
 近代の法隆寺⾦堂壁画の保存事業では⼤正7年より天然樹脂を⽤いた保存が試みられ、昭和
24年の⾦堂⽕災の後、昭和26年に合成
樹脂を⽤いて施⼯された。

 法隆寺⾦堂壁画保存処理の経緯を整理す
る事は、今後の壁画保存、更には壁画の
活⽤に繋がると考えられる。

近代の法隆寺⾦堂壁画保存事業における合成樹脂による壁画
硬化処理の経緯と主旨

 ⽂化財の保護に合成樹脂が多⽤される発
端となった⾦堂壁画保存処理の経緯を整
理しつつ、その主旨を明らかにした。

写真左︓収蔵庫内に保管されている焼損壁体・壁画(『法隆寺の⾄宝』⼩学館1991年)
写真右︓⽕災当⽇の新聞(『新⼤阪新聞』)

⽴命館⼤学建築史研究室（担当︓林畝乃⾹）

硬化法とは・・・アルコールやエーテルに可溶な天然樹脂
(ガムコパル)を⽤いて、壁体を移動せずに、壁体の上塗か
ら中塗を硬化する⽅法

上塗
中塗

下塗
横⼩舞

壁画

裏

樹⽊の樹脂(天然樹脂)が
地中に数百万年間埋もれ
て半化⽯化されたもの。

⼤正時代に提案された「硬化法」

この部分のみ
を硬化する計
画であった

間渡(構造材)

ガムコパル

縦⼩舞

試験の結果、変⾊が認められ全⾯実施には⾄らなかった
(⽂部省『法隆寺壁画保存調査⽅法報告書』1920年)

実際の施⼯
合成樹脂での保存のた
め、裏⾯から約
10.5cm切り落とす

アクリル樹脂を吹き付ける

注射器で尿素樹脂を注⼊

ボルト

鉄板
ボルトは尿素樹脂で壁体と接着し、
鉄板で更に強固に

（法隆寺國寶保存委員會『法隆寺国宝保存⼯事報告書 第14冊』1956年）

研究担当者︓⻘柳

（1）防災的視点から⾒た建築史・都市史研究①

C 部会
歴史⽂化都市の防災デザイン研究部会

植村家住宅
江⼾末期

京⾕家住宅

⼩⽥家住宅
明治36年

C-01 歴史⽂化都市の伝統に学ぶジオデザインによる都市防災計画
（1）防災的視点から⾒た建築史・都市史研究︓⻘柳憲昌・⼤場修
（2）復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究︓平尾和洋・⽊村智
（3）⽂化財の防災拠点化に関する研究︓⼤窪健之
（4）災害史研究︓⼭崎有恒・林倫⼦・⾦度源
（5）歴史都市の防災計画・デザインに関する空間解析と計画⼿法︓

⼭⽥悟史・藤井健史

他の研究部会の成果を実際に⽣きた歴史⽂化都市に実装するために必要な、
受け継がれた地域環境とコミュニティ社会の特性とニーズに合った、
「環境的・⽂化的に重要な空間を保全しつつ開発する」ための
防災デザイン・コミュニティデザインの視点に⽴脚した計画と政策の研究を推進した。

（代表）鐘ヶ江秀彦（副代表）⻘柳憲昌・豊⽥祐輔
（構成メンバー）⼤窪健之・⾦度源・林倫⼦・平尾和洋・⼭崎有恒・⼭⽥悟史・藤井健史
（PD）⽯⽥優⼦・崔明姫
（研究協⼒者）⼤場修（京都府⽴⼤学）・⽊村智（⽇本⽂理⼤学）
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出⽯旧城下町の近世災害史─罹災地域の推定範囲─

◆『出石町史』（※1）『御用部屋日記』（※2）などの文献と文化7年（1810）の
「出石城下町絵図」を用いて災害（火災・水害）の範囲推定を行い、水
害に関しては近世の氾濫状況も考察した。

