
■与謝野市旧加悦町役場庁舎の耐震改修と利活⽤

研究担当者︓鈴⽊祥之、⼤窪健之、吉富信太、棚橋秀光、佐藤英佑
(1-1) 伝統⽊造建築物の耐震設計・耐震補強設計法の開発

昭和4年７⽉に建設された加悦伝建地区の旧
加悦町役場庁舎を2018年度から調査を⾏い、
耐震改修計画案を提案。当時の最新の技術・
⼯法とされている外壁鉄網モルタル壁と⽅杖
を⽣かした補強、改修とした。改修⼯事は
2020年3⽉に竣⼯し、4⽉から地域の交流の
場として利活⽤されている。

■伝統的構法⽊造建築物の耐震設計マニュアルの作成・出版と講演会・講習会
実務者などが使える耐震設計法マニュアルとして「⽯場建てを含む伝統的構法⽊造建築物の耐震
設計法・耐震補強設計法」を2019年6⽉に出版し、講演会を東京（同6⽉16⽇）、京都（8⽉9
⽇）で開催し、今年度、各地で講演会、講習会を企画したが、コロナ禍で中⽌となった。来年度
以降に開催を予定している。

⾼⼭市、与謝野町、⾦沢市に引き続き、新たに豊
岡市出⽯伝建地区の調査を⾏うとともに、銅板⽡
葺き屋根が美しい⼤念佛寺本堂（⼤阪市）で耐震
調査研究を実施。また、指定⽂化財⼩川邸（倉吉
市）の調査を⾏い、耐震改修計画を策定している。

銅板⽡葺きの⼤念佛寺本堂

■伝統構法⽊造建築物の耐震補強・改修技術の開発と実⽤化

改修後の1階と2階

（１）歴史的⽂化財建造物の耐震補強・改修技術の開発

（１）歴史的⽂化財建造物の耐震補強・改修技術の開発
(1-1) 伝統⽊造建築物の耐震設計・耐震補強設計法の開発
(1-2) 伝統⽊造建築物の構造特性の解明
(1-3) ⽊造免震レトロフィットの耐震計画・施⼯計画の調査
(1-4) 実構造物の耐久性向上のための補修に関する研究

（２）歴史⽂化都市の防耐⽕システムと機器の開発
(2-1) 地域防災情報ネットワークの開発
(2-2) ⽇常利⽤可能な⾼機能型市⺠消⽕栓の開発

（３）歴史⽂化地域の地盤環境を踏まえた防災技術の開発
(3-1) 清⽔寺における地盤災害調査・観測・変状予測
(3-2) 出⽯伝建地区の⼟砂災害・洪⽔氾濫危険性の評価

歴史⽂化都市の防災技術研究部会

「歴史・⽂化・意匠的価値」と「防災性能」を兼ね備えた歴史⽂化都市・地
域の防災技術を確⽴することを⽬的に、昨年度までの⽂化遺産防災技術に関
連する研究活動を継続的に発展させて以下の研究を⾏った。

[研究部会B] 2020年度

研研究究メメンンババーー：： 鈴鈴木木 祥祥之之、、大大窪窪 健健之之、、深深川川 良良一一、、里里深深 好好文文、、小小林林 泰泰三三、、藤藤本本 将将光光、、
吉吉富富 信信太太、、持持田田 泰泰秀秀、、福福山山 智智子子
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（1－3）⽊造免震レトロフィットの耐震計画・施⼯計画の調査

歴史的⽊造免震化建物など計7件の耐震・施⼯計画の調査
研究担当者︓持⽥泰秀

国内で取り組まれている少数の木造文化財建物の免震レトロフィットの情報を収集し、
適正な木造免震レトロフィットの耐震計画や施工計画の分析を行い、標準的な免震性
能の発現や、木造ならではの多種多様の施工方法を分類して、今後の免震レトロ
フィットの耐震計画や工程計画に役立てる。

 耐耐震震計計画画のの特特徴徴
軽量で非剛床な木造建屋に対する有効な耐震化を進める。長周期化のため1階床を重量
のあるRC造基盤する。滑り支承＋オイルダンパー+復元ゴムにて、4～5秒近い免震化
を実現している。
 施⼯計画の特徴
施工方法は、仮受け、解体復旧および曳家に分類される。仮受けは建屋移動不可、解
体復旧は工事費とのバランス、曳家は古来からの位置に戻すなど、各々の寺社の都合
で決定されている。

仮受け鋼管杭⼯法仮受け⽀保⼯⼯法 仮受け凍結⼟⼯法

（1－2）伝統⽊造建築物の構造特性の解明
研究担当者︓吉富信太

伝統的社寺建築を想定した制振ダンパーの検討

伝統⽊造建物の連棟⻑屋の振動特性の検討

⾼減衰ゴムによる制振装置により、
伝統⽊造建物の地震応答を低減する制
振構法について、⾦沢⼯⼤で振動台実
験を実施し、⽴体解析モデルによる応
答評価の精度について検討した。

豊岡市の出⽯伝統的建物群保存地区に建つ三棟連続する古⺠家を対象として、起
震機を⽤いた加振実験を⾏い、三棟の建物の⽴体的な振動計測を同時に⾏い、3棟の
振動がどのように影響するのかを検討した。



