿いに位置する東伊豆町熱川温泉は、
ホテル、旅館を中心とした東伊豆の代表的な温泉観光地
である。これら施設の一部は海側に隣接していることか
ら、今後予想されている東南海地震時の津波に被害に対
する対応が求められている。内閣府の南海トラフの巨大
地震モデル検討会（2012）によると、地震発生時から南
伊豆町への津波の最短到達時間は 18 分後と予想されて
おり、より迅速な避難が必要となる。
　熱川温泉での高台避難誘導を促進する為の照明社会実
験を行った。高台避難の中心となるにごり川と坂部では
実験時の評価が上がった。にごり川ではボイド照明、暗
闇を無くし、人気を感じるあかりを作ることで、より防
犯性と歩行性能を満足する照明性能も確保している。実
験前時と実験時を比較すると約１／７ほどの省エネも実
現できた。坂部では高台への入り口の認識を高める為に
やぐらをサイン的に照明した。熱川の景観的特徴でもあ
る、川沿いの旅館群とやぐらを夜間認識できることは観
光的にも旅行客が夜間も散策したくなる町であるという
評価も上がった。今後、にごり川周辺の照明再整備の計
画が始まる予定である。( 図 3)

6．　岩手県釜石市での取り組み
6.1　被災直後の活動 (2011.07 ～ )
　釜石市では被災直後に、最も多くの死者を出した鵜住
居地区 (445 名）と漁業に多大な被害を受けた箱崎半島
において、生きる力を与えるような照明を灯す活動を行っ
てきた。地区内の新たな拠点となる仮設商店街では、店
主らと協同で手作りの照明 ( 図 4) を施していった。震災
から奇跡的に生き残った旅館 ( 宝来館 ) とその周辺には、
人気を作り、何時でも避難できる安心感のある照明を設
置した ( 図 5）。さらにこれらの地域を結ぶ根浜海岸沿い
の松林に照明を設置することで、地域特有の景観を生か
しながら夜間の交通安全性を確保した（図 6）。根浜海岸
では 0.8Wの LED 光源を使用しており、その全ての電力
を太陽電池で賄っている。一般的な街路灯（FL20W）を
設置した場合と比べると約 1/6 の消費電力であった。東
部地区の観音寺入り口部と松原地区においても避難誘導
とまち明かりの照明実験を行った（図 7）。
6.2　高台避難誘導のための照明社会実験
　釜石市の中心市街地である東部地区は、鵜住居地区
に次いで二番目に多くの犠牲者（208 名）が出ており、
2014 年現在も仮設住宅や市外各所に避難する方が多い
が、今後再び人々が戻ってくることが想定されている。
この地区において、山側に設けられた避難場所とそこへ
向う経路がどの程度認識できているかについて、昼間と
夜間において現地調査を行った。調査結果から、夜間の
認識が困難であった避難場所とその入口について、効果
的な照明のあり方を検討した。具体的には、市街地に突
き出した尾根にある観音寺と仙寿院という寺院と神社で
あり、両方ともに前回の津波発生時に数百名が避難した
重要な場所である。
　住民や釜石市と協力して、周辺の街路灯を消灯して停
電を想定した状態とし、避難誘導照明を設置する照明社
会実験を実施した。この実験から、高台入口を特徴づけ
るためには目印となるような景観的な要素への照明が効
果的だと分かった。（図 1）

図 3 岩手県陸前高田市竹駒地区での照明社会実験
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6.3　避難誘導照明の整備－手法と実施計画－
　調査と実験結果を元にして、岩手県釜石市東部地区に
おいて高台避難誘導を促進する光環境整備の実施計画を
行っている。特徴的な地形（坂、階段など）の可視化、
地域のモニュメント（寺院・神社などの鳥居、記念碑など）
の視認性の強化を行い、高台の認識を向上させる。非常
時（停電時）における電源の切替や誘導などを必要に応
じて追加できるようにしている。実践的で地域の実情に
即した津波減災対策のために、照度基準ではなく要求性
能に基づいた合理的な照明設計 3)4) とし、低コストの設
備で広範囲に整備を行うことに留意し早急な整備を進め
ている。ここでの要求性能としては、・高台避難の誘導、・
交通安全の確保、・防犯性の確保、があり、この他に、・
釜石にあった夜間景観、・省エネルギー、についても考慮
し、周辺の環境も含めて印象的な景観をつくろうとして
いる。
　仙寿院では照明実験後（図 8）、実施計画に基づいて、
2013 年冬に避難照明整備が完成した 5)6)（図 9）。現在は、
観音寺入口をはじめ、市内の各地での照明整備を明検討
イメージ（図 1解説スケッチ）を作成して進めている。
これらを実現することによって、避難誘導性を高めるだ
けでなく、釜石の財産となる景観が形成される。今後の
展開の可能性としては、生活中心地としての都市照明の
充実を、こうした非常時の照明と絡めて計画・実現して
いくことである。

7. まとめ
　高台避難誘導照明整備の考え方においては、高台への
避難方向をサイン看板等に頼らず光で空間の特徴を可視

化することで示していくことを主要な手法の一つとして
いる。また、照度基準ではなくボイド照明等の照明性能
設計により、より省エネルギーな光環境の実現が可能と
なる。地域の照明環境整備はそのまま地区整備、まちづ
くりへの先駆けとなり、整備への時間も通常のインフラ
工事と比較しても時間がかからなく、整備予算も土木対
応と比較して低予算でもある。
　今後はより広い範囲への展開を考えている。官民が協
力して街路空間を一体的に整備することでより有効な光
環境をつくり出せる。夜間景観の向上、街の魅力の再発
見や民間の光が街へと寄与することを実感すれば、地域
住民の意識を街へ向けることができ、住民の自発的なま
ちづくり、地位か活性化活動の誘発、地域固有の景観の
再発見などへの意識向上が期待できる。
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