出⽯町家の防災的な特徴

◆⽯切積を⽤いて町家の基礎の高さを上げる

ことが水害の備えとされる

⽂化7年（1810）の「出⽯城下町絵図」

◆町家に「タカ」と呼ばれる吹抜けの上に物
置を設けるのが特徴的

◆国土地理院のGSI Mapsを用いて「出石城下

町絵図」に等高線情報を入れた地形図（右
図）と合わせて近世の氾濫状況を検討する。

←タカ

石切積→

年 出⽕元 被害状況 出典⽂書
1823年
（⽂政6）裏町⺠家⼩林屋

鉄砲町⼀帯に延焼、焼失家屋鉄砲町28軒、
裏町65軒、川原町165軒、⽥結庄町11軒 御⽤部屋⽇記

1866年
（慶応2）⼩御料庄町 延焼、焼失家屋68軒 御⽤部屋⽇記

仙⽯家譜
1876年
（明治9）⼊佐町の⼀⾓

全焼⼾数966軒、半焼⼾数5軒、全焼社寺
39軒、全焼⼟蔵290軒、全焼部屋186軒 不明

表1. 出⽯の⽕災史 年 被害状況 出典⽂書

1722年（享保7） 侍屋敷破損45軒、同半潰8軒、町家破損60軒、同潰家10軒、流家
6軒、在々潰家35軒、同流家16軒 仙⽯家譜

1850年（嘉永3） 城下家屋に浸⽔、⼋⽊町・⽥結庄町・鉄砲町辺が床上浸⽔、松枝
区⼀帯の床上浸⽔は想像に難くない

仙⽯家譜
御⽤部屋⽇記

1912年（⼤正1） 松枝・七軒町・川原・柳町・⼩⼈全部浸⽔、⽥結庄・本町・⼋⽊
⼀部浸⽔ 出⽯町会会議録

1918年（⼤正7） 浸⽔家屋341⼾、堤防決潰12、松枝・川原・⽥結庄等浸⽔ 出⽯町事務報告

表2. 出⽯の⽔害史

※1.出石町史編纂委員会,1984 ※2. 出石町役場総務課、1982

◆多くの町家は明治9年の大火で焼失するが、

基本的な地割りは近世城下町時代の姿をよく
残しており、歴史的価値が高い。

出⽯旧城下町の等⾼線図

⽴命館⼤学建築史研究室（担当︓吉川奎）
研究担当者︓⻘柳

（1）防災的視点から⾒た建築史・都市史研究②

 どのように壁画・壁体保存⽅法は策定され、施⼯されたのか
法隆寺⾦堂壁画硬化処理使⽤の樹脂組成案の変遷(※1) (⾚枠内が実際の剥落⽌め施⼯内容、⻘枠内が実際の壁体硬化施⼯内容)

※合成樹脂での保存のため、裏側を約10.5cm切り落とされている

アクリル
樹脂

尿素樹脂
①樹脂を⽤いるという点で⼤正期の「硬化法」を継承したものである
②2種類の合成樹脂の特性を⽣かして壁体の表裏を別の処置で壁体全
体を硬化保存したものである
(アクリル樹脂…溶剤に溶けるためやり直しができる、無⾊透明
尿素樹脂…陶器への接着⼒の良さ、強度、安価)

 昭和期の壁画硬化保存処理の特徴は、以下の⼆点である

裏裏

壁壁画画



（2）復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究
研究担当者︓平尾+⽴命館⼤学建築意匠研、⽊村+⽇本⽂理⼤学建築史意匠研

【研究⽬的】
地震等の⼤規模災害後の速やかな復興を実現するための、事前計画にむけた①エリア別建築類型・町並み要素
の整理と②デザイン･サーヴェイ⼿法のモデル化、ならびに③復興フレーム提案

〇2020年度の研究活動：路地空間の定義・選定、伝統的意匠と防火性能の両立方法論
19年度迄の、細街路が多く木造建物が密集する京都市の中心市街地における「復興計画

策定のための類型学的アプローチ」については一定の方法論が確立できた状況にある。
よって20年度は①京都市中心部の「路地空間」の対象選定方法とその評価基準の明確化、

②既に修理修景基準を有する「伝統的建築物群保存地区」に対する、防火性能のチェッキ
ングと脆弱性の定量的な把握方法の確立、以上を行った。

その１．京都市内の路地空
間の定義と選定（継続中）
①既往研究で曖昧に扱われて
きた「路地空間」の定義を、「幅
員･道路標識の有無･沿道建築
物」の３つの観点から整理した
②近世以前に出自を持つ「辻
子・突抜」とそれに接続する細
街路261候補より、①の定義を
基に118サンプルを選定すると
共に、路地空間特性を失った辻
子・突抜の要因を分析中

明明治治9年年のの出出石石大大火火のの延延焼焼範範囲囲

明治9年の出⽯⼤⽕延焼範囲復原図

嘉永3年の⽔害の被害範囲復原図

嘉嘉永永3年年のの水水害害のの被被害害範範囲囲

出出火火地地点点
「「出出石石町町岩岩鼻鼻にに住住せせうう森森谷谷徳徳平平ななるる
もものの、、醉醉酗酗ししてて火火をを失失いい」」

◆『出石町史』より出火地点は南東部の入佐町岩鼻とさ
れる。また、南西部にある「小人町が風向きの関係で災
厄を免れた」ことから南東の風であった。

◆図中の は被害を免れた記述が文献に残る建物で
ある。延焼範囲はこれらより内側のはず。

内内町町
◆「内町」は当時幅およそ10mの内堀の存在があったた
め延焼被害が他の地域に比べ少ない。

記記述述内内容容

欄干橋上服部鳥之助門前■、下岩鼻往来、宗鏡寺町丁字屋辺迄一面川原
ニ相成り、（中略）就中欄干橋辺之水材木町ヘ溢レ、東御門之方ヘ突当殊
ニ（中略）東御門前切レ其水内町へ流レ込、并大手御堀の水強く左右之駒
寄セ倒れ、田結庄町上ヘ流レ込、同町家不残床へ上り、八木町上田吉郎右
衛門宅辺迄も床へ上■、本町下なども床へ上り、鉄砲町辺なども強く折原
■■■石砂入、金沢宅なと水床へ上り、昌念寺御廟の辺余程欠ケ、其辺大
木三本根こそぎニ相成、如来寺善光寺前松根こそぎニ倒レ、其外数ヶ所大
破候

