
FRIコンサルティング最前線. Vol.4, p.62-67 （2012）62

特集：みんな、つながる

首都圏では主要ターミナル駅の周辺事業者や防災組織により構成される協議会組
織を中心として帰宅困難者・滞留者対策を検討してきたが、各協議会組織はこうし
た取り組みの実効性を問われる形で2011年3月11日に発生した東日本大震災を迎える
こととなった。

災害当日はメディアで報じられている通り、首都圏各地で徒歩帰宅者による長い
行列や宿泊場所を求め避難所に集まった帰宅困難者等の混乱が発生している。既存
の取り組みではこうした被害は想定されていたものの、首都圏各地の混乱は避けら
れなかったのが実情であり、今まで協議会組織が議論を重ねてきたルールや対策に
ついて、実効性の観点からの見直しが必要な状況である。富士通総研は今般の災害
事例を踏まえ、帰宅困難者・滞留者対策を見直し、改めて対策の構造を設計するこ
と（グランドデザインの作成）が重要と考えており、本稿ではこの紹介を行うととも
に、今後、帰宅困難者・滞留者対策を進める上でのポイントや留意事項を示す。
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ま　え　が　き

3月11日の東日本大震災では、首都圏における公
共交通機関の停止に伴い、各地で徒歩帰宅者の行
列や宿泊場所を求めて避難所に押し寄せる帰宅困
難者が発生する等、各種メディアが報じる通り、
各地で大規模な混乱が発生した。
帰宅困難者・滞留者問題に関する既存の取り組
みとしては、首都圏の主要ターミナル駅周辺にお
ける事業者や防災組織により構成される協議会組
織による対策の検討が挙げられる。
東日本大震災当日は、各地で一部事業者や組織
による徒歩帰宅者への支援や帰宅難民の受入等の
活動が実施されたものの、結果的に大量に発生し
た滞留者や徒歩帰宅者の行列等の事象から、協議
会組織が今まで検討してきた被害想定や災害時に
求める機能は果たされず、現在は見直しが必要な
状況となっている。
本稿では、港区役所より委託を受け支援したプ
ロジェクトで得られた経験より、富士通総研にお
ける帰宅困難者・滞留者対策のコンサルティング
スタイルを紹介するとともに、今回の災害で表出
した課題を踏まえ、今後の自治体における帰宅困
難者・滞留者対策を推進する上でのポイントを説
明する。

用語の定義

本稿で使用する用語について、以下の通り定義
する。
•	滞留人口	：	地域に存在する全ての人口とする。
•	帰宅困難者	：	各地区の滞留人口のうち、自宅ま
での距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人を
指す。具体的には、帰宅までの距離が10km以内
の人は全員「帰宅可能」とし、帰宅距離10km ～
20kmでは、被災者個人の運動能力の差から1km
長くなるごとに「帰宅可能」者が10%低減してい
くものとする。（1）

•	滞留者	：	発災時にたまたまその場に居合わせた
人（鉄道利用者、買い物客、観光客等）とする。
•	徒歩帰宅者	：	近距離・遠距離に係らず、自宅ま
で徒歩で帰宅する人とする。

東日本大震災で浮上した課題

東日本大震災当日、首都圏では滞留者の発生、
徒歩帰宅者による行列の発生、道路における大渋
滞の発生等、各所で様々な混乱発生が見受けられ
た。今般の災害が首都直下型地震とは異なる被害
想定であったという前提はあるものの、こうした
混乱発生の原因や課題について、以下3点について
記述する。
● 事業者（従業員）への対策不足
帰宅困難者・滞留者問題は、通勤・通学者やそ
の他目的を持った人が地域間を移動することによ
り発生する問題である。23区における全産業の従
業員数合計は721万人（2）であるが、都内における外
出者数想定である1,144万人（3）の中で事業者（従業
員）が半数以上を占めている計算となる。ここで
は、帰宅困難者・滞留者になり得る可能性が高い
事業者（従業員）に焦点を当て、災害時の影響を検
討する。
東日本大震災の本震は3月11日	金曜日14：46とい
う平日昼間に発生しており、従業員が事務所にい
る時間帯であった。残念ながら災害当日に帰宅行
動をとった従業員数を示す資料はないため、ここ
ではアンケート結果から、従業員による帰宅行動
の規模を想定してみたい。
東日本大震災後、港区役所では区内事業者を対
象に「帰宅困難者対策に係るアンケート調査」を実
施している（送付：142社、回収：95社（回収率：
67％））。（4）アンケート調査項目の中で、災害当日、
発災から経過時間別にどの程度（割合）の従業員が
帰宅したかを調査する設問があり、この結果から
57%という半数以上の従業員が3月12日0時までに帰
宅していたことが明らかになった（表-1）。
仮に、地域の大半を占めるエリア内事業者の従
業員が避難所やホテルに押しかける、または一斉
に帰宅する等の行動を取った際の影響は容易に想
像できるものであり、混乱の原因になり得る可能
性が高い事業者ならびに従業員の行動を抑制させ
ることが、帰宅困難者・滞留者対策で優先すべき
事項であることが推察できる。
● 支援機能の実効性不足
災害対策の基本理念として「自助」「共助」「公助」
が挙げられるが、災害時には「公助」の機能が制限
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されてしまうという想定から、「自助」「共助」を主
体とした活動が求められ、帰宅困難者・滞留者対
策でも同様の考え方が当てはまる。