⽕災発⽣場所を地域で即時共有する

②屋外警報装置作動
住警器と連動して近隣に
警報⾳を発する

①住警器の作動
煙を感知して警報⾳を発する

中継機等を介してネッ
ト上のサーバへ

④⽕元へ駆け付け
⽕災確認・防災⾏動実施

③メール配信
地域住⺠へ⽕災発
⽣を知らせる特徴

・既存設備（住警器）を活⽤
・⽕災発⽣情報を携帯電話等に

地図付でメール配信
・地域全体で素早く⽕災を認知
・⾼齢者の急病時にも利⽤可

⼾別の住宅⽤⽕災警報器の信号を無線で収集し、⼾別の⽕災発⽣情報を即
時的に地域全体にメール配信できるシステムを開発し、⽊造歴史地区にお
ける初期消⽕を可能にする、災害時の共助連携体制を⽀援する。

地震時の避難・消⽕活動にも活かせ
るように建物倒壊センサーを実装し
て、道路閉塞箇所の表⽰を「予定」

実⽤化完了＋特許取得済
研究担当者︓⼤窪健之・⾦ 度源＋能美防災（株）

(2) 歴史⽂化都市の防耐⽕システムと機器の開発

①①︓地域防災情報ネットワークの開発

↓
兵庫県・出⽯地区で

リモート防災訓練を実施︕

（１-4）実構造物の耐久性向上のための補修に関する研究
研究担当者︓福⼭智⼦

＜補修したRC構造物の早期劣化＞
収縮ひずみ➡埋め材＞被覆材

収縮ひずみ➡埋め材＜被覆材

引張

B材

埋め材

引張

圧縮

 クライテリアを評価するための試験法の設計
補修材とコンクリートが相互に拘束し作⽤を及ぼしあ
う複合体の変形やひび割れを評価する⼿法はいまだ存
在しない。既往の⼿法を改良した試験法を右図のよう
に提案し，その適⽤性を実証する。

補修したRC構造物の早期劣化が問題となっている。今後の歴史的構造物の補修などを
想定した場合，適切な材料の選定が重要になる。これまでの検討から既設コンクリー
トと補修材の温度膨張特性の違いが再劣化の要因であることが明らかになったが，各
材料の膨張特性，ヤング係数の組合せのクライテリアは明らかになっていない。

 これまでの結果・今後の展開
各材のヤング係数，乾燥収縮率，線膨張係数を変化さ
せて組合わせた試験体を対象に変形を継続的に測定し
ており，最終的には拘束率による引張応⼒の発⽣条件
や応⼒の⼤きさについて評価する。



（3）歴史⽂化地域の地盤環境を踏まえた防災技術の開発
(3-1) 清⽔寺における地盤災害調査・観測・変状予測

研究担当者︓深川良⼀・⾥深好⽂・⼩林泰三・藤本将光

⽂化遺産建造物をはじめとする歴史都市を地盤被害、河川災害から守るた
めに、斜⾯内の地下⽔流動を評価するモニタリングシステム、斜⾯安定性
を評価⼿法の開発、河川氾濫解析を⾏った。

降⾬イベント時の地下⽔位、傾斜の変動

 清⽔寺境内の重要建造物後背斜⾯において、⾬量、間隙⽔圧、
傾斜を計測する現地観測モニタリングシステムを設置し、連
続観測を⾏った。

 斜⾯崩壊の危険性が⾼い箇所を抽出する新たな解析⼿法について開発を⾏った。
 異なる時期の地形をレーザー測量によって取得し、斜⾯の変状について検討した。

3連式傾斜計
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②：⽇常利⽤可能な⾼機能型市⺠消⽕栓の開発
(2) 歴史⽂化都市の防耐⽕システムと機器の開発

(a)ノズル先端に照明器具
をセットし、太陽光充電
により停電下でも確実な
初期消⽕を可能にした。

ノズル先端にLED
照明装置を追加

(b)公設の⾼圧消⽕栓⽤ス
タンドパイプに、市⺠⽤
ホースを直接取り付け可
能な減圧バルブを開発

公設消⽕栓を使って市⺠
が⾃ら初期消⽕可能に︕
（その他特記事項）

研究担当者︓⼤窪健之・⾦ 度源＋（株）横井製作所
屋外での市⺠個⼈による初期消⽕活動に役⽴てるため、⽇常からの利⽤を促す
ことで、訓練無しでも緊急時に使える「⾼機能型市⺠消⽕栓」を開発する

専⽤設計による減圧アダ
プターのコンパクト化

津和野重伝建地区（2017年11／29）等の訓練で試⽤→2021年度は性能評価と⽇常利⽤評価を予定

特許取得済
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(3-2) 出⽯伝建地区の⼟砂災害・洪⽔氾濫危険性の評価
研究担当者︓深川良⼀・⾥深好⽂・⼩林泰三・藤本将光

豊岡市出⽯伝統的建造物群保存地区では、その周辺部で過去に洪⽔氾濫が発
⽣しており、地盤災害、⼟砂被害、河川災害から守るために、危険性を評価
する必要がある。斜⾯や⽯垣の安定性評価、河川氾濫解析を⾏った。

氾濫解析の結果と砂防堰堤の設置予定位置

■ 出⽯伝建地区の南・東側斜⾯、⾕⼭川上流域、放⽔トンネル周辺における現
地調査を⾏った。

■ 兵庫県が公開している1mメッシュの精緻なDEMを⽤いて、汎⽤⼟⽯流氾濫

⑴⑴ ⑵⑵
砂砂防防堰堰堤堤

シミュレータ「Hyper KANAKO」
による⼟砂・洪⽔氾濫に関する2次
元数値解析を⾏った。既存施設の
効果検証するととも⼟⽯流災害、
洪⽔対策として必要となる施設規
模を検討した。

■ 出⽯伝建地区の南・東側斜⾯の⼟
砂災害リスク評価と出⽯城跡⽯垣
の危険度評価、危険個所抽出を
⾏った。