◆文献の記述より材木町東端から氾濫した水は材木
町・伊木町を通って内堀を介して西へ流れ、西部の「田
結庄町」で溢れたと考えられる。

延延焼焼町町数数 全全焼焼戸戸数数 神神社社・・仏仏堂堂 土土蔵蔵

14 966 39 290

表3. 出⽯⼤⽕の被害状況（『出⽯町史』による）



（3）復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾+⽴命館⼤学建築意匠研、⼭本＋奈良⼥⼦⼤学⽣活空間計画研
（3）復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾+⽴命館⼤学建築意匠研、⼭本＋奈良⼥⼦⼤学⽣活空間
計画研

復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾+⽴命館⼤学建築意匠研、⽊村＋⽇本⽂理⼤学建築史意匠研

【研究課題】空き家の利活用による防災・減災の可能性に関する研究

【研究目的】地震等の大規模災害時の被害を最小限に抑えるため、また速やかな復興を実現するための事前
復興計画に向けた①空き家や要耐震改修建築の分布調査、②デザイン･サーヴェイによる町並み
の保存、③耐震改修計画ならびに災害に対して耐力のある地域のグランドデザイン提案を行う

〇2020年度の研究活動：大分県の空き家の分布調査と対象建築の耐震診断
本年度は空き家が全国的にみても高い大分県の中で、木造三階建てで未利用空間を持つ

店舗兼住居がある臼杵市と、近年空き家を改修して利活用されている事例の多い別府市鉄
輪を研究した。両市は耐震改修の補助金が未活用の状況にあるという問題を抱えている。
その中で(A)県指定の文化財登録を念頭に建築物の年代特定、対象建物の実測や寸法の確

認、(B)別府市鉄輪の朝日地区における空き家の分布調査を実施、調査対象の空き家の実測
調査、現行法規に適応するための必要壁量等の定量的な把握を行った。

(A)大分県臼杵市内の木造
三階建て店舗兼住宅の
耐震診断（継続中）

①既往研究で明らかにされていた
臼杵市木造三階建ての現状
を確認

②元旅館伏見屋の実測
③計測した寸法を元に壁量計算、
許容応力度、N値計算の実施

④wallstadでの振動解析実験の
準備

図2:伏見屋 一階平面図

図3：伏見屋 二階平面図 図4：伏見屋 三階平面図

※山村裕一：近代臼杵における木造三階建
旅館伏見屋の建築史的位置付けについ

て, 山口大学卒業論文,2003年
図1：臼杵市の木造三階建て

006 オカハチ 005 ﾎﾟｰﾗ新臼杵 004 姫野ｻﾀﾞｵ宅003 深田正利宅

000 伏見屋001 鳥料理ゆふ002 旧高風荘

<解体>

<解体>

その２．出石伝建地区の意匠特性と防火脆弱性の定量化（継続中）
①エリア内２１６サンプルの選定と現地調査に基づくカルテ作成
②開口部の建具タイプのオーセンティシティーに対する考察･チェッキング
③建築意匠のうち切石積・虫籠窓の分布･傾向分析
④町家の防火性能面での脆弱性を定量化するためのフレーム検討

図 辻子･突抜データベースと不適格要因分析(一部)

図 左:防火カルテ 中:開口部の系譜 右:虫籠窓分布

復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾+⽴命館⼤学建築意匠研、⽊村＋⽇本⽂理⼤学建築史意匠研



大大窪窪 健健之之、、金金度度 源源、、林林 倫倫子子、、国国島島 岳岳大大

文化財の防災拠点化に関する研究

研究担当者︓⼤窪健之・⾦度源・サキャラタ・⼩川和⾺

●2015年4⽉25⽇ ネパール・ゴルカ地震（M7.8）
5⽉12⽇ 余震（M7.3）

死者︓8,856⼈
負傷者︓22,309⼈
全壊建物︓604,930棟©CNN

そんな中…
世界遺産の中庭
空間が避難場所
として活用された

サキャラタ・大窪健之・金渡源：災害記憶継承に向けた出版活動～2015年ネパール地震を事例として
歴史都市防災論文集（報告），vol.14，pp. 265‐270，2020年7月

ゴルカ地震のメモリー
ブックを出版し地域還元

①伝統的空間における震災備蓄計画と実施体制に関する研究
－世界遺産カトマンズ盆地・パタン地区を対象として－

（3）復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾+⽴命館⼤学建築意匠研、⼭本＋奈良⼥⼦⼤学⽣活空間計画研
（3）復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾+⽴命館⼤学建築意匠研、⼭本＋奈良⼥⼦⼤学⽣活空間
計画研