エリア内事業者の従業員に次いで帰宅困難者・
滞留者になり得る可能性が高い属性としては、た
またまその場に居合わせた人（滞留者）となる。こ
の滞留者は、周辺に身を寄せる事務所や施設がな
い属性であるため、災害時には「共助」による支援
が必要となる存在である。

こうした滞留者に対する取り組みとしては、首
都圏の主要ターミナル駅周辺における事業者や住
民組織により構成される協議会組織を中心として
検討が進められてきた。具体な検討内容としては、
滞留者による駅の混乱防止に繋がるルールの策定
や、滞留者の誘導・避難を想定した待機施設や備
蓄品の準備等の対策が進められており、地域の混
乱を防止・回避する有力な機能として考えられて
きた。

しかし、東日本大震災当日、各地では一部事業
者や組織による徒歩帰宅者への支援や帰宅難民の
受入等の活動が実施されたものの、結果的に大量
に発生した滞留者や混乱の発生という事象から考
えると、残念ながら検討されてきた取り組みや機
能が有効ではなかったと言える。この教訓を踏ま
え、首都圏各地においては既存の取り組みやルー
ルの課題を明らかにするとともに、今後は如何に
して滞留者への支援機能の実効性を持たせるかと
いう観点から対策を講じることが重要である。
● 災害時に起こり得る影響やルールの周知不足

3月11日、首都圏の各主要道路で発生した渋滞
について、数値的根拠から考えられる影響を検討
する。

メディア報道によると、通常では目的地まで車
で30分要するところ、災害当日は8時間要したと言

われている。その他、協議会関係者から、行政に
よる初動対応時の車の移動で3kmを1時間、5kmを
3時間要したという事例が挙げられており、各地の
道路では大規模な渋滞が発生したことは事実とし
て捉えることができる。

中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査
会による一斉帰宅行動によるシミュレーション結
果（5）では、一斉帰宅行動による弊害として、都心
部や火災延焼部を中心に道路が満員電車状態（1m2

あたり6人以上の密度）となり、そうした状況に3時
間以上巻き込まれる人が全域で約200万人発生する
といった試算結果が出ている。こうした状況が引
き起こす影響としては、大規模な混乱の発生、火
災や建物倒壊による死傷者の発生、トイレ不足等
の問題が懸念されている。

その他、混乱や渋滞が引き起こす二次災害とし
て、行政が実施する初動対応への影響が考えられ
る。大規模地震災害の発生直後、行政は生命の安
全や財産保護を目的として、負傷者搬送、消火活動、
要援護者への支援、避難所の開設等の初動対応を
行う事としており、この活動の迅速性が負傷者の
延命や二次災害の拡大防止を左右するのは言うま
でもないが、こうした混乱や渋滞の発生が、行政
の支援機能を妨げる可能性があることが言える。

今回、首都圏における東日本大震災では、火災
の発生や建物倒壊等の甚大な被害の発生はなく、
また大部分のライフラインの使用が可能であった
点から、個人が徒歩で帰宅することが可能な環境
であったという前提ではあったものの、首都圏各
地で大規模な渋滞や混乱が発生した結果を踏まえ
ると、各個人や組織において、一斉帰宅や道路渋
滞が引き起こす問題、影響、災害時の行動ルール
を十分に認識していなかった、または十分に周知
されていなかったということが言える。

対策を明確化する構造設計の重要性

帰宅困難者・滞留者は、公共交通機関が入り組
み、また人口密度が高い都市部で起こる問題であ
る。対策の検討に際しては、災害時に起こり得る
影響に加え、活動主体や役割の特定、時系列毎に
実施すべき項目の整理、準備すべき備品類や手順
の明確化等、関係者で検討、合意すべき事項は広

表-1 経過時間毎に帰宅した従業員の割合
時間別	従業員が帰宅した割合

発災直後から16：00迄 6%

発災～ 0時迄 57%
16：00から18：00迄 18%
18：00から21：00迄 16%
21：00から0：00迄 17%
翌0：00から翌6：00迄 6%