復興にむけたデザイン・サーヴェイに関する研究 平尾+⽴命館⼤学建築意匠研、⽊村＋⽇本⽂理⼤学建築史意匠研

(B)大分県別府市の空き家調査•活用条件及び耐震診断
①鉄輪の空き家の分布調査と研究対象の選定 (継続中)
②利活用事例に関するヒアリング、対象建築の実測調査
③耐震改修の補助金事業について比較検討
④構造解析ソフトwallstatによる振動解析の実施と検証

①

③

④

⑥ ⑤
⑦

【今後の研究計画・展開】
①解析ソフトwallstatでの振動解析の実施と検証
②壁量・軸組・N値計算及び許容応力度計算等、及び耐震診断の実施
③構造評点が１.0以上となる耐震計画の最適化的検討、対象地域のグランドデザイン提案

図6(上):鉄輪の空き家の利活用状況
図7(下):対象範囲の収容避難所と徒歩避難圏

図8(上):a side 一階平面図
図9(下):a side 二階平面図(現況)

図10(上):対象建築の3Dモデリング
図11(下):補強後と補強前の比較検討

図5：a side外観

※京都大学生存圏研究所が公開しているwallstat ver.4.3.10を用いた

＜収容避難所＞
①すきっぷパーク
②亀川小学校(体育館)
③北部中学校(体育館)
④旧別府羽室台高校
⑤朝日中学校
⑥朝日太平山地区公民館
⑦朝日小学校
＜空き家改修事例＞
(1) ゆめ十夜
(2) a side 万寿屋
(3)冨士屋‐也百‐はなやもも
‐
(4)ひろみや
(5)ふくばこ蕎麦店

②

(2)
(1)(3)

(4)
(5)

N



大大窪窪 健健之之、、金金度度 源源、、林林 倫倫子子、、国国島島 岳岳大大

文化財の防災拠点化に関する研究

山根雅也・大窪健之・金度源：災害情報を即時共有する地域防災情報ネットワークシステムの導⼊効果に関する検
証〜京都市先斗町での避難シミュレーションを通して〜、歴史都市防災論文集（報告），vol.14，pp. 187‐194
南本一樹・大窪健之・金度源：災害情報の即時共有を目的とした地域防災情報ネットワークシステムの機能拡張と評
価に関する研究～路地の多い先斗町での防災訓練を通して～、（学会論文投稿準備中）

①歴史的な街並みの避難計画策定に向けたシミュレーションと
実践的な防災訓練の研究

─京都市先⽃町を対象として─

︓混雑が解消された箇所

先⽃町の地域住⺠（お店の従業員）のみが⽕災情報を認識し
ていると仮定した場合の避難シミュレーション結果
※ピーク時の先⽃町内の従業員数は全体⼈数における約20％と
して計算（2017林⽥歴防論⽂より）

本システム導⼊を想定した際

現状と
⽐べて
パターンA
において
最⼤
17分
以上短縮

出⽕エリア 避難完了時間
A 12分10秒
B 10分15秒
C 9分25秒
D 9分37秒
E 9分25秒
F 9分13秒
G 9分11秒
H 8分58秒
I 8分59秒
J 10分20秒
K 11分17秒

短縮された時間
17分10秒
10分11秒
8分37秒
6分10秒
5分02秒
3分36秒
2分11秒
2分25秒
2分31秒
9分55秒
11分39秒

能美防災と共同開発した「地
域防災ネットワークシステム」
を先⽃町へ実験的導⼊の上
に避難訓練とシミュレーション
を通して避難誘導の有効性
を検証した。

大大窪窪 健健之之、、金金度度 源源、、林林 倫倫子子、、国国島島 岳岳大大

文化財の防災拠点化に関する研究

研究担当者︓⼤窪健之・⾦度源・⾕⼝有理⾹

谷口有里香・大窪健之・金度源：観光客等の緊急避難場所としての社寺の能力評価に関する研究～
京都市清水・祇園地域を対象として、歴史都市防災論文集（報告），vol.14，pp. 239‐246

清水・祇園地域の調査対象社寺

・発災時の観光客の避難段階

各観光場所発災直後 一斉帰宅の抑制

～12時間 観光客
緊急避難広場

身の安全の確保

～72時間 観光客
一時滞在施設

休憩や宿泊

「清水・祇園地域帰宅困難観光客避難誘導計画」 １）より

時期区分 （避難場所） （支援内容）

指定されている八坂神社、大谷祖廟、高台寺、霊山
観音、清水寺の社寺５件を対象に備蓄等の現状調査
→ 備品類やトイレは地域で相互支援が可能だが、
運営面での避難者把握や外国語対応に課題が存在

②観光客等の緊急避難場所としての社寺の能⼒評価研究
─京都市清⽔・祇園地域を対象として─



（4）災害史研究

②近代京都の災害史研究

近代京都の災害史研究
京都歴史災害史料研究会の活動（今年度はコロナの影響で停⽌）
『京都⽇出新聞』から近代京都歴史災害データベースを構築

近代における⼈間と災害の関係性の変化を解明
災害史史料の収集・分析〜京都市域の古⽂書（熊⾕家⽂書など）

↓↑
⾃然災害に加え疫病災害も研究対象に付加〜⼈間の意識変化の様相が⾒える

コレラ、スペイン⾵邪など感染症に対する「畏れ」
「⽂明」の名のもとに科学技術によって克服

↓
伝統的な「防災の知恵」が継承されず
歴史から学ぶ必要性

研究担当者︓⼭崎有恒

Deep Learningをを用用いいたた感感性性推推定定AI

⼤窪 健之、⾦度 源、林 倫⼦、国島 岳⼤

⽂化財の防災拠点化に関する研究（5）歴史都市の防災計画・デザインに関する空間解析と計画⼿法
研究担当者︓⼭⽥悟史

複数人物の街路に対する訪問意欲の有無の比率を推定（以前は個人）

• 被験者：100名
• 街並み画像10枚に対して訪問意欲の有無を回答
• 街路毎の有り率を推定
• 有効回答枚数（914枚）
• 並行して注視点画像とスケッチ画像を取得

特定人物の
心理

複数人物の
心理

複数人物の
行動

特定人物の
生理

人とAIの比較も検証中
＞CAMと注視傾向・スケッチの比較



強強弱弱にに差差

強強弱弱とと振振幅幅にに差差

m5

m2

経験者

経験者

未経験者

未経験者

Human‐Computer Interaction技技術術をを用用いいたた伝伝統統技技術術のの保保存存継継承承 ‐大大工工仕仕事事のの感感覚覚のの可可視視化化‐

⼤窪 健之、⾦度 源、林 倫⼦、国島 岳⼤

⽂化財の防災拠点化に関する研究（5）歴史都市の防災計画・デザインに関する空間解析と計画⼿法
研究担当者︓⼭⽥悟史

未経験者と経験者の筋変位を比較し動作の違いを可視化（以前は動作分類）

結結果果（各動作を30回繰り返したものを100セット作成）

＋
AI

筋筋肉肉のの動動きき

可可視視化化
＋＋

体体験験（（電電気気信信号号ととししてて再再生生））

目目的的

見て聞いて盗む＋定量的理解と体験

優れた可動性とセンサーに加え
て自然知能まで持っている

手の開閉
→握力に差異あり

4本の指
→指の力＋緩急に差異あり

丸亀城景観写真による印象評価実験および景観構成要素の物理量との関連性の考察

⼤窪 健之、⾦度 源、林 倫⼦、国島 岳⼤

⽂化財の防災拠点化に関する研究（5）歴史都市の防災計画・デザインに関する空間解析と計画⼿法
研究担当者︓藤井 健史

石垣の見え方に関する物理量が丸亀城景観の評価に影響を検討

石垣量を変化させた実験用画像 石垣物理量と印象評価点の分布図および回帰直線

石垣の見え方に関する物理量が丸亀城景観の評価に影響有を確認



C-02 歴史⽂化コミュニティのジオデザインによる防災政策

研究担当者︓鐘ヶ江・豊⽥・⼤橋・酒井
⼤学院⽣︓清⽔・留野・ Roni・Kartika

1. 歴史資産の継承・保全政策に関する研究
• (1-1) 観光スポットによる訪⽇観光客への防災対策枠組みに関する研究
• (1-2) インドネシアの歴史的旧鉱⼭都市の観光地としての競争⼒に関する研究

2. 住⺠⽣活との相克の克服へ向けた政策⽅針に関する研究
• (2-1) コミュニティ・レジリエンス研究の到達点と課題︓歴史的地域防災へ向けて
• (2-2) 地域（防災）イベントへの参加意図に関する研究
• (2-3) 熊本地震(2016)における被災者⽀援組織ネットワークの多組織連携に関する研究
• (2-4) アクセス可能で適正な空間情報に向けたリスクコミュニケーションに関する研究
• (2-5) 都市縮⼩期を迎えた歴史都市・京都におけるNPO活動に関する考察