翌0時以降 43%
翌6：00以降 37%
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範かつ多岐に渡っており、その他、地域全体にお
ける統一性を踏まえたルール設計の視点や継続的
な運用費用の視点が不可欠であり、短期～中長期
に渡る計画の立案が求められる。

首都圏各地では、東日本大震災で得た教訓を踏
まえた対策の見直しを迫られている状況であるが、
残念ながら、共通の対策検討の考え方や進め方等、
有効な解決策は示されていないのが実情である。

富士通総研では帰宅困難者・滞留者対策の推進
に際し、早い段階で帰宅困難者対策全体の構造を
再設計すること（グランドデザインの作成）が重要
であると考えている。

この構造設計では、パーソントリップ調査等か
ら算出される数値的根拠や、過去実践で得られた
対策を推進する上での課題や問題となりやすい要
素を整理・分析し、自治体における帰宅困難者対
策の方向性や考え方の軸を固め、具体的な帰宅困
難者対策の計画を立案するものである。

構造設計における作業プロセスは図-1に示すと
おりである。はじめに数値的根拠から、平日・休
日および昼夜時間帯を想定した災害時の影響や課
題から求められる機能を整理し、考えられる対策

候補とその投資対効果の比較を実施し、一連の検
討を通じて帰宅困難者対策における役割分担や基
本的な方針を明確化させるものである。最終的
には「誰が」「いつ」「何を」といった5W2H（2H：
How・How Much）の観点を踏まえ、短期～中長
期に渡る対策の実施に向けたスケジュールやアク
ション等を整理し、推進する帰宅困難者対策に具
体的な方向性や計画を立案する内容である。

課題解決へ向けたアプローチ

先に述べた課題への取り組み方法としては、構
造設計で抽出する帰宅困難者・滞留者対策を実施・
展開することが望ましいが、本章では「自助」「共助」

「公助」の観点から、課題解決に向けた基本的な考
え方や取り組み方法について、以下に記述する。
● 自助の徹底

災害対策における基本理念に示されるとおり、
帰宅困難者・滞留者対策は「自らは自らで守る」と
いう自助の徹底が原則となる。ここでは帰宅困難
者・滞留者になり得る可能性の高い事業者（従業員）
に焦点を当て、記述する。

図-1 構造設計時の作業プロセス

滞留人口属性の整理

数値的根拠の抽出
（許容限界の把握）

役割の整理
（自助・共助・公助）

帰宅困難者対策抽出 対策による投資対効果・
影響の試算

影響や課題の抽出
（平日・休日、昼間・夜間）

帰宅困難者対策計画立案
（残存リスク含）

時系列に応じた対応の整理
（事前、初動、復旧）行政、他自治体動向の確認

帰宅困難者対策に
求められる機能の整理

対策実施スケジュール・
アクションアイテム整理

【構造設計の作業プロセス】

帰宅困難者
対策計画

集計データ

対応プロセス

機能・役割
一覧表

対策候補・
試算表

課題管理表

グランド
デザイン

【アウトプット（例）】
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国や九都県市が示す災害時の行動ルールである
「むやみに移動を開始しない」が示すとおり、一斉
徒歩帰宅行動による混乱の発生を避けるには、そ
の地域に一時的に留まることが必要である。従業
員等の自らの事業所での待機が可能な人や、事業
所に戻ることが可能な人についてはその場所で待
機し、混乱発生を抑制することが有効な対策で
ある。

最近の事業所は耐震設計構造である建物が多く、
火災や倒壊等の災害が発生しない限り、風雨を凌
ぎ、従業員の生命の安全を確保できる環境である。
また、事業所には、普段の活動で使用する電話や
PC等の設備があり、情報収集や混乱が収まるまで
の待機場所に適した環境であると言える。

自助の徹底を有効とするには、災害時における
事業者の役割や責務を明確化するとともに、セミ
ナーやパンフレット等による地域への継続的な普
及啓発の取り組みが必要となる。
● 共助ルールの検討

共助による支援が必要となる滞留者は、公共交
通機関の停止により、近隣に行き場のない、もし
くは拠り所のない人であり、この滞留者に対し、
どの様に行動させ、何を提供するのかを考える必
要がある。

既存の想定では、情報を求めて駅は滞留者で溢
れ大混乱するという想定であった。しかし、東日
本大震災当日、地震発生直後は多少の混乱があっ
たものの、鉄道再開未定の情報発信の直後、駅の
混雑が緩和されたという事実がある。これら滞留
者の行き先を特定することは難しいが、徒歩で帰
宅行動を開始し、交通渋滞の要因となっていた可
能性が考えられる。

こうした滞留者による行動を抑制するためには、
早急に滞留者を地域に留まらせ、かつ移動を開始
させない機能を提供することが必要となり、滞留
者が求める安否確認行動や生理的行動を想定した
上で「むやみに移動を開始させない」ための機能を
提供する対策を検討する必要がある。