C-02 歴史⽂化コミュニティのジオデザインによる防災政策

C-02 構成メンバー

兵庫県姫路城を対象とした城景観の可視量分析

⼤窪 健之、⾦度 源、林 倫⼦、国島 岳⼤

⽂化財の防災拠点化に関する研究（5）歴史都市の防災計画・デザインに関する空間解析と計画⼿法
研究担当者︓藤井 健史

姫路城の天守・石垣・櫓の周辺街区からの見え方の分布を定量的に把握

解析用姫路城3次元モデル 天守から半径800m圏内の姫路城可視量マップ

GPGPUによる高速計算手法により、都市スケールの
可視量計算を実施（今後、解析範囲拡大検討中）



(1-1) 観光スポットによる訪⽇観光客への防災対策枠組みに関する研究
訪⽇観光客は震災時に⾃⼒で適切に避難することが難しいことから、どのように訪⽇観光客の安全を守るかが重
要な課題である。⼀⽅、観光スポットは災害発⽣の際、直ちに観光客に対応しなければならないため、事前に対
策を考える必要がある。そのため本研究では、京都の神社仏閣と定義する観光スポットが訪⽇観光客に対して準
備するべき防災対策を提案することを⽬的とした。そのため、観光スポットによる訪⽇観光客への防災対策の実
施状況（⽂献調査、観察調査、ヒアリング調査）ならびに訪⽇観光客の災害への取り組み状況や属性による違い
（アンケート調査）を明らかにし両者の乖離を提⽰することで、今後の対策枠組みを提案した。

研究結果
① 観光スポットは訪⽇
観光客に対し、平時
の防災対策にほとん
ど取り組んでいない
（想定するべき状況
が多すぎるため）。

② 訪⽇観光客は地震リ
スク認知が低く、正
しい防災避難知識が
不⾜している。

③ 年齢によって、防災
避難情報の⼊⼿⼿段
が違う。⾔語能⼒の
違いによって防災避
難情報に対する理解
が異なる。地震経験
の違いによって災害
リスク認知が異なる。

④ 以上より、観光ス
ポットの訪⽇観光客
への防災対策枠組み
を提⽰した。

項項目目 詳詳細細

調調査査名名
訪日観光客への防災対策に関するアンケート調

査
調調査査期期間間 2020年10月31日-2020年11月13日

調調査査対対象象
2015年以降観光を目的として日本に訪問した訪

日観光客
調調査査方方法法 WEBアンケート

設設問問言言語語 中国語と英語

出出身身国国内内訳訳
中国:225,アメリカ:45,韓国:42,イギリス:18,

シンガポール:8,タイ:8,カナダ:6,イタリア:5等

主主なな

調調査査内内容容

1) 属性

2) 防災意識

3) 知識

4) 自助対策

5) 情報入手方法
回回収収状状況況 389部（中国語：228部 英語：161部）

項項目目 詳詳細細

調調査査名名
観光スポットによる訪日観光客への防災対策の実

施状況に関するヒアリング調査
調調査査事事例例 清水寺
調調査査期期間間 2020年12月25日14時20分−15時20分
調調査査対対象象 清水寺防災担当
調調査査方方法法 対面での対話

主主なな

調調査査内内容容

1) 防災避難に関する京都市との連携

2) 過去の震災における訪日観光客への対応

3) 訪日観光客への防災に関する平時対策

4) 訪日観光客への防災に関する災害発生時対策

5) 訪日観光客対応の防災計画

調査の概要 清⽔寺を事例とする観光スポット
の訪⽇観光客への防災対策枠組み

(1-2) インドネシアの歴史的旧鉱⼭都市の観光地としての競争⼒に関する研究
鉱⼭閉⼭後の⼩規模鉱⼭都市の再⽣は、世界中の多くの旧鉱⼭のコミュニティが直⾯している困難な課題
である。鉱業遺産としての価値を観光⽤に変換することは、多くの⼩規模な旧鉱⼭都市で⼀般的な選択肢
となってきている。そこで、本研究では、インドネシアのSawahluntoとBelitungを事例に、⼩規模な旧鉱
⼭都市を対象とした鉱⼭遺産観光の競争⼒モデルの開発である。

◆観光地としての旧鉱⼭都市の魅⼒と競争⼒
の測定
⾃然の美しさが観光客にとって最も魅⼒的な資源で
あることが明らかになった。
また、鉱業遺産資源と地域競争⼒との間には中程度
の相関関係しかなく、個⼈の安全性、ホスピタリ
ティ、アクセスのしやすさの⽅が地域競争⼒に与え
る影響が⼤きいことが⽰された。

図. Summary of resources attractiveness

◆観光地としての旧鉱⼭都市の再⽣における
旧鉱⼭コミュニティの役割
インタビューより、先住⺠や移⺠の居住状況や家族
の背景が、旧鉱⼭のコミュニティメンバーの忠誠度
に寄与していることが⽰された。

図. インタビュー対象者

◆⼩規模な旧鉱⼭都市を対象とした鉱⼭遺産
観光の競争⼒モデルの開発
競争⼒モデルの開発の結果、持続可能な変容が旧鉱
⼭都市としての観光都市の競争⼒レベルに⼤きく寄
与していることが⽰された。



(2-2) 地域（防災）イベントへの参加意図に関する研究
地域防災活動の⼀環として、防災イベントなどの地域防災企画が壮年層の参加獲得を⽬指して実務におい
ては実施されているが、学術⾯の成果は限られている。本研究では、どの企画（防災訓練、防災運動会、
防災イベントの組み合わせ）がどのような壮年層を惹きつけるのかを明らかにすることを⽬的とした。

ウェブ調査の概要と結果
調調査査方方法法 ウェブ・アンケート調査
調調査査時時期期 2017年8月

ササンンププルル抽抽出出
方方法法

日本全国：性別・年代が概ね均等になるよう設
定 （心理的規定因などは属性に左右されない
ことを前提条件としつつ、年代や子どもの有無
などによって望む地域防災企画の相違を明ら
かにするために幅広い属性を有するサンプル
が必要であったため）

調調査査対対象象 610（壮年層のみ〔18-49歳〕）

伝統的建造物群保存地区・出⽯および周辺地域
（豊岡市）における調査の概要と結果
調調査査方方法法

アンケート調査
（ポスティング配布・郵送回収）

調調査査時時期期 2020年12月
ササンンププルル抽抽出出

方方法法
対象地域の全住居へ配布（1299）

分分析析対対象象 308（回収率：23.7%）
対対象象地地域域選選定定

理理由由
頻繁にイベントが開催されており、イベントへの参
加実態を把握するのに適している

＜地域イベントへの「参加頻度」に関する知⾒＞
①

②

*家族で参加しているため結果が出ない可能性あり

歴史・⽂化地域であるからこそ存在する地域伝統イベントに、⼩さな⼦どもをもつ男性を狙いとした防災の
要素を加えることで、これまで地域防災に関与してこなかった若い男性やその家族へ、防災と⽂化継承とい
う2つの課題克服へ向けた啓発・関与の機運醸成を図ることができるのではないか（研究課題︓実証分析）

さらなる歴史・⽂化地域での防災促進へ向けて

2つの調査結果より、既存の地域イベントに防災要
素を含めることで、⼩学⽣以下の⼦どもがいる⽗親
（地域防災に参加しない傾向にある）に防災啓発や
地域防災への関与促進を図ることが期待できる

「「防防災災訓訓練練」」「「防防災災イイベベ
ンントト」」をを含含むむ企企画画

「防災運動会」を
含む企画

←大選選好好小→

「「ココスストト認認知知」」 防防災災企企画画へへ選選好好→影響→

男性や⼩学⽣以下の
⼦どもがいる家庭

「防災イベント」
を含む企画→選選好好→

「10歳未満の⼦ども」
がいる回答者 → 高高→ イベントへ

の参加頻度
「年代（年齢）」

・「性別」
イベントへ
の参加頻度→影響→

(2-1) コミュニティ・レジリエンス研究の到達点と課題：歴史的地域防災へ向けて
文化遺産防災と住民生活の相克の克服については、災害による致命的な被害を回避しつつ、柔軟に対応し
回復するというコミュニティ・レジリエンスが両者を繋ぐ鍵概念になると考えられる。そこで、本研究で
は文献（英語）をレビューし、社会的側面に着目したコミュニティ・レジリエンス研究の到達点と課題、
そして歴史的地域防災への示唆について考察を行なった。
◆文献レビュー調査の概要
利利用用デデーータタベベーースス Web of Science Core Collection
検検索索フフィィーールルドド 全て

キキーーワワーードド

“Community Resilience”
もしくは

“Resilient Community”
もしくは

“Community Resiliency”
期期間間 1900–2019

文文献献タタイイププ
論文、レビュー、プロシーディングズ、

書籍、アーリーアクセス論文・書籍

利利用用イインンデデッッククスス
SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 
CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, 
CCR-EXPANDED, IC.

本調査より、2432本の文献が抽出され、その多くは2010
年以降に出版された新しい文献であることが示された。こ
の中で、主に書誌結合関係により示された1000本の文献
のうち、影響力（引用ウェイトの点数）に基づいた下記の
3つのカテゴリーに基づいて、レビューを行なった。

*カテゴリー2,3,その他文献についても必要に応じて本文まで精読

カテゴリー1（引用ウェイト：100-） 本文精読
カテゴリー2（引用ウェイト：10-99） 概要精読
カテゴリー3（引用ウェイト：-9） タイトル確認

コミュニティR
（公平なRに基づいた安定性、
回復性、適応性、転換性）

社会的側⾯

コンピテンスR

結束型

連結型

空間的側⾯ ⾃然的側⾯
インフラR

組織R

エコシステムR

社会関係資本

政治経済領域
（新⾃由主義など）

社会的R

橋渡型

情報的側⾯

情報R

経済的側⾯

経済R

R=レジリ
エンス

◆歴史的地域防災への示唆
有形・無形を含む文化遺産の継承には文化レジリエンスが重要であり、
単純な要素の加減を避けた評価基準による文化遺産防災と住民生活のバ
ランスを追求することで、両者の相克克服につながると考えられる。