具体的な対策の候補としては、例えば施設や広
場で一時待機させる、備蓄品を提供する、情報を
提供する等、様々な想定に基づく多岐に渡る対策
候補が考えられるが、これらの対策を検討する上
では「役割（主体）」「手順」「事前準備」という3つの

観点を整理した上での取り組みが重要となる。
ルールの検討に際しては、費用負担や実効性と

いった、解決に時間を要する課題が多く含まれる。
そのためルールを検討する場には、行政や自治体
の他、共助を実行する主体となる地域の防災組織
や事業者等、地域に根ざした人が中心となり、既
存のリソースや仕組みを活用した、まず「地域でで
きること」から検討を進め、最終的には「誰が」「い
つ」「何を」といった5W2Hを明確化したルールの作
成を目指すといった段階的な検討を進めることが
望ましい。
● 公助における対応

今般の災害を踏まえ、特に公助に求められる機
能について、以下2点を記載する。

1点目は普及啓発活動である。帰宅困難者・滞留
者問題は人の行動が引き起こす問題であるため、
事前の普及啓発が必要である。具体的にはセミナー
の実施・リーフレットの配布・HPや広報誌による
周知等、地域への普及啓発の取り組みであるが、
こうした取り組みを継続的に実施し、一斉帰宅行
動による影響や災害時に求められる行動ルールを
広く、そして深く浸透させることが重要である。

2点目として、情報共有の枠組みの構築が挙げら
れる。災害時における「自助」「共助」の取り組みに
際しては、運行情報や地域の被害情報等、従業員
の待機・帰宅を判断するための情報や、滞留者支
援に係る自衛隊や隣接する自治体間の連携といっ
た行政側の状況や指示等の情報が不可欠であり、
情報共有が「自助」「共助」における実効性を左右す
るといっても過言ではない。従って、公助の役割
としては、災害時に考え得る想定に基づき、一斉
にかつ継続的に最新情報を提供・共有することが
可能な仕組みや、その仕組みを実現するインフラ
を整備する等の取り組みが重要である。

災害時の実効性を維持する仕組み作り

帰宅困難者・滞留者対策においては、地域関係
者による取り組みを継続的に持続し、災害への実
効性を維持していくことが重要である。残念なが
ら組織は月日を重ねる毎に組織変更や異動があり、
人の意識やスキルが薄れていく傾向にあり、この
ような状況下では、綿密に検討されたルールや災
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害時における機能といったものの有効性が不全と
なる可能性が高い。

この問題に対する直接的な対策としては、定期
的なアンケートや巡回等による調査で成熟度を把
握するといった評価の枠組みを設け、その成熟度
に応じ、意識啓発を目的とした説明会の実施や、
スキルの向上を目的とした訓練等の取り組みが挙
げられる。

富士通総研はこうした災害対策に関する気付き
や人に備わる対応能力（スキル）の重要性に着目し、
2010年4月 にBCM訓 練 セ ン タ ー（BTC：Business 
Continuity Management Training Center）を設立
し、訓練を起点とした災害対策の構築や運用方法
を提案している。訓練は、過去の事例や訓練実績
から蓄積された訓練シナリオを元に、予想される
さまざまな危機を物語として経験させ、単なる知
識では無く、お客様の成熟度に応じた付加価値あ
る経験の付与による対応能力の強化を目的として
いる。上述のとおり、訓練は災害対策の実効性の
観点を踏まえた上で、継続的に実施することが重
要となる。

そして間接的な対策としては、例えば人的ネッ
トワークを形成させるための場作り、資格取得費
用の補助、平時からの取り組みに対する表彰や広
報による評価を行う等、取り組みに参加する側か
ら見たメリットやモチベーションを踏まえ、継続
的・自立的に災害時の実効性を補完する仕組みを
定着化させることも重要となる。

む　　す　　び

首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨
城県南部）には約3,500万人（全人口の約27%）が在
住していると言われており、この問題の解決には、
首都圏に在住する人がこの帰宅困難者・滞留者が
もたらす影響を認識し、個人や組織が行動ルール
を徹底することが必要となる。

本稿では、自治体が東日本大震災を踏まえ、帰
宅困難者・滞留者対策をどのように推進するかを
紹介したが、首都圏への実効性という観点を考慮
すると、九都県市等の上位組織による首都圏全体
への普及啓発活動の他、情報共有に向けたインフ
ラの整備や自治体間の連携等の取り組みが不可欠
となる。

今後はプロジェクト実践を通じ、首都圏共通の
考え方や枠組みの参考となるよう、帰宅困難者・
滞留者対策の考え方やプロセスの更なる構造化・
精緻化に注力したい。
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