文献レビューよりコミュニティ・レジリエンスの6つの各側面の議論が
進んでいることを示した。一方、現状評価は各側面を加算することが
多く、①各側面固有のレジリエンスなどの関連性について議論の欠如、
②公平な（equitable）レジリエンスの重要性、そして③政治経済的概
念（新自由主義など）の影響の考慮の必要性などを提起した。特に①
については、コミュニティ・レジリエンスに重要な強い絆が、誤情報
の流布を促進しレジリエンスを減じてしまう可能性など、単純な加減
でコミュニティ・レジリエンスを評価できないことを指摘できた。

◆社会的側面に関するコミュニティ・レジリエンス枠組み（右図）



(2-3) 熊本地震(2016)における被災者⽀援組織ネットワークの多組織連携に関する研究
これまでの被災者⽀援に関する研究では、分野別の被災者ニーズの時系列的な変化とその特徴に関する結
果に留まっていた。そこで本研究では、熊本地震(2016)のにおける⾏政や社会福祉協議会、NPO、中間⽀
援組織で構成される被災者⽀援組織ネットワークによる⽀援活動事例として、⽀援連携・調整を⽬的とし
た被災者⽀援会議の議事録の分析により、被災者⽀援における時間依存性を有する多組織連携課題を明ら
かにした。

表 上位・下位会議における特徴語(TF-IDF値)

図 上位・下位会議における特徴語別出現割合の時系列的な変化

調査の概要︓
熊本県域での⽀援連携・調整を⽬的とした、⾏政を
中⼼とした「熊本県・熊本市・県社協・市社協・
NPO 連携会議 」をはじめとする上位会議とNPO組
織を中⼼とした「⽕の国会議」をはじめとする下位
会議のうち、2016年4⽉19⽇〜2016年11⽉22⽇に
開催された会議。
分析⼿法︓
議事録分析を⾏い、TFIDF値を⽤いた両会議におけ
る特徴語(⾏政-NPO間での連携課題)の抽出とそれら
単語の被災経過別出現割値の変化から時系列な変化
を明らかにした。
研究成果︓
時間依存的に出現割合が増加する特徴持つ課題とし
て、トイレ・⾵呂を除く飲⾷・キッズスペースなど
の避難所⽣活空間、⾷品栄養に関する課題
時間依存的に出現割合が減少する特徴を持つ課題と
して、住⺠⾃治、住⺠⽣活の復興に関する課題
その他の特徴(仮設住宅期を頂点に逆U字曲線を描く
特徴)をもつ課題として、ニーズ調査や情報共有など
⽀援者⽀援、⾏政連携を含む⽀援連携に関する課題

(2-4) アクセス可能で適正な空間情報に向けたリスクコミュニケーションに関する研究
インドネシアのケースを取り上げて、情報を供給する側（すなわち、情報提供者としての各⾏政機関）と
利⽤する側（すなわち、国⺠や関係者）の双⽅の視点から、リスク・コミュニケーションを⽬的として、
空間情報が発展途上国でどのように⽤いられているのかを検証した。

◆ 災害に関するマップの現状
調査によれば、災害に関する空間情報はオンライン
では広まっておらず、作成する情報も⾏政単位で異
なることが明らかになった。

◆ 利⽤者の視点からの評価
利⽤者の側からは、情報が⼗分に活⽤されていない、
そもそも情報の存在に対する認知度が低いといった
問題が明らかとなった。
また、従来の紙で印刷されたマップと⽐べて、災害
アプリに表⽰されるマップのほうが読み取りやすい
ということが明らかになった。

◆ 提供者の視点からの評価
提供者の側からは明確な規制やガイドライン、各⾏
政レベルの情報作成・拡散における役割の必要性が
明らかとなった。
また、利⽤可能な情報はリスク・コミュニケーショ
ンに適していないということも明らかとなった。

図. Challenges of Lack of Use and Low Awareness 図. Factors Affecting Intention to Use SIKK Magelang



近年では、京都市も都市縮⼩期を迎えており、その⼈⼝動向、社会経済活動や財政状況の変化は、NPO
活動に対して少なからず影響を及ぼしている。 しかし、都市縮⼩期における歴史⽂化都市に関する研究、
特にローカルレベルでの活動 （NPOによるものを含む）に関する研究は、数少ない。本研究では
歴史都市・京都のNPO活動の傾向や課題について考察した。

◆ 研究の成果
NPOの設⽴数は、近年、停滞気味である。経営規模が⼤きいものよりも⼩さなものが多い。市場の影響
も受けて、⽴地及び経営状況について活動種類別に顕著な差異が⽣じている。財政状況が厳しくなって
いるなか、これらの状況を政策に反映する必要がある。

(2-5) 都市縮⼩期を迎えた歴史都市・京都におけるNPO活動に関する考察

◆ 今後の展開
地域別あるいは⾏政区別にNPO活動の空間分布に
差異が⽣じているなか、⼈⼝動向及び社会経済状
況の変化がどの ように影響しているのかを空間解
析を含めて分析を⾏う必要がある。

図. NPO設⽴数の時系列変化

図. 「まちづくり」に関するNPOの空間分布

左図. 
活動分野別の
経常収益と
資産の関